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○﹃尋常小学読本﹄明治四十三年度以降使用

国立国語研究所編

上二期﹁あ〜て﹂

◎ 1987 The National Language Research Institute

刊行のことば

国立国語研究所は︑その事業項目として国語辞典の編集を掲げている︒その一つは歴史的辞典であるが︑日本語の展開

発達を記述する基礎をなすものとして︑我々は日本大語誌とも名づけるべきものを構想した︒文献の上にたどられる限り
の日本語の足跡を︑用例として収集し整理しようとするものである︒

時代をかりに三百年︑百五十年︑五十年等に区切って見るとき︑一八五〇年以後の百五十年は︑日本語が近代的発展を

とげた︑著しい一時代である︒そして一九〇一年からの五十年は︑現代語の基礎の確立した時期と見ることができる︒

我々は︑まずこの五十年にしぼって︑用例収集の作業にとりかかった︒ここに取りあげる六種の国定読本は︑ちょうど

この時期に使用されたものであって︑この時期の国語教育の基本教材であり︑その用語は︑それ自身発展しつつ︑国民的
な現代語の成立の基礎をなすということができる︒

この作業は︑もともと︑この時期の用語を採集する方法の検討のために︑試験的に行ってきたものであるが︑その作業

の結果は︑現代言語生活の基幹である︑いわゆる標準語の確立の経過を示す基本的な資料となるものと考えられる︒

ここで国定読本というのは︑明治三十七年四月から昭和二十四年三月までの間に使用された文部省著作の小学校用国語
教科書六種のことである︒その六種を使用時期に従って示すと次の通りである︒
明治三十七年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日イエスシ読本と俗称︶一〜八

昭和二十二年より使用﹃こくご﹄一〜四﹃国語﹄第三学年︵上下︶第四〜六学年︵各上中下︶︵今日みんな

昭和十六年より使用﹃ヨミカタ﹄一〜二﹃よみかた﹄三〜四﹃初等科国語﹄一〜八︵今日アサヒ読本と俗称︶

昭和八年より使用﹃小学国語読本﹄︵今日サクラ読本と俗称︶巻一〜十二

大正七年より使用﹃縛韓国語読本﹄︵今日ハナハト読本と俗称︶巻一〜十二

明治四十三年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日ハタタコ読本と俗称︶巻一〜十二

第第第第第第
六五四三ニー・
再築期期期期

いいこ読本と俗称︶

第一期国定読本については︑﹃国定読本用語総覧1﹄︵第一期

あ〜ん︶をさきに刊行したが︑さらに第二期国定読本に

ついて国立公文書要所蔵本を用いて作業を進めた結果︑ここに編集を完了したので︑﹃国定読本用語総覧2﹄及び﹃国定

読本用語総覧3﹄の二分冊で刊行することにした︒二分冊にするのは義務教育年限が第一期当時の四年から六年に延長さ

れ︑したがって六年間の教科書として内容が倍以上になっているためである︒このたび刊行するのはその第一分冊﹃国定
読本用語総覧2﹄であるが︑これには第二期の用語﹁あ〜て﹂の部を収める︒

この﹃国定読本用語総覧2﹄の編集作業及び諸本の調査にあたったのは︑主幹飛田良文︵言語変化研究部長︶︑研究員

高梨信博︵兼任︶︑調査員林大︵前所長・名誉所員︶︑見坊豪紀︵元第三研究部長︶ほか非常勤調査員六名である︒

国定読本の諸本の調査にあたっては次の機関・大学及び諸氏のお世話になったことを記して謝意を表する︒

国立公文書館︑国立教育研究所附属教育図書館︑東書文庫︑福岡県教育センター︑藤沢市文書館︑横須賀市教育研究

所︑愛知教育大学附属図書館︑滋賀大学附属図書館教育学部分館︑筑波大学学校教育部︑奈良女子大学附属図書館︑

菊

雄

福岡教育大学附属図書館︑文化庁文化財国語課主任国語調査官安永実︑同国語調査官西田絢子︑滋賀大学教授鈴木
博︑岐阜大学助教授梶山雅史︑福岡大学助教授安井篤︑筑波大学専任講師塩澤和子
また︑前巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

昭和六十二年三月三日

元

国立国語研究所長

野

（3）

説
解

はじめに
国定読本第一期から第二期へ

第二種本とを区別する目安となっている︒こうした第一期﹃尋常小学読

本﹄の修正作業は文部大臣官房図書課で行われ修正稿本が作成されたが︑

仮名遣いを改正する論があったため︑修正稿本の確定を延ばしていた︒

明治四十年三月二十日勅令第五十二号をもって﹁小学校令﹂の大改正

が行われ︑それまでの義務教育年限が四年から六年に延長された︒﹁小
学校令﹂の第三章第十八条には︑

尋常小学校ノ修業年限ハ六箇年トス

高等小学校ノ修業年限ハニ箇年トス但シ延長シテ三箇年ト為スコト

︵二︶

﹃尋常小学読本﹄の位置

第二期国定読本について

︵三・一︶

ヲ得

と定められた︒ただし︑この勅令第五十二号には附則があり︑

﹃尋常小学読本﹄編集の考え方

本令ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス︵中略︶

特別ノ事情二依リ第十八条第一項二依リ難キ場合二於テハ市町村立

国定読本の資料的意味と︑第一期国定読本については︑﹃国定読本用

常小学校二関シテハ傍従前ノ規定二依ルコトヲ得此ノ場合二於テハ

リテハ設立者二於テ期間ヲ定量テ府県知事ノ認可ヲ受ケ当分ノ内尋

小学校二在リテハ市町村又ハ町村学校組合二於テ︑私立小学校二在

語総覧1﹄の解説に記したので︑ここでは︑第一期から第二期への読本

前項二依ル尋常小学校ノ教科目二関シテハ文部大臣ノ定ムル所二部
ル
と付記された︒

明治四十三年四月第二期のいわゆるハタタコ読本の使用されるまで︑日

明治三十七年四月︑第一期のいわゆるイエスシ読本が使用されてから

表彰スルノ能ヲ養ヒ兼テ智徳ヲ啓発スルヲ以テ要旨トス尋常小学校

国語ハ普通ノ言語︑日常須知ノ文字及文章ヲ知ラシメ正確二思想ヲ

明治四十年三月二十五日に改正された︒第一章第一節の第三条は国語で︑

この改正にともない︑﹁小学校令施行規則﹂も文部省令第六号により

露戦争などいくつかの大きな出来事があった︒直接的には義務教育年限

しゅ

しゅ

高等小学校鉱毒テハ稻々進ミタル程度二於テ日常須知ノ文字及普通

シ

ク進ミテハ日常須知ノ文字及普通文二及ホシ又言語ヲ練習セシムヘ

二於テハ初ハ発音ヲ正シ仮名ノ読ミ方書キ方︑綴り方ヲ知ラシメ漸

しゅ

第四種︑第五種とあって﹂のように訂正し︑第一期国定読本の第一種本と

しゅ

制度の改正は﹁第三種︑第四種とあって﹂︵巻八・四ページ︶を﹁第三種︑

しゅ

時代の推移は教科書の材料・字句の訂正を余儀なくした︒例えば︑郵便

の延長︑仮名遣いの改定などがある︒

︵二︶ 国定読本第一期から第二期へ

説しておくこととする︒

高等小学校二関シテモ傍従前ノ規定二依ルコトヲ得

はじめに

︵コ丁三︶ 書誌・諸本・底本

︵三・二︶

︵三︶

j

説

改訂の事情と︑今回の作業対象である第二期国定読本について少しく解

︵一︶

解
（一

文ノ読ミ方︑書キ方︑綴り方ヲ授ケ又言語ヲ練習セシムヘシ
読ミ方︑書キ方︑綴り方ハ各々其ノ主トスル所二士リ教授時間ヲ区

﹁教授ノ程度及毎週教授時数﹂を定め︑第四号表に小学校五年六年の分
を加え︑左表のように記している︒

次に仮名遣い改定の問題は︑明治三十三年制定の小学校令施行規則の

たが︑生徒の習得に困難であるとして︑字音については発音にもとつく

第二号表に原因がある︒それまでの教科書は歴史的仮名遣いを用いてい

別スルコトヲ得ルモ特旨注意シテ相聯絡セシメンコトヲ要ス
ナラシムルモノナルヲ要シ其ノ材料ハ修身︑歴史︑地理︑理科其ノ

読本ノ文章ハ平易ニシテ国語ノ模範ト為り且児童ノ心情ヲ快活純正

常ノ人名︑地名等二応用セシメ単語︑短句︑短文ヲ書取ラシメ若ハ

国語ヲ授クル際ニハ常二其ノ意義ヲ明瞭ニシ且既修ノ文字ヲ以テ通

書キ方二君フル漢字ノ書体ハ楷書行書ノ一種苗ハご種トス

ニシテ旨趣明瞭ナランコトヲ要ス

常見聞セル事項及処世二必須ナル事項ヲ記述セシ辞書ノ行文ハ平易

文章ノ綴り方ハ読ミ方又混書ノ教科三二於テ授ケタル事項児童ノ日

女児ノ学級二塁フル読本ニハ特二家事上ノ事項ヲ交フヘシ

での小学校令施行規則の第一号表から第三号表までが削除され︑棒引き

が設けられた︒審議の結果︑同年九月七日の文部省訓令第十号でそれま

治四十一年五月には国定教科書修正の事業のため臨時仮名遣調査委員会

その内容については文部省内に反対があり︑そのままになっていた︒明

等教育会議︑国語調査委員会へ諮問し︑答申案が作成された︒しかし︑

をはかり︑国語教育の困難を除くため︑文部省は︑明治三十八年から高

との間に混乱を生じた︒そこで︑字音仮名遣いと国語仮名遣いとの統一

に使用された結果︑生徒は歴史的仮名遣いを用いている国語の仮名遣い

いわゆる棒引き仮名遣いを第二号表に採用した︒これが第一期国定読本

改作セシメテ仮名及語句ノ用法二習熟セシメンコトヲ務ムヘシ他ノ

英太郎は訓令で次のように述べている︒

仮名遣いが廃止されることになった︒その趣旨について文部大臣小松原

他生活二必須ナル事項乱取リ趣味二富ムモノタルヘシ

教科目ヲ授クル際二黒テモ常二言語ノ練習二注意シ又文字ヲ書カシ

又字音仮名遣ハ当初改正ノ際ハ児童ヲシテ国語学習上二於ケル困難

ムルトキハ其ノ字形及字行ヲ正シクセシメンコトヲ要ス
と記されている︒

ヲ避ケシメントスル趣旨二出テタルモノナレトモ実施ノ結果門鑑ミ

楚瀞

第六学年

漿瀞

数十十

時教毎

一〇

労醤・簸

話綴方文文日

第五学年

嘉善・鵡

数授十
時教毎

一〇

話綴方文文日

第四学年

文学ノ

方通学知

数授週
時教毎

一四

話綴書ノナ文日
シリキ読ル字二
方方方ミ普及須

第三学叢
方着癖知

数授週
時教回

一四

話綴書ノナ文日
シリキ読ル字二
方方方ミ普及須

時教回

書改正ノ時期に迫レルヲ機トシ之ヲ廃止セリ惟フニ仮名遣ハ時勢ノ

予期ノ目的二副フコト能ハサルヲ認メタルヲ以テ今回国定教科用図

瀬撫

第二学年

藤十六名

数授週
一二

話方ミ普及須仮

第一学年

文易

方通近

時教毎

一〇

話綴書ノナ仮発
シリキ読ル名音
方方方ミ普及

数十十

二富ムモノ﹂と規定された︒また︑第十七条では尋常小学校各学年の

このように国定読本の文章は﹁平易ニシテ国語ノ模範﹂となり︑その

文易ノ

材料は﹁修身︑歴史︑地理︑理科其ノ他生活歯必須ナル事項二取り趣味

国

韮
口Fr

説
解
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（5）

説

解

進歩二伴ヒ整理ヲ要スヘキコト勿論ナリト羅尚益々慎重ナル研究ヲ

︵﹃官報﹄明治四十一年九月二十八日︑二十九日号︶

各部四名以内の委員が起草を担当し︑若干の起草委員補助がおかれた︒

第三部の﹁国語﹂は起草委員に芳賀矢一︑乙竹岩造︑三土忠造︑起草委

積ミ以テ其ノ目的ヲ達センコトヲ期ス
省令改正ノ結果字音仮名遣ハ小学校二曹テモ他ノ学校二於ケルカ如

員補助に高野辰之が任命された︒

第二期国定読本について

﹃尋常小学読本﹄の位置

第二期国定読本の﹃尋常小学読本﹄という名称は︑明治二十年五月文

︵三・一︶

︵三︶

ク古来慣用ノ例二依ルヘク教科用図書亦無二依リテ編纂セラルヘシ
︵後略︶

こうして仮名遣いの問題が解決し第二期国定読本編集への条件がとと
のった︒その事情は保科孝一著﹃ある国語学者の回想﹄にくわしい︒

明治四十一年九月五日勅令第二百八号により教科用図書調査委員会の
官制が発布され︑その第三部において国語読本の編纂が開始された︒

コ読本と呼ばれる︒

部省編輯局蔵版のものを受けついだ第一期国定読本の名称を︑さらに受

た︒会長︑副会長ほか委員三十四名によって総会と部会が構成された︒

この読本の使用にあたって文部省は編纂趣意書を公にしているが︑そ

この委員会は文部大臣の監督に属し小学校の修身︑歴史︑国語の教科

総会は﹁編纂二関スル大体ノ主義方針︑部ノ主査ヲ経タル図書ノ確定﹂︑

こには第一期において示された国語の統一という基本的な目標が貫かれ

けついだものである︒これはその巻一の冒頭によって︑今日俗にハタタ

部会は委員中から選任された主査委員が︑第一部﹁修身﹂︑第二部﹁歴

ている︒しかし具体的な方法には︑模範語から標準語へ︑言語の練習か

用図書を調査審議し︑またその他の教科用図書の調査を行う機関であっ

史﹂︑第三部﹁国語﹂を分担し︑各部における﹁編纂二関スル要旨︑起

む

タイトイヒ︑イイ天気ヲ採ラズシテヨイ天気ヲ採レルが如シ︒国語

ムルモノ蝦固ヨリ之ヲ採ラズ︒例ヘバヒラツタイトイハズシテヒラ

む

口語ハ略東京語ヲ以テ標準語トセリ︒但シ東京語ノ設音・卑語ト認

第二期の編纂趣意書では︑

そして標準語という用語はなかった︒

と記されており︑﹁東京ノ中流社会二行ハルルモノ﹂が標準とされた︒

談話及綴リ方ノ応用二適セシメタリ︒

共二︑出来得ル丈児童ノ日常使用スル言語ノ中ヨリ用語ヲ取りテ︑

ノヲ取り︑カクテ国語ノ標準ヲ知ラシメ︑其統一ヲ図ルヲ務ムルト

文章ハロ語ヲ多クシ︑用語ハ主トシテ東京ノ中流社会二行ハルルモ

第一期の編纂趣意書には︑

ら自然的口語へと︑編集の方針を発展させた︒

加藤弘之

草員ノ起草シタル図書ノ審査﹂を任務とした︒

会長

松平正直︑古沢滋︑小笠原長生︑岡田良平︑吉川重吉︑大

副会長 菊地大麓
委員

島健一︑柴四朗︑高田早苗︑江原素六︑井上通泰
委員︵主査委員︶

林太郎︑中島力造︑渡部董之介︑三宅米吉︑森岡常蔵︑吉田熊次

第一部 ﹁修身﹂山川健次郎︵部長︶︑一木喜徳郎︑穂積八束︑森

第二部 ﹁歴史﹂辻新次︵部長︶︑三上参次︑萩野由之︑田中義成︑

牧瀬五一郎︑野山栄次︑喜田貞吉
第三部 ﹁国語﹂井上哲次郎︵部長︶︑芳賀矢一︑松村茂助︑市村

贋次郎︑和田萬吉︑下田次郎︑乙竹岩造︑出土忠造

説
解
（6）

読本ハ一方二於テ国語統一ノ実効ヲ挙ゲントスルモノナレバ︑教授
マンコトヲ要ス︒

教授外張読本以外片帆テ務メテ児童∠言語ヲ練習セシムル工夫ヲ積

確固ニシテ︑大国民ノ品格ヲ造成スルが如キ材料ハ笹野テ之ヲ採択

其ノ他海国思想ヲ養成シ︑田園趣味ヲ酒養シ︑又立憲自治ノ思想ヲ

た︒

第二期国定読本編纂の主眼は︑﹁大国民ノ品格ヲ造成スル﹂ことであっ

者ハ成ルベク読本ノ言語二熟シテ︑註音及ビ方言ヲ匡正スルノ覚悟
ナカルベカラズ︒

ル︒旧読本ハ主トシテ﹁ン﹂ヲ採りシガ︑新読本ハ東京語ヲ標準ト

シ︑之ヲ一貫スルニ勲爵愛国ノ精神ヲ以テシ︑快潤・勤勉・忠誠能

打消ノ助動詞﹁ナイ﹂ハ東部地方二行ハレ︑﹁ン﹂ハ関西地方二行ハ

シテ︑最初ハ多ク﹁ナイ﹂ヲ用ヒ︑後﹁ン﹂ヲ加ヘタル処アリ︒打

書編纂ノ主眼トスル所ナリ︒

ク其ノ職務二上スベキ国民ノ堅実ナル気風ヲ養成セントスルハ︑本

む

消ノ過去ニ猫撫クナカツタヲ用ヒタルモ亦同ジ︒︵第三章︶
と述べている︒﹁東京語ヲ標準語﹂とし﹁註音・卑語ト認ムルモノハ固ヨ

﹁時間﹂はその代表的なものであろう︒

諺・金言等︑高学年用には抽象的訓誠が加えられた︒巻十一第十七課

そこで材料が吟味され︑日本特殊の材料︑国民的童話・伝説・謎・浬

リ之ヲ採ラズ﹂という態度をとった︒打消の助動詞﹁ナイ﹂についても

東京語を標準とした︒そして東京語の認識と編集の態度を対照してい
旧読本ハ児童学習ノ便ヲ図りテ︑言語ノ形式ヲ論理的二文法的二解

る︒すなわち︑

練習呪力ヲ用ヒタルハ︑旧読本編纂趣旨書庫明言セルトコロナリ︒

部ヲニ回繰リカヘス等︑文学的趣味ノ低減ヲ犠牲トシテ専ラ言語ノ

ヘテニ文トシ︑副詞的語句ノ遠ク隔壁リタルモノハ︑最後ノ述語ノ

百歳の長命を保ちて︑一生を坐食に費す者あり︒二三十歳の短命に

するとせざるとにあり︒

むるも︑将又無為にして一生を終ふるも︑唯此の二十万時間を利用

はすも︑産を破り︑祖先をはっかしむるも︑功業を成し︑公益を広

る心墨は僅かに二十万時間を越えざるべし︒身を立て︑父母をあら

病気等の為に費す時間は三分の二を占め︑実際修学及び業務に用ふ

然レドモ学齢児童ノ談話ハ必ズシモ嬰児ノ片言ニアラズ︑随分複雑

して美名を万世にとゴむる者あり︒人生の長短は事業の大小を以て

人生七十年と見るも六十万時間に過ぎず︒其の内寝食・談話・遊戯・

ナルロ語ヲ話シ得︑綴り得ルコト︑実例二徴シテ明白ナレバ︑寧ロ

量るべく︑年歯の多少を以て量るべからず︒之を思へば一寸の光陰

剖シ︑単純ナル形式二練熟セシメテ︑次第二複雑ナル文ノ構造二入

自然的言語ノ形体ヲ採ルノ優レルニ三州ザルヲ信ジ︑今回ハ大体二

も軽んずべからず︒

ラントセリ︒故脚長ク連続セル文ハ殊更二之ヲ分解シ︑接続詞ヲ加

於テ簡単ヨリ複雑二進ムヲ方針トシテ︑出来得ルカギリハ自然的口

ゼル材料排列ノ変更等ハ新読本ノ旧読本ト異ナル主点ニシテ︑特殊

漢字数ノ増加︑字音仮名遣ノ復旧︑義務教育年限延長ノ結果ヨリ生

約されよう︒

このような第一期と第二期の異なる点は編纂趣意書の次のことばに要

語二近カラシムルヲ期セリ︒︵第三章︶

さらに︑その口語は﹁未ダ確乎タル標準ヲ得ズ﹂として次のように記
している︒

於テ︑又ハ児童ノ男女間二於テモ特殊ノ言語アルヲ以テ︑学校用読

国民的材料ノ加入︑文学的趣味ノ添加置土編纂者が従来ノ読本ノ欠

然レドモ我がロ語ハ未ダ確乎タル標準ヲ得ズ︑社会ノ階級尊卑等二
本トシテハ純然タル自然的言語ヲ写スコト能ハザル憾勘シトセズ︒

（7）

説
解

点ヲ補ハントシタル努力ヲ示スモノタリ︒︵第一章︶

この第二期国定読本﹃尋常小学読本﹄はその担当者によって芳賀読本
とも呼ばれた︒第四期国定読本の中心的編集者であった井上重氏は︑本
書を国民文学読本︑国民思想読本と評した︒

芳賀読本は文学読本だという世評が︑当時すでにありました︒そ
れは吉岡読本の言語主義に対し︑当然いわれるべき批評でありそし
て当時好評を得るゆえんでもありました︒しかし︑単に文学読本と
いって妥当であるかどうか︒吉岡読本に比べてたしかに趣味感情も
豊かであり︑文章の表現における芳賀先生のご苦心もいろいろ伝え
聞いていますが︑芳賀先生のねらわれたものは︑もう一つ奥にある
と私は思います︒

芳賀読本を通観して感じられる特色は︑単なる文学読本でなくい
わば国民文学読本︑もっと極言すれば国民思想読本といった趣きが
国民の思想精神を啓培することをもって目標とされている︒これは

あることであります︒ 一つ一つの素材の選び方なり︑表現なりが︑

吉岡読本と比較して︑特に注意される点であります︒

まず︑数多くの日本童話︑伝説︑神話︑史的人物︑特に皇室を中
心とする忠臣︑孝子︑英雄︑賢女︑才女︑文化的偉人等が読本教材
の根幹となっています︒しかし︑一面から見るとこれらは︑あえて

芳賀先生をまって始めて教科書に選び出されたものではありませ
ん︒︵中略︶国定第一回の吉岡読本でさえ︑こうした教材を少なか

らず民間読本から受けついでいます︒もちろん芳賀先生は︑その時
代の文章家をもって任じられ︑人も世も認めていたのですから︑こ

しいと思われるものが随所に見出され︑それが国民思想読本として

こん然一体となっている観があります︒︵国定読本の編集︶

しういつ

また五十筆力博士は﹃国定読本文章之研究﹄︵二松堂・明治四十五年刊︶
の中で︑

とエの

か

又此の十二冊の中には以前の読本の秀逸を其のまN取り入れたの

ヘ

ヘ

へ

へ

も

だたう

あ

あ

ヘ

へ

ヘ

あ

カ

ヘ ヘ

も

へ

へ

も

つぼ

も

へ

ぐあひ

ぬ

はな

てん

せうおう

もあり︑その他にもよく整って可なりに趣味のあるのが無いではな

ヘ

がい
いが︑概していふと︑

へ

一︐妥当な語句が用ゐられて居らぬ︒
と﹂の

で き

そくめん

はいめん

りめん

ないめん

一︑文脈が整って居らぬ︑続き具合︑離れ具合︑転じ具合．照応
ぶんみゃく

ちしきてきろれつ

の具合が立派に出来て居らぬ︒
くわんさつ

ヘ

ヘ

へ

ヘ

あ

セ

ヘ

あ

ヘ

へ

あ

へ

あ

ヘ

カ

へ

ぬ

ヘ

はす

へ

あぶら

一︑正面からの知識的腕列が多く︑側面︑背面︑裏面︑内面︑よ

しやうめん

も

り観察した趣味本位の文章が少ない︒

居らぬ︒

一︑文章に命がない︑品位がない︑弾んで居らぬ︑油がかΣつて
なん

といふ難があります︒知識的︑形式的にいふと︑いろくな材料が
じゅく

しゅみ

広く集められて︑御献立もなかくよく整って居りまずけれども︑

文章として見ては︑落ちついた︑熟した文とは云はれません︑趣味

生命のある文章とは云はれません︒

せいめい

と︑批判した︒

以上のほかに︑第二期国定読本は物語的教材が増加した反面︑児童の

生活をえがいた教材が少なくなっている︒

さらに﹁大国民ノ品格ヲ造成スル﹂ことを主眼として︑その実現のため

第二期国定読本は第一期の﹁国語の統一﹂という根本方針を受けつぎ︑

﹃尋常小学読本﹄編集の考え方

的生活事象は新しく選び︑新しく書かれたものが多い︒博学で︑ら

︵三・二︶

い落で︑物に拘泥せず︑多分にユーモアを蔵していられた先生とし

の教育上の配慮をはらった︒第二期の﹁尋常小学読本編纂趣意書﹂によ

れらの素材をすべて新しく書きかえられ︑また現代の国家的︑社会

ては︑これらの正面切った教材の間を縫うように︑いかにも先生ら

って︑第一期と比較しながらその要点を紹介しよう︒
形式については第六章に次のように述べている︒

﹁テヲヒイテアゲマス﹂のように助詞として︑﹁ヰ﹂は﹁トンボガトンデ

容詞・動詞・助詞二丁テセルコトアリしというように︑例えば﹁ヲ﹂は

ヰマス﹂のように動詞として提示した︒これは第一期が発音教授を起点

チツ・ヒシ等ヲ対照シテ﹂提示したのと異っている︒

として仮名の排列を考慮し﹁専ラ詑音矯正ノ便ヲ図りテ︑イエ・スシ・

①第二期国定読本は冊数及び毎冊の行数字数などはすべて第一期の体
いる︒それが著しいのは画譜・十・十一・十二であり︑課外も増加して

第二期
第一期

最モ正確二教授スベキハ言ヲ待タズ︒混清シ易キ発音二就キテハ教授者

⑧五十音図の仮名・その濁音・半濁音︑ハ行転呼音︑促音︑長音︵ケ

ノ特二注意センコトヲ望ム︒しと重要性を強調している︒

イ・ヘイやカア・ニイのごとき長音︶を巻一に示し︑拗音︑拗長音は巻

二に提示した︒また濁音・半濁音の仮名は便宜清音の字の後に提示し
た︒

促音及び拗音の書き方は︑第一期が﹁トッテ﹂﹁シャシン﹂のように右

脇に細書したのに対して︑第二期は﹁トツテ﹂﹁シヤシン﹂のように通常

の音と同じく直書した︒ただし︑外国語は﹁此ノ限ニアラズ﹂であって
細書した︒

㈲平仮名は第二学年︑すなわち巻三から提示し﹁摘出スル語ノ意義ヲ

重ンジテ﹂︑﹁さくら・うつくしい﹂﹁やま・はな・とり・のはら﹂などの

ように提示した︒第一期が﹁へ・り・か・や﹂など字形・筆法が片仮名

と近似した平仮名から提示したのと異っている︒

なお︑平仮名四十七字は七三第一課から第六課までで全部提示した︒

⑤変体仮名は第一期にはなく︑第二期で提示したものである︒これは

中に提示したと記しているが︑実際には次の二十六字である︒

纂趣意書には﹁普通ナルモノニ十五字﹂は巻十から巻十二までの韻文の

に課し︑綴り方には必要ないと指示している︒この変体仮名について編

育トシテ世上ノ慣用最モ弘キモノヲ知ラシメントスル﹂にあり︑読み方

﹁文部省令ノ結果トシテ新二加レルモノ﹂であって︑その趣旨は﹁国民教

仮名の新字を提示する場合は︑必ずしも名詞で行うことをせず︑﹁形

シの仮名を提示したのと異っている︒

期が模範語の語形を示さず︑椅子・枝・雀・石を図示してイ・エ・ス・

マゴなどのように二字もしくは三字を習得するようにした︒これは第一

②片仮名は巻一から提示し︑範語法によってハタ・タコ・コトリ・タ

九一七

八八七七九八九七七六六五
六四九六四六〇四〇〇〇八

しかし︑発音教育をおろそかにしたのではなく︑コ語一語ノ発音ヲ

裁をとり︑﹁其ノ品数ハ旧読本二輪シテ約一割六七分ノ増加﹂を示して
いる︒第二期と第一期のページ数を比較した表は左の通りである︒

巻

文字と符号については次の通りである︒

一〇七二

ニー〇九九九八八八七六五
一八四六五二六二三四六五

なお︑巻九・十・十一・十二が比較しているのは第一期の高等小学一︑
二年の分である︒

ニー十九八七六五四三ニー

十十
計

説
解
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（（（（（
わのたこあ
）））））

（（（（（
をはちさい
）））））

二
讃えちセ

渦てゑ陸
ふてしえ
））））
セヤキ才こ

よとすお
））））

（（（（
りなぞか
））））

をふ謹う

豊ユさ争こ

れにたき
））））

らである︒

巻六の巻尾に﹁終﹂の漢字があるのは︑同巻中に﹁終﹂の字を学んだか

漢字選択の標準は﹁応用ノ最モ広キモノヲ採ル﹂ことにおき︑第一期

においては人名・地名・代名詞・副詞・接続詞・助動詞に用いられる漢

字を避けたが．第二期は︑例えば︑人名の﹁鈴木﹂﹁佐藤﹂の﹁鈴﹂﹁佐﹂︑

代名詞の﹁其・此・之・是﹂の類︑接続詞・副詞の﹁又・亦・未．遂．

漢字の字体については︑第一期では文字の簡易なるを主として﹁糸・

互﹂の類は︑応用の最も広いものとみなし教授することとした︒

虫・蚕﹂を用い﹁綜・轟・鷲﹂は用いなかったのであるが．第二期は

﹁社会ノ用例二準拠﹂して﹁糸縣・虫轟⁝・鷲﹂を使用した︒

期と同じである︒その分別法は明治三十九年文部大臣官房図書課で編成

Gり﹁分別書方﹂すなわち分かち書きは︑丁重の終わりまで用い︑第一

を接近して排列する︵東西南北・左右・前後・明暗・遠近・多少．表

し同年十二月国語調査委員会の議決を経た﹁分別書キ方案﹂による︒そ
む

読み替え

の結果︑第一期で﹁カラスガナイテヰマス﹂となっていたものを

新字

九八四

l七八六一八五三一
縺Z〇八七九四一五九二〇

など︶︒なお︑平仮名を提示する時期には新漢字を提示していない︒

一三六〇

O四五五七七四二六五ニー
l一六七七四六二八一四〇

漢字の字数は︑第一期は尋常四学年間に五百字︑高等一・二学年を合
となった︒趣意書の付録﹁新出漢字表﹂﹁読替漢字表﹂によると各巻の新

わせて八百五十字であったが︑第二期は十二巻を通じて一千三百六十字
出の漢字︑読み替え字数は下表の通りである︒

第一期は八百五十字のほかに傍訓を施した漢字が多かったが︑第二期
は﹁読本中二現レタル漢字ハ必ズ新漢字トシテ教授スベキ方針﹂をと
り︑人名・地名の固有名詞を除き︑一切振り仮名を用いず︑必ず新字と
して提示した︒しかし巻九からはこの方針をゆるめている︒

新字は欄外に摘出し︑読み替えの字は傍線を施して示し︑熱語として
二字以上連続し離すことのできないものは︑その連続に傍線を施した
︵萄・弟子・大人・何時・何所など︶︒

一

一

一

一

一

一■直
一
一一▲
一
一
一
＿＿▲
一

巻

く前におく︵毎海・糸細紙・申碑・里野鯉・車輕・黄廣・霊室・貝買費

裏・問答・内外・晴曇・寒暖など︶︒ ⑧結構の基本となる文字をなるべ

列する︵遅牛・下思・鳥島・持待・類願など︶︒ ②観念の類似したもの

夫をこらした︒すなわち︑①なるべく字形の類似したものを接近して排

学年の二年・三年・四年に注意をはらい︑同一課もしくは接近した課で工

に︑﹁日月大小山川等ノ簡易ナル文字二十余丁﹂を提示した︒特に下級

ヲ教フルノミ﹂であったのに対して︑第二期では第一学年後期用の巻二

⑥漢字の提示については︑第一期の第一学年が﹁一ヨリ十マデノ数字

2｝そム欲1め
一度使用した漢字は︑なるべく重ねて練習できるようにした︒例えば︑

jー十九八七六五四三ニー
十十

計
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働

﹁カラス ガ ナイテ ヰマス﹂のように﹁テ﹂を上の動詞につけ﹁ヰマ
ス﹂を独立させた︒また︑人名の下の﹁サン﹂は︑﹁タケヲサン﹂のよう
になっていたものを﹁タケヲ サン﹂と分かち書きした︒

⑧送り仮名は︑明治四十年国語調査委員会編纂の﹁送仮名法﹂に準拠
した︒ただし︑二つの動詞の複合する場合︑上の動詞が二音のときはそ
の送り仮名を省いた︒これは同法の附則によっている︒また︑﹁審クス﹂
﹁分カツ﹂など三音の語で︑同法によるとこ音を送るべきものは︑便宜第
一期と同じく語尾のみを送った︒

⑨句読法については︑明治三十九年文部大臣官房図書課が編成し︑同
年十月国語調査委員会の議決を経た﹁句読法案﹂に準拠した︒第一期に
比べると﹁・﹂が減じた︒これは第一期の場合︑代名詞・副詞・接続詞
二期は新たに︑同一種類の語を並列した中間に﹁・﹂を用いた︒

などは︑ほとんど各語の下に﹁・﹂を施したのを止めたためである︒第
分かち書きで一語の二行にわたるものは︑前行の終りにロを用い︑改
﹄を用いた︒これらは第一

行すべき箇所で前行に余地のないものは﹂を用い︑挿入文に﹁﹂を付
し︑挿入文中に他の挿入文のある場合は﹃
期と同じである︒

⑩外国の地名で仮名書きしたものには右側に双線財を施し︑また︑仮
名書きした外国人名には単線1を施した︒
働字音仮名遣いは︑第一期が発音にもとつく表記法であったが︑第二

には﹁ノデアル﹂の体を採用した︒

㈱口語はほぼ﹁東京語ヲ以テ標準語﹂とし︑﹁自然的口語雌鶏カラシ

ムル﹂ことを期した︒︵三・一︶で述べた通りである︒打消の助動詞は

主に﹁ナイ﹂を用い﹁ン﹂を加えた︒過去に﹁ナカツタ﹂を用いたのも
同じ趣旨による︒

㈲文語は︑第三学年後期用巻六の初めから提出し︑第四学年以後文語
を多くした︒左表の通りである︒

⑯行文は趣味を多くすることにつとめ︑擬人法︑問答体を用い︑無味

αη書簡文は︑下五第二十一課﹁はがき﹂の口語文から提示し︑候文は︑

に流れることを防いだ︒

第五学年前期用巻九から提示した︒書簡文の送り仮名は︑巻九・十の第

五学年用は﹁申上候﹂﹁願上候﹂﹁相成候﹂﹁存候﹂﹁仕候﹂の五種に限り

送り仮名を省き︑他は﹁致し候﹂﹁致し居り候﹂﹁驚き入り候﹂のように

送り︑巻十一からはすべて﹁致候﹂﹁致居候﹂﹁驚入候﹂とし︑書簡文の

期は歴史的仮名遣いによった︒︵三・一︶で詳述した通りである︒
文章については次の通りである︒

⑱韻文は︑巻一に一︑巻二に二︑巻三以上に各三を収めた︒第一期か

特例を示した︒

第十六課まですべて敬体︵編纂趣意書には崇敬体とある︶を用いた︒巻

ら採るもの三︑修正稿本から採るもの六︑懸賞によりて採るもの八︑人

働口語は巻一から提示し︑韻文・独思・独語・引用文を除いて︑巻五
五第十七課ではじめて常体の口語を用い︑文語に移る階梯とした︒巻九

に嘱して作らしめたるもの二︑その他十二篇は起草者の作である︒格調

は七五調︵一九︶︑七七調︵三︶︑五七調︵二︶︑五五調︵一︶︑八七調

以上の口語は記述体を用いた︒

働敬体には﹁アリマス﹂﹁ゴザイマス﹂﹁デス﹂を用い︑常体の記述体

⑳
説
解

j、

ｪ八調︵一︶︑雑体︵五︶と記されている︒

﹁言語ノ練習﹂から﹁自然的口語﹂﹁大国民ノ品格ノ造成﹂へと重点が移
っている︒

第二期の用語の特色は︑やはり第一期で樹立された一人称．二人称の

なお︑用語の特色の一端をここに述べておく︒

代名詞︑あるいは﹁おとうさん﹂﹁おかあさん﹂などの親族名称の体系を

発展させた点に認められる︒一人称の場合︑﹁わたくし﹂﹁ぼく﹂であっ

たものに︑﹁わたし﹂﹁おれ﹂﹁われわれ﹂などが加わり文学的趣味が添え

かあさま﹂︑下町ことばの﹁おっかさん﹂が加えられ︑自然的口語を反

られた︒親族名称においても︑﹁おかあさん﹂には山の手ことばの﹁お

ある︒例えば︑
︹第一期︺

タツトブ︵尊︶

ともす︵点︶

ゼニ︵銭︶

両がは

よつぼど

たふとぶ

トボス

おあし

ウミベ︵海辺︶

リョーカバ︵両側︶

春・夏・秋・冬

大阪

︹第二期︺
大坂

キクワン車

オホサカ

︹第一期︺

春︑夏︑秋︑冬

たもの︑字音仮名遣いの反映するものなどがある︒表記上第二期が目立

のように︑漢字の字体に変更のあるもの︑符号﹁︑﹂と﹁．﹂の交替し

きかんしゃ

アキ

表記の面からみると︑ 例えば

などがある︒

よほど︵余程︶

ウミバタ︵海端︶

︹第二期︺

第一期の用語と比較すると︑同義語でありながら変わっているものが

映させている︒

第二は国民的童話・伝説を採用したこと︒例えば﹁桃太郎．猿蟹合戦．

以上は﹁尋常小学読本編纂趣意書﹂に述べるところである︒第一期の

季節は︑日本中央部を標準とした︒

いようにした︒

屋・衣服は︑なるべく﹁多数国民ノ階級ヲ標準﹂とし︑貴族的にならな

⑳挿絵は︑﹁児童二適確ナル印象ヲ与フルヲ主眼﹂として︑人物．家

る︒

後二於テ︑歴史・地理・理科等ノ授業ヲ受クルコト﹂となったことによ

教育中︑別二歴史・地理等単独ノ教科ナカリシガ︑今や尋常第五学年以

歴史材料と地理材料は︑巻九以上においたが︑これは︑﹁従来ハ義務

君愛国の精神を以て一貫した︒

田園趣味ヲ酒養シ︑又立憲自治ノ思想ヲ確固﹂にする材料を採用し︑忠

第五は﹁大国民ノ品格ヲ造成﹂する材料として﹁海国思想ヲ養成シ︑

生﹂︑巻十一の﹁笑﹂﹁時間﹂︑二十二の﹁苦楽﹂﹁主婦の務﹂︒

第四は抽象的訓誠を上級学年用に加えたこと︒例えば︑巻舌の﹁養

を置く︒

第三は謎・便諺・金言を随所に挿入したこと︒例えば巻六に浬諺の課

岩戸・釜盗人﹂など︒

郎・仁田四郎・因幡ノ白兎・那須与一・小子部螺嵐・鵯越の坂落し．天

牛若弁慶・瘤取・餅ノ的・天神様・花咲爺・野見宿禰．下家．浦島太

日本紙﹂︒

巻四の﹁ワラ・のし・鰹節・雛祭﹂︑巻五の﹁梅干﹂︑巻七の﹁家の紋．

ヲ選択﹂したこと︒例えば︑巻一の﹁キクノゴモン・キリノゴモン﹂︑

面ヨリ見テ﹂価値あるものを選択した︒特色の第一は﹁国民独有ノ材料

働材料の選択については義務教育に最も有効な﹁実用ト趣味トノ両方

教材については趣意書の第四章にくわしい︒

（一

②

つのは︑﹁アメリカ﹂﹁イギリス﹂﹁ロシヤ﹂など外国地名の11線と︑﹁刈

チブンソン﹂など外国人名の1線である︒これらは朱引と呼ばれ漢文訓
読に使われてきたものの復活である︒

付属語では︑打消の助動詞に変更がみられ︑第一期は﹁ン﹂が主で
﹁ナイ﹂は従の関係にあったが︑第二期は﹁ナイ﹂に統一され﹁ン﹂は
﹁マセン﹂の形でのみ使われている︒過去形については︑﹁ナカツタ﹂で
統一され﹁ナンダ﹂は見られない︒
第二期の中で﹁ゆれ﹂のあるものは︑﹁大きいのは﹂﹁大きなのは﹂と
いう場合の﹁い﹂と﹁な﹂である︒﹁小サイノヲ﹂﹁小サナノモ﹂﹁アタタ

カイ日﹂﹁キイロナノ﹂など︑体言あるいは体言相当の助詞に続くとき
にゆれがみられる︒

今日と異なるものには︑﹁世界最長の﹂﹁席末﹂﹁故里﹂﹁空中飛行器﹂
﹁高高ユビ﹂﹁とや﹂などが目につく︒助詞の用法にも︑次の﹁に﹂のよ
うな例がみられる︒

ニ

ア

みんなと橋のたもとに出合って︑川について四五町行くと︑︵巻六・
八ページ︶

マサヲトトモキチトオハナが三人デノハラ
ソンデ ヰマス︒︵巻三・六ページ︶

逆に︑今日の用法の普及に力を発揮したと考えられるものに﹁電報を
打つ﹂がある︒第一期の﹁電報をかける﹂が﹁うつ﹂になり一般化した
のも︑この第二期国定読本に採用されたからであろう︒

書誌・諸本・底本

起草委員⁝⁝芳賀矢一・乙竹岩造・三三忠造
起草委員補助⁝⁝高野辰之

起草にあたっては︑明治三十七年四月以降使用した国定読本及び文部

とに第三部会の修正をへて︑更に教科用図書調査委員会の総会に提出し

省内において起稿した修正原本を基礎とした︒一巻の原稿が完成するこ

て可決された︒

教科書の翻刻・販売については︑明治三十六年に制定された﹁小学校

教科用図書翻刻発行規則﹂が明治三十八年四月に改定されて︑教科書の

製版印刷・製本の工場や事務所所在地が東京市と大阪市に限定された︒

このとき︑青照が翻刻発行を許可されている︒明治四十二年には文部省

が﹁小学校教科用図書翻刻二関スル規定﹂を告示し︑個人が翻刻発行す

ることを廃止し日本書籍︑東京書籍︑大阪書籍の三株式会社に限って許可

した︒発行の割合は四︑四︑二と定められ︑販売はすべて国定教科書共

を設けて︑その下にいくつかの取次販売所をおき︑各々その供給区域を

同販売所を通すこととした︒共同販売所は各府県に一以上の特約販売所

定めた︒

ところで︑教科用図書調査委員会の総会が可決した第二期﹃尋常小学

読本﹄には︑第一期のと同様に文部省原本があるのかどうか︑調査した

範囲では未見である︒翻刻本の奥付にも記載がない︒したがって︑第二

期﹃尋常小学読本﹄︵ハタタコ読本︶の初版がいつ発行されたか決定で

ある︒

明治四十三年三月五日翻刻発行

明治四十二年九月十日翻刻発行

東京書籍

博文館

博文館

日本書籍

博文館

明治四十二年十月五日翻刻発行

明治四十三年四月二十八日翻刻発行

明治四十二年八月七日翻刻発行

きないが︑われわれの調査の結果では最も早い時期のものは次の通りで

巻一

巻巻巻巻
五四三二

誰かすぐに東京へ電報を打つたのだらう︒︵巻八・四五ページ︶

︵三・三︶

第二期国定読本の編集は︑教科用図書調査委員会第三部が担当し︑
治四十一年十月に着手して明治四十二年十一月の初旬に完了した︒
起草にあたったのは次の四人であった︒

明

説

解

説
解

巻八

巻七

巻六

明治四十二年十二月十日翻刻発行

明治四十三年六月十五日翻刻発行

明治四十三年五月十五日翻刻発行

博文館

日本書籍

明治四十二年十月二十八日翻刻発行

日本書籍

筑波大学学校教育部・奈良女子大学附属図書館・福岡教育大学附属

所・愛知教育大学附属図書館・滋賀大学附属図書館教育学部分館・

東書文庫・福岡県教育センター・藤沢市文書館・横須賀市教育研究

国立公文書館・国立教育研究所附属教育図書館・国立国語研究所・

ることとする︒第二期国定読本は明治天皇の崩御を境として大改正され

これら約四百冊の所蔵本にみられる修正箇所の調査結果は別稿にゆず

る翻刻本について調査した︒

巻九

明治四十三年六月二十八日翻刻発行
日本書籍

図書館・飛田良文

本用語総覧3﹂の付録参照︶を︑以下の機関・大学・個人が所蔵してい

巻十

明治四十三年一月二十一日翻刻発行
日本書籍

この第二期国定読本は何回かにわたって修正が加えられた︒修正事項

博文館

巻十一

明治四十三年七月二十一日翻刻発行

日本書籍

巻十二

は次の文部省から刊行された﹁国定教科書使用上ノ注意﹂ほかの記事に

たが︑全十二冊を通して︑課の移動︑また全文にわたる修正などで著し

ほしとり

型四種

八月三十一日

第二種 第三旧

と︑第二期国定読本は次の六種に分けられる︒

十七

第六種

︵全文訂正︶

ほしとり

第五種

い変異のあるものは︑次の五課である︒この五課を基準として分類する

よって知ることができる︒

﹁国定教科書使用上ノ注意﹂のうち︑﹃尋常小学読本﹄の修正に関する

ものは次の五冊である︒なお︑その修正箇所には︑すでに修正されたも

文部大臣官房
文部省図書局

︵全文訂正︶

冨民の至情

大正3．1

のと︑これから修正する予定になっているものとが含まれている︒

明治四十四年二月十日発行
明治四十五年四月十八日発行

文部省図書局

一

明治四十三年十二月調
図書課

大正元年十二月七日発行

明治四十五年二月調
大正元年十月半

文部省図書局

大正二年四月八日発行

大正元．12一

大正二年三月調

八 二麸旧恩
±﹁八
我が海軍
＋三二＋八卒業

（大正7．3）

文部省
大正三年十

大正3．12一

大正三年一月三十日発行

大正三年十一月

大正四年六月

（明治43．4）

大正二年十二月調

大正四年四月

L書

明治四十三年一月二十一日翻刻印刷

刻印刷・翻刻発行・発行所は次の通りである︒

巻一

二月十五日翻刻発行

本書の底本には国立公文書館︵内閣文庫︶所蔵本を使用した︒その翻

発使

このほかには︑重複する部分もあるが︑次のものがある︒

文部省

明治四十

大正2．4

小学読本小学書キ方手本︵二期︶修正事項

二月十二日発行

文部省

小学読本小学書キ方手本︵後期用︶修正事項

十三日発行

尋常小学読本正誤表 芳賀矢一 ︵﹃教育時論﹄第九五二号
四年九月二十五日︶

これらの資料によって知られる修正事項およそ二五〇項目︵﹁国定読

明治45．4一

三

行用「
年上国
守ノ定
三教
意科

説
解

巻二

日本書籍
明治四十三年二月十八日翻刻印刷

本書籍
東京書籍

東京書籍

日本書籍

日

二月二十八日翻刻発

三月五日翻刻発行

明治四十三年一月二十一日翻刻印刷

行

巻三
明治四十三年四月十五日翻刻印刷

日本書籍
行
明治四十三年五月一日翻刻印刷

日本書籍

十五日翻刻発行
日本書籍

二月二十八日翻刻発
日

なお︑第二期国定読本には巻一から巻四の四冊について︑秋季に始業

する学級のための秋季始業読本があった︒﹁編纂趣意書﹂の附記には﹁秋

季二始業スル学級ノ為︑本会ハ別二秋季始業読本一ヨリ四二至ル四巻ヲ

テハ︑直観教授ノ上ヨリ︑季節二応ジテ材料ノ排列ヲ変更スルノ必要最モ

編纂セリ︒即チ尋常第一学年・第二学年用ニシテ︑是等ノ下級学生二対シ

大ナレバナリ︒﹂と記されている︒編纂の方針趣旨は春季始業用のもの

昭和五十八年三月

文化評論

昭和三十

武蔵野書院

と差異がなく︑漢字も四冊を通じて同数を提示し︑巻五へ接続している︒

古田東朔﹃小学読本便覧﹄第六巻

解説の執筆にあたっては以下の文献を参考にした︒

講談社

創文社

海後宗臣﹃日本教科書大系﹄近代編四〜九国語e〜因
八〜三十九年

唐沢富太郎﹃教科書の歴史﹄昭和三十一年一月

秋田喜三郎﹃翻静国語教科書発達史﹄昭和五十二年十月

出版
月

武蔵野書院

井上赴著．古田東朔編﹃国定教科書編纂二十五年﹄昭和五十九年五

西原慶一﹃近代国語教育史﹄昭和四十年十一月置穂波出版社

ほるぷ

東京

国民学校並に幼稚園関係

文部省総務局調査課﹃調査資料第十一輯

帝国地方行政学会

出版

﹃複刻国定教科書︵国民学校期︶解説﹄昭和五十七年二月

法令出版

﹃国語教育史資料﹄第五巻

法令の沿革﹄昭和十八年三月

六月二十八日翻刻発

文部省﹃学制百年史﹄昭和四十七年十月

明治四十三年一月

六月十五日翻刻発行

十二月二十一日翻刻発

明治四十三年六月二十一日翻刻印刷
行

東京

昭和五十六年四月
七月二十一日翻刻発行

二月五日翻刻発行

教育課程史

明治四十二年十二月二十一日翻刻印刷

日本書籍

明治四十三年五月二十八日翻刻印刷

行

明治四十二年十二月五日翻刻印刷

本書籍

五月十五日翻刻発行

明治四十三年一月二十一日翻刻印刷

四月二十八日翻刻発行

巻四
巻五
岩山
巻七
巻八
巻九
巻十

巻十一 明治四十三年一月十日翻刻印刷

書籍
日本書籍

巻十二 明治四十三年七月十二日翻刻印刷

この国立公文書館所蔵本は︑右の通り︑明治四十二︑四十三年に翻刻
る︒ただその内容は︑巻によってすでに修正が加えられており︑先の五

発行されたことになっており︑第二期国定読本の初期のものと考えられ
課の分類によれば︑第二種に属するものである︒

例
凡

例
︵二︶底本

︵三︶用語採集の範囲

︵四︶見

︵五二︶見出し

︵五・三︶品詞 ︵五・四︶人名・地名などの注記

︵五︶見出し語の注記
︵五・六︶表記 ︵五・七︶活用形
︵七・二︶所在

︵六︶見出し

︵五．二︶漢字
︵七︶用例と所在 ︵七・一︶用例文

j内容

︵七・三︶層別

語 の排列

︵五．五︶度数

出し語の立て方

︵一︶内容

凡

︵二︶底本
国立公文書館内閣文庫所蔵のもの

用語採集の範囲

して用いた︒︵解説参照︶

︵三︶
底本のうち︑

①目録
②本文
③図版

︵函架番号三七五・四七︶を底本と

その全用例のうちアからテの部までを収めたものである︒

本﹄︵いわゆるハタタコ読本︒全十二冊︒︶の全用語を五十音順に排列し︑

本書は︑明治四十三年度から用いられた第二期国定読本﹃尋常小早借

（一

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は
除いた︒

表紙．扉．ページを示す数字・奥付などの部分は︑用語採集の対象と
しない︒

なお︑本文の上部欄外に示された︑仮名・漢字の新出と読み替えの表
示は︑トの部以下の用例を収めた﹃国定読本用語総覧3﹄の巻末に別に

見出し語の立て方

まとめて付録とする︒

︵四︶

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

とし︑助詞．助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞一用法と実例一﹄︵国

立国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

たは体言相当のものにじかに接続している場合は切り離さない︒

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言ま

③助詞．助動詞を構成要素に持つ副詞・接続詞等の処理は別に行う︒
全体で一単位とする︒

④動植物名や固有名詞︵人名・地名・戦争名・県名・題名など︶は

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑口語・文語などで活用の異

なるものは別見出しとして扱った︒ただし︑﹁会う﹂のように口語

五段活用と文語四段活用の終止形が同形で併存するものは︑一つ
の見出しにまとめた︒

なお︑単位決定の詳細については︑別に問題語一覧を作成する予定で
ある︒

例
凡

㈹

複合語などの後部にあらわれる要素については︑次のように切り出し

あいて

号いくさあいて・はなしあいて

て見出しに立て︑号で︑主となる見出しを参照させて検索できるように
した︒

品詞

﹇

いわ・う﹇祝﹈︵四・五︶2

祝フ

一

活用形

祝ふ余ーフ︾

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズンズンシユツセヲセヨト

イフ心デ祝フノデセウ︒

五186

︵五二︶

また見出し語のうち︑以下にあげるように︑国定読本に用いられた語

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し

見出し

読みに二通りの可能性があったりして︑検索に支障をきたすおそれのあ

品

詞

感動詞︵感︶

助動詞︵助動︶

接続詞︵接︶

代名詞︵代名︶

詞と動詞は︑さらに細分類を行った︒
名詞︵名︶
連体詞︵連体︶

形容詞︵形︶

副詞︵副︶

助詞

係助詞︵係助︶

準体助詞︵準助︶

副助詞︵副助︶
並立助詞︵並助︶
間投助詞︵三助︶

接続助詞

終助詞︵終

サ行変

上一段︵上一︶

力行変格︵力変︶

上二段︵上二︶

下一段︵下一︶

五段︵五︶

下二段︵下二︶

四段︵四︶

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒

助︶

︵接助︶

格助詞︵格助︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒

動詞

形状詞︵形状︶

品詞は次の通りとし︑後に記すような略号を用いて示した︒なお︑助

︵五・三︶

語の識別のため︑必要に応じて︑ 見出し語にあたる漢字を注記した︒

︵五・二︶漢字

に・︵中点︶を入れた︒

活用語は終止形を見出しとし︑活用しない部分と活用する部分との間

た︒

形が︑現代語として一般的な語形と異なっていたり︑漢字表記の語で︑
るものや︑相互に参照することが望ましいと思われるものは︑＊印をつ

度数

表記

けた空見出しをもうけ︑参照すべき項目を示した︒
＊いりよう 号にゅうよう︵入用︶
＊かねだか 弓きんだか︵金高︶
＊そぼ うおば︵祖母︶

︵五︶ 見出し語の注記

注記

卍﹂

漢字

各見出し語ごとに︑次のような事項を記した︒

見出し

一

嚴島

嚴島

いつくしま

︻厳島﹈︹地名︺2

十一19図嚴島

いつくしま

用例

幻くしま

層別

十一205図嚴島は古より日本三景の一に敷へられて殊
に名山
所在︵巻・ページ・行︶

⑭

例
凡

格︵サ変︶

︵五・四︶

ナ行変格︵ナ変︶

人名・地名などの注記

ラ行変格︵ラ変︶

を記した︒

見出し語の意味・用法について︑必要に応じて︑﹁人名・地名・課名・
話し手名﹂などの注記を加えた︒

︵五・五︶ 度 数

見出し語ごとに︑その使用度数︵用例の数︶

︵ 五 ・ 六 ︶ 表記
その見出し語の全用例について︑片仮名・平仮名・漢字や︑振り仮名

の有無などの表記の異なりを列挙した︒二種類以上の表記がある場合
は︑次の順とした︒

①片仮名
②平仮名
③変体仮名
④漢字︵片仮名の振り仮名つき︶
⑤漢字︵平仮名の振り仮名つき︶

は一で記し︑活用する部分を︑原文通りの仮名遣いで︑片仮名によって
示した︒

見出し語の排列

また︑二つ以上の活用形がある場合は︐五十音順に並べた︒

︵六︶

つやゆよ︶は普通

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

の仮名に︑長音符号﹁I﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換えた

ものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒

同じ仮名の連なりとなった見出しは︑次の各項を一字目から順に適用
して排列する︒

①清音←濁音←半濁音
②小文字←大文字

すなわち︑拗音←直音︑促音←直音

③普通の仮名←長音符号

以上によっても排列の決まらないものは︑次の各項を順に適用して排
列する︒

①次の品詞順とする︒

名詞←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←

⑥漢字︵振り仮名なし︶

⑦アラビア数字

動詞←形容詞←助動詞

c動詞のなかでは次の活用順とする︒

助詞←間投助詞

格助詞←副助詞←係助詞←接続助詞←並立助詞←準体助詞←終

b助詞のなかでは次の順とする︒

課名←話し手名←人名←地名←それ以外の名詞

a名詞のなかでは次の順とする︒

⑧ローマ数字
︵五・七︶ 活用形

活用のある見出し語の用例について︑活用形の異なるものを列挙した︒

ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別では
なく︑語形上の異なりをさす︒
活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部分︶

例
凡

⑱

ナ変←ラ変

四段←五段←上二段←上一段←下二段←下一段←黒変←サ変←
七25図

六目3

のように記し︑ 目録または図版中の語であることが分かるようにした︒

︵七・三︶層別

a漢字表記の付けられるものについては︑字数の少ないものか

②漢字表記の付けられるもの︑付けられないもの順とする︒
ら多いものの順とする︒字数が同じ場合は︑一字目の画数順と

用例文の文体上の性格を次の三尊八種に分類した︒

い︒

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

上記の分類の第一字目によって︑國塵魍團園のように区分を示した︒

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

③地の文会話文

①口語文文語文候文
②散文韻文手紙文

し︑一字目が同画数の場合は︑﹃康煕字典﹄の順に並べ︑同字
はまとめたうえで︑二字目の画数順とする︒

b漢字表記の付けられないものについては︑
平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

用例と所在

用例文

︵七︶
︵七二︶

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒

用例の長さは︑五十字︵本書の三行︶程度を目安として︑一文を採用

漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

したが︑必要に応じて長短がある︒用例文の一部を省略する場合は︑

同一見出し語に含まれる用例は︑底本における出現順に排列した︒

︵略﹀のように示 し た ︒

用例中︑見出し語にあたる部分は太字で示した︒

なお︑五十音図・いろはは︑本文ではそれぞれ一部分を示すにとど

底本の巻・ぺ一

め︑﹃国定読本用語総覧3﹄の巻末の付録に全体の形を示す︒

︵七・二︶所在
用例は︑見出しにあたる語のはじまる位置によって︑
ジ・行の順で所在を示した︒

なお︑目録と図版中の語は︑それぞれ

1

あいけい
ああ

あ

あ＼

あ
ああ﹁鳴呼﹈︵感︶15

アア

ア︑

あ

二34イマ日ガデマス︒︵略﹀ダ

した︒︵略﹀︒﹂といってなげいた︒

めくらは杖を受取って︑

﹁あ︑︑ありがたうございます︒うれ

六636國囹

︵略V︑﹁あ︑︑金がない程

しいこと︒﹂とれいいって︑︵略V︒

七402園
残念なことはない︒︵略V︒﹂と︑思
はずひとり言をいひました︒
七434園

馬々々︒誰の馬か︒﹂とたつねまし

八643
メマス︒

八651

八652

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染
藍ハ何カラ取りマスカ︒

録参照︺

あいおう・じる﹇相応︼︵上一︶1 相慮

秋の夜長には衣打つきぬた

じる 肉ージ︾

の音が村々相賑じて聞える︒

藍一心カラ取りマスカ︒藍ノ 十一m5

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ

十二513図

虎モ猫モ相同ジ︒

爪アリ︒用ナキ時之ヲカクスコト︑

足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル

会ージ・ージク層

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ様二畑あいおな・じ﹇相同一︵形︶3 相同ジ

草カラデス︒

相當る

綿上實カラトリマスガ︑藍ハ 八742図

二作リマス︒

八652

会ーリ暫

十一627國團

ルハ相同ジク︑需要供給ノ原則ニヨ

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

七回忌に相當り候に付︑午後三時西

らず

八344

相かは

︵略V若いむすごが︑

今では其の後をついで︑朝から晩ま

たが︑︵略V︒

何時も丈夫さうな老人であっ

あいかわらず﹇相変一︵副︶1

リテ物債ノ高下スルモ亦相同ジ︒

ルハ相同ジク︑需要供給ノ原則ニョ

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ

十二514図

リテ物量ノ高下スルモ亦相同ジ︒
相集る

三食︵略V︑義士復仇 十二692國 ︵略﹀レミングと構する地

角ーリ彰

あいあっま・る﹇相集﹈︵四︶1

今寺に於て法丞相零度上間︑︵略V︒

秤啓理る十五日は亡父

あいあた・る﹇相当﹈︵四︶1

葉ト董カラ取ルノデス︒

︵略V︑﹁あ㌧︑よい馬︑名 八653

ンダンノボツテキマス︒アア︑モ

﹁ア・残念︒多数ノ部下ヲ

十二875図園

ヲ取返サレテ淺念千萬ダ︒﹂

死ナセタ上︑セツカク占領シタ陣地

八901園

う強くなった︒

るのださうだ︒あ︑︑火の勢が一そ

︵略V︑角の呉服屋が焼けてゐ

た︒

次郎﹁ああ︑

八42ゴ

ウスツカリノボリマシタ︒

二242園﹁ドコダラウ︑アァ︑アノ

木ノ下ニタケヲサンガヰマ
ス︒﹂

あれがうちです︒﹂

四53囹 太郎﹁︵略﹀が見えませう︒

あれですか︒
次郎﹁ああ︑さうで

あいいとな・む︻相営﹈︵四︶1
︽1︵ミ︶彫

で相かはらず︑﹁トンテンカン︑トン

鐸啓來る十五日は亡父

テンカン︒﹂と働いてみる︒

いきちさま

いけい

あいうえお︵略V︹第三巻付 十二339図

花客二接シテ愛敬ヲ書ス

外温順愛敬の徳を守り

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︵略V︒

十一542図

愛敬号ふあ

うすずきあいきち・すずきあ

七回忌に相當り候に付︑午後三時西

アイウエオ︵略﹀︹第三

アイウエオ︵略V︹第三巻付 あいけい﹇愛敬﹈︵名︶3

あいうえお︵略﹀

アイ あいきち

方寺に於て法會相螢度候間︑︵略﹀︒

十一628國團

相螢

六人でせう︒﹂

四77園 太郎﹁︵略﹀を入れると︑

号さんぎょうくみあい・のりあい

集り︑次第に其の数を加ふ︒

鼠の一種なり︒︵略﹀︑温暖なる地方

我が心の良雄を

の畢を聞き︑其の主謀の良雄たるを
︵略﹀︒

に移らんと欲するもの期せずして相

あい

獣凝せしは罪死に當れり︒﹂と︒

余死せん︒

知るに及びて︑驚いて曰く︑﹁あ〜︑

も

す︑さうです︒﹂

﹁あ︑︑あぶなかった︒

し君が居なかったら︑僕は死んでし

五488園
まったのだらう︒﹂

い・わりあい

五617團 あきの夜長を鳴き通す︑あ ばしゃ・のりあいぶね・ばあい・まあ
㌧ ︑ お も し ろ い 騒 のこゑ︒

ウエォ︵略﹀

二つとや︑二人のおや御 あいうえお︵略V︹五十音図︺3
を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑母

三204

巻付録参照︺

二前付け一

録参照︺

一54一

六828図圃二つとや︑二人のおや御

の愛︒

六828國圏

五628團 秋の夜長を鳴き通す︑ああい﹇愛一︵名︶2 愛
〜 ︑ お も し ろ い 轟 のこゑ︒

六308圏 直吉は後でふと氣が附い
て︑﹁あ〜︑大へんなことをした︒

今のお客にもう一銭上げなければな

を大切に︑ 思へや︑ふかき父の愛︑母

アヰ藍

の愛︒

︵名︶5

ら な か っ た ︒ ﹂ と い って︑︵略﹀︒

あい﹇藍

六593園 それから信玄が死んだと聞
いた時︑謙信は﹁ああ︑をしい事を

あいだ
あいこ

2

愛作

愛作さんは實に見上げたも
あいさつ

あいさつをしてもていねい

公ーシ彰

アイ

アソコデモ︑ココデモ︑﹁シ

あいさつする

あり︑未だ良雄と相識らざりしが︑

愛す

肉ース

一日良雄に面會し︑反復直言して復
仇の事を奨む︒

ル蝉

十408國圏圏

校長も着實温厚なる人に

されど十字街頭に立てる

巡査の一重手の合圖に︑通行の人は

十二605國

行くも止るも唯其の命に從ひて︑少

しも混雑を生ずることなし︒

若し家内に傳染病等にか

あいす・む﹇相済﹈︵四︶1 相濟む余一

マ彰

＼るものあらば︑二品・隣へ溶して

十二9010図

︽ース・ーセ輔

あいせつ・す﹇相接﹈︵サ変︶2 相接す

も申しわけなく︑世間へ話しても相

あひ

齋まぬ次第ならずや︒

合圖

アヒヅ

生徒も亦校長をしたふこと父母の如

つ

六137

モシ列ニハナレルヤウナコト

肚麗なる馬車・自動車の

接せんとする所︑下關海沿あり︒

十二634國

公園・廣小路の如きは︑十手基列を

多きは巴里を第一とし︑︵略V︑殊に

ひろこうち

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

間

ネエサンバコノアヒダト

﹁︵略﹀︑中ユビト小ユビ

﹁コノアヒダ大キナフカ

一思ひにとび下りると︑何だ

も知らずにゐました︒

か目がまはって︑しばらくの間は何

五95

ンアワテマシタネ︒

ガ來タ時二︑君ラハズヰブ

四385囹

ス︒﹂

ノアヒダノガクスリユビデ

四214園

ヒダハアリガタウゴザイマシタ︒

三667圏﹁ウラシマサン︑コノア

ナリムラへ気中メニイキマシタ︒

三107

なして前後相接す︒
九832 神主は︵略﹀︑﹁支度︒﹂とい
だいこ
あいだ﹇間︼︵名︶55
ふあひつの一番太鼓を打鳴らした︒

五人の騎手は神に勝利をいの
つて︑第二のあひつを待ちかまへて

九833

二番太鼓の﹁並べ︒﹂のあひつ

アヒダ

スグ列二加ルノデアル︒

六14一

フ︒ソレハアヒヅデアル︒

又トブ時ニハガア︿ト鳴合 十一175國本土の西︑近く九州と相

あいず︻合図︼︵名︶8

し︒

して︑生徒を愛すること子の如く︑

十一照1図

﹃我に愛する良馬あり︒

あい・す﹇愛﹈︵サ変︶2

愛作さんのりっぱな心がけ

あいさくさん﹇愛作﹈︹人名︺2
さん

て ︑ 内 確 固 た る 志 操を持し︑︿略﹀︑

自若として其の常を失はざるは日本
九8610囹

二297

サツスル

あいさつ・する﹇挨拶﹈︵サ変︶2

で︑少しも生意氣な風がなく︑︵略V︒

十356囹

あいさつ﹇挨拶﹈︵名︶1

のです︒

九871園

で︑熊吉の命が助かりました︒

女子の美徳なり︒

現在の職務に錯塩なれ

ば︑上下の愛敬・信 用 其 の 身 に 集 り ︑

十二718図
心廣く︑膿ゆたかな り ︒

あいこ︻愛顧﹈︵名︶1 愛顧
十二522國商人ニシテ︵略﹀︒︵略﹀︑

相異

下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以ナ

平素ノ愛顧ニナレテ︑商品ノ品質ヲ
リ︒

あいことな・り﹇相異﹈︵ラ変︶1

ンネンオメデタウ︒﹂﹁シンネンオ

余ーリ彰

なり

ス︒

メデタウ︒﹂トアイサツシテヰマ

ひ︑請願といひ︑其の哨所に於て各

た︒

気勢︑御苦勢︒﹂とあいさつしまし

向って︑うれしさうに︑﹁どうも御

六768

羽織・はかまの主人は一同に

十二跳9図 上奏といひ︑建議とい
相異なりといへども ︑ ︵ 略 V ︒

あいさく﹇愛作一︹人名︺5 愛作

九825 一人は熊吉︑一人は愛作とい
つて︑年は同じく十五歳︒

愛情

みる︒

﹁兵士は皆我が子も同様で

ある︒我が子の死ぬのを見て父が命

九838

に︑五人の騎手は打連れて︑舞殿の

兵螢内の生活は規律正

手早く帯をほどいて︑倒

一々園臥の合圖により︑︵略﹀︒

らっば

しく︑朝の起床より夜の消燈まで︑

十562國團

後の大きな立石の前に並んで︑︵略﹀︒

相

愛情と勇氣によって︑軍中の花が助

肉ーラ・ーリ彰

上げた︒

ると︑兵士等は力を合せて二人を引

エールの鵬にく＼りつけて合圖をす

筑紫へ下る道に︑昔より相 十一588

相知る

かったので︑全軍一同に敷喜の聲を

を惜しむ理由はない︒︵略V︒將軍の

十一5810

︿略﹀︑もはや熊吉と愛作の二 あいじょう︻愛情一︵名︶1

人だけの競走となった︒

九844

九8410 愛作は驚いて︑ひらりと馬か
ら飛下りて︑︵略﹀︒

＼いて︑︿略﹀︒

九859 愛作方の人々は愛作の肩をた

あげた︑︵略V︒

識る

あいし・る︻相知一︵四︶2

九876 此の話が傳はつて愛作は五箇
村はおろか︑近所近ぺんのほめ者と
なった︒

九799國

知りし騨長ありて︑道眞の今の身の

あいさくがた﹇愛作方﹈︵名︶1 愛作

方

十二866図薩摩の士に喜劔といふ人

上を深く悲しみしに︑︵略﹀︒
さつま
㌧いて︑︵略V︒

九859 愛作方の人々は愛作の肩をた

3

あいだ
あいだ

五115 それから田や畠の間を通って
塗るうちに︑︵略﹀ ︒

ではないか︒﹂

ハ︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タ
メニックスベシ︒

翼が桑の葉を食ふのは︑およ

そ二十五日から四十日の間で︑︵略V︒

五474園 この間先生がおっしゃった 七317
慧が桑の葉を食ふのは︑およ

そ二十五目から四十日の間で︑その

五556 シ多士ナシニ︑ヒルノ間ハ木 七317
ノゥロや穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜
間に一日か二日つつ眠ることが四度
ある︒

七707
波向ユラレテ︑色ノ美シイ海

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ 十818図あいぬは時々子熊を捕へ來

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

九421図

て盛大なる儀式を行ふことあり︒

大和國ハ久シキ間皇都ノア

氣候の暖なる間絶えず之

凡そ少しにてもすき間ある

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

十一4110図園 ︵略V︑たとひ用心きび

に増加す︒

を産出するを以て︑一群の激は次第

十一75図

リシ地ニシテ︑︵略﹀︒

十皿9図

春日神社二到ル︒

カスガ

テ書尚小暗キ間ヲ行ケバ︑官幣大社

十958図 ︵略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ
マシテ幾萬年ノ久シキ間︑

ノハ藍ノ湖ニシテ︑︵略V︒

九424図

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水
ノカバハカリ知ルベカラズ︒

か﹂る間に︑関口ふより一

組の隊商到着せしが︑︵略﹀︒

九492図

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着
スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

間にも︑

九649図空氣は︵略﹀︑握りこぶしの

ヤケモノが浮イタリ沈ンダリオヨイ

数千年の久しい間︑土人

ダリシテヰルノハ︑︵略V︒

る︒

十一977國国

﹁君は書家として一家

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ

又豊原より眞岡に至る

ルフが如ク︑︵略﹀︒

細片四方二飛散シテ︑吹雪ノ風ニク

十一846図

度も書筆を取り給ひしことなし︒

を成せる人なるに︑三年の間未だ一

十一722図圏

らず︒

に之を行ひて︑他事に心を勢すべか

十一696図

業務に從事する間は熱心

の絶えてたゆまない丹誠の結果であ

十一4910

き折に出會ふべし︒﹂

讃んでみる間は中に書いて

いてふ

宮の森のこんもりと茂った問
から︑古い銀杏の木が一本︑木枯に

十281

ら︑︵略V︒

ある事ばかりを一心に考へてるるか

十183

て︑御支配をなさって下さい︒﹂

あなた方の村が五箇村の頭になつ

九872囹どうか今日から一年の間︑

し︒

必ず存在せずといふこと無

この間にいさんがかへって

一人の分はうっかりしてゐ

朝ねをしてみる間に︑身代
アガヅマ

是ヨリ南流シテ吾妻川ヲ合
ハルナ

吹きさらされて︑︵略﹀︒

畠山は︵略V︑ひそかに

我を此の齋藤別事のもとに預け︑別

十551國﹇n国

當は七日の間手もとに置きて︑木曾

︵略﹀︑男子は十七歳より四

十歳までの間︑何れも兵役に服する

帝國領の中部クスンナ

間も近時道路新に開け︑︵略V︒

︵略V︑岩と波との間にボー 十一981圓国

義務あり︒

十705図

イとマヌイとの間は最も狭く︑且山

昔東海道といったのは江戸か

チョンガーの間は人に侮

脈低くして︑︵略V︒

十一鵬4

トをあやつり居たる少女の働は︑人
凶夢ノ間二心臓アリ︒

間業とは見えず︒

十7510図

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四
な宿場が五十三あった︒

里︑其の間に五十三次といって︑重

九355

へっかはしたり︒

九243國

前橋市ノ西ヲ過グ︒

セ︑赤城・榛名ノ一一山ノ間ヲ流レ︑

アカギ

九151図

が減って行くのだ︒﹂

八257囹

よく爲りました︒

る間に爲されましたので︑かへって

八111国

て寓眞をとりました︒

來ましたので︑うち中の者がそろつ

八99團

所には︑

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑様々ノ魚

七778

モノガアリ︑︵略﹀︒

岩ノカゲや海草ノ間ヲオヨグ 九551図 ︵略﹀︑イカバ水中ニオヨグ

ニナルト︵略V︒

五745 東生田の門から西一の谷の門
までの間︑︵略﹀ ︑ 入 や 馬 で ふ さ が つ
てるる︒

六91 ︵略V︑森の間からはお社の赤
い鳥居が見えます ︒

がわるくなるから︑天蚕のよい間に

六154 かった稻が雨にぬれると︑米
取入れなければなりません︒

敵を攻めに行ってみた間の事でした

六497 秀吉が信長に言ひっかつて︑

が︑︵略V︒

六558 謙信はそれを知って︑こちら
から先がけをしょうと︑夜の間に信
玄の陣に攻入った ︒

︵略﹀︑今年で三 十 年 に な り ま す ︒ そ

六698 私がこ﹂へまみつたのは︑
の間に色色な子どもを見ました︒

うしてもきらひな子供が七八人ござ

六733 私は︵略V︑三十年の間にど
いました︒

六775 大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

我が死ニタル後モ︑一

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア
ル︒

七27図囹

門ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間

あいつらなる
あいだ
4

られるから︑成るべく早く冠禮を行
ふ︒

十912國團

御村も當村と同じく水利
肉ーケ︾

相通ず

︽ージ・ーズル彰

キ弾丸ハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

親子・夫婦・兄弟・姉妹 九8710図 費買トイフコトナカリシ遠

取換ヘテ有無相通ジタル云過ギザリ

十︸517図

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

の良き割合には田地少く︑整理の必

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑︵略﹀︒

︽ーリ蝉

十二503図圃

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

あいつ・ぐ﹇相次﹈︵四︶2 相つぐ 相

ルハ相同ジク︑︵略﹀︒

易モ︑有無相通ズルノ理法二二ヅケ

十二512図

場︒

有無互いに相通じ︑世界各國皆市

千里比隣の今の世は

要これあり候檬存ぜられ候間︑御差

相志しみ居り

キ︒

支これなく候はば︑︵略﹀︑御守會相

︽1︵シ︶︾

相達

びんの中の金魚と水草の間に行はれ
當総督府にて出版相成

十一6110総理

十威に相達候に付︑︵略﹀︒

拝啓︑老父事本年満⁝六

あいたっ・す︻相達回︵サ変︶1

十二232 是は前にいった様な關係が

十一4010圓團

成候ては如何︒

︵略﹀︑人道と車道との間

るからである︒

候毫灘書套帖一部郵便にて差出候

十二614図
なる左右二列の緑樹は枝を交へて︑
間︑御覧下され度候︒

でふ

雅麗比なし︒

招待致度と存候間︑同日午後五時御

︵略﹀︑御心安き方々御 あいたのしみお・り︻相楽居︼︵ラ変︶1

光來下され候はば光榮の至に存候︒

︵略﹀︑私も明年は是非と

も御仲間入致し度と今より相樂しみ

次ぐ ︽ーイ・ーギ蝉

︵略V︑午後三時西方寺

居り候間︑時々螢内の標子御報跨下

がまふたジ

り

す

又かつて栗鼠の大群ウラ

﹁親子二代相ツマイテノ

忠義カンズルニアマリアリ︒

七81図園

会ーイ︾

あいつづ・︿﹇相続︼︵四︶1 相ツマク

切らず︑︵略﹀︒

一隊︑盗塁相次ぎ︑三日三夜引きも

ル山中の一都會に現れしが︑ 一隊又

十二666﹇図

ついで沈没せるもの多し︒

爾旗艦は遂に沈没し︑其の他にも相

より二回の水雷攻撃を受けて︑敵の

くちく
︵略﹀︑績いて我が騙逐隊

に於て法會相思度直間︑御多用中恐

藍玉

十二75國
あいだま﹇藍玉﹈︵名︶2

されたく願上候︒

ば︑有り難く存じ奉り候︒

入候へども︑御参列成し下され候は

十︸629量器

十2610圏團

若し公衆の間に︑規則を 十一623圓国

此の風一度軍人の間に起

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十一一9910図

︿略﹀︒

十二廻5ロ︒凶

禮儀も亦軍に軍隊の間

りては︑士氣も薬 毒 も 衰 ふ ぺ け れ ば ︑
︵略﹀︒

十二獅9︒︒凶

藍ハ︿略V︒︵略V︒サウシテ

其ノ董ト葉ヲ細カクキザンデ︑日ニ

八657

ホシテ︑ソレカラウスニ入レテツキ

︵略﹀︑來る六月三十日

︵土曜日︶午後二時建碑毒筆言辞候

十一636國国

間︑御光臨の榮を賜はり度︑此段御

に行はる＼に非ずして︑此の心得な
くして如何でか日常の社會に立たん

會津會津

ト︑紺色ノ汁が出マス︒
あひつ

あひづ

相通ズ

コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春

阿蘇山の奮噴火口は

だけ
︵略﹀︑此の間に根子岳・高岳・中

十二409図

︵略﹀︒

日・三笠・若草等ノ山々相連リ︑

十977國

相器る 余ーリ軽

あいつらな・る﹇相野︸︵四︶2 相連ル

︵略V︑會津の城主蒲生忠
あうう

野津は奥羽重要の地にし
一日も守なかるべからず︒

あいつう・ず﹇相通︼︵サ変︶3

り︒

言に随ひ︑嘉明を學げて扇子に封ぜ

十二383國 秀忠大いに感じて其の

て︑

十二375図

郷死せり︒

さと

十二375図

うくろえたかおかあいつぬり

あいつ﹇会津﹈︹地名︺3

八658

ス︒

や︒

追て準備の都合もこ

カタメマス︒ソレヲ藍玉トイヒマ

十一638國團

相助ク

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオク

案内申上呂︒

間

れ有り候間︑御平會下され候はば︑

︿略﹀︑此の地方には費行

よろしかるべしと存ぜられ雲間︑な

︵略﹀高野義太郎宛御一報下され度

九128誓言

あいだ﹇間﹈︵接助︶10

ほ 三 十 反 御 送 り 下され度︑︿略﹀︒

候︒

あいたいりつ・す︻相対立﹈︵サ変︶1

九4310國団 又御宮裏の田も︑本年は
水も十分に御座候間︑少しも御案じ
下さるまじく候︒

十一熈2國蜀國ノ魏・呉二語源ト相

墨描立ス ︽ーシ︾

九723塵圏 幸に沖方は左程の損害も

謝立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

ギ

無く︑家族一同無事に御座渓間︑御

間がら

バ︑主トシテ孔明ノカ二日レリ︒

どういふわけで︑おたがひ
あいたす・く﹇相助﹈︵下二︶1

に親類の間がらでございますか︒﹂

七204圏

あいだがら﹇聞柄﹈︵名︶1
︵略V︑私も明年は是非と

安心下され度候︒

十2610國圏

も御仲間入致し度と今より相器しみ
居り候間︑時々螢内の様子御報下下
されたく願上候︒

5

アイヌのふうそく
あいて

ゑ ぽ し

きしま

がく

岳・烏帽子岳・杵島岳の五瞬断より
西に相連りて突起す︒

号いくさあいて・はなしあいて

あいて﹇相手一︵名︶7 アヒテ 相手

︽ービ・ーン︾

十一7710図

二漫相並んで雄を孚ひ︑

其のひ買き萬雷のと窒ろくが如く︑
︵略V︒

村役場と學校とは駆並び
安東縣は︵略﹀︑大連・

爾側には白色の高屋相並
相

日・露の境は︵略﹀︑

あいなりお・り﹇相成居︼︵ラ変︶1

び︑︵略﹀︒

十二613図

と構せらる﹂日あるべし︒

螢口と相並んで︑南満洲の三大門戸

十二586図

て村の中央に在り︒

十一m7図

虚にかくれ︑此塵にあらはれ︑︵略﹀︒

十﹁371圓團

︵略﹀︑交通の利便いよ

︵略V︑蕃人も追々皇恩

く開け︑産業の獲達は盤λ多望に
相成候︒

十﹇407國團

︵略﹀近時道路新に開

之を伐採せぱ少からぬ

相悪む
よしあきら

昔藤堂高虎・加藤嘉明事
﹁高虎の嘉明と相懸む
相似ル

之を過ぎて拝殿あり︑拝殿

亦相似たり︒

つきのい き な
︵略︶︒ 昔紀伊企灘は︵略﹀︒

十二307図 鳥居勝商といふ者あり︑

︵略﹀︒古今勇士の意画筆だ相似たら

︵略﹀︒

を長くのばし︑耳に金圏製の輪をは

め︑こしに小刀をさぐ︒

あいぬの風俗はこれのみに

ても既に内地人と同じからず︒

十802図

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

十818図あいぬは時々子熊を捕へ來

て盛大なる儀式を行ふことあり︒

り︒

十819図あいぬの熊祭とて有名な

全く異なり︒彼らは元は讃み書きも

十823図あいぬの言語は日本語とは

あいぬの欺︑古は甚だ多か

知らず︑算数の考もとぼしかりしが︑

︵略﹀︒

りしが︑近年次第に減少して︑今は

十828図

道奮土人保護法と達する法律あり

僅かに二萬人に足らず︒されば北海

て︑︵略﹀︑厚く保護の方法を講ぜり︒

風俗

十目9

是は北海道に住するあいぬ

第二十二課

あいぬの

あいぬの風俗

アイヌのふうそく︹課名︺2

右は女子なり︒

人を豊がけるものにて︑左は男子︑

十795図

此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨ アイヌじん︵名︶1 あいぬ人

虎ト猫トハ最モヨク相似タ

内一二始

べう

家光の廟あり︑建築の善美を遷せる

いへみつ

美審せり︒是より西南にあたりて︑

の後に本殿あり︑いつれも善嬉し︑

九952図

似タル所甚ダ多シ︒

リ︑尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相

八753図

ル獣ナリ︒

八729図

相似る

あい・にる﹇相似﹈︵上一︶4

は私の小事なり︒

十二381図園

によりて相撃みし頃︑︵略V︒

十二374図

余ーミ・ーム︾

あいにく・む︻相憎︼︵四︶2

き心持に相成候︒

極北の寒地も今ははや生れ故郷の如

十一皿7圓團住めば都とやら︑此の

牧羊と相成るべく︑︵略V︒

十﹁m5圓團

け︑交通大いに便利に相成候︒

十一978王国

別れ候より最早一箇年に相成算︒

三142囹 ﹁日本中ニハヨワイモノ 十一829図 数隻の漁舟相並び︑波に
に浴する様に相成候事︑國家の爲眞
ずや︒
バカリデ︑ジブンノアヒテニ
く
だ
く
る
か
望
り
火
の
下
に
︑
百
に
も
近
に大賀の至に御座候︒
アイヌ︵名︶6 あいぬ
ナルモノハ一人モナイ︒﹂
き鵜︑此方に浮び︑彼方に沈み︑彼
十一955國団 光陰矢の如く︑南北に 十796図 あいぬの男子は髪とひげと
前ハケモノダラウ ︒ ﹂ ト イ ツ テ ︑ ア ヒ

五555 前緒ノ方へ行キマスト︑﹁オ
テニシテクレマセン︒

六553 川中島の戦で名高い上杉謙信
たけ
は強い大將であった︒その相手は武

と︑毎朝 早 く か ら 弟 子 を 相 手

﹁トンテンカン︑トンテンカ

田信玄で︑︵略﹀︒

だしんげん

ン︒﹂

八317
につちを打つ音が聞える︒

十一9710圓團

四箇所に境界石を置きて︑分明に相

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

九862囹 熊吉の落馬したのにかまは 成居 角1︵リ︶贈

てやったのは如何にも見上げたりつ

相

勝であったのに︑︵略V︑相手を助け

相成る

公ーリ・ール一下おんおくりあいな

る・こらいかいあいなる・しゅっぽん

成

あいな・る﹇相成﹈︵四︶9

成居候︒

ぱな行だ︒

今 日 の 勝 負 は き ま らないが︑︵略﹀︒﹂

九863囹相手の熊吉があの通りで︑

然るところ翌朝三時頃急

葬啓︑入部後はや二箇月
︵略V︑此の際其の道の專
相成るべしと存候︒

門家の講話を承るは︑大いに参考に

十929國團

に相成候︒

十558圓圏

もた貸ならずと思ふ間もなく︑︵略﹀︒

に水音はげしく相成り︑犬のなき聲

九737魍團

十二508図 東西ノ交通盛ニシテ千里 あいなる

愛讃す

比隣ノ如キ二目二見テハ商業一世界
ヲ相手ノ商業トナ レ リ ︒

あいどく・す︻愛読﹈︵サ変︶1
央ー乱丁

十156図 二人共に和漢の學に通じ︑

相並ぶ

其の作れる文は古文の手本として︑
今なほひろく愛讃せらる︒
あいなら・ぶ﹇相並︼︵四︶5

あおあお
あいのぞむ

6

相望む

十794 第二十ご課 あいぬの風俗
あいのぞ・む﹇相即﹈︵四︶1

たがひに心もとなく思ひ合

禽ーミ・ーミル︾

九497図
ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

あはち

憂ーム彫

︵略﹀︑敵の將軍ステッセ

張良︑橋上ニテ白髪ノ一老

はんを樂みに一日々々と旅行をつ玄
けたり︒

人ニアフ︒

十226図

十一描4図

魏將司馬仲達聞キテ之ヲ

鳴ラシテ伸達二向ハントスルモノノ

ツヅミ
追フ︒蜀ノ軍︵略V︑旗ヲ反シ︑鼓ヲ

如シ︒一半アヘテ近ヅカズ︒

十一鵬1男の冠をかぶり︑︵略﹀︑小 あお﹇青﹈︵名︶6 アヲ 青

︸415アカアヲキムラサキ

是等の人々は皆非常の大

て︑來客に會ふことも︑外出するこ
とも少い︒

十二322國

事にあひて心を取観さず︑能く其の
庭すべき道に盧したる我が國婦人の
れんぱ

﹁相如にあはば必ず写し

︵略﹀廉頗之を見て心

實例にして︑︵略﹀︒

安からず︑

十一一389図囹

めん︒﹂と言ひ居たり︒

︵略﹀︑孔明涙ヲ流シ

イクニモツカヒマス︒

塗物に黄・赤・黒・青など

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

七358図

色の原色は赤・青・黄にし

を着けたるなり︒

例へば赤に青を加ふれば︑

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十482図

色を生ず︒

十485図

例へば︵略﹀︑青に黄を加

紫となり︑︵略﹀︒

ふれば︑緑となるが如し︒

十486図

アヲアヲ

アタラシイ竹ハアヲアヲ

あおあお﹃青青﹈︵副︶4

青青 青々

う・かたりあう・くみあう・こみあ
う・すすめあう・となりあう・なきあ

三292

十﹇娚7図画

テ︑﹁臣アヘテ死力ヲ蓋シ︑忠節ヲ
致スベシ︒﹂ト答フ︒

うみの水が青青として︑

︵略﹀︑前面の一章草木

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑

十二794図

みる︒

らないやうに赤々とした色を見せて

ねをかざって︑こ＼ばかりは冬を知

十2810 ︵略﹀︑ねぎや大根が青々とう

どこまでもつづいてるます︒

三585

デス︒

トシテ︑マコトニウツクシイモノ

う・ひきあう・まにあいかぬ・まにあ

みんなめづらしい貝ぽか

う・むかいあう

三622

りです︒︵略V︒はまぐりのやう

に二つムロふのもありますが︑
︵略﹀︒

あう﹃敢﹈号せきあう・とりあえず

アリは︵略V︑た窒父にあ

褒ワラデハ︵略﹀︑又赤ヤ
青ヤキ色ニ ソメテ︑変ワラザ

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る

相呼ぶ

婦人は室内に引込んでゐ

ル 乃木大將と雪見の︿略﹀︒︵略﹀︑

1

十一m6

四371

今より後はたがひに親密

相持

と︑昔の人に會つた異な氣がする︒

︽ーン︾

とするに︑︵略﹀︒

十二284國

飛一

敵の衛兵相呼んで尋ねん

あいよ・ぶ﹇相呼日︵四︶

に暮すべし︒世はすべて相持なり︒し

八725図園

あいもち﹇相持一︵名︶1

將軍︒

くつれ残れる民屋ユ︑今ぞ相見る二

の ぎ

十389図團

如何なりしそ︒

相反す

あかし
望む所︑明石海峡 と な り ︑ ︵ 略 V ︒

十一177図淡路島の北方︑本土と相
あいはん・す﹇相反﹈︵サ変︶1
︽ーシ輔

相等し

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬

八813図 北半球と南半球とは時候全
なり︒

あいひと・し﹇相等︼︵形︶1
飛ーシ彰

相開く

十二619図翠蔓井然として家屋の高
さ略≧相等し︒

愛ラシ

あふ

おちあう・おもいあう・かさなりあ

神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑ あ・う﹃合﹈︵五︶1 合ふ 余ーフ彰号

あいら・し﹇愛一︵形︶1

シ︒

人二近ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ

十961國

︵略V︑親族一同打寄 シ︸

あいひら・く﹇相開﹈︵四︶1
︽ーキ彰

十﹇622國国
り︑心ばかりの祝宴相開き︑御心安
き方々御招待致度 と 存 候 間 ︑ ︵ 略 V ︒

あいふだ﹇合札︼︵名︶1 合札

紳士は更に填太利の國歌を

十二m3﹇図 英國にては停車場に手荷 あいわ・す﹇相和一︵サ変︶1 相和す
内ーシ彰

で相和して歌った︒
あ・う﹇会﹈︵四・五︶7

アフ

暉始めた︒幾千の聴衆は帽子をぬい

物を預くるに合札を要せず︑旅客は

相

十二849

相待ツ

下車騨にて各自に荷物を受取るに︑
間違の起ること殆ど無し︒
あいま・つ﹇相待﹈︵四︶2
︽ーッ・ーツ彰

十﹁251図 二物相待つに非ざれば用 會ふ 余ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾←であ

待つ

う・まいりあう
﹁ 車の爾輪の如し︒﹂

を落し難きを

九4510國

ろしい目にあふこともあります︒

ふ面白いものですが︑又時にはおそ

﹁航海といふものはかうい あえて﹇敢一︵副︶2 アヘテ

七848圏

相見る

富國ト強兵ト相待ツテ始

と い へ ど も ︑ ︵ 略 V︒

十一一533図

メテ國家ノ盛大ヲ致ス︒
あい・みる﹇相見一︵上一︶2

7
あかい

あおい

︵略︸︒

青イ

青い

アヲイ

貞 ー イ・ーク︸

あお・い﹇青﹈︵形︶9

あをい

ノハラニハ︑アヲイクサ

ノ中二︑︵略V︑イロイロナハナ

三68
ガサイテヰマス︒

コンヤウ

ヘイザ

エモン

仰

リシバ︑主トシテ井戸平左衛門ト青
木昆陽トノ番力馬鐸ル︒

ぼしん

教育勅語と戊申詔書と

︽ーラ・ーリ︾

同胞す

ここう

内ーシ彰

ノハラニハ︑

三94

変ワラデハヤネヲフキマ

ソロツテキレイデス︒

アカトキイロトムラサキ

ト三イロ

塗物に黄・赤・黒・青など

赤と緑とを並ぶれば︑赤も

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︵略﹀︒

十494図

なるが如し︒

紫となり︑青に黄を加ふれば︑緑と

十485ロ薗挙例へば赤に青を加ふれば︑

色を生ず︒

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十482下色の原色は赤・青・黄にし

を着けたるなり︒

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

七357図

ス︒

メテ︑変ワラザイクニモツカヒマ

スガ︑又赤や青ヤキ色ニソ

四371

アヲイクサ

一415アカアヲキムラサキ

三68

されば朕は汝等を股肱と

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二m8図

青し

白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

宍ーク︾

あおじろ・い﹇青白︼︵形︶1

︵略﹀置は︵略﹀︒︵略﹀︑色も

はじめは黒いが︑だんくかはって

七301

青そら 青

イテヰマス︒

の親は特に深かるべき︒

青ざむ

ノ中二︑アカヤ︑キイロヤ︑ム
ラサキヤ︑イロイロナハナガサ

角ーメ単

あおざ・む﹇青槌﹈︵下二︶2

︵略V︑耳鳴り︑目暗み︑手

足なえて︑動くことかなはず︑皮膚

八708図

聖徳の山よりも高く︑御仁愛の海よ

室内にのみ居て︑外出する

あお・し﹇青︼︵形︶1

は︑日光に浴せざるが爲なり︒

こと少き人の︑色青ざめて元露なき

九612図

きにいたれり︒

りも深きを仰ぎ奉らざらん︒

天皇陛下を大元帥と仰ぎ

仰ぎ見

奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑

十二鵬7図

の色さへ青ざめて︑身禮は全く力な

は︑︵略﹀︑之を葬讃するもの誰か御

十ニー5國

ぎ奉る

あおぎたてまつ・る︻仰奉﹈︵四︶2

イマニアノナヘガノビ

テ︑アヲイ戸口ミヲシイタヤウ

三344

みちでほたるを一びき

ニナリマセゥ︒

三353
︵略﹀︒

あおぎ・みる﹇仰見﹈︵上一︶1

る︽ーミル︾
いつ︒あまねき光仰ぎ見る

オルガンにて美しき音を獲

青白くなる︒

あおそら﹇青空︼︵名︶3

そびえたち︑

きものきて︑

青そら高く

になってみるやうに見えます︒

の方では青そらといつしょ

︵略V︑赤と黒とを並ぶれ

︵略V︑赤と黒とを並ぶれ

ば︑赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

十495口筒凶

ば︑赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

十495図

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︵略﹀︒

三587うみの水が︵略﹀︒とほく 十494図 赤と緑とを並ぶれば︑赤も

空

青白い

父のいふとほり︑そとへ 十一n略6図圃 ︵略V我が皇室の認み 八836図 ヨーロッパ人は大むね皮膚

がかみの上からすいてみえま

つかまへて︑︵略﹀︒あをいひかり

す︒

はなしたら︑あをく光りながら︑
べて六千萬︒

三373
しっかにとんでいきました︒

九668ロ勒凶

分く 飛ークル︾

六21 白い砂に青い松︑どこのはま あおぎわ・く︻扇分﹈︵下二︶1 あふぎ
べを見ても︑美しい景色である︒

六291囹銅網人二霧雪レテヰテモ︑

たうみ
せしむるが如き︑唐箕の車をまはし

仰グ

て︑もみとしひなとをあふぎ分︿る
あふぐ

時．々青イ物ヲ出 シ マ セ ウ ︒ ソ レ ガ ヤ

が如き皆然り︒

ハリサビデス︒

あお・ぐ︻仰﹈︵四︶4

︵略﹀︑人々忠義を第一

内ーガ・ーギ・ーゲ︾

つて︑︵略﹀︒ど ち ら を 向 い て も 青 い

仰ぐ

七824囹 海岸の松原も次第に遠くな
水ばかりです︒

又ハウス桃色デ︑薯ノ色脚半イ︒

四142團

からだに雪の

︵略﹀︑ふじは日本一の山︒

赤い

アカイトリヰガミエマス︒

角ーイ・ーク︾

汽船絶えず通航して︑点く近く黒姻

アサガホガサキマシタ︒ア

十一203図瀬戸内海の沿岸には︵略﹀︑ あか・い﹇赤﹈︵形︶13 アカイ 赤イ

一253
赤号まっか

一403
アカ

の青空にたなびくを見る︒
あか﹇赤一︵名︶1一

︵略﹀︑又衣服の原料も
求むること少かりしによる︒

綿・麻・生綜に仰ぎて︑家畜の毛に

十二456國

御威徳ヲ仰ガザラン︒

バ其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ

コ・ニマウヅルモノ︑誰カ

に︑あふげや︑高き君の恩︑國の恩︒

九75 櫻ノ花甲ハ︵略V︒辮ノ色ハ白 六825図國
ガク

れ て 置 け ば ︑ ︵ 略 V︒

十二229 若し其の中に青い水草を入 十期7図

青木昆陽

コンヤウ

あおきこんよう﹇青木昆陽︼︹人名︺一

日ノ如ク全國到ル虎二作ラル︑二至

十315﹇図 此ノ芋ノ︵略V︒然ル山間

あかり

あかがね

8

カイノヤシロイノヤイロイロ
マジツテヰマス︒

三333 ナヘヲウエテヰル女ハ︑
マルイカサヲカブツテ︑アカイ
タスキヲカケテ︑︵略﹀︒

三57一 コノ赤イジユバンハイモ
ウトノデス︒

私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

テ名ヅケタルモノニシテ︑︵略﹀︒

クサンアリマスカラ︑シタガツテネ
ク︾

ヨーロッパ人は大むね皮膚

六257囹銅ハ︵略V︑金や銀ヨリモタあか・し﹇赤﹈︵形︶2 赤し 余ーキ・一
八836図

シテ見レバ銅ホド役二立ツ

あはち

あかし

赤だま

望む所︑明石海峡となり︑︵略V︒

十一18図明石海峡

し

な

西洋婦人のボンネット

あかだま﹇赤玉﹈︵名︶1

九513図圃

花をかざりてうるはしく︑支那の帽

ツマ

妻川

吾妻川
ハルナ

アガ
︹地名︺2 吾
アガツマ

︹地名︺1

セ︑赤城・榛名ノニ山ノ間ヲ流レ︑

アカギ

九1410図

吾妻山

堀川

九157図

利根川ハ︵略﹀︒︵略V︒栗

橋ヲ過ギテ︑間モナクニツニ分ル︒
ゴン
北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南ナルヲ権

ゲン

セキヤド

赤堀川一壷宿ノ北ニテフタ

現堂川トイフ︒

︑ビニツニ分レ︑︵略﹀︒

九158國

九17図赤堀川

みつのり

みつ

あかまつみつのり﹇赤松光範一 ︹人名︺

くすのき まさのり

せつ つ

範︑楠木正儀と撮津の住吉に戦ひ

のり

あがめ

﹁赤松光範の臣宇野六

て︑散々に撃破られたり︒

十一433國囹

郎の子なり︒

あがめたま・う﹇需給﹈︵四︶1

八腿鏡を授けたまひて︑

たまふ ︽ーヒ︾
やたの

八26図

あかり

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

︵略V︒ その神勅によりて︑ 代々の

が︑︵略V︒

アカリ

この時べんけいは火の明りを

あかり﹇明一︵名︶4

明り

たよりにたつねて行って︑一人のか

五767

今風デアカリが消エマシ

りうどをつれて填た︒

タ︒﹂

七246囹

燈毫のあかりを知ることは︑船に乗

七871囹 この星を見分けることや︑

十︻7910図

川上にか買り火の明り先

る者には大切な事です︒L

た何千本の赤はだは︑まるで火のも
えたったやうに見える︒

︹地名︺3

赤

︵略﹀︒︵略﹀︑海とをかとにおし立て

へいけのぐんぜいがく略V︒

吾

是ヨリ南流シテ吾妻川ヲ合

あがつまがわ﹇吾妻川﹈

子はいた貸きに︑結ぶ赤だまかはい

マ

十一414図吉野の朝の頃︑赤松光

十﹇177図淡路島の北方︑本土と相 2 赤松光範 赤松光範

︹地名︺

赤き帽子のトルコ人︑

あかしかいきょう︻明石海峡﹈

︵略﹀︒

九514図圃

白く︑髪赤く︑眼の色分し︒

ダンモヤスウゴザイマス︒

六264園
﹁ナルホド銅ハタクサンア

モノハアリマスマイ︒﹂

六267囹
ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︵略﹀︒

あかし

六278園今デハ鐵固目ノ仲間ニハハ 2 明石海挾 明石海峡
イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ
銅ヨリモマダ上デス︒﹂

六288園銅ハ人二軍ハレテヰテモ︑
赤城

時々青イ物ヲ出シマセウ︒
アカギ

アガツマ

是ヨリ南流シテ吾妻川ヲ合
ハルナ

赤城

らし︒

赤子

1

セ︑赤城・榛名ノニ山ノ間ヲ流レ︑

赤城山

あかぎさん門赤城山﹈︹地名︺

前橋市ノ西ヲ過グ︒

アカギ

九151図

あかぎ﹇赤城﹈︹地名︺1

四768 ︵略﹀︑そのさをのさきに

赤い扇はかなめのきは

はひらいた赤い扇がつけてあ
ります︒

四824
鯉 ハ ︵ 略 ﹀︒︵略﹀︒ソノ色ニバ

を い き ら れ て ︑ ︵ 略﹀︒
五166

クロイノモアリ︑赤イノモアリ︑白
イノモアツテ︑︵略﹀︒

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

五287圃 もとよりすっぽいこのから
そにそまって赤く な り ︑ ︿ 略 V ︒

五506 カボチや直中が黄色デ︑西瓜 山
ハ中が赤イ︒

九17図

前橋市ノ西ヲ過グ︒

九17図吾妻川

九17図

妻山

あがつまやま﹇吾妻山﹈

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

赤

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七743

六91 ︵略﹀︑森の間からはお社の赤 あかご﹁赤子﹈︵名︶1
い鳥居が見えます ︒

六283園 ﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ
テ︑赤クナルデハ ア リ マ セ ン カ ︒ ﹂

1

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒
坂城

ス

五748

熊王直ちに河内に行きあかはた︻赤旗一︵名︶1 赤はだ

︵略﹀︑先生に何か聞かれて あかさかじょう︻赤坂城﹈︵名︶

も︑答へることが出歪ないで︑顔を

六704

十一431國

タツタ

あかほりがわ︻赤堀川﹈

︵略V我が軍艦ノ名ヲ

明石

て︑赤坂城のほとりにた﹂ずむ︒
アカシ

赤くする子供もございました︒

の中には︑︵略﹀︒

十293 霜にやけて︑赤くなった杉垣

ウヂ

明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以

アカシ

︵略﹀︒︵略﹀︒又嚴島・橋立・須磨・

イツクシマ

十一303図

あかし︻明石一︵名︶1

六251園 ﹁金ニハイロくアリマス

あかがね﹇銅︼︵名︶6 銅
ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

9
あき
あがり

あが

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を
聞く内に︑︵略V︒

あが

さが

あがり﹇上﹈︵名︶1 上り一つまさき
あがり

上り行ク

七456図園上り下りの藤の紋︑︵略﹀︑
紋の数々かぎりな し ︒

穴iク彰

あがりゆ・︿﹇上行一︵四︶1

あ

九782図 銀行貯金ニチモ︑郵便貯金

アガル

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ
行クハ樂シキモノナリ︒
あ が ・ る ﹇ 上 ﹈ ︵ 四 ・五︶23

デ︑ユフ日ノ入ル方が西デス︒

明

へやの中まであかるく

内ーイ・ーカッ・ーク︾

あかるい

子の道を問ふもの盆之多かりき︒

明るい

三367圏

﹁ここがあかるいから︑

なりました︒︹ひらがなのドリル︺

一足デヲカへ上ラ 三125

ルイ

それよりはやねの上 あかる・い︻明︼︵形︶8

イマ

へあがってはたけ︒﹂

三471園
四555
ふねはなみにゆられて︑

ウトイフ所デ︑︵略﹀︒

四775

︵略V︑今まであかるかったせ

みえないのです︒

六144

トンネルヲ出ルト︑マ面明ル
ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒

五446

とほりあかるくなったと申します︒

それでせかい中がまたもとの

かいがくらやみになって︑︵略﹀︒

晩ニナルト︑花火が上ルトイ 五18

上ったり下ったりします︒
五705

﹁入りテ見給へ︒﹂トイフ

日はもう高く上ってゐます︒

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ 五43

フ話デアル︒

八137
上ツタ︒

八232
八289図

ニ︑何心ナクエン野上リテ︑南ノロ

がる 上ル 上る 畢ル 畢る 角一
ッ ・ ー ラ ・ ー リ ・ ー ル・ーレ彰号うきあが

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

スチブンソンは若い時から機
雨戸を明けて見ると︑明るい
アカンボ

ニ372圏﹁アカンボノトキニ︑ダ

あかんぼ﹇赤坊﹈︵名︶一

月夜である︑︵略V︒

九702

關の事に明るかったが︑︵略V︒

帆かけ船の水上を走る︑た 九333

ヨリ入ラントスレバ︑︵略V︒

九665図

る・おあがりくださる・おきあがる・

たちあがる・できあがる・とびあが

この空高く上る︑是皆人の自然の風
︵略﹀︑又普通の慣に復す

るか︑場合によりては尚それ以上に

十一946図

る・はねあがる・まいあがる
アガレ︒

を利用したるなり︒

︵ 略 ﹀︑クモマデ

二307圃 タコタコ アガレ︒
一一313圃

二315圃天マデアガレ︒

イテチチヲノマセテクダサツタ
ノハ︑ドナタデスカ︒
あき﹁明︼号めあき

あきの夜長を鳴き通す︑あ

富國ノ實ノ墾ルト畢ラザ あき︻秋﹈︵名︶28 あき 秋
五616圃

秋の夜長を鳴き通す︑あ

＼︑おもしろい轟のこゑ︒

六41

春は花︑秋はもみちで︑山の

日本の國には春・夏・秋・冬

ながめは時々かはる︒

六27

＼︑おもしろい轟のこゑ︒

富國ノ實ノ畢ルト墨ラザ 五627圃

治績大いに香り︑職を退きし後も弟

十二9310図孔子事へて吏となりしに︑

ノ如何盛儀ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二541図

ノ如何二野ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二541図

城を出でたりと知れ︒

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

上るべし︒
二322團 エダコニ ジダコ︑ドチ
ラモマケズ︑クモマデアガレ︒
十二279図囹 ﹁︵略﹀︑若し向ひの山

︵略﹀︑マ

一ピキ上りマ

ヒバリガ︵略﹀︒

アレアレ︑アガル︒

二323圃天マデアガレ︒
二326圃
三177

タアソコカラモ
シタ︒

三178 サヘヅリナガラダンダン
タカク上ツテイキマス︒

アサ日ノ上ル方が東

三193 ケレドモ上ルトキニハ︑
スカラスグトビタチマス︒

三443

︵略﹀︑白つゆむすぶ秋の野

かはるぐ隻な花がさき︑隻な鳥

が鳴く︒

六58圃

一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四

の ちぐさの花もおもしろや︒

季二分ツ︒

六67図

九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ

デハ秋ナリ︒

六74図

六126

モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ

六76國霊智スマシク︑冬ハ寒シ︒

慧をかふのは春と夏と秋の三

オヒオヒトンデ來ル︒

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

七341

ある︒

八82國圖秋の日の空すみわたり︑

︵略V︑ききやう・かるか

風暖にさてもよき日や︒

や・をみなへし︑秋の花草多けれど︑

八373図圏

︵略﹀︒

石山寺の秋の月︑雲をさ

まりてかげ清し︒

八605図園

散りしきて︑贔の鳴く秋の時候な

八816障︒凶 ︵略﹀︑南半球にては木の葉

り︒

九2910図 霜野神社ノ秋ノ大祭ハ十一

︵略V︑黄色に實のつた秋の田

月五日ヨリ行ハル︒

秋の末になって︑風の吹散し

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九694

︵略V︒

た木の葉の上に︑雨の降りか﹂るの

九697

は︑何となく物さびしい︒

あぐ
あき
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九802七里

つる秋あり︒﹂

﹁騨長驚くなかれ︑時の

いっか秋のなかばも過ぎ

攣り改るを︒花咲く春あれば︑葉落
九809図
︵略﹀︑夏の盛りの頃︑秋の

て︑九月十日の夜となれり︒
九967國

紅葉の折には挙り遊ぶもの最も多
し︒

秋・冬の花少き季節に

入りても︑食物に不足することなき

十一66國
は︑︵略V︒

十﹇74図 雄蜂は︵略﹀︑何等の勢
働をもなさざるを以て︑秋の初には

アキ

サツマ

イハミ

下士あり︑兵卒あり︒上下の別明か

スハウ

ノニハ︑安藝・薩摩・石見・肥前・
サガミ

き酪駝の足跡あり︒

九487図夜明くれば︑砂の上に新し

眠につきたる者これなく候︒明けて

九7210國国 ︵略V︑二十八日は︵略V

二十九日には雨も止み︑風も静まり

あく

︽一

かなり︒

夜明けて後︑住持書工に

夜に入りて︑︵略﹀︑敵艦

れば二十八日︑天よく晴れて海波静

隊は四分五裂の有様となれり︒明く

十二79図

をして見するに︑︵略V︒

向ひて︑︵略﹀︑夜中のぞき見たる姿

十一7310図

一隻の難破船横たはれり︒

夜明けて見れば︑岩の上に

十908圓團 同同士は︵略﹀︑義理に

アク

十693図

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ
肉一

て︑︵略V︒

キ彰

イ彰

ニー56

あ・ぐ︻上﹈︵下二︶15 あぐ 上ぐ 翠

そのおしまひのあいてゐ ぐ︽ーグル・ーゲ・ーゲヨ︾号おんいわ

かぞえあぐ・きこえあぐ・ごあんない

び

は

角ーカ彰

憂ークレ・

︵略V︒

手塚其の間に敵の草ずり

徳といふ武士あり︑主上尚笠置にお

十一1310図

此の頃備前の國に見島高
かさぎ

を上げ︑こぶしも通れとさし通し︑

十514図

ふべからず︒

風景を添ふる等︑其の効用あげて数

土砂の流出を防ぎ︑ ︿略Vに一種の

十1010図 其の他森林は氣候を和げ︑

ぐ・まきあぐ・もうしあぐ

あぐ・のりあぐ・はりあぐ・ひきあ

ほうもうしあぐ・そだてあぐ・ねがい

もうしあぐ・ごほうちもうしあぐ・ご

いもうしあぐ・おんまちもうしあぐ・

﹃おかあさんからもよろし

それがため︑かめに大きな穴

る所へ︑

︵略﹀︒

﹇▽みあく

かゴみの如き

琵琶の形に似たりとて︑

此の門一に日暮門の名ある
の意なりとそ︒
あ・く﹇明﹈︵下二︶5

將校には︵略V︒其の下に ーケ彰﹇▽うちあく

明く

は︑日暮るるまで見れどもあかずと

九945図

水の面︑あかぬながめは八つの景︒
ひぐらし

其の名をおへる湖の

八597勢望

あく

があいて︑水が流れ出ましたから︑

六241

く︒﹄と書きたして下さい︒

五665﹇n国

ナカヘオチマシタ︒

クハヘテヰタサカナハミヅノ

ホエルト︑ロガアイテ︑

あ・︿︻開﹈︵五︶3

ス︒

三694 オモシロイアソビモ毎日
見ルト︑シマヒニハアキテキマ

アキル

ば︑︵略V︒

︵略V︒

にして︑何れも上官の命令を守るは

あぎとふ

あ・きる﹇飽﹈︵上一︶一

戦艦ハ︵略V︒︵略﹀︒安

相模・周防・丹後等アリ︒

十一321図
藝・薩摩・鹿島・香取宝器ナリ︒
サツマ
帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

ア キ

十ニー56

獄をかふのは春と夏と秋の三

秋ご

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

七342

あきご﹇秋蚕︼︵名︶1

1

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が
ある︒

余ーフ︾

﹁敵は長園の計を取れ

あぎと・う﹇核︼︵四︶

十二275図園
ふな

るに︑我は糧食殆ど重きたり︒今は
わだち

轍にあぎとふ鮒の如し︒

アキナヒ

ヒノアソビヲシテヰマス︒
アキナヒ

アキナヒノアソビ

アキナヒノアソビ
八

四目9 八

ノアソビ

四233

アキメク

目ハ見ユレドモ︑字ノ讃メ

あきめくら﹇明盲﹈︵名︶一

ラ

七226図

アキ易イ

ザル人ヲアキメクラトイフ︒
あきやす・い﹇飽易﹈︵形︶一
︽ーク彫

日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑
アキ易ク︑身膣ノ爲ニモヨクナイ︒

十一662

あ・く﹇飽﹈︵四︶2

四234オマツガオトミトアキナ

あきない﹇商一︵名︶一

秋の山は紅葉の錦を織

皆働蜂にさし殺さ る ︒

十一1810図
り︑冬の木は白雪の綿を重ぬ︒
を つ とせい

てこ＼に集る黒鉱獣は数千頭にも達

キ

あきないのあそび︹課名︺2

十一996属團 ︵略V︑夏より秋にかけ
することこれあり 候 ︒

の音が焦々相鷹じて聞える︒

十一m4 秋の夜長には衣打つきぬた
つばめ

十二675國 又燕の春辿りて秋去り︑
がん

雁 の 秋 來 り て 春 去るが如く︑︵略﹀︒
つばめ

がん

十二675國 又燕の春薫りて秋去り︑
雁の陰欝りて春去 る が 如 く ︑ ︵ 略 V ︒

人の心を百花満開ののどかな春によ

十二839 攣化極りない妙音は︑忽ち

ア

はせ︑又忽ち落葉散敷く秋のさびし
さに沈ませる︒

あき﹇安芸﹈︵名︶3 安藝 安藝

九26エ図

十一2910図 ︵略︶我が軍艦ノ名ヲあきらか﹇明﹈︵形状︶2 明か
︵略﹀︒型名ヲ以 テ 名 ヅ ケ ラ レ タ ル モ
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あげる
あくじ

り︒

十二971図

ガ如シ︒

アクル

あく

十二月ノ初ヨリアクル年ノ

十一444図

あくる年は六郎の七回忌

ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

六75図

る

あくる︻明﹈︵連体︶2

孝経に日く︑﹁身を立て︑ あぐむ号せめあぐむ

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

眞に自治の精神に富める

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

十二継1図
者は︑公平無私︑地方公職の爲の適
なり︒

え

あげおろし︻上下﹈︵名︶1

あげlVはたあげす・むねあげ
シ
大キナキカイデ︑ドンナ重イ

明放つ

荷物デモラク︿ト上ゲオロシヲシ

六794

上ゲォロ

他人ノ悪事・短所ヲアザあけ号よあけ・よあけごろ・よあけま

悪事

任者を墨ぐるを知りて︑︵略﹀︒

リ︒

あくしゅ﹇握手一︵名︶1

﹃さらば﹄と︑握手ねんご

ろユ︑別れて行くや右左︒

十414図圃

握手

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十﹇538図

あくじ﹇悪事︼︵名︶1

︵略V︑やがて忠臣の起

はしませし時︑早くも義兵を雪げし
が︑︵略﹀︒

十一172図
りて勤王の兵を墨げ︑必ず御心を安

︵ 略 ︶︑正儀は︵略﹀︑﹁今

んじ奉るべきことを聞え上げたるな
り︒

十一447図

日は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑
まさひろ
もと望りを上げて︑和田小次郎正寛
と名乗らせ︑︵略﹀︒

びぬ︒

十一453図 思はず大聲をあげて泣號
十一597図圃老い姦る父の望は一つ︒
︵略V︑孝子の轡我が家にあげよ︒

テヰル︒

飛ーチ︾

九608図

き空疑を流通せしむべし︒

︽ーレ甲

あけはな・る﹇明離︼︵下二︶1
なる

明けば

時々障子を明放ちて︑新し

あけはな・つ﹇開放一︵四︶1

是等ハ多クハ︵略V武器又

十二49図 露國が連敗の勢を回復せ あくしゅう︻悪臭︼︵名︶1 悪臭
九571図

ハ他ノ動物ノイトフ意味・悪臭ヲ有

ん爲︑本國に於ける海軍の幾んど全
勢力を塁げて組織せる太平洋第二．

スルモノニシテ︑︵略V︒

あくび

第三艦隊は︑︿略﹀︒

十二810國 ︵略V︑ネボカトフ少將はあくび﹇欠伸︼︵名︶1

たりしてみて︑先生に何か聞かれて

あくびをしたり︑わき見をし
も︑答へることが出來ないで︑︵略﹀︒

六702

下四隻を翠げて其の部下と共に降服

白旗をか＼げ︑戦艦ニコライ一世以
せり︒

も恐れたり︒

あくみ﹇悪味﹈︵名︶2

に減退致し候︒

アゲ

十二794図 ︵略V︑朝の二時頃﹁陸﹂

明け行︿ま﹂に見渡せば︑︵略﹀︒

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒︵略V︒

ケ彰

あ・ける﹇明﹈︵下一︶1 明ける 撫一

で出た︒まもなく夜が明けた︒

五802 ︵略﹀︑夜のうちにがけの上ま

明ケル

明ける

余ーケ︾号おあ

ほたるはやはり

︵略﹀︑いそいでかみをあ

︵略﹀︑オトヒメノイツタ

︵略﹀︑ソツトフタヲアケ

あまりおもしろさうなので︑

ぞきになりました︒

大神は少しばかり戸をあけて︑おの

五35

ウスガチガツテヰマス︒

テ︑外ヲ見ルト︑何ダカヤ

四407

アケテ見ルト︑︵略﹀︒

コトモワスレテ︑タマテバコヲ

三735

中にゐます︒

けてみると︑

三358

けなさる

る

あ・ける﹇開︼︵下一︶7 アケル あけ

タトヘバ︵略﹀︑悪味アル

あげはのちょう︻揚羽蝶一︵名︶1 揚

羽ノ蝶
揚羽ノ蝶ノ羽二九美シキ色ドリアル

アゲハ

是等ハ多クハ︵略﹀武器又九578図
ハ他ノ動物ノイトフ悪味・悪臭ヲ有

ガ如シ︒

畠ーク彰

タトヘバ︵略﹀︑悪味アル あけゆ・く﹇言行﹈︵四︶1 明け行く

揚羽ノ蝶ノ羽ニハ美シキ色ドリアル

アゲハ

九578図

スルモノニシテ︑︵略V︒

九5610図

悪味

まで強き人にて︑怒る時はたけき獣

熊ハイタヅラモノデ︑人ノ家

雨戸を明けて見ると︑明るい

あ・げる﹇上︼︵下一︶18 アグル あげ

月夜である︑︵略︶︒

九702

トイヒマス︒

ヲカツイデ︑ニグテ行クコトガアル

ノクラノ戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵

六662

デキマセン︒

九745圓国 全家立退の用意致し居り 五7一 ソノ光ガキうくトシテ︑ワ
十二288図 翌十五日の朝︑勝商は山 あくまで︻飽迄﹈︵副︶1 あくまで
ルモノドモ寓目ヲアケテヰルコトガ
九633図
田村麻呂は︵略V︑力あく 候中︑夜も明けはなれて︑水は次第
に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎
に到り︑︵略V︒

十二294図 十六日勝商は再び山上に
のろしをあげ︑次いで城に入らんと
するに︑︵略﹀︒

十一一335國凡そ婦人の道は︵略﹀︑子

に教へて家名をあげしむるに在り︒
秀忠大いに感じて其の

言に随ひ︑嘉明を墨げて會津に封ぜ

十二383ロ︒凶

あさ

あご

12

る

上ゲル

上げる

余ーグ・ーゲル︾

号おあげなさる・おあげもうす・おだ
しもうしあげる・ごあんないもうしあ
げる・さしあげる・しあげる・すいあ
げる・とりあげる・のりあげる・はり
みあげる・もうしあげる・もりあげる

あげる・ひきあげる︒ひろいあげる・

一226 ソロソロオアルキナサイ︒

ナヲアゲマス︒

テヲヒイテアゲマス︒
二46囹
﹁ミナサンニキクノハ

二47囹︺タケヲサンニハドレヲ
﹁オハナサンバーバン

アゲマセゥ︒﹂

二63園
小サイカラ︑ 一バン大キイノ
ヲアゲマセウ︒

ツレテ行ツテアゲマセウ︒

三671囹 オレイニリユウグウヘ

クットナクハイツテ來ル︒

あさ﹇麻︼︵名︶5

十﹁m1細事

アサ

麻

農産物の種類は︵略V︑
なたね
からす

じゃがたらいも

ゑんどう

大萎・小褻・燕萎・裸萎・曇墓・

はだか

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

八462圏伯父さんが御安心なさる様 六346図悪銀バカラムシノ糸ニテ織
に早く返事を上げよう︒

僅かですが︑何かすきな物を買って

八692團此のかはせの金は︑ほんの 六35図 アサ

其の時にはおたがひに目ざ

上げて下さい︒

九236園

麻・馬鈴薯・碗豆等の牧穫多く︑

アサ

あさ

朝

六83

した︒

家を出たのは朝の七時置ろで

ある日主人は朝から用たしに

出たので︑ご人が店のるすをしてゐ

六298

朝おきて見ると︑池に氷がは

ると︑︵略V︒

六372

つてみた︒

朝おきると︑雪が五六寸つも

今日は朝からあちらこちら

又ある朝早く信長がかりに出

次の朝農夫はいつになく早く

と働いてみる︒

ず︑﹁トンテンカン︑トンテンカン︒﹂

八344 ︵略﹀︑朝から晩まで相かはら

起きて︑︵略﹀︒

八226

びますと︑︿略﹀︒

ようとして︑﹁誰も居らぬか︒﹂とよ

六465

を見物した︒

六378

つてみた︒

︵略﹀︑又衣服の原料も

ナ

︵略﹀︒

六394團

シ

ましい働をして︑我が高干穗艦の名

下麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方二起レ

十一囎2國支那ノ昔後漢ノ末︑天

ス︒

四471

四502圃

それが今は朝の急行列車で東

とやさしく御世話下され︑︵略V︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九357

人多き都會に住む者は︑

着くことが出來る︒

︵略﹀︑又朝早く起きて︑木立しげき

雨のはれた朝︑花の香を送つ

列しい見物人が朝早くから宮の境内

九827 ︵略﹀︑祭の二日には︑おびた

身も蝶の榛に飛立ちたくなる︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

九679

すんで居るまも︑︵略﹀︑あさま

ゐどばた

公園等を散歩すべし︒

朝早くから

あらひ物︒

あさっては八まんさまのお

で︑母はせい出す

四698圃

でかうして︑かつちん︑かつちん︒

われらがねどこで︑や 九611図

ちん︑かつちん︒

四484團とけいはあさからかつ

の所にありますか︒

には︑みじかいはりがどの字

皆さんがあさおきる時 九2010三王村の方々は朝に夕に色々

三443 アサ日ノ上ル方が東
デ︑ユフ日ノ入ル方が西デ

﹇▽まいあさ・ゆきのあさ

あさ﹇朝﹈︵名︶30

求むること少かりしによる︒

綿・麻・生落に仰ぎて︑家畜の毛に

十二456図

リ︒

をあげよう︒

此のわけをよくおつかさ

水兵は︵略﹀︑やがて手をあげ

んにいって上げて︑安心させるがよ

九237囹
い︒﹂

九239

て敬禮して︑にっこりと笑って立去
つた︒

のりと
九831 神主は先づ神前で祝詞を上げ
だいこ
て︑︵略Vあひつの一番太鼓を打鳴
らした︒

りに︒

虎モ猫モアゴ短ク︑首太

あご﹇顎﹈︵名︶2

シ︒

八732図

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力
強ク︑︿略︶︒

八733図

アゴ

をあげた︑アルプの山もふるふばか

四263園 ﹁三十センアゲマスカラ︑ 十一591 ︵略V︑全軍一同に漱喜の聲

のしをつけるのです

﹁人に物をあげる時

コレデトツテクダサイ︒﹂

四423囹
に︑なぜ
か︒L

私ガカハリニノンデ

四685園 三郎﹁オカアサン︑︵略﹀︒
苦ケレバ
上ゲマセゥ︒L

穗浪士

ほ

赤穗浪士が撒年の苦難を

五637團

まつりですから︑朝早くからあそび

日本武士道の

にいらっしゃい︒

︵略﹀︑

精華を畿揮せるものといふべし︒

死に就けるは

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

十二858図

あかほ

あか
五484 二人は︵略﹀︑そこにたふれま あこうろうし﹇赤穂浪士回︵名︶1 赤
した︒しばらくた っ て ︑ 顔 を 上 げ て ︑
そ の あ た り を 見 ま はすと︑︵略﹀︒

ければならなかっ た ︒ L

六311園 今のお客にもう一銭上げな
六783 白イ帆ヲアゲ至仁カケ船モイ

へっめかけた︒

御 庭 の 雪 景 色 を 御覧じて︑︵略﹀︒

十168図 ある雪の朝︑皇后は美しき
﹁︵略﹀︑五日目ノ朝此ノ

虞ニテ我ヲ待ツベ シ ︒ ﹂

十232図園

十234図 五日目ノ暴行キテ見レバ︑
老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

來ルベシ︒﹂

十ヒログラヰノ所マデ州旗︑海草ガ

顔のはちをならべて︑昨日は九つ咲

御士暑に御座候︒

きたり︑今朝は十二咲きたりなどと

︵略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

ユ︒

アリ︒

あさくさゆき﹇浅草行﹈︵名︶1

ケリ笑フ

韓信︵略V︑ヤガテハラバ

余ーハ・ーフ︾

あざけりわら・う﹇嘲笑﹈︵四︶2 アザ

ノ電車二乗ル︒

上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行

淺草

七567図淺草公園ニ一種々ノ至醇物

淺草公園

あさくさこうえん︻浅草公園一︵名︶1

二人目投ゲ出サレテユメゥッ

ノ

七558図

騙逐艦ノ名コソ更二優美 行

クチク

分等アリ︒

ワキ

春風・朝風・疾風・松風・追風・野

ハヤテ

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・

十一307図

︑︒二人ハ吹ク朝風二正氣ヅイタ︒

八895

あさかぜ﹇朝風回︵名︶2

朝風

ハエテヰル︒

七767

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

麻糸

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ
アル︒

あさいと﹇麻糸一︵名︶1
ヤナドニツクリ︑︵略﹀︒

十238図囹今ヨリ後五日目ノ朝餐ビ 六347図 麻糸ニテ織りタルモノバカ
朝起

祖父様はいつもの通りあさぎ﹇浅黄︼︵名︶4 淺黄

ヒテ謄ノ下ヲクグル︒見ル者アザケ

木綿織物二紺や淺黄ヤカスリ 十256図

リ笑ハザルハナシ︒

八639

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドゥ

リ・ール単

平生にても︑若き人は白

あざけ・る︻嘲﹈︵四︶2 あざける肉一

リ︒

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

他人ノ悪事・短所ヲアザ

シテコシラヘルノデスカ︒

アサ

メマス︒

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染

淺吉 御主人様

︹人名︺1 淺

︵略V︑コロンブスの暴畢

サレバ艦髄輕ク︑小サク︑船脚ハ淺

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑︵略V︒

十一3310図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二二

ケレ・ーシ︾

あさ・し﹇浅︼︵形︶2淺シ 回し 一一

者︑口々に語り合へり︒

をあざける者︑皇后の無謀をそしる

十二771図

ふまじとそしる︒

とあざけり︑退く時には︑今はかな

ては︑進まんとすれば︑大人げなし

髪を見て侮る心あり︒まして戦場に

其ノ中へ白綜や白布ヲ入レ 十541図園

イノが淺黄デス︒

メマス︒コク染陰野ノが紺デ︑ウス

八645

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染 十一538図

には︑はや朝顔のはちをならべて︑

麻織物

織物ニハキヌ織物・モメ

あさおりもの︻麻織物﹈︵名︶2
織物

六334図

︿アリ︒

八661

二月四目

白髭

テ︑紺や淺黄二染メルノデス︒

八681團

あさきち﹇浅吉﹈︹人名︺1
あさきちどの︻浅吉殿︼

二月六日井上勉藏淺吉
朝霧

淺草ノ観音堂モ東ノ方二見

くれ行くを見送りて︑︵略V︒

七556図

アサ

アサ
あさくさ﹇浅草﹈︹地名︺1 淺草

十二773図
船の次第に朝霧の中にか

あさぎり﹇朝霧︼ ︵名︶1

殿

八694團

さ 吉殿

麻又バカラムシノ糸ニテ織

ン織物・アサ織物・毛織物ナドイロ

六347図

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

アサガホ

巻葉をもるΣつゆ涼

八643

︵略V︒

朝起にて︑私どもの目をさまし候頃

九435國團

十2310國 次ノ五日目ノ朝モ野老人身あさおき﹇朝起一︵名︶1
先ダタレタリ︒

十241図 老人怒リテ︑五日目ノ朝ヲ
約スルコト亦前ノ如シ︒

十561國團 兵語内の生活は規律正し
く︑朝の起床より夜の消燈まで︑一
らっぱ

々詩学の合圖によ り ︑ ︵ 略 V ︒

十一494 四日目の朝︑大將は何心な
翌十五日の朝︑勝商は山

く外を眺めてみる と ︑ ︵ 略 V ︒
十二288□D凶

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎
に到り︑︵略︶︒

朝顔

し︒

祖父襟は︵略﹀︑はや朝

アサガホ
九436國團

九8図

様ナ形ヲシテヰル︒

九86

︵略V︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ

しまぬ白蓮の

びゃくれん

きかはりつΣいさぎよく︑にごりに

垣根にからむ朝顔の

アサガホガサキマシタ︒

十二767図 西暦一千四百九十二年八あさがお﹇朝顔﹈︵名︶5
港は未明より人の山を築けり︒

月三目の朝︑︵略 ﹀ ︑ 西 班 牙 パ ロ ス の

︹ひらがなのドリ

︵ 略 ﹀ ︑岸二近イ淺イ所カラ五

あさい川

アサイハチフカイツボ

あさい

︵略V︑朝の二時頃﹁陸﹂ 八364図圃

一40一

十二7810図

7

アサイ

﹁ 陸 ﹂ ﹁ 陸 ﹂ と 呼ぶものあり︒

1

余ーイ︾

あさ・い﹇浅︼︵形︶4

七

淺イ

18

6
〕

9

74ル

13
あさし
あさい

あさしも一あし
14

シ︒

タクニカ︑リ︑︵略﹀︒

アサヒ

サマシイデハアリマセンカ︒

アサ

敷面八月三十一日ノ朝日モマ

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八869

名高き金のしゃちほこは

︵略﹀︒高さ八尺五寸︑朝日・夕日に

八942図
かfやきて︑︵略﹀︒

九17図

淺間山
あざむく飛一

眺望いよく開けて︑満

あざむ・く﹇欺﹈︵四︶1

十一22図

カ煙

目総べて花なり︒目窪え︿とば・の
を花設吉野山︒といひし古人の句我

あざやか

︵略﹀︑夏は山海皆緑にし

て目畳むるばかりあざやかなり︒

十一1810図

ヤカナル禮色ヲ有ス︒

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

九569図

或動物ハ之二反シテ︑周園

をあざむかず︒
四88 日ノマルノコクキガアサ
日ニカガヤイテヰルノハ︑イ あざやか﹃鮮︼︵形状︶2 アザヤカ

ヒロゲテゴランナサイ︒

アサ日ニムカツテ︑手ヲ

アサヒ

十二655図 猫八帝國は創建以來年尚あさひ﹇朝日一︵名︶7

﹇8一

日

朝日

淺ければ︑首府の壮観の未だ英佛二

︵略﹀︑悪くすると︑淺瀬へ

三446

國に及ばざるものあるは固よりあや
しむに足らず︒
クチク

あさしも﹇朝霜﹈︵名︶1 朝霜
ナレ︒︵略V︒︵ 略 ﹀ ︑ 其 ノ 外 白 雲 ・ 白

十一309図 騙逐艦ノ名コソ更二優美
露・初霜・朝霜等 ア リ ︒

七856園

あさせ︻浅瀬﹈︵名︶1 淺瀬
乗上げたり︑外の船につきあたった
りする様なまちがひが出來ます︒

あさって﹇明後日﹈︵名︶3 あさって
まつりですから︑朝早くからあそび
なり︒

九25図

旭川
旭川
垣間

あさひがわ﹇旭川︼︹地名︺1
十一18図

を

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか

良大イニ一鞭ビテ︑朝夕之ヲ
讃ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

十247図

五636團 あさっては八まんさまのお 十﹇197図 ︵略﹀︑朝日・夕日を負ひ あさゆう︻朝夕︼︵名︶1 朝夕
にいらっしゃい︒

︵略﹀︑まだねてみた妻を呼

あさま﹇浅間一︵名︶1

旭川
旭川

アサリ・ハマグリナド陶砂ヤ

あさる

穴ーッ︾

泥ノ上二居リ︑サザエ・カキナドハ

七717

岩ニツイテヰル︒
あさ・る﹇漁﹈︵五︶1

あし

足

二三羽のあひるが︵略V︑し
アシ

きりにゑをあさってみる︒

十298

あし︻足︼︵名︶30

脚うあとあし・おあし・かたあし・
くちみみめてあしらいちどう・てあし

諸子ハ数多アル我が軍
艦ノ名ヲ知レルナルベシ︒︵略﹀︒山
イブキ

・てあしらいちどう・にあし・ひとあ
クラマ

し・ふなあし・まえあし・よつあし

イコマ

ありません︒

耳もありません︒手もあしも

うまはからだがほそく

て︑足がながうございます︒

三241

牛はからだが太くて︑足

がみじかうございます︒

三243

上で足をのばして︑ぼんやり

三494かへるは︵略﹀︒︵略﹀︒水の

又ゐざりは﹁︵略V︑私は足

うかんでみることもあります︒

五246園

やっとゐざりあるくものでございま

の立たないもので︑駅手をついて︑

す︒

ジブンノスガタヲ見テ︑アタマカラ

五712鹿ガ︵略﹀︒フト水心ウツツタ

ケレドモコノ足ハ細クテ︑

足マデツクみ＼トナガメテ︑︵略V︒

五725圏

出來ルコトナラ︑モツト太

イカニモ弱サウ心見エル︒

五727圏

鹿月影イ足デズンくニゲ

クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

テ︑林ノ中ヘカケコミマシタ︒

五734

のぼりついたじぶんには足も

だいぶくたびれて︑はらもすっかり

六105

晩にはくたびれた足をのぼし

すきました︒

六117

て︑けさまで一眠に眠りました︒

ものなど︑一々数へがたし︒

七612図 ︿略﹀︑足の短きもの︑長き

ロヘテオヨグ様ハマコトニ面白イ︒

七715 ︵略﹀︑タコヤイカノアシヲソ

八706國

︵略﹀︑手は食物を口に入る

テ︑入鹿ノ足ヲキル︒

三223わたくしには口も目も 八536図之ヲ見テ他ノ一二進ミ出デ

ノ名ヲ附シタルモノニ三笠・富士・
ツクパ

︵略V︒

山

淺間

筑波・生駒・鞍馬・伊吹・淺二等︑

十一302図

同胞

︵略V︑我が大君の食す あさり﹇豆蔦﹈︵名︶一 アサリ

國と︑朝日の御旗ひるがへそ

十﹁価2今春

すべて六千萬︒

﹁あさっては學校がお休で

すから︑二人とも行ってお出でなさ

五646圏

い︒

しょにきっとまみります︒

五661團 あさってはおはなさんと一 あさひかわ︻旭川﹈︹地名︺1

八257園

あさね︻朝寝﹈︵名︶2 朝ね

﹁朝 ね 程 損 な も の は な い ︒

起して︑﹁朝ね程 損 な も の は な い ︒
︵略﹀︒﹂

八257園

朝ねをしてみる間に︑身代が減って
行くのだ︒﹂

あさはん﹇朝飯﹈︵名︶1 朝飯
上ツタ︒︵略V︒母天眼所デ朝飯ノシ

八139 ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ あさまやま﹇浅間山﹈︹地名︺1

15
あした
あし

十﹁739図

︵略﹀︑今度はひぢを張

﹂ことを止め︑足は食堂へ行くこと

︵略﹀︑人々喜びて︑手の

喜劔大いに罵って曰く︑

﹁︵略﹀︒獣ならば︑かくして食へ︒﹂

十二871図

舞ひ︑足のふむ所を知らず︒

十二793図

も鶴の臥したる様をなせり︒

り︑足をのべ︑手を口にあてて︑尚

虎ト猫トハ︵略﹀︒︵略﹀︒

を止めたり︒
八737図

虎ト猫トハ︵略V︒︵略﹀︒

足モマタ太クシテ ︑ 力 強 シ ︒

八741図
足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル爪アリ︒

十噌648

に通りし酪駝の足跡を目あてに行く
なり︒

あゆめよ︑あゆめよ︑足

あしおどうざん﹇足尾銅山﹈︵名︶ 1

足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ

足尾

アリ︑今ヨリ三百年前︑此ノ地ノ入

始メテ之ヲ獲見セリトイフ︒

あしおまち﹇足尾町︼︹地名︺1

︵略﹀︑今や足尾町ハ人口

凡ソ三萬ヲ有スルー都會トナリ︑學

十634図

足利

校・病院・銀行等芸備ラザルナシ︒

あしかが﹇足利︼︹地名︺1

然るに此の大風の爲に︑今
までの酪駝の足跡消えたれば︑︵略V︒

九4610図

犬は耳ざとき動物にして︑

眠れる時も入の足音を聞けば︑た繋

七619図

おとたかく︒

三266圃

音

材料ノ種類や料理ノ方法 あしおと︻足音一︵名︶2 足おと 足

ハ︑先ヅ衛生・経濟・味ノ三方面ヨ

︵略V︑味ハ人々ノ好ミヲ考

リ考ヘナケレバナラヌ︒
十一652

ヘテ︑多数ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

ちに目をさます︒

足尾銅山

あしおどうざん﹇足尾銅山︼︹課名︺2

又魚類や野菜隔地其ノ季節

バナケレバナラヌ︒

十一659

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

アヂ

足跡

十608図

魚類ニハイワシ・アヂ・サ 足尾銅山

あしあと︻足跡一︵名︶3

リ︑︵略V︒

水ノ表面二巴イ所ヲオヨグモノガア

バ・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑

七702

あじ﹇鰺︼︵名︶一

して其の味最も美なり︒

我が國の米は品質優良に 十目4 第十七課 足尾銅山
十606 第十七課 足尾銅山

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

禽ーシキ煙

十二448図

と︑足の指に魚肉十寸をはさみて良
﹁あ﹂︑余死せん︒︵略︶︑

雄の面前に出す︒
十二877図囹

悪し

我が足︑獣として良雄に食はしめた
り︒

あ・し﹇悪︼︵形︶1

八747m囚虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ
︵略﹀︑命ノママニ拾ヒ取り

レバ︑歩ム時音ヲ立テズシテ︑︵略﹀︒

十229図

︵略﹀︑左右ノ手ハ肩ヨリ分

テサ︑グ︒老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑
ヒテ去ル︒

十756図
レ︑二本ノ足ハ全身ヲ支フ︒

ルニ大切ナルモノニシテ︑︵略﹀︒

六544岩塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク 九467図 すべて沙漠の旅行は︑以前 町

︵略﹀︑郵便配達夫・車夫等 あじ﹇味一︵名︶10 味

友︑入と人︒

十774図 拶上上ノ報告ニヨツテ判別 六836図魍 ︵略﹀︑善き事たがひにす
＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑友と
シ︑手・足・恒等二命令シテ活動セ
シム︒

十783図
ノ足ノ強キ︑︵略 ﹀ ︑ ヨ ク 之 ヲ 使 用 ス
ルヲ以テナリ︒

ニツノ物ナケレバ︑物ノ味ハゥマカ

十809図 ︵略V︑又あつし織の短きつ 六545団﹈ 塩ト砂仙糖トハ ︵略﹀︑ コノ
㌧袖を着︑足にもあつし織のきやは

足尾

かゴ

利氏

十二317図

足利氏の大兵來り攻め︑

あしかぎ

夜明くれば︑砂の上に新し 九17図 足利
あし
あしかがうじ﹇足利氏︼︹人名︺1 足
き酪駝の足跡あり︒

桃がじゅくしましたから︑ 九487國

ラズ︒

七671團

んをはく︒

︵略V︒︵略﹀︒︵略﹀︑實も大きく︑味

十瓢10図 畝傍山・香具山・耳無山ノ
三山︑︵略V︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合ヒ

あしお︻足尾一︹地名︺3

朝

君長に陥り︑保・義鑑共に戦死す︒

九805図

あした﹇朝一︵名︶3

我が國銅山ノ中ニテ最モ盛

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

︵略﹀︑片時も君を忘れ奉る
等ナリ︒

十607ロ薗凶

さっそくいたgきました 九17図 足尾

もよほどよろしうございます︒

其の湯には大抵一種の臭氣
あり︑味あり︑色あり︒

十725図

が︑味は又かくべつでございます︒

追手が接近すれば速力を 七686團

テ立テリ︒

十一484

速め︑後れ＼ば脚のきざみを短くす
る︒︵略﹀︒アラビヤ人はこ﹂に始め
て馬に全速力を出 さ せ て ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

び急〜し︒

子︑足尾併せて三山は

銅の産額れ

たはしく︑︵略﹀︒

の聞くものにつけて︑都の空のみし

十772北目ハ︵略﹀︑耳ハ︵略V︑鼻十二486図星 ︵略V︑東に小坂︑西別 こと無く︑雨の朝︑風の夕︑見るも
ハ︵略V︑

︵略V三つ四つの子供が︑

ヲ拶二報告ス︒

十一511

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

ロバ味ヲ味ハヒテ︑各之
みると︑︵略V︒

の蜂は朝より夕に至るまで︑螢螢と

十﹁65図 百花満開の候には︑外役
ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ
ノハ藍ノ湖ニシテ︑湖水ノアフレテ

ライフ︒

九40豊麗ノ湯
あ

じ

や

西端に近しと信じ︑地球を写りに小
さく見たるコロンブスの誤は︵略V︒

アジヤ大陸

我が大日本帝國はアジヤ大

アジヤたいりく︹地名︺4
八758図

陸の東の海中にある島島なり︒

かんこく

十二474図

﹁農は人の職業中最も健

全︑最も高貴にして︑又最も有盆な

名構も亦千種萬様なり︒

︽ークル・ーケ︾

あず．︿﹇預﹈︵下二︶5 預ク 預く

郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

金鏡ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

九777図

書入レタル通帳ヲ渡ス︒

銀行貯金ニチモ︑郵便貯金

ノナレバ︑︵略﹀︒

二︑テモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

九781國

當は七日の間手もとに置きて︑木曾

我を此の齋藤別當のもとに預け︑別

英國にては停車場に手荷

給されるのは︑他にも種々の原因も

﹁あんにするのはあづ

郵便貯金ニチハ一度ノ預ケ

あつさ弓

なき数にいる名をぞと

夏のどんな暑い日でも︑．あ

アゼ

あぜ

一335 タハタケアゼゥネ
三328 子ドモガニ三人アゼニ

あぜ﹇畦﹈︵名︶3

た︒

せを流しながら︑暮方まで働いてゐ

八329

大豆・小豆・さ㌧げ・そら あせ﹇汗﹈︵名︶1 あせ

ゴむる︒

ばあつさ弓

十︸36口藺凶圏 一のへらじとみねて思へ

あずさゆみ﹇梓弓︼︵名︶1

高一人拾銭以上ナリ︒

九767國

預ケ高

物を弄くるに合札を要せず︑︵略﹀︒

十二蜘3図

へっかはしたり︒
飛一

あるが︑動物の呼吸作用も三って大
預カル

いに力があるのである︒

ル︾

ヨリ少キ金ニチモ預力ル︒

九776図

︵略V︑貯蓄銀行ニチハ五圓あずけだか﹇預高一︵名︶1

ロシヤは︵略﹀︑其の領地 あずか・る﹇預﹈︵四︶1

し

甚だ廣く︑アジヤ大陸のシベリヤも

八787図

また其の一部なり︒
な

八789図 アジヤ大陸には印度・支

類です︒

小豆色

豆・なた豆などはすべて私どもの親

七212囹

のは大豆といふ豆です︒﹂

きといふ豆で︑こなにする

四351園

那・韓並等あり︒
あずき︻小豆﹈︵名︶3 あづき 小豆
アジヤ大陸の西︑ヨーロッ 四32図 あづき

宍ーハ・ーヒ・ーフ︾

味ハフ

パ大陸の南にある大陸をアフリカと

八789図

いふ︒

味はふ

十772図目ハ色・形ヲ見︑耳ハ音聲
ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲカギ︑ロバ味ヲ味
ハヒテ︑各之ヲ拶二報告ス︒

あずきいろ︻小豆色﹈︵名︶1

色．小豆色︑其の他︵略﹀等︑色の

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅 十491図 花の名より取れる︵略﹀︑
だいくかき ぶだう
實の名より取れる男色・柿色・葡萄
ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味見ハ

十一646
レ︑︵略V︒

クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ

コ︑二程近キ翼馬ノ覚牌院 九779︹図 此ノ通帳ハ此ノ後金銭ヲ預

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︵略V︒

十M3図

して寸時も休まず︒
流
ル
︑
モ
ノ
ハ
即
チ
早
川
ナ
リ
︒
るものなり︒﹂ といへるワシントン
十二781図 ︵略﹀︑朝の風を聞きてはあしのゆ﹇藍湯一︹地名︺2 藍ノ湯
の言味はふべし︒
サバ
鳥の聲かと疑ひ︑タの雲を見ては陸
九3910図
七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂＊あす弓あした・みょうにち
ソコクラキ ガ
カ
の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ藍ノ湯 あすか﹇飛鳥﹈︹地名︺1アス
飛鳥
ず︒

あした﹇明日﹈︵名︶2 あした 明日

其

あずか．る﹇与﹈︵五︶1 與る ︽ーッ︾
行クハ樂シキモノナリ︒
十二225 然るに炭酸瓦斯が絶えず供 十5410図園 畠山は︵略﹀︑ひそかに

四724圏 おはるあしたは ひなさ アジヤ︹地名︺ 2 アジヤ 亜細亜
あすかでら﹇飛鳥寺﹈︵名︶1 飛鳥寺
アスカ
アンゴ
ままつり︒
八77図 アジヤ
十
期4図 コ︑二二近キ飛鳥ノ安居院
かく
六401團 明日は銀閣寺を見て︑それ 十二759あ図 じ 亜や
細亜の東端は欧羅巴の
ハ古ノ飛鳥寺ノ跡目シテ︑︵略﹀︒
から北山の方へ行 っ て ︑ ︵ 略 V ︒

たきおとしながらあるいてゐま
す︒

申

酪駝を殺して︑

﹁若し明日中に水のある

あしたじゅう﹇明日中︼︵名︶1 明日
九476國囹
所に着かずば︑

藍ノ

の胃の中の水を飲むより外なかるべ
し︒﹂

藍湖

アシノコ

あしのこ﹇藍湖︼︹地名︺3
湖

箱根山ハ︵略﹀︒︵略﹀︒山

上ナル薗湖ノホトリニ三所アリテ︑

アシノコ

九3810図

九422図 是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

九40図藤ノ湖

︵略﹀︒

あじわ．う︻味﹈︵四・五︶3

四643みちをとほる人は︑あし
だのはにはさまった雪をた

一316 アシダ

だ

あしだ︻足駄﹈︵名︶2 アシダ あし

あした一あぜ
16

17
あそぶ
あぜみち

タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ
入レテヰマス︒

ハオリガアリマス︒
ス︒

ナカノオホエノ

ケマリ

︵略V︑中大兄皇子が蹴鞠ノ

遊ヲナシ給ヒ︑︵略V︒

十三4図

三612はまべのまつの木の下 四234 オマツガオトミトアキナ
ヒノアソビヲシテヰマス︒
へ行って見ませう︒あそこには

うつくしいかひや小石がたく

そ

す肉ーサ・ーシ︾

十一7110図

此の給をかける卑情久し

太郎﹁あそこに高い火の あそびくら・す﹇遊暮︼︵四︶2 遊び暮

さんあります︒

四46圏

あ

見のはしごが見える︒︵略V︒﹂
あ モ
あそさん︻阿蘇山︼︹課名︺2 阿蘇山

はん
十287 唯あぜの榛の木に雀がたくさ
ん集ってみて︑︵略﹀︒

あぜみち︻畦道﹈︵名︶1 あぜ道

六94あぜ道を七八町通って︑小
川の橋を渡ると︑御社の前へ出まし
た︒

そ

く此の寺に寄食してありしが︑何一

第十一課
あ

十二目12

阿蘇山

あぜみちづたい︻畦道伝︼︵名︶1 あ

つ書がくこともなく︑毎日遊び暮し

第十一課

阿蘇山

十二399

就中噴火口の最も大なる 十二709國
るべし︒

ふ

肉1へ彰

あそびたま・う﹇遊給﹈︵四︶1

遊び給

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

少量有爲の間を徒に遊び

ぜ道傳ひ

十二405図

て三年を経たり︒

かげ
て︑森の蔭から出て來て︑あぜ道傳

あそさん︻阿蘇山﹈︹地名︺3 阿蘇山
十2910 犬を連れた男が銃を肩にし

阿蘇山の奮噴火口は南北

を肥後の阿蘇山とす︒

十二407図

の長径六里︑東西の短径四里にわた

穴ーッ・

り︑︵略V︒

あせる

ひにあちらの岡へ向つた︒

ール暫

あせ・る︻焦﹈︵五︶2

上の人はしきりにむちを打ってあせ

九349 やがて汽車が動き出すと︑馬

て遊び給へ︒

あらざれども︑何虞へなりとも出で

我衣食の費をいとふに

る一大火山にして︑山中に多くの噴

阿蘇山は此の如く複雑な 十一724図囹

十二423図

火口及び温泉あり︒

る

余ーレ︾

十﹇2210二二

百尋・千尋海

丈鯨のろかい操りて︑
行手定めぬ浪まくら︑

あ
肉ービ・ーブ・1べ・

アンブ

の底︑遊びふれさる庭濁し︒
遊ぶ

あそ・ぶ﹇二一︵四・五︶23
遊ブ

ーン彫号おあそびなさる・きたりあそ

そぶ

遊びふ

つて見たが︑︵略﹀どうして競走が

十二41図阿蘇谷

記号あ

あそばすn▽おかいあそばす・おもとめ
あそばす

アソビ

きないのあそび・おんあそび・のあそ

あそび﹇遊︼︵名︶4

あそびな・る﹇遊慣一︵下二︶1

出來よう︒

えて死ぬであらう︒兵士等は氣をあ

十﹁567 おくれΣばピエールはこゴあそだに﹇阿蘇谷︼︹地名︺1 阿蘇谷
せるのみで︑何の工夫もつかぬ︒

あそこ﹇彼処︼︵代名︶5 アソコ あ

アソコデモ︑ココデモ︑

び・やまあそびする

二295

そこ
﹁ シ ン ネ ン オ メ デ タウ︒﹂﹁︵略V︒﹂

三683

︵略﹀︑ウラシマノ合点ノ

トアイサツシテヰマス︒

ぶ
ヲタイソウヨロコンデ︑イロイロ
三176 ゴランナサイ︑マタアソコ
ナゴチソウヲシタリ︑サマザマ
カラモーピキ上りマシタ︒
二75 オハナトオキクガアソン
デヰマス︒
ノアソビヲシテ見セマシタ︒
三572 アソコニハオトウサンノ
チヤイロノオビガアリ︑コチラ
三694 オモシロイアソビモ毎日 二222囹 ﹁カクレンボヲシテアソ
ビマセゥ︒
見ルト︑シマヒニハアキテキマ
ニハオカアサンノモンツキノ

ニアソンデヰ

ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子

モ︑オモシロサウ

二293

マス︒

アソビマセンカ︒﹂

三46囹 デテキテ︑イツシヨニ

アソビニイキマシ

︵略﹀︑ヨロコンデイツシヨ

ニノハラヘ

三63

タ︒

三67 マサヲトトモキチト愚僧
ナが三人デノハラニアソンデ

ヰマス︒

三115オトウトハ犬ガスキデ︑

二人はまだ方方ながめ

イツモブチトアソンデヰマス︒

四78

オハルハヨロコンデ︑友ダ

て︑あそんでゐましたが︑︵略﹀︒

四76一

︵略V︑ナノ畠ニアソンデヰル

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五338

あさっては八まんさまのお

カト思ヒマス︒

五637国

まつりですから︑朝早くからあそび

子ドモハフダンヨリハ美シイ

にいらっしゃい︒

それから又方々であそんで︑

着物ヲ着テアソンデヰル︒

五678

六116

一人の子どもが水がめのふち

うちへかへったのは夕方でした︒

へ上って︑遊んでみるうちにふみは

六228

六382

木村さんが遊びに來た︒

學校で雪投をして遊んだ︒

つして︑︵略V︒

六382

あだ一あたう
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八158 何モシナイデ遊ンデヰルノハ

樂ナヤウ心見エルガ︑却ツテ苦シイ
モノデアル︒働クコト全人ノ本分デ
アル︒

舞へや舞へや︑花に草に︒
歌へ歌へ︑枝にごずゑに︒

蝶の遊ぶ時は今な り ︒

九112図圏
九121図圃
鳥の遊ぶ時は今な り ︒

九968図 外國人の我が國に喋る者亦
必ずこ﹂に遊びて︑日光の結構を賞
せざるものなし︒

十一208図 我が國に遊べる西洋人は
此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界
﹁馬が子供と遊んでみるの

海上の一大公園なりといへり︒
十﹇509

﹁よく勉め︑又よく遊ぶ︒﹂

を見たことがある ︒
十一695︹図

はよく時間を利用する所以なり︒

呼樋浪士が敷年の苦難

あだ﹁仇︼︵名︶2 仇
あかほ

十二858図

︵略V︑

日本武士道

を忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從
容死に就けるは

の精華を護興せるものといふべし︒
﹁主人は死し︑主家は

アタヒ

あたひ

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二869図囹

る を 知 ら ず ︑ ︵ 略 V︒

あたい﹇価一︵名︶34

償うもののあたい
ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

六337図 着物・羽織・バカマ・オビ

︵略﹀︑絹織物のあたひの高い

絹織物ニテツクル ︒

七294

マツチハーダースノ便三四

のも︑けっしてむりではない︒

八382図
銭グラヰナレバ︑︵略V︒

されど水は大都會など

にては︑時として便を生ずることあ

十一916図
り︒

か﹂る時は靴の供給次第

︵略﹀︑靴の債は︵略﹀︑

に増來り︑靴の便はやうやく安くな

十一9310図

りて︑︵略﹀︒

は尚それ以下に下るべし︒

普通の便に復するか︑場合によりて

物の慣の高下は主として 十一941國

需要と供給との極込によりて定まる

カクノ如ク便ノ安キモノニ 十一918図
ものなり︒

八383図
テ︑カクノ如ク便利ナルモノハ世二

又之と反封に︑債次第に

安くなりて︑普通の債よりも下るに

しかして供給の需要より 十︸943國

も少きときは物の償は高くなり︑多

又之と反旗に︑便次第に

至る時は︑︵略V︒

安くなりて︑普通の便よりも下るに

十一943國

至る時は︑︵略﹀︒

︵略﹀︑其の五人は各其

の家の他人の手に渡らんことを恐れ

十一923國

きときは安くなるなり︒

十一9110図

少カルベシ︒

是金銀ハ債高ク︑︵略﹀︑直

段ノ攣動モ少キ等︑貨幣トスルニ最

九897図
モ便利ナレバナリ︒

手数ノカ・ツタマツチノ債

ノ安イノモ︑分業法二依ツテ製造ス

十﹁102

︵略﹀︑最も高き便をつけ

︵略V︑費家の持主五人

かくて其の家の便は段々

ハ︾

即ち物の償は普通の便を

即ち物の償は普通の債を

︵略﹀︑需要増すに随ひ

即ち供給に限りあるもの

あた・う﹁能﹈︵四︶15能フ 能ふ ︽一

は一定の債なしといふべし︒

十︸952図

て︑其の便盆≧高くなり︑︵略V︒

︷略V︑最も便を低くした 十一9410図

のなれども︑︵略V︒

十一948図物の便はかく上下するも

本として上下すと知るべし︒

十一946図

本として上下すと知るべし︒

十一946図

よりては尚それ以上に上るべし︒

て︑又普通の債に復するか︑場合に

かくて其の家の便は段々 十一945図 ︵略﹀︑供給も随って減じ

て︑孚ひて高き偵をつくべし︒

十一929図

安くなりて︑︵略﹀︒

十一929國

て︑孚ひて其の便を低くすべし︒

は各其の家の頁れざらんことを恐れ

十一928図

たる人の手に渡るべきなり︒

十一924國

高くなりて︑︵略﹀︒

材料ノ種類や料理ノ方法 十一924図

ルカラデアル︒

十一651

ハ︑︵略﹀︒︵略V︑経濟上ヨリハ︑成

物の債は効用あること

ルベク便ノ安イモノヲ求メ︑︵略﹀︒

十一906國

と︑随意に得られざることとにより
て生ずるものなり︒

故に随意に得られざるも

のなりとも︑効用なきものは便ある

十一908図

ことなく︑︵略﹀︒

︵略﹀︑効用あるものなり

る人︑其の家を費ることを得べきな

十一909図

とも︑随意に得らる＼ものは亦債あ

り︒

供給の關係によりて︑或時は高く︑

例へばこ＼に一種の石あ 十一931︹図 物の偵はかくの如く需要

ることなし︒

或時は安くなるものなれども︑︵略﹀︒

十一912図

ものならば︑之を買ふものなく︑随

ときは︑靴の債はにはかに高くなり

︵略﹀︑買手にはかに増す

て︑︵略﹀︒

十一936図

ふ︒

と能はず︒

︵略﹀多くの生物は其の生を保つこと

九663図

若し空氣なからんには︑

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ

十一934図此の金額を普通の債とい 八819図 か﹂る地方にては氣候つね

り︑︵略V︑飾にも實用にもならざる

つて債あることなし︒

日光・空氣の如きは︑
之を買ふ必要なく︑随って亦便ある

︿略﹀︑随意に得らる＼ものなれば︑

十一914図

ことなし︒
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あたたか
あたう

能はざるべし︒

九768図 一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ
スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑郵便切
手ニヨリテ貯金スル便利ナル方法ア

を給し︑︵略V︒

多く︑其の形状も檬々なり︒

︵略V︑列後に在るものは 十一247図 交通・運輸の便を與ふる
き が
もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

と能はざりきといふ︒
十二699図

更に一物をも食ふこと能はず︑飢餓
刻々にせまるが故に︑︵略V︒

木の根などは︑地上に落ちたる水を

十94図︵略V落葉・こけ及び︵略﹀

ふくみさ㌧ふること︑あたかも海綿

物ヲ去ル︒アタカモ人ノ頭髪ヲクシ

リテ︑錘綿ヲ引延シナガラ細カキ雑

︵略Vブラッシノ仕掛ア

の如くなるを以て︑︵略V︒

意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離さ

︵略﹀︑﹁さらば是にて本 十一851國

ざりし名刀を與へて行かしめたり︒

遠征の船は︵略︶︒船の 十一4210図

︵略﹀かくれ行くを見送りて︑数萬

十二774図
の見物人は再び此の船を見ること能

リ︒

十24図 いっこより見ても山にさへ

十一期10美園

天氣圖とは︵略V一般の

時としては幾千萬とも激

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

十二694図

り︒

一目に全國天候の如何を示すものな

かも天上より下界を見下すが如く︑

天爵要素を地圖の上に記載し︑あた

十ニー95図

カモ魚ノ水アルガ如シ︒

﹁我ノ孔明アルハアタ

ぎられ︑かすみにへだてられて︑其

へんとしたれども︑熊王は﹁何の戦
功もなければ︒﹂とて受けざりき︒
日は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑

ケヅルニ似タリ︒

十︻442図

正儀は河内にて領地を與

はざるべしと語れり︒

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る

十一448図

︵略﹀︑正儀は︵略﹀︑﹁今

こと能はず︒

十二789図人々始めて陸地の近きを

の全景を見ること能はず︒

十252図工
若シ勇氣アラバ我ヲ殺
マタ
セ︒殺ス能ハズバ︑我が跨ノ下ヲク
でレ︒L

取出して與ふ︒

若し公衆の間に︑規則を

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十692図 ︵略V︑墨を流したる如き空 十二m2図

是等文明の利器も其の運用を全くす

かくて光範の與へたる

︵略﹀︑天皇より賜はりし具足一領を

模様にて︑一寸先をも見分くること

︵略﹀︒

ぎるに︑遠く之を望めば︑あたかも

洋々たる江流を見るが如き肚観を呈

はるになって︑だんだん

あたたか

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

十二995図

︵略V︒

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

五107

ひるはあたたかな目にてらさ

とから︑まためをふき出して︑

あたたかになると︑枯れたあ

四291園

温暖

あたたか︻暖﹈︵形状︶7

することあり︒
きを感ぜずや︒

十二齪6図

り︒

アタカモ あ

の請願を受くるの権能を與へられた

各猫立して上奏し︑建議し︑且臣民

又貴族院及び衆議院は

が如きは︑︵略﹀︑其の心の奥ゆかし

老人長者の爲に道をゆづ

刀には事の由を書添へて送り返し︑

能はず︑︵略V︒

與フ

十﹇462図
あたふ

︵略﹀︑道眞は﹁面長驚くな

されど森林のあたふる利盆
︵略V︑森林は漁業の爲にも

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取

大いなる利盆をあたふ︒

十105図

は是のみには止らず︒

十88図

詩を作りてあたへたりといふ︒

かれ︑︵略﹀︒︵略︶︒﹂といふ意味の

九803図

與ふ 余ーフ・ーフル・1へ単

あた・う﹇与一︵下二︶13

ること能はず︒

十一366國團 當毫北市街の如きは︑
てい
︵略﹀︑街路井然︑ 総 督 官 邸 を は じ め

建築物の肚大なる︑内地にても見る
裏見瀧は︵略﹀︑先年大

能はざる程に御座候︒
十︸766図

風雨の爲︑瀧口の一角崩れ落ち︑今
は其の奇勝を見ること能はず︒

十﹁917図 是飲料水とぼしくして︑

たけだかつより

意のま＼に之を得ること能はざれば
なり︒

十二269図 武田勝頼大軍を率みて來 十246図

たかも

ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ

ツバメ田田ニナルト︑ドコカ

斜なしにあるきました︒

風習ナリ︒靖國神社ノ春ノ大祭ハァ

タドコカヘトンデ行ク︒

六122
タカモ此ノ日二始ル︒

福運ヲイノルコト︑我が國古製リノ

九278図

五月五日二︵略﹀︑男子ノ

あたかも﹇恰一︵副︶6

出シテイフヤウ︑﹁︵略V︒﹂トテ︑其 あたえるn▽なげあたえる

曲線は直線よりもやはらか

︵略﹀︑農業を螢まんとする

ものには土地を與へ︑農具・種子等

十831図

ふれば︑更に美しき模様を得べし︒

なる回顧を與ふるを以て︑曲線を用

十459図

り攻むれども︑城兵善く戦ひて抜く

す

ノ書ヲ與ヘテ去レリ︒
り

こと能はず︑攻めあぐみて長園の計
を取り︑︵略V︒

十二6610図 又かつて栗鼠の大群ウラ
ル山中の一歩會に現 れ し が ︑ ︵ 略 ﹀ ︑

山あれば越え︑河あれば泳ぎ︑道に
當るもの一として之をさまたぐるこ

︐

あたま

あたたかい
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八83苗圃秋の日の督すみわたり︑
風暖にさてもよき 日 や ︒

八348血忌

ぶくじゅさう

こ

年のはじめの福壽草︑黄

金の色の暖く︑︿略﹀︒

がね

室が廣く︑天井が高いと温

角ーイ煙

診る

肉一

りにくいから︑成るべく狭く低くす

十一卿6

りにくい

十745図前面は海に臨み︑後は山をあたたまりにく・い門乱悪﹈︵形︶1 温
負ひ︑冬暖に夏涼 し ︒

十一75図 氣候の暖なる間絶えず之
を 産 出 す る を 以 て ︑︵略﹀︒
る必要がある︒

リ︾

あたたま・る︻暖﹈︵四︶1

十二4310図 我が國は氣候温に︑地味
肥え︑極めて耕種に適し︑米・萎の
アタタカイ

栽培は最も早く開けたり︒
あたたか・い﹁暖︸︵形︶6

どがあたまの上をとびまはつ

あたまを雲の上に

ても︑見むきもしません︒

四136園

出し︑四方の山を見おろして︑
︵略﹀︑ふじは日本一の山︒

︵略﹀︑や＼ありてかの大蛇

あらはれ出で︑八つの頭を八つの槽

九37図

水兵は驚いて︑立上ってしば

の中に入れ︑酒を飲みでよひふした

り︒

九199

がて頭を下げて︑ ﹁それは絵りな御

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

でながら︑﹁三郎はこんやは大

さい︒﹂といって︑其の手紙を差出

言葉です︒︵略﹀︒どうぞ之を御覧下

父は三郎のあたまをな

そうもの知りになったね︒﹂と

四354

いひました︒

︿略V︒﹂といひ聞かせた︒水

て手をあげて達士して︑にっこりと

兵は頭を下げて聞いてみたが︑やが

笑って立去った︒

鯉ハ︵略﹀︒︷略﹀︑爾ワキニ

アタマカラヲマデ︵略Vウロコが三
五266

十六枚ヅツナランデヰマス︒

五163

十719図 其の熱氣に漏りたる水の自 四507 サカナノニホヒガシマス
した︒
然に地上にわき出つるもの︑即ち温
ガ︑アタマモヲモアリマセン︒
九239
泉なり︒

床下に土石を盛り︑数條の

アタタカイフトコロノ あたた・める﹇暖﹈︵下一︶1 温める

あたたかい アタ・カイ 暖い
余ーイ煙

二375囹
十一㎜5

︽ーメル呼

き白布くるくと

中ヘイレテ︑ネンネコウタヲウ

人︑︿略﹀︒

頭に巻ける印度

赤き帽子のトルコ人︑長
たまにかぶって︑爾手をついてゐざ

ゐざりは︵略﹀︑その釜をあ 九516図圃
り出しました︒

一方の口から火をた

あたま

ニアタマヲ

かへるは︵略﹀︒とんぼな

ジブンノスガタヲ見テ︑アタマカラ

しぼり︑頭に結ぶはち雀は

次第々

身髄ノ三部ハ胸ト腹トニシ

々にすたれ行く︒

身髄ノ最上部ナル頭ノ中ニ

頭ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン

あゆ
鵜の鮎を呑むは必ず頭よ

くはへたる魚をふりかへ

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

十一819図

りす︒

十一818図

て︑永く之を保存するを以て︑︵略V︒

十8110國殺したる熊の頭は垣にかけ

ガ爲ナリ︒

十777図

ハ胎アリ︒

十767図

テ︑其ノ上二頭ヲイタダキ︑︵略V︒

食ってしまふと︑頭をうこか 十755図
犬の種類は︵略﹀︒︵略﹀︒

ある時には鯨が頭から高く

やまた

此の地に踏込の大蛇と

をうち

駝鳥は鳥類の中で一番大きく

り︑︵略﹀︒

て八つの頭と八つの尾とある大蛇あ

九29図心

て︑卵も子供の頭程ある︒

八562

水けを吹いてみることがあります︒

七828圏

＼の如く︑︵略﹀︒

あるものは頭大きくまるくして︑し

七606図

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

七308

足マデツクみ＼トナガメテ︑︵略﹀︒

五712鹿ガ︷略﹀︒フト水ニウツツタ 九532図團 ︵略﹀︑手ぬぐひ三尺引き

みぞを造って︑

あだ名
マクドナールは此の隊の司

アタマ

今官で︑突貫夏島といふあだ名をも

十一57一

あだな﹇渾名﹈︵名︶1

いて室内を温める︒

タツテクダサツタノハ︑ドナタ
デスカ︒

三34 ハルノアタタカイ日二︑
マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒
リル︺

つた勇奮である︒

頭うしらがあたま

あたま︻頭一︵名︶26

アタタカイカゼガソヨソ

三96 あたたかい日︹ひらがなのド

三173

ヨトムギノホノ上ヲフイテ
ヰマス︒

マセウ︒﹂

マシタ︒

四五日マヘ

一一417囹︺

三477

ニノビテ︑︵略﹀︒

ダシ各県ケノコガ︑モウコンナ

三278

﹁コレデアタマモデキ

五306 茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺 二415園 ﹁ヤツトカラダガデキマ
シタ︒コレカラアタマヲツクリ
グラヰデ︑アタ︑カイトコロニヨク

ソダツ木デス︒

今日は天氣がよくて暖いか

︽ーク︾

春月アタタカク︑夏ハ暑

アタタカシ

ら︑うちではす＼はきをした︒

六361

暖し

あたたか・し﹁暖一︵形︶2

シ︒

六72國
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あたる

あたみ

︵略V︒中にも最も世に知ら

我が國は︵略﹀︒温泉の多

はさばきよりも一層の見物なり︒
あたみ

十733図

あたみ﹇熱海︼︹地名︺2 熱海 熱海
きこと
あたみ

い か ほ

れたるは︑西に道後・有馬︑東に箱
根・熱海・伊香保等あり︒

十744図 熱海は伊豆の東岸にあり︒

新シ

新し

前面は海に臨み︑後は山を負ひ︑冬
暖に夏涼し︒

あたら・し﹇新﹈︵形 ︶ 1 2
余ーシ・ーシキ・ーシク ︾

折々野外に出でて︑新しき空氣をす
ひ︑又朝早く起きて︑木立しげき公
差等を散歩すべし︒
︵略﹀︑早く疲ね︑早く起

き︑新しき空氣をすひ︑常に日光に

九619ロロ凶

浴して︑なほ病にか﹂らば︑是我が
罪にあらず︒

七363

町ノニギヤカナ出口新シイ渤
フルトンは之に驚かず︑更に

工場が出來タ︒

九318

あたり

新しい詩意をイギリスに註文して︑

アタリ

又一つの船を造った︒

あたり﹇辺﹈︵名︶7

︵略﹀︑顔を上げて︑そのあ

うさくちょうあたり・そこらあたり・
五485

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ まのあたり
たりを見まはすと︑かみなりがおち

血ヲ全身二送リ︑又又罷ノ各部ヨリ

十761図
蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ肺臓二

ち

︵略V︑宇治橋のたもとにい

う

て︑その高い木がまつ二つにさけて

が

する

尊之を受けて︑進みで駿

工などを賞る店多し︒

たる︒このあたり御山玉細工・貝細

八44図

ゐました︒

送ル︒

其の数蝕りに多くなる時

は︑女王は新しく生れたる雌蜂に其

十一77図

の位をゆづり︑臣下をひきみて分離

七581國 コノ公園ハ新シクシテ︑古
木多カラザレド︑種々ノ草花ウルハ
す︒

十二654図

河の國に至り給ひしに︑︵略V︑﹁此

霞浦・北浦等ノ合流スルア
タリニハ名勝ノ地門戸ラズ︒

九172図

のあたりには鹿多し︒かりし給へ︒﹂

余ーイサ

アタラシイ

會議事堂なりといへども︑其の規模

新しい

暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ

︵略﹀︑タケノカバガオチ 九728國團 ︵略V︑二十八日は終日大
く立退きたる者もこれあり︑︵略V︒

あ

陵に至る路のあたり櫻樹

ビシキ村落ナリシガ︑︵略﹀︒

十632図此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

テ︑リツパナ竹ニナリマス︒アタ

オ宮ニハエマガタクサンカケ

多し︒

十一42國

あたり嘗てあたりしだい・ひあたり
穴ーッ・ーリ・ール・

アタル

毎年春ニナルトオチルガ︑オチルト

當る

あた・る︻当﹈︵四・五︶24
たる當ル

あたる

︵略V︑新しいしるしばんてん ！レ導弓あいあたる・つきあたる・み
を着てみる大工が一番目立ちます︒

六746

ニ枝ガーツヅツフエル︒

スグ又新シイノが西園テ︑ソノタビ

五716園 ﹁ジブンノ角ハ︵略︶︒︵略V︒

テアル︒古イノモ新シイノモアル︒

五695

コトニウツクシイモノデス︒

ラシイ竹ハアヲアヲトシテ︑マ

三291

新シイ

あたらし・い﹇新︼︵形︶6

甚だ大ならず︑其の建築も亦新し︒

最も人目を引くものは國 九56図園

シク咲キミダレタ リ ︒

八31図 神殿は昔ながらの白木造に
して︑二十年ごとに新しく造らせた

諸君我を苦しめんとし

まふ御定なりと承 る ︒

八717図圏

近年新しき港も成りたれ

新し き 血 出 來 ず し て ︑

て︑此の敷日間少しも食物を送らざ
るが故に︑
︵略V︒

八957図
ば ︑ 海 陸 運 輸 の 便 盆λ開け︑︵略﹀︒
ヲンセン

九401図 今ハ此ノ七湯ノ外二新シキ
温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出來︑山

ノフモトナル湯本マデハ電車サへ開
通セリ︒

九487図 夜明くれば︑砂の上に新し
き酪駝の足跡あり ︒

九609図 時々障子を明放ちて︑新し
人多き都會に住む者は︑

き空虚を流通せしむべし︒
九6010図

二36一

ヤハウマクアタリマシタ︒

かたいものにあたればこ

二36一 アタルト︑モチハ白イト
リニナツテ︑パツトトンデイキ

マシタ︒

三233

︵略V︑矢にあたったみの

はれます︒私はなんでせう︒

ししが︑︵略﹀かけおりて來まし

四162

た︒

天皇ハ︵略﹀︑天皇ノォクラ

ヰニオツキニナリマシタ︒ソノ日ハ

五81

ニ月十一日ニアタリマスカラ︑コノ

人ハ︵略﹀︒又サムイ時ニハ

日ヲキゲンセツト申シテ︑︵略V︒

五563

カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ

火山アタリマス︒

ミジカク︑ソノ一尺バクヂラ尺ノ八

六185図

寸ニアタル︒

中佐ノコシニアタツテ︑中佐ハドウ

八883 ︵略﹀︑間モナク砲弾ノ破片ガ

名古屋は平野の間にあり︒

ト其ノ場二倒レタ︒

四通八達の要路にあたれるを以て︑

八952図

栗橋ハ東北報道ノ通路ニア

早くより東海道一の大都會なりし

が︑︵略﹀︒

鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ

タリ︑一大鐵橋力︑レリ︒

九156図

九165図

箱根山ハ︵略V︒東海道ノ

ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

通路ニアタレルヲ以テ︑昔ハ人馬ノ

九389図

極量甚ダ盛ナリキ︒

あつい
あちら
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九415図 此ノスリバチノソコニアタ

ぺう

レ ル 二 上 大 ナ ル 噴 火ロニシテ︑︵略﹀︒

みつ

いへ
九951図 是より西南にあたりて︑家
光の廟あり︑︵略﹀ ︒

十﹇89図 蜜蜂の群集生活を工むを
得るは︑︵略﹀︑ 有 力 な る 武 器 を 備 へ

て敵軍にあたり︑團膿の爲には身命
ををしまざるによ る ︒

ノ多キモノニシテ︑戦艦ト共二三二

余死せん︒

公吏・議員等直接公共の

死に蒙れり︒L

十二脳3図

火事だ︑火事だ︒どこだら

んりよなくおっしゃって下さい︒

八416

う︑あまり遠くはないらしい︒あち

あちらこちら

八304図

︵略﹀死人横倒ハリテ︑臭

當つ

︿略V︒

貞一

氣鼻ヲツクが如シ︒工驚キ︑アツト

姻山立テテニゲ出セバ︑

あ・つ﹇当﹈︵下二︶3 あっ

此の間岩にも鞭てず︑波に

り︑足をのべ︑手を口にあてて︑尚

︵略﹀︑今度はひぢを張

をかきながら︑あちらこちら

︵略﹀︑其の利盆を以て

て︑一村共同の有盆なる費用にあっ

學校の基本金とし︑其の一部をさき
︵略﹀︑たくさんの子どもをもらって︑

アツ

ル︒

暑イ

橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太

暑い ︽ーイ当

あっ・い︻暑︼︵形︶6

八328

︵略V︑七月・八月あついこ

夏のどんな暑い日でも︑あ

ろ︑三日三ばんの土用ぼし︑︵略﹀︒

五288圃

ニツカフ物ガアリマス︒

四376
マダコノホカ序品ワラ
デ作ツタ物デ︑アツイジブン

アツイあつい

モ︑大根ヲ切ル三二造作ナク切断ス

インチ
十ニー31 ︵略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板デ

タ︒

子殿下ノ御信任ノアッイ軍人デアツ

小サナ和船モアチラコチラヲ 八846

余ーノ←

今日は朝からあちらこちら あっ・い﹇厚︼︵形︶2 アツイ 厚イ

ることとせり︒

六777

を見物した︒

六394團

つれて來ました︒

あちらこちらをたつねまはって︑

十一妬3図

も鶴の臥したる檬をなせり︒

十一739國

業とは見えず︒

をあやつり居たる少女の働は︑人間

もまかせず︑岩と波との間にボート

十704図

犬を連れた男が銃を肩にし ツル・ーテ彰

事務に當る者︑如何に其の職務に忠
十2910

らの空がまっかだ︒

︵略﹀︑及び各回縣に於て

一ピキキマ

ヒゴヒガ︵略﹀︑四ヒキヰ 五372 すがるはさうとは心づかず︑

へおよぎまはります︒

三486水の中ではあと足で水

アチラコチラ

あちらこちら﹇彼方此方︼︵代名︶7

ひにあちらの岡へ向つた︒

て︑森の蔭から出て來て︑あぜ道傳

かげ

實なるも︑︵略﹀︒

十二郷8図

多額の直接國税を食むるもの十五人
の中より一人を互選し︑其の選に當
りて勅任せられたるもの是なり︒

ス︒

二25

﹁ドコヘナガレテイク

コギマハツテヰル︒

︵略V︑アチラノ山モ︑コ 七98圃 ︵略﹀︑あちらこちらに桑つ
むをとめ︑日ましくにはるこも太
る︒

あ

こちらの方のは︑これからの 十668 他のボートを見れば︑ ︵略﹀
ものもあり︑︵略﹀ものもある︒

ちらこちら入毛れて戦場のやうであ

又ひよやつぐみは美しく熟

ちらの方のは︑今下りた人の切符を

あっ︵感︶一

布する︒

におのっと種子をあちらこちらへ散

してみる果實をついばむ︒それが爲

十二209

る︒

︵略﹀東京へ立ちます︒用

︵略﹀︑何かあちらでとΣの

へて來る物がございますなら︑御ゑ

七163国

ばかりはあちらに居ます︒

事は四五日ですむはずですが︑十日

七161囲

うけ取ってみるのです︒

る人の切符を切ってみるのです︒あ

五404

ナハナザカリニナリマシタ︒

チラノ山モ︑一嘗ンニミゴト

二614

ヘナガレコムノデス︒﹂

ノデセウ︒﹂﹁アチラノ大キナ川

ニー37園

ニナリマシタ︒

アチラノソラガマツカ

マス︒アチラカラモ

一426

﹁32一 アチラデモコチラデモタ
ノクサヲトツテヰマス︒

ちら

十一326國 巡洋艦ハ軍艦中腰モ任務 あちら﹃彼方︼︵代名︶10 アチラ あ

︵略﹀︑ 其 の 翌 年 墨 ・ 校 の 経

當リ︑︵略﹀︒

十一m8國

費を議するに當り︑村會にては其の
豫算の不足なるべきをうれへて︑之

︵略V︑東郷司令長官は

を増加せんとせし に ︑ ︵ 略 V ︒

十二62國
︵略﹀︑上村艦隊と共に先頭にある敵

の主力に當り︑︵略Vの諸隊は敵の
後尾をつく︒
うつりよう

十二81図 ︵略V︑欝陵島附近に集り
て敵を待ちしが︑東方に當りて︑は
るかに数條の黒煙を見る︒

畢行セラル・二當リ︑其ノ席末二列

十二355図 コ︑二本校新築落成式ヲ
スルヲ得タルハ余ノ最モ光電トスル
所ナリ︒

十二669図 ︵略V︑山あれば越え︑河
あれば泳ぎ︑道に當るもの一として

﹁あ﹂︑

之をさまたぐること能はざりきとい
ふ︒

十二878﹇図圏

︵略V︒我が心の良雄を巻足せしは罪

あつまりきたる
あつい

せを流しながら︑暮方まで働いてゐ
た︒

十一657

あいぬの風俗は ︵略V︒

あつし

間︑高さ三間にも達する小山の如き

巣を造り︑︵略﹀︒

物なり︒

あつ

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

十809︹図あつし織とは︑おひようと

んをはく︒

㌧袖を着︑足にもあつし織のきやは

︵略V︑皇后も亦コロンブ 十809図 ︵略﹀︑又あつし織の短きつ

をはく︒

袖を着︑足にもあつし織のきゃはん

︵略﹀︒︵略﹀︑又あつし織の短きつΣ

十808図

織

あつしおり︻厚子織﹈︵名︶3

︵略V藺相撃といふ賢

りんしゃうじよ

しん

寒イ時ハ︵略Vアプラ氣ノ 十二387図

臣あり︒敵國秦に毒して功ありしか
ば︑趙王厚く之を用ふ︒

︵略﹀︑アツサリトシテ消化シ易

多イ食物が適温デアルガ︑暑イ時分
ハ

量亦豊富なり︒

十二6310図

り︒

ズを引見して︑厚く其の動功を賞せ

十二805図

於て︑其の右に三つるものなし︒

と︑資本の多きと︑信用の厚きとに

英蘭銀行は設立の古き

其の炭坑は炭層厚く︑炭

十二579國
あつし

イモノヲ取ルノガヨイ︒
アツシ

角ーキ・ーク彫

代々の天皇は皇大神宮をた

︵略V國事ニタフレタル人

太古以來忠節の心にあっ
きは︑我が國民の世界に無比なる美

十二獅7図

徳にして︑︵略V︒

夏ハ暑

あっ

草薙劔は尾張の國にと貸め

あったじんぐう︻熱田神宮︼︵名︶1

合して名古屋市の一部となれり︒

八956図名古屋の南に熱田あり︒今

かばかりの大功ありし人 あっ・し︻暑﹈︵形︶3暑シ暑し疎一 あった﹇熱田︼︹地名︺1 熱田
あっ
六73図

カラ・ーク・ーシ煙

春ハアタタカク︑

し時︑天皇は深く之ををしみ給ひ

シ︒

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

あっばれ

八幡様に日参いたし候

はちまん

あつまりきた・る﹇集来一︵四︶3 集り

あつまり号おあつまり

立て候標との心願に候︒

も︑そなたがあっばれなるてがらを

九217國団

あっばれ︻天晴︼︵形状︶1

れ紅︒今の熱田神宮即ち是なり︒

あっ

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ

又世界の中には︑年中夏の 熱田神宮
九68図
北海道奮土人保護法と稔する法律あ

我が日本の國の大部分は︑

余ーキ彫

﹁熱き國 しげる林

く暑からず︑︵略﹀︒

生ひ立ちし

我︑タガヤサン︑

あっ・し﹇熱一︵形︶3

ユ

︵略﹀︒﹂

熱き地方の白蟻は周年十

総べて魚類は暗き虚を喜

來るものなるを以て︑︵略﹀︒

び︑森林の影さす水中には多く集り

十104図

数日の後︑水夫は此．の少女 來る 丙ーリ・ール︾

十一896図

我が家に錨りたりとそ︒

の手に熱き感謝の涙をそ﹂ぎて︑各

十713図

熱し

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

八831図

知らざる國あり︒

十一321図故二何レモ大ナル大砲ヲ

︵略﹀︒

十一⁝⁝4図

門に出入するを樂みとせり︒

校を思ふ心厚く︑卒業後も尚學校の

︵略V︑見童は︵略V︑學

氷の流れ來る事もこれあり候へば︑

︵略︶︑海岸も海水厚く凍結し︑流

十一9510國圏︵略﹀︑冬は寒蘭愉しく︑ 十128図薬園

ニテ包メリ︒

カウ
備へ︑又艦ノ要雨冠極メテ厚キ鋼鐵

り︒

りて︑︵略﹀︑厚く保護の方法を講ぜ

十832︻図あいぬの数︑︵略V︒されば 八824図

き︒

故︑天皇の御信任も厚く︑其の莞ぜ

九639図

ヲ起サザラン︒

キヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公ノ心

々ヲアハレミ給フコトノ深ク且アツ

九305図

︵略﹀︒

國民もまた深くうやまひ奉りて︑

ふとびたまふこときはめてあつく︑

八14図

厚シ 厚し

あっ・し﹁厚︼︵形︶12

十一656 ︵略V︑暑イ時分ハ其ノ必要
ナク︑且胃腸ノ弱り易イ時デアルカ
ラ︑アツサリトシテ消化シ易イモノ
ヲ取ルノガヨイ︒

十一斯3 朝鮮は夏も暑いが︑冬は又
案外に寒い︒

十﹇m3 暑い時分汽車に乗って朝鮮

熱イ 角ーイ呼
オニバス

かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い

着物が乾してある ︒
あっ・い︻熱﹈︵形︶1

十53 熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径
ガ 六 尺 モ ア ツ テ ︑ ︵略V︑其ノ上一＝二

四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ出來
ルサウデアル︒

公ーフ︾

あつかいn▽とくしゅとりあつかいりょ
う・とりあつかい
扱フ

︵略﹀︑今ハ僅カニ六七人

うとりあつかう

あっか・う﹇扱︼︵四 ︶ 1

十一871図

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱
フコトヲ得ベシ︒

あつさ﹇厚﹈︵名︶1 厚さ

田村麻呂は身の丈五尺八

寸︑胸の厚さ一尺二寸︑艦重は三十

九631図
貫を越え︑︵略V︒

あつさ﹇暑﹈︵名︶1 暑さ
九4310團團 暑さ日に増し候へば︑何
とぞ御身御大切に 成 し 下 さ れ ︑ ︵ 略 V ︑

御蹄りの程御待ち申上候︒

あっさり︵副︶一 アツサリ

あつまる一あてる
塞

十一824図 魚は火の光を追ひて集り
來り︑水底にうつ る 鵜 の 影 に 恐 れ て ︑
水 面 近 く 浮 ぶ が 故 に︑︷略﹀︒

︵略﹀オレンジの熟する
さる
季節には︑数多の猿遠く数百里の地

十二679図

アツマル

よ り 集 り 來 り て 之 を食ひ︑︵略﹀︒
あ っ ま ・ る ︻ 集 ︼ ︵ 四 ・五︶2一

あつまる集ル 集る ︽iツ・ーリ

四301

三郎のうちでは夕はん

・ール・ーレ︾うあ い あ つ ま る

が今すんで︑みんなあつまって︑

色色なはなしをしてゐます︒
よい神さまがたは︑︵略﹀︑一

同あまの岩戸の外にあつまって︑お

五25
かぐらをおはじめになりました︒

ノ上二︑タクサンノ小サナ花が集ツ

いよく野道が出出て︑汽車

テ咲イテヰルノデアル︒

九346
の堅甲をして見る．日になると︑四方

旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨

からの見物人は雲の如く集った︒

九411図

これあり候︒

十二710國

うつりよう

我が艦隊は︵略﹀︑欝陵

然るに今︑主上隠岐に遷

され給ふと聞き︑一族共を集めてい

十﹁143図

か窒り火をたくは魚を集

へるやう︑︿略﹀︒

二三ル︒

上野公園ニハ廣キ動物園ア

シノ

る 肉ーリ・ール︾

此ノ流ハ自ラ集メラレ

雄蜂は唯働蜂の集め來

余ーメ︾号かいあつめる・かき

あっ・める﹇集︼︵下一︶2 集註ル 集

て︑︵略﹀︒

りたる物を食して生活するものにし

十一72図

蜜を検査する検査掛あり︒

十一69回目働蜂中には蜂の集め遷る

集め來

信昌將士を集めていふや

テ︑親指大ノ篠形トナリテ鐵管ノ中

十﹁855図

めんが爲なるのみならず︑︵略﹀︒

現在の職務に忠實なれ 十一822図

島附近に集りて敵を待ちしが︑︵略V︒

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

十二718図

聴衆は四方から集って來

心耀く︑艦ゆたかなり︒
十一一834

て︑見る内に人山を築いた︒

十二273図

モ︑浴客ノ多ク集レル今ノ箱根七十
モ︑︵略﹀︒

︽ーメ煙

黄色ノ蝶ハ菜種ノ花ニムラ あっ・む﹁集︼︵下二︶12 集ム 集む

アル夜弟子ヲ集メテ︑書物

セ︒﹄ト申シ残シタリ︒

タリ︒

九1410國

した︒

昔雄略天皇が︵略﹀︑こをた

くさん集めて來いとおほせになりま

五366

ゆうりゃく

あつめる・よぴあつめる

︵略﹀サ︑ヤカナル細谷川 める

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

七547図

ノ講義ヲセシ時︑︵略V︒

七242図

朝敵ヲホロボ

︵略﹀︑﹃残りタル一門ノ あつめきた・る﹇集註﹈︵四︶2

う︑︵略V︒

ガリ︑白色ノ蝶ハ大根畠二集ル︒

九537図
九8210

はん

モノドモヲ集メテ︑

やがて五人の騎手は︵略V︑ 七67図圏

本ノ方カ

静々馬を歩ませて︑鳥居の下へ集つ

竹ノ葉ヲ見ルト︑

て來た︒

十75

ラマツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出

又車ユリナドハ多クノ葉が一

テ︑サキニ行ツテーツニ集ツテヰ
ル︒

五117 それから田や畠の間を通って
來るうちに︑︵略 ﹀ ︑ な か ま が あ っ ま

十84
ル︒

十287

ハ︑流レ下ルニシタガヒテ︑数多ノ
ヌマ
小流ヲ集メ︑沼田町二恩ル︒

他軍事二關スル物ヲ多ク集メタリ︒

九294國

︵略﹀︑内外古今ノ武器其ノ

ん集ってみて︑時々群になっては飛

︵略V︑十二箱ヅツ集メテ紙

あて名

それから表の方へあて名を

る 角ーテ彰n▽おしあてる・さがしあ

あ・てる﹇当︼︵下一︶3 アテル あて

書いてお出しなさい︒﹂

五667園

あてな﹇宛名一︵名︶1

︵略V︑又三厩ノ各あて﹃宛︼←vたかのよしたろうあて

あて﹇当︼﹇▽めあて

二項ム者︑皆ソレぐニチガフ．

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔 十一96

心臓ハ

部ヨリ瞬リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ

十762図

造りタルモノニシテ︑︵略﹀︒

ノ諸大名ノヲサ心耳ル大砲ヲ集メテ

︵略Vは有馬の温泉にして︑ 九296図

︷略﹀︑蟻は此の甘き汁を

得んが爲に︑油轟の附着せる植物に

十一892図

り︑すこぶる繁射せり︒

京都・大阪に近ければ︑浴客多く集

十739國

立つ︒

唯あぜの榛の木に雀がたくさ

虎三集ツテ︑董ノ周團ヲ取巻イテヰ

つて來て︑いよくにぎやかになり
ました︒

五156 大キナコヒガタクサンアツマ
ツテオヨイデヰルノハ︑マコトニミ
ゴトナモノデス︒

六746 男や女や年よりや子供も大ぜ
中デオモシロイノハサンゴ

い 集 っ て ゐ ま す が ︑︵略V︒

七728

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ
形ヲシテヰル︒

九98 ︵略﹀︑ニンジンノ様ニカラカ
サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア

集りて之を保護し︑︵略﹀︒
肺臓二送ル︒
かい
多生加露頭に小さき海 十974図
東大寺ノ境内二正倉院ア
たらいか

其ノ粋ヲ集メタリトイフベシ︒

リ︒︵略﹀︒我が國ノ古美術ハコ︑二

へう

十一997國国

豹島あり︑夏より秋にかけてこ＼に

ル︒

集る胚肋獣は数千頭にも達すること

をつとせい

ン咲ノ様二見エルガ︑實ハーツノ董

九104 タンポ・・ヨメナナドハーリ

25
あな
あと

一

何デセウ︒アテテゴラン

てる・わりあてる

四518
ナサイ︒
ろしいかみなりが鳴りました︒﹂

二

五483 ︵略V︑耳がさけるやうなおそ
人は思はず耳に手をあてて︑そこに
この時よしつねは︑﹁︵略V︒﹂

たふれました︒
五814

あと

後

といひながら︑馬に一むちあててか
け下りた︒
アト

一392國 クルマニツンダ タカラ

あと﹇後︼︵名︶22

モノ︑︵略V︒サルガアトオス

バンノゴハンノスンダ

エンヤラヤ︒

三122

﹁︵略﹀︒﹂といって︑すぐに追つか

あとになって︑主人はこの事

けて行って︑淺りの一鏡を渡した︒

六328
を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ
︵略V︑後カラーツヅツヌケテ

て︑長松にはひまをやった︒

六671
オチルノヲ知りマセン︒ソレヲ人ガ
後カラ拾ツテ來ルコトガアリマス︒
一人の年取つた男が︵略﹀︑

十︸481 ﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂と

いふので︑大將の部下の二三人は直

たんぱ
十125図圃囹﹁我え元 丹波の松よ︑

ちに自分の馬にまたがって︑其の跡

霞を後ユ︑いかだして

山こむる

建國以來三千年

歴史

上るや石のきざえし

同胞すべて六千萬︒

いてふ

し

や

おほかみ

︵略V︑ 露西亜の狼は行

う

どいつ
て︑中部獅逸にまで來りしことあり︒

くく雪中に倒る＼佛兵の跡を追ひ

十二659図

き世々の跡︒

の︑左に高き大銀杏︑問はばや︑遠

十二251図圃

なき

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ

十一田7図圃

ト歎ジタリ︒

ヲ観テ︑﹁孔明ハ天下ノ奇才ナリ︒﹂

十一㎜6図 後仲達︑孔明ノ陣螢﹇ノ跡

を追っかけた︒

都に來けり︒﹂

︵略V︑佛門に入りて父

艦の全部にすたりのないことも牛と

十852馬も︵略V︒死んだ後で︑身
同じである︒

十一436図圏

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を

兄君︑我も後より行あん︒兄弟共に

出征兵士の弟ぞ︑我は︒

巡り歩くなり︒﹂

敵をば討さん︒

十一604図國

どもはこゑをそろへて︑そのあとに

木やりの歌を歌ひ出すと︑わかもの

六762

ついて歌ひました︒

品物を渡しておい

の急を先にして︑私のうらみを後に

熊が人工ムカツテ來ル時ニ

ヒルノ間ハ

穴弓ふしあな

シカタナシニ︑

水が流れ出ましたから︑︵略﹀︒

それ

がため︑かめに大きな穴があいて︑

力まかせに投げつけました︒

六241 ︵略︶大きな石を持って來て︑

︵略﹀︒

木ノウロや穴ノ中ニカクレテヰテ︑

五556

あな﹇穴﹈︵名︶6

ラデツカミカ・ツテ︑︵略﹀︒

ハ︑後足デ立上ツテ︑大キナ手ノヒ

六645

へおよぎまはります︒

をかきながら︑あちらこちら

三485水の中ではあと足で水

足

十二395図囹余の彼を避くるは國家あとあし︻後足︼︵名︶2 あと足 後

アル︒

ノ後ニ福塩カライ物ヲ配合スル類デ

モノノ次ニハ汁物ヲ出シ︑アマイ物

かへる道々あと見かへれ 十﹁666 例ヘバ︵略﹀︑又汁氣ノナイ
︵略V︑

ば︑葉末々々に夜つゆが光る︒

七106圃
七128園

て︑後になって代金を受取るのがか
︵略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン

アトデ︑オヂイサン ハイロイロ
七374

けです︒

クダサイマス︒

ナオモシロイハナシヲキカセテ

昔ノ關所望僅カニ其ノアト
されば一年中遊覧者跡を絶

ヲ止ムルノミ︒

九397図
︵略V︑去年の暮に死んでしま 九966図

奈良ノ市街ノ西盛昔ノ都ノ

たず︑︵略﹀︒

十975図

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ
アンゴ

はらず︑﹁トンテンカン︑トンテン

アスカ

リ︒

八417

コ・二心近キ飛鳥ノ安居院
ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︵略﹀︒

薬王堂の東なる吉水神社
は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒

ごだいご

弓張を持って走る人が︑後か 十一29図
ら後からとつ黒いて飛んで行く︒

八418

ら後からとつゴいて飛んで行く︒

弓張を持って走る人が︑後か 十皿4図

カン︒﹂と働いてみる︒

其の後をついで︑朝から晩まで相か

つた︒︵略V若いむすごが︑今では

八343

聲ヲ後ニシテ蹄レリ︒

ルコトヲ得ズ︑クチヲシクモエノ笑

デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ
四208園 ﹁一バン太イノガオヤ
するが爲なり︒﹂
ラ︑︵略﹀︒
ユビ︑一バン小サイノが小ユビ
あと﹇跡一︵名︶10 アト 跡うあしあ
デ︑マン中ノーパン高イノ
八296図幾度カマハリタレドモ︑入 と・せきしょあと・だんがんあと

ハ︑中ユビトモ︑高高ユビトモ
イヒマス︒アトノニ本高知リマ
セン︒﹂

すいつち

あとから馬おひおひつい

四292圏 はるになって︑だんだん
あたたかになると︑枯れたあ
とから︑まためをふき出して︑
︵略V︒

五624圏

て︑ちょんくくく
よん︒

六307 直吉は後でふと氣が附いて︑

あの
あな

26

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

七785図圏 のきよりおつる雨だれの
をうがつなり︒

﹁あなたはそのお美しい花

あなたほどの大きな花ぶさ
あな

﹁もう改めて勝負には及び

へ給ふ︒

あにの次郎が又よこか
ヨシカゲ

アニ神サマガタ

鯨の主産地は西海岸及

亜上訴

アネ

あね

姉

び亜庭湧︑鱒の主産地は東海岸にて︑

あには

十一986圓團

︵略V︒

十一98図

ちよさま

五68一

九月十三日

あねより

お

姉のおつるは立ちよって︑

あねいもと﹇姉妹﹈︵名︶2

あねいも

︵略﹀︑ことばやさしくなぐさめる︒

六605團

ラレテ︑オ宮ニサンケイシタ︒

オチヨトオハナハアネニツレ

五642國

リマシタ︒

四73一 オハルハアネニテツダツ
テモラツテ︑オヒナサマヲカザ

なかったのですか︒︵略﹀︒﹂

四316 その時あねのおはるは︑
﹁三郎さんはまだそれを知ら

輝尼ノ兄義景コレラ見テ︑ あね﹇姉一︵名︶5

ら︑﹁︵略V︒﹂

八165図

﹁︵略﹀︒﹂トイヒシニ︑︵略﹀︒

紫式部は幼き頃より百貫よ

く︑兄の書を讃むを聞きみて︑直ち

十158図

に之をそらんじ︑︵略V︒
あに

を忘れんや︒

どうか今日から一年のあにおとと﹇兄弟﹈︵名︶1

︵略﹀︑みきは一つの枝と
枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六833図團

兄弟

十二鵬4図
︵略﹀忠勇の精神は我等
あに
が祖先の教訓なり︒我等山豆一日も之

あなたがたは何じかんがあに冒呂︵副︶1 山裾

あなた方

四336

第一あなたにも私にも豆が あに﹇兄﹈︵名︶3 あに 兄

みるではありませんか︒

七208囹
なります︒

た様

あな あにがみさまがた﹇兄神様方﹈︵名︶ 一

つて︑御支配をなさって下さい︒﹂

間︑あなた方の村が五箇村の頭にな

九872﹇n国

ません︒勝はあなた方のものです︒

九869園

くかうに居ますか︒

四481

たがた

あなたがた﹇貴方方一︵代名︶3

は見たことがございません︒

七221園

だけでたくさんでございます︒

みエず
十一885図 蛆矧は地下に穴をうがち 七219囹
て住み︑︵略V︒

みエす
十一886図 蛆矧は地下に穴をうがち
て住み︑多量の土を呑込みては之を
地上の穴の口に出 す ︒

十一895図 蟻は︵略﹀︑多くは地下
らう
に穴をうがちて︑ 部屋・廊下を造
り︑其の内面を壁の如くに固む︒

十531図圏 手塚︑首をたつさへて︑

あな︵感︶1 あな
︵略﹀︒︵略V︒ 樋 口 は 一 目 見 て ︑ ﹁ あ
な︑むざんや︑實 盛 に て 候 ︒ ﹂

あなた﹇彼方一︵代名︶1 あなた
見える︒

十644 はるかのあなたに白い水煙が あなたさま︻貴方様﹈︵代名︶1

成るべく早く冠禮を行
︵略﹀︑小敵を侮らず︑大

れるから︑
ふ︒

十二認2図

敵を恐れず︑十分に自己の職務を蓋
す人を眞の大勇の人といふべしと訓

灘亜庭濁

あには
あにわわん﹇亜目湾一︹地名︺2 亜目

クォナリニナリマス︒L

アノ

ハタヲゴランナサ

ニー33圏﹁コノ川守ドコカラナ

イ︒アレガグンキデス︒

一283

四614園 アナタハ ノチニハ︑キ
れ居り候︒
ツト兄サマガタヨリモ︑一働ラ あの﹇彼﹈︵連体︶27 アノ あの

あなた﹁貴方﹈︵代名︶8 アナタ あ
七425園 あなた檬にも︑︵略V︑主人 四59一 アニ神サマガタノオトモ
と 姉妹
なた
のお目にとまるやうになされるのが
ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ
六598圃 身をきるやうな北風の 吹
一483 ワタクシガコチラノハシ
大事と考へまして︑今日このお金を
ツシヤツタノデ︑︷略﹀︒
く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ
ヲモツカラ︑アナタハンチラ
あにぎみ﹇兄君﹈︵名︶1 兄君
出しましたのでございます︒L
ぐ野中道︒
ノハシヲオモチナサイ︒
あなど・る﹇侮﹈︵四・五︶3 侮る 余t
十一604図圃 出征兵士の弟ぞ︑我は︒
六
833図國 ︵略V︑みきは一つの枝と
四278園 あなたのおなかまは大
ラ
・
ー
ル
蜂
兄
君
︑
我
も
後
よ
り
行
一
の
ん
︒
兄
弟
共
に
枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒
てい枯れてしまったやうです︒
十539図因 平生にても︑若き人は白
敵をば討さん︒
あねうえ﹇姉上一︵名︶1 姉上
四613囹 アナタハノチニハ︑ キ
髪を見て侮る心あり︒
あにさまがた﹇兄様方﹈︵名︶1 兄サ
九432圓團 姉上も最早御全快にて︑
ツト兄サマガタヨリモ︑耳漏ラ
マガタ
十一鵬4 チョンガーの間は人に侮ら
四五日前より起きて翻の世話をなさ
クオナリニナリマス︒﹂
七196囹 あなたと私は親類ださうで
ございますから︑どうかこれからお
﹁あなたと私は印そう似て

心安く願ひます︒﹂

七207園
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あぶら

あばらぼね

ワタクシハアノモノォ

山ノオクカラナガレテクルノ

ガレテクルノデスカ︒﹂﹁アノ
デス︒﹂

二236囹
キノ中ヘカクレマス︒﹂
二243囹 ﹁ドコダラウ︑アア︑アノ

木ノ下ニタケヲサンガヰ
マス︒﹂

ア ノ 太イ木バカレタヤ

あの川むかふの木の

に白いかべが見えませう︒

四61囹
しげってみるのが︑八まんさま

或人が主人に向って︑︵略V︑

どういふ御見込で︑あの青年を御用

十348

あんな音が出るか︑

二三羽のあひるが岸の霜柱を

ふみくだきながら︑しきりにゑをあ

十297

其の外あひるや七面鳥なども

さってみる︒

白ウサギハスグ海ノ水

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

宍一

ヲアビマシタガ︑︵略﹀︑ナホナホ

四578

あぶない

クルシンデヰマシタ︒

たの高い木の下へにげこみました︒

音次郎はおどろいて︑道ば

友吉は﹁︵略V︒かみなりの鳴る時に

五468囹

イ・ーカッ彰

あぶな・い﹇危﹈︵形︶2

老人は︑どうしてあのバイ

あばら骨

士の手つきを打ちまもって居た︒

︵略﹀と不思議さうにバイオリンと紳

オリンから︑

十二8210

の勇ましい少年を殺してはならぬ︒

十一562さては生きてみるのか︒あ 四575囹﹁ソレナラ海ノ水ヲア

ビ︾

あ・びる﹇浴﹈︵上一︶2 アビル 一一

家に飼はれる鳥である︒

︵略V︑申にはそれをふんだ 十881

ひになったのかとたつねた︒

十364園

者もありましたが︑あの青年ははい

のもりです︒﹂

ると直に書物を取上げて︑テーブル

て認る人があります︒あの人はもう

の上に置きました︒

がいくたりとほつてゐますか︒﹂

今あのうめの木の枝

四67園今あのはしの上を人
四653
から枝へとんでゐます︒
四784園﹁あの扇をいおとすもの

はないか︒あれをいないと

U
いふのもざんねんだ︒

ニハウメバチノ大キナモンガ

あばらぼね︻肋骨︼︵名︶1

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

あばら骨の数へらる︑程やせ細りた

といって︑︵略V︒

は︑そんな所にみてはあぶない︒﹂

るものあり︒

あばれる

アビセ

あぶら

油弓き

油ニモ色々アリマス︒魚カラ

ランプニトボスノハ石油トイ

ゴツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキ

ヒマス︒︵略V︑ワキ出タママノハニ

五602

タノモアリマス︒

タモノモアリ︑シヨクブツカラトツ

トツタモノモアリ︑クモノカラトツ

五588

ら・まめあぶら

かいあぶら・すみとあぶら・たねあぶ

あぶら︻油﹈︵名︶4

まったのだらう︒﹂

し君が居なかったら︑僕は死んでし

みのししはますますあば 五488園 ﹁あ﹂︑あぶなかった︒も

﹁あ﹂︑金がない程残念な あば・れる︻砲口︵下一︶1

四181

角ーレ彰

れてかけおります︒

ことはない︒武士としてはあのくら
︵略V︑日本紙佃野ダナヲ指

あびせか・︿︻浴掛︼︵下二︶一
カク

︵略﹀︑敵ノ砲墓ヨリハ砲

肉ークル単

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイ野田ナレマ

リ︒

あひる︻家鴨﹈︵名︶4

又にはとり・七面鳥・あひる

尾の短いのはかはせみ・あひ
るなどで︑︵略﹀︒

八585

のつばさが小さい︒

などは︵略﹀高く飛ばないから︑其

八554

あひる

丸ヲアビセカクルコトイヨ︿盛ナ

七919図
﹁私も︵略︶︑皆さんと同じ

いでや︑あの岩の小かげ
相手の熊吉があの通りで︑
今日の勝負はきまらないが︑︵略﹀︒﹂

九864囹

に︑皆うちよりてえもの敏へん︒

八95図画

のです︒

この講堂でお話を聞いたりしてみた

様に︑あの運動場で膿操をしたり︑

七808園

イ︒﹂トイヒマシタ︒

サシテ︑﹁ソンナニイバツテモ︑ア

七498囹

みな馬をもつて見たい︒﹂

七403囹

くれんげ草でございませう︒﹂

ナヘヲウエテヰル女ハ︑ 七223囹 私どもの親類で︑小さくて 七598図 犬の種類は︵略V︒︵略﹀︒

間に合はないでせう︒

セウ︒

三567 アノキモノトバカマ

今にあのあみをだんだ

ニイサンノデス︒

︵略V︒

のはしごが見える︒あのこちら

四48囹

﹁あそこに高い火の見

んはまべ へひきよせてくると︑

三606

ハ

ニアノナヘガノビテ︑アヲイ
面白ミヲシイタヤゥニナリマ

三344 ゴランナサイ︑︵略﹀︒イマ

ワリマシタ︒

ヒロイ田ガハンブンバカリウ

三342 ゴランナサイ︑モウアノ

ナサイ︒

テヰマス︒アノウタヲオキキ

︵略V︑コエヲソロヘテ︑ウタツ

三335

ツイテヰマス︒

二463 ゴランナサイ︑アノォヤネ 五413 まだむかふからいそいで走つ

ウニミエマスガ︑ツボミガタ

一一

クサンツイテヰマス︒

S5

あまっさえ
あぶらけ
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鯨は︵略V︒其の肉は食用と

トボツタ油ニナルノデス︒

十677
な り ︑ あ ぶ ら は 機 械油になり︑︵略﹀︒

か

十二776図
あ ふ り

パロスを出帆して七日目

に︑豆乳利加の北西岸に近きカナリ
ヤ島に着し︑︵略﹀︒

アフリカ人

アフリカ人は皮膚黒く︑髪

ち玄れたり︒

八836図

十866 豚肉はあぶらに富んでみて︑ アフリカじん︵名︶一
アプラ氣

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒
あぶらけ﹇脂気﹈︵名︶一
大陸
︵略﹀︑ヨーロッパ大陸とア

寒イ時ハ特二膣温ヲ維持 アフリカたいりく︹地名︺一 アフリカ
八797國

十一656
スル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他ア

カ︑ネグロ人

アフリカネグロじん︵名︶一

過ぎ︑︷略﹀︒

アフリ

フリ力大陸との中間にある地中海を

ブラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑
︵略V︒

アブラナ

十8一 アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

あぶらな﹇油菜﹈︵名︶一

一 ツ オ キ ニ 董 二 附 イテ居り︑︵略﹀︒

などに張り着きて︑其の植物の汁を

︵略﹀︑湖水ノアフレテ流ル

ロ

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︵略﹀︒
あべのひ

ら

ふ

ぞ
ふ

さいめい

蝦夷は︵略﹀︑齊明天皇の

あべのひらふ﹇阿倍比羅夫﹈︹人名︺1
え

阿倍比羅夫
ら

飛ーイ・

御時阿倍比羅夫また之を討ちしが︑

あぺのひ

九623図

其の後も度々叛きて︑︵略﹀︒
アマイ

一本ハキザハシデ︑モウ

あま・い﹁甘一︵形︶3

四108

ーク呼

アマクナリマシタ︒

サハストアマクナツテ︑
タイソゥウマイカキデス︒

四115

︵略﹀︑アマイ物ノ後山ハ塩
カライ物ヲ配合スル類デアル︒

十一666

あまえる

得んが爲に︑油量の附着せる植物に

集りて之を保護し︑︵略﹀︒

あま・す﹇余﹈︵四︶2 訟す ︽ース・一

十＝272國

城中には僅かに四五目の

セ彰n▽もてあます

過ぐる塵の沿路︑果實・

糧食を施せるのみ︒

敷多

草根を始め︑凡そ取って以て食ふべ

十＝697図

きものは殆ど蝕す所なし︒

アマタ

雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観

あまた﹇数多﹈︵副︶6

︵略V細谷川ハ︑流レ下ル

音堂二黒ツテ行ケバ︑爾ガハニアマ

七563図

タノ店アリ︒

九149図

ニシタガヒテ︑数多ノ小流ヲ集メ︑

ヌマ

︵略V︑其の外支那形船

し な

諸子ハ徴多アル我が軍艦

沼田町二品ル︒

これあり候︒

︵略﹀︒

さる
︵略﹀︑立野の猿遠く激

百里の地より集り遣りて之を食ひ︑

十二678図

我が國には嚢虫の爆布あ

に限りて許されたる数多の開港場も

十一375國團

ノ名ヲ知レルナルベシ︒

おほせにあまえて申し上げ 十一299図

あま・える﹇甘﹈︵下一︶1

七174團

︽ーエ︾

ますが︑種物屋から西洋西瓜の種を

︵略﹀︑蟻は此の甘き汁を

七783國國

のきよりおつる雨だれの

道眞は罪もなきに官を下げ

あまつさへ

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

をうがつなり︒

九795図

あまっさえ﹇剰︼︵副︶1

油煙は︵略﹀︑其の植物

塩バカラク︑砂糖ハアマあまだれ︻雨垂一︵名︶1 雨だれ

甘し

り︑︵略V︒

田下スムカヘルハ土色ニシ 十一756図

雨ガヘル

三色ばかり買って重ていた買きたう
ございます︒

ナリ︒

︽ーキ・ーシ︾

シ︒

六536図

十一891図

を出すものなれば︑︵略﹀︒

の汁を吸ひ︑身艦より絶えず甘き汁

十一8810國

アマシ

テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色

九535図

あまがえる︻雨蛙一︵名︶1

十753國此の地も亦夏甚だ涼しくし

・モノハ即チ早川ナリ︒

九422図

八82図 アフリカ︑ネグロ人
あぶらむし﹇油虫﹈︵名︶3 油単
あり
あふ・る﹇溢︼︵下二︶2 アフル あふ
十一889図 蟻は油巌を養ふ︒
め
十一889図 油轟は植物の若芽・若葉 る︽ールル・ーレ彫
吸ひ︑身盤より絶えず甘き汁を出す
ものなれば︑︵略︶︒

て︑暑をさくるによろしければ︑夏
あふれる

時浴客あふる〜ばかりなり︒

飛ーレル彰

十二847

アベノナカマ

あま・し﹇甘﹈︵形︶3

銅貨といはず︑金銀貨とい

あふ・れる﹇溢︼︵下一︶1

十︻891國 ︵略V︑蟻は此の甘き汁を
得んが爲に︑油姦の附着せる植物に
集 り て 之 を 保 護 し ︑︵略﹀︒

アフリカ︹地名︺ 4 アフリカ アフ
あ ふ り か

はず︑雨の降る様に手當り次第に投

リカ 亜酒利加

込む︒ ︵略︶︒

老人は之を袋に移し

八791図 アジヤ大陸の西︑ヨーロッ

八77図 アフリカ

て︑再び帽子を差出す︒見る聞に復
か

あふれるばかり︒
り

パ大陸の南にある大陸をアフリカと
ふ

あ め り か

︵略﹀︑亜弗利加・印度 あべのなかまろ﹇安倍仲麻呂︼︹人名︺

あ

いふ︒
し エ

十二671図

テ︑都心アリシ時此ノ山二出ヅル月

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマロ

安倍仲麻呂

一
南亜米 利 加 の 野 牛 等 の ︑

の獅子︑

十962図

ほ珍しきことにあらず︒

︵略﹀︑食物を追 う て 其 の 居 を 輻 ず る
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あまてらすおおみかみ一あまり

られ︑あまつさへ遠耳へうつされし
かども︑︵略V︒

あまてらすおおみかみ︻天照大御神︼
あまてらすおほみかみ

︹人名︺6 天照大神 天照大神
あまてらすおほみかみ

五12 天照大神の御弟に︑すさのを
のみことといふきのあらい神さまが

十﹇描6図圏

︵略﹀︑萬世一系動きな
同胞すべて六千萬︒

あ

き我が皇室の大みいつ︒あまねき
光仰ぎ見る

あまのいはと

あまのいわと﹇天岩戸一︹高名︺2

第一

まのいはと

五目2

ありました︒
五11 第一 あまのいはと
あまてらすおほみかみ に
八22図 神代の昔皇祖天照大神︑填 あまのいわと﹇天岩戸﹈︵名︶2 あま

々右回をこの國に降したまはんとせ

ムぎのみこと

五16 大神はおどろいて︑あまの岩

天の橋立

あま

遠

よい神さまがたは︑︵略V︑一

あまのはしだて﹇天橋立一︹地名︺1

かぐらをおはじめになりました︒

同あまの岩戸の外にあつまって︑お

五25

になりました︒

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

の岩戸

やたの

︵ 略 ﹀︑後神殿を今の五十鈴

し時︑八腿鏡を授 け た ま ひ て ︑ ︵ 略 V ︒
い すゴ

八28ロ戯凶

の川上に造り︑この御鏡を御神艦と
して︑皇祖天照大神をまつりたまへ
るなり︒
あまてらすおほみかみ

神代の昔︑天照大神の御

弟三菱三尊出雲の國にいたり給ひし

すさのをのみこといづも

九18図

尊﹁こは三巴なり︑私すべ

に︑︵略V︒

九43図

言の葉

九927口藺凶圃 ︵略﹀いく野の道の

ロ

昔安倍仲麻呂ガ︵略V︑

アベノナカマ

天の原

末かけて︑後の世永

きにあらず︒﹂とて︑之を天照大神

ト︵略V︒

ある家のにはに大きな水がめ

あまみず︻雨水︼︵名︶1

六226

雨水

笠の山に出でし月かも︒トヨメルコ

天の原ふりさけ見れば︑春日なる三

十965図團

あまのはら︻天原一︵名︶1

くちざらん︒

あま

ければ︑ふみ見ずといひし

あ

く

は︑天の橋立

やさかにの

に奉り給ふ︒
やたのかがみ

九43図 天照大神︑八二鏡・八坂環
曲玉と共に之を皇孫に授け給ひしか

まがたま

ば︑これより三種の神器の一となれ
り︒

あまど︻雨戸﹈︵名︶1 雨戸

アマネシ

アマリ

鯨り

があって︑雨水が一ぽいたまってゐ
ました︒

鯨弓しまんあまり・にじっぷんあま

あまり︻余﹈︵名︶5

九702 雨戸を明けて見ると︑明るい
月夜である︑︵略﹀︒

︽ーキ・ーク彰

あまね・し﹇遍﹈︵形︶2
まねし

名所・蕉目跡ヲアマネク尋ネ

ンニハ︑一月ノ巡遊モ尚足ラザル感

十鵬1図

アルベシ︒

正行ハコレヲ見テ︑カナシ

り．にしゅうかんあまり︒はっかあま
り

七33図

親子二代相ツマイテノ忠

サノアマリ︑ツト立チテ別室二行キ
タリ︒

七81図説

義カンズルニアマリアリ︒

着り

十一151図

臨幸饒りにおそかりしか

いまじゅく

ば︑人をしてうか買はしむるに︑警

固の武士︑播磨の今宿といふ所より

じ

亜細亜の東端は欧羅巴の

や

山陰道へかΣりて遷幸をなし奉ると

いふ︒

あ

西端に近しと信じ︑地球を誤りに小

十二7510図

アマリ

あまり

さく見たるコロンブスの誤は︵略﹀︒

謬り

﹁あまりほしがきれい

︵略V︑アマリナガクナリ

三733 アマリカナシクナツタカ
ラ︑オトヒメノイツタコトモ

セウ︒﹂

マスカラ︑モゥウチヘカヘリマ

三702囹

うと思ふのだ︒﹂

だから︑二つ三つはたきおとさ

三463園

ラベタノデス︒

ナカツタモノヲ右ノ方ニナ

三432

︵略﹀︑アマリハタラキノ

あまり﹃余日︵副︶15

﹃厚意謝するに鹸りあ

何れの家にても卵を己れ

十4010図圃園
り︒

十一糊2図

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩︒
醤﹇油を買ふに盤あり︒

船員は失望の饒り︑訓司

あまり

ンブスを海に投じて蹄荒せんと謀る

十二783図
に至れり︒

ふと通りか︑つた大尉が之を

あまり﹇余﹈︵形状︶7

九191

見て︑あまりに女々しいふるまひと
思って︑﹁︵略V︒﹂と言葉鋭くしか
つた︒

﹁それは蝕りな御言葉です︒

ワスレテ︑タマテバコヲアケテ

九1910園

見ルト︑︵略﹀︒

私も日本男子です︒何で命

︵略﹀︒

あまりおもしろさうなので︑

火事だ︑火事だ︒どこだら

一時はどうなることかと心配いたし

八669国 初は熱があまり高いので︑

う︑あまり遠くはないらしい︒

八415

ぞきになりました︒

大神は少しばかり戸をあけて︑おの

五33

しくはありませんが︑︿略﹀︒

四661羽の色はあまりうつく

ををしみませう︒

聞けばハッサンは引の來
ることの重りにおそければ︑︵略V︑

九494図

迎へかたぐこ匿來りしなり．
然れども空氣の流通盤りに

︵略﹀︑臣下をひきみて

其の数盤りに多くなる時

強き時は︑却って火の消ゆることあ

九659図
るべし︒

十一77図
は︑女王は
分離す︒

あめ

あまる

30

あみ﹇網一︵名︶9

あみ

網棚たもあ

十77

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

一先安心いたしま
み

ましたが︑︵略﹀︑

した︒

内一

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒
編む

三605右の方に五六そうかた

アム

十二月十一日

土曜 雨

月曜 雨

し

滋賀唐崎の一つ松︑夜の

がからさき

雨にぞ名を得たる︒

八612図國

五風十雨といって︑五日毎の

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

九671

様である︒

るから︒

併し此の雨はやがて花を散す

併し此の雨はやがて花を散す

雨のはれた朝︑花の香を送つ

さみだ
梅の實の熟する頃降績く五月

冬の雨の日は︑短い日がなほ

更早く暗くなる︒

九704

は︑何となく物さびしい︒

た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの

九698

秋の末になって︑風の吹散し

る︑それはちやうど田植の時節であ

雨は︑農家に取っては大切な雨であ

れ

九683

身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

九679

心地がする︒

雨となるので︑其の時はうらめしい

九678

心地がする︒

雨となるので︑其の時はうらめしい

九678

のきの玉水の音も静かに聞える︒

我等ノ家二敷ケル盤ノ表 九674 春の雨はしめやかに降って︑

あ・む︻二一︵四︶2

十421図

ミ︾

はなむしろ

雨弓おおあ

又変桿眞田を編み花錘を

ハ︑此ノ董ヲアミテ造りタルモノナ

十︸麗4図

ばくかんさなだ

んはまべへひきよせてくると︑
しかのみならず落葉・こけ

リ︒

十92図

︵略V︒

三606今にあのあみをだんだ

ろしてるるのです︒

まってみるのは︑今あみをお

九842 社の森を離れるまでは︑鯨り
甲乙はなかった︒
︵略﹀︑又學科も小學校を

卒業したる者には甦りむつかしとも

十582國團

畳え申さず候︒
︵略V︑日本では蝕りいぢめた

爲に︑おのつから荒々しくなったの

十8510

アメ

織ること行はれ︑︵略﹀︒

め・ひとあめごと

あめ﹇雨︼︵名︶29

及び網の如くひろがれる木の根など
は︑地上に落ちたる水をふくみさ﹂

である︒

ふること︑あたかも海綿の如くなる

りゅう き う

はなかったが︑琉球ではたくさん飼

かった稻が雨にぬれると︑米

︵略V︑雨もつよくふってきま

私はもと雨の細しつくです︒

六153

した︒

五464

五85

で山を下りました︒

ふりさうになったので︑いそい

四81︵略V︑そのうちに雨が

ノ水ガタクサンニナリマシタ︒

三315アメガフリツヅイテ︑田

アメカサカラカサ

十867 内地では昔から盤り多くは飼

も

網を張らんとする時は︑

一6一

を以て︑︵略﹀︒

捕鯨法には︵略﹀︑又以前に

く

蜘蛛は其の髄より綜を出

法などもあった︒

は鯨の通路に網を張って鈷を打つ方

其の後日々業務に追 十673

つて居った︒

十一957國團
はれ︑饒り旅行も致さず候へども︑
︵略﹀︒

十﹇881図

して網を張る︒

十一m10 朝鮮人は煙り衛生に注意し 十一881図
ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと
は感心である︒

先づ幾等かのや﹂太き綜を渡し︑之
を本として︑次第に細き綜をかけ︑

十二716図 されど蝕り小さき事にま

終に完全なる網を造る︒

六367

十二月十六日

がわるくなるから︑︵略﹀︒

六386

︵略﹀︑之を本として︑次

第に細き綜をかけ︑終に完全なる網

漁業の類とも見るべし︒

を食ふ時には︑木の葉に雨が降りか

七922図中ニモ福井丸ノボートニハ

明けて二十九目には雨も

︵略V︑雨の朝︑風の夕︑見

るもの聞くものにつけて︑都の空の

九805図

止み︑風も静まりて︑︵略V︒

九731圓国

ると︑︵略﹀︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

十一883図此の網にて轟を捕ふるは 七312 大きな獄がたくさんで桑の葉 九705 夜が更けて︑雨の音が静かに

を造る︒

︽i 十一883図

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦
逼る

しめて盒なし︒

鯨ル

︵略﹀︑詩を作りて天皇の御

あま・る︻余︼︵四︶3
九811國

ル・ーレ︾

感に入り︑御衣を賜はりて身に曇る
面目をほどこした り し が ︑ ︵ 略 V ︒

︵略V︑鯨の群をなして ﹂るやうな音がする︒
たも

雨は夜中にはれて︑今日は
うら﹂かなる天氣なり︒

八41図

海岸近く寄來る時は︵略﹀︑特殊の

網ノ目

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ︑グリ︒

あみのめ﹇網目一︵名︶1

を得る程にて︑︵略V︒

網を用ひずとも撚網にてすくひ取る

十527國園 今は七十にも饒れば︑殊 十一993國国
の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ
げの黒きは如何に ︒
ニワウ

ラウ

十994國 ︵略V︑仁王門ヲ入レバ百聞
ニ鯨ル長廊アリ︒

31

あやしむ

あめあられ

み し た は し く ︑ ︵ 略V︒

九目7

名︺1

第二十課

雨と風

天叢．雲劔

じん・みなみアメリカ

天叢雲劔

り

或時齊の臣景雲に告げ

くれたる厚恩︑いかでか忘るべき︒﹂

危くすることあらん︒﹂と︒

て曰く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を

︵略V︑翌年英國ヨリ註文ア 十二948図囹

あ

め

り

か

よ

うつ

し な
︵略V︑又支那沿岸はおろあやし・む﹁怪﹈︵四︶7 アヤシム あ

ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑︵略﹀︒

十一287図

七34図

やしむ

か

と南アメリカとに分る︒

正行ハ︵略﹀ツト立チテ別

室二行キタリ︒母アヤシミテ︑ソノ

母は ︵略﹀六銭をはらひ

室ヲウカマフニ︑︵略V︒

て︑一通の手紙を受取りたり︒お花

七511図

はあやしみて︑﹁︵略﹀三銭の切手が

はってあるのに︑なぜまたおあしを

ヤガテ同志ノ一人御前二進

梯ふのですか︒﹂と問へり︒

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワナ

八528図

・キ聲フルフ︒入鹿アヤシミテ﹁何

尊︵略V大蛇を斬り給ひし

故ゾ﹂ト問ヘバ︑︵略﹀︒

に︑尾にいたりて︑劔の先少しくか

其の後コロンブスは数回 九41図

か

けたり︒あやしみて尾をさきて見給
り

の航海を試みしが︑一千四百九十八
め

年数三回の航海に返て︑オリノコ河
あ

十二656図

ひやうごのすけ

正儀の臣兵庫介

働口帝國は創建以弱年尚

之を田園するは如何に︒﹂と問ふ︒

﹁汝多年嘉明と不和なりと聞く︒ 今

十二379図 ︵略﹀︑秀忠あやしみて︑

ば︑︵略V︒

忠元あやしみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へ

ただもと

とりにた＼ずむ︒

熊王︵略﹀︑赤坂城のほ

ふに︑︵略﹀︒

イ彰

危

十一432図

口に達し︑始めて亜米利加大陸に上

十二809図

飛ーミ・ーム斬

か︑印度・南洋より亜米利加・欧羅

アメリカの一地方に産

巴の航路をも開くに至れり︒

ぱ

十一899図

り

あやふき敵の手より救ひ

十552図囹

し 肉ーキ・ーク蝉

甘藷ノ名ハ︵略﹀︒︵略﹀︒

原産地ハアメリカニシテ︑アメリカ

十309図

ヨリルソンニ傳バリ︑︵略﹀︒

十439図

︹人

あめのうずめのみこと

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等

あめのうずめのみこと﹇天二女命︼

十810図 森林の樹木はたがひに其の 九6610 第二十課 雨と風
枝をまじへて︑雨の一度に地上に落
つるを止め︑︵略﹀︒

その時あめのうずめのみこと

かったから︑︵略﹀︒

といふ女の神さまのまひがおもしろ

十一307図 雨ニハ春雨・時雨・夕立 五26
︵略﹀︑直下七十丈の水は

・村雨︑︵略V其ノ外︷略﹀等アリ︒
十一762口覇凶

︵名︶4

あめのむらくものつるぎ

︵略V︒中央以下は霧と散り︑雨と あめのむらくものつるぎ﹇天叢雲剣﹈
あめのむらくものつるぎ

する蟻の一種に牧跳馬といふものあ

此の劔初は天叢雲劔と

申し︑後に改めて草薙劔と申すこと

飛びで︑水姻深谷をおほひ︑其の瀧
︵略V晴・

九15図

天氣圖とは

り︒

め

亜米利加大陸

大陸

あ

かの大蛇の住みし上には叢 アメリカたいりく︹地名︺3 アメリカ

雲常に立ちこめたれば︑．劔の名を天

我等若し汽船に乗りて︑我
が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

八762図

倭露命此の時天叢雲劔を尊

行かば︑凡そ二週間の後にはアメリ

九52図

力大陸に着くべし︒

め

アメリカ大陸は北アメリカ

﹁つ㌧しみて怠ることなか

あ

八762図

に授け︑

尊こ＼において天叢雲劔を
アメヤ

道ノ爾ガハニハ︑アメヤ・オ
ドが店ヲナラベテヰル︒

モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ

五675

あめや︻飴屋一︵名︶一

抜きて︑草を訂正ひ給ふに︑︵略V︒

九59図

れ︒﹂と教へ給へり︒

叢雲劔と申せり︒

九46図

となれり︒

つ ぼ の 深 さ は ︵ 略 ﹀︒

十一一194図

曇・雨・雪︑風の方向・強弱︑温度
等一般の天氣要素を地圖の上に記載
し︑︵略V︒

豆乳ー98 葦葺圖に用ふる普通の符號
は左の如し︒︵略﹀⑳雨
︵略︶︑聴衆は銭をつかん

で︑孚・つて老人の さ Σ げ た 帽 子 の 中

十二844

へ投入れる︒銅貨といはず︑金銀貨
といはず︑雨の降る様に手去り次第
に投込む︒

八864 敵ノ弾丸ハ雨アラレノ標心置

あめあられ﹇雨霰﹈︵名︶1 雨アラレ
ンデ來ル︒

九3010

陸するに至れり︒
あめがした﹇天下︼︵名︶1 天が下
アメリカ︹地名︺6 アメリカ 亜米利
十894図圏 ︵略V︑さして行く笠置の 加号きたアメリカ．きたアメリカど
あやう・い﹇危回︵形︶2 あやふい角一

山を出でしょり︑天が下にはかくれ

あやふし

信玄はそのすきにあやふい命

たすかりました︒

六577

をたすかった︒

あやう・し﹇危﹈︵形︶2

甘藷ノ名ハ︵略V︒︵略V︒
原産地ハアメリカニシテ︑︵略V︒

十309図

いふ人︑︵略V︒

造ったのは︑アメリカのフルトンと

始めて之を船に用ひて汽船を 六242 ︵略︶︑子どもはあやふい命を

がもふし︒

九672 さて此の雨風も四季の時候に

あめかぜ﹇雨風﹈︵名︶1 雨風

つれて︑それぐにちがふ︒
あめとかぜ︹課名︺2 雨と風

あやす一あらう
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淺ければ︑首府の肚観の未だ英字二
十1910

さてかりに印刷して︑讃合せ

て見て︑誤があれば︑幾度でも其の

りす︒

して数千百尾の鮎を得るを常とす︒

＋一828図︵略﹀︑漁夫は一時間飴に

一字も誤がなくなってから本 あゆみつか・る﹁薄鈍﹈︵下二︶1 歩み

活字を抜きかへて植直す︒

十201

國に及ばざるものあるは固よりあや
︽ーシ︾

しむに足らず︒
あやす

十﹁512 やうやく立歩くことのでき

あや・す︵五︶1

歩む

歩

あらい 角ーイ・

あらみ
あらい﹇新居﹈︹地名︺1 新居
あらみ
九372 箱根と新居とには仁所があっ

て︑︵略﹀︒

あら・い︻荒一︵形︶2

︿略﹀大きなみのししで︑

︵略﹀︑はないきをあらくして︑土

︵略﹀︑すさのをのみこととい

けむりをたてて︑とんで來ます︒

五13

洗ヒ流

ふきのあらい神さまがありました︒

ラ︑︷略﹀︒

で︑母はせい出す

あらひ物

ゐどばた

あらひ物︒

朝早くから

あらいもの﹇洗物﹈︵名︶1

あゆめよ︑あゆめよ︑足

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

山でも︑さかでも︑ずん 十一6610 適所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑

シ

はいしい︑はいしい︑あゆ あらいながし﹃洗流︼︵名︶1

︽ーマ・ーム・ーメ︾

て來た︒

やがて五人の騎手は︵略﹀︑
静々馬を歩ませて︑鳥居の下へ集つ

九829

歩むのだから︑早いことはない︒

い

︽ーク︾

フ 洗ふ

︽ーッ・ーヒ︒ーフ︾

ハヤク川へ行ツテ︑シ

われくは毎朝顔を洗ひ︑口

︵略﹀︒L

又物ヲ洗ツタリフイタリスル

五十鈴川の水に口す＼ぎ手

衣服もよく洗ひて︑よごれ

十431國 ︵略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重

たるをば着ることなかれ︒

九593國

洗ひて︵略﹀︑御宮の前にいたる︒

八55図

時二使フ海綿モ︑︵略V︒

七732

をす＼ぐ︒

七648

ラツテ︑

ホケノナイ水デカラダヲア

九377 馬は馬子が引いて︑ゆるく 四603圏

レバ︑歩ム時音ヲ立テズシテ︑︵略V︒

八747図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナあら・う﹇洗一︵四・五︶8 アラフ 洗

おとたかく︒

三265圏 あゆめよ︑あゆめよ︑足 四703圖

おとたかく︒

三265圃

ずんあゆめ︒

三258國

めよ︑小馬︒

三256園

ム

あゆむ

いこはせ給ふ

つか垂 余ーレ彰
iク︾
︵略Vと信じ︑地球を蝕 ＋8810図一夜書＝百供御もなく︑歩 四166

刷にか﹂るのである︒

みつか盈て松かげに

十二7510図

かしこさよ︒

る三つ四つの子供 が ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 戯 れ て

りに小さく見たるコロンブスの誤は

あや

あゆ・む﹇歩﹈︵四・五︶7

遂に此の大獲見を成さしむる基とな
りしなり︒

みると︑馬は︵略﹀︑口でおもちゃ

あや

︽iリ・

をさ＼げて︑其の子供をあやしてゐ
た︒

あやつり・いる﹇操重﹈︵上一︶1
誤る

諸君我を苦しめんとし

あやま・る﹇誤﹈︵四︶2
ーレ煙

︽ーイ単

つり居る

て︑此の敷日間少しも食物を送らざ

八721図園

るが故に︑︵略﹀︑諸君は皆却って自

もまかせず︑岩と波との間にボート

十705図 此の間岩にも當てず︑波に
を あ や つ り 居 た る 少女の働は︑︵略﹀︒

らん︒

十二m9ロコ凶

べからずと諭し給ふ︒

アヤメ

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

︵略﹀︑小さき信義を立て

今にして諸君の誤れるをさとりしな

あやつ・る﹇操︼︵四︶2あやつる操
︽ーリ彰

山なす大波を物ともせず︑

ら苦しむにいたれり︒︵略V︒諸君は

る

十7010図

男勝りの大力にてボートをあやつり
丈飴⁝のろかい操りて︑

しダーリングの手 は ︑ ︵ 略 V ︒
十一227図國
行手定めぬ浪まく ら ︑ ︵ 略 V ︒

あやめ︻菖蒲︼︵名︶2

日本の國は花の國︒うめ・

ガ辮トーツ色デアル︒

あゆ﹇鮎﹈︵名︶3あゆ鵬鮎

しくなったのである︒

蝕りいぢめた爲に︑おのつから荒々

方・使ひ方にあることで︑日本では

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十861

西洋の馬がおとなしくて︑日

又ユリヤアヤメノ花ハ曇ノ色 あらあらし・い﹇荒荒﹈︵形︶1 荒々し

も＼・さくら・ふち・あやめ︑︵略﹀︒

六57園

十﹇698図爲したる事に過なく︑後 め

あやまち﹇過回︵名︶4 過
止することなき者は幸福にして賢き
人なり︒

悔いて︑其の過を再びせざらんこと

十一6910図 若し過あらば︑深く之を 九81
をちかふべし︒

ふ︒

十一817図

あゆ
鵜の鮎を呑むは必ず頭よ

十一6910図 ︵略﹀︑其の過を再びせざ 十一816國
︷略V︑大なる鵜は能く
のど
十二三尾のあゆを喉元にふくむとい

﹁君子は過あれば謝す︒

らんことをちかふべし︒

十二956図囹

あやまり﹇誤︼︵名︶3 誤
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あらかじめ一アラビヤうま

ネテ︑
ナレリ︒

一時ハ赤貧洗フが如キ有様ト

飛ーク彰

費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒

ノ方法ヲ講ジ︑上告ノ爲ニハ多額ノ

責めらるれども改めず︑︵略﹀︒

我がしりを食へ︒﹂といひて︑幾度

︵略V︑前のそしりし者︑

ないが︑いつれ又改めてやり直しを

九865囹 ︵略﹀︑今日の勝負はきまら

九869圏

アラテ

﹁もう改めて勝負には及び

してもらはなければなるまい︒﹂

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆

ません︒

他のボートを見れば︑今新に
鯨を追ふものもあり︑鈷を打って鯨

アラデ
之ヲ見墓石田丸二新手ヲ加へ

荒波

テ︑フタ︑ビ攻メヨセテ來タ︒

やがて二人は荒波に打返さ

あらなみ﹇荒波﹈︵名︶1

昔アラビヤの或町にハッサ

アラビヤ

る㌧船の頭を立直しく︑死力を蓋

十699図

して漕進む︒

九448図

アラビヤ︹地名︺4

アラビヤは世界に名高い良

ンといふ者あり︑︵略V︒

十一466

アラビヤに良馬の多く産す

馬の産地である︒

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十一499

アラビヤ馬

アラビヤ馬

アラビヤ馬

此の一事でアラビヤに名馬

るばかりではない︒

十一513

の産する所以が分つた︒

第十一課

アラビヤうま︹課名︺2

︵略V近時道路新に開

に引廻されてみるものもある︒

十一977圓團

角1・

八874

や﹂あって紳士はしばらくあらて﹇新手﹈︵名︶1 新手

中へ投入れる︒

んで︑箏って老人のさ﹂げた帽子の

弾く手を止めると︑聴衆は鏡をつか

十二843

事ひてコロンブスを敷愉し︑︿略V︒

十二804図

の不從順なりし罪を謝せり︒

ブスの身邊を園﹇み︑箏ひてこれまで

船員三章喜して︑コロン あらためて﹁改﹈︵副︶2 改めて

︿︑ボートは幾度となく打ちもどさ

又大そう作物を荒すものだといふこ

森林なければ︑土砂附近の

とを話しました︒

十102図

︽ーツ・ーヒ・ーフ︾

あらそふ

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ
と多し︒

孚ふ

あらそ・う﹇争﹈︵四・五︶11
争フ

間もなくむねの上からもちを

十時支那は王室衰へ︑諸
侯有春の國によりて互に勢を箏ひた

十二935図
り︒

是は昔︑支那に呉・越と

十667

白髪頭にて若き人と先をあらた︻新︼︵形状︶2 新

投げると︑大ぜいがあらそってそれ

︵略﹀︒

十一7710図

け︑交通大いに便利に相成候︒

あらたまるうかわりあらたまる
改む

あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

あらた・む﹇改︼︵下二︶3

九15図

メ︾

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

十一目12

第十一課

アラビヤ馬

十一465

アラビヤうま︵名︶2

にたへることは實に驚くべき程で︑

アラビヤ馬の長途の騎行

︵略V︒

十二306図

と號ばしむ︒伊企灘却って﹁新羅王

︵略V︑﹁日本の將我がしりを食へ︒﹂

其の賢愚企灘をして 十一466

これより此の劔の名を改め

るときは︑其の五人は︵略V︑箏ひ

近年各國商人皆箏ヒテ其

て草薙劔と申す︒

︵略V︑同様なる責家五戸 九62図

て高き便をつくべし︒

十二527図

孚ひて其の慣を低くすべし︒

ときは︑質家の持主五人はく略V︑

ありて︑買はんとする人唯一人なる

十一928図

なれり︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ

十一923図例へばこΣに一戸の高貝家

︵略V︒

其のひゴき萬雷のと窟ろくが如く︑

二漫相並んで雄を箏ひ︑

いふ二國ありてたがひに箏ひしが︑

十一167図

箏ふもは9かりあり︒
し な

十542図囹

を拾ひました︒

六75エ

十二796図

れ打ちもどさる＼を︑︵略﹀︒

悲しきは老の白髪なり︒﹄ あら・す﹇荒﹈︵四・五︶2 荒す余ース︾

といひしにたがはず︑ 墨を塗りて
うきりあらす

十545図

八204

荒し

︵略V︑雀といふものは︷略﹀︑

候︒﹂とて︑之を洗ふに白髪の頭と
なれり︒

十一m1 朝鮮人は鯨り衛生に注意し
ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと
は感心である︒

豫め

あらかじめ﹇予︼︵副︶3 アラカジメ
八519図 鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ
オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手
日々の暮しは︵略﹀︒家

ハズヲ定メタリ︒

十二921図

の牧入を基として︑豫め其の支出を
定め︑衣服・飲食の費剛直の範園を
越ゆることなかるべし︒

故に十分に信義を壷さ

んと思はば︑豫め能く事の成否を察

十二認7図
し︑成し得べからざるものは引受く
べからず︒

あらし﹇嵐一︵名︶2 あらし 嵐号お

そののちは 音もきこえ

十149図圃 ︵略V︑折からの 夜半の

おあらし
あらしに
ず︒

十682図 或夜にはかの嵐に吹かれ

︵ 形 ︶1

て︑︵略V 岩の上に乗上げたる帆前
船あり︒
あら・し﹇荒﹈

十701図岩に近づけば︑波は盆≧荒

あり

アラビヤじん
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るものといふべし︒

らゆる修身の徳を一言にて硬し給へ

ぬきもあるなり︒

十707國 ︵略﹀︑二人はまた有らん限

アリ

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕

着けたり︒

道後は︵略V︒︿略﹀︑古代アリ︹人名︺9

あらはれぬ

ンといふ者あり︑︵略V︒︵略V︑其の

九4410□自営 昔アラビヤの或町にハッサ

子のアリに︵略﹀と言ひっかはした
一議未だ去らざるに︑一

り︒

はれ出づ

て︑

く略﹀︒

人々のかたるを聞けば︑︵略﹀︒

九474図其の夜アリふと目をさまし

︷略﹀︒

九459図アリは子供のことなれば︑

りしが︑

九453図アリは十歳ばかりの子供な

島更に現れ︑︿略﹀︒

︵略﹀︑百にも近き鵜︑此

十一184図

ひしことも数回に及べり︒

より世に著れ︑往昔天皇の行幸し給

十736図

て

メラババ事アラバレントス︒
あらゆる︵連体︶1 あらゆる
十一471 こ＼に烈7ビヤ馬の達者な
十二U69図 誠の一字之を貫くは︑あ 十142図鴎貝 かべ土ユ 塗込められ
ことを謹明する面白い話がある︒

十﹁472 昔トルコの或大骨がアラビ

アラビヤじん︵名︶5 アラビヤ入

あらはす

︽iサ・ーシ・

あられ﹇▽あめあられ

現す

野人から一頭の名馬を三千圓で買ふ
表す

あらわ・す﹇現﹈︵四・五︶5

⁝ス彰

表はす

約束をした︒

りく︑︵略﹀︒

十一48一 アラビヤ人は後をふりかへ

十一831図

方に浮び︑彼方に沈み︑彼慮にかく

︵略V獲信人居所氏名を途

達紙の外部に表はさんとするものは

れ︑此虞にあらはれ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑静かに自分の順番を 十二287図黒き影は︵略V身を水中

著る︒

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

り

有らん限り

す

︽ーデ煙

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘

ならず︑

︵略﹀︒

アリはそこに行きて︑あり

聞けばハッサンはアリの來

蟻

蟻号し

卵からかへったばかりの鷲は

りしかない︒

ば︑塔をもきづき︑つばめさへ

七793ロコ凶圃

千

小さきありもいそしめ

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

七296

ゆうかくあり・しろあり

あり

あり

ることの飴りにおそければ︑︷略﹀︒

九494図

ハッサンもまじれり︒

九493図 ︵略﹀︑其の中にはアリの父

し事を物がたり︑︵略﹀︒

九489図

︵略﹀︒

角を見定むることを知り居たれば︑

又かつて栗鼠の大群ウラ 九484図アリは幸にも星によりて方

現れ出づ

︵略V︑や＼ありてかの大蛇
黒き影は城の一方より現
れ出で︑ひらりとばかり身を水中に

十二282図
投入れたり︒

カギリ

八907

レテ︑アランカギリノカヲツクシタ
ガ︑︵略V︒

あり﹇蟻﹈︵名︶6

十二9610図孟子死して二千鯨年︑孔

ル山中の一都響に現れしが︑︵略﹀︒

十二665図

之を聞けるアリの驚は一方
伯林の市街は清潔を以て 九4710図

に投入れたり︒︵略V︒しばらくして

又風の方向は矢を以て示
又其の強弱は矢の羽の

十二617図

待ってるました︒あれの温順なこと

身を立て︑父母をあらは

黒き影は向ひの岸に現れたり︒

るも︑︷略V︒

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ

十一679図

をよく現して居ります︒

十3610園

︵略V

十一485 アラビヤ人はこ＼に始めて 八48図図
馬に全速力を出させ て ︑ ︷ 略 V ︒

を罵りながら︑︷略﹀︒

十一491 一方にはアラビヤ人の不潔
十一502 古來アラビヤ人は馬を家族
の一員と考へて︑家長は之を自分の
子供と同じ様にかはいがる︒

アラビヤりょこうにっき︵名︶一 アラ

ビヤ旅行日記

し︑ ︵略﹀︒

十︻506 或人のアラビヤ旅行日記の 十二202図
一節に次の様なことが書いてある︒

の事とは存置へども︑當時のあらま

子と共に其の名盒λあらはる︒
敷にて表すなり︒
あらまし︵名︶1 あらまし
九725國團 もはや新聞紙にて御承知 十二972図湾上に日く︑﹁身を立て︑ あらわれい・ず﹇現出﹈︵下二︶2 あら

︽ール・ーレ彰

リシガ︑恐レテ出デズ︒今シバシタ

あらはれ出で︑︵略V︒

九37図

現る

あらんかぎり﹇有限﹈︵名︶2 アラン

︵略﹀︑後目論罪

アラハス余一

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

保己一ハ

著る

アラハル

高キ學者トナリ︑多クノ書物ヲアラ

七232図

セ︾

あらわ・す﹇著﹈︵四︶一

しを申上候︒

あらめ﹇荒布︼︵名︶2 アラメ
ンブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・ノ

七75エ マヅタベラレルモノニハ︑コ
リ ・ モ ヅ ク ナ ド ガ アリ︑︵略﹀︒

パセリ︒

あらはる

あらわ・る﹇現﹈︵下二︶9

七764 ︵略﹀︑コンブヤアラメノヤウ
ニ茶色ノモノモアリ ︑ ︵ 略 V ︒

あらものや﹇荒物屋﹈︵名︶1 荒物屋
ドヲ質ル荒物屋ガアル︒

七384 ︷略﹀︑ヲケ・タラヒ・ザルナ 八532國他ノ玉人ハ︷略﹀手ハズナ
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里の波を渡るなり ︒
あり
十一889図 蟻は油巌を養ふ︒

コレホドノワケノ分ラヌコトハアル
マジ︒

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

すものなれば︑蟻は此の甘き汁を得

十一891図 油轟は︵略V甘き汁を出 七43図囹

非

あり

物

余ーラ・一

アリ︒

七578図

七599図

リ︒

七591図

シカル心意ハ見エズシテ︑

保己一ノ宝田今ノ東京︑ソ

ソノ他博物館・パノラマナ
︵略V︑観音堂二向ツテ行ケ

ヒ

ヤ

クスノキマサ

ヒ

櫻田門ヲ出ヅレバ︑日比谷
コ・ニハ美シキ池アリ︒

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ
イウシウ

あばら骨の数へらる㌧程や

社ノカタハラニ遊就館ア

ハジメ多クノ官省アリ︒

七587図

七585図廣キ運動場モアリ︒

七584國

公園アリ︒

七579國

成ノ銅像アリ︒

シゲ

宮城ノ前ノ廣場引目楠木正

七568図淺草公園ニハ種々ノ見目物

バ︑爾ガハニアマタノ店アリ︒

七563図

ドアリ︒

七548図

リテ︑︵略V︒

七547図上野公園ニハ廣キ動物園ア

さまぐの色あるは︑蕗﹀︒

七358國塗物に黄・赤・黒・青など

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︵略V︒

七235國

大學者トナリシ人アリ︑︵略V︒

七228國

忠義カンズルニアマリアリ︒

﹁親子二代相ツマイテノ

シミタマヒテニアラズ︒

有り

七82國園

んが爲に︑︵略﹀之を保護し︑或は
︵略V成長せしむ ︒

十一894ロロ凶蟻は其の種類によりて種

々の輿を造れども︑多くは地下に穴
らう
をうがちて︑部屋・廊下を造り︑其

アメリカの一地方に産

の内面を壁の如くに固む︒

在り

アリ

する蟻の一種に牧穫蟻といふものあ

十一899図
り︒

在り

あ・り﹇在︼︵ラ変︶ 姻

り

物サシニバカネ尺トクヂラ

一年ニハ十ニケ月アリ︒

リ・ール・ーレ︾

六67︹図

尺トアリ︒

六182﹇図

六195図 バカリニモ色々アリ︒

六335図 織物ニハキヌ織物︵略V毛
織物ナドイロくアリ︒
六543図 ニモノヲスルニモ砂糖ヲ用
フルコトアリ︒

六673図 材木ニハ松・杉・ヒノキ・
又多クノホリアリテ︑川ト

栗・ケヤキナドア リ ︒

六816口凶
川トヲツナゲリ︒

七27図園 ︵略V︑一門ノ者一人ニテ
モ生キ残りテアル冷感︑︵略︶︑天皇
ノ御心メニツクスベシ︒

七39図圏﹁汝ヲサナクトモ︑︵略V︑

あるく時肉のゆれ動く程こ

せ細りたるものあり︒

七602図

八543國

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

かた

堅田の浦の浮御堂︑おち

奉りテ功アリシカバ︑︵略V︒

八614ロロ凶國

﹁︵略V︑我はた窒坐して

我の職務は食物をこなし

﹁猫デナイシヨウコニ竹ヲ

足ノ先国玉鋭クシテ曲レル

又其ノ舌ニハ︵略Vノ如キ

臼取一様ナ

猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似

我が大日本帝國はアジヤ大

北アメリカには合衆愚とい

ヨーロッパ大陸には︵略V

フランスは海をへだててイ

フランスの隣國にて︑其の

ギリスの南にあり︒

八782図

等の國々あり︒

八781図

ふ國あり︒

八764図

陸の東の海中にある島國なり︒

八759図

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

八755國

リ︒

三毛ナド様々アレド︑

八754國タ寸猫ノ毛色ニハ黒︒白・

ニ便ナリ︒

トゲアリ︑骨二附キタル肉ヲ竿取ル

八745図

ノ鋭キ牙アリテ︑︵略V︒

八743國猫ノロニハ上下二二本ヅツ

爪アリ︒

八741図

書イテオキ︒﹂トイフコトアり︒

八729図

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八714配色

食ふ者にあらず︒

八713図録

︵略V︑犬のくびに︵略Vを 浸るかりもふぜいあり︒

え太りたるものあり︒

七635図

かけおきて︑つかれたる旅人をすく

明治三十七八年戦役の終り

かならずこれを告げたま

︵略﹀︑皇室及び國家に大事

はしむることあり︒

八34図
あれば︑
ふ︒

八36図

またいつ

︵略Vの戦利品たる大砲︑

たる後も︑天皇陛下御参茸あらせら
れ︑︵略V︒

八51図

︵略Vの記念砲身塔など︑

今日は神嘗祭なれば︑夕方

かんなめ

れも神苑の内にあり︒

八78図

﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲ

には内宮へ勅使の参舞もあるべしと
いふ︒

八166図医

ヒグノタクミ

其ノ友二飛騨工トテ世職聞

昔百濟川成トイフ名高キ壷

クダラノ

ヨク心得タル者アリ︒

八277図

工アリキ︒

八278図

川成行キテ見ルニ︑小サキ

歴日ル大工アリ︒

八285図

﹁見セ申シ度キ維出超タ

四角四面ノ堂アリテ︑︿略V︒

八298壷皿

此ノ頃中大兄皇子ト申スカ

ナカノオホエノ

リ︒御出アリタシ︒﹂

八503図

シコキ皇子アリキ︒

東北にあるドイツは︵略V︒

八784國
サル程二︵略﹀ニヨリテ︑
入鹿ノ参内スルコトアリ︒

八518図

あり
あり
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し

八789図 アジヤ大陸には印度・支
かんこく

那・韓國等あり︒

な

九42図圏﹁こは神器なり︑私すべき
︵略V︑ここにありし賊ども

にあらず︒﹂

八791図 アジヤ大陸の西︑ヨーロッ 九56國
いつはり降り︑︵略﹀焼き奉らんとせ

利根川ハ︵略﹀︑古ヨリ坂東

パ大陸の南にある大陸をアフリカと

九182図
九183図

鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ
カトリ

イキス

中野モ香取・轡屋ノ爾社バ

︵略V︑犬吠崎ニハ燈下ア

九273図

師團司令部のある所は東

アシノコ

九4010國

然レドモ自然ノ巨峰ハ更二

昔アラビヤの或町にハッサ

是ヨリモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ
ヤ︒

九448図

頼みしに︑︵略﹀︒

聞けばハッサンは︵略﹀︑

道連のありしを幸ひ︑迎へかたぐ

九495図

︵略V︑艦の名あるは水兵

こ﹂に孕りしなり︒

學生・生徒の帽子にも

かぶり物にはあらねど

︷略﹀動物ノ膿色ニハ其ノ

動物ノ中ニハ︵略﹀ニシタ

︵略V︒

︵略V︑其ノ動物ノ身ブリニ

沖縄出産スル木ノ葉蝶ハ︑

オキナハ

九598國

よごれし手にて目をこすり

常に無病にして︑醤者にか

て目をわづらひし人あり︒

九593図

羽洋装美シキ色ドリアルが如シ︒

九578図

羽ニハ美シキ色ドリアルが如シ︒
アゲハ
︿略﹀︑悪味アル揚羽ノ蝶ノ

アゲハ
九肝8図 ︵略﹀︑悪味アル揚羽ノ蝶ノ

レドモ︑︵略﹀︒

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シキ色ドリア

九565図

アリ︒

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

モノノアルコトナリ︒

ヨリテ︑形サへ其ノ荘園ノ物二似ル

九555図

ガツテ︑保護色ノ憂ズルモノアリ︒

九548國

リテ︑

住メル血塗ノ物ノ三二似タルモノア

九542﹇図

結ぶはち巻は︿略﹀︒

も︑手ぬぐひ三尺引きしぼり︑頭に

九5210図圃

皆學校の徽章あり︒

きしゃう

九507図圃

帽︒

社殿ノ後ニハ美シク作ラレ 九505三三

靖國神社ハ・東京九段坂ノ上

京・︿略V等軍事上重要なる地なり︒
九279図
ニアリ︒

大鳥居ノ前ノ大事読響ハ大

タル庭アリ︒

九292価a凶

九298図

村甚次郎ノ銅像アリ︒
春秋雨度ノ大祭ニハ︵略V︑

陸海軍將卒ノ参拝アリ︑種々ノ鯨興

九302ロコ凶

モ行ハレテ︵略V︒

臨時大祭二天皇皇后爾陛下

臨時大祭二天尊皇后爾陛下

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九303図
リ︒

リ︒

所アリテ︑︵略﹀︒

九3810図

山上ナル藍湖ノホトリニ關

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

﹃︿略V︑定めて不自由 九304図

なる事もあらん︒

九213圓團圏

リ︒

イヌボウザキ

︵略﹀鹿島トトモニ三社ノ名アリ︒
チウシ
河ロニ銚子港アリ︒

カシマ

九178図

ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

九165図

太郎ノ名アリ︒

九147図

り︒

︵略﹀︑ヨーロッパ大陸とア

いふ︒

八797図

フリカ大陸との中間にある地中海を
過ぎ︑︵略﹀︒

八818図 北極・南極に近き地方にて

又世界の中には︑︵略﹀︑少

は︑半年は書にして︑半年は夜なる
所あり︒

八825図
しも氷雪を知らざる國あり︒

八834國 地球上に住む人類は無口十

六億ありて︑其の人種はさまぐな
り︒

如何ばかりの思にて︑此

しちよう

又別に輔重兵ありて︑後方
︵略﹀︑其の任務には輕重の

より兵糧・弾藥等を運ぶ︒
九258ロコ凶

ンといふ者あり︑︵略﹀︒

﹁若し明日中に水のある

夜明くれば︑砂の上に新し

所に着かずば︑︵略V︒﹂

九487図

き酪駝の足跡あり︒

し事を物がたり︑ねんごろに同行を

其の下に下士あり︑兵卒あ 九4810図 アリはそこに行きて︑あり

其の下に下士あり︑兵卒あ

將校には大將・︵略V・少尉 九476商圏

別あることなし︒

九261國
あり︒

九26エ図
り︒

り︒

九261國

ギヤカナル市街アリキ︒

九243國 ︵略V︑男子は︵略Vの間︑ 九393図 ︵略V︑湖水ノホトリニハニ 九562図

察しこれあり度候︒L

の手紙をした＼めしか︑よくく御

八941図 名高き金のしゃちほこは此 九221題團
むね

の天守閣の棟の雨はしにあり︒

八946図 名古屋は此の城あるにより
て名高く︑︵略﹀︒

をうち

をうち

九253國

八951m囚 名古屋は平野の間にあり︒
何れも兵役に服する義務あり︒
あっ
八956図 名古屋の南に熱田あり︒
九246図 陸軍の兵種には五あり︒

やまた

此の地に八岐の大蛇と

﹁我等には元八人の娘あ

りしが︑︵略﹀︒

九27図國

九210國圏

やまた

て八つの頭と八つの尾とある大蛇あ
り︑︵略﹀︒

此の地に八岐の大蛇と

て八つの頭と八つの尾とある大蛇あ

九210図圏

り︑︵略﹀︒

あらはれ出で︑︵略﹀︒

九37図 ︵略﹀︑や＼ありてかの大蛇
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＼ り た る こ と な き 人あり︑︵略﹀︒

ば︑却って病を起すことあり︒

九601図 然れども運動多きに剥ぐれ

九786図
九9410図

﹁騨長驚くなかれ︑時の

花咲く春あれば︑葉落つ

︵略﹀︑其の御衣は今なほ西

恩賜の御衣なほこ㌧に在

べう

こ

ひぐらし

此の門一に日暮門の名ある

︵略︶︑

舞殿の後に本殿あ

いハ
是より西南にあたりて︑家
ちゆう
︵略﹀︑男髄山のふもとに中

さエこたうげ

天皇陛下かつてこ﹂に行幸

塗込められ

日本一の大トンネルは中央
かべ土ユ

ぬきもあるなり︒
是白樂天の詩に︑﹁︵略V︒﹂

あらはれぬ

これぞ武門の面目︒﹄と︑

ノ四二﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

大將答力あり︒

十405図圃

ヰ

﹃厚意謝するに鯨りあ

董ハ圓クシテ︑長サ五尺バ

藺ハ水草ナリ︒葉ナクシテ

十4010図圃囹

十408図根囹 ﹃我に愛する良馬あり︒

り︒

十419図

唯董アリ︒

十4110図

︵略V世人ノ注目スル所ト

カリ︑短キハニ星位ナルモアリ︒

ナラズ︑唯一商人アリテ︑其ノ中ノ

十436図

︵略V︑翌年英國ヨリ註文ア

数種ヲ買取リタルノミナリキ︒

十439図

十448國

模様には全く無意味なるも

線には直線と曲線とあり︒

リシヲ始トシ︑︵略﹀︒

十472図

平生にても︑若き人は白

﹃存ずる由あり︒
むさし
﹁そは地霊の齋藤別當に

﹁思ふ様あれば︑名乗る

あれども︑︵略︶︒

まじ︒

驚キテ目送スレバ︑ヤ・ア 十506図園
﹁長者ト約シテ後ル・ハ

十237二品

當時ハ遠島ト講シテ︑罪人
東京ノ西南︑目黒ナル墓石

り擁

白髪頭にて若き人と先を

︵略﹀居室・兵器・寝具

る講談等もこれあり︑面白く有盆に

十591智謀

︵略V忠臣・義士に關す

其の他一切所持品の清潔検査これあ

︵略V︑手放し難き商用こ 十565國團

孚ふもは買かりあり︒

十543図囹

髪を見て侮る心あり︒

十539図圏

はあらずや︒

十518図圏

︵略﹀︑夜半ヨリ起キテ橋上

十525図囹

計量レリ︒

十252図囹
セ︒

十342図

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︵略V︒

十332國

れあり候へば︑︵略﹀︒

十273國圏

若シ勇氣アラバ我ヲ殺

二至レバ︑シバラクアリテ︑カノ老

十243図

禮二非ズ︒

リテ引返シ來リ︑︵略﹀︒

十2210図

ひしを︑︵略V︒

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給

十175図

て

十142︹図團園

線の笹子峠にあり︒

せん

十210図

あり︑︵略V︒

九958図

騨寺湖あり︑︵略﹀︒

ぜんじ

九955図

光の廟あり︑︵略V︒

みつ

九952図

之を過ぎて辞弁あり︑︵略﹀︒

は︑︵略﹀との意なりとそ︒

タマシ貯金センが爲二必要 九944図

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ

あり︒

り︑︵略﹀︒

筑紫へ下る道に︑昔より相 九951図

ムベキ黒字アラズ︒

り︒

九817図圃

のはてに住む身に近くあり︒

九813國

る秋あり︒﹂

九802図團

つる秋あり︒﹂

攣り改るを︒花咲く春あれば︑葉落

九802図圃

知りし騨長ありて︑︵略V︒

飲食に注意し︑︵略﹀︑なほ 九7910図

かばかりの大功ありし人

病にか︑らば︑是我が罪にあらず︒

九6110図

故︑︵略﹀︒

九639図

ばなり︒

小差は︵略﹀︑凡そ少しに

九646國 是我等の周團に空氣のあれ
九649図

てもすき間ある所には︑必ず存在せ
ずといふこと無し︒

是茶わんの中に空氣あり

て︑水の進入するを防げばなり︒

九653図

若シ今ノ世ニモナホカ・ル

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

タトヘバコ・二漁夫アリ

強き時は︑却って火の消ゆることあ

九6510図 然れども空氣の流通鯨りに 九881國

九882図

ナラン︒

︵略﹀立退きたる者もこ

るべし︒

九729國團

テ︑︵略V︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタ
貨幣トシタル物品ハ︵略﹀︒

れあり︑同夜は近村 の ． 者 一 人 も 眠 に

九893図

リトセヨ︒

︵略V︑川上の堤防切れ︑

つきたる者これなく 候 ︒

貝・毛皮・穀物・牛等ヲ用ヒタル

九741圓團

隣村は大半水中にあり︑救をもとむ

質ル・買フ︑財産ノ財︑

コトアリ︒

ハ︑︵略﹀︒

貨・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九903図

川あり︒

九937図

だいや
日光の市街釜くる所に大谷

現今我が國ノ貨幣ニハ金

貨幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アル

九894図

る 聲 か ま び す し く 候故︑︵略﹀︒

害 こ れ あ り 候 へ ど も︑︵略﹀︒

九747圓團 田畑の作物には多少の損
九752國團 死者四人︑傷者四五十人
︵略V能ハザル者ノ翌翌ハ︑

もこれあり候︒

九7610図

郵便切手池月リテ貯金スル便利ナル
方法アリ︒

リ︒

九774図 丁銀行二貯金スル方法モア 九942図 ︵略﹀︑表門を入れば五重塔

あり
あり
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存候︒

十594國圏

何か不都合なる事あり

て︑罰に害せられた る 者 は ︵ 略 ﹀ ︒

アリ︑︵略V︒

十608図 足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ

其 ノ左右上下更に無数ノ坑

カウ
十6110図 此ノ銅山ニハ数箇ノ大坑道
アリ︒

十62ーロ︒凶
道アリ︑︵略V︒

選鑛子馬ハ種々ノ機械ア

︵略﹀︑又上下二通ズル大ナ

ル竪坑アリ︒

タテカウ

十621図

リ︑︵略V︒

十627図

アリテ︑
︵略V︒

口
十6210図
製煉場ニハ殊二大イナル櫨

十682國英國東海岸の一島に燈毫あ
り︒

十684図 ︵略﹀︑此の燈豪附近の岩の
上に乗上げたる帆 前 船 あ り ︒

十689図燈壁番の娘にグレース︑ダ
ーリングとて心やさしき少女あり︒

十716図 ︵略﹀に程近き寺院の庭上
︵略V︒

には︑ 右手にかいを握れる少女の銅

像あり︑

十719図地球の内部には熱氣あり︒
十722図 ︵略V︑即ち温泉なり︒絶え
ずわき出つるものと︑ 時を定めてわ
き出つるものとあ り ︒

十723國温泉のわき出つる盧はおほ
む ね 火 山 の 附 近 に 在 り て ︑ ︵略V︒

あ り ︑ 味 あ り ︑ 色あり︒

十725図其の湯には大抵一種の臭氣

其の湯には大抵一種の臭氣
其の湯には大抵一種の臭氣

あり︑味あり︑色あり︒

十725図
十725図
我が國は火山國にして︑全

あり︑味あり︑色あり︒

十7210國
國到る虚に温泉あり︒

い

か

ほ

り︑︵略﹀︒

十827図

タツタ

十984國

十992図

リ︒

法隆寺ノ附近ニハ廣瀬神

ニワウ

初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

ハ セ

︵略V︑今は︵略V︑中には 社・龍田神社アリ︒
オホミワ
十989価︒凶 コ︑二官幣大社大神神社ア

小學校教員となれるものもあり︒

されば北海道奮土人保護法

と構する法律ありて︑︵略﹀︒

十8210図

アリ︑︵略﹀︒

︵略Vトイフ梅ノ木一書ノ

晒飴ル長廊アリ︒

ラウ

︵略Vに志する講話これ 十994図 ︵略﹀︑仁王門ヲ入レバ野間

金剛山下に患士あり︒

こんがうせん

十901図圃

十733図 中にも最も世に知られたる 十906國團
あた
あり候︒
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱
み

リ︒

十醜1図

アリ︒

社殿肚麗ニシテ︑關西日光

カマタリ

社殿ノ後ノ山ニハ鎌足ノ墓

多福峯ヲ西へ下レバ岡寺ア

スヰゼイ

又近ク緩靖天皇ノ御陵ア

十皿5図 又畝傍山ノ東南二橿原神宮

リ︒

十皿2図

ノ御陵アリ︒

ジンム
畝傍山ノ東北ニハ神武天皇

十血2□︒凶

アリ︒

十㎜8國

ノ稻アリ︒

十獅7図

社ノーノ鳥居アリ︒

廊ノカ離心ラニアリ︒

十9910図 長廊壼キテ本堂アリ︒

十999︹図

整理の必要これあり寝様存ぜられ候

御村も︵略﹀田地少く︑

間︑︵略V︒

十911圓團

道後は献詠の伊豫にあり︒

よ

熱海は伊豆の東岸にあり︒

櫻井町ヲ南へ去レバ談山神

三輪町ノ南二櫻井町アリ︒

い

十734國

十卿2図

海・伊香保等あり︒

十744図

十鵬5図
仰の如く本村にも耕地整

奈良山巾街ハ奈良停車場ノ東

堂塔二二ノ撒百七十五ア
︵略V等ノ敷地ハ皆昔ノ興

三笠山ハ此ノ神社ノ後方ニ
ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマ

十963図

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

リシ地ニシテ︑ ︵略﹀︒

十瑚9図 大和國ハ久シキ間皇都ノア

ざわう

十一24國 吉野の町に入れば藏王堂

アルベシ︒

ンニハ︑ 幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感

東大寺ノ境内二正倉院ア 十鵬2図 名所・奮蹟ヲアマネク尋ネ
︵略﹀︑西ニハ西大寺・藥師
寺等ノ堂塔アリ︒

十978國

リ︒

十972図

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︵略﹀︒

テ︑都ニアリシ時此ノ無二出ヅル月

テ︑︵略﹀︒
アベノナカマ

十963図

アリ︒

十962図

福寺ノ境内乱撃リ︒

十952図

リ︑︵略V︒

十948図

ニアリ︒

十㎝四ーロ蔚凶

理の必要これあり︑︵略V︒

十925國團

十749國 伊香保も亦古くより知られ 十923圓團 來る八日講話會これあり
はるな
たる温泉にして︑榛名山のふもとに
候由にて︵略V︒
あり︒

十757図全身二二百鯨ノ骨アリ︒
十759図胸ノ左右ニハ肺アリ︒
十7510図
爾肺ノ間二心臓アリ︒

リ︒

十763國腹ノ中点ハ胃ト腸トアリ︒
十766國此ノ外腹ニハ種々ノ内臓ア
十767図身艘ノ最上部ナル頭ノ中二
ハ拶アリ︒

十771図目・耳・鼻・ロバ何レモ麟
二二キ位置二品リ︒

十776図スベテ重要ナル機關アル部
分ハ︑ ︵略V︒

十781図強キカヲ要スル部分四一強
キ筋肉アリ︒

十819図あいぬは︵略﹀盛大なる儀
式を行ふことあり︒

き︒計算をもなし得るものあるに至

十826國 ︵略﹀︑今は︵略V︑讃み書
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あり︒

︵略﹀︒

十一24図

りん

十一34図
輪寺あり︒

堂前四本の櫻ある庭は
にょい
︵略﹀向ふの山腹に如意

醐天皇の陵あり︒

十一39図寺の上の小高き所に後干
十一310図 天皇のこ﹂に行幸ありし
︵略﹀︑北方の天を望み

より三年︑︵略V︒

十一310図
て崩御ありし御心事を察し奉れば︑
︵略V︒

きん

十一43図本道を更に南へ進めば︑
みくまり

庭園を以て名高き竹林院あり︒

十一44図心進めば︑水分神社・金
ぷ
峰神社等あり︒

十一46図吉野山は︵略﹀︑到る慮
三斜あらざるなし︒

︵略V︒

おう じ ん

十一410図 吉野には古く離宮あり︑

な ら

十一51図 ︵略︶︑四神天皇の頃より
奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

︵略V︒

十一51図 ︵略V︑山城へ遷都ありし
後は其の事絶えたり︒

十一57図蜜蜂は︵略﹀︑ 一群の総
里中には必ず雌鳥・雄

数数萬に及ぶものあり︒

十一57國

蜂・働蜂の三種あり︒

十一69図 働蜂中には蜂の集め肖る
蜜を検査する辛々掛あり︒

十一610國 又之を受取りて貯ふる貯

蓄掛あり︒

怠りて持蹄らざるものあ

働蜂の武器は艦の後方に

女王の任務は卵を産むに

れば︑検査掛は内に入るを許さず︑

十一71図

︵略﹀︒

十一75図
あり︒

十一86國
ある鋭利なる針にして︑︵略﹀︒

な

もむきあり︒

高く鼻つくいその香
幾年こΣにき急へさる

に︑不断の花のかをりあり︒

十一223図圃
十一233図圃

鐵より堅き一のひふあり︒

二物相待つに非ざれば用

を志し難きを﹁︵略﹀︒﹂といへども︑

十一251図
︵略﹀︒

︵略﹀︑荷車には人の引く

和船の大なるは五百石

西洋形の帆前船には二
︵略﹀は︑今日の完備せ
︵略﹀︑今や列車の速度

十一301図

國名ヲ以テ名ヅケラレタ

ア キ

山ノ名ヲ附シタルモノニ

ルモノ皇嗣︑安藝・︵略V等アリ︒

十一303図

三笠・︵略﹀等︑ 川ノ名ヲ附シタル
スミダ
モノニ隅田・︵略﹀等アリ︒

風ノ名ヲ負ヘルモノニ神

風・︵略﹀等アリ︒

十︸307図

ハ初雪・︵略V︑ 其ノ外︵略﹀等ア

十一309図雨ニハ春雨・︵略V︑雪ニ

リ︒

等アリ︒

十一3010図 季節ノ名六天初春・︵略V

あんぴん

十一463國

其ノ艦贈三大小ノ差アレ

以上ノ外︑尚︵略V等ノ

たんすゐ

南部の打狗港と淡水・

たかお

し な

︵略V︑其の外支那形船

︵略V︑心の攣ることもあ

の一子に熊王といふ者あり︑︵略V︒

十一416図此の時討死せる宇野六郎

得るものもこれあり候由︑︵略﹀︒
う の

尺蝕︑一樹にて千五百尺〆の材積を

十一402魍團 ︵略﹀︑中には直脛二十

ものこれあり︑︵略V︒

十一392圓團竹にも直径一尺以上の

これあり候︒

に限りて許されたる激多の開港場も

十﹇375虫垂

場にこれあり︑︵略︶︒

基隆・安平の三港とは本島の四開港

きいるん

十一373圓團

如キ特別任務ヲ有スルモノアリ︒

十一352図

ドモ︑何レモ︵略Vスルコトヲ得︒

十一333國

テ敵ノ主力ト戦フコトアリ︒

︵略V等其の目的により︑ 十一333図︵略V︑時二戦艦ト合同シ

れども︑︵略V︒

十一272図

り︒

軍事上に用ふる車には︑
︵略﹀も決して座上の空

諸子ハ数多アル我が軍艦
ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一299m囚

談にあらざらんとす︒

十一296図

砲車︒材料車・甲虫車等種々あり︒

十﹇2810図

しちよう

は一時聞七十五哩以上に及ぶものあ

十一282図

る機首車にくらぶべくもあらず︒

十一277國

本二二本の橋あるもあり︒

十一273國

本・三本の橋あるもあり︒

西洋形の帆前船には二

積・千石下等ありて︑近海を航行す

十一271図

大小・構造千差萬盲あり︒

十一2610國

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

十一256図

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

此の頃備前の國に孤島高 十﹁256図 ︵略﹀︑荷車には人の引く

徳といふ武士あり︑︵略﹀︒

十︻139國
︵略﹀︑笠置も落ちたる由

風聞ありしかば︑其のま＼にて止み

十一141図

たり︒

﹁﹃志士・仁人は生を求

めて仁を害することなし︒身を殺し

十一145図園

︵略V︑心ある者どもいつ

て仁を成すことあり︒﹄とかや︒

十一148図

はんれい

し

主上は詩の心を御さとり

時︑苑蓋無きにしもあ

れも此の議に同ず︒

らず︒

十一161図面

十一164図

ありて︑︵略﹀︒

是は昔︑支那に呉・越と

本土の西︑近く九州と相

いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

十一167図

︵略﹀︒

十一175図

瀬戸内海には︑到る慮に

接せんとする所︑下關海挾あり︒
十一1710図

瀬戸内海には︑到る塵に

岬あり︑湾あり︑︵略﹀︒

十一1710図

︵略﹀夜景も亦一段のお

岬あり︑濁あり︑︵略V︒

十一201図

あり
あり
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るべきかとて︑其の後は一度も院の
門外へは出でざりきとそ︒

トアレバ︑︵略﹀ ︑ 心 中 ノ 苦 ヲ 如 何 ニ

十一529図内二省ミテ︑ヤマシキコ
セン︒

︵略﹀︑ムシロ不愛敬ナリ

テ笑フベカラザルコトアリ︒

十一534図︵略﹀︑時ト場合トニヨリ
十一544國
トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

十一638圓團 覧て準備の都合もこれ
有り野間︑︵略﹀︒

身を立て︑父母をあらは

一

︵略Vも︑唯此の二十萬時間

十一682︹図
すも︑
を利用するとせざるとにあり︒
百歳の長命を保ちて︑

生を坐食に費す者あり︒

十一683図

十﹇684國 二三十戯の短命にして美
名を萬世にと皮むる者あり︒

十一693図 然れども人の勢力には限
りあり︒

﹁時は金なり︒﹂といふ古

我衣食の費をいとふに

物の償は効用あること

に牧穫蟻といふものあり︒

十︸906図

と︑随意に得られざることとにより

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

物の債は︿略﹀金額に等

人なるときは︑︵略V︒

十一934図

しからんとする傾きあるものなり︒
故に随意に得られざるも 十一939図 ︵略V他の職業に二一す

て生ずるものなり︒
﹁先に書がきたる檜の 十一908図

愚拙も所用ありて京へ

あらざれども︑︵略V︒

十﹇723國園

上り︑︵略V︒L

十一725図圏
十一7410図圏

る人も靴屋の利盆あるを見て︑之に

供給に限りある

のなりとも︑効用なきものは慣ある

とよはら

︵略﹀︑供給に限りある

即ち供給に限りあるもの

︵略﹀︑海岸も海水厚く

たらいか

をつと
ここに集る艦舳

多來加湾頭に小さき海

所在地豊原あり︑︵略V︒

へう

十一996圏団

︵略﹀

豹島あり︑︿略﹀︒

十一998塵溜

︵略V︑又山脈の爾がは

には石炭層各所にあり︑︿略V︒

十一蜘6國国

候︒

獣は敷千頭にも達することこれあり

せい

かい

十一974國團 ︵略﹀︑こΣに樺太磨の

り候へば︑︵略﹀︒

凍結し︑流氷の流れ当る事もこれあ

十一961圓團

は一定の償なしといふべし︒

十一952図

決して安くなることなきなり︒

︵略﹀︑需要の減ずるに非るよりは︑

物︑ 例へば︵略﹀などの如きは︑

十一9410國

物などの如きは︑︿略V︒

物︑例へば︵略﹀古人の書叢・古器

︵略V︑

ことなく︑︵略V︒

日光・空氣の如きは︑

されど水は大都會など

十一948図

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか﹂り

ることなし︒

十﹇909図

ることなし︒

︵略﹀︑飾にも軍用にもな

十一922m図

︵略Vに産する蟻の一種 十一926図

之に反して︑同様なる質

るときは︑︵略﹀︒

ありて︑之を買はんとする人五入あ

ニシテ大志アリ︒

リウビ
十一鯉3緬己凶 劉備ハ渾い朝ノ末流︑英明

き事は多々これ有り候︒

例へばこ﹂に一戸の費家 十﹁瓢3國團 ︵略﹀︑今後尚着手すべ

るときは︑︵略﹀︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ

十﹇921図例へばこ＼に一戸の費家

り︒

にては︑時として償を生ずることあ

十一916図

債あることなし︒

︵略V︑之を買ふ必要なく︑随って亦

十一914図

く︑随って償あることなし︒

らざるものならば︑之を買ふものな

十﹁912図

ざるものなりとも︑︵略﹀︒

り︑極めてまれにして随意に得られ

十一9010図

例へばこ＼に一種の石あ

とも︑随意に得らる﹂ものは亦慣あ

︵略﹀︑効用あるものなり

とも︑随意に得らる㌧ものは急潮あ

︵略﹀︑効用あるものなり

しが︑︵略﹀︒﹂

我が國には歎多の四布あ

市を出でて橋を渡れば長
せじり

此の川上に瀬尻村あり︒
コレニハ細小ノ針金ニ

十﹇908図

韓業するに至るべし︒

十一757図
り︑︿略﹀︒

更に川に沿ひて上れば︑

︵略﹀︑一條の谷川あり︑

±讐図継佛騒馨山には四＋八
瀧あり︒

十一7610図
︵略V︒

十一772図

ナイヤガラ爆布は︵略﹀︑

神戸市に近き布引瀧は雌

かうべ

第二の瀧あり︒

十一774図
雄二漫あり︒

十一7710図

左漫は幅三百蘇丈︑右漫は百鯨丈︑
︵略V︑大地も爲にふる

高さ各約十六丈あり︒

良村あり︒

十一795図

に盛れる水解に波紋を生ず︒

ひ︑﹁附近数百歩の地にありては︑器

十﹇6910図 若し過あらば︑深く之を 十一783図
悔いて︑︵略﹀︒

十一7010図

言あれども︑︵略V︑時間は金銭より
も貴し︒

︵略﹀︒

ニアラズヤ︒

十一874図

十一8910﹇囚

機械ノカバ驚クベキモノ

テ作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑

十一8410m囚

十一712図 ︵略V︑今日の如く通信交 十﹁796図
通の機關⁝獲達し ︑ 社 會 の 活 動 敏 速 な
る 時 代 に あ り て は ︑︵略V︒
さか ひ
十一716□︒凶 泉 州 堺 に 一 日 寺 と い ふ 寺
あり︒

十︻719図南の絶をかける書工久し
く 此 の 寺 に 寄 食 し てありしが︑︵略﹀︒
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十﹁皿5図此ノ時諸葛孔明トイフ人
アリ︑︵略V︒

十一醜5図 ︵略V︑民間二在リテ耕作
﹁我ノ孔明アルハアタ

ヲ 事 ト セ シ ガ ︑ ︵ 略V︒

十﹁期10図園

カモ魚ノ水アルガ如シ︒

十日期10図囹﹁我ノ孔明アルハアタカ
モ魚ノ水アルガ如 シ ︒

ル モ ノ ハ 人 心 非 ズ ︒﹂

十﹁脳7図書﹁出師ノ表ヲ見テ泣カザ
十一皿7図 我が村には戸数三百︑人
口千四百蝕あり︒

十﹇m8図 村の財産家に渤業に熱心
なる人あり︑︵略﹀ ︒

ば︑其の代金にて︵略︶を買ふに鯨

十一皿2図 何れの家にても卵を誤れ
あり︒

十一皿7図 村役場と學校とは相並び
て村の中央に在り ︒

十一m8國 十年暴風雨の爲に不作な
りしことあり︑︵略﹀︒

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十一価1図 青年の世風を養ひ︑智徳

︵略﹀︒

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

十二29図 祖宗の大業を承けて︑明
きに非ず︒

十二45図 學問を修むるにも︑事業
に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
﹁皇國の興慶此の一戦に

の目的は達し得らるべき︒

あり︒

十二58図

十二61図

︵略﹀︑東郷司令長官は

︵略﹀︑上村艦隊と共に先頭にある敵

︵略V︑敵の艦列忽ち齪

の主力に重り︑︵略﹀︒

十二67図
一二天皇陛

れ︑早くも戦列を離るΣものあり︒
7︵略﹀ハ︑

下ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ

ミ イ ツ

十ニー08m図団団

人爲ノ能クスベキニアラズ︒

日々の天辺は我等の生活

︵略V︑全國に凡そ百箇盧

我が國には東京に中央氣

に大なる關係あり︒

十ニー64図
十ニー67図
象豪あり︒

十ニー69図
の測候所あり︒

我が國及び附近に風雨の

ゑんすみけい

︵略V︑圓錐形を以て暴風

又一地方に荒模様ある時

おそれある時は︑︵略﹀︒

十ニー81國
夏帯ー83図
は︑︵略﹀︒

十ニー87國

雨のおそれあるを示す︒

諸子は︵略V天意圖を見
鳥居勝商といふ者あり︑

たることありゃ︒

乱坐ー93図
十二276図
︵略﹀︒

徳川・織田ご公大軍を

﹁さもあらん︒﹂と

十二286図圏 ︵略V︑一老兵のいふ︑
すゴき
﹁︵略﹀︒ ︵略V鰭の縄にふる＼なら
ん︒﹂といへば︑
て止む︒

十二302図囹

ぞ

率みて︑既に出撃せらる︒團の解け
んは二三日の内にあらん︒L
え

上毛図形名︑蝦夷を討

かみつけぬのかたな

十二309図

につたよしさだ

たかなが

ちて利あらず︑兵皆四散せしかば︑
︵略﹀︒

新田義貞︑尊良親王を奉

じて越前國金崎の城に在りし時︑

ゑちぜんのくにかながさき

十二315図

︵略﹀︒

せるは︵略﹀︒

尚三子あれば更に再

十二3110図囹 ﹁二子の君の爲に戦死
翠を圖るべし︒﹂

てう

りん

︵略﹀を噴出す︒

但し此の噴孔は時々其の

山中に

烏帽子岳は其の西南方に

位置を攣じ︑其の勢力にも消長あ

十二4110図

り︒

十二421図

阿蘇山は︵略V︑

在りて︑︵略﹀︒

十二424図

其の破裂するや︑︵略V

多くの噴火口及び温泉あり︒

品︒

古來瑞穗の國の名ある所

現今我が國の耕作地は

我が國の農業は︑決して

︵略V︑大いに荒地を開

世には農業を以ていや

農業に從事するものは多

からふと

生綜え無二の輸出

農産牧入曽褐れど︑小

女訊をの入らぬ林あり︒

さき癒の吐出す

十二4810図圓

り

十二484國圃 ︵略﹀樺太・豪湾太古よ

吸し︑︵略V︒

く野外にありて︑漕潔なる空氣を呼

十二471図

ず︒

しき職業の如く思ふものなきにあら

十二469図

き︑美田を増すの必要あり︒

十二462口︒凶

現状を以て満足すべきにあらず︒

十二458図

牧畜に適せざるにあらず︑︵略﹀︒

十二454ロコ凶 是我が國﹇の氣候・風土の

︵略﹀凡そ五百五十萬町歩あり︒

十二444図

以なり︒

十二441図

出することあり︒
みつほ

ようがん
飛散し︑又之に次ぎて眞紅の熔岩噴

凡そ婦人の道は夫を助け 十二4210図
て家政を治め︑子に教へて家名をあ

十二335図

げしむるに在り︒

︵略﹀︑時に臨みて心凱

れ︑氣まどひて︑見苦しき行を爲す

十二339図
ことあらん︒

らず︒﹂

な

支那の服忌といふ國に藺

﹁嘉明に如く者はあら

十二377図圏 ﹁年老いて其の任にあ

し

十二379國囹
じ︒﹂

しやうじよ

十二386図

しん

相如といふ賢臣あり︒

敵陣秦に離して功ありし
然れども強秦の兵を趙

かば︑趙王厚く之を用ふ︒

十二387図
十二393図囹

︵略V︑其の西にある高岳

國に加へざるは廉頗と我と二人ある
が爲なり︒

十二411図

︵略﹀︑其の西にある高岳

は高さ千六百九メートルあり︒
十二413図

中塗は︵略﹀︑深さ百二

は高さ千六百九メートルあり︒
十二418図

十五メートルあり︒
こう
内に二箇の噴孔ありて︑

十二418図

あり
あり
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十二517図 同一國民ノ嗜好ニモ時時
々ノ善書アリ︒

︵略﹀スルが如キハ︑

正

十二524図 信用ノ二子正直ニアリ︒
十二532図
直ナル商人ノ爲スベキ事ニアラズ︒
こだま

の ぎ

十二547図 市街に大山通・見玉町・
乃木三等の名ある は ︑ ︵ 略 ﹀ の 記 念 た

り︒

り︒

全然移住せし例は︵略﹀︑

古來此の地方にありし黒色の鼠を全

十二664図

︵略﹀︑山あれば越え︑河

く追梯ひしことあり︒

十二669図
あれば泳ぎ︑︵略V︒

︵略V︑山あれば越え︑河

あれば泳ぎ︑︵略V︒

十二669図

︵略﹀︑遠く之を望めば︑

︵略﹀︑列後に在るものは

︵略V︑自ら省みてやまし
し

十二769図

熱湯の海ありと語る者︑
︵略﹀︑舟を呑む海獣あり

︵略V︑口々に語り合へり︒
十二7610図

︵略﹀︑朝の二時頃﹁陸﹂

と談ずる者︑︵略V︑口々に語り合へ
り︒

十二791図

四十七士の統領たる大石

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

十二864図
よしを

あり︑︵略V︒

︵略﹀其の例数ふるにい

在り︒

孟子︵略V︑戦國争奪の世

道を行くにも︑︵略Vに

に在りて︑專ら聖人の道を講ぜり︒

十二969図

十二991図

︵略V︑他人の安眠をさま

も︑自ら公衆に封ずる禮儀あり︒

たぐるが如きは︑文明國民の遇すべ

十二994國

きことにあらず︒

︷略﹀等の交通双双︑︿略﹀

等の公共管造物に在りては︑敏速と

十二999図

規律とを尊ぶものなれば︑︵略﹀︒

我等五千萬の同胞は常に

十二9910図 ︵略︶︑之に必要なる諸種
とまあらず︒

十二901口口凶

の規則あり︒

ども︑︵略︶︒

其の土地に廣狭の差あ

其の土地に廣狭の差あ

り︑其の組織に繁簡の別ありといへ

十二麗3國

の用意あるべきなり︒

行の間にも︑大國民の品格を畳むる

大帝國の國民たるを思ひ︑一言・一

十二904図

若し家内に傳染三等にか

家内には老人あり︑子供

家内には老人あり︑子供 十二皿10國
あり︒

あり︒

十二905國
十二909図

＼るものあらば︑近虞・隣へ叙して
も申しわけなく︑︵略V︒

り︒

十二鵬5図

凡て制度の運用は人にあ

ども︑︵略V︒

り︑其の組織に繁簡の別ありといへ

主婦は老人にいたはりか 十二瑚4図
しっく外︑幼児を育て上ぐる大任あ

十二912図
り︒

﹁魯孔子を用ふ︒或は

齊を危くすることあらん︒﹂

十一一949図囹

︵略V︑國家に勲勢あり又

は學識あるものより勅任せられたる

︵略﹀︑母たまく機上に 十二餅5図

帝國議會の主要なる任務

もの︑︵略V︒

は重重あるものより勅任せられたる

十二鵬5國

孔子は禮に反せるものありとて之を
﹁君子は過あれば謝す︒

もの︑︵略﹀︒

十二956図園

︵略﹀︑孔子の道を傳へて

十二966図

大賢の名あるは孟子なり︒

十二963図

止めしむ︒

遠き慮なければ︑必ず近 十二952図 ︵略V戯樂を奏せしかば︑ 十二鵬5図 ︵略V︑國家に勲螢あり又

害あるも一利なし︒

十二712雪 ︵略V自ら苦しむは︑百

り︒

十二705國 ︵略V︑樂あれば必ず苦あ

り︒

十二705図 ︵略V︑樂あれば必ず苦あ

︵略﹀︒

十二705図 苦あれば必ず樂あり︑

︵略﹀︒

十二705図 見あれば必ず樂あり︑

更に一物をも食ふこと能はず︑︵略V︒

十二698図

肚観を呈することあり︒

あたかも洋々たる江流を見るが如き

︵略﹀奉天は︑︵略﹀︑肥満 十二695図

十二5410図 大連より︵略Vを経て︑ 十二674國 ︵略V︑食物を追うて其の
良雄は初め京都に在り︒
れうやう
さつま
北へ進むこと約二百哩︑遼陽あり︒
居を轄ずるは珍しきことにあらず︒
十二866図 薩摩の士に喜劔といふ人
十二555図

南満洲の支線としては旅

洲鐵道中央停車場のある慮なり︒
十二565﹇図

大連・

管口は一に牛荘港と構

順 線 ・ ︵ 略 ﹀ ・ 安芸線あり︒
にうちやん

十二572図
安東縣は︵略﹀︑

し ︑ 遼 河 の 河 口 にありて︑︵略﹀︒

十二587國

螢口と相並んで︑南満洲の三大門戸
倫敦にはテームス河︑巴

と稔せらる＼日あるべし︒
十二593口凶

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー
ルーブル博物館は名書・

河ありて︵略﹀︒

十二649﹇囚

古彫刻最も多く美術博物館として世
界無比の名あり︒

十二656図 猫聖帝國は︵略V︑ 首府 十二716図
き憂あり︒
おほかみ

十二724図
や

の肚観の未だ英七二國に及ばざるも
し

そ

まくら

﹁身幅をくらひ︑水を
止み亦其の中に在り︒

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

ひぢ

十二726図囹

き所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

のあるは固よりあやしむに足らず︒
う

十 二 6 5 1 0 図 ︵ 略V︑露西亜の狼は︵略﹀︑
どいつ

︵略﹀︑古過湿の地方にあ

中部誌上にまで軋りしことあり︒

十二664図

りし黒色の鼠を全く追彿ひしことあ

43
ある

ありがたい

有りがたい

肉ーウ︾

う

イ

ありがたい

は法律及び歳出・歳入の豫算を議定

︵略﹀︑﹁かしこに行き

て︑彼の書師の有檬を見給へ︒﹂と

十一729図囹

ささやくに︑行きてうか買へば︑障

三667圓﹁ウラシマサン︑コノア 五206囹 母は︵略﹀といひました︒

子に身を寄せて︑様々に姿を憂へつ

二94園

﹁ドウゾオアガリクダサ
イ︒﹂﹁アリガタウゴザイマス︒﹂

めくらは杖を受取って︑
﹁あ﹂︑ありがたうございます︒

六636圃囹

有様・▽おん

軍人となって︑いくさに出

ありさま︻有様一︵名︶9

九195圏

ありさま
たのを男子の面目とも思はず︑其の

五風十雨といって︑五日毎の

有檬は何事だ︒

九672

萬事此の有檬なれば︑一

村は一家の如く和合して︑二十年來

十一獅6図

︵略V︑無二無三に攻撃せ

未だ一人の犯罪者をも出したる例な

し︒

しかば︑敵艦隊は四分五裂の有檬と

十二78図

なれり︒

あ

阿里山の檜材は世界

り

あ り
ありさん﹇阿里山︼︹地名︺1 阿里山

無比の良材と禰せらる＼ものにて︑

十一399國圏

有馬

母せとくたにありたきよみずさ

︵略﹀︒

ありた

つまやき

温泉の多きこと︵略︶︒中

い

か ほ

ある

或

道後に次ぎて早く世に知ら

れたるは有馬の温泉にして︑京都・

十738図

あいぬの風俗は︵略V︒其 等あり︒

後・有馬︑東に箱根・熱海・伊香保

あたみ

にも最も世に知られたるは︑西に道

十733図

ありま﹇有馬﹈︹地名︺2

︵略V︑一時ハ赤貧洗フが如

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有
檬である︒

十805図

の衣服・食物・家屋の有繋に至りて

アル

大阪に近ければ︑浴客多く集り︑す

こぶる繁榮せり︒

ある﹇或︼︵連体︶65

雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物

も異なる所多し︒

ル有檬モオモヒ見ルベク︑︵略V︒

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇肚ナ

十一311図

㌧履起する様なり︒

おはなは戸だなの中から一番大きな

ありがとうございます﹇有難御座一︵感︶

がたう︒

さらを持って來ました︒母は﹁あり

角ーク︾

有

キ欝欝トナレリ︒

磨る八日講話會三れあ 十431図

御見舞状有りがたく拝讃

たうございます

オマツハツリヲワタシ 2 アリガタウゴザイマス ありが

アリガタウゴザイマスガ︑

ヒダハアリガタウゴザイマシタ︒

︵略﹀︒

見事な桃をたくさんおおく

テ︑﹁毎ドアリガタウゴザイマス︒﹂

四266囹

︵略﹀︒

テ︑

三702園﹁イロイロォセワニナツ

するにあり︒

るときは︑二半議會の協賛にあら

十二鵬2図 若し雨院の決議一致せざ
ず︒

十二m4図 ︵略﹀︑其の後時世の移り

攣るに連れて︑兵制にも攣遷あるこ
と︑︵略﹀︒

十二m6図勅諭は︵略V︑ 復古の政
七684国

り下さいまして︑有りがたう存じま

と共に陸海軍の今の制度を定め給へ
す︒

御爲眞をありがたう︒

る二食を詳に御諭しあり︑︵略V︒

八117團

︵略﹀︑一週間もおひまをい

存じます︒

ただきまして︑まことに有りがたう

八666国

十二m10図 平生より此の畳悟なきも
のは︑時に臨みて或は不畳の名を取
ることあらんと戒め給ふ︒
十二皿10図 さはあれ︑生涯には大勇
と小勇との匠別あり︒
し 有り難し

十二皿10図 血氣にはやりて︑粗暴の ありがた・し︻有難﹈︵形︶3 有りがた

所行あるものは小勇の人にして︑眞

候︒

十一6210國團

りがた涙

ありがた

びまして︑有りがた涙をこぼして居

八668團
ります︒

ありがとう﹇有難一︵感︶1

を畳え下司︒

を成して草取を爲す有檬は殊に興味

二342

アル日トモダチニユミノ

旨旨ガアリマシタ︒

病中の祖母も大そうよろこ 十一385圓團 耕作に水牛を使用する 二332 ムカシアルトコロニ︑タ
くわんとん
ヤハタケヲタクサンモツテヰ
様も珍しく︑又平田に廣東婦人が隊

ありがたなみだ﹇有難涙﹈︵名︶1

下され候はば︑有り難く存じ奉り候︒

御多用中恐入候へども︑御参列成し

︵略V法會相管度候間︑

り候由にて御誘ひ下され有り難く存

十923國團

仕候︒

九721國團

血氣にはやりて︑粗暴の

正の軍人にあらず︒
十一一鵬1図

所行あるものは小勇の人にして︑眞
︵略﹀大いなる順逆を誤
ふみまよ

正の軍人にあらず ︒
十二皿10國

り︑又は公道の理非に踏迷ふが如き

こと有るべからずと諭し給ふ︒

十二価9國 禮儀も亦軍に軍隊の間に

行はる﹂に非ずして︑此の心得な
くして如何でか日常の社會に立たん
や︒

十二m2図 此の五箇條は︵略︶︑軍
アリガタ

人として始めて守るべき事に非ず︒
ありがた・い﹇有難︼︵形︶6

ある
ある

44

ジマンヲシテ︑︿略﹀︒
とがするから︑見上げると︑︵略﹀︒

よそからかへって罷る道で︑にはか

二502 ムカシアルトコロ ニ︑ヨ 五458 ある日友吉と音次郎の二人が

イオヂイサントワルイオヂイサ
に雲が出て︑かみなりが鳴り出しま
昔ある國で大きな象の目方を
ある家のにはに大きな水がめ

があって︑雨水が一ぽいたまってゐ

六226

はからうとしたが︑︵略﹀︒

六204

した︒

．ンガアリマシタ︒

アル日犬ハオヂイサン

ノタモトヲクハヘテ︑︵略﹀︒

二512
三347 あるばんまさをははは
といつしょによそからかへっ
てきました︒

ある日主人は朝から用たしに

やう︑︵略V︒

其の頃イギリスのある會社

の一水兵が女手の手紙を讃みながら

九189 ︵略﹀︑ある田口が軍艦融も灘

ある土人の如きは氷を以て

八82エ図

あるものは頭大きくまるく

して︑し﹂の如く︑あるものは顔長

七606図

家を造りて住めり︒

あるものは頭大きくまるく

くとがりて︑狐の如し︒

七607図

して︑し玉の如く︑あるものは弓長

泣いてみた︒

で︑馬車鐵道をこしらへようといふ

九3310

にく略﹀かごをかけおきて︑つかれ

話があったが︑︵略﹀︒

ある紅藍にては︑犬のくび

くとがりて︑狐の如し︒

たる旅人をすくはしむることあり︒

ンといふ者あり︑︵略﹀︒

七633図

水けを吹いてみることがあります︒

七833園

又ある時にはとび魚が甲板
の上へとび上ることもあります︒

かま
ある時は鎌をきたへてみた︒

九4410図

或時旅行先より手紙を送り

て︑︵略﹀と言ひっかはしたり︒

八十歳を越えて病を知ら

二上氏神のお祭に競馬の神事

或年選ばれた子供の中に︑す

サレバ何レノ國ニチモ︑世

ノ進ムニシタガヒ︑或種類ノ物品ヲ

九889図

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

ある時は釘をこしらへてゐ 九824

といふ事があった︒

九8110

に︑︵略V︒

ざる或老人に︑長生の方法を問ひし

九585図

コトニアザヤカナル艦色ヲ有ス︒

九568図或動物ハ之二反シテ︑︵略﹀︑

ンワリトイフ︒

八163図︵略﹀松下灘尼︑アル日時頼 九562図故二或地方ニチハ之ヲドビ

出たので︑︵略﹀るすをしてみると︑

昔西洋のある所に︑︵略V︑何

ヲ招待セントテ︑ス・ケタル障子ノ

た︒

八319

く世間話をしてみたが︑︵略﹀︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八199

ある日一人の友だちは︑この

不足なく暮してみた農夫がありまし

八191

破レヲツクロヒヰタリ︒

ある日信長が夜明け前に出か
又ある朝早く信長がかりに出
﹁︵略﹀︒﹂とよびます

ある年︑城のへいが世間ばか
りこはれた事がありました︒

六475

と︑︿略﹀︒

ようとして︑

六465

けようとすると︑︿略﹀︒

六462

︵略﹀ふでを買ひに來た︒

六298

シヲシマシタ︒

ントテツビンガメイ︿ジマンバナ

三456 あるばん一人の男がそ ました︒
七828園 ある時には鯨が頭から高く 九448國 昔アラビヤの或町にハッサ
らをむいて︑ながいさををふ
六245 アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ
りまはしてゐました︒

トヨンダノニ︑︵略﹀︒

三547 アル日母ガ﹁早ク︑早ク︒﹂

三654アル日ウミベへ出テ見
ソノウチニウラシマハ

ルト︑︵略﹀︒

三697
ウチヘカヘリタクナツタカラ︑
アル日オトヒメニ︑﹁︵略﹀︒﹂ト
イヒマシタ︒

四38一 アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑
︵略﹀︒

八321

た︒

てるると︑信玄は︵略V︑はさみう

﹁︵略﹀︒﹂と

ある雪の朝︑皇后は美しき

定メテ之ヲ伸ダチトシ︑︵略V︒

或時旅櫓ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑

日頃︵略Vト心ガケシガ︑

と仰せられしに︑︵略﹀︒

御庭の雪景色を御仁晃じて︑﹁︵略﹀︒﹂

アル日皇子︑寺ノニハニテ 十168図

等一同申し合せて︑胃に向っていふ

八696図ある時口・耳・目・手・足 十321図

合セタリ︒

ケマリノ會ラナシ給ヒ︑鎌足モ参り

八508図

いった︒

ある時の話に︑

︿略﹀︑アル年敵ノ大后高

カウノ

八332

ム︒

七242図
エタリ︒

ノ講義ヲセシ時︑︵略﹀︑トモシビキ

アル夜弟子ヲ心心テ︑書物

師直六万人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻

モロナホ

七56図

ちにしようとした︒

四526 アル日 ハマベ へ出テ見 六555 ある時謙信が山の上に陣取つ

ルト︑ ワニザメが居マシタカ
ラ︑︿略﹀︒

五13 ある時生馬のかはをはいで︑
︵略﹀へおなげ入 れ に な り ま し た ︒

五66 又アル時ドコカラトモナク一
羽ノ金色ノトビガトンデ來テ︑オ弓
ノサキニトマリマ シ タ ︒

五118 ある時上の方でさわがしいお

45
ある

ある

大イニ喜ビ︑︵略﹀ ︒

試ミニ之ヲ作りシニ︑其ノ結果甚ダ

十336図 昆陽ハ︵略Vト思ヒ︑或年
良カリキ︒

十一m7図

或年暴風雨の爲に不作な
或時齊の馬添公に告げて

りしことあり︑︵略﹀︒

十二947國
曰く︑﹁︵略﹀︒﹂と︒

タ︒

ランデヰルデハアリマセンカ︒﹂

二436囹コハサウナ目ヲシテ︑ニ

二447ココニハウメノ木ガタ

イフチカラノツヨイ人ガア

りマシタ︒

﹁おれよりちからのつ

三138 ︵略V︑ダレトスマフヲト
ツテモ︑マケタコトハアリマセ

ン︒

ヒバリハオリルトキニ

耳もありません︒

三222わたくしには口も目も

ヘ上沼リマセン︒

ハ︑ケツシテスノアルトコロ

三192

のドリル︺

よい人はあるまい︒﹂︹ひらがな

コウバイモア 三165圏

︵略﹀オトシダマ ニイタダ

コレニハウツクシイエガ

ンガアリマシタ︒

マコトニウツクシイデハ
アリマセンカ︒

三16

サクラノ木ハ︑ヨソノ
クニニハ︑コンナ増感クサンア

三26

リマセン︒

ウチニハネエサンが一

三26 アツテモ︑日本ノサクラ
ノヤウナウツクシイハナハサ
キマセン︒

三105

一人ヅツアリマ

ニイサンが三人︑オトウト

三237

牛にはつのがあるけれど

うまにはたてがみがある

も︑うまにはありません︒

三238

うまにはたてがみがある

けれども︑牛にはありません︒

三238

けれども︑牛にはありません︒

作ツタモノガタクサンアリマ

三301︵略﹀ザルカゴナド︑竹デ

ス︒

三304ソノホカ竹ノスダレモ

アリ︑竹ノカキネモアリマス︒

ムカシタイマノケハヤト 三305ソノホカ竹ノスダレモ

トイモウトガ

人︑
ス︒

三135

も︑うまにはありません︒

アツテ︑︵略﹀︒
三223 手もあしもありません︒
二495 ︵略V︑ハナサカヂヂイノォ 三225 まるいけれどもまりのや
ハナシガカイテアリマス︒
うにまんまるではありません︒
二504 ムカシアルトコロ．二︑ヨ
三
226 うこかずにるますが︑し
イオヂイサントワルイオヂイサ
んだのではありません︒
三236 牛にはつのがあるけれど

二494

イ日本ガーサツアリマス︒

二492

ガウエチアリマス︒

マノオヤシロニモ︑ウメノ木

︵略﹀︑ドコノテンジンサ

白イノモ

クサンアリマス︒

二454

ニオチテ︑フ

リマス︒

ッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ夢

二477

モリノナカニオミヤガ

大キナノモアリ︑小サナ

ウツクシイデハアリマセン

一354カドニハゴフクヤガアリ

アリマス︒

一252

一192ホンガアリマス︒
一194テホンガアリマス︒
一196フデガアリマス︒

十344 外國の或商會で新聞紙に店員 あ・る︻在﹈︵五︶鵬 アル ある 自一

五夜にはかの嵐に吹かれ

或人が主人に向って︑︵略﹀と

入用の廣告を出した ︒

たつねた︒

十347

十682図
て︑︵略﹀に乗上げ た る 帆 前 船 あ り ︒

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

十︻472 昔トルコの或大乱がアラビ
マス︒

二37

約束をした︒

十一482 アラビヤ人は後をふりかへ
カ︒

大キナノモアリ︑小サナ
︵略︶︑マルイノモ︑ホソナ

クルクルマハツテ︑クモノ
ミヅノゥヘ

モシナツデアツタラ︑ド

ドコノイヘニモカドマツ

ンナイロヲツケタデセウ︒

ニー95

モアリマス︒

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ

ニー82

スニカカルノモアリマス︒

ニー72

ガイノモアリマス︒

ニー67

ノモアリ︑︵略﹀︒

ニー66

ノモアリ︑︵略﹀︒

ニー65

りく︑絶えず追手と或間隔を保ち
ながら進んで行く︒

住持は心得ぬ事に思ひ

一節に次の様なことが書いてある︒

十一506 東人のアラビヤ旅行日記の
十一721図
て ︑ 或 時 書 工 に 向 ひ︑﹁︵略﹀︒﹂とい
へば︑︵略﹀︒

十一728図 或夜詰曾住持の居間に來
りて︑﹁︵略V︒﹂ と さ さ や く に ︑ 行 き
て う か 冥 へ ば ︑ ︵ 略V︒

十一931図 物の便はかくの如く需要
供給の關係によりて︑或時は高く︑
或 時 は 安 く な る も のなれども︑︵略V︒

十一932図 物の慣はかくの如く需要

二277

サンモツテヰタ人ガアリマシ

︵略V︑タヤハタケヲタク

ガタテテアリマス︒

供給の關係によりて︑或時は高く︑

二334

野 帳 は 安 く な る も のなれども︑︵略V︒
バシヨク

十﹇鵬7図 或時將軍馬談︑孔明ノ軍
年配ソムキテ大敗ス ︒

ある一ある
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アリ︑竹ノカキネモアリマス︒

三 3 0 6 タ ル ヤヲケニモ︑竹ノ
竹ノツカヒミチハマダマ

タガガカケテアリマス︒

三313
ダタクサンアリマス︒

田ヲカキナラシテヰル人モア

三321 馬田マグハヲヒカセテ︑
リマス︒

アソコニハオトウサンノ

ウラノ山ニバクリノ木

ノ林ガアリマス︒
四133 クリ林ノ中ニハ︑ドング
リノ木モ五六本アリマス︒

三727︵略﹀︑父モ母モシンデ
シマツテ︑ジブンノウチモアリ

四158
︵略﹀︑トモダチモミンナ

私どものがくかうは町
ふでやかみを費るみせ
の

きんじよ

にありま

した︒

四164

︵略﹀︑ただつねをほめる

オマツノ店ニハ︑糸ヤ

﹁︵略﹀︑かうさむくなつ

ソノホカツカヒミチハマ

ダイクラモアリマス︒

四365

ては︑しかたがありますまい︒

四278囹

︵略﹀ガナラベテアリマス︒

四237

あったといひます︒

こゑは︑山もくつれるほどで

四201

のししで︑︵略V︒

牛ほどもある大きなゐ

日も︑たくさんえものがありま

はじめの日も︑つぎの

マセン︑︵略﹀︒

アハセモ︑ワタイレモ︑ヒ 三652 ムカシウラシマ太郎トイ 四124
フ人ガアリマシタ︒
トヘモノモ︑カタピラモアリマ

三566
ス︒

三573
チヤイロノオビガアリ︑︵略﹀︒

がくかう

も︑本を費るうちも︑みんな

四15

の中ほどにあります︒

四13

ハ一人モアリマセン︒

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ

︵略﹀︑コチラニハォカアサ 三731

ンノモンツキノハオリガアリ

三574
マス︒

三324 ナハシロデナヘヲトツテ 三595 ほをかけてみるのも
あり︑かけてみないのもありま
ヰル人モアリマス︒

ほをかけてみるのも

あり︑かけてみないのもありま

三326 ナヘカゴニナヘヲ入レ す︒
三597
テ︑ハシツテイク人モアリマ
ス︒

す︒

よくがあります︒

くろいけむりを出して走 四23 ︵略﹀︑左がはにいうびんき

つていくきせんもあります︒

す︒
三381 がくかうへもって行くも
三601
のは︑みんなこのふろしきの

中につつんであります︒

三382 ほかにまだだいじなもの 三613 あそこにはうつくしいか 四25 そのすぢむかひに大きな
ごふくやがあります︒
ひや小石がたくさんあります︒
が三つあります︒

ヲシナイトコロ

ハアリマセン︒

イ

四91日ノマルノコクキガアサ
日ニカガヤイテヰルノハ︑

︵略﹀︑さざえのやうに︑

ふかいつぼのかたちになって

サマシイデハアリマセンカ︒

ケサ天長セツノシキガアリマ

又あはびの貝のやう 四94 私ドモノガクカウデモ︑
に︑一つでひらたいのもあり

ウチニバカキノ木ガニ
本アリマス︒

四105

シタ︒

︵略V︑この貝がらは︵略﹀︑

マス︒

そのうづまきに︑︵略Vと︑ 四113︿略﹀カカシガタテテアリ
︵略Vと︑ふたいろあります︒

三638

おもてにうづまきがあります︒

三633

ます︒

三627

みるのもあります︒

三625

合ふのもありますが︑︵略﹀︒

︵略﹀︑ソバニ

一セン五リン

このまん中に小さな物

四461 皆さんはとけいにかいて
ある字がよめますか︒
四467 とけいがなる時には︑長

がありませう︒

四436圏

シタ︒

トカイタフダガタテテアリマ

四416

ニツカフ物ガアリマス︒

四376 マダコノホカニ萎ワラ
デ作ツタ物デ︑アツイジブン

三395耳もよくきこえて︑きき 三618 こんなに大きいのも︑こ 四31 ︵略V︑大きな店がたくさ 四373 嬰ワラザイクニバカゴヤ
オモチヤや色色ナ物ガアリマ
んあります︒
んなに小さいのもあります︒
おとすやうなことはありませ
ス︒
三622 はまぐりのやうに二つ 四87 ドンナウチデモオイハヒ
ん︒

ラ ノ ア ツ タ モノヲ左ノ方ニ

三43一 ソノ日ノイクサ ニ テガ

水の上で足をのばし

ナラベテ︑︵略﹀︒

三495

て︑ぼんやりうかんでみること

八ツニナル女ノ子ガア

もあります︒

三531
リマシタ︒

三564 ザシキノウチニ︵略﹀︑ウ

チヂユゥノ人ノキモノガホシ
チアリマス︒
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いはりはどこにありますか︒
四472 皆さんがあさおきる時
には︑みじかいはりがどの字
︵略﹀︑見上げると︑はしがか

ありました︒

五122

けてあって︑入や馬や車がたくさん
通ってみるのです︒

日本一ノ大キナホトケサマ
︵略﹀︑目ノ長サガ三尺九寸︑

池ノ中デコヒガオヨイデヰル

ノヲ見事コトガアリマセウ︒

五156

長サガ五尺アリマス︒

手ノヒラノ長サガ五尺六寸︑中指ノ

五151

ハ︑ナラノオ寺ニアリマス︒

皆さんがよるねる時に 五142

の所にありますか︒

四475
は︑みじかいはりがどの字の
一日のうちには何じかん

所にありますか︒

四477
ありますか︒

四 5 0 5 木 ノ ヤウニカタイガ︑
木デハアリマセン︒

リニタリシテタベルノデハア
赤イノモアリ︑

白イノモアツテ︑

四507 サカナノニホヒガシマス 五164 ︵略﹀︑クロイテンノアルウロ
コが三十六枚ヅツナランデヰマス︒
ガ︑アタマモヲモアリマセン︒
四512 ︵略V︑ソノママデヤイタ 五166 ソノ色ニバクロイノモァリ︑

ちよつとお出で︒﹂

﹁そこにおさらがあるから︑

ルノモ︑ソノスガタガカハイラシイ

五357︵略﹀ナドニ蝶ノ形ノツケテア

カラデセゥ︒

下りる人もあり︑のりこまう

下りる人もあり︑のりこまう

こみ合ってゐます︒

見おくりに來た人もあって︑大そう

五393︵略V︑むかへに來た人もあり︑

とする人もあり︑︵略﹀︒

五392

とする人もあり︑︵略﹀︒

それからそこに切ってある 五392

取っておくれ︒﹂

五202囹

五206囹

かまをぬすまれたものがあり

たけのこをおなべの中へ入れておく
れ︒﹂

五226
ました︒

︵略﹀といふうはさがあるの

ツヤガアツテ︑色ハコイミド
リ色デス︒

五315花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ
︵略﹀︑ソノ中ニマルイ種ガニ

イニホヒガシマス︒
五318

ツ三ツヅツアリマス︒

マタ三番茶・四番茶マデモツ
ムコトガアリマスガ︑︵略﹀︒

五334

蝶ニ二大キナノモ︑小サナノ
︵略﹀︑羽ノ色ニモ︑白イノ

モアリ︑︵略﹀︒

五351
五352

ラナノヤサマぐアリマスガ︑蕗﹀．

ヤ︑キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダ

下りる人がまだ下りてしまは

かばんを持って走って行く入

まだきつぶを買ってみる人も

まだむかふからいそいで走つ

汽車はどんなことがあっても

マクハ瓜ヤタ顔や西瓜ニハ︑

キ勘当バカバニ小サイトゲガ

キ瓜ニバカバニ︵略﹀︑カボ

チヤニハデコボコガアル︒

五502

アリ︑︵略︸︒

五50一

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五498

所へおちるのだ︒

五473囹﹁かみなりは高いもののある

待ちません︑︵略V︒

五415

て來る人があります︒

五413

あります︒

五398

もあります︒

五397

ります︒

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五396

こみ合ってゐます︒

見おくりに來た人もあって︑大そう

︵略V︑行って見ると︑なるほ 五393︵略﹀︑むかへに來た人もあり︑

で︑行って見ると︑︵略V︒

五228

五231

どそのかまがあります︒

この釜はお前の物にちがひ

五233囹﹁この釜は昔から私のうちに
ある釜です︒

五263囹
あるまい︒

コ︑目茶ノ木ガアリマス︒

︵略﹀︒

五302

リマセン︒

ヨクソダツタ茶ノ葉ハ長サガ

時ニハニ三尺モ高クトブコト
鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ
男ノ子ノアルウチデハ︑五月

﹁おはなや︑用があるから︑

ニ寸バカリモアリマス︒

五31一

五166

︵略﹀︒

四635やぶの竹は︵略﹀︑中に 五166 ソノ色子バクロイノモアリ︑
赤イノモアリ︑ 白イノモアツテ︑
はさきが土までとどいてみる
のもあります︒

五312

羽の色はあまりうつく

目ハ大キクテ︑ロノ右左ニハ

赤イノモアリ︑
︵略﹀︒

五188囹

ス︒

ノセツクニ鯉ノフキナガシヲ立テマ

五177

デモ上ルコトガアルサウデス︒

五177

ガアリマス︒

五174

太イヒゲガアリマス︒

五168

白イノモアツテ︑

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

四662
しくはありませんが︑︵略V︒

四672 三郎ハ︵略﹀︑ヒマサヘア
レバ︑母ノソバへ來テ︑︵略V︒

何が

四705圃たらひの中にあるは
何︒

ある︒

四 7 2 1 間 ひ ざの上には

はひらいた赤い扇がつけてあ

四768 ︵略V︑そのさをのさきに

あまてらすおほみかみ

ります︒

のみことといふきのあらい神さまが

五13 天照大神の御迎に︑すさのを

ある
ある
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デアル︒

五504 ソノ他ノ瓜ハ大テイナメラカ

オ宮ニハエマガ︵略﹀︒古イ

ノモ新シイノモアル︒

五695
ヨシツネ・ベンケイノエモア
ヨシツネ・ベンケイノエモア
又目本ヘイガロシヤヘイトタ
︵略﹀ヤラ︑︵略﹀ヤラ︑ニギ

晩ニナルト︑花火が上ルトイ
牛ノ角トハチガツテ枝ガア
角ノアルケモノモタクサン
ひよどりこえはしろの北の方
ひよどりこえはく略﹀︑よつ

見ると丈の高い︑たくましい
鹿の通れる所を馬の通れな

一面に小松のはえた小松原も

もあるが︑︵略V︒

六15

あり︑又︵略﹀長い松原もある︒

六16︵略V小松原もあり︑又大きな
白い砂に青い松︑どこのはま

松がならんだ長い松原もある︒

六22

べを見ても︑美しい景色である︒

所々に白いぬのをさらしたや
うなたきや谷川があって︑︵略﹀︒

六32

︵略﹀や︑︵略Vは︑まるでゑ

たんぼのさきにこんもりとし

にかいたやうである︒

六36

六88

御社の後から山へのぼる道が

御社の後には松山がありま

た森があって︑︿略﹀︒

六92
す︒

︵略﹀︑少シ先ノ方円トンデ行

あります︒

六97
六134

ク︒ソレ獣道アンナイデアル︒

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

︵略V︒

金ヤギンハ︵略﹀︑ドチラ

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六255圓

︵略Vネダ

夷心︵略﹀︑金や銀ヨリモ

モ高ウゴザイマス︒

六258園

タクサンアリマスカラ︑

シテ見レバ銅ホド役二立ツ

ンモヤスウゴザイマス︒

六265園

﹁ナルホド銅ハタクサンア

モノハアリマスマイ︒﹂

六267園

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︵略﹀︒

クサンアツテ︑モツト二二立ツモノ

六268囹﹁︵略︶︑ソレヨリモツトタ

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ

ハ鐵デセウ︒

六284圓

﹁だんながおるすだから︑

直吉と長松は同じ店のでっち

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六297

であった︒

せん︒

おみやげもおみやげ話も様

ある年︑城のへいが上間ばか

秀吉はいくさの上手な人で︑

︵略﹀︑一ぺんもまけたことがありま

六493

りこはれた事がありました︒

六476

てるる者があります︒

六463 ︵略︶︑はや︑馬を乗りまはし

おいで︒

々あるから︑たのしみにして待って

六411圏

い︒﹂

なほさらまちがひがあってはならな

六137︵略﹀ガアくト鳴合フ︒ソレ 六326圏
モシ列ニハナレルヤウナコト

ハアヒヅデアル︒

六138

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑
スグ列二加ルノデアル︒

見下せば︑しろは何十丈ある 六142 ︵略V︑ソノアヒヅヲ聞クト︑
スグ列二加ルノデァル︒

ある家のにはに大きな水がめ

イ月夜ニトブノデアル︒

見下せば︑しろは何十丈ある 六146︵略Vハ道ニマヨフカラ︑大テ

ました︒

六248園

﹁金子ハイロくアリマス

があって︑雨水が一ぽいたまってゐ

東西の二門は悪いくさのまつ 六226

海岸には切立てたやうな岩山

わが日本は島國である︒

さい中である︒

五804

か知れないがけの下にある︒

五803

か知れないがけの下にある︒

五803

いといふことがあるものか︒

五797園

男である︒

五771

ぼどけはしい所である︒

五763

にあって︑︵略V︒

五762

知ツテヰルガ︑︵略V︒

五718園

ル︒

五715園

フ話デアル︒

五706

ヤカナコトデアル︒

五705

︑カツテヰルエモアル︒

五698

リ︑二筋ンノ四郎ノエモアル︒

五696

リ︑ニタンノ四郎ノエモアル︒

五516 ︵略V︑ニナケレバタベラレナ 五696
イノハ︑カボチヤ ト ト ウ 瓜 ト タ 顔 饗 ア
アル︒

五523 瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハェ
テヰルノガアル︒

五525 花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ
他ハ皆黄色デアル ︒

間ダ︒﹂

五543圏﹁私ハ羽ガアルカラ︑鳥ノ仲

リナ物が出來テ︑火打石や火打金ヲ

五575 近ゴロバ又マツチトイフベン
使フ人ハメツタニアリマセン︒

五58一 ソノホカニ石炭トイフモノガ
アリマス︒

魚島ラトツタモノモアリ︑

五588 油ニモ色々アリマス︒
五591
︵略Vモアリ︑︵ 略 ﹀ モ ア リ マ ス ︒

五591︵略Vモアリ︑ケモノカラトツ
︵略︶モアリ︑︵略Vモアリ︑

タモノモアリ︑︵ 略 ﹀ モ ア リ マ ス ︒

五592

シヨクブツカラトツタノモアリマ
ス︒

五644 ︵略Vと書いてあります︒

す︒﹂

五655園 さあ︑こΣに葉書がありま
五674 大キナ字ヲ書イタ大キナノボ
オ宮ガアル︒

リガ立テテアル︒

五687

六14

五694 下智ニハエマガタクサンカケ 六12
テアル︒
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ある
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︵略Vといふぶれいなこと

︵略﹀︑その使のもって來た文

の中に︑

六521
ばがありました︒

六553 川中島の戦で名高い上杉謙信
たけだしんげん

は強い大全であっ た ︒

六554 その相手は武田信玄で︑これ
も謙信におとらないいくさの上手で

つたが︑ 又なさけぶかい人であっ
た︒

﹁い㌧え︑さうではありま

つたが︑ 又なさけぶかい人であっ

六582 上杉謙信はこんな強い人であ

た︒

せん︒

熊ノ毛色ハ︵略﹀︑ムネノ所ダ

六614圃園
六652
ケ三日月ナリノ白イ毛ガアリマス︒
ツテ︑カが強ウゴザイマス︒

六656 シグマトイフ熊ハ小馬ホドア
六664 熊ハ︵略V︑ カズノ子ノ俵ヲ
カツイデ︑ニゲテ行クコトガアルト
イヒマス︒

六666 又川バタ峰山ツテ︑魚ヲツカ
マヘルコトガアリ マ ス ︒

六67一 ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル

六776 大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

魚がそなへてあり ま す ︒

六745 ぬさの前にはおみきやもちや

車がかざってあり ま す ︒

ル︒

西洋西瓜には色々あるさう

してみる場合がたくさんあります︒

七178国

﹁あなたと私は回そう似て

でございますが︑︵略V︒

七208囹
みるではありませんか︒

豆類にはつるになるのとな
色々ナキカイガアツテモ︑

らぬのがあります︒﹂

七214囹
七263

ドンナガクキガアツテモ︑手

ソレヲハタラカセルノハヤハリ手デ
ス︒

七276

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス
コトハ出來マスマイ︒

サル無期手ノ向日ラキヲスル

一匹の騒の口から出る縣をの

モノが四本アリマス︒

七28一

七288

ばして見ると︑五六町もあるといふ
ことである︒

ことである︒

鷲が︵略V︑

二日つつ眠ることが四度ある︒

七318

その間に一日か

ばして見ると︑五六町もあるといふ

六743 むねの上には︵略V弓矢や扇 七288 一匹の慧の口から出る綜をの

コトガアリマス︒

しかし卸賓商人で︑問屋を

アレハ停車場へ送ルノデアラ

今二出帆スルノデアラゥ︒

︵略﹀︒

正面ニアル串本エントツノ汽

アレハハシケデアル︒

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

六 六
六 六

六581 上杉謙信はこんな強い人であ 七154囹

あった︒

78 船 78 77
8 ノ、 5 7

ウ80
。 2

鷲の口の中には小さいくだが

山内一豊が︵略﹀のころ︑大

︵略V︑ 何分にも直が高いの

そうよい馬を画一りに來た者がありま

七394

した︒

一つある︒

七325

七326︵略﹀ねばったしるが外へ出る

せん︒

︵略V︑これが一豊の出世のも

マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ

とになったといふことであります︒

七443

つた︒﹂

みるなら︑なぜあるとこ言いはなか

七416園

︵略V︑こんな大金を持って

で︑誰一人買はうといふ者がありま

七397

︵略﹀︑さなぎをころしておい

と︑すぐにかわいて綜になるのであ
る︒

七334

獄をかふのは春と夏と秋の三

て︑それから繭をにて︑縣を取るの
である︒

七342

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が
ある︒

ナイカ︒

七472囹

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

﹁これにはちやんと三銭の

水を飲まないことはあって

くだ物も水をふくんで居り︑

やさいにも水けがある︒

七647

入れないことはない︒

も︑水のまじった物や︑︵略Vを口に

七641

が︑︵略﹀︒

あって︑手紙や品物を配達しました

昔はひきゃくといふものが

あしを梯ふのですか︒﹂

切手がはってあるのに︑なぜまたお

七512園

ノガアル︒

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

七492囹

ハリサウダ︒﹂

コ・ニアル扇モウチハモヤ

子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハ

七471囹 ﹁︵略﹀︑コノタクサンノ障

アルシ︑書物モ︵略V︒﹂

︵略V︑生綜は外國へ費出す品 七466園
︵略V︑右ノ方円ハ皿・ハチ・

物の第一である︒

七344
七365

︵略﹀︑左ノ方響ハゼン・ワ

茶ワンナドノ焼物ヲ費ル店ガアリ︑
︵略V︒

七366

ン・ハシナドノ塗物ヲ費ル店ガアル︒

ドノ店ニモ品物ガキレイニナ

店員爾ガハニアツテ︑マン中

ラベテアル︒

七37一

七372

ノ道ハセマイガ︑︵略﹀︒

出ロニ近イ所内ハ︑着物・羽
織ナドヲ費ツテヰル店ガアリ︑︵略﹀︒

七382

︵略Vナドヲ費ル荒

︵略V︑出甲羅ハ︵略Vナドヲ 七534囹
費ル金物屋ト︑

七384

物屋ガアル︒

日用品ナラバ︑マヅ何デモア
又一ドニ色々ナ物ヲ買上メタ

ルトイツテヨロシイ︒

七385
七391

イ時八開︑一トコロデスムカラ便利
デアル︒

ある一ある
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七738

陸ノケモノニ心志モノニハ︑

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑魚

七658 けれども水をたくさん飲みす
ぎたり︑冷い水の中に長くはいって
二似タモノニハ︑鯨ガアル︒
︵略﹀︑二二似タモノニハ︑鯨

海草ニモ色々アル︒

海ノ深イ所ハ何千ヒロモア

七749

マヅタベラレルモノニハ︑コ
︵略﹀︑ノリニスルモノニハ︑

︵略V︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

色ノモノモアル︒

七769

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

根モ︵略﹀デハナク︑︵略﹀︑

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ
アル︒

七774

岩ナリ石ナリヘクツツクダケノ用ヲ
ナスモノデアル︒

廣イ海ニハ︑コノ通りニ多ク
︵略﹀︑様々ノ魚ヤケモノガ

ノ動物や植物ガアル︒

七777
七781

︵略Vシテヰルノハ︑︵略V美シイ景

私の乗ってみる明治丸とい

フノリ・︵略V︑トコロテンニスルモ

七817園

色デアラウ︒

コノ他マダタクサンアルガ︑

イヅレモヨイ肥料ニナル︒

七754

ノニハ︑テングサガアル︒

七753

ンブ・︵略﹀ナドガアリ︑︵略﹀︒

七752

ル︒

七745

ガアル︒

七739

みたりするのはどくである︒

七659︵略﹀を飲むと︑おそろしい病
氣にか︑ることが あ る ︒

七669團 もとからある分にくらべる
と︑實も大きく︑味もよほどよろし
うございます︒

七701 海ノ中乳量魚や貝ヤソノ外色

々ノ動物が居り︑サマぐノ植物モ
アル︒

七705 魚類翻意イワシ・︵略﹀ナド
ノヤゥニ︑水ノ表面二曹イ所ヲオヨ
︵略﹀ ︑ タ ヒ ・ ︵ 略 V ナ ド ノ ヤ

グモノガアリ︑︵略﹀︒

七708

海草ノ形ハ様々デアル︒

ふのは︑長さが六十間程もある渋き

七756

オビノ様二廣クテ長イノモア 七818圏

︵略V︑その美しさは何とも

ある時には鯨が頭から高く

のを見ることもあります︒

又きりがか＼つたり︑大雪

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七854園

船にはらしんぎといふもの

なる事もあります︒

があって︑それで方角をとって進ん

七862園

海岸には燈毫がありますか

で行くのです︒

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

七867囹

いふことが分ります︒

七877囹﹁さておしまひに一ついって

日本は海國でありながら︑

おきたい事があります︒

海を恐れる入の多いのは残念な事で

七877園

す︒

ちよつと渡船に乗ってさ

ちよつと渡船に乗ってさ

へ︑こはがる者があるではありませ

七879囹

んか︒

海の波を見たばかりで︑

へ︑こはがる者があるではありませ

七881園

んか︒

海の波を見たばかりで︑

恐ろしがる人があるではありません

七882圏

か︒

八148

皆さんの中にも︑︵略V外

又漁業その他海の仕事に出

村デハ農夫ガクハヲカツイ

かける人もありませう︒

七888圏

もありませう︒

國へ商責その他の用事で出かける人

七887園

か︒

恐ろしがる人があるではありません

七832囹＝略﹀いるかがおよいでみる 七882圏

水けを吹いてみることがあります︒

七829囹

言ひ様がありません︒

七828圏

もあります︒

ふのは︑︵略﹀︑乗組の人員は二百人

私の乗ってみる明治丸とい

な汽船で︑︵略﹀︒

ウニ︑岩ノカゲや海草ノ間ヲオヨグ

七757

︵略﹀︑ゼンタイが細カニ分レ

又ニハトリノ尾翼似タノモア
又ニハトリノ尾二郎タノモア
ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

又ある時にはとび魚が甲板
の上へとび上ることもあります︒

七835園

︵略﹀ノモノモアレバ︑コン 七849囹 ﹁航海といふものは︵略V︑
ブヤアラメノヤウニ茶色ノモノモア

又時にはおそろしい目にあふことも

しかし船はなかく沈むも
のではありません︒

七853圏

あります︒

︵略﹀ノモノモアレバ︑︵略﹀

ノモノモアリ︑テングサノヤウニ紅

七766

リ︑︵略Vノモノモアル︒

七765

︵略﹀ノモノモアル︒

ノモアレバ︑︵略Vノモノモアリ︑

七764

ルシ︑ウチハナリノモアル︒

七762

ルシ︑ウチハナリノモアル︒

七761

テ︑枝ノ標ニナツテヰルノモアル︒

七759

レバ︑︵略﹀ノモアル︒

モノガアリ︑︵略﹀ ︒

七711 ︵略Vナドノヤゥニ︑ ソコノ

軍カンや汽船ハ時々カキヲ

砂地二沈ンデヰルモノモアル︒

七723
カキオトサナケレバナラナイ程デア
ル︒

七724 又眞珠貝トイフモノガアル︒

七726︵略﹀美シイ眞珠ハ︑コノ貝ノ
カラノ中鷺アルノデアル︒
カラノ中門アルノデアル︒

七726︵略V美シイ眞珠ハ︑コノ貝ノ

ル︒

七732︵略﹀サンゴハコノ轟ノ骨デア
七735︵略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソコ
ノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨デ
アル︒
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ある

人ノ職業ニハイロ︿アッ

デ︑タンボへ出ル 時 デ ア ル ︒

八154
テ︑皆メイ︿ノ仕事ヲシテ︑毎日
働イテヰルノデア ル ︒

八155 ︵略﹀︑皆メイ︿ノ仕事ヲシ
テ︑毎日働イテヰルノデアル︒

八161 何モシナイデ遊ンデヰルノハ
︵略﹀︑却ツテ苦 シ イ モ ノ デ ア ル ︒

八161 働クコト二人ノ本分デアル︒
不足なく暮してみた農夫がありまし

君は白い

︵略﹀︑つくろひを績んだ事が．

あったが︑翌日すぐにこしらへてく

八認6

れた︒

仕事をしながら︑僕に色々な
何時も丈夫さうな老人であっ

話をした事もある︒

八332
八341
一切の書類や記録類も皆ぶじ

たが︑去年の暮に死んでしまった︒

八437
であったといふことだ︒

火は一日も無くてはならぬも
︵略﹀も︑︵略﹀も︑藁火の力

﹁︵略V︑火事の昨夜あった
こ﹂に頼信紙があるから︑

書いてお出し︒﹂

八494園

ことはもう御存じだから︑︵略V︒

八478囹

の利用によるのである︒

八444

のである︒

八193 昔西洋のある所に︑︵略V︑何 八439

た︒

農夫は之を聞いて︑︵略﹀は︑

﹁それはさうと︑

この雀のせいではあるまいかと思ひ

八206

ました︒

八208圏
雀 を 見 た こ と が あるか︒﹂
だてう

それで﹁いすかのはしのくひ

駝鳥は︵略﹀︑

のは駝鳥である︒

八562
程ある︒

︵略﹀︑からだの割合に目の最

木綿織物二︵略V色々ナ縞ガ

ラ︑︵略﹀︑ソレヲ取去ルノデス︑

八641

・アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ
スカ︒

︵略Vノニ人

︵略﹀︑名爵ノ戦死ヲトゲタ軍

人血大ゼイアツタガ︑

八842

ハ軍神トマデイハレタ︒

九9一

イヂゴノ花ハボンノ様ナ形

デ︑ホタルブクロノ花ハフクロノ様

シソノ花ノ様ニクチビルノ形

デアル︒

ヲシタノモアリ︑︵略Vノモアル︒

九93

九94︵略﹀ノモアリ︑オシロイノ花

タトヘバボタンノ様二一リン

ノ様ニクダノ形ヲシタノモアル︒

又変ノホノ様ナ形ニナツテ咲

クノモアル︒

ニカラカサヲヒロゲタ形二集ツテ咲

九99︵略Vノモアリ︑ニンジンノ様

咲ノモアリ︑︵略﹀ノモアル︒

橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太 九97

時ハ八月三十一日ノ朝日モマ

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デアツ

八846
タ︒

八869

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

タンポ・・ヨメナナドハーリ

ン咲ノ様二見エルガ︑實ハーツノ董

九104

ナドガアル︒

リ︑総ノ形ニナツテ咲クモノニハ藤

九102︵略﹀ニハ大葉子ノ花ナドガア

︵略﹀ニハ藤ナドガアル︒

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

陣地ハフタ︑ビ敵腹固返サレ 九101
中佐ノ標ナ撃方ヲシタ人ハイ

ルノデアラウ︒

八898
八927

クラモアルガ︑︵略﹀︒

︵略V︑軍神トイハレル程ニウ
ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八929

ツパデアツタカラデアル︒
︵略﹀︑軍神トイハレル程ニウ

ノ上二︑タクサンノ小ナナ花が集ツ

八929

テ咲イテヰルノデアル︒

︵略﹀︑豆や藤ノ花ノ辮ハ不揃

又ユリヤアヤメノ花ハ募ノ色
其ノ形モマタ様々デアル︒

私には妻も子もありませ

大尉はそれを取って見ると︑

其のうちには花々しい戦事

︵略V︑初の中はた貸水をすひ

上げる爲に用ひる位であった︒

九309

もあるだらう︒

九234園

次の様な事が書いてあった︒

九205

ん︒

九1910囹

つた︑︵略﹀︒

明治ご十七八年職役の時であ

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

ベン

櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツ

コ・二号ノ花ガアル︒

海軍ノ廣瀬中佐モヤハリ同ジ 九189

ツパデアツタカラデアル︒

八93r
デアル︒

九610

綿ノ中門魚種ガアリマスカ 九85

ガ辮トーツ色デアル︒

九82

デアル︒

九78

テ︑鱒ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

も大きいのはふくろふ・みみつくな

尾の短いのは︵略Vなどで︑

九610

である︒

八591

八637

天井へつかへる程である︒

大きなものになると︑︵略V︑

長いのはきじ・山鳥︒くじゃくなど

八587

どである︒

八584

ちがひ︒﹂といふことがある︒

八576

卵も子供の頭

八232︵略V︑自分の家は︵略﹀︑誰も 八561 陸上に居る鳥．で︑はぎの長い
起きてみる檬子がありません︒

八234 牛小屋の牛はしきりに鳴いて
みるのに︑誰も草をやるものがあり
ません︒

八238 此の男は居酒屋に酒代の借が
あるので︑其のかたに持って行かう
とするのです︒

︵略﹀︑ちよつと見ると︑おそ

八312 僕の近所に年よりのかち屋が
あった︒

八314

ろしいが︑いたって氣だてのやさし
い老人であった︒

つた︒

八323 又車のわを打ってるた事もあ

あるrある
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九313︵略﹀汽船を造ったのは︑アメ
リカのフルトンと い ふ 人 ︑ 又 ︵ 略 ﹀ ︑
汽壺・をこしらへ た の は ︑ イ ギ リ ス の

︵略﹀︑しらべて見ると︑機關

スチブンソンといふ人である︒
九325

の一部に故障があったので︑すぐそ
れを直した︒

九332 ︵略V︑皆其の成功を喜んだと
いふことである︒

馬車や人力車がある︒

五風十雨といって︑五日毎の

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

九672
檬である︒

九677﹁︵略﹀︒﹂といふ景色は︑静か
な中に美しいながめである︒
さみだれ

九683︵略V五月雨は︑農家に取って
は大切な雨である︑それはちやうど
さみだれ

田植の時節であるから︒

九684︵略﹀五月雨は︑農家に取って
は大切な雨である︑それはちやうど

其の頃イギリスのある會社
田植の時節であるから︒

九341
で︑馬車遣道をこしらへようといふ

︵略﹀︑一年中の農夫の辛苦が

雨戸を明けて見ると︑明るい
︵略V︑身を切るやうな寒さに
︵略V︑

翌朝起きて見れば︑

思はず首をちゴめることもある︒

九704

月夜である︑︵略﹀︒

九703

もある︒

一夜の中にむだになってしまふこと

九692

話があったが︑︵略﹀︒

九347 中には汽車と競走する積で︑
馬に乗って來た人もある︒

其の間に五十三次といって︑重な宿

九356 昔東海道といったのは︵略V︑

昔の旅行には色々難儀なこと

場が五十三あった︒

九35
があった︒

九708

︵略V︑そこら一面銀世界になってゐ

︵略﹀︑ 富 士 川 ・ ︵ 略 V な ど も ︑

ることもある︒

九365

︵略﹀︑人の肩車に乗ったり渡船に乗

させたら︑勝も勝︑大勝であったの

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ・

に︑︵略V︒

十52

バセヲ

植物ノ葉ニハ︵略Vモアリ︑

様二小サナノモアリ︑︵略﹀モアル︒
ハス

十53

オニバス

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径

蓮・芭蕉ノ檬二廣クテ大キナノモア

ル︒

十54

オニバス

ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア
ルカラ︑︵略V︒

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径
ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア

十55

︵略V大鬼蓮ハ︵略﹀︑其ノ上

オニバス

ルカラ︑︵略﹀︒

十56

︷略V︑銭ノ標二

二三四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ
葉ノ形ニハ

出來ルサウデアル︒

十58

圓イノモアリ︑針ノ二二細長イノモ
アル︒

葉ノ形肌肥︵略﹀︑銭ノ面当
圓イノモアリ︑針ノ様二細長イノモ

十59
アル︒

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑
尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

十6一

葉モアル︒

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

十6一

葉モアル︒

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

昔或氏神のお祭に競馬の神事 十510
︵略V︑競馬をさせて︑勝つた

︵略V︑すぐれて上手な騎手が
︵略V︑上を下へのさわぎであ

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザく

葉モアル︒
ノコギリ

九861園︵略﹀にかまはず︑馬をかけ 十62

る︒

九858

二人あった︒

九825

頭になるといふ定であった︒

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の

九823

といふ事があった︒

九8110

つたりして渡ったのであった︒

あらみ

九368﹁︵略﹀︒﹂といふ歌などもあっ
た︒

て︑役人が一々旅人をしらべて通し

九372 箱根と新居とには關所があっ
た︒

九376 昔の道中には馬とかごがあっ
た︒

九382 今は水路に汽船があり︑陸上
にも所々方々に血道が通じてみる︒

九384 鐵道の通じてみない所でも︑

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザ︿

ノコギリ

ノアルノモアレバ︑︵略Vノモアル︒

ヘリモ︵略Vノモアレバ︑一

ノアルノモアレバ︑︵略Vノモアル︒

十63

十64

パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

催ニスベ︿シテヰルノモアル︒

デアル︒

十66

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

葉ノ董二七ク標子吉モ種々ア

ソノ脈ニモ亦種々アル︒

ガアル︒

十69

十72

ル︒

十81

本の中には字ばかりのもある

が︑書や地圖や爲眞のはいってみる

十182

本の中には字ばかりのもある

のもある︒

十183

讃んでみる間は中に書いて

が︑書や地圖や寓眞のはいってみる

のもある︒

ある事ばかりを一心に考へてるるか

十183

ら︑︵略﹀︒

れば︑幾度でも其の活字を抜きかへ

十1910 ︵略﹀︑讃合せて見て︑誤があ

一字も誤がなくなってから本

て植直す︒

表紙には紙ばかりのもあり︑

刷にか＼るのである︒

十202

十211

表紙には紙ばかりのもあり︑

紙の上を布で包んだのもある︒

紙の上を布で包んだのもある︒

十212

又りっぱなものになると︑革

をきせたのもある︒

十213

53
ある
ある

︵略V︒

十214是は活版刷の本の造り方であ
るが︑

十215 ︵略V︑この外に木版刷の本も
ある︒

枚つつ手刷にするのである︒

十217それは︵略V版木を造り︑一

物置の後には︑

大きなだい

十292 畑に碧いて︑農家が一けんあ
る︒

十294

くの木があって馬︵略V枝もたわむ
程なってみる︒

︵略﹀の生活費を支へ得ると言った

犬と猫は最も多く家に飼はれ

ものである︒

十835
る獣である︒

犬は夜を守らせる爲︑又はか

りに使ふ爲に飼ひ︑猫は鼠を捕らせ

十837

︵略﹀︑家畜としてもっと大切

る爲に飼ふのである︒
十839

なものは牛・馬・羊・豚等である︒

其の上牛肉と牛乳は飲食物と

しても大切である︒

十843

東京市だけでも︑一年にほふ

ぎ

羊や山羊は毛が必要である︒

や

十871

其の外あひるや七面鳥なども

一箱ノマツチヲ造ル手数モ

家に飼はれる鳥である︒

十882

十一93

ナカ︿複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢
手数ノカ・ツタマツチノ慣

ノ人が手分シテスルノデアル︒

十︸103

ノ安イノモ︑分業法二依ツテ製造ス
ルカラデアル︒

人ハ其ノ身上・才能ナドニ
ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一105

分業デスル仕事一驚全鎧ノ

アラビヤは世界に名高い良
飲まず食はずに終日・終夜

こ﹂にアラビヤ馬の達者な

数千年の久しい間︑土人

ことを誼明する面白い話がある︒

半人のアラビヤ旅行日記の

の絶えてたゆまない丹誠の結果であ

十一502

る︒

一節に次の様なことが書いてある︒

十一508

見たことがある︒

十一509﹁馬が子供と遊んでみるのを

隊中にピエールといふ年

の野望三四ばかりの少年鼓手があっ

十一551

た︒

みる︒

どうかして助ける工夫はあ

マクドナールは此の隊の司

ノ方法ニョツテハ︑甘六ノ経濟一ノ上二

十一647 同ジ材料デモ︑︵略﹀︑料理

ガ大切デアル︒

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト

十一644 ︵略﹀︑毎日三度ノ食事ニモ︑

絶えである︒

十一587 ︵略﹀︑少年ははや息も絶え

ある︒

十一577囹﹁兵士は風通が子も同檬で

つた勇將である︒

令官で︑突貫將軍といふあだ名をも

十一57一

れば︑磐田マクドナールである︒

十一5610︵略Vとさけぶ人を誰かと見

えて死ぬであらう︒

十一567

おくれ㌦ぱピエールはこ貸

るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで

十一563

軍の調である︒

十一118︵略V一ツノ仕事ニバカリ掛 十一5510 耳をそばだてて聞けば︑進

十一119

ノアルモノデアルガ︑︵略﹀︒

此ノ様二分業ハ大キナ利盆
︵略V︑コ︑二注意シナケレ

ノアルモノデアルガ︑︵略︶︒

十一119

十一472

とである︒

走っても尚平然として居るといふこ

十︻4610

馬の産地である︒

十一466

ノデアル︒

十一132︵略V等白日分業二外ナラヌ

一部分デアルカラ︑︵略﹀︒

十一121

デアル︒

バナラナイノハ共同一致トイフコト

︵略V︑とかくに之をいぢめる 十一121
西洋の馬がおとなしくて︑日

︵略﹀︑日本では罵りいぢめた

な

此ノ様二分業ハ大キナ利盒

ツテ居ルト︑︵略V︑其ノ仕事二適ス

︵略V︑兵器︒糧食を運送し︑

ル︒

る牛は数千頭にも上るといふことで
死んだ後で︑身髄の全部にす

ル器具ノ改良や獲明ヲスルコトモア

である︒

十862

又馬が人をけたり︑牛が人を

爲に︑おのつから荒々しくなったの

十861

方・使ひ方にあることで︑︵略V︒

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十8510

風がある︒

十858

は馬である︒

︵略V︑勇士に軍功を立てさせるもの

．十855

たりのないことも牛と同じである︒

十853

ある︒

十348 ︵略V︑知名の人の手紙を持つ 十846
︵略﹀︑中にはそれをふんだ

て來た者も大勢あ っ た の に ︑ ︵ 略 V ︒

十364囹
者もありましたが ︑ ︵ 略 V ︒

十667 ︵略V︑今新に鯨を追ふものも
あり︑鈷を打って鯨に引廻されてゐ
るものもある︒

十668 ︵略V︑今新に鯨を追ふものも
あり︑鈷を打って鯨に引廻されてゐ
るものもある︒

捕鯨は實に勇肚なものであ

やうである︒

十669 あちらこちら入説れて戦場の
十671
る︒

砲から鋸を打つ方法もあり︑又︵略V

十672 捕鯨法には此の外に汽船の備
などもあった︒

し

突いたりするのも︑人に恐れるから
である︒

十673 捕鯨法には此の外に︵略Vも
あり︑又以前には鯨の通路に網を張

隣國の支那人は最も多く豚肉
を食ふ國民である︒

十869
昔は 大 鯨 一 頭 を 捕 へ る と ︑

つて鈷を打つ方法などもあった︒
十6710

モ大イナル得失ガアル︒

ル必要ガアルカラ ︑ ︵ 略 V ︒

十一655 寒イ時ハ特二罷温ヲ維持ス
寒イ時ハ︵略﹀︑獣肉其ノ

他アプラ氣ノ多イ食物が適當デアル

十一656

︵略V ︑ 暑 イ 時 分 ハ ︵ 略 ﹀ ︑ 且

ガ︑︵略V︒

十一657

胃腸ノ弱り易イ時デアルカラ︑アツ

食物ハ又攣化が大切デア

サリトシテ消化シ易イモノヲ取ルノ
ガヨイ︒

ル︒

十﹇661

ヲ出シ︑アマイ物ノ後目ハ塩カライ

十﹁期7

室が蒔く︑天井が高いと温

りにくいから︑成るべく狭く低くす

是が朝鮮の家の小さくなつ

る必要がある︒

十一餅8
た重な原因である︒

此のオンドルがある爲に︑

︵略﹀冬でも夜具を用ひない︒

十一斯9
十一鎚2 ︵略V︑朝鮮では﹁︵略﹀︒﹂

第二に目につくのは白い着

といふ意味のことわざがある︒

十﹁鵬4

︵略﹀︑普通の墓は大抵土を

物である︒

十一m1

きせるは︵略﹀︒長いのは

盛上げるばかりである︒

十一m5
四尺もある︒

朝鮮人は︵略V︑婦人の着

物をよく洗ふことは感心である︒

慮モアリ︑又木製ノ器具類ヲ製造ス
ル木工場モアル︒
クワン
︵略﹀︑三面∵煙突等ヲ造ル

ないのは︑一方に建て植物が之を消

︵略V酸素を

外に同化作用といって︑盛

費するからである︒

十二221

に炭酸瓦斯を取って︑

十ニー28

慮モアリ︑又木製ノ器具類ヲ製造ス

十一一371

︷略V︑動物の呼吸作用も與

︵略V︑動物の呼吸作用も與

是は水中にとけてみる酸素

教場ノ敷ハ十二︑外二職員

︷略﹀︑町立ノ學校トシテハ

室・裁縫室モアツテ︑︵略﹀︒

十二3610

タノハ情話慶賀スベキ事デアル︒

十二353 ︵略﹀︑今新校舎ノ出來上ツ

有志者ノ寄附金デアル︒

十二3410 ︵略V︑其ノ内何千圓ハ町内

理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

十二347 ︵略﹀︑縣廃カラモ知事ノ代

關係は極めて密接なものである︒

十二235 ︿略﹀︑生存上動物と植物の

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十一一232 是は前にいった檬な關係が

が吸壷されるからである︒

十二229

つて大いに力があるのである︒

十二226

つて大いに力があるのである︒

十二226

もあるが︑︵略﹀︒

十二225︵略﹀は︑他にも種々の原因

は蓋く枯死すべきはずである︒

のがなければ︑︵略V︑地球上の植物

若し炭酸瓦斯を供給するも

放つ作用がある︒

コンクリートデ固メルカシ

我が國デ一番大キイノハ佐

十二224

ル木工場モアル︒
︵略﹀︑實雨冠︵略﹀ニモソ

中ニモ横須

我が國ノ造船所デ︑最モ規
ヨコス

レぐ附属具ガアリ︑︵略V︒

十ニー47

十ニー54
クレ

模ノ大キイノハ︵略﹀︑
カ

帝國軍艦ノ薩＝摩ハ横須智ハ︑

賀ト呉ノが最大ナモノデアル︒
サツマ
キ

船渠ノ底ト周り三方四四デ

安藝ハ呉デ造ツタノデァル︑

ア

十ニー56

鹸アル︒

十二207

︷略﹀︑人や獣類も三遠をた

︵略﹀呼吸作用を慎むこと

先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

十二217︵略V炭酸瓦斯の分量が増さ 十二816 頭には霜をいたゴき︑︵略V︑

が出塁なくなる道理である︒

ければ︑

若し之を消費するものがな

工場ニハ色々アル︒
イ

クワン
︵略﹀︑汽錐・煙突等ヲ造ル

十二215

べては其の種子を方々へまき散すの

十二211

ものがある︒

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

植物の花には︑同種の他の

四間︑渠ロノ幅十九間蝕︑深サ八間

世保海軍工廠ノ船渠デ︑長ナ百三十

十ニー62

シテ工事歩掛ルノデアル︒

扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲポンプデカイ出

船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

、

十一667 例ヘバ︵略Vヲ添へ︑︵略V
物ヲ配合スル類デアル︒
レ工夫が入用デアル︒

十一668︵略V二至ルマデ︑皆ソレゾ 十一m1

︵略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

設計圖が出叢論ルト︑︵略﹀

ルト︑設計圖バカリデ数百枚モアル

十ニー22

着物が乾してある︒

十一6610 常二食物ヲ料理スル印可ハ 十一皿4 暑い時分汽車に乗って朝鮮
かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い
特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

十一671 皇所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑
ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

トイフ︒

ラ︑︵略V︒

十一674 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置

十ニー25

十義軍26

10ルカ9
0
である︒

着手スルノデアル︒

實物大ノ圖ヲ作ツテ︑始メテ製造二

ク人ガ︑壷所ヲ不潔ニシテカヘリミ
ナイノハヲカシイ話デアル︒

に目につくのは︑家の低くて小さい

十﹇㎜1 朝鮮の地に上陸して︑第一

715アム15
鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

シンチユウ

十ニー26

イ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑
シンチユウ

十ニー27

鋼鐵・眞鍮類ヲ鋳ル虞モアリ︑︵略﹀︒

カウテツ

鋼鐵・眞畜類ヲ鋳ル庭モアリ︑︵略﹀︒

カウテツ

事である︒

十二ー27

町には瓦屋根の家もある
町には瓦屋根の家もある

わら
が︑田舎は大抵藁 屋 根 ば か り で あ る ︒

十一㎜1
十一獅2

わら
が︑田舎は大抵藁 屋 根 ば か り で あ る ︒

些テ再生

ある
ある

54

55
あるく

あるいは

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

十一338図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二近

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

デ見ヨ︒﹂

ニ イレテ︑

カラ︑ムカフノヲカマデナラン

四543囹 オマヘタチノセナカノ
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル

ます︒

も︑あるくことがおそうござい

三246 牛は力がつよいけれど

マセウ︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

﹁︵略﹀︑カレ木ニハナヲサカセ

ヲカゴ

オヂイサンバヨロコンデ︑

とびあるく・めぐりあるく・もちある

く

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或

ういロん

は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

すとりや

路ばたにバイオリンを弾いて居る老
お

二604

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒

ソノ ハヒ

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒

氣ジカケノ機械ニテマキ上ゲ︑或ハ

獲掘シタル銅二院︑或ハ電 十一338図砲艦ハ氷期敵ノ沿岸二手

坑内二三キタルレールニヨリテ坑外

通報艦ハ主トシテ艦隊ノ

十﹁341m図

艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑我が

命令・報告等ヲ傳達シ︑或ハ敵ノ軍

氣ジカケノ機械ニテマキ上ゲ︑或ハ

艦隊二報告ス︒

弓勢シタル銅鑛ハ︑或ハ電

坑内二敷キタルレールニヨリテ坑外

既二言管二満ツレバ︑コ
レヲ練篠機ト稽スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十︻858図

ボートは鈷に附けた長いつな

或ハ合シ︑或主群シ︑︵略V︒

既二鐵管二満ツレバ︑コ

十﹇858図

たきおとしながらあるいてゐま

四644みちをとほる人は︑あし
だのはにはさまった雪をた
或ハ合シ︑或ハ延シ︑︵略﹀︒

レヲ骨導機ト稽スル機械ニカケテ︑

レンゼゥ

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

ボートは鈷に附けた長いつな

ひるはあたたかな日にてらさ

まへからわたしは目がわ

犬の種類は︵略V︒︵略V︒

エビノピン︿ハネタリ︑カ

ニノ岩山ハツテアルク様子ハ︑︵略﹀︒

七714

るものあり︒

あるく時肉のゆれ動く程こえ太りた

七599図

るく︑杖をたよりにあるきます︒

六616三園

てるました︒

らんで︑人がいそがしさうにあるい

五125 ︵略﹀︑爾がはにいへがたちな

休なしにあるきました︒

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

五111

りあるきました︒

野はらは平ですから︑ゆつく

す︒

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

五103

十一892図︵略﹀︑蟻は︵略V︑油単の
或は其の卵を他の植物にうつして成

附着せる植物に集りて之を保護し︑

情勢ヲサグリ︑或ハ我が運送船・商

長せしむ︒

十一326図或ハ敵ノ港溝及ビ軍艦ノ

される︒

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

十658

される︒

十658

田図ビ出シ︑之ヲ選鑛二二送ル︒

十625図

二運ビ出シ︑之ヲ選鑛場二丁ル︒

十624國

美しき模様を生ず︒

人の辻音樂師があ る ︒

十二817 虞は填太利の首府三重納の

こかげ

大公園︑今日はにぎやかな祭日であ
る︒

＋ 二 三 木 蔭 に 立ってつくぐ髭

や㌧あって紳士はしばらく

の様子を見てみた一入の紳士があっ
た︒

十一一842
弾く手を止めると ︑ ︵ 略 V ︒

十二853 かの情深い紳士は誰であっ
佛蘭西のバイオリンの名手

たか︑︵略V︒
ふらんす

十一一855

アレキサンドル︑ブーシェーであっ
たとは後になって分つた︒

あるいは︻或﹈︵副︶2 或は

十二948國囹 或時齊の臣景公に告げ
て曰く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を

船ヲ保護シ︑或ハ敵ノ運送船・商船

十二99國

危くすることあら ん ︒ ﹂ と ︒

十二m9月号平生より此の畳悟なきも

又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・捕獲

は捕獲せられて︑︵略﹀︒

︵略V︑敵艦の大部分は我

船ヲ保護シ︑或市之ノ運送船・商船

十二910図

は捕獲せられて︑︵略V︒

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

︵略﹀︑敵艦の大部分は我

のは︑時に臨みて或は不贅の名を取

或ハ敵ノ港夏鳶ビ軍艦ノ

又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・捕獲

情勢ヲサグリ︑或ハ我が運送船・商

十一328図

ス︒

或は

ることあらんと戒め給ふ︒
或ハ

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或

十449図 直線を適當の長さに切り︑

あるいは﹇或﹈︵接︶19

は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

我が國の地方自治團盟
ス︒

十二皿2図

美しき模標を生ず ︒

は︑府縣・市の二級或は府縣・郡・
町村の三級に分れたり︒

或ハ敵ノ港灘及ビ軍艦ノ
情勢ヲサグリ︑或ハ我が運送船・商

十一329図

ある・く﹇歩﹈︵四・五︶12

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或

十449図 直線を適當の長さに切り︑

船ヲ保護シ︑或ハ敵ノ運送船・商船

るく・おあるきなさる・たちあるく・

るく

あ

又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・捕獲

アルク

は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

ス︒

会ーイ・ーキ・ーク始奪いざりあ
美しき模写を生ず ︒

十449図 直線を適當の長さに切り︑

あわせ
あるじ
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八144 新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛
乳ヲ家々二配達シテアルク︒
をあるく鳥ははぎが長い︒

のやうに荷物をつんで凹ました︒あ
れは今のつた人の手荷物でせう︒

大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

ル︒アレハハシケデアル︒

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

八558 鶴・さぎ・くひななど水の中 六776

ち

あるじ﹇主﹈︵名︶1 主
こ

ふらんす

アレキサンドル︑ブーシェーであっ

十二855佛蘭西のバイオリンの名手

荒地

たとは後になって分つた︒

あれち︻荒地一︵名︶2

アカギ

ハルナ

セ︑赤城・榛名ノニ山ノ間ヲ流レ︑

︵略﹀︒

ワタラ

セ

九155國 更二東南二流レテ︑︵略﹀︑

テ鬼怒川・小貝川ヲ合セ︑盆丸其ノ

利根川ノ本流ハ東南二流レ

渡良瀬川ヲ合セテ栗橋二至ル︒

云云ザル荒地多ケレバ︑罪人ドモハ

大イサヲ檜ス︒

ヌ

魚類・果實等ニテ命ヲツナグノミニ

キ

︵略V︑是等ノ島ニハ作物ノ九163図

テ︑︵略﹀︒

十332図

セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒アレハ停

︵略V︑よく人工の美と天然

︵略﹀︑一族の者領地を

うばひて︑我を追出したり︒光範と

十一435図説

し︒

の美とを併せたるは日光に如くはな

九965國

を合せて十九箇師團となれり︒

このゑ
團に至る十八箇師團︑外に近衛師團

九271図︷略V第一師團より第十八師

車場へ送ルノデアラゥ︒

九789図國 東風吹かばにほひおこせ 六80一 オロシタ荷物ハスグニ車ニノ
よ梅の花︑主なしとて春を忘るな︒

アルプさん︹地名︺一 アルプ山

西洋諸國の耕地が其の総
面積の二割より六割に及べるに比す

海岸には燈壷がありますか 十二462図

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

十一547 ナポレオンがアルプ山を越 七868囹
えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

荒模様
又一地方に荒模檬ある時

心を併せての事とて︑如何ともし難

は︑測候所は地方暴風雨警報を憎し

十ニー82國

あれもよう︻荒模様﹈︵名︶1

田を増すの必要あり︒

れば︑︵略V︑大いに荒地を開き︑美

あの青年を御用ひになったのかとた

︵略﹀︑どういふ御見込で︑

いふことが分ります︒

︵略﹀︑全軍一同に激喜の聲

十351圏

半で︑︵略V︒

十一591

アルプのやま︹地名︺一 アルプの山
をあげた︑アルプの山もふるふばか

つねた︒主人は答へて︑﹁あれが此

て之を豫摩し︑警報の知慮を各信號

の物を製造する費用と相當の利盆と

を併せたる金額に等しからんとする

傾きあるものなり︒

おきなは
き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

十二478図圃我が大日本帝國の

府は三つ︑縣は四十三︒

銅の産額た

︵略﹀︑東に小坂︑西別

子︑足尾併せて三山は

十一一486図國

びみ〜し︒

あわせのてがみ

あわせ﹇合︼﹇▽おんさそいあわせ・とい

アハセモ︑ワタイレモ︑ヒ
トヘモノモ︑カタピラモアリマ

三564

古

物の便は︵略﹀︑常に其

所に掲ぐ︒
ひえ

食物は粟・稗・うばゆりの

あは

あはち

淡路島

十一933図

ければ︑︵略V︒L

島淡路島

あはち
あわじしま︻淡路島﹈︹地名︺2 淡路

根等を主とし︑︵略﹀︒

十812図

あは
あわ﹃粟﹈︵名︶1 粟

︵略V︑翻かに自分の順番を

待ってるました︒あれの温順なこと

十3610圏

の室にはいる前︑︵略﹀︒

あれ

︵略﹀﹁あれ程の名馬はい

をよく現して居ります︒
十一492圏

くら金を佛っても惜しくはない︒﹂
と︑口々にほめた︒

あれ母さはあれ

アノハタヲゴランナサ

アレ

りに︒

一285

あれ﹇彼︼︵代名︶13

イ︒アレガグンキデス︒

三24ムカフノ山主ハ︑ユキガ
フツタヤウニ白クナツタトコ
ロガミエマス︒アレモサクラ
ノハナデス︒

四52園 ﹁あそこに︵略Vが見え あれ︵感︶2 あれ

き所︑鳴門海峡となる︒

あかし
望む所︑明石海挾となり︑牢篭﹇に近

ケ︑イトヲ︒

◇いあわす・くみあわ

アガツマ

是ヨリ南流シテ吾妻川ヲ合

あわせ﹇袷﹈︵名︶一 アハセ

淡路島の北方︑本土と相
あれ︑松轟が鳴いてみる︒

十一177図
あれ︑鈴贔も鳴き出した︒

十一18図

なると

る︒あのこちらに白いかべが

五608團

アレアレ

五613圃

あれあれ︵感︶2

見えませう︒あれがうちです︒﹂

四53圏 ﹁ああ︑あれですか︒
なは︒﹂三郎﹁あれも豆です︒﹂

余ーセ彫

九151図

す・もうしあわせおり

いりあわす・みあわす・もうしあわ

す・さそいあわす・つづりあわす・ま

併す

四344囹 次郎﹁だんごにつけるこ ニ324圃 アレアレ︑サガル︒ピケピあわ・す﹃合﹈︵下二︶9 合ス 合す

アレキサンドル︑ブーシェー

四785園 ﹁あの扇をいおとすも 一一326圃 アレアレ︑アガル︒ハナス
のはないか︒あれをいないと
ナ︑イトヲ︒
いふのもざんねんだ︒
アレキサンドルブーシェー︹人名︺1
五411 えきふが小さな車の上へ︑山
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あんざいしょ
あわせもちう

ス︒

余iヒ︾

あわせもち・う﹇合用︼︵上二︶2
用ふ

併せ

わび

三626
ます︒

四431囹

あはび号のしあ

陛下が︵略﹀︑折にふれ

キヲ見ルモノ︑︵略V︒

十ニー8図

てよみ出でさせ給へる御製にも︑常
に國家を思ひ︑臣民をあはれみ給ふ
大御心の舞察せらる﹂は︑︵略﹀︒

﹁それではあんの豆と︑

だんごにつけるこなの豆と

四345圏

﹁あんにするのはあづ

同じですか︑ちがひますか︒﹂

きといふ豆で︑︵略V︒﹂

四351園

あんえいはちねん﹇安永八年目︵名︶1

安永八年

案外

十二432図︵略V安永八年櫻島の破裂

せし時は︑︵略﹀︒

朝鮮は夏も暑いが︑冬は又

案外に寒い︒

十一斯3

あんがい﹇案外﹈︵副︶1

七つとや︑なんぎをする

公ーミ・ーム・ーメ︾

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑
勇氣ニミチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

八926

よ︑あはれめよ︒

人見るときは︑力のかぎりいたはれ

六848ロロ凶國

あはれむ

のしあはびといふの あわれ・む︻哀﹈︵四・五︶6 アハレム

に︑一つでひらたいのもあり

又あはびの貝のやう

あわび︻飽﹈︵名︶2

十456図第七圖は縦・横・斜三標の
線を併せ用ひたるものなり︒
見よ︑︵略﹀︑直線︒曲線を

は︑あはびの肉をのして︑紙

十468図

のやうにうすくしたものです︒
水夫等は︵略﹀︑息も絶

あはれ

併せ用ひたる第十四圖・第十五圖の

十696図園

あわれ︻哀︼︵形状︶2

模標の如何に麗しきかを︒

あわ・せる︻A旦︵下一︶3 アハセル
n▽いあわせ

えぐに救を呼べり︒少女は之を見

会ーセ・ーセル︾

て︑﹁あはれなり︑父上︒早く船を

合せる

る・うちあわせる・よみあわせる

カラモーピキキマス︒アハセテ

一432︵略V︑四ヒキヰマス︒アチラ

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

ウエジニ

あんき﹇安危︼︵名︶1 安危
ム心モ深カッタ︒
出して救はん︒︵略﹀︒﹂とせき立つ︒
ばうし
忠實な犬は古帽子をくはへ 十317価a凶 二人が之ヲヒロメントセシ 十二m1図 帝國議會の協賛は國家の
ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

十二818

て︑あはれな主人の爲に︑道行く人

五ヒキデス︒

四217園﹁ウチノニイサンヤネ

甚平堂の密なる吉水神社

行宮

及すものなれば︑︵略﹀︒

ごだいご

十一29図

アンゴ

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒
アンゴ
あんこいん﹇安居院﹈︵名︶1 安居院

アスカ

ナカノオホエノ

十皿3ロ︒凶 コ・二程近キ飛鳥ノ安居院

ヲサ・ゲテ皇子二近ヅキ奉りシバ︑

子が蹴鞠ノ遊ヲナシ給ヒ︑鎌足が靴

ケマリ

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑中大尊皇
と談ずる者︑乗組員の運命をあはれ

︵略V︑舟を呑む海獣あり

む者︑コロンブスの暴畢をあざける

十二7610︹図

あんぐう﹇行宮一︵名︶1

ハレミ︑之ヲ救ハントスル義心ヨリ
起レリ︒

の平楽へる喜捨を待ちわびてみる︒

あはれ

うらや 十438図 ︵略﹀︑一族の者領地をうば
ひて︑我を追出したり︒︵略﹀︒﹂と

﹁さはいへど
桁どもを

けた

ましきえ身も輕き君︑床柱︒あ
むなぎ

答ふ︒忠元あはれみて︑己が家に連

はり

休む間な
ひとりつぶやく︒

片時も

はれ我︑梁や棟木や
角柱

つもせおひて
し︒﹂と

アハ

あはれみ

翻り︑様々に勢りて︑︵略V︒

い

十135國圃園

あわれ﹇哀︼︵感︶1

エサンヲアハセルト︑ミンナデ
︵略﹀︑兵士等は力を合せて

五人デスカラ︑︵略﹀︒
十一588
二人を引上げた︒

あはつ
あわづ﹇粟津︼︹地名︺1 粟津
あはづ

八602図圃 粟津の松の色はえて︑か
すまぬ空ののどけさよ︒

アハレミ給フ

あわれみたま・う﹇哀給﹈︵四︶3

レミタマフ

アワテル

あわてる

余ーテ︾

あわ・てる︻慌﹈︵下一︶2

黒色

書ハ暗キ所ニヒソミ︑日暮

暗

即チ此ノ寺ナリ︒

九538図

あんこくしょく﹇暗黒色︼︵名︶1

者︑︵略﹀︑口々に語り合へり︒

あはれみ︑一致協同して王事に勤む

昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少 十二皿6図 下は上を敬し︑上は下を
べし︒

シテ︑︵略﹀︒

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

あん

所

﹁︵略V︑もちやだんごのあんざいしょ︻行在所一︵名︶2 行在

あんは何で作るのですか︒﹂

四338園

あん︻銘︼︵名︶3

臨時大祭二天皇皇后爾陛下あん﹇案一号ほうりつあん・よさんあん

々ヲアハレミ給フコトノ深ク且アツ

リ︒カクノ如ク國事ニタフレタル人

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九305図

タマヒキ︒

六811図

肉ーヒ・ーフ彫

給ふ

ガ 來 タ 時 二 ︑君ラハズヰブ

四391囹 ﹁コノアヒダ大キナフカ
ンアワデマシタネ︒
十一573 將軍は︵略﹀︑はや谷へ下

︵略V︒﹂といって

﹁將軍の命は我々千萬人

りようとする︒兵士等はあわてて異
口同音に︑

の命よりも貴い︒
引止める︒

あんぽうてつどうかいちくらくせい
あんじおり

58

かさぎ

十884図團 笠置の山の行在所︑寄す あんしん・する阿安心一︵サ変︶1 安心
る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち
する

︽ーシ︾

給ふ︒

其の後どうかと思ってゐま

ル彰号ごあんじくださる・ごあんじも

アンドン

アンドンニトボスノ専大テイ

あんどん﹇行灯一︵名︶2

ナタネカラトツタ種油デス︒

五592

ランプニ石油ヲトボスヤウニ

あんな

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

五603

アンナ

スタレテ來マシタ︒

﹁うちのまへの川があ

のが

うつくしい

さく
︵略﹀︑うめの花の

出來ナイ︒L
十一一8210

ごあんない・ごあんないもうしあぐ・

さあ︑あんないをせよ︒﹂

ごあんないもうしあげる・みちあんな

い

塩梅

号こうわかいのあんない

と言ひつけて︑夜のうちにがけの上

五798園

まで出た︒

あんないぶん

ぶん

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅

あんばい﹇塩梅﹈︵名︶1

安平

あんぴん

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

十一645

レ︑︵略﹀︒

たんすゐ

南部の打二型と淡水・

たかお

アンピン﹁安平︼︹地名︺1

あんぴん

安奉

基隆・安平の三港とは本島の四開港

きいるん

十一372魍團

場にこれあり︑︵略V︒

線

あんぽうせん﹇安奉線︼︵名︶2

ぶじゆん

隆線・鮭鱒線・煙台線・撫順線・安

えんだい

十一一564価コ凶 南満洲の支線としては旅

導線あり︒

あふりよく
安趣旨は奉天より鴨緑江

の江口に近き安東縣に達して︑七二

十二58エロコ凶

の縦貫鐵道に連結す︒

奉鉄道改築落成﹈︵名︶1

安奉半道

あんぽうてつどうかいちくらくせい︻安
イオリンと紳士の手つきを打ちまも

安東縣は鴨緑江附近の森

改築落成

林より伐出す木材の集散地なれば︑

老人は︑︵略V︑どうして又 十二586図
自分の弾く時にはあんな音が出ない

十二831

つて居た︒

うして︵略Vかと不思議さうに︑バ

オリンから︑あんな音が出るか︑ど

老人は︑どうしてあのバイ

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ

七483圏
モトユヒや水引ノヤウナ︑

ごゑでなきはじめます︒

じぶんから︑あんな

四665

ふしぎです︒

四656 あんな小さなからだで︑
あんな大きなこゑの出る のが

ふしぎです︒

んなにまがりまがって︑とほく
の方へながれでるます︒
四655 あんな小さなからだで︑
あんな大きなこゑの出る

四57圏

少しも御玉なく入らせら あんな︵形状︶7

れ功田︑一同安心仕候︒

九432里国

安心仕︽1︵りと

あんしんつかまつ・る﹇安心仕一︵四︶1

したが︑手紙を見て安心しました︒

八685團

案じ居

上聞に達せばやとて︑行在所の御庭

十一157國高徳せめても此の所存を
にしのび入り︑︵略V︒．

︽ーリ︾

あんじお・り﹇鶴居﹈︵ラ変︶1
り

川に近き御地は如何と案じ居り候と
うしおり

九711國團 連日の大雨に候へば︑大 あん・ず﹇案﹈︵サ変︶1 案ず ︽ーズ
ころ︑︵略V︒

あんしん﹇安心﹈︵形状︶2 アンシン

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

種々の模様を工夫し︑又麗

安心 号ごあんしんくださる・ごあん

においては極めて大切なる事とす︒

十4910図

しんなさる

安全

安東縣は鴨緑江附近の森

のかと不思議さうに︑バイオリンと

樋口と相並んで︑南満洲の三大門戸

と構せらる﹂日あるべし︒

安々鐵道改築落成の日には︑大連・

あんない弓

紳士の手つきを打ちまもって居た︒

あんない︻案内︼︵名︶1

他ノ動物ハ︵略V︑之二近

安全

安東

安

金銭ヲ安全二士フルニ願下

安東

あふりよく

安雪線は奉天より鴨緑江

あんとうけん︻安東県﹈︹地名︺2

十二57図

あんとう︻安東﹈︹地名︺1

便貯金トナスヲヨシトス︒

九766図

あんぜん﹇安全﹈︵形状︶1

九575図

ヅクコトナキが故二︑却ツテ其ノ身

ボクラバカウイフカあんぜん﹇安全一︵名︶1

ノ安全ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒

四395圏

ツテ︑内カラトヲシメテヰサ

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑
ドンナ時デモ︑コノ中へ ハイ
ヘスレバ︑アンシンナモノデス︒﹂
︵略﹀︑どこまで焼けて行くか

安心

分らない︒仕合に風上で安心だが︑

八427
叔父さんのうちはどうだらう︒
あんしんいた・す﹇安心﹈︵五︶1
公⁝シ炉

十二585図

の江口に近き安東縣に達して︑︷略﹀︒

十二581図

八674團昨朝あたりから熱がずっと 厚身

いたす

安

下って︑食事も進みますから︑一先
安心いたしました︒
あんしんさ・せる﹇安心一︵下一︶1

七口と相並んで︑南満洲の三大門戸

安奉鐵道改築落成の日には︑大連・

林より伐出す木材の集散地なれば︑

と画せらるΣ日あるべし︒

此のわけをよくおつかさ

︽ーセル︾

んにいって上げて︑安心させるがよ

九237園

心させる

い︒﹂

59
いいえ
あんみん

あんみん﹇安眠﹈︵名︶1 安眠
十二993図 ︵略V︑旅館にて夜響く高
聲を獲して︑他人の安眠をさまたぐ
るが如きは︑文明國民の爲すべきこ
とにあらず︒

あんらく︻安楽︼︵名︶1 安八

ら寝ねずして︑明日はかく書がかん

こΣにおいて︑胃は一同に

ては︑時として便を生ずることあり︒

八711図

などひとり言いひ居たり︒
れんぱ
︵略﹀廉頗之を見て心安

いいえ

い﹂

﹁相如にあはば必ず辱しめ

イイエ

ノカキネノワキニカクレマセ

二233園 ﹁︵略﹀︑ イツシ豊田コ

え

いいえ︵感︶7

ん︒﹂と言ひ居たり︒

からず︑

十二389図

是飲料水とぼしくして意のま﹂に之

孟子の幼時母は深く意を

向って曰く︑﹁諸君は知らずや︑我

十二963図

を得ること能はざればなり︒

﹁若し明日中に水のある

はた窒坐して食ふ者にあらず︒
九477図園

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

其

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

騎駝を殺して︑

の胃の中の水を飲むより外なかるべ

所に着かずば︑

い﹇網﹈号くものい
ヰ
腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒ い﹇藺︼︵名︶1藺

し︒﹂

十763図

老後の安樂を願ふ者は若

年の辛苦をいとふべからず︒

十一﹁708図

ヰ

あんらく﹇安楽︼︵形状︶1 安樂

ウ︒﹂﹁イイエ︑イツシヨ ニヰテ

十419國

藺ハ水草ナリ︒葉ナクシテ

胃ハロヨリ入來レル食物ヲ

ハイケマセン︒

太郎﹁︵略﹀︒今あのはし

あなたのおなかまは大

てい枯れてしまったやうです︒

四285圓

太郎﹁いいえ︑六人です︒﹂

ゐますか︒﹂ 次郎﹁五入です︒﹂

の上を人がいくたりとほって

四72圏

ひろったのではない︒

ききましたら︑﹁いいえ︑これは

さんおひろひになりました︒﹂と

三644囹 ﹁どこでこんなにたく

唯壁アリ︒︵略V︒我等ノ家二敷ケル

居合す

畳ノ表ハ︑此ノ董ヲアミテ造りタル
モノナリ︒

肉ーセ︾

十﹁457図

︵略V︑刀を取直して腹か

いあわ・す﹇居合﹈︵下二︶1

︵略V︑腸ハ胃ニテコナシ壷

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十764図

コナシ︑︵略V︒

十763図

九386 關所も無ければ︑川止も無い
から︑僅かの旅費︑僅かの日数で︑
女子供でも安樂に旅行が出由る︒

ひぐらし

意

ルモノヲ禮外二出ス︒

い︻意﹈︵名︶6

此の門一に日暮門の名ある

き切らんとす︒居合せたる人々涙に

九946図

くれながら︑﹁︵略︶︒﹂と︑取ってお

さへて動かせず︒

は︑目詣るるまで見れどもあかずと
是白樂天の詩に︑﹁香櫨峯

かめ

︵略V︒﹂といひました︒のぎくは

一人の子どもが︵略V︑
の中へおちました︒居合せた子ども

おはる﹁︵略Vごはんにた

ごはんに

たく萎は大萎です︒﹂

する変は小著で︑

る﹁いいえ︑うどんやさうめんに

ますか︒﹂三郎﹁同じです︒﹂おは

する変は同じですか︑ちがひ

く変と︑うどんやさうめんに

四333園

す︒

に見えても︑ねは生きてゐま

﹁いいえ︑私たちは枯れたやう
いひ出づ
一のたち正していひ出で
二子を失
閣下の心如何にぞ︒﹄

﹃此の方面の戦闘に

いひ居る

︵略V︑前の如く夜もすが

飛ーイ︾

十一736図

言ひ居る

いい・いる﹇群居一︵上一︶2

と︒

ひ給ひつる

ぬ︑

十398図圖

愈ーデ︾

いいい・ず﹇言出︼︵下二︶1

は漸うろたへてさわぎました︒

︽ーセ彰

居合せ

の意なりとそ︒

十177図

の雪は︵略﹀︒﹂といふ句あるを思ひ

六232

る

されど水は大都會などに

いあわ・せる﹇居合︼︵下一︶1

十二皿10図圃 いろはのいをも わき

出でて問はせ給ひしを︑清少納言は

文字の数︒

しが︑︵略V︑箱根山中にてよき枝ぶ

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか﹂り

﹁先に書がきたる檜の

直ちに其の意を察し奉りしなり︒

る︑︵略V︑世の 人 並 の

い︻井﹈︵名︶1 井

井ノ中ノヵハヅ大海ヲ知ラ

之を書添へんとて︑わざく蹄り來

りの檜を見て︑其の意を得たれば︑

ラフソク

い︻衣︼号ぎょい

りたるなり︒L

細大意ノマ・ニシテ︑手紡ノ如ク不

ク モ
スル太キ綜︑蜘蛛ノイノ如キ細キ綜︑

十﹁917図

揃トナルコトナシ︒

等一同申し合せて︑胃に三っていふ

し︒

のみにて︑少しも我等に報ゆる所な

やう︑﹁︵略V︑汝はただ坐して食ふ

八696図ある時口・耳・目・手・足 十﹇873図南フルニ彼ノ蝋燭ノ心ト

い﹇胃一︵名︶6胃

い﹇位一画面いにい

ズ︒

六433

十一752図囹

まへぬ 身のいつしかに 積み得さ

い︵名︶1 い

い

いう
いいおう

60

四686園 三郎﹁︵略V︒苦ケレバ私
オ クスリ

ハ

ジブン

ガカハリニノンデ上ゲマセウ︒﹂
母﹁イイェ︑

デノマナケレバ︑八二モナリマ
セン︒﹂

六614圃圏 もしおなかでもいたいの

数日ノ後︑川成ヨリ﹁見

す人はその方にきまったぞ︒﹂

とい

つて︑下役どもに言ひつけて︑しば

八299図
セ申シ度キ給出來タリ︒御出アリタ

八91一

信長はとうとう秀吉にいひつ
コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬

二35一 アル日トモダチニユミノ
ジマンヲシテ︑﹁カガミモチヲ

マトニシテ︑イテミマセウカ︒﹂

トイヒマシタ︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二367ソレカラコノ人ノタニ

天ジンサマハスガハラノ

ツタトイヒマス︒

二467

ミチザネトイフチユウギナオ

イフチカラノツヨイ人ガア

カタヲマツツタノデス︒
三134 ムカシタイマノケハヤト

ナリマシタ︒

フ人トスマフヲォトラセニ

三146

リマシタ︒

丁二言付ケテ︑︵略﹀︒其ノ時ハスグ

余ーメ暫

言ヒフ

レノ軍艦ヲセォツテ蹄ル積りデカケ
ツケヨ︒﹂トイツタガ︵略﹀︒

クム

いいふく・む﹇言含﹈︵下二︶1

︵略V︑ノミノスクネトイ

馬ヲ引イテ來イ︒︵略V︒其ノ隠州オ

けて︑直させることにしました︒

六478

で出た︒

言ひつけて︑夜のうちにがけの上ま

﹁︿略﹀︒さあ︑あんないをせよ︒﹂と

よしっねはこれを聞くと︑

らせました︒

言ひっか

五801

シ︒﹂ト︑エノモトニイヒ來レリ︒
イヒ捨ツ

驚キテ目送スレバ︑ヤ︑ア

いいす・つ﹇言捨一︵下二︶一
肉ーテ彫

十233図
リテ引返シ來リ︑﹁︵略V︑五日目ノ

︽ーッ単

トイ

朝此ノ虞ニテ我ヲ待ツベシ︒﹂

おとし物でもしたのか︒﹂と︑

る

六496
が︑︵略V︒

いいつかわ・す﹇言遣﹈︵四︶1

言ひつ

敵を攻めに行ってみた間の事でした

秀吉が信長に言ひっかつて︑

いいつか・る﹇言付﹈︵五︶1

ヒ捨テテ去レリ︒

︵ 略 ﹀ ︑ こ と ば や さしくなぐさめる︒

﹁い︑え︑さう

か︑

涙をふいて女の子 ︑
ではありません︒︵ 略 ﹀ ︒ ﹂

いひ終ふ

いひき

船 長はかくいひ終へて︑一

いいお・う︻言終﹈︵下二︶1
︽一へ︸

七874ロ︒凶
段と聲をはり上げて ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹂

いいきか・す﹁言聞︼︵下二︶1

或時旅行先より手紙を送り

︽ーシ︸

九451國

かはす

飛ーセ彫

七539國 お花は﹁小包郵便でもやは

かす

て︑其の子のアリに騎駝を連れて︑

一門ノ者一人ニチモ生キ残りテアル

聞分ケヨ︒︵略V︒我が死ニタル後モ

言ふ

日ふ

イフ いふ

︽ーッ・iハ・ーヒ︒

のです︒く

︵略V︑父は﹁ここがあか

父のいふとほり︑そとへ

みんな

これがなければ︑せんせい

のおっしゃることや︑

三391

しっかにとんでいきました︒

はなしたら︑あをく光りながら︑

三372

といひました︒

らいところへはなしてごらん︒﹂

るいから︑みえない

三372

う︒﹂といひますと︑︵略﹀︒

三366 まさをはふしぎさうに︑
﹁どうしてもう光らないのでせ

らがなのドリル︺

七31図 ︵略V︑正成ハ道ニテサトス 三166﹁おれよりちからのつよい
人はあるまい︒﹂といって︑け
ヤウ︑﹁︵略︶︒ ヨク父ノ言フコトヲ
はやがじまんをしました︒︹ひ

荷物を取りに來るべしと言ひっかは

と問ふ

り四匁までが三銭 で す か ︒ ﹂

したり︒

タリ︒

月夜には波が銀の様に光つ

いいよう﹇言様﹈︵名︶1

りません︒

言フ

ーフ・1へ︾

姐

て︑その美しさは何とも言ひ檬があ

七827園

言ひ檬

ンゴロニ言ヒフクメテ︑國ヘカヘシ

タメニツクスベシ︒︵略V︒﹂ト︑ネ

間ハ︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御

に︑母はなほ﹁小 包 郵 便 は ︵ 略 ﹀ ︑

イヒツケ

イモウ

ワタクシバ着陣アサンノ

いひつ

オツカヒ
いいつ・ける﹇言付﹈︵下一︶5

ニイツタリシマス︒

トノモリヲシタリ︑

イヒツケヲヨクキイテ︑

三11一

いいつけ︻言付﹈︵名︶一

八銭でよいのです ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 昔 は ひ き

やくといふものがあって︑︵略﹀︒今

いひ

大 そ う 便利です︒﹂といひき

では切手をはって出しさへすれば︑
︵略﹀︑
かせたり︒

一一早口

いいきか・せる﹇言聞﹈︵下一︶1
聞かせる

九238 大尉は︵略V︑水兵の手を握 ける 言ヒツグル 言ひつける 言付

役人は︵略﹀︑﹁︵略﹀︒釜ぬ

い・う﹇言﹈︵四・五︶

何ヲ言ヒツケラレテモ︑ いいんうがくむいいん

飛ーケ彰

三532

ケル

五273

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

かさんにいって上げて︑安心させる
イヒ來ル

つて︑﹁︵略V︒此のわけをよくおつ
がよい︒﹂といひ 聞 か せ た ︒

飛ーレ彰

いいきた・る﹇言来﹈ ︵ 四 ︶ 一

61
いう
いう

の言ふことがわかりません︒
三673 ︵略V︑大キナカメが出テ
三401 けれどもそのほかによけ
キテ︑﹁︵略V︒私ノセナカヘォ
リユウグウニハォトヒメ

ノリナサイ︒﹂トイヒマス︒

ソノトホリデス︒﹂トイツテ︑ニ

一びきのきつねがさきの

ツコリワラヒマシタ︒

四284

﹁︵略V︒まことにおきのどくなこ

ミナモトノヨシイヘトイ 三678

いなことは言ひません︒

とです︒﹂といひました︒

三425

トイフキレイナオヒメサマガ

こってみるのぎくを見つけて︑

居テ︑︵略V︒

母が父に﹁もうすぐお

フタイシヤウガイクサニ行ツ
四306

正月ですから︑もち米をようい

ハ

しなければなりません︒﹂といひ

ソノウチニウラシマ

ウチヘカヘリタクナツ垂目ラ︑

ますと︑︵略V︒

四313園﹁おもちにするのはも

アル日溜トヒメニ︑﹁︵略﹀︒アマ

シタ︒

︵略﹀︑オトヒメノイツタ

︵略V︑にたんの四郎ただ

︵略﹀︑ただつねをほめる

﹁︵略V︑こなにするの

きといふ豆で︑︵略V︒﹂
四353園

父は︵略﹀︑﹁三郎はこん

は大豆といふ豆です︒﹂
四357

やは大そうもの知りになった
ね︒﹂といひました︒

四366

マシタ︒

のしあはびといふの

は︑あはびの肉をのして︑紙

四431園

︵略﹀︑ワニザメが居マシタ

のやうにうすくしたものです︒

四533

イヒマシ

カラ︑﹁︵略V︑ドツチが多イカ︑

白ウサギハコレヲ見テ︑

クラベテ 見ヨウ︒﹂ ト

タ︒

﹁︵略﹀︒︵略﹀︑ムカフノヲカマデ

四547

ワニザメハ白ウサギノイ

ナランデ見知︒﹂トイヒマシタ︒

四55一

フトホリニナラビマシタ︒
四555
イマ 一足デヲカへ上ラ

ウトイフ所デ︑﹁︵略V︒﹂トイ

オレハココノヲカへ來

ツテワラヒマシタ︒

タカツタノダ︒﹂トイツテワラ

四56一

ヒマシタ︒

ソコヘオホクニヌシノミコ

ソノノチオホクニヌシノミ

ぶんから︑

あんなうつくしいこ

四664 昔からうめにうぐひす
といって︑うめの花のさくじ

リマシタ︒

コトハ白ウサギノイツタトホ
リ︑エライオ方ニオナリニナ

四618

ナリマシタ︒

トトイフ神サマガオ出デニ

皆サンノ知ツテヰルダケ 四583

ヨロヒヲキテヰルカラ︑

ボクラバカウイフカ

イツテゴランナサイ︒
タイ

四392囹

︵略V︑サザエが岩ノカゲ

︵略V︑アンシンナモノデス︒﹂

四396

カラヨビトメテ︑﹁︵略V︒ボクラ

トイツテ︑ジマンバナシヲシマ
シタ︒

バ︵略﹀︑アンシンナモノデス︒﹂
﹁︵略﹀︑マン中ノーパン

﹁︵略﹀︒苦シイコトバゴザイマ

四676 三郎ハシンパイシテ︑︵略﹀︑

ゑでなきはじめます︒

ラノナイモノバカハイサウナ

四406

モノダ︒﹂トイツテ︑スマシテヰ

ハ︵略﹀︑﹁︵略﹀︒カ

こゑは︑山もくつれるほどで
四208囹

高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ
オヂイサンバ﹁ナルホド︑

ビトモイヒマス︒

四232

サザエ

あったといひます︒

四201

ておひじしにむかひました︒

つねといふぶしが︑︵略︸︑その

四172

アケテ見ルト︑︵略V︒

コトモワスレテ︑タマテバコヲ

三734

リツパナハコヲワタシマシタ︒

三721

︵略﹀︑タマテバコトイフ

イフリツパナハコヲワタシマ

スナ︒﹂トイツテ︑タマテバコト

ケツシテフタヲオアクナサイマ

タ︒
ち米といふ米です︒
三718 オトヒメハ﹁︵略V︒シカシ 四351囹 ﹁あんにするのはあづ

チヘカヘリマセウ︒﹂トイヒマシ

リナガクナリマスカラ︑モウゥ

三705

タトキ︑︵略︶︒

カツタトイフコトデス︒

三438 ソレデイツデモイクサニ

三454東ト西ト南ト北ヲ四
方トイヒマス︒
三466園 ︵略V︑﹁あまりほしがき

れいだから二つ三つはたきお
とさうと思ふのだ︒﹂︵略﹀︒と

もだちは﹁ばかなことをいふ︒
ともだちは﹁ばかなこと

をいふ︒︵略V︒﹂といってわらひ

三472
ました︒

三534 何ヲ言ヒツケラレテモ︑
﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ
ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒
﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ナ

三542 ﹁︵略V︒﹂トヨバレテモ︑

﹁ハヤクォサラヒヲナサ

カナカスグニハ行キマセン︒

三544

イ︒﹂トイハレテモ︑﹁ハイ︑今

︵略︶︑イツモノトホリ︑

スグニ︒﹂ トコタヘルバカリデ
ス︒

三553

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ス

ムカシウラシマ太郎トイ

グニハキマセンデシタ︒

三652

フ人ガアリマシタ︒

いう
いう
62

センカ︒﹂トイツテタヅネマス︒
人立って︑﹁見ごとなたきだ︒﹂とい

て︑どうしてもかへしません︒
﹁お前のいふことはまこと

役人は後からこゑをかけて︑

にもっともだ︒

五262囹

五273

﹁こら待て︑ゐざり︒︵略﹀︒﹂といつ

て︑下役どもに言ひつけて︑しばら

ソレカラ十四五日タツテツム

いって︑むりに手をひっぱってつれ

音次郎は友吉のかたに手をか

出しました︒

五492

といひました︒

けて︑﹁あ＼︑あぶなかった︒︵略﹀︒﹂

キ瓜・マク上貼・白瓜・夕顔

・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマ

五495

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

ナドヲ瓜トイフ︒

五495

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑

︵略V︑カウモリハ﹁私ハ鳥デ

カボチヤハ平タイ︒

五533

ドチラヘモツキマセンデシタ︒

モケモノデモナイカラ︒﹂トイツテ︑

コノカハイラシイ︑美シイ蝶
ヲツカマヘテイヂメル人ハ︑ドウイ

ソノ時カウモリガケモノノ方

ア

又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ

ヒテニシテクレマセン︒

前ハケモノダラウ︒﹂トイツテ︑

五555

カ︒﹂トイツテ︑伸問へ入レマセン︒

へ行キマスト︑ ﹁富農ハ鳥デハナイ

五552

キマシタ︒

ノ塁間ダ︒﹂トィツテ︑鳥ノ方ニツ

五545 ︵略﹀﹁私ハ羽ガアルカラ︑鳥

シタ︒

トイツテ︑ケモノノミカタニナリマ

ニテヰルカラ︑ケモノノ仲間ダ︒﹂

昔雄略天皇がすがるといふ人 五538 ︵略V﹁私バカラダガネズミニ
こといふのはかひこのこと
天皇は︵略﹀︑すがるには小
﹁コレハトンネルトイツテ︑

﹁コレハトンネルトイ

文太郎ハビツクリシテ︑父ニ
ツテ︑︵略V︒﹂トイヒマシタ︒

キ・マスト︑

五445

山ヲホリヌイ此所デス︒﹂

五443園

子部といふ姓をたまはりました︒

五384

で︑︵略V︒

五367

をおめしになって︑︵略V︒

五365

ゆうりゃく

フ心デセゥ︒

五363

ノヲニ番茶トイヒマス︒

五333

ヲ一番茶トイヒマス︒

︵略﹀︑一バンハジメニツムノ

せました︒

母は戸だなの方をさして︑
取って

五328

らを見ても水ばかりです︒こΣを人

日本一ノ大キナホトケサマ

鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ

テヰマス︒

五161

高イモノデス︒

ハ︑︵略V︒ナラノ大ブツトイツテ名

五142

が海といひます︒

五B6︵略V︑ひろぐとして︑どち

だ︒﹂といって︑ほめました︒

つて︑ながめてゐました︒
四754 ︵略V︑母ノ所へ行ツテ︑
五112
そばを通る人が﹁美しい川
﹁オカアサマ︑オヒナサマヲカザ

リマシタカラ︑ゴラン下サイ︒﹂
トイヒマシタ︒

一人のくわんちよがその

ヨクカザレマシタ︒︵略﹀︒﹂トィ

四758 母ハ來テ見テ︑﹁タイソウ
ヒマシタ︒

四773

下に立ってさしまねいてゐま
す︒さをのさきの扇をいよ

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズン

ノデセウ︒

五194

五203

がら︑いそいで行って見ると︑︵略V︒

おはなは﹁はい︒﹂といひな

ズンシユツセヲセヨトイフ心デ祝フ

五186

デモ上ルコトガアルサウデス︒

あの扇をいおとすもの 五176 鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ

といふのでせう︒

四785園

はないか︒あれをいないと
いふのもざんねんだ︒
四796 その時一人がすすみ出
て︑﹁なすのよ一と申すもの
がございます︒︵略V︒﹂といひま
あまてらすおほみかみ

した︒

﹁そこにおさらがあるから︑

五12 天照大神の御弟に︑すさのを
のみことといふきのあらい神さまが

おくれ︒﹂といひました︒

母は﹁ちよつとお待ち︒﹂と
母は︵略V︑﹁手がなまぐさい

文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑
海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑︵略﹀︒

五448

友吉は﹁早くこっちへ來たま 五558 ︵略V︑ヒルノ閤ハ︵略﹀ニカ

クレテヰテ︑夜直ナルト出テ空ヲト

ぬす人はきんじよに住んで 五471

ビアルクヤウニナツタトイフハナシ

近ゴロバ又マツチトイフベン

へ︒︵略V︒﹂といって︑そこをのか

五572

デス︒

せようとしましたが︑︵略﹀︒

友吉は﹁かみなりは高いもの
のある所へおちるのだ︒︵略﹀︒﹂と

五476

みるゐざりだといふうはさがあるの

︵略﹀︒﹂といつ

︵略﹀︑﹁この釜は昔から私の
うちにある釜です︒

五236

で︑行って見ると︑︵略V︒

五227

かけておくれ︒﹂といひました︒

から︑そのひしゃくを取って︑水を

五222

いって︑︵略﹀︒

五216

ありました︒

といふ女の神さまのまひがおもしろ

五27 その時あめのうずめのみこと

たちからを

かったから︑︵略﹀︒

よい神さまが︑これをごらんになる

五37 手力男のみことといふ力のつ
と︑︵略︶︒

出テ來テ︑︵略V︑ヨイミチノ方へ御

五63 ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ
アンナイ申シ上ゲマシタ︒

五97 きがついて見ると︑人が二三

硲
いう
いつ

貫ノ千分ノーヲ匁︑匁ノ十

合ノ十分ノーヲ勺トイフ︒

︵略V炭ハ︑木ヲヤイテコシ 六201図

リナ物が出來テ︑︵略﹀︒

分ノーヲ分︑分ノ十分ノーヲ厘トイ

五578
ラヘタモノデス︒ソレユエ木炭トイ
フ︒

めくらは杖を受取って︑

︵略V︑ムネノ所ダケ三日月ナ

シグマトイフ熊ハ小馬ホドア

ツテ︑カが強ウゴザイマス︒

六655

ワトイヒマス︒

リノ白イ毛ガアリマス︒コレラ月ノ

六653

しいこと︒﹂とれいいって︑︵略V︒

﹁あ﹂︑ありがたうございます︒うれ

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹 六637圃

織物トイフ︒

六336図

六343図木綿糸ニテ織りタルモノヲ
木綿織物トイフ︒

︵略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒
てうせん

カズノ子ノ俵ヲカツイデ︑ニゲテ行

日本中を平げて︑後には朝鮮 六664 熊ハイタヅラモノデ︑︵略﹀︑

歌がすむと手打をして︑口々

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

リ︒

ナニ

ハ

大阪ハ昔ハ難波トイヒテ︑

市中ヲ流ル︑川ヲ淀川トイ

ヨド

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナ

ニントク

六804図

ひました︒

に﹁おめでたう︑おめでたう︒﹂とい

六765

クコトガアルトイヒマス︒

小さい時の名を日吉丸といひ
お寺では﹁こんないたづら者

みつひで

フ︒

︵略V︑信長は京都で光秀とい 六814図
ふけらいにころされました︒

六498

かへしました︒

はごめんです︒﹂といって︑うちへ

六448

ました︒

六438

人でございました︒

人は︑もとはいたって身分のひくい

六436

六356図

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

︵略V一人の子どもが︑﹁そん 六347図麻又バカラムシノ糸ニテ織
とい

マヅヤクワンガイヒマスニ

赤ク

ヤクワンハソレヲ聞イテ︑
トイヒマ

ソノ時鐵ビンハ︑﹁︵略﹀︒銅

タノデ︑︵略V︒

ヲ出シマセウ︒︵略﹀︒﹂トイヒマシ

ハ人二使ハレテヰテモ︑時々青イ物

六294

シタ︒

ナルデハアリマセンカ︒﹂

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビテ︑

六285

モノ仲間ノ銅デセウ︒

ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑私ド

ハ︑﹁金口ハイロ︿アリマスガ︑

六247

つて︑まつ象を船にのらせました︒

なら私がはかって見ませう︒﹂

六211

ヒマス︒

五58一 ソノホカニ石炭トイフモノガ
アリマス︒

五584 ︵略V︑石ノヤウニカタクナツ
テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒

ヒマス︒

五596 ランプニトボスノハ石油トイ
五606 昔ノ人ハ石炭ノコトヲモェル
土︑石油ノコトヲモェル水トイヒマ
シタ︒

五671 それを母に見せますと︑母は
﹁よく出猟ました ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ
ました︒

五706 晩ニナルト︑花火が上ルトイ
フ話デアル︒

五797囹 鹿の通れる所を馬の通れな

學びのはじめぞ︑つΣし

︵略V︑しまひには日本中の大 六838池園 ︵略﹀︑いつはりいはぬが

子供らの

六508

めよ︑いましめよ︒

直吉は後でふと氣が附いて︑

名が皆秀吉の言ふことをきくやうに

六312

なりました︒

いといふことがあるものか︒

﹁あ＼︑大へんなことをした︒今の

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生

ナンヂ丁年スデニ十歳ヲ

正行ノ如キハ︵略﹀︑

ノ手本トイフベシ︒

七91図

ケヨ︒

國民

コエタリ︒ヨク父ノ言フコトヲ聞分

七19図囹

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七17図囹

いふ︒

六852図心 ︵略﹀︑病は口より入ると

お客にもう一銭上げなければならな

この時よしつねは︑﹁われを

︵略﹀︑その使のもって來た文
ふぶれいなことばがありました︒

の中に︑秀吉を日本國王にするとい

六518

手本にせよ︒﹂といひながら︑馬に

五814

︵略V︑長松は笑って︑﹁先で

謙信はそれを聞いて︑﹁︵略V︑

敵の國の人には何のうらみもない︒

六592
おけばよかったのに︒﹂といったら︑

︵略V︑謙信は﹁ああ︑をしい
つた︒﹂といってなげいた︒

事をした︒よいいくさ相手がなくな

六595

塩を送らせた︒

といって︑じぶんの國から

︵略︶︒﹂

︵略V︑直吉は︑﹁だんながお

松はまだ笑ってみた︒

つてはならない︒﹂といっても︑長

るすだから︑なほさらまちがひがあ

六327

︵略V︒

は知らないのだから︑一銭まうけて

六317

て行って︑︵略V︒

かった︒﹂といって︑すぐに追っかけ

御社の後には松山がありま

一むちあててかけ下りた︒

六93

す︒その松山へのぼらうといふので
す︒

六178図 尺ノ十倍ヲ丈︑尺ノ十分ノ
一ヲ寸︑寸ノ十分ノーヲ分︑分ノ十
分ノーヲ厘トイフ ︒

︵略﹀ ︑ 升 ノ 十 分 ノ ー ヲ 合 ︑

石トイヒ︑︵略﹀︒

六191図升ノ十倍ヲ斗︑斗ノ十倍ヲ
六193図

いう
いう
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七125囹 商費上でげんきんといひ︑
かけといふのは何の事ですか︒

七125圏 商責上でげんきんといひ︑
かけといふのは何の事ですか︒

七133圏 ねぎられたら引く積りで︑
高くいふ直段がかけねです︒

トイフノハ︑世語ラク人ノ少イトイ

何事ニヨラズ手ノハタラキノ

のまれて︑それをほかへ費渡してや

七278

フコトデス︒

︵略﹀︑又織物を買ひたいと

り︑︵略V︒

ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ

七152囹

ノワルイノヲ下手トイヒマス︒

一匹の翼の口から出る紡をの

七338

その卵を産みつけさせた紙を

これを鷺の蛾といふ︒

七361図

識をかふのは春と夏と秋の三

うるしの上に金又は銀にて

やきといふ︒

七351合目かくして出來たるものをす

ある︒

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

七342

翼卵紙といふ︒

七331

ことである︒

ばして見ると︑五六町もあるといふ

七288

ノヲ下手トイヒマス︒

︵略V︑手ノ玉響ラキノワルイ

いふ人にたのまれて︑それをほかか

︵略V︑ゑんどうのいふに︑﹁あ

番町デ目アキ目ク
番町デ目アキ目ク

七279

ら買取ってやる店のことです︒

畠のゑんどうがかきの外から
とい

こゑをかけて﹁︵略﹀︒︵略﹀︑どうか

七199
これからお心安く願ひます︒﹂

七134圏 たとへば十五銭で質ってよ
いものを二十銭といふやうなもので

どういふわけで︑おたがひ

ふ︒

七206

に親類の聞がらでございますか︒L

七203囹

す︒

小費といふのは商人から

七136園 正直な商人はかけねなどは
いひません︒

なたと私は大そう似てみるではあり

七138圏
品物を使ふ人にすぐに質渡すことで

目妙見ユレドモ︑字ノ讃メ

ませんか︒

時ノ人
時ノ人

日用品ナラバ︑マヅ何デモア

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

七404

せん︒

︿略﹀︑何分にも直が高いの

一豊も︷略﹀︑家へかへって︑

で︑誰一入買はうといふ者がありま

七397

ルトイツテヨロシイ︒

く略V︑弟子ドモハ︑﹁先生︑ 七385

﹁サテく︑目アキトイフ
保己一ハ笑ヒテ︑﹁サテ

﹁あ＼︑金がない程残念なことはな

イソガシイ時二手ノ足りナイ

つた︒﹂

︵略V︑こんな大金を持って
みるなら︑なぜあると一言いはなか

七417囹

いひました︒

く︑目アキトイフモノハ不自由ナ
イソガシイ時二手ノ足りナイ

い︒︵略﹀︒﹂と︑思はずひとり言を

七267

フコトデス︒

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

七266

モノダ︒﹂トイヒタリトゾ︒

七252國

モノハ不自由ナモノダ︒﹂

七249園

リガ消エマシタ︒﹂トイフ︒

少シオ待チ下サイマセ︒今風デアカ

七248図

ラニ物ヲキ︑︒トイヒタリトイフ︒

七241國

ラニ物ヲキ︑︒トイヒタリトイフ︒

七241図

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

七227図

す︒

七141圏．小責をする商人を小過商人
といひます︒

さん持ってるて︑小力店へ大口に責

七141園 卸頁といふのは品物をたく
渡すことで︑︵略﹀︒

︵略﹀︑卸質をするものを卸

費商人といひます︒

七144囹

か︒

七145園問屋といふのは何の事です
七146囹 問屋といふのは他人からた
のまれて︑品物を三つたり買ったり
して︑口銭を取る店のことです︒

七148園 たとへばごふく問屋といふ
のは︑織物を早りたいといふ人にた

のまれて︑それをほかへ費渡してや
り︑又︵略﹀店の こ と で す ︒

のは︑織物を擦りたいといふ人にた

七149囹 たとへばごふく問屋といふ

けらいのものが︑﹁これは一

幽豆の馬でございます︒﹂ といひます

七437

と︑︵略﹀︒

﹁日ごろ貧しい暮しをして

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七439囹

︵略﹀︑ 信長は大そう感心し

を買ひもとめた︒

七443

て︑これが一豊の出世のもとになつ

おほよそ家の紋どころ︑

たといふことであります︒

七446図園

西洋紙が日本紙二向ツテ︑

いふもかしこし︑菊と桐︒

七468

書物モ近ゴロバ大

テイ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

﹁︵略﹀︒ ︵略﹀︑

タ︒﹂トイフト︑︵略﹀︒

ニアル扇モウチハモヤハリサウダ︒﹂

七474 ︵略﹀︑日本紙ハ﹁︵略﹀︒コ︑

トイヒマス︒

テハトテモカナフマイ︒﹂ トイヒマ

七478 西洋紙ハ﹁︵略﹀︒便利ニオイ

ス︒

﹁イヤ︿︑君ラバ破レ

西洋紙ハ又﹁葉書や切手や印

易クテ︑少シモ強ミトイフモノガナ

七481医

イ︒

紙ナドハ皆僕等ノ仲聞ダゾ︒﹂ トィ

七497

︵略﹀︑ 日本紙ハ神ダナヲ指

ヒマスト︑︵略﹀︒

サシテ︑﹁ソンナニイバツテモ︑ア

七501

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

イ︒﹂トイヒマシタ︒

七508図 ︵略﹀︑配達夫は﹁おかあさ
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んをよんで下さい︒ ﹂ と い ふ ︒

あって︑手紙や品物を配達しました

七533園 昔はひきゃくといふものが
が︑︵略V︒

七556図 サレドモコ・ニテ見ユルハ
東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒
三年その恩をわすれ ず ︒ ﹂ と い へ り ︒

七617図 昔より﹁犬は三日かへば︑

七628図 外國にては︵略V︒二三匹

又尽そう作物を荒すものだといふこ

さうしてそれをつかまへる

があって︑それで方角をとって進ん

八216囹

とを話しました︒

海岸には燈壷がありますか

で行くのです︒

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

七869園
ら︑それを見ると︑あれはどこだと

︵略V︑毎朝早くすを出て︑

︵略V︑きたへる時は身を清めて︑一

八339 ある時の話に︑﹁︵略﹀︒刀は

一切の書類や記録類も皆ぶじ

心不溶に打つたものだ︒﹂といった︒

八437

聞けば此の火事は︵略V︑多分

であったといふことだ︒

焼けない事さへいへば︑御

煙草のすひがらが元だらうといふ話

八448

だ︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

︵略V︑まだねてみた妻を呼 八471囹
﹁朝ね程損なものはない︒

それで﹁いすかのはしのくひ

翁忌濟川成トイフ名高キ書 八658 ソレヲ藍玉トイヒマス︒

ちがひ︒﹂といふことがある︒

八575

チもいらない︒

の焼けなかったことも分るから︑ウ

又ヤケナイといへば︑うち

起して︑

農夫は﹁おかげで目がさめ

八481囹

イと書くにも及ばない︒

した︒

八277図

クダラノ

て︑かたく友だちの手を握りしめま

た︒御恩は一生忘れない︒﹂といつ

八274

かり話して聞かせました︒

︵略﹀︒﹂といって︑今見た事をすつ

八259

いふことだ︒L

ゑをさがして︑すぐ蹄ってしまふと

八221囹

が︑毎年一羽つつしか出て罪ない︒

﹁さておしまひに一ついつ

いふことが分ります︒

七876囹

たとへば自分のうちを恐

ておきたい事があります︒

七884園
はどうして海温の國民といはれませ

ろしがる様なもので︑こんなことで

の犬︑よくご三百頭の牛︑二三千頭
その神々しさいはん方な

う︒

八57図そこの御門を板垣御門とい

し︒

八54図

の羊を追ひまはして︑主人の行く方
へ行かしむといふ︒

へむ

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

七637図 又近ごろは戦場にも犬を用
ヘ

八78図今日は神嘗祭なれば︑夕方

かんなめ

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

ふ︒

七644 ゆ・茶・汁・すひ物はいふま

いふ︒

とし・ゐ

でもない︒酒やすや︵略﹀も水がな

等一同申し合せて︑胃に向っていふ

八697國ある時口・耳・目・手・足

やう︑ ﹁我等はつねにいそがしく働

工アリキ︒

けるに︑︵略V︒

︵略Vまじめになり過ぎま 八283國 一日川成二向ヒテ︑﹁︵略V︒
四方ノカベニ絶ヲカキテタマハリタ

諸君若し我に食物を送

シ︒﹂トイヘリ︒
ヨシカゲ

騨尼ノ兄義景コレラ見テ︑

ん︒

八724図園

八728図

こ︑において︑胃は一同に

﹁猫デナイシヨウコニ竹ヲ

程と感心せり︒

持なり︒﹂といふに︑手足等一同成

向って日く︑﹁︵略﹀︒世はすべて相

八726図

ふために満したりといはん︒

︵略V︑我もまた諸君を養

た諸君を養ふために幸したりといは

るために働きたりといはば︑我もま

八723図園

したので︑にいさんによそ行の顔だ
八168國

ニ︑何心ナクエンニ上リテ︑南ノロ

﹁入りテ見場へ︒﹂トイフ

﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲヨク心得タ

工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ

︵略V︑川成腹ヲカ・ヘテ笑

刀は武士のたましひといは
清めて︑一心不齪に打つたものだ︒L

れたものだから︑きたへる時は身を

八336園

エニ入リ給ハザルカ︒﹂トイフ︒

ヒナガラ︑﹁カク我ノ居ルニ︑何ユ

八307図

ザ︑コナタへ︒﹂トイフ︒

八302図

ヨリ入ラントスレバ︑︵略﹀︒

義三重ネテ︑﹁サラバコト

︵略V︑雀といふものはすぐふ

八204 ︵略﹀︑雀といふものは︵略﹀︑

のだといふことを話しました︒

えるもので︑又大そう作物を荒すも

八202

ヘバ︑︵略V︒

ぐク張りカへ給へ︒︵略V︒﹂トイ

八178図

イヒシニ︑︵略V︒

ル者アリ︒ソレニ命ジタマへ︒﹂ト

八288図

といって笑はれました︒

八108團

ければ出子ない︒

七723 又買主貝トイフモノガアル︒

一ガイニイフコトハ出來ナ

イガ︑マヅ緑色ノモノハ淺イ所二︑

七766
︵略V︑茶色ノモノハソノ中間ニハエ
テヰルノデアル︒

ふのは︑長さが六十間程もある大き

七816圏 私の乗ってみる明治丸とい

﹁航海といふものはかうい

な汽船で︑︵略V︒

七847園

ふ面白いものですが︑二時にはおそ
ろしい目にあふこともあります︒
﹁航海といふものはかうい

ふ 面 白 い も の で す が︑︵略﹀︒

七847園

七861圏 船にはらしんぎといふもの

いう
いう
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書イテオキ︒Lトイフコトアリ︒

るべしと存ぜられ候間︑︵略﹀︒

右は地質といひ︑縞がら

から︑何人にも乗船の望に慮じる︒﹂

九321︵略﹀︑﹁何月何日初航海をする
といふことを新聞紙に廣罪したが︑

又一人︑﹁然らばかの子供

ンといふ者あり︑︵略V︒

九4710図

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

の乗れる酪駝を殺さん︒﹂といふ︒

アリ︒故二或地方ニチハ之ヲドビン

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

九563図

ワリトイフ︒

皆野の成功

口にうましとて多く食ふこ

八十歳を越えて病を知ら

となかれ︒︵略V︒今一口といふ所に

九583図

を笑った人々も︵略V︑

其の頃イギリスのある會社

て止めよ︒

︵略V︑スチブンソンの獲明し 九586図

ざる或老人に︑長生の方法を問ひし

ガ

までもなし︒

﹁夜半十二時前一時間の眠

西洋のことわざにも﹁よ

されども又いつくしみ深き

之をはうむりし時は︑よう

がく皇城を守護せしめたりといふ︒

ばねを宮城の方に向ひて立たせ︑な

ひ・劔・弓・矢等を共にをさめ︑か

九643図

みたりといふ︒

人にて︑云ふ時は子供もなつき親し

九635図

ず︒﹂といへり︒

く日光の見舞ふ家には卜者は見舞は

九616図

といへり︒

は︑十ご時後二時間の眠にまさる︒﹂

九605図

必要なきなり︒﹂といへり︒

運動するが故に︑讐者にも相談する

ば︑﹁我は天氣にも相談せず︑毎日

九5910図 ︵略﹀︑平生の養生法を問へ

酒・煙草の害は今更に言ふ

た汽車を用ひて見ようといふことに

キ

昔アラビヤの或町にハッサ

九5810図

に︑﹁︵略V︒﹂と答へたりといふ︒

昔東海道といったのは江戸か

︵略﹀︑其の間に五十三次とい

といふ歌

﹁箱根八里は馬でも越すが︑

其の頃之を川止といった︒

などもあった︒

越すに越されぬ大井川︒﹂

九367

つて︑重な宿場が五十三あった︒

九355

里︑︵略﹀︒

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四

九354

なって︑︵略V︒

九343

話があったが︑︵略V︒

で︑馬車畷道をこしらへようといふ

九341

を喜んだといふことである︒

之を聞いて︑是までフルトン

といひ︑此の地方には頁行よろしか

﹃︵略﹀︑定めて不自由

九331

︵略﹀︒

北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南
北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南

水兵は︵略V︑﹁︵略﹀︒どうぞ

なく言へ︒﹄

おつかさんは﹃一命をすて

なる事もあらん︒何にてもゑんりよ

九213圓国園

手紙を差出した︒

之を御覧下さい︒﹂といって︑其の

九203

ナルヲ権現天川トイフ︒

ゴンゲン

九158図

ナルヲ椹現田川トイフ︒

ゴンゲン

九158國

るべしと存ぜられ候間︑︵略V︒

八756図 猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似 九127圓團
タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

八764図北アメリカには合衆國とい
ふ國あり︒

八767図 此の國にて商業の最も盛な
る 都 金 日 を ニ ュ ー ヨークといふ︒

中最も美しき都なり ︒

八783図 首府をパリーといひ︑世界
八792図 アジヤ大陸の西︑ヨーロッ
パ大陸の南にある大陸をアフリカと
いふ︒

八808図 我等の住む世界は憎きもの
故︑名づけて地球といふ︒

八844 ︵略V︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬 九231囹
て君に報いよ︒﹄

といって居られる

中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人ハ軍神ト

此のわけをよくおつかさ

が︑まだ其の折に出會はないのだ︒

中 佐 ハ ﹁ ア ・ 獲 念 ︒ ︵ 略 ﹀ ︑ セ 九236園

マデイハレタ︒

んにいって上げて︑安心させるがよ

八903

ツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ残

い︒﹂

九371

二箇旅團の歩兵にそこばく

念 醇 正 ダ ︒ ﹂ ト イ ヒナガラ︑︵略V︒

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

若し其の關所をよけて︑わき

八919 コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬 九267図
丁二言付ケテ﹁︵略V︒其ノ時ハオレ

九374

た︒

ソコクラ

九3910國

サバ
出湯トハ湯本・塔ノ澤・堂ガ

といって︑其のものは重い罰を受け

道を通る標なことをすれば︑關⁝所破

たるものを師部といふ︒

社殿ノカタハラナル西洋風

始めて之を船に用ひて汽船を

島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ藍ノ湯ヲ

水ノシヅクモ度重ナレバ石

造ったのは︑アメリカのフルトンと

九448図

ヲモウガツトイフ︒

九424図

イフ︒

︵略V︑又之を車に慮医して︑
スチブンソンといふ人である︒

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

九312

いふ人︑︵略﹀︒

九311

關スル物ヲ多ク集メタリ︒

ノ建物ヲ遊就館トイヒ︑︵略﹀軍事二

イウシウ

九293図

ノ死艦ヲ建軍ツテ錦ル積りデカケツ
ケ ヨ ︒ ﹂ ト イ ツ タ ガ︑︵略V︒

八927 ︵略V︑軍神トイハレル程合ウ

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ
ツパデアツタカラデアル︒

九84 多クノ花ヲ取ツテシラベテ見
ルト︑カウイフエ口舐ソレぐ憂ツ
テヰル︒

といひ︑此の地方には責行よろしか

九126本国 右は地質といひ︑縞がら
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九6410図

空氣は︵略V︑凡そ少しに

てもすき間ある所には︑必ず存在せ
ずといふこと無し ︒

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

九671 五風十雨といって︑五日毎の

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

様である︒

九676

いふ景色は︑静かな中に美しいなが
めである︒

九7610図 貯金壼紙トイフモノヲ買ヒ
オキテ︑貯金セントスル時ニハ︑其
ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ豆飯ニ
ハリツケ︑︵略V︒

つくし

九7810図 是は菅原道眞が右大臣とい
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅
立たんとする時︑ ︵ 略 V ︒

を打鳴らした︒

保安林といふ︒

十185

うらや
君︑床柱︒

﹁さはいへど

身も輕き

﹁汝の男と生れざりし

︵略︶︑父の爲時は常に其の

リO

サツマイモ

關東ニチハ薩摩芋トイヒ︑

リウキウ

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球ニテ

十306図

リウキウ

︵略V︑薩＝摩ニチハ沖坑球一鞭ト

ハ唐芋トイフ︒

十306面囚

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

︵略﹀︑琉球ニチハ唐芋トイ

イヒ︑︵略V︒

た︒

十445図

或人が︵略V︑どういふ御見

それで注意深い男といふこ

かういふやうな色々な美質

主人は答へて︑﹁︵略V︒りつ

イソザキミンキ

眠亀ガ︵略﹀︑機械ヲ畿明

萬圓ヲ下ラズトイフ︒

十443口︒凶 近年ノ輸出高ハ年々五六百

リ︒

タルハ岡山縣ノ磯崎眠亀トイフ人ナ

十426図

︵略V︑其ノ織方ヲ獲明シ

人の行がたしかな保謹です︒といつ

ぼな人の手紙よりも︑何よりも︑本

十3710

た上︑︵略V雇ふことに致しました︒

をもってみることをよく見定めまし

十376囹

とを知りました︒

十366園

はいひません︒

明白に答へて︑しかもよけいなこと

十359園 ︵略﹀︑何を聞いても︑一々

かとたつねた︒

込で︑あの青年を御用ひになったの

十348

レリトイフ︒

エ︑遂ニハ中國地方全禮二及ブニ至

十327図

フ︒

︵略﹀︑式部は︵略V︑常に 十307図

︵略﹀︑式部は︵略V︑常に

と

是白碧天の詩に︑﹁香櫨峯

讃んでみる間は︵略︶︑どうし

︵略V︑本といふものはたやす

煙るものではない︒

ないが︑本といふものはたやすく出

て出來るものかといふ事は深く考へ

十185

しを︑︵略V︒

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

の雪はすだれをかΣげて見る︒﹂

十175図

たりといふ︒

一といふ文字をだに知らぬ顔に過し

十166図

たりといふ︒

一といふ文字をだに知らぬ顔に過し

十165図

が口をし︒﹂といひたりとそ︒

頭をなでて︑

十162図

ましきえ

愛作方の人々は愛作の肩をた 十133図圃囹

＼いて︑﹁感心だく︑えらい子だ︒

九867

熊吉方の人々は︑﹁もう改め

︵略﹀︒﹂といった︒

九875
︵略﹀︒﹂と

費買トイフコトナカリシ遠

て勝負には及びません︒
いった︒

九879図
キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

いく野の道の

言の葉

遠

費ル・買フ︑︵略﹀等ノ字
シ ナ

取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギザリ
キ︒

九895國

ノ一二二貝ノ字アルハ︑支那ノ古代
︵略﹀

二貝ヲ用ヒタルが故ナリトイフ︒
九926図圃
あま

ければ︑ふみ見ずといひし

末かけて︑後の世永

くちざらん︒

は︑天の橋立
く

九948図

かれ︑時の還り募るを︒︵略︶︒﹂と

九802図 ︵略V︑道眞は﹁騨長驚くな
いふ意味の詩を作りてあたへたりと

十19國

次の門を唐門といふ︒

いふ︒

︵略V︑道眞は﹁︵略V︒﹂と けたるが如く美しきは︑なほ我が國

老人片足ノ靴ヲ橋下二半

く出來るものではない︒

十227図

シ︑良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂

其の工事の総費用は︵略V︑
一里の長さだけ十圓金貨を並べたる

トイフ︒
大イニ怒リテ︑﹁︵略V︒今

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ
﹁汝ヨク此ノ書
遂二王者ノ師タラン︒
︵略﹀︒﹂トテ︑其ノ書ヲ與ヘテ去レ

ヲ學ババ︑

取出シテイフヤウ︑

十244図

トイフニ︑︵略V︒

ヨリ後五日目ノ朝再ビ來ルベシ︒﹂

十239﹇図

に等しといふ︒

十39図

第一の山といふべく︑︵略﹀︒

︵略﹀︑其の形白扇を倒にか

九803図

いふ意味の詩を作りてあたへたりと
いふ︒

九8110 昔或氏神のお祭に競馬の神事
といふ事があった︒

普通ノ葉ヲ下葉トイヒ︑此ノ
普通ノ葉ヲ輩葉トイヒ︑此ノ

かく保護せられたる森林を

尽目ハスベテ葉脈トイフモノ
十113國

ガアル︒

十69

種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

十68

種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

九823 それは︵略V︑競馬をさせて︑ 十67

勝つた村は次の祭の日まで︑其の五
呈出の頭になるといふ定であった︒

九825 一人は熊吉︑一人は愛作とい

といふあひつの一番太鼓

つて︑年は同じく十五戯︒

一︐支度︒﹂

九832 神主は︵略V︑それがすむと︑
だいこ

いう
いう
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﹁ ︵ 略﹀︒組めや手塚︒﹂と

シ︑國産ヲ廣メシバ大イナル功螢ト
イフベシ︒
十509國

いふま︾に︑はや弓を捨てて進み寄
る︒

我が國ノ古美術ハコ・二其

デアル︒

水雷艇ニハ︵略V鳥ノ名

テイ

人智の進歩は際限なしと

いへども︑︵略V︒

十﹇296國

いふべし︒

又國家全艦カライヘバ︑

十一315図

四面皆海ナル我が帝國

ハ︑國家防禦ノ上戸リイフモ︑商業

十一353︹図

ミイフモノモ多シ︒

ヲ用ピタリ︒︵略﹀︒又第何號艇トノ

農夫ノ︵略﹀︑大工ノ︵略﹀︑商人ノ

一族共を集めてい

保護ノ上ヨリイフモ︑常二強大ナル

︵略V︑

へるやう︑﹁﹃志士・仁人は生を求め

十一354図 ︵略﹀︑國家防禦ノ上ヨリ

海軍ヲ有セザルベカラズ︒
︵略﹀︑たとひかばねを戦

常二強大ナル海軍ヲ有セザルベカラ

イフモ︑商業保護ノ上ヨリイフモ︑

十﹁393國団 ︵略﹀︑是にて竹筏とい

てつばい

場にさらすとも︑名を子孫に傳ふべ

いまじゅく

ズ︒

し︒﹂といへば︑︵略﹀︒

十一148図

て仁を害することなし︒︿略V︒

十︻143図

徳といふ武士あり︑︵略﹀︒

十﹇139図．此の頃備前の國に見引高

等ハ皆分業一下ナラヌノデアル︒

︵略V︑官公吏ノ︵略﹀︑教師ノ︵略﹀

毎年節分ノ夜霊ク之二貼火 十一129

も入れて言ふ︒

ストイフ︒

十9510図

十974図
紀貫之ガ︵略﹀︒トヨミタ

キノツラユキ

ノ粋ヲ集メタリトイフベシ︒

十﹁22図脚註えくとば・のを花設

ニアリ︒

リトイフ梅ノ木製此ノ廊ノカタハラ

十518図圏 名乗れと申せば︑﹃存ず 十998図
る由あり︒木曾殿見知り給ふ︒﹄と

實盛日頃申し候に︑

いひて名乗らず︒

十543図圏
吉野山︒といひし古人の句我をあざ

悲しきは老の白髪なり︒﹄

﹃︵略﹀︒

正平の昔︑楠木正行が

くすのきまさつら

こ＼を口の千本といふ︒

むかず︒

十一23図

といひしにたがはず︑ 墨を塗りて
候︒﹂

足 尾 銅 山 ハ ︵ 略 V ︑ 今 ヨ リ 十﹁38図

・のへらじとみねて思へばあ

の今宿といふ所より山陰道へか㌧り

十6010図
︵略﹀︑

なき敷にいる名をぞと雲む

の

此の時討死せる宇野六郎

ふ由量湾特有の船を造り候︒
う

︵略V︑警固の武士︑播磨 十一416図

︵略V︑一日光範に向ひ

の一子に熊王といふ者あり︑︿略V︒

十一422図

て︑﹁︵略V︒︵略V︑長き間には必ず

討取るべき折に出會ふべし︒﹂と涙を

是は昔︑支那に呉・越と
いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

飲まず食はずに終日・終夜

流していふ︒

︵略﹀︑萢蚤といふ無二の 十一4610

走っても尚平然として居るといふこ

さていよく馬を受取る段

忠臣の助を得て︑遂に呉を滅して會

いふ︒

十一475

いふ︒

﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂

といふので︑大雪の部下の二三人は

十一4710

馬主はもう一文も引けぬと

になって︑大將は今少しまけぬかと

十一474

とである︒

此の四海挾に包まれたる

稽の恥を雪ぐことを得たり︒

十一1610図

︿略﹀︒

十一167図

て邉幸をなし奉るといふ︒
し な

の今宿といふ所より山陰道へかΣり

いまじゅく

十一153図

︵略V︑警固の武士︑播磨

三百年前︑此ノ地ノ人始メテ之ヲ獲
つさ弓

十一152図

見セリトイフ︒

︵略﹀ノ造管主用ヒタル銅

る︒といふ一首の和歌を書残せるは

十613図

陵に至る路のあたり櫻樹
此の附近にも亦櫻樹多
ふもと

し︒之を奥の千本といふ︒

十一45國

多し︒之を中の千本といふ︒

十一42図

此の所なり︒

て遷幸をなし奉るといふ︒

ハ︑大抵此ノ山ヨリ産出シタルモノ
ナリトイフ︒

十679昔は大鯨一頭を捕へると︑人
口数百人の一村︑一箇月の生活費を
支へ得ると言ったものである︒

に山上に及び︑︵略﹀︑奥の花の盛り

十8010︹図あつし織とは︑おひようと 十一49図花は麓より咲初めて次第
いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

となるまでは︑ほとんど一月にわた
ヘ
ると
し・へゐ

十一58図

十一179図

我が國に遊べる西洋人は

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十﹇209國

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ
シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

を爲し難きを﹁車の爾輪の如し︒﹂と

二物相待つに非ざれば用

トイフ︒

バナラナイノハ共同一致トイフコト

十一1110 ︵略﹀︑コ・二注意シナケツ 十一252図

海上の一大公園なりといへり︒

十一98

一匹にして︑︵略V︒

雌蜂は女王ともいひ︑唯

物なり︒

十846 東京市だけでも︑一年にほふ

何から何まで役に立って︑不

る牛は数千頭にも上るといふことで
ある︒

十84

用な部分といふものは一つもない︒

十877 廣く家畜といへば︑鳥類まで
も入れて言ふ︒

十878 廣く家畜といへば︑鳥類まで

69
いう
いう

︵略V︑其の跡を追 っ か け た ︒

ひいて來て︑﹁閣下︑三千金が惜し

十︻498 ︵略V︑前の馬主が再び馬を

語中にピエールといふ年

﹁笑フ門ニハ福來ル︒﹂ト

う 御 座 い ま す か ︒ ︵略V︒﹂といった︒

十一516図
イヘリ︒

十一5410
の頃十三四ばかりの少年鼓手があっ
た︒

十﹇57一 マクドナi川は︵略V︑突貫
將軍といふあだ名をもつた勇將であ
る︒

に︑﹁︵略﹀︒ピエ ー ル は 我 々 に お 任

十一575 兵士等はあわてて異口同音
せ下さい︒﹂といっ て 引 止 め る ︒

十一582 早くしないと︑ピエールが
死んでしまふ︒﹂と︑しかる様にい
ふので︑兵士は止むを得ず將軍を谷
底へ下した︒

十一734図

筆勢非凡にして︑丹青の
﹁そは昨夜のぞき見て知

妙いふべからず︒

十一744図

りたり︒﹂といへば︑立師それより
︵略﹀︑鵜飼といへば長良

後のこ枚には蚕がかず︑︵略︶︒

十一793図

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を
おもふに至れり︒

︵略﹀︑鵜飼といへば長良

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

十一793図

︵略﹀︑大なる鵜は能く
のど

おもふに至れり︒

十一817図

十二三尾のあゆを喉元にふくむとい
ふ︒

ク十敷本ノ綜ヲツナグトイフ︒

十一867図上手ナル者ハ一分旗塚ヨ
みつばち

即ち供給に限りあるもの

十一934図此の金額を普通の債とい一
ふ︒

十一952図

は一定の由なしといふべし︒

備サトシテ日ク︑﹁我

十一麗4図此ノ時諸葛孔明トイフ人
アリ︑︵略V︒

十一皿10図囹

﹁我が子若シタス

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

是ヨリ諸富マタイフ者ナ

願バクハ再ビイフコトナカ

ノ孔明アルハアタカモ魚ノ水アルガ
如シ︒
レ︒﹂ト︒

十一鵬1図
カリキ︒

十一皿7図

孔明ニユダネテ︑

クベクンバ︑之ヲタスケヨ︒︵略V︒﹂
トイヒシニ︑︵略︶︒

わざがある︒

まだ冠禮を行はない者はチ

ョンガーといって︑髪を三つ打ちに

十一鵬3

して後へたらしてみる︒
キ カ
︵略V鷹下將卒モ皆

十ニー12図團

此ノ成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感

激ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如

シ︒﹂

十一一123 ︵略︶︑大キナ戦艦ナドニナ

テツツヰ
何千貫トイフ大鐵鎚モ一人

ルト︑設計圖バカリデ敷百枚モアル

トイフ︒

ノ手デ自由二運輻スルコトが出店︑

十一一1210

︵略V︒

リュウコツ

十ニー37 船ヲ組立テルニハ︑︵略﹀︑其

ロクコツ

ノ上二割引龍骨トイフモノヲ置ク︒
セポネ
コレハ人ノ三野ノ様ナモノ

デ︑此ノ主骨ノ左右カラ肋骨ヲ出シ

十ニー310

豫報といふ︒

る︒

十二231

之を全國天心豫報とい

又各測候所が︵略﹀︑其

是は前にいった襟な關係が

素を養分にして酸素を放つ作用があ

盛に炭酸瓦斯を取って︑其の中㊨炭

十二2110

外に同化作用といって︑

の地方の天氣を塩蔵するを地方天氣

十ニー76図

ふ︒

十ニー74國

ヲスル塵ヲ船渠トイフ︒

センキヨ

船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等

テ︑段々二組立テテ行ク︒之ヲ肋材

又魏軍ノ蜀二攻入リシ

床下に土石を盛り︑︵略﹀︑

十ニー57

フルコト父二事フルが如クセヨ︒﹂ト

時ノ人﹁死セル諸葛︑生

トイフ︒

十一鵬8図

ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

十一鵬5図

イフ︒

備又其ノ子二向ヒテ︑
十一8710図 蜜蜂の蜜を吐き︑又たく 十一鵬9図
す
﹁汝ハ孔明ト共二無二從ヒ︑之二事
みに彙を造るは醸造の業と建築の業
とをかねたりといはんか︒

面に近き土をば全く上下にうち返す

十一643 人ヲ招待スル時ハイフマデ 十一887図かくて数年の後には︑地
モナク︑毎日三度ノ食事ニモ︑其ノ

熱き地方の白蟻は︵略V

時︑仲匹田孔明ノ墓ヲ祭り︑士卒二

十﹇∬6

伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

小山の如き巣を造り︑木質にて内部
熱き地方の白蟻は︵略V

令シテ︑其ノ附近ノ草ヲ刈り︑薪ヲ
十一898図

を園むといふ︒

十一897図

へむ
とヘし・ゐ

﹁時 は 金 な り ︒ ﹂ と い ふ 古

材料及ビ料理法二注意スルコトが大
切デアル︒

十一7010図
さかひ

言あれども︑︵略︶︒

十一716図 泉州堺に一豊玉といふ寺

小山の如き藁を造り︑木質にて内部

一方の口から火をたいて室内を温め

あり︒

を園むといふ︒熟練なる土木技師と

住持は心得ぬ事に思ひ

る︒之をオンドルといふ︒

十﹇725図

もいふべし︒

生きてゐられぬ︒﹂といふ意味のこと

のは辛抱も出攣るが︑薪がなければ

︵略﹀︑朝鮮では﹁米のない

て ︑ 或 時 書 工 に 向 ひ︑﹁︵略﹀︒我衣食

する蟻の一種に牧穫蟻といふものあ
り︒

十一齪2

十一899図

アメリカの一地方に産

の費をいとふにあらざれども︑何等
へ な り と も 出 で て 遊び給へ︒︵略﹀︒﹂
といへば︑︵略V︒

いう
いう
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は︑

全︑最も高貴にして︑又最も有盆な

十二935図

︵略﹀令名の妻と其の徳を同じ

びんの申の金魚と水草の間に行はれ

れ︑︵略V︒

な

りん

秀患﹁さらば誰か然るべ
てう

てう

りん

ふ︒

十二皿7図

ろ
孔子は魯といふ國に生

孟子の幼時母は深く意を

公徳とは︵略﹀等︑総べ

何をか自治の精神とい

違ふる者絶えてなしといふ︒

十二㎜7西之を返すにも其の黒目を

﹂しむ徳義をいふ︒

て衆人の利害を考へて其の行爲をつ

十二986図

も亦各個人の品格の外に出でず︒

十二9710﹇図 ︵略V︑國民の品格といふ

を遷せりといふ︒

米國商人ガ︵略V廣告二 其の教育に用ひ︑︵略﹀︑三度其の居

費ス金額ハ︑一箇年實二十二億圓ノ

十二5210図

︵略﹀︑道に當るもの一と

多キニ達ストイフ︒
十二6610図

して之をさまたぐること能はざりき
ヘ
へむ
と
しお

﹁何虞ぞ︒﹂﹁すぐ其塵
に︒﹂といふ聲かまびすしく︑︵略V︒
︵略﹀︑﹁ちよつと貸したま

ンを取って弾始めた︒

上奏とは文書を天皇に奉

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

銅貨といはず︑金銀貨とい 十二期8図

上奏といひ︑建議堅い

て意見を述ぶるをいふ︒

ひ︑請願といひ︑其の手得に於て各

上奏といひ︑建議とい

相異なりといへども︑︵略﹀︒

ひ︑請願といひ︑其の手筆に起て各

銅貨といはず︑金銀貨とい 十二鵬8國

はず︑雨の降る様に手工り次第に投

十二844
込む︒

十二844

あかほ

はず︑雨の降る様に手話り次第に投
込む︒

十二964図

といへるワシントン

な

の言味はふべし︒

るものなり︒﹂

︵略﹀︑コ︑二新校舎ノ落

うすとやいはん︒

成ヲ見ルニ至レルハ︑市民教育ノ一

十二363図

るからである︒

十二273図 信昌將士を集めていふや
慶事トイフベシ︒

﹁ ︵ 略 V ︒ 城を抜け出でて岡崎に

古語に﹁私事を以て公事

至り︑急を主公に告 ぐ る 者 な き か ︒ ﹂

し

き︒﹂といふ︒

十二378図

をすてず︒﹂といへり︒

十二374図

う︑

と︒

十二276図鳥居勝商といふ者あり︑進
み出でて其の使たらんことを請ひ︑
約していふやう︑︵略﹀︒

しやうじよ

二塁の日ふやう︑﹁余は

相学といふ賢臣あり︒

十二391図

へ︒﹂と言ひながら︑其のバイォリ

十二386國支那の昔趙といふ國に早 十二828

し

相如といふ賢臣あり︒

しやうじよ

十二277國 ︵略V︑進み出でて其の使 十二386國支那の昔趙といふ國に早 十二791國
又山上に

たらんことを請ひ︑ 約 し て い ふ や う ︑
﹁ ︵ 略 V ︒ 三 日 を 過ぎなば︑

︵略﹀ ︑ 一 老 兵 の い ふ ︑ ﹁ 水

來 り て 援 軍 の 消 息 を示さん︒﹂と︒

十二285図

秦王を其の朝に叱したる︑もの︒何ぞ
煙り廉將軍を恐れんや︒︵略﹀︒﹂と

すぼき
方にみなぎれり︒流をさかのぼる鰭

の縄にふる︑ならん︒﹂といへば︑

相如の日ふやう︑﹁︵略V︒

相異なりといへども︑︵略﹀︒

赤穗浪士が︵略﹀︑從容 十二腿8図
死に就けるは︵略V︑日本武士道の精

十二8510図

華を畿揮せるものといふべし︒

信とは我が言を行ひ︑義

十ニコ64図 海行かば水つくかばね︑

とは我が分を学田すをいふ︒

十二旧6國

と訓へ給ふ︒

を表す人を眞の大勇の人といふべし

十二鵬3図 ︵略﹀︑十分に自己の職務

相異なりといへども︑︵略﹀︒

ひ︑請願といひ︑其の手隙に於て各

薩摩の士に喜劔といふ人 十二鵬8﹇図
時の人其の志を肚として

上奏といひ︑建議とい

して︑私のうらみを後にするが爲な

十二866図

さつま

り︒﹂といふ︒

余の彼を避くるは︑國家の急を先に

十二396図

共に生きず︒﹄といへり︒

十二394図園 ﹃雨虎共に倒へば︑勢

いふ︒

︵略﹀︑一老兵のいふ︑﹁水

︵略V︒

十一一286図

すビき
方にみなぎれり︒流をさかのぼる櫨

の縄にふる﹂ならん︒﹂といへば︑
﹁さもあらん︒﹂とて止む︒

且いふ︑﹁︵略V︒汝も止りて我と共

十二291國 信長︑勝商の螢を賞し︑
に行け︒﹂と︒

︵略﹀安永八年中島の破

あり︑︵略﹀︒

十二433図

裂せし時は︑九州・四國・山陽・山

十二883國

勝頼︑勝商に向ひてい

陰・東海道までも火山灰を降らした

十二296図

ヘ
りと
し・へ
ゐむ

之を義士の墓側に葬れりといふ︒

ふ︑﹁明日城門に行 き て ︑ ﹃ 援 軍 來 ら

西洋諸國の耕地が其の総 十二887図出入口に︑はき物の置齪
れたる家には︑盗人のうか貸ふこと

﹁其の母によりて其の子
を察せよ︒﹂といへるが如く︑︵略V︒

十二914國

面積の二割より六割に及べるに比す

﹁農は人の職業中豊も健

多しといへり︒

十二474図

︵略V︒

れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑

十二461図

ず︑速に降るべし︒ ﹄ と 告 げ よ ︒

幾度責

十二306図 伊企灘却って﹁新羅王我
がしりを食へ︒﹂といひて︑
め ら る れ ど も 改 め ず︑︵略﹀︒
かすとよ

かの山内一豊の妻が貧

苦に居て︑夫の一大事を忘れざりし

十二331國
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︵略V︒といふ忠勇の精神は我等が祖

先の教訓なり︒
十二鵬10図 誠の一字之を貫くは︑あ

へをも
のため︒

七32図

守りてつくせ︑家のため︑國

正成ハタシテ戦死シテ︑ソ

ノクビハ家二宮ラレタリ︒

七233図保己一ノ圭角今ノ東京︑ソ

らゆる修身の徳を一言にて黒し給へ
るものといふべし ︒

セリ︒

八589

家を治めん︑臨画は︒

家の事をば心にかけ

︵略﹀︑其の五人は各其

かくて其の家の債は段々

の家の他人の手に渡らんことを恐れ

十一922図

ず︑御國の爲に行きませ︑い︾や︒

︵略V︑若し家の中でひろげさ 十一608図翻

せたら︑座敷一ぽいになって︑天井

ある土人の如きは氷を以て

へっかへる程である︒

八822図

て︑︵略V︒

十一927図

︵略V︑世家の持主五人

高くなりて︑︵略V︒

家を建つるには日あたりよ 十﹁923図

家を造りて住めり︒

大工が家ヲタテルノモ︑︵略V 九613図

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︵略V︒

き所をえらび︑︵略V︒

は各其の家の責れざらんことを恐れ

西洋のことわざにも﹁よ

て︑︵略﹀︒

九616図

く日光の見舞ふ家には讐者は見舞は

家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

ず︒﹂といへり︒

おほよそ家の紋どころ︑
︵略﹀︑家の氏の名多けれ

外國の港に着くと︑見な

つか・ぬき・

安くなりて︑︵略﹀︒

朝鮮の地に上陸して︑第一

町には瓦屋根の家もある

家の構造は主として寒さを

防ぐ様に出來てるる︒

十一㎜3

が︑︵略V︒

十一斯1

である︒

に目につくのは家の低くて小さい事

十一鵬10

り︒

︵略V家組立つる 木々 十一9210図 ︵略﹀︑最も便を低くした
る人︑其の家を直ることを得べきな
語り出しぬ︒

梁・棟木

何一つ

取外すとも︑たちまち

柱

家え崩れん︒﹂

家の横に水のよくすんだ小川
我等ノ家二敷ケル畳ノ表

犬と猫は最も多く家に飼はれ
其の外あひるや七面鳥なども

蝦夷モマタ其ノ家ニテ自殺 十一607笹葺

忠元あはれみて︑己が家
親に事へ︑弟を助け︑

に連婦り︑︵略﹀︒

十一438図

家に飼はれる鳥である︒

十882

る獣である︒

十835

く︑床もなく︑天井もなし︒

︵略V︑近年作物の改良も

何れの家にても卵を亙れ

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

十一埋1図

難を飼はざる家なし︒

出來︑又桑を植ゑ︑鷲を養ふ者多く︑

十一皿1図

通の家では冬でも夜具を用ひない︒

十一塒9此のオンドルがある爲に︑普

た重な原因である︒

十814國其の家はほったて小屋の如 十一㎜8 是が朝鮮の家の小さくなつ

リ︒

ハ︑此ノ董ヲアミテ造りタルモノナ

十421図

が流れてみる︒

十296

ユ

十147図園園

え今

十116図圃

あらしで︑家は倒れる︑︵略V︒

一豊もほしくてくたまらな 九689 恐ろしいのは二百十日頃の大 十一929図 かくて其の家の慣は段々

カセル人が多ケレバ多イ面魂ニナリ

す︒

まってみて︑誰も起きてみる様子が

八231

︵略﹀︑自分の家は戸がまだし

れない形の家がならんで立ってるま

七837園

ば︑紋の数々かぎりなし︒

七458國翻

いふもかしこし︑菊と桐︒

七445図圃

思はずひとり言をいひました︒

いから︑家へかへって︑﹁︵略︸︒﹂と︑

七399

マス︒

七268

モ︑皆手デスルノデス︒

七259

いえ︻家﹈︹課名︺2 家

十目5 第四課家
十114 第四課長

ドコノイヘニモカドマツ

いえ︻三一︵名︶55 イへ いへ 家号

二276

うりいえ

ガタテテアリマス︒
五124 まもなく町の中へはいると︑
爾 が は に い へ が た ちならんで︑︵略V︒

六83 家を出たのは朝の七時ごろで
した︒

があって︑︵略﹀︒

六226 ある家のにはに大きな水がめ

ノクラノ戸ヲ明ケ テ ︑ ︵ 略 V ︒

六661 熊ハイタヅラモノデ︑人ノ家

六676図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ
板又ハ柱トシテ家 ヲ タ テ ︑ 橋 ヲ カ ケ ︑
船ヲ作ルニ用フ︒

八248︵略V︑隣の家の方へ行きます︒

ありません︒

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ潮道ノ

六682図 栗バカタクシテ︑ナガクク

︵略﹀︑すぐ家の中へかけこん

八255

まだねてみた妻を呼起して︑

僕の家で一度つるべの金たが

八538國

があったが︑︵略︶︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八324

︵略﹀︒

で︑

マクラ木ナドトス ︒

六684図書ハヤハラカクシテ弱キ木
ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用
ヒラレザレドモ︑︵略﹀︒

六692図 材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ
ノハダイクニシテ ︑ ︵ 略 V ︒

六861図圃 十とや︑遠き祖先のをし

いかなる
い兄いえ．
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醤油を買ふに鯨あり︒

れたる家には︑盗人のうか貸ふこと

しむ︒

いおきち

﹁熱き國

しげる林ユ

我︑タガヤサン︑︵略﹀︑

いおと・す﹇射落﹈︵五︶3
︽ース彰

いほ

いいかしせき・それいか・ちゅうおう

︽ーシ︾

いかだ・す︻筏︼︵サ変︶1 いかだす

いかで

霞を後ユ︑いかだして

都に嘆けり︒﹂

山こむる

たんぱ
十126図圃圏 ﹁我え元 丹波の松よ︑

いか・ひゃくいか・みかさいかろくせ
き・よしおいか
イカ

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

いか﹃烏賊﹈︵名︶3

七712

畠山は﹃いかでか﹂る幼

いかで﹇争﹈︵副︶2

︵略﹀︑タコヤイカノアシヲソ 十549國囹

コ・イカナドガスンデヰル︒

七715

き者に刀を立てん︒﹄とて︑︵略﹀︒

導きな

いかでか

如

心に開く︑遭え

師の君の

くば︑いかで我が

て︑教へ給ひし

︵略﹀︑イカバ水中ニオヨグ 十二刀診10図面 六年差月日 手を取り

ロヘテオヨグ標ハマコトニ面白イ︒
九5410図

．間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着
如何

スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

いか﹁如何﹈︵形状︶1

惑え︒

あやふき敵の手より救ひ

たがひに心もとなく思ひ合 いかでか︻争一︵副︶3

何でか

九497図

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

十553図囹

此の心得

は今日の元服の事等思ひ績けては︑

十一451︹図 ︵略V︑年頃の恩愛︑殊に

如何でか討たるべき︒

十二莇10ロ︒凶 禮儀も︵略﹀︑

如何ナル

なくして如何でか日常の社會に立た

んや︒

如何なる獲明も︑一度や二度

達したり︒

の書きたるかと︑讃みかねて上聞に

十﹁162國 ︵略﹀︑何事を如何なる者

るものでは無い︒

の不成功で氣をくじく様では出來上

九314

如何なる

連日の大雨に候へば︑大 いかなる﹇如何一︵連体︶6

如何

くれたる厚恩︑いかでか忘るべき︒﹂

如何なりしそ︒

いがいn▽しょていいがい
みかいゑい

﹁︷略﹀︑又八三十日の威

威海衛攻撃

ころ︑︵略﹀︒

九716圓團

故如何と御案じ申し居り候︒

や︒御老人・御子供衆も御大勢の事

御一家御無事に御座候

川に近き御地は如何と案じ居り候と

九711圓国

いかが﹇如何﹈︵副︶2

かりきとのこと︑︵略﹀︒

海衛攻撃とやらにもかくべつの働な

かいゑい

ゐ

いかいえいこうげき﹃威海衛攻撃﹈︵名︶

1

そらをとんでみる鳥

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ
はきっと いおとすほどの名人
イホリ

でございます︒

りもかう
七449ロコ凶國
が

いかだ

合にも認るべからず︒

十二335図

早い流をいかだの下って行く
のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

六34

いかだ﹃筏﹈︵名︶1
せき・しれいちょうかんいかむりょろ

て行くのは︑︵略﹀︒

此の心は何虎 如何なる場

くせんにん・せんかんニコライいっせ

いか︻以下﹈号じゅんようかんいかすう

曾我兄弟に知られたり︒

ぞ

︵略﹀︒︵略V︒いほりもかうは孝行の

おほよそ家の紋どころ︑

いおりもこう﹇庵木瓜﹈︵名︶1

ホリヲ訪ヒ︑︵略V︒

ガ︑︵略V︑劉重点三度マデモ其ノイ

アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ

十一瑚6図此ノ時諸葛孔明トイフ人

いおり﹇庵︼︵名︶一

九207國国

四793囹

四784囹
﹁あの扇をいおとすも
のはないか︒

さうです︒

とすことは︑なかなかむつかし

四778︵略V︑これを一矢でいお

いおとす

号うちやまいおきち・うちや

の 空なつかしや︒﹂

はるぐと五百重のしほ路︑故里

生ひ立ちし

十131図圃園

十二886図 出入口に︑はき物の置齪 いおえ﹇五百重﹈︵名︶1 五百重
多しといへり︒

十二894図 家内のよく整頓せる程の
家は日々のふき掃除も必ず行層きて
清潔なるものなり ︒

め 其 の 支 出 を 定 め ︑︵略﹀︒

十二921國家の牧入を基として︑豫 まいおきちさま
十二924図 身分不下臥の活計は産を
破り︑家を評す基なり︒

十二928図 身分相當の交際は家を保
つ上にも必要なり ︒

いえいえ﹇家家﹈︵名︶2 家々

八42図 家々に日の丸の旗を立てた
り︒

八143 新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛
乳ヲ家々二配達シテアルク︒

いえどもうといえども

いえのもん︹課名︺2 家の紋
七444 第十三 家の紋

七目μ 第十三 家の紋
いへみつ

いえみつ﹇家光︼︹人名︺1 家光
いへ
九952図 是より西南にあたりて︑家
べう

光 の 廟 あ り ︑ ︵ 略 V︒

みつ

いえやす﹇家康﹈︹人名︺2 家康n▽と

十二289図 ︵略V︑勝商は︵略﹀︑走

くがわいえやす

りて岡崎に到り︑家康に見えて援を
求む︒

お
十二289図 家康直ちに勝商をして織
田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが
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いかる
いかに

十二3310図

︵略V︑如何なる事攣に際

しても︑自若として其の常を失はざ

我等ハ世界ノ市場ヨリ

るは日本女子の美 徳 な り ︒

十二509図
如何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑
︵略﹀︒

十二価1図 心霊ならざれば︑如何な
る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑
︵略V︒

いかに﹇如何﹈︵副︶22 イカニ いか
に 如何二 如何に 如何
ン︒

コハ如何二 ︑

カノ死人ト見エ

いとも

心如何にぞ︒﹄と︒

十二醜3図

︵略﹀直﹇接公共の事務に

當る者︑如何に其の職務に忠實なる

イカニモ

も︑一般人民の之を急くるなくんば︑
︵略﹀︒

如何にも

五726園

イカ一一モ弱サウニ見エル︒

︵略﹀︑人の命にはかへられ
何にも見上げたりっぱな行だ︒

ないと︑相手を助けてやったのは如

九863囹

にも淺念に思ひ候︒

つの働なかりきとのこと︑母は如何

の戦にも出ず︑又︵略Vにもかくべ

九208國團

ほうたう
﹁聞けば︑そなたは豊島

ケレドモコノ足固細クテ︑

いかにも﹇如何︼︵副︶4

見よ︑︵略Vの模檬の如何

今は七十にも蝕れば︑殊

に麗しきかを︒

十4610図

十528國園
の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ

︵略﹀︑いかにせん︑頼む

﹁如何に︑髪・ひげの里⁝

げの黒きは如何に︒
十533図囹
きは︒﹂

十896翌翌

かげとて立寄れば︑尚袖ぬらす松の
下露︒

昔都大路をねり行きたり
正儀驚きて︑﹁如何に

すべし︒

いかばかり︻如何許﹈︵副︶2 如何バ
如何ばかりの思にて︑此

若シ今ノ世ニモナホカ・ル

い

ほ

伊香保

か

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

九882図

察しこれあり度候︒﹂

の手紙をしたΣめしか︑よくく御

九219圓国

かくて次の夜は如何にと カリ 如何ばかり
︵略﹀︑書師は驚きて︑

如何にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒
ふみ

古の書見る度に思ふか

ナラン︒

伊香保
十733図

か

ほ

はるな
たる温泉にして︑榛名山のふもとに

あり︒

いか程

﹁その馬の直はいか程でご

いかほど﹇如何程一︵副︶2

如何程

ざいます︒﹂

七406園

如何程熱帯に通じ︑馬術

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

十二m2図

には︑其の人や全く精神なき人形の

み︒

いかり

まついかりをぬいて港を出

いかり︻碇﹈︵名︶1

て行くと︑︵略﹀︒

七819園

恥ーッ・ーラ・ーリ・ール︾

いか・る︻怒︼︵四・五︶9 怒ル 怒る

大イニ怒リテ︑﹁長者ト約

まで強き人にて︑怒る時はたけき獣

も恐れたり︒

十236國

シテ後ル︑ハ禮二非ズ︒ ︵略V︒﹂ト

次ノ五日目ノ朝モ亦老人二

イフニ︑︵略﹀︒

先ダタレタリ︒老人怒リテ︑︵略﹀︒

十2310図

良や老人ノ無禮ヲトガメ

ズ︑信や少年ノ笑罵二怒ラズ︑︵略﹀︒

十261図

十769図 ︵略﹀︑喜ブモ怒ルモ悲シム

段々口論の末︑大將は二つ

モ皆拶ノ作用ナリ︒

風號び海怒りて︑波浪山

て三千圓の金を地に投げつけた︒

温泉の多きこと︵略﹀︒中 十一475

三冠本校二學ブ者ノ幸福 いかほ︻伊香保︼︹地名︺2
﹁汝多年嘉明と不和

い

にも最も世に知られたるは︑西に道

の如くなれども︑︵略V︒

十二68図

伊香保も亦古くより知られ 十二302図勝商城に向ひ︑高らかに

あたみ

なりと聞く︒型鋼を推量するは如何

後・有馬︑東に箱根・熱海・伊香保

十748図

等あり︒

に︒﹂

十二3710ロ覇凶囹

如何ゾヤ︒

十二368図

な︑おのが治むる國は如何にと︒

十二27図團

﹁我が叢がかんと思ひ構へしことを

十一743図囹

うか買ふに︑︵略﹀︒

十一735図

中ノ苦ヲ如何ニセン︒

トアレバ︑勉メテ面二笑フトモ︑心

十﹇5210國内二世ミテ︑ヤマシキコ 十一417図園 如何にもして討取り申 九633図 田村麻呂は︵略V︑ 力あく

したるぞ︒﹂と問へば︑︵略﹀︒

工恐ル︿近ヨリテ見レ 十一455國園

し綜毛の車は如何に優美なりけん︒

七549図 春ノ花盛リイ力二美シカラ 十一258図

バ︑

八307図
シバ︑フスマニエガケル維ナリシナ
リ︒

八715図囹 我若し食物をこなす事な
くば︑全身を養ふ血は如何にして得
らるべき︒

︵略﹀ト︑︵略﹀トヲクラベ

八87一 イカ＝心ハ堅クテモ︑身ハ鐵
石デナイ︒

九408図

︵略﹀︑勅なれば

見バ︑世ノ轄攣ノ如何二甚ダシキニ
驚クナラン︒

九919裏漉

かしこし︑うぐひすの 問はば如何
にと 雲ゐまで 聞え上げたる 言
﹁香 雲 峯 の 雪 は 如 何 に ︒ ﹂

我︑罪を西廻に得た
り︑如何にせば可ならん︒﹂

︵略V︑﹃此の方面の戦 十二955図園

の葉は︑︵略﹀︒
かうろほう

十169図園

十401図圃園

闘に 二子を失ひ給ひつる 閣下の

いきな
いかん
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號んで曰く︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ 園 の 解 け ん は

こ三日の内にあらん︒﹂と︒勝頼怒
︵略V︑前のそしりし者︑

りて之を殺せり︒

十二803図

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆
孚 ・ ひ て コ ロ ン ブ スを激迎し︑︵略V︒

いかん﹇如何︼︵名︶3 如何号てんき
いかん
天氣圖とは︵略V︑一目

に全國天候の如何を示すものなり︒

十ニー96ロコ凶

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二542図 富國ノ實ノ畢ルト翠ラザ

水夫等は︵略﹀︑息も絶え

其ノ日ノタ方二三エタ︒

十695図

イ

キ

壷岐

壼岐

︵略﹀︑少年ははや息も絶え

ぐに救を呼べり︒
十一586
絶えである︒

チンエン

海防艦ハ︵略Vヲ目的ト

海防艦雄志

いき﹇壱岐﹈︵名︶2
十﹇32図
イ キ

十一336図
意氣

ス︒萱岐・鎭遠・見手等是ナリ︒

いき﹇意気﹈︵名︶2

天性快活ナル人モ︑身膿

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

十一526図

みる︒

︷略﹀︑ねぎや大根が青々とう

勢

イキホヒ

い

ある時生馬のかはをはいで︑

いきうま﹇生馬﹈︵名︶1

きほひ

た︒

七53図

あ＼︑火の勢が一そう強くな

キホヒマス︿強ク︑︵略﹀︒

つた︒

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道

ノ名アリ︒

息栖紳耐

カトリ

イキス

カシマ

中ニモ香取・息栖ノ爾社バ

息栖紳杜

いきすじんじゃ﹇息栖神社︼︵名︶1

レモ川ノ中二立テリ︒

九179國

香取・息栖ノーノ鳥居ハ何

北浦ノホトリナル鹿島トトモニ三社

九175國

ソガノイルヵ
八498図 ︵略﹀︑蘇我入鹿勢ヲホシイ
を走り行くさま︑まことにいさまし︒
エミシ
イキス
マ︑ニシテ︑父蝦夷ト土ハニ不忠ノフ
いきす﹇息栖一︵名︶2 息栖 息栖
ルマヒ多カリキ︒

︵略﹀︑中佐ハ︵略V︑部下ノ

大隊ヲヒキヰテ︑勢鋭ク進撃シタ︒

八852

やがて汽車が動き出すと︑

︵略﹀︒見物人一同は其の早いのと其

九351

︵略﹀︑皆空氣を送りて︑火

の勢のすさまじいのに驚いた︒
九657図

九17図

六七十尺の大鯨も今は全く息

五箇村の人々は主我が村の いきた・える﹇息絶﹈︵下一︶1 息絶え

の勢を盛ならしむる爲にして︑︵略V︒

十665

る ︽ーエ︾

九836

騎手に向って︑﹁是非勝ってくれ︒﹂

余ーラ・ーリ︾﹇▽ののしりいき

九797ロ薗凶 舌早は罪もなきに官を下げ

どおる

憤る

︵略﹀︑呉の勢盛になり いきどお・る﹇憤﹈︵四︶3 いきどほる

絶えて︑水面に横たはる︒

﹁︵略V︒﹂などと︑口々に勢をつけて
みる︒
くわいけい

十一168図

露國が連敗の勢を回復せ

て︑無稽山の戦に越の軍を打破りた
り︒

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

十一一48國

かども︑少しも世をいきどほり︑人

︵略V全勢力を學げて組織せ

世を憤り︑人をねたみ︑

其の將伊企灘をして日本

へ︒﹂と號ばしむ︒

に向って︑ ﹁日本の聖訓がしりを食

十二304図

伊丸面

世を憤らんよりは︑進み

て之を救濟すべし︒

十二712図

あるも一利なし︒

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

十二711図

をうらむる心なかりき︒

ん爲︑

﹃雨虎共に闘へば︑勢

る太平洋第二・第三艦隊は︑︵略﹀︒

十二394m聖旨

︵略V︑首府の人口も年々

共に生きず︒﹄といへり︒

十二601図

著しく増加する勢なれば︑其の巴里

八九頭の犬いきほひよく数

つきのいきな

︵略﹀︑諸侯各其の國によ いきな﹇伊彫塗﹈︹人名︺2

と同数に至るも亦甚だ遠からざるべ
し︒

十二935図

りて互に勢を争ひたり︒

七629図

ひよく

正成戦死シテ後ハ︑敵ノイ いきおいよく﹇勢至﹈︵副︶1 いきほ

は︑しぜんに日一日と盛になりまし

六504

それからは秀吉のいきほひ

いきおい﹇勢﹈︵名︶13

所へおなげ入れになりました︒

大神がはたをおらせていらっしやる

五14

生馬

らないやうに渾々とした色を見せて

ねをかざって︑こ＼ばかりは冬を知

十291

活々

古今勇士の意氣甚だ相似

ヘテ笑フコト少シ︒

十二307図

ノ如何二存ス︒

十二蜘8図 外竿入に接するに人種・
たらずや︒

︵略﹀︑有志の方々御さ

いきいき﹇生生﹈︵副︶1

宗教・風俗の如何を問はず︑いはゆ
る四海兄弟の精神を以て等しく之を
親愛するは︵略﹀︒

十914耳管

いかん﹇如何﹈︵副︶3 如何
そひ合せの上︑御子會﹇相成候ては如
何︒

十一435図圏 光範と心を併せての事
とて︑如何ともし 難 け れ ば ︑ ︷ 略 ﹀ ︒ L

十一488 追手のトルコ人は如何とも
すべき方法が無い︒
いき﹇生﹈←vながい き

いき﹇息一︵名︶4 イキ いき 息弓
︵略V︑ちっとも休まず︑

ためいき・はないき・ひといき
四501圃

いきをもつがずに︑あさまで
かうして︑かつち ん ︑ か つ ち ん ︒

八908 ︵略V︑中佐ノイキハトウトウ 八422

75
いく

キ︾

四286囹

十二305図 伊企灘却って﹁新羅王我
がしりを食へ︒﹂といひて︑幾度責

ちは枯れたやうに見えても︑

のぎくは﹁いいえ︑私た

めらるれども改めず︑遂に殺された

生きてみることは出來ない︒

つとも大切なもので︑水がなければ︑

七655︵略﹀水はわれくの生活にも

いとかくごをきめて︑︵略V︒

四807 よ一は︵略V︑もしこれを
いそこなったら︑生きてはみま

ねは生きてゐます︒
肉ーリ・ーレ蝉

我が死三一ル後モ︑一

生キ淺ル

り︒

生残る

いきのこ・る︻生残一︵四︶2

七27図園
門ノ者一人ニチモ生キ建リテアル間
ハ︑忠義ノ兵ヲ起 シ テ ︑ ︵ 略 V ︒

十一561

十685図 生獲れる水夫は破れたる船

十一鵬2﹁米のないのは辛抱も出來る

さては生きてみるのか︒

禮にすがり︑︵略 ﹀ 聲 を 限 り に 救 を 呼

が︑薪がなければ生きてゐられぬ︒﹂

べり︒

ノーギリス

︵略V︑又之を車に慮歯して︑

いきる

金魚は割合に長く生きてみる︒

一

角一
よ一は︵略﹀︑ひようと

いき・る︻射切︼︵五︶1
ラ彰

四824

長いはなしました︒ 赤い扇は
かなめ のきはをいきられて︑
︵略﹀︒

行く 角ーカ・ーキ・ーク・ーッ︾号が

ピケシガトンデイク︒

つこうへもっていくもの

其の頃イギリスのある會社 一463

一523圏カアカア︑カラスガナ
カラスカラス︑ドコヘ
︵略﹀︑カアカア︑カラス

イテイク︒
イク︒

一525魍
一536圃

﹁ドコヘナガレテイク

ナイテイク︒

ニー35囹

ガ

た﹂び東へ進めば︑一週間にしてイ
い・きる﹇生﹈︵上一︶6 生きる 余1

ギリス國の港に着く︒

八769図 こ＼より汽船に乗りて︑ふ

イギリスこく︹地名︺一 イギリス國

話があったが︑︵ 略 V ︒

で︑馬車三道をこしらへようといふ

九3310

又一つの船を造った︒

新しい機關をイギリスに註文して︑

九318 フルトンは之に驚かず︑更に い・︿﹇行︼︵五︶99 イク いく 行ク

スチブンソンといふ人である︒

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

九312

ギリスの南にあり︒

八78エ図 フランスは海をへだててイ

も盛に︑海軍強く︑商船多し︒

如き島國にして︑商業・工業いつれ

八771國 イギリスは我が日本帝國の 十二2210 ︵略﹀︑水を取換へなくても

イギリス︹地名︺5

いきのこる

トモキチハヨロコンデ︑ト

ノデセウ︒﹂

二273
ンデイキマシタ︒

犬モヲヲフツテ︑ツイ

テイキマス︒

二274

サヘヅリナガラダンダン

タカク上ツテイキマス︒

三178

ナヘカゴニナヘヲ入レ

テ︑ハシツテイク人モアリマ

三326

ス︒

三378

さあ︑これからがくかう

がくかうへもって行くも

へ行きませう︒

三377

二363 ︵略V︑モチハ白イトリニ 三374 ︵略﹀︑あをく光りながら︑
しっかにとんでいきました︒
ナツテ︑パツトトンデイキマシ
タ︒

ハタケノスミヘツレテ
イツテ︑︵略V︒

二514

二532 ︵略﹀ソノ犬ヲツレテイ のは︑︵略﹀︒
三426︵略Vトイフタイシヤウガ
ツテ︑ ハタケノスミヲボツテ

﹁︵略V︑オイデナサイ︒﹂ト

イクサニ行ツタトキ︑︵略V︒

︵略Vマタコノゥスヲカ三542

ミマシタガ︑︵略V︒

二573

ナカナカスグニハ行キマセン︒

ヨバレテモ︑﹁︵略V︒﹂トイツテ︑

ヲトツテ︑

ニゲ

︵略﹀︑トナリノネコガダ

ツレテ行ツテアゲマセゥ︒

三671圏オレイニリユウグウヘ

へ行って見ませう︒

三611はまべのまつの木の下

三601 くろいけむりを出して走
つていくきせんもあります︒

テ行キマシタ︒

イジナキンギヨ

三555

リテイツテ︑米ヲツイテミマシ

﹁コレガスンデカライ

﹁コレガスンデカライ

タガ︑︵略﹀︒

三48圏
キマセゥ︒﹂

三57囹

︵略﹀イツシヨ ニノハラヘ

キマセウ︒﹂

三63

一バン上ノニイサンハ

アソビニイキマシタ︒

三106

イマヘイタイニイツテヰマス︒

ウラシマガヨロコンデ︑カ

メニノルト︑ダンダンウミノ

三675

︵略V︒

︵略﹀︑毎アサ早クオキテ︑

すこし行くと︑

けいさつしょのよこを北

ワタクシバ︵略V︑オツカヒ 中ヘシヅンデ行ツテ︑︵略V︒

三108
ネエサンバコノアヒダ
トナリムラヘオヨメニイキマシ
タ︒

三113

四125

へまがって︑

四21
三117 オトウサンヤニイサンハ
マイアサハヤクカラタンボ ヘ

ニイツタリシマス︒

イキマス︒

いく
いく

76

五548

ソノ時カウモリガケモノノ方
又鳥ノ方へ行キマスト︑︵略V︒

へ行キマスト︑︿略V︒
五552

﹁あさっては學校がお休で

すから︑二人とも行ってお出でなさ

五647囹

い︒

ふだんは人も通らない道だか

この時べんけいは火の明りを

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五764
い︒

五768

たよりにたつねて行って︑一人のか
りうどをつれて來た︒

早い流をいかだの下って行く
︿略﹀︑しっかな川をほかけ船

のや︑︿略V︒

六35
六36

の上って行くのは︑︵略V︒

︵略V︑川について︑四五町行
くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

六85

出ました︒

︵略﹀︒

第一番に御所ををがんで︑
︵略﹀︑それから北山の方へ

︵略﹀︑後には朝鮮までも攻め
︵略﹀︑どこへ行ってもながく
︵略﹀︑敵は戦はないでにげて

秀吉が信長に言ひっかつて︑

船には︵略V︑それで方角

て行くと︑︵略﹀︒

をとって進んで行くのです︒

七863園

水車場へ行くのかと思って見

たつねましたが︑影も形も見えませ

八228 ︵略﹀︑野原の方までも行って

ん︒

てるると︑︵略﹀︒

八236

に︑居酒屋の方へ行きます︒

八237 ︵略﹀︑水車場の方へは行かず

に︑居酒屋の方へ行きます︒

八238 ︿略﹀︑水車場の方へは行かず

︵略﹀酒代の借があるので︑

朝ねをしてみる間に︑身代

︵略﹀︑隣の家の方へ行きま

其のかたに持って行かうとするので

八239

す︒

い︒

八433

其の時分までよそへ奉公に行

弓張を持って走る人が︑後か

叔父さんのうちへ見まひに行

では︑どこまで焼けて行くか分らな

八426 ︵略﹀︑今夜の此のはげしい風

ら後からとつゴいて飛んで行く︒

八418

つて居った若いむすごが︑︵略V︒

八343

が減って行くのだ︒L

八258圏

す︒

熊ハ︵略V︑カズノ子ノ俵ヲ 八248

又貸バタニ行ツテ︑魚ヲツカ
ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

通シテ︑肩絶巧ツイデ行キマスガ︑

六667

マヘルコトガアリマス︒

六665

イヒマス︒

カツイデ︑ニゲテ行クコトガアルト

六663

が︑︵略V︒

敵を攻めに行ってみた間の事でした

六496

行くやうになりました︒

六495

は居つきませんでした︒

六454

て行った豊臣秀吉といふ人は︑︵略﹀︒

六436

行って︑金閣寺を見て︑︵略﹀︒
てうせん

六403團

それから東︑山の方へ行った︒

六396團

さんの所へ使ひに行った︒

行ツテ見ルノガタノシミデス︒
ノ方ヘトンデ行クヤウニ見エマス︒
つて︑すぐに追っかけて行って︑残
ラ︑︵略﹀︒
四524
島ノ上二重タ白ウサギ 五455 汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ りの一銭を渡した︒
七819國 まついかりをぬいて港を出
ガ︑ムカフノ大キナヲカへ行
タ時︑︵略﹀︒
六376 學校からかへってから︑をば
白ウサギハ 一ツニツト

ツテ見タイト思ツテ︑︵略﹀︒

四553

ハヤク川へ行ツテ︑シ

カゾヘテ︑ ワタツテ行キマシタ
ガ︑︵略V︒

四602囹

ヨロコンデォホクニヌシノ

︵略V︒L

ホ ケ ノ ナ イ 水デカラダヲア
ラツテ︑

四61一

今日は早くから封〆へ

ミ コ ト ノ 所 ヘオレイニ行ツ
テ︑︵略V︒

四645
行って︑みんなで雪なげをしま
せう︒

四748 スツカリカザツテカラ︑母
ノ所へ︷付ツテ︑︵略﹀︒

五74 ソノ光ニオソレテ︑皆ニゲテ
おはなは﹁はい︒﹂といひな

行キマシタ︒

五195
がら︑いそいで行って見ると︑︵略﹀︒

五228

ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ

で︑行って見ると︑なるほどそのか

タドコカヘトンデ行ク︒

︵略Vといふうはさがあるの 六123

まがあります︒

ル︒

六80一

かごも人の肩でかいて︑休み

つたにいさんが脇っての話に︑︵略V︒

く行くのだから︑︵略V︒

︵略V︑人ハ豊前へ前ヘト進ン 九379
デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ

七374

セテ︑馬込ヒカセテ行ク︒

オロシタ荷物ハスグニ車ニノ

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

︵略V一羽ノガンバ列ヲハナ 六776
ホカノガンバ道アンナイノ行
ホカノガンバ道アンナイノ行

ク方ヘツイテ行ク︒

六135

レテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

五252園 どうして釜のやうな重い物 六133
︵略﹀︑うんどう會にもつい

が持って行かれま せ う ︒

五296圃
て戸47く︒

ク方ヘツイテ行ク︒

五397 かばんを持って走って行く人 六135
もあります︒

五424 ︵略V︑山モ川モ野原モ林モ後 六312 直吉は︵略V︑﹁︵略﹀︒﹂とい

77
いくすじ
いく

九846

二人の馬は．五分々々に進んで

行ったが︑︵略﹀︒

程 段 々 二 細 ク ナ ツ テ︑︵略﹀︒

十一鵬5生干

時ノ人﹁死セル諸葛︑

生ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

キ︾

七23図園

︵略V︒

幾重

いくげつ﹇二月︼︵名︶1

名所・奮蹟ヲアマネク尋ネ

幾月

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑

八855敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑

いくえ︻幾重﹈︵名︶1

共に生きず︒﹄といへり︒

十二394︹図囹 ﹃爾虎共に闘へば︑勢

見ンコトバカタカルベシ︒

我が生キテフタ︑ビ汝ヲ

十610 本ノ方が太クテ︑サキへ行ク い・︿﹇生︼︵上二︶2生ク生く西一
十74 ︵略﹀︑本ノ方カラマツ直二幾
スヂカノ脈が並ンデ出テ︑サキニ行
ツテーツニ集ツテヰ・ル︒

一隻 の 捕 鯨 船 が 今 静 か に 波 を

へ逃げて行く︒

十302 銀杏の木の烏は急いで山の方
十6310
切って進んで行く ︒

十648 四五隻のボートは母船を離れ
て︑我先にと漕いで行く︒

十鵬1図

ンニハ︑幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感

アラビヤ人は︵略﹀︑絶え

ず追手と或間隔を保ちながら進んで
アルベシ︒

十︻483

行く︒

会ーケ彰

軍

フタイシヤウガイクサニ行ツ

三426

タトキ︑︵略﹀︒

ソノ日ノイクサニテガ

ラノアツタモノヲ左ノ方ニ

三428

ソレデイツデモイクサニ

ナラベテ︑︵略V︒

三438

ましていくさのその時は︑

カツタトイフコトデス︒
五297圃

なくてはならぬこのわたし︒

六488
︵略V︒

秀吉はいくさの上手な人で︑

相手がなくなった︒﹂といってなげい

た︒

五月五日二軍人形ヲカザ

秀吉は︵略V︑たびくいくいくさにんぎょう﹇戦人形﹈︵名︶1

軍人形

六488

さをしたけれども︑一ぺんもまけた

リ︒

イノルコト︑我が國古ヨリノ風習ナ

リ︑ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲ

九276図
︵略﹀︑そのいくさの終らな

ことがありません︒

六528

たけだしんげん

い中に病氣でなくなってしまひまし
た︒

十二36図圃鍛ひたる劔の光いちじ

その相手は武田信玄で︑これ いくさびと︻戦人︼︵名︶1 軍人

いくさ船

るく 世に・の〜やかせ︑我が軍人︒

幾

山海には一面にいくさ船がな

らんでるて︑︵略︶︒

五747

謙信は勝氣な人で︑いよいよ いくさぶね﹇戦船︼︵名︶1

も謙信におとらないいくさの上手で

六554
あった︒

六566

いくさがはげしくなると︑じっとし
ては居られない︒

十尺

﹁われくはたがひにいく いくじっしゃく﹇幾十尺︼︵名︶1
さをしてみるけれども︑︵略V︒

六587園
九194囹

は幾十平なるを知らず︒

軍人となって︑いくさに出 十一763図 ︵略﹀︑其の瀧つぼの深さ
たのを男子の面目とも思はず︑︵略V︒

でなされ候ぞ︒

九212國国園

いくさに出でし事なれば︑︵略﹀︒

國を思ふ道に二つはな

幾スヂ

幾條

ザシキノウチニイクスヂ

モツナヲハツテ︑︵略﹀︒

三56一

ル︒

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カ

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ

蜘蛛は︵略V︒網を張ら

も

んとする時は︑先づ幾條かのや﹂太

く

本ノ盧カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

十79

テ︑︵略﹀︒

ラマツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出

十73

十一5910図圃
軍に行かば︑からだを 六814図 淀川ハイクスヂニモ分レテ
た ま
いとへ︒ 弾丸に死キとも︑病に死キ
海ニソ・グ︒
な︒

十二310図圃

いく

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ
も︒

さ相手
いた時︑謙信は﹁︵略V︒よいいくさ

六594圏

それから信玄が死んだと聞 十一882図

東西の二士は今いくさのまつ いくさあいて︻戦相手﹈︵名︶1
さい中である︒

五804

た窒人がいくさのはなしをす
ると︑耳をすまして聞いてゐました︒

六443

﹃一人の子が國家の爲

ミナモトノヨシイヘトイ 九209國国 何の爲にいくさには御出 いくすじ﹇幾筋﹈︵名︶5 イクスヂ

十一552 眞先に立って︑太鼓を打ち いくさ︻戦﹈︵名︶17 イクサ いくさ
ながら︑かひぐしく進んで行く︒
此の時﹁自分が行かう︒﹂

とさけぶ人を誰か と 見 れ ば ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

十一569囹

︵略V︑此ノ距骨ノ左右カ

十一m8 近年は︵略﹀︑冠禮は段段
すたれて行く︒
ロクコツ

十民泊310

ラ肋骨ヲ出シテ︑段々二組立テテ行
ク︒

︵略V ︑ 輕 く 浮 立 つ た 調 子 に ︑

︵略﹀︑ふわりくと春霞の彼方へ連

十二837

れて行かれるやうな心持になる︒
︵略 ﹀ ︑ 紳 士 は バ イ オ リ ン を

生ク

老人に渡し︑目禮して何虞へか行つ

十二8410

た︒

い・く﹇生﹈︵四︶1

いくら

いくせん

78

き綜を渡し︑︵略V︒

いくせん﹁幾千﹈︵名︶1 幾千

十二848 幾千の聴衆は階子をぬいで
相和して歌った︒

いくせんねんかん﹇幾千年間﹈︵名︶1

イクツ

いくつ

イクツサイタカ︑カゾヘテ

いくつ﹇幾﹈︵名︶3

一412
五772圏

白イ帆ヲアゲタ覇権ケ船モイ

﹁年はいくつか︒﹂

ゴランナサイ︒
六783

幾度

さて幾度も幾度も造り直し
さて幾度も幾度も造り直し

十701図

ればならなかった︒

いく野

宮人の

いく野の道

みすのうちより

いくの﹇生野﹈︹地名︺1

岩に近づけば︑波は盒k荒

く︑ボートは幾度となく打ちもどさ

九925図國

遠ければ︑ふみ見ずといひし

袖引止めて︑大江山

の

言の葉は︑︵略﹀︒

十二487図圃

ちて山を鋳る︒

いくひゃくかぶ﹇幾百株﹈︵名︶1

ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒

廊下ノ爾ガハニハ幾時株ト

幾

いくの﹇生野︼︹地名︺1 生野
さ ど
古く知らる﹂佐渡・生
かう
野︑其の他無数の磯曲は 山をうみ

︵略V︑如何でか討たるべ

れ打ちもどさる﹂を︑︵略﹀︒

十一451図

き︒幾度か思ひ直して討たんとすれ

村長は︵略﹀︑幾度の改

ども︑︵略﹀︒

十一皿9図

伊企灘却って﹁新羅王我

選にも常に選上せられて︑ご十蝕年
間話績せり︒

十二306図

樹影

がしりを食へ︒﹂といひて︑幾度責
めらるれども改めず︑遂に殺された

十999國

ボタン

り︒

いくページぶん︵名︶1

印刷する紙は廣い大きな紙

幾萬

マシテ幾萬年ノ久シキ間︑此

いくまんねん﹇幾万年︼︵名︶1

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒

十209

幾ページ分

深さは幾百丈とも知れない

いくひゃくじょう﹇幾百丈﹈︵名︶1

︵略V︑朝の風を聞きては
鳥の聲かと疑ひ︑夕の彰云を見ては陸

十二782図

十一564

幾百丈

さて書きはじめてからも︑消

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

帽子の内を眺めて

異

谷底︑︵略V︒

ず︒

︷略V︑

帽子の中に一文の銭もない

したり加へたりして︑我我の護む檬

老人は︑

十二823

なものになるまでには︑幾度書直す

十1810

て︑︵略V︒

九337

て︑︵略V︒

九336

ルコトヲ得ズ︑︵略﹀︒

八294國幾度カマハリタレドモ︑入

いくど﹇幾度﹈︵名︶15

クットナクハイツテ來ル︒
幾千年間
し な
十二932國 支那幾千年間の人物中︑ ＊いくつき﹇Vいくげつ

大聖として徳化の尚今日に著しきも
の︑孔子に如くは な し ︒

いくせんまん﹇幾千万﹈︵名︶1 幾千
萬

十二693國 時としては幾千萬とも数
知れぬ大群︑︵略﹀︒

いくそうばい﹇幾層倍一︵名︶1 幾層
倍
手網が幾層倍もか＼る︒

十222 木版では一枚つつ彫るから︑

かも知れない︒

は︑幾度かためいきをついて居る︒
口同音

︵略V︑色のたくさんまじったいくどうおん﹇異口同音﹈︵名︶1
美しい給書や地圖のやうなものは︑

十204

其の活字を抜きかへて植直す︒

五744 へいけのぐんぜいがふくはら 十1910 ︵略V︑誤があれば︑幾度でも

いくた︻生田﹈︹地名︺1 生田
のしろを守ってみる︒東生田の門か
ら西一の谷の門ま で の 間 ︑ ︵ 略 V ︒

いくた﹇幾多﹈︵副︶1 幾多

九424

兵士等はあわてて異口同音 年
﹁將軍の命は我々千萬人の命よ

ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水ノ

幾代

りも貴い︒ピエールは我々にお任せ

いくよ︻幾代︼︵名︶1

カバ︵略﹀︒

幾年

幾日

る

聞え上げた

かをる

雲ゐまで

言の葉は︑幾代の春か

いくら

いくら﹇幾﹈︵名︶7

らん︒

イクラ

ば如何にと

幾年こΣにき激へさる 九921図圃 ︵略﹀︑うぐひすの 問は
鐵より堅き・のひふあり︒

十一232図圃

いくとせ﹇幾年︼︵名︶1

下さい︒﹂といって引止める︒

に︑

十一573
らぬ︒

︵略V︑色のたくさんまじった

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

浮 城 と も 稔 す べ く ︑︵略﹀︒

十一291図 大小幾多の軍艦は海上の

十205

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい盛年や地突のやうなものは︑

いくだい﹇幾台﹈︵名︶1 幾蜜
動スル機械ハ︑幾憂トナク立並ビテ

若者は長い劔を突通し幾度と

いくにち︻幾日一︵名︶1

大水などの時には︑水のひく
までは幾日でも泊って待ってるなけ

︵略︶︑幾度かいそべに出で 九369
てながめしが︑︵略V︒

十6810図

なく抜いては又突く︒

十664

らぬ︒

十一841図 蒸氣機關ノカニヨリテ自
廻 轄 ス ベ ク ︑ ︷ 略 V︒

宗いくたびういくど
いくたり﹇幾人﹈︵名︶1 いくたり

がいくたりとほつてゐますか︒﹂

四68園今あのはしの上を人

79
いざなう

いくらも

二644
コンドハイクラバヒヲ
フリカケテモ︑ハナハスコシモ
サキマセン︒

ミンナデイクラニナリ

四238囹﹁ソノ糸ハーカケイクラ
デスカ︒﹂

四254囹
マスカ︒﹂

エビノ︵略V︑カニノ︵略V

美シキ池アリ︒

七714
様子ハ︑池や川ニスムモノトチガハ
ナイガ︑︵略V︒

︵略﹀︑池の右手へさしか﹂つ

八301予感

工︑川成ヲ音ナヘバ︑

いさを

﹁イザコナタへ︒﹂トイフ︒

︵略V︑想うちよりてえも

いざかや﹇居酒屋︼︵名︶2

ん︒

居酒屋

の数へん︒たけがりのいさをくらべ

八97図圃

よ うつ
コロンブスは︵略﹀︑欧羅 いさお﹇功︼︵名︶1

の意見によりて豫算を編成したるな
り︒﹂

ぱ

十二749図

印度の東海岸に到着すべしとの意見

巴の西海岸より西を指して進まば︑

を抱けり︒

上奏とは文書を天皇に奉

八237 ︵略V︑居酒屋の方へ行きます︒

とするのです︒

あるので︑其のかたに持って行かう

此の男は居酒屋に酒代の借が

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

八238
いご弓じんぐうごうごういこ
いこふ

余ーク︾

垣根にからむ朝顔の

巻葉をもるΣつゆ凍

さ

昔より富士は︵略V︒罵れ

しまぬ白蓮の

びゃくれん

きかはりつ﹂いさぎよく︑にごりに

八365図圖

潔し

宛書三日供御もなく︑歩 いさぎょ・し﹇潔︼︵形︶2 いさぎよし

い二・う﹇憩﹈︵四︶1

十891図圃

いこはせ給ふ
生駒
︵略﹀我が軍艦ノ名ヲ

し︒

ども四時雪をいた固きて潔く︑其の

十18図
伊吹・淺間等︑︵略﹀︒

いささか︻柳回︵副︶1

︵略﹀︒

いさΣか

形白扇を倒にかけたるが如く美しき

は︑なほ我が國第一の山といふべく︑

十一335図

属ス︒

余ーシ彫

いころ・す﹃射殺﹈︵五︶一

イコロス

巡洋艦ハ︵略﹀︒︵略V︒
イヅモ
筑波・生駒・出雲・千戯ナドハ之二

イブキ

ツクパ
イコマ クラマ
ニ三笠・富士・筑波・生駒・鞍馬・

︵略﹀︒︵略﹀︒山ノ名ヲ附シタルモノ

十︻302図

角ーハ︾

て意見を述ぶるをいふ︒

熊吉は︵略﹀轄がつて︑池の 十二鵬7図

た時︑︵略﹀︒

九846

九849

ひて︑︵略﹀︒

風

四777 いくら弓の名人でも︑こ
中へ落ちこんだ︒
ふな
れを一矢でいおとすことは︑
十一囎2図 池には大抵鯉︒鮒等を養
池水

野べも山べも新緑の

みつか窪て松かげに

﹁モチハタイセツナオ米

級の人をいたはりて︑いさ︑かも輕

十一一㎎5図 ︵略V︑上官の者は常に下

侮の念を有すべからず︒

いざないよ・す︻誘寄︼︵下二︶1 誘ひ

二336︵略V︑トリヤケモノヲイコ
ロシテ︑オモシロガツテヰマシタ︒

おきのしま

東郷司令長官は︵略﹀︑

いざな・う﹇誘﹈︵四︶1

に誘ひ寄せしむ︒

いざなふ肉1

先づ小軍艦をして敵艦隊を沖島附近

十二56図

人はいさ心も知らず︑故 寄す 余ーセ単

いさ

いざ

花ぞ昔の香ににほひける︒

イザ

て︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒

八86図魎友よ︑來よ︒手かごを持ち

いざ︵感︶2

里は

十995図圃

伯母様お笑ひになってはい いさ︵副︶1
﹁成程これではいけない︒﹂

﹁不作の後なれば︑

成るべく経費を節約したしとの校長

十一恨1図書

イコマ
いこま︻生駒﹈︵名︶2 生駒

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ
︽一

かしこさよ︒

イケル

︵略V︑花イケニハモモノ
花トヒガンザクラ．ヲイケマシ

四747

ケ︾

い・ける﹇生︼︵下一︶一

ばた︒

八363図圃

︵略V美シイ角が木ノ枝ニヒいけみず﹇池水︼︵名︶1

なかなかむつかしさうです︒
五736
ツカ︑ツテ︑イクラモガイテモハヅ
レマセン︒

が出てみれば︑︵ 略 ﹀ ︑ 居 る 場 所 や 方

七864囹 又夜はいくら暗くても︑星
角がちゃんと分り ま す ︒

﹁あれ程の名馬はいくら

金を且っても惜し く は な い ︒ ﹂

十﹁492囹

タ︒

肉ーケ︾

八254園

けませんよ︒

八113團

イテハイケマセン︒﹂

デコシラヘタモノデスカラ︑

二355囹

テハイケマセン︒

二234囹 ﹁イイエ︑イツシヨニヰ

る

ソノホカツカヒミチハマ い・ける﹇行﹈︵下一︶4 イケル いけ

いくらも︻幾﹈︵副︶2 イクラモ

四365
ダイクラモアリマス︒
八927 中佐ノ様ナ死方ヲシタ人ハイ
クラモアルガ︑︵略﹀︒

いけ︻生﹈n▽はない け

いけ門池︼︵名︶8 イケ 池号さるさ
わのいけ

一15一 イケニフネ
五155 池ノ中デコヒガオヨイデヰル
ノヲ土量コトガアリマセウ︒

コノ公園ハ︵略﹀︒コ︑ニハ

六373 朝おきて見ると︑池に氷がは いけん﹇意見﹈︵名︶3 意見
つてみた︒

七584図

いし

イサベラ

80

かりし給

九57図 ︵略﹀賊どもいつはり降り︑

ヒ顛

﹁此のあたりには 鹿 多 し ︒

手は忽ち谷底へはき落された︒

勇ま

あの勇ましい少年を殺して

勇ましき少女
勇ましき少女

飛ーミ単

︽一

イシ

いし

石母

火の波間に出波する夜景も亦一段の

家を治めん︑妹我は︒家の事をば心

ちいし

一163

イシイスハシハス

こいし・さざれいし・たていし・ひう

おもむきあり︒

ゐざり

いし﹇石︼︵名︶16

ぎや︒

いざり﹇膝行﹈︵名︶6

ぬす人はきんじよに住んで

三32

五227

みるゐざりだといふうはさがあるの

五568

セテ出スヤウニナリマシタ︒

ガ︑ソレカラ後ニハ石ト金ヲウチ合

大昔ハ︵略V火ヲ出シマシタ

いし︹ひらがなのドリル︺

で︑︵略V︒

それを私のるすにこのみざ

六217

それから象をおろして︑その

テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒

又ゐざりは﹁︵略V︑私は足の 五583 ︵略﹀︑石ノヤゥニカタクナツ

りがぬすんだのでございます︒﹂

五243園
五245

とみざりあるくものでございます︒

立たないもので︑爾手をついて︑やつ

︵略V︑その石をおろして︑な

代りに石をたくさんつみました︒

役人は︵略V︑そのうちにる 六222

︵略﹀︒﹂と申します︒

んどにもはかりにかけて︑その目方

を知りました︒

ゐざり
ゐざりは︵略﹀︑その釜をあ

ル︒

九423國

海草ハ︵略V︒根モ︵略V︑タ

水ノシヅクモ度重ナレバ石

をうがつなり︒

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

七785□薗凶圃

のきよりおつる雨だれの

ヘクツツクダケノ用ヲナスモノデア

マハナレナイヤウニ︑岩ナリ石ナリ

七773

その時一人の子どもは大きな

六236

ゐざりは︵略V︑その釜をあ

石を持って來て︑力まかせに投げつ

︽ーシ単

︵略V︑東照宮の正面に出

とうせう

たまにかぶって︑心血をついてゐざ

ヲモウガツトイフ︒

づ︒石の大鳥居高さ弓丈鯨︑︵略V︒

月影の小波にくだけ︑漁 十一9010﹇区 例へばこΣに一種の石あ

漁火

り出しました︒

十一199図

いさりび︻漁火一︵名︶1

九941図

五267

出す

けました︒

たまにかぶって︑爾手をついてゐざ

︽ーク︾

いざりある・︿︻膝行歩一︵五︶1
りあるく

﹁︵略﹀︑私は足の立たない

りあるくものでございます︒

もので︑爾手をついて︑やっとゐざ

五247圏

ゐざ

り出しました︒

五266

ざりにむかって︑︵略﹀︒

筋骨たくましき若者が 五261

勇ましさ

にかけず︑御冷の爲に行きませ︑い

イサマシイタイコノ音が森ノ 十﹁609國圃 親に事へ︑弟を助け︑
一天にはかにかき曇って︑ほ

中塗ラキコエテクル︒

五674
九687

へ︒﹂と渤めて︑尊 を い ざ な ひ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑

し物を取込むひまもない夕立は︑さ

たりや

︵略﹀︑かの勇ましい少年鼓

わがしい中に勇ましい︒

い

︵略﹀は伊太利人コロン

十一555

火を放ちて焼き奉らんとせり︒
十二739図

イサベラ︹人名︺2 イサベラ
ブスにして︑彼をして其の志を成さ

十一562

いすぱにや

はならぬ︒

第十九課
第十九課

十一268図
よ︒

飛ーミ暫

勇み勇

艦を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさ

ろ

いさましさ﹇勇﹈︵名︶1

十681

十目6

しき少女

いさましきしょうじょ︹童名︺2

しめたるは西班牙の皇后イサベラな
りき︒

︵略﹀︑遂に皇后イサベラ

勇

の知る所となり︑其の保護の下に此

十二765図

︽ーシク・ーシ︾

いさまし

の大探検を行ふに 至 れ り ︒

まし

いさま・し﹇勇﹈︵形︶4

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道

七632國 八九頭の犬いきほひよく敷

む

いさみいさ・む︻勇勇﹈︵四︶1

士︒

いぎや

いざりだ・す︻膝行出﹈︵五︶1

アリは︵略V︑父の手紙を

いさ・む﹇勇︼︵四︶1

嘉したり︒

メヨ︾

いさ・む︻諌︼︵下二︶1

いざや︵感︶1

友と友︑人と人︒

にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑

六836図画四つとや︑善き事たがひ

いさむ

讃みて心勇み︑︵略V︑隊商と共に出

九454図

ういさみいさむ

勇む

ダーリングの生 十一614國圃 勇み勇みて出で行く兵 五271圏 ﹁こら待て︑ゐざり︒

を走り行くさま︑ まことにいさま
し︒

グレース ︑
十717図
家 に 程 近 き 寺 院 の庭上には︑︵略﹀︑

永く此の勇ましく︑やさしく︑且は
う垂しう窪し︑勇まし

麗しき昔物語を語 れ り ︒

十一602図國

勇士は彼に︑情は是に︑

うをし︒出征兵士 の 弟 ぞ ︑ 我 は ︒
十﹇617ロロ凶團

イサマシイ

勇まし︑やさし︑を＼しの別︒

余ーイ︾

いさまし・い﹇勇︼︵形︶5
勇ましい

四91日ノマルノコクキガアサ
日ニカガヤイテヰルノハ︑イ
サマシイデハアリマセンカ︒

81
いしょくじゅう
いしかわ

り︑︵略V︑飾にも起用にもならざる

一255

石ダン

ス︒

︵略﹀オミヤガアリマス︒

ダンノ道ヲ上ツテ︑︵略﹀︒

五684
いしつちやま﹇石鎚山﹈︹地名︺1
鎚山

石のこ

九5910図囹

﹁我は天氣にも相談せず︑

毎日運動するが故に︑念者にも相談

以上

稀に見ることなれども︑︵略V︒

いち

おくえんいじょう・いっしゃくいじょ

いじょう﹇以上︼︵名︶3

う・こえんいじょう・こせんまんえん

西洋のことわざにも﹁よ

する必要なきなり︒﹂

九616図

う・じっせんいじょう・せんいじょ

いじょう・しちじゅうごマイルいじょ

葬啓︑︵略﹀︒︵略︾︒本

十一351応凶 戦艦ハ︵略﹀︒︵略V︒潜

候︒以上︒

月二十日までには必ず諸等仕るべく

九142國團

う・それいじょう・にせんいじょう

く日光の見舞ふ家には竪者は見舞は
︵略﹀︑熊吉に水を吐かせるや

ず︒﹂といへり︒
九856

ら︑竪者を呼びに走るやら︑上を下
へのさわぎである︒

石屋
大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑

艦・工作船・給炭船等ノ如キ特別任

水艇ハ︵略V︒以上ノ外︑ 尚水雷母

八145

いしゃ︻石屋﹈︵名︶1

ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

肉ーメ・ーメル曽

石山寺の秋の月︑雲をさ

いしやまでら︻石山寺﹈︵名︶1 石山

コノカハイラシイ︑美シイ蝶 寺
八605図圖

移住宣いち

十二撫8國

一には︑︵略﹀︒︵略V︒

五箇條を︵略V︒

田畑の作物には多少の損

いじょう﹇異状﹈︵名︶1

衣食

我衣食の費をいとふに

あらざれども︑何虞へなりとも出で

十一723図園

いしょく﹇衣食︼︵名︶1

く別の異状これなく︑︵略V︒

害これあり候へども︑其の他にはか

九748國国

異状

ち忠節・禮儀・武勇・信義・質素の

には︑︵略﹀︒︵略V︒以上の五箇條即

一

石屋ハノミ︑カヂ屋ハッチ︑仕立屋

いぢめる

五363

ヲツカマヘテイヂメル画廊︑ドウイ

まりてかげ清し︒

又若し外の雀が見つける いじゅう﹇移住﹈︵名︶1

一定の季節に最も多数の

じてきいじゅう・じゅうるいのいじゅ

十二687図

う

務ヲ有スルモノァリ︒

は石のこをねりかためてかわかし︑

やき物をつくるには︑土又

石

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

︵略V︒タカイイシダンモミエマ

ものならば︑之を買ふものなく︑随
つて債あることな し ︒

十一㎜10 貴人の墓には内地の標に石
を た て る け れ ど も ︑︵略V︒

同義ー58 船渠ノ底ト周り三方ハ石デ
魅ムカ︑コンクリートデ固メルカシ
テアル︒

とやま

維

福井・石川・富山な

維持ス

フ心デセゥ︒

八218囹

と︑よってたかっていぢめるので︑
︵略﹀︒﹂

移住を見るは︵略﹀に住せるレミン

すべて家畜はよく勢らなけれ
ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

グと稻する地鼠の一種なり︒

て遊び給へ︒

衣

欄間の彫物︑唐紙の地紙を

我等の衣食住には模様・色どりをほ

の給模様︑其の他菓子類に至るまで︑

はじめ︑着物の縞模檬︑焼物・塗物

らんま

からかみ

全然移住せし例は︵略V︑いしょくじゅう﹇衣食住一︵名︶2
うつば

食住
よ

通常の灰色の鼠の一群大事して︑印

十499図

此の如く全然移住するは

︵略﹀黒色の鼠を全く追梯ひし

十二671図

ことあり︒

り︑

度よりペルシャを経て欧羅巴に移

十二662國

溌ースル・ーセ彰

西洋の馬がおとなしくて︑日いじゅう・す﹇移住﹈︵サ変︶2 移住す

から荒々しくなったのである︒

日本では下りいぢめた爲に︑おのつ

本の馬のおとなしくないのは︑︵略V︑

十8510

風がある︒

十858

イ︿ノ仕事ニカ・ル︒

かまどに入れて焼く︒

七348図

いしのこ﹇石粉︼︵名︶1

十二249図圏
上るや石のきざえし 十一18図 石鎚山
いてふ
の︑左に高き大銀 杏 ︑ ︵ 略 V ︒

十二824 最早弾く力も壼きて︑傍の
石にこしを下し︑︵略﹀︒

いしかわ︻石川︼︹地名︺1 石川
ほくろく

羽二重織の輸 出 品 ︒

大せしは北陸の

十二496図圏 近年やみに産額の 増 いじ・める﹇苛︼︵下一︶4 イヂメル
る

角ースル・ーセ彫

いじ・す﹇維持﹈︵サ変︶3
持す

十一510図 終日勢零して︑一群の生
計を維持するものは働蜂なり︒
ギ
蜀國ノ魏・呉二強國ト相

十一螺3﹇図

甥立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ
バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

十二m6︹図 國家を護り︑國梅を維持
維持スル

するは兵力に頼る を 以 て ︑ ︵ 略 V ︒

寒イ時ハ特二膿温ヲ維持

いじ・する︻維持﹈︵サ変︶1
角ースル解

十一655

瞥者←vおいし

常に無病にして︑空者にか

いしゃ︻医者︼︵名︶4

九597國

ゃさま

スル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他ア
ブラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑

︑りたることなき人あり︑︵略﹀︒

︵略V︒

いしだん﹇石段﹈︵名︶2 イシダン

いず
いしん

82

︵略﹀︑自然に生ずる物の

どこしたるもの多 し ︒

十二438図

みにては不足を告ぐるに至りて︑動
物を飼養し︑又植物を栽培して︑衣
食住の材料を得ることを工夫するに
至れり︒

いしん

いしん﹇維新一︵名︶1 維新傷めいじ
九298図 盒次郎ハ維新ノ際軍事二功
勢多カリシ人ナリ ︒

いしんぜんご︻維新前後﹈︵名︶1 維
新前後

人々ヲ始メ︑︵略﹀︒

九279國 維新前後無事ニタフレタル
いしんまえ﹇維新前﹈︵名︶1 維新前
至って少かったが︑今では全県食は

十843 維新前までは牛肉を食ふ人は
ぬ慮がなくなった ︒

イシイスハシハス

い す
いす﹇椅子﹈︵名︶2 イス 椅子

一163
十355圏 談話最中一人の老人がはい
い
つて來ましたが︑すぐに立って︑椅

す
子をゆづりました ︒

いず﹇伊豆﹈︹地名︺1 伊豆うさがみ

塩ハ山ヨリモ出ヅレドモ︑

よみいず・わきいず
六546図

︵略V︑ソノ折父トトモニ戦

ワが國ニチハ海ノ水ヨリツクル︒

七14國
新橋停車場ヲ出デテ︑上野

場吐出デントセシガ︑︵略﹀︒

七542図

ビ

ヤ

スミダ
コ・ヲーメグリシテ隅田川

行ノ電車二乗ル︒

七571図
ヒ

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ

櫻田門ヲ出ヅレバ︑日比谷

ノポトリニ出ヅ︒

七579國
公園アリ︒

七586図

八時宿を出でて︑町を南へ

ハジメ多クノ官省アリ︒

八43図
タイゴク

行けば︑︵略V︒

天皇大極殿二二デサセ給

ヒ︑入鹿カタハラニ侍ス︒

八523図

八531図他ノニ人亀甲ノ闇二暴評ヲ
討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出
デズ︒

書目暗キ所ニヒソミ︑日暮

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ﹇
る︒

九538図

人多き都會に住む者は︑折

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ︵略﹀︒
九6010□自凶

筑紫に到りて後は︑常に門

々野外に出でて︑新しき空運をすひ
︵略﹀︒

九804図

川を渡りて坂路を上れば︑

を閉ぢて出つることまれなりしが︑
︵略V︒

とうせう

九941図

う

ち

︵略﹀︑湖水より出つる瀬田

東照宮の正面に出づ︒

十25図

炭・薪・材木等の森林より

川は下流宇治川となり︑︵略V︒

十87図

︵略﹀︑数時間の暴雨にもた

出つることは何人も知れる所なり︒

十97図

ちまち大水出で︑︵略V︒

﹃戦場に出でん時は髪を
染めんと思ふなり︒

十536図囹

て︑幾度かいそべに出でてながめし

我等若し汽船に乗りて︑我 十691図 ︵略﹀︑眠れる父をゆり起し
が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

八761図

さして行く笠置の山を出

行かば︑︵略V︒

かくの如く日本を出で︑海 十893図無

が︑︵略V︒

八801図

でしより︑天が下にはかくれがもふ

サルサハ

カイクワ

停車場ヲ出デテ︑隠逸開化
︵略﹀︑都ニアリシ時此ノ山

二出ヅル月ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出

十963図

天皇ノ陵ヲ拝シ︑猿澤ノ池二至ル︒

十941図

の話も出で︑︵略﹀︒

十926圓團

し︒

あやしみて尾をさきて需給

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

九42図

するがいずさんごく
出づ

ば︑︵略V︒

出ヅ

ふに︑一ふりの倉出でたり︒
﹃一人置子が国家の爲

デテ︑︵略V︒

十966図圃

天の原ふりさけ見れば︑

春日なる三笠の山に出でし月かも︒
ウネ

カシハラ

傍・橿原ノ地瓦出ヅ︒

ピ

十期8図コ︑ヨリ西北へ華壇バ︑畝

にょいりん

吉水神社を出つれば︑谷

︵略﹀︑力強く肚なるもの

をへだてて向ふの山腹に如意輪寺あ

十一33國

り︒

十一63図

︵略V︑其の後は一度も院

は外に出でて花の蜜を吸血る︒

の門外へは出でざりきとそ︒

十一464図

十一705國 ︵略﹀︑黒人より訪問を受

我衣食の費をいとふに

くる時は直ちに出でて慮接すべし︒

︵略V︑半月金華山の上に

きんくわ

市を出でて橋を渡れば長

あらざれども︑何虚へなりとも出で

十一724図圏

て遊び給へ︒

十一795図

良村あり︒

十一834図

硫逸機ヨリ出ヅル綿花ハ

出でて︑川風たもとを梯ふも快し︒

十一853図

孔明︑劉備二事へ︑出デ

眞白雪ノ如ク︑︵略V︒

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

十一鵬2図

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑︵略﹀︒

の母と同じく︑忠義の爲には恩愛を

の母が其の子を叱りしが如きは︑保

十二333図 ︵略﹀︑高千穗艦乗組水兵

を出でたりと知れ︒
たかち ほ

のろしのあがるを見ば︑幸にして城

︵略V︑折々空合の節は其 十二279図圏﹁︵略﹀︑若し向ひの山に

十744図 熱海は伊豆の東岸にあり︒
い・ず﹇出﹈︵下二︶47

︽ーヅ・ーヅル・ーヅ レ ・ ー デ ︾ ﹇ ▽ あ ら わ

九212國国圏

いくさに出でし事なれば︑定めて不

れいず・いいいず・うかびいず・おき

自由なる事もあらん︒

騎兵は進退敏活にして︑多

いず・おどりいず・おもいいず・すす

九248図

みいず・つきいず・ながれいず・ぬけ
いず・のがれいず・ほどばしりいず・

83
いずれ
いすか

忘る︑二心より出でたり︒

十二768団﹇︵略﹀︑今日はコロンブス

ノ他マダタクサンアルガ︑イヅレモ

七755 海草ニモ色々アル︒︵略﹀︒コ

の全景を見ること能はず．

が遠征隊出獲の日なりとて︑西班牙

の

ぎ

乃木大將と＾細見の

塵はいつホ

︵略V︑敵の將軍ステッセ

ル

︵略﹀︑此の西班牙の新領

九243図

イギリスは︵略V︑商業・

︵略V︑男子は十七戯より四

レモ川ノ中二立テリ︒

かくてコロンブスは報告 九1710図香取・息栖ノーノ鳥居ハ何

多し︒

工業いつれも盛に︑海軍強く︑商船

八773図

いつれも神苑の内にあり︒

日本海海戦の記念砲身塔など︑また

︵略Vの職利品たる大砲︑

ヨイ肥料ニナル︒

つ

八49図

パロスの港は未明より人の山を築け

い

いずはんとう﹇伊豆半島﹈︹地名︺1

の爲︑西班牙に婦警せしが︑︵略V︒

十二802國

地をサンサルバドルと命名せり︒

十二7910図

︵略V眞先に上陸し︑︵略V︒

の美服を着し︑西班牙の國旗を持し︑

︵略﹀︑コロンブスは深紅

り︒

我衣食の費をいとふに

此の心は何虚如何なる場

あらざれども︑何虚へなりとも出で

十一724図囹
て遊び給へ︒

十二335図
合にも曇るべからず︒

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒﹁何虚
ぞ︒﹂

十二799図

水師螢︒

英蘭銀行は設立の古き 十385図圃

と︑資本の多きと︑信用の厚きとに

十二6310図
於て︑其の右に出つるものなし︒

義士復仇の學を聞 き ︑ ︵ 略 V ︒

十二874延喜劔其の後江戸に出で︑
十二879図︵略﹀郷里に判り︑公私の
用を終へて︑再び江戸に出つれば︑
︵略V︒

のものなれば︑︵略﹀︒

十二912図 男子は外に出でて不在勝 十二791図園 ︵略﹀︑朝の二時頃﹁陸﹂
十二9110図 日々の暮しは﹁入るを計

をまつりたまへるなり︒
すゴ

十鈴川

五十鈴川は流早くして︑水

すヨ

五十鈴川
い

八45﹇図

清らかなり︒

西班牙

五十鈴川の水に恕す︑ぎ手

西班牙

︵略﹀︑彼をして其の志を

いすぱにや

洗ひて左へ行き︑︵略﹀︒
いすぱにや

うなりき︒

驕ス︒

イヅモ
筑波・生駒・出雲・千歳ナドハ之二

十一335図 巡洋艦ハ︵略V︒︵略V︒

も

あまてらすおほみかみ

いつ
いずものくに﹇出雲国﹈︹地名︺1 出
雲の國

神代の昔︑天照大神の御

いつれ

將校には大越・︵略﹀あり︒

其の下に下士あり︑兵卒あり︒上下

九262︹図

の至重かにして︑何れも上官の命令

サレバ何レノ國ニチモ︑世

を守るは︵略V︒

ノ進ムニシタガヒ︑︵略V︑物ト物ト

九889図

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

の後に本殿あり︑いつれも善思し︑

九951属領を過ぎて拝殿あり︑舞殿

美蓋せり︒

十786図

目・耳・鼻・ロバ何レモ磯

又力士ノ如キハ常二全身二

二世キ位置二在リ︒

十771図

館も空室なきに至るを常とす︒

︵略V︑海軍省ヲハジメ多ク 十743図 ︵略﹀︑盛夏の候は何れの旅

イヅレ

弟素直自尊出雲の國にいたり給ひし

すさのをのみこといつも

九18図
に︑︵略﹀︒

何れ

と申して居ります︒

七691團いつれも大よろこびで︑︵略﹀

ワヅクリニテリツパナリ︒

ノ官省アリ︒イヅレモ洋風ノレング

七587國

何レ

いずれ﹇何一︵代名︶24

︵略V空しく志を抱いて

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ

十一一738借藺凶

イスパニヤ︹地名︺6

八54︒︒凶

い
五

の川上に造り︑︿略V︑皇祖天照大神

つて出つるを制す ︒ ﹂ を 第 一 義 と す ︒
十
二
8
4
1
0
歌
が
終
る
と
︑
紳
士
は
バ
イ
オ
伊
豆
半
島
十歳までの闇︑何れも兵役に服する
十二965図 其の後孟子出でて學び︑
リンを老入に渡し︑目禮して何虚へ
十7210図
我が國は︵略﹀︑全國到る
義務あり︒
い づ
學を卒へずして蹄 り し 時 ︑ ︵ 略 V ︒
か行った︒
盧に温泉あり︒伊豆半島のみにても
九256図 歩兵・騎兵・砲兵・工兵・
い すぼ
十一一9710︹図 國民は個人の集合より成いすず﹇五十鈴︼︹地名︺1 五十鈴
三十箇所を数ふ︒
輻重兵は何れも戦雫に必要にして︑
い すゴ
イヅモ
るものなれば︑國民の品格といふも
八27図 ︵略V︑後神殿を今の五十鈴 いずも﹇出雲﹈︵名︶1 出雲
︵略︶︒

亦各個人の品格の外に出でず︒

いすか﹇鵬﹈︵名︶2 いすか
くひちがってみる ︒

八574 いすかのくちばしは上と下が いすずがわ﹇五十鈴川﹈︹地名︺2
八575 それで﹁いすかのはしのくひ
ちがひ︒﹂といふ こ と が あ る ︒

十二鵬6図 自治制の如き最良の制度

いずくんぞ﹇安﹈︵副︶1 いづくんぞ
も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

いづくんぞ其の美果を工むるを得ん
や︒

いずこ︻何処︼︵代名︶6 いっこ い

十二764図

西班牙に轄じ︑居ること多年︑遂に

前庭

十23図 いっこより見ても山にさへ

皇后イサベラの知る所となり︑︵略﹀︒

つ訊

ぎられ︑かすみにへだてられて︑其

いそぐ
いずれ

84

カヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ
ク毒忌セリ︒
畝傍山・香具山・耳漏山ノ

やくねんいぜん・ろくじゅうねんいぜ

︵略V︑折々會合の節は其 んいぜん・しひゃくねんいぜん・にひ

法などもあった︒

十一222図圃

いそ﹇磯︼︵名︶1

はち
蝶や蜂は花から花へいそが

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

十二204

いそがしさ

︵略﹀︑田うゑや草取りの苦し

いそがしさ︻忙﹈︵名︶1

急ぎ

わすれてしまひます︒

雑なく︑暗き時にも手探にて用を足

十二891図 ︵略﹀︑急ぎの場合にも混

し得る様に︑︵略V︒

急グ 急ぐ ︽ーイ・ーガ・ーギ・

高く鼻つくいその香 いそ・ぐ﹇急﹈︵四・五︶17 イソグ い

いそ

そぐ

つくまいそ︒

︵略V︒

そいでかみをあけてみると︑

や︑にげたのかしらん︒﹂と︑い

三358︵略V︑光がみえません︒﹁お

つま

ハシゴヲカツイデイソグ︒

一473 イソゲ︑イソゲ︒

一472

ーグ・iゲ彰母とりいそぐ

一474 イソゲ︑イソゲ︒

いそがし飛一

に︑不断の花のかをりあり︒
いそが・し︻忙︼︵形︶1

く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

弓お

けれどもいそいで

八698図囹 ﹁我等はつねにいそがし

余1・ーイ・ーク︾

イソガシイ

三271國

いそがしい
︵略V︑人がいそがしさうにあるいて

五125

おはなは﹁はい︒﹂といひな

まだむかふからいそいで走つ

秀吉は大ぜいの人を十組に分

けて︑︵略﹀︑仕事をいそがせました

六482

六425 イソガバマハレ︒

て計る人があります︒

五412

がら︑いそいで行って見ると︑︵略﹀︒

五194

で山を下りました︒

ふりさうになったので︑いそい

四82︵略V︑そのうちに雨が
それで取入れの時は大へんに

イソガシイ時二手ノ足りナイ

いそがしくて︑夜も十分に眠れない

六155

ゐました︒

まもなく町の中へはいると︑

いそがしい

いそがし・い︻三一︵形︶5

みにて︑︵略﹀︒

シク︾

さも︑取入れのいそがしさも︑全く

すべて沙漠の旅行は︑以前 六172

の話も出で︑何れ熟考の上實行せん

十926圓團

伊勢崎

捕鯨法には︵略﹀︑又以前に いそぎ﹇急一︵名︶1

に通りし酪駝の足跡を目あてに行く

九466□a凶

ん

伊勢

︵略﹀︑國民もまた深くうや

伊勢

と申合せ居り候事とて︑︵略V︒
い せ

八17図

いせ﹃伊勢﹈︹地名︺4
なり︒

イヅレモ麗シキ山ニシテ︑

十皿9︹図
三山︑

十672

︵略V︒

まひ奉りて︑一生に一度は︑かなら
せ

ず伊勢に参賊せんと心がけざるもの

い

十一148國 ︵略V︑心ある者どもいつ

せざき

は鯨の通路に網を張って錆を打つ方

なし︒

とこしへに民安かれとい

れも此の議に同ず︒
カシマ
︵略﹀︑鹿島・香取ハ何レ

十一305図

八72図圃
のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ
神︒

せ

リ︒
い

尊は先づ伊勢にいたりて神
尊︵略﹀︑道にて病にか﹂
ヰセイ

鯉ハマコトニヰセイノヨイ魚

い

イ
伊

古く

絹織物の産地には︑

イ川デモ︑オヨイデノボリマス︒
い せざき

きりふ

群馬の桐生・伊勢崎も
其の名を知ら遊たり︒

︵略V︑

十二494國圃

いせざき﹇伊勢崎一︹地名︺1

ブコトガアリマス︒又ドンナ流ノ早

デス︒︵略V︒二幅ハニ三尺モ高クト

五171

いせい﹁威勢﹈︵名︶一

り︑遂に伊勢にてかくれ給へり︒

九66図

宮を拝し︑︵略﹀︒

九51図

十一3110図 戦艦ハ︵略﹀︒故二何レ
モ大ナル大砲ヲ備へ︑︵略V︒

十一333図 其ノ艦骸二大小ノ差アレ
ドモ︑何レモ多量ノ石炭ヲ積ミ︑︵略V

長時聞航海スルコトヲ得︒
十一皿1図 何れの家にても卵を煎れ

工場ニハ 色 々 ア ル ︒ ︵ 略 V ︒

ば︑其の代金にて︵略﹀を買ふに鯨
あり︒
十二ー28
イヅレモ大規模馬出 來 テ ヰ テ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

十ニー65図 故に文明諸國に湿ては何
れも氣象豪・測候所を置きて︑日々
︵略﹀︑之に架したる橋は

の地象を調査す︒

十二595図

ほどです︒

七265

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

︵略﹀︑古の奈良の都の八重
櫻︑今日九重ににほひぬるかな︒ト︑
イ セタイフ

︵略﹀︑二万匹の獄をかふのに︑

程いそがしい︒

人一人附き㌧りで︑眠るひまもない

七315

フコトデス︒

ヲト寸メタリ︒

んにひゃくねんいぜん・さんびやくね

いぜん﹇以前﹈︵名︶2

以前号いっせ

伊勢大輔ノヨミシ其ノ奈良櫻ノ名残

十955図

いせたいふ︻伊勢大輔﹈︹人名︺1
何れも肚大にして ︑ 市 の 美 観 を 添 ふ ︒
セタイフ
り す
十二668二又かつて栗鼠の大群︷略﹀︑ 勢大輔
何れも南より北へ同一の進路を取り
て︑︵略﹀︒

︵略︶︑今日の勝負はきまら

いずれ︻何﹈︵副︶2 いつれ 何れ
九865圏

ないが︑いつれ又改めてやり直しを
してもらはなけれ ば な る ま い ︒ ﹂

％
いたす
いそこなう

︵略﹀︑かへりをいそぐ野中

から︑すぐに出來上りました︒

道︒

六601團

六628圃 それを聞くより妹の おふ
みはいそぎ道ばたを そこかこΣか
と さ が す う ち ︑ ︵ 略V︒

七161團 急ぎますのでうか買ひませ
んが︑︵略﹀︒

八153 兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ
停車場へ急グ︒

十二田7図

︵略V︑唯≧一の誠心を以
いそ傳ひ

て正目墨忠の道にいそしまんとす︒

劔投ぜし古戦場︒

七里み濱のいそ傳ひ︑

いそづたい︻磯伝一︵名︶1
十二237図圃
稻村が崎︑名將の

いそべ

︵略﹀︑幾度かいそべに出で

四581
マヘ

ヨリモ

白ウサギハスグ海ノ水

ヲアビマシタガ︑

り

内ーリ︾

全家立退の用意致し居り

候中︑︵略﹀︑水は次第に減退致し候︒

九744國團

當村に引取りて保護を致

カユイ所ヲカクコトモ︑イ いた・す﹇致﹈︵四・五︶12 イタス い

り候︒

し居り二者も百二三十名の多きに上

もしおなかでもいたいの 九755國團

カヘツテイタクナツテ︑︵略﹀︒

六607囲圏
︵略V︒

か︑おとし物でもしたのか︒﹂と︑

七258

たす

十6810図

いそべ﹃磯辺︼︵名︶2

タイトコロヲサスルコトモ出塁マセ

号あんしんいたす・いっぺんいたす・

門の前にて辞し奉る︒

飛ーキ彰

いだきつ・︿︻抱付︼︵四︶1

抱きつく

しゅっちょういたす・しょうちいたす

かいいたす・じっちけんぶんいたす・

たいいたす・ごどうこういたす・さん

ういたす・げんたいいたす・こしょう

いたす・かんしゃいたしおり・きよこ

いたす・かいつういたす・がくしゅう

おんなかまいりいたす・おんみおくり

致ス 致す 貞ーサ︒ーシ・ース彰

てながめしが︑墨を流したる如き空

ン︒

板垣御門
八56口載凶

そこの御門を板垣御門といふ︒

︵略﹀︑御宮の前にいたる︒

いたがきこもん︻板垣御門︼︵名︶2

模様にて︑︵略V︒

我は海の子︑白浪試

うすいた・ま

さわぐいそべの松原に︑︵略V︒

十一213國圏

板

材木ヲヒキテ︑板又ハ柱ト

おり・はっそういたす・はんばいいた

・にっさんいたす・はいしゃくいたし

せいぞういたしおり・つうどくいたす

・しんぽいいたす・せいこういたす・

れり︒水夫等はなほほばしらに抱き

︵略﹀一隻の難破船横たは

つきて︑息も絶えぐに救を呼べり︒

十694図

モ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切噺ス

抱く

十ニー31︵略V︑何吋ト厚イ鐵ノ板デ

いだ・く﹁抱﹈︵四︶2
ケ︾

しませう︒﹂

た︒

私はよその物をぬすむやう

母は︵略Vと申して︑お

となりへもおすそ分けをいたしまし

七689圏

なことはいたしません︒﹂

五234囹

﹁こんどは何の御用をいた

申シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデ

コロンブスは︵略V西を 五83 ︵略﹀︑コノ日ヲキゲンセツト

イタサ

ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ

致し居

五213囹

ゴザイマス︒

︵略︶空しく志を抱いて

指して進まぼ︑印度の東海岸に到着

六424

いたさ︻痛︼︵名︶一

西班牙に輔じ︑居ること多年︑︵略︶︒

十二764図

すべしとの意見を抱けり︒

十二749図

いたす

しおり・へんじょういたす・らくせい
ル︒

十ニー41

へ︑外側二板ヲ張り︑梁ノ上二二ヲ

バリ
肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支

角ーイ・一

ナスモノハコビキナリ︒
インチ

六691図

船ヲ作ルニ用フ︒

板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

六676図画・杉・ヒノキ・ケヤキハ 八57図 板垣御門を入りて︑玉垣御

ないた

いた﹁板﹈︵名︶4

九488図 ︵略V酪駝の足跡あり︒之
に力を得て︑南へくと急がするに︑
︵略V︒

十302 銀杏の木の烏は急いで山の方
へ逃げて行く︒

ら母船の方へ急ぐ ︒

いそこな

十6610 さきのボートは鯨を引きなが

︽ーッ︸

いそこな・う︻射損﹈︵五︶1
う

四807 よ一は︵略﹀︑もしこれを
いそこなったら︑生きてはみま
いとかくごをきめて︑︵略﹀︒
いそざきみんき﹃磯崎眠亀︼︹人名︺一
イソザキミンキ

造ツテ甲板トスル︒

公ーイ・ーク︾

二386園
︵略﹀︒

サヲ知レ︒

リマセンカラ︑ハマベニタツテ︑

いたしお・り︻致居一︵ラ変︶2

いだしうおんさしいだし

四566

ナイテヰマシタ︒

白ウサギハイタクテタマ

ヲイタクシタリシタトキニ︑

海鼠ヲヒイタリオナカ

十425図 花錘ヲ︵略﹀︑其ノ織方ヲ いた・い﹇痛︼︵形︶5 イタイ いたい

磯崎眠亀
イソザキミンキ

獲明シタルハ岡山縣ノ磯暗調亀トイ
フ人ナリ︒

いそしむ会一

小さきありもいそしめ

いそし・む﹇勤︼︵四︶2
マ・ーメ蝉

七793國團

ば︑塔をもきづき︑つばめさへ 千
里の波を渡るなり ︒

いただく

いだす
86

七814囹 私は年中航海をしてみるも
のですから︑少しそのお話をいたし

ませう︒

ツ

九419図

噴火一タン止ミテ後︑其ノ

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ
リ︒

早く船を出して救はん︒

︵略﹀︑腸血目ニテコナシ蓋

此の間毎夜月なき時をう

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

ヲ費スコトガナイ︒

八505図

鎌足早クヨリ其ノ人トナリ

皇子ライタぐキ奉ルヨリ他二道ナシ

ヲシタヒ奉り︑大事ヲ成スニハ此ノ

ト思ヒシガ︑︵略﹀︒

少肚有爲の間を徒に遊び

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

十二709図
るべし︒

︽ーイ・ーキ彰

一サ

︵略﹀︑オカアサンカラオト

色色ごさうだんの上︑︵略﹀︒

︵略﹀︑見渡せば四方の山々の

讐きに︑結ぶ赤だまかはいらし︒

九512図圏

十279

いた窟きは︑はやまつ白になってゐ
る︒

をばさんから塩せんべいをい

とにうれしうございます︒

六377

た思いた︒

︷略V︑種物屋から西洋西瓜

の種を三色ばかり買って來ていたぜ

七176国

きたうございます︒

見事な桃を︷略﹀︒さつそ

つでございます︒

くいたごきましたが︑味は又かくべ

七685匪

來ていた毬きたうございます︒

ふと山のいた旧きの方に 七185團 ︷略﹀︑これも二三種買って
すさまじい物音が聞え始めたと思ふ

十一552

ハ︑

私ガヲバサンカライタダ

ハォリ

三616 をぢさんのおみやげに貝
をこんなにたくさんいただき

︵略﹀︒

イタムラサキ色ノ

三576

ツアリマス︒

シダマニイタダイタ本ガ

二491

いただく いたg︿

身をはかなむも過ぎしこ いただ・︿﹇頂一︵四・五︶14 イタダク

とは追ふべからず︒常に前を望みて︑

十一一715図

徒に後を顧みることなかれ︒

十二7210図引込思案の人は徒に其の
結果を思ひわづらひて︑優柔不噺其
の事業に取掛らざる中に︑︵略﹀︒

いたずらもの﹇悪戯者一︵名︶2 イタ

蜘蛛は其の艦より縣を出 ヅラモノ いたづら者

ホグシ︑︵略V︒
く
も

︵略﹀︑おきやうなどは何べ

ました︒

六447園

お寺では﹁こんないたづら者はごめ

んをしへてもおぼえません︒︵略V︒

をばさんからいただいた

よい神さまがたは︑どうかし
ヲカツイデ︑ニゲテ行クコトガアル

て大神にまた出ていただきたいと︑

五24

おとしだまに︵略﹀︒

を呑込みては之を地上の穴の口に出

六661

ました︒

十一886図蛆矧はく略V︑多量の土

油轟は︿略﹀︑身艦より絶

四418

す︒

十一8810﹇図

えず甘き汁を出すものなれば︑︵略V︒

和合して︑二十年來未だ一人の犯罪

徒

と︑︵略﹀︒

︽ール単

いただきたてまつ・る︻頂奉﹈︵四︶一
イタ寸キ奉ル

お手紙をいた9いて︑まこ

五658團
十二872図

て良雄の面前に出す︒

いたずら﹇悪戯一︵名︶1

わたしのからだがこんなにぐ

いたずら﹇徒﹈︵形状︶4

たちのいたづらからでございます︒

らっくやうになったのも︑その子供

六736

いたづら

へ︒﹂と︑足の指に魚肉敷写をはさみ

獣ならば︑かくして食 いただき﹇頂﹈︵名︶3 いた食き
し な
︵略﹀︑支那の帽子はいた

トイヒマス︒

ノクラノ戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵

落丁イタヅラモノデ︑人ノ家

んです︒﹂といって︑うちへかへし

して網を張る︒
みおず

十﹁881図

十一843図

か買ひて漁舟を出す︒

十一799﹇図

ルモノヲ膿外二出ス︒

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十765図

十378囹 ︵略V︑なほ平生の行をしら 十696図園
べて雇ふことに致しました︒
兵器は︵略﹀︑其の手入

は最も念入に致し候︒

十56マ史上

十一957國国 其の後日々業務に追は

︵略V︒

れ︑ 鯨り旅行も致さず候へども︑
十一鵬8國園︵略﹀︑孔明涙ヲ流シテ︑

ヨ

﹁臣アヘテ死力ヲ 壷 シ ︑ 忠 節 ヲ 致 ス ベ
シ︒﹂ト答フ︒

﹁我が聯合艦隊が克ク
イ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

十ニー07図團
ミ

タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜威
ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人爲ノ能ク
スベキニアラズ︒

メテ國家ノ盛大ヲ 致 ス ︒

出す︽一

者をも出したる例なし︒

十二533図 富國ト強兵ト相待ツテ始 十一恥7図 ︵略V︑ 一村は一家の如く
十二皿8國 地方人民協同一致して︑

出ス

︵略﹀︑誠意其の 團 艘 の 爲 に 力 を 致 す
の精神是なり︒
いだ・す﹇出﹈︵四︶ 1 0

シ ・ ー ス ・ ー セ 彰 ﹇▽うちいだす・おいい

だす・おおせいだす・おもいいだす・

おりいだす・かたりいだす・きりいだ
す・こぎいだす・さしいだす・たずね
いだす・つくりいだす・とびいだす・

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

分業法二依ツテ︑一入デ一
ト︑ソンナ九紫が省ケテ︑徒二時闇

十一114

す・はこびいだす・ひきいだす・みえ

とりいだす・にげいだす・はきいだ
いだす・よびいだす

いたる

いたって

八665国 取分けおいそがしい中を︑

昔より富士は︵略V︒然れ

一週間もおひまをいただきまして︑
︵略︶︒

十18図
ど も 四 時 雪 を い た 導きて潔く︑︵略V︒

十755図 身髄ノ中部瓦葺ト腹トニシ
テ ︑ 其 ノ 上 二 頭 ヲ イタダキ︑︵略﹀︒

はば光榮の至に存候︒

いたり

あまてらすおほみかみ

肉ーヒ︸

いたりたま・う﹇至給︼︵四︶2
給ふ 至り給ふ

神代の昔︑天照大神の御

すさのをのみこといつも

九18図

するが

伊太利

尊之を受けて︑進みで駿河

弟素鹿鳴尊出雲の國にいたり給ひし

に︑︵略﹀︒

九55図
の國に至り給ひしに︑︵略V︒

イタリヤ

ナポレオンがアルプ山を越

十二7310國當時伊太利は貿易の中心

で︑︵略V︒

えてイタリヤへ攻入った時は冬の半

十一547

イタリヤ︹地名︺3

十二814 頭には霜をいた窟き︑身に
はつ玄れをまとひ ︑ ︵ 略 ﹀ 老 人 の 導 音
樂師がある︒

いたって﹇至﹈︵副︶6 いたって 至
︵略﹀ 豊 臣 秀 吉 と い ふ 人 は ︑

地にして︑印度地方の實石・香料・

六436

つて

もとはいたって身分のひくい人でご
おう

絹布類は盛にベニス・ゼノア等の港
を経て欧洲へ輸入せり︒
びらい

う

ち

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒
がぐら
︵略﹀︑神璽殿・御馬屋の前

八56図

我が國ニチハ︑自刃モツパ

を通り︑御宮の前にいたる︒

八407図

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑明治八年

る山勢を立てたり︒

夷も︑遂に全く皇威に服するに至れ

九638図 ︵略﹀︑さしもに強かりし蝦

り︒

筑紫に到りて後は︑常に門

カクテ持チアルク中ニハ︑

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

九804図

︵略V︒

やうめい

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

ノ進ムニシタガヒ︑︵略V︑物ト物ト

九891図サレバ何レノ國ニチモ︑世

難キニ至ルベシ︒

其ノ魚ハ腐リテ︑一合ノ米ニモ換へ

︵略V︑同志ノ人々ヲモカタ 九888図

ヨリ内地ニチモ之ヲ製造スルニイタ
レリ︒

八516國

かくて二三日を過せしに︑

ラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ待テ
リ︒

八709図

耳鳴り︑目暗み︑︵略V︑身燈は全く
力なきにいたれり︒

第一師團より第十八師團に至る十八
箇師團︑︵略﹀︒
くわんむ

桓武天皇の御代に至り︑將
軍坂上田村麻呂之を平定して︑大な

九626國

よど

以ナリ︒

う ち

︵略V瀬田川は下流宇治川

しなの

日本一の長流を信濃川と

︵略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

︵略V︑是ヨリ後ハ五穀不作

ナキニ至レリ︒

ノ年ニモ︑諸藩一人ノ餓死スルモノ

十326図

思念ニヨル︒

塵二作ラル・二至リシバ︑ ︵略﹀ノ

十315図

然ルニ今日ノ如ク全國到ル

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

十262國

ノ老人來レリ︒

橋上二至レバ︑シバラクアリテ︑カ

十242﹇図 良︵略﹀︑夜半ヨリ起キテ

新潟に至りて海に入る︒

にひがた

ゑちを
す︒信濃の東南部より獲し︑越後の

十29図

て海に注ぐ︒

となり︑淀川となりて︑大阪に至り

十27図

八719図園諸君我を苦しめんとして︑ 九943図 進んで陽明門に至る︒
︵略V︑新しき血出勝ずして︑諸君は
皆却って自ら苦しむにいたれり︒

たまく元の忽必烈に 九310図 尊︵略﹀劔を抜きて︑ずた
ずたに大蛇を斬り給ひしに︑尾にい

十二7410図

ふ

ざいました︒

七602図 毛のいたって短きものは指
さ き に て も つ ま め ぬ程なれど︑︵略V︒

仕へたる伊太利の大旅行家マルコ︑

八314 ︵略V︑ちよつと見ると︑おそ

尊は先づ伊勢にいたりて神

せ

たりて︑劔の先少しくかけたり︒
い

ボーロの日本に關する記事を護み︑

︵略﹀利根岳ヨリ畿スルサ

宮を拝し︑︵略﹀︒
ト ネダケ

九1410図

九51図

ろしいが︑いたって氣だてのやさし

たりや

︵略V︒

い

い老人であった︒

伊太利人
始めて西半球の陸地を獲
たりや

ヌマ

セ

︑ヤカナル細谷川ハ︑︵略V︑敷多ノ

ル︒

ヲ過ギ︑渡良瀬川ヲ合セテ栗橋二丁

更二東南二流レテ︑︵略﹀

謁したるは伊太利人コロンブスにし

肉一

ワタラ

小流ヲ集メ︑沼田町二至ル︒

到る

九155図

て︑︵略V︒

い

十二737図

十843 維新前までは牛肉を食ふ人は イタリやじん︵名︶1
至って少かったが ︑ ︵ 略 V ︒
しの

十一966國団 併し夏は丸鋸温和にし
て︑至って凌ぎよく候︒

到ル

十二219 植物も︵略V︑炭酸瓦斯をいた・る﹇至﹈︵四・五︶80 イタル い
至る

たる

至ル

吐出すが︑其の吐出す炭酸瓦斯の分

電車ニテ九段坂ノ上ニイタ

十五分ホドニテ日本橋ニイ 九271図 ︵略﹀︑我が國の陸軍は︵略﹀

ラ・ーリ・iル・ーレ︾

ヤスクニ

七589図

タル︒

七544図

量は至って少い︒

︵略﹀︑蕃人も追々皇恩

いたり﹇至﹈︵名︶2 至
十﹇408國團

に浴する様に相成候事︑駅家の爲眞

八時宿を出でて︑町を南へ

リ︑靖國神社ニサンケイス︒

︵略V御篭來下され候 八44図

に大賀の至に御座候︒

十一624國團

いたる
いたる
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十327図 隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植
エ︑遂ニハ中國地方全腱二二ブニ至
レリトイフ︒

十958図

︵略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

テ書画小暗キ間ヲ行ケバ︑官幣大社
春日神社二到ル︒

カスガ

多し︒

十一41図

三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初

︷略V︑外役の蜂は朝より

陵に至る路のあたり櫻樹

瀬町二至ル︒

瀬川ニソヒテ爪先上リ心行ケバ︑初

十991図

東大寺二到ル︒

十3310図幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添 十968図春日神社ヨリ西北二一ヒテ
ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

︵略V考案ヲ績ケ︑明治十

布セシカバ︑問モナク全日二作ラル
・二至レリ︒

十433國
一年二至リ︑ヤゥヤク一種ノ機械ヲ
獲明セリ︒

タに至るまで︑螢螢として寸時も休

十442図 ︵略V︑販路次第二言ケ︑此 十一65図
ノ業ヲ管ムモノモ亦追々二増加シ︑
まず︒

からかみ

遂二今日ノ盛大ヲ見ルニ至レリ︒
らんま

十一288図

其の後百年間の獲達は蒸

あ

め

り

か

巴の航路をも開くに至れり︒

よ

うつ

か︑印度・南洋より亜米利加・欧羅
ぱ

當総督府の経堂も着着

其ノ他切方・並べ方︑色ノ

其の効を見るに至り候事︑︵略﹀︒

十一36エ國国

十﹁667

配合二二ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫
由臥所ハ︵略﹀︑流シ元・戸

ガ入用デアル︒
十﹁672

ダナヲハジメ︑料理道具・食器・フ
キンナドニ至ルマデ︑常二清潔ニシ
テ置カナケレバナラヌ︒

活動するのみにて休養す

ながら

︵略V長良川の鵜飼は最

又一山を越ゆれば︑第三

遂には活動にたへざるに至る︒

十一772図
の瀧に至る︒

遂に捕へらる＼に至れり︒

艦に移りしが︑︵略﹀に追撃せられ︑

六時より翌日の午後六時に至る︑向

十ニー73図 ︵略﹀︑毎目下の日の午後

ふ二十四時間の全三惑象の大勢を豫

十一794図

も名高く︑鵜飼といへば長良川をお

城を抜け出でて岡崎に

告す︒

十二289図

︵略﹀︑勝商は︵略V︑走

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

十二275図囹

もひ︑長良川といへば鵜飼をおもふ
に至れり︒
かΣる時は靴屋は更に多

りて岡崎に到り︑家康に見えて援を

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一939﹇図

造すべく︑又他の職業に從事する人

翌日肚士十鯨人︑勝商を

求む︒

︵略﹀︑コ・二新校舎ノ落

成ヲ見ル中事レルハ︑國民教育ノ一

十二363図

歪みて城門に到る︒

十二299図

も︵略V︑之に韓臆するに至るべし︒

又之と反封に︑便次第に
安くなりて︑普通の儂よりも下るに

十一944図

又豊原より眞岡に至る

至る時は︑︵略﹀︒

十一976側管

嘉明後此の事を聞きて大

慶事トイフベシ︒

十二385図

いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに

︵略V石炭層各所にあ

間も近時道路新に開け︑︵略﹀︒

り︑殆ど無聖岳に候へども︑未だ盛に

十一獅8國團

採掘に着手せらる﹂には至らず候︒

廉頗︵略﹀︑相如の門に

十二439図 ︵略﹀︑動物を飼養し︑又

るに至りて︑︵略V︒

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

十二437図人口やうやく増加し︑自

を結べりとそ︒

至りて罪を謝し︑つひに無二の親交

十二397図

至れりとそ︒

之によりて用水路の改修

里道の改修も全く成り︑

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

十二464図 栽培法の如きも︑︵略﹀︑

村内の重なる道路は荷車・人力車を

十四五年の後には村民は

能く學理を鷹用せば︑︵略﹀︒家畜の

飼養に至りては︑更に之を盛にし︑

一厘の支出を要せざるに

︵略Vを供給せんこと︑實に今日の

ることを工夫するに至れり︒

十﹁恥5図
教育の爲︑
至るべし︒

十二96國

︵略﹀︑幕下と共に一様逐

通ずるに至れり︒

十一廻10図

田五十六町歩を得るに至れり︒

行はれ︑︵略﹀︑二毛作をなし得る良

十一皿7図

も手を空しうする者なきに至れり︒

を織ること行はれ︑十二三歳の少女

±皿5図又蓋車を編み・．麓

船をも製造するに至れり︒
し な
︵略V︑又支那沿岸はおろ

るを以て︑︵略V︒四萬噸前後の大汽

氣機關の上に多大なる改良を加へた

十﹁283図

十498國 旧聞の彫物︑唐紙の地紙を 十一19図釜山二至ル
はじめ︑着物の縞三二︑焼物・塗物
の糟模様︑其の他 菓 子 類 に 至 る ま で ︑

箱根は︿略V︑盛夏の候は

我等の衣食住には ︵ 略 ﹀ ︒
十743﹇図

何れの旅館も空室なきに至るを常と
す︒

十805図 あいぬの風俗はこれのみに
ても既に内地人と同じからず︒其の
衣服・食物・家屋の有卦に至りても
異なる所多し︒

十826図︵略﹀︑今は内地人と同じく︑

讃み書き・計算をもなし得るものあ
るに至り︑中には小學校教員となれ
るものもあり︒
︵略 ﹀ ︑ 大 阪 ヨ リ 奈 良 二 丁 ル

二二關西線ニヨル ベ シ ︒

十9310國

カイクワ

ることなければ心身いっか螢れて︑

十942図 停車場ヲ出デテ︑只言開化 十﹇694図
サルサハ

天皇ノ陵ヲ拝シ︑猿引ノ池二藍ル︒
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いち

いたるところ

急務なり︒
てつれい

一定し︑︵略﹀︒

上元帥より下一重に至る

まで︑官職の高下︑就職の新奮によ

十二561図 奉天より毒すること約百 十二雌2図
八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に

か

に至るべし︒

ころ

到ル威

我が國到るところ名勝の地

到る盧

いたるところ︻至所﹈︵名︶7
九964図
にとぼしからざれども︑︵略﹀︒

﹃︵略V︒

い

﹃我に愛する良馬あり︒

肉ーハ呼

いたわりやしな・う︻労養︼︵四︶1
たえり養ふ

十413図圃囹

今日の記念に献ずべし︒﹄
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四目釧
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︑﹁

四目2
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︵略V︑他日我が手に受領せば︑な・げ

七つとや︑なんぎをする
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イ髪型ル

くいたえり養はん︒﹄

勢る

いたわ・る﹇労︼︵四・五︶5
いたはる

六848図圃
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四目12 二十四

四目5

＋七白ウサギ↓
人見るときは︑力のかぎりいたはれ

四11 一 私どものまち

よ︑あはれめよ︒

四762 二十四
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軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ
倒レテ居タ一兵士トトモニ中佐ヲイ

く
タハツタ︒

然ルニ今日ノ如ク全國到ル 八897
我が國は火山國にして︑全

すべて家畜はよく勢らなけれ

五目5

十857

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

8

五目12 第二十四

五84第四水のたび↓
く

かおとし

風がある︒

に百里り︑様々に勢りて︑かくと正

瀬戸内海には︑到る虚に 十一438コ口忠元あはれみて︑己が家
岬あり︑灘あり︑大小無数の島々は

↓

六目2 第一 日本⁝⁝⁝︻

かおとし

五742第二十四 ひよどりこえのさ
︵略﹀︑上官の者は常に下

︶︵

X

六目2 第十四 豊臣秀吉：∴

クスノキマサヅラ

とよとみひでよし

級の人をいたはりて︑いさ﹂かも輕

六434第十四 豊臣秀吉 一

とよとみひでよし

侮の念を有すべからず︒

十二皿5図

れば︑呼出して召使ひたり︒

儀に告ぐるに︑正儀は情深き武士な
大小幾多の軍艦は︵略﹀︑

美麗なる馬車・自動車の

一

溜出トリ

クスノキマサツラ

×

七目2 第一 楠木正行：ニ
一頃だいいち・

二目2

いち﹇二︹課名︺49
多きは巴里を第一とし︑市中到る虚
い

だいいっか・にっぽんいちのもの
其の焦思織るが如く︑︵略﹀︒

いたわりかしず・く﹇労傅︼︵四︶1

︶

一

r︑

航海の話：∴

楠木正行

クスノキマサツラ

︵

七541当十六 東京見物 ↓

七11 第一

X

七目2 第一 楠木正行⁝一：⁝⁝二
︵︶
七目4 第十六 東京見物：よ
︵一
七目9 第二十一 海ノ生物：∴

ハナサカヂヂイ

ニハトリ
十九

一

ニハトリ⁝⁝：∴

浄土1

一
飛ーク︸

七目12 第二十四

しっく外︑幼見を育て上ぐる大任あ

ニ501

ニ目2
たはりかしっく

主婦は老人にいたはりか 二目9 十九 ハナサカヂヂイ・・∴
り︒

︑﹁

十二911図

十二632図

をか虻やかせり︒

遠く四方に航行して︑到る虚に國光

十一293図

各所に散在す︒

十一1710図

本の外︑到る虚櫻樹あらざるなし︒

十﹇46図吉野山は口・中・奥の千

國到る虚に温泉あり︒

十7210ロコ囚

虚二作ラル・二子リシバ︑︵略V︒

十314図

到ると

も忘れ果てて︑世人の爪弾を斎くる

しか文弱に流れ︑︵略V︑節操も武勇

質素を旨とせざればいつ

りて上下の分別最も正し︒

り

十二座5図

至る︒

︵略﹀︑首府の人口も年々

騨にして︑大連よりこ﹂に至る四百

十二562図 長春は南満洲高道最北の
三十六哩︒

十二602図

著しく増加する勢なれば︑其の巴里
と同数に至るも亦甚だ遠からざるべ
し︒

するに至れば︑大群をなし︑水を尋

十二683図 ︵略V︑冬日河水壷く氷結

満⁝目の廣野雪に埋れて食

ね て 低 地 に 下 り ︑ ︵略V︒

十二691図

︵略﹀︑此の事は必ず成る

物 の 訣 乏 せ る 頃 に 至れば︑︵略﹀︒

十二7210図

べしと畳騙して︑熱心に其の事に從
ふを以て︑成功は期せずして到る︒

十二766図 ︵略V︑居ること多年︑遂
に皇后イサベラの知る所となり︑其
の保護の下に此の大探槍を行ふに至
れり︒

十二783図 船員は失望の鯨り︑コロ
ンブスを海に投じて蹄國せんと謀る
に至れり︒

め

第三回の航海に於て︑オリノコ河口

十二809﹇図其の後コロンブスは︵略V
あ

に達し︑始めて亜米利加大陸に上陸
するに至れり︒

十二889図 座敷の床の間より承所の
戸棚に至るまで︑諸道具の置場虎を

とだな
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世界の話⁝一

八目8 第七 白雀：∴
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一

ラ

十目2 第一課 日本一の物⁝：⁝ニ
大和巡リ

ヤマト

第二十六課

十目μ
X

九915

ヤマト

十165図

十一目2 第一課 吉野山⁝：⁝二

あらみ

信

八484囹

で︑︵略﹀︒

一音

一ガイニ

﹇ガイ＝イフコトハ出遣ナイ

御承知の通り︑冬は寒

一月

ソノ中間心耳エテヰルノデアル︒

色ノモノハ深イ所二︑茶色ノモノハ

ガ︑マヅ緑色ノモノハ淺イ所二︑紅

七766

いちがいに＝概﹈︵副︶1

電報は十五字までが國音信

箱根と新居とには關所があっ いちおんしん＝音信﹈︵名︶1

︿略﹀︑何を聞いても︑一々

て︑役人が一々旅人をしらべて通し

九372
た︒

十358園

明白に答へて︑しかもよけいなこと
はいひません︒

十561圓團 兵螢内の生活は︵略V︑
らっ
朝の起床より夜の消燈まで︑一々剛
ぱ
夙の合圖により︑︵略﹀︒

十一962國團

十627國獲掘シタル銅三唱︑︵略﹀︑ いちがつ＝月﹈︵名︶1
之ヲ筋斗場二葉ル︒︵略﹀︑此ノ機械
ニカケテ︑一々其ノ良否ヲ選り分ク︒

凡そ三箇月間は航路殆ど全く絶え︑

氣嚴しく︑︵略﹀︑一月より三月まで

︵名︶1

吉

十一月三日

一月二十五日

一月二十五日

加藤善作醜

十604贋囲

一群

生活を悩み︑

十一56図

一群の筆写敷萬に及ぶ

蜜蜂は群を零して共同の

鯨の一群は影も形も見えなく
位を占めて︑其の便額︻弓馬以上に

なった︒

十652

いちぐん＝群﹈︵名︶6

駆逐艦に移りしが︑︵略﹀︒

日の戦略に傷を負ひ︑幕下と共に﹁

十一．﹇94図 敵の司令長官︵略﹀は昨

一駆逐艦

いちくちくかん＝駆逐艦﹈︵名︶1

内山五百

いちがつにじゅうごにち＝月二十五日︸

二十八日

一月﹇日二月十一日五月

いちがついちにちコ月一日﹈︵名︶1

︵略V︒

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

十一四8図

一億圓以上

二302

古來アラビヤ人は馬を家族 一月一日

一員

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑︵略﹀︒

十一503

是程の才望をもちながら︑ いちいん＝員一︵名︶1

に一といふ文字をだに知らぬ顔に過

の一員と考へて︑家長は之を自分の

一圓
我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ
・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

いちおくえん＝億円︼︵名︶1
十一837図

圓

一億

リ獲行スルモノニシテ︑一圓・五圓

九911図

いちえん＝円﹈︵名︶1

子供と同じ様にかはいがる︒

位置

したりといふ︒

︵名︶2

目・耳・鼻・ロバ何レモ拶

シテ︑綿綜又ハ綿布トシ︑内國ノ所
用ヲミタシテ︑︷略﹀︒

︵名︶1

いちおくえんいじょう＝億円以上一

十二4110図但し此の噴孔は時々其の

一々

位置を憂じ︑其の勢力にも消長あり︒

一々激へがたし︒

及ぶ︒

耳のたれたるもの︑立ちた 十二45エ図 ︵略﹀︑生綜は輸出品の首
長きものなど︑

るもの︑尾の︵略︶︑足の短きもの︑

七613國

いちいち＝二︵副︶6

1ういち

式部は少しも高ぶりたる風なく︑常

十938第ご十六課 大和巡リ 一

1

〆﹁・

︑﹁

1

十二目2 第一課 天皇陛下の御製⁝

一

一一一一一
115 59 21 2

二近キ位置二黒リ︒

い

：⁝こ

いち﹇二︵名︶19
がついちにち・こごいちじさんじっぷ
ん・こごいちじはん・さんのいち・さ

1

引→
一

引→
］旨
一、

U→
一

國置10941図
一

8
一

んぶんのいち・じゅうぶんのいち・せ

117

77
1 ロ
f立

かいいち・せかいだいいち・ぜんとう

だいいち・せんぶんのいち・そのい
ち・だいいち・だいいちぎ・だいいち
だいいちばん・とうかいどういち・と

しだん・だいいちず・だいいちだん・

うきようこうじまちくたけひらちょう
いち・なんじゅうぶんのいち・にっぽ
んいち・にっぽんだいいち・にひゃく
まいかんいちえん・にぶんのいち・や
くいちわりこぶ・ヨーロッパだいいち

十ち十十十十十

いちぐん
いち

90

91
いちじゅ

いちぐんそう

ものあり︒
十一510図

終日劣正して︑

計を維持するものは働蜂なり︒

の知らる︑ものなり︒

七417囹

一合

︵略V︑其ノ魚ハ腐リテ︑一

一言

誠の一字之を貫くは︑あ

︵略﹀︒謹ンデ＝言ヲノベテ祝意ヲ表．

十二368図郡長ハ左ノ祝文ヲ讃ンダ︒

つた︒﹂

みるなら︑なぜあると一言いはなか

アラビヤに名馬の産する所以が分つ
た︒﹂

十﹁価1図

業

青年の氣風を養ひ︑智徳

をみがくを目的とせる青年會あり︑
ひのき
其の一事業として杉・平等の植林を

出入口の混雑せる程なれ

ば︑一事が要事︑総べて家内に不整

螢み︑︵略﹀︑一村共同の有盆なる費

十二887図

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

九349

一事

して数千百尾の鮎を得るを常とす︒

いちじぎょう口事業一︵名︶1

う

一時的移住

し

や

おほかみ

いちじてきいじゅうコ時的移住﹈︵名︶

1

これを見た三千人の軍ぜい

一時に

來りしことあり︒此の如きは動物の

一時的移住なり︒

を禁ぜり︒

雨の

︵略V︑近年一定の森林を指

阿里山の檜材は︵略V︑

あ り

中には直径二十尺鯨︑一樹にて千五

十一401國團

一樹

歎にくる＼ならんと思ひの外︑︵略﹀︒

す︒保の母は一時に二子を失ひて悲

十二318図 ︵略﹀︑保・義鑑共に戦死

雪なだれがなだれて來て︑︵略V︒

︑る様なひ〜きと共に︑山のやうな

十一553

︵略V︑百雷の一時に落ちか

麗し︑其の樹木を一時に伐取ること

十112図

の水分の一時に蒸畿するを防ぐ︒

一度に地上に落つるを止め︑又地上

十91図森林の樹木は︵略﹀︑

中へ攻めこんだ︒

は︑どっと一時にかけ下りて︑城の

五815

いちじに＝時︼︵副︶5

︵略V︑今や列車の速度

﹇時間バカリニシテ三輪町

どいつ
佛兵の跡を追ひて︑中部濁逸にまで

︵略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重 十一一6510図 ︵略﹀︑露西亜の狼は︵略V
﹇時ハ赤貧洗フが如キ有様ト

永遠の幸福を望む者は﹇
一時間
︵略﹀︑一時間に十五マイルも

いちじかん﹇一時間一︵名︶4

時の劣苦を忍ぶべし︒

十二707図

ナレリ︒

ネテ︑

十4210図

ましたが︑︵略﹀︒

︻時はどうなることかと心配いたし

八669国

︵略V︑こんな大金を持っていちじ︻一時﹈︵名︶3 一時
用にあっることとせり︒
初は熱があまり高いので︑ ＊いちじつ通いちにち

いちごんコ言﹈︵名︶3

合ノ米ニモ換へ⁝難キニ至ルベシ︒

九887図

﹁群の生 いちごう＝合﹈︵名︶1

一群の数は次第

十一76図 氣候の暖なる間絶えず之
を産出するを以て ︑
に増加す︒

︵略﹀︑通常の灰色の鼠の

直ちに其の中に入 る ︒

十一79図 ︵略﹀︑分離したる一群は

うつぱ
ス︒

十二描9図

らゆる修身の徳を＝言にて蓋し給へ

一軍

一群大幣して︑印度よりペルシャを

十二662図
よ

経て欧羅巴に移り︑︵略﹀︒

るものといふべし︒

いちぐんそう＝軍曹﹈︵名︶1
八886 年切ハラ二巴タ一軍曹ハ中佐

曹

ホリ
ヲ壕ノ内二三レテカイハウシタ︒

一座

義仲之を見て︑﹁︵略﹀︒﹂

走る汽車とはどうして競走が出京よ

十555図

いちざコ座一︵名︶1

う︒

いちけいじ＝慶事︼︵名︶1 一慶事

と︑さめぐと泣きたれば︑一座皆よ

﹁夜半十二時前一時間の眠

うひの袖をしぼらざるはなかりき︒

といへり︒

進メバ︑

十987図

り︒

いちじかんよ﹇一時間余︼︵名︶1

時間鯨

一

は一時間七十五哩以上に及ぶものあ

十一281図

二期ス︒

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

九604図

リ︑コ︑二障校舎ノ落成ヲ見ル箇中

一山
瀧の後より山路を上るこ

一字
一字も誤がなくなってから本
誠の一字之を貫くは︑あ
るものといふべし︒

いちじ＝事一︵名︶2

其

︵略V︑馬はさもうれしさう 十一828図 ︵略﹀︑漁夫は一時間鯨に いちじゅ口樹一︵名︶1
口でおもちゃをさΣげて︑

の子供をあやしてみた︒此の一事で

に︑

十一513

一事

らゆる修身の徳をご言にて壼し給へ

十一一那9図

刷にか﹂るのである︒

十201

いちじ﹇一字﹈︵名︶2

ゆれば︑第三の瀧に至る︒

と四町絵︑︵略﹀︒︵略﹀︒又一山を越

十一772図

いちざん＝山﹈︵名︶1

十二363図 今本町民諸君ノ熱心ニヨ
レルハ︑下民教育ノ一慶事トイフベ
シ︒

いちげん﹇ご言呂︵名︶1 一言
＝言・一行の間にも︑大國民の品格

十二皿9図我等五千萬の同胞は︵略﹀︑

イチゴ

を高むるの用意あるべきなり︒
いちご︻苺︼︵名︶2

イチゴノ花ハボンノ様ナ形

デ︑︵略V︒

九89
九8図 イチゴ

いちご﹇一証巴︵名︶1 一語
︵略﹀︑道行く人の容儀等

を見れば︑︵略﹀ ︑ 其 の 望 蜀 と ﹁ 語 を

十二皿7図

交へずして︑早くも其の里民の品格

いちぢほう
いちじょう
92

百尺〆の材積を得るものもこれあり
候由︑︵略V︒

いちじょう口蓋﹈︵名︶2 一條

いちじる・し﹃著﹈︵形・シク活︶9

著

シ 著し 余ーシ・ーシカラ・ーシキ・一
シク︾

十618図

長野

ごう

たかち ほ

一水

ては︑身命をすつること鴻毛よりも
乏き畳悟なかるべからず︒

九1810

正行ハ︵略︶︑︸族ノ人々

一族n▽まめ

の一水兵が女手の手紙を工みながら
泣いてみた︒

七86図

︵略﹀父の討死したる

トトモニ戦死ヲトゲタリ︒

十一434図園

一族

後︑一族の者領地をうばひて︑我を
追出したり︒

一大事

このお金は私がこちらへま

いちだいじコ大事﹈︵名︶2

七419囹

かすとよ

と申して︑父の渡してくれた金でご

みる時︑﹃夫の一大事の折に使へ︒﹄

ざいます︒

かの山内一豊の妻が貧苦

一大

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二329図

︵略V︒

いちたいじゅコ大樹︼︵名︶1

樹
ようじゅ
十一3810國国 ︵略﹀︑南部には椿樹も

敷幹・数十幹入選れて一大樹を成し

見受け申候︒其の図根の地に入りて︑

たるは︵略﹀︒

1

栗橋ハ東北鐵道ノ通路ニア

一大鐵橋

いちだん﹇一段一︵副︶2

一弾

一段

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

八892 ︵略﹀︑一弾又モ中佐ノ胸ヲツ

いちだんコ弾︼︵名︶1

タリ︑一大鐵橋力︑レリ︒

然るに今︑主上隙岐に遷 九156國

いちぞくども﹇一族共︼︵名︶1

十一143図

共

一ダース

され給ふと聞き︑一族共を集めてい
へるやう︑︵略V︒

いちダース︵名︶1

マツチハーダースノ債三四

段と聲をはり上げて︑ ﹁さておしま

七874﹇図 船長はかくいひ終へて︑一

一大公園

十一209図

いちぢほう＝地方﹈︵名︶2

むきあり︒

一地方

波間に出没する夜景も亦一段のおも

なり︒月影の小波にくだけ︑漁火の

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか

十一1910図 ︵略﹀︑朝日・夕日を負ひ

す︒

ひに一ついっておきたい事がありま

一大火山

阿蘇山は此の如く複難な
火口及び温泉あり︒

る一大火山にして︑山中に多くの噴

十二423図

︵略V︑大聖として徳化のいちだいかざん口大火山︼︵名︶1

銭グラヰナレバ︑︵略V︒

八382図

いちだいてっきょう＝大鉄橋﹈︵名︶

︵略﹀︑ある日舞が軍艦高千穗

いちすいへい＝水兵一︵名︶1

︵略V︑産業の獲達は今後い

又肥料の利目も著しく︑

養慧業の盛大は

︵略﹀︑首府の人口も年々

のいちぞく

森林の効用かくの如く著し いちぞく＝族﹈︵名︶2
明治二十年頃︑新式ノ機械

きを以て︑︵略V︒

十111図

よいよ著しからん︒

八959図

商工業の獲達著しく︑︿略﹀︒

十一7610図 瀧の後より山路を上るこ 八954國 ︵略V︑鐵道の開通せしょり︑ 兵
と四町鯨︑一條の 谷 川 あ り ︑ ︵ 略 V ︒

十一972圓團 是より一條の大道遠く
北へ通じてロシヤ領に入力︒
でう

いちじょうてんのうコ条天皇︼︹人名︺
でう

1 一條天皇
十152図 ﹇條天皇の頃には才學すぐ

しひ

くす

ヲ用ヒシ以來︑︵略V︑産出高モ著シ

かし

中部の山林には樟・

れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

なし︒

いちじるし・い︻著﹈︵形︶1

一途

海上の一大公園なりといへり︒

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

我が國に遊べる西洋人は

︵略﹀︑空氣中の炭酸瓦斯の いちだいこうえん﹇一大公園一︵名︶1

いちず口途︼︵形状︶1

︵略﹀︑軍人たる者は一途

に忠節を重んじ︑勢家の大事に際し

十二斑6図

著しい

尚今日に著しきもの︑孔子に如くは

十二932國

著しく増加する勢なれば︑︵略V︒

十二601図

・埼玉曽て群馬︑海なき縣に著し︒

十二492﹇図圃

︵略V︒

作物の農事も目立ちてよくなりて︑

十一鯉7図

く︑︵略﹀︒

松・杉・檜・樫・椎等の繁茂著し

ひのき

十一388野幌

えたるは紫式部と清少納言となり︒
一

ク増加シ︑︵略V︒

いちしょうにん﹇一商人U︵名︶1
商人
︵略V ︑ 唯 一 商 人 ア リ テ ︑ 其 ノ

中ノ数種ヲ買取リタルノミナリキ︒

十436國

いちしょうぶぶん口小部分︼︵名︶1
十787図 身罷ノ構造ハ︵略﹀︑一小

一小部分
部分ノ傷害モ直チニ全身ノ元氣二關
ス ル モ ノ ナ レ バ ︑ ︵略V︒

ナラノ大ブツトイツテ︵略﹀︒

一丈六尺

いちじょうろくしゃく＝丈六尺﹈︵名︶

1
五144

いち

︵略V︑カホノ長サガ一丈六尺︑︵略﹀︒

いちじる・し﹇著︼︵形・ク活︶2

十二223

なつめ

肉ーク単

︽ーク︾

十387図圃 庭に一本喪の木︑弾丸あ

世 に ・ の 貸 やかせ︑我が軍人︒

分量が著しく減って︑︵略﹀︒

じるし

ともいちじるく︑くつれ残れる民屋
ユ︑今ぞ相見る二 將 軍 ︒

るく

十二35図圃鍛ひたる劔の襲いちじ

93
いちにち

いちぢゆうたい

アメリカの一地方に産

我が國及び附近に風雨の

する蟻の一種に牧穫蟻といふものあ

十一899図
り︒

十一一182図
おそれある時は︑ ︵ 略 ﹀ ︒ 又 一 地 方 に
荒模様ある時は︑︵略﹀︒

一

歩 兵は平時凡そ百五十人を

いちぢゆうたいコ中隊回︵名︶1
中隊
九264口藺凶

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

いちど口度︼︵名︶15 一ド 一ど
一度

ヨ︒﹂

二641囹﹁モウードハナヲサカ
セテミ

よしっねがゆるしません︒

郵便貯金ニチハ一度ノ預ケ

るものでは無い︒

九767國
一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ

高一人拾銭以上ナリ︒

九768図
普通ノ銀行ニチハ一度二五

スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑︵略﹀︒

九775図
圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

︵略﹀︑其の後は一度も院

一色の印刷は一度刷ればよい

モ︑︵略V︒

十203
が︑︵略V︒

十一463國

一

﹁︵略V︑三年の聞未だ

の門外へは出でざりきとそ︒
十一722國囹

一どう

﹁度も書筆を取り給ひしことなし︒

号かぞくいちどう・かないいちど

リ︒

八151

︵略V︒

一瞬會

尾町一人口凡ソ三萬ヲ有スル﹇都會

ビシキ村落ナリシガ︑︵略﹀︑今や足

十634図此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

役所デモ︑會社デモ︑上カラ いちとかいコ都会︼︵名︶2

下マデ剛同ソロツテ事務石取リカ・
ル︒

トナリ︑學校・病院・銀行等皆備ラ

︵略V︑耳鳴り︑目暗み︑手

す

又かつて栗鼠の大群ウラ

り

足なえて︑︵略﹀︒こΣにおいて︑胃

八711図

十二665図

ザルナシ︒

少しも御障なく入らせら

は一同に向って安く︑︵略V︒

九432國團

一ドニ 一

ル山中の一領會に現れしが︑︵略︶︒

七389

した︒

一どにどっと︑ほめま

海の方でもふなばたを

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

たたいて︑

四832

カヘツテワルイノデス︒

四694囹

ドニテヲタタイテホメマシタ︒
﹁サウードニノンデハ︑

三162ミテヰタ人ハミンナ一

どに 一度に

日暮るれば︑一同テントを いちどに︻一度一︵副︶7

れ候由︑︻同安心仕候︒

一同は︵略﹀︑進行を止め

張りて夜を過す︒

九459図
九463図

て︑風のをさまるを待てり︒
︵略﹀︑一同は行くべき方に

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空

九471図

同行を頼みしに︑一同快く引受けた

アリは︵略﹀︑ねんごろに

しく一日を過せり︒

り︒

九491図

てあしらいちどう・けんぶつにんいち

う・かんちゅういちどう・くちみみめ

同

四803 一どはじたいしましたが︑ いちどうコ同﹈︵名︶15
七75図圏 ︵略﹀︑今﹇度天顔ヲヲガ

どう・こうじかんけいしゃいちどう・

ミテマヰリタシ︒﹂

森林の樹木はたがひに其の

イ時ニハ︑ 一トコロデスムカラ便利

デアル︒

枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

十810図

印刷する紙は廣い大きな紙

つるを止め︑︵略﹀︒

十209

一日弓ひい

次の圖は其の＝一の例を示

＝一

榛の木の雀は﹇度にぱっと飛

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒

立つた︒

十302

十474図

いちにコニ﹈︵名︶1

三日目の夕方一同半死半生

七906図囹﹁残念ナリ︑今一度︒﹂ト︑

十﹇4810

しんぞくいちどう・たいちゅういちど

﹁今一度︒﹂ト︑中佐ハ三

の艦になって蹄って來た︒

式終ツテ︑一同校舎ヲ巡覧

十二369

かの情深い紳士は誰であっ

一同に

すものなり︒

いちにち︻一日︼︵名︶23

︵略V︑軍中の花が助かった
ので︑全軍﹇同に激喜の聲をあげた︑

十﹇591

いちどうに︻一同︼︵副︶1

一同は唯神の仕業とのみ思った︒

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二854

こと能はず︒

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る

シタ︒

う

十二789図人々始めて陸地の近きを
は︑︵略﹀︒

四197 よりともはじめ﹁どうの
ものが︑ただつねをほめるこゑ

う・てあしらいちどう・われらいちど

中佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒
七912図囹
タビタヅネマハレ リ ︒
せ

らず伊勢に参拝せんと心がけざるも

い

八16図 ︵略V︑一生に﹁度は︑かな
のなし︒

八324

よい神さまがたは︑︵略﹀︑﹇

同あまの岩戸の外にあつまって︑お

僕の家で一度つるべの金たが 五25

かぐらをおはじめになりました︒

羽織・はかまの主人は一同に

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

六765

があったが︑︵略V︒

カウチ
＝度占領シタ此ノ高地︑

向って︑︵略V︒

八876囹

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒

タハラ憂欝サレテ︑一同乗リウツレ

ボートハヤガテ福井丸ノカ

七901図
の不成功で氣をくじく様では出來上

九314 如何なる獲明も︑一度や二度

いちばん

いちにねん
94

ちにち

四477

九461図

アリは︵略﹀︑た窒父にあ

︵略﹀︑一同は行くべき方に

九872園どうか今日から一年の間︑あ
なた方の村が五箇村の頭になって︑
御支配をなさって下さい︒﹂

五744

へいけのぐんぜいがふくはら

のしろを守ってみる︒東生田の門か

一ノ

ら西一の谷の門までの間︑︵略V︒

十818図あいぬは時々子熊を捕へ來 いちのとりいコ鳥居﹈︵名︶2

九179図香取・更訂ノ﹇ノ鳥居ハ何

ある︒

八409図

間

一年間一千萬圓ノ金高

櫻井町ヲ南へ去レバ談山神

社ノーノ鳥居アリ︒

十㎜5図

ちば

前橋市ハ人口四二アマリ︑

いちば﹇市場﹈︵名︶1 市場﹇▽うおい

五702

一番

︵略﹀今スマフガハジマツテ

いちばん＝番︼︵名︶1

有名ナル生継ノ市場ナリ︒

︵略V︑外国へ輸出スルモノ 九153図
ノミニチモ︑
口達シ︑︵略﹀︒

一

一番

一バン 一

ヰル︒勝負が一番スムト︑︵略V︒

イマ

一バン大キイノヲ

﹁蔓物ナサンバーバン

ト

一バン大キ

ーバン小サイノヲ

ヲバサンバ

ヘイタイニイツテヰマス︒

三105 一バン上ノニイサンバ

リマス︒

二64國 ヲバサンバ 一バン大キ
イカラ︑
ーバン小サイノヲト

リマス︒

イカラ︑

二63園

アゲマセゥ︒

小サイカラ︑

二62囹

アゲマセウ︒

二61園 ﹁オハナサンバーバン
小サイカラ︑一バン大キイノヲ

ばん

一年中デコ いちばん＝番﹈︵副︶23

の農夫の辛苦が一夜の中にむだにな

されば一年中遊覧者跡を絶

つてしまふこともある︒

九966図

たず︑︵略﹀︒

何れの家にても卵を誉れ

いちのたに口谷﹈︹地名︺1 一の谷

醤油を買ふに飴あり︒

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

十一皿2図

レモ川ノ中二立テリ︒

鳥居

東京市だけでも︑﹇年にほふ

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

あうう
會津は奥羽重要の地にし

農業は︵略V︑國家︻日

十一月三日ハ

いちねんじゅう口年中︼︵名︶6
年中

一年

る牛は歎千頭にも上るといふことで

十845

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空
一日一二銭・二銭ヅツニテ

て︵略V︒

ハ︑︵略﹀︒

十一416國

さつま

十二867図

薩摩の士に喜劔といふ人

もこれなかるべからず︒

十二4610図

て︑一日も守なかるべからず︒

十一一376図

一日光範に向ひて︑︵略﹀︒

︵略V熊王といふ者あり︑いちねんかんコ年間一︵名︶1

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ

九761図

しく﹇日を過せり︒

九472図

けたり︒

一日のうちには何じかん はんを樂みに一日平々と旅行をつ穿

ありますか︒

一日もけっせきもせず︑ちこく

六373 北風が一日ふき通して寒かつ
た︒

六717
もしなかった子供もございました︒

父ト母トノ教ヲ守りテ︑一日モワス

七49図 正行︵略V︑コレヨリ後ハ
ル︑コトナカリキ ︒

つ眠ることが四度ある︒

七317 ︵略V︑その間に一日か二日つ

七573図 廣キ東京ノ見物ハ一日ニテ
ハツクシガタシ︒

七639 われくは一日も水を飲まな
いことはない︒

四85

日本の國には︵略V︒一年中

か㌧るたふとき御宮なれ
一年中の重だちたる祭日には勅

八32図

にからりとはれた日が多い︒

六44

トニォメデタイ日デス︒

あり︑︵略V︑一日良雄に面乱し︑反
復直言して復仇の事を渤む︒

︵略﹀明治丸の船長は︑一

日その町の學校へまねかれて︑航海

七805図
の話をなしたり︒

れられて︑更に明日の活動を思ふな

十二918図 ︵略﹀︑むつまじく打揃う
ぜん
て夕の膳に向ふ時︑一日の言質は忘

一日川成二向ヒテ︑﹁︵略﹀︒﹂

トイヘリ︒

八278図

あに

愚僧も所用ありて京
＝一年在京せんもはかり難

︵略﹀︑稻の花は散る︑﹁年中

ば︑
り︒

へ上り︑
し︒﹂

一年ニハ十ごケ月アリ︒

一年
六67國

いちねん＝年︼︵名︶5

﹁年ヲ春・夏・秋・冬ノ四
季二分ツ︒

六67図

九6810

八317 一日も休んだ事がない︒

一日も早く御用御

十一725図圏

一日の旅程を十里つつと見 いちにねん﹇＝一年﹈︵名︶1 一二年

や︒

使を差立てたまひ︑︵略﹀︒

のである︒

八439 火は﹇日も無くてはならぬも 十二皿4ロ一頭 我等山霊一日も之を忘れん
九356
︵略 ﹀ ︑

て︑十二日程かΣつた︒
九442魍團

アリは︵略﹀︑たゴ父にあ

すましの上︑御蹄りの程御待ち申上
候︒

九461國

はんを込みに一日々々と旅行をつゴ
けたり︒

95
いちまんこせんにひゃく

いちばんだいこ

﹁一バン太イノガォヤ

背戸スムモノデハ︑象ガマヅ
駝鳥は鳥類の中で一番大きく
我が國デ一番大キイノハ佐

世保海軍工廠ノ船渠デ︑︵略V︒

十一ー61

て︑卵も子供の頭程ある︒

八562

一番大キイガ︑︵略V︒

七742

を着てみる大工が一番目立ちます︒

一番

あっ

名古屋の南に熱田あり︒今

︵略﹀︑しらべて見ると︑機關

ととせり︒

費ル・買フ︑財産ノ財︑

︵略﹀︑其の利盆を以て學

十二698図

八896

一部分

一

路傍の一草・一木も學問

木・一草壷ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

の種ならぬはなく︑︵略V︒

十﹇688図

一マイ

オハナハモミヂノハヲ

︵略V窩眞をとりました︒

︵略﹀︑一枚ノ葉が数枚ノ小サ

︵略﹀版木を造り︑﹇枚つつ

木版では一枚々々彫らなけれ

木版では一枚野々彫らなけれ

︵略﹀一枚の葉書にて申

︵略﹀︑今は葉一枚も残ってみない︒

いてふ
十282 ︵略V︑古い銀杏の木が一本︑

から︑︵略V︒

︵略V︑木版では一枚つつ彫る

ばならぬから︑︵略﹀︒

十2110

ばならぬから︑︵略﹀︒

十2110

手刷にするのである︒

十216

イ葉二分レテヰル︒

十64

︵略﹀︑二方一枚つつ差上げます︒

八103團

﹁マイヒロヒマシタ︒

ニー87

枚

いちまい口枚︼︵名︶9

分業デスル仕事ハ皆全盤ノ

十二㎜5図

一関

し込めば直ちに送り來る︒

軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ いちマイル︵名︶1

いちへいしコ兵士﹈︵名︶1 一兵士

一部分デアルカラ︑︵略﹀︒

十一121

コトヲ得ベシ︒

︵略V︑家業ノ元手ノ一部分トモナス

九763図︵略V︑蘇程ノ金高トナリテ︑ 十222

いちぶぶん﹇一部分︼︵名︶2

は先頭に進める一部に過ぎず︑︵略V︒

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

一村土ハ同の有盆なる費用にあっるこ

校の基本金とし︑其の一部をさきて︑

十一価3図

候豪勢爲眞帖﹇部︵略﹀︒

十一409三国 當総督府にて出版相成
でふ

ハ︑︵略V︒

貨幣ノ貨等ノ字ノ一部下貝ノ字アル

九894︹図

れを直した︒

の一部に故障があったので︑すぐそ

九325

合して名古屋市の一部となれり︒

八957図

十﹁357圓團 一別以図面攣りもこれ
また其の︻部なり︒
私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒
四27
このへんは町中で 一ば
無く候や︒
六644日本二居ルケモノノ中デ一番 八828図 か㌧る地方にては︑人は皆
んにぎやかなところで︑︵略V︒
いちぼく﹇一木﹈︵名︶2 一木
はだかにして︑布片を身磯の一部に
四205囹
﹁一バン太イノガオヤ 強イノハ熊一アス︒
十娚10図 ︵略︶︑昔ナガラノ山河︑一
六747 ︵略﹀︑新しいしるしばんてん まとふに過ぎず︒
ユビ︑一バン小サイノが小ユビ
デ︑︵略﹀︒

四205囹
ユビ︑ 一バン小サイノが小ユビ
デ︑︵略V︒

高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ

四206囹 ﹁︵略V︑マン中ノ﹁バン
ビトモイヒマス︒
だいこ

のりと
神主は先づ神前で祝詞を上げ

ニイサンバ 一バン太ツ いちばんだいこ︻一番太鼓︼︵名︶1
九832

一番太鼓

四221園

テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ
ニイサンバ 一バン太ツ

いちばんちゃ＝番茶︼︵名︶1

て︑それがすむと︑﹁支度︒﹂といふ
だいこ
あひつの一番太鼓を打鳴らした︒

ヤユビデス︒

四221囹

テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ
ヤユビデス︒

五月ゴ置傘ラツミハジメマス

トイヒマス︒

赤玉浪士が敷革の苦難を

あかほ

卵からかへったばかりの窟は

一分

の一美出たるのみならず︑︵略V︒

死に就けるは徳川時代に於ける史上

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

十二859図

いちびだんコ美談﹈︵名︶1

一美談

ガ︑一バンハジメニツムノヲ一番茶

五328

四562 ︵略V︑一バンシマヒ熟年 茶

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

一バン上ノダン二五ダ

ナムシリトツテシマヒマシタ︒

四733
イリサマヲナラベテ︑︵略V︒

五57 日本ノ﹇バンハジメノ天皇ヲ
神武天皇ト申シ上ゲマス︒
ん大きなさらを持って來ました︒

五204 おはなは戸だなの中から一ば

七297

︵略﹀︑﹇バンハジ窮理ツムノ いちぶ口分︼︵名︶1

ヲ一番茶トイヒマス︒

五326

倒レテ照射一兵士トトモニ中佐ヲイ

フィート︵名︶1

一白五千二百七十

道も︑一隻の汽船もなかりしなり︒

十一285ロの凶 ︵略﹀︑我が國に一哩の鐵

︵略﹀︑長さは一分ばかりしかない︒

一別以來

五33一 ソノ葉デコシラヘル茶が一番

甚だ廣く︑アジヤ大陸のシベリヤも

いちまんこせんにひやくしちじゅうろく

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

タハツタ︒
いちぶ＝部︼︵名︶8 一部
ヨイ下口ナリマス ︒
ロシヤは︷略V︑其の領地いちべついらいコ別以来﹈︵副︶1
六248園 ﹁金ニハイロくアリマス 八788︹図

いちりんざき．

いちまんさんぜんしちじゅう
96

六七
十31□自凶日本一 の 大 ト ン ネ ル は ︵ 略 V ︒

其の長さ一萬五干二百七十六吠︑即
ち一里六町四十間五尺︒

いちまんさんぜんしちじゅうよしゃく

たいわん

＝万三千七十余尺﹈︵名︶1 一萬三
千七十鯨尺
十13図 日本一の高山は由量溝の新高
山なり︒其の高さは﹇萬三千七十蝕
尺にして︑︵略﹀︒

いちめい﹇一命﹈︵名︶3 一命
一命をすてて君に報

九209國團 何の爲にいくさには御出
でなされ候ぞ︒

といって居られる

おつ か ︑ さ ん は ﹃ 一 年 越 す て

ゆる爲には候はず や ︒
九2210囹
て君に報いよ︒﹄
が︑︵略﹀︒

熟せざるくだ物︑．生にえの

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑一

九588図
命をうしなふ者少からず︒

いちめん﹇一面﹈︵名︶8 一メン 一

二616

どの山にも木がよくしげつて

みる︒松・杉・ひのきなどが一面に

六25
はえてみるのは︵略﹀︒

を﹁文字に森林を伐りすかし︑東西
三十三里︑︵略V︒

一夜

恐ろしいのは二百十日頃の大

いちや口夜︼︵名︶1

︵略﹀︑海ノソコノ砂ノ上ニ 九691

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑其ノ艦

あらしで︑︵略﹀︑一年中の農夫の辛

九5310図

苦が︸夜の中にむだになってしまふ
胃腸
︵略﹀︑暑イ時分ハ︵略﹀︑

ノガヨイ︒

いてふ
いちょう﹇銀杏︼︵名︶2 銀杏

銀杏

ツサリトシテ消化シ易イモノヲ取ル

且胃腸ノ弱り易イ時デアルカラ︑ア

十一657

いちょう﹁胃腸︼︵名︶1

こともある︒

ノ一面︑砂ノ色二似タリ︒
﹇面玉山銀毫とな

又嚴冬の頃は爆水落つる

しらかば

とど
森林は︵略V︑椴松・

に随ひ氷結して︑

十一786図
り︑︿略V︒
からまつ

一物

蝦夷松・落葉松・白樺等一面に生ひ

えぞ

十一蜘4野点
茂り︑︵略V︒

十二698図

いちもつコ物︼︵名︶1

一文字
日・露の境は幅五間飴⁝

︵略﹀︑﹇里の長さだけ十圓

金貨を並べたるに等しといふ︒

十37図

イヌボゥ

一里鯨

銚子港ノ東南一里饒︑犬吠

いちりよコ里余﹈︵名︶2

ザキ

九183図

︵略V︑坂路ヲ上ルコト一里

崎二三燈墓アリ︒

タフノミネ

蝕ニシテ︑多武峯ナル談山神社二達

十㎜6図

ス︒

一領

︵略V︑天皇より賜はりし

いちりょう＝領︼︵名︶1

具足﹁領を取出して與ふ︒

十一448國

＝里六町四十間五尺︼︵名︶1

一里

いちりろくちょうしじっけんこしゃく

日本一の大トンネルは中央

六町四十間五尺

さエこたうげ

千二百七十六呪︑即ち一里六町四十

線の笹子峠にあり︒其の長さ一葦五

せん

十32図
吹きさらされて︑今は葉一枚も残つ

タマ猫ノ毛色目土黒・白・

一利
世を憤り︑人をねたみ︑

︵一里︶

一里

ほんとのまうけでない金は

一厘でも取ってはならない︒﹂

六321園

さくちや

一輪

の棟車の如きは唯一輪なり︒

タトヘバボタンノ檬二﹇リン

いちりんざき口輪咲﹈︵名︶2

九96

ン咲

タンポ・・ヨメナナドハーリ

咲ノモアリ︑︿略V︒

ン咲ノ様二見エルガ︑横這︵略﹀︑

九102

一リ

十一252國 ︵略﹀︑四國の猫車︑峯灘

いちりん＝輪︼︵名︶1

厘の支出を要せざるに至るべし︒

色モ一檬デハナイ︒︵略V緑 十一鵬4図 ︵略V村民は教育の爲︑一

一様

銀杏の木の烏は急いで山の方 いちりん﹇一厘﹈︵名︶2 一厘

間五尺︒

九40図

いちり＝里一︵名︶2

あるも一利なし︒

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

十二712図

いちり＝利﹈︵名︶1

三毛ナド様々アレド︑虎ハ︸檬ナリ︒

八754図

モアリ︑︵略﹀紅色ノモノモアル︒

色ノモノモアレバ︑︵略﹀茶色ノモノ

七763

いちよう口様︸︵形状︶2

へ逃げて行く︒

十301

てるない︒

十281 宮の森のこんもりと茂った間
いてふ
から︑古い銀杏の木が一本︑木枯に

︵略V︑列後に在るものは 号おおいちょう

︵略﹀︑大將は今少しまけぬ

一文

更に一物をも食ふこと能はず︑︵略﹀︒

十一475

いちもん重文﹈︵名︶2

かといふ︒馬主はもう一文も引けぬ
といふ︒

一門

帽子の中に︻文の銭もない
老人は︑︵略﹀︒

十二822

いちもん口門﹈︵名︶3

︵略V︑アチラノ山モ︑コ 七26□薗凶囹我が死ニタル後モ︑一門ノ

山号そこらいちめん・はたいちめん

者一人ニチモ生キ残りテアル出刃︑

一メンニミゴト

チラノ山モ︑

父ハ臣ヲ︵略﹀︑﹃淺リタ

︵略﹀︑天皇ノ御タメニツクスベシ︒

クサカエタリ︒

八545図藤原氏ノ︸門コレヨリナガ

ホロボセ︒﹄ト申シ残シタリ︒

ル一門ノモノドモヲ集メテ︑朝敵ヲ

七67國囹

ナハナザカリニナリマシタ︒

三14 ヲカノ上ニモ︑ツツミノ
上層モ︑サクラノハナが一目
ンニサキマシタ︒
五747 又海には﹇面にいくさ船がな
ら ん で る て ︑ ︵ 略 V︒

十一978國団

六15 ﹇面に小松のはえた小松原も いちもんじ口文字﹈︵名︶1
あり︑︵略﹀︒

97
いっか
いちれい

タクサンノ小サナ花が集ツテ咲イテ
ヰルノデアル︒

47
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一郎﹁ こ れ で よ う ご ざ い ま す

嗣郎﹁ こ れ で よ う ご ざ い ま す

一老

一郎﹁ か う す る と ︑ ち や う ど

十五字になります︒ ﹂

いちろうじん口老人﹈︵名︶1
人

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

羽ノ金色ノトビガトンデ來テ︑︵略﹀︒

六13一

一

年一羽つつしか出て來ない︒

いつ﹇二︵名︶22
︵略﹀︑必ず三種の神器を受

天照大神︑朧鵬罐・触臆麟

けつぎ給ふ︒草薙劔は即ち其の一な

九14図
り︒

十二41図

文武道を異にすれども︑

國に参す誠は一なり︒

一なり︒

十二669図

︵略﹀︑此の西班牙の新領

して之をさまたぐること能はざりき
といふ︒

十二801図

九45図

地をサンサルバドルと命名せり︒是

給へり︒

︵略V︒

十二m6図

一には︑軍人としては忠
一には︑軍人は高儀を正

一には︑軍人は武勇を尚

﹁には︑軍人は信義を重
一には︑軍人は質素を旨
︵略﹀︑此の五箇條を行は

︵略V︑唯之一の誠心を以

局﹇の誠心を本とすと諭し給へる︑

十一栃2図

此の五箇條を行ふも︑結

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十二m10図

とすべし︒

十二廻2國

んずべし︒

十二B5図

ぶべし︒

十二皿9図

しくすべし︒

十二皿1図

節を止すを本分と爲すべし︒

十二m2図

擁立の凝展を期するは一なり︒

ども︑︵略V︑其の團艦の幸福を進め︑

り︑其の組織に繁簡の別ありといへ

其の土地に廣狭の差あ

曲玉と共に之を皇孫に授け給ひしか

まがたま

紅糸は古より日本三景の
孔明︑︵略V蜀ノ國ヲ建

十二皿5図

今の西印度諸島の一なり︒

赤堀川ハ︵略Vニツニ分

ば︑これより三種の神器の﹁となれ
り︒
九159図

レ︑一ハ東南二流レテ利根ノ本流ヲ
赤堀川ハ︵略﹀ニツニ分

ナシ︑一ハ︵略V江戸川トナル︒
九1510図

一ハ西南二向ヒ︑椹現堂川二合シテ

レ︑一望︵略V利根ノ本流ヲナシ︑

進んで陽明門に至る︒此の

やうめい

江戸川トナル︒

九943図
ひぐらし

門一に日暮門の名あるは︑︵略V︒

ム︒

十一撚2図圃

胞すべて六千萬︒

上下心戯﹁にして︑同

テ︑天下ヲ三分シテ其ノーヲ保タシ

十一娚4図

一に数へられて殊に名高く︑︵略V︒
シヨク

十一206図

いつくしま

ガ國輸出品ノーナリ︒

等ノ美シキ模様ヲ織出セル花莚ハ我

十226図張良︑橋上ニテ白髪ノ一老 十423図 又此ノ董ヲ染分ケテ︑花鳥
人ニアフ︒

一老

︵ 略﹀︑ 一老兵のいふ︑
すぼき
流をさ か の ぼ る 鮭 の 縄 に ふ

いちろうへい口老兵﹈︵名︶1
兵
十二284図

﹁︵略V︒

る﹂ならん︒﹂とい へ ば ︑ ﹁ さ も あ ら
ん︒﹂とて止む︒

いちわ雪羽﹈︵名︶3 一羽
五66 又アル時ドコカラトモナク一

︵略﹀︑道に至るもの﹁と

て報國壷忠の道にいそしまんとす︒

ソレデイツデモイクサニ

いつ﹇何時一︵代名︶1一 イッ いっ

マス︒

八226

ベシ︒

らず︒

蝶ハイツ見テモカハイラシイ

イツマデタツテモ勝負ガツカ

ガンハイツデモーシヨニナツ

モシセイ出シテ使ツテクレ

夜が更けて︑︵略V︑止んだこ

んいっか・こいつか

いっか＝家﹈︵名︶8

一家弓いっし

くべき事憂の何時起り來らずとも限

十二337図人世には思はぬ不幸︑驚

ことが出來るが︑︵略﹀︒

十221

又活字は何時でも直に植ゑる

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得

九912図之ヲ日本銀行二持行カバ︑

ば︑何時の間に雪に攣ったか︑︵略V︒

とと思ってみると︑翌朝起きて見れ

九707

起きて︑︵略﹀︒

次の朝農夫はいつになく早く

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

六288園

テ︑列ヲツクツテトブ︒

六127

ナイカラ︑︵略﹀︒

五546

モノデス︒

五345

ハリマセン︒

ハ︑イツマデタツテモ︑色ガカ

カツタトイフコトデス︒
三577 ︵略Vムラサキ色ノハォリ

しゅざんぱう
いちれい＝例﹈︵名︶1 一例
ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒
十二553國
其の西南なる野山堅は 何時
十179図 三白樂天の詩に︑︵略V︑清 八216園白い雀が︵略﹀︒︵略V︑毎 ︵略V︑明治三十七八年戦役激戦地の
三438

少納言は直ちに其の意を察し奉りし
なり︒萬づに心ききたること︑此の
一例にても知るべし︒

いちれつ＝列︼︵名︶1 一レツ
︵略﹀アタマカラヲマデーレ

ツニ︑︵略Vウロコが三十六枚ヅツナ

五163
ランデヰマス︒

一郎﹁どうしてそんなに早く

いちろうコ郎﹈︹話し手名︺4 一郎
八455

八

伯父さんに分つた の で せ う ︒ ﹂
46
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八

八

49

いっか一いっこ
98

一家ノ

ることなければ心身いっか勢れて︑
遂には活動にたへざるに至る︒

一角

く略V︑先年大風雨の爲︑

一難ケイク

五霞ケ

﹁ソノ糸ハ

力ケモラヒマセウ︒

ラデスカ︒﹂︵略﹀︒﹁ソレデ四五

四242園

一家學ツテ笑フベ いっかけ門丁掛﹈︵名︶1

瀧口の一角崩れ落ち︑︿略V︒

十一765図

親子・夫婦・兄弟．姉妹 いっかく口角一︵名︶1

一家之を團み て 談 笑 す ︒

十817図 屋内には中央にみうりを造
り︑
十一518□a凶

ヨク和合スレバ︑︵略V︑家運自ラ開

︵ 略 ﹀︑

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒
シ︒

十一519図

笑ハ ン ト 欲 セ バ ︑

和合ヲ計ルベシ︒

十一5110図

一箇月

一箇月の生活費を

昔は白鯨一頭を捕へると︑人

口数百人の一村︑

十679

十一5110國 一家和合セザル時ハ家道いっかげつ口箇月︼︵名︶1
次第ニオトロヘテ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

十﹇615図圃勇み勇みて出で行く兵

五日毎

支へ得ると言ったものである︒

五風十雨といって︑五日毎の

様である︒

一ケ所

六刀さしとほしました︒
一箇年

光陰矢の如く︑南北に

いっかねん﹇一箇年﹈︵名︶2

十一954國圏

一箇年宙貝二十二倍晒圓ノ

米國商人ガ︵略﹀混晶二

別れ候より最早一箇年に相成候︒

十二529図
費ス金額ハ︑

多キニ達ストイフ︒

五日目

手

されど十字街頭に立てる

巡査の﹇墨手の合圖に︑通行の人は

十二605図

行くも止るも唯其の命に從ひて︑少

しも混難を生ずることなし︒

十一205國

嚴島

嚴島は古より日本三景の

いつくしま

十一19図嚴島

藍島

いつくしま﹇厳島︼︹地名︺2

は居つきませんでした︒
いつくしま

入りません︑どこへ行ってもながく

六455 ︵略﹀︑ほうこうの方には身が

キ︾

いつ・︿﹇居着﹈︵五︶1 居つく 余一

十231國囹﹁︵略V︑五日目ノ朝此ノ虞

いっかめ︻五日目︼︵名︶5

今ヨリ後五日目ノ朝再ビ

五日目ノ朝堂キテ見レバ︑

ニテ我ヲ待ツベシ︒﹂

十234図
︵略V︒

來ルベシ︒﹂

十238國囹

嚴島

一に数へられて殊に名高く︑︵略V︒
イツクシマ

ヂ

タツタ

ス

マ

ケタルモノニシテ︑︵略﹀︒

アカシ

宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以テ名ヅ

ウ

︵略﹀︒又嚴島・橋立・須磨・明石・

イツクシマ

十一303國︵略﹀我が軍艦ノ名ヲ︵略﹀︒

いつくしま︻厳島︼︵名︶1

十2310國次ノ五日目ノ朝モ亦老人二

一巻

老人怒リテ︑五日目ノ朝ヲ

先ダタレタリ︒

十241図

約スルコト亦前ノ如シ︒

いっかん＝巻﹈︵名︶2

いつくしみぶか・し﹇慈深︼︵形︶1 い

みたりといふ︒

人にて︑笑ふ時は子供もなつき親し

九634國

私はわざと一巻の書物を床 つくしみ深し ︽ーキ︾
されども又いつくしみ深き
の上に投げておきました︒

十362園

出シテイフヤウ︑︵略V︒

一家中に病人なき程仕合 十243図 フトコ出遊リ︻巻ノ書ヲ取

いっかじゅう＝家中﹈︵名︶1

なる事なし︒

中
十二904図

いっかしょコ箇所︼︵名︶3
一箇所

一下
︵略﹀︑先頭の一会が獲せ

いっけい﹇▽ばんせいいっけい

一けん

る號砲に︑人々喜びて︑手の舞ひ︑

十二792図

中佐ハハヤ︑右手﹇ニケ所ノいっかん＝艦︼︵名︶1
湯のわき出つる口僅かに﹁

傷ヲ受ケタガ︑︵略﹀︒

八865
十735図

＝戸

の質家

畑に互いて︑農家が一けんあ

ありて︑︵略V︒

十一921図例へばこ＼に＝

いっこ︻一戸︼︵名︶1

る︒

十292

いっけん＝軒﹈︵名︶1
馬場の中程から一騎後れ︑二

一騎

足のふむ所を知らず︒

九843

湯元は一箇所にして︑之を いっき口騎﹈︵名︶1

箇所にして︑︵略﹀︒

十749図

一家

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

九671

﹁君は書家として一家 いっかごと﹇五日毎﹈︵名︶1

士︒はげましつ＼も見送る一家︒
十一722國囹
︵略﹀︑一村は一家の如く

を成せる入なるに︑︵略V︒
十一価6図

和合して︑二十年重藤だ一人の犯罪
者をも出したる例 な し ︒

いっか﹇五日︼︵名︶1 五日号ごがつ
五日でも十日でも︑︵略V︑

いっか・じゅういちがついつか
八687団
ゆっくり看病してお上げなさい︒

イツカセンセイガオハナ

いっか﹇何時一︵副︶4 イツカ いつ

一51一

か

シニナリマシタ︑︵略V︒
すれて︑た窟身代を取返す事にばか

八266 其の中に雀のことはいつかわ

戸毎の浴室に引けり︒

一學

騎後れ︑つ買いて三騎までも後れて︑

四192 ︵略V︑ただつねはこしの ︵略︶︒
いっきょしゅ﹇一挙手︼︵名︶1
刀をひきぬいて︑つづけて豊島

いっか秋のなかばも過ぎ いっかたな﹇五刀﹈︵名︶1 五感

り 心 が け る や う に なって︑︵略﹀︒

九809図

て︑九月十日の夜となれり︒

十一694國 活動するのみにて休養す

99
いっしょ
いっこつ

一サツ
る︑︵略﹀︒世の人並の

道の筋︒

大抵一種の臭氣あり︑味あり︑色あ

り︒

種ノ仕事ニバカリカ︑ルコトニナル

カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ 十一113 分業法二型ツテ︑一人デ一

ミジカク︑ソノ一尺バクヂラ尺ノ八

一首
くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

十二6810図

一種の草の實を食用とす

東南シベリヤの高地に住

一週間程たつねたが︑白雀は

一

︵略﹀レミングと聾する

めるかもしかの一種は︑︵略V︒

十二682図

ざるものなりとも︑︵略﹀︒

り︑極めてまれにして随意に得られ

十一9010図例へばこ﹂に一種の石あ

るを以て︑︵略V︒

十一8910図

り︒

する蟻の﹇種に牧穫蟻といふものあ

アメリカの一地方に産

しむ︒是即ち一種の牧畜なり︒

其の卵を他の植物にうつして成長せ

得んが爲に︑︵略V之を保護し︑或は

︵略﹀︑蟻は此の甘き汁を

ト︑︵略﹀︒

一尺以上

一尺ご寸

九631國

は此の所なり︒

地鼠の︸種なり︒

八265

取分けおいそがしい中を︑

︵略V︑ふたΣび東へ進め

いっしょ﹇一緒﹈︵名︶20 イツシヨ

着く︒

ば︑ 一週間にしてイギリス國の港に

八769図

︵略﹀︒

一週間もおひまをいただきまして︑

八665国

見つかりませんでした︒

週間

其の他森林は︵略﹀︑神社・

一種

︵略V其ノ奈良櫻ノ名残ヲトマメタ

ず︒

十725図 温泉の︵略﹀︒其の湯には

ヤゥヤク一種ノ機械ヲ獲明セリ︒

十433図

︵略﹀︑明治十一年二至リ︑

ふる等︑其の効用あげて数ふべから

佛閣又は名勝の地に一種の風景を添

十109図

いっしゅ＝種︼︵名︶10

リ︒

十952図師範學校門内ノ八重櫻一株︑ いっしゅうかん口週間一︵名︶3

いっしゅ︻一株︼︵名︶1

一株

︵略﹀︒といふ一首の和歌を書残せる

十一38図

いっしゅ口首回︵名︶1

貫を越え︑︵略V︒

寸︑胸の厚さ一尺二寸︑髄重は三十

田村麻呂は身の二五尺八

いっしゃくにすん﹇一尺二寸一︵名︶1

ものこれあり︑︵略﹀︒

十一391寒点竹にも直径一尺以上の 十﹇899﹇図

1

いっしゃくいじょう日掛以上﹈︵名︶

十一893図

寸ニアタル︒

六184図

一サツハシウシンノ本︑ いっしゃく＝尺一︵名︶2 一尺

いっさつ﹇一冊︼︵名︶3

いつしか木々もうらが

を織る絹綜は出心ない︒

ニイタダ 七289 ︵略﹀︑木綿は窒一尺の絹織物

︵略﹀︑﹇サツバカキカタ

︵略Vオトシダマ
一散に

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

十一415國

いっし＝子﹈︵名︶1 一子
う の
此の時討死せる宇野六郎

りと飛乗って一散にかけ出した︒

何事か話してみるかと思ふと︑ひら

十一479︵略﹀︑馬の耳に口を寄せて︑

匹の馬は一散にかけ出した︒

九841

いっさんにコ散﹈︵副︶2

イタ本ガーサツアリマス︒

二492

ノォテホン︑︵略V︒

二484

︵略V︒

九473図之が爲に一行の用意せる水 ニ483

いっこう口行一︵名︶2 一行
も残り少になれり ︒

十二期9図我等五千萬の同胞は︵略V︑
ご言・一行の間にも︑大國民の品格
を営むるの用意あるべきなり︒

いっこく 善いわみいつこく・おうみい
っこく
さか ひ

いっこくじ﹇一国寺﹈︵名︶2 一國寺
あり︒

十﹇716図 泉州堺に一國寺といふ寺
︵略V︑又再び引返して一

國寺に婦れり︒

十一747國

いっさい＝切一︵名︶3 一切
八436 一切の書類や記録類も皆ぶじ

ながい夏の日いつしか暮れ

いつしか

の﹁子に熊王といふ者あり︑︵略V︒

︵略﹀︒

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十二拠3図

質素を旨とせざればいつ

れて︑さびしきにはのさざん花や︑

八376図圃

て︑うゑる手先に月かげ動く︒

七104圃

︵略V居室・兵器・寝具いつしか﹇何時︼︵副︶5

であったといふこ と だ ︒

十564圓團

︵略V︑天皇は國務大臣の

其の他一切所持品の清潔槍査これあ
り候︒

十二獅10図

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ
せ給ふ︒

アシノコ

心も無下に賎しくなりて︑節操も武

九391図 山上ナル藍湖ノポトリニ關

いっさい口切一︵副︶2 一切
所アリテ︑日暮ヨリ後ハ一切旅人ノ

勇も忘れ果てて︑世人の爪弾を受く
るに至るべし︒

積み得さ

いろはのいをも
身のいつしかに

十二囎1図面
まへぬ

知ら

文字の数︒

分け陸た

︵略V︑西も東も

る︑︵略﹀︑世の入並の

十二四3図圃

ざりし身のいつしかに

わき

通行ヲ差止メタレ バ ︑ ︵ 略 V ︒

九949図 次の門を唐門といふ︒木材
は一切唐木を用ひたり︒

一昨
一昨年つぎ木をしたわか木

いっさくねん口昨年︼︵名︶1
年
七664團
に︑︵略﹀︒

いっしよ 一シヨ 一しょ

ニコノカキネノワキ気転クレ

二227園 ﹁マサヲサン︑イツシヨ
マセウ︒﹂

コレカライツシヨ旧臣ン

テハイケマセン︒

二233圏 ﹁イイエ︑イツシヨ ニヰ

二496
デミマセゥ︒

三45囹デテキテ︑イツシヨニ
アソビマセンカ︒ ﹂

ソコヘトモダチガサソヒ

ウタヒマシタ︒

モ ー シ ヨ ニ君ガヨノゥタヲ

四96 ︵略﹀︑センセイモセイト

あげます︒

五88

そこで大ぜいと一しょになつ

に此の説を主張したりしが︑何人も
一笑に附して顧みるものなかりき︒

︵略V︑一日良雄に洋学し︑

私どものなかまは︑出合ふ いっしょう・すコ笑﹈︵サ変︶1 一笑

て︑せまい谷へ下りました︒

五92
十二868図

す

一笑して更に耳を傾けず︒

反復直言して復仇の事を勧む︒良雄

→ーシ︾

とすぐに﹁しょになるのがきまりで

けれども重い物は皆そこへし

す︒

五133
づめてしまって︑輕い物は﹇しょに

﹇色の印刷は一度刷ればよい

いっしょく口際﹈︵名︶1 一色
が︑︵略﹀︒

おはなさんもつれて一しょ 十203

ここまでもって來ました︒

五638團
にお出でなさい︒

﹇

國産ヲ廣メシバ︿略V︒

いっしんにコ心﹈︵副︶2

一心二勉

輕んずべからず︒

十一686図之を思へば一寸の光陰も

又きりがか＼つたり︑大雪

いっすんさき﹃一寸先﹈︵名︶2 一寸先

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七854圏

︵略V︑墨を流したる如き空

なる事もあります︒

一世薪せん

模様にて︑一寸先をも見分くること

十692図

能はず︑︵略﹀︒

いっせいコ世一︵名︶1

十二968図

孟子これより感奮・勉働

かんニコライいっせいいかしせき

一隻

して遂に一世の大家となり︑︵略V︒

一隻の捕鯨船が今静かに波を

漕抜けた一隻は︵略﹀︑見る

船横たはれり︒

十693︹図 ︵略﹀︑岩の上に一隻の難破

内に一頭の鯨に近寄り︑︵略V︒

十648

切って進んで行く︒

十639

いっせき﹇一隻︼︵名︶4

保己一ハ︵略V︑人二書物
ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑
心耳シカバ︑︵略﹀︒

道も︑

一隻の汽船もなかりしなり︒

讃んでみる間は中に書いて 十一286図 ︵略﹀︑我が國に一哩の鐵

いっせきわ←のうぎょういっせきわ

或人のアラビヤ旅行日記の

一嘗

一せん 一

﹁皇國の興廃此の︻職に

いっせん﹇一戦﹈︵名︶1

一節に次の様なことが書いてある︒

十一507

一節うさん

ら︑どうして出來るものかといふ事

︻心不駐に打つたもの

十二58図

あり︒

銭

畑には萎がもう一寸程にのび いっせん﹇一銭一︵名︶7

一寸

ぐうにっきのいっせつ

いっせつコ節﹈︵名︶1
一心不齪
身を清めて︑

八337圏

だ︒L

刀は︿略﹀︑きたへる時は

いっしんふらんコ心不乱﹈︵名︶1

は深く考へないが︑︵略﹀︒

ある事ばかりを一心に考へてるるか

十184

一心二

熱心二此ノ業合志シ︑機械ヲ獲明シ︑

ガンハイツデモーシヨニナツ 十444図眠亀ガ︸身︸家ヲ忘レテ︑
いっしよについだ梨の木の

御恩は﹇生忘れない︒﹂

百威の長命を保ちて︑

てるる︒

十289

いっすん＝専一︵名︶2
コロンブスは︵略V︑熱心

．一笑

七231図

私もみんなと一しょの分は 一心に
なるほど皆さんと︸しょの

︵略﹀︑一生に一度は︑かな

一生

︵略﹀少しまじめになってゐ

せ

八273園

十二763図

いっしょうコ笑︼︵名︶1

生を坐食に費す者あり︒

十一683図

三608 ︵略﹀︑女や子どもも大ぜ 十一681図 ︵略﹀︑將又無事にして一
い出て︑いっしよになってひき
生を終ふるも︑︵略﹀︒

になってみるやうに見えます︒

三587うみの水が︵略V︒とほく らず伊勢に参勤せんと心がけざるも
の方では青そらといつしょ
のなし︒

い

八16図

いっしょう＝生﹈︵名︶4

ます︒

分は︑

八123團

まじめになり過ぎましたので︑︵略V︒

八106圏

方は︑今年はまだ實がなりません︒

七667團

テ︑列ヲツクツテトブ︒

六128

三54園 ﹁︵略V︑チツトソトヘデ 五662團 あさってはおはなさんと一
い
っしんいっかコ身一家﹈︵名︶1
テ︑イツシヨニウタヲウタヒマ
しょにきっとまみります︒
一身一家
セウ︒﹂

三62
ツシヨニノハラヘアソビニイ

ニキマシタカラ︑ヨロコンデイ
キマシタ︒

ソレカラ三人デツンダ

ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ

三92
ヲコシラヘマシタ︒

V あるばんまさをははは
といつしょによそからかへっ

一二

てきました︒

R4

いっせん
いっしょう

100

101
いったん
いっせんごりん

六304

︵略﹀そのつりに一せんの銅

貨を三枚渡した︒

六311園今のお客にもう一銭上げな

九十八年
十二807図其の後コロンブスは︵略﹀︑
あ

め

り

か

﹁千四百九十八年第三回目航海に於

四765

︵略V︑へいけ方から

﹁そう
一

のふねをこぎ出して來ました︒
一ソウ

コノ美シイ蝶ガトビマハルノ

いっそう﹇一層﹈︵副︶9
一層

五355

そう

より御入螢︑軍務に服せられ旧事︑

御一家を始め一村の名張に御座候︒

口数百人の一村︑一箇月の生活費を

十679昔は大雪一頭を捕へると︑人

支へ得ると言ったものである︒

十︸恥6図 萬事此の有標なれば︑

1

一村共同

ひのき

いっそんきょうどう︻一村共同︼︵名︶

し︒

未だ一人の犯罪者をも出したる例な

一

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

一そう手入をして︑來年は

一そう山

所々に白いぬのをさらしたや

十477図

つた︒

若し此の模様に種々の色ど

とせり︒

す

一隊

又かつて栗鼠の大群ウラ

り

いったい﹇一隊︼︵名︶2

ル山中の一天會に現れしが︑一隊又

十二665図

一隊︑績々相次ぎ︑︵略﹀︒
り す

一

ル山中の一都遷に現れしが︑一隊又

十一一666図 又かつて栗鼠の大群ウラ

出たい

︸隊︑隈々相次ぎ︑︵略V︒

いったい口体︼︵副︶2

くはへたる魚をふりかへ
はさばきよりも一世の見物なり︒

十二58図各員一層中働努力せよ︒﹂
一層其の牧穫

栽培法の如きも︑︵略V︑
能く難平を慮用せば︑

十二463図

心は︻層大切なり︒

上元帥より下一一に至る

十266心急

一村

いますが︑ ︵略﹀どうしてもきらひ

ノコギリ

な子供が七八人ございました︒

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザく

一タン

一

ノアルノモアレバ︑一戸ニスべく

十63

シテヰルノモアル︒

いったん紫藍﹈︵副︶3

拝啓︑いよく二月一日 たん

いっそん口村︼︵名︶3

りて上下の分別最も正し︒

まで︑官職の高下︑就職の新奮によ

十二皿1図

一卒

十二899図戸締の用心よりも火の用 六732 私は﹇たい子供がすきでござ

どじまり

を増加することを得ん︒

村共同の有盆なる費用にあっること

たくさんならせて︑︵略﹀︒
十一価3図
︵略V杉・才子の植林を
あΣ︑火の勢が﹁そう強くな 螢み︑︵略V︑其の一部をさきて︑ 一

八422

七675團

の景色を引立てる︒

うなたきや谷川があって︑

六32

村は一家の如く和合して︑二十年來

て︑︵略﹀︑始めて亜米利加大陸に上

一千二百年以前

然るに此の寺は今より凡そ

引立チマス︒

陸するに至れり︒

一

其の高さは︵略﹀︑富士

いっせんじゃく＝千尺︼︵名︶1

直吉は︵略V︑曇りの一銭を

ければならなかった ︒ ﹂

六313
渡した︒

六315囹

一千萬圓

いっせんまんえん口千万円﹈︵名︶2

一千二百年以前のものにて︑︵略V︒

十44図

年以前︼︵名︶1

いっせんにひゃくねんいぜん＝千二百

山より高きこと凡そ一千尺なり︒

十一15図

﹁︵略︶︑一銭まうけておけ 千尺

ばよかったのに︒﹂

︵略﹀︑﹁銭・二銭ヅツニテ

モ積立ツル時ハ︑︵ 略 V ︒

九761図 一日二一鋳︒二銭ヅツニテ
九783國
モ貯ヘンコトヲ心ガクベシ︒

九90図 一覧
一セン五リン 一せん五りん

いっせんごりん口銭五厘︼︵名︶2

四415 ︵略V︑ソコハサカナヤノ

を増すべし︒

りを加ふるときは︑一層其の美しさ
十一8110図

八409國マツチハ︵略﹀︒︵略﹀︒︵略V︑

店デ︑ソバニ﹁セン五リント

外國へ輸出スルモノノミニテモ︑一

一
利根川ハ︵略﹀︑本流・支

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

年間︸千萬圓ノ金高口達シ︑︵略﹀︒

ブ︒

昔ナガラ

一草
大和國ハ︵略﹀︑

いっそう口草﹈︵名︶2
十㍑10図

路傍の﹁草・一木も學問

ノ山河︑一木・＝買主ク上古ヲ談ゼ
ザルナシ︒

十一688図

一そう

の種ならぬはなく︑︵略﹀︒

いっそう＝艘︼︵名︶1

いっそつ口卒︼︵名︶1

茶も︵略V︑輸出債額年

々﹁千萬圓に達す︒

十二452図

カイタ フダガタテテ アリマシ
タ︒

四41図 一せん解りん

千鯨里

いっせんより口悪余里︼︵名︶1
九186図

いっせんしひゃくくじゅうに 号せいれ
きいっせんしひゃくくじゅうにねんは

一千四百

流ノ長サヲ合スレバ︑一千盤里国及

ちがつみつか

一千四百九十

がつじゅうににち口千四百九十二年

いっせんしひゃくくじゅうにねんじゅう
十月十二日﹈︵名︶1

二年十月十二日
コロンブス は ︵ 略 ﹀ ︑ 漱 喜 を

十二798図 一千四百九十二年十月十
二日︑

眼 の 光 に 浮 べ て 眞 先に上陸し︑︵略﹀︒

千四百九十八年﹈︵名︶1

いっせんしひゃくくじゅうはちねんコ

いつに
いっち
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七787図圃
夜に数回噴出す︒

いっちょう口庁﹈︵名︶1

一磨

︵略V︑一たん心定めては︑ 十746図 ︵略﹀︑大湯と構するは一書一

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進
むに何事のなど成らざらん︑︵略V︒

四十三︒北海道の一鷹と︑外に南北

七797図圃 ︵略V︑一たんめあて定め 十二479國國 ︵略﹀︑府は三つ︑縣は
新領土︒

五つ

花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ

白帆を

ベン
櫻ノ雲門ハ五ツノ辮ガアツ

一通

母は︵略﹀六銭をはらひ
五つとや

五つとや︑いつはりいは
學びのはじめぞ︑つ

一定
︵略﹀︑近年一定の森林を指

定し︑其の樹木を一時に伐取ること

十111図

いってい＝定︼︵名︶6

︑しめよ︑いましめよ︒

ぬが子供らの

六837図圏

いつつとや﹇五﹈︵感︶1

て︑ 一通の手紙を受取りたり︒

七509國

いっつう＝通﹈︵名︶1

テ︑︵略﹀︒

九610

送る夕風に︑︵略V︒

て︑矢走をさして尽り行く

三つ四つ五つうち連れ

イニホヒガシマス︒

五315
八616國題
やばせ

五ツ

ては︑わき目もふらず︑怠らず︑ふ

公ーシ彰

いつつ﹇五﹈︵名︶3

るひ進むに何事かなど成らざらん︑
︵略﹀︒

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

九418國 噴火一タン止ミテ後︑其ノ
リ︒

いっち 号きょうどういっち・きょうど
ういっちす

一致協同す

我等臣 民 も ︵ 略 ﹀ ︑

﹇致

いっちきょうどう・すコ致協同︼ ︵サ
変︶2

十二29図

協同して︑此の國家を護らざるべか
らず︒

一致協 同 し て 王 事 に 勤 む

十二翅6國 下は上を敬し︑上は下を
あはれみ︑
べし︒

いっち・す口致一︵サ変︶3 一致す
余ーシ・ース・ーセ︾

を禁ぜり︒

十一m5図 村會議員も全村一致して
之を選肥し︑互に競罪するが如きこ

直線を適當の長さに切り︑

︵略﹀︑供給に限りある

すに随ひて︑其の垂下k高くなり︑

物︑例へば︵略Vの如きは︑需要増

十一952図

美しき蜜豆を生ず︒

は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或

十449図

と更になし︒

るときは︑帝國議會 の 協 賛 に あ ら ず ︒

十二鎚1図 若し爾院の決議一致せざ

一書

天皇の裁可を経ざれば其の効力を生

十二螂2國 雨院の決議一致すとも︑
ぜざるなり︒

いっちゅうや口昼夜︼︵名︶1
夜

︵略V︒即ち供給に限りあるものは一
定の慣なしといふべし︒

り︒

一癖

英國東海岸の一島に燈由量あ

いっとう＝島﹈︵名︶4

一嘗未だ去らざるに︑一

一更未だ去らざるに︑一

︵略﹀︑前面の一島草木

いっとう＝頭︼︵名︶3

︵略﹀︒

一頭

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑

十二794図

島更に現れ︑︵略﹀︒

十一184図

して︑また忽ち開く︒

島更に現れ︑水路きはまるが如くに

十一183図

り︒

︵略V︑獣類中にも︵略﹀︑ 十682図

︸定の季節に最も多数の

毎年一定の季節に其の居を移すもの

十二676図

少からず︒

十二686図

移住を見るは︵略﹀レミングと構す

衆議院は一定の選翠資格

る地鼠の一種なり︒

十二鵬9図

肉ーシ・ーセ︾

つ︒

寄り︑︵略﹀破裂矢をしかけた鈷を打

貨幣トシタル物品ハ時代ニ 十649 ︵略V︑見る内に一頭の鯨に近
もり

一定ス

を有する臣民の公選したる議員を以
て組織し︑︵略﹀︒

一定す

いってい・す﹇一定﹈︵サ変︶2

九892図

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒
とだな

十二8810図座敷の床の聞より壷所の

口敷百人の一村︑一箇月の生活費を

十678昔は大鯨﹁頭を捕へると︑人

昔トルコの或大將がアラビ

約束をした︒

いっとき＝時︼︵名︶1

櫻も咲け

皆一時に紅白の

︵略V︑山々の

一二

一に

うるはしさ︒

ば︑梨・すも＼

八357図團

花のながめの

十時頃はるかに一重の燈 いつに﹇二︵副︶4

秋・冬の花少き季節に入

ヨ

﹁我が聯合艦隊が克ク

一に其の螢役の結果なり︒

りても︑食物に不足することなきは︑

十一67國

一時

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

十一472

支へ得ると言ったものである︒

戸棚に至るまで︑諸道具の置場庭を

一天

一定し︑前後左右次第よく並べて︑
︵略﹀︒

いってん聖天︼︵名︶1

一天にはかにかき曇って︑ほ

公明正大ニシテ︑心中一

一再

し物を取込むひまもない夕立は︑さ

九685

わがしい中に勇ましい︒

十一528図

いってん口点︼︵名︶2

國

黙ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

十二78

火をみとめしが︑︵略V︒

一天萬乗

いってんばんじょう＝天万乗︼︵名︶

1

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

臣下として一天細川の君 十二ー07﹇山国
を遠國へ遷し奉ること無道の極みな

十一135図

103
いっぺんいたす
いっぱい

ミ

イ

ツ

タルモノハ︑＝一天皇陛下ノ御稜威

一般号おう

ははや大波にさらはれたり︒

いっぱん＝般﹈︵名︶2
回訓圖とは︵略V晴・

しゅうじんいっぱん

し︑︵略V︒

︵略﹀自治團禮の事業は︑

等一般の天主要素を地圖の上に記載

曇・雨・雪︑風の方向・強弱︑温度

螢口は一に牛荘港と稻 十ニー94図

にうちやん

ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人爲ノ能ク
スベキニアラズ︒

十二571図
し︑︵略V︒

するも︑︵略﹀を選 溢 す る も ︑ ︵ 略 V

十二⁝⁝2図 一般人民の︵略Vを選翠
十二鰹8図

地方人民の一般に之を尊重し︑之に
協力するによりて︑始めて其の効果
を全うすることを得べきなり︒

一般國民

明治十五年軍人に下し給

﹇パ いっぱんこくみん﹇一般国民︼︵名︶1

一パイ

を選畢するも︑︻に此の精神に基づ
くべく︑︵略﹀︒

一ぽい

いっぱい﹇一杯︼︵形状︶3

三86園 ﹁ボクモモウテニ
イニナリマシタ︒﹂

一般人民

十二皿10図

一般人民の府縣・郡・市

いっぱんじんみん全般人民︼︵名︶2

すべからざるものなれ︒

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

六772 廣イ港が船デーパイニナツテ 十二囎9図
ヰル︒

十二845 また﹂く間に帽子に一ぱい
になった︒

ぽい 母ざしきいっぱい・ちからいっ

いっぱい＝杯﹈︵副︶2 一パイ 一

・町村會に於て市・町村長を面心す

町村會議員を二二するも︑︵略﹀︑市
一に此の精神に基づくべく︑

二203 ワタクシノキモノニハ︑

︵略V︒

るも︑

ぱい

ホソイハリガーパイハエテヰ
マス︒

公吏・議員等直接公共の
﹇般人民の之を近くるな
得て望むべからず︒

くんば︑自治團禮の圓満なる獲達は

實なるも︑

事務に焦る者︑如何に其の職務に忠

六227 ︵略V大きな水がめがあって︑ 十二醜4図
雨水が一ばいたまってゐました︒

いっぱつ＝発一︵名︶2 一獲
七925図 一護ノ砲丸ハタチマチ中佐
ノ身ヲ挑ヘリ︒

船髄二 つ に く だ け て ︑

一半

︵名︶1

一般選考人
一般選

︵略﹀︑議員たる者は︵略﹀
忠實に其の職責を黒皿すべく︑

十二㎜3図

十301 ずどんと一獲︒何を撃つたの いっぱんせんきょにん＝般選挙人一
だらう︒

十684﹇図

いっぱん＝半舷︵名︶1 一半

墨人も亦公平無私の精神を以て参政

一匹

一ピキ 一

の公職に最も適任なる人物を選出せ
ざるべからず︒

びき

いっぴき＝匹﹈︵名︶11

十人︒

十二773図

︵略V︑乗組総敏は一百二

いっぷく口服︼︵名︶1 一服
一服のすひがらがこんな大火

事になった︒

八448

十一866図上手ナル者ハ一分時二号

一42ーヒゴヒガービキニヒキ三 いっぶんじ＝分時﹈︵名︶1 一分時

一片

ク十数本ノ綜ヲツナグトイフ︒

いっぺん＝片一︵名︶3

ヨイオヂイサンバ白イ犬 七926國 中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ

アチラカラモーピキキマ

ビキ四ヒキ︑︵略V︒

一43一
ス︒

一一506

残シテ︑海ノ中ニハウムラレタリ︒
ヲ﹇ピキカツテ︑︵略V︒
がら
ヒバリガ︵略V︒︵略﹀︑マタ 十一689図 ︵略︶︑街上に落ちたる硝
す
子の一片を去るも︑公衆の利盆なる

三176

べし︒

ぺん

ン︵略﹀︒

一ペン

一

一ペンニヘン三ベ

秀吉は︵略﹀︑たびくいく

トビナサイ︒

一494

サア︑タケヲサンカラオ

いっぺん＝遍︼︵名︶2

形のみ︒

らんには︑其の人や全く精神なき人

一びき 十二m3図 ︵略﹀︑一片忠節の心なか

一ピキ上りマシ

みちでほたるを

アソコカラモ

タ︒

三351

﹇びき

うが︵略﹀さかなをとつ

つかまへて︑︵略﹀︒

三406

くはへて︑でてきます︒

てるました︒︵略﹀︑すぐに

︵略﹀また一びきくはへて︑

一びきのきつねがさきの

ういて出ます︒

三411

四275

さをしたけれども︑一ぺんもまけた

六491

ことがありません︒

一篇

道眞︵略V︑一篇の詩を作

いっぺん口編﹈︵名︶1

りたり︒

一匹でおよ 九814図

一匹の獄の口から出る縣をの

こってみるのぎくを見つけて︑
︵略V︒

七287

ばして見ると︑︵略V︒
蛾は︵略﹀︒︵略V︒

一百二十人

角iシ︾

入螢當時は友人も少く︑

生活も一璽致し候事とて︑多少不自

十597仁恩

致す

雌蜂は女王ともいひ︑唯 いっぺんいた・すコ変一︵四︶1 一憂

そ四五百程の卵を産む︒

七338

十一58図

﹁匹にして︑︵略V︒

︵名︶1

いっぴやくにじゅうにん口百二十人︼

いでゆく

いっぽう
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由を感じ候へども︑︵略﹀︒

六485 信長は︵略﹀︑それからだん

いっぽう﹇一方﹈︵名︶7 一方

く重く取立てて︑﹁方の大序にし
ました︒

ゲマス︒︵略﹀サア︑ミンナデ﹁

小サナマツノ木ヲ

ポンヅツモツテ︑︵略V︒﹂

二551︵略﹀
﹁本ウエマシタ︒

四107︵略﹀カキノ木が伺本ア

みて︑よく見えます︒
アル日母ガ﹁︵略﹀︒﹂ト

ヨンダノニ︑イツモノトホリ︑

三55一

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ス

グニハキマセンデシタ︒
學校でいつも先生にほめら

いで

火を放ちて焼き奉らんとせり︒

十一242図國 いで︑大船を乗出して︑

いで︵感︶2

我は拾はん︑海の富︒

我は護らん︑海の國︒

十︸244國圃 いで︑軍艦に乗組みて︑

いで﹇出﹈﹇▽おんいで・おんいでなさる

六724

いできた・る﹇出来︼︵四︶1 出で掌る

リマス︒︵略V︒一本ハキザハシ

れ︑友だちにもすかれた善い子供は︑

十一491 一方にはアラビヤ人の不實

︵略﹀︑りっぱな人になりました︒

飛ーリ彰

デ︑︵略﹀︒

ゐます︒

八341

何時も丈夫さうな老人であっ

はり

むなぎ

﹁︵略﹀︒﹂といふ︒母は出で來りて︑

︵略V︑一通の手紙を受取りたり︒

いでさ・る門出去﹈︵四︶1 出で去る

九16図

いでや

いでや︑あの岩の小かげ

いでや臨幸の路次に参

いでや此の劔の由來をかた

に︑皆うちよりてえもの数へん︒

八95図圃

いでや︵感︶4

となん︒

枝を書添へ︑別を告げて出で去れり

十一753図叢工﹁︵略﹀︒﹂とて︑ 一

祖父様はいつもの通り朝 肉iレ︾

たが︑去年の暮に死んでしまった︒

九434圓團
起にて︑︵略﹀︒

ひとり

片時

あはれ我︑梁や棟木や
いつもせおひて
角柱

いつはり

ピエールが打ついつもの太

休む間なし︒﹂と

桁どもを

けた

十136図圏囹
も

つぶやく︒

十﹁56一

鼓に辱ない︒

いつわり︻偽﹈︵名︶1

らん︒

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

︵略V︑いつはりいはぬが 十一145図圏

し︑たとひかばねを戦場にさらすと

學びのはじめぞ︑つ﹂し

子供らの

恥ーク彫

いでや︑其の二三を申さ

いでゆ・く﹇出行﹈︵四︶1 出で行く

ん︒

十ニー9図

ば︑︵略﹀︒

も︑名を子孫に傳ふべし︒しといへ

めよ︑いましめよ︒

六838國圃

は入口に立ちたり︒︵略﹀︑配達夫は

三郎はいつもにこくして 七508図 ﹁︵略﹀︒﹂とよびて︑配達夫

宿はいつもの所です︒

四113今一本ノ木ハシブカキ

七166團

と︑口々にほめた ︒

一方には﹁︵略﹀︒﹂

昔ノ綜車ニテ紡グ時ハ︑

て︑東國へ出立せり︒

十﹇869図

﹇本ノツムニ一人ヲ要スベキニ︑
︵略﹀︒

ゐますから︑爲眞でも笑って窩って

︵略Vふでを買ひに來た︒一本 八104團

筆一本デ美シイエヲカイタ

いてふ

ソマツニハ使フベカラズ︒

八402國之ヲ思ババ︸本ノマツチモ

リ︑︵略V︒

七273

心せんつつのをご本買って︑︵略﹀︒

六302

デスカラ︑︵略﹀︒

を 罵 り な が ら ︑ 一 方には﹁︵略﹀︒﹂

を罵りながら︑

十一492 一方にはアラビヤ人の不實
と︑口々にほめた ︒

十一斯5 ︵略V︑数條のみぞを造って

船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

﹇方の口から火をたいて室内を温め
る︒

十一一159
トピラ

十282

ほばしら

︵略﹀︑橋はおほむね一本

︵略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

扉ヲ閉ヂ︑︵略﹀︒

十一272図

其の座敷の一間の杉戸に
は檜一本を霊がき︑︵略﹀︒

ひのき

十﹇717図

なり︒

︵略﹀︒

が す
素 を 吸 ひ ︑ 炭 酸 瓦 斯を吐出す︒︵略V︒

さん
十二216 動物は︵略﹀︑空雪中の酸
然るに空氣中の炭酸瓦斯の分量が増
さないのは︑一方に於て植物が之を
消費するからであ る ︒

れ出で︑ひらりとばかり身を水中に

十二282國黒き影は城の一方より現 十﹇745図 ︵略V︑唯檜一本を書がき
投入れたり︒

いっぽうコ報︼号こいつぼうくださる
いっぽう＝法一︵名︶1 一法
めんが爲なるのみならず︑又鵜をは

ざなひ︑尊の野に入り給ふを見て︑

り降り︑﹁︵略﹀︒﹂と勧めて︑尊をい

ひしに︑ここにありし賊どもいつは

尊︵略﹀駿河の國に至り給

するが

会ーリ︾

はり降る

私はよるよくねむります
から︑目はいつもはっきりして

三393

イツモブチトアソンデヰマス︒

何時も

も

九56図
一

三114オトウトハ犬ガスキデ︑
一ボン

げます一法たり︒

十一823図 か窒り火をたくは魚を集 いつも﹇何時︼︵副︶10 イツモ いつ いつわりくだ・る﹇偽降一︵四︶1 いつ

本

いっぼん﹇一本︼︵名︶12

二66囹 ﹁︵略﹀キクノハナヲア

105
いとなむ
いでる

士︒はげましつ﹂も見送る一家︒

十﹁614図圃勇み勇みて出で行く兵
いでるn▽おいでる

いと﹇糸︼︵名︶27 イト 糸 綜尋あ

さいと・きいと・きぬいと︒しろい
と・ぼうせきいと・もめんいと

一214 フトイヒモ︒ホソイイト︒
二325圃 アレアレ︑サガル︒ヒケ
ピケ︑イトヲ︒

ナ︑イトヲ︒

二327圃 アレアレ︑アガル︒ハナス

四236オマツノ店ニハ︑糸ヤ
キレヤフデヤカミガナラベテ
アリマス︒

四238園 ﹁ソノ糸ハ 一カケイク
ラデスカ︒﹂

オマツハ糸トフデヲ紙

ニツツンデ︑ ワタシナガラ︑

四255
﹁︵略V︒﹂

ねばったしるが外へ出ると︑すぐに

蛾が出ると︑綜が取れないか

かわいて練になるのである︒

七332
ら︑︵略﹀︒

︵略﹀︑葉巻巌の練にて葉
も

十二829

︵略﹀︑其のバイオリンを取

綜車

トモ︑成分二異同ナクシテ︑︵略V︒

いとく号こいとく

いとふ

十一257國

毛の車

綜

綜口

夏の経木や萎わらは

るにもいと球輕げなり︒

見

昔都大路をねり行きたり

いとげのくるま︻糸毛車︼︵名︶1

十一26図懸毛車

車

いとげぐるま﹇糸毛車一︵名︶1

︵略V︒

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑

昔ノ綜車ニテ紡グ時ハ︑

つて詩業めた︒弓が一度懸にふれる

言

問はば如何
聞え上げたる

イトフ

﹁そはいと名残をしき
いと・う輔養﹈︵四︶6
飛ーハ・ーフ・一へ蝉

胃と着艦

し練毛の車は如何に優美なりけん︒

胃と北斗

胃と身膿

いと玄

第二十

第二十

八695

八目8

いとしんたい︹課名︺2

是等ハ多クハ他ノ動物ノ
恐ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪

九5610図

味・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑︵略V︒

蜜蜂の群集生活を螢むを

九509図圃

いとど︵副︶1

きやうぎ

得るは︑共同團結して螢働をいとは

て遊び給へ︒

ども︑︵略﹀︒

九899図

我衣食の費をいとふに

是金銀ハ︵略﹀︑産地異ナリ

異同

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

十441図 ︵略﹀︑此ノ業ヲ螢ムモノモ

む

︵略V︑農業を螢まんとする

亦追々二増加シ︑︵略﹀︒

ものには土地を與へ︑農具・種子等

十8210國

蜜蜂は群を遇して共同の

を給し︑︵略﹀︒

︵略V︒

働蜂の若きものは内に居

て幼贔を育て︑又は其の居室を旨み︑

十一62図

生活を螢み︑︵略﹀︒

十一一7110﹇図富貴は人の共に欲する所︑ 十一56図

年の辛苦をいとふべからず︒

十二708図

老後の安樂を願ふ者は若

あらざれども︑何虚へなりとも出で

十一723図囹

な︒

十一5910図圃
軍に行かば︑からだを いとな・む﹇営︼︵四・五︶7 螢ム 管
た ま
いとへ︒ 弾丸に死キとも︑病に死キ
む飛ーマ・ーミ・ーム三号あいいとな

まざるによる︒

ず︑︵略﹀︑團艘の爲には身命ををし

十一89國

十一869図

いとぐるま﹇糸車﹈︵名︶1
いと

と︑︵略﹀︒

いと﹇最﹈︵副︶2

雲ゐまで

の葉は︑︵略﹀︒

にと

かしこし︑うぐひすの

︵略V︑それから繭をにて︑綜 九918図圃 ︵略﹀︑勅なれば いとも

三色二二染メタ練デ織ツタノ

を取るのである︒

七334

八648

く

蜘蛛は其の膿より綜を出
網を張らんとする時は︑

事なり︒

︵略﹀綿花ハ︵略﹀︒︵略V︒ 十一726図圏

ガ縞物デス︒
十一859図

︵略V︑イヨイヨ延シテ︑イヨ︿細

工女ハ︵略﹀︑絶エズ締

クシ︑次第ニヨリヲカケテ練ノ形声
近ヅカシム︒

十﹁863図

上手ナル者ハ一分時ニヨ

二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チ芝之ヲ
ツナグ︒

十一867図

ク十数本ノ練ヲツナグトイフ︒
ラフソク

モ

十一872図 ︵略V彼ノ蝋燭ノ心トス
ル太キ綜︑︵略V︒
ク

キ綜︑︵略﹀︒

十﹁877図
は︵略﹀︒

︵略﹀︒

け︑終に完全なる網を造る︒

十一883図

︵略﹀︑次第に細き綜をか いどう﹇異同﹈︵名︶1

先づ幾條かのやΣ太き締を渡し︑

十一882図

して網を張る︒

十一881図

をつ父り合するは裁縫の業に同じ︒

十一878図

まゆ
習細の練を吐きて繭を造る

四257囹 ﹁糸が十五セン︑フデガ 十﹁873図 ︵略﹀︑蜘蛛ノイノ如キ細
七セン︑︵略V︒﹂

六346図 麻又バカラムシノ糸ニテ織
︵略﹀︑カラムシノ糸ニテ

リタルモノヲ麻織物トイフ︒
六348図

織りタルモノバカタビラナドニツク
ル︒

七287 一匹の童の口から出る綜をの
ばして見ると︑︵略 ﹀ ︒

︵略﹀︑口から美しい綜を出し

七288 この長い練を出す鍛が︵略V︒
七322

慧 の 口 の 中には︑︵略﹀︒︵略﹀

て︑からだを包む︒
七326

いぬ

いどばた
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いにしえ﹇古﹈︵名︶8

いなんうごじゅうどいなん

︽ーム彰

利根川ハ︵略﹀︑古ヨリ坂

東太郎ノ名アリ︒

五月五日二︵略V︑男子ノ

な

ら

︵略﹀︒

にほひぬと︑
言の葉の

あいぬの数︑古は甚だ多か
︵略V︑古の奈良の都の八
アスカ

アンゴ

コ︑二程近キ飛鳥ノ安居院

ふみ

嚴島は古より日本三景の

第十八

犬

イヌ

温

犬
第十八

いぬ

な︑おのが治むる國は如何にと︒

七目6

いぬ﹇犬﹈︹課名︺2

七596

クロイネコシロイイヌ

いぬ﹇犬﹈︵名︶32
かりいぬ

ニー52

︵略﹀︑ミヅノナカニモサ

ハシノウヘニキマシタ︒

ニー43犬ガサカナヲクハヘテ︑

ヤ︒

モノ︑イヌガヒキダス エンヤラ

一384璽 クルマニツンダタカラ

一174

犬←

十二26図圃古の書見る度に思ふか

一に数へられて殊に名高く︑︵略﹀︒

十一205図

いつくしま

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︵略V︒

十瓢4図

重櫻︑今日九重ににほひぬるかな︒

十953図圓

りしが︑近年次第に減少して︑︵略V︒

十828図

つかうまつりし

八重櫻︑今日九重に

九931図圃︵略V︑古の 奈良の都の

風習ナリ︒

福運ヲイノルコト︑我が目零ヨリノ

九277図

古

ひおろして熱るけものを︑弓で

みなかの四季

第三

七目4

みなかの四季
田舎道

男の︵略﹀︑小馬に乗って︑

いなびか
︵略﹀目がくらむやうないな

否む

あらず︒﹂とて之を否む︒

稻村が崎

いなむらがさき﹇稲村崎︼︹地名︺2

劔投ぜし古戦場︒

七里み濱のいそ傳ひ︑
稻村が崎︑名手の

十二238図画

九147図

いとったのです︒
いとれる

十一88図 蜜蜂の群集生活を病むを

飛ーレ︾

いと・れる︻射取﹈︵下一︶1

得るは︑︵略﹀︒

︿略﹀︑其の一事業として

ひのき
杉・二等の植林を辛み︑︵略﹀︒．

十一価2図

︵略﹀大きなみのししで︑

︵略﹀︒早くて早くて︑とても弓矢
田舎

が段々に増加し︑遂には地球上の動

十二215 ︿略V︑空拳申には炭酸瓦斯 四168

みなか

ではいとれません︒
母がてぎはの大こんなま

十一斯1町には瓦屋根の家もあるが︑
わら
田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

す︑これがみなかの年こしざかな︒

七12エ圃

いなか﹇田舎﹈︵名︶2

物が呼吸作用を螢むことが出來なく
なる道理である︒

いどばた︻井戸端﹈︵名︶2 ヰドバタ

二26一 オカアサンバヰドバタデ

ゐどばた

エモン

︽一

高虎﹁年老いて其の任に

いな・む﹇否﹈︵四︶1

そろしいかみなりが鳴りました︒

びかりがして︑耳がさけるやうなお

五481

り

いなびかり﹇稲光︼︵名︶1

會つた様な氣がする︒

田舎道を通るのを見ると︑昔の人に

十一鵬1

いなかみち﹇田舎道︼︵名︶1

七92 第三

朝早くから ゐどばた いなかのしき︹音名︺2 みなかの四季

水ヲクンデヰマス︒
四701圃
で︑母はせい出す あらひ物︒
ヘイザ

いどへいざえもん﹇井戸平左衛門﹈︹人

名︺1 井戸平左衛門

エモン

日ノ如ク全入到ル慮二作ラル・二至
ヘイザ

十315國 此ノ芋ノ︵略﹀︒然ルニ今

コンヤウ

リシバ︑主トシテ井戸平左衛門ト青
木昆陽トノ煮皿力量ヨル︒

んいとま

いとま﹇暇︼︵名︶2 いとま 暇弓お
是より暇を請ひて郷里に

蹄り︑公私の用を終へて︑再び江戸

十二878ロコ凶

に出つれば︑︵略﹀︒

事を引起せしこと其の例数ふるにい

十二8910図 煙草の吸ひがらより大火 十二378図
とまあらず︒

いとる

いとまごい号おんいとまごいしたまう
ッ彰

いと・る︻射取﹈︵五︶1

四156 ︵略﹀︑高いところがらお 十二25図 稻村が争

カナヲクハヘタ犬ガヰマス︒

ヨイオヂイサンバ白イ犬

二273犬モヲヲフツテ︑ツイテ

イキマス︒

二506

ヲーピキカツテ︑︷略﹀︒

二512アル日犬ハオヂイサン

トナリノワルイオヂイサ

ノタモトヲクハヘテ︑︵略V︒

二527

ンバ︵略V︑犬ヲカリニキマシ

タ︒

オヂイサンバ︵略V︑ソノ

︵略﹀︒

二532サウシテソノ犬ヲツレテ

イツテ︑

二542

ヨイオヂイサンバ︵略V︑

犬ヲコロシテシマヒマシタ︒

犬ヲウヅメテ︑︵略V︒

二546

イツモブチトアソンデヰマス︒

三114オトウトハ犬ガスキデ︑

いぬはおきて︑ないてゐ

ます︒︹ひらがなのドリル︺

三132

にながく居ることはできませ

三496人や犬などは水の中

ん︒

四641犬はよろこんで︑雪の中

鹿ハ ︷略﹀︒︵略﹀︒トウく

をとびあるいてゐます︒

七597図

すべて犬は人になれ易く︑

犬の種類はすこぶる多し︒

犬二曲ヒツメラレマシタ︒

五737

七614図

昔より﹁犬は三日かへば︑

かしこくして︑よく主人の命を守る︒

七616﹇図

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

107
いのち

いぬ

眠れる時も人の足音を聞けば︑た雲

七618図 犬は耳ざとき動物にして︑
ちに目をさます︒

ます︒

じゅくして︑重さうにほをたれてゐ

た︒

ししが︑︵略Vかけおりて來まし

ばうし
直接な犬は古帽子をくはへ

て︑あはれな主人の爲に︑道行く入

のししで︑きばをむき出して︑

四164牛ほどもある大きなゐ

十二818
六152

︵略V︑人が大ぜい出て︑稻を

かつてゐます︒
がわるくなるから︑︵略﹀︒

六153かつた稻が雨にぬれると︑米
刈った稻はさをや木にかける

をたてて︑とんで來ます︒

はないきをあらくして︑土けむり

の投與へる士暑湿を待ちわびてみる︒

葉かげにいねし鳥ははや

六157

四174 みのししはまっすぐにた
だっねの方へ下りて來ます︒

ゆめも見あきつ︒

恐ろしいのは二百十日頃の大

貸く︑︵略﹀︒

九689

あらしで︑︵略﹀︑稻の花は散る︑一

みのししのせなかへうしろむき

みのししはますますあば

にとびうつりました︒

れてかけおります︒

四178

みのししはどっとたふれ

ましたが︑︵略﹀︒

四192

六242

︵略﹀︑子どもはあやふい命を

︵略V︑南部にてははやいのち﹇命︼︵名︶13 命

になってしまふこともある︒

年中の農夫の辛苦が一夜の中にむだ
十一359國團

稻の花盛りの由に御座候︒

二月六日

命がをしくなったか︑妻子

がこひしくなったか︒

九193囹

をたすかった︒

たすかりました︒
稻こき
かわくと︑それを稻こきでこ 六577 信玄はそのすきにあやふい命

いねこき﹃稲扱︼︵名︶1

いてもみを取ります︒

六161

︵略︶︑ただつねは馬から

か︑地面にひろげるかして︑よく日

︵略V︑前の如く夜もすが

早く寝ねて早く起くべし︒

九606図

バリ

七 イヌノヨクバリ
七 イヌノヨクバリ

犬吠崎

稻は實がいる︑日よりはつ

四177

寄目8

吠崎

ポゥザキ

犬吠峰

七112圃

にかわかします︒

︵略﹀︒

九619図︵略﹀︑早く寝ね︑早く起き︑

九116図國

ネ彰うしずまりいぬ

七625図 外國にては︑犬をして牛か い・ぬ﹇寝﹈︵下二︶4 いぬ 寝ぬ 丙一
ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

七626図 二三匹の犬︑よく二三百頭
の牛︑二三千頭の 羊 を 追 ひ ま は し て ︑

主人の行く方へ行かしむといふ︒

そりを引かしむ︒

七628図 又寒き國にては︑犬をして
十一736図

ら寝ねずして︑明日はかく書がかん

七629図 八九頭の犬いきほひよく数
人を乗せたるそりを引きて︑雪の道
などひとり言いひ居たり︒

に藥品・食物などを入れたるかごを

ニー42

イヌノヨク

を走り行くさま︑︵略︶︒

かけおきて︑つかれたる旅人をすく

七633図 ある山口にては︑犬のくび いぬのよくばり︹課名︺2

はしむることあり︒

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

九17図

イヌボウ

イヌ
七636図 又近ごろは戦場にも犬を用 いぬぼうざき︻犬吠崎︼︹地名︺2犬
といふ︒

いなふこうけん

稻生恒軒

り︒

いなふこうけん

いのしし︻猪﹈︵名︶6

を全うしたる者も︑大がいは着のみ

九753皇国 死者四人︑︵略﹀︒幸に命

着のまΣにて︑︵略﹀︒

︵略V︒勝も勝︑大勝であっ

たのに︑ 人の命にはかへられない

九862園

愛作さんのりっぱな心がけ

と︑相手を助けてやったのは︵略V︒

九871圏

で︑熊吉の命が助かりました︒

どこの田を見ても︑稻がよく 四162︵略V︑矢にあたったみの十333図 ︵略V︑罪人ドモ．ハ魚類・果

みのしし

皆後世女子の模範とすべき徳行な

に祖先の祭に心を盤したる︑︵略﹀︑

十二325図

︵略﹀︑稻生恒軒の妻の常

いのうこうけん︻稲生恒軒一︹人名︺1

井上野壷 淺吉 九201圏 何で命ををしみませう︒

銚子港ノ東南一里鯨︑犬吠 いのうえべんぞう門井上勉蔵﹈︹人名︺

1

ザキ

九183図

八693團

︵略﹀翌朝三時頃急に水

崎ニハ燈豪アリ︒東太平洋二面シ︑

九737魍團

風景ノ美ヲ以テ名高シ︒

井上勉藏

音はげしく相成り︑犬のなき聲もた

イネムギイモダイコン

殿

貸ならずと思ふ間 も な く ︑ ︵ 略 V ︒

一336

十299犬を連れた男が銃を肩にして︑ いね﹇稲︼︵名︶10 イネ いね 稻
︵略V︒

たんぼにはいねがよくみのつ

ドヲ作りマス︒

十807図 男子も女子も寒き時は犬の 四36一 イネノワラデハ︑タワラ
コモムシロ ナハ ワラヂミノナ
皮などにて造れる羽織の如きものを

用ひ︑︵略﹀︒

六148

てるます︒

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

十835 犬と猫は最も多く家に飼はれ 六86
る獣である︒

り に 使 ふ 爲 に 飼 ひ ︑︵略﹀︒

十835 犬は夜を守らせる爲︑又はか

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死
スルモノ年々少カラザリキ︒
︵略﹀︑刀を取直して腹

いはなす

よ一は︵略﹀︑よくねらひ

いはな・す﹇射放︼︵五︶1
︽ーシ彰

四823

かき切らんとす︒︵略﹀︑﹁何とて命

十一458図園

をさだめ︑弓を引きしぼって︑
イバル

ヨワ

︽一

ひようと

ッ彰

三144

西洋紙ハ又﹁葉書や切手ヤ

ゴヘイニハナレマイ︒﹂︵略﹀︒

ニイバツテモ︑アノ神ダナノ御札ヤ

ヒマスト︑日本紙ハ︿略﹀︑﹁ソンナ

印紙ナドハ皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂トイ

七498園

イ︒﹂ト︑イバツテヰマシタ︒

ヒテニナルモノハ一人モナ

イモノバカリデ︑ジブンノア

ソレデ﹁日本中ニハ

いば・る﹇威張︼︵五︶2

一矢いはなしました︒

を捨つるに及ぶべ き ︒ ﹂ と ︑ 取 っ て お

﹁將軍の命は我々千萬人

さへて動かせず︒

十一573囹︺
﹁將軍の命は我々千萬人

の命よりも貴い︒

十一574園
の命よりも貴い︒

が命を惜しむ理由はない︒

十一579囹 我が子の死ぬのを見て父

い

十一612図國 武勇のはたらき命さ＼
イノル

げて︑御國の敵を 討 ち な ん ︑ 我 は ︒

︽ーッ・ール彰

い の ・ る ︻ 祈 ﹈ ︵ 四 ・五︶5
のる

九614図

トイツテ︑スグニ

ハ

ハキマセン

三552園 ︵略V︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

トコタヘルバカリデス︒

三545園 ︵略V︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

行キマセン︒

トイツテ︑ナカナカスグニ

︵略V︑夜具・衣服の類はし 三541園 ︵略V︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂
あいぬの風俗は︵略﹀︒其

ばく日光にかわかすべし︒
十804図

の衣服・食物・家屋の有様に至りて
も異なる所多し︒

デシタ︒

十一一456図︵略﹀︑又衣服の原料も綿・

麻・生綜に仰ぎて︑家畜の毛に求む

今う

今ハ死ンデヰマスガ︑モ

から枝へとんでゐます︒

四653 今あのうめの木の枝

ス︒

四517 海上ヰ三時ヨリモ︑今
ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ

シタ︒

トハ海ノ中デォヨイデヰマ

四515

をつけません︒L

ぐさものをおくる時には︑のし

四452圏今でも︵略﹀︑すべてなま

をつかふやうになりました︒

四434囹 それがだんだんにかは
つて︑今では紙で作ったのし

をしてゐます︒

みんなあつまって︑色色なはなし

がいくたりとほつてゐますか︒﹂
四298 ︵略V夕はんが今すんで︑

四67園今あのはしの上を人

ほってみる長いはしが︑︵略﹀︒﹂

四64園﹁それでは今くるまのと

ろしてるるのです︒

まってみるのは︑今あみをお

三604右の方に五六そうかた

ること少かりしによる︒

其の他食器・衣服等何事
にも清潔を旨とするは衛生上にも必

十二897図

四季寒暑の憂り目にはと

要なる事なり︒

十二907図

家の牧入を基として︑豫

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒
め其の支出を定め︑衣服・飲食の費皆

十二921図

いま

其の範園を越ゆることなかるべし︒

イマ

いほくうごじゅうどいほく
ただいま・はいいますぐに

︵略﹀︑禮儀は早く唐人 いま﹇今﹈︵名︶以

構へし其の名君子國︒祖先の遺

も

十﹇鵬10図國

四816 しばらく目をつぶって︑ いふう﹇遺風﹈︵名︶2 遺風
神さまにいのってから︑目を
ひらいて見ると︑ こんどは扇

イマ仁木ノ上ニヰマス

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

三533園何ヲ言ヒツケラレテモ︑

きます︒

すぐに 一びき くはへて︑でて

今もぐつた かとおもふ

ヘイタイニ イツテヰマス︒

ーバン上 ノニイサンハ

モウスコシ タツト︑︵略V︒

二204

ナツテキマシタ︒

オキクガイマオキヤクニ

二27イマ日ガデマス︒
我等臣民も亦祖先の遺風に

らざるべからず︒

イブキ
いぶき﹇伊吹﹈︵名︶1 伊吹

十一302図︵略V我が軍艦ノ名ヲ知レ
イコマ

ルモノニ三笠・富士・筑波・生駒・

ツクパ

ルナルベシ︒︿略﹀︒山ノ名ヲ附シタ
イブキ

衣服

鞍馬・伊吹・淺間等︑︵略﹀︒

クラマ

いふく﹇衣服︼︵名︶7

衣服もよく洗ひて︑よごれ
たるをば着ることなかれ︒

九593図

二77

風つぎくて︑同胞すべて六千萬︒
十二29図

が少しおちついて見えます︒
のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

八71図國 とこしへに民安かれとい

︵略﹀︒

祖宗の大業を承けて︑

神︒

五月五日二軍人形ヲカザ

從ひ︑一致協同して︑此の國家を護

九277國

リ︑ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲ
イノルコト︑我が國古ヨリノ風習ナ
リ︒

九833 五人の騎手は神に勝利をいの
つて︑第二のあひつを待ちかまへて
みる︒

十二25図圃 承けつぎし國の柱の動
きなく榮えゆく代を尚いのるかな︒

ζ饗毅

・いま
いのる
108

109
いま
いま

けよ︒

保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ

り︑學びの光を身にそへよ︑身につ

四676 今モ外生ラカヘツテ︑ス
ヘリ︒
グココへ來テヰル所デス︒
六844図圃 ︵略﹀︑昔を考へ︑今を知
五18 ︵略﹀︑今まであかるかったせ
か い が く ら や み に なって︑︵略﹀︒

﹁先生︑少シオ待チ下サイ

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︵略︶︒

五391 汽車が階ていしゃばへっきま 七233図
した︒

ヒナシ︒﹂

八27図

廣瀬中佐ノ乗レル福井丸
﹁杉野ハ今黙火ヲ終ヘタ

船ハ次第二沈ミ行キテ︑

すぼ

﹁自分は今こそこんな小刀

其の時分までよそへ奉公に行

マツチハ今ヨリ凡ソ百年

八497図今ヨリ千二百年ノ昔︑︵略V︒

今より後はたがひに親密

れるをさとりしならん︒

電車サへ開通セリ︒

十43図

︵略﹀箱根騨モ︑浴客ノ多

︵略V︑ソレヨリ噴出シタル

此ノ四山ノ噴火モ今ハ全ク

然るに此の大風の爲に︑今

たがひに心もとなく思ひ合

ぽ

祭の服に

古風ゆかしき我が國の

し

去年の今夜清凍露の御宴に

費買トイフコトナカリシ遠

今ノ文明諸國ノ貨幣ニハ主

然るに此の寺は今より凡そ

トシテ金銀ヲ用フ︒

九895図

ホカ・ル事アリトセバ︑︵略V︒

キ昔ニハ︑︵略V︒若シ今ノ世ニモナ

九881図

はてに住む身に近くあり︒

侍し︑︵略︶︑其の御衣は今なほ西の

九812國

しみしに︑︵略﹀︒

ありて︑道眞の今の身の上を深く悲

九7910図 ︵略︶︑昔より相知りし尺長

残りたり︒

かんむり・烏帽子今は唯

ゑ

九5110皇恩

如何なりしそ︒

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

九496図

までの騎駝の足跡消えたれば︑︵略﹀︒

九469図

止ミタリ︒

九4110図

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

九417図

︵略﹀噴火山ナリシナリ︒

ク集レル今ノ箱根七湯モ︑遠キ昔ハ

九4ーエ図

ヲクラベ見バ︑︵略V︒

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

八721図圏諸君は今にして諸君の誤 九407図 昔ヲ知レル人︑若シ君道ノ

に暮すべし︒

八724図圏

名古屋城は︑今より凡そ三

とくがはいへやす

八936図

百年前︑徳川家康が︵略﹀造らしめ

名古屋の南に熱田あり︒今

たる名城にして︑︵略V︒
あっ

八956國

︵略V︑毎年亙りて︑我が

合して名古屋市の一部となれり︒

九31図園

娘を取食ひ︑今また残りの一人をも
︵略﹀︑宮を建ててそこにま

食はんとす︒

九68図

あっ

つれり︒今の熱田神宮即ち是なり︒

九107図圃花に宿れる蝶は今入さめ
蝶の遊ぶ時は今なり︒

たり︒

九112自覚

鳥の遊ぶ時は今なり︒

併し今の戦孚は昔とちがつ

九121國團

それが今は朝の急行列車で東

昔の道中には︵略V︒︵略V︒今

︵略﹀︑今ハ此ノ山坂ヲ越ユ

下心此ノ七湯ノ外二新シキ
温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出來︑︵略﹀

ヲンセン

九401図

ルモノ少シ︒

九395図

方々に鐵道が通じてみる︒

は水路に汽船があり︑陸上にも所々

九382

着くことが出來る︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九357

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功名を立てる標な

︵略V︑後神殿を今の五十鈴 九226囹
︵略﹀︑今見た事をすっかり話

の川上に造り︑︵略﹀︒

リ︒

前︑芸評ニテ寒明セラレタルモノナ

八404図

の後をついで︑︵略﹀︒

つて居った若いむすごが︑今では其

八343

は人に知られた刀かちで︑︵略V︒

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八333囹

して聞かせました︒

八259

い

二曲スデニ甲板ヲヒタセリ︒﹁今ハゼ

七916図囹

ルゾ︒

七898図圏

ハ︑今惹起ノ港ロニ進ミタリ︒

リヨジユン

七895図

とどきますから︑︵略V︒﹂

出しさへすれば︑どんな遠い所へも

あって︑︵略﹀︒今では切手をはって

昔はひきゃくといふものが

マセ︒今風デアカリが消エマシタ︒﹂

五405 あちらの方のは︑今下りた人 七246囹
の切符をうけ取ってみるのです︒

せう︒

︵略﹀モ︑馬モ車モ今見エタ

五411 あれは今のつた人の手荷物で 七536園
五427

カト思フト︑スグ後ニナツテシマヒ
マス︒

五647園 それから直すぐにへんじを
書 い て お 出 し な さ い︒﹂

五70一 旧恩ノ裏デハ今スマフガハジ
マツテヰル︒

五804 東西の勝馬は今いくさのまつ
さい中である︒

六277囹 今デハ鐵ハ銭ノ仲間心機ハ
インマセンガ︑︵略 ﹀ ︒ ﹂

け れ ば な ら な か っ た︒﹂

六308囹 今のお客にもう一鏡上げな
六617圃軽いまその杖をもぎ取られ︑
かへりの道が知れ ま せ ん ︒ ﹂
ハトバ ノ 右 二 着 イ テ ヰ ル 汽 船

ハ今荷物ヲオロシテヰル︒

六79一

六792 左手ノ汽船ハ今荷物ヲ積ミコ
ンデヰル︒

キヲ見テ︑︵略﹀ ︒ 今 ハ 工 業 モ 大 イ ニ

六811國 昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少
ヒラケテ︑エントツノ煙ハ空ヲオホ

いま
いま

110

一千二百年以前のものにて︑昔なが
らの形を適せり︒

十117図國 人え皆 静まりいねし
ま夜中に 三組立つる 木々え今
語り出しぬ︒

︵略﹀︑其の作れる文は古文

の手本として︑今なほひろく愛讃せ

十156図

らる︒

︵略﹀︑私も明年は是非と

十237図画 今ヨリ後五日目ノ朝再ビ
來ルベシ︒L
十2610圓團

十6310

一隻の捕鯨船が今謡⁝かに波を

六七十尺の大鯨も今は全く息

切って進んで行く︒

十665
他のボートを見れば︑今新に

絶えて︑水面に横たはる︒

十667
鯨を追ふものもあり︑鈷を打って鯨
然れども入墨をほどこすこ

に引廻されてみるものもある︒

十7910図
彼等は元は︵略﹀︑算数の

とは今は全く禁ぜられたり︒
十825國

考もとぼしかりしが︑今は内地人と

同じく︑護み書き・計算をもなし得
あいぬの数︑古は甚だ多か

も御仲間入致し度と今より相盛しみ

十829図

るものあるに至り︑︵略V︒

いてふ
︵略﹀︑ 古 い 銀 杏 の 木 が 一 本 ︑

居り候間︑︵略﹀︒

りしが︑近年次第に減少して︑今は

十282

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

維新前までは牛肉を食ふ人は

僅かに二萬人に足らず︒

リ︒
十983眉コ凶

︵略V︑規模極メテ大ナリシ

奈良ノ山雪街ノ西ハ土目ノ都ノ

︵略V︑鎌足が靴ヲサ︑ゲテ

丈六ノ佛ノミ残レリ︒
かさぎ
︵略﹀︑主上尚笠置におは

しませし時︑︵略V︒然るに今︑主上

十一142図

ナリ︒今ハサ・ヤカナル堂中二古キ

皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺

十瓢6図

古堂ノ中ニハ平時ノ佛像今尚存ス︒

︵略﹀︑千二百飴⁝年ヲ平門ル

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

十975首骨

ガ︑軍国往時ノ三ノーニモ足ラズ︒

十949図

ぬ虚がなくなった︒

至って少かったが︑今では全國食は

十844

も残ってみない︒

此ノ芋ノ始メテ琉球二十

の中には︑寒菊が今を盛りと咲いて

十293 霜にやけて︑赤くなった杉垣
みる︒

十312図
ハリシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑
︵略﹀︒

十389図蟹 ︵略V︑くつれ残れる民屋
ユ︑今ぞ相見る二士軍︒

十527國囹 義仲の幼目に見たりし時
も︑︵略V︒今は七十にも悟れば︑殊

まして戦場にては︑︵略﹀︑

の外白髪には成り た ら ん に ︑ ︵ 略 ﹀ ︒ L
十541﹇図囹

退く時には︑今はかなふまじとそし
る︒

地ノ人始メテ之ヲ畿見セリトイフ︒

十609図︵略﹀︑今ヨリ三百年前︑此ノ

昔都大路をねり行きたり

隠岐に遷され給ふと聞き︑︵略﹀︒

十一258図

し綜毛の車は︵略﹀︒今は爾陛下も馬

車に召し給へば︑古風の牛車は博物

フルトンの始めて造りし

館に行かずば見るべからず︒

十一278図

汽船は︑今の小さき川蒸氣程の大き

御地は今尚冬の季節と

思へば今より六十年以前

さなりしならん︒

十一285図
．には︑︵略﹀︒

十一359圓團
存候︒

今なりと︑心を取直せども︑︵略V︒

十一449口繭凶夜に入りて︑討つべきは

故に今より出帆せんとす

る船は︑ 之を見て出汁を見合せ︑

十ニー88図

︵略﹀︒

ふな

﹁︵略V︑我は糧食殆ど

﹁事の成否は今より豫

鑑きたり︒今は轍にあぎとふ鮒の如

わだち

十二274図囹

し︒

十二278重創

﹁良人今濁り身を全う

測すべからず︑︵略V︒

．して︑祖先以來の勇名を辱しめ給ふ

十一一311且且

か︒﹂

︵略﹀︑此ノ改築ヲ計書シ︑

今新校舎ノ出來上ツタノハ眞三慶賀

十二352

スベキ事デアル︒

今より百三十鯨年前安永

養翼も亦早くより開け

︵略V︑今の今まで誰一人も

氣附かなかった︒

十二852 ︿略﹀︑今の今まで誰一入も

氣附かなかった︒

十二852

西印度諸島の一なり︒

サンサルバドルと命名せり︒是今の

十二801図︵略﹀︑コロンブスは︵略V

有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒

十一一502図圃 千里比隣の今の世は

て︑今尚盆k盛なり︒

十一一449図

八年櫻島の破裂せし時は︑︵略V︒

十二431図

と聞く︒今之を推翠するは如何に︒﹂

十二3710﹇図園﹁汝多年嘉明と不和なり

レルハ︑︵略﹀︒

リ︑コ︑二新校舎ノ落成ヲ見ルニ至

︵略V心の中を打明け 十一一362図 今本町民諸君ノ熱心ニヨ

居合せたる人々︵略︶︑

て︑﹁今は自ら死ぬるより外なし︒﹂

十一456図園
とて︑︿略V︒

十一459図

取っておさへて動かせず︒熊王今は
︵略V︑先年大風雨の爲︑

せん平なく︑︵略﹀︒

十一765國

瀧口の一角崩れ落ち︑今は其の奇勝
昔ノ綜車ニテ紡グ時ハ︑

を見ること能はず︒
十一8610図

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑今
ハ︵略V︑能クニ千本ノツムヲ扱フコ
トヲ得ベシ︒

覚

︵略V︑此の極北の寒地
も今ははや生れ夷懸の如き心持に相

十﹇期6即身
成候︒

敵手は逃れぬところと
悟したりけん︑︵略﹀︒

十二87図

111
いまに
いま

十二862図

東京高輪泉岳寺

たかなわせんがくじ

︵ 略︾︑

﹁汝の今夏を慶するは

の墓前には今尚香花の絶ゆることな
し︒

十二967図圏
我が此の機を断つ が 如 し ︒ ﹂

國民皆兵 な る 今 の 大 御 代 ︑

十二m7図 天皇陛下を大元帥と仰ぎ
奉り︑
︵略V︒

明治十五年軍人に下し給

七912図囹

﹁今一度ごト︑中佐八三

タビタヅネマハレリ︒

心をゆるすべく︑︵略﹀︒﹂

十﹁419図囹

いまだ幼ければ︑敵も

シメタリ︒
ほ

くすのきまさつら

たかち

め︑高粛学艦乗組水兵の母が其の子

し︒

然るに未だ一月もた︑ざ

未だ一度も卓筆を取り給ひしことな

十一722図囹 ﹁君は︵略﹀︑三年の間

十二331図楠木正行の母が正行を戒
を叱りしが如きは︑︵略﹀︒

他ノニ人ハ︵略﹀︑恐レテ

直ちに其の機を断ち︑孟

出デズ︒今シバシタメラババ事アラ
十二966図

る内︑又再び引返して一調寺に帰れ

十一747図
﹁汝の今學を廃す

り︒

十一価7図

︵略V︑二十年來未だ一人

Σには至らず候︒

へども︑未だ盛に採掘に着手せらる

十﹇珊7國團

︵略V︑殆ど無墨藏に候

子を戒めて曰く︑

畠ーフ単

戒め

るは我が此の機を断つが如し︒﹂と︒

給ふ

今宿

いまじゅく

いまじゅく

︵略﹀︑播磨の今宿といふ

イマダ

いまだ

鎌足早クヨリ其ノ人トナリ
ヲシタヒ奉り︑︵略﹀ト思ヒシガ︑未

八506図

しが︑事の未だ成らざるに先だち︑

三184

虚心帝國は創建以來年尚

︵略﹀更に西へ向って航

他國に行きて︑︵略V等を

イマニ

旨旨

サヘヅルダケサヘヅルト︑

イマニユフダチガキマス︒

﹇365カミナリガナリダシマシタ︒

今に

いまに︻今︼︵副︶8

り︒

も其の國民の品格の知らる﹂ものな

其の國人と一語を交へずして︑早く

見れば︑未だ其の國情を詳にせず︑

十二瓢6図

︵略﹀︒

あり︑未だ良雄と相識らざりしが︑

十二866図薩摩の士に喜劔といふ人

となき大洋なれば︑︵略V︒
さつま

行せり︒是より先は未だ航行せしこ

十二778図

國に及ばざるものあるは︵略V︒

淺ければ︑首府の三訂の未だ里謡二

十二655図

︵略V︑士氣も兵氣も衰ふ 置 の犯罪者をも出したる例なし︒

奉るといふ︒

所より山陰道へか︑りて遷幸をなし

十一152図

いまじゅく︻今宿﹈︹地名︺1

ねんごろに戒め給ふ︒

ぺければ︑ゆめ此の訓を忘るなと︑

十二拠7図

ることあらんと戒め給ふ︒

のは︑時に臨みて或は不畳の名を取

十二m10図

平生より此の響町なきも

いましめたま・う︻戒給﹈︵四︶2

︵略V︑どうか今四五日の

八531國
バレントス︒

八678團

口にうましとて多く食ふこ

ところ御ゆるしを願ひ度う御座いま
す︒

九583図
となかれ︒︵略﹀︒今一口といふ所に

十一一㎜10図

て止めよ︒

︵略﹀馬を受取る段になつ

いまえもん号すずきいまえもん
いまかいまかと︻今今﹈︵副︶1

くと
︵略V舟坂山にかくれ︑

今かくと待ち奉れり︒

十﹁149図

今更

︵略﹀︑此ノモノノナカリシ いまだ﹇未見︵副︶13

いまさら︻今更一︵副︶2

未ダ

未だ
昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二歳ノ便

八387図

今か

て︑大耳は今少しまけぬかといふ︒

十一474

へる勅諭こそ︵略 ﹀ ︒ 今 謹 み て 其 の 大

︵略V︑復古の政と共に陸

意を述べん︒

十一一m5図

海軍の今の制度を定め給へる由來を
詳 に 御 諭 し あ り ︑︵略V︒

いま﹇居間︼︵名︶2 居間

十一728図 或夜小僧住持の居間に來
りて︑︵略V︒

十二895図 凡そ家内の掃除は座敷・
居間・墓所のみならず︑便所の隅よ
り下駄箱の奥までも注意せざるべか
らず︒

八389図諸子ハイマダマツチノ製造

イマシム

場ヲ見落ルコトナカルベシ︒

利ナルニ驚カル・ナリ︒

いまし・む﹇戒︼︵下二︶4

までもなし︒

四113 一本ハキザハシデ︑︵略V︒ 九5810図 酒・煙草の害は今更に言ふ

いま﹇今﹈︵副︶9 イマ 今

︵略﹀︒今一本ノ木ハシブカキ
デスカラ︑︵略V︒

笠置も落ちたる由風聞ありしかば︑

學びのはじめぞ︑つΣし

子供らの

︵略﹀︒

島更に現れ︑︵略﹀︒

十一183図

一眠未だ去らざるに︑一

めよ︑いましめよ︒

ダ近ヅキ奉ル折ヲ得ザリキ︒
四554 ︵略﹀︑イマ一足デヲカへ いましむ 戒む 箇ーメ・ーメ溶出
上ラウトイフ所デ︑︵略V︒
六841暴君 ︵略V︑いつはりいはぬが 十﹁1310図 ︵略V︑早くも義兵を學げ

ミ テ マ ヰ リ タ シ ︒﹂

七75図囹 ︵略﹀︑今一度天顔ヲヲガ

﹁︵略V︑コレホドノワケノ

分ラヌコトハアルマジ︒ヨク︿考

七48図

へ見ヨ︒︵略﹀︒﹂トテ︑泣クくイマ

﹁残念ナリ︑今一度︒﹂

ト︑中佐ハマタモ船内ヲカケメグレ

七906図囹

リ︒

いやし

いまにも
112

イマニマタオリテキマセゥ︒
三343 ︵略﹀︑モウアノヒロイ田

ガハンブンバカリウワリマシタ︒
イマニアノナヘガノビテ︑ ア

ヲイタタミヲシイタヤウニナ
リマセウ︒

三605︵略V︑今あみをおろして
みるのです︒今にあのあみを
だんだんはまべ へ ひきよせて
くると︑︵略V︒

六787︵略﹀シキリニキテキヲ鳴ラシ
テヰル︒今二出帆スルノデアラゥ︒
ほふりゆう

十310図 日本一の古き建物の今にの
やまど

これるは︑大和の法隆寺なり︒
にて今にのこれるは甚だ少し︒

十42図 ︵略V︑古社寺等も昔のまΣ
十︻136図 武家の運命も今に蓋きな
んと︑罵りいきどほる射ちまたに満
つ︒

七36図 ︵略﹀︑正行ハ父ノ玉高ミノ

いまにも﹇今﹈︵副︶3今ニモ今にも
刀ヲ抜キテ︑今明モハラヲ切ラント
ス︒

︵略﹀︑山の様な波が立つ

て︑船は今にも沈むかと思ふ様にな

七851園

︵略﹀︑朝鮮では﹁米のない

らざりしかば︑︵略﹀︒

いもと←あねいもと

八211囹

いや

﹁︵略V︑君は白い雀を見た

いや﹇否︼︵感︶1

イヤ

ことがあるか︒﹂﹁いや︑見たことが

ない︒

三436 ダレモ右ノ方ノナカマ

いや﹇嫌﹈︵形状︶2

ニ ハイルノハイヤデスカラ︑
ミンナガフンパツスルヤウニ

ナリマシタ︒

三693 ウマイゴチソウモ毎日タ
ベルト︑シマヒ ニハイヤニナ

リマス︒

イヤ︿

マス︒日本紙ハ﹁イやく︑君ラバ

イテハトテモカナフマイ︒﹂ トイヒ

破レ易クテ︑少シモ強ミトイフモノ

ガナイ︒

世には農業を以ていや

いや・し﹇卑﹈︵形︶2 いやし 賎し

ず︒

しき職業の如く思ふものなきにあら

十二468國

ワタクシバ︵略﹀︑イモウト ︽ーシキ・ーシク︾

コノ赤イジユバンハイモ

おふ

そこかこΣか

それを聞くより妹の

ウトノデス︒

六627圏

みはいそぎ道ばたを

十一鵬2

のは辛抱も出参るが︑薪がなければ

とさがすうち︑︵略V︒

此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

待構へてるる︒

生きてゐられぬ︒﹂といふ意味のこと

十633図
ビシキ村落ナリシガ︑︵略V︑今や足

わざがある︒

親に事へ︑弟を助け︑

尾町営人口凡ソ三訂ヲ有スルー都會

セらば曽らば︑父母曽

家を治めん︑妹我は︒

十一607図圃

トナリ︑︵略﹀︒

イモ 芋うからい

らば︒弟セらば︑妹セらば︒

6︑ぎさの松に吹く風を 十﹁611図圃

いも﹇芋﹈︵名︶5

いみじき樂と我は聞く︒

十一225図圃

︵略V︑男勝りの大力にていみ・じ︵形︶1 いみじ 余ージキ彰

ボートをあやつりしダーリングの手

十711図
は︑今ややさしきをとめの手にかへ
りて︑︵略﹀親切に看護せり︒

も・さつまいも・じゃがたらいも・た
ねいも・りゅうきゅういも

其の後百年間の嚢達は

︵略V︑今や列車の速度は一時間七十

十一281﹇図

名稔ノカク異ナルヲ以テ

イネムギイモダイコン

一336

思へば今より六十年以前

五哩以上に及ぶものあり︒

十一286﹇図

十307図

モ︑此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來セ

一隻

此ノ芋ノ始メテ琉球二傳

には︑我が國に一哩の馬道も︑

︿略﹀︒

十321図

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

ハリシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十312図

シコトヲ知ルベシ︒

︵略Vの航

の汽船もなかりしなり︒今や全國鐵
道の延長六千哩を越え︑

今や西部縦貫全道も全

路をも開くに至れり︒

十一368國團

部開通致候事とて︑交通の利便いよ

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅
曾ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑︵略V︒

妹

七479国 西洋紙ハ﹁︵略﹀︒便利ニオ

昆陽ハ之ヲ救フニハ︑此 いやいや﹇否否﹈︵感︶一

イモウト

ノ芋ヲ植ウル出監クハナシト思ヒ︑

十335図

︷略﹀︒

いもうと﹇妹﹈︵名︶6

︵略V︑教育ノ普及獲達ハ

く開け︑︵略﹀︒

十二358図

年ヲ追ウテイヨ︿盛二︑今や全國

意味弓むいみ

就學見童ハ樹齢見童百分ノ九十七ヲ
越工︑︵略﹀︒

いみ︻意味︼︵名︶3

三57一

イツタリシマス︒

ノモリヲシタリ︑オツカヒニ

三112

モウトが一入ヅツアリマス︒

ります︒
九803國 ︵略V︑道眞は﹁騨長驚くな 三104ウチニハネエサンガ 一人︑
十659 ボートは︵略﹀︑或は右に或
ニイサンが三人︑オトウトトイ

れば︑雨落つる秋あり︒﹂といふ意

かれ︑時の憂り改るを︒花咲く春あ

は左に引廻される︒今にも沈むかと

主上は詩の心を御さとり

味の詩を作りてあたへたりといふ︒

ぬ︒されど武士どもは其の意味を知

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

十一165國

冷々する︒

︵略V︑五人の騎手は打連れ

いまや﹇今︼︵副︶7 今や 今や
九8310

て︑︵略V︑三番太鼓を今やおそしと
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いりくち

いやしむ

十二姐3図 質素を旨とせざればいつ
八958図

︵略﹀︑海陸運輸の便盆≧開

︵略﹀︑雪道を敷き︑其の上を

け︑産業の励起は今後いよいよ著し
九345

からん︒

賎

心も無下に賎しくなりて︑節操も武
イヤシム

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

勇も忘れ果てて︑︵略﹀︒

いやし・む﹇卑﹈︵四︶2

走る汽車を造った︒いよく無道が
出來て︑汽車の受理をして見る日に

貞ーム蝉

しむ

なると︑︵略V︒

︵略﹀出立したり︒さてい

よ︿沙漠に入りしが︑︵略﹀︒

九457図

十一541図 他人ノ初心ヲ買ハントシ
テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ
ヤシムベシ︒

拝啓︑いよく來月一日

然レドモ少シモ其ノ志ヲタ

かねて御賛同下され候

る段になって︑︵略V︒

ひ

故近藤大尉記念碑︑いよく出取上

十一634雫石

り候については︑︵略﹀︒

十﹁773図上るに随って︑瀧はいよ
︵略﹀︑一更二三ノ機械二

く小︑境は盆≧静かなり︒
十﹁858國

移シ︑イヨイヨ延シテ︑イヨ︿細
クシ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑又更二他ノ機械二

︵略﹀︑教育ノ普及獲達ハ

移シ︑イヨイヨ延シテ︑イヨ︿細

十﹁859図

クシ︑︵略V︒

十二358図

年ヲ追ウテイヨ︿盛二︑今や全國
︵略V︑輸出年々増すば

ワメズ︑イヨ︿勇氣ヲフルヒテ考

十二504図心

就學児童ハ︵略﹀ヲ越工︑︵略V︒

︵略﹀坂路の左右すでに

百重乏いち

かり︒︵略V︒弓乞く産業働みつ﹂
國の富をば渦やせかし︒

1

二85園

いらっしゃる

貞ーイ・iッ・！ル︸

﹁オキクサンデスカ︒ヨ

アニ神サマガタノオトモ

クイラツシヤイマシタ︒﹂

ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ

四592

ツシヤツタノデ︑オソクオナリ

ニナツタノデス︒

︵略﹀︑大神がはたをおらせて

ナラノ大ブツトイツテ︵略V︒

いらっしゃる所へおなげ入れになり

五15

ました︒

五143

スワツテイラツシヤル高サガ五丈三

あさっては八まんさまのお

尺五寸︑︵略﹀︒

まつりですから︑朝早くからあそび

五637團

︵略V︑﹁日本國﹇には

にいらっしゃい︒︵略﹀︒あねより

秀士口は

天皇へいかがいらっしゃるではない

六525囚囚

か︒﹂と︑︵略﹀︒

いりnVおんなかまいりいたす・でいり

いらい﹇以来﹈︵副︶

べついらい・けんこくいらい・そうけ

︵略﹀︑かねて御承知の

︵略V︒眺望いよく開けて︑満目総

櫻多し︒行くく吉野宮に参拝し︑

十一19國

案ヲ績ケ︑︵略V︒

十432國

︵略﹀︒

より御入管︑軍務に服せられ候爵︑

十二927図 倹約を守るは大切なれど 十264國團
も︑人情にそむき ︑ 義 理 に 外 れ て も ︑

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒
い よ

4セ

イ

いよ︻伊予﹈︹地名︺1 伊豫
い よ
十734図 道後は四國の伊豫にあり︒
イヨイヨ

いよく

︵略V︑右からも︑左からも︑

いよいよ

いよいよ﹇愈︼︵副︶2一

ヨく

く
五117

なかまがあつまって來て︑いよく

べて花なり︒

ぐち・でいりす・なかまいり・ねんい

十﹁362國團

んいらい・そせんいらい・たいこいら

にぎやかになりま し た ︒

通りに候虞︑いよく實地見聞致候

す︒

胃ハロヨリ入來レル食物ヲ

︵略﹀︑他群の蜂︑我が群

中に入り來れば︑直ちに之をさし殺

十一83図

コナシ︑︵略V︒

十763図

明治二十年頃︑新式ノ機械 入り來る 会ーレ︾

いりきた・る﹇入来︼︵四︶2 入來ル

り・ひのいり

六565 謙信は勝氣な人で︑いよいよ

︵略V︒

イラツシヤル

︵略V新シイ勧工場が雪辱タ︒

マヅ入ロヲハイルト︑︵略﹀︒

七364

少しも御手なく入らせら いりくち︻入口︼︵名︶3 入口

いらせら・る︻入﹈︵下二︶1
︽ーレ彰

いらっしゃ・る︵五︶6

れ巡回︑一同安心仕候︒

九431圓團

る

入らせら

トヲ得テ︑産出高モ著シク増加シ︑

ヲ用ヒシ以來︑大イニ人力ヲ省クコ

十617図

今や西部縦貫鐵道も全 い

へば︑聞きしにまさる進歩に驚入候︒

十一3610圓国

いくさがはげしくなると︑じっとし
敵ノ砲皇ヨリハ砲

い・めいじごねんがくせいはっぷいら

︵略 V ︑

ては居られない︒

七921図

あくる年は六郎の七回忌

昔トルコの或大將がアラビ

約束をした︒さていよく馬を受取

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

十一473

に思ひ定めたるに︑︵略﹀︒

今夜こそ正儀を討ためと︑ひとり心

なり︒いよく忌日になりて︑熊王

十一444図

部開通致二重とて︑交通の利便いよ

の御製を思ひ出で

く開け︑︵略V︒

リ︒

︵略V︒

丸ヲアビセカクルコトイヨ︿盛ナ
八73國

て︑我が國艦のたふとさ︑いよいよ
︵略﹀︑アラカジメ其ノ手ハ

身にしみておぼゆ︒
八522図

ズヲ定メタリ︒サテイヨく其ノ日
トナレリ︒

いる

いりたまう
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七504図

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび
おほとま り

て︑配達夫は入口に立ちたり︒
も申すべく︑全島第一の良港に候︒
入り給フ

畢するにはく略﹀私交上の關係をさ
しはさむべからず︒まして戚力を以

驚キテ西ノロヨリ入ラント

ノ戸ハタト閉ヅ︒

八292図

スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

︵略﹀︑ほうこうの方には身が

病ハロヨリ入ル︒

︵略V︑病は口より入ると

勧工場二入リタルコ・チ

﹁入りテ見給へ︒﹂トイフ

工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ
コナタへ︒﹂トイフ︒サラバト

︵略V︑一箱ノマツチが我等

江戸川ハ南流シテ海二入

ニワウ

ざわう

十993図 ︵略﹀︑仁王門ヲ入レバ百種

ラウ

吉野の町に入れば藏王堂

ニ鯨ル長廊アリ︒

あり︒

十一24図

ばあつさ弓

買むる︒

なき数にいる名をぞと

秋・冬の花少き季節に入

︵略︶︑検査掛は内に入る

りても︑食物に不足することなきは︑

十一67図

︵略︶︒

十一71図

︵略V︑強ひて入らんとす

を許さず︑︵略﹀︒

十﹁71國

十一155図

の中に入る︒

︵略V︑主上はや院庄に入

ゐんのしゃう

置けば︑分離したる一群は直ちに其

れば立ちどころにさし殺す︒
たる
本流ハ下リテ︑︵略V太平 十一710図此の漂蕩・樽等を︵略V

さていよく沙漠に入りし

︵略V椿樹も見受け申

らせ給ひぬと申す︒
ようじゅ

︵略V︑詩を作りて天皇の御 十一389踵団

﹁病は口より入る︒﹂

︵略V︒

敷十幹入蹴れて一大樹を成したるは

候︒其の無根の地に入りて︑聖誕・

九581図

︿略﹀︑表門を入れば五重塔

る︒

我が國には数多の吊忍あ

り︑面謁多く詩歌に入り︑霊圖に上

十一757図

て曾となり︑︵略V︒

十一4510図 ︵略﹀︑さて往生院に入り

今なりと︑心を取直せども︑︵略﹀︒

の後をとぶらはんとて︑︵略﹀︒﹂

十一436図園 ︵略﹀︑佛門に入りて父

近江一國の川流はほとんど

十25図

十一449終夜に入りて︑討つべきは
にひがた

原産地ハアメリカニシテ︑
シ ナ
︵略V︑ルソンヨリ支那八入リシガ︑

ルニハ奈良線号ヨルベク︑︵略﹀︒

︵略﹀︒

十3010図

︵略V︑越後の新潟に至りて海に入る︒

ゑちを

全く此の湖水に入り︑︿略﹀︒
しなの

十29図日本一の長流を信濃川とす︒

あり︒

九942國

感に入り︑御衣を賜はりて︵略V︒

九811図

が︑︵略V︒

九457図

洋二入ル︒

九169図

ル︒

九161國

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八401図

テ入ラントスルニ︑︵略V︒

ザ︑

八302國

ルコトヲ得ズ︑︵略V︒

八295図幾度カマハリタレドモ︑入 十一37図圃 みへらじとあねて思へ

︿略V︒

︽ーッ・ーラ・ーリ・一

いる

て強制し︑私利を以て勧誘する等の

入

イル

手段を用ひ︑︵略V︒

入ル 入る

い・る︻入一︵四・五︶50

十一9610圓團 大泊は樺太島の入ロと

飛ーハ・ーフ彰

いりたま・う﹇衆悪﹈︵四︶2
入り給ふ

八306図圏 工驚キ︑ ︿略Vニゲ出セ ル・ーレ呼号おそれいる・おちいる・

三444

おどろきいる・くぐりいる・せめいる

︵略﹀︑ユフ日ノ入ル方ガ

何ユエ二二リ給ハ ザ ル カ ︒ ﹂ ト イ フ ︒

ヘチマハワカイウチハタベラ

六431

よ︒

七564図

七112題

ニワウ

仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ
ゑん
橋を渡りて神苑に入る︒

八287図圏

門の前にて拝し奉る︒

八57口a凶板垣御門を入りて︑玉垣御

八46図

葬シ︑︵略V︒

七565図

ス︒

稻は實がいる︑︵略﹀︒

いふ︒飲物・食物氣を附けよ︑心せ

六852口薗凶圃

入りません︑︵略V︒

六454

レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

五522

西デス︒

バ ︑ 川 成 ︵ 略 ﹀ ︑ ﹁カク我ノ居ルニ︑

九58図 ︵略﹀︑ここにありし賊ども
︵略﹀︑尊をいざなひ︑尊の野に入
り給ふを見て︑火を放ちて焼き奉ら
んとせり︒

いりひ︻入日︼︵名︶1 入日

入齪る

八601図書 まつ渡り見ん瀬田の橋︑
か玄やく入日美し や ︒

肉ーレ蝉

ようじゅ
︵略﹀玉樹も見受け申

いりみだ・る﹇入乱﹈︵下二︶1
十一389囲團

候︒其の氣根の地に入りて︑数幹・

入齪

数十幹入魂れて一大樹を成したるは
見事に御座候︒

︽ーレ︾

他のボートを見れば︑今新

いりみだ・れる︻入乱﹈︵下一︶1
れる

十669

に鯨を追ふものもあり︑鈷を打って

ニ︑何心ナクエン押上リテ︑南ノロ

鯨に引廻されてみるものもある︒あ

ヨリ入ラントスレバ︑其ノ戸山タト

テ︑南ノロヨリ入ラントスレバ︑其

八289図

閉ヅ︒

ちらこちら入掌れて戦場のやうであ

市町村長・議員等を選

ナ ラ
︵略V︑何心ナクエンニ上リ 十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良二入

る︒

＊いりよううにゆうよう

十二鵬8國

いりょく﹇威力﹈︵名︶1 威力
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いる
いる

紡績工場二郎リテ見ヨ︒

十一856図此ノ流ハ︵略V︑ 親指大

十一8310図
シノ
ノ篠形トナリテ鐵管ノ中二入ル︒

北へ通じてロシヤ領に入候︒

八482園

又ヤケナイといへば︑うち

の焼けなかったことも分るから︑ウ
チもいらない︒

居ル 居る

内ヰ・ヰル・ヰレ呼

号あや

十﹁973國国 是より一條の大道遠く いる︻居一︵上一︶姐 ヰル みる

ニー23園

﹁︵略V︑コノ川ニコヒ

ガヰマスカ︒﹂

コヒバヰマセン︒﹂

ニー26囹﹁コンナ小サナ川ニハ
︵略﹀︑ミヅノナカニモサ

つりいる・いいいる・かんがえいる・

ニー57

ニー52

十一鵬2図 孔明︑劉備二事へ︑出デ
なきいる・なぐさめいる・なげきいる

ききいる・しりいる・つくろいいる・

キノエダニ転送ツムリ

ヰマス︒

ワタクシノカラダハ︑日

ニヤケタヤウナイロヲシテ

二213

ガ︑︵略﹀︒

二205イマハ木ノ上ニヰマス

マス︒

ホソイハリガーパイハエテヰ

︵略﹀︑クハヘテヰタサカナ

カナヲクハへ電解ガヰマス︒

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

トンボガトンデヰマス︒

テハ首相トナリテ 政 ヲ 行 ヒ ︑ ︵ 略 V ︒

一263

ナイテヰマス︒

一246ヒヨコガピヨピヨピヨト

ンデヰマス︒

一204セミガナイテヰマス︒
﹁243 オヤドリガココココトヨ

一202

ハミヅノナカヘオチマシタ︒
二204 ワタクシノキモノニハ︑

︵略V︑又航海中の船は早

をく貸って敵艦に せ ま り ︑ ︵ 略 V ︒

十二76図 夜に入りて︑ ︵略﹀砲火
十一一191図

く港に入りて難を避くることを得る
なり︒

十二294図 ︵略V︑次いで城に入らん
と す る に ︑ 不 幸 獲 見せられて︑︵略﹀︒
からふと

ガヰマス︒

一273ネエサンガエヲミテヰ 二224囹 ワタクシバ気丈ニナツ

祝訊をの入らぬ林あり︒

より

十一一484図圃 ︵略V樺太・皇臣太古

禽一

ヰマス︒

アカイノヤシロイノヤ

オモシロイウタヲウタツ

一325 アチラデモコチラデモタ
ノクサヲトツテヰマス︒
一334
テヰマス︒

一41一

イロイロマジツテヰマス︒

ミテヰルウチニダンダン

一425ヒゴヒガ︵略﹀︑四ヒキヰ
マス︒

二27

オハナトオキクガアソン

ノボツテキマス︒

二76

デヰマス︒

﹁︵略﹀︑イツシヨニヰテ

オバアサン

タケヲサンガヰマス︒﹂

二255
ヰマス︒

二293

コクキハヒラヒラトカゼ
ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子

ニウゴイテヰマス︒

二283

二262 オカアサンバヰドバタデ
水ヲクンデヰマス︒

バヲヤツテヰマス︒

二257

モ︑

マス︒

オモシロナウニアソンデヰ

アソコデモ︑ココデモ︑

︵略﹀アイサツシテヰマス︒

二297

サンモツテヰタ人ガアリマシ

二333︵略﹀︑タヤハタケヲタク

タ︒

二337︵略V︑トリヤケモノヲイコ

ロシテ︑オモシロガツテヰマシタ︒

デハ

アリマセン

コハサウナ目ヲシテ︑

アノ太イ木ハ︵略﹀︑ツボ

ニランデヰル

二436圏

カ︒﹂

二462

︵略﹀︑アノォヤネニハウ

ミガタクサンツイテヰマス︒

ワタクシ

バ本ヲ五サツ

メバチノ大キナモンガツイテ

二465

ヰマス︒

二483

ヨイオヂイサンバ白イ犬

モツテヰマス︒

ヲーピキカツテ︑子ドモノヤ

二51一

ウニカハイガツテヰマシタ︒

︵略﹀オヂイサンバコノハ

ナシヲキイテ︑ノコツテヰタハ

ヒヲカキアツメテ︑︵略V︒

﹁︵略V︑ノニモ山ニモ

ワタクシドモノナカマガタク

三45園

デヰマシタ︒

三35︵略﹀︑マサヲが本ヲヨン

マツテヰマシタ︒

バ︵略﹀︑トノサマノオカヘリヲ

オヂイサンハウマニカヒ 二635 ヨクノフカイオヂイサン

テ︑ユフハンノシタクヲシテ

バ火ヲタイ 二632

二245園﹁︵略V︑アノ木ノ下ニ

ハイケマセン︒

二234囹

テ︑ココニタツテヰマス︒

一276ニイサンガジヲカイテ

いる

マス︒

南満洲鐵道によりて︑
よ うつぱ
︵略﹀二週間にし て 欧 羅 巴 の 中 央 に 入

十二5810図

るべし︒

︵ 略﹀︑冬日︵略V︑水を尋

ねて低地に下り︑春を待ちて再び山

十二685図

谷に入る︒

十二9110図 日々の暮しは﹁入るを計
イル

つて出つるを制す ︒ ﹂ を 第 一 義 と す ︒

ラ︒ーリ単

い・る﹇要﹈︵五︶3

二442囹 ﹁ダルマサン ニハ︑耳ハ
イリマセン︒﹂

んなにていねいに書くことはいらな

八474囹 又ことばも電報だから︑そ

い︒﹂

いる
いる
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サンサイテヰマス︒

んだのではありません︒

ゐません︒

から見てみて︑︵略﹀︒

した︒

り︑かけてみないのもありま

ろしてるるのです︒

まってみるのは︑今あみをお

三604右の方に五六そうかた

てるる舟です︒

三603 左の方にはなればなれ
になってみるのは︑魚をつつ

てるる舟です︒

左の方にはなればなれ
になってみるのは︑魚をつつ

す︒
三54園 ﹁︵略V︑ソンナニウチニ 三244 牛のつめは二つにわれ 三457 ︵略﹀一人の男が︵略V︑
ながいさををふりまはしてゐま
三602
てるますが︑うまのはわれて
バカリヰナイデ︑チツトソトへ
一アテ︑ ︵略V︒﹂

のだ︒﹂

牛のつめは二つにわれ 三461囹 ﹁おい︑なにをしてみる

てるますが︑うまのはわれて

︵略V三人デノハラニア 三245

ソンデヰマス︒

三67

つてゐます︒

ヰタワタイレハ︑︵略V︒

三581私ガキヨネンマデキテ

ん︒

にながく居ることはできませ

三497人や犬などは水の中

あります︒

ぼんやりうかんでみることも

子ドモガ︵略﹀︑ナヘヲ田 三495水の上で足をのばして︑

テヰマス︒

︵略﹀︑コエヲソロヘテ︑ウタツ

三334

ナヘヲウエテヰル女ハ︑

︵略﹀︑コエヲソロヘテ︑ウタツ

ノ中ヘナゲ入レテヰマス︒
三332 ナヘヲウエテヰル女業︑

三331

三637

︵略﹀︑さざえのやうに︑

そのうづまきに︑︵略﹀と︑

と︑ふたいろあります︒

三635 そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑︿略﹀

みるのもあります︒

ふかいつぼのかたちになって

三625

ろしてるるのです︒

三323 ナハシロデナヘヲトツテ 三482 ︵略V︑ばくつとくって︑ へ 三605右の方に五六そうかた
まってみるのは︑今あみをお
いきなかほをしてゐます︒
ヰル人モアリマス︒

三321 ︵略V︑田ヲカキナラシテ 三476かへるは︵略﹀︑手をつい
てすわってゐます︒
ヰル人モアリマス︒

ツテヰマス︒

三474 かへるはをかにみると
ゐません︒
三73 ノハラニハ︑︵略V︑イロイ
きには︑︵略﹀︑手をついてすわ
三317ドコデモ田ウエガハジマ
ロナハナガサイテヰマス︒

三 1 0 6 一 バ ン上ノニイサンハ
イマ ヘイタイニイツテヰマス︒

三115 オトゥトハ︿略V︑イツモ
ブチトアソンデヰマス︒

三128にはのまつの木の上
へ月がでてゐます︒︹ひらがな
のドリル︺

にはとりはとやでねて
いぬはおきて︑ないてゐ

ゐます︒︹ひらがな の ド リ ル ︺

三131
三132
ます︒︹ひらがなの ド リ ル ︺

テヰマス︒

ソレデ﹁︵略﹀︒﹂ト︑イバツ

テヰマシタ︒

三144

ん︒

︵略︶︑目はいつもはっき

見てみるうちにまた

をとってゐました︒

三408

シテヰマス︒

リュウグウ

居テ︑︵略V︒

ニハォトヒメ

トイフキレイナオヒメサマガ

三68一

カメが出テキテ︑︵略﹀︒

デツリヲシテヰルト︑大キナ

︵略V︑舟がたくさんおき 三665︵略V︑ウラシマガウミベ

に見えます︒

三594

へ出てゐます︒

三595ほをかけてみるのもあ

ほをかけてみるのもあ

り︑かけてみないのもありま
す︒

それをからすが木の上 三596

びきくはへて︑ういて出ます︒

三413

一

三404うが川の中でさかな

りしてみて︑よく見えます︒

三393

左から右へまはってみるの
三162ミテヰタ人平ミンナ一 三361 ︵略﹀︑ほたるはやはり中 三586 うみの水が青青として︑
と︑ふたいろあります︒
どこまでもつづいてるます︒
にるます︒
ドニテヲタタイテホメマシタ︒
三174 アタタカイカゼガソヨソ 三362 けれども光ってはみませ 三587 とほくの方では青そら 三658 ︵略﹀︑子ドモが大ゼイデ
カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ
といつしょになってみるやう

ヨトムギノホノ上ヲフイテ

ヰマス︒

三175 ヒバリガオモシロサウニ
サヘヅツテヰマス︒

三197 ︵略﹀︑子ヒバリハスノ中

うこかずにるますが︑し

デ︑ドンナニマツテヰルコト
デセゥ︒

三225
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カヘルノモワスレテヰマシタ︒

三687 ウラシマハ︵略﹀︑ウチヘ

三728 ︵略V︑トモダチモミンナ
ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
ハ一人モアリマセン︒
三731 ︵略﹀︑トモダチモミンナ

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
ハ一人モアリマセン︒
四55園 ﹁ああ︑あれですか︒私

﹁うちのまへ

の川が

はまるでちがった方を見てゐ
ました︒﹂

︵略V︑とほくの方へながれて

四61囹

四62囹

ゐます︒

あの川むかふの木の

タコナドガオヨイデヰルト︑

弓でいとったのです︒
イツテゴランナサイ︒
四163 ︵略Vみのししが︑上の方 四382 アル日タヒヒラメサバ

からよりともの居る方へか

ボクラバカゥイフカ

︵略﹀︑コノ中へ ハイツ

︵略V︒﹂トイツテ︑スマシテ
ヰマシタ︒

四406

スレバ︑アンシンナモノデス︒L

テ︑内空ラトヲシメテヰサヘ

四394囹

︵略V︒L

タイ軽四ヒヲキテヰルカラ︑

四392圓

︵略V︒

この時よりとものそば

けおりて來ました︒

四171
に居た︑︵略Vといふぶしが︑
︵略﹀︒

ただつねはしっかりとを
︵略﹀︑ただつねはすぐに

をにぎって︑のってゐます︒

四184
四195

そばのたふれてみた木の上
へとびのきました︒

四518︵略﹀︑今ハスコシ長イ名

島ノ上二居タ白ウサギ

ヲモツテヰマス︒

ガ︑︵略﹀︑海ヲワタルクフゥヲ

四523

カンガヘテヰマシタ︒

島ノ上出居タ白ウサギ

ガ︑︵略﹀︑海ヲワタルクフゥヲ

四526

カンガヘテヰマシタ︒

ワニザメハ︵略V︑大ソウ

四527 アル日 ハマベ へ出テ見
ルト︑ ワニザメが居マシタカ

ラ︑︵略﹀︒

四563

四204囹 ﹁次郎︑オマヘ ハ 手ノ
四411 ︵略Vフタヲアケテ︑外ヲ オコツテ︑一バンシマヒニ居タ
見ルト︑何ダカヤウスガチ
ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
ノガ︑ ︵略Vムシリトツテシマヒ
四235 オマツガオトミトアキナ ガツテヰマス︒
マシタ︒
ヒノアソビヲシテヰマス︒
四421 をばさんからいただいた
四567 白ウサギハ︵略﹀︑ハマベ ニ

皆さんはとけいの見方

い年のはるをまってみるの

シタ︒

トハ海ノ中デォヨイデヰマ

皆サンノ知ツテヰルダケ

﹁知ってゐますとも︒

ス︒

ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ

︵略V︑マヘヨリモカヘツ

四644みちをとほる人は︑︵略﹀
雪をたたきおとしながらあるい

をとびあるいてゐます︒

四642犬はよろこんで︑雪の中

ります︒

土までとどいてみるのもあ

四635やぶの竹は︵略﹀さきが

にるました︒

ばんでしたから︑少しも知らず

われらがねどこで︑や 四632 ゆふべ は︵略﹀︑しっかな

シンデヰマシタ︒

テイタクナツテ︑ナホナホクル

四582

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

四575園﹁ソレナラ海ノ水ヲア

タツテ︑ナイテヰマシタ︒

しげってみるのが︑八まんさま

ました︒

あなたがたは何じかんが

四497圃

くかうに居ますか︒

四481

を知ってゐますか︒

一びきのきつねがさきの 四458

た虫も︵略﹀︒

四275

こってみるのぎくを見つけて︑
︵略V︒

﹁︵略﹀︑私たちは枯れた

やうに見えても︑ねは生きて

四286園

すんで居るまも︑︵略V︒

三郎のうちでは︵略︶︑み 四516︵略V︑モトハ海ノ中デ

土の中で︑しっかにら 四515 今ハ死ンデヰマスガ︑モ
です︒

オヨイデヰマシタ︒

四323囹

四516海ニヰタ時ヨリモ︑今
四366

をしてゐます︒

んなあつまって︑色色なはなし

四302

四288囹

ゐます︒

おとしだまにのしがついてゐ

四272

エダガヲレルポ

くさのかげにないてゐ

のもりです︒﹂
ほってみる長いはしが︑︵略﹀︒﹂

四64囹﹁それでは低くるまのと

四68圓今あのはしの上を人
がいくたりとほつてゐますか︒﹂

﹁くるまにのってみる

二 人 はまだ方方ながめ

人を入れると︑六人でせう︒﹂

四75園

四81

て︑あそんでゐましたが︑︵略﹀︒

四 9 1 日 ノ マ ルノコクキガアサ
日ニカガヤイテヰルノハ︑イ
今年ハ

サマシイデハアリマセンカ︒

四107

ドタクサンナツテヰマス︒
ちかまへてみて︑︵略﹀けものを︑

四155大ぜいのものが下にま

いる
いる
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てるます︒

四651 うぐひすがないてゐます︒

四654今あのうめの木の枝
から枝へとんでゐます︒

︵略﹀︑はしがかけてあって︑

づんだりして︑およいでゐました︒
五123

人や馬や車がたくさん通ってみるの
です︒

︵略﹀︑大ブツサマノマヘニ立

ツテヰル人ガ︑コンナニ小サク見エ

五153

つをつんだ船が通ってみたのです︒

四671 三郎ノ母ハ四五日マヘ 五126 ︵略﹀︑爾がはにいへがたちな
カラ風ヲヒイテネテヰマス︒
らんで︑人がいそがしさうにあるい
四677 今モ外心ラカヘツテ︑ス てるました︒
グココへ來テヰル所デス︒
五128 ︵略﹀︑何かと思ったら︑にも
四764 ︵略Vげんじはをか︑へい

けは海で︑むかひあってみた
時︑︵略V︒

ノヲ見タコトガアリマセウ︒

四772 一人のくわんちよがその マス︒
五155 池ノ中デコヒガオヨイデヰル
下に立って︑さしまねいてゐま
す︒

ス︒

五161

鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ

ヰルノハ︑マコトニミゴトナモノデ

扇は風にふかれて︑ぐる 五157 大キナコヒガ︵略Vオヨイデ

そらをとんでみる鳥

ぐるまはってゐます︒

四777

四792囹
でも︑︵略﹀︒

︵略Vウロコが三十六枚ヅツ
ソノ色ニバクロイノモアリ︑

贔ナドが水ノ上ヲトンデヰル

で︑︵略﹀︒

五242國

﹁これは私が毎日使ってゐ

た釜でございます︒

その釜は私が前から持って

みたのでございます︒﹂

五254園

たが︑

︵略V︒

五258役人はしばらく考へてるまし
五322大栄イノ女が茶ヲツンデヰマ
ス︒

︵略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

白イ蝶ヲ見ルト︑︵略V︒

五337サクラノ花ノ下ニトンデヰル
五341

蝶ヲ見ルト︑︵略V︒

ヲ通ツテヰル人モ︑︵略﹀︑スグ後ニ

田デハタライテヰル人モ︑道

ナツテシマヒマス︒

五426

走ツテヰル汽車ガスレチガフ

ヲ通ツテヰル人モ︑︵略﹀︒

五432

︵略V︑向フノ汽車ニノツテヰ

時幽幽︑︵略﹀︒

五433

︵略﹀外ヲ見ルト︑汽車ハハ

ル人ノカホハヨク見エマセン︒

シノ上ヲ通ツテヰマシタ︒

五438

五448 文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑

海ダ︒﹂ トイツテヰルウチニ︑又暗

汽車ガ︵略Vヘツイタ時︑文

クナツテ︑︵略V︒

又羽ヲタ︑ンデ︑シヅカニ木 五456

太郎ハモツトノツテヰタイト思ヒマ

五344

はじめのうちは遠くの方にき

シタ︒

した︒

五488園

瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハェ

﹁私バカラダガネズミニニ

田デハタライテヰル人モ︑道 五557 ︵略V︑ヒルノ間ハ木ノウロヤ

テヰルカラ︑ケモノノ仲聞ダ︒﹂

五536圏

テヰルノガアル︒

五523

は死んでしまったのだらう︒﹂

もし君が居なかったら︑僕

その高い木がまつ二つにさけてゐま

を見まはすと︑かみなりがおちて︑

五486︵略V︑顔を上げて︑そのあたり

んな所にみてはあぶない︒﹂

五468圏かみなりの鳴る時には︑そ

つて︑︵略﹀︒

こえてゐましたが︑だんく近くな

五463

ノ葉ノ上ニネムツタヤウニシテヰル
︵略﹀︑ドンナユメヲ見テヰル

ノヲ見ルト︑︵略V︒

五345

︵略V︑大そうこみ合ってゐま

ノカト思ヒマス︒

す︒

五394

まだきつぶを買ってみる人も
かいさつ口では切符をしらべ

あります︒

五398
五402

︷略V︑これからのる人の切符

てるます︒

五404

を切ってみるのです︒

︵略﹀︑今下りた人の切符をう
け取ってみるのです︒

五406

五425

ヤウニ見合マス︒

川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行ク

母は︵略﹀︑さしみをこしら 五422マドカラ外ヲ見テヰルト︑山モ
ぬす人はきんじよに住んで
みるゐざりだといふうはさがあるの

五227

へてゐます︒

五198

ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒

五172

金色ヲオビテヰマス︒

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆

五167

ナランデヰマス︒

五165

ニカサナリ合ツテヰテ︑︵略﹀︒

四808 よ一は︵略V︑もしこれを テヰマス︒
五163 ウロコハカハラヲフイタヤゥ
いそこなったら︑生きてはみま
いとかくごをきめて︑︵略﹀︒
五71 ︵略﹀︑ワルモノドモハ目ヲア
ケテヰルコトガデキマセン︒
の上に休んでゐま し た が ︑ ︵ 略 V ︒

五86 そらからふって︑山の木のは
五95 ︵略V︒何だか目がまはって︑
しばらくの間は何も知らずにゐまし
た︒

人立って︑﹁見ご と な た き だ ︒ ﹂ と い

五97 きがついて見ると︑人が二三
つて︑ながめてゐました︒

五106 魚はうれしさうにういたりし
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穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜ニナルト
出テ︵略﹀︒

ノ中ニウマツテ︑シゼント出來通物

五582 コレハ大昔長坐テヰタ木が土

︵略﹀︑石ノヤウニカタクナツ

デ︑︵略﹀︒

五584
︵略﹀︑ワキ出タママノハニゴ

テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒
五601

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

﹁ねえさんの所からお手紙

あれ︑松贔が鳴いてみる︒

ボツタ油ニナルノ デ ス ︒

五632囹

五608國
が來てるます︒

そのおしまひのあいてゐ

る 所 へ ︑ ﹃ ︵ 略 ﹀︒﹄と書きたして下さ

五665囹
い︒

道ノ雨ガハニハ︑︵略﹀ナドガ

店ヲナラベテヰル ︒

五677

五746

︵略Vから︵略︾まで︑人や

馬でふさがってみる︒

又海には一面にいくさ船がな
手にはかりに使ふ弓矢を持つ

らんでるて︑︵略V︒

五747
五772
てるる︒

﹁︵略﹀つめがわれてるると

みないだけのちがひだ︒

五791圏

平たい砂原

四方は海

﹁︵略﹀つめがわれてるると

みないだけのちがひだ︒

五792園

わが日本は︵略﹀︒
海岸には︵略﹀︑

にとりまかれてるる︒

六13
六14

︵略﹀︑高い松はしぜんにおも

になってみる所が多い︒

六18

どの山にも木がよくしげつて

しろい枝ぶりになってみる︒

みる︒

六24

持がする︒

︵略﹀橋︑

六152

たんぼにはいねがよくみのつ

︵略V︑道ばたにはきれいな草
︵略V︑稻がよくじゅくして︑
︵略﹀︑人が大ぜい出て︑稻を

重さうにほをたれてゐます︒

六151

花が咲きみだれてゐます︒

六103

てるます︒

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

六87

そへてみる︒

りする人など︑それぐ川の景色を

六38

橋の下に立ってつ

はえてみるのは目がさめるやうな心

五678 子ドモハフダンヨリハ美シイ 六26松・杉・ひのきなどが一面に
着物ヲ着テアソンデヰル︒

五688 流罪ノ正面二大キナ鈴が下ツ
テヰル︒

五697 又日本ヘイガロシヤヘイトタ
︑カツテヰルエモアル︒

五70一 オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ
マツテヰル︒

五718囹 角ノアルケモノモタクサン
知ツテヰルガ︑︵略﹀︒

五723囹 ︵略V︑コンナリツパナ角ヲ
モツテヰルモノハナイヤウダ︒

のしろを守ってみる︒

五744 へいけのぐんぜいがふくはら

その時そこに居た一人の子ど

かつてゐます︒

六207

の方には身が入りません︑︵略V︒

てるる者があります︒

敵を攻めに行

六463 ︵略﹀︑はや︑馬を乗りまはし

秀吉が︵略V︑

ある時鳥信が山の上に陣取つ

ちにしようとした︒

てるると︑信玄は︵略V︑はさみう

六555

つてみた間の事でしたが︑︵略﹀︒

︵略V大きな水がめがあって︑ 六497

もが︑﹁︵略﹀︒﹂といって︑︵略V︒

六227

一人の子どもが水がめのふち

雨水が一ぽいたまってゐました︒

六228

へ上って︑遊んでみるうちにふみは
つして︑︵略﹀︒

みる︒

六644

た︒

﹁われくはたがひにいく

八つばかりの女の子︑︵略﹀︑

あくびをしたり︑わき見をし

ちゃんとしせいをよくして︑

︵略V︑顔のちがふやうに︑せ

六731︵略﹀悪い子供は︑おとなにな

いしつも色々かはってゐます︒

六724

ざいました︒

書きそこなひなどをしない子供もご

よくおちついてみて︑少しも

はっきりと答へる子供もございまし

氣を附けてみて︑何を聞かれても︑

六705

も︑答へることが出來ないで︑︵略V︒

たりしてみて︑先生に何か聞かれて

六702

強イノハ能欝アス︒

目本二居ルケモノノ中デ一番

六606圃囹 ﹁なんでそんなに泣いて

ひとりしくく泣いてみる︒

六604圖

さをしてみるけれども︑︵略﹀︒

六587圏

た︒

モシセイ出シテ使ツテクレ 六584 武田信玄の國は山國で︑塩が
ない︒塩はとなりの國から買ってゐ
サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

六288圏
マス︒

六291圏銅ハ入二玉野レテヰテモ︑
時々青イ物ヲ出シマセウ︒
︵略﹀︑二人が店のるすをして

みると︑一人の男の子がふでを買ひ

六301
に來た︒

﹁それでもだんなが居ない
﹁︵略︶︑だまってみれば︑

から︑︵略V︑誰にも知ればしない︒﹂

六323囹
六324園

﹁︵略﹀︒﹂といっても︑長松は

誰にも知ればしない︒﹂
六327

朝おきて見ると︑池に氷がは

まだ笑ってみた︒

六373

朝おきると︑雪が五六寸つも

つてみた︒

六381

︵略﹀武士になりたいと四つ

︵略V︑耳をすまして聞いてゐ 六713

つてみた︒

ました︒

六445
六446

てるたのです︒
︵略﹀りっぱな武士になりた

いと思ってゐましたから︑ほうこう

六453

いる
いる
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つてから︑大ていつまらない人にな
つてゐます︒

い集ってゐますが︑︵略﹀︒

六746 男や女や年よりや子供も大ぜ
︵略﹀︑新しいしるしばんてん

を着てみる大工が一番目立ちます︒

六747

六772 廣イ港が船デーパイニナツテ
ヰル︒

葉は二形で︑二枚つつ向ひ

みるではありませんか︒

七211園
︵略V︑花は同じく蝶の形を

合ってゐますし︑︵略﹀︒

七212囹

私はこんな大きななりをし

してゐます︒

七216園
てるますが︑︵略﹀︑私の豆はたべら
れません︒

フトコロ手バカリシテヰル人
︵略V︑しきりに食物をさがし

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒

七27一

つた︒L

七438囹

万言ニ近イ所ニハ︑着物・羽
店ニハ番人が居テ︑買ハウト
これまで貧しい暮しをして
︵略V︑こんな大金を持って

を買ひもとめた︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

﹁日ごろ貧しい暮しをして

みるなら︑なぜあるとゴ言いはなか

七416園

みるのに︑︵略＞L

七415囹

思フ物ハスグニ買ヘル︒

七387

織ナドヲ費ツテヰル店ガアリ︑︵略V︒

七382

ナドガナランデヰル︒

七369 ︵略﹀︑ソコニ絡草紙屋・︵略﹀

はじめる︒

てるて︑桑の葉をやると︑すぐ食ひ

︵略V汽船ハシキリニキテキ 七303

コギマハツテヰル ︒

六778 小サナ和船モアチラコチラヲ
六787
ヲ鳴ラシテヰル︒

六79一 ハトバノ右二着イテヰル汽船
ハトバノ右二着イテヰル汽船

ハ今荷物ヲオロシテヰル︒
六792
ハ今荷物ヲ二身シテヰル︒

︵略﹀︑ドンナ重イ荷物デモラ

ンデヰル︒

六793 左手ノ汽船ハ今荷物ヲ積ミコ
六794

クくト上ゲオロシヲシテヰル︒
七142圏 卸費といふのは品物をたく
さん持ってるて︑小費店へ大口に費
渡 す こ と で ︑ ︿ 略V︒

してみる場合がたくさんあります︒

七154圏 しかし卸費商人で︑問屋を

に居ます︒

七161團 ︵略V︑十日ばかりはあちら

︵略﹀︑冷い水の申に長くはい

七675團

︵略﹀︑

と申してゐます︒
七711

︵略﹀︑立ちならんでみる人

ふのは︑︵略﹀︒

ます︒

七829園

八105国

︵略﹀いるかがおよいでゐ

そこに居る人は私たちとは

そこに居る人は私たちとは

︵略V︑星が出てみれば︑そ

︵略V︑星が出てみれば︑そ

三郎はいつもにこくして

んと分ります︒

れに便って︑居る場所や方角がちや

七865圏

んと分ります︒

れに便って︑居る場所や方角がちや

七865園

ことばで話してゐます︒

まるでちがった風をして︑かはった

七841囹

まるでちがった風をして︑︵略V︒

七838囹

ならんで立ってるます︒

七838囹 ︵略﹀︑見なれない形の家が

るのを見ることもあります︒

七832園

を吹いてみることがあります︒

︵略﹀鯨が頭から高く水け

家も︑段々に小さく見える標になり

エヒ・︵略﹀ナドノヤ 七821囹

︵略﹀︑エビ・カニ・タコ・イ

ウニ︑ソコノ砂地二沈ンデヰルモノ
モアル︒

七713

カナドガスンデヰル︒
︵略﹀︑サザエ・カキナドハ岩

玉無モタクサン居ル︒

ニツイテヰル︒

七718

七727

︵略﹀︑タクサン集ツテ︑木ノ
枝ノ様ナ形ヲシテヰル︒
ヤハリ海ノソ

七729

︵略﹀海綿モ︑

コノ岩ナドニ取リツイテヰル贔ノ骨

七735

デアル︒

︵略﹀カラ︵略Vマデニハ︑

七736海ニハ又ケモノガスンデヰル︒
七748

︵略V︑ゼンタイが細カニ分レ

海草ガハエテヰル︒

七759

︵略V︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

テ︑枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒

七768

所二︑紅色ノモノハ深イ溶炉︑茶色

ゐますから︑︵略V︒

つてゐます︒

八123團

す︒

一人の分はうっかりしてゐ

よく鳥ってみるので︑皆さ

おはなさんも︵略﹀よく爲

んにお目にかΣつたやうな氣がしま

八117團

る間に寓されましたので︑︵略﹀︒

八111團

つて窩ってゐます︒

︵略V︑様々ノ魚ヤケモノが浮 八106團 三郎は︵略﹀︑ 爲眞でも笑

ノモノハソノ中聞ニハエテヰルノデ
アル︒

七779

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル
﹁私も子供の時には︵略V膿

ノハ︑︵略V︒

七809囹

操をしたり︑この講堂でお話を堆い
たりしてみたのです︒

私は年中航海をしてみるも
のですから︑︵略﹀︒

七813園

父は︵略V皆つぎ木をする 七816園 私の乗ってみる明治丸とい

つてみたりするのはどくである︒

七657

みることは出來ない︒

七194 ︵略V︑風が吹く度にむらさき 七655 ︵略﹀︑水がなければ︑生きて
﹁とくに申し上げようと思

のふさが動いてみ る ︒

七196園

﹁あなたと私は大そう似て

つてゐました︒

七207圓
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八125團 なるほど皆さんと一しょの
分は︑︵略﹀少し ま じ め に な っ て ゐ ま
す︒

︵略﹀︑父ハハや店ニスワツテ

商頁ノ用向ヲシラベテヰル︒

八141

八155 ︵略﹀︑皆メイ︿ノ仕事ヲシ
テ︑毎日働イテヰルノデアル︒

八158 何モシナイデ遊ンデヰルノハ
樂ナヤウニ見エルガ︑却ツテ苦シイ
モノデアル︒

︵略﹀︑何不足なく暮してみた

農夫がありました ︒

八192

みるのに︑誰も草をやるものがあり
ません︒

八425

長い天氣つ青きで︑かわきき
又にはとり・︵略Vなどは陸

つてみる上に︑︵略﹀︒

水車場へ行くのかと思って見 八555

上や水上にばかり居て高く飛ばない

八237
から︑︵略﹀︒

陸上に居る鳥で︑はぎの長い
︵略V︑陸鳥のくちばしは圓く

皆サンノ着物ニシテヰル木綿

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

ヰルカラ︑︵略︶︒

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︵略V︒

九77

ツ︑ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

ツ︑ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

九79

︵略﹀︒

九710

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

︵略﹀︒

テヰル︒

ルト︑多イフエ合ニソレぐ攣ツ

いすかのくちばしは上と下が 九84

細くて︑先がとがって居る︒

八571

のは駝鳥である︒

だてう

八559

てるると︑︵略﹀︑居酒屋の方へ行き

どうするのかと氣を附けてゐ

ます︒

八247
此の下女は毎朝かうして︑

ると︑隣の家の方へ行きます︒

八251
︵略﹀︑牛乳を賞ってみたのです︒

八622

くひちがってみる︒

︵略V︑すぐ家の中へかけこん 八575

まだねてみた妻を呼起して︑

八255
で︑
︵略V︒

僕は時々其の仕事場の前に立

つて見てみた︒

八319

此ノ時中佐ハスデニ第二弾

︵略﹀︑ソレデモタワマズ︑奮

亀目ハラ静居五一軍曹ハ中佐
軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ
倒レテ居里心兵士トトモニ︵略V︒

八896

ヲ壕ノ内二入レテカイハウシタ︒

ホリ

八886

戦ヲツマケテ居ルト︑︵略V︒

八882

ガ︑︵略︶︒

ヲ右手二︑第三弾ヲ院試受ケテ居タ

八881

したが︑手紙を見て安心しました︒

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑鱒ガ

九199水兵は驚いて︑立上ってしばら

みながら泣いてみた︒

九191 ︵略﹀一水兵が女手の手紙を讃

ヰルノデアル︒

タクサンノ小サナ花が集ツテ咲イテ

九104 ︵略V︑實ハーツノ董ノ上二︑

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

九89

様ナ形ヲシテヰル︒

九87

九86
豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰル
織物ハドウシテ造りマスカ︒．
八198 親類や友だちは︵略V︑どう 八257園 朝ねをしてみる間に︑身代
シ︑︵略﹀︒
八684国 其の後どうかと思ってゐま
が減って行くのだ︒﹂
したらよいかと︑いろく考へてる
︵略V︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ
ました︒

八201 ある日一入の友だちは︑この
八322

八319ある時は釘をこしらへてみた︒
かま

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

又車のわを打ってるた事もあ

﹁自分は今こそこんな小刀

馬丁ハ︵略﹀︑

様子ノ分ルノ
ベン

櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツ
又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ

九3610

豊島の戦に出なかったこと

水兵は頭を下げて聞いてみた

スチブンソンは︵略V︑日夜

大水などの時には︑︵略﹀幾

其の事ばかり考へてるた︒

九336

が︑︵略V︒

九239

は艦中一同残念に思ってみる︒

九233園

八916囹︵略V︑砲戦・銃聲ガツ寸ク く大尉の顔を見つめてみたが︑︵略﹀︒

九72

テ︑辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

九71

ヲ待ツテ居タガ︑︵略﹀︒

八922

思へ︒

︵略V若いむすごが︑︵略V︑朝 ヤウナラ︑我が軍が苦戦シテヰルト

火のこが花火のやうに散って

の呉服屋が焼けてみるのださうだ︒

八421︵略V︑もう本町通へ抜けて︑角

みる︒

八417

働いてみる︒

から晩まで相かはらず︑﹁︵略V︒﹂と

八345

は入に知られた刀かちで︑︵略﹀︒

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八334圏

暮方まで働いてみた︒

八331 夏のどんな暑い日でも︑︵略﹀︑

つた︒

ある時は鎌をきたへてみた︒

︿世間話をしてみたが︑︵略﹀︒
︵略Vといふことを

八202 ︵略V︑そこらあたりに飛んで 八323
みた雀を見て︑
話しました︒

﹁居る さ う だ ︒

八211囹白い雀が實際居るのか︒﹂
八215園
︵略V ︑

若しや白豆が居はし

八227

まいかと︑屋敷のまはりを見まはつ
て︑︵略﹀︒

︵略﹀戸がまだしまってみて︑

誰も起きてみる様子がありません︒

八231

︵略﹀戸がまだしまってみて︑

誰も起きてみる様子がありません︒

八231

八233 牛小屋の牛はしきりに鳴いて

八232 日はもう高く上ってゐます︒

いる
いる
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日でも泊って待ってるなければなら
なかった︒

九383 今は水路に汽船があり︑陸上
にも所々方々に鐵道が通じてみる︒
馬車や人力車があ る ︒

九383 鐵道の通じてみない所でも︑

九556國 タトヘバ桑ノ木騒動ルエダ
シ ヤ ク ト リ ハ ︑ ︵略V︒

︵略﹀︑一枚ノ葉が数枚ノ小サ

ルノモアル︒

十65
イ葉二分レテヰル︒

︵略﹀幾スヂカノ脈が並ンデ

︵略﹀︑ソレカラ出タ細イ脈ガ

出テ︑サキニ行ツテーツニ集ツテヰ

十75

ル︒

十78

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ

網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

十710
本ノ慮カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

九612図 室内にのみ居て︑外出する

ル︒

ル︒

又車ユリナドハ多クノ葉が一

ら︑︵略V︒

る︒

十283

甕や地圖

膨んでみる間は中に書いて

黄に紅に林をかざってみた木

十284

はうきを立てた檬に高く雲を

はらはうとしてみる︒

したものを着て︑歯もよく磨いてゐ

ました︒

外の者は︵略﹀︑爪の先は

かういふやうな色々な美質

︵略V︑そよくと吹く風に︑

甲板に立ってるた船長を始

豚肉はあぶらに富んでみて︑

殊に其の乳の成分は人の乳に

み︑︵略V︒

働蜂の若きものは内に

居て幼贔を育て︑又は其の居室を螢

十一61図

似てみるから︑子供に適する︒

十876

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十866

もある︒

鈷を打って鯨に引廻されてみるもの

十668 他のボートを見れば︑︵略﹀︑

め︑三十五人の若者は︵略﹀︒

十643

海面はさゴ波を立ててみる︒

十639

た上︑︵略﹀︒

をもってみることをよく見定めまし

十376囹

みんなまつ黒になってゐました︒

十375囹

した︒

十286︵略V︑人影の見えないのみか︑ 十373囹︼︵略V︑爪は短く切ってゐま

唯あぜの榛の木に雀がたくさ

はん

かΣしの骨も残ってみない︒

十287

︵略﹀︑ねぎや大根が青々とう

畑には萎がもう一寸程にのび

ん集ってみて︑時々群になっては飛
立つ︒

てるる︒

十289
十292

ねをかざって︑︵略﹀活々とした色を

︵略﹀︑黄色い大きな實が枝も

︵略﹀︑寒菊が今を盛りと誓い

見せてみる︒

てるる︒

十294
十295

たわむ程なってみる︒

家の横に水のよくすんだ小川
二三羽のあひるが︵略﹀︑しき

が流れてみる︒

十296
十298

はきくしてるて︑禮儀・

りにゑをあさってみる︒

十359囹

作法をわきまへてみることも︑それ
ですっかり分りました︒

︵略V︑仕事ノ移り憂ル度毎

二︑居ル場所ヲ憂へ︑又器具ヲ取換

十3510園 ︵略V︑禮儀・作法をわきま 十一111

︵略﹀一ツノ仕事ニバカリ

へてみることも︑それですっかり分

十一116

ヘナケレバナラナイノデ︑︵略﹀︒

人が大勢込合ってみる中

りました︒

とである︒

走っても尚平然として居るといふこ

飲まず食はずに終日・終夜

掛ツテ居ルト︑自然ソレニ精神ヲコ

又着物は︵略V︑さっぱり

十一469

で︑少しも人に先んじようとはせず︑

︵略﹀︑静かに自分の順番を

︵略﹀︒

十372囹

待ってるました︒

十369園

ラスコトニナルカラ︑︵略﹀︒

︵略V︑見渡せば四方の山々の 十368圏

いてふ

も淺ってみない︒

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

︵略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

いた皮きは︑はやまつ白になってゐ

十2710

の葉も︑大方は散果てて︑︵略﹀︒

十278

ら︑︵略﹀︒

ある事ばかりを一心に考へてるるか

十184

護んでみる間は中に書いて

ある事ばかりを一心に考へてるるか

十183

や爲眞のはいってみるのもある︒

十183

本の中には︵略﹀︑

慮二集ツテ︑董ノ周園ヲ取巻イテヰ

十85

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

︵略﹀︑ナデシコナドノ葉ハニ

こと少き人の︑色青ざめて元町なき
夜が更けて︑︵略﹀︑止んだこ

第二の

十83

は︑︵略V︒

九706

とと思ってみると︑翌朝起きて見れ
ば︑︵略﹀︒

五人の騎手は︵略﹀︑

そこら一面銀世界になってみること

九708︵略V︑翌朝起きて見れば︑︵略﹀︑

もある︒

九834
あひつを待ちかまへてみる︒

九837 五箇村の人々は各我が村の騎
手 に 穿 っ て ︑ ﹁ ︵略V︒﹂などと︑口々

︵略V︑五人の騎手は︷略﹀︑

に勢をつけてみる ︒
九8310

三番太鼓を今やおそしと待構へてる
る︒

十510 サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑
尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル
葉モアル︒

十6一 サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑
尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル
葉モアル︒

十63 ︵略V︑一髄ニスべくシテヰ

123
いる
いる

見つめてみたが︑静かに其の金を拾

十﹇477 馬主はしばらく大廟の顔を
ひ上げ︑︵略﹀︒

何事か話してみるかと思ふと︑ひら

十一478︵略﹀︑馬の耳に口を寄せて︑
りと飛乗って一散にかけ出した︒
︵略﹀︑大県は何心なく外を

まだ貢納を行はない者はチ

ョンガーといって︑髪を三つ打ちに

十一珊4
して後へたらしてみる︒

死人を葬るのに︑小高い所

で南に面してみる日語りのよい地を

十一珊9
選ぶ︒

忠楽な犬は︵略﹀︑道行く人

弾いて居る老人の辻音樂師がある︒
十二819

の投與へる喜捨を待ちわびてみる︒

鋳る 内イ

い

あれをいないといふ

のもざんねんだ︒

四785囹

イ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

いる︻鋳︼︵上一︶2 鋳ル

十ニー27

ル単

帽子の中に一文の鏡もない

老人は︑︵略V︑幾度かためいきをつ

い
ちて山を鍮る︒

かう
野︑其の他無数の磧坑は

ど

入ル 入る

山をうみ

十二488図圃古く知らる﹂佐渡・生

さ

鋼鐵・眞鍮類ヲ鍮ル庭モアリ︑︵略V︒

カウテツシンチユウイ

十二824
いて居る︒

十﹇m3︵略﹀山や岡には︑︵略V圓 十二825 ︵略﹀︑額を詰手に支へて人
知れぬ涙をこぼして居る︒

十一494

く盛上げた土山が数知れず並んでゐ

十一一826

︽ール・ールル・ーレ・ーレヨ︾﹇▽おとし

い・る﹇入︼︵下二︶11

六537図ツケ物ハスベテ日脚テツケ︑

る・やといいる

七349図

やき物をつくるには︑土又

ミソモ醤油モ塩ヲ入レテツクル︒

バイオリンと紳士の手つきを打ちま

日ははや波して︑燈火の光

は石のこをねりかためてかわかし︑

が鮎々として此虞彼塵にか皮やいて

十二852

もって居た︒

十二833老人は︑︵略V不思議さうに︑ いる・かきいる・すいいる・なげい

た︒

の様子を見てみた一人の紳士があっ

こかげ

眺めてみると︑前の馬主が再び馬を
る︒

來客に會ふことも︑外出することも

治に居て㍊を忘れざるも

に藥品・食物などを入れたるかごを

七634國ある山國にては︑犬のくび

かまどに入れて築く︒

いる

みるとは︑今の今まで誰一人も氣附

イル

かなかった︒

タ︒

﹁カガミモチヲマトニ
イテハ
﹁︵略﹀︒﹂ト︑

﹁モチハ︵略﹀︑
トモダチハ

よといふのでせう︒

四773

さをのさきの扇をい

トメマシタガ︑キカナイデイマシ

二357

イケマセン︒﹂

二355園

シテ︑イテミマセゥカ︒﹂

二347園

テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

︵略V︑手は食物を口に入る

︵略﹀かの大蛇あらはれ

試みに茶わんのそこにしる

十507図園唯首を取って︑大魚の見

水中に入れよ︒

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九652図

れ︑酒を飲みでよひふしたり︒

出で︑八つの頭を八つの槽の中に入

九38図

㌧ことを止め︑︵略﹀︒

八705図

カタマルヲ待チテ︑箱二入ル︒

二335 ユミヲイルコトガスキ かけおきて︑︵略V︒
八395図 ︵略V︑頭二藥ヲツケ︑其ノ
デ︑トリヤケモノヲイコロシ

肉イ・イル・イヨ︾

いる︻射﹈︵上一︶6

イヅレモ大規模二出來テ．

是は水中にとけてみる酸素
︵略﹀︑水を取換へなくても
かタとよ

かの山内一豊の妻が貧

︵略V︑路ばたにバイオリンを

木蔭に立ってつくぐと此

ひ い て 來 て ︑ ︵ 略 V︒

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十﹇4910 アラビヤに良馬の多く産す 十一m6婦人は室内に引込んでみて︑
少い︒

ル︒

は︑︵略V︒

十二343
十二815

テヰタ學校が落成シテ︑︵略﹀︒

昨年ノ夏カラ建築ニカ・ツ

苦に居て︑夫の一大事を忘れざりし

十二329図

金魚は割合に長く生きてみる︒

十二231

が吸呑されるからである︒

十二228

してみる果實をついばむ︒

十二208

又ひよやつぐみは美しく熟

ヰテ︑壷ク蒸氣や電氣ノカヲ利用ス

十ニー29

此の心なり︒

十二44図

り出してみる︒

かけの様なものをかぶって︑目ばか

十一m9︵略V外出する時には︑うち

るばかりではない ︒

の家族一同と親しんでみる︒

十一506 馬もよく飼主になれて︑其
十一509﹁馬が子供と遊んでみるのを
見たことがある︒

︵略﹀三つ四つの子供が︑馬

の尾を引き︑脚をなでて︑戯れてゐ

十﹇511

ると︑︵略V︒

十一512 ︵略﹀︑馬は︵略V︑口でお
もちやをさ︑げて︑其の子供をあや
してみた︒

十一561 さては生きてみるのか︒

十一563 どうかして助ける工夫はあ
るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで
みる︒

十一姫4 家の構造は主として寒さを
︵略﹀︑朝鮮では﹁米のない

防ぐ標に出來てるる︒
十﹇鵬2

のは辛抱も出出るが︑薪がなければ
生きてゐられぬ︒﹂といふ三昧のこと
わざがある︒

参に入れよ︒

國ノタメニ入室父子ヲノゾカント思

十596囲團
られ候由承り又候 ︒

入れられたり︒

十785図 又力士ノ如キハ常二全身二
入鹿﹇▽そが

力ヲ入ル︑ヲ以テ︑︵略﹀︒

いるか﹇入鹿︼︹人名︺7
のいるか

ト答

いれうていれ・とりいれ・とりいれだ
か・わたいれ

五552

﹁オ前ハ鳥デハナイ

ソノ時カウモリガケモノノ方

へ行キマスト︑

カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

火バチナドニ入レル炭ハ︑木

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

五576

米を俵に入れて︑その俵をつ
水を飲まないことはあって

十二227金魚を細口のびんに入れて︑

イロ 色←vあずき

若し其の中に青い水草を入

二三日も水を取換へないと︑︵略V︒

十二229

れて置けば︑︵略﹀︒

いろ︻色﹈︵名︶43

いろ・うすももいろ・かきいろ・きい

ろ・きいろい・きんいろ・けいろ・こ

ゃいろ・つちいろ・とびいろ・ねずみ

じゅうにんという・だいだいいろ・ち

うばいいろ・こんいろ・さくらいろ・

こしらへた物を口に入れないことは

︵略V︑うちの名の和田を入 ろ・ふたいろ・ぶどういう・べにい

いろ・はいいろ・ひとついろ・ふじい
八489圏

ない︒

も︑水のまじった物や︑水をまぜて

七642

み重ねてながめた時は︑︿略V︒

女子は︵略V︑又口の田圃︑ 六168

然れども入墨をほどこすこ

手首・手の甲等には入墨をほどこせ

十799図
り︒

十7910國

余ーレ・ーレル煙﹇▽おなげ

むらさきいろ・ももいろ・もようとい

ろ・みいろ・みずいろ・みどりいろ・

一一193

ツケマシタ︒

モシナツデアツタラ︑ド

ワタクシノカラダハ︑日

︵略Vムラサキ色ノハォリ
ハ︑イツマデタツテモ︑色ガカ

五312

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

ツヤガアツテ︑色ハコイミド

金色ヲオビテヰマス︒

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆

五165

しくはありませんが︑︵略﹀︒

四661羽の色はあまりうつく

ハリマセン︒

三578

ヰマス︒

ニヤケタヤゥナイロヲシテ

二212

ンナイロヲツケタデセウ︒

ニー96

ソノトホリニ

イヒロヒマシタ︒︵略︶︒イロモ

︵略﹀モミヂノハヲーマ

れて︑十五字になるやうに書いてご

カタハラニ居タ一軍曹ハ中佐
圖や甕は別に堅い木に彫り︑

貫く家畜といへば︑鳥類まで
も入れて言ふ︒

十877

所に入れる︒

爲眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

十199

ヲ壕ノ内二手レテカイハウシタ︒

ホリ

八886

紺や淺黄二染代ルノデス︒

八661其ノ中へ白綜や白布ヲ入レテ︑

紺色ノ汁が出マス︒

八658藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑

スニ入レテツキカタメマス︒

キザンデ︑日ニホシテ︑ソレカラウ

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク う

らん︒﹂

︵略V︑ソノ

八657

いれる・とりいれる・なげいれる・の

大キナコエヲタテ

バ

ノ

ワタクシヲヒノナカヘ

アタタカイフトコロ

オヂイサン

﹁くるまにのってみる
︵略﹀たけのこをおなべの

︵略V︒

︷略V︑おはなはざるの中のた 十﹁96︵略﹀︑揃ヘテ箱二入レル者︑

トビラ
ニ入レテ一方ノ扉ヲ閉ヂ︑︵略﹀︒

母は︵略V︑切ったさしみを 十六ー59 船渠ノ︵略﹀︒船ヲ其ノ中
さらの中へ入れて︑︵略V︒

五216

けのこをなべの中へ入れました︒

五212

中へ入れておくれ︒L

五207園

人を入れると︑六人でせう︒﹂

四75圏

ハシツテイク人モアリマス︒

三325ナヘカゴニナヘヲ入レテ︑

ハヒヲカゴニイレテ︑︵略﹀︒

二597

タツテクダサツタノハ︑︵略﹀︒

中ヘイレテ︑ネンネコウタヲウ

二376圏

テ︑トビダシマス︒

イレルト︑

二215

りいれる・やといいれる

ル 入れる

とは今は全く禁ぜられたり︒
カン
サル程一コニ韓ノ使ミツギヲ い・れる﹇入﹈︵下一︶23 イレル 入レ

ダイゴク

奉ルニヨリテ︑男鹿ノ参内スルコト

八517國

アリ︒

八523國天皇大極殿二出デサセ給ヒ︑
入鹿カタハラニ侍 ス ︒

﹁ 御前近ウシテ︒﹂

八528図 入鹿アヤシミテ﹁何故ゾ﹂
ト問ヘバ︑
フ︒

八529図他ノニ人十代ノ間墨入鹿ヲ
討ツベキ手ハズナ リ シ ガ ︑ ︵ 略 V ︒

八533國 皇子コラヘカネテ︑ヲドリ
出デテ︑入鹿ノ肩ヲキリ給フ︒

八536國之ヲ見テ他ノ一人進ミ出デ
テ︑入鹿ノ足ヲキ ル ︒

八536図 入鹿ツヒニ殺サレタリ︒
いるか︻海豚﹈︵名︶1 いるか
およいでみるのを見ることもありま

七831園 何萬とも知れないいるかが
す︒

いるかふし﹇入鹿父子﹈︹玉名︺1 入
ナカトミノ

八501國 中臣鎌足コレヲウレヘテ︑

鹿父子

ヒ立チタリ︒

十709図 水夫は審く燈毫番の小屋に いれずみ﹇入墨︼︵名︶2 入墨

︵略﹀︑罰に庭せられたる

いろ

者は︵略︶︑ 又重き者は管倉に入れ
いるか
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リ色デス︒

こ

辮ノ色ハ白又ハウス桃色デ︑

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

又ユリヤアヤメノ花ハ苺ノ色

︵略︾︑募ノ色ハ青イ︒

緑色そふ林は

︵略﹀動物ノ膿色ニ柏里ノ

︵略﹀︑其ノ艦ノ一面︑砂ノ

汝が持し

九74

は︑︵略﹀︒

九647図

︵略V︑自ラ其ノ周團ノ物ノ

動物ノ中ニハ其ノ周園ノ物

︵略﹀野ウサギハ︑其ノ毛
︵略﹀︑岩石ナドニ附着スル

室内にのみ居て︑外出する

金銀の光︑丹青の色︑目も

︵略﹀︒

十291

ロナタカラモノガデマシタ︒

ヤ︑キイロヤ︑ムラナキヤ︑イロ

︵略V︑ねぎや大根が青々とう 三72 ノハラ山内︑ ︵略﹀︑ アカ

ねをかざって︑︵略﹀且々とした色を

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

ロナオモシロイハナシヲ キカセ

見せてみる︒
イロナハナガサイテヰマス︒
十482眼色の原色は赤・青・黄にし 三123 ︵略﹀︑オヂイナンバイロイ
色を生ず︒

色色 色々

ニ︑ウスノ中

タチマス︒

六698

ゐます︒

︵略V︑みんあ
なつまって︑

萎ワラザイクニハ
カゴヤ

日本の國には春・夏・秋・冬

金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

その間に色色な子どもを見ま

ガ︑︵略﹀︒

ノ他イロ︿ナカザリ物ニナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

六254園

鳥が鳴く︒

かはるぐ色々な花がさき︑色々な

六43

鳥が鳴く︒

かはるぐ色々な花がさき︑色々な

六42日本の國には春・夏・秋・冬

ス︒

オモチヤや色色ナ物 ガアリマ

四373

色色なはなしをして

四301

シテ見セマシタ︒

三682

︵略﹀︑イロイロナゴチソウ
ヲシタリ︑サマザマノ アソビヲ

です︒

るいろいろなものを 見るの

ゑや︑せんせいの 見せてくださ

三385これで本の中
のじや

ニ

テクダサイマス︒

給書・模標等を色どりす

︵略﹀︑色の名講も亦千種萬

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十484図色の原色は赤・青・黄にし 三294竹ハイロイロナ
ヤク
色を生ず︒

十491図
様なり︒

十493図

其の湯には大抵一種の臭氣

るには︑色の調和を考へざるべから
ず︒

あり︑味あり︑色あり︒

十725図

目ハ色・形ヲ見︑︵略V︑各

其ノ他切方・並べ方︑色ノ

之ヲ拶二報告ス︒

十771図

十一667

配合二物ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫
保の母は︵略V︑﹁二子の

ガ入用デアル︒

十二321國

君の爲に戦死せるは家門の巻なり︒

いろいろ

イロイロ

︵略V︒﹂とて︑少しも悲しむ色を見
せざりき︒

イロく

ニー63カゼガフイテ︑イロイロナ
ツクタビ

木ノハガトンデキマス︒
カラオカネヤキモノヤ︑イロイ

︵略V︑色のたくさんまじった 二565
美しい卜書や地圖のやうなものは︑

十203

まばゆきばかりなり︒

九947國

れば︑目には見えざれども︑︵略﹀︒

空氣は形もなく︑色もなけ いろいろ︻色色︼︵形状︶25

こと少き人の︑色青ざめて元氣なき

九612図

三二岩石ト同ジ色二見ユ︒

九552図

色枯葉ノ色ト同ジケレドモ︑︵略﹀︒

九549國

ノ憂ズルモノアリ︒

ノ色ノ憂ズルニシタガツテ︑保護色

九547図

見附ケラル・コトナシ︒

色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二

九542図

リテ︑︵略V︒

住メル周園ノ物ノ色二似タルモノア

九542図

色二似タリ︒

九5310図

き庭ぞ︒

九119図圃

ガ辮トーツ色デアル︒

九82

募ノ色ハ青イ︒
ガク

ガク

五314 十一月ゴロ白イ色ノ花ガサキ 九74
マス︒

蝶ニハ︵略﹀︑羽ノ色ニモ︑白

イノヤ︑キイロナノヤ︑黒イノヤ︑

五351

︵略V︑色もはじめは黒いが︑

マダラナノヤサマぐアリマスガ︑
︵略﹀︒

七299

だん︿かはって青白くなる︒
七358図 塗物に黄・赤・黒・青など

さまぐの色あるは︑早うるしに色
を着けたるなり︒

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

七358図 塗物に黄・赤・黒・青など
を着けたるなり︒

︵略﹀茶色ノモ

七763 色モ一様デハナイ︒ ︵略V緑
色ノモノモアレバ ︑

ノモアリ︑︵略V紅色ノモノモアル︒

七777 波ニユラレテ︑色ノ美シイ海
草 ガ ヒ ラ ヒ ラ ト 動ク間ヲ︑︵略﹀︒

ふくじゆさう

波にうつって︑水の色が金色になり

七826囹 日の出や日の入には日光が
ます︒

八348図圃 年のはじめの福壽草黄
︑
金 の 色 の 暖 く ︑ ︵略V︒

がね

︵略V皮
︑膚の色さへ青ざめ

すまぬ空ののどけ さ よ ︒

あはづ
八602図圏 粟津の松の色はえて︑

八708図
て︑︵略﹀︒

八838図 我等日本人は髪も黒く︑

白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

八836図ヨーロッパ人は大むね皮膚

か

眼
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いろいろ
いろ

いわ

いろいろ
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した︒

ノヤシロイノヤイロイロマジ

﹇405

﹁金ニハイロ︿アリマス

バカリニモ色々アリ︒

織物ニハキヌ織物・モメ

西洋西瓜には色々あるさう

色香

工場ニハ色々アル︒

色香も深き 紅梅の
色ドリ 色ど

積み得さ

いろはのいをも

身のいつしかに

みうり

いろはにほへと︵略﹀︹第三

い

わき

て︑色どった大きな弓矢や扇車がか

ざつてあります︒

まへぬ

十二認10図國

る︑︵略V︑世の人並の 文字の数︒

いろはにほへと︵略V︹いろは︺1

三741

ろはにほへと︵略V

巻付録参照︺

松を火にたくみうりのそば

いろり﹇囲炉裏﹈︵名︶2

七117團

り︑一家之を園みて談笑す︒

︵略V︑サザエが岩ノカゲ

岩ノヵゲや海草ノ間ヲオヨグ

ニツイテヰル︒

七718 ︵略﹀︑サザエ・カキナドハ岩

モノガアリ︑︵略V︒

七707

カラヨビトメテ︑︵略V︒

四382

若し此の模様に種々の色ど いわ﹇岩一︵名︶13 岩
を増すべし︒

十499図

種々の模様を工夫し︑閣下

コノ岩ナド丁銀リツイテヰル巌ノ骨

七734 ︵略﹀海綿モ︑ ヤハリ海ノソ

総書・模子等を色どりす

九937図

いでや︑あの岩の小かげ

岩にくだくる清流︑雪と散

けがりのいさをくらべん︒

に︑皆うちよりてえもの数へん︒た

八95國圃

ケノ用ヲナスモノデアル︒

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ

七773

根モ︵略﹀︑タマハナレナイ

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

穴ースル彰

十493図

飛i

るには︑色の調和を考へざるべから
ず︒

色どる

むねの上には紙のぬさを立て

いうど・る﹇彩︼︵五︶1

六742

ッ︾

デアル︒

においては極めて大切なる事とす︒

十4910眉コ凶

し︒

模様・色どりをほどこしたるもの多

︵略﹀︑我等の衣食住には

りを加ふるときは︑一層其の美しさ

十477園

辺幅ハ美シキ色ドリアルが如シ︒

九578図

で︑夜はよもやま話がはずむ︒
レドモ︑︵略﹀︒
アゲハ
︵略V︑悪味アル揚羽ノ蝶ノ 十816図 屋内には中央にみうりを造

其ノ羽ノ表ノ方配向美シキ色ドリア

り
オキナハ
九565口凶 一沖縄二三スル木ノ葉蝶ハ︑

いうどり﹇彩﹈︵名︶5

︵略﹀︒

九916図團

いうか﹇色香﹈︵名︶1

十ニー26

御無音に打過ぎ候︒

十558國團色色取りまぎれ︑つひく いろは︵名︶1 いろは

があった︒

アサガホガ︵略﹀︒アカイ 九3510 昔の旅行には色々難儀なこと

七263 色々ナキカイガアツテモ︑
ツテヰマス︒

﹁イロイロォセワニナツ

アリガタウゴザイマスガ︑

よい神さまがたは︑どうかし

色色ごさうだんの上︑︵略V︒

て大神にまた出ていただきたいと︑

五24

︵略﹀︒

テ︑

三701圏

ソレヲハタラカセルノハヤハリ手デ
ス︒

七282 シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ
コシラヘルコトハ出來マセン︒
右へ折レタリスルト︑

七378 色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ
折レタリ︑

五588

︵略﹀︒

七389 又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ
六195図

油ニモ色々アリマス︒

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利

六248園

六335図

︵略﹀︒

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ッノハ︑

デアル︒

七699 海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外色

々ノ動物が居り︑サマぐノ植物モ

︿アリ︒

ン織物・アサ織物・毛織物ナドイロ

アル︒

話をした事もある︒

︵略V︑顔のちがふやうに︑せ

七178團

いしつも色々かはってゐます︒

六723

八332 仕事をしながら︑僕に色々な
八639 木綿織物二千や身骨ヤカスリ
ヤ 其 ノ 他 色 々 ナ 縞ガアルノハ︑︵略V︒

八647 又色々引染メタ綜デ織ツタノ

海草ニモ色々アル︒

でございますが︑︵略﹀︒

七749

ガ縞物デス︒
十181 我々は毎日本を讃んで色々な

ある日一人の友だちは︑この

とやさしく御世話下され︑︵略V︒

九211國團村の方々は朝に夕に色々

く世間話をしてみたが︑︵略V︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八201

く考へてるました︒

まして︑どうしたらよいかと︑いろ

八197

︵略V︒

八154人ノ職業ニハイロくアツテ︑

色々

親類や友だちは回そう心配し いうどり・す︻彩﹈︵サ変︶1 色どりす

事を罷える︒
十376囹 かういふやうな色々な美質
をもってみることをよく見定めまし
︵略﹀︑農家では牛を色々の勢

た上︑︵略﹀︒

十841
働に使役する︒

工物に使ふ︒

色色

イロイロ

十847 ︵略V︑其の骨や角は色々の細

イロく いろく

いろいろ﹇色色﹈︵副︶17
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いん

いわい

り︑玉と飛ぶ︒

八711図

こ﹂において︑胃は一同に
﹁︵略︶︒﹂といふに︑

終る︒
十二937図

孟子を戒めて日

ノナキニ至レリ︒

見ノ國

イハミ

平左衛門ハ石見ノ國ノ役人

ニテ︑百七十鹸年程前ノ人ナリ︒

十319図

海岸には切立てたやうな岩山

所が多い︒

いはゆる

利根川ハイハユル玉東平野

イハユル

もあるが︑平たい砂原になってみる

六13

謡曲蹄りて群臣に告げて いわやま︻岩山︼︵名︶1 岩山

日く︑﹁︵略﹀︒﹂と︒

十二953図

堅く﹁︵略V︒﹂と︒

︵略﹀︑

イワシ

孝経に日く︑﹁︵略V︒﹂と︒ いわゆる﹇所謂︼︵連体︶2

く︑﹁︵略V︒﹂と︒

十二967図

うミ

イハ
︵略V︑其の子に教へて日いわみのくに︻石見国︼︹地名︺1 石

二って日く︑
く︑﹁︵略﹀︒﹂と︒

︵略﹀︑此の燈豪附近の岩の

十683図
︵略﹀︒

ト︒

十二971図

いわし︻鰯﹈︵名︶一

十7810図西洋ノ古語二日ク︑﹁︵略V︒﹂
ト︒

十﹁皿9図式サトシテ日ク︑﹁︵略V︒﹂

魚類ニハイワシ・アヂ・サ 九185図

ヲ貫流シ︑本流・支流ノ長サヲ合ス

七702

レバ︑ 一千鯨里二及ブ︒

ト︒

水ノ表面二二イ所ヲオヨグモノガア

外國人に接するに︵略V︑

バ・マグロ︒カツヲナドノヤウニ︑

り︒

イハレ

神功皇后以後︑ シバ

いはれ

諸子は皇大神宮のかくばか

いわれ︻謂︼︵名︶1

く皇居ヲ定率給ヒシトコロ︒

ノ地心シテ︑

いわれ﹇磐余﹈︹地名︺1 磐余
イハレ
其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余

十鵬3図

ジングウ

しく之を親愛するは大國民の度量な

いはゆる四海兄弟の精神を以て等

十二㎜8図

十一鵬2図孟獲答ヘテ日ク︑﹁︵略﹀︒﹂
ト︒

リ︑︵略﹀︒

九17図岩代

東郷司令長官此の戦況 いわしろ︻岩代一︹地名︺1

いわと母あめのいわと

石見

イハミ

花ユねてよしや吉野の

ギ

サツマ

イハミ

りたふときいはれを知れりや︒
ア

ルナルベシ︒國名ヲ以テ名ヅケラレ

十一2910図︵略V我が軍艦ノ名ヲ知レ八21図

いわみ﹇石見一︵名︶1

よし水設まくらのもとユ石走る音︒

十一32図圃

肉iル彰

勝商城に向ひ︑高らかにいわばし・る﹇石鹸︼︵四︶1 石走る

を打電し︑其の後に附加して恥く︑

十日ー04図

﹁︵略V︒﹂と︒

十二2910図

故二日ク︑﹁正直ハ最善ノ商略ナリ︒﹂

喜劔大いに罵って日く︑

スハウ

他人ノ悪事︒短所ヲア

いわんや﹇況一︵副︶一 イハンヤ
サガミ

ナリ︒イハンや我二丁レル人ヲネタ

ザケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以

十一539図

タルモノニハ︑安藝・薩摩・石見・
肥前・相模・周防・丹後等アリ︒

いわみいつこく﹇石見一国︼︹地名︺1

ミ︑其ノ王土ヲ傷ツケントシテ笑フ

者二於テヲヤ︒

いん︻印︼母ひづけいん

︵略V︑三年ナラズシテ石見
作ノ年ニモ︑國中一人ノ餓死スルモ

一國ニヒロガリ︑是ヨリ後配五穀不

十324図

喜劔︵略Vを知るに及び 石見一國

足の指に魚肉激片をはさみて

﹁︵略V︒獣ならば︑かくして食へ︒﹂

と︑
︵略﹀︒

十二875図

て︑驚いて漉く︑﹁︵略V︒﹂と︒

︵略﹀︑其の墓を拝して日
く︑﹁︵略︶︒﹂と︑刀を抜き切腹して

十二881図

岩代

十﹁継7図

後人日ク︑﹁︵略V︒﹂ト︒

或時齊の臣景公に告げて

上に乗上げたる帆前船あり︒
ば︑一人の日く︑﹁︵略﹀︒﹂

十一一947図

船横たはれり︒

十693図 ︿略V︑岩の上に一隻の難破 九475國 ︵略﹀︑人々のかたるを聞け

祝ふ

十2410図其ノ中ノ一人日ク︑﹁︵略V︒﹂

十701図 岩に近づけば︑波は盆支荒 十139図無主柱静かに日く︑﹁︵略V︒﹂
く︑︵略﹀︒

もまかせず︑岩と波との間にボート

十704図 此の間岩にも當てず︑波に

︵略﹀︑岩と波との間にボ

を あ や つ り 居 た る少女の働は︑︵略V︒

十705図

其の破裂するや︑土地は

ートをあやつり居たる少女の働は︑
︵略﹀︒

十二429口⊃凶

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて
飛散し︑︵略﹀︒

祝フ

いわい 号おいわい・おんいわいもうし
あぐ
いわ・う︻祝︼︵四・ 五 ︶ 2

號んで日く︑﹁︵略﹀︒﹂と︒

ト︒

五186 鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズン 十二524図 信用ノ基ハ正直ニアリ︒

穴ーフ煙

ズンシユツセヲセヨトイフ心デ祝フ

こうし

ノデセウ︒

曰く

十二868口︒凶

八375図圖 ︵略V︑中にも君の千代八 十二725図 孔子日く︑﹁︵略﹀︒﹂と︒

千代祝ふや菊の花の宴︒
いわお﹇巌﹈︵名︶1 いはほ

君がよはちよにや

ちよに︑さざれ石の いはほと

四102回章

なりて︑こけのむすまで︒

日ク

いわき︻磐城﹈︹地名︺1 磐城
九17図 磐城
いわく﹇日﹈︵名︶20

つ

いん
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いん﹇員﹈号さんじかいいん・のりくみ
いん

おうじょういん・きぞくいん・しゅう

いん﹇院﹈︵名︶1 院弓あんこいん・
ぎいん・しょうそういん・ちくりんい
ん

幾ページ分も一度に刷れる︒

印刷

米國商人が新聞其ノ他ノ

いんさつぶつ﹇印刷物一︵名︶1
十一一528図

物

印刷物二依リテ廣告二費ス金額ハ︑
︵略V︒

ト

西洋紙ハ又﹁葉書や切手ヤ

イヒマスト︑︵略﹀︒

いんしょく門飲食︼︵名︶4

﹁病は口より入る︒﹂つ﹂し

むべきは飲食なり︒

九581図

な

かんこく

あ

め り か

め

り

か

り

か

ゐんのしやう

インバ

下総ノ手賀沼・印旛沼・長

テガヌマ

インパ
いんばぬま﹇印旛沼﹈︹地名︺2 印旛

沼 印旛沼

沼等ノ水肺南ヨリ之二注ギ︑︵略﹀︒

九169図

飲用

︵略V滴剤に乗り︑飲用水

飲

羊の肉も亦食用となり︑山羊

飲料

其の外何くれと用意して︑隊商と共

九454図

然 水

いんようすい﹇飲用水﹈︵名︶1

︵略V︑亜型利加・印度の 九17図 印旛沼

ふ

らせ給ひぬと申す︒

那・轟轟等あり︒
いんのしょう︻院庄﹈︹地名︺1 院庄
し な
ゐんのしゃう
今や︵略﹀︑又支那沿岸は 十一155図 ︵略V︑主上はや院庄に入

十一287図
うつば

おろか︑印度・南洋より亜米利加・
︵略﹀︑通常の灰色の鼠の

欧羅巴の航路をも開くに至れり︒

よ

うつば

あ

當時伊太利は︵略V︒

獅子︑南亜米利加の野牛等の︑︵略V︒

エ

あ

経て欧羅巴に移り︑︵略V︒

よ

一群大畢して︑印度よりペルシャを

十二663國

し

十二672図
十二742図

るに印度との交通は長日月を要し︑

に出立したり︒

十874

いんりょう﹇飲料﹈︵名︶1

コロンブスは︵略V︑欧羅

中途の危瞼亦少からざれば︑︵略V︒
よ うつ

十二748図

巴の西海岸より西を指して進まぱ︑

ぱ

印度の東海岸に到着すべしとの意見

飲食に注意し︑︵略﹀︑常に

日光に浴して︑なほ病にか﹂らば︑

の乳は牛乳のやうに飲料になる︒

されど水は大都會など

︵略V︑若し欧羅巴より西いんりょうすい︻飲料水﹈︵名︶1

料水
な

へ向って進まば︑印度に達する前︑
し

り︒是飲料水とぼしくして︑意のま

にては︑時として債を生ずることあ

十一916図
インドじん︵名︶1

︾に之を得ること能はざればなり︒

一つ

う﹇雨﹈n▽ぜんこくぼうふううけいほう

︵略V︑長き白布くるく
印度地方

頭に点ける印度人︑︵略﹀︒

インドちほう︵名︶1

と

九516図圃

印度人

日本又は支那に到着するならんと︒

十二758図

を抱けり︒

四季寒暑の明り目にはと

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

十二907図

是我が罪にあらず︒

九618ロ凶

飲食

印紙ナドハ皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂

七495園

十一464図 熊王︵略︶︑さて往生院 いんし﹇印紙﹈︵名︶1 印紙
の後は一度も院の門外へは出でざり

に入りて檜となり ︑ ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 V ︑ 其

きとそ︒

引見す

︵略﹀︑皇后も亦コロンブ

いんけん・す﹇引見︼︵サ変︶1
︽ーシ彰

十二805図

スを引見して︑厚く其の勲功を託せ
り︒

いんさつ﹇印刷﹈︵名︶4 印刷

が︑︵略V︒

十203 一色の印刷は一度刷ればよい

め︑衣服・飲食の費皆其の範園を越

十205 ︵略V︑色のたくさんまじった 十二921國 ︿略﹀︑豫め其の支出を定
美しい引書や地圖のやうなものは︑

．飲

ゆることなかるべし︒

食物

十587至難

印度洋

けいほう・てんきよほうおよびぼうふ

ヨーロッパより船にて日本 ・だいぼうふうう・ちほうぼうふうう

鵜

へ上るには︑︵略﹀地中海を過ぎ︑

う﹇鵜︼︵名︶15 う

ううけいほう・ぼうふうう
り︒

印度洋を渡りて︑東へ東へと進むな

八798図

印度洋

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
おう
等の港を経て欧洲へ輸入せり︒

兵螢内の酒保には日用品 十二7310口醗凶 ︵略﹀︑印度地方の寳石・

いんしょくぶつ﹇飲食物︼︵名︶2

幾度も幾度も印刷を重ねなければな
らぬ︒

十207 印刷が出來上ってから本にと
ちるまでにも︑まだ中々手数がか㌧

印度うにしインド
し

アジヤ大陸には印度・支

八77図

其の上牛肉と牛乳は飲食物と インドよう︹地名︺2

・飲食物等を販頁致し居り候へば︑
︵略﹀︒

る︒

十842

インチ﹇▽なんインチ

しても大切である︒

字を取離すことが 出 來 る か ら ︑ ︵ 略 V ︒

印胴

十218 活版は印刷が終れば︑其の活
いんさつ・する﹇印刷︼︵サ変︶2
角ーシ・ースル彫

八789図

しょとう

十1910 さてかりに印刷して︑照合せインド︹地名︺7

する

て 見 て ︑ 誤 が あ れば︑︵略﹀︒

十208印刷する紙は廣い大きな紙で︑

う

噛つ
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三403うが川の中でさかな
をとってゐました︒

三422うのまねするからす︑水
におぼれる︒︹ひらがなのドリル︺

十一791図 鵜を使ひて魚を捕ふるこ
と︑我が國にては古來廣く諸所に行
はれたり︒

十﹁805國鵜匠は一入にて十二羽の

十一827図

鵜はく雲り入る毎に獲物

なくして浮び出つること少ければ︑
︵略﹀︒

八945図

︵略﹀︑朝日・夕日にか雪や

きて︑遠く二三の外よりも望み見る
一同はやむことを得ず︑

ことを得べし︒

︵略﹀︑百にも近き鵜︑此 九463図

進行を止めて︑風のをさまるを待て

十一8210図

方に浮び︑彼方に沈み︑彼虞にかく
り︒

︵略﹀新しき野南の足跡あ

れ︑此慮にあらはれ︑︵略﹀︒

九913図

︵略V︑却ツテ其ノ身ノ安全

︵略﹀︑鯨程ノ金高トナリテ︑

︵略V︑家業ノ元手ノ一部分
之ヲ日本銀行二丁行カバ︑

トモナスコトヲ得ベシ︒

九764図

ベク︑︵略V︒

ヤ︑高領ナル必要品モ買フコトヲ得

九763図

ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒

九576口薗凶

するに︑︵略﹀︒

り︒之に力を得て︑南へ︿と急が

鵜なはを引上げて︑鵜の 九488図

ふなばたに立並べる時︑︵略﹀︒

十一833図
肉ウ・ウル・エ︸

n▽おさめう・かいう・こころう・たし

得

う・たっしう・つみう・なしう・まな

う︻得︼︵下二︶60

十﹇807図 此の闇に鵜を引上げて呑
びう・わけう

鵜を使ひ︑︵略V︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

八295國 北ヘマハレバ︑東ノ戸開

ち︑︵略V︒

︵略﹀ ︑ 鵜 は 盛 に 活 動 し ︑

キ︑東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒幾

十一811図

ひたすら其の獲物の多からんことを

度カマハリタレドモ︑入ルコトヲ得
︵略﹀︑大事ヲ成スニハ此ノ

競ふ︒
ズ︑︵略V︒

八507図

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一813図 鵜の首元は細なはにてし
下 す こ と な く ︑ ︵ 略V︒

皇子ライタマキ奉ルヨリ他二道ナシ

ベシ︒

︵略V︑大なる鵜は能く

がからさき

滋賀唐崎の一つ松︑夜の
我若し食物をこなす事な

シ以來︑大イニ人力ヲ省クコトヲ得

旅館は山により︑谷に臨み

テ︑産出高モ著シク増加シ︑︵略︶︒

十751図

て︑山水のながめをほしいまΣにす

故に飼養者の注意により

るを得べし︒

ては︑次第に其の群の数を増加する

十一81図

ことを得べし︒

蜜蜂の群集生活を螢むを

得るは︑共同團結して下働をいとは

十一88図

ず︑︵略﹀︑着艦の爲には身命ををし

︵略﹀︑越王勾践︵略﹀︑

まざるによる︒

十一1610図

遂に呉を滅して會稽の恥を雪ぐこと

萢譲といふ無二の忠臣の助を得て︑

を得たり︒

十一171図 ︵略﹀︑遂に呉を滅して會

帆の運用自在なれば︑風

稽の恥を雪ぐことを得たり︒

の方向に關らず︑十分に風力を利用

十一274図

することを得︒

ヲ積ミ︑大ナル速度ニテ長時間航海

十一335図 ︵略﹀︑何レモ多量ノ石炭

スルコトヲ得︒

イフニ︑良ヤムヲ得ズシテ鰭レリ︒

︵略﹀︑新式ノ機械ヲ用ヒ

の角を圓くすれば︑左の第十一圖を
得︒

十618図

底へ下した︒

あり︑氣にかΣりしが︑ ︵略Vよき

十一752図圏

﹁︵略﹀一枝足らぬ所

ふので︑兵士は止むを得ず將軍を谷

十一583 ︵略﹀︒﹂と︑しかる様にい

得るものもこれあり解由︑︵略V︒

尺鯨︑一樹にて千五百尺〆の材積を

︵略V︑曲線を用ふれば︑更 十一402國国 ︵略﹀︑中には直径二十

左の第九圖を得︑︵略﹀︒

十463図右の第八圖の角を取れば︑

に美しき模檬を得べし︒

十461図

に︑死所を得たるを喜べり︒

＋穿圏圏﹃二人の我が子それぐ

ヨリ後五日目ノ朝再ビ來ルベシ︒﹂ト

十239図大イニ怒リテ︑﹁︵略﹀︒今

ト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル折ヲ得

十一816応覇凶

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ

ザリキ︒

らるべき︒

︵略﹀︑二週間あまりにして
日本に蹄着することを得べし︒

八795図

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

八751図

虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木 十465図 ︵略﹀︑右の第十日の八角形

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八715図園

雨にぞ名を得たる︒

八612三冠

し

時ノイタルヲ待テリ︒

ミ奉ルコトヲ得テ︑︵略﹀︑ヒソカニ

八514図

のど
十二三尾のあゆを喉元にふくむとい

ふ︒

あゆ
十一817図 鵜の鮎を呑むは必ず頭よ
りす︒

めんが爲なるのみならず︑又鵜をは

十一823図 か窪り火をたくは魚を集

魚は︵略﹀︑水底にうつ

げます一法たり︒

十一824図

︵略﹀鵜は深く沈まずし

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが
故に︑︵略﹀︒

十一825図

﹁

て︑たやすく魚を捕ふることを得る
なり︒

つ一つ
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なり︒

意のま＼に之を得ること能はざれば

︵略V︑特殊の網を用ひ

所ナリ︒

十二365図本校舎ノ建築ハ︵略﹀︑通
得︑︵略﹀︒

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

十二438図

︵略﹀︑動物を飼養し︑又

︵略V︑最も慣を低くした 風・採光ニツナガラ其ノヨロシキヲ

枝ぶりの檜を見て︑其の意を得たれ

り︒

る人︑其の家を費ることを得べきな

十﹇9210國

ば︑之を書添へんとて︑︵略﹀︒﹂

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一764図 裏見瀧は後の細道より瀧
たりしが︑︵略V︒
たも

十一994訳注

ることを工夫するに至れり︒

︵略﹀︑水面近く浮ぶが故

ずとも︑撚網にてすくひ取るを得る

十二464図

十一826図

に︑鵜は深く沈まずして︑たやすく
程にて︑︵略V︒

得ん︒
︵略V︑又ボーロの旅行記

ば︑一驚其の牧穫を増加することを

︵略﹀︑能く學理を慮用せ

魚を捕ふることを得るなり︒

十一一756図
はい

に於ては見るを得ざる廣大なる天然
くわんがい

く︑︵略﹀︒

︵略﹀︑船員も其の勇氣に

によりて製したる地圖を得て思へら
十二786図

︵略﹀︑食下・排水量のよ

ろしきを得て︑水田は乾田となり︑

感じて命令に服せざるを得ざりき︒
景二二りて群臣に告げ
て曰く﹁︵略﹀︒我︑罪を魯君に得た

十二955図園

り︑︵略﹀︒﹂

︵略﹀によりて︑始

例へば教育・衛生等自治
團禮の事業は︑

十二鰹9図

めて其の効果を全うすることを得べ

︵略V︑我等は之を見て︑

きなり︒

十ニー79図

十ニー14図囹︺﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依リ
ヨロコ
祖宗ノ神憲二封フルヲ得ルヲ澤ブ︒﹂

田五十六町歩を得るに至れり︒

行はれ︑︵略V︑二毛作をなし得る良

十一撫7図之によりて用水路の改修

︵略﹀︒

十一岨6國

林にして︑︵略V︒

十一828図 ︵略V︑漁夫は一時間鯨に 十一⁝⁝3書冊 森林は内地及び北海道
して数千百尾の鮎を得るを常とす︒

十一872図 ︿略V︑今ハ僅カニ六七人

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱
︵略V ︑ ⁝ 蟻 は 此 の 甘 き 汁 を

フコトヲ得ベシ︒
十一891図

得んが爲に︑油轟の附着せる植物に
集 り て 之 を 保 護 し ︑︵略﹀︒

随意に得られざることとによりて生

十一906図物の贋は効用あることと︑
ずるものなり︒

明目の天意如何を豫知することを得

十一907図 故に随意に得られざるも

べく︑︵略V︒

自治制の如き最良の制度

のなりとも︑効用なきものは債ある

十二鵬7図

ことなく︑︵略﹀︒

︵略V︑又其の目の天二十

﹁オトヨサンノハドレ

ニシマセウ︒﹂

二54園

バン大キイノヲアゲマセゥ︒

二63囹﹁オハナサンバ︵略V︑一

ミガヨヲウタヒマセゥ︒﹂

二71囹サア︑ミンナデ︵略﹀︑キ

ノデセウ︒﹂

ニー36園 ﹁ドコ ヘ ナガレテイク

﹁︵略﹀︑イツシヨニコノ

﹁カクレンボヲシテアソ

ニー96 モシナツデアツタラ︑ド
ンナイロヲツケタデセウ︒

二223園

ビマセウ︒

二232園

カキネノワキニカクレマセウ︒﹂

﹁カガミモチヲマトニ

木ノ下賎タケヲサンガヰマ

二242囹﹁ドコダラウ︑アア︑アノ

ス︒﹂

二347囹

﹁ミンナデユキダルマヲ

シテ︑イテミマセゥカ︒﹂

二406圏

﹁マダ小サイカラ︑モウ

ツクリマセウ︒﹂

二413囹

コレカラアタマヲツク

スコシ大キクシマセウ︒﹂

リマセウ︒﹂

二416囹

十ニー710図

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

︵略﹀︑効用あるものなり

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ

十一909図

し︒

︵略V︑大キナ目ヲツケマセウ︒﹂

二427園 ダルマサンノ目ハ

とも︑随意に得らる＼ものは亦償あ

や︒

ることなし︒

故に今より出帆せんとす

﹁耳ハドウシマセウ︒﹂

十ニー91図

コレカライツシヨニヨン

︵略﹀︑極めてまれにし

二441圏

十一9010図

る船は︑之を見て出嚢を見合せ︑又

貴族院・衆議院共に各之を提出する

︵略V︑法律案は政府の外︑

て随意に得られざるものなりとも︑

航海中の船は早く港に入りて難を避

二497

十二斯8図

︵略﹀︒

を得︒

二47園タケヲサンニハドレヲ
アゲマセゥ︒﹂

サカセマセウ︒﹂

二603圏﹁︵略﹀︑カレ木ニハナヲ

デミマセウ︒

くることを得るなり︒

畢行セラル・二二リ︑其ノ席末二列

コ・二本校新築落成式ヲ う︵助動︶姻 ウ う ︽ウ︾

スルヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル

十一一356図

ふ必要なく︑︵略V ︒

随意に得らる＼ものなれば︑之を買

十一914図日光・ 空 気 の 如 き は ︑ ︵ 略 V ︑

十一917國 是飲料水とぼしくして︑

隔つ

一つ
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三 4 8 園 ﹁ コレガスンデカライ
キマセウ︒﹂

﹁コレガスンデカライ

へ行って見ませう︒

三671囹オレイニリユウグウヘ

シマセウ︒

四45囹

す︒﹂

四555

イマ

一足デヲカ

へ上ラ

今日は早くから學校へ

ウトイフ所デ︑︵略﹀︒

四646

行って︑みんなで雪なげをしま
せう︒

五156

﹁︵略﹀︑モツトタクサン

池ノ中デコヒガオヨイデヰル

よといふのでせう︒

四774さをのさきの扇をい

ノンダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

四693園

ノンデ上ゲマセウ︒﹂

せう︒

向フノ汽車カラコチラノ汽車

もし君が居なかったら︑僕

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

五435

五491園

謡扇ノ方へ行キマスト︑

は死んでしまったのだらう︒﹂

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

へいけ方はがけの上から︑て

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五806

川ノ中ヘハイリマシタ︒

五708

アヒテニシテクレマセン︒

﹁オ前ハケモノダラウ︒﹂トイツテ︑

ソレデハオワカレノシ 四685園苦ケレバ私ガカハリニ 五554圏

が見えませう︒あれがうちで

四51囹あのこちらに白いかべ

うちはどれでせう︒﹂

ルシニコノハコヲオ上ゲマウ

三714圏

カラ︑モウウチヘカヘリマセウ︒﹂

三55圏 ﹁︵略V︑チツトソトヘデ
ツレテ行ツテアゲマセゥ︒
テ︑イツシヨニウタヲウタヒマ
三704園 アマリナガクナリマス
セウ︒﹂

三57園
キマセゥ︒﹂

三 7 5 囹 ﹁ コレカラハナヲツミ
マセウ︒

三83囹 ﹁ソレデハワタクシハス
ミレヲツミマセウ︒﹂

三185 サヘヅルダケサヘヅルト︑

四377皆サン何デセウ︒

りませう︒

四295囹らい年またお目にかか

マセウ︒

それですから︑︵略﹀︑な

です︒

﹁こんどは何の御用をいた 六93

が持って行かれませう︒

昔ある國で大きな象の目方を

その松山へのぼらうといふの

ませう︒﹂

六208囹

ウ︒

﹁そんなら私がはかって見

﹁︵略﹀︑ナカデ一番人ノ役

﹁ナルホド銅ハタクサンア

二立ツノハ︑私ドモノ仲間ノ銅デセ

︵略Vヤ︑カンザシナドニ蝶ノ 六252囹
形ノツケテアルノモ︑ソノスガタガ

五361

カハイラシイカラデセウ︒

ハ鐵デセウ︒

クサンアツテ︑モツト役二立ツモノ

一六271囹 ﹁︵略﹀︑ソレヨリモツトタ

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︵略V︒

コノカハイラシイ︑美シイ蝶 六268圏
ヲツカマヘテイヂメル人ハ︑ドウイ

五363

下りる人もあり︑のりこまう

フ心デセゥ︒

五392

あの人はもう間に合はないで 六788 今二出帆スルノデアラウ︒

時々青イ物ヲ出シマセウ︒

あれは今のつた人の手荷物で 六292孟月ハ人二二ハレテヰテモ︑

とする人もあり︑︵略﹀︒

五411
せう︒

五414

はからうとしたが︑︵略V︒

大そうおこって︑取りかへさ 六204
うとすると︑︵略V︒

五232

しませう︒﹂

五213囹

イマニマタオリテキマセウ︒
四76囹 ﹁くるまにのってみる
ノヲ見タコトガアリマセウ︒
も
思はない︒
三198︵略︶︑子ヒバリハスノ中
人
を
入
れ
る
と
︑
六
人
で
せ
う
︒
﹂
五
1
8
6
︵
略
V
︑
ズ
ン
ズ
ン
シ
ユ
ツ
セ
ヲ
セ
五
811 ︵略︶︑人も顔を見合せて進ま
デ︑ドンナニマツテヰルコト
四243囹 ﹁ソレデハ五カケモラヒ
ヨトイフ心デ祝フノデセゥ︒
うとはしない︒
デセウ︒

三234 私はなんでせう︒
三284 コレカラニ三日タツタラ︑
マダズツトタカクナリマセウ︒

がありませう︒これがのしあは

イマニアノナヘガノビ 四437囹 このまん中に小さな物 五252園 どうして釜のやうな重い物

テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ

三345

﹁どうしてのしあはびを

びのかはりです︒﹂

ナサイ︒

四534囹

モシロカラウ︒﹂ト答ヘテ︑︵略V︒

ワニザメハ﹁ソレハォ

四518何デセウ︒アテテゴラン

う︒

まぐさのしるしにのしあはび
をつけるやうになったのでせ

四452園

つけるやうになったのでせう︒﹂

四443囹

ニナリマセウ︒

三365圏 ﹁どうしてもう光らない
のでせう︒﹂

へ行きませう︒

三377 さあ︑これからがくかう

どんな心もちだらう︒

三415囹﹁水の中へはいったら︑

だから︑二つ三つはたきおとさ

三464園 ﹁あまりほしがきれい
うと思ふのだ︒﹂

三612はまべのまつの木の下

つえ．

ウィーン
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六802 アレハ停車場へ送ルノデアラ
ウ︒

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

七224園 私どもの親類で︑小さくて
くれんげ草でござ い ま せ う ︒ ﹂

ラヰ不自由デセウ ︒

七256 モシ手ガナカツタラ︑ドノク
筆一本デ美シイエヲカイタ

リ︑︵略﹀タリシテ︑人ヲ感心サセ

七275
ルノモ︑手ノハタラキデセウ︒

七387 店ニハ番人が居テ︑買ハウト
思フ物ハスグニ買ヘル︒
︵略﹀皆ほしいとは思ひまし

たが︑何分にも直が高いので︑誰一

七397
人買はうといふ者がありません︒
としました︒

七398 馬の主は馬を引いてかへらう

馬に乗ってお集りのことでございま

七425圏 さだめて皆様は御じまんの
せう︒

七781 ︵略Vシテヰルノハ︑陸上デハ
見ルコトノ出來ナイ美シイ景色デア
ラウ︒

のですから︑少しそのお話をいたし

七814園 私は年中航海をしてみるも
ませう︒

七815圏 皆さんは海を御存じでせ
う︒

う︒

七816圓 汽船も軍艦も御存じでせ

して海國の國民と い は れ ま せ う ︒

七885囹 ︵略V︑こんなことではどう

七887園

皆さんの中にも︑︵略﹀外國

へ商費その他の用事で出かける人も

又漁業その他海の仕事に出

ありませう︒

七888囹
かける人もありませう︒
ました︒その内参りませう︒

九826園
らう︒﹂

﹁今年の競馬はさぞ面白か

いてふ

︵略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

︵略﹀︒はうきを立てた様に高く雲を

十283

はらはうとしてみる︒

十﹇569園

おくれ＼ばピエールはこ貸
此の時﹁自分が行かう︒﹂

えて死ぬであらう︒

十一567

八133團︵略﹀お目にかNりたくなり 十301 何を撃つたのだらう︒

火事だ︑火事だ︒どこだらう︑

かたに持って行かうとするのです︒

八239︵略V酒代の借があるので︑其の
八415

うい

維也納

ん

虚は単磁利の首府維也納の

すどりや

とさけぶ人を誰かと見れば︑︵略﹀︒
うい ん
お

ウィーン︹地名︺1

仕合に風上で安心だが︑叔父 十二816

あまり遠くはないらしい︒

八428

大公園︑︵略﹀︒

︿略V︒

︵略﹀此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑
言語ノ人モ聞落ヘテ之ヲ植

ノ芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑

十335図 昆陽駒之ヲ救フニハ︑此

エ︑︵略V︒

︵略﹀︒

十326図

などを植ゑたり︒

八47図巻き道の左右に梅・松・櫻

ウル・ーエ︾

さっきからもう二時間もたつう・う﹇植︼︵下二︶4植ウ植う弐一

さんのうちはどうだらう︒

八432

︵略﹀︑多分煙草のすひがらが

から︑四五十戸も焼けただらう︒
八448

元だらうといふ話だ︒
﹁どうしてそんなに早く伯

父さんに分つたのでせう︒﹂

八456園

﹁︵略﹀︑誰かすぐに東京へ

中佐ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ

電報を打つたのだらう︒

八458圏

八888

杖二起上ラウトスル︒

其のうちには花々しい子等

何で命ををしみませう︒

養ふ者多く︑︵略V︒

ウへ

え・ちぢうえさま・みのうえ・やまの

え・おばうえさま・そのうえ・ちぢう

うえ﹇上︼︵名︶m

上号あねう

陣地ハフタ︑ビ敵二取返サレ 十一m10図 ︵略V︑又桑を植ゑ︑慧を
九202園

ルノデアラウ︒

八898

九234囹

もあるだらう︒

ニー54

犬ガ︵略﹀︑ハシノウヘ
︵略﹀︑ハシノウヘカラ︑

ニキマシタ︒

ニー46

︵略V︑すべりのよい車をすべ うえのみはらし
りのよいレールの上で走らせる様に

九335

したらよからうと︑日夜其の事ばか
り考へてるた︒

ワント

︵略﹀︑イロイロナ木ノハ

一コエホエマシタ︒

ガトンデキマス︒︵略V︒ミヅノ

ニー73

ウヘニオチテ︑︵略V︒

ガ︑モウスコシタツト︑︵略﹀︑

二204イマハ木ノ上ニヰマス

下ヘトビオリマス︒

︵略V︑犬ヲウヅメテ︑ソノ
上二︵略﹀ヲ一本ウエマシタ︒

二547

ツテ︑

︵略V︒

二633︵略﹀︑カレ木ノ上ニノボ

上ニモ︑サクラノハナガーメ

三12ヲカノ上ニモ︑ツツミノ

ンニサキマシタ︒

三12 ヲカノ上ニモ︑ツツミノ
上ニモ︑サクラノハナガーメ

ン ニサキマシタ︒

イマヘイタイニイツテヰマス︒

三105一バン上ノニイサンハ

アタタカイカゼガソヨソ

へ月がでてゐます︒︹ひらがな

三127にはのまつの木の上

のドリル︺

ヨトムギノホノ上ヲフイテ

三174

ヰマス︒

あをいひかりがかみの

上からすいてみえます︒

三353

から見てみて︑︵略﹀︒

三412それをからすが木の上

三471圏︵略Vやねの上へあが

かへるは︵略﹀︒とんぼな

つてはたけ︒﹂

三477

133
つえ．
つえ．

どがあたまの上をとびまはつ
ても︑︵略V︒

三492︵略﹀︑下へもぐって︑︵略V︑

ひとりでにうかぶやうにして︑

水の上へ出てきます︒

三494水の上で足をのばし
て︑ぼんやりうかんでみること

四718圃

何が

︵略V︑母はせい出す

りしごと︒ひざの上には
ある︒

で出た︒

も思はない︒

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五805

へいけ方はがけの上から︑て

は 五801 ︵略V︑夜のうちにがけの上ま

四733一バン上ノダンニハダイ
リサマヲナラベテ︑︵略︸︒

ぎりめしをたべた時は︵略V︒

四826赤い扇は︵略V二つ三つ 37 川の上にかけた橋︑︵略V︒
六
まはって︑波の上におちまし
六107 ︵略﹀︑草の上にすわって︑に
た︒

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

五24よい神さまがたは︑︵略V︑色 六281園 今デ二等ハ銭ノ仲間ニハハ
色ごさうだんの上︑︵略V︑おかぐら

かへるは水の中にも︑

もあります︒

をおはじめになりました︒

三502

を か の 上 に もすむことがで

京都の東山の山の上に秀吉の

きるのです︒

六748

ある時謙信が山の上に陣取つ
むねの上には紙のぬさを立て

間もなくむねの上からもちを

ざつてあります︒

て︑色どった大きな弓矢や扇車がか

六742

てるると︑︵略﹀︒

六555

はかがございます︒

六532

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

︵略﹀︑風にふかれて︑土の上

それから少し來ると︑高いが
ある時上の方でさわがしいお

とがするから︑見上げると︑はしが

五118

けの上へ出ました︒

五93

へおちました︒

五87

三724 ウラシマハハコヲモラツ 五86 そらからふって︑山の木のは
テ︑マ三葉メノセナカニノッ
の上に休んでゐましたが︑︵略﹀︒
テ︑海ノ上へ出テ來マシタ︒

四67囹今あのはしの上を人
がいくたりとほつてゐますか︒﹂

四136間あたまを雲の上に出
し︑ 四方の山を見おろして︑
︵略V︒

る︒

に紙の上において卵を産みつけさせ

何かと思ったら︑

巌ナドが水ノ上ヲトンデヰル

電車ニテ九段坂ノ上ニイタ
力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下
アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ
七834園︵略﹀とび魚が甲板の上へと

泥ノ上二居リ︑︵略﹀︒

七717

セバ︑︵略︶︒

七592図

リ︑靖國神社ニサンケイス︒

ヤスクニ

七589図

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

役所デモ︑會社デモ︑上カラ

び上ることもあります︒

︵略V︑この農夫と野原の草の

下マデ一同ソロツテ事務面取リカ・

八151

ル︒

八201

箱ハウスキ木片ヲ折り︑其

上に坐って︑︵略V︒

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑︵略V︒

八396國

八398図此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

長い天氣つ窟きで︑かわきき

マデ数へ上グレバ︑︵略﹀︒

つてみる上に︑今夜の此のはげしい

八425

いすかのくちばしは上と下が

風では︑どこまで焼けて行くか分ら

ない︒

くひちがってみる︒

八574

敵ハケハシイ山門陣取ツテ︑

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑

八855

︵略﹀︒

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ

八901囹多数ノ部下ヲ死ナセ円上︑

かの大蛇の住みし上には叢

残念千萬ダ︒﹂

九279國

︵略V紺がすり上物十反

靖國神社ハ東京九段坂ノ上

日までに御送り相成度願上候︒

だけ御見立の上︑二口とも本月十五

九131國團

ヰルノデアル︒

タクナンノ小サナ花が集ツテ咲イテ

九103 ︵略﹀︑實ハーツノ董ノ上二︑

雲常に立ちこめたれば︑︵略﹀︒

うるしの上に金又は銀にて 九46図

來ましたから︑

五172

︵略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上

ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒
五343

ニネムツタヤウニシテヰルノヲ見ル

えきふが小さな車の上へ︑山

ト︑︵略V︒

五407

七359図

︵略﹀船が通ってみたのです︒

四162 ︵略V︑矢にあたったみの かけてあって︑︵略V︒
投げると︑︵略﹀︒
ししが︑上の方から︵略﹀へ
五126 やがて重い物が私どもの上へ 七336 蛾は︵略﹀︑出て來ると︑すぐ
かけおりて來ました︒

四195 ︵略V︑ただつねはすぐに

そばのたふれてみた木の上
島ノ上二居タ白ウサギ

へとびのきました︒

四523
ガ︑︵略﹀︒

四543囹 オマヘタチノセナカノ
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル
カラ︑︵略﹀︒﹂

のやうに荷物をつんで來ました︒
テヰマシタ︒

四604囹 ︵略﹀︑ガマノホヲシイ 五438 ︵略V︑汽車ハハシノ上ヲ通ツ
テ︑ソノ上ニコロガレ︒﹂

うえじにす
つえ

134

ニアリ︒

︵略﹀︑すべりのよい車をすべ

りのよいレールの上で走らせる様に

九334
し た ら よ か ら う と ︑︵略V︒

九344︵略﹀鐵道を敷き︑其の上を走
︵略﹀︑一日も早く御用御

る汽車を造った︒

九443六諭

すましの上︑御鋸りの五心待ち申上
候︒

九487図夜明くれば︑砂の上に新し
き騎駝の足跡あり︒

折って︑揃へてとちる︒其の上に表
紙をつけて︑機械にかけて固くしめ
る︒

表紙には紙ばかりのもあり︑

紙の上を布で包んだのもある︒

十211

それは版下を堅い木にはりつ

︵略﹀御入螢の上は︑品

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

十216
︵略V︒

十267圓團

行方正︑職務に忠實にして︑野中の
模範となられ度︑︵略﹀︒

中程の枝の上に烏が二羽止つ
私はわざと一巻の書物を床
︵略﹀書物を取上げて︑テ
︵略﹀色々な美質をもつて

みることをよく見定めました上︑な

十377囹

ーブルの上に置きました︒

十365囹

の上に投げておきました︒

十362囹

て︑︵略﹀︒

九539國 ︵略V︑海ノソコノ砂ノ上ニ 十284
︵ 略 ﹀エダシヤクトリハ︑

ス ム ヒ ラ メ ・ カ レ ヒノ類ハ︑︵略﹀︒

九558図
其ノ膣色ノ桑ノ木二似タル上︑其ノ
鷺ノ後ノハシヲ桑ノ木二附ケ︑艦ヲ
ナ・メニ突出スルトキハ︑其ノ形桑
︵略﹀︑黄色に實のつた秋の田

ノ小枝二異ナラズ︒

ほ平生の行をしらべて雇ふことに致

九694
の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

︵略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重

二其ノ上ヲオホフ︒
︵略﹀︑垣の上には多くの頭

骨︑風雨にさらされて残れり︒

十821﹇図

︵略﹀︑有志の方々御さそ

ひ合せの上︑御恩會相成虫ては如何︒

十914國團

︵略﹀︑何れ熟考の上實行

せんと申合せ居り候事とて︑︵略﹀︒

十926國團

ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ上二宮ヅ龍骨

リュウコツ

バンギ
十ニー37 ︵略﹀︑船豪ノ上二盤木ト呼

トイフモノヲ置ク︒

甲板トスル︒

十ニー41 ︵略﹀︑梁ノ上二床ヲ造ツテ

天氣圖とは︵略﹀一般の

天恩要素を地口の上に記載し︑︵略V︒

十ニー95図

し︑矢の上へ向ふは南風︑︵略V︒

十ニー910図 突風の方向は矢を以て示

身分相當の交際は家を保

︵略﹀の五箇條を特に軍

人の精神と諭し給へる上に︑此の五

十二里9図

つ上にも必要なり︒

其の後百年間の獲達は蒸 十二928図

醐天皇の陵あり︒

十一39図寺の上の小高き所に後醍
十一2710図

氣機關の上に多大なる改良を加へた
るを以て︑︵略﹀︒

箇條を行はんには一の誠心こそ大切

︵略﹀︑國家防禦ノ上ヨリ
イフモ︑商業保護ノ上ヨリイフモ︑

十﹁353図

平常質素を旨とすべきは

は先頭に進める一部に過ぎず︑︵略V︒

十二697図

うえ﹃飢﹈︵名︶1 飢
うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

大切なること書を待たず︒
うゑ

修身・塵世の上に於て何人にも最も

十二鵬8図

なれと仰せ給へり︒

︵略﹀︑高家防禦ノ上ヨリ

常二強大ナル海軍ヲ有セザルベカラ
ズ︒

十﹁354図

常二強大ナル海軍ヲ有セザルベカラ

イフモ︑商業保護ノ上ヨリイフモ︑

ズ︒

同ジ材料デモ︑︵略﹀︑料理

うえ﹇植﹈診たうえ

十一646

うえこ・む﹇植込﹈︵四︶1植込ム飛一

廊下ノ爾ガハニハ幾百株ト

ノ方法二千ツテハ︑其ノ経由ノ上ニ

ボタン

十999図

ミ︾

モ大イナル得失ガアル︒
きんくわ

か

男はゆるやかな股引をは

出でて︑川風たもとを梯ふも快し︒
もレひき

衣を着る︒

十一m10図團

Σる︑我等の肩の上︒

東洋平和の天職は

き︑胴衣を着けて︑其の上に長い上

どうぎ

︵略V︑此の燈墓附近の岩の 十一鵬5

身膿ノ中部二塁ト腹トニシ

船ヲ組立テルニハ︑船墓ノ
上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑︵略V︒

バンギ

十ニー35

︽ースル彫

︵略V五穀不作ノ年ニモ︑

書中一人ノ餓死スルモノナキニ至レ

十325図

ノ多キヲアハレミ︑︵略﹀︒

ウエジニ
十317図 ︵略﹀︑不作ノ年餓死スル人

餓死ス

ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒
ウエジニ
うえじに・す﹇飢死︼︵サ変︶3 餓死ス

見張人がマストの上から北の 十一834國 ︵略V︑半月金華山の上に

十755図

一隻の難破船横たはれり︒

十693図夜明けて見れば︑岩の上に

上に乗上げたる帆前船あり︒

十683図

方を指ざして聲高く呼んだ︒

十641

ネテ︑︵略V︒

十429國

しました︒

︵略﹀︑風の吹散した木の葉の

︵略﹀︒

九698

︵略﹀水を吐かせるやら︑讐

上に︑雨の降りか＼ る の は ︑ ︵ 略 V ︒

九857

者を呼びに走るやら︑上を下へのさ
わぎである︒

岩にくだくる清流︑︵略V︒

其の上にかΣれる朱 塗 の 橋 ︑ ︵ 略 V ︒

九938図

オニバス

十55 ︵略V大鬼蓮ハ︵略V︑ 其ノ上
二一二四歳位ノ子供 ヲ 坐 ラ セ ル コ ト モ

骨ハ筋肉二包マレ︑皮膚更

テ︑其ノ上二頭ヲイタダキ︑︵略﹀︒

印 刷 す る 紙 は ︵ 略 ﹀ ︒ そ れ を 十758図

出來ルサウデアル︒
十2010
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うおうさおう

うえすぎけんしん

リ︒

十334図

︵略﹀︑罪人ドモハ魚類・果

同等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死

﹇上杉謙信︼ ︹課名︺

スルモノ年々少カラザリキ︒

うえすぎけんしん
けんしん

2 上杉謙信
けんしん

六目5 第十七 上杉謙信
けんしん

︻上杉謙信﹈ ︹人名︺

六551 第十七上杉謙信
2 上杉謙信

うえすぎけんしん

六552川中島の戦で名高い上杉謙信
は強い大町であった︒

上杉謙信はこんな強い人で

あったが︑又なさけぶかい人であっ

六581
た︒

うえつけ﹇植付﹈︵名︶1 植付
植付も終り︑︵略﹀︒

植直す

十一358國團 當地にてはとくに苗の
うえなお・す﹇植直﹈︵五︶1
奔ース︾

うゑ行く

新橋停車場ヲ出デテ︑上野

上野行

タリ︒ソノ他博物館・パノラマナド
アリ︒コ・ニハ櫻ノ木多シ︒

七542図

うえのゆき﹇上野行一︵名︶1
行ノ電車二乗ル︒

ならぶすげがさ涼しいこゑ

うえゆ・︿﹇植行︼︵五︶1
角ーク蝉

七103圃
で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒
うゑ

禽ーエ・ーエル︾

ウエル

る 植ゑる

︵略﹀︑ドコノテンジンサ

う・える﹇植︼︵下一︶6

二476

マノオヤシロニモ︑ウメノ木
ガウエチアリマス︒

上二小サナマツノ木ヲ一本

や︑すべてなまぐさものをおく

四453園今でも魚や貝や鳥

魚はうれしさうにういたりし

る時には︑のしをつけません︒﹂
五105

母は流しもとで︑まないたに

鯉ハマコトニヰセイノヨイ魚

づんだりして︑およいでゐました︒

五171
デス︒

五197

油ニモ色々アリマス︒魚カラ

魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ
ます︒

五588

又川バタニ行ツテ︑魚ヲツカ

トツタモノモアリ︑︵略V︒

六665

マヘルコトガアリマス︒

アル︒

七738
ガアル︒

ぬさの前にはおみきやもちや
海ノ中学ハ魚や貝ヤソノ外色

︵略﹀︒

九885図乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑

九887図 ︵略﹀︑其ノ魚ハ腐リテ︑一

︵略V小川が流れてみる︒魚

合ノ三日モ換へ難キニ至ルベシ︒

の影は一つも見えない︒

十296

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

と︑我が國にては古來廣く諸所に行

十一791図

はれたり︒

みたる魚を吐かせ︑︵略V︒

十一808図此の間に鵜を引上げて呑

鵜の首元は細なはにてし

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一814図

くはへたる魚をふりかへ

下すことなく︑︵略﹀︒

十﹇818図

か買り火をたくは魚を集

て︑頭より呑下す早業は︑︵略﹀︒

十一822図

魚は火の光を追ひて集り

めんが爲なるのみならず︑︵略V︒

來り︑︵略﹀︒

十一823図

︵略V︑鵜は深く沈まずし

﹁我ノ孔明アルハアタ

て︑たやすく魚を捕ふることを得る

十一825図

なり︒

魚市場

右

鵜を使ひ︑十二條の細なはを片手に

十一806図鵜匠は一人にて十二羽の

往左往

タトヘバコ・二漁夫アリテ うおうさおう﹇右往左往︼︵名︶1

ノコエカマビスシ︒

︵略V︑くさりたる魚などを 七544工高ノ方ハ魚市場ニテ︑迫真

うおいちば﹇魚市場一︵名︶1

カモ魚ノ水アルガ如シ︒

︵略V︑様々ノ魚ヤケモノが浮 十一醜10図囹

九883図

食ひて︑一命をうしなふ者少からず︒

九587図

ノハ︑︵略V︒

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

七778

︵略﹀︑魚二心タモノニハ︑鯨

々ノ動物が居り︑サマぐノ植物モ

七699

魚がそなへてあります︒

六744

通シテ︑︵略V︒

二551︵略﹀︑犬ヲウヅメテ︑ソノ 六666 ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

ナヘヲウエテヰル女ハ︑

ウエマシタ︒

三332

マルイカサヲカブツテ︑アカイ
︵略﹀うゑ行くさなへ︒な

タスキヲカケテ︑︵略﹀︒
七105圃

がい夏の卜いつしか暮れて︑うゑる

十201 さてかりに印刷して︑讃合せ
て見て︑誤があれば︑幾度でも其の

︵略﹀︑こんな見事な桃がな

活字を抜きかへて植直す︒

ります︒

十221

又活字は何時でも直に植ゑる

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

七693国

手先に月かげ動く︒

うえの﹇上野﹈︹地名︺1 上野

七557図 上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行
ノ電車二乗ル︒

上野公園

うえのこうえん﹇上野公園一︵名︶2

ことが出募るが︑︵略﹀︒

三603

︵略︶︒

︵略V︑魚をつってみる舟 九884図其ノ農夫也シ魚ヲ望マズバ︑

魚ヲ米二取換ヘントテ︑︵略V︒

です︒

びうお

七546図 ソレヨリニ十分アマリニテ うお︻魚一︵名︶26 二上かわうお・と
上野公園二着ク︒

七546図 上野公園ニハ廣キ動物園ア
リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

うきたつ
うかい
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握り︑右往左往思ひくに浮沈する
を︑たくみにさばき て も つ れ し め ず ︒

うかひ
うかい︻鵜飼﹈︹課名︺2 鵜飼
うかひ

十一目7 第二十課 鵜飼

の

ながら

うかひ
十一7810 第二十課 鵜飼
み

十﹇792図 中にも美濃の長良川の鵜

うかい﹇鵜飼﹈︵名︶5 鵜飼
飼は最も名高く︑︵略﹀︒

十一793図 ︵略﹀︑鵜飼といへば長良
川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を
おもふに至れり︒

十一793図 ︵略﹀︑鵜飼といへば長良
川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を
おもふに至れり︒

十﹁796図 鵜飼を業とする漁夫は皆
此の二村に住めり︒

十一798図 鵜飼は五月中旬に始り︑
十月中旬に終る︒

うか雲ひ奉る

御垣の内をうか雪ひ奉れ

肉ーレ 彰

うかがいたてまつ・る﹇伺奉﹈︵四︶1

八58図
ば︑神殿の御屋根はかやにてふき︑
むね

棟にはかつを木をならべ︑爾はしに

千木をうちちがへたり︒
うか

力

フニ︑正行人払ノカタミノ刀ヲ

七162團

抜キテ︑今ニモハラヲ切ラントス︒

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

水ノシヅクモ度重ナレバ石 十二788図 ︵略﹀︑這這實の附きたる

ヲモウガツトイフ︒

九424図

ど

山をうぢ
浮び出

観客は遊船を中流に浮べ

ひるはあたたかな日にてらさ

めました︒

鯨は再び浮上つた︒

うきあが・る﹇浮上︼︵五︶1 浮上る

に沈んでしまった︒

のセイヌ川に浮べたが︑不幸にも直

九317

︵略V最初の船は︑フランス

人が﹁美しい川だ︒﹂といって︑ほ

休なしにあるきました︒そばを通る

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

五108

うかべる

に浮べて眞先に上陸し︑︵略﹀︒

の美服を着し︑︵略V︑回廊を眼の光

十二799図 ︵略﹀︑コロンブスば深紅

て︑鵜舟の下り來るを待つ︒

十一7910図

山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑ うか・ぶ﹇浮︼︵下二︶2 浮ぶ 角一べ彰
みエゆ

て住み︑︵略﹀︒

十一895図蟻は︵略﹀︑多くは地下に

さ

らう
穴をうがちて︑部屋・廊下を造り︑

︵略﹀︒

うか・べる﹇浮︼︵下一︶2

十一885図蛭矧は地下に穴をうがち

カ︑リテハタキトナリ︑︵略﹀︒

急ぎますのでうか9ひませ 九426図

んが︑何かあちらでと﹂のへて來る
物がございますなら︑御ゑんりよな
︵略﹀︑人々のねしづまるを

くおっしゃって下さい︒

九482図

うか讐ひ︑ひそかに騎駝にうち乗り
て︑そこより逃れ出でたり︒

かう
野︑其の他無数の三栄は

十二488図無古く知らる﹂佐渡・生 浮べる 余1べ︾
ちて山を鋳る︒

十︸827図

うかぶ

なくして浮び出つること少ければ︑
︵略﹀︒

うか・ぶ﹇浮一︵四・五︶5

ッ蝉

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ

大小幾多の軍艦は海上の

うきた・つ﹇浮立︼︵五︶1

浮立つ 角一

浮城とも堕すべく︑︵略V︒

十﹇292図

浮城

様二小サナノモアリ︑︵略V︒

十51

うきくさ﹇浮草︼︵名︶一 ウキクナ

十661

︵略V︑下へもぐって︑しば ︽ーッ︾

浮

鵜はく曇り入る毎に獲物

うかびい・ず﹇浮出︼︵下二︶1

臨幸鯨りにおそかりしか

人をしてうかどはしむるに︑

十一151図
︵略V山陰道へか﹂りて邉幸をなし

ば︑

奉るといふ︒

とささ

︵略﹀︑﹁かしこに行きて︑ づ 飛ーヅル彰

彼の書師の有様を見給へ︒﹂

十一7210図

やくに︑行きてうか冨へば︑障子に
身を寄せて︑穣々に姿を攣へつΣ寝
起する檬なり︒

三492

かくて次の夜は如何にと ぶ 角ービ・ーブ・ーベ・ーン︾

らくたつと︑ひとりでにうかぶ

うか窟ふに︑前の如く夜もすがら寝

十︻735図

ねずして︑明日はかく甕がかんなど

やうにして︑水の上へ出て

水底にうつ

て︑ぼんやりうかんでみること
魚は︵略﹀︑

もあります︒
十﹁825図

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが
故に︑︵略V︒

うきしろ﹇浮城﹈︵名︶1

三495水の上で足をのばし

きます︒

ひとり言いひ居たり︒

出入口に︑はき物の置齪

月なき時をうか毬ひて漁舟を出す︒

十﹇799図鵜飼は︵略﹀︒此の間毎夜
十二886國

れたる家には︑盗人のうか9ふこと

うかがい・みる﹇了見﹈︵上一︶1
雲ひ見る

多しといへり︒

禽ーミル︾

十一738図 其の後又夜更けてうか窟

うがつ

れ︑此庭にあらはれ︑︵略﹀︒

方に浮び︑彼方に沈み︑彼虞にかく

ふわりくと春霞の彼方へ連れて行

浮立つた調子に︑野越え︑山越え︑

のきよりおつる雨だれの 十一8210図 ︵略﹀︑百にも近き鵜︑此 十二836 重く沈んだ調に︵略﹀︑輕く

肉ーチ︒iツ蝉

ウガツ

うが・つ︻穿﹈︵四︶6

をうがつなり︒

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

七785図團

う・︐のつ

ひ 見 る に ︑ ︵ 略 ﹀ 鶴の臥円したる様をな
せり︒

ウ歌聖フ
肉ーハ・ーヒ・ーフ・一へ彰

うかが・う︻伺︼︵四 ・ 五 ︶ 8
うか玄ふ

七35國 母アヤシミテ︑ソノ室ヲウ
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うけとりにん
うきみどう

かれるやうな心持になる︒

來るかりもふぜいあり︒
うく

浮ク

内一

一

ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑販路

國︒

︵略V︑幼生は母の感化を

と思ふべく︑︵略V︒

十二撫4図質素を旨とせざればいつ

うぐひす
うぐひす

うぐひす

うぐひす

も忘れ果てて︑世人の爪弾を受くる

しか文弱に流れ︑︵略﹀︑節操も武勇

に至るべし︒

二十
二十

ほうほけきよ︑ほうほけきよ︒

たのしい時も

二月二二月花ざかり︑うぐ
ゆめのうち︒

し︒

九918図團

雲ゐまで
の葉は︑︵略﹀︒

にと

︽一へ︾

ウケタマハリ來ル

肉ーリ︾

いとも

言

問はば如何

うけたまわりきた・る︻承来︼︵四︶一

キテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

ニサ・ゲシニ︑皇子モマタヒザマヅ

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅキテ皇子

八513図︵略﹀︑皇子ノクツヌグタリ︒

受ケ給フ

聞え上げたる

かしこし︑うぐひすの

︵略﹀︑重なれば

が香に︑うぐひす鳴かぬ 里もな

八351重圏

七45図工

ミヅカラ御コトバヲウケ

タマハリ來リテ二五ツゲタルヲ︑汝

ハ早クモワスレタルカ︒

うけたまわりもう・す﹇芝葺︼︵四︶1

︵略V︑罰に塵せられたる

余一︵シ︶︾

十596國團

承り申

者は外出を禁ぜられ︑又重き者は螢

倉に入れられ候由承り申候︒

﹁さうでございますか︑は

うけたまわ・る︻承︼︵四・五︶3 承る

飛一り・ール贈

七215園

して︑二十年ごとに新しく造らせた

まふ御定なりと承る︒

受

門家の講話を承るは︑大いに参考に

十928圓国︺ ︵略V︑此の際其の道の専

相成るべしと存候︒

代々の天皇の御位に即かせ

受付

承けつぎし國の柱の動

うけつけ﹇受付︼︵名︶1

八48図

人

受付

うけとりにん﹇受取人︼︵名︶1

七521個年この手紙は︵略V︒︵略﹀︒

受取

きなく榮えゆく代を尚いのるかな︒

十二24図圃

角ーギ︾

うけつ・ぐ︻受継︼︵四︶1 承けつぐ

つぎ給ふ︒

給ふ時には︑必ず三種類神器を受け

九14國

けつぎ給ふ 角ーフ彰

うけつぎたま・う﹇受継給一︵四︶1

︵略V︑つ雪いでかをる梅

ひす鳴いた春の日の

五277圃

ぶんから︑︵略Vなきはじめます︒

四664 昔からうめにうぐひす
じめて承りました︒
といって︑うめの花のさくじ
八31國 神殿は昔ながらの白木造に

うぐひすがないてゐます︒

四651

うぐいす﹇鶯﹈︵名︶5

四647

四目8

︵略︸︑詫人より訪問を受 うぐいす︻鶯﹈︹課名︺2

神代より承けし寳をま

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十二22図圃

くる時は直ちに出でて慮接すべし︒

十一704図

功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

へんとしたれども︑熊王は﹁何の戦

次第二開ケ︑︵略︸︒
うきみどう﹇浮御堂︼︵名︶1 浮御堂
かた
八613図圃 堅田の浦の浮御堂︑おち 十一443図 正儀は河内にて領地を與

イ︾

見てみるうちにまた

う・︿﹇浮︼︵五︶3

三411
びきくはへて︑ういて出ます︒
五105 魚はうれしさうにういたりし
づんだりして︑およいでゐました︒

七778 ︵略V︑様々ノ魚ヤケモノが浮 十二28図祖宗の大業を承けて︑明

我は急に其の前路をさへ

大の損害を受け︑︵略﹀︒

十二74図

天正三年五月奥平信昌︑
ながしの

爾旗艦は遂に沈没し︑︵略V︒
のぶまさ

十二962図

受くること最も多し︒

十二913図

る︒

徳川家康の命を受けて長篠城を守

いへやす

十二267図

より二回の水雷攻撃を受けて︑敵の

くちく
︵略﹀︑績いて我が駆逐隊

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多

十二74ロロ凶

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

承

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル
受く

きに非ず︒

受ク

ノハ︑︵略V美シイ景色デアラウ︒
う・︿﹇受皿︵下二︶ 1 7
肉ークル・ーケ 濯 う か り う く ・ ひ き

うく

く

九55図 倭姫命此の軒天叢雲劔を尊
に授け︑﹁︵略V ︒ ﹂ と 教 へ 給 へ り ︒ 尊

するが
之を受けて︑進みで駿河の國に至り

給ひしに︑︵略V︒

九765図 脚病青翠ノ他ノ場合ニモ︑
他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル
ベシ︒

老人片足ノ靴ヲ橋下一落

シ︑︵略﹀︒良︵ 略 ﹀ 拾 ヒ 取 り テ サ ・

十229図

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

孔子の孫子思の三主を受 うけたま・う﹇受給︼︵四︶1

グ︒老人足輪テ之ヲ受ケ︑笑ヒテ去

は孟子なり︒

又貴族院及び衆議院は
︵略﹀︑且臣民の請願を全くるの椹能

十二弼6図

ル︒

︵略 V ︑ 其 ノ 書 ヲ 與 ヘ テ 去 レ

リ︒受ケテ見レバ︑旧跡モ得難キ兵

十246口凶

書ナリ︒

を與へられたり︒

故に下級の者の上官の命
を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

︵ 略 ︶ ︑ 翌 年 英 國 ヨ リ 註 文 ア 十二皿3図

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等

十4310図

うごく

うけとる
1

不足の時には︑その不足の倍だけを

うけ取

受取人の方で梯はなければならない
のです︒﹂

うけと・る﹇受取﹈︵四・五︶9
る受取る丙ーツ・ーラ・ーリ・ール専

五405 あちらの方のは︑今下りた人
の切符をうけ取ってみるのです︒

こと殆ど無し︒

ウケル

受ケ

ウケテ︑クモ

肉ーケ・ーケル彫弓ひきう

う・ける︻受﹈︵下一︶5
受ける

カゼヨク

ける・みうけもうす

ル

二312團
中佐尾口ヤ︑右手一ニケ所ノ

マデアガレ︒

八865
傷ヲ受ケタガ︑︵略﹀︒

此ノ時中佐ハスデニ第二弾

ヲ右手二︑第三揮ヲ腹二受ケテ居タ

八881

若し其の關所をよけて︑わき

ガ︑︵略﹀︒

九375

道を通る様なことをすれば︑關所破

又人は空氣を動かし︑風を

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

九666図

︵略V秋の田の上を吹渡る風

起して︑種々の用に供す︒

九695

が鳴子を動かすと︑むら雀のぱっと
だんのうら

︵略﹀︑屋島・壇浦は源平

飛立つのは面白い︒

十︻207図

動き

の昔語に人の感興を動かすこと甚だ
切なり︒

うごき︻長坐︵名︶2

神代はるけき昔より
君臣分は定まりて︑萬世一系動きな

十﹇m5図圃

き我が皇室の工みいつ︒

承けつぎし國の柱の動
きなく榮えゆく代を尚いのるかな︒

十二24図圓

植物の花には︑同種の他の うごきだ・す﹇動出﹈︵五︶1 動き出す

といって︑其のものは重い罰を受け
た︒

十二207

肉ース彰

やがて汽車が動き出すと︑馬
上の入はしきりにむちを打ってあせ

九348
烏合

動かす

︽ーシ・

動ク

七105圃

動く

︽ーイ・ーカ・ーク︾

コクキハヒラヒラトカゼ

か

くさなへ︒ながい夏の日いつしか暮

にはの藤の花が咲いて︑風が

れて︑うゑる手先に月かげ動く︒

波ニユラレテ︑色ノ美シイ海

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

七194

る︒

七778

︵略﹀︑一たん心定めては︑

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑︵略﹀︒

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進

七788図圃

むに何事のなど成らざらん︑︵略﹀︒

大きなきかいの動くのも︑汽

車や汽船の走るのも︑石火の力の利

八443

かくて二三日を過せしに︑

用によるのである︒

耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑動く

八708図

此の時も少し進んだきりで︑

ことかなはず︑︵略﹀︒

やがて動かなくなったが︑しらべて

九324

見ると︑機物の一部に故障があった

ので︑︵略V︒

中程の枝の上に烏が二羽止つ

て︑さっきから少しも動かない︒

十285

き切らんとす︒居合せたる人々︵略﹀︑

十一459國 ︵略﹀︑刀を取直して腹か

﹁何とて命を捨つるに及ぶべき︒﹂

コロンブスは猫り堅固

と︑取っておさへて動かせず︒

かせしなり︒

動は︵略﹀︑ 孔子は義を以て人を動

十二959図此の會に於ける孔子の行

く︑︵略V︒

なる決心を以て動かざること山の如

うこかずにるますが︑し 十二784図
とけいはあさから

︵略V︑歌ひながらにうゑ行

で︑うこいて居れども︑︵略﹀︒

つちん︑かつちん︒おんなじひびき

四487圃

んだのではありません︒

三225

ニウゴイテヰマス︒

二283

うゆれうごく

ごく

うご・︿﹁動﹈︵四・五︶14ウゴクう

︵略Vどうして競走が
一片忠節の心なか

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
ものがある︒

︵略﹀︑

動カス

食ってしまふと︑頭をうこか

出島よう︒

つて見たが︑

は即ち烏合の衆に同じ︒

形のみ︒此の如き人の組織せる軍隊

らんには︑其の人や全く精神なき人

十二m5﹇図

うこう﹇烏合回︵名︶1

六635圏 ︵略V︑やうく杖を見つけ
出し︑すぐに拾って取ってやる︒め
くらは杖を受取っ て ︑ ﹁ あ Σ ︑ あ り が
た う ご ざ い ま す ︒ ︵略﹀︒

七127園 品物と引きかへに代金を受
取 る の が 現 金 で ︑ ︵略﹀︒

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび

後になって代金を受取るのがかけで

七129園︵略﹀︑品物を渡しておいて︑

す︒

七506図
と答へて受取らんとせ

て︑配達夫は入口に立ちたり︒お花
は﹁はい︒﹂
しが︑︿略V︒

母は出で焦りて︑やがて六

銭をはらひて︑一通の手紙を受取り

七509ロコ凶

たり︒

ース︾

うこかす

十一610図 働蜂中には蜂の集め誹る うこか・す﹇動一︵四・五︶6 ウゴカス
蜜を検査する検査掛あり︒又之を受
取りて貯ふる貯蓄掛あり︒

ヤ汽船ヤソノ他ノキカイナドヲウゴ

十一473 ︵略﹀一頭の名馬を三千圓で 五586 石炭ノ火ノカバ︵略﹀︑ 汽車
カスノニハ︑皆コレラ使ヒマス︒

手バカリ動カシテモ︑チエガ

買ふ約束をした︒さていよく馬を

七309

ナケレバ何ノ役目モ立チマセン︒

七284

受取る段になって︑大將は今少しま
けぬかといふ︒

各自に荷物を受取るに︑間違の起る

十二珊4図 ︵略﹀︑旅客は下車騨にて
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うしなう
うさぎ

ウシ

うし

うさぎ弔しろうさぎ・のうさぎ
うし﹇牛︼︵名︶24

牛

宇治

ば︑紋の数々かぎりなし︒
ウ ヂ

宇治
アヵ

昔西洋のある所に︑畑もたく 七458図圃 ︵略﹀︑家の氏の名多けれ

さんもって︑牛もたくさんかひ︑何

八191

︵略V︑牛も段々減り︑畑の取

ス

マ

フ

ヒ

ト

宇品

うしとうま

シテ藤原野比等ノ建立セシトコロ︑

︵略﹀︒

うしとうま︹課名︺2

十一19図宇品

うじな
うじな︻宇品﹈︹地名︺2 宇品

十一303図又嚴島・橋立・須磨・明 三目9 八 うしとうま
シ
ウ ヂ
タツタ
三235 八 うしとうま

十一32図砲艦宇治

をのみち

うじな

瀬戸内海の沿岸には高

たかはま

松・多度津・高濱・尾道・宇品等の

つ

港多く︑︵略﹀︒

ど

輕ク︑小サク︑船脚ハ淺シ︒宇治・

うしないたま・う﹇下給﹈︵四︶1 失ひ

隅田等是ナリ︒

た

牛小屋の牛はしきりに鳴いて 十一3310図 砲艦ハ︵略﹀︒サレバ艦艦 十一202図

によほど財産を減らしました︒

八233

イツクシマ

た︒

石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以テ

うじ﹇宇治一︵名︶3

一92 シカウシツノ
﹁95 ウシノッノ
八194

不足なく暮してみた農夫がありまし

三31 うし︹ひらがなのドリル︺

名ヅケタルモノニシテ︑︵略V︒

ウシノツノヤ︑シカノ
高も年々に少くなって︑五六年の中

三135
ツノデモヲツテシマフホドデ︑
︵略V︒

三236牛にはつのがあるけれど みるのに︑誰も草をやるものがあり
ません︒

と︒

ひ給ひつる

閣下の心如何にぞ︒﹄

ぬ︑ ﹃此の方面の戦闘に 二子を失

十3910図楽園 ・のたち正していひ出で

昏蒙にては︑犬をして牛か 給ふ 余ーヒ彰

よど

︵略﹀︑湖水より且つる瀬田

中佐ハボート歩留シテ︑ナ

うしなふ 失フ 失ふ 角ーッ・ーハ

・ーヒ・ーフ彫

ぢ

川は下流宇治川となり︑淀川となり

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

タリ︒

九588図

︵略﹀︑くさりたる魚などを

海岸又は河岸の森林を伐彿

食ひて︑一命をうしなふ者少からず︒

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

十106國

﹁騎者・騎馬・黄金︑三

衆皆野を失ひて散りゐ＼

方も少からず︒

十一156図

に成れり︒

十一489囹

つとも失ってしまひました︒﹂

此ノ着払藤原氏ノ氏寺二 十二318ロロ凶 ︵略V︑保・義雲影に戦死

氏寺

ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

七925図
氏子

昔或氏神のお祭に︵略V︒そ
一人つつ出して︑︵略﹀︒

ません︒

十945図

うじでら﹇氏寺一︵名︶1

さげて︑牛小屋から出て來ました︒

八245

︵略﹀︑今度は下女がぼけつを

みるのに︑誰も草をやるものがあり

八233

牛小屋

れは氏子の五箇村から子供の騎手を

九821

うじこ﹇氏子一︵名︶1

て︑︵略V︒

う

うしな・う︻失﹈︵四・五︶9 ウシナフ

昔或氏神のお祭に競馬の神事

氏神

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

七625図

九8110

︵略﹀︑家畜としてもっと大切 うじがみ﹇氏神一︵名︶1

貝・毛皮・穀物・牛等ヲ用ヒタルコ

うまにはたてがみがある 九893図 貨幣トシタル物品ハ︵略﹀︒ うしかい︻牛飼︼︵名︶1 牛かひ

も︑うまにはありません︒

三238
けれども︑牛にはありません︒

十841

せたり︑重い物を負はせて遠くへ運

ばせたり︑農家では牛を色々の螢働
に使役する︒

十26図

といふ事があった︒
田を耕させたり︑荷車を引か
う ち
うじがわ﹇宇治川一︹地名︺1 宇治川

なものは牛・馬・羊・等等である︒

十838

三242牛はからだが太くて︑足 トアリ︒
がみじかうございます︒

三243牛のつめはごつにわれ
牛は力がつよいけれど

てるますが︑︵略﹀︒

三246
も︑あるくことがおそうござい
ます︒

る牛は数千頭にも上るといふことで

三247うまは牛よりよわいけれ 十845 東京市だけでも︑一年にほふ
ども︑はしることがはやうござ

馬も牛と同様に勢働にも使は

ある︒

十852

又馬が人をけたり︑牛が人を

多あしかがう

突いたりするのも︑人に恐れるから

十862

同じである︒

艦の全部にすたりのないことも牛と

馬も︵略V︒死んだ後で︑身
うしごや﹇牛小屋一︵名︶2

れ︑食用にもなる︒

十851

います︒

四164牛ほどもある大きなゐ
のししで︑︵略V︑土けむりをた
てて︑とんで來ます︒

五714囹牛ノ角トハチガツテ枝ガア
ル︒

六796 右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ
ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

である︒

氏

じ・くすのきうじ・ふじわらうじ

うじ︻氏﹈︵名︶1

七626図 二三匹の犬︑よく二三百頭
の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑
主人の行く方へ行かしむといふ︒

うすし
うじばし
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す︒保の母は一時に二子を失ひて悲
歎 に く る ㌧ な ら んと思ひの外︑︵略﹀︒

十二341國 ︵略V︑如何なる事攣に際
しても︑自若として其の常を失はざ
るは日本女子の美徳なり︒
商人ニシテ信用ヲ失フト

キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

十一一521國

う

柔不断其の事業に取掛らざる中に︑

十二732國 引込思案の人は︵略V︑優
良好なる時機を失ふこと多し︒
う ち
うじばし﹇宇治橋︼︵名︶1 宇治橋

うじやう

治橋のたもとにいたる︒

ぢ

八43図 ︵略﹀︑町を南へ行けば︑宇

うじやう

かざをりゑぼし

うじょう門鵜匠﹈︵名︶3 鵜匠 鵜匠

十一802図 鵜匠は古風の風折烏帽子
をかぶり︑こしみのを着く︒

五428

︵略﹀モ︑

馬モ車モ今文エタ

ソノ時後ノ方カラカリゥドノ

カト思フト︑スグ後ニナツテシマヒ
マス︒

五73一
來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ
しろの後はけはしい阪で︑

出シマシタ︒

五783園

御社の後から山へのぼる道が

御社の後には松山がありま

馬の通れる所ではございません︒﹂

六92
す︒

六97

その時信玄のけらいが︑後か

あります︒

六575

らやり先で謙信の馬のしりを力一ぽ
いになぐりつけた︒

めくらは杖を受取って︑

﹁あれが此の室にはいる前︑

くの木があって︑︵略﹀︒

前面は海に

︿略V︑はいってからは静かに後の戸

十352圏

をしめた︒

十744図熱海は︵略﹀︒

社殿ノ後ノ山ニハ鎌足ノ墓
アラビヤ人は後をふりかへ

臨み︑後は山を負ひ︑︵略﹀︒
カマタリ

十㎜7國

アリ︒

十﹁482

りく︑絶えず追手と或間隔を保ち
裏見瀧は後の細道より瀧

ながら進んで行く︒

十一763図

の裏面を望み見るを以て此の名を得

瀧の後より山路を上るこ

たりしが︑︵略V︒

十一769國

まだ冠着を行はない者はチ

と四叢書︑︵略V︒

十一鵬4

ョンガーといって︑髪を三つ打ちに

︵略﹀︑見えぬ目ながらふりかへり︑

六642圃

二人の行くへ見送れば︑二人も後ふ

して後へたらしてみる︒

十一805図 鵜匠は一人にて十二羽の
鵜を使ひ︑十二條の細なはを片手に

りかへる︒

べからず︒常に前を望みて︑徒に後

︵略︶過ぎしことは追ふ

ニカツイデ行キマスガ︑後カラーツ

にとびうつりました︒
うしわかまる︻牛若丸﹈︹人名︺一

ベンケイガウシワカマル
ニマケマシタ︒

一302

ウ

二56一

ウス号すりうす

ヨイオヂイサンハヤガテ

うす︻臼﹈︵名︶5

コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク
ツテ︑ソレデ米ヲツキマシタ

︵略﹀︑ツクタビニ︑ウス

ガ︑︵略V︒

ノ中夏ラォカネヤキモノヤ︑

二563

ヨクノフカイオヂイサン

イロイロナタカラモノガデマシ

タ︒

ハマタコノウスヲカリテイツ

二572

︵略﹀︑ソノウスヲコハシ

テ︑米ヲツイテミマシタガ︑

︵略﹀︒

テ︑火膨クベテ︑ヤイテシマヒ

二577

マシタ︒

ノ董ト葉ヲ細雨クキザンデ︑日ニホ

八657 藍島︵略﹀︒︵略﹀︒ナウシテ其

シテ︑ソレカラウスニ入レテツキカ

タメマス︒

うす・い︻薄﹈︵形︶2 ウスイ うすい

︽ーイ・ーク贈

四433囹
のしあはびといふの
は︑あはびの肉を︑のして︑紙

のやうにうすくしたもの．です︒

マヅ木材ヲ切りテ︑湯氣ニ

うす・し︻薄一︵形︶一

ウスシ 肉ーキ彰

キザミテヂク木トシ︑︵略﹀︒．

テムシ︑ケヅリテウス板トシ︑細ク

八393図

うすいた﹁薄板﹈︵名︶一 ウス板

四178 ︵略V︑ただつねは馬から 八644 コク国母タノが紺デ︑ウスイ
みのししのせなかへうしろむき
ノが淺黄デス︒

き

うしろむき﹇後向︼︵名︶1

社殿ノ後議天美シク作ラレ ＊うしろあし号あとあし

を顧みることなかれ︒

九291図

其ノ磯ノ後ノハシヲ桑ノ木

タル庭アリ︒

二附ケ︑髄ヲナ︑メニ突出スルトキ

九558図

︵略﹀︑高殿の後の大きな立石

ハ︑︵略﹀︒

九839

の前に並んで︑︵略V︒

︵略V︒

うしろむ

ヅツヌケテオチルノヲ知りマセン︒

六667︵略﹀魚ヲ竹ノ枝二通シテ︑肩 十二715図

握り︑︵略V︑たくみにさばきてもつ
れしめず︒

十一819國 くはへたる魚をふりかへ
て︑頭より呑下す早業は鵜匠のなは
さばきよりも一層の見物なり︒

うしろ﹇後一︵名︶24 ウシロ 後弓お

役人は後からこゑをかけて︑

一453 ヒダリミギマヘウシロ

んうしろ．

﹂五268

﹁ こ ら 待 て ︑ ゐ ざり︒︵略﹀︒﹂といつ
て︑︵略﹀︒

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

十294

物置の後には︑大きなだい

五423 マドカラ外ヲ見テヰルト︑山 九9410図︵略﹀︑拝殿の後に本殿あり︑ シワカマル
クヤウニ見エマス ︒
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うたう

うずまき

雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇肚ナ

十﹁3010図

八395図箱ハウスキ木片ヲ折り︑其うせつ﹇雨雪﹈︵名︶1 雨雪
ノ 上 二 紙 ヲ 張 り テ造り︑︵略﹀︒

うずまき︻渦巻︼︵名︶2 うづまき

歌弓かぞ

ル有檬モオモヒ見ルベク︑︵略V︒

ウタ

ドコデモオモシロイウタ

ニハトリ

︵略V︒ヒノデナ

イウチニナンベンモウタヲ

ニー6

ヲウタツテヰマス︒

﹁332

ねこうた・みうた

た・たこのうた︒とけいのうた・ねん

えうた・こうたまじり・こくさんのう

うた﹇歌一︵名︶15

三633 ︵略﹀︑この貝がらはかた

つむりのやうに︑おもてにう
づまきがあります︒

三634 そのうづまきに︑右から

左へまはってみるのと︑左か
ら右へまはってみるのと︑ふ
たいろあります︒
ウヅメル

うずめ号あめのうずめのみこと
うず・める︻埋︼︵下一︶2

飛一

ウヅラ

三55圏

ソトカラノゾイテ︑

﹁マサヲサ

ン︑︵略﹀︑イツシヨニウタヲウ

イ︒

四97

モ

︵略V︑センセイモセイト

一シヨニ君ガヨノウタヲ
ウタヒマシタ︒

一人の年取つた男がこゑをは

九287國

︵略V︑本殿ニバカシコクモ

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒

ち

といふ歌な

九367﹁箱根八里は馬でも越すが︑越
すに越されぬ大井川︒﹂
こ

どもあった︒

東風吹かばにほひおこせよ

梅の花︑︵略﹀︒是は菅原道芝が︵略﹀︑

九793図

兵舎内にては歌をうたふ

庭の梅に別ををしみてよめる歌な
り︒

十568國團

生れてしほに浴して︑

事︑︵略V等堅く禁ぜられ居り候︒

十一218書紀

十二348先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ後︑
町長ハ工事ノ報告ヲシタ︒

歌が終ると︑紳士はバイオ

一333

ドコデモオモシロイウタ

ニハトリ

︵略︶︒ヒノデナ

ヲウタツテヰマス︒

イウチニナンベンモウタヲ

ニー7

ウタヒマス︒

ミガヨヲウタヒマセゥ︒﹂

二67囹サア︑ミンナデ︵略﹀︑キ

﹁マサヲサ

︵略﹀小トリガマドノ

二376圏︵略V︑ネンネコウタヲウ
タツテクダサツタノハ︑ドナタ

デスカ︒

三55囹

ン︑︵略V︑イツシヨニウタヲウ

ソトカラノゾイテ︑

タヒマセゥ︒﹂

︵略V︑コエヲソロヘテ︑ウタツ

三334ナヘヲウエテヰル女ハ︑

︵略V︑センセイモセイト

テヰマス︒

ゥタヒマシタ︒

モーシヨニ君ガヨノゥタヲ

四97
か行った︒

て︑そのあとについて歌ひました︒

リンを老人に渡し︑目禮して何虎へ

十二849

つくし
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

立たんとする時︑︵略V︒

脅ース︾

うたいだ・す﹇歌出一︵五︶1

︵略V︑木やりの歌を歌ひ出す
と︑わかものどもはこゑをそろへて︑

六758

そのあとについて歌ひました︒

歌がすむと手打をして︑口々 うた・う﹇歌一︵四・五︶29ウタフう

り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑

六758
︵略V︒

六763

歌ひ出す

へ︒

九117図圃

かに歌へ︒

ならぶすげがさ涼しいこゑ

名古屋は︵略V︑﹁尾張名古

葉かげにいねし鳥ははや

歌へ歌へ︑心ゆたかに歌

ゆめも見あきつ︒歌へ歌へ︑心ゆた

九117図圃

屋は城で持つ︒﹂とうたはれたり︒

八948図

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒

七103園

六762
︵略V︑木やりの歌を歌ひ出
三335 ナヘヲウエテヰル女ハ︑ うだいじん︻右大臣﹈︵名︶1 右大臣
︵略﹀︒アノウタヲオキキナサ
すと︑わかものどもはこゑをそろへ
九7810図 是は菅原道眞が右大臣とい

タヒマセウ︒﹂

吸ひてわらべとふりにけ

浪を子守の歌と聞き︑千里寄せくる

カモメ

海の氣を

ウタヒマス︒

飛ーメ︸

うづめる

二会サ

り︒

キジ

ス︒

．二2一 ワタクシノウタヲキク
ト︑人ガダンダンオキテキマ

犬ヲウヅメテ︑ソノ上

オホトリ

︵略V小トリガマドノ

二547 ヨイオヂイサンバ︵略﹀︑

ナマツノ木ヲ一本ウエマシ
タ︒

︵略﹀︑山も谷も雪にうづめ

られて︑吹く風は身を切るやうに寒

十一548

かった︒

うすももいろ﹇薄桃色一︵名︶一 ウス

埋る

九74 辮ノ色八白又ハウス桃色デ︑

桃色
鼻ノ色弓隠イ︒

ガク

レ彰

うずも・る﹇埋﹈︵下二︶1

マナヅル

物の訣乏せる頃に 至 れ ば ︑ ︵ 略 V ︒

十二691図 満目の廣野雪に埋れて食

テイ

カリガネ

水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・

ウヅラ
うずら︻鶉﹈︵名︶1 鶉
カサヘギ

ーフ・一へ︾母まえやうたえや

たふ

ヒバリ

十一313ロ︒凶

に﹁おめでたう︑おめでたう︒﹂と

余ーッ・ーハ・ーヒ・

いひました︒

歌ふ

雲雀・鵠・雁・鴻・維・鴎・鶉・

歌フ

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ヒタリ︒

サギ

うち

うたがう
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へ︒

九117年並歌へ歌へ︑心ゆたかに歌

へ︒

九118図圃歌へ歌へ︑しらべ高く歌

へ︒

九118図心歌へ歌へ︑しらべ高く歌

へ︒

九118図魍歌へ歌へ︑しらべ高く歌
歌へ歌へ︑枝にごずゑ
九1110図魍
に︒

に︒

歌へ歌へ︑枝にごずゑ
九1110図圃

九122図團歌へ歌へ︑心ゆたかに歌
へ︒

へ︒

九122國圃歌へ歌へ︑心ゆたかに歌

へ︒

九122二階歌へ歌へ︑心ゆたかに歌
九123國圏歌へ歌へ︑しらべ高く歌
へ︒

九123図圃歌へ歌へ︑しらべ高く歌
へ︒

九123図翻歌へ歌へ︑しらべ高く歌
へ︒

事︑ ︵ 略 V 等 堅 く 禁 ぜ ら れ 居 り 候 ︒

十568國匡兵舎内にては歌をうたふ
十凱1図 昔ノ人ノ 來て見ればこ㌦
も櫻の峯つゴき︑吉野初瀬の花の中
宿︒ト歌ヒシバ コ ・ ナ リ ︒

疑ふ

飛ーヒ・

幾千の聴⁝衆は帽子をぬいで

つことを歌へるもの多く︑︵略﹀︒

十二849
相和して歌った︒

︵略V︑少しも疑ふ心なき

うたが・う﹇疑﹈︵四︶3
ーフ・1へ︸

十一452図
正儀の様を見ては︑刀のつかに手を
︵略V︑朝の風を聞きては

かくべきやうもなし︒

十二781図
鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

うち

中

デテ︑イツシヨ
ヒマセウ︒﹂

ニウタヲウタ

ウチニハネエサンガ

一

﹁うちのまへ

の川が

四52圏あのこちらに白いかべ
が見えませう︒あれがうちで

す︒﹂

四56囹

の方へながれでるます︒

あんなにまがりまがって︑とほく

ニイサンが三人︑オトウト

トイモウトが一人ヅツアリマ

人︑

三103

ス︒

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

ハアリマセン︒

三郎のうちでは夕はん

コノ中ヘハイ

アンシンナモノデ

一日のうちには何じかん

それから田や畠の閻を通って

男ノ子ノアルウチデハ︑五月

ノセツクニ鯉ノフキナガシヲ立テマ

五177

つて來て︑︵略V︒

來るうちに︑︵略﹀︑なかまがあっま

五116

て︑︵略V︒

てはみまいとかくごをきめ

しこれをいそこなったら︑生き

四806 よ一は心のうちで︑も

ありますか︒

四477

ス︒﹂

サヘスレバ︑

ツテ︑内匠ラトヲシメテヰ

ドンナ時デモ︑

四394囹
ボクラバカウイフカ
タイヨロヒヲキテヰルカラ︑

が今すんで︑︵略﹀︒

四298

五人デスカラ︑︵略﹀︒

四216園 ﹁ウチノ ニイサンヤネ
エサンヲアハセルト︑ミンナデ

本アリマス︒

四105ウチニバカキノ木ガニ

ヲシナイトコロ

三117ウチノ人ガミンナソト 四86 ドンナウチデモオイハヒ
オルスヰヲナサイマス︒

一

三355 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま
せん︒

見てみるうちにまた

今日ハウチノ虫ボシデ
ザシキノウチニイクスヂ
ウラシマハ︵略V︑ウチヘ
︵略﹀ウラシマ ハウチヘ

アマリナガクナリマス
ウチヘカヘツテ見ルト︑

︵略V︑ジブンノウチモア

えますね︒うちはどれでせう︒﹂

四44圏﹁︵略﹀︑町が一目に見

も︑本を責るうちも︑︵略V︒

四14ふでやかみを費るみせ

リマセン︑︵略V︒

三727

オドロキマシタ︑︵略V︒

三725

カラ︑モウウチヘカヘリマセウ︒﹂

三704圏

カヘリタクナツタカラ︑︵略V︒

三696

カヘルノモワスレテヰマシタ︒

三687

モツナヲハツテ︑︵略﹀︒

三56一

ス︒

三558

びきくはへて︑ういて出ます︒

︵略V︑朝の風を聞きては 三411

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
ず︒

十二782図

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

ウチ

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
ず︒

しのうち

ニー4

ミテヰルウチニダンダン
ソレヲモツテ︑ウチヘカ
﹁へ略V︑ボクガウチカラ

﹁︵略V︑ソンナニウチニ
バカリヰナイデ︑チツトソトへ

三53園

ナリマシタ︒

チニ︑︵略V︑大キナ太イ木ニ

二554︵略V︑一月モタタナイウ

タドンヲモラツテキマスカラ︒﹂

二432圏

ヘツテ︑︵略V︒

ニー9一

ノボツテキマス︒

二3一

ベンモウタヲウタヒマス︒

ヒノデナイウチニナン

内母そのうち・まるのうち・わたく

うち﹇内︼︵名︶94

十二348先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ後︑
町長ハ工事ノ報 告 ヲ シ タ ︒

十二3910図 富士山の古歌には煙の立
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うち
うち

ス︒

﹁この釜は昔から私のうち

にある釜です︒

五233園
︵略﹀︑うぐひす鳴いた春の

たのしい時もゆめのうち︒

五278圃
日の

五395 下りる人がまだ下りてしまは
ないうちに︑もうのりこんだ人もあ
ります︒

文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑

へしました︒

をしいことに︑そのいくさの

︵略﹀

おふみはいそぎ半ば

終らない中に病氣でなくなってしま

六531
ひました︒

六631圃

そこかこNかとさがすうち︑

少しはなれたくさむらに︑やうく

たを

コノ度ノ合戦島地︑師直

杖を見つけ出し︑︵略V︒

七74図囹
ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

五448

海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑又暗
クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ

夜のうち

︵略︶︒

七323

けれども一月ばかりの内に

蛾が出ると︑綜が取れないか

八126團

おはなさんは．しばらく見な

︵略V︑牛も段々減り︑︵略V︑

いうちに︑髪が大そうきれいになり
ました︒

八195

サラバトテ入ラントスルニ

五六年の中によほど財産を減らしま
した︒

八302図

内ニハ黒ブクレニナリテクサリタル

九676 ﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

︵略V︑一年中の農夫の辛苦が

いふ景色は︑︵略﹀︒

九691

全家立退の用意致し居り

一夜の中にむだになってしまふこと

もある︒

候中︑夜も明けはなれて︑︵略V︒

九745國団

も押流され候︒

九751國團全村百鯨戸の中二三十戸

いく野の道

みすのうちより

難キニ至ルベシ︒

九923図圃

遠ければ︑ふみ見ずといひし

袖引止めて︑大江山

サクヤウチヤケナイ

テ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑遂二高祖ヲシ

十258図︵略﹀︑良ハ内二丁ヲ運ラシ︑

言の葉は︑︵略V︒

の

宮人の

其ノ魚二丁リテ︑一合ノ米ニモ換へ

仕合に風上で安心だが︑叔父 九887國 カクテ持チアルク中ニハ︑

死人二三ハリテ︑︵略V︒

八428

叔父さんのうちへ見まひに行

さんのうちはどうだらう︒

八433

むね
︵略﹀︑二棟の土塗の中︑一棟

つたにいさんが蹄っての話に︑︵略﹀︒

八435

はとうく焼けおちたさうだ︒
サクヤノクワジニウチハヤ

又ヤケナイといへば︑うち

ケマセンデシタ

八464團
八475團

︵略V︑うちの名の和田を入

︵略V︒

漕抜けた一隻は︵略V︑見る

働蜂の若きものは内に居

怠りて五畜らざるものあ

十一404國團

全島の住民は約三百蝕

れば︑槍査掛は内に入るを許さず︑

十一71図

︵略V︒

て幼轟を育て︑又は其の居室を螢︻み︑

十﹇6エ図

内に一頭の鯨に近寄り︑急庭めがけ
もり
て破裂矢をしかけた鈷を打つ︒

十649

等ナリ︒

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

十607図我が國銅山ノ中ニテ最モ盛

八481園

の焼けなかったことも分るから︑ウ

又ヤケナイといへば︑うち

チもいらない︒

らん︒﹂

カ唐楓ラ即言劃一軍曹ハ中佐

れて︑十五字になるやうに書いてご

八488圏

チもいらない︒

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八482圏

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ
︵略﹀︑御主人織田様には︑

たとへば自分のうちを恐ろ
︵略﹀の戦利品たる大砲︑

ホリ

八886

ヲ壕ノ内輸入レテカイハウシタ︒

た買水をすひ上げる爲に用ひる位で

蒸氣機關は︵略﹀︑初の中は
あった︒

九308
ば︑神殿の御屋根はかやにてふき︑

御垣の内をうか窒ひ奉れ

︵略﹀︒

八58図

いつれも神苑の内にあり︒

日本海海戦の記念砲身塔など︑また

八51図

しがる様なもので︑︵略﹀︒

七883囹

ますとのこと︒

近いうちに京都で馬そろへをなさい

七423囹

をころしておいて︑︵略V︒

七332

て︑からだを包む︒それがご三日の
まゆ
内に出來上って繭になる︒

︵略﹀︑口から美しい綜を出し

は︑皆さんの小指程の大きさになり︑

七298

中ノーツト思ヘバ︑︵略﹀︒

クナツテ︑何モ見エマセン︒

五462 はじめのうちは遠くの方にき

こえてゐましたが︑だんく近くな
つて︑︵略﹀︒

五521 ヘチマハワカイウチハタベラ
よしっねは︵略﹀︑

レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒
五801
にがけの上まで出 た ︒

六116 それから又方々であそんで︑
うちへかへったのは夕方でした︒

六228 一人の子どもが水がめのふち
へ上って︑遊んでみるうちにふみは
つして︑かめの中へおちました︒

六361今日は天氣がよくて暖いから︑
うちではす﹂はき を し た ︒

六364 うちが見ちがへるやうにきれ
いになった︒

六438 うちがまつしかったので︑八
つの時にお寺へ小ぞうにやられまし
たが︑︵略V︒

はごめんです︒﹂ と い っ て ︑ う ち へ か

六448 お寺では﹁こんないたづら者

うちだす
うち
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萬と申候︒其の中内地人は八萬絵︑
︵略﹀︒

十一518図 親子・夫婦・兄弟・姉妹
ヨク和合スレバ︑︵略V一家ノ内笑フ
コト多シ︒

十一528図内二省ミテ︑ヤマシキコ
トァレバ︑勉メテ面謝笑フトモ︑心
中ノ苦ヲ如何ニセ ン ︒

十﹇532図 ヨク笑ハント欲スルモノ
ハ︑︵略V︑外︑人二二ヂズ︑内︑己

人生七十年と見るも六

二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

十一676図
十萬時間に過ぎず︒其の内申食・談
話︒遊戯・病氣等の爲に費す時間は
三 分 の 二 を 占 め ︑︵略V︒

る内︑又再び引返して一貫寺に離れ

十一747國 然るに未だ一月もた﹂ざ
り︒

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

十一801図 川上にか買り火の明り先
聞く内に︑舟は早くも目前にせまり
來る︒

に水音はげしく相成り︑︵略V︑隣村

うち返す

寄り︑今度は銃を以て破裂矢を打込

む︒

う の

また我に代りて討死し

の一子に熊王といふ者あり︑︵略﹀︒

十一415図此の時討死せる宇野六郎

飛ーシ・ーセ単

︵略﹀︑熟練なる我が砲手 うちじに・す︻討死﹈︵サ変︶3 討死す

かくて数年の後には︑

地面に

我を追出したり︒

スル

︽ースル曽

住吉の戦に父の討死し

うちじに・する︻討死﹈︵サ変︶1 討死

ノハ軍人ノ面目ダ︒

︵略﹀︑ウチヂユウノ人ノ

この間にいさんがかへって

來ましたので︑うち中の者がそろつ

八101團

キモノガホシテアリマス︒

三562

ウチヂユ

やがて二人は荒波に打返さ 八905囹此ノメデタイ日二討死スル

余ーサ・ース︾

たる後︑一族の者領地をうばひて︑

瀬戸内海の︵略﹀︒内海 十一433﹇図園

たる六郎の形見とも思ふものを︒﹂

此の四海峡に包まれたる 十一424図園

内海

は物ともせず︑打出す砲弾よく命中

十二69図

︵略V︑之二要シタ経費ハ総 にて早がねを打出し候︒

て︑内確固たる志操を持し︑︵略V︒
十一﹁3410

計何萬何千圓︑其ノ内司厨圓ハ町内
有志者ノ寄附金デアル︒

ふ︒

て爲眞をとりました︒

色色取りまぎれ︑つひ

京城地方の婦人がたまく うちす・ぐ﹇打過﹈︵上二︶1 打過ぐ

十559國團

余ーギ︾

十﹇m8

うちかけ﹇打掛﹈︵名︶1

うちかけ

近き土をば全く上下にうち返すとい

す︒

を呑込みては之を地上の穴の口に出

十一887図

して漕進む︒
うちじゅう﹇家中︼︵名︶2
みエす
蛙矧は︵略﹀︑多量の土 ウ うち中

る﹂船の頭を立直しく︑死力を霊

十699図

打返す

うちかえ・す﹇打返﹈︵四︶2

ず︒

の沿岸及び島々には名勝の地少から

十一205図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十﹁179図

︵略﹀︑其の火口は︵略﹀︒
して︑︵略﹀︒
こう
内に二箇の噴孔ありて︑︵略﹀︒
うちうみ﹇内海﹈︵名︶2

十二418國

引込思案の人は︵略﹀︑優

柔弱漸其の事業に取掛らざる中に︑

十二731図

帽子の中に一文の銭もない

良好なる時機を失ふこと多し︒
十一一823
幾度かためいきをついて居る︒

老人は︑︵略V︑帽子の内を眺めては︑

十二834聴衆は四方から集って來て︑
見る内に人山を築いた︒

うち︻打︼号てうち・とりうち・なみう
ちぎわ・はさみうち・ひうちいし・ひ
うちがね・ひとうち・みつうち
打明く

ウチ

︵略﹀︑熊王年年包みたる

うちあ・︿﹇打明︼︵下二︶1
十一456図

︽ーケ彰

心の中を打明けて︑︵略﹀︒

︽ーセ彰

うちあわ・せる﹇打合一︵下一︶一
合セル

外出する時には︑うちかけの標なも

く御無音に打過ぎ候︒

のをかぶって︑目ばかり出してみる︒
ウチカ

ぜん

十二918図 家内能く和合して︑︵略﹀︑

︽ーウ彰

うちそろ・う﹇打揃︼︵四︶1 打揃ふ

敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲

︽ーク帝

ヲウチカケタ︒

八871

ケル

うちか・ける﹇撃掛︼︵下一︶一

大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ
出シマシタガ︑ソレカラ後ニハ石ト

五568

ウチ出ス

金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ
タ︒

︽ーシ・ース彰

むつまじく打揃うて夕の膳に向ふ

時︑一日の勢苦は忘れられて︑︵略﹀︒

ボートは︵略﹀︑又も鯨に近うちだ・す﹇打出︼︵五︶1 打出ス弐ー

中佐ノスルドキ聲綿上ノゥうちこ・む﹇打込﹈︵五︶1 打込む 肉一
ム彰

然るところ翌朝三時頃急 十662

チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒

七909図

打出す

うちいだ・す﹇打出一︵四︶3

︵略V︑三十八隻の中逃げ

十﹇鰯1國孔明魏軍ト封陣ノ中二卒
ス︒

十一一910図

おほせたるは巡洋艦以下生埋のみ︒
バリ
十ニー310肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑
︵略﹀︒

十二302学園 徳川・織田二公大軍を
率みて︑既に出獲せらる︒園の解け
ん は 二 三 日 の 内 にあらん︒﹂

十二3310図 外温順・愛敬の徳を守り 九739國團
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うちわすれる
うちたまう

ス︾

討ち給ふ

八857 敵ハ︵略﹀幾重モノ陣地ヲ布
キ︑盛二弾丸ヲ打出ス︒
うちたま・う﹇巴里﹈︵四︶1
内ーヒ︾

あふみ

うちち

九65國 尊これより引返して近江の
賊を討ち給ひしが ︑ ︵ 略 V ︒

うちちが・う︻打違﹈︵下二︶1

討

ることばもうちとけて︑我はた﹂へ
つ︑かの防備︒

うちとりもう・す﹇討取申一︵四︶1

﹁正儀は主君の敵にて︑

取り申す 丙ース︾

十一418図囹

︽一

我が爲にも父の仇なり︒如何にもし
て討取り申すべし︒
討取る

かはち
︵略︸︑河内に行きて正

うちと・る﹇討取回︵四︶1

十一421誓言

ル︾

丙1へ顛

八62図 ︵略﹀︑神殿の御屋根はかや

肉ーシ・ース彫

うちなら・す﹇打鳴︼︵五︶2

打鳴らす

討取るべき折に出置ふべし︒﹂

儀に仕へん︒︵略﹀︑長き間には必ず

がふ

うち連る

にてふき︑︵略︶︑爾はしに千木をう
ちちがへたり︒

三つ四つ五つうち連れ

飛iレ彫

うちつ・る︻打連︼︵下二︶2
打連る

八616図園

うちほ

ひ︑なほ進みで賊を討滅し給へり︒
うちほろぽ・す︻討滅一︵五︶1

打ちま

角ーッ・ーリ彰

へいけは︵略V︒

三方から攻

立てられて︑さんぐにうちやぶら

五818

れた︒

吉

せつつ

くすのきまさ

一月二十五日

内山五百吉

加藤善作檬

十604國国

1

内山五百

うちやまいおきち﹇内山五百吉︼︹人名︺

破られたり︒

儀と撮津の住吉に戦ひて︑散々に撃

のり

十﹇415國 ︵略﹀︑赤松光範︑楠木正

みつのり

會稽山の戦に越の軍を打破りたり︒

くわいけい

秀吉は︵略﹀︑光秀をうちほ 十﹁168図︵略﹀︑呉の三盛になりて︑

︽iシ︾

六502

ろぼす

ろぼしました︒

肉ーッ︾

うちまたが・る﹇打跨︼︵四︶1
たがる

手塚其の間に敵の草ずりを

打ちまもる

ウチ

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑や

十515図

がて打ちまたがって首をかく︒
マモル

うちまも・る︻打守一︵四・五︶2

うして又︵略Vかと不思議さうに︑
バイオリンと紳士の手つきを打ちま

︹人名︺1

作

内山五百吉様

十一月二十五日

内山五百吉囲

十276國團

打寄る 禽ーリ︾

心ばかりの祝宴相開き︑︵略V︒

十﹁622國團︵略V︑親族一同打寄り︑

に︑皆うちよりてえもの数へん︒

八96図︹圃

いでや︑あの岩の小かげ

うちよ・る︻打寄︼︵四︶2 うちよる

加藤善

韓信シバシ其ノ面ヲウチマ うちやまいおきちさま︻内山五百己様一
モリシガ︑ヤガテハラバヒテ膝⁝ノ下

十254図

九832 神主は︵略V︑﹁支度︒﹂とい
ヲクグル︒
だいこ
ふあひつの一番太鼓を打鳴らした︒
十二833 老人は︑どうしてあのバイ

やばせ

て︑矢走をさして蹄り行く 白帆を

低くかすかになる︒

打抜ク角一

もって居た︒

く︑ボートは幾度となく打ちもどさ

飛ーラ・一

ばいうちわ

リサウダ︒﹂

イカ︒コ︑ニアル扇モウチハモヤハ

ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハナ

七472園︵略V︑日本紙ハ﹁︵略V障子

岩に近づけば︑波は下之荒 うちわ﹇団扇﹈︵名︶一 ウチ二号ぐん

︵略V︑一弾又モ中佐ノ胸ヲツうちもど・す︻打戻︼︵四︶2 打ちもど

うちぬ・︿﹇打抜﹈︵五︶1
イ︾

オリンから︑あんな音が出るか︑ど

送る夕風に︑聲程 近 し ︑ 三 井 の か ね ︒

打連れ

打鳴らす太鼓の音は段々に

十﹇565

しく獲足したり︒

︽ーレ彰

八893

余ーサ︾

飛ーッ・ーリ蝉

十702図

す

急に馬に打乗って︑味方のま

うち乗

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

六568

る 打乗る

船に漕着けたり︒

撃破る

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘

レテ︑アランカギリノカヲツクシタ

八907

忘レル 角ーレ単

うちわす・れる﹇打忘︼︵下一︶一 ウチ

︵略V︑ボートは幾度とな

打破る

うち

く打ちもどされ打ちもどさる＼を︑

十702図

︵略﹀︒

リ彰

やぶる

うちやぶ・る︻打破︼︵四・五︶3

︵略V︑ひそかに騎駝にうち

内1へ蝉

うちほろぼしたま・う﹇討滅二一︵四︶1

乗りて︑そこより逃れ出でたり︒

九482図

んで︑︵略︸︒

つ先に立って︑信玄の本陣に切りこ

れ打ちもどさる＼を︑辛くして難破

うちの・る︻下乗︼︵四・五︶2

九497図やがて親子打連れて︑心地

る

うちつ・れる︻打連﹈︵下一︶1

︵略﹀︑五人の騎手は打連れ

て︑拝殿の後の大きな立石の前に並

九838
んで︑︵略V︒

うちとおし﹇打通︼︵名︶1 うち通し

十一468 アラビヤ馬の長途の騎行に
たへることは實に驚くべき程で︑四

うちとく

五目間うち通し︑毎日三十里位をか
けるのは珍しくな い ︒

うちと・く﹇打解︼︵下二︶1
興ーケ︾

討滅し給ふ

十395図圃昨日の敵は今日の友︑語 九61図 ︵略﹀︑尊は難をまぬかれ給

うつくし
うちわなり
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ガ︑︵略V︒

海草ノ形 ハ ︵ 略 V ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 又 ニ

うちわなり﹇団扇形﹈︵名︶一 ウチハ
ナリ
七761

打笑ふ

ハトリノ尾二二タノモアルシ︑ウチ
ハナリノモアル︒

うちわら・う﹇打笑一︵四︶1

陸

やがて汽車が動き出すと︑馬

報を打つたのだらう︒
九349

上の人はしきりにむちを打ってあせ
星の形を打ちたるは

つて見たが︑︵略﹀︒

九503図圏
ばうし

軍兵の帽子にて︑︵略﹀︒

やまどたけるのみこど

八109團

十一445図

いよく忌日になりて︑

一人の分はうっかりしてゐ

よく至りました︒

ウヅキ
うづき﹇卯月﹈︵名︶1 卯月

ミナヅキ

キサラギ

季節ノ名工ハ初春・如月

ウヅキ

美し

・彌生・卯月・水無月・長月・菊月

ヤヨヒ

十︸309図

等アリ︒

桐ハ︵略﹀︑輕クシテ美シケ

余ーシ・ーシカラ・ーシキ・ーシク・ーシ

うつく・し﹇美︼︵形︶17 美シ

六686図

ケレ彰

七584國

コ・ニハ櫻ノ木多シ︒春ノ

コ・ニハ美シキ池アリ︒

花盛リイカニ美シカラン︒

七549國

キモノナドヲ作ルニ用フ︒

レバ︑ツクエ・本バコ・タンス・ハ

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと

夜に入りて︑討つべきは

り心に思ひ定めたるに︑︵略﹀︒

十一449図

今なりと︑心を取直せども︑︵略﹀︒

︵略﹀︑年頃の恩愛︑殊に
は今日の元服の事等思ひ績けては︑

十一451図

武勇のはたらき命さ㌧
えぞ

と能はず︒

首府をパリーといひ︑世界

か＼る地方にては氣候つね

社殿ノ後ニハ美シク作ラレ

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ

八819図

中城も美しき都なり︒

八783図

や︒

幾度か思ひ直して討たん 八601図國 ︵略﹀︑かゴやく入日美し

如何でか討たるべき︒

十一451図

とすれども︑︷略V︑刀のつかに手を
かくべきやうもなし︒

十一613図圃

かみつけぬのかたな

げて︑御國の敵を討ちなん︑我は︒

︽iッ煙

モ︑︵略﹀︒

︷略V︑又切レテハ急流トナ

︵略V木ノ葉富山︑

其ノ

羽ノ表ノ方ニハ美シキ色ドリアレド

九564図

リシナリ︒

リ︑遂二今日ノ如キ美シキ景色トナ

九428國

タル庭アリ︒

上毛沓形名︑蝦夷を討ち 九291図
て利あらず︑兵皆四散せしかば︑夜

十二309図

撃つ

に乗じて城をすてて逃れんとす︒
う・つ︻撃﹈︵五︶1

犬を連れた男が銃を肩にし

うっかりす

て︑︵略V︒ずどんと一登︑何を別つた
のだらう︒

え ぞ
︵略V︑東國の蝦夷叛きしかうっかり・する︵サ変︶1

討ツベキ手翰ズナリシガ︑恐レテ出
デズ︒

る間に寓されましたので︑かへって

る 飛ーシ︾

ふ

蝦夷は︵略﹀︑鮮明天皇の

さいめい

ば︑天皇日本武尊に命じて︑之を

ら

ぞ

討たしめ給ふ︒
え

九624図
あべのひ

手塚は家來を討たせじと︑

御時阿倍比羅夫また之を討ちしが︑
︿略V︒

十511図

十6410 漕抜けた一隻は︵略﹀︑急慰め
敵に組みつく︒
もり
がけて破裂矢をしかけた鈷を打つ︒
十547︹無縫 ﹁我が父の討たれ給ひし

捕鯨法には此の外に汽船の備
捕鯨法には︵略﹀鯨の通路に

時︑義仲二歳なりしを︑︿略﹀︒

余一へ彫

た︒

十一551

余ータ・ーチ・ーツ彰号むかえうつ

ん︒兄弟共に敵をば討＆ん︒

ふなばたを打つ音︑ほう 十一605図圃 兄君︑我も後より行一の

ピエールが打ついつもの太

ながら︑かひぐしく進んで行く．

眞先に立って︑太鼓を打ち

網を張って鈷を打つ方法などもあっ

十673

砲から鈷を打つ方法もあり︑︵略V︒

十672

もある︒

鈷を打って鯨に引廻されてみるもの

他のボートを見れば︑︵略﹀︑

十668

を食ひ︑からくと打笑へり︒
うつ

打つ

十二872図 良雄平然頭を低くして之

︽ータ・ーチ・tッ・！ ツ 単

う・つ﹇打一︵四・五 ︶ 1 9

五756囹 何でも裏からまはって︑て
きのふいをうたな け れ ば な ら ぬ ︒ ﹂

うすることも出斜ない︒

五817 へいけはふいを打たれて︑ど
六562 信玄はふいをうたれておどろ
いたが︑︵略﹀︒

︵略︶︒

の音が村々相慮じて聞える︒

十一m4

秋の夜長には衣打つきぬた

光にはげまされて︑鵜は盛に活動し︑

くと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこの

十一8010図

鼓に違ない︒

六571 ︵略V︑信玄の本陣に切りこん 十一56一
で︑信玄に打ってか＼つた︒

七784図團 のきよりおつる雨だれの
たえず休まず打つ時は︑石にも穴
﹁トンテンカン︑トンテンカ

をうがつなり︒

八317

ン︒﹂と︑毎朝早くから弟子を相手
につちを打つ音が聞える︒
かま

一心不等に打つたもの

刀は︵略V︑きたへる時は 八529図他ノニ人類此ノ間二天鹿ヲ 十301

又車のわを打ってるた事もあった︒

八322 ある時は鎌をきたへてみた︒ う・つ﹇討﹈︵四︶12 討ツ 討つ 討さ

身を清めて︑

八338園

だ︒﹂

八458囹﹁︵略﹀︑誰かすぐに東京へ電 九410國
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う．つしたてまつる

うつくしい

アゲハ
︵略﹀︑青味アル揚羽ノ蝶ノ

羽ニハ美シキ色ドリアルが如シ︒

九牛8図

九667図 オルガンにて美しき音を獲
せ し む る が 如 き ︑ ︵略V︒

ナキマシタ︒

三15 ︵略V︑サクラノハナが一
メンニサキマシタ︒マコトニウ
︵略﹀︑日本ノサクラノヤ

ツクシイデハアリマセンカ︒

三27

ウナウツクシイハナハサキマ

十19図 ︵略﹀︑其の形白扇を倒にか
けたるが如く美しきは︑なほ我が國

ウツクシイサクラノハナ
コンドハウツクシイ小ト

マコトニウツクシイモ

コノ美シイ蝶ガトビマハルノ 七777

波ニユラレテ︑色ノ美シイ海

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑︵略﹀︒

五354

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

七781 ︵略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

引立チマス︒

ノハ︑陸上デ心見ルコトノ出來ナイ

コノカハイラシイ︑美シイ蝶

ヲツカマヘテイヂメル語弊︑ドゥイ

美シイ景色デアラウ︒

五362
フ心デセウ︒

︵略V︑色のたくさんまじった

りません︒

美シイ眞珠ハ︑コノ貝ノカラノ中ニ

又ひよやつぐみは美しく熟

美しさ

月夜には波が銀の様に光つ

若し此の模様に種々の色ど

て︑その美しさは何とも言ひ様があ

七827囹

うつくしさ﹇美一︵名︶2

た︒

上の音樂の標な美しい音がわき出し

十二829弓が一度綜にふれると︑天

してみる果實をついばむ︒

十二208

つてゐました︒

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

十374囹外の者は着物だけは美しか

らぬ︒

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい緯書や地圖のやうなものは︑

十204

めである︒

いふ景色は︑静かな申に美しいなが

子ドモハフダンヨリハ美シイ 九677 ﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

着物ヲ着テアソンデヰル︒

五677

︵略︶美シイ角が木ノ枝ニヒ

ツカ︑ツテ︑イクラモガイテモハヅ

五735

レマセン︒

月夜のながめもまた美しい︒

べを見ても︑美しい景色である︒

アタラシイ竹ハアヲアヲ 六22 白い砂に青い松︑どこのはま
六46

しや︒

六253囹

筆一本デ美シイエヲカイタ

ノ他イロ︿ナカザリ物ニナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美

羽の色はあまりうつく 六64圃 わけてさくらの吉野山︑一
昔からうめにうぐひす

ソノ左ト右ニウツクシ

ガ︑︵略﹀︒

﹁タイソウヨクカザレマ 七273
リ︑︵略﹀︒

母はこんな美しい大きな桃

き

︵略V︑北條三時︑後醍醐

ほうでう

天皇を隠岐へ流し奉る︒臣下として

お

十一135図

ごだいご

うつしたてまつ・る︻移奉一︵四︶1 灌

を増すべし︒

りを加ふるときは︑一暦其の美しさ

︵略V︑口から美しい綜を出し 十477図

そばを通る人が﹁美しい川 七687團

て︑からだを包む︒

︵略V︑夜は美しい月をうかべ 七322

五112囹

ながら︑︵略﹀︒

五108

シタ︒マア︑ウツクシイコト︒

四755園

イシヨクダイヲ立テマシタ︒

四737

いこゑでなきはじめます︒

といって︑︵略﹀︑あんなうつくし

四666

しくはありませんが︑︵略﹀︒

四661

三612
あそこにはうつくしいか 六55圃 ︵略V大島・小島その中を
ひや小石がたくさんあります︒
通ふ白ほの美しや︒

ノデス︒

トシテ︑

三292

リガ︵略﹀︒

三5一

ガ︑︵略﹀︒

三35

セン︒

あ る雪の朝︑皇后は美しき

第一の山といふべ く ︑ ︵ 略 V ︒
十168篇自凶

御庭の雪景色を御 覧 じ て ︑ ︵ 略 V ︒

十422國 又此ノ董ヲ染分ケテ︑花鳥
等ノ美シキ模様ヲ織出セル花錘釜日
直線を適當の長さに切り︑

ガ國輸出品ノーナ リ ︒

十4410図

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或
は横に︑或はななめに並ぶる時は︑
︵略V︑曲線を云ふれば︑更

美しき模様を生ず ︒

十4510図
に美しき模様を得 べ し ︒

布をさらせるが如 し ︒ ．

会一・

号おうつく

美しい

ウツクシイ

十一774図 美しき瀧にして︑眞に白

美シ イ

うつくし・い﹇美﹈︵ 形 ︶ 3 7
うつくしい
ー イ ・ ー ウ ・ ー カ ツ ・ーク彰

しい

二36 アア︑モウスツカリノボリ
マシタ︒ウツクシイデハアリマセ
ンカ︒

二41 ︵略︶︑コノウツクシイ日ノ

は︑はじめて見たと申して︑︵略V︒

アルノデアル︒

指ワヤエリドメナドニハメル し奉る 飛ール︾
スガ︑ドレヲ見テモ美シウゴザイマ

七725
ス︒

だ︒﹂といって︑ほめました︒
デヲミルコトガデキマセン︒
二493 コレニハウツクシイエガ 五響蝶ニハ︵略﹀サマぐアリマ
アツテ︑︵略﹀︒

二594 ︵略V︑ ウツクシイハナガ

うつす一うつわ
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爲す

︽ーサ・ーシ・ース︾

ウツス

う

一天萬乗の君を重工へ遷し奉ること
無道の極みなり︒

つす

うつ・す﹁写︼︵四・五︶3

る間に窯されましたので︑かへって

八111團 一人の分はうっかりしてゐ
よく爲りました︒

︵略﹀︑社殿ハ上古ノ風ヲウ

ツシテ造り︑︵略﹀︒

九285國

十192 書をかく人︑圖をひく人︑爲

うつす

肉ーセ暫

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは
ない︒

うつ・す︻映﹈︵四︶ 2

︵略﹀︑湖面鏡の如く︑四方
︵略﹀︑数十隻の遊船︑岐

の山々皆倒に影をうつせり︒

九957図
十﹇832図

十﹁142口藺凶

然るに今︑主上隠岐に羅

され給ふと聞き︑︵略﹀︒

レンゼゥ
︵略﹀︑コレラ練篠機ト構

宮
九17図

宇都宮

九25図宇都宮

スル機械ニカケテ︑︵略V︑又更二他

十﹇858図

うつりかわ・る︻移変一︵四・五︶2

かまをぬすまれたものがあり

移

八122團おはなさんも一人の分はほ

んとによく富ってゐます︒

うつ・る﹇映一︵四・五︶4 ウツル う

フト水ニウツツタジブンノス

つる 飛ーツ・ーリ・iル彫

ガタヲ見テ︑︵略V︒

五71一

日の出や日の入には日光が

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが

水底にうつ

波にうつって︑水の色が金色になり

七825囹

ます︒

璽るに連れて︑兵制にも憂濯あるこ

光景を呈す︒

母とびうつる・の

うつる移る

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき

十二431図熔岩の光︑火山灰及び水

故に︑︵略﹀︒

丙ーッ・一

附近に集りて敵を待ちしが︑︵略V︒
鳥る

︵略﹀︑寓眞でも笑って富つ

うつ・る﹇写︼︵五︶5
リ蝉

てるます︒

八105團

駆逐艦に移りしが︑︵略﹀︒

目の戦闘に傷を負ひ︑幕下と共に一

十二94図敵の司令長官︵略﹀は昨

い︒

つた︒又隣へうつ㌧たのかも知れな

あ﹂︑火の勢が正そう強くな

角ーッ・ーラ・ーリ蝉

うつ・る﹇移﹈︵四︶4

︵略V︑天皇ハ吉野山ノカリ

ウツリ

と︑︵略﹀︒

十一824図魚は︵略V︑

．＋二m3図︵略v︑其の後時世の移り

取換ヘナケレバナラナイノデ︑︵略V︒

度毎二︑居ル場所ヲ憂へ︑又器具ヲ

スルコトニナルト︑仕事ノ移り攣ル

︵略﹀︑一人デ種々ノ仕事ヲ

︽ール︾

十一111

リ攣ル

移り憂る

ノ機械二食シ︑イヨイヨ延シテ︑イ
サテ最後二精紡機二移シ

ヨ︿細クシ︑︵略V︒
十一8510図
テ︑適當ノ太サトナシテ︑︵略﹀︒

︵略V︑蟻は此の甘き汁を

得んが爲に︑︵略V︑或は其の卵を他

十一893國
の植物にうつして成長せしむ︒
︵略﹀︑獣類中にも︵略﹀︑

毎年一定の季節に其の居を移すもの

うつりたま・う﹇移給﹈︵四︶一

十二677図

タマフ

うつりよう

うつりょうとうふきん﹇欝陵島付近︼

ノ皇居ニウツリタマヘリ︒

銅貨といはず︑金銀貨とい 七54國

飛一へ︾

少からず︒

十二846

はず︑︵略﹀︒また﹂︿聞に帽子に一

其の教育に用ひ︑︿略V︑三度其の居

︵名︶1 欝陵島附近
りうつる
うつりよう
孟子の幼時母は深く意を 十二710図 我が艦隊は︵略﹀︑欝陵島 八422

ぱいになった︒老人は之を袋に移し

宍 ーサ・ーシ・ース・一

十二964図

て︑︵略﹀︒

遷す

移

阜提灯の光を水にうつせる奇観は筆

移す

うつす

も言葉も壼し難し ︒

ぢやうちん

ス

うつ・す﹇移︼︵四・五︶11

を遷せりといふ︒

角一へ︾

一人の分はうっかりしてゐ 十二663図 ︵略V︑通常の灰色の鼠の

一群大才して︑印度よりペルシャを

八112團

る間に窩されましたので︑かへって

うつぱ

へしません︒しかたがないから︑う

よ

つたへて出ました︒

移らんと欲するもの期せずして蟻集

十二692國

︵略V︑温暖なる地方に

経て欧羅巴に移り︑︵略V︒

んにお目にか﹂つたやうな氣がしま

よく爲ってみるので︑皆さ
このみざりがぬすんだのでございま

り︑︵略V︒

十一784図 ︵略﹀︑器に盛れる水常に

三郎さんは實にかはいらし うつわ﹇器︼︵名︶1 器
く窮りました︒

八121国

す︒
うつつ﹇▽ゆめうつつ

うつのみや︻宇都宮一︹地名︺2

宇都

す︒﹂と申します︒

五241 うったへた人は︑﹁︵略V︒︵略V 八117国

よく富りました︒

ました︒︵略﹀︒︵略V︑どうしてもか

五237

る

七322 この時木の枝やわらなどで作 うった・える﹇訴︼︵下一︶2 うったへ

セ︾

︵略﹀︑ふるひ進むに何事

つ た ま ぶ し へ う つ してやると︑︵略﹀︒

七802図圃

か など成らざらん︑ばんじゃくの
重きもつひにうつすべし︒

九796國 道書は罪もなきに官を下げ
られ︑あまつさへ遠國へうつされし
かども︑︵略﹀︒

直ちに勢れ果てたる水夫を助けて︑

十704図岩に近づけば︑︵略V︒父は
ボートにうつす︒
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うま

うで

波紋を生ず︒

七37図

ウデ

︵略﹀︑正行ハ︵略V︑今ニモ

うで︻腕︼︵名︶一
ハラヲ切ラントス ︒ 母 ハ 走 リ ョ リ テ ︑
正 行 ノ ウ デ ヲ オ サ へ︑︵略﹀︒

うてん︻雨天﹈︵名︶1 雨天
︵略﹀︑學科は夜分又は雨

天等を利用して學習致し候︒

十575國團

うとからす︹課名︺2 うとからす

三目2 十四 うとからす
三402 十四 うとからす

ひのき

木曾の檜よ︑

うなわ︻鵜縄﹈︵名︶1

直なは

うね

し︑︵略V︒﹂

︵略﹀︑一族の者領地を

角iハ・ーヒ︾

十陶434三園

ふ

鵜なはを引上げて︑鵜のうば・う﹇奪一︵四・五︶2 うばふ 奪
ウネ

ふなばたに立並べる時︑︵略V︒

十一832図
うね︻畝一︵名︶2

タハタケアゼウネ

もしない︒

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

カシハラ

十駕4図
アリ︒

ナイヤガラ爆布は左右二
つに分れ︑左爆は幅三百二丈︑右爆

十︻四9図

うばゆり

は百鯨丈︑高さ各約十六丈あり︒

うばゆり﹇姥百合︼︵名︶1

て︑足がながうございます︒

三241 うまはからだがほそく

うまは牛よりよわいけれ

てるますが︑うまのはわれて

三244牛のつめは二つにわれ

ゐません︒

います︒

馬ニマグハヲヒカセテ︑

田ヲカキナラシテヰル人モア

三318

リマス︒

四33村の人人が︑毎日やさい
やすみやたきぎを馬やくる

です︒

そのておひじしにむ

すれちがった時に︑ただつ

ヲ通ツテヰル人モ︑馬モ車モ今見工

五427

田デハタライテヰル人モ︑道

人や馬や車がたくさん通ってみるの

五122 ︵略V︑はしがかけてあって︑

よろこびました︒

んなが馬のくらをたたいて

四828︵略Vよしっねをはじめ︑み

つて︑海の中へのり入れました︒

四808よ一は︵略V︑馬にまたが

た︒

へうしろむきにとびうつりまし

ねは馬からみのししのせなか

四177

かひました︒

とばして︑

十812図 あいぬの風俗は︵略﹀︒︵略V︒
まにつんで︑費りにきます︒
あは
ひえ
四173 ︵略Vただつねといふぶし
が︑弓矢をなげすてて︑ 馬を

食物は粟・稗・うばゆりの三等を主

とし︑︵略V︒

鵜舟

うま

画聖

観客は遊船を中流に浮べ

うぶね﹇鵜舟︼︵名︶1
十一7910図

ウマ

て︑鵜舟の下り來るを待つ︒

うま﹇馬︼︵名︶75

おんうまや

ま・くらべうま・こうま・たけうま・

︵略V︑月見のころも近づ アラビヤうま・いきうま・うしとう

うねり

又畝傍山ノ東南二橿原神宮

八371図圏

うねり︵名︶1
はぎ

けば︑萩のうねりにやどる玉︑︵略V︒
う の

うのろくろう︻宇野六郎︼︹人名︺2

大きなうまがはしってき
牛にはつのがあるけれど
うまにはたてがみがある
けれども︑牛にはありません︒

三237

も︑うまにはありません︒

三236

ました︒︹ひらがなのドリル︺

三101

バヲヤツテヰマス︒

宇野六郎
一164 ウマクラクルマ
う の
十﹁415図此の時討死せる宇野六郎 ニ256 オヂイサンハウマニカヒ
宇野六郎

う

﹁赤松光範の臣宇野六

の一子に熊王といふ者あり︑︵略︶︒

十一433図圓
郎の子なり︒

ばひ奉る 肉ーリ彰

うばいたてまつ・る︻奪奉一︵四︶1

ども︑はしることがはやうござ

人々は唯神曲に心を奪はれ 三247

うばひて︑我を追出したり︒

一335

︵略V︑ねぎや大根が青々とう 十二8310

ウネ

十2810
ねをかざって︑︵略﹀︒

ウネピ
うねび︻畝傍︼︹地名︺1 畝傍
ビ

畝傍

十瓢8國コ・ヨリ西北へ進メバ︑畝 うばく︻右漫﹈︵名︶1 右漫
傍・橿原ノ地鳴出ヅ︒

山

うねびやま︻畝傍山一︹地名︺3

三山︑イヅレモ麗シキ山ニシテ︑鍋

それではうどんやさう 十瓢8図 畝傍山・香具山・耳無山ノ

うどん︻鯛鈍一︵名︶3 うどん

四318園
めんは何でつくりますか︒﹂

そ

ノ御陵アリ︒

四326囹 うどんやさうめんにす
ノ足ノ如ク向ヒ合ヒテ立テリ︒
ジンム
る変は同じですか︑ ちがひま
十血10図 畝傍山ノ東北ニハ神武天皇
すか︒﹂

四333囹﹁︵略﹀︑うどんやさうめん

うなぎ

にする萎は小言で︑ ごはん
にたく変は大変です︒﹂
うなぎ﹇鰻﹈︵名︶r 鰻
うなぎ

巻附かれ︑持て蝕して見ゆるもをか

十一821図 鰻をくはへてくちばしに
し︒

き

﹁乞え元

うなじ︻項︼︵名︶ 1 うなじ
十119図圃園

うなつく肉一

白雲を うなじユまきて︑峯高く
空ユそびえき︒﹂

キ︾

うなず・︿﹇頷︼︵四︶1

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

十148図圏 げにくと 皆うなづき 十﹁146図囹 いでや臨幸の路次に参
て︑︵略﹀︒

うま
うま
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タ カ ト 思 フ ト ︑ ︿略V︒

五746 へいけのぐんぜいがふくはら
のしろを守ってみ る ︒ ︷ 略 ﹀ ︑ 北 は 山

のふもとから南は海の波うちぎはま
で︑人や馬でふさがってみる︒

五784園 しろの後はけはしい阪で︑
﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

馬の通れる所ではございません︒L
五788圏
足︑︵略﹀︒

馬の主は馬を引いてかへらう

としました︒

七397
としました︒

武士としてはあのくらみな

﹁どうぞこれでその馬をお

﹁その馬の直はいか程でご

馬をもつて見たい︒﹂

七403園
七406囹
ざいます︒﹂

七409囹

さだめて皆様は御じまんの

もとめあそばしませ︒﹂

せう︒

中には汽車と競走する積で︑

へ︒其ノ時制スグ馬ヲ引イテ來イ︒

る︒

其の上戦争には必ず無くては

士に軍功を立てさせるものは馬であ

將卒と土ハに戦場をかけめぐって︑勇

ならぬもので︑兵器・糧食を運送し︑

八914園︵略﹀敵ノ陣地ヲ取ツタト思 十855
九347

﹁箱根八里は馬でも越すが︑

馬に乗って來た人もある︒
九366圃

西洋の馬がおとなしくて︑日

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十858

方・使ひ方にあることで︑︵略V︒

である︒

又馬が人をけたり︑牛が人を

突いたりするのも︑人に恐れるから

十861

本の馬のおとなしくないのは︑︵略︶︒

馬は馬子が引いて︑ゆるく 十859 西洋の馬がおとなしくて︑日

昔の道中には馬とかごがあっ

越すに越されぬ大井川︒﹂

九376
た︒

やがて五人の騎手は︵略V︑

歩むのだから︑早いことはない︒

九377
九829

静々馬を歩ませて︑鳥居の下へ集つ
て着た︒

三番太鼓が鳴るが早いか︑五
匹の馬は一散にかけ出した︒

九841

二人の馬は五分々々に進んで
行ったが︑︵略﹀︒

九846

︵略V︑熊吉の馬はつまついて
愛作は驚いて︑ひらりと馬か

前足を折った︒

九847
九8410

さていよく馬を受取る段

馬主は︵略V︑

馬の耳に口

になって︑大饗は今少しまけぬかと

十一473

いふ︒

十一478

を寄せて︑何事か話してみるかと思

︿略V︑大慌の部下の二三人

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ

出した︒

十一481

は直ちに自分の馬にまたがって︑其

アラビヤ人は︵略V馬に全

の跡を追っかけた︒

た︒

︵略V︑前の馬主が再び馬を

速力を出させて︑雲を霞と逃げのび

熊吉の落馬したのにかまは 十一485

ら飛下りて︑︵略﹀︒

九861園

をして引かしむ︒

九839︵略V﹁並べ︒﹂のあひつに︑五 十一291図重砲車の如きは十頭の馬
人の騎手は打連れて︑葬殿の後の大

やがて馬そろへの目となつ

へて︑︵略︶︒

るやうになされるのが大事と考へま

一豊は妻に禮をのべて︑その

きな立石の前に並んで︑馬の頭を揃

七432

馬をもとめました︒

七431

して︑︵略V︒﹂

よい馬にめして︑主人のお目にとま

七426園

あなた様にも︑その折には

馬に乗ってお集りのことでございま

五796園 鹿の通れる所を馬の通れな 七424囹
︵略﹀︑馬もこはがってすくん

いといふことがあるものか︒
五808

でしまひ︑人も顔を見合せて進まう
とはしない︒

五814 この時よしつねは︑︵略V︑馬
に一むちあててかけ下りた︒

六463 ある日信長が夜明け前に出か
けようとすると︑はや︑馬を乗りま
はしてみる者があります︒

て︑一豊の馬ははたして信長の目に

誰の馬か︒L

﹁あ﹂︑よい馬︑名馬々々︒

とまって︑︵略V︒

七434園

つ先に立って︑信玄の本陣に切りこ

六568 急に馬に打乗って︑味方のま

七434園

んで︑︵略﹀︒

六575 その時信玄のけらいが︑後か

﹁これは一豊の馬でござい

七436圏

﹁日ごろ貧しい暮しをして

三人組合ひて馬より落つ︒

ず︑馬をかけさせたら︑︷略﹀︒

十512図

町ハ段々人通リガ多クナツ 十838

ひいて來て︑﹁︵略﹀︒﹂といった︒

︵略V︑家畜としてもっと大切 十一495
なものは牛・馬・羊・豚等である︒
れ︑食用にもなる︒

すか︒﹂

駝鳥は︵略V︒走ることは馬 十851 馬も牛と同様に勢働にも使は 十一496圏此の馬が欲しう御座いま
よりも早いので︑︵略V︒

八563

テ︑車モ通り︑馬モ通ル︒

八142

を買ひもとめた︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七439囹

ます︒﹂

らやり先で謙信の馬のしりを力一ぽ
いになぐりつけた︒

六576 馬はおどろいてとび上った︒

だのぶなが

セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

六80一 農書シタ荷物ハスグニ車ニノ
お

七394 山内一豊が織田信長のけらい
になったばかりのころ︑大そうよい
馬を細りに來た者がありました︒

七397 馬の主は馬を引いてかへらう
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うみ

うまい

十一499 アラビヤに良馬の多く産す
るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ
るばかりではない ︒

た︒

七179團

西洋西瓜には︵略V︑なる

べく大きくてうまい實のなるやうな
のをお願ひ申します︒

馬おひ

あとから馬おひおひつい

十︻477

我等は人と生れきて︑一

ましてや人と生れ來て︑

はれず︑︵略﹀︒

たん心定めては︑事に動かず︑さそ

七786図國

馬主はしばらく大將の顔を 生れ來 角ーキ︾

見つめてみたが︑︵略V︒
﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂

といふので︑︵略V︒

十﹁4710圏

飛ーッ︾

れ故郷

うまれこきょう﹁生故郷一︵名︶1

らず︑怠らず︑︵略V︒

生

一たんめあて定めては︑わき目もふ

︵略V︑夜のとばりは全く馬 七796図圖

ウマル

︵略﹀︑前の馬主が再び馬を

主の行方をかくした︒

十一487
十一494

ひいて來て︑︵略︶︒

うま・る︻埋︼︵五︶一

二十二

二十二

うみ

うみ

うみ

も今ははや生れ故郷の如き心持に相

コレハ大昔ハエテヰ弓木が土 十一皿6圓團 ︵略V︑此の極北の寒地

三584

うみ﹇海一︵名︶64 ウミ うみ 海n▽

三目10

うみ︻海一︹課名︺2

ノ中ニウマツテ︑シゼント出可児物

五582

肉ール・

成候︒

生る

デ︑︵略﹀︑石炭トイヒマス︒

口をし︒﹂

十161図囹

﹁汝の男と生れざりしが

うま・る﹇生︼︵下二︶7

コノ

うまし

すいつち

ウマシ

て︑ちょんくくく

五624圃

うまおい﹇馬追︼︵名︶1

十一502 古來アラビヤ人は馬を家族
の一員と考へて︑家長は之を自分の
子供と同じ様にかはいがる︒

十一504 馬もよく飼主になれて︑其
よん︒

﹁馬が子供と遊んでみるの うま・し﹁甘︼︵形︶2

の家族一同と親しんでみる︒
十一509

塩ト砂糖トハ︵略V︑

肉ーカラ・ーシ彰

ニツノ物ナケレバ︑物ノ応問ウマカ

︵略﹀三つ四つの子供が︑馬 六545國

を見たことがある ︒

ラズ︒

十一5010

の尾を引き︑脚をなでて︑戯れてゐ

うまし國

三585うみの水が青青として︑

れはうみのこ

︵略V︑女王は新しく生れ うちうみ・さちのうみ・やまうみ・わ
たる雌蜂に其の位をゆづり︑臣下を

村長は村の奮家に生れ︑

浪を子守の歌と聞き︑︵略︶︒

十一皿8図

極めて親切公平なる人なれば︑︵略V︒

ゼノアに生れて幼時より
海事を好み︑十四裁の時より既に航

十二744國

子ドモ

ウミ

ウラシマハ︵略V︑

カラソノカメラ買ツテ︑

三662

ヘハナシテヤリマシタ︒

三675ウラシマガヨロコンデ︑カ
メニノルト︑ダンダンウミノ

ウラシマハ︵略﹀︑マタカ

中ヘシヅンデ行ツテ︑︵略﹀︒

ソノウチニ海ノ水ヲ

ガシマシタ︒

カキマハスヤウナ大キナオト

四397

へ出テ來マシタ︒

メノセナカニノツテ︑海ノ上

孔子は凡そ二千四百六十 三724

海業に從事せるコロンブスは︵略V︒

十二934図

孔子は魯といふ國に生

年前︑支那の春秋時代に生る︒
ろ

十二936図

生れく

れ︑人と爲り禮を好み︑温良・恭倹
なりき︒

うまれ・く﹇生来︼︵力変︶2

馬主はもう一文も引けぬと

どこまでもつづいてるます︒

ひきみて分離す︒

温熱二二にま激がり 十一77図

て︑天産多きうまし國︒

十二4710図圃

うましくに﹇味国﹈︵名︶1

口にうましとて多く食ふこ ーレ︾

ると︑︵略﹀︒

うまい

となかれ︒

十一511 ︵略V︑馬はさもうれしさう 九581図

ウマイ

に︑口でおもちゃをさ㌧げて︑其の
子供をあやしてみ た ︒

うま・い︻甘﹈︵形︶7
禽ーイ・ーウ・ーク￥

になりました︒

と︑敵は戦はないでにげて行くやう

ウマイゴチソウモ毎日タ 六494 後には秀吉の馬じるしを見る 十一217図圃 生れてしほに浴して︑

二36一 ヤハウマクアタリマシタ︒ うまじるし﹇馬印一︵名︶1 馬じるし

三692

ベルト︑シマヒニハイヤニナ
リマス︒

︵略﹀︑御主人織田様には︑

やがて馬そろへの日となつ
とまって︑︵略﹀︒

十一474

馬主

て︑一豊の馬ははたして信長の目に

七432

ますとのこと︒

近いうちに京都で馬そろへをなさい

七423園

四117 サハストアマクナツテ︑ うまぞろえ﹇馬揃﹈︵名︶2 馬そろへ
タイソウウマイカキデス︒

四128 クリハユデテタベテモ︑
ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ
ス︒

四556囹 ﹁オマヘタチハウマク
オレニダマサレタナ︒
草の上にすわって︑にぎりめしをた

いふ︒

六108 す魅しい風にふかれながら︑ うまぬし﹇馬主﹈︵名︶5

べた時は大そううまうございまし

うみ

うみ
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今ハ死ンデヰマスガ︑モ

ト ハ 海 ノ 中 デオヨイデヰマ

四515
シタ︒

四 5 1 6 海 ニ ヰタ時ヨリモ︑今

島ノ上二居タ白ウサギ

ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
ス︒

四525
ガ︑︵略﹀︑海ヲワタルクフゥヲ
カンガヘテヰマシタ︒

白ウサギハスグ海ノ水

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

四575囹︺﹁ソレナラ海ノ水ヲア

四578
ヲアビマシタガ︑︵略﹀︒

四764 やしまのたたかひにげん
じはをか︑ へいけは海で︑む
かひあってみた時︑︵略V︒

つて︑ 海の中へ のり入れまし

四811 よ一は︵略﹀︑馬にまたが
た︒

︵略﹀︑北は山のふもとから南

は海の波打ぎはまで︑︵略﹀︒

五745

又海には一面にいくさ船がな
︵略﹀︑海とをかとにおし立て

らんでるて︑︵略﹀︒

五746
五747

わが日本は島國である︒四方

た何千本の赤はだは︑︵略﹀︒

六12
は海にとりまかれてるる︒

六546野塩甲山ヨリモ出ヅレドモ︑
淀川ハイクスヂニモ分レテ

ワが國ニチハ海ノ水ヨリツクル︒

六815図

海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外色

馬借ソ・グ︒

七699

々ノ動物が居り︑サマぐノ植物モ
アル︒

七733︵略V海綿モ︑ヤハリ海ノソコ
ノ岩ナド早取リツイテヰル巌ノ骨デ
アル︒

か︒

七887園

又漁業その雲海の仕事に出
︵略﹀小さい時から海にな

かける人もありませう︒
七889圓

大砲ノヒ寸キハ︑天モオチ︑

れておくやうにしたいものです︒L
七893図

十﹁212図圃

我は海の子︑白浪震

︵略V︑百尋・千尋海の

吸ひてわらべとふりにけ

︵略︶︑千里寄せくる

さわぐいそべの松原に︑︵略﹀︒

海の氣を

十一219図圃

り︒

十︸229図圃

海まき上ぐるたつまき

底︑遊びふれさる庭廣し︒

中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ 十一239下塗

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七927図

いで︑大船を乗出し

も︑起らば起れ︑驚かじ︒

ザルベカラズ︒

いで︑軍艦に乗組み

四面皆海ナル我が帝國

ハ︑︵略﹀︑常二強大ナル海軍ヲ有セ

十一353図

て︑我は護らん︑海の國︒

十一245図圃

て︑我は拾はん︑海の富︒

フランスは海をへだててイ 十一243図園

淺シテ︑海ノ中ニハゥムラレタリ︒

︵略﹀日本を出で︑海を越

ギリスの南にあり︒

八781図
八801︹図

地球の表面の凡そ三分の二

え︑陸を越え︑東へ東へと進めば︑
︵略︶︒

八808図

にひがた

風號び海怒りて︑波浪山

し︑火煙海をおほひて敵を包めり．

十二610図 ︵略﹀︑敵艦績々火災を起

の如くなれども︑︵略﹀︒

十一一68図

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛

江戸川ハ南流シテ海二入 十ニー5図 ︵略﹀︑之を二手するもの

は海にして︑三分の一は陸なり︒

ル︒

九161図

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑︷略﹀︒
う ち

ゑちこ

船の其の間を行くとき︑

海の静かなることは鏡の

たり︒

十二492図圃

十二769図

四方の海の底廣く︑魚

長野

熱湯の海ありと語る者︑

・埼玉セて群馬︑海なき縣に著し︒

耳芝業の盛大は

介さまぐ海草の無限の富を慨し

十二481図團

すること少く︑︵略﹀︒

魚介の供給ゆたかに︑令書の肉を食

︵略V︑越後の新潟に至りて 十二454図 ︵略﹀︑四面皆海にして︑
前面は海に臨み︑後は山を

如く︑︵略V︒

十一196図

りて︑其の無皿くる所を知らず︒

︵略﹀︒︵略﹀︒かくして国里じ︑海廻

十﹇186図

負ひ︑冬暖に夏涼し︒

十744國

海に入る︒

十29図

ぐ︒

淀川となりて︑大阪に至りて海に注

よど

廣イ海ニハ︑コノ通りニ多ク 十27図
皆さんは海を御存じでせ
そんな時には海の深さをは
かったり︑きてきやかねを鳴らした
りします︒

日本は海里でありながら︑
海を恐れる人の多いのは残念な事で

七877囹

す︒

海の波を見たばかりで︑
恐ろしがる人があるではありません

七881園

︵略V下流宇治川となり︑

七736天罰ハ又ケモノガスンデヰル︒ 九538図 ︵略﹀︑海ノソコノ砂ノ上下

う︒

七815園

ノ動物や植物ガアル︒

七776

四831 をかの方では︵略V︒ 海 七745海ノ深イ休漁二千ヒロモアル︒
の方でも︵略﹀︒

蓬6︵略V︑ひろぐとして︑どち
らを見ても水ばかりです︒こ︾を人
が海といひます︒

クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒
文太郎ハヨロコンデ︑

﹁海

﹁海

五447 トンネルヲ出ルト︑マタ明ル 七858園
五447圏

文太郎ハヨロコンデ︑

ダ︑海ダ︒﹂トイ ツ テ ヰ ル ウ チ ニ ︑
︵略V︒

五448園

ダ︑海ダ︒﹂トイ ツ テ ヰ ル ウ チ ニ ︑
︵略V︒
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うら

うみだす

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑︵略︶︒

十二㎎3図 船員は失望の絵り︑コロ
ンブスを海に投じて錦國せんと謀る
に至れり︒

ソレカラニ三日タツテ︑

ウラシマガウミベデツリヲシ

三664

海べはふだん強い風がふくか

テ ヰルト︑︵略﹀︒

六16

︵略﹀︑必要ノ場合二物ト物

有無

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝
ぶりになってみる︒

ザリキ︒

十二512図

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒

十二503三蓋

千里比隣の今の世は

トヲ取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギ

九8710図

うむ﹇有無一︵名︶3

十二835 重く沈んだ調に暗いく海
の底へ引込まれるやうな氣がするか

海行かば水つくかば

と思ふと︑︵略V︒

十二m2図圏
師の賜物の 智を徳

ね︑山行かば草蒸 す か ば ね ︑ ︵ 略 V ︒

十二㎜7図圃

産ミ出ス

を︑かちにゑをりに 世の海を 2
たりて行かん︒

うみだ・す﹇生出﹈︵五︶1

易モ︑有無相通ズルノ理法二丁ヅケ
産む

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生

生ム

ルハ相同ジク︑︵略﹀︒

あり︒

二473

蛾は繭から出ると︑やがて卵

うめ

梅

コレハ天ジンサマノオ
ココニハウメノ

コノォカ平温ウメノハ

木ガタクサンアリマス︒

ヤシロデス︒

二446

ウメ

女王の任務は卵を産むに

一匹でおよそ四五百程の卵を

十一75図

産む︒

七339

ら︑︵略V︒

を産んで︑間もなく死んでしまふか

七335

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七16國園

︽ーム・一対︒ーン彰

う・む﹇産︼︵四・五︶4

八157 人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ
産みつ

飛ース単

出ス外ハナイ︒

余ーケ彫

うみつ・ける﹇産付﹈︵下一︶2
ける

海べ

うめ﹇梅︼︵名︶15

七337 蛾は︵略V︑出て量ると︑す
ぐに紙の上において卵を産みつけさ
せる︒

置卵紙といふ︒

七337 その卵を産みつけさせた紙を
うみのせいぶつ︹課名︺4 海ノ生物
七目9 第二十一 海ノ生物⁝e

七698 第二十一 海ノ生物 e

七目10 第二十二 海ノ生物⁝⇔

ウミベ

アル日ウミベへ出テ見

﹇海辺﹈︵名 ︶ 3

七744 第二十二 海ノ生物 ω
うみべ

三654

ルト︑子ドモが大呂イデカメ
ヲ ツ カ マ ヘ テ ︑ ︵ 略﹀︒

ニアリ︒

コレハ天ジンサマノオ

うめばち﹇梅鉢﹈︵名︶2 ウメバチ
︵略V︑ドコノテンジンサ

ナガオスキデシタカラ︑︵略﹀︒

二476

二463

梅ばち

五目11

第十

第十

︵略V︒

うめぼし

うめぼし

角ーリ彰

うめぼし

國民もまた深くうやまひ奉りて︑

ふとびたまふこときはめてあつく︑

八15図代々の天皇は皇大神宮をた

うやまひ奉る

うやまいたてまつ・る︻敬奉︼︵四︶1

五275

うめぼし︻梅干一︹課名︺2

なや︑︵略﹀︑紋の数々かぎりなし︒

七454図團 ︵略︶︑梅ばち・櫻・たちば

ンガツイテヰマス︒

ヤネニハウメバチノ大キナモ

ヤシロデス︒︵略V︒︵略︶︑アノォ

マノオヤシロニモ︑ウメノ木

今あのうめの木の枝

ガウエチアリマス︒

四653

から枝へとんでゐます︒
昔からうめにうぐひす

あんなうつくしい

︵略﹀︑うめの花のさく

といって︑︵略﹀︒

四664
四665

じぶんから︑

日本の國は花の國︒うめ・

こゑでなきはじめます︒

六57圃

もΣ・さくら・ふち・あやめ︑︵略V︒

里もな

︵略﹀︑つ吐いてかをる梅

などを植ゑたり︒

八47図廣き道の左右に梅・松・櫻
八349図圃

鳴かぬ

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ うやま・う﹇敬一︵五︶一 ウヤマフ角一

が香に︑うぐひす
し︒

九76

ハ彰

生カラノ行ガリツパデアツタカラデ

イハレル程ニウヤマハレタノハ︑平

さ み
梅の實の熟する頃降績く五月 八928 橘中佐ハ︵略﹀︒︵略V︑軍神ト

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︵略V︒
だれ

九681

東風吹かばにほひおこせ

雨は︑︵略V︒
こ ち

九788図圃

うおおのうら・かすみがう

ウラ

三号おみや

ウラノ山ニバクリノ木

おちよはしばらく考へて︑葉

書の裏へ次のやうに書きました︒

五656

ノ林ガアリマス︒

四123

うら

うら︻裏﹈︵名︶6

ら・かただのうら・だんのうら

アル︒
よ梅の花︑主なしとて春を忘るな︒
つく
是は菅原道眞が︵略﹀︑ 筑 うら﹇浦︼
し

九792図

紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別
ををしみてよめる歌なり︒

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ
脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

十75

キノツラユキ

トヨミタ

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒
紀貫之ガ︵略﹀︒

リトイフ梅ノ木型此ノ廊ノカタハラ

十998図

うらやまし
うらおもて
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五70一 写影ノ裏デ目今スマフガハジ
マツテヰル︒

五755園 何でも裏からまはって︑て
西洋紙ハナホマケズニ︑

きのふいをうたな け れ ば な ら ぬ ︒ ﹂

七487園
﹁︵略V︑僕等ハ少シグラヰ水ニヌレ
テモ︑裏ヘハ通う ナ イ ︒ ﹂

レ バ ︑ 歩 ム 時 音 ヲ立テズシテ︑︵略﹀︒

八747図 虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ

三681

︵略﹀︑ウラシマノ二三ノ

三691

二十五

たりしが︑︵略V︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

ウラシマノハナシ ¥一763図 裏見瀧は後の細道より瀧

⇔
ウラシマハ︵略V︑リユウグ
うらまちどおり﹃裏町通﹈︵名︶1 裏

ヲタイソウヨロコンデ︑︵略V︒

三685
町通

裏見

道楽は罪もなきに官を下げ

かども︑少しも世をいきどほり︑人

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

九797図

うら・む﹇恨﹈︵上二︶1 うらむ 角一

チヘカヘルノモワスレテヰマ

み

︽ーイ彰

中にも華嚴・霧降・必見 九678

春の初に降るのは一雨毎に花

し此の雨はやがて花を散す雨となる

をもよほすかとうれしい︒︵略﹀︒併

裏門

ので︑其の時はうらめしい心地がす

る︒

うらもん﹇裏門一︵名︶1

﹁われくはたがひにいく
さをしてみるけれども︑敵の國の人

余の彼を避くるは︑國 うらやま﹃裏山︼︵名︶2 裏山

のです︒

で︑其のかたに持って行かうとする

此の男は居酒屋に酒代の借があるの

で︑裏門から出て來ました︒︵略﹀︒

その中に下男が萎俵をかつい

八235
呉の勢盛になりて︑︵略﹀

には何のうらみもない︒

六588囹

うらみ号みうら

を日光の三大嶺布と構す︒

十一759図

の名世に知られたるもの少からず︒

十一758図 日光山には華嚴瀧を始と をうらむる主なかりき︒
はんにゃ
して︑霧降・裏見・方等・般若等等
うらめし・い﹇恨﹈︵形︶1 うらめしい

けごんの

うらみ﹇裏込﹈︹地名︺2

けてるるのださうだ︒

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼

ゥノォキヤクサマニナツテ︑ウ

ソノゥチニウラシマハ

八419火元は裏町通の材木屋で︑も ムル︾

シタ︒

三696

ニナツテシマヒマシタ︒
ウラ

うらみ﹇恨﹈︵名︶3

ウラシマ着目コヲモラツ

ウチヘカヘリタクナツタカラ︑
︵略﹀︒

三723

テ︑マタカメノセナカニノツ

うらおもて﹇裏表﹈︵名︶1 裏表

七476圏 西洋紙ハ﹁君ラバ表ダケシ

ヂイサン

ガ出テ︑ ウラシマ︑
ノニバカニォ

テ︑海ノ上へ出テ來マシタ︒
三736︵略﹀︑中カラ白イケムリ

うらがる

上役二立タナイガ︑僕ラバ裏表トモ
ニ使バレル︒

うらが・る﹇末枯︼︵下二︶1
︽ーレ彰

﹃浦島﹈︹人名︺一

シマサン

さびしきに は の さ ざ ん 花 や ︑

て︑

八376図圃 いつしか木々もうらがれうらしまさん

﹁ウラシマサン︑コノァ

三667囹 ︵略﹀︑大キナカメが出
テキテ︑

︵略V︒

ウラジオストック︹地名︺一 ウラヂオ

十﹇169図

十二395図会

めて報復を圖り︑︵略V︒

越の軍を打破りたり︒此のうらみ忘

ヒダ八

ウラシマ太郎

アリガタウゴザイマシタ︒

ストック
ほ

れ難く︑越王勾践つぶさに辛苦をな

てうせん

・第三艦隊は︑朝鮮海峡を経てウラ

三65一

ムカシウラシマ太郎トイ

十二410図 露國が︵略V太平洋第二
うらしまたろう ﹇浦島太郎︼︹人名︺1

シタ︒

三664

メニノルト︑︿略﹀︒

e
三目13
ロ

0

三674 ウラシマガヨロコンデ︑カ 三648

デツリヲシテヰルト︑︵略﹀︒

︵略V︑ウラシマガウミベ

二十四

二十五

のふいをうたなければならぬ︒L

と
考へて︑︵略V︑こっそりと裏道から
ひよどりこえに向つた︒
見瀧

ウラシマノハナシうらみのたき﹇裏書滝︼︹地名︺1 裏

ウラシマノハナシ

ましきえ

うらや

君︑床柱︒あ

﹁さはいへど

身も輕き

十133図圃圏

余ーシキ彰

うらやま・し﹇羨﹈︵形︶1 うらやまし

と子供を裏山に立退かせ︑︵略﹀︒

うらしま﹇浦島﹈︹人名︺8 ウラシマ
フ人ガアリマシタ︒
家
の
急
を
先
に
し
て
︑
私
の
う
ら
み
を
後
八
86図圏 友よ︑來よ︒手かごを持
︑
三658 ウラシ
マ
ノ
カ
ハ
イ
サ
ウ
ニ
う
ら
し
ま
の
は
な
し
︹
汐
見
︺
4
ウ
ラ
シ
マ
に
す
る
が
爲
な
り
︒
﹂
ちて︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒
思ツテ︑子ドモカラソノカメヲ
ノハナシ
うらみち﹇裏道﹈︵名︶1 裏道
九743國團 ︵略V︑川上の堤防切れ︑
買ツテ︑ウミヘハナシテヤリマ
三目12 二十四 ウラシマノハナシ 五758 何でも裏からまはって︑てき ︵略V︑是は大攣なりと︑直ちに老母

ヂオストックに向はんとす︒

一
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うる

うらやましい

はり

むなぎ

けた

はれ我︑梁や棟木や 桁どもを い

つもせおひて 片時も 休む間な
し︒﹂

うらやむ内一

うらやましい弓おうらやましい
うらや︒む︻羨一︵五︶1

ガ︑ソノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒
である︒

キ瓜や白瓜桐生デ瓜モミニシ

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

五517

西瓜田中ヲタベテ外ヲノコうりもみ︻瓜揉﹈︵名︶1 瓜モミ

シ︑ソノ他ノ瓜回外ヲタベテ中ヲノ

五512
コス︒

五523
テヰルノガアル︒花ハタ顔ダケが白

うおろしうり・おろしうり

しょうにん・こうり・こうりしょうに

うり﹇売︼

頁家

ん・こうりてん・はかりうり

生
東郷司令長官は
うりふ

︵略﹀︑
は

將︶の諸隊は敵の後尾をつく︒

︵略﹀︑片岡・出羽・瓜生・東郷︵少

︵略﹀︑片岡・瓜生・東郷
の諸隊は其の退路を絶ち︑︵略V︒

十二84図

瓜生保

うりふたもつ

ありて︑之を買はんとする人五人あ

十二316図

につたよしさだ

るときは︑︵略﹀︒

ゑちぜんのくにかながさき

ぎかん

たかなが

そま

じて越前國金崎の城に在りし時︑
うりふたもつ

瓜生保其の能義鑑等と共に杣山に

︵略︶︑同様なる費家五戸

ありて︑買はんとする人唯一人なる

旗あげして義貞に慮ず︒
費渡す

小輩といふのは商人から

︵略﹀︑費家の持主五人 うりわた・す﹇売渡一︵五︶3

七139園

発ーシ・ース蝉

す︒

七142圏

り︑︵略︶︒

たとへばごふく問屋といふ
のまれて︑それをほかへ置渡してや

のは︑織物を費りたいといふ人にた

七151園

渡すことで︑︵略V︒

さん持ってるて︑小筥店へ大口に壷

卸責といふのは品物をたく

品物を使ふ人にすぐに費渡すことで

は各其の家の責れざらんことを恐れ
責買

右ノ方ハ魚市場ニテ︑費買
費買トイフコトナカリシ遠
キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

九879図

ノコエカマビスシ︒

七545図

うりかい﹇売買﹈︵名︶2

て︑争ひて其の慣を低くすべし︒

十一927図

ときは︑︵略V︒

十一926図

新田義貞︑尊良親王を奉

十﹁921図例へばこ＼に一戸の画家うりゅうたもつ﹇瓜生保﹈︹人名︺1

うりいえ﹇売家﹈︵名︶3

で

モタベル︒
瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ
うりふ
うりゅう︻瓜生﹈︹人名︺2 瓜生 瓜

マ︾

す

五526瓜ノツルニハナスビハナラヌ︒ 十二62図

クテ︑ソノ他ハ皆黄色デアル︒

る 程 の 身 代 で し た が︑︵略﹀︒

八193 初は近所の人にもうらやまれ

八42図 十月十七日 晴 雨は夜中

うららか門良計︵形状︶1 うら﹂か
にはれて︑今目はうら︑かなる天氣
なり︒
り

ウラルさんちゅう︵名︶一 ウラル山中

︵略V︒

十二665図 又かつて栗鼠の大群ウラ
ル山中の一都會に現れしが︑

九17図浦和

うらわ﹇浦和﹈︹地名︺1 浦和
うり﹇瓜︼︹課名︺2 瓜

五目5 第十七 瓜
五493 第十七 瓜

うり︻匹︵名︶7ウリ 瓜号しろう
ナストウリ

り・まくわうり

一136

五495 キ瓜・
マクハ瓜・白瓜・夕
顔・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチ

頁出す︽一

取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギザリ
キ︒

ス彰

うりだ・す︻売出﹈︵五︶1

キ瓜ニバカバニ小サイトゲ

マナドヲ瓜トイフ ︒

五503

ガアリ︑カボチヤニハデコボコガア
ル︒ソノ他ノ瓜田大テイナメラカデ
アル︒

五507

︽ーッ・ーリ・ール・ーレ︾

わが國は昔から養鷲⁝の盛な國 う・る︻売︼︵四・五︶20 費ル 点る

で︑生綜は外外へ点出す品物の第一

カボチヤハ中が黄色デ︑西瓜 七343
獄中が赤イ︒西瓜ノ種ハ大テイ黒イ

貝ざいくを寳るみせで

買ってきたのです︒﹂

三645園

四13ふでやかみを費るみせ

も︑本を費るうちも︑みんなが

ふでやかみを費るみせ

くかうのきんじよにあります︒

も︑本を詣るうちも︑みんなが

四14

村の人人が︑毎日やさい

くかうのきんじよにあります︒

やすみやたきぎを馬やくる

四33

たとへば十五鏡で費ってよ

まにつんで︑負りにきます︒

七134圏

問屋といふのは他人からた

いものを二十銭といふやうなもので

す︒

のまれて︑品物を責つたり買ったり

七147園

たとへぱごふく問屋といふ

して︑口銭を取る店のことです︒

のは︑織物を費りたいといふ人にた

七149囹

のまれて︑それをほかへ責渡してや

り︑︵略V︒

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方

ニハ皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ

七365

︵略V︑左ノ方ニハゼン・ワン

費ル店ガアリ︑︵略V︒

粘気ニ近イ所ニハ︑着物・羽

・ハシナドノ塗物ヲ費ル店ガアル︒

七366

七382

︵略﹀︑出田ニハ鍋・釜・鐵

織ナドヲ費ツテヰル店ガアリ︑︵略V︒

ビン・火バシナドヲ責ル金物屋ト︑

七383

︵略V︒

七384 ︵略﹀︑ヲケ・タラヒ・ザルナ

うれし
うる
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成らざるを憂へん︒

引時に

むね火山の附近に在りて︑四面の風

土砂の飛散を防ぎ︑

︵略﹀︑

うれえ︻憂︼︵名︶2

ドヲ費ル荒物屋ガアル︒

光麗しく︑神学自らさわやかなるを

ウレへ

憂

︵略V動物ノ禮色ニハ其ノ

土地をうるほして︑土砂を落付かし

︵略﹀︑下そうよい馬を費りに

七394

附ケラル・コトナシ︒シタガツテ敵

リテ︑︵略﹀︑タヤスク他ノ動物二見

住メル卒園ノ物ノ色二似タルモノア

九544國

費ゆ︒

三山︑イヅレモ麗シキ山ニシテ︑鍋

山風にきのこかをれり︒

うをし

遠き慮なければ︑必ず近

ニオソハル・ウレへ少ク︑︵略V︒

き憂あり︒

十二716國

しやな︒

十二認1図園

れ︒

9國圖

う盈しう達し︑勇まし

う要しう直し︑勇まし

う註しう産し︑勇まし

うれしうれしや︑う望

六

うれしうれしや︑う盈

うれしけ

︵略V︑學びの道の

うれしうれしや︑うれ

年をば︑卒へし今日こそ

十二囎5図工

うれしうれしや︑う珪

ば︑卒へし今日こそ うれしけれ︒

しやな︒︵略V︑學びの道の 六年半

十二揺1國圃

う3し︒

十一602図圃

う冒し︒

十一602図圃

う吐し︒出征兵士の弟ぞ︑我は︒

十一602図團

つけつと高く呼ぶ聲︒

うれし︑この松の根もとに︑まつ見

八92國圃

余ーシ・ーシケレ︾

うれ・し﹇嬉︼︵形︶19 うれし

主上は詩の心を御さとり

ノ足ノ如ク向ヒ合ヒテ立テリ︒

十一164図

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ
ぬ︒

櫻も咲け

うるはしさ
︵略﹀︑山々の

うるわしさ﹃麗﹈︵名︶1
八359図圃

うれ

皆一時に紅白の

ガノイルカ

エミシ

︵略V︑蘇我入目勢ヲホシイ

ソ

飛ーフル・一へ︾

ウレフ

うるはしさ︒

ば︑梨・すも㌦
花のながめの
憂ふ

うれ・う﹇憂﹈︵下ご︶4
ふ

種々ノ 八499図

肉ーシ・ーシキ・

畝傍山・香具山・耳無山ノ

む︒

塗物はくりたる木又は組合せ

てつくる︒

うるしの上に金又は銀にて

を着けたるなり︒

さまぐの色あるは・皆うるしに色

七358図

塗物に黄・赤・黒・青など

たる木・竹又紙などにうるしを塗り

七357

八45図 このあたり御山国細工・貝 うるし︻漆︼︵名︶3 うるし

ナ

七359﹇図
ゑがきたるものをまきゑといふ︒
麗し

コノ公園ハ︵略V︑

ナカトミノ

マ︑ニシテ︑父蝦夷ト共二不忠ノフ
ルマヒ多カリキ︒中臣鎌足コレヲウ

二三日の内にあらん︒﹂と︒

しやな︒

快活なる精神を以て熱心 十二
に其の事業に從肥せば︑天下何事か

十二733図

しやな︒

勝商城に向ひ︑高らか 十二皿1國國

増加せんとせしに︑︵略﹀︒

算の不足なるべきをうれへて︑之を

を議するに肥り︑村會にては其の豫

りしことあり︑其の翌年學校の経費

或年暴風雨の爲に不作な

レヘテ︑國ノタメニ入鹿父子ヲノゾ

我が二本の國の︵略V︑雪

見よ︑曲線のみにて成れる

十一鰐9図

月花のながめも折節にかはりて面白

西洋婦人のボンネット

カント思ヒ立チタリ︒

かを︒

種々の模様を工夫し︑又麗 十二2910空士

︵略﹀︑︵略Vの模様の如何に麗しき

十4610図

花をかざりてうるはしく︑︵略﹀︒

九511図國

く︑山川の風景もうるはし︒

八833図

十皿9図

來た者がありました︒

八251 此の下女は毎朝かうして︑主

細工などを膏る介添し︒

費ル・買フ︑財産ノ財︑

人の目をかすめて︑牛乳を八ってる
たのです︒
九893図
シ

貨幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アル
ハ︑支那ノ古代二藍ヲ用ヒタルが故
ナリトイフ︒

るはし

麗シ

十一104 若シ一人ノ手デ製造スルナ うるわ・し﹇麗︼︵形︶9 ウルハシ う
ラバ︑
ーシク︾

一包国辱 ヤ 三 銭 五 厘 二 野 ツ テ

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

︽ーレ︾

草花ウルハシク咲キミダレタリ︒

十一9210図 かくて其の家の憤は段々 七582図
安くなりて︑最も 慣 を 低 く し た る 人 ︑

其の家を費ることを得べきなり︒

十﹇期1図 何れの家にても卵を費れ
ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・
醤油を買ふに飴あ り ︒

ふな
十一翅3國 池には大抵鯉・早智を養

頁る

ひて︑二年毎に之を膏るに︑其の利
少からず︒
う ・ る ﹇ 売 ︼ ︵ 下 二 ︶1

十4910図

に盛んで日く︑﹁諸君︑憂ふること

︵略﹀︑同様なる費家五戸

ありて︑買はんとする人唯一人なる

十一927図

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

温泉のわき出つる塵はおほ

て︑既に出獲せらる︒園の解けんは

なかれ︒徳川・織田二公大軍を率ゐ
やさし

ダーリングの
永く此の勇ましく︑

グレース︑

においては極めて大切なる事とす︒

十717図

ときは︑費家の持主五人は各其の家
の 到 れ ざ ら ん こ とを恐れて︑︵略﹀︒

︵略V︑

十724図

く︑且は麗しき昔物語を語れり︒

うるお・す︻潤一︵四︶1うるほす肉一
シ轡

十910図 森林は能く暴風をさ＼へ︑
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うれしい一うんてんする

うれしうれしや︑うれ

十二鵬9國圃 うれしうれしや︑うれ
しやな︒

±亟9図圃
しやな︒

十二m7図圃うれしうれしや︑うれ
しやな︒

十二四7図團 うれしうれしや︑うれ
しやな︒

十二m7片忌うれしうれしや︑うれ
しやな︒

十二⑳2図圃 思へばうれし︑師の情︒
十一痂3図嚢 思へばうれし︑師の恵︒
十二伽5乱世 うれしうれしや︑うれ
しやな︒

十二拗5図図 うれしうれしや︑うれ
しやな︒

ウレシイ う

十二拗5図圃 うれしうれしや︑うれ
しやな︒
うれし・い︻嬉﹈ ︵形︶10

れ し い ︽1・ーイ・ーウ・ーカツ彰

二287 ケサバカラスノナクコ
スズメノナクコエモ︑
ウレシサウ ニキコエマス︒

エモ︑

五10奪 魚はうれしさうにういたりし

づんだりして︑およいでゐました︒

羽織・はかまの主人は一同に

ヲマデーレツニ︑クロイテンノアル

六766

ウロコが三十六枚ヅツナランデヰマ

すてておけば︑すぐ死んでし

九166図

うはさ

ぬす人はきんじよに住んで

︵略﹀︑モウアノヒロイ田

運河

コ︑ヨリ江戸川二通ズル運

うんが︻運河﹈︵名︶1

給ふ︒

る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち

うんか﹇雲霞﹈︵名︶1 雲霞
かさぎ
十885図圃 笠置の山の行在所︑寄す

ガハンブンバカリウワリマシタ︒

三343

うわ・る︻植﹈︵五︶一 ウワル︽ーリ蝉

で︑行って見ると︑︵略V︒

みるゐざりだといふうはさがあるの

五228

︵略V︑雨ワキニアタマカラうわさ﹇噂︼︵名︶1

向って︑うれしさうに︑﹁どうも御
ス︒

五164

守勢︑御苦瓜︒﹂とあいさつしまし

今日このなつかしい學校へ うろた・える﹇狼狽﹈︵下一︶1 うろた

た︒

七812囹
六233

へる

内1へ︾

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

まひます︒居合せた子どもは皆うろ
たへてさわぎました︒

將軍は上衣をぬぎすてて︑

男はゆるやかな股引をは

はや谷へ下りようとする︒
もエひき

十一期5

十一572

春の初に降るのは一雨毎に花 うわぎ﹇上着︼︵名︶4 上衣

だんく下火になって來てう

よりもうれしうございます︒

れしい︒

八429
九676
をもよほすかとうれしい︒
︵略︸三つ四つの子供が︑

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

十一511

河ハ︑東京ヨリ︵略V利根川二通ズ

どうぎ

き︑胴衣を着けて︑其の上に長い上

︽ーシ顛

うんそうせん︻運送船︼︵名︶2

は馬である︒

運送

︵略﹀︑勇士に軍功を立てさせるもの

十854 ︵略V︑兵器・糧食を運送し︑

する

うんそう・する﹇運送一︵サ変︶1 運送

ラズ︒

みると︑馬はさもうれしさうに︑口

上衣と股引は冬でも多くは

ル汽船ノ通路ニシテ︑水運ノ便少カ

ける︒

十一鵬7 女は短い上衣を着て︑西洋
はかま
婦人の用ひる様なゆるやかな袴を着

白いのを用ひる︒

十一鵬6

衣を着る︒

うれしさ

でおもちゃをさΣげて︑其の子供を
あやしてみた︒

うれしさ﹇嬉一︵名︶1

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る
費行

︵略V茶わん・皿・はちの 船

︵略﹀︑或ハ我が運送船・

商船ヲ保護シ︑︵略﹀︒

十一328図

捕獲ス︒

いよく鐵道が出経て︑汽車

うんてん︻運転︼︵名︶1

うんてん・する﹇運転﹈︵サ変︶1 運轄

の運韓をして見る日になると︑︵略﹀︒

九345

運輻

商船又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・

花鳥・山水・人物などのも 十一3210図 ︵略﹀︑或二宮ノ運送船・

うわくちばし﹇上騰一︵名︶1 点くち

がく︒

やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ

七354図

けて︑ふた㌧び焼きたるものなり︒

類は︑このすやきにうはぐすりをか

七353図

り

うわぐすり﹇上薬︼︵名︶2 うはぐす

十二789図人々始めて陸地の近きを
こと能はず︒

うれゆき﹇売行︼︵名︶1

右は地質といひ︑縞がら
といひ︑此の地方には費行よろしか

九127國国

ウロ

るべしと存ぜられ言訳︑︵略V︒
うろ﹇空﹈︵名︶一

穴ノ中直カクレテヰテ︑︵略﹀︒

五658團 お手紙をいた望いて︑まこ 五556 ︵略︸︑ヒルノ間拝聞ノゥロヤ
とにうれしうございます︒

ヒレウロコ

六364 ゆか下から去年なくしたこま うろこ﹇鱗﹈︵名︶3 ウロコ
が出てうれしかっ た ︒

﹁435

わし・たか・とびなどは円く
ちばしがことに鋭くて︑やΣ太い︒

八572

ウロコハカハ ばし
ラヲフイタヤウニカサナリ合ツテヰ

鯉ハ︵略V︒
テ︑︵略V︒

五161

﹁あ﹂︑ありがた う ご ざ い ま す ︒ う れ

六637圃園 めくらは杖を受取って︑

しいこと︒﹂とれい い っ て ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

え

うんどう
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スル

︽ースル彰

あの運動場で艦操をしたり︑︵略﹀︒

雲霧

雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物

ル有檬モオモヒ見ルベク︑︵略﹀︒

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇肚ナ

十一3010図

テツヅヰ
何千貫トイフ大西鎚モ一人 うんむ﹇雲霧︼︵名︶1

ノ手デ自由二運蒔スルコトが出來︑

十ニー210

︵略﹀︒

うんどう﹇運動︼︵名︶3 運動

くうんゆ

き

九187図

ほうでう

ごだいひ

である︒

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

筆一本デ美シイエヲカイタ

水せんの花を見てゑをかい

凡て制度の運用は人にあり︒

リ︒

八298起業

四方ノカベニ繍ヲカキテ

﹁見開申シ度キ留出來タ

タマハリタシ︒﹂

八282図園

ラヘタリシテ︑︵略V︒

リ︑ノミーツデ見事ナホリ物ヲコシ

七273

た︒

六385

を増進せんことを心掛くべし︒︵略﹀︒

え
え

ぐんばいうちはでふせいだ

え﹇柄﹈︵名︶1

︵略V︑北條高時︑後醍醐

六573

が︑えが折れて︑かた先へ切りつけ
られた︒

八308図︵略V︑カノ死人ト見エシバ︑

本の中には字ばかりのもある

フスマニエガケル縮ナリシナリ︒

が︑蜜や地圖や玄理のはいってみる

十182

のもある︒

十197

ない︒

圖や書は別に堅い木に彫り︑

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは

ネエサンガエヲミテヰ 十191 書葛かく人︑圖をひく人︑爲
コレニハウツクシイエガ

此の縷をかける豊工久し

此の豊の出來たる由來こ

寓眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

所に入れる︒

そ面白けれ︒

十﹇718図

十﹁719図

オ宮ニハエマガタクサンカケ
ノエモアリ︑加工ンノ四郎ノエモア

く此の寺に寄食してありしが︑︵略V︒

十298

ことだ︒﹂

し

又若し外の雀が見つける

二三羽のあひるが︵略V︑

さがして︑すぐ撃ってしまふといふ

と︑︵略﹀︑毎朝早くすを出て︑ゑを

八219囹

︵略V︑ニタンノ四郎ノエモアえ︻餌﹈︵名︶2ゑ

又日本ヘイガロシヤヘイトタ

早い流をいかだの下って行く
のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

六36

︑カツテヰルエモアル︒

五697

ル︒

五696

ル︒

テアル︒︵略V︒ヨシツネ・ベンケイ

五696

ゑや︑︵略Vを見るのです︒

三384これで本の中のじゃ

アツテ︑︵略﹀︒

ニ493

マス

一272

ぎだしまきえ・まきえ

え﹇絵﹈︵名︶17ヱゑ給書写と

え﹇得﹈﹇▽こころえ

やえざくら

え︻重﹈難いおえ・いくえ・ここのえ・

︵略V︑乗組員の運命をあ

運輸母かいり

交通・運輸の便を與ふる

運用

帆の運用自在なれば︑風
することを得︒

の方向に關らず︑十分に風力を利用

十一273図

うんよう﹇運用︼︵名︶3

多く︑其の形歌も様々なり︒

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

十一247図

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ

うんゆ﹇運輸一︵名︶2

ける者︑︵略V︑口々に語り合へり︒

はれむ者︑コロンブスの暴畢をあざ

十二7610図

どほる聲ちまたに満つ︒

の運命も今に壷きなんと︑罵りいき

天皇を隠岐へ流し奉る︒︵略﹀︒武家

お

十一136図

九596図 運動不足なれば︑食物のこ うんめい﹇運命︼︵名︶2 運命
なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身盟
弱りて︑氣分もふさぐ︒

九601図 然れども運動多きに過ぐれ
ば︑却って病を起すことあり︒

を 保 ち ︑ 適 度 の 運 動を怠らず︑︵略﹀︑

九618図 飲食に注意し︑身艦の清潔
なほ病にか﹂らば︑是許が罪にあら
ず︒

どうくわい うんどう會

うんどうかい﹇運動会一︵名︶2 うん

しわはよってもわかい氣

くわいで︑ どうにょごした こ

四711團 太郎きのふは うんどう
のはかま︒

五296圃

運動す

で︑小さい君らのなかま入︑うんど
う會にもついて行く︒
うんどう・す﹇運動﹈︵サ変︶1
︽ースル煙

通機關︑博物館・圖書館等の公共螢

汽車・汽船・電車等の交

るが故に︑讐者にも相談する必要な

九599展着 ﹁我は︵略V︑毎日運動す 十二珊2図

造物に在りては︑︵略V︒若し公衆の

運用を全くすること能はず︒

心乏しき時は是等文明の利器も其の

間に︑規則を守り︑規律を重んずる

きなり︒﹂

うんどうば﹇運動場﹈︵名︶2 運動場
コノ公園ハ︵略﹀︒︵略V︒

廣キ運動場モアリ︒

七585國

故に人々常に自治制の本
旨を饗し︑協同一致して当字の福利

﹁私も子供の時には毎日こ 十二鵬5図

の學校へ通って︑皆さんと同じ様に︑

七808囹
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えいめい
えい

きりにゑをあさってみる︒

えい﹇栄﹈︵名︶2 榮

線

注意シ︑身磯ヲ健全ニスベシ︒

し︒

えいぞうぶつ

何か不都合なる事あり

号こうきょうえいぞうぶ

候由承り申候︒

ぜられ︑又重き者は螢倉に入れられ

て︑罰に為せられたる者は外出を禁

十596圓團

材料ノ種類や料理ノ方法 えいそう﹇営倉﹈︵名︶1 螢倉

ハ︑先ヅ衛生・経国・味ノ三方面ヨ

ぶじゆん

南満洲の支線としては旅 十一648
リ考ヘナケレバナラヌ︒

えんだい

十二564図
画線・螢口線・煙台線・撫順線・安

︵略︶故近藤大尉記念
奉線あり︒

ひ

碑︑いよく出來上り候については︑

十﹁637遠国

朝鮮人は廃り衛生に注意し

十二5610図

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

螢内

上は︑︵略﹀︑時々二一の様子御報知

入螢當時は︵略V︑

下されたく願上候︒

十599圓團

の生活にもなれ︑日々樂しく暮し居

螢内

十2610圓團申すまでもなく御入管の

えいない﹇営内一︵名︶2

街路は掃除最もよく行き つ

れ︑無口に於て清國京奉線の支線に

十二6110図

は感心である︒

英國

と即きて︑衛生・消防を始め︑近世
の學術を慮益せる百般の設備皆具れ

︵略﹀︑翌年豊山ヨリ註文ア

り︒

公徳とは公衆の衛生を重

り候︒

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

十二984図

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等

英國は國會の最も早く開

品を大切にする等︑総べて衆人の利

けたる國にして︑テームス河岸の國

十二641図

ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑︵略V︒

十439図

えいこく﹇英国﹈︹地名︺3

連接す︒

螢口線は大石橋より分 十一m10

．︵略V建碑式畢行身重間︑御光臨の
榮を賜はり度︑此段御案内申上座︒
位人臣の榮を極め︑富天

下に冠たるも︑自ら省みてやましき

十一一723図
所ある者は︑苦多く︑樂少し︒
エヒ

七708 ︵略V︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

えい﹇鱗﹈︵名︶一

ナドノヤゥニ︑ソコノ砂地二沈ンデ
ヰルモノモアル︒

害を考へて其の行爲をつ﹂しむ徳義

えいえい︻営営︼︵副︶1 螢螢

會議事堂は第一に観客の目を引く建

英佛二國

猫逸帝國は創建以來年尚

えいふつにこく︻英仏二国一︵名︶1

築物なり︒

十二継7図

例へば激育・衛生等自治

十一65國 百花満開の候には︑外役

物を帯くるに合札を要せず︑旅客は
下車騨にて各自に荷物を受取るに︑

淺ければ︑首府の肚観の未だ英佛二

十二655図

國に及ばざるものあるは固よりあや

團禮の事業は︑地方人民の一般に之
始めて其の効果を全うすることを得

を尊重し︑之に協力するによりて︑

衛兵

しむに足らず︒

黒き影は城の一方より

現れ出で︑ひらりとばかり身を水中

十二284図

えいへい﹇衛兵︼︵名︶1

べきなり︒

間違の起ること殆ど無し︒
えいこくはくぶつかん﹇英国博物館︼

英國博物館

十二637図倫敦には英國博物館・英 えいせいじょう﹇衛生上﹈︵名︶3 衛

︵名︶2

生上

らん

蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知

に投入れたり︒縄の鈴はしきりに鳴

材料ノ種類や料理ノ方法

る︒敵の衛兵相呼んで尋ねんとする

十一649

滋養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ

ハ︑︵略︶︒衛生上盤リハ︑成ルベク

に︑︵略V︒

英・米二國

其の他食器・衣服等何事 えいべいにこく﹇英米二国︼︵名︶1

えいめい﹇英明一︵形状︶1

米二國へ送りシニ︑︵略V︒

にも清潔を旨とするは衛生上にも必

衛生上の注意を怠らずし

十438図其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・
十二905図

て︑何人も病にをかされぬ様にすべ

英明

要なる事なり︒

十二898図

選ブベク︑︵略V︒

られたる建築物多し︒

月月博物館は古書・古物
の多きこと世界に冠たり︒

十二638図

笑ハント欲セバ︑衛生二

衛生

英國東海岸の一島に燈皇あ

英國東海岸

十一525図

えいせい﹇衛生︼︵名︶6

り︒

十682図

︵名︶1

えいこくひがしかいがん﹇英国東海岸一

替口口線は大石橋より分

をいふ︒

十二m2図

英國にては停車場に手荷

の蜂は朝より夕に至るまで︑螢螢と
して寸時も休まず ︒

えいえん﹇永遠一︵名︶1 永遠
時の勢苦を忍ぶべ し ︒

十二707図永遠の幸福を望む者は一

十二5610図

えいこう﹇営口︼︹地名︺4 螢口

にうちやん

れ︑螢口に於て清國京奉線の支線に
連接す︒

螢口は一に牛荘港と講

し︑︵略V︑大連と共に満洲の二大門

十二571図
戸と構せらる︒

安東縣は︵略﹀︑大連・螢

十二57図 螢口
十二586図

口と相並んで︑南満洲の三大門戸と
稽せらる＼日ある べ し ︒

えいこうせん︻管口線︼︵名︶2 螢口

えぞども
えいゆう
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リウビ

ニシテ大志アリ︒

十一囎3図 劉備ハ漢朝ノ末流︑英明

シ

支那ノ昔日漢ノ末︑天

ナ

えいゆう﹇英雄﹈︵名︶2 英雄

十一麗2図

歴史は長き

七百年︑

下麻ノ如ク鑑レテ︑英雄四方二起レ
リ︒

十一一262図圏

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ
け蒸しぬ︒

えいらんぎんこう﹇英蘭銀行︼︵名︶2
らん

英蘭銀行 英蘭銀行

うるしの上に金又は銀にて
︵略﹀︑

カノ死人ト見エシ

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

七359図
八308図

是は北海道に住するあいぬ

バ︑ブスマニエガケル給ナリシナ
リ︒

十795図
人を豊がけるものにて︑︵略﹀︒
ひのき

十247図

キ彰

盆

受ケテ見レバ︑世ニモ得難

キ兵書ナリ︒

えき﹇益︼︵名︶2

又事既に過ぎて︑思ふも

盆なき事に心を律するは︑時間を徒

十﹁697図

費すること甚だし︒

しめて盆なし︒

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

筑紫へ下る道に︑昔より相

︵略﹀︑道眞は﹁騨長驚く

ご枚には書がかず︑唯檜一本を書が

きて︑︵略︶︒

書圖

我が國には数多の爆布あ

えず︻絵図︼︵名︶1

蟻夷

え そ

蝦夷

り︑古聖多く詩歌に入り︑書面に上

十一757図

る︒

え

ぞ

人皇第十二代景行天皇の

えぞ﹇蝦夷一︵名︶4

え

べのひ

れり︒

ら

ぞ

ふ

さいめい

將軍田村麻呂の東北の地を

え

ぞ

上毛野薬名︑蝦夷を討ち

に乗じて城をすてて逃れんとす︒

紙屋

蝦夷ども

尊はなほも進みで北に向

ひ給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参

九63図

えぞども﹇蝦夷共﹈︵名︶1

モチや屋ナドガナランデヰル︒

ルト︑ソコニ縷草紙屋・ゲタ屋・オ

カンザシナドノ店ヲ見テ︑右へ折レ

七368

蛍草

て利あらず︑兵皆四散せしかば︑夜

十二309図

かみつけぬのかたな

蝦夷も︑遂に全く皇威に服するに至

征するや︑︵略﹀︑さしもに強かりし

九637図

の後も度々叛きて︑︵略﹀︒

時阿倍比羅夫また之を討ちしが︑其

あ

武尊之を征し給ひ︑齊明天皇の御

たけるのみこと

九622図 蝦夷は東北の地に住して︑
やまど
叛服常ならず︑車行天皇の御代日本

給ふ︒

日本武尊に命じて︑之を討たしめ

やまとたけるのみこと

御代︑東國の蝦夷叛きしかば︑天皇

十一717図其の座敷の一間の杉戸に 十二717図 されど鯨り小さき事にま 九49図
︿略﹀︑他の一間には鶴二

は檜一本を壷がき︑︵略﹀︒

十一718図

騨﹇▽げしゃえき︒

長春は南満洲煙道最北の

えき﹇駅﹈︵名︶1

十二561図

此の糟をかける書工 はこねえき

十五羽ばかり壷がけり︒

十一7110図

︵略V︑何一つ書偉くこともなく︑毎

らん

十二637図 倫敦には碁譜博物館・英
蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知

騨にして︑︵略﹀︒

といふ︒

といふ意味の詩を作りてあたへたり

なかれ︑時の憂り顧るを︒︵略V︒﹂

九801図画

上を深く悲しみしに︑︿略V︒

知りし騒長ありて︑道眞の今の身の

九799國

翌日書工の早朝に起出で えきちょう﹇駅長﹈︵名︶2 騨長

日遊び暮して三年を経たり︒

なり︒

︵略V︑十日鯨にして鶴二
﹁我が豊がかんと思ひ

えきふ

︵略﹀︑豊田は驚きて︑﹁我

︵略﹀︑豊師それより後の

筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・

えきふが小さな車の上へ︑山 えぞうしや︻絵双紙屋一︵名︶1

﹁かしこに行きて︑彼

書師

のやうに荷物をつんで來ました︒

五407

えきふ﹇駅夫一︵名︶1
︵略V︑書師それより後の

十﹇744國

にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒

が甕がかんと思ひ構へしことを如何

十一742図

の量師の有様を見給へ︒﹂

十一729図園

えし﹇絵師﹈︵名︶3
︵略V︑唯檜一本を書がき

丙一

﹁先に窒がきたる檜の
えがた・し﹇得難﹈︵形︶1得難シ

枝に一枝足らぬ所あり︑︵略﹀︒﹂

十一749図園

て︑東國へ出立せり︒

十一745図

きて︑東國へ出立せり︒

二枚には墨がかず︑唯檜一本を書が

十一745図

か︒﹂

構へしことを如何にして知り給へる

十一742図園

十四五羽を豊がけり︒

十一738図

んなどひとり言いひ居たり︒

十一736図

︵略﹀︑明日はかく書がか

て書秀けるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一733図

られたる建築物多し︒

英蘭銀行は設立の古き

と︑資本の多きと︑信用の厚きとに

十二639図
於て︑其の右に出つるものなし︒

十一86園 働蜂の武器は膣の後方に

えいり﹇鋭利︼︵形状︶1 鋭利
ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防
禦にも常に之を用ふ︒
︿略﹀ ︑ 刈 っ て ︑ ひ ろ げ て ︑ 日

えがお﹇笑顔︼︵名︶2 ゑ顔
七115圏

にかわかして︑米にこなして︑俵に

ゑがく

角ーカ・ーキ・ーク・ーケ︾

エガク

︿略﹀︑家内そろって︑ゑ顔

つめて︑家内そろ っ て ︑ ゑ 顔 に ゑ 顔 ︒

七115圃
にゑ顔︒

叢がく

えが・く﹇描︼︵四︶ 1 4

七355図 花鳥・山水・人物などのも
やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ
がく︒
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えて

えぞまつ

し︑轟ことぐく平ぎたり．

十一m4國團 森林は内地及び北海道

え そ
えぞまつ﹇蝦夷松一︵名︶1 蝦夷松

枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

しが︑東國へ下る路すがら︑箱根山

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にかΣり

ゑちこ

中にてよき枝ぶりの檜を見て︑其の

ツカ・ツテ︑イクラモガイテモハヅ

中程の枝の上に烏が二羽止つ

意を得たれば︑︵略V︒﹂
エチゴ

ネダケ

カウヅケ

エチゴ

上野ノ東北部︑越後ノ國境

信濃の東南部より登し︑越

越後

ゑち

九17図

にひがた

後の新潟に至りて海に入る︒

ご

十29図

細谷川ハ︑︵略﹀︒

ナル利根岳ヨリ獲スルサ・ヤカナル

ト

九148図

越後

物置の後には︑大きなだいえちこ︻越後︼︹地名︺3 越後 越後

﹁先に書がきたる檜の
枝に一枝足らぬ所あり︑︵略﹀︒﹂

十一7410図園

が枝もたわむ程なってみる︒

くの木があって︑黄色い大きな實

十295

て︑さっきから少しも動かない︒

十284

つるを止め︑︵略﹀︒

ソノツカマへ堅魚ヲ竹ノ枝二

レマセン︒

六666
通シテ︑肩雲気ツイデ行キマスガ︑

か らまつ

に於ては見るを得ざる流勢なる天然
え ぞ

︵略V︒

とど

︵略﹀︑みきは一つの枝と
︵略﹀︑みきは一つの枝と

︵略﹀︑桑の葉をやると︑︵略V︒

なる左右二列の緑樹は枝を交へて︑

七307

枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六832図圃

枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六832尊志

林にして︑椴松・蝦夷松・落葉松・
しらかば

エダ 枝nVこえ

白樺等一面に生ひ茂 り ︑ ︵ 略 V ︒

だ・ひとえだ

キノエダニカタツムリ

えだ﹇枝﹈︵名︶27

一26一
ガヰマス︒

雅言比なし︒

︵略﹀︑人道と車道との間

小さい時分はやはらかな葉をこまか

十二615図

く切ってやるが︑大きくなると︑枝

︵略Vカレ木ノエダニカ

カツタカトオモフト︑ウツクシ

一一593

新田義貞︑尊良親王を奉

たかなが

越前國金崎

につたよしさだ

ぎかん

旗あげして義貞に慮ず︒

そま

瓜生保其の弟義鑑等と共に杣山に

うりふたもつ

じて越前國金崎の城に在りし時︑

ゑちぜんのくにかながさき

十二315図

︹地名︺1

ゑちぜんのくにかながさき

︵略V︑又果實の附きたるえちぜんのくにかながさき﹇越前国金崎一

エダコ

エ

タトヘバ桑ノ木二言ルエダ 十一167図

是は昔︑支那に呉・越と

し な

えづ︻越︼︹地名︺2越

エダコニジダコ︑ドチラ
モマケズ︑クモマデアガレ︒

ニ316圃

えだこ︻絵凧﹈︵名︶一

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

十一一788図

のまΣやる︒

この朽木の枝やわらなどで作
中デォモシロイノハサンゴ

七759 海草ノ形ハ様々デアル︒︵略﹀︑

九556図

ダシヤクトリ

えだしゃくとり﹇枝尺躾﹈︵名︶一

ゼンタイが細カニ分レテ︑枝ノ様ニ

形ヲシテヰル︒

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ

七728

つたまぶしへうつしてやると︑︵略﹀︒

七321

イハナガサキマシタ︒

今年曲調ダガヲ

四106ウチニバカキノ木ガニ
本アリマス︒

今 あのうめの木の枝

レルホドタクサンナツテヰマ
ス︒

四653
今 あのうめの木の枝

から枝へとんでゐます︒

四653

いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

會稽山の戦に越の軍を打破りたり︒

くわいけい

十一168図︵略﹀︑呉の勢盛になりて︑

此のうらみ忘れ難く︑越

得て

十二醜5図公吏・議員等︵略V︑如

えて︻得﹈︵副︶1

恥を雪ぐことを得たり︒

圖り︑︵略V︑遂に呉を滅して會稽の

王勾践つぶさに辛苦をなめて報復を

十一169図

海べはふだん強い風がふくか えづおう︻越王一︵名︶1 越王

枝ぶりすべてお

見上げる峯の一つ松︑はま
もしろや︒

十一751図囹

﹁先に書がきたる檜の

べはつ温く松原の

六52國

ぶりになってみる︒

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

六18

枝にごずゑえだぶり︻枝振︸︵名︶3

沖縄二産スル木ノ葉学区︑

枝

くわいけい

シヤクトリハ︑其ノ髄色ノ桑ノ木曜

呉の勢盛になりて︑會稽山の戦に越

ナツテヰルノモアル︒

似タル上︑其ノ燈ノ後ノハシヲ桑ノ

の軍を打破りたり︒

から枝へとんでゐます︒

木下附ケ︑艦ヲナ・メニ突出スルト

か ら ふ る ひ お と さ れて︑︵略﹀︒

歌へ歌へ︑

︵略V︑数千年もへたらんか
と思はる﹂老木枝をまじへて︑高く

キハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒

九566図

オキナハ

に︒鳥の遊ぶ時は今なり︒

八53図

天をつく︒

五282團 五月・六月實がなれば︑枝
五303 コ︑二茶ノ木ガアリマス︒ハ

九1110島町

﹁ジブンノ角ハ︵略﹀︒牛ノ

紅梅の

︵略﹀︑草木ノ枝ニトマルトキハ︑サ

ナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

色香も深き
にむすびて︑︵略V︒

九917冷評

森林の樹木はたがひに其の

枝ぶり

ガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ枝モ見エ
マセン︒

五715園

角トハチガツテ枝ガ ア ル ︒

五717囹 毎年春ニナルトオチルガ︑
オチルトスグ三新シイノが三子テ︑

︵ 略 V 美 シ イ 角 が 木 ノ 枝 ニ ヒ ． 十810図

ソノタビニ枝ガーツヅツフエル︒
五736

えらぶ
えど
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トウセウ

及ビ日光東照宮等ノ造螢二用ヒタル

し

エミシ

カツテヰルエモアル︒
蝦夷

ソ

蝦夷
ェ

︵略﹀︑皇極天皇ノ御代︑蘇

クワウギヨク

はじめ︑ 着物の縞模様︑ 焼物・塗

物の維模様︑其の他菓子皿に至るま

で︑我等の衣食住には模様・色どり

四618

ソノノチオホクニヌシノミ

エライオ方ニオナリニナ

コトハ白ウサギノイツタトホ

リ︑

︽ーマ︾

﹁感心だく︑えらい子だ︒

上げたりつばな行だ︒

選ビ方

相手を助けてやったのは如何にも見

︵略V︑人の命にはかへられないと︑

九8510囹

リマシタ︒

獲物

えらびかた︻選方﹈︵名︶1

︵略Vけものを︑弓でいと

えもの﹇獲物︼︵名︶5

はじめの日も︑

季節二依ツテ︑食物ノ選ビ

︽ーバ・ービ・ーブ︾

家を建つるには日あたりよ

或年選ばれた子供の申に︑す

衛生上ヨリハ︑成ルベク滋

︵略V︑味ハ人々ノ好ミヲ考

人を訪問する時は業務を

さまたげざる時間を選び︑用事終れ

十一703國

バナケレバナラヌ︒

ヘテ︑多数ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

十一653

ブベク︑︵略﹀︒

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

十一6410

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九824

ばく日光にかわかすべし︒

き所をえらび︑夜具・衣服の類はし

九614図

ブ 選ぶ

えら・ぶ﹇選一︵四・五︶7 えらぶ 選

又その方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十﹁654

つたのです︒

︷略V︒

たくさんえもの
犬は︵略V︒

鼻は．よく物のにほひをかぎ分くるを

七623図

がありました︒

つぎの日も︑

四158

えもの

十一164図主上は詩の心を御さとり

笑む

夷モマタ其ノ家君テ自殺セリ︒

をほどこしたるもの多し︒
我入鹿勢ヲホシイマ・ニシテ︑父蝦
ミシ
えら・い︻偉一︵形︶2 エライ えらい
夷ト共二不忠ノフルマヒ多カリキ︒
八537図 入局ツヒニ殺サレタリ︒蝦 ︽ーイ彰0おえらい

八498國

．えみし﹇蝦夷﹈︹人名︺2

十612図此ノ銅山ハ︵略V︑．江戸城

民の之を助くるなくんば︑ 自治團

ノナリトイフ︒

銅ハ︑大抵此ノ山ヨリ産出シタルモ

何に其の職務に忠實なるも︑一般人
艦の毎回なる獲達は得て望むべから

ぽ

エビノピン︿ハネタリ︑カ

コ・イヵナドガスンデヰル︒
七713
ゑ

ゑ

ぬ︒

ニノ横ニハツテアルク標子ハ︑︵略V︒

烏帽子うか．

古風ゆかしき我が國の
し

がく

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

え・む︻笑︼︵四︶1

えび︻蝦一︵名︶2 エビ
七712 魚類ノ外二︑エビ・カニ・ダ

ガノイルカ

ず︒

えど︻江戸一︹地名︺4 江戸

昔東海道といつ．たのは江戸か

ノ コ ロ ノ 江 戸 ノ 番 町ニアリ︑︵略﹀︒

七234図 保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ
九354
ら 京 都 へ 上 る 街 道 で︑︵略﹀︒

ぽ

十二874図喜劔其の後江戸に出で︑ えぼし﹇烏帽子﹈︵名︶1
ざおりえぼし
義士復仇の學を聞き ︑ ︵ 略 V ︒
ゑ

残りたり︒
ぼ し

えぼしだけ﹇烏帽子岳一︹地名︺3

烏

かんむり・烏帽子今は唯祭の服に

︵略V郷里に測り︑公私 九5110図面

の用を終へて︑再び 江 戸 に 出 つ れ ば ︑

十二879図

︵略V︒

えどがわ﹇江戸川︼︹地名︺5 江戸川
一二西南二向ヒ︑

きしま

いでや︑あの岩の小かげ

もって︑かりに用ひて︑えものをさ

八96國團

中藍・烏帽子岳・杵島岳の五窓蓋よ

烏帽子岳

がさしむるに適す︒

十二41図

り西に相連りて突起す︒

ゑ ぼ し

十二408図 阿蘇山の奮噴火口は︵略V
だけ
にわたり︑此の間に根子岳・高岳・

赤堀川ハ︵略Vニツニ分 帽子岳 烏帽子岳

レ︑一ハ︵略﹀︑

九161図

シモフサ

江戸川ハ南流シテ海二入

構現三川二合シテ江戸川トナル︒

九161図
ル︒其ノ流ハ下総・武藏ノ國境ヲナ
セリ︒

に︑論うちよりてえもの数へん︒た
︵略﹀︑鵜は盛に活動し︑

けがりのいさをくらべん︒

競ふ︒

ひたすら其の獲物の多からんことを

十一812國

九165図 コ・ヨリ江戸川二通ズル運 十二4110図 烏帽子岳は其の西南方に
在りて︑直径八百メートルの噴火口
を有し︑︵略V︒

河ハ︑︵略﹀︒

ゑ本

十一827図鵜はく貸り入る毎に獲物
なくして浮び出つること少ければ︑

余聞の彫物︑唐紙の地紙を

からかみ

絶模様

漁夫は一時間鯨にして数千百尾の鮎
を得るを常とす︒
らんま

十498図

えもよう︻絵模様﹈︵名︶1

王宮ニハエマガタクサンカケ

エマ

ゑ本が四さつ︒︹ひらがな

九166図 ︵略﹀︑東京ヨリ江戸川ヲサ

五694

えま︻絵馬︼︵名︶一

のドリル︺

三202

えほん﹇絵本﹈︵名︶1

會得ス

カノボリテ利根川二通ズル汽船ノ通
路ニシテ︑︵略V︒

九17図 江戸川
余ーシ︾

えとく・す﹇会得﹈︵サ変︶1

ノエモアリ︑ニタンノ四郎ノエモア

テアル︒︵略V︒ヨシツネ・ベンケイ

ル︒又日本ヘイガロシヤヘイトタ・

良大 イ ニ 喜 ビ テ ︑ 朝 夕 之 ヲ

讃ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

十248︒︒凶

えどじょう﹇江戸城﹈︵名︶1 江戸城
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えんだい
えり．

ば 直 ち に 去 る べ く︑︵略V︒

十﹁901図 一種の草の實を食用とす
るを以て︑常に此の草の多く生ずる
所を選びて住み︑︵略︶︒

すぐに熊吉の

で南に面してみる日域りのよい地を

十﹁㎜10 死人を葬るのに︑小高い所
選ぶ︒

えり﹇襟﹈︵名︶1 えり
愛作は︵略﹀︑

八375図圏

︵略V︑

うじな

けい

ヲ護ルコトヲ目的トス︒
世間の交際をも外さず︑︵略﹀︒
ゑんすみ
砲艦ハ或四望⁝ノ沿岸二近 えんすいけい︻円錐形︼︵名︶2 二曹

十﹁338︹囚

形圓錐形

き

ゑんすみけい

以て風雨の強きを︑圓錐形を以て暴

風雨のおそれあるを示す︒

夜間は紅燈を赤球に︑緑

遠征

燈を圓筒形に︑紅緑二燈を圓錐形に

十ニー88図

代ふ︒

遠征の船は三隻の小艦にして︑乗組

十二772図コロンブスは︵略V︒︵略﹀︒

総数は一百二十人︒

コロンブスの遠征時代は

えんせいじだい﹇遠征時代︼︵名︶1遠

隊

り︒

六目4

第三

第三

遠足

遠足

えんそく︻遠足︼︹課名︺2

六77

た︒

遠足

遠征

私はかねてのやくそく通り︑

二三人の友だちと遠足に出かけまし

六82

えんそく︻遠足︼︵名︶1

遠足

パロスの港は未明より人の山を築け

が遠征隊出嚢の日なりとて︑西班牙

十二768図

︵略V︑今日はコロンブス

えんせいたい︻遠征隊一︵名︶1

︵略﹀︒

我が國後土御門天皇の御代にして︑

十二8010図

其の火口 征時代

ごだいご

ゑんとうけい

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

十ニー86図 書間は︵略V︑ 圓筒形を

城中には僅かに四五日の

援軍

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒

十二272國

糧食を蝕せるのみ︒援軍の來らん日

お

えんせい︻遠征︼︵名︶1

三日を過ぎなば︑曇日

も亦期すべからず︒

十二2710図園

﹁明日城門に行きて︑

上に來りて援軍の消息を示さん︒﹂
十二296図囹

聖岳は︵略V︑

樹形

﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹄と告
げよ︒

︵略﹀︒

は直径六百メートルの圃形をなし︑

十二416﹇図

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と えんけい︻円形︼︵名︶1

めである︒

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

九676

えんぐん﹇援軍︼︵名︶3

秋の花恐多けれ

祝ふや

︵略﹀大塔宮の吉野を落

ど︑中にも君の千代八千代
菊の花の宴︒

十一26図
ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞

トイフ

をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

えん﹇園﹈号どうぶつえん
エン

﹁入りテ見惑へ︒﹂

えん︻縁一︵名︶一
八288図

ニ︑何心ナクエン田上リテ︑南ノロ

九851

ヨリ入ラントスレバ︑其ノ戸ハタト
閉ヅ︒

えりを引つつかんで︑ぐっと岸へ引
エリドメ

きよせた︒

えりどめ︻襟留︼︵名︶一

選り分ク

七724 指ワヤエリドメナドニ轡型ル えんう﹇煙雨一︵名︶1 煙雨
美シイ眞珠ハ︑︵略﹀︒

えりわ・く﹇選分一︵下二︶2
余ーク・ーケ彰

十627図獲掘シタル銅鑛ハ︑︵略V︒ えんかい﹇沿海︼︵名︶1 沿海

縁故
市町村長・議員等を選

をさしはさむべからず︒

道眞は罪もなきに官を下げ

ほうでう

かども︑︵略V︒

られ︑あまつさへ遠江へうつされし

九795図

えんごく﹇遠国︼︵名︶2

遠望

き︑親族・縁故其の他私交上の關係

畢するには專ら其の人物に重きを置

十一一鵬7図

或二二えんこ﹇縁故︼︵名︶1

ノ軍艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑

通報二一︵略V︑

我が艦隊二報告ス︒

十一342︹図

械ニカケテ︑一々其ノ良否ヲ選り分

選鑛場ニハ種々ノ機械アリ︑此ノ機
ク︒

建長・圓墨古寺の

沿岸号しな

昔の音やこもるら

えんがん︻沿岸︼︵名︶4

ん︒

山門高き松風に

十二263図圖

十629図カク選り分ケタルモノハ之 えんがく︻円覚﹈︵名︶1 髄鞘⁝
ヲ製煉場之送ル︒

いちおくえんいじょう・いっせんまん

えん﹇円︼多いちえん・いちおくえん・

えん・こえん・こえんいじょう・こせ

えんがん
をのみち

瀬戸内海の沿岸には高 十一135図 ︵略﹀︑北條高時︑後醍醐
たかはま

んまんえんいじょう・さんぜんえん・

つ

天皇を隠岐へ流し奉る︒臣下として

ど

十一202図

一天萬乗の君を遠國へ遷し奉ること

た

じゅうえん・じゅうえんきんか・じゅ

松・多度津・高濱・尾道・宇品等の

無道の極みなり︒

港多く︑︵略﹀︒

内海の沿岸及び島々には

うにおくえん・なんぜんえん・なんま

十一205図

えんじゃ︻縁者﹈︵名︶1

海防艦ハ專ラ自國ノ沿岸 十二928図 親類・縁者はもとより︑ えんだい﹇煙台︼︹地名︺1 煙毒

名勝の地少からず︒

十一336國

縁者

んなんぜんえん・にじゅうえん・にひ
やくまいかんいちえん・ひゃくえん・
ひゃくくじゅうまんえんよ

えん︻宴︼︵名︶2 宴母ぎょえん

十二57図煙台
えんだい

形圓筒形

けい

十ニー86図
ゑんすみけい

ゑんどうけい
書間は︵略﹀︑ 圓筒形を

以て風雨の強きを︑圓錐形を以て暴

えんだいせん﹇煙台線︼︵名︶1 尊台
風雨のおそれあるを示す︒

ぶにゆん

夜間は紅燈を赤球に︑緑

線
えんだい

代ふ︒

今ハ工業モ大イニヒラケ

煙突号にほんえんとつ
テ︑エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

六812図

エントツ

燈を圓筒形に︑紅緑門燈を圓錐形に

十ニー87図

十二564図南満⁝洲の支線としては旅
順線・螢口線・煙寺線・撫順線・安
甲線あり︒

えんちょう︻延長﹈︵名︶1 延長

延

十一286國 今や全寮鐵道の延長六千 えんとつ﹇煙突﹈︵名︶2
哩を越え︑︵略﹀︒

︽ーセ彫

えんちょう・する﹃延長﹈︵サ変︶1
長スル

はだか

塩分

ヤラヤ︒

一393圃サルガアトオス エン
ヤラヤ︒

︸396圃キジガツナヒク エン
ヤラヤ︒

﹃一人の子が國家の爲

えんりょ﹇遠慮︼︵名︶1 ゑんりょ号
こえんりょ
九213圓團圏

いくさに出でし事なれば︑定めて不
自由なる事もあらん︒何にてもゑん
りよなく言へ︒﹄

十二696図

過ぐる虞の沿路︑果實・
草根を始め︑凡そ取って以て食ふべ
きものは殆ど蝕す所なし︒

七609図 犬の種類は︵略﹀︒︵略﹀︒

︵略V︑尾ののびたるもの︑たれたる

又ニハトリノ尾二臣下ノモア

もの︑まきたるもの︑︵略﹀︒

七761

尾の短いのはかはせみ・あひ

ルシ︑ウチハナリノモアル︒

八584

るなどで︑長いのはきじ・山鳥・く

くじゃくは時時尾を扇形にひ

じやくなどである︒

ろげて見せる︒

八588

八752國虎モ猫モ︵略﹀︒︵略﹀︒此

をろち

此の地に八岐の大蛇と

やまた

ヒデノ太キマデ︑相似タル所甚ダ多

ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑尾ノ長ク︑

シ︒

九210図囹

て八つの頭と八つの尾とある大蛇あ

其の湯には大抵一種の臭氣

あり︑味あり︑色あり︒是種々の塩

︵略V三つ四つの子供が︑

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

十一5010

みると︑︵略V︒

おあがりくださ・る﹃御上下︼︵五︶一

みのししは︵略V︒ただつね
のってゐます︒

はしっかりとををにぎって︑

四183

イキマス︒

お︻尾︼︵名︶13ヲを尾
九41國 あやしみて尾をさきて増給
二273犬モヲヲフツテ︑ツイテ ふに︑ 一ふりの導出でたり︒

少しくかけたり︒

り給ひしに︑尾にいたりて︑劔の先

︵略V︑ずたずたに大蛇を斬

り︑︵略V︒

砲兵は大砲を以て遠方より

圓満

敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし
む︒

えんまん︻円満﹈︵形状︶2

智徳の最も圓満に獲達せ
る人格は孔子に於て之を見るべし︒

十二9510図

公吏・議員等直接公共の

四507 サカナノニホヒガシマス オアガリクダサル 余ーイ彰
ガ︑アタマモヲモアリマセン︒
二93圏オハナハオキクヲ︵略．﹀︑

事務に當る者︑如何に其の職務に忠

十一一鯉5國

五163

ナサル

飛ーイ彫

オアケ

タ︒﹁ドウゾオアガリクダサイ︒﹂

オチヤトオクワシヲダシマシ

くんば︑自治團盟の圓満なる畿達は

アタマカラヲマデーレツニ︑クロイ
テンノアルウロコが三十六枚ヅツナ
ランデヰマス︒

おあけなさ・る﹇御開﹈︵五︶一

鯉ハ︵略﹀︒︵略V︑爾ワキニ
得て望むべからず︒

エンヤラヤ
エン

ツンダ
ヒキダス

クルマニ
イヌガ

タカ

實なるも︑一般人民の之を助くるな

九310図

分をふくめるが故なり︒

十726図

えんぶん︻塩分︼︵名︶1

汽錐・煙突等ヲ造ル塵モアリ︑︵略V︒

クワン

耳擦見童ノ数が年々増加 十ニー27 工場ニハ色々アル︒︵略V︑ えんろ﹇沿路︼︵名︶1 沿路

シ︑義務教育年限モ六年半延長セラ

十二351
レタノデ︑︵略﹀︒

當．時ハ遠島ト構シテ︑罪人

えんとう︻遠島︼︵名︶1 遠島
十331図
ヲ 遠 キ 島 二 流 ス コ トアリシガ︑︵略﹀︒

ゑんどう

九249図

えんどう﹇塩豆︼︹話し手躍︺1 ゑん えんぽう︻遠方︼︵名︶1 遠方
どう
七219ゑんどう﹁あなたはそのお美し
い花だけでたくさんでございます︒
ゑんどう

えんどう﹇碗豆﹈︵名︶3 ゑんどう

じゃがたらいも

ラモノ︑

一386圃

えんやらや︵感︶3

ゑんどう

七194 畠のゑんどうがかきの外から

碗豆

こゑをかけて︑︵略﹀︒

︵略V︒﹂と問へば︑

のいふに︑﹁︵略﹀︒﹂

七206

からす

十一蜘1圓団 農産物の種類は北海道
なたね

と大差なく︑大変・小萎・廃寺・裸

ゑんとう

変・曇墓・麻・馬鈴薯﹇・碗二等の牧
穫多く︑︵略﹀︒

えんとうけい︻円筒形﹈︵名︶2 圓筒

お

おあけなさる

えんだいせん
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1

おいでる
おあげなさる

肉ーイ︸

お上げ

一二716囹 シカシケツシテフタヲ
オアケナサイマスナ︒﹂

なさる

おあげなさ・る︻御上﹈︵五︶1

二上

四155

え

ぞ

か

ノ

ら

﹁熱き國

大ぜいのものが下にまおいた・つ︻生立﹈︵四︶1

角ーチ︾

白髪なり︒﹄

ちかまへてみて︑高いところか

︵略﹀︑その使の持って來た文
︵略﹀といふぶれいなこと

肉ーイ彰

生ひ立つ

しげる林ユ

すいつち

おいつ・める﹇追詰︼︵下一︶1 追ヒツ

よん︒

て︑ちょんくくく

五624圃

あとから馬おひおひつい

おいつ・く︻追付︼︵五︶1 おひつく

我︑タガヤサン︑︵略﹀︒﹂

おい﹇負︼号ておいじし

六526
の中に︑

ばがありました︒秀吉は大そうおこ
つて︑﹁︵略﹀︒﹂と︑その使を追ひか

生ひ立ちし

十129図圏園

弓でいとったのです︒

らおひおろして來るけものを︑

おい

おい﹇追﹈母うまおい

おい︵感︶1

だ︒﹂ときくと︑︵略V︒
おいいだ・す︻追出一︵四︶1

追出す

そこへともだちがき おいかえ・す﹇追返︼︵五︶1 追ひかへ
八689團五日でも十日でも︑一人で 三461囹
す 角ーシ︾
て︑﹁おい︑なにをしてみるの
ね起きの出來るまで︑ゆっくり看病
してお上げなさい︒
おあげもう・す︻御上申 一 ︵ 五 ︶ 一
︽ーシ︾

セン︒﹂

取分けおいそがしい中を︑
一週間もおひまをいただきまして︑
まことに有りがたう存じます︒

あね

おはなさんもつれて卜しよ

︵略V︑母は﹁あさっては學

おちよさま

ソコヘオホクニヌシノミコ

五188圏 ﹁おはなや︑用があるから︑

ナリマシタ︒

トトイフ神サマガオ出デニ

四584

オ出デル お出でる 余ーデ︾

おい・でる﹇御出︼︵下一︶3 おいでる

お出でなさい︒

校がお休ですから︑二人とも行って

五647園

より

にお出でなさい︒九月十三日

五641團

イデナサイ︒﹂

三537囹﹁モウゴハンダカラ︑オ

ナサル お出でなさる 肉ーイ︾

おいでなさ・る﹁御出︼︵五︶3 オイデ

おいてn▽ここにおいて・において

タ︒

ン︒トウく犬二追ヒツメラレマシ

ツテ︑イクラモガイテモハヅレマセ

︵略V角が木ノ枝ニヒツカ・

五737
追風

メル 禽ーメ蝉

クチク

へして︑二度目の朝鮮せいばつをは

ワキ

分等アリ︒

おいしげ・る︻生茂﹈︵四︶1
角ーリ︾

しらかば

松︒白樺等一面に生ひ茂り︑︵略﹀︒

まつ

天然林にして︑椴松・蝦夷松・落葉

とど

十一㎜4國国森林は︵略︶廣大なる

生ひ茂る

春風・朝風・疾風・松風・追風・野

ハヤテ

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・

十一307図騙逐艦ノ名コソ更二優美

おいかぜ︻追風︼︵名︶1

じめました︒

オヒオヒ

たる後︑一族の者領地をうばひて︑

追々

六126

ご十七日の夜中頃より追

︵略﹀︑販路次第炉開ケ︑此
ノ業ヲ螢ムモノモ亦追々二増加シ︑

十441図

きたる者もこれあり︑︵略﹀︒

て︑川近きあたりにはぼつく立退

々増水︑二十八日は終日大暴風雨に

九726國團

オヒオヒトンデ來ル︒

モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ

おいおい﹇追追一︵副︶5

我を追出したり︒

ソレデハオワカレノシ 十一434図圏 住吉の戦に父の討死し

畠ーシ︾

三713囹

ゲマゥス

ルシニコノハコヲオ上ゲマウ
シマセゥ︒

﹁これにはちやんと三鏡の

おあし︵名︶1 おあし
七513囹

内ーイ︾

オア

切手がはってあるのに︑なぜまたお
あしを梯ふのですか ︒ ﹂

ソビナサル

おあそびなさ・る﹇御 遊 ︼ ︵ 五 ︶ 一

四757圏 母ハ來テ見テ︑﹁︵略﹀︒

オチヨサンヤオマツサンヲヨ
ンデ來テ︑オアソビナサイ︒﹂ト
イヒマシタ︒

内旨シ︸

おいそ

四695圏
オイシヤサマノオツシ
ヤルトホリノマナケレバナリマ

おいしゃさま︻御医者様﹈︵名︶一 オ
遂二今日ノ盛大ヲ見ル山霊レリ︒
おあつまり︻御集︼︵名︶1 お集り
七425園 さだめて皆檬は御じまんの 十一407國團 教育の事業も段々進歩 イシヤサマ

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相
︵略V我が帝國の領土

馬に乗ってお集りのことでございま

十一皿2國團

成忍事︑︵略V︒

オア

せう︒

おあるきなさ・る﹇御 許 ︼ ︵ 五 ︶ 一

おいそがし・い︻御忙﹈︵形︶1

となりしょり︑諸種の経螢追々成功

がしい

余ーイ蝉

ルキナサル

致候へども︑今後尚着手すべき事は

八664團

す

肉ーイ︾

一222 ソロソ当場アルキナサイ︒

多々これ有り候︒

おい︻老一︵名︶1 老
孚ふもは貸かりあり︒悲しきは老の

十543図園 白髪頭にて若き人と先を おいおろ・す﹇追降︼︵五︶1 おひおろ

おうぎ
おいはらう
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ちよつとお出で︒ ﹂ と ︑
ころからよびまし た ︒

父より

︽ーッ・ーヒ︾

母はだいど

追梯

太郎どの

々あるから︑たのしみにして待って
おいで︒︵略V
お花どの

追梯ふ

ろをしいて︑お祝ひのさかもりがは

る名智を負ふものは︑國民としても

お・う﹇終︼︵下二︶8 終フ 終ふ 卒

か

や

ふ

り

おほかみ

か

﹁杉野ハ今回火ヲ終ヘタ

る明治丸の船長は︑︵略V︒

ルゾ︒

七898図園

十584圓国 ︵略﹀︑水曜日も其の日の

課業を終へたる時より夕食前まで外

ホプリユウ

奈良見物ヲ終ヘテ法隆寺二

出を許され候︒

向フ︒

十981図

︵略﹀︑功業を成し︑三盆

を廣むるも︑將又愈愈にして一生を

十一681団︺

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

︵略﹀郷里に寄り﹂公私

するとせざるとにあり︒

十二879﹇図

母たま

六

其の後孟子出でて學び︑

良雄以下既に死を賜へり︒

の用を終へて︑再び江戸に出つれば︑

十二965國

く機上に在り︒

學を卒へずして蹄りし時︑

うれしけ

︿略V︑學びの道の

年をば︑卒へし今日こそ

十二畑5図囲

れ︒

て︑一日も守なかるべからず︒

十二375國

あうう
おうう﹁奥羽﹈︹地名︺1 奥羽
あうう
會﹇津は奥羽重要の地にし

︵略V︑亜弗利加・印度の
り

長き航海を終へて蹄り承れ

おう

め

七804図

ふ 余ーフル・1へ︾寒いいおう・はり

余ーウ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

︵略﹀︑今新に鯨を追ふものも

魚は火の光を追ひて集り

クワン

蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國

鯨り旅行も致さず候へども︑

之ヲ追フ︒

し

︵略V︒

布曇日︑教育ノ普及獲達ハ年ヲ追ウ

十一一358図

う

テイヨ︿盛二︑

︵略V︑露西亜の狼は行
くく雪中に倒る＼佛兵の跡を追ひ

十二659図

あ

あ

どいつ
て︑中部二三にまで量りしことあり︒

エ

十二673図

︵略﹀︑獣類中にも食物を

ります︒

︵略﹀︑そのさをのさきに

はひらいた赤い扇がつけてあ

四768

おうぎ﹇扇﹈︵名︶9扇
身をはかなむも過ぎしこ
とは追ふべからず︒

十二714國

節に其の居を移すもの少からず︒

求め︑氣候を追ひて︑毎年一定の季

十二676図

きことにあらず︒

食物を追うて其の居を韓ずるは珍し

獅子︑南亜米利加の野牛等の︑︵略﹀︑

し

ソモ︿明治五年學制獲

二蹄ラントス︒魏將司馬仲達聞キテ

十一鵬2図

︵略﹀︒

れ︑

十一957國團其の後日々業務に追は

水面近く浮ぶが故に︑︵略﹀︒

來り︑水底にうつる鵜の影に恐れて︑

十一824図

るものもある︒

あり︑錆を打って鯨に引廻されてゐ

十667

追ふ

之に相慮する品格を備へざるべから

︵略﹀︑世界強國の國民た

追フ

ず︒

負フ

お・う︻追﹈︵四・五︶9

じまりました︒．

んおう
お・う︻負︼︵四・五︶9

大島・小島

日本の國は松の國︒︵略V︒

は

通ふ白ほの美しや︒
び

か雲みの如き

︵略V︑重い物を負はせて遠く

︵略V︑朝日・夕日を負ひ

勢働に使役する︒

へ運ばせたり︑農家では牛を色々の

十8310

み︑後は山を負ひ︑冬暖に夏涼し︒

十745図熱海は︵略V︒前面は海に臨

水の面︑︵略V︒

其の名をおへる湖の

八595図團琵琶の形に似たりとて︑

その中を

わけて名におふ松島の

六53圃

う

負ふ 肉ーハ・ーヒ︒ーフ・！へ彰臥せお

おふ

六413団 おみやげもおみやげ話も様 おう﹇王︼母えつおう・しらぎおう・し

フ

おいはら・う︻追払一︵四・五︶2

八867 中佐ハ︵略﹀︑トウ︿山上ノ
敵ヲ追梯ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テ
タ︒

十二664図 ︵略V︑通常の灰色の鼠の
一群大配して︑︵ 略 ﹀ ︑ 古 來 此 の 地 方

よく二三百

追ひまは

にありし黒色の鼠を全く追沸ひしこ
とあり︒

二三匹の犬︑

おいまわ・す︻追回︼︵四︶1
肉ーシ︾

七627図

す

十一197図

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか

頭の牛︑二三千頭の羊を追ひまはし
て︑ 主人の行く方へ行かしむとい

駆逐艦ノ名コソ更二優美

なり︒

十一306図

クチク

ふ︒

おいわい﹇御祝﹈︵名︶3 オイハヒ
お祝ひ

ち

ノ

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・
ハヤテ

春風・朝風・疾風・松風・追風・野
ワキ

分等アリ︒

稻へし其の名君子國︒

十二977図

駆逐艦に移りしが︑︵略﹀︒

日の直隠に傷を負ひ︑幕下と共に一

十二93図敵の司令長官︵略Vは昨

人も

足の國の名に負ひて︑禮儀は早く唐

たる

十一n68國國武勇のほまれ細曳千

くはしほこ

四86 十一月目日当︵略﹀︒ドンナ
ハアリマセ ン ︒

ウチデモオイハヒヲシナイト
コロ

五83 ソノ日前陣月十一日ニアタリ
マスカラ︑コノ日ヲキゲンセツト申

︵略﹀むねの上からもちを投

シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデゴ
ザイマス︒

六754

げると︑︵略﹀︒ こ れ が す む と ︑ む し

167
おうせんす
おうぎがた

赤い扇はかなめのきは

名古屋 は ︵ 略 V ︒ ︵ 略 ﹀ ︑ 商 工

て︑色どった大きな弓矢や扇車がか
ざつてあります︒

十二皿6國 一には︑軍人は禮儀を正

おうじ︻王事﹈︵名︶1 王事
し く す べ し ︒ ︵ 略﹀︒下は上を敬し︑

上は下をあはれみ︑一致協同して王
事に勤むべし︒

八503図

ナカノオホエノ

此ノ頃中大兄皇子ト申スカ

鎌足︵略﹀︑大事ヲ成スニ

シコキ皇子アリキ︒
八505口藺凶

ハ此ノ皇子ライタマキ奉ルヨリ他二

十一44図
し︒

此の附近にも亦櫻過多

十一46図吉野山は口・中・奥の千
おう

欧洲

本の外︑到る塵事樹あらざるなし︒

おうしゅう︻欧州一︹地名︺1

アル目皇子︑寺ノニハニテ 十二741図 ︵略﹀︑印度地方の笠石・

道ナシト思ヒシガ︑︵略V︒

八508國

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
おう
等の港を経て︑敵洲へ輸入せり︒

欧洲人一般

1

慮神天皇

おうじん

おうじんてんのう﹇応神天皇一︹人名︺

孔明ハ沈着ニシテ︑機二

敵の先頭部隊は直ちに砲

臨ミ︑憂二瞳ジテ︑智謀百出セリ︒

十一鯉9図

十二64図

距離六千メートルに近づきて始めて

火を開始せしが︑我は之に廉ぜず︑

たかなが

新田義貞︑尊良親王を奉

につたよしさだ

新町し︑はげしく敵を砲撃せしかば︑

︵略﹀︒

ゑちぜんのくにかながさき

十二317図

ぎかん

そま

じて越前國金崎の城に在りし時︑

道後は︵略︶︒︵略V︑古代

往昔

瓜生保其の弟義鑑等と共に杣山に旗

うりふたもつ

あげして義貞に雁ず︒

十736図

おうせき﹇往昔︼︵名︶2

然るに印度との交通は長
れば︑便利なる航路を開かんことは

日月を要し︑中途の危瞼亦少からざ

十二743図

︵名︶1

御遊ナカバニシテ︑マリヲ おうしゅうじんいっぱん﹇欧州人一般﹈

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑鎌足モ参り
合セタリ︒

八511図

ケ給フハズミニ︑皇子ノクツヌゲタ
リ︒

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ
キテ皇子ニサ・ゲシニ︑︵略V︒

︵略﹀︑鎌足が靴ヲサ︑ゲテ

出デテ︑入鹿ノ肩ヲキリ給フ︒
十期5﹇図

王室

皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺
ナリ︒

おうしつ︻王室︼︵名︶1

生院に入りて信となり︑︵略﹀︒
論じる

此の度は大丈夫と考へて︑
何人
といふこ
とを新聞紙に廣告したが︑︵略﹀︒

にも乗船の望に雁⁝じる︒﹂

﹁何月何日初航海をするから︑

九321

ジル彰n▽あいおうじる

おう・じる﹇応︼︵上一︶1

當時支那は王室衰へ︑諸
侯各其の國によりて互に勢を孚・ひた

十二934図

飛一

肉ース︾

十二65図敵の先頭部隊は直ちに砲

余ーシ︾

おうせん・す﹇応戦﹈︵サ変︶1 和戦す

くる時は直ちに出でて照接すべし︒

十一705図

︵略﹀︑三人より訪問を受

おうせつ・す︻応接︼︵サ変︶1 慮接す

より世に著れ︑往昔天皇の行幸し給
八513図 ︵略V︑皇子モマタヒザマヅ 欧洲人一般の希望なりき︒
おうぎがた﹇扇形︼︵名︶1 扇形
ひしことも数回に及べり︒
おうじょういん︻往生院︼︵名︶1往生
キテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒
八588 くじゃくは時時尾を扇形にひ
イハレ
十㎜2図 其ノ附近ノ地心往昔ノ磐余
八514図 コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ 院
ろげて見せる︒
ジングウ
十︻4510図 熊王今はせん方なく︑其 ノ地ニシテ︑ 神功皇后以後︑ シバ
ミ奉ルコトヲ得テ︑︵略﹀︒
おうぎぐるま﹇扇車﹈︵名︶1 扇車
︿皇居ヲ定二言ヒシトコロ︒
六743 むねの上には紙のぬさを立て 八532図 皇子コラヘカネテ︑ヲドリ の刀にてもとどりを切放ち︑さて往

ふるへば音を獲す ︒

九645図 扇を使へば風起り︑むちを 八512國

り︒

綿綜・織物等の産出すこぶる盛な

業の磯子著しく︑焼物・塗物・扇・

八954図

ダ︒﹂トイヒマス︒

コ︑ニアル扇モウチハモヤハリサウ

ラノ仲間デハツテアルデハナイカ︒

七472囹︵略﹀︑日本紙ハ﹁︵略﹀皆僕

を い き ら れ て ︑ ︵略﹀︒

四824

おちついて見えます︒

十245図囹 ﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑ 十一410図 吉野には古く離宮あり︑
酒淫舎ノ数百七十五アリ︑規模漏斗
四776 扇は風にふかれて︑ぐる
おうじん
な ら
雁神天皇の頃より奈良朝の頃には度
遂二王者ノ師タラン︒
テ大ナリシガ︑遠心往時ノ三ノーニ
ぐるまはってゐます︒
々行幸ありしが︑︵略﹀︒
おうじゅ﹇桜樹︼︵名︶3 櫻樹
四784囹 ﹁あの扇をいおとすも モ足ラズ︒
十一42図陵に至る路のあたり櫻樹 おう・ず︻応︼︵サ変︶3 慮ズ 慮ず
おうじ︻皇子﹈︵名︶9 皇子愚なかの
のはないか︒
飛ージ・iズ・ーゼ︾
多し︒
四818 ︵略V︑こんどは扇が少し おおえのおうじ

り︒
四773
さをのさきの扇をい おうじ︻往時﹈︵名︶1 往時
十949図 ︵略V︑昔ハ境内方四町︑堂おうじゃ︻王者﹈︵名︶1 王者
よといふのでせう︒

・

火を開始せしが︑我は之に慮ぜず︑

十二463図

栽培法の如きも︑奮法に

距離六千メートルに近づきて始めて

往來す

小路の如きは︑塩冶皇師をなして前

こうち

後相接す︒
おうらい・す﹇往来﹈︵サ変︶2
内旨スル・ーセ︾

︵略﹀︑騎駝に乗りて隊商の
さばく

九7010圓團

連日の大雨に候へば︑大

川に近き御地は如何と案じ居り候と

大あらし

て︑死傷も少からざる由承知致し驚

ころ︑︵略﹀︑御地方は非常の出水に

き入り候︒

恐ろしいのは二百十目頃の大

おおあらし﹇大嵐﹈︵名︶1

九688

る︑稻の花は散る︑一年中の農夫の

あらしで︑ 家は倒れる︑ 堤は切れ

大イ

旨い

辛苦が一夜の中にむだになってしま

ふこともある︒

おおい﹇大﹈︵形状︶7

然れども地下には各種の

仲間に加り︑大沙漠を往冷するを業

九449図
とせり︒

十二631図

飛ーイ︾

総べて魚類は暗き虎を喜

元亀ガ︵略﹀︑⁝機械ヲ獲明

シ︑國産ヲ廣メシバ大イナル一戸ト

十445図

爲にも大いなる利盆をあたふ︒

阿るものなるを以て︑森林は漁業の

び︑森林の影さす水中には多く集り

このよい時節に東京へお 十105図

おう

家道縦横に貫通し︑テームス河床の
下をも往蔵せり︒

七173国

らやましい

おうらやまし・い︻御羨﹈︵形︶1

︵略V︑衛生・消防を始

なづまず︑能く學理を互用せば︑一

備皆具れり︒

︽ーシ彰

蒸氣機關は︵略﹀︒︵略﹀︑又

慮用

め︑近世の學術を照用せる百般の設

十二621図

暦其の牧穫を増加することを得ん︒

お美し

瞳職し︑はげしく敵を砲撃せしかば︑
︵略﹀︒

肉ーイ蝉

おうつくし︒い﹇御美一︵形︶1
い

七219園
する

﹁あなたはそのお美しい花おうよう・する﹇応用︼︵サ変︶1

だけでたくさんでございます︒
九311

之を車に瞳用して︑汽車をこしらへ

おうぶん門応分﹈︵名︶1 慮分
つ上にも必要なり︒︵略﹀︑慈善の事

十二929國 身分相當の交際は家を保
たのは︑イギリスのスチブンソンと

箱根山ハ︵略﹀︒東海道ノ

上りはおうらやましい事でございま
す︒

鴨緑江
あふりよく

おうりょつこう﹇鴨緑江畔︹地名︺2
あふりよく

十二57図鴨緑江

然ルニ明治維新ノ由仁大名 鴨緑江

ノ往來全ク絶工︑鐵道開二野ハ旅客

ロ
製煉場ニハ殊二大イナル櫨

十6210図

イフベシ︒

の江口に近き安東縣に達して︑韓國

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ経回ノ上ニ

十︸646 同ジ材料デモ︑︵略﹀︑料理

きつけたり︒

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

庭にしのび入り︑大いなる櫻の木の

高徳︵略﹀︑行在所の御

の縦貫画道に連結す︒
おうりょつこうふきん﹇鴨緑江付近﹈

旅人ノ往軍医ナリシ箱根騨

安東縣は鴨緑玉附近の森

鴨緑藻附近

十二585図

其の南部は車馬の往來 ︵名︶1

林より伐出す木材の集散地なれば︑
︵略﹀︒

市の中央最も繁華なる虚 おえら・い﹇御偉︼︵形︶一 オエライ
貞ーク彰

大雨

招く︒

にても少しの不注意は大いなる禍を

アナタハノチニハ︑キ モ大イナル得失ガアル︒
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ
十二908︹図 病氣のみに限らず︑何事
おおあめ︻大雨︼︵名︶1

クオナリニナリマス︒﹂

四614囹

十一158図

アリテ︑二三ヨリ銅ヲフキ分クルナ
リ︒

安四線は奉天より鴨緑江

田圃汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今ハ此

十二604図

候︒

豊原あり︑︵略V︑平年鐵道も出來居

とよはら

自在にして︑こ﹂に樺太廉の所在地

十︸973國團

モ︑︵略V︒

九4010図

ノ山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

十二581図

九394図

雪気甚ダ盛ナリキ︒

通路ニアタレルヲ以テ︑昔ハ人馬ノ

九389國

往來

いふ人である︒

は

おうらい﹇往来︼︵名︶6

業にも雁分の資を 投 ず べ く ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

あふみ
おうみ﹇近江﹈︹地名︺2 近江
あふみ
び

九65図 尊これより引返して近江の

賊 を 討 ち 給 ひ し が ︑︵略﹀︒
あふみ

十22國 日本一の湖水は近江の琵琶
湖にして︑周回六十里︒

近江一國

おうみいつこく﹇近江一国﹈︵名︶1

十24図 近江一三の川流はほとんど
全 く 此 の 湖 水 に 入 り︑︵略﹀︒
あふみ

近江八景
あふみ
八目5 第十七 近江八景
あふみ
八592 第十七 近江八景
おうよう・す﹇応用︼︵サ変︶3
余ーセ︾

頗る困難なり︒

は道幅狭く︑車馬街上に満ちて往來

明諸國︻に起れり ︒ 空 中 の 交 通 開 始 せ

十二633國

近年は空中飛行器の獲

られ︑又其の軍事上に懸用せらるΣ

肚麗なる馬車・自動車の

も決して座上の空談にあらざらんと
す︒

多きは巴里を第一とし︑市中到る虚
ひろ
其の往診織るが如く︑殊に公園・廣

十一295図

慮用す

おうみはつけい門近江八景︼︹課名︺2

おうつくしい一おおい
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169
おおいに
おおい

マス︒

カセル人が多ケレバ多イ論叢ニナリ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

十二m9図 ︵略︾︑小さき信義を立て
フトコロ手バカリシテヰル人
フトコ野手バカリシテヰル人

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒

七27一

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒

七27一

ふ み まよ

多イ

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る
べからずと諭し給 ふ ︒
おほい

肉ーイ・ーク・ーケレ蝉

おお・い﹇多︼︵形︶ 3 2
多い

す︒

八142

其の上道もよくなり︑橋も多
ダエン

葉ノ形ニハ卵形ト楕圓形が最

それ故近年は木版が段々すた

な

キ

ヌ

テ鬼怒川︒小貝川ヲ合セ︑盆≧其ノ

大イサヲ増ス︒

よしを

大石良雄

テ︑︵略︶︒

杏

てふ

大分

オホイタ

オホイタ

花錘ヲ最モ多ク産スルハ岡

アラビヤに良馬の多く産す おおいちょう﹇大銀杏一︵名︶1

十二2410招魂
上るや石のきざえし
いてふ
の︑左に高き大銀杏︑問はばや︑遠

き世々の跡︒

六812図

九331

正行大イニカンジテ︑コレ

之を聞いて︑

是までフルト

日モワスル︑コトナカリキ︒

ヨリ後脳父ト母トノ教ヲ守りテ︑一

七48國

テ︑エントツノ黒月空ヲオホヘリ︒

今ハ工業モ大イニヒラケ

おおいに﹇大︼︵副︶ 18 大イニ 大い

寒イ時ハ︵略V︑獣肉其ノ

い
大銀

山・廣島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ

十424図

おおいた﹇大分﹈︹地名︺1

如し︒

事として全く復仇の事を忘れたるが

良雄は初め京都に在り︒日々遊樂を

よしを

十二864図

四十七士の統領たる大石

おおいしよしお﹇大石良雄︼︹人名︺1

︵略︸︑難卵や難肉の養分の多

︿農家に飼はれるのは難で︑︵略﹀︒

十8710

︵略︸︑全心ノ人が同ジ仕事

いことは知らぬ人はない︒
十一101

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物
ノ出來バエが良クテ︑製造高モハル
カニ多イ︒
曲随ツテ良イロ画意が出來テ︑

分業法二依ラズ︑一人デ種

製造高モ多クナル︒

十一109

ガ︑︵略V︒

ける者は一人もない︒

でんりゅう

おおいがわ︻大井川︼︹地名︺2
川

︵略﹀︑富士川・大井川・天龍

皆其の成功を喜んだといふことであ

ンを笑った人々も大いに感心して︑

利根川ノ本流ハ東南二流レ

トイフニ︑︵略﹀︒

ト約シテ後ル・ハ禮二非ズ︒︵略﹀︒﹂

良ヲ待テリ︒大イニ怒リテ︑﹁長者

十236図 ︵略﹀︑老人スデ甲高リテ︑

る︒

ら︑人の肩車に乗ったり渡船に乗つ
﹁箱根八里は馬でも越すが︑
どもあった︒

九164図

おおいさ︻大﹈︵名︶1

大イサ

越すに越されぬ大井川︒﹂といふ歌な

九367圃

たりして渡ったのであった︒

川なども︑其の頃は橋が無かったか

九362

大井

に︑時代後れの下手な音曲に耳を傾

十二819

見る物の多い今日の祭日 に

他アプラ氣ノ多イ食物が適當デアル

十一656

るばかりではない︒

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十一499

ムダニ時間ヲ費スコトガ多イ︒

々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑︵略﹀︑

町ハ段々入通りガ多クナツ 十一113

海を恐れる人の多いのは残念な事で

四447囹 ﹁人の死んだ時などの 七878囹 日本は海國でありながら︑
おめでたくない時には︑なまぐ

さものをもちひないことがお
ほいのです︒

た︒

十835

豚肉はあぶらに富んでみて︑

サゆうきう

内地では昔から鯨り多くは飼
つて居った︒
し

隣國の支那人は最も多く豚肉
鳥類の中で家畜として最も多

を食ふ國民である︒

十869

はなかったが︑琉球ではたくさん飼

十867

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十866

る獣である︒

犬と猫は最も多く家に飼はれ

れて︑活版を用ひることが多くなつ

十224

針ノ様二細長イノモアル︒

モ多イガ︑銭ノ標二圓イノモアリ︑

十57

くかけられた︒

九384

激へきれない程多い︒

の工業まで︑火の力を要することは

四531囹 ﹁オマヘノナカマトオ
テ︑車モ通り︑馬モ通ル︒
レノナカマト︑ ドツチが多イ
八442 毎日の食物のにたきから種々
カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

四541園﹁ナルホド︑オマヘノナ
カマハズヰブン多イ︒
五508 西瓜ノ種四大テイ黒イガ︑ソ
ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

六14 海岸には切立てたやうな岩山
もあるが︑平たい砂原になってみる
所が多い︒

六23 日本には山が多い︒
日本の國には︵略﹀︒一年中

六34 日本には川が多い︒
六45
にからりとはれた日が多い︒

六144 ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑
空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二黒イ︒

六398團 三十三間堂のほとけのかず
の多いのにはおどろいた︒

七268 家デモ國デモ手ヲヨクハタラ
カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ
マス︒

七269 家デモ國デモ手ヲヨクハタラ 十879

おおう一おおきい
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十247図 受ケテ見レバ︑世ニモ得難．
いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに
西洋諸國の耕地が其の総

センが爲ナリ︒

中央以下は霧と散り︑

雨と飛びで︑水姻深谷をおほひ︑其

十一762図

の瀧つぼの深さは幾十尺なるを知ら

至れりとそ︒

ず︒

十二462□a凶

面積の二割より六割に及べるに比す

キ兵書ナリ︒良大イニ喜ビテ︑朝夕

れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑

之ヲ護ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

オニバス

おおかじ﹇大火事﹈︵名︶3

四日目の正午頃︑大風吹起

﹁おおかぜ﹇大風︼︵名︶2 大風

然るに此の大風の爲に︑今

りて︑砂煙は天をおほへり︒

九462國

九469図

黄に紅に林をかざってみた木

の葉も︑大方は散果てて︑︵略﹀︒

大勝

熊吉の落馬したのにかまは

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

九861囹

勝であったのに︑︵略﹀︒

う

し

や

おほかみ

おほかみ
おおかみ︻狼一︵名︶1 狼

二247

大神

とこしへに民安かれとい

大川

大川

利根川ハ日本東部ノ大川ニ

おおかわ﹇大川一︵名︶2

東太郎ノ名アリ︒

シテ︑全長凡ソ七十三里︑古ヨリ坂

九146図

大川

おおかわ︻大川︼︹人名︺1

神︒

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

八72鋸商

おおかみ﹇大神一︵名︶1

て︑中部猫逸にまで遜りしことあり︒

どいつ

くく雪中に謬る︑塩蒸の後を追ひ

宮人の 十二658図︵略V︑露西亜の狼は行

大火事

一服のすひがらがこんな大火
事になった︒

八449

大方

までの酪駝の足跡消えたれば︑︵略﹀︒

︵略﹀︑敵艦連々火災を起 おおかた﹇大方﹈︵名︶1

1

山野

十278

︵略﹀︒

おおえやま﹃大江山︼︹地名︺

みすのうちより

大江

又森林は全寮の

し︑火煙海をおほひて敵を包めり︒

吉野

十二483ロロ凶魍

き そ
拠ほはぬ庭なく︑殊に名高き木曾・

おおがち﹇大勝﹈︵名︶1

十二610図

十322図 日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ
僧ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ
大いに荒地を開き︑美田を増すの必

ノ國家二封スル義務ナリ︒

圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ商人

︵略﹀︑海外貿易ノ獲展ヲ

要あり︒

新式ノ機械ヲ用ヒ

十二535図

喜ビ︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨリ取寄セ
︷略 V ︑

テ ︑ 之 ヲ 試 植 セ シニ︑︵略﹀︒

十617図

シ以來︑大イニ入力ヲ省クコトヲ得
テ ︑ 産 出 高 モ 著 シク増加シ︑︵略﹀︒

﹁︵略﹀︑人面獣心とは汝の事なるべ

十二868図喜劔大いに罵って曰く︑ おおえ﹇▽なかのおおえのおうじ
山

︵略﹀︑此の際其の道の専

し︒獣ならば︑かくして食へ︒﹂と︑

十928國圏

門家の講話を承るは︑大いに参考に

九924図團

いく野の道
遠ければ︑ふみ見ずといひし
言の葉は︑︵略﹀︒

の

袖引止めて︑大江山

足の指に魚肉数片をはさみて良雄の
面前に出す︒

相成るべしと存候 ︒

十一977囲国 又豊原より眞岡に至る

職を退きし

蓮

バス

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径

オニ
おおおにばす﹁大鬼蓮﹈︵名︶1 大鬼

孔子事へて吏となりし

治績大いに遣り︑

十二9310図

き︒

十53

ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア

十二鵬4図

ルカラ︑其ノ上二三四歳位ノ子供ヲ
おほふ

大いに力を是等の事業に壼すべきな
オホフ

余ーハ・ーヒ・ーフ・1へ彰

おお・う﹇覆︼︵四︶7
たほふ

今ハ工業モ大イニヒラケ

連日の大雨に候へば︑大

川に近き御地は如何と案じ居り候と

﹁こちらでは近年にない大 九7010國團

大木

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

大木

おおき・い﹇大﹈︵形︶23 大キイ 大き

二247

煙草の吸ひがらより大火おおき門大木︼︹人名︺1

ころ︑︵略﹀︒

とまあらず︒

事を引起せしこと其の例敷ふるにい

十二8910図

を打つたのだらう︒

四日目の正午頃︑大風吹起 八457園

テ︑エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

六812﹇図

九462図

骨ハ筋肉二包マレ︑皮膚更

りて︑砂煙は天をおほへり︒

十758図

胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ

二其ノ上ヲオホフ︒

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

十779図

坐ラセルコトモ出來ルサウデアル︒

り︒

︵略V︑地方人何たる者は

後も弟子の道を問ふもの盆λ多かり

に︑

間も近時道路新に開け︑交通大いに
便利に相成候︒

十二226 然るに炭酸瓦斯が絶えず供
給されるのは︑他にも種々の原因も
あるが︑動物の呼吸作用も與って大
いに力があるのである︒

十二281図 鳥居勝商といふ者あり︑

進み出でて其の使たらんことを請
ひ︑約していふやう︑﹁︵略V︒三日

を過ぎなば︑又山上に登りて援軍の
消息を示さん︒﹂と︒信昌大いに喜
ぶ︒

せんや︒﹂と答ふ︒秀忠大いに感じ

十二383図 何ぞ私事を以て公事を害
て其の言に随ひ︑嘉明を學げて會津
に封ぜり︒

十二384國 嘉明後此の事を聞きて大

171
おおきな
おおきさ

い

︽ーイ・ーク彰

二62囹 ﹁オハナサンバーバン
小サイカラ︑一バン大キイノヲ
ヲバサンバ 一バン大キ

アゲマセウ︒

二64囹

と︑枝のま﹂やる︒

りしかない︒

けれども一月号かりの内に

ベン

櫻ノ花ニハ五ツノ癬ガアツ．

は︑皆さんの小指程の大きさになり︑

あるものは頭大きくまるく 七298

して︑し︑の如く︑あるものは顔長

七606図
︵略﹀︒

な

ら

全國無数の佛訪中奈良の大

東大寺ハ︵略﹀︑タマ雪目

すでに之を知れり︒

佛の大きさの日本一なることは諸子

十47図

テ︑辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

もとからある分にくらべる 九71

くとがりて︑狐の如し︒

七671團
と︑實も大きく︑味もよほどよろし

我が國ノ造船所デ︑最モ規

フルトンの始めて造りし

﹁アチラノ大キナ川へ

大

其の噴火口の大きさは日
第一と遇せらる︒

きな

二464

ゥ︒﹂

大キナコエヲタテ

ワタクシヲヒノナカヘ

ダルマサンノ目零大

︵略﹀︑アノオヤネニハウ

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ

二425囹

テ︑トビダシマス︒

イレルト︑

二215

ノモアリ︑︵略V︒

マス︒大キナノモアリ︑小サナ

ニー65︵略V木ノハガトンデキ

ナガレコムノデス︒﹂

ニー37囹

大キナ

本第一たるのみならず︑亦實に世界

十二405図

さなりしならん︒

汽船は︑今の小さき川蒸氣程の動き

十一279図

︵略﹀︒

佛ノ大キサノ驚クベキノミナラズ︑

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ 十969図

鯨バカラダガハナハダ大キ

イカラ︑ 一バン小サイノヲト

七742

イ︒

七741

うございます︒

﹁モウコンナニ大キク

リマス︒

二407圏
ナリマシタ︒﹂

二413囹 ﹁マダ小サイカラ︑モウ
一番大キイガ︑︵略﹀︒

︵略V︑他の鳥をとらへて食ふ

十ニー53

又私設デハ三菱・川崎等ノ

おおきな﹇大︼︵連体︶52

駝鳥は鳥類の中で一番大きく
︵略﹀︑からだの割合に目の最

十ニー55

シヤウ
模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑︵略V︒
ミツビシ

どである︒

も大きいのはふくろふ・みみつくな

八581

て︑卵も子供の頭注ある︒

八562

かへる鳥は︑総べてつばさが大きい︒

鳥や︑︵略︶︑氣候によってすむ所を

八552

出かける人もありませう︒

つてから外國へ七赤その他の用事で

ダルマサンノ目ハ大 七885園 皆さんの中にも︑大きくな

スコシ大キクシマセウ︒﹂

二424圏

ソノマツノ記憶ズンズ

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ
ゥ︒﹂

二553
ン大キクナツテ︑︵略V︒

三617 ︵略﹀めづらしい貝ばかり

です︒こんなに大きいのも︑こ
んなに小さいのもあります︒
四223園 大キイネエサンバセイ
ガ高イカラ︑高高ユビデス︒
五167 目ハ大キクテ︑ロノ右左ニハ
太イヒゲガアリマス︒

五182鯉ノヤウニゲンキガヨク︑大
キクナツテカラハ︑︵略V︑ズンズン

大き

我が國デ一番大キイノハ佐

造船所が最モ大キイ︒

五識ー61

大キサ

世保海軍工廠ノ船渠デ︑︵略﹀︒

さ

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

七296

卵からかへったばかりの鷲は

おおきさ﹇大︼︵名︶7

西洋西瓜には︵略V︑なる

シユツセヲセヨトイフ心デ祝フノデ
セウ︒

七179團

べく大きくてうまい實のなるやうな
のをお願ひ申します︒

こまかく切ってやるが︑大きくなる

七306 小さい時分はやはらかな葉を

メバチノ大キナモンガツイテ

ヰマス︒

二556ソノマツノ木ハ︵略﹀︑

大きなうまがはしってき

大キナ太イ木幡ナリマシ

天マデトドクカトオモフヤウ

ナ︑

タ︒

三101

ました︒︹ひらがなのドリル︺

三474
かへるはをかにみると
きには︑大きな目をして︑手

をついてすわってゐます︒

︷略V︑ウラシマガウミベ

デツリヲシテヰルト︑夫キナ

三665

そのすぢむかひに大きな

カメが出テキテ︑︵略﹀︒

ごふくやがあります︒

四24

このへんは町中で一ば

んにぎやかなところで︑大きな

四28

牛ほどもある大きなゐ

店がたくさんあります︒

のししで︑︵略﹀︒

四164

﹁コノアヒダ大キナフカ

ガ來タ時二︑君ラハズヰブ

四386園

ンアワテマシタネ︒

ソノウチニ海ノ水ヲ

カキマハスヤウナ大キナオト

四398

ガシマシタ︒

四524 島ノ上二居タ白ウサギ
ガ︑ムカフノ大キナヲカへ行

ツテ見タイト思ツテ︑︵略V︒

あんな小さなからだで︑

あんな大きなこゑの出るのが

四657

おおく

おおきみ
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日本一ノ大キナホトケサマ

ふしぎです︒
五141
ハ︑ナラノォ寺ニアリマス︒

ツテ三二イデヰルノハ︑マコトニミ

五156 大キナコヒガタクサンアツマ
ゴトナモノデス︒

ん大きなさらを持って來ました︒

五204 おはなは戸だなの中から一ぼ
五348 立物ハ大キナノモ︑小サナノ
モアリ︑︵略﹀︒

五673 大キナ字ヲ書イタ大キナノボ
リガ立テテアル︒

五673 大キナ字ヲ書イタ大キナノボ
リガ立テテアル︒

六241

︵略﹀︑かめに大きな穴があい

ソノ寄託や針ノヤウナ小サ

て︑水が流れ出ましたから︑︵略﹀︒

六275圏
イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ
熊が人ニムカツテ來ル時ニ

ウナ大キナ物マデ︑︵略﹀︒

六646

大きなきかいの動くのも︑汽

の人員は二百人もあります︒

八442

車や汽船の走るのも︑門火の力の利
用によるのである︒

くじゃくは︵略﹀︒大きなも

のになると︑若し家の中でひろげさ

八588

んで︑︵略﹀︒

て︑拝殿の後の大きな立石の前に並

パセヲ

物置の後には︑大きなだい

乃木大寒はおごそかユ︑

御めぐみ深き大君の

大みことのり

てうせん

北は樺太・千島より︑

からふと

傳ふれば︑かれかしこみて謝しまつ

る︒

はうこ

十一聡1図圃

南墓濁・溝湖島︑朝鮮八道おしなべ
を
て︑我が大君の食す國と︑朝日の御

又多クノホリアリテ︑川ト

保己一ハ︵略﹀︑後ニハ名

︵略﹀多クノデシ保己一ニ

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ

廣イ海ニハ︑コノ通りニ多ク

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

九662図

若し空氣なからんには︑人

・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑︵略V︒

ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

九569図是等ハ多クハ他ノ動物ノ恐

る︒

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ

九247図騎兵は進退敏活にして︑多

テヰル︒

ルト︑カウイフエ合ニソレぐ憂ツ

九83

ノ動物や植物ガアル︒

七776

ハジメ多クノ官省アリ︒

七586図

ツキテ學ビシカバ︑︵略﹀︒

七235図

パセリ︒

高キ端者トナリ︑多クノ書物ヲアラ

七232図

川トヲツナゲリ︒

六815図

おおく﹇多﹈︵名︶17 多ク 多く

邊にこそ死なめ︑顧みはせじ︒

ハ︑後足デ立上ツテ︑大キナ手ノヒ
せたら︑座敷一ぽいになって︑天井
旗
ひ
る
が
へ
屯
同
胞すべて六千萬︒
ラデツカミカ︑ツテ︑︵略﹀︒
へ
っ
か
へ
る
程
で
あ
る
︒
十
二
刀β2図圃
実行かば水つくかば
六743 むねの上には紙のぬさを立て 九839
︵略﹀︑五人の騎手は打連れ
ね︑山行かば草蒸すかばね︑大君の
て︑色どった大きな弓矢や扇車がか

ハス

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ

ざつてあります︒

大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ 十52

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様

六775
ル︒

印刷する紙は乏い大きな紙

二廣クテ大キナノモアル︒

十294

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒

大キナキカイデ︑ドンナ重イ 十208

私はこんな大きななりをし

くの木があって︑︵略﹀︒
︵略﹀︑黄色い大きな實が枝も
たわむ程なってみる︒

十295

鯨は獣類中暑も大きなもの

此ノ様二分業ハ大キナ利盒
ノアルモノデアルガ︑︵略﹀︒

十︸119

及ぶものも珍しくはない︒

で︑長さは十五間︑即ち九十尺にも

あなたほどの大きな花ぶさ 十675
大きな翼がたくさんで桑の葉

一昨年つぎ木をしたわか木

︵略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

ルト︑設計圖バカリデ数百枚モアル

半解ー21

に︑もうこんなに大きなのがなった

トイフ︒

母はこんな美しい大きな桃 十ニー47 ︵略V︑大キナ船デハ船底モ
爾⁝側モニ重張ニスル︒

十391逗留

明治町といふのは︑長さが おおきみ﹇大君一︵名︶3 大君
六十間程もある大きな汽船で︑乗組

七817園

は︑はじめて見たと申して︑︵略V︒

七687團

のでございます︒

七666團

㌧るやうな音がする︒

を食ふ時には︑木の葉に雨が降りか

七311

は見たことがございません︒

七221園

つて︑私の豆はたべられません︒

てるますが︑畠の藤豆さんとはちが

七216囹

テヰル︒

荷物デモラクくト上ゲオロシヲシ

五683 大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石 六793
ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ
鳥 居 ヲ ク マ ル ト ︑︵略V︒

五688 オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ
テヰル︒

五733 タクマシイ大キナカリ犬が四
五匹デオツカケテ來マス︒

六15 一面に小松のはえた小松原も
あり︑又大きな松がならんだ長い松
原もある︒

はからうとしたが ︑ ︵ 略 V ︒

六204 昔ある國で大きな象の目方を
六226 ある家のにはに大きな水がめ
があって︑雨水が一ぽいたまってゐ
ました︒

石を持って託て︑力まかせに投げつ

六236 その時一人の子どもは大きな
けました︒
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おおし
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も鳥獣も草木も多くの生物は其の生
やがて五人の騎手は多くの

を保つこと能はざるべし︒

九828
人々に附きそはれ︑静々馬を歩ませ
て︑鳥居の下へ集 っ て 來 た ︒

︵略﹀︑垣の上には多くの頭

虚二集ツテ︑董ノ周園ヲ取雀イテヰ

十84 又車ユリナドハ多クノ葉が一
ル︒

十821図

六目12

第二十四

大阪

大阪
大阪

六七十尺の大鯨も今は全く息おおさか﹇大阪一︹単名︺2 大阪

第二十四

リ︒秀吉コ︑二城ヲキヅキシヨリ︑

ヒデヨシ

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナ

ニントク

六804図大阪ハ昔ハ難波トイヒテ︑

おおさか﹇大阪一︹地名︺7
ナニハ

昔は大量一頭を捕へると︑人 六803

絶えて︑水面に横たはる︒

十664
十678
口歎百人の一村︑一箇月の生活費を
支へ得ると言ったものである︒

大口

激雷といふのは品物をたく

次第二商業ノ盛ナル大都會トナレ

七142園

おおぐち︻大口﹈︵名︶1

リ︒

師團司令部のある所は東京

よど

︵略﹀︑湖水より出つる瀬田
ち

道後に次ぎて早く世に知ら

ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ルニ用フ

六681図譜ハデンシン柱二用ヒ︑又

堀ト橋トノ多キヲモツテ名

ルコト多シ︒

六816図

高シ︒

ば︑紋の数々かぎりなし︒

七458図圃 ︵略﹀︑家の氏の名多けれ

コ・ニハ櫻ノ木多シ︒

七549図 上野公園ニハ︵略︸︒︵略﹀︒

木多力ラザレド︑種々ノ草花ウルハ

七581図コノ公園陣雲シクシテ︑古

七597図

このあたり御山木細工・貝

犬の種類はすこぶる多し︒

シク咲キミダレタリ︒

八45図

︵略﹀︑ききやう・かるか

細工などを摩る店多し︒

八373図圃

花の宴︒

申にも君の千代八千代祝ふや菊の

や・をみなへし︑秋の花草多けれど︑

大阪に近ければ︑浴客多く集り︑す

ソガノイルカ

エミシ

︵略V︑蘇我入二型ヲホシイ

此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨ

イギリスは︵略︶︑ 商業・

似タル所甚ダ多シ︒

リ︑尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相

八753図

ルマヒ多力リキ︒

マ・ニシテ︑父蝦夷ト興野不忠ノフ

八499図

飛一

︵略﹀︑大阪ヨリ奈良二至ル

おお・し﹇多一︵形︶95多シ多し

十一18図大阪

ニハ關西線ニヨルベシ︒

十9310図

こぶる借下せり︒

れたるは有馬の温泉にして︑京都・

十739図

て︑大阪に至りて海に注ぐ︒

川は下流宇治川となり︑淀川となり

う

十26図

上重要なる地なり︒

・大阪・名古屋・廣島・熊本等軍事

九273図

大阪

さん持ってるて︑小忌店へ大口に費

ソノノチオホクニヌシノミ

九25図

渡すことで︑︵略V︒

︹人

白ウサギハ︵略﹀︑ナホナホ

オホクニヌシノミコト

おおくにぬしのみこと︻大国主神︼

四617

︵略﹀︒

コトノ所ヘオレイニ行ツテ︑

四608ヨロコンデオホクニヌシノミ

マガオ出デニナリマシタ︒

ホク一﹇ヌシノミコトトイフ神サ

クルシンデヰマシタ︒ソコヘオ

四583

十︻894図 蟻は其の種類によりて種 名︺3

骨︑風雨にさらされて残れり︒
々の集を造れども︑多くは地下に穴
らう
をうがちて︑部屋・廊下を造り︑其
の内面を壁の如く に 固 む ︒

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一937図 か＼る時は靴屋は更に多
出すべく︑︵略V︒

白いのを用ひる︒

十一鵬6 上衣と股引は冬でも多くは

コトハ白ウサギノイツタトホ
リ︑

十二423図 阿蘇山は此の如く複雑な
る一大火山にして︑山中に多くの噴

リマシタ︒

エライオ方ニオナリニナ

火口及び温泉あり ︒

会ーイ単

見事な桃をたくさんおおく カラ・ーカリ・ーカル・ーキ・ーク・ーク

工業いつれも盛に︑海軍強く︑商船

首府ロンドンは世界の都市

八774図

多し︒

レ・ーシ︾

八776図

り下さいまして︑有りがたう存じま

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

六548図砂糖ハ種々ノモノヨリトレ
シ︒

す︒

七683圏

おおくり下さる

おおくりくださ・る︻御隠下﹈︵五︶1
︵略V︑入家も多くは六七

層にして︑町幅も亦之に適へり︒

十二6010図

おおく︻多︼︵副︶2 多ク 多く
綿織物ニテツクル ︒

六344図 ワレラノ着物ハ多クコノ木

︵略﹀︑少しも疑ふ心なき

六674図材木ニハ松・杉・ヒノキ・

てば︑北半球は南半球よりも陸地多

八812図

十﹇453図

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

栗・ケヤキナドアリ︒モツトモ多ク

く野外にありて︑清潔なる空花を呼

十二471図農業に從事するものは多 おおごえ︻大声﹈︵名︶1 大聲

かくべきやうもなし︒思はず大畠を

用フルモノハ松ト杉トニシテ︑︵略﹀︒

地球を南北の爾半球に分

吸し︑筋肉を螢するが故に︑身農常

あげて泣號びぬ︒

申にて︑人口最も多きところなり︒

に健全なり︒

おおくじら︻大望︼︵名︶2 山鯨

おおし
おおし
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し︒

八933図

東海道の旅行中︑最も多

く衆人の目をひくものは︑富士山と
．し︒

名古屋城の金のしゃちほことなるべ
九57図園 ﹁此のあたりには鹿多し︒
かりし給へ︒﹂

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

九589図

きたなき水を飲みで︑恐ろ
然れども運動多きに過ぐれ

しき病にか﹂る者多し︒

九601國
ば︑却って病を起すことあり︒

人多き都會に住む者は︑

夏の盛りの頃︑

秋

鷺沼に引取りて保護を致

折々野外に出でて︑新しき空氣をす

九609図
ひ︑︵略﹀︒

り候︒

九968図

し︒

絡べて魚類は暗き威を喜

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

十102図

森林なければ︑土砂附近の

の紅葉の折には來り遊ぶもの最も多

︷略︶︑

し居り候者も百二三十名の多きに上

九187國 大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ 九756獣畜
九247図 歩兵は戦孚の主力にして︑
其の予言も多し︒

九288図 境内ニハ櫻最モ多ク︑春ノ
盛 り ニ ハ 花 ノ 雲 タナビキテ︑︵略﹀︒

九292図 木石ノ配合オモムキ多シ︒
九294図 ︵略V︑内外古今ノ武器其ノ
他軍事二二スル物ヲ多ク集メタリ︒
と多し︒

一條天皇の頃には才學すぐ

でう

あれども︑草木・花鳥・贔黒潮の形

十一17図

六田の渡を渡りて上り行

︵略V︑一群の数は次第

此の附近にも亦櫻樹多

陵に至る路のあたり櫻樹

く坂路の左右すでに櫻多し︒

は︑︵略﹀︒

ど

つ

たかはま

をのみち

うじな

瀬戸内海の沿岸には高

に増加す︒其の即言りに多くなる時

十一77図

し︒

十﹇45図

多し︒

かくの如き模様の工夫は無 十一42図

を憂じて作れるもの多し︒

十476図
限に多し︒

︿略﹀︑我等の衣食住には

模様・色どりをほどこしたるもの多

十499図

し︒

産出高スコブル多ク︑︵略﹀︒

十611図此ノ銅山漸増見ノ警急ヨリ

た

十一203図

松・多度津・高濱・尾道・宇品等の

十616図然レドモ其ノ頃ハ︵略﹀︑
産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スルコト

交通・運輸の便を與ふる

港多く︑︷略﹀︒

都會の地には電車・自動

十︸316図水雷艇ニハ︵略﹀鳥ノ名

テイ

に速力を競ふ世とはなれり︒

二等も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一262図

多く︑其の形状も様々なり︒

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

十一248図

多カリシナリ︒

我が國は火山國にして︑
︵略V︒温泉の多きこと實に世界第一

十731図
なり︒

︵略﹀︑京都・大阪に近けれ

箱根は温泉場の数も多く︑

ば︑浴客多く集り︑すこぶる繁榮せ

十739図

り︒

十741図

ヲ用ピタリ︒︵略V︒又第七號艇トノ

巡洋艦ハ軍艦中最モ任務

廣罪なる旅館も少からざれども︑

其ノ他古陵墓甚ダ多シ︒

事限りなし︒

親子・夫婦・兄弟・姉妹

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

帝室ノ御有ニシテ︑多ク古 十﹁691図我等の周園には讃むべき

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

ヨク和合スレバ︑︵略V︑家運自ラ開

十一519國

座候︒

て︑附近に名所・塩鱒の多き所に御

十一398圏團 吉室南は南部の大都會に

ノ多キモノニシテ︑︵略V︒

十一325図

ミイフモノモ多シ︒

あいぬの風俗は︵略﹀︒其

︵略V︒

︵略V︑不作ノ年餓死スル人 十806図

れたる宮女多かりしが︑︿略﹀︒
ウエジニ

十152図

送るものなるを以て︑︵略V︒

び︑森林の影さす水中には多く集り

九298國 盒次郎ハ維新ノ際軍事二功 十104図
勢多力リシ人ナリ ︒

九392図 ︵略V︑諸大名其ノ他旅客ノ
宿泊スルモノ多ク︑湖水ノポトリニ
ハニギヤカナル市街アリキ︒

十317図

の衣服・食物・家屋の有様に至りて

旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨

も異なる所多し︒

九4ーエ國

ノ多キヲアハレミ︑之ヲ救ハントス

あいぬの数︑古は甚だ多か

ル義心ヨリ起レリ︒

十828図

モ︑浴客ノ多ク集レル今ノ箱根七湯

︵略﹀︑是等ノ島門出作物ノ

モ︑︵略﹀︒

十333図

りしが︑近年次第に減少して︑今は

九502図魑 路行く人のかぶりもの︑

出來ザル荒地多ケレバ︑罪人ドモハ

十皿3図

代ノ費器ヲ藏ス︒

十972図

ノ敷二千二近シ︒

大小ノ燈籠左右二多ク︑其

ロウ

中折・鳥打・山高や︑シルクハット

模様には全く無意味なるも

十959図

僅かに三二人に足らず︒
キ︒

オホイタ

︵略V︑餓死スルモノ年々少カラザリ
づきんにおこそ・大黒と

十424図

十473図

テ︑︵略V︒

山・廣島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ

花莚ヲ最モ多ク産スルハ岡

と類多し︒
九529価基節國

．其の名其の類亦多し︒

九582國 口にうましとて多く食ふこ
となかれ︒

九582國 多く飲むことなかれ︒

175
オーストリや
おおし

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

十一691國我等の周園には忌むべき
事限りなし︒

十﹇757図 我が國には数多の爆布あ

︵略 ﹀ ︑ 鵜 は 盛 に 活 動 し ︑

り︑古來多く詩歌に入り︑書圖に上
る︒

十一812図

一種の草の實を食用とす

ひたすら其の獲物の多からんことを
競ふ︒

十一901図

るを以て︑常に此の草の多く生ずる
所を選びて住み︑︵略﹀︒

も少きときは物の償は高くなり︑多

去れり︒

十二3910図

富士山の古歌には煙の立

つことを歌へるもの多く︑時時破裂
せしことも亦歴史に見えたり︒

我が大日本帝國の

︵略﹀︒温熱二帯にま姦がりて︑天産

十二4710図圏
多きうまし國︒

費ス金額ハ︑一箇年實二十二億圓ノ

十二529図米國商人ガ︵略﹀廣告二

我が國田島國ニシテ︑海

多キニ達ストイフ︒

十二539図
外交通ノ便最モ多ク︑︵略﹀︒

其の附近我が夢人の在留

十二598図倫敦は人口四百八十三︑

するもの多し︒

十一9110図 しかして供給の需要より 十二557図
きときは安くなるなり︒

下に冠たるも︑自ら省みてやましき
所ある者は︑苦多く︑樂少し︒
引込思案の人は︵略﹀︑優

柔不断其の事業に取掛らざる中に︑

十一一732図

大

︵略﹀︑﹁ソレナラ海ノ水

︽1へ彰

おおし・える﹇御教︼︵下一︶一 オヲシ

ヘル

通ふ白ほの美し

わけて名におふ松島の

大島

ニナリマシタ︒

ヲアビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

四577

トオヲシヘ

角ーセ彰

神代の昔皇祖天照大神︑

あまてらすおほみかみ

おお・す﹇仰﹈︵下二︶4 おほす 仰す

や︒

島・小島その中を

六54圃

出入口に︑はき物の置齪 おおしま﹇大島﹈︵名︶1

良好なる時機を失ふこと多し︒
十一一887図

れたる家には︑盗人のうか買ふこと

出入口の混雑せる程なれ

多しといへり︒

十二888図

ば︑一事が萬事︑総べて家内に不整
頓・不始末の事多きが故なるべし︒

︵略V︒

十型ー16図

とおほせられ

かしこくも天皇陛下は自ら

ある雪の朝︑皇后は美しき

ブ︒﹂と仰せられたり︒

填太利

ん

填

依り祖宗ノ神霊二封フルヲ得ルヲ澤

る勅語の中に︑ ﹁朕ハ汝等ノ忠烈ニ
ヨロコ

︵略V︑陛下の下し給へ

の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑

かうろほう
御庭の雪景色を御覧じて︑ ﹁香櫨峯

十1610図

すべ給ふ︒

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

九244図

たり︒

を見るが如くせよ︒﹂

せし時︑︵略﹀︑﹁この鏡を見ること我

丁々杵尊をこの國に降したまはんと

にエぎのみこと

十二913図男子は外に出でて不在勝 八25図
のものなれば︑幼見は母の感化を受

孔子事へて吏となりし

くること最も多し︒

十二942図
に︑

十一937図 例へば靴を用ふること流

接績都會を合すれば七百三十萬の多

後も弟子の道を問ふもの盆≧多かり

職を退きし

きに達す︒

國力我に劣れる國民を見

我等は修身書に於て︑歴
事蹟を學び得たること多し︒

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の

十二m6︹図

勢力の獲展をさまたぐること多し︒

きは︑︵略︶︑國交を傷つけ︑随って

て︑︵略﹀之と交るを喜ばざるが如

十二血4國

治績大いに穿り︑

評して︑買手にはかに増すときは︑

多きは巴里を第一とし︑市中到る虜

倫敦には英國博物館・英

其の鶏鳴織るが如く︑︵略﹀︒
らん

十二638図

蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知

英國博物館は古書・古物

られたる建築物多し︒

十二638図

の多きこと世界に事たり︒

シ︾

英蘭銀行は設立の古きおお・し︻雄雄﹈︵形︶1 を﹂し 一一
と︑資本の多きと︑信用の厚きとに

十二6310図

於て︑其の右に出つるものなし︒

2

うい

慮は懊太利の首府維也納の

すとりや

オーストリヤ︹地名︺

十一617図圏勇み勇みて出で行く兵 おおす﹇果﹈﹇▽にげおおす
お すどりや
士︒はげましつ＼も見送る一家︒勇

十二816

太利

ルーブル博物館は名書・

氣は彼に︑情は是に︑勇まし︑やさ

大公園︑今日はにぎやかな祭目であ

お

し︑を〜しの別︒

位人臣の榮を極め︑富天 おおじ詰みやこおおじ

古彫刻最も多く︑美術博物館として

十二725國

世界無比の名あり︒

十二648図

き︒

十二632図

ます

じゃがたらいも ゑんどう

肚麗なる馬車・自動車の

靴の慣はにはかに高くなりて︑靴屋

たら

︵略﹀︑鯨と鱒との漁

にしん

の利盆非常に多かるべし︒
十一985皆野
さけ

からす

利は殊に多く︑鮭・鱈も亦少からず
候︒

なたね

十一蜘1圓團 ︵略V︑大萎・小変・燕
はだか

萎・裸褻・曇墓・麻・馬鈴薯・碗豆
︵略﹀︑又桑を植ゑ︑翼を

等の牧穫多く︑又牧畜にも適し候︒
十﹁m10図

︵略V︑敵の雨旗艦は遂に

養ふ者多く︑難を飼はざる平なし︒
十一一76図

沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ
るもの多し︒

十二313國 賊之を聞きて︑城中兵尚
多からんと思ひ︑其の夜園を解きて

おおそら
おおせ
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る︒

十二848 紳士は更に懊太利の國歌を
弾始めた︒

おおせ︻仰﹈︵名︶3 おほせ 仰
五374園 すがるは︵略V︑﹁天子様の
おほせだから︑子 を 出 す や う に ︒ ﹂

と︑たくさんの子どもをもらって︑
つれて來ました︒

五28

︵略﹀︑大ぜいの神さまがた

そこで大ぜいと一しょになつ

は手をたたいて︑お笑ひになりまし
た︒

五88

すがるはその大ぜいの子をお

大込イノ女が茶ヲツンデヰマ

て︑せまい谷へ下りました︒

五321
ス︒

五385
します︒

今日は天氣もよいから︑人が

みやのそばでやしなって居ったと申

ますが︑種物屋から西洋西瓜の種を

七174團 おほせにあまえて申し上げ
六152

けらいが大ぜい直しにかΣり
秀吉は大ぜいの人を十組に分

人が大勢込合ってみる中

つたのかとたつねた︒

十368囹

で︑少しも人に先んじようとはせ

一箱ノマツチヲ造ル玉敷モ

ず︑静かに自分の順番を待ってるま
した︒

十一93

ナカ︿複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢
ノ人が手分シテスルノデアル︒

此ノ単二大勢ノ人が手分ヲ

オホセ

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十一97
トイフ︒

余ーサ彰

おおせいだ・す﹇馬出﹈︵四︶一
出ス

お

トオホセ出

みおや
に守りけり︑遠つ御祖の神の教を︒

と仰せ給へり︒

︵略Vの五箇條を特に軍

人の精神と諭し給へる上に︑此の五

十二皿10眉薗凶

箇條を行はんには一の誠心こそ大切

なれと仰せ給へり︒

シタ︒

二643

﹁モウード

昔雄略天皇がすがるといふ人

天皇はこれをごらんになつ

て︑︵略V︑﹁その子は皆お前にやる

九484図

ベシ︒

大空

わし・たか・とびなどの標

若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ

晴れたる大空には無数の星

バチヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ル

箱根山ヲ見下サバ︑全燈ノ形ノスリ

九413図

とらへて食う鳥や︑︵略V︒

に︑大空を飛びまはって︑他の鳥を

八547

仰言︑御おおそら﹇大空﹈︵名︶3

から︑やしなってやるがよい︒﹂と

と親切に

きさいの宮の

おほせになって︑︵略﹀︒

五384

めて來いとおほせになりました︒

をおめしになって︑こをたくさん集

五366

ゆうりゃく

セニナリマシタ︒

ハナヲサカセテミヨ︒﹂トオホ

オトホリニナツテ︑

ソノウチニトノサマガ

セテミヨ︒﹂トオホセニナリマ

リニナツテ︑﹁︵略﹀︒ハナヲサカ

二612トノサマガココヲオトホ

おほせる 穴ーセ呼

おお・せる﹇仰﹈︵下一︶4 オホセル

天皇ハ︵略﹀︑﹁︵略V︒フカク
汝ヲタノミニ思フゾ︒﹂

七85図

サレタリ︒

てもゑんりよなく言へ︒﹄
おほせ下され候︒

九9210図圃

おおせごと﹇仰言一︵名︶1
ら

仰せ給

花は千戯も

にほひぬと︑つか
言の葉の

櫻︑今日九重に

聲のもとに︑古の奈良の都の八重

な

仰言

定めて不自由なる事もあらん︒何に

肉ーレ単

ほせ下さる

﹁わるい子どもが大ぜい おおせくださ・る﹇仰下﹈︵下二︶1

わたしの手からもぎ取って︑は

で

九214國團村の方々は︵略V︑﹃︵略﹀︑

男や女や年よりや子供も大ぜ
間もなくむねの上からもちを

コノ度ノ戦︑下半大ゼイ
ニシテ︑味方ハ小腹イナリ︒

七21國園

を拾ひました︒

投げると︑大ぜいがあらそってそれ

六748

い集ってゐますが︑︵略V︒

六745

ふった音はしましたが︑︵略﹀︒﹂

六622赤平

けて︑︵略﹀︒

六481

ましたが︑中々はかどりません︒

六476

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

三色ばかり買って來ていた窪きたう
ございます︒

大

十924國團 仰の如く本村にも耕地整
其の話も出で︑何れ熟考の上實行せ

理の必要これあり ︑ 折 々 會 ﹇ 合 の 節 は

大ゼイ

んと申合せ居り候 事 と て ︑ ︵ 略 V ︒
20

ぜい 大勢薪こおおぜい

おおぜい﹇大勢︼︵名 ︶

三607
今にあのあみをだんだ
んはまべへひきよせてくると︑
女や子どもも大ぜい出て︑いつ
しょになってひきあげます︒

三656 ︵略V︑子ドモが大喜イデ
カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ

大ぜいのものが下にま

シテヰマス︒

四154

うまつりし

散らざらん︒

を深く信頼し給ひて︑國民は一つ心

十二34図

陛下は忠勇なる我が臣民

おおせたま・う︻仰給﹈︵四︶2

明治三十七八年ノ戦役二︑君
ノタメ國ノタメ︑名審ノ職死ヲトゲ

八842

タ軍人ハ大剛イアツタガ︑︵略﹀︒

ちかまへてみて︑高いところか
弓でいとったのです︒

らおひおろして來るけものを︑

て來た者も大勢あったのに︑どうい

︵略V︑知名の人の手紙を持つ ふ 肉1へ︾
ふ御見込で︑あの青年を御用ひにな

ワニザメハ﹁︵略﹀︒﹂ト答 十348

ヘテ︑スグニナカマヲ大詔イツ

四535

レテ來マシタ︒

177

おおみわじんじゃ
おおたがわ

か買やけり︒

おおたがわ︻大田川﹈ ︹ 地 名 ︺

十﹁19図 大田川

川

1 大田

大太刀

八335園﹁︵略﹀元
︑は少しは人に知ら

おおだち﹇大太刀一︵名︶1

れた刀かちで︑若い時から何十本と
なく大太刀・小太刀をきたへた︒

おおちから︻大力﹈︵名︶1 大力
山なす大波を物ともせず︑

カネ
造りタルモノニシテ︑日本第一ノ金
ノ大鳥居ナリ︒

大鳥居ノ前ノ大露場ニハ大

大波

石の大鳥居高さ三百蝕︑表

村盒次郎ノ銅像アリ︒

九297図
九942図
門を入れば五重塔あり︒

おおなみ﹇大波︼︵名︶3

十684前船禮二つにくだけて︑一半
父は此の大波に何とて行か

ははや大波にさらはれたり︒

十697図

神代はるけき昔より

君臣分は定まりて︑詳録一系動きな

十一m5黒石
き我が皇室の大みいつ︒

おおみかみ︻大御神﹈︵名︶5 大神号
あまてらすおほみかみ

あまてらすおおみかみ
天照大神の御弟に︑︵略﹀︒あ

る時生馬のかはをはいで︑大神がは

五14

ことのり

おおみごとのり﹇大詔一︵名︶ 2 大み

大みことのり

乃木大將はおごそかユ︑

御めぐみ深き大君の

十392図國

修身の徳是なりと︑敏

傳ふれば︑かれかしこみて謝しまつ

る︒

十一耶6筆墨

育勅語のり給ひ︑戦後経螢﹇かくこそ

萬︒

大水などの時には︑水のひく

大水

とのりたふとびて︑同胞すべて六千

ぼしん

たをおらせていらっしやる所へおな

と︑戊申の詔書かしこしや︒富みこ

大神はおどろいて︑あまの岩

げ入れになりました︒

五16

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

十7010図

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

九368

おおみず︻大水﹈︵名︶2

まち大水出で︑︵略V︒

り荒す時は︑数時問の暴雨にもたち

故に若しみだりに森林をき

までは幾日でも泊って待ってるなけ

大神は少しばかり戸をあけて︑おの
ぞきになりました︒

大宮

大御代

手力男のみことといふ力のつ おおみや﹇大宮︼︹地名︺1 大宮

たちからを

九17図

おおみよ﹇大御代︼︵名︶2

天皇陛下を大元帥と仰ぎ

奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑國

十二鵬7図

︵略V︑明治の大御代に及

民たる者は皆軍人たる心得なかるべ

からず︒

陛下が︵略V︑常に呼量を

十二m4図

此の五箇條を行ふも︑結

大神神社

オホミワ

十989図

三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠

おおみわじんじゃ﹇大神神社一︵名︶一

あり︑︵略﹀︒

制度を定め給へる由來を詳に御諭し

びて︑復古の政と共に陸海軍の今の

思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心の
こき極みなり︒

や︒

返すぐも零丁すべき大御言ならず

ふくよう

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十二価3國

おおみこと﹇大御言︼︵名︶1

大御言

拝察せらる＼は︑かしこしともかし

十ニー8図

おおみこころ︻大御心︼︵名︶1大御心

出し申し上げました︒

と︑すぐに大神のお手をとって︑お

よい神さまが︑これをごらんになる

五41

十97図

て大神にまた出ていただきたいと︑

又萎ノホノ檬ナ形ニナツテ咲

あまりおもしろさうなので︑

男勝りの大力にてボートをあやつり

九910

オホバコ
大鳥居ノ前ノ大廣場当ハ大

大量場

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑
︵略﹀︒

九9図

九297図

おおひろば︻大広場︼︵名︶1
村盆次郎ノ銅像アリ︒

大船
いで︑大船を乗出して︑

おおぶね﹇大船︼︵名︶1
十一242図國

大み

五34

ればならなかった︒

よい神さまがたは︑どうかし

男勝りの大力にてボートをあやつり

ウヅラ

五23

になりました︒

カモメ

大の浦

色色ごさうだんの上︑︵略V︒

山なす大波を物ともせず︑

にはげまされて︑ボートを用意す︒

キジ

オホバコ

三池・夕張・大の浦︑

掘れど炭磯限りなく︑︵略﹀︒

十二485図面

おおのうら︻大浦﹈︹地名︺1

しダーリングの手は︑︵略V︒

十7010図

しダーリングの手は ︵ 略 ﹀ ︒

おおどおり﹇大通﹈︵名︶1 大通

シャンゼリゼーの大通

の如きは︑世界最美の街路と弄せら

十二611図
る︒

おほとまり

おおとまり﹇大泊﹈︹地名︺3 大泊
大泊
おほどまり

オホトリ

大葉子

十一9610國国 大泊は樺太島の入口とおおばこ︻大葉子﹈︵名︶2
︵略﹀︑こ＼に樺太廉の

も申すべく︑全島第一の良港に候︒
十一975圓国
とよはら

所在地豊原あり︑鈴谷川平野の中央

マナヅル

﹂に位し︑大泊より十里︑輕便鐵道も
出來居候︒

十﹇98図 大泊
オホトリ
おおとり﹇鴻﹈︵名︶1 鴻
テイ

カリガネ

十一313図 水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・
カサヘギ

雲雀・鵡・雁・鴻・難・鴎・鶉・

ヒバリ

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

サギ

我は拾はん︑海の富︒

いつ

九297図 社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔 おおみいつ︻大御稜威﹈︵名︶1

おおとりい﹇大鳥居︼︵名︶3 大鳥居
ノ諸大名ノヲサ二目ル大砲ヲ集メテ

おかあさん
おおむかし
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緑シタ・ルが如シ︒コ︑二官幣大社
ども︑橋はおほむね一本なり︒

・千石積等ありて︑近海を航行すれ

じゃがたらいも ゑんどう

三盆次郎ノ銅像アリ︒

﹁高熱の嘉明と三悪む

おおやけ﹇公︼︵名︶1公
十二381図囹

大山

大山
1

は私の小事なり︒是は公の大事なり︒

二247

おおやま︻大山﹈︹人名︺1

こだま

市街に大山通・見玉町・

おおやまどおり﹇大山通回︹地名︺

大山通
ぎ

大湯

乃木町等の名あるは︑明治三十七八

の

年戦役の記念たり︒

おおゆ︻大湯﹈︵名︶1

湯のわき出つる虚二十鯨箇

所︑大湯と申するは一書夜に数回噴

十746図
出す︒

大雪

又きりがか＼つたり︑大雪

おおゆき﹇大雪︼︵名︶1

が降ったりして︑一寸試も見えなく

七853囹

なる事もあります︒

大よろ

いつれも大よろこびで︑こ

んな見事な桃がなるのなら︑植ゑて

七691團
見たいと申して居ります︒

がげ

をか

オレハ

來タカツタノダ︒﹂

四557園

ココノヲカへ

海

四763 やしまのたたかひにげん
じはをか︑ へいけは海で︑む

をかの方では︵略﹀︒

かひあってみた時︑︵略V︒

四827

︵略V︑海とをかとにおし立て

の方でも︿略﹀︒

五747

オカア

た何千本の赤はだは︑︵略V︒

サマ

十五

オカア

ゴラン下

オカアサン

一一目5 十五 オカアサン

サン

おかあさん︻御母一︹課名︺2

サイ︒﹂

ヲカザリマシタカラ︑

四752圏

﹁オカアサマ︑オヒナサマ

おかあさま﹇御母様﹈︵名︶一

犬を連れた男が銃を肩にし

都山巾・村落の周團の山や岡

ヲカ

かへるはをかにみると

ニ371

かへるは水の中にも︑ おかあさん﹇御母﹈︵名︶ 13 オカアサ

ン

アサンガシンパイシマス︒

ハヤクカヘラナイト︑オカ

おかあさん

をかの上にもすむことがで

一505

島ノ上二塁石動ウサギ

ワタクシモオカアサン

ヲ当山イガツテクダサイマス︒

ヲダイジニシマス︒﹂

イマ一足デヲカへ上ラ 二402圏
ウトイフ所デ︑︵略︶︒

四554

デ見ヨ︒﹂

二26一 オカアサンバヰドバタデ
ガ︑ ムカフノ大キナヲカへ行
水ヲクンデヰマス︒
ツテ見タイト思ツテ︑ 海ヲワ
二396圏 キモノヲヌツタリセン
タルクフウヲカンガヘテヰマシ
タクシタリシテクダサルノハ︑
タ︒
ドナタデスカ︒﹂﹁ソレハオカア
四545囹 オマヘタチノセナカノ
サンデス︒
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル
二396圏
野島アサンバワタクシ
カラ︑ムカフノヲカマデナラン

四524

きるのです︒

三502

をついてすわってゐます︒

きには︑大きな目をして︑手

三474

おか﹇陸一︵名︶9

た土山が数知れず並んでみる︒

には︑まんぢゆうの様に圓く盛上げ

十一m2

ひにあちらの岡へ向つた︒

て︑森の蔭から出て來て︑あぜ道傳

十2910

ンニサキマシタ︒

三12 ヲカノ上ニモ︑ツツミノ
上ニモ︑サクラノハナガーメ

おか︻丘︼︵名︶3 ヲカ 岡号さくら
名︺1 大村盒次郎
九297図大鳥居ノ前ノ大廣場ニハ大 がおか

おおむらますじろう﹇大村益次郎一︹人

ほばしら

大神神社アリ︒

オホミワ

五567 大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ

おおむかし︻大昔﹈︵名︶2 大昔
出 シ マ シ タ ガ ︑ ︵ 略V︒

五582 コレハ大昔ハエテヰタ木が土
ノ中ニゥマツテ︑シゼント出子タ物
デ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 石 炭 トイヒマス︒

﹁いいえ︑うどんやさう

おおむぎ﹇大麦﹈︵名︶3 大罪

四32図大夢
四335園

めんにする褻は小子で︑ごは

はだか

んにたく萎は大夢です︒﹂
からす

十一9910圓団 農産物の種類は北海道 十二547図
なたね

と大差なく︑大夢・小萎・燕萎・裸
萎・曇墓・麻・馬鈴薯・碗豆等の牧
穫多く︑︵略﹀︒

おほむね 大むね

おおむね︻大旨﹈︵副︶5 オホムネ

八835図 ヨーロッパ人は大むね皮膚
白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

十41図 我が國の建物はおほむね木
造なれば︑古社寺等も昔のま＼にて
今にのこれるは甚だ少し︒

くすのき

おほよそ家の紋どころ︑
の菊水は︑︵略V︒

いふもかしこし︑菊と桐︒楠木父子

七445図國

十723図 温泉のわき立つる虜はおほ おおよそ︻大凡﹈︵副︶2 おほよそ
むね火山の附近に在りて︑四團の風
光麗しく︑神戸自らさわやかなるを
覧ゆ︒

宮に同じと見奉る︒
おおよろこび﹇大喜︼︵名︶

1

十975図奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ 八76図 神殿の御有様︑おほよそ内
三盛シテ︑今ハオホムネ田畠トナレ
リ︒

十︻271図 和船の大なるは五百石積 こび
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おかね

おかいあそばす

二487

ソノホカニ︑オカアサン
五25

よい神さまがたは︑どうかし

禽ーイ︾

れる

大神はおどろいて︑あまの岩

公ーレ贈

五17

オクワシ

のろしをあげ︑走りで岡崎に到り︑
家康に見えて援を求む︒

おかし﹇御菓子︼︵名︶一

︽一

ニ9一 オハナハオキクヲザシキ
ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ
ヲダシマシタ︒
をかし

車夫のかぶるは形より
鰻をくはへてくちばしに

まんぢゆう笠の名もをかし︒
うなぎ

し︒

肉ーイ︾

コレハヲカシ

オレイ

ニ行ツ

し︒

座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置

オカタ

オ方

四618

岡田敬造

岡

堤

ソノノチオホクニヌシノミ

コトハ白ウサギノイツタトホ
リ︑エライオ方針オナリニナ

リマシタ︒

岡田敬造

十月二日

おかだけいぞう﹇岡田敬造︼︹人名︺1

富次様

九758國團

堤富次

岡寺

九月三十日

岡田敬造様

おかだけいぞうさま﹃岡田敬造様︼ ︹人

名︺1

九719圓国

田敬造檬

多武豊ヲ西へ下レバ岡寺ア

おかでら﹇岡寺﹈︵名︶2

リ︒

十m2図

オカネ

お金

ツクタビニ︑ウスノ中

このお金は私がこちらへま

と申して︑父の渡してくれた金でご

みる時︑﹃夫の一大事の折に使へ︒﹄

七418囹

ロナタカラモノガデマシタ︒

カラオカネヤキモノヤ︑イロイ

二564

単襲ラモノガタクサンデマシタ︒

二523 ︵略V︑土ノ中カラ︑オカ
ネヤラ︑キモノヤラ︑ソノホカ

おかね﹇御金﹈︵名︶4

コノォカタハゥメノハ
ナガオスキデシタカラ︑︵略﹀︒

二473

カタヲマツツタノデス︒

して︑今日このお金を出しましたの

るやうになされるのが大事と考へま

よい馬にめして︑主人のお目にとま

二471 天ジンサマハスガハラノ ざいます︒
七428囹 あなた様にも︑その折には
ミチザネトイフチユウギナオ

おかた﹇御方︼︵名︶3

札虚ナリ︒

︵略V︑何ダカヤウスガ 十血2図 岡寺ハ西國三十三番第七ノ

おかし・い﹇可笑一︵形︶2

ト︑︵略﹀︒

イトオモツテ︑ヨクヨク見ル

チガツテヰマス︒

四412

ヲカシイ

雀附かれ︑持て鯨して見ゆるもをか

十一822図

九527図圃

シ︾

おか・し︻可笑一︵形︶2

﹁カクレンボヲシテアソ

オカクレナサイ︒﹂

ビマセウ︒︵略V︒ミナサン︑ハヤク

二225園

クレナサル

て大神にまた出ていただきたいと︑
カラオトシダマニイタダイタ本
ガーサツアリマス︒
︵
略V︑一同あまの岩戸の外にあっま
三11一 ワタクシバオカアサンノ
つて︑おかぐらをおはじめになりま
イヒツケヲヨクキイテ︑イモウ
した︒
トノモリヲシタリ︑オツカヒ
おかくれなさ・る﹇御隠﹈︵五︶一 オカ

ニイツタリシマス︒

ンノモンツキノハオリガアリ

三573 ︵略﹀︑コチラニハ曝露アサ
マス︒

リハニガウゴザイマスカ︒

四681囹 ﹁オカアサン︑ソノオクスおかく・れる︻御隠﹈︵下一︶1 おかく
そのおしまひのあいてゐ

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五665囹
になりました︒

﹃おか あ さ ん か ら も よ ろ し

おかげ

二三ケ月立ってから︑前の

十一674

をかす

ナイノハヲカシイ話デアル︒
おか・す﹇冒﹈︵四︶1

︽ーサ層

ク人ガ︑豪所ヲ不潔ニシテカヘリミ

げで目がさめた︒御恩は一生忘れな
を握りしめました︒

ヘ

岡崎
城を抜け出でて岡崎に
︵略﹀︑勝商は山に上りて

て︑何人も病にをかされぬ檬にすべ

白ウサギガ︵略Vナホリ 十二905図 衛生上の注意を怠らずし

おかげさま﹇御陰様﹈︵名︶一

十二289図

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

十二275﹇図説

おかざき﹇岡崎﹈︹地名︺2

ノトホリニナホリマシタ︒

テ︑﹁オカゲサマデ︑カラダハコ

ミコトノ所

マシタ︒ヨロコンデォホクニヌシノ

四612圏

サマ

オカグ

い︒﹂といって︑かたく友だちの手

友だちが起て︑︵略V︒農夫は﹁おか

八273囹

と答へて おかげ﹃御陰﹈︵名︶1

る所へ︑

お花は﹁はい︒﹂

く︒﹄と書きたし て 下 さ い ︒

七507園

受取らんとせしが︑配達夫は﹁おか
あさんをよんで下 さ い ︒ ﹂ と い ふ ︒

おかあさんに似て來ます︒

八127国 おはなさんは︵略﹀︒段々

お

八129團 この爲眞で見ると︑おかあ
さんの小さい時分にそっくりです︒

︽ ー ス︾

︵略﹀︑皇后さまがかひごをお

かひあそばす

おかいあそば・す︻御飼遊︼︵五︶1
五368

オカヘリ

かひあそばすためでございました︒
おかえり﹇御帰﹈︵名︶一

バ︵略﹀︑ カレ木ノ上諭ノボツ

ニ634 ヨクノフカイオヂイサン
テ︑トノサマノオカヘリヲマツ
テヰマシタ︒
おかぐら︻御神楽﹈︵名︶1 おかぐら

おきみだる
おがむ
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でございます︒し

がむ

余ーミ・ーム・ー ン 彫

おが・む﹇拝﹈︵四・ 五 ︶ 4

ヲガム

を

十﹁142図

然るに今︑主上隠岐に遷

され給ふと聞き︑一族共を集めてい
へるやう︑︵略﹀︒

ナツテキマシタ︒

オハナハオキクヲザシキ

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

二87
ヲダシマシタ︒

ニナツテ︑︵略V︒

おきくさん︹人名︺一

オキクサン

おきくさ

﹁オキクサンデスカ︒ヨ
クイラツシヤイマシタ︒﹂

一一84囹

おきくさん︻御菊一︵名︶2

と問はせ給へば︑おきなは﹁︵略﹀︒﹂

きかなしめるを見給ふ︒尊は﹁︵略V︒﹂

と答ふ︒

おきなは

沖縄諸島

我が大日本帝國の

古

九564図沖縄二産スル木ノ葉寸止︑

オキナハ

オキナハ
おきなわ︻沖縄︼︹地名︺1 沖縄

羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマルトキ

︵略V︑裏面ハ枯葉二似タルが故二︑

ハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

1

おきなは
き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

十二478國圏

府は三つ︑縣は四十三︒

おきのしま

おきのしまふきん﹇沖島付近︼︵名︶1

おき

座敷の床の間より墓所の

置場慮

まことにおきのどくなことです︒し

てい枯れてしまったやうです︒

四282圏あなたのおなかまは大

のどく

おきのどく﹇御気毒﹈︵形状︶1

敵艦隊を沖島附近に誘ひ寄せしむ︒

おきのしま

軍に出動を命じ︑先づ小軍艦をして

四277園
一びきのきつねがさ 沖島附近
きのこってみるのぎくを見つけ
十二56図 東郷司令長官は直ちに全

ん

おきなわしょとう︻沖縄諸島一︹地名︺

︵略V︒﹂ト︑イバツテヰマシ

寄目はなみがおだやか おき・︿︻御粘﹈︵五︶一 オキク 公一
三145

キ彰

中佐ハ目ヲ

タ︒ソレヲ天子サマガオキキ

で︑舟がたくさん．おきへ出て
オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

おき﹇起﹈﹇▽あさおき・ねおき・ねおき

ハイツテ來ル︒

六78一

ゐます︒

三593

五692 オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ おき︻沖﹈︵名︶2 オキ おき
テヰル︒サンケイスル人ハ圏発ハル

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒
五692 オチヨモオハナモ鈴ヲ鳴ラシ
テヲガンダ︒

六395団 第一番に御所ををがんで︑
それから東山の方へ行った︒

おき﹇置﹈←ひとつおき・ものおき

す

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

七75重圏 コノ度ノ合戦ニハ︑師直

︵略V︒

ホリ
︵略﹀中佐ヲ壕ノ内二入レテ

起上ル

おきあが・る︻起上﹈︵五︶1
飛ーラ彰

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ
中ノーツト思ヘバ︑今一度天顔ヲヲ
八888
カイハウシタ︒

ガ ミ テ マ ヰ リ タ シ ︒﹂

て︑﹁おきくさん︑おきくさん︑か

おかやま﹇岡山﹈︹地名︺3 岡山

見張リテ︑軍刀ヲ杖二起上ラウトス

しかた

﹁おきくさん︑おきくさん︑
がありますまい︒

おきて﹇掟﹈︵名︶2

多しといへり︒

れたる家には︑盗人のうか窒ふこと

十一一886図 出入口に︑はき物の置臨

︽ーレ彰

おきみだ・る﹇置乱︼︵下二︶1 置寝る

一定し︑︵略V︒

戸棚に至るまで︑諸道具の置場虚を

とだな

十二8810図

軍のおきてにした・げひ おきばしょ︻置場所︼︵名︶1
いたえり養はん︒﹄

おきてなる︑

十二囎3國圃人の子どもの
べて︑静むを御字の

六年をば︑卒へし今日
うれしけれ︒

學びの道の
こそ

おきな
︵略﹀︑夫婦の老人︵略﹀泣

おきな﹇翁︼︵名︶1
九26図

たしな

て︑他日我が手に受領せば︑な方く

十411図工園

おきて

かうさむくなっては︑

四277園

しかたが

ル︒

オハナトオキクガアソン

ありますまい︒

十424図 花鑓ヲ最モ多ク産スルハ岡

翌日書下の早朝に起出で

起出づ

九25図 岡山

十一733図

角ーデ彰

おきい・ず﹇起出﹈︵下二︶1

うさむくなっては︑

オホイタ

山︒廣島・福岡・大分等ノ諸兄ニシ
テ︑︵略V︒

十一18図 岡山

て書がけるを見れば︑皆ふしたる鶴
なり︒

二74

おきく

オキクガイマオキヤクニ

デヰマス︒

二77

オキク﹇▽おはなと

アノゥタヲオキキナサ

花錘ヲ最モ多ク産スルハ おききなさ・る︻御駕﹈︵五︶一 オキキ

おかやまけん︻岡山県﹈︹地名︺1 岡
山縣
十425國

肉ーイ彰

三335

ナサル

イソザキミンキ

︵略﹀︑其ノ織方ヲ獲明シタルハ岡山

イ︒

縣ノ磯崎眠亀トイフ人ナリ︒

おかわり︻御変﹈︵名︶1 おかはり

隠岐

六392團 おちいさんもおばあさんも おきく︹人名︺3

お き

元弘ご年三月︑北條高

ほうでう

おかはりはないか︒
お き
おき﹇隠岐︼︹地名︺ ． 2 隠 岐
げんこう

十一134図

ごだいユ

時︑後醍醐天皇を隠岐へ流し奉る︒
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おく

おきゃく

オキクガイマオキヤクニ

おきゃく﹇御客︼︵名︶2 オキヤク

二8一

お客

ナツテキマシタ︒
け れ ば な ら な か っ た︒﹂

オキ

六308囹 今のお客にもう一銭上げな

ヤクサマ

おきゃくさま︻御客様 ︼ ︵ 名 ︶ 一

三686 ウラシマハオモシロクテ
タマリマセンカラ︑リユウグウノ

オキヤクサマニナツテ︑ウチヘ
カヘルノモワスレテヰマシタ︒
おきよう︻古経﹈︵名︶1 おきやう
うにやられましたが︑おきやうなど

六442 ︵略V︑八つの時にお寺へ小ぞ

おき

たくさんつもって︑どこを見て
置ク

置く

オク

おく

角ーイ・ーカ・ーキ・ーク・

お・︿﹇置︼︵四・五︶3一

三ダン起動ハ五人バ

ニダン目ニバクワンヂヨ

カマドノ

やく人は二人をよび出して︑

る︒

七518園

この手紙は四匁より重いの

﹁さておしまひに一ついつ

に︑差出人が三銭しかはっておきま

せん︒

それですから小さい時から

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオク

﹁猫デナイシヨウコニ竹

私はわざと一巻の書物を床

︵略V︑あの青年ははいると

直に書物を取上げて︑テーブルの上

十365圏

の上に投げておきました︒

十362圏

ヲ書イテオキ︒﹂トイフコトアリ︒

八728図圃

ト︑紺色ノ汁が出マス︒

八658

す︒﹂

海になれておくやうにしたいもので

七889囹

ておきたい事があります︒

ヨイオヂイサンバソノハ 七876園

けおく・ととのえおく・なしおく

朝おきて見ると︑池に氷がは ーケ彰弓かいおく・かくこしおく︒か

もまつ白です︒
六372
つてみた︒

た︒

一人の子どもが︵略﹀︑かめ

直線を球心の長さに切り︑

に置きました︒

美しき模様を生ず︒

は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或

十449図

では知らないのだから︑一銭まうけ

の間手もとに置きて︑木曾へつかは

齋藤別丁のもとに預け︑別當は七目

十551図囹 ︵略﹀︑ひそかに我を此の

後になって代金を受取るのがかけで

したり︒

繭をにて︑綜を取るのである︒

さなぎをころしておいて︑それから

ちに其の中に入る︒

る所に置けば︑分離したる一群は直

七333︵略V︑まだ出ない内にむして︑ 十一79図此の時箱・樽等を適當な

たる

す︒

七128囹︵略V︑品物を渡しておいて︑

ておけばよかったのに︒﹂

かへって來ると︑長松は笑って︑﹁先

六316圏︵略V︑残りの一再を渡した︒

すぐ死んでしまひます︒

の中へおちました︒すてておけば︑

六232

に︑︵略V︒

ておいた所まで船が水につかった時

六221

さうして前にしるしを附け

その釜を前において取りしらべまし

五241

ヤシヲオキマシタ︒

ヲスエテ︑

四742

下ニオキマシタ︒

ヒヲモラツテキテ︑

朝おきると︑雪が五六寸つも 二587

つてみた︒

六378
次の朝農夫はいつになく早く
蹄って見ると︑自分の家は戸

起きて︑︵略V︒

八226
八231
がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

其の後は毎朝必ず早く起き

る様子がありません︒

八262

て︑下男や下女は早くから畑へ出し
︵略﹀︑止んだことと思ってゐ

て働かせ︑︵略﹀︒

九706

ると︑翌朝起きて見れば︑何時の間
に雪に攣ったか︑そこら一面銀世界
になってみることもある︒

﹁アノ山ノオクカラナ
吉野山霞の奥は知らね
︵略﹀︑麓の花︑中の花の

凡そ家内の掃除は座敷・

に紙の上において卵を産みつけさせ

んでしまふから︑出て詣ると︑すぐ

ラ︑︵略﹀︒

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

蛾は繭から出ると︑︵略V死 十一6610 壷所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑
り下駄箱の奥までも注意せざるべか

七336
らず︒

居間・事忌のみならず︑便所の隅よ

十二896図

ふ︒

では︑ほとんど一月にわたるとい

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一48図

ども︑見ゆる限りは櫻なりけを︒

十﹇13図圃

ガレテクルノデス︒﹂

ニー33圏

かおくのせんぼん

ワタクシノゥタヲキク おく﹇奥一︵名︶4 オク 奥響くちな

公 ー キ ・ーキル︾

オキル

は何べんをしへてもおぼえません︒

起きる

お・きる﹇起︼︵上一 ︶ 1 2
る

二22
ト︑人ガダンダンオキテキマス︒

二4両三ソクオキル人ハ︑コノ
ウツクシイ日ノデヲミルコト
いぬはおきて︑ないてゐ

ガデキマセン︒

三132
ます︒︹ひらがな の ド リ ル ︺

皆さんがあさおきる時

四125 コノゴロバクリノオチル
ジブンデ︑毎アサ早クオキテ︑
行ツテ見ルノガタノシミデス︒

四471

には︑ みじかいはりがどの字

の所にありますか︒
四623 けさおきて見ると︑雪が

おく一おくる
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︿略﹀︑流シ元・戸ダナヲハ

起ク響く

︽一

き︑親族・縁故其の他私交上の關係
お・︿﹇起﹈︵上ご︶5

ジメ︑料理道具・食器・フキンナド

十一672

ニ至ルマデ︑常二清潔ニシテ置力ナ
キ・ーク彰

をさしはさむべからず︒

ケレバナラヌ︒

姉上も最早御全快にて︑

人多き都會に住む者は︑

早く疲ねて早く起くべし︒

四五日前より起きて羅の世話をなさ

十一673 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置 九433圓團
ク人ガ︑群舞ヲ不 ・ 潔 ニ シ テ カ ヘ リ ミ

れ居り候︒

リハ

︿略﹀︑早く寝ね︑早く起

おくのせんぼん門奥千本﹈︹地名︺2
奥の千本

十一2図奥ノ千本

奥ノ千本

送り來

刀には事の由を書添へて送り返し︑

︵略﹀︒

又猫逸にては圖書館の書

どいつ

おくりきた・る﹇送来︼︵四︶1

る ︽ール彰

きん

十一45図尚進めば︑水分神社・金

みくまり

峰神社等あり︒此の附近にも亦櫻樹

ぷ

オクリモノニナリマス︒

四513 チヨツト見ルト︑リッパ
デハナイガ︑ 憂国デタイ時ノ

ノ

おくの おくりもの﹇贈物︼︵名︶一 オクリモ

込めば直ちに送り陥る︒

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し

十二㎜6図

夜おそくまで

おくのま

多し︒之を奥の千本といふ︒

四715圃

おくのま︻奥間﹈︵名︶1

まに︑母はせい出すはりしご
と︒

奥ゆかし

老人長者の爲に道をゆづ おく・る﹇送﹈︵四・五︶17 おくる 送

おくゆか・し︻奥床一︵形︶1
肉ーシキ蝉

十二996図

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

おおくりくださる・おんおくりあいな

ル

る・おんおくりくださる・しゃしんを

送る ︽ーツ・ーラ・ーリ・ール帝母

が如きは︑個人としても︑餌薬とし

おくるてがみ・にゅうえいするともに

ところがとなり國では信玄を

オロシタ荷物ハスグニ車ニノ

車場へ送ルノデアラゥ︒

セテ︑馬ニヒ青田テ行ク︒アレハ停

六802

せた︒

といって︑じぶんの國から塩を送ら

六592 謙信はそれを聞いて︑﹁︵略V︒﹂

ないことにした︒

こまらせようと思って︑塩を送らせ

六585

い日本兵にはかなひません︒

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

支那からは大兵をおくって︑

な

み・りょこうさきのちぢにおくるてが

おくる・みおくる・ももをおくるてが

ても︑其の心の奥ゆかしきを感ぜず
オクラヰ

や︒

天皇ハ國ノ中ノワルモノド

おくらい﹇御位︼︵名︶一

良此ノ度コソハト︑夜半ヨ
オクスリ

ニガウゴザイマスカ︒

み

かくて光範の與へたる

し

モヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑

小暗シ︽一

六514
タ︒

キ顛

十958図

おくりうおんみおくりいたす・みおく

樹路ヲサシハサミテ書尚早暗キ間ヲ
カスガ
行ケバ︑官幣大社春日神社二到ル︒

帝室博物館ヲ観覧シテ︑老

おぐら・し﹇小暗︼︵形︶1

四686園 ﹁イイエ︑オクスリハジ
ブンデノマナケレバ︑何ニモナ
リマセン︒﹂

おくだいらのぶまさ﹇奥平信昌︼︹人名︺
のぶまさ

天皇ノオクラヰニオツキニナリマシ

﹁オカアサン︑ソノオクス 五78

おくすり﹇御薬﹈︵名︶2

リ起キテ橋上二至レバ︑︵略﹀︒

十242図

罪にあらず︒

浴して︑なほ病にか﹂らば︑是我が

き︑新しき空氣をすひ︑常に日光に

九619図

公園等を散歩すべし︒

︵略﹀︑又朝早く起きて︑木立しげき

九611図

︵ 略 V ︑ 四 箇 所 に 境 界 石 九606図

ナイノハヲカシイ話デアル︒
十一9710國團
を置きて︑分明に相成居候︒

十八ー38 船ヲ組立テルニハ︑船壷ノ
バンギ

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ
リュウコツ

上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒

十ニー65図 故に文明諸夏に於ては何
れも氣象豪・測候所を置きて︑日々
の氣象を調査す︒

十ニー69図 ︵略﹀︑全國に凡そ百箇塵
しん
の測候所あり︒三韓國・清國にも二
十鯨箇慮を置けり ︒

れて置けば︑水を取換へなくても金

十二2210 若し其の中に青い水草を入 四682園
魚は割合に長く生きてみる︒
本校企ロノ建紳民生︵略﹀︑

實用二重キヲ置キ︑其ノ注意ノ周到

−†二366︹図

ナル︑縣下マレ二見ル所ナルベシ︒
しん

のぶまさ

ながしの

天正三年五月奥平信昌︑

奥平信昌
いへやす

徳川家康の命を受けて長篠城を守
る︒

屋内

り

十一462□薗凶

す

肉ーシ彰

うりを造り︑一家之を園みて談笑す︒

く︑︵略V︒︵略﹀︒屋内には申央にゐ

十816﹇図其の家はほったて小屋の如おくりかえ・す﹁送返︼︵四︶1 送り返

おくない︻屋内﹈︵名︶1

．

十二267図

十二556図 清國政府はこ﹂に総督を 1
置きて満洲全部を総管し︑我が國亦
総領事を置けり︒
しん

置きて満洲全部を総管し︑我が國亦

十二556図 清栄政府はこΣに総督を
総領事を置けり︒

市町村長・議員等を選

翠するには專ら其の人物に重きを置

十二鵬7図
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おこす
おくる

七32図 正成ハタシテ戦死シテ︑ソ

十761図心葦戸肺臓ヨリ來ル新シキ

二騎後れ︑つ画いて三騎までも後れ

馬場の中程から一騎後れ︑

て︑︵略﹀︒

心臓ハ︵略V︑又身禮ノ各 九843

血ヲ全身二送リ︑︵略︶︒

二騎後れ︑つ買いて三騎までも後れ

十762図

て︑︵略﹀︒

三つ四つ五つうち連れ

ノクビ並家二黒ラレタリ︒

部ヨリ蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ

やぼせ

八618図︹圃

て︑矢走をさして蹄り行く 白帆を

て︑︵略﹀︒

十一484

十一566

る︒

六678図蹴上デンシン柱二面ヒ︑又

ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ルニ用フ

ルコト多シ︒

ドヲ費ル荒物屋ガアル︒

お

七384 ︵略﹀︑ヲケ・タラヒ・ザルナ

おこころやす・い﹇御心安﹈︵形︶1

おける母における

あなたと私は親類ださうで

心安い ︽ーク︾

ございますから︑どうかこれからお

心安く願ひます︒﹂

打鳴らす太鼓の音は段々に おこ・す﹇起一︵四︶9起ス 起す 余一

速め︑後れ〜ば脚のきざみを短くす

追手が接近すれば速力を 七198園

二騎後れ︑つ貸いて三騎までも後れ

馬場の中程から一騎後れ︑

肺臓二送ル︒

今でも魚や貝や鳥

すべてなまぐさものをおく

四454園
や︑

九844

送る夕風に︑聲程 近 し ︑ 三 井 の か ね ︒

諸君我を苦しめんとし

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八714図園 我の職務は食物をこなしおく・る﹇贈︼︵五︶1 おくる 内ール彰
八717図囹
後る

る時には︑のしをつけません︒﹂
後ル

五日目ノ壮行キテ見レ

おく・る﹇遅﹈︵下二︶3
余ール・ールル￥

こす・よびおこす

サ・ーシ・ース彫←ひきおこす・ゆりお

諸君若し我に食物を送 十237図囹

新し き 藍 玉 來 ず し て ︑

て︑此の数日間少しも食物を送らざ
るが故に︑
︵略V︒

馴はこ雲えて死ぬであらう︒

低くかすかになる︒おくれ〜ばピエ

八722図囹
バ︑

良ヲ待テ

リ︒大イ憤怒リテ︑﹁長者ト約シテ後

老人スデニ來リテ︑

るために働きたりといはば︑我もま

レ煙

おくれる

近い所ならもっと目方がふ
えても︑四銭で送れます︒

七529園

︽ーレ彫

おく・れる﹇御呉一︵下一︶3

母は︵略︶︑﹁手がなまぐさ
いから︑そのひしゃくを取って︑水
ヲケ

をかけておくれ︒﹂

おけ﹇桶︼︵名︶3

タルヤヲケニモ︑竹ノ
タガガカケテアリマス︒

三305

大人トナリテ︑君ノ御タ

カクノ如ク國事ニタフレタ

然れども運動多きに過ぐれ

暇人は空晶を動かし︑風を

︵略﹀︑君をうばひ奉

場にさらすとも︑名を子孫に傳ふべ

りて義軍を起し︑たとひかばねを戦

十一146緑園

起して︑種々の用に供す︒

九666図

ば︑却って病を起すことあり︒

九601図

ノ心ヲ起サザラン︒

アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九306図

メントナリ︒

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

七44図圏

メニックスベシ︒

ハ︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タ

門ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間

我が死ニタル後モ︑一

た諸君を養ふために呈したりといは

おくれる

馬場の中程から一騎後れ︑

七28図園

ル︑ハ禮二非ズ︒

例へば六十人の集會に其

おく・れる﹇送﹈︵下一︶1送れる四一

ん︒

守らざるべからず︒一人の後る︑爲

殊に集會の時間は正しく

に多人数をして貴重の時闇を空費せ

九4410図 或時旅行先より手紙を送り 十一707図
て︑其の子のアリに︵略﹀と言ひつ

十一709図

しむればなり︒

かはしたり︒

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

九656図 壷所にて火吹竹を使ふも︑

母は戸だなの方をさして︑
の中の一人若し十分を塗るとせば︑

﹁そこにおさらがあるから︑取って

五202園

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる

おくれ︒﹂といひました︒

母は﹁︵略﹀︒それからそこ

に切ってあるたけのこをおなべの中

五207囹

六十人の時間の損失は合して十時間

九843

五221園

身分相當の交際は家を保 へ入れておくれ︒﹂

後れ号じだいお

となるべし︒

くれ

おくれ﹇後脳︵名︶1

爲にして︑︵略﹀︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

九679 雨のはれた朝︑花の香を送つ
身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

十438図 其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・ 十二9210図

業にも慮分の資を投ずべく︑公共の

つ上にも必要なり︒︵略﹀︑慈善の事

おく・れる﹁遅︼︵下一︶5

事業にも後れを取るべからず︒

米二國へ送りシニ︑翌年英国ヨリ註
獲掘 シ タ ル 銅 鑛 ハ ︑ ︵ 略 ﹀ 坑

文アリシヲ始トシ ︑ ︵ 略 V ︒
十626︹図

外二運ビ出シ︑之ヲ選溜場二野ル︒
ヲ製煉場二送ル︒

十629図 カク選り分ケタルモノハ之 後れる 飛ーレ・ーレレ輔

おこす一おこなう
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し︒L

みくに

十一m3國圃 商工業の獲達に 皇國
同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力急ゆみ
なき

塾して︑敵艦野々火災を起し︑火煙

九618図

︵略﹀︑適度の運動を怠ら

二恥ヂズ︑下︑地貸恥ヂズ︑外︑人

ハ︑常二其ノ行ヲツ︑シミ︑上︑天

ず︑︵略﹀︑なほ病にか﹂らば︑自我

ナスベシ︒

二恥ヂズ︑内︑己二恥ヂザル工夫ヲ

働蜂中には蜂の集め來る

が罪にあらず︒

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

孔明︑劉備二事へ︑出デ

と︑我が國にては古來廣く諸所に行

十一792図

はれたり︒

十一鵬3図

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

十一610図

十二339図平時に於て常に之に遷す

行ひ

︽ーハ・ーヒ・ーフ︾﹇▽な

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ

チョンガーの間は人に侮ら

耕地整理は︵略﹀︑昨年

はい

是は前にいった様な關係が

十二723図

いま

ゑ

もん

守る所正しければ︑心に

範とすべき徳行なり︒

の慈善を行ひたる︑皆後世女子の模

十二327図 ︵略﹀︑鈴木今右衛門の妻

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十二232

ろしきを得て︑︵略﹀︒

路の改修行はれ︑灌概・排水其のよ

くわんがい

既に之を完成せり︒之によりて用水

十一鯉5図

れるから︑成るべく早く冠禮を行ふ︒

十一鵬5

して後へたらしてみる︒

ョンガーといって︑髪を三つ打ちに

まだ冠禮を行はない者はチ

蜜を検査する検査掛あり︒︵略﹀︒怠

︽ーク煙

り易し︒﹂

行ふ

おこな・う﹇行一︵四・五︶22
行フ

八519図

らびおこなう

十一囎3

りて持蹄らざるものあれば︑︵略﹀︒

易し

おこないやす・し﹇行易﹈︵形︶1

を為すことあらん︒

て心骨れ︑氣まどひて︑見苦しき行

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑︵略﹀︒

衛生上の注意を怠らずし

るの道を翠雲し置かずば︑時に臨み

十二905図

御言葉

て︑何人も病にをかされぬ標にすべ
し︒

九1910園

﹁それは亘りな

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑
やがて頭を下げて︑
御言葉です︒

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

勇氣ニミチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

ハズヲ定メタリ︒

軍神トイ

ハレル程ニウヤマハレタノハ︑平生

靖國神社ノ秋ノ大祭二十一

ム心モ深カッタ︒

九2910國

月五日ヨリ行ハル︒

憂苦なく︑行ふ所導ければ︑身常に

︵略V︑人の命にはかへられ 九302図 春秋雨度ノ大祭ニハ︷略﹀︑

カラノ行ガリツパデアツ一会ラデア

︵略﹀︑

オコプフ

水兵は驚いて︑立上ってし
十
二
加3図
﹁此の五箇條は天地の公
りん
道︑人倫の常日なり︒行ひ易く︑守

おことば﹇御言葉﹈︵名︶1

十二610図 ︵略V︑打出す砲弾よく命
海をおほひて敵を包めり︒
又産業組合を設け︑慈善

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十一一魍10ロロ凶

して︑産業の卜占︑風俗の改善︑人
心の作興に務むるが如きは︑皆公共
おこす倉ーセ

心 の 登 動 に し て ︑ ︵略V︒

ち

おこ・す﹇遣︼︵下二︶1
こ

乃木大吉はおごそかユ︑

八928

九788図圃東風吹かばにほひおこせ おこない︻行﹈︵名︶6 行

ヨ︾

よ梅の花︑主なしとて春を忘るな︒

おこそ﹇御高祖一︵名︶1 おこそ
其の乱撃の類亦多し︒

九528図魍 づきんにおこそ・大黒と

十3810國圏

おごそか﹇厳﹈︵形状︶1 おごそか

ル︒

種々ノ鯨興モ行ハレテ甚ダニギヤカ

九863園

ないと︑相手を助けてやったのは如

御めぐみ深き大君の 大みことのり
傳ふれば︑かれかしこみて謝しまつ

﹁魯人は君子の道を以

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

業務に從沖する間は熱心 十二971図 孝経に曰く︑﹁身を立て︑

所は禮に反す︒

て其の君を牽くるに︑我が臣の行ふ

十二954図囹

の大探検を行ふに至れり︒

十819︹図あいぬは時々子熊を捕へ來 十二766図 ︵略﹀︑其の保護の下に此

自由なり︒

かういふやうな色々な美質

ナリ︒

十377園

何にも見上げたりっぱな行だ︒
︽iラ・

る︒

怠る

ーリ・ール軽

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

おこた・る﹁怠﹈︵四 ︶ 5

て盛大なる儀式を行ふことあり︒

に行はれ居候︒

らず︒

に之を行ひて︑他事に心を冠すべか

十一696図

南部地方には製糖業盛

をもってみることをよく見定めまし

ヨク笑ハント欲スルモノ

十一399圓国

た上︑なほ平生の行をしらべて雇ふ
りっぱな人の手紙よりも︑

十︸531図

です︒

何よりも︑本人の行がたしかな保談

十379圏

ことに致しました︒

七798図璽 一たんめあて定めては︑
わき目もふらず︑怠らず︑ふるひ進
む に 何 事 か な ど 成 らざらん︑︵略﹀︒

﹁つ Σ し み て 怠 る こ と な

九53図囹 倭三二此の時習叢雲劔を
尊に授け︑

か れ ︒ ﹂ と 教 へ 給 へり︒

185
おさう

おこなえる

十二旧5図 信とは我が言を行ひ︑義
とは我が分を鑑すをいふ︒
︵略﹀忠節・禮儀・武勇・

信義・質素の五箇條を特に軍人の精

十二凪9図

神と諭し給へる上に︑此の五箇條を

はなむしろ

又変桿眞田を編み︑花錘

ぼくかんさなだ

に速力を競ふ世とはなれり︒
十一皿4︹図

を織ること行はれ︑十二三歳の少女
も手を空しうする者なきに至れり︒
行はれ

近年は斬髪の風が行はれ

おこなわ・れる﹇行︼︵下一︶1
る

肉ーレ彰

行はんには一の誠心こそ大切なれと

十一鵬7
オコマリ

コノ天皇ガワルモノドモヲ御

おこ・る︻怒︼︵五︶．5
禽ーッ彰

オコル

おこる

リ起レリ︒

されば氣候不順にして︑

花のとぼしき時は蜂合戦の起ること

十一85図

珍しからず︒

︵略﹀︑ヨイモノハナンニ

モデマセン︒マタオコツテ︑ソノ

て忠臣の起りて勤王の兵を畢げ︑必

十一172苛性の故事を引きて︑やが

二577

ウスヲコハシテ︑火ニクベテ︑

ず御心を安んじ奉るべきことを聞え

ヤイテシマヒマシタ︒

上げたるなり︒

ワニザメハソレヲキク

ト︑大ソウオコツテ︑︵略V︑白ウ

四562

十一2310図圃

海まき上ぐるたつまき

海まき上ぐるたつまき

サギノ毛ヲミンナムシリトツ

十一2310図蟹

も︑起らば起れ︑驚かじ︒

かまをぬすまれたものがあり

テシマヒマシタ︒

も︑起らば起れ︑驚かじ︒

五231

十一294図

セイバツニナツ五時︑オトホリスヂ

五62

おこまり﹇御困﹈︵名︶一

て︑冠禮は段段すたれて行く︒

仰せ給へり︒

十二鵬2図此の五箇條を行ふも︑結
ふくよう

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

返すぐも服寧べき大御言ならず

ました︒︵略﹀︒返そうおこって︑取

や︒

ノミチガケハシクテ︑オコマリノコ

りかへさうとすると︑︵略﹀︒

近年は空中飛行器の三明

トガゴザイマシタ︒

備州も紅軍に軍隊の間

に行はる︑に非ずして︑此の心得な

十二価9國

十一囎2図

支那ノ昔後漢ノ末︑天下

麻ノ如ク鑑レテ︑英雄四方二三レリ︒

シ ナ

諸軍に起れり︒
るといふぶれいなことばがありまし

十二428図

︵略V︑秀吉を日本國王にす

た︒秀吉は大そうおこって︑﹁日本

しり出つるより起る︒

火山の破裂は地中の水蒸
國には天皇へいかがいらっしゃるで

氣︑地皮の弱き慮を破りて︑ほどば

下車騨にて各自に荷物を受取るに︑

此の下女は毎朝かうして︑主 十二㎜4國 英國にては︵略﹀︑旅客は

此の風一度軍人の聞に起

おさ・う﹇押︼︵下二︶3

︵略V︒

おさ

︵略V︑正行ハ父ノカタミノ

十513図

敵は手塚の家來を押へ︑刀

オサへ︑︵略﹀︒

ス︒母ハ走リヨリテ︑正行ノウデヲ

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

七37國

オサフ

りては︑士無も兵乱も衰ふぺければ︑

十二里5図

聞違の起ること殆ど無し︒

起る

人の目をかすめて︑牛乳を責ってゐ

起ル

たのです︒農夫はおこって︑其のば

八252

して︑︵略V︒

はないか︒﹂と︑その使を追ひかへ

六522

おこめ︻御立﹈︵名︶2

をごり

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ
ツタトイヒマス︒
おごり︻驕﹈︵名︶2

身分不相馬の活計は産を

けつを引ったくりました︒

おこる
八919

扇を使へば風起り︑むちを
二人が之ヲヒロメントセシ
バ︑︵略V︑之ヲ救ハントスル義心ヨ

十318図

ふるへば音を畿す︒

九645図

起ツテモ︑砲聲・銃聲ハ絶エナイ︒

︵略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二 ふ 押ふ 肉一へ︾

発ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ蝉号ふき

おこ・る︻起︼︵四・五︶12

二366ソレカラコノ人ノタニ

イテハイケマセン︒﹂

二353囹 ﹁モチハタイセツナオ米
デコシラヘタモノデスカラ︑

オ米

くして如何でか日常の社會に立たん
や︒

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二m1図 此の五箇條は即ち皆我等
て︑軍人として始めて守るべき事に
非ず︒

おこな・える︻行一︵下一︶1︑行へる
角1へ︾

十二924図

破り︑家を亡す基なり︒をごりに流

十一鵬6 金がなくて︑冠禮の行へな

るるは易く︑をごりより倹約に進む
は難し︒
十二925ロロ凶

をごりより倹約に進むは難し︒
おこりきた・る﹇起来﹈︵四︶1

人世には思はぬ不幸︑驚

起り來

をごりに流るるは易く︑

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

角ールル・ーレ婚

行ハル

で︑大人の仲間入が出生ない︒

行はる

おこなわ・る﹇行︼︵下二︶3

九907図 銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少

る

脅ーラ︾

シ︒是金貨二代ル紙幣ノ行ハル・ニ

十二337図
らず︒

くべき事憂の何時起り來らずとも限

ヨル︒

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一262図 都會の地には電車・自動

おさき一おじいさん
186

幼

幼目

女子の模範とすべき徳行なり︒

義仲の幼目に見たりし時

をさまる

石山寺の秋の月︑雲をさ

モ︑︵略﹀︒

十一607図圃

親に事へ︑弟を助け︑

家を治めん︑妹我は︒
ふみ

な︑おのが治むる國は如何にと︒

十二27図圃古の書見る度に思ふか

﹁ハヤクオサラヒヲナサ

オサラヒガスミマシタ︒

デヰマシタ︒︵略﹀︒スコシタツテ

イ︒﹂

三543囹

おし弓くちおし・なごりおし

てる 飛ーテ︾

ぼしん

教育勅語と戊申詔書と

おさら

イ

ツ

八つばかりの女の子︑た

凡そ婦人の道は夫を助け おしあ・てる﹇押当﹈︵下一︶1 おしあ

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

十二334図

六603團

國︒

おさら﹃御皿﹈︵名︶1

﹁そこにおさらがあるから︑

︵略﹀︑マサヲが本ヲヨン

取っておくれ︒﹂

五202園

三58

四212

スカ︒﹂

︵略﹀︑二度目の朝鮮せいばつ

﹁こらどうした︒命がをし

オヂイサン﹁次郎︑オマヘ ハ

オヂイサン﹁オヤユビノ次

手ノユビノ名ヲ知ツテヰマ

四203

オヂイサン

おじいさん﹃御祖父﹈︹話し手名︺2

座いますか︒

十一496囹﹁閣下︑三千金が惜しう御

を携っても惜しくはない︒﹂

十﹁493園﹁あれ程の名馬はいくら金

か︒

くなったか︑妻子がこひしくなった

九193園

いいくさ相手がなくなった︒﹂

六594囹﹁ああ︑をしい事をした︒よ

なってしまひました︒

のいくさの終らない中に病氣でなく

をはじめました︒をしいことに︑そ

六528

い

余iイ・ーウ︒ーク彰 ←おなごりおし

おし・い﹇惜﹈︵形︶5 をしい 惜しい

く泣いてみる︒

もとを顔におしあてて︑ひとりしく

げしむるに在り︒

軍学ー3図

ル・ーメ︾

一同はやむことを得ず︑進 おさ・む﹇修︼︵下二︶2 修む ︽ーム
昨夜の風雨は名残なくをさま

は︑我等が身を修め︑世に庭するの

學問を修むるにも︑事業
の目的は達し得らるべき︒
おさめ・う門収得︼︵下二︶1
宍一工彰

ヨ
﹁我が聯合艦隊が克ク

ノ致ス所ニシテ︑︵略﹀︒

タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜威

ミ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

之をはうむりし時は︑よう 十ニー07母国

領事得

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

十二44図

つて︑︵略﹀︑海面はさ買波を立てて

をさ

みる︒

十638

行を止めて︑風のをさまるを待てり︒

九464國

まりてかげ清し︒

八606図團

︽ーッ・ーリ・ール︾

おさま・る﹇治︼︵四・五︶3

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

十525口司凶囹

︵略V︑刀を取直して腹かおさなめ︻幼目﹈︵名︶1

を抜きて首をかく ︒
十一458﹇図
き 切 ら ん と す ︒ 居 合せたる人々︵略﹀︑

オサキ

取っておさへて動かせず︒
おさき﹇御先﹈︵名︶一

ンナイ申シ上ゲマ シ タ ︒

飛ーキ・ーク・ー ケ レ 彫

ヲサナシ

サキニ立ツテ︑ヨイミチノ方へ御ア

ヤタガラストイフ烏が出テ來テ︑オ

ノミチガケハシク テ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒ ソ ノ 時

セイバツニナツタ時︑オトホリスヂ

五64 コノ天皇ガワルモノドモヲ御

し

おさな・し﹇幼﹈︵形︶8

余ームル・ーメ彰

ヲサム

道を示し給へるものにして︑︵略V︒

九295國

む 牧む 望む

七38臥龍﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ子 おさ・む﹇収︼︵下二︶4
ナレバ︑コレホドノワケノ分ラヌコ

︵略﹀︒

十二価7図

治め來

神代より承けし寳をま

おさめ・︿﹇治来一︵力編︶1

十二23図國

飛ーキ彫

︽ームル・ーメ導

もりにて︑治め來にけり︑日の二つ

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん
︵略V各県縣に於て多額
より一人を互選し︑︵略﹀︒

の直接國税を納むるもの十五人の中

十二燭7図

や︒

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

自治制の如き最良の制度

ひ・劔・弓・下等を共にをさめ︑

九641図

造りタルモノニシテ︑︵略V︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔

トハアルマジ︒

七41図園 父ノ汝ヲカヘシタマヒシ
バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ
シミタマヒテニア ラ ズ ︒

く︑兄の書を睦むを聞きみて︑直ち

十157図 紫式部は幼き頃より物畳よ

﹃いかでかΣる幼き者に

に之をそらんじ︑︵略﹀︒

十549図圏
刀を立てん︒﹄

十一419國園 いまだ幼ければ︑敵も
心をゆるすべく︑︵略﹀︒﹂

やらんも心許なし ︒

十︻423國國﹁幼き身を唯一入敵國へ

申すまじ︒幼き時 に 参 り て こ そ ︒ ﹂

十一426図囹 年長じては敵も近づけおさ・む﹇治一︵下二︶4 ヲサム 治む

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

ふさ
十二325図 孝女お房の幼き身を以て 八187︹図 時言が心正シク︑ツネニ節 おさらい﹁二塁﹈︵名︶2 オサラヒ
能く父母に事へた る ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 皆 後 世

187

ノハ人サシユビデ︑︵略V︒﹂
十231挙挙

ヨイオヂイサンバ︵略Vマ たり︒

ツノ木ヲ一本ウエマシタ︒

二545

﹁汝ハ教フルニ足ル者ナ

リ︑︵略V︒﹂トイヒ捨テテ去レリ︒

ヨイオヂイサンハヤガテ

二557

コロシテシマヒマシタ︒

心に開く︑智え

導きな

手を取り

務を壼す人を眞の大勇の人といふべ

しと訓へ給ふ︒

くば︑いかで我が

師の君の

六年の月日

徳え︒

て︑教へ給ひし

十二m9図國

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

魯の重臣某の病死せんとおしえまいら・す︻教参︼︵下二︶1 教

十163図

へ参らす

教

訓

父たり︒子子たり︒﹂とは孔子が景公
に教へたる語なり︒

をしへ

守りてつくせ︑家のため︑國

︵略﹀︑遠き祖先のをしへ

おしえ﹇教﹈︵名︶4
をも

六858図圃

のため︒

︵略V︑おきやうなどは何べん

伯父さん

をぢさん

三615 をぢさんのおみやげに貝
をこんなにたくさんいただき

叔父さん

おじさん門伯父﹈︵名︶7

をしへてもおぼえません︒

六443

トヲシヘテクダサイマシタ︒

ヲシイテ︑ソノ上ニコロガレ︒﹂

四605︵略V︑シボケノナイ水デ
カラダヲアラツテ︑ガマノホ

シヘマシタ︒

ホレ︑ワンワンワン︒︵略﹀︒﹂トヲ

二52ーアル日野ハ︵略V︑﹁ココ

をしへる ︽一へ彰←vおおしえる

おし・える﹇教﹈︵下一︶3 ヲシヘル

を教へ参らせたり︒

て後︑︵略V︑上東門院に漢文・漢詩

紫式部は︵略﹀︒夫に別れ

︽ーセ︾

せし時︑其の子に教へて曰く︑﹁孔

シバラレテシマヒマシ

︵略﹀︑ワルイオヂイサンハ

﹁君君たり︒臣臣たり︒父

子は年少にして禮を好めり︒我死せ

タ︒

守りテ︑一日モワスル・コトナカリ

正行︵略﹀父ト母トノ教ヲ

ロナオモシロイハナシヲキカセ

國民は一つ心に守りけ
一には︑軍人は質素を旨
とすべし︒︵略﹀︑ゆめ此の訓を至る

十二里6図

り︑遠つ御祖の神の教を︒

︵略︶︑ウラシマ厚面バカニ 十二33図圃

オヂイサンバ﹁︵略﹀︒﹂ト

なと︑ねんごろに戒め給ふ︒
︽ーヒ・ーフ・一へ︾

ました︒

倭姫戸此の時天叢雲劔を尊 三638 私はをぢさんに︑﹁︵略︶︒﹂

八433

仕合に風上で安心だが︑叔父

叔父さんのうちへ見まひに行

さんのうちはどうだらう︒

八427

ときさましたら︑︵略﹀︒

九53図

能く義理をわきまへ︑精
神を修養し︑︵略V︑十分に自己の職

十二皿4︹図

れ︒﹂と教へ給へり︒

に授け︑もつ﹂しみて怠ることなか

ふ訓へ給ふ

おちいさんもおばあさんも おしえたま・う﹇教給﹈︵四︶3 教へ給

丙ーフル・1へ彫

母は﹁︵略V︒不足の時には︑

はなければならないのです︒﹂と教へ

その不足の倍だけを受取人の方で梯

七523図

みおや

キ︒

三122

十二945図

二585 ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑︵略V︒

ヨクノフカイオヂイサン

ニイレテ︑︵略﹀︒

ば︑汝必ず之を師とせよ︒﹂と︒

十二937図

げしむるに在り︒

凡そ婦人の道は夫を助け

サン おちいさん

︵略﹀︑犬ヲカリニキマシ

トナリノワルイオヂイサおし・う︻教﹈︵下二︶5 教フ 教ふ

おかはりはないか︒

六392團

イツテ︑ニツコリワラヒマシタ︒

四228

タ︒

オヂイサンニナツテシマヒマシ

三736

テクダサイマス︒

︵略︶︑オヂイサンハイロイ 七49図

トウトウ

二655

マツテヰマシタ︒

バ︵略V︑トノサマノオカヘリヲ

二627

ノハヒヲカゴ

二596オヂイサンバヨロコンデ︑ソ

テ︑︵略﹀︒

ハマタコノウスヲカリテイツ

ヨクノフカイオヂイサン

十二334図

ヨイオヂイサンバ白イ犬

アル日犬牽オヂイサン

オヂイサンガソコヲホル

二57一

コノ木ヲキツテ︑︵略﹀︒

犬ヲ

二537 オヂイサンバ︵略﹀︑ソノ

タ︒

ンハ

二526

デマシタ︒

ト︑︵略﹀タカラモノガタクサン

二522

スミヘツレテイツテ︑︵略V︒

ノタモトヲクハヘテ︑ハタケノ

二512

ツテヰマシタ︒

ヲーピキカツテ︑︵略Vカハイガ

二505

ンガアリマシタ︒

二503 ムカシアルトコロニ︑ヨ
イオヂイサントワルイオヂイサ

ンガアリマシタ︒

二256 オヂイサンハウマニカヒ
バヲヤツテヰマス︒
二503 ムカシアルトコロニ︑ヨ
イオヂイサントワルイオヂイサ

ヲツケラレテコマリマシタ︒

一445 ワルイオヂイサンバコブ

トラレテヨロコビマシタ︒

一44一 ヨイオヂイサンバ コブラ

センタクニ︒

カリニ︑ オバアサンバカバヘ

﹇37一 オヂイサンハヤマヘシバ

おじいさん︻御祖父﹈︵名︶22 オヂイ

おじさん
おじいさん

おしたてる一一おそう
188

父﹁東京のをぢさんから火

つ た に い さ ん が 蹄っての話に︑︵略﹀︒

八453園
一郎﹁どうしてそんなに早

事見まひの電報が 來 た ︒ ﹂

八455圏
く伯父さんに分つ た の で せ う ︒ ﹂

おし立

角ーラ︾

十636図

ル

︵略﹀︑今や足尾町ハ︵略V︑

學校・病院・銀行等皆備ラザルナ
シ︒銅山ノ盛ナルコト︑是ニテモオ
シバカラルベシ︒

孔明︑課ノ蕾功ヲ惜シミ

シカド︑︵略﹀︑涙ヲフルツテ之ヲ斬

十一鵬8図
リ︑︵略﹀︒

御筆眞

飛ース︾

コノォ落忌ハゥメノハ

おすそ

ナガオスキデシタカラ︑︵略﹀︒

二474

おすそわけ﹁御裾分﹈︵名︶1

見事な桃をたくさんおおく

り下さいまして︑︵略V︒︵略V︒母は

オセアニや

オセァニャ

︵略﹀︑おとなりへもおすそ分けをい

たしました︒

八77図

オセア＝ヤ︹地名︺一

アリガタウゴザイマスガ︑︵略︶︒

︵略V︑﹁イロイロオセワニナツテ︑

おぜん﹇御膳一︵名︶一 オゼン

︵略V︑又ソノ次ノダン

三巴ヒシモチトオゼンヲソナ

四746

ヘテ︑︵略V︒

おそ・い﹇遅﹈︵形︶3 オソイ おそい

オソクオキル人糞︑︵略V

︽ーウ・ーク彰

目ノデヲミルコトガデキマセ

二4一

ン︒

九544図

ーフ︾

オソクオ

︵略﹀︑フクロヲカツイデ

肉ーハ・

カクノ如ク動物ノ膣色ニハ

おそ・う﹇襲﹈︵四︶2 オソフ

ナリニナツタノデス︒

イラツシヤツタノデ︑

四593

おそうございます︒

クルマニツンダタカラ 三247 牛は︵略V︑あるくことが

オス

三701囹 ソノウチニウラシマハ
ウチヘカヘリタクナツタカラ︑

カンザシノ玉ヤヲジ乙姫スル おせわ﹇御世話﹈︵名︶一 オセワ
サンゴハコノ愚ノ骨デアル︒

七729

おしゃしん﹁御写真︼︵名︶1

御鷺眞をありがたう︒

お正

﹁もうすぐお正月です
なりません︒﹂

から︑もち米をよういしなければ

四304圏

月

七689團

十二528図近年各國商人︵略V︑廣分け
告ノ爲ニハ多額ノ費ヲ投ズルヲ惜シ
マズ︒

倹約を守るは大切なれど

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

そのおしまひのあいてみる 十二927図

所へ︑﹃おかあさんからもよろしく︒﹄

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒

をしみ

七876園﹁さておしまひに一ついって おじめ﹇緒締﹈︵名︶一 ヲジメ

と書きたして下さい︒

五665園

八461囹 伯父さんが御安心なさる様 おしまい﹁御仕舞一︵名︶2 おしまひ
に早く返事を上げ よ う ︒

︽ーテ︾

おした・てる﹇押立﹈︵下一︶1
てる

五748 又海には一面にいくさ船がな
おきたい事があります︒

肉ーヒ彰

おしみたま・う﹃母上﹈︵四︶1
給ふ

らんでるて︑海とをかとにおし立て

押流す

余ーマ・ーミ・

おしょうがつ﹃御正月﹈︵名︶1

田村麻呂は︵略﹀︒︵略V︒ 八117團

た何千本の赤はだは︑まるで火のも
えたったやうに見 え る ︒

おしなが・す﹇押流︼︵四︶1
九6310図

︵略V︑其の莞ぜし時︑天皇は深く之

惜しむ

を

ををしみ給ひき︒

しむ 惜シム
ーム︾

︵略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク

オシロイ

一392圏

お・す︻押﹈︵五︶一

九9図

ダノ形ヲシタノモアル︒

九93

私も日本男子です︒何で命おしろい︻白粉︼︵名︶2 オシロイ
ををしみませう︒

九201國

タ寸シ貯金センが爲二必要

つく
是は菅原道眞が︵略﹀︑筑

モノ︑︵略﹀︒サルガアトオスエ

九792図

紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

し

ムベキ事ニアラズ︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ

九785図

ヲシム

九751國團 全村百計戸の中二三十戸

からふと

おし・む﹇惜︼︵四・五︶8

飛ーサ︾

も押流され候︒

たしなべて
てうせん

北は樺太・千島より︑

おしなべて﹇押並﹈︵副︶2 おしなべ
て
はうこ

十一Hβ1國國

南壷濁・彰湖島︑朝鮮八道おしなべ
を

て ︑ 我 が 大 君 の 食す國と︑︵略﹀︒

十二螂2図圏 人の子どもの れしな
おきてなる︑
おしのく

六 年をば︑︵略﹀︒

べて︑渦むを御國の
學びの道の

肉ーケ彰

おしの・く﹇押退﹈︵下二︶1

ンヤラヤ︒

同胞

を
蜜蜂の群集生活を白むをお・す﹇食︼︵四︶1 食す 余ース妬
を

オスキ

國と︑朝日の御旗ひるがヘキ

十一那1図星

︷略V︑我が大君の食す

ををしみてよめる歌なり︒

十一810図

得るは︑︵略V︑團磯の爲には身命を

十二991図 衆人群集の場虞にて他人
をおしのけ︑︵略V︑他人の安眠をさ

すべて六千萬︒

おすき︻御好﹈︵形状︶一

我が子の死ぬのを見て父
が命を惜しむ理由はない︒

十一579園

をしまざるによる︒
オシバカ

またぐるが如きは︑文明國民の爲す
べきことにあらず ︒
おしはか・る﹇推量︼ ︵ 四 ︶ 一
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おそく一おそろしがる

ことぐく平ぎたり︒

に︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑東國

ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

︵リ︶︾

ゑん

恐入四一

共二階ロシキ噴火山ナリシナリ︒

きたなき水を飲みで︑恐ろ

︵略V︑耳がさけるやうなおそ

又きたない水やくさった水を

せが高く︑目がするどくて︑

一服のすひがらがこんな大火

恐ろしいのは二百十日頃の大

ともある︒

が一夜の中にむだになってしまふこ

稻の花は散る︑一年中の農夫の辛苦

あらしで︑家は倒れる︑堤は切れる︑

九687

だ︒

事になった︒火は實に恐ろしいもの

八449

た︒

たって氣だてのやさしい老人であっ

ちよつと見ると︑おそろしいが︑い

八313

あります︒

又時にはおそろしい目にあふことも

七848園 ﹁航海といふものは︵略V︑

とがある︒

飲むと︑おそろしい病氣にか︑るこ

七659

ろしいかみなりが鳴りました︒

五482

恐ろしい 貞ーイ︾

おそろし・い︻恐一︵形︶6 おそろしい

しき病にかΣる者多し︒

︵略V死人横三巴リテ︑臭氣 九589図

おそれ
我が國及び附近に風雨の

信號は︵略V︒

之を豫告す︒

す︒

錐形を以て暴風雨のおそれあるを示

すみけい

十ニー86図

︵略﹀︑圓

おそれある時は︑中央氣三園は︵略﹀

十ニー81國

おそれ﹇恐︼︵名︶2

近ヨリテ見レバ︑︵略﹀︒

鼻ヲツクが如シ︒︵略﹀︒工恐ルノ＼

八307図

九64図尊は︵略︶北に向ひ給ひし おそるおそる﹇恐恐︼︵副︶1恐ル︿

ノアリテ︑︵略﹀ ︒ シ タ ガ ツ テ 敵 ニ オ

其ノ住メル周園ノ物ノ色目似タルモ
ソハル︑ウレへ少 ク ︑ ︵ 略 V ︒

ウレへ少ク︑我ヨリ敵ヲオソフニハ

九545図 シタガツテ敵ニオソハル︑ 九5610図 是等二一ク八百ノ動物ノ恐

來らば判れ︑恐れんや︒
魚は︵略﹀︑水底にうつ

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが

十一824図

故に︑︵略﹀︒

︵略﹀墜下曲管度二間︑

御多用中土入候へども︑御参列挙し

十一629國團

下され候はば︑有り難く存じ奉り候︒

︵略﹀一戸の頁家ありて︑

之を買はんとする人五人あるとき

オソレル
肉ーレ・ーレル彰

日本は海國でありながら︑

おそろしが・る︻恐﹈︵五︶2 恐ろしが

︵略V︑ワルモノドモハ︵略V︒

恐れる

おそ・れる﹇恐︼︵下一︶4

は︑其の五人は各其の家の他人の手

十一923図

おそれい・る︻恐入一︵四︶1

田村麻呂は︵略V︑怒る時

・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑︵略︶︒

九634図

便ナリ︒

おそく︻遅﹈︵名︶1 おそく

魅し

はたけき獣も恐れたり︒
四714圃 夜おそく まで おくの
十一238図圃 浪にた雲よふ氷山も︑
まに︑母はせい出す はりしご
と︒

おそし

禽ーカリ・ーク・！ケ レ ・ ー シ 彫

おそ・し︻遅﹈︵形︶4

九494図 聞けばハッサンはアリの來
る こ と の 鯨 り に お そければ︑︵略﹀︑

︵略︾︑五人の騎手は︵略﹀︑

迎へかたぐこた亙りしなり︒

に渡らんことを恐れて︑孚ひて高き

九8310

三番太鼓を今やおそしと待構へてる

五73

おそれる

ソノ光ニオソレテ︑皆ニゲテ行キマ

︵略﹀︑貴家の持主五人

便をつくべし︒

シタ︒

す︒

恐気シ

恐ろ

突いたりするのも︑人に恐れるから

十862
である︒

おそろ・し﹇恐︼︵形︶2

︵略V箱根七湯モ︑遠キ昔ハ

内ーシキ︾

九412図

し

たとへば自分のうちを射ろ

しがる様なもので︑︵略﹀︒

七883囹

か︒

恐ろしがる人があるではありません

又馬が人をけたり︑牛が人を る 内ール彰
七881圏 海の波を見たばかりで︑

海を恐れる人の多いのは残念な事で

七877圏

くを申しこんで弾ましたが︑︵略V︒

そこで支那もおそれて︑わぼ

は各其の家の守れざらんことを恐れ

孟子の幼時母は︵略﹀︑

六516

て︑争ひて其の債を低くすべし︒

十一928図

る︒

臨幸飴⁝りにおそかりしか

人をしてう か 窒 は し む る に ︑

十一151図
ば︑
︵略﹀︒

孔明︑課ノ奮功ヲ惜シミ
シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑

︵ 略 V ︑ 旅 館 に て 夜 晩 く 高 十一鵬9図

聲を零して︑他人の安眠をさまたぐ

十二993︹図

十二964國

れんや︒

叱したるもの︒何ぞ濁り廉將軍を恐

﹁余は秦王を其の朝に

涙ヲフルツテ之ヲ斬り︑︵略V︒

止る

十二392図園

るが如きは︑︵略﹀︒

恐ル

十45図 恐らくは木造建築物中世界

おそらく﹇恐一︵副︶1 恐らく
最奮のものなるべし︒

市井の感化を恐れて︑三度其の居を

おそ・る︻恐︼︵下二 ︶ 1 2

肉 ー ル ル ・ ー レ ︾ n ▽おどろきおそる

遷せりといふ︒

敵を恐れず︑︵略﹀︒

十二認2図︵略V︑小敵を侮らず︑大

八531図他ノニ人ハ此ノ間二入鹿ヲ
討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出
デズ︒

おちよ

おそろしげ
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おそろしげ﹇恐︼︵形状︶1 恐ろしげ

八577 目の最も恐ろしげなのは︑わ
し・たかの類で︑︵略﹀︒

オタ

天皇ハ國ノ中ノワルモノド

肉ーゲ蝉

おたいら・げる﹇御平 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 一

おだ弓とくがわおだにこう
ヒラゲル

五77
モヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑
︵略﹀︒

おたがい︻御互︼︵名︶2 おたがひ

七203園 どういふわけで︑おたがひ
に親類の間がらで ご ざ い ま す か ︒ ﹂

シ︾

八495囹

︽ーネ単

オタヅ

こ＼に頼信紙があるから︑

書いてお出し︒﹂

ネル

おたず・ねる﹇御尋﹈︵下一︶2

小田原城
︵略﹀︑

コロンブスの遠征時代は

北條早雲が小田原城に振り

ほうでう

十二811図

て︑次第に其の樺力を四隣に張らん
とせる頃なりき︒

利根川ノ本流ハ︵略﹀︒鬼

ソコヘカミサマガタガ おちあ・う﹇落合︼︵四︶1落合フ二一
フ︾

四573
オトホリガカリニナツテ︑﹁ナゼ

九164図

怒川ノ落合フ所ヨリ少シク下流ニア

ナクノカ︒﹂トオタヅネニナリ
マシタ︒

チ煙

足利氏の大兵來り攻め︑
落ちか﹂

雪なだれがなだれて來て︑︵略﹀︒

〜る様なひ虻きと共に︑山のやうな

︵略﹀︑百雷の一時に落ちか

おちかか・る﹇落掛﹈︵五︶1

城遂に至り︑保・義鑑共に戦死す︒

十二317図

あしかぽ

四596 コノ神サマモ︑﹁ナゼナク
タリテ船戸アリ︒
ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ
おちい・る﹇陥︼︵四︶1 陥る 飛ーリ︾
タカラ︑︵略V︒

ましい働きをして︑我が高千穗艦の

だのぶなが

十一553

午前六時の汽車で︑おとうさ る ︽ール蝉

九234園 其の時にはおたがひに目ざ おた・つ﹇御立︼︵五︶1 お立つ 隅一
六384

んが京都へお立ちになった︒

名をあげよう︒

おださま﹇織田様﹈︹人名︺1 織田檬
お

だのぶなが

クル煙

かた

落口

堅田の浦の浮御堂︑おち

︵略V︑木下藤吉郎秀吉と名のおち・く﹃落来﹈︵力率︶1 おち來一一

︵略V︑御主人織田檬には︑ おだのぶなが︻織田信長︼︹人名︺3

織田信長

七422圏

六457

だのぶなが

お

おちぐち門落口﹈︵名︶1

來るかりもふぜいあり︒

山内一豊が織田信長のけらい 八614國圃
馬を責りに來た者がありました︒

になったばかりのころ︑大そうよい

七393

つて︑織田信長につかへました︒

お

近いうちに京都で馬そろへをなさい
お出し

ますとのこと︒

︽ーイ煙

おだしなさ・る﹇御出﹈︵五︶2
なさる

書いてお出しなさ い ︒ ﹂

五648園 それから今すぐにへんじを

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

しむ︒

おだまき号しずのおだまき

今日はなみがおだやか
で︑舟がたくさんおきへ出て
ゐます︒

おだわらじょう﹇小田原城﹈︵名︶1

る︒

おちこ・む﹇落込﹈︵五︶1

九849

︽ーン彰

落ち給ふ

ころころと韓がつて︑池の中へ落ち
こんだ︒

宍ーフ︾

おちたま・う﹇落給﹈︵四︶1

笠置の山の行在所︑寄す

かさぎ

る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち

十886図圃

給ふ︒

落ちつく

落付く

余ーイ・ーカ︾

おちつ・︿﹃落着︼︵五︶4 おちつく

︵略﹀︑船がゆれて︑まとが

さだまりません︒しばらく目を

四818

つぶって︑︵略V︑こんどは扇が

少しおちついて見えます︒

よくおちついてみて︑少しも

書きそこなひなどをしない子供もご

六713

森林は︵略﹀︑又常に土地

ざいました︒

をうるほして︑土砂を落付かしむ︒

十101図

船長の落ちついた力のこもつ

︵略﹀落葉・こけ及び︵略﹀

落葉

た號令に︑船ははや方向を減じて︑

十646

北へ向って走る︒

十92図

おちば﹇落葉︼︵名︶2

木の根などは︑地上に落ちたる水を

ふくみさ＼ふること︑あたかも海綿

︵略V妙音は︑忽ち人の心

の如くなるを以て︑︵略﹀︒

十二839

又忽ち落葉散敷く秋のさびしさに沈

を百花満開ののどかな春によはせ︑

ませる︒

おちゃ﹃御茶一︵名︶一 オチヤ

五651

おちよ

おちよ﹁それでも私はまだ手

おちよ︹話し手名︺1

ヲダシマシタ︒

熊吉は︵略V︑そのはずみに ニ9一 オハナ一撃キクヲザシキ
ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

落ちこむ

お
けごんのたき
五667園それから表の方へあて名を 十一一2810図 家康直ちに勝商をして織 九961図 此の湖の落口は華華瀧とな
書いてお出しなさ い ︒ ﹂

余ーゲ彰

お だ し も う し あ ・ げ る︻御出申上﹈︵下一︶
たちからを

お出し申し上げる

偽1

三591

五41 手力男のみことといふ力のつ おだやか﹇穏﹈︵形状︶1 おだやか

1

お出す

お手をとって︑お出し申し上げまし

よい神さまが︑︵ 略 ﹀ ︑ す ぐ に 大 神 の

た︒

おだ・す﹇御出一︵五︶1
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おつ
おちよ

紙の書き方を習ひませんから︑どう

テ︑フネノヤウニナツテ︑ハシ
ヒバリガ︵略﹀︒︵略﹀︒オリ

ルノモアリマス︒

オチルヤウニハ

ダンダンノビルト︑タケノ

ヤクオリテキマス︒

ルトキニハ︑

三186

書いてよいかわか り ま せ ん ︒ ﹂

おちよ︹人名︺8 オチヨ おちよ

おちよはそれを見て︑母

に ﹁ ︵ 略 ︶ ︒ ﹂ と問ひました︒

四421

ナリマス︒

三507國

た︒

とびつ

五716園

花咲く春あれば︑葉落つ

昔より富士は日本一の高山

森林の樹木はたがひに其の

つるを止め︑︵略V︒

枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

十91図

落ちたり︒

領土となりしょり︑富士は第二位に

と直せられしが︑︵略V︑毫湾の我が

十17図

る秋あり︒﹂

九802図解

シブキニ包マレタリ︒

﹁ジブンノ角ハジツニリツ 七923図ボート静水ニオツル砲丸ノ

チルガ︑オチルトスグ又新シイノガ

パナ物ダ︒︵略V︒毎年春雪ナルトオ

毎年春ニナルトオチルガ︑

ハエテ︑︵略﹀︒

五716園

一人の子どもが水がめのふち

オチルトスグ又新シイノガハエテ︑
︵略V︒

六231

へ上って︑遊んでみるうちにふみは
サルモ木カラオチル︒

つして︑かめの中へおちました︒

六423

たる水をふくみさ﹂ふること︑あた

敵は一人︑此方は二人︒三

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

十513國

かも海綿の如くなるを以て︑︵略﹀︒
リマセン︒

後カラーツヅツヌケテオチルノヲ知

︵略V︑とんではおち︑お 六668 ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二 十93ロa凶 ︵略﹀などは︑地上に落ち
︵略V︑おちても︑おちて

︵略V大塔宮の吉野を落

人組合ひて馬より二つ︒

ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞

タトヘバコ・二漁夫アリ 十一25図
テ︑︵略﹀︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタ

落

べし︒

︵略﹀此の草の成長を保

待ちて︑其の巣に運び去る︒

護し︑其の實の熟して地に落つるを

十一903図

り︑︵略V︒

に随ひ氷結して︑一面玉山銀壷とな

十一785図

又四二の頃は漫水落つる

がら
十一689図 ︵略V︑街上に落ちたる硝
す
子の一片を去るも︑公衆の利盆なる

りしかば︑︵略V︒

が︑︵略V︑笠置も落ちたる由風聞あ

はしませし時︑早くも義兵を翠げし

十一141図

をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒
かさぎ
︵略﹀︑主上尚笠置にお
カラズ︒

ラズ︒

おつ

︽ーチ・！ツ・ーツル彫﹇▽くずれお

のきよりおつる雨だれの

大砲ノヒマキハ︑天モオチ︑
海モサクルカト思フバカリナリ︒

七893図

をうがつなり︒

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

七783図画

つ・ながれおつ

つ

お・つ﹇落﹈︵上二︶13

オツ

バ︑更二丙丁ノ農夫劇談ゼザルベカ

九885図

乙ノ農夫モ轍魚ヲ望マズ

バ︑更二半ノ農夫ノ所二行カザルベ

リトセヨ︒其ノ農夫若シ魚ヲ望マズ

九884図

︵略V︑おちても︑おちておつ﹇乙﹈︵名︶2 乙

コノゴロバクリノオチル

赤い扇はかなめのきは

私はもと雨の弔しつくです︒

﹁かみなりは高いもののあ
︿略﹀︑かみなりがおちて︑そ

の高い木がまつごつにさけてゐまし

五485

る所へおちるのだ︒

五473囹

ました︒

︵略V︑風にふかれて︑土の上へおち

五87

おちました︒

をいきられて︑︵略﹀︑波の上に

四826

まつ白になって︑︵略V︒

四637はのおちた木もみんな

ジブンデ︑︵略V︒

四124

も︑またとぶほどに︑︵略V︒

三512圃

も︑またとぶほどに︑︵略﹀︒

三511團

ちてはとび︑︵略﹀︒

三508國

てはとび︑︵略V︒

くかへる︑とんではおち︑おち

しだれやなぎに

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ

四441 おちよは又︑﹁︵略V︒﹂と問 三285
︵略﹀︑母は手紙をおちよにわ

ひました︒

五634
たしました︒

五634 おちよは取上げて讃んで見る
と︑︵略V︒

五644 おちよはよろこんで︑母には
な し ま す と ︑ 母 は﹁︵略V︒﹂

書の裏へ次のやうに書きました︒

五656 おちよはしばらく考へて︑葉

ラレテ︑母宮ニサンケイシタ︒

五68一 オチヨトオハナハアネニツレ

五692 オチヨモオハナモ鈴ヲ鳴ラシ
テヲガンダ︒

五643団 九月十三日 あねより お

おちよさま︹人名︺1 おちよさま
ちよさま
おちよさん︹人名︺一 オチヨサン

ンデ來テ︑オアソビナサイ︒﹂
オチル

快 ー チ ・ ー チ ル影﹇▽やけおちる

おち

オチヨサンヤオマツサンヲヨ

四756囹 母ハ來テ見テ︑﹁︵略﹀︒

る

お・ちる︻落︼︵上一 ︶ 1 9

ニー6エ ︵略V︑クハヘテヰタサカナ

ハミヅノナカヘオチマシタ︒

画工81︵略V木ノハガトンデキ
マス︒︵略V︒ミヅノウヘ ニオチ

おと

おつかい

192

おつかい﹇御使一︵名︶一

オツカヒ
ヰニオツキニナリマシタ︒

肉ーイ・ーツ・ール煙

で

ナリマ

七419囹

かすどよ
かの山内一豊の妻が貧

おてかず

︵略﹀めづらしい草花をほ

お手紙

﹁ねえさんの所からお手紙

お手紙をいた貸いて︑まこ

とにうれしうございます︒

五658團

が來てるます︒

五632園

形名の妻︑夫を拗まして︑おてがみ﹁御手紙一︵名︶2

ていた貸きたうございます︒

てかずでも︑これも二三種買って來

しいくと申して居りますから︑お

七184團

このお金は︵略﹀︑﹃夫の一 おてかず﹃御手数一︵名︶1

大事の折に使へ︒﹄と申して︑父の
渡してくれた金でございます︒

は︑︵略﹀︒

十二334図

げしむるに在り︒

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

︵略V︑一サツバカキ壱州

ノオテホン︑︵略V︒

ニ485

凡そ婦人の道は夫を助け おてほん﹇御手本一︵名︶一 オテホン

苦に居て︑夫の一大事を忘れざりし

十一﹁329図

︵略︶︒

十二3010國

これがなければ︑せんせい 十162図紫式部は︵略﹀︒夫に別れて
みんな
後︑宮中に召されて︑︵略V︒

三647私はをぢさんに︑﹁︵略﹀︒﹂

の言ふことがわかりません︒

のおっしゃることや︑

三388

おっしゃる

三113 ワタクシバ︵略V︑イモウトおっしゃ・る︻仰一︵五︶5 オツシヤル

余ーケ︾

オツカ

ノモリヲシタリ︑オツカヒニ
イツタリシマス︒
追っかける

おっか・ける﹇追掛﹈︵下一︶3
ケル

五733 タクマシイ大キナカリ犬が四

の

﹁貝ざいくを

量るみせで買ってきた

ときさましたら︑
す︒﹂とおっしゃいました︒

五匹デオツカケテ來マス︒

六312 直吉は︵略﹀︒今のお客にも

セン︒﹂

五474園

︵略﹀︑何かあちらでと﹂の

ではないか︒L

七165團

へて來る物がございますなら︑御ゑ
んりよなくおっしゃって下さい︒

追手
アラビヤ人は︵略﹀︑絶え

おって︻追手︼︵名︶3

行く︒

十一483

追手のトルコ人は如何とも

セイ

腿肋獣

をつとせい

陸ノケモノニ認可モノニハ︑

日本一ノ大キナホトケサマ

ガナイテイク︒

清水寺をはじめ︑たくさん

うちがまつしかったので︑八

お寺では﹁こんないたづら者

おと﹇音一︵名︶25

かへしました︒

オト

おと

音号

はごめんです︒﹂といって︑うちへ

六447

たが︑︷略﹀︒

つの時にお寺へ小ぞうにやられまし

六441

のお寺やお宮へさんけいした︒

六397團

ハ︑ナラノオ心病アリマス︒

をつど
︵略Vこ＼に集る膿肋 五141

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑

七738

︵略V︒

︵略﹀︑マサヲサンハタ

オツミ

獣は数千頭にも達することこれあり

せい

十一997國團
候︒

おつみなさ・る﹇御摘︼︵五︶一

三78圏

ンポポヲオツミナサイ︒﹂
おつる
姉のおつるは立ちよって︑
お手

四398

おと

ソノウチ双海ノ水ヲ

あしおと・つつおと・みずおと・もの
よい神さまが︑︵略V大神のお手をと

手力男のみことといふ力のつ
つて︑お出し申し上げました︒

五41

たちからを

おて﹇御手一︵名︶1

︵略︶︒

六605圃

おつる︹人名︺1
追て準備の都合もこれ
夫

有り候間︑︵略﹀御一報下され度候︒

おっと﹃夫一︵名︶6

妻はこれを聞いて︑夫に向つ
て︑﹁︵略V︒﹂

七405

お寺
一532國 オミヤノモリへ︑オテ
ラノヤネへ︑カアカア︑カラス

この間先生がおっしゃった おっとせい﹇膿肋膀﹈︵名︶2 ラット おてら﹇御寺﹈︵名︶5 オテラ 氏寺

ヤルトホリノマナケレバ

四695園 オイシヤサマノオッシ

う一鏡上げなければならなかった︒﹂
といって︑すぐに 追 っ か け て 行 っ て ︑

﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂と

残りの一鏡を渡した︒
十一481

いふので︑大將の部下の二三人は
︵略V︑其の跡を 追 っ か け た ︒

大尉は︵略﹀︑水兵の手を

おっかさん門御母﹈︵名︶3おつかさん
九224園
握 っ て ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀︒おつかさんの精神は

感心の外はない︒

公一

十一638國国

ぶじお着のことと存じま おって﹇追一︵副︶1 追て

すべき方法が無い︒

十一488

め︑後れΣば脚のきざみを短くする︒

追手が接近すれば速力を速 ナサル ︽tイ彰

ず追手と或間隔を保ちながら進んで

九2210園 おつかさんは﹃一命をすて 十一482
といって居られる

此のわけをよくおつかさ

て君に報いよ︒﹄
が︑︵略V︒

九236園

んにいって上げて︑安心させるがよ
い︒﹂

七171團

おつき﹇御着一︵名︶1 お着

オツク

す︒︵略V東京へお上りはおうらやま
しい事でございます︒
おつ・く︻御生﹈︵五 ︶ 一

五78 天皇ハ︵略V︑天皇ノォクラ

キ彰

193
おとこ

おとうさん

カキマハスヤウナ大キナオト
ガシマシタ︒
五121 ある時上の方でさわがしいお
とがするから︑見上げると︑はしが
かけてあって︑人や馬や車がたくさ
ん通ってみるのです︒

五436 ソノウチニ下ノ方デカミナリ
ノヤウナ音ガシマシタ︒

五674 イサマシイタイコノ音が森ノ
中カラキコエテクル︒

葉の散果てた冬木立に吹きす

のきの玉水の音も静かに聞える︒

九701

夜が更けて︑雨の音が静かに

さむ木枯の風は音を聞くだけでも物
すごい︒

九705
なったから︑止んだことと思ってゐ
ると︑︵略V︒

オ

白ウサギハ︵略﹀︑ナイテヰ

オトホリガカリニナツテ︑︵略V︒

マシタ︒ソコヘカミサマガタガ

四568

トホリガカル 飛ーリ︾

おとおりがか・る︻御通掛一︵五︶一

ソコヘオトウサンガカヘ

オトウサンハマダカヘリ

おとうさん

二263

ン
マセン︒

二267
ツテキマシタ︒

アソコニハオトウサンノ

コノ天皇ガワルモノドモヲ御

ノミチガケハシクテ︑オコマリノコ

セイバツニナツタ時︑オトホリスヂ

五6一

三116 オトウサンヤニイサンハ おとおりすじ﹇御通筋﹈︵名︶一 オト
マイアサハヤクカラタンボ ヘ
ホリスヂ
イキマス︒

三572

トガゴザイマシタ︒

二636

ソノウチニトノサマガ

リニナツテ︑︵略V︒

二605トノサマガココヲオトホ

肉ーリ彫

おとお・る﹇御通一︵五︶3 オトホル

午前六時の汽車で︑おとうさ

チヤイロノオビガアリ︑︵略﹀︒
六384

弟

オトホリニナツテ︑︵略V︒

四586 コノ神サマハサキホドオ
トホリニナツタ神サマガタノ

弟ノ方デス︒

六301

オモシロサウニアソンデヰ

あるばん一人の男がそ

男ノ子ノアルウチデハ︑五月

見ると丈の高い︑たくましい

ある日︵略V︑一人の男の子が

男である︒

五771

ス︒

ノセツクニ鯉ノブキナガシヲ立テマ

五177

らをむいて︑︵略V︒

三456

マス︒

ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子

おとこ﹇男﹈︵名︶14 ヲトコ 男

午後京都からおとうさんの手

んが京都へお立ちになった︒

六388

紙が着いた︒

オトウト

ウチ広崎︵略﹀︑オトウト

イツモブチトアソンデヰマス︒
四588 コノ神サマ

三113オトゥトハ犬ガスキデ︑

ス︒

トイモウトが一人ヅツアリマ

三104

号おんおとうと

おとうと﹇弟﹈︵名︶7

夜半の

音もきこえ

︵略﹀︑折からの

そののちは

十1410國團

あらしに
ず︒

所︑︵略V︒噴出する時は湯群立ちの

湯のわき且つる慮二十鯨箇

ぼりて︑鳴動の輸すさまじ︒

五704 見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ 十747図
ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音

花ユねてよしや吉野の

静かな山の中に流れる水の
しばらくすると︑谷底の方
打鳴らす太鼓の音は段々に
將軍が谷底へ下りた時に

ぎかん

曽らばセらば︑父母セ
うりふたもつ

︵略﹀瓜
︑ 生保其の三碧鑑

モ︑

ハサキホドオ 二292

トホリニナツタ神サマガタノ
弟ノ方デス︒
親に事へ︑弟を助け︑

出征兵士の弟ぞ︑我は︒

ふなばたを打つ音︑ほ

十一606図圃

十一603歯型

ず︒

そま
等と共に杣山に旗あげして義貞に慮

十二316図

らば︒弟セらば︑薫習らば︒

十一611図團

家を治めん︑妹我は︒

うくと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこ

覚古寺の

山

秋の夜長には衣打つきぬた

し︑︵略V︒

の光にはげまされて︑鵜は盛に活動

十﹁8010図

は︑もう太鼓の音は聞えぬ︒

十一584

低くかすかになる︒

十一566

に太鼓の音がかすかに聞える︒

十一559

音が遠く聞えるばかり︒

十﹁558

よし水設まくらのもとユ石走る音︒

十一32図圃

ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒

來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ

五73一 ソノ時下ノ方カラカリゥドノ
出シマシタ︒

﹁わるい子どもが大ぜい

で わたしの手からもぎ取って︑は

六624圃園

ふった音はしましたが︑︵略﹀︒﹂

七122圃 たなのもちひくねずみの音
も︑ふけてのきばに雪降積る︒

七313 大きな鷲がたくさんで桑の葉
を食ふ時には︑木の葉に雨が降りか
﹁トンテンカン︑トンテンカ

﹂るやうな音がする︒
八317

ン︒﹂と︑毎朝早くから弟子を相手
につちを打つ音が聞える︒

レ バ ︑ 歩 ム 時 音 ヲ 立テズシテ︑︵略﹀︒

建長・圓

の音が誰々相器じて聞える︒

八747図 虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ 十一m5
九645図 扇を使へば風起り︑むちを

十二265転語

ふるへば音を獲す︒
門高き松風に昔の音やこもるらん︒
九674 春の雨はしめやかに降って︑ おとうさん﹇御父﹈︵名︶6 オトウサ

おとなしい
おとこざかり
194

ふでを買ひに來た︒
をとめの手にかへりて︑︵略﹀︒

しダーリングの手は︑今ややさしき
おとしn▽ひよどりこえのさかおとし

六305 男の子も氣がつかずにそのま
㌧かへった︒
い集ってゐますが︑︿略V︒
レ︾

六745．男や女や年よりや子供も大ぜ おとしい・る﹇陥︼︵下二︶1 陥る 肉一

として此の地を死守し︑我が軍は苦

ついてゐ

もしおなかでもいたいの

音次

五487

お

余ーサ・ーシ︾n▽い

オトス

音次郎は友吉のかたに手をか

けて︑︵略V︒

落す

おと・す﹇落﹈︵四・五︶6
落ス

おとす・かきおとす・ききおとす・せ

とす

字を書くのに︑筆・をおとした

﹁わたしが悪かつ

大人トナリテ︑君ノ御タ

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平グシ

七43図囹

メントナリ︒

陸島スムモノデハ︑象ガマヅ

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七742

金がなくて︑冠禮の行へな

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

十一鵬6

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

で︑大人の仲間入が出自ない︒

此ノ時諸葛孔明トイフ人

ホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣トセリ︒

ガ︑︷略﹀︑劉備ハ三度マデモ其ノイ

アリ︑民間二部リテ耕作ヲ事トセシ

十一皿6図

ザ︑コナタへ︒﹂トイフ︒

來レリ︒工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ

御出アリタシ︒﹂ト︑エノモトニイヒ

八299図 敷日ノ後︑川成ヨリ﹁︵略﹀︒

︽ーヒ・一へ彰

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生 おとな・う﹇訪﹈︵四︶2 音ナフ 訪フ

︵略V︑

大尉は之を讃んで︑思はずも

ない︒︵略﹀︒

九562図

九7810國

老人片足ノ靴ヲ橋下二落

立たんとする時︑︷略﹀︒

十227図

シ︑良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂
トイフ︒

大人

つてから︑大ていつまらない人にな

平生にても︑若き人は白

西洋の馬がおとなしくて︑日

い ︽iク単

おとなし・い﹇大人﹈︵形︶2 おとなし

とあざけり︑︵略V︒

ては︑進まんとすれば︑大人げなし

髪を見て侮る心あり︒まして戦場に

十541図園

是は菅原道眞が右大臣といおとなげな・し﹇大人気無﹈︵形︶1大
つくし
人げなし 余ーシ彰
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

アリ︒

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

た︒おつかさんの精神は感心の外は

涙を落し︑

九222

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七17図園

り︑すみをこぼしたり︑︵略﹀︒

六708

六757 一人の年取つた男がこゑをは 十二568﹇図 ︵略﹀︑露坐は海軍根掻地 めおとす・たたきおとす・はきおとす
・はたきおとす・ふるいおとす
り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑

戦十一箇月にして之を理れたり︒

オトシ

︵略﹀︒

八238 此の男は居酒屋に酒代の借がおとしだま﹇御年玉一︵名︶2
ダマ

一サ

︵略﹀︑二丁アサンカラオト

おとしだま

あるので︑︵略﹀︒

二491

シダマニイタダイタ本ガ

ました︒

おとしだまにのしが

をばさんからいただいた

よく︑︵略V︑父の暫時は常に其の頭

十161図囹 紫式部は幼き頃より物畳

犬を連れた男が銃を肩にし

四418

ツアリマス︒

かげ

口 を し ︒ ﹂ と い ひ たりとそ︒

をなでて︑ ﹁汝の男と生れざりしが

十299
て ︑ 森 の 蔭 か ら 出 て來て︑︵略﹀︒

郎
五458

音次郎はおどろいて︑道ばた

おとと号あにおとと
おとな

つてゐます︒

西洋の馬がおとなしくて︑日

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十859

方・使ひ方にあることで︑︵略V︒

本の馬のおとなしくないのは︑育て

︵略﹀善い子供は︑おとなにな 十858
つてから︑りっぱな人になりました︒

六725

友吉は︵略﹀︑そこをのかせよおとな﹇大人﹈︵名︶5

の高い木の下へにげこみました︒

五465

よそからかへって青る道で︑︷略V︒

ある日友吉と音次郎の二人が

おとじろう︻音次郎﹈︹人名︺5

︵略﹀︑ことばやさしくなぐさめる︒

か︑おとし物でもしたのか︒﹂と︑

六608芸園

十366園 それで注意深い男といふこ おとしもの﹇落物︼︵名︶1 おとし物
もメひき

男はゆるやかな股引をは

とを知りました︒
どうぎ

十一腿4
き︑胴衣を着けて︑其の上に長い上
衣を着る︒

十一鵬9 男の冠をかぶり︑其のひも
を長くたらし︑小馬に莱って︑田舎
道を通るのを見ると︑昔の人に會う
た様な氣がする︒

おとこざかり︻男盛︼︵名︶1 男盛リ

五472

うとしましたが︑音次郎はなかく

﹁父正成ノ戦死セシ時︑

き㌧ません︒

七68國国

ニ正行スデニ男盛リニ及ベリ︒

もなく目がくらむやうないなびかり

音次郎が木の下を出ると︑間 六728 ︵略﹀悪い子供は︑おとなにな
がして︑︵略V︒

五478

臣ハワヅカニ十一 歳 ︑ ︵ 略 ﹀ ︒ シ カ ル

おとこまさり﹇男勝﹈︵名︶1 男勝り
山なす大波を物ともせず︑

男勝りの大力にてボートをあやつり

十7010図

195
おどろきいる
おとなり

方 ・ 使 ひ 方 に あ る ことで︑︵略﹀︒

おとなり︻御隣﹈︵名︶1 おとなり

七688團 母はこんな美しい大きな桃
は︑はじめて見たと申して︑おとな

禽iイ彰

サア︑タケヲサンカラオ

オトビ

りへもおすそ分けをいたしました︒

ナサル

おとびなさ・る﹇御跳 ︼ ︵ 五 ︶ 一

一493
トビナサイ︒一ペンニヘン三ベン
︵略V︒

おとひめ﹇乙姫﹈︹人名︺4 オトヒメ

三678 リユウグウニハオトビメ
トイフキレイナオヒメサマガ
居テ︑︵略︶︒

畠ーデ︾

四234 オマツガオトミトアキナおどりい・ず︻躍出﹈︵下ご︶一 ヲドリ
ヒノアソビヲシテヰマス︒
出ヅ

カゲニカクレ給フ︒︵略V︒皇子コラ

飛ーン単

敵ヲ斬り殺シタ︒

肉ーツ彫

マサシゲ

お

衰ふ

肉ーフ・1へ彰

一家和合セザル時ハ家道

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ斤量リモ

十一521図

天性快活ナル人モ︑身髄

ル・事ナカルベシ︒

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

十一527図

四時支那は王室衰へ︑諸

ヘテ笑フコト少シ︒

侯各其の國によりて互に勢を孚ひた

十二934図

り︒

此の風一度軍人の間に

起りては︑二丁も兵氣も衰ふぺけれ

十二皿6図

ば︑︵略﹀︒

ル

会1へ︾弓やせおとろえる

家デモ國デモ︵略﹀︒フトコ

ロ手バカリシテヰル人が多ケレバ多

七271

イ程オトロヘマス︒

銀座通ノニギハシサマヅ目

其の上にか﹂れる朱塗の

驚

おどろきい・る﹇驚入︼︵四︶2 驚き入

聞けるアリの驚は一方ならず︑︵略﹀︒

乗れる酪駝を殺さん︒﹂といふ︒之を

九4710図 又一人︑﹁然らばかの子供の

おどろき﹇驚一︵名︶1

橋︑美観三つ目を驚かす︒

九939図

ヲオドロカス︒

七543図

驚かす 肉ース彰
ギンザ

その相手は武田信玄で︑これ おどろか・す﹇驚︼︵四︶2 オドロカス

套ーラ・ーレ︾
たけだしんげん

おとろ・える門衰一︵下一︶一 オトロヘ

四26ーオトミハマルクキツタ白 八533図 ︵略V︑長キヤリヲトツテ物
イ紙ヲ三ツ出シテ︑︵略﹀︒

ム

つ

此の御製を葬讃しては︑

おどりた・つ︻業革︼︵四︶1

し︒

劣る

おと・る﹇劣︼︵四・五︶5
とる

あった︒

楠木正行ハ正成ノ子ニシ

も謙信におとらないいくさの上手で

六554

オトル

何人も義勇の心にをどり立つなるべ

十二37図

をどり立

中ヘヲドリコンデ︑タチマチ三人ノ

八862

中佐ハマツサキニ立ツテ︑敵

おどりこ・む﹇踊込﹈︵五︶一

ヲキリ給フ︒

ヘカネテ︑ヲドリ出デテ︑書卓ノ肩

︵略﹀︑あちらこちらに桑つ

御供

ヲドリコ

をとめ

七98園

おとめ門乙女︼︵名︶2

むをとめ︑日ましくにはるこも太
る︒

︵略﹀︑男勝りの大力にて

ボートをあやつりしダーリングの手

十711國

は︑今ややさしきをとめの手にかへ

オトモ

りて︑半死半生の水夫を親切に看護
せり︒

おとも﹇御供︼︵名︶3

ケニナリマシタ︒

三697 ︵略Vウラシマハ︵略V︑ア二646 トノサマヤ︑オトモノ人
ル日オトビメニ︑﹁︵略V︑モウウ
ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ
チヘカヘリマセウ︒﹂トイヒマシ
タ︒

すゑふさ

空乳の大切なることも食物
豚肉はあぶらに富んでみて︑

國力我に劣れる國民を見

る 驚入

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

︽ーリ蝉

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば
オトロフ

九714國團 ︵略V︑本日の新聞により︑

おとろ・う﹇衰︼︵下二︶4

ざるが如きは︑︵略﹀︒

て︑や㌧もすれば輕侮の念を以て之

十二卿10國

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十867

におとらず︒

九607図

テ︑父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

藤 七12図

四59一 アニ神サマガタノオトモ
ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ
ツシヤツタノデ︑オソクォナリ

オトヒメハ﹁︵略﹀︒﹂トイ

ツテ︑ タマテバコトイフリツパ

三706

ふさ

房・工房唯二人︒

おとよさん︹人名︺一

オトラ

﹁オトヨサンノハドレ
ニシマセゥ︒﹂

ニ53圏

オトヨサン

十887図蜜豆の御供に仕へしは

ふち

ニナツタノデス︒

︵略﹀︑オトヒメノイツタ

ナハコヲワタシマシタ︒
三733

コトモワスレテ︑タマテバコヲ
アケテ見ルト︑︵ 略 ﹀ ︒

オトミ﹁ソノ糸ハ 一罪ケ

おとみ︹話し手名︺3 オトミ
四238

おとら・せる﹇御取︼︵下一︶一

オトミ﹁ソレデ八五カケモ セル 肉ーセ︾

イクラデスカ︒﹂

四242

ナリマシタ︒

ラヒマセウ︒
三147
ソレヲ天子サマガオキ
四253 オトミ﹁ソノ細イノヲニ
キ
ニナツテ︑ノミノスクネト
イフ人トスマフヲオトラセニ

本クダサイ︒

おとみ︹人名︺2 オトミ

おどろく

おどろきおそる

196

からざる由承知致し驚き入り候︒

の多いのにはおどろいた︒

信玄はふいをうたれておどろ

いたが︑たちまち陣立をかへて︑敵
︵略V馬のしりを力一ぱいに

聞致候へば︑聞きしにまさる進歩に

十一363強風 ︵略﹀︑いよく畑地見 六562

六576

を引受けた︒

驚

驚入日︒

おどろきおそ・る︻下浜﹈︵下二︶1
す

なぐりつけた︒馬はおどろいてとび
り
上った︒

撫ーレ︾

十二666図 又かつて栗鼠の大群ウラ
妻は立って︑鏡箱の中から十

き恐る

七412
爾の金を出して︑﹁︵略V︒﹂一豊はお

ル山中の一都會に現れしが︑一隊又
一隊︑事々相次ぎ︑三日三夜引きも

尉の顔を見つめてみたが︑やがて頭
﹁それは慮りな御言葉で

フルトンが工夫に工夫を重ね

を下げて︑
す︒

九318

も直に沈んでしまった︒フルトンは

て造った最初の船は︑︵略﹀︑不幸に

見物人一同は其の早いのと其

之に驚かず︑︵略V︑又一つの船を造
つた︒

九352

の勢のすさまじいのに驚いた︒

今ノサビシサト︑昔ノ鳥追ハシサト

昔ヲ知レル人︑若シ奮闘ノ

あるので其のかたに持って行かうと

ヲクラベ見バ︑世ノ輻攣ノ如何二甚

此の男は居酒屋に酒代の借が 九409図

するのです︒農夫は驚いて︑其の萎

八241

どろいて︑﹁これは又どうした金か︒

余ーイ．一丁．

打出し候︒驚きて飛出し候へば︑川

驚く

オドロク

切らず︑人々の驚き恐れて逃げかく
る﹂中︑︵略V︒

驚ク

お ど ろ ・ ︿ ︻ 驚 一 ︵ 四 ・五︶36

おどろく

上の堤防切れ︑隣村は大半水中にあ

︵略V︑隣村にて早がねを

ダシキニ驚クナラン︒

テ︑南ノロヨリ入ラントスレバ︑其

り︑︵略﹀︒

九739外国

俵を取りもどしました︒

ノ中帯タト閉ヅ︒驚キテ西ノロヨリ

ーキ・ーク彰

三726 ウチヘカヘツテ見ルト︑
オドロキマシタ︑父モ母モシン

入ラントスレバ︑其ノ戸マタハタト

︵略﹀︑何心ナクエン肩上リ

デシマツテ︑ ジブンノウチモ

八291図

アリマセン︑ トモダチモミンナ

﹁騨長驚くなかれ︑時の

ス︒

海まき上ぐるたつまき

も︑起らば起れ︑驚かじ︒

十一2310図圃

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

十一249図上古の舟車と今日の汽車

國運獲展の速なること實

の進歩の大なるに驚かざらん︒

十一289図

思はず大聲をあげて泣號

．に驚くにたへたり︒

びぬ︒正儀驚きて︑﹁如何にしたる

十一455図

アラビヤ馬の長途の騎行に

ぞ︒﹂と問へば︑︵略V︒

十一467

．たへることは實に驚くべき程で︑四
五日間うち通し︑毎日三十下位をか

けるのは珍しくない︒

此の時﹁自分が行かう︒﹂

とさけぶ人を誰かと見れば︑二軍マ

十一572

︵略﹀︑﹁今日書き給はん

クドナールである︒︵略V︒兵士等は

驚いた︒

十一742図

のぞき見たる姿をして見するに︑書

鶴の姿はかやうなるべし︒﹂と︑夜中

構へしことを如何にして知り給へる

師は驚きて︑ ﹁我が書がかんと思ひ

熊吉は︵略V︑池の中へ落ち

こんだ︒愛作は驚いて︑ひらりと馬

か︒﹂と問ふ︒

から飛下りて︑すぐに熊吉のえりを

九8410

つる秋あり︒﹂

攣り改るを︒花咲く春あれば︑聞落

九801図圃

閉ヂテ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑内ニハ黒ブクレニナ

リテクサリタル死人横型ハリテ︑臭

八304國

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ

氣鼻ヲツクが如シ︒工驚キ︑アツト

ハ一人モアリマセン︒
︵略Vおなげ入れになりました︒ 大

五16 ある時生馬のかはをはいで︑

蒸立テテニゲ出セバ︑︵略V︒

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

テ去ル︒驚キテ目送スレバ︑ヤ︑ア

り︒住持は驚きて︑﹁東野へ行き給

る内︑又再び引返して一．國寺に蹄れ

然るに未だ一月もたΣざ
リテ引返シ來リ︑︵略V︒

老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑ヒ 十一748図

引つつかんで︑︵略V︒

キハ︑今更二其ノ便利ナルニ手力ル

十2210図
・ナリ︒

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト

レタレバ︑サ程ニ一思ハザレドモ︑

八388図

神はおどろいて︑あまの岩戸の戸を

たてて︑その中へおかくれになりま
した︒

した︒音次郎はおどろいて︑道ばた

五465 ︵略﹀︑雨もつよくふってきま
の高い木の下へにげこみました︒

來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ

大佛殿ノ高サ十五丈︑東西長サ四十

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

十一809図此の間に鵜を引上げて呑

何故ぞ︒﹂と問へば︑︵略﹀︒

気丈︑七二世界第一ノ木造建築物ト

佛ノ大キサノ驚クベキノミナラズ︑

水兵は驚いて︑立上ってしばらく大

九198 ︵略﹀︒﹂と言葉鋭くしかった︒

倉敷ノカ・ルモノナリ︒

五732 ソノ時後ノ方カラカリウドノ 八391図 マツチノ製造ニ周壁クベキ 十9610ロ凶 東大寺ハ︵略V︑タ寸二大 ふと聞きしに︑再び尽り來られしは
出シマシタ︒

六401團 三十三間堂のほとけのかず
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おなじ
おなか

ち︑又か望り火に薪を添ふるなど︑

はたをおらせていらっしやる所へお

ある時生馬のかはをはいで︑大神が
なげ入れになりました︒

其の手練實に驚くべし︒

オナゴリヲシイ

三707園

同じ号

ことも牛と同じである︒

同じ

オナジ

同ジ

︵略﹀タケノコガ︑モウコ

おなじ﹇同一︵連体︶15

三282

古來アラビヤ人は馬を家族

スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス

ル︒

十一504

の一員と考へて︑家長は之を自分の

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅

子供と同じ様にかはいがる︒

日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

十一645

只中ハ︑向フノ汽車ニノツテヰル人

レ︑︵略︶︒

肉一

︵略V︑毎日同ジ献立ヲクリ

同ジ 同じ

カヘサヌ三二注意スルガヨイ︒

十一663

アキ易ク︑身鎧ノ爲ニモヨクナイ︒

十一661

かへりには同じ道を通らず

おな・じ﹇同︼︵形︶18

︵略V︑外宮に参発す︒神殿

直吉と長松は同じ店のでっち ジ・ージウ・ージカラ・ージク・ージケ

八76図

レ彫

の御有様︑おほよそ内宮に同じと見

﹁私も子供の時には毎日

この學校へ通って︑皆さんと同じ様

七808囹

であった︒

六297

に︑別の道から下りました︒

六112

コトデセウ︒

車カラコチラノ汽車ヲ見テモ︑同ジ

ノカホハヨク見エマセン︒向フノ汽

走ツテヰル汽車ガスレチガフ

丙ーイ贈

ト同ジデス︒

ちがひます

四328囹
︵略﹀ごはんにたく萎
と︑ うどんやさうめんにする

猫ノロニハ上下二二本ヅツ

奉る︒

マタ同ジ︒

ノ鋭キ牙アリテ︑︵略﹀︒︵略﹀︒虎モ

八746図

に︑あの運動場で濡濡をしたり︑こ
の講堂でお話を聞いたりしてみたの
です︒

かくの如く日本を出で︑海

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八803図

ば︑又元の日本に蹄り來る︒西へ西

活版は印刷が終れば︑其の活

色二攣ジ︑︵略﹀︒

ドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑全ク白

ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ

タトヘバ北考証スム野ウサ

へと進むもまた同じ︒

同ジ人魚デ同ジ時間二物ヲ

字を取離すことが出來るから︑同じ

十一99

同ジ人数デ同ジ時間二物ヲ

製造スルノニ︑︵略﹀︒

十︻99

スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナボニ附着

︵略V︑全艦ノ人が同ジ仕事 九552図 ︵略﹀︑イカバ水中ニオヨグ

製造スルノニ︑︵略﹀︒

十一910

又毎日同ジ仕事ヲクリカへ

ヲスルヨリモ︑分業デスル方ガ︵略﹀︒

十一107

九549図

活字を何度でも組立てて使へる︒

十219

二作リマス︒

﹁それではあんの豆と︑ 八652 藍ノ草聖綿ノ木ト同ジ様二畑

﹁同じです︒﹂

萎は同じですか︑
か︒﹂

四346園

四332囹

だんごにつけるこなの豆と
かけとかけねとは同じです

同じですか︑ちがひますか︒﹂
か︒

橘中佐ハ︵略V︒︵略﹀︑軍神ト

七131園

五435

ンナニノビテ︑私ノセイトオ
オト

ナジクラヰニナリマシタ︒

同ジ

りヲシイコトデゴザイマスガ︑

ヒメハ﹁ソレハマコトニオナゴ

リマセウ︒﹂トイヒマシタ︒

︵略V︑モウウチヘカヘ

おなごりおし・い︻御名残惜﹈︵形︶一

十一842図 ︵略V︑其ノ作業ノ速ニシ
テ整然タルニハ︑何人モ驚クナルベ
シ︒

十﹁874図 機械ノカバ驚クベキモノ
ニアラズヤ︒

十二336図 人世には思はぬ不幸︑驚
くべき事憂の何時起り來らずとも限
らず︒
︵略﹀︒﹂︵略﹀︒

あいおなじ

﹁︵略﹀︑ミンナデ五人デ

︵略﹀︑土人は驚きて此の おなじ︻同︼︵形状︶7

おなか

スカラ︑カ田鼠ノユビノカズ

喜劔︵略V︑義士復仇の 四218園

新來の客を眺めて立てり︒

十二795図

十二875図
﹁︵略V︒

畢を聞き︑其の主謀の良雄たるを知
る に 及 び て ︑ 驚 い て曰く︑

オナカ

我が心の良雄を獣止せしは二死に當
れり︒﹂と︒

おなか﹇御中﹈︵名︶2

二385園 カゼヲヒイタリオナカ
ヲイタクシタリシタトキニ︑シ
ン パ イ シ テ ︑ ︵ 略 V︒

六607國囹 もしおなかでもいたいの
か︑おとし物でもし た の か ︒ ﹂ と ︑
︵略﹀︒

おなかま﹇御仲間︼︵名︶1 おなかま

八931

イハレル程ニウヤマハレタノハ︑平

﹁おき く さ ん ︑ ︵ 略 V ︒ あ な

たのおなかまは重てい枯れて

四281囹

しまったやうです︒
お

デアル︒

十853

だ後で︑身禮の全部にすたりのない

馬も牛と同様に︵略﹀︒死ん

アル︒海軍ノ廣瀬中佐モヤハリ同ジ

生カラノ行ガリツパデアツタカラデ

余ーレ︾

おなげい・れる﹇御投入﹈︵下一︶1
なげ入れる

五15 ︵略﹀︑すさのをのみこととい
ふきのあらい神さまがありました︒

おなじく一おのおの
198

め︑高一書艦乗組水兵の母が其の子

ほ

十167図 清少納言も亦紫式部と同じ
を叱りしが如きは︑保の母と同じく︑

たかち

く宮中に仕へ︑其の才氣を以て知ら

おなべ

な︑おのが治むる國は如何にと︒

五箇村の人々は各我が村の騎

十714図 数日の後︑水夫は︵略﹀︑各

に勢をつけてみる︒

手に向って︑﹁︵略﹀︒﹂などと︑口々

九834

母は﹁︵略﹀︒それからそこ おのおの門各﹈︵名︶14 各

おなべ﹇御鍋︼︵名︶1
五207園

に切ってあるたけのこをおなべの中
へ入れておくれ︒﹂

リ︾

人種・風俗ノ異ナルニ依おな・る﹇御成﹈︵五︶3 オナル 肉一

忠義の爲には恩愛を駆るΣ眞心より
出でたり︒

れたりき︒

十799図 女子は耳に耳輪をはむるこ
十二516図

同ジク同じく

第一あなたにも私にも豆が

おなじく︻同﹈︵副︶3

四62一

ソノノチオホクニヌシノミ

クオナリニナリマス︒L

又魚類や野菜ハ各其ノ季節

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十一659

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開

我が家に写りたりとそ︒
十二537図 商人ハ軍人ノ戦場二立ツ 四593 アニ神サマガタノオトモ
十773回目ハ色・形ヲ見︑三田音聲
ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ
ト同ジク︑常二報國蜜忠ノ精神ヲ以
ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲカギ︑ロバ味ヲ味
ツシヤツタノデ︑オソクオナリ
テ︑平和ノ戦隅田從事スベシ︒
ハヒテ︑各之ヲ拶二報告ス︒
ニナツタノデス︒
十二m5図 此の如き人の組織せる軍
四615囹
アナタハノチニハ︑キ 十一517図 親子・夫婦・兄弟・姉妹
隊は即ち烏合の衆に同じ︒
ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各県
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

と男子に同じく︑又口の周園︑手首
・手の甲等には入墨をほどこせり︒

十803図 あいぬの風俗はこれのみに
彼等は︵略﹀︑今は内地人

ても既に内地人と同じからず︒

と同じく︑讃み書き・計算をもなし

十825図

得るものあるに至り︑中には小知校
敏員となれるものもあり︒

なります︒︵略﹀︑花は同じく蝶の形

十9010國團 御村も當村と同じく水利 七211園
の良き割合には田地少く︑整理の必

コトハ︵略﹀︑エライオ方ニオ

霧降瀧は上下二層に分

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

り︒

ナイヤガラ爆布は左右二

つに分れ︑︵略﹀︑高さ各約十六丈あ

十一7710國

れ︑高さ各十四五丈︑︵略﹀︒

﹁カクレンボヲシテアソ 十一766図

オニ

ナリニナリマシタ︒

ニ223園

おに門鬼﹈︵名︶一

︵略V︑一弾又モ中佐ノ胸ヲツ

をしてゐます︒

八895

要 こ れ あ り 候 様 存 ぜられ候聞︑︵略﹀︒

ラヌキ︑

まゆ
十一878図 翼の綜を吐きて繭を造る

︵略﹀︒軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ

軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

て葉をつ玄り合するは裁縫の業に同

は紡績の業に等しく︑葉巻贔の綜に

ビマセウ︒ワタクシバオニ ニナ
ツテ︑ココニタツテヰマス︒
御願

は︑其の五人は各誌の家の他人の手

之を買はんとする人五人あるとき

︿略V︑勝手がましい御願で 十一922口凶 ︵略﹀一戸の直家ありて︑

すが︑どうか今四五日目ところ御ゆ

︽ーシ彰

便をつくべし︒

に渡らんことを恐れて︑争ひて高き

るしを願ひ度う御座います︒

八677團

おねがい﹇御願﹈︵名︶1

一人は熊吉︑一人は愛作とい おにばす﹇▽おおおにばす
同じく

︵略V同じく返事

鈴木愛吉

高橋忠一様

まい實のなるやうなのをお願ひ申し
ます︒︵略﹀

ふみ

十二27図圏古の書見る度に思ふか

おの﹇己﹈︵代名︶1 おの
水害見舞の文︵略V同じく返

註文状

其の慣を低くすべし︒

の責れざらんことを恐れて︑孚ひて

ときは︑費家の持主五人は各其の家

ありて︑買はんとする人唯一人なる

爲眞をおくる手紙︵略V同じ 七181国 ︵略﹀︑なるべく大きくてう 十一927図 ︵略﹀︑同様なる責家五戸

願ひ申す

桃をおくる手紙︵略﹀同じく おねがいもう・す﹇御願申﹈︵五︶1 お

問合の手紙︵略﹀同じくへん

おなじく﹇同一︵接︶5

つて︑年は同じく十五歳︒

九826

タハツタ︒

倒レテ居タ一兵士トトモニ中佐ヲイ
︵略﹀︑此の極北の寒地

じ︒

十一血7着意

も今ははや生れ故郷の如き心持に相
成候︒極南暑熱の御地にても同じこ
とと存候︒

七682

じ

十二218 植物も動物と同じく︑呼吸 七169

かすとよ

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出
すが︑︵略﹀︒

八116

へんじ

苦に居て︑夫の一大事を忘れざりし

く返事

かの山内一豊の妻が貧

は︑二陣の際に良人の名馬を全うせ

九136

十二3210図

る形名の妻と其の徳を同じうすとや

事

九7110
くすのきまさつら

いはん︒

十二332図楠木正行の母が正行を戒
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おのずから一おばさん

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二593図倫敦にはテームス河︑巴
十一524図

心樂シケレバ自ラ笑フ︒

河ありて国労の市街を貫流す︒
︵略V︒ 此ノ流ハ自ラ集メラレテ︑
シノ

官位・門地・技術・財産

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

十二976図

ル︒

親指大ノ篠形トナリテ爆管ノ中二入

十二935図八時支那は王室衰へ︑諸 十一855図 杭綿機ヨリ出ヅル綿花ハ
侯各其の國によりて互に勢を争ひた
り︒
︵略︸︑法律案は政府の

外︑貴族院・衆議院共に各之を提出

十二斯7図

するを得︒

が如く︑︵略﹀︒

としても自ら高尚なる品格を要する

濁閲して上奏し︑ 建 議 し ︑ 且 臣 民 の 請

十二齪5図 又貴族院及び衆議院は各

肉ーイ蝉

おのりなさ・る︻御情一︵五︶一
ナサル

オノリ

︵略﹀︑大キナカメが出

テキテ︑﹁︵略V︒私ノセナカヘ

三672囹

忠元あはれみて︑己が家

己

オノリナサイ︒﹂トイヒマス︒

人ナリ︒

ヨク笑ハント欲スルモノ

己ヒトリ樂シトテ︑他人

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

尾道
たかはま

をのみち

をのみち

うじな

はなさま
祖母

カリニ︑

オバアサンバカバヘ

センタクニ︒

ユフハンノシタクヲシテヰマス︒

二253オバアサンバ火ヲタイテ︑

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

三12ーウチノ人ガミンナソト

お花どの

伯母上

伯母様

はな

伯

おちいさんもおばあさんも

オルスヰヲナナイマス︒

六392国

太郎どの

おかはりはないか︒︵略V︒父より

十一月五日

おばうえさま門伯母上様﹈︵名︶1

八115国

母上様

檬

おばさま﹇伯母様﹈︵名︶1

イカラ︑

リマス︒

︵略V︒

ヲバサン

一バン大キ

一バン小サイノヲト

私ガヲバサンカライタダ

イタムラサキ色ノハォリハ︑

病中の祖母も大そうよろこ 三576

おば﹇祖母一︵名︶2

八667團

びまして︑有りがた涙をこぼして居
ります︒

ついてゐ

をばさんからいただいた

おとしだまにのしが

祖母一人孫一人の事で御座 四418

をばさんから塩せんべいをい

たゴいた︒

六377

さんの所へ使ひに行った︒

學校からかへってから︑をば

いますから︑︵略﹀︑どうか今四五日

オヂイサンハヤマヘシバ

おばあさん

一375

六376

ました︒

ます︒

のところ御ゆるしを願ひ度う御座い

八676團

ヲバサンバ

おばさん﹇伯母一︵名︶5

けませんよ︒

他人ノ悪事・短所ヲアザ 八112圏伯母檬お笑ひになってはい

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

十一534図

工夫ヲナスベシ︒

外︑人二恥ヂズ︑内︑己二恥ヂザル

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑︵略﹀︑

十﹇532図

に連蹄り︑︵略﹀︒

十一438図

おのれ﹇己一︵名︶4

道を行くにも︑舟・車に

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

十二9810図

上奏といひ︑建議とい

願を受くるの構能を與へられたり︒
衆に封ずる禮儀あり︒

十二期9國
ひ︑請願といひ︑其の手績に於て各

おのつと

リ︒

又ひよやつぐみは︵略﹀果 十一538図

おのずと﹇自︼︵副︶1

實をついばむ︒それが爲におのつと

つ

をばさん
おば﹇伯母︼︵名︶1 伯母号おんおば
八134国 十一月八日 伯母より お 二63圏

種子をあちらこちらへ散布する︒

十二209

相異なりといへども︑要は下情上達
の道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

おのずから︻自﹈︵副︶8 おのつから

自ラ 自ら

あまりおもしろさうなので︑

九291図 境内ニハ櫻最モ多ク︑春ノ おのぞ・く﹇御覗︼︵五︶1 おのぞく
五35

角ーキ彰

﹁花ハ

心木︑人ハ武士︒﹂ノコトワザモ自

盛りニハ花ノ雲斎 ナ ビ キ テ ︑

大神は少しばかり戸をあけて︑おの
ぞきになりました︒

ラ思ヒ出デラル︒

十724國 温泉のわき出つる虞はおほ

お上り

このよい時節に東京へお

おのぼり﹇御上︼︵名︶1

七172團

むね火山の附近に在りて︑四園の風

ど

尾道尾道

上りはおうらやましい事でございま

十﹇18図
た

十一202図

松・多度津・高濱・尾道・宇品等の
港多く︑︵略V︒

サン

瀬戸内海の沿岸には高おばあさん︻御祖母﹈︵名︶4 オバア

おのみち︻尾道﹈︹地名︺2

︵ 略 V ︑ 日 本 の 馬 の お と な し く す︒

光麗しく︑神氣自らさわやかなるを
覧ゆ︒

十8510

ないのは︑育て方・使ひ方にあるこ
とで︑日本では鯨りいぢめた爲に︑お
のつから荒々しくなったのである︒

十一518図親子・夫婦・兄弟・姉妹
ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

おび
おはじめる

200

おはじ・める﹇御里﹈︵下一︶1
余ーメ︾

おはじ

五26 よい神さまがたは︑︵略﹀︑お

める

おはつ

かぐらをおはじめになりました︒

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

オハナハモミヂノハヲ

ヲダシマシタ︒

八尾86
一マイヒロヒマシタ︒

三66マサヲトトモキチトオハ
ナが三人デノハラニアソンデ

おはずかし・い﹇御恥﹈︵形︶1

ヰマス︒

角ーイ￥

おはなは﹁はい︒﹂といひな
おはなは戸だなの中から一ば
︵略﹀︑おはなはざるの中のた

おはなは水がめから水をくん
オチヨトオハナハアネニツレ

オチヨモオハナモ鈴ヲ鳴ラシ
お花は﹁はい︒﹂と答へて

おはなさん︹人名︺6
はなさん

オハナサン お

﹁オハナサンバーバン

小サイカラ︑一バン大キイノヲ

二61圏

おはなさんもつれて一しょ

アゲマセゥ︒

五638圏

あね
あさってはおはなさんと一

おちよさま

にお出でなさい︒九月十三日
より

私は年中航海をしてみるも

オハナス

のですから︑少しそのお話をいたし

七814囹

ませう︒

おはな・す﹇御話﹈︵五︶一

オハナトォ

︸512イツカセンセイが二二ナ

禽ーシ︾

シニナリマシタ︑︵略﹀︒

キク

おはなとおきく︹課名︺2

お花どの

ニ目5 四オハナトオキク
四 オハナトオキク

お花どの

おはる

おはる﹁それではごはんに

おはる︹話し手工︺2

郎どの

六417團十ご月十六日父より太

おはなどの︹人名︺1

おはなさんも一人の分はほ ニ72

しょにきっとまみります︒

五661圏

八121團

なるほど皆さんと冒しよの

んとによく寓ってゐます︒

分は︑おはなさんも次郎さんも少し

八124團

まじめになってゐます︒

おはる﹁いいえ︑うどんや

おはる︹人名︺5

オハル

おはる

さうめんにする萎は︵略﹀︒﹂

四333

たく変と︑︵略V︒﹂

おはなさんはしばらく見な 四325

オハナシ

いうちに︑髪が隠そうきれいになり

八125團
ました︒

おはなし︻御話﹈︵名︶5
お話

アツテ︑

ハナサカヂヂイノオハ

﹁︵略﹀︒﹂

四722圃

のはおり︒

おはるあしたはひなさ

ヨロコンデ︑友ダ

オヒナサマヲカザ

オハルハアネニテツダツ

四724園

これはおはるのはれぎ

二494コレニハウツクシイエガ 四316 その時あねのおはるは︑
ナシガカイテアリマス︒
﹁お話をする通りに書けば

ままつり︒

テモラツテ︑

四73一
つて︑︵略V︑この講堂でお話を聞い

オハルハ

おび︻帯一︵名︶5

オビ

帯

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

四758

リマシタ︒

今日このなつかしい學校へ
よりもうれしうございます︒

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

七812園

たりしてみたのです︒

﹁私も︵略﹀この學校へ通

よいのです︒さあ︑こ＼に葉書があ

と問ふ

伯母より

七809圏

なぜまたおあしを⁝那ふのですか︒﹂

十一月八日

お

お花は﹁小包郵便でもやは

ります︒﹂

に︑︵略V︒

り四匁までが三銭ですか︒﹂

七523図

と問へり︒

七511図 お花はあやしみて︑﹁︵略V︑ 五654圏

受取らんとせしが︑︵略﹀︒

七504図

テヲガンダ︒

五692

ラレテ︑オ宮ニサンケイシタ︒

五68一

で︑母の手にかけました︒

五223

けのこをなべの中へ入れました︒

五211

ん大きなさらを持って來ました︒

五204

がら︑いそいで行って見ると︑︵略﹀︒

五192

ちよつとお出で︒﹂

﹁おはなや︑用があるから︑

七218園 私はこんな大きななりをし

スミレヲツミマセゥ︒﹂

五188囹

かしい

てるますが︑︵略﹀︑私の豆はたべら

れません︒まことにおはつかしい次
第です︒﹂

おばち﹇雄蜂︼︵名︶4 雄蜂

十一57図 竹中には必ず雌蜂・雄蜂
・働蜂の三種あり ︒

十一58國雌蜂は女王ともいひ︑唯
一匹にして︑雄蜂は二三百匹︑鯨は
皆働蜂なり︒

十﹁6図雄蜂
雄蜂は唯働蜂の集め來

りたる物を食して生活するものにし

十一72図

秋の初には皆働蜂にさし殺さる︒

て︑何等の勢働を も な さ ざ る を 以 て ︑

おはな︹話し手名︺2 オハナ
ハ

三82 オハナ﹁ソレデハ ワタクシ

ナイカラ︑マダソンナニツメマ

三88 オハナ﹁スミレハタクサン
セン︒﹂

花

おはな︹人名︺14 オハナ おはな お

はなさま

八135團

オハナトオキクガアソン おはなさま︹人名︺1 おはなさま
オハナハオキクヲザシキ

デヰマス︒

二74
二87

201
おぼれる
おびただし

チヤイロノオビガアリ︑︵略V︒

三573 アソコ ニハオトウサンノ

ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

ヲカザリマシタカラ︑ゴラン下
サイ︒﹂

サマ

取分けおいそがしい中を︑

オヒメ

リユウグウニハォトヒメ

おひめさま﹇御姫様︼︵名︶一

まことに有りがたう存じます︒

一週間もおひまをいただきまして︑

八665團

六336図 着物・羽織・バカマ・オビおひま︻御暇︼︵名︶1 おひま
絹織物ニテツクル ︒

七256 モシ手ガナカツタラ︑ドノク
ラヰ不自由デセウ ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ オ ビ ヲ ム
スブコトモ出來マ セ ン ︒

七756 海草ノ形ハ確々デアル︒オビ 三68一

おひよう

トイフキレイナオヒメサマガ
居テ︑︵略﹀︒

ノ 様 二 廣 ク テ 長 イ ノモアレバ︑︵略﹀︒

十一587 手早く箒をほどいて︑ピエ
おひょう︵名︶1

ク︒

十251図囹

﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ

﹁我モコレ程ノ事ハ心得タ

内ーキ呼

オボ

我々は毎日本を讃んで色々な

は何べんをしへてもおぼえません︒

十181

事を畳える︒

貞ーメ彰

トオホメニ

肉ーエ・ーユ︾

おぼ

﹁コ︑
レノメヅラシイ︒

おほ・める︻御印一︵下一︶一 オホメル

所ヲ一間ヅツ張レリ︒

オボツカナキ手ツキニテ︑破レタル

リ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂トテ︑

八172図

ツカナシ

玉名の妻︑︵略﹀︑自ら劔 おぼっかな・し︻覚束無︼︵形︶一

ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒
十二312口蔚凶

ふさ

を帯び︑侍女数人と弓を取りて盛に
弦を鳴らせり︒

つる

おふさ﹇御房﹈︹人名︺1 お房
ふさ
孝女お房の幼き身を以て
能く父母に事へたる︑︵略︶︑皆後世

十二325図

御札

女子の模範とすべき徳行なり︒

おふだ︻御札一︵名︶1

費ゆ

御母

宮城ノ御堀ニハ︑カネテ爲

されば河水・湖水におぼ

れて魚腹に葬らる﹂もの︑︵略V︒

十一一701図

レ顛

おぼ・る﹇溺﹈︵下二︶1 おぼる 二一

眞ニテ見知リタルニ重橋力︑レリ︒

七576図

おほり﹇御堀︼︵名︶1

しく︑神氣自らさわやかなるを畳ゆ︒．

火山の附近に在りて︑ 四三の風光麗

十725温
図泉のわき出つる塵は︵略V

いよいよ身にしみておぼゆ︒

八74図︵略﹀︑我が甲虫のたふとさ︑

ベシトモオボエズ︒﹂

七47図園 カクテハ君ノ御用二立ツ

ゆ

おぼ・ゆ﹇覚一︵下二︶3 オボユ

テ︑︵略﹀︒

ト︑ ミゴト︒﹂

︵略V︑日本紙ハ神ダナヲ指 二624
サシテ︑﹁ソンナニイバツテモ︑ア

七498囹

おふみ
そこかこ︑か

それを聞くより妹の おふ

畳え申
︵略﹀︑又學科も小馬校を

す魔え申角ーサ・一︵シと

おぼえもう・す﹇二女﹈︵四︶2

おぼえうものおぼえ

とさがすうち︑︵略V︒

みはいそぎ道ばたを

六628圃

おふみ︹人名︺1

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ
一一

イ︒﹂トイヒマシタ︒

オビル

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

五167

金色ヲオビテヰマス︒

余ーヒ彰

おひろ・う︻御拾一︵五︶1

︵略V貝をこんなにた十582國團

卒業したる者には蝕りむつかしとも

三641園

おひろふ

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

お・びる︻帯一︵上一︶一

物なり︒

十8010図あつし織とは︑おひようと

訓の髄にく﹂りつけて合圖をする

内 ー シ・ーシキ彰

おびた父し

と︑兵士等は力を合せて二人を引上
げた︒

たびム雲し

おびただ・し︻霜一︵形︶2

びた誓しきしわた﹂めり︒

十521図囹 若者かと思へば︑面にお ビ彰
︵略﹀︑東に小坂︑西別

おびた買

子︑足尾併せて三山は 銅の産額れ

十二487図圃

び議淫し︒

禽ーイ︾

おびただし︒い︻霜︼︵形︶1
しい

くさんいただきました︒︵略V︒︵略V︑

九827 ︵略V︑祭の幻日には︑おびた

麗え申さず候︒

くわんどん

﹁どこでこんなにたくさんおひ

に興味を墨え申候︒

穴ーエ・ーエル呼

︽ーレル贈

おぼ・れる︻溺︼︵下一︶1 おぼれる
︵略V︑八つの時にお寺へ小ぞ

うにやられましたが︑おきやうなど

六443

魯兄える

おぽ・える﹇覚︼︵下一︶2

韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行

おぼえる

人が隊を成して草取を隠す有様は殊

︵略﹀︑又平田に廣東婦

碧しい見物人が朝早くから宮の境内

帯

十一386國団
おぶ

ろひになりました︒﹂とききまし
たら︑︵略﹀︒

お・ぶ﹇帯︼︵上二︶4

オブ

へっめかけた︒

おひなさま﹇御雛様﹈︵名︶2 オヒナ
サマ

尊時分はよしと︑おびさせ
十249図

給へる劔を抜きて︑︵略﹀︒

九39図

オハルハアネニテツダツ ぶ貞ービ・ーブ彰

テモラツテ︑ オヒナサマヲカザ

四732
リマシタ︒

四752園 ﹁オカアサマ︑オヒナサマ

ツゴ

ナミ

おまえ一おみや
202

三422うのまねするからす︑水
におぼれる︒
おまえ﹇御前一︵代名︶12 オマへ お

まヘ オ前お前
すすむ︒

三261團 おまへが すすめば︑わ
たしも

大尉は︵略﹀︑水兵の手を

と

命は我々千萬人の命よりも貴い︒倒
エールは我々にお任せ下さい︒﹂
いって引止める︒
オ

四24一

オマツ

オマツ﹁三センデス︒﹂

アリマス︒

四246

イフデヲ出シテ︑︵略﹀︒
︑ツノ糸トフデヲ紙
オマ

四255

ワタシナガラ︑

︽一

オマツ ハ ツリヲ ワタシ

ニツツンデ︑
︵略V︒

テ︑︵略﹀︒

四265

おま・つ ﹇御待﹈︵五︶1 お待つ
チ彰

しませう︒﹂

母は﹁ちよつとお待

五215園
﹁こんどは何の御用をいた

オマツサン

ち︒﹂といって︑︿略﹀︒

おまつさん︹人名︺一

四756今一チヨ
サンヤオマツサ
ンヲ ヨンデ來テ︑オアソビナサ
おまつり

魚がそなへてあります︒

おみこみ﹃御見込︼︵名︶1

へし

御見込

︵略﹀︑ききやう・かるか

おみ

モリノナカニオミヤガ

お宮

オミヤ

や．をみなへし︑秋の花草多けれど︑

八372図圃

︵略﹀︒

オ宮

モリへ︑オテラ

カラスカラス︑ドコヘ

すがるはその大ぜいの子をお

ヤネへ︑︵略﹀︒

五686

オチヨトオハナハアネニツレ

︵略V︑モウーツ小サナ鳥居ヲ

ラレテ︑惜気ニサンケイシタ︒

五682

します︒

みやのそばでやしなって居ったと申

五386

ノ

イク︒オミヤノ

一526圃

アリマス︒

一252

や

おみや﹇御宮﹈︵名︶9

オマツハ太イフデト細

四235 オマツノ店ニハ︑糸ヤ
ひになったのかとたつねた︒
キレヤフデヤカミガナラベテ おみなえし﹇女郎花﹈︵名︶1 をみな

四234 オマツガオトミトアキナ 十348 或人が主人に向って︑︵略﹀︑
ヒノアソビヲシテヰマス︒
どういふ御見込で︑あの青年を御用

父﹁︵略V︒お前一つ書いておまつ︹人名︺5

アヒテニシテクレマセン︒

八462園
ごらん︒﹂

握って︑﹁︵略﹀︒お前の残念がるの

九225園
ももっともだ︒

ヘタチ

四542囹

おまかせくださ・る﹃御宮下﹈︵五︶1

四556園 ﹁オマヘタチハゥマク
オレニダマサレタナ︒

デ見ヨ︒﹂

上ヲアルイテ︑ カゾヘテ見ル
カラ︑ムカフノヲカマデナラン

オマヘタチノセナカノ

三273團 おまへがころべば︑わたおまえたち﹇御前達﹈︵代名︶2 オマ
しもころぶ︒

ハ手ノユビノ名ヲ知ツテヰ

四203園 オヂイサン﹁次郎︑オマヘ
マスカ︒﹂

四528圏 ︵略﹀︑ワニザメが居マシ

タカラ︑﹁オマヘノナカマトォ
レノナカマト︑ドツチが多イ
カ︑クラベテ見ヨ ウ ︒ ﹂ ︵ 略 V ︒

﹁お前のいふこと

十一574園兵士等は︵略﹀︑﹁將軍の

白ウサギハ コレラ見 お任せ下さる 余ーイ︾

テ︑﹁ナルホド︑オマヘノナカマ

四538園
ハズヰブン多イ︒
ざりにむかって︑

余ーイ単

イ︒﹂

オ宮ニハエマガタクサンカケ

オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ

ク寸ルト︑二宮ガアル︒

テヰル︒

五687

五636團
あさっては八まんさまのお

テアル︒

五694
にいらっしゃい︒

まつりですから︑朝早くからあそび

おまつり︻御祭﹈ ︵名︶2
︐お祭

保己一ハ︵略V︑講義ヲツ
少シオ待チ下サイマセ︒今風デアカ

マケタレバ︑弟子ドモハ︑﹁先生︑

七246囹

待チ下サル

おまちくださ・る﹇御貸下﹈︵五︶一

五262圏役人は︵略V︑そのうちにる
はまことにもっと も だ ︒

五263囹 この釜はお前の物にちがひ
あるまい︒

五382囹 天皇は︵略V︑﹁その子は皆
︵略V︒

お前にやるから︑やしなってやるが
よ い ︒ ﹂ と お ほ せになって︑

リガ消エマシタ︒﹂トイフ︒

オマツ

といふ事があった︒

六744

ぬさの前にはおみきやもちや

おみき﹇御神酒﹈︵名︶1

おみき

清水寺をはじめ︑たくさん

のお寺やお宮へさんけいした︒

六397團

マツテヰル︒

﹁チヨツトオマチナサイ︑ 九8110 昔或氏神のお祭に競馬の神事 五70一 二宮ノ裏デハ今スマフガハジ

ウチカラタドンヲモ
おまつ︹話し手名︺一

ラツテキマスカラ︒﹂

ボクガ

角ーイ︾

ナサル

﹁オ前ハ鳥デハナ

方へ行キマスト︑

五551囹 ソノ時カウモリガケモノノ おまちなさ・る﹇御待﹈︵五︶一 オマチ
二431園
又鳥ノ方へ行キマスト︑

イカ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセ
ン︒

五554園

﹁ オ 前 馬 ケ モ ノ ダラウ︒﹂トイツテ︑

203
おもいあう

デタイ
ク︸

おめでたい

角ーイ・ーウ・一

一年中デコ

﹁シンネンオメデタウ︒﹂

をぢさんのおみやげに貝 二296圏 ﹁シンネンオメデタウ︒﹂
二296囹

十一月三日ハ

トニ三遍デタイ日デス︒

四85

ことがお

本島産物の重なるもの

も精々誘ひ合せ︑是非参會致すべく
候︒
しやうなう

十一378垂下

つをつんだ船が通ってみたのです︒

けれども重い物は皆そこへし

づめてしまって︑論い物は一しょに

五132

ここまでもって來ました︒

が持って行かれませう︒

どこの田を見ても︑稻がよく

信長は︵略﹀︑それからだん

じゅくして︑重さうにほをたれてゐ

六148

ます︒

大キナキカイデ︑ドンナ重イ

く重く取立てて︑一方の大將にし

六485

ました︒

﹁手紙は︵略﹀︑四匁より少

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

七516園

テヰル︒

荷物デモラク︿ト上ゲオロシヲシ

倫敦は︵略﹀街路狭けれ 六793

思・▽ひと

どうして釜のやうな重い物

は︑御承知の樟脳・米・茶・砂糖等

五251圏
室が丸く︑天井が高いと温

にて︑︵略︶︒

十一斯8

りにくいから︑成るべく狭く低くす
る必要がある︒是が朝鮮の家の小さ

通機關とす︒

おもいに

おもい冨菖︵名︶3

に︑差出人が上書しかはっておきま

七518囹

この手紙は四匁より重いの
しとはつゆ思ひ申さず︒如何ばかり

せん︒

母も︵略V︑我が子にく 手をはらなければなりません︒
の思にて︑此の手紙をした﹂めしか︑

九375 ︵略﹀︑關所出といって︑其の

ものは重い罰を受けた︒

︵略﹀︑都の空のみしたはし

十8310

田を耕させたり︑荷車を引か

く︑僅かに詩歌に思をよせて︑ひと

せたり︑重い物を負はせて遠くへ運

ばせたり︑︵略﹀︒

九496國

肉ーヒ︾

たがひに心もとなく思ひ合

おもいあ・う﹇思合﹈︵四︶1 思ひ合ふ

と思ふと︑︵略﹀︒

の底へ引込まれるやうな氣がするか

重く沈んだ調に暗いく海

失ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの

十二834
を見せざりき︒

外︑﹁︵略V︒﹂とて︑少しも悲しむ色

十二319隣保の母は一時に二子を

り自らなぐさめ居たり︒

九807図

よくく御察しこれあり高潮︒﹂

九219若書

思ひ

ば︑古風の乗合馬車を以て主なる交

十二628図

通ずるに至れり︒

村内の重なる道路は荷車・人力車を

四445圏 ﹁人の死んだ時などの くなった重な原因である︒
十一以9図 里道の改修も全く成り︑
おめでたくない時には︑なまぐ
さものをもちひない
ほいのです︒

おめ

四513 チヨツト見ルト︑リッパ
デハナイガ︑ オメデタイ時ノ
オクリモノニナリマス︒
おめでとう﹇御目出度﹈︵感︶2

歌がすむと手打をして︑口
おめでたう︒﹂

おめでたう︒﹂

歌がすむと手打をして︑口

は

琵琶の形に似たりとて︑

重

か窒みの如き
主

角1・ーイ︒ーク︾

昔東海道といったのは︵略V︑おも・い﹇重︼︵形︶11 重イ 重い

來ましたから︑何かと思ったら︑にも

やがて重い物が私どもの上へ

其の間に五十三次といって︑重な宿
當日は本村の重なる人々

五126
十9210圏團

場が五十三あった︒

九355

おも︻主﹈︵形状︶6

水の面︑︵略﹀︒

其の名をおへる湖の

八596図面

び

といひました︒

々に﹁おめでたう︑

六764園

といひました︒

々に﹁おめでたう︑

六764圏

今年はもうこれです でたう

おめす

お目にかΣりたくなりました︒

ゆうりゃく

おめ・す﹇御召﹈︵五︶1
シ彫

をおめしになって︑ ︵略Vとおほせ

五365 昔雄略天皇がすがるといふ人

︽一

八132團 寓眞を見て︑急に皆さんに

Σつたやうな氣がします︒

爲ってみるので︑皆さんにお目にか

八118團 御爲眞をありがたう︒よくおも﹇面﹈︵名︶1 面

して︑︵略﹀︒﹂

るやうになされるのが大事と考へま

よい馬にめして︑主人のお目にとま

七426囹 あなた様にも︑その折には

かりませう︒﹂

みました︒らい年またお目にか

四295園

おめ﹇御目﹈︵名︶4 お目

おいで︒

々あるから︑たのしみにして待って

六408團 おみやげもおみやげ話も様

おみやげ話

おみやげばなし︻御土産話︼︵名︶1

おいで︒

々あるから︑たのしみにして待って

六408團 おみやげもおみやげ話も様

ました︒

をこんなにたくさんいただき

三615

おみやげ﹇御土産︼︵名︶2 おみやげ

水 も 十 分 に 御 座 層 間︑︵略︶︒

になりました︒
おみやうら﹇御宮裏﹈︵名︶1 御宮裏
九438國国 又御宮裏の田も︑本年は おめでた・い︻御目出度︼︵形︶5 オメ

おみやうら

おもう

おもいいず
204

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は
如何なりしそ︒
オモヒ

︽ーデ蝉

おもいい・ず﹇思出一︵下二︶5
思ひ出づ

︵略﹀︒の御製を思ひ出で

思ヒ出ヅ

八73図

出ヅ

て︑我が國髄のたふとさ︑いよいよ
身にしみておぼゆ︒

候︒﹂

おもいおもい﹇思思﹈︵副︶2思ヒ︿

思ひく
乗員ハ思ヒ︿ニコギサラントシ︑

七918図四隻ノ船ハ皆爆沈シテ︑
︵略V︒

︽ーメ︾

︽ーシ彰

思ひ

︵略﹀︑年頃の恩愛︑殊に

おもいつづ・︿﹇思続﹈︵下二︶1
飛ーケ彰

十一4410図

績く

思ひ

は今日の元服の事毒断ひ衝けては︑
如何でか討たるべき︒
おもいとが・む﹃思智﹈︵下二︶1

思ひ直

︵略﹀︑如何でか討たるべ

おもいなお・す﹇思直︼︵四︶1
余ーシ彰

十一451図

す

飛ーミル︾

オモヒ

き︒幾度か思ひ直して討たんとすれ
ども︑︿略V︒

見ル

おもい・みる﹇思見﹈︵上一︶一

雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物

ーフ・iへ︾

ソノマツノ木ハ︵略﹀︑

︵略﹀︑ハヒガ︵略V︑川ムカ

大キナ太イ木画ナリマシ

天マデトドクカトオモフヤウ

二555

ナ︑

タ︒

フノカレ木ノエダニカカツタ

二594

と︑すぐに

きます︒

三464囹

だから︑

一びきくはへて︑でて

﹁あまりほしがきれい

二つ三つはたきおとさ

うと思ふのだ︒﹂
三66一 ウラシマハカハイサゥニ

もうすこしでよりともの

思ツテ︑子ドモカラソノカメヲ
買ツテ︑ウミヘハナシテヤリマ

シタ︒

十一311図

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮ナ

四187

四525

︵略﹀︒

コレハヲカシ

︵略V︑何ダカヤウスガ

︵略﹀白ウサギガ︑

ムカフ

イトオモツテ︑ヨクヨク見ルト︑

チガツテヰマス︒

四412

六二さしとほしました︒

ただつねは︵略V︑つづけて五刀

ちかくへ下るかと思ふと︑

ル有様モオモヒ見ルベク︑又優ニヤ
ナシキ武人ノ風流モシノバル︒

︽ーサ︾

角ーヒ︾

引込思案の人は徒に其の

思ひ

母も人間なれば︑我が子

︵略﹀︒思ひだし おもいもう・す﹇思申﹈︵四︶1 思ひ申

思ひだす

十一165図 されど武士どもは其の意
カ
ト
オ
モ
フ
ト︑ウツクシイ ハ
味を知らざりしかば︑思ひとがむる
ナ
ガ
サ
キ
マ
シ
タ︒
こともなかりき︒
三405
今もぐつたかとおもふ

鵜匠は︵略﹀︑右往左往 とがむ 余ームル彰

思ひ

思ひくに浮沈するを︑たくみにさ

十︸806図
ばきてもつれしめず︒
おもいかま・う﹇思構﹈︵下二︶1

九291図 ︵略﹀︑春ノ盛りニハ花ノ雲
ノコトワザモ自ラ思ヒ出デラル︒

タ ナ ビ キ テ ︑ ﹁ 花ハ丹木︑人ハ武士︒﹂

と

︵略V︑書画は驚きて︑

如何にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒

﹁我が書がかんと思ひ構へしことを

十一743図園

是白樂天の詩に︑﹁香櫨峯 構ふ 余1へ︾

の雪はすだれをか Σ げ て 見 る ︒ ﹂

十175図

ロ

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ
アベノナカマ

しを︑︵略V︒

定む

十一445図

思ひ出す

かへるは

す

九219圓團

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

わづらふ

おもいわずら・う﹇思煩︼︵四︶1

十一︻731國

ノ大キナヲカへ行ツテ見タイ

宍ーッ・ーハ・ーヒ・

五127

やがて重い物が私どもの上へ

ヲカンガヘテヰマシタ︒

海ヲワタルクフゥ

ト思ツテ︑
思ふ

お

結果を思ひわづらひて︑優柔不断其

思フ

オモフ

の事業に取掛らざる中に︑︵略V︒

もふ

おも・う﹁思一︵四・五︶89

友だちはふと思ひ出したやう
見たことがあるか︒﹂

おもいた．つ︻思立一︵四︶1

思ヒ立ツ

に︑﹁それはさうと︑君は白い雀を

八207

とびこみます︒

たやうにざぷんと水の中へ

三483

おもいだ・す︻思出一︵五︶2

り心に思ひ定めたるに︑︵略V︒

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと

いよく忌日になりて︑

十964國 昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ おもいさだ・む﹇思定﹈︵下二︶1 思ひ
テ︑都ニアリシ時此ノ山二出ヅル月
ヲ眺メタルコトヲ 思 ヒ 出 デ テ ︑ ︵ 略 V ︒

公 ーサ・ーシ・ース︾

思ヒ出

バ其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ

十麗6図 コ・ニマウヅルモノ︑誰カ
御威徳ヲ仰ガザラン︒

思ひ出す

おもいいだ・す﹃思出︼︵四︶3
ス

︵略﹀︑此ノモノノナカリシ

昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二其ノ便

八387図
利ナルニ驚カル・ナリ︒

九215圏團 母は其の方々の顔を見る
毎に︑そなたのふがひなきことが思
ひ出されて︑此の胸は張りさくるば
かりにて候︒

中臣鎌足コレヲウレヘテ︑

飛ーチ彰
ナカトミノ

八501図

國ノタメニ入鹿父子ヲノゾカント思

﹁されば思ひ出したる事

の候︒實盛日頃申し候に︑﹃︵略﹀︒﹄

ヒ立チタリ︒

十534國園

といひしにたがはず︑墨を塗りて
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おもう
おもう

︵略﹀︑しほにっかつてから

つをつんだ船が通ってみたのです︒

來ましたから︑何 か と 思 っ た ら ︑ に も

五292圃

じぶんの心では武士になりた

いと思った︒

六446
いと思ってみたのです︒

ります︒

七893図

大砲ノヒ寸キハ︑天モオチ︑

海モサクルカト思フバカリナリ︒
︵略﹀︑数千年もへたらんか

と思はる﹂老木枝をまじへて︑高く

八53億蔚凶

天をつく︒

けれども日吉丸は︑どうかし

てりっぱな武士になりたいと思って

六453
ゐましたから︑︵略︸︒

くなり︑しそにそまって赤くなり︑
︵略V︑三目三ばんの土用ぼし︑思へ

切に︑思へや︑ふかき父の愛︑母の愛︒

︵略﹀︑師直ラノクビヲ正

行が取ルカ︑正行ラガクビヲカレラ

七75図囹

ニ取ラスルカ︑ごツノ中ノーツト思

ズ︒

農夫は之を聞いて︑近年萎の

農夫は此の話を聞いて︑﹁それ

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

︵略﹀︑一箱ノマツチが我等

エテ︑砲聲・銃聲が絶勘気ラ︑見事

八913囹﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲が聞

若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

町鳶ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

田図・銃聲ガツ寸クヤウナラ︑我が

八916囹

軍が苦職シテヰルト思へ︒

ふと通りか﹂つた大尉が之を

見て︑あまりに女々しいふるまひと

九192

軍人となって︑いくさに出

思って︑︵略V︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九195圏

﹁︵略﹀︑母は如何にも残

有様は何事だ︒

九208二二

豊島の戦に出なかったこと

念に思ひ候︒

夜が更けて︑雨の音が静かに

十356囹

︵略﹀急に水音はげしく

諸子よ︑試みに此の外に諸

良無禮ナリト一思ヘドモ︑

人に親切なことは是でも知

年盛ミニ之ヲ作りシニ︑︵略V︒

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑或

十336図昆陽弔事ヲ救フニハ︑此ノ

リテサ︑グ︒

老人ノ言ナレバ︑命ノマ︑二拾ヒ取

十228図

子が日本一と思ふ物を数へ見よ︒

十49図

出し候︒

思ふ間もなく︑隣村にて早がねを打

相成り︑犬のなき聲もた〜ならずと

九738國国

ると︑︵略﹀︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九706

は艦中一同残念に思ってみる︒

︵略﹀下男が褒俵をかついで︑ 九233囹

八506図

したが︑手紙を見て安心しました︒

八684團其の後どうかと思ってゐま

折ヲ得ザリキ︒

道ナシト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル

ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二

鎌足︵略﹀︑大事ヲ成スニ

本ノマツチモソマツニハ使フベカラ

ヲ要スルカヲ知ラズ︒之ヲ思ババ一

ノ手樽入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八402図

・ナリ︒

︵略﹀︑今更二其ノ便利ナルニ驚カル

レタレバ︑サ程ニ三思ハザレドモ︑

八386図

くのかと思って見てみると︑︵略V︒

裏門から出て來ました︒水車場へ行

八236

つかまへて見たい︒﹂と思ひました︒

はめづらしい︒どうかして其の雀を

八223

あるまいかと思ひました︒

取高の少いのは︑この雀のせいでは

八206

張りカヘント思ヘドモ︑︵略V︒﹂

八B・図園﹁我モ後ニハコトぐク

ば つ ら い こ と ば かり︑︵略﹀︒

こまらせようと思って︑塩を送らせ

ところがとなり國では信玄を

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト
ないことにした︒

五338 サクラノ花ノ下ニトンデヰル 六585
思ヒ︑︵略V︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五342 ︵略V︑ナノ畠ニアソンデヰル 六828君影 ︵略﹀︑二人のおや御を大
カト思ヒマス︒

ヘバ︑今一度天顔ヲヲガミテマヰリ

五345 ︵略V木ノ葉ノ上農ネムツタ
ヤウニシテヰルノヲ見ルト︑ドンナ

タシ︒﹂

ゾ︒﹂

七84図囹

﹁とくに申し上げようと思
店ニハ番人が居テ︑買ハウト

﹁︵略﹀君タチノ仲間ヨリ

思ひましたが︑︵略﹀︒

これを見た人は皆ほしいとは

思フ物ハスグニ買ヘル︒

七387

つてゐました︒

七196囹

フカク汝ヲタノミニ思フ

ユメヲ見テヰルノカト思ヒマス︒

五428 ︵略V︑馬モ車モ今見応タカト
思フト︑スグ後山 ナ ツ テ シ マ ヒ マ ス ︒

五437 文太郎ハフシギニ思ツテ外ヲ
見ルト︑︵略V︒

五456 汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ
天時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ
ト思ヒマシタ︒

川ノ中ヘハイリマ シ タ ︒

五708 鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷 七395
七465圏

モ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ心用ヒ

五806 へいけ方はがけの上から︑て
きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

︵略﹀︑丁年はたくさんなら

ラレルヤゥニナツタカト思フ︒

居ります︒

て︑船は今にも沈むかと思ふ様にな

︵略﹀︑山の様な波が立つ

せて︑たくさん差上げたいと思って

七677團

も思はない︒

とさしづをしたが︑
とくがはみつくに

﹁進めく︒﹂

五807 よしっねはこ﹂ぞと思って︑

︵略V︒

て︑紙などをそまつにしてはならな

六371 學校で徳川光囲の話を旨い 七851囹

おもう一おもし
露06

﹁思ふ様あれば︑名乗る

れると思ひました ︒

十506古園

まじ︒百首を取って︑大畠の見参に

すさまじい物音が聞え始めたと思ふ
と︑︵略V︑山のやうな雪なだれがな

國を思ふ道に二つはな

賊之を聞きて︑城中兵尚

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

十二39図圃
も︒

多からんと思ひ︑其の夜園を解きて

十二313図
去れり︒

人生の長短は事業の大小

だれて來て︑︵略V︒

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

十一686図
量るべからず︒之を思へば︑一寸の

入れよ︒

﹂れ着けたり︒大將かと思へば︑纏

十519國囹 士かと見れば︑錦のひた
光陰も輕んずべからず︒

盆なき事に心を螢するは︑時間を徒

らず︒

十二468図
ず︒

ぜん

一同は唯神の仕業とのみ思

て夕の膳に向ふ時︑

一日の螢苦は忘

十二919國︵略﹀︑むつまじく打揃う

つた︒

十二854

と思ふと︑︿略﹀︒

の底へ引込まれるやうな氣がするか

十二836

重く沈んだ調に暗いく海

しき職業の如く思ふものなきにあら

世には農業を以ていや

くべき事攣の何時起り來らずとも限

十二336図人世には思はぬ不幸︑驚

く者なし︒

びたゴしきしわた＼めり︒老人かと

十521図圏若者かと思へば︑面にお 十一697図 又事既に過ぎて︑思ふも
費すること甚だし︒

思ひても返らぬことをく

︵略﹀書工︵略﹀︑毎日遊

さまたげせんも心なしと
︵略﹀︑鵜飼といへば長良

れられて︑更に明日の活動を思ふな

我等五千萬の同胞は常に

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

なり︒

故に十分に信義を無皿さ

此の勅諭は特に軍人に賜

へるものなれども︑猫り軍人として

十二田6図

思へばうれし︑師の情︒

の心得なりと思ふべからず︒

十二㎜2図圏

︿略﹀マルコ︑ボーロの

思へらく

思へばうれし︑師の情︒

思へばうれし︑師の恵︒

十二伽3斎忌

思へばうれし︑師の恵︒

十二757図

おもえらく﹇思﹈︵名︶1

日本に覆する記事を羨み︑又ボーロ

の旅行記によりて製したる地頭を得

て思へらく︑若し欧羅巴より西へ向

し

な

つて進まば︑印度に達する前︑日本

重き

又は支那に到着するならんと︒

重キ

本校皆納ノ建紳染ハ︵略V︑

おもき﹇重﹈︵名︶2

専ラ教授ノ便ヲ計り︑實用二重キヲ

十二366ロ凶

置キ︑其ノ注意ノ周到ナル︑縣下マ

市町村長・議員等を選

レニ見ル所ナルベシ︒

回するには專ら其の人物に重きを置

十一一鵬6図

き︑ ︵略V私交上の關係をさしはさ

むべからず︒

重サヲバカルニハ貫ヲモト

六194國物ノ重サハハカリニテバカ

おもさ﹇垂︵名︶2重サ

ル︒

六196図

トス︒

︵略﹀︑ふるひ進むに何事

おも・し﹇重︼︵形︶8 重シ重し 肉一

キ・ーク︒ーシ彰

など成らざらん︑ばんじゃくの

んと思はば︑豫め能く事の成否を察

か

七802図魎
べからず︒

し︑成し得べからざるものは引受く

十二皿7図

と思ふべく︑︵略V︒

を向くるや︑直ちに陛下の命令なり

十二皿4図

故に下級の者の上官の命

國民の品格を高むるの用意あるべき

大帝國の軍民たるを思ひ︑︵略V︑大

十二m9図

り︒

︵略﹀︑鵜飼といへば長良

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

十一794図

おもふに至れり︒

十﹁793図

思ひて︑其のま﹂寝間に館れり︒

十一732図

ぬ事に思ひて︑︵略﹀︒

び暮して三年を経たり︒住持は心得

十﹁721図

なる人のする事なり︒

よくと心配するは︑未練にして愚

十一701図

見れば︑髪つやくと黒し︒
めんと思ふなり︒

十537図園﹃戦場に出でん時は髪を染
十698國 父は此の大波に何とて行か
る べ き と 思 ひ し が︑︵略﹀︒

十979國人ヲシテソマロニ佛敏ノ盛
・のへらじと・のねて思へ

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒
十一36□薗凶圃

ばあつさ弓 なき数にいる名をぞと
皮むる︒

一隻

十一285図 思へば今より六十年以前
には︑我が國に一哩の鐵道も︑
の汽船もなかりしなり︒

十一424園雪 また我に代りて討死し

︵略V︑見童は︵略﹀︑學

おもふに至れり︒
十一田3園

校を思ふ心厚く︑卒業後も尚二十の

馬主は︵略﹀︑馬の耳に口

たる六郎の形見とも思ふものを︒L

門に出入するを樂みとせり︒

十一479

を寄せて︑何事か話してみるかと思

陛下が︷略V︑常に國家
の拝察せらる＼は︑︵略﹀︒
ふみ

古の書見る度に思ふか
な︑おのが治むる國は如何にと︒

十二26﹇図蟹

を思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心

十ニー8図

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ
出した︒

十一534図 己ヒトリ樂シトテ︑他人
ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ
人ナリ︒

十一553 ふと山のいた吐きの方に
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おもちいる

おもしろい

︵略﹀天皇重ク用ヒテ大臣

重きもつひにうつすべし︒
八544図
︵略︶︑罰に慮せられたる

トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒
十595圓團

者は外出を禁ぜられ︑又重き者は螢
倉に入れられ候由承り申候︒

十一714図 他人をして時間を損失せ

任務

しむるは其の罪金鏡を損失せしむる
よりも重し︒

は重き日本國︒
﹁明日城門に行きて︑

十一m1図圏東方文明先進の
十二297國園
﹃援軍來らず︑速に 降 る べ し ︒ ﹄ と 告

げよ︒さらば我必ず重く汝を号せ
ん︒﹂

ヒバリガオモシロサウニ
ウラシマハオモシロクテ

サヘヅツテヰマス︒

三175
三685
タマリマセンカラ︑︵略﹀︑ウチヘ

カヘルノモワスレテヰマシタ︒
三693 オモシロイアソビモ毎日
見ルト︑シマヒニハアキテキマ
ス︒

︵略﹀︑﹁オマヘノナカマ

トオレノナカマト︑ドツチガ

四534囹

ワニザメハ﹁ソレハ

多イカ︑クラベテ見ヨウ︒﹂トイ
ヒマシタ︒

オモシロカラウ︒﹂ト答ヘテ︑︵略﹀︒

その時あめのうずめのみこと

といふ女の神さまのまひがおもしろ

五28

かったから︑大ぜいの神さまがたは

私事は輕く︑公事は重し︒

十二373図

︵略V︑お笑ひになりました︒

あまりおもしろさうなので︑

大神は少しばかり戸をあけて︑おの

五33

十二915図 ︵略V︑子供の行儀・作法

オモシロ

等につきては︑主婦たる人の責任最
も重し︒

おもしろ・い﹇面白︼ ︵ 形 ︶ 2 3

左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

ぞきになりました︒

シキガカハルノデ︑文太郎ハオモシ

五454

ロクテタマリマセン︒

イ おもしろい 面白イ 面白い
内1・ーイ・ーカッ・ー カ ラ ・ ー ク 曽

ヲウタツテヰマス︒

九518図圃

面白や︒

憂るよそほひ

保護色ノ憂ズルハスデニ面

人︑所攣れば等々に

頭に巻ける印度

赤き帽子のトルコ人︑長

もしろや︒

き白布くるくと

・あやめ︑五つゆむすぶ秋の野の

六61間うめ・も︑・さくら・ふち
ちぐさの花もおもしろや︒

ドンナガクキガアツテモ︑手 九553図

白キコトナリ︒

七276

九554図

ナリ︒

其ノ周園ノ物二似ルモノノアルコト

其ノ動物ノ身ブリニヨリテ︑形サへ

ソレヨリモナホ面白キハ︑

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス
︵略﹀︑タコヤイカノアシヲソ

コトハ出山マスマイ︒

七716

中デオモシロイノハサンゴ

ロヘテオヨグ様ハマコトニ面白イ︒

七727

臣・義士に擁する講談等もこれあり︑

十591國團 ︵略﹀︑又日曜日等には忠

尚々久しく拝借致し居り

面白く有縁に存候︒

此の書の出來たる由來こ

候農業一夕話︑まことに面白く通讃

十936國国

致し候︒

そ面白けれ︒

十︸718図

︵略﹀︑一年中の重だちたる

おもち﹇御餅﹈︵名︶2

おもち

祭日には勅使を差立てたまひ︑︵略﹀︒

八32図

チ彰

おもだ・つ﹇主立﹈︵四︶1 重だつ 肉一

﹁航海といふものはかうい

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ
形ヲシテヰル︒

七847﹇n国

ふ面白いものですが︑買時にはおそ
︵略﹀風が鳴子を動かすと︑

ろしい目にあふこともあります︒
九696

むら雀のぱっと飛立つのは面白い︒

う︒﹂

九826圏﹁今年の競馬はさぞ面白から
こ﹂にアラビヤ馬の達者な

角ーッ彫

オモシ

ことを詮明する面白い話がある︒

十一471

ロガル

おもしろが・る﹇面白︼︵五︶一

面白シ

五628國

秋の夜長を鳴き通す︑あ

﹂︑おもしろい贔のこゑ︒

海べはふだん強い風がふくか
ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

六18

ぶりになってみる︒

枝ぶりすべてお

見上げる峯の一つ松︑はま
べはつ貸く松原の

六52國

タ︒

角1・ーキ・ーク・ーケレ彰

おもしろ・し﹇面白﹈︵形︶7

る 肉ーヒ彰

八832図

面白し

︵略V︑雪月花のながめも折節にかは

どういふ御見込で︑あの青年を御用

十349 或人が主人に向って︑︵略﹀︑
し︒

りて面白く︑山川の風景もうるは

我が日本の國の大部分は︑ おもち・いる﹁御用︼︵上一︶1 御用ひ

なりません︒﹂

五617圃 あきの夜長を鳴き通す︑あ 二337 ︵略﹀︑トリヤケモノヲイ 四312囹 ﹁おもちにするのはも
＼︑おもしろい轟のこゑ︒
コロシテ︑ オモシロガツテヰマシ
ち米といふ米です︒
四314園 ごはんの米はねばりけ
がすくないから︑おもちには

﹁33一 ドコデモオモシロイウタ
二293 ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子
モ︑ オモシロサウニアソンデヰ
マス︒

﹁オモシロイコトダ︒ハ

ナヲサカセテミヨ︒﹂

一一607囹

三123 ︵略﹀︑オヂイサンハイロイ

ロナオモシロイハナシヲキカセ
テクダサイマス︒

おもんず
おもちなさる
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ひになったのかとたつねた︒

ナサル

宍ーイ呼

おもちなさ・る﹇御持 ︼ ︵ 五 ︶ 一

オモチ

一486 ワタクシガコチラノハシ
ヲモツカラ︑アナタハンチラ
ノハシヲオモチナサイ︒
おもちゃ﹇玩具︼︵名︶3 オモチヤ
おもちゃ

三657 ︵略﹀︑子ドモが大ゼイデ

カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ
シテヰマス︒

四373 萎ワラザイクニバカゴヤ
オモチヤや色色ナ物ガ アリマ
ス︒

五754囹

務をもてり︒

もむき

シ︒

ク彫

主柱

主柱

静かに曰く︑﹁ね

さうして象の重みで船の水に
オモムキ お

オモムク一一

残念なことはない︒︵略﹀︒﹂と︑思

大尉は之を讃んで︑思はずも

はずひとり言をいひました︒

九222

涙を落し︑水兵の手を握って︑︵略﹀︒

思はず首をち買めることもある︒

九703 ︵略﹀︑身を切るやうな寒さに

十一453︹図 ︵略V︑少しも疑ふ心なき

正儀の標を見ては︑刀のつかに手を

かくべきやうもなし︒思はず大聲を

あげて泣面びぬ︒

孔明ハ嚴正ニシテ甚ダ規

んず 公ージ・ーズ・ーズル・ーゼ︾

十一鵬7國

律ヲ重ンジタリ︒
ひでたぼ

十二377︹図 將軍秀忠︑高虎の武名を

商人ノ第一二重ンズベキ

重んじて︑之に封ぜんとす︒

十二5110國

ハ信用ナリ︒

み︑品格を重んずるは即ち國民の

十633図

十二m7図

︵略﹀︒

︵略﹀︑軍人たる者は一途

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二m1□薗凶 若し公衆の間に︑規則を

ふ︒

考へて其の行爲を・つ＼しむ徳義をい

んじ︑︵略﹀等︑総べて衆人の利害を

十二984図

︵略﹀︒

品格を高むる所以なりといへども︑

︵略﹀︑耳がさけるやうなおそ

ろしいかみなりが鳴りました︒二人
は思はず耳に手をあてて︑そこにた

こう
ては︑身命をすつること鴻毛よりも

一豊もほしくてくたまらな に忠節を重んじ︑國家の大事に際し

ふれました︒

いから︑︵略﹀︑﹁あ﹂︑金がない程

七404

公徳とは公衆の衛生を重

サビシキ村落ナリシガ︑鑛業ノ盛大
︵略V︒

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二518図

故旧商業二二事スルモノ

ニオモムクト共二次第二獲達シテ︑

此ノアタリ︑元ハ山間ノ 十二981國 國民各自の行爲をつ㌧し

おもむ・︿﹇赴﹈︵四︶2

おもむきあり︒

火の波間に出没する夜景も亦一段の

十一1910図

月影の小波にくだけ︑漁

タル庭アリ︒木石ノ配合オモムキ多

九292図

社殿ノ後ニハ美シク作ラレ おもん・ず︻重﹈︵サ変︶9 重ンズ 重

おもむき﹇趣一︵名︶2

つかった所にしるしを附けました︒

六213

おもみ﹇重︼︵名︶1

重み

となり床となる身も︑それぐの

だ低く︑たるきは高し︒︿略﹀︒つか

十139國圃

﹁表から攻めおとすことは おもばしら︻主柱﹈︵名︶1

むつかしい︒何でも裏からまはつ

西洋紙ハ﹁君ラバ表ダケシ

て︑てきのふいをうたなければなら
ぬ︒﹂

七475園
カ役二立タナイガ︑僕ラバ裏表トモ
沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

ニ使バレル︒
オキナハ

九564國
其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シキ色ドリア

︵略﹀畳ノ表ハ︑此ノ董ヲ

レドモ︑裏面ハ枯葉二似タルが故二︑
︵略﹀︒

十421図

面

アミテ造りタルモノナリ︒

おもて﹇面一︵名︶4

モリシガ︑ヤガテハラバヒテ跨ノ下

韓信シバシ其ノ面ヲウチマ

ヲクグル︒

十一512 ︵略V︑馬はさもうれしさう 十254図
に︑口でおもちゃをさ﹂げて︑其の

東京ノ西南︑目黒ナル墓石
若者かと思へば︑面にお

中ノ苦ヲ如何ニセン︒

おもてもん﹇表門﹈︵名︶1

︽ーシ︾

﹁どうぞこれでその馬をおもと

妻は︵略V十爾の金を出し

おもとめあそばす

て︑

七409囹

めあそばしませ︒﹂

五483

石の大鳥居高さ腰丈鯨︑表 おもわず﹇思﹈︵副︶5 思はず
門を入れば五重塔あり︒

九942図

表門

トアレバ︑勉メテ面二笑フトモ︑心

十一529図内二省ミテ︑ヤマシキコ

びた窒しきしわた㌧めり︒

十521図園

ノ面二﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

十342図

子供をあやしてみ た ︒

ヤヤ オモチや屋

おもちゃや﹇玩具屋︼︵名︶2 オモチ
五675 道ノ爾ガハニハ︑アメヤ・オ
モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ
︵略﹀︑ソコニ露草紙屋・ゲタ

ドが店ヲナラベテ ヰ ル ︒

七368

屋・オモチや屋ナドガナランデヰ
ル︒

らおもて

おもてにう

︵略﹀︑この貝がらはかた おもとめあそば・す﹇御求遊︼︵五︶1

おもて︻表﹈︵名︶6 おもて 表0う
三633

つむりのやうに︑
づまきがあります︒

五667囹 それから表の方へあて名を
書 い て お 出 し な さ い︒﹂
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およぐ
おもんばかり

暗き畳悟なかるべからず︒
んずべし︒

信義は︵略﹀︑商工業の

十二佃5図 一には︑軍人は信義を重
十二m7図
人としても常に之を重んぜざるべか
らず︒

おもんばかり︻慮一︵名︶1 慮

十二716図 遠き音なければ︑必ず近
き憂あり︒

ル彰

おもんばか・る﹇慮﹈︵四︶2慮る肉一

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

又ゐざりは﹁お役人さま︑ごらんの

て︑︵略V取りしらべました︒︵略V︒

通り︑私は︵略V︑警手をついて︑

やがて親子打連れて︑心樂

親子

やっとゐざりあるくものでございま
す︒

九497図

おやこ﹇親子一︵名︶2

一一463

つ︒

つ︒

十一599図圃

老い急る父の望は一

老いたる母の願は一

十二377図圏高虎﹁年老いて其の任

少肚有爲の間を徒に遊び

にあらず︒﹂とて之を否む︒

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

十二709図

るべし︒

︵略V一羽ノ金色ノトビガトン

おゆみ﹇御弓︼︵名︶一 オ弓

五67

御ゆるし

デ來テ︑オ弓ノサキニトマリマシタ︒

八678團 ︵略﹀︑勝手がましい御願で

おゆるし︻御許﹈︵名︶1

すが︑どうか今四五日置ところ御ゆ

るしを願ひ度う御座います︒

かへるは︵略V︒︵略V︒水

まはります︒

ながら︑

あちらこちらへおよぎ

の中ではあと足で水をかき

三487

まはる 飛ーリ彰

およぎまわ・る︻泳回一︵五︶1 およぎ

︵略V︑アノオヤネニハウ

オヤユビ

メバチノ大キナモンガツノ・テ
ヰマス︒

おやゆび︻親指﹈︵名︶3

四205圏 ﹁一バン太イノガオヤ
ユビ︑一バン小サイノが小ユビ
デ︑︵略V︒

十一595図圃

まつ御社にさんけいして︑し お・ゆ︻老︼︵上ご︶4 老ゆ 肉ーイ︾
御社の後から山へのぼる道が

ばらくそこで休みました︒

六95
六97
あります︒

お休

﹁あさっては學校がお休で

おやすみ﹇御休︼︵名︶1

すから︑二人とも行ってお出でなさ

五646園
い︒

子ヒバリハ

オヤドリガオリテ

オヤドリガココココトヨ
︵略﹀︑

コナイトキニハ︑

三195

ンデヰマス︒

一24一

親子・夫婦・兄弟・姉妹 おやどり﹇親鳥﹈︵名︶2 オヤドリ

しく獲足したり︒

十一517図
ヨク和合スレバ︑︵略V︑家運自ラ開
ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

二つとや︑二人のおや御

︵略V︑ドンナニマツテヰルコト

オヤシロ

オヤネ

デセウ︒

一アス︒

おやね﹇御屋根﹈︵名︶一

を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑

御社

親

母の愛︒

六827洗浄

十二717國 されど絵り小さき事にま おやご︻親御一︵名︶1 おや御
しめて盒なし︒

十二719図 現在の職務に忠勤なれ
子二代

﹁親子一一代相ツマイテノ

おやこにだい︻親子二代﹈︵名︶1

心廣く︑髄ゆたかなり︒是即ち遠き

ば︑上下の愛敬・信 用 其 の 身 に 集 り ︑

を慮る所以なり︒

お社

ヤシロ

二445

ガウエチアリマス︒
︵略V︑森の間からはお社の赤

ヤユビデス︒

二入ル︒

十﹇855図
此ノ流ハ自ラ集メラレ
シノ
テ︑親指大ノ篠形トナリテ鐵管ノ中

御社の後には松山がありま おやゆびだい﹇親指大︼︵名︶1 親指大

い鳥居が見えます︒

六91

す︒

六91

︵略﹀︑小川の橋を渡ると︑御
社の前へ出ました︒

六95

︵略﹀︒

四516

魚はうれしさうにういたりし

づんだりして︑およいでゐました︒

五106

オヨイデヰマシタ︒

︵略﹀︑モトハ海ノ中デ

四222囹 ニイサンバーバン太ツ 四382
アル日タヒヒラメサバ
テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ
タコナドガオヨイデヰルト︑

二475 ︵略V︑ドコノテンジンサ 四212囹﹁オヤユビノ次ノハ人およ・ぐ﹇泳︼︵四・五︶14 オヨグ お
マノオヤシロニモ︑ウメノ木
サシユビデ︑︵略V︒﹂
よぐ 泳ぐ 菌ーイ・ーギ・ーグ蝉

コレハ天ジンサマノオ

おやしろ﹇御社︼︵名︶7

忠義カンズルニアマリアリ︒

七81図囹

おや窺﹈︵名︶2オや了うとおつ
みおや

一513︵略﹀︑オヤニシンパイヲ
カクルノハワルイコトデス︒
親に事へ︑弟を助け︑

家を治めん︑年長は ︒

十一606図︹閣

おや︵感︶1 おや
﹁おや︑にげたのかしらん︒﹂と︑

三357圏︵略﹀︑光がみえません︒

いそいでかみをあけてみると︑
︵略V︒

おやくにんさま﹃御役人様﹈︵名︶1
お役人さま

五246囹 やく人は二人をよび出し

およそ一および
210

五155 池ノ中デコヒガオヨイデヰル
ノヲ皆皆コトガアリマセウ︒

五157 大キナコヒガタクサンアツマ
ツテオヨイデヰルノハ︑マコトニミ

七316

窟が桑の葉を食ふのは︑およ

マツチハ今ヨリ凡ソ百年

一匹でおよそ四五百程の卵を

そ二十五日から四十日の間で︑︵略﹀︒

七338
産む︒

八404図
前︑外孫ニテ獲明セラレタルモノナ

ゴトナモノデス︒
五175 鯉ハ︵略﹀︒︵略V︒又ドンナ

十634図

︵略﹀︑今や足尾町ハ人口凡
︵略﹀︑一月より三月

ソ三身ヲ有スルー駅長トナリ︑︵略V︒

十一962國團

︵略﹀︑全署に凡そ百箇庭

まで凡そ三箇月聞は航路殆ど全く絶
え︑︵略﹀︒

十ニー68図

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

凡そ婦人の道は夫を助け

の測候所あり︒

げしむるに在り︒

︵略V︑我が帝國の港を出 十二334図

リ︒

で︑東へ東へと進み行かば︑凡そ二

八761図
週間の後にはアメリカ大陸に着くべ

ス︒

流ノ早イ川デモ︑二面イデノボリマ

七704 魚類ニハイワシ・アヂ・サ

︵略﹀︑米の作付反別は凡

︵略V︑其の庸愚は年々凡
︵略﹀︑嬰の作付反別は凡
そ百八十萬町歩︑︵略﹀︒

十二446図

そ四千六七百萬石にして︑︵略﹀︒

十二445図

そ二百九十萬町歩︑︵略﹀︒

十二445図

︵略﹀凡そ五百五十萬町歩あり︒

現今我が國の耕作地は

し︒

利根川ハ︵略﹀︑全長凡ソ

十二443國

バ・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑

地球の表面の凡そ三分の二

は海にして︑三分の一は陸なり︒

八808図

水ノ表面二近イ所ヲオヨグモノガア
リ︑︵略V︒

魚類ニハ︵略︶︑タヒ・ボラ・

年前︑徳川家康が諸大名に課して造

八936國名古屋城は今より凡そ三百

七708

ハモ・コチ・キスナドノヤウニ︑岩

九355

凡そ家内の掃除は座敷・
居間・皇所のみならず︑便所の隅よ

十二895図

蝕す所なし︒

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど

及

孔子は凡そ二千四百六十
及び

八33國

︵略﹀︑皇室及び國家に大

明治二十七八年及び三十七

事あれば︑かならずこれを告げたま

ふ︒

八年戦役の戦利品たる大砲︑︵略﹀︒

八48図

八48図

キ

ガ

郵便切手貼付及日付印ノ場所
サバ
七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂

︵略﹀落葉・こけ及び網の

ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ盧ノ

ソコクラ

九3910図

湯ライフ︒

十92図

見よ︑曲線のみにて成れる

如くひろがれる木の根などは︑︵略V︒

十467図

を併せ用ひたる︵略Vの模様の如何

第十二圖及び第十三圖︑直線・曲線

に麗しきかを︒

トウセウ

外出日は日曜日・祝日及

及び毎日の術科に關する説明に御座

十577圓團 ︵略﹀︑學科は讃法の講義

候︒

十583圓團

び大祭日にて︑︵略V︒

︿略Vハ肺臓及ビ心臓ヲ保

爾岸及び島々︑見渡す限

内海の沿岸及び島々には

肝煎敵ノ港雲仙ビ軍艦ノ

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト

十一644 ︵略﹀︑毎日三度ノ食事ニモ︑

情勢ヲサグリ︑︵略﹀︒

十一327ロロ凶

名勝の地少からず︒

十一205図

り田園よく開けて︑︵略﹀︒

十﹁192図

護センが爲ナリ︒

十779図

宮等ノ略記野烏ヒタル銅ハ︑︵略V︒

昔東海道といったのは︵略V︑ 十二696図 ︵略V︑下堤・草根を始め︑ 十612図 ︵略︶︑江戸城及ビ日光東照
凡そ百二十四里︑︵略﹀︒

空氣は︵略﹀︑節穴の中に

にてもすき間ある所には︑必ず存在

十二933図

り下駄箱の奥までも注意せざるべか
らず︒
こ

及ビ

年前︑支那の春秋時代に生る︒

ほう

﹇▽てんきよほうおよびぼうふううけい

および︻及﹈︵接︶32

其の高さは︵略V︑富士山
然るに此の寺は今より凡そ
一千二百年以前のものにて︑︵略﹀︒

十43図

より高きこと凡そ一千尺なり︒

十14國

輝寺湖あり︑周回凡そ六里︑︵略V︒

ぜんじ

九956図

せずといふこと無し︒
ちゆう
︵略V︑男鎧山のふもとに中

も︑握りこぶしの間にも︑凡そ少し

九649國

そ二千萬石なり︒

歩兵は平時凡そ百五十人を 十二447図 ︵略﹀︑其の牧穫は年々凡

七十三里︑︵略V︒

九146図

らしめたる名城にして︑︵略﹀︒

とくがはいへやす

ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガア
︵略﹀︑タコヤイカノアシヲソ

リ︑︵略V︒

七715
ロヘテオヨグ様ハマコトニ面自イ︒

す

凡ソ

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

七779 ︵略V︑様々ノ魚ヤケモノが浮 九264図
イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル
︵略Vいるかがおよいでゐ

ノハ︑︵略﹀美シ イ 景 色 デ ア ラ ウ ︒

七831圏
るのを見ることも あ り ま す ︒

九551図 ︵略V︑イカバ水中ニオヨグ
間 ハ 水 色 ナ レ ド モ ︑︵略V︒

り

十663 鯨は段々弱って︑泳ぐ力もな
くなる︒

十二669図 又かつて栗鼠の大群ウラ
ル山中の旧都會に 現 れ し が ︑ ︵ 略 V ︑

およそ

山 あ れ ば 越 え ︑ 河 あれば泳ぎ︑︵略﹀︒

凡そ

およそ︻凡﹈︵副︶25
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ガ大切デアル︒

利用せんか︑︵略﹀︒

書くには及ばない︒

こちらの方はどうとも都合

がっくから︑心配するには及びませ

︵略V露西亜及びシベリ 八687團

ん︒

十二687図
やの寒き平地に住せるレミングと稔

︵略﹀︑眉際修學及び業務

に用ふる時間は僅かに二十萬時間を
する地鼠の一種なり︒

十一678図

越えざるべし︒

び書誌灘︑鱒の主産 地 は 東 海 岸 に て ︑
度量なりとす︒

を引くものは社會の公徳及び國民の

あには

とはもう御存じだから︑サクヤとは

ブ︒

程に御座候︒

利根川ハ︵略﹀︑本流・支

︵略﹀︑もはや心配には及

と︑しきりに望めば︑力及ばず︑︵略﹀

︵略V︑﹁何とて命を捨

名刀を與へて行かしめたり︒

つるに及ぶべき︒﹂と︑取っておさ

十一458図園

︵略V︑琴海外二輸出スル

へて動かせず︒

十一839國

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

モノ五千萬圓以上二及ブ︒

ビ職ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

十一獅4図

ルコト七回二及ビシカバ︑︵略﹀︒
キ カ
︵略V鷹下輸卒モ二二

露命ー11図国

︵略V︑生蜜は輸出品の首

ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如

ノ成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激

シ︒﹂

西洋諸國の耕地が其の総

位を占めて︑其の債額一億圓以上に

十二451図

及ぶ︒

十二461図

隣國ノ人モ直証ヘテ是ヲ植

蜜蜂は︵略﹀︑一群の総

︵略﹀︒

十二655図

猫逸置畳は︵略V︑首府

の肚観の未だ黒血二國に及ばざるも

喜劔︵略V︑義士復仇の

のあるは固よりあやしむに足らず︒

畢を聞き︑其の主謀の良雄たるを知

十二875図

るに及びて︑驚いて日く︑︵略V︒

︵略﹀︑明治の大御代に及

びて︑︵略﹀陸海軍の今の制度を定め

十二m4図

給へる由來を詳に御諭しあり︑︵略﹀︒

十二㎜2図

帝國議會の協賛は抱型の

およぼ・す﹇及﹈︵四︶1 及す 余ース︸

︵略V︑今や列車の速度

れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑

面積の二割より六割に及べるに比す
鯨は︵略V︑長さは十五間︑

エ︑遂ニハ中國地方全二二及ブ白上

ない︒

十737図

花は麓より咲初めて次第

ひしことも数回に及べり︒
ふもと

十一428図

幼き時に参りてこそ︒﹂

は一時間七十五哩以上に及ぶものあ

十一282図

数数萬に及ぶものあり︒

十一57ロコ凶

に山上に及び︑︵略V︒

十一47図

︵略V︑往昔天皇の行幸し給

即ち九十尺にも及ぶものも珍しくは

十676

レリトイフ︒

十327図

ません︒勝はあなた方のものです︒

九869園

﹁もう改めて勝負には及び

ぶまじと立退きたる者も引返したる

九733國團

し︒﹂と知るべし︒

九602図

﹁過ぎたるは及ばざるが如

流ノ長サヲ合スレバ︑一千鯨里二二

九186國

退スルコト数度白及ンダ︒

十一986國團 棘の主産地は西海岸及 十二983図 ︵略V︑殊に他國人の注意 八879 ︵略﹀部下ヲハゲマシ︑敵ヲ撃

︵略﹀︒

皇族・公侯爵︑同爵の

互選せる伯子男爵︑國家に動勢あり

十二燭6図

に煮ては見るを得ざる廣大なる天然

十一m2某々 森林は内地及び北海道

府縣に於て多額の直接望都を已むる

︵略﹀勅任せられたるもの︑及び各

十二83図 よりて主戦艦隊及び巡洋

もの十五人の中より一人を互選し︑

林にして︑︵略V︒

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

其の選に當りて勅任せられたるもの
是なり︒

しかして︑法律及び豫算

及ブ

及ぶ

又貴族院及び衆議院は

およ・ぶ︻及一︵四・五︶26

︵略︶の異能を與へられたり︒

十二鵬5図

は帝國議會の協賛を経たる後︑︵略﹀︒

十二皿9図

するにあり︒

は法律及び歳出・歳入の豫算を議定

十二皿4図

帝國議會の主要なる任務

さぎ︑︵略﹀︒

十ニー01図 敵の死傷及び捕虜は司令
其ノ圖ハ船ノ切断面及ビ

長官以下無慮六千人 ︒

十ニー110
構成等ヲ何十分ノーニシタ縮圖デ︑
︵略V︒

阿蘇山は︵略﹀︑山中に

お そ れ あ る 時 は ︑ ︵略V︒

十ニー81図 我が國及び附近に風雨の
十二424図
多くの噴火口及び温泉あり︒

シカルニ正行スデニ男盛

焼けない事さへいへば︑御
イと書くにも及ばない︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八472園

リ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂

八171図園﹁我モコレ程ノ事ハ心得タ

リニ及ベリ︒

七69図囹

十二4210図 熔岩の光︑火山灰及び水 肉ーバ・ービ・ーブ・ーベ・ーン︾
蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき
光景を呈す︒
からふと

十二443図 現今我が國の耕作地は豪

ふとう

灘及び樺太を除きて凡そ五百五十萬
町歩あり︒

る規模の肚大なるを見る︒

十二546図 市街建築物及び埠頭等頗

西亜の東清書道及びシベリヤ鐵道を

十二588図 南満洲回道によりて︑露 八479園 ﹁︵略V︑火事の昨夜あったこ り︒

おりる

およむ
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︽一

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を
自暴ム

及すものなれば︑︵略﹀︒

およ・む︻解読﹈︵五 ︶ 一

四95センセイガチヨクゴヲオ

ミ斬

オヨメ

ヨミニナツテ︑︿略V︒
およめ︻御嫁︼︵名︶一

三108 ネエサン バ コノアヒダ

トナリムラヘオヨメニイキマシ
タ︒

十一42ーロ凶圏

︵略V︑たとひ用心きび

しくとも︑長き間には必ず討取るべ
き折に出會ふべし︒﹂

陛下が萬機の政をみそな

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

十ニー7図
でさせ給へる御製にも︑︵略﹀︒

居り

居

おり﹇織﹈うあつしおり・けおりもの・
居り

はぶたえおり・もめんおりもの
お・り﹇居︼︵ラ変︶4

をりく

自ラ花鳥数十種ヲ織出シ︑海外二輸
出セント試ミシガ︑︵略﹀︒

﹁鹿はをりく通ります︒﹂

おりおり﹇折折︼︵副︶3
五㎎6囹

折々

人多き都會に住む者は︑

折々野外に出でて︑新しき空氣をす

九6010図

おりかた﹇織方﹈︵名︶1

其の話も出で︑︵略V︒

イソザキミンキ

か

折節

我が日本の國の大部分は︑

おりふし﹇折節一︵名︶1

織物

織物

織物ニハキヌ織物・モメン

織物母あさ

織物

︵略V︑雪月花のながめも折節にかは

八832図

りて面白く︑︵略﹀︒

第十

第十

おりもの﹇織物﹈︹課名︺2

六333

六目11

おりもの﹇織物﹈︵名︶5

︿アリ︒

びおりる

ニ

オリル 下り

オリルトキニハ︑オチル

マタオリテキマセウ︒

サヘヅルダケサヘヅルト︑

る ︽ーリ・ーリル︾﹇▽かけおりる・と

お・りる﹇降一︵上一︶19

物なり︒

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

十811︹図あつし織とは︑おひようと

すこぶる盛なり︒

物・塗物・扇・綿綜・織物等の産出

名古屋は︵略﹀︒︵略V︑焼

ら買取ってやる店のことです︒

いふ人にたのまれて︑それをほかか

七151園 ︵略﹀︑又織物を買ひたいと

り︑︵略﹀︒

のまれて︑それをほかへ質渡してや

のは︑織物を頁りたいといふ人にた

七149囹

たとへばごふく問屋といふ

織物・アサ織物・毛織物ナドイロ

六334図

仰の如く本村にも耕地整 おりもの・きぬおりもの

ひ︑又︵略V等を散歩すべし︒

十925圓團

理の必要これあり︑折々丁合の節は

じおり・いたしおり・かんしゃいたし

︽ーリ・ール蝉﹇▽あいなりおり・あん

おり・くらしおり・ごあんじもうしお

織方

し

おり﹇折﹈︵名︶8折うかざおりえぼ

り・しめおり・せいぞういたしおり・

︵略﹀︑其ノ織方ヲ獲明シタルハ岡山

おりから﹇折一︵名︶2折カラ折から
ホツトーイキツク折力ラ︑一

角一

そ

皆うなづき 八954図

弾又モ中佐ノ胸ヲツラヌキ︑軍曹ノ

八892

音もきこえず︒
折取る

夜半のあらしに

げにくと

胸ヲモ打抜イタ︒

ル︾

るが如きは︑︵略V︒

十二987國

口

オリノコかこう︹地名︺一

り

イマ
め

第三回の航海に於て︑オリノコ河口
あ

三185
するに至れり︒

ヤウニハヤクオリテキマス︒

に達し︑始めて亜米利加大陸に上陸

十二808心覚の後コロンブスは︵略V 三184

オリノコ河

︵略V︑公園の樹木を折取

おりと・る︻折取﹈︵四︶1

ののちは

て︑折からの

兵舎内にては歌をうたふ 十149図圃

南部地方には製糖業盛
是に於て空しく志を角い

花莚ヲ最モ多ク産スルハ

七14図 正成ノ戦死セシバ正行が十

たもちおり・できおり・なされおり・

縣ノ磯焙眠亀トイフ人ナリ︒

十425□薗凶

一歳ノ時ニシテ︑ソノ細密トトモニ

はいしゃくいたしおり・はんばいいた
おり
八306三園

︵略﹀︒

て西班牙に困じ︑居ること多年︑

十二764図

に行はれ居候︒

十一399國團

事︑︵略﹀等堅く禁ぜられ居り候︒

十5610心良

エニ入リ給ハザルカ︒﹂

﹁カク我ノ居ルニ︑何ユ

しおり・もうしあわせおり・よろこび

戦 場 二 出 デ ン ト セ シガ︑︵略﹀︒

このお金は︵略﹀︑﹃夫の一

大事の折に使へ︒﹄と申して︑父の

七419囹

︵略﹀ ︑ 御 主 人 織 田 様 に は ︑

渡してくれた金でございます︒
七426圏

近いうちに京都で馬そろへをなさい
ま す と の こ と ︒ ︵ 略﹀︒あなた様にも︑

その折にはよい馬 に め し て ︑ ︵ 略 V ︒ ﹂

鎌足︵略V︑大事ヲ成スニ

ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二

八506図

道ナシト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル
折ヲ得ザリキ︒

飛ーシ・ーセ曽

といって居られる

て君に報いよ︒﹄

又此ノ董ヲ染分ケテ︑花鳥

九231囹 おつかさんは﹃一命をすて おりいだ・す﹇織出﹈︵四︶2 織出ス

︵略V︒

十435図

眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

等ノ美シキ模様ヲ織出セル花薄ハ

十423ロ上馬

︵略﹀︑夏の盛りの頃︑秋

が︑まだ其の折に出尻はないのだ︒
九967図

の紅葉の折には來り遊ぶもの最も多
し︒
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三187 オリルトキニハ︑オチル
ヤウニハヤクオリテキマス︒

ハ︵略﹀︑ケツシテ

︵略﹀︑下りる時には二時間し

かか﹂りませんでした︒

六114

ない︒

ようとする︒

十一572

は︑もう太鼓の音は聞えぬ︒

十一584
ヲル

折ル

卑下が谷底へ下りた時に

將軍は︵略﹀︑はや谷へ下り

．﹁藤吉郎秀吉こΣにひかへ

六467コ口﹁誰も居らぬか︒﹂

六471園

くだ物も水をふくんで居り︑
七678團

葉ハニ枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰ

一ツオキニ董二上イテ居り︑︵略Vノ

して居ります︒

︵略V︑琉球ではたくさん飼つ

りゅうきう

て居った︒

十868

︵略﹀︑大神がはたをおらせて

木綿糸ニテ織りタルモノヲ

麻又バカラムシノ糸ニテ織

麻糸ニテ織りタルモノバカ

︵略﹀︑カラムシノ糸ニテ

織りタルモノバカタビラナドニツク

六348図

ル︒

六355図 ︵略︶︑ケモノノ毛ヲツムギ

︵略V︑木綿は窒一尺の絹織物

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

七291

慧をかつて絹綜を取り︑絹綜

を織る絹綜は出雲ない︒

八648

ス︒

又色々二染メタ綜デ織ツタノ

八624木綿綜ヲ機デ織ツテ造りマ

そうな手間がか＼る︒

を織って絹織物にするまでには︑大

病中の祖母も︵略﹀︑有り 七292
おつかさんは﹃︵略﹀︒﹄と

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹

いらっしゃる所へ︵略﹀︒

五14

織る ︽ーツ・ーラ・ーリ・ール︾

お・る︻織︼︵四・五︶16．おる 織ル

其の時分までよそへ奉公に行

ヤナドニツクリ︑︵略V︒

海ノ中之ハ魚や貝ヤソノ外色 六347図

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

六346図

木綿織物トイフ︒

六341図

織物トイフ︒

︵略V︑來年はたくさんなら 六335図

やさいにも水けがある︒

七646

から︑︵略V︒

草花をほしいくと申して居ります

七馨團又母がかねぐめづらしい

ては居られない︒

いくさがはげしくなると︑じっとし

ル︒
て居ります︒﹂
jー9一 ヒバリハオリルトキニ 十﹁564 ︵略﹀︑谷へ下りる細道も雪
ハ︑ケツシテスノアルトコロ
六567 謙信は勝氣な人で︑いよいよ 十3610囹 あれの温順なことをよく現
や氷にとざされて︑どこか全く知れ

ヒバリ

ユフガタニナツテモ︑オ
お・る︻折︼︵四・五︶4

︵略﹀チカラノツヨイ人

︽ーッ・ーリ彰

せて︑たくさん差上げたいと思って

三136

折る

居ります︒

︵略︸︑こんな見事な桃がな

シカノツノデモヲツテシマフ

アル︒

七717

十82

會はないのだ︒

いって居られるが︑まだ其の折に出

九231園

がた涙をこぼして居ります︒

八668團

の後をついで︑︵略V︒

つて居った若いむすこが︑今では其

八343

岩ニツイテヰル︒

泥ノ上二居リ︑サザエ・カキナドハ

アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ

々ノ動物が居り︑サマぐノ植物モ

七699

ります︒

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

七693国

ガアリマシタ︒ウシノツノヤ︑

箱ハウスキ木片ヲ折り︑其

ホドデ︑︵略V︒

八396図

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑︵略V︒

印刷する紙は廣い大きな紙

前足を折った︒

十209

穴一

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒そ
居る

とけいはあさからかつ

居ル

れを折って︑揃へてとちる︒
お・る﹇居﹈︵五︶18

四487圃

ちん︑かつちん︒おんなじひびき
すがるはその大ぜいの子をお

で︑うこいて居れども︑︵略﹀︒

します︒

この中にはべんけいも撃つ

みやのそばでやしなって居ったと申

六113 御社の後から山へのぼる道が

た︒

五761
別の道から下りま し た ︒

あ り ま す ︒ ︵ 略 V︒かへりには︵略﹀︑

ることが出認るか ︒ L

五781園 ﹁こ﹂からしろの方へ下り 五386

の切符をうけ取ってみるのです︒

五405 あちらの方のは︑今下りた人

ないうちに︑︵略﹀ ︒

五395 下りる人がまだ下りてしまは ツ・ーラ︒ーリ・ーレ︾

ります︒

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五395 下りる人がまだ下りてしまは

と す る 人 も あ り ︑︵略V︒

した︒下りる人もあり︑のりこまう

五391 汽車が今ていしゃばへっきま 九848 ︵略﹀︑熊吉の馬はつまついて

て︑せまい谷へ下りました︒

五91 そこで大ぜいと旧しよになつ

四175 みのししはまっすぐにた
だっねの方へ下りて來ます︒

を下りました︒

四83 ご人は︵略﹀︑いそいで山

ハ︑︵略﹀︒

ヤドリガオリテコナイトキニ

三195

ン︒

スノアルトコロヘハオリマセ

三192

ヘハオリマセン︒

一．

おろす
おる
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ガ縞物デス︒

十427図

はなむしろ

オルスヰヲナサイマス︒
オレ

おれ

七694團

見事な桃をたくさんおおく

り下さいまして︑有りがたう存じま

ヲレル

折レ

す︒︵略V︒その内参上してお禮を申
し上げます︒

余ーレ・ーレル︾

お・れる﹇折︼︵下一︶5
ル

し な

箇村はおろか︑近所近ぺんのほめ者

となった︒

あ

め り か

十﹇287國今や︵略﹀︑又支那沿岸は

うつぱ

おろか︑印度・南洋より亜米利加・

欧羅巴の航路をも開くに至れり︒

よ

おろし﹇下︼﹇▽あげおろし

卸頁

轟然と卸費とはどうちがひ

卸費といふのは品物をたく

責商人といひます︒

七143園 ︵略﹀︑卸費をするものを卸

渡すことで︑︵略﹀︒

さん持ってるて︑小鮮店へ大口に費

七141圏

ますか︒

七137囹

おろしうり﹇卸売﹈︵名︶3

今年ハエダガヲレルポおろし﹇颪一←やまおろし
信玄は︵略﹀︒ぐんばいうち

筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・
カンザシナドノ店ヲ見テ︑右へ折レ

七368

先へ切りつけられた︒

はでふせいだが︑えが折れて︑かた

六573

ドタクサンナツテヰマス︒

折れる

けはやがじまんをしました︒

四106

島ノ上二居タ白ウサ

ココノヲカへ

卸費商人

2

しかし卸費商人で︑問屋を

してみる場合がたくさんあります︒

七153圏

費商人といひます︒

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

オレンジ

おろ・す﹇降﹈︵四・五︶1一 オロス お

︵略V︑左へ折レタリ︑右へ折

七143園 ︵略﹀︑卸責をするものを卸

七379

ラズ︿二コ口へ出テ來ル︒

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ おろしうりしようにん﹇卸売商人﹈︵名︶

ルト︑ソコニ︵略﹀ナドガナランデ

オレハ

コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ

七379

テ︑﹁︵略﹀︒オレノ方が少イカ

﹁オマヘタチハウマク

ヰル︒

八916園

來タカツタノダ︒﹂

四557園

オレニダマサレタナ︒

四556囹

モ知レナイ︒

四541囹白ウサギハコレヲ見

多イカ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

トォレノナカマト︑ドツチガ

居マシタカラ︑﹁オマヘノナカマ

ギガ︑︵略﹀︒︵略﹀︑ワニザメガ

四528囹

︹ひらがなのドリル︺

い人はあるまい︒﹂といって︑

三164囹おれよりちからのつよ

おれ﹇俺﹈︵代名︶6

︵略V花鑓ノ改良二二シ︑ おれ﹇折︼﹇▽なおれ・なかおれ

先ヅ之ヲ織ル機械ノ製作ニ工夫ヲコ
ラセシガ︑︵略V︒

十8010図 あつし織とは︑おひようと

秋の山は紅葉の錦を織

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織
物なり︒

十一191図
ばくかんさなだ

り︑冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

十一皿4國 又変稗眞田を編み︑花錘
を 織 る こ と 行 は れ︑︵略﹀︒

十二633図 肚麗なる馬車・自動車の
多きは巴里を第一とし︑市中到る虚
角ーリ蝉

其 の 往 來 織 る が 如く︑︵略﹀︒

下ル

七558図 上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行

お・る︻降一︵上二︶ 2

ノ電車二乗ル︒

オルガン

音 堂 二 向 ツ テ 行 ケバ︑︵略﹀︒

七561図 雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観
︵名︶一

出テ來ル︒

オルガン

オレンジ︵名︶一

レタリスルト︑知ラズ︿二出口へ
オレノ死膿ヲセオツテ館ル積りデカ

馬丁三言付ケテ︑﹁︵略V︒其ノ時ハ

ヨロコンデォホクニヌシノ

ひ︑︵略﹀︒

九876

思ひても返らぬことをく

おろか

此の話が傳はつて︑愛作は五

おろか﹇疎﹈︵副︶2

なる人のする事なり︒

よくと心配するは︑未練にして愚

十︸702図

おろか﹁愚一︵形状︶1

愚

く敷百里の地より集り來りて之を食

六222

さうして前にしるしを附けて

の代りに石をたくさんつみました︒

︵略﹀︒それから象をおろして︑そ

六216 ︵略﹀象を船にのらせました︒

ろしてるるのです︒

三605
右の方に五六そうかた
まってみるのは︑今あみをお

みおろす

十二678図 南亜米利加の森林にオレ ろす卸ス 下す 公ーサ・ーシ・ース・
さる
ンジの熟する季節には︑敷多の猿遠
ーセ︾号おいおろす・つるしおろす・

九667図 主人は空音を動かし︑風を

ケツケヨ︒﹂

お禮

﹁︵略﹀︑コノアヒダハア

おれい﹇御礼﹈︵名︶3

四61一

ゲマセウ︒

リユウグウヘツレテ行ツテア

リガタウゴザイマシタ︒オレイニ

三668園

オレイ

起して︑種々の用に供す︒オルガン
にて美しき音を獲せしむるが如き︑
︵略Vが如き皆然 り ︒

﹁だ ん な が お る す だ か ら ︑

おるす﹇御留守一︵名︶1 おるす
六325圏

なほさらまちがひがあってはならな
い︒﹂

おるすい﹇御留守居﹈︵名︶一 オルス

ミコトノ所ヘオレイニ行ツテ︑
コノト

ヰ

ホリニナホリマシタ︒

﹁オカゲサマデ︑カラダハ

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

三12ーウチノ人ガミンナソト
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おわる
おろち

に ︑ そ の 石 を お ろして︑︵略﹀︒

おいた所まで船が水につかった時
の先少しくかけたり︒

を斬り給ひしに︑尾にいたりて︑劔
つてはいけませんよ︒

よく篤りました︒伯母檬お笑ひにな

三746をはり

二662ヲハリ

ヲハリ
﹁556

終り

かの大蛇の住みし上には叢 おわり︻終﹈︵名︶18 ヲハリ をはり

お分る肉一

雲常に立ちこめたれば︑劔の名を天

六792 ハトバノ右二着イテヰル汽船 九45図
ハ今荷物ヲ藍屋シ テ ヰ ル ︒
叢雲劔と申せり︒

リ︾

持つ︒﹂とうたはれたり︒

尾

草薙劔は尾張の國にと望め

おわりのくに︻尾張国︼︹地名︺1

張の國

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ

九66図

れり︒

五月七日

尾張屋呉服店

おわりやごふくてん﹇尾張屋呉服店︼

︵名︶1

尾張屋呉服店

四834をはり

九143魍團

八459囹

五821をはり

山本屋太七郎

尾張屋呉服店

五月三日

尾張屋呉服店御中

九135國国

御中

呉服店御中︼︵名︶1

おわりやごふくてんおんちゅう﹇尾張屋

山本屋檬

火事だから︑︵略﹀︒それが東京の今

六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ
九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ
デハ秋ナリ︒

六74図

ハ夏ナリ︒

六72図

ハ春ナリ︒

六71図三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ

たのにちがひない︒

朝の新聞に出たので︑お分りになつ

﹁こちらでは近年にない大

おわか・る︻御分︼︵五︶1

六798 寒心シタ荷物ハスグニ車ニノ
セテ︑馬ニヒカセ テ 行 ク ︒

七899図 ボートハヤガテ福井丸ノカ
タハラニ卸サレテ︑一同乗リウツレ
リ︒

十一581園大砲のつなをく︑りつけ
て︑早く自分を谷 へ 下 せ ︒

シマセウ︒

ルシニコノハコヲオ上ゲマウ

三711園 ソレデハオワカレノシ

十一583 ︵略V︑兵士は止むを得ず將おわかれ﹇月別︼︵名︶一 オワカレ
軍を谷底へ下した ︒

は 錠 を 下 し ︑ ︵ 略V︒
ぢやう

をろち

十一1310図

お笑ふ角一

おはします︒

しませし時︑︵略V︒

十二244図圃

近く︑露坐の大佛

おわら・う﹇御笑﹈︵五︶3

十二891図 ︵略V︑錠を下すべき虞に
は 錠 を 下 し ︑ ︵ 略V︒

やまた

おろち﹇大蛇︼︵名︶5 大蛇号やまた
のおろち

七928
堂 八48図図

終

終

︵略﹀本文の終り又は受信

人居所氏名の下に︵略V

八961

尋常小學護本雀九終

尋常小帯讃本巻十終

九9610

馬鐸3
十一螂7

︵略V女の神さまのまひがお

十一一972図

孝経に日く︑﹁身を立て︑

尋常小舌讃本巻十一終
もしろかったから︑大ぜいの神さま

終らない中に病氣でなくなってしま

明治三十七八年戦役の終り

ひました︒

たる後も︑天皇陛下御参秤あらせら

八35図

活版は印刷が終れば︑其の活

れ︑︵略V︒

十218

當地にてはとくに苗の

字を取離すことが出來るから︑︵略V︒

十一358國團

．植付も終り︑︵略V︒

十一798図

鵜飼は五月申旬に始り︑

用事終れば直ちに去るべく︑︵略﹀︒

人を訪問する時は︵略﹀︑

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

十一704図

尋常小學讃本巻十二終

式終ツテ︑一同校舎ヲ巡覧

十月中旬に終る︒

︵略V︑﹁尾張名古屋は城で 十二369

おわりなごや﹇尾張名古屋﹈︹地名︺1

十二捌2

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

がたは手をたたいて︑お笑ひになり

五31

此の地に八岐の大蛇と ヒ︾

﹁さらば我汝等のために

て八つの頭と八つの尾とある大蛇あ

九210図囹
り︑︵略V︒﹂

九34図圓

ました︒

天皇はこれをごらんになつ
て︑大そうお笑ひになりましたが︑

八947圃

一人の分はうっかりしてゐ 尾張名古屋
る間に寓されましたので︑かへって

八112團

︵略V︒

尊︵略V︑ずたずたに大蛇

あらはれ出で︑八つの頭を八つの槽

九310國

り︒

の中に入れ︑酒を飲みでよひふした

九37図 ︵略V︑や＼ありてかの大蛇 五381

其 の 大 蛇 を 退 治 せん︒﹂

は せ
︵略V︑長谷観音の

六75図十二月ノ初ヨリアクル年ノ おわ・る︻終︼︵四・五︶9 終ル 終る
こぼして居る︒
おわしま・す︻御座︼︵四︶2 おはしま
ぢやう
飛ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ彰
ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒
十一一891図 ︵略V︑錠を下すべき慮に す肉ース・ーセ︾
コかさぎ
六528 をしいことに︑そのいくさの
︵略﹀︑主上尚笠置におは 六862 終

し︑額を雨手に支へて人知れぬ涙を

十二824 ︵略V︑傍の石にこしを下

終

おんぎょく
おん
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シタ︒
タリ︐

様

御有

るなり︒

︵略﹀︑この御鏡を御神髄と

して︑皇祖天照大神をまつりたまへ

八27図

八525図中大兄皇子︵略﹀物カゲニ おんかがみ﹇御鏡﹈︵名︶1 御鏡
カクレ給フ︒鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御
後ニシタガヘリ︒

五十鈴川の水に止す﹂ぎ おんがく﹇音楽﹈︵名︶1 音一号つじ

おんがく・つじおんがくし

かぐら

︵略V︑神樂殿・御馬屋の前を通り︑

八55國

︵略V︑外宮に参拝す︒神殿 おんうまや︻御馬屋︼︵名︶1 御馬屋

十二849 歌が終ると︑︵略﹀︑目禮し おんありさま﹇御有様﹈︵名︶1
て何程へか行った ︒

奉る︒

十二829弓が一度綜にふれると︑天

上の音樂の様な美しい音がわき出し

御宮の前にいたる︒

將軍田村麻呂の東北の地を おんおくりあいな・る﹇御樹相成﹈︵四︶
余一︵リ︶︾

上︑二口とも本月十五日までに御壷
り相成度願上候︒

︽ーレ蜂

金色の金物きらくと日にか雲やけ

八66図 ︵略V︑神殿の︵略﹀︒︵略﹀︑

り︒その他には何の御かざりもなき

質素なる御かまへ︑︵略﹀︒

リ︒

御方
テンヂ
中大兄皇子ハ︵略V︒ 天智

天皇ト申シ奉ルハ即チ此ノ御方ナ

八542図

︵略V︑此の地方には心行おんかた﹇御方︼︵名︶1

御送り下さる

おんおくりくださ・る﹇御送下︼︵下二︶

1

九128國国

よろしかるべしと存ぜられ落間︑な
御尋

ほ三十反御送り下され度︑︵略V︒

はら

陛下が萬機の政をみそな

天照大神の御酒に︑すさのを おんかたわら︻御傍﹈︵名︶1 御かた

あまてらすおほみかみ

十一一16図

御かまへ

御攣り

音曲

一別以來御攣りもこれ

おんぎょく﹇音曲一︵名︶1

無く候や︒

一日も早く御用御 十一357國團

おんかわり﹁御変﹈︵名︶1

かたじけなし︒

なる御かまへ︑かへってかしこく︑

その他には何の御かざりもなき質素

八67図 ︵略V︑神殿の︵略﹀︒︵略﹀︒

おんかまえ﹇御構﹈︵名︶1

でさせ給へる御製にも︑︵略﹀︒

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

のみことといふきのあらい神さまが
あまてらすおほみかみ

神代の昔︑天照大神の御弟
さのをのみこといつも

尊は︿略﹀神宮を乾し︑又

御叔母

素斐鳴尊出雲の國にいたり給ひし

ふ︒

︵略V︑

御薄り

御叔母倭姫命に御いとまごひし給

やまとひめのみこと

九51図

おんおば﹇御叔母﹈︵名︶1

に︑︵略V︒

す

九18図

ありました︒

五12

た︒

1

︵略﹀十反だけ御見立の おんかざり﹇御飾一︵名︶1 御かざり

御

やまとひめの

尊は︵略﹀︑又御叔母倭姫

︽一︵ゲ︶︾

おんおとうと﹃御弟﹈︵名︶2

﹁︵略V︑母は如何にも残

御いとま

念に思ひ候︒何の爲にいくさには御
出でなされ候ぞ︒

おんいとま︻御暇︼︵名︶1

九52図

命に善いとまごひし給ふ︒

みこど

二︶1 御祝ひ申上

おんいわいもうしあ・ぐ︻御祝申上﹈︵下

候︒

すましの上︑御鯖りの程御待ち申上

九443圓国

︵略V御入管︑軍務に服おんかえり﹇御帰﹈︵名︶1
紙を以て御祝ひ申上候︒

おんうしろ﹇御後︼︵名︶1

御三

せられ妻事︑︵略V︒︵略﹀︒︵略V︑手

十274圓團

野送り相成

征するや︑恩威ならび行はれて︑向

九131國国
御出

数日ノ後︑川成ヨリ﹁見

おんいでなさ・る﹇御出﹈︵下二︶1

シ︒﹂ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

セ申シ度キ縮出撃タリ︒御出アリタ

八298図圏

おんいで︻御出︼︵名︶1

ふ所敵なく︑︵略V︒

九636図

おんい﹇恩威︼︵名︶1

恩威

の御有檬︑おほよそ内宮に同じと見

喜 劔 ︵ 略 ﹀ ︑ ﹁ 我 當 に 萬 罪 八76図

を地下に謝すべし ︒ ﹂ と ︑ 刀 を 抜 き 切

十二882︹図

腹して終る︒

︵ 略﹀︑人々忠義を第一に︑

おん﹇恩回︵名︶4 恩うこおん
六825図國

あふげや︑高き君の恩︑國の恩︒
︵略 V ︑ 人 々 忠 義 を 第 一 に ︑

あふげや︑高き君の恩︑國の恩︒

六825図圃

七617図 昔より﹁犬は三日かへば︑
︵略 ﹀ ︑ 正 儀 は ︵ 略 ﹀ ︑ ﹁ 今

三年その恩をわす れ ず ︒ ﹂ と い へ り ︒
十一448図

出でなさる

日は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑
まさひろ

もと虻りを上げて︑和田小次郎正寛
九209國圏

角ーレ︾

と名乗らせ︑天皇より賜はりし具足
一領を取出して與ふ︒熊王恩に感じ
て︑涙せきあへず ︒

是より装いとま賜は
おんいとまごいしたま・う﹇御暇乞給﹈

かはち
り︑河内に行きて正儀に仕へん︒

︵略﹀︑年頃の恩愛︑殊に 十一418図囹

おんあい﹇恩愛︼︵名︶2 恩愛
十一4410図

は今日の元服の事二二ひ績けては︑
如何でか討たるべ き ︒
くすのきまさつら

ほ

十二333國楠木正行の母が正行を戒 ︵四︶1 御いとまごひし給ふ公ーフゼ
たかち

め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の子
を叱りしが如きは︑︵略V︑忠義の爲

には恩愛を忘る﹂眞心より出でた
り︒

おんあそび﹇御遊﹈︵名︶1 御遊

八509図 ︵略Vケマリノ會ヲナシ給
ヒ︑︿略︶︒御遊 ナ カ バ ニ シ テ ︑ マ リ

ヲケ給フハズミニ︑皇子ノクツヌゲ
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十二8110

︵略V︑路ばたにバイオリン

上︑御影會相成候ては如何︒

︵略﹀︑御差支これなく

おんさそいあわせ﹇御誘合﹈︵名︶1
御さそひ合せ

を弾いて居る老人の辻音樂師があ
る ︒ ︵ 略 ︶ ︒ ︵ 略 V︑時代後れの下手な

十913國團

御壷ひ下さる

肉iレ︾

逸る八日講話會これあ

ぬ︒

九431國国

少しも御冠なく入らせら

おんさわり﹇御障﹈︵名︶1

恩賜

九813図

︵略﹀︑耳ハ音聲ヲ聞キ︑

おんせわくださ・る︻御世話下一︵下二︶

︵略﹀︑各之ヲ拶二報告ス︒

嵩置今昔の感にたへず︑恩 十772図

音聲

すましの上︑御青りの程御待ち申上

九442國團

候︒

おんせい︻音声一︵名︶1

村の方々は朝に夕に色々

第二十課

温泉

温泉

温泉

第二十課

温泉

とやさしく御世話下され︑﹃︵略V︒﹄

と親切におほせ下され候︒

十目7

おんせん﹇温泉一︹課名︺2

十718

其の熱氣に温りたる水の自

おんせん﹇温泉﹈︵名︶8

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十7110國

泉なり︒

温泉のわき三つる虞はおほ

むね火山の附近に在りて︑四園の風

十723図

光麗しく︑神氣自らさわやかなるを

豊ゆ︒

は︑た貸に其のふくめる正物の効の

十726図温泉の諸種の病を治する

みならず︑ 一つには又︵略︶︑美麗

我が國は火山國にして︑全

温泉の多きこと實に世界第

道後に次ぎて早く世に知ら

十二424図

あり︒

阿蘇山は此の如く複雑な

れたるは有馬の温泉にして︑︵略﹀︒
おんすまし﹇御済︼︵名︶1 御すまし
︵略﹀︑一日も早く御用御 十748図 伊香保も亦古くより知られ
はるな
たる温泉にして︑榛名山のふもとに

十738図

一なり︒

十731図

國到る虞に温泉あり︒

十7210図

人が大勢込合ってみる中 なる風光に接するが爲なるべし︒
ず︑翻かに自分の順番を待ってるま

で︑少しも人に先んじようとはせ

十3610囹

九211圓團

恩賜の御衣なほこ﹂に在 1 御世話下さる 角ーレ贈

賜の御衣をさ︑げて︑はるかに東方
を拝し︑︵略﹀︒

九817即急

御式

り︒さ﹂げ持ちて毎日鯨香を舞す︒

明治三十七八年戦役の終り

おんしき︻御漏﹈︵名︶1

八37図

たる後も︑天皇陛下御参拝あらせら
れ︑平和の成りたるを告げたまひし
が︑その御式の盛なること前古たぐ

十923寒心

1

おんさそいくださ・る﹇御誘下︼︵下二︶

上︑御來會相成候ては如何︒

候はば︑有志の方々御さそひ合せの

音曲に耳を傾ける者は一人もない︒

おんくらい︻御酒︼︵名︶1 退位

九13図 代々の天皇の御位に即かせ
給ふ時には︑必ず三種の神器を受け
つぎ給ふ︒

おんこうn▽ちゃくじつおんこう
り上面にて御重ひ下され有り難く存

ひなかりきと申す︒

温室
︵略﹀︑乾イタ軸木ノ先へ藥

おんしつ︻温室︼︵名︶1

候︒

御定

十一95

品ヲ附ケル者︑ソレヲ温室デ乾カス

神殿は︵略﹀︑二十年ごと

に新しく造らせたまふ御定なりと承

者︑︵略﹀︒

八31図

︵略V︑親族一同打寄り︑ おんさだめ︻御定一︵名︶1

肉ーキ︾

おんこころやす・し﹇御心安︼︵形︶1
御心安し

十﹇622國国

心ばかりの祝宴相開き︑御心安き方
々 御 招 待 致 度 と 存 候間︑︵略﹀︒
る︒

て︑内確固たる志操を持し︑︿略﹀︑

おんじゅん︻温順一︵名︶1 温順
おんさっし︻御冠︼︵名︶1 御察し
如何ばかりの思にて︑此 十二339図外温順・愛敬の徳を守り

の手紙をしたΣめしか︑よくく御

自若として其の常を失はざるは日本

九2110國團

察しこれあり度候︒﹂

御代に及びて︑復古の政と共に陸海

女子の美徳なり︒
御諭し
勅諭は︵略﹀︑明治の大 おんじゅん﹇温順﹈︵形状︶1 温順

軍の今の制度を定め給へる由來を詳

十二m6図

おんさとし︻御諭﹈︵名︶1

や︒御老人・御子供衆も御大勢の事

九715國團 御一家御無事に御座候

に御諭しあり︑︵略﹀︒

物二十反本日到着︒

差支

おんさしっかえ︻御差支﹈︵名︶1 御

おんし﹇恩賜﹈︵名︶2

︵略V︑御差支これなく れ候由︑一同安心仕候︒
候はば︑有志の方々御さそひ合せの

十912圓圏

御障

した︒あれの温順なことをよく現し
おんさしいだし︻御差出﹈︵名︶1 御 おんさとり﹇三二﹈︵名︶1 御さとり
十﹇164図 主上は詩の心を御さとり て居ります︒
差出
九125明治 去月二十五日御差出の縞 ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ おんしん謡いちおんしん

故如何と御案じ申し居り候︒

御子供衆

おんこどもしゅう﹇御子供衆︼︵名︶1

ハ早クモワスレタルカ︒

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

七45國囹 ミヅカラ御コトバヲウケ

バ

おんことば︻御言葉︼︵名︶1 御コト

おんくらい一おんせん

おんせんば一おんなじ
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る一大火山にして︑山中に多くの噴
火口及び温泉あり ︒

ヲンセン
おんせんば﹇温泉場﹈︵名︶2 温泉場

九402図 今ハ此ノ三碧ノ外二新シキ

温泉場
温泉場モ開ケ︑︵略﹀︒

ヲンセン

十741國 箱根は温泉場の歎も多く︑

廣大なる旅館も少からざれども︑
︵略V︒

おんそん﹇農村﹈︵名︶1 御村

十982図

シヤウトク

此ノ寺山聖徳太子が用明天

満目の廣野雪に埋れて食

温暖

皇ノ御薩二建立シタルモノニシテ︑
︵略V︒

十二691國

おんだん﹇温暖﹈︵形状︶1
物の訣乏せる頃に至れば︑温暖なる

出国

連日の大雨に候へば︑大

御地

地方に移らんと欲するもの期せずし
て相集り︑︵略V︒

九70

おんち︻御地︼︵名︶3

御地は今尚冬の季節と

川に近き御地は如何と案じ居り候と
ころ︑︵略﹀︒

十9010圏内 御村も當村と同じく水利
の良き割合には田地少く︑整理の必

十一皿7圏團

存候︒

十一359圓團

︽ーレ︾
同じことと存候︒

おんちほう﹇御地方﹈︵名︶1

︵略V︑本日の新聞により︑

うおわりやごふくてんおん

御手敷ながら

御手紙

を承知致し︑御なつかしく芸評︒

温度

十ニー94図︵略V晴・曇・雨・雪︑風

おんど﹃温度﹈︵名︶1

の方向・強弱︑温度等一般の天蓋要

あべの

︵略﹀︑齊明天皇の御霊阿倍

御時

素を地圖の上に記載し︑︵略﹀︒

ふ

さいめい

おんとき︻御時︼︵名︶1
ら

比羅夫また之を討ちしが︑︵略﹀︒

ひ

九623図

1

︽ーレ炉
︵略﹀︑北條高時︑後醍醐

ほうでう

御供仕うまつる
き

ひだいご

おんともっこうまつ・る﹃御供仕﹈︵四︶

お

十一137図

天皇を隙岐へ流し奉る︒︵略V︒御供

仕うまつれる警固の武士もようひの

床下に土石を盛り︑出塁の

オンドル

袖をしぼらざるはなかりき︒

い︒

此のオンドルがある爲に︑

と︑冬が越せないから︑︵略﹀︒

十一姫10

オンドルにたく薪がない

普通の家では冬でも夜具を用ひな

十一蝦9

いふ︒

いて室内を温める︒之をオンドルと

みぞを造って︑一方の口から火をた

十一期6

オンドル︵名︶3

十二日差の御手紙今朝到

おんてがみ﹃御手紙﹈︵名︶3

でに︑︵略V御一報下され度候︒

はば︑御手轍ながら詰る二十八日ま

十一639國團

先般御手紙にて御近況

リマシタ︒

三607︵略﹀︑女や子どもも大ぜ
い出て︑いっしよになってひき

その時あめのうずめのみこと

あげます︒

五27

といふ女の神さまのまひがおもしろ

八つばかりの女の子︑たも

大ゼイノ女が茶ヲツンデヰマ

かったから︑︵略﹀︒

五321

ス︒

六602圃

﹁いN

とを顔におしあてて︑ひとりしく

涙をふいて女の子︑

く泣いてみる︒

え︑さうではありません︒

六613圃

男や女や年よりや子供も大ぜ

い集ってゐますが︑︵略V︒

六745

女は短い上衣を着て︑西洋
はかま
婦人の用ひる様なゆるやかな袴を着

十一齪7

ける︒

︵四︶1 御仲間入致す 公ーシ蝉

おんなかまいりいた・す﹇御仲間入﹈

も御仲間入致し度と今より相亡しみ

十269國国 ︵略﹀︑私も明年は是非と

居り候間︑時々管内の様子御報知下

されたく願上候︒

關所も無ければ︑川止も無い

おんなじ

八ツニナル女ノ子ガア 四486圃とけい．はあさからかつ

おんなじ﹇同︼︵連体︶2

女子供でも安樂に旅行が出來る︒

から︑僅かの旅費︑僅かの日数で︑

九386

供

ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子 おんなこども︻女子供︼︵名︶1 女子
オモシロサウニアソンデヰ

三531

ヰマス︒

︵略﹀︑コエヲソロヘテ︑ウタツテ

三332ナヘヲウエテヰル女ハ︑

マス︒

モ︑

二292

︵略V︑御來會下され候おんな﹇女﹈︵名︶10 ヲンナ 女

おんてかずながら︻御手数一︵副︶1

ちゅう

おんちゅう

からざる由承知致し驚き入り候︒

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

九712國團

御地方

極南暑熱の御地にても

要 こ れ あ り 皆 様 存 ぜられ候間︑︵略﹀︒

御立寄下さる

おんたちよりくださ・ る ﹇ 御 立 皇 基 ︼ ︵ 下

二︶1

十915國國 御道筋の事故御立寄下さ
れ候はば︑小生も 御 同 行 致 す べ く 候 ︒

おんため﹇御為︼︵名︶5 御タメ御爲
忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タメニ

七28國囹我が死ニタル後モ︑︵略V︑
ツクスベシ︒

七43生蜜 大人トナリテ︑君ノ御タ
メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ
メントナリ︒

七71國囹 モシ病ニカ・リテ早ク死
ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ
リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ
シ︒

九4210國團
盛事見仕候︒

︵略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

二︑帝國ノ曲学︑天皇陛下ノ御タメ

十一955國團

十922國團

八848

ニ︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ

御手紙拝見仕候︒

ナイト︑︵略︶︒
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か

ちん︑かつちん︒ おんなじひびき
で︑うこいて居れども︑︵略﹀︒

四488圏 ︵略﹀︑ちっともおんなじ

御なつ

所をささずに︑ばんまでかう
して︑かつちん︑かつちん︒

肉iシク︾

十1610図

公1︵グ︶蝉

︵略﹀︑一日も早く御用御

申越

御宮

︵略﹀︒

かΣるた

︵略﹀皇大神宮をたふとび

五十鈴川の水に口す＼ぎ

九139圓圏

合ひかね候事と存候︒
ひ

おんやしろ﹇御社︼︵名︶1
ゆ

御社
はちまん

由比の濱べを

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御

十二248図團
社︒

御屋根

温和

併し夏は氣候温和にし

おんわ﹇温和﹈︵形状︶1

て︑至って凌ぎよく候︒

十﹇965國團
しの

か﹇下︼lVこんこうせんか

我︑罪を魯君に得た

り︑如何にせば可ならん︒﹂

十二955図圏

か﹇貨﹈︵名︶1貨

ナ

部二貝ノ字アルハ︑支那ノ古代二二

シ

九894図 ︵略V︑貨幣ノ貨等ノ字ノ一

香n▽いうか

ヲ用ヒタルが故ナリトイフ︒

か﹇香﹈︵名︶5

が香に︑うぐひす

鳴かぬ

里もな

︵略V︑神殿の御屋根はかや 八349図圃 ︵略﹀︑つfいてかをる梅

ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲカギ︑ロバ味ヲ味

十772図目射干・形ヲ見︑耳ハ音聲

様に飛立ちたくなる︒

くと吹く春風には︑我が身も蝶の

︵略V︑花の香を送って︑そよ

むね
にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑

祖父様は︵略V︑はや朝

九679

し︒

御喜に御座候︒

きたり︑今朝は十二咲きたりなどと

顔のはちをならべて︑昨日は九つ咲

九438國国

御喜

爾はしに千木をうちちがへたり︒

八59図

おんやね﹇御屋根一︵名︶1

御道筋の事故御立里下さ

右に見

は︑御申越の期日までには少々間に

次に老人向きの紺がすり か﹇可一︵名︶1 可

おんもうしこし︻御申越一︵名︶1 御

御宮の前にいたる︒

かぐら
︵略﹀︑神薬殿・御馬屋の前を通り︑

八56図

ふとき御宮なれば︑︵略﹀︒

たまふこと︵略V︒

八32図

ある雪の朝︑皇后は︵略︸︑おんみや﹇御宮﹈︵名︶2

﹁︵略V︒﹂と仰せられしに︑御前に

侍りし清少納言は︑つと立ちてみす
をまき上げたり︒

御待ち申上

おんまちもうしあ・ぐ︻御二重上︼︵下二︶

1

九443國團

すましの上︑御蔵りの程御待ち申上
候︒

下され︑︵略﹀︑御遷りの程御待ち申

おんみ﹇御身︼︵名︶1 御身
おんなで﹇女手﹈︵名︶1 女手
たかち ほ
︵略V︑ある日我が軍艦高千穗 九441謡曲 何とぞ御身御大切に成し
上候︒

肉ース︾

に候へども︑︵略﹀︒

十914圓團

御見舞

れ候はば︑小生も御同行致すべく候︒

おんみまい﹇御見舞﹈︵名︶1

や︒︵略V如何と御案じ申し居り候︒

九717國團

おんよろこび﹇御喜﹈︵名︶1

︵略﹀老人向きの紺がすり

り相成度願上候︒

上物十反だけ御見立の上︑︵略﹀御送

九1210圓團

おんみたて︻御見立︼︵名︶1

御見立

十272國團當日参上御見送致すはず

御見送致す

おんみおくりいた・す﹇御見送一︵四︶1

の一水兵が女手の手紙を噛みながら

高徳︵略﹀︑行在所の御

ダイゴク

か
御禮

里は 花ぞ昔の香ににほひける︒

仕払︒︵略﹀︒取急ぎ御用かたがた右

れが・げきけんか・ざいさんか・すみ

か︻家﹈号いっか・いっかじゅう．かく

に︑不断の花のかをりあり︒

十一222図圃高く鼻つくいその香

御報申上候︒

九756圓團御見舞状有りがたく拝護

おんれい︻御礼﹈︵名︶1

禮を好み︑温良・恭倹なりき︒

十二936図

ハヒテ︑各之ヲ拶二報告ス︒
御一家御無事に御座候おんりょう︻温良﹈︵形状︶1 温良
孔子は︵略﹀︑人と爲り 十997図圃 人はいさ心も知らず︑故
取りあへず御見舞まで︒

ヤガテ同志ノ一人骨

仕候︒

九721國團

御見舞歌有りがたく拝讃

おんみまいじょう︻御見舞状︼︵名︶1

︵略V︒

答フ︒

ゾ﹂ト問ヘバ︑﹁御前近ウシテ︒﹂ト

八528□覇凶囹 入鹿アヤシミテ﹁何故 御見舞状

︵略﹀︒

前二進ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑

︵略V︒

八526図 天皇大極殿二出デサセ給ヒ

おんまえ﹇御前一︵名︶3 御前

て︑天産多きうまし國︒

南北新領土︒温熱二等にま急がり

十二4710図圃 北海道の一磨と︑外におんみちすじ︻御道筋︼︵名︶1御道筋

温熱二帯

おんねつにたい︻温熱二帯︼︵名︶1

幹をけづりて︑︵略﹀︒

庭にしのび入り︑大いなる櫻の木の

十一158図

御庭の雪景色を御覧 じ て ︑ ︵ 略 V ︒

十169図 ある雪の朝︑皇后は美しき

おんにわ門御庭︼︵名︶2 御庭

泣いてみた︒

九1810

を承知致し︑御なつかしく存候︒

十一956國團 先般御手紙にて御近況

かし

おんなつか・し︻御懐﹈︵形︶1

おんなつかし

か
か
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か・せんもんか・だいりょこうか
ません︒

﹁オマヘノナカマトォ

レノナカマト︑ドツチが多イ

四531囹

いっかねん・こかじょう・こかそん・

か門箇﹈号いっかげつ・いっかしょ・

かしょ・しかねん・しちかにち・しち

四786園

知レナイ︒

四541園
だれか上手なものは

オレノ方が少イカモ

カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

かねん・じゅういつかげつ・じゆうに

さんかげっかん・さんじっかしょ・し

かげつ・すうかしょ・にかげつ・にさ
﹁︵略﹀︑どう書いてよいか

ないか︒﹂

い︒

五803

ふだんは人も通らない道だか

キ︑︵略﹀︒幾度力マハリタレドモ︑

︵略﹀︑今夜の此のはげしい風

又隣へうつ﹂たのかも知れな

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

い︒

八423
八427

では︑どこまで焼けて行くか分らな
い︒

十471図

何か不都合なる事あり

見よ︑︵略Vの模様の如何

に麗しきかを︒

十593圓團

て︑罰に虚せられたる者は︵略﹀︒

十6810図 ︵略﹀︑幾度かいそべに出で

﹁﹃志士・仁人は生を求

てながめしが︑︵略﹀︒

十一145黒黒

めて仁を害することなし︒身を殺し

八457園 ﹁こちらでは近年にない大
火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

廣い田の面は︵略﹀︑人影の

幾度か思ひ直して討たん

を打つたのだらう︒

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ

モミヂノ葉上蓋スヂカノ脈ガ

ない︒

馬主は︵略﹀︑馬の耳に口

十一727図嚢

十二853

網を張らんとする時は︑

かの情深い紳士は誰であっ

目下して何盧へか行った︒

十二8410 歌が終ると︑紳士は︵略﹀︑

いて居る︒

内を眺めては︑幾度かためいきをつ

︵略﹀老人は︑︵略﹀︑帽子の

中央に入るべし︒

連より僅かに二週間にして欧羅巴の

よ うつば

及びシベリヤ鐵道を利用せんか︑大

十二589図 ︵略﹀︑露西亜の東清鐵道

︵略V︒

先づ幾世かのや﹂太き綜を渡し︑

十一882図

か書きて参らすべし︒﹂

さらば年來の謝恩に何

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

十一565 ︵略﹀︑谷へ下りる細道も雪

ふと︑︵略﹀︒

を寄せて︑何事か話してみるかと思

十一478

とすれども︑︵略﹀︒

此のかはせの金は︑ほんの 十一451図

て仁を成すことあり︒﹄とかや︒

八692團

僅かですが︑何かすきな物を買って
上げて下さい︒

九2110圓團如何ばかりの思にて︑此
の手紙をした㌧めしか︑よくく御
察しこれあり度候︒﹂

ル︒

十1810

てるない︒

見えないのみか︑か＼しの骨も淺つ

十286

ない︒

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

︵略﹀︑我我の讃む様なものに 十二823

本ノ盧カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

十79

テ︑︵略﹀︒

マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出

十73

匹の馬は一散にかけ出した︒

九841

銀世界になってみることもある︒

時の間に雪に墾つたか︑そこら一面

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ ・九707 ︵略V︑翌朝起きて見れば︑何
ツバメハ︵略﹀︑涼シクナル
︵略﹀象の目方をはからうと

︵略V︑先生に何か聞かれて
︵略︶︑何かあちらでと㌧の

んりよなくおっしゃって下さい︒

へて來る物がございますなら︑御ゑ

七163團

も︑答へることが出來ないで︑︵略﹀︒

六703

りませんでした︒

したが︑どうしてはかってよいか分

六205

ト︑マタドコカヘトンデ行ク︒

六123

ラカトンデ來テ︑︵略﹀︒

六122

か知れないがけの下にある︒

見下せば︑しろは何土窯ある

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五764

わかりません︒﹂

五652園

んかげつ・にじゅうしかしょ・ひゃっ
かしょ

か門課﹈母だいいっか・だいくか・だ
いこか・だいさんか・だいしか・だい
しちか・だいじっか・だいじゅういつ

か・だいじゅうくか・だいじゅうこ
か・だいじゅうさんか・だいじゅうし
か・だいじゅうしちか・だいじゆうに
か・だいじゅうはちか・だいじゅうろ
つか・だいにか・だいにじっか・だい
だいにじゅうさんか・だいにじゅうし

にじゅういっか・だいにじゅうこか・

か・だいにじゅうしちか・だいにじゅ
うにか・だいにじゅうはちか・だいに
じゅうろっか・だいはちか・だいろっ
か

か︵副助︶40 カ か号いかでか・い

一412 イクツサイタカ︑カゾヘテ

つか・いまかいまかと・なんだか

ゴランナサイ︒

ただつねはすぐに︵略﹀木の

入ルコトヲ得ズ︑︵略﹀︒

四194 ︵略﹀︑たふれるが早いか︑ 八294罫書ヘマハレバ︑東ノ戸開
上へとびのきました︒

四273︵略﹀虫も死んでしまった 八402図 ︵略﹀︑一箱ノマツチが我等
のか︑もうなくこゑもきこえ
ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手
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か

か

︵略V︑わき目もふらず︑

カ

たか︑老人も知ら ぬ ︑ 聴 衆 も 知 ら ぬ ︒

七799心際

か︵係助︶1一

怠らず︑ふるひ進むに何事か など
成らざらん︑ばんじゃくの 重きも
︵略Vヲ見ルモノ︑誰カバ

つひにうつすべし ︒

九306図
義勇奉公ノ心ヲ起サザラン︒

九921図國 ︵略V 雲ゐまで 聞え上
げたる 言の葉は︑幾代の春か か

六64國

︵略V︑一目千本咲きみち
︵略V︑一目千本咲きみち

て︑かすみか雲か美しや︒

六64圏
て︑かすみか雲か美しや︒

よりては尚それ以上に上るべし︒
コンクリートデ固唾ルカシ

十ニー58 船渠ノ底ト周り三方ハ石デ

テアル︒

昼ムカ︑

聾ムカ︑

︵略﹀︑靴の便はやうやく

力

か号ものか

﹁オキクサンデスカ︒ヨ

ウツクシイデハァリマセン

デスカ︒

﹁カガミモチヲマトニ

ドナタデスカ︒﹂

二437圏コハサウナ目ヲシテ︑ニ

ソノマツノ木ハ︵略V︑

ランデヰルデハアリマセンカ︒﹂

二555

大キナ太イ木ニナリマシ

天マデトドクカトォモフヤウ

ナ︑

タ︒

︵略﹀︑ハヒガ︵略﹀カレ木

ノエダニカカツタカトオモフ

二593

マコトニウツクシイデハ

ト︑ウツクシイハナガサキマシ

タ︒

三16

デテキテ︑イツシヨニ

アリマセンカ︒

三46圏

今もぐつたかとおもふ

アソビマセンカ︒﹂

三405

一びきくはへて︑でて

﹁ああ︑あれですか︒

と︑すぐに

きます︒

四68二塁あのはしの上を人

﹁︵略V︑ダイテチチヲノ 四53園

がいくたりとほつてゐますか︒﹂

イ

日ノマルノコクキガアサ

日ニカガヤイテヰルノハ︑

四92

︵略Vよりとものちかくへ

サマシイデハアリマセンカ︒

四187

來るかと思ふと︑ただつねは

四254囹ミンナデイクラニナリ

ラデスカ︒﹂

ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
四238囹 ﹁ソノ糸田 品評ケイク

﹁次郎︑オマヘハ手ノ

テクダサツタノハ︑ドナタデス

ドナタデス

︵略V︑クスリヲノマセテ 四204囹

︵略V五二六刀さしとほしました︒

カ︒

タクシタリシテクダサルノハ︑

二395園

キモノヲヌツタリセン

クダサツタノハ︑

二392圏

カ︒

︵略V︑その間に一日か二日つ 一﹇384囹︵略﹀︑ゴハンヲタベサセ

デスカ︒

タツテクダサツタノハ︑ドナタ

二381囹

︵略﹀︑ネンネコウタヲウ

マセテクダサツタノハ︑ドナタ

二374囹

シテ︑イテミマセゥカ︒﹂

二347圏

ガレテクルノデスカ︒﹂

ニー32園﹁コノ川ハドコカラナ

ヒガヰマスカ︒﹂

ニー24園﹁ニイサン︑コノ川ニコ

クイラツシヤイマシタ︒﹂

二85囹

カ︒

コンクリートデ固メルカシ

刈った稻はさをや木にかける 十ニー59 船渠ノ底ト周り三方ハ石デ
テアル︒

六157
か︑地面にひろげるかして︑よく日

おふみはいそぎ道ば

そこかこ﹂かとさがすうち︑

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

二37

刈った稻はさをや木にかける か︵終助︶螂

にかわかします︒

六158
か︑地面にひろげるかして︑よく日

︵略﹀おふみはいそぎ道ば

にかわかします︒

たを

しコ

十一945図

て︑又普通の贋に復するか︑場合に

︵略︶︑供給も二って減じ

場合によりては尚それ以下に下るべ

安くなりて︑普通の便に復するか︑

十一941図

つ眠ることが四度ある︒

七317

中ノーツト思ヘバ︑︵略V︒﹂

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

七74図園

中ノーツト思ヘバ︑︵略V︒﹂

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

七73図園

︵略﹀︒

︵略V

そこかこ﹂かとさがすうち︑

六631圃
たを

をるらん︒

︵略﹀︒

何者にてか候ふらん︒﹂

十m6図 コ︑ニマウヅルモノ︑誰カ

か

六631図

十523図圏

バ其ノカミヲォモヒ出デテ︑皇室ノ
︵略﹀をくらべんには︑

御威徳ヲ仰ガザラ ン ︒
十一249図

誰か人智の進歩の大なるに驚かざら
ん︒

︵略︶︑之を拝讃するもの

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛

十ニー4図

秀忠﹁さらば誰か然る

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒
十一一378出演
べき︒﹂といふ︒

に其の事業に誓事せば︑天下何事か

十二733國 快活なる精神を以て熱心
成らざるを憂へん ︒

十二皿7図 何をか自治の精神とい
ふ︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十二価2図 心房ならざれば︑如何な

カ

何の用にか立たん ︒

か︵並助︶13

か
か
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マスカ︒﹂

四311園 ﹁もちにする米とごは
んの米はどうちがひますか︒﹂
四318圓 ﹁三郎さんはまだそれ

には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒

皆さんがよるねる時に

は︑みじかいはりがどの字の

四476

ありますか︒

を知らなかったのですか︒
所にありますか︒
それではうどんやさう 四478 一日のうちには何じかん

四322國
めんは何でつくりますか︒﹂

ちがひま

四595園

︵略﹀︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

シタカラ︑︵略﹀︒

苦シイコトバゴザイマ
﹁オカアサン︑ソノオクス

ニガウゴザイマスカ︒

︵略﹀︑何かと思ったら︑にも

五345

︵略Vネムツタヤウニシテヰ

ルノヲ見ルト︑ドンナユメヲ見テヰ
︵略﹀モ︑馬モ車モ今見目タ

ルノカト思ヒマス︒

五427

この間先生がおっしゃった

カト思フト︑スグ後ニナツテシマヒ
マス︒

五475圏

ソノ二身ウモリガケモノノ

ではないか︒L

五551園

方へ行キマスト︑﹁オ前ハ鳥デハナ

六464

﹁こ﹂からしろの方へ下り

︵略Vハ道ニマヨフカラ︑大

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ

おちいさんもおばあさんも
信長は誰かとたつねますと︑

おかはりはないか︒

六393国

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六284囹

ウイシタモノデハナイカ︒

テイ月夜ニトブノデアル︒ヨクチユ

六146

ることが出來るか︒﹂

五782園

ば︑﹁十七﹂と答へた︒

トオタヅネニナリマシタ︒
イカ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセ
コノ神サマモ︑﹁ナゼナ
ン︒
クノカ︒﹂トオタヅネニナリマ
五773園
﹁年はいくつか︒﹂と問へ

四572囹

くかうに居ますか︒

うどんやさうめんにす 四482 あなたがたは何じかんが

る萎は同じですか︑

四331園
すか︒﹂

四331圓 ︵略﹀は同じですか︑ち
がひますか︒﹂

四341囹 ﹁︵略V︑もちやだんごの

あんは何で作るのですか︒﹂

五127

ないか︒﹂

四784園 ﹁あの扇をいおとすも
のはないか︒
四786囹
だれか上手なものは

リハ

四683圏

センカ︒﹂

四675園

四346囹 ﹁それではあんの豆と︑ 四674圓 ﹁マダナホリマセンカ︒

だんごにつけるこなの豆と
同じですか︑ちがひますか︒﹂

﹁人に物をあげる時

ですか︑ちがひますか︒﹂

四347園 ﹁︵略Vと︑︵略Vと同じ

四424囹

皆さんはとけいの見方

に︑なぜのしをつけるのです
か︒﹂

四458
を知ってゐますか︒

じかいはりはどちらが早くま

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト
︵略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

思ヒ︑︵略V︒

五342

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ
カト思ヒマス︒

六525囹

秀吉は大そうおこって︑﹁日

本國には天皇へいかがいらっしゃる

おとし物でもしたのか︒﹂と︑

もしおなかでもいたいの

ではないか︒﹂と︑︵略V︒

か︑

六607空鳴

︵略V︒

もしおなかでもいたいの

か︑おとし物でもしたのか︒﹂と︑

六608三園

︵略V︒

ミヅカラ御コトバヲウケ

タマハリ來リテ我ニツグタルヲ︑汝

七46耳金

商頁上でげんきんといひ︑

ハ早クモワスレタルカ︒

七126園

どういふわけで︑おたがひ

問屋といふのは何の事です

小費と卸費とはどうちがひ

かけとかけねとは同じです

かけといふのは何の事ですか︒

七131圏

か︒

ますか︒

七137園

七145囹

か︒

七205囹

﹁あなたと私は大そう似て

に親類の間がらでございますか︒﹂

七208園

﹁さうでございますか︑は

みるではありませんか︒

七215圏

一豊はおどろいて︑﹁これ

じめて承りました︒

七413圏

﹁あ︾︑よい馬︑名馬々々︒

は又どうした金か︒

七434囹

七513園

ナイカ︒

﹁︵略V︑コノタクサンノ障

﹁︵略V︑なぜまたおあしを

子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハ

七472囹

ラレルヤウニナツタカト思フ︒

四462 皆さんはとけいにかいて
つ
を
つ
ん
だ
船
が
通
っ
て
み
た
の
で
す
︒
木
下
藤
吉
郎
秀
吉
と
答
へ
ま
し
た
︒
誰
の
馬
か
︒
﹂
ある字がよめますか︒
五208圏 ﹁はい︑これですか︒﹂
六467囹︺﹁誰も居らぬか︒﹂とよびま 七465圏
﹁︵略﹀君タチノ仲間ヨリ
四464 とけいの長いはりと み 五338 サクラノ花ノ下調トンデヰル
すと︑︵略V︒
モ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイニ用ヒ
はりますか︒

四468とけいがなる時には︑長
いはりはどこにありますか︒
四473 皆さんがあさおきる時

223
か

か

﹁小包郵便でもやはり四匁

梯ふのですか︒﹂

七525囹
ま で が 三 銭 で す か︒﹂

七851園 ︵略﹀︑山の様な波が立つ
て︑船は今にも沈むかと思ふ様にな
ります︒

七881囹 ちよつと渡船に乗ってさ
へ︑こはがる者があるではありませ
んか︒

七882囹 海の波を見たばかりで︑恐

ろしがる人があるではありません
か︒

七893國大砲ノヒぐキハ︑天モオチ︑
海モサクルカト思フバカリナリ︒

ると︑︵略V︒

八271園
たか︒﹂

八306図園

﹁どうだ︑白雀は見つかつ
﹁カク我ノ居ルニ︑何ユ

エニ入リ給ハザルカ︒﹂

皆サンノ着物ニシテヰル木綿

八477園﹁これでようございますか︒﹂

八46グ囹﹁これでようございますか︒﹂

八623

木綿綜ハドウシテ出來マス

織物ハドウシテ造りマスカ︒

八625

綿ノ木ハドコニ墓詣マスカ︒

綿ハ何カラトリマスカ︒

カ︒

八631

八628

春の初に降るのは一雨毎に花

をもよほすかとうれしい︒

九676

讃んでみる間は︵略﹀︑どうし

て出來るものかといふ事は深く考へ

十185

皆人が︵略︶︑どういふ御見込

ないが︑︵略﹀︒

十349

士かと見れば︑錦のひた

で︑あの青年を御用ひになったのか
とたつねた︒

十519図園

京家・西國の者かとすれ

大將かと思へば︑績く者

Σれ着けたり︒

十519図園
なし︒

十5110図囹

又ドウシテ出來マスカ︒

ば︑坂東聲なり︒

八632

十522図囹

老人かと見れば︑髪つや

びた買しきしわたΣめり︒

木綿織物二︵略V色々ナ縞ガ 十521図工 若者かと思へば︑面にお

アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ

八642

と思はる︑老木枝をまじへて︑高く
スカ︒

八52図 ︵略﹀︑数千年もへたらんか
天をつく︒

かと心配いたしましたが︑︵略V︒

︵略﹀︑何事を如何なる者

の書きたるかと︑讃みかねて上聞に

十一163図

くと黒し︒
八197 親類や友だちは︵略︶︑どう 八651 藍ハ何カラ取りマスカ︒
八671團 ︵略V︑一時はどうなること 十6510 今にも沈むかと冷々する︒
したらよいかと︑いろく考へてる
ました︒

達したり︒

十一183図

岬かと見れば島なり︒

島かと見れば岬なり︒

馬丁ハドウナルコトカト心配 十﹇182図 船の其の間を行くとき︑
タガ︑︿略﹀︒

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

八921

したが︑手紙を見て安心しました︒

八206 農夫は︵略︶︑この雀のせい 八684加療の後どうかと思ってゐま
﹁︵略﹀︑君は白い雀を見た

ではあるまいかと思ひました︒
八209園

白い雀が實際居るのか︒﹂

ことがあるか︒﹂

八212園

﹁閣下︑三千金が惜しう

と思ふと︑ひらりと飛乗って一散に

かけ出した︒

御座いますか︒

十﹁496囹

すか︒﹂

ピエールが打ついつもの太

十一497囹此の馬が欲しう御座いま

十一562

どうかして助ける工夫はあ

鼓に違ない︒さては生きてみるのか︒

るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで

十一563

みる︒

此の時﹁自分が行かう︒﹂

とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍マ

十一569

セらば行くか︑やよ待

クドナールである︒

て︑我み子︒

十一598か条

︵略﹀︑書師は驚きて︑

﹁我が書がかんと思ひ構へしことを

十一743ロロ凶囹

みつばち

如何にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒

十一8710図 蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
す
みに巣を造るは醸造の業と建築の業

城を抜け出でて岡崎に

とをかねたりといはんか︒

十二276図囹

形名の妻︑夫を拗まし

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

十二312図園

て︑﹁良人今在り身を全うして︑祖

愚母來の勇名を辱しめ給ふか︒﹂と︑

︵略V︑心の攣ることもあ

︵略V︒

十一463図

るべきかとて︑其の後は一度も院の

﹁こらどうした︒命がをし

門外へは出でざりきとそ︒

八227 ︵略V︑若しや白膚が居はしま 九193囹

くなったか︑妻子がこひしくなった

︵略V︑何事か話してみるか

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

十二782図 ︵略﹀︑タの雲を見ては陸

鳥の聲かと疑ひ︑︵略V︒

十二781図 ︵略︶︑朝の風を聞きては

か︒

さていよく馬を受取る段

野原の方までも行ってたつねました

十一479

いふ︒

になって︑大聖は今少しまけぬかと

命がをしくなったか︑妻子 十一474
それが今は︵略﹀︒大憂なち
がひではないか︒

九359

がこひしくなったか︒

九194囹

いかと︑屋敷のま は り を 見 ま は っ て ︑

が︑︵略V︒

八236 水車場へ行くのかと思って見
て る る と ︑ ︵ 略 V︒

八247 どうするのかと氣を附けてゐ

﹁401
アサガホガサキマシタ︒

ヤラヤ︒

ニー16國

ニー12國マタデタ︑月ガ︒

一203セミガナイテヰマス︒
ユリノハナガサキマシタ︒

ず︒

一23一

﹇42ー ヒゴヒガ︵略﹀︑四ヒキ

﹁︵略﹀︑コノ川ニコヒ

︵略V︑ボンノヤウナ

オリンから︑あんな音が出るか︑ど

十二831 老人は︑どうしてあのバイ
ココココトヨ

ニー56

カゼガフイテ︑イロイロナ

ワタクシノキモノニハ︑

二252

デタデタ︑ツキガ︒
︵略﹀︑ボンノヤウナ

二366

デ︑︵略﹀︒

二335

ドコノイヘニモカドマツ

︵略﹀コノ人ノタニハ︑

ユミヲイルコトガスキ

タ人ガアリマシタ︒

二334ムカシアルトコロニ︑タ
ヤハタケヲタクサンモツテヰ

ガタテテアリマス︒

二277

ツテキマシタ︒

モウ日ガクレマシタ︒

二27

タケヲサンガヰマス︒﹂

二245圏﹁︵略V︑アノ木ノ下ニ

マス︒

ホソイハリガーパイハエテヰ

二203

ガトンデキマス︒

ニー64︵略V︑イロイロナ木ノハ

木ノハガトンデキマス︒

ニー63

オチマシタ︒

︵略Vサカナハミヅノナカヘ

ホエルト︑ロガアイテ︑

八日43犬ガサカナヲクハヘテ︑
ハシノウヘニキマシタ︒
Q ︵略V︑ミヅノナカニモサ
カナヲクハヘタ犬ガヰマス︒

ガヰマスカ︒﹂

ニー23園

月ガ︒

オヤドリガ

﹇46カ
1 ネガナル︒

一24一
ンデヰマス︒

﹇46ピ
2 ケシガトンデイク︒

マス︒

うして︵略﹀出ないのかと不思議さ

一244

ナ

割印ナ

︻505
ハヤクカヘラナイト︑オカ
アサン ガシンパイシマス︒

モリノナカニオミヤガ

ヒヨコガピヨピヨピヨト

うに︑︵略V打ちまもって居た︒
ナイテヰマス︒

一252

ヲ モツカラ︑アナタハソチラ

一48一ワタクシガコチラノハシ

るか︑どうして又自分の弾く時には
アリマス︒

十二832 老人は︑どうして︵略﹀出
あんな音が出ないのかと不思議さう

キノエダニカタツムリ

アカイトリヰガミエマス︒

ハシヲオモチナサイ︒

一253

ノ

一262
ガヰマス︒

重く沈んだ調に︵略﹀へ引

に︑︵略V打ちまもって居た︒

込まれるやうな氣がするかと思ふ

十一一836
と︑輕く浮立つた 調 子 に ︑ ︵ 略 ﹀ へ 連

一51イ
一ツカセンセイガ
シニ ナリマシタ︑︵略V︒
イテイク︒

カ圃
アカア︑カラスガ
一522

ヘイタイガナランデキマ

ナイテイク︒

一一

二267ソコヘオトウサンガカヘ
ガデキマセン︒

ウツクシイ日ノデヲミルコト

イマ日ガデマス︒

P5

二43オソクオキル人ハ︑コノ

ニナリマシタ︒

二25アチラノソラガマツカ

テキマス︒

二22︵略﹀︑人ガダンダンオキ

ガ

︵略﹀︑カアカア︑カラス

一274ニイサンガジヲカイテ
一281
ス︒

アレガグンキデス︒
一30ーベンケイガウシワカマル
マケマシタ︒

一285
ニ

ユフダチガキマ

デヰマス︒

二75オハナトオキクガアソン

一353カドニハゴフクヤガアリ
マス︒

ニ

カミナリガナリダシマシ

一36ーソラガクモツテキマシタ︒

イマ

ヰ

オキクガイマオキヤクニ
二96圃

ナツテキマシタ︒

二77

一391國サルガ
アトオス エン

ニー03圃

ヒキダス

ヤラヤ︒

︵略﹀︑イヌガ

一394圏キジガ
ツナヒク エン

ツキガ︒

﹇193テホンガアリマス︒
一195フデガアリマス︒

エンヤラヤ︒

一384國

一535國

ヰマス︒

マス︒

﹇27ーネエサンガエヲミテヰ

が

れて行かれるやうな心持になる︒

が﹇蛾﹈︵名︶3蛾蛾
七331 ︵略V︑さなぎが蝶のやうな形
になって︑繭を破って出て來る︒こ
が

れを習爾の蛾といふ︒

ら ︑ ︵ 略 ︶ ︑ さ なぎをころしておいて︑

七332 蛾が出ると︑縣が取れないか
︵ 略 ﹀ ︑ 綜 を 取 るのである︒

七334 蛾は繭から出ると︑やがて卵
を産んで︑間もなく死んでしまふか
ら︑︵略V︒

が︵格助︶1伽がが号あめがした・
いなむらがさき・かすみがうら・きみ
がよ・これがすんでから・さくらがお
か・しちりがはま・どうがしま・はる

3
6
。

一．20ートンボガトンデヰマス︒

﹇19ーホンガアリマス︒

がきた

36

。

ス36タ

が
が

224

225
が
が

オ米ガスコシモデキナクナツタ
ンガアリマシタ︒

イオヂイサントワルイオヂイサ
ス︒

ナカマガタクサンサイテヰマ

﹁コレガスンデカライ

トイヒマス︒

ハナガ

﹁コレガスンデカライ
︵略﹀オサラヒガスミマシ

ソコヘトモダチガサソヒ

ノハラ

ニハ︑︵略﹀︑イロイ

小さなむしがとんできま
大きなうまがはしってき

︵略﹀︑ニイサンが三人︑オ

オトウトハ犬ガスキデ︑
イツモブチトアソンデヰマス︒

三114

ガ一人ヅツアリマス︒

三104︵略﹀︑オトウトトイモウト

アリマス︒

トウトトイモウトが一人ヅツ

三104

モウトが一人ヅツアリマス︒

三118ウチノ人ガミンナソト

ヘデルトキニハ︑︵略︶︒

ヰヲナサイマス︒

三121︵略﹀︑オバアサンガオルス

三128︵略V月がでてゐます︒︹ひ

らがなのドリル︺

ソレヲ天子サマガオキ

イフチカラノツヨイ人ガア

三135ムカシタイマノケハヤト

リマシタ︒

三145

黶@ケハヤハ︵略V︑ケルコト

キニナツテ︑︵略﹀︒

シカシスクネモチカラガ

ガマコトニハヤカッタノデス︒

三152

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ

︵略﹀︑けはやがじまんを

カラ︑︵略V︒

三166

アタタカイカゼガソヨソ

しました︒︹ひらがなのドリル︺

三173

ヨトムギノホノ上ヲフイテ

ヰマス︒

三202

ドリル︺

三202

ひばちが

一つ︒︹ひらがな

ゆのみが二つ︒︹ひらがな

四さつ︒︹ひらがな

ふえが三本︒︹ひらがなの

ゑ本が

のドリル︺

三201

のドリル︺

三201

コナイトキニハ︑︵略﹀︒

ました︒︹ひらがなのドリル︺
三174 ヒバリガオモシロサウニ
サヘヅツテヰマス︒
三103 ウチニハネエサンが一人︑
ニイサンが三人︑オトゥトトイ
三195 ︵略﹀︑オヤドリガオリテ

三101

した︒︹ひらがなのドリル︺

三98

ロナハナガサイテヰマス︒

三73

ヰマス︒

三66 マサヲトトモキチトオハ
ナが三人デノハラニアソンデ

ニキマシタカラ︑︵略﹀︒

三6一

タ︒

三58

キマセゥ︒﹂

三57園

テ︑︵略﹀︒

リガマドノソトカラノゾイ

コンドハウツクシイ小ト

キマセウ︒﹂

オヂイサンガソコヲボル 三48囹

ト︑︵略V︒

二414園 ﹁ヤツトカラダガデキマ 二522
シタ︒

︵略﹀︑イロイロナタカラモ

ノガデマシタ︒

二566

ンデマシタ︒

二421囹コレガハナデ︑コレガ 二525 ︵略Vタカラモノガタクサ 三5一
ロデス︒

二422囹コレガハナデ︑コレガ
ロデス︒
ヒガパツトタツテ︑︵略﹀︒

二432園﹁︵略V︑ボクガウチカラ 二59ースルトカゼガフイテ︑ハ
タドンヲモラツテキマスカラ︒﹂
ヒガパツトタツテ︑︵略﹀︒
︵略﹀︑ウツクシイ

サキマシタ︒

二595

ニサキマシタ︒

ガミエマ

一ニ

二447ココニハウメノ木ガタ 二59一 スルトカゼガフイテ︑ハ
クサンアリマス︒

シタ︒

二45一 モウハナガサキハジメマ

二605トノサマガココヲオトホ
リニナツテ︑︵略V︒

ス︒

三23

ウツクシイサクラノハナ
ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

三36

デヰマシタ︒

三34︵略V︑マサヲが本ヲヨン

ス︒

ニ白クナツタトコロガミエマ

︵略V︑ユキガフツタヤゥ

ニ白クナツタトコロ

三22︵略﹀︑ユキガフツタヤゥ

メン

三13 ︵略﹀︑サクラノハナが一

ニナツテ︑︵略V︒

︵略V︑アノォヤネニハゥ 二636︵略﹀トノサマガオトホリ

ツイテヰマス︒

二461 ︵略﹀︑ツボミガタクサン
二464

コノオカタハウメノハ

メバチノ大キナモンガツイテ
ヰマス︒

二474
ナガオスキデシタカラ︑︵略﹀︒

マノオヤシロニモ︑ウメノ木

二476 ︵略V︑ドコノテンジンサ
ガウエチアリマス︒

二492 ︵略V︑オカアサンカラオト

シダマニイタダイタ本．ガーサ
ツアリマス︒

アツテ︑︵略﹀︒

二493コレニハウツクシイエガ
二495 ︵略﹀︑ハナサカヂヂイノオ

︵略V︒

ムカシアルトコロニ︑ヨ 三43圏 ﹁︵略﹀ワタクシドモノ

ハナシガカイテアリマス︒

二504

[5

が
が

226

のドリル︺

ンナニノビテ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑タケノカバガオチ

テ︑リツパナ竹ニナリマス︒

三203 子どもが五にん︒︹ひらが 三285
なのドリル︺

がやはらかです︒
レマス︒

三232私はそとがかたくて︑中 三295 ダイータケノコガタベラ

ノガタクサンアリマス︒

三232私はそとがかたくて︑中 三301︵略﹀ナド︑竹デ作ツタモ
がやはらかです︒

三236

タルヤヲケニモ︑竹ノ
牛にはつのがあるけれど 三306
タガガカケテアリマス︒

も︑うまにはありません︒

ルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

三237うまにはたてがみがある 三311︵略﹀︑センドウが舟ヲヤ
けれども︑牛にはありません︒

三241

うまはからだがほそく 三315 アメガフリツヅイテ︑田
ノ水ガタクサンニナリマシタ︒

うまはからだがほそく 三315 ︵略﹀︑田ノ水ガタクサン

て︑足がながうございます︒

三241
ニナリマシタ︒
ツテヰマス︒

牛はからだが太くて︑足 三317 ドコデモ田ウエガハジマ

て︑足がながうございます︒

三242
がみじかうございます︒

子ドモガニ三人アゼニ
﹁コトシバホウネン︑ホ
﹁︵略V︑ミチノ小グサモ

︵略V︑モウアノヒロイ田

あをいひかりがかみの

イマニアノナヘガノビ

ガハンブンバカリウワリマシタ︒

三342

米ガナル︒﹂

三341圃

ニホガサイテ︑︵略V︒﹂

三337國

タツテ︑︵略﹀︒

牛はからだが太くて︑足 三327

がみじかうございます︒

三243

三246牛は力がつよいけれど
も︑あるくことがおそうござい
ます︒

三247牛は力がつよいけれど
も︑あるくことがおそうござい
ます︒

三344
テ︑︵略﹀︒

上からすいてみえます︒

おまへが すすめば︑わ 三353

三248 うまは︵略﹀︑はしること
がはやうございます︒
三261園

たしもすすむ︒

三376

ほかにまだだいじなもの

七じがなりました︒

みえないのです︒

三382

みんな

これがなければ︑せんせい

が三つあります︒
三387

のおっしゃることや︑

︷略﹀︑せんせいのおつしや

の言ふことがわかりません︒
三391

ることや︑みんなの言ふこと
がわかりません︒

とんぼなどがあたまの

だから︑︵略V︒﹂

三477

小さな虫がまヘへくる

上をとびまはっても︑︵略﹀︒

と︑︵略﹀︒

三481

かへるは水の中にも︑

をかの上にもすむことがで

三503

きるのです︒

リマシタ︒

三531 八ツニナル女ノ子ガア

トヨンダノニ︑︵略V︒

うが川の中でさかな 三547アル日母ガ﹁早ク︑早ク︒﹂

マス︒

アソコニハォトウサンノ

︵略﹀︑コチラニハオカアサ

ンノモンツキノハオリガアリ

三574

チヤイロノオビガアリ︑︵略﹀︒

三573

キモノガホシテアリマス︒

三563︵略V︑ウチヂユゥノ人ノ

テ行キマシタ︒

イジナキンギヨヲトツテ︑ニゲ

それをからすが木の上 三554︵略﹀︑トナリノネコガダ

をとってゐました︒

三403
三412

︵略Vトイフタイシヤウガ

から見てみて︑︵略V︒

三426

︵略V︑ミンナガフンパツス

イクサニ行ツタトキ︑︵略V︒
三436

ルヤウニナリマシタ︒

三443アサ日ノ上ル方が東
︵略﹀︑ユフ日ノ入ル方ガ

デ︑︵略V︒

西デス︒

三444

デ︑︵略︶︒

﹁あまりほしがきれい

︿略﹀ムラサキ色ノハォリ

私ガキヨネンマデキテ

どこまでもつづいてるます︒

三585うみの水が青青として︑

ヰタワタイレハ︑︵略V︒

三58エ

ハリマセン︒

ハ︑イツマデタツテモ︑色ガカ

三578

︵略﹀︒

ダイタムラサキ色ノハォリハ︑

三451右ノ手ノサス方が南 三576私ガヲバサンカライタ

の男が

三452︵略﹀︑左ノ手ノサス方
一人

ながいさををふりまはし

あるばん

ガ北デス︒
︵略V︑

三456

てるました︒

三463囹

﹁︵略V︒﹂ときくと︑︵略﹀︒

三273間おまへがころべば︑わた 三356 ︵略V︑ちぢにみせようと 三458 そこへともだちがきて︑
﹁ここがあかるいから︑

したら︑光がみえません︒
︵略﹀タケノコガ︑モウコ 三367園

しもころぶ︒
三281

227
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三591
で︑︵略V︒

今日はなみがおだやか

三592 ︵略V︑舟がたくさんおき
へ出てゐます︒

石がたくさんあります︒

三613 ︵略Vうつくしいかひや小

おもてにうづまきがあります︒

三633 ︵略V︑この貝がらは︵略﹀︑

んあります︒
︵略﹀︑賀りにきます︒

四32村の人人が︑︵略︾を
四38 太郎と次郎が二人で山
へのぼりました︒

﹁あそこに高い火の見

四43囹 ﹁︵略V︑ここから見る
と︑町が一目に見えますね︒
四47囹

ニ

﹁うちのまへの川が

﹁︵略﹀くるまのとほつて

︵略V雨がふりさうにな

ノ

ハ︑

日ノマルノコクキガアサ
カガヤイテヰル

ヨミニナツテ︑︵略V︒

四94センセイガチヨクゴヲオ

四94
︵略﹀︑ケサ天長セツノシ
キガアリマシタ︒

︵略V︒

日

四88

つたので︑︵略V︒

四81

がいくたりとほつてゐますか︒﹂

君がよはちよにや

ちよに︑︵略V︒

四98図圏

ヲレルホ

四105ウチニバカキノ木ガニ
本アリマス︒

今年ハエダガ

ドタクサンナツテヰマス︒

四106

マスカラ︑︵略V︒

﹁︵略V︑一バン小サイノ

ユビ︑︵略︸︒

四206囹

ガ小ユビデ︑︵略V︒

ノアヒダノガクスリユビデ

四215囹﹁︵略V︑中ユビト小ユビ

ス︒﹂

大キイネエサンバセイ

ヒノアソビヲシテヰマス︒

四234オマツガオトミトアキナ

ガ高イカラ︑高高ユビデス︒

四223囹

ヤユビデス︒

ニイサンバ 一バン太ツ
テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ

四108カラスガ毎日トリニ來 四222囹

ウラノ山ニバクリノ木

四112︵略︸カカシガタテテアリ
マス︒

四123

︵略﹀︑毎アサ早クオキテ︑

ノ林ガアリマス︒
四126

︵略Vまきがりをしました︒

アリマス︒

四236オマツノ店ニハ︑糸ヤ
行ツテ見ルノガタノシミデス︒
キレヤフデヤカミガナラベテ
四152 富みなもとのよりともが

デ︑

細イノハ三セン五リンデ

大ぜいのものが下にま 四251囹 ﹁コノ太イノが五セン
ちかまへてみて︑︵略Vけものを︑

四154

﹁糸が十五セン︑フデガ

﹁糸が十五セン︑フデガ

七島ン︑ミンナデニ十ニセンニ

四257囹

ス︒﹂

︵略V︑たくさんえものが

弓でいとったのです︒
四158

ありました︒

ナリマス︒﹂

四257囹

さむい北かぜがふいて︑

七セン︑︵略﹀︒﹂

︵略V︒

︵略Vといふぶしが︑︵略V︑四268

︵略V︒

﹁一バン太イノガオヤ 四298

三郎のうちでは夕はん

ては︑しかたがありますまい︒

︵略﹀一どうのものが︑た 四278囹 ﹁︵略﹀︑かうさむくなつ

四205圏

だっねをほめるこゑは︑︵略﹀︒

四197

へとびのきました︒

四193 ︵略V︑たふれるが早いか︑ 四275 一びきのきつねがさきの
こってみるのぎくを見つけて︑
ただつねはすぐに︵略﹀の上

そのておひじしにむかひました︒

四172

おりて來ました︒

ししが︑上の方から︵略﹀かけ

四68囹今あのはしの上を人 四162︵略﹀︑矢にあたったみの

みる長いはしが︑ 霞まんさま
のまへのはしですね︒﹂

四65園

のもりです︒﹂

の方へながれでるます︒
四62囹 あの川むかふの木 の
しげってみるのが︑八まんさま

あんなにまがりまがって︑とほく

四57囹

のはしごが見える︒
三652
ムカシウラシマ太郎トイ
四51圓あのこちらに白いかべ
フ人ガアリマシタ︒
が見えませう︒
三655 ︵略V︑子ドモが大ゼイデ
四52園 あれがうちです︒﹂
カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ
シテヰマス︒

三664 ︵略V︑ウラシマガウミベ
デツリヲシテヰルト︑︵略﹀︒
三666 ︵略﹀︑大キナカメが出テ
キテ︑︵略﹀︒

三674ウラシマガヨロコンデ︑カ
メニノルト︑︵略﹀︒

トイフキレイナオヒメサマガ

三68一 リユウグウニハォトヒメ
居テ︑︵略V︒

三735︵略﹀︑中カラ白イケムリ．

がくかうの西どなりはや

ガ出テ︑︵略V︒

四17

くばで︑ やくばのまむかひが
けいさつしょです︒

そのすぢむかひに大きな

よくがあります︒

四23 ︵略﹀︑左がはにいうびんき

四25

︵略V︑大きな店がたくさ

ごふくやがあります︒

四28

が
が
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が今すんで︑︵略 ﹀ ︒

四303 母が父に﹁︵略﹀︒﹂とい

ごはんの米はねばりけ

ひますと︑︵略﹀︒

四314圏
がすくないから︑ おもちには
なりません︒﹂

﹁こんどはにいさんが

あにの次郎が又よこか

ら︑﹁︵略V︒﹂

四336
四337圏
きくが︑︵略﹀︒﹂

四373 萎ワラザイクニバカゴヤ

ついてゐ

今では︵略﹀をつかふや

それがだんだんにかは

おとしだまにのしが
ました︒

つて︑

四433園

このまん中に小さな物

うになりました︒

四436園

ガ︑アタマモヲモアリマセン︒

島ノ上二居タ白ウサギ

ガ︑︵略﹀︑海ヲワタルクフゥヲ

四523
カンガヘテヰマシタ︒

﹁オマヘノナカマトォ

ワニザメが居マシタカ

四527アル日ハマベへ出テ見
ルト︑

ラ︑︵略VD

四541園

﹁ナルホド︑オマヘノナ

カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

レノナカマト︑ドツチが多イ

これがのしあはびのか 四531囹

がありませう︒

四437囹
はりです︒﹂

﹁︵略﹀おめでたくない時

には︑なまぐさものをもちひな

四447圏

四465とけいがなる時には︑長

はりますか︒

ソコ

ヘカミサマ ガタガ
オトホリガカリニナツテ︑︵略V︒

四568

まつ白になって︑はながさいた

四638はのおちた木もみんな

あんな小さなからだ

うぐひすがないてゐます︒

やうです︒

四651

あんな大きなこゑの出るのが

で︑

四658

ふしぎです︒

何が

四684囹︺苦ケレバ私ガカハリニ

ひざの上には

ノンデ上グマセウ︒L

ある︒

四721魑

四787その時一人がすすみ出

す︒

オモチヤや色色ナ物ガアリマ
いことがおほいのです︒
カマハズヰブン多イ︒ オレノ
四768 ︿略V︑そのさをのさきに
ス︒
四462 皆さんはとけいにかいて 方が少イカモ知レナイ︒
はひらいた赤い扇がつけてあ
四376 ︵略V変ワラデ作ツタ物 ある字がよめますか︒
四563 ︵略﹀︑一バンシマヒニ居タ
ります︒
デ︑アツイジブン ニツカフ物
四464 とけいの長いはりとみ
ノガ︑白ウサギノ毛ヲミンナ
四771 一人のくわんちよがその
じかいはりはどちらが早くま
ムシリトツテシマヒマシタ︒
下に立って︑さしまねいてゐま
アル日タヒヒラメサバ

ガアリマス︒

四382
タコナドガオヨイデヰルト︑

には︑

みじかいはりがどの字

︵略V︒
いはりはどこにありますか︒
四576園 ﹁ソレナラ海ノ水ヲア て︑︵略V︒
四382 ︵略V︑サザエが岩ノカゲ 四471 皆さんがあさおきる時
ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂
四791囹 ﹁なすのよ一と申すも
カラヨビトメテ︑︵略﹀︒
には︑︵略V︒
四584 ソコへ︵略﹀トイフ神サ のがございます︒
四387囹
﹁︵略V大キナフカが來 四472
皆さんがあさおきる時
マガオ出デニナリマシタ︒
四
805 一どはじたいしましたが︑
四606 白ウサギガソノトホリニ
よしっねがゆるしません︒

タ時二︑︵略﹀︒

四506

サカナノニホヒガシマス

つて︑

どこを見てもまつ白で

つかなばんでしたから︑︵略V︒

す︒

四814︵略﹀︑船がゆれて︑まと

おちついて見えます︒

五13

天照大神の御弟に︑︵略﹀と

あまてらすおほみかみ

四496言われらがねどこで︑や 四634
︵略V︑中にはさきが土 四828 ︵略﹀︑みんなが馬のくら
すんで居るまも︑︵略﹀︒
までとどいてみるのもありま
をたたいてよろこびました︒

所にありますか︒

四475
皆さんがよるねる時に
す︒
がさだまりません︒
は︑みじかいはりがどの字の
四628ゆふべは風がなくて︑し 四818 ︵略V︑こんどは扇が少し

は︑︵略﹀︒

四398 ︵略V海ノ水ヲカキマハ の所にありますか︒
シマスト︑︿略﹀︒
四814︵略﹀︑船がゆれて︑まと
スヤウナ大キナオトガシマシ
四474
皆さんがよるねる時に 四624
︵略﹀︑雪がたくさんつも
がさだまりません︒
タ︒

四411 ︵略﹀︑何ダカヤウスガ
チガツテヰマス︒

四415 ︵略V︑ソバ目引セン五リン

トカイタフダガタテテアリマ
シタ︒

四421 をばさんからいただいた
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いふきのあらい神さまがありまし
た︒

五14 ︵略V︑大神がはたをおらせて
いらっしゃる所へおなげ入れになり
ました︒

五18 ︵略﹀︑今まであかるかったせ
かいがくらやみに な っ て ︑ ︵ 略 V ︒

まのわるいことをはじめました︒

五21 ︵略V︑わるい神さまがさまざ

五28 ︵略Vといふ女の神さまのま
たちからを

ひがおもしろかっ た か ら ︑ ︵ 略 V ︒

五38 手力男のみことといふ力のつ
よい神さまが︑これをごらんになる
と︑︵略﹀︒

五42 それでせかい中がまたもとの
とほりあかるくなったと申します︒

に來た︒

五45圏 春が來た︑春が來た︑どこ
五45圃 春が來た︑春が來た︑どこ
に來た︒

にさく︒

五48圏 花がさく︑花がさく︑どこ
五48圃 花がさく︑花がさく︑どこ
にさく︒

五53園 鳥がなく︑鳥がなく︑どこ
でなく︒

でなく︒

五53團 鳥がなく︑鳥がなく︑どこ
五58 コノ天皇ガワルモノドモヲ御

︵略﹀︑オトホリスヂノミチガ

イマシタ︒

五62
ケハシクテ︑オコマリノコトガゴザ

ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ

イマシタ︒

五63
︵略﹀︒

︵略V一羽ノ金色ノトビガトン

出テ來テ︑

五67

︵略﹀︑ワルモノドモハ目ヲア

ソノ光ガキラ︿トシテ︑

デ來テ︑︵略﹀︒

五68
︵略﹀︒

五72
ケテヰルコトガデキマセン︒

私どものなかまは︑出合ふと

︵略﹀︑爾がはにいへがたちな

通ってみるのです︒

五125

こΣを人が海といひます︒

池ノ中デコヒガオヨイデヰル
池ノ中デコヒガオヨイデヰル
大キナコヒガタクサンアツマ

︵略Vウロコが三十六枚ヅツ

ナランデヰマス︒

五168 ︵略﹀︑ロノ右左ニハ太イヒゲ

轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル

ガアリマス︒

憂心ハご三尺モ高クトブコト

鯉ノヤゥニゲンキガヨク︑

︵略﹀︑鯉ガタキヲ上ルヤウ

﹁︵略﹀︑用があるから︑ち

﹁手がなまぐさいから︑

かまをぬすまれたものがあり

︵略﹀といふうはさがあるの

しかたがないから︑うったへ

﹁これは私が毎日使ってゐ

︵略Vこのみざりがぬすん

だのでございます︒﹂

五243囹

た釜でございます︒

五242園

て出ました︒

五237

どそのかまがあります︒

五231 ︵略﹀︑行って見ると︑なるほ

で︑行って見ると︑︵略﹀︒

五228

ました︒

五226

︵略﹀︑水をかけておくれ︒﹂

五218圏

取っておくれ︒﹂

五202囹 ﹁そこにおさらがあるから︑

よっとお出で︒﹂

五188園

心デ祝フノデセゥ︒

ニ︑ズンズンシユツセヲセヨトイフ

五183

︵略V︒

五182

ルサウデス︒

五177 ︵略﹀︑タキデモ上ルコトガア

ガアリマス︒

五174

ト︑︵略V︒

︵略V︑人がいそがしさうにあ 五172

らんで︑︵略﹀︒

るいてるました︒

五125

やがて重い物が私どもの上へ

︵略V︑何かと思ったら︑にも

冷ましたから︑何かと思ったら︑

五126

︵略﹀︒

五128
五136

スワツテイラツシヤル高サガ

つをつんだ船が通ってみたのです︒

五143

︵略V︑カホノ長サガ一丈六

五畜三尺五寸︑︵略﹀︒

五144

︵略V︑中指ノ長サガ五尺アリ

︵略V︒

︵略﹀︑手ノヒラノ長サガ五尺

︵略﹀︑目ノ長サガ三尺九寸︑

︵略V︑耳ノ長サガ八尺五寸︑

尺︑︵略V︒

五145

五146

︵略﹀︑何だか目がまはって︑

すぐに一しょになるのがきまりで

五92
す︒

五94

きがついて見ると︑︵略V︒

︵略V︒

︵略﹀︒

五96

︵略﹀︑人が二三人立って︑

︵略﹀︒

五96

五148
六寸︑

マス︒

そばを通る人が﹁美しい川 五15一

﹁︵略﹀︒﹂といって︑ながめてゐまし
た︒

五112

だ︒﹂といって︑ほめました︒

五164

ツテオヨイデヰルノハ︑︵略﹀︒

五156

ノヲ見タコトガアリマセウ︒

五156

ノヲ見タコトガアリマセウ︒

五155

ンナニ小サク見エマス︒

︵略V︑なかまがあつまって 五153 ︵略V二立ツテヰル人ガ︑コ

ある時上の方でさわがしいお

來て︑いよくにぎやかになりまし

五117
た︒

︵略V︑はしがかけてあって︑

とがするから︑見上げると︑︵略﹀︒

五121
五122

です︒

︵略﹀︑人や馬や車がたくさん

人や馬や車がたくさん通ってみるの

五62 ︵略﹀︑オトホリスヂノミチガ

五122

セ イ バ ツ ニ ナ ツ タ 時︑︵略V︒

ケハシクテ︑オコマリノコトガゴザ

が
が
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が持って行かれま せ う ︒

五251園 どうして釜のやうな重い物

み た の で ご ざ い ま す︒﹂

五253圏 その釜は私が前から持って

か ら ふ る ひ お と さ れて︑︵略﹀︒

五281圏五月・六月實がなれば︑枝
五302 コ・二茶ノ木ガアリマス︒

五302 ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ
枝モ見エマセン︒

ニ寸バカリモアリ マ ス ︒

五31一 ヨクソダツ献茶ノ葉ハ長サガ

五312 ツヤガアツテ︑色ハコイミド
リ色デス︒

マス︒

五314 十一月ゴロ白イ色ノ花ガサキ
五315 花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ
イニホヒガシマス ︒

︵略﹀︑花ゾノや野原ノケシキ

デ︑︵略﹀ガーソウ引立チマス︒

五355
︵略﹀︑ソノスガタガカハイラ

ガーソウ引立チマス︒

五358

昔雄略天皇が︵略Vをおめし

ゆうりゃく

シイカラデセゥ︒

五365
︵略V︑皇后さまがかひごをお

になって︑︵略V︒

五368
かひあそばすためでございました︒
﹁その子は皆お前にやるか

汽車が今ていしゃばへっきま

ら︑やしなってやるがよい︒﹂

五383圏

五391
した︒

下りる人がまだ下りてしまは
えきふが小さな車の上へ︑山

ないうちに︑︵略V︒

五395
五407

のやうに荷物をつんで來ました︒

五447

まだむかふからいそいで走つ
汽車はどんなことがあっても
走ツテヰル汽車ガスレチガフ

︵略V下ノ方デカミナリノヤ
︵略V︑ヒロイ海が見エマス︒

ウナ音ガシマシタ︒

五437

時ニハ︑︵略﹀︒

五432

待ちません︑︵略V︒

五414

て來る人があります︒

五413

五315 繋爪ハベンが五ツアツテ︑ヨ 五412 もう汽車が出ます︒
イニホヒガシマス ︒

五318 ︵略V︑ソノ中ニマルイ種ガニ
ツ三ツヅツアリマ ス ︒

五321 大ゼイノ女が茶ヲツンデヰマ
ス︒

ヨイ茶ニナリマス ︒

五33一 ソノ葉デコシラヘル茶が一番

五334 マタ三番茶・四番茶マデモツ
ムコトガアリマス ガ ︑ ︵ 略 V ︒

ノ カ ト 思 ヒ ︑ ︵ 略 V︒

ン︒

当時︑︵略﹀︒

五455

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

文太郎ハオモシロクテタマリマセ

五338 ︵略Vヲ見ルト︑花ガチツタ 五453 ︵略﹀︑ケシキガカハルノデ︑
五341 ︵略﹀ヲ見ルト︑ナノ花ガト
ビ立ツタノカト思ヒマス︒

五354 コノ美シイ蝶ガトビマハルノ

ある日友吉と音次郎の二人制

よそからかへって來る道で︑︵略V︒

五458

︵略﹀︑にはかに雲が出て︑か
︵略﹀︑かみなりが鳴り出しま

みなりが鳴り出しました︒

五461

した︒

五462

この間先生がおっしゃった

︵略﹀目がくらむやうないな

音次郎が木の下を出ると︑

ではないか︒﹂

五474園
五478
︵略﹀︒

五478

︵略V目がくらむやうないな

びかりがして︑︵略﹀︒

五481

︵略﹀︑耳がさけるやうなおそ

びかりがして︑︵略﹀︒

五481

ろしいかみなりが鳴りました︒

︵略﹀おそろしいかみなりが
鳴りました︒

五482

︵略﹀︑かみなりがおちて︑そ

ハ中が赤イ︒

ヘチマハ︵略﹀︑實ガイルト

五507 ︵略﹀︑ソノ他ノ瓜ノハ白イノ

ガ多イ︒

五522

瓜ノ葉山廣クテ︑トゲノハェ

タベラレナイ︒

五523

テヰルノガアル︒

五524花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ

転筆ノ仲間トケモノノ仲間ガ

他ハ皆黄色デアル︒

ソノ中ニケモノが勝チサウニ

ケンクワヲシ二時︑︵略﹀︒

五528

五534

﹁私バカラダガネズミニニ

ナツタノヲ見テ︑︵略V︒

シバラクタツト︑ケモノが負

テヰルカラ︑ケモノノ仲間ダ︒﹂

五536圏

五54一

イツマデタツテモ勝負ガツカ

﹁私ハ羽ガアルカラ︑鳥ノ

ケサウニナツタノデ︑︵略V︒

五543囹

仲間ダ︒﹂

五546

ナイカラ︑︵略﹀︒

五573

ソノ時カウモリガケモノノ方

近ゴロバ又マツチトイフベン

へ行キマスト︑︵略V︒

五548

シタ︒

︵略V︑その高い木がまつ二つ 五547 ︵略﹀︑右方が仲ナホリヲシマ

の高い木がまつ二つにさけてゐまし

五485

た︒

五486

にさけてゐました︒

もし君が居なかったら︑僕
キ瓜ニバカバニ小サイトゲガ

は死んでしまったのだらう︒﹂

五488囹
五50一

五58一

ソノホカニ石炭トイフモノガ

リナ物が出來テ︑︵略V︒

︵略﹀︑カボチヤニハデコボコ

五582

デ︑︵略V︒

ノ中ニウマツテ︑シゼント出來二物

コレハ大昔目合テヰタ木が土

アリマス︒

カボチヤハ中が黄色デ︑西瓜

アリ︑︵略V︒

ガアル︒

五502

五505

カボチヤハ中が黄色デ︑西瓜

ハ中が赤イ︒

五506

1
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五608圃 あれ︑松轟が鳴いてみる︒
﹁ねえさんの所からお手紙
﹁あさっては學校がお休で

が來てるます︒

五632囹
五646圏
すから︑︵略﹀︒

五655囹 さあ︑こ﹂に葉書がありま
す︒﹂

五673 大キナ字ヲ書イタ大キナノボ
リガ立テテアル︒

中カラキコエテク ル ︒

五674 イサマシイタイコノ音が森ノ
五676 道ノ爾ガハニハ︑︵略﹀ナド
ガ店ヲナラベテヰ ル ︒

五716囹

︵略︶︑オチルトスグ又新シ
︵略︸︒

︵略﹀︑ソノタビニ枝ガーツ

イノガハエテ︑
五717囹

モツト太クテ強イ足
︵略V︑

ヅツフエル︒
五727園

︵略︶ノ來ル音ガシタノデ︑

ガホシイモノダ︒﹂
五731

タクマシイ大キナカリ犬が四

オドロイテカケ出シマシタ︒

五733

︵略﹀美シイ角が木ノ枝ニヒ

五匹デオツカケテ來マス︒
五736

へいけのぐんぜいがふくはら

ツカ・ツテ︑︵略V︒

五743
のしろを守ってみる︒

オ宮ガアル︒

五687

五747

六17

選べはふだん強い風がふくか

六23

どの山にも木がよくしげつて

日本には山が多い︒

ら︑︵略︶︒

六24
みる︒

六25松・杉・ひのきなどが一面に

︵略V目がさめるやうな心持

︵略V目がさめるやうな心持

はえてみるのは︵略V︒

がする︒

六26
六27

︵略Vたきや谷川があって︑

がする︒

六32

日本には川が多い︒

一そう山の景色を引立てる︒

六34

︵略V︑道ばたにはきれいな草

モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ

花が咲きみだれてゐます︒

六102

六126

モシ列ニハナレルヤウナコト

オヒオヒトンデ來ル︒

ガアツテモ︑︵略V︒

六138

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

空が晴レテ︑月ノ明ルイ二二多イ︒

六143

六148 ︵略V︑稻がよくじゅくして︑

︵略V︑人が大ぜい出て︑稻を

重さうにほをたれてゐます︒

六152

かった稻が雨にぬれると︑米

かつてゐます︒

がわるくなるから︑︵略﹀︒

六153

がわるくなるから︑︵略﹀︒

日本の國には︵略V色々な花 六153 かった稻が雨にぬれると︑米

日本の國には︵略V色々な花 六207 その時そこに居た一人掛子ど

がさき︑色々な鳥が鳴く︒

六208囹

︵略Vしるしを附けておいた

﹁そんなら私がはかって見

もが︑﹁︵略︶︒﹂といって︑︵略V︒

一年中にからりとはれた日が

六221

ある家のにはに大きな水がめ

︵略V︑雨水が一ぽいたまって

一人の子どもが︵略︶︑かめ

それがため︑かめに大きな穴

六241 ︵略﹀︑かめに大きな穴があい

命をたすかりました︒

があいて︑︵略﹀︑子どもはあやふい

六238

の中へおちました︒

六228

ゐました︒

六227

があって︑︵略V︒

六226

所まで船が水につかった時に︑︵略︶︒

ませう︒﹂

たんぼにはいねがよくみのつ

がさき︑色々な鳥が鳴く︒

そのうちに日が暮れて︑まつ 六43

らんでるて︑︵略﹀︒

又海には一面にいくさ船がな 六43

五688 オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ
テヰル︒

暗になってしまった︒

五694 二宮酒飲エマガタクサンカケ 五765
テアル︒

六45
多い︒

︵略︶︑風のふくたびに黄色な

たんぼのさきにこんもりとし
︵略V︑森の間からはお社の赤

御社の後には松山がありま
御社の後から山へのぼる道が
あります︒

六97

す︒

六92

い鳥居が見えます︒

六91

た森があって︑︵略﹀︒

六88

波が立ってるます︒

六87

て︑︵略﹀︒

﹁︵略V︑たゴつめがわれて 六86

鹿の通れる所を馬の通れな
まもなく夜が明けた︒

へいけ方はがけの上から︑て

︵略﹀岩山もあるが︑平たい

も思はない︒

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五805

．五802

いといふことがあるものか︒

五797圏

みるとみないだけのちがひだ︒

五788囹

ることが出來るか︒﹂

五697 又日本ヘイガロシヤヘイトタ 五781園 ﹁こ﹂からしろの方へ下り
︑カツテヰルエモアル︒

五70一 オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ
マツテヰル︒

五702 勝負が一番スムト︑ワアヅト
ホメルコエガキコエル︒

五702 勝負が一番スムト︑ワアツト
ホメルコエガキコエル︒

五705 晩ニナルト︑花火が上ルトイ
フ話デアル︒

砂原になってみる所が多い︒

五708 鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷 六14
川ノ中ヘハイリマシタ︒

︵略V︑又大きな松がならんだ
長い松原もある︒

五715園 牛ノ角トハチガツテ枝ガア 六16
ル︒

が
が
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て︑水が流れ出ま し た か ら ︑ ︵ 略 V ︒

︵略﹀︑かめに大きな穴があい
︿略﹀︑ヤクワントテツビンガ

て ︑ 水 が 流 れ 出 ま したから︑︵略﹀︒

六241
六246

メイ︿ジマンバナシヲシマシタ︒．

ハ︑︵略﹀︒

六247 マヅヤクワンガイヒマスニ

シラヘルコトが出來マセン︒
︵略﹀︑皆鐵ガナケレバ︑コ

ら︑うちではす﹂はきをした︒

ゆか下から去年なくしたこま

が出てうれしかった︒

六363
うちが見ちがへるやうにきれ

いになった︒

六364

六367道がわるかった︒
六373 ︵略V︑池に氷がはってみた︒

六384

六382

六476

ある年︑城のへいが百間ばか

一ぺんもまけ

けらいが大ぜい直しにかΣり

りこはれた事がありました︒

六476

秀吉は︵略V︑

ましたが︑︵略V︒

六492

たことがありません︒

秀吉が信長に言ひっかつて︑

敵を攻めに行ってみた間の事でした

六496

︵略﹀日本中の大名が皆秀吉

が︑︵略V︒

六508

まへからわたしは目がわ

よいいくさ相手がなくなつ

た時︑︵略V︒

六594園

た︒L

るく︑杖をたよりにあるきます︒

六615圃囹

六618國園いまその杖をもぎ取ら

﹁わるい子どもが大ぜい

﹁そんなわるさを誰がし

れ︑かへりの道が知れません︒﹂

六62エ小心

た︒﹂

六622小園

で

京都の東山の山の上に秀吉の

いらっしゃるではないか︒﹂

六532

はかがございます︒

ある地墨信が山の上に陣取つ
てるると︑︵略V︒

六555

謙信は︵略﹀いくさがはげし

︵略﹀︑えが折れて︑かた先へ
その時信玄のけらいが︑︵略﹀

それから信玄が死んだと聞い

﹁︵略V︑かなしいことに

熊が人ニムカツテ來ル時ニ

熊ノ毛色ハ︵略V三日月ナリ

シグマトイフ熊ハ︵略V︑カガ

熊ハ︵略﹀俵ヲカツイデ︑ニ

浅川バタ円行ツテ︑魚ヲツカ

ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル

ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル

私がこ＼へまみつたのは︑

ら︑︵略﹀︒

この學校がたった年でございますか

武田信玄の國は多念で︑塩が 六696

コトガアリマス︒

六67一

コトガアリマス︒

六67エ

マヘルコトガアリマス︒

六665

ゲテ行クコトガアルトイヒマス︒

六664

強ウゴザイマス︒

六656

ノ白イ毛ガアリマス︒

六651

ハ︑︵略﹀︒

六645

せん︒﹂

目が見えず︑さがすことさへ出來ま

六625圃囹

わたしの手からもぎ取って︑は

の言ふことをきくやうになりまし

ふった音はしましたが︑︵略﹀︒﹂

秀吉はもう日本中に敵がなく

た︒

なったから︑︵略﹀︒

︵略V︑おとうさんが京都へお 六512

木村さんが遊びに來た︒

つてみた︒

六381朝おきると︑雪が五六寸つも

た︒

六276囹 ︵略V︑皆鐵ガナケレバ︑コ 六373北風が一日ふき通して寒かつ
六276囹
﹁二三チノサビルノハ皆人

シラヘルコトが出 來 マ セ ン ︒

六286囹
ガ使ハナイカラデ ス ︒

六292囹 ソレガヤハリサビデス︒

がありました︒

︵略Vおとうさんの手紙が着 六521 ︵略﹀といふぶれいなことば

立ちになった︒

た貸人がいくさのはなしをす
︵略﹀︑ほうこうの方には身が

六593

ない︒

六583

を力一ぱいになぐりつけた︒

六575

切りつけられた︒

六573

くなると︑じっとしては居られない︒

ある日信長が夜明け前に出か 六572 信玄は刀を抜くひまがない︒

年が十八のころです︑︵略V︒

六566
六456

︵略﹀︑はや︑馬を莱りまはし

又ある朝早く信長がかりに出
ある年︑城のへいが百間ばか
りこはれた事がありました︒

六475

ようとして︑︵略V︒

六465

てるる者があります︒

六463

けようとすると︑︵略﹀︒

六462

入りません︑︵略﹀︒

六454

ると︑耳をすまして聞いてゐました︒

六443

たが︑︵略﹀︒

つの時にお寺へ小ぞうにやられまし

六441 うちがまつしかったので︑八 六525園 ﹁日本國には天皇へいかが

いた︒

六301 ︵略V︑二人が店のるすをして 六388
︵略﹀︑一人の男の子がふでを

みると︑︵略﹀︒

六302
買ひに來た︒

六305 男の子も氣がつかずにそのま
﹂かへった︒

﹁そんな事が出駈るものか︒

六307 直吉は後でふと氣が附いて︑
︵略﹀︒

六318囹

﹁それでもだんなが居ない

﹁だ ん な が お る す だ か ら ︑

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六323園

はしない︒﹂

六325圏

﹁︵ 略 V ︑ な ほ さ ら ま ち が ひ

なほさらまちがひがあってはならな
い︒﹂

六326園

が あ っ て は な ら な い︒﹂

六358 今日は天氣がよくて暖いか
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この學校がたった年でございますか

六697 私がこ︑へまみつたのは︑
ら︑︵略﹀︒

も ︑ 答 へ る こ と が 妻君ないで︑︵略﹀︒

學びのはじめぞ︑つ﹂し

正成ノ戦死セシバ正行が十
我が生キテフタ︑ビ汝ヲ

我が死ニタル後モ︑一

︵略﹀︑師直ラノクビヲ正

︵略﹀︑正行ラガクビヲカ
コレ︵略﹀︑正行ガニ十三歳
︵略﹀︑変はほが出る︑菜は

︵略V︑村の祭のたいこがひ

稻は實がいる︑日よりはつ
︵略﹀︑夜はよもやま話がは

母がてぎはの大こんなま

す︑︵略﹀︒

品物と引きかへに代金を受

にはの藤の花が咲いて︑︵略V︒

七247囹

タ︒﹂

今風デアカリが消エマシ

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

ラヰ不自由デセウ︒

七255

︵略Vモ︑左官ガカベヲヌル

七259 大工が家ヲタテルノモ︑︵略V︒

︵略Vモ︑センドウが船ヲコ

︵略Vモ︑農夫が田ヲタガヤ

色々ナキカイガアツテモ︑ソ

︵略V手ヲヨクハタラカセル

フトコロ手バカリシテヰル人

ドンナガクキガアツテモ︑

サルニハ手ノハタラキヲスル

七283

手バカリ動カシテモ︑チエガ

コレハチヱが少イカラデス︒

この長い綜を出す贔が百匹も

翼をかつて︵略Vまでには︑

大そうな手間がか﹂る︒

七293

なければ︑︵略V︒

七289

ナケレバ何ノ役ニモ立チマセン︒

七284

モノが四本アリマス︒

七28一

イ︒

シロイ音ヲ出スコトハ出來マスマ

七276 ︵略﹀︑手ガナカツタラ︑オモ

︵略V︒

七276

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒

七27一

入が多ケレバ多イ重刑ニナリマス︒

七268

ス︒

レヲハタラカセルノハヤハリ手デ

七263

シ︑畠ヲツクルノモ︑︵略V︒

七261

グノモ︑︵略﹀︒

七261

ノモ︵略V︒

︵略V︑品物を渡しておい 七259

ねぎられたら引く積りで︑

しかし卸費商人で︑問屋を
急に商用が出來て︑明朝六
︵略﹀︑何かあちらでと﹂の

七193

︵略﹀︑風が吹く度にむらさき

︵略V︑風が吹く度にむらさき

畠のゑんどうがかきの外から
第一あなたにも私にも豆が
豆類にはつるになるのとな
あなたほどの大きな花ぶさ
は見たことがございません︒

七222圏

らぬのがあります︒﹂

七214園

なります︒

七209囹

こゑをかけて︑︵略V︒

七194

のふさが動いてみる︒

七194

のふさが動いてみる︒

七193

から︑︵略﹀︒

草花をほしいくと申して居ります

七珍團又母がかねぐめづらしい

へて來る物がございますなら︑︵略﹀︒

七164團

時の汽車で東京へ立ちます︒

七157團

してみる場合がたくさんあります︒

七154囹

高くいふ直段がかけねです︒

七133囹

けです︒

て︑後になって代金を受取るのがか

七129囹

取るのが現金で︑︵略﹀︒

七127園

しざかな︒

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ 七121團 ︵略﹀︑これがみなかの年こ

船ガアル︒

六782
ハイツテ來ル︒

花盛り︒

七95團

ノ時ナリキ︒

七88図

レラニ取ラスルカ︑︵略V︒﹂

七74図囹

ヘバ︑︵略﹀︒﹂

口取ラスルカ︑ニツノ中ノーツト思

行が取ルカ︑正行ラガクビヲカレラ

七73國囹

ハ︑︵略﹀︒

門ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間

七26図圏

見ンコトバカタカルベシ︒

七23治罰

一歳ノ時ニシテ︑︵略﹀︒

七13図

めよ︑いましめよ︒

子供らの

六703 ︵略﹀︑先生に何か聞かれて 六838図國 ︵略﹀︑いつはりいはぬが
六732 私は一たい子供がすきでござ
いますが︑︵略V︒

供が七八人ございました︒

六733 ︵略︶どうしてもきらひな子

くやうになったの も ︑ ︵ 略 V ︒

六734 私のからだがこんなにぐらっ
六743 むねの上には︵略﹀弓矢や扇
車がかざってあり ま す ︒

六744 ぬさの前にはおみきやもちや
魚がそなへてあり ま す ︒

六747 ︵略V︑新しいしるしばんてん
︵略﹀︑大ぜいがあらそってそ

を着てみる大工が一番目立ちます︒
六751
これがすむと︑︵略﹀︑お祝ひ

れを拾ひました︒

六753
のさかもりがはじまりました︒
︵略﹀︑お祝ひのさかもりがは

じまりました︒

六755

ずむ︒

七118圃

貸く︑︵略﹀︒

七112圃

貸く︒

七111圃

光る︒

六757 一人の年取つた男がこゑを 七107國 ︵略V︑葉末々々に夜つゆが
はり上げて︑木やりの歌を歌ひ出す
歌 が す む と手打をして︑︵略︶︒

と︑︵略﹀︒

六763

六772 廣イ港が船デーパイニナツテ
ヰル︒

シ ラ ガ タ ク サ ン 重 り合ツテ︑︵略﹀︒

六773 高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

六776 ︵略V早ク走ツテ行ク小サナ 七119圃

が
が
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七311 大きな慧がたくさんで桑の葉
を食ふ時には︑︵略﹀︒

︵略﹀︑木の葉に雨が降りか＼

るやうな音がする ︒

七312

茶ワンナドノ焼物ヲ頁ル店ガアリ︑

みる時︑﹃︵略﹀︒﹄と申して︑父の渡

に︑差出人が三銭しかはっておきま

す︒

﹁小包郵便でもやはり四匁

近い所ならもっと目方がふ

までが三銭ですか︒﹂

七524園

つまり三銭だけが不足で

せん︒

るやうになされるのが大事と考へま
して︑︵略﹀︒﹂

又新聞は二十匁までが五

銭で︑︵略V︒

厘︑書物や爲眞の類は三十匁まで二

七531囹

えても︑四銭で送れます︒

けらいのものが︑﹁︵略V︒﹂と 七529園

﹁日ごろ貧しい暮しをして

いひますと︑﹁︵略V︒﹂

七435

七438園

みる一豊が︑よくもかういふよい馬
を買ひもとめた︒

あって︑手紙や品物を配達しました

︵略V︑信長は大そう感心し 七534圏 昔はひきゃくといふものが

﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑

﹁︵略﹀︑ドウモ君タチノ仲

す︒

酒や︵略﹀も︑水がなければ

くだ物も水をふくんで居り︑

時々湯にはいらないと︑から

︵略﹀を飲むと︑おそろしい

桃がじゅくしましたから︑

︵略﹀わか木に︑もうこん

︵略﹀梨の木の方は︑今年

なに大きなのがなったのでございま

七666團

少しばかりですが︑差上げます︒

七663團

病氣にか＼ることがある︒

日本紙ハコヨリニシテ物ヲ 七659

みることは出來ない︒

七655 ︵略﹀︑水がなければ︑生きて

だがきたなくなる︒

七649

やさいにも水けがある︒

七647

出來ない︒

七645

早くは配達が出來ず︑︵略﹀︒

七535圏 ︵略﹀︑これは今日のやうに

て︑これが一豊の出世のもとになつ

西洋紙が日本紙二向ツテ︑

が︑︵略﹀︒

フ︒

七481園

七482園

少シモ強ミトイフモノガナイ︒

﹁︵略﹀︑君ラバ破レ易クテ︑

イニ用ヒラレルヤウニナツタカト思

聞ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケ

七464囹︼

︵略﹀︒

七463園

﹁︵略V︒﹂トイフト︑︵略V︒

七462

たといふことであります︒

七442

七519園

してくれた金でございます︒

あなた様にも︑その折には

︵略﹀︒

だのぶなが

よい馬にめして︑主人のお目にとま

︵略V︑左ノ方砂型ゼン・ワン 七427園

・ハシナドノ塗物ヲ頁ル店ガアル︒

七366
︵略V︑ソコニ糟草紙屋・ゲタ

ドノ店ニモ品物ガキレイニナ

ラベテアル︒

七369

屋・オモチや屋ナドガナランデヰル︒

七313 ︵略V︑木の葉に雨が降りか㌦ 七369
るやうな音がする ︒

そ 二 十 五 日 か ら 四 十日の間で︑︵略﹀︒

七316 翼が桑の葉を食ふのは︑およ
出ロニ近イ所ニハ︑着物・羽

織ナドヲ頁ツテヰル店ガアリ︑︵略V︒

七318 ︵略V︑その間に一日か二日つ 七382
つ眠ることが四度 あ る ︒

品物ハ皆正札附デ︑カケ直ガ
店ニハ番人が居テ︑頭脳ウト
何モ買フモノガナケレバ︑ソ
お

山内一豊が織田信長のけらい
︵略V︑大そうよい馬を始りに

︵略﹀︑何分にも直が高いの

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

シバルコトが出來ル︒

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

︵略V︑何分にも直が高いの 七492園
で︑誰一人買はうといふ者がありま

﹁これにはちやんと三朝の

この手紙は四匁より重いの 七669團

切手がはってあるのに︑︵略V︒﹂

七512園

このお金は私がこちらへま 七518圏

﹁あ＼︑金がない程残念な

ノガアル︒

七418園

ことはない︒

七402囹

せん︒

七397

せん︒

で︑誰一人買はうといふ者がありま

七396

來た者がありました︒

七394

になったばかりのころ︑︵略V︒

七393

ノマ・カヘツテモヨイ︒

七388

思フ物ハスグニ買ヘル︒

七387

ナイ︒

七386

物屋ガアル︒

費ル金物屋ト︑︵略Vナドヲ頁ル荒

七319 ︵略V︑しまひにはからだがす 七384 ︵略﹀︑出ロニハ︵略﹀ナドヲ
きとほって見える ︒

七323 それが二三日の内に出來撃つ
まゆ

て繭になる︒

七324 獄の口の中には小さいくだが
一つある︒

るが外へ出ると︑すぐにかわいて綜

七325 そのくだから出すねばったし
になるのである︒

七327 慧が繭を作ってから二十日あ
︵略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

まりたつと︑︵略﹀ ︒

七328
になって︑繭を破って出て來る︒

ら︑︵略﹀︒

七332 蛾が出ると︑綜が取れないか

翼をかふのは︵略﹀の三度で︑

ら︑︵略V︒

七332 蛾が出ると︑綜が取れないか
七342

春ご・夏ご・秋ごといふ名がある︒

︵略V︑右ノ方ニハ皿・ハチ・

工場が出來タ︒

七363 町ノニギヤカナ所二半シイ渤
七365

235
が
が

はまだ實がなりま せ ん ︒

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

七771

海草ハ大テイ花が咲カナイ︒

廣イ海ニハ︑コノ通りニ多ク
波ニユラレテ︑色ノ美シイ海
︵略﹀︑暉々ノ魚ヤケモノが浮

ノハ︑︵略V︒

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

七778

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑︵略V︒

七777

ノ動物や植物ガアル︒

七692團 ︵略V︑こんな見事な桃がな 七776
ります︒

七699 海ノ中ニハ︵略﹀色々ノ動物
が居り︑サマぐノ植物モアル︒
近イ所ヲオヨグモ ノ ガ ア リ ︑ ︵ 略 V ︒

七705 魚類ニハ︵略﹀︑水ノ表面二

私の乗ってみる明治丸とい

七849囹

急に暴風雨が來ると︑山の
急に暴風雨が滞ると︑山の

⁝標な波が立って︑︵略﹀︒

七851囹

又きりがか︑つたり︑大雪

罪な波が立って︑︵略V︒

七853囹

が降ったりして︑︵略﹀︒

又きりがかNつたり︑大雪
︵略﹀︑淺瀬へ乗上げたり︑

が降ったりして︑︵略V︒

七853囹
七857園

ら︑︵略﹀︒

七867園
七869園

んか︒

︵略﹀︑星が出てみれば︑そ

︵略﹀︑星が出てみれば︑そ

この間にいさんがかへって

見るが如くせよ︒﹂

來ましたので︑︵略V︒

八99国

て爲眞をとりました︒

八101團 ︵略﹀︑うち中の者がそろつ

おはなさんは︵略﹀︑髪が

つたやうな氣がします︒

八119團 ︵略﹀︑皆さんにお目にかΣ

八126團

爪上トリが度々鳴イテ︑日ガ

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ

大そうきれいになりました︒

上ツタ︒

八137

上ツタ︒

八137

テ︑車モ通り︑馬モ通ル︒

八142町ハ段々人通リガ多クナツ

八147村デハ農夫ガクハヲカツイ

働クコトガナケレバ︑食物モ

學校デハモウ授業ガハジマツ

デ︑タンボへ出ル時デアル︒

八149

タ︒

八156

時頼が心正シク︑ツネニ節

モ︑︵略Vニヨルナルベシ︒

億ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

八186図

買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

海岸には燈墓がありますか

ナイ︒

﹁さておしまひに一ついつ

海の波を見たばかりで︑
か︒

﹁この鏡を見ること我を

﹁それはさうと︑君は白い

八211園白い雀が削際居るのか︒﹂

八211囹 ﹁いや︑見たことがない︒

雀を見たことがあるか︒﹂

八208囹

た︒

七879﹇n国ちよつと渡船に乗ってさ 八192 昔西洋のある所に︑︵略﹀︑何
不足なく暮してみた農夫がありまし
へ︑こはがる者があるではありませ

ておきたい事があります︒

七876囹

はどこだといふことが分ります︒

︵略﹀︑それを見ると︑あれ

んと分ります︒

れに便って︑居る場所や方角がちや

七866囹

んと分ります︒

れに便って︑居る場所や方角がちや

七864囹

があって︑︵略V︒

船にはらしんぎといふもの

外の船につきあたったりする様なま

月夜には波が銀の様に光つ

七861囹

ちがひが出來ます︒

日の出や日の入には日光が

ふのは︑長さが六十間程もある大き

ます︒

ます︒

七826圏

て︑︵略﹀︒

七826囹

︵略﹀︑その美しさは何とも

ある時には鯨が頭から高く
ある時には鯨が頭から高く
水けを吹いてみることがあります︒

七829囹

水けを吹いてみることがあります︒

七828囹

言ひ様がありません︒

七827囹

︵略﹀︑水の色が金色になり

波にうつって︑水の色が金色になり

七825園

な汽船で︑︵略﹀︒

七708 ︵略V︑岩ノカグや海草ノ間ヲ 七817囹
オヨグモノガアリ︑︵略﹀︒

七712 魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ
コ・イカナドガスンデヰル︒

七723 又眞珠貝トイフモノガアル︒

七736 海ニハ又ケモノガスンデヰ
ル︒

七738 陸ノケモノニニタモノニハ︑

︵略﹀︑魚二似タモノニハ︑鯨

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑
︿略V︒

七739
ガアル︒

七741 鯨バカラダガハナハダ大キ
イ︒

七742 陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ
一 番 大 キ イ ガ ︑ ︵ 略V︒

す︒

七834園

七882囹

八24図囹

恐ろしがる人があるではありません

ない形の家がならんで立ってるま

外業の港に着くと︑見なれ
す︒

七837囹

の上へとび上ることもあります︒

又ある時にはとび魚が甲板

およいでみるのを見ることもありま

七748 ︵略Vノ所マデ幽幽︑海草ガ 七831園 何年とも知れないいるかが
ハエテヰル︒

七752 マヅタベラレルモノニハ︑コ
ンブ・︵略Vナド ガ ア リ ︑ ︵ 略 V ︒

七753 ︵略V︑トコロテンニスルモノ
ニハ︑テングサガアル︒
テ︑枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒

七758 ︵略V︑ゼンタイが細カニ分レ

が
が
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八216園 さうしてそれをつかまへる
︵略V︒

八312

せが高く︑目がするどくて︑
せが高く︑目がするどくて︑
﹁︵略﹀︒﹂と︑毎朝早くから弟

一日も休んだ事がない︒

僕の家で一度つるべの金たが

僕の家で一度つるべの金たが

︵略﹀若いむすごが︑今では

︵略﹀︑つ旧いてかをる梅

︷略V︑

一箱ノマツチが我等

叔父さんのうちへ見まひに行

までも聞える︒

八434

つたにいさんが踊っての話に︑︵略﹀︒

これ程有用な火でも︑ひよつ
多分煙草のすひがらが元だら

とまちがふと大へんな事が出直る︒

八446
八447

﹁東京のをぢさんから火事

一服のすひがらがこんな大火

うといふ話だ︒

八448

事になった︒

八453園

それが東京の今朝の新聞に

見まひの電報が來た︒﹂

八459園

出たので︑お分りになったのにちが
ひない︒

八461園伯父さんが御安心なさる様

こ＼に頼信紙があるから︑

電報は十五字までが一音信

に早く返事を上げよう︒

八484囹
で︑︵略V︒

八494圏

︵略﹀︑他の鳥をとらへて食ふ

書いてお出し︒﹂

八552

鳥や︑︵略﹀すむ所をかへる鳥は︑

かねが鳴る︒

︵略Vなど水の中をあるく鳥
併しかはせみははぎも首も短

水鳥のくちばしは平たくて先

が書く︑︵略V︒

八571 ︵略﹀︑陸鳥のくちばしは圓く

わし・たか・とびなどは上く

細くて︑先がとがって居る︒

いすかのくちばしは上と下が

ちばしがことに鋭くて︑や㌧太い︒

八573

八574

それで﹁いすかのはしのくひ

くひちがってみる︒

ちがひ︒﹂といふことがある︒

八576

八634 ︵略﹀︑七月頃二花が咲イテ︑

九月カラ十月ノ初頃二實が熟シマ

ス︒

實が熟スルト︑サケテ中カラ

九月カラ十月ノ初頃三冠が熟シマ

八635 ︵略V︑七月頃山花が咲イテ︑

ス︒

八635

實が熟スルト︑サケテ申カラ

白イ綿ガハミ出シマス︒

綿ノ中ニハ種ガアリマスカ

白イ綿ガハミ出シマス︒

八636

八637

木綿織心配︵略V色々ナ縞ガ

ラ︑︵略V︒

アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ

八641

コク染工タノが紺デ︑ウスイ

コク染メタノが紺デ︑ウスイ

又所々白ク染乱切シタノガカ

又色々旧染メタ綜デ織ツタノ

ガ縞物デス︒

八649

スリデス︒

八647

ノが淺黄デス︒

八645

ノが下受デス︒

八644

又にはとり︵略Vなどは︵略V︑ スカ︒

八414

火事場でさわぐ人の聲がここ 八569

ちばしだけが短い︒

駝鳥ははぎも首も長くて︑く

くて︑くちばしばかりが長い︒

︵略V︑角の呉服屋が焼けてゐ 八567

ははぎが長い︒

八558

其のつばさが小さい︒

八556

総べてつばさが大きい︒

八422
つた︒

八423

あ㌧︑火の勢が旧そう強くな 八568

るのださうだ︒

八421

ら後からとつ貸いて飛んで行く︒

八417弓張を持って走る人が︑後か

みる︒

八416火のこが花火のやうに散って

八416あちらの空がまっかだ︒

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八40エロコ凶

が香に︑うぐひす鳴かぬ里もなし︒

八349図團

はらず︑﹁︵略﹀︒﹂と働いてみる︒

其の後をついで︑朝から晩まで相か

八343

があったが︑︿略V︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八326

があったが︑︵略﹀︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八325

八318

子を相手につちを打つ音が聞える︒

八317

︵略﹀︒

八313

と︑大へんに仕合がよくなるといふ
が︑︵略﹀︒

又若し外の雀が見つける

と︑よってたかっていぢめるので︑

八217園

︵略V︒L

八227 ︵略﹀︑若しや白雀が居はし
まいかと︑屋敷のまはりを見まはつ
て︑︵略V︒

八231 ︵略V︑自分の家は戸がまだし
︵略﹀︑自分の家は︵略﹀︑誰

まってみて︑︵略﹀ ︒

八232
も起きてみる様子がありません︒

みるのに︑誰も草をやるものがあり

八234 牛小屋の牛はしきりに鳴いて
ません︒

八235 その中に下男が変俵をかつい
で︑裏門から出て來ました︒

八238 此の男は居酒屋に酒代の借が
あるので︑︵略﹀︒

八244 ︵略V︑今度は下女がばけつを
さげて︑牛小屋から出て來ました︒

が 減 っ て 行 く の だ︒﹂

八258圏 朝ねをしてみる間に︑身代

﹁おかげで目がさめた︒

﹁ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑笑ひながらたつねまし

八269 ︵略﹀︑前の友だちが來て︑

た︒

八273圏

シ︒

八304図 ︵略V︑臭氣鼻ヲツクが如
八312 僕の近所に年よりのかち屋が
あった︒

蹴
が
が

八659 藍玉ヲ水ノ申へ入レテオク
ト︑紺色ノ汁が出マス︒

八669国 初は熱があまり高いので︑
一時はどうなることかと心配いたし
ま し た が ︑ ︵ 略 V︒

八672團 昨朝あたりから熱がずっと
下って︑食事も進 み ま す か ら ︑ ︵ 略 V ︒

八686團 こちらの方はどうとも都合
がっくから︑心配するには及びませ
ん︒

八717図囹 諸君︵略﹀︑此の数日間
少しも食物を送らざるが故に︑新し
き血出來ずして︑︵略﹀︒

︵略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

ルト思へ︒

八919
︵略﹀︑平生カラノ行ガリツパ

起ツテモ︑砲聲・銃器ハ絶エナイ︒
八929
どくがはいへ

︵略V︑辮が四ツ揃ツテ︑十字
又萎ノホノ標ナ形ニナツテ咲

ヰルノデアル︒

な

つたので︑すぐそれを直した︒

ことが出來た︒

汝がた 九338 ︵略﹀︑終に其の目的を達する

︵略﹀︒

う︒

九356

やがて汽車が動き出すと︑

︵略V︑一時間に十五マイルも

︵略V︑其の間に五十三次とい

走る汽車とはどうして競走が出來よ

九3410

いよく薬缶が出藍て︑︵略V︒

うといふ話があったが︑︵略﹀︒

汝が荒し 九341 ︵略V︑馬車鐵道をこしらへよ

九1010図圃春風渡る廣野は
のしき庭ぞ︒

命がをしくなったか︑︵略﹀︒

九348

︵略﹀一水兵が女手の手紙を 九345

九119図國緑色そふ林は
き庭ぞ︒

ふと通りか＼つた大尉が之を

九193囹

︵略﹀︑妻子がこひしくなつ

︵略﹀︑自分の職務に精を出

﹁わたしが悪かった︒

併し是も仕方がない︒

フルトンが工夫に工夫を重ね
︵略﹀︑機關の一部に故障があ

︵略V︑晩にははや京都に着く

昔の旅行には色々難儀なこと

あらみ

箱根と新居とには当所があっ

昔の道中には馬とかごがあっ

馬は馬子が引いて︑ゆるく

今は水路に汽船があり︑陸上

にも所々方々に下道が通じてみる︒

九382

歩むのだから︑早いことはない︒

九377

た︒

九376

べて通した︒

九372 ︵略﹀︑役人が一々旅人をしら

て︑︵略﹀︒

九372

から︑︵略V︒

九363 ︵略﹀︑其の頃は橋が無かった

があった︒

九3510

ことが出來る︒

九359

着くことが出來る︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

つて︑重な宿場が五十三あった︒
︵略V︑次の様な事が書いてあ 九357 それが今は朝の急行列車で東

﹃一人の子が國家の爲
︵略﹀︑そなたのふがひな
︵略﹀︑そなたがあっばれ

九224園

九233囹

此のわけをよくおつかさん

九325

て造った最初の船は︑︵略﹀︒

九315

い︒﹂

にいって上げて︑安心させるがよ

九237囹

すのが第一だ︒

九229園

候︒

なるてがらを立て候様との心願に

九217圓團

きことが思ひ出されて︑︵略﹀︒

九215圓團

いくさに出でし事なれば︑︵略﹀︒

九211國團圏

つた︒

九204

たか︒

九193園

思って︑︵略﹀︒

見て︑あまりに女々しいふるまひと

九191

讃みながら泣いてみた︒

名古屋城は︵略﹀︑徳川家 九1810

デアツタカラデアル︒

八936図
康が諸大名に課して造らしめたる名

やす

櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツ

コ・二櫻ノ花ガアル︒
ベン

城にして︑︵略﹀︒

九610

九610

櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツ

テ︑辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒
ペン

九71

ヰルカラ︑一ツヅツニ取離スコトガ

又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ

テ︑辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

二野ル︒

八741図 虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド 九73
ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

ルが如シ︒

て︑︵略﹀︒

八803図 これ世界の圓きがためにし 九76

ゥニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︵略﹀︒

八883 ︵略﹀砲弾ノ破片が中佐ノコ 九8一 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑︵略V︑

又ユリヤアヤメノ花ハ葺ノ色

引キサカナケレバ取離スコトガ出來
ナイ︒

シニアタツテ︑︵略﹀︒

八897 敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒

九82

九101

形ニナツテヰル︒

九88

ガ辮トーツ色デアル︒

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

八912園

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑
︵略V︒

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶二二ラ︑

八912園

︵略﹀︒

︵略V︒

︵略﹀︑総ノ形ニナツテ咲クモ

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

八915園 若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

九102

︵略﹀︑實ハーツノ董ノ上二︑

タクサンノ小サナ花が集ツテ咲イテ

九104

ノニハ藤ナドガアル︒

砲聲・銃聲ガツマクヤウナラ︑︵略﹀︒

八915園 若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑
︵略﹀︑我が軍が苦戦シテヰ

砲聲・銃聲ガツ寸クヤウナラ︑︵略﹀︒

八916囹

が
が
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九383 ︵略V︑陸上にも所々方々に鐵
道が通じてみる︒

九384 黒道の通じてみない所でも︑
馬車や人力車があ る ︒

んが爲に呼吸す︒

︵略﹀が如き皆然

オルガンにて美しき音を獲

たうみ
︵略﹀が如き︑唐箕の車を

せしむるが如き︑

九667図
り︒

九386 ︵略V︑僅かの旅費︑僅かの日 九669図
まはして︑もみとしひなとをあふぎ

︵略﹀︑一年中の農夫の辛苦が

みてよめる歌なり︒

島傍氏神のお祭に競馬の神事

︵略﹀︑すぐれて上手な騎手が

といふ事があった︒

九8110
九824

︵略﹀︑おびた窪しい見物人が

二人あった︒

九827

朝早くから宮の境内へつめかけた︒
のりと
︵略V神前で祝詞を上げて︑

三番太鼓が鳴るが早いか︑五
三番太鼓が鳴るが早いか︑五
相手の熊吉があの通りで︑

ナ

十57

ダエン

葉ノ形ニハ卵形ト楕圓形が最

︵略V︑一枚ノ葉が数枚ノ小サ

モ多イガ︑︵略﹀︒

十65

パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

イ葉二分レテヰル︒

十66

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

デアル︒

十69

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

ガアル︒

十69

︵略V︑本ノ方カラマツ直二幾

程段々二細クナツテ︑︵略V︒

十74

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

スヂカノ脈が並ンデ出テ︑︵略﹀︒

︵略V︑ソレカラ出タ細イ脈ガ

脈ガマン中二通ツテ︑︵略﹀︒

十76

十77

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ

網ノ目ノ三二ナツテヰル︒

ル︒

﹁汝の男と生れざりしが

活版所では︑活字拾ひがそれ

を蔑みながら︑活字を拾って並べる︒

十196

口をし︒﹂

︵略V等ノ字ノ一十二貝ノ 十161図圏

ル︒

慮二集ツテ︑董ノ周園ヲ取巻イテヰ

十84

小車ユリナドハ多クノ葉が一

本ノ慮カラ手ノ指ノヤウ毎分レテヰ

愛作さんのりっぽな心がけ 十79

今日の勝負はきまらないが︑︵略﹀︒﹂

九864圓

匹の馬は一散にかけ出した︒

九841

匹の馬は一散にかけ出した︒

九841

づの一番太鼓を打鳴らした︒

だいこ

それがすむと︑﹁支度︒﹂といふあひ

︵略V︑其の時はうらめしい心 九831

向くるが如き皆梱り︒

もある︒

一夜の中にむだになってしまふこと

九691

地がする︒

九679

数で︑女子供でも安樂に旅行が出來
︵略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

る︒

九417國

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ
タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

九473図 之が爲に一行の用意せる水
も残り少になれり︒

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九565國 ︵略V︑裏面ハ枯葉二似タル 九695 ︵略﹀︑黄色に實のつた秋の田
︵略V︒

冬の雨の日は︑短い日がなほ

九871園

で︑熊吉の命が助かりました︒

︵略V︑あなた方の村が五箇
村の頭になって︑御支配をなさって

九873園

下さい︒﹂

︵略﹀︑雨の音が静かになった

から︑止んだことと思ってみると︑

シ

︵略V︑其の形白扇を倒にか

其の活字を抜きかへて植直す︒

十1910 ︵略﹀︑誤があれば︑幾度でも

印刷が出來上ってから本にと

ちるまでにも︑まだ轟々手数がか＼

十207

刷にか㌧るのである︒

︵略V此の外に諸子が日本 十201 一字も誤がなくなってから本
オニバス

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径
ガ六尺モアツテ︑︵略﹀︒

十54

一と思ふ物を数へ見よ︒

十49図

第一の山といふべく︑︵略﹀︒

けたるが如く美しきは︑なほ我が國

十19図

ルが故ナリトイフ︒

字アルハ︑支那ノ古代二貝ヲ用ヒタ

九895國

︵略V︑他人ノ救ヲ受クルガ 九876 此の話が傳はつて︑︵略﹀︒

蘇生シ貯金センが爲二必要

タマシ貯金センが爲二必要
ムベキ事ニアラズ︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ホ

九785國

ムベキ年構アラズ︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ

九785図

如キコトナカルベシ︒

九765園

︵略V︒

九705

九705 夜が更けて︑︵略﹀︒

更早く暗くなる︒

九704

ガ三二︑︵略Vサナガラ枯葉ノ如ク見
他ノ動物ハ︵略﹀︑之二近

ユ︒

九574ロ∞凶

ヅクコトナキが故二︑却ツテ其ノ身
ノ安全ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒
アゲハ
︵略﹀︑悪味アル揚羽ノ蝶ノ

九579図
﹁我は天氣にも相談せず︑

羽ニハ美シキ色ドリアルが如シ︒
九599図園

毎日運動するが故に︑馨者にも相談
﹁過ぎたるは及ばざるが如

する必要なきなり ︒ ﹂

九602図
し︒﹂と知るべし ︒

九613図 ︿略﹀人の︑色青ざめて元
氣なきは︑日光に浴せざるが爲なり︒
︵略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

是は菅原塾側が右大臣とい
つくし

立たんとする時︑庭の梅に別ををし

ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

燈の火の風に吹消さる﹂が 九7810國

るは空明の供給絶ゆるが爲なり︒

九658國

九6510□諭凶

如き是なり︒

九661図 我等は常に此の空理を吸は
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十208

︵ 略 ﹀ ︑ まだ中々手数がかΣる︒

十218 活版は印刷が終れば︑其の活
字 を 取 離 す こ と が 出子るから︑︵略V︒

るが如し︒

例へば赤に青を加ふれば︑

見張人がマストの上から北の

はるかのあなたに白い水煙が
小山の様な白波が高くくだけ
流れ出る血に紅の波がた窒よ
是種々の塩分をふくめるが

センが爲ナリ︒

十844 ︵略﹀︑今では全話食はぬ盧が

又皮・骨︒ひづめなどからは

なくなった︒

すべて家畜は︵略﹀︑とかく

にかはが出題︑︵略﹀︒

十848

十858

西洋の馬がおとなしくて︑日

に之をいぢめる風がある︒

︵略V︒

又馬が人をけたり︑牛が人を

又馬が人をけたり︑牛が人を

ぎ

しかも其の成長が極めて早

や

︵略﹀やみの天地をまた

羊や山羊は毛が必要である︒

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマ

皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

十982図此ノ寺ハ聖徳太子が用明天

シヤウトク

ヨメルコト人ノヨク知ル所ナリ︒

テ︑︵略﹀ヲ思ヒ出デテ︑︵略﹀︒ ト

十962図

元の 御代に返すは誰が任ぞ︒

十8910図圃

十871

い︒

十865

突いたりするのも︑︵略﹀︒

十862

である︒

突いたりするのも︑人に恐れるから

十861

本の馬のおとなしくないのは︑︵略﹀︒

赤と緑とを並ぶれば︑赤も 十858

︵略︶数千人ノ坑夫が銅鑛

黒とを並ぶれば︑赤の黒ずみて見ゆ

緑もよく引立ちて見ゆれども︑赤と

十496図

なるが如し︒

紫となり︑青に黄を加ふれば︑緑と

十487國

イフベシ︒

シ︑國産ヲ鼠色シバ大イナル功螢ト

熱心二此ノ業二志シ︑機械ヲ獲明

十294 物置の後には︑大きなだい 十444図眠亀が一身一家ヲ忘レテ︑
︵略﹀︑黄色い大きな實が枝も

くの木があって︑︵略﹀︒
十295

家の横に水のよくすんだ小川

たわむ程なってみる︒

ご三羽のあひるが︵略﹀︑し

犬を連れた男が銃を肩にし

かげ
て︑森の蔭から出て射て︑︵略﹀︒

十299

きりにゑをあさってみる︒

十297

が流れてみる︒

十218 活版は印刷が終れば︑其の活 十296
字 を 取 離 す こ と が 出來るから︑︵略﹀︒

十221 木版では︵略﹀︑其の自由が
きかぬ︒

ことが出來るが︑︵略﹀︒

十221 又活字は何時でも直に植ゑる
二人が之ヲヒロメントセシ

十622図

一隻の捕鯨船が今静かに波を

ヲ掘取ルコト︑圭旦夜止ム時ナシ︒

ふ︒

十666

て︑夕立のやうに降散る︒

十651

見える︒

十645

方を指ざして聲高く呼んだ︒

十6310

切って進んで行く︒

或人が主人に向って︑︵略Vと 十6310

たつねた︒

十347

リ起レリ︒

バ︑︵略V︑之ヲ影響ントスル義心ヨ

十222 ︵略V︑木版では︵略﹀︑手間 十316國
が幾暦倍もか﹂る ︒

れて︑活版を用ひることが多くなつ

十223 それ故近年は木版が段々すた
た︒

談話最中一人の老人がはい

つて來ましたが︑︵略﹀︒

十354囹

からは静かに後の戸をしめた︒

先づ着物のほこりを梯ひ︑はいって

十224 ︵略V︑活版を用ひることが多 十351園 ﹁あれが此の室にはいる前︑
いてふ

︵略﹀︑ 古 い 銀 杏 の 木 が 一 本 ︑

くなった︒

十282
木枯に吹きさらさ れ て ︑ ︵ 略 V ︒

十284 中程の枝の上に烏が二羽過つ

で︑少しも生意氣な風がなく︑︵略﹀︒

十357圏あいさつをしてもていねい
十363圏外の者は少しも氣が附かな

て︑さっきから少しも動かない︒

ん集ってみて︑時々群になっては飛

十726図
故なり︒

は︑︵略﹀︑美麗なる風光に接するが

キ有様トナレリ︒

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ

頭ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン

で︑少しも人に先んじようとはせ

ガ爲ナリ︒

十778図

爲なるべし︒

︵略﹀︑何よりも︑本人の行
がたしかな保誼です︒

十379園

ず︑︵略﹀︒

紀貫之ガ︵略﹀︒トヨミタ

ケマリ

︵略V︑中大兄皇子が蹴鞠ノ

ナカノオホエノ

遊ヲナシ給ヒ︑鎌足が靴ヲサ︑ゲテ

十皿4図

ニアリ︒

リトイフ梅ノ木ハ此ノ廊ノカタハラ

十994図

キノツラユキ

緑シタ︑ルが如シ︒

十368囹人が大勢込合ってみる中 十729図 温泉の諸種の病を治する 十989図 三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠

ましたが︑︵略﹀︒

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

はん
十287 唯あぜの榛の木に雀がたくさ

立つ︒

︵略﹀ ︑ ね ぎ や 大 根 が 青 々 と う

十289 畑には萎がもう一寸程にのび
てるる︒

十2810

ねをかざって︑︵略﹀︒

十292 畑に績いて︑農家が一けんあ
る︒

てるる︒

十293 ︵略V︑寒菊が今を盛りと咲い 十431図 ︵略﹀︑ 一時ハ赤貧洗フが如 十779図

が
が
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皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺
ナリ︒

十皿5図 ︵略V︑鎌足が靴ヲサ︑ゲテ

まさつら

︵略﹀吉野山の光景まの

皇 子 二 近 ヅ キ 奉 り シバ︑︵略﹀︒

十一16國
くすのき

あたり見るが如し ︒

十一34國 正平の昔︑楠木正行が
といふ一首の和歌を書残せるは此の

︵略﹀の名字を壁に書連ね︑︵略﹀︒

所なり︒

十一93 ︵略﹀︑ソレヲ大勢ノ人が手
分シテスルノデア ル ︒

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十一97 此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ
トイフ︒

十一99 ︵略﹀︑全禮ノ人が同ジ仕事
︵略﹀︑分業デスル方が品物

ヲスルヨリモ︑︵略﹀︒

十一910

テ︑徒二時間ヲ費スコトガナイ︒

︵略﹀︑ソンナ手数が省ケ

テ︑徒二時間ヲ費スコトガナイ︒

十一115
︵略﹀︑土山同一致ノ考ガナケ

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

レバ︑分業ノ目的一応セラレナイ︒

十一122

十一124

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

十一483

追手が接近すれば速力を速
追手のトルコ人は如何とも

め︑後れ＼ば脚のきざみを短くする︒

十一488

︵略﹀︑前の馬主が再び馬を

すべき方法が無い︒

十﹇495

﹁閣下︑三千金が惜しう

ひいて來て︑﹁︵略V︒﹂といった︒

十一496囹

此の馬が欲しう御座いま

御座いますか︒

十一554 ︿略﹀︑山のやうな雪なだれ

艀かな山の申に流れる水の

がなだれて來て︑︵略﹀︒

十一558

︵略V︑谷底の方に太鼓の音

音が遠く聞えるばかり︒

十一559

ピエールが打ついつもの太

がかすかに聞える︒

鼓に違ない︒

十﹁56一

十一569園 此の時﹁自分が行かう︒﹂

とさけぶ人を誰かと見れば︑︵略﹀︒

十一661

早くしないと︑ピエール

將軍が谷底へ下りた時に

將軍の愛情と勇氣によつ

︵略︶︑毎日三度ノ食事ニ

寒イ時ハ特二平温ヲ維持ス

寒イ時ハ︵略V︑獣肉其ノ

食物ハ又憂化が大切デア

化シ易イモノヲ取ルノガヨイ︒

十一658 ︵略﹀︑暑イ時分ハ︵略﹀消

ガ︑︵略︶︒

他アプラ氣ノ多イ食物が適當デアル

十一656

ル必要ガアルカラ︑︵略V︒

十一655

ガアル︒

ハ︑其ノ経濟ノ主骨モ大イナル得失

十一647 ︵略﹀︑料理ノ方法ニヨツテ

コトが大切デアル︒

モ︑其ノ材料及ビ料理法二注意スル

十一644

て︑子中の花が助かったので︑︵略V︒

十一5810

は︑もう太鼓の音は聞えぬ︒

十一584

が死んでしまふ︒﹂

十一582園

が命を惜しむ理由はない︒

アラビヤに良馬の多く産す 十一579m国我が子の死ぬのを見て父

或人のアラビヤ旅行日記の
﹁馬が子供と遊んでみるの
﹁馬が子供と遊んでみるの
︵略﹀三つ四つの子供が︑

此の一事でアラビヤに名馬
ナポレオンがアルプ山を越
えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十﹁547

の産する所以が分つた︒﹂

十一513

みると︑︷略﹀︒

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

十一5010

を見たことがある︒

十一509

を見たことがある︒

十一509

一節に次の様なことが書いてある︒

十一508

るばかりではない︒

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十一499

すか︒﹂

︵略V︑水路きはまるが如 十一496園

ナ形ヲ造ツタナラ︑︵略V︒
十一185﹇図

春は島山霞に包まれて眠

くにして︑また忽ち開く︒

十一188図
るが如く︑︵略V︒

︵略﹀︑見渡す限り田園よ

自照車の爾輪が前後に並

く開けて︑毛笹を敷けるが如く︑

まうせん

十一194図

︵略﹀︒

十一253図

べるも亦様攣れり︒

十一267口︒凶筋骨たくましき若者が
贈を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさ

ろ

ノ出來バエが良クテ︑製造高モハル

よ︒

くわんとん

カニ多イ︒

忠元あはれみて︑己が家
こ＼にアラビヤ馬の達者な

意中にピエールといふ年の

半で︑︵略V︒

骨面三四ばかりの少年鼓手があっ

昔トルコの或大將がアラビ 十一551
た︒

︵略﹀すさまじい物音が聞
え始めたと思ふと︑︵略﹀︒

十一553

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ
﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂
といふので︑︵略﹀︒

十一4710囹

約束をした︒

十一472

ことを誰明する面白い話がある︒

十一472

に連婦り︑︵略﹀︒

十一438図

に興味を畳え蛍手︒

人が隊を成して草取を爲す有様は殊

十一101 ︵略V品物ノ出來バェが良 十一385國團 ︵略V︑又平田に廣東婦
クテ︑製造高モハルカニ多イ︒

十一105 人馬其ノ恵贈丁才能ナドニ
ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一106 分業法二依ルト︑人々ガ
其ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナ
ル︒

十一108 随ツテ良イ品物が出來テ︑
︵略﹀︑ムダニ時間ヲ費スコ

製造高モ多クナル︒
十一112
トガ多イ︒

十一114 ︵略﹀︑ソンナ手歎が省ケ
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十一664

︵略﹀︑毎日同ジ献立ヲクリ

カヘサヌ標二注意スルガヨイ︒

︵略﹀︑蟻は此の甘き汁を

得んが爲に︑︵略V之を保護し︑︵略﹀

十一891図

成長せしむ︒

て︑︵略V︒

﹁汝ハ孔明ト単二事二

室が囁く︑天井が高いと温
室が廣く︑天井が高いと温
︵略﹀︑成るべく狭く低くす

る必要がある︒

十一∬7

りにくいから︑︵略V︒

十一塒6

りにくいから︑︵略﹀︒

十一斯6

如クセヨ︒﹂

從ヒ︑之二事フルコト父二事フルガ

十一鵬9図園

カモ魚ノ水アルガ如シ︒

十一醜10就園

﹁我ノ孔明アルハアタ

を減ずるが故に︑供給も随って滅じ

十一668 ︵略V二巴ルマデ︑皆ソレ 十一944図 ︵略﹀︑次第に其の製造高
ゾレノ工夫が入用デアル︒

十一669 常二食物ヲ料理スル壷所ハ
特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

十一673 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置
ナイノハヲカシイ話デアル︒

ク人ガ︑由量所ヲ不 潔 ニ シ テ カ ヘ リ ミ

十一688図 古人の片言・隻句も我等
が師なり︒

﹁我が書がかんと思ひ

きは時間の賊なり︒

十一705図 約束の時日を違ふるが如
十一742図囹

構へしことを如何にして知り給へる
か︒﹂

此のオンドルがある爲に︑

オンドルにたく薪がない
オンドルにたく薪がない
と︑冬が越せないから︑︵略V︒

十︻期10

と︑冬が越せないから︑︵略︶︒

十一搬10

い︒

普通の家では冬でも夜具を用ひな

十一贈9

た重な原因である︒

十一775図美しき瀧にして︑眞に白 十一斯7 是が朝鮮の家の小さくなつ
︵略﹀︑其のひ買き萬雷の

布をさらせるが如し ︒

十一782図
と窟ろくが如く︑︵略﹀︒

め ん が 爲 な る の み ならず︑︵略﹀︒

十一822國 か〜り火をたくは魚を集

十一825堅魚は︵略V︑水面近く浮
ぶが故に︑鵜は深く沈まずして︑た
やすく魚を捕ふることを得るなり︒

るが︑薪がなければ生きてゐられ

﹁米のないのは辛抱も三二

飛散シテ︑吹雪ノ風ニクルフが如

ぬ︒﹂

十一847図 ︵略V綿花ノ細片四方二 十一鵬1
ク︑︵略V︒

テ進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見

十一姻2

︵略﹀を見ると︑昔の人に

といふ意味のことわざがある︒

十一854図 ︵略V︑四尺程ノ幅トナリ 十一跳2 ︷略﹀︑朝鮮では﹁︵略﹀︒﹂
ルが如シ︒

金がなくて︑冠禮の行へな

會つた榛な氣がする︒

十一㎜5

︵略﹀︑三十を過ぎてもチョ

い者は︑︵略﹀︒

十︸鵬7

近年は斬髪の風が行はれ

ンガーで︑大人の仲間入が出來ない︒

十一㎜7

︵略﹀︑まんぢゆうの様に圓

て︑冠禮は段段すたれて行く︒

十一m3

﹁我が聯合艦隊が克ク

ヨ

闘旗と共に我が旗艦三笠にか﹂げら

十二59図 ﹁︵略︾︒﹂との信號旗が戦

れたるは︵略V︒

十ニー06図團

勝ヲ制シテ前記ノ如キ導車ヲ牧メ得

︵略﹀︑多人数ノ技師や技手

タルモノハ︑︵略V︒

ガ永クカ・ツテ製圖スルカラ︑︵略﹀︒

十ニー21

十ニー23

コレデ船ノ大虚ノ形が出來

十ニー47 ︵略V龍骨ニモ︑肋材ニモ︑

ル︒

十ニー43

組立二取リカ・ル︒

十ニー33 船膣ノ材料ガホ寸整フト︑

︵略V︒

ノ手デ自由二言輻スルコトが出撃︑

テツツヰ

設計圖が出來上ルト︑︵略﹀︒

く盛上げた土山が激知れず並んでゐ

十ニー210何千貫トイフ大貫鎚モ一人

京城地方の婦人がたま︿

る︒

十一H㊨7

かげ
︵略﹀︑どこの山陰にも白い

外出する時には︑︵略V︒

十一m4

秋の夜長には衣打つきぬた

着物が乾してある︒

十︻m5

十︸鵬3図其の他の教員も︵略V︑

軍畑モ︑外皮板ニモソレぐ附属具

の音が村々相慮じて聞える︒

職務に勉働するが故に︑見童は皆よ

十二207

カ

クレ

又各測候所が︵略﹀によ

植物の花には︑同種の他の

候の如何を示すものなり︒

下界を見下すが如く︑一目に全國天

十ニー95國 ︵略V︑あたかも天上より

地方天芝豫報といふ︒

りて︑其の地方の天氣を長腎するを

十ニー74図

造船所が最モ大キイ︒

十ニー55

ガ最大ナモノデアル︒
ミツビシ
又私設デハ三菱・川崎等ノ

十ニー54 ︵略﹀︑中気モ横須賀ト呉ノ

ヨコス

デニハ非常ナ手数が掛ル︒

十晶帯52 ︵略﹀︑スツカリ出來上ルマ

ガアリ︑︵略﹀︒

村上議員も︵略﹀︑互に

く之になつきて︑︵略﹀︒

十一瑠5図

︵略Vは︑我等が身を修

競孚するが如きこと更になし︒

十ニー3図

め︑世に了するの道を示し給へるも
のにして︑︵略V︒

陛下が萬機の政をみそな
はす御かたはら︑折にふれてよみ出

十ニー6図

ふみ

でさせ給へる御製にも︑︵略﹀︒

十二27図圃古の書見る度に思ふか
な︑おのが治むる國は如何にと︒

露國が連敗の勢を回復せ
ん爲︑︵略V全勢力を翠げて組織せ

十二48図

る︵略﹀は︑︵略﹀︒

が
が
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花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ
かすとよ

ものがある︒

たかち

ほ

農業に從思するものは多

要なる材料を作り出す所以にして︑

き が

︵略V︑今日はコロンブス

︵略V︑先頭の一艦が畿せ

コロンブスの遠征時代は

如何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑

とせる頃なりき︒

て︑次第に其の権力を四隣に張らん

︵略﹀︑北條早雲が小田原城に擦り

ほうでう

十二811図

る號砲に︑人々喜びて︑︵略V︒

十二792図

が遠征隊出登の日なりとて︑︵略﹀︒

十二768図

が故に︑次第に行進を早め︑︵略﹀︒

十二469図農業は我等が生活に必 十二699図 ︵略﹀︑飢餓刻々にせまる
︵略﹀︒

十二472図

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼
馨し︑筋肉を勢するが故に︑身艦常
に健全なり︒

兵の母が其の子を叱りしが如きは︑

路ばたにバイオリンを弾いて居る老

十二816 頭には霜をいた貸き︑︵略﹀︑

︵略﹀︒

約束ノ期限ヲ違へ︑平素ノ愛顧ニナ

十二528図

米國商人が新聞其ノ他ノ

但シ不正當ナル手段・廣

印刷物二依リテ廣告二費ス金額ハ︑
︵略V︒

ガ如キハ︑︵略﹀︒

十二583︹図

︵略V︑市中到る虞其の往

て︑明治四十二年よりこれが改築に

此の鐵道は︵略﹀にし

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

︵略V︑縣磨カラモ知事ノ代 十二531図

就學見童ノ数が年々増加
然れども雨痕の兵を趙

着手せり︒

十二633図

ナポレオンがモスコーよ

來織るが如く︑︵略﹀︒

十二658図

直面の春盛りて秋去り︑

つばめ

り退軍せし時︑︵略V︒

十二675図

︵略V︒

木蔭に立ってつくぐとこ

弓が一度綜にふれると︑天

老人は︑どうしてあのバイ

︵略﹀︑どうして又自分の

弾く時にはあんな音が出ないのかと

十二832

が出ないのかと︵略V︒

うして又自分の弾く時にはあんな音

オリンから︑あんな音が出るか︑ど

十二831

た︒

上の音樂の標な美しい音がわき出し

十二829

た︒

上の音樂の標な美しい音がわき出し

十二829弓が一度綜にふれると︑天

た︒

の標子を見てみた一人の紳士があっ

十二827

こかげ

め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の子

︿略V學校が落成シテ︑前週

用ヲ害スル所以ナリ︒

人の辻音樂師がある︒

昨年ノ夏カラ建築ニカ・ツ

レテ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信

が爲なり︒

十二396︹図圏

耕地の面積二大なるが如

にするが爲なり︒﹂

家の急を先にして︑私のうらみを後

余の彼を避くるは︑國

國に加へざるは廉頗と我と二人ある

十二393図園

シ︑︵略V︒

十二351

理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

十二347

ノ土曜目ニハ落成式が畢行サレタ︒

十二344

テヰタ學校が落成シテ︑︵略﹀︒

十二343

を叱りしが如きは︑︵略V︒

たかち ほ

十二332図楠木正行の母が正行を戒 十二523図 見本ト現物トヲ異ニシ︑

くすのきまさつら

︵略﹀︒

十二332図︵略﹀︑高千平面乗組水 十二509図我等ハ世界ノ市場ヨリ

め︑︵略﹀︒

十二331國楠木正行の母が正行を戒

くすのきまさつら

は︑︵略V︒

苦に居て︑夫の一大事を忘れざりし

十二209 それが爲におのつと種子を 十二329國かの山内一豊の妻が貧
あちらこちらへ散布する︒

十二213 若し之を消費するものがな
︵略﹀︑空氣中には炭酸瓦斯

ければ︑︵略V︒

十二214
︵略﹀︑遂には地球上の動物

が段々に増加し︑︵略﹀︒

十二214

が呼吸作用を管むことが出來なくな
︵略﹀︑遂には地球上の動物

る道理である︒

十二215

が呼吸作用を呑むことが出來なくな
る道理である︒

分 量 が 増 さ な い の は︑︵略﹀︒

十二216 然るに空馬中の炭酸瓦斯の

︵略﹀︑盛に炭酸瓦斯を取つ

を消費するからである︒

十二217 ︵略V︑一方に於て植物が之
十二221

て︑其の中の炭素を養分にして酸素
を放つ作用がある︒

十二222 若し炭酸瓦斯を供給するも
のがなければ︑︵略 V ︒

分 量 が 著 し く 減 っ て︑︵略﹀︒

十二223 ︵略V︑空壷中の炭酸瓦斯の

十二224 然るに炭酸瓦斯が絶えず供
給されるのは︑︵略﹀︒

十一一459國

江流を見るが如き直観を呈すること

︵略﹀︑動物の呼吸作用も與

くなれども︑︵略V︒

あり︒

十二226

面積の二割より六割に及べるに比す

雁の秋來りて春去るが如く︑︵略V︒

がん

つて大いに力があるのである︒

れば︑︵略V︒

と思ふと︑︵略﹀︒

十二228 是は水中にとけてみる酸素 十二4510図 西洋諸語の耕地が其の総 十二695図 ︵略V︑あたかも洋々たる 十二836 重く沈んだ調に暗いく海
の底へ引込まれるやうな氣がするか
が主審されるからである︒

十二231 是は前にいった様な關係が

243
が

が

十二849 歌が終ると︑紳士はバイオ

︵略﹀︑燈火の光が鮎々とし

リンを老人に渡し︑高層して何盧へ
か行った︒

十二851

あかほ

て此塵彼虚にか冥やいてるるとは︑
︵略︸︒

十二858國 赤穗浪士が数年の苦難を
忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容
死に就けるは︵略 V ︒

十二865図 日々遊樂を事として全く
復仇の事を忘れたるが如し︒

高尚なる品格を要するが如く︑︵略V︒

來のほこりとなす所なり︒

︵略﹀︒といふ忠勇の精神

は我等が祖先の教訓なり︒

十二n64図

十二m1図此の五箇條は即ち皆我等
が平常に之を身に行ふべきものにし
て︑︵略﹀︒

どう

にもできますが︑たたせること

や︑二つかさねることは︑

してもできません︒

てるますが︑うまのはわれて

三244 牛のつめは二つにわれ

ゐません︒

うとうしんでしまひました︒

が︑がぶがぶと水をのんで︑と

と︑川の中へはいりました

三418 ︵略﹀︒一つやって見よう︒﹂

ガ︑モウスコシタツト︑キモノ

三702圏﹁イロイロオセワニナツ
ツボミガタ

アノ太イ木バカレタヤ

ハコ

ソレデハ

ヲオ上ゲ

マウシマセ

オワカレノシルシニ

三711囹 ﹁ソレハマコトニオナゴ
リヲシイコトデゴザイマスガ︑

ウチヘカヘリマセゥ︒﹂

マリナガクナリマスカラ︑モウ

ウニミエマスガ︑

キタナイドロ

︵略V︑ハタケノスミヲホ

テ︑アリガタウゴザイマスガ︑ア

キマセン︒

水ノホカニハナンニモデテ

ツテミマシタガ︑

二534

クサンツイテヰマス︒

二46一

キカナイデイマシタ︒

二356 トモダチハ﹁︵略V︑ノ・テハ 三623 はまぐりのやうに二つ合
ふのもありますが︑さざえの
イケマセン︒﹂ト︑トメマシタガ︑
やうに︑ふかいつぼのかたち
になってみるのもあります︒

ヲヌイデ︑下ヘトビオリマス︒

二205イマハ木ノ上ニヰマス

が︵接助︶鵬がが﹇▽ところが

︵略Vを不潔にし︑︵略V

をけがし︑公園の樹木を折取るが如

十二988﹇図

きは︑︵略︶︒

︵略﹀我猫り廣き場盧を占領し︑︵略V︑

十二994ロ軸凶︵略V他人をおしのけ︑
他人の安眠をさまたぐるが如きは︑
︵略﹀︒

老人長者の爲に道をゆづ

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

十二995図

國力我に劣れる國民を見

が如きは︑︵略﹀︒

て︑や﹂もすれば輕侮の念を以て之

十二887図 出入口の混雑せる程なれ 十二瓢2図
ば︑一事が翼下︑総べて家内に不整

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

まして威力を以て強制

ざるが如きは︑︵略﹀︒

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

十二888図 ︵略V︑総べて家内に不整

十二鵬9図

し︑私利を以て渤歯する等の手段を

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

十二914図 ﹁其の母によりて其の子

用ひ︑又は之に左右せらる﹂が如き
又産業組合を設け︑慈善

ヨイオヂイサンバ︵略﹀︑

コノ

二563

ウ︒

ヤツパリキタナイモノバカ

二574 ヨクノフカイオヂイサン
バ︵略V︑米ヲツイテミマシタ
ガ︑

うこかずにるますが︑し

リデテ︑ヨイモノハナンニモ
デマセン︒

三225

私をころがすのはだれ

んだのではありません︒

三228

その

いそいで山を下りまし

びのきました︒

ただつねは︵略﹀木の上へ

と

四193 みのししはどっとたふれ
ましたが︑たふれるが早いか︑

た︒

ので︑

うちに雨がふりさうになった

て︑あそんでゐましたが︑

四81 二人はまた方方ながめ

ソレデ米ヲツキマシタガ︑ツ

︵略V︑小さき信義を立て
︵略﹀︑又は公道の理非に

カラモノガデマシタ︒

クタビニ︑︵略﹀︑イロイロナタ
勅諭は先づ我が國の軍隊

して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

し給ふ︒

十二田1図

武勇の精神も亦國民が古

踏迷ふが如きこと有るべからずと諭

ふみまよ

十二H310國

んが爲に大いなる順逆を誤り︑︵略﹀︒

十二田9図

を諭し給ひ︑︵略V︒

が古義天皇の統率し給ふ所なること

十二m2國

心の作興に務むるが如きは︑︵略V︒

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十二鵬2図

は︑︵略V︒

を 察 せ よ ︒ ﹂ と い へるが如く︑︵略﹀︒

き︒

﹁︵略V︒﹂とは孔子が景公

十二939図 是孔子が十七歳の時なり
十二945ロa凶

景公よりて魯と好を結ば

に激へたる語なり︒
十二9410m図
んが爲に魯公と會見す︒
りんしゃうじよ しん

十二958図 此の會に於ける孔子の行

﹁汝の今學を慶するは

動は藺相如が秦王を叱したるとは異
なり︑︵略V︒

十二967図囹

﹁汝の今學を慶するは

我が此の機を漸つ が 如 し ︒ ﹂

十二967図園

我が此の機を断つ が 如 し ︒ ﹂

十二976図．︵略﹀︑個人としても自ら

が一が
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四337園

﹁こんどはにいさんが

きくが︑ もちやだんごのあん

は何で作るのですか︒﹂

ます︒

四804

ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

大昔心木ト木ヲコスツテ火ヲ

レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

一どはじたいしましたが︑ 五522 ヘチマハワカイウチハタベラ

よしっねがゆるしません︒
五568

出シマシタガ︑ソレカラ後ニハ石ト

萎ワラデハヤネヲフキマ 五86 そらからふって︑山の木のは

金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ

四368
の上に休んでゐましたが︑風にふか
タ︒

れて︑土の上へおちました︒

役人はしばらく考へてるま

ス ガ ︑ 浮 野 や青ヤキ色ニソ
五258

五601

毎年春ニナルトオチルガ︑

角ノアルケモノモタクサン

六255園金ヤギンハ︵略﹀︑ソノ他

イロ︿ナカザリ物ニナリマスガ︑

ドチラモタクサンアリマセンカラ︑

﹁ナルホド銅ハタクサンア

ネダンモ高ウゴザイマス︒

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑ソレヨ

六268園

リモツトタクサンアツテ︑モツト役

Aフデハ鐵自噴ノ仲間ニハハ

二立ツモノハ鐵デセゥ︒

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

六278圏

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

うにやられましたが︑おきやうなど

六442 ︵略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

けらいが大ぜい直しにかΣり

は何べんをしへてもおぼえません︒

六477

秀吉が︵略V︑敵を攻めに行

ましたが︑中々はかどりません︒

六497

つてみた間の事でしたが︑信長は京

よしっねはこ﹂ぞと思って︑

都で光秀といふけらいにころされま

五808

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ

五721圏

ソノタビニ枝ガーツヅツフエル︒

オチルトスグ又新シイノガハエテ︑

五716園

ホツタ油ニナルノデス︒

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

︵略﹀︑ワキ出タママノ宇土ゴ

メテ︑萎ワラザイクニモツカヒマ

カタイガ︑
したが︑そのうちにるざりにむかつ

ス︒

四505 木ノヤウニ
て︑﹁︵略V︒﹂と申しわたしました︒

五月ゴロカラツミハジメマス

一バンハジメニツムノヲ一番茶

マタ三番茶・四番茶マデモツ

トイヒマス︒

ガ︑

五326

木デハアリマセン︒

四507 サカナノニホヒガシマス
ガ︑アタマモヲモアリマセン︒

四508ヨク人ノタベルモノデ
五334

ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム

スガ︑ ソノママデヤイタリニ

タリシテタベルノデハアリマ

ト︑茶ノ木ノタメニハヨクナイサウ
デス︒

五353

﹁進めく︒﹂とさしづをしたが︑馬

した︒

みつひで

もこはがってすくんでしまひ︑人も

つて︑てきたひましたが︑かへって

六507

︵略﹀勝家などはこれをきら

顔を見合せて進まうとはしない︒

天皇はこれをごらんになつ 六14 海岸には切立てたやうな岩山
もあるが︑平たい砂原になってみる

五381

ウゴザイマス︒

ぐアリマスガ︑ドレヲ見テ美シ

モアリ︑羽ノ色ニモ︑︵略︶ヤサマ

下馬ハ大キナノモ︑小サナノ

セン︒

四513 チヨツト見ルト︑リッパ
デハナイガ︑ オメデタイ時ノ
ォクリモノニナリマス︒

今ハ死ンデヰマスガ︑モ

ト ハ 海 ノ 中 デオヨイデヰマ

四515
シタ︒

て︑大そうお笑ひになりましたが︑

四554 白ウサギハ︵略V︑ワタツテ

ほろぼされて︑︵略﹀︒
し な

たが︑下りる時には二時間しかか＼

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

そこで支那もおそれて︑わぼ

い日本兵にはかなひません︒

くを申しこんで來ましたが︑その使

昔ある國で大きな象の目方を 六517

のもって來た文の中に︑

信玄はふいをうたれておどろ

いたが︑たちまち陣立をかへて︑敵

六563

ふぶれいなことばがありました︒

︵略﹀とい

はからうとしたが︑どうしてはかつ

﹁金玉ハイロくアリマス
私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

六248園

てよいか分りませんでした︒

六205

りませんでした︒

のぼる時には三時間もかΣつ 六515 支那からは大兵をおくって︑

所が多い︒

西瓜ノ種細大テイ黒イガ︑ソ

六114

には小子部といふ姓をたまはりまし

﹁︵略V︒﹂とおほせになって︑すがる

はじめのうちは遠くの方にき

行キマシタガ︑イマ一足デヲカ

五463

た︒

へ上ラウトイフ所デ︑﹁︵略﹀︒﹂

白ウサギハスグ海ノ水

トイツテワラヒマシタ︒

こえてゐましたが︑だんく近くな

四581

ヲアビマシタガ︑ マヘヨリモ

友吉は﹁︵略V︒﹂といって︑

つて︑雨もつよくふってきました︒

五507

次郎はなかくき＼ません︒

そこをのかせようとしましたが︑音

五471

カヘツテイタクナツテ︑ナホナホ

羽の色はあまりうつく

クルシンデヰマシタ︒

四662

しくはありませんが︑なくこゑ
はまことにかはいらしうござい

245

が一が

を引受けた︒

すが︑十日ばかりはあちらに居ます︒
せん︒

タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ

﹁君ラバ表ダケシカ役二立

んが︑何かあちらでと﹂のへて來る

六573 ぐんばいうちはでふせいだ 七162團 急ぎますのでうか窒ひませ 七475囹
が︑えが折れて︑かた先へ切りつけ

﹁君等ハ水ニヌレルト︑ス

ル︒

七487園

物がございますなら︑御ゑんりよな

コノ他マダタクサンアルガ︑

所マデニハ︑海草ガハエテヰル︒

七754

一ガイニイフコトハ出來ナイ

イヅレモヨイ肥料ニナル︒

ガ︑マヅ緑色ノモノハ淺イ所二︑紅

七766

色ノモノハ深イ所二︑茶色ノモノハ

おほせにあまえて申し上げ

グニベタ︿ニナルガ︑僕等ハ少シ

七175團

ソノ中間ニハエテヰルノデアル︒

﹁航海といふものはかうい

グラヰ水輪ヌレテモ︑裏ヘハ通ラナ

︵略﹀︑代々の天皇はこれを

ろしい目にあふこともあります︒

ふ面白いものですが︑又時にはおそ

七848囹

ますが︑種物屋から西洋西瓜の種を

お花は﹁はい︒﹂と答へて

八26図

い

すぼ

宮中にあがめたまひしが︑後神殿を

今の五十鈴の川上に造り︑︵略V︑皇

﹁手紙は四匁までは三銭で

祖天照大神をまつりたまへるなり︒

明治三十七八年戦役の終り

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

初は近所の人にもうらやまれ

した︒

五六年の中によほど財産を減らしま

り︑畑の取高も年々に少くなって︑

る程の身代でしたが︑牛も段々減

八194

モノデアル︒

樂ナヤウ正見エルガ︑却ツテ苦シイ

八159

こと前古たぐひなかりきと申す︒

告げたまひしが︑その硬式の盛なる

たる後も︑︵略﹀︑平和の成りたるを

八37図

すが︑四匁より少しでも重いと︑そ

昔はひきゃくといふものが
あって︑手紙や品物を配達しました

七535圏

なりません︒

の倍の六銭だけ切手をはらなければ

七515囹

あさんをよんで下さい︒﹂といふ︒

受取らんとせしが︑配達夫は﹁おか

七506図

イ︒﹂

西洋西瓜には色々あるさう

でございますが︑なるべく大きくて

七179團

ございます︒

三色ばかり買って來ていた買きたう

くおっしゃって下さい︒

られた︒

六581 上杉謙信はこんな強い人で
あったが︑又なさけぶかい人であっ
た︒

六624國囹﹁︵略Vわたしの手から
もぎ取って︑はふった音はしました
が︑かなしいことに目が見えず︑さ
がすことさへ出來 ま せ ん ︒ ﹂

私はこんな大きななりをし

うまい實のなるやうなのをお願ひ申
します︒

ソノツカマヘタ魚ヲ︵略﹀︑

七216囹

六667

ツヅツヌケテオチルノヲ知りマセ

保己一ハ五歳ノ時メクラト

てるますが︑︿略﹀︑私の豆はたべら

肩ニカツイデ行キマスガ︑後カラー

ン︒

れません︒

が︑これは今日のやうに早くは配達

七229図

が出來ず︑賃銭も高かったのです︒

と に そ の 通 り で ︑ ︵略V︒

六722 十人十色と申しますが︑まこ

ナリシガ︑︵略﹀︑一心二勉強セシカ

︵略Vどうしてもきらひ

いますが︑

六732 私は一たい子供がすきでござ

バ︑後ニハ名高キ學者トナリ︑多ク

さっそくいた飽きました
エビノ︵略V︑カニノ︵略﹀
ナイガ︑タコヤイカノアシヲソロヘ

いろく世間話をしてみたが︑︵略﹀︑

八201 ある日一人の友だちは︑︵略V︑

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

事大そう作物を荒すものだといふこ

雀といふものはすぐふえるもので︑

八216囹

さうしてそれをつかまへる

とを話しました︒

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大
コンナ所ニハ︵略﹀︑植物ハ

マツタクナイガ︑岸二近イ︵略﹀ノ

七746

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

七742

テオヨグ様ハマコトニ面白イ︒

様子ハ︑池や川ニスムモノトチガハ

七715

が︑味は又かくべつでございます︒

七686團

少しばかりですが︑差上げます︒

七664團桃がじゅくしましたから︑
ノ書物ヲアラバセリ︒
︵略﹀︑色もはじめは黒いが︑

小さい時分はやはらかな葉を

これを見た人は皆ほしいとは
で︑誰一人買はうといふ者がありま

思ひましたが︑何分にも直が高いの

七396

セマイ割合ニハコンザツシナイ︒

ヘハ引キカヘサナイカラ︑通り道ノ

人ハ三皇へ前ヘト進ンデ行ツテ︑後

七373︵略﹀︑マン中ノ道ハセマイガ︑

と︑枝のま﹂やる︒

こまかく切ってやるが︑大きくなる

七306

だんくかはって青白くなる︒

七299

な子供が七八人ございました︒

六746 男や女や年よりや子供も大ぜ
い集ってゐますが︑新しいしるしば
んてんを着てみる大工が一番目立ち
ます︒

︵ 略﹀︑ソノ折中トトモ上職

場二出デントセシガ︑正成ハ道止テ

七15口口凶

サトスヤウ︑︵略﹀︒

七56図 楠木氏子ソノ後ツネニ皇居
カウノモロナホ

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑アル年敵
ノ大飯高師直六万人ノ大兵ヲヒキヰ
テ來リ攻ム︒

七159團 用事は四五日ですむはずで

．が

が
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と︑大へんに仕合がよくなるといふ
が︑毎年一羽つつしか出て來ない︒

八229 次の朝農夫はいつになく早く
てたつねましたが︑影も形も見えま

起きて︑︵略﹀︑ 野 原 の 方 ま で も 行 つ

せん︒

八265 一週間程たつねたが︑白雀は

傷ヲ受ケタガ︑少シモヒルマズ︑
︵略﹀︑トウ︿山上ノ敵ヲ追尊ツテ︑

ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二
道ナシト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル

日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑豆や藤

九77

ノ花ノ辮ハ不揃デアル︒

ヲ右手二︑第三弾ヲ腹二軍ケテ居タ

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ナイ︒

ン咲ノ標二見エルガ︑實ハーツノ董

軍曹ハ︵略V︑アラン芝葺リ 九103 タンポ・・三笠ナナドハーリ
ノカヲツクシタガ︑中佐ノイキハト

水兵は驚いて︑立上ってしば

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

九199

テ咲イテヰルノデアル︒

ノ上二︑タクサンノ小サナ花が集ツ
︵略﹀︑中佐ハ自分ノ馬丁二言

がて頭を下げて︑

て︑其の手紙を差出した︒

﹁︵略﹀︒﹂ といつ

頃突撃ノ聲が盛二起ツテモ︑砲煙・

馬丁ハ︵略﹀︑様子ノ分ルノ

といって居られる

おつかさんは﹃一命をすて

て君に報いよ︒﹄

九231園

水兵は頭を下げて聞いてみた

が︑まだ其の折に出座はないのだ︒

が︑やがて手をあげて敬禮して︑に

中佐ノ様ナ四方ヲシタ人ハイ 九239
クラモアルガ︑軍神トイハレル程ニ

︵略Vまでは︑我が國の陸

軍は僅かに七箇師團に過ぎざりし

九269図

つこりと笑って立去った︒
︵略﹀︑早くより東海道一の

が︑戦役後十三箇運算となり︑︵略V

︵略﹀最初の船は︑フランス

九322 ︵略﹀︑何人にも乗船の望に慮

に沈んでしまった︒

のセイヌ川に浮べたが︑不幸にも直

九317

上げる爲に用ひる位であった︒

せられたが︑初の中はた墨水をすひ

蒸氣機關は二百年程前に獲明

大都會なりしが︑鐵道の開通せしょ

八953図

リツパデアツタカラデアル︒

ゥヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガ

八927

玉取リスガツテ泣イタ︒

タト聞イテ︑カケツケテ其ノ死ガイ

ヲ待ツテ居タガ︑トウ︿戦死サレ

八923

銃聲ハ絶エナイ︒

付ケテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイツタガ︑夜明

八919

ウトウ其ノ日ノ土方二絶エタ︒

八908

ケテ居ルト︑︵略﹀︒

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

此ノ時中佐ハスデニ第二弾 九79 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

折ヲ得ザリキ︒

討ツベキ手明ズナリシガ︑恐レテ出

綿ハ實カラトリマスガ︑藍ハ

ガ︑ソレデモタワマズ︑奮戦ヲッ寸

八531図他ノニ人一瞥ノ間二入鹿ヲ 八881
デズ︒

八653
初は熱があまり高いので︑

葉ト董カラ取ルノデス︒

八672国
一時はどうなることかと心配いたし

︵略﹀︑ちよつと見ると︑おそ

見つかりませんで し た ︒

ましたが︑︿略﹀熱がずっと下って︑

八314

ろしいが︑いたって氣だてのやさし

︵略V︑勝手がましい御願で

其の後どうかと思ってゐま
此のかはせの金は︑ほんの

上げて下さい︒

僅かですが︑何かすきな物を買って

八691国

したが︑手紙を見て安心しました︒

八684團

るしを願ひ度う御座います︒

すが︑どうか今四五日のところ御ゆ

八678團

︵略V︑一先安心いたしました︒

い老人であった︒

八327 僕の家で︵略﹀︑つくろひを
頼んだ事があったが︑翌日すぐにこ
しらへてくれた︒

﹁自分は今こそこんな小刀

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八334園

は 人 に 知 ら れ た 刀かちで︑︵略﹀︒

たが︑去年の暮に死んでしまった︒

八341 何時も丈夫さうな老人であっ
我が國ニチハ︑初ハモツパ

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑明治八年

八406口自凶

軍人ハ大占イアツタガ︑ソノ中デモ

︵略﹀︑名轡ノ戦死ヲトゲタ
︵略﹀ノ天人ハ軍神トマデイハレタ︒

八842

ヨリ内地ニチモ之ヲ製造スルニイタ

三十七年ノ四月第二軍ニツイ
テ戦地へ向ツタガ︑中佐ハ︵略﹀︑

八847

レリ︒

さんのうちはどう だ ら う ︒

八427 仕合に風上で安心だが︑叔父

︵略﹀八つの頭と八つの尾

あふみ

尊これより引返して近江の

娘を取食ひ︑︵略V︒

九65國

賊を討ち給ひしが︑道にて病にか﹂
り︑遂に伊勢にてかくれ給へり︒

九308

十九箇師團となれり︒

九28國圏

り︑商工業の獲達著しく︑︵略V︒

メザマシイ働ヲシナケレバナラナイ

とある大蛇あり︑毎年來りて︑我が

りしが︑

﹁我等には元八入の娘あ
ト︑︵略﹀︑部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑

むね

勢鋭ク進撃シタ︒

八435 ︵略V︑やうく米屋の土藏で
はとうく焼けおちたさうだ︒

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ

とまったが︑二棟の土藏の中︑一棟

八861

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

﹁それでもよいが︑火事の

昨夜あったことはもう御存じだか

以テムカヘタ︒

八478囹

ら︑サクヤとは書くには及ばない︒

八506図鎌足︵略﹀︑大事ヲ成スニ 八865 中佐ハハヤ︑右手一ニケ所ノ
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といふことを新聞紙に廣告

したが︑其の日になって乗船したも

じる︒L
のは僅か十二人に過ぎなかった︒

れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

バ︑︵略﹀︑餓死スルモノ年々少カラ

ノ島ニハ作物ノ出來ザル荒地多ケレ

志望者は五十人ばかりも來た

えたるは紫式部と清少納言となり︒

御衣を賜はりて身に鯨る面目をほど

是は活版刷の本の造り方であ
又活字は何時でも直に植ゑる

るが︑この外に木版刷の本もある︒

十364囹外の者は︵略V︑中にはそ

て︑テーブルの上に置きました︒

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

十374囹外の者は着物だけは美しか

つてゐました︒

製作二工夫ヲコラセシガ︑失敗ノ上

眠亀ハ︵略V︑海外二輸出

セント試ミシガ︑此ノ時ハナホ世人

十435図

二失敗ヲ重ネテ︑︵略﹀︒

十428図 ︵略︶︑先ヅ之ヲ織ル機械ノ

重信シバシ其ノ面ヲゥチマ

ことが出來るが︑木版では一枚つつ

ヲクグル︒

リテ︑其ノ中ノ数種ヲ買取リタルノ

ノ注目スル所トナラズ︑唯一商人ア
ニ傳バリ︑ルソンヨリ支那二入リシ

ミナリキ︒

十3010國

十632図

︵略V︑幾度かいそべに出で

能はず︑︵略﹀︒

模檬にて︑一寸先をも見分くること

てながめしが︑墨を流したる如き空

十691図

萬ヲ有スルー都會トナリ︑︵略V︒

畿達シテ︑今や足尾町ハ人口凡ソ三

ビシキ村落ナリシガ︑ ︵略V次第二

此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

ガ︑支那ヨリ琉球︑琉球ヨリ薩摩二

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

當時ハ遠島ト稻シテ︑罪人
ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑是等

十332図

テ︑之ヲ試植セシニ︑︵略V︒

喜ビ︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨリ取寄セ

檜ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

十321図

傳バリ︑遂二士國ニヒロガリシナリ︒

︵略V︑アメリカヨリルソン
シ ナ

モリシガ︑ヤガテハラバヒテ膠ノ下

十255図

彫るから︑手間が幾層倍もか﹂る︒

十222

子をゆづりました︒

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

青年ははいると直に書物を取上げ

れをふんだ者もありましたが︑あの

す

つて來ましたが︑すぐに立って︑椅

十355園談話最中一人の老人がはい
い

とひ入れることにきめた︒

が︑主人は其の中で一人掛青年をや

十345

ザリキ︒

組の隊商到着せしが︑其の中にはア

本の中には字ばかりのもある

りの父ハッサンもまじれり︒

やまど
九624図 ︵略V︑昼行天皇の御代日本 十182
さいめい

が︑書や地圖や爲眞のはいってみる

たけるのみこと

武尊之を征し給ひ︑齊明天皇の御
のもある︒

ふ

時阿倍比羅夫また之を討ちしが︑其

ら

九325 此の時も少し進んだきりで︑
の後も度々叛きて︑征東將軍をつか

あぺのひ

やがて動かなくなったが︑しらべて

して出來るものかといふ事は深く考

重んでるる間は︵略V︑どう

見ると︑機智の一部に故障があった

はされし乏しばくなりき︒

十185

ので︑すぐそれを直した︒

へないが︑本といふものはたやすく

片時も君を忘れ奉ること無く︑︵略﹀︑

が︑色のたくさんまじった美しい絶

筑紫に到りて後は︑常に門

關の事に明るかったが︑すべりのよ
都の空のみしたはしく︑僅かに詩歌

九805図

い車をすべりのよいレールの上で走
に思をよせて︑ひとり自らなぐさめ

書や地圖のやうなものは︑幾度も幾

九334 スチブンソンは若い時から機

らせる様にしたらよからうと︑日夜

度も印刷を重ねなければならぬ︒

こしたりしが︑其の御衣は今なほ西

︵略V天皇の御感に入り︑ 十214

話があったが︑スチブンソンの獲明

一條天皇の頃には才適すぐ

でう

一色の印刷は一度刷ればよい

其の事ばかり考へてるた︒
居たり︒

出來るものではない︒

九342 其の頃イギリスのある吟社
九812図

十203

で︑馬車無道をこしらへようといふ
した汽車を用ひて見ようといふこと

二人の馬は五分々々に進んで

のはてに住む身に近くあり︒

九846

になって︑︵略V︒

行ったが︑︵略V︑熊吉の馬はつまつ

九349 やがて汽車が動き出すと︑馬
上の人はしきりにむちを打ってあせ

いて前足を折った︒

相手の熊吉があの通りで︑

昔より富士は日本一の高山

ればなるまい︒﹂

又改めてやり直しをしてもらはなけ

今日の勝負はきまらないが︑いつれ

九865園

つて見たが︑一時間に十五マイルも

﹁箱根八里は馬でも越すが︑

走る汽車とはどうして競走が出來よ
う︒

九366園
越すに越されぬ大 井 川 ︒ ﹂

領土となりしょり︑富士は第二位に

と稽せられしが︑︵略V︑壷湾の我が

九453図 アリは十歳ばかりの子供な 十16図
りしが︑父の手紙を讃みて心勇み︑

落ちたり︒

十153図

針ノ様二細長イノモアル︒

モ多イガ︑銭ノ蚕棚圓イノモアリ︑

十58

ダエン
葉ノ形ニハ卵形ト楕圓形が最

︵ 略 ﹀ ︑ 隊 商 と 共に出立したり︒

九457図 さていよく沙漠に入りし
が︑木のかげ一つもなき砂原つ買き
なれば︑其の苦しさたとへんに物な
し︒

九492図 か﹂る間に︑又向ふより一

が
が
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るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

十698図 父は此の大波に何とて行か
フコトデアル︒

て三年を経たり︒
かさぎ
︵略V︑主上尚笠置におは 十一727図
︵略V何か書きて参らす

しませし時︑早くも義兵を畢げしが︑

又筆もとらで四五目過ぎたり︒

べし︒仁とて︑心構せし様なりしが︑

十一1310図

事の未だ成らざるに先だち︑笠置も

にはげまされて︑ボートを用意す︒

ず︑算数の考もとぼしかりしが︑今

﹁先に書がきたる檜の

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にかΣり

十﹁7410図囹

十824図 彼等は元は旨み書きも知ら
是は昔︑支那に呉・越と

落ちたる由風聞ありしかば︑︵略﹀︒
し な

︵略Vに近づきて始めて慮題し︑は

げしく敵を砲撃せしかば︑︵略V︒

我が艦隊は︵略﹀に集り

て敵を待ちしが︑東方に代りて︑は

十二81図

敵の司令長官︵略Vは

るかに数條の黒煙を見る︒

十二94図

︵略﹀︑幕下と共に一駆逐艦に移りし

十﹇168図

しが︑︵略Vよき枝ぶりの檜を見て︑

讃み 書 き ・ 計 算 を も な し

いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

は︵略﹀︑

得るものあるに至り︑中には小學校

が︑ ︵略Vに追撃せられ︑遂に捕へ

︵略﹀︑民間二在リテ耕作

町には瓦屋根の家もある
朝鮮は夏も暑いが︑冬は又
﹁米のないのは辛抱も出來

植物も動物と同じく︑呼吸

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

り す

かつて栗鼠の大群ウラル

コロンブスは︵略V︑熱心

十時頃はるかに一馳の燈

かくてコロンブスは報告

の航海を試みしが︑ ︵略︶第三回の

十二807五心の後コロンブスは数回

港の群集は出帆の日に敷倍し︑︵略V︒

の爲︑西班牙に蠕航せしが︑パロス

十二802図

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

火をみとめしが︑朝の二時頃﹁陸﹂

十二7810図

一笑に附して顧みるものなかりき︒

に此の説を主張したりしが︑何人も

十二763図

らず︑︵略V︒

隊︑績々相次ぎ︑三日三夜引きも切

山中の一丁會に現れしが︑一隊又一

十二665國

いに力があるのである︒

あるが︑動物の呼吸作用も與って大

給されるのは︑他にも種々の原因も

十二225

至って少い︒

すが︑其の吐出す炭酸瓦斯の分量は

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出

十二219

らる﹂に至れり︒

其の意を得たれば︑︵略﹀︒﹂

くわいけい

ぬ︒﹂

は感心である︒

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

十︸蜘10

朝鮮人は選り衛生に注意し

るが︑薪がなければ生きてゐられ

十一齪1

案外に寒い︒

十一期3

わら
が︑田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

十一期1

ヲ訪ヒ︑遂二軸ヘテ重臣トセリ︒

レバ︑劉備ハ三度マデモ其ノイホリ

ヲ事トセシガ︑才名世ニカクレナケ

十﹁綱5図

ること能はず︒

たりしが︑︵略﹀︑今は其の奇勝を見

の裏面を望み見るを以て此の名を得

裏話瀧は後の細道より瀧

呉の勢盛になりて︑會﹇稽山の戦に越
の軍を打破りたり︒

︵略﹀︒﹂と

光範﹁幼き身を唯一人敵
﹁年長じては敵も

國へやらんも心許なし︒

十一425図
て固く止めしが︑

近づけ申すまじ︒︵略﹀︒﹂と︑しき

﹁︵略﹀︒﹂と聲を揃へて呼ん

︵略﹀︑方々を尋ねて︑やう

寒イ時ハ︵略﹀︑獣肉其ノ

十一764図

教員となれるものもあり︒

十828図あいぬの数︑古は甚だ多か
りしが︑近年次第に減少して︑今は
僅かに二萬人に足らず︒

が︑家畜としてもっと大切なものは

十838 是等も家畜の中に数へられる
牛・馬・羊・豚等である︒

馬主はしばらく大將の顔を

りに望めば︑︵略V︒

十一477

見つめてみたが︑静かに其の金を拾

十844 維新前までは牛肉を食ふ人は
至って少かったが︑今では全港食は

ひ上げ︑馬の耳に口を寄せて︑何事

十﹁656

も絶え絶えである︒

くさがし當てたが︑少年ははや息

十一586

だが︑何の答もない︒

十一557

飛乗って一散にかけ出した︒

か話してみるかと思ふと︑ひらりと

ぬ虞がなくなった ︒

十857 すべて家畜はよく勢らなけれ
ばならぬが︑とかくに之をいぢめる
風がある︒

十868 内地では昔から経り多くは飼
りゅう き う

はなかったが︑琉球ではたくさん飼
︵略﹀︑規模極メテ大ナリシ

つて居った︒

十949図

ガ︑今ハ往時ノ三ノーニモ足ラズ︒
おうじん

アツ

他アプラ氣ノ多イ食物が適當デアル

朝鮮海峡に集中せしが︑遂に之と會

ガ︑︵略﹀︑暑イ時分ハ︵略︶︑

して︑世界史上空前なる大海戦とな

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

な ら

十一51図 ︷略﹀︑蛇神天皇の頃より

サリトシテ消化シ易イモノヲ取ルノ

十二52図我が海軍は︵略﹀︑全力を
ガヨイ︒

敵の先頭部隊は直ちに砲
火を開始せしが︑我は之に慮ぜず︑

十二64國

れり︒

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた

此の糟をかける書工久し
つ書がくこともなく︑毎日遊び暮し

く此の寺に寄食してありしが︑何一

十一7110図

り︒

ノアルモノデアルガ︑コ︑二注意シ

十一119 此ノ様二分業ハ大キナ利盆
ナケレバナラナイノハ共同一致トイ
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かいがいしい
かあかあ

かいき・すうかい・だいさんかい・に

かい﹇回︼母さんかい・しちかい・しち

あ め り か

航海に於て︑オリノコ河口に達し︑

かい・ぼうふしちかいき
貝号しんじ

始めて亜米利加大陸に上陸するに至
︵略﹀︑未だ良雄と相識ら かい︻貝︼︵名︶10

かひ

れり︒

九895図

シ ナ
︵略﹀︑支那ノ古代二面ヲ用

ヒタルが故ナリトイフ︒

かい﹇海︼号ちぢゆうかい・にっぽんか
いかいせん

絵書

ノ金面ニテ郵便切手ヲ買ヒテ壷紙ニ

ハリツケ︑︵略﹀︒

かいが﹇絵画﹈︵名︶2

十204 ︵略﹀︑色のたくさんまじった

美しい繕垂や地圖のやうなものは︑

十二866図
ゆがい

ひらたい

いただき

のもありま

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

十493図 給帽豊・模様等を色どりする

海外

には︑色の調和を考へざるべからず︒

眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

世界無比なる七寳の

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

我が國ハ島國ニシテ︑海

ナ

︵略﹀年の頃十三四ばかり

太鼓を打ちながら︑かひぐしく進

の少年鼓手があった︒最先に立って︑

十一551

ひ︽＼しい 角ーク彰

かいがいし・い﹇甲斐甲斐︼︵形︶1 か

ロ四二ヲ有スル支那ノ大國二隣ス︒

シ

外交通ノ便最モ多ク︑殊二近ク玉人

十二539図

海外交通

かいがいこうつう︻海外交通︼︵名︶1

ルハ相同ジク︑︵略﹀︒

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ

十二512図

名は海外にヤ貸うけり︑︵略V︒

十二499図團

ノ五千萬圓以上二及ブ︒

用ヲミタシテ︑尚海外二輸出スルモ

シテ︑綿緕又ハ綿布トシ︑内國ノ所

十一838図

出セント試ミシガ︑︵略V︒

自ラ花莚数十種ヲ織出シ︑海外財嚢

十435図

かいがい︻海外︼︵名︶4

十716図グレース︑ダーリングの生
家に程近き寺院の庭上には︑右手に
害

かいを握れる少女の銅像あり︑︵略V︒

がい﹇害︼︵名︶1
までもなし︒

かいあっ・める﹃買集﹈︵下一︶1

七389

メル角ーメ︾

買ヒ得飛一

イ壁厚ハ︑一トコロデスムカラ便利
デアル︒

ウル暫

かい・う﹇買得﹈︵下二︶1

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

ざりしが︑一日良雄に面濾し︑反復

らぬ︒

かい︻買︼号うりかい

直言して復仇の事を勧む︒

三612 あそこにはうつくしいか かい﹇飼﹈ううかい・うしかい・ひつじ
かい
ひや小石がたくさんあります︒

かあかあ︵感︶2 カアカア

で

今でも魚や貝や鳥

買集

三626又あはびの貝のやうに︑ 九589図 酒・煙草の害は今更に言ふ

りです︒

三617みんなめづらしい貝ばか

ました︒

をこんなにたくさん

一521龍華アカア︑カラスガナ 三615をぢさんのおみやげに貝かい﹇罹一︵名︶1 かい弓うかい
イテイク︒

一534圃 ︵略﹀︑カアカア︑カラス
ガ ナイテイク︒

があがあ︵感︶一 ガア︿
ホカノガンバ︵略﹀︒又トブ

一つ

六136

時ニハガア︿ト鳴合フ︒ソレハア
す︒

四453園

ヒヅデアル︒

かい︻貝︼︹芝垣︺2 かひ

や︑

すべてなまぐさものをおく

る時には︑のしをつけません︒﹂

アル︒

我等月世界ノ市場ヨリ如
何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑

十二509図
︵略Vd

貨幣トシタル物品ハ時代ニ がいえき﹁外役一︵名︶1 外役

して寸時も休まず︒

の蜂は朝より夕に至るまで︑中口管と

百花満開の候には︑外役
毛皮・穀物・牛等ヲ用ヒタルコトア

十﹇64図
リ︒

ヨリ︑場所黒帯リテ一定セズ︒貝・

九893國

アルノデアル︒

美シイ眞珠ハ︑コノ貝ノカラノ中ニ

七725

指ワヤエリドメナドニハメル

々ノ動物が居り︑サマぐノ植物モ

海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外色

三614 二十三 かひ

奪うんどうか

七699

三目11 二十三 かひ

會

かい﹇甲斐︼︹地名︺1 甲斐
︵名︶2

九17図 甲斐
かい︻会︼

い・こうわかい・こうわかいのあんな
いぶん・さんじかいいん・しちょうそ
んかい・せいねんかい・ふけんぐんし
かい・ふけんぐんしちょうそんかいぎ
いん

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑鎌足モ参り

八508図 アル目皇子︑寺ノ留山ニテ

聖旨キ︾

貯金三島トイフモノヲ買ヒ

九894図費ル・買フ︑財産ノ財︑貨かいお・く﹇買置︼︵四︶1 買ヒォク
幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アル

九7610図

合セタリ︒

ハ︑支那ノ古代二貝ヲ用ヒタルが故

ナ

十二957図 景公よりて魯と好を結ば

ナリトイフ︒

シ

んが爲に魯公と會記す︒︵略V︒此の

オキテ︑貯金セントスル時ニハ︑其
會に於ける孔子の 行 動 は ︵ 略 ﹀ ︒

かいこ

かいがいぼうえき
250

んで行く︒

海外貿易

かいがいぼうえき﹇海外貿易﹈︵名︶2

海岸号えい

こくひがしかいがん・にしかいがん・

かいがん﹇海岸︼︵名︶5

海岸には切立てたやうな岩山

ひがしかいがん

︵略V富國ノ道ヲ講ズル 六13
もあるが︑平たい砂原になってみる

十二535図
コト今日ノ急務ニシテ︑海外貿易ノ

なります︒

いふことが分ります︒

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

七867園

海岸には燈毫がありますか

つて︑しまひにはもう何も見えなく

海岸の松原も次第に遠くな

所が多い︒

ナ

七822囹

獲展ヲ圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スル
ハ商人ノ國家二封スル義務ナリ︒

十二5310図 我が國ハ島國ニシテ︑海
シ

外交通ノ便最モ多ク︑凝望近ク四人
ロ四億ヲ有スル支那ノ大國甘煮ス︒
海外貿易ノ將來ハ頗ル多望ナリ︒

かいかつ﹇快活一︵形状︶4 快活

海岸又は河岸の森林を伐梯

海軍弓させ

として此の地を死守し︑︵略﹀︒

軍省

義臣

海

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ

かいぐんしょう︻海軍省︼︵名︶1

七586図

ぽかいぐんこうしょう・りくかいぐ

かいぐん﹇海軍︼︵名︶7

ん・りくかいぐんしょうそつ・わがか

かいけい﹇会稽︼︹地名︺1

ハジメ多クノ官省アリ︒

いぐん

イギリスは我が日本薫掛の

如き島國にして︑商業・工業いつれ

八773國

も盛に︑海軍強く︑商船多し︒

王勾三つぶさに辛苦をなめて報復を

十一17エ國此のうらみ忘れ難く︑越

圖り︑︵略V︑遂に呉を滅して會稽の

︵略﹀︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬

恥を雪ぐことを得たり︒

八843

中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人ハ軍神ト

し な

︵名︶1 金臼稽山の㎜戦

くわいけい

海軍ノ廣瀬中佐モヤハリ同ジ かいけいざんのたたかい﹇会稽山戦﹈

マデイハレタ︒

八929
デアル︒

十一354図四面皆海ナル我が帝國 十一168図 是は昔︑支那に呉・越と

呉の勢盛になりて︑會稽山の職に越

いふ二國ありてたがひに争ひしが︑

十105國

ハ︑國家防禦ノ上ヨリイフモ︑商業

十791図 身膿ノ健全ナルトキハ精神

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

の軍を打破りたり︒

くわいけい

モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ

鮮海峡を経てウラヂオストックに向

せん

ける海軍の幾んど全勢力を寛げて組
てう
織せる太平洋第二・第三艦隊は︑朝

乃木大將と會見の

の ぎ

虚はいつ訊水師螢︒

將軍ステッセル

十384図説旅順開城約成りて︑敵の

しえいのかいけん

十二48図露國が︵略V︑本葺に於かいけん︻会見︼︵名︶1

海軍ヲ有セザルベカラズ︒

保護ノ上ヨリイフモ︑常二強大ナル

く略V海岸も海水厚く

方も少からず︒

本校舎ノ建築ハ質素堅固

はんとす︒

十二364図

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑通

カ

クレ

︽ース彰

開原

十二951図

七286

第九蟹

七目−o 第九 簸

かいこ﹁蚕︼︹題名︺2

鷲

んが爲に魯公と會書す︒

景公よりて魯と好を結ば

かいけん・す﹇会見﹈︵サ変︶1 會均す

十二57図

我が海軍は初より敵を近 かいげん﹇開原︼︹地名︺1 開原
鮮海峡に集中せしが︑︵略﹀︒

海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

風・採光ニツナガラ其ノ土取シキヲ

海

十二410國
得︑︷略V︒

岸近く

かいがんちかく︻海岸近﹈︵名︶1

ヨコス

十ニー53
我が國ノ造船所デ︑最モ
シヤウ
規模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中
ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア

春夏の交産卵の爲︑鯨

ル︒

十﹁992圓團

の群をなして海岸近く寄理る時は海

海軍根捺地

五367

こといふのはかひこのこと

︵略﹀旅順口に達す︒日露 かいこ﹇蚕﹈︵名︶16 かひご 鷲⁝

の戦役に於ては︑露軍は海軍根獲地

十二567図

−

かいぐんこんきょち﹇海軍根拠地﹈︵名︶

水爲に白色を呈し︑︵略V︒

﹇▽あかしかいきょう・しか

いきょう・しものせきかいきょう・ち

かいきょう

ようせんかいきょう・なるとかいきょ
う・ほうよかいきょう

會見弓すい

モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

り候へば︑︿略︶︒

凍結し︑流氷の流れ睡る事もこれあ

十﹇523図 身包健全ナル人ハ︑精神 十一9510國国
モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ
皆樂シ︒

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ引導トロ

十一526國 天性快活ナル人モ︑身膿 がいかん﹇外観︼︵名︶1 外観
ヘテ笑フコト少シ ︒

十二732図 快活なる精神を以て熱心
に其の事業に從事せば︑天下何事か
成らざるを憂へん ︒

カイクワ
停車場ヲ出デテ︑左二開化

かいかてんのう﹇開化天皇﹈︹人名︺一
カイクワ

開化天皇

十942﹇図

サルサハ

天皇ノ陵ヲ拝シ︑猿澤ノ池二至ル︒

かいがら﹇貝殻︼︵名︶1 貝がら

おもてにう

︵略﹀︑この貝がらはかた

つむりのやうに︑

三631

づまきがあります︒
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かいしゅう
かいこう

ばすためでござい ま し た ︒

で︑皇后さまがかひごをおかひあそ
ある︒

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

で︑皇后さまがかひこをおかひあそ
四五日前より起きて翻の世話をなさ

五368 こといふのはかひこのこと 九433國團 姉上も最早御全快にて︑
れ居り候︒

まゆ

翻の綜を吐きて繭を造

である︒

七625図

外國にては︑犬をして牛か

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

七836囹外國の港に着くと︑備な
れない形の家がならんで立ってるま
す︒

つてから外國へ商費その他の用事で

う ち
︵略﹀︑宇治橋のたもとにい

買ってきたのです︒﹂

かい

たる︒このあたり御山木細工・貝細

八45図

工などを頁る店多し︒

さつ口

かいさつぐち﹇改札口︼︵名︶1

かいじ﹇海事︼︵名︶1

てるます︒

海事

七886圏皆さんの中にも︑大きくな 五401 かいさつロでは切符をしらべ
出かける人もありませう︒

︵略V幼時より海事を好

離せるコロンブスは︵略V︒

み︑十四歳の時より既に航海業に從

マツチハ今ヨリ凡ソ百年 十二744図

にて葉をつ貸り合するは裁縫の業に

八404図

同じ︒

るは紡績の業に等しく︑葉巻轟の綜

十一877図

ばすためでござい ま し た ︒

ばして見ると︑五六町もあるといふ

七287 一匹の震の口から出る綜をの
ことである︒

七291 翻をかつて絹綜を取り︑傷口
を織って絹織物にするまでには︑大

︵略﹀︑近年作物の改良も

前︑外國ニテ獲明セラレタルモノナ

十一m10図

出來︑又桑を植ゑ︑翼を養ふ者多

そうな手間がか＼ る ︒

リ︒

近年は空中飛行器の装明

今日ニチハ其ノ製造ハナハ かいし・す﹇開始﹈︵サ変︶2 開始す

く︑難を飼はざる家なし︒

角iセ￥

八408國

七296 卵からかへったばかりの翼は

ダ盛ニシテ︑風潮へ輸出スルモノノ

十一294図

仰の如く本村にも耕地整

かいこう︻会合︼︵名︶1．會合

ミニテモ︑一年間一千萬圓ノ金高二

十925國團

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

理の必要これあり︑折々會合の節は

達シ︑︵略︸︒

りしかない︒

七311 大きな羅がたくさんで桑の葉

其の話も出で︑何れ熟考の上食零せ

れ︑又其の軍事上に愚亭せらる㌧も

諸國に起れり︒空中の交通開始せら

を食ふ時には︑木の葉に雨が降りか

︵略V︒

敵の先頭部隊は直ちに砲

會社

火を開始せしが︑我は之に慮ぜず︑

外國トノ交通少カリシ時 十二64図

︵略V︒

役所デモ︑會社デモ︑上カラ

かいしゃ﹇会社︼︵名︶3

外國人の我が國に搾る者亦 八149

下マデ一同ソロツテ事務二取リカ・

貝細工

貝ざいくを費るみせで かいしゅう﹇改修︼︵名︶2 改修

走る汽車を造った︒

社に頼まれて鐵道を敷き︑其の上を

九343 ︵略﹀︑スチブンソンは其の會

話があったが︑︵略V︒

で︑馬車世道をこしらへようといふ

其の頃イギリスのある會社

必ずこ︑に遊びて︑日光の結構を賞

く

三645囹

九3310

ル︒

外國人に接するに人種・

親愛するは大國民の度量なり︒

る四海兄弟の精神を以て等しく之を

宗教・風俗の如何を問はず︑いはゆ

十二㎜8図

せざるものなし︒

九968図

がいこくじん﹇外国人一︵名︶2外國人

リキ︒

代山回︑商業ハ殆ド内国二限ラレタ

十二506図

入用の廣告を出した︒

外國の或商會で新聞紙に店員

んと申合せ居り難事とて︑︵略﹀︒

な

十344

︑るやうな音がす る ︒

七313 そのころになると︑二万匹の かいこうば﹁開港場﹈︵名︶1 開港場
羅をかふのに︑人一人附きΣりで︑

n▽しかいこうば
し

︵略﹀は本島の四開港

場にこれあり︑其の外支那形船に限

十﹁375三国

りて許されたる歎多の開港場もこれ

眠るひまもない程いそがしい︒

そ二十五目から四十日の間で︑その

七316 震が桑の葉を食ふのは︑およ

海國

あり候︒

かいこく︻海国﹈︵名︶2

間に一日か二日つつ眠ることが四度
ある︒

す︒

七884圏

わが國は昔から養獄の盛な國

外國

して海國の國民といはれませう︒

七343

がいこく︻外国一︵名︶8

で︑生綜は外國へ費出す品物の第一

かいざいく︻貝細工一︵名︶2 貝ざい

︵略V︑こんなことではどう

海を恐れる人の多いのは残念な事で

七324 霧の口の中には小さいくだが 七877囹 日本は海國でありながら︑
一つある︒

七327 繭の中の翼はさなぎとなる︒

七327 蟹が繭を作ってから二十日あ
まりたつと︑さなぎが蝶のやうな形
になって︑繭を破って出て來る︒
が
七329 これを簸の蛾といふ︒

七341 翼をかふのは春と夏と秋の三

かいそう

かいじゅう
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十一拠5図耕地整理は︵略V︑昨年既
はい

に之を完成せり︒之によりて用水路
くわんがい

の改修行はれ︑灌概・排水其のよろ
しきを得て︑︵略﹀︒

十一廻9國 里道の改修も全く成り︑
村内の重なる道路は荷車・人力車を
通ずるに至れり︒

熱湯の海ありと語る者︑

かいじゅう﹁海獣﹈︵名︶1 海獣
十二7610國
舟 を 呑 む 海 獣 あ りと談ずる者︑︵略﹀︑

口々に語り合へり ︒

がいしゅつ﹇外出一︵名︶2 外出

京城地方の婦人がたまく

とも少い︒

十﹁㎜7
外出する時には︑うちかけの様なも
のをかぶって︑目ばかり出してみる︒

めて仁を害することなし︒身を殺し

選引せられて︑二十鯨年間勤績せり︒

に敬愛せられ︑幾度の改選にも常に

かいぜん﹇改善一︵名︶1

ぼんかいかいせん

改善

天性快活ナル人モ︑身禮かいせん﹇海戦︼﹇▽だいかいせん・にっ

て仁を成すことあり︒﹄とかや︒

十一526図

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

又産業組合を設け︑慈善

して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

事業を起し︑若しくは青年會を組織

何ぞ私事を以て公事を 十二鵬1図

ヘテ笑フコト少シ︒

外出日は日曜日・祝日及 十二382無精

がいしゅつび﹇外出日一︵名︶1外出日

十583國国
び大祭日にて︑水曜日も其の日の課

︑害せんや︒﹂

心の作興に務むるが如きは︑皆公共

見本ト現物トヲ異ニシ︑

心の獲動にして︑︵略V︒

凱旋

巴里にもルーブル博物館

がいせんもん﹇凱旋門﹈︵名︶2

がいせん

約束ノ期限ヲ違へ︑平素ノ愛顧ニナ

海水

門 凱旋門

少からず︒

十二649図

凱旋門は有名なるナポレ

・凱旋門を始め︑世に聞えたる建物

がいせん

︵略﹀︑海岸も海水厚く 十二645図

︵略V︑鯨の群をなして
海岸近く寄書る時は海水爲に白色を

十︸993國團

凍結し︑︵略﹀︒

十﹁9510國圏

かいすい﹇海水﹈︵名︶2

用ヲ害スル所以ナリ︒

レテ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ人払

業を終へたる時より夕食前まで外出

海上訳せ

海城

十二523図

を許され候︒

かいじょう﹇海城﹈︹地名︺1

十二57図海城
かいじょう﹇海上︼︵名︶1

大小幾多の軍艦は海上の

浮城とも託すべく︑︵略﹀︒

十﹁292図

十585國團 ︵略V︑水曜日も其の日の かいかいじょう
課業を終へたる時より夕食前まで外
出を許され候︒

て︑罰に引せられたる者は外出を禁

子の一片を去るも︑公衆の利盆なる

十一689國
す

べし︒

くし︑したがってからだを強くし︑
心をさわやかにする︒

天氣圖に用ふる普通の符號
改正す

魚類ニハ︵略V︑タヒ・︵略V

海草ニモ色々アル︒マヅタベ

ハエテヰル︒

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七748 ︵略﹀︑岸二近イ淺イ所カラ五

ヲオヨグモノガアリ︑︵略V︒

ナドノヤウニ︑岩ノカゲや海草ノ間

七707

よう
呈
し
︑
︵
略
V
︒
オンの計甕に成れるものにて︑肚大
がいじょう﹇街上﹈︵名︶2 街上
かいすいよく﹇海水浴﹈︵名︶1 海水浴
なること世界第一と稻せらる︒
がら
︵略﹀︑街上に落ちたる硝 七652 又冷水浴や海水浴はひふを強 かいそう﹇海草﹈︵名︶8 海草

十595囲團 何か不都合なる事あり かいじょう︻開城﹈弓りょじゅんかいじ

外出

ぜられ︑又重き者は誉倉に入れられ
候由承り申候︒

がいしゅつ・す﹇外出﹈︵サ変︶2
す︽ースル・ー三層

︽ーシ彰

かいせい・す﹃改正﹈︵サ変︶1

は左の如し︒○快晴

十ニー98

市の中央最も繁華なる慮 かいせい﹇快晴﹈︵名︶1 快晴
は道幅狭く︑車馬街上に満ちて三十

九612國 室内にのみ居て︑外出する 十二604國
こと少き人の︑色青ざめて元町なき
は︑日光に浴せざるが爲なり︒

頗る困難なり︒

我が海軍は初より敵を近

ノリニスルモノニハ︑︵略﹀︑トコロ

ラレルモノニハ︑︵略Vナドガアリ︑

七749
近年奥津を改正し︑街路井然︑総督

當壁北市街の如きは︑
官邸をはじめ建築物の肚単なる︑内

十一364國団
に之と即して︑世界史上空単なる大

てい

海戦となれり︒

コノ他マダタクサンアルガ︑イヅレ

害す

十︸皿9図

村長は︵略﹀︑深く村民

かいせん﹇改選︼︵名︶1

七756

海草ノ形ハ様々デアル︒オビ

モヨイ肥料ニナル︒

テンニスルモノニハ︑︵略﹀ガアル︒

害ス

﹁﹃志士・仁人は生を求

︽ースル・ースレ・ーセ斬

がい・す﹇害﹈︵サ変︶4

十一144國國

改選

地にても見る能はざる程に御座候︒

海に迎へ撃つの計を定め︑︵略V︑遂

十二52図

十588圓團兵螢内の酒保には日用品 かい・す﹇会︼︵サ変︶1 屯す ︽ーシ彰
・飲食物等を販費致し居り候へば︑

外

外出せずとも少しも不自由を感じ申
さず︑︵略﹀︒

がいしゅつ・する︻外出一︵サ変︶2
︽ースル︾

十一m6 婦人は室内に引込んでゐ

出する

て︑來客に會ふことも︑外出するこ
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かいぼうかん
かいたく

ノ襟二廣クテ長イノモアレバ︑ゼン
タイガ細カニ分レテ︑枝ノ様ニナツ
テヰルノモアル︒

七771 海草ハ大テイ花が咲カナイ︒
根モ︵略﹀養分ヲスヒ取ルタメノモ
岩ナリ石ナリヘクツツクダケノ用ヲ

ノデハナク︑タマ ハ ナ レ ナ イ ヤ ウ ニ ︑

ナスモノデアル︒

スベキ事デアル︒

急設したる輕便胆道にして︑明治四

今や西部縦貫鐵道も全

な宿場が五十三あった︒

余ーッ・ーリ︾

買取ル

たとへばごふく問屋といふ

一一256

外皮板

オヂイサンハウマニカヒ

バヲヤツテヰマス︒

がいひばん︻外皮板︼︵名︶1

十ニー46︵略﹀︑壁際ハ龍骨ニモ︑肋

ぐ産具ガアリ︑大キナ船デハ船

材ニモ︑梁ニモ︑外皮板厚モソレ

底モ野砲モニ外張ニスル︒

かいへう

詔令加潜頭に小さき海豹

かいへう

かいひょうとう︻海豹島︼︹地名︺2

たらいか

十一996團

島あり︑夏より秋にかけてこ﹂に集

電報邊達の際︑獲信人居所

がいぶ︻外部︼︵名︶1

れあり候︒

をつとせい

種ヲ買取リタルノミナリキ︒

る湿婆獣は敷千頭にも達することこ

幾年こ＼にきムへさる

かいな﹇腕﹈︵名︶1

十一233図圃

鐡より堅きあひホあり︒

十二57図

露國が連敗の勢を回復せ

蓋平

がいへい﹇加平﹈︹地名︺1

第三艦隊は︑︵略V︒

蓋平

勢力を畢げて組織せる太平洋第二・

ん爲︑本國に於ける海軍の幾んど全

十二48︹図

飛ーセ︾

かいふく・す﹇回復﹈︵サ変︶1 回復す

るものは︵略﹀

氏名を邊達紙の外部に表はさんとす

八48図図

外部

一のひふ

︵略V︑唯一商人アリテ︑其ノ中ノ敷

十437図 ︵略V︑自ラ花三筆十種ヲ織 海豹島海豹島
十一98図海豹島
出シ︑海外二輸出セント試ミシガ︑

買取ってやる店のことです︒

ふ人にたのまれて︑それをほかから

のは︑︵略V︑又織物を買ひたいとい

七153園

買取る

かいと・る﹇買取﹈︵四・五︶2

十二584図此の若道は日露戦役中にがいとう妙じゅうじがいとう

海中

十二年よりこれが改築に着手せり︒

かいちゅう﹇海中︼︵名︶1

我が大日本帝國はアジヤ大

陸の東の海中にある島國なり︒

八758図
かいつう号てつどうかいつうご
︽1︵シ︶︾

く開け︑︵略﹀︒

余ーセ彰

かいつう・す︻開通﹈︵サ変︶2
開通す

飛ーカル蝉

るべし︒

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

十二7010國

少上川爲の間を徒に遊び

︵略V︑二道の開通せしょかいな・し﹇甲斐無﹈︵形︶1 かひなし
︵略﹀︑山ノフモトナル湯本

買手

アリは︵略﹀︑年頃かひな

例へば靴を用ふること流 かいなら・す﹇飼慣﹈︵四︶1 かひなら
穴ーシ︾

九454図

す

らしたる金平に乗り︑︵略V︑隊商と
共に出立したり︒

カヒバ

十一336図

諸子ハ戦艦・巡洋艦・海

海防艦ハ專ラ自國ノ沿岸

十一32図海防艦壼岐

艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

セン

防艦・砲艦・通報艦・駆逐艦・水雷

十一317図

馬もよく飼主になれて︑其 かいぼうかん﹇海防艦︼︵名︶3 海防艦
海波

明くれば二十八日︑天よ
かいば﹇飼葉﹈︵名︶一

く晴れて海波静かなり︒

十二79図

かいは﹇海波︼︵名︶1

の家族一同と親しんでみる︒

十﹇505

蒸氣機關ノカニヨリテ自 かいぬし︻飼主﹈︵名︶1 飼主

廻輻ス

行して︑買手にはかに増すときは︑

十一841図

肉ース︾

かいてん・す﹇回転︼︵サ変︶1

︵略V︒

十一935図

かいて﹃買手﹈︵名︶1

マデ下電車サへ開通セリ︒

九404図

り︑商工業の獲達著しく︑︵略V︒

八953図

開通ス

部開通致候事とて︑交通の利便いよ

十﹇369國団

致

七774 海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ かいつういた・す﹇開通﹈︵四︶1 開通
スヒ取ル︒

七777 波ニユラレテ︑色ノ美シイ海
草 ガ ヒ ラ ヒ ラ ト 動ク間ヲ︑︵略﹀︒

十二481図圃 四方の海の底廣く︑魚

介さまぐ海草の無限の富を藏し
たり︒

十一m9國團 ロシヤにて早くより開

かいたく﹇開拓﹈︵名︶2 開拓
拓に力を用ひたるは主として五十度
以北に候︒

カイ出ス

本島の開拓は我々國民の最も力を用

十一瓢4圓團 新版圖の事に候へば︑
ふべき所に候︒
かいだ・す﹇掻出︼︵ 五 ︶ 一
像ーシ彰

船渠ノ︵略﹀︒船ヲ其ノ中
トピ ラ

動スル機械ハ︑幾塵トナク立並ビテ

ニ入レテ一方ノ扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲ

十ニー510

ポンプデカイ出シテ工事二野ルノデ

廻醇スベク︑︵略V︒

街道

昔東海道といったのは江戸か
里︑其の間に五十三次といって︑重

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四

九354

かいどう﹇街道﹈︵名︶1

アル︒

かいちく﹇改築﹈︵名︶2 改築号あん
︵略﹀ ︑ 此 ノ 改 築 ヲ 計 書 シ ︑

ぼうてつどうかいちくらくせい
十二352

今新校舎ノ出來上ツタノハ三二慶賀

かう

かいほうする
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イ

キ

チンエン

ノ製作二工夫ヲコラセシガ︑︵略﹀︒

又分業二依ツテーツノ仕事

ニバカリ掛ツテ居ルト︑︵略﹀︑其ノ

十︸118
仕事二適スル器具ノ改良や黒黒ヲス

カイ

ヲ護ルコトヲ目的トス︒壼岐・鎭遠
・見島等是ナリ︒
かいほう・する︻介抱 ﹈ ︵ ナ 変 ︶ 一

ルコトモアル︒

︽ーシ顛

ハゥスル
ホリ

まものやさかななどを買って
まだきつぶを買ってみる人も

かへります︒

五398

︵略V︑二人が店のるすをして

あります︒

六302

一本古せんつつのを二本買つ

みると︑一人の男の子がふでを買ひ
に來た︒

其の後百年間の公達は蒸

氣機關の上に多大なる改良を加へた

六303

るを以て︑今や列車の速度は
に及ぶものあり︒

塩はとなりの國から買ってゐ
問屋といふのは他人からた

たとへばごふく問屋といふ

働クコトガナケレバ︑食物モ

買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

八156

ナイ︒

僅かですが︑何かすきな物を買って

八692団此のかはせの金は︑ほんの

︵略﹀︑五年・十年ノ後脚ハ︑

上げて下さい︒

九763図

鯨程ノ金高トナリテ︑ヤ︑高償ナル

︵略﹀︑貯金セントスル時ニ

必要品モ買フコトヲ得ベク︑︵略V︒

ハ︑其ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ

九771図

毫紙ニハリツケ︑︵略V︒

シ ナ

質ル・買フ︑︵略V等ノ字

ノ一部二貝ノ字アルハ︑支那ノ古代

九893図

昔トルコの或大君がアラビ

二貝ヲ用ヒタルが故ナリトイフ︒

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

十一473
ふ人にたのまれて︑それをほかから

のは︑︵略﹀︑又織物を買ひたいとい

七151園

して︑口銭を取る店のことです︒

のまれて︑品物を賞つたり買ったり

七147囹

た︒

六584

て︑十せん銀貨を出したから︑︵略﹀︒

︵略﹀

十一281図

八887 カタハラニ居タ一軍曹ハ中佐
ヲ壕ノ内二入レテカイハウシタ︒

かいめん﹃海面︼︵名︶1 海面
十639 ︵略﹀︑そよくと吹く風に︑
海面はさ雲波を立ててみる︒
︵略V︑自ら先んじて耕作

・養慧・養難・養魚等の模範を示せ

十一皿10図
しを以て︑近年作物の改良も出來︑

かいめん︻海綿︼︵名︶2 海綿
時二使フ海綿モ︑ヤハリ海ノソコノ
街路

當毫北市街の如きは︑

シャンゼリ二二の大通の

約束をした︒

他人ノ至心ヲ懸仏ントシ

買取ってやる店のことです︒

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

︵略V︑種物屋から西洋西瓜 十一5310國

ヤシムベシ︒

七176国

の種を三色ばかり買って來ていた買

伯林の市街は清潔を以て

きたうございます︒

買ふ

ヘテ︑多敷ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

例へばこ﹂に一種の石あ

日光・磁器の如きは︑

つて便あることなし︒

ものならば︑之を買ふものなく︑随

り︑︵略﹀︑飾にも實用にもならざる

十一912図

しいくと申して居りますから︑お

店ニハ番人が居テ買ハウト思
何モ買フモノガナケレバ︑ソ

ことなし︒

之を買ふ必要なく︑随って亦便ある

︵略﹀︑随意に得らる﹂ものなれば︑

十﹇914図
思ひましたが︑︵略V︑誰一人買はう

これを見た人は皆ほしいとは
といふ者がありません︒

七396

ノマ︑カヘツテモヨイ︒

七388

フ物ハスグニ買ヘル︒

七387

ていた轟きたうございます︒

バナケレバナラヌ︒

︵略Vめづらしい草花をほ 十一653 ︵略V︑鼻面人々ノ好ミヲ考

著る︒︵略V︒街路は掃除最もよく行

買フ

ウミ

ハ︵略V︑子ドモ

てかずでも︑これも二三種買って來

倫敦は︵略﹀街路狭けれ 七185團

か・う﹇買︼︵四・五︶27

通機關とす︒

ば︑古風の乗合馬車を以て主なる交

十二626図

きと貸きて︑︵略﹀︒

十二619國

如きは︑世界最美の街路と構せらる︒

十二612図

近年市匠を改正し︑街路井然︑︵略﹀︒

十一364國團

がいろ﹇街路﹈︵名︶4

︵略﹀︒

七733 薫物ヲ洗ツタリフイタリスル
岩ナドニ取リツイテヰル贔ノ骨デア
ル︒

根などは︑地上に落ちたる水をふく

十94図 ︵略V落葉・こけ︵略﹀木の
みさ﹂ふること︑あたかも海綿の如

肉ーメ彰

買ひ

くなるを以て︑水をして少しつつ謡⁝
かに流れ出でしむ ︒

もとめる

かいもと・める﹇買求﹈︵下一︶1
﹁日ごろ貧しい暮しをして

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七439圓
を買ひもとめた︒

海陸運輸

かいりくうんゆ﹇海陸運輸一︵名︶1

︽ーッ・ーハ・！ヒ・ーフ︾

ウラシマ

四35又臥からは︑きれやこ

ヘハナシテヤリマシタ︒

カラソノカメラ買ツテ︑

三662

買ってきたのです︒L

八957図近年新しき港も成りたれ 三645囹 貝ざいくを責るみせで
ば︑海陸運輸の便盒之開け︑産業の
迂論は今後いよいよ著しからん︒

かいりょう﹃改良﹈︵名︶4 改良
鑓ノ改良二志シ︑先ヅ之ヲ織ル機械

十427図 明治九年頃ヨリモツパラ花
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かえすがえす
かう

十一921図例へばこ﹂に一戸の費家 りに使ふ爲に飼ひ︑︵略V︒

彼の書師の有壁を見給へ︒﹂とささ

︵略﹀︑﹁かしこに行きて︑

やくに︑行きてうか窪へば︑障子に

十一731図

飼ふのである︒

十837

︵略V︑猫は鼠を捕らせる爲に

ありて︑之を買はんとする人五人あ

敵はかなはじと︑にはか
家運

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

十二72図

起する様なり︒

身を寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝

るときは︑︵略V︒

ふ︒

飼ふのにたやすい︒

十865

豚はどんな物でも食ふから︑

十一926図之に反して︑同檬なる費 十864豚はもっぱら食用の爲に飼
家五戸ありて︑買はんとする人唯一
人 な る と き は ︑ ︵略V︒

十一皿2図 何れの家にても卵を亙れ
十868

かへせし人

若宮堂の舞の袖︑しつ

のをだまきくりかへし

十二254直穿

をしのびつ︑︒

号うちかえす・お

かえ・す︻返︼︵四︶4 かへす 返す

いかえす・おくりかえす・くりかえ

余ーシ・ース・ーセ煙

す・といかえす・とりかえす・ひきか

りかへさうとすると︑ ﹁この釜は昔

ました︒︵略﹀︒籍そうおこって︑取

かまをぬすまれたものがあり

えしきたる・ひきかえす
ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

親子・夫婦・兄弟・姉妹 五236
ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開

︵略﹀圖書館の書籍を借

受くるに一枚の葉書にて申し込めば

十二m6図

せる地数箇庭を返せり︒

十二957墨銀に於て齊侯魯より奪略

元の 御代に返すは誰が任ぞ︒

十8910図圃 ︵略﹀ やみの天地をまた

といって︑どうしてもかへしません︒

から私のうちにある釜です︒︵略﹀︒﹂

かえがた・し﹇代難一︵形︶1
︽ーキ︾

︵略﹀︑其ノ魚ハ腐リテ︑一
カヘシ

かえ・す︻帰﹈︵四・五︶2 カヘス か

期日を違ふる者絶えてなしといふ︒

直ちに送り直る︒之を返すにも其の
シガ︑正成ハ︵略﹀ト︑ネンゴロ甘言

︵略﹀戦場二出デントセ

︽ーヒ︾

ヒフクメテ︑國ヘカヘシタリ︒︵略V︒

七41國圏

タマフ

かえしたま・う﹇帰給︼︵四︶一

合ノ米ニモ換へ難キニ至ルベシ︒

九888図

換へ難シ

ケテ一家ノ内調フコト多シ︒

十一518図

豚は︵略﹀︒︵略﹀︒内地では かうん﹇家運﹈︵名︶1

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

︵略V︒

きう

十868

其の外あひるや七面鳥なども
︵略V︑又桑を植ゑ︑鷲を

養ふ者多く︑難を飼はざる辱なし︒

十一囎1図

家に飼はれる鳥である︒

十882

く農家に飼はれるのは難で︑︵略﹀︒

ヨイオヂイサンバ白イ犬 十879 鳥類の中で家畜として最も多 かえうぬりかえ・ひきかえ

球ではたくさん飼って居った︒

りゆう
豚は︵略V︒︵略V︒︵略﹀︑琉

昔から回り多くは飼はなかったが︑
かふ

醤油を買ふに鯨あ り ︒
カフ

︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ・1へ彫

か ・ う ︻ 飼 ﹈ ︵ 四 ・ 五︶16
飼ふ

二507

うおかいあそばす

ヲーピキカツテ︑︵略﹀カハイガ
ツテヰマシタ︒

七291 慧をかつて絹綜を取り︑絹綜
を織って絹織物にするまでには︑大
そうな手間がか＼ る ︒

へ帝号とりかう・はりかう・はりかえ

七314 ︵略﹀︑二万匹の翼をかふの か・う︻代﹈︵下二︶2 代ふ 肉ーフ・一
に︑人一人附き＼りで︑眠るひまも

其の家はほったて小屋の如

たまう

へす 余ーシ彰

十815﹇図

ない程いそがしい ︒

父ノ汝ヲカヘシタマヒシバ︑汝ノヲ

六448

七341 盤をかふのは春と夏と秋の三

く︑床もなく︑天井もなし︒唯かづ

サナクシテ死ヌルヲカナシミタマヒ

︵略﹀︑正成隠道ニテサトス

此の五箇條を行ふも︑結

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十二匝3図

かえすがえす﹇返返﹈︵副︶・返すぐ

フクメテ︑國へカヘシタリ︒

ヤウ︑﹁︵略﹀︒﹂ト︑ネンゴロニ言ヒ

七31図

へかへしました︒

は︑ごめんです︒﹂といって︑うち

お寺では﹁こんないたづら者

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

らなどにて︑かやを結びて壁に代へ︑

反ス

ある︒

かへす
クワン

山間は赤球を以て︵略V︑ かえ・す︻反﹈︵四︶2

テニアラズ︒

十ニー88図

又かやを並べて屋根となせり︒

七616図 昔より﹁犬は三日かへば︑
三年その恩をわす れ ず ︒ ﹂ と い へ り ︒

ゑんすみけい

飛iシ・ーセ︾

ゑんとうけい

圓筒形を以て︵略﹀︑掌上形を以て

︵略V︑畑もたくさんもって︑

二蹄ラントス︒魏將司馬諭達聞キテ

十一鵬3図蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國

八192

︵略Vを示す︒夜間は紅燈を赤球に︑

ノノ如シ︒

鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハントスルモ

ツヅミ

之ヲ追フ︒蜀ノ軍︵略﹀︑旗ヲ反シ︑

牛もたくさんかひ︑何不足なく暮し

一一へ単

緑燈を圓筒形に︑紅緑二燈を圓錐形
に代ふ︒
か・う﹇変﹈︵下二︶2

攣ふ

てるた農夫がありました︒

十835 犬と猫は最も多く家に飼はれ
る獣である︒

十836 犬は夜を守らせる爲︑又はか n▽ふりかう

かえりみる
かえって
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ふくよう

カヘツテ

か

返すぐも服麿すべき大御言ならず
や︒

かえって﹇反刀︵副︶15

白ウサギハスグ海ノ水

へって 却ツテ却って

四581

テ︑タヤスク之ヲミトメ︑之二近ヅ
クコトナキが玉笹︑却ツテ其ノ身ノ

然れども運動多きに過ぐれ

安全ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒
九601図
皇所にて火吹竹を使ふも︑

ば︑却って病を起すことあり︒

九659図

︵略Vも︑皆空氣を送りて︑火の勢

ヲアビマシタガ︑ マヘヨリモ
を盛ならしむる爲にして︑︵略﹀︒然

に︑別の道から下りました︒

身をきるやうな北風の 吹

いまその杖をもぎ取ら

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

六601圃
ぐ野中道︒

六618翌翌

れ︑かへりの道が知れません︒﹂

余ーリ・ール・ーレ呼

錦リ來

ル

蹄り來る

かえりきた・る﹇帰来﹈︵四︶4

長き航海を終へて瞬り來れ
る明治丸の船長は︑︵略V︒

七804図

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

十一752図園

﹁先に書がきたる檜の

其の意を得たれば︑之を書添へんと
参り來

て︑わざく齢り來りたるなり︒﹂

﹁東園へ行き給ふと聞

かえり・︿︻帰来﹈︵力変︶1

十﹇749黒酒

︽ーコ彰

かへりたて

きしに︑再び諮り來られしは何故
ぞ︒﹂

卵からかへったばかりの量は

かえりたて﹇贈立﹈︵名︶1

七302

︵略﹀︒︵略V︒かへりたてから︑しき
りに食物をさがしてみて︑︵略︶︒

蹄

十二822 日は﹁既に西へ傾いて︑祭見

顧み

物の人々は段々麟り始める︒

かえりみ︻顧﹈︵名︶1

︵略V︑大君の邊にこそ

死なめ︑顧みはせじ︒

十二価3國團

力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下

かえりみち﹃帰道﹈︵名︶一 カヘリ道

セバ︑コ︑モマタ見渡スカギリ︑入

七591図

家ナラザルハナシ︒

かえり・みる﹇省﹈︵上一︶2 省ミル

位人臣の榮を極め︑富天

顧みる ︽ーミ・ーミル︾

トイフ︒

身をはかなむも過ぎし

て︑徒に後を顧みることなかれ︒

ことは追ふべからず︒常に前を望み

十二715図

す︒

向ふ庭何物をもは窒からずして突進

が故に︑︵略﹀︑遂に危害を顧みず︑

十二6910図 ︵略V︑飢餓刻々にせまる

き が

ナイノハヲカシイ話デアル︒

ク人ガ︑毫所ヲ不潔ニシテカへりミ

十一674

座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置

シ︑良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂

十227図老人片足ノ靴ヲ橋下二落

ル

かえり・みる﹇顧﹈︵上一︶5 カヘリミ

所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

下に冠たるも︑自ら省みてやましき

十二724図

中ノ苦ヲ如何ニセン︒

トアレバ︑勉メテ面二笑フトモ︑心

十一529図内二省ミテ︑ヤマシキコ

︵略V︑ミダリニ風色ヲ作 八802ロコ凶 かくの如く日本を出で︑海 省みる ︽ーミ︾

肺臓二曹ル︒

部ヨリ露リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ

心臓ハ︵略﹀︑又身盟ノ各

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

其の將伊企灘をして日本

十762図

ば︑二元の日本に錨り下る︒

十二305図

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

十一543図

却って火の消ゆることあるべし︒

れども空聾の流通飴りに強き時は︑

カヘツテイタクナツテ︑ナホナホ
三郎﹁︵略﹀︑モツトタクサ

クルシンデヰマシタ︒
四694圏

ンノンダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

母﹁サウードニノンデハ︑カヘ
ツテワルイノデス︒
︵略﹀勝家などはこれをきら

つて︑てきたひましたが︑かへって

六507

ほろぼされて︑︵略﹀︒

﹁日本の將我がしりを食

へ︒﹂と號ばしむ︒重刻灘却って﹁新

に向って︑

羅王我がしりを食へ︒﹂

八67図 その他には何の御かざりも
なき質素なる御かまへ︑かへってか

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか＼り

かへり号おんか

かえりはじ・める﹇帰始﹈︵下一︶1

遠き慮なければ︑必ず近

といひて︑

しこく︑かたじけなし︒

しが︑︿略﹀よき枝ぶりの檜を見て︑

しめて盆なし︒

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

き憂あり︒されど鯨り小さき事にま

十二717図

︵略︶︒

八111團 一人の分はうっかりしてゐ
る間に爲されましたので︑かへって
よく寓りました︒

八159 何モシナイデ遊ンデヰルノハ
樂ナヤウ二見エルガ︑却ツテ苦シイ

て︑や﹂もすれば輕侮の念を以て之

國力我に劣れる國民を見
を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

十二皿2図

八718図園諸齎我を苦しめんとして︑

ざるが如きは︑却って我が愛息の度

モノデアル︒

此の斜日間少しも食物を送らざるが

えり

六112

かへりには同じ道を通らず り始める 肉ーメル︾

かえり︻帰﹈︵名︶3

して︑︵略V︒

量の狭く︑品格の低きを示す所以に

故に︑新しき血出藍ずして︑諸君は
皆却って自ら苦しむにいたれり︒

抜きて︑草を薙彿ひ給ふに︑火勢却

九510図 尊こ＼において天叢雲劔を
つ て 賊 の 方 に 向 ひ︑︵略﹀︒

九574図 他ノ動物ハ其ノ艶色ニヨリ
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かえる
かえりゆく

脚

ぼるとがる

十二763図 コロンブスは葡萄牙に客
遊中︑熱心に此の説を主張したりし

せり︒

十一701図

思ひても返らぬことをく

蹄る

肉ーッ・一

か

よくと心配するは︑未練にして愚

・のへる蹄ル

カヘル

が︑何人も一笑に附して顧みるもの

へる

かえ・る︻帰﹈︵四・五︶47

なる人のする事なり︒

︽ーク︾

断り

なかりき︒

行く

かえりゆ・︿︻帰行︼︵四・五︶1
やばせ

ソレヲモ

オハナハモミヂノハヲ

オトウサンハ

あるばんまさをははは

ソノウチニウラシマハ

四36

又町からは︑きれやこ

まものやさかななどを買って

かへる道々あと見かへれ

ほろぼしました︒

ば︑葉末々々に夜つゆが光る︒

七106︹團

今モ外蓋ラカヘツテ︑ス 七388 何モ買フモノガナケレバ︑ソ

かへります︒

四677

がひあるまい︒さっそく持ってかへ

來た者がありました︒︵略﹀︒馬の主

グココへ來テヰル所デス︒
ノマ︑力ヘツテモヨイ︒
五264園この釜は︑お前の物にち 七398 ︵略﹀︑大そうよい馬を責りに

は馬を引いてかへらうとしました︒

一豊もほしくてくたまらな

れ︒﹂

思はずひとり言をいひました︒

この間にいさんがかへって

て窩眞をとりました︒

來ましたので︑うち中の者がそろつ

八99団

宮に参拝す︒

八75図宿に盗りて一休みの後︑外

いから︑家へかへって︑﹁︵略V︒﹂と

それから又方々であそんで︑

かみなりが鳴り出しました︒

ル︒

た︒

六313

︵略﹀︑直吉は︵略Vそのつり

學校からかへってから︑をば

秀吉は︵略﹀︑すぐに敵とわ
ぼくしてかへって來て︑光秀をうち

六502

にはかへる︒

で用をたして︑この次の水曜日まで

六408團明後日はこ﹂を立って︑道

さんの所へ使ひに行った︒

六375

長松は笑って︑︵略V︒

けて行って︑︵略﹀︒かへって來ると︑

直吉は︵略﹀︑すぐに追つか

の子も氣がつかずにそのまΣかへっ

に一せんの銅貨を三枚渡した︒男

六306

ジブンニカヘル︒

六125

編って見ると︑自分の家は戸

取りもどして餓って継ると︑

叔父さんのうちへ見まひに行

へ敗るには︑︵略﹀︒

八796﹇図 ヨーロッパより船にて日本

つたにいさんが館っての話に︑︵略V︒

八434

聲ヲ後弓シテ暢レリ︒

ルコトヲ得ズ︑クチヲシクモエノ笑

八296図幾度カマハリタレドモ︑入

屋から出て來ました︒

今度は下女がばけつをさげて︑牛小

八243

る様子がありません︒

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

八229

いふことだ︒﹂

ゑをさがして︑すぐ二ってしまふと

ガンバ︵略V︑ツバメノ來ル 八219圏 ︵略V︑毎朝早くすを出て︑

ニ來テ︑ツバメノ來ルジブンニカヘ

マダカヘリ 六124 ガンハツバメノカヘルジブン

うちへかへったのは夕方でした︒

六116

よそからかへって参る道で︑︵略﹀︑

ハヤクカヘラナイト︑オカ 五458 ある日友吉と音次郎の二人が 七401

八617図圃︵略V︑斜走をさして錨り行 ラ・ーリ・ール・ーレ︾ 号つれかえる・
もちかえる

白帆を送る夕風に︑聲程近し︑

く

一504

せん︒

三687

︵略V︒

ウチへ力ヘリタクナツタカラ︑

三696

カヘルノモワスレテヰマシタ︒

ウラシマハ︵略V︑ウチヘ

三355 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま

てきました︒

といつしょによそからかへっ

三348

ツテキマシタ︒

二267ソコヘオトウサンガカヘ

マセン︒

二263

ツテ︑ウチへ力ヘツテ︑︵略﹀︒

一マイヒロヒマシタ︒

ニー9一

アサンガシンパイシマス︒

三井のかね︒

十八かへる

かえる﹇蛙﹈︹課名︺2 かへる

三目6
三473 十八 かへる

かへるはをかにみると

かえる﹇蛙﹈︵名︶4 カヘル かへる
号あまがえる

三474
きには︑大きな目をして︑手
をついてすわってゐます︒

かへるは水の中にも︑

をかの上にもすむことがで

三502
きるのです︒
三506圃 しだれやなぎ に とびつ

くかへる︑とんではおち︑おち
てはとび︑︵略﹀ ︒

九535図 田ニスムカヘルハ土色ニシ

返る

テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色
ナリ︒

かへる

公ーラ・ーリ︾号ふ り か え る ・ み か え る

かえ・る︻返︼︵四︶2

アマリナガクナリマス
ウチヘカヘツテ見ルト︑
オドロキマシタ︑︵略﹀︒

三725

カラ︑モウウチへ力ヘリマセウ︒﹂

十712國 ︵略V︑男勝りの大力にて 三704園
ボートをあやつりしダーリングの手
は︑今ややさしきをとめの手にかへ
りて︑半死半生の水夫を親切に看護

かお
かえる
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八917囹 其ノ時ハオレノ死面ヲセオ
五日目ノ同行キテ見レバ︑

ツテ露ル積りデカケツケヨ︒L
十239ロコ凶

十二879図

買ヘル

︽一

取換ヘナケレバナラナイノデ︑︵略﹀︒

ヘル︾

か・える﹁買﹈︵下一︶1

是より暇を請ひて郷里に

錨り︑公私の用を終へて︑再び江戸
に出つれば︑︵略﹀︒

す︒︵略﹀︒景公言りて群臣に告げて

かへるとくも

火煙
︵略﹀︑打出す砲弾よく命

カホ

かほ

海をおほひて敵を包めり︒
かお﹇顔﹈︵名︶15

あさがお・えがお・しらぬかおす・ゆ

顔﹇▽

費して︑敵艦三々火災を起し︑火煙

十二610図

かえん﹇火煙︼︵名︶1

三目7 十九 かへるとくも
三504 十九 かへるとくも

かえるとくも︹課名︺2

思フ物ハスグニ買ヘル︒

六603團八つばかりの女の子︑た

く泣いてみる︒

もとを顔におしあてて︑ひとりしく

狐の如し︒

七648

をす＼ぐ︒

私もみんなと一しょの分は

まじめになり過ぎましたので︑にい

八108団

われくは毎朝顔を洗ひ︑口

︵略﹀︑あるものは顔長くとがりて︑

七607図犬の種類は︵略﹀︒︵略V︒

かはってゐます︒

．顔のちがふやうに︑せいしつも色々

六723 十人十色と申しますが︑︵略V︑

赤くする子供もございました︒

も︑答へることが出來ないで︑顔を

十二953図景公︵略﹀官公と會見 七387 店ニハ番人が居テ︑買ハウト 六704 ︵略﹀︑先生に何か聞かれて
曰く︵略﹀︒

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒大
ノ朝再ビ來ルベシ︒﹂トイフニ︑良
其の後孟子出でて學び︑

く機上に在り︒

學を卒へずして露りし時︑母たま

十二965図

イニ怒リテ︑﹁︵ 略 V ︒ 今 ヨ リ 後 五 日 目

ヤムヲ得ズシテ餓レリ︒
各我が家に編りたりとそ︒

十714図 数日の後︑水夫は︵略V︑

卵からかへったばかりの惣は

りしかない︒

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

七296

十一36図圃 あへらじと一のねて思へ かえ・る﹇艀﹈︵五︶1 かへる 内ーッ単
ばあつさ弓 なき数にいる名をぞと
買むる︒

︽i

うがお

かへる

へ︾号とりかえる・ぬきかえる・ぬぎ

か・える﹇代﹈︵下一︶1

十一489 追手のトルコ人は︵略V︒空
し く 蛉 っ て ︑ ﹁ ︵ 略﹀︒﹂と報告する外
はない︒

かへるは︵略﹀︒︵略V︒小さ

さんによそ行の顔だといって笑はれ

三482

熊吉の落馬したのにかまは

かえる・ひきかえる

九862園

な虫がまヘへくると︑ばくつ

の艦になって立って來た︒

ました︒

十﹇491 三日目の夕方一同半死半生

とくって︑へいきなかほをして

︵略﹀︒

毎に︑そなたのふがひなきことが思

九214誘導

母は其の方々の顔を見る

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

水兵は驚いて︑立上ってし

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

︵略V︑行きてうか窒へ

ゐます︒

十一732図

勝であったのに︑人の命にはかへら

︵略︶寝起する様なり︒さまた

九198

ば︑

︵略﹀スレチガフ時ニハ︑向

ひ出されて︑︵略﹀︒

たる風なく︑常に一といふ文字をだ

二人は思はず耳に手をあて 十165図 ︵略﹀︑式部は少しも高ぶり

すくんでしまひ︑人も顔を見合せて

出した︒

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ

を寄せて︑何事か話してみるかと思

見つめてみたが︑︵略V︑馬の耳に口

馬主はしばらく大將の顔を

に知らぬ顔に過したりといふ︒

よしっねは︵略﹀︑﹁進めく︒﹂

十一477

て︑そこにたふれました︒しばらく

五811

見まはすと︑︵略﹀︒

たって︑顔を上げて︑そのあたりを

五484

ク見エマセン︒

フノ汽車ニノツテヰル人ノカホ呼応

五433

︵略﹀︑カホノ長サガ一音六尺︑︵略︶︒

ナラノ大ブツトイツテ︵略﹀︒

れないと︑相手を助けてやったのは

五144
如何にも見上げたりっぱな行だ︒
攣へ

げせんも心なしと思ひて︑其のま㌦

︵略﹀︑書師︵略﹀︑東國 か・える﹇変﹈︵下一︶3

かへる

寝間に露れり︒

十一748図

六563

ル︽1へ・1ヘル彰

︵略V︑つる・がん・つばめな
へる鳥は︑総べてつばさが大きい︒

どの様に︑氣候によってすむ所をか

八549

を引受けた︒

いたが︑たちまち陣立をかへて︑敵

信玄はふいをうたれておどろ

ざる内︑又再び引返して一景寺に露

へ出立せり︒然るに未だ一月もた㌧
れり︒

クワ ン

十一鵬2図 孔明魏軍ト封陣ノ中二卒

さる
︵略﹀︑数多の猿遠く歎百

ス︒蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國二鑛ラ
ントス︒
十二6710國

進まうとはしない︒

とさしづをしたが︑馬もこはがって
スルコトニナルト︑仕事ノ移り攣ル

︵略﹀︑一人デ種々ノ仕事ヲ

度毎二︑居ル場所ヲ墜へ︑又器具ヲ

十一111

竜北くれば︑再び其の故鰹に写るを

里の地より集り來りて之を食ひ︑果
例とす︒

9

かがりび
かおく

十804図

あいぬの風俗は︵略﹀︒其

かおく﹇家屋﹈︵名︶3 家屋
の衣服・食物・家屋の有様に至りて
も異なる所多し︒

十﹁1210 又葛家全艦カライヘバ︑

マスカラ︑

古イカサト古イモ

成せる人なるに︑三年の間未だ一度

廣い田の面は切株ばかりで︑
カガミ

か買み

神代の昔皇祖天照大神︑

あまてらすおほみかみ

一116クシトカガミ

やたのかがみ

鏡号おんかがみ・しかのみずかがみ・

かがみ﹇鏡﹈︵名︶5

︵略﹀︑か︑しの骨も残ってみない︒

十286

チアリマス︒

も書筆を取り給ひしことなし︒
︽1

モヒキヲキセタカカシガタテ

カ︑フ

天爵キ︑アツト面立テテニ

かか・う﹇抱︼︵下二︶一

八305図

へ暫

ゲ出セバ︑川成腹ヲカ︑ヘテ笑ヒナ

︵略V等

ハ皆分業二外ナラヌノデアル︒

︵略V︑大工ノ家 屋 ヲ 作 り ︑
ガラ︑︵略﹀︒

是白鷺天の詩に︑﹁香櫨峯
と

︵略V︑ネボカトフ少尉は

ちゆう

か讐みの如き

琵琶の形に似たりとて︑

は

の鏡を見ること我を見るが如くせ
び

よ︒﹂とおほせられたり︒

八596図譜

其の名をおへる湖の

こ

﹁カガミモチヲマトニ

十一一36図團鍛ひたる劔の光いちじ

カガヤク

るく 世にら掌やかせ︑我が軍人︒

かがや・︿﹇輝一︵四・五︶6

イ

日ノマルノコクキガアサ

か☆やく 角ーイ・ーキ・ーク・ーケ蝉

四88

日二力ガヤイテヰルノハ︑

材は皆ひのきの白木を用

サマシイデハアリマセンカ︒

まつ渡り見ん瀬田の橋︑

ひ︑金色の金物きらくと日にか9

八65匹田凶

やけり︒

八601図面

名高き金のしゃちほこは

か讐やく入日美しや︒

︵略V︒︵略V︑朝日・夕日にか讐やき

八942図

て︑遠く数里の外よりも望み見るこ

晴れたる大空には無数の星

とを得べし︒

かかり

せまり來る︒

十一803図

此の間に︵略﹀︑又か球

り火に薪を添ふるなど︑其の手練實

十一808國

其のままなり︒

か過り火も亦古代の風を

え初めて︑︵略V︑舟は早くも目前に

待つ︒川上にか毬り火の明り先づ見

十一7910図 ︵略V︑鵜舟の下り量るを

か挙り火

弓けんさがかり・ちょちくがか

の今まで誰一人も氣附かなかった︒

此虞彼塵にか零やいてるるとは︑今

十二851︵略V︑燈火の光が伍々として

か轡やけり︒

︵略V︑男雪山のふもとに中 九484図

水の面︑︵略︶︒
ぜんじ

九956図

鏡箱

海の静かなることは鏡の

四方の山々皆倒に影をうつせり︒

輝寺湖あり︑︵略V︑湖面鏡の如く︑

十一196國
如く︑︵略﹀︒

ニ346園

か買やかす

シテ︑イテミマセゥカ︒﹂

肉ーセ彫

かがやか・す﹇輝﹈︵四︶2
・の買やかす

大小幾多の軍艦は︵略V︑
をか窟やかせり︒

遠く四方に航行して︑到る虞に國光

十一293図

かがりび﹇箋火︼︵名︶5

妻は立って︑鏡箱の中から十 り
爾⁝の金を出して︑︵略V︒

七408

又一地方に荒模様ある時 かがみばこ﹇鏡箱﹈︵名︶1

︵略﹀其の部下と共

やたの
︵略﹀︑八腿鏡を授けたまひて︑﹁こ

︵略V︑本殿ニバカシコクモ 八24図圏

しを︑︵略﹀︒

十二59図

十二89國

は午後一時三十分にして︑︵略V︒

共に我が旗艦三笠にか㌧げられたる

︵略﹀信否運が職闘旗と

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

の雪はすだれをか〜げて見る︒﹂

十174図

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ︑．ゲタリ︒

九287図

ぐ掲ぐ肉ーグ・ーゲ彰

十二618置市颪井然として家屋の高 かか・ぐ﹇掲﹈︵下二︶5 カ︑グか﹂
さ略k相等し︒
白い雀が實際居るのか︒﹂と︑

かおつき︻顔付︼︵名︶1 顔附
八213

ふしぎさうな蓋附をして︑農夫は問
返しました︒

かおり﹇香﹈︵名︶2 かをり
くすのき

のかをり︑なほ高 し ︒

七448図譜 楠木父子の菊水は︑忠義

十一223図團高く鼻つくいその香
肉ール・

白旗をか︑げ︑

かをる

に︑不断の花のかをりあり︒

ーレ彫

に降服せり︒

かお・る﹇薫﹈︵四︶3

八91図圃 ︵略︶︑はや︑かうばしく

十ニー84ロ︒凶

掲ぐ︒

つかがく

慣額号ゆしゅ かがみもち︻鏡餅﹈︵名︶一 カガミモチ

は︑︵略﹀︑警報の信號を各信急所に

きのこにほへり︒山風にきのこかを
れり︒

いとも

が香に︑うぐひす鳴かぬ里もなし︒
︵略﹀︑勅なれば

及ぶ︒

カラスガ毎日トリニ來

かかし﹇案山子﹈︵名︶2

四112

カカシか﹂

位を占めて︑其の慣額一億圓以上に

十二451﹇図

︵略﹀︑生湯は輸出品の首

かがく﹇価額︼︵名︶1

八349図圃 ︵略V︑つ貰いてかをる梅
九921直打

かしこし︑うぐひすの 問はば如何
かをるらん︒

にと 雲ゐまで 聞え上げたる 言
の葉は︑幾代の春か

﹁君 は 豊 家 と し て 一 家 を

住持は︵略V︑或卜書 し

がか﹇画家﹈︵名︶1 評家
工に向ひ︑

十一721図圏

かかる

かかりやすい
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に驚くべし︒

めんが人なるのみならず︑又鵜をは

十︻822図 か創り火をたくは魚を集

︵略﹀︑波にくだくるか窟

げます一法たり︒

十︻829図

かかる

か﹂る

掛ル

穴ーッ・ー

リ・ール・ーレ呼出おちかかる・おとお

ル

りかかる・さしかかる・つかみかかる

又世界の中には︑年中夏の

島島にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

八826図

かる・ふりかかる

・とおりかかる・とりかかる・ひっか

に寒冷にして︑︿略V︒

知らざる國あり︒か㌧る地方にては︑

六476

らい年またお目にかか
のぼる時には三時間もか〜つ
︵略﹀︑下りる時には二時間し

爲眞を見て︑急に皆さんに

お目にか︑りたくなりました︒

八132團

・リ︑︵略﹀︒

八139 母自由自立デ朝飯ノシタクニカ

八竜︵略﹀︑ソレぐノ道具ヲ持ツ

マツチノ製造ニハ驚クベキ

テ︑メイ︿ノ仕事二力・ル︒

八392図

九357

一日の旅程を十里つつと見

山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

て︑十二日程か︑つた︒

力・リテハタキトナリ︑ヨドミテハ

九426図

常に無病にして︑馨者にか

フチトナリ︑︵略V︒

九598國

㌧りたることなき人あり︑︵略﹀︒
だいや

一字も誤がなくなってから本

印刷が出來上ってから本にと

手数ノカ・ツタマツチノ慣

分業法二藍ツテ︑一人デ一

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十﹁113

ルカラデアル︒

ノ安イノモ︑分業法二依ツテ製造ス

十﹁101

から︑手間が幾層倍もか︑る︒

十223 ︵略﹀︑木版では一枚つつ彫る

る︒

ちるまでにも︑まだ中々手数がか〜

十208

刷にか㌧るのである︒

十202

つ目を驚かす︒

其の上にか㌧れる朱塗の橋︑美観先

けらいが大ぜい直しにか︑り 九938図 ︵略﹀に大谷川あり︒︵略V︒

かか㌧りませんでした︒

六114

たが︑︵略﹀︒

六113

りませう︒﹂

四295園

カカッタカトオモフト︑︵略﹀︒

カルノモアリマス︒
手数ノカ・ルモノナリ︒
二593︵略﹀︑ハヒガパツトタツ 九156図 栗橋ハ東北鐵道ノ通路ニア
テ︑川ムカフノカレ木ノエダニ
タリ︑一大鐵橋力・レリ︒

マス︒︵略V︒︵略﹀︑クモノスニカ

ニー72︵略﹀木ノハガトンデキ

人は皆はだかにして︑︵略﹀︒

アリは︵略V︑ありし事を物

がたり︑ねんごろに同行を頼みしに︑

九492図

又向ふより一組の隊商到着せしが︑

一同快く引受けたり︒か︑る聞に︑

り火の下に︑百にも近き鵜︑此方に

飛！イ︾

か﹂り

浮 び ︑ 彼 方 に 沈 み ︑︵略﹀︒

易い

かかりやす・い︻罹易︼︵形︶1

モナホカ・ル事アリトセバ︑其ノ不

ジタルニ過ギザリキ︒若シ今ノ世ニ

︵略﹀遠キ昔ニハ︑必要ノ

九881図

︵略﹀︒

だがきたなくなる︒きたなくなる

七651 時々湯にはいらないと︑から
と︑病氣にか︑り易い︒
か＼る

場合二物ト物トヲ取換ヘテ有無相通

カ・ル

八32國 神代の昔皇祖天照大神︑

あまてらすおほみかみ

かかる﹇斯﹈︵連体︶ 1 0

便如何バカリナラン︒

十549國園 ﹁我が父の討たれ給ひし

い

その神勅

によりて︑︵略﹀︑後神殿を今の五十

時︑義仲二戯なりしを︑︵略﹀︒畠山

︵略Vとおほせられたり︒

鈴の川上に造り︑この御鏡を御神艘

は﹃いかでか㌧る幼き者に刀を立て

すぼ

として︑皇祖天照大神をまつりたま

ましたが︑中々はかどりません︒

獄をかつて絹綜を取り︑絹綜

宮城ノ御堀ニハ︑カネテ寓
眞ニテ見知リタルニ重橋力︑レリ︒

七577図

そうな手間がか〜る︒

を織って絹織物にするまでには︑大

七293

で︑信玄に打ってか︑つた︒

例へば靴を用ふること流 六572 ︵略V︑信玄の本陣に切りこん

ん︒﹄とて︑︵略V︒

靴の慣はにはかに高くなりて︑靴屋

行して︑買手にはかに増すときは︑

十﹁937國

へるなり︒︵略V︒か㌧るたふとき御
宮なれば︑︵略﹀︒
ホウデウトキヨリ

八166図園 北條時頼ノ母松下輝尼︑
︵略﹀︑ス・ケタル障子ノ破レヲツク
ヨシカゲ

盛に之を製造すべ

の利盆非常に多かるべし︒か︑る時
は靴屋は︵略﹀︑

ロヒヰタリ︒輝尼ノ兄義景コレラ見

く︑︵略﹀︒

﹁召使ノ中墨カ・ル事ヲヨク心

か＼る時は靴屋は更に多

テ︑

十﹁9310図

得タル者アリ︒

八187國 時頼が心立シク︑ツネニ節

又きりがか︑つたり︑大雪
くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

が降ったりして︑

七853圏

像ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

造すべく︑又他の職業に事事する人

㌧つたやうな氣がします︒

寓ってみるので︑皆さんにお目にか

御窩眞をありがたう︒よく

一寸先も見えなく

モ︑力・ル母二半ハレタルニヨルナ

カ・

八118團

なる事もあります︒

かか・る︻掛一︵四・五︶34カカル

給次第に増重り︑︿略﹀︒

するに至るべし︒か〜る時は靴の供

も靴屋の利金あるを見て︑之に農業
北極・南極に近き地方にて

ルベシ︒

八818ロコ凶

は︑半年は書にして︑半年は夜なる
所あり︒か〜る地方にては氣候つね
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かきそう
かかる

ト︑ソンナ手数が省ケ テ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

十一116 又分業二依ツテーツノ仕事
ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

︵略︶︑警固の武士︑播磨

精神ヲコラスコトニナ ル カ ラ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒
いまじゅく

十一152図

の今宿といふ所より山陰道へか︑り

て遷幸をなし奉ると い ふ ︒
﹁先に書がきたる檜の

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか〜り

十一7410図園

しが︑︵略Vよき枝ぶりの檜を見て︑
其 の 意 を 得 た れ ば ︑︵略﹀︒﹂

︵略 V ︑ 一 條 の 谷 川 あ り ︑

この水即ちか︑つて第一の渥布を成

十﹇7610図

すなり︒

十一m10図國 東洋平和の天職は か
其ノ下墨︵略V︑多人数ノ技

︑る︑我等の肩の上 ︒

十ニー21

師や技手が永クカ・ツテ製圖スルカ
ラ︑︵略V︒

カキノタネ

又きたない水やくさった水をかき︻柿﹈︵名︶3 カキうくしがき・
しぶかき

七659
飲むと︑おそろしい病氣にか︑るこ

﹇103
本アリマス︒

四105ウチニバカキノ木ガニ

とがある︒

尊︵略﹀︑道にて病にか︑

り︑遂に伊勢にてかくれ給へり︒

九66図

イソウウマイカキデス︒

ス

内ーサ︾

カキハ︵略V︑物ニツケバ︑

中々ハナレナイ︒軍カンや汽船一時

七72一

々カキヲカキオトサナケレバナラナ

イ程デアル︒

﹁それでも私はまだ手紙の

てよいかわかりません︒﹂

書き方を習ひませんから︑どう書い

五651圏

︵略V︒

二484 一サツハシウシンノ本︑
一サツバカキカタノオテホン︑

書き方

きたなき水を飲みで︑似ろ 四118サハストアマクナツテ︑タ かきかた﹇書方﹈︵名︶2 カキカタ

カキ
︵略﹀︑サザエ・カキナドハ岩

カキハスグニフエルモノデ︑

ニツイテヰル︒

七718

かき︻牡蠣一︵名︶3

飲食に注意し︑身金の清潔かき﹇書︼号よみかき

しき病にか︑る者多し︒

九589図
九6110図
を保ち︑︵略V︑なほ病にか〜らば︑

若し家内に傳染病等にか

是我が罪にあらず︒

十一一909図

七718

ル︒

かきあっ・める﹇掻集︼︵下一︶一

ノコツテヰタハヒヲ

肉ーラ︾

自ら死ぬるより外なし︒﹂とて︑刀

十︻457図 ︵略V︑熊王︵略﹀︑﹁今は

を取直して腹かき切らんとす︒

︵略﹀︒

ぷだう

一天にはかにかき曇って︑ほ

かくて光範の與へたる刀

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか﹂り

かき

其の意を得たれば︑之を書添へんと

しが︑へ略﹀よき枝ぶりの檜を見て︑
カキオト

色の名稗も亦千種萬様なり︒
かきおと・す﹇掻落︼︵五︶一

色・柿色・葡萄色・小豆色︑︵略﹀︑

﹁先に書がきたる檜の

には事の由を書添へて送り返し︑

十一462図

内1へ顛

かきそ・う﹇書添一︵下二︶3 書添ふ

わがしい中に勇ましい︒

し物を取込むひまもない夕立は︑さ

九685

肉ーッ彫

ヨクノフカイオヂイサン かきくも・る﹇掻曇﹈︵五︶1 かき曇る

飛ーメ斬

一一632

アツメル

バ︵略﹀︑

カキ

カキオトサナケレバナラナイ程デア

軍カンや汽船ハ時々カキヲ かきき・る﹇掻切︼︵四︶1 かき切る

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

〜るものあらば︑︵略﹀︑世間へ熟し

七721

帆の運用自在なれば︑風

参る

ても相思まぬ次第ならずや︒
内ーラ︾

十一273図

かかわ・る︻係︼︵四︶1

河岸弓チーム

の方向に關らず︑十分に風力を利用
することを得︒

スかがん

海岸又は河岸の森林を伐携

かがん﹇河岸一︵名︶1
十105図

カキアツメテ︑カレ木ノ上ニノ

十ニー52 サテソレカラ船室ヲ分ツ

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

書入ル

タリ︑︵略V︑細カイ造作ヲシタリシ

︽ーレ蝉

九778図

書入レタル通帳ヲ渡ス︒
かき
かきいろ﹇柿色一︵名︶1 柿色

金銭ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

かきい・る︻書入一︵下二︶1

ボツテ︑︵略V︒

老母いたが

方も少からず︒

かき

きこもん・すぎがき・たまがきこも

かき﹇垣︼︵名︶3

テ︑スツカリ出坐上ルマデニハ非常
船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

ナ手数が掛ル︒

ん・みかき

トビラ

十ニー510

扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲポンプデカイ出

七194

︵略﹀︑垣の上には多くの頭
骨︑風雨にさらされて残れり︒

十821図

て︑永く之を保存するを以て︑︵略﹀︒

だいく
十8110國殺したる熊の頭は垣にかけ 十4810図 ︵略﹀︑實の名より取れる檀 十一752図囹

かけて︑︵略V︒

畠のゑんどうがかきの外からこゑを

にはの藤の花が咲いて︑︵略V︒

シテ工事二塁ルノデ ア ル ︒

十二343 昨年ノ夏カラ建築二力・ツ
カ・ルか﹂

テヰタ學校が落成シ テ ︑ ︵ 略 V ︒

禽ーラ・ーリ・ール 彰

かか・る︻罹﹈︵四・五︶6
る

ナバ︑︵略﹀︒

七69図圏 モシ病母カ・リテ早ク死

かぎり

かきそこない
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て︑わざく与り冠りたるなり︒﹂
た

を書きつけたり︒

ばた︒

かきつば

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

八363図國

野べも山べも新緑の

書工﹁︵略﹀︒﹂とて︑一枝 かきつばた﹇燕子花﹈︵名︶1

を書添へ︑別を告げて出で去れりと

十一753図

なん︒

かきそこない︻書損︼︵名︶1書きそこ
なひ

くすのきまさつら

風

正平の昔︑楠木正行が決

かきのこ・す﹇書残︼︵四︶1

書残す

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

かぎょう﹇家業一︵名︶3

家業

一日一二銭・二銭ヅツニテ

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後号

九763図

業ノ元手ノ一部分トモナスコトヲ得

ハ︑蝕程ノ金高トナリテ︑︵略﹀︑家

十一38図

︽ーセ︾

といふ一首の和歌を書残せるは此の

親子・夫婦・兄弟・姉妹

されば全村頗るゆたかに

課業

兵営内の生活は︵略﹀︒

︵略﹀︒課業は術科と學科との二つに

十573圓團

かぎょう︻課業﹈︵名︶2

して︑皆其の家業を樂しめり︒

十一皿6図

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各国

十一518﹇図

ベシ︒

︵略Vなき数にいる名をぞと貸むる︒

所なり︒

書き

さて書きはじめてからも︑消

角ーメ彫

かきはじ・める﹇書始﹈︵下一︶1

十189

はじめる

死の士百四十三名の名字を壁に書連

カキマハ

したり加へたりして︑︵略﹀︑幾度書

︽ース姫

カキマハスヤウナ大キナオト

外出日は︵略V︑水曜日

て︑︵略V︒

も其の日の課業を終へたる時より夕

十584國團

食前まで外出を許され候︒

︵略﹀︑世界ノ各國ハ亦皆 かぎり﹇限﹈︵名︶10 カギリ かぎり

限り弓あらんかぎり

︵略V︑コ︑モマタ見渡スカ

生残れる水夫は︵略﹀聲を

吉野山霞の奥は知らね

ども︑見ゆる限りは櫻なりけを︒

十一14國圃

限りに救を呼べり︒

十686図

ギリ︑人家ナラザルハナシ︒

七593図

ルカギリハ皆人家ナリ︒

七553図櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ

あはれめよ︒

るときは︑力のかぎりいたはれよ︑

︵略V︑なんぎをする人見

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人

六848図園

故二商業二十三スルモノ

下級

故に下級の者の上官の命

︵略﹀︑上官の者は常に下
侮の念を有すべからず︒

級の人をいたはりて︑いさ︑かも輕

十二皿4図

と思ふべく︑︵略﹀︒

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

十二皿3図

かきゅう﹇下級﹈︵名︶2

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二518図

ハ告祭が商責ノ花客ナリ︒

十二511図

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︵略︶︒

花客二接シテ愛敬ヲ壼ス

花客

ガシマシタ︒

四397ソノウチニ海ノ水ヲ

ス

かきまわ・す﹇掻回﹈︵五︶一

直すかも知れない︒

書直す

カキトクリ

四目5 四 力キトクリ
四104 四 カキトクリ

かきとくり︹課名︺2

ね︑︵略﹀︒

十一35図

栄ーネ︾

六714 字を書くのに︑筆をおとした かきつら・ぬ﹇書連︼︵下二︶1 書連ぬ
り ︑ す み を こ ぼ し たり︑︵略V︑そ＼つ

かしい子供もございました︒よくお
ちついてるて︑少しも書きそこなひ
書きそ

などをしない子供もございました︒
かきそこな・う﹇書損︼︵五︶1
余ーッ︾

六711 字を書くのに︑筆をおとした

こなふ

かきなお・す﹇書直﹈︵五︶1
内ース煙

り︑すみをこぼしたり︑書きそこな
つて︑紙をたくさんほこにしたりす

きかはりつ＼いさぎよく︑︵略﹀︒

十一541口蔚凶

さて書きはじめてからも︑消かきゃく﹇花客﹈︵名︶3

直すかも知れない︒

︽ーシ︾

馬ニマグハヲヒカセテ︑

かきなら・す﹇掻均﹈︵五︶一
ス

リマス︒

田ヲカキナラシテヰル人モア

三318

カキナラ

したり加へたりして︑︵略﹀︑幾度書

十1810

書きたす

るやうな︑そNつかしい子供もござ
いました︒

かきた・す﹇書足﹈︵五︶1
飛ーシ︾

書き給ふ

﹃おかあ さ ん か ら も よ ろ し

五666圏 そのおしまひのあいてゐ
る所へ︑
く︒﹄と書きたして 下 さ い ︒

かきたま・う﹇書給︼︵四︶1

ニコノカキネノワキニカクレ

かきね﹇垣根︼︵名︶3 カキネ 垣根
肉ーハ彰
十一741國園 夜明けて後︑住持豊工 一一231園 ﹁マサヲサン︑イツシヨ
マセウ︒﹂

﹁今日 書 き 給 は ん 鶴 の 姿

アリ︑竹ノカキネモアリマス︒

三305ソノホカ竹ノスダレモ

に向ひて︑

書きつく

は か や う な る べ し ︒﹂と︑︵略V︒

かきつ・︿﹇書付﹈︵下二︶1
貞ーケ彰

木の幹をけづりて︑大文字に詩の句

十一159國高徳︵略﹀︑大いなる櫻の 八364︹図園 垣根にからむ朝顔の さ
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かく
かぎりなし

まうせん

十一193國 雨岸及び島々︑見渡す限
り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが
如く︑︵略﹀︒

＋一585聲を限りに﹁ピエi川よ︑
ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々
を尋ねて︑︵略﹀︒

十一693図 然れども人の勢力には限
りあり︒

十一948図 ︵略﹀︑供給に限りある
物︑例へば名高き古人の恕罪・古器
物 な ど の 如 き は ︑ ︵略V︒

かぎりな

リキ︒

病毒のみに限らず︑何事

にても少しの不注意は大いなる禍を

十二907図
招く︒

かぎ分く

犬は︵略︸︒︵略﹀︒又その鼻

かぎわ・︿﹇嗅分︼︵下二︶1
角ークル彰

七622図

ルトキハ︑シバラクハ用ヲナスベキ

闘牛其ノ住メル周園ノ物ノ色二似タ

其の他森林は直直を和げ︑

しきを以て︑︵略V︒

べからず︒森林の効用か︿の如く著

景を添ふる等︑其の効用あげて数ふ

土砂の流出を防ぎ︑ ︵略V一種の風

十111図

ルモノアリテ︑︵略﹀︒

工驚キ︑アツト聲立テテ

コトヲ︑若キ者了知ラセントテカク
スルナリ︒﹂

八306図囹

ナガラ︑﹁カク我ノ居ルニ︑何ユエニ

ニゲ出セバ︑川成腹ヲカ︑ヘテ笑ヒ
入り給ハザルカ︒﹂トイフ︒

を禁ぜり︒かく保護せられたる森林

マツチハーダースノ便三四 十113図 ︵略﹀︑近年一定の森林を指
長し︑其の樹木を一時に伐取ること
銭グラヰナレバ︑一箱三四厘ニモ足

を保安林といふ︒

八383図

つて︑かりに用ひて︑えものをさが

ラズ︒カクノ如ク債ノ安キモノニ

はよく物のにほひをかぎ食くるをも
さしむるに適す︒

十476図

直線を︵略﹀並ぶる時は︑

名硲ノカク異ナルヲ以テモ︑︵略V︒

芋トイヒ︑琉球ニチハ唐芋トイフ︒

マツチハ︵略V︒カクノ如 十307図 甘藷ノ名四︵略﹀︒關東ニ
ザツマイモ
リウキウ
テハ薩摩芋トイヒ︑薩摩ニチハ琉球
利ナルモノハ世二丁カルベシ︒

ク債ノ安キモノニテ︑カクノ如ク便

八384図

テ︑︵略V︒

かく﹇角﹈号いっかく

︵略﹀︑土又は石のこをねり

我等︵略﹀︑東へ東へと進
み行かば︑︵略V︒︵略V︒かくの如く

線を用ふれば︑更に美しき模標を得

美しき模様を生ず︒︵略﹀︒︵略V︑曲

八801図

焼く︒かくして出來たるものをすや

束へ東へと進めば︑又元の日本に婦

花鳥・轟魚等の形を憂じて作れるも

べし︒︵略﹀︒模様には︵略﹀︑草木・

日本を出で︑海を越え︑陸を越え︑

り來る︒

の多し︒︵略V︒かくの如き模様の工

﹁唯一人読み止って戦ひ

むすめを中にすゑて泣きかなしめる

九24施肥

しなの

てっかの

みつもり

給ふは誰ぞ︒名乗り給へや︒かく申

十504図囹

夫は無限に多し︒

春秋爾度ノ大祭ニハ必ズ勅

かなしむぞ︒﹂と問はせ給へば︑︵略V︒

を見給ふ︒尊は﹁何故にかくは泣き

︵略﹀︑夫婦の老人一人の

きといふ︒

かためてかわかし︑かまどに入れて

七349図

かく﹇斯﹈︵副︶34カクかく此

十﹇951図 即ち供給に限りあるもの かく﹇閣﹈撃てんしゅかく
は一定の債なしといふべし︒

︵略﹀︑家の氏の名多けれ

箇 ー ク・ーシ彰

かぎりな・し﹇限無︼︵形︶3
限りなし

七459黒蟻

し

ば︑紋の数々かぎりなし︒

燈毫のあかりを知ることは︑船に乗

十一691図 我等の周園には忌むべき 七874図 この星を見分けることや︑
書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

代々の天皇は皇大神宮をた

一段と聲をはり上げ

船長はか

る者には大切な事です︒﹂

八19図

て︑︵略﹀︒

くいひ終へて︑

事限りなし︒

限る

角一

十二485図圏 三池・夕張・大の浦︑
限ル

掘 れ ど 炭 磯 限 り な く︑︵略﹀︒

かぎ・る﹇限︼︵四︶ 4

九304図

すは信濃の國の住人︑手塚太郎光盛

ふとびたまふこときはめてあつく︑
せ

使ヲ差立テラレ︑︵略V︒臨時大祭二

ラ・ーリ彰

い

國民もまた深くうやまひ奉りて︑一

なり︒

し な
︵略﹀︑其の外支那形船

天皇皇后爾陛下ノ行幸啓アラセラレ

十一374圓團

生に一度は︑かならず伊勢に参拝せ

シコトモ度々アリ︒カクノ如ク國事

テ︑木ノ葉山ヤドル雨ガヘルハ緑色

ノハ之ヲ製煉場二送ル︒

否ヲ選り分ク︒カク選り分ケタルモ

リ︑此ノ機械ニカケテ︑一々其ノ良

十629図選鑛場ニハ種々ノ機械ア

くの如くに御座候︒

先は近状御報知申上之か

に限りて許されたる数多の開港場も

ニタフレタル人々ヲアハレミ給フコ

十60エ圓團

んと心がけざるものなし︒諸子は皇

トノ深ク且アツキヲ見ルモノ︵略﹀︒

大神宮のかくばかりたふときいはれ
を知れりや︒

これあり候︒

十二337図 人世には思はぬ不幸︑驚
くべき事忌の何時起り來らずとも限

ナリ︒︵略﹀︒カクノ如ク動物ノ単色

八184図園︵略V︑破レタル所ヲ一間 九541図 田ニスムカヘルハ土色ニシ
物ハ破レタル所ノミツクロヒテ用フ

ヅツ張レリ︒︵略V︑﹁︵略﹀︑総べテ

らず︒

代ニハ︑商業粘気ド内國二限ラレタ

十二506図 外国トノ交通少カリシ時

かく
かく・
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十一283國

︵略﹀︑今や列車の速度は
はかく上下するものなれども︑︵略V︒

﹁此ノ軍備ヲ何

︵略V︑孔明へ略﹀︑蜀

み︒此の如き人の組織せる軍隊は即

には︑其の人や全く精神なき人形の

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

軍ノ陣螢ヲ示シテ︑

ち烏合の衆に同じ︒

十﹇鵬2﹇食盛

ト見ル︒﹂ト問フ︒目脂答ヘテ日ク︑

一時間七十五哩以上に及ぶものあ
るに至れり︒かくの如くにして︑汽

り︒四萬噸前後の大汽船をも製造す
車・汽船の進歩は世界諸國をして日

禮儀を守る心得を鉄ける

と諭し給ふ︒
か・︿﹇鼻﹈︵五︶1

余ーイ︾

カク

かく

かごも人の肩でかいて︑休み
か・︿﹇書﹈︵四・五︶32

く行くのだから︑︵略﹀︒

九379

かく

軍人は壇家としても許し難き罪人ぞ

十二囎7図

︽ーケ彫

﹁此ノ如シト知ラバ何ゾ敗レン︒﹂

訣く

ト︒

か・︿﹇欠﹈︵四︶1

に盆≧接近せしむ ︒

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を
ルコト七回二及ビシカバ︑︵略﹀︒

十一436図囹 ︵略V︑佛門に入りて父 十﹁鵬3図
巡り歩くなり︒﹂

十﹇439図 忠元あはれみて︑己が家 十一朋5︹図圃 修身の徳是なりと︑教
育勅語のり給ひ︑戦後経螢かくこそ
ぼしん

に連蹄り︑標々に螢りて︑かくと正
と︑戊申の詔書かしこしや︒

十二423図

阿蘇山の奮噴火口は南北 書ク 書く ︽ーイ・ーキ・ーク・ーケ彰

儀に告ぐるに︑︵略﹀︒

十一446図 いよく忌日になりて︑

の長脛六里︑︵略V︑此の間に︵略V．

ヰマス︒

おほかみ

マス︒

四415

︵略V︑ソバニ

よいのです︒

それから表の方へあて名を

書の裏へ次のやうに書きました︒

五657おちよはしばらく考へて︑葉

五667囹

大キナ字ヲ書イタ大キナノボ

書いてお出しなさい︒﹂

五673

早い流をいかだの下って行く

リガ立テテアル︒

六36

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

字を書くのに︑筆をおとした

水せんの花を見てゑをかい

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

である︒

六385

た︒

六708

筆一本デ美シイエヲカイタ

り︑すみをこぼしたり︑︵略﹀︒

キデセウ︒

﹁我︑此ノゴロ小サキ堂

テタマハリタシ︒﹂

ヲ建テタリ︒四方ノカベニ給ヲカキ

一芸ン五リン 八282図圏

︵略﹀︑母は手紙をおちよにわ

トカイタフダガタテテアリマ
シタ︒

リ︑︿略Vサセルノモ︑手ノハタラ

コレ邪思︵略V︑ハナサカヂ 七273

一276ニイサンガジヲカイテ

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと

の五岳東より西に相連りて突起す︒

二495

や

ナポレオンがモスコーよ
し

り

す

以前︑通常の灰色の鼠の一群大里し

たしました︒おちよは取上げて護ん

︑五644

此の如く全然移住するは稀に見るこ

て︑︵略﹀︒又かつて栗鼠の大群︵略﹀︒

で見ると︑︵略﹀と書いてあります︒

五654園

﹁それでも私はまだ手紙の

﹁お話をする通りに書けば

てよいかわかりません︒﹂

書き方を習ひませんから︑どう濯い

五652圏

書いてお出しなさい︒﹂

それから草すぐにへんじを

となれども︑︵略V︒

如何程技藝に通じ︑法術

八479園

い︒﹂

電報の文は成るべく短く書

焼けない事さへいへば︑御

又ことばも電報だから︑そ

﹁︵略V︑火事の昨夜あった

んなにていねいに書くことはいらな

八473圏

イと書くにも及ばない︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八472囹

かなければならない︒

八469圏

十二671國 全然移住せし例は二百年 四461 皆さんはとけいにかいて
八
463囹 ︵略V早く返事を上げよう︒
ある字がよめますか︒
お前一つ書いてごらん︒﹂

の如きは動物の一時的移住なり︒

中部猫逸にまで來りしことあり︒此

どいつ

り退軍せし時︑露西亜の狼は︵略﹀︑

ろ

十二6510図

大火山にして︑︵略V︒

がく

り心に思ひ定めたるに︑正儀はかく

︵略﹀︒阿蘇山は此の如く複雑なる一

︵略V︒之に反し

ヂイノォハナシガカイテアリ

とも知らず︑︵略﹀ ︒

︵略﹀︑同日午後五時御

光來下され候はば光榮の至に存候︒

十一625國團

先は御案内まで︑ 此 の 如 く に 御 座 候 ︒

の曹旧家

ら寝ねずして︑明日はかく書がかん

十一736國 ︵略V︑前の如く夜もすが

例へばこ﹂に二

などひとり言いひ 居 た り ︒
十一93ーロ覇凶

︵略﹀︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ
るときは︑

て︑同様なる費家五戸ありて︑買は

く︑﹁︵略﹀︑人面獣心とは汝の事な

十一一8610図園喜劔大いに罵って曰 五648圏

︵略﹀︒物の贋は か く の 如 く 需 要 供 給

るべし︒獣ならば︑かくして食へ︒﹂

んとする人唯一人なるときは︑︵略﹀︒

の關係によりて︑多時は高く︑或時

と︑足の指に魚肉早業をはさみて良
十一一m4國

雄の面前に出す︒

は安くなるものな れ ど も ︑ ︵ 略 V ︒

十﹁948図 即ち物の便は普通の償を
本として上下すと知るべし︒物の償
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かくいん
かく

ことはもう御存じだから︑サクヤと
は書くには及ばな い ︒

弐ーキ・ーク︾母ひっかく

か・︿﹇掻﹈︵四・五︶4

カク

かく

を通ずる等︑もっぱら技術の事にし

十一859図 ︵略﹀︑次第ニヨリヲカケ

或ハ合シ︑或ハ延シ︑︵略﹀︒

いく野の

サテ最後二精紡機二六シ

マキトラシム︒

テ︑︵略﹀︑更ニヨリヲカケ︑ツムニ

十一861図

テ綜ノ形二近ヅカシム︒

たがふ︒

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

︵略V︑大江山

十一883図 ︵略﹀︑先づ幾條かのや﹂

第一の山といふべく︑︵略V︒

造る︒

十一996國国

︵略V︑夏より秋にかけ

カグ 飛ーギ︾

をつとせい
てこ﹂に集る脛胸獣は︵略﹀︒

がく︻学﹈︵名︶3

學

十772図 ︵略V︑鼻ハ香ヲ薄曇︑︵略﹀︒

選鑛選炭ハ種々ノ機械ア か・ぐ︻嗅︼︵四︶一

て︑永く之を保存するを以て︑垣の

︵略﹀︒

﹁汝の今墨・を慶するは

がく︻岳一←ごがく
ガク

我が此の機を漸つが如し︒﹂

十二967図囹

く機上に在り︒

學を卒へずして青りし時︑母たま

十二965図

其の後孟子出でて學び︑

十8110図殺したる熊の頭は垣にかけ 十154図 二人共に和漢の學に通じ︑

否ヲ選り分ク︒

リ︑此ノ機械分力ケテ︑一々其ノ良

十627図

太き綜を渡し︑之を本として︑次第

遠ければ︑ふみ見ずといひし
あま
言の葉は︑天の橋立 末かけて︑

道の

に細き綜をかけ︑終に完全なる網を
後の世永く

くちざらん︒

九927図圃

アリ︒

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

かへるは︵略﹀︒︵略V︒水 九562図

の中ではあと足で水をかき

八491圏 ︵略V︑うちの名の和田を入 三486
れて︑十五字になるやうに書いてご

カユイ所ヲカクコトモ︑イ

あちらこちらへおよぎ

ながら︑

ン︒

タイトコロヲサスルコトモ出営マセ

七257

まはります︒

らん︒﹂

八495囹 こ﹂に頼信紙があるから︑
書いてお出し︒﹂

ヲ書イテオキ︒﹂ ト イ フ コ ト ア リ ︒

角ーケ彫

けたるが如く美しきは︑なほ我が國

敵は手塚の家來を押へ︑刀 十18図 ︵略﹀︑其の形白扇を倒にか
手塚其の間に敵の草ずりを

を抜きて首をかく︒

十513図
十515図

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑や
かく

がて打ちまたがって首をかく︒

︵略﹀︑おびさせ給へる劔を

幾度か思ひ直して討たん

上には多くの頭骨︑風雨にさらされ

十﹇453図

て残れり︒

かく一一

しに︑尾にいたりて︑劔の先少しく
カク

とすれども︑少しも疑ふ心なき正儀

十一761図

二力ク︒

十一849図

最も肚観なるは瓦之にし

ソメン

堅剛直管二満ツレバ︑コ

辮ノ色ハ白亜ハウス桃色デ︑

募ノ色ハ青イ︒

ガク

九74

又ユリヤアヤメノ花心彗ノ色

ガ辮トーツ色デアル︒

九82

ふぎさの松に吹く風を

かくいん﹇各員﹈︵名︶1

各員

いみじき樂と我は聞く︒

十一225同士

爆心丸綿トナレバ杭綿機 がく︻楽﹈︵名︶1樂

すだれをかく︒

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶の

するしやう

ず︑御言の爲に行きませ︑い︾や︒

十一608︹図圏

べきやうもなし︒

ク・ークル・ーケ︾号あびせかく・ここ

︵略Vハ二又押柱トシテ家ヲ

の様を見ては︑刀のつかに手をかく
六677図

タテ︑橋ヲカケ︑船ヲ作ルニ用フ︒

︵略Vは︑このすやきにう
はぐすりをかけて︑ふた﹂び焼きた

七353図

花鳥・山水・人物などのも

るものなり︒

七355図

やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ
がく︒

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

工兵は陣地をきづき︑道を 十一857図
開き︑橋をかけ︑鐵道を造り︑電信

九2410図

家の事をば心にかけ がく﹇詰三︵名︶2 暮 韓

ろがく

か・く﹇掛︼︵下二︶18

かけたり︒

抜きて︑ずたずたに大蛇を斬り給ひ

九41図

か・︿﹇欠一︵下二︶1

八728雷管 ﹁猫デナイシヨウコニ竹
︵略﹀︑其 の 手 紙 を 差 出 し た ︒

大尉はそれを取って見ると︑次の様

九204

な事が書いてあっ た ︒

十183 讃んでみる間は中に書いて
ある事ばかりを一心に考へてるるか
ら︑︵略V︒

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは

十191 書をかく人︑固をひく人︑鳥
ない︒

十372囹 又字を書くときに︑指先を
見ると︑爪は短く切ってゐました︒
︵略﹀︑何事を如何なる者

の書きたるかと︑讃みかねて上聞に

十一163図
達したり︒

十﹇508 或人のアラビヤ旅行日記の
一節に次の様なことが書いてある︒

十一719図 此の給をかける書工久し
く此の寺に寄食してありしが︑何一
つ甕がくこともなく︑毎日遊び暮し
て三年を経たり︒

十一727図囹︵略﹀︑書工﹁︵略V︒さ
らば年來の謝恩に何か書きて参らす
べしゅ﹂とて︑︵略 ﹀ ︒

かくち

かくご
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十二58図
﹁皇 國 の 興 慶 此 の 一 戦 に

あり︒各員一転奮 拗 努 力 せ よ ︒ ﹂ と の
信號旗が︵略﹀︒

四808

るものなれば︑國民の品格といふも

強セシカバ︑後園ハ名高キ學者トナ

信號を各信患所に掲ぐ︒

雨警報を蔑して之を豫告し︑警報の

各種

た︒

足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル

間もなく日は暮れて︑夜の

學生

とばりは全く馬主の行方をかくし

十一487

虎モ猫モ相同ジ︒

爪アリ︒用ナキ時之ヲカクスコト︑

八742図

す肉ーシ・ース︾

昆陽ハ有名ナル學者ニテ︑ かく・す﹇隠﹈︵四・五︶2カクスかく

リ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒
十3210図
︵略﹀︒

然れども地下には各種の

下をも往來せり︒

學

鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の

十二629國

敵今は逃れぬところと豊 かくしゅ︻各種一︵名︶1

同論す

亦各個人の品格の外に出でず︒

十一一87図

余ーシ︾

かくご・す﹇覚悟︼︵サ変︶2

よ一は心のうちで︑も

かくご︻覚悟回︵名︶4 かくご 毘悟
悟したりけん︑

進取の氣象に富める人は

︵略Vは白旗をか﹂

しこれをいそこなったら︑生き
げ︑︵略﹀其の部下と共に降服せり︒

十二729國

てはみまいとかくごをきめ
て︑︵略﹀︒

何事を面すにも︑此の事は必ず成る

習致す

學生・生徒の帽子にも

孔子の孫子思の學説を受

虚説

がくせい﹇学制﹈重めいじごねんがくせ

皆學校の徽章あり︒

きしゃう

九506図國

︵略V︑術科は午前・午後がくせい﹇学生︼︵名︶1

がくしゅういた・す﹃学習﹈︵四︶1

十二皿8図 ︵略V︑軍人たる者は一途
べしと墨悟して︑熱心に其の事に從

十576圖團

し候︒

いはつぶいらい

は孟子なり︒

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

十二962図

街路は掃除最もよく行き がくせつ﹇学説﹈︵名︶1

がくじゅつ﹇学術﹈︵名︶2

り︒

の學術を慮用せる百般の設備皆具れ

とゴきて︑衛生・消防を始め︑近世

十一一621図

為術

は夜分又は雨天等を利用して學習致

を通じて︑四時間より六時間︑金科

︽ーシ︾

ふを以て︑成功は期せずして到る︒

号こく

に忠節を重んじ︑國家の大事に際し
こう
ては︑身命をすつること鴻毛よりも
各自

英國にては停車場に手荷

かくじ﹇各自﹈︵名︶1

十二㎜3図

みんかくじ

輕き豊悟なかるべからず︒

のは︑時に臨みて或は不畳の名を取

間違の起ること殆ど無し︒

がくしき﹇学識︼︵名︶1

がくしうどうがくし

如何程技藝に通じ︑學術 かくそっこうじょ﹇各測候所﹈︵名︶2

各測候所

十二m3図

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

貴族院は五種の議員を以
て之を組織す︒︷略﹀︑國家に勲勢あ

豫報といふ︒

又各測候所が︵略﹀︑其

各地の測候所は其の地方

報告し︑︵略﹀︒

の氣象観測を毎日三回中央氣象毫に

十ニー69図

各地

の地方の天童を豫告するを地方天氣

十ニー74國

り︑︵略︶︒

各測候所の報告によりて天氣圖を作

中央氣象豪に報告し︑中央氣象皇は

十ニー7エ図各地の測候所は︵略V
各所

には︑其の人や全く精神なき人形の
かくしょ﹇各所﹈︵名︶2

み︒

かくして

り又は學識あるものより勅任せられ
かくして﹇斯﹈︵接︶1

たるもの︑︵略V︒

十一一鵬5國

學識

下車騨にて各自に荷物を受取るに︑

物を堅くるに合札を要せず︑旅客は

十二m9図 平生より此の錫悟なきも
ることあらんと戒め給ふ︒

十二m8図 ︵略﹀︑唯λ一の誠心を以
て報書面忠の道にいそしまんとす︒
是即ち我等の麗悟なり︒

かくこうば﹇各工場﹈︵名︶1 各工場

魔悟

ナ 構 造 分 圖 ヲ 各 工 場二廻シ︑︵略﹀︑

十ニー23 設計圖が出牢上ルト︑細密
始メテ製造二着手スルノデアル︒
肉iカ︾

かくこしお・く﹇覚悟置﹈︵四︶1
し置く

瀬戸内海には︑到る慮に
岬あり︑潜あり︑大小無数の島々は

十一181國
島更に現れ︑水路きはまるが如くに

各所に散在す︒

十二338國人世には思はぬ不幸︑驚 十一186國 一睡未だ去らざるに︑一
くべき事攣の何時起り來らずとも限

して︑また忽ち開く︒かくして島韓

︵略V︑測候所は地方暴風

かくち﹇各地︼︵名︶2

︵略V︑又山脈の爾がは

じ︑海廻りて︑其の壷くる所を知ら

十一m6圓團

らず︒平時に於て常に之に適するの

には石炭暦各所にあり︑︵略﹀︒

十ニー84図

各信號所

學三号だい かくしんこうじょ︻各信号所︼︵名︶1
保己一ハ︵略﹀︑一心二勉

がくしゃ︻学者﹈︵名︶2

ず︒

道を豊悟し置かずば︑時に臨みて心
齪れ︑氣まどひて︑見苦しき行を爲
すことあらん︒

がくしゃ

十二9710國 國民は個人の集合より成 七232図

かくこじん﹁各個人︼︵名︶1 各個人
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がくり

かくて

十ニー93図 天台圖とは各地に於て同
ふべからず︒かくて次の夜は如何に

なり︒筆勢非凡にして︑丹青の妙い
かくぶ︻各部﹈︵名︶1

指せしが︑︵略V︒

コロンブスは報告の爲︑西班牙に婦
各部

とうか窒ふに︑前の如く夜もすがら

各部分

がくもん︻学問一︵名︶5

三間

︵略﹀ドノ・ツは難問のよく

開けたる國なり︒

八785図

路傍の一草・一木も學問

學問を修むるにも︑事業

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

官位・門地・技術・財産

の目的は達し得らるべき︒

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

十二44図

の種ならぬはなく︑︵略V︒

十一688図

其の考を練らなければならぬ︒

深い人でも︑筆をとる前には十分に

心臓ハ︵略V︑又身為ノ各 十187 たくさんの本を護んだ撃問の

各府縣
︵略V︑及び各府縣に於て

かくぶぶん﹇各部分一︵名︶1

の中より一人を互選し︑︵略﹀︒

多額の直接國税を納むるもの十五人

十二燭6図

かくふけん︻各府県﹈︵名︶1

肺臓二送ル︒

部ヨリ婦リ來レル血ヲ門守テ︑之ヲ

十761図

時刻に観測したる︵略V等一般の天
寝ねずして︑︵略﹀︒

て住み︑多量の土を呑込みては之を

みトず
十一886図 蛆矧は地下に穴をうがち

氣 要 素 を 地 圖 の 上 に記載し︑︷略﹀︑

一目に全國天候の如何を示すものな
り︒

かくて

地上の穴の口に出す︒かくて古年の

カクテ

七46図工 ︵略V︑正行ハ父ノ潮風ミ

かくて︻面一︵接︶10

後には︑地面に近き土をば全く上下
にうち返すといふ︒

ノ刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラン
カクテ

十﹇923図例へばこ＼に一戸の費家

﹁︵略﹀︒

ハ君ノ御用二立ツベシトモオボエ
ありて︑之を買はんとする人五人あ

トス︒母ハ︵略V︑

ズ︒﹂トテ︑泣ク︿イマシメタリ︒

としても自ら高尚なる品格を要する

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其 十二975図

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

が如く︑︵略﹀︒

十一124

人の手に渡らんことを恐れて︑孚ひ

ナ形ヲ造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時

るときは︑其の五人は各其の家の他

聞きても知らぬ風 を し ︑ 目 は ︵ 略 ﹀ ︑

て高き便をつくべし︒かくて其の家

︵略V耳は食事の知らせを
かくて二三

八707図
手 は ︵ 略 ﹀ ︑ 足 は ︵略﹀︒

香具山

計二組立テルコトハ出來ナイ︒

七686團

かく別

畝傍山・香具山・耳無山ノ

かぐやま﹇香具山一︹地名︺1

の贋は段々高くなりて︑︵略﹀︒

かくべつ

日を過せしに︑耳鳴り︑目暗み︑手

︵略V︑同標なる費家五戸かくべつ︻格別︼︵形状︶3

ありて︑買はんとする人唯一人なる

十一928︹図

ときは︑費家の持主五人は各其の家

足 な え て ︑ 動 く こ とかなはず︑︵略﹀︒

九887図 タトヘバコ・二漁夫アリ

の費れざらんことを恐れて︑争ひて

ノ足ノ如ク向ヒ合ヒテ立テリ︒
が︑味は又かくべつでございます︒
みかい
九207國團﹁︵略﹀︑又八月十日の威海かぐら﹇▽おかぐら
かぐら
ゑい
かぐらでん︻神楽殿一︵名︶1 神樂殿
衛攻撃とやらにもかくべつの働なか

郡視學・町長・郡會議員・町會議

かぐら

五十鈴川の水に口す＼ぎ手

學理

栽培法の如きも︑奮法に

層其の牧穫を増加することを得ん︒

なづまず︑能く雪目を慮捌せば︑一

十二463図

講話は定めて有明なる事と存候︒

實地にも明かなる人に候へば︑其の

縣の技師をも務め︑墨・理にも通じ︑

十907圓国 同割士は︵略﹀︑多年府

がくり﹇学理﹈︵名︶2

前を通り︑御宮の前にいたる︒

洗ひて左へ行き︑神樂殿・御馬屋の

八55図

三山︑イヅレモ麗シキ山臥シテ︑鍋

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲

其の慣を低くすべし︒かくて其の家

十皿9図

ノ農夫ヲタヅネタリトセヨ︒其ノ農

の債は段々安くなりて︑︵略﹀︒

さっそくいたgきました

夫若シ魚ヲ望マズバ︑更二葉ノ農夫

りきとのこと︑母は如何にも残念に

ノ所二行カザルベカラズ︒乙ノ農夫

パロスを出帆して︵略V

更に西へ向って航行せり︒是より先

害これあり候へども︑其の他にはか

十二7710図

は未だ航行せしことなき大洋なれ

く別の異状これなく︑︵略V︒

モ亦魚ヲ望マズバ︑十二丙丁ノ農夫
二懸想ザルベカラズ︒カクテ持チア

ば︑乗組の人々も次第に不安の念を

思ひ候︒

ル ク 中 華 ハ ︑ 其 ノ 魚洲山リテ︑︵略﹀︒

生ぜり︒かくて日数は重れども︑陸

田畑の作物には多少の損

十一462図 熊王今はせん方なく︑其

がくむいいん﹇学務委員﹈︵名︶1 學

九748圓團

の刀にてもとどりを切放ち︑さて往

地の片影だにみとめ難く︑︵略V︒

しやうくわん

生院に入りて僧となり︑︵略V正寛

︵略V︑コロンブスは深紅 務委員

の美服を着し︑西班牙の國旗を持

員・至難委員・有志者︑其ノ他工事

十二802図

たる刀には事の由を書添へて送り返

し︑回書を眼の光に浮べて眞先に上

關係者一同新校舎二参集シ︑︵略V︒

法師と名乗れり︒かくて光範の與へ

し︑︵略﹀︒

止し︑此の西班牙の新領地をサンサ

午前九時園長・警察署長・

十一734図 翌日書工の早朝に起出で

ルバドルと命名せり︒︵略V︒かくて

十一一345

て甕がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

かげ

かくりょう
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かくりょう弓はやしかくりょう
アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ
七125園

かけぶね

﹁カクレンボヲシテアソ

ワキニ

カク

商寺上でげんきんといひ︑

・はかげ・まつ

こ

ない︒

石山寺の秋の月︑雲をさ

ちゆう
︵略V︑男禮山のふもとに申

総べて魚類は暗き慮を喜

魚は火の光を追ひて集り

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか

十一198図 ︵略﹀︑朝日・夕日を負ひ

鯨の一群は影も形も見えなく

が流れてみる︒魚の影は一つも見え

家の横に水のよくすんだ小川

剰るものなるを以て︑︵略﹀︒

び︑森林の影さす水中には多く集り

十103図

四方の山々皆倒に影をうつせり︒

繹寺湖あり︑︵略V︑湖面鏡の如く︑

ぜんじ

九956國

まりてかげ清し︒

八606國圃

せん︒

てたつねましたが︑影も形も見えま

いかと︑︵略﹀︑野原の方までも行つ

八229 ︵略﹀︑若しや白雀が居はしま

げ・ひとかげ

かげ︻影︼︵名︶11 かげ 影﹇▽つきか

︿略V︑品物を渡しておい

かげ
かげ 蔭

かけとかけねとは同じです

カゲ

・こかげ﹇木陰︼

くさのかげにないてゐ

なった︒

十653

︵略﹀︑タヒ・ボラ・ハモ・コ

なり︒

來り︑水底にうつる鵜の影に恐れ

十一824園

十二282図

時は十四日の月夜なり︒

らりとばかり身を水中に投入れた

て︑水面近く浮ぶが故に︑︿略﹀︒
へんに物なし︒

り︒

犬を連れた男が銃を肩にし 黒き影は城の一方より現れ出で︑ひ
かげ
て︑森の蔭から出て來て︑あぜ道傳

とて立寄れば︑尚袖ぬらす松の下露︒

くもらせて︑いかにせん︑頼むかげ

十二782図 ︵略﹀︑陸地の片影だにみ

ひの岸に現れたり︒

十896図國御歌かしこみ︑呑込は聲 十二287図 しばらくして黒き影は向

十299

ひにあちらの岡へ向つた︒

砂原つ〜きなれば︑其の苦しさたと

十297

サザエが岩ノカゲカラヨビト
七707

メテ︑︵略﹀︒

た虫も死んでしまったのか︑
もうなくこゑもきこえません︒
四383
アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑

四272

かげ・ものかげ・やぶかげ・やまかげ

陰一

n▽おかげ・おかげさま・こかげ︻小

かげ﹇陰﹈︵名︶6

かけ﹃駆﹈﹇▽さきがけ

か︒

七131圏

けです︒

て︑後になって代金を受取るのがか

七129國

かけといふのは何の事ですか︒

ガ︑才名世玉出クレナケレバ︑劉備
二迎ヘテ重臣トセリ︒

会ーク呼

かくれゆ・く︻乱行︼︵四︶1
く

かくれ行

ハ三度マデモ其ノイホリヲ訪ヒ︑遂

かく・る﹇隠扁︵下二︶2 かくる 飛1
れ彰号しまがくれゆく・にげかくる
はりま
十一149図 さらばとて備前と播磨と

の罪なる舟坂山にかくれ︑今かく
と待ち奉れり︒

船の次第に朝霧の中にか
カクレル

うおかくれなさる・おかくれ

デタデタ︑ツキガ︒︿略﹀︒

レマセウ︒﹂

二237園

シカタナシニ︑ヒルノ間ハ木

カクレンボ

力クレンボ

︵略﹀︑木のかげ一つもなき

ニナルト出テ空ヲトビアルクヤウニ

十

十

九457図

チ・キスナドノヤウニ︑岩ノカゲヤ

ニ221

ニ目11

カクレ

海草ノ間ヲオヨグモノガアリ︑︵略V︒

かくれんぼ﹇隠坊﹈︹課名︺2

ナツタトイフハナシデス︒

ノウロや穴ノ中二力クレテヰテ︑夜

五556

キノ中ヘカクレマス︒﹂

ワタクシハアノモノオ

ニコノカキネノ

ビマセウ︒︷略﹀︒﹂﹁︵略﹀︑イツシヨ

一一232園

カクレタ︑クモニ︒

ニー04圃

る

︽！レ層

かく・れる﹇隠﹈︵下一︶4

くれ行くを見送りて︑︿略﹀︒

︵略V︑百にも近き鵜︑此 十二773図

方に浮び︑彼方に沈み︑彼慮にかく

十一8210図
れ ︑ 此 塵 に あ ら は れ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑今や全國就智見童

がくれいじどう﹇学齢児童﹈︵名︶2
十二358國

學齢児童
ハ學齢兜童百分ノ九十七ヲ越工︑本
郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成
績ヲ示セリ︒
階隅ツテ學齢︷兄出里ノ数ハ年

々増加シテ︑學校ノ増設ヲ要スルコ

十二％10瓜凶

ト日一日ヨリ急ナ リ ︒

︷略﹀︑さして行く笠置の

かくれが﹇隠家﹈︵名︶1 かくれが
十894図圃

︽ーフ・一へ媛

カクレ

山を出でしょり︑天が下にはかくれ
がもふし︒

かくれ給ふ

かくれたま・う﹇隠給︼︵四︶2
給フ

ヂサセ︑長キヤリヲトツテ物カゲニ

八525國 中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉 ンボ
カクレ給フ︒

カクレンボ

﹁カクレンボヲシテアソ
かけ弓いっかけ・
うちかけ・こころがけ・ひとかけ・ほ

かけ﹇掛﹈︵名︶3

ビマセウ︒

ニ222囹

九66図尊︷略V︑道にて病にか＼ かくれんぼ﹇隠坊旧︵名︶一
カクレナ

り︑遂に伊勢にてかくれ給へり︒

︽ーケレ蝉

かくれな・し﹇隠無﹈ ︵ 形 ︶ 一
シ

十一鵬5図 此ノ時諸葛孔明トイフ人
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かける
がけ

この時よしつねは︑﹁︵略V︒﹂

といひながら︑馬に一むちあててか

五814

け下りた︒

とめ難く︑︵略﹀︑夕の雲を見ては陸

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

これを見た三千人の軍ぜい

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑弾丸

中へ攻めこんだ︒

は︑どっと一時にかけ下りて︑城の

五816

ず︒

がけ︻崖︼︵名︶5 ガケ がけ

五93 それから少し來ると︑高いが
けの上へ出ました ︒

八891

と い ふ こ と が あ るものか︒︵略﹀︒﹂

五801 鹿の通れる所を馬の通れない
ノ下ヲク寸リナガラ︑ケハシイガケ

鹿ハ輕イ足デズン︿ニゲ

みた妻を呼起して︑

﹁朝ね程損なも

すぐ家の中へかけこんで︑まだねて

八255 ﹁成程これではいけない︒﹂と︑

テ︑林ノ中へカケコミマシタ︒

五735

カケコム

ヲカケ下りタ︒

かけこ・む﹇駆込︼︵五︶2

と言ひつけて︑夜のうちにがけの上
まで出た︒

か知れないがけの下にある︒

五803 見下せば︑しろは何十丈ある かけこむ 角ーミ・ーン彰
五805 へいけ方はがけの上から︑て
きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに
も思はない︒

八891 軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑弾丸

のはない︒︵略V︒﹂といって︑今見た

カケ出ス

ノ下ヲクマリナガラ︑ケハシイガケ

かけだ・す︻駆出︼︵五︶3

ヲカケ下りタ︒

かけおく

事をすっかり話して聞かせました︒

かけお・く﹇掛置一︵四︶1

五732

かけ出す 余ーシ彰

ソノ時雨ノ方カラカリゥドノ

七634図 ある山雲にては︑犬のくび

肉ーキ︸

暇乞ヲセオツテ臨ル積りデカケツケ
ヨ︒﹂

︵略﹀︒

か・ける﹇掛︼︵下一︶22 カケル かけ

つかける・こころがける・つめかけ

馬丁ハ︵略V︑トウ︿戦死 る 肉ーケ・ーケル彰号うちかける・お

る・でかける・なげかける・ふりかけ

八923

サレタト聞イテ︑カケツケテ其ノ死

す︒

あり︑

タルヤヲケニモ︑竹ノ

ナヘヲウエテヰル女ハ︑

かけてみないのもありま

かけてみないのもありま

三595ほをかけてみるのも

す︒

あり︑

三594 ほをかけてみるのも

ス︒

コエヲソロヘテ︑ウタツテヰマ

︵略V︑アカイタスキヲカケテ︑

三333

タガガカケテアリマス︒

三306

一515︵略V︑オヤニシンパイヲ
カケルノハワルイコトデス︒

る・めがける

ガイ位取リスガツテ泣イタ︒
可決す

養浜にて村費を議するに

かけつ・す︻可決﹈︵サ変︶1
公ースル︾

十一認7図

かけねカケ直

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

ねぎられたら引く積りで︑

かけとかけねとは同じです

かけね﹇掛値回︵名︶4
七131圓
か︒

七133園

正直な商人はかけねなどは

高くいふ直撃がかけねです︒

七135園

肉ーッ・ーレ彰

カケ

品物軍門正札附デ︑カケ直ガ

いひません︒

七386
ナイ︒

かけめぐる

かけめぐ・る﹇駆巡一︵四・五︶2
メダル

人や馬や車がたくさん通ってみるの

︵略Vクマナク船内ヲタヅ 五122 ︵略V︑はしがかけてあって︑

です︒

七907國

に藥品・食物などを入れたるかごを

ネタレドモ︑杉野ノスガタナシ︒

︵略﹀︑將卒と共に戦場をかけ

五487

おはなは水がめから水をくん

役人は後からこゑをかけて︑

音次郎は友吉のかたに手をか

方にきまったぞ︒﹂といって︑︵略﹀︒

﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬす人はその

五268

で︑母の手にかけました︒

五224

くれ︒﹂

のひしゃくを取って︑水をかけてお

﹁手がなまぐさいから︑そ

﹁︵略V︒﹂ト︑中佐ハマタモ船内ヲカ

十854

ケメグレリ︒

來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

出シマシタ︒

九841

匹の馬は一散にかけ出した︒

かけよる

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる
ものは馬である︒

附添人も見物人も︑きもを冷

かけよ・る﹇駆寄﹈︵五︶1

九854

肉ーッ蝉

るやら︑轡者を呼びに走るやら︑

してかけよって︑熊吉に水を吐かせ

五221園

かけおきて︑つかれたる旅人をすく
はしむることあり ︒

かけお

りる カケ下りル かけ下りる 勲一

かけお・りる﹇駆降一︵上一︶5

何事か話してみるかと思ふと︑ひら

︵略﹀︑馬の耳に口を寄せて︑

リ蝉

りと飛乗って一散にかけ出した︒

十一479

四163 ︵略V︑矢にあたったみのし

︵略V︑中佐ハ自分ノ馬丁二
言付ケテ︑﹁︵略﹀︒其ノ時ハオレノ

八917園

しが︑上の方からよりともの
かけつ・ける︻駆付一︵下一︶2 カケツ
居る方へかけおりて來ました︒
ケル 余ーケ・ーケヨ彰
四181 みのししはますますあば
れてかけおります︒

かける一かこむ
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けて︑﹁︵略﹀︒ も し 君 が 居 な か っ た
ら︑僕は死んでし ま っ た の だ ら う ︒ ﹂
といひました︒

にかけて固くしめる︒

ヂク

材木ヲ機械二力ケテ軸木ヲ

コシラヘル者︑︵略﹀︒

十一94

ケ・ーケル単

九861囹

かご

カウ
ニ依ルモノト信仰スルノ外ナク︑
︵略V︒﹂

かごも人の肩でかいて︑休み

して一家を成せる人なるに︑三年の

間未だ一度も書筆を取り給ひしこと

なし︒

翌日書工の早朝に起出で

夜明けて後︑住持垂工に

﹁今日書き給はん鶴の姿は

書工﹁先に叢がきたる檜

の枝に一枝足らぬ所あり︑︵略﹀︒

十一749図

見たる姿をして訂するに︑︵略V︒

かやうなるべし︒﹂と︑夜中のぞき

向ひて︑

十一7310図

なり︒

て輩がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一733図

し様なりしが︑︵略﹀︒

書きて参らすべし︒﹂とて︑心構せ

昔の道中には馬とかごがあっ 十一726図 書芸﹁そはいと名義をし
き事なり︒さらば年來の謝恩に何か

かご﹇駕籠﹈︵名︶2

九376
た︒

九378

く行くのだから︑早くもないし︑

コかこう
九182図

にうちやん

利根川ハ︵略V︒︵略﹀︒河

かこう︻河口﹈︵名︶2河口悪摺リノ

深さ百二十五メートルあり︒

は直径六百メートルの圓形をなし︑

中妻は︵略﹀︑其の火ロ

火口

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

かごうてか

テウシ

ロニ銚子港アリ︒

十一715

十一目5

第十八課

二王の苦心

三値の苦心

十二572無二口は一に牛荘港と構がこうのくしん︹課名︺2 書工の苦心
し︑二河の河口にありて︑遼河水運

第十八課
の起黙なれば︑︵略V︒

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

此の糟をかける書﹇工久し

昔百濟川成トイフ名高キ書

クダラノ

工アリキ︒

八277図

十一719図

く此の寺に寄食してありしが︑何一

に藥品・食物などを入れたるかごを

かけおきて︑つかれたる旅人をすく

つ書がくこともなく︑毎日遊び暮し

七634図ある山國にては︑犬のくび

ス︒

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒
四373 変ワラザイクニバカゴヤ
がこう﹇画工一︵名︶7 書起
オモチヤや色色ナ物ガ アリマ

ツタモノガタクサンアリマス︒

と︒

貞ーミ・一

屋内には中央にみうりを造

り︑一家之を警みて談笑す︒

十817國

ム︾母とりかこむ

かこ・む﹇囲一︵四︶4 園む

去れり︒

多からんと思ひ︑其の夜國を解きて

十二314図

賊之を聞きて︑城中兵尚

國の解けんは二三日の内にあらん︒﹂

公大軍を率みて︑既に出獲せらる︒

に號んで曰く︑又略﹀︒徳川・織田二

かこみ﹇囲一︵名︶2 團
三298 フデノヂク︑モノサシフかこう﹇河江一︵名︶1 河江
十一338園砲艦ハ或端敵ノ沿岸二近 十二301國囹勝商城に向ひ︑高らか
エツエザルカゴナド︑竹デ作

︵略V︒

十二415﹇図

毎日 かこう﹇火E︵名︶1

又そんなに樂でも無かった︒

アラビヤ馬の︵略﹀︑
かげろふ

さドなみ

陽炎

︵略﹀︑我が騙逐艦の漣・

らる＼に至れり︒

かご﹇籠︼︵名︶4
ご・なえかご

カゴ

陽炎の二隻に追撃せられ︑遂に捕へ

かげろふ

十二95國

かげろう︻陽炎﹈︵名︶1

三十里位をかけるのは珍しくない︒

十﹇468

勝であったのに︑︵略V︒

熊吉の落馬したのにかまは

五694 オ宮ニハエマガタクサンカケ か・ける﹇駆﹈︵下一︶2 かける ︽一
川の上にかけた橋︑︵略﹀︒

テアル︒

六37

六157 刈った稻はさをや木にかける
か︑地面にひろげるかして︑よく日
︵略﹀︑その石をおろして︑な

にかわかします︒

六223

んどにもはかりにかけて︑その目方
を知りました︒

六474 少しのゆだんもなく主人に
仕へるこ＼ろざしにかんしんして︑

これから信長は目をかけて使ひまし
た︒

﹁とくに申し上げよ

ソノハヒヲカゴニイレテ︑

六611圃 もしおなかでもいたいの 二597 オヂイサンバ全面コンデ︑
か ︑ ︵ 略 ﹀ ︒ し と︑その子のかたに手を

かけて︑ことばやさしくなぐさめる︒
こゑをかけて︑

七195 畠のゑんどうがかきの外から

とい

うと思ってゐました︒︵略︶︑どうか
これからお心安く願ひます︒﹂
ふ︒

八626 綿ヲ機械ニカケテツムグト︑
木綿綜ニナリマス︒

はしむることあり︒

八637 綿ノ中山忙種ガアリマスカ
ラ︑綿クリ機械二力ケテ︑ソレヲ取

住持は心得ぬ事に思ひ
て︑或時豊工に向ひ︑﹁君は書家と

十一721國

て三年を経たり︒

去ルノデス︒

殊二障が軍ノ損失・
レイ

死傷ノ僅少ナリシバ歴代神璽ノ加護

十ニー09図團

九384 其の上道もよくなり︑橋も多 かご﹇加護﹈︵名︶1 加護
くかけられた︒

十2010 其の上に表紙をつけて︑機械

271
かざる
かさ

十一139図

しませし時︑早くも義兵を畢げし
が︑︵略﹀︒

かくて日数は重れども︑

骨力サナリテ年トナル︒

十二7710図

へるも︑幾度なるを知らず︒
重ヌ

重ぬ

︵略﹀︑夕の雲を見ては陸の影かと疑

角ーヌ・ーネ彰

かさ・ぬ︻重一︵下二︶2

︵略V︑事の未だ成らざる

りしかば︑其のまΣにて止みたり︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十﹁141図

ぎ

かさ
かさぎのやま﹇笠置山︼︹地名︺2 笠

六66図

十﹁897國 熱き地方の白蟻は︵略V
かさな・る﹇重︼︵四︶3 カサナル 重
い︒仕合に風上で安心だが︑︵略V︒
かさぎ
かさぎ﹇笠置﹈︹地名︺2 笠置 笠置
小山の如き巣を造り︑木質にて内部
る ︽ーリ︒ーレ彰うたびかさなる
かさぎロ
︵略﹀︑主上尚笠置におは 六66図 日力サナリテ月トナル︒
を園むといふ︒

十二299図 翌日肚士十鯨人︑勝商を
園みて城門に到る ︒

ブスの身邊を阻み︑孚ひてこれまで

十二796図 船員皆鰍喜して︑コロン
の不從順なりし罪を謝せり︒

かさ﹇笠︼︵名︶3 カサ母すげがさ・

マルイカサヲカブツテ︑アカイ
給ふ︒

十893図國

ダルマ

一293圃

サギ

テイ

カザ

カザグルマ

カモメ

ウヅラ

水雷艇自由千鳥・眞鶴・
カサヘギカリガネオホトリキジ

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ヒタリ︒
かさなりあ・う﹇重合﹈︵五︶2

重ね

フルトンが工夫に工夫を重ね

て造った最初の船は︑︵略﹀︒

九316

十205 ︵略﹀︑色のたくさんまじった

飾鑓おんかざり

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい給書や地唄のやうなものは︑

らぬ︒

例へばこ﹂に一種の石あ

り︑︵略﹀︑飾にも心用にもならざる

十一911図

かざり﹁二一︵名︶1

十一192図秋の山は紅葉の錦を織
重ネテ

り︑冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

ヨシカゲ

かさねて﹇重︼︵副︶2
て

騨尼ノ兄三景コレラ見テ︑
﹁︵略V︒﹂トイヒシニ︑︵略﹀︑オボツカ

八173図

ナキ手ツキニテ︑破レタル所ヲ一間
ヅツ張レリ︒義景重ネテ︑﹁︵略﹀︒﹂ト

ノ他イロ︿ナカザリ物ニナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

ガ︑︵略﹀︒

オハルハ︵略﹀︑オヒナサマ

角ーッ・ーリ・ーレ︾

かざ・る︻飾﹈︵四・五︶9 カザル か

四732

ざる 飾る

スツカリカザツテカラ︑母

ヲカザリマシタ︒

四748

ノ所へ行ツテ︑︵略﹀︒

サイ︒﹂

ゴラン下

五月五日二軍人形ヲカザ

ざつてあります︒

て︑色どった大きな弓矢や扇車がか

六743

むねの上には紙のぬさを立て

ヲカザリマシ仁熊ラ︑

其の節別に老人向きの紺 四752園 ﹁オカアサマ︑オヒナナマ

イヘバ︑︵略﹀︒

九132圓團

n▽つみかさ

かさねる

成度願上候︒先は重ねて御註文ま

がすり上物十反だけ︵略V御送り相
で︒

飛ーネ・ーネル︾

ウロコ画品ハラ かさ・ねる﹇重﹈︵下一︶3

肉ーッ︾

鯉ハ︵略﹀︒

リ合フ 重り合フ

五162

カサナ

雲雀・鵠・雁・鴻・維・鴎・鶉・

ヒバリ

マナヅル

クルクル
カサヘギ

カゼニ

かざぐるま︻風車﹈︵名︶一

し︒

でしより︑天が下にはかくれがもふ

さして行く笠置の山を出

まんじゅうがさ・からかさ
置の山笠置の山
十4210図 ︵略V︑失敗ノ上二失敗ヲ重 ものならば︑︵略V︒
かさぎ
一62 アメカサカラカサ
十884図圃 笠置の山の行在所︑寄す
ネテ︑一時ハ赤貧洗フが如キ有様ト
かざりもの﹇飾物一︵名︶一 カザリ物
三332 ナヘヲウエテヰル女口︑
る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち
ナレリ︒
六254圏金ヤギンハ美シクテ︑指ワ
タスキヲカケテ︑︵略V︒

四111 ︵略︶︑古イカサト古イモ

モヒキヲキセ霊祠カシガタテ
チアリマス︒

かさ︻嵩︼︵名︶2 カサ

し

十一313図

六187國 カサヲバカルニハ升ヲモト かささぎ﹇鵡﹈︵名︶1 鵠

六186図 物ノカサハ枡目テバカル︒
トス︒

かさい﹇火災﹈︵名︶1 火災
︵略﹀︑打出す砲弾よく命

中して︑敵艦績々火災を起し︑火煙

十二610國
海をおほひて敵を包めり︒
ぽ

風折烏帽子

かざをりゑ

かざおりえぼし︻風折烏帽子︼︵名︶1

重ねる
かざをりゑ ぽ し

ヲフイタヤウ工学サナリ合ツテヰ

うじやう

リ︑ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲ

九276図

イノルコト︑我が國古ヨリノ風習ナ

三228私をころがすのはだれ

ねる

にもできますが︑たたせること

西洋婦人のボンネット

ヰル︒高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

廣イ港が船デーパイニナツテ

テ︑︵略V︒

をかぶり︑こしみのを着く︒
︵略﹀︑今夜の此のはげしい風

九511図圏

リ︒

してもできません︒

や︑二つかさねることは︑ どう
林ノヤウニ見エル︒

ーシラガタクサン重り合ツテ︑マルデ

六773

十一802図 鵜匠は古風の風折烏帽子

八427

かざかみ﹇風上﹈︵名︶1 風上
では︑どこまで焼けて行くか分らな

花 を か ざ り て う るはしく︑︵略﹀︒

こう

十二504ロ日凶國

八目14

第十三

第十三

の有様を見給へ︒﹂とささやくに︑

︵略﹀︑百にも近き鵜︑此

行きてうか玄へば︑︵略﹀︒

十一8210図

方に浮び︑彼方に沈み︑彼虚にかく

かしこさ

かしこい子ども

かしこい子ども

かしこい子

れ︑此盧にあらはれ︑︵略V︒

ども

六目8

第七

かしこさ﹇畏﹈︵名︶1

六202

第七

かしこいこども︹課名︺2

4恥く産業働みつ﹂

火事

火事
かち

火事

國の富をばぬやせかし︒

八413

かち

波風のゑつかなる日も
か育に心を許さざらなん︒

智を徳を︑

みつか丑て松かげに

かしこくも天皇陛下は自ら

聞え上げたる

いとも

言

問はば如何

︵略V︑勅なれば

雲ゐまで

の葉は︑︵略V︒

にと

かしこし︑うぐひすの

九918図團

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ︑グタリ︒

九286図 ︵略﹀︑本殿ニバカシコクモ

すべ給ふ︒

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

九243図

シコキ皇子アリキ︒

八503図此ノ畠中大兄皇子ト申スカ

ナカノオホエノ

かたじけなし︒

なる御かまへ︑かへってかしこく︑

その他には何の御かざりもなき質素

八68図 ︵略V︑神殿の︵略﹀︒︵略V︒

いふもかしこし︑菊と桐︒

おほよそ家の紋どころ︑

か

いこはせ給ふ

十891図圏 夜童呈二日供御もなく︑歩

火事だ︑火事だ︒

しこし

クワジ 火事う

世の海を 2たり
かじ﹇火事﹈︵名︶5

て行かん︒

かちにムをりに

十二珊7図翻師の賜物の

船人は

十二43図法

内に二箇の噴白ありて︑ かじ︻揖﹈︵名︶2

火山灰

阿蘇山は︵略︶︒火山全髄 かじ﹇火事一︹尊名︺2

かざんぜんたい︻火山全体︼︵名︶1

を噴出す︒

十二429図
ようがん

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて

其の破裂するや︑土地は

盛に水蒸氣とよなと議する火山灰と

十二419図

かざんばい︻火山灰﹈︵名︶4

の占むる面積は︵略﹀︒

十二424図

十278 黄に紅に林をかざってみた木 火山全礁

︵略﹀冬を知らない

︵略﹀ ︑ ね ぎ や 大 根 が 青 々 と う

の葉も︑大方は散 果 て て ︑ ︵ 略 V ︒
十2810
ねをかざって︑

やうに凹々とした色を見せてみる︒

十二608図 佛國の長き歴史を飾れる
肚大なる建築の数々高く中空にそび
ゆるのみならず︑︵略﹀︒

カザレル

飛散し︑又之に次ぎて眞紅の熔岩噴

かざ・れる﹇飾︼︵下 一 ︶ 一

出することあり︒

かしこさよ︒

八414

火事だ︑火事だ︒

七446國圖

かしこ・し﹇畏一︵形︶10 カシコシ

八414

聞けば此の火事は材木屋の小

肉ーキ・ーク・ーシ悼

八446

熔岩の光︑火山灰及び水 おおかじ

肉ーレ︾

光景を呈す︒

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき

十二4210図

四755園 ︵略﹀︑オヒナサマヲカザ

火山﹇▽いちだ

リマシタ︒︵略﹀︒﹁タイソウヨク
カザレマシタ︒

かざん﹇火山﹈︵名︶4

︵略﹀安永八年櫻島の破

屋から出たので︑多分煙草のすひが

十一一433図

裂せし時は︑九州・番茶・山陽・山

いかざん

十723図 温泉のわき出つる塵はおほ

らが元だらうといふ話だ︒

サクヤノクワジニウチハヤ
ケマセンデシタ

八464團

陰・東海道までも火山灰を降らした
りといふ︒

かし
かし﹇樫一︵名︶1 樫

むね火山の附近に在りて︑四書の風
光麗しく︑神氣自らさわやかなるを
贅ゆ︒

くす

中部の山林には樟・松 八478園 ﹁︵略V︑火事の昨夜あったこ
しひ

とはもう御存じだから︑サクヤとは

かし

十二403図 是等は現時噴火の止れる 十一387國團
ようじゅ

・杉・檜・樫・椎茸の繁茂著しく︑

ひのき

火山なれども︑現に噴火せる火山の

書くには及ばない︒

夏時

南部には熔樹も見受け申候︒

かじ︻夏時一︵名︶1

敷も全國に於ては五十座を下らず︒

下士

此の地も亦夏甚だ涼しくし

番号ここかしこ
來りて︑﹁かしこに行きて︑彼の六師

十一729図圏或夜小僧住持の居間に

かしこ

時浴客あふる﹂ばかりなり︒

て︑暑をさくるによろしければ︑夏

將校には大將・︵略﹀・少尉 十753図
あり︒其の下に下士あり︑兵卒あり︒

九261図

十二403図 ︵略V︑現に噴火せる火山かし﹇下士﹈︵名︶1

の数も全國に於ては五十座を下ら
ず︒

かし

かしこ﹇彼処﹈︵代名︶2

菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ かじ﹇鍛冶︼n▽かたなかじ
酒やすや醤油も︑めしやもち
かし︵終助︶1

やくわしも︑水がなければ出來ない︒

七645

ザルモノ少シ︒

六538図

十二427図 火山の破裂は地中の水蒸 かし﹇菓子﹈︵名︶2 くわし 菓子
氣︑地皮の弱き虞を破りて︑ほどば
しり出つるより起る︒

かざんこく﹇火山国﹈︵名︶1 火山國
國到る虞に温泉あり︒

十7210國 我が國は火山國にして︑全

彼

かざれる一かしこし
272

273
かしら

かしこし

十一撚5図圏 修身の徳是なりと︑教
ぼしん

育勅語のり給ひ︑戦後経螢かくこそ
と︑戊申の詔書かしこしや︒

十ニー8図 陛下が萬機の政をみそな

奉る

︽ーリ贈

奉り候︒

︵略﹀︑是等ノ島島ハ作物ノ

のまにく浮べるを見たり︒

カシハラ

橿原神宮
アリ︒

十皿4図

鹿島豊平
鹿島紳宮

鹿島

かち屋

八311

八目11

第十

第十

かち屋

かち屋

かち屋

カヂヤ

カ

僕の近所に年よりのかち屋が

︵略V︑かち屋にてふいごを

ルヲ以テナリ︒

歌書よりも軍書にかな

かしょ︻歌書一︵名︶1

下情上達

頭

マツチノ製造ニハ︵略﹀︒

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の

九823 ︵略﹀︑競馬をさせて︑勝つた

ニカワカシテ︑組唄藥ヲツケ︑︵略﹀︒

︵略V︑細クキザミテヂク木トシ︑火

八394図

かしら﹇頭回︵名︶6

を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

なりといへども︑要は下情上達の道

請願といひ︑其の手績に於て各相異

十二認9図 上奏といひ︑建議といひ︑

1

かじょうじょうだつ﹇下情上達︼︵名︶

かしょう弓テームスかしょう

し吉野山︒

十一54嬉嬉

歌書

ナゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用ス

十783図 ︵略﹀︑大工・カヂや等ノタ

を盛ならしむる爲にして︑︵略﹀︒

用ふるも︑皆空氣を送りて︑火の勢

九656図

あった︒

八312

イ︿ノ仕事ニカ︑ル︒

ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

石屋ハノミ︑カヂ屋ハッチ︑仕立屋

八145 大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑

ヂ屋

火事場でさわぐ人の聲がここ かじゃ﹇鍛冶屋一︵名︶4
橿原
ウネ

カシハラ

イキス

カシマ

カシマ
北浦ノホトリナル鹿島トトモニ一二社

九177図中ニモ香取・息栖ノ爾社バ

カトリ

カシマ
かしま︻鹿島﹈︵名︶3 鹿島

又畝傍山ノ東南二橿原神宮

かしはらじんぐう﹇橿原神宮︼︵名︶1

傍︒橿原ノ地二出ヅ︒

ピ

十皿8國コ・ヨリ西北へ進メバ︑畝

かしはら﹇橿原扁︹地名︺1

までも聞える︒

八423

十一633國團葬啓︑盆気御健勝賀しかじば︻火事場︼︵名︶1 火事場
貸したま

︵略﹀︑﹁ちよつと貸した

かしたま・う︻貸給一︵五︶1
ふ

角1へ輔

はす御かたはら︑折にふれてよみ出
十二827圏

まへ︒﹂と言ひながら︑其のバイオ

でさせ給へる御製にも︑常に國家を

リンを取って弾始めた︒

テ︑︵略V︒

十二208

ノ名アリ︒

リ︒
十一322﹇図

臨戦艦ハ︵略﹀︒︵略V︒安藪買

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ

鳥ばかりではない︑人や獣 十一304図 ︵略﹀︑鹿島・香取蝋型レ

此の外︑動物は植物の果實

・薩摩・鹿島・香取等量ナリ︒

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

九17図

火事

太古人口少く︑人智も開 かしまじんぐう﹇鹿島神宮﹈︵名︶1
採りて食物とせり︒

十二435図

・根・葉等を食って膣を養ひ︑︵略﹀︒

十二233

へまき散すのである︒

類も果實をたべては其の種子を方々

十二2010

してみる果實をついばむ︒

又ひよやつぐみは美しく熟

魚類︒果實等ニテ命ヲツナグノミニ

出來ザル荒地多ケレバ︑罪人ドモハ

十333國

果實

思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心の

賢

かじつ︻果実﹈︵名︶8

拝察せらるΣは︑かしこしともかし
こき極みなり︒

︵略﹀︑かしこしともかし

こき極みなり︒

十ニー9國

十二m6図 かしこくも朕は汝等軍人

角ーキ・ーク︾

かしこし

の大元帥なるぞ︒︵ 略 ﹀ ︒ と の た ま へ
り︒

し

かしこ・し﹇賢﹈︵形︶2

七614図すべて犬は人になれ易く︑
かしこくして︑よく 主 人 の 命 を 守 る ︒

十﹇699図 爲したる事に過なく︑後

かしこむ角一

悔することなき者は幸福にして賢き
人なり︒

かしこ・む﹇畏一︵四︶2
ミ︾

見まひ
﹁東京のをぢさんから火事

︵略﹀オレンジの熟する かじみまい﹇火事見舞﹈︵名︶1

さる

果實墨くれば︑再び其の故郷に盛る

季節には︑数多の猿︵略﹀之を食ひ︑

十二679﹇図

長めぐみ深き大君の 病みことのり

十393図圃 乃木大豊はおごそかユ︑
傳ふれば︑かれかしこみて謝しまつ

八453圓

る︒

見まひの電報が來た︒﹂

クワシヤ

道ノ爾ガハニハ︑アメヤ・オ

かじゃ﹇鍛冶屋﹈︹課名︺2

ドが店ヲナラベテヰル︒

モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ

五676

を例とす︒

め︑凡そ取って以て食ふべきものは

︵略﹀︑果實・草根を始 かしや﹇菓子屋一︵名︶一

くもらせて︑いかにせん︑頼むかげ

十895國圏 御歌かしこみ︑藤房は聲 十二696図

︵略﹀︑河中に生ずる水草

流れ寄り︑又果實の附きたる枝の波

十二787図

殆ど記す所なし︒

賀し

とて立寄れば︑尚袖 ぬ ら す 松 の 下 露 ︒

かしずく号いたわりかしずく
がしたてまつ・る﹇賀奉︼︵四︶1

かずとよ
かしらん
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︵ 略 ﹀ ︑ 五人掛騎手は打連れて︑

頭になるといふ定であった︒
九839

︵略﹀︑馬の頭を揃 へ て ︑ 三 番 太 鼓 を

今やおそしと待構へてるる︒
九873圏 どうか今日から一年の間︑

あなた方の村が五箇村の頭になって
御支配をなさって下さい︒﹂

カズ

かず

数号

ては︑次第に其の群の数を増加する
︵略﹀︑まんぢゆうの様に圓

ことを得べし︒
十一m3

おてかず・おんてかずながら・てか

かず︻数﹈︵名︶22
ず・ひかず
る︒

歩兵は戦争の主力にして︑
︵略V箱根配湯ハ︑開ケ行ク

箱根は温泉場の敷も多く︑

あいぬの籔︑古は甚だ多か

霧雪の強弱は矢の羽の轍

就業見童ノ勲が年々増加

されば河水・湖水におぼ

かすか

れて魚腹に葬らる﹂もの︑︵略﹀︑其

十二701図

の数を知らず︒

しばらくすると︑谷底の方

打鳴らす太鼓の音は段々に

春日

天の原ふりさけ見れば︑

春日なる三笠の山に出でし月かも︒

十965図躍

かすが﹇春日一︹地名︺2

低くかすかになる︒

十︻566

に太鼓の音がかすかに聞える︒

十﹇559

かすか﹁幽︼︵形状︶2

賠悶ツテ開野口響兄山里ノ動即ハ年

コ︑ヨリ眺ムレバ︑東二春

数々

日・三笠・若草等ノ山々相連リ︑

十976図

︵略﹀︒

かずかず﹇数数︼︵名︶2

︵略V︑現に噴火せる火山

一教場ノ一数個十二︑︵略﹀︒

十二693図

時としては幾千萬とも激

り︑次第に其の数を加ふ︒

移らんと欲するもの期せずして相集

ぎるに︑︵略V︒

壮大なる建築の緊々高く中空にそび

十一一609図 佛國の長き歴史を飾れる

ゆるのみならず︑︵略﹀︒

カスガ

かすがじんじゃ︻春日神社﹈︵名︶2

九17図

帝室博物館ヲ観覧シテ︑老

よのつま

まのうちかずとよ・やまのうちかずと

一豊n▽や

上総

春日神社ヨリ西北二向ヒテ

上線

かずさ︻上総﹈︹地名︺1

東大寺二到ル︒

十968図

樹路ヲサシハサミテ夢野小暗キ間ヲ
カスガ
行ケバ︑官幣大社春日神社二二ル︒

十958図

︵略V魚腹に葬らる﹂も 春日神社春日神社
もの︑其の薮を知らず︒

積み得さ

いろはのいをも わき
文字の籔︒

身のいつしかに
る︑︵略﹀︑世の人並の

まへぬ

十二㎎4図圃

ば︑紋の籔々かぎりなし︒

十二693図︵略﹀︑温暖なる地方に 七459國魑 ︵略﹀︑家の氏の名多けれ

ず︒

の轍も全國に於ては五十座を下ら

十二403﹇図

−†二369

々増加シテ︑︵略﹀︒

十二3510面凶

シ︑︵略﹀︒

十二351

にて表すなり︒

十二202図

く盛上げた土山が徴知れず並んでゐ

四218圏
﹁ウチノニイサンヤネ
エサンヲアハセルト︑ミンナデ

三十三間堂のほとけのかず

五人デスカラ︑カタ手ノユビ
ノカズト同ジデス︒

十828図

︵略V︒

十74ーロ覇凶

客年二其ノ⁝数ヲ加フ︒

明治ノ御代ト共二盆λサカエテ︑浴

九399□薗凶

其の激最も多し︒

九247図

の多いのにはおどろいた︒

十161図 ︵略V︑父の爲時は常に其の 六398圏
頭をなでて︑﹁汝の男と生れざりし
が口をし︒﹂といひ た り と そ ︒

十69 図 やがて二人は荒波に打返さ

るΣ船の頭を立直しく︑死力を壷
して漕進む︒

三357囹 ﹁おや︑にげたのかしら

かしらん︵終助︶1 かしらん
ん︒﹂と︑いそいでかみをあけて
みると︑︵略﹀︒

りしが︑近年次第に減少して︑今は

一のへらじと一のねて思へ

なき籔にいる名をぞと

の︑野獣の爪牙にさかれて食はるΣ

ロウ
大小ノ燈籠左右二多ク︑其 十二702図

堂塔雑舎ノ籔百七十五ア 知れぬ大群︑長手をなして枯野を横

僅かに二萬人に足らず︒

十947図

十﹇37図團

ノ籔二千二近シ︒

十959図

︵略﹀︑其の他菓子 類 に 至 る ま で ︑ 我

かしるい﹇菓子類一︵名︶1 菓子類
らんま
十498國 欄間の彫物︑︵略V︑着物の

︽ーシ輔

リ︑︵略V︒

架す

等の衣食住には模様・色どりをほど
こしたるもの多し︒

かす︻粕﹈母まめかす
か・す門架﹈︵サ変︶1

虻むる︒

ばあつさ弓

︵略﹀︑河幅はるか に 着 く ︑ 之 に 架 し

十二595國テームスとセーヌとは

紙張の暖なる間絶えず之

ガス暗たんさんガス

十﹇76図

を産出するを以て︑一群の轍は次第

河水
するに至れば︑大群をなし︑水を尋

︵略﹀︑冬日河水墨く氷結 かずとよ口豊一︹人名︺7

ねて低地に下り︑︵略﹀︒

十二682図

かすい﹇河水﹈︵名︶2

故に飼養者の注意により

其の敷写りに多くなる時

に増加す︒

たる橋は何れも肚大にして︑市の美
観を添ふ︒
課す 角ーシ蝉
とくがはいへ

十︻81図

は︑︵略﹀︒

名古屋城は︵略V︑徳川家 十一76図

か・す︻課︼︵サ変︶1
やす

八937図

康が諸大名に課して造らしめたる名

城にして︑︵略﹀︒

5

かぜ
かずのこ

いから︑︵略V︑ ﹁ ︵ 略 V ︒ 武 士 と し て

七399 一豊もほしくてくたまらな
十23図

しや︒

いっこより見ても山にさへ

ぎられ︑かすみにへだてられて︑其

かづら

三17

ヒラヒラトカゼニチルノ

などにて︑かやを結びて壁に代へ︑

ルマ︒

ヰマス︒

かぜふく小えだにす

をはる小ぐも︑︵略V︒

三517圃

四628ゆふべは風がなくて︑し

つかなばんでしたから︑少しも

三郎ノ母ハ四五日マヘ

知らずにゐました︒

四668

カラ風ヲヒイテネテヰマス︒
四776 扇は風にふかれて︑ぐる

そらからふって︑山の木のは

ぐるまはってゐます︒

の上に休んでゐましたが︑風にふか

五86

れて︑土の上へおちました︒

たんぼにはいねがよくみのつ

す貸しい風にふかれながら︑

にはの藤の花が咲いて︑風が

アル夜弟子ヲ集メテ︑書

テ︑トモシビキエタリ︒

物ノ講義ヲセシ時︑風ニバカ三曹キ

七242図

る︒

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

七193

べた時は︵略V︒

草の上にすわって︑にぎりめしをた

六107

てるます︒

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

六86

ぶりになってみる︒

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

力ゼニクルクルカザグ 六17 海べはふだん強い風がふくか
カゼガフイテ︑イロイロナ

コクキハヒラヒラトカゼ

木ノハガトンデキマス︒

ニー63

二282

ニウゴイテヰマス︒

二311圃カ亀田クゥケテ︑クモ
マデアガレ︒

クスリヲノマセテ

二385圏 力ゼヲヒイタリオナカ
ヲイタクシタリシタトキニ︑シ
ンパイシテ︑

クダサツタノハ︑ドナタデスカ︒
スルトカゼガフイテ︑ハ

クシイハナガサキマシタ︒

ヒガパツトタツテ︑︵略V︑ウツ

一一59一

ヨトムギノホノ上ヲフイテ

又かやを並べて屋根となせり︒

カスリ母こんが

モマタミゴトデス︒
三173 アタ望楼イカゼガソヨソ

すり

木綿織物二紺や淺黄ヤカスリ

かすり﹇耕﹈︵名︶3
八639

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドゥ

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染

山こむる
八643

シテコシラヘルノデスカ︒

吉野山霞の奥は知らね

メマス︒

又所々白ク染メ残シタノガカ
スリデス︒

春は島山霞に包まれて眠 八647

あめかぜ・あめとかぜ・おいかぜ・お

アラビヤ人はこ﹂に始めて かぜ︻風﹈︵名︶48 カゼ かぜ 風う

馬に全速力を出させて︑雲を霞と逃

十一486

るが如く︑︵略﹀︒

十一188図

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒

十一13図画

都に來けり︒﹂

霞を後ユ︑いかだして

十125図圃園

と︑思はずひとり言をいひました︒
﹁これは

はあのくらみな馬 を も つ て 見 た い ︒ ﹂

一豊はおどろいて︑

の全景を見ること能はず︒
たんぱ
﹁我え元 丹波の松よ︑

七412
又どうした金か︒︵ 略 ﹀ ︒ ﹂

馬をもとめました ︒

七431 一豊は妻に禮をのべて︑その

一豊の馬は は た し て 信 長 の 目 に

七432 やがて馬そろへの日となつ
て︑

けらいのものが︑﹁これは

とまって︑︵略﹀︒

七436囹
といひま

はるかぜ・ひがしかぜ・まつかぜ・み

ぜ・しおかぜ・なみかぜ・にしかぜ・

おかぜ・かみかぜ・かわかぜ・きたか
カスミガウラ

カスミガウラ

霞浦・北浦等ノ合流スルア
霞浦

たのです︒

其の家は︵略V︒唯かづら

かずら﹇葛一︵名︶1

十815図

﹇291圃

︵略﹀︑常陸ノ霞浦・北浦ノ なみかぜ・やまかぜ・ゆうかぜ

霞浦

げのびた︒

九17図

タリニハ名勝ノ地竜カラズ︒

九171図

水下北ヨリ之二注グ︒

九1610図

霞浦

﹁日ごろ貧しい暮しをして かすみがうら﹇霞浦︼︹地名︺3

＝豊の馬でござい ま す ︒ ﹂
すと︑︵略V︒

七438囹

みる一豊が︑よくもかういふよい馬
を買ひもとめた︒

て︑これが一豊の出世のもとになつ

七442 ︵略﹀︑信長は大そう感心し

カズノ子

たといふことであ り ま す ︒

かずのこ﹇数子﹈︵名︶一

︵略V︑か窟やく入日美し

六662 熊ハ︵略V︑人ノ家ノクラノ
かす・む﹇霞︼︵四︶1 かすむ 角ーマ︾
あはつ

八603図國

や︒粟津の松の色はえて︑かすまぬ

戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵ヲカツイ
デ︑ニゲテ行クコトガアルトイヒマ

かすめる

空ののどけさよ︒

内ーメ彰

かす・める︻掠︼︵下一︶1

ス︒

かすみ︻霞︼︵名︶7 かすみ 霞号は

一

人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ

四146圃 ︵略V︑かすみのすそを 八251 此の下女は毎朝かうして︑主

るがすみ

わけてさくらの吉野山︑

とほくひく︑ ふじは日本一の
山︒

六64圃

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美

かぞえきれる
かせい
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七246囹 今風デアカ．リガ消エマシ
^︒﹂

秋の末になって風の吹散し

むら雀のぽっと飛立つのは面白い︒

九697
た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの
は︑何となく物さびしい︒

物すごい︒

さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも

葉の散果てた冬木立に吹きす

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

十一847図

︵略﹀綿花ノ細片四方二

飛散シテ︑吹雪ノ風ニクルフが如ク︑

風號び海怒りて︑波浪山

機械ノ前二立テバ全身忽チ白シ︒

十二68﹇図

書間は赤球を以て風の強

の如くなれども︑︵略V︒
十一一185図

きを示し︑︵略﹀︒

．

・雨・雪︑風の方向・強弱︑温度

十号圖とは︵略﹀晴・曇

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見

明けて二十九日には雨も 十型ー94図

つてみる上．に︑ 今 夜 の 此 の は げ し い

示すものなり︒

いでや︑あの岩の小かげ

に︑皆うちよりてえもの敷へん︒た

八96図圃

けがりのいさをくらべん︒

土砂の流出を防ぎ︑神社・倒閣又は

十1010図 其の他森林は氣候を和げ︑

名勝の地に一種の風景を添ふる等︑

其の効用あげて轍ふべからず︒

い つ

我が國は火山國にして︑全

國到る盧に温泉あり︒伊豆半島のみ

十731図

いつくしま

にても三十箇所を数ふ︒

一に籔へられて殊に名高く︑︵略V︒

十一206ロコ凶嚴島は古より日本三景の

煙草の吸ひがらより大火

事を引起せしこと其の例激ふるにい

十ニー910図

とまあらず︒

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

マデ轍へ上グレバ︑︷略V︑何十人ノ

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

八399國

︵略V︑朝の風を聞きては グ 穴ーグレ単

かぞえあ・ぐ︻数上︼︵下二︶1 敷へ上

し︑矢の上へ向ふは南風︑右へ向ふ

ず︒

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

十二781図

は東風とす︒

は西風︑下へ向ふは北風︑左へ向ふ

又風の方向は矢を以て示 十二8910図

し︑︵略V︑一目に全幅天候の如何を

等一般の天心要素を地図の上に記載

山おろしの風は身にしみて寒

昨夜の風雨は名残なくをさま

いみじき樂と我は聞く︒

ふぎさの松に吹く風を

さ貸波を立ててみる︒

つて︑そよくと吹く風に︑海面は

十639

い︒

十2710

みしたはしく︑︵略V︒

るもの聞くものにつけて︑都の空の

九806國︵略V︑雨の朝︑風の夕︑見

え出し候へば︑︵略V︒

ない︒

九464図

九665図 帆かけ船の水上を走る︑た
この空高く上る︑是皆人の自然の風
を利用したるなり ︒

九666図 又人は空氣を動かし︑風を
起して︑種々の用に供す︒

九671 五風十雨といって︑五日毎の
風︑十日毎の雨は太平無事の世の有
檬である︒

︵略﹀︑黄色に實のつた秋の田
の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九695

風ノ名ヲ負ヘルモノニ神

することを得︒

かった︒

六822

六目13

第二十五

第二十五

かぞへ歌

かぞへ歌

かぞえがた・し︻数難︼︵形︶1 数へが

抜きて︑草を薙梯ひ給ふに︑火勢却
家政

つて賊の方に向ひ︑︵略﹀︒

肉ーフ・

犬の種類はすこぶる多し︒

のなど︑ 一々轍へがたし︒

もの︑︵略﹀︑足の短きもの︑長きも

︵略﹀︒耳のたれたるもの︑立ちたる

七613図

凡そ婦人の道は夫を助け たし 余ーシ︾

数ふ

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

十二334図

かせい︻家政﹈︵名︶1
雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物

げしむるに在り︒
かぞ・う︻数一︵下二︶6

キレル 数へきれる 飛ーレ︾

あばら骨の籔へらる㌧程やかぞえき・れる﹇足切︼︵下一︶2 数へ
せ細りたるものあり︒

七598図

︵略V︑山も谷も雪にうづめ ーフル・一へ彰
られて︑吹く風は身を切るやうに寒

十一548

ル有様モオモヒ見ルベク︑︵略﹀︒

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮ナ

十一3010園

風・野分等アリ︒

ノワキ

風・春風・朝風・疾風・松風・追

十一306図

ハヤテ

人手ヲ要スルカヲ知ラズ︒
九664図 空豆流動する時は風を生 十一273図 帆の運用自在なれば︑風 かせい﹇火勢﹈︵名︶1 火勢
九510図 尊こ＼において天叢雲劔をかぞえうた︻数歌︼︹課名︺2 かぞへ歌
の方向に關らず︑十分に風力を利用
ず︒

如き是なり︒

九6510図 燈の火の風に吹消さる＼が 十一224図國

ふるへば音を幽す ︒

九645図 扇を使へば風起り︑むちを

たれども︑︵略︶︒

九471図 ︵略V︑翌日風なぎて出立し

て︑風のをさまるを待てり︒

は天をおほへり︒︿略V︑進行を止め

︵略﹀︑大風吹起りて︑砂煙

風では︑どこまで焼けて行くか分ら

八426 長い天頒つゴきで︑かわきき 九731圓團

ばた︒

八362図圃 野べも山べも新緑の 風 九701

風暖にさてもよき 日 や ︒

八83國圃 秋の日の空すみわたり︑

、．
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かたい

かぞえみる

の工業まで︑火の 力 を 要 す る こ ︑ と は

八442 毎日の食物のにたきから種々
藪へきれない程多 い ︒

レナイ︒

数へ見

幸に私方は左程の損害も

無く︑家族嗣同無事に御座候間︑御

九722溶炉
安心下され度量︒

馬もよく飼主になれて︑其
方煮えらびかた・

音次郎は友吉のかたに手をか

けて︑﹁︵略V︒もし君が居なかった

五487

ら︑僕は死んでしまったのだらう︒﹂
といひました︒

トイフ︒

私はそとがかたくて︑中

堅い 固い ︽ーイ・ーク単

はれます︒

三233

かたいものにあたればこ

がやはらかです︒

三232

堅イ

かた・い﹇堅﹈︵形︶12 カタイ かたい

六611圃もしおなかでもいたいの
の子のかたに手をかけて︑ことばや

か︑おとし物でもしたのか︒﹂と︑そ

︵略︶︒﹂

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑

四392園ボクラバカウイフカ

四505木ノヤウニカタイガ︑

熊ハ︵略﹀︒︵略﹀︒ソノツカマ

さしくなぐさめる︒

ヘ馬弓ヲ竹ノ枝二通シテ︑肩ニカツ

六667

イデ行キマスガ︑︵略﹀︒

出デテ︑入鹿ノ肩ヲキリ給フ︒

五317

ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ

木デハアリマセン︒

つくりかた・でんぼうしたためかたち
た・めかた・わたくしかた

八534図皇子コラヘカネテ︑ヲドリ

そだてかた・つかいかた・つきかた・

かたなし・しにかた・せんかたなし・

た・かきかた・きりかた・しかた・し

おおかた・おかた・おりかた・おんか

かた﹇方︼︵名︶3

の家族一同と親しんでみる︒

八873 砲弾ニタフレル兵士ハ徴ヘキ 十一505

る内ーミヨ︾

かぞえ・みる﹇数見﹈︵上一︶1
諸子 よ ︑ 試 み に 此 の 外 に 諸

角一へ・ーヘル彫

カゾヘル

子が日本一と思ふ物を数へ見よ︒

十49︒︒図

数へる

かぞ・える﹇数︼︵下一︶5

ゴランナサイ︒

一413 イクツサイタカ︑カゾヘテ ゆうい・ならべかた・ひとかた・みか

四544園

その神々しさいはん方な

愛作方の人々は愛作の肩をた
︑いて︑﹁感心だく︑えらい子だ︒

九859

か

身髄ノ︵略﹀︑左右ノ手ハ

東洋平和の天職は
任務は重き日本國︒

にがみさまがた・あにさまがた・かみ

がたうあいさくがた・あなたがた・あ

の

Σる︑我等の肩の上︒東方文明先進

十一田10図圃

肩ヨリ分レ︑二本ノ足ハ全身ヲ支フ︒

十756図

て︑森の蔭から出て來て︑︵略﹀︒

︵略V︑今までの騎駝の足跡 十299 犬を連れた男が銃を肩にし
かげ

日を過せり︒

かた論おうぎがた

て︑右に往き︑左に往き︑空しく一

れども︑一同は行くべき方にまよひ

消えたれば︑翌日風なぎて出立した

九471図

し︒

八54図

農夫は﹁おかげで目がさめ

敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

圖や甕は別に堅い木に彫り︑

所に入れる︒

爲眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

十198

ム心モ深カッタ︒

勇氣ニミチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

八925

モ︑身幅鐵石デナイ︒

砲ヲウチカケタ︒イカニ心ハ堅クテ

八872

した︒

て︑かたく友だちの手を握りしめま

た︒御恩は一生忘れない︒﹂といつ

八274

テヰマスカラ︑石炭トイヒマスゆ

オマヘタチノセナカノ 四588 コノ神サマハサキホドオ 九379 かごも人の肩でかいて︑休み
カタクテ︑ソノ中ニマルイ種かごツ
三ツヅツアリマス︒
く行くのだから︑早くもないし︑
トホリニナツタ神サマガタノ
弟ノ方デス︒
五583 ︵略V︑石ノヤゥニカタクナッ
又そんなに樂でも無かった︒

上ヲアルイテ︑ カゾヘテ見ル
カラ︑︵略﹀︒﹂

四553 白ウサギハ 一ツニツト
カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタ
ガ︑︵略V︒

八487園 にごった字は二字に轍へる
から︑︵略V︑十五字になるやうに書
−

犬と猫は︵略﹀︒︵略﹀︒是等

いてごらん︒﹂
十837

かた︻形﹈︵名︶1

・しながたぶね・しのがた・せいよう

も家畜の中に微へられるが︑家畜と

してもっと大切なものは牛・馬・

がた・たまごがた・はねがた・ひしが
た

羊・豚等である︒

かぞく﹇家族﹈︵名︶1 家族

肩

片足

さまがた・くまきちがた・くれがた・
へいけがた・ゆうがた

その中に下男が萎俵をかつい

かたあし﹇片足︼︵名︶1

十一502 古來アラビヤ人は馬を家族 八239

酒代の借があるので︑其のかたに持

で︑︵略V︒︵略V︒此の男は居酒屋に

かた

シ︑良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂

にかけて固くしめる︒︑

十226図老人片足ノ靴ヲ橋下二落 十2010 其の上に表紙をつけて︑機械

の一員と考へて︑家長は之を自分の

かた．︻肩﹈︵名︶9

つて行かうとするのです︒

子供と同じ様にかはいがる︒

家族一同

かぞくいちどう︻家族一同一︵名︶2

かたち
かたい
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つけて︑其の上から彫って版木を造

うりふ

獲信人の居所氏名を受信人

十5610響町

しこく︑かたじけなし︒

かた
堅

オハナハモミヂノハヲ

︵略V︑さざえのやうに︑

キモノノモヤウヤ︑カンザ

みるのもあります︒

ふかいつぼのかたちになって

三624

ヲソノカタチニキリマシタ︒

一マイヒロヒマシタ︒︵略﹀︑カミ

ニー92

・のたち 形

かたち﹇形﹈︵名︶40 カタチ かたち

篭るかりもふぜいあり︒

かた
八613図國 堅田の浦の浮御堂︑おち

田の浦

かただのうら︻堅田浦︼︹地名︺1

兵舎内にては歌をうたふ

事︑高聲にて談話する事︑所定以外
．られ居り候︒

の場所にて煙草を吸ふ事等堅く禁ぜ

は受信人居所氏名の下に片假名にて

頭．ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン
︵略﹀︑大工・カヂや等ノタ

幾年こ＼にき急へさる

ナゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用ス

十784図

ガ爲ナリ︒

十777國

別し易き様大書すべし
の

ルヲ以テナリ︒

︵略V︑東郷司令長官は かたき︻仇︼︵名︶1仇
は

十一233國圃

︵略﹀︒﹂と

光範﹁幼き身を唯一弱敵
國へやらんも心許なし︒

十一425図

鐵より堅き・のひふあり︒

郎の一子に熊王といふ者あり︑︵略V︑

父の仇なり︒

かたぐるま﹇肩車一︵名︶1

肩車

﹁正儀は主君の敵にて︑我が爲にも

十一417國囹此の時討死せる宇野六

う

八48図國本文中の数字は片假名と分

記すべし

に知らせんとする時は本文の終り又

八48図図

十215 それは版下を堅い木にはり かたかな︻片仮名一︵名︶2 片里名
り︑︵略V︒

かたい﹇難一号ありがたい・ありがたな
みだ・ありがとう・ありがとうござい
ます

で

かたおか﹇片岡﹈︹人名︺2 片岡

十二62図
將︶の諸隊は敵の後尾をつく︒

︵略﹀︑片岡︒出 羽 ・ 瓜 生 ・ 東 郷 ︵ 少

十二84図 ︵略V︑片岡・瓜生・東郷
の 諸 隊 は 其 の 退 路 を絶ち︑︵略﹀︒

かたがた﹃方方︼︵名︶4 方々

五357

余ーキ・ーク彫

がたし・みとめがたし・ゆるしがた
我が生キテフタ・ビ汝ヲ

し・わすれがたし

七26國園

見ンコトバカタカルベシ︒

をごりに回るるは易く︑
かたじけ

をごりより倹約に進むは難し︒

十二925図

肉ーシ彰

その他には何の御かざりも
なき質素なる御かまへ︑かへってか

八68図

なし

︵略V︑一たん心定めては︑ かたじけな・し﹇禿﹈︵形︶1

など成らざらん︑鐵石
かたきもつひにとほすべし︒

七756

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

マクハ瓜ヤタ顔や西瓜ニハ︑

マク早早ヤタ顔や西瓜ニハ︑

︵略V︑さなぎが蝶のやうな形

中デォモシロイノハサンゴ

海草ノ形ハ様々デアル︒

形ヲシテヰル︒

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ

七729

になって︑繭を破って出て來る︒

七329

じく蝶の形をしてゐます︒

七211園 葉は羽形で︑︵略﹀︑花は同

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五498

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五498

カボチヤハ平タイ︒

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑

五495

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

ソノスガタガカハイラシイカラデセ

是等の人々は皆非常の大

て固く止めしが︑︵略V︒

其の頃は橋が無かったから︑人の肩

事にあひて心を取蹴さず︑︵略﹀︑其

十二324図

と や さ し く 御 世 話 下され︑﹃︵略V︒﹄

車に乗ったり渡船に乗ったりして渡

九2010二恩村の方々は朝に夕に色々 九364 ︵略︶︑富士川・︵略﹀なども︑
と親切におほせ下され候︒

難し

ウ︒

戸井シ

︽ーカル・ーシ斬﹇▽ありがたし・えがた

かた・し﹇難﹈︵形︶2

の志操の固きは男子にも勝れり︒

かた先

し・かえがたし・かぞえがたし・きん

信玄は︵略﹀︒ぐんばいうち

はでふせいだが︑えが折れて︑かた

じがたし・しがたし︒つくしがたし・
堅し

︵略V︑上品ナルハヒノキ︑

栗バカタクシテ︑ナガクク

てばなしがたし・なしがたし・はかり

先へ切りつけられた︒

六573

かたさき︻肩先﹈︵名︶1

つたのであった︒

九214圓圏 母は其の方々の顔を見る
毎に︑︵略V︒

︵略﹀︑御差支これなく候

はば︑有志の方々 御 さ そ ひ 合 せ の 上 ︑

十913國團
御來會相成候ては如何︒

の

むに何事の

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進

七792図圏

マクラ木ナドトス︒

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ開道ノ

六682図

カタキハ栗ナリ︒

六675図

固し 堅シ

十︻623魍團 ︵略V︑心ばかりの祝宴かた・し﹃堅﹈︵形︶9 カタシ かたし

存候間︑︵略V御光來下され候はば

相開き︑御心安き方々御招待致度と
光榮の至に存候︒

かたがた︵副助︶2かたがたかたぐ
ることの贈りにおそければ︑道連の

九495図 聞けばハッサンはアリの來

ありしを幸ひ︑迎へかたぐこ＼に
騰りしなり︒

報申上候︒

九756圓團 取急ぎ御禮かたがた右御
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かたつむり

七837囹 外耳の港に着くと︑見な
れない形の家がならんで立ってるま

サヲヒロゲタ形二巴ツテ咲クノモア
給ひつる

ぬ︑﹁此の方面の戦闘に二子を失ひ
模檬には全く無意味なるも

閣下の心如何にぞ︒﹄と︒

ル︒

又変ノホノ様ナ形ニナツテ咲 十473國

をへだっれば︑敵は之をつかんで︑

鵜匠は︵略V︑十二條の

片手にひつさぐ︒

十一806図

くに浮沈するを︑たくみにさばき

細なはを片手に握り︑右往左往思ひ

九910

あれども︑草木・花鳥・巌魚等の形

す︒

を攣じて作れるもの多し︒

片時

九805図 筑紫に到りて後は︑︵略︸︑

かたとき﹇片時﹈︵名︶2

てもつれしめず︒

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

なった︒

鯨の一群は影も形も見えなく

︵略V︒

︵略︸︑若しや白雀が居はしま

ノニハ藤ナドガアル︒

︵略V︑総ノ踏臼ナツテ咲クモ 十653

いかと︑︵略V︑野原の方までも行つ

八229

は

九101

び

てたつねましたが︑影も形も見えま
せん︒

片時も君を忘れ奉ること無く︑雨の

朝︑風の夕︑見るもの聞くものにつ

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

あはれ我︑梁や棟木や

片時

氏名母かみ

いつもせおひて

休む間なし︒﹂

桁どもを

けた

十137図歩卒

けて︑都の空のみしたはしく︑︵略V︒
はり
むなぎ

︵略V︑イヨイヨ延シテ︑

も

かたな﹇形名︼︹人名︺2

先勝來の勇名を辱しめ給ふか︒﹂と︑

て︑﹁良人今猫り身を全うして︑祖

へ︑外側二板ヲ張り︑梁ノ上二王ヲ

十一一143肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支 つけぬのかたな
十二3010図形名の妻︑夫を拗まし

テ綜ノ形側近ヅカシム︒
バリ

イヨ︿細クシ︑次第ニヨリヲカケ

十﹇859図

計二組立テルコトハ出來ナイ︒

ナ形ヲ造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時

十一124

︵略V大空ヨリ箱根山ヲ見 十771図録ハ色・形ヲ見︑︵略V︒

下サバ︑全農ノ形ノスリバチヲ倒ニ

九414図
シタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

琵琶の形に似たりとて︑

其の名をおへる湖の かgみの如き

八594図︹圃

水の面︑︵略﹀︒

車夫のかぶるは形より

︵略﹀︑其ノ動物ノ身ブリニ

まんぢゆう笠の名もをかし︒

九526図無

軍兵の帽子にて︑︵略V︒

ばうし

八752図 此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨ 九503図圏 星の形を打ちたるは 陸
リ︑尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相
中佐ハ﹁︵略﹀︒﹂トイヒナガ

似タル所甚ダ多シ ︒

八903
九554図

ヨリテ︑形サへ其ノ周園ノ物二三ル

タンジヤウ

ラ︑形ヲ正シテ︑﹁今日ハ我が皇太
子殿下ノ御誕生日ダ︒此ノメデタイ

モノノアルコトナリ︒

造ツテ甲板トスル︒コレデ船ノ大艦

て盛に弦を鳴らせり︒
かヂとよ

つる

自ら劔を帯び︑侍女数人と弓を取り

ノ形が出車ル︒

かたつむり

苦に居て︑夫の一大事を忘れざりし

キノエダニカタツムリ 十二3210図かの山内一豊の妻が貧

は︑戦陣の際に良人の名唇を全うせ

カ挙手

片手

いはん︒

つかたな・こがたな・むかたな

かたな︻刀﹈︵名︶13

カタナ

刀窺い

る形名の妻と其の徳を同じうすとや

ガヰマス︒デンデンムシムシツノ
︵略﹀︑この貝がらはかた

かたて︻片手﹈︵名︶3

づまきがあります︒

つむりのやうに︑おもてにう

三632

ダセヤリダセ︒

一262

リ

かたつむり﹇蝸牛一︵名︶2 カタツム

其ノ艦ノ後ノハシヲ桑ノ木

空氣は形もなく︑色もなけ
︵略﹀︑其の形白扇を倒にか
第一の山といふべく︑︵略﹀︒

けたるが如く美しきは︑なほ我が國

十18図

れば︑目には見えざれども︑︵略﹀︒

九647図

ハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒

二附ケ︑膣ヲナ・メニ突出スルトキ

九5510図

日二討死スルノハ軍人ノ面目ダ︒名
魯ノ事ダ︒﹂

九85 多クノ花ヲ取ツテシラベテ見
ルト︑︵略V︒其ノ形モマタ様々デア
ル︒

九86 豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰル
シ︑︵略V︒

九87 ︵略V︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ
様ナ形ヲシテヰル︒

ダエン

葉ノ形ニハ卵形ト自署形が最

二刀さしとほしました︒

四218囹 ﹁︵略﹀︑ミンナデ五人デ ﹇315 カタナ
四191 ︵略V︑ただつねはこしの
スカラ︑カ二手ノユビノカズ
刀をひきぬいて︑つづけて五刀

ト同ジデス︒

十398茶園らたち正していひ出で 十511國 手塚の雄心は組ませじと中

針ノ様二細長イノモアル︒

モ多イガ︑銭ノ重唱圓イノモアリ︑

十57

らの形を塾せり︒

一千二百年以前のものにて︑愚なが

九810 イチゴノ花ハボンノ様ナ形 十44図 然る︑に此の寺は今より凡そ
デ︑︵略﹀︒

ヲ シ タ ノ モ ア リ ︑ ︵略︶︒

九92 シソノ花ノ様ニクチビルノ形
九94 ︵略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク
ダノ形ヲシタノモアル︒

九98 ︵略︶︑ニンジンノ様ニカラカ

かたなかじ一かたる
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五774 よしっねはよろこんで︑刀や
ようひをやってけらいにした︒

八334囹

り︑其の内面を壁の如くに固む︒

傾き

︽ーイ・

ミ奉ルコトヲ得テ︑同志ノ人々ヲモ

カタラヒテ︑ヒソ正訓時ノイタルヲ

むかしがたり・むかしものが

待テリ︒

︽ーシ蝉

らん︒

熱湯の海ありと語る者︑

家組立つる

語る

木々え今

かたる

着かずば︑空港を殺して︑其の胃の

曰く︑ ﹁若し明日中に水のある所に

て︑人々のかたるを聞けば︑一人の

九474図

其の夜アリふと目をさまし

なれり︒いでや此の劔の由來をかた

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九16﹇図此の劔初は天叢雲劔と申

あめのむらくものつるぎ

飛ーラ・ール・ーレ︾母ものがたる

かた・る霊巴︵四︶7

語り出しぬ︒

ま夜中に

十117﹇図國 人え皆 静まりいねし

す

かたりいだ・す﹇語出一︵四︶1 語り出

そしる者︑口々に語り合へり︒

の暴學をあざける者︑皇后の無謀を

員の運命をあはれむ者︑コロンブス

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑乗組

十二772図

肉一へ彰

かたりあ・う﹇語合︼︵四︶1 語り合ふ

たり︒ものがたり

かたり

物の便は︵略﹀︑常に其

傾きあるものなり︒

ーク︾

かたむ・く﹇傾﹈︵五︶2

帽子の中に一文の銭もない

傾く

度かためいきをついて居る︒

ケ︾

かたむ・く﹇傾﹈︵下二︶1

︽一

老人は︑傾︿夕日を望み︑︵略﹀︑幾

十二822

物の人々は段々婦り始める︒

日は既に西へ傾いて︑祭見

傾く

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相當の利金と

十一934図

かたむき﹇傾﹈︵名︶1

﹁自分は︵略V︑元は少しは

人に知られた刀かちで︑若い時から

六572 信玄は刀を抜くひまがない︒
何十本となく大太刀・小太刀をきた

カタピラモアリマ

アハセモ︑ワタイレモ︑ヒ

カタピラ

へた︒

ス︒

六351國
ル︒

リタルモノバカタビラナドニツク

︵略﹀︑カラムシノ糸ニテ織 十二821

トヘモノモ︑

三566

かたびら﹁帷子一︵名︶2

七35図 ︵略︶︑正行ハ父ノカタミノ
刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント
ス︒

八336囹 刀は武士のたましひといは
一 心 不乱に打つたものだ︒﹂

れたものだから︑きたへる時は身を
清めて︑

十513図 敵は手塚の家來を押へ︑刀
を抜きて首をかく︒

カタマル

右の方に五六そうかた

︽ーッ・ール︾←ひえかたま

敵は畠山に命 かたま・る︻固一︵四・五︶2

かたまる

﹁︵略﹀︑

じ︑尋ね出して殺さんとせり︒畠山

三604

る

十549図圏

は﹃いかでか＼る幼き者に刀を立て

薩摩の士に喜劔といふ人

さつま

十二868國

傾ける

復直言して復仇の事を勘む︒良雄一

あり︑︵略V︑一日良雄に面構し︑反
笑して更に耳を傾けず︒

︽ーケル始

ける者は一人もない︒

固メル一一

に︑時代後れの下手な音曲に耳を傾

十二8110

見る物の多い今日の祭日

かたむ・ける﹇二一︵下一︶1

︵略V︑細クキザミテヂク木

タマルヲ待チテ︑二二入ル︒

カタミ

︵略﹀︑正行生日ノカタミノ

かたみ﹇形見﹈︵名︶2

ス︒

十一424図園

十ニー58

メル煙母つきかためる

中の水を飲むより外なかるべし︒﹂

生ひ立ちし

なげきて語る︑

聾ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

床柱

しげる林ユ

我︑タガヤサン︑︵略﹀︒﹂

﹁熱き國

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ 十395図面昨日の敵は今日の友︑語

カタラフ余一

テアル︒

八515図

ヒ︾

かたら・う﹇語︼︵四︶一

十127図幅医

船渠ノ底ト周り三方奇石デ

へやらんも心許なし︒また我に代り

のを︒﹂

て討死したる六郎の形見とも思ふも

﹁幼き身を唯一人敵國 かた・める﹇固﹈︵下一︶1

刀ヲ抜キテ︑今山モハラヲ切ラント

七35図

形見

トシ︑︵略﹀︑頭二藥ヲツケ︑其ノカ

八395図

ろしてるるのです︒

まってみるのは︑今あみをお

ん︒﹄とて︑︵略﹀︒

とすれども︑少しも疑ふ心なき正儀

十﹁453図 幾度か思ひ直して討たん
の標を見ては︑刀のつかに手をかく
︵略﹀︑熊王年來包みたる

べきやうもなし︒

十一457図
心 ． の 中 を 打 明 けて︑﹁今は自ら死ぬる

．より外なし︒﹂ と て ︑ 刀 を 取 直 し て
腹かき切らんとす ︒

十一459図 熊王今はせん方なく︑其
の 刀 に て も と ど りを切放ち︑︵略﹀︒

十一462國 かくて光範の與へたる
刀には事の由を書添へて送り返し︑
︵略﹀︒

﹇▽ねりかたむ

多くは地下

に穴をうがちて︑部屋・廊下を造

十﹁896図蟻は︵略﹀︑

らう

十一一881図喜劔直ちに泉岳寺に行 かた・む﹇固一︵下二︶1 固む 飛ーム夢
き ︵ 其 の 墓 を 拝 して日く︑﹁︵略V︒﹂

と︑刀を抜き切腹して終る︒

かたなかじ︻刀鍛冶︼︵名︶1 刀かち
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がつ

かたわら

っ︑かの防備︒かれは稽へつ︑我が

ることばもうちとけて︑我はた﹂へ

・武勇︒

ざいがち

九861園

七島おおがち・ふ

第二十三課

家畜

家畜の飼養に至りては︑

むること少かりしによる︒

十二464図

更に之を盛にし︑︵略V等を供給せん
こと︑實に今日の急務なり︒

がちゃがちゃがちゃがちゃ︵感︶1 が

︵略﹀︑がちやくくく

ちゃくくく
五622團

くつわ轟︑︵略V︒

河中
︵略﹀︑縄を城下の河中に

張りて︑城兵のひそかに逃れ出つる

十二2610図

を防ぐ︒

十月十一日︑河中に生ず
花鳥

花鳥・山水・人物などのも

かちょう︻花鳥﹈︵名︶3

七354図

あれども︑草木・花鳥・堅魚等の形
を攣じて作れるもの多し︒

家長

古來アラビヤ人は馬を家族

かちょう﹇家長﹈︵名︶1

十一503

の一員と考へて︑家長は之を自分の
子供と同じ様にかはいがる︒

ノ心ヲ起サザラン︒

十一657 ︵略﹀︑暑イ時分ハ其ノ必要

ラ︑アツサリトシテ消化シ易イモノ

ナク︑且胃腸ノ弱り易イ時デアルカ

ヲ取ルノガヨイ︒

︵略Vは最も狭く︑且

山脈低くして︑東西の交通最も便利

十一982團團

信長︑勝商の第を賞し︑

なる所に御座候︒

十二291図

眠いふ︑﹁我︑明日大軍を率みて出

不義にして富み且貴き

獲せんとす︒汝も止りて我と共に行

け︒﹂と︒

は︑我に於て浮雲の如し︒﹂

十二727図園

又貴族院及び衆議院は

各濁立して上奏し︑建議し︑且臣民

十二窩5図

の請願を受くるの権能を與へられた

り︒

カツ勝ツ勝つ

ソノ中隔ケモノが勝チサウニ

五箇村の人々は各我が村の

アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

ひゃくくじゅうにねんじゅうがつじゅ

いちがつにじゅうごにち・いっせんし

カクノ如ク痛事ニタフレタがつういちがつ・いちがついちにち・

騎手に向って︑﹁是非勝ってくれ︒﹂

九835囹

頭になるといふ定であった︒

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の

九822 ︵略﹀︑競馬をさせて︑勝つた

ナツタノヲ見テ︑︵略﹀︒

五534

三438 ソレデイツデモイクサニ
カッタトイフコトデス︒

溌ーチ・ーッ彰

又此ノ董ヲ染分ケテ︑花鳥 か・つ︻勝︼︵五︶4

やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ
がく︒

十422図

ガ國輸出品ノーナリ︒

犬と猫は︵略V︒︵略V︒是等 等ノ美シキ模様ヲ織出セル花麺博士
も家畜の中に敷へられるが︑︵略﹀︒

十837

かちゅう︻河中一︵名︶2
なは

︵略V︑勝も勝︑大勝であっ

ヨ

勝はあなた方のものです︒
﹁我が聯合艦隊が克ク

タルモノハ︑︵略﹀︒

勝氣

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

十ニー06図團

九869囹

たのに︑︵略﹀︒

九861園

勝であったのに︑︵略V︒

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

熊吉の落馬したのにかまは

かち﹇勝︼︵名︶4

十717図グレース︑ダーリングの生
家に程近き寺院の庭上には︑右手に
かいを握れる少女の銅像あり︑永く
此の勇ましく︑やさしく︑且は麗し
き昔物語を語れり ︒

十二769図 熱湯の海ありと語る者︑
舟を呑む海獣ありと談ずる者︑︵略﹀︑

一同乗リウツレ

る水草流れ寄り︑︵略V︒

謙信は勝氣な人で︑いよいよ 十二787図

ては居られない︒

かちく﹇家畜﹈︹油汗︺2

家畜

いくさがはげしくなると︑じっとし

六565

︵略﹀︑藪萬の見物人は再 かちき︻勝気︼︵形状︶1

．口々に語り合へり ︒

十二775図

び此の船を見ること能はざるべしと
語れり︒

イウシウ

かたわら﹇傍︼︵名︶7 カタハラ 傍
・▽おんかたわら

十834

七591図 社ノカタハラ回遊藍建ア 十目10 第二十三課 家畜
リ︒

ダ イ ゴク

タハラニ卸サレテ ︑

七899図 ボートハヤガテ福井丸ノカ かちく︻家畜一︵名︶7 家畜
リ︒

すべて家畜はよく螢らなけれ

なものは牛・馬・羊・豚等である︒

八523図天皇大極殿二二デサセ給 十838 ︵略V︑家畜としてもっと大切 十472図 模様には全く無意味なるも
ヒ︑入選力タハラ内侍ス︒
ホリ

廣く家畜といへば︑鳥類まで

・麻・生綜に仰ぎて︑家畜の毛に求

九305図

鳥類の中で家畜として最も多かつ﹇且﹈︵接︶6 且
く農家に飼はれるのは難で︑︵略V︒

十878

も入れて言ふ︒

十877

風がある︒

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

八886 カタハラニ等等一軍曹ハ中佐 十857
ヲ壕ノ内羽入レテカイハウシタ︒
イウシウ

九292図 社殿ノカタハラナル西洋風
キノツラユキ

ノ 建 物 ヲ 三 筆 館 ト イヒ︑︵略﹀︒

紀貫之ガ︵略﹀︒トヨミタ

リトイフ梅ノ木ハ此ノ廊ノカタハラ

十998図

ニアリ︒

石にこしを下し︑︵略﹀︒

十二824 最早弾く力も弛きて︑傍の 十二456國 ︵略﹀︑又衣服の原料も綿

がっこう

かつあき

282

にち・くがつじゅうさんにち・くがっ

うににち・くがつ・くがっさんじゆう

かつあき﹇勝商︼︹人名︺8

つさんじゅうにちこごにじ

じ︒ろくがつ・ろくがつごろ・ろくが

ねんごがつにじゅうしちにちこぜんご

カッヲ

魚類ニハイワシ・アヂ・サ

かつお︻鰹︼︵名︶一

バ・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑

七703

︵略﹀︑神殿の御屋根はかや

かつを木

水ノ表面二戸イ所ヲオヨグモノガア
リ︑︵略﹀︒

八59図

十401図團囹

閣下
﹁此の方面の戦闘に

かっか﹇閣下﹈︵名︶2

爾はしに千木をうちちがへたり︒

むね
にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑

︵略﹀︑勝商は山に上りて かつおぎ﹇鰹木︼︵名︶1

勝商うと

ついたち・くがっとおか・くがつはっ
りいかつあき

か・くがつふつか・くがつむいか・げ
んこうにねんさんがつ・ごがつ・ごが
十二288図
家康に見えて援を求む︒

おり
家康直ちに勝商をして織

のろしをあげ︑走りで岡崎に到り︑

ついつか・ごがつごろ・ごがつちゅう
じゅん・ごがっついたち・ごがつなの
か・ごがつにじゅうはちにち・ごがつ
だのぶなが

十二289図
田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

はっか・ごがつみつか・ごがつよっ
しむ︒

閣下の心如何

︽ーイ︾

かつ・ぐ﹇担︼︵五︶6 カツグ かつぐ

一472 ハシゴヲカツイデイソグ︒
四592 アニ神サマガタノォトモ
ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ

ツシヤツタノデ︑オソクオナリ

ニナツタノデス︒

熊ハ︵略﹀︑カズノ子ノ俵ヲ

カツイデ︑ニゲテ行クコトガアルト

六663

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

イヒマス︒

六667

村デハ農夫ガクハヲカツイ

通シテ︑三三カツイデ行キマスガ︑

︷略V︒

二子を失ひ給ひつる

八148

その中に下男が萎俵をかつい

活計

確固

身分不相當の活計は産を

かっけい﹇活計︼︵名︶1

で︑裏門から出て志ました︒

八235

デ︑タンボへ出ル時デアル︒

にぞ︒﹄と︒

しう御座いますか︒

がっか︻学科﹈︵名︶4

破り︑家を亡す基なり︒

課業は術科と學科との二 十二924國
つにて︑︵略V︒

十573國團

︵略﹀︑又學科も小謡校を

へ行きませう︒

三376

さあ︑これからがくかう

う・しはんがっこう・しはんがっこう

がくかう學校n▽こうとうじょがっこ

がっこう﹇学校﹈︵名︶3一 ガクカゥ

り︒

の常を失はざるは日本女子の美徳な

なる事攣に際しても︑自若として其

りて︑内確固たる志操を持し︑如何

十二3310図外温順・愛敬の徳を守

︵略﹀︑越権は夜分又は雨かっこ﹇確固﹈︵形状︶1

︵略﹀︑學科は護法の講義

天等を利用して學習致し候︒

十575隔﹈團

歯科

をひいて來て︑﹁閣下︑三千金が惜

を眺めてみると︑前の馬主が再び馬

勝商事急なればとて直ち 十﹇496囹 ︵略﹀︑大堺は何心なく外

信長︑勝商の勢を賞し︑

か・さんがつ・さんがつみつか・さん

に引返す︒

十二292図

︵略﹀︒

十二2810図

がつむいか・しがつ・しちがつ・しち
がつごろ・しちがつじゅうごにち・し
ちがつふつか・じゅういちがつ・じゅ
ういちがついつか・じゅういちがつみ
つか・じゅういちがつようか・じゅう

十六日勝商は再び山上に

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

十二294図

ちゅうじゅん・じゅうがつふつか・じ

するに︑不幸獲見せられて︑遂に敵

ゅうがつじゅうしちにち・じゅうがつ

がつ・じゅうがつじゅういちにち・じ

ゆうにがつ・じゆうにがつじゅういち

勝頼︑勝商に向ひていふ︑

兵に捕へらる︒

速に降るべし︒﹄と告げよ︒

﹁明日城門に行きて︑﹃援軍來らず︑

十二296図

ゆうにがつじゅうさんにち・じゆうに

にち・じゆうにがつじゅうごにち︒じ
がつじゅうしちにち・じゆうにがつじ
ゅうににち・じゆうにがつじゅうよっ

候︒

十581黒蜜

ガクキ

卒業したる者には早りむつかしとも

﹁諸君︑憂ふることな

及び毎日の術科に殺する説明に御座

翌日壮士十飴⁝人︑勝商を 十577國團
園みて城門に到る︒

十一﹁299國

十二299図

か・じゆうにがつじゅうろくにち・じ
ゆうにがっとおか・せいれきいっせん

號んで曰く︑

勝商城に向ひ︑高らかに

か・てんしょうさんねんごがつ・なん

しひゃくくじゅうにねんはちがつみつ

かれ︒︵略V︒園の解けんは二三日の

がっき﹇楽器﹈︵名︶一

畳え申さず候︒

勝家

内にあらん︒﹂と︒

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

信長の古いけらいの勝家など
はこれをきらって︑てきたひました

コトハ出來マスマイ︒

七275ドンナガクキガアツテモ︑手 もんない
が︑かへってほろぼされて︑︵略﹀︒

六506

かついえ﹇勝家一︹人名︺1

がつなんにち・にがつ・にがつごろ・

にがつじゅういちにち・にがつむいか
・にがつよっか・はちがつ・はちがっ
さんじゅういちにち・はちがつすえ・

はちがっとおか・めいじにじゅうはち
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がっしゅうこく

がっこうへもっていくもの

三377

がくかうへもって行くも

のは︑ みんなこのふろしきの

私どものがくかうは町

中につつんであります︒

四12
の中ほどにあります︒

ふでやかみを費るみせ

なりました︒

學校で先生にしかられ︑友だ

ちにもきらはれた悪い子供は︑おと

六726

出入するを樂みとせり︒
︵略﹀︑卒業後も尚學校の

門に出入するを樂みとせり︒

十一認4図
十一佃8図

︵略﹀︑其の翌年學校の経

なになってから︑大ていつまらない

︵略V︑其の一事業として

室・裁縫室モアツテ︑町立ノ學校ト

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人

十二5010図 ︵略︶︑世界ノ各轟轟出撃

ハ皆我が商責ノ花客ナリ︒

各國商人

近年各國商人皆孚ヒテ其

かっこくしょうにん︻各国商人︼︵名︶

1

ノ方法ヲ講ジ︑廣告ノ爲ニハ多額ノ

十二526図

費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒

る︒

十201

活版所では︑活字拾ひがそ

活版は印刷が終れば︑其の活

活版は︵略﹀︑同じ活字を何

又活字は何時でも直に植ゑる

活字

彫るから︑手間が幾重倍もか﹂る︒

ことが出国るが︑木版では一枚つつ

十221

度でも組立てて使へる︒

十219

活字を何度でも組立てて使へる︒

字を取離すことが出隠るから︑同じ

十218

きかへて植直す︒

︵略V︑幾度でも其の活字を抜

れを護みながら︑活字を拾って並べ

十197

昨年ノ夏カラ建築ニカ︑ツ かつじ﹇活字一︵名︶5 活字
随ツテ學雲門粗土里ノ鋤琳ハ年

ト日一日ヨリ急ナリ︒

々増加シテ︑學校ノ増設ヲ要スルコ

十二361図

テヰタ學校が落成シテ︑︵略﹀︒

十二343

以て學校の基本金とし︑︵略﹀︒

杉・檜等の植林を管み︑其の利︻釜を

ひのき

十一恥2図

費を議するに當り︑︵略V︒

︵略V明治丸の船長は︑一

人になってゐます︒

七805図

日その町の學校へまねかれて︑航海

四14
も︑本を費るうちも︑みんな
﹁私も子供の時には毎日こ

の學校へ通って︑皆さんと同じ標に︑

七807園

の話をなしたり︒

がくかうの西どなりはや

がくかうのきんじよにあります︒

四16
くばで︑︵略V︒

あの運動場で禮操をしたり︑この
講堂でお話を聞いたりしてみたので
す︒

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

シテハ先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

きは︑公徳の低きを示し︑︵略V︒

をけがし︑公園の樹木を折取るが如

官鷹・學校・神社・佛閣等の建築物

學校デハモウ授業ガハジマツ 十二987図 市街・道路を不潔にし︑

よりもうれしうございます︒

タ︒

八149

粟生・生徒の帽子にも
きしゃう

九507図嚢

皆學校の徽章あり︒

三目μ

がくかうへもっていくもの

活版所では︑活字拾ひがそ

母校落成式

學校落成式

學校落成式

八764図北アメリカには合衆國とい

衆國号ほくべいがっしゅうこく

合
︹課名︺2

第九課

にして︑國甚だ富めり︒

ふ國あり︒農業・工業・商業共に盛

第九課

各國n▽せか

十二342
いかつこく

かっこく﹇各国﹈︵名︶1

十二目10

がっしゅうこく︻合衆国︼︵名︶1

る︒

れを讃みながら︑活字を拾って並べ

十195

拾ひ

かつじひろい﹇活字拾︼︵名︶1

あなたがたは何じかんが 七811囹 今日このなつかしい學校へ 十二3610 教場ノ数ハ十二︑外二職員

四93 私ドモノガクカウデモ︑
ケサ天長セツノシキガ アリマ
シタ︒

四481

今日は早くから學校へ

くかうに居ますか︒

四645

﹁あさっては本校がお休で

行って︑みんなで雪なげをしま
せう︒

五646園
とくがはみつくに

すから︑︵略V︒

ソ三萬ヲ有スルー都會トナリ︑學校

六368 學校で徳川光囹の話を聞い 十634図 ︵略﹀︑今や足尾町ハ人口凡 がっこうへもっていくもの︹課名︺2
・病院・銀行写糊備ラザルナシ︒

がくかうへもって

がくかうへもって

て︑紙などをそまつにしてはならな

十三
いくもの

三375

いくもの

十三

いと思った︒

學校を建つる等︑厚く保護の方法を
講ぜり︒

村役場と學校とは相並び
て村の中央に在り︒

其の他の激員も校長を模
範として︑職務に勉謝するが故に︑

十一皿3図

見童は皆よく之になつきて︑三校を

がっこうらくせいしき﹇学校落成式﹈

六375 學校からかへってから︑をば 十832図 ︵略V︑又政府の費用を以て
さんの所へ使ひに行った︒

六381 學校で雪投をして遊んだ︒

の才六がたった年でございますか

六697 私がこ＼へまみつたのは︑こ 十一皿7國
ら︑今年で三十年になります︒

思ふ心厚く︑卒業後も尚三校の門に

六724 學校でいつも先生にほめら
おとなになってから︑りっぱな人に

れ︑友だちにもす か れ た 善 い 子 供 は ︑

かど

がっす

284

がっ・す︻合﹈︵サ変︶6

合ス

合す
ヲ見テスベシ︒

四493團

れて︑活版を用ひることが多くなつ

それ故近年は木版が段々すた

た︒

十223

る時代にありては︑時間は金玉より

通の機關獲達し︑社會の活動敏速な
も貴し︒

り︒

れられて︑更に明日の活動を思ふな

て夕の膳に向ふ時︑一日の勢苦は忘

ぜん

かうして出來上ったものを活

活版所では︑活字拾ひがそ

版所へ渡す︒

十195

とけいはあさからかつ 十二919図 ︵略V︑むつまじく打揃うかっぱんじょ﹇活版所﹈︵名︶2活版所
︵略﹀︑ばんまでかうし

ちん︑かつちん︒

四485園

かっちんかっちん︵感︶4 かつちん︑
角ーシ・ースレ︾
あっ
八956図 名古屋の南に熱田あり︒今 かつちん
合して名古屋市の一部となれり︒
赤 堀野冊︵略﹀ニツニ．分レ︑

︵略V︑一ハ西南二向ヒ︑早道芝川二

九1510図

て︑かつちん︑かつちん︒

れを讃みながら︑活字を拾って並べ

十195

る︒

是は活版刷の本の造り方であ

るが︑この外に木版刷の本もある︒

十214

拶ハ其ノ報告ニヨツテ判別 かっぱんずり﹇活版刷︼︵名︶1活版刷

︽ーシ・ースル・ーセ彰

とけいはばんでもかつ かつどう・す﹇活動一︵サ変︶4 活動ス
活動す

シム︒

シ︑手・足・口等二命令シテ活動セ

︵略﹀︑あさまでかうし 十774國
勝手

ナ形ヲ造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時

遂には活動にたへざるに至る︒
︵略V︑鵜は盛に活動し︑

﹁僕等ノ

活版は印刷が終れば︑其の活
字を取離すことが出懸るから︑同じ
活字を何度でも組立てて使へる︒

勝頼︑勝商に向ひてい

ふ︑﹁明日城門に行きて︑﹃援軍來ら

ず︑速に降るべし︒﹄と告げよ︒

家

十二302□︒凶 勝頼怒りて之を殺せり︒

主婦は又常に家庭和学の

カド

角

カドニハゴフクヤガアリ

︵略V︑角の呉服屋が焼けてゐ

︵略V︑右の第十圖の八角形

の角を圓くすれば︑左の第十一圖を

十464図

左の第九圖を得︑︵略V︒

十462図右の第八圖の角を取れば︑

るのださうだ︒

八421

マス︒

一352

かど︻角一︵名︶4

むべし︒

中心となりて︑家内一同を樂しまし

十二916図

庭和樂

中岳は現今活動せる部分 かていわらく﹇家庭和楽一︵名︶1

ひたすら其の獲物の多からんことを

十一812図

競ふ︒

にして︑其の火口は︵略﹀︒

十二414國

十二296図

十一124例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其 十﹇693図 活動するのみにて休養す かつより﹇勝頼﹈︹人名︺2 勝頼うた
ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手
ることなければ心身いっか縛れて︑
けだかつより

かって︻勝手︼︵形状︶1

て︑かつちん︑かつちん︒

四503圃

ちん︑かつちん︒

利根川ハ︵略V︑本流・支 四495圃

合シテ江戸川トナ ル ︒

九186図
流ノ長サヲ合スレバ︑一千蝕里二及
ブ︒

十︻709図 例へば六十人の集會に其
の申の一人若し十分を曇るとせば︑

六十人の時間の損失は合して十時間
となるべし︒

レンゼウ

計二組立テルコトハ出來ナイ︒

かつて
さちのうみ

天皇陛下かつてこ㌧に行幸

す

日本紙ハ笑ツテ︑
ニナツタリスルモノガアル︒

仲闇ニバカラカサニナツタリ︑合羽

七491園

又かつて栗鼠の大群ウラ かっぱ﹁合羽﹈︵名︶1 合羽
勝手

且は
︵略V少女の銅像あり︑永
しき昔物語を語れり︒

く此の勇ましく︑やさしく︑且は麗

十717︹図

︵略﹀︑勝手がましい御願で かつは﹇四一︵副︶1

すが︑どうか今四五日のところ御ゆ

八677団

がましい 飛ーイ︾

かってがまし・い﹇勝手﹈︵形︶1

ル山中の一都會に現れしが︑︵略V︒

十二665図

の名を下し賜へり︒
り

あり︑其の風景を賞し給ひて︑幸湖

九958図

かつて﹁嘗﹈︵副︶2

十一858図 ︵略V︑コレラ練馬機ト構
スル機械ニカケテ︑或目合シ︑或ハ
延シ︑︵略V︑次第ニヨリヲカケテ綜
ノ形二近ヅカシム ︒

接績都會を合すれば七百三十萬の多

十二597図 倫敦は人口四百八十萬︑
きに達す︒

かっせん﹇合戦一︵名︶4 合戦うはち

七58國 正行コノ度ハサイゴノ合職

がっせん

セントテ︑︵略V︒

七64図園 父ハ臣ヲ合職ノ場ニモト

︿略﹀︑今日の如く通信交

十218

活動するのみにて休養す かっぱん﹃活版一︵名︶2 活版

活動

るしを願ひ弔う御座います︒

十﹇711國

遂には活動にたへざるに至る︒

ることなければ心身いっか勢れて︑

十一694図

コノ度ノ合望外ハ︑師直 かつどう︻活動︼︵名︶3

モナハズ︑﹃︵略V︒﹄ト申シ残シタリ︒

七72ロ蔚凶園

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ
ク ビ ヲ カ レ ラ ニ 取ラスルカ︑︵略V︒﹂

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七82図園 コノ度ノ合職サダメテナ

得︒

十一516図

﹁笑フ門ニハ福來ル︒﹂ト

かど︻門一︵名︶1 門
イヘリ︒

かどう︻家道︼︵名︶1 家道

九174図

イキス

中ニモ香取・息栖ノ雨社バ
カシマ

カトリ

北浦ノホトリナル鹿島トトモーコ一社
ノ名アリ︒

香取・息栖ノーノ鳥居ハ何

レモ川ノ中二立テリ︒

九178図

清潔なるものなり︒

凡そ家内の掃除は座敷︒

居間・塵所のみならず︑便所の隅よ

十二895図

り下駄箱の奥までも注意せざる．べか
らず︒

一家中に病人なき程仕合

なる事なし︒家内には老人あり︑子

諸子ハ数多アル我が軍艦 十二904図

ノ名ヲ知レルナルベシ︒︵略V︒︵略V︑
カシマ

か

十541図園

まして職場にては︑進ま

敵はかなはじと︑にはか

退く時には︑今はかなふまじとそし

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

る︒

十二71図

︵略V肚大なる建築の数

に路を憂へて逃れ去らんとせり︒

十二6010図

人家も多くは六七暦にして︑町幅も

々高く中空にそびゆるのみならず︑

金澤

号えちぜんのくにかながさ

亦之に適へり︒

かながさき

金澤

角iシ・ーシキ単

し吉野山︒

十一54図圃

白髪なり︒﹄

歌書よりも軍書にかな

孚ふもは雲かりあり︒悲しきは老の

白髪頭にて若き人と先を

かな・し︻悲﹈︵形︶2 かなし 悲し

九25図

かなざわ︻金沢︼︹地名︺1

家内能く和合して︑互の き
心にわだかまりなく︑むつまじく打
ぜん

家内一同

むべし︒

かな・う︻適一︵四・五︶6

適ふ 余ーハ・ーヒ・ーフ・一へ専
し な

なしい ︽ーイ・ーク︾

支那からは大兵をおくって︑ かなし・い﹇悲︼︵形︶4 カナシイ か

父モ母モシンデシマツ

ウチヘカヘツテ見ルト︑

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

︵略﹀︑

三732
﹁君ラバ表ダケシカ役回立

︵略V︒何ダカカナシクテカナシ

テ︑ジブンノウチモアリマセン︑

ラ︑

アマリカナシクナツタカ

オトヒメノイッタコトモ

三733

クテタマリマセン︒

三732何ダ二瀬ナシクテカナシ

クテタマリマセン︒

タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ

かくて二三日を過せしに︑

なきにいたれり︒

ことかなはず︑︵略﹀︑身艦は全く力

耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑動く

八708図

イ﹂︒

ル︒便利ニオイテハトテモカナフマ

七477囹

い日本兵にはかなひません︒

六515

なふ

カナフ

中心となりて︑家内一同を卸しまし

十二916図

主婦は又常に家庭和樂の 十543図囹

かないいちどう﹇家内一同﹈︵名︶1

揃うてタの膳に向ふ時︑︵略﹀︒

十二917図

ても相濟まぬ次第ならずや︒

Nるものあらば︑︵略﹀︑世間へ封し

若し家内に傅染病訴にか

供あり︒

ツレル神宮ノ名ナリ︒

職艦ハ軍艦中最モ優勢ナ

ルモノニシテ︑︵略﹀︒︵略﹀︒安藝・

十一322図
薩摩・鹿島・香取国是ナリ︒

十一32図職艦香取
かとりじんぐう﹇香取神宮︼︵名︶1

かな

承けつぎし國の柱の動

今日九重ににほひぬるかな︒

十二25図圏

きなく榮えゆく代を恥いのるかな︒
ふみ

十二26図圃古の書見る度に思ふか
家内

な︑おのが治むる國は如何にと︒

かない﹇家内﹈︵名︶7

十二908図

鹿島・香取ハ何レモ上古ノ武神ヲマ

十一5110図 一家和合セザル時ハ家道 十一304図
次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ
ル・事ナカルベシ ︒
かとうきよまさ

名古屋城は︵略﹀︑其の天守

かとうきよまさ︻加藤清正一︹人名︺1
加藤清正

かとうきよまさ

八938國
閣は加藤清正のきづきしものなり︒
加藤善作

かとうぜんさく﹇加藤善作︼︹人名︺1

かな︵終助︶3

かな﹇仮名﹈号かたかな

九17図香取紳宮

十275國團 十一月二十五日 加藤善 香取神宮

作内山五百吉様

よしあきら

1 加藤嘉明

カドグチ

出入口の混雑せる程なれ

家内のよく整頓せる程の
家は日々のふき掃除も必ず行届きて

十二894図

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

ば︑一事が萬事︑総べて家内に不整

十二888図

つめて︑家内そろって︑ゑ顔にゑ顔︒

オトウサンハマダカヘリ 七115圃 ︵略V︑米にこなして︑俵に

カドマツ

カトリ
かとり︻香取﹈︵名︶5 香取 香取

ガタテテアリマス︒

ニ276 ドコノイヘ ニモカドマツ

かどまつ﹇門松﹈︵名︶一

カドグチヘデテミマシタ︒

マセン︒トモキチハシンパイシテ︑

ニ265

かどぐち﹇門口﹈︵名︶一

によりて相病みし 頃 ︑ ︵ 略 V ︒

十二374図 昔藤堂高虎・加藤嘉明事

よしあきら

かとうよしあきら︻加 藤 嘉 明 ︼ ︹ 人 名 ︺

吉 加藤善作檬

十605國團 一月二十五日 内山五百 十954図圃 古の奈良の都の八重櫻︑

︹人名︺1 加藤善作様

かとうぜんさくさま﹇加藤善作様︼

郷
かなしい
かど

かならず
かなしさ
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ワスレテ︑ タマテバコヲアケテ
﹁わるい子どもが大ぜい

見ルト︑︵略﹀︒

ヨイオヂイサンバコレヲミテ︑
筑紫へ下る道に︑昔より相

タイソウカナシンデ︑︵略﹀︒

九801図
知りし騨長ありて︑道眞の今の身の

六625圏囹

で わたしの手からもぎ取って︑は

．かなもの﹇金物一︵名︶1

金物

材は皆ひのきの白木を用

金物ヤ

ひ︑金色の金物きらくと日にか貸

八64図
やけり︒

かなものや﹇金物屋﹈︵名︶2

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

必

︵略V︑出ロ馬下鍋・釜・鐵
︵略Vヲ賞ル荒物屋ガアル︒

ビン・火バシナドヲ責ル金物屋ト︑

七383

シヲシマシタ︒

ントテツビンガメイ︿ジマンバナ

六245

サレバ平左衛門ノ死セシ時 金物屋

上を深く悲しみしに︑︵略﹀︒

︵略V父母二型ル

物事ヲ知分クルモ︑善悪ヲ

保の母は一時に二子を

かならず

︵略V︑心はかならず高く

かならず﹇必﹈︵副︶22

ズ

必ず

外︑﹁︿略V︒﹂とて︑少しも悲しむ色

失ひて悲歎にくる﹂ならんと思ひの

十二3110図

モ受理ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十769國

︑如ク悲シミタリトナリ︒

ハ︑中置ノ人々︑

十329図

ふった音はしましたが︑かなしいこ

カナシサ

とに目が見えず︑さがすことさへ出
來ません︒﹂

かなしさ﹇悲﹈︵名︶一

ノクビハ家学送ラレタリ︒正行ハコ

七33國 正成ハタシテ戦死シテ︑ソ
レヲ見テ︑カナシサノアマリ︑ット
立チテ別室二行キ タ リ ︒

かなしみ﹇悲﹈︵名︶1 悲

十︻534國 己ヒトリ樂シトテ︑他人

︵略V︑輕く浮立つた調子に︑

くとも︒
せ

八34図

のなし︒

本月二十日までには必ず

春秋爾度ノ大祭ニ門戸ズ勅

空氣は︵略﹀︑凡そ少しに

使ヲ差立テラレ︑︵略﹀︒

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

九6410図

外聖人の我が國に駈る者亦

ずといふこと無し︒

必ずこ＼に遊びて︑日光の結構を賞

九968図

其の上戦争には必ず無くては

せざるものなし︒

十853

群中には必ず雌蜂・雄蜂

︵略V︑勇士に軍功を立てさせるもの

ならぬもので︑兵器・糧食を運送し︑

は馬である︒

十一57図

︵略V︑やがて忠臣の起り

・働蜂の三種あり︒

て勤王の兵を畢げ︑必ず御心を安

十一172國

んじ奉るべきことを聞え上げたるな

り︒

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

十一4110図囹 ︵略V︑たとひ用心きび

き折に出會ふべし︒﹂
あゆ

﹁明日城門に行きて︑

れんぱ

︵略﹀廉頗之を見て心

苦あれば必ず樂あり︑樂

苦あれば必ず樂あり︑樂

あれば必ず苦あり︒

十二705図

あれば必ず苦あり︒

十二705図

めん︒﹂と言ひ居たり︒

安からず︑ ﹁相如にあはば必ず辱し

十二389國圏

く汝を賞せん︒﹂

﹃︵略﹀︒﹄と告げよ︒さらば我必ず重

十二297図囹

りす︒

か﹂るたふとき御宮なれ 十一818図 鵜の鮎を呑むは必ず頭よ

らず伊勢に参葬せんと心がけざるも

い

八16図

︵略﹀︑一生に一度は︑かな

もて︑たとひ身分はひく＼とも︑輕

六855図園
数隻の漁舟相並び︑︵略V︑

彼方

を見せざりき︒

十一8210図

かなた﹇彼方﹈︵代名︶2

百にも近き鵜︑此方に浮び︑彼方に

カナ

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ
人ナリ︒

かなしみたま・う﹇悲 給 ﹈ ︵ 四 ︶ 一

沈み︑彼庭にかくれ︑此虚にあらは

肉 ー ヒ単

七42図囹 父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

十二837

れ︑︵略V︒

シミタマフ

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ
シミタマヒテニアラズ︒

ば︑︵略﹀︑皇室及び國家に大事あれ

かな

野越え︑山越え︑ふわりくと春霞

かなしみもう・す﹇悲申︼︵四︶1

其の後は毎朝必ず早く起き
て︑︵略V︑自分はどうかして白雀を

八262

ば︑かならずこれを告げたまふ︒

をうち

の彼方へ連れて行かれるやうな心持
やまた

になる︒

肉ース︾

九32図圏 此の地に八岐の大蛇とて

金ダラヒ

代々の天皇の御位に即かせ

九301図

皇民仕るべく候︒

九142國團

つぎ給ふ︒

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

九13國

銅ハ︵略V︒︵略V︒金ダラ 見つけようと︑たつねまはりました︒

かなめ

赤い扇はかなめのきは
をいきられて︑︵略﹀︒

四824

かなめ﹇要﹈︵名︶1

かなめ︻要﹈︹人名︺﹇▽わたなべかなめ

ニモナリマス︒

ヒニモナレバ︑私ノヤウナヤクワン

六263圏

かなだらい﹇金鯛巴︵名︶1

しみ申す

︵略﹀︑毎年來りて︑我が娘を取食
ひ︑今また残りの一人をも食はんと
す︒それをかなし み 申 す な り ︒ ﹂
カナシム
角ーミ・ーム・ーン彰

かなし・む﹇悲﹈︵四 ・ 五 ︶ 5
悲しむ

母なきかなしむ

悲シム

犬ヲコロシテシマヒマシタ︒︵略﹀

二546 オヂイナンバ︵略V︑ ソノ
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かの

かならずしも

n▽こらえかぬ・まにあいか

とをかねたりといはんか︒

かぬ︻難︼

十二716図 遠き慮なければ︑必ず近
き憂あり︒

孟母あかがね

大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ

・おかね・こがね・はりがね・ひうち

ぬ・よみかぬ
十 二 7 2 8 図 ︵ 略﹀．何事を爲すにも︑此
カネ
かね﹇金︼︵名︶15 金

の事は必ず成るべしと嶽齢して︑熱

心に其の事に従ふ を 以 て ︑ ︵ 略 V ︒

飛ーネ彰

見つめてみたが︑静かに其の金を拾
﹁あれ程の名馬はいくら

ひ上げ︑︵略V︒

十一492園

．金を五っても惜しくはない︒﹂

寸ニアタル︒

金たが

僕の家で一度つるべの金たが

かねたが﹇金箔一︵名︶1

かねて

私はかねてのやくそく通り︑

カネテ

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八324

があったが︑︵略﹀︒

＊かねだか号さんだか

ノ

彼の

宮城ノ御福ニハ︑カネテ窩

・のへらじとあねて思へ

なき数にいる名をぞと

當総督府の経螢も着着

カノ

かの

彼

かねて御賛同下され候
ひ

かの﹇彼一︵連体︶12

り候については︑︵略V︒

故近藤大尉記念碑︑いよく出來上

十一633國團

承知の通りに候虎︑︵略﹀︒

其の効を見るに至り候事︑かねて御

十一361國團

繋むる︒

ばあつさ弓

十一36図團

眞ニテ見知リタルニ重国力︑レリ︒

七576図

た︒

二三人の友だちと遠足に出かけまし

六81

一のねて

かねて︻兼﹈︵副︶5

﹁時は金なり︒﹂といふ古

言あれども︑︵略﹀︑時間は金銭より

十﹁7010國

も貴し︒

金がなくて︑冠禮の行へな
い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

十一珊5

で︑大人の仲間入が出來ない︒

かね号はや

きりや雪で︑方角の分らな

﹁ヂヤン︑ヂヤン︑ヂヤン︒﹂

かねが鳴る︒火事だ︑火事だ︒
やばせ
︵略﹀︑矢走をさして錦り

カネ尺

草花をほしいくと申して居ります

カノ死人ト見エシバ︑フスマニエガ

︿近ヨリテ見レバ︑コハ如何二︑

氣鼻ヲツクが如シ︒︵略﹀︒工恐ル

リテクサリタル死人横タハリテ︑臭

七B2圏又母がかねぐめづらしい 八308図︵略V︑内ニ輔導ブクレニナ

かねがね︻兼兼﹈︵副︶・かねぐ

三井のかね︒

行く白帆を送る夕風に︑聲程近し︑

八619図團

八414

かねを鳴らしたりします︒

は海の深さをはかったり︑きてきや

くなった時には︑︵略﹀︒そんな時に

七859囹

カネ

金ヲゥチ合セテ出スヤウニナリマシ

がね

このお金は︵略﹀︑父の渡

カネガナル︒ピケシガト

﹁金ニハイロ︿アリマス かね﹇鐘︼︵名︶4

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

七421園

此のかはせの金は︑ほんの

してくれた金でございます︒

八691團

僅かですが︑何かすきな物を買って

カネ

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑

上げて下さい︒

九296図

から︑︵略﹀︒

物サシニバカネ尺トクヂラ

尊︑﹁さらば我汝等のため

ケル給ナリシナリ︒

に其の大蛇を退治せん︒﹂とて︑︵略﹀

カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ 九37図
ミジカク︑ソノ一尺バクヂラ尺ノ八

六182図

尺トアリ︒

六181図

︵略﹀︑貯蓄銀行ニチハ五圓かねじゃく﹃曲尺︼︵名︶2

︵略﹀︑日本第一ノ金ノ大鳥居ナリ︒

九776図

段々口論の末︑大上は怒つ

ヨリ少キ金ニチモ春蝉ル︒

十一476

馬主はしばらく大勢の顔を

て三千圓の金を地に投げつけた︒

十﹇478

ンデイク︒

一461

ほんとのまうけでない金は
﹁あ＼︑金がない程残念な

妻は立って︑鏡箱の中から十

爾の金を出して︑﹁︵略V︒﹂

七408

ことはない︒

七402囹

一厘でも取ってはならない︒﹂

六321園

︵略V銅デセゥ︒

六248囹

タ︒

出シマシタガ︑ソレカラ後陣ハ石ト

五568

十二894図 家内のよく整頓せる程の がね
家は日々のふき掃除も必ず行届きて
清潔なるものなり ︒

﹁孔子は年少にして禮

を好めり︒我死せば︑汝必ず之を師

十二938図囹

とせよ︒﹂

かならずしも︻必︼︵副︶2 必ずしも

富貴は人の共に欲する

所︑貧賎は人の共にいとふ所なりと

十二721図
いへども︑富貴なる者必ずしも樂し
からず︒

十二722図 貧賎なる者必ずしも苦し
からず︒．

カナリヤとう︹地名︺1．カナリヤ島
に︑亜宝飯加の北西岸に近きカナリ

あ ふ り か

十二777図 パロスを出帆して七日目 七413囹 ﹁これは又どうした金か︒

カニ

ヤ 島 に 着 し ︑ ︵ 略V︒

魚類ノ外二︑エビ・カニ．・ダ

サルトカニ

かに︻蟹︼︵名︶3

一102
七712

コ・イカナドガスンデヰル︒

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

七713 エビノピン︿ハネタリ︑力

かぬ

川 ニ ス ム モ ノ ト チガハナイガ︑︵略﹀︒
か ・ ぬ ︻ 兼 ﹈ ︵ 下 二 ︶1
みつばち

みに彙を造るは醸造の業と建築の業

す

十一8710図 蜜蜂の蜜を吐き︑又たく

かべ
かば
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苦に居て︑夫の一大事を忘れざりし

度も書一筆を取り給ひしことなし︒

を成せる人なるに︑三年の間未だ一

︵略﹀︒

もの

九499

墨取田村麻呂の東北の地を 九目2

路行く人のかぶりもの︑

カブル

か

うじやう

し

鵜匠は古風の風折烏帽子

かざをりゑぼ

まんぢゆう笠の名もをかし︒

をかぶり︑こしみのを着く︒

十︸802図

男の冠をかぶり︑其のひも

を長くたらし︑小馬に乗って︑田舎

十﹁鎚9

京城地方の婦人がたまく

道を通るのを見ると︑︵略V︒

十一m8

外出する時には︑うちかけの様なも

花粉

花粉

のをかぶって︑目ばかり出してみる︒
くわふん

くわふん

其の時花の中の花粉は是等

植物の花には︑同種の他の

カベ

かべ

壁

あれがうちで

大工が家ヲタテルノモ︑左官

ね︑︵略V︒

其の家はほったて小屋の如

正平の昔︑楠木正行が決

死の士百四十三名の名字を壁に書連

十一35図

を結びて壁に代へ︑︵略﹀︒
くすのきまさつら

く︑︵略V︒唯かづらなどにて︑かや

十815図

テタマハリタシ︒﹂

ヲ建テタリ︒四方ノカベニ絶ヲカキ

﹁我︑此ノゴロ小サキ堂

ガカベヲヌルノモ︑︵略﹀︑撃手デス

七259

す︒﹂

が見えませう︒

四5エ園あのこちらに白いかべ

かべ﹁壁﹈︵名︶6

ものがある︒

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

十二207

に傳達される︒

の癒に着いて︑一つの花から他の花

十二205

かふん﹇花粉﹈︵名︶2

川の中へはいり

がぶがぶ

︵略V︑

かぶりもの

かぶりもの
第十五課
かぶり物

かぶりもの﹇被物﹈︵名︶2 かぶりも
の

九4910図圃

中折・鳥打・山高や︑シルクハット
と畏多し︒

かぶり物にはあらねど
︵略V︒

も︑手ぬぐひ三尺引きしぼり︑頭に

九5210図圃
結ぶはち巻は

︽iッ・ーリ・ール彰

ゐざりは︵略V︑その釜をあ

︵略﹀︑うちではす＼はきをし

だひをした︒

九526図葉

車夫のかぶるは形より

た︒僕も手ぬぐひをかぶって︑手つ

六362

り出しました︒

たまにかぶって︑爾手をついてゐざ

五267

タスキヲカケテ︑︵略V︒

ルノデス︒
三333 ナヘヲウエテヰル女ハ︑
マルイカサヲカブツテ︑アカイ
八28エ図囹

ぶる

かぶ・る﹇被﹈︵四・五︶7

之をはうむりし時は︑︵略V︑

かばね

第十五課

かぶりもの﹇被物一︹課名︺2 かぶり

で︑とうとうしんでしまひました︒

ましたが︑がぶがぶと水をのん

三418

がぶがぶ︵副︶1

︵略V一人の紳士があった︒かぶ号いくひゃくかぶ・きりかぶ

﹁君は書家として一家

は︑

良此ノ度コソハ

九641図

かばね︻屍︼︵名︶4

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑
︵略V︒

︵略﹀︑たとひかばねを

海行かば水つくかば

戦場にさらすとも︑名を子孫に傳ふ

十一147図園

べし︒﹂

十二田2図國

ね︑山行かば草蒸すかばね︑︵略﹀︒

急行かば水つくかば
ね︑山行かば草蒸すかばね︑︵略V︒

十二部2図圃

かばん

かばんを持って走って行く人

かばん﹇鞄﹈︵名︶2

五396

其の皮は革に製して︑かばん

なめしがは

もあります︒

十846

十一723図囹

待ち給ひしに︑や﹂ありてかの大蛇
うすとやいはん︒

らぬ︒

あったか︑老人も知らぬ︑聴衆も知

めた︒︵略﹀︒かの情深い紳士は誰で

︵略﹀︑其のバイオリンを取って弾始

十二852

︵略﹀形名の妻と其の徳を同じ

あらはれ出で︑︵ 略 ﹀ ︒

九45図 かの大蛇の住みし上には叢
笹葺に立ちこめたれば︑劔の名を天
叢雲劔と申せり︒

然レドモカノ名高キ箱根

七絶ハ︑開ケ行ク明治ノ御代ト十二

九398図
盆≧サカエテ㌦浴客年層其ノ数ヲ加
フ︒

かばうしらかば
九639図

九479図園 其の夜アリふと目をさま かばかり︻斯許︼︵副︶1 かばかり
し て ︑ 人 々 の か たるを聞けば︑︵略V︒

に服するに至れり︒かばかりの大功

征するや︑︵略﹀蝦夷も遂に全く皇威

﹁然ら ば か の 子 供 の 乗 れ る

又一人︑

︵ 略V︒

﹁かしこに行きて彼の書師
とささやくに︑

ラフソク

ありし人故︑天皇の御信任も厚く︑

騎 駝 を 殺 さ ん ︒ ﹂といふ︒

人ニアフ︒

十243図 張良︑橋上ニテ白髪ノ一老
ト︑夜半ヨリ起キテ橋上二至レバ︑
シバラクアリテ︑カノ老人來レリ︒

ることばもうちとけて︑我はた＼へ

十396図圃昨日の敵は今日の友︑語

隊中にピエールといふ︵略﹀

つ︑かの防備︒

十一555
少 年 鼓 手 が あ っ た︒︵略﹀︒︵略﹀︑む

ざんや︑かの勇ましい少年鼓手は忽
ち谷底へはき落された︒
來りて︑

十﹇729図囹 準夜小曾住持の居間に
の 有 様 を 見 給 へ ︒﹂
︵略﹀︒

ク モ
スル太キ綜︑蜘蛛 ノ イ ノ 如 キ 細 キ 綜 ︑

十一872図 加フルニ彼ノ蝋燭ノ心ト

や靴などを造り︑︵略﹀︒

かの山内一豊の妻が貧 がひつ︻画筆一︵名︶1 叢論

細 大 意 ノ マ ︑ ニ シテ︑︵略﹀︒
かすとよ

十二328図
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かまたり

かへい

ぬきもあるなり︒

その釜を前において取りしらべまし

かまえる号まちかまえる

榊弟六蝋課

箪工ハ課

鎌△届

その釜は私が前から持って
この釜はお前の物にちがひ

宮

がましいうかってがましい

涙 わきぬべし︒

鑑きせぬ親王のみうらみに

み こ

十二255図圃

ガマノ

公ーハ︸

鎌倉

鎌

悲憤の

鎌倉宮にまうでては︑

どうして釜のやうな重い物 かまくらぐう︻鎌倉宮一︵名︶1 鎌倉

姫蝋A眉

かまくら

十二236

−†二目7

かまくら

かまくら

かまくら﹇鎌倉﹈︹課名︺2
﹁これは私が毎日使ってゐ

た︒

あるまい︒

五263囹

みたのでございます︒﹂

五253囹

が持って行かれませう︒

五248囹

た釜でございます︒

塗込められ 五242囹

かべ土．

二都合ヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

あらはれぬ

花木

か﹂る地方にては氣候つね

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ

八819図

かぼく︻花木﹈︵名︶1

て

十141國園囹かべ土ユ

かべつち﹇壁土﹈︵名︶1

十一895図蟻は︵略V︑ 多くは地下
其の内面を壁の如くに謹む︒

らう
に穴をうがちて︑ 部 屋 ・ 廊 下 を 造 り ︑

かへい﹇貨幣︼︹課名︺2 貨幣
九目12 第二十五課 貨幣

九878 第二十五課 貨幣
と能はず︒

カボチャ

キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔

かまふ

ホヲシイテ︑ソノ上ニコロガ

デカラダヲアラツテ︑
レ︒﹂

かま・う﹇構﹈︵五︶1

熊吉の落馬したのにかまは
ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大
勝であったのに︑︵略V︑相手を助け

てやったのは如何にも見上げたりつ

鎌足︵略﹀︑大事ヲ成スニ

アル日皇子︑寺ノニ今摺テ

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ

鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御国ニ

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

十㎜8図 ︵略﹀︑多三差ナル談山神社
カマ
神式ス︒︵略﹀︒社殿ノ後ノ山ニハ鎌

タフノミネ

テ大臣トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

八542図

シタガヘリ︒

八525國

時ノイタルヲ待テリ︒

ミ奉ルコトヲ得テ︑︵略V︑ヒソカニ

八514図

ニサ・グシニ︑︵略﹀︒

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅキテ皇子

八512図 ︵略V︑皇子ノクツヌゲタリ︒

合セタリ︒

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑鎌足モ参り

八509図

道ナシト思ヒシガ︑︵略﹀︒

ハ此ノ皇子ライタぐキ奉ルヨリ他二

八504図

酷なかとみのかまたり・ふじわら

足

カマタリ
ゐざりは︵略﹀︑その釜をあ かまたり﹇鎌足一︹人名︺8 鎌足

たまにかぶって︑雨手をついてゐざ

のかまたり

五266

り出しました︒

六272囹メシヲタク釜モ鐵デス︒

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑

︵略V︑出域ニハ鍋・釜・鐵

七383

キ小県バカバニ小サイトゲガ

かま

ビン・火バシナドヲ費ル金物屋ト︑
︵略Vガアル︒

カボチヤハ中が黄色デ︑西瓜 かま︻鎌︼︵名︶1 鎌
かま
八321 ある時は鎌をきたへてみた︒

釜

四603囹︵略﹀︑シホケノナイ水

︵略﹀︑ニナケレバタベラレナ がま﹇蒲︼︵名︶一 ガマ

かま

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ

五515

ハ中が赤イ︒

五505

アリ︑カボチヤニハデコボコガアル︒

五50一

カボチヤハ平タイ︒

五497

ナドヲ瓜トイフ︒

・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマ

五494

かぼちゃ﹇南瓜︼︵名︶5

︵略V ︑ 世 ノ 進 ム ニ シ タ ガ ヒ ︑

かへい︻貨幣﹈︵名︶8 貨幣
九891図

或種類ノ物品ヲ定メテ之ヲ仲ダチト
シ︑物ト物トヲ交換スル不便ヲ省ク
ニ至レリ︒貨幣即 チ 是 ナ リ ︒

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒貝・

九891図 貨幣トシタル物品ハ時代ニ
毛皮・穀物︒言動ヲ用ヒタルコトア
リ︒

九894図 ︵略V︑貨幣ノ貨等ノ字ノ一
シ ナ
部二二ノ字アルハ︑支那ノ古代二貝
ヲ用ヒタルが故ナ リ ト イ フ ︒

トシテ金銀ヲ用フ ︒

九896図 今ノ文明諸國ノ貨幣ニ三主

ニモ都合ヨク︑︵略V︑分合ノ爲二直

九8910図 是金銀ハ便高ク︑保存スル

アル︒

﹁この釜は昔から私のうち
﹁この釜は昔から私のうち

九8510園

︵略V︑行って見ると︑なるほ 弓おもいかまう

かまをぬすまれたものがあり

かま﹇釜﹈︵名︶12

ました︒

五226

段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑︵略﹀︑

成分二異同ナクシテ︑直段ノ攣動モ

五233囹

にある釜です︒

五233囹

どそのかまがあります︒

五231

少キ等︑貨幣トスルニ最モ便利ナレ
バナリ︒
九902図 現今我が國ノ貨幣ニハ金貨
・銀貨・銅貨ノ三 種 ア リ ︒

九908國 紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ
ノニシテ︑輕クシテ取扱二都合ヨキ

ぱな行だ︒

やく人は二人をよび出して︑ かまえ号おんかまえ・こころがまえす

にある釜です︒

紙幣ハ︵略V︑輕クシテ取扱 五238

コトハ貨幣ニマサ レ リ ︒

九9010図

かみ
かまたりら．
290

アスカ

アンゴ

ノコエカマビスシ︒

カミ

かみ

紙←

ぬ︒一同は唯神の仕業とのみ思った︒

︵略﹀︑川上の堤防切れ︑ かみ﹇紙﹈︵名︶24

おてがみ・からかみ・きょうとからの

九741晒国

隣村は大半水中にあり︑救をもとむ

十凱5図 コ・二丁近キ飛鳥ノ安居院

タリ
・足ノ墓アリ︒

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニ シ テ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 鎌

四434囹 それがだんだんにかは
つて︑今では紙で作ったのし

学校で徳川光囲の話を聞い

とくがはみつくに

をつかふやうになりました︒

六368

て︑紙などをそまつにしてはならな

てがみ・じがみ・てがみ・といあわせ

﹁すぐ其虞

のてがみ・ももをおくるてがみ・りょ

﹁何慮ぞ︒﹂

る聲かまびすしく候故︑︿略﹀︒
十二792薗

あをいひかりがかみの
︵略V︑いそいでかみをあ

のしあはびといふの

アゲマスカラ︑コレデトツテク
ダサイ︒﹂

四432囹

は︑あはびの肉をのして︑紙
のやうにうすくしたものです︒

むねの上には紙のぬさを立て

蛾は︵略V︑出て來ると︑す

その卵を産みつけさせた紙を

塗物はくりたる木又は組合

筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・

箱ハウスキ木片ヲ折り︑其

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

印刷する紙は早い大きな紙

十208印刷する紙は白い大きな紙

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒

十208

マデ数へ上グレバ︑︵略﹀︒

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

八398図

ヲ塗ルナリ︒

ノ上二君ヲ張りテ造り︑外ガハニ藥

八396図

カンザシナドノ店ヲ見テ︑︵略V︒

七367

りてつくる︒

せたる木・竹又紙などにうるしを塗

七356図

翼卵紙といふ︒

七337

せる︒

ぐに紙の上において卵を産みつけさ

七336

ざつてあります︒

て︑色どった大きな弓矢や扇車がか

六742

ございました︒

りするやうな︑そΣつかしい子供も

こなって︑紙をたくさんほこにした

字を書くのに︑︵略﹀︑書きそ

いと思った︒

聴衆も知ら

かの情深い紳士は誰であっ
老人も知らぬ︑

六711

こうさきのちぢにおくるてがみ

みちでほたるを一びき

カミヲソノカタチニ

ソレヲモツテ︑ウチヘカ

に︒﹂といふ聲かまびすしく︑︵略﹀︑

三358

上からすいてみえます︒

三353

つてつつみました︒

つかまへて︑母からかみをもら

三352

キリマシタ︒

ヘツテ︑

ニー92

上号かざかみ．か

︵略﹀︑常二其ノ行ヲツ・

シミ︑上︑天一恥ヂズ︑下︑地二恥

十一531國

わかみ・そのかみ

かみ︻上﹈︵名︶4

を知らず︒

人々喜びて︑手の舞ひ︑足のふむ所

足が靴ヲサ・ゲテ皇子二近ヅキ奉り
シバ︑即チ此ノ寺ナ リ ︒

かまたりら．﹇鎌足等︼︹人名︺1鎌足等

八518図 鎌足二塁ノ日ヲ以テ大事ヲ
オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手
ハズヲ定メタリ︒
かまど

かまど﹇竈﹈︵名︶3 カマド かまど

竈
ヨイオヂイサンバソノハ

ヂズ︑外︑人二六ヂズ︑内︑己二恥

二586
ヒヲモラツ．テキテ︑ カマドノ

上元帥より下一卒に至る

ヂザル工夫ヲナスベシ︒

ほたるはやはり

オマツノ店ニハ︑糸ヤ

ニツツンデ︑︵略﹀︒

四255オマツ野立トフデヲ紙

アリマス︒

キレヤフデヤカミガナラベテ

四236

も︑本を費るうちも︑みんなが
くかうのきんじよにあります︒

ふでやかみを曇るみせ

けてみると︑

一致協同して王事に勤む

神号あにがみさま

四13

まで︑︵略﹀上下の分別最も正し︒

一致協同して王事に勤む

中にゐます︒

べし︒

あはれみ︑

十二皿6図 下は上を敬し︑上は下を

べし︒

あはれみ︑

十二皿6図 下は上を敬し︑上は下を

十二皿1図

下ニオキマシタ︒
七349図 やき物をつくるには︑土止
は石のこをねりかためてかわかし︑
かまどに入れて嶢く︒

十二901図 主婦は寝に就く前︑先づ
︵略﹀火の用心を忘れざる様に

護どの下より火消鶴までもよく信疑し
て︑
すべし︒

かまぬすびと﹇釜盗人︼︹課名︺2 か

︵名︶3

がた・あまてらすおおみかみ・うじが

かみ︻神﹈

五目10 第九 かまぬすびと

み・おおかみ・おおみかみ

まぬすびと

五225 第九 かまぬすびと
かまぬすびと︻釜盗人一︵名︶1 釜ぬ

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

九833 五人の騎手は神に勝利をいの 四26一 オトミハ マルクキツタ白
イ紙ヲ三ツ出シテ︑﹁三十セン
みる︒

國民は一つ心に守りけ

す人

たか︑

十二854

り︑遠つ御祖の神の教を︒

十二33図圃

みおや

五271囹 ﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬ
す人はその方にきまったぞ︒﹂
︽ーシ ・ ー シ ク 彰

かまびす・し﹇喧﹈︵形︶3．カマビスシ
かまびすし

七545図 右ノ方ハ魚市場ニテ︑費買．
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かみなり

かみ

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒

十211 表紙には紙ばかりのもあり︑
紙の上を布で包んだのもある︒

十211 表紙には紙ばかりのもあり︑
紙の上を布で包んだのもある︒
ヂク

十一96 材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ
コシラヘル者︑︵略V︑揃ヘテ箱二入

者︑皆ソレぐニチガフ︒

レル者︑十二箱ヅツ集メテ丁田包ム
かみ四髪﹈︵名︶10 髪号たてがみ

ヨンガーといって︑髪を三つ打ちに
して後へたらしてみる︒

上市
神風

かみいち﹇上市︼︹地名︺1

十一2図上市
かみかぜ﹇神風﹈︵名︶1

騙逐艦ノ名コソ更二優美

クチク

十一307図

かみこな

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・
ハヤテ
ノ
春風・朝風・疾風・松風・追風・野
ワキ

分等アリ︒

神

ソコヘオホクニヌシノミコ

神サマ

コノ神サマハサキホドオ

五21

︵略V︑今まであかるかったせ

かいがくらやみになって︑わるい神
さまがさまざまのわるいことをはじ

その時あめのうずめのみこと

めました︒

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

イ︒﹂

ぞ

上毛国形名︑蝦夷を討ち

え

かみつけぬのかたな︻上毛野書名︼

かみつけぬのかたな

上毛薫蒸名

かみつけぬのかたな

十二309図

︹人名︺1

て利あらず︑兵皆四散せしかば︑夜

五27

といふ女の神さまのまひがおもしろ

に乗じて城をすてて逃れんとす︒

第十六

カミナリガナリダシマシ

カミナリ

かみなり

かみなり

手力男のみことといふ力のつ かみなり﹇雷﹈︹課名︺2 かみなり

たちからを

みなり

タ︒

一363

ソノウチ目下ノ方デカミナリ

ハハシノ上ヲ通ツテヰマシタ︒

ノヤウナ音ガシマシタ︒︵略﹀︑汽車

五436

か

かったから︑︵略﹀︒

五目4

五38

五457

第十六
お手をとって︑お出し申し上げまし

神さまがた

かみなり﹇雷﹈︵名︶7

よい神さまが︑︵略﹀︑すぐに大神の

た︒

ソコ

神サマガタ

その時︵略﹀︑大ぜいの神さ

かぐらをおはじめになりました︒

五28

まがたは手をたたいて︑お笑ひにな
りました︒

五467囹

かみなりの鳴る時には︑そ

﹁かみなりは高いもののあ

んな所にみてはあぶない︒﹂

五473園

る所へおちるのだ︒

うないなびかりがして︑耳がさける

五482 ︵略﹀︑間もなく目がくらむや

︵略V︑顔を上げて︑そのあた

やうなおそろしいかみなりが鳴りま

した︒

五485

その高い木がまつ二つにさけてゐま

した︒

りを見まはすと︑かみなりがおちて︑

﹁ソンナニイバツテモ︑ア

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ
七498園

イ︒﹂トイヒマシタ︒

サシテ︑﹁ソンナニイバツテモ︑ア

が鳴り出しました︒

四587 コノ神サマハサキホドオ 五461
︵略Vよそからかへって來る
トホリニナツタ神サマガタノ
道で︑にはかに雲が出て︑かみなり

マシタ︒

ナクノカ︒﹂トオタヅネニナリ

オトホリガカリニナツテ︑﹁ナゼ

へカミサマガタガ

四568

サマガタ

食物はよくかみこなすべ かみさまがた﹇神様方︼︵名︶4 カミ

かみこな・す﹇噛熟﹈︵四︶1

九584図
し︒

四585

ナリマシタ︒

トトイフ神サマガオ出デニ

四584

さま

ヨーロッパ人は大むね皮膚かみさま︻神様﹈︵名︶9

いうちに︑髪が大そうきれいになり

八126團 おはなさんはしばらく見な す 余ース煙
ました︒

八836ロD凶

白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

八837図 アフリカ人は皮膚黒く︑髪
ち貸れたり︒

八837図 我等日本人は髪も黒く︑眼
も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ

十522図囹 老人かと見れば︑髪つや
トホリニナツタ神サマガタノ
弟ノ方デス︒
くと黒し︒
弟ノ方デス︒
五
2
3 よい神さまがたは︑︵略﹀︑一
十528図園 今は七十にも灯れば︑殊 四594 コノ神サマモ︑﹁ナゼナク
同あまの岩戸の外にあつまって︑お
の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ

スルト神サマハ︑﹁︵略﹀︒﹂

あまてらすおほみかみ

ひらいて見ると︑︵略﹀︒

四816 しばらく目をつぶって︑ かみだな﹇神棚﹈︵名︶2 神ダナ
神さまにいのってから︑ 目を
七497 ︵略﹀︑日本紙ハ神ダナヲ指

トヲシヘテクダサイマシタ︒

四598

タカラ︵略﹀︒

﹁如何に︑髪・ひげの黒

げの黒きは如何に ︒

十533図園
きは︒﹂

實盛日頃申し候に︑﹃戦

場に出でん時は髪を染めんと思ふな

十536図囹
り︒

ありました︒

のみことといふきのあらい神さまが

十796國あいぬの男子は髪とひげと 五13 天照大神の御弟に︑すさのを
を長くのばし︑︵略﹀︒

十一鵬3 まだ冠禮を行はない者はチ

かよう

かみなりさま
292

に

おぎのみこと

あまてらすおほみかみ

環々杵尊をこの國に降したまはんと
せし時︑︵略﹀︒

神代の昔︑天照大神の御

︵略﹀︑ウラシマガウミベ

ヘハナシテヤリマシタ︒
三666

デツリヲシテヰルト︑大キナ

十二319図引

﹁二子の君の爲に戦死

かや号かるかや

せるは家門の巻なり︒

︵略V︑神殿の御屋根はかや

となせり︒

十815図

其の家は︵略﹀︒唯かづら

︵略﹀︑又かやを並べて屋根

又かやを並べて屋根となせり︒

などにて︑かやを結びて壁に代へ︑

十815図

︵略V︒

むね
にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑

八59図

かや﹇茅一︵名︶3

ウラシマガヨロコンデ︑カ

カメが出テキテ︑︵略V︒

三674

メニノルト︑︵略﹀︑マモナクリ

に︑︵略﹀︒

十一nβ4牛合

ウラシマハ︵略﹀︑マタカ

家名

麻糸ニテ織りタルモノバカ

七257 モシ手ガナカツタラ︑︵略V︒

かゆ・い︻痒︼︵形︶一 カユイ 肉ーイ︾

ヤナドニツクリ︑︵略﹀︒

六347図

凡そ婦人の道は夫を助け かや﹇蚊帳一︵名︶一 カヤ

かも
天の原ふりさけ見れば︑

タイトコロヲサスルコトモ出來マセ

︵略﹀︒ カユイ所ヲカクコトモ︑ イ

︵略V或老人に︑長生の 十966図圃

かも︵終助︶1

げしむるに在り︒

て家政を治め︑子に激へて家名をあ

十二334図

かめい︻家名一︵名︶1

へ出テ來マシタ︒

メノセナカニノツテ︑海ノ上

三723

ユウグウノ門ヘツキマシタ︒

我が皇室の大みいつ︒

神代より承けし寳をま

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十二22図團

き

君臣分は定まりて︑萬世一系動きな

神代はるけき昔より

弟素斐鳴尊出雲の國にいたり給ひし

すさのをのみこといつも

あたまを雲の上に出 九18図

かみなりさま﹇雷様︼︵名︶1 かみな
りさま

四138魍
みなりさまを下にきく︑ふじ

し︑四方の山を見おろして︑か
は日本一の山︒
かみなりもん︻雷門一︵名︶1 雷門

七561図 雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観
音堂二向ツテ行ケバ︑函ガハニアマ
タノ店アリ︒

ム・ーメ︾

虎モ猫モ︵略﹀︒アゴ短ケ

國︒
かみふたこ︻上二子一︹地名︺1上二子
九419図 噴火一タン止ミテ後︑其ノ か・む﹇噛﹈︵四︶2 カム かむ 一一

八733國

コマガタケ

リ︒上二子・下二子・神山・今春是
九586図圏

レバ︑物ヲカム力強ク︑︵略﹀︒

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ
ナリ︒

かみふたこやま︻上二子山︼︹地名︺1

春日なる三笠の山に出でし月かも︒

方法を問ひしに︑

ン︒

﹁やはらかなるも

上二子山

あひつ

がま

郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

書入レタル通帳ヲ渡ス︒

金銭ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

九778國

昔藤堂高虎・加藤嘉明事 かよいちょう﹇通帳︼︵名︶2 通帳

よしあきら

がもうたださと﹁蒲生忠郷︼︹人名︺1

ふたばさど

生忠郷死せり︒

かもしか︻饒鹿︼︵名︶1

家門

火曜

はかやうなるべし︒﹂と︑夜中のぞ

に向ひて︑ ﹁今日書き給はん鶴の姿

十一741口の凶園 夜明けて後︑住持豊工

晴

クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ

十二月十二日

火曜

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

六372

かよう︻火曜﹈︵名︶1

めるかもしかの一種は︑冬日︵略﹀︑

マナヅル

春を待ちて再び山谷に入る︒
テイ

カモメウヅラ

水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・ かよう﹁斯様﹈︵形状︶1 かやう

かもん﹇家門﹈︵名︶1

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

サギ

雲雀・鵠・雁・鴻・雄・鴎・鶉・

ヒパリカサヘギカリガネオホトリキジ

十一313図

︵略﹀︑子ドモが大鯛イデ かもめ﹇鴎一︵名︶1 鴎

カモメ

大群をなし︑水を尋ねて低地に下り︑

十二681図東南シベリヤの高地に住 九778図 此ノ通帳ハ此ノ後金銭ヲ預

かもしか

によりて相悪みし頃︑會津の城主蒲

十二375図

蒲生忠郷

がまふたジさと

と答へたりと

のも二十七度かめ︒﹂
いふ︒

かめ︻瓶﹈︵名︶2

かめ円みずがめ

九40図上二子山
かみむらかんたい﹇上村艦隊﹈︵名︶1

上村艦隊

一人の子どもが水がめのふち
へ上って︑遊んでみるうちにふみは

六231

つして︑かめの中へおちました︒

十二61図 ︵略﹀︑東郷司令長官は三
笠以下六隻の主戦艦隊を率みて︑上

それがため︑かめに大きな穴
があいて︑水が流れ出ましたから︑

六241

村艦隊と共に先頭にある敵の主力に
當り︑︵略V︒

かみやま︻神山一︹地名︺2 神山

三656

︵略V︒
九40図 紳山
九419國 噴火一タン止ミテ後︑其ノかめ﹇亀﹈︵名︶5 カメ

コマガタケ

避雷ヲツカマヘテ︑オモチヤニ

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ
リ︒上二子・下二子・神山・駒岳是

ウミ

ハ︵略﹀︑子ドモ

カラソノカメラ買ツテ︑

ウラシマ

シテヰマス︒
あまてらすおほみかみ

神代の昔皇祖天照大神︑

三662

ナリ︒

八22図

かみよ﹇神代﹈︵名︶4 神代
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から
かよう

通ふ

飛ーッ・一

き 見 た る 姿 を し て 貸するに︑︵略﹀︒

かよ・う﹇通﹈︵五︶2

六55圃 わけて名におふ松島の 大

フ贈

﹁私も子供の時には毎日こ

島・小島その中を 通ふ白ほの美し
や︒

七807囹

で禮操をしたり︑この講堂でお話を

の學校へ通って︑︵ 略 ﹀ ︑ あ の 運 動 場

聞いたりしてみたのです︒

すいがら・もみがら

から﹇殻﹈︵名︶3 カラうかいがら・

四40ーサザエハスグカラノ中
ヘヒツコンデ︑ フタヲシメテ︑
︵略﹀︒

カラノナイモノバカ

︵略﹀美シイ量感ハ︑コノ貝

ハイサウナモノダ︒﹂

四404囹
七725
ノカラノ中ニアルノデアル︒

ら・きょうとからのてがみ・こぞうか

から︵格助︶脚 カラ から弓おりか
らしゅじんへ・これがすんでから・し

サア︑タケヲサンカラオ

アチラカラモーピキキマ

ゅじんからこぞうへ・それから・それ

陶426

ですから

ス︒

一492
トビナサイ︒

ガレテクルノデスカ︒﹂

ニー31囹﹁コノ川ハドコカラナ
ニー33囹﹁アノ山ノオクカラナ
ガレテクルノデス︒﹂

ニー54

︵略﹀︑ハシノウへカラ︑

三176

ゴランナサイ︑マタアソコ 三735 ︵略﹀︑タマテバコヲアケテ

︵略V︑母からかみをもら

さあ︑これからがくかう

ると︑町が一目に見えますね︒
四155︵略﹀下にまちかまへてゐ

弓でいとつ

高いところがらおひおろし

て來るけものを︑

て︑

たのです︒

からよりともの居る方へか

︵略・V︑ただつねは馬から

けおりて來ました︒

みのししのせなかへうしろむき

四177

︵略﹀︑枯れたあとから︑

にとびうつりました︒

四292園

あにの次郎が又よこか

まため．をふき出して︑︵略V︒

ら︑﹁こんどはにいさんがきく

私ガヲバサ．ンカライタ 四336

が︑︵略﹀︒﹂

ゲカラヨビトメテ︑︵略V︒

︵略V︑ドンナ時デモ︑コ

ノ中ヘハイツテ︑内カラトヲ

四394園

シメテヰサヘスレバ︑アンシン

スコシタツテカラ︑ソツト

てるるのと︑左から右へま

︵略﹀︒

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑

四407

ナモノデス︒﹂
ます︒

カラソノカメラ買ツテ︑︵略V︒

三66一

ウラシマハ︵略﹀︑子ドモ

はってみるのと︑ふたいろあり

三636︵略V︑右から左へまはつ

ます︒

はってみるのと︑ふたいろあり

三635︵略V︑右から左へまはつ 四383
アル日︵略Vナドガオヨ
てるるのと︑ 左から右へま
イデヰルト︑サザエが岩ノカ

︵略V︒

ダイタムラサキ色ノハオリハ︑

三576

ら出ると︑しんでしまひます︒

三498こ入やふななどは水か

から見てみて︑︵略﹀︒

三413それをからすが木の上

へ行きませう︒

三376

からすいてみえます︒

三353あをいひかりがかみの上 四162 ︵略﹀みのししが︑上の方

つてつつみました︒

三352

てきました︒

といつしょによそからかへっ

ワント 一コエホエマシタ︒
見ルト︑中力ラ白イケムリガ
カラモーピキ上りマシタ︒
二415圏 ﹁ヤツトカラダガデキマ 三193 ケレドモ上ルトキニハ︑
出テ︑︵略﹀︒
シタ︒コレカラアタマヲツクリ
四
34
館町からは︑︵略Vなど
ス
カ
ラ
ス
グ
ト
ビ
タ
チ
マ
ス
︒
マセウ︒﹂
三283 コレカうご三日タツタラ︑
を買ってかへります︒
マダズツト連唱クナリマセゥ︒
四42園 ﹁にいさん︑ここから見
三348
あるばんまさをははは

ソノホカニ︑オカアサン

タドンヲモラツテキマスカラ︒﹂

二432圏﹁︵略V︑ボクガウチカラ
二487

カラオトシダマニイタダイタ本
ガーサツアリマス︒

コレカライツシ八割ヨン

デミマセウ︒

二496

二523︵略﹀︑土ノ中力ラ︑︵略V
タカラモノガタクサンデマシタ︒
二564︵略﹀︑ウスノ中カラ︵略V︑

ウツクシイサクラノハナ

イロイロナタカラモノガデマシ
タ︒

三36

﹁コレガスンデカライ

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑
︵略V︒

三48囹

コンドハウツクシイ小ト

キマセウ︒﹂

三52

リガマドノソトカラノゾイ
テ︑︵略V︒

﹁コレカラハナヲッミ

三57囹 ﹁コレガスンデカライ
キマセゥ︒﹂

三74園
マセウ︒

三117 オトウサンヤニイナンハ
マイアサハヤクカラタンボヘ
イキマス︒

から

から
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をばさんからいただいた

か

﹁これは昔からのしき

おとしだまにのしがついてゐ

四418
ました︒

四426囹
とけいはあさから

たりで︑︵略︸︒

四484圃

今日は早くから下校へ

つちん︑かつちん︒

四645
行って︑みんなで雪なげをしま
せう︒

今 あのうめの木の枝

から枝へとんでゐます︒

四653

目をひらいて見ると︑

又アル時ドコカラトモナク一

から︑
︵略﹀︒

五66
羽ノ金色ノトビガトンデ來テ︑︵略V︒

そらからふって︑．山の木のは
︵略V︑右からも︑左からも︑

の上に休んでゐましたが︑︵略V︒

五85
五116
なかまがあつまって來て︑︵略﹀︒

︵略﹀︑右からも︑左からも︑

なかまがあつまって來て︑︵略﹀︒

五116

鯉ハ昔力ラ川魚ノ長トイハレ
︵略﹀アタマカラヲマデ︵略﹀

テヰマス︒

五161
五163

ウロコが三十六枚ヅツナランデヰマ

昔からうめにうぐひす
ス︒

四664
いこゑでなきはじめます︒

︵略﹀︑大キクナツテカラハ︑

といって︑︵略﹀︑あんなうつくし
五183

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズンズンシ

四665 ︵略﹀︑うめの花のさく
じぶんから︑ あんなうつくしい

ユツセヲセヨトイフ心デ祝フノデセ
﹁おはなや︑用があるから︑

おはなは戸だなの中から一ば
ん大きなさらを持って來ました︒

五204

ころからよびました︒

ちよつとお出で︒﹂と︑母はだいど

五191

ウ︒

こゑでなきはじめます︒

三郎ノ母ハ四五日マへ

カラ風ヲヒイテネテヰマス︒

四668

朝早くから ゐどばた

四676今モ外力ラカヘツテ︑ス
グココへ來テヰル所デス︒
四698國

で︑母はせい出す あらひ物︒

﹁この釜は昔から私のうち

その釜は私が前から持って

にある釜です︒

五233園

で︑母の手にかけました︒

四748 スツカリカザツテカラ︑母 五223 おはなは水がめから水をくん

︵略﹀げんじはをか︑へい

ノ所へ行ツテ︑﹁︵略﹀︒﹂トイ
ヒマシタ︒

四765

五253囹

﹁こら待て︑ゐざり︒

役人は後からこゑをかけて︑

みたのでございます︒﹂

けは海で︑ むかひあってみた
時︑へいけ方から一そうのふね

五268
︵略﹀︑神さまにいのって

をこぎ出して來ました︒
四816

五月ゴロカラツミハジメマス

からふるひおとされて︑︵略V︒

五282園五月・六月實がなれば︑枝
五325
ガ︑︵略﹀︒

こちらの方のは︑これからの
まだむかふからいそいで走つ

る人の切符を切ってみるのです︒

五403
五412

マドカラ外ヲ見テヰルト︑

て來る人があります︒

五42．一
︵略﹀︒

向フノ汽車力ラコチラノ汽車
ある日友吉と音次郎の二人が

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

五434
五458

マヅ形力ライヘバ︑キ瓜・白

よそからかへって來る道で︑︵略﹀︒

五495

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑
カボチヤハ平タイ︒

油ニモ色々アリマス︒魚カラ
︵略﹀︑ケモノカラトツタモノ

トツタモノモアリ︑︵略﹀︒

五588
五591

モアリ︑︵略V︒

よん︒

五632園

﹁ねえさんの所からお手紙

あさっては︵略﹀︑朝早く

が來てるます︒

︵略﹀︑﹃おかあさんからも

からあそびにいらっしゃい︒

五637團

五666園

イサマシイタイコノ音が森ノ

よろしく︒﹄と書きたして下さい︒

中力ラキコエテクル︒

五674

五712 ︵略﹀︑アタマカラ足マデツク

ソノ時後ノ方カラカリゥドノ

ぐトナガメテ︑︵略V︒

五73一

東生田の門から西一の谷の門

來ル音ガシタノデ︑︵略﹀︒

︵略V︑北は山のふもとから南

までの間︑︵略V︑人や馬でふさがつ

五744

てるる︒

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ

五745

﹁表から攻めおとすことは

がってみる︒

五754囹

何でも裏からまはって︑て

むつかしい︒

五818

しかしよしっねは︵略﹀︑こ

﹁こ﹂からしろの方へ下り

へいけ方はがけの上から︑て

三方から攻立てられて︑さん

も思はない︒

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五805

ることが出早るか︒﹂

五781園

つた︒

つそりと裏道からひよどりこえに向

五758

きのふいをうたなければならぬ︒﹂

︵略V︑シヨクブツカラトツタ 五755園
ノモアリマス︒

五592

アンドンニトボスノハ大テイ
コレハ地ノ中島ラシゼントワ

ナタネカラトツタ種油デス︒

五594
五597

ランプニ石油ヲトボスヤウニ

キ出ルモノデ︑︵略﹀︒

五603

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ
スタレテ來マシタ︒

すいつち

あとから馬おひおひつい

て︑ちょんくくく

五624圃

295
から
から

ぐにうちやぶられた︒
六91 ︵略﹀︑森の間からはお社の赤
い鳥居が見えます ︒

六97 御社の後から山へのぼる道が
あります︒

かへりには同じ道を通らず

に︑別の道から下りました︒

六112
六122 ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ
ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ

し

な

支那からは大兵をおくって︑

謙信はそれを知って︑こちら

朝鮮をたすけましたが︑︵略V︒

六514

六558
から先がけをしょうと︑夜の間に信
玄の陣に攻入った︒

その時信玄のけらいが︑後か

らやり先で謙信の馬のしりを力一ぽ

六575

謙信は︵略V︑じぶんの國か

塩はとなりの國から買ってゐ

いになぐりつけた︒

た︒

六584

た︒

まへからわたしは目がわ
﹁わるい子どもが大ぜい

わたしの手からもぎ取って︑は

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル
︵略﹀善い子供は︑おとなに

なってから︑りっぱな人になりまし

六726

コトガアリマス︒

六67一

リマセン︒

後カラーツヅツヌケテオチルノヲ知

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

六667

ふった音はしましたが︑︵略V︒﹂

で

六623圃囹

るく︑杖をたよりにあるきます︒

六615愚考

ら塩を送らせた︒

︵略Vノヤウナ小サイ衆力 六592

タドコカヘトンデ 行 ク ︒

六274囹
ラ︑︵略Vノヤウナ大キナ物マデ︑皆

鐵ガナケレバ︑コシラヘルコトが出
來マセン︒

出たので︑︵略V︒

六298 ある日主人は朝から用たしに
六363 ゆか下から去年なくしたこま
が出てうれしかっ た ︒

六375 宿運からかへってから︑をば
さんの所へ使ひに行った︒

六376 學校からかへってから︑をば
さんの所へ使ひに行った︒

た皮いた︒

六377 をばさんから塩せんべいをい
六387 午後京都からおとうさんの手
紙が着いた︒

︵略﹀悪い子供は︑おとなに

間もなくむねの上からもちを
オキノ方力ラ黒クヌツ艦船ガ

投げると︑︵略V︒

六748
六78一

右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ

ハイツテ來ル︒

六796

ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

七138園小面といふのは商人から
品物を使ふ人にすぐに責渡すことで
す︒

七146囹問屋といふのは他人からた
のまれて︑品物を費つたり買ったり
︵略﹀︑又織物を買ひたいと

して︑口銭を取る店のことです︒
七152囹

いふ人にたのまれて︑それをほかか
︵略﹀︑種物屋から西洋西瓜

ら買取ってやる店のことです︒
七175團

の種を三色ばかり買って來ていた雲

畠のゑんどうがかきの外から

きたうございます︒

七195

︵略﹀︑どうかこれからお心

こゑをかけて︑︵略V︒

七198囹

安く願ひます︒﹂

一匹の翼の口から出る緕をの
卵からかへったばかりの翼は

ばして見ると︑︵略V︒

七287
七296

かへりたてから︑しきりに食

あり程の大きさで︑︵略﹀︒

七302

物をさがしてみて︑桑の葉をやると︑

竃が桑の葉を食ふのは︑およ

なってから︑大ていつまらない人に

六394團 今日は朝からあちらこちら 六728
を見物した︒

七322

︵略﹀︑口から美しい綜を出し

そ二十五日から四十日の間で︑︵略﹀︒

七316

すぐ食ひはじめる︒

くやうになったのも︑その子供たち

私のからだがこんなにぐらっ

なってゐます︒

のいたづらからでございます︒

︵略Vこ＼ろざしにかんしん 六736

六423 サルモ筆力ラオチル︒
して︑これから信長は目をかけて使

六473
ひました︒

そのくだから出すねばったし

て︑からだを包む︒

七325

慧が繭を作ってから二十日あ

るが外へ出ると︑︵略﹀︒

まりたつと︑︵略﹀︒

七328

蛾は繭から出ると︑やがて卵

を産んで︑間もなく死んでしまふか

七334

わが國は昔から野芝の盛な國

ら︑︵略V︒

妻は立って︑鏡箱の中から十

で︑生綜は外國へ質出す品物の第一

七342

である︒

七408

﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑

爾の金を出して︑︵略︶︒

ドウモ与島チノ仲間ヨリモ︑僕ラノ

七463圏

仲間ノ方ガヨケイ民用ヒラレルヤウ

もとからある分にくらべる

ニナツタカト思フ︒

七669團

と︑實も大きく︑味もよほどよろし

︵略V︑岸二近イ淺イ所力ラ五

うございます︒

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七747

ある時には鯨が頭から高く

ハェテヰル︒

七828囹

皆さんの中にも︑大きくな

水けを吹いてみることがあります︒

つてから外國へ商費その他の用事で

七885圏

出かける人もありませう︒

それですから小さい時から

役所デモ︑會社デモ︑上カラ

海になれておくやうにしたいもので

七889園

す︒﹂

八151

から
から
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下マデ一同ソロツテ事務二取リカ・
ル︒

綿ハ何カラトリマスカ︒

見まひの電報が去た︒﹂

八628
︵略﹀︑九月力ラ十月ノ初頃二

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑

敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲
橘中佐ハ平生力ラ志ノ堅イ︑

それは氏子の五箇村から子供

の騎手を一人つつ出して︑競馬をさ

九821

︵略﹀︑おびた玄しい見物人が

せて︑︵略﹀︒

九827

社の森を離れるまでは︑触り

朝早くから宮の境内へつめかけた︒

愛作は驚いて︑ひらりと馬か
どうか今日から一年の間︑

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カ

︵略﹀太イ脈ガマン中二通ツ

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ

さて書きはじめてからも︑消

本ノ慮カラ手ノ指ノヤウ二分レテヰ

十79

標ニナツテヰル︒

テ︑ソレカラ出タ細イ脈が網ノ目ノ

十77

テ︑サキニ行ツテーツニ集ツテヰル︒

ラマツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出

十73

て︑御支配をなさって下さい︒﹂

あなた方の村が五箇村の頭になつ

九872園

ら飛下りて︑︵略V︒

九8410

でも後れて︑︵略﹀︒

騎後れ︑二騎後れ︑つ玄いて三騎ま

甲乙はなかった︒馬場の中程から一

實が熟スルト︑サケテ中カラ 九843

八651藍河心カラ取りマスカ︒

白イ綿ガハミ出シマス︒

八636

實が熟シマス︒

八634

八235 その中に下男が南俵をかつい 八629 綿ノ木力ラトリマス︒
で︑裏門から出て 來 ま し た ︒

牛小屋から出て來 ま し た ︒

八245 ︵略V下女がばけつをさげて︑
八263 ︵略V︑下男や下女は早くから
畑 へ 出 し て 働 か せ ︑︵略V︒

八654 ︵略﹀︑純白二葉ト董力ラ取ルノ

八653綿ハ實力ラトリマスガ︑︵略V︒

八269 二三ケ月立ってから︑前の友 八652藍ノ草力ラデス︒
らたつねました︒
デス︒

八672團

八925

ヲウチカケタ︒

八871

盛二弾丸ヲ打出ス︒

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑

八855

安心いたしました︒

下って︑食事も進みますから︑一先

昨朝あたりから熱がずっと

だちが來て︑﹁︵略﹀︒﹂と︑笑ひなが

八316 ︵略V︑毎朝早くから弟子を相
手につちを打つ音 が 聞 え る ︒
﹁︵ 略 V ︑ 元 は 少 し は 人 に 知

られた刀かちで︑若い時から何十本

八335園

となく大太刀・小太刀をきたへた︒
︵略﹀︑朝から晩まで相かはら

ず︑﹁トンテンカン︑トンテンカン︒﹂

八344
と働いてみる︒

八417 弓張を持って走る入が︑後か
ら後からとつ占いて飛んで行く︒

ル︒

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

︷略﹀︒

いてふ

宮の森のこんもりと茂った問

から︑古い銀杏の木が一本︑木枯に

十281

︵略﹀烏が二羽止って︑さつ

吹きさらされて︑今は葉一枚も残つ

てるない︒

十285

犬を連れた男が︵略﹀︑森の

きから少しも動かない︒

蔭から出て來て︑︵略V︒

かげ

十299

十352國 ﹁あれが此の室にはいる前︑

先づ着物のほこりを彿ひ︑はいって

見張人がマストの上から北の

からは静かに後の戸をしめた︒

捕鯨法には此の外に汽船の備

方を指ざして聲高く呼んだ︒

十641

十672

又皮・骨・ひづめなどからは

砲から鈷を打つ方法もあり︑︵略﹀︒

十848

何から何まで役に立って︑不

にかはが出來︑血や腸は肥料になる︒

十849

内地では昔から語り多くは飼

用な部分といふものは一つもない︒

十867

又國家全髄カライヘバ︑

はなかったが︑︵略V︒

十一129

︵略﹀垂統皆分業二外ナラヌノデア

︵略V︑軍神トイハレル程ニウ 十189

したり加へたりして︑︵略V︑幾度書

十﹁m9

一方の口から火をたいて室

上流の婦人は四方を閉ぢた

内を温める︒

十一塒5

約束をした︒

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

昔トルコの或大匙がアラビ

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

印刷が画塾上ってから本にと

それは版下を堅い木にはりつ

十一472

ル︒

一字も誤がなくなってから本

直すかも知れない︒

十216

る︒

ちるまでにも︑まだ中々手署がか﹂

十207

刷にか㌧るのである︒

スチブンソンは若い時から機 十202
關の事に明るかったが︑︵略﹀︒

九333

ツパデアツタカラデアル︒

八928

ム心モ深カッタ︒

八418 ︵略V︑後から後からとつfい 勇氣ニミチタ軍人デ︑部下ヲアハレ
て飛んで行く︒

八431 さっきからもう二時間もたつ
から︑四五十戸も焼けただらう︒

八441 毎日の食物のにたきから種々
の工業まで︑火の力を要することは
数へきれない程多 い ︒

昔東海道といったのは江戸か
ら京都へ上る街道で︑︵略﹀︒

九354

の如く集った︒

八447 聞けば此の火事は材木屋の小 九346 ︵略﹀︑四方面らの見物人は雲
屋から出たので︑多分煙草のすひが
﹁東京のをぢさんから火事

らが元だらうとい ふ 話 だ ︒

八453圏
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こし

︵略﹀ ︑ 此 ノ 脊 骨 ノ 左 右 力 ラ

輿に乗って︑外から見られない様に

する︒
ロクコツ

十ニー39

肋骨ヲ出シテ︑段々二組立テテ行ク︒
バリ

十ニー310肋材回顧ヲ以テ内カラ支
へ︑外側二板ヲ張り︑梁ノ上二床ヲ
はち
蝶や蜂は花から花へいそが

造ツテ甲板トスル ︒

十一一204

﹁マダ小サイカラ︑モウ

スコシ大キクシマセウ︒﹂

二412囹

ダルマサンノ目皿大

﹁チヨツトオマチナサイ︑

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ

二425園
ウ︒﹂

二433園

ボクガウチカラタドンヲモラ
ツテキマスカラ︒﹂

二つ三つはたきおとさ

﹁あまりほしがきれい

ニ ハイルノハイヤデスカラ︑
ミンナガフンパツスルヤゥニ
ナリマシタ︒

三463囹
だから︑

うと云ふのだ︒﹂
﹁モウゴハンダカラ︑オ

イデナサイ︒﹂

三536囹

︵略Vウラシマハウチヘ

カヘルノモワスレテ︑ヰマシタ︒

カヘリタクナツタカラ︑アル日

三697

オトヒメニ︑﹁︵略﹀︑モウウチヘ

ソコヘトモダチガサソヒ

ニキマシタカラ︑ヨロコンデイ

カヘリマセウ︒﹂トイヒマシタ︒

ボクハレンゲヲツム

ツシ早早ノハラヘアソビニイ

三76圏

カラ︑マサヲサンハタンポポヲ
オツミナサイ︒﹂

シカシスクネモチカラガ

三88園
﹁スミレ川上クナンナ
イカラ︑マダソンナニツメマセ
ン︒﹂

三154

ナカナカケハヤニハケラ

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ
カラ︑

レマセン︑︵略﹀︒

﹁ここがあかるいから︑
みえないのです︒

三367囹

三392私はよるよくねむります
から︑目はいつもはっきりして

ダレモ右ノ方ノナカマ

みて︑よく見えます︒

三436

アマリカナシクナツタカ
タマテバコヲアケテ

オトヒメノイツタコトモ

カラスガ毎日トリニ來

ニイサンバ

一バン太ツ

テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ

四222園

大キイネエサンバセイ

ヤユビデス︒

四223園

ガ高イカラ︑高高ユビデス︒

﹁三十センアゲマスカラ︑

四225囹 小サイネエナンバ私ヨ
リモスコシ高イカラ︑クスリユ

ビデス︒

四263圏

﹁もうすぐお正月です

コレデトツテクダサイ︒﹂

から︑もち米をよういしなければ

四304園

なりません︒﹂

がすくないから︑

おもちには

四314囹ごはんの米はねばりけ

なりません︒﹂

ハイツテ︑内カ

ラトヲシメテヰサヘスレバ︑

︵略﹀︑コノ中へ

へ出テ見

ワニザメが居マシタカ

アル日ハマベ

アンシンナモノデス︒﹂

四527

ルト︑

ラ︑﹁︵略V︑ドツチが多イカ︑ク

ラベテ見ヨウ︒﹂トイヒマシタ︒

カゾヘテ見ル

オマヘタチノセナカノ

カラ︑ムカフノヲカマデナラン

上ヲアルイテ︑

四544園
デスカラ︑サハナナケレバタベラ

白ウサギハイタクテタマ

ナイテヰマシタ︒

リマセンカラ︑ハマベニタツテ︑

四566

デ見ヨ︒﹂
﹁︵略﹀︑ミンナデ五人デ

ト同ジデス︒

スカラ︑カ詰手ノユビノカズ

四217囹

レマセン︒

四114今一本ノ木ハシブカキ

アリマス︒

マスカラ︑︵略︶カカシガタテテ

四11一

見ルト︑︵略﹀︒

ワスレテ︑

ラ︑

三733

セウ︒﹂

ボクラバカウイフカ
三703圓︵略V︑アマリナガクナリ 四393圏
タイ馬弓ヒ ヲキテヰルカラ︑
マスカラ︑モゥゥチヘカヘリマ

キマシタ︒

三62

モ︑ウメノ木ガウエチアリマス︒

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒
二474
コノォカタハゥメノハ 三685 ウラシマハオモシロクテ
くわふん
十二206其の時花の中の花粉は︵略V︑
ナガオスキデシタカラ︑ドコ
タマリマセンカラ︑リユウグウノ
オキヤクサマニナツテ︑ウチヘ
ノテンジンサマノオヤシロ ニ
一つの花から他の花に傳達される︒

︵略﹀︑縣仏力ラモ知事ノ代

テ ヰ タ 學 校 が 落 成 シテ︑︵略﹀︒

十二343 昨年ノ夏力ラ建築ニカ︑ツ
十二346

︵ 略V︑どうしてあのバイオ

理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒
十一一8210

聴衆は四方から集って來

リ ン か ら ︑ あ ん な 音が出るか︑︵略﹀︒

十二834
て︑見る内に人山を築いた︒

から︵接助︶掛 カラ から

一482 ワタクシガコチラノハシ
ヲモツカラ︑アナタハンチラ
ノハシヲオモチナサイ︒

ヲバサンバ 一バン大キ

二62囹 ﹁オハナサンバーバン
小サイカラ︑一バン大キイノヲ
アゲマセゥ︒

一一64園

イカラ︑ 一バン小サイノヲト
リマス︒

二354園 ﹁モチハタイセツナオ米

デコシラヘタモノデスカラ︑
イテハイケマセン︒﹂

から
から
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四596 コノ神サマモ︑﹁ナゼナク
ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ
五237

くれ︒﹂

て出ました︒

しかたがないから︑うったへ

のひしゃくを取って︑水をかけてお

タカラ︑白ウサ面忘︵略﹀︑又ソ
ノワケヲ申シアゲマシタ︒

てよいかわかりません︒﹂

ふだんは人も通らない道だか

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五764
い︒

海べはふだん強い風がふくか

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

キモノノモヤウヤ︑カンザ 六17

シナド弓懸ノ形ノツケテアルノモ︑

四631ゆふべは風がなくて︑し 五358
つかなばんでしたから︑少しも

曇ツタ夜や月ノナイ夜弾道ニ

オヒオヒトンデ來ル︒

六145

今日は天氣もよいから︑人が

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ
アル︒

六315園﹁先では知らないのだから︑

﹁それでもだんなが居ない

一銭まうけておけばよかったのに︒﹂

六323圏

﹁だんながおるすだから︑

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

はしない︒﹂

今日は天氣がよくて暖いか

なほさらまちがひがあってはならな

六325園

い︒﹂

六361

おみやげもおみやげ話も様

ら︑うちではすΣはきをした︒

けれども日吉丸は︑どうかし

々あるから︑たのしみにして待って

六411團

おいで︒

てりっぱな武士になりたいと思って

六453

ゐましたから︑ほうこうの方には身

かった稻が雨にぬれると︑米

が入りません︑︵略﹀︒

秀吉は大ぜいの人を十組に分

がわるくなるから︑天氣のよい間に

︵略V︑かめに大きな穴があい 六483

仕事をいそがせましたから︑すぐに

けて︑一組に十間つつわりあてて︑

秀吉はもう日本中に敵がなく

私がこ﹂へまみつたのは︑

ら︑今年で三十年になります︒

この學校がたった年でございますか

六698

をはじめました︒

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

六512

彫工上りました︒

て︑水が流れ出ましたから︑子ども
金ヤギンハ︵略﹀︑ドチラ

銅ハ︵略﹀︑金や銀ヨリモ

﹁私タチノサビルノハ皆人

草花をほしいくと申して居ります

七努国又母がかねぐめづらしい

から︑︵略V︑これも二三種買って來

一本三せんつつのを二本買つ

あなたと私は親類ださうで

ていた窒きたうございます︒

七197囹

て︑十せん銀貨を出したから︑直吉
銅貨を三枚渡した︒

は何の氣なしにそのつりに陣せんの

六303

ガ使ハナイカラデス︒

六286囹

ネダンモヤスウゴザイマス︒

タクサンアリマスカラ︑シタガツテ

六258囹

モ高ウゴザイマス︒

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六256圏

はあやふい命をたすかりました︒

六242

取入れなければなりません︒

六154

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

︵略V︑カウモリハ﹁私ハ鳥 六152
トイツ

﹁私バカラダガネズミ一＝一

﹁私病期ガアルカラ︑鳥ノ

イツマデタツテモ勝負ガツカ

モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ

ぶりになってみる︒

﹁その子は皆お前にやるか

六126

ソノスガタガカハイラシイカラデセ
ウ︒

五374圏

タ︒

五584

あさっては八まんさまのお

﹁あさっては學校がお休で

﹁それでも私はまだ手紙の

書き方を習ひませんから︑どう書い

五652圏

い︒

すから︑二人とも行ってお出でなさ

五646園

にいらっしゃい︒

まつりですから︑朝早くからあそび

五637團

テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒

︵略﹀︑石ノヤウニ弓勢クナツ

ナイカラ︑爾方が仲ナホリヲシマシ

五547

仲間ダ︒﹂

五543囹

テヰルカラ︑ケモノノ仲間ダ︒﹂

五536園

テ︑ドチラヘモツキマセンデシタ︒

デモケモノデモナイカラ︒﹂

五532園

ら︑やしなってやるがよい︒﹂

五382園

子を出すやうに︒﹂

﹁天子様のおほせだから︑

知らずにゐました︒
四753圏 ﹁オカアサマ︑オヒナサマ

︵略Vといふ女の神さまのま

ヲカザリマシタカラ︑ゴラン下
サイ︒﹂

五28
ひがおもしろかったから︑大ぜいの
神さまがたは手をたたいて︑お笑ひ
になりました︒

五82 ソノ日ハニ月十一日ニアタリ
マスカラ︑コノ日ヲキゲンセツト申
シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデゴ
．ザイマス︒

五102 野はらは平ですから︑ゆつく
りあるきました︒

五121 ある時上の方でさわがしいお
と が す る か ら ︑ 見上げると︑︵略﹀︑

人や馬や車がたくさん通ってみるの
です︒

來ましたから︑何 か と 思 っ た ら ︑ に も

五127 やがて重い物が私どもの上へ

﹁おはなや︑用があるから︑

つをつんだ船が通ってみたのです︒
五188圏

ち よ つ と お 出 で ︒﹂

﹁そこにおさらがあるから︑
﹁手がなまぐさいから︑そ

取っておくれ︒﹂

五202囹
五218園

9

から
から

ございますから︑どうかこれからお
サルニハ︵略﹀︒シカシ人ノ

心安く願ひます︒﹂

七283

ヤウニ色々ナ物ヲコシラヘルコトハ
︐デス︒

出來マセン︒コレハチヱが少イカラ

七332 蛾が出ると︑綜が取れないか
ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ
をころしておいて︑それから繭をに

私は年中航海をしてみるも

海岸には燈下がありますか

のですから︑少しそのお話をいたし

七814園
ませう︒

七868囹
ら︑それを見ると︑あれはどこだと

ついでに私一人のもとりま

いふことが分ります︒

八103團
したから︑雨方一枚つつ差上げます︒

三郎はいつもにごくして

刀は武士のたましひといは

ゐますから︑爲眞でも笑って窩って

八105圏
ゐます︒

て︑綜を取るので あ る ︒

七336 蛾は繭から出ると︑やがて卵
八337囹

れたものだから︑きたへる時は身を

を産んで︑間もなく死んでしまふか
ら︑出て巡ると︑すぐに紙の上にお

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

さっきからもう二時間もたつ
﹁こちらでは近年にない大

渡船に乗ったりして渡ったのであっ

無かったから︑人の肩車に乗ったり

馬は馬子が引いて︑ゆるく

かごも人の肩でかいて︑休み

關所も無ければ︑川止も無い

さみだゆ

︵略﹀五月雨は︑農家に取つ

夜が更けて︑雨の音が翻かに

オニバス

︵略V大鬼蓮ハ直径が六尺モ

悩んでみる間は中に書いて

活版は印刷が終れば︑其の活

木版では一枚田々彫らなけれ

︿略V︑木版では一枚つつ彫る

から︑手間が幾暦倍もかΣる︒

十222

ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十2110

活字を何度でも組立てて使へる︒

字を取離すことが出來るから︑同じ

十219

は深く考へないが︑︵略V︒

ら︑どうして出光るものかといふ事

ある事ばかりを一心に考へてるるか

十184

コトモ出來ルサウデアル︒

其ノ上二三四歳位ノ子供ヲ坐ラセル

アツテ︑葉ノ質モ丈夫デアルカラ︑

十55

ると︑︵略﹀︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九706

ど田植の時節であるから︒

ては大切な雨である︑それはちやう

九684

女子供でも勲爵に旅行が出回る︒

から︑僅かの旅費︑僅かの日数で︑

九385

又そんなに樂でも無かった︒

く行くのだから︑早くもないし︑

九3710

歩むのだから︑早いことはない︒

九378

た︒

から海うちの名の和田を入れて︑十
こ﹂に頼信紙があるから︑

五字になるやうに書いてごらん︒﹂

八494囹

又にはとり・︵略﹀などは陸

書いてお出し︒﹂

八556

上や水上にばかり居て高く飛ばない

走ることは馬よりも早いの

から︑其のつばさが小さい︒

八564

で︑空を飛ぶ必要はないから︑つば

綿ノ中ニハ種ガアリマスカ

さははなはだ小さい︒

八637

昨朝あたりから熱がずっと

ラ︑綿クリ機械糸カケテ︑ソレヲ取
去ルノデス︒

八673團

下って︑食事も進みますから︑一先

祖母一人孫一人の事で御座

安心いたしました︒

八677團

いますから︑︵略﹀︑どうか今四五日

ん︒

八929

又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ
出來ル︒
九3110

﹁何月何日初心海をするから︑

ヰルカラ︑一ツヅツ鳥取離スコトガ

九72

ツパデアツ豊中ラデアル︒

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

︵略V︑軍神トイハレル程ニウ

がっくから︑心配するには及びませ

八686團

ます︒

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

焼けない事さへいへば︑御

のところ御ゆるしを願ひ度う御座い

八471囹

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ
イと書くにも及ばない︒

又ことばも電報だから︑そ

﹁︵略﹀︑火事の昨夜あった

んなにていねいに書くことはいらな

八473園
い︒﹂

八479園

ことはもう御存じだから︑サクヤと
又ヤケナイといへば︑うち

は書くには及ばない︒

八482圏

の焼けなかったことも分るから︑ウ

︵略Vなども︑其の頃は橋が

何人にも乗船の望に慮じる︒﹂

にごった字は二字に数へる 九363

チもいらない︒

八487圏

こちらの方はどうとも都合

を打つたのだらう︒

八457囹︺

から︑四五十戸も焼けただらう︒

八431

いて卵を産みつけさせる︒
︵略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン

デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ

七375

ラ︑通り道ノセマイ割合ニハコンザ
ツシナイ︒

イ時買気︑一トコロデスムカラ便利

七391 又一ドニ色々ナ物ヲ夷病メタ
デアル︒

七399 一豊もほしくてくたまらな
いから︑家へかへって︑﹁あ＼︑金
がない程残念なことはない︒武士と
・してはあのくらみな馬をもつて見た

い︒﹂と︑思はずひとり言をいひま
した︒

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七538園今では切手をはって出しさ
ますから︑冥そう 便 利 で す ︒ ﹂

少しばかりですが︑差上げます︒

七663團 桃がじゅくしましたから︑

からす
がら

300

十862 門馬が人をけたり︑牛が人を
突いたりするのも︑人に恐れるから
である︒

飼ふのにたやすい︒

十865 豚はどんな物でも食ふから︑

ラ︑

︵略﹀常二清潔ニシテ置カナケ

室が廣く︑天井が高いと温

レバナラヌ︒

十﹇蝦7
りにくいから︑成るべく狭く低くす
る必要がある︒

チョンガーの闇は人に侮ら

とい

薪

朝鮮では

オンドルにたく薪がない

冬が越せないから︑

十号ー21

︵略﹀︑多人数ノ技師や技手

れるから︑成るべく早く冠禮を行ふ︒

十一鵬5

ふ意味のことわざがある︒

がなければ生きてゐられぬ︒﹂

﹁米のないのは辛抱も出藍るが︑

と︑

十876 殊に其の乳の成分は人の乳に 十︸㎜10
似てみるから︑子供に適する︒

十一102 手歎ノカ︑ツタマツチノ償
ノ安イノモ︑分業法二依ツテ製造ス
ルカラデアル︒

十﹁107 又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ
スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス
ル︒

︿︑ボートは幾度となく打ちもどさ

れ打ちもどさる＼を︑辛くして難破

もとよりすっぱいこのから

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

五286國

船に漕着けたり︒

けてるる酸素が吸壷されるからであ

を低くして之を食ひ︑からくと打

模様には︵略﹀︑草木・花

カラシ 余ーク彰

塩バカラク︑砂糖ハアマシ︒

カラスカラス︑ドコヘ

カラスカラス︑ドコヘ

モ︑

ケサハカラスノナクコ

うのまねするからす︑水

カラスガ毎日トリニ來

マスカラ︑︵略﹀カカシガタテテ

四108

におぼれる︒︹ひらがなのドリル︺

三422

から見てみて︑︵略V︒

三412 それをからすが木の上

ウレシサウニキコエマス︒

エモ︑スズメノナクコエ

二284

ガナイテイク︒

﹇535圃 ︵略﹀︑カアカア︑カラス

イク︒

一524圃

イク︒

一524圏

イテイク︒

一522圃カアカア︑カラスガナ

鳥﹇▽うとからす・やたがらす

からす﹃烏︼︵名︶1一 カラス からす

六536図

から・し﹇辛一︵形︶一

からし﹇枯﹈︵名︶弓こがらし

からさき号しがからさき

そにそまって赤くなり︑︵略﹀︒

唐芋
サツマイモ

からいも︻唐芋一︵名︶1

關東ニチハ薩摩芋トイヒ︑
リウキウ

十306図

日本紙ハ笑ツテ︑﹁僕等ノ

アメカサカラカサ

カラカサ

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球ニテ
ハ唐芋トイフ︒

一63

からかさ﹃唐傘﹈︵名︶3
七491園

仲間ニバカラカサニナツタリ︑合羽

︵略V︑ニンジンノ様画工ラカ

ニナツタリスルモノガアル︒

九97

ガ永クカ︑ツテ製圖スルカラ︑大キ

サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア

︵略﹀一ツノ仕事ニバカリ

ル︒

十一117

ナ戦艦ナドニナルト︑設計圖バカリ

からかみ

ラスコトニナルカラ︑其ノ仕事二一

からく

欄間の彫物︑唐紙の地紙を

からかみ

唐紙

掛ツテ居ルト︑自然ソレニ精神ヲコ

らんま

からかみ﹇唐紙﹈︵名︶1

からから︵副︶1

はじめ︑︵略V︒

然るに空氣中の炭酸瓦斯の 十497図

物が之を消費するからである︒

分量が増さないのは︑一方に於て植

十二217

デ数百枚モアルトイフ︒

スル器具ノ改良や獲明ヲスルコトモ
アル︒

十一121 分業デスル仕事ハ皆全艦ノ

一部分デアルカラ︑ソレぐノ仕事

獣ならば︑かくして食

る︒

十473図

唐草模様

若し其の中に青い水草を入 からくさもよう︻唐草模様﹈︵名︶1
れて置けば︑水を取換へなくても金

ソノ時ヤタガラストイフ烏

ガ出テ來テ︑オサキニ立ツテ︑ヨイ

五63

アリマス︒

にいった様な關係がびんの中の金魚

鳥・愚魚等の形を攣じて作れるもの

中程の枝の上に烏が二羽二つ

ミチノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシ

タ︒

岩に近づけば︑波は盆ヒ荒 十284

辛くして

と水草の間に行はれるからである︒

十702國

からくして﹇辛﹈︵副︶1

り︒

多し︒唐草豊前・波模様の如き是な

魚は割合に長く生きてみる︒是は前

十二232

笑へり︒

足の指に魚肉数片をはさ

みて良雄の面前に出す︒良雄平然頭

へ︒﹂と︑

金魚を細口のびんに入れ 十二872図

ヲスルモノニ︑共同一致ノ考ガナケ

金魚は死んでしまふ︒是は水中にと

て︑一＝二日も水を取換へないと︑

十二229

レバ︑分業ノ目的ハ達セラレナイ︒

ル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他アブ

十一655 寒イ時ハ三二騰温ヲ維持ス
ラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑
︵略V︒

十︸657 ︵略V︑暑イ時分ハ其ノ必要
ナク︑且胃腸ノ弱り易イ時デアルカ
ラ︑アツサリトシテ消化シ易イモノ
ヲ取ルノガヨイ︒

がら弓あいだがら・しまがら
号しおからい

十國671 毫所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑ から・い﹁辛︼︵形︶1 からい ︽ーク彰
ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

301
からもん
ガラス

て︑さっきから少しも動かない︒

十301 銀杏の木の烏は急いで山の方
がらす

へ逃げて行く︒

ガラス︵名︶1 硝子
がら
︵略﹀︑街上に落ちたる硝

子の一片を去るも︑公衆の利直なる

す

十一689図

べし︒

はだか

も大きいのはふくろふ・みみつくな

又冷水浴や海水浴はひふを強

鯨バカラダガハナハダ大キ
︵略﹀︑からだの割合に目の最

ま

ます

からふと
北は樺太・千島より︑
てうせん

太廃

からふとちょう︻樺太庁︼︵名︶1

どよはら

所在地豊原あり︑︵略V︒

からふととう﹇樺太島︼︹地名︺1

樺

垣根にからむ朝顔の

さ

大泊は樺太島の入口と

おほとまり

からふと

落葉松

か らまつ

樺太より憂湾
第二十四課

からふと

第二十四課 樺太より憂濁

八364図圃

から・む﹇絡︼︵四︶1 からむ 角ーム彫

白樺等一面に生ひ茂り︑︵略V︒

しらかば

に於ては見るを得ざる二大なる天然
どど
えぞ
からまつ
林にして︑椴松・蝦夷松・落葉松・

樺太にて最も有望なる 十一⁝⁝4國團 森林は内地及び北海道

からまつ﹇唐松﹈︵名︶1

へ

十一953

へ

十一目11

太より墓濁へ

ふと

も申すべく︑全島第一の良港に候︒
から
からふとよりたいわんへ ︹属名︺2 樺

十︸9610圓團

頭には霜をいた潔き︑身に 太島

たら

十一価10図園
はうこ

南壷灘∵溝湖島︑朝鮮八道おしなべ
を

麻又バカラムシノ糸筋テ織

カラムシ

きかはりつ︾いさぎよく︑︵略V︒

ル︒

︵略V︑カラムシノ糸ニテ

六35図カラムシ

からもん﹇唐門︼︵名︶1

次の門を唐門といふ︒木材

は一切唐木を用ひたり︒

九948図

唐門

織りタルモノバカタビラナドニツク

六348図

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

六346図

南瓦湾の熱帯地方より北 からむし︻苧︼︵名︶3

て︑我が大君の食す國と︑︵略﹀︒

からふど

十ニー68図

樺太の寒帯に近き地方まで︑全國に

からふど

そ

灘及び樺太を除きて凡そ五百五十萬
町歩あり︒
き

又森林は全量の 山野
枇訊望

たほはぬ塵なく︑殊に名高き木曾・

十二484図圃
からふと

樺太・壁潜太古より
の入らぬ林あり︒

吉野

樺

軍に行かば︑からだを 十﹁974圓團 ︵略﹀︑こΣに樺太擁の

どである︒

カラダハスツカリ

十二815

な︒

いとへ︒弾丸に死屯とも︑病に死毫

た

十一5910図圃

シマスト︑
﹁オカグサマデ︑カラダ

モトノヤウニナホリマシタ︒
四612園

ハコノトホリニナホリマシタ︒
うぐひすが︵略﹀︒︵略﹀︒あ

んな小さなからだで︑あんな大

四656

はつ瞠れをまとひ︑やせ衰へた膣を

ぎかへて︑しまひにはからだがすき
︵略Vまぶしへうつしてやる

とほつて見える︒

七322

と︑口から美しい綜を出して︑から
だを包む︒

ち

武勇のほまれ細犬 千

くはしほこ

唐人

︵略V老人の上音樂

きなこゑの出るのがふしぎ

人も

さけ

は漁業にて︑鯨と鱒との漁利は殊に

にしん

十一984圓團

爵号たいわんよりからふとへ

からふと︻樺太﹈︹地名︺6 樺太 樺

稽へし其の名君子國︒
からふと

足の國の名に負ひて︑禮儀は早く唐

たる

十﹇郷9図圃

からびと︻唐人﹈︵名︶1

師がある︒

義足に支へて︑

もとよりすっぽいこのから

です︒

十一9910壁貫 農産物の種類は北海道 五285圃

からす
からすむぎ﹇烏麦一︵名︶1 牛車
からす

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

じゃがたらいも ゑんどう

そにそまって赤くなり︑︵略﹀︒

なたね

︵略V︑カウモリハ︵略﹀︒

︵略V﹁私バカラダガネズミ一＝一テヰ

五536園

と大差なく︑大変・小息・燕夢・裸

カラダ

からだ

変●藝璽・麻・馬鈴薯・春日等の牧
穫多く︑︵略﹀︒

からだ︻体﹈︵名︶20

ルカラ︑ケモノノ仲間ダ︒﹂
六734 私は古机でございます︒︵略﹀︒

髄うみずとからだ
二21一 ワタクシノカラダハ︑日

私のからだがこんなにぐらつくやう
になったのも︑その子供たちのいた

ニヤケタヤウナイロヲシテ
ヰマス︒

うまはからだがほそく

多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒
二414園 ﹁ヤツトカラダガデキマ
づらからでございます︒
シタ︒コレカラアタマヲツクリ
七319 騒が︵略V︒眠る度に皮をぬ 十一98図 樺太
マセウ︒﹂

三241

牛はからだが太くて︑足

て︑足がながうございます︒

三242
がみじかうございます︒

八579

イ︒

七741

心をさわやかにする︒

くし︑したがってからだを強くし︑

七653

凡そ百箇盧の測候所あり︒
四144團︵略﹀︑からだに雪のき
七
6
4
9
時
々
湯
に
は
い
ら
な
い
と
︑
か
ら
ものきて︑かすみのすそをと
十二443図 現今我が國の耕作地は由量
だがきたなくなる︒

ほくひく︑ふじは日本一の山︒

ソノ上ニコロガ

白ウサギガソノトホリニ

ホヲシイテ︑

四603囹︵略﹀︑シボケノナイ水
デカラダヲアラツテ︑ ガマノ
レ︒﹂

四607

からりと一一．かるし
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六44

日本の國には︵略︶︒一年中

からりと︵副︶1 からりと
にからりとはれた日が多い︒
か り ﹇ 刈 ﹈ ﹇ ▽ し ぼ かり

カリ

︵略V︑敵ノイキホヒマス

かり﹇仮﹈︵名︶一

七54図

︿強ク︑天皇ハ吉野山ノカリノ皇
居ニウツリタマヘリ︒
かり﹇▽たけがり・

ふじのまきがり・まきがり

かり﹇狩︼︵名︶4

五772 手にはかりに使ふ弓矢を持つ
てるる︒

ようとして︑．︵略﹀︒

どいつ

立脚逸にては圖書館の書

雁
マナヅル

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し

十二珊5図

カリガネ

テイ

込めば直ちに送り震る︒
カリガネ

カサヘギ

オホトリ

キジ

カモメ

ウヅラ

水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・

かりがね﹇雁﹈︵名︶1
ヒバリ

十一313図

雲雀・鵠・雁・鴻・雄・鴎・鶉・

サギ

カリコム

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

コ・口茶ノ木ガアリマス︒ハ

かりこ・む﹇刈込︼︵五︶一

五303

余ーン煙

ガヨクシゲツテ︑︵略﹀︒マルクカリ

コンダニハ木ノヤウニ見世マス︒

給ふ ︽1へ彰

六466 又ある朝早く信長がかりに出 かりしたま・う﹃狩給﹈︵四︶1 かりし

鹿多し︒かりし給へ︒﹂と勧めて︑

もいつはり降り︑

﹁此のあたりには

︵略V︑ここにありし賊ど

鼻はよく物のにほひをかぎ分くるを

尊をいざなひ︑︵略﹀︒

犬 は ︵ 略 V ︒ ︵ 略 V ︒ 又 そ の 九57楽園

もって︑かりに用ひて︑えものをさ

七623國

がさしむるに適す︒

角ーッ・ール︾

十199

ぎ

さてかりに印刷して︑讃合せ
て見て︑誤があれば︑幾度でも其の
下流

活字を抜きかへて植直す︒

かりゅう﹇下流︼︵名︶2

鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ
ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

九165図

ふ

ち

よど

︵略﹀︑湖水より出つる瀬田

川は下流宇治川となり︑淀川となり

う

十26図

カリゥド

て︑大阪に至りて海に注ぐ︒

ヵ

かりゅうど﹇狩人︼︵名︶2

カりうど

カル

肉ール専

ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

か・る﹁借︼︵四︶一

﹁我モコレ程ノ事ハ心得

タリ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂ト

八169國囹

テ︑オボツカナキ手ツキニテ︑破レ

タル所ヲ一間ヅツ張レリ︒

かる﹇枯﹈︵下二︶号うらがる

ソノ越後ノ方カラカリウドノ

來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ

がる母おそろしがる・おもしろがる・

五73一

出シマシタ︒

穴一

丙一

けれども重い物は皆そこへし

づめてしまって︑尊い物は一しょに

五133

イ・ーク︾

かる・い﹇軽︼︵形︶4輕イ黒い

この時べんけいは火の明りを かわいがる・こわがる・ざんねんがる

カリル

たよりにたつねて行って︑一人のか

五768

りうどをつれて來た︒

か・りる﹃借﹈︵上一︶2
リ︾

刈ル

︵略﹀︑吹くや春風たもとも

山越

重く沈んだ調に︵略﹀︑輕

かるかや﹇刈萱﹈︵名︶1

かるかや

て行かれるやうな心持になる︒

え︑ふわりくと春霞の彼方へ連れ

く浮立つた調子に︑ 野越え︑

十二836

旧く︑︵略﹀︒

七97圏

テ︑林ノ中ヘカケコミマシタ︒

ここまでもって來ました︒
二527 トナリノワルイォヂイサ
ンバソレヲキイテ︑犬ヲカリ
五734
鹿ハ輕イ足デズン︿ニゲ

ニキマシタ︒

ヨクノフカイオヂイサン

かる

ハマタコノゥスヲカリテイツ

二572

テ︑︵略V︒

か・る﹇刈﹈︵四・五︶5

今日は天氣もよいから︑人が

刈った稻は︵略V︑よく日に

や・をみなへし︑秋の花草多けれど︑

︵略﹀︒

輕げ

夏の経木や萎わらは

きやうぎ

かるげ﹇軽﹈︵形状︶1

るにもいとゴ輕げなり︒

刈って︑ひろげて︑日にか 九509図圃

桐ハ︵略﹀︑輕クシテ美シ

かる・し﹇軽一︵形︶11 輕シ 輕し

六685図

肉ーキ・ーク彰

見

かった稻が雨にぬれると︑米 八372図圃 ︵略﹀︑ききやう・かるか

て︑︵略﹀︒

祭り︑士卒閣令シテ︑其ノ附近ノ草

十一鵬8図

︵略V︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ

わかして︑米にこなして︑俵につめ

七113園

かわかします︒

六157

がわるくなるから︑︵略﹀︒

六153

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

六152

藍ノ草ハ︵略V︒︵略﹀︒二月 刈る 肉ーッ・ーリ呼
や

羊や山羊は毛が必要である︒
料にする︒

長くのびると︑刈取って毛織物の材

十872

頃種ヲ蒔イテ︑六月頃刈取ルノデス︒

八655

取る

十836 犬は夜を守らせる爲︑又はか かりと・る﹇刈取︼︵五︶2 刈取ル 刈
りに使ふ爲に飼ひ ︑ ︵ 略 V ︒

かり﹇借︼︵名︶1 借
あるので︑其のかたに持って行かう

八238 此の男は居酒屋に酒代の借が
とするのです︒

かり﹇雁﹈︵名︶1 かり
かた

カリ犬

八614図圃 堅田の浦の浮御堂︑おち かりに﹇仮﹈︵副︶1 かりに
來るかりもふぜいあり︒
か ． り い ぬ ︻ 狩 犬 ﹈ ︵名︶一

五匹デオツカケテ來マス︒
借受く

五733 タクマシイ大キナカリ犬が四

禽ークル煙

かサう・ぐ﹇借受﹈︵下二︶1

303
かろんず
かれ

ケレバ︑ツクエ・本バコ︒タンス・
︵略﹀︑心はかならず高く

ハキモノナドヲ作ルニ用フ︒
六856図園

もて︑たとひ身分はひく︑とも︑輕
くとも︒

九109期年 舞へや舞へや︑たもと輕
く舞へや︒

九114図圃 舞へや舞へや︑たもと輕
く舞へや︒

うらや

ノニシテ︑輕クシテ取扱二回転ヨキ

九909図 紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ

﹁さはいへど

コトハ貨幣ニマサレリ︒
君︑床柱︒

十393図園
かれ

乃木大將はおごそかユ︑

︵略︾大みことのり傳ふれば︑

︵略﹀︑我はたΣへっ︑か

かしこみて謝しまつる︒
十397図圃

勇み勇みて出で行く兵

の防備︒かれは稽へつ︑我が武勇︒

十一616図圃
士︒はげましつ﹂も見送る一家︒勇
氣は彼に︑情は是に︑︵略﹀︒

余の彼を避くるは︑國

家の急を先にして︑私のうらみを後

十二394図囹

たりや

︵略﹀は伊太利人コロン

にするが爲なり︒﹂
い

十二738図

ブスにして︑彼をして其の志を成さ
カレヒ

しめたるは︵略﹀なりき︒

砲艦ハ或ハ敵ノ三山序二近 かれい︻蝶﹈︵名︶2

身も眠き

十134図國囹
ましきえ
十︸339一拍

セマセゥ︒﹂

二613 ハヒヲトツテ︑カレ木ニ
ナゲカケマスト︑アチラ ノ山

ヨクノフカイオヂイサン

モ︑コチラノ山モ︑一日ンニ
ミゴトナハナザカリニナリマシ
タ︒

二633

カレ木ノ上ニノボツ

テ︑トノサマノオカヘリヲマツ

バ︵略﹀︑

かれら﹇彼等﹈︵代名︶2

カレラ彼等

コノ度ノ合戦二見︑師直

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

七74図囹

クビヲカレラ摂取ラスルカ︑ニツノ

あいぬの言語は︵略﹀︒彼

中ノーツト思ヘバ︑︵略V︒﹂

十823國

等は元は讃み書きも知らず︑算数の

考もとぼしかりしが︑︵略﹀︒

か・れる﹇枯﹈︵下一︶5 カレル かれ

ウニミエマスガ︑

ツボミガタ

テヰマシタ︒
る枯れる角ーレ顛
十一787図 又嚴冬の頃は爆水落つる 二457
アノ太イ木バカレタヤ

四291囹はるに
なって︑だんだん

てるます︒

たやうに見えて も︑ねは生き

四285囹 ﹁いいえ︑
私たちは枯れ

てい枯れてしまった やうです︒

﹁︵略V︒あなたの おなかまは大

四281囹 ︵略﹀のぎくを見つけて︑

のはらのくさや はなは大てい
かれて しまひました︒

さむい北かが
ぜふいて︑

ツイテヰマス︒

に随ひ氷結して︑︵略﹀︑水のしぶき

沖縄二二スル木ノ葉蝶ハ︑

あたたかになる と︑枯れたあ
とから︑まためを ふき出して︑

︵略﹀︒

ズ彰

かろん・ず︻軽︼︵サ変︶一

るを知らず︑︵略V︒

輕んず角1

亡びたるに︑ 汝家老として仇を報ず

かろう︻家老﹈︵名︶1 家老
十二869図囹 ﹁主人は死し︑主家は

︵略V︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ

︵略﹀︑裏面ハ枯葉二似タルが故二︑

九565図

︵略﹀︒

九566図

枝ニトマルトキハ︑サナガラ枯葉ノ

四271

クサン
時としては幾千萬とも数

枯野

枯木に氷結して︑水晶の花を咲かす︒

十二694︹図

かれの﹇枯野一︵名︶1

タトヘバ北國ニスム野ウサ

枯葉

知れぬ大群︑長野をなして枯野を横
ぎるに︑︵略﹀︒

九549図

かれは﹇枯葉﹈︵名︶3

︵略V︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

ナドノヤウニ︑ソコノ砂地二沈ンデ

七708

サレバ艦燈輕ク︑小サク︑船脚ハ淺

寄 り ︑ 或 ハ 河 江 ヲサカノボリ︑︵略﹀︒

シ︒

︵略﹀︑海ノソコノ砂ノ上下

ヰルモノモアル︒

ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ

九539図

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑其ノ艦

十﹁343図 通報艦ハ主トシテ艦隊ノ
命令・報告等ヲ傳達シ︑日田敵ノ軍

ノ一面︑砂ノ色二似タリ︒

枯木

オキナハ

艦 又 ハ 沿 海 ノ 情 勢ヲサグリテ︑︵略V︒

雷門

雨側には白色の高屋相並

カレ木

如ク見ユ︒

かれはつ

故に若しみだりに森林をき
も河水全くかれはつべし︒

り荒す時は︑︵略﹀︑数日のひでりに

十98図

飛ーツ︾

かれは・つ︻洞果﹈︵下二︶1

︵略﹀︑ハヒガパツトタツ

ウ
﹁ハナサカヂヂイ︑ハナサ

カヂヂイ︑カレ木馬ハナヲサカ

一一602園

ツクシイハナガサキマシタ︒

ニカカツタカトオモフト︑

テ︑ 川ムカフノカレ木ノエダ

二592

かれき門枯木﹈︵名︶5

の緑樹は枝を交へて︑雅麗比なし︒

び︑人道と車道との間なる左右二列

十二615図

がれい﹇堅忍︼︵名︶1

ドモ︑︵略﹀︒

故二艦盟甚ダ輕ク︑速度亦大ナリ︒

私事は輕く︑公事は重

速度最モ大臣シテ ︑ ︵ 略 V ︒

十﹁345図 駆逐艦ハ艦髄虫モ輕ク︑

十二373図

し︒古語に﹁私事を以て公事をすて
ず︒﹂といへり︒

十二m8図 ︵略﹀︑軍人たる者は一途
に忠節を重んじ︑國家の大事に際し
こう
ては︑身命をすつること鴻毛よりも
輕き毘悟なかるべからず︒

かれ﹇彼︼︵代名︶5 かれ 彼

がわ

かわ

304

力ハ

カバ

十一686図之を思へば︑一寸の光陰
も輕んずべからず ︒

かわ︻川﹈︹課名︺2
六

ニ目7 六 カバ
ニー21

かわ︻川﹈︵名︶30 カバ 川 河号あ

ル︺

うが川の中でさかな
一つやって見よう︒﹂と︑

をとってゐました︒

三403
三417

川の中へはいりましたが︑
︵略﹀︒

﹁うちのまへの川が

六814國
フ︒

六816図

ヨド
市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ

又多クノホリアリテ︑川ト
紫黒クノホリアリテ︑川ト

川トヲツナゲリ︒

六816図

川ノ向フガハハ向島ニテ︑

川トヲツナゲリ︒
七571図

櫻ノ名所ナリ︒

四56圏

七714

がつまがわ・あかほりがわ・あさひが

の方へながれでるます︒

あんなにまがりまがって︑とほく

けがわ

ダンダンノビルト︑タケノ

タケノカバ

ハモノヲツツ

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ

三285

ナリマス︒

三296

︵略﹀︑すさのをのみこととい

ムノニツカバレマス︒

ふきのあらい神さまがありました︒

五14

キ瓜ニバカバニ小サイトゲガ

ある時生馬のかはをはいで︑︵略V︒

五50一

熊ノ皮ハヨイシキ物ニナリマ

アリ︑カボチヤニハデコボコガアル︒

翼が︵略V︒眠る度に皮をぬ

十8010図

用ひ︑︵略﹀︒

男子も女子も寒き時は犬の

あつし織とは︑おひようと

皮などにて造れる羽織の如きものを

十807図

ぎかへて︑︵略V︒

七318

ス︒

香取・息栖ノーノ鳥居ハ何 六653

大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ
︵略﹀︑二十八日は終日大

川を渡りて坂路を上れば︑

九941國
とうせう

︵略﹀我が軍艦ノ名ヲ知

東照宮の正面に出づ︒
十一302図

ヨド

又皮・骨・ひづめなどからは

にかはが出來︑︵略V︒

十848

どを造り︑︵略V︒

其の皮は革に製して︑かばんや靴な

なめしがは

十846 ︵略﹀︑一年にほふる牛は︵略﹀︒

物なり︒

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

く立退きたる者もこれあり︑︵略V︒

暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ

九727國團

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

九187國

レモ川ノ中二立テリ︒

九1710図

川ニスムモノトチガハナイガ︑︵略﹀︒

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

エビノピン︿ハネタリ︑カ

わ・いすずがわ・うじがわ・えどが

ハヤク川へ行ツテ︑シ

そばを通る人が﹁美しい川
又ドンナ流ノ早イ川デモ︑オ
マドカラ外ヲ見テヰルト︑山

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

五422

ヨイデノボリマス︒

五175

だ︒﹂といって︑ほめました︒

五112囹

ラツテ︑︵略︶︒﹂

ボケノナイ水デカラダヲア

四602圏

わ・おおいがわ・おおかわ・おおたが
わ・きぬがわ・こかいがわ・こがわ・
ごんげんどうがわ・しなのがわ・すす
やがわ・すすやがわへいや・スプレー
がわ・すみだがわ・セイヌがわ・セ⁝
ヌがわ・せたがわ・だいやがわ・たつ
たがわ・たにがわ・テームスがわ・て
んりゅうがわ・とねがわ・ないぶちが

クヤウ二見町マス︒

わ・ながらがわ・はつせがわ・はやか
わ・ひのかわ・ふじがわ・ほそたにが

目本には川が多い︒

オヂイサンハヤマヘシバ 六35 早い流をいかだの下って行く

六34

わ・よしのがわ・よどがわ・るうたか

一376

がわ・わたらせがわ

レルナルベシ︒︵略﹀︒山ノ名ヲ附シ
モガミ

川ノ名ヲ附シタ

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

ネ

カリニ︑ オバアサンバカバヘ

ト

更に川に沿ひて上れば︑

十212

表紙には紙ばかりのもあり︑

かわ︻革一︵名︶1革母なめしがわ

紙の上を布で包んだのもある︒昂り

︵略﹀︑山あれば越え︑河

つばなものになると︑革をきせたの

皮母 がわうそとがわ・ひだりがわ・むこう

あれば泳ぎ︑道に當るもの一として

かは

もある︒

カバ

之をさまたぐること能はざりきとい
かわ﹇皮︸︵名︶10

ふ︒

十二669図

第二の瀧あり︒

十一771図

スミダ

ルモノニ隅田・利根・最上・淀等ア

タルモノニ︵略﹀︑

みんなと橋のたもとに出合つ

リ︒

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

川の上にかけた橋︑橋の下に

センタクニ︒

︵略﹀︒

て︑川について︑四五町行くと︑

六84

へてみる︒

六38︵略﹀︑それぐ川の景色をそ

の景色をそへてみる︒

立ってつりする人など︑それぐ川

六37

である︒

ニー22囹﹁ニイサン︑コノ川ニコ
ヒガヰマスカ︒﹂
バヰマセン ︒ ﹂

ニー25囹 ﹁コンナ小サナ川ニハ
コヒ

ニー31囹﹁コノ川ハドコカラナ
ガレテクルノデスヵ︒﹂
ニー37園 ﹁アチラノ大キナ川へ
あさい川︹ひらがなのドリ

ナガレコムノデス︒﹂

三96

305
かわず
かわいがる

がわ●りょうがわ
かはいがる

カハイガ

には何のうらみもない︒それを苦し

か︑地面にひろげるかして︑よく日

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

て︑︵略V︒

七349図

やき物をつくるには︑土又
は石のこをねりかためてかわかし︑
︵略﹀︑細クキザミテヂク木

かまどに入れて焼く︒

八394國

︵略﹀︑夜具・衣服の類はし

トシ︑火ニカワカシテ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑軸木ヲ火二戸力ス

ばく日光にかわかすべし︒

九615図

十一94
者︑︵略﹀︒

︵略V︑乾イタ軸木ノ先へ藥

川風

品ヲ附ケル者︑ソレヲ温室デ乾カス

十﹁95

者︑︵略﹀︒

かわかぜ﹇川風﹈︵名︶1

かわきき・る︻乾切﹈︵五︶1 かわきき

長い近頃つ穿きで︑かわきき

つてみる上に︑今夜の此のはげしい

八425

風では︑どこまで嶢けて行くか分ら

ない︒

かわ．︿︻乾一︵五︶3 かわく 乾ク

刈った稻は︵略V︑よく日に

内ーイ・ーク︾

かわかします︒かわくと︑それを稻

六158

獄の口の申には︵略﹀︒その

こきでこいてもみを取ります︒

くだから出すねばったしるが外へ出

七326

ると︑すぐにかわいて綜になるので

ある︒

川崎

川口

乾イタ軸木ノ先へ藥品ヲ附ケル者︑

十﹇94 ︵略V︑軸木ヲ火二乾カス者︑

︵略﹀︒

川口

又私設デハ三菱・川崎等ノ

ミツビシ

かわさき﹇川崎︼︹地名︺1

二246

かわぐち︻川口︼︹人名︺1

鵜なはを引上げて︑︵略V︑

川上
すゴ

半月金華山の上に出でて︑川風たも

きんくわ

十︸834図

とを梯ふも快し︒

かわかみ︻川上﹈︵名︶4

い

造船所が最モ大キイ︒

︵略V︑後神殿を今の五十鈴 十二ー55
の川上に造り︑︵略V︑皇祖天照大神

八27図

來る︒

聞く内に︑舟は早くも目前にせまり

かはいら

︽ーイ・ーウ・

刈って︑ひろげて︑日にか る 丙ーッ︾

して︑すりうすですって︑︵略﹀︒

そのもみを又よく日にかわか

めるのはかはいさうだ︒﹂

な

六164

にかわかします︒

かはいらしい

うぐひすが︵略︶︒︵略﹀︒

キモノノモヤウヤ︑カンザ

蝶ハイツ見テモカハイラシイ

いらしうございます︒

五346
モノデス︒

五358

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

コノカハイラシイ︑美シイ蝶

ソノスガタガカハイラシイカラデセ
ウ︒

五362

ヲツカマヘテイヂメル人ハ︑ドウイ

私どもの親類で︑小さくて

フ心デセウ︒

七223囹

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

三郎さんは實にかはいらし

くれんげ草でございませう︒﹂

八119團

く塗りました︒

わかして︑米にこなして︑俵につめ

︵略﹀︑支那の帽子はいた 七113圃

し

かわいら・し︻可愛︼︵形︶1

九513図圃

オカアサンバワタクシ し 肉ーシ︸

角 ーッ・ール塑

かわいが・る﹇可愛︼︵五︶3
ル

二397園
ヲカハイガツテクダサイマス︒

ラシイ

二51一 ヨイオヂイサンバ白イ犬
〜きに︑結ぶ赤だまかはいらし︒
ヲーピキカツテ︑ 子ドモノヤ
かわいらし・い﹇可愛一︵形︶6 カハイ
ウニカハイガツテヰマシタ︒

ハ︑

︵略﹀︑なくこゑはまことにかは

四663

十一504 古來アラビヤ人は馬を家族 ーク︾
の一員と考へて︑家長は之を自分の
子供と同じ様にかはいがる︒

かわいそう﹇可哀相︼︵形状︶5 カハ
イサウ かはいさう

三66一 ウラシマハカハイサウニ

思ツテ︑子ドモカラソノカメヲ
買ツテ︑ウミヘハナシテヤリマ
シタ︒

四405園 ︵略Vタヒヤヒラメナド

ハキツトヤラレタニチガヒナ
イ︒ カラノナイモノバカハイ
サウナモノダ︒﹂

︵略﹀︑マヘヨリモカヘ

ツテイタクナツテ︑ ナホナホク

四601囹
ルシンデヰマシタ︒︵略V︒白ウサ
スルト神サマ

ギハ︵略﹀︑又ソノワケヲ申シ
上ゲマシタ︒

六158

﹁ソレバカハイサウナコトダ︒
かわうお﹇川魚一︵名︶1 川魚
をまつりたまへるなり︒
かわじょうき︻川蒸気一︵名︶1 川蒸氣
五735 カハイサウニ美シイ角が木ノ 五161 鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ
九7310斗出驚きて飛出し候へば︑川 十一278︹図 フルトンの始めて造りし
枝ニヒツカ︑ツテ︑イクラモガイテ
テヰマス︒
上の堤防切れ︑隣村は大半水中にあ
汽
船
は
︑
今
の
小
さき川三脚程の大き
モハヅレマセン︒
かわか・す︻乾﹈︵四・五︶8 カワカス
り︑︵略V︒
さ
な
り
し
な
ら
ん
︒
せじり
六591園
﹁われくはたがひにいく かわかす 乾カス 角ーシ・ース彰
十
一
7
9
5
図
此
の
川
上
に
瀬
尻
村
あ
り
︒
か
わ
ず
﹇
蛙
﹈
︵
名
︶一 カバヅ
刈った稻はさをや木にかける 十﹇7910図 川上にか黙り火の明り先 六433
井ノ中ノカバヅ大海ヲ知ラ
さをしてみるけれども︑敵の國の人

かわる

かわせ

306

ズ︒

かわせ﹇為替﹈︵名︶1

かはせ

︐

四方ノカベニ糟ヲカキテタマハリタ
シ︒﹂トイヘリ︒

キタリ︒

四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ戸皆開

四61園

あの込むかふの木の

︵略﹀︒町には瓦屋

︵略V︑金貨ハ日常流通スル

内iリ・ール・ーレ単

また我に代りて討死し

コト少シ︒是金貨二代ル紙幣ノ行ハ

九906國

ル・ニヨル︒

十一鵬6図鑑

﹁我が子若シタスクベ

クンバ︑之ヲタスグヨ︒若シ不才ナ

ラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂

憂ル

攣る ︽ーッ・⁝ラ・ーリ・

かわ・る﹇変一︵四・五︶15 カハル か

ール・iレ彰﹇▽あいかわらず・うつり

はる

かわる・さきかわる

かはり

代り

三578 私ガヲバサンカライタダ
イタムラサキ色ノハオリハ︑イ
ツマデタツテモ︑色ガカハリマ

カハリ

たる六郎の形見とも思ふものを︒﹂

鯉ハ︵略V︒ウロコハカハラヲ 十一424図囹

カハラ

しげってみるのが︑八まんさま
のもりです︒し
五162

かわら﹇瓦﹈︵名︶一

八691團此のかはせの金は︑ほんの 八284図 川成行キテ見ルニ︑小サキ
僅かですが︑何かすきな物を買って

フイタヤウニカサナリ合ツテヰテ︑

朝鮮の
ばかりである︒

瓦屋根

八297図

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣

ニガウゴザイマスカ︒苦ケ

レバ私ガ カハリニノンデ上ゲ

リハ

マセウ︒﹂

六217それから象をおろして︑その
代りに石をたくさんつみました︒

六28

汽車ハ︵略V︒︵略﹀︒左ヲ見

春は花︑秋はもみちで︑山の

マセン︒

ノデ︑文太郎ハオモシロクテタマリ

テモ︑右ヲ見テモ︑ケシキガカハル

五453

ふやうになりました︒

では紙で作ったのしをつか

四434囹のしあはびといふのは︑
あはびの肉をのして︑︵略V︒
それがだんだんにかはって︑今

セン︒

まん中に小さな物
四437囹 この
がありませう︒ これがのしあは

かわり﹇代﹈︵名︶3

わら
田舎は大抵藁屋根

かわらやね﹇瓦屋根一︵名︶1

︵略V︒

川バタ

根の家もあるが︑

工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ 十一∬1

工驚キ︑アツト聲立テテニ

マヘルコトガアリマス︒

河幅

びのかはり です︒﹂
六665 又川バタニ行ツテ︑魚ヲツカ
四684囹 ﹁オカアサン︑ソノオクス

かわばた︻川端︼︵名︶1

入り給ハザルカ︒﹂トイフ︒

ガラ︑﹁カク我ノ居ルニ︑何ユエニ

ゲ高言バ︑川成腹ヲカ・ヘテ笑ヒナ

八305図

ザ︑コナタへ︒﹂トイフ︒

八299図

シ︒﹂ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

セ申シ度キ絶出來タリ︒御出アリタ

間日ノ後︑川成ヨリ﹁見

上げて下さい︒

かわせみ︻川蝉一︵名︶2 かはせみ

八566 併しかはせみははぎも首も短
くて︑くちばしばかりが長い︒

八585 尾の短いのはかはせみ．あひ
るなどで︑︵略﹀︒

是より御いとま賜は

かはち
かわち︻河内﹈︹地名︺3 河内 河内
かはち

十一418三段
り︑河内に行きて正儀に仕へん︒

十一431國 熊王直ちに河内に行き
て︑赤坂城のほとりにた﹂ずむ︒

十一441國 正儀は河内にて領地を與
へ ん と し た れ ど も ︑︵略﹀︒

かわはば︻川幅﹈︵名︶1

く︑之に架したる橋は何れも肚大に

テームスとセーヌとはス

までは幾日でも泊って待ってるなけ

十二595國

ればならなかった︒其の頃之を川止

して︑市の美観を添ふ︒

九371 大水などの時には︑水のひく

かわどめ︻川止﹈︵名︶2 川止

といった︒

かわり﹇変﹈﹇▽おんかわり

故に若しみだりに森林をき かわりあらたま・る﹇変改一︵四︶1 攣
会iル煙

り改る

﹁三帰驚くなかれ︑時の

攣り改るを︒花咲く春あれば︑葉落

り荒す時は︑︵略V︑数日のひでりに

川ムカフ

九802図圃

かわむこう﹇川向︼︵名︶2

も河水全くかれはつべし︒

十97國

九385 關所も無ければ︑川止も無い かわみず﹃川水︼︵名︶1 河水
から︑僅かの旅費︑僅かの日数で︑

女子供でも安樂に旅行が出寄る︒
かわなかじまのたたかい︻川中島二一

︵名︶1 川中島の戦

トオモフト︑︵略﹀︒

カレ木ノエダニカカツタカ

かわ・る﹇代﹈︵四・五︶3

代ル

代る

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

﹁ 七299 ︵略V︑色もはじめは黒いが︑

せいしつも色々かはってゐます︒

ながめは時々かはる︒
つる秋あり︒﹂
六552 川中島の職で名高い上杉謙信 川むかふ
六723 十人十色と申しますが︑まこ
二592 スルトカゼガフイテ︑ハ かわりめ︻変目︼︵名︶1 攣り目
は強い大面であった︒
とにその通りで︑顔のちがふやうに︑
十二906ロコ凶 四季寒暑の攣り目にはと
ヒガパツトタツテ︑川ムカフノ

かわなり﹇川成︼︹人名︺5 川成号く

一日川成 二 向 ヒ テ ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ︒

だらのかわなり
八278國
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かん

かわるがわる

だんくかはって青白くなる︒
かわるがわる﹇代代﹈︵副︶2

カハル

サンケイスル人ハ心力ハル

日本の國には春・夏・秋・冬

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒

五69一

七841囹 そこに居る人は私たちとは み＼ かはるみ＼
まるでちがった風をして︑かはった
ことばで話してゐ ま す ︒

六42
かはるぐ色々な花がさき︑色々な

︵略﹀︑雪月花のながめも折

節にかはりて面白く︑山川の風景も
鳥が鳴く︒

八832図

うるはし︒

ルト︑カウイフエ合ニソレぐ攣ツ
後張良・韓信共二漢ノ高祖

二仕へ︑︵略﹀︒

十258図

九84 多クノ花ヲ取ツテシラベテ見 かん﹇漢﹈︹地名︺1 漢
テヰル︒

官号こすぎじむか

ん・じむかん・しれいかん

九517図圃 赤き帽子のトルコ人︑長 かん﹇官一︵名︶2

き白布くるくと 頭に巻ける印度
九7810図

是は菅原道眞が右大臣とい
つくし
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

人︑所攣れば様々に 攣るよそほひ
面白や︒

九518図國 ︵略V︑所攣れば様々に

かん・いちねんかん・いっしゅうか

に二連りて突起す︒

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

十二709図少肚有丈の間を徒に遊び

るべし︒

ん・さんかげっかん・しごにちかん・
うかんあまり︒にじゅうよねんかん・

十二期9図

行の間にも︑大國民の品格を高むる

大帝國の町民たるを思ひ︑一言・一

我等五千萬の同胞は常に

すうじつかん・にしゅうかん・にしゅ
ひゃくねんかん・やくふつかかん

他ノニ人ハ此ノ間二障鹿ヲ

討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出

八529國

感号ぎょかん

の用意あるべきなり︒

名古屋は平野の間にあり︒ かん﹇感一︵名︶2

デズ︒

八951國

ンニハ︑幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感

十⁝⁝2図 名所・奮蹟ヲアマネク尋ネ

を書し︑一篇の詩を作りたり︒

賜の御衣をさΣげて︑はるかに東方

道眞今昔の感にたへず︑恩

父は直ちに慮れ果てたる水

九813図

十704國

夫を助けて︑ボートにうつす︒此の
間岩にも當てず︑波にもまかせず︑

岩と波との間にボートをあやつり居
たる少女の働は︑︵略﹀︒

アルベシ︒

かん︻幹一号すうかん・すうじっかん

瀬戸内海には︑到る虚に
岬あり︑濁あり︑大小無数の島々は

十一181図

かん﹇館︼うえいこくはくぶつかん・す

道眞は罪もなきに官を下げ

立たんとする時︑︵略﹀︒

各所に散在す︒船の其の間を行くと

九794國

き︑島かと見れば岬なり︒

攣るよそほひ面白 や ︒

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

いそくかん・ていしつはくぶつかん・

かども︑︵略V︒

冬 の 雨 の日は︑︵略﹀︒︵略V︑

翌朝起きて見れば︑何時の間に雪に

九707

としょかん・はくぶつかん・びじゅつ

はくぶつかん・ゆうしゅうかん・ルー

まうせん

雨岸及び島々︑見渡す限
り田園よく開けて︑毛管を敷けるが

尊母いちくちくか

ブルはくぶっかん

ん・いっかん・かいぼうかん・くちく

鵜飼は五月中旬に始り︑ かん﹇艦﹈︵名︶4
十月中旬に終る︒此の間毎夜月なき

かん・じゅんようかん・じゅんようか
さばきてもつれしめず︒此の間に鵜

い・たかちほかん・たかちほかんのり

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

九196圏

くみすいへい・つうほうかん

は帝國の恥だぞ︒﹂

九505図圃

ぞ︒﹂

︵略V︑艦の名あるは水兵

阿蘇山の善噴火口は南北 九196園 ︵略V︑艦の恥は帝國の恥だ
の長径六里︑東西の短径四里にわた
がく
り︑此の間に︵略﹀の五心東より西

十二408國

添ふるなど︑︵略V︒

を引上げて呑みたる魚を吐かせ︑再

鵜匠は︵略V︑たくみに んいかすうせき・じゅんようかんた

時をうか貸ひて漁舟を出す︒

十一798図

如く︑白壁の民家其の間に黙在す︒

十一195図

かん︻巻︼号いっかん
かん﹇換一号にひゃくまいかんいちえん

愛つたか︑・そこ ら 一 面 銀 世 界 に な つ
てるることもある ︒

︵略V﹁車の爾輪の如し︒﹂かん︻貫﹈︵名︶2貫母さんじっかん

・なんぜんかん

十﹇254國

六196ロ︒凶重サヲバカルニハ貫ヲモト

︵略Vの如きは唯一輪

なり︒自韓車の爾輪が前後に並べる

トス︒

棺

クワン

分ノーヲ分︑分ノ十分ノーヲ厘トイ

六197國
フ︒

かん﹇棺︼︵名︶1

孔明魏軍ト息杖ノ中二卒

聞n▽いくせんねん

クワン
ス︒﹁蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國二十ラ

十一鵬1図

ントス︒

かん﹁間︼︵名︶10

び之を水に放ち︑又か窒り火に薪を

貫ノ千分ノーヲ匁︑匁ノ十 十一807図

といへども︑

も亦様攣れり︒

︵略﹀︑往生院に入りて僧

となり︑︵略V︒ ︵ 略 V ︑ 心 の 攣 る こ と

十一463図

もあるべきかとて︑其の後は一度も
備崩ズ ル ニ 臨 ミ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

院の門外へは出でざりきとそ︒
十一鯉2図

︵略﹀︒孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑盆k

心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ蓋シ
テ塗ラズ︒

かん一かんがえる
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帽︒

がん

雁の秋來りて春去るが如く︑︵略﹀︒

かんう︻関羽︼︹人名︺1

が如く︑︵略V︒

關羽

としても自ら高尚なる品格を要する

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

十﹁3110図 戦艦ハ︵略﹀︒︵略V︑又
かんい﹇官位﹈︵名︶1 官位
カウ
艦ノ要雪駄極メテ厚キ鋼鐵ニテ包メ
十二975図 官位・門地・技術・財産
リ︒

かん﹇冠一︵形状︶2 冠
の多きこと世界に 冠 た り ︒

十二639図 英國博物館は古書・古物
十二724図 位人臣の榮を極め︑富天 十一皿8図 劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

公徳とは︵略V︑総べて

衆人の利害を考へて其の行爲をつ＼

十二985図
しむ徳義をいふ︒

考

たくさんの本を讃んだ學問の

かんがえ﹇考﹈︵名︶3

十188

考へ

島ノ上蟄居銀白ウサギ

役人はしばらく考へてるまし

おちよはしばらく考へて︑葉

たが︑︵略﹀︒

五656

と

何でも裏からまはって︑てき

書の裏へ次のやうに書きました︒

五757

考へて︑︵略V︑こっそりと裏道から

のふいをうたなければならぬ︒﹂

翼をかつて絹綜を取り︑絹緋

ひよどりこえに向つた︒

︵略V︑その折にはよい馬に

親類や友だちは大そう心配し

此の度は大丈夫と考へて︑

といふこ

憎んでみる間は中に書いて

は深く考へないが︑︵略﹀︒

ら︑どうして心延るものかといふ事

ある事ばかりを一心に考へてるるか

十184

り考へてるた︒

したらよからうと︑日夜其の事ばか

りのよいレールの上で走らせる様に

九336 ︵略﹀︑すべりのよい車をすべ

とを新聞紙に廣証したが︑︵略V︒

にも乗船の望に慮じる︒﹂

﹁何月何日初航海をするから︑ 何人

九3110

︿考へてるました︒

まして︑どうしたらよいかと︑いろ

八197

ます︒﹂

日このお金を出しましたのでござい

なされるのが大事と考へまして︑今

めして︑主人のお目にとまるやうに

七427園

つしてむりではない︒

と︑絹織物のあたひの高いのも︑け

そうな手間がか＼る︒それを考へる

を織って絹織物にするまでには︑大

彼等は元は讃み書きも知ら 七293

其の考を練らなければならぬ︒

深い人でも︑筆・をとる前には十分に

ず︑

十824國

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑鶴羽・張

分業デスル仕事ハ︵略﹀︑

達セラレナイ︒

考へ

一致ノ考ガナケレバ︑分業ノ目的ハ

ソレみ＼ノ仕事ヲスルモノニ︑共同

十﹇122

算敷の考もとぼしかりしが︑

下に冠たるも︑自ら省みてやましき

︵略V︒

﹁其の母によ
といへるが

其の敏育に用ひ︑市井の感化を恐れ

飛ーミヨ︾

汝ヲサナクトモ︑︵略﹀︑

マジ︒ヨクく考へ見ヨ︒
カンガヘ

コレホドノワケノ分ラヌコトハアル

七39図園

見ル

かんがえ・みる﹇考見︼︵上一︶1

に之を考へ居たり︒

業に從事せるコロンブスは最も熱心

き︒︵略﹀︑十四歳の時より既に航海

開かんことは欧洲人一般の希望なり

︵略V︑便利なる航路を

かんがえ・いる﹁考居﹈︵上一︶1

︵略V︑電界は母の感化を

感化

飛等ノ諸將之ヲヨロコバズ︒

如く︑︵略V︒

りて其の子を察せよ︒﹂

薄くること最も多し︒

十二913図

かんか︻感化﹈︵名︶2

所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

六目5 第四 ガン

がん﹇雁﹈︹自署︺2 ガン

六121 第四 ガン
がん﹇岸﹈号ほくせいがん
がん
がん門雁一︵名︶8 ガン がん 雁
ニ來テ︑ツバメノ來ルジブンニカヘ

︿略﹀用水路の改修行は
はい

十二746図

六124 ガンハツバメノカヘルジブン 十一一964図 孟子の幼時母は深く意を 居る 角ーイ︾
ル︒

て︑一二度其の居を遷せりといふ︒
くわんがい

て︑︵略﹀︒

れ︑灌灘・排水其のよろしきを得

くわんがい

十一恨5図

六126 モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ かんがい﹇灌概﹈︵名︶1 灌瀧
オヒオヒトンデ來 ル ︒

テ︑列ヲツクツテ ト ブ ︒

六127 ガンハイツデモーシヨニナツ

︽1へ︾

六13一 ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ かんが・う﹇考︼︵下二︶4 考フ 考ふ
ハナレテ︑少シ先 ノ 方 ニ ト ン デ 行 ク ︒

り︑學びの光を身にそへよ︑身につ
けよ︒

五257

カンガヘテヰマシタ︒

ガ︑︵略V︑海ヲワタルクフゥヲ

四525

檜書・模様等を色どりする ル考ヘル考へる︽−へ・ーヘル彰
故二商業二從事スルモノ
モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二518図

には︑色の調和を考へざるべからず︒

十493図

かんが・える︻考一︵下一︶14

六134 ホカノガンバ道アンナイノ行 六844図無 ︵略V︑昔を考へ︑今を知
ク方ヘツイテ行ク ︒

六143 ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑
空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

どの様に︑氣候によってすむ所をか

八548 ︵略V︑つる・がん・つばめな
へる鳥は︑総べてつばさが大きい︒
つばめ

十二675図 又燕の春來りて秋去り︑
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かんこく
かんかく

十185

︵略﹀︑どうして出濁るものか

と い ふ 事 は 深 く 考 へないが︑︵略﹀︒

十一503 古來アラビヤ人は馬を家族
の一員と考へて︑家長は之を自分の
子供と同じ様にかはいがる︒

ハ︑先ヅ衛生・経濟・味ノ三方面ヨ

かんけい﹇関係﹈︵名︶7

關贈号どう

かくてコロンブスは報告

の爲︑西班牙に婦航せしが︑パロス

十＝804図

港の群集は出帆の日に数倍し︑︵略V︑

︵略﹀︑獣喜を眼の光に浮べて眞先に

十一918図物の償の高下は主として

ぶっとしょくぶつのかんけい

感激

上陸し︑此の西班牙の新領地をサン

かんげき﹇感激﹈︵名︶1

サルバドルと命名せり︒

日々の天氣は我等の生活
に大なる關係あり︒

十ニー64図

或時は安くなるものなれども︑︵略V︒

如シ︒﹂

感激ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ

皆此ノ成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯

十一931図物の慣はかくの如く需要 十ニー12図團 殊二我が軍・ノ損失・死
レイ
傷ノ僅少ナリシバ歴代神璽ノ加護ニ
供給の關係によりて︑或時は高く︑
カウ
依ルモノト信仰スルノ外ナク︑︵略V

ものなり︒

等量ひてコロンブスを漱下し︑︵略V︒

寒菊

需要と供給との關係によりて定まる

かんぎく﹇寒菊︼︵名︶1

霜にやけて︑赤くなった杉垣

歓喜す

の中には︑寒菊が今を盛りと咲いて

十293
みる︒

余ーシ︾

十二796國

第十一

第十一

渤工場

勧工場

かんこうば︻勧工場︼︹課名︺2 勧工場

さん
動物は︵略V︑空母中の酸素

七362

七目12

がす
を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出す︒︵略V︒植

十二231

物も︵略V︒︵略﹀炭酸瓦斯を取って

渤工場

町ノ翌翌ヤカナ所二丁シイ渤

工場が出世タ︒

七363

かんこうば︻勧工場﹈︵名︶2

︵略V酸素を放つ作用がある︒︵略V︒

是は前にいった様な關係がびんの中

鵜飼は︵略﹀︒観客は遊

船を中流に浮べて︑鵜舟の下り來る

十二235

市町村長・議員等を選學

帝國議會の協賛は國家の
及すものなれば︑︵略﹀︒

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

十二鵬2図

交上の關係をさしはさむべからず︒

するには︵略V︑親族・縁故其の他私

十二鵬7図

極めて密接なものである︒

する等︑生存上動物と植物の關係は

は動物質の腐敗物を肥料として成長

・根・葉等を食って艦を養ひ︑植物

かんこく

官公吏

︵略﹀︑農夫ノ田畑ヲ耕シ︑

韓國韓國
し
アジヤ大陸には印度・支

韓國

十二582ロコ凶 安奉線は︵略︸︑韓國の

十二57図

十鯨箇虜を置けり︒

しん
の測候所あり︒尚古國・清國にも二

十一一169図 ︵略﹀︑全國に凡そ百箇塵

那・韓國等あり︒

な

八789図

かんこく﹇韓国一︹地名︺4

ノ生徒ヲ教育スル等ハ︵略﹀︒
かんこく

買シ︑官公吏ノ事務ヲ取扱ヒ︑教師

大工ノ家屋ヲ作り︑商人ノ物品ヲ費

十﹇1210

かんこうり﹇官公吏︼︵名︶1

アリ︒鋤工場二十リタルコ・チス︒

此の外︑動物は植物の果實 七563図 ︵略﹀︑爾が脳梁アマタノ店

の金魚と水草の間に行はれるからで

感泣

會議事堂は第一に観客の目を引く建
築物なり︒

余ーセ彰

かんきゅう・す﹁感泣﹈︵サ変︶1
す

聖帝之を聞きて感泣せざ
るはなかりき︒

十ニー16図

感興
だんのうら

かんきょう﹇感興﹈︵名︶1

︵略﹀︑屋島・鱒浦は源平

ある︒

を待つ︒

十一799図

観客

の不從順なりし罪を謝せり︒

ブスの身邊を園み︑争ひてこれまで

船員皆獣喜して︑コロン

かんき・す﹇歓喜︼︵サ変︶1

十︸649 材料ノ種類や料理ノ方法

︵略﹀︑味ハ人々ノ好ミヲ考

リ考ヘナケレバナ ラ ヌ ︒

十一652

ヘテ︑多数ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選
バナケレバナラヌ ︒

かんかく﹇間隔一︵名︶1 間隔

りく︑絶えず追手と或間隔を保ちな

十一482 アラビヤ人は後をふりかへ かんきゃく︻観客︼︵名︶2
がら進んで行く︒

かんかく﹇感覚﹈︵名︶1 感畳

かんがみ

な る 合 志 を 與 ふ る を以て︑︵略︶︒

十459図 曲線は直線よりもやはらか 十二643國 ︵略V︑テームス河岸の國

︽ーミ︾

かんが・みる﹇鑑﹈︵上一︶1
る

十一m7図魍 建國以來三千年 歴史
同胞すべて 六 千 萬 ︒

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ
なき

かんき﹇寒気︼︵名︶1 寒氣

十一207図

の昔語に人の感興を動かすこと甚だ

︵ 略﹀︑冬は寒氣嚴しく︑

切なり︒

十一959圓團

地面は三尺の下まで凍り︑海岸も海

勧業

水 厚 く 凍 結 し ︑ ︵ 略V︒

かんぎょう︻勧業﹈︵名︶1

ちどう

飛ーシ蝉

かんげい・す﹇歓迎﹈︵サ変︶1

漱翻す

十﹁591 將軍の愛情と勇氣によつ 十一m8図 村の財産家に勧業に熱心 かんけいしゃ n▽こうじかんけいしゃい

かんき︻歓喜︼︵名︶2 二面

なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

以て︑︵略﹀︒

て︑軍中の花が助かったので︑全軍
コロンブスは

鷲・養難・養魚等の模範を示せしを
︵略﹀︑

一 同 に 獣 喜 の 聲 を あげた︑︵略﹀︒
十二799﹇図

かんしんする
かんこす

310

縦貫針道に連結す ︒

かんご・す︻看護﹈︵サ変︶1
︽ーセ︾

看護す

さず︑︿略﹀︒

感謝

上げたりつばな行だ︒

相手を助けてやったのは如何にも見

﹁感心だく︑えらい子だ︒

十二57図寛城子
官職

朝鮮人は鯨り衛生に注意し

筆一本デ美シイエヲカイタ

心サセル 穴ーセル彰

かんしんさ・せる︻感心一︵下一︶1 感

は感心である︒

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

十一m1

九8510園

城子

︵略﹀︑半死半生の水夫を親 かんしょく門官職U︵名︶1

かんしゃ﹇感謝一︵名︶1
十713図

上元帥より下一書に至る

まで︑官職の高下︑就職の新選によ

十二皿2図

りて上下の分別最も正し︒

切に看護せり︒数日の後︑水夫は此
の少女の手に熱き感謝の涙をそ＼ぎ

十712図︵略Vダーリングの手は︑今
て︑︵略V︒

甘藷先生墓

かんしょせんせいのはか﹇甘藷先生墓﹈

ややさしきをとめの手にかへりて︑
かんしゃいたしお・り門感謝致居﹈

半死半生の水夫を親切に看護せり︒
關西線

︵名︶1

リ︑ノミーツデ見事ナホリ物ヲコシ

昆陽ハ七十二歳ニテ印可 七274

ラヘタリシテ︑人ヲ感心サセルノモ︑

十342図

リ︒東京ノ西南︑目黒ナル墓石ノ面

中隊長腰の何事にも注意

二﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

かんしん﹇韓信一︹人名︺3 韓信 ち

の周密なるは耳聞一同感謝致し居り
カンショ
︻甘藷一︹課名︺2 甘藷

感心す

諸君若し我に食物を送るた

かんしん・す﹇感心﹈︵サ変︶1

手ノハタラキデセウ︒

候︒

十593圓團

︵略V︑大阪ヨリ奈良二言ル ︵ラ変︶1 感謝致し居り 禽ーリ︾

かんさいせん門関西線﹈︵名︶1
十9310図
ニハ關西線ニヨル ベ シ ︒

タフ ノ ミ ネ

かんさいにっこう︻関 西 日 光 ﹈ ︹ 地 名 ︺

1 關西日光
十㎜7図 ︵略V︑多武峯ナル談山神社 かんしょ
カンショ

甘藷

ようりょうとかんしん

カンショ

十目11 第十課

︽ーセ︾

めに働きたりといはば︑我もまた諸

八726図

君を養ふために飛したりといはん︒

魚信シバシ其ノ面ヲウチマ

︵略V︒世はすべて相持なり︒﹂とい

かんしん・する︻感心﹈︵サ変︶4 かん

ふに︑手足等一同成程と感心せり︒

モリシガ︑ヤガテハラバヒテ謄ノ下

後張良・韓信共二漢ノ高祖

六473

しんする 感心する ︽ーシ︾

二四へ︑三二内版下ヲ運ラシ︑信ハ

十258図

ヲクグル︒

十253図

韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行

二達ス︒社殿肚麗ニシテ︑關西日光

クワンヂヨ

外二兵ヲ用ヒテ︑遂二高祖ヲシテ其

おつかさんの精神は感心の

た︒

これから信長は目をかけて使ひまし

仕へるこ＼ろざしにかんしんして︑

少しのゆだんもなく主人に
ノ大業ヲ成サシメタリ︒

外はない︒

九224囹

ニダン目ニバクワンヂヨ かんしん﹇感心﹈︵名︶1 感心

かんじょ﹇官女︼︵名︶2

くわんちよ

す︒

寛

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

んしんして︑それからだんく重く

た︒信長はこれを見て︑ますくか

取立てて︑︵略﹀︒

ヤシムベシ︒

見上げた志のもの︑りっぱな

武士︒しと︑信長は大そう感心して︑

﹁感心だく︑えらい子だ︒ 七442
︵略V︑入の命にはかへられないと︑

九8510園

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲかんしん︻感心﹈︵形状︶3 感心
かんじょうし﹇寛城子一︹地名︺1

ハジメ多クノ官省アーー・︒

七586図

かんしょう﹇官省﹈︵名︶1

官省

四771 一人のくわんちよがその
か
ん
し
ん
﹇
歓
心
﹈
︵
名
︶
1
激
心
六
484
秀吉は︵略V︑仕事をいそが
下に立って︑さしまねいてゐま
せましたから︑すぐに出來上りまし
十一5310眉日羽 他人ノ漱心ヲ買ハントシ

シヲオキマシタ︒

ヲスエテ︑三ダン目凹ハ五人バヤ

四741

ク︒

十249図
甘藷

十304第十課 甘藷

︻甘藷﹈︵名︶1

キモノノモヤウヤ︑カンザ 十305図
甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異

かんしょ

ノ構アリ︒

五356

かんざし﹇管︼︵名︶3 カンザシ

ナリ︒ 遊学ニチハ薩摩芋トイヒ︑薩

サツマイモ

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

摩一ニチハ琉球非子トイヒ︑

リウキウ

ソノスガタが丁田イラシイカラデセ

唐芋トイフ︒

琉球ニチハ

ウ︒

カ ン ザ シ ナ ド ノ 店ヲ見テ︑︵略﹀︒

七367筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・ かんしょ︻寒暑一号しきかんしょ
七729 カンザシノ玉ヤヲジメニスル
サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒

かんし﹇漢詩︼︵名︶1 漢詩

感じ申

れて︑上東門院に漢文・漢詩を教へ

十163図夫に別れて後︑宮中に召さ
参らせたり︒

かんじもう・す︻百重﹈︵四︶1
肉ーサ専

十589三国 兵管内の酒保には日用品

す

外出せずとも少しも不自由を感じ申

・ 飲 食 物 等 を 販 曹ハ致し居り候へば︑

311
かんちょう
かんす

これが一豊の出世のもとになったと
いふことでありま す ︒

十一125

完全

膿甚ダ輕ク︑速度亦大ナリ︒

艦隊号かみ

いへいようだいにだいさんかんたい・

むらかんたい・しゅせんかんたい・た

かんたい﹇艦隊﹈︵名︶4

速度最モ大崎シテ︑︵略﹀︒

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其 十一345図 騙逐艦四聖膣最モ輕ク︑

﹁親子二代相ツ寸イテノ かんぜん﹇完全﹈︵形状︶2

忠義力ンズルニアマリアリ︒

七81図囹

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手
ナ形ヲ造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時

入管當時は友人も少く︑

生活も一憂致し候事とて︑多少不自

九331 ︵略V︑百五十マイルを三十ご 十598國團
時間で走った︒之を聞いて︑是まで

計二組立テルコト馬出來ナイ︒

十一341國

てきかんたい︒れんこうかんたい

成候︒

我が艦隊は東郷司令長官

︵略﹀︑敵艦の大部分は我

寒地

も今ははや生れ故郷の如き心持に相

十一瓢6國国 ︵略﹀︑此の極北の寒地

かんち︻寒地﹈︵名︶1

は捕獲せられて︑︵略﹀︒

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

十二99図

を待ちしが︑︵略V︒

の命により︑欝陵島附近に集りて敵

うつりよう

十二79図

我が艦隊二報告ス︒

ノ軍艦又ハ沿海ノ情勢ヲナグリテ︑

十一342田野 通報艦ハ︵略﹀︑或ハ敵

命令・報告等ヲ単子シ︑︵略﹀︒

通報艦ハ主トシテ艦隊ノ

太き統を渡し︑之を本として︑次第
造る︒

観測n▽きし

に細き綜をかけ︑終に完全なる網を

熊王恩に感じて︑潤せき 十一883図 ︵略﹀︑先づ幾條かのや﹂
﹁︵略V︒何ぞ私事を以て

かんそく﹇観測︼︵名︶1
ようかんそく

其の地方の天喜を豫告するを地方天

氣市報と其の地の観測とによりて︑

コロンブスは猫り堅固な 十皇臣75図 又各測候所が此の全國天

る決心を以て動かざること山の如

氣豫報といふ︒

禽ーシ︾

を地圖の上に記載し︑︵略V︒

方向・強弱︑温度等一般の天氣要素

に観測したる晴・曇・雨・雪︑風の

怒罵ー93図

︵略V各地に於て同時刻

︵略﹀に道をゆづり︑︵略﹀ かんそく・す︻観測︼︵サ変︶1

服せざるを得ざりき︒
十二997図

に席を與ふるが如きは︑個人として
も︑富民としても︑其の心の奥ゆか

観測す

く︑船員も其の勇氣に感じて命令に

十二785図

げて會津に封ぜり︒

いに感じて其の言に随ひ︑嘉明を畢

公事を害せんや︒﹂と答ふ︒秀忠大

十二383図

あへず︒

十﹁448図

由を感じ候へども︑︵略V︒

關す

フルトンを笑った人々も大いに感心
して︑︵略V︒

關ス

︵略﹀︑内外古今ノ武器其ノ

かん・す︻関﹈︵サ変︶6
九294図

余ースル︾

他軍事二關スル物ヲ多ク集団タリ︒
︵略﹀︑學科は護法の講義

︵略︶忠臣・義士に旧す

及び毎日の術科に關する説明に御座

十578國團

候︒

十5810圓團

る講談等もこれあり︑面白く遅筆に
存候︒

十788図 身燈ノ構造ハ極数テ複雑ナ

しきを感ぜずや︒

一小部分ノ傷害モ直チ

完成す

ニ全身ノ元三二關スルモノナレバ︑

︽ーセ彫

砲艦ハ︵略﹀︒サレバ艦
通報艦ハ︵略﹀︒故二艦

豊島の戦に出なかったこと

艦中一同

官磨

市街・道路を不潔にし︑

官顧・學校・神社・佛閣等の建築物

十二986図

掲示せらる﹂を以て︑︵略﹀︒

候所を始め︑官廉・諸役所等の前に

十ニー77︹図 是等の二二は心象墓・測

かんちょう﹇官庁︼︵名︶2

は艦中一同昌盛に思ってみる︒

九232囹

1

鞍壷湾の熱帯地方より北 かんちゅういちどう︻艦中一同︼︵名︶

耕地整理は縣下臥村に先 かんたい﹇寒帯﹈︵名︶1 寒帯

かんせい・す﹇完成﹈︵サ変︶1

十一m5図

からふど

十ニー68図

樺太の寒轡に近き地方まで︑︵略﹀︒

艦髄
巡洋艦ハ︵略︶︒︵略﹀︒

かんたい﹇艦体﹈︵名︶4

十一343国囚

艘輕ク︑小サク︑船脚ハ淺シ︒

十一339団﹈

テ長時間航海スルコトヲ得︒

モ多量ノ石炭ヲ積ミ︑大ナル速度ニ

其ノ艦髄二大小ノ差アレドモ︑何レ

︵略﹀︑イカバ︵略﹀︑岩石 十一333図

岩石

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ
り︒

見ユ︒

かんせん号ゆうしんかんせんす

見ユ︒

ナドニ附着スル時ハ岩石ト同ジ色二

九552図

︵略﹀︑イカバ︵略﹀︑岩石

ナドニ附着スル時ハ岩石ト同ジ色二

九551図

がんせき︻岩石︼︵名︶2

︵略V伊太利の大旅行家

︵略﹀耕地整理に關する

ルモノニテ︑

︵略﹀︒

十905選鉱
講話これあり候︒

十二7410図

感ず

マルコ︑ボーロの日本に關する記事
を奨み︑︵略V︒

カンズ

母 ハ ︵ 略﹀︑﹁︵略﹀︒﹂トテ︑

余ージ・ーズル・ー ゼ 贈

かん・ず﹇感﹈︵サ変︶7

七48図

泣クくイマシメタリ︒正行大イニ
カンジテ︑コレヨリ後ハ父ト母トノ
激ヲ守りテ︑一日モワスル︑コトナ
カリキ︒

かんちょう一かんらんす
312

をけがし︑公園の樹木を折取るが如
漢朝

きは︑公徳の低き を 示 し ︑ ︵ 略 V ︒

かんちょう﹇漢朝︸︵名︶3
リウビ

十一麗3図 劉備中漢朝ノ末流︑英明

ニシテ大志アリ︒

十一瑚3図 当朝ノ復興ヲ圖リ︑シキ
リニ賢士ヲモトム ︒

十一秘4図 孔明中高ヲ攻メテ支那中

ヲ貫流シ︑︵略V︒

︵略V︑又平田に廣東婦

くわんどん

かんとんふじん︻広東婦人一︵名︶1
藤爵琳人
十一384國国
人が隊を成して草取を出す有様は殊
に興味を控え申候︒

カンナ
かんなめ

神嘗

ノミキリカンナノコギリ

かんな︻鉋︼︵名︶一

一165

かんなめ

かんなめさい﹇神嘗祭﹈︵名︶1
祭

央ノ地ヲ取り漢朝ヲ興復セントシ︑

先ヅ南方ノ齪ヲ平ゲ︑三二自ラ諸軍

セ

七834園

又ある時にはとび魚が甲板

の上へとび上ることもあります︒

船ハ次第二沈ミ行キテ︑水

ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒

七914図

スチブンソンの造りし機
らぶべくもあらず︒

かんぴょう・する︻看病﹈︵サ変︶1看
︵略﹀︑一人でね起きの忍野

穴ーシ彰

八689国

落する

るまで︑ゆっくり看病してお上げな
さい︒

奮・勉働して遂に一世の大家とな

漸つが如し︒﹂と︒孟子これより感

り︑︵略﹀︒

コ・二官幣大社大神神社ア

オホミワ

カスガ
︵略V︑官幣大社春日神社二

かんぺいたいしゃ︻官幣大社︼︵名︶2

到ル︒

リ︒

十989図

くわんむ

かんむてんのう︻桓武天皇︼︹人名︺1

桓武天皇の御代に至り︑將

くわんむ

桓武天皇

かんむり

冠

軍坂上田村麻呂之を平定して︑大な

九625図

る功勢を立てたり︒

し

祭の服に

古風ゆかしき我が國の

かんむり﹇冠﹈︵名︶2

ぽ

かんむり・烏帽子今は唯

ゑ

九5110図圃

残りたり︒

男の冠をかぶり︑其のひも

を長くたらし︑︵略﹀︑昔の人に會つ

十一鵬9

た様な氣がする︒

先月は官命により南部

市町村長・議員等を選翠

段を用ひ︑︵略﹀︒

観覧ス

強制し︑私利を以て鋤誘する等の手

するには︵略﹀︒まして威力を以て

十二鯛8図

︽ースル蝉

かんゆう・す﹇勧誘一︵サ変︶1 勧誘す

地方へ出張致候︒

十一371國團

寒風身を切る様な冬の日で かんめい﹇官命︼︵名︶1 官命

夫に別れて後︑宮中に召さ
れて︑上東門院に漢文・漢詩を教へ
参らせたり︒

肉ーシ︾

かんぷんべんれい・す﹇感奮勉励﹈
感奮・勉勘す

角ーシ︾

︵略﹀︑孟子を戒めて如く︑ かんらん・す︻観覧一︵サ変︶1

﹁汝の今學を慶するは我が此の機を

十二968図

︵サ変︶1

十958図

甲板に立ってるた船長を始 官幣大社

め︑三十五人の若者はひとしく目を

十643

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支

其の方向に向けた︒
バリ

十ニー42

へ︑外側二板ヲ張り︑梁ノ上壁床ヲ
造ツテ甲板トスル︒

十︸276図

︽ーセ彰

今目は神嘗祭なれば︑夕方 かんび・す﹇完備︼︵サ変︶1 完備す

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

ハ

關車は︑今日の完備せる機關車にく

いふ︒

八77図
貫通す

ヲ率ヰテ北征ス︒

かんつう・す﹇貫通﹈︵サ変︶1
公ーシ彰

て︑︵略﹀︒

ワウ

仁王門ヲ入りテ観音堂ヲ拝
カンパン

ミセノレンカンバン

十163図

雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観 かんぶん﹇漢文︼︵名︶1 漢文

る︒

も︑氷の下の水をくんでせんたくす

十一m1

観音 かんぷう︻寒風︼︵名︶1 寒風

初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

かんのん﹇観音︼︵名︶1
かんのん

堂
アサ

七556図
ユ︒

ニ

一356

かんばん﹇看板﹈︵名︶一

シ︑︵略﹀︒

七565図

タノ店アリ︒

音堂二向ツテ行ケバ︑爾ガハニアマ

七561図

僧号ノ観音堂モ東ノ方二見

かんのんどう﹇観音堂U︵名︶3

アリ︑︵略﹀︒

十992図

観音弓はせ

十二6210図 然れども地下には各種のかんぬし﹇神主﹈︵名︶1 神主
のりと
九831 神主は先づ神前で祝詞を上げ
鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の
下をも往費せり︒

かんてい﹇▽そうとくかんてい
力ンテラノ光ヲ便り川敷千

カンテラ︵名︶一 カンテラ
十622丁丁凶

人ノ坑夫が銅鑛ヲ掘取ルコト︑書覆
止ム時ナシ︒

はい

︵略﹀用水路の改修行は

かんでん﹇乾田一︵名︶1 乾田
くわんがい

十一盟6図

れ︑灌瀧・排水其のよろしきを得
て︑水田は乾田と な り ︑ ︷ 略 V ︒

かんとう﹁関東一︹地名︺1 關東
サツマイモ
十305﹇図 關㎜東ニチハ薩一摩甘干トイヒ︑
リウキウ

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球ニテ

ハ唐芋トイフ︒

かんとうへいや﹇関東平野︼︹地名︺1

重藤平野

九185図 利根川ハイハユル關東平野 かんばん﹇甲板﹈︵名︶4 甲板

き

313
かんりゅうす

十957國
︵略︶︒

貫流す

貫流

帝室博物館ヲ観覧シテ︑

角ーシ・ース︾

かんりゅう・す﹇貫流︼︵サ変︶2
ス

九185図 利根川ハイハユル關東平野
一千三里二及ブ︒

ヲ貫流シ︑本流・支流ノ長サヲ合ス
レバ︑

き
キ

木号かつおぎ・

かれき・くさき・さくらぎ・じくぎ・

き﹇木︼︵名︶80

き・はんぎ・ばんぎ・はんのき・まく

十二594図倫敦にはテームス河︑巴 しらき・しらきづくり・つぎき・にわ
里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー
りぎ・みやまぎざいく・むなぎ・わか

﹁215

キノエダニカタツムリ

タカイスギノキ︒

クサンアリマス︒

二447ココニハウメノ木ガタ

タケヲサンガヰマス︒﹂

ねに寒冷にして︑美しき花木を見る

は︑︵略﹀︒か﹂ る 地 方 に て は 氣 候 つ

こと能はず︒

かんれつ︻艦列︼︵名︶1 艦列
十二66図 ︵略﹀︑はげしく敵を砲撃
せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く
も戦列を離る﹂ものあり︒

︵略﹀︑ドコノテンジンサ

クサンツイテヰマス︒
二476

マノオヤシロニモ︑ウメノ木
ガウエチアリマス︒

ソノマツノ木ハズンズ

ツノ木ヲ一本ウエマシタ︒

二551︵略V︑ソノ上二小サナマ

二552

ン大キクナツテ︑︵略V︒

四637はのおちた木もみんな

をのせたやうに見えます︒

四635 にはの松の木はわた

木デハアリマセン︒

二556︵略V︑天マデトドクカト四505 木ノヤウニカタイガ︑
木デハアリマセン︒
オモフヤウナ︑大キナ太イ木
四505 木ノヤウニ斗出イガ︑
ニナリマシタ︒

黶@ヨイオヂイサンハヤガテ

コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク

サクラノ木ハ︑ヨソノ

ツテ︑︵略﹀︒

まつ白になって︑はながさいた

三25

やうです︒

から枝へとんでゐます︒

四653 盲あのうめの木の枝

クニニハ︑コンナニタクサンア

︹ひらがな

デスカラ︑︵略﹀︒

五302

茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺

コ・二茶ノ木ガアリマス︒

グラヰデ︑アタ︑カイトコロニヨク

五305

ソダツ木デス︒

︵略V︑アタ・カイトコロニヨ

クソダツ木デス︒

五307

木ノ三七ニハヨクナイサウデス︒

五335 ︵略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ

又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木

ノ葉ノ上ニネムツタヤウニシテヰル

五343

音次郎はおどろいて︑道ばた

ノヲ見ルト︑︵略﹀︒

五465

の高い木の下へにげこみました︒

た︒

の高い木がまつ二つにさけてゐまし

五486 ︵略﹀︑かみなりがおちて︑そ

そばのたふれてみた木の上

︵略﹀︑ただつねはすぐに
へとびのきました︒

四195

ノ林ガアリマス︒
五478 音次郎が木の下を出ると︑間
四132 クリ林ノ中入ハ︑ドング
もなく目がくらむやうないなびかり
がして︑︵略︶︒
リノ木モ五六本アリマス︒

四123ウラノ山ニバクリノ木

の上に休んでゐましたが︑︵略V︒

にはのまつの木の上 五86 そらからふって︑山の木のは

たかい木︹ひらがなのドリ

リマセン︒

三97
ル︺

三127

へ月がでてゐます︒
のドリル︺

三412それをからすが木の上
から見てみて︑︵略﹀︒

あの川むかふの木の

へ行って見ませう︒

四105ウチニバカキノ木ガニ

のもりです︒﹂

しげってみるのが︑八まんさま

二243囹﹁︵略V︑アノ木ノ下潮 四62囹

ガ︑︵略﹀︒

二204イマハ木ノ上ニヰマス 三611はまべのまつの木の下

ガトンデキマス︒

ニー64︵略V︑イ亘イロナ木ノハ

ガヰマス︒

一26一

ぎ

河ありて各面の市街を貫流す︒

十﹁m3 まだ冠禮を行はない者はチ

かんれい﹇冠礼︼︵名︶4 上津
ョンガーといって︑髪を三つ打ちに
して後へたらして み る ︒

十一鵬5 チョンガーの間は人に侮ら
れるから︑成るべ く 早 く 冠 禮 を 行 ふ ︒

十一鵬5 金がなくて︑冠禮の行へな
い者は︑三十を過ぎてもチョンガー
で︑大人の仲間入が出平ない︒

近年は斬髪の風が行はれ

て︑冠禮は段段すたれて行く︒

十一囎7

一一

八819図 北極・南極に近き地方にて 一一456 アノ太イ木バカレタヤ
本アリマス︒
ウニミエマスガ︑ツボミガタ
四113今一本ノ木馬シブカキ

かんれい︻寒冷﹈︵形状︶1 寒冷

T6

き

き

314

五556

︵略﹀︑ヒルノ間ハ木ノゥロヤ

穴ノ中ニカクレテ ヰ テ ︑ ︵ 略 V ︒

せたる木・竹又紙などにうるしを塗
りてつくる︒

いっしよについだ梨の木の
︵略V︑やしき中の桃の木に

中デオモシロイノハサンゴ

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

桑ノ木二附ケ︑︵略﹀︒

秋の末になって︑風の吹散し

︵略﹀落葉・こけ及び網の

た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの

九698

は︑︵略﹀︒

十93図

圖や書は別に堅い木に彫り︑

如くひろがれる木の根などは︑︵略V︒

き︻気一︵名︶22

五13

き

氣寝おきのどく

天照大神の御弟に︑すさのを

あまてらすおほみかみ

・かちき・なんのきなし

のみことといふきのあらい神さまが

ありました︒

しばらくの間は何も知らずにゐまし

五96 ︿略﹀︑何だか目がまはって︑

た︒きがついて見ると︑人が二三人

十198

立って︑﹁見ごとなたきだ︒﹂といつ

︵略V︒

しわはよってもわかい氣

一本三せんつつのを二本買つ

直吉は後でふと氣が附いて︑

ければならなかった︒﹂といって︑

﹁︷略V︒今のお客にもう一銭上げな

六307

かへった︒

た︒男の子も氣がつかずにそのま﹂

そのつりに一せんの銅貨を三枚渡し

て︑与せん銀貨を出したから︑︵略﹀

六305

う會にもついて行く︒

で︑小さい君らのなかま入︑うんど

五294圏

て︑ながめてゐました︒

爲眞は銅版に彫りつけて︑相互の場

それは版下を堅い木にはりつ

所に入れる︒

十215

けて︑其の上から彫って版木を造り︑
︵略V︒

黄に紅に林をかざってみた木

綿ノ木カラトリマス︒

の葉も︑大方は散果てて︑︵略﹀︒

十278

八629

綿ノ木ハドコニ出來マスカ︒

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

いてふ
︵略V︑古い銀杏の木が一本︑

八631

綿ノ木ハ畑二作リマス︒

十281

八633

も残ってみない︒

十294

銀杏の木の烏は急いで山の方
へ逃げて行く︒
なつめ
庭に一本棄の木︑︵略﹀︒
十386図國

十301

くの木があって︑︵略V︒

物置の後には︑大きなだい

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ標二畑

二作リマス︒

八749國

︵略﹀︑南半球にては木の葉

はっきりと答へる子供もございまし

氣を附けてみて︑何を聞かれても︑

さていよく沙漠に入りし 十8010図あつし織とは︑おひようと 六705 ちゃんとしせいをよくして︑
いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

轟きたない水やくさった水を

とがある︒よく氣を附けなければな

飲むと︑おそろしい病氣にかΣるこ

七661

よ︒

いふ︒飲物・食物氣を附けよ︑心せ

六853図國 ︵略﹀︑病は口より入ると

た︒

が︑木のかげ一つもなき砂原つ窒き

十998図

キノツラユキ

紀貫之ガ︵略V︒トヨミタ

物なり︒

︵略﹀︑木ノ葉ニヤドル雨ガ

リトイフ梅ノ木ハ︵略V︒

きつけたり︒

り︑冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

十一191図

秋の山は紅葉の錦を織

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

タトヘバ桑ノ木二仏ルエダ 十一158図 ︵略V︑大いなる櫻の木の
︵略﹀︑其ノ髄色ノ桑ノ木二
似タル上︑︵略V︒

九557図

シヤクトリハ︑︵略﹀︒

九556図

ヘルハ緑色ナリ︒

九535國

なれば︑︵略﹀︒

九457図

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

八815國

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木

八652

マデ敷へ上グレバ︑︵略V︒

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

八398図

形ヲシテヰル︒

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ

七728

皆つぎ木をすると申してゐます︒

七674團

方は︑今年はまだ實がなりません︒

七668團

五567 大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ 七549図 コ・ニハ櫻ノ木多シ︒
出 シ マ シ タ ガ ︑ ︵略V︒

五567 大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ
出 シ マ シ タ ガ ︑ ︵略V︒

五577火バチナドニ入レル三局︑木
ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

五582 コレハ大昔ハエテヰタ木が土
ノ中ニゥマツテ︑シゼント出來盛物
︵略﹀美シイ角が木ノ枝ニヒ

デ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 石 炭トイヒマス︒

五736

ツカ︑ツテ︑イクラモガイテモハヅ
レマセン︒

六24 どの山にも木がよくしげつて
みる︒

六157 刈った稻はさをや木にかける
か︑地面にひろげるかして︑よく日
にかわかします︒

六423 サルモ遺事ラオチル︒

六684図 桐ハヤハラカクシテ弱キ木
ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用
ヒラレザレドモ︑ ︵ 略 V ︒

七312 大きな翼がたくさんで桑の葉
を食ふ時には︑木の葉に雨が降りか
﹂るやうな音がする︒

つたまぶしへうつ し て や る と ︑ ︷ 略 V ︒

七321 この楠木の枝やわらなどで作

せたる木・竹又紙などにうるしを塗

七356図 塗物はくりたる木又は組合
りてつくる︒

七356図 塗物はくりたる木又は組合 九559図 ︵略﹀︑其ノ睡ノ後ノハシヲ

き

き
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らない︒

八119團 御感眞をありがたう︒よく
爲ってみるので︑皆さんにお目にか
︑つたやうな氣が し ま す ︒

八247 どうするのかと氣を附けてゐ
ると︑隣の家の方へ行きます︒

九314 如何なる道明も︑一度や二度
の不成功で氣をくじく様では出來上

十﹇鵬9図

機号せいぼうき・そ

孔明ハ沈着ニシテ機二臨

めんき・れんじょうき

き﹇機﹈︵名︶1
︵略V︑時に臨みて心理

れ︑氣まどひて︑見苦しき行を爲す

十二338図
ことあらん︒

ナニハ
大阪ハ昔ハ難波トイヒテ︑

ミ︑満山慮ジテ︑智謀百出セリ︒

リ︒

六806図

秀吉コ・二二ヲキヅキシヨ

ヒデョシ

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナ

ニントク

六805図

き︵助動︶捌キき︽キ・シ・シカ︾

重く沈んだ調に暗いく海

の底へ引込まれるやうな氣がするか

十二835

四季寒暑の攣り目にはと

と思ふと︑︵略V︒

十二907図
しん

︵略﹀台東如が秦王を叱

リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ

りんしゃうじよ

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

したるとは異なり︑相如は氣を以て

レリ︒

十二958図

十363囹 私はわざと一巻の書物を床
人を服せりといへども︑孔子は義を

るものでは無い︒

の上に投げておきました︒外の者は

昔仁徳天皇馬立上ル煙ノ少

正成ノ戦死セシバ正行が十
︵略﹀︑ソノ折父トトモニ戦

父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

正行大イ旧縁ンジテ︑コレ

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居
﹁父正成ノ戦死セシ時︑

コレ正成戦死ノ後十三年目
シカル両目ハ見エズシテ︑
大學者トナリシ人アリ︑塙保己一コ

七228図

ニシテ︑正行ガニ十三威ノ時ナリキ︒

七88図

臣ハワヅカニ十一歳︑︵略﹀︒

色の原色は赤・青・黄にし 七62五号

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑︵略﹀︒

黄に紅に林をかざってみた木 七56図

日モワスル︑コトナカリキ︒

ヨリ後ハ父ト母トノ教ヲ守りテ︑一

七51図

シミタマヒテニアラズ︒

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

七41図圏

場呈出デントセシガ︑︵略﹀︒

七15図

一威ノ時ニシテ︑︵略V︒

七13図

タマヒキ︒

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

六811図

以て入を動かせしなり︒

塗物に黄・赤・黒・青など

アカアヲキムラサキ

黄n▽あさぎ

き︻忌︼うしちかいき・ぼうふしちかい

少しも氣が附かないで︑中にはそれ
を ふ ん だ 者 も あ り ましたが︑︵略﹀︒

き

き﹇記︼号りょこうさ

︷略﹀︑日本では叢りいぢめた

爲に︑おのつから荒々しくなったの

十863

き﹇黄﹈︵名︶7

﹇415

キ

である︒又馬が人をけたり︑牛が人

七357図

我等日本人は髪も黒く︑眼
も黒く︑皮膚の色は黄なり︒
ハチ
︵略﹀上汁ヲ有スル蜂ノ艦

十482図

の葉も︑大方は散果てて︑︵略﹀︒

十278

色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑︵略﹀︒

九577図

八838図

を着けたるなり︒

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

を突いたりするのも︑人に恐れるか
︵略﹀︑千里寄せくる海

らである︒氣を附 け な け れ ば な ら ぬ ︒

十一219図圃

の氣を吸ひてわらべとふりにけり︒

十﹇563 どうかして助ける工夫はあ
るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで
みる︒

十一567 おくれΣばピエールはこ窟
えて死ぬであらう︒兵士等は氣をあ

﹁先に書がきたる檜の

せるのみで︑何の工夫もつかぬ︒

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十一7410ロロ凶囹

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか〜り

例へば︵略﹀︑青に黄を加
き︻着︼弓うわぎ・はれぎ

ふれば︑緑となるが如し︒

十486図

色を生ず︒

男の冠をかぶり︑︵略﹀︑田

しが︑︵略﹀︒﹂

十一鵬2

舎道を通るのを見ると︑昔の人に會
つた様な氣がする︒

レナリ︒

七229図

保己一ハ五歳ノ時下クラト

トナリ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒

ナリシガ︑︵略﹀︑後ニハ名高キ學者

七231図︵略﹀︑人二書物ヲ讃マセ︑

第五ハ名高キ學者トナリ︑多クノ書

コレラ聞キテ︑一心二勉強セシカバ︑

物ヲアラバセリ︒

七236図 ︵略﹀︑多クノデシ保己一ニ

アル夜弟子ヲ集メテ︑書物

ツキテ學ビシカバ︑︵略﹀︒

ノ講義ヲセシ時︑風ニバカニ吹キテ︑

七242図

トモシビキエタリ︒

神代の昔皇祖天照大神︑

あまてらすおほみかみ

取らんとせしが︑配達夫は﹁︵略﹀︒﹂

七506図お花は﹁はい︒﹂と答へて受

といふ︒

ちぎのみこと

八23図

営々苗族をこの國に降したまはんと

に

︵略﹀︑代々の天皇はこれを

せし時︑︵略﹀︒﹂とおほせられたり︒

宮中にあがめたまひしが︑︵略V︒

八26図

︵略﹀︑天皇陛下御参秤あら

せられ︑平和の成りたるを告げたま

八37図

︵略V︑その御式の盛なるこ

ひしが︑︵略﹀︒

八38図

ヨシカゲ

と前古たぐひなかりきと申す︒

八168図 輝尼ノ兄義景コレラ見テ︑

昔百濟川成トイフ名高キ書

﹁︵略﹀︒﹂トイヒシニ︑︵略﹀︒
クダラノ

エアリキ︒

八277図

︵略V︑カノ死人ト黒餅シ

バ︑フスマニエガケル給ナリシナリ︒

八308図

き
き
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八309國

︵略V︑カノ死人ト見エシ

バ︑フスマニエガ ケ ル 給 ナ リ シ ナ リ ︒

八387図 ︵略V︑此ノモノノナカリシ
昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二才ノ便
利ナルニ驚カル・ ナ リ ︒

ラ輸入品ヲ用ヒタ リ シ ガ ︑

︵略﹀内

八406図 我が國ニチハ︑初出モツパ
地ニチモ之ヲ製造スルニイタレリ︒
ソガ ノ イ ル カ

八499図 ︵略V︑蘇我入三界ヲホシイ
エミシ

マ︑ニシテ︑父蝦夷ト共二不忠ノフ

正のきづきしものなり︒

まさ

︵略﹀等の産出す

︵略﹀︑早くより東海道一の

大都會なりしが︑

八953図

賊どもいつはり降り︑︵略﹀︒

九393図

九411図

九495図

︵略V︑湖水ノホトリニハニ

︵略V︑遠キ昔ハ共口唱ロシ

山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

︵略﹀︑隊商と共に出立した

其の苦しさたとへんに物

アリは︵略﹀︑ありし事を

︵略︶︑ありし事を物がた

聞けばハッサンは︵略﹀︑

︵略﹀︑道連のありしを幸ひ︑

こ＼に來りしなり︒

道連のありしを幸ひ︑迎へかたぐ

九495図

ハッサンもまじれり︒

商到着せしが︑其の中にはアリの父

九492図 ︵略﹀︑又向ふより一組の隊

同快く引受けたり︒

り︑ねんごろに同行を頼みしに︑一

九491図

に︑一同快く引受けたり︒

物がたり︑ねんごろに同行を頼みし

九4810図

なり︒

に通りし騎駝の足跡を目あてに行く

九467図
すべて沙漠の旅行は︑以前

なし︒

が︑︵略﹀︑

九457國さていよく沙漠に入りし

り︒

りしが︑

九453図アリは十歳ばかりの子供な

ナリシナリ︒

︵略﹀︑遂二今日ノ如キ美シキ景色ト

九428図

キ噴火山ナリシナリ︒

九412図

モ︑浴客ノ多ク集レル今ノ箱根七湯

旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨

ギヤカナル市街アリキ︒

九63図尊はなほも進みで北に向ひ
給ひしに︑蕗V︑東國ことぐく平
ぎたり︒

モ︑︵略﹀︒

草薙劔は尾張の國にと皮め

︵略V伊勢にて

あふみ
尊これより引返して近江の

れり︒

九116図國

ゆめも見あきつ︒

葉かげにいねし鳥ははや

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ

九67図

かくれ給へり︒

賊を討ち給ひしが︑

︵略V︑鐵道の開通せしょり︑ 九65図

こぶる盛なり︒
八953図

︵略﹀素魚鳴尊出雲の國に

すさのをのみこといつも

商工業のワゥ震達著しく︑︵略﹀︒

九19國

﹁我等には元八人の娘あ

いたり給ひしに︑︵略V泣きかなしめ
るを見給ふ︒

九28図囹
りしが︑︵略V︒

︵略V︑其のほとりに娘を坐

﹁聞けば︑そなたは︵略V
威海衛攻撃とやらにもかくべつの働

みかいゑい

九208圓国

蛇あらはれ出で︑︵略﹀︑酒を飲みで

いくさに出でし事なれば︑定めて不

﹃一人の子が國家の爲

なかりきとのこと︑︵略V︒

り給ひしに︑尾にいたりて︑劔の先

自由なる事もあらん︒

︵略V︑ずたずたに大蛇を斬 九212國国園

少しくかけたり︒

九310m囚

よひふしたり︒

せしめて待ち給ひしに︑︵略Vかの大

此 ノ 頃 中 大 兄 皇 子 ト 申 ス カ 九36國

ナカノオホエノ

ルマヒ多カリキ︒

八504︹図
シコキ皇子アリキ ︒

八506︹図 鎌足︵略V︑大事ヲ成スニ
ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二
︵略﹀︑未ダ近ヅキ奉ル折ヲ

道 ナ シ ト 思 ヒ シ ガ︑︷略V︒

八507図
得ザリキ︒

八513図

如何ばかりの思にて︑此

の手紙をした㌧めしか︑よくく御

九2110圓團

察しこれあり度候︒﹂

天照大神︑︵略V之を皇孫

に授け給ひしかば︑これより三種の

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ 九44価コ凶

キテ皇子ニサ︑ゲ シ ニ ︑ 皇 子 モ ︵ 略 ﹀

かの大蛇の住みし上には叢

盆次郎ハ維新ノ際軍事二功
臨時大祭二天皇皇后雨陛下

東海道ノ通路ニアタレルヲ
以テ︑昔ハ人馬ノ汽艇甚ダ盛ナリキ︒

九3810図

リ︒

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九304図

螢多カリシ人ナリ︒

九299図

團を合せて十九箇円融となれり︒

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團
このゑ
に過ぎざりしが︑︵略V︑外に近衛師

明治二十七八年の戦役まで

神器の一となれり︒

ば︑天皇目本辞尊に命じて︑之を討

九269図

受ケ給ヘリ︒

八 5 3 1 ロ コ 凶 他 ノ ニ 人 ハ 此 ノ 間 門 入 鹿 ヲ 九46図

討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出

雲常に立ちこめたれば︑劔の名を天
ぞ

叢雲劔と申せり︒
え

デズ︒

奉りテ功アリシカ バ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 藤 原 ノ

やまとたけるのみこと

八543図 鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ 九49図 ︵略﹀︑離昇の蝦夷叛きしか

するが

たしめ給ふ︒

尊之を受けて︑進みで駿河
の國に至り給ひしに︑︵略V︑火を放

九55図

姓ヲタマヘリ︒

八707図 かくて二三日を過せしに︑
︵ 略 V ︑ 身 磯 は 全く主なきにいたれり︒

八㎎1図囹 諸君は今にして諸君の誤
ちて焼き奉らんとせり︒
するが
れるをさとりしな ら ん ︒
九56図 尊之を受けて︑進みで駿河
かとうきよ
︵略﹀︑其の天守閣は加藤清
の國に至り給ひしに︑ここにありし
八938國

き

き
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迎へかたぐこ︑に來りしなり︒
は深く之ををしみ給ひき︒

九926図國

いく野の道

みすのうちより 宮人の

の

ら

遠ければ︑ふみ見ずといひし

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

袖引止めて︑大江山

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は
言の葉は︑︵略V︒

九496図 たがひに心もとなく思ひ合 九641図之をはうむりし時は︑︵略V︑

︵略︾︒

︵略﹀︑今無事にて相見し喜

な

重櫻︑今日九重に

聲のもとに︑古の

にほひぬと︑つ

奈良の都の

道眞は︵略V︑あまつさへ 九934図無 きさいの宮の 仰言︑御

遠國へうつされしかども︑少しも世

八

をいきどほり︑人をうらむる心なか

︵略V︒

かうまつりし

昔より富士は日本一の高山

言の葉の

りき︒

九796図

如何なりしそ︒

九497図
は如何なりしそ︒

九497図 ︵略V︑今無事にて相見し喜
は如何なりしそ︒

道眞は︵略V︑少しも世を 十16國

﹁汝の男と生れざりしが口をし︒﹂と

十161図園 ︵略﹀︑父の爲時は︵略V︑

清少納言も︵略V︑其の才

いひたりとそ︒

十168図

氣を以て知られたりき︒
かうろほう
︵略V︑﹁園丁峯の雪は如何

に︒﹂と仰せられしに︑御前に侍り

十1610図

し清少納言は︑つと立ちてみすをま

き上げたり︒

言は︑つと立ちてみすをまき上げた

十1610図 ︵略﹀︑御前に侍りし清少納

︵略V或老人に︑長生の方 九798図

と構せられしが︑︵略﹀︑由量湾の我が

九585図
いきどほり︑人をうらむる心なかり

り︒

法 を 問 ひ し に ︑ ﹁ ︵略︸︒﹂と答へたり

き

︵略︸といふ句あるを思ひ

出でて問はせ給ひしを︑清少納言は

十176図

︵略V︑清少納言は直ちに其

直ちに其の意を察し奉りしなり︒

十308図

以ナリ︒

韓信シバシ其ノ面ヲウチマ

名稻ノカク異ナルヲ以テ

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

十262図 ︵略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

以ナリ︒

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

十261図 ︵略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

ヲクグル︒

モリシガ︑ヤガテハラバヒテ跨ノ下

十254図

の意を察し奉りしなり︒

木曾の檜よ︑ 十178図

ひのき

木々え今

静まりいねし

そ

﹁我え元

そ︒

︵略V︑壼潜の我が領土とな 十172図
人え皆

りしより︑富士は第二位に落ちたり︒

十17図

落ちたり︒

領土となりしょり︑富士は第ご位に

筑紫へ下る道に︑昔より相

き︒

九799図

知りし騨長ありて︑道導の今の身の
上を深く悲しみしに︑︵略V︒

ま夜中に

十1110図圃囹

家組立つる
語り出しぬ︒

︵略V︑昔より相知りし騨長 十115図圃

ありて︑道眞の今の身の上を深く悲

九801図
しみしに︑︵略V︒

筑紫に到りて後は︑常に門

吉野の杉よ︑

谷

皇后の御感一入なりきと

といふ︒

九592図 よごれし手にて目をこすり
て目をわづらひし人あり︒

あぺの

九593図 よごれし手にて目をこすり
さいめい

て目をわづらひし人あり︒
︵略︸︑齊明天皇の御忌阿倍

比 羅 夫 ま た 之 を 討 ちしが︑︵略﹀︒

ひ ら ふ

九624國
︵ 略 V ︑ 其 の 後 も 度 々 叛 き て ︑ 九805図

征東將雷・をつかはされし事しばく

白雲を

九625図

空ユそびえき︒﹂

﹁類え元

留木の花をよそにて︑霧深き

十123國園囹

うなじユまきて︑峯高く

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

去年の今夜︵略V身に翻る

間ユ立ちき︒﹂

﹁熱き黒しげる林ユ
一條天皇の頃には才為すぐ

我︑タガヤサン︑︵略﹀︒﹂
でう

面目をほどこしたりしが︑其の御衣

十152図

生ひ立ちし

十129図圃囹
費買トイフコトナカリシ遠

れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

九879図

り︒

は今なほ西のはてに住む身に近くあ

九812図

とり自らなぐさめ居たり︒

︵略V︑僅かに詩歌に思をよせて︑ひ
︵略V ︑ 其 の 後 も 度 々 叛 き て ︑

なりき︒

九625図

征東將軍をつかはされし暗しばく
なりき︒

九637図 ︵略V︑さしもに強かりし蝦
夷も︑遂に全く皇威に服するに至れ
り

キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

かばかりの大功ありし人

故︑天皇の御信任も厚く︑其の薙ぜ

九639図

えたるは紫式部と清少納言となり︒
︵略﹀︑直ちに之をそらんじ︑

取換ヘテ有無相通ジタル口過ギザリ

モ︑此ノ芋ノ次第二西方ヨリ趣意セ

︵略V︑アメリカヨリルソン

少しも早る﹂ことなかりしかば︑父

十3010図

の爲時は︵略V︑﹁︵略﹀︒﹂といひた
りとそ︒

シコトヲ知ルベシ︒

十1510図

キ︒

︵略﹀︑必要ノ場合二物ト物

し時︑天皇は深く 之 を を し み 給 ひ き ︒

ザリキ︒

トヲ取換ヘテ有無相通ジタル昼過ギ

︵略﹀︑其の莞ぜし時︑天皇 九881図

︵略V︑其の莞ぜし時︑天皇

は深く之ををしみ 給 ひ き ︒

九6310図

九6310図

き

き
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シ ナ
ニ傳バリ︑ルソンヨリ支那二入リシ

此ノ芋ノ始メテ琉球二号

︵略﹀︑黒煙全國ニヒロガリ

ガ︑︵略﹀︑薄湿 全 國 ニ ヒ ロ ガ リ シ ナ
リ︒

十311図
シナリ︒

十312図
ハリシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑
︵略﹀︒

︵略Vノ

十315図 然ルニ今日ノ如ク全國到ル
庭二作ラル・二至リシバ︑
書力ニヨル︒

十316國 二人が之ヲヒロメントセシ
バ︑︵略V︑之ヲ救ハントスル義心ヨ
リ起レリ︒

スベキモノヲト心 ガ ケ シ ガ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

十321図 日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ
十323國 ︵略V︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ
︵略﹀︑其ノ出來非常二良カ

リ取寄セテ︑之ヲ 試 植 セ シ ニ ︑ ︵ 略 V ︒

十323図

リシヲ以テ︑数年ナラズシテ石見一
國ニヒロガリ︑︵略﹀︑國中一人ノ餓

十337図

︵略﹀︑或年試ミニ之ヲ作り

シニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒

﹁我が父の討たれ給ひし

時︑義仲二蕨なりしを︑︵略﹀︒

十547早智

ば︑一座皆ようひの袖．をしぼらざる

︵略﹀︑島々ヲ始メ︑内地ノ ま6図蕗﹀︑さめぐと泣きたれ

然レドモ其ノ頃ハ墨取リテ

所々へ配布セシカバ︑間モナク全國

十339図

看護せり︒

︵略﹀︑産出高ノ割合ニ牢人

明治二十年頃︑新式ノ機械
︵略﹀世界有数ノ大銅山

は内地人と同じく︑讃み書き・計算

をもなし得るものあるに至り︑︵略﹀︒

りしが︑近年次第に減少して︑今は

十828國あいぬの敷︑古は甚だ多か

ふち
君の御供に仕へしは 藤

僅かに二萬人に足らず︒

すゑふさ

さして行く笠置の山を出

房・二黒唯ご人︒

ふさ

十887図圃

ヒ

ト

此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺ニ

でしより︑天が下にはかくれがもふ

十893図圃

し︒

フ

十946図

シテ藤原不比等ノ建立セシトコロ︑

︵略﹀︒

十949図 ︿略﹀︑規模極メテ大ナリシ

イ

セタイフ

ガ︑上口往時ノ三ノーニモ足ラズ︒

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマ

天の原ふりさけ見れば︑

其ノ附近ノ地ハ︵略﹀・禰

功皇后以後︑シバ︿皇居ヲ定メ給

グウ

十㎜4図

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

十979図人ヲシテソ寸ロニ佛教ノ盛

春日なる三笠の山に出でし月かも︒

十966図題

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︵略﹀︒

テ︑絶唱アリシ時此ノ山二型ヅル月

十963図

シ其ノ奈良櫻ノ名残ヲト寸メタリ︒

︵略V︑元ハ山間ノサビシキ 十955図 ︵略﹀︒ト︑伊勢大輔ノヨミ

︵略V︑幾度かいそべに出で

父は此の大波に何とて行か

︵略﹀︑男勝りの大力にて

昔ノ人ノ︵略V︒ト歌ヒシ

ヒシトコロ︒

十m1図

ケマリ

遊ヲナシ給ヒ︑鎌足が靴ヲサ・ゲテ

︵略﹀︑中大兄皇子が蹴鞠ノ

ナカノオホエノ

バコ・ナリ︒

皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺

十凱6図

ず︑算敏の考もとぼしかりしが︑今

十824箇日彼等は元は護み書きも知ら

ひしことも数回に及べり︒

十737図

︵略﹀︑往昔天皇の行幸し給

は︑︵略V︑半死半生の水夫を親切に

ボートをあやつりしダーリングの手

十711國

にはげまされて︑ボートを用意す︒

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

十698図

明を待ちたり︒

てながめしが︑︵略﹀︑心ならずも夜

十691図

クト共二次第二聞達シテ︑︵略﹀︒

村落ナリシガ︑鑛業ノ盛大三品モム

十632図

トナレリ︒

トヲ得テ︑

ヲ用ヒシ以來︑大イニ人力ヲ省クコ

十617図

手ヲ要スルコト多カリシナリ︒

十616図

コト多カリシナリ︒

バ︑産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スル

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

ひら 十615図

はなかりき︒

五音絶えし砲毫に

二作ラル・二至レリ︒
つと

十416図圃
めき立てり︑日の御子︒
︵略﹀︑先ヅ之ヲ織ル機械ノ

製作二工夫ヲコラセシガ︑︵略V︑一

十428図

︵略﹀︑海外二輸出セント試

時ハ赤貧洗フが如キ有様トナレリ︒
十435団︺

ミシガ︑︵略V︑唯一商人アリテ︑其ノ

︵略V︑唯一商人アリテ︑其ノ

中ノ無謬ヲ買取リタルノミナリキ︒
十437図

中ノ敷種ヲ買取リタルノミナリキ︒

十438図其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・
︵略V︑翌年英國ヨリ註文ア

米二國へ送りシニ︑︵略﹀︒

十439図

リシヲ始トシ︑︵略﹀︑遂二今日ノ盛

眠亀ガ︵略﹀︑機械ヲ開明

大ヲ見ルニ至レリ︒
十445﹇図

シ︑國産ヲ廣メシバ大イナル功勢ト
イフベシ︒

死スルモノナキ馬面レリ︒

十328図 サレバ平左衛門ノ死セシ時

義伸の幼目に見たりし時
義仲の幼目に見たりし時
﹃︵略V︒﹄といひしにたが

﹁我が父の討たれ給ひし
命じ︑尋ね出して殺さんとせり︒

時︑義仲二歳なりしを︑敵は畠山に

十547図圏

はず︑墨を塗りて候︒﹂

十544図圏

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

十527國園

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

十526國圓

男時ハ遠島ト構シテ︑罪人

ハ︑ ︵略V父母二別ル︑如ク悲シミ
タリトナリ︒

十332﹇図

︵略︶︑罪人ドモハ魚類・果

ヲ遠キ島二流スコ ト ア リ シ ガ ︑ ︵ 略 V ︒

十334國

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死
スルモノ年々少カラザリキ︒
︵略﹀︑或産血ミニ之ヲ作り

シニ︑其ノ結果甚ダ良知リキ︒

十336図

き

き
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ナリ︒

リ シ 地 ニ シ テ ︑ ︵略V︒

十皿9國 大和國ハ久シキ間皇都ノア

︵略﹀大塔宮の吉野を落

吉野山︒といひし古人の句我をあざ

十一22図 訊匿えくとば・のを花殺
むかず︒

︵略V︑事の未だ成らざる 十﹇363國国

十一7410図園

住持は驚きて︑﹁東國

﹁先に垂且がきたる檜の

られしは何故ぞ︒﹂と問へば︑︵略﹀︒

へ行き給ふと聞きしに︑再び睡り來

十一749図園

られしは何故ぞ︒﹂と問へば︑︵略﹀︒

へ行き給ふと聞きしに︑再び蹄り來

︵略V︑いよく實一見 十一748図囹 住持は驚きて︑﹁東國

国画候へば︑聞きしにまさる進歩に

十一141図
に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

︵略﹀︑常に身を離さざり

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にかΣり

しが︑︵略V︑之を書添へんとて︑わ

正儀は河内にて領地を與
へんとしたれども︑熊王は﹁︵略V︒﹂

夢見瀧は後の細道より瀧

ざく蹄り來りたるなり︒﹂

たりしが︑︵略﹀︑今は其の奇勝を見

領土となりしょり︑諸種の経螢追々

五十度以南我が帝國の

ること能はず︒

く此の寺に寄食してありしが︑︵略V︑

成功致候へども︑︿略V︒

此の糟をかける書工久し 十一皿1國團

の門外へは出でざりきとそ︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

︵略V︑天皇より賜はりし 十一764國
具足一領を取出して與ふ︒

十一448図

とて受けざりき︒

十一443図

し名刀を與へて行かしめたり︒

十一4210図

止めしが︑︵略﹀︒

光範﹁︵略﹀︒﹂とて固く

驚入候︒

︵略﹀杉坂に着きたりし

人をしてうか皮はしむるに︑

臨幸鯨りにおそかりしか 十﹁425図

りしかば︑其のま﹂にて止みたり︒
ば︑

十﹁151図

︵略﹀︒

十一155図

に︑主上はや院庄に入らせ給ひぬと

十﹁27図
ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞
申す︒

ゐんのしやう

をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

されど武士どもは其の意

味を知らざりしかば︑思ひとがむる

十一310図 天皇のこ＼に行幸ありし 十一165図
こともなかりき︒

な

︵略V︑思ひとがむること 十一464図 ︵略﹀︑其の後は一度も院
し

︵略﹀越の軍を

ヲ事トセシガ︑︵略﹀︑遂二迎ヘテ重

十一鵬5図 ︵略﹀︑民間二在リテ耕作

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

を成せる人なるに︑三年の間服だ一

臣トセリ︒

十一皿8國

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑關羽・張

さらば年令の謝恩に何か
書きて参らすべし︒﹂とて︑心構せ

是ヨリ世嗣マタイフ者ナ

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

蜀國ノ︵略V︑常二其ノ

ニ︑孔明涙ヲ流シテ︑﹁︵略﹀︒﹂ト答

孔明ニユダネテ︑﹁︵略V︒﹂トイヒシ

十一鵬7國

カリキ︒

十一鵬1図

飛語ノ諸業況ヲ註脚コバズ︒

︵略V︑心構せし様なりし

住持は知らぬ黒して過せ

フ︒

勢力ヲ維持セシバ︑主トシテ孔明ノ

十一盟3図

カニヨレリ︒

﹁我が書がかんと思ひ

しに︑十日掛にして鶴二十四五羽を

十一737図

が︑又筆もとらで四五日過ぎたり︒

十一727國

過ぎたり︒

し標なりしが︑実像もとらで四五日

十一727図

度も書類を取り給ひしことなし︒

十一723図園 ﹁君は書家として一家

毎日遊び暮して三年を経たり︒

是は昔︑支那に呉・越と 十一719図

呉の勢成皿になりて︑

いふ二國ありてたがひに孚・ひしが︑

十一167図

もなかりき︒

十一166図

より三年︑北方の天を望みて崩御あ
︵略﹀︑北方の天を望みて

りし御心事を察し 奉 れ ば ︑ ︵ 略 V ︒

十一310図

おうじん

崩御ありし御心事を察し奉れば︑
︵略V︒

十一51図 ︵略﹀︑慮神天皇の頃より
奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

な ら

昔都大路をねり行きたり

打破りたり︒

スチブンソンの造りし機

さなりしならん︒

汽船は︑今の小さき川蒸劇烈の大き

フルトンの始めて造りし

らぶべくもあらず︒

關車は︑今日の完備せる機唐車にく

十一275図

し綜毛の車は如何に優美なりけん︒

十一257國

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた
り︒

後は其の事絶えた り ︒

十一51國 ︵略﹀︑山城へ遷都ありし

十一52図 其の後吉野の朝の皇居と
なりしは人の能く知る所なり︒

武士もようひの袖をしぼらざるはな

十一138図 御供仕うまつれる警固の 十一278図
かりき︒

かさぎ

フルトンの始めて造りし
汽船は︑今の小さき川蒸氣程の置き

︵略﹀︑主上尚笠置にお 十一279図

書がけり︒

構へしことを如何にして知り給へる

十一743霊園

か︒﹂

歌心へばAフよhリ山ハ十年以﹄削

さなりしならん︒

には︑我が國に一嘗の鐵道も︑一隻

⊥T一％6□口凶

の汽船もなかりしなり︒

かさぎ
︵略V︑主上尚笠置にお

はしませし時︑早くも義兵を畢げし

十一1310図

が︑︵略﹀︒

はしませし時︑早くも義兵を翠げし

十一1310國

が︑︵略﹀︒

き

き
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十一廻10図

サキニ蜀ノ南方齪レシ
マウクワク

ヤ︑孔明謀ヲ以テ 其 ノ 將 製 版 ヲ 捕 へ ︑
︵略V︒

十一晒4図 カクスルコト七回二及ビ
マタ反スルコ

︵略 ﹀ ︑ 賊 將 ︵ 略 ﹀ ︑ マ タ

シカバ︑賊將︵略 ﹀ ︑
トナカリキ︒

十﹁晒5図
反スルコトナカリ キ ︒

シカド︑︵略﹀︑ 涙 ヲ フ ル ツ テ 之 ヲ 斬

十一鵬9図 孔明︑護ノ論功ヲ惜シミ

又粛軍ノ玄室攻入リシ

リ︑又自ラ責ヲ引イテ位三等ヲ下セ
リトゾ︒

十一鵬7図

︵略V︑自ら先んじて︵略V

薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

時︑野薄ハ孔明ノ 墓 ヲ 祭 り ︑ ︵ 略 V ︑

十一血9図

等の模範を示せしを以て︑近年作物
の改良も出來︑︵略﹀︒

十﹇照7図 剣劇暴風雨の爲に不作な
り し こ と あ り ︑ ︵略V︒
︵略﹀︑村會にては其の豫

十二52図

我が海軍は︵略V︑全力 十二309図

︵略V︑兵皆四散せしか

ば︑夜に乗じて城をすてて逃れんと

うりふたもつ

ゑちぜんのくに

を朝鮮海峡に集中せしが︑遂に之と
につたよしさだ

す︒

あひづ

がま

採りて食物とせり︒

櫓

十二457図 ︵略﹀︑魚介の供給ゆたか

衣服の原料も綿・麻・生綜に仰ぎ

に︑鳥獣の肉を食すること少く︑又

福井・石川・富山

どやま

近年やみに産額の

て︑家畜の毛に求むること少かりし

による︒

ほくろく

リキ︒

し︒

り︒

り︒

し

し

や

や

おほかみ

おほかみ

全然移住せし例は二百年

りし黒色の鼠を全く踊帯ひしことあ

十二664図

︵略V︑古來此の地方にあ

りし黒色の鼠を全く唾罵ひしことあ

十一一664図 ︵略﹀︑古來此の地方にあ

黒色の鼠を全く追丁ひしことあり︒

以前︑︵略V︑古來此の地方にありし

十二662國

中部猫逸にまで來りしことあり︒

どいつ

十二6510図︵略V︑露西亜の狼は︵略V︑

ろ

中部猫逸にまで來りしことあり︒

どいつ

り退軍せし時︑露西亜の狼は︵略﹀︑

ろ

十二658図

ナポレオンがモスコーよ

同胞の血をそ︾ぎし地ならざるはな

十二569図

其の後方の山々は二上が

代ニハ︑商業ハ殆ド内國日限ラレタ

十二507図外國トノ交通少カリシ時

リキ︒

代ニハ︑商業ハ殆ド突目二限ラレタ

十二506図外國トノ交通少カリシ時

なる 羽二重織の輸出品︒

大せしは北陸の

保の母は︵略﹀︑﹁︵略V︒﹂ 十二495図圃

かの山内一豊の妻が貧苦

とて︑少しも悲しむ色を見せざりき︒
かすどよ

︵略V︒

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二329図

十二321図

義貞に慮ず︒

金崎の城に在りし時︑瓜生保︵略﹀

かながさき

十二315図

新田義貞︑︵略﹀越前國

會して︑世界史上空前なる大海戦と
なれり︒

敵の先頭部隊は直ちに砲

︵略V︑はげしく敵を砲撃

火を開始せしが︑我は之に慮ぜず︑

十二64ロ覇凶

︵略﹀︒

十二66図
せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く

我は急に其の前路をさへ

も戦列を離る＼ものあり︒

十二73図

ほ

十二332図楠木正行の母が正行を戒

くすのきまさつら

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸豊玉多

め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の子

ふたジさと

生忠郷死せり︒

十二387図

趙の將軍にて武功の聞え

︵略V安永八年櫻島の破
︵略﹀までも火山灰を

太古人口少く︑人智も開
けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

十二435図

降らしたりといふ︒

興せし時は︑

十二432図

は我等既に之を學べり︒

十二402図昔箱根山の噴火せしこと

せしことも亦歴史に見えたり︒

つことを歌へるもの多く︑時時破裂

十二401図富士山の古歌には煙の立

﹁︵略V︒﹂と言ひ居たり︒

高かりし廉頗之を見て心安からず︑

れんぱ

十二388図

かば︑趙王厚く之を用ふ︒

しん
敵國秦に了して功ありし

によりて五悪みし頃︑會津の城主蒲

十二374図

たかち

大の損害を受け︑︵略﹀︑其の他にも

若宮堂の舞の袖︑しつ
かへせし人

昔藤堂高虎・加藤嘉明事

を叱りしが如きは︑︵略﹀︒
よしあきら

︵略﹀︑無二無三に攻撃せ

相ついで沈没せるもの多し︒

十二77図

うつりよう

︵略﹀︑欝陵島附近に集り

しかば︑敵艦隊は四分五裂の有様と
なれり︒

十二81図

て敵を待ちしが︑東方に當りて︑は

敵の司令長官︵略Vは

るかに数條の黒煙を見る︒

十二94図

︵略V︑幕下と共に一駆逐艦に移りし

十一m10口D凶

算の不足なるべきをうれへて︑之を

殊二二が軍ノ損失・死

七里み濱のいそ傳ひ︑

雨露之を聞きて感泣せざ

をしのびつ︾︒

のをだまきくりかへし

十二254図圃

稻村が崎︑名將の劔投ぜし古戦場︒

十二239筋立

るはなかりき︒

十目ー17図

傷ノ僅少ナリシバ︵略﹀︒﹂

十一一109図團

が︑︵略V︑遂に捕へらる﹂に至れり︒

と説明したれば︑さらばとて原案の

増加せんとせしに ︑ 村 長 は ﹁ ︵ 略 V ︒ ﹂

︵略﹀︑禮儀は早く唐人

ま﹂に決議せり︒

十一U69言祝

も稔へし其の名君子國︒
もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十二22図團 神代より承けし寳をま
國︒

きなく榮えゆく代を尚いのるかな︒

十二24図譜 承けつぎし國の柱の動

き
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きいと

り

す

ほ

火をみとめしが︑朝の二時頃﹁陸﹂

泣きし者︑

︵略V︑前のそしりし者︑
罵りし者︑

泣きし者︑

︵略﹀︑前のそしりし者︑

罵りし者︑

泣きし者︑

︵略﹀︑前のそしりし者︑

罵りし者︑

め

り

か

なりき︒

十二937國

我が心の良雄を獣押せ

並の

道の筋︒

て︑敏へ給ひし

手を取り

師の君の ︵略︶︒

十一一 9図圃 六年の月日

き﹇二一n▽くうちゅうひこうき

き﹇旗﹈号しんこうき・せんとうき

煙草の吸ひがらより大火

ろ

孔子は魯といふ國に生 き﹇騎︼ういっき・さんき・にき

十一姻4図

孔明周忌ヲ攻メテ支那中

ぎ︻魏﹈︹地名︺1魏

黄葉だいいちぎ

央ノ地ヲ取り三朝ヲ興復セントシ︑

︵略﹀︒

義を見てせざるは三無

を動かせしなり︒

せりといへども︑孔子は義を以て人

動は︵略﹀︑ 下煮は氣を以て人を服

十二959國此の會に於ける孔子の行

きなり︒

十一145思至

是孔子が十七歳の時なりぎ︻義﹈︵名︶3
孔子事へて吏となりし
︵略﹀︑職を退きし後も弟
︵略︸︑職を退きし後も弟

とは我が分を壷すをいふ︒

十一一旧6國 信とは我が言を行ひ︑義

ぎ︻儀︼号らしんぎ

其の時齊の有司進みて戯

いでや臨幸の路次に参り

ぎ﹇議一︵名︶1議

︵略﹀︑相如は氣を以て人 十一148図

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる
十二9510図

ものありとて之を止めしむ︒

十二951図

子の道を問ふもの盆支多かりき︒

十二942図

子の道を問ふもの金野多かりき︒

十二941図

に︑治績大いに畢り︑︵略V︒

十二9310図

き︒

十二9310図

せし時︑其の子に教へて日く︑︵略﹀︒

魯の重臣某の病死せんと

れ︑人と爲り禮を好み︑温良・恭倹

十二936図

とまあらず︒

事を引起せしこと其の罪数ふるにい

十二8910図

しは西蔵に當れり︒﹂

十二665図 又かつて栗鼠の大群ウラ 十二7810図 十時頃はるかに一瓢の燈 十二878図園
ル 山 中 の 一 昔 會 に 現れしが︑︵略︶︑

船員皆漱卜して︑︵略V︑

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

謝せり︒

︵略﹀︑前のそしりし者︑

十二804図

︵略﹀︒

怒りし者︑

十二804図

孚ひてコロンブスを歓迎し︑︵略﹀︒

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆

十二803図

の爲︑西班牙に錦航せしが︑︵略﹀︒

十二802國

かくてコロンブスは報告

孚ひてこれまでの不二順なりし罪を

十二797國

道に回るもの一として之をさまたぐ
︵略﹀︑道に當るもの一と

ること能はざりきといふ︒
十二6610図

して之をさまたぐること能はざりき
といふ︒

十二714図 身をはかなむも過ぎしこ
とは云ふべからず ︒

十二737図 四百年以前までは東半球
の人は全く西半球を知らざりき︒
︵略﹀︑彼をして其の志を
いす ぱ に や

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ

十二739図
うなりき︒

︵略﹀︑便利なる航路を
怒りし者︑

十二744図

開かんことは欧洲人一般の希望なり

十二804図

︵略V︒

︵略﹀︑地球を盤りに小

き︒

怒りし者︑

十一一761図

さく見たるコロンブスの誤は遂に此

︵略V︒

あ

の航海を試みしが︑一千四百九十八

十二807図
其の後コロンブスは激回

の大登見を成さしむる基となりしな
り︒

ぼるとがる

遊中︑熱心に此の説を主張したりし

︵略V︒﹂といへば︑心ある者どもい

會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起し︑

十二763図 コロンブスは葡萄牙に客

を服せりといへども︑孔子は義を以

生綜

わが國は昔から養窟の盛な國

十二4410図 ︵略﹀︑生石は輸出品の首

有名ナル生白ノ市場ナリ︒

九152図前橋市ハ人口四萬アマリ︑

である︒

で︑生起は外國へ搬出す品物の第一

七343

きいと﹇生糸﹈︵名︶5

つれも此の議に同ず︒

て人を動かせしなり︒

始めて亜米利加大陸に上

︵略︶︑學びの道の

學を卒へずして当りし時︑︵略V︒

十二鵬5図圃

うれしけ

文字の数︒世の人

分けねた

︵略V︑西も東も 知ら

年をば︑卒へし今日こそ

六

其の後孟子出でて學び︑

年︵略﹀︑

コロンブスの遠征時代は

さつま

十二965図

陸するに至れり︒

き︒

れ︒

ざりし

十二m2図圃
一日良雄に面益し︑反復直言して復

る︑世の人並の

身のいつしかに
仇の事を渤む︒

あり︑未だ良雄と相識らざりしが︑

十二866國

薩摩の士に喜劔といふ人

の椹力を四隣に張らんとせる頃なり

︵略﹀︑北條早雲が︵略V︑次第に其

ほうでう

十二812図

が︑何人も一笑に附して顧みるもの
なかりき︒

十二763図 ︵略V︑何人も一笑に附し
て顧みるものなか り き ︒

十二778図 是より先は未だ航行せし
ことなき大洋なれば︑乗組の人々も
︵略﹀︑船員も其の勇氣に

次第に不安の念を生ぜり︒
十二㎎6図

感じて命令に服せざるを得ざりき︒

きかい

きいのくになちさん
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位を占めて︑其の領額一億圓以上に
及ぶ︒

九536図

四一

議員うぐんか

市町村長・議員等を選

公吏・議員等直接公共の

貴族院は五種目議員を以

第三種・第五種の議員の

衆議院は一定の選点資

九40図

木賀

き

が

飢餓
うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

きが﹇飢餓﹈︵名︶1

は先頭に進める一部に過ぎず︑列後

十二699図

き が

に在るものは更に一物をも食ふこと

キカイ

きか

能はず︑飢餓刻々にせまるが故に︑

︷略﹀︒

石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ

機械弓わたくりきかい

きかい﹇機械﹈︵名︶22

い

五586

ツトツヨイノデ︑汽車や汽船ヤソノ

他ノキカイナドヲウゴカスノニハ︑

左手ノ汽船旧宅荷物ヲ積ミコ

皆コレラ使ヒマス︒

六793

重イ荷物デモラク︿ト上ゲ二三シ

ンデヰル︒大キナキカイデ︑ドンナ

か

︽一

十2010

色々ナキカイガアツテモ︑

大きなきかいの動くのも︑汽

綿ヲ機械ニカケテツムグト︑

又極上品なものになると機械

其の上に表紙をつけて︑機械

では刷らないで︑手刷にする︒

十206

木綿綜ニナリマス︒

八626

用によるのである︒

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

八443

ス︒

ソレヲハタラカセルノハヤハリ手デ

七263

ヲシテヰル︒

格を有する臣民の公選したる議員を
り︒

十二∬エ図

帝國議會の協賛は國家の

止すべく︑︵略V︒

エ︾

キ

今風デアカリが消エマシ

き・える︻消﹈︵下一︶1

七247圏

湯ライフ︒

キ

ガ

ガ島・宮ノ下・濫訴・木賀及ビ薦ノ

ソコクラ

九3910図

ラセシガ︑︵略﹀︒

先ヅ之ヲ織ル機械ノ製作二工夫ヲコ

にかけて固くしめる︒
きが︻木賀﹈︹地名︺2 木賀 木賀
サバ
︵略﹀花莚ノ改良二丁シ︑
濡雪トハ湯本・塔ノ澤・堂 十427図

タ︒L

消エル

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

及すものなれば︑議員たる者は至誠

盛衰︑雲井の安危に重大なる關係を

十二梱2図

任期は四箇年なり︒

衆議院は︵略﹀︑議員の

以て組織し︑議員の任期は四箇年な

十二鵬10図

す︒

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

十二鵬8國

て之を組織す︒

．十二鵬4図

くんば︑︵略﹀︒

實なるも︑一般人民の之を助くるな

事務に當る者︑如何に其の職務に忠

十二蝦3図

をさしはさむべからず︒

き︑親族・縁故其の他私交上の並製

塞・するには專ら其の人物に重きを置

黄色ノ難問菜種ノ花ニムラ 十一一鵬6図

ガリ︑白色ノ蝶ハ大根畠二集ル︒

實のつた秋の田の上を吹渡る風が鳴

今年は何事もなくて︑黄色に

・麻・生練に仰ぎて︑家畜の毛に求

十二456図 ︵略V︑又衣服の原料も綿 九693

黄

子を動かすと︑︵略﹀︒

黒イノ

蝶ニハ︵略V︑羽ノ色白モ︑
キイロナノヤ︑

カボチや脳中が黄色デ︑西瓜
瓜ノ︵略﹀︒花ハタ顔ダケガ

たんぼにはいねがよくみのつ

てるます︒

きいろ・い﹇黄色﹈︵形︶1

︵略﹀︑大きなだいくの木が

ぎいん︻議員﹈︵名︶8

む程なってみる︒

あって︑黄色い大きな實が枝もたわ

十295

イ彰

黄色い

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

六87

白クテ︑ソノ他ハ皆黄色デアル︒

五524

山中が赤イ︒

五505

ガ︑︵略V︒

ヤ︑マダラナノヤサマぐアリマス

白イノヤ︑

五351

キイロ

むること少かりしによる︒

﹁ワタクシニハソノキイ

十二491図圏 農産牧入何物れど︑小 きいろ﹇黄色﹈︵形状︶5

二55囹

色

ち

たんすゐ

ロナノヲクダサイ︒﹂

さき轟の吐出す 生蘇え無この輸出

ち

品︒
きいのくにな

きいのくになちさん﹇紀伊国那智山﹈
きいのくにな

︹地名︺1 紀伊國那智山

きいるん

十一768図 紀伊國那智山には四十八
瀧あり︒
たかお

キイルン︻基隆﹈︹地名︺1 基隆
きいるんあんぴん

十一372國團 南部の打狗港と淡水・
基隆・安平の三港とは本島の四開港

場にこれあり︑︵略﹀︒

キイルンこう﹇基隆港﹈︵名︶1 基隆
十一375丁霊 基隆港の大規模の築港

港
も遠からず落成致すべく︑打狗の築
港も唯今盛に工事中に御座候︒

ノハラニハ︑アヲイクサ

きいろ﹇黄色︼︵名︶5 キイロ キ色

黄色
三7一

ノ中二︑アカヤ︑キイロヤ︑ム
ラサキヤ︑イロイロナハナガサ

いぎいん・そんかいぎいん・ちょうか

アカトキイロトムラサキ いぎいん・ふけんぐんしちょうそんか

イテヰマス︒

三94

てすべし︒

いぎいん
ト三イロソロツテキレイデス︒
四371 萎ワラデハ︵略V︑又赤ヤ十二鵬4図 ︵略︶︑議員の経費を議す
るも︑亦常に此の公平なる精神を以
青ヤキ色ニソメテ︑ 褒ワラザ

イクニモツカヒマス︒

323
ぎかん
きがい

十433図

︵略﹀︑ヤゥヤク一種ノ機械

ヲ暗明セリ︒

十434図 眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑
眠亀ガ︵略V︑機械ヲ獲明

自ラ花野数十種ヲ 織 出 シ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

十444図

シ︑國産ヲ廣メシバ大イナル山臥ト
イフベシ︒

スル機械ニカケテ︑或馴合シ︑或ハ
延シ︑︵略﹀︒

キカセル

言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒﹂
きかす﹇▽いいきかす

︵略﹀︑上更二他ノ機械二 きか・せる﹇聞﹈︵下一︶2

聞かせる

十﹇858図

移シ︑イヨイヨ延シテ︑イヨ︿細

が

八259

︵略﹀︑すぐ家の中へかけこん

クダサイマス︒

アトデ︑オヂイサンハイロイロ
ナオモシロイハナシヲキカセテ

バンノゴハンノスンダ

禽i二一号いいきかせる

クシ︑次第ニョリヲカケテ綜ノ形二

三124

近ヅカシム︒

き

︵略﹀︑飢餓刻々にせまる

危害

十一874図機械ノカバ驚クベキモノ
ニアラズヤ︒

十二6910図

きがい︻危害﹈︵名︶1

まだねてみた妻を呼起して︑

かり話して聞かせました︒

﹁︵略﹀︒﹂といって︑今見た事をすつ

で︑

が故に︑次第に行進を早め︑遂に危

らず︒

イ

汽錐
クワン

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑
シンチユウ

︵名︶3

奇観

一面玉山銀由量となり︑水

きかん

﹁皇國の興廃此の一戦に

あり︒各員一二三働努力せよ︒﹂と

十二59図

の信號旗が戦翻旗と共に我が旗艦三

機關nVこうつ

笠にか﹂げられたるは︵略V︒

うきかん・じょうききかん

きかん﹇機関一︵名︶7

フルトンは之に驚かず︑更に

新しい機關をイギリスに註文して︑

九318

此の時も少し進んだきりで︑

又一つの船を造った︒

やがて動かなくなったが︑しらべて

九325

見ると︑機關の一部に故障があった

スチブンソンは若い時から機

ので︑すぐそれを直した︒

九333

身禮ノ︵略︶︒︵略V︒スベ

關の事に明るかったが︑︵略V︒

十776図

テ重要ナル機關アル部分ハ︑三二強

堅ナル骨導テ包マレタリ︒

通の機關装達し︑社會の活動敏速な

十一711図 ︵略﹀︑今日の如く通信交

る時代にありては︑時間は金鏡より

も貴し︒

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ

ホバシラ

十ニー5一 サテソレカラ船室ヲ分ツタ

タリ︑機關ヲスエタリ︑細カイ造作

しかして萬機公論に決す

ヲシタリシテ︑︵略﹀︒

るの聖旨に基づき︑別に帝日議會を

十二鵬2図

設けて︑廣く衆議を聴く機關に供せ

義鑑

させ給へり︒

ぎかん﹇玉壷﹈︹人名︺1

を水にうつせる奇観は筆も言葉も盤

旗艦弓りょう

し難し︒

みて︑敷十隻の遊船︑岐阜提灯の光

き鵜︑此方に浮び︑︵略﹀︑之を取園
ぢやうちん

くだくるかゴり火の下に︑百にも近

十一832図

数隻の漁舟相並び︑波に

を咲かす︒ 畑の奇観眞に名状すべか

のしぶき枯木に氷結して︑ 水晶の花

氷結して︑

十一789図 ︵略﹀爆水落つるに随ひ

なし︒

十一756図水の奇観は爆布に如くは

きかん﹇奇塑

器具類ヲ製造スル木工場モアル︒

・煙突等ヲ造ル庭モアリ︑又木製ノ

鋼鐵・眞差潮ヲ鋳ル庭モアリ︑汽罐

カウテツ

十ニー27

きかん﹇汽鐘︼︵名︶1

クワン

害を顧みず︑向ふ威何物をもは窟か
らずして突進す︒

其の肉は食用となり︑あぶら

きかいこうぎょうちゅう︻機械工業中﹈

は機械油になり︑︵略﹀︒

十677

きかいあぶら﹇機械油一︵名︶1機械油

ぎかいうていこくぎかい

十617図 明治二十年頃︑新式ノ機械
ヲ用ヒシ二一︑大イニ人力ヲ省クコ
トヲ得テ︑産出高モ著シク増加シ︑

獲掘シタル銅鑛ハ︑或ハ電

コ・二三メテ世界有数ノ大銅山トナ
レリ︒

十624﹇図

氣ジカケノ機械ニテマキ上ゲ︑或ハ
坑内二敷キタルレールニヨリテ坑外

選鑛場ニハ種々ノ機械ア

二運ビ出シ︑︵略﹀︒

十627図
リ︑︵略﹀︒

我が國ノ機械工業中豊モ
紡績其ノ大部ヲ占ム︒

ぎがく﹇戯楽﹈︵名︶1

せしかば︑孔子は禮に反せるものあ
りとて之を止めしむ︒

カ

サキ
︵略V︑饗二敵二封シ勇

きがしようそつ﹇庵下将卒﹈︵名︶一
カ

直下將卒

キ

キ

進敢戦シタル塵下將卒モ皆此ノ成果

カン

十ニー11図團

ヲ見タル野曝ンデ︑唯唯感激ノ極︑

きかん﹇旗艦﹈︵名︶1

雷公︵略﹀魯公と會見

戯樂

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑殊二綿花

十一836図

選鑛場ニハ種々ノ機械ア ︵名︶1 機械工業中

リ︑此ノ機械ニカケテ︑一々其ノ良

十627図
否ヲ選り分ク︒
ヂク

十一93 材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ
コシラヘル者︑︵略﹀︒

ムシロ

直径尺鯨ノ莚綿ト

す︒其の時齊の有司進みて戯樂を奏

十一841図蒸氣機關ノカニヨリテ自 十二951図
動スル機械ハ︑幾壁トナク立並ビテ
廻 輔 ス ベ ク ︑ ︵ 略 V︒

︵略﹀︑

十一845図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ
ホグシ︑

︵略﹀︑機械ノ前二立テバ

ス ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 皆 機 械ニヨリテナサル︒

十一847図

レンゼウ

︵略﹀︑コレラ練篠機ト稔

全身忽チ白シ︒

十一857図

きく

きかんしゃ

324

あしかヨ

うり

飛ース︾

ん︒

耳もよくきこえて︑きき

八375図團

︽ーカ︾

n▽

祝ふや菊の

︵略﹀︑秋の花草多けれど︑

中にも君の千代八千代
花の宴︒

きく

こころきく・おきく・おききなさる

き・︿︻利一︵五︶1

木版では一枚等々彫らなけれ

ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十221

キク きく

余ーイ・iカ・ーキ・

︵略﹀︒

︵略﹀︑かみなりさまを

下にきく︑ふじは日本一の山︒

四138圃

﹁こんどはにいさんが

三郎はそれをきい

母が父に﹁︵略﹀︒﹂とい

ひますと︑

四306

て︑︵略﹀︒

四337圏

ワニザメハソレヲキク

きくが︑もちやだんごのあん
は何で作るのですか︒﹂

四562

文太郎ハビツクリシテ︑二三

ト︑大ソウオコツテ︑︵略﹀︒

ツテ︑山ヲホリヌイタ所デス︒﹂ト

キ・マスト︑ ﹁コレハトンネルトイ

五442

イヒマシタ︒

トモダチハ﹁︵略V︑イテハ
キカナイデイマシタ︒

三112

ヨクノフカイオヂイサン

イモウ

ワタクシバオカアサンノ

バコノハナシヲキイテ︑︵略﹀︒

二63一

ニキマシタ︒

﹁鹿はをりく通ります︒﹂よ

モシ列ニハナレルヤウナコト

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

︵略V︑人ノ役二立ツコトハ銅

あとになって︑主人はこの事

て︑長松にはひまをやった︒

を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ

六328

レヲ聞イテ︑︵略﹀︒

ヨリモマダ上デス︒﹂ ヤクワンハソ

六282

空が晴レテ︑月ノ明ルイ二二多イ︒

六143

スグ列二加ルノデアル︒

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

六14一

しつねはこれを聞くと︑︵略﹀︒

五787

くき︑ません︒

せようとしましたが︑音次郎はなか

二527 トナリノワルイオヂイサ 五472 友吉は﹁早くこっちへ來たま
へ︒︵略︶︒﹂といって︑そこをのか
ンバソレヲキイテ︑犬ヲカリ

イケマセン︒﹂ト︑トメマシタガ︑

二356

ト︑人ガダンダンオキテキマス︒

ワタクシノウタヲキク

聴く

二字ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植 き・︿︻聞一︵四・五︶7一

ききった・う︻聞伝一︵下二︶1
余1へ呼

聞ク

ききやう

聞く
ーク・ーケ単

︵略﹀︒

二2一

エ︑遂ニハ中国地方全艦二曲ブニ至
利目

又肥料の利目も著しく︑

ききょう︻桔梗﹈︵名︶1

村人の喜一方ならず︒

作物の獲育も目立ちてよくなりて︑

十一拠7國

ききめ﹇利目︼︵名︶1

レリトイフ︒

十326図

聞傳フ

おとすやうなことはありませ

三394

す

十二317図 足利氏の大兵來り攻め︑ ききおと・す﹇聞落︼︵五︶1 ききおと
城遂に陪り︑保・義鑑共に戦死す︒

きかんしゃ﹇機関車﹈︵名︶3 キクワ
六275園 ソノ他州や針ノヤウナ小サ

ン車 機關車
イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ
コシラヘルコトが出來マセン︒

ウナ大キナ物マデ︑ 皆 鐵 ガ ナ ケ レ バ ︑

關車は︑今日の完備せる機關車にく

十一275図 スチブンソンの造りし機
らぶべくもあらず︒

十一276図 スチブンソンの造りし機
關車は︑今日の完備せる機關車にく

たかなが

そま

ヨク父ノ言フコトヲ聞分

ききわ・︿︻聞分︼︵下二︶1
︽ーケヨ彰

七19図工

聞分ク

や・をみなへし︑秋の花草多けれど︑

十二316図 新田義貞︑尊良親王を奉 八372三寸 ︵略︶︑ききやう・かるか

につたよしさだ

らぶべくもあらず︒
ぎかん
ぎかんら︻義鑑等﹈︹人名︺1 義鑑等
ゑちぜんのくにかながさき

ぎかん

じて越前國金崎の城に在りし時︑瓜

生保其の弟義鑑等と共に杣山に旗あ

ふたもつ

げして義貞に慮ず︒

きぎ︻木木︼︵名︶2 木々

八376高運 いつしか木々もうらがれ

トノモリヲシタリ︑

イヒツケヲヨクキイテ︑

なにをきかれても︑この
そこへともだちがきて︑

私はをぢさんに︑﹁どこ
こんなにたくさんおひろひ
になりました︒﹂ときさましたら︑

で

三643

ときくと︑︵略V︒

﹁おい︑なにをしてみるのだ︒﹂

三462

口ではっきりこたへます︒

三396

オツカヒ
門ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間

ケヨ︒︵略﹀︒我が死ニタル後モ︑一

菊﹇▽おきく

ニイツタリシマス︒

て︑さびしきにはのさざん花や︑北

メニツクスベシ︒
きく﹇菊﹈︵名︶4

キクノゴモン
﹁ミナサンニキクノハ
おほよそ家の紋どころ︑
いふもかしこし︑菊と桐︒

七446図圃

ナヲアゲマス︒

一16一
ニ45囹

さん・きつねとのぎく・のぎく

キク

ハ︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タ

風寒きやぶかげに︑びはの花咲く年
の暮︒

十117図書 人え皆 静まりいねし

聞きみる

ま夜中に 家国立つる 木々え今
語り出しぬ︒
きき・いる﹇門守︼︵上一︶1
穴ーイ彫

十158図 紫式部は幼き頃より物畳よ
く︑兄の書を讃むを聞きみて︑直ち
に 之 を そ ら ん じ ︑ ︵略﹀︒
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きく
きく

とくがはみつくに

て︑紙などをそまつにしてはならな

六368學校で徳川光囲の話を聞い
いと思った︒

六444 た内人がいくさのはなしをす
ると︑耳をすまして 聞 い て ゐ ま し た ︒

すぐに︵略Vかへっ て 來 て ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

六501 秀吉はこの知らせを聞︿と︑

言ふことをきくやうになりました︒

シ上ゲタリ︒天皇ハコレヲ聞キ︑ミ
スヲ高タマキ上ゲサセ︑︵略V︒

ガイ感取リスガツテ泣イタ︒
ほうたう
九206圓團
﹁聞けば︑そなたは豊島
みかいゑい

むさし

仲之を聞きて︑ ﹁そは武藏の齋藤別

當にはあらずや︒

十四2図目ハ色・形ヲ見︑耳三音聲

保己一ハ︵略V︑人二書物

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛

七231図

ヲ聞キ︑︵略﹀︑各室ヲ脳二報告ス︒

然るに今︑主上隠岐に遷

攻撃とやらにもかくべつの働なかり

十一218図圃

生れてしほに浴して︑

へるやう︑︵略﹀︒

され給ふと聞き︑ 一族共を集めてい

十﹇143図

ヲ護マセ︑コレラ聞キテ︑一心二勉

︵略﹀︒﹂といひ聞かせた︒水

きとのこと︑︵略﹀︒

兵は頭を下げて聞いてみたが︑︵略﹀︒

番町デ目アキ目 九239

強セシカバ︑︵略﹀︒

時ノ人

クラニ物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒

七239図國

︵略﹀︑百五十マイルを三十二

浪を子守の歌と聞き︑千里寄せくる

九329

海の氣を

一豊も︵略﹀︑思はずひとり

時間で走った︒之を聞いて︑是まで

り︒

又一人目﹁︵略V︒﹂といふ︒

ふぎさの松に吹く風を

︵略V︑いよく實地墨

がかすかに聞える︒耳をそばだてて

十一5510 ︵略﹀︑谷底の方に太鼓の音

驚入候︒

聞違候へば︑聞きしにまさる進歩に

十﹁363圓團

いみじき樂と我は聞く︒

其の夜刻列ふと目をさまし 十一225図圃

吸ひてわらべとふりにけ

言をいひました︒妻はこれを聞いて︑

フルトンを笑った人々も大いに感心
犬は耳ざとき動物にして︑

して︑︵略﹀︒

七619図

︵略﹀︒

聞けば︑進軍の調である︒

兵士等はあわてて︵略V︑

﹁將軍の命は我々千萬人の命よりも

十一575

貴い︒︵略﹀︒﹂といって引止める︒

葉の散果てた冬木立に吹きす
さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも

﹁言託へ行き給ふと

將軍はどうしてもきかぬ︒

聞きしに︑再び蹄り來られしは何故

︵略V︑雨の朝︑風の夕︑見 十一748図囹
るもの聞くものにつけて︑都の空の

九806図

物すごい︒

九702

迎へかたぐこた來りしなり．

ることの労りにおそければ︑︵略﹀︑

九493図

聞けばハッサンは一η列の來

之を聞けるアリの驚は一方ならず︑

九4710ロ藺凶

日く︑﹁︵略﹀︒﹂

て︑人々のかたるを聞けば︑一人の

九474図

︵略﹀︒

六508 ︵略V日本中の大名が皆秀吉の 七405
ところがとなり國では︵略﹀︑

眠れる時も人の足音を聞けば︑た望

塩を送らせないことにした︒謙信は

六586
それを聞いて︑︵略 ﹀ ︑ じ ぶ ん の 國 か

﹁私も子供の時には︵略V︑

ら塩を送らせた︒

七809囹

ちに目をさます︒

六593 それから信玄が死んだと重い

この講堂でお話を聞いたりしてみた

見るもの聞くもの総べてめ

た時︑謙信は﹁ああ︑をしい事をし

お

︵略V︑雀といふものはすぐふ

は之を聞いて︑︵略﹀︒

のだといふことを話しました︒農夫

えるもので︑又隠そう作物を荒すも

八205

づらしいものばかりです︒﹂

七842囹

のです︒

それを 聞 く よ り 妹 の

﹁︵略︸さがすことさへ出來

た︒︵略﹀︒﹂といってなげいた︒

六627圃
ません︒﹂

ふみはいそぎ道ばたを そこかこ﹂
か と さ が す う ち ︑ ︵略V︒

六703 あくびをしたり︑わき見をし
たりしてみて︑先生に何か聞かれて
も ︑ 答 へ る こ と が 出來ないで︑︵略﹀︒

農夫は此の話を聞いて︑﹁そ

聞けば此の火事は材木屋の小

れはめづらしい︒︵略﹀︒﹂と思ひま

八222
した︒

六706 ちゃんとしせいをよくして︑

八446

ぞ︒﹂

何者にてか候ふらん︒﹂義

之ヲ追フ︒

クワン

蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國

二婦ラントス︒魏將司馬仲達聞キテ

十一鵬2國

り上る︒

を聞く内に︑舟は早くも目前にせま

︵略V︑ほうくと呼ぶ聲

みしたはしく︑︵略﹀︒

ノ話ヲ聞キテ︑大イニ喜ビ︑︵略﹀︒

十321図︑︵略V︑或時旅信ヨリ此ノ芋 十一801図

十524図

はいひません︒

明白に答へて︑しかもよけいなこと

︵略V耳は食事の知らせを 十358囹 ︵略﹀︑何を聞いても︑ 一々

馬丁ハ︵略﹀︑トウく戦死
サレタト聞イテ︑カケツケテ其ノ死

八923

聞きても知らぬ風をし︑︵略﹀︒

八703図

らが元だらうといふ話だ︒

屋から出たので︑多分煙草のすひが

はっきりと答へる子供もございまし
﹁我聞ク︑シ・丁子ヲ生

氣を附けてみて︑何を聞かれても︑

た︒

七ユ6図囹

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

︵略V今一度天顔ヲヲガミ

トシテ︑ソノカヲ三蓋ストイフ︒

七77図

テマヰリタシ︒﹂ト︑涙ナガラニ申

きぐ一きこう
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﹁朕 ハ 汝 等 ノ 忠 烈 一 撃 リ
ヨロコ
祖宗ノ神蜜二選フルヲ得ルヲ澤ブ︒﹂

十ニー16図

と仰せられたり︒將卒之を聞きて感

には︑其の人や全く精神なき人形の

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

ミ

ナヅキ

ナリ︒

キゲン

天皇ハ︵略V︑天皇ノォクラ

きげんせつ﹇紀元節︼︵名︶一

五82

セツ

薩摩の士に喜劔といふ人

ハヒヲイタスノデゴザイマス︒

日ヲキゲンセツト申シテ︑毎年オイ

早月十一日ニアタリマスカラ︑コノ

ヰニオツキニナリマシタ︒ソノ日ハ

一日良雄に面會し︑反

しきけん・れっしきけんひ
さつま

復直言して復仇の事を渤む︒

十二866図

きけん﹇喜剣︼︹人名︺4

み︒

へ︑又器具ヲ取換ヘナケレバナラナ

又分業二依ツテーツノ仕事

ウヅキ

義士復仇の學を聞き︑其の主謀の良
雄たるを知るに及びて︑︵略︶︒

北極・南極に近き地方にて

又世界の中には︑年中夏の

ねに寒冷にして︑︵略﹀︒

は︑︵略﹀︒かΣる地方にては氣候つ

八818図

へる鳥は︑︵略﹀︒

どの様に︑氣候によってすむ所をか

八549 ︵略﹀︑つる・がん・つばめな

喜劔大いに罵って曰く︑ きこう﹇気候一︵名︶10 氣候
主家は亡びたるに︑

汝家老として仇を報ずるを知らず︑

﹁主人は死し︑

十二868図

あり︑︵略﹀︑

掛比うれっ

イノデ︑︵略V︒

十一118
ニバカリ掛ツテ居ルト︑︵略﹀︑其ノ

菊水

仕事二適スル器具ノ改良や獲明ヲス
ルコトモアル︒

きくすい﹇菊水︼︵名︶1

つる
︵略 V 弓 を 取 り て 成 皿 に 弦

泣せざるはなかりき︒
十二313図

を鳴らせり︒園児を聞きて︑城中兵
尚多からんと思ひ︑︵略V︒

おほよそ家の紋どころ︑

︵略﹀︒楠木父子の菊水は︑忠義のか

くすのき

﹁汝多年嘉明と不和な 七447図圃

菊月

りと聞く︒

十二3710﹇三園

クチク

をりなほ高し︒

ヤヨヒ

月等アリ︒

月・彌生・卯月・水無月・長月・菊

ラギ

人面獣心とは汝の麗なるべし︒
十一3010図 騙逐艦ノ名コソ熱間優美
キサ
十二874図 喜劔其の後江戸に出で︑
ナレ︒︵略﹀︒季節ノ名ニハ初春・如

きくづき﹇菊月﹈︵名︶1

十二384図 嘉明後此の事を聞きて大
いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに
至れりとそ︒
れんぱ
︵略﹀廉頗之を見て心安

﹁相如にあはば必ず辱しめ

と言ひ居た り ︒ 相 如 聞 き て ︑

からず︑

十二389図
ん︒﹂

十二8710忌避劔直ちに泉岳寺に行き︑ 八824図

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

キクノハナ

知らざる國あり︒

きくのはな︹章草︺2

︵略﹀︑

力めて之を避け︑︵ 略 ﹀ ︒

キクノハナ

﹁我當に萬罪を地下に謝すべ

三

其の他森林は氣候を和げ︑

氣候の暖なる間絶えず之

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

珍しからず︒

花のとぼしき時は蜂合戦の起ること

併し夏は氣候温和にし

るに至りて︑動物を飼養し︑又植物

我が國は氣候温に︑地味

是我が國の妻事・風土の

肥え︑極めて耕種に適し︑︵略V︒

十二4310図

て︑至って凌ぎよく候︒

しの

十一965野曝
の起原なり︒

きげん﹇期限︼︵名︶1

牧畜に適せざるにあらず︑︵略﹀︒

︵略V︑約束ノ期限ヲ違十二454図
へ︑︵略Vが如キ皆信用ヲ害スル所以

十二522m囚

期限

とを工夫するに至れり︒是即ち農業

を栽培して︑衣食住の材料を得るこ

十二439國人口やうやく増加し︑自 十一84図 されば藩候不順にして︑

を産出するを以て︑︵略V︒

十一75図

らず︒

︵略V等︑ 其の効用あげて激ふべか

十108図

十二396図 余の彼を避くるは︑國家 ニ目4

然るに印度との交通は長

危瞼

し︒﹂と︑刀を抜き切腹して終る︒

れば︑︵略﹀︒

日月を要し︑中途の危瞼亦少からざ

十一一742図

きけん﹁危険﹈︵名︶1

キクノハナ
︵略﹀︑又木製ノ器具類ヲ製

器具類

三

密旨ー28

きぐるい﹇器具類﹈︵名︶1

ニ44

の急を先にして︑私のうらみを後に

するが爲なり︒﹂といふ︒廉頗之を
聞きて︑深く其の非をさとり︑︵略V︒

十二781國 ︵略V︑朝の風を聞きては 造スル木工場モアル︒
義軍

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

いでや臨幸の路次に参きげん﹇起源﹈︵名︶1 起原
し︑︵略﹀︑名を子孫に傳ふべし︒﹂

十一146図圏

ぎぐん︻義軍︼︵名︶1

義士復仇の畢を聞き︑其の主謀の良

十二874回避劔其の後江戸に出で︑

鳥の聲かと疑ひ︑︵略V︒

雄 た る を 知 る に 及 びて︑︵略﹀︒

魏軍

孔明魏軍ト封陣ノ中二卒

十一鵬6図又魏軍ノ蜀二攻入リシ

ス︒

十一鵬1図

十二鵬2國 ︵略V︑別に帝國議會を設 ぎぐん﹇魏軍﹈︵名︶2
けて︑避く衆議を聴く機關に供せさ
せ給へり︒

きぐ︻器具一︵名︶2 器具

如何程歩脚に通じ︑學術

技藝

時︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ祭り︑︵略V︒

十二m3國

ぎげい︻技芸﹈︵名︶1

十﹇111 分業法二依ラズ︑一人デ
種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑仕
事ノ移り憂ル度毎二︑居ル場所ヲ攣
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きさいす
きこう

きこえる

聞える

︽ーエ・一

コエモ︑

ケサハカラスノナクコ

聞エル

︵略︸︑獣類中にも食物を きこ・える︻聞﹈︵下一︶18 キコエル

エル︾

十二676國

求め︑氣候を追ひて︑毎年一定の季

ません︒

五463

サヘヅリナガラ︵略V︒モウ

のきの玉水の音も静かに聞える︒

れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

えたるは紫式部と清少納言となり︒

がいせん

十二646國

聞ゆ︒

十二608図

霧手管は︵略V︑三三布

巴里にもルーブル博物館

巴里の市街は肚麗を以て

中最も美観を以て聞ゆ︒

十一767図

の聲に目をさまし︑︵略﹀︒

波風にまじりて聞ゆる悲鳴

十689図

静かな山の中に流れる水の

音が遠く聞えるばかり︒
しばらくすると︑谷底の方

十一558
十﹇5510

に太鼓の音がかすかに聞える︒

將軍が谷底へ下りた時に
秋の夜長には衣打つきぬた

は︑もう太鼓の音は聞えぬ︒

十一584
十一皿5

の音が村々相慮じて聞える︒

きこく・す︻帰国︼︵サ変︶1
肉ーセ蝉

婦心す

ンブスを海に投じて臨食せんと謀る

ギ

した︒はじめのうちは遠くの方にき

勝負が一番スムト︑ワアツト
﹁︵略﹀︒﹂と︑毎朝早くから弟

火事場でさわぐ人の聲がここ

春の雨はしめやかに降って︑

ギ
蜀國ノ魏・呉二強電ト相

きこゆ聞ユ
禽ーエ・ーユ・ーユル︾

中佐ノスルドキ聲ハ敵ノウ
ヒダノタクミ

十1410図圃

げにくと
音もきこえず︒

て︑折からの
ののちは

き

そ

樺太・毫潜太古

からふと

又森林は︵略﹀︑殊に

名高き木曾・吉野

十二484図國

氣根

より 琵ホ霊の入らぬ林あり︒

ようじゅ
︵略﹀︑ 南部には椿樹

きこん﹇気根︼︵名︶1

も見受け申候︒其の氣根の地に入り

十一389圓團

て︑数幹・敷十幹入膨れて一大樹を

成したるは︵略﹀︒

奇才

九9210図圃きさいの宮の仰言︑︵略V︒

きさい︻后︼︵名︶1 きさい

きさい﹇奇才一︵名︶1

ノ跡ヲ観テ︑ ﹁孔明ハ天下ノ奇才ナ

十一鵬6図園後仲直︑孔明ノ陣螢

リ︒﹂ト歎ジタリ︒

丙ーシ呼

り︒

一目に全國天候の如何を示すものな

天氣要素を地割の上に記載し︑︵略﹀︑

皆うなづき 十ニー95図 天氣圖とは︵略﹀一般の
そ
でう
十153図 一條天皇の頃には才學すぐ

夜半のあらしに

エタル大工アリ︒

其ノ友二飛騨工トテ世旧聞 きさい・す﹇記載﹈︵サ変︶1 記載す

チ出ス砲撃ノ中二聞ユ︒

七911図

聞ゆ

きこ・ゆ﹇聞一︵下二︶8

バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

十一悩2図

一魏・呉二強國

イサマシイタイコノ音が森ノ ぎごにきょうこく︻魏呉二強国﹈︵名︶

に至れり︒

八424

子を相手につちを打つ音が聞える︒

八317

ホメルコエガキコエル︒

五703

中カラキコエテクル︒

五675

こえてゐましたが︑︵略︶︒

︵略V︑かみなりが鳴り出しま 十一一783図 船員は失望の蝕り︑コロ

のか︑もうなくこゑもきこえ

・凱旋門を始め︑世に聞えたる建物
三394耳もよくきこえて︑ききお 十二841 人々は唯神曲に心を奪はれ
少からず︒
て︑妙音の外には何物も見えも聞え
とすやうなことはありません︒
きこり﹇樵一︵名︶1 択訊を
もしない︒
四274︵略﹀虫も死んでしまった

ミェマセン︒

コエバカリキコエテ︑スが四十

三18一

ウレシサウニキコエマス︒

エモ︑スズメノナク

二29一

節に其の居を移すもの少からず︒

きこう︻騎行﹈︵名︶1 騎行

十一467 アラビヤ馬の長途の騎行に
たへることは實に驚くべき程で︑四

鋸航す

五日間うち通し︑毎日三十里位をか
けるのは珍しくな い ︒

きこう・す︻帰航﹈︵サ変︶1
禽iセ︾

の 爲 ︑ 西 班 牙 に 露 航せしが︑︵略﹀︒

十二802図 かくてコロンブ別は報告
きこえ︻聞︼︵名︶1 聞え

十二388図 趙の最早にて武功の聞え

︽ーゲ彫

いとも

聞え上

れんぱ
高かりし廉頗之を見て心安からず︑

︵略V︒

ぐ

きこえあ・ぐ﹇聞上﹈︵下二︶2
︵略﹀︑勅なれば

かしこし︑うぐひすの 問はば如何

九9110白馬

にと 雲ゐまで 聞え上げたる 言
の葉は︑︵略﹀︒

十一173図 高徳せめても此の所存を
上 聞 に 達 せ ば や と て︑︵略V︒︵略V︒

までも聞える︒

八897

︵略﹀︑やがて忠臣の起りて勤王の兵

を翠げ︑必ず御心を安んじ奉るべき

︵略V︒

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ 八278図

敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒

ことを聞え上げたるなり︒

自ーメ︾

九675

砲聲・銃聲ガツ寸クヤウナラ︑︵略V︒

ふと山のいた雪ぎの方に 八915囹 若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

聞

八912囹

え始める

きこえはじ・める﹇聞始﹈︵下一︶1

十一553

すさまじい物音が聞え始めたと思ふ
と︑︵略﹀︒

きしゃ

ぎざぎざ
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ノコギリ

ぎざぎざ ︵名︶2 ギザく
︵略﹀︑池の中へ落ちこんだ︒

ハエテヰル︒
九852

愛作は︵略﹀︑すぐに熊吉のえりを引

十62 ヘリモ鋸ノ歯ノ二割ギザく
ノアルノモアレバ︑一膿ニスべく

ウヅラ

マナヅル

カモメ

水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・
キジ

多人敷ノ技師や技手が永クカ・ツテ
製圖スルカラ︑︵略V︒

義士

十二408図

だけ

がく

一年の間隙ひたる後︑之を殺し

ゑ

ぼ

し

阿蘇山の︵略﹀︑此の間

に根子岳・高岳・中岳・烏帽子岳・

杵島岳の五岳東より西に一連りて突

きしま

十二41図

︵略V︑又日曜日等には 起す︒

十二422図

り︑

て盛大なる儀式を行ふことあり︒

儀式・公會等ノ薄湿テ談

︵略V︑其の北なる杵島岳

汽車号きせん

も亦頂上に三箇の噴火口を有す︒

きしゃ﹇汽車﹈︵名︶33

汽車が今ていしゃばへっきま

きしゃのはつめい

汽車はどんなことがあっても

もう汽車が出ます︒

した︒

五391

五412

待ちません︑きまった時間にちゃん

五414

文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ

と出ます︒

五418

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

時ニハ︑︵略V︒

走ツテヰル汽車ガスレチガフ

笑ヲツ︑シムハ我等文明臣民ノ美風

杵島岳

どいつ

又猫逸にては圖書館の書
之を返すに

父はボートに引返し︑二人
は︵略V︑遂に岸べに漕着けたり︒

岳

きしま
きしまだけ﹇杵島岳︼︹地名︺3 杵島

向フノ汽車カラコチラノ汽車

向フノ汽車カラコチラノ汽車

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

ト思ヒマシタ︒

三時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

五455

イリマシタ︒

五441

テヰマシタ︒

五438 ︵略﹀︑汽車ハハシノ上ヲ通ツ

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

五434

ヲ見テモ︑同ジコトデセゥ︒

五434

ル人ノカホハヨク見エマセン︒

次に老人向きの紺がすり 五433 ︵略V︑向フノ潭 −書棚ノツテヰ

聖目

五432

いふ︒

も其の期日を違ふる者絶えてなしと

籍を借受くるに︵略︶︒

十二㎜6図

合ひかね空事と存候︒

は︑御申越の期日までには少々間に

九1310國團

きじつ﹇五目︼︵名︶2

ナリ︒

十﹁536図

杵島岳

忠臣・義士に乱する講談等もこれあ
喜労災の後江戸に出で︑

時の人煙の志を肚として

之を義士の墓側に葬れりといふ︒

十二882口軸壁

雄たるを知るに及びて︑︵略V︒

義士復仇の學を聞き︑其の主謀の良

十二874図

り︑面白く三盆に存候︒

十5810圓国

ぎし﹇義士﹈︵名︶3

十297︵略V水のよくすんだ小川が流

つつかんで︑ぐっと岸へ引きよせた︒

れてるる︒︵略V︒二三羽のあひるが

シテヰルノモアル ︒

十64 ギザ︿ノ深イノニナルト︑
岸の霜柱をふみくだきながら︑︵略﹀︒

黒き影は︵略﹀身を水中

一枚ノ葉が野臥ノ小サイ葉二分レテ

テイ

カリガネオホトリ

十819図あいぬは時々子熊を捕へ來

エンぎしき︻儀式︼︵名︶2 儀式

に投入れたり︒︵略﹀︒しばらくして

十二287國

ヰル︒

きざはし︻階﹈︵名︶1 きざえし

十二249図國
上るや石のきざえし
いてふ
の︑左に高き大銀 杏 ︑ ︵ 略 V ︒

黒き影は向ひの岸に現れたり︒
キジ
きじ 維

ツナヒク

キジ

キジガ

きじ﹇維一︵名︶3
ヤラヤ︒

カサヘギ

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ヒタリ︒

サギ

雲雀・鵤・雁・鴻・錐・鴎・鶉・

ヒバリ

十一313図

である︒

長いのはきじ・山鳥・くじゃくなど

八587

尾の短いのは︵略﹀などで︑

十一484 馬主は︵略V︒︵略V︒追手一394團

きざみ︻刻﹈︵名︶1 きざみ

余一

が接近すれば速力を速め︑後れΣば
脚のきざみを短く す る ︒
キザム

マヅ木 材 ヲ 切 り テ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑

きざ・む﹇刻︼︵四・ 五 ︶ 2

八393図

ミ・ーン︾

ケヅリテウス板トシ︑細クキザミテ
ヂ ク 木 ト シ ︑ ︵ 略 V︒

︵略﹀︒

し

︵略V︑農商務省の技師田

ぎし︻技師︼︵名︶3
十904國團

技師うどぼくぎ

ボーロの日本に關する記事を讃み︑

十二7410図たまく︵略﹀マルコ︑

八656 サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カクきじ︻記事﹈︵名︶1 記事

ミナヅキ

キサラギ
季節ノ名田ハ初春・如月

キザンデ︑日ニホ シ テ ︑ ︵ 略 V ︒
キサラギ

ウヅキ

十﹇309ロ軸凶

きさらぎ﹁如月﹈︵名︶1 如月
ヤヨヒ

・彌生・卯月・水無月・長月・菊月
等アリ︒

キザハシ

ウチニバカキノ木ガニ

ぎじどうn▽こっかいぎじどう

四107

きざわし﹁木酪﹈︵名︶一

島農學士の耕地整理に關する講話こ

きしべ﹇岸辺︼︵名︶1

岸べ

れあり候︒

船ヲ造ルニハ︵略V︒︵略﹀︑

十708図

十907國團

十ニー21

蔭地にも明かなる人に候へば︑︵略﹀︒

縣の技師をも務め︑學理にも通じ︑

唐子士は︵略﹀︑多年府

ハシデ︑モウアマクナリマシタ︒

本アリマス︒︵略V︒ 一本ハキザ

︵略﹀︑岸二近イ淺イ所カラ五

きし︻岸︼︵名︶4 岸
七746

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ
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きしょう
きしゃ

ラ

ルニハ奈良線ニヨルベク︑︵略︶︒

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

︵略︶︑汽車・汽船の進歩

﹁騎者・騎馬・黄金︑三

つとも失ってしまひました︒﹂

十闘489園

汽車・電車中
直証に行きて︑︵略︶︑汽

製圖スルカラ︑︵略﹀︒

ぎしゅう︻義州﹈︹地名︺1

十二57図義州

ぎじゅつ︻技術一︵名︶2

義州

技術

工兵は陣地をきづき︑道を

を通ずる等︑もっぱら技術の事にし

開き︑橋をかけ︑立道を造り︑電信

九252図

︵略﹀等を見れば︑︵略﹀︑早くも其の

官位・門地・技術・財産

が如く︑︵略V︒

氣象号ぜん

としても自ら高尚なる品格を要する

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

十二975図

たがふ︒

汽車ノタビ
汽車ノタビ

汽車ノタビ
第十五

第十五

騎手

こくきしょう

それは氏子の五箇村から子供 きしょう﹇気象︼︵名︶2
の騎手を一人つつ出して︑競馬をさ

奇勝

裏墨堤は後の細道より瀧

ること能はず︒

らっば

兵螢内の生活は規律正し

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑一

十561國團

起床

たりしが︑︵略︶︑今は其の奇勝を見

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十︻765図

きしょう︻奇勝︼︵名︶1

ふを以て︑成功は期せずして到る︒

べしと畳下して︑熱心に其の事に從

何事を卜すにも︑此の事は必ず成る

十一一728図 進取の心象に富める人は

の氣象を調査す︒

れも氣象皇・測候所を置きて︑日々

十ニー65図故に文明諸國に於ては何
或年選ばれた子供の中に︑す
やがて五人の騎手は︵略︶︑

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九824

せて︑︵略﹀︒

九821

きしゅ﹁騎手︼︵名︶6

上古の舟車と今日の汽車 五417

五目3

きしゃのたび︹課名︺2

困民の品格の知らる﹂ものなり︒

車・電車中に於ける乗客の學止︑

十二瓢5國

︵名︶1

きしゃでんしゃちゅう﹇汽車電車中︼

︵略V︑鐵道開心後ハ旅客ハ

九395図

う︒

ソノ他ノキカイナドヲウゴカスノニ

五586 石炭ノ︵略︶︑汽車や汽船ヤ
皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑︵略﹀︒

ナ

汽車は此のトンネルを通過

ハ︑皆コレラ使ヒ マ ス ︒

するに七八分を費す︒

六383 午前六時の汽車で︑おとうさ 十33國
んが京都へお立ちになった︒
て︑晩の九時二十 分 に 京 都 に 着 い た ︒

六393團昨日六時の汽車に間に合つ 十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良二入

む︒

十一m3

九828

五人の騎手は神に勝利をいの

静々馬を歩ませて︑鳥居の下へ二つ
て來た︒

︵略﹀︑汽車・汽船等の中
にて我獅り廣き場慮を占領し︑︵略V

みる︒

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

九833
にあらず︒

十二998國

五箇村の人々は各我が村の騎
手に向って︑︵略﹀︑口々に勢をつけ

九834
てるる︒
九838

馬の頭を揃へて︑三番太鼓を今やお

︵略﹀︑五人の騎手はへ略﹀︑ きしょう﹇起床︼︵名︶1

造物に在りては︑．敏速と規律とを尊

喜捨

ぶものなれば︑︵略﹀︒

通機關︑博物館・留書館等の公共螢

汽車・汽船・電車等の交

が如きは︑文明國民の爲すべきこと

十二992図

を旅行すると︑︵略﹀︒

暑い時分汽車に乗って朝鮮

は世界諸國をして目に盆≧接近せし

十一283図

の進歩の麗なるに驚かざらん︒

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

十一248図

二達ス︒

進メバ︑一時間バカリニシテ三輪町

六818図 港ニハ船ノ出入シゲク︑停 十987図
車場細紐汽車ノ獲着目エズ︒
時の汽車で東京へ立ちます︒

七158團 急に商用が出來て︑明朝六
八443 大きなきかいの動くのも︑汽
車や汽船の走るのも︑秘書の力の利
蒸 氣 機 關は︵略﹀︒︵略﹀︑又

用によるのである ︒
九311

之を車に寝撃して︑汽車をこしらへ
たのは︑イギリスのスチブンソンと
いふ人である︒

︵略﹀︑スチブンソンの獲明し

た汽車を用ひて見ようといふことに

九342

︵略﹀︑スチブンソンは其の會

なって︑︵略﹀︒

九344

社に頼まれて鐵道を敷き︑其の上を
走る汽車を造った ︒

の運韓をして見る 日 に な る と ︑ ︵ 略 V ︒

九345 いよく鐵道が出営て︑汽車

馬に乗って來た人もある︒

九347 中には汽車と競走する積で︑ きしゃ﹇喜捨︼︵名︶1

そしと待構へてるる︒

九507図圏

出生・生徒の帽子にも

々劇夙の合圖により︑︵略﹀︒
技手
きしゃう
船ヲ造ルニハ︷略V︒︵略V︑きしょう︻徽章︼︵名︶1 徽章

多人数ノ技師や技手が永クカ・ツテ

十ニー21

ぎしゅ﹇技手﹈︵名︶1

十一一819
︵略﹀老人の辻音響師があ
ばうし
る︒忠實な犬は古帽子をくはへて︑

溢者

︵略﹀︑道行く人の投與へる喜捨を待
ちわびてるる︒

きしゃ︻騎者︼︵名︶1

︵略﹀ ︑ 一 時 間 に 十 五 マ イ ル も

九348 やがて汽車が動き出すと︑
︵略V︒

九3410

走る汽車とはどうして競走が真鯉よ

きじょう一きせつ
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きしゃう

皆學校の徽章あり ︒

きじょう﹇機上﹈︵名︶1 機上

學を卒へずして録りし時︑母たま

十二966図 其の後孟子出でて學び︑

く機上に在り︒

十一鵬2音読將司馬仲耳聞キテ之ヲ

ぎしょう﹇魏将一︵名︶1 魏將
追フ︒

各地の測候所は其の地方

きしょうかんそく﹇気象観測﹈︵名︶1
氣象観測
十ニー610図

の氣象観測を毎日三回中央具象毫に
報告し︑︵略﹀︒

二人が之ヲヒロメントセシ 十一田8図 ︵略﹀︑其の翌年學校の経

を示し︑大國民の品格を傷つくるも

樹木を折取るが如きは︑公徳の低き

︵略﹀等の建築物をけがし︑ 公園の

ウエジニ

費を議するに認り︑村立にては其の

十318図
ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

のなり︒

︽ーイ・ーキ・ーケ︾

き

秀吉コ・絹平ヲキヅキシヨ

多し︒

ヨ

﹁我が聯合艦隊が克ク

きせき﹇奇績︼︵名︶1

季節

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

十ニー06下思

奇績

六って國力の獲展をさまたぐること

ざるが如きは︑︿略V︑國交を傷つけ︑

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

國力我に劣れる國民を見

豫算の不足なるべきをうれへて︑之
︵略﹀︑議員の経費を議す

を増加せんとせしに︑︵略V︒

十二娚4図

ハレミ︑之ヲ救ハントスル義心ヨリ
キス

築く

キヅタ

るも︑亦常に此の公平なる精神を以
てすべし︒

つく

きず・︿﹇築﹈︵四・五︶6
ヒデヨシ

六805ロ薗凶

リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ
レリ︒

千

タルモノハ︑︵略V︒

︵略︶︒

市街・道路を不潔にし︑

存候︒

ミナヅキ

季節ノ名ニハ初春・如月

ウヅキ

御地は今尚冬の季節と

又魚類や野菜ハ各其ノ季節

又燕の春雲りて秋去り︑

にも︵略V︑ 毎年一定の季節に其の

雁の秋薫りて春去るが如く︑獣類中

がん

十二676図

つばめ

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十一659

︵略V︑暑イ時分ハ︵略V︒

方二多少ノ注意ヲ要スル︒寒イ時ハ

十一654

季節二依ツテ︑食物ノ選ビ

十﹁3510医匡

等アリ︒

・彌生︒卯月・水無月・長月・菊月

ヤヨヒ

キサラギ

りても︑食物に不足することなきは︑

其の 十一67図秋・冬の花少き季節に入

きせつ﹇季節﹈︵名︶8

小さきありもいそしめ
ば︑塔をもきづき︑つばめさへ

七794図圃

里の波を渡るなり︒

名古屋城は︵略V︑

︵略﹀︑今日はコロンブス

工兵は陣地をきづき︑道を 十﹁309図

天守閣は加藤清正のきづきしものな

かとうきよまさ

八938図
り︒

開き︑︵略︶︒

九2410図
十二769図

が遠征隊出獄の日なりとて︑西班牙
パロスの港は未明より人の山を築け
り︒

聴衆は四方から集って來
敵の司令長官ロジェスト きずつ・く﹁傷﹈︵下二︶3 傷ツク 傷

て︑見る内に人山を築いた︒

十二834

十二m3図

起レリ︒

きす﹇鮪﹈︵名︶一

魚類畳目︵略﹀︑タヒ・ボラ・

ハモ・コチ・キスナドノヤウニ︑岩

七706

肉ース・一

ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガア
リ︑︵略﹀︒

期す

︵略﹀︑温暖なる地方に

援軍の來らん日も亦期す

き・す﹁期﹈︵サ変︶4
スル・ーセ彫

十二273図
べからず︒
⊥⊥一692図

移らんと欲するもの期せずして相集

きしょうだい﹇気象台︼︵名︶2 氣象
吉 冨 ﹇ ▽ ち ゅ う お うきしょうだい

︵略V︑此の事は必ず成る

︵略﹀︑地方自治の精神に

傷

中佐ハハヤ︑右手二一ケ所ノ

十二93図

手二軍刀ヲ持ツテ︿略﹀︒

傷ヲ受ケタガ︑少シモヒルマズ︑左

八865

きず﹇傷一︵名︶2

当世の官展を期するは一なり︒

基づきて︑其の團艦の幸福を進め︑

十二魏5図

ふを以て︑成功は期せずして到る︒

べしと畳悟して︑熱心に其の事に從

十二7210図

り︑次第に其の数を加ふ︒

れも事象憂・測候所を置きて︑日々

十ニー65図 故に文明諸國に於ては何
の氣象を調査す︒

十四ー76図 是等の豫報は氣急劇・測

寄食す

候所を始め︑官塞・諸役所等の前に
掲示せらる＼を以 て ︑ ︵ 略 V ︒

︽ーシ︾

きしょく・す︻寄食﹈︵サ変︶1

十一719図 此の絶をかける書工久し
く此の寺に寄食してありしが︑何一
つ書がくこともなく︑毎日遊び暮し
て三年春経たり︒

つく

十二988図

笑フ者二於テヲヤ︒

ネタミ︑其ノ高運ヲ傷ツケントシテ

イハンや我二優レル人ヲ

︽ークル・ーケ︾

ウェンスキー中將は昨日の戦岡に傷

十一539ロロ凶

きじん﹇貴人︼︵名︶1 貴人

を負ひ︑︵略V︒

飛ースル︾

十一鵬10 貴人の墓には内地の様に石

議す

ぎ・す﹇議﹈︵ナ変︶3

村會にて村費を議するに
も︑大抵原案を可決するを常とす︒

十一田6図

をたてるけれども︑普通の墓は大抵
土を盛上げるばかりである︒

ぎしん﹇義心﹈︵名︶1 義心
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ぎそく

きせる

南亜米利加の森林にオレ

居を移すもの少から ず ︒

十一一678図
ンジの熟する季節に は ︑ ︵ 略 V ︒

十二686図 一定の季節に最も多数の
移 住 を 見 る は ︵ 略 ﹀︒

きせる﹇煙管﹈︵名︶1 きせる

六79一

ハトバノ右二着イテヰル汽船

ハ今荷物ヲオロシテヰル︒

左手ノ汽船ハ今荷物ヲ積ミコ
右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ

ンデヰル︒

六792
六795
ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

カキオトサナケレバナラナイ程デア
ル︒

七815園

九307

第十課

汽船・汽車の獲明

き そ

ひのき

木曾

十533 木曾﹁如何に︑髪・ひげの黒き

今は水路に汽船があり︑陸上 きそ︻木曾︼︹話し童名︺1 木曾

メリカのフルトンといふ人︑︵略﹀︒

九382

捕鯨法には此の外に汽船の備

にも所々方々に鐵道が通じてみる︒

十672

は︒﹂

木曾

き そ

きそ︻木曾︼︹地名︺3

もとに置きて︑木曾へつかはしたり︒

十551図園 ︵略﹀︑別業は七日の間手

︵略﹀︒﹂

瀬戸内海の沿岸には︵略V 十118図圃囹 ﹁我え元 木曾の檜よ︑

砲から錆を打つ方法もあり︑︵略V︒

十一203図

遠く近く黒燗の青空にたなびくを見

等の港多く︑汽船絶えず通航して︑

る︒

汽船も軍艦も御存じでせ 十﹁248國

七721 軍立ンや汽船ハ時々カキヲ

きせ

せるは身分の高い人程長いのを用ひ
キセル

十一m4 朝鮮人は煙草を好む︒き
る︒

き・せる﹇着︼︵下一︶3

吉野

︵略﹀︒

上古の舟車と今目の汽車 十二483図圏 又森林は全國﹇の 山野
き そ
たほはぬ盧なく︑殊に名高き木曾・
・汽船とをくらべんには︑誰か人智

う︒

都會の地には電車・自動

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一263図

に速力を競ふ世とはなれり︒

十一813図 ︵略V︑鵜は盛に活動し︑

規則

ひたすら其の獲物の多からんことを

競ふ︒

汽車・汽船・電車等の交
にて我猫り廣き場虞を占領し︑︵略﹀

規則あり︒

ぶものなれば︑之に必要なる諸種の

造物に在りては︑敏速と規律とを尊

通機關︑博物館・自書館等の公共螢

十二9910図

きそく﹇規則﹈︵名︶2

かくの如くにして︑汽車
盆λ接近せしむ︒

・汽船の進歩は世界諸訳をして日に

十一283図

さなりしならん︒

汽船は︑今の小さき川蒸身程の葺き

十﹇278図

の進歩の大なるに驚かざらん︒

︽ーセ輔

ふのは︑長さが六十間程もある混き

る

モヒキヲキセタカカシガタテ

な汽船で︑乗組の人員は二百人もあ
ります︒

大きなきかいの動くのも︑汽

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

八443

用によるのである︒

思へば今より六十年以前
には︑我が國に一諾の馬道も︑一隻

我等若し汽船に乗りて︑我 十一286図
が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

の汽船もなかりしなり︒

八759図

フルトンの始めて造りしきそ・う﹇競﹈︵四︶2 競ふ 余ーフ蝉

四112 ︵略V︑古イカサト古イモ 七817囹 私の乗ってみる明治丸とい
チアリマス︒

四726圃 おはるあしたは ひなさ
ままつり︒きせてやりたい この
はれぎ︒

汽船

行かば︑︵略V︒

が如きは︑文明州民の辞すべきこと

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

汽車・汽船︒電車等の交 十二9910図 若し公衆の間に︑規則を

是等文明の利器も其の運用を全くす

にあらず︒

心機關︑博物館・言書館等の公共管

十二998図

くろいけむりを出して走 八768図 こ＼より汽船に乗りて︑ふ 十二992図 ︵略V︑汽車・汽船等の中

きせん

ものになると︑革を ぎ せ た の も あ る ︒

十212 表紙には︵略V︒ 侍りつばな
きせん﹇汽船﹈︵名︶25

三601

号だいきせん

つていくきせんもあります︒

た＼び東へ進めば︑︵略﹀︒

拝啓︑御註文の縞物三十
反︑本日通運便により汽船平安丸に

九138國国

て三番いたし候︒

五586 石炭ノ火ノカバ︵略﹀︑汽車
カスノ二一︑皆コレラ使ヒマス︒

ヤ 世 3 ﹁ 船 ヤ ソ ノ 他ノキカイナドヲウゴ

造物に在りては︑敏速と規律とを尊

コ・ヨリ江戸川二通ズル
運河ハ︑東京ヨリ江戸川ヲサカノボ

六775 大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ． 九167國
ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

義足

ること能はず︒

頭には霜をいた豪き︑身に

はつ雲れをまとひ︑やせ衰へた禮を

十二815

ぎそく﹇義足﹈︵名︶1

ぶものなれば︑︵略V︒

第十項

蒸氣機關は︵略V︒始めて之 船・汽車の獲明

九目11

汽船・汽車の無明

きせんきしゃのはつめい︹課名︺2 汽

リテ利根川二通ズル汽船ノ通路ニシ
︵略﹀︒

を船に用ひて汽船を造ったのは︑割

九3010

﹂テ︑

ル︒

汽船ハシキリニキテキヲ鳴ラシテヰ

六786 正面ニアルニ本エントツノ
ル︒

きたぐに
きぞくいん
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義足に支へて︑路ばたにバイオリン

を弾いて居る老人の直音樂師があ
る︒

きぞくいん︻貴族院︼︵名︶4 貴族院
院の二院より成る ︒

十二鵬3図 急診議會は貴族院・衆議
十二鵬3図 貴族院は五種の議員を以
︵略﹀︑法律案は政府の

て之を組織す︒

十二㎜7図

外︑貴族院・衆議院共に各之を提出
するを得︒

各猫耳して上奏し︑建議し︑且臣民

十二螂5図 又貴族院及び衆議院は
の請願を重くるの権能を與へられた
り︒

木曾殿

き そ
きそどの︻木曾殿﹈︹人名︺2 木曾殿

そ

十507図囹 唯首を取って︑大年の見
き

参に入れよ︒木曾殿には見知り給は
ん︒

五745

︵略V︑北は山のふもとから南

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ
がってみる︒

ひよどりこえはしろの北の方

にあって︑︵略V︒

五762
八293図

樺太の寒帯に近き地方まで︑全都に

からふど

北浦

霞浦・北浦等ノ合流スルア

タリニハ名勝ノ地少カラズ︒

九171図

水ハ北ヨリ之二注グ︒

九1610図 ︵略﹀︑常陸ノ霞浦・北浦ノ

カスミガウラ

きたうら﹇北浦一︹地名︺4

鳥帽子岳は︵略V︑其の

凡そ百箇虞の測候所あり︒

十二422図

北なる杵島岳も亦頂上に三箇の噴火
口を有す︒

ノ名アリ︒

カシマ
北浦ノポトリナル鹿島トトモニ一二社

れうやう

鍛ひたる劔の光いちじ

きた・える﹇鍛﹈︵下一︶3

かま

ある時は鎌をきたへてみた︒

刀は武士のたましひといは

となく大太刀・小太刀をきたへた︒

八336園 ﹁︵略V︑若い時から何十本

八321

肉1へ・ーヘル彰

きたへる

大石聴道の戦蹟を経て︑北へ進むこ

満洲政治・交通の中心た
︵略﹀︑何れも南より北へ

る奉天は︑遼陽の北約四十区画︵略V︒

十二554図
十二668図

同一の進路を取りて︑︵略V︒

九17図北浦

と約二百哩︑遼陽あり︒

トリ
イキス
北ヘマハレバ︑東ノ戸開 十二549図 大連より南山・得利寺・ 九175図中カ
ニモ香取・息栖ノ爾社バ

キ︑東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

八294國 北ヘマハレバ︑東ノ戸開
尊はなほも進みで北に向

キ︑東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

九63國
ひ給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参

し︑東國ことぐく平ぎたり．
ゴンゲン

九157剣劇ナルヲ赤堀川トイヒ︑南きたアメリカ︹地名︺3 北アメリカ

︽ーヒ・ーフ彰

十二35図國

世にみゴやかせ︑我が軍人︒

北かぜ北風

さむい北かぜがふいて︑

吹

北風が一日ふき通して寒かつ

身をきるやうな北風の

︵略V︑北風寒きやぶかげ

又風の方向は矢を以て示

し︑︵略V︑下へ向ふは北風︑︵略﹀︒

十二201図

に︑びはの花咲く年の暮︒

八378図圃

ぐ野中道︒

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

六597圃

た︒

六373

かれてしまひました︒

のはらのくさやはなは大てい

四268

きたかぜ﹇北風﹈︵名︶5

清めて︑一心不魁に打つたものだ︒﹂

れたものだから︑きたへる時は身を

アメリカ大陸は掴アメリカ 八337圏
と南アメリカとに分る︒

ナルヲ椹現堂川トイフ︒
北アメリカ
セキヤド
赤堀川ハ割引ノ回瀾テフタ 八763図

九159國

カスミガウラ

・ビニツニ分レ︑︵略V︒

北アメリ

九1610図 ︵略V︑常陸ノ霞浦・北浦ノ 八764図北アメリカには合衆國とい
ふ國あり︒

八77図北アメリカ

八82図北アメリカ土人

カ土人

きたアメリカどじん︵名︶1

見張人がマストの上から北の

水ハ北ヨリ之二注グ︒

十641

︵略﹀︑船ははや方向を韓じ

方を指ざして聲高く呼んだ︒

ふ

興福寺ノ五重塔高ク其ノ北きた・う﹃鍛︼︵四・五︶2 鍛フ鍛ふ
ぎ

長良川は岐阜市の北を東

るく

︵略﹀︒

是より一條の大道遠く 十ニー26 鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑
北は樺太・千島より︑南 きた・う﹁鍛一︵下二︶1 き亀ふ ︽1

からふと

へ彫

てうせん

を

我が大君の食す國と︑︵略V︒

九548図

タトヘバ北國ニスム野ウサ

幾年こ﹂にき葱へさるきたぐに︻北国﹈︵名︶1 北國
鐵より堅き・のひふあり︒

由量湾・膨湖島︑朝鮮八道おしなべて︑

十ニー68図

南峯灘の熱帯地方より北

十﹁232図圃

はうこ

十一妬10國

北へ通じてロシヤ領に入候︒

十一972國團

より西へ取る︒

十一794図

ニソビユ︒

十943図

て︑北へ向って走る︒

十518図囹 名乗れと申せば︑﹃存ず 十647

北

る由あり︒木曾殿見知り給ふ︒﹄と
いひて名乗らず︒
きた﹇北﹈︵名︶22

デ︑左ノ手ノサス方が北デ

三452右ノ手ノサス方が南
ス︒

三453東ト西ト南ト北ヲ四
方トイヒマス︒

へまがって︑ すこし行くと︑

四18けいさつしょのよこを北
︵略V︒

3

きたす一きたる

ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ

画す

肉！ス

ドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑全ク白
幽閑攣ジ︑︵略V︒

ル蝉

きた・す﹇北一︵サ変︶1

てつれい

き

しき病にか﹂る者多し︒

北野

北

︵略V︑北野の天神様へさん

きたの﹇北野一︹地名︺1
六404團
けいする︒

地球を南北の爾半球に分て

きたはんきゅう︻北半球︸︵名︶4

なり︒

の冬なり︒

八813図

五467囹

会一へ彰

まへ︒

六402団

友吉は﹁早くこっちへ來た
北山
︵略﹀︑それから北山の方へ

きたやま︻北山︼︹地名︺1

行って︑金閣寺を見て︑北野の天神
様へさんけいする︒

ヲ守りテ︑敵ト職ヒシガ︑アル年敵

る・ましきたる

たる・ひきかえしきたる・ひろいきた

カウノモロナホ

したり︒

或時旅行先より手紙を送り

荷物を取りに來るべしと言ひっかは

て︑其の子のアリに神島を連れて︑

九451図

た残りの一人をも食はんとす︒

毎年直りて︑我が娘を二食ひ︑今ま

九31図囹此の地に︵略﹀大蛇あり︑

ノ大將高師直六万人ノ大兵ヲヒキヰ

武田勝頼大軍を率みて來

たけだかつより

テ來リ攻ム︒

り苛むれども︑城兵善く戦ひて抜く

十二268図

足利氏の大兵來り攻め︑

あしかド

こと能はず︑︵略V︒

十一一317図

城廓に塗り︑保・義鑑共に戦死す︒

︵略V講

來る八日講話會これあ

道連のありしを幸ひ・迎へかたぐ

外國人の我が國に至る者亦

こ﹂に來りしなり︒

九968図

必ずこ﹂に遊びて︑日光の結構を賞

百工量る十五日は亡父
︵略﹀︑來る六月三十日

下る

今ヨリ後五日目ノ三八ビ

良︵略V︑夜半ヨリ起キテ

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

浪にたゴよふ氷山も︑

來らば來れ︑恐れんや︒

十一238図圃

來らば來れ︑恐れんや︒

十一238図三悪にた雲よふ氷山も︑

血ヲ全身二送リ︑︵略﹀︒

十761図

ノ老人來レリ︒

橋上二二レバ︑シバラクアリテ︑カ

十243國

來ルベシ︒﹂

十238図囹

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

十235図．五日目ノ朝行キテ見レバ︑

り候由にて御坐ひ下され有り難く存
︵略﹀︑回る七月二日の

せざるものなし︒

間︑︵略﹀︒

來ル

されば一年中遊覧上底を絶 角ーラ・ーリ・ール・ーレ彰号あつまりき

きた・る﹇来︼︵四︶18

でに︑︵略﹀宛御一報下され度候︒

十一639圓團

︵略V來る二十八日ま

︵土曜日︶午後二時建碑式畢行軍候

十口635國團

七回忌に相當り候に付︑︵略V︒

十一627國團

ばかりの祝宴相開き︑︵略﹀︒

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑心

たんじやう

十一621國團

候︒

十922國團

話これあり候︒

半より當村小學校に於て︑

十903國国拝啓︑來る八日午後一時 九495図 聞けばハッサンは︵略﹀︑

北半球と南半球とは時候全 きたる﹇来﹈︵連体︶6 翻る

北半球にて百花咲きみだれ

ては︵略V︒

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑南半球に

八813図

︵略﹀︑北半球の夏は南半球

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬

八812図

ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

八811図

十二5510図 奉天より北すること約百 半球
八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に
至る︒

八314 ︵略V︑ちよつと見ると︑おそ

きだて︻気立︼︵名︶1 氣だて

キタナイ

ろしいが︑いたって氣だてのやさし
い老人であった︒

キタナイドロ水ノホカニ

肉ーイ・ーク︾

きたな・い︻汚﹈︵形︶6
たない

二534
ハナンニモデテキマセン︒

ヨイモノハナ

二574 ︵略﹀︑ヤツパリキタナイモ きたま・う︻来二一︵五︶1 來たまふ

ノバカリデテ︑
ンニモデマセン︒

五131 町の中を通る時にきたない物
をなげつけられるのにはこまりまし
た︒

七651 時々湯にはいらないと︑から
だがきたなくなる ︒

肉ーブ顛

九967図

ぶ

七651 きたなくなると︑病氣にかΣ きたりあそ・ぶ︻来遊一︵四︶1 搾り遊
り易い︒

たる・あつめきたる・いいきたる・い

七658 又きたない水やくさった水を

たず︑夏の盛りの頃︑秋の紅葉の折

る・かえりきたる・すいきたる・せま

りて︑﹁︵略﹀︒﹂とささやくに︑︵略﹀︒

十﹇729図或夜小信住持の居間に來

イヘリ︒

十一516図 ﹁笑フ門ニハ福來ル︒﹂ト

りきたる・ちかづききたる・とらえき

きたる・おくりきたる・おこりきた

飲むと︑おそろしい病氣にか﹂るこ

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居

禽ーム・ームレ・ーメ︾

來リ攻

とがある︒

七57國

ム 生り勤む

きたりせ・む﹇来攻︼︵下二︶3

できたる・いりきたる・うけたまわり
きたなし肉一

には配り遊ぶもの最も多し︒

キ彰

きたな・し﹇汚︼︵形︶1

九588図 きたなき水を飲みで︑恐ろ

きぬおりもの
きちにち

334

おほかみ

七495園

クォナリニナリマス︒﹂
でも︑

三羽ねらへば︑

二羽だけ

四793囹そらをとんでみる鳥

はきっといおとすほどの名人
あさってはおはなさんと一

でございます︒

五662團

狐

︵略﹀︒

狐の如し︒

犬の種類は︵略V︒︵略﹀︒

きつねとのぎく︹課名︺2
ぎく

九

きつねとのぎく
きつぶ切符

十二546図

遼河の河

︵略V大連に着す︒是我

が南満⁝洲鐵道の起鮎なり︒

忌日

口にありて︑浦河水運の起露なれば︑

十二573図管口は︵略﹀︑

︵略﹀︒

いよく忌日になりて︑

きにち﹇忌日︼︵名︶1

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと

十﹁444図

り心に思ひ定めたるに︑︵略﹀︒

﹇213

キヌモメンシロヌノ

まだきつぶを買ってみる人も きぬ﹇絹﹈︵名︶一 キヌ

議定す

帝國議會の主要なる任務

ぎてい・す︻議定﹈︵サ変︶1

十二期5図

余ースル煙

キテキきてき

は法律及び歳出・歳入の豫算を議定
するにあり︒

︵略﹀二本エントツノ汽船ハ

きてき︻汽笛﹈︵名︶2
六786

きりや雪で︑方角の分らな

シキリニキテキヲ鳴ラシテヰル︒

七859圏

くなった時には︑︵略V︒そんな時に

は海の深さをはかったり︑きてきや
起鮎

かねを鳴らしたりします︒

きてん﹁起点﹈︵名︶2

一びきのきつねがさきの

きつね

しょにきっとまみります︒

四275

きつね﹇狐﹈︵名︶2

こってみるのぎくを見つけて︑

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹

この長い綜を出す轟が百匹も

羅をかつて絹縣を取り︑絹綜

キヌ

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹

ナドノアタヒ高キモノ九大テイコノ

六337國着物・羽織・バカマ・オビ

織物トイフ︒

六336図

くアリ︒

織物・アサ織物・毛織物ナドイロ

六334國 織物．ニハキヌ織物・モメン

織物絹織物

きぬおりもの﹇絹織物︼︵名︶7

る︒

するまでには︑大そうな手間がか＼

七292 ︵略﹀︑絹練を織って絹織物に

そうな手間がか﹂る︒

を織って絹織物にするまでには︑大

七291

織る絹綿は出來ない︒

なければ︑木綿は〜一尺の絹織物を

七291

織物トイフ︒

六335図

かいさつ口では切符をしらべ きぬいと﹇絹糸﹈︵名︶4 絹糸 絹綜
こちらの方のは︑これからの
あちらの方のは︑今下りた人
の切符をうけ取ってみるのです︒

五405

る人の切符を切ってみるのです︒

五403

てるます︒

五401

あります︒

五397

きっぷ﹇切符﹈︵名︶4

四267

四目10九きつねとのぎく

きつねとの

︵略﹀︑あるものは顔長くとがりて︑

今は︿略V︑古風の牛車 七608図
切手n▽ゆうび

﹁葉書や切手や印紙ナドハ

んきって・ゆうびんきってちょうふ

きって﹇切手︼︵名︶4

は博物館に行かずば見るべからず︒

十一259図

十二272國 援軍の來らん日も亦期す ぎっしゃ﹇牛車﹈︵名︶1 牛車
べからず︒

や

﹃援軍來らず︑速に降
し

皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂

﹁これにはちやんと三銭の

切手がはってあるのに︑なぜまたお

七512園

﹁手紙は︵略﹀︑四匁より少

あしを彿ふのですか︒﹂

七516囹

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

今では切手をはって出しさ

手をはらなければなりません︒

七536園

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

キットきっと

ますから︑大そう便利です︒﹂

きっと︵副︶4

︵略﹀︑露西亜の狼は︵略V

う

上に論りて援軍の 消 息 を 示 さ ん ︒ ﹂

十二2710図圏 三日を過ぎなば︑又山
十二296図圏
るべし︒﹄

十二6510図

どいつ
佛兵の跡を追ひて︑中部猫逸にまで

來りしことあり︒
つばめ

十二675國 又燕の春雲りて秋去り︑
雁の秋來りて春去 る が 如 く ︑ ︵ 略 V ︒
つばめ

がん

雁の空芝りて春去 る が 如 く ︑ ︵ 略 V ︒

がん

十二675図 又燕の春罵りて秋去り︑

婦着す

﹁今日は吉日なり︑元

きちにち﹇吉日﹈︵名︶1 吉日
十一446図囹
服せよ︒﹂

きちゃく・す﹇帰着︼︵サ変︶1
会ースル彰

アナタハノチニハ︑キ

四404囹 ﹁コンドハタヒヤヒラきつりん﹇吉林一︹地名︺1 吉林
十二57図吉林
メナドハキツトヤラレタニチ
ガヒナイ︒

ヨーロッパよりシベリヤ

鐵道にて東方へ向はば︑二週間あま

八794國

四614囹

︽一

ット兄サマガタヨリモ︑オエラ

りにして日本に露着することを得べ
し︒

きちょう﹇貴重︼︵形状︶1 貴重

氣附く

をして貴重の時間を空費せしむれば

十一707図 一人の後る＼爲に多人歎
なり︒

きつ・く﹇気付﹈︵五︶1
カ︾

十二852 日ははや没して︑燈火の光
が黙々として此慮彼慮にかゴやいて

みるとは︑今の今まで誰一人も氣附
かなかった︒

絹織物ニテツクル ︒

きねんひ号ここんどうたいいきねんひ

七291 この長い綜を出す巌が百匹もきねんほうしんとう︻記念砲身塔︼︵名︶
なければ︑木綿は雲一尺の絹織物を

八49図

1

ツラユキ

貫之
キノツラユキ

らず︑故里は

十994図

人はいさ心も知

花ぞ昔の香ににほひ

紀貫之ガ

キノ
きのつらゆき﹇紀貫之︼︹人名︺1 紀

︵略V︑日本海海戦の記念砲

記念砲身塔

織る絹縣は出來な い ︒

こ

たどり行く遍路つたひ︑
山風にきのこかをれり︒

座候︒全村晒鯨戸の中二三十戸も押

キノハ

流され候︒死者四人︑傷者四五十人
もこれあり候︒

きのは︹課名︺2

ニ目9八キノハ
ニー62八キノハ
きのみきのまま﹇単身着儘︼︵名︶1
着のみ着のまΣ

幸に命を全うしたる者
も︑大がいは着のみ着のま︑にて︑．
︵略﹀︒

いまだ幼ければ︑敵も

心をゆるすべく︑たとひ用心きびし

十一4110図囹

くとも︑長き間には必ず討取るべき

折に出會ふべし︒﹂

地面は三尺の下まで凍り︑海岸も海

十一959國團︵略﹀︑冬は寒氣嚴しく︑

水厚く凍結し︑︵略﹀︒

工女ハ︵略V︑絶壁ズ綜

二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲ

十一865図

口論ノ實ノ畢ルト畢ラザ

ツナグ︒熟練ト機敏トヲ要スルコト

大ナリ︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二542図

ノ如何二存ス︒

氣風

青年の氣風を養ひ︑智徳

きふう︻気風﹈︵名︶1

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十一拠10図

︵略V︒

寄附金

計帳萬何千圓︑其ノ内何千里ハ町内

十二3410 ︵略V︑之二要シタ経費ハ絡

きふきん﹇寄付金︼︵名︶1

牛ほどもある大きなゐ

有志者ノ寄附金デアル︒
ぎ ふ

ぎ ふ

長良川は岐阜市の北を東

より西へ薫る︒

十一794図

岐阜提灯

ぢやうちん

十一831図

︵略﹀︑ 百にも近き鵜︑

空しく鯖って︑﹁騎者・ ぎふぢょうちん﹇岐阜提灯︼︵名︶1

騎馬・黄金︑三つとも失ってしまひ

筆・も言葉も壼し難し︒

岐阜提灯の光を水にうつせる奇観は

ぢやうちん

︵略﹀︑之を取園みて︑数十隻の遊船︑

ました︒﹂と報告する外はない︒

十一489圏

木下藤吉郎秀 きば﹇騎馬︼︵名︶1 騎馬

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八743図上ノロ施与上下二ご本ヅツぎふし﹇岐阜市﹈︹地名︺1 岐阜市

はないきをあらくして︑︵略﹀︒

のししで︑きばをむき出して︑

四165

友よ︑來よ︒手かごを持 きば︻牙︼︵名︶2 きば 牙

きのこ

氣の毒

ける︒トヨミタリトイフ梅ノ慢言此
きのどく︻気毒︼︵形状︶1

身塔など︑またいつれも神苑の内に

どうにょごした

うんどう 九7410國国 唯氣の毒なるは隣村に御きびん︻機敏︼︵名︶2 機敏

昨日

あり︒

きのふ

ノ廊ノカタハラニアリ︒

のはかま︒

︵略﹀︑はや朝顔のはちを

きのふは日本ばれのよい天氣

九437國團

でした︒

六78

太郎きのふは

きのう︻昨日一︵名︶4

七292 鷲をかつて絹縣を取り︑絹綜
を織って絹織物にするまでには︑大
そうな手間がか﹂ る ︒

せざき

くわいで︑

七293 ︵略V︑絹織物のあたひの高い 四708圃
のも︑けっしてむりではない︒
い

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

きりふ

十二493図圃 絹織物の産地には︑京
も 古く其の名を知ら窪たり︒
キ ヌ
きぬがわ﹇鬼怒川一︹地名︺3 鬼怒川

ならべて︑昨日は九つ咲きたり︑今

キ ヌ

鬼怒川

朝は十二咲きたりなどと御喜に御座
候︒

十394図國

吉

吉郎秀吉﹈︹人名︺2

きのしたとうきちろうひでよし︻木下藤

八91図圃

はや︑かうばしくきのこにほへり︒

八89図團

ちて︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒

八86図魍

きのこ﹇茸﹈︵名︶3

ることばもうちとけて︑︵略﹀︒

昨日の敵は今日の友︑語 九754國團

九163図 利根川ノ本流ハ︵略V鬼怒
川・小貝川ヲ合セ︑盆≧其ノ大イサ
ヲ檜ス︒

ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

九164國 鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ
九17図 鬼怒川
朝鮮人は︵略V︒︵略﹀︒秋

相店じて聞える︒
ぎ

︵略︶乃木大黒と會見

の

だのぶなが

年が十八のころです︑木下藤
お

きび弓さとうきび
角ーシク彰

信長は誰かとたつねますと︑ きび・し︻厳﹈︵形︶2 きびし 嚴し
木下藤吉郎秀吉と答へました︒

六464

かへました︒

吉郎秀吉と名のって︑織田信長につ

六456

ずべし︒﹄
の ぎ

十一一548図

年戦役の記念たり︒

乃木町等の名あるは︑明治三十七八

こだま
市街に大山通・兇玉町・

に愛する良馬あり︒今日の記念に献

虎はいつ訊水師螢︒︵略﹀︒﹃我

十409図團園

きねん﹇記念︼︵名︶2 記念
の

の夜長には衣打つきぬたの音が早々

十一m4

きぬた﹇砧﹈︵名︶1 きぬた

獅
ぎふぢょうちん
きぬがわ

希望

甚だ大ならず︑其の建築も亦新し︒

きぼう﹃希望﹈︵名︶1

然るに印度との交通は長

君﹇▽あにぎみ・お

今日の勝負はきまらないが︑︵略﹀︒﹂

きみ﹃君︼︵名︶20

四98図圃君がよはちよにや

おきみ

すゑふさ

房・季房唯ご人︒

ふさ

梯はせて︑︵略V︒

十892口繭凶題 君は御袖に降りかΣる露

十一135□︒凶 臣下として一天萬乗の君

を遠國へ遷し奉ること無道の極みな

日月を要し︑中途の書函亦少からざ

十二744図

ちよに︑さざれ石の

いはほと

れば︑便利なる航路を開かんことは

﹁魯人は君子の道を以

﹁君君たり︒臣臣たり︒

﹁君君たり︒臣臣たり︒

十二954國圏

十二943蔓紫

十二943m囚園

せるは家門の轡なり︒

十二319□︒最期 ﹁二子の君の爲に戦死

し︑︵略V︒﹂

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

いでや臨幸の路次に参

り︒

大人トナリテ︑君ノ御タ

カクテ気缶ノ御用二立ツ
モシ病ニカ・リテ早ク死

て其の君を乏くるに︑我が臣の行ふ

でなされ候ぞ︒一命をすてて君に報

て︑教へ給ひし

導きな

心に開く︑智え

師の君の

くば︑いかで我が

憩え︒

う︒﹂

はり

君

音次郎は友吉のかたに手

桁どもを

けた

うらや

い

君︑床柱︒あ

﹁さはいへど

身も輕き

むなぎ

はれ我︑梁や棟木や

ましきえ

十134図富岳

を見たことがあるか︒﹂

うに︑﹁それはさうと︑君は白い雀

友だちはふと思ひ出したや

ったら︑僕は死んでしまったのだら

をかけて︑﹁︷略﹀︒もし君が居なか

五488圏

きみ﹇君﹈︵代名︶6

九2010出国何の爲にいくさには御出
ゆる爲には候はずや︒

といって居られる

ふち
君の御供に仕へしは 藤

筑紫に到りて後は︑︵略V︑

て君に報いよ︒﹄

九2210圏︺おつかさんは﹃一命をすて 八208圏

が︑︵略﹀︒

十887蒼黒

片時も君を忘れ奉ること無く︑︵略﹀︒

九805図

六年の月日 手を取り

所は禮に反す︒

中にも君の千代八千代

十一一囎9図圃

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

︵略﹀︑秋の花草多けれど︑

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ

七71図園

ベシトモオボエズ︒L

七47図囹

メントナリ︒

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

七43図園

あふげや︑高き君の恩︑國の恩︒

︵略V︑人々忠義を第一に︑ 十一146図園

なりて︑こけのむすまで︒

︵略﹀︑其の一事業として

六825図工

欧洲人一般の希望なりき︒

ひのき

杉・子等の植林を螢み︑其の利盆を

十一価2図

以て學校の基本金とし︑︵略﹀︒

きまり

︵略﹀︒私どものなかまは︑出合ふ

私はもと雨の一しっくです︒

とすぐに一しょになるのがきまりで

五92

きまり﹇決﹈︵名︶1

の騎兵・砲兵・工兵・暑湿兵を加へ

九266図 二箇塁塞の歩兵にそこばく

極りよし

す︒

シ︒

花の宴︒

八374図團

一定し︑前後左右次第よく並べて︑

︵略V︑諸道具の置場虚を

︵略︶︑急ぎの場合にも混雑なく︑暗

十二893︹図

︽ーク彰

きまりよ・し﹇決良︼︵形︶1

︵略﹀門島高徳といふ武
かさぎ

時 ︑ 早 く も 義 兵 を畢げしが︑︵略﹀︒

八841

祝ふや菊の

きぼ﹇規模﹈︵名︶4 規模弓だいきぼ

き時にも手探にて用を足し得る様

汽車はどんなことがあっても

相手の熊吉があの通りで︑

明治三十七八年ノ戦役二︑君 十二㎜10﹇図圃 師の君セらば︑健か一ひ︒

十948國 ︵略V︑昔ハ境内方四町︑堂

ノタメ國ノ高価︑名轡ノ戦死ヲトゲ
禽ーッ・

タ軍人ハ大ゼイアツタガ︑︵略V︒
きまる

に︑極りよく整へ置くは主婦たる者

ーラ︾

五271圓

九864圏

と出ます︒

待ちません︑きまった時間にちゃん

五415

その方にきまったぞ︒﹂

て︑﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬす人は

役人は後からこゑをかけ

きま・る﹇決︼︵五︶3

の務なり︒

我が 國 ﹇ ノ 造 船 所 デ ︑ 最 モ

塔雑舎ノ数量七十五アリ︑規模極メ

十ニー53
クレ

ふとう

會議事堂なりといへども︑其の規模

十二653図 最も人目を引くものは國

る規模の二大なるを見る︒

十二546國 市街建築物及び埠頭等頗

ル︒

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア

ヨコス カ

シヤウ
規模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中

モ足ラズ︒

テ大ナリシガ︑今ハ往時ノ三ノ一士

士あり︑主上尚笠置におはしませし

十﹇1310図

ぎへい﹇義兵﹈︵名︶1義兵

たるものを師團といふ︒

︵略﹀︒

輻重兵は何れも戦雲に必要にして︑

九255國 歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

る︒

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ

九247図 騎兵は進退敏活にして︑多 きほんきん﹇基本金︼︵名︶1 基本金

きへい﹇騎兵﹈︵名︶3 騎兵

弱りて︑野分もふさぐ︒

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑丁丁

九597図 運動不足なれば︑食物のこ

きぶん門気分﹈︵名︶1 二分

きぶつ号こきぶつ

きぶつ一きみ
336
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きもの
きみがよ

角柱

住持は︵略﹀︑再話書

ひとりつぶやく︒

つもせおひて 片時も 休む間な
し︒﹂と

十一721図圏
﹁君 は 書 家 と し て 一 家 を

成せる人なるに︑三年の間未だ一度

工に向ひ︑

備崩ズルニ臨ミ︑後事

も書筆を取り給ひしことなし︒

君等

四388園

サザエ

きめる

肉一

ヤキモノヤ︑

イロイロナタカラ

ウチヂユウ

ザシキノウチニイクスヂ

モノガデマシタ︒

よ一は心のうちで︑もし 三563

き・める︻決︼︵下一︶2

四808

︵略Vタヒヒラメ︵略﹀ナ メ彰

ドガオヨイデヰルト︑

モツナヲハツテ︑

アノキモノトバカマハ

ニイサンノデス︒

三567

ノ人ノキモノガホシテアリマ

これをいそこなったら︑生きて

﹁コノアヒダ大キナフ

カが來タ時二︑君ラハズヰ

ガ︵略﹀︑

ス︒

た︒

が︑主人は其の中で一人の青年をや

十346

志望者は五十人ばかりも煮た

はみまいとかくごをきめて︑
︵略V︑海の中へのり入れまし

しわはよってもわかい氣

ブンアワテマシタネ︒
五295國
で︑小さい君らのなかま入︑うんど

十︸⁝⁝6図園

う會にもついて行く︒

﹁我が子若シタ

スクベクンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ

キモノノモヤゥヤ︑カンザ

四145圃 ︵略﹀︑からだに雪のき
ものきて︑かすみのすそをとほ
くひく︑ふじは日本一の山︒

熊吉は︵略V︑池の中へ落ち 五356

きも

とひ入れることにきめた︒

九854

きも﹇肝︼︵名︶1

西洋紙ハ﹁君ラバ表ダケシ

ニ使バレル︒

ソノスガタガカハイラシイカラデセ

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

キモノきもの

ツクタビニ︑︵略Vオカネ

着物・羽織・バカマ・オビ

ワレラノ着物ハ多クコノ木

出田ニ近イ所ニハ︑着物・羽

働クコトガナケレバ︑食物モ

皆サンノ着物ニシテヰル木綿

からは静かに後の戸をしめた︒

先づ着物のほこりを梯ひ︑はいって

十351圏 ﹁あれが此の室にはいる前︑

織物ハドウシテ造りマスカ︒

八622

ナイ︒

買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

八156

織ナドヲ費ツテヰル店ガアリ︑︵略V︒

七382

綿織物ニテツクル︒

六343図

絹織物ニテツクル︒

ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

六336國

着物ヲ着テアソンデヰル︒

五678

ウ︒

こんだ︒附添人も見物人も︑きもを

七479囹

きもの﹇着物︼︵名︶22

着物号もめんきもののゆらい

ワタクシノキモノニハ︑

︵略﹀︑モウスコシタツト︑

ホソイハリガーパイハエテヰ

二202
マス︒

二206

キモノヲヌイデ︑下ヘトビオリ
マス︒

二393圏 キモノヲヌツタリセン
タクシタリシテクダサルノハ︑

オヂイサンガソコヲホル

ドナタデスカ︒﹂

二524

一一565

子ドモハフダンヨリハ美シイ

冷してかけよって︑熊吉に水を吐か

義務教育年限

上を下へのさわぎである︒

せるやら︑馨者を呼びに走るやら︑
西洋紙ハナホマケズニ︑

バ破レ易クテ︑少シモ強ミトイフモ
七486﹇n国

ノガナイ︒

日本紙ハ﹁イヤ︿︑君ラ

カ役二立タナイガ︑僕ラバ裏表トモ

七475圏

ヲ孔明ニユダネテ ︑

景公︵略﹀︒齊の臣答

不才ナラバ︑君自 ラ 之 二 代 レ ︒ ﹂

十二956図園
へて︑﹁君子は過 あ れ ば 謝 す ︒ 君 ︑ 實
を 以 て 謝 せ よ ︒ ﹂ と︒

君ガヨ 君が代

きみがよ﹇君代︼︵名︶3 キミガヨ

サア︑ミンナデーポン

ヅツモツテ︑ キミガヨヲウタヒ

﹁雪景ハ二丁ヌレルト︑

二67園

︿ニナルガ︑僕等ハ︵略V︒﹂

スグニベタ

マセウ︒﹂

義務

我が國は國民皆兵なり︑男
子は十七歳より四十戯までの間︑何

九243図

ぎむ︻義務︼︵名︶2

トモーシ国葬君ガヨノウタ

ヨミニナツテ︑センセイモセイ

四96センセイガチョクゴヲオ

ヲウタヒマシタ︒

れも兵役に服する義務あり︒
︵略﹀︑海外貿易ノ獲展ヲ

圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ商人

︵略V學校が落成シテ︑︵略V 十二536図

落成式が羅行サレ タ ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 先 ヅ 君

十二347

ノ國家二野スル義務ナリ︒

︵名︶1

ぎむきょういくねんげん︻義務教育年限﹈

ガ代ノ歌ヲ歌ツタ後︑町長ハ工事ノ
報告ヲシタ︒

きみたち︻君達﹈︵代名︶1 君タチ

就學児童ノ数が年々⁝噌加

ラ︑ソノホカタカラモノガタク

ト︑︵略V︑オカネヤラ︑キモノヤ

十二351

シ︑義務教育年限モ六年二延長セラ

七463園西洋紙が日本紙貝田ツテ︑

レタノデ︑︵略﹀︒

木村さんが遊びに着た︒

サンデマシタ︒

僕ラノ仲間ノ方ガヨケイニ用ヒラレ

六382

きむらさん﹇木村一︹人名︺1木村さん

﹁ ︵ 略 V ︑ ド ウ モ 君タチノ仲間ヨリモ︑

ルヤウニナツ弐心ト思フ︒

きみら﹇吾等︼︵代名︶5 君ラ 君ら

きゅうしゅう
きゃく

338

がる

︵略﹀︒コロンブスは葡萄牙に客月

と

中︑熱心に此の説を主張したりしが︑

ぼる

つばりしたものを着て︑歯もよく磨
︵略﹀︒

十371園 又着物はそまつながら︑さ
いてるました︒

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな
︵略﹀︑足にもあつし織のき

やはんをはく︒

十809図

十374圏外の者は着物だけは美しか きゃはん︻脚半﹈︵名︶1 きゃはん
つてゐました︒

木やり

一人の年取つた男がこゑをは

のあとについて歌ひました︒
キユ

消ゆ

わかものどもはこゑをそろへて︑そ

り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑

六758

十497國 ︵略﹀︑着物の縞模様︑焼物 きやり﹇木遣︼︵名︶1

住には模様・色どりをほどこしたる

・塗物の給模様︑︵略V︑我等の衣食

もの多し︒

もエひき

物である︒男はゆるやかな股引をは

十一鵬3 第二に目につくのは白い着
き・ゆ﹇消﹈︵下二︶4
︽ーエ・ーユル︾

どうぎ

き︑胴衣を着けて︑其の上に長い上
七243図

るべし︒

にするが爲なり︒し

きゅう﹇級﹈号さんきゅう・にきゅう
急

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

孝子の讐我が家にあげよ︒

世にみ虻やかせ︑我が軍人︒此

十二37図鍛ひたる劔の卜いちじる

く

の御製を葬讃しては︑何人も義勇の

心にをどり立つなるべし︒

極めて親切公平なる人なれば︑深く

村長は村の奮家に生れ︑

村民に敬愛せられ︑︵略V︒

十一皿8図

謙信は︵略V︑じっとしてはきゅうか﹇旧家一︵名︶1 奮家

方のまつ先に立って︑信玄の本陣に

コロンブスは初より世界

バシヨク

論功

或時將軍馬護︑孔明ノ軍

功ヲ惜シミシカド︑︿略V︒

令ニソムキテ大敗ス︒孔明︑護ノ藷

十一獅8図

きゅうこう﹇旧功﹈︵名︶1

は球形なりと信じ︑︵略V︒

十二747図

急に商用が出來て︑明朝六 きゅうけい︻球形﹈︵名︶1 球形
急に暴風雨が上ると︑山の

爲眞を見て︑急に皆さんに

虎モ猫モ︵略﹀︑シヅカニ きゅうこうれっしゃ﹇急行列車﹈︵名︶

1

それが今は朝の急行列車で東

急行列車
他獣二近ヨリ︑急二飛ビツキテ之ヲ

八748図

お目にか﹂りたくなりました︒

八131團

と思ふ様になります︒

標な波が立って︑船は今にも沈むか

七849園

時の汽車で東京へ立ちます︒

七157国

切りこんで︑信玄に打ってか﹂つた︒

居られない︒急に馬に打乗って︑味

六568

イリマシタ︒

五44エ

きゅう﹇急︼︵形状︶10

然るに此の大風の爲に︑今
︵略V︑火消つぼの火の消ゆ

九357

着くことが出來る︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

捕フ︒

︵略﹀翌朝三時頃急に水

世を憤らんよりは︑進み

敵はかなはじと︑にはか きゅうさい・す﹁救済﹈︵サ変︶1 救船

す

て之を救謁すべし︒

︽ース贈

に路を憂へて逃れ去らんとせり︒我

十二712図

々増加シテ︑學校ノ増設ヲ要スルコ

ない︒

鯨は︵略﹀︑長さは十五間︑

十一175図

本土の西︑近く九州と相

きゅうしゅう︻九州︼︹地名︺4

九州

即ち九十尺にも及ぶものも珍しくは

十676

九十尺

勝商事急なればとて直ち きゅうじつしゃく﹇九十尺﹈︵名︶1

しかば︑︿略﹀︒

は急に其の前路をさへぎりて攻撃せ

十二72図

音はげしく相成り︑︵略﹀︒

然れども空氣の流通鯨りに 九736痩型
強き時は︑却って火の消ゆることあ

九659図

るは空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

九658図

までの酪駝の足跡消えたれば︑︵略V︒

九4610図

トモシビキエタリ︒

︵略﹀︑風ニバカニ吹キテ︑

衣を着る︒

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

十一m1 朝鮮人は鯨り衛生に注意し
は感心である︒

十一m4 暑い時分汽車に乗って朝鮮
かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い

着物が乾してある ︒

おきゃくさま

きゃく﹇客﹈︵名︶2 客勤おきゃく・

﹁敵は長團の計を取れ

十二292図

に引返す︒
公に告ぐる者なきか︒﹂
お
家康直ちに勝商をして織 一†二％2国凶 嘘随ッテ豊・蝿叩臼担土里ノ漸撚ハ年

ト日一日ヨリ急ナリ︒

義勇の務御事に釜し︑

義勇

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

十一596図團

余の彼を避くるは︑國ぎゆう︻義勇︼︵名︶2

家の急を先にして︑私のうらみを後

十二395ロ⊃凶暴

しむ︒

だのぶなが

十二2810︹図

城を抜け出でて岡崎に至り︑急を主

るに︑我は糧食殆ど蓋きたり︒︵略V︒

十二275図圏

五703 見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤきゅう︻急﹈︵名︶3 急
ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音
ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒

十二795図 ︵略V︑土人は驚きて此の
新來の客を眺めて立てり︒船員皆激
幽して︑コロンブスの身邊を園み︑
︵略﹀︒

ゼノアに生れて︵略V︒

ぎゃくゆうちゅう︻客遊中︼︵名︶1

客難中
十二762國

339

きゅうじゅう一きゅうもん

さだのみさき

接せんとする所︑下關海峡あり︒

十一176図
四國の西には佐田岬長
ほうよ
く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡
をなす︒

十一19図 九州

霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物トモセズ︑風

給す

漁一

ノ如ク急進スル勇肚ナル有様モオモ
ヒ見ルベク︑︵略﹀︒

きゅう・す︻給﹈︵サ変︶1
シ彫

裂せし時は︑九州・四三・山陽・山
へ︑農具・種子等を給し︑︵略V︑厚

と構する法律ありて︑︵略﹀土地を與

十二432図 ︵略V安永八年櫻島の破 十831図 されば北海道醤土人保護法

く保護の方法を講ぜり︒

大和國ハ︵略﹀︒名所・奮

薔蹟

陰・東海道までも火山灰を降らした

す

座候︒

︽ーシ彰

平鯖は南部の大都會に

きゅうせつ・す﹁急設﹈︵サ変︶1

給

清少納言も亦紫式部と同じ

く宮中に仕へ︑︵略V︒

十167図

北道

︵略V︑荷車には人の引く

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

十一256図

牛馬︑強健なる軍用の馬匹︑滋養に

十二465図 ︵略﹀︑善良なる耕作用の

富める乳・肉等を供給せんこと︑實

昔ヲ知レル人︑若シ額道ノ

に今日の急務なり︒

九406國

きゅうどう﹇旧道一︵名︶1

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

り︑︵略V︒

阿蘇山の奮噴火口は南北

栽培法の如きも︑奮法に

奮法

の長径六里︑東西の短径四里にわた

十二407國

奮噴火口

ぎゅうふんかこう︻旧噴火且︵名︶1

ヲクラベ見バ︑世ノ韓攣ノ如何二甚
ダシキニ驚クナラン︒

じんほこほう

きゅうどじんうほっかいどうきゅうど
牛肉

其の上牛肉と牛乳は飲食物と

ぎゅうにく︻牛肉︼︵名︶3

十842

十二463図

きゅうほう﹇旧法︼︵名︶1

なづまず︑能く學理を慮済せば︑一

維新前までは牛肉を食ふ人は

しても大切である︒

暦其の牧穫を櫓零することを得ん︒

十843

至って少かったが︑今では全払食は

臨時大祭二天皇皇后爾陛下

リ︒カクノ如ク國事ニタフレタル人

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九306図

義勇奉公

豚肉はあぶらに富んでみて︑ ぎゅうほうこう﹇義勇奉公︼︵名︶1

ぬ虎がなくなった︒

十867

牛乳

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

ぎゅうにゅう﹇牛乳︼︵名︶4

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛

々ヲアハレミ給フコトノ深ク且アツ

キヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公ノ心

此の下女は毎朝かうして︑主

ヲ起サザラン︒

羊の肉も亦食用となり︑山羊

牛馬

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

ぎゅうば﹇牛馬一︵名︶2

家畜の飼養に至りては︑

強兵ヲ以テ知ラレタル我

急務ニシテ︑︵略﹀︒

宮門

ガ國ハ富國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

十二535図

と︑實に今日の急務なり︒

馬匹︑ ︵略﹀乳・肉等を供給せんこ

更に之を盛にし︑︵略V牛馬︑︵略﹀

十二467図

其の上牛肉と牛乳は飲食物と きゅうむ︻急務一︵名︶2 急務

人の目をかすめて︑牛乳を責ってゐ

乳屋

ぎゅうにゅうや︻牛乳屋﹈︵名︶1 牛

の乳は牛乳のやうに飲料になる︒

十874

しても大切である︒

十842

たのです︒

八251

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

此の鐵道は日露戦役中に 八143

きゅうたんせん︻給炭船﹈︵名︶1

急設したる輕便尿道にして︑︵略﹀︒

十二583図

急設

て︑附近に名所・奮蹟の多き所に御

十一398再呈

遊モ尚足ラザル感アルベシ︒

蹟ヲアマネク尋ネンニハ︑五月ノ巡

十鵬1図

きゅうせき﹇旧跡︼︵名︶2

りといふ︒

＊きゅうじゅうn▽くじゅう

きゅうしょ﹇急所﹈︵名︶1 急慮
︵略﹀︑見る内に一頭の鯨に近

寄り︑急虚めがけて破裂矢をしかけ

十649
もり

た錆を打つ︒

きゅうじょ﹇宮女一︵名︶1 宮女
でう
十152図 一條天皇の頃には才直すぐ
れたる宮女多かりしが︑最も世に聞
えたるは紫式部と清少納言となり︒

きゅうじょう﹇宮城﹈︵名︶4 宮城

七575図 今日ハマヅ丸ノ内二行キテ
宮城ヲ葬シ奉ル︒

以上ノ外︑尚水雷母艦・

その神勅によりて︑代々の

宮中

工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ

十一351図

七576國 宮城ノ重刑ニハ︑カネテ爲 炭船
クスノキマサ

眞ニテ見知リタルニ重橋力︑レリ︒
シゲ

七577図 宮城ノ前ノ工場野山楠木正

有スルモノァリ︒

八26図

田村麻呂は︵略﹀︒︵略﹀︒之きゅうちゅう﹇宮中︼︵名︶3

成ノ銅像アリ︒

九642國

宮城の方に向ひて立たせ︑ながく皇

をはうむりし時は︑ ︵ 略 ﹀ ︑ か ば ね を

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

れて︑上東門院に漢文・漢詩を教へ
参らせたり︒

きゅうもん﹇宮門︼︵名︶1

十162図夫に別れて後︑宮中に召さ 八143 新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛

が︑︵略﹀︒

急進

城を守護せしめたりといふ︒
きゅうしん・す﹇急進︼︵サ変︶1
ス 余ースル彰
クチク

十一311図駆逐艦ノ︵略﹀︒︵略﹀︒雲

きょう

きゅうようす
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ダイゴク

孟子の幼時母は︵略V︑

節に其の居を移すもの少からず︒
十一一964國

市井の感化を恐れて︑三度其の居を

ヒ︑︵略﹀︒中大 兄 皇 子 命 ジ テ 宮 門 ヲ

八524図天皇大極殿二四デサセ給
閉ヂサセ︑長キヤリヲトツテ物カゲ
畢

遷せりといふ︒

きょ﹇挙︼︵名︶1

ニカクン給フ︒

休養
士暑劔其の後江戸に出で︑

義士復仇の墨を聞き︑其の主謀の良

十二874図

御衣

雄たるを知るに及びて︑︵略︶︒

ぎょい﹇御衣︼︵名︶4

活動するのみにて休養す

きゅうよう・す︻休養﹈︵サ変︶1
︽ースル︾

十一693ロ⊃凶

す

ることなければ心身いっか螢れて︑
遂には活動にたへざるに至る︒

去年の今夜清凍殿の御宴に

侍し︑詩を作りて天皇の御感に入り︑

九811図
御衣を賜はりて身に鯨る面目をほど

五494 キ瓜・マク甜瓜・白瓜・夕顔

きゅうり﹇胡瓜﹈︵名︶4 キ瓜
・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマ
こしたりしが︑︵略﹀︒

︵略V︑其の御衣は今なほ西
道眞︿略﹀︑恩賜の御衣を

恩賜の御衣なほこ＼に在
京

愚曾も所用ありて京

きょう︻京︼︹地名︺1

り︒さΣげ持ちて毎日聖母を拝す︒

九817図國

篇の詩を作りたり︒

さNげて︑はるかに東方を拝し︑一

九814図

のはてに住む身に近くあり︒

九812図

ナドヲ瓜トイフ︒

五496 マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白
瓜・ヘチマハ細長 ク ︑ ︵ 略 V ︒

五498 キ瓜ニバカバ卑小サイトゲガ
アリ︑︵略﹀︒

五516 キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ
テモ︑ツケ物日シテモタベ︑又ニテ
モタベル︒

きゅうりゅう﹇急流︼︵名︶1 急流

九427図 ︵略V︑カ・リテハタキトナ 十一725図囹

へ上り︑＝一年在京せんもはかり難

ふ

又一山を越ゆれば︑︵略V︒

は盒k静かなり︒

今日ハウチノ虫ボシデ

きょう﹇今日︼︵名︶27

ス︒

三558

今日

上るに随って︑瀧はいよく小︑境

十︻773図

きょう﹇境︼︵名︶1

きょう﹇経﹈うおきょう

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑又切レ

か

境

し︒﹂

あ

り

︵略﹀︑亜弗利加・印度の

か

テハ急流トナリ︑遂二今日ノ如キ美

あ

り

シキ景色トナリシナリ︒

エ

獅 子 ︑ 南 亜 米 利 加 の野牛等の︑︵略﹀︑

め

きょ﹇居一︵名︶3 居
し

十二673図

食物を追うて其の居を殉ずるは珍し
きことにあらず︒

︵略﹀︑獣類中にも食物を

求め︑氣候を追ひて︑毎年一定の季

十二677國

今日は早くから學校へ

三591 今日はなみがおだやか
で︑舟がたくさんおきへ出て
ゐます︒

四645

今日は天氣もよいから︑人が

行って︑みんなで雪なげをしま
せう︒

六151

今日は天氣がよくて暖いか

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

六358

今日は朝からあちらこちら

ら︑うちではす＼はきをした︒

六394團

︵略Vが大事と考へまして︑

を見物した︒

七428囹

相手の熊吉があの通りで︑

どうか今日から一年の間︑

今日の勝負はきまらないが︑︵略﹀︒L

九864囹

九872囹

奈良の都の

︵略﹀︑御支配をなさって下さい︒﹂
な ら

にほひぬと︑

︵略V︑古の

八重櫻︑今日九重に

九933図圃

つかうまつりし 言の葉の︵略﹀︒

昨日の敵は今日の友︑語

ることばもうちとけて︑︵略﹀︒

十394図圃

今日の記念に献ずべし︒﹄

十409山導圏 ﹃我に愛する良馬あり︒

十954図圏古の奈良の都の八重櫻︑

﹁今日は吉日なり︑元

今日九重ににほひぬるかな︒

服せよ︒﹂

十一446瓜コ凶囹

る︒

れ︒

﹁今日書き給はん鶴の

西暦一千四百九十二年八

すとりや

ういロん

虜は填太利の首府維也納の

お

六

うれしけ

︵略﹀︑學びの道の

年をば︑卒へし今日こそ

十二揺5︹図圃

ける者は一人もない︒

に︑時代後れの下手な音曲に耳を傾

十二8110

見る物の多い今日の祭日

大公園︑今日はにぎやかな祭日であ

十二817

前芸出獲の日なりとて︑︵略﹀︒

月三日の朝︑今日はコロンブスが遠

十二767図

姿はかやうなるべし︒﹂

十﹇741図囹

如何でか討たるべき︒

は今日の元服の事等思ひ績けては︑

今日ハマヅ丸ノ内二行キテ 十一4410図 ︵略V︑年頃の恩愛︑殊に

今日このお金を出しましたのでござ
います︒﹂

七575図

今日このなつかしい學校へ

宮城ヲ拝シ奉ル︒

七811園

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

雨は夜申にはれて︑今日は

よりもうれしうございます︒

八41図

今日は神嘗祭なれば︑夕方

うら㌧かなる天氣なり︒
かんなめ

八77図

今日のこの日に年來ののぞ

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと
いふ︒

八78ロコ凶

我等一同申し合せて︑今

みを達したるは何等の幸そや︒

八701図囹

日より働くことを止むぺければ︑左
﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ

襟心得られたし︒L

御誕生日ダ︒

タンジヤウ

八904園
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きょうきゅうする
ぎょう

さ ばく

︵略﹀︑酪駝に乗りて隊商の

よう・せいとうぎょう・ようさんぎょ

ぎょう︻業︼︵名︶9 業うこうかいぎ
う

九449図

仲間に加り︑大沙漠を往來するを業

座候︒

一厘の支出を要せざるに

十一価4図 十四五年の後には村民は
教育の爲︑
至るべし︒

く︑御仁愛の海よりも深きを仰ぎ奉

讃するもの誰か御聖徳の山よりも高

も少きときは物の償は高くなり︑多

か﹂る時は靴の供給次第

を減ずるが故に︑供給も随って減じ

︵略V︑次第に其の製造高

に増來り︑靴の贋はやうやく安くな

十﹇9310図

きときは安くなるなり︒

らざらん︒

きょういん﹇教員﹈︵名︶1 教員重し

りて︑︵略﹀︒

て︑︵略V︒

十一944図

範として︑職務に勉濁するが故に︑

十一B2図其の他の教員も校長を模

ようがっこうきょういん

見定は皆よく之になつきて︑︵略﹀︒

布以來︑ 教育ノ普及獲達凶年ヲ追ウ

十二357図ソモく明治五年學制獲
テイヨ︿盛二︑今や全國就學児童

とせり︒

花籠ヲ最モ多ク産スルハ
二野齢児童百分ノ九十七ヲ越工︑本

十441図
︵略V︑販路次第二開

︵略V︒

即ち供給に限りあるもの

すること少く︑︵略﹀︒

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

十二455図 ︵略V︑四面皆海にして︑

は一定の便なしといふべし︒

十一951図

どの如きは︑︵略﹀︒

例へば名高き古人の回書・古器物な

十一948図 ︵略︸︑供給に限りある物︑

︵略V︒

橋下

郡ノ如キハ實二百こ口九十九ノ好成

シ︑良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂

十227國老人片足ノ靴ヲ橋下二落

きょうか︻橋下﹈︵名︶1

ケ︑此ノ業ヲ螢﹇ ム モ ノ モ 亦 追 々 二 十

孟子の幼時母は深く意を

績ヲ示セリ︒

トイフ︒

きょうかいせき︻境界石一︵名︶1 境

箇所に境界石を置きて︑分明に相成

余ーサ・ースル単

若し炭酸瓦斯を供給するも

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

は蓋く枯死すべきはずである︒

分量が著しく減って︑地球上の植物

のがなければ︑空簾中の炭酸瓦斯の．

十二222

供給する

きょうきゅう・する﹇供給﹈︵サ変︶2

に今日の急務なり︒

富める乳・肉等を供給せんこと︑實

牛馬︑強健なる軍用の馬匹︑滋養に

見 十二466図 ︵略﹀︑善良なる耕作用の

給す 肉ーセ︾

きょうきゅう・す︻供給﹈︵サ変︶1供

十﹁9710國團日・露の境は︵略﹀︑四

界石

を尊重し︑之に協力するによりて︑

團礁の事業は︑地方人民の一般に之

例へば教育・衛生等自治

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

十二963図

加シ︑︵略V︒

十444図 眠亀ガ︵略﹀︑熱心二此ノ
業二連シ︑機械ヲ鼻血シ︑天産ヲ廣
メシバ大イナル功劣トイフベシ︒
此の二村に住めり ︒

十一796図 鵜飼を業とする漁夫は皆 十二廻7図
まゆ

習 照の綜を吐きて繭を造る

は紡績の業に等し く ︑ ︵ 略 V ︒

十﹇877︹図

きやうぎ

夏の経木や萎わらは

きやうぎ

るにもいと貸輕げなり︒

九508八議

きょうぎ﹇経木︼︵名︶1

経木

居候︒

教

始めて其の効果を全うすることを得
べきなり︒

きょういく・する︻教育︼︵サ変︶1

︵略 V ︑ 葉 巻 轟 ⁝ の 綜 に て 葉

をつぼり合するは裁縫の業に同じ︒

十一878図
みつばち

十一131

行儀
等につきては︑主婦たる人の責任最

︵略﹀︑子供の行儀・作法
も重し︒

十二914図

ヲ教育スル等ハ皆分業心外ナラヌノ

︵略V︑火消つぼの火の消ゆ

十二224

作用も與って大いに力があるのであ

給されるのは︑ ︵略V︑ 動物の呼吸

物の債の高下は主として
需要と供給との關係によりて定まる

十一918図

るは空爆の供給絶ゆるが爲なり︒

九658図

じゅようきょうきゅう

きょうきゅう︻供給﹈︵名︶8 供給号

デアル︒

夫ノ田畑ヲ耕シ︑︵略﹀︑教師ノ生徒

又國家倉鵤カライヘバ︑農 ぎょうぎ﹇行儀︼︵名︶1

十一879図 蜜蜂の蜜を吐き︑又たく 育スル 禽ースル蝉
す

みに巣を造るは醸造の業と建築の業
とをかねたりといはんか︒
︵略﹀醸造の業と建築の

業とをかねたりといはんか︒

十一879図

ざるは牧畜の業な り ︒

2 教育勅語
育勅語のり給ひ︑戦後経螢かくこそ

十一羽4図圏

修身の徳是なりと︑教

十二453図 我が國の農業中最も開けきょういくちょくご︻教育勅語﹈︵名︶

むきょういくねんげん・こくみんきょ

きょういく︻教育﹈︵名︶5 教育号ぎ

ぼしん

ものなり︒

教育勅語と戊申詔書と

と︑戊申の詔書かしこしや︒
ぼしん

十一919図

十一406國團 教育の事業も段々進歩 十手ー3図

ういく

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相

は︑我等が身を修め︑世に虚するの

る︒

道を示し給へるものにして︑之を拝

しかして供給の需要より

成候事︑國家の爲眞に大賀の至に御

きょうくん一きょうだい
342

海行かば水つくかばね︑

きょうくん︻教訓一︵名︶1 教訓
十二弱64口⊃凶

山行かば草蒸すかばね︑大君の邊に
こそ死なめ︑顧みはせじ︒といふ忠
勇の精神は我等が祖先の教訓なり︒
手塚︑首をたつさへて︑

きょうけ﹇京家﹈︵名︶1 京家
よしなか

十5110図圏
大將義仲の前に行き︑﹁︵略﹀︒京家・

西國の者かとすれば︑坂東聲なり︒

きょうけん﹇恭倹︼︵形状︶1 恭倹
ろ
十二936図
孔子は魯といふ國に生
れ︑人と爲り禮を好み︑温良・恭倹
なりき︒

きょうけん﹇強健︼︵形状︶2 強健
︵略﹀︑常二身為ヲ大切ニ

シ︑之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

十789図

ぎょうこうけい﹇行幸啓﹈︵名︶
幸啓

1

行

臨時大祭二天皇皇后爾陛下

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九303図
リ︒

道後は︵略﹀︒︵略﹀︑帝都

内ーヒ彰

ぎょうこうしたま・う﹇行幸給︼︵四︶1
行幸し給ふ

十736國

をさること遠けれども︑古代より世
に著れ︑往昔天皇の行幸し給ひしこ

しかして︑法律及び豫算

協賛

ぎごにきょうこく・せか

とも敷回に及べり︒

きょうこく
いきょうこく

とす︒

るときは︑帝國議會の協賛にあらず︒

十二鵬2図

若し爾院の決議一致せざ

の裁可を待ちて始めて成立するもの

は帝町議會の協賛を経たる後︑天皇

十二斯9図

きょうさん﹇協賛︼︵名︶3

十二465図 ︵略V︑強健なる軍用の馬

匹︑︵略V等を供給せんこと︑實に
今日の急務なり︒

きょうけん﹇強堅︼︵形状︶1 強堅

帝上議會の協賛は國家の

記載し︑︵略﹀︒

十二鵬2図

しかして萬機公論に決す

るの聖旨に基づき︑別に帝國議會を

設けて︑廣く衆議を聴く機關に供せ

又風の方向は矢を以て示

させ給へり︒

十二202図

し︑︵略﹀︒又其の強弱は矢の羽の敷

十二期8図 市町村長・議員等を選與甲

す 余ーシ専

きょうせい・す﹇強制﹈︵サ変︶1 強制

にて表すなり︒

教授

通風・採光ニツナガラ其ノヨロシキ

強制し︑私利を以て勧誘する等の手

するには︵略﹀︒ まして威力を以て

十二366図本校杢ロノ建㌶染ハ︵略﹀︑

きょうじゅ﹇教授﹈︵名︶1

ヲ得︑專ラ教授ノ便ヲ計り︑實用二

段を用ひ︑又は之に左右せらる﹂が

如きは︑︵略V︒

重キヲ置キ︑︵略V︒

耕地の面積︵略﹀︑総面

きょうそう﹃競走︼︵名︶2

競走

狭小

十二461図

きょうしょう﹇狭小一︵形状︶1

積の約一割五分に過ぎず︒西洋諸國

ちを打ってあせって見たが︑一時間

九3410 ︵略﹀︑馬上の人はしきりにむ

馬場の中程から一騎後れ︑二

て競走が出発よう︒

に十五マイルも走る汽車とはどうし

の耕地が其の総面積の二割より六割

教場

に及べるに比すれば︑園丁だ狭小な
りといふべく︑︵略﹀︒

きょうじょう︻教場﹈︵名︶1

教場ノ数ハ十二︑外二職員 九845

騎後れ︑︵略V︑もはや熊吉と愛作の

十二369

二人だけの競走となった︒

供す

︽一

之を選畢し︑互に競箏するが如きこ

十一田5図

と更になし︒

きょうそう・する︻競走﹈︵サ変︶1 競

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

親子・夫婦・兄弟・姉妹

兄弟母そ

中には汽車と競走する積で︑

がきょうだい

きょうだい﹇兄弟︼︵名︶2

馬に乗って來た人もある︒

九347

然れども強秦の兵を趙 走する 飛ースル炉

強秦

村勢議員も全村一致して

きょうそう・す﹇競争﹈︵サ変︶1 競争

室・裁縫室モアツテ︑町立ノ學校ト
橋上

シテ門先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

聖目ノ度コソハト︑夜半ヨ

張良︑橋上ニテ白髪ノ一老 す 余ースル︾

きょうじょう﹃橋上﹈︵名︶2

十226図
人ニアフ︒

十二鵬1図

盛衰︑國民の安危に重大なる三保を

十777図 スベテ重要ナル機關アル部
分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

十242図

ス・ーセ彰

起して︑種々の用に供す︒

九667図

半人は空穂を動かし︑風を 十一517図

きょう・す︻供︼︵サ変︶2

が爲なり︒

國に加へざるは廉頗と我と二人ある

十二393図囹

きょうしん﹁強秦︼︵名︶1

リ起キテ橋上車争レバ︑︵略﹀︒

及すものなれば︑議員たる者は︵略﹀
忠心に其の職責を謹すべく︑︵略﹀︒

リ︒

ぎょうこう﹃行幸︼︵名︶3 行幸

又國家全燈カライヘバ︑農
ヲ教育スル等ハ皆分業二世ナラヌノ

夫ノ田畑ヲ耕シ︑︵略V︑教師ノ生徒

十一131

九958國 天皇陛下かつてこ﹂に行幸 きょうし︻教師﹈︵名︶1 教師
あり︑︵略V︒

デアル︒

十一310図 天皇のこ﹂に行幸ありし
より三年︑北方の天を望みて崩御あ

強弱
︵略﹀︑風の方向・強弱︑

温度等一般の天氣要素を地瓦の上に

十ニー94図

きょうじゃく﹇強弱︼︵名︶2

りし御心事を察し 奉 れ ば ︑ ︵ 略 ﹀ ︒
な ら

十一51図 吉野には古く離宮あり︑
おうじん

慮神天皇の頃より奈良朝の頃には度

々 行 幸 あ り し が ︑ ︵略﹀︒

343
ぎょかい
きょうだい

出征兵士の弟ぞ︑我は︒

ノ家業ヲ樂シムヲ 以 テ ︑ ︵ 略 V ︒

十一605三針
兄君︑我も後より 行 一 の ん ︒ 兄 弟 共 に
敵をば討さん︒

きょうだい﹇強大一︵形状︶1 強大
っそんきょうどう・いっちきょうどう

より當然の事に候︒

るによる︒

共同團結す

丙ーシ彰

蜜蜂の群集生活を螢むを

きょうとからのてがみ︹課題︺2

第十二

第十二

京都からの手紙

京都からの手紙

からの手紙

六391

六目13

京都

たり︑團艦の爲には身命ををしまざ

ず︑有力なる武器を備へて敵軍にあ

得るは︑共同團結して空足をいとは

十﹇88図

︵サ変︶1

米と変とは全量に︑製 きょうどうだんけつ・す︻共同団結﹈

ルニハ奈良線ニヨルベク︑︵略﹀︒

十二489図園
茶は静岡︒三重・京都︵略V︒
よしを
︵略﹀大石良雄は初め京

十二864図
都に在り︒

ハ︑︵略V︑常二強大ナル海軍ヲ有セ

十一354図四面皆海ナル我が帝國きょうどう︻共同﹈︵名︶1 共同強い

きょうどういっち︻共同一致一︵名︶2

ものあり︒

生活を含み︑一群の総数数萬に及ぶ

蜜蜂は群を評して共同の

十一56︹図
京都

ザルベカラズ︒

きょうと﹇京都一︹地名︺13

六384 午前六時の汽車で︑おとうさ
んが京都へお立ちになった︒

此ノ標二分業四大キナ三盆きょうとにしじん︻京都西陣﹈︹地名︺

1

京都西陣

ノアルモノデアルガ︑コ︑二注意シ

い

せざき

絹織物の産地には︑京
きりふ

古く其の名を知ら豊たり︒

胸部

其の内寝食・談話・遊戯

・病氣等の爲に費す時間は︵略︸︑實

十一678図

際修學及び業務に用ふる時間は僅か

業務に從事する間は熱心

に二十萬時聞を越えざるべし︒

人を訪問する時は業務を

に之を行ひて︑他事に心を労すべか

十一696図

らず︒

十﹇703図

其の後日々業務に追は

さまたげざる時間を選び︑︵略V︒

れ︑鯨り旅行も致さず候へども︑

十一957國国

︵略﹀︒

郷里

是より暇を請ひて郷里に

きょうり︻郷里︼︵名︶1

蹄り︑公私の用を終へて︑再び江戸

十二878図

に出つれば︑︵略V︒

力す 余ースル︾

きょうりょく・す﹇協力﹈︵サ変︶1 協

目蓋の事業は︑地方人民の︵略﹀︑

胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ 十二甑8口凶 例へば教育・衛⁝翌翌自治
ォホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

効果を全うすることを得べきなり︒

之に協力するによりて︑始めて其の
強兵

九8010図

御宴

去年の今夜清涼殿の御宴に

ぎょえん﹇御宴﹈︵名︶1

富國ト強兵ト相待ツテ始 きょうれんn▽ぶんたいきょうれん
強兵ヲ以テ知ラレタル我

侍し︑詩を作りて天皇の御感に入り︑

十二481図工四方の海の底惨く︑魚

すること少く︑︵略﹀︒

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

十二455図 ︵略﹀︑四面皆海にして︑

魚介

ガ贈位富國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

業務

ぎょかい﹇魚介︼︵名︶2

︵略V︒

興味
くわんとん

︵略﹀︑又平田に廣東婦

ぎょうむ︻業務︼︵名︶4

に興味を畳え申候︒

人が隊を成して草取を爲す有様は殊

十一386圓團

きょうみ︻興味﹈︵名︶1

急務ニシテ︑︵略﹀︒

十二533﹇図

メテ國家ノ盛大ヲ致ス︒

十二533図

きょうへい︻強兵︼︵名︶2

センが爲ナリ︒

十778図

きょうぶ﹇胸部︼︵名︶1

も

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二493図國

分業デスル仕事二子全髄ノ

レバ︑分業ノ目的ハ達セラレナイ︒

ヲスルモノニ︑共同﹇致ノ考ガナケ

一部分デアルカラ︑ソレぐノ仕事

十一122

フコトデアル︒

ナケレバナラナイノハ共同一致トイ

十一1110

六387 午後京都からおとうさんの手 共同一致
紙が着いた︒

六394團昨日六時の汽車に間に合つ
て︑晩の九時二十 分 に 京 都 に 着 い た ︒
みつひで
︵略﹀︑信長は京都で光秀とい

ふけらいにころされました︒

六497

六532 京都の東山の山の上に秀吉の
︵略﹀ ︑ 御 主 人 織 田 標 に は ︑

はかがございます ︒
七423囹

協同一致す

きょうどういっち・す︻協同一致﹈
︵サ変︶2

近いうちに京都で馬そろへをなさい
ますとのこと︒

地方人民協同一致して︑
團艦の爲に力を致すの精神是なり︒

自ら地方公共の事に任じ︑誠意其の

飛ーシ︾

九25図 京都

十二皿7図

ら京都へ上る街道 で ︑ ︵ 略 V ︒

九354 昔東海道といったのは江戸か

旨を禮し︑協同一致して團禮の福利

故に人々常に自治制の本

京を出立すれば︑晩にははや京都に

を増進せんことを心掛くべし︒

九358 それが今は朝の急行列車で東 十二悩6國
着くことが出來る ︒

1 共同生活
十571圓團

人数の共同生活に候へば︑是はもと

兵舎内にては︵略﹀︒多

︵略﹀有馬の温泉にして︑ きょうどうせいかつ﹇共同生活﹈︵名︶

京都・大阪に近ければ︑浴客多く集

十739図

り︑︵略﹀︒

ナ ラ

十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良二丁

介さまぐ海草の無限の富を肥し
たり︒

︵略︶︑詩を作りて天皇の御

ぎょかん︻御感︼︵名︶2 御感
九811図

感に入り︑御衣を賜はりて身に量る

十二521図

商人ニシテ信用ヲ失フト

キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

1

玉山銀璽

水雷艇ハ︵略﹀︑敵艦二

シ︑又敵ノ水雷艇ヲ駆逐・撃破スル
ヲ目的トス︒

十一349図

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃
沈スルヲ任務トス︒

知らる﹂ものなり︒

八606過湿

清し ︽ーシ︾

居室

石山寺の秋の月︑雲をさ

きよ・し﹇清﹈︵形︶1

まりてかげ清し︒

きょしつ︻居室﹈︵名︶2

きょげつにじゅうごにち﹇去月二十五日﹈

室・兵器・寝具其の他一切所持品の

十564圓團毎週土曜日の午後には居

︵名︶1

︵略﹀︒

働蜂の若きものは内に居

漁舟

て幼轟を育て︑又は其の居室を謹み︑

十﹁62図

清潔槍査これあり候︒

去月二十五目

り︑水のしぶき枯木に氷結して︑水

に随ひ氷結して︑一面玉山銀毫とな

十一786図

又嚴冬の頃は漫水落つる

ぎょくざんぎんだい﹇玉山銀台﹈︵名︶

面目をほどこした り し が ︑ ︵ 略 V ︒
かうろ
︿略﹀︑皇后は︵略V︑﹁香櫨

ほう

十172図

渠口

去月二十五日御差出の縞
物二十反本日到着︒

九125國團
曲線

晶の花を咲かす︒

線には直線と曲線とあり︒ きょこう﹇渠口﹈︵名︶1

きょくせん︻曲線一︵名︶5
十448図

御前に侍りし清少納言は︑つと立ち

峯の雪は如何に︒ ﹂ と 仰 せ ら れ し に ︑

てみすをまき上げたり︒皇后の御感

我が國デ一番大キイノハ佐

曲線は直線よりもやはらか

十ニー62

十458國

きょしゅ﹇▽いっきょしゅ

鵜飼は︵略V︒此の間毎夜

世保海軍工廠ノ船渠デ︑︵略﹀︑渠ロ

十一799図

ぎょしゅう﹇漁舟﹈︵名︶2
畢行

ノ幅十九間蝕︑深サ八間鯨アル︒
きょこういた・す﹇挙行﹈︵四︶1

︵略V︑曲線を用ふれば︑更

に美しき模様を得べし︒

十459図

なる感畳を與ふるを以て︑︵略V︒

一入なりきとそ︒

ぎょぎょう﹇漁茎︵名︶6漁業
かける人もありませう︒

七887園 又漁業その他海の仕事に出

月なき時をうか玄ひて漁舟を出す︒

百にも近き鵜︑此方に浮び︑彼方に

︵略V︑來る六月三十日 十一829図 数隻の漁舟相並び︑︵略﹀︑
︵略﹀建碑式墨筆致週間︑御光臨の

居所弓じゅ

しんにんきょしょしめい・はっしんに

きょしょ﹇居所﹈︵名︶3

沈み︑︵略﹀︒

肉ーセ︾

獲信人は自己の居所氏名を

御製﹇▽てん

とこしへに民安かれといの

の御製を思ひ出でて︑︵略﹀︒

るなる︑我が世を守れ︑伊勢の大神︒

八73図

のうへいかのぎょせい

ぎょせい﹇御製﹈︵名︶5

︵略﹀此庭に記すべし

八48図図

に知らせんとする時は︵略﹀

畿信人の居所氏名を受信人

︵略﹀其居所氏名を此慮へ

コ・二本校新築落成式ヲ んきょしょしめい

記すべし

八48図図

︽ーサ弓

八48図図

墨行セラル・二當リ︑其ノ席末二列
所ナリ︒

スル

きょこう・する﹇挙行︼︵サ変︶1

︵略﹀學校が落成シテ︑前週

畢止

他國に行きて︑︵略﹀乗
ば︑︵略﹀︑早くも其の國民の品格の

客の墨止︑道行く人の容儀等を見れ

十二町6図

きょし﹃挙止一︵名︶1

ノ土曜日ニハ落成式が墾行サレタ︒

十二344

暴行

スルヲ無辺ルハ余ノ最モ光点トスル

十二355図

翠行ス

榮を賜はり度︑︵略﹀︒

十一636國團

見よ︑曲線のみにて成れる 致 ︽一︵シと

極南暑熱の御地にても

きょこう・す﹇挙行一︵サ変︶1

︵略V︑直線・曲線を併せ用

ひたる︵略Vの模様の如何に麗しき

十468図

の模様の如何に麗しきかを︒

︵略﹀︑直線・曲線を併せ用ひたる︵略﹀

十104図 ︿略V︑森林は漁業の爲にも 十466図
大いなる利盆をあたふ︒

十106図 海岸又は河岸の森林を伐彿
ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地
かを︒

極南暑熱
同じことと存候︒

十﹁血7圓團

1

きょくなんしょねつ﹇山南暑熱︼︵名︶

蜘蛛は︵略V︒︵略V︒此の

も

方も少からず︒
く

十一884図

網にて轟を捕ふるは漁業の類とも見
るべし︒

十一984國国 樺太にて最も有望なる
は漁業にて︑︵略﹀︒

︵略﹀︑此の極北の寒地
も今ははや生れ故郷の如き心持に相

十一m6魎国
成候︒

は農業と林業とに て ︑ ︵ 略 V ︒

十一998國團 漁業に次ぎて有望なる きょくほく︻極北﹈︵名︶1 極北
きょく︻局一nVゆうびんきょく

?ﾍハ︵略V︑敵艦二

十ニー12図團 ︵略V︑饗二敵二封シ勇ぎょけいすいらい﹇魚形水雷一︵名︶2

サキ

きょく﹇極︼︵名︶2 極
キ カ

魚形水雷

カン

進敢戦シタル庵下將卒モ皆此ノ成果

十一346口置

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

ヲ立論ルニ及ンデ︑唯唯感激ノ極︑
言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒L

臨肥

ぎょせい
ぎょかん

344

345
きり

ぎょせん

が出てうれしかった︒

ぎょゆう︻御有一︵名︶1

御里

距離

ます

六733

私は一たい子供がすきでござ

︵略﹀秀吉のいきほひは︑し

きらふ 内ーッ・

な子供が七八人ございました︒

いますが︑ ︵略︶どうしてもきらひ

八64図

學校で先生にしかられ︑友だ

キラ︿

きらく

材は皆ひのきの白木を用

コトガデキマセン︒

テ︑ワルモノドモ星目ヲアケテヰル

マリマシタ︒ソノ光ガキうくトシ

︵略︶金色ノトビガ︵略Vト

きらきら︵副︶2

ちにもきらはれた悪い子供は︑︵略V︒

六727

きらって︑てきたひましたが︑︵略﹀︒

長の古いけらいの勝家などはこれを

ぜんに日一日と盛になりました︒信

六506

ーハ︾

きら・う︻嫌﹈︵五︶2

東大寺ノ境内二正倉院ア

清らか

リ︒帝室ノ御練ニシテ︑多ク古代ノ

何時も丈夫さうな老人であっ 十972図

すジ

置潮ヲ藏ス︒
い

きょり﹇距離︼︵名︶1

清らかなり︒

八46図五十鈴川は流早くして︑水

きよらか︻清︼︵形状︶1

去年の今夜清涼殿の御宴に

たが︑去年の暮に死んでしまった︒

八341
九8010図
侍し︑︵略V︑御衣を賜はりて身に鯨

漁夫

去年の今夜清涼に侍す︒

る面目をほどこしたりしが︑︵略V︒

九816図團

︵略V︑距離六千メートル
に近づきて始めて慮戦し︑はげしく

タトヘバコ・二漁夫アリ 十二65國

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲

敵を砲撃せしかば︑︵略﹀︒

たら

︵略V︑棘と鱒との漁利 五68

にしん

鵜飼を業とする漁夫は皆 ぎょり﹇漁利一︵名︶1 漁利
さけ

十一985圓国

魚類

は殊に多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

魚類ニハイワシ・アヂ・サ
バ︒マグロ・カツヲナドノヤゥニ︑

七702

ぎょるい﹇魚類︼︵名︶5

鵜は︵略V︑漁夫は一時

魚腹

ひ︑金色の金物きらくと日にかゴ

ぎょふく﹇魚腹︼︵名︶1

とす︒

間鯨にして数千百尾の鮎を得るを常

十一828図

此の二村に住めり︒

十一796図

ノ農夫ヲタヅネタリトセヨ︒

九882國

ぎょふ﹇漁夫一︵名︶3

九286図 ︵略V︑本殿ニバカシコクモ
天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒

十﹇210図 當時の御製に︑花ユねて
よしや吉野のよし水設 まくらのも
とユ石走る音︒

十一一17図 陛下が︵略V︑折にふれ
てよみ出でさせ給へる御製にも︑常
に國家を思ひ︑臣民をあはれみ給ふ
大 御 心 の 拝 察 せ ら る﹂は︑︵略﹀︒

十二37図鍛ひたる劔の奇いちじる
く世に一の雪やか せ ︑ 我 が 軍 人 ︒ 此 の
御製を拝讃しては ︑ ︵ 略 V ︒

ぎょせん︻漁船︼︵名︶1 漁船

筋骨たくましき若者が

膳を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさ

ろ

十一268図
よ︒

やけり︒

ぎょちょう﹇魚鳥﹈︵名︶1 魚鳥

︵略﹀︑タヒ・ボラ・ハモ・コチ・キ

されば河水・湖水におぼ

スナドノヤゥニ︑︵略V︑エヒ・カレ

十二701図

ヒ・ヒラメナドノヤウニ︑︵略V︒

十二435図 太古人口少く︑人智も開

れて魚腹に葬らる﹂もの︑野獣の爪

一162

桐ハヤハラカクシテ弱キ木

キリノゴモン

おほよそ家の紋どころ︑

きり

霧うあさぎ

ノミキリカンナノコギり

きり﹇霧一︵名︶5

一165

きり﹇錐﹈︵名︶一 キリ

いふもかしこし︑菊と桐︒

七446図工

モノナドヲ作ルニ用フ︒

バ︑ツクエ・本バコ・タンス・ハキ

ヒラレザレドモ︑輕クシテ美シケレ

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用

六684図

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ きり︻桐︼︵名︶3 キリ 桐
総べて魚類は暗き庭を喜

コ・イカナドガスンデヰル︒

十103図

び︑森林の影さす水中には多く集り
來るものなるを以て︑︵略V︒

又魚類や野菜ハ各其ノ季節

きらひ

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十一658

スルモノ年々少カラザリキ︒

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死

清水寺をはじめ︑たくさん 十333図 ︵略﹀︑罪人ドモハ魚類・果
清める

きり︻切︼号つききり

牙にさかれて食はる＼もの︑其の敷
号かとうきよまさ
号せとくたにありたきよみず

七712

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑息女を

箇ーメ贈

身を清めて︑一心不齪に打つたもの

八337囹

だ︒﹂

きらい﹇嫌︼︵形状︶1

刀は︵略V︑きたへる時は

きよ・める﹇清﹈︵下一︶1

のお寺やお宮へさんけいした︒

六396国

きよみずでら︻清水寺︼︵名︶1清水寺

さつまやき

きよみず

︵略﹀︑足の指に魚肉数片 きよまさ

を知らず︒

採りて食物とせり ︒

十二871図

ぎょにく﹇魚肉﹈︵名︶1 魚肉
をはさみて良雄の面前に出す︒

きょねん﹇去年﹈︵名︶6 キヨネン
去年

私ガキヨネンマデキテ

ヰタワタイレハ︑ ユキモタケ

三581

モミジカクナツテ︑ モウキラレ
マセン︒

ニ作リマシタ︒

四121 去年ハホシテ︑クシガキ
六363 ゆか下から去年なくしたこま

O

きりばり
きり

346

り

が降ったりして︑一寸先も見えなく

水全くかれはつべし︒

飛ーシ・ース彰

八863

中佐ハ︵略﹀︑敵中ヘヲドリ

コンデ︑タチマチ三人ノ敵ヲ斬り殺
シタ︒

す

︽ーシ暫

材木ヲ山ヨリキリ出スモノ きりすか・す﹇切透﹈︵四︶1 伐りすか

ハソマナリ︒

六688國

切出ス 伐出す

七853囹 又きりがか﹂つたり︑大雪 きりいだ・す﹇切出﹈︵四︶3 キリ出ス
なる事もあります ︒

七855圏 きりや雪で︑方角の分らな

是等文明の利器も其の運用を全くす

ること能はず︒

きりつ・ける︻切付﹈︵下一︶1 切りつ

信玄は︵略V︒ぐんばいうち

︽ーク︾

六574

ける

はでふせいだが︑えが折れて︑かた

先へ切りつけられた︒

余ーシク︾

余ール︾

を禁ぜり︒

兵其内の生活は規律正し

定し︑其の樹木を一時に伐取ること

十112図

︵略V︑近年一定の森林を指

きりと・る﹁切取﹈︵四︶1 伐取る

々園夙の合圖により︑︵略﹀︒

らっぱ

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑一

十5510國團

正し

きりつただ・し﹇規律正﹈︵形︶1 規律

十一979國團日・露の境は幅石間飴
を一文字に森林を伐りすかし︑東西

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

三十三里︑︵略﹀︒

八398図
シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

くなった時には︑悪くすると︑淺瀬
マデ数へ上グレバ︑へ略V︒

肉ーテ彰

海岸には切立てたやうな岩山

公ーヒ・ーフ︾

キリ給フ

もあるが︑平たい砂原になってみる

六13

所が多い︒

斬り給ふ

出デテ︑入鹿ノ肩ヲキリ給フ︒

八534國皇子コラヘカネテ︑ヲドリ

角ーチ彰

熊王今はせん方なく︑其

尊︵略V劔を抜きて︑ずた
きりはな・つ﹇切放一︵四︶1 切放つ
ずたに大蛇を斬り給ひしに︑尾にい

九310図

たりて︑劔の先少しくかけたり︒

発達ふ

生院に入りて僧となり︑︵略﹀︒

の刀にてもとどりを切放ち︑さて往

十一4510図
規律

孔明ハ嚴正ニシテ甚ダ規

︽ーヒ彰

きりはら・う︻切払﹈︵四︶1

海岸又は河岸の森林を伐梯

切張

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

十106図

方も少からず︒

ダラニナリテ見苦シ︒﹂トイヘバ︑

コトぐク張りカへ給へ︒切張ハマ

ヅツ張レリ︒義景重ネテ︑ ﹁サラバ

八176図囹 ︵略﹀︑破レタル所ヲ一間

きりばり︻切張﹈︵名︶1

汽車・汽船・電車等の交
通機關︑博物館・落書館等の公共管

十二999図

品を大切にする等︑︵略V︒

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

きりぎ 十二984図 公徳とは公衆の衛生を重

律ヲ重ンジタリ︒

十一獅7図

きりぎきりつ﹇規律﹈︵名︶4

きりく

る

安東縣は鴨緑江附近の森 きりた・てる﹇切立︼︵下一︶1 切立て

切株

廣い田の面は切株ばかりで︑

1

きりたま・う﹇切給︼︵四︶2

食物ハ︵略V︒︵略﹀︒其ノ他

切方

林より伐出す木材の集散地なれば︑

十二585図

へ乗上げたり︑外の船につきあたつ
吉野の杉よ︑

たりする様なまちがひが出來ます︒
﹁我え元

櫻木の 花をよそにて︑霧深き谷

十123図圃圏

︵略﹀︒

＜︿
五618團
りす︑︵略﹀︒

きりくくく

切りこむ

急に馬に打乗って︑味方のま

造物に在りては︑敏速と規律とを尊

若し公衆の間に︑規則を

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二㎜1國

つ先に立って︑信玄の本陣に切りこ
斬り殺ス

ぶものなれば︑︵略﹀︒

宍ーシ︾

きりころ・す﹇斬殺︼︵五︶1

んで︑信玄に打ってか＼つた︒

六571

余ーン︾

きりこ・む﹇切込﹈︵五︶1

りす︑︵略V︒

五621園

きりぎりす﹇轟蜥﹈︵名︶1きりぎりす

きりくくく

きりきりきりきり︵感︶

︵略﹀︑か㌧しの骨も残ってみない︒

十285

きりかぶ﹇切株﹈︵名︶1

皆ソレゾレノ工夫が入用デアル︒

切方・並べ方︑色ノ配合二丁ルマデ︑

十一667

︵略﹀︑直下七十丈の水は きりかた﹇切方﹈︵名︶1

間ユ立ちき︒﹂

十﹇762國
︵略V︒中央以下は霧と散り︑雨と飛
び て ︑ 水 姻 深 谷 を おほひ︑︵略﹀︒

十ニー99 天氣圖に用ふる普通の符號

は左の如し︒︵略＞0霧

きり︵副助︶1 きり
やがて動かなくな っ た が ︑ ︵ 略 V ︒

九324 此の時も少し進んだきりで︑

ぎり﹇義理﹈︵名︶2義理
十二926図 倹約を守るは大切なれど
も︑人情にそむき ︑ 義 理 に 外 れ て も ︑

能く義理をわきまへ︑精

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒
十二拐1﹇図

神を修養し︑︵略 ﹀ ︑ 十 分 に 自 己 の 職

きり荒す

務を窮す人を眞の大勇の人といふべ
しと訓へ給ふ︒

きりあら・す﹇切荒﹈︵四︶1
一一ス彰

十96國 故に若しみだりに森林をき
り荒す時は︑数時間の暴雨にもたち
まち大水出で︑黒日のひでりにも河
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きれい
きりふり

︵略V︒

けごんの

十一758図 日光山には華嚴瀧を始と

きりふり﹇霧降︼︹地名︺2 霧降
はんにゃ

して︑霧降・裏銘・方等・般若等其
の名世に知られたるもの少からず︒
を日光の三大爆布と呈す︒

れ︒﹂

母は︵略﹀︒切ったさしみを

︵略﹀︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ

シカド︑︵略V︑涙ヲフルツテ之ヲ斬
リ︑︵略﹀︒

十一鵬8図

祭り︑︵略V︑其ノ附近ノ草ヲ刈り︑
薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

寒風身を切る様な冬の日で

インチ
︵略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板デ

も︑氷の下の水をくんでせんたくす

十一m1
る︒

上気ー32

山︒

肉キ・キル麺

︵略V︒﹂

きる

着

モウキラレ

︵略﹀︑からだに

雪

ふじは日本一の

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑

四392園

を着てみる大工が一番目立ちます︒

の

又着物はそまつながら︑さ

つばりしたものを着て︑︵略﹀︒

十371園

男はゆるやかな股引をは

もレひき

︑袖を着︑足にもあつし織のきやは

十809図 ︵略﹀︑又あつし織の短きつ

んをはく︒

どうぎ

き︑胴衣を着けて︑其の上に長い上

十一鵬6

衣を着る︒

女は短い上衣を着て︑西洋
はかま
婦人の用ひる様なゆるやかな袴を着

十﹁娚8

ける︒

ルレ・ーレ彰

き・る︻切﹈︵下二︶3 切ル 切る飛一

衣服もよく洗ひて︑よごれ
たるをば着ることなかれ︒

九594國

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑又切レ

テハ急流トナリ︑︵略V︒

九7310回章 ︵略V︑川上の堤防切れ︑

工女ハ︵略﹀︑絶エズ綜

隣村は大半水中にあり︑︵略﹀︒

キレ

きれ

二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲ

十一864図

ツナグ︒

れい

奇麗

キレイデゴザイマス︒

一233ユリノハナガサキマシタ︒

キレイ き

オマツノ店ニハ︑糸ヤ
キレヤフデヤカ︑ミガナラベテ

アリマス︒

四236

かへります︒

四34
又町からは︑きれやこ
まものやさかななどを買って

きれ︻切︼︵名︶2

ボクラバカゥイフカ

とほくひく︑

きものきて︑かすみのすそを

四145圃

カクナツテ︑モウキラレマセン︒

三583

ユキモタケ

私ガキヨネンマデキテ 九427図 ︵略V︑カ︑リテハタキトナ

キル

モ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切断ス
ル︒

着る

三581

ル

きる﹇着︼︵上一︶1一

こちらの方のは︑これからの

さらの中へ入れて︑︵略V︒

五216
五403
る人の切符を切ってみるのです︒

︵略﹀︑正行ハ父ノカタミノ

く夕暮にあねいもと︑︵略V︒

十一759図中にも華嚴・霧降・裏見 六597圖 身をきるやうな北風の 吹
七36図

霧降瀧

きりふりのたき﹇霧降滝︼︹地名︺1
刀ヲ抜キテ︑今川モハラヲ切ラント

小さい時分はやはらかな葉を

マヅ木材ヲ切りテ︑孤露ニ

と︑枝のま＼やる︒

こまかく切ってやるが︑大きくなる

七306

ス︒

美観を以て聞ゆ︒

きりふ

れ︑高さ各十四五丈︑三爆布中江も

十﹁766國 霧降瀧は上下二層に分

生

きりゅう﹇桐生︼︹地名︺2桐生桐
八392図

ヰタワタイレハ︑

︵略﹀︑身を切るやうな寒さに

マセン︒

モミジカクナツテ︑
之ヲ見テ他ノ一人外ミ出デ

テムシ︑ケヅリテウス板トシ︑細ク

九703

テ︑出演ノ足ヲキル︒

八536図

キザミテヂク木トシ︑︵略﹀︒

せざき

十二494図園 絹織物の産地には︑京
い

きる

又字を書くときに︑指先を

思はず首をち穿めることもある︒

十373囹

直線を適當の長さに切り︑

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

十448図

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或
は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

子ドモハフダンヨリハ美シイ
着物ヲ着テアソンデヰル︒

一隻の捕鯨船が今静かに波を 五678

美しき模様を生ず︒

十6310

︵略﹀︑ユキモタケモミジ

九17図 桐生
きりふ

キル

古く其の名を知ら鮭たり︒

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎
も
き ・ る ︻ 切 ﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶20

切ル 切る伐ル 斬ル 角ーッ・ーラ
・ーリ・ール彰号い き る ・ か き き る ・ か

わききる・くいきる・ひきもきらず・
よこぎる

ニー93 ︵略﹀︑カミヲソノカタチ
ニキリマシタ︒

二56一 ヨイオヂイサンハヤガテ

コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク
ツテ︑ ︵略﹀︒

切って進んで行く︒

かった︒

十﹇獅10國

孔明︑護ノ黒蝿ヲ惜シミ

られて︑吹く風は身を切るやうに寒

四26ーオトミハマルクキツ目白 十一549 ︵略V︑山も谷も雪にうづめ 六747 ︵略V︑新しいしるしばんてんきれい門奇麗︼︵形状︶1一
イ紙ヲ三ツ出シテ︑︵略﹀︒・
五206囹 それからそこに切ってある
たけのこをおなべの中へ入れておく

きれいずき一きん
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三95 ︵略﹀︑ハナタバヲコシラヘ

マシタ︒アカトキイロトムラサ

キト三イロソロツテキレイデ
ス︒

﹁あまりほしがきれい
だから︑ 二つ三つはたきおとさ

三463圏

うと思ふのだ︒﹂
三678 リユウグウニハオトヒメ

しみ深いことは︑それでよく分りま
余ール暫

に生活すれども︑︵略V︒

十︸3110図 ︵略﹀︑又艦ノ要部外極メ
カウ
テ厚キ鋼鐵ニテ包メリ︒

一島未だ去らざるに︑一

︵略V︑生存上動物と植物の

金ヤギンハ美シクテ︑︵略﹀︑

うるしの上に金又は銀にて

﹁その馬の直はいか程でご

く衆人の目をひくものは︑富士山と

八934図東海道の旅行中︑最も多

ざいます︒﹂﹁金十徳︒﹂

七407囹

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

七359図

︵略﹀︒

ヤ銀鼠リモタクサンアリマスカラ︑

六257園銅ハソレニヒキカヘテ︑金

カラ︑ネダンモ高ウゴザイマス︒

スガ︑ドチラモタクサンアリマセン

ソノ他イロ︿ナカザリ物ニナリマ

六253囹

ほんきん・さんぜんきん

金うきふきん・き

栽培は最も早く開けたり︒

肥え︑極めて耕種に適し︑米・萎の

十一一4310図 我が國は氣候爵に︑地味

關係は極めて密接なものである︒

十二235

村民に敬愛せられ︑︵略﹀︒

極めて親切公平なる人なれば︑深く

十一皿8図村長は村の町家に生れ︑

ざるものなりとも︑︵略﹀︒

り︑極めてまれにして随意に得られ

例へばこ＼に一種の石あ

島更に現れ︑水路きはまるが如くに

十一185図
切れ

十一9010図

臣民をあはれみ給ふ大御心の拝察せ

極

位人臣の榮を極め︑富天

きはめて

身罷ノ構造ハ極メテ複雑ナ

しかも其の成長が極めて早

きん﹇金︼︵名︶7

臣下として一天萬乗の君

極み

して︑また忽ち開く︒

した︒

きれる

公ーレ・ーレル︾うかぞえきれる

十﹁136口日凶

を遠國へ遷し奉ること無道の極みな
り︒

らる＼は︑かしこしともかしこき極

︵略﹀︑常に隠家を思ひ︑

ほどに︑とうとう

︵略V︑きれても︑きれて

十ニー9団﹈

も︑またはる

︵略V︒

十501國

い︒

十865

ルモノニテ︑︵略︶︒

十787図

においては極めて大切なる事とす︒

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

種々の模様を工夫し︑又麗

ふとびたまふこときはめてあつく︑

メテ極めて
八14図代々の天皇は皇大神宮をた

きわめて︻極﹈︵副︶11

心ある者は︑苦多く︑樂少し︒

下に冠たるも︑自ら省みてやましき

十一一723図

︿略﹀︑きれても︑きれて きわ・む﹇窮︼︵下二︶1 極む 穴ーメ︾

みなり︒

三523圃

小えだにすをはった︒

三523圃

れてははり︑︵略V︒

三522圃︵略﹀︑はってはきれ︑き

きれてははり︑︵略﹀︒

をはる小ぐも︑はってはきれ︑

三521圃かぜふく小えだにす きわみ﹇窮︼︵名︶2

る

き・れる﹇切﹈︵下一︶5

︵略﹀︑まためをふき出

トイフキレイナオヒメサマガ
居テ︑︵略﹀︒

四293圏

をさかせて見せます︒

して︑そのうちにきれいなはな

ほどに︑︵略V︒

恐ろしいのはこ百十日頃の大

も︑またはる

九689

記録類

あらしで︑家は倒れる︑堤は切れる︑
稻の花は散る︑︵略﹀︒

きろくるい﹇記録類﹈︵名︶1

︵略﹀︑うちではす＼はきをし

花が咲きみだれてゐます︒

六98 ︵略﹀︑道ばたにはきれいな草
六365
た︒︵略﹀︒うち が 見 ち が へ る や う に
きれいになった︒

きは弓てぎわ・な

切の書類や記録類も皆ぶじであった
といふことだ︒

ラベテアル︒

七369 ドノ店ニモ品物ガキレイニナ 八437 役場は幸に焼けなかった︒一
八127 おはなさんはしばらく見ない

きわ﹇際﹈︵名︶1

赤い扇はかなめのきは
をいきられて︑︵略V︒

四824

みうちぎわ

うちに︑髪が大そうきれいになりま
した︒

九594図 住居もなるべくきれいにせ
よ︒

い

︽ーイ︾

ク人ガ︑壷所ヲ不潔ニシテカヘリミ

憂化極りない妙音は︑忽ち

十一673 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置きわまりな・い﹇窮無一︵形︶1 極りな
十一一838

︵略﹀︑堂塔雑舎ノ敷百七十

名古屋城の金のしゃちほことなるべ

十948図

名高き金のしゃちほこは此

し︒

八939図

五アリ︑規摸極書テ大ナリシガ︑今

同群申の蜂は極めて親密

はせ︑又忽ち落葉散敷く秋のさびし

人の心を百花満開ののどかな春によ

ナイノハヲカシイ 話 デ ア ル ︒

きれいずき﹇奇麗好︼︵形状︶1 きれ
いずき

十一82図

ハ往時ノーニノーニモ足ラズ︒

きはまる

さに沈ませる︒
きわま・る﹇窮﹈︵四︶1

﹁︵ 略 V ︑ 先 づ 着 物 の ほ こ り

を挑ひ︑︵略﹀︒ き れ い ず き で ︑ つ Σ

十352囹︺
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ぎんこう
ぎん

むね

の天守閣の棟の爾はしにあり︒

も年々其の産額を増加する模様に御

十一381國囲 其の外金・材木・塩魚
座候︒

ぎん﹇銀﹈︵名︶4 ギン 銀
金 ヤ ギ ンハ美シクテ︑︵略﹀︑

ソノ他イロ︿ナカザリ物ニナリマ

六253囹

スガ︑ドチラモタクサンアリマセン
カラ︑ネダンモ高ウゴザイマス︒

六257囹 銅ハソレニヒキカヘテ︑金
ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑
︵略︶︒

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

七359図 うるしの上に金又は銀にて

て︑その美しさは何とも言ひ様があ

七826園 月夜には波が銀の様に光つ
りません︒

きんいろ﹇金色﹈︵名︶4 金色

五66 又アル時ドコカラトモナク一
羽ノ金色ノトビガトンデ來テ︑二上
鯉ハ︵略 ﹀ ︒ ウ ロ コ ハ ︵ 略 ﹀ ︒

ノサキニトマリマ シ タ ︒
五166

ソノ色ニバクロイノモアリ︑赤イノ
モアリ︑白イノモアツテ︑皆金色ヲ
オビテヰマス︒

えんきんか

現今我が國ノ貨幣ニハ金貨

・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九902図

るからである︒

きんぎん﹇金銀﹈︵名︶3

きんきょう号ごきんきょう

米國商人ガ︵略﹀急告二

費ス金額ハ︑一箇年實二十二億圓ノ

十二529図
多キニ達ストイフ︒

六403團

から北山の方へ行って︑金閣寺を見
て︑北野の天神様へさんけいする︒
かく

きんくわ

バナリ︒

鵜なはを引上げて︑鵜の 九946図

込む︒

金銀

是金銀ハ債高ク︑保存スル

金銀貨

銅貨といはず︑金銀貨とい

はず︑雨の降る標に手回り次第に投

十二844

きんぎんか﹇金銀貨﹈︵名︶1

まばゆきばかりなり︒

金銀の光︑丹青の色︑目も

少キ等︑貨幣トスルニ最モ便利ナレ

成分二異同ナクシテ︑直門ノ憂慮モ

ヲ憂ズルコトナク︑産地異ナリトモ︑

ヤスクシテ︑分合ノ爲二下段ノ割合

ニモ都合ヨク︑又分合スルコトモタ

九896図

九905図銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラルきんかくじ︻金閣寺﹈︵名︶1 金閣寺
九
896図 今ノ文明諸國ノ貨幣ニハ主
かく
明日は銀閣寺を見て︑それ
トシテ金銀ヲ用フ︒
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少

シ︒

九906図是金貨二代ル紙幣ノ行ハル
・ニヨル︒

ぎんかくじ︻銀閣寺﹈︵名︶1 銀閣寺
かく
明日は銀閣寺を見て︑それ

我が國ノ紙幣ハ︵略﹀︒之 六401團

から北山の方へ行って︑金閣寺を見

九913國
ヲ日本銀行二心行カバ︑何時ニチモ

快し︒

きんぎょ﹇金魚﹈︵名︶5
金魚

謹嚴ナルベキ場合二部フ

︵略V︑トナリノネコガダ
きんげん︻謹厳一︵形状︶1 謹嚴

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

十﹇535図

中林作之助

銀行応えい

藤村孝誕辰

ぎんこう﹇銀行︼︵名︶4

六日

取りあへず御返事まで︒謹言︒三月

十932下智 御手紙拝見仕候︒︵略V︒

金魚を細口のびんに入れきんげん︻謹言︼︵感︶1 謹言

金魚を細口のびんに入れ

らんぎんこう・ちょちくぎんこう・に

リ︒

九774図

夏鳶行二貯金スル方法モア

若し其の中に青い水草を入 っぽんぎんこう

魚は死んでしまふ︒

て︑二三日も水を取換へないと︑金

十二228

魚は死んでしまふ︒

て︑二三日も水を取換へないと︑金

十二227

テ行キマシタ︒

イジナキンギヨヲトツテ︑ ニゲ

三555

キンギョ

の上に出でて︑川風たもとを梯ふも

ふなばたに立並べる時︑半月金華山

十一833図

きんくわ
きんかざん﹇金華山﹈︹地名︺1 金華山

て︑︵略﹀︒

銀貨号さんぎ

金貨ト交換スルコトヲ得ベシ︒

ぎんか﹇銀貨一︵名︶2

現今我が國ノ貨幣稗貫金貨

んか・じっせんぎんか

九903図

銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル

・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九903図

近海

レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少
シ︒

きんかい﹇近海﹈︵名︶2

和船の大なるは五百石積
・千石積等ありて︑近海を航行すれ

十一271図
ほばしら

ども︑橋はおほむね一本なり︒

我が海軍は初より敵を近
海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

十二51國

鮮海峡に集中せしが︑︵略﹀︒

物の便は︵略V︑常に其

十二2210
れて置けば︑

︵略﹀金魚は割合に長
く生きてみる︒

普通ノ銀行ニチハ一度二五

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

是は前にいった様な關係が 九774図
びんの中の金魚と水草の間に行はれ

此の金額を普通の償とい 十二231

を併せたる金額に等しからんとする

ふ︒

十一934図

傾きあるものなり︒

の物を製造する費用と相等の利盆と

十一933図

七826囹 目の出や日の入には日光が きんがく﹇金額︼︵名︶3 金額
波にうつって︑水の色が金色になり
ます︒

材は皆ひのきの白木を用

金貨﹇▽じゅう

ひ︑金色の金物きらくと日にか窒

八64図
やけり︒

きんか﹇金貨﹈︵名︶4

きんそん

ぎんこうちょきん
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モ︑貯蓄銀行ニチハ五黄ヨリ少キ金
ニチモ預カル︒

錦州

禁ズ

禁ず

自村はおろか︑近所近ぺんのほめ者
となった︒

忙し︑其の樹木を一時に伐取ること

ぎんせかい﹇銀世界﹈︵名︶1

銀世界

時の間に雪に憂つたか︑そこら一面

九707︿略V︑翌朝起きて見れば︑何

金銭

銀世界になってみることもある︒

金銭ヲ安全二貯フルニ旧事

便貯金トナスヲヨシトス︒

九766図

︵略﹀︑近年一定の森林を指 きんせん﹇金銭﹈︵名︶6

きん・ず﹇禁﹈︵サ変︶5
余ージ・ーゼ︾

きんじよ

きんしゅう︻壱州﹈︹地名︺1

十二57図錦州

九777図 郵便局ニチモ銀行ニチモ︑ きんじょ︻近所﹈︵名︶6
近所

近塵

金銭ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ
十112図

を禁ぜり︒

兵舎内にては歌をうたふ 九771図 ︵略﹀︑貯金セントスル時ニ

も︑本を繰るうちも︑

十5610國團

がくかうのきんじよにありま

みんな

四15ふでやかみを費るみせ

︵略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

書入レタル通帳ヲ 渡 ス ︒

十635図

ソ三萬ヲ有スルー都會トナリ︑學校

ぬす人はきんじよに住んで

ハ︑其ノ金鐘ニテ郵便切手ヲ買ヒテ

す︒

五227

事︑高聲にて談話する事︑所定以外

・病院・銀行等皆備ラザルナシ︒

毫紙ニハリツケ︑︵略V︒

ぎんこうちょきん門銀行貯金︼︵名︶1

の場所にて煙草を吸ふ事象堅く禁ぜ

郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

みるゐざりだといふうはさがあるの

此ノ通帳湯引ノ後金銭ヲ預

書入レタル通帳ヲ渡ス︒

金井ヲ預ケタル者蔭膳︑其ノ金高ヲ

九777図

銀行貯金

何か不都合なる事あり

られ居り候︒

十595國團

で︑︵略V︒

五月・六月實がなれば︑枝

九781図 銀行貯金ニチモ︑郵便貯金
五283團

て︑罰に虞せられたる者は外出を禁

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

からふるひおとされて︑きんじよの

クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ

九779図

﹁時は金なり︒﹂といふ古

ノナレバ︑︵略﹀︒

十︻712図

言あれども︑︵略﹀︑時間は金冠より

︵略V︑仲里ハ孔明ノ墓

他人をして時間を損失せ

ヲ祭り︑士卒二令シテ︑其ノ附近ノ

間勤績せり︒

村長は︵略V︑幾度の改

選にも常に選畢せられて︑二十蝕年

十一皿10図

飛ーセ︾

きんぞく・す︻勤続︼︵サ変︶1 勤績す

よりも重し︒

しむるは其の罪金銭を損失せしむる

十一713図

も貴し︒
フ︒

街路は掃除最もよく行き

きんせい︻近世﹈︵名︶1

世都市

きんせいとし︻近世都市﹈︵名︶1 近

り︒

の學術を慮用せる百般の設備皆具れ

と羨きて︑衛生・消防を始め︑近世

十二621図

近世

草ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイ

十﹇鵬8図

とは今は全く禁ぜられたり︒

然れども入墨をほどこすこ

行クハ樂シキモノナリ︒

僅少

近状

十目ー09図團 殊二我が軍ノ損失・死
レイ
傷ノ僅少ナリシバ歴代神霊ノ加護ニ
きんじょう﹇近状﹈︵名︶1

十801図

ぜられ︑︵略V︒

初は近所の人にもうらやまれ

町へ持出され︑何升何合はかり責︒

僕の近所に年よりのかち屋が
若し家内に傳染病等にか

濟まぬ次第ならずや︒

も申しわけなく︑世間へ退しても相

﹂るものあらば︑近虚・隣へ幽して

十二909図

あった︒

八312

る程の身代でしたが︑︵略V︒

筋骨たくましき若者が 八193

きんこつ︻筋骨一︵名︶1 筋骨
ろ

十一266図
膳を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさ

よ︒

ザ
ギンザ

ギン
ぎんざどおり﹇銀座通︼︹地名︺1 銀

座通

七542図 銀座通ノニギハシサマヅ目
ヲオド野業ス︒

禁じ難

間も近時道路新に開け︑交通大いに
便利に相成候︒

︽ーシ呼

カウ
依ルモノト信仰スルノ外ナク︑︵略﹀︒

十一97ク國團 又豊原より眞岡に至る きんしょう︻僅少︼︵形状︶1

きんじ︻近時一︵名︶1 近時

し

きんじがた・し﹇禁難﹈︵形︶1

九876

近所近ぺん
此の話が傳はつて︑愛作は五

さんじょきんぺん﹇近所近辺︼︵名︶1

くの如くに御座候︒

り︒

より見れば眞に近世都市の好模範た

用せる百般の設備皆具れり︒此の鮎

著る︒︵略V︒︵略﹀︑近世の學術を慮

あいぬの男子は髪とひげと

め︑こしに小刀をさぐ︒

きんそん︻近村﹈︵名︶1

近村

を長くのばし︑耳に金屡製の輪をは

十797図

十一41図 天皇の︵略V︑北方の天 十601國團 先は近歌御報知申上度か 十二623図 伯林の市街は清潔を以て きんぞくせい﹇金属製一︵名︶1 金罵製
を望みて崩御ありし御心事を察し奉
れば︑涙わき出でて禁じ難し︒

十二57図金州

きんしゅう︻金州一︹地名︺1 金頭

く
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ぎんだい

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

﹁こちらでは近年にない大

ぼつく立退きたる者もこれあり︑

九729圖團 ︵略V︑川近きあたりには 八457囹

近年新しき港も成りたれ

を打つたのだらう︒

八957図

同夜は近村の者一人も眠につきたる
者これなく候︒

ぎんだい号ぎょくざんぎんだい
ば︑海陸運輸の便盆≧開け︑︵略V︒

ノ方法ヲ講ジ︑廣告ノ爲ニハ多額ノ

二目6 五 ツキ⁝⁝⁝九

二目10 九 ナゾ
費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒
どいつ
然れども近年濁逸國力の 二201九 ナゾ

三目10 九

九きつねとのぎく

こうま

盛に青魚すると共に︑首府の人口も

十二5910國

三254九 こうま

四目10

年々著しく増加する勢なれば︑︵略V︒

八目5 第四 寓眞をおくる手紙⁝⁝

七目4 第三 みなかの四季⁝⁝⁝九

︵略V︑やがて忠臣の起 四267鋤きつねとのぎく

りて動王の兵を畢げ︑必ず御心を安

十﹁172図

森林の効用かくの如く著 きんのう︻勤王﹈︵名︶1 勤王

んじ奉るべきことを聞え上げたるな

しきを以て︑近年一定の森林を指定

十111図
し︑其の樹木を一時に伐取ることを

八409図 ︵略V︑外國へ輸出スルモノ

きんだか︻金高一︵名︶4 金高

禁ぜり︒

一年間一千萬圓ノ金高

⁝九

十一目4

眠

九

句

医弓ごぜんくじ

是白樂天の詩に︑﹁香櫨峯

訊珪え︿とば一の望花設

しを︑︵略V︒

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

の雪はすだれをか＼げて見る︒﹂ と

十175図

く﹇句︼︵名︶4

うこちょうめ

ひらちょういち・ひがしくひらのちょ

く︻区︼n▽とうきょうこうじまちくたけ

八48図 九

四46図

まきく・だいくず・めいじくねんごろ

よう・じんじょうしょうがくとくほん

・さんじゃくくすん・じゆうにりくち

く﹇九︼︵名︶2

分業⁝⁝⁝九

ノミニチモ︑

り︒
きんぷ

きん

きんぶじんじゃ︻金峰神社﹈︵名︶2
金峯神肚

十一2図金峯紳肚

金峰神社

みくまり

勤勉
みくに

皇國

十一44図尚進めば︑水分神社・金
峰神社等あり︒

きんべん︻勤勉一︵形状︶2

商工業のσウ艘達に

索書ノ實ノ畢ルト畢ラザ

同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑動勉・努力急ゆみ

十﹇螂4図面

なき

十二542図

ルトハ我が商人ノ信用・動勉・機敏
ノ如何二存ス︒

金曜

きんぺん号さんじょきんぺん
晴

吉野山︒といひし古人の句我をあざ

十一22図

むかず︒

軍書にかなし吉野山︒

十﹇53図古人の句に︑歌書よりも

の句を書きつけたり︒天︑勾践を空

こうせん

︹課名︺10九号だいく・だい 十一159図 高徳︵略﹀︑大文字に詩

く

六383

︵略﹀︑近年作物の改良も きんよう︻金曜︼︵名︶1

増

繭の取入高は年々増加し

福井・石川・富山

とやま

近年やみに産額の

くか

く﹇九︼

第三課

二達シ︑︵略V︒

それ故近年は木版が段々すた

れて︑活版を用ひることが多くなつ

九762図 一日二一銭・二銭ヅツニテ 十223
モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ

近年ノ輸出高ハ年々五六百

た︒

近年は空中飛行器の獲明

諸國に起れり︒

十一294國

僅かに二萬人に足らず︒

りしが︑近年次第に減少して︑今は

十828図あいぬの敷︑古は甚だ多か

萬圓ヲ下ラズトイフ︒

十442図

ハ︑蝕程ノ金高ト ナ リ テ ︑ ︵ 略 V ︒

九778図 郵便局ニチモ銀行ニチモ︑
金銭ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ
書入レタル通帳ヲ渡ス︒

九781図 銀行貯金ニチモ︑郵便貯金
ニチモ︑預グタル金高ノ次第二上リ
行クハ樂シキモノナリ︒

きんにく︻筋肉﹈︵名︶4 筋肉

近年は斬髪の風が行はれ

近年割下を改正し︑︵略﹀︒

十757図 骨ハ筋肉二包マレ︑皮膚更 十一364國国 當豪北市街の如きは︑
二其ノ上ヲオホフ ︒

キ筋肉アリ︒

十一m10図

獄を養ふ者多

金曜
又桑を植ゑ︑
まゆ

ほくろく

近年各國商人皆孚ヒテ其

羽二重織の輸出品︒

十二526図

なる

大せしは北陸の

十二495図圏

て近年三百五十萬石を越え︑︵略V︒

十二4410図

く︑難を飼はざる家なし︒

出來︑

十二月十五日

て︑冠禮は段段すたれて行く︒

十781図 強キカヲ要スル部分ニハ強 十一囎7
十781図 又筋肉ハ之ヲ用フルニシタ
ガヒテ獲達ス︒

︵略V︑清潔なる空位を呼吸し︑筋肉

十二472図 農業に從事するものは
を螢するが故に︑ 身 髄 常 に 健 全 な り ︒

近年

八205 農夫は之を聞いて︑近年萎の

きんねん﹇近年︼︵名︶15

取高の少いのは︑この雀のせいでは
あるまいかと思ひました︒

く

くう
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はんれい
しうするなかれ︒ 時 ︑ 氾 譲 無 き に し
もあらず︒

︷榮ハ苦ノ種︑苦ハ伽栄ノ種︒

︿﹇苦﹈︵名︶6苦
六426

六426樂三宝ノ種︑苦ハ樂ノ種︒
トアレバ︑勉メテ面二丁フトモ︑心

工合

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

ぐあい﹁具合﹈︵名︶1

九84

食切る

ルト︑カウイフエ合ニソレぐ蓼
テヰル︒

くいき・る︻食切︼︵四︶1

余ーン︾

んで破裂した︒

十656

それで﹁いすかのはしのくひ

くいちがい﹇食違︼︵名︶1くひちがひ

︽ーッ︾

くひちが

ちがひ︒﹂といふことがある︒

八575

ふ

くいちが・う﹇食違一︵五︶1

いすかのくちばしは上と下が
食取ル

くひな

鶴・さぎ・︿ひななど水の中
食ひ

︵略﹀︑病は口より入ると

食物

てるて︑桑の葉をやると︑すぐ食ひ
はじめる︒

よ︒

くふ

食フ

いふ︒飲物・食物氣を附けよ︑古せ

六853図園

くいもの﹇食物﹈︵名︶1

︵略V︑しきりに食物をさがし

︽ーメル層

にあらず︒

熟せざるくだ物︑生にえの

口にうましとて多く食ふこ

今また駈りの一人をも食はんとす︒．

九582図

となかれ︒

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑一

九588図

命をうしなふ者少からず︒

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ獲スル

十775図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

維新前までは牛肉を食ふ人は

モ︑姦直ノ命令ニヨル︒

十843

至って少かったが︑︵略﹀︒

豚はどんな物でも食ふから︑

し な

隣國の支那人は最も多く豚肉

アラビヤ馬の︵略﹀︒飲ま

ず食はずに終日・終夜走っても尚平

十一469

を食ふ國民である︒

十869

飼ふのにたやすい︒

十865

なくなった︒

鯉ハ︵略V︒巌ナドが水ノ上 十844 ︵略﹀︑今では全話食はぬ慮が

食ってしまふと︑頭をうこか
大きな翼がたくさんで桑の葉
獄が桑の葉を食ふのは︑およ

然として居るといふことである︒

其の將伊企灘をして日

伊企灘却って﹁新羅王

我がしりを食へ︒﹂といひて︑︵略﹀︒

十二305図囹

食へ︒﹂と號ばしむ︒

本に向って︑ ﹁日本の將我がしりを

十二304図様

・根・葉等を食って磯を養ひ︑︵略V︒

わし・たか・とびなどの様 十二233 此の外︑動物は植物の果實

をうち

︵略﹀︑果實・草根を始

め︑凡そ取って以て食ふべきものは

十二696﹇図

より集り來りて之を食ひ︑︵略V︒

︵略Vオレンジの熟する
さる
季節には︑数多の猿遠く数百里の地

︵略V︑胃は一同に向って 十二679図

やまた

︵略﹀︑毎年來りて︑我が娘を取食ひ︑

九32図圓

此の地に八七の大蛇とて

曰く︑﹁︵略﹀︑我はたゴ坐して食ふ者

八712図園

のみにて︑︵略V︒

ふやう︑﹁︵略V︑汝はただ坐して食ふ

出銭一同申し合せて︑胃に二ってい

八699図園ある口口・耳・目・手・

や︑︵略V︒

に︑︵略V︑他の鳥をとらへて食ふ鳥

八548

そこ十五日から四十日の間で︑︵略V︒

七316

を食ふ時には︑︵略﹀︒

七312

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

七308

食ヒマス︒

ヲトンデヰルト︑バネ上ツテトツテ

五173

ほをしてゐます︒

と︑ばくつとくって︑へいきなか

公ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ・1へ︾

食ふ

周團の雑草を食切り

︵略﹀牧穫蟻といふもの ︿・う﹇食﹈︵四・五︶27

︵略V︑

あり︒

三481小さな虫がまヘへくる

︵略V︒

て︑ひたすら此の草の成長を保護し︑

十﹇901図

十﹁5210図内二省ミテ︑ヤマシキコ 穴ーリ彫
中ノ苦ヲ如何ニセ ン ︒

あれば必ず苦あり ︒

十二705図 苦あれば必ず樂あり︑樂

︽キ・クル・コ

破裂矢は鯨の腱内に深く食込

十二705國 苦あれば必ず樂あり︑樂 くいこ・む﹇食込﹈︵五︶1 食込む
︵略﹀︑自ら省みてやまし

あれば必ず苦あり ︒

十二725図
來

き所ある者は︑苦多く︑樂少し︒
く﹇来︼︵力変︶5

かえりく・くだりく・たずねく・なが

ヨ︾号うまれく・おさめく・おちく・

八85國圃 友よ︑來よ︒手かごを持

れく・よせく・よりく

八574

くひちがってみる︒

ちて︑いざ︑裏山 に き の こ た つ ね ん ︒

ることの蔭りにお そ け れ ば ︑ ︵ 略 V ︑

九494図 聞けばハッサンはアリの來

余ール暫

七304

はじめる

くいはじ・める﹇食始﹈︵下一︶1

をあるく鳥ははぎが長い︒

八557

くいな﹇水鶏一︵名︶1

骨二附キタル肉ヲ食取ルニ便ナリ︒

舌国乱︵略﹀太キ毛ノ如キトゲアリ︑

八746國

猫ノロニハ︵略﹀︒又其ノ

くいと・る︻食下﹈︵四︶1

迎へかたぐこ手引りしなり．

山こむる霞を後ユ︑いかだして都

たんぽ
十126図圃園 ﹁我え元丹波の松よ︑

に置けり︒﹂

十鵬9仁王 覧て見ればこ﹂も櫻の峯
つ雲き︑吉野初瀬の花の中宿︒

避け︑廉頗の誤るを見れば︑車を輔

十二3810図 相如聞きて︑力めて之を
じて逃ぐ︒

ぐ号ふぞくぐ

3

くがつじゅうさんにち
ぐう

︵略﹀︑列後に在るものは

殆ど耕す所なし︒

十二699図
更 に 一 物 を も 食 ふ こと能はず︑︵略V︒

扇を使へば風起り︑むちを

ふるへば音を獲す︒是我等の周園に

九646図

空氣のあればなり︒
空電は形もなく︑色もなけ

十759図

火は空氣なければ燃えず︒

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

空氣中

吸し︑筋肉を勢するが故に︑身艦常
に健全なり︒
くうきちゅう﹇空気中︼︵名︶4

空中

近年は空中飛行器の畿明

其ノ敏速ナル行動ハ鳥

くうちゅうひこうき﹇空中飛行器︼︵名︶

シ︒

ノ空中ヲ飛行スル如クナレバナルベ

十﹁314図

れ︑︵略﹀︒

諸國に起れり︒空中の交通開始せら

十一294図

︿うちゅう︻空中﹈︵名︶2

す︒

も決して座上の空談にあらざらんと

られ︑三聖の軍事上に忌月せらる＼

肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル︑空 明諸國に起れり︒空中の交通開始せ

日光・空氣の如きは︑人

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十一913國

の生命を保つに必要なれども︑随意
要なく︑随って亦債あることなし︒

に得らる㌧ものなれば︑之を買ふ必

凡そ少しにてもすき間ある所には︑

愚直にて火吹竹を使ふも︑

農業に從事するものは多

十二472図

是茶わんの中に空氣あり

九655図

す

1

が

動物は呼吸作用によって︑

十一294図

さん

十二212

空翼長の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐

近年は空中飛行器の腰明

空中飛行器

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる

殊に細引の時間は正しく

しむればなり︒

に多人数をして貴重の時間を空費せ

守らざるべからず︒一人の託る㌧爲

十﹁708図

角ーセ︾

くうひ・す﹇空費一︵サ変︶1 空費す

若し之を消費するものがな諸國に起れり︒
に増加し︑︵略V︒

ければ︑空氣中には炭酸瓦斯が段々

十二213

出す︒

︵略V︑火消つぼの火の消ゆ
然れども空氣の流通摺りに

十二216

然るに空想中の炭酸瓦斯の
分量が増さないのは︑一方に於て植
若し炭酸瓦斯を供給するも
分量が著しく減って︑︵略﹀︒

六74図

九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ

のがなければ︑空喜中の炭酸瓦斯の くがつ﹇九月﹈︵名︶2 九月

十二222

物が之を消費するからである︒

強き時は︑却って火の消ゆることあ
我等は常に此の空氣を吸は

若し空氣なからんには︑人
も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

九662図

んが爲に呼吸す︒

九661図

るべし︒

九658図

るは空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

九658國

爲にして︑︵略﹀︒

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

九656図

て︑水の進入するを防げばなり︒

九653國

必ず存在せずといふこと無し︒

れば︑目には見えざれども︑︵略V︑

十二702図 ︵略V︑野獣の爪牙にさか 九647図
れて食はる﹂もの︑ 其 の 数 を 知 ら ず ︒

十二871図園 獣ならば︑かくして食
へ︒﹂と︑足の指に 魚 肉 札 片 を は さ み
て良雄の面前に出す ︒

︵略﹀︑我が足︑獣とし

十二872図良雄平然頭を低くして之
を食ひ︑︵略V︒

十一一877図圏

て良雄に食はしめた り ︒

ぐう号かまくらぐう・とうしょうぐう・
はちまんぐう・よしのぐう
くうき︻空気一︹課名︺2 空缶

九目6 第十九課 空氣
九644 第十九課 空氣
空無

九607図 空写の大切なることも食物

くうき﹇空気扁︵名︶20

におとらず︒

る空氣こもる︒

九608図 閉ぢたる室内にはよごれた

九609図時々障子を明放ちて︑新し

ず︒

かへたれば︑盛夏の候は何れの旅館
空前

も空室なきに至るを常とす︒
くうぜん﹇空前一︵形状︶1

二人は空氣を動かし︑風を

温泉の諸種の病を治する

起して︑種々の用に供す︒

九666國

十728図

空談

實が熟シマス︒

︵名︶1

九月三十目

堤富次

くがっさんじゆうにち﹇九月三十日︼

田敬造潜

くがつじゅうさんにち﹇九月十三日一

岡

き空氣を流通せしむ べ し ︒
を保つこと能はざるべし︒
．くうしつ﹇空室︼︵名︶1 空室
デハ秋ナリ︒
よこはま
九6010図 人多き都會に住む者は︑折 九664図 空氣流動する時は風を生
十743図 ︵略﹀︑近く東京・横槍をひ 八634 ︵略﹀︑九月カラ十月ノ初単二
々野外に出でて︑新 し き 空 氣 を す ひ ︑
︵略﹀︑木立しげき 公 園 等 を 散 歩 す べ
し︒

︵ 略 ﹀ ︑早く寝ね︑早く起き︑

大海戦となれり︒

九619図

新しき空氣をすひ︑常に日光に浴し

は︑︵略V︑一つには又地を長じて清

くうだん﹇空談一︵名︶1

十二52図 ︵略V︑世界史上空前なる 九718國團九月三十日

て︑なほ病にかΣらば︑是我が罪に

接するが爲なるべし︒

新なる空路を吸ひ︑美麗なる風光に

十一296図近年は空中飛行器の登 ︵名︶1 九月十三日
あらず︒

くさ
くがっついたち
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ちよさま

五642團 九月十三日 あねより お

九月一日

くがっついたち︻九月一日︼︵名︶1

一ツノ董ノ上二︑タクサンノ小サナ

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ
又車ユリナドハ多クノ葉が一

なくして浮び出つること少ければ︑
︵略﹀︒

大砲のつなをく︑りつけ

肉ーケ彰

と︑︵略﹀︒

手早く帯をほどいて︑ピエ

泪の禮にく︑りつけて合圖をする

十一587

て︑早く自分を谷へ下せ︒

十一581圏

りつける

葉ノ董二附ク様子ニモ種々ア くくりつ・ける︻括付︼︵下一︶2 ︿﹂

花が集ツテ咲イテヰルノデアル︒
ル︒

十81

ル︒

ル

︿貸る

︽ーツ・ーリ・ール・ーレ︾

藩ハ水草ナリ︒葉ナクシテ くぐ・る﹇潜一︵四・五︶5 クグル クぐ

虞二世ツテ︑董ノ周圏ヲ取雀イテヰ

十84

一ツオキニ董二附イテ居り︑︵略﹀︒

七679團 九月一日 佐藤眞一 村田 十82
新太郎様

くがっとおか︻九月十日﹈︵名︶1 九
月十日

いっか秋のなかばも過ぎ
唯董アリ︒

十419図

九809図
て︑九月十日の夜となれり︒

八889

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑揮丸

鳥居ヲクぐルト︑オ宮ガアル︒

董ハ圓クシテ︑長サ五尺バ 五686 大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石
ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

我等ノ家二四ケル盤ノ表

ハ︑此ノ董ヲアミテ造りタルモノナ

十421図

カリ︑短キハ丈尺位ナルモアリ︒

十419図

くがつはっか﹇九月二十日︼︵名︶1
九月二十日

十一瓢9國團 九月二十日 仁吉 徳
太郎標
くがつふつか︻九月二日﹈︵名︶1 九

ノ下ヲクぐリナガラ︑ケハシイガケ
ヲカケ下りタ︒

十253図圏
若シ勇氣アラバ我ヲ殺
マタ
セ︒殺ス能ハズバ︑我が膀ノ下ヲク
ぐレ︒﹂

テ跨ノ下ヲクグル︒見ル者アザケリ

ソノ他釘や針ノヤウナ小サ 十255図 韓信︵略﹀︑ヤガテハラバヒ
笑ハザルハナシ︒

夜に入りて︑我が丈長隊
せまり︑︵略﹀︒

いこはせ給ふ

夜圭旦三日供御もなく︑歩

﹁自分は今こそこんな小刀 くご﹇供御︼︵名︶1

十889図題

みつか註て松かげに
かしこさよ︒

くさ﹇臭﹈うなまぐさ・なまぐさもの

鵜はく零り入る毎に獲物 くさ﹇草︼︵名︶17 クサ くさ 草幸

くゴり入

供御

・水雷艇隊は砲火をく七って敵艦に

てい

十二77國

イ物カラ︑キクワン車・軍・カンノヤ

︵略︶かち屋があった︒︵略V︒

飛ール彰

十一827図

る

くぐりい・る﹇潜入︼︵四︶1

は入に知られた刀かちで︑︵略V︒

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八333園

ある時は釘をこしらへてみた︒

八319

コシラヘルコトが出獄マセン︒

ウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ︑

六274園

くぎ︻釘一︵名︶3釘

︵略V︒

鳥等ノ美シキ模様ヲ織出セル花鳥ハ

リ︒
月二日
七696國 九月二日 村田新太郎 佐 十422図又此ノ董ヲ染分ケテ︑花

藤眞一檬
くがつむいか﹇九月六日︼︵名︶1 九

月六日

董

十二777図 ︵略V︑九月六日更に西へ
向って航行せり︒
くき﹇茎︼︵名︶11

七775 海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ
スヒ取ル︒

八654 綿ハ實カラトリマスガ︑藍ハ
藍ノ草ハ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ サ ウ シ

葉ト董カラ取ルノデス︒
八655

テ其ノ藝ト葉ヲ細カクキザンデ︑日
ニホシテ︑ソレカラウスニ入レテツ
キカタメマス︒
九103 タンポ・・ヨメナナドハ︵略﹀

たのくさ・てんぐさ・はなくさ・みず

うきくさ・からくさもよう・こぐさ・

ツキクサクモ

ノハラニハ︑アヲイクサ

くさ︹ひらがなのドリル︺

一12一

くさ・わかくさ

三32

のはらのくさや

ノ中二︑︵略V︑イロイロナハナ

三68

︵略V︑

ガサイテヰマス︒

四268

はなは大ていかれてしまひまし

た︒

た虫も︵略﹀︒

四272 くさのかげにないてゐ

す玄しい風にふかれながら︑

草の上にすわって︑にぎりめしをた

六107

ある日一人の友だちは︑この

べた時は︵略V︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八199

く世間話をしてみたが︑︷略V︒

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

藍ハ何カラ取りマスカ︒藍ノ

みるのに︑誰も草をやるものがあり

八234

ません︒

八652

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ様二三

草カラデス︒

八652

尊こ㌧において天叢雲劔を

二作リマス︒

抜きて︑草を薙沸ひ給ふに︑火勢却

九59図

つて賊の方に向ひ︑︵略﹀︒

九111図璽 舞へや舞へや︑花に草に︒

一種の草の實を食用とす

蝶の遊ぶ時は今なり︒

十︻8910図

5

くさ一くじゅうさん

︵略﹀︑常に此の草の多く

るを以て︑︵略﹀︒

十﹇901図
︵略﹀︑ひたすら此の草の

生 ず る 所 を 選 び て住み︑︵略﹀︒

十﹁902図
成長を保護し︑︵略﹀︒

十凹燭8図︵略V︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ祭
リ︑士卒二令シテ︑其ノ附近ノ草ヲ
刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

十二m2図圃 冴行かば水つくかば
ね︑山行かば草蒸すかばね︑大君の
邊にこそ死なめ︑顧みはせじ︒

草薙劔⁝e

くさなぎのつるぎ︻草薙剣︼︹画名︺4

草薙町草薙劔

くさなぎのつるぎ

第一課
草薙劔⁝⇔

くさなぎのつるぎ

九目2
第二課
くさなぎのつるぎ

九目3

草薙劔

◎

第一課草薙劔e

第二課

九12
九48
くさなぎのつるぎ﹇草薙剣︼︵名︶4

九14図代々の天皇の御位に即かせ

草薙劔

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け
つぎ給ふ︒草薙劔は即ち其の一なり︒
あめのむらくものつるぎ

たを

そこかこ﹂かとさがすうち︑

腐ル

角ーッ・ーラ・ーリ彰

クサル

く

少しはなれたくさむらに︑やうく
杖を見つけ出し︑︵略﹀︒

さる

くさ・る﹇腐﹈︵四・五︶5

貞ール蝉

︵略Vブラッシノ仕掛ア

リテ︑錘綿ヲ引延シナガラ細カキ雑

十一852図

物ヲ去ル︒アタカモ人ノ頭髪ヲクシ

ケヅルニ似タリ︒

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ鐵道ノ

九時二十分

六682二四バカタクシテ︑ナガククくじにじっぷん︻九時二十分﹈︵名︶1

クシ

くじゃく

尾の短いのは︵略Vなどで︑

くじゃく﹇孔雀﹈︵名︶2

物の便⁝⁝⁝

講話會の案内文

九十

くじゃくは時時尾を扇形にひ

長いのはきじ・山鳥・くじゃくなど

八587

である︒

八587

ろげて見せる︒

第二十五課

くじゅう︻九十︼︹課名︺2

第二十三課

⁝⁝⁝九十

十目12

九十

十一目10

第二十六課

三才女⁝⁝⁝九

くじゅういち﹇九十二︹課名︺1九

十一

くじゅうく号ひゃくぶんのくじゅうく

十一

︵略V︑クシ・カンザシナドノ 九目13

クシトカガミ

て︑晩の九時二十分に京都に着いた︒

六393国昨日六時の汽車に間に合つ
又きたない水やくさった水を

マクラ木ナドトス︒

七658

飲むと︑おそろしい病氣にか﹂るこ
とがある︒

九15國此の劔初は天叢雲劔と申 八303図︵略﹀︑内ニハ黒ブクレニナ
リテクサリタル死人横暴ハリテ︑臭

くさ︻種︼号ちぐさ

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

一

熟せざるくだ物︑生にえの

くさいn▽なまぐさい

九587図

氣鼻ラックが如シ︒

尊こΣにおいて天叢雲劔を

なれり︒

九62図

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑

︵略﹀︑裏面ハ枯葉起電タル

抜きて︑草を薙梯ひ給ふに︑︵略V︒

命をうしなふ者少からず︒

九566図

くさき︻草木︼︵名︶1 草木
ガ二二︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニト

これより此の劔の名を改めて草薙劔

カクテ持チアルク中耳ハ︑

と申す︒

一114

くし︻櫛︼︵名︶2

難キニ至ルベシ︒

其ノ魚脳腐リテ︑一合ノ卍巴モ換へ

九887図

マルトキハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見

草薙劔は尾張の國にと冥め

草花

︵略V︑道ばたにはきれいな草 七367

店ヲ見テ︑︵略﹀︒

クシガキ

第二十六

名古屋⁝⁝⁝九十

九

樺太より墨田

からふと

第二十四課

へ⁝⁝⁝九十五

十﹇目11

去年ハホシテ︑クシガキ くじゅうご﹇九十五︼︹課名︺1 九十五

くしがき﹇串柿﹈︵名︶一

四121

ニ作リマシタ︒

十三

如何なる畿明も︑一度や二度 くじゅうさん﹇九十三﹈︹盛名︺4
の不成功で氣をくじく様では出來上

三

八目μ
おふみはいそぎ道ばくしけず・る﹇硫﹈︵四︶一 クシケヅル

るものでは無い︒

九314

コノ公園ハ新シクシテ︑古 くじ・く︻挫﹈︵五︶1 くじく 肉ーク︾

︵略V

くさむら

木多カラザレド︑種々ノ草花ウルハ

七582図

から︑︵略V︒

草花をほしいくと申して居ります

七翌團又母がかねぐめづらしい

花が咲きみだ．れてるます︒

六101

くさばな︻草花回︵名︶3

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ
あっ
れり︒今の熱田神宮即ち是なり︒

九66図

ユ︒

くさずり﹇草摺︼︵名︶1 草ずり
こぶしも 通 れ と さ し 通 し ︑

十514図 手塚其の間に敵の草ずりを
上げ︑
︵略V︒

︵略﹀︑田うゑや草取りの苦し

くさとり﹇草取﹈︵名︶3草取り草取
六171

さも︑取入れのいそがしさも︑全く
わすれてしまひま す ︒

くわんとん

すげ笠こそはたふとけれ︒

植・草取・取入れに 農夫の辛苦共

九523図圃 昔の風をそのま＼に︑田
にする

シク咲キミダレタリ︒

六632圃

くさむら﹇草叢﹈︵名︶1

十﹇385國国 ︵略V︑又平田に二子婦
人が隊を成して草取を記す有様は殊
に興味を畳え申候 ︒

十三

九目14 第二十七課 日光山⁝⁝⁝九

こうし

まうし

の

海ニハ又ケモノガスンデヰ

なった︒

十652

鯨は再び浮上つた︒

ない︒

︵略﹀︒

しひ

くすのきまさつら

みへらじと・のねて思へばあ

正平の昔︑楠木正行が

︵略﹀︑

なき数にいる名をぞと買む

り︒

楠木正行の母が正行を戒

爲には恩愛を諮る﹂眞心より出でた

め︑︵略﹀が如きは︑︵略﹀︑忠義の

十二331図

くすのきまさつら

此の所なり︒

る︒といふ一首の和歌を書残せるは

つさ弓

書をかく人︑圖をひく人︑寓 十一34図

かし

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

ひのき

くす﹇樟︼︵名︶1 樟
くす
中部の山林には樟・松

十一387北国

くす

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは

鯨の一群は影も形も見えなく 十192
破裂矢は鯨の禮内に深く食込

十661

ボートはつなをたぐって︑又

くすのきうじ︻楠木氏﹈︹人名︺1 楠

1

せつつ

マツチノ製造ニハ︵略﹀︒

ダサツタノハ︑ドナタデスカ︒

ンパイシテ︑クスリヲノマセテク

二387圏 カゼヲヒイタリオナカ
ヲイタクシタリシタトキニ︑シ

わぐすり・おくすり

くすり﹇薬﹈︵名︶4 クスリ 藥﹇▽う

々に撃破られたり︒

楠木正儀と撮津の住吉に職ひて︑散

くすのきまさのり

楠木正儀

ノ皇居ニウツリタマヘリ︒楠木氏ハ

みつのり
十﹁414図 吉野の朝の頃︑赤松光範︑

くすのきまさのり

︵略﹀︑天皇ハ吉野山ノカリ くすのきまさのり﹇楠木正儀︼︹人名︺
ソノ後ツネニ皇居ヲ守りテ︑敵ト戦

七55図

鯨は段々弱って︑泳ぐ力もな 木氏
他のボートを見れば︑今新に
︵略﹀︑鈷を打って鯨に引廻さ

ヒシガ︑︵略﹀︒
くすのき

おほよそ家の紋どころ︑

くすのきふし︻楠木父子﹈︹人名︺1

くすのき

七447図團

さきのボートは鯨を引きなが 楠木父子

捕鯨法には︵略﹀︑又以前に

︵略V︒楠木父子の菊水は︑忠義のか
をりなほ高し︒
クスノキマサシゲ

楠木正行楠木正行
クスノキマサツラ
楠木正行⁝e
e

クスノキマサツラ

楠木正行⁝＠

楠木正行

口
﹇楠木正行︹
︼人名︺

楠木正行

マサシゲ

楠木正行 楠木正行

くすのきをさっら

3

テ︑父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

七12図楠木正行ハ正成ノ子ニシ

箱ハ︵略﹀︑外ガハニ藥ヲ

クスリユビ

﹁︵略V︑中ユビト小ユビ

リモスコシ高イカラ︑クスリユ

四225圏小サイネエサンバ私ヨ

ノアヒダノガクスリユビデス︒﹂

四215園

くすりゆび︻薬指﹈︵名︶2

ル等ノ手数マデ数へ上グレバ︑︵略V︒

八398図 此ノ上二︑︵略﹀︑藥ヲ製ス

塗ルナリ︒

八396図

ヲ待チテ︑箱二会ル︒

︵略﹀︑頭二藥ヲツケ︑其ノカタマル

宮城ノ前ノ廣場ニハ楠木正 八394図

クスノキマサ

くすのきまさしげ﹇楠木正成﹈︹人名︺

4

クスノキマサツラ

くすのきまさつら﹇楠木正行一︹課名︺

成ノ銅像アリ︒

シゲ

七577図

鯨は獣類中最も大きなもの 一 楠木正成
及ぶものも珍しくはない︒

で︑長さは十五閤︑即ち九十尺にも

十675

法などもあった︒

は鯨の通路に網を張って錆を打つ方

十673

ら母船の方へ急ぐ︒

十6610

れてるるものもある︒

十668

鯨を追ふものもあり︑︵略﹀︒

十667

くなる︒

十662

矢を打込む︒

も鯨に近寄り︑今度は銃を以て破裂

十662

んで破裂した︒

ヤマト
十目13 第二十六課 大和巡リ e⁝ 十655
⁝⁝九十三
十二目10 第二十三課 孔子と孟子⁝
⁝⁝九十三

くじゅうしち﹇九十七一︹物名︺1 九
十七弓ひゃくぶんのくじゅうしち
十二目11 第二十四課 大國民の品格
⁝⁝⁝九十七

くじゅうはち︻九十八︼︹課名︺1 九
十八

十目μ 第二十七課 大和巡リ ⇔⁝
⁝⁝九十八

な

くじゅうより﹇九十四里︼︵名︶1 九
し

十29図 日本一の長流を信濃川と

十四里
す︒︵略V︒長さ 九 十 四 里 ︒

七739

くじら﹇鯨﹈︵名︶15 鯨号おおくじら
ル︒︵略﹀︑魚二 巴 タ モ ノ ニ ハ ︑ 鯨 ガ
アル︒

七739

クヂラ尺

カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ

物サシニバカネ尺トクヂラ

鯨バカラダガハナハダ大キくじらじゃく︻鯨尺︼︵名︶3
尺トアリ︒

六181図
六183図

第愚盲第

カネ尺ハ︵略V︑ソノ一尺くすのきまさつら

ミジカク︑ソノ一尺バクヂラ尺ノ八
寸ニアタル︒

六184図

苦心うがこう

バクヂラ尺ノ八寸ニアタル︒

くしん﹇苦心﹈︵名︶1
のくしん

51目目
2 132

イ︒

七742 陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ
一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大
人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒
水けを吹いてみることがあります︒

七828圏 ある時には鯨が頭から高く
︵略﹀︑見る内に一頭の鯨に近

寄り︑急虞めがけて破裂矢をしかけ

十649
もり

た鈷を打つ︒

七七七七

くすりゆび
くじゅうしち

356

7
くださる
〈ずる

ビデス︒
︿ず ・ る ﹇ 崩 一 ︵ 下 二 ︶1

崩る

肉ーレ蝉

苦戦

苦戦ス

︵略︸︑我が軍は苦職十一

くせん︻苦戦一︵名︶1
十二568図

肉ーシ曝

箇月にして之を陥れたり︒

ル

・柱 何一つ 取外すとも︑たちま
家 え 崩 れ ん ︒﹂

具足

火の波間に出没する夜景も亦一段の
おもむきあり︒

数隻の漁舟相並び︑波に

くだくるか雲り火の下に︑︵略﹀︒

十一829図

くだける

キモノヲヌツタリセン

ドナタデスカ︒

タクシタリシテクダサルノハ︑

二394園

オカアサンバワタクシ

ドナタデスカ︒﹂

二401園

ヲ西川イガツテクダサイマス︒
もり
︵略V破裂矢をしかけた鈷を 二625トノサマガ︵略﹀︒︵略﹀︒

くだ・ける﹇砕︼︵下一︶1

十651

内iケ蝉

クサンノゴホウビヲクダサイマ

︵略V︑オヂイサンハイ亘イ

テクダサイマス︒

ロナオモシロイハナシヲキカセ

三124

シタ︒

﹁︵略﹀︒﹂ トォホメニナツテ︑タ

く

打つ︒小山の様な白波が高くくだけ

︽ーイ・ーッ・ール︾

クダサル

て︑夕立のやうに降散る︒

下さる

n▽おあがりくださる・おおくりくださ

ださる

くださ・る﹇下︼︵五︶20

愚悟も所用ありて京 くださいうごめんください

愚信

ツマクヤウナラ︑我が軍が苦職シテ

八916囹

若シ︵略﹀︑砲聲・銃聲ガ

十147図圃囹 梁・棟木 つか・ぬき
ちユ

︽ーチ贈

崩れ落

くせん・する﹇苦戦︼︵サ変︶1

つ

くずれお・つ﹇崩落一︵上二︶1
ヰルト思へ︒

し︒﹂

へ上り︑一二年在京せんもはかり難

十一724図圏

ぐそう﹇愚僧一︵名︶1

十﹇765図 裏見瀧は︵略V︑先年大

くつれ

風雨の爲︑瀧口の一角崩れ落ち︑今
は其の奇勝を見ること能はず︒
くずれのこ︒る﹇崩残一︵四︶1
肉ーレ顛

︵略﹀︑せんせいの見せて

ソレカラフデヲ見セテ

くださるいろいろなものを見る

三385

のです︒

る・おまかせくださる・ごあんしんく
ださる・ごらんくださる

四244園

︵略﹀︑﹁今日は吉日なり︑

元服せよ︒﹂とて︑︵略﹀︑天皇より賜

アゲマセウ︒﹂﹁ボクニハコノシ
くだ

クダサイ︒﹂

一一52園タケヲサンニハドレヲ
クダ

鷲の口の中には小さいくだが

くだ﹇管﹈︵名︶3

七324

ロイノヲクダサイ︒﹂

はりし具足一領を取出して與ふ︒

十一448図

十388図圃 ︵略V︑弾丸あともいちじぐそく﹇具足﹈︵名︶1

残る

くつれる

るく︑くつれ獲れる民屋ユ︑今ぞ相
見る二二軍︒

肉ーレル贈

︵略﹀︑ただつねをほめる

くず・れる︻崩一︵下一︶1

四198

﹁光盛︑曲者の首取って

七一

︵略V︑オシロイノ花ノ様ニク

くだく

岩にくだくる清流︑雪と散
船艦二つにくだけて︑一半
十一199國

月影の小波にくだけ︑漁

ははや大波にさらはれたり︒

十684図

り︑玉と飛ぶ︒

九937図

クル・ーケ彰

くだ・く﹇砕︼︵下二︶4

くだく︻砕﹈︵五︶うふみくだく

ダノ形ヲシタノモアル︒

九93

アタ遠近イフトコロノ

︵略﹀︑シンパイシテ︑クス

リヲノマセテクダサツタノハ︑

二391囹

ドナタデスカ︒

ヲタベサセテクダサッタノハ︑

二383囹 ハシヲモツテ︑ゴハン

デスカ︒

タツテクダサツタノハ︑ドナタ

中ヘイレテ︑ネンネコウタヲウ

一一377圏

七507囹

︵略﹀︑母は﹁︵略﹀︒︵略V︑

お花は﹁はい︒﹂と答へて

んりよなくおっしゃって下さい︒

へて下る物がございますなら︑御ゑ

七165国 ︵略﹀︑何かあちらでとΣの

きたして下さい︒

﹃おかあさんからもよろしく︒﹄と書

五666圏

トヲシヘテクダサイマシタ︒

四605 スルト神サマハ︑﹁︵略﹀︒﹂

﹁ソノ細イノヲ空言
二56圏﹁ワタクシニハソノキイ 四253囹
一つある︒
こゑは︑山もくつれるほどで
クダサイ︒ミンナデイクラニナ
ロナノヲクダサイ︒﹂
七325 そのくだから出すねばったし
あったといひます︒
リマスカ︒﹂
二373園﹁アカンボノトキニ︑ダ
るが外へ出ると︑すぐにかわいて綜
クスンナイ︹地名︺2 クスンナイ
四264園 ﹁三十センアゲマスカラ︑
イテチチヲノマセテクダサツタ
になるのである︒
十一981圓昏昏國領の中部クスンナ
コレデトツテクダサイ︒﹂
ノハ︑ドナタデスカ︒
イとマヌイとの間は最も狭く︑且山

脈低くして︑東西の交通最も便利な
る所に御座候︒

十一98図クスンナイ
十517図園

くせもの︻曲者﹈︵名︶1 曲者
候︒︵略V︒士かと見れば︑錦のひた

ば︑髪つやくと黒し︒何者にてか

＼れ着けたり︒︵略V︒老人かと見れ

候ふらん︒﹂

くち

くださる

358

受取らんとせしが︑配達夫は﹁おか
あさんをよんで下さ い ︒ ﹂ と い ふ ︒
下ス

すべからざるものなれ︒
くだ・す﹇下﹈︵四︶3

飛ース・一

他人ノ悪事・短所ヲアザ

孔明︑︵略V︑涙ヲフルツ

テ之ヲ斬り︑又自ラ責ヲ引イテ位三

十一燭10図

リ︒

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十一538図

八692團 此のかはせの金は︑ほんの セ︾号のみくだす
僅かですが︑何かすきな物を買って
上げて下さい︒

あなた方の村が五箇村の頭になつ

九873園 どうか今日から一年の間︑
て︑御支配をなさっ て 下 さ い ︒ し

一

百濟川成

クダラノ

くだらのかわなり﹇百済川成︼︹人名︺

︵略﹀︑水を尋ねて低地に下り︑春を

待ちて再び山谷に入る︒

九段

電車ニテ九段坂ノ上ニイタ

リ︑靖國神社ニサンケイス︒

ヤスクニ

七589図

坂うとうきょうくだんざか

昔百漕川成トイフ名高キ書 ︿だんざか︻九段坂一︹地名︺1

クタラノ

八277図
工アリキ︒

下り來

下る

どぐち・たきぐち・でいりぐち・でぐ

おぐち・おちぐち・かいさつぐち・か

観客は遊船を中流に浮べくち﹁ロ一︵名︶33 口﹇▽いりぐち・お

くだり・︿︻玉来﹈︵力変︶1

十一7910図

余ークル︾

て︑鵜舟の下り來るを待つ︒
下ル

余ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

くだ・る︻下︼︵四・五︶9

ち・ひとくち・ふたくちとも・ほそく

︵略﹀︑平素ノ愛顧ニナレ

等ヲ下セリトゾ︒

十二523國

降る

る・おんおくりくださる・おんさそい

ち・みなとぐち

くださる﹇下︼︵下二︶号おおせくださ

六34

弓いつわりくだる・ながれくだる

犬ガ︵略﹀︒︵略V︒ホエル

テ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信用

ニー56

ヲ害スル所以ナリ︒

ト︑ロガアイテ︑クハヘテヰタ

筑紫へ下る道に︑昔より相

多武峯ヲ西へ下レバ岡寺ア

﹁明日城門に行きて︑

けれ

鯉ハ︵略V︒︵略V︒目ハ大キ

いふ︒飲物・食物氣を附けよ︑心せ

六852國國 ︵略﹀︑病は口より入ると

六431 病ハロヨリ入ル︒

マス︒

クテ︑ロノ右左田畠太イヒゲガアリ

五167

は言ひません︒

どもそのほかによけいなこと

口ではっきりこたへます︒

三396 だい三には口です︒
三397 なにをきかれても︑この

耳もありません︒

三222わたくしにはロも目も

ケニナリマシタ︒

ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ

二647トノサマヤ︑オトモノ人

ロデス︒

二422園コレガハナデ︑コレガ

サカナハ︵略﹀︒

ヒタチ
本流ハ下リテ︑下総・常陸

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

九798図

ノ國境ヲ流レテ太平洋二入ル︒

九168図

て行くのは︑︵略V︒

早い流をいかだの下って行く

くださる・おんせわくださる・おんた

くたび

号せとくたにありたきよみずさ

角rレ︾

のぼりついたじぶんには足も

知りし官長ありて︑道眞の今の身の

近年ノ輸出高月年々五六百

上を深く悲しみしに︑︵略﹀︒

げよ︒

ず︒

十二684図

︵略Vかもしかの一種は︑

の数も全山に於ては五十座を下ら

十二404図

︵略V︑現に噴火せる火山

﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹄と告

十二297多芸

がら︑︵略V︒﹂

十一751國囹﹁︵略V︑東國へ下る路す

リ︒

十血2︹図

萬圓ヲ下ラズトイフ︒

十443図

だいぶくたびれて︑はらもすっかり

晩にはくたびれた足をのばし
て︑けさまで一眠に眠りました︒

六117

すきました︒

六105

れる

くたび・れる﹇草臥︼︵下一︶2

つまやき

くたに

ちよりくださる・ごあんじくださる・

さる・ここうらいくださる・ごさん

ごあんしんくださる・こいつぼうくだ
どうくださる・ごさんれつなしくださ
る・ごほうちくださる・こらいかいく

に

肉ーハ・一

あまてらすおほみかみ

降した ま ふ

下し給

ださる・ごらんくださる・なしくださ
る

下し賜ふ

くだしたま・う﹇下給一︵四︶4
ふ
へ彫
おぎのみこと

くだ物も水をふくんで居り︑

一命をうしなふ者少か

熟せざるくだ物︑︷略﹀な

やさいにも水けがある︒

七646

八23図 神代の昔皇祖天照大神︑現 くだもの︻果物一︵名︶2 くだ物
々皇尊をこの國に降したまはんとせ

し時︑︵略V︒

どを食ひて︑

天皇陛下︵略﹀︑其の風景 九587國
さちのうみ

を賞し給ひて︑幸湖の名を下し賜へ

九9510國

り︒

らず︒

クダモ

道ノ爾が一議ハ︑アメヤ・オ

勝報上聞に達し︑陛下の くだものや︻果物屋﹈︵名︶一

ノヤ

十一一113図

下 し 給 へ る 勅 語 の 中に︑﹁︵略﹀︒﹂と

五676

ドが店ヲナラベテヰル︒

モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ

仰せられたり︒

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

十二魏9図 明治十五年軍人に下し給
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くちなかおくのせんぼん
くちおし

よ︒

七287 一匹の翻の口から出る紙をの
ば し て 見 る と ︑ ︵ 略V︒

て︑からだを包む ︒

つる口僅かに一箇所にして︑其の分
肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル︑空

量も少く︑︵略V︒

十759図

十771図目・耳︒鼻・ロバ何レモ脳

コナシ︑︵略V︒

十763図胃ハロヨリ入來レル食物ヲ

七322 ︵略V︑ロから美しい綜を出し 氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

七324 翼の口の中には小さいくだが
一つみる︒

肉ーシ・ーシク︾

ヲ目的トス︒

騙逐隊

くちく
︵略V︑績いて我が騙三碧

くちく
八295図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑ くちくたい﹇駆逐二一︵名︶2 騙駈落

口をし

︵略V︒幾度カマハリタレドモ︑入ル

十二74図

︵略V︒

夜に入りて︑我が駆逐隊

せまり︑無二無三に攻撃せしかば︑

・水雷艇隊は砲火をく貸って敵艦に

てい

十二76図

爾旗艦は遂に沈没し︑︵略V︒

より二回の水雷攻撃を受けて︑敵の

コトヲ得ズ︑クチヲシクモエノ笑聲

クチク

歌がすむと手打をして︑口々

に﹁おめでたう︑おめでたう︒﹂と

六763

いひました︒

諸子ハ職艦・巡洋艦・海 九836 五箇村の人々は︵略V︑﹁是非

騒逐艦ノ名コソ更二優美

騙逐艦ういちくちくかん
十一306國
ナレ︒

止マズ︒

︵略V一同︵略V蹄って來

十249図無頼ノ少年等口々二五リテ

などと︑ロ々に勢をつけてみる︒

﹁しっかりやってくれ︒﹂

勝ってくれ︒﹂﹁負けたら村の名折に
セン

防艦・砲艦・通報艦・駆逐艦・水雷

なるぞ︒﹂

十一317図

くちぐち︻口ロ一︵名︶5 口々

紫式部は︵略V︑兄の書

ヲ後ニシテ婦レリ︒

十161國園

を讃むを聞きみて︑︵略﹀︑少しも忘

る︑ことなかりしかば︑父の爲時は
︵略﹀︑﹁汝の男と生れざりしが口を

︵略﹀︑ロバ味ヲ味ハヒテ︑

二曲キ位置二在リ︒

十772図

水を飲まないことはあって

し︒﹂といひたりとそ︒

七642
も︑水のまじった物や︑水をまぜて

各回ヲ拶二報告ス︒

女子は︵略﹀︑口口の周園︑

手・足・口等くちくかん﹇駆逐艦︼︵名︶6 国富艦

クチク

こしらへた物を口に入れないことは

十774図拶ハ︵略V︑

り︒

十一478

馬主は︵略﹀︑馬の耳に口

手首・手の甲等には入墨をほどこせ

十799図

二命令シテ活動セシム︒

ない︒

七648 われくは毎朝顔を洗ひ︑口
をす㌧ぐ︒

洗ひて左へ行き︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 御 宮 の 前 に

八54図 五十鈴川の水に卜す﹂ぎ手
いたる︒

艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

十一32図駆逐艦漣

を寄せて︑何事か話してみるかと思

十口345図

﹁入りテ見給へ︒﹂トイフ

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ

八289図

出した︒

速度最モ大ニシテ︑敵艦二四ヅキ︑魚

十一493

駆逐艦ハ艦艦最モ輕ク︑

ニ︑何心ナクエンニ上リテ︑南ノロ

形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈シ︑又激ノ

︵略V︑馬はさもうれしさう
に︑ロでおもちゃをさΣげて︑其の

水雷艇ヲ駆逐・撃破スルヲ目的トス︒

騙逐・撃破ス

方には﹁あれ程の名馬はいくら金を

熱湯の白ありと語る者︑

梯っても惜しくはない︒﹂と︑口々

にほめた︒

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑乗組

十二772図

そしる者︑口々に語り合へり︒

の暴畢をあざける者︑皇后の無謀を

員の運命をあはれむ者︑コロンブス
駆逐艦ハ︵略﹀︑敵艦二

︹地名︺1

口・中・奥の千本

くちなかおくのせんぼん﹇口中奥千本﹈

余ースル︾

シ︑寺領ノ水雷艇ヲ騒逐・撃破スル

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十一346図

た︒一方には︵略V罵りながら︑一
子供をあやしてみた︒

水雷艇ハ形鎧甚ダ小ナレ
ドモ︑速度騙逐艦二次ギ︑︵略V︒
さタなみ

︵略﹀︑我が駆逐艦の漣︒
らる玉に至れり︒

陽炎の二隻に追撃せられ︑遂に捕へ

かげろふ

十二95図

︵略V︑今度はひぢを張り︑ 十﹇348図

の心したる様をなせり︒
みおタ

一方の口から火をた

クチヲシ

くちくげきは・す﹇駆逐撃破﹈︵サ変︶1

蛙矧は︵略V︑多量の土

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴

十﹇739図

十一512

ヨリ入ラントスレバ︑其ノ戸ハタト
閉ヅ︒

八291図驚キテ西ノロヨリ入ラント
スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑
︵略V︒

八705図 ︵略V︑手は食物を口に入る
﹂ことを止め︑︵略﹀︒

す︒

みぞを造って︑

十一∬5

床下に土石を盛り︑敷盤の

を呑込みては之を地上の穴のロに出

八743図猫ノロ配膳上下二二本ヅツ 十一886図
﹁病は口より入る︒﹂つ﹂し

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒
九581図

むべきは飲食なり ︒

九581図 口にうましとて多く食ふこ

いて室内を温める︒

道後は︵略﹀︒湯のわき出 くちお・し︻口惜﹈︵形︶2

となかれ︒多く飲むことなかれ︒
十734図

くに

くちのせんぼん

360

十一46図吉野山は口・中・奥の千
本の外︑到る慮櫻樹あらざるなし︒

くちのせんぼん門口千本一︹地名︺2

行くく吉野宮に参拝

ロノ千本 口の千本
よしてる

十一22図
し ︑ 村 上 義 光 の 墓 をとぶらふ︒︵略﹀︑

の千本といふ︒

満 ⁝ 目 総 べ て 花 な り︒︵略﹀︒こ﹂を口

十一2図 ロノ千本
くちばし﹇階︼︵名︶8 クチバシくち

ばし号うわくちばし
一186 ホソナガイクチバシ
︵略﹀︑首の長い鳥は大ていく

ちばしも長い︒

八565

くになちさん・きたぐに・くわしほこ

ぬしのみこと・おわりのくに・きいの

えちぜんのくにかながさき・おおくに

のくに・いわみのくに・うましくに・

宮人の くに﹇国﹈︵名︶89 クニ 愚母いずも

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

みすのうちより

死に就けるは︵略V︒

りて︑︵略﹀︒

九928図圃

足等一同

﹁我等はつねにいそがしく働

等﹇同申し合せて︑胃に向っていふ

八696図ある時口・耳・目・手・足︿・つ﹇朽回︵上二︶1 くつ ︽ーチ︾
やう︑

ひし

くちざらん︒

袖引止めて︑︵略V︑ふみ見ずとい
あま
言の葉は︑天の橋立 末かけ

けるに︑汝はただ坐して食ふのみに

て︑後の世永く

うないちくっし

くっしうまんしゅうくっし・まんしゅ

て︑︵略﹀︒

靴

ちたるのくに・しなののくに・しまぐ

クツくつ

くつ︹ひらがなのドリル︺

三31

くつ︻靴︼︵名︶9

やまぐに・やまとのくに・わがくにの

んのくに・ひのもとっくに・みくに・

に・するがのくに・となりぐに・びぜ
海草ハ︵略﹀︒根モ︵略﹀︑タ

八511図御遊ナカバニシテ︑マリヲくっっ・︿︵五︶一 クツツク 余ーク︾
七773

のうぎょう

マハナレナイヤウニ︑岩ナリ石ナリ
ヘクツツクダケノ用ヲナスモノデア

天皇ハ國ノ中ノワルモノド

日本の國には春・夏・秋・冬

かはるぐ色姦花がさき︑色々な

六41

︵略﹀︒

モヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑

五76

リマセン︒

クニニハ︑コンナニタクサンア

三25 サクラノ木ハ︑ヨソノ
ぐっと

ル︒

ぐっと︵副︶1

老人片足ノ靴ヲ橋下二落

ケ給フハズミニ︑皇子ノクツヌゲタ
リ︒

十226図

シ︑良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂
トイフ︒

えりを引つつかんで︑ぐっと岸へ引

愛作は︵略﹀︑すぐに熊吉の
きよせた︒
ケマリ

靴屋

其の皮は革に製して︑かばんや靴な
ナカノオホエノ

︵略V︑中大兄皇子が蹴鞠ノ くっや︻靴屋一︵名︶3

︵略﹀︑買手にはかに増す

ときは︑靴の慣はにはかに高くなり

十一936図

日本の國は松の國︒

鳥が鳴く︒

六47圃

て︑靴屋の利盆非常に多かるべし︒

日本の國は松の國︒

ナリ︒

日本の國は花の國︒

十一935図

六47國

か＼る時は靴屋は更に多
くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

日本の國は花の國︒

草して︑買手にはかに増すときは︑

昔ある國で大きな象の目方を

六56圃

六56圃

造すべく︑︵略V︒

︵略V︑靴の債はにはかに 十一939図 ︵略﹀︑又他の職業に從事

塩ハ︵略﹀︑ワが國ニチハ

はからうとしたが︑︵略﹀︒

六204

︵略V︒

十一936図

例へば靴を用ふること流 十一937図

皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺

遊ヲナシ給ヒ︑鎌足が靴ヲサ・ゲテ

十皿5図

どを造り︑︵略﹀︒

なめしがは

八566 併しかはせみははぎも首も短 十847 ︵略﹀︑一年にほふる牛は︵略V︒ 九852
くて︑くちばしばかりが長い︒

八568 駝鳥ははぎも首も長くて︑く
ちばしだけが短い ︒

が煙く︑︵略﹀︒

八568 水鳥の︿ちばしは平たくて先
︵略﹀︑陸烏のくちばしは旨く

細くて︑先がとがって居る︒

八569

八574 いすかのくちばしは上と下が
くひちがってみる︒
うなぎ
鵜は ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 鰻 を く

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

十一821図

高くなりて︑靴屋の利盒非常に多か

六546図

六584

ない︒

六583

塩はとなりの國から買ってゐ

武田信玄の國は山斗で︑塩が

︵略﹀︑がちやくくく 海ノ水ヨリツクル︒
くつわ贔︑︵略﹀︒

五623國

くつわ轟

はへてくちばしに巻附かれ︑持て蝕

りて︑︵略﹀︒

十一9310図

に増來り︑靴の慣はやうやく安くな

か﹂る時は靴の供給次第
く
な
ん門苦難﹈︵名︶1 苦難
あかほ
十二858國 赤穗浪士が数年の苦難を

に増來り︑靴の慣はやうやく安くな

か﹂る時は靴の供給次第くつわむし︻轡虫︼︵名︶1

に輻業するに至るべし︒

口・耳・目・手・

十一9310図

るべし︒

クチビル

して見ゆるもをかし︒
くちびる﹇唇一︵名︶一

九92 シソノ花ノ様ニクチビルノ形
ヲ シ タ ノ モ ア リ ︑ ︵略﹀︒

足等一同︼︵名︶1

くちみみめてあしらいちどう冒耳目手
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くに
くに

た︒

六588囹

﹁ ︵ 略﹀︑敵の國の人には何

のうらみもない︒

六592 謙信は︵略︸︑じぶんの國か
ら塩を送らせた︒

六825図圃 ︵略V︑あふげや︑高き君
の恩︑國の恩︒

六861図圃 ︵略V︑遠き祖先のをしへ
をも 守りてつくせ︑家のため︑國
のため︒

︵略V戦場晶出デントセ

シガ︑正成ハ道ニテサトスヤウ︑

七31図
﹁ ︵ 略 V ︒ ﹂ ト ︑ ネンゴロニ言ヒフクメ

テ︑國ヘカヘシタ リ ︒

七268 家デモ國デモ手ヲヨクハタラ
カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ
マス︒

で︑生綜は外國へ費出す品物の第一

七342 わが國は昔から養鷲の盛な國
である︒

七343 わが國は昔から養翼の盛な國
で︑︵略﹀︒

七628図 又寒き國にては︑犬をして
神代の昔皇祖天照大神︑

あまてらすおほみかみ

そりを引かしむ︒
にちぎのみこと

八22図

理々杵尊をこの國に降したまはんと

せし時︑︵略﹀︒

八405図 我が國ニチハ︑国玉モツパ
ラ輸入品ヲ用ヒタ リ シ ガ ︑ ︵ 略 V ︒

リ︒

二入鹿父子ヲノゾカント思ヒ立チタ

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

ノ進ムニシタガヒ︑︵略V︑物ト物ト

ふ國あり︒

・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

我が國の建物はおほむね木

︵略V︑我が國に一哩の鐵

道も︑一隻の汽船もなかりしなり︒

十一285図

り︑︵略﹀︒

ントス︒

我が國ノ機械工業申最モ

クワン

孔明魏軍ト下山ノ中二卒

てうせん

開

北は樺太・千島より︑

南豪濁・湧湖島︑朝鮮八道おしなべ
を

はうこ

十︻m1図圃

からふと

ス︒蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國二婦ラ

十一那1國

下ヲ三分シテ其ノーヲ堅甲シム︒

遂二備ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天

十一鵬4図 孔明︑劉備二二へ︑︵略V︑
シヨク

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑︵略﹀︒

十一836図

はれたり︒

と︑我が國にては古墜下く諸所に行

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

八764三管アメリカには合衆國とい 九902図 現今我が國ノ貨幣ニハ金貨 十一756図 我が國には数多の爆心あ

我が國到るところ名勝の地

リ獲行スルモノニシテ︑︵略﹀︒

農業・工業・商業共に盛に 九9010図 我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ 十一791図
此の國にて商業の最も盛な 九964図

して︑國甚だ富めり︒

八765図
八765園

外國人の我が國に來る者亦

にとぼしからざれども︑︵略V︒

フランスは︵略V︒早くよ 九968図

る都會をニューヨークといふ︒

八783図

必ずこΣに遊びて︑︵略﹀︒

ロシヤはヨーロッパ大陸の 十41國

といふべく︑︵略︶︒

ドイツは學問のよく開けた 十19図 ︵略﹀︑なほ我が國第一の山

り工藝・美術の獲達したる國なり︒

る國なり︒

八785図
八787図

オニバス

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径

歪なれば︑︵略﹀︒

しげる林ユ

瑞穗の國と農業は

て︑我が大君の食す國と︑︵略﹀︒
みづほ

承けつぎし國の柱の動

ふみ

きなく榮えゆく代を尚いのるかな︒

十二24國圃

けぬ地なし︑野も山も︒

︵略V花曇ハ我が國輸出品 十一m2國團

我︑タガヤサン︑︵略﹀︒﹂

十128図率由﹁熱き國

ガ六尺モアツテ︑︵略V︒

又世界の中には︑︵略V︑少 十53

東部にひろがれる國にして︑︵略V︒

八825図

我が日本の國の大部分は︑

しも氷雪を知らざる國あり︒

︵略﹀︒

八829図

生ひ立ちし

我が國銅山ノ中ニテ最モ盛
︵略﹀︒

古の書見る度に思ふか

な︑おのが治むる國は如何にと︒

我が國は火山國にして︑全 十二27図囲

我が國ノ造船所デ︑最モ規

国事ー510 我が國デ一番大キイノハ佐

シヤウ
模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑︵略V︒

十ニー53

國に蓋す誠は一なり︒

十二41□蔚凶 文武道を異にすれども︑

も︒

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

我が國ノ古美術ハコ・二其 十二39︹等温 國を思ふ道に二つはな
我が國に遊べる西洋人は

我が國に最も普通なるは
荷車・人力車等にして︑︵略﹀︒

十一254図

我は護らん︑海の國︒

十一245図早いで︑軍艦に乗組みて︑

︵略﹀︒

十一208図

ノ粋ヲ集メタリトイフベシ︒

十973図

國到る盧に温泉あり︒

十7210図

心事ヲ産出スルハ

十607図

ノーナリ︒

八841︵略﹀︑君ノタメ國ノ玉無︑名 十423図
唇ノ戦死ヲトゲタ軍人ハ大義イアツ
タガ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑我が國の陸軍は僅か

九242図我が國は坐高皆兵なり︑
︵略﹀︒

九268□a凶

五月五日二︵略﹀︑男子ノ

に七箇師團に過ぎざりしが︑︵略﹀︒

九277図

し

祭の服に

古風ゆかしき我が國の

福運ヲイノルコト︑我が國古ヨリノ
風習ナリ︒
ゑぼ

九519図書
残りたり︒

ナレバ何レノ國ニチモ︑世

かんむり・烏帽子今は唯

要ナルモノノーツトナレリ︒

國 ノ タ メ 九889図

八411図 ︵略V︑我が國輸出品中ノ重
中臣鎌足︵略﹀︑

ナカトミノ

八501図

くふう

くこぐこ
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世 保 海 軍 工 廠 ノ 船渠デ︑︵略﹀︒

十ニー67図 我が國には東京に中央氣
象壼あり︒

十ニー81図 我が國及び附近に風雨の
︵略﹀︑能く其の虞すべき

おそれある時は︑︵略﹀︒

十二323國

てう

りん

道に虚したる我が國婦人の實例にし
し な

て︑︵略﹀︒

しやうじよ

十二386図 支那の昔趙といふ國に藺
相如といふ賢臣あ り ︒

國民

國民は一つ心に守りけ

くにたみ﹇国民︼︵名︶1
みおや

十二32図團

り︑遠つ御祖の神の教を︒

英國は國會の最も早く開 ぐにん﹇愚人一︵名︶1 愚人

︵略﹀︑我が國亦総領事を

外交通ノ便最モ多ク︑︵略﹀︒

十二556図
置けり︒

十二642図

首う

しむを賢者とし︑先づ樂しみて然る

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

ラヘタル時︑之ヲ運ビ去ルニ便ナリ︒

雨戸を明けて見ると︑︵略﹀︑

身を切るやうな寒さに思はず首をち

九703

望めることもある︒

敵は手塚の家來を押へ︑刀

を抜きて首をかく︒

十513図

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑や

十515︹図 手塚其の間に敵の草ずりを

手塚︑首をたつさへて︑大

がて打ちまたがって首をかく︒

よしなか

十516國

﹁光盛︑曲者の首取って

將義仲の前に行き︑︵略V︒

候︒

十517図囹

首元

鵜の首元は細なはにてし

くびもと﹇首元﹈︵名︶1

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

のど

工夫

下すことなく︑ ︵略V十二三尾のあ

ゆを喉元にふくむといふ︒

クフゥ

島ノ上出居タ白ウサギ

くふう﹁工夫︼︵名︶9

ガ︑︵略V︑海ヲワタルクフウヲ

四525

カンガヘテ︑ヰマシタ︒

フルトンが工夫に工夫を重ね

て造った最初の船は︑︵略V︑不幸に

九315

フルトンが工夫に工夫を重ね

も直に沈んでしまった︒

︵略Vモツパラ花錘ノ改良

工夫ヲコラセシガ︑︵略﹀︒

二志シ︑先ヅ之ヲ織ル機械ノ製作二

十427図

て造った最初の船は︑︵略﹀︒

駝鳥ははぎも首も長くて︑く 九316
ちばしだけが短い︒

八567

参に入れよ︒︵略V︒組めや手塚︒﹂

十二707図幅づ苦しみて然る後に樂 十506図園 編首を取って︑大將の見

くび

クビニスズ

クビ

後に苦しむを愚人とす︒

くび﹇首﹈︵名︶17

コロンブスの遠征時代は

けたる國にして︑︵略V︒

十二8010図
我が國後土御門天皇の御代にして︑
︵略﹀︒

﹁175

正成ハタシテ職死シテ︑ソ
七73図園

ノクビハ家二送ラレタリ︒

七32國

當時支那は王室衰へ︑諸 てくび

ろ
孔子は魯といふ國に生

侯各其の國によりて互に勢を争ひた

十二935図
り︒

十二936図
れ︑︵略V︒

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ
クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ

我が國の地方自治会禮

は︑府縣・市の二級或は府縣・郡・

十二期2図

︵略﹀︑犬のくびに藥品・

はぎの長い鳥は首も長く︑首
︵略﹀︑首の長い鳥は大ていく

併しかはせみははぎも首も短

ちばしも長い︒

八565

の長い鳥は大ていくちばしも長い︒

八565

て︑︵略﹀︒

食物などを入れたるかごをかけおき

七633國

レラニ取ラスルカ︑︵略﹀︒﹂

︵略V︑正行ラガクビヲカ 十一813図

中ノーツト思ヘバ︑︵略﹀︒﹂

ス・ドイツ・ロシヤ等の國々あり︒

國中

くて︑くちばしばかりが長い︒

上野ノ東北部︑越後ノ國境 八566

エチゴ

七74単二

町村の三級に分れたり︒

我が國は萬世一系の天皇

之を統治し給ひ︑︵略V︒

十二鵬9國

勅諭は先づ我が國の軍・隊

洋々

が古聖天皇の統率し給ふ所なること

十一一m2図

を諭し給ひ︑︵略︶︒

くにぐに﹇国国﹈︵名︶1

十二4310図 我が國は氣候爵に︑地味

みづほ

みづほ
肥え︑︵略﹀︒古 來 瑞 穗 の 國 の 名 あ る

所以なり︒

以なり︒

十二441図 古來瑞穗の國の名ある所

からふと

十二443図 現今我が國の耕作地は蚕
潜及び樺太を除きて凡そ五百五十萬
町歩あり︒

して其の味最も美 な り ︒

十二447國 我が國の米は品質優良に
十二453図 我が國の農業中最も開け
ざるは牧畜の業な り ︒

牧 畜 に 適 せ ざ る にあらず︑︵略︶︒

十二454図是我が國の氣候・風土の 八781図 ヨーロッパ大陸にはフラン

ネダケ

ヵウヅケ

細谷川ハ︑︵略V︒

ナル利根岳ヨリ獲スルサ︑ヤカナル

ト

九148図

十二458図我が國の農業は︑決して くにざかい︻国境一︵名︶1 春蒔

4セ︿産業働みつΣ

現状を以て満足すべきにあらず︒

十二504図画

國の富をば渦やせかし︒

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力
強ク︑クビ太ケレバ︑他ノ獣類ヲト

八734図

︵略V石見一國ニヒロガリ︑ 八732図 虎モ猫モアゴ短ク︑首太シ︒
一人ノ餓死スルモノナキニ至レリ︒

是ヨリ後ハ五穀不作ノ年ニモ︑國中

十325図

十一一534□薗凶強兵ヲ以テ知ラレタル我 くにじゅう︻国中一︵名︶1

ガ國ハ富國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ
急務ニシテ︑︵略﹀ ︒

十二539図 我が糖分島國三シテ︑海

363
くみ

〈ふうす

十476図 唐草模様・雪模様の如き是
なり︒︵略V︒かくの如き模檬の工夫
は無限に多し︒

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑上︑天

十一532図 ヨク笑ハント欲スルモノ
二恥ヂズ︑︵略﹀ ︑ 内 ︑ 己 二 恥 ヂ ザ ル
工夫ヲナスベシ︒

九ヘン

テ︑火ニクベテ︑ヤイテシマヒ
マシタ︒

くへん︻九遍︼︵名︶1

一ペンニヘン三ベ

六目7

第十九

第十九

熊

即
熊川こぐま・しぐ

熊王
の
う

くまおう﹇熊王一︹人名︺8

︵略︶︑熊王十五歳になり

︵略V︑熊王は﹁何の戦功
︵略V︑熊王今夜こそ正儀

︵略V︑池の中へ落ちこんだ︒

熊吉の落馬したのにかまは

相手の熊吉があの通りで︑

愛作さんのりっぱな心がけ

で︑熊吉の命が助かりました︒

九8610囹

今日の勝負はきまらないが︑︵略﹀︒﹂

九864囹

ず︑馬をかけさせたら︑︵略V︒

九8510圓

ら︑書者を呼びに走るやら︑︵略﹀︒

九855 ︵略﹀︑熊吉に水を吐かせるや

きよせた︒

愛作は︵略V︑すぐに熊吉の
十﹁416國此の時討死せる宇野六郎 九8410
えりを引つつかんで︑ぐっと岸へ引

熊王直ちに河内に行き

の一子に熊王といふ者あり︑︵略﹀︒

るに︑︵略﹀︒

熊王丸

熊

熊吉方の人々は︑﹁︵略V︒勝

中佐ハ︵略V︑タマ一人ク

ノスガタナシ︒

熊祭

マナク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野

七904図

奔ーク彫

くまな・し﹇隈無︼︵形︶一 クマナシ

はあなた方のものです︒

九868

熊王恩に感じて︑涙せき くまきちがた︻熊吉方︼︵名︶1 熊吉方

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた

十﹁445﹇図

もなければ︒﹂とて受けざりき︒

十一442國

ぬ︒

十一441図

て︑赤坂城のほとりにたΣずむ︒

サア︑タケヲサンカラォ 十一431図

トビナサイ︒

一496

ン︵略︶七ヘン八ヘン九ヘン十
ペン︒

るまいかと︑兵士等は頭骨をもんで

十一563 どうかして助ける工夫はあくま﹁熊︼︹課名︺2 熊

六643
ま

兵士等は氣をあせるのみくま︻熊﹈︵名︶7

みる︒

十一568
で︑何の工夫もつ か ぬ ︒

日本二居ルケモノノ中デ一番 十一448図
あへず︒

第十課

いぬの熊祭とて有名なり︒

て盛大なる儀式を行ふことあり︒あ

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

十8110図あいぬは時々子熊を捕へ來

くままつり︻熊祭﹈︵名︶1

熊王今はせん方なく︑其

十一目11

王丸

2

︵略V︒
の刀にてもとどりを切放ち︑

十一459図

心の中を打明けて︑︵略﹀︒

熊が人ニムカツテ來ル時ニ 十一455國 ︵略V︑熊王年來包みたる

ハ︑後足デ立上ツテ︑大キナ手ノヒ

六645

強イノハ熊一アス︒

十一668 其ノ他切方・並べ方︑色ノ 六644
配合二二ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫
ガ入用デアル︒

工夫す

ラデツカミカ・ツテ︑スルドイ爪デ

くふう・す︻工夫一︵サ変︶3
飛ーシ・ース・ースル︾

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ

熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑ くまおうまる﹇熊王丸︼︹課名︺

アリマス︒

六648

ヒツカキマス︒

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

十4910國 種々の模様を工夫し︑細革
においては極めて大切なる事とす︒

十二438図 人口やうやく増加し︑

熊王丸
熊ノ皮ハヨイシキ物ニナリマ

熊吉

熊谷

第十課
六653

くまきち﹇熊吉﹈︹人名︺9

シグマトイフ熊ハ小馬ホドア 九17図 熊谷
ツテ︑カが強ウゴザイマス︒

九848

九25図熊本

師團司令部のある所は東京

みすいへい・のりくみ・のりくみい

くみ・▽じつくみ・たかちほかんのりく

上重要なる地なり︒

・大阪・名古屋・豊島・熊本等軍事

︵略V︑もはや熊吉と愛作の二 九273図

熊吉はつるりとすべって︑

前足を折った︒

あいぬは︵略V︒殺したる九847 ︵略﹀︑熊吉の馬はつまついて

人だけの競走となった︒

九844

つて︑年は同じく十五歳︒

熊ハイタヅラモノデ︑人ノ家 九825 一人は熊吉︑一人は愛作とい くまもと﹇熊本﹈︹地名︺2 熊本

十8110國

トイヒマス︒

ヲカツイデ︑ニグテ行クコトガアル

ノクラノ戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵

六661

くまがや︻熊谷︼︹地名︺1

十一413

︵略︶︑動物を飼 養 し ︑ 又 植 物 を 栽 培

ス︒

︽一

六655

して︑衣食住の材料を得ることを工
夫するに至れり︒

十二714図人をねたまんよりは︑勉
めて之に勝らんことを工夫すべし︒

くべつ︻区別︼︵名︶1 地謡

クベル

十二麗10図 さはあれ︑勇氣には大勇
と小勇との匠別あり︒
く・べる︻焼﹈︵下一 ︶ 一

熊の頭は垣にかけて︑永く之を保存

二581 ︵略V︑ソノウスヲコハシ するを以て︑︵略﹀︒

ベ︾

くもり

くみあい

364

ん・のりくみそうすう・ひとくみ
組合ふ

くみあい号さんぎょうくみあい
くみあ・う︻組合﹈︵四︶1

セポネ

ロクコツ

コレハ人ノ脊骨ノ標ナモノ

組み給ふ

デ︑此ノ脊骨ノ左右カラ肋骨ヲ出シ

十ニー39
テ︑段々二組立テテ行ク︒

てづかの
かく申すは︵略﹀︑手塚太

くみたま・う︻組込一︵四︶1
角1へ彰

︽ーヒ︾

十505乱文

︽ーク彫

くみつ・く﹇組付一︵四︶1

組みつく

郎光盛なり︒よき敵ぞ︑組み給へ︒﹂

みつもり

敵に組みつく︒敵は一人︑此方は二
組合す

十512図 手塚は家來を討たせじと︑
人︒三人組合ひて馬より落つ︒
くみあわ・す﹇組合﹈︵下二︶1
︽ーセ︾

せたる木・竹又紙などにうるしを塗
組立つ

敵に組みつく︒

くむ

一一

オカアサンバヰドバタデ

く・む﹇汲﹈︵五︶3
ン︾

る︒

おはなは水がめから水を︿ん

寒風身を切る様な冬の目で

︿・む﹇隅一︵四︶2

飛iマ・一

四二11團

ニー04圃

クロイクロイ マツクロ

カクレタ︑クモニ︒

馬に全速力を出させて︑雲を霞と逃

︵略V︑陸地の片影だにみ

く

蜘蛛号かえると

も

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

とめ難く︑︵略﹀︑夕の雲を見ては陸

十二781図

げのびた︒

イ︑スミノヤウナクモニ︒

二313圃カゼヨクウケテ︑クモ
マデアガレ︒

二322圃 エダコニ ジダコ︑ドチ

ず︒

いとも

蜘蛛は其の髄より綜を出

も

くも﹇蜘蛛﹈︵名︶1

く

十一881図

くも・こぐも

して網を張る︒

雲ゐ

聞え上げたる

言

問はば如何

︵略V︑勅なれば

雲ゐまで

の葉は︑幾代の春か かをるらん︒
ク モ

にと

かしこし︑うぐひすの

九919図題

くもい︻雲居一︵名︶1

あたまを雲の上に出

ラモマケズ︑クモマデアガレ︒

四136團

し︑四方の山を見おろして︑か
みなりさまを下にきく︑ふじ
は日本一の山︒
︵略﹀︑にはかに雲が出て︑か

わけてさくらの吉野山︑一

みなりが鳴り出しました︒

五461

六64圃

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美
しや︒

六375

公明正大ニシテ︑心中一

曇

クルクルマハツテ︑クモノ

︵略﹀︑今は葉一枚も残ってみない︒

十一528國

水曜

スニカカルノモアリマス︒

ニー7一

くものす﹇蜘蛛巣﹈︵名︶一 クモノス

細大意ノマ・ニシテ︑︵略﹀︒

ク モ
スル太キ綜︑蜘蛛ノイノ如キ細キ縣︑

くものい﹇蜘蛛二一︵名︶1 蜘蛛ノイ
ラフソク
石山寺の秋の月︑雲をさ 十一872國 加フルニ彼ノ蝋燭ノ心ト

境内二二櫻最モ多ク︑春ノ

まりてかげ清し︒

八606図國
九289図

盛りニハ花ノ雲タナビキテ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑四方からの見物人は雲
の如く集った︒

九346

いてふ
唯首を取って︑大豊の見 十283 ︵略V︑古い銀杏の木が一本︑ くもり﹇曇﹈︵名︶4曇

組む

も︑氷の下の水をくんでせんたくす

十一m2

で︑母の手にかけました︒

五223

水ヲクンデヰマス︒

二262

クム

七356図 塗物はくりたる木又は組合 十512図 手塚は家守を討たせじと︑
りてつくる︒

くみた・つ﹇組立﹈︵下二︶1
余ーツル︾

十116図圃 入え皆 静まりいねし
ま夜中に 家裁立つる 木々え今
語り出しぬ︒

くみたて﹇組立一︵名︶1 組立

組立テ

船禮ノ材料ガホ寸整フト︑

組立二取リカ・ル ︒

十ニー34

︽ ーテ・ーテル彰

くみた・てる﹇組立一︵下一︶4
組立てる

ル

十507図圏

メ単うのりくむ

はうきを立てた様に高く雲をはらは

十二月十三日
といふま＼に︑はや弓を捨てて進み

天冠圖とは︵略V晴・

鮎ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

十ニー94図

は左の如し︒︵略VO曇

十ニー98

天氣圖に用ふる普通の符號

曇・雨・雪︑風の方向・強弱︑温度

アラビヤ人はこ﹂に始めて

し︑︵略﹀︒

る吉野山の光景まのあたり見るが如
︿略﹀︑道も無き山の雲を

等一般の天氣要素を地圖の上に記載

十﹇486

しのぎて杉坂に着きたりしに︑︵略﹀︒

十一154図

し︒

全山花の雲に包まれた

寄る︒

をへだっれば︑︵略﹀︒

クモ

ツキクナクモ

むらくものつるぎ・しらくも︒むらく

くも﹇雲﹈︵名︶16

雲うあめの

十5010図手塚の家書は組ませじと中 十一15図

うとしてるる︒

参に入れよ︒︵略V︒組めや手塚︒﹂

十219 活版は印刷が終れば︑其の活
字を取離すことが出來るから︑同じ
活字を何度でも組立てて使へる︒

十一125 例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイく勝手
ナ形ヲ造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時
計二組立テルコトハ出來ナイ︒

十ニー34 船ヲ組立テルニハ︑船壷ノ
バンギ

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ

﹁122

も
リュウコツ

上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒

3
くらし
くもる

もる

曇ル

クモル

く

︽ーッ ︒ ー ラ 妙 弓 か き く も

くも・る﹇雲﹈︵四・五︶3

ウマクラクルマ

をかの方では大しやう

くら︹ひらがなのドリル︺

醐164
三31

四828
よしっねをはじめ︑みんなが馬

る

﹇36一 ソラガクモツテキマシタ︒

のくらをたたいてよろこびま
した︒

くらい﹇位︼︵名︶3

位号おくらい︒

ガンノ︵略﹀︒曇ツタ夜や月

六144

ノナイ夜ハ道ニマヨフカラ︑大テイ
月夜ニトブノデア ル ︒

十﹁78図

ツキ給フ︒

海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑又暗

冬の雨の日は︑短い日がなほ

場所や方角がちゃんと分ります︒

九705

アラビヤ馬の長途の騎行に

カリ︑短キハニ尺位ナルモアリ︒

十一468

位

たへることは︵略V︑ 毎日三十里位

をかけるのは珍しくない︒

三等

くらいさんとう﹇位三等一︵名︶1

重く沈んだ調に暗いく海

更早く暗くなる︒

十二835

の底へ引込まれるやうな氣がするか

﹁君等ハ水ニヌレルト︑ス

π▽とりくらう

くら・う﹇食﹈︵四︶1 くらふ

肉ーヒ彰

し

まくら

孔子曰く︑﹁疏食をく

らひ︑水を飲み︑肱を曲げて之を枕

ひぢ

こうし

十二725m図囹

そ

に位し︑大泊より十里︑︵略V︒

所在地豊原あり︑鈴谷川平野の中央

とよはら

茶ノ木ノ高ナハ大テイ三四尺 十一975國團 ︵略︶︑こ﹂に樺太臆の

シ彰

くらい・す﹇位﹈︵サ変︶1 位す 内一

引イテ位三等ヲ下セリトゾ︒

︵略V暗いく海の底へ引込 十一鵬10図 孔明︑︵略﹀︑又自ラ責ヲ

と思ふと︑︵略﹀︒

十二835

まれるやうな氣がするかと思ふと︑
︵略V︒

イ︒﹂

七492園

苦樂

苦樂

これまで貧しい暮しをし

暮し号ひぐらし

第十八課

第十八課

苦樂

とするも︑樂み亦其の中に在り︒

十二目5

くらく﹇苦楽︼︹課名︺2

もん

くらし﹇暮︼︵名︶3

︵略V︑岸二近イ淺イ所カラ五 十二704

董ハ圓クシテ︑長ナ五尺バ

﹁日ごろ貧しい暮しをして

日々の暮しは﹁入るを計

つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

十二9110図

を買ひもとめた︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七438囹

た︒﹂

るなら︑なぜあると一言いはなかつ

てるるのに︑こんな大金を持ってる

マツチハーダースノ便三四 七414圓

オニバス

︵略﹀大鬼蓮ハ︵略﹀︑其ノ上

十4110図

出來ルサウデアル︒

三二四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ

十55

あった︒

た雲水をすひ上げる爲に用ひる位で

くらいところへはなし 九309 蒸氣機關は︵略﹀︑初の中は

銭グラヰナレバ︑︵略V︒

八382図

ハエテヰル︒

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七747

モナイコトダ︒﹂

ノガアル︒水ニヌレルグラヰハ何デ

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

グラヰ水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナ

グニベタ︿ニナルガ︑僕等三王シ

七487囹

グラヰデ︑︵略V︒

︵略V︑女王は新しく生れ 五306

ぐらい︵副助︶9グラヰ位

八541図中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ

十895図圃御歌かしこみ︑藤房は聲 おんくらい
くもらせて︑いかにせん︑頼むかげ
︽ーイ・一

とて立寄れば︑尚 袖 ぬ ら す 松 の 下 露 ︒
悔ゆ

たる雌蜂に其の位をゆづり︑臣下を

︿・ゆ︻悔﹈︵上二︶ 2
ユ︾

ひきみて分離す︒

位人臣の榮を極め︑富天

下に冠たるも︑︵略V︒

十二723図

十一6910國 若し過あらば︑深く之を
悔いて︑其の過を再びせざらんこと
をちかふべし︒

︵略﹀タケノコガ︑︵略﹀︑私

モシ手ガナカツタラ︑ドノク
武士としてはあのくらみな
馬をもつて見たい︒﹂

七403囹

ラヰ不自由デセウ︒

七255

リマシタ︒

ノセイトオナジクラヰニナ

三282

十二7010図少古型爲の間を徒に遊びくらい︵副助︶3 クラヰ くらみ
暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか
るべし︒

七453図圃 おほよそ家の紋どころ︑

くようせい︻九曜星一︵名︶1 九曜星

くよく

︵略﹀︒︵略﹀︒︵略﹀︑三つ星・四つ目

・ 九 曜 星 ︑ ︵ 略 V︒

くよくよ︵副︶1

暗い

てごらん︒﹂

角ーイ・ーク︾

よくと心配するは︑未練にして愚

十一701図 思ひても返らぬことをく くら・い︻暗﹈︵形︶6 くらい 暗イ

三368園

クラ

なる人のする事なり︒
くら﹇倉﹈︵名︶一

クナツテ︑何モ見エマセン︒

六662 熊ハ︵略V︑人ノ家ノクラノ 五448 文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑
戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵ヲカツイ

又夜はいくら暗くても︑星

が出てみれば︑それに便って︑居る

七864﹇n国

デ︑︵略﹀︒

くら﹇暗﹈うまっくら
くら﹇鞍一︵名︶3 クラ くら

くりはし
〈らし

366

くら・し門選一︵形︶3

暗シ

暗し

書ハ暗キ所ニヒソミ︑日暮

︽ーキ︾母おぐらし
九537□口凶

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ
シテ︑︵略﹀︒

十103図総べて魚類は暗き慮を喜
び︑森林の影さす水中には多く集り
來 る も の な る を 以て︑︷略﹀︒

八97図形

いでや︑あの岩の小かげ

七671国

いっしよについだ梨の木の

べると︑實も大きく︑味もよほどよ

方は︑︵略V︒もとからある分にくら

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

鞍馬

︵略﹀我が軍艦ノ名ヲ知

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒
クラマ

十一302國

くらま﹇鞍馬︸︵名︶1

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七742

ろしうございます︒

に︑皆うちよりてえもの数へん︒た

上古の舟車と今日の汽車

けがりのいさをくらべん︒

十﹁249図
・汽船とをくらべんには︑誰か人智

スチブンソンの造りし機

の進歩の大なるに驚かざらん︒

十一276図
關車は︑今日の完備せる機關車にく
らぶべくもあらず︒

イコマ

クリハ

ユデテタベテモ︑

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

四127

ス︒

材木ニハ松・杉・ヒノキ・

栗・ケヤキナドアリ︒

占ハ㎝3爾凶

六675図 ︵略﹀︑上品ナルハヒノキ︑

栗バカタクシテ︑ナガクク

カタキハ栗ナリ︒

六682図

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ雪道ノ

マクラ木ナドトス︒

︿略﹀︑暗き時にも手探に

ツクパ

くり﹇繰﹈﹇▽わたくりきかい
イブキ

暗

ス始

︽ーサ・iシ・一

スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス

又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ

カヘス くりかへす

くりかえ・す﹇繰返﹈︵四・五︶3 クリ
くらむ

・鞍馬・伊吹・淺子等︑︵略V︒

飛ーミ・ーム彰

くら・む﹇眩﹈︵四・五︶2
む

ル︒

︷略V目がくらむやうないなび 十一107
かりがして︑耳がさけるやうなおそ

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ

ベク適當二攣化サセテ︑毎日同ジ献

栗橋

かへせし人

十二253出域若宮堂の舞の袖︑しつ

ィ︒

足なえて︑動くことかなはず︑︵略V︑

くらやみ

さあ大へん︑今まであかるか

のをだまきくりかへし

ワタラ セ

栗橋ハ東北鐵道ノ通路ニア

タリ︑一大鐵橋力︑レリ︒

九155図

橋二塁ル︒

九155図 ︵略︶︑渡良瀬川ヲ合セテ栗

くりはし﹇栗橋﹈︹地名︺4

つたせかいがくらやみになって︑わ

五21

くらやみ﹇暗闇﹈︵名︶1

身膣は全く力なきにいたれり︒

八707図︵略V︑耳鳴り︑目暗み︑手 十一663 ソレ故材料モ料理法モ成ル

ろしいかみなりが鳴りました︒

昔或氏神のお祭に競馬の神事 五478

それは氏子の五箇村から子供

といふ事があった︒

九822

の騎手を一人つつ出して︑競馬をさ

︽ーミ彰

クラベ

﹁今年の競馬はさぞ面白か

せて︑︵略V︒

九826圏
らう︒﹂

見ル

くらべ・みる﹇比見﹈︵上一︶一

群星かきと

をしのびつ﹂︒

クリ

るい神さまがさまざまのわるいこと
をはじめました︒

︵略﹀︑若シ孝道ノ今ノサビ

くり︻栗﹈︵名︶6

ノ林ガアリマス︒

四123ウラノ山ニバクリノ木

くり

シサト︑昔ノニギハシサトヲクラベ
驚クナラン︒

クラベル

見バ︑世ノ轄攣ノ如何二甚ダシキニ

九408図

クラマ

レルナルベシ︒︵略﹀︒山ノ名ヲ附シ

競馬

くらべ母わざくらべ
第二十四課

競馬

て用を足し得る様に︑極りよく整へ
九目11

第二十四課

タルモノニ三笠・富士・筑波・生駒

九819

くらべうま﹇競馬﹈︹課名︺2競馬

余ーリ彰

暮し居

置くは主婦たる者の務なり︒

十一一892図

り

︽ーク彰

九8110

︵略﹀︑昨今は友人も出來︑くらべうま﹇競馬︼︵名︶3競馬

くらしお・り﹁暮居﹈︵ラ変︶1
十5910圓團

螢内の生活にもなれ︑日々恥しく暮
し居り候︒

くら・す﹇暮﹈︵四・五︶3暮す︽ーシ・
︵略﹀︑みきは一つの枝と

ース・ーセ彰n▽あ そ び く ら す

六833國図
︵略﹀︑ 畑 も た く さ ん も っ て ︑

枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒
八192

牛もたくさんかひ︑何不足なく暮し
てるた農夫がありました︒

ぐらつく

八725図屡 今より後はたがひに親密
に暮すべし︒

私は古机 で ご ざ い ま す ︒ ︵ 略 ︶ ︒

ぐらっ・く︵五︶1
六735

くらべる ︽ーベ・ーベル彰

九17図 栗橋

ツ国分ル︒

バクリノオチル 九157図 栗橋ヲ過ギテ︑間モナクニ
ジブンデ︑毎アサ早クオキテ︑

コノゴロ

レノナカマト︑ドツチが多イ

行ツテ見ルノガタノシミデス︒．

﹁オマヘノナカマトオ 四124
カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

四531医

くら・べる﹇比︼︵下一︶3

飛一

私のからだがこんなにぐらつくやう

くらぶ

になったのも︑その子供たちのいた
づらからでございます︒

ブ・1べ︾

くら・ぶ﹇比﹈︵下二︶3
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くる

くりばやし

クリ林

貞ーリ贈

暮る

︽ キ ・ クル・コ・コイ彰号はる

ヘイタイガナランデキマ

ラモーピキキマス︒

R3

ス︒

ミテヰルウチニダンダン
オキクガイマオキヤクニ

ノボツテキマス︒

二82
ナツテキマシタ︒

ニー32園﹁コノ川ハドコカラナ

小さなむしがとんできま

ニキマシタカラ︑︵略V︒

三98

した︒︹ひらがなのドリル︺

大きなうまがはしってき

ました︒︹ひらがなのドリル︺

三101

オリルトキニハ︑ オチル

ました︒

三406

︵略﹀︑大キナカメが出テ

買ってきたのです︒﹂

三666

P

︵略﹀︑ウラシマノ來タノ

キテ︑︵略V︒

ヲタイソウヨロコンデ︑︵略﹀︒

三725 ウラシマハ︵略V︑海ノ上
へ出テ來マシタ︒

カラスガ毎日トリニ來

四34 村の人人が︑︵略Vを馬
やくるまにつんで︑攣りにき

ます︒

マスカラ︑︵略V︒

四11一

ケサモ五十ホドヒロツテ

來マシタ︒

四127

四156︵略V下にまちかまへてゐ

て︑高いところがらおひおろし
て來るけものを︑ 弓でいとつ

一びきくはへて︑でて

そこへともだちがきて︑

と︑すぐに
きます︒

︵略﹀︒

ス︒

三185 サヘヅルダケサヘヅルト︑ 三695 オモシロイアソビモ毎日
イマニマタォリテキマセウ︒
見ルト︑シマヒニハアキテキマ
三187

ヤウニハヤクオリテキマス︒

三196 ユフガタニナツテモ︑オ
ヤドリガオリテコナイトキニ

ガレテクルノデスカ︒﹂

ニー34囹﹁アノ山ノォクカラナ

カ

か

︵略﹀みのししが︑上の方

てて︑とんで來ます︒

のししで︑︵略﹀︑土けむりをた

四167 牛ほどもある大きなゐ

けおりて來ました︒

からよりともの居る方へ

四163

たのです︒

アル日母ガ﹁早ク︑

早

小さな虫がまヘへくる
︵略﹀︑下へもぐって︑

三646囹

︵略﹀︒

貝ざいくを挙るみせで

︵略V︒

ちかくへ來るかと思ふと︑

ニ ハキマセンデシタ︒
四176 みのししはまっすぐにた
三607 今にあのあみをだんだ だっねの方へ下りて來ます︒
んはまべへひきよせてくると︑
四187 もうすこしでよりともの

ク︒﹂トヨンダノニ︑︵略V︑スグ

三553

して︑水の上へ出てきます︒

︵略V︑ひとりでにうかぶやうに

三493

と︑ばくつとくって︑︵略﹀︒

三481

今もぐつたかとおもふ

つしょによそからかへってき

ハ︑︵略V︒

三348

モラツテキマス

︵略Vまさをはははとい

ガレテクルノデス︒﹂
ニー46 犬ガ︵略V︑ハシノウヘ
ニキマシタ︒

ニー64カゼガフイテ︑イロイロナ

ヲ

﹁︵略﹀︑ボクガウチカラ 三458

ツテキマシタ︒

木ノハガトンデキマス︒
二27ーソコヘオトウサンガカヘ

タドン

二433囹

ラ︒﹂

キタナイド汽水ノホカニ

二53一 トナリノワルイオヂイサ
ンバ︵略V︑犬ヲカリニキマシ

U

タ︒

ハナンニモデテキマセン︒

カマドノ
ニ

ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑

二586

デテキテ︑イツシヨ

下ニオキマシタ︒

ソコヘトモダチガサソヒ

アソビマセンカ︒﹂

三6一

一二

くりばやし︻栗林一︵名︶一

写る

ス︒

﹇43ーヒゴヒガ︵略﹀︒アチラカ

U8

四132 クリ林ノ申ニハ︑ドング 二22 ワタクシノウタヲキク
リノ木モ五六本アリマス︒
ト︑人ガダンダンオキテキマ
くる

七356図 塗物はくりたる木又は組合

︿・る︻剖︼︵四︶1

くる

せたる木・竹又紙などにうるしを塗
りてつくる︒

くる﹇呉︼号すくいくる
く・る﹇暮一︵下ご︶4

ひぐらし

九459図 日暮るれば︑一同テントを

肉ールル・ールレ・ー レ 層

張りて夜を過す︒

九944図 此の門一に日暮門の名ある
は︑日暮るるまで見れどもあかずと
の意なりとそ︒

﹁何と て 命 を 捨 つ る に 及 ぶ

十一458図 居合せたる人々涙にくれ
ながら︑

保の母は一時に二子を

べき︒﹂と︑取っておさへて動かせ
ず︒

を見せざりき︒

外 ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹂とて︑少しも悲しむ色

失ひて悲歎にくる︑ならんと思ひの

十一一318図

ル

くる﹇来一︵力変︶螂 クル くる 來
がきた

ス︒

一282

一一

一一

一366 イマ ニ ユフダチガキマ 三45園

﹁362 ソラガクモツテキマシタ︒

T3

くる一くる
368

四387囹 ﹁コノアヒダ大キナフカ
ワニザ身心︵略﹀︑スグニ

ガ爆雷時二︑︵略﹀︒
四536

ナカマ ヲ大ゼイツレテ來マシ
タ︒

オレハココノヲカへ

來タカツタノダ︒﹂

四558園

レバ︑母ノソバへ來テ︑︵略V︒

四673 三郎ハ︵略V︑ヒマサヘア

出テ來テ︑︵略﹀︒

︵略﹀一羽ノ金色ノトビガト

それから少し來ると︑高いが

ンデ來テ︑的弓ノサキニトマリマシ

五67

タ︒

五93

だんく古ると︑ひろい野は

けの上へ出ました︒

五101
鳥はだのしさうに時々來て︑

らへ出ました︒

五104

それから田や畠の間を通って

羽をひたしました︒

五115

︵略V︑右からも︑左からも︑

曇るうちに︑︵略﹀︒

五117

なかまがあつまって全て︑いよく
やがて重い物が私どもの上へ

にぎやかになりました︒

五127

︵略﹀︑重い物は一しょにここ

來ましたから︑︵略V︒

五134

までもって來ました︒

見おくりに來た人もあって︑︵略V︒

オヒオヒトンデ來ル︒

に來た︒

︵略V︑二人が店のるすをして

みると︑一人の男の子がふでを買ひ

六302

けました︒

石を持って來て︑力まかせに投げつ

えきふが︵略V︑山のやうに 六237 その時一人の子どもは大きな
まだむかふからいそいで走つ

荷物をつんで弾ました︒

五408
五413

て早る人があります︒

ある日友吉と音次郎の二人が

六313 かへって來ると︑︵略V︒

そこで支那もおそれて︑わぼ

くを申しこんで來ましたが︑︵略﹀︒

六517

うちほろばしました︒

木村さんが遊びに來た︒

︵略﹀︑雨もつよくふってきま

六502 ︵略﹀かへって來て︑ 光秀を

六382
︵略﹀︑アンドンハダンダンニ

よそからかへって煮る道で︑︵略︶︒

五461

した︒

五464
五604

スタレテ來マシタ︒

﹁ねえさんの所からお手紙
が來てるます︒

五632園

熊が人ニムカツテ來ル時ニ

ハ︑後足デ立上ツテ︑︵略V︒

六645

の中に︑︵略V︒

イサマシイタイコノ音が森ノ 六517 ︵略V︑その使のもって來た文
ソノ時後ノ方カラカリウドノ

中カラキコエテクル︒

五675
五73一

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

コトガアリマス︒

タクマシイ大キナカリ犬が四 六67一 ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル

來ル音ガシタノデ︑︵略V︒

五734

ガンハツバメノカヘルジブン

タドコカヘトンデ行ク︒

六124

ガンハツバメノカヘルジブン

ニ來テ︑ツバメノ來ルジブン三山へ
ル︒

六125

白イ帆ヲアゲ国軍カケ船モイ

クツトナクハイツテ來ル︒

六784

へて來る物がございますなら︑御ゑ

七163国 ︷略﹀︑何かあちらでとΣの

んりよなくおっしゃって下さい︒

の種を三色ばかり買って來ていた買

七176團 ︵略﹀︑種物屋から西洋西瓜

きたうございます︒

︵略V︑これも二三種買って

來ていたぼきたうございます︒

七185團

モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ 七329 ︵略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

ニ來テ︑ツバメノ來ルジブン二尊へ
ル︒

︵略V︑むかへに來た人もあり︑ 六127

ハイツテ來ル︒

︵略V火の明りをたよりにた 六782

五匹デオツカケテ來マス︒

五768

つねて行って︑一人のかりうどをつ

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ

として︑どちらを見ても水ばかりで

昔雄略天皇が︵略﹀︑こをた

︵略V︑むかへに來た人もあり︑

ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ

おはなは戸だなの中から一ば 六122

れて來た︒

した︒

五393

見おくりに來た人もあって︑︵略﹀︒

五393

子どもをもらって︑つれて來ました︒

五376

すがるは︵略﹀︑たくさんの

くさん集めて謂いとおほせになりま

五366

ゆうりゃく

ん大きなさらを持って來ました︒

五205

す︒

吾5こえ來て見ると︑ひろぐ

四677今モ外カラカヘツテ︑ス
グココへ來テヰル所デス︒
ヨクカザレマシタ︒

四754 母葉風テ見テ︑﹁タイソウ

へいけ方から一そ

四757園 オチヨサンヤオマツサ
ンヲヨンデ來テ︑オアソビナサ
イ︒﹂

︵略﹀︑

うのふねをこぎ出して來まし

四766

た︒

五45團 春が來た︑春が來た︑どこ
に來た︒

に來た︒

五45圃 春が來た︑春が來た︑どこ
五45圃 春が來た︑春が來た︑どこ
に來た︒

五46園 山に來た︑里に來た︑のに
も來た︒

五46圏 山に來た︑里に來た︑のに
も來た︒

五47國 山に來た︑里に來た︑のに
も來た︒

五64 ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ

369
くるしめる
〈るう

になって︑繭を破って出て重る︒

色 々 ナ 店 ノ前ヲ通ツテ︑︵略﹀︑

ぐに紙の上において卵を産みつけさ

七336 蛾は︵略V︑出て來ると︑す
せる︒

七381

︵略﹀︑大そうよい馬を点りに

知ラズ︿二出口へ出テ來ル︒
七394
來た者がありまし た ︒

八874

アラテ
之ヲ見タ敵ハ更二新手ヲ加へ

申には︵略V︑馬に乗って來

其ノ時ハスグ馬ヲ引イテ來

テ︑フタ︑ビ攻メヨセテ來タ︒

八914囹
イ︒

九347

クルクルマハツテ︑︵略V︒

木ノハガトンデキマス︒︵略﹀︒

ニー67カゼガフイテ︑イロイロナ

し︒

なれば︑其の苦しさたとへんに物な

が︑木のかげ一つもなき砂原つ父き

頭に省ける印度

ミヅグ

クルクル カザ

肉一

マヘ

ヨリモ

白ウサギハスグ海ノ水

諸君我を苦しめんとし

先づ苦しみて然る後に樂

︵略V︑先づ引しみて然る

世を憤り︑人をねたみ︑

諸君我を苦しめんとし

くるし・む﹇苦一︵下二︶2 苦しむ

あるも一利なし︒

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

十二711図

後に苦しむを愚人とす︒

十二707図

しむを賢者とし︑︵略V︒

貧賎なる者必ずしも苦し 十二705図

無爲に苦しむことなし︒

十一692︹図 時間の貴きを知れる者は

皆却って自ら苦しむにいたれり︒

故に︑新しき血出來ずして︑諸君は

て︑ ︵略V少しも食物を送らざるが

八718國囹

クルシンデヰマシタ︒

カヘツテイタクナツテ︑ナホナホ

ヲアビマシタガ︑

四582

苦しむ 余ーミ・ーム・ーン︾

赤き帽子のトルコ人︑長くるし・む﹇苦︼︵四・五︶6 クルシム

カゼニ

グルグル ぐるぐる

き白布くるくと

九515図圃
人︑︵略︶︒

ルマ︒

由なり︒

くるし・い︻苦︼︵形︶2

苦シイコ

︵略﹀風ヲヒイテネテ
﹁︵略V︒

余ーメ︾

て︑此の数日間少しも食物を送らざ

何モシナイデ遊ンデヰルノハ 八716図囹

箇ーメル彰

くるし・める﹇苦︼︵下一︶1 苦しめる

しめて盆なし︒

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

されど鯨り小さき事にま

るが故に︑︵略﹀︒

さていよく沙漠に入りし

十二717図

樂ナヤウニ見エルガ︑却ツテ苦シイ

︵略﹀︑田うゑや草取りの苦し

九458図

わすれてしまひます︒

さも︑取入れのいそがしさも︑全く

六172

苦しさ

モノデアル︒

八159

トバゴザイマセンカ︒﹂

ヰマス︒︵略﹀︑

四674園

イ︾

苦シイ

苦なく︑行ふ所直ければ︑身常に自

からず︒守る所正しければ︑心に憂

十二722図

苦し

ぐるまはってゐます︒
くる・し﹇苦︼︵形︶1

三日目のタ方一同半死半生

つて來ましたが︑︵略﹀︒

十﹇491

の艦になって蹄って來た︒

飛ーシカ

︵略V︒扇は風にふかれて︑ぐる

さをのさきの扇を︵略V︒

ダルマ︒ミヅニグルグル

一294國

やがて五人の騎手は︵略﹀︑ ぐるぐる︵副︶2

た人もある︒

九8210
鳥居の下へ集って來た︒

蔭から出て來て︑︵略﹀︒

かげ

七811圏今日このなつかしい學校へ 十299 犬を連れた男が︵略︸︑森の
來て︑︵略﹀︒

︵略︶︑知名の人の手紙を持つ

て來た者も大勢あったのに︑︵略V︒

十347

が︑︵略V︒

七849囹急に暴風雨が去ると︑山の 十345 志望者は五十人ばかりも來た 四777
檬な波が立って︑︵略﹀︒

八99團．この間にいさんがかへって
來ましたので︑︵略﹀︒

す︒

︵略﹀︑毎年一羽つつしか出

八128国段々おかあさんに似て來ま 十354園 談話最申一人の老人がはい ラ単n▽みぐるし
八217囹
て急ない︒

︵略﹀︑山のやうな雪なだれ

カザ

くるく
クルクル

ミヅグ

くるしさ﹇苦一︵名︶2

聴衆は四方から集って來
て︑見る内に人山を築いた︒

十二834

がなだれて來て︑︵略﹀︒

十一554

ひいて曾て︑︵略﹀︒

八236 その中に下男が萎俵をかつい 十一495 ︵略﹀︑前の馬主が再び馬を
で︑裏門から出て來ました︒

︵略V︒

︵略︶下女がぼけつをさげて︑

八243 取りもどして漏って來ると︑
八246
牛小屋から出て來 ま し た ︒

散シテ︑吹雪ノ風ニクルフが如ク︑

十一847図︵略﹀綿花ノ細片四方二飛

八269 二三ケ月立ってから︑前の友くる・う︻狂︼︵四︶一 クルフ ︽ーフ煙
だちが來て︑︵略V︒

八429 だんく下火になって來てう
れしい︒

土野ニ

クルクル

機械ノ前二立テバ全身忽チ白シ︒

ルマ︒

ダルマ︒ミヅニグルグル

一292圃

﹁東京のをぢさんから火事くるくる︵副︶3

見 ま ひ の 電 報 が 來 た︒﹂

八454園

ンデ來ル︒

八864 敵ノ弾丸ハ雨アラレノ檬二曹

くれる
くるま

370

六591園
﹁︵略﹀︑敵の國の人には何

のうらみもない︒それを苦しめるの

つた︒

呉

久留米
呉

くるめ﹇久留米﹈︹地名︺1

十︻19図

九311 蒸氣機關は︵略V︒︵略﹀︑ 又 九25図 久留米
クレ
くれ﹇呉︼︹地名︺3 呉

スチブンソンは︵略V︑すべり 十ニー54我が國ノ造船所デ︑最モ

之を車に慮旧して︑汽車をこしらへ

九334

たのは︑︵略﹀︒

くるま

はかはいさうだ︒﹂といって︑じぶ
クルマ

んの國から塩を送 ら せ た ︒

くるま﹇車﹈︵名︶19

サツマ
帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

クレ

シヤウ
規模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑申
カ

のよい車をすべりのよいレールの上

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア

キ

くれ﹇暮﹈︵名︶3

暮n▽ひぐれ・ゆう

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

ア

十甘辛56

ル︒

ヨコス

坐薬いとぐるま・いとげぐるま・い
で走らせる様にしたらよからうと︑
︵略﹀︒

が如き皆然り︒

て︑もみとしひなとをあふぎ轟くる

九668図

たうみ
︵略﹀︑唐箕の車をまはし

とげのくるま・おうぎぐるま・かざぐ
るま・かたぐるま・にぐるま・ねこぐ

一164 ウマクラクルマ

るま・みずぐるま

一381國 クルマニツンダ タカラ
十一247図

︵略﹀︑去年の暮に死んでしま

八608図囲

燈壷番の娘にグレース︑ダ
ーリングとて心やさしき少女あり︒

十688國

グレー

春より先に咲く花は︑地

に︑びはの花咲く年の暮︒

黄に紅に林をかざってみた木

紅

遂に暮方になった︒

を流しながら︑暮方まで働いてみた︒

十一484

十278

くれない﹇紅﹈︵名︶2

流れ出る血に紅の波がた買よ

の葉も︑大方は散果てて︑︵略V︒

ふ︒

十666

山鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ

﹁私タチノサビルノハ皆人

このお金は私がこちらへま

僕の家で︵略﹀︑つくろひを

五箇村の人々は各我が村の

しらへてくれた︒

頼んだ事があったが︑翌日すぐにこ

八328

ざいます︒

と申して︑父の渡してくれた金でご

みる時︑﹃夫の一大事の折に使へ︒﹄

七421囹

テ使ツテクレサヘスレバ︑︵略V︒

ガ使ハナイカラデス︒モシセイ出シ

六287圏

ヒテニシテクレマセン︒

前議ケモノダラウ︒﹂トイツテ︑ ア

五555

る余ーレ彰﹇▽おくれる

︿・れる﹇呉︼︵下一︶6 クレル くれ

二物相待つに非ざれば用 八379國圃 ︵略V︑北風寒きやぶかげ

つた︒

八341

交通・運輸の便を與ふる ぐれ

モノ︑イヌガヒキダス エンヤラ

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

じて平ぐ︒

グレース︑ダーリングの生 九835囹

︽ーレ彰

暮れ

騎手に向って︑﹁是非勝ってくれ︒﹂

十二9810図

る

そのうちに日が暮れて︑まつ

ながい夏の纏いつしか暮れ

て︑うゑる手先に月かげ動く︒

七104圃

暗になってしまった︒

五765

二252モウ日ガクレマシタ︒

クレル

九836圏 ﹁しっかりやってくれ︒﹂

き昔物語を語れり︒

くれがた

三日目のくれがたのこと

くれがた門暮方﹈︵名︶3

四161

暮方

夏のどんな暑い日でも︑あせ

です︑︵略﹀︒

八331

く・れる﹇暮﹈︵下一︶4

家に程近き寺院の庭上には︑右手に

車と船
車と早

此の勇ましく︑やさしく︑且は麗し

かいを握れる少女の銅像あり︑永く

第七課
第七課

華車ユリナドハ多クノ葉が一

車ユリ

車と船

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

ル︒

虞二集ツテ︑董ノ周團ヲ取巻イテヰ

十83

くるまゆり︻車百合﹈︵名︶1

十﹇246

十﹇目8

くるまとふね︹課率︺2

衆に封ずる錦岡あり︒

道を行くにも︑舟・車に 十715國

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を韓

十二3810図相如聞きて︑力めて之を ス︑ダーリング

ら
良の高ねの暮の雪︒
十一2810國 軍事上に用ふる車には︑
しちよう
グレースダーリング︹人名︺2
砲車・材料車・輔重郎等種々あり︒

いへども︑︵略V︒

を爲し難きを﹁車の爾輪の如し︒﹂と

十一251図

多く︑其の形状も檬々なり︒

ヤ︒

四33村の人人が︑毎日やさい
やすみやたきぎを馬やくる
まにつんで︑費りにきます︒
﹁それでは辛くるまの
﹁くるまにのってみる

とほつてみる長いはしが︑︵略V︒﹂

四64囹
四75園
︵略﹀︑ は し が か け て あ っ て ︑

人を入れると︑六人でせう︒﹂
五122

人や馬や車がたくさん通ってみるの
です︒

五407えきふが小さな車の上へ︑山
のやうに荷物をつんで來ました︒
︵略︶︑ 道 ヲ 通 ツ テ ヰ ル 人 モ ︑

馬モ車モ今見エタ カ ト 思 フ ト ︑ ︵ 略 V ︒

五427

六80一 オロシタ荷物ハスグニ車ニノ
セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

八142 町ハ段々人通リガ多クナツ
テ︑車モ通り︑馬モ通ル︒

八322 又車のわを打ってるた事もあ

371
くわう
くろ

のとばりは全く馬主の行方をかくし

十階486 間もなく日は暮れて︑夜
た︒

くろ︻黒﹈︵名︶4 黒弓まっくろ
さまぐの色あるは︑︵略﹀︒

西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ

マダラナノヤサマぐアリマスガ︑
︵略︶︒

五506
ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

七299

禽ーシ︾

苦寒ス

︵略﹀︑色もはじめは黒いが︑

ハイツテ來ル︒

七357國 塗物に黄・赤・黒・青など 六78一 オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ
八時4図 タ寸猫ノ毛色ニハ黒・白・

ル

十一126

津塗﹈︵名︶1

十二498図圃

あひつ
黒江・高岡・會津塗︒

くろかわ﹇黒川︼︹地名︺1
黒川
黒し

貞ーキ・一

黒川

老人かと見れば︑髪つや

内一

盤が桑の葉を食ふのは︑およ

タトヘバ桑ノ木二居ルエダ

︵略V︑其ノ磯色ノ桑ノ木二

︵略V︑其ノ髄ノ後ノハシヲ

︵略V︑又桑を植ゑ︑翼を

九5510図 ︵略﹀︑其ノ噂話ノ小枝二異

ルトキハ︑︵略﹀︒

桑ノ木二附ケ︑髄ヲナ︑メニ突出ス

九559図

似タル上︑︵略﹀︒

九557図

シヤクトリハ︑︵略V︒

九556図

そ二十五日置ら四十日の間で︑︵略︶︒

︵略V︑殊の外白髪には成 七316

黒き影は城の一方より現

﹁如何に︑髪・ひげの黒

りたらんに︑髪・ひげの黒きは如何

十528図囹
に︒

十533図囹
きは︒﹂

十一一282図

れ出で︑ひらりとばかり身を水中に
投入れたり︒

黒ずむ

ナラズ︒

十一m10図

村デハ農夫ガクハヲカツイ

クハ号まぐわ

養ふ者多く︑︵略V︒

八147

くわ﹇今一︵名︶一

十二287國しばらくして黒き影は向
ひの岸に現れたり︒

くろず・む﹇黒︼︵四︶1
ミ彰

︵略﹀︑赤と黒とを並ぶれ

黒ブクレ

ば︑赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

十495図

くろぶくれ︻黒膨︼︵名︶1

る︒

七303

吹く塩風に黒みたる
桑

︵略V︑あちらこちらに桑つ

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

然レドモカノ名高キ箱根七

たるものを師團といふ︒

湯ハ︑︵略﹀︑浴客年二其ノ数ヲ加フ︒

九399図

りを加ふるときは︑一層其の美しさ

十477國若し此の模様に種々の色ど

例へば赤に青を加ふれば︑

を増すべし︒

紫となり︑︵略﹀︒

十485図

其の後百年間の獲達は蒸

氣機關の上に多大なる改良を加へた

十一281図

緑となるが如し︒

食ってしまふと︑頭をうこか 十486図 ︵略﹀︑青に黄を加ふれば︑
大きな翼がたくさんで桑の葉
を食ふ時には︑︵略﹀︒

七311

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

七309

すぐ食ひはじめる︒

物をさがしてみて︑桑の葉をやると︑

かへりたてから︑しきりに食

むをとめ︑日ましくにはるこも太

七98圖

くわ﹇桑一︵名︶10

はだは赤銅さながらに︒

十一234図團

ナイ︒
八
3
0
2
図
︵
略
﹀
︑
内
ニ
ハ
黒
ブ
ク
レ
ニ
ナ
デ︑タンボへ出ル時デアル︒
くろえたかおかあいつぬり︻黒江高岡会
リテクサリタル死人横雲ハリテ︑臭
くわ・う﹇隅一︵下二︶9 加フ 加ふ
あひづ
黒江・高岡︒會津塗
氣鼻ヲツクが如シ︒
肉ーフ・ーフル・ーフレ・1へ︾
わじま
漆器は静岡︑輪島塗︑ くろ・む﹇黒﹈︵四︶1 黒む 貞ーミ層
九267図 二箇旅團の歩兵にそこばく

民謡シテモ︑其ノ仕事ハ何ニモナラ

ナ形ヲ造ツタナラ︑︵略﹀︒セツカク

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

くろう・する﹇苦労﹈︵サ変︶1

三 毛 ナ ド 様 々 ア レ ド︑︵略﹀︒
だんくかはって青白くなる︒
ハチ
九577図 タトヘバ︑毒汁ヲ有スル蜂くろう弓ごくろう

ノ気色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑
︵略V︒

︵ 略 ﹀ ︑赤と黒とを並ぶれば︑

肉ーイ ・ ー ク 彰 号 ま つ く

クロイくろい

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

十495図

黒い

くろ・い︻二一︵形︶1一
黒イ

一17一 クロイネコシロイイヌ

ろい

ニー05圏 クロイクロイ マツクロ

イ︑スミノヤゥナクモニ︒
イ︑︵略﹀︒

ニー05圃 クロイクロイ マツクロ

十二41図

ク・ーシ︾

我等日本人は髪も黒く︑眼
我等日本人は髪も黒く︑眼

くと黒し︒

十522図圏

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

八838図

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

八837図

ち貸れたり︒

八837図

アフリカ人は皮膚黒く︑髪

くろ・し﹇黒﹈︵形︶8

くろいけむりを出して走

三97 くろい土 ︹ひらがなのドリ
ル︺

三597

鯉ハ︵略﹀︒︵略﹀︑クロイテ

つていくきせんもあります︒
五164

ン ノ ア ル ウ ロ コ ガ ︵略﹀︒

五165 ソノ色ニバクロイノモアリ︑
白イノモアツテ︑

蝶ニハ︵略﹀︑羽ノ色目モ︑白

赤イノモアリ︑
︵略﹀︒

五352

イノヤ︑キイロナノヤ︑黒イノヤ︑

ぐんかん
くわう
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スグ列二加ルノデアル︒

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

︽1へ呼

ニー45犬ガサカナヲクハヘテ︑

くはへる

くはし

ち

モシ列側角ナレルヤウナコト

さばく

軍号だいにぐん・

ヤウナラ︑我が軍が苦戦シテヰルト
思へ︒

町村の三級に分れたり︒

ぐんかいぎいん︻郡会議員一︵名︶1

軍

︵略﹀郡長・警察署長・郡

視學・町長・郡會議員・汐路議員・

學務委員・有志者︑其ノ他工事關係

軍カン

者一同新校舎二参集シ︑︵略﹀︒

艦﹇▽しょうぐんかん・ていこくぐん

かん

ル︒

軍力ンや汽船ハ時々カキヲ

たかち ほ

︵略V︑ある日明が軍艦高千穗

七815囹

う︒

十一331図

大小幾多の軍艦は海上の

諸子ハ敷多アル我が軍艦

︵略V︑或ハ敵ノ運送船・

情勢ヲサグリ︑︵略V︒

十﹇327︹図 或ハ敵ノ港湾及ビ軍艦ノ

ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一299図

して︑到る盧に國光をか望やかせり︒

浮城とも稔すべく︑遠く四方に航行

十一292國

我は護らん︑海の國︒

十一244園圃 いで︑軍艦に乗組みて︑

泣いてみた︒

の一水兵が女手の手紙を讃みながら

九189

汽船も軍艦も御存じでせ

カキオトサナケレバナラナイ程デア

七721

トガ農隙マセン︒

デ︑皆鐵ガナケレバ︑コシラヘルコ

︵略﹀小サイ物カラ︑キク
軍のおきてにした方ひ 六275圏
ワン車・軍力ンノヤウナ大キナ物マ

て︑他日我が手に受領せぼ︑なみく

十411図圓圏

︵略V︑呉の旺盛になりて︑

いたえり養はん︒﹄

十一168図
くわいけい

蜀ノ多祥ノ棺ヲ護りテ國

會稽山の戦に越の軍を打破りたり︒
クワン

十一鵬1図

蜀ノ軍少シモサワガズ︑

二蹄ラントス︒

十一鵬2図

ツヅミ

旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ
我が軍の死傷甚だ少く︑

ントスルモノノ如シ︒
十二ー02図

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に
殊二我が軍ノ損失・死
︵略V︑我が軍は苦戦十一
郡←・ふけんぐんし

は︑府縣・市の二級或は府縣・郡・

十二期2図我が國の地方自治團膿

いん・いちぐん

かい・ふけんぐんしちょうそんかいぎ

ぐん﹇郡﹈︵名︶1

箇月にして之を陥れたり︒

十二567図

傷ノ僅少ナリシバ︵略V︒﹂

十ニー09図團

止れり︒

十二345

︿略V︑笹葺に乗りて隊商の 郡會議員

ぐん﹇軍一︵名︶8

とせり︒

仲間に加り︑大沙漠を往來するを業

九449図

るを以て︑今や列車の速度は︵略﹀

︵略﹀︑ミヅノナカニモサ
ホエルト︑ロガアイテ︑

カナヲクハヘタ犬ガヰマス︒

ニー52

ハシノウヘニキマシタ︒

に及ぶものあり︒

十二393図囹 然れども強秦の兵を趙
國に加へざるは廉頗と我と二人ある
が爲なり︒

ちゅうさつぐん

︵略V︑温暖なる地方に ニー56

クハヘテヰタサカナハミヅノ

十二693國
移らんと欲するもの期せずして相集

八916圏

くはしほこちたる

細動千足の國

構へし其の名君子胤︒

六14一

る肉ーリ・・ール曽

︵略﹀︑砲聲・銃聲ガツ寸ク ぐんかん﹇軍艦﹈︵名︶10

ナカヘオチマシタ︒
アル野犬ハオヂイサン

うが︵略﹀︒︵略︶︑すぐに

見てみるうちにまた一

びきくはへて︑ういて出ます︒
ばうし
忠實な犬鳳古帽子をくはへ

クハシ

ヨリテクハシク其ノ作方︑

くわくりやう

事幕末の儒者林鶴梁の作

じゅしや

ひ
れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

十二884図

リ︒

貯藏ノ方法等ヲ記シテ幕府二奉レ

十337図

余ーシ︒ーシク︾

くわ・し﹇詳﹈︵形︶2

を待ちわびてみる︒

て︑︿略﹀︑道行く人の投與へる喜捨

十二818

三411

一びきくはへて︑でてきます︒

三406

ノタモトヲクハヘテ︑︵略﹀︒

一一513

り︑次第に其の数を 加 ふ ︒

︵略︶︑こΣにて船禮に修

繕を加へ︑︵略V︒

十二777図

くわ・う︻街一︵下二︶2 くはふ 飛1

十一818図 くはへたる魚をふりかへ

へ呼

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな
うなぎ

はさばきよりも一層の見物なり︒

十﹇821図 鰻をくはへてくちばしに
巻附かれ︑︵略V︒

くわうるに﹇加﹈︵接︶1 加フルニ

加

︹地名︺1

人も

足の國の名に負ひて︑禮儀は早く唐

たる

十一鵬8図圃武勇のほまれ細管千

くはしほこ

くわしほこちたるのくに﹇細犬千足国︼

十一872図︵略V︑今ハ僅カニ六七人
ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱
フコトヲ得ベシ︒加フルニ︿略﹀太

加ヘル

シテ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナ

キ綜︑︵略﹀細キ綜 ︑ 細 大 意 ノ マ ・ ニ

シ︒

余1へ︾

くわ・える﹇加︼︵下一︶2
へる

アラテ
八874 之ヲ見窓外ハ更二新手ヲ加へ

テ︑フタ︑ビ攻メヨセテ來タ︒

十189 さて書きはじめてからも︑消

クハヘル

したり加へたりして︑︵略V︑幾度書 くわわ・る﹇加一︵四・五︶2 加ル 加
直すかも知れない︒
くわ・える﹇街︼︵下一︶7
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ぐんかんちゅう

商船又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・
捕獲ス︒

ノ軍艦脚下沿海ノ情勢ヲサグリテ︑

︵略﹀︑内外古今ノ武器其ノ

他軍事二關スル物ヲ多ク集メタリ︒

九294図

勢多カリシ人ナリ︒

ぐんしがく︻郡視学︼︵名︶1

郡視學

まざるによる︒

軍書

神代はるけき昔より

君臣

歌書よりも軍書にかな

ぐんしょ﹇軍書︼︵名︶1

十一U64國圃

くんしん﹇君臣﹈︵名︶1

し吉野山︒

十一342図 通報艦ハ︵略V︑或ハ敵 九298國 盆次郎ハ維新ノ際軍事二十 十一54騰落
我が艦隊二報告ス ︒

︵略﹀郡長・警察署長・郡

君臣分は定まりて︑二世一系動きな

十二345
視學・町長・郡會議員・町會﹇議員・

ぐんかんちゅう︻軍艦中﹈︵名︶2 軍
艦中

稻へし其の名君子壷︒

ち

軍神
︵略﹀︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬

︵略﹀︑軍神トイハレル程ニウ

十二953図

八842

群臣

︵略﹀︑君ノ空爆國ノタメ︑名

軍人

景公蹄りて群臣に告げて

ぐんしん﹇群臣︼︵名︶1

ツパデアツタカラデアル︒

ヤマハンタノハ︑平生カラノ行ガリ

八927

マデイハレタ︒

中佐︑陸軍ノ橘中佐ノ里人ハ軍神ト

八844

ぐんしん﹁軍神﹈︵名︶2

我が皇室の大みいつ︒

き

者一同新校舎二参集シ︑︵略﹀︒

學務委員・有志者︑其ノ他工事關係

ルモノニシテ︑︵略﹀︒

十一318図 戦艦ハ軍艦中最モ優勢ナ

人も

ぐんじじょう﹇軍事上﹈︵名︶3

師團司令部のある所は東京

上重要なる地なり︒

・大阪・名古屋・廣島・熊本等軍事

九274國

軍事上

足の國の名に負ひて︑禮儀は早く唐

たる

十一Hβ9図圃武勇のほまれ細帯千

くはしほこ

十﹁324國 巡洋艦ハ軍艦中巻モ任務 くんしこく﹇君子国︼︵名︶1 君子國
ノ多キモノニシテ︑︵略﹀︒

グンキ
グンキデス︒

一286 ヘイタイガ ナランデキマ

ぐんき︻軍旗︼︵名︶一
ス︒︵略﹀︒アレガ

十二805図 ︵略V︑皇后も亦コロンブ

くんこう︻勲功︼︵名︶1 動功
スを引見して︑厚く其の動功を賞せ
り︒

ぐんこう﹇軍功︼︵名︶1 軍功

空中の交通開始せられ︑

吐く︵略﹀︒
十一2810図 軍事上に用ふる車には︑
しちよう
ぐんじん﹇軍人﹈︵名︶24
砲車・材料車・輔重車上種々あり︒

魯ノ職責ヲトゲタ軍人ハ大男イアツ

十一295図

タガ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑早上と共に戦場をかけ

学堂の軍事上に冷用せらるNも決し

十855

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

群集聾し

タ︒

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

軍人となって︑いくさに出
有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九194圏

勇氣ニミチタ軍人デ︑︵略V︒

八925

ノハ軍人ノ面目ダ︒

八905園

此ノメデタイ日二討死スル

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デアツ

橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太

て座上の空談にあらざらんとす︒

ぐんしゅう﹇群集︼︵名︶1

かくてコロンブスは報告

ゆうじんぐんしゅう
十二803︹図

の爲︑西班牙に婦航せしが︑パロス
港の群集は出帆の日に数倍し︑︵略﹀︒

ぐんしゅうせいかつ︻群集生活﹈︵名︶

1 群集生活
蜜蜂の群集生活を螢むを
得るは︑共同團結して螢働をいとは

十一88図

ず︑︵略﹀︑團艦の爲には身命ををし

八846

ものは馬である︒

﹁魯人は君子の道を以

くんし︻君子︼︵名︶2 君子
十二953図上

﹁君子は過あれば謝す︒

て其の君を輔くるに︑我が臣の行ふ
所は禮に反す︒
十一一955図園

ぐんし︻軍師︼︵名︶1 軍師

十一鵬2図 孔明︑劉備二事へ︑出デ
テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ
テ ハ 首 相 ト ナ リ テ政ヲ行ヒ︑︵略﹀︒

ぐんじ︻軍事一︵名︶2 軍事

兵器は軍人のたましひに

商人ハ軍人ノ戦場二立ツ

候へば︑其の手入は最も念入に致し

十566國團

候︒

十二536図

ト同ジク︑常二報國蓋忠ノ精神ヲ以

テ︑平和ノ戦孚二黒事スベシ︒

奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑國

十︻一燗8図 天皇陛下を大元帥と仰ぎ

明治十五年軍人に下し給

民たる者は皆軍人たる心得なかるべ

からず︒

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

十二柵9図

すべからざるものなれ︒

さて軍人の心得として次

十二m7図朕は汝等軍人の大元帥な

るぞ︒

十二m10図

一には︑軍人としては忠

の五箇條を諭し給へり︒

十二m2図

︵略V︑軍人たる者は一途

節を面すを本分と爲すべし︒

十二皿6図

に忠節を重んじ︑主家の大事に際し
こう
ては︑身命をすつること鴻毛よりも

一には︑軍人は強盛を正

輕き畳悟なかるべからず︒

十二皿1図

禮儀を守る心得を描ける

しくすべし︒

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ

十二皿7図

血氣にはやりて︑粗暴の

一には︑軍人は武勇を尚

と諭し給ふ︒

十二皿9図

ぶべし︒

十二皿1図

所行あるものは小勇の人にして︑眞

くんろう

ぐんじんにたまわりたるちょくゆ
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正の軍人にあらず ︒

んずべし︒

十二朋5図 一には︑軍人は信義を重
十二皿2図 一には︑軍人は質素を旨
とすべし︒

十二m5図此の風一度軍人の間に起
りては︑士氣も兵 氣 も 衰 ふ ぺ け れ ば ︑
︵略﹀︒

十二撫9図 以上の五箇條即ち忠節・
禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を
特に軍人の精神と諭し給へる上に︑
︵略V︒

十二m5図 此の勅諭は特に軍人に賜

ノ將孟獲ヲ捕へ︑皇軍ノ詳審ヲ示シ

マウクワク

テ︑ ﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂ ト問

フ︒

くして如何でか日常の社會に立たん
軍気

養翼業の盛大は長野・

群馬

や︒

も

い せざき

絹織物の産地には︑京

きりふ

拝啓︑いよく來月一日

軍務

古く其の名を知ら窪たり︒

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二494図圃

埼玉セて群馬︑海なき縣に著し︒

十二492図圃

將軍の愛情と勇氣によつぐんま﹇群馬︼︹地名︺2

血中

一同に獣喜の聲をあげた︑︵略V︒

て︑禁中の花が助かったので︑全軍

十一5810

︵略﹀︑よしっねのぐんぜいは ぐんちゅう﹇里中︼︵名︶1

よりのぐんぜいは東の門へ向ひ︑
︿略︶︒

五753
西の門へ向つた︒

へいけ方はがけの上から︑て

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五805

ぐんちゅう﹇群中︼︵名︶2

これを見た三千人の軍ぜい 十一57図 蜜蜂は群を爲して︵略﹀︒

も思はない︒

五815

群中には必ず雌器・雄蜂・働蜂の三

十265國團

ぐんむ﹇軍務︼︵名︶1

より御入螢︑軍務に服せられ候事︑

︵略V︑善良なる耕作用の

軍用

中に入り來れば︑直ちに之をさし殺

十二465図

ぐんよう﹇軍用﹈︵名︶1

御一家を始め一村の名詮に御座候︒

郡長
午前九時郡長・警察署長・

郡視点・町長・郡會議員・町會議

パシヨク

或時速軍馬護︑孔明ノ軍

ツテ之ヲ斬り︑︵略﹀︒

軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑涙ヲフル

令ニソムキテ大敗ス︒孔明︑︵略﹀︑

十一莇9図

軍律

等を供給せんこと︑實に今日の急務

なり︒

牛馬︑強健なる軍用の馬匹︑︵略V

軍刀

郡長ハ左ノ祝文ヲ讃ンダ︒ ぐんりつ﹁軍律︼︵名︶1
ぐんとう﹃軍刀﹈︵名︶2

十二354

關係者一同新校舎二参集シ︑︵略﹀︒

員・急務委員・有志者︑其ノ他工事

十二344

ぐんちょう︻郡長﹈︵名︶2

す︒

︵略﹀︑他出の蜂︑我が群

は︑どっと一時にかけ下りて︑城の

一弾又モ中佐ノ胸ヲツ

十一83國

種あり︒

軍曹ういち

中へ攻めこんだ︒

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑弼丸

ぐんそう﹁軍曹︼︵名︶4
ぐんそう

八889
ヲカケ下りタ︒

ノ下ヲクマリナガラ︑ケハシイガケ
八893 ︵略︶︑

へるものなれども︑︵略﹀︒

へるものなれども︑塗り軍人として

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

十二鵬5図此の勅諭は特に軍人に賜
の心得なりと思ふべからず︒

十二田2國 此の五箇條は即ち皆我等

軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ

倒レテ居タ一兵士トトモニ中佐ヲイ

八895

が平常に之を身に行ふべきものにし

持ツテ部下ノ兵士ヲバグマシ︿︑

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘 八866 中佐ハ︵略﹀︑ 左手二軍刀ヲ

タハツタ︒

レテ︑アランカギリノカヲツクシタ

トウ︿山上ノ敵ヲ追彿ツテ︑︵略﹀︒

バシヨク

勲螢

或時將軍馬護︑孔明ノ軍

くんろう﹇勲労一︵名︶1

令ニソムキテ大敗ス︒

十一鵬8図

申佐ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ ぐんれい︻軍令﹈︵名︶1 軍令

ぐんばいうちは

ぐんばいうちわ︻軍配団扇︼︵名︶1

墨黒起上ラウトスル︒

八888

ガ︑︵略V︒

八907

て︑軍人として始めて守るべき事に
非ず︒

ぐんじんにたまわりたるちょくゆ
︹課名︺2 軍人に賜はりたる勅諭

軍隊

勅諭は先づ我が國の軍隊
を諭し給ひ︑︵略V︒

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二m2図

十二目14 第二十七課 軍人に賜はり ぐんたい﹇軍隊一︵名︶3
たる勅諭

十二㎜6 第二十七課 軍人に賜はり
たる勅諭

は學識あるものより勅任せられたる

ぐんぜい﹁軍勢一︵名︶5 ぐんぜい

もの︑︵略V︒

信玄は︵略V︒ぐんばいうち 十二燭5図 ︵略﹀︑國家に勲螢あり又
はでふせいだが︑えが折れて︑かた

六572

先へ切りつけられた︒

︵略V︑一片忠節の心なか
らんには︑︵略V︒此の如き人の組織

十二m5﹇図

軍ぜい

十一鵬1図園

︵略﹀︑孔明謀ヲ以テ其

禮儀も亦軍に軍隊の間 ぐんび︻軍備﹈︵名︶1 軍備
に行はる＼に非ずして︑此の心得な

十二獅9図

せる軍隊は即ち鳥合の衆に同じ︒

のしろを守ってみ る ︒

五743 へいけのぐんぜいがふくはら
五752 げんじは二手に分れて︑のり
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けいざい
け

ナ
︽ーシ︾

十二352

スル

凱旋門は有名なるナポレ
計書

翌朝警固の武士ども之を

見つけて︑︵略﹀︑讃みかねて上聞に

十一162図

達したり︒

問へり︒

けいこう︻景公一︹人名︺5 景公
せい
十一一942図 齊の景公も亦道を孔子に

就書見童ノ数が年々増加

けいかく・する︻計画︼︵サ変︶1

オンの計書に成れるものにて︑︵略﹀︒

十二6410図

武田勝頼︵略﹀︑攻めあけいかく﹇計画一︵名︶1 計書

たけだかつより

十二269図

﹁敵は長園の計を取れ

さく
ぐみて長園の計を取り︑柵を城外に
なは
廻らし︑縄を城下の河中に張りて︑

︵略﹀︒

十二274図囹

景薪にっぽんさん

るに︑我は糧食殆ど壼きたり︒

けい﹇景一︵名︶1

いとげのくるま

け︻毛︼︵名︶8 毛号いとげぐるま・

父父たり︒子子たり︒﹂とは孔子が

内ース︾

京義線

葬啓︑盆k御健勝賀し

準行天皇

或雪避の臣景公に告げて

羽差盗りて群臣に告げて

やま

人皇第十二代言行天皇の御

そ

蝦夷は東北の地に住して︑
やまと
叛服常ならず︑景行天皇の御代日本

九622図

え ぞ

本武尊に命じて︑之を討たしめ給ふ︒

どたけるのみこど

代︑東國の蝦夷叛きしかば︑天皇日

え

九49図

2

けいこうてんのう﹇学行天皇一︹人名︺

如何にせば妙ならん︒﹂と︒

曰く﹁︵略﹀︒我︑罪を魯君に得たり︑

十二952図

んが爲に魯公と會督す︒

十一一949図 景公よりて魯と好を結ば

することあらん︒﹂と︒

日く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を危く

十二947図

至公に教へたる語なり︒

十二945図 ﹁君君たり︒臣臣たり︒

ル

けいが・する﹇慶賀一︵サ変︶1

キ事デアル︒

校舎ノ出來上ツタノハ眞二慶賀スベ

は

あかぬ

琵琶の形に似たりとて︑

シ︑︵略V︑此ノ改築ヲ計豊シ︑今新

び

八597図圃
其の名をおへる湖の︵略﹀︑
ながめは八つの景︒

︵略﹀︑今新校舎ノ出來上ツ

十二57図京弧線
御見舞状有りがたく葬護
御報申上候︒敬具︒

仕丁︒︵略﹀︒取急ぎ御禮かたがた右

九757圓團

けいぐ﹇敬具︼︵感︶3

敬具

けいぎせん︻京胃線︼︵名︶1

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒

十一一353

慶賀ス

四563 ︵略﹀︑白ウサギノ毛ヲミ けい
ンナムシリトツテシマヒマシタ︒
︵略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

六355図

敬愛す

経螢号せん

常に選黙せられて︑︵略﹀︒

村民に敬愛せられ︑幾度の改選にも

極めて親切公平なる人なれば︑深く

十一皿9図村長は村の奮家に生れ︑

角ーセ彰

熊ノ毛色ハ︵略﹀︑ムネノ所ダ けいあい・す﹇敬愛﹈︵サ変︶1

ケ 三 日 月 ナ リ ノ 白ノ・毛ガアリマス︒

六651

犬 の 種類は︵略﹀︒︵略﹀︒

毛のいたって短きものは指さきにて

七602図

︵略V ︑ 長 き も の は 羊 の 如 く ︑

もつまめぬ程なれ ど ︑ ︵ 略 V ︒
七605図

けいえい︻経営︼︵名︶2

敬具︒

武尊之を征し給ひ︑︵略﹀︒

たけるのみこと

材料ノ種類や料理ノ方法

リ考ヘナケレバナラヌ︒

ハ︑先ヅ衛生・経濟・味ノ三方面ヨ

十一648

モ大イナル得失ガアル︒

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ脛濟ノ上議

十一646 同ジ材料デモ︑︵略﹀︑料理

御供仕うまつれる警固の けいざい﹇経済︼︵名︶2 経企

ば︑人をしてうか買はしむるに︑警

臨幸鯨りにおそかりしか
固の武士︑

十﹇152図

かりき︒

武士もようひの袖をしぼらざるはな

十一137図

けいこ︻警固︼︵名︶3

警固

奉り候︒︵略V︑此段御腰内申上候︒

十一637突眼

手紙を以て御祝ひ申藩候︒敬具︒

當総督府の恩讐も着着 十274國圏 拝啓︑︵略︸︒︵略V︒︵略﹀︑

五十度以南我が帝國の
成功致候へども︑︵略V︒

けいかいしょく﹇警戒色﹈︵名︶1
戒色

警

領土となりしょり︑諸種の脛螢追々

十︻血2國国

承知の通りに候威︑︵略V︒

其の効を見るに至り野馬︑かねて御

十一3510國国

猫ノロニハ︵略V︒又其ノ ごけいえい

立ちてもその毛はなほ地面に達す︒

八745図
舌民需内方二丁ツテハエタル太キ毛
ノ 如 キ ト ゲ ア リ ︑︵略V︒
や ぎ

十871 羊や山羊は毛が必要である︒
︵略﹀︑又衣服の原料も綿

・麻・生写に仰ぎて︑家畜の毛に求

十二456図
むること少かりしによる︒

け﹇気一号あぶらけ・しおけ・しるけ・

ねばりけ・みずけ

︵略﹀︑他ノ動物ハ其ノ等色

二近ヅクコトナキが故二︑却ツテ其

遷幸をなし奉るといふ︒

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之

九576図

ノ身ノ安全ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒

けい﹇形一号えんすいけい・えんとうけ

げ号おそろしげ・かるげ・しんぽいげ
い・じゅうじけい・だえんけい・はっ

此ノ種ノ盟色ヲ警戒色ト名ヅク︒

︵略V山陰道へかΣりて

かっけい

けい﹇計﹈︵名︶2計

けいざいじょう一けいほう
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けいざいじょう﹇経済上︼︵名︶1 経
︵略 ﹀ ︑ 縄 稲 上 ヨ リ ハ ︑ 成 ル

を得べく︑︵略﹀︒

十一248図

形状

交通・運輸の便を與ふる

けいじょう﹁形状︼︵名︶1
もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

十﹇6410

濟上

ベク慣ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成
多く︑其の形状も様々なり︒
京城地方

十一m7

十二囎6図

敬す

偽ーシ︾

下は上を敬し︑上は下を

けい・す︻敬﹈︵サ変︶1

のをかぶって︑︵略﹀︒

外出する時には︑うちかけの直なも

京城地方の婦人がたまく

けいじょうちほう﹃京城地方﹈︵名︶1

ルベクスタリノナイ様二用フベク︑
︵略﹀︒

がくかうの西どなりはや

けいさつしょ︻警察署﹈︵名︶2 けい
さっしよ

四17
くばで︑ やくばのまむかひが

けいさつしょのよこを

けいさつしょです︒

四18

あはれみ︑一致協同して王事に勤む

左がはにいうびんきよく

︵略﹀︑
べし︒

いぞうさま

境内
靖國神社ハ︵略﹀︒︵略﹀︒

輕重

輕浮

質素を旨とせざればいつ

けいふ﹇軽輩︼︵名︶1

歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輔重． 十二m3図

心も無下に賎しくなりて︑節操も武

しか文弱に流れ︑家蝿の風にそみ︑

九258図

けいちょう﹇軽重一︵名︶1

兵は何れも戦孚に必要にして︑其の

けいぶ﹇軽侮一︵名︶2

輕侮

勇も忘れ果てて︑︵略V︒

任務には輕重の別あることなし︒

難肉

けいていn▽しかいけいてい
けいにく﹇鶏肉﹈︵名︶1

國二塁に劣れる國民を見

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

て︑やΣもすれば輕侮の念を以て之

十8710 ︵略﹀︑難卵や難肉の養分の多 十二皿1図

いことは知らぬ人はない︒

ざるが如きは︑却って我が國民の度

敬白

量の狭く︑品格の低きを示す所以に

けいはく﹇敬白一︵感︶2

着拝見仕候︒︵略﹀︒︵略﹀︑御麟りの

九444圓国十ご日附の御手紙今朝到

︵略﹀︑上官の者は常に下

して︑︵略V︒

級の人をいたはりて︑いさ﹂かも輕

十二皿5図

侮の念を有すべからず︒

道にして︑︵略V︒

道は日露戦役中に急設したる輕便鐡

十一一583図 安奉線は︵略﹀︒此の鐵

出來居候︒

所在地豊原あり︑︵略﹀︑空便義目も

とよはら

十一975月寒 ︵略﹀︑こ＼に樺太聴の

輕便雲量

けいべんてつどう︻軽便鉄道﹈︵名︶2

拝啓來る十五日は亡父

父上様

程御待ち申上候︒敬白︒七月十五日
増太郎

十一6210國團

列成し下され候はば︑有り難く存じ

七回忌に相湿り候に付︑︵略V︑御参
奉り候︒敬白︒

︵略V︑其の翌年學校の経
豫算の不足なるべきをうれへて︑之

費を議するに當り︑村會にては其の

十﹁認8図

水雷艇ハ形膿甚ダ小ナレ けいひ門経費︼︵名︶4 経費

形様

けいぞう﹇▽おかだけいぞう・おかだけ

があります︒

1 警察署長

けいさつしょちょう﹇ 警 察 署 長 ︼ ︵ 名 ︶

九288図

けいだい﹇境内﹈︵名︶5

ドモ︑速度騙逐艦二次ギ︑︵略﹀︒

十一348図

十二344 午前九時郡長・警察署長・ けいたい︻形体﹈︵名︶1

野面學・町長・郡會議員・町下下
員・學務委員・有志者︑其ノ他工事
關 係 者 一 同 新 校 舎二参集シ︑︵略﹀︒

けいさん﹇計算一︵名︶1 計算

十825図 彼等は元は讃み書きも知ら

を檜託せんとせしに︑︵略V︒

こくぼうふううけいほう・ちほうぼう

けいほう︻警報︼︵名︶2 警報﹇▽ぜん

︵略V︑祭の當日には︑おびた 十一m10図園﹁不作の後なれば︑成る

境内ニハ櫻最モ多ク︑︵略﹀︒

べく脛費を節約したしとの校長の意

九828

見によりて豫算を編成したるなり︒﹂

ず︑算数の考もとぼしかりしが︑今

ゴしい見物人が朝早くから宮の境内

此ノ寺ハ︵略﹀︑立田境内

百里十坪︑之二要シタ経費ハ総計何

ぼうふううけいほう

は︑測候所は地方暴風雨警報を獲し

十一一184図 又一地方に荒模様ある時

て之を豫告し︑警報の濃墨を各信號

︵略﹀︑市町村長・参事會

員等の其の事務を掌理するも︑議員

十ニー84︹図 信號は警報の種類により

所に掲ぐ︒

なる精神を以てすべし︒

の経費を議するも︑定常に此の公平

十二鵬4図

萬何千島︑︵略﹀︒

敷地総坪数何千坪︑建坪何 ふううけいほう・てんきよほうおよび

は内地人と同じく︑讃み書き・計算

十946図

試弾町︑堂塔雑誌ノ数百七十五アリ︑
規模極メテ大ナリシガ︑︿略﹀︒

︵略﹀等ノ敷地ハ皆野ノ興

東大寺ノ五内二正倉院ア

福寺ノ境内二在リ︒

十951図

十972図
リ︒

十二349

へっめかけた︒

掲示す

を も な し 得 る も のあるに至り︑︵略V︒

けいじ母いちけいじ
けいじ・す﹇掲示︼︵サ変︶1
︽ーセ︾

候所を始め︑官廉・諸役所等の前に

十ニー77図 是等の豫報は氣象豪・測
掲示せらる＼を以て︑我等は之を見
て︑明日の天氣如何を高知すること
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て異なり︒

料にする︒

り︒

天氣圖とは︵略﹀一般の

けがす

内ーシ蝉

一目に全山天候の如何を示すものな

かも天上より下界を見下すが如く︑

天竺要素を地圖の上に記載し︑あた

受認ー95図

けいほうせん﹇京奉線一︵名︶1 京奉 げかい︻下界﹈︵名︶1 下界
線註しんこくけいほうせん

十二57図京奉線
︵略V︑難卵や難肉の養分の多
けが・す﹇汚﹈︵四︶1

市街・道路を不潔にし︑

シ︑又敵ノ水雷艇ヲ騙逐・撃破スル
ヲ目的トス︒

水雷艇ハ︵略﹀︑敵艦二

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

十一349図

たき

けごんの

けこんの

此の湖の落口は華嚴瀧とな

けごんのたき

けごんのたき︻華厳滝︼︹地名︺2華嚴

金華嚴瀧

る︒直下七十丈︑肚観名状すべから

九961図

ケサけさ今朝

の名工に知られたるもの少からず︒

ず︒
沈スルヲ任務トス︒
けごんの
潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑ 十﹇758ロa凶 日光山には華嚴瀧を始と
はんにゃ
して︑霧降・卑見︒方等︒般若等其

飛ース︾

巡洋艦ハ︵略V︑或ハ敵

けきよ︑けきよ︑けきよ︑けきよ

けきょけきょけきょけきょ︵感︶1
ほうほけきよ︑ほうほけき

よ︒うぐひすがないてゐます︒

四652

けきよ︑けきよ︑けきよ︑けきよ︒

外宮

八75図宿に蹄りて一休みの後︑外

げくう︻外宮一︵名︶1

華嚴

宮に参拝す︒神殿の御幣榛︑おほよ
そ内宮に同じと見奉る︒

エモ︑スズメノナクコエモ︑

ウレシサウニキコエマス︒

アリマ

私ドモノガクカウデモ︑

コノゴロバクリノオチル

ケサ天長セツノシキガ

四93

シタ︒

ジブンデ︑︵略﹀︒ケサモ五十

四126

けさおきて見ると︑雪が

ホドヒロツテ來マシタ︒

四623

晩にはくたびれた足をのばし

たくさんつもって︑︵略V︒

六118

それが東京の今朝の新聞に

て︑けさまで一眠に眠りました︒

八459囹

十二日附の御手紙今朝到

出たので︑お分りになったのにちが

ひない︒

着拝見仕候︒

︵略V︑昨日は九つ咲きた

九4210圖團

に御座候︒

ケシキ

けし母ひけし・ひけしつぼ

けしき︻景色︼︵名︶8

景色

り︑今朝は十二咲きたりなどと御喜

中にも華嚴・霧降︒裏見 九437圓国

けごん︻華厳﹈︹地名︺2
十一759ロロ凶

を日光の三大漫布と嘉す︒
するしやう

最も壮観なるは諸生にし
て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶の

十一7510図
すだれをかく︒

二284︑ケサハカラスノナクコ

︵略V︑敵艦の大部分は我けさ﹇今朝︼︵名︶8

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目

十一3410図

的トス︒

十二99図

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

十二987國
官聴・學校・神社・佛閣等の建築物

は捕獲せられて︑︵略﹀︒

敬禮

をけがし︑公園の樹木を折取るが如

偽ーシ︾

九2310 水兵は頭を下げて聞いてみた
きは︑公徳の低きを示し︑︵略﹀︒

撃沈・捕獲ス

十﹁331図

1

げきちんほかく・す﹇撃沈捕獲一︵サ変︶

が︑やがて手をあげて敬弔して︑に
毛皮

ノ運送船・商船又ハ之ヲ保護スル軍

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

ヨリ︑場所ニョリテ一定セズ︒貝・

九893図

けがわ﹇毛皮︼︵名︶1

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ

︵略V︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テナリ︒

ちねんせんえきげきせんち
スル 角ースル︾

げきたい・する﹇撃退︼︵サ変︶1

敵ノ手ニワタスナ︒︵略V︒﹂トサケ

げきは号くちくげきはす

艦ヲ撃沈・捕獲ス︒

げきけんか﹁撃剣家︼︵名︶1

リ︒．

毛皮・穀物・牛等ヲ用ヒタルコトア

八753図タ寸猫ノ毛色ニハ黒・白・
三毛ナド様々アレ ド ︑ 虎 ハ 一 様 ナ リ ︒

ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ
ドモ︑︵略V︒

けおりもの﹇毛織物︼︵名︶3 毛織物

織物・アサ織物・毛織物ナドイロ

臨胆逐艦ハ︵略じ︑敵艦二

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十一346m図

撃沈す 角ーシ・ースル・ーセ︾

げきちん・す︻撃沈︼︵サ変︶4

コト数度二塁ンダ︒

ンデ部下ヲハゲマシ︑敵ヲ撃退スル

六356図 フランネル・ラシャ・メリ

ぎ

ンスナドノ如ク︑ケモノノ毛ヲツム
や

ギテ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

長くのびると︑刈取って毛織物の材

十872 羊や山羊は毛が必要である︒

撃沈ス

くアリ︒

六334國 織物ニハキヌ織物・モメン 八878 中佐ハ﹁︵略﹀︑全滅スルトモ

撃退

九549図 タトヘバ北國ニスム野ウサ げきせんち n▽めいじさんじゅうしちは

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

八755図 猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似 十782図 撃王家・水夫等ノ手ノ太キ︑

撃劔家

アリマス︒

六648 熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑

けいろ︻毛色︼︵名︶4 毛色

つこりと笑って立去った︒

する

けいれい・する﹇敬礼︼︵サ変︶1

いことは知らぬ人はない︒

十8710

けいらん﹇鶏卵︼︵名︶1 難卵

けいほうせん一けしき

けっこう

げしゃえき
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五355 コノ美シイ蝶ガトビマハルノ

母ふゆげしき︒ゆきげしき
デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ
引立チマス︒

五453 左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ
シキガカハルノデ︑文太郎ハオモシ
ロクテタマリマセン︒

六22 白い砂に青い松︑どこのはま
べを見ても︑美しい景色である︒

うなたきや谷川があって︑一そう山

六32 所々に白いぬのをさらしたや
の景色を引立てる ︒

六38 川の上にかけた橋︑橋の下に
立ってつりする人など︑それぐ川
︵略︶︑色ノ美シイ海草ガヒラ

の景色をそへてみる︒
七781

桁どもを

けた

はり

むなぎ

片時

あはれ我︑梁や棟木や

いつもせおひて

十136図導出

けた
︵略V︑今度は下女がぼけつをけたども﹇桁共︼︵名︶1 桁ども

さげて︑牛小屋から出て來ました︒

八244

此の下女は毎朝かうして︑主

も休む間なし︒しと角柱ひとり

八249
人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ
つぶやく︒

飛ーシ彰う

凡そ家内の掃除は座敷・

アラビヤに良馬の多く産す

るのは︑︵略﹀︒数千年の久しい間︑

十﹁50一

引込思案の人は徒に其の

土人の絶えてたゆまない丹誠の結果

である︒

結果を思ひわづらひて︑優柔不断其

十二7210図

血忌

の事業に取掛らざる中に︑良好なる

居間・毫所のみならず︑便所の隅よ

時機を失ふこと多し︒

血氣にはやりて︑粗暴の

けっき﹇血気︼︵名︶1

所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二皿10□薗凶

り下駄箱の奥までも注意せざるべか

十二896図

其の後は毎朝必ず早く起き げたばこ﹇下駄箱﹈︵名︶1 下駄箱

たのです︒

八262

消す

て︑下男や下女は早くから畑へ出し
て働かせ︑︵略V︒

け・す﹇消︼︵五︶1

らず︒

十189さて書きはじめてからも︑消 けたま・う︻蹴給﹈︵四︶一 ケ給フ

ふきけす

ゲタ屋

十二鵬2図

若し爾院の決議一致せざ

至幸の決議一致すとも︑

るときは︑帝高議會の協賛にあらず︒

十二腿1図

正の軍人にあらず︒
︽ーフ彰

げたや﹇下駄屋﹈︵名︶一

リ︒

ケ給フハズミニ︑皇子ノクツヌゲタ

したり加へたりして︑我我の讃む様

けつる

八511図御遊ナカバニシテ︑マリヲ けつぎ﹇決議﹈︵名︶2決議

ケヅル

なものになるまでには︑幾度書直す
かも知れない︒

角ーリ彰弱くしけずる

けず・る﹇削﹈︵四︶3

天皇の裁可を経ざれば其の効力を生

ぜざるなり︒

十二価2図

結局

心誠ならざれば︑如何な

︵略V︒此の五箇條を行ふも︑結局一

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十792図身艦ノ健全ナルトキハ精神

結構

して︑﹁日光の結構︒﹂こΣに始る︒

九9310図
︵略V朱塗の橋︑美観先づ
みはし
目を驚かす︒是即ち有名なる神橋に

けっこう﹇結構﹈︵名︶3

の誠心を本とすと諭し給へる︑︵略﹀︒

一に其の勢役の結果なり︒

りても︑食物に不足することなきは︑

十一68國秋・冬の花少き季節に入

モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ

リシニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒

クハナシト思ヒ︑或年試ミニ之ヲ作

︵略﹀︑此ノ芋ヲ植ウルニ如 けっきょく﹇結局﹈︵副︶1

さらばとて原案のまΣに決議せり︒

費を議するに盛り︑村會にては︵略V︑

十﹇掘2図 ︵略︶︑其の翌年登校の経

肉ーセ単

けつぎ・す﹇決議﹈︵サ変︶1 決議す

マヅ木材ヲ切りテ︑湯氣ニ 七368 ︵略V︑右へ折レルト︑ソコニ
給草紙屋・ゲタ屋・オモチや屋ナド

八393図

テムシ︑ケヅリテウス板トシ︑細ク

ガナランデヰル︒

ヒラト動ク間ヲ︑様々ノ魚ヤケモノ
ガ︵略Vオヨイダリシテヰルノハ︑

キザミテヂク木トシ︑︵略V︒

にかげつ・にさんかげつ

じゅういつかげつ・じゆうにかげつ・

山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑ げつ﹇▽いっかげつ・さんかげっかん・
カ・リテハタキトナリ︑ヨドミテハ

九426図

陸上デハ見ルコトノ出來ナイ美シイ
景色デアラウ︒

ケハヤヲケタフシマ

十336國

高徳︿略﹀︑大いなる櫻 けっか﹇結果﹈︵名︶5 結果

フチトナリ︑︿略﹀︒

十一158図

ケタフス

の木の幹をけづりて︑大文字に詩の

﹇蹴倒﹈︵五︶一

ケタ

句を書きつけたり︒

シタ︒

ーケリデ︑

三161 スキ ヲネラツテ︑タツタ

余iシ彰

けたお・す

六75図 ケタ

けた﹇桁﹈ ︵名︶一

九428図 ︵略V︑カ・リテハタキトナ
リ︑ヨドミテハフチトナリ︑又切レ
テハ急流トナリ︑遂二今日ノ如キ美
﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

シキ景色トナリシナリ︒
九677

いふ景色は︑静かな中に美しいなが
めである︒

げしゃえき﹇下車駅︼︵名︶1 下車騨
各自に荷物を受取るに︑間違の起る

十二蜘3図 ︵略V︑旅客は下車羅にて
こと殆ど無し︒

げじょ﹇下女﹈︵名︶3 下女

379
けもの
けっし

決す

肉ース

︿︑船員も其の勇氣に感じて命令に
服せざるを得ざりき︒

ル︾

けっ・す︻決﹈︵サ変︶1

九969図 外町人の我が國に來る者亦
必ずこ︑に遊びて︑日光の結構を賞
せざるものなし︒

て働かせ︑︵略︸︒

梁・棟木

何一つ

十148図画

げにげに﹇実実一︵副︶1
柱

謡え崩れん︒﹂

げにく
つか・ぬき・
皆

ケハヤ け

げにくと

取外すとも︑たちまち

ユ

うなづきて︑︵略﹀︒

しかして萬機公論に決す

るの聖旨に基づき︑別に帝黒滝會を

十二鵬1國

けはや︻蹴速一︹人名︺5

ハヤカ

ケハヤハソノナノトホ

︵略V︑ナカナカケハヤニハ

ハヤヲケタフシマシタ︒
﹁︵略﹀︒﹂といって︑けはや

︵略V︑タマテバコヲアケテ

つていくきせんもあります︒

見ルト︑中カラ白イケムリガ

三735

大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

出テ︑︵略V︒

昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

六775

ル︒

六808図

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

タマヒキ︒

テ︑エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

六812図 今ハ工業モ大イニヒラケ

十一214訳業 ︵略﹀︑煙さなびくとま

富士山の古歌には煙の立

やこそ︑我みふつかしき住家ふれ︒

つことを歌へるもの多く︑︵略﹀︒

十二3910図

オモシロガツテヰマシ

︵略﹀︑高いところがらお

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

デモケモノデモナイカラ︒﹂ トイツ

五532園 ︵略﹀︑カゥモリハ﹁私ハ鳥

ケンクワヲシタ時︑︵略﹀︒

五528

いとったのです︒

ひおろして贈るけものを︑弓で

四156

タ︒

コロシテ︑

獣
それでけはやはわらはれ 二336 ︵略﹀︑トリヤケモノヲイ

がじまんをしました︒︹ひらがな

三166

のドリル︺

三168

て︑すくねはほめられました︒
︹ひらがなのドリル︺

ケマリ
ケマリ 蹴鞠

アル日皇子︑寺ノニハニテ

けまり︻蹴鞠︼︵名︶2

八508図

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑︵略﹀︒
アスカ
アンゴ

ナカノオホエノ

コ・二程近キ飛鳥ノ安居院
ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑中大兄皇

十皿4図

ケマリ
子が蹴鞠ノ遊ヲナシ給ヒ︑︵略﹀︒

ソノ中山ケモノが勝チサウニ

テ︑ドチラヘモツキマセンデシタ︒

﹁私バカラダガネズミニニ

ナツタノヲ見テ︑︵略V︒

五534

くろいけむりを出して走 五536囹

﹇▽すなけむり・つちけむり・みず

その中に下男が変俵をかつい けむり︻煙一︵名︶7 ケムリ けむり

＊けむ号けん

けもの︻獣一︵名︶26 ケモノ けもの

︵略V︑タツ二一ケリデ︑ケ

ケラレマセン︑︵略﹀︒

三155

ツタノデス︒

リ︑ケルコトガマコトニ

三148

はやうたいまのけはや

設けて︑憎く衆議を聴く機關に供せ
させ給へり︒

けっせき

一日もけっせきもせず︑ちこく

けっせき﹇欠席︼︵名︶1

十9910國 長廊壷キテ本堂アリ︒結構
頗ル大二︑眺望甚ダ美ナリ︒
くすのきまさつら

けっし﹇決死︼︵名︶1 決死
死の士百四十三名の名字を壁に書連

十一34図 正平の昔︑楠木正行が決
ね︑︵略︸︒

六718
もしなかった子供もございました︒

ヒバリハオリルトキニ けっせき・する﹇欠席﹈︵サ変︶1 けつ

けっして﹇決一︵副︶6 ケツシテ け
決して

せきする 角ーシ︾

三19一

つして

ハ︑ ケッシテスノアルトコロ
六716
もございました︒

したりして︑先生にしかられた子供

度々けっせきしたり︑ちこく 三158

ヘハオリマセン︒

三715囹 シカシケツシテフタヲ
オアケナサイマスナ︒﹂

角ースル彰

十一319國

戦艦ハ︵略﹀︑其ノ名ノ

七294 それを考へると︑絹織物のあ けっせん・す︻決戦︼︵サ変︶1 決戦ス
たひの高いのも︑けっしてむりでは
ない︒

げっぽ号にっしんげっぽ
訣乏す

如ク堂々敵ト決職スルヲ目的トス︒

又其の軍事上に慮用せらる﹂も決し

十一295図 空中の交通開始せられ︑

︽ーセ︾

けつぼう・す﹇欠乏一︵サ変︶1

︵ 略 ﹀︑供給に限りある物︑

十一一691國

月曜

六367十二月十一日月曜雨

げつよう﹇月曜﹈︵名︶1

物の訣乏せる頃に至れば︑︵略﹀︒

満目の廣野雪に埋れて食

て座上の空談にあらざらんとす︒
十﹇951國

例へば名高き古人の書書・古器物な
どの如きは︑︵略 ﹀ ︑ 需 要 の 減 ず る に

非るよりは︑決して安くなることな
きなり︒

八235

十二458図我が國の農業は︑決してげなん︻下男︼︵名︶2 下男
現状を以て満足すべきにあらず︒

煙

三597

其の後は毎朝必ず早く起き けむり

で︑裏門から出て富ました︒

て︑下男や下女は早くから畑へ出し

十二784図 コロンブスは濁り堅固 八262

けっしん﹇決心一︵名︶1 決心
なる決心を以て動かざること山の如

ける

けやき

380

テヰルカラ︑ケモ ノ ノ 仲 間 ダ ︒ ﹂

五538 ソノ中ニケモノが勝チサウニ
ナツタノヲ見テ︑︵略V︑ケモノノミ
言詮ニナリマシタ ︒

ケサウニナツタノデ︑︵略﹀︒

五54一 シバラクタツト︑ケモノが負

﹁オ前置鳥デハナイ

五548 ソノ時カウモリガケモノノ方
へ行キマスト︑

又鳥ノ方へ行キマスト︑

カ︒﹂トイツテ︑ 仲 間 へ 入 レ マ セ ン ︒

三427

ミナモトノヨシイヘトイ

角ケリ・ケ

十513口覇凶 敵は手塚の家書を押へ︑刀

けり︻蹴︼号ひとけり

︵略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

フタイシヤウガ︵略V︑ケライノ

けり︵助動︶7 けり け望

七778

人ヲ右ト左ニワケテスワラ

六476

げんじの薄しやうよしつ

だのぶなが

都に來けり︒﹂

人はいさ心も知らず︑故

吉野山霞の奥は知らね

里は 花ぞ昔の香ににほひける︒

十997図圃

十一14十徳

吸ひてわらべとふりにけ

︵略V︑ 千里寄せくる

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ霊︒

海の氣を

十一2110図図

り︒

神代より承けし寳をま

國民は一つ心に守りけ

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十二23図園

國︒

みおや

り︑遠つ御祖の神の教を︒

十二32図圃

國を思ふ道に二つはな

ケハヤハソノナノトホ

ケルける余ケ・

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

十二39図圃

も︒

︵略V︒

シカシスクネモ ︵略﹀︑

ナカケハヤニハケラレマセン︑

スバシコイ人デシタカラ︑ナカ

三156

ツタノデス︒

リ︑ケルコトガマコトニハヤカ

三148

ケル彫

ける﹇雪田︵下一︶3

よしっねはよろこんで︑刀や
けらいが大ぜい直しにか﹂り

ようひをやってけらいにした︒

五774

ねはけらいにむかって︑︵略﹀︒

四782

四152 昔みなもとのよりともが ル単
たんぱ
十126北颪囹 ﹁我え元 丹波の松よ︑
けらいをつれて︑ ふじのすそ
のでまきがりをしました︒
山こむる 霞を後ユ︑いかだして

を抜きて首をかく︒

イタリ沈ンダリ慨然イダリシテヰル
セマシタ︒

田村麻呂は︵略﹀︑怒る時

虎ト猫トハ最モヨク相似タ

ノハ︑︵略V︒

八729図
ル獣ナリ︒

九633図

﹁主人は死し︑主家は

犬と猫は最も多く家に飼はれ

はたけき獣も恐れたり︒

十835
る獣である︒

十二8610図園

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

五554囹
﹁ 剛 敵 ハ ケ モ ノ ダラウ︒﹂トイツテ︑

るを知らず︑人面獣心とは汝の事な

ましたが︑中々はかどりません︒信

信長の古いけらいの勝家など

その時信玄のけらいが︑後か

お

山内一豊が織田信長のけらい
になったばかりのころ︑︵略V︒

七393

いになぐりつけた︒

らやり先で謙信の馬のしりを力一ぽ

六574

が︑︵略﹀︒

はこれをきらって︑てきたひました

六505

ふけらいにころされました︒

みつひで
︵略﹀︑信長は京都で光秀とい

るべし︒獣ならば︑かくして食へ︒﹂

︿略﹀︑我が足︑獣とし

六498

長は︵略V︒

︵略﹀︑我が舌︑獣とし

我が目︑獣として良雄

雄の面前に出す︒

と︑足の指に魚肉歎片をはさみて良

アヒテニシテクレ マ セ ン ︒

五565 鳥ヤケモノハ火ヲ使フコトヲ
知りマセン︒

五591 油ニモ色々アリマス︒魚カラ
トツタモノモアリ︑ケモノカラトツ
を視︑︵略﹀︒

十二876図圏

十二877図囹

て良雄を罵り︑︵略︶︒

十二876國園

タモノモアリ︑シヨクブツカラトツ
タノモアリマス︒

知ツテヰルガ︑︵略﹀︒

て良雄に食はしめたり︒

ケヤキ
材木ニハ松・杉・ヒノキ・

﹁これは一

︵略﹀信長の目にとまって︑

といひます

七435

豊の馬でございます︒﹂

︵略V︒けらいのものが︑

十509図

手塚は家憲を討たせじと︑
敵に組みつく︒

十5ーエ図

をへだっれば︑︵略﹀︒

手塚の家來は組ませじと中

ハ板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカ

一312ベンケイガウシワカマル

と︑︵略﹀︒

ケ︑船ヲ作ル学用フ︒

六676生出・杉・ヒノキ・ケヤキ

栗・ケヤキナドアリ︒

六673國

けやき﹇樫﹈︵名︶2

五718囹角ノアルケモノモタクサン
六354図 フランネル・ラシャ・メリ
ンスナドノ如ク︑ケモノノ毛ヲツム
ギテ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒
強イノハ熊デス︒

六644 日本二居ルケモノノ中デ一番

サレテシマヒマス ︒

六657 大テイノケモノハ一打デコロ

ニマケマシタ︒ソレカラケライ

家塾

七737 陸ノケモノニニタモノニハ︑

ニナリマシタ︒

い

海ニハ又ケモノガスンデヰけらい﹃家来﹈︵名︶14 ケライ けら

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑魚

ル︒

七736

二似タモノニハ︑鯨ガアル︒

381
げん
けれども

十861 惣門が人をけたり︑牛が人を
突いたりするのも︑人に恐れるから
︵略﹀又よそへほうこうに出

ウニ見エル︒

六451

しました︒けれども日吉丸は︑どう
かしてりっぱな武士になりたいと思

である︒

けれども︵接︶10 ケレドモ けれども
つてゐましたから︑ほうこうの方に

牛にはつのがあるけれど

さをしてみるけれども︑敵の國の人
には何のうらみもない︒

貴人の墓には内地の様に石

をたてるけれども︑普通の墓は大抵

十一鵬10

土を盛上げるばかりである︒

けわし・い﹇険︼︵形︶6ケハシイけ

鯨は段々弱って︑泳ぐ力もな

くなる︒若者は長い劔を突通し︑幾

十663

度となく抜いては又突く︒

十二312図 形名の妻︑夫を勘まして︑

つる
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒

﹁︵略︸︒﹂と︑自ら劔を帯び︑侍女数

けん︻軒﹈ういっけん

んこしゃく・ごけんよ・さんげん・さ

︵略V︑オトホリスヂノミチガ けん﹇間﹈ういちりろくちょうしじつけ

じっけん

昔都大路をねり行きたり

血豆は逃れぬところと

マリナガラ︑ケハシイガケヲカケ下

たる伊太利の大旅行家マルコ︑ポー

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

言号いちげん

リタ︒

元
ふびらい
︵略V元の忽必烈に仕へ

げん︻元︼︹地名︺1

︵略﹀其の部下と共に降服せり︒

畳目したりけん︑ネボカトフ層面は

十二88図

し綜毛の車は如何に優美なりけん︒

十一258図

けん︵助動︶2

けん 角ケン︾

さんじゅうしけん・ひやっけん・ろく

ゆうくけんよ・じゅうごけん・ひゃく

ケハシクテ︑オコマリノコトガゴザ
よつ

んじゅうさんげんどう・じっけん・じ
ひよどりこえは︵略﹀︑

しろの後はけはしい阪で︑

御社の後から山へのぼる道が

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑
盛二彌丸ヲ打出ス︒

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑

八854

で︑︵略V︒

あります︒それは細くてけはしい道

六98

馬の通れる所ではございません︒﹂

五783園

ぼどけはしい所である︒

五763

イマシタ︒

五62

卵からかへったばかりの叢は はしい 疎ーイ・ーク贈

︵略﹀︑水がなければ︑生きて

たくさん飲みすぎたり︑冷い水の中

みることは出馬ない︒けれども水を

七656

んの小指程の大きさになり︑︵略V︒

けれども一月ばかりの内には︑皆さ

︵略﹀︑長さは一分ばかりしかない︒

七297

は身が入りません︑︵略︸︒

ヒバリハオリルトキニ

三193
ハ︑ ケツシテスノアルトコロ
ヘハオリマセン︒ケレドモ上ル
トキニハ︑スカラスグトビタチ
マス︒

三271圏ばかばか︑ばかばか︑走れ
よ︑小馬︒けれどもいそいで つ
︵略﹀︑いそいでかみをあ

まつくまいそ︒

に長くはいってみたりするのはどく

三362
である︒

まるいけれどもまりのや

けれども

中にゐます︒けれども光っては

三236

うにまんまるではありません︒

三224

けれども︵接助︶8

けてみると︑ ほたるはやはり
ゐません︒

口ではっきりこたへます︒ けれ

三397なにをきかれても︑この
どもそのほかによけいなこと

牛は力がつよいけれど

十﹁期8図

縣号あんとうけん げん︻言一︵名︶5
・おかやまけん・ふけんぐんしかい・

けん︻県︼︵名︶2

ロの日本に關する記事を讃み︑︵略︶︒

うまにはたてがみがある 八891 軍曹ハ︵略﹀︑弾丸ノ下ヲク 十二749図

も︑うまにはありません︒

ます︒

も︑あるくことがおそうござい

三246

けれども︑牛にはありません︒

︵略Vきたない物をなげつけ 三238

は言ひません︒

五132
られるのにはこまりました︒けれど

も重い物は皆そこへしづめてしまつ
て︑言い物は一しょにここまでもつ
て來ました︒

秀吉はいくさの上手な人で︑

六588囹

おきなは

忠︵略V其の言に随ひ︑嘉明を學げ

じ︒﹂と答ふるに︑︵略V︒︵略︶︒秀

沖縄諸島合せてぞ︑

き六十八國ユ

﹁農は人の職業工芸も健

全︑最も高貴にして︑又最も三盆な

十二474図

て會津に封ぜり︒

府は三つ︑縣は四十三︒

養豊島の盛大は 長野
・埼玉曽て群馬︑海なき縣に著し︒

十二492心向

﹁われくはたがひにいく けん︻剣︼︵名︶2 劔

ぺんもまけたことがありません︒

たびくいくさをしたけれども︑一

六491

います︒

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑︵略V︒
五451 ︵略V︑武官クナツテ︑何モ見 三248 うまは牛よりよわいけれ ふけんぐんしちょうそんかいぎいん
﹁嘉明に如く者はあら
十二478空耳 我が大日本帝日の 古 十二383図
ども︑はしることがはやうござ

エマセン︒ケレドモコンドハミジカ

イトンネルデ︑スグニ通りヌケマシ
タ︒

︵略Vコンナリツパナ角ヲ

モツテヰルモノハナイヤウダ︒ケレ

五724園

ドモコノ足ハ細クテ︑イカニモ弱サ

げんじ
げんあん

382

るものなり︒﹂
の言味はふべし︒

といへるワシントン

十二鵬5図 信とは我が言を行ひ︑義
とは我が分を罪すを い ふ ︒

修身・盧世の上に点て何人にも最も

十二m8図 平常質素を旨とすべきは
大切なること言を待 た ず ︒

げんあん﹇原案︼︵名︶2 原案
も︑大抵原案を可決するを常とす︒

十一田6図煮凝にて村費を議するに

耕地整理は縣肝腎村に先

建議

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ

十一壌4図
り︒

けんぎ﹇建議︼︵名︶2

上奏とは文書を天皇に奉

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

十二腿7図

上奏といひ︑建議といひ︑

て意見を述ぶるをいふ︒

十二弼8國

元氣

鯉ノヤウニゲンキガヨク︑

グンキ

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

請願といひ︑︵略﹀︑要は下情上達の

五181

十一廻2國 ︵略V︑其の翌年學校の経 げんき︻元気﹈︵名︶3
費を議するに慮り︑村 金 目 に て は ︵ 略 ﹀ ︑

獲スルニ臨ミ︑

表ヲ上

ほうでう

町歩あり︒

けんさ号せいけつけんさ

現在の職務に忠實なれ

働蜂中には蜂の集め來る

怠りて持錦らざるものあ

けんさ・す﹇検査﹈︵サ変︶2 検査す

さし殺す︒

強ひて入らんとすれば立ちどころに

れば︑槍査掛は内に入るを許さず︑

十︻71國

蜜を槍査する槍査証あり︒

十︻69図

けんさがかり﹇検査係﹈︵名︶2検査掛

心廣く︑艦ゆたかなり︒

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

十二718ロ凶

堅固号しつ げんざい﹇現在一︵名︶1 現在

ル︒言々皆忠君ノ至情ヨリ蛮ス︒

十一鰻6図

けんご﹇堅固︼︵形状︶1
そけんご

コロンブスは認り堅固

言語

なる決心を以て動かざること山の如

十二784図
く︑︵略﹀︒

げんこ﹇言呈巴︵名︶2

語ヲ畿スルモ︑議事ノ命令ニヨル︒

十775口口凶取ルモ捨ツルモ︑︵略﹀︑言

言行

十823國あいぬの言語は日本語とは
全く異なり︒

げんこう︻言行﹈︵名︶1

心誠ならざれば︑如何な

飛iシ・ースル彰

室内にのみ居て︑外出する 十二節1図

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

き

つぼ

主婦は寝に就く前︑先つ

見回

﹁思ふ様あれば︑名乗る

げんさんち﹇原産地︼︵名︶1

入れよ︒

原産地

まじ︒唯首を取って︑大將の見参に

十507図囹

げんざん︻見参﹈︵名︶1

れざる様にすべし︒

て︑戸締を流すと共に火の用心を忘

竈の下より火消壺までもよく検査し

かまど

十七ー02図

蜜を検査する検査掛あり︒

働蜂中には蜂の集め來る

こと少き人の︑色青ざめて元氣なき

お

北條高

一小げんこうにねんさんがつ﹇元弘二年三月一

十一69図

身髄ノ構造ハ︵略V︑

何の用にか立たん︒

十788図

は︑日光に浴せざるが爲なり︒

九613図

︵略﹀︒

ばとて原案のま＼に決議せり︒

之を増加せんとせし に ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ さ ら

げんいん﹇原因一︵名︶2 原因

十﹇餅8 室が廣く︑天井が高いと温
りにくいから︑成るべく狭く低くす

げんこう

︵名︶1

建國以來

現今

同胞すべて六千萬︒

地ハアメリカニシテ︑︵略﹀︒

漢朝ノ復

現今我が國ノ貨幣ニハ金貨 十308図甘藷ノ︵略﹀︒︵略﹀︒原産

劉備ハ︵略V︒

リウビ

げんじ﹇源氏﹈︹人名︺3

げんじ

興ヲ圖リ︑シキリニ賢士ヲモトム︒

十一麗4國

中心は現今活動せる部分 けんし﹇賢士﹈︵名︶1 賢士
現今我が國の耕作地は塁
灘及び樺太を除きて凡そ五百五十萬

からふど

十二443図

にして︑︵略﹀︒

十二414図

・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九902図

げんこん﹃現今︼︵名︶3

なき

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ

十一m7図團

盛宴以來三千年 歴史

けんこくいらい︻建国以来一︵名︶1

時︑後醍醐天皇を隠岐へ流し奉る︒

ごだいこ

元弘二年三月︑

元弘二年三月

部分ノ傷害モ直チニ全身ノ元五二關

十一134図

げんこう

る必要がある︒是が朝鮮の家の小さ

スルモノナレバ︑常二身髄ヲ大切ニ
シ︑之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

くなった主な原因である︒

十二225 然るに炭酸瓦斯が絶えず供

建議す

又貴族院及び衆議院は

けんぎ・す﹇建議﹈︵サ変︶1
禽ーシ︾

給されるのは︑他にも種々の原因も
あるが︑動物の呼吸作用も與って大

十二鵬5図

げんきん
商二上でげんきんといひ︑

言々

品物と引きかへに代金を受
げんげん︻言言﹈︵名︶1

取るのが現金で︑︵略V︒

七127囹

かけといふのは何の事ですか︒

七125囹

現金

げんきん︻現金﹈︵名︶2

願を受くるの権能を與へられたり︒

︵略V上奏し︑建議し︑且臣民の請

いに力があるのである︒

本校全 ロ ノ 建 紳 染 ハ ︵ 略 ︶ ︑

けんか同県下一︵名︶1 縣下
十二367団﹈

ケンクワ

其ノ注意ノ周到ナル︑縣下マレニ見
ル所ナルベシ︒

けんか﹇喧嘩﹈︵名︶一

ケ ン ク ワ ヲ シ タ 時 ︑︵略﹀︒

五528 昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

縣下二村

けんかしょそん︻県下諸村一︵名︶1

383
けんちく

げんじ

四763 やしまのたたかひにげん
じはをか︑へいけは海で︑む
げんじの大しやうよしつ

かひあってみた時︑︵略﹀︒

四782
ねはけらいにむかって︑︵略﹀︒
よりのぐんぜいは︵略V︑

よしっね

も謙信におとらないいくさの上手で
て︑︵略﹀︒

を減ずるが故に︑供給も随って減じ

十二473國

農業に從卜するものは多

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

﹁農は人の職業中最も

吸し︑筋肉を螢するが故に︑身燈常

に健全なり︒

ある時謙信が山の上に陣取つ 十一9410図 ︵略﹀︑例へば名高き古人

あった︒

の書書・古器物などの如きは︑︵略﹀︑

六555
てるると︑信玄は︵略﹀︑はさみう

健全

孔明ハ心心ニシテ甚ダ規

嚴正

まで︑官職の高下︑就職の新患によ
りて上下の分別最も正し︒

十一燭7図

げんせい︻厳正一︵形状︶1
律ヲ重ンジタリ︒

けんぜん︻健全﹈︵名︶1

天性快活ナル人モ︑身禮

内障ノ商業モ︑海外ノ貿

原則

なるものなり︒﹂ といへるワシント

ンの言味はふべし︒

十二513図

げんそく﹇原則︼︵名︶1

テ物債ノ高下スルモ亦相同ジ︒

易モ︑︵略﹀︑需要供給ノ原則ニヨリ

げんたいいた・す︻減退﹈︵四︶1 減退

九746團圏 ︵略﹀︑全家立退の用意致

致す ︽ーシ︾

し居り候中︑夜も明けはなれて︑水

建築
いへ
是より西南にあたりて︑家

は次第に減退致し候︒

べう

蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
す
みに藁を造るは醸造の業と建築の業

得︑︵略﹀︒

昨年ノ夏カラ建築ニカ・ツ

佛國の長き歴史を飾れる

風・採光ニツナガラ其ノヨロシキヲ

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑通

十二364図本校舎ノ建築ハ質素堅固

テヰタ學校が落成シテ︑︵略﹀︒

十二343

とをかねたりといはんか︒

十一879図

みつばち

相似たり︒

光の廟あり︑建築の善美を離せる亦

みつ

九952図

けんちく︻建築一︵名︶6

﹁健全

﹁健全

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

十一526図

ヘテ笑フコト少シ︒

健全
西洋ノ古語二日ク︑

けんぜん﹇健全一︵形状︶7
十7810図

西洋ノ古語二日ク︑

ナル精神ハ健全ナル身鵠二野ル︒﹂
ト︒

十7810図

身膣ノ健全ナルトキハ精神

ナル精神ハ健全ナル身艦三宿ル︒﹂
ト︒

十791図

身畿健全ナル人ハ︑精神

モ亦常二快活ニシテ︑︵略V︒

十一523図

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ
皆樂シ︒

肚大なる建築の安々高く中空にそび

笑ハント欲セバ︑衛生二 十二609図
注意シ︑身雅ヲ健全ニスベシ︒

十︻525図

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

十二473図囹

りん

︵略V︑次第に其の製造高

元帥うだい

需要の減ずるに非るよりは︑決して

てう

上元帥より下一卒に至る

げんすい﹇元帥﹈︵名︶1

安くなることなきなり︒

ちにしようとした︒

な

肉ーズ︾

支那の昔趙といふ國に藺
献ず

十二皿1図

謙信は勝氣な人で︑いよいよ げんすい

その時信玄のけらいが︑後か

いになぐりつけた︒

らやり先で謙信の馬のしりを力一ぱ

六575

ては居られない︒

いくさがはげしくなると︑じっとし

六565

夜の間に信玄の陣に攻入った︒

五752 げんじは二手に分れて︑のり 六557 謙信はそれを知って︑︵略V︑
の ぐ ん ぜ い は ︵ 略﹀︒

げんじ︻現時﹈︵名︶1 現時

十二402図 是等は現時噴火の止れる
火山なれども︑現に噴火せる火山の
数も全國に於ては五十座を下らず︒

けんじゃ﹇賢者﹈︵名︶1 賢者

といって︑じぶんの國から塩を送ら

十二706図先づ苦しみて然る後に樂 六586 謙信はそれを聞いて︑﹁︵略V︒﹂
しむを賢者とし︑先づ任しみて然る

それから信玄が死んだと聞い

せた︒

といってなげいた︒
し

けんしん﹇賢臣﹈︵名︶1
しやうじよ

十二386図

相如といふ賢臣あり︒
けん・ず︻献﹈︵サ変︶1

﹃我に愛する良馬あり︒
今日の記念に献ずべし︒﹄

十409図圃園

賢臣

た︒よいいくさ相手がなくなった︒﹂

た時︑謙信は﹁ああ︑をしい事をし

六593

後に苦しむを愚人 と す ︒

けんしょううごけんしょう
げんじょう﹇現状﹈︵名︶1 現状
現状を以て満足すべきにあらず︒
滅少

十二458図 我が國の農業は︑決して

余ーシ︾

げんしょう・す﹇減少﹈︵サ変︶1
す

十828図 あいぬの数︑古は甚だ多か
りしが︑近年次第に減少して︑今は
僅かに二萬人に足 ら ず ︒

げんしょく﹁原色一︵名︶1 原色

十一944図

ーズル単

十482国色の原色は赤・青・黄にしげん・ず﹇減﹈︵サ変︶3 減ず 飛ージ・
て︑之を種々に配合すれば︑種々の

て︑︵略V︒

を減ずるが故に︑供給も随って減じ

色を生ず︒

けんしん︻謙信﹈︹人名︺7 謙信←う
たけだしんげん

六553 その相手は武田信玄で︑これ 十一945図 ︵略﹀︑次第に其の製造高

えすぎけんしん

げんりょう
けんちくぶつ

384

ゆるのみならず︑人家も多くは六七
暦にして︑︵略﹀ ︒

十二654図 最も人目を引くものは國
會議事堂なりといへども︑其の規模
甚だ大ならず︑其の建築も亦新し︒
n▽しがいけんちくぶつ・だいけん

けんちくぶつ︻建築物︼︵名︶5 建築
物

ちくぶつ・もくぞうけんちくぶつ・も

十9410図

元服す

︵略V︑正儀は︵略﹀︑

もと穿りを上げて︑和田小次郎正寛

一領を取出して與ふ︒

くれ行くを見送りて︑数萬の見物人

は再び此の船を見ること能はざるべ

しと語れり︒

︵名︶1

やがて汽車が動き出すと︑

見物人一同

けんぶつにんいちどう﹇見物人一同﹈

九3410

の勢のすさまじいのに驚いた︒

︵略﹀︒見物人一同は其の早いのと其

けんぶん﹇見聞﹈︵名︶1 見聞﹇▽じつ

ちけんぶんいたす

源平

ず候へども︑見聞取交へ︑新版圖の

状況大略御報知申上品︒

守りたる︑︵略V︑皆後世女子の模範

けんやく︻倹約︼︵名︶3 倹約
ぜんに
十二326図 ︵略﹀︑松下縄尼の倹約を

切なり︒

の昔語に人の感興を動かすこと甚だ

十一207図 ︵略﹀︑屋島・壇浦は源平

だんのうら

見本ト現物トヲ異ニシ︑ げんぺい﹇源平﹈︹人名︺1

現物

廣キ東京ノ見物ハ一日ニテ 十一958園團 ︵略V︑詣り旅行も致さ

きょうけんぶつ・ならけんぶつ・まつ

けんぶつ﹇見物﹈︵名︶1

見物﹇▽とう

と名乗らせ︑天皇より賜はりし具足

﹁今日は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑
まさひろ

十﹁446國園

余ーセヨ彫

縣藤・裁判所・師範學校・ げんぷく・す﹇元服﹈︵サ変︶1

高等女學校等ノ敷地ハ夏祭ノ興福寺
ノ境内二在リ︒

︵略﹀︑縣藤カラモ知事ノ代
建長寺

理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

十二346

建長寺

けんちょうじ﹇建長寺︼︵名︶1

十二26図
嚴冬

又嚴冬の頃は漫水落つる

りけんぶつ

十一785図

げんとう﹁厳冬﹈︵名︶1
に随ひ氷結して︑

七573図

一面玉山銀器とな

り︑水のしぶき枯木に氷結して︑水

くぞうけんちくぶつちゅう
てい
︵略﹀︑総督官邸をはじ
晶の花を咲かす︒

十︸365國圏

め建築物の牡大なる︑内地にても見

十二521図

げんぶつ﹇現物﹈︵名︶1

ハツクシガタシ︒

る能はざる程に 御 座 候 ︒

是等は現時噴火の止れる

約束ノ期限ヲ違へ︑︵略﹀ガ如キ皆

︽ーシ煙

見物

火山なれども︑現に噴火せる火山の

する

都に着いた︒今日は朝からあちらこ

六395團

をごりに眠るるは易く︑

をごりより倹約に進むは難し︒

十二925図

とすべき徳行なり︒

見物人

倹約を守るは大切なれど

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

十二926図

又竹を原料として竹紙

原料

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒

を製造致居候︒

十一394國團

げんりょう﹇原料一︵名︶2

いよく鐵道が出満て︑汽車
の運轄をして見る日になると︑四方

九346

けんぶつにん﹇見物人﹈︵名︶4

ちらを見物した︒

︵略﹀︑晩の九時二十分に京

けんぶつ・する﹇見物回︵サ変︶1

信用ヲ害スル所以ナリ︒

灌能

又貴族院及び衆議院は

各猫属して上奏し︑建議し︑且臣民

十二鵬6國

けんのう﹇権能﹈︵名︶1

数も全國に於ては五十座を下らず︒

十二403図

十二638図 倫敦には英國博物館・英 げんに﹇現﹈︵副︶1 現に
蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知

らん

られたる建築物 多 し ︒

︵略﹀︑テームス河岸の國

會議事堂は第一に観客の目を引く建

十二643國

築物なり︒

の請願を蒔くるの機能を與へられた

十二987國 市街・道路を不潔にし︑
官爵・學校・神社・宮遷等の建築物

り︒

建碑式

からの見物人は雲の如く集った︒

︵略﹀故近藤大尉記念

碑︑いよく出目上り候については︑

十一636國團

けんびしき﹃建碑式﹈︵名︶1

をけがし︑公園の樹木を折取るが如
きは︑︵略﹀︒

來る六月三十日︵土曜日︶午後ご時

十二皿5図 他國に行きて︑其の市街
・建築物等の状況︑︵略Vを見れば︑

ひ

︵略﹀︑早くも 其 の 國 民 の 品 格 の 知 ら

﹁今年の競馬はさぞ面白から

つめかけた︒

しい見物人が朝早くから宮の境内へ

う︒﹂と︑祭の當日には︑おびたゴ

九827
建碑式愚行致候間︑︵略V︒

﹇▽ほうせきこうりょうけんぶる

元服

むること少かりしによる︒

・麻・生繭に仰ぎて︑家畜の毛に求

附添人も見物人も︑きもを冷 十二456図 ︵略V︑又衣服の原料も綿

十二774図船の次第に朝霧の中にか

してかけよって︑︵略﹀︒

︵略V︑年頃の恩愛︑殊に 九853
如何でか討たるべき︒

は今日の元服の気早思ひ績けては︑

十一4410図

げんぷく︻元服﹈︵名︶1

建長・圓畳古寺の山 い

けんぷ

る＼ものなり︒

十二263図函

けんちょう﹇建長﹈︵名︶1 建長
門高き松風に昔の音やこもるらん︒
けんちょう﹇県庁︼︵名︶3 縣蠕
官も御臨席のはずに御座候︒

十916國国 なほ罷職よりは小杉事務

385
こ

けんりょく

けんりょく︻権力﹈︵名︶1 智力
ほうでう

城に掻りて︑次第に其の権力を四隣

します︒

六305

︵略V︑一人の男の子がふでを

﹂かへった︒

六602圃

八つばかりの女の子︑た

く泣いてみる︒

もとを顔におしあてて︑ひとりしく
︵略﹀︑その子のかたに手を
涙をふいて女の子︑

﹁い﹂

かけて︑ことばやさしくなぐさめる︒

六611圏
六613國
え︑さうではありません︒
マサシゲ

七12図楠木正行ハ正成ノ子ニシ
﹁我聞ク︑シ︑ハ子ヲ生

テ︑父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

七16図工

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ
﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

七38図園

子ナレバ︑コレホドノワケノ分ラヌ

モシ病ニカ・リテ早ク死

コトハアルマジ︒

七72國園

九4410図

︵略V︒

たかち ほ
︵略︶︑ 高千穗艦乗組水

兵の母が其の子を叱りしが如きは︑

或時旅行先より手紙を送り 十二332図

て︑其の子のアリに︵略﹀と言ひつ
かはしたり︒

凡そ婦人の道は夫を助け

て家政を治め︑子に激へて家名をあ

﹁其の母によりて其の子

たΣいて︑﹁感心だく︑えらい子

いて學べり︒

十二939図

魯の重臣某の病死せんと

子壷の遺言を奉じて︑往

せし時︑其の子に教へて曰く︑︵略﹀︒

十二937図

を察せよ︒﹂といへるが如く︑︵略﹀︒

十二914図

げしむるに在り︒

我は海の子︑白浪設

﹁赤松光範の臣宇野六

十一433國圓

父父たり︒子子たり︒﹂ とは孔子が

父以たり︒子子たり︒﹂

十二944図囹 ﹁君君たり︒臣臣たり︒

景公に教へたる語なり︒

十二944図園 ﹁君君たり︒臣臣たり︒

我が子の死ぬのを見て父

我が子も同様である︒
が命を惜しむ理由はない︒

十一578囹

行けや行けや︑とく行
セらば行くか︑やよ待

け︑我が子︒老い悉る父の望は一つ︒

十﹇594図圃
十一598図國

て︑我み子︒老いたる母の願は一つ︒

備崩ズルニ臨ミ︑後事

にさんじつこ・ひゃくよこ

こ︻個﹈n▽さんご・さんごしょうたい・

さんごだいたい・しこちゅうたい・し

ちこしだん・じゅうくこしだん・じゅ

うさんこしだん・じゅうはちこしだん

・すうこ︒にご・にこりょだん・にこ

十﹁鵬5図園

れんたい

こ﹇粉﹈号いしのこ・ひのこ

ヲ孔明ニユダネテ︑

備又其ノ子二階ヒテ︑

スクベクンバ︑之ヲタスケヨ︒

十︸鎚8國

﹁我が麗筆シタ

こ﹇戸﹈ういっこ・ここ・しごじつこ

十︻576圏將軍は︵略V︒﹁兵士は皆

郎の子なり︒

れ︒

とまやこそ︑惟みふつかしき住家み

さわぐいそべの松原に︑煙さなびく

十一212図圃

に︑死所を得たるを喜べり︒

＋ω2図圃囹﹃二人の我が子それぐ

だ︒

男の子も氣がつかずにそのま 九8510囹 愛作方の人々は愛作の肩を 十二334図

買ひに來た︒

十二811図 く略V︑北條早雲が小田原 六301
に張らんとせる頃 な り き ︒

こ

こ﹁子一︵名︶38 子弓あかご・うじこ
・おやこ・おやこにだい・かずのこ・

たけのこ・なるこ・まご・われはうみ
のこ

二292 ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子
モ︑ オモシロサウニアソンデヰ
マス︒

八ツニナル女ノ子ガア

モ︑ オモシロサウニアソンデヰ

二292 ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子
マス︒

三531
リマシタ︒

ナバ︑︵略V︑父ノ鼠戸ニハ不孝ノ子

村の方々は︵略﹀︑﹃一

私には妻も子もありませ

五177 男ノ子ノアルゥチデハ︑五月

九1910囹

トナルベシ︒

︵ 略﹀︑﹁天子標のおほせだ

ノセツクニ鯉ノフキナガシヲ立テマ
ス︒
五374園

ん︒

﹁乞田孔明ト共二事二從ヒ︑

九211母国園

人の子が國家の爲いくさに出でし事

から︑子を出すやうに︒﹂と︑たく

なれば︑定めて不自由なる事もあら

した︒

五367

こといふのはかひこのこと

くさん集めて濃いとおほせになりま

昔雄略天皇が︵略V︑こをた

ゆうりゃく

こ﹇蚕﹈︵名︶2 こ・▽あきご・なつご

さんの子どもをもらって︑つれて來

之二事

ました︒

・はるご

﹁その子は皆お前にやるか

フルコト父即事フルが如クセヨ︒﹂

五382囹

五366
校長も︵略﹀︑生徒を愛

したふこと父母の如し︒

すること子の如く︑生徒も亦校長を

十一超1図

トイフ︒

母も人間なれば︑我が子

ん︒ ︵略﹀︒﹄と親切におほせ下され

ら︑やしなってやるがよい︒﹂

候︒

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

五386 すがるはその大ぜいの子をお 九219圓團
みやのぞぱでやしなって居ったと申

で︑︵略V︒

こ﹇湖﹈弓あしのこ・ちゅうぜんじこ．
びわこ

こ﹇是﹈︵代名︶2 コ こ

ご﹃五︼︵名︶13

五

5

V稚いちり

景公に教へたる語なり︒

︽ール︾

ごあんじくださ・る︻御案下︼︵下二︶1
御案じ下さる

ろくちょうしじっけんこしゃく・いっ
せんごりん・ごじょうさんじゃくこす

イと書くにも及ばない︒

御案内

︵略V︑心ばかりの祝宴

ごあんない﹇御案内︼︵名︶1

相開き︑御心安き方々御招待致度と

十一625國国

存候間︑同日午後五時御光來下され

又御宮裏の田も︑本年は

候はば光榮の至に存日︒先は御案内

九4310國團

んご

語n▽いちご．にっぽ

そつぎょうご・てつどうかいつうご・
にゅうえいこ
ご︻御﹈n▽おやこ

辛苦をなめて報復を圖り︑︵略V︑遂

﹁君君たり︒臣臣たり︒

2

御案じ申し居り

︽ーリ︾

ゴアンシンクダサル

︽ーイ︾

ごあんないもうしあ・ぐ﹁御案内申上一

︵土曜日︶午後二時建碑式翠行致候

間︑御光臨の榮を賜はり度︑此段御

案内申上候︒

︽⁝ゲ彰

ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ

サクヤノクワジニウチハヤ ごあんないもうしあ・げる﹃御案内申上︼
︵下一︶1 御アンナイ申シ上ゲル
ケマセンデシタシンルヰミナブジデ

八465團

スゴアンシンクダサイ

焼けない事さへいへば︑御 五64

ミチノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシ

出テ來テ︑ オサキニ立ツテ︑ ヨイ

こい﹇鯉一︹課名︺2 コヒ

タ︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

内ーレ︾

ひごい

こい﹇鯉﹈︵名︶13

コヒ

こひ鯉﹇▽

タヒコヒフナ
ニー23囹﹁ニイサン︑コノ川ニコ

﹁コンナ小サナ川ニハ

三497 こひやふななどは水か

コヒバヰマセン︒﹂

ニー26囹

ヒガヰマスカ︒﹂

﹁こちらでは近年にない大 一434

︽ール︾

こい﹃乞︼﹇▽おんいとまごいしたまう

幸に私方は左程の損害も 五目8 第七 コヒ
五154 第七 コヒ

御安心下さる

よう︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八471圏

焼けない事さへいへば︑御

が御安心なさる様に早く返事を上げ

火事だから︑︵略﹀︒︵略﹀︒伯父さん

八461圏

御安心なさる

ごあんしんなさ・る﹇御安心︼︵五︶2

安心下され度候︒

無く︑家族一同無事に御座雲間︑御

九723國團

1

ごあんしんくださ・る︻御安心下﹈︵下二︶

イと書くにも及ばない︒

八471囹

まで︑此の如くに御座候︒

水も十分に御座候間︑少しも御案じ

1

ごあんじもうしお・り﹇御田転居﹈︵ラ変︶

下さるまじく候︒

ん・さんせんごりん・だいこしゅ・だ

工恐ルく近ヨリテ見レ いごず・てんしょうさんねんごがつ．
どうじつこごごじ・はちぶんのこ・は

八307図
バ︑コハ如何二︑カノ死人ト見エシ
っしゃくこすん・ひがしくひらのちょ

︵略V尾をさきて軍国ふ うこちょうめ・めいじごねんがくせい

バ︑フスマニエガ ケ ル 給 ナ リ シ ナ リ ︒

九42図囹

。

十一637魍團

御一家御無事に御座候 ︵下二︶1 御三内申上 ︽1︵グと
︵略V︑診る六月三十目

はっぷいらい・めいじさんじゅうはち

や︒御老人・御子供衆も御大勢の事

九716砲身

に︑

ねんごがつにじゅうしちにちこぜんご

一ふりの溢出でたり︒尊﹁こは

神 劔 な り ︑ 私 す べ きにあらず︒﹂とて︑

故如何と御案じ申し居り候︒

五

父父たり︒子子たり︒﹂とは孔子が

ごあんしんくださ・る﹇御安心下︼︵五︶

じ・やくいちわりこぶ
五﹇▽だいご．だい

カ

あり

︵略V︒

ツキ

ツキ

ご﹇五︼︹課名︺9
こか

二目6

二95

兵
種

営差
を
号じゅう
ご・せん
えきミ
ご・
うにじ
兄

ノミノスクネ
ノミノスクネ

ジンム

に
は

せ

5（五）五五五五V

十二946図
得たり︒

の
に

ふじの山
ふじの山

神武天皇⁝⁝⁝五

みつばち

楠木正行⁝ω⁝⁝⁝五

な

蜜蜂⁝⁝⁝五

し

十一167國是は昔︑支那に呉・越と

︵略 V ︑ 呉 の 下 学 に な り て ︑

いふ二二ありてたがひに争ひしが︑
︿略﹀︒

十一168図

ご

︵略﹀︑越王勾一つぶさに ご﹇語︼︵名︶1

會稽山の戦に越の軍を打破りたり︒

くわいけい

＿十十十十十九九八八六六六四
後一一一一一2417614875757546

に呉を滅して會稽の恥を雪ぐことを

十一171図

−11760231926図5図図図図図

号5101図図図
じ

ツ
、

5陸
軍
ゆ（五）五（五）5

三目6
三133
四目6
四135
五目4
七目3

第第五五五五五五

ご﹇呉一︹地名︺3 呉

十一目3

第二三
二
ふふノノツツ
課楠ネ鰐じじミミキキ

こい
こ

386

387
」つ

こい

ら出ると︑しんでしまひます︒
ノヲ見タコトガアリマセウ︒

ひや小石がたくさんあります︒

命がをしくなったか︑妻子
御一家

御﹁家御無事に御座候

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

こう︻校﹈n▽しょうがっこう・しょうが

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑

とけいはあさから

︵略V︑アンシンナモノデス︒﹂

四492圃

か

四392園 ボクラバカゥイフカ

ありますまい︒

かうさむくなっては︑しかたが

四277囹 ﹁おきくさん︑おきくさん︑

こう﹇斯﹈︵副︶1一 カウ かう

こう・ふとうこう・まおかこう

うしこう・ニューチャンこう・パロス

しょうぎょうこう・たかおこう・ちょ

こう︻港﹈薪キイルンこう・さんこう・

テ大臣トナシ︑︵略V︒
つこうきょういん・とうそんしょうが
しん
敵國秦に使して功ありし つこう

かば︑趙王厚く之を用ふ︒

十二387図

甲うてのこう
タトヘバコ・二漁夫アリ

こう﹇甲︼︵名︶1
九883図

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲
ノ農夫ヲタヅネタリトセヨ︒

春夏の交産卵の爲︑鯨
の群をなして海岸近く寄煙る時は海
水爲に白色を呈し︑︵略V︒

こう﹇坑︼弓たてこう

蔵経に曰く︑﹁身を立て︑

︵略V︑御來會下され候こう﹇孝回︵名︶1孝
十二972図

かうして︑かつちん︑かつちん︒

つ．ちん︑かつちん︒︵略﹀︑ばんまで

︵略﹀︑﹁あΣ︑よい馬︑名

かうして︑かつちん︑かつちん︒

いきをもつがずに︑あさまで

︵略﹀︑ちっとも休まず︑

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

温泉の諸種の病を治する

効

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

十727図

こう﹇効﹈︵名︶2

でに︑本町二丁目高野義太郎富有一
御威徳

又畝傍山ノ東南二橿原神宮

こいとく﹇御威徳一︵名︶1

十㎜7図

四502圃

報下され度候︒

はば︑御手数ながら曇る二十八日ま

十一641國團

十一991國国

拝啓︑いよく來月一日 こう﹇交﹈︵名︶1 交

こいつぼうくださ・る﹇御一報下︼︵下二︶

御﹇家を始め一村の名言に御座候︒

より御入螢︑軍務に服せられ歳事︑

十265國團

や︒

九714國團

こいつか﹇御一家︼︵名︶2

がこひしくなったか︒

九193囹

愈ーク蝉

五155 池ノ中デコヒガオヨイデヰル こいし・い︻恋︼︵形︶1 こひしい
五156 大キナコヒガタクサンアツマ
ツテオヨイデヰルノハ︑マコトニミ
ゴトナモノデス︒

五161 鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ
テヰマス︒

五171 鯉ハマコトニヰセイノヨイ魚
デス︒

五176 鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ
デモ上ルコトガアルサウデス︒

鯉ノヤウニゲンキガヨク︑

ノセックニ鯉ノフキナガシヲ立テマ

五178 男ノ子ノアルウチデハ︑五月 1 御一報下さる ︽ーレ彰
ス︒

五181
︵略﹀︑ズンズン シ ユ ツ セ ヲ セ ヨ ト イ
フ心デ祝フノデセ ゥ ︒

︵略﹀︑鯉ガタキヲ上ルヤウ

ニ︑ズンズンシユツセヲセヨトイフ

は︑た貸に其のふくめる出物の効の

五183

アリ︒コ・ニマゥヅルモノ︑誰カバ

馬三々︒誰の馬か︒﹂とたつねまし

七439囹

其の効を見るに至り候事︑︵略﹀︑い

てるる一豊が︑よくもかういふよい

七847囹

まついかりをぬいて港を出

馬を買ひもとめた︒

た︒︵略﹀︑﹁日ごろ貧しい暮しをし

箱根は︵略﹀︑盛夏の候は

て行くと︑︵略V︒︵略﹀︒外目の港に

牛小屋から出て來ました︒どうする

八249 ︵略﹀下女がばけつをさげて︑

︵略﹀︒﹁航海といふ

ものはかういふ面白いものですが︑

着くと︑︵略﹀︒

耳管として寸時も休

︵略︶︒

何れの旅館も空室なきに至るを常と

まず︒

の蜂は︵略V︑

十﹇64図百花満開の候には︑外役

す︒

十742図

こう﹇医︵名︶2候

まさる進歩に驚入候︒

よく實地見聞致候へば︑聞きしに

當総督府の経螢も着着

心デ祝フノデセゥ ︒

公論とくがわおだ

マタ反スルコト

十一361國團

みならず︑︵略﹀︒

にこう

功

ベカラズ︒﹂トテ︑

賊將歎ジテ︑﹁公ハ天授ナリ︑敵ス

再ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒︵略﹀︑

十一鵬4図園

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑

こう﹇公一︵名︶1

こう・ふんかこうちゅう

こう﹇口﹈n▽ぎゅうふんかこう・ふんか

︵略﹀︑皇室ノ御威徳ヲ仰ガザラン︒

ひて︑二年毎に之を費るに︑其の利

ふな
十一皿3図 池には大抵鯉・鮒等を養
少からず︒

こ・い﹇濃﹈︵形︶2 コイ禽ーイ・一
ク彫

五312 ツヤガアツテ︑色ハコイミド
リ色デス︒

八643 コク染メタノが紺デ︑ウスイ
ノが淺黄デス︒

ナカリキ︒

こう﹇功﹈︵名︶2

あそこにはうつくしいか 八543図 鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

こいし﹇小石︼︵名︶1 小石

三613

こうおん
」つ
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着物はそまつながら︑さっぱりした

順なことをよく現して居ります︒又
をいふ︒

のかと氣を附けてみると︑隣の家の

今日の記念に献ずべし︒﹄

厚意

方へ行きます︒此の下女は毎朝かう
ものを着て︑歯もよく磨いてゐまし
するに蝕りあり︒

﹃我に愛する良馬あり︒
﹃厚意謝

皇威

七579図

コノ公園高崎シクシテ︑古

木多カラザレド︑種々ノ草花ウルハ

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ

シク咲キミダレタリ︒

ハジメ多クノ官省アリ︒

七586國

人多き都會に住む者は︑

︵略﹀︑又朝早く起きて︑木立しげき

九611図

肚麗なる馬車・自動車の

十二633図

公園等を散歩すべし︒

蝦夷も︑遂に全く皇威に服するに至

征するや︑︵略﹀︑さしもに強かりし

九638國二軍田村麻呂の東北の地を

こうい﹇皇威﹈︵名︶1

十4010図圏園

こうい﹇厚意﹈︵名︶1

して︑主人の目をかすめて︑牛乳を
質をもつてみることをよく見定めま
飛ーヒ彰

た︒︵略﹀︒かういふやうな色々な美

請ふ

鳥居勝商といふ白あり︑

進み出でて其の使たらんことを請

十二277図

こ・う﹇請︼︵四︶2

した上︑︵略﹀︒

費ってみたのです ︒

八493圏 ヤケナイシンルヰブジワダ

ベン

一郎﹁かうすると︑ちやうど十五字
になります︒﹂

櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツ

テ︑︵略﹀︒又其 ノ 辮 ハ 全 ク 別 々 ニ ナ

九84

市街・道路を不潔にし︑

を示し︑︵略V︒

コ・二本校新築落成式ヲ

爾側には白色の高屋南平

び︑︵略﹀︑雅麗心なし︒

十二613図

甲乙

︵略V︑五匹の馬は一散にかけ

こうおつ﹇甲乙﹈︵名︶1

出した︒社の森を離れるまでは︑鯨

九842

高屋

樹木を折取るが如きは︑公徳の低き

︵略V等の建築物をけがし︑公園の

十二987図

なして前後相接す︒

公園・廣小路の如きは︑全身着駅を

ひろこうち

多きは巴里を第一とし︑︵略﹀︑殊に
光陰

れり︒

之を思へば︑一寸の光陰
光陰矢の如く︑南北に

︵略V御心來下され候はば

十二356國

光榮の至に存候︒

存候間︑

相開き︑御心安き方々御招待百度と

︵略﹀︑心ばかりの祝宴 こうおく﹇高屋一︵名︶1

光榮

別れ候より最早一箇年に相成候︒

十一954國團

も輕んずべからず︒

十一686図

是より暇を請ひて郷里に こういん﹇光陰一︵名︶2

ひ︑約していふやう︑︵略﹀︒

十一一878図
量り︑公私の用を終へて︑︵略﹀︒

︵ 略 V ︑ 豆 や 藤 ノ 花ノ辮ハ不揃デアル︒

ツテヰルカラ︑︵略V︒辮ノ色付︵略﹀︒

ツ︑ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃ツテヰ

こう﹇号一号だいこう・だいなんこうて
合﹇▽なんこう

考案

十﹁624圓團

︵略V︑升ノ十分ノーヲ合︑ こうえい﹇光栄︼︵名︶2
︵略﹀︑升ノ十分ノーヲ合︑

こうあん門考案一︵名︶1

合ノ十分ノーヲ勺トイフ︒

六192図

合ノ十分ノーヲ勺トイフ︒

六192図

ごう﹃合一︵名︶2

い・でんだいじゅうごう

ルガ︑専一ツニナ ツ テ ヰ テ ︑ ︵ 略 V ︒

又ユリヤアヤメノ花ハ暮ノ色が辮ト
一ツ色デアル︒多クノ花ヲ取ツテシ
ラベテ見ルト︑カウイフ工合ニソレ
︵略﹀︑筆をとる前には十分に

ぐ攣ツテヰル︒
十194

其の考を練らなければならぬ︒さて
書きはじめてからも︑︵略﹀︑幾度書

︵略﹀︑イヨく勇氣ヲフル

送行セラル・二二リ︑其ノ席末二列

十432図

スルヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル

直すかも知れない︒墨をかく人︑圖

ヒテ考案ヲ績ケ︑︵略V︑ヤウヤク一

り甲乙はなかった︒馬場の中程から
種ノ機械ヲ獲明セリ︒

厚恩

一騎後れ︑二騎後れ︑︵略﹀︒

を蝕むるも︑將又無爲にして一生を

皇恩

教育の事業も段々進歩

こうおん︻皇恩一︵名︶1

くれたる厚恩︑いかでか忘るべき︒﹂

あやふき敵の手より救ひ

こうおん﹇厚恩﹈︵名︶1

所ナリ︒

公盆

終ふるも︑︵略V︒

︵略V︑功業を成し︑公盆 十茄3図因
品格を歪むる所以なりといへども︑

十一6710図

國民各自の行爲をつ＼ こうえき︻公益﹈︵名︶1

︵略V︒

しみ︑品格を重んずるは即ち飢民の

十二9710図

行爲

をひく人︑寓眞をうつす人の苦心も

はきく

こうい﹇行為﹈︵名︶2

亦一通りではない︒かうして出向上
つたものを活版所へ渡す︒
いことは︑それでよく分りました︒

十376園 きれいずきで︑つ㌧しみ深

︵略﹀︒

︵略﹀︒人に親切なことは是でも知れ
ると思ひました︒

くさこうえん・いちだいこうえん・う

座候︒

成軍事︑國家の爲眞に大賀の至に御

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相

十一407國国
えのこうえん・しぼこうえん・だいこ

公園﹇▽あさ

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

うえん・ひびやこうえん

公徳とは公衆の衛生を重 こうえん︻公園﹈︵名︶5

品を大切にする等︑総べて衆人の利

十一一986図

みることもそれですっかり分りまし

害を考へて其の行爲をつΣしむ徳義

してみて︑禮儀・作法をわきまへて

ことを知りました︒︵略V︒あれの温

た︒︵略V︒それで注意深い男といふ
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こうぎょう
こうか

十二盟9図 例へば激育・衛生等自治

こうか﹇効果一︵名︶1 効果
團髄の事業は︑地方人民の一般に之
を尊重し︑之に協力するによりて︑

始めて其の効果を全うすることを得
べきなり︒

こうか﹇高価﹈︵形状︶1 高償

︵略﹀︑一千四百九十八年

の航海を試みしが︑︵略︶︒

十二808図

に達し︑︿略﹀︒

坑外

第三回の航海に於て︑オリノコ河口
こうがい﹇坑外﹈︵名︶1

航

十625図獲掘シタル銅鑛ハ︑︵略﹀坑
外二運ビ出シ︑之ヲ選懸場二送ル︒
海業

e

航海の話⁝◎

航海の話⁝e

こうかん・す﹇交換一︵サ変︶2
肉ースル蝉

交換ス

十m3図

ジングウ

イハレ

其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余

ノ地無シテ︑ 神功皇后以後︑ シバ

其の後吉野の朝の皇居と

︿皇居ヲ定メ給ヒシトコロ︒

十一52図

︵略﹀︑世間の交際をも外

公共号ち

なりしは人の能く知る所なり︒

ほうこうきょう

さず︑慈善の事業にも上分の資を投

十二9210口繭凶

公徳とは︵略﹀︑公共の

ずべく︑公共の事業にも後れを取る

べからず︒

物品を大切にする等︑総べて衆人の

十二984図

公吏・議員等直接公共の

利害を考へて其の行爲をつΣしむ徳

義をいふ︒

事務に遷る者︑如何に其の職務に忠

保己一ハ︵略V︒︵略﹀︒アル 十一一幽3図

夜弟子ヲ集メテ︑書物ノ講義ヲセシ

八441

孝経

工業うき

今ハ工業モ大イニヒラケ

毎日の食物のにたきから種々

テ︑エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

六811︹図

よう・むしののうこうぎょう

かいこうぎょうちゅう・しょうこうぎ

こうぎょう﹇工業﹈︵名︶5

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

十二9610図 孝経に掃く︑﹁身を立て︑

こうきょう︻孝経︼︵名︶1

︵略V︒

は︑︵略﹀︒其の土地に廣狭の差あり︑

我が國の地方自治團艦

廣狭

實なるも︑︵略V︒

正行コノ度ハサイゴノ合戦

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑︵略︶︒

七58図

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ
ルヤウ︑︵略﹀︒

十二皿3図

保己一ハソレトモ知ラズ︑ こうきょう︻広狭﹈︵名︶1

此の頃の術科は分隊教練
術科に關する説明に御座候︒

にて︑學科は讃法の講義及び毎日の

十577國團

講義ヲツ寸ケタレバ︑︵略V︒

七244図

時︑︵略V︒

七242図

こうきょう﹇公共﹈︵名︶3

サレバ何レノ國ニチモ︑世

ノ進ムニシタガヒ︑或種類ノ物品ヲ

九8810図

定メテ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ
我が國ノ紙幣ハ︵略﹀︒之

交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒
九913図

ヲ日本銀行山持行カバ︑何時ニチモ
高貴

金貨ト交換スルコトヲ得ベシ︒

﹁農は人の職業中最も
といへるワシント
ンの言味はふべし︒

なるものなり︒﹂

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

十二473図囹

︵略﹀幼時より海事を好 こうき︻高貴︼︵形状︶1

九762図︵略﹀︑五年・十年ノ後記ハ︑ こうかいぎょう︻航海業︼︵名︶1

鯨程ノ金高トナリテ︑ヤ︑高便ナル
十二745図

後悔す

み︑十四歳の時より既に航海業に從

必 要 品 モ 買 フ コ ト ヲ得ベク︑︵略﹀︒
てうせん

事せるコロンブスは︵略﹀︒

も じ

こうかい﹇黄海﹈︹地名︺2 黄海

十二544図 門司にて乗船し朝鮮海峡
︽ースル︾

こうかい・す﹇後悔︼︵サ変︶1

十一699図
人なり︒

︽ースル︾

こうかい・す﹇航海︼︵サ変︶1

航

巡洋艦ハ︵略V︒︵略V︒

こうかいちゅう︻航海中﹈︵名︶1

ルコトヲ得︒

︵略﹀︑大ナル速度ニテ長時間航海ス

十一334図

航海ス

悔することなき者は幸福にして賢き

醸したる事に過なく︑後 こうぎ﹇講義︼︵名︶3 講義

を過ぎて︑責海を西北に航すること
約二日間にして大連に着す︒

十二57図黄海
十一536國儀式・公會等ノ累除テ談

こうかい︻公会︼︵名︶1 公魚
笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風
ナリ︒

こうかい

こうかい﹇航海一︵名︶6 航海号はつ

る明治丸の船長は︑︵略﹀︒

七804図 長き航海を終へて蹄り顧れ

皇居
正成戦死シテ後ハ︑︵略﹀︑

こうきょ﹇皇居︼︵名︶5
︵略﹀︑又航海中の船は早 七54國

天皇ハ吉野山ノカリノ皇居ニウツリ

◎

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居

く港に入りて難を避くることを得る

第二十四

航海の話

七55図

タマヘリ︒

第二十五

航海の話

航海の話
七目12

第二十四

こうかいのはなし︹六名︺4

なり︒

十ニー810図

︵略V明治丸の船長は︑︵略﹀︑ 海中

航海の話をなしたり ︒

七805図

七813園 私は年中航海をしてみるも
のですから︑少しそのお話をいたし

七目13

第二十五

ませう︒

七803

﹁航海といふものはかうい

ふ面白いものですが︑又時にはおそ

七844

七847囹

ろしい目にあふこともあります︒

十二807図 其の後コロンブスは数回

こうこうしゃく
こうぎょう

390

の工業まで︑火の力を要することは
数へきれない程多い ︒

心の獲動にして︑︵略V︒
クワウギョク

ソ

ガノイルカ

クワウ
今ヨリ千一﹂百年ノ昔︑ 皇

こうぎょくてんのう﹇皇極天皇︼︹人名︺

ギヨク

極天皇ノ御代︑蘇我入鹿勢ヲホシイ

八497図

八765國北アメリカには合衆國とい 一 皇極天皇
ふ國あり︒農業・工業・商業共に盛
イギリスは︵略V︑商業・

エミシ
マ︑ニシテ︑父蝦夷ト土ハニ不忠ノフ

にして︑國甚だ富め り ︒

高下

八773図

こうげ﹁高下︼︵名︶2

ルマヒ多湿リキ︒

多し︒

．工業いつれも盛に︑海軍強く︑商船

物の償の高下は主として

攻撃す

︽ースル・ーセ︾

こうげき・す﹇攻撃︼︵サ変︶3

攻撃ス

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

十二581図

安嘉日は奉天より鴨緑江
孝行

の江口に近き安東縣に達して︑︵略V︒

我が死ニタル後モ︑︵略﹀︑

こうこう﹇孝行﹈︵名︶2
七29ロコ凶園

忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御摩メニ

が

いほりもかうは孝行の

ツクスベシ︒汝ノ孝行コレニスギタ
ルコトナシ︒﹂
ぞ

七449國図

皇后準じん

かうろほう
﹁香占卜

ある雪の朝︑皇后は美しき

ぐうごうごういご・てんのうごうごう

こうこう﹁皇后﹈︵名︶6

うなりき︒

八54國

皇后の御感一入なりきと

皇后

︵略V︑皇后さまがかひごをお

︵略V︑数千年もへたらんか

こうこうしさ︻神神﹈︵名︶1神々しさ

かひあそばすためでございました︒

五368

さま

ごうごうさま﹃皇后様一︵名︶1

り︒

スを引見して︑厚く其の寸功を堕せ

十二805図 ︵略﹀︑皇后も亦コロンブ

者︑口々に語り合へり︒

をあざける者︑皇后の無謀をそしる

十二771國 ︵略﹀︑コロンブスの嘉暦

の大探検を行ふに至れり︒

の知る所となり︑其の保護の下に此

十二765國

︵略V︑遂に皇后イサベラ

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ

いすばにや

十二739図 ︵略﹀︑彼をして其の志を

そ︒

十171﹇図

︵略V︒

の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑

御庭の雪景色を御覧じて︑

十168図

十︸339︹図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二丁． りょうへいか

我は急に其の前路をさへ

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒

十二73図

ぎりて攻撃せしかば︑敵の発艦皆多

夜に入りて︑我が騙逐隊

大の損害を受け︑︵略V︒

十二77図

てい
・水雷艇隊は

十二4910図國焼物類は︵略V︒ 漆器十︻918図
需要と供給との關係によりて定まる

︵略V︑無二無三に攻

は︵略﹀︒世界無比なる覇業の名

高下ス

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

こうけん目▽いのうこうけん
あふりよく

テ物償ノ高下スルモ亦相同ジ︒

易モ︑︵略﹀︑需要供給ノ原則弓田リ

十二513図

穴ースル専

こうげ・す﹇高下﹈︵サ変︶1

檬となれり︒

撃せしかば︑敵艦隊は四分五裂の有

上元帥より下一得に至る

全山花の雲に包まれた

光景

まで︑官職の高下︑就職の新醤によ

十二皿2図

ものなり︒

我が工業のほこりにて︒

は海外にヤ貸うけり︑やぎ出し蒔縮
の精巧も

こうぎょう︻功業﹈︵名︶1 功業
りて上下の分別最も正し︒

し︒

工事
フランスは︵略﹀︒早くよ

種々の模様を工夫し︑又麗

働蜂の武器は髄の後方に

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

禦にも常に之を用ふ︒

十二488図圃

い
ちて山を鋳る︒

侯爵

こうげき︻攻撃﹈︵名︶1 攻撃n▽いか
曾我兄弟に知られたり︒
と思はる＼老木枝をまじへて︑高く
かう
いえいこうげき・すいらいこうげき
こうこう﹇三六︼︵名︶1 磧坑
天をつく︒その神々しさいはん生な
さ ど
し︒
古く知らる﹂佐渡・生
かう
野︑其の他無数の磧坑は 山をう方
こうこうしゃく﹇公侯爵﹈︵名︶1 公

十一86図

においては極めて大切なる事とす︒

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

十501図

り工藝・美術の登達したる國なり︒

八782図

こうげい﹇工芸一︵名︶2

光景を呈す︒

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき

十二431図

熔岩の光︑火山灰及び水 こうこう︻江口﹈︵名︶1 江口

る吉野山の光景まのあたり見るが如

十﹇15﹇図

こうけい︻光景﹈︵名︶2

︵略V︑功業を成し︑公盆

を廣むるも︑鞘堂無爲にして一生を

十一6710図

終ふるも︑︵略﹀︒

此ノ銅山 ハ ︵ 略 V ︒ ︵ 略 ﹀ ︒

こうぎょう﹇鉱業﹈︵名︶1 偉業
十632図

此ノアタリ︑︵略V︑鑛業ノ盛大ニオ
モムクト共二次第二獲達シテ︑︵略﹀︒

汽車・汽船・電車等の交

︵名︶1 公共螢造物

こうきょうえいぞうぶつ﹇公共営造物一
十一一998図

通雲關︑博物館・圖書館等の公共螢
造物に在りては︑敏速と規律とを尊
ぶ も の な れ ば ︑ ︵ 略V︒

又産業組合を設け︑慈善

こうきょうしん﹇公共心︼︵名︶1 公
十一一獅2図

共心

事業を起し︑若しくは青年會を組織
して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人
心の作興に務むるが如きは︑皆公共
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こうこうす一こうし

十二鵬4図 貴族院は五種の議員を以

航行す

て之を組織す︒皇族・公侯爵︑同爵
の 互 選 せ る 伯 子 男 爵︑︵略﹀︒

こうこう・す﹇航行﹈︵サ変︶4
和船の大なるは︵略﹀︑近

︽ーシ・ースレ・ーセ ︾

十一271図
ほばしら

大小幾多の軍艦は︵略﹀︑

海を航行すれども︑橋はおほむね一
本なり︒

十一292図

遠く四方に航行して︑到る慮に國光
︵略﹀︑こ﹂にて船禮に修

をか買やかせり︒

十二778図

繕を加へ︑九月六日更に西へ向って
航行せり︒

十二778図 是より先は未だ航行せし
ことなき大洋なれば︑乗組の人々も
次第に不安の念を生ぜり︒

こうこく﹇広告﹈︵名︶5 廣告

十344 外國の高商會で新聞紙に店員
面立ハ商業獲展ノ有力ナ

入用の廣告を出した ︒

ル手段ナリ︒

十一一526図
近年各國商人商談・ヒテ其

事ニアラズ︒
こうこく﹇皇国︼︵名︶1

皇國

からふと

湾及び樺太を除きて凡そ五百五十萬
町歩あり︒

︵略﹀︑善良なる耕作用の

こうさくよう︻耕作用︼︵名︶1耕作用

今日の急務なり︒

十二465國

﹁皇國の興慶此の一戦に

牛馬︑︵略V等を供給せんこと︑實に

あり︒各員一旦奮拗努力せよ︒﹂

十二58値覇凶

廣告

こうこく・する︻広告︼︵サ変︶1
する 肉iシ︾

日本一の高山は毫濁の新高

︵略﹀︑﹁二月何日︑初航海を こうざん﹁高山一︵名︶2 高山
たいわん
山なり︒

十13図

九321

といふことを新聞紙に思詰し

十15図昔より富士は日本一の高山
と聡せられしが︑︵略︶︒

︽ーシ︾

九64図

尊はなほも進みで北に向ひ

身分相當の交際は家を保 こうさん・す︻降参︼︵サ変︶1 降参す

交際

するから︑何人にも乗船の望に慮じ
る︒﹂
たが︑︵略﹀︒

十二927図

こうさい﹇交際﹈︵名︶2

親類・縁者はもとより︑

つ上にも必要なり︒

十二929図

し

孔子

給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑

そ

東國ことぐく平ぎたり︒

こうし

こうし
こうし﹇孔子一︹人名︺17 孔子

き︒

十二9310図

せい

孔子事へて吏となりし

職を退きし

後も弟子の道を問ふもの盆≧多かり

に︑ 治績大いに漁り︑

き︒

十二943図齊の景公も胆道を孔子に

問へり︒

父父たり︒子子たり︒﹂とは孔子が

十二945図 ﹁君君たり︒臣臣たり︒

或時評の臣景公に告げ

景公に激へたる語なり︒

十二948図囹

て曰く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を

其の時齊の有司進みて戯

危くすることあらん︒﹂と︒

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる

十二952図

ものありとて之を止めしむ︒

此の會に於ける孔子の行

しん

動は二相如が秦王を冒したるとは異

りんしゃうじよ

十二957図

なり︑︵略﹀︑孔子は義を以て人を動

まくら

孔子曰く︑﹁疏食をくら

︵略V︑相如は氣を以て人

かせしなり︒
な

智徳の最も圓満に獲達せ

孔子の孫子思の評説を受

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

十二962図

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

十二9510図

て人を動かせしなり︒

を服せりといへども︑孔子は義を以

十二959國

ひ︑水を飲み︑肱を曲げて之を枕と
し

支那幾千年間の人物中︑

孔子は凡そ二千四百六十
ろ
孔子は魯といふ國に生

は孟子なり︒

子と共に其の名盆kあらはる︒

十二9610図孟子死して二千蝕年︑孔

大賢の名あるは孟子なり︒

﹁孔子は年少にして禮 十二962図 ︵略︶︑孔子の道を傳へて

是孔子が十七歳の時なり

を好めり︒我死せば︑汝必ず之を師

十二937図囹

なりき︒

れ︑人と爲り禮を好み︑温良・恭倹

十二935図

年前︑支那の春秋時代に生る︒

十二933図

の︑孔子に如くはなし︒

大聖として徳化の尚今日に著しきも

十二933図

するも︑樂み亦其の中に在り︒

ひぢ

耕作に 十二725國

世間の交際をも外さず︑慈善の事業
にも慮分の資を投ずべく︑︵略﹀︒

耕作
米田は︵略V︒

こうさく﹇耕作﹈︵名︶3
十一383國團

此ノ時諸葛孔明トイフ人

水牛を使用する様も珍しく︑︵略﹀︒

十一魏5図

アリ︑民間二王リテ耕作ヲ事トセシ
ガ︑︵略V︒

十﹇m9図村の財産家に渤業に熱心
なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

十二527図

ノ方法ヲ講ジ︑廣告ノ爲ニハ多額ノ

窟・養蚕・養魚等の模範を示せしを
工作船

以上ノ外︑尚水雷母艦・
有スルモノアリ︒

とせよ︒﹂

現今我が國の耕作地は壼 十二939図

耕作地

工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ

十一351図

こうさくせん﹇工作船﹈︵名︶1

以て︑近年作物の改良も出來︑︵略﹀︒

費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒

十二529図 米國商人が新聞其ノ他ノ
印刷物二依リテ廣告二心ス金額ハ︑

一箇年實二十二億圓ノ多キニ達スト
イフ︒

十二443図

こうさくち﹇耕作地︼︵名︶1

十二5210三塁シ不正當ナル手段・廣
告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル
ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ

こうし一こうす
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こうし﹇公私︼︵名︶1 公私

十二879図 是より暇を請ひて郷里に
婦り︑公私の用を終へて︑再び江戸
に出つれば︑︵略﹀ ︒

こうし﹃孝子一︵名︶2 孝子
老い急る父の望は一

つ︒義勇の務御國に書し︑孝子の答

十︸597図圃

の

我が家にあげよ︒
み

才ナラバ︑君自ラ之二代レ︒Lトイ
ヒシニ︑︵略﹀︒

こうじかんけいしゃいちどう﹇工事関係
工事關係者一同

︵略﹀學校が落成シテ︑︵略﹀︒

者一同﹈︵名︶1
十二346

工事中

︵略﹀︑其ノ他工事關係者一同新校舎
二参集シ︑︵略﹀︒

こうじちゅう﹇工事中﹈︵名︶1

皇室

かΣるたふとき御宮なれ

コ︑ニマウヅルモノ︑誰カ

テ︑

一同校舎ヲ巡覧シタ︒

耕種

こうしゃくうこうこうしゃく
こうしゅ門耕種﹈︵名︶1

我が國は氣候温に︑地味

肥え︑極めて耕種に適し︑米・萎の

十二4310図

栽培は最も早く開けたり︒

せぽかいぐんこうしょう

ヨコス

カ

クレ

十ニー53
我が國ノ造船所デ︑ 最モ
シヤウ
規模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中

高尚

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア

ル︒

こうしょう︻高尚﹈︵形状︶1

人としても自ら高尚なる品格を要す

公衆
十二976図 官位・門地・技術・財
がら
︵略V︑街上に落ちたる硝 産・學問等に於て衆を抜く者は︑個

こうしゅう﹇公衆︼︵名︶4

子の一片を去るも︑公衆の利盆なる

十一6810國
す

るが如く︑︵略﹀︒

皇城

九642図之をはうむりし時は︑︵略V︑

公職↑ち

ながく皇城を守護せしめたりとい

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

ふ︒

こうしょく﹃公職一︵名︶1

墨政の公職に最も適任なる人物を選

十二鵬4図 ︵略﹀︑一般選畢人も︵略﹀

出せざるべからず︒

︵略V︒

︵略V幾千萬とも数知れ

せまるが故に︑次第に行進を早め︑

に︑︵略V︒︵略V︒︵略﹀︑飢餓刻々に

ぬ大群︑長列をなして枯野を横ぎる
き が

十二699︹図

工女ハ常二其ノ自嘲立 こうしん︻行進﹈︵名︶1 行進

工女

守り︑規律を重んずる心乏しき時は
︵略﹀︒

十一862図

こうじょ﹁工女﹈︵名︶2

チ︑書面ズ綜二目ヲ注ギテ︑切ルレ
︵略﹀︑今一僅カニ六七人

バ直チニ之ヲツナグ︒

十二325図

ル彰

こう・す﹃航﹈︵サ変︶1 航す

禽ース

見テ泣カザルモノハ人目非ズ︒﹂ト︒

こうじょ﹃孝女﹈︵名︶1 孝女
こうじん﹇後人︼︵名︶1 後人
ふさ
孝女お房の幼き身を以て 十一姻7図 後人日ク︑ ﹁出師ノ表ヲ

フコトヲ得ベシ︒

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十一87エ図

こうじょう﹇皇城﹈︵名︶1

公徳とは公衆の衛生を重 ＊こうじょう﹇工場一﹇▽こうば

べし︒

十二984國

︵略V等︑総べて衆人の利害

道を行くにも︑舟・車に

を考へて其の行爲をつ﹂しむ徳義を

んじ︑
いふ︒

十二9810図

バ其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ

まうし

孔子と孟子

若し公衆の間に︑規則を ほうこうしょく

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

こうし

第二十三課
たけひらちょういち

十二9910図

衆に封ずる禮儀あり︒

神代はるけき昔より

き我が皇室の大みいつ︒

君臣分は定まりて︑萬世一系動きな

十﹇妬5図圃

御威徳ヲ仰ガザラン︒

十皿7図

ば︑かならずこれを告げたまふ︒

ば︑︵略﹀︑皇室及び國家に大事あれ

八33國

こうしつ門皇室︼︵名︶3

今盛に工事中に御座候︒

十一777図 美濃の養老瀧は孝子の傳 十一377國團 ︷略V︑打撃の築港も唯
説を以て其の名天 下 に 高 し ︒
こ う じ ﹇ 小 路 一 ﹇ ▽ ひろこうじ

こうじ門工事一︵名︶3 工事
︵略﹀︒其の工事 の 絡 費 用 は 百 九 十 七

十36図日本一の大トンネルは︵略﹀︒

船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等

圓 鯨 に し て ︑ ︵ 略 V︒

十ニー510
センキヨ

ヲスル虞ヲ船渠トイフ︒︵略V︒船ヲ

︵略V前軍が落成シテ︑︵略﹀︒

其ノ中二入レテ︿略﹀工事二掛ルノ
デアル︒
十二348

公事と私事

公事と私事
第十課

公事と私事

こうじとしじ︹課名︺2
十二目11

第十課

︵略V︒先ヅ君が 代 ノ 歌 ヲ 歌 ツ タ 後 ︑
町長ハ工事ノ報告 ヲ シ タ ︒

十二372

まうし

孔子と孟子

まうし

こうじ﹇公事﹈︵名︶3 公事

こうし
こうし

私事は輕く︑公事は重し︒ こうしともうし︹課名︺2

十二931

十二373國 古語に﹁私事を以て公事 十二目10 第二十三課 孔子と孟子

十二373図

を す て ず ︒ ﹂ と い へり︒

ぞ私事を以て公事 を 害 せ ん や ︒ ﹂

こうしゃ・ほんこうしゃ

こうしゃ︻校舎﹈︵名︶1

校舎号しん

十二382図園是は公の大事なり︒何 こうじまち ﹇▽とうきょうこうじまちく

十一鵬5図 備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

こうじ﹇後事︼︵名︶1 後事

能く父母に事へたる︑︵略V︑皆後世

工廠号さ

女子の模範とすべき徳行なり︒
シヤウ

こうしょう﹇エ廠︼︵名︶1

︵略V學校が落成シテ︑︵略﹀

落成式が畢行サレタ︒︵略﹀︒式終ツ

十二369

﹁我が子若シタス

クベクンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不

孔明ニユダネテ︑
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こうだいじんぐう
一つ

ず
こ

も じ

てうせん

十二544図 門司にて乗船し朝鮮海挾
を過ぎて︑黄海を西北に航すること
肉ーゼ︾

とすべき徳行なり︒

孝経に曰く︑﹁身を立て︑

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

十二971図

高聲

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

公選す

衆議院は一定の選畢資格

こうせん・す﹇公選﹈︵サ変︶1
穴ーシ彰

十二描10國

を有する臣民の公選したる議員を以
て組織し︑︵略﹀︒

トぎのみこと

あまてらすおほみかみ

神代の昔皇祖天照大神︑

環々杵尊をこの國に降したまはんと

八28図

デ︑實下畑龍骨ニモ︑ ︵略︶

ニモソ

レぐ留具ガアリ︑︵略V痛事

爾側モニ重張ニスル︒

構造分二

こうぞうぶんず﹇構造分図︼︵名︶1

設計圖が出立上ルト︑細密

ナ構造分圖ヲ各工場二合シ︑必要ナ

十今山23

皇族

部分ハ實物大ノ圖ヲ作ツテ︑︵略V︒

貴族院は五種の議員を以

こうぞく︻皇族︼︵名︶1

︵略V︑この御鏡を御神髄と 十二鵬4図

せし時︑︵略﹀︒

に

八22図

兵舎内にては歌をうたふ こうそ﹇皇祖︼︵名︶2 皇祖

田村麻呂は︵略﹀︒︵略V︒ こうせい︻高声﹈︵名︶2

莞ず

約二日間にして大連に着す︒

九6310図

こ う ・ ず ﹇ 嘉 ︼ ︵ サ 変︶1

かばかりの大功あ り し 人 故 ︑ ︵ 略 V ︑

十568圓團
事︑高聴にて談話する事︑︵略﹀等堅

︵略﹀︑旅館にて夜旨く高

て之を組織す︒皇族・公侯爵︑同工

天照大神︑八腿鏡・八坂現

やたのかがみ やさかにの

皇孫

して︑皇祖天照大神をまつりたまへ

ルベシ︒

過ぎず︒

廣大

箱根は︵略V︑慶大なる旅

森林は内地及び北海道

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

くなれども︑総面積の約一割五分前

十二459図

耕地の面積頭大なるが如

テ︑︵略﹀︒其ノ度量ノ廣大ナルヲ知

ルコト七回二及ビシカバ︑賊將歎ジ

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

十一燭6図

林にして︑︵略V︒

に出ては見るを得ざる二大なる天然

十一㎜3圓團

館も少からざれども︑︵略V︒

十741図

こうだい︻広大﹈︵形状︶4

り︒

ば︑これより三種の神器の一となれ

曲玉と共に之を皇孫に授け給ひしか

まがたま

九44図

こうそん︻皇孫一︵名︶1

るが如きは︑文明國民の書すべきこ

高祖

後張良・韓信共二漢ノ高祖
後張良・韓信共二二ノ高祖

ふじむらこうぞうさま

身膿ノ構造ハ極メテ複雑ナ

こうぞう﹇構造﹈︵名︶4

︵略﹀︒

十一2610図

船等其の目的により︑大小・構造千

家の構造は主として寒さを

差萬別あり︒

十一期3

防ぐ様に出來てるる︒
船ヲ組立テルニハ︑︵略﹀︒

︵略﹀︒コレハホンノ大盤ノ構造ノ話

十ニー44

こうだいじんぐう﹇皇大神宮︼︹課題︺

荷足・高瀬・茶船・屋根

ニ全身ノ元氣乳離スルモノナレバ︑

ルモノニテ︑一小部分ノ傷害モ直チ

十787図

構造

こうぞう﹇孝蔵﹈n▽ふじむらこうぞう・

大業ヲ成サシメタリ︒

二仕へ︑︵略﹀︑遂二高祖ヲシテ其ノ

十259図

二面へ︑︵略︶︒

十258図

こうそ﹇高祖︼︵名︶2

の互選せる伯子男爵︑︵略﹀︒

其ノ圖ハ船ノ切面面及ビ

構成

るなり︒

︵略V︒

︵略﹀︑今や全國就學児童

ハ長齢児童百分ノ九十七ヲ越エ︑本

十二3510図

こうせいせき︻好成績﹈︵名︶1

好成績

構成等ヲ何十分ノーニシタ縮圖デ︑

十一一1110

こうせい﹇構成︼︵名︶1

とにあらず︒

聲を諭して︑他人の安眠をさまたぐ

十二993図

其の莞ぜし時︑天皇は深く之ををし
講ず

く禁ぜられ居り候︒

講ズ

み給ひき︒

禽ージ・ーズル・ーゼ彰

こう・ず﹇講一︵サ変︶4

十833図 されば北海道奮土人保護法
と稔する法律あり て ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 農 具 ・
︵略﹀藤香を建つる

等︑厚く保護の方法を講ぜり︒

種子等を給し︑

十二527図 廣告ハ︵略﹀︒近年各回
商人皆孚ヒテ其ノ方法ヲ講ジ︑廣告
ノ爲ニハ多額ノ費ヲ投ズルヲ惜シマ

十二534図 強兵ヲ以テ知ラレタル我

郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成

ズ︒

ガ國ハ富里ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

績ヲ示セリ︒

こうせん

急務ニシテ︑︵略﹀ ︒

勾国庫践
天︑三三を空しうする
なかれ︒時︑萢蓋無きにしもあらず︒

はんれい

十一1510農圃

こうせん

十二969図 孟子︵略V︑ 職國争奪のこうせん﹇勾践︼︹人名︺2
世に在りて︑專ら 聖 人 の 道 を 講 ぜ り ︒
カウヅケ

エチゴ

こうずけ︻上野︼︹地名︺3 上野上野
カウヅケ

辛苦をなめて報復を圖り︑︵略V︑遂

ト ネダケ

九148図 上野ノ東北部︑越後ノ國境 十一169図 ︵略﹀︑越王勾践つぶさに
ナル利根岳ヨリ獲スルサ︑ヤカナル

に呉を滅して會稽の恥を雪ぐことを

得たり︒
こうせん︻口銭﹈︵名︶1

問屋といふのは他人からた
して︑口銭を取る店のことです︒

のまれて︑品物を費つたり買ったり

七147囹

口鎮

細谷川ハ︑︵略﹀︒

九154図 更二東南二流レテ︑上野・
武藏ノ國境ヲ過ギ︑︵略﹀︒

ムサシ

九17図 上野
十二328図 ︵略V︑皆後世女子の模範

こうせい﹇後世︸︵名︶2 後世

こうとう

こうだいじんぐう
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2 皇大神宮
十二4510図

過ぎず︒

又日曜日等には

高地

範として︑職務に勉拗するが故に︑
︵略﹀︒

ヲ相手ノ商業トナレリ︒

日月を要し︑中途の危瞼亦少からざ

十二742國然るに印度との交通は長

れば︑便利なる航路を開かんことは

﹁不作の後なれば︑成る

欧洲人一般の希望なりき︒

十一以1図囹

べく経費を節約したしとの校長の意

十一247図

交通・運輸の便を與ふる

交通機關

倫敦は︵略﹀︑古き都市

にして街路狭ければ︑古風の乗合馬

十二628図

汽車・汽船・電車等の交

車を以て主なる交通機關とす︒

通機關︑博物館・愚書館等の公共管

十二998図

高低

造物に在りては︑敏速と規律とを尊

ぶものなれば︑︵略﹀︒

故二上人目常二全世界二

こうてい﹇高低﹈︵名︶1

於ケル物慣ノ高低二注意シ︑需要供

今や西部縦貫鐵道も全 十二515図

︵略︶も決して座上の空談にあ

諸國に起れり︒空中の交通開始せら
れ︑

らざらんとす︒

部開通致候事とて︑交通の利便いよ

給ノ情況二精通スルヲ要ス︒
カウ

カウテツ

シンチユウ

鋼鐵・眞鍮類

シンチユウ

イ

皇都

大和國ハ久シキ間皇都ノア

木・一草蓋ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

リシ地ニシテ︑昔ナガラノ山河︑一

外国トノ交通少カリシ時 十娚9図

こうと﹇皇都﹈︵名︶1

鋼鐵・眞鍮類ヲ鋳ル盧モアリ︑︵略﹀︒

カウテツ

十ニー26 鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

︵名︶1

こうてつしんちゅうるい﹇鋼鉄真鍮類﹈

リ︒

十一321図戦艦ハ︵略﹀︒︵略﹀︑又
カウ
艦ノ要部ハ極メテ厚キ鋼鐵ニテ包メ

西海岸の眞塁上のみ唯 こうてつ︻鋼鉄﹈︵名︶1 鋼鐵
一の不凍港として僅かに内地との交

十一964母国

く開け︑︵略﹀︒

十﹇369國團

こうつうきかん︻交通機関︼︵名︶2

見によりて豫算を編成したるなり︒﹂

がいこうつう・つうしんこうつう・ま

こうつう﹇交通︼︵名︶9交通﹇▽かい

西洋諸國の耕地が其の総

高地

カウチ

カウチ
﹁一度占領シタ此ノ高地︑

何れ熟

近年は空中飛行器の獲明

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

︵略﹀︑

十一294図

尋ねて低地に下り︑春を待ちて再び

耕

多く︑其の形厭も様々なり︒

地整理
十905國團

れあり候︒

十924國團

て︑︵略V︒

通を保ち居候︒

又豊原より眞岡に至る
間も近時道路新に開け︑交通大いに

十﹁977挙国
便利に相成候︒

はい

リキ︒

比隣ノ如キ今日二於テハ商業ハ世界

十二507図

十ニー87図

夜間は紅燈を赤球に︑緑

東西ノ交通盛ニシテ千里 こうとう︻紅灯﹈︵名︶1 紅燈

代ニハ︑商業ハ殆ド内國二限ラレタ

十二506図

利なる所に御座候︒

且山脈低くして︑東西の交通最も便

︵略﹀の間は最も狭く︑

り︒之によりて用水路の改修行は
くわんがい

て︑水田は乾田となり︑︵略V︒

校長
校長も着剣温厚なる人に

こうちょう﹇校長﹈︵名︶4
十一皿10國

︵略﹀︑生徒も亦校長をし

して︑生徒を愛すること子の如く︑
︵略V︒

十︻螂1﹇図

其の他の教員も校長を模

たふこと父母の如し︒

十一田2図

十一982國團

れ︑灌概・排水其のよろしきを得

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ

十一鯉4図

耕地整理は縣下種村に先

考の上實行せんと申合せ居り候事と

理の必要これあり︑

仰の如く本村にも耕地整

島農學士の耕地整理に關する講話こ

︵略﹀︑農商務省の技師田

こうちせいり﹇耕地整理﹈︵名︶3

山谷に入る︒

めるかもしかの一種は︑︵略﹀︑水を

十二681図東南シベリヤの高地に住 んしゅうせいじこうつう

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒

八876圏

こうち﹃高地︼︵名︶2

れば︑︵略V︒

面積の二割より六割に及べるに比す

八目2 第一 皇大神宮

八11 第一 皇大神宮
皇大神宮

こうだいじんぐう﹇皇大神宮︼︵名︶2

八12図代々の天皇は皇大神宮をた
ふとびたまふこときはめてあつく︑
一

生一度は︑かならず伊勢に参拝せん

國民もまた深くう や ま ひ 奉 り て ︑
い せ
と心がけざるもの な し ︒

八19図 諸子は皇大神宮のかくばか
りたふときいはれを知れりや︒
こうたいしでんか﹇皇 太 子 殿 下 ︼ ︵ 名 ︶

2 皇太子殿下
八845 橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太

﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デアツ
タ︒

御誕生日ダ︒

タンジヤウ

八904囹

こうたまじり﹇小歌混一︵名︶1 小歌
十一265國 小歌交りに老船頭のさを

交り
さし行く乗合舟ののどけさよ︒

︵略﹀︑

こうだん︻講談︼︵名︶1 講談
十5810心意

忠臣・義士に關する講談等もこれあ
り︑面白く二丁に 存 候 ︒

こうち﹇高知﹈︹地名︺1 高知

十﹇18図高知
こうち︻耕地﹈︵名︶2 耕地
くなれども︑総面積の約一割五分に

十二459図 耕地の面積廣大なるが如
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こうふくじ
こうどう

燈を圓筒形に︑紅緑二燈を圓錐形に
代ふ︒

こうどう﹇公道一︵名︶2 公道

縣廃・裁判所・師範學校・

高等女學校等ノ敷地ハ皆昔ノ興福寺

十951図
ノ境内二半リ︒

巡洋艦ハ︵略﹀︒︵略﹀︑

十二m10図 ︵略V︑小さき信義を立てこうどう・す﹇合同︼︵サ変︶1 合同ス
飛ーシ彰

ふ み まよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は
十一332図

コトアリ︒

こうとく︻公徳﹈︵名︶3

國民各自の行爲をつ﹂し

公徳

時二戦艦ト合同シテ敵ノ主力ト戦フ

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る
﹁此の五箇條は天地の公

べからずと諭し給 ふ ︒
十一一田3図

りん
道︑人倫の常経なり︒行ひ易く︑守

十二983図

たかなわせんがくじ

の絶ゆることなし︒

うりふ

︵略﹀︑片岡・出羽・瓜生

で は

こうび﹇後尾﹈︵名︶1

つく︒

カンテラノ光ヲ便りニ数千

こうふ︻坑夫﹈︵名︶1

こうふく︻幸垣︵名︶4幸福

止ム時ナシ︒

人ノ坑夫が銅鑛ヲ掘取ルコト︑書夜

十622図

坑夫

・東郷︵少將︶の諸隊は敵の後尾を

十二63図

後尾

四十七士の事蹟は︵略︸︑

東京高輪泉岳寺の墓前には今尚香花

十二862図

カウノモロナホ

ノ富麗高師直六万人ノ大兵ヲヒキヰ

工場うかくこ

テ來リ攻ム︒

こうば﹇工場一︵名︶1

エ場ニハ色々アル︒鐵ヲ鍛

うば・ぼうせきこうば
十一一126

フ鍛工場モアレバ︑︵略﹀︑又木製ノ

興慶

器具類ヲ製造スル木工場モアル︒

紅梅

出ス外ハナイ︒

白イノモコウバイモア 八157 人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ

コウバイ

﹁皇紀の興野此の一戦に

こうはい﹇興廃﹈︵名︶1
十二58図
あり︒

格を高むる所以なりといへども︑殊

二453

こうばい﹇紅梅︼︵名︶2

に他國人の注意を引くものは社會の

り易し︒﹂

こうどう﹇行動﹈︵名︶2 行動
テイ
十一314図 水雷艇ニハ︵略︶ノ如ク
公徳及び國民の度量なりとす︒

み︑品格を重んずるは即ち飢民の品

鳥ノ名ヲ用ピタリ︒其ノ敏速ナル行

永遠の幸福を望む者は一

時の勢苦を忍ぶべし︒

十二707図

幸福如何ゾヤ︒

ル所ナルベシ︒將來本校二三ブ者ノ

其ノ注意ノ周到ナル︑縣下マレニ見

色香も深き 紅梅の 枝 十二368㎝凶 本校舎ノ建築ハ︵略V︑

花の名より取れる桃色・紅
紅白

立文の獲展を期するは一なり︒

基づきて︑其の團農の幸福を進め︑

櫻も咲け 十一一期5図 ︵略V︑地方自治の精神に
皆一時に紅白の

︵略﹀︑山々の

こうはく﹇紅白﹈︵名︶2

梅色・藤色・櫻色︑︵略﹀︒

十488図

こうばいいろ﹇紅梅色﹈︵名︶1品目色

にむすびて︑︵略﹀︒

九916図國

リマス︒

動ハ鳥ノ空中ヲ飛行スル如クナレバ

公徳とは公衆の衛生を重

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

十二984図

品を大切にする等︑総べて衆人の利

ナルベシ︒

孔子は禮に反せるものありとて之を

十二958図︵略V戯樂を奏せしかば︑

しん

害を考へて其の行爲をつ﹂しむ徳義

りんしゃうじよ

止めしむ︒︵略V︒此の會に於ける孔

をいふ︒

市街・道路を不潔にし︑

八357図圃

ば︑梨・すも＼

﹁紅白花

香花

︵略﹀︒

ヒ

歯したる事に過なく︑後

興福寺

興福寺ノ五重塔高ク其ノ北

ト

シテ藤原不比等ノ建立セシトコロ︑

フ

ニソビユ︒此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺ニ

十942図

こうふくじ﹇興福寺﹈︵名︶3

人なり︒

悔することなき者は幸福にして賢き

十一699図

春の初に降るのは一雨毎に花こうふく門幸福一︵形状︶1 幸福

うるはしさ︒

花のながめの

︵略﹀︒

公ーシク︾

こうば・し︻香︼︵形︶1

たどり行く細路つたひ︑
こうばな﹇香花﹈︵名︶1

はや︑かうばしくきのこにほへり︒

八89図圃

かうばし

は開く煙雨の中︒﹂といふ景色は︑

をもよほすかとうれしい︒

九676

をけがし︑公園の樹木を折取るが如

坑内

品格を傷つくるものなり︒

きは︑公徳の低きを示し︑大國民の

官僚・學校・神社・三顧等の建築物

十二988︹図

子の行動は藺相如が秦王を諄したる
とは異なり︑︵略︶︒

カウ

此ノ銅山ニハ謡講ノ大坑道

こうどう﹇坑道﹈︵名︶1 坑道号だい
こうどう
十62ーロ︒凶

タテカウ

十625図

こうない︻坑内﹈︵名︶1

アリ︒其ノ左右上下無二無数ノ坑道
アリ︑又上下二通ズル大ナル竪坑ア

カウノモロナホ

高師直

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑アル年三

七56図

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居

こうのもろなお︻高師直﹈︹人名︺一

坑外二期ビ出シ︑︵略V︒

或ハ坑内二敷キタルレールニヨリテ

獲掘シタル銅鑛ハ︑︵略﹀︑

リ︒

﹁私も子供の時には毎日こ

こうどう﹇講堂﹈︵名︶1 講堂
七809園

の學校へ通って︑︵略V︑この講堂で
お話を聞いたりしてみたのです︒

︵名︶1 高等女學校

こうとうじょがっこう﹃高等女学校﹈

獣ならば︑かくして食
ず︒

かうべ
こうべし﹁神戸市﹈︹地名︺1 神戸市

へ︒しと︑足の指に魚肉数片をはさ

十二872図

高等女學校等ノ敷地ハ皆昔ノ興福寺

十﹁774図

十951図縣懸・裁判所・師範學校・
みて良雄の面前に出す︒良雄平然頭

−

神一戸山巾水道

こうべしすいどう︻神戸市水道︼︵名︶

神戸市に近き布引瀧は雌

かうべ

ノ境内二死リ︒

雄二爆あり︒

工兵

を低くして之を食ひ︑からくと打

十977國︵略V︑東二春日・三笠・若
笑へり︒

こうへい門工兵︼︵名︶3

かうべ

神戸市に近き布引瀧は

︵略︶︒︵略﹀︒市民遊覧の地にして︑

九2410図 工兵は陣地をきづき︑道を 十一775図
開き︑橋をかけ︑鐵道を造り︑電信

後方

又神戸市水道の源たり︒

歩兵・騎兵・砲兵・工 九254國 又別に輔重兵ありて︑後方

しちよう

こうほう﹇後方﹈︵名︶4

を通ずる等︑もっぱら技術の事にし
たがふ︒

九255図

兵・轄重兵は何れも職争に必要にし

働蜂の武器は膿の後方に

三笠山ハ此ノ神社ノ後方ニ

より兵糧・弾藥等を運ぶ︒

十962図
アリ︒

其の後方の山々は︿略﹀︒

興亡

歴史は長き

こうぼう﹇興亡︼︵名︶1

十二261國塵

十二792國

如法
︵略﹀︑朝の二時頃﹁陸﹂

こうほう﹇号砲︼︵名︶1

け蒸しぬ︒

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

七百年︑

十二568図︿略﹀旅順口に達す︒︵略﹀︒

ある鋭利なる針にして︑︵略﹀︒

二箇旅團の歩兵にそこばく 十一86図

て︑．其の任務には崇重の別あること
なし︒

九267図

の騎兵・砲兵・工兵・輔重兵を加へ
たるものを隠構といふ︒

公平うし
︵略﹀︑市町村長・参事會

んせつこうへい

こうへい﹇公平﹈︵形状︶1
十二鵬4國

員等の其の事務を虞署するも︑議員

公

の経費を議するも︑亦常に此の公平
なる精神を以てすべし︒

こうへいむし︻公平無私︼︵名︶2

はいしい︑あゆ

ばかばか︑走れ

シグマトイフ熊ハ小馬ホドア

犬の種類はすこぶる多し︒

カが強ウゴザイマス︒

大なるは小馬の如く︑︵略﹀︒

功名

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る

十一鵬10男の冠をかぶり︑︷略﹀︑小

と︑︵略﹀︒

併し今の職争は昔とちがつ

こうみょう﹇功名﹈︵名︶1

孔明うし

て︑一人で進んで功名を立てる檬な

九226園

ことは出來ない︒

こうめい﹇孔明﹈︹人名︺19

劉戸惑ク孔明ヲ信頼シ︑

ょかっこうめい

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑︵略﹀︒

十一麗8図

備サトシテ日ク︑﹁我

孔明︑劉備二事へ︑出一ア

ノ孔明アルハアタカモ魚ノ水アルガ

十一魏9図圏

如シ︒

十一m2口凶

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

十二醜1図

ず︒

びて︑手の舞ひ︑足のふむ所を知ら

先頭の一群が獲せる號砲に︑人々喜

十一鵬5︹図

分シテ其ノーヲ保タシム︒

シヨク

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑遂二備

任者を畢ぐるを知りて︑其の他には

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒︵略﹀︑

候︒﹂とて︑之を洗ふに白髪の頭と

シ不才ナラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂

こうま

十一鵬7図 ︵略V︑孔明涙ヲ流シテ︑

孔明ニユダネテ︑﹁我が子︵略﹀︒若

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天下ヲ三

なれり︒

何等の私心を有せざるなり︒

トイヒシニ︑︵略﹀︒

九

こうま

十二814 頭には霜をいた玄き︑身に

十二㎜3國

三目10

こうま︻小馬﹈︵名︶5

小馬

こうま﹇小馬﹈︹課名︺2

はつ雲れをまとひ︑やせ衰へた艦を

三254曳こうま

︵略V︑一般選華人も亦公

義足に支へて︑ ︵略V老人の辻音樂

平無私の精神を以て参政の公職に最

平無私

．、挫

草等ノ山々相連リ︑其ノフモトニ大
降服す

佛殿・興福寺高ク ソ ビ エ ︑ ︵ 略 V ︒

こうふく・す﹇降服﹈︵サ変︶1
飛ーセ層

十二810図 敵今は逃れぬところと箆

興復ス

︵略V其の部下と共に

悟したりけん︑ネボカトフ少將は白
旗をか﹂げ︑
降服せり︒

こうふく・す﹇興復﹈︵サ変︶1
︽ーセ︾

十一姻4國 孔明口前ヲ攻メテ支那中
央ノ地ヲ取り漢朝ヲ興復セントシ︑
︵略﹀︒

温泉の諸種の病を治する

こうぶつ﹇鉱物︼︵名︶1 鑛物

十727図
は︑た買に其のふくめる鑛物の効の
みならず︑︵略﹀︒

こうべ︻神戸﹈︹地名︺1 神戸
十一18図 三戸
悲しきは老の白髪なり︒﹄

こうべ﹇首﹈︵名︶3頭
十545國

殺姦ζ遺嘱謄

も適任なる人物を選出せざるべから

翼に自治の精神に富める

駕ll灘毒

師がある︑

といひしにたがはず︑墨を塗りて

、

し
い

、

ぱ
か

｝っ

種ウト
類ゴイ

P↓

六

七

こうめい

こうふくす

396

397
こうりよく

こうめいせいだい

﹁臣アヘテ死力ヲ 鑑 シ ︑
ベシ︒﹂ト答フ︒

忠節ヲ致ス

之中事

十一鵬8図園 備又其ノ子二向ヒテ︑
﹁汝ハ孔明ト共二 事 二 半 ヒ ︑
フルコト父二事フ ル が 如 ク セ ヨ ︒ ﹂
トイフ︒

十﹁脳1図 孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

ギ

盆之心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ
審シテ憂ラズ︒

十﹇翅3図蜀國ノ魏・呉二強國ト相
封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

ス︒

十﹇燭5図

後仲達︑孔明ノ母上ノ跡

又魏軍ノ二二攻入リシ

﹁孔明一天下ノ奇才ナ

ヲ観テ︑﹁孔明ハ天下ノ奇才ナリ︒﹂
ト歎ジタリ︒

十一螂6図画
リ︒﹂

十﹇鵬7図
時︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ祭り︑︵略﹀︒

1

公明正大
公明正大ニシテ︑心中一

こうめいせいだい﹇公明正大︼︵形状︶

十一528國

ノ行ヲツ︑シミ︑上︑天上恥ヂズ︑

ヨク笑ハント欲スルモノハ︑常二其

鮎ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒︵略﹀︒

央ノ地ヲ取り漢朝ヲ興復セントシ︑

十一期4図 孔明ハ魏ヲ二重テ支那中

バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

︵略﹀︒

ト問

︵略V︑軍人たる者は一途

輕き公社なかるべからず︒

こうもはん﹇好模範﹈︵名︶1

モケモノデモナイカラ︒﹂トイツテ︑

﹁亡命ハ鳥デハナイ

ソノ時言ウモリガケモノノ方

ドチラヘモツキマセンデシタ︒

五548
へ行キマスト︑

カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

七138園

小竿といふのは商人から

小量をする商人を小男商人

品物を使ふ人にすぐに費渡すことで

す︒

といひます︒

七139囹

公吏

公吏・議員等直接公共の

こうり﹇公吏︼︵名︶1

下呂暗キ所ニヒソミ︑日暮 十二期3図

鳥ナキ里ノカウモリ︒

事務に當る者︑如何に其の職務に忠

九538図

六432

實なるも︑

くんば︑︵略﹀︒

一般人民の之を歩くるな

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ

廣野

シテ︑︵略﹀︒

自責をする商人を小費商人

小費店

卸費といふのは品物をたく

こうりゅう︻江流︼︵名︶1

渡すことで︑︵略V︒

江流

さん持ってるて︑小三舞へ大口に費

七142囹

こうりてん﹇小売店﹈︵名︶1

といひます︒

七141圏

小賞商人

満目の廣野雪に埋れて食こうりしょうにん︻小売商人︼︵名︶1

こうや︻広野︼︵名︶1
十二6810國

其の他森林は氣候を和げ︑

効用

物の訣乏せる頃に至れば︑︵略V︒

十1010図

こうよう︻効用﹈︵名︶5

土砂の流出を防ぎ︑神社・唐土又は
名勝の地に一種の風景を添ふる等︑
其の効用あげて数ふべからず︒

森林の効用かくの如く著し
きを以て︑︵略﹀︒

十111図

時としては幾千萬とも敷

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

物の儂は効用あること 十二695國
と︑随意に得られざることとにより

十﹇906図

霞浦・北浦等ノ合流スルア

こうりゅう・す﹇合流︼︵サ変︶1 合流

り︒

流を見るが如き翠黛を呈することあ

ぎるに︑︵略V︑あたかも洋々たる江

故に随意に得られざるも

て生ずるものなり︒

街路は掃除最もよく行き 十﹇908図

のなりとも︑効用なきものは債ある

ぶるい

こうりょう

号ほうせきこうりょうけん

タリニハ名勝ノ地少カラズ︒

九171図

︵略V︑効用あるものなり ス 会ースル贈

ことなく︑︵略﹀︒

ることなし︒

とも︑随意に得らる﹂ものは亦憤あ

十一908図

とゴきて︑衛生・消防を始め︑近世

︹課名︺2カウモリ

こうり﹇小売﹈︵名︶3

こうらい←ここうらいくださる

こうもり嬬魑

の好模範たり︒

り︒此の貼より見れば眞に近世都市

の學術を慮用せる百般の設備皆具れ

十二624図

好模範

に忠節を重んじ︑國家の大事に際し
こう
ては︑身命をすつること鴻毛よりも

十二班8図

内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒
こう
こうもう﹇鴻毛﹈︵名︶1 鴻毛

下︑二二恥ヂズ︑外︑人二恥ヂズ︑

臨ミ︑憂軍慮ジテ︑智謀百出セリ︒

十一蝦9図 孔明ハ沈着ニシテ︑十二
︵略V︑孔明謀ヲ以テ其

﹁ 此 ノ 軍 備ヲ何ト見ル︒﹂

ノ將孟獲ヲ捕へ︑蜀軍ノ陣螢ヲ示シ

マウクワク

十一狙10図

テ︑
フ︒

十﹁鵬2國 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
ビ職ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒

十一獅7図 孔明ハ嚴正ニシテ甚ダ規
律ヲ重ンジタリ︒
パショク

十一晒8図 或時將軍馬談︑孔明ノ軍
令ニソムキテ大敗 ス ︒

カウモリ

十一塒8図 孔明︑護ノ蕾功ヲ惜シミ

カウモリ

十二鵬3図

墨筆の決議一致すとも︑

小費と卸費とはどうちがひ こうりょく︻効力﹈︵名︶1 効力

小費

五目6 第十八

ますか︒

七137園

五527第十八

カウモリ
カウモリハ﹁私ハ鳥デ
︵略V︑

︻騙魑 ︵名︶4

涙ヲフルツテ之ヲ斬り︑又自ラ責ヲ

五53エ

こうもり

シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑
引イテ位三等ヲ下セリトゾ︒

十一鵬1図 孔明魏軍ト封陣ノ中二卒

こうりょくにとう一こえ
398

天皇の裁可を経ざれば其の効力を生
ぜざるなり︒

紅緑二燈

こうりょくにとう﹇紅緑身受﹈︵名︶1
夜間は紅燈を赤球に︑緑

燈を圓筒形に︑紅緑二燈を圓錐形に

十一一188図

代ふ︒

こうりん←ここうりん
ごうれい﹇号令﹈︵名︶1 號令
た號令に︑船ははや方向を轄じて︑

十646 船長の落ちついた力のこもつ

峯

ほう

香画具

かうろ
こうろほう﹇香炉峰﹈︹地名︺2 香櫨

﹁香煽

ある雪の朝︑皇后は美し
かうろ

き御庭の雪景色を御覧じて︑

十169図圏
ほう

峯の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑

︵略﹀︒

と

頭町樂天の詩に︑﹁香砂中

の雪はすだれをか＼げて見る︒﹂

十173図

口論

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ
しを︑︷略﹀︒

こうろん﹇口論一︵名︶1

來る八日講話會これあ

り候由にて御誘ひ下され有り難く存

十922國團
候︒

こうわかいのあんないぶん︹課名︺2
十目12

第二十五課

講話會の案内文

講話會の案内文

講話會の案内文

第二十五課

港濁

十902

こゑ聲﹇▽

或ハ敵ノ港潜及ビ軍艦ノ

こうわん﹇港湾﹈︵名︶1

十︻327図

コエ

情勢ヲサグリ︑︿略﹀︒

こえ﹇声一︵名︶45

さていよく馬を受取る段 おおごえ・なきこえ・ばんどうこえ・
ひとこえ・みこえ・むしのこえ・よび

十︻475

になって︑大將は今少しまけぬかと

北へ向って走る︒

こうろ︻航路一︵名︶3 航路
な

こえ・わらいこえ

し

いふ︒馬主はもう一文も引けぬとい

あ

め

り

か

よ

うつ

︵略﹀︑又支那沿岸はおろ

二215

十一288國

ふ︒段々口論の末︑大事は怒って三

ぱ

二285

大キナコエ ヲタテ

サヘヅリナガラ︵略﹀︒モウ

︵略﹀一どうのものが︑た

た虫も︵略V︑もうなくこゑも

四273 くさのかげにないてゐ

あんな小さなからだで︑

きこえません︒

四657

あんな大きなこゑの出るのが

ふしぎです︒

昔からうめにうぐひす

四662 羽の色は︵略﹀︑なくこ
ゑはまことにかはいらしうござ

います︒

といって︑︵略V︑あんなうつくし

四666

役人は後からこゑをかけて︑

いこゑでなきはじめます︒

五268

﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬす人はそ

あきの夜長を鳴き通す︑あ

の方にきまったぞ︒﹂

秋の夜長を鳴き通す︑あ

N︑おもしろい轟のこゑ︒

五617圃

した︒

勝負が一番スムト︑ワアツト

見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

一人の年取つた男がこゑを

そろへて︑そのあとについて歌ひま

六761 ︵略﹀︑わかものどもはこゑを

と︑︵略V︒

はり上げて︑木やりの歌を歌ひ出す

六757

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

六143

ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒

ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音

五703

ホメルコエガキコエル︒

五702

㌧︑おもしろい贔のこゑ︒

ケサハカラスノナクコ 五628圃

テ︑トビダシマス︒

イレルト︑

ワタクシヲヒノナカヘ

か︑印度・南洋より亜米利加・欧羅

千圓の金を地に投げつけた︒

︵略﹀︑海岸も海水厚く こうろん﹇公論﹈︵名︶1

しかして萬機公論に決す

公論

巴の航路をも開くに至れり︒

十一963國團

十二鵬1図

エモ︑スズメノナクコエモ︑

凍結し︑流氷の流れ來る事もこれあ

るの聖旨に基づき︑別に帝國三際を

一月 よ り 三 月 ま で 凡 そ 三

り候へば︑

︵略﹀︑スズメノナクコエ

ウレシサウニキコエマス︒

三178

モ︑ウレシサウニキコエマス︒

一︻287

設けて︑廣く衆議を聴く機關に供せ
させ給へり︒

こうわ﹇講話﹈︵名︶3

拝啓︑遮る八日午後一時

コエバカリキコエテ︑スガタハ

ナヘヲウエテヰル女ハ︑

半より當村小奴校に於て︑農商務省

ます︒

だっねをほめるこゑは︑山も
くつれるほどであったといひ

四198

ヰマス︒

︵略V︑コエヲソロヘテ︑ウタツテ

三334

ミェマセン︒
︷略﹀︑其の講話は定めて

︵略﹀︑此の際其の道の専

相成るべしと存候︒

こうわかい﹇講話会一︵名︶1

講話會

門家の講話を承るは︑大いに参考に

十・928國国︺

有盆なる事と存候︒

十909囲男

る講話これあり候︒

の技師田島農學士の耕地整理に關す

十905圓国

講話

箇 月 間 は 航 路 殆 ど 全く絶え︑︵略﹀︒

十二743國 當時伊太利は貿易の中心
地 に し て ︑ ︷ 略 ﹀ ︒︷略﹀︑便利なる航

路を開かんことは欧洲入一般の希望
なりき︒

九298田﹈盆次郎ハ維新ノ際軍事二功

こうろう﹇功労一︵名︶3 追口
螢多雪リシ人ナリ︒
を平定して︑大な る 功 勢 を 立 て た り ︒

九628図 ︵略V︑將軍坂上田村麻呂之
眠亀ガ︵略﹀︑機械ヲ畿明

シ︑國産ヲ廣メシバ大イナル功勢ト

十445図
イフベシ︒

399
こおり
しえ．

七102圃 ならぶすげがさ生しいこゑ
に は の 藤 の花が咲いて︑︵略﹀︒

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒
七195

畠のゑんどうがかきの外からこゑを

砲聲・銃聲ガツマクヤウナラ︑︵略V︒

︵略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二
︵略﹀︑隣村は大半水中に

起ツテモ︑二業︒銃聲三絶エナイ︒

八919
九741圓團

あり︑救をもとむる聲かまびすしく

﹁とく に 申 し 上 げ よ う と 思

かけて︑
候故︑︵略﹀︒

生残れる水夫は︵略﹀聲を

つてゐました︒

中佐ノスル

い︒

波風にまじりて聞ゆる悲鳴
︵略﹀︑藤房は聲くもらせ

武家の運命も今に審きな

﹁ピエールよ︑少年鼓手よ︒﹂

と聲を揃へて呼んだが︑何の答もな

十一557

つ︒

んと︑罵りいきどほる聲ちまたに満

十一137図

れば︑工員ぬらす松の下露︒

て︑いかにせん︑頼むかげとて立寄

十895図魑

の聲に目をさまし︑︵略﹀︒

十689図

限りに救を呼べり︒

七545國 右ノ方ハ魚市場ニテ︑費買 十686図
ノコエカマビスシ ︒

﹁さておしま

七874図 船長はかくいひ終へて︑一
段と聲をはり上げ て ︑

ひに一ついっておきたい事がありま
す︒

﹁ 杉 野々々︒﹂

七896図 爆登ノ奉送チマチ船ゾコニ
ヒマク︒

七909図

ドキ聲ハ敵ノウチ出ス砲聲ノ申二聞
ユ︒

八93心事 うれし︑この松の根もと
に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

ゲ出セバ︑︵略﹀︒

りに︒

︵略﹀︑全軍一同に獣喜の聲

十二792図

﹁何虚ぞ︒﹂

小枝

す

になる︒

ナポレオンがアルプ山を越

の彼方へ連れて行かれるやうな心持

野越え︑山越え︑ふわりくと春霞

十二836︵略﹀︑暴く浮立つた調子に︑

の半で︑︵略﹀︒

えて︑イタリヤへ攻入った時は︑冬

﹁すぐ其慮 十﹁547

に︒﹂といふ聲かまびすしく︑︵略﹀︒

小えだ

こえ︻越一号ひよどりこえ・ひよどりこ
えのさかおとし

こえだ﹇小枝一︵名︶4

かぜふく小えだに

五圓以上

五圓

我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ

御ゑん

御大勢

御一家御無事に御座候

こおり﹇氷︼︵名︶4 氷

故如何と御案じ申し居り候︒

や︒御老人・御子供衆も御大勢の事

九715幽霊

こおおぜい︻御大勢︼︵名︶1

んりよなくおっしゃって下さい︒

へて來る物がございますなら︑御ゑ

七164團 ︵略﹀︑何かあちらでと＼の

りよ

こえんりょ︻御遠慮︼︵名︶1

モ︑︵略﹀︒

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

九775図

普通ノ銀行ニチハ一度二五

こえんいじょう﹇五円以上一︵名︶1

・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

リ出行スルモノニシテ︑一議・仏門

九911図

九90図

ヨリ少キ金ニチモ預カル︒

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ 九776図 ︵略﹀︑貯蓄銀行ニチハ五圓

五圓

れるやうな心持になる︒

わりくと春霞の彼方へ連れて行か

︵略﹀︑とうとう小えだに 十二836 ︵略﹀︑野越え︑山越え︑ふ

をはる小ぐも︑︵略︶︒

三517圖
三526圃

せ

こえん︻五円一︵名︶3

︵略V︑其ノ形桑ノ小枝二半

すをはった︒
九5510図
ナラズ︒

九561図

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト
アリ︒

聲高い

見張人がマストの上から北の

こえたか・い﹇声高︼︵形︶1

十641

飛ーク︾

方を面ざして聲高く呼んだ︒
こえ太る

あばら骨の数へらる﹂程や

こえふと・る﹇肥太﹈︵四︶1
肉ーリ顛

七601図

せ細りたるものあり︒あるく時肉の
越え行く

ゆれ動く程こえ太りたるものあり︒
こえゆ・︿﹇越行﹈︵四︶1
余ーケ彰
は

長谷観音の

十一801図

を聞く内に︑舟は早くも目前にせま

おはします︒

エ︾

ふなばたを打つ音︑ほう こ・える︻越一︵下一︶4 越える 角一

り來る︒

十一8010図

くと呼ぶ聲︑︵略﹀︒

上下八里の箱根山も越えなけ
ればならず︑︵略﹀︒

︵略V︑朝の風を聞きては 九361
鳥の聲かと疑ひ︑︵略﹀︒

十二781図

堂近く︑露坐の大佛

︵略﹀︑ほうくと呼ぶ聲 十二2310図魍 極樂寺坂越え行けば︑

をあげた︑アルプの山もふるふばか

十一591

を尋ねて︑︵略﹀︒

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

八304図 工驚キ︑アツト目立テテニ 十一584 聲を限りに﹁ピエールよ︑
八423 火事場でさわぐ人の聲がここ
までも聞える︒

八527図 ヤガテ同志ノ一人御前二進
ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワナ
︵略﹀白帆を送る夕風に︑

・キ聲フルフ︒

八619図圃

聲程近し︑三井のかね︒

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲が聞

八897 敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒
八912囹

エ テ ︑ 砲 聲 ・ 銃 聲 が絶エタラ︑︵略﹀︒

八915囹若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

ごがつよっか
こおる

400

ある土人の如きは氷を以て

六373 朝おきて見ると︑池に氷がは
つてみた︒
八821︒蔚凶

家を造りて住めり︒

ぽ

し

十二409図
ゑ

がく

以上の五箇條即ち忠節・

五箇村

リ︒

五月頃

茶ハ︵略﹀︒五月ゴ五雲ラツ

それは氏子の五箇村から子供ごがつごろ︻五月頃﹈︵名︶2 五月ゴ

ロ

︵略﹀︑勝つた村は次の祭の日 五325

綿ノ木ハ︵略﹀︒種ヲ蒔クノ

ミハジメマスガ︑︵略V︒

ハ五月頃デ︑︵略V︒

八633

五月中旬

高橋忠一

鈴木

鵜飼は五丹中旬に始り︑

ごがつちゅうじゅん﹇五月中旬︼︵名︶

五箇村の人々は各我が村の騎

1

愛吉様

五月﹇日

ごがっついたち﹇五月一日﹈︵名︶1

十月中旬に終る︒

︵略﹀︑あなた方の村が五箇 十一798國

小刀

近所近ぺんのほめ者となった︒

こがたな﹇小刀﹈︵名︶2

五月七日遅尾張屋呉服店

八333園 ﹁自分は今こそこんな小刀 ごがつなのか﹇五月七日﹈︵名︶1 五

月七日

山本屋様

十一月三日

一月一日差二月十一日

五月二十八日

十﹁411國團

五月二十日

五月二十日

五

山本屋太七郎

五

徳太郎

五月

ごがつにじゅうはちにち︻五月二十八日一

二十八日

二303

男ノ子ノアルウチデハ︑五月 ︵名︶1

五月

あいぬの男子はく略V︑こし 九143圏團

や釘などを造ってみるが︑︵略﹀︒

十798図

に小刀をさぐ︒

ス︒

五281團

三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ

仁吉様

五月三日

ごがつみつか﹇五月三日︸︵名︶1

月三目

ごがつよっか﹃五月四旦︵名︶1

尾張屋呉服店御中

五月五日二軍人形ヲカザ 九134囲團
イノルコト︑我が國古ヨリノ風習ナ

リ︑ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲ

九276図

月五日

ごがついつか﹇五月五日﹈︵名︶1 五

ハ春ナリ︒

六71図

からふるひおとされて︑︵略V︒

五月・六月實がなれば︑枝 ごがつはっか﹇五月二十日︼︵名︶1

ノセツクニ鯉ノフキナガシヲ立テマ

五178

︵略V︑此の五箇條を行は ごがつ﹇五月﹈︵名︶3

此の五箇條を行ふも︑結

七167團

九876︵略V︑愛作は五箇村はおろか︑ 五月一日

下さい︒﹂

村の頭になって︑御支配をなさって

九873囹

てるる︒

手に向って︑︵略﹀︑口々に勢をつけ

九834

定であった︒

まで︑其の五箇村の頭になるといふ

九823

の騎手を一人つつ出して︑︵略V︒

九821

だけ
︵略V根子岳・高岳・中こかそん︻五箇村﹈︵名︶5
きしま

岳・烏帽子岳・杵島岳の五岳東より
西に相図りて突起す︒

小かげ

いでや︑あの岩の小かげ

こかげ︻小陰﹈︵名︶1
に︑皆うちよりてえもの数へん︒
こかげ
こかげ﹇木陰﹈︵名︶1 木蔭

十一565 ︵略﹀︑谷へ下りる細道も雪 八95嵩置
や氷にとざされて︑どこか全く知れ
ない︒

＋二誓木蔭に立ってつくぐと此

こかげ

十一皿2 寒風身を切る様な冬の日で
の様子を見てみた一人の紳士があっ
五箇日

さて軍人の心得として次

こかじょう﹇五箇条一︵名︶7

た︒

角ーリ︾

も︑氷の下の水をくんでせんたくす
凍る

る︒

こ お ・ る ﹁ 凍 ﹈ ︵ 四 ︶1
十﹇9510國国

十二皿8図

の五箇條を諭し給へり︒

︵略﹀︑ 冬は寒氣平し 十二m10図

く︑地面は三尺の下まで凍り︑海岸
も海水厚く凍結し ︑ ︵ 略 V ︒

︵略V忠節・霊夢・武勇

禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を
︵略V︒

こおん︻御恩一︵名︶1 御恩
た︒御恩は一生忘れない︒﹂といつ

八273園 農夫は﹁おかげで目がさめ

︵略﹀︒

十二m1図

り易し︒﹂

十二m3図
﹁此の五箇條は天地の公
りん
道︑人倫の常並なり︒行ひ易く︑守

非ず︒

て︑軍人として始めて守るべき事に

が平常に之を身に行ふべきものにし

此の五箇條は即ち皆我等

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十二獅2図

給へり︒

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十二撫9國

精神と諭し給へる上に︑︵略﹀︒

・信義・質素の五箇條を特に軍人の

十一垂8図

て︑かたく友だちの手を握りしめま
した︒

十二3910図 富士山の古歌には煙の立

こか﹇古歌﹈︵名︶1 古歌
つことを歌へるも の 多 く ︑ ︵ 略 V ︒

ごかい﹇誤解︼︵名︶1 誤解

世には農業を以ていや

小貝川

しき職業の如く思ふものなきにあら

十二469図
ず︒是大なる誤解なり︒

こかいがわ﹇小貝川﹈︹地名︺2

川・小貝川ヲ合セ︑盆≧其ノ大イサ

キ ヌ
九163図 利根川ノ本流ハ︵略﹀鬼怒

ヲ増ス︒

九17図 小貝川
がく
ごがく﹇五岳﹈︵名︶1 五岳

401
こくうん
こがね

月四日

こ

七189團 五月四日 鈴木愛吉 高橋

ふくじゆさう

忠一様
こがね
こがね︻黄金﹈︵名︶2 黄金 黄金
がね

漕進む

乗員ハ思ヒ︿ニコギサラントシ︑
︵略﹀︒

こぎすす・む︻漕進︼︵四︶1
公ーム単

して漕進む︒

︽ーシ彰

︽ーケ夢

父はボートに引返し︑二人
漕抜け

見る内に一頭の鯨に

古器物

コギマハ

こきゅうさよう︻呼吸作用︼︵名︶4
呼吸作用
が

す

動物は呼吸作用によって︑

こく︻石︼︵名︶1

石号ごひやっこく

しせんろくしちひゃくまんごく・せん

づみ・さんびやくごじゅうまんごく・

ごくづみ・にせんまんごく

さん

十二212

空氣中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐

六191図

えいふつにこく・えいべいにこく・か

こく﹇国﹈号イギリスこく・えいこく・

石トイヒ︑︵略V︒

升ノ十倍ヲ斗︑斗ノ十倍ヲ

出す︒

が段々に増加し︑遂には地球上の動

ざんこく・がっしゅうこく・かんこく

︵略﹀︑空手中には炭酸瓦斯

物が呼吸作用を螢むことが出平なく

十二215

なる道理である︒

くけいほうせん・しんこくせいふ・ち

ごく・しょつこく・しんこく・しんこ

植物も動物と同じく︑呼吸 ・くんしこく・さがみするがいずさん
作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出

つこく・ぶんめいこくみん・べいこく

然るに炭酸瓦斯が絶えず供 ようこく・にこく・にっぽんこく・ふ
動物の呼吸

しょうにん・ほくべいがっしゅうこく

︵略﹀︑

コグ漕ぐ

飛一

それを稻こきでこいてもみを取りま

六161 刈った稻は︵略﹀︒かわくと︑

こ・︿︻扱︼︵五︶1 こく 只ーイ︾

︒ろくじゅうはちこく・ろこく

給されるのは︑

る︒

ごきゅう・す﹇呼吸︼︵サ変︶2

我等は常に此の空母を吸は

肉ーシ・ース︾

す︒

︵略﹀︑センドウが船ヲコグノ

︵略V︑清潔なる空氣を呼こ・ぐ﹇漕︼︵五︶2

七261

御近況

四五隻のボートは母船を離れ

コンナ所中鷺動物モゴクマレ

又極上品なものになると︑機

こくうん﹇国運︼︵名︶1

國運

械では刷らないで︑手刷にする︒

十205

デ︑植物ハマツタクナイガ︑︵略﹀︒

七746

ゴク極

て︑我先にと漕いで行く︒

十648

モ︑︵略Vモ︑皆手デスルノデス︒

イ・ーグ︾

故郷号うま

聾し︑筋肉を上するが故に︑忠誠常

れこきょう
十二6710國

例とす︒

ごきんきょう︻御近況一︵名︶1

を承知致し︑御なつかしく至忠︒

先般御手紙にて御近況

ごく︻極︼︵副︶2

さる
︵略﹀︑数多の猿遠く数百

こきょう﹇故郷︼︵名︶1

に健全なり︒

十二472図

んが爲に呼吸す︒

九661図

呼吸す

作用も與って大いに力があるのであ

十二225

すが︑︵略V︒

へいけ方から一そ 十二218

こぎだ・す︻漕出﹈︵五︶1

︵略V︑

こぎ出す

る㌧船の頭を立直しく︑死力を蓋

八348冥罰 年のはじめの福壽草︑黄 十6910図 やがて二人は荒波に打返さ
金 の 色 の 暖 く ︑ ︵ 略V︒

十一489囹﹁騎者・騎馬・冶金︑三つ
とも失ってしまひ ま し た ︒ ﹂

こがらし﹇木枯﹈︵名︶2 木枯

た︒

うのふねをこぎ出して︑來まし

九701 葉の散果てた冬木立に吹きす 四765
さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも
物すごい︒

漕着く

︵略﹀︑ボートは幾度となく

いてふ
︵略V︑古い銀杏の木が一本︑ こぎつ・︿﹇漕着︼︵下二︶2
鼻ーケ彰

十282

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚
十703図

る

角ーッ彫

實盆くれば︑再び其の故郷に録るを

︵略V︑例へば名高き古人 里の地より集り來りて之を食ひ︑果

こきぶつ﹇古器物︼︵名︶1

近寄り︑︵略V︒

一隻は︵略﹀︑

て︑我先にと漕いで行く︒漕抜けた

十648

四五隻のボートは母船を離れ

こぎぬ・ける﹇漕抜一︵下一︶1

は︵略V︑遂に岸べに漕着けたり︒

十708図

くして難破船に漕着けたり︒

打ちもどされ打ちもどさる﹂を︑辛

も残ってみない︒

六94 あぜ道を七八町通って︑小川

こがわ﹇小川一︵名︶2 小川
の橋を渡ると︑︵略﹀︒

十296 家の横に水のよくすんだ小川

ナ

が流れてみる︒
シ

こかん﹇後漢﹈︹地名︺1 後漢

漕ぎ出す

麻ノ如ク齪レテ︑ 英 雄 四 方 二 丁 レ リ ︒

十一皿2図 支那ノ昔後漢ノ末︑天下
こき弓いねこき
こぎいだ・す﹇漕出一︵四︶1
脅ース彰

ル

コギマハツテヰル︒

六777

小サナ和船モアチラコチラヲ 十一955國国

こぎまわ・る︻漕回︼︵五︶一

の書豊・古器物などの如きは︑︵略﹀︒

筋骨たくましき若者が 十一949図

膳を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさ

ろ

十一267図
よ︒

コギサル

四隻ノ心置皆爆沈シテ︑

こぎさ・る﹇漕去﹈︵ 四 ︶ 一

七918図

︽ーラ彰

こくみん
こくうんはってん

402

カクノ如ク国事ニタフレタ

レル所ナリ︒

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九304図
アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公

基づきて︑其の團膿の幸福を進め︑

十二囎5図 ︵略V︑地方自治の精神に
國運の駿展を期するは一なり︒

ノ心ヲ起サザラン︒

こくうんはってん﹇国運発展一︵名︶1

國運獲展

り

か

よ

うつぱ

あ
哩を越え︑︵略V︑印度・南洋より亜

他國に行きて︑︵略﹀︑道

之に相廻する品格を備へざるべから

る名画を負ふものは︑國民としても

國民は個人の集合より成

圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ商人

ず︒

あいぬは時々子熊を捕へ來 十二979図

子熊

ノ國家二封スル義務ナリ︒

十818図

こぐま﹇子熊一︵名︶1

るものなれば︑國民の品格といふも

一年の間養ひたる後︑之を殺し

り︑

國民は個人の集合より成

亦各個人の品格の外に出でず︒

るものなれば︑國民の品格といふも

十二979國

て盛大なる儀式を行ふことあり︒

彫塗ういっ

ばんこくみん・だいこくみん・だいこ

こくみん﹇国民﹈︵名︶22

國情を詳にせず︑其の國人と一語を

國民各自の行爲をつ﹂し

亦各個人の品格の外に出でず︒

十二981図

格を高むる所以なりといへども︑

老人長者の爲に道をゆづ

國力我に劣れる國民を見

︵略V︑却って我が國民の

國情を詳にせず︑其の腹鼓と一語を

行く人の容儀等を見れば︑未だ其の

十二期8國 他國に行きて︑︵略﹀︑道

の畿展をさまたぐること多し︒

にして︑國交を傷つけ︑随って士力

度量の狭く︑品格の低きを示す所以

十二期2図

ざるが如きは︑︵略︶︒

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

て︑や﹂もすれば登記の念を以て之

十二㎜10図

や︒

ても︑其の心の奥ゆかしきを感ぜず

が如きは︑個人としても︑國民とし

り︑幼者・不具者の爲に席を遵ふる

十二996図

度量なりとす︒

を引くものは社會の公徳及び國民の

十二983國

︵略V︒

み︑品格を重んずるは即ち國民の品
︵略﹀自分のうちを恐ろし

ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
七884囹

ふとびたまふこときはめてあつく︑

我が國は国民皆兵なり︑男

國民もまた深くうやまひ奉りて︑
︵略﹀︒

九242図

子は十七歳より四十歳までの間︑何
な

れも兵役に服する義務あり︒
し

隣國の支那人は最も多く豚肉
を食ふ國民である︒

十869

新版圖の事に候へば︑
本島の開拓は我々國民の最も力を用

十一皿4國團

ふべき所に候︒

︵略V︑世界強國の國民た
る名讐を負ふものは︑國民としても

十二977図

之に相慮する品格を備へざるべから
ず︒

︵略V︑海外貿易ノ獲展ヲ 十二977図 ︵略﹀︑世界強國の國民た

︵略V︑殊に他尋人の注意

國民ノ手本トイフベシ︒

正行ノ如キハマコトニ忠孝

七91図

くみんのひんかく・どういつこくみん

の知らるΣものなり︒

交へずして︑早くも其の國民の品格

行く人の容儀等を見れば︑未だ其の

十二皿7図

十一288図 今や面懸鐵道の延長六千 こくじょう﹇国情﹈︵名︶1 國情
め

米利加・欧羅巴の航路をも開くに至
れり︒國運護展の愚なること實に驚
くにたへたり︒

こくえん﹇黒煙︼︵名︶2 黒燗 黒煙
黒色

がる歪なもので︑こんなことではど

︵略﹀︑古來此の地方にあ

うして海國の國民といはれませう︒

國情を詳にせず︑其の國人と一語を
交へずして︑早くも其の國民の品格
の知らるΣものなり︒

八14図代々の天皇は皇大神宮をた

りし黒色の鼠を全く追挑ひしことあ
國人

呼量政治・薬事の中心た

る奉天は︑︵略V︒︵略V︒其の附近我

十二557図

こくじん﹇国人﹈︵名︶2

り︒

十二664図

︵略﹀︑汽船絶えず通航し こくしょく︻黒色︼︵名︶1

て︑遠く近く黒姻の青空にたなびく

十︻203図

を見る︒

十二82図 我が艦隊は︵略﹀敵を待
ちしが︑東方に當りて︑はるかに敷

こくおう号にっぽんこくおう

條の黒煙を見る︒

こぐさ﹇小草︼︵名︶1 小グサ

が國人の在留するもの多し︒

米ガナル︒﹂

三338圃﹁コトシバホウネン︑ホ 十二皿7図 他動に行きて︑︵略﹀︑道
ニホガサイテ︑ミチノ小グサ
行く人の容儀等を見れば︑未だ其の
モ

こくさん﹇国産︼︵名︶1 國産
眠覚ガ︵略﹀︑機械ヲ獲明

こくたい︻国体一︵名︶1

こくぜいうちょくせつこくぜい

十445図

シ︑國産ヲ言言シバ大イナル功螢ト

國禮

イフベシ︒

︵略﹀︑我が世を守れ︑伊勢
の大神︒の御製を思ひ出でて︑我が

八73図

十二目μ 第十三課 國産の歌

國膿のたふとさ︑いよいよ身にしみ

こくさんのうた︹課名︺2 國産の歌
十二476 第十三課 國産の歌

ておぼゆ︒

十二535図

九279図 維新前後國事ニタフレタル こくふ︻国富﹈︵名︶1 國富

こくじ﹃國事﹈︵名︶2 國事
人々ヲ始メ︑︵略﹀忠勇ノ士ヲマツ

403
鳥r一一

こくみんかくじ

交へずして︑早くも其の國民の品格
の知らる﹂ものな り ︒

︵略﹀︑天皇は國務大臣の

こくむだいじん﹇国務大臣﹈︵名︶1

國務大臣
十二莇9図

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

十二血9図 我等五千萬の同胞は常に
せ給ふ︒

サツマ

イハミ

國名ヲ以テ名ヅケラレタ

國名

行の間にも︑大國民の品格を膨むる

十一299図

こくめい︻国名︼︵名︶1

大帝國の國民たるを思ひ︑一言・一

帝國議會の協賛は直家の

の用意あるべきな り ︒

十二四1﹇図
アキ

ルモノニハ︑安藝・薩摩・石見・肥
スハウ

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を
サガミ

こぐも﹇小蜘蛛︼︵名︶1

十二m10図

年子我に劣れる國民を見

て︑やΣもすれば輕侮の念を以て之
を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば
︵略﹀︑國交を傷つけ︑随

ざるが如きは︑︵略﹀︒

十一﹁血3図

つて眼力の獲展をさまたぐること多
し︒

穀類

言あれども︑︵略﹀︒

勝

御健

日・露の境は幅五二蝕

五間蝕

寒暑︑盆≧御健勝賀し

ごけんしょう︻御健勝﹈︵名︶1

十﹁633國團

奉り候︒

十﹁978國圏

ごけんよ﹇五間余︼︵名︶1

を一文字に森林を伐りすかし︑︵略﹀︒

ワタクシバオニニナツ

此庭

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニここ﹇此処﹈︵代名︶69 ココ コ︑

こくるい﹃穀類﹈︵名︶1
十3110図

こご

に向って︑うれしさうに︑﹁どうも

ココデモ︑

コレハ天ジンサマノオ

ココニハゥメノ

木ガタクサンアリマス︒

ヤシロデス︒

二446

﹁シンネンオメデタウ︒﹂﹁︵略V︒﹂

アソコデモ︑

テ︑ココニタツテヰマス︒

こΣ

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

二224圏
御苦勢

曾ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑︵略﹀︒

ごくろう﹇御苦労﹈︵形状︶2

こくもつ

こくもつ

六767圏

十

十

こけ

ン︒

ン︒﹂

二516囹

ワンワンワ

うちへかへって︑

から︑みえないのです︒

ちぢ

︵略V︑父は﹁ここがあかるい

にみせようとしたら︵略V︒︵略V︒

三367囹

︵略﹀︒

ガココヲオトホリニナツテ︑

トヨンデァルキマシタ︒トノサマ

カレ木石ハナヲサカセマセゥ︒﹂

二605 オヂイサンバ︵略﹀︑﹁︵略V︑

ココホレ︑

イツテ︑﹁ココホレ︑ワンワンワ

君がよはちよにや 二515囹 ハタケノスミヘツレテ
いはほと
︵略﹀落葉二﹂け及び網の如

なりて︑こけのむすまで︒
十92図

くひろがれる木の根などは︑地上に

七百年︑

こけ蒸す

落ちたる水をふくみさ㌧ふること︑
︵略﹀︒

歴史は長き

ごけむ・す﹇苔蒸﹈︵四︶1
余iシ専

十二262図圃

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ
け蒸しぬ︒

古言
﹁時は金なり︒﹂といふ古

こげん﹇古言︼︵名︶1
十︻7010図

トアイサツシテヰマス︒

羽織・はかまの主人は一同 二295

四297

六767囹

した︒

四目11

穀物

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

こくもつ﹇穀物﹈︵名︶1

九893図

こけ﹇苔﹈︵名︶2

極重寺坂越え行けば︑

國上弓ド

ちよに︑さざれ石の

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒貝・

小倉

毛皮・穀物・下等ヲ用ヒタルコトア
リ︒

小倉

こくら︻小倉﹈︹地名︺1
九25図

こくら

これは太郎の

こくら

四103図園

﹁どうも御跳箱︑御苦螢︒﹂

御苦勢︑御苦勢︒﹂とあいさつしま

こくもつ﹁穀物︼︹課名︺2こくもつ

をはる小ぐも︑︵略V︒

三518圃かぜふく煮えだにす

土ぐも

前・相模・周防・丹後等アリ︒

天皇陛下を大元帥と仰

及 す も の な れ ば ︑︿略V︒

十二鵬7図

︵略﹀︑下民たる者は皆軍

ぎ奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑
︵略﹀︒

十二㎜8國
人たる心得なかるべからず︒

十二価7図 太古以來忠節の心にあっ
きは︑我が國民の世界に無比なる美
徳にして︑古写の歴史上の事蹟は十
分に之を誼明せり ︒

十二m10國 武勇の精神も亦國民が古
來のほこりとなす 所 な り ︒

こくみんかくじ﹃国民各自﹈︵名︶1
國民各自

るものなれば︑︵ 略 ﹀ ︒ 國 民 各 自 の 行

四707圃

十二9710図 國民は個人の集合より成こくら﹇小倉﹈︵名︶1
爲をつ＼しみ︑品格を重んずるは即

は せ

長谷観音の
おはします︒

イツこくりょく

こくりょく︻国力︼︵名︶2

堂近く︑露坐の大佛

十二2310図圃

極樂寺坂

ごくらくじざか﹇極楽寺坂︼︹地名︺1

のはかま︒

ち國民の品格を高むる所以なりとい
へども︑︵略V︒

︵略﹀︑コ︑副芽校舎ノ落

こくみんきょういく﹇ 国 民 教 育 ︼ ︵ 名 ︶

1 國民教育
十二363図

成ヲ見ルニ至レルハ︑國民教育ノ一
慶事トイフベシ︒

し一一

一馬一

404

太郎と次郎が二人で
六405團

おふみはいそぎ道ば

ヒデヨシ

火事場でさわぐ人の聲がここ
︵略﹀其居所氏名を此虚へ

こ〜に頼信紙があるから︑

こ㌧より汽船に乗り

︵略﹀アメリカ大陸に着く
︵略V︒

一週間に

するが

尊之を受けて︑進みで駿河
賊どもいつはり降り︑︵略V︒

の國に至り給ひしに︑ここにありし

九55図

してイギリス國の港に着く︒

て︑ふた＼び東へ進めば︑

べし︒

八768図

書いてお出し︒﹂

八494圏

︵略﹀内事に記すべし

八48図図獲信人は自己の居所氏名を

記すべし

八48図國

までも聞える︒

︵略V︑晩の九時二十分に京 八423

都に着いた︒︵略﹀︒明後日はこ︑を

四42囹
山へのぼりました︒ 次郎﹁にいさ
立って︑道で用をたして︑︵略V︒

﹁誰も居らぬか︒﹂とよびま

﹁藤吉郎秀吉こ㌧にひかへて

︵略﹀

そこかこ㌧かとさがすうち︑

私がこ︑へまみつたのは︑

ら︑︵略﹀︒

秀吉コ︑二

りしなり︒

︵略V船戸アリ︒コ・ヨリ
︵略﹀︑又向ふより一組の隊
聞けばハッサ

ンは︵略﹀︑迎へかたぐこ︑に來

商到着せしが︵略﹀︒

九495図

江戸川二通ズル運河ハ︑︵略﹀︒

九165図

コ・ニアル扇モウチハモヤ 九610 コ・望外ノ花ガアル︒
上野公園平心︵略V︒︵略V︒

櫻が岡ヨリ見下セバ︑︵略﹀︒

ヒ ビ ヤ
︵略﹀︑ 日比谷公園アリ︒

運動場モアリ︒

︵略V︒コ︑ニハ美シキ池アリ︒廣キ

七584図

ポトリニ出ヅ︒

九9310図

煙寺湖あり︑︵略V︒天皇陛下かつて

︵略Vよく人工の美と天然

こ㌧に行幸あり︑︵略V︒

九968図

の美とを併せたるは日光に如くはな

し︒︵略﹀︒外國人の我が國に來る者

亦必ずこ︑に遊びて︑︵略V︒

十2810 ︵略V︑ねぎや大根が青々とう

ねをかざって︑こ〜ばかりは冬を知

明治ご十年頃︑新式ノ機械

らないやうに念々とした色を見せて

みる︒

ヲ用ヒシ以來︑︿略V︑産出高モ著シ

十618図

ク増加シ︑コ︑二始メテ世界有数ノ

大銅山トナレリ︒

十973図東大寺ノ境内二正倉院ア

我が國ノ古美術ハコ・二其ノ粋ヲ集

リ︒︵略﹀︑多ク古代ノ寳器ヲ藏ス︒

奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ

メタリトイフベシ︒

跡ニシテ︑界隈オホムネ田畠トナレ

十976篇コ凶

リ︒コ・ヨリ眺ムレバ︑︿略﹀︒

三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠

緑シタ・ルが如シ︒コ・二官幣大社

十989図

オホミワ

重て見ればこ︑も櫻の峯

大神神社アリ︒

昔ノ人ノ︵略V︑吉野初瀬

アスカ

アンゴ

星芒峯ヲ西へ下レバ岡寺ア

十皿8國 岡寺ハ︵略﹀︒コ・二程近キ

院ハ︵略﹀︒

リ︒︵略V︒コ・二上近キ飛鳥ノ安居

十M3図

の花の中宿︒ト歌ヒシバコ・ナリ︒

十皿1図

つゴき︑吉野初瀬の花の中宿︒

タトヘバコ・二漁夫アリ 十鵬9豊野

其の上にか㌧れる朱塗の

ノ農夫ヲタヅネタリトセヨ︒

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲

九882図

七569図 淺草公園ニハ種々ノ見別物 九817国遠 去年の今夜清凍に侍す︒
スミダ
︵略﹀︒恩賜の御衣なほこ︑に在り︒
アリ︒コ・ヲーメグリシテ隅田川ノ

分ノーニモ足ラズトイフ︒

サレドモコ・ニテ見ユルハ東京ノ三

七554國

コ︑ニハ櫻ノ木多シ︒

七548図

ハリサウダ︒﹂

七472圏

城ヲキヅキシヨリ︑︵略﹀︒

六805図

大阪ハ︵略V︒

この學校がたった年でございますか

六696

杖を見つけ出し︑︵略﹀︒

少しはなれたくさむらに︑やうく

たを

六631國

居ります︒﹂と答へました︒

すと︑

六471囹

ん︑ ここから見ると︑町が 一

イマ 一足デヲカへ上

目に見えますね︒
四557園
ラゥトイフ所デ︑﹁︵略V︒オレ

ハココノヲカへ來タカツタノ
ダ︒﹂トイツテワラヒマシタ︒

け

四677 三郎ハ︵略﹀︑ 母ノソバ
へ來テ﹁︵略V︒﹂トイツテタヅネ

マス︒今モ外カラカヘツテ︑ス
町の中を通る時に︵略﹀︒

グココへ來テヰル所デス︒
五133

れども重い物は皆そこへしづめてし
まって︑輕い物は瞑しよにここまで
もって來ました︒

五135 こ〜へ來て見ると︑ひろぐ
として︑どちらを見ても水ばかりで
す︒

五136 こ〜を人が海といひます︒
コ・ハ茶 畠 デ ス ︒

五302 コ・二戸ノ木ガアリマス︒
五32一

五655圏 さあ︑こ︑に葉書がありま
す︒L

五781圓 よしっねはまったつねた︒
﹁こ㌧からしろの方へ下りることが
出理るか︒﹂

五807 へいけ方はがけの上から︑て

橋︑美観先つ目を驚かす︒是即ち有
みはし
主なる神橋にして︑﹁日光の結構︒﹂

︵略V九段坂ノ上界イタリ
︵略V︒カヘリ道二坂ノ上ヨリ見下セ

七592図

こ︑に劣る︒

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

バ︑コ・モマタ見渡ス差押リ︑人家

も思はない︒よしっねはこ〜ぞと思

ナラザルハナシ︒

︵略﹀︑男全山のふもとに中

つて︑﹁進めく︒﹂とさしづをした

九958國
が︑︵略﹀︒

こ

こ

ち
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アスカ

アンゴ

飛鳥ノ安居院ハ︵略﹀︒︵略﹀︒コ︑ヨ

リ西北へ進メバ︑︵略﹀︒

十期5図 又畝傍山ノ東南二橿原神宮

行くく吉野宮に参拝

ア リ ︒ コ ︑ ニ マ ウヅルモノ︑︵略﹀︒
よしてる

十一22図

るときは︑︵略V︒

かい

多來加道占に小さき海

こご︻午後﹈︵名︶3

候︒

午後うどうじつ

毎週土曜日の午後には

﹁︵略V︒﹂

存候間︑同R午後五時御壷來下され

相開き︑御心安き方々御招待致度と

候はば光榮の至に藩候︒

︵略V建碑式量行致候

間︑御光臨の榮を賜はり度︑此段御

案内申上候︒

︵略V︑谷へ下りる細道も雪

こご・える︻凍︼︵下一︶1 こ望える

禽一工彰

や氷にとざされて︑︵略﹀︒︵略﹀︒お

十一567

此

くれΣばピエールはこ零えて死ぬで

あらう︒

日ははや没して︑燈火の光

ここかしこ﹇此処彼処﹈︵代名︶1

十二851

盧彼塵

五

が鮎々として此虚彼虚にか貸やいて

みるとは︑︵略V︒

穀不作

ここくふさく﹇五穀不作︼︵名︶1

との信託旗が

︵略Vにか︑げられたるは午後一時

十二510國

三十分にして︑︵略﹀︒

こごいちじはん﹇午後一時半一︵名︶1
午後一時半
半より當村小學校に於て︑︵略Vに關

ココココ

ノ年ニモ︑國中一人ノ餓死スルモノ

十325図 ︵略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作

ナキニ至レリ︒

午後

一242オヤドリガココココトヨ

こごここ︵感︶一

ンデヰマス︒

三時

こごさんじ︻午後三時︼︵名︶1

心地

十一628國團 ︵略﹀︑午後三時西方寺

コ・チ

に於て法會相螢度候間︑︵略V︒

く略V︑爾ガハニアマタノ店

ここち﹇心地﹈︵名︶2

︵略﹀︑心ばかりの祝宴 七564図

︽ーレ︾

十一636貴国

午後京都からおとうさんの手 ここうりん﹇御光臨︼︵名︶1 御光臨

十574國團

こごいちじさんじっぷん﹇午後一時三十

を通じて︑四時間より六時間︑︵略︶︒

︵略﹀︑術科は午前・午後

︵略﹀一切所持品の清潔検査これあり

十563桜島

紙が着いた︒

六387

十一974不筋 其の南部は車馬の往來 こごごじ・ろくがつさんじゅうにちこ
どよ
ごにじ
自在にしてこ︑に樺太磨の所在地豊
はら
たらいか

原あり︑︵略﹀︒

へう

十一997國團
豹島あり︑夏より秋にかけてこ㌧に
をつどせい

し︑村上義光の墓をとぶらふ︒眺望
集る脇胸獣は︵略﹀︒

十二355図

コ・二本校新築落成式ヲ

いよく開けて︑満目総べて花なり︒
畢行印ラル・二當リ︑其ノ席末二列

︵ 略 ﹀ ︒ こ ︑ を 口の千本といふ︒

十一39図吉野の︵略V︒︵略﹀︒天皇
スルヲ得心ルハ余ノ最モ光榮トスル
所ナリ︒

の こ ㌧ に 行 幸 あ りしょり三年︑︵略V︒

十一119 此ノ様二分業ハ大キナ利盆

リ︑コ︑二新校舎ノ落成ヲ見ルニ至

今本町民諸君ノ熱心ニヨ 分︼︵名︶1 午後一時三十分

レルハ︑︵略V︒

十二362図

ナケレバナラナイノハ共同一致トイ

ノアルモノデアルガ︑コ︑二注意シ
フコトデアル︒

部を総管し︑︵略V︒

國政府はこ︑に総督を置きて満洲全

しん
十一232図圃 幾年こ︑にき急へさる 十二555図 ︵略﹀奉天は︑ ︵略﹀︒清

こ︑にアラビヤ馬の達者

鐵より堅き︐のひふあり︒

十一471

する講話これあり候︒

拝啓︑來る八日午後一時

騨にして︑大連よりこ︑に至る四百

長春は南満洲鐵道最北の 十903國團

三十六哩︒

十二562図

昔トルコの或大將がアラビヤ人から

なことを詮明する面白い話がある︒

一頭の名馬を三千圓で買ふ約束をし

戸口
︵略V︑警語の開通せしょり︑

また年々に増加す︒

股肱

こう

商工業の獲達著しく︑︵略V︒戸口も

八955図

︵略﹀カナリヤ島に着し︑ ここう﹇戸ロ一︵名︶1

古語
西洋ノ古語二日ク︑﹁健全ナ

こ

ここう︻股肱﹈︵名︶1

朕は汝等軍人の大元帥な

御光來下さる

十一624圓團

1

ここうらいくださ・る﹃御光来下︼︵下二︶

．特に深かるべき︒

汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其の親は

こ こう
るそ︒されば朕は汝等を股肱と頼み︑

古語に﹁私事を以て公事 十二m7図
をすてず︒﹂といへり︒

十二373図

ル精神ハ健全ナル身二二宿ル︒﹂ト︒

十7810図

こご﹇古証巴︵名︶2

こ㌧にて船髄に修繕を加へ︑︵略V︒

十二777図

た︒

十一485 遂に暮方になった︒アラビ
ヤ人はこ︑に始めて馬に全速力を出
させて︑雲を霞と逃げのびた︒

十一831國 ︵略V︑百にも近き鵜︑此
方に浮び︑彼方に沈み︑彼虎にかく
れ︑此虚にあらは れ ︑ ︵ 略 V ︒

五戸
︵略﹀︑同様なる費家五戸

こご﹇五五﹈弓さんさんごご

ときは︑︵略V︒

ありて︑買はんとする人唯一人なる

十一926図

十一9010図 例へばこ〜に一種の石あここ﹇五戸︼︵名︶r
り︑極めてまれにして随意に得られ
ざるものなりとも︑︵略﹀︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ

十一921図 例へばこ︑に一戸の費家

ろ
こ

こ

こごと
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アリ︒渤工場二入リタルコ・チス︒

九679 併し此の雨はやがて花を散す
雨となるので︑其の時はうらめしい
心地がする︒

こごと﹇戸毎﹈︵名︶1 戸毎

十749國 湯元は一箇所にして︑之を
戸毎の浴室に引け り ︒

おいて

是に湿て

ここにおいて﹇此処︼︵接︶4 こ＼に

つかうまつりし言の葉の︵略﹀︒
︵略﹀︑古の奈良の都の八

重櫻︑今日九重ににほひぬるかな︒

十954図團
九つ

︵略﹀︑はや朝顔のはちを

七653

又冷水浴や海水浴はひふを強

一たん心定めて

くし︑したがってからだを強くし︑
心をさわやかにする︒
︿略﹀︑

など成らざらん︑

は︑事に動かず︑さそはれず︑はげ

七787図園

み進むに何事の

九437前宵

ここのつ﹇九﹈︵名︶1

ならべて︑昨日は九つ咲きたり︑今

時頼が心正シク︑ツネニ節

イカニ心国難クテモ︑身ハ鐵
石デナイ︒砲弾ニタフレル兵士ハ敷

八872

モ︑︵略V︒

愴ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

八186図

︵略V︒

九つとや

朝は十二咲きたりなどと御士暑に御座
候︒

ここのつとや﹇九﹈︵感︶1

心号おおみここ

九つとや︑心はかならず

高くもて︑︵略﹀︒

六854図圃
こころ﹇心﹈︵名︶61

八709図 かくて二三日を過せしに︑
こ︑において︑胃は一同に向って日

︵ 略 V ︑ 三 儀 は 全く力なきにいたれり︒

ヘキレナイ︒

勇氣ニミチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

ろ・おこころやすい・おんこころやす

し・なにごころない・なにごころな

ム心モ深カッタ︒

く︑︵略V︒

し・ははのこころ・ひとっこころ・ま

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

九59図 ︵略V︑尊の野に入り給ふを
こころ・みこころ

八926

尊こ〜において天叢雲劔を抜きて︑

見て︑火を放ちて 焼 き 奉 ら ん と せ り ︒

闘に

二子を失ひ給ひつる

閣下の

平生にても︑若き人は白

心如何にぞ︒﹄と︒

十539図園

父は︵略﹀︑娘のやさしき

髪を見て侮る心あり︒

十698図

人はいさ心も知らず︑故

心にはげまされて︑ボートを用意す︒

︵略V︑君をうばひ奉りて

里は 花ぞ昔の香ににほひける︒

十995國園

十一148図

べし︒﹂といへば︑心ある者どもい

義軍を起し︑︿略﹀︑名を子孫に傳ふ

天︑勾践を空しうするな

つれも此の議に同ず︒
こうせん

十﹁164図

りありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給

かれ︒︵略﹀︒主上は詩の心を御さと

ひぬ︒

よ一は心のうちで︑もし 九117図圏 葉かげにいねし鳥ははや 十﹁419図園 いまだ幼ければ︑敵も

心をゆるすべく︑たとひ用心きびし

四806

くとも︑長き間には必ず討取るべき

草 を 薙 梯 ひ 給 ふ に︑︵略﹀︒

ゆめも見あきつ︒歌へ歌へ︑心ゆた

夜に入りて︑討つべきは

幾度か思ひ直して討たん

の様を見ては︑︵略V︒

とすれども︑少しも疑ふ心なき正儀

十一452図

今なりと︑心を取直せども︑︵略﹀︒

十一449図

るに︑︵略﹀︒

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた

十一445図 ︵略﹀︑熊王今夜こそ正儀

ければ︑︵略﹀︒﹂

心を併せての事とて︑如何ともし難

うばひて︑我を追出したり︒光範と

十一435古園

︵略﹀一族の者領地を

かに歌へ︒

︵略V︑誰カバ義勇奉公ノ心
アリは︵略﹀︑父の手紙を

︵略V︑﹃此の方面の戦

折に出撃ふべし︒

はみまいとかくごをきめて︑

立したり︒

十40エ図圃囹

ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒

︵略V︑心はかならず高く 十251図園 ﹁汝長大ニシテ︑ 劔ヲオ

き︒

いきどほり︑人をうらむる心なかり

九798□日凶

道眞は︵略︶︑少しも世を

護みて心勇み︑︵略V︑隊商と共に出

九454図

ヲ起サザラン︒

九306図

へ歌へ︑心ゆたかに歌へ︒

鳥の遊ぶ時は今なり︒歌

これをいそこなったら︑生きて

じぶんの心では武士になりた

九122國圃

人も一笑に附して顧みるものなかり

︵略﹀︒

五186

キナガシヲ立テマス︒鯉ガタキヲ上

︵略﹀︑五月ノセツクニ鯉ノフ

十二763図コロンブスは︵略﹀︑何
き︒是に於て空しく志を抱いて西班
牙 に 轄 じ ︑ 居 る こと多年︑︵略﹀︒

齊の落部へて︑﹁君子は過

ルヤウニ︑ズンズンシユツセヲセヨ

十一一956図

トイフ心デ祝フノデセゥ︒

コノカハイラシイ︑美シイ蝶

と︒是に於て齊侯魯より奪略せる地

くとも︒

もて︑たとひ身分はひく＼とも︑輕

六855図圃

いと思ってみたのです︒

六445

フ心デセウ︒

ヲツカマヘテイヂメル人ハ︑ドウイ

五363

あれば謝す︒君︑ 實 を 以 て 謝 せ よ ︒ ﹂

数箇盧を返せり︒

こごにじしじゅうごふん︻午後二時四十
五分﹈︵名︶1 午後二時四十五分
十二610図 時に午後二時四十五分︑
勝敗の敷は既に定まれり︒

ここのえ﹃九重一︵名︶2 九重
な ら
︵略﹀︑古の奈良の都の

八重櫻︑今日九重ににほひぬと︑

九933図魎
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こころえ
こころう

︵略﹀︑心の攣ることもあ

心 の 中 を 打 明 け て︑︵略V︒

十一456図 ︵略V︑熊王年來包みたる
十︻463図

るべきかとて︑其の後は一度も院の
門外へは出でざりきとそ︒

十一524図 心樂シケレバ自ラ笑フ︒
︵略﹀︑ミダリニ聲色ヲ作

何人も義勇の心にをどり立つなるべ
し︒

波風のゑつかなる日も

かちに心を許さざらなん︒

十二43図國
船人は

學問を修むるにも︑事業

十二44図治に居て齪を忘れざるも
此の心なり︒

十二45図
に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

十﹇544図
の目的は達し得らるべき︒

是等の人々は皆非常の大

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十二322図

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ
トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

守る所正しければ︑心に

心廣く︑髄ゆたかなり︒

十二722図

太古以來忠節の心にあっ

師

きは︑我が國﹇民の世界に無比なる美

十二鵬6図

徳にして︑︵略﹀︒

導きなくば︑いかで我が

憂苦なく︑行ふ所附ければ︑身常に

一一出入

こころ・う﹇心得︼︵下二︶4 心得

心に開く︑知え徳え︒

の君の

十二伽エ図圃 ︵略﹀︑教へ給ひし

攣化極りない妙音は︑忽ち

自由なり︒

十二838

入の心を百花満開ののどかな春によ
はせ︑又忽ち落葉散敷く秋のさびし

人々は唯神曲に心を奪はれ 八166﹇霊園 ︵略﹀松下無爵︑︵略﹀︑ス

さに沈ませる︒

・ケタル障子ノ破レヲツクロヒヰタ

十二8310

リ︒輝尼ノ兄陰暗コレラ見テ︑﹁召

十二四8図

﹁我モコレ程ノ事ハ心得

我等一同申し合せて︑今

︵略V書工︵略﹀︑何一つ

心得

︵略﹀︑國民皆兵なる今の

こころえ︻心得︼︵名︶5

ひて︑︵略﹀︒

三年を経たり︒住持は心得ぬ事に思

書がくこともなく︑毎日遊び暮して

十一721図

隠里得られたし︒﹂

日より働くことを止むぺければ︑左

八702図圏

タリ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂

八169図園

アリ︒

使ノ中ニカ︑ル事ヲヨク心得タル者

ヨシカゲ

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

我が心の良雄を獣待せ

もしない︒

家内能く和合して︑互の
心にわだかまりなく︑︵略﹀︒

十二917図

しは夢死に當れり︒﹂と︒

︵略V︑稻生恒軒の妻の常 十二877図園

いなふこうけん

事にあひて心を取齪さず︑︵略﹀︒

十二326図

に祖先の祭に心を直したる︑︵略﹀︑

家を治めん︑妹我は︒家の事をば心

十一608図圃 親に事へ︑弟を助け︑
にかけず︑御國の爲に行きませ︑い
り︒

皆後世女子の模範とすべき徳行な
︵略V︑親族一同打寄り︑

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

老人長者の爲に道をゆづ

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

十二335図

が如きは︑︵略﹀︑其の心の奥ゆかし

若し公衆の間に︑規則を

きを感ぜずや︒

︵略V︒

十二皿3図

大御代︑國民たる者は皆軍人たる心

さて軍人の心得として次

には︑其の人や全く精神なき人形の

十二価6図

禮儀を守る心得を閃ける

此の勅諭は︵略V︑濁り

と諭し給ふ︒

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ

十二皿7図

の五箇條を諭し給へり︒

十二m10図

得なかるべからず︒

質素を旨とせざればいつ

心誠ならざれば︑如何な
何の用にか立たん︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十二拠10図

心も無下に賎しくなりて︑︵略V︒

しか文弱に流れ︑早目の風にそみ︑

十二皿3図

み︒

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

如何程技藝に通じ︑學術

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二m1図

げしむるに在り︒此の心は何虚如何
平時に於て常に之に庭す

るの道を覧些し置かずば︑時に臨み

十一一338図

なる場合にも忘るべからず︒

凡そ婦人の道は夫を助け 十二996図

ギや︒

十﹇622圓團

心ばかりの祝宴相開き︑御心安き方
々 御 招 待 致 度 と 存雪間︑︵略﹀︒

十一696図 業務に從窮する間は熱心
に之を行ひて︑他事に心を勢すべか
らず︒

て心齪れ︑氣まどひて︑見苦しき行

十一697図 又事既に過ぎて︑思ふも
金なき事に心を螢するは︑時間を徒

を爲すことあらん︒
︵略V︑趙王厚く之を用ふ︒

れん
趙の將軍にて武功の聞え高かりし廉

されど飴⁝り小さき事にま

しめて盆なし︒
ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

十一一719図

現在の職務に忠實なれ

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

十一一717図

ば必ず辱しめん︒﹂と言ひ居たり︒

ぱ
頗之を見て心安からず︑﹁相如にあは

十二388図

費すること甚だし︒
孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

盆≧心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ

十一廻1日目凶

︵略﹀ ︑ 見 童 は ︵ 略 ﹀ ︑ 學 校

壼シテ攣ラズ︒
十﹇螂3図

を思ふ心厚く︑卒業後も照準校の門
に出入するを夢みとせり︒

十一揺2図圏 上下心残一にして︑同
胞すべて六千萬︒

十二37図 此の御製を舞讃しては︑

こころみに
こころがく
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禮儀も亦︵略﹀︑此の心

軍人としての心得なりと思ふべから
ず︒

十二田9図

︽⁝ク・ーケ︾

心ガク

得なくして如何でか日常の社會に立
たんや︒

心掛く

こころが・︿︻心掛一︵下二︶4
心がく
い

せ

余ーセ︾

こころがまえ・す﹇心構﹈︵サ変︶1
構す

心

︿略V︑金工﹁︵略﹀︒さら

八925

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

勇氣ニミチタ軍人デ︑︵略V︒
︵略﹀︑花野ノ改良語志シ︑

角ーシク煙

︵略﹀父子の︑今無事にて

相見し喜は如何なりしそ︒やがて親

九497図

子打連れて︑心適しく獲足したり︒

十432図

先ヅ之ヲ織ル機械ノ製作二工夫ヲコ

ば年來の謝恩に何か書きて参らすべ

十一727國

こころづ・︿﹇心付︼︵四︶1 心づく

︽ーカ彰

ノ志ヲタワメズ︑イヨ︿勇氣ヲフ

五372

で︑︵略﹀︒すがるはさうとは心づか

こといふのはかひこのこと

ラセシガ︑︵略﹀︒然レドモ少シモ其

始めて西半球の陸地を護

て西班牙に韓じ︑︵略﹀︑其の保護の

︽ーシ煙

﹁︵略﹀︑

子を出すやう

︵略﹀︑ 行きてうか貸へ

攣へつ＼寝起する様なり︒さまたげ

ば︑障子に身を寄せて︑様々に姿を

十一731図

せんも心なしと思ひて︑其のまΣ膜

喜劔︵略﹀︑︑﹁我當に萬罪

目して終る︒時の人其の志を肚とし

︵略﹀悲鳴の聲に目をさま

心ならず

を地下に謝すべし︒﹂と︑刀を抜き切

十692図

こころならず︻心︼︵副︶1

間に鯖れり︒

︽一

し︑︿略V︑幾度かいそべに出でてな

志ス

十427図明治九年頃ヨリモツパラ花

ること能はず︑心ならずも夜明を待

がめしが︑︵略V︑一寸先をも見分く

ちたり︒

十336図

試みに茶わんのそこにしる

昆陽ハ︵略V︑

此ノ芋ヲ植

子が日本一と思ふ物を数へ見よ︒

十48図諸子よ︑試みに此の外に諸

水中に入れよ︒

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九651園

みに

こころみに﹁試︼︵副︶4

眠亀ガ︵略V︑熱心二此ノ

余一

試

莚ノ改良二志シ︑先ヅ之ヲ織ル機械
十444國

心す

業二志シ︑機械ヲ獲明シ︑國産ヲ廣
メシバ︵略V︒

セヨ彰

こころ・す﹇心﹈︵サ変︶1

︵略︶︑病は口より入ると

試ミニ

ノ製作二工夫ヲコラセシガ︑︵略V︒

シ彰

こころざ・す﹇志︼︵四︶2

て之を義士の国側に葬れりといふ︒

十二882︹図

下に此の大探槍を行ふに至れり︒

十二764図是に於て空しく志を抱い こころな・し﹇心無﹈︵形︶1 心なし

つて︑つれて來ました︒

︷略﹀︑

に︒﹂と︑たくさんの子どもをもら

ず︑

たりや

曝したるは伊太利人コロンブスにし

い

十二738図

ルヒテ考案ヲ績ケ︑︿略V︒

し︒﹂とて︑心構せし様なりしが︑
心きく

又筆もとらで四五日過ぎたり︒

︽ーキ︾

こころき・︿︻心利﹈︵四︶1

八17図 ︵略V︑國民も︵略V︑ 一生

て︑彼をして其の志を成さしめたる

是白動天の詩に︑﹁︵略﹀︒﹂

は西班牙の皇后イサベラなりき︒

十178國

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給

に一度は︑かならず伊勢に参拝せん
ひしを︑清少納言は直ちに其の意を

これから信長は目をかけて使ひまし
た︒

いすぱにや

九784國 サレバ平生ノ牧入中ヨリ成

察し奉りしなり︒萬づに心ききたる

と心がけざるもの な し ︒

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑一銭

午後

こと︑此の一例にても知るべし︒
六時
︵略V︑中央氣象壷は︵略﹀︑

こごろくじ﹇午後六時︼︵名︶2

・二銭ヅツニテモ貯ヘンコトヲ心ガ
クベシ︒

十321図 日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ
前十ニー72國

毎日其の日の午後六時より翌日の午

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅
僧ヨリ此ノ芋ノ話 ヲ 聞 キ テ ︑ 大 ノ ・ 二

後六時に至る︑向ふ二十四時間の全
︵略V︑毎目其の日の午後
ふ二十四時間の︵略V︒

こ㌧ろざし

六時より翌日の午後六時に至る︑向

十ニー72國

國高手の大勢を豫志す︒

出暑ビ︑︵略V︒

旨を膿し︑協同一致して幻燈の福利

十二脳7図 故に人々常に自治制の本
を増進せんことを心掛くべし︒

こころがけ︻心掛﹈︵名︶1 心がけ

志
少しのゆだんもなく主人に

︵略V︑人の命にはかへられこころざし﹇志︼︵名︶7

ないと︑相手を助けてやったのは

九8610園

六473
心が

がけで︑熊吉の命が助かりました︒

︽ーケル蝉

仕へるこ〜ろざしにかんしんして︑

︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︒愛作さんのりっぱな心

ける

こころが・ける﹇心掲﹈︵下一︶1

六853國圃

いふ︒飲物・食物氣を附けよ︑心せ

﹁日ごろ貧しい暮しをして

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

よ︒

七441蜀

を買ひもとめた︒見上げた志のもの︑

八267 其の中に雀のことはいつかわ
すれて︑た買身代を取返す事にばか

りっぱな武士︒﹂

心樂し

り心がけるやうに な っ て ︑ 夜 も 書 ︼ も

こころたの・し︻心楽︼︵形︶1

よく働きました︒
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こころみる一ござそうろう

ウルニ如クハナシト思ヒ︑塵隠試ミ
ニ之ヲ作りシニ︑其ノ結果甚ダ良カ
リキ︒

十438國 其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・

かれるやうな心持になる︒

燈壷番の娘にグレース︑ダ
公一

古今n▽ないが

余ーフ彰

銅の産額た
御座

︵略︶︑本年は水も十分に

︵略V︑又毎日朝夕爾度の

人員黙拝も御座候︒

十563國団

座候︒

なほ縣懸よりは小杉事務

︵略V︑南部にてははや

︵略V︑打狗の築港も唯

其の平金・材木・三等

齪れて一大樹を成したるは見事に御

幸に私方は︵略﹀︑家族 十﹇3810國團 ︵略﹀︑敷幹・敷十幹入

座候︒

も年々其の産額を増加する模様に御

十﹇382年三

の八分の五を占むる由に御座候︒

十一3710圓團 ︵略﹀︑樟拶は世界産額

今盛に工事申に御座候︒

十一377國團

地にても見る能はざる程に御座候︒

官邸をはじめ建築物の凸型なる︑内

てい

十一366直直 ︵略﹀︑街路井然︑総督

稻の花盛りの由に御座候︒

十一359國團

官も御臨席のはずに御座候︒

十917國圏

くの如くに御座候︒

先は近状御報知申上度か

保己一ハ五歳ノ時メクラト 十578國團 ︵略﹀︑學科は讃法の講義
及び毎日の術科に起する説明に御座

五歳

り候については︑︵略﹀︒

等ナリ︒

十二486図團

候

九438國團

く候︒

や︒

九714國團

度候︒

一同無事に御座暫間︑御安心下され

九723圓團

御一家御無事に御座候

御座塁間︑少しも御案じ下さるまじ

九439國圏

などと御喜に御座候︒

九つ咲きたり︑今朝は十二咲きたり

祖父様は︷略﹀︑昨日は

ござそうろ・う﹇御座候︼︵四︶23

び急貸し︒

子︑足尾併せて三山は

︵略﹀︑東に小坂︑西別

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

十608図

候︒
こさか︻小坂︼︹地名︺2 小坂
我が國銅山ノ中日テ最モ盛 十602國團

ナリシガ︑︵略﹀︒

七229図

心 ごさい﹇五歳﹈︵名︶1

たがひに心もとなく思ひ合

内ーク・ーシ轡

こころもとな・し︻心許無一︵形︶2

九496図

もとなし 心許なし

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

肉ーシキ蝉

心やさ

﹁幼き身を唯一人戸國

米二國へ送りシニ︑翌年英國ヨリ註

か

快し

ーリングとて心やさしき少女あり︒

十688図

し

こころやさ・し﹇心室﹈︵形︶1

へやらんも心許なし︒

十一423図圏

如何なりしそ︒

試ミル

文アリシヲ始トシ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 販 路 次 第
二開ケ︑︵略﹀︒

興ーミ彰

こころ・みる︻試一︵上一︶2
試みる

自ラ花錘敷十種ヲ織出シ︑海外二輸

十435図 眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

り

アリは︵略﹀︑ねんごろに

其の後コロンブスは数回 こころよ・し﹇快﹈︵形︶2

出セント試ミシガ︑︵略﹀︒

十二807﹇図
め

ク・ーシ単

あ

の航海を試みしが︑︵略V第三回の航
九491図

り︒

十一834國

いここん

十一m6図圃

文明古今の粋を抜く︒
き

な

智は東西の長を採り︑

ここん︻古今﹈︵名︶2

出でて︑川風たもとを彿ふも快し︒

きんくわ
︵略﹀︑半月金華山の上に

同行を頼みしに︑一同快く引受けた

海に於て︑︵略V︑始めて亜米利加大
陸に上陸するに至 れ り ︒

こころもち﹇心持︼︵名︶5 心もち
心持

三414囹 ﹁水の中へはいったら︑
どんな心もちだらう︒

六27松・杉・ひのきなどが一面に
はえてみるのは目がさめるやうな心
持がする︒

つきのい

九595図 住居もなるべくきれいにせ 十二306眉コ凶 勝商︵略V︒ 勝頼怒りて

ぶまじと立退きたる者も引返したる

十一408國團 ︵略﹀︑蕃人も追々皇恩

︵略V︑もはや心配には及 十一398圓團豪渓は︵略﹀︑附近に名
所・奮蹟の多き所に御座候︒
之を殺せり︒昔至尊企灘は︵略﹀︒

程に御座候︒

九735膝撃

よ︒よき心持のみにても病をふせぐ

めず︑遂に殺されたり︒古今勇士の

︵略﹀御入螢︑軍務に服

十一9610圓團 ︵略﹀︑南部の︵略Vの

如くに御座候︒

十一625圓團︑先は御案内まで︑此の

唯氣の愚なるは隣村に御 に浴する様に相成候事︑國家の爲眞
に大賀の至に御座候︒

︵略V︒︵略V︑幾度責めらるれども改

轡に御座候︒

せられ盲断︑御一家を始め一村の名

十266圓團

座論︒

九7410圓團

に足らん︒

十一血7國團 住めば都とやら︑此の

意氣甚だ相似たらずや︒

ここんどうたいいきねんひ︻故近藤大尉
ひ
故近藤大尉記念碑

かねて御賛同下され候
ひ

故近藤大尉記念碑︑いよく出門上

十一634圓国

︵略V︑輕く 記念碑﹈︵名︶1

極北の寒地も今ははや生れ故郷の如
聴衆は︵略﹀︒

き心持に相成候︒

十二837

浮立つた調子に︑野越え︑山越え︑

ふわりくと春霞の彼方へ連れて行

る
ござ

ごさつ

410

みき

流域の如きは︑地味肥え︑有望の農
業地に御座候︒

なくこゑはまこと

﹁毎ドアリガタウゴザイ
︵略﹀︑

四266園
マス︒﹂

十一983圓團 ︵略Vの間は︽略﹀︑東 四663

センカ︒﹂

その釜は私が前から持って

あるくものでございます︒

五254園

みたのでございます︒L

私がこ＼へまみつたのは︑

︵略V︑ 先生に何か聞かれて

この學校がたった年でございますか

六697

ら︑︵略﹀︒

も︑答へることが出來ないで︑顔を

六704

赤くする子供もございました︒

五響蝶ニハ︵略﹀サマぐアリマ
スガ︑ドレヲ見テモ美シウゴザイマ

きりと答へる子供もございました︒

六707 ︵略﹀︑何を聞かれても︑はつ

ス︒

︵略﹀︑皇后さまがかひごをお

かひあそばすためでございました︒

五371

︵略V︑少しも書きそこなひな

六717 ︵略﹀︑先生にしかられた子供

どをしない子供もございました︒

六714

しい子供もございました︒

︵略Vよしっねはけらい 五661團 おちよは︵略﹀︑葉書の裏 六713 ︵略﹀するやうな︑ そΣつか

ニガウゴザイマスカ︒

四791囹

リハ

四682園

﹁オカアサン︑ソノオクス

西の交通最も便利なる所に御座候︒
にかはいらしうございます︒
たも
十一995國團 ︵略V︑撫網にてすくひ 四675圏
苦シイコトバゴザイマ

取るを得る程にて︑實に肚快なるも
のに御座候︒

ごさつ﹇五冊︼︵名︶1 五サツ

ワタクシバ本ヲ五サツ

へ次のやうに書きました︒お手紙を

モツテヰマス︒

ニ482
にむかって︑﹁︵略﹀︒﹂とたつねま
ござ

いた貸いて︑まことにうれしうござ

ゴザル

した︒その時一人がすすみ出て︑

ござ・る︻御座﹈︵五 ︶ 7 3

います︒

しろの後はけはしい阪で︑

﹁なすのよ一と申すものがご

一日もけっせきもせず︑ ち

もございました︒

こくもしなかった子供もございまし

︵略V︑草の上にすわって︑に 六721

た︒

全国︵略﹀︑シタガツテネ

︵略﹀豊臣秀吉といふ人は︑

京都の東山の山の上に秀吉の
又その山のふもとには秀吉を

私は古机でございます︒

す︒

︵略Vどうしてもきらひな子

私のからだが︵略﹀になった

こんなにたくさん墨を附けた

︵略V︑何かあちらでと＼の

このよい時節に東京へお

上りはおうらやましい事でございま

シグマトイフ熊ハ︵略V︑カ 七173團

んりよなくおっしゃって下さい︒

へて來る物がございますなら︑御ゑ

七164国

のも︑その子供たちでございます︒

六737

でございます︒

のも︑その子供たちのいたづらから

六736

供が七八人ございました︒

六734

いますが︑︵略︶︒

金ヤギンハ︵略V︑ドチラ 六732 私は一たい子供がすきでござ

ぎりめしをたべた時は正そううまう

六696

ガ強ウゴザイマス︒

六656

まつった神社もございます︒

六534

はかがございます︒

六532

ざいました︒

もとはいたって身分のひくい人でご

六437

ダンモヤスウゴザイマス︒

六261囹

モ高ウゴザイマス︒

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六256囹

ございました︒

六111

馬の通れる所ではございません︒L

五784園

る 御座る ︽ーイ︾うありがとうご

︵略V︑三羽ねらへば︑二

ざいます︒

一234 キレイデゴザイマス︒

うまはからだがほそく

の名人でございます︒

羽だけはきっといおとすほど

四794囹

ざいます

三242
て︑足がながうございます︒

コノ天皇ガワルモノドモヲ御

︵略V︑コノ目ヲキゲンセツト
ゴザイマス︒

す︒

五244圏

﹁お役人さま︑︵略V︑私は

︵略V︑読手をついて︑やっとゐざり

五248囹

りがぬすんだのでございます︒﹂

それを私のるすにこのみざ

は私が毎日使ってみた釜でございま

て︑︵略﹀︒うったへた人は︑﹁これ

五242園

やく人は二人をよび出し

申シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデ

五83

リノコトガゴザイマシタ︒

セイバツニナツタ時︑︵略﹀︑オコマ

五62

ございません︒﹂

牛はからだが太くて︑足 四795囹 これにまさるものは

がみじかうございます︒

三243
三247 牛は︵略﹀︑あるくことが
おそうございます︒
がはやうございます︒

三251 うまは︵略﹀︑はしること

たつどうぶつでございます︒

三253どちらもたいそうやくに

ヒダハアリガタウゴザイマシタ︒

三668圏 ﹁ウラシマサン︑ コノア

三702囹 ﹁イロイロオセワニナツ
テ︑ アリガタウゴザイマスガ︑
︵略V︒

リヲシイコトデゴザイマスガ︑

三708圏 ﹁ソレハ マコトニオナゴ

︵略﹀︒
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ごさんどうくださる

七177圏

︵略﹀︑種物屋から︵略﹀を

三色ばかり買って來ていた雲きたう
ございます︒

︵略﹀︑これも二三種買って

でございますが︑︵略﹀︒

七178團 西洋西瓜には色々あるさう
七186團
來ていた雲きたうございます︒

ございます︒

七187野花の種類は何でもよろしう
七197囹 あなたと私は親類ださうで
ございますから︑どうかこれからお
心安く願ひます︒﹂

﹁さやうでございます︒

︵略﹀が大事と考へまして︑

馬に乗ってお集りのことでございま
せう︒

七429囹

けらいのものが︑﹁これは

今日このお金を出しましたのでござ
います︒﹂

七436囹

かねて御賛同下され候

ひ

御参拝

故近藤大尉記念碑︑いよく出図上

十一633國團
り候については︑︿略﹀︒

ごさんぱい﹇御参拝﹈︵名︶1

か﹂るたふとき御宮なれ

ば︑︵略V︒明治三十七八年戦役の終

八36図

こレ
は四方を閉ぢた輿に乗って︑外から

見られない様にする︒

故事

十﹁171図 ︵略﹀︑越王勾践つぶさに

こじ﹇故事︼︵名︶1

に呉を滅して會稽の恥を雪ぐことを

辛苦をなめて報復を圖り︑︵略﹀︑遂

得たり︒此の故事を引きて︑︵略V︒

といひま

一豊の馬でございます︒﹂

こし・する﹇枯死︼︵サ変︶1 枯死する

御参列成し下さる 肉一

ごさんれつなしくださ・る﹇御参列成下︼

︵下二︶1
レ︾

こし

十二223

のがなければ︑︵略V︑地球上の植物

五十銭

は蓋く枯死すべきはずである︒

五十銭

︵略V︑岸二近イ淺イ所カラ五

ハエテヰル︒

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七747

ごじつひろ﹇五十尋︼︵名︶1五十ヒロ

九90図

︵略﹀西方寺に於て法 ごじっせん﹇五十銭﹈︵名︶1

も御参列成し下され候はば︑有り難

會相楽度盛間︑御多用中台入候へど

十一629圓團

若し炭酸瓦斯を供給するも

りたる後も︑天皇陛下御参舞あらせ

今日このなつかしい慧智へ

く存じ奉り候︒

︵略﹀

砲弾ノ破片が中佐ノコ

京城地方の婦人がたまく
外出する時には︑︵略﹀︒上流の婦人

こじまたかのり

十一目5

兇島高徳

︵略V︑あなた方の村が五箇

受付午

第四課

時

小島

分

午時分

通ふ白ほの美し

見島高徳

こじまたかのり

こじまたかのり﹇児島高徳﹈︹課名︺2

や︒

島・小島その中を

六54間わけて名におふ松島の大

こじま﹇小島︼︵名︶1

八48図

八48図受付午時分

ごじふん︻午時分﹈︵名︶2

下さい︒﹂

村の頭になって︑御支配をなさって

九873園

︵略V︑ただつねはこしのこしはい﹇御支配﹈︵名︶1 御支配

コシ

こし﹇越︼うとしこしざかな

八883

六刀さしとほしました︒

刀をひきぬいて︑つづけて天正

四191

一郎﹁これでようございま こし﹇腰︼︵名︶4
一郎﹁これでようございま

祖母一人孫一人の事で御座

シニアタツテ︑中佐ハドゥト其ノ場
口早レタ︒

十797國 あいぬの男子は︵略V︑こ
しに小刀をさぐ︒

最早弾く力も蓋きて︑傍の
石にこしを下し︑額を葉手に支へて

十二824

飛ース︾

られ︑平和の成りたるを告げたまひ

八676團

いますから︑︵略﹀︒

︵略﹀︑どうか今四五日の

御主人様
﹁閣下︑三千金が惜しう

淺吉

ところ御ゆるしを願ひ度う御座いま

八679團

す︒二月四日
十﹇496園

︽ーレ彰

十一m9

此の馬が欲しう御座いま
人知れぬ涙をこぼして居る︒
こし
こし︻輿︼︵名︶1 輿

御座いますか︒

十一497園
すか︒﹂

御賛同下さる

ごさんどうくださ・る︻御賛同下﹈︵下二︶

1

しが︑︵略V︒

すと︑︵略﹀︒

︵略﹀︑もうこんなに大きな

のがなったのでございます︒

七667團
︵略﹀︑實も大きく︑味もよ

さっそくいたゴきました

ほどよろしうございます︒

七672團

すか︒﹂

八467囹

よりもうれしうございます︒

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

七813囹

が︑味は又かくべつでございます︒

七205園 どういふわけで︑おたがひ 七686團
藤﹁さうでございますか︑は

に親類の間がらでご ざ い ま す か ︒ ﹂

七215囹
ゑんどう﹁あなたはそのお

じめて承りました︒

七221囹

美しい花だけでたくさんでございま
す︒

このお金 は ︵ 略 ﹀ ︑ ﹃ 夫 の 一

すか︒﹂

七222囹 あなたほどの大きな花ぶさ 八477囹
は見たことがございません︒

七224囹 私どもの親類で︑小さくて
かはいらしいのは︑あの春の野に咲
くれんげ草でござい ま せ う ︒ ﹂

﹁その馬の 直 は い か 程 で ご ざ

七406園妻はこれを聞いて︑夫に向
つて︑

七418圏

います︒﹂

七421囹

大事の折に使へ︒﹄と申して︑父の
渡してくれた金でございます︒

七425囹 さだめて皆様は献じまんの

こじまたかのり一ごじゅうのとう
412

こじまたかのり

十一133 第四号 見島高徳
北島高徳

こじまたかのり︻児島高徳﹈︹人名︺1

十一139図 此の頃備前の國に見島高
かさぎ
徳といふ武士あり︑主上尚笠置にお
はしませし時︑早くも義兵を墨げし
が︑︵略V︒

ごじまん﹇御自慢一︵名︶1 御じまん

七424圏 さだめて皆様は信じまんの
馬に乗ってお集りのことでございま
せう︒

ナラノ大ブ ツ ト イ ツ テ ︿ 略 ﹀ ︒

今にのこれるは甚だ少し︒

五種

こしゅ号しようねんこしゅ
こしゅ﹇五種﹈︵名︶1

貴族院は五種の議員を以

て之を組織す︒

十二鵬3國
五十

郵便の話⁝⁝⁝五十

ナゾ⁝⁝⁝五十

かへるとくも⁝⁝⁝

ハナサカヂヂイ⁝e⁝

ごじゅう﹇五十﹈︹心算︺6

十九

⁝⁝五十

二目9

十六

三目7 十九
五十

四目4

五十

貿易⁝⁝⁝五十

齋藤實盛⁝⁝⁝五

さいとうさねもり

第十五
第十五課
第十四課

ごじゅう﹇五十﹈︵名︶2

十一一目15

十

七目3
こしみの﹃腰蓑﹈︵名︶1 こしみの
うじやう
かざをりゑ ぼ し
十一803図 鵜匠は古風の風折烏帽子 十目2
をかぶり︑こしみのを着く︒

五15一

こしゃく﹇五尺﹈︵名︶2 五尺

五十

ホドヒロツテ來マシタ︒
八48図

人のなさけ⁝⁝⁝五

五十九

笑⁝⁝⁝五十﹇

ごじゅういち﹇五十二︹霊智︺1
第十ご課

第十八

五

四126 コノゴロ バクリノオチル
︵略﹀︑中指ノ長サ ガ 五 尺 ア リ マ ス ︒
ヰ
十4110図 藺ハハ略﹀︒︵略V︒董ハ圓 ジブンデ︑︵略﹀︒ケサモ五十
ク シ テ ︑ 長 サ 五 尺 バカリ︑︵略﹀︒

こしゃくはっすん﹇五尺八寸一︵名︶1

五尺八寸

六目6

ごじゅうく︻五十九﹈︹課名︺4

十一目13

田村麻呂は身の丈五尺八 十一

寸︑胸の厚さ一尺二寸︑罷重は三十

九6210図
貫を越え︑︵略﹀︒

こしゃくろくすん﹇五尺六寸﹈︵名︶1

犬⁝⁝⁝五十九

十九
第十八

五尺六寸

五148 ナラノ大ブツトイツテ︵略V︒ 七目6

あふみ

近江八景⁝⁝⁝五十
欧羅巴の三大都

第十七
九
十一一目3

ごじゅうご︻五十五︼︹課名︺3五十五

⁝⁝⁝五十九

第十六課

八目5

︵略﹀︑手ノヒラノ 長 サ ガ 五 尺 六 寸 ︑
︿略﹀︒

こしゃじ︻古社寺﹈︵名︶1 古社寺
造なれば︑古社寺等も昔のまΣにて

十42図 我が國の建物はおほむね木

二十一

上杉謙信⁝⁝⁝五十

虫ボシ⁝⁝⁝五十五
けんしん

三目9
第十七

五

隠蟹内の生活⁝⁝

六目5
第十六課

⁝五十五

十目3

五十座
現に噴火せる火

ごじゅうざ﹇五十座﹈︵名︶1
︵略V︑

山の敷も全國に於ては五十座を下ら

十二404國

ず︒

五十三

動物ノ艦色⁝⁝⁝

塩ト砂糖⁝⁝⁝五十
第十六課

第十六

ごじゅうさん﹇五十三一︹課名︺2 五
六目4

十三
三

五十三

九目3

ごじゅうさん︻五十三﹈︵名︶1

⁝五十四

十二目2

第十五課

南漏洲前業⁝⁝

五

養生⁝⁝⁝五十七

東京見物⁝⇔⁝⁝⁝

第十七課

第十七

ごじゅうしち﹇五十七﹈︹課名︺2

七目5

十七

五十七

九目4

五十度以南

五十度以南我が帝國の

ごじゅうどいなん﹇五十度以南﹈︵名︶

1

領土となりしょり︑︵略﹀︒

十一㎜10塵団

五十度以北

ロシヤにて早くより開

ごじゅうどいほく﹇五十度以北︼︵名︶

1

拓に力を用ひたるは主として五十度

十一㎜10國團

以北に候︒

十二

四目5

五十二

三目8

十七

カウモリ⁝⁝⁝五十

白ウサギe⁝⁝⁝五

ハイ今スグニ⁝：：：

第十八

二十

︵略﹀︑其の聞に五十三次とい ごじゅうに﹇五十二﹈︹匿名︺3五十二
つて︑重な宿場が五十三あった︒

九356

ごじゅうさんつぎ︻五十三次﹈︵名︶1
五十三次

昔東海道といったのは江戸か

二

五目6

九355

に五十三次といって︑重な宿場が五

とうせう

︵略﹀︑ 東照宮の正面に出

五

志望者は五十人ばかりも來た

十943國

興福寺ノ五重塔高ク其ノ北

入れば五重塔あり︒

づ︒石の大鳥居高さ三丈鯨︑表門を

九942図

重塔

ごじゅうのとう﹇五重塔﹈︵名︶2

が︑︵略﹀︒

十345

ごじゅうにん﹇五十人一︵名︶1 五十入

ら京都へ上る街道で︑︵略﹀︑其の間

十三あった︒

五十四

ハナサカヂヂイ⁝⇔⁝

ごじゅうし﹇五十四﹈︹一名︺5

二十

こしゆ

少年鼓手⁝⁝⁝

第十六 鳥⁝⁝⁝五十四

第十六 東京見物⁝O⁝⁝⁝

⁝⁝五十四

二目−o

七目4
五十四

八目4
五十四

十一目14 第十三課

413
こじん

ごじゅうはち

ニソビユ︒

ごじゅうはち﹇五十八︸︹課名︺3 五
十八

⁝⁝⁝五十八

二目11 二十一 ハナサカヂヂイ⁝㊨
三目10 ご十こ うみ⁝⁝⁝五十八

をがんで︑それから東山の方へ行つ
た︒

故障

︵略﹀︑しらべて見ると︑機關

こしょう﹇故障︼︵名︶1
の一部に故障があったので︑すぐそ

九325
れを直した︒

五143

坊主三尺五寸

ナラノ大ブツトイツテ︵略V︒

寸﹈︵名︶1

十﹇目15 第十四課 出征兵士⁝⁝⁝ ごじょうさんじゃくこすん﹇五畜三尺五
五十八
スワツテイラツシヤル高サガ五丈三

ごじゅうろく﹇五十六﹈︹課名︺2 五
十六
尺五寸︑︵略V︒

内一︵シ︶︾

こしらへる

飛1へ・1ヘル蝉

コシラヘ

︵略︸︑流氷の流れ來る事もこれあり
候へば︑︵略﹀︒

ル

こしら・える﹇捲︼︵下一︶20

︵略V三人デツンダノヲ

︵略V︑水のまじった物や︑水

をまぜてこしらへた物を口に入れな

七642

いことはない︒

八156 働クコトガナケレバ︑︵略V︑

た時︑つくろひを頼んだ事があった

八327︵略Vつるべの金たががこはれ

みた︒

た︒︵略﹀︒ある時は釘をこしらへて

二354囹 ﹁モチハタイセツナオ米
着物モコシラヘラレナイ︒
デコシラヘタモノデスカラ︑
八319 ︵略V年よりのかち屋があっ
︵略﹀︒﹂

イツシヨニシテ︑ハナタバヲコ

三93

シラヘマシタ︒

母は流しもとで︑まないたに

其の頃イギリスのある會社

スチブンソンといふ人である︒

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

九312 ︵略V︑又之を車に悪用して︑

ラヘルノデスカ︒

色々ナ縞ガアルノハ︑ドウシテコシ

三302 竹馬モ竹デコシラへ︑タ
が︑翌日すぐにこしらへてくれた︒
コノホネモ竹デ作りマス︒
八641
木綿織物二︵略Vや其ノ他
五198
ます︒

五577

ヨイ茶ニナリマス︒

五33一

ソノ葉デコシラヘル茶が一番

︵略V︑心ばかりの祝宴 魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ

御承知

もはや新聞紙にて御承知

ヂク

材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ

話があったが︑︵略﹀︒

コシラヘル者︑︵略﹀︒

十一94

船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設

計量ヲコシラヘル︒

十ニー19

ホバシラ

︵略V船室ヲ分ツタリ︑倉

庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケタリ︑

十号ー410

機關ヲスエタリ︑︵略﹀︒

むかず︒

古人

訊珪えくとば・のを花設

吉野山︒といひし古人の句我をあざ

十一22國

こじん﹇古人﹈︵名︶4

こじろう号わだこじろうまさひろ

︵略V︑ノミーツデ見事ナホリ

書物モ近ゴロバ大

で︑馬車芸道をこしらへようといふ

︿略V炭ハ︑木ヲヤイテコシ 九341
ソノ他釘や針ノヤウナ小サ

ラヘタモノデス︒

六276囹

イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ

上靴士は御承知の通り︑

ウナ大キナ物マデ︑皆実ガナケレバ︑

七274

コシラヘルコトが出來マセン︒

多年府縣の技師をも務め︑學理にも
︵略V︒

十﹁361國国

當練色府の経螢も着着

通じ︑野地にも明かなる人に候へば︑

十906手早

の事とは存候へども︑︵略V︒

九724臣下

こしょうち﹇御承知﹈︵名︶5

存候間︑︵略V︒

相開き︑御心安き方々御招待貯蓄と

十一623國團

御招待致

こしょうたいいた・す︻御招待﹈︵四︶1

四目6 十八 白ウサギ◎⁝⁝⁝五
十六

五目7 第十九炭ト油⁝⁝⁝五十六
︵名︶1 五十六町歩

ごじゅうろくちょうぶ﹇五十六町歩﹈

︵略﹀︑二毛作をなし得る

良田五十六町歩を得るに至れり︒

十一皿7図

︵略﹀︑ 御 主 人 織 田 様 に は ︑

こしゅじん﹇御主人︼︵名︶1 御主人
七422囹

近いうちに京都で馬そろへをなさい
ますとのこと︒

こしゅじんさま﹇御主人様︼︵名︶1
御主人様
どうか今四五日の

物ヲコシラヘタリシテ︑人ヲ感心サ

︵ 略 ﹀︑

其の効を見るに至り事事︑かねて御

八682團

ところ御ゆるしを願ひ匿う御座いま

サルニハ︵略﹀︒シカシ人ノ

セルノモ︑手ノハタラキデセウ︒

十一378國團本島産物の重なるもの

出來マセン︒
︵略V︑

ヤウニ色々ナ物ヲコシラヘルコトハ

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖等

タ︒﹂

テイ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

七467囹

氣嚴しく︑地面は三尺の下まで凍り︑

十一959全国御承知の通り︑冬は寒

にて︑︵略V︒

しやうなう

七282

承知の通りに候慮︑いよく實雪見

︵略﹀︑晩の九時二十分に京

聞節候へば︑︵略﹀︒

す︒二月四日 淺吉 御主人檬

十二638図 英國博物館は古書・古物

こしょ﹇古書一︵名︶1 古書
の多きこと世界に冠たり︒
六395團

こしょ﹇御所﹈︵名︶1 御所
都に着いた︒︿略V︒第一番に御所を

こじん一ごぜんじゅういちじさんじっぷん
414

︵略﹀︑例へば名高き古人

かばかりの大功ありし人

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デァツ
タ︒

九639図
故︑天皇の御信任も厚く︑︵略V︒

井川︒﹂

﹁箱根八里は馬でも越すが︑
﹁︿略﹀︑越すに越されぬ大

口千四百鯨あり︒

こずゑ
歌へ歌へ︑

こずえ﹇梢﹈︵名︶1
九1110図圃

に︒鳥の遊ぶ時は今なり︒

小杉事務官

コスル

タカラ︑白ウサギハ目ヲコス

バツ

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

神武天皇ト申シ上ゲマス︒コノ天皇

五61

ガワルモノドモヲ御セイバツニナツ

タ時︑︵略﹀︒

こ・せる﹇二一︵下一︶1 越せる 内一

五銭

オンドルにたく薪がない

五セン

と︑冬が越せないから︑︵略﹀︒

こせん︻五銭﹈︵名︶2

五銭

ごぜん﹇午前﹈︵名︶1

九90図

午前うめいじ

ノが五玉ンデ︑︵略V︒﹂

オマツハ太イフデト
四597 コノ神サマモ︑﹁ナゼナク 四251囹
細イフデヲ出シテ︑﹁コノ太イ
ノカ︒﹂トォタヅネニナリマシ

こ

なほ縣蠕よりは小杉事務 セ彰
十﹇斯10
こす・る﹇擦一︵四・五︶3

官も御臨席のはずに御座候︒

十917圓團

1

こすぎじむかん﹇小杉事務官﹈︹人名︺

枝にごずゑ

は︑︵略﹀︑之を葬護するもの誰か御
れて魚腹に葬らる﹂もの︑︵略﹀︑其
して︑皇祖天照大神をまつりたまへ
十一53図 古人の句に︑歌書よりも
聖徳の山よりも高く︑御仁愛の海よ
の数を知らず︒
るなり︒
軍書にかなし吉野山︒
りも深きを仰ぎ奉らざらん︒
こすう﹇戸数︼︵名︶1 戸数
十﹇688図 古人の片言・隻句も我等 こしんにん﹇御信任一︵名︶2 御信任
八845 橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太 十﹇m7図星が村には戸数三百︑人 こせいばつ﹇御征伐﹈︵名︶1 御セイ
が師なり︒

十一949図
の 書 書 ・ 古 器 物 な どの如きは︑︵略V︒

こじん︻個人︼︵名︶3 個人n▽かくこ
じん

井川︒﹂

九366團

越すに越されぬ大井川︒﹂

九366團

十二975図 官位・門地︵略﹀等に於 こ・す﹇越一︵五︶3越す穴ーサ．ース︾
て衆を抜く者は︑個人としても自ら
士民としても之に相慮する品格を備

高 尚 な る 品 格 を 要 するが如く︑︵略V︑

へざるべからず︒

るものなれば︑一二の品格といふも

湖水

ツテ︑又ソノワケヲ申シ上ゲマ

山上ナル薦湖ノホトリニ關

こすい﹇湖水︼︵名︶7

アシノコ

十二979図 三民は個人の集合より成 九367圃 ﹁︵略V︑ 越すに越されぬ大 する 穴ーッ・ーリ︾
亦各個人の品格の外に出でず︒

所アリテ︑︵略V︑湖水ノホトリニハ

十二996図 老人長者の爲に道をゆづ 九392図
り︑︵略﹀が如きは ︑ 個 人 と し て も ︑

れ居り候︒

︵略V︑術科は午前・午後

御全快

姉上も最早御全快にて︑

四五日前より起きて鷲の世話をなさ

九432國團

ごぜんかい﹇御全快﹈︵名︶1

を通じて︑四時間より六時間︑︵略﹀︒

よごれし手にて目をこすり 十574敵国
て目をわづらひし人あり︒

九592國

ちにちこぜんごじ

大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ さんじゅうはちねんごがつにじゅうし

シタ︒

︵略﹀︑此ノ大ナル湖水ヨリ

小食イ

コノ度ノ戦︑敵ハ大ゼイ

こぜい﹇小勢﹈︵名︶1

七22図園

ニシテ︑味方ハ小ゼイナリ︒

御盛運

午前九時︵略﹀︑其ノ重工

祖宗の大業を承けて︑明 ごぜんくじ﹇午前九時︼︵名︶1 午前

九時

十二28図

こせいうん︻御盛運︼︵名︶1

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

十二344

事關係者一同新校舎二参集シ︑︵略V︒

きに非ず︒

教育勅語と戊申詔書と ごぜんじゅういちじさんじっぷん﹇午前

こせいとく︻御聖徳一︵名︶1 御聖徳
ぼしん

されば河水・湖水におぼ 十ニー5図

︵略﹀︑湖水より出つる瀬田

出シマシタガ︑︵略﹀︒

︵略﹀水ノタマリタルモノ 五567

ニギヤカナル市街アリキ︒

九425図

ル︑モノハ即チ早川ナリ︒

ハ藍ノ湖ニシテ︑湖水ノアフレテ流

九422図

三民としても︑其の心の奥ゆかしき
を感ぜずや︒
ぼしん

敏育勅語と戊申詔書と

ごじんあい﹇御仁愛﹈︵名︶1 御仁愛

十ニー5國

は︑︵略V︑之を舞讃するもの誰か御

流レ落チタル水ノカバハカリ知ルベ
は

聖徳の山よりも高く︑御仁愛の海よ

十25図

十二701図

う ち
川は下流宇治川となり︑︵略V︒

全く此の湖水に入り︑︿略﹀︒

十25図 近江一國の川流はほとんど

湖にして︑周回六十里︒

十22図 日本一の湖水は近江の琵琶

び

カラズ︒

︷ 略 ﹀︑この御鏡を御神髄と

あふみ

りも深きを仰ぎ奉らざらん︒

︵略V後醍醐天皇の陵あ

こしんじ︻御心事︼︵名︶1 御心事

十一41図

り︒天皇の︿略﹀︑北方の天を望み
て崩御ありし御心事を察し奉れば︑
涙わき出でて禁じ難し︒
八27価自凶

こしんたい︻御神体一︵名︶1 御神髄

415
ごたいせつ
ごせんじょう

十一時三十分﹈︵名︶1 午前十一時
三十分

十二85図 ︵略﹀︑午前十﹇時三十分
全く敵を包話せり ︒

古戦場

こそはたふとけれ︒
死なめ︑顧みはせじ︒

卒へし今日こそ

小信

うれしけ

次ノ五日目ノ朝モ亦老人二 十二齪5図圃 ︵略﹀︑學びの道の 六
年をば

十242図
先ダタレタリ︒︵略﹀︑五目目ノ朝ヲ
れ︒

小ぞう

うちがまつしかったので︑八

つの時にお寺へ小ぞうにやられまし

六441

号しゅじんからこぞうへ

こぞう﹇小僧﹈︵名︶2

約スルコト亦前ノ如シ︒良此ノ度コ
ソハト︑夜半ヨリ起キテ橋上二至レ
バ︑︵略﹀︒

我は海の子︑白浪設

たが︑おきやうなどは何べんをしへ

さわぐいそべの松原に︑煙さなびく

十一214図圏

てもおぼえません︒

互選す

劔投ぜし古職場︒

七里み濱のいそ傳ひ︑

こせんじょう﹇古戦場﹈︵名︶1
十一一239図團
稻村が崎︑名將の

とまやこそ︑我みふつかしき住家ふ

こせん・す﹇互選︼︵サ変︶2

れ︒

或夜小曾住持の居間に來

小ぞうから主人へ 謹んで申

う︒

﹁︵略V︑火事の昨夜あった

ことはもう御存じだから︑サクヤと

八479囹

は書くには及ばない︒

古代

︵略V等ノ字ノ一部二王ノ

こだい﹇古代一︵名︶4

字アルハ︑支那ノ古代面罵ヲ用ヒタ

シ ナ

九895國

ルが故ナリトイフ︒

り世に著れ︑往昔天皇の行幸し給ひ

十736図 道後は︵略﹀︒︵略﹀︑古代よ

東大寺ノ境内二正倉院ア

しことも歎回に及べり︒

ぽ

し

鵜匠は古風の風折烏帽子

かざをりゑ

リ︒帝室ノ御有ニシテ︑多ク古代ノ

十972図

うじやう

寳器ヲ藏ス︒

をかぶり︑こしみのを着く︒か上り

十﹇803図

火も亦古代の風を其のままなり︒

後醍醐天皇

を︑一週間もおひまをいただきまし

ごだいご

藏王堂の東なる吉水神社

後醍醐天皇

︵略﹀︒

寺の上の小高き所に後

お

き

元弘二年三月︑北條高

ほうでう

て崩御ありし御心事を察し奉れば︑

幸ありしょり三年︑北方の天を望み

醍醐天皇の陵あり︒天皇のこΣに行

十一39図

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒

ごだいご

十一29図

3

ごだいこてんのう﹇後醍醐天皇︼︹人名︺

よい神さまがたは︑どうかし
て大神にまた出ていただきたいと︑

五24

だん

こそうだん﹇御相談﹈︵名︶1 ごさう

て︑まことに有りがたう存じます︒

し上げます︒取分けおいそがしい中

八663

うから主人へ

こぞうからしゅじんへ︹題名︺1 小ぞ

りて︑︵略﹀︒

十一728図

十二鵬4図 ︵略V︑同爵の互選せる伯

諸子ハ数多アル我が軍艦

クチク
ノ名ヲ知レルナルベシ︒︵略V︒駆逐

﹁年長じては激も近づ

いよく忌日になりて︑

り心に思ひ定めたるに︑︵略V︒

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと

十一445図

と︑しきりに望めば︑︵略V︒

け申すまじ︒幼き時に参りてこそ︒﹂

十一426図囹

艦ノ名コソ更二優美ナレ︒

十一306図

穴ーシ・ーセ彰

︵略︶︑及び各府縣に於て

子男爵︑︵略V︒

十二鵬7國

多額の直接國税を納むるもの十五人
の 中 よ り 一 人 を 互選し︑︵略﹀︒

こせんまん︻五千万﹈︵名︶1 五千萬
大 帝 國 の 國 民 た るを思ひ︑︵略﹀︒

十二皿8図 我等五千萬の同胞は常に
こせんまんえんいじょ う ﹇ 五 千 万 円 以 上 ﹈

︵名︶1 五千萬圓以上

此の婁の出來たる由來こ
修身の徳是なりと︑教

色色ごさうだんの上︑︵略V︑おかぐ
ぼしん

親子・夫婦・兄弟・姉妹

げんこう

時︑後醍醐天皇を隠岐へ流し奉る︒

こだいこ

十一134図

後醍醐天皇陵

御大

ごだいこてんのうりょう﹇後醍醐天皇陵一

十一2耳環醍醐天皇陵

︵名︶1

汽船も軍艦も御存じでせ ごたいせつ﹇御大切﹈︵形状︶1

皆さんは海を御存じでせ

御存じ

一家墨ツテ笑フベシ︒

七816囹

う︒

七815囹

こぞんじ﹇御存﹈︵名︶3

シ︑

ヨク和合スレバ︑︵略﹀︒故二笑フベ

十一519図

翠ツテ

育勅語のり給ひ︑戦後経管かくこそ

︵略﹀の五箇條を特に軍

︵略V︑大君の邊にこそ

こぞって﹇挙一︵副︶1

らをおはじめになりました︒

十二囎9図

十二撫10図

すべからざるものなれ︒

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

明治十五年軍人に下し給

と︑戊申の詔書かしこしや︒

十一撚5嘉事

そ面白けれ︒

︵略V︑綿綜又ハ綿布トシ︑ 十一718図

内証ノ所用ヲミタシテ︑盛塩外二輸

十一839図

出スルモノ五千萬圓以上二及ブ︒

ごぜんろくじ﹇午前六時︼︵名︶1 午
六383 午前六時の汽車で︑おとうさ

前六時
んが京都へお立ちになった︒
﹁自分は今こそこんな小刀

人の精神と諭し給へる上に︑此の五

八333園

こそ︵係助︶13 コソ こそ
や釘などを造ってみるが︑元は少し

箇條を行はんには一の誠心こそ大切
十二那3図圃

なれと仰せ給へり︒

は 人 に 知 ら れ た 刀かちで︑︵略﹀︒

れに 農夫の辛苦共にする すげ笠

九525図圃 ︵略V︑田植・草取・取入

こたう一こだかい
416

コタヘル

撫1へ・ーヘル彰

なにをきかれても︑この

答へる

こた・える﹃答﹈︵下一︶15

十一鵬8図
こたへる

備崩ズル日量ミ︑︵略﹀︑

切

﹁我が子若シタスクベクンバ︑

三397

﹁臣アヘテ死力ヲ蓋

之ヲ

九441國團 何とぞ御身御大切に成し
タスケヨ︒︵略﹀︒﹂トイヒシニ︑孔

︵略﹀︑蜀軍ノ陣螢ヲ示シ

シ︑忠節ヲ致スベシ︒﹂ト答フ︒

十﹇鵬2図
ト問

孟零丁ヘテ日ク︑﹁此ノ如シト

テ︑ ﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂

フ︒

知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒
ヨロコ

十ニー14図圏﹁朕ハ汝等ノ忠烈二百リ
祖宗ノ神璽二封フルヲ得ルヲ澤ブ︒﹂

秀忠﹁さらば誰か然るべ

き︒﹂といふ︒﹁嘉明に如く者はあら

十二379國
じ︒﹂と答ふるに︑︵略V︒

みるのだ︒﹂ときくと︑﹁あまり

三465︵略﹀︑﹁おい︑なにをして

はたきおとさうと

思ふ

の

ほしがきれいだから︑二つ三
つ

﹁ハヤクオサラヒヲナサ

だ︒﹂とこたへました︒

三546

イ︒﹂トイハレテモ︑﹁ハイ︑今

トコタヘルバカリデ
一びきのきつねが︵略﹀︑

スグニ︒﹂
ス︒

四296

オレノナカマトドツチが多

ハ

ォ

イカ︑クラベテ見ヨウ︒﹂トイヒ

マシタ︒ワニザメハ﹁ソレ

モシロカラウ︒﹂ト答ヘテ︑︵略V︒

﹁十七︒﹂と答へた︒

五773 ﹁年はいくつか︒﹂と問へば︑

木下藤吉郎秀吉と答へました︒

六465 信長は誰かとたつねますと︑

﹁藤吉郎秀吉こ﹂にひかへて居

六472 ﹁誰も居らぬか︒﹂とよびます

と︑

︵略﹀︑ 先生に何か聞かれて

ります︒しと答へました︒

も︑答へることが出來ないで︑顔を

六703

︵略V︑何を聞かれても︑はつ

赤くする子供もございました︒

六706

おちよは又︑﹁どうしての

つけるやうになつ

美質をもつてみることをよく見定め

ねた︒主人は答へて︑﹁︵略V色々な

ました上︑なほ平生の行をしらべて

雇ふことに致しました︒

明白に答へて︑しかもよけいなこと

十358圏 く略V︑何を聞いても︑一々

はいひません︒

余ーイ︾

死人を葬るのに︑小高い所

こだか・い﹇小高﹈︵形︶1 小高い

うになったのでせう︒︵略﹀︒﹂

で南に面してみる日巡りのよい地を

十一囎9

四535︵略V︑﹁オマヘノナカマト

と答へました︒

つける や

の青年を御用ひになったのかとたつ

おちよは︵略﹀︑母に﹁︵略V︑ 十3410 ︵略﹀︑どういふ御見込で︑あ

だちは答へて︑﹁居るさうだ︒

きりと答へる子供もございました︒

てい枯れてしまったやうです︒

と︑︵略V︑農夫は問返しました︒友

八214 白い雀が實際に居るのか︒﹂

﹁︵略V︒あなたのおなかまは大

らい年またお目にかか

︵略V︒﹂といひました︒のぎくは

︵略﹀︑秀忠あやしみて︑

﹁︵略V︒今之を推古するは如何に︒﹂

﹁︵略﹀︒

四455

︵略﹀︒﹂と答へました︒

なぜのしをつけるのですか︒﹂
と問ひました︒母は﹁これは
昔からのしきたりで︑︵略V︒

四441

りませう︒﹂とこたへました︒

何ぞ私事を以て公事を害せんや︒﹂と

答ふ︒
曰く﹁︿略﹀︒我︑罪を魯君に得たり︑

十二955國

尊公搾りて群臣に告げて

と問ふ︒﹁︵略﹀︒是は公の大事なり︒

十二382図

口ではっきりこたへます︒

明涙ヲ流シテ︑
答ふ

下され︑一日も早く御用御すましの

︽ーフ・ーフル・一へ彫

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび

答フ

上︑御蹄りの程御待ち申口外︒

耐封フ

こた・う﹇答﹈︵下二 ︶ 1 2

七506國

義理重ネテ︑﹁サラバコト

と答へて受取らんとせ

て︑配達夫は入口に立ちたり︒お花
は﹁はい︒﹂
しが︑︵略﹀︒

八185﹇図

ぐク張りカへ給へ．蕗V︒﹂トイ
ヘバ︑﹁︵略V破レタル所ノミツクロ

ヒテ用フルトキハ︑シバラク当用ヲ
ト答ヘタリト

ナスベキコトヲ︑若キ者二知ラセン
トテカクスルナリ ︒ ﹂
ゾ︒

八529國 入撰アヤシミテ﹁何故ゾ﹂
ト 問 ヘ バ ︑ ﹁ 御 前近ウシテ︒﹂ト答フ︒

九33図 尊は﹁何故にかくは泣きか

如何にせば可ならん︒﹂と︒商の臣答

をうち

は﹁︵略﹀︑此の 地 に 八 手 の 大 蛇 と て

へて︑﹁君子は過あれば謝す︒君︑實

やまた

なしむぞ︒﹂と問 は せ 給 へ ば ︑ お き な

︵ 略 ﹀ ︒ そ れ を かなしみ申すなり︒﹂と

を以て謝せよ︒﹂と︒

しあはびを

たのでせう︒﹂と問ひました︒母

﹃︵略V二子を失ひ給ひつ
る

るしにのしあはびを

は﹁︵略︶︒

閣下の心如何にぞ︒﹄と︒﹃︵略V︒

これぞ武門の面目︒﹄と︑大計答力あ

︵略﹀︑なまぐさのし
り︒

十405國魎

八十歳を越えて病を知ら こたえ﹇答﹈︵名︶2 答

答ふ︒

九586國

﹁やはらかなるものも二十七度

ざる或老人に︑長生の方法を問ひし
に︑

︵略 V ︑ ﹁ 何 者 ぞ ︒ ﹂ と 問 へ

かめ︒﹂と答へた り と い ふ ︒
十﹇438図

﹁ピエールよ︑少年鼓手よ︒﹂

と聲を揃へて呼んだが︑何の答もな

十一557

︵略V父の後をとぶらはんとて︑か

い︒

ば ︑ ﹁ ︵ 略 V 宇 野六郎の子なり︒︵略V︒

く諸國を巡り歩く な り ︒ ﹂ と 答 ふ ︒

417

こだかし一こつか

選ぶ︒

こだか・し﹇小高﹈︵形︶1
︽ーキ悼

醐天皇の陵あり︒

小高し

十﹇39図 寺の上の小高き所に後醍

ぎ

一興ンニミゴト

チラノ山モ︑

ち

︵略﹀切符

ば︑かならずこれを告げたまふ︒

﹃一人の子が國家の爲

いくさに出でし事なれば︑定めて不

九211國團囹

厚遇︒

思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心の

でさせ給へる御製にも︑常に國家を

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

十ニー7図

陛下が萬機の政をみそな

成凶事︑國家の爲眞に大賀の至に御

し︑蕃人も追々皇恩に浴する標に相

教育の事業も段々進歩

自由なる事もあらん︒何にてもゑん

こちらの方のは︑

十一408五位

りよなく言へ︒﹄

に高い火の見

コチラニハ︵略Vノハ
﹁あそこ

ガアリ︑

す︒

拝察せらる﹂は︑︵略﹀︒

に從ひ︑一致協同して︑此の三家を

我等臣民も亦祖先の遺風

護らざるべからず︒

︵略V︑信玄は︵略﹀︑はさみ 十二210図
うちにしようとした︒謙信はそれを

十二395図流石如の日ふやう︑﹁︵略V︒

余の彼を避くるは︑國家の急を先に

して︑私のうらみを後にするが爲な

このお金は私がこちらへま

藩学ト強兵ト相待ツテ始

貴族院は五種の議員を以

り又は學識あるものより勅任せられ

て之を組織す︒︵略V︑國家に勲螢あ

十二鵬5図

ノ國家二封スル義務ナリ︒

固リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ商人

十二536図 ︵略﹀︑海外貿易ノ畿展ヲ

メテ在家ノ盛大ヲ致ス︒

十二533図

家一日もこれなかるべからず︒

なる材料を作り出す所以にして︑國

農業は我等が生活に必要

みる時︑﹃夫の一大事の折に使へ︒﹄

か＼るたふとき御宮なれ

十二4610図

り︒﹂といふ︒

﹁こちらでは近年にない大

手紙を見て安心し

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

八457園

ざいます︒

と申して︑父の渡してくれた金でご

七418圏

と︑夜の間に信玄の陣に攻入った︒

知って︑こちらから先がけをしよう

六557

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

五434

向フノ汽車カラコチラノ汽車

は︑︵略﹀切符をうけ取ってみるので

を切ってみるのです︒あちらの方の

五402

のはしごが見える︒あのこちら
に白いかべが見えませう︒

四48囹

オリガアリマス︒

アソコ下層︵略Vノオビ

岩ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガ
こ

︵略﹀︑ウラシマノ來タノ

︵略﹀紺がすり上物十反

拝啓︑御註文の縞物三十

5丁

三573

アリ︑︵略V︒
ち

東風

ナハナザカリニナリマシタ︒

こ

こち﹇東風︼︵名︶1

東風吹かばにほひおこせ

よ梅の花︑主なしとて春を触るな︒

九788國圃

リマス︒

たし候︒

5丁

こちょう︻五丁﹈︵名︶1

十一2図

こ

ルーブル博物館は名甕・

こちょうこく﹇古彫刻︼︵名︶1

コチラ

︵略﹀︑

を打つたのだらう︒
八685團

八34図

二615︵略﹀︑アチラノ山モ︑コ ば︑︵略V︑皇室及び國家に大事あれ

ノハシヲオモチナサイ︒

一322 アチラデモコチラデモタ
ました︒こちらの方はどうとも都合
ノクサヲトツテヰマス︒
がっくから︑心配するには及びませ
一48一 ワタクシガコチラノハシ
ん︒
ヲモツカラ︑アナタハンチラ
こっか﹇国家︼︵名︶14 國家

ちら号あちらこちら

こちら︻此方︼︵代名︶1一

古彫刻最も多く︑︵略﹀︒

十二647図

古彫刻

反︑本日通運便により︵略﹀獲卜い

九137國團

願上畳︒先は重ねて御註文まで︒

だけ御見立の上︑︵略V御送り相成度

九132圓函

こちゅうもん﹇御注文﹈︵名︶2

御註文

三692 ウマイゴチソウモ毎日タ
ベルト︑シマヒ風蘭イヤニナ

ナゴチソウヲシタリ︑︵略V︒

ヲタイソウヨロコンデ︑イロイロ

三683

こだち︻木立︼︵名︶1 木立うふゆこ ごちそう︻御馳走﹈︵名︶2 ゴチソウ
だち
又朝早く起きて︑木立しげき公園等

九611図人多き都會に住む者は︑︵略﹀
を散歩すべし︒

﹁ ︵ 略V︑元は少しは人に知

こだち﹇小太刀﹈︵名︶1 小太刀

八335園
られた刀かちで︑若い時から何十本
となく大太刀・小太刀をきたへた︒

こ
こだまちょう﹇児玉町﹈︹地名︺1 見
玉町

だま

の

︵略 V 大 連 に 着 す ︒ ︵ 略 ﹀ ︒
こだま

市街に大山通・見玉町・乃木町等の

十二547図

名あるは︑明治三十七八年戦役の記
念たり︒

ごたようちゅう﹇御多用中一︵名︶1
御多用中
︵略﹀法會相螢度候間︑

御多用中戸入候へども︑御参列成し

十一629國團

下され候はば︑有 り 難 く 存 じ 奉 り 候 ︒

タヒ・ボラ

﹁今日三組が皇太子殿下ノ

ごたんじょうび﹇御誕生日﹈︵名︶一
御誕生日

タンジヤウ

御誕生日ダ︒

タンジヤウ

八904囹

コチ

魚類ニハ︵略﹀︑

こち︻輔﹈︵名︶一

七706

・ハモ・コチ・キスナドノヤゥニ︑

こと

こっか

418

たるもの︑︵略V︒

帝建議會﹇の協賛は摂家の

盛衰︑皇民の安危に重大なる關係を

十二囎1國

の建築も亦新し︒

國家全篇

こっかぜんたい︻国家全体︼︵名︶1

夫ノ田畑ヲ耕シ︑大工ノ家屋ヲ作り︑

又國家全睡カライヘバ︑農

十二皿5図 國家を護り︑國権を維持
商人ノ物品ヲ費買シ︑官公吏ノ事務

十一129

するは兵力に頼る を 以 て ︑ ︵ 略 V ︒

ヲ取扱ヒ︑教師ノ生徒ヲ教育スル等

及すものなれば︑︵略﹀︒

十二田7図 ︵略V︑軍人たる者は一途
ハ皆分業二外ナラヌノデアル︒

こう

に忠節を重んじ︑國家の大事に際し
こっかぼうぎょ﹇国家防御一︵名︶1
國家防禦

ては︑身命をすつること鴻毛よりも
青き畳悟なかるべ か ら ず ︒

四面華押ナル我が芸当

ハ︑國家防禦ノ上蔀リイフモ︑商業

十︸353図

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ

保護ノ上ヨリイフモ︑常二強大ナル

十二皿7図 禮儀を守る心得を訣ける
と諭し給ふ︒

弾始めた︒幾千の聴衆は帽子をぬい

ス︒

三308

ニウゴイテ︐斗マ

中佐ハ︵略﹀︑

トウ︿山上

こっきょう﹇国境︼︵名︶3
ワタラセ

國境

更二東南二流レテ︑上野・

ヒタチ

江戸川ハ︵略﹀︒其ノ流ハ

武藏ノ國境ヲ過ギ︑渡良瀬川ヲ合セ

ムサシ

九154図
テ︵略V︒
シモフサ

九162口薗凶

下総・震音ノ國境ヲナセリ︒

本流午下リテ︑下総・常陸

國家を護り︑國権を維持

國権

ノ國境ヲ流レテ太平洋二入ル︒

九168図

十二m5國

こっけん︻国権﹈︵名︶1

するは兵力に頼るを以て︑︵略﹀︒

國交

四三我に劣れる國民を見

こっこう﹇国交﹈︵名︶1

十二皿3図

て︑︵略V︑甚だしきは之と交るを喜

國光

け︑随って國力の獲展をさまたぐる

ばざるが如きは︑︵略V︑國交を傷つ

こと多し︒

五467園

﹁早くこっちへ來たまへ︒

︵略﹀︑そんな所にみてはあぶない︒﹂

コロンブスの遠征時代は

後土御門天皇

ごつちみかどてんのう﹇後土御門天皇﹈

︹人名︺1

十二8010図

我が國後土御門天皇の御代にして︑

︵略﹀︒

﹁小包郵便でもやはり四匁

こづつみゆうびん︻小包郵便﹈︵名︶2

小包郵便

七524圏

﹁小包郵便は二百匁までは

までが三銭ですか︒﹂

船長はこつぶの水を一口飲

こつぶ

どんなに遠い所でも︑八銭でよいの

七527圏

です︒

七845図

コップ︵名︶1

コテ

みて︑又その話をつ窒けたり︒

大工ハノコギリ︑左官ハコ

ヒノシコテ

こて﹇鐙﹈︵名︶2

︵略﹀︒

こと﹇言﹈︵名︶1

老人︵略V︑良ヲカヘリミ

言うおおせごと・

立屋ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑

テ︑石屋ハノミ︑カヂ屋ハッチ︑仕

八145

大小幾多の軍艦は︵略V︑ 一212

こっこう﹇国光﹈︵名︶1
十一293図

刻々

遠く四方に航行して︑到る庭に國光
をかゴやかせり︒

ごっこく﹇刻刻﹈︵名︶1

︵略﹀︑列後に在るものは
き が

十228図

ひとりごと

更に一物をも食ふこと能はず︑飢餓

十二699図

刻々にせまるが故に︑次第に行進を

りごと・はたらくことはひとのほんぶ

なにごと・なにごともせいしん・はか

こと︻事﹈︵名︶鑓 コト こと 事←v

リテサ・グ︒

老人ノ言ナレバ︑命ノマ・二塁ヒ取

テ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂トイフ︒良︵略V︑

早め︑︵略﹀︒

こっそり
︵略V︑てきのふいをうたなけ

こっそり︵副︶1
五758

つそりと裏道からひよどりこえに向

︷略V︑コロンブスは深紅 ればならぬ︒しと考へて︑︵略V︑こ
の美服を着し︑西班牙の國旗を持し︑

つた︒

十二799図

テタ︒

ノ敵ヲ追挑ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立

八868

サマシイデハアリマセンカ︒

四88 日ノマルノコクキガアサ
日ニカガヤイテヰルノハ︑イ

ッカヒマス︒

ノサヲニモ︑︵略Vニモ︑竹ヲ

モノホシザヲニモ︑コクキ

ヒラヒラトカゼ

二28一 ドコノイヘニモカドマツ
ガタテテアリマス︒ コクキハ

海軍ヲ有セザルベカラズ︒
こっか︻国歌﹈︵名︶1 國歌
十二848 紳士は更に填太利の國歌を こっき︻国旗﹈︵名︶5 コクキ 愚母

で相和して歌った ︒

こっかい﹇国会﹈︵名︶1 國會

十二641図 英國は國會の最も早く開
けたる國にして︑テームス河岸の國
會議事堂は︵略V ︒
こっかいぎじどう﹇国 会 議 事 堂 ︼ ︵ 名 ︶

3 國會議事堂
らん

十二637図 倫敦には英國博物館・英
蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知
︵略﹀︑テームス河岸の國

られたる建築物多し︒
十二642眉コ凶

會議事堂は第一に観客の目を引く建
築物なり︒

︵略﹀眞先に上陸し︑此の西班牙の新

十二653図 伯林には︵略V︒最も人

領地をサンサルバドルと命名せり︒

こっち

目を引くものは國會議事堂なりとい

こっち﹇此方︼︵代名︶1
へども︑其の規模甚だ大ならず︑其

419
こと
こと

ん・まつりごと・ものごと
せん︒

三398

けれども︵略﹀

ソレデイツデモイクサニ

とは言ひません︒

なかなかむつかし

︵略V︑これを一矢でいお

とすことは︑

四778
さうです︒

︵略V︑わるい神さまがさまざ
︵略﹀︑オトホリスヂノミチガ

まのわるいことをはじめました︒

五62

ケハシクテ︑オコマリノコトガゴザ
イマシタ︒

三495水の上で︵略︶︑ぼんやり 五72 ︵略﹀︑ワルモノドモハ目ヲア

カツタトイフコトデス︒
三466園﹁ばかなことをいふ︒

三438

よけいなこ 五22

一516︵略﹀︑オヤニシンパイヲ 三395耳も︵略﹀︑ききおとすや
カケルノハワルイコトデス︒
うなことはありません︒

二42オソクオキル人ハ︑コノ
ウツクシイ日ノデヲミルコト

﹁オモシロイコトダ︒ハ

ユミヲイルコトガスキ

ガデキマセン︒

二335
デ︑︵略﹀︒

二607囹

三708圏

かへるは︵略Vにもすむ 五173 時ニハニ三尺モ高クトブコト

︵略﹀︑

オトヒメノイツタ

リヲシイコトデゴザイマスガ︑
︵略V︒

三734

コトモワスレテ︑タマテバコヲ
アケテ見ルト︑︵略﹀︒

五234囹

私はよその物をぬすむやう
なことはいたしません︒﹂

﹁お前のいふことはまこと
にもっともだ︒

五262園

です︑︵略﹀みのししが︑︵略Vか

つらいことばかり︑︵略V︒

ろ︑三日叫ばんの土用ぼし︑思へば

ムコトガアリマスガ︑︵略﹀︒

ノ汽車カラコチラノ汽車ヲ見テモ︑

火ヲ使フコトノ出置ルノ幾人

同ジコトデセゥ︒

五564

鳥ヤケモノハ火ヲ使フコトヲ

バカリデス︒

知りマセン︒

五566

昔ノ人毎石炭ノコトヲモエル

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

五605

シタ︒

ハヤシタテル音ヤラ︑ニギヤカナコ

五705 ︵略V客ヲヨブコエヤラ︑︵略﹀

クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

﹁こ＼からしろの方へ下り

五755囹 ﹁表から攻めおとすことは

むつかしい︒

ることが出來るか︒﹂

五781園

へいけはふいを打たれて︑ど

モシ列ニハナレルヤウナコト

ソレデゼニニナルコトモ出

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六262囹

ガアツテモ︑︵略﹀︒

六138

うすることも出露ない︒

五817

いといふことがあるものか︒

三日目のくれがたのこと 五292圃 ︵略V︑七月・八月あついこ 五797圏 鹿の通れる所を馬の通れな
けおりて來ました︒

四161

デモ上ルコトガアルサウデス︒

ことができるのです︒
ガアリマス︒
トデアル︒
﹁ソレハマコトニオナゴ 五177 鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ 五727囹 出來ルコトナラ︑モツト太

三503

ナヲサカセテミヨ︒﹂
うかんでみることもあります︒
ケテヰルコトガデキマセン︒
五605 昔ノ人ハ︵略﹀︑石油ノコト
三138 ︵略﹀︑ダレトスマフヲト 三497︵略﹀は水の中にながく 五155 池ノ申デコヒガオヨイデヰル
ヲモエル水トイヒマシタ︒
ツテモ︑マケタコトハアリマセ
居ることはできません︒
ノヲ見タコトガアリマセウ︒
ン︒

ガマコトニハヤカツタノデス︒

三148 ケハヤハ︵略V︑ケルコト

三197︵略﹀︑子ヒバリハスノ中
デ︑ドンナニマツテヰルコト
デセウ︒

三228私を︵略﹀︑たたせること
や︑二つかさねることは︑どう
してもできません︒

三231私を︵略﹀︑二つかさねる
ことは︑どうしてもできません︒

とです︒﹂

三246 牛は︵略V︑あるくことが 四283圏 まことにおきのどくなこ 五334 マタ三番茶・四番茶マデモツ
おそうございます︒

︵略V︑こをたくさん集めて來
いとおほせになりました︒こといふ

五367

のはかひこのことで︑︵略﹀︒

なまぐさものをもちひな

ル人ノカホハヨク見エマセン︒向フ

苦シイコトバゴザイマ 五435 ︵略︶︑向フノ汽車ニノツテヰ

待ちません︑︵略﹀︒

︵略﹀カラ︑︵略Vマデ︑皆

鐵ガナケレバ︑コシラヘルコトが出

六276囹

來ンバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

﹁ソレバ峰山イサウナコ 五414 汽車はどんなことがあっても 六262囹 ソレデゼニニナルコトモ出

には︑

トダ︒

四601囹

いことがおほいのです︒

三248．うまは︵略V︑はしること 四447囹 ﹁︵略﹀おめでたくない時
がはやうございます︒

三388 これがなければ︑せんせい
のおっしゃることや︑ みんな
の言ふことがわかりません︒

センカ︒﹂

三391 これがなければ︑︵略Vや︑ 四674囹

みんなの言ふことがわかりま

こと一こと
420

來マセン︒

︵略﹀︑人ノ役二立ツコトハ

六594園

それから信玄が死んだと聞

いた時︑謙信は﹁ああ︑をしい事を
した︒

目が見えず︑さがすことさへ出來ま

六625團園 ﹁︵略V︑かなしいことに

銅 ヨ リ モ マ ダ 上 デ ス︒﹂

六278園

六308圏 ﹁あ＼︑大へんなことをし
せん︒﹂

六626圏圏

﹁︵略﹀︑かなしいことに

た︒今のお客にもう一銭上げなけれ
﹁︵ 略 ﹀ ︑ 一 銭 ま う け て お け

ばならなかった︒﹂

六318園

目が見えず︑さがすことさへ出漁ま
カズノ子ノ俵ヲ

ば よ か っ た の に ︒ ﹂︵略﹀︑﹁そんな事

熊ハ︵略﹀︑

又川バタ論難ツテ︑魚ヲツカ
ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル

正行︵略﹀父ト母トノ教ヲ

コレホドノワケノ分ラヌコトハアル
マジ︒

七51図

商費上でげんきんといひ︑

守りテ︑一日モワスル︑コトナカリ
キ︒

七126園

小丸といふのは商人から

かけといふのは何の事ですか︒

七139圏

品物を使ふ人にすぐに費渡すことで
す︒

卸頁といふのは品物をたく
さん持ってるて︑小頁店へ大口に費

七143園

問屋といふのは︵略﹀︑

七171團
す︒

七173国

ぶじお着のことと存じま
このよい時節に東京へお
上りはおうらやましい事でございま
す︒

あなたほどの大きな花ぶさ
モシ手ガナカツタラ︑︵略V︒

は見たことがございません︒

七222園
七256

オビヲムスブコトモ出馬マセ

ハシヲ持ツコトモ出來マセン︒

七257

品

問屋といふのは何の事です

渡すことで︑︵略V︒

．か︒

七145園
七148囹

たとへばごふく問屋といふ

取る店のことです︒

七153囹

のは︑︵略﹀︑それをほかへ責渡して

我が生キテフタ・ビ汝ヲ

﹁汝ヲサナクトモ︑︵略﹀︑

取ってやる店のことです︒

答へることが出來ないで︑顔を赤く
︵略﹀︑善き事たがひにす

やり︑又︵略﹀︑それをほかから買

友︑人と人︒

七19図園
ケヨ︒

七39図園

行コレニスギタルコトナシ︒﹂

天皇ノ御タ分県ツクスベシ︒汝ノ孝

七29一槍我が死場タル後モ︑︵略﹀︑

見ンコトバカタカルベシ︒

七25図圏

ヨク父ノ言フコトヲ聞分

＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑友と

六835図圃

する子供もございました︒

六703 ︵略﹀︑先生に何か聞かれても︑

ナドヲ作ルニ用フルコト多シ︒

六681図杉ハ︵略V二用ヒ︑又︵略V 物を頁つたり買ったりして︑口銭を

コトガアリマス︒

六67一

マヘルコトガアリマス︒

六665

イヒマス︒

カツイデ︑ニゲテ行クコトガアルト

六664

せん︒﹂

︵ 略 ﹀ ︑ 主人はこの事を聞いて︑

が出來るものか︒
六328
直 吉 は 正 直 も の だ とほめて︑︵略﹀︒

六458 初は︵略V︑ 信長の目通りへ
出ることも出來ませんでした︒

六475 ある年︑城のへいが百間ばか
りこはれた事がありました︒

六478 信長はとうとう秀吉にいひつ
けて︑直させることにしました︒

敵を攻めに行

さをしたけれども︑一ぺんもまけた

六492 秀吉は︵略V︑ たびくいく

秀吉が︿略﹀︑

ことがありません︒
六497

つてみた間の事でしたが︑信長は京
都で︵略Vにころされました︒

六508︵略V日本中の大名が皆秀吉の
言ふことをきくやうになりました︒

六528 をしいことに︑そのいくさの
終らない中に病氣でなくなってしま
ひました︒

六543図 ニモノヲスルニモ砂糖ヲ用
ところがとなり國では︵略﹀︑

フルコトアリ︒
六586

塩を送らせないことにした︒

ン︒

カユイ所ヲカクコトモ︑ イ

カユイ所ヲカクコトモ︑ イ

タイトコロヲサスルコトモ出直マセ

七258

ン︒

七258

イソガシイ時二手ノ足りナイ

タイトコロヲサスルコトモ出血マセ

ン︒

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

七267

フコトデス︒

ドンナガクキガアツテモ︑手

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

七277

シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ

コトハ出典マスマイ︒

七283

一匹の簸の口から出る綜をの

コシラヘルコトハ出塁マセン︒

ばして見ると︑五六町もあるといふ

七288

ことである︒

七318 ︷略﹀︑その間に一日か二日つ

﹁あ＼︑金がない程残念な

つ眠ることが四度ある︒

ことはない︒

七402圏

七424圏 ︵略﹀︑御主人織田様には︑

近いうちに京都で馬そろへをなさい

さだめて皆様は御じまんの

ますとのこと︒

︵略V︑これが一豊の出世のも

馬に乗ってお集りのことでございま

七425圏

せう︒

七443

日本紙ハコヨリニシテ物ヲ

とになったといふことであります︒

シバルコトが出來ル︒

七482圏

421
こと

こと

七493囹水ニヌレルグラヰハ何デモ
ナイコトダ︒﹂

七635図ある山國にては︑犬のくび
に︵略︶かごをかけおきて︑つかれ
たる旅人をすくはしむることあり︒

七639 われくは一日も水を飲まな
水を飲まないことはあって

いことはない︒

七641
︵略﹀︑水のまじった物や︑水

も︑︵略﹀︒

七643

をまぜてこしらへた物を口に入れな
いことはない︒

七655 ︵略V︑水がなければ︑生きて
みることは出來ない ︒

七659 ︵略Vを飲むと︑ おそろしい
病氣にか＼ることがある︒

︵略﹀沈ンダリオヨイダリシ

七766 一ガイニイフコトハ出來ナイ
ガ︑︵略﹀︒

七781

テヰルノハ︑陸上デ二見ルコトノ出
︵ 略 ﹀︑一たん心定めては︑

來ナイ美シイ景色デアラウ︒
七788図圃
事 に 動 か ず ︑ さ そ はれず︑︵略﹀︒

水けを吹いてみることがあります︒

七829囹 ある時には鯨が頭から高く
七832園 何萬とも知れないいるかが
およいでみるのを見ることもありま
す︒

﹁航海 と い ふ も の は ︵ 略 ﹀ ︑

の上へとび上ることもあります︒

七835囹 又ある時にはとび魚が甲板
七848囹

又時にはおそろしい目にあふことも

あります︒

又きりがか﹂つたり︑大雪

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七854囹
なる事もあります︒

敵ノ砲墓ヨリ三州

ナイ︒

﹁召使ノ中山カ・ル事ヲ

働クコトハ人ノ本分デアル︒

八166黒具

八161
ヨク心得タル者アリ︒

﹁我モコレ程ノ事ハ心得

﹁︵略V︑総べテ物片破レタ

仕事をしながら︑僕に色々な

があったが︑︵略﹀︒

話をした事もある︒

八332

八389國諸子ハイマダマツチノ製造

一切の書類や記録類も皆ぶじ

場ヲ見タルコトナカルベシ︒

八437

毎日の食物のにたきから種々

であったといふことだ︒

の工業まで︑火の力を要することは

八442
シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

﹁いや︑見たことがない︒

これ程有用な火でも︑ひよつ

数へきれない程多い︒

︵略V︑毎朝早くすを出て︑

い︒﹂

八478圏

八514図

焼けない事さへいへば︑御

又ことばも電報だから︑そ

又ヤケナイといへば︑うち

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ

チもいらない︒

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八482囹

ことはもう御存じだから︑︵略﹀︒

﹁︵略﹀︑火事の昨夜あった

んなにていねいに書くことはいらな

八473圏

安心なさるから︑︵略V︒

八469園

とまちがふと大へんな事が出來る︒

︵略﹀︑雀といふものは︵略V︑ 八446

﹁それはさうと︑君は白い
八211園

﹁︵略﹀︒﹂といって︑今見た事

其の中に雀のことはいつかわ

一日も休んだ事がない︒

走ることは馬よりも早いの

で︑︵略V︑つばさははなはだ小さい︒

八562

バシタメラババ事アラバレントス︒

討ツベキ手ハズナリシガ︑︵略﹀︒今シ

八532図他ノニ人ハ此ノ間二入鹿ヲ

アリ︒

奉ルニヨリテ︑入落ノ参内スルコト

︵略V︑た9身代を取返す事に ミ奉ルコトヲ得テ︑︵略﹀︒
カン
八518図 サル程二三韓ノ使ミツギヲ
幾度カマハリタレドモ︑入
八318

増車のわを打ってるた事もあ
つた︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八326

僕の家で一度つるべの金たが

八323

ルコトヲ得ズ︑︵略﹀︒

八295図

ばかり心がけるやうになって︑︵略﹀︒

八267

すれて︑︵略V︒

八266

をすっかり話して聞かせました︒

八259

いふことだ︒﹂

ゑをさがして︑すぐ蹄ってしまふと

八221園

雀を見たことがあるか︒﹂

八208園

とを話しました︒

又議そう作物を荒すものだといふこ

八204

キ者二知ラセントテ︵略V︒﹂

ル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八183図囹

タリ︒

︵略V︑それを見ると︑あれ 八169図囹

はどこだといふことが分ります︒

七869園
この星を見分けることや︑
この星を見分けることや︑

燈墓のあかりを知ることは︑︵略﹀︒﹂

七871囹
七872囹
燈皇のあかりを知ることは︑︵略V︒﹂

この星を見分けることや︑

二三のあかりを知ることは︑船に乗

七873圏

﹁さておしまひに一ついつ

る者には大切な事です︒﹂

七876圏

ておきたい事があります︒

日本は海國でありながら︑

︵略V︑こんなことではどう

海を恐れる人の多いのは残念な事で

七878圏

す︒

七884囹

︵略V︑

して海國の國民といはれませう︒

丸ヲアビセカクルコトイヨ︿盛ナ

七921國

リ︒

代々の天皇は皇大神宮をた

﹁この鏡を見ること我を

ふとびたまふこときはめてあつく︑

八13図

︵略﹀︒

八24図囹

見るが如くせよ︒﹂

︵略﹀︑その御忍の盛なるこ

働クコトガナケレバ︑食物モ

と前古たぐひなかりきと申す︒

八37國

八155

買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

こと一こと
422

八576

いすかのくちばしは︵略﹀︒そ

れで﹁いすかのは し の く ひ ち が ひ ︒ ﹂
といふことがある ︒

八671團 ︵略V︑一時はどうなること
かと心配いたしま し た が ︑ ︿ 略 V ︒

事にしなければならぬと存じます︒

八674團 併し老病の事故︑よほど大
八676團 祖母一人孫一人の事で御座
い ま す か ら ︑ ︵ 略 V︒

か﹂る地方にては︵略V︑

間あまりにして日本に蹄着すること
を得べし︒

八819図

トサケンデ

美しき花木を見ること能はず︒
八878 中佐ハ﹁︵略﹀︒﹂

部下ヲハゲマシ︑敵ヲ撃退スルコト

此ノメデタイ日二討死スル

敷度合及ンダ︒

八906囹
ノハ軍人ノ面目ダ︒名巻ノ事ダ︒L

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

八702三園我等一同︵略V︑今日よ 八921 馬丁ハドウナルコトカト心配
り働くことを止むぺければ︑左様心
タガ︑︵略﹀︒

︵略V︑朝日・夕日にか父や

得られたし︒﹂

なれり︒

かれ︒﹂

あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

﹁つ＼しみて怠ることな

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九16図

ことを導べし︒

きて︑遠く敷里の外よりも望み見る

八705図 ︵略V︑手は食物を口に入る 八944図
﹂ こ と を 止 め ︑ ︵ 略V︒

︵略﹀︑足は食堂へ行くこと

を止めたり︒

八706國

足 な え て ︑ 動 く こ とかなはず︑︵略︶︒

八708図︵略﹀︑耳鳴り︑目暗み︑手

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

九73

ナイ︒

︵略﹀︑皆一ツニナツテヰテ︑

九141挙国

︵略Vまでには少々間に合ひか

︵略﹀にもかくべつ

﹁聞けば︑そなたは豊島

ほうたう

大尉はそれを取って見ると︑

の戦にも出ず︑

九208國團

次の様な事が書いてあった︒

九204

ね候事と存候︒

は︑

次に老人向きの紺がすり

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

九710

取離スコトガ出來ル︒

整準ノ辮ハ︵略V︑一ツヅツニ

八715図圏 我若し食物をこなす事な 九53図囹
らるべき︒

八729図 ﹁猫デナイシヨウコ黒竹ヲ
書イテオキ︒﹂ト イ フ コ ト ア リ ︒

八739図 虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド
ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ
ルが如シ︒

八742國 足ノ先ニハ︵略V爪アリ︒
用ナキ時之ヲカクスコト︑虎モ猫モ
相同ジ︒

八751國 虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木
︵略﹀東方へ向はば︑二週

ニヨヂ上ルコトヲ得︒
八794図

﹃一人の子が國家の爲

の働なかりきとのこと︑︿略︶︒

九212國團囲

いくさに出でし事なれば︑定めて不

九331

之を聞いて︑︵略V︑皆其の成

スチブンソンは若い時から機

功を喜んだといふことである︒

關の事に明るかったが︑︿略﹀︒

九333

︵略V︑すべりのよい車をすべ

さて幾度も幾度も造り直し

︵略V︑スチブンソンの畿明し

それが今は朝の急行列車で東

なって︑︵略V︒

た汽車を用ひて見ようといふことに

九343

來た︒

て︑終に其の目的を達することが出

九338

り考へてるた︒

したらよからうと︑日夜其の事ばか

りのよいレールの上で走らせる様に

﹃︵略﹀︑定めて不自由 九335

自由なる事もあらん︒
九213國團園

母は︵略V︑そなたのふ

なる事もあらん︒

九215國團

がひなきことが思ひ出されて︑︵略﹀︒

併し今の戦争は︵略︶︑一
人で進んで功名を立てる様なことは

九227圏
出來ない︒

豊島の戦に出なかったこと
工兵は陣地をきづき︑道を

は艦齢一同残念に思ってみる︒

九232園
九252図

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九358

昔の旅行には色々難儀なこと

着くことが出路る︒

九3510

若し其の關所をよけて︑わき

があった︒

馬は馬子が引いて︑ゆるく

一同はやむことを得ず︑進

アリは幸にも星によりて方

アリはそこに行きて︑あり

し事を物がたり︑ねんごろに同行を

九4810図

︵略V︒

角を見定むることを知り居たれば︑

九485図

行を止めて︑風のをさまるを待てり︒

九463図

話相手もなく︑︵略﹀︒

九4510図 アリは子供のことなれば︑

歩むのだから︑早いことはない︒

九378

道を通る標なことをすれば︑︿略﹀︒

男子ノ 九374

其の任務には軽重

歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

開き︑︵略V等︑もっぱら技術の事に
したがふ︒

九258図

輻重兵は︵略﹀︑

五月五日二︵略V︑

の別あることなし︒

九277図

福運ヲイノルコト︑我が國古ヨリノ
風習ナリ︒

臨時大祭二天皇皇后爾陛下
ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九304図
リ︒

カクノ如ク単二ニタフレタ
ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九305図

︵略V︑﹁何月何日初航海をする

アツキヲ見ルモノ︑︵略V︒
九321

から︑何人にも乗船の望に慮じる︒﹂
といふことを新聞紙に廣告したが︑
︵略V︒

「
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．は︑︵略V︒

征東將軍をつかはされし冷しばく

九625図 ︵略﹀︑其の後も度々叛きて︑

頼みしに︑︵略﹀︒

ることの鯨りにおそ け れ ば ︑ ︵ 略 V ︒
なりき︒

九6410図空氣は︵略V︑

其のしるしは水にぬるるこ
然れども空喜の流通鯨りに

若し空氣なからんには︑人

強き時は︑却って火の消ゆることあ

九659図

となかるべし︒

九653図

ずといふこと無し︒

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

︵略V︑一年中の農夫の辛苦が

︵略﹀︑身を切るやうな寒さに

夜が更けて︑雨の音が静かに

九764図

︵略V︑家業ノ元手ノ一部分
又病勢其ノ他ノ場合ニモ︑

トモナスコトヲ得ベシ︒

九765図

一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル

ズ︒

九804図
︵略V︒

︵略V無用ノ入費ヲハブキ

︵略﹀必要ナル費用マデモ

︵略﹀︒

コト少シ︒

九906図 ︵略︸︑金貨ハ日常流通スル

二都合ヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

九9010図 紙幣ハ︵略﹀︑輕クシテ取扱

其の高さは︵略﹀︑富士山

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得

九913図之ヲ日本銀行二持行カバ︑

ベシ︒

いっこより見ても︵略V︑

より高きこと凡そ一千尺なり︒

十14図

十24図

︵略V奈良の大佛の大きさ

な ら

其の全景を見ること能はず︒

の日本一なることは諸子すでに之を

十48図

︵略V︑其ノ上一＝二四歳位ノ子

知れり︒

供ヲ坐ラセルコトモ出來ルサウデア

十56

ル︒

炭・薪・材木等の森林より

︵略V落葉︒こけ︵略﹀木

森林なければ︑土砂附近の

︵略V︑近年一定の森林を指

讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

分合ノ爲 十1510図 紫式部は︵略﹀︑ 兄の書を

を禁ぜり︒

慶し︑其の樹木を一時に伐取ること

十112図

と多し︒

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

十102図

如くなるを以て︑︵略V︒

くみさ﹂ふること︑あたかも海綿の

の根などは︑地上に落ちたる水をふ

十94図

出つることは何人も知れる所なり︒

昔或氏神のお祭に競馬の神事 十87図

費買トイフコトナカリシ遠
︵略﹀物ト物トヲ取換ヘテ有

キ昔ニハ︑︵略V︒

九879國

といふ事があった︒

九8110

こと無く︑︵略﹀︒

九805図

︵略V︑片時も君を忘れ奉る

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

筑紫に到りて後は︑常に門

ヲシムが如キハ︑ホムベキ事ニアラ

九786図

トヲ心ガクベシ︒

テ︑一銭・二銭ヅツニテモ貯ヘンコ

九784図

スコト能ハザル者ノ野上ハ︑︵略﹀︒

九768図

凡そ少しに ベシ︒

九494図 聞けばハッサンはアリの來

色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二

九543図 ︵略V︑自ラ其ノ周園ノ物ノ
見附ケラル・コトナシ︒

九553図 保護色ノ攣ズルハスデ日面
白キコトナリ︒

九555図 ソレヨリモナホ面白キハ︑
︵略V︑形サへ其ノ周園ノ三二似ルモ
るべし︒

ノノアルコトナリ︒

九562図 農夫ナドハ小枝ト見チガヘ
九663図

九706

思はず首をち買めることもある︒

九704

もある︒

一夜の中にむだになってしまふこと

九692

を保つこと能はざるべし︒

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト
アリ︒

九574図 他ノ動物ハ其ノ三色山菜リ
テ︑タヤスク之ヲミトメ︑二二近ヅ
ク コ ト ナ キ が 故 二 ︑︵略﹀︒

ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒

九575図 ︵略V︑却ツテ其ノ身ノ安全

九582図 口にうましとて多く食ふこ
となかれ︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九881図

無相通ジタルニ過ギザリキ︒若シ今

ると︑︵略﹀︒

ノ世ニモナホカ︑ル事アリトセバ︑

九582図 多く飲むことなかれ︒

九708︵略﹀︑翌朝起きて見れば︑何

︵略﹀︒

ヒタルコトアリ︒
是金銀ハ︵略﹀︑

是金銀ハ︵略V︑

二直段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑

九899図

ルコトモタヤスクシテ︑︵略V︒

九897図

又分合ス

貝・毛皮・穀物・牛等ヲ用

時の間に雪に憂つたか︑そこら一面

モ買フコトヲ得ベク︑︵略﹀︒

九893図

銀世界になってみることもある︒

九594図 衣服もよく洗ひて︑よごれ
たるをば着ることなかれ︒
Σりたることなき人 あ り ︑ ︵ 略 V ︒

九598図 常に無病にして︑馨者にか

御老人・御子供衆も御大
もはや新聞紙にて御承知
の事とは存候へども︑︵略︶︒

九724國團

勢の事故如何と御案じ申し居り候︒

九601図 然れども運動多きに過ぐれ 九715圓団
ば︑却って病を起すことあり︒
におとらず︒

九607図 空調の大切なることも食物

こと少き人の︑色青ざめて元受なき

九612図 室内にのみ居て︑外出する 九763図 ︵略﹀︑ヤ・高貴ナル必要品

こと
こと

424

じ︑少しも忘る＼ こ と な か り し か ば ︑
︵略﹀︒

十179図萬づに心ききたること︑此
の一例にても知る べ し ︒

十181 我々は毎日本を讃んで色々な
讃んでみる聞は中に書いて

事を畳える︒

十184
ある事ばかりを一心に考へてるるか
︵略﹀︑どうして出來るものか

ら︑︵略V︒

十185
といふ事は深く考 へ な い が ︑ ︵ 略 V ︒

十218 活版は印刷が終れば︑其の活
字を取離すことが出來るから︑︵略﹀︒

十221 又活字は何時でも直に植ゑる
こ と が 出 來 る が ︑ ︵略V︒

人に親切なことは是でも知

いことは︑それでよく分りました︒

十356園
れると思ひました︒
︵略﹀︑何を聞いても︑︵略V︑

しかもよけいなことはいひません︒

十359園

はきくしてるて︑禮儀・

作法をわきまへてみることも︑それ

十3510圏

それで注意深い男といふこ

ですっかり分りました︒

十366園
とを知りました︒

小生の如く平素下働にな

れたる者には︑術科もつらきことは

十5710圓團
これなく︑︿略V︒

何か不都合なる事あり

て︑罰に挿せられたる者は︵略﹀︒

十594憂虞

入管當時は友人も少く︑

生活も一攣致し忌事とて︑︵略﹀︒

十598國團

十615図然レドモ其ノ頃ハ︵略V︑
産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スルコト
多カリシナリ︒

十623図

︵略V︒

吏京市だけでも︑一年にほふ

を行ふことあり︒

十846

死んだ後で︑身禮の全部にす

る牛は歎千頭にも上るといふことで

ある︒

十852

西洋の馬がおとなしくて︑日

たりのないことも牛と同じである︒

十8510

本の馬のおとなしくないのは︑育て

豚肉はあぶらに富んでみて︑

方・使ひ方にあることで︑︿略﹀︒

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十867

いことは知らぬ人はない︒

十8710 ︵略V︑潮脚や難肉の養分の多

御道筋の事故御立寄下さ

れ候はば︑小生も御同行致すべく候︒

十915國團

三盆なる事と存候︒

︵略V数千人ノ坑夫が銅鑛 十909丈量 ︵略﹀︑其の講話は定めて

以來︑大イニ人力ヲ省クコトヲ得テ︑

あれの温順なことをよく現 十618図 ︵略﹀︑新式ノ機械ヲ用ヒシ

して居ります︒

十3610園

かういふやうな色々な美質

をもってみることをよく見定めまし

十376園

銅山ノ盛ナルコト︑是ニテ

ヲ掘取ルコト︑圭旦夜止ム時ナシ︒

︵略V︑なほ平生の行をしら 十635図

た上︑︵略V︒

モオシバカラルベシ︒

模様にて︑一寸先をも見分くること

せんと申合せ居り候事とて︑︵略V︑

種々の模様を工夫し︑又麗 十692図 ︵略V︑墨を流したる如き空 十927國圏 ︵略﹀︑何れ熟考の上實行

ロ

ロ

コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂

︵略﹀の頃には度々行幸

路ヲ上ルコト一里蝕ニシテ︑︵略V二

十鵬6図

ヨメルコト人ノヨク知ル所ナリ︒

十967図 昔安倍仲麻呂ガ︷略﹀︒ ト

アベノナカマ

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︵略V︒

テ︑都ニアリシ時此ノ山日出ヅル月

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマ

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

十731図

大いに参考に相成るべしと存候︒
﹁されば思ひ出したる事

能はず︑︵略V︒

十534図無

一なり︒

兵舎内にては歌をうたふ 十735國 道後は︵略﹀︒︵略V︑帝都

の候︒實盛目頃申し候に︑︵略﹀︒

十568圓團

をさること遠けれども︑︵略V︒

女子は耳に耳輪をはむるこ

達ス︒

十一67﹇図秋・冬の花少き季節に入

の事絶えたり︒

ありしが︑山城へ遷都ありし後は其

然れども入墨をほどこすこ 十一51図

り︑︵略V︑之を殺して盛大なる儀式

︵略V︑是はもとより當然 十819ロ工あいぬは時々子熊を捕へ來

とは今は全く禁ぜられたり︒

十7910園

と男子に同じく︑︵略V︒

十798図

ひしことも数回に及べり︒

兵舎内にては︵略﹀︑高 十737図 ︵略﹀︑往昔天皇の行幸し給

事︑︵略V事等堅く禁ぜられ居り候︒

ぜられ居り候︒

兵舎内にては︵略V︑所

聲にて談話する事︑︵略﹀事等堅く禁

十569圓團

温泉の多きこと實に世界第 十964図

においては極めて大切なる事とす︒

十501図

べて雇ふことに致しました︒

十224 それ故近年は︵略V︑ 活版を 十378圏
用ひることが多くなった︒
約スルコト亦前ノ 如 シ ︒

十241図 老人怒リテ︑五日目ノ朝ヲ

十265國国 拝啓︑いよく來月一日
より御入螢︑軍務に服せられ候事︑

名構ノカク異ナルヲ以テ

︵略V一村の名答に御座候︒

十308國

モ︑此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來セ
シコトヲ知ルベシ ︒

十313図此ノ芋ノ︵略﹀︑ 内地ヘノ
渡來ハ其ノ後百雷年ノコトナリ︒

の事に候︒

十572國團

く禁ぜられ居り候︒

定以外の場所にて煙草を吸ふ事等堅

十332図 當時ハ遠島ト講シテ︑罪人 十5610圓国
ヲ 遠 キ 島 二 流 ス コ トアリシガ︑︵略V︒

十346 ︵略V︑主人は其の中で一人の
青年をやとひ入れることにきめた︒

十353圏 きれいずきで︑つ＼しみ深
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りても︑食物に不 足 す る こ と な き は ︑

人々ガメイ︿勝手ナ形ヲ造ツタナ

の方向に關らず︑十分に風力を利用

アラビヤ馬の長途の騎行

るべきかとて︑︵略﹀︒

飲まず食はずに終日・終夜

にたへることは實に驚くべき程で︑

十﹇467

︵略︶︒

走っても尚平然として居るといふこ

其ノ大ナルモノハ︷略V︑ 十︻4610

とである︒

こΣにアラビヤ馬の達者な

或人のアラビヤ旅行日記の

﹁馬が子供と遊んでみるの

やうやく立歩くことのでき

親子・夫婦・兄弟・姉妹

一家和合セザル時ハ家道

︵略V︑多感ノ健全ヲ害ス

︵略V︑時ト場合トニヨリ

家の事をば心にかけ

葬啓︑老父事本年滞六

十歳に相等候に付︑︵略﹀︒

十一6110圖團

ず︑御國の爲に行きませ︑い︾や︒

十﹇608図圃

テ笑フベカラザルコトアリ︒

十一534図

トアレバ︑︵略﹀︒

十一529軍内二省ミテ︑ヤマシキコ

少シ︒

レバ︑意氣モ亦オトロヘテ笑フコト

十一527國

ル・事ナカルベシ︒

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ

十一521図

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

ヨク和合スレバ︑︵略V︑家運自ラ開

十一519図

る三つ四つの子供が︑︵略﹀︒

十一5010

を見たことがある︒

十一509

一節に次の得なことが書いてある︒

十一507

ことを謹明する面白い話がある︒

︵略V︑何レモ多量ノ石炭 十一471

海防艦ハ專ラ自國ノ沿岸
當総督府の経螢も着着

今や西部縦貫平町も全
其の中内地人は八十

部開通致候事とて︑︵略V︒

十﹇369國團

承知の通りに下塵︑︵略V︒

其の効を見るに至り候事︑かねて御

十一361國圏

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

十一336図

スルコトヲ得︒

ヲ積ミ︑大ナル速度ニテ長時間航海

十﹇334図

コトアリ︒

時二戦艦ト合同シテ敵ノ主力ト戦フ

十一333図

に驚くにたへたり︒

國運畿展の速なること實

することを得︒

︵略﹀︑今日デハドンナ品物

臣下として一天玉乗の君

十一288図

ラ︑ソレヲ完全ナ時計二組立テルコ

り︒

十﹇1310図

かさぎ
︵略V︑主上尚笠置におは

を遠國へ遷し奉ること無道の極みな

十﹇135図

コトハホトンドナイ︒

ヲ製造スルニモ︑分業二二依ラナイ

十一128

トハ出來ナイ︒

一に其の螢役の結果なり︒

十﹇81図 故に飼養者の注意により
ては︑次第に其の群の敷を増加する
ことを得べし︒

十一85図 ︵略V︑花のとぼしき時は
蜂合職の起ること珍しからず︒

十一98 此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ
シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業
トイフ︒

事の末だ成らざるに先だち︑笠置も

しませし時︑早くも義兵を暴げしが︑

﹁﹃志士・仁人は生を求

身を殺して仁を成すこ

ばんじん

十一406國團

鯨︑蕃人は此の外にて約十一萬と申

されど武士どもは其の意

味を知らざりしかば︑思ひとがむる

︵略V︑蕃人も追々皇恩

す事に候︒

十一408國團

に浴する様に相成当事︑國家の爲眞

︵略﹀︑越王勾践︵略﹀︑

遂に呉を滅して會稽の恥を雪ぐこと

に大賀の至に御座候︒
光範と心を併せての事

︵略﹀︑年頃の恩愛︑殊に

は今日の元服の事等思ひ響けては︑

十一4410図

とて︑如何ともし難ければ︑︵略﹀︒﹂

此の故事を引きて︑︵略V︑ 十一435ロコ凶事

え上げたるなり︒

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞

十一173國

を得たり︒

十一171図

こともなかりき︒

十一166図

とあり︒﹄とかや︒

十一144國園

めて仁を害することなし︒

一入デ種々ノ仕事ヲ 十一144図園

落ちたる由風聞ありしかば︑︵略﹀︒

其ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナ
︵ 略 V︑

十一106 分業法二依ルト︑ 人々ガ
ル︒

十一1010

スルコトニナルト︑︵略V︑ムダニ時

︵略﹀︑ムダニ時間ヲ費スコ

間ヲ費スコトガ多イ︒
十一112
トガ多イ︒

︵略V ︑ ソ ン ナ 手 数 が 省 ケ テ ︑

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一114 分業法二依ツテ︑一人デ一
ト︑︵略﹀︒

十﹁115

徒二時間ヲ費スコトガナイ︒

ニバカリ⁝掛ツテ 居 ル ト ︑ 自 然 ソ レ ニ

十一117 又分業二依ツテーツノ仕事
精神ヲコラスコト ニ ナ ル カ ラ ︑ ︵ 略 V ︒

かくて光範の與へたる

如何でか討たるべき︒

︵略V︑屋島・壇浦は源平 十一462図

だんのうら

十﹇118 ︵略V︑其ノ仕事二三スル器 十一196ロ覇凶 海の静かなることは鏡の
如く︑︵略V︒

︵略﹀︑コ︑二注意シナケレ 十一207國

具ノ改良や獲明ヲスルコトモアル︒
十一1110

刀には事の由を書添へて送り返し︑
︵略﹀︑心の知ることもあ

の昔語に人の感興を動かすこと甚だ

十﹇463図

バナラナイノハ共同一致トイフコト

帆の運用自在なれば︑風

︵略V︒

其ノ各部分ヲ造ル 十一274図

切なり︒
︵略 V ︑

デアル︒
十一125

こと
こと
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十一644

︵略V ︑ 毎 日 三 度 ノ 食 事 ニ モ ︑

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト
ガ大切デアル︒

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

十一691図我等の周園には讃むべき
事限りなし︒

十一692図 時間の貴きを知れる者は
無爲に苦しむこと な し ︒

十一693図 活動するのみにて休養す
ることなければ心身いっか廻れて︑
︵略﹀︒

十︸697図 又事既に過ぎて︑思ふも
盆なき事に心を螢 す る は ︑ ︵ 略 V ︒

十一697図 ︵略V︑思ふも盆なき事に
心を勢するは︑時間を徒費すること
甚だし︒

なる人のする事なり︒
︵略﹀︒

ト大ナリ︒

十一7110図此の絶をかける書工︵略V 十一865勲凶 熟練ト機敏トヲ要スルコ
寄食してありしが︑何一つ書がくこ

︵略﹀︑今ハ僅カニ六七人

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十﹇871図

フコトヲ得ベシ︒

︵略V︑細大意ノマ・ニシ

物の償は効用あること
物の債は︵略﹀と︑随意

て︑︵略V︒

︵略﹀︑

士高家の持主五人

は各其の家の費れざらんことを恐れ

十一928︹図

て︑︵略﹀︒

十一9210図 ︵略V︑最も償を低くした

例へば靴を用ふること流

る人︑其の家を責ることを得べきな

り︒

詳して︑買手にはかに増すときは︑

十一935図

︵略V︒

︵略V︑海岸も海水厚く

るよりは︑決して安くなることなき

十一951國 ︵略﹀︑需要の減ずるに非

なり︒

十一961景雲

凍結し︑流氷の流れ浸る事もこれあ

故に随意に得られざるも
のなりとも︑効用なきものは債ある

十一皿3踵團

新版圖の事に候へば︑

事は多々これ有り候︒

成功致候へども︑今後尚着手すべき

十一町3圓團 ︵略﹀︑諸種の経螢追々

候︒

獣は数千頭にも達することこれあり

をつと
︵略VこΣに集る盟肋

り候へば︑︵略V︒

ることなし︒

せい

︵略V︑効用あるものなり 十一998國国

ことなく︑︵略V︒

十一908図

ものなり︒

に得られざることとによりて生ずる

十一906図

と︑︵略﹀とによりて生ずるものなり︒

十︸906國

テ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナシ︒

﹁君は︵略V︑三年の間 十一874國

住持は心得ぬ事に思ひ

ともなく︑︵略﹀三年を経たり︒

十一721図
て︑︵略V︒

十﹁723図園

﹁我が書がかんと思ひ

﹁そはいと名残をしき

未だ一度も叢筆を取り給ひしことな
し︒

十一726図心
事なり︒

十一743図上

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

︵略﹀︑随意に得らる＼も

本島の開拓は我々國民の最も力を用

︵略﹀今ははや生れ故

のなれば︑之を買ふ必要なく︑随つ

是飲料水とぼしくして︑

此ノ時諸葛孔明トイフ人

十一鵬1図圏願バク里雪ビイフコト

ガ︑︵略﹀︒

アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ

十一皿5図

御地にても同じことと存候︒

郷の如き心持に相成候︒極南暑熱の

されど水は大都會などに 十一皿8國團

ふべき所に候︒

十﹇917図

ては︑時として贋を生ずることあり︒

十一916國

て亦償あることなし︒

十一915﹇図

く︑随って便あることなし︒

らざるものならば︑之を買ふものな

十一912図

︵略﹀︑飾にも男用にもな

とも︑随意に得らる＼ものは亦便あ

瀧の後より山路を上るこ 十﹁909図

︵略V︑今は其の奇勝を見

構へしことを如何にして知り給へる
か︒﹂

十﹇766︹図

十一7610図

ること能はず︒

十一698図 文事既に過ぎて︑思ふも
と四町蝕︑

はれたり︒

︵略﹀︑鵜は深く沈まずし

て︑たやすく魚を捕ふることを得る

意のまΣに之を得ること能はざれば
其の五人は各其

なり︒

︿略﹀︑

の家の他人の手に渡らんことを恐れ

鵜はく居り入る毎に獲物 十一923國
なくして浮び出つること少ければ︑

十一827図

なり︒

十一826図

下すことなく︑︵略﹀︒

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一815図鵜の首元は細なはにてし

競ふ︒

ひたすら其の獲物の多からんことを

十一813図

︵略﹀︑鵜は盛に活動し︑

と︑我が國にては古來廣く諸所に行

十﹁791國

一條の谷川あり︑︵略﹀︒

金なき事に心を饗するは︑時間を徒
費すること甚だし ︒

十一698図無したる事に過なく︑後
悔することなき者は幸福にして賢き
人なり︒

十一699図逸したる事に過なく︑後
費することなき者は幸福にして賢き
人なり︒

十一6910図 若し過あらば︑深く之を
悔いて︑其の過を再びせざらんこと
をちかふべし︒

十一701國 思ひても返らぬことをく
よくと心配するは︑︿略V︒

よくと心配するは︑未練にして愚

十一702図 思ひても返らぬことをく
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ナカレ︒﹂

十一鵬9図園

﹁汝ハ孔明ト共二二二

從ヒ︑之二心フルコト父入事フルガ
如クセヨ︒﹂

十一期9図囹﹁︵略V︑之心事フルコ
ト父二心フルが如 ク セ ヨ ︒ ﹂

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

十一価4國 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

マ濁音スル

︵略﹀︑ 賊 借 上 ジ テ ︑ ﹁ ︵ 略 V ︑

ル コ ト 七 回 二 塁 ビ シカバ︑︵略﹀︒
十一鵬5図

敵スベカラズ︒﹂ ト テ ︑
コトナカリキ︒

孔明︑︵略﹀︑軍律ヲ齪サ

裏年暴風雨の爲に不作な

競孚・するが如きこと更になし︒

十﹁認8図
︵略V︑其の一事業として

りしことあり︑︵略﹀︒

十︻価4図
一村共同の有盒なる費用に
テツツヰ

︵略V︑
あっることとせり︒

︵略V︑我等は之を見て︑

ノ手デ自由二運輔スルコトが出雲︑

十ニー210何千貫トイフ大甘鎚モ一人

︵略V︒

解義ー78図

明日の天氣如何を豫知することを得
︵略V︑又航海中の船は早

べく︑︵略V︒

十ニー91図

く港に入りて難を避くることを得る

十﹇鵬9図
なり︒

諸子は中央心象壷より獲

ンコトヲ恐レ︑涙ヲフルツテ之ヲ斬

かれ︒

若し之を消費するものがな

武田勝頼大軍を率みて來

︿略﹀︑進み出でて其の使
﹁事の成否は今より豫

﹁諸君︑憂ふることな

勝商事急なればとて直ち
十二2910國圏

に引返す︒

十二292図

測すべからず︑︵略﹀︒

十二277図囹

たらんことを請ひ︑︵略V︒

十二277図

こと能はず︑︵略V︒

り攻むれども︑城兵善く戦ひて祓く

十二269図

たけだかつより

る道理である︒

が呼吸作用を螢むことが出來なくな

ければ︑︵略﹀︑遂には地球上の動物

十二215

行ずる天守圖を見たることありゃ︒

十干ー92図

リ︑︵略V︒

來客に會︻ふ

に目につくのは︑家の低くて小さい

十一㎜1 朝鮮の地に上陸して︑第一

婦人は︵略V︑

事である︒

十﹇m6
ことも︑外出することも少い︒

十一m7 婦人は︵略﹀︑ 來客に會ふ
ことも︑外出することも少い︒

はなむしろ

十一m1 ︵略﹀︑婦人の着物をよく洗
ばくかんさなだ

ふことは感心である︒

十﹇㎜4図 又萎稗眞田を編み︑花錘
を織ること行はれ ︑ ︵ 略 V ︒

十一皿1図 校長も着實温厚なる人に

︵略﹀︑生徒も亦校長をし

して︑生徒を愛すること子の如く︑
︵略﹀︒

十一皿1図

たふこと父母の如し︒

十一鵬6國 村會議員も︵略V︑ 互に

十二339図

︵略V︑時に臨みて心量れ︑

︵略﹀︑今新校舎ノ出軸上ツ

氣まどひて︑見苦しき行を爲すこと
あらん︒

十二353

︵略﹀︑學校ノ増設ヲ要ス

タノハ眞三慶賀スベキ事デアル︒
十二361図

よしあきら

昔藤堂高虎・加藤嘉明事

ルコト日一日ヨリ急ナリ︒

十二374図

嘉明後此の事を聞きて大

によりて相悪みし頃︑︵略﹀︒

十二384國

富士山の古歌には煙の立

いに恥ぢ︑︵略﹀︒

十二3910図

︵略V︑時時破裂せしこと

つことを歌へるもの多く︑︵略﹀︒

十二401図

も亦歴史に見えたり︒

昔箱根山の噴火せしこと

に今日の急務なり︒

但シ不正當ナル手段・廣

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

十二531図

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ

事ニアラズ︒

十二534ロロ凶 強兵ヲ以テ知ラレタル我

ガ野晒富國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

急務ニシテ︑︵略V︒

北へ進

ること約二日間にして大連に着す︒

十二545図 ︵略﹀︑黄海を西北に航す

ぬうやう

十二5410図大連より︵略﹀︑

奉天より証すること約百

むこと約二百哩︑遼陽あり︒

八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に

てつれい

十二5510図

至る︒

止るも唯其の命に從ひて︑少しも混

十二607図 ︵略﹀︑通行の人は行くも

どいつ

や

おほかみ

肚大な

英國博物館は古書・古物

凱旋門は︵略V︑

し

︵略﹀︑露西亜の狼は︵略﹀︑

ろ

一群大謁して︑ ︵略V黒色の鼠を全

十二664図 ︵略﹀︑通常の灰色の鼠の

中部濁逸にまで來りしことあり︒

十二6510図

ること世界第一と評せらる︒

十二651図

の多きこと世界に看たり︒

十二639図

︵略V︑又之に次ぎて眞紅 雑を生ずることなし︒

は我等既に之を學べり︒

十二402図

ようがん

十二4210図

の熔岩噴出することあり︒
︵略V︑動物を飼養し︑又

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

十二438図

︵略﹀︑四面皆海にして︑

ることを工夫するに至れり︒
十二455図

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食
すること少く︑︵略V︒
又衣服の原料も

く追梯ひしことあり︒

︵略﹀︑

此の如く全然移住するは

稀に見ることなれども︑︵略﹀︒

十二671図

といふ︒

して之をさまたぐること能はざりき

綿・麻・函南に仰ぎて︑家畜の毛に

十二457図

一丁其の牧穫を増

十二6610図 ︵略﹀︑道に量るもの一と
︵略﹀︑

求むること少かりしによる︒
十二464︹図

︵略﹀等を供給せんこと︑實

︵略﹀︑善良なる耕作用の

加することを得ん︒
牛馬︑

十二466図

記一ユ
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十二673図 ︵略V︑食物を追うて其の
居を韓ずるは珍しきことにあらず︒
︵略﹀︑あたかも洋々たる

︵略﹀︑列後に在るものは

江流を見るが如き肚観を呈すること

十一一695図

あり︒

十二699図
更 に 一 物 を も 食 ふこと能はず︑︿略﹀︒

十二713図 人をねたまんよりは︑勉
身をはかなむも過ぎしこ

めて之に勝らんことを工夫すべし︒
十一一714國
とは追ふべからず ︒

を顧みることなか れ ︒

コロンブスは猫り堅固

ことなき大洋なれば︑︵略﹀︒

十二785図

︵略﹀︑其の夜は一同うれ

なる決心を以て動かざること山の如
く︑︵略﹀︒

十二789國

東京高輪泉岳寺

たかなわせんがくじ

しさに眠ること能はず︒
︵略﹀︑

日々遊事を事として全く

の墓前には今尚香花の絶ゆることな

十二862図

し︒

十二865図
復仇の事を忘れたるが如し︒

︵略﹀︑一日良雄に面争し︑

﹁︵略V︑汝家老として

じゅしゃくわくりやう

汝の事なるべし︒

仇を報ずるを知らず︑人面獣心とは

十一﹇8610□薗凶園

反復直言して復仇の事を勧む︒

十二867図

復仇の事を忘れたるが如し︒

十二715図常に前を望みて︑徒に後 十二865図 日々遊樂を事として全く
十二716國 されど鯨り小さき事にま
で 遠 き 將 來 を 慮 るは︑︵略﹀︒

︿略﹀何事を貢すにも︑

︿略V何事を諾すにも︑

此の事は必ず成るべしと箆悟して︑

十二728図

︵略＞Q

十一一883図 事幕末の儒者林鶴梁の作
ひ
れる烈士直言碑の文にくはし︒

十一一729國

十二887図

便利なる航路を

なる事なし︒

十二904図

とまあらず︒

︿略﹀︑総べて家内に不整
︵略﹀何事にも清潔を旨と

煙草の吸ひがらより大火

一家中に病人なき程仕合

事を引起せしこと其の例敷ふるにい

十一﹇8910□薗凶

するは篇生上にも必要なる事なり︒

十二898図

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

十二888図

多しといへり︒

れたる家には︑盗人のうか貸ふこと

出入口に︑はき物の置齪

此の事は必ず成るべしと毘角して︑
引込思案の人は︵略﹀︑

熱 心 に 其 の 事 に 從ふを以て︑︵略﹀︒

十二732國

︵略﹀︑

良好なる時機を失ふこと多し︒
十二743図

︵略﹀空しく志を抱いて

開かんことは欧洲人一般の希望なり
き︒

十二764図

︵略︶︑激萬の見物人は再

西 班 牙 に 長 じ ︑ 居ること多年︑︵略﹀︒

十二774國

び此の船を見ること能はざるべしと
語れり︒

十二779図 是より先は未だ航行せし

十二913図

勅諭は先づ我が國の軍隊

︵略﹀︑兵制にも攣遷ある

十二m7図 ︷略﹀︑軍人たる者は︵略﹀︑

こと︑︵略﹀を詳に御諭しあり︑︵略﹀︒

十二m4図

を諭し給ひ︑︵略﹀︒

が古井天皇の統率し給ふ所なること

十二m3図

を全うすることを得べきなり︒

協力するによりて︑始めて其の効果

地方人民の一般に之を尊重し︑之に

︵略V︑幼児は母の感化を 十二脳9図 ︵略﹀自治團膿の事業は︑

受くること最も多し︒
︵略﹀︑憎め其の支出を定

め︑衣服・飲食の費皆其の範團を越

十二922□日凶

︵略﹀︑人情にそむき︑義

ゆることなかるべし︒

十二927國

﹁魯孔子を用ふ︒或は

理に外れても︑費用を惜しむは賎し
むべき事なり︒

十二949図園

齊を危くすることあらん︒﹂

こう

國家の大事に際しては︑身命をすつ

ること鴻毛よりも輕き費悟なかるべ

︵略﹀他人をおしのけ︑

からず︒

十二994図

他人の安眠をさまたぐるが如きは︑

︵略﹀我猫り趣き場虚を占領し︑︵略﹀︑

十ニコ37國 ︵略﹀︑辞め能く事の成否

ることあらんと戒め給ふ︒

のは︑時に臨みて或は不畳の名を取

平生より此の畳悟なきも

十二m9國
︵略﹀是等文明の利器も

文明國民の尽すべきことにあらず︒
十二鵬2図

︿略﹀︑旅客は下車騨にて

其の運用を全くすること能はず︒

を察し︑成し得べからざるものは引

十二㎜4國

各自に荷物を受取るに︑間違の起る

初より事の順逆・理非を

吐くべからず︒

ふみまよ

︵略﹀大いなる順逆を誤

信義は人と交り世に帯す

軍

平常質素を旨とすべきは

此の五箇條は︵略V︑

人として始めて守るべき事に非ず︒

十二m2國

を待たず︒

く略︶何人にも最も大切なること言

十二雌8図

︵略﹀︒

るに於て最も大切なる事にして︑

十二鵬6図

こと有るべからずと諭し随ふ︒

り︑又は公道の理非に踏迷ふが如き

十二皿10図

熟考して︑︵略﹀︒

十一一m8國

こと殆ど無し︒

之を返すにも其の期日を
違ふる者絶えてなしといふ︒我等の

十二㎜7図

︵略﹀︑國交を傷つけ︑随

學ぶべき事ならずや︒

十二皿4図

つて重力の獲展をさまたぐること多
し︒

︵略V︒

地方人民協同一致して︑
自ら地方公共の事に任じ︑

十二瑚8図

︵略﹀が如きは︑自治の

協同一致して團

精神に反すること最も甚だし︒

十二鵬10國

︵略V︑

艦の福利を増進せんことを心掛くべ

十二姻7図

し︒
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こと一ごとし

十二m6図 我等は︵略﹀︑ 既に祖先
の事蹟を學び得たること多し︒

こと﹇異﹈︵形状︶12 異号あいことな
り

九561図 其ノ禮ノ後ノハシヲ桑ノ木
二附ケ︑燈ヲナ・メニ突出スルトキ
ハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒

用ヲ害スル所以ナリ︒
しん

︻

動は藺相子が秦王を叱したるとは異

りんしゃうじよ

十二958図此の會に於ける孔子の行
なり︑相如は氣を以て人を服せりと

コト

こと

いへども︑孔子は義を以て人を動か
せしなり︒

こと︵終助︶2
母ハ來テ見テ︑﹁︵略﹀︒

マア︑ウツクシイコト︒

九899國 是金銀ハ︵略V︑ 産地異ナ 四756囹
リトモ︑成分二異同ナクシテ︑︵略﹀︒

關東ニチハ︵略﹀︑薩摩守テ

毎ういつかごと・

こごと・たびごと・とおかごと・にじ

ごと︻毎﹈︵名︶2

しいこと︒﹂とれいいって︑︵略V︒

﹁あ︑︑ありがたうございます︒うれ

十305図 甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異 六637圃園 めくらは杖を受取って︑
ナリ︒

十307図
ハ︵略﹀︑琉球ニ チ ハ 唐 芋 ト イ フ ︒ 名

稔ノカク異ナルヲ以テモ︑︵略V︒
ごと

母は其の方々の顔を見菱

ゆうねんごと︒にねんごと・ひとあめ

地人と同じからず︒其の衣服・食物

九215國團

十805図 あいぬの風俗は︵略﹀内
・家屋の有様に至りても異なる所多

毎に︑そなたのふがひなきことが思

鵜はく窒り入る毎に獲物

し︒

︵略﹀︒

こどう﹇古堂﹈︵名︶1

古堂
此ノ寺用︵略V︑

年ヲ経時ル古堂ノ申ニハ當時ノ佛像

十983図

ヒバチヒバシゴトクテツ

ビン

テツビンハ﹁︵略V︒ユヲワ

カス私モ︑私ノノル五トクモ鐵デ

六273園

ス︒

ことごとく︻尽︼︵副︶9コトぐク

ことぐく審ク奪
八π5圏﹁サラバコトぐク張り
カへ給へ︒切張ハマダラニナリテ見
苦シ︒﹂

八π9圏﹁我モ後ニハコトぐク

今年ハ

エダガヲレルポ

ドタクサンナツテヰマス︒

四106

四294囹
今年はもうこれです
みました︒らい年またお目にか

私がこΣへまみつたのは︑こ

かりませう︒﹂

の學校がたった年でございますか

六698

いっしよについだ梨の木の

ら︑今年で三十年になります︒

﹁今年の競馬はさぞ面白か

今年は何事もなくて︑︵略V︒

方は︑今年はまだ實がなりません︒

七668団

九693

らう︒﹂

︵略V︑蝦夷ども皆恐れて降 九826囹

張りカヘント思ヘドモ︑︵略﹀︒﹂

九64図

ロウ
大小ノ燈籠左右二多ク︑

六354図

ーク・ーシ彰

フランネル・ラシャ・メリ

水夫は柔く燈聖上の小屋にごとし︵助動︶圃 如シ 如し 肉ーキ・

参し︑東國ことぐく平ぎたり︒
十709図

入れられたり︒

ンスナドノ如ク︑ケモノノ毛ヲツム

十9510國

︵略﹀︒毎年節分ノ夜墨ク之二選火ス

正行ノ如キハマコトニ忠孝

ギテ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

大なるは小馬の如く︑小な

るは猫よりも小さし︒

七597図

里民ノ手本トイフベシ︒

ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑

七88図

トイフ︒

大和國ハ︵略V︑昔ナガラノ

山河︑一木・一草霊ク上古ヲ談ゼザ

十期10図

ルナシ︒

イヅレモ大規模二出來テヰ
テ︑墨ク蒸氣や電氣ノカヲ利用スル︒

十ニー29

︵略V︑あるものは顔長くと

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ︑ゲリ︒

七922桑中ニモ福井丸ノボートニハ

がりて︑狐の如し︒

七608図

して︑し＼の如く︑︵略﹀︒

あるものは頭大きくまるく

の如く︑立ちてもその毛はなほ地面

若し炭酸瓦斯を供給するも 七604図 毛の︵略V︑ 長きものは羊

﹁コトシバホウネン︑ホ
米ガナル︒﹂

七607図

のがなければ︑︵略V︑地球上の植物
︵略﹀︑冬日河水旨く氷結

に達す︒

十二682図

するに至れば︑︵略V︒

モ

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ

三336圏

御道筋の事故御立寄下さ ことし﹇今年︼︵名︶7 コトシ 今年

衆ース︾

は霊く枯死すべきはずである︒

千二百飴 十二223

なくして浮び出つること少ければ︑

十一827図

ひ出されて︑︵略﹀︒

︵略﹀︑ひたすら此の草の

十823図 あいぬの言語は日本語とは
全く異なり︒
十一904図

成長を保護し︑其の實の熟して地に
落つるを待ちて︑其の集に運び去る︒
是即ち農業の牧穫に異ならず︒

十二41國 文武道を異にすれども︑

今尚存ス︒

御同行致す

十ニー85図 信號は警報の種類により ごどうこういた・す︻御同行︼︵四︶1

國に鑑す誠は一なり︒
て異なり︒

れ候はば︑小生も御同行致すべく候︒

十二516図 人種・風俗ノ異ナルニ依 十916國團
リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

一21一

見本ト現物トヲ異ニシ︑ ごとく﹇五徳︼︵名︶2ゴトク五トク

約束ノ期限ヲ違へ︑︵略﹀ガ如キ皆信

十一一522図

ごとし
ごとし
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ひて︑

やたの

﹁この鏡 を 見 る こ と 我 を 見 る

八24図圏 ︵略﹀︑八尋鏡を授けたま

臨時大祭二天皇皇后爾陛下

て家を造りて住めり︒

九304図
ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア
リ︒カクノ如ク國事ニタフレタル人

るべし︒燈の火の風に吹消さる﹂が
如き是なり︒

船人は空氣を動かし︑風を

起して︑種々の用に供す︒オルガン

九668國

にて美しき音を獲せしむるが如き︑

︵略﹀︑内ニハ黒ブクレニナ

が如くせよ︒﹂と お ほ せ ら れ た り ︒

々ヲアハレミ給フコトノ深ク且アツ

八304図

リテクサリタル死人横タハリテ︑臭

︵略﹀が如き皆逸り︒

たうみ
︵略﹀が如き︑ 唐箕の車を

キヲ見ルモノ︑︵略﹀︒

ベシ︒

又病氣其ノ他ノ場合ニモ︑

︵略﹀︑一時ハ赤貧洗フが如

タリトナリ︒

十431図

キ有様トナレリ︒

かくの如き模様の工夫は無

十474﹇図 唐草模様・波模様の如き是

なり︒

限に多し︒

十476図

ば︑種々の色を生ず︒例へば赤に青

十487國 ︵略﹀︑之を種々に配合すれ

を加ふれば︑紫となり︑青に黄を加

ふれば︑緑となるが如し︒

べからず︒赤と緑とを並ぶれば︑赤

十496國 ︵略﹀︑色の調和を考へざる

も緑もよく引立ちて見ゆれども︑赤

九785図

︵略V︑墨を流したる如き空

胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ

又力士ノ如キハ常二全身ニ

男子も女子も寒き時は犬の

十814図其の家はほったて小屋の如

用ひ︑︵略﹀︒

皮などにて造れる羽織の如きものを

十808図

ク畿達セリ︒

カヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

十785図

オホハレタルハ︵略﹀︒

十778図

模様にて︑︵略﹀︒

十691図

くの如くに御座候︒

十601圓二字は近状御報知申上戸か

これなく︑︵略V︒

れたる者には︑術科もつらきことは

十579圓團

ゆるが如し︒

と黒とを並ぶれば︑赤の黒ずみて見
︷略﹀︑湖面鏡の如く︑四方

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ホ
九956図

︵略V︑其の形白扇を倒にか

の山々皆倒に影をうつせり︒

十19図

︵略﹀落葉・こけ及び網の

けたるが如く美しきは︑︵略﹀︒

十93図

老人怒リテ︑五日目ノ朝ヲ
然ルニ今日ノ如ク皇尊到ル

小生の如く平素勢働にな

ムベキ事ニアラズ︒

タマシ貯金センが爲二必要

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル

九765図

響くるが如き心肝り︒

まはして︑もみとしひなとをあふぎ

九669図

重出ヲツクが如シ ︒

若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ
山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

ナリシナリ︒

︵略﹀︑遂二今日ノ如キ美シキ景色ト

九428図

箱根山ヲ見下サバ︑︵略V︒

九413図

の如く集った︒

八383図 マツチハ︵略V︑一箱三四厘 九346 ︵略﹀︑四方からの見物人は雲
ニモ足ラズ︒カクノ如ク慣ノ安キモ
ノニテ︑カクノ如ク便利ナルモノハ
カクノ如ク償ノ安キモノニ

世二季カルベシ︒

八384﹇図

テ︑カクノ如ク便利ナルモノハ世二
少カルベシ︒
ぴ は

其ノ住メル周團ノ物ノ色二似タルモ

カクノ如ク動物ノ艦色ニハ

ノアリテ︑︵略﹀︒

九541図

其の名をおへる湖の か望みの如き

八596図圃 琵琶の形に似たりとて︑
水の面︑︵略V︒

沖縄二途スル木ノ葉蝶ハ︑

オキナハ

九567図

︵略V︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマ

虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

ルトキハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

八741﹇図

ルが如シ︒

八745図

︵略﹀︑地上に落ちたる水を

如くひろがれる木の根などは︑︵略﹀︒

ふくみさ＼ふること︑あたかも海綿

十94図

の如くなるを以て︑︵略V︒

森林の効用かくの如く著し

アル揚羽ノ蝶ノ羽ニハ美シキ色ドリ
﹁過ぎたるは及ばざるが如

ひげは 十314図

約スルコト亦前ノ如シ︒

十241図

きを以て︑︵略﹀︒

十111図

アルガ如シ︒

アゲハ

色町黄ト黒トノダンダラニテ︑下味

又其ノ舌引言内方二丁ツ 九579図 此ノ種ノ艦色ヲ警戒色ト名
ハチ
ヅク︒タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ磯

テハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑
︵略﹀︒

八749図 虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木
ニヨヂ上ルコトヲ得︒

し︒﹂と知るべし︒

八772図 イギリスは我が日本学國の 九602図
如き島國にして︑︵略﹀︒

田村麻呂は︵略V︑

︵略V父母二割ル︑如ク悲シミ

サレバ平左衛門ノ死セシ時

虞二作ラル・二至リシバ︑︵略V︒

ハ︑

然れども空発の流通塗りに 十329図
強き時は︑却って火の消ゆることあ

九6510図

針金の如くこはく︑︵略﹀︒

九632國

ははやぶさの如く鋭く︑︵略V︒

八801図 かくの如く日本を出で︑海 九632図 田村麻呂は︵略﹀︑ 眼の光
を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め
ば︑又元の日本に蹄り來る︒

八821図 か㌦る地方にては氣候つね
に寒冷にして︑美しき花木を見るこ
と能はず︒ある土人の如きは氷を以

431
ごとし

ごとし

︿︑床もなく︑天井もなし︒

十924圓国 仰の如く本村にも耕地整
理 の 必 要 こ れ あ り ︑︵略V︒

︵略﹀︑鍋ノ

三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翌・

︵ 略 ﹀ ノ三山︑

緑シタ︑ルが如シ ︒

十989図

十皿10図

足ノ如ク向ヒ合ヒテ立テリ︒

十一16︹図 吉野山霞の奥は知らねど
も︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒全山
花の雲に包まれたる吉野山の光景ま
︵略﹀︑水路きはまるが如

のあたり見るが如 し ︒

十一185図
くにして︑また忽ち開く︒

十一189図 春は島山霞に包まれて眠
るが如く︑︵略﹀︒

まうせん

十一194図 爾岸及び島々︑見渡す限
り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが
如く︑︵略﹀︒

十一196図海の静かなることは鏡の
如く︑︵略V︒

オホトリ

キジ

マナヅル

カモメ

ウヅラ

水雷艇頚骨千鳥・眞鶴・

カリガネ

テイ

ル有様モオモヒ見ルベク︑︵略﹀︒
ヒバリ カサヘギ

十﹁313図

雲雀・鵠・雁・鴻・維・鴎・鶉・

サギ

其ノ敏速ナル行動ハ烏

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ヒタリ︒

十一315図

其ノ名ノ

ノ空中ヲ飛行スル如クナレバナルベ
シ︒

十一319國戦艦ハ︵略V︑
以上ノ外︑尚水雷母艦・

如ク堂々敵ト決職スルヲ目的トス︒

十一351図
工作船・給炭船寺ノ如キ特別任務ヲ
有スルモノアリ︒

當塞北市街の如きは︑

神戸市に近き布引瀧は雌

かうぺ

十︻775図

雄二爆あり︒美しき瀧にして︑眞に
二爆相並んで雄を争ひ︑

白布をさらせるが如し︒

十﹁782図

其のひ璽き萬雷のと冥ろくが如く︑
︵略﹀︒

︵略﹀綿花ノ細片四方二

光陰矢の如く︑南北に

物などの如きは︑︵略V︒

十﹁954質料

みき

ないぶち

︵略﹀鈴谷川・内淵川

すすや

別れ候より最早一箇年に相成候︒

か

・留多加川の流域の如きは︑地味肥

るうた

十一969國團

え︑有望の農業地に御座候︒

支那ノ昔後漢ノ末︑天下

シ ナ

も今ははや生れ故郷の如き心持に相

十一皿6圓團 ︵略﹀︑此の極北の寒地

成候︒

﹁我ノ孔明アルハアタ

麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方二起レリ︒

杭綿機ヨリ出ヅル綿花ハ 十一囎2國

飛散シテ︑吹雪ノ服制クルフが如ク︑

十一847図

︵略﹀︒

十一853図

モ

供給に限りある

﹁汝ハ孔明ト共即事二

蜀ノ軍少シモサワガズ︑

校長も着實温厚なる人に

村會議員も︵略﹀︑

和合して︑︵略﹀︒

互に

十一価6図 ︵略﹀︑一村は一家の如く

競孚するが如きこと更になし︒

十一m6図

たふこと父母の如し︒

十一鯛2図 ︵略﹀︑生徒も亦校長をし

︵略V︒

して︑生徒を愛すること子の如く︑

十一m1図

ントスルモノノ如シ︒

旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ

ツヅミ

十一燭4図

知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒

フ︒孟獲答ヘテ日ク︑﹁此ノ如シト

シテ︑﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂ト問

十一鵬2遠里 ︵略﹀︑蜀軍ノ陣中ヲ示

如クセヨ︒﹂

從ヒ︑之二事フルコト父二事フルガ

十﹁m9図園

カモ魚ノ水アルガ如シ︒

︵略V︑四尺程ノ幅トナリ 十一皿10音量

眞白雪ノ如ク︑︵略﹀︒

十︻854図

ク

︵略﹀︑蜘蛛ノイノ如キ細

テ進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見

近年市旺を改正し︑街路井然︑︵略V

ルが如シ︒

十一364國團

十一873図

︵略﹀︑細大意ノマ︑ニシ

らう

蟻は︵略V︑部屋・廊下
熱き地方の白蟻は︵略﹀
日光・空頭の如きは︑
︵略﹀︑随意に得らる﹂ものなれば︑

十一913図

小山の如き集を造り︑︵略V︒

十﹇897國

を造り︑其の内面を壁の如くに和む︒

十一895図

テ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナシ︒

十一873図

キ綜︑︵略V︒

建築物の五大なる︑内地にても見る
能はざる程に御座候︒

月日は睡る﹂水の如く︑

先は御案内まで︑此の

熊王十五歳になりぬ︒

十一441図

十一625群団
如くに御座候︒

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅
ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

十﹇645
レ︑︵略﹀︒

十﹇251図 二物相待つに非ざれば用
を淫し難きを﹁車 の 爾 輪 の 如 し ︒ ﹂

約束の時日を違ふるが如

と い へ ど も ︑ ︵ 略 V︒
さくちや

之を買ふ必要なく︑随って亦便ある
水の如きも轟然り︒

ことなし︒

十一915図

︵略﹀︑今日の如く通信交

通の機錦茸達し︑影野の活動敏速な

物の債はかくの如く需要

︵略﹀︑

物︑例へば名高き古人の言書・古器

十一949図

或時は安くなるものなれども︑︵略﹀︒

供給の關係によりて︑或時は高く︑

十一931図
かくて次の夜は如何にと

ひとり言いひ居たり︒

ねずして︑明日はかく甕がかんなど

うか雲ふに︑前の如く夜もすがら寝

十一735図

る時代にありては︑︵略V︒

十一711図

きは時間の賊なり︒

十一252図 ︵略V︑四神の猫車︑丁丁 十﹇705図
の辣車の如きは唯一輪なり︒

・汽船の進歩は世界諸國をして日に

十一283図 かくの如くにして︑汽車
盆≧接近せしむ︒

十一291図 重砲車の如きは十頭の馬
をして引かしむ︒

十一3010図 雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物
トモセズ︑風ノ如ク急進スル置型ナ

ごとし
ごとし
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の 如 く な れ ど も ︑︵略V︒

十二68國 風號び海怒りて︑波浪山
ヨ

﹁我が聯合艦隊が克ク

なづまず︑能く學理を慮弄せば︑一
世には農業を以ていや

門訴の牧穫を増加することを得ん︒
十二468︹図

しき職業の如く思ふものなきにあら

十ニー06図團

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

東西ノ交通盛ニシテ千里
我等ハ世界ノ市場ヨリ如

何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑世

十一一5010図

比隣ノ如．キ今日二於テハ︵略﹀︒

十二507図

ず︒

︵略﹀皆此ノ成果ヲ見

タ ル モ ノ ハ ︑ ︵ 略V︒

十ニー12図團

タルニ及ンデ︑唯唯感激ノ極︑言フ
所ヲ知ラザルモノ ノ 如 シ ︒ ﹂

あた

界ノ音量ハ亦皆我が商品ノ市場ニシ

天氣圖とは︵略V︑

かも天上より下界を見下すが如く︑

十ニー95図

見本ト現物トヲ異ニシ︑

一目に全國天候の如何を示すものな

ナリ︒

質ヲ下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以

約束ノ期限ヲ違へ︑︵略︸︑商品ノ品

十二523図

テ︑︵略V︒

り︒

ふな

十ニー97図 天氣圖に用ふる普通の符
わだち

號は左の如し︒

し

し

あ

め

十二673図

あ

り

か

ふ

り

か

︵略V︑亜弗利加・印度の

獅子︑南亜米利加の野牛等の︑昔の

遊牧の民の如く︑食物を追うて其の
居を韓ずるは︵略﹀︒
つばめ

又燕の春來りて秋去り︑

雁の秋意りて春去るが如く︑獣類中

がん

十二675図

にも︵略﹀其の居を移すもの少から
ず︒

︵略﹀︑遠く之を望めば︑

あたかも洋々たる江流を見るが如き

十二695図

肚観を呈することあり︒

不義にして富み且貴き
は︑我に於て浮雲の如し︒﹂

十二727図園

コロンブスは猫り堅固

日々遊樂を事として全く

なる決心を以て動かざること山の如

十二785図

く︑︵略﹀︒

十二275図無 今は轍にあぎとふ鮒の

十二531國但シ不正當ナル手段・廣

十二865図

くすのきまさつら

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

如し︒

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ

たかち ほ

十二332図楠木正行の母が正行を戒

事ニアラズ︒

﹁汝の今學を慶するは
我が此の機を断つが如し︒﹂

十二967古園

る人の責任最も重し︒

の行儀・作法等につきては︑主婦た

を察せよ︒﹂といへるが如く︑子供

十二914図 ﹁其の母によりて其の子

復仇の事を忘れたるが如し︒

め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の子

シャンゼリゼーの大通の
如きは︑世界最美の街路と標せらる︒

十二611図

を 叱 り し が 如 き は︑︵略﹀︑忠義の爲に

︵略﹀︑今や全島就學児童

は恩愛を忘るΣ生心より出でたり︒
十二359図

肚麗なる馬車・自動車の
多きは巴里を第一とし︑市中到る虚

十二633図

其の往來織るが如く︑︵略﹀︒

ハ學齢見童百分ノ九十七ヲ越エ︑本
郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成

ひろこうち
︵略V︑殊に公園・廣小路 十二972図 孝経に曰く︑﹁身を立て︑

績ヲ示セリ︒
のこぎり

おほかみ

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て
や

の如きは︑十敷由量列をなして前後相
し

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒
どいつ

中部猫逸にまで搾りしことあり︒此
の如きは動物の一時的移住なり︒

此の如く全然移住するは
稀に見ることなれども︑︵略﹀︒

十二671國

官位・︵略V學問等に於

強國の国民たる名署を負ふものは︑

高尚なる品格を要するが如く︑世界

て衆を抜く者は︑個人としても自ら

十二976図

十二6510図︵略V︑露西亜の狼は︵略V︑ 孟子の如きは即ち其の一人なり︒

う

接す︒

十二4010図 最も東なる根子岳は七面 十二633図
阿蘇山は此の如く複雑な

山とも冒し︑山頂鋸の歯の如し︒
十二423︹図

る 一 大 火 山 に し て︑︵略﹀︒

十二459図 耕地の面積廣大なるが如
くなれども︑絡面積の約一割五分に
過ぎず︒

十二463図 栽培法の如きも︑奮法に

摂理としても之に相照する品格を備

へざるべからず︒

︵略Vを不潔にし︑︵略V

等の建築物をけがし︑公園の樹木を

十二988図

大國民の品格を傷つくるものなり︒

折取るが如きは︑公徳の低きを示し︑

十二994図︵略V他人をおしのけ︑︵略V

人の安眠をさまたぐるが如きは︑文

我濁り廣き場盧を占領し︑︵略V︑他

明都民の志すべきことにあらず︒

老人長者の爲に道をゆづ

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

十二995図

が如きは︑︵略V︑其の心の奥ゆかし

無力我に劣れる國民を見

きを感ぜずや︒

十二皿2國

甚だしきは之と交るを喜ばざるが如

て︑︵略V輕侮の念を以て之を迎へ︑

きは︑却って我が選民の度量の狭く︑

品格の低きを示す所以にして︑︵略V︒

まして威力を以て強制

し︑私利を以て渤誘する等の手段を

十一一m9図

用ひ︑又は之に左右せらる﹂が如き

は︑自治の精神に反すること最も甚

だし︒

又産業組合を設け︑慈善

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十二妬2國

して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

心の作興に務むるが如きは︑皆公共

心の獲動にして︑︵略V︒

自治制の如き最良の制度

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

十二鄭5図

︵略﹀︒
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こども
ことなく

︵略﹀︑

一片忠節の心なか

らんには︑其の人や全く精神なき人

十二皿4図

形のみ︒此の如き人の組織せる軍隊
︵略 ﹀ ︑ 小 さ き 信 義 を 立 て

は即ち烏合の衆に 同 じ ︒
十二田10図
ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は
公道の理非に踏迷ふが如きこと有る
べからずと諭し給 ふ ︒

ことなく﹇事無︼︵副︶1 事なく
村の祭のたいこがひ父く︒稻は實が

七109圏 二百十日も事なくすんで︑

コトニ

ことに

いる︑日よりはつ 貸 く ︑ ︵ 略 V ︒

ことに﹇殊︼︵副︶18

殊二 殊に

一年中デコ

トニォメデタイ日デス︒

四85 十一月三日目
八573 ︵略V︑陸鳥のくちばしは圓く

細くて︑先がとがって居る︒わし・
に鋭くて︑や﹂太 い ︒

たか・とびなどは上くちばしがこと

﹁なんでそんなに泣いてゐ

る︒もしおなかでもいたいのか︑お

六612園

とし物でもしたのか︒﹂と︑︵略︶︑こ

︵略V︑

八重櫻︑今日九重に

にほひぬ

殊の外

そこに居る人は私たちとは

如きは︑十数回列をなして前後相接

い︒﹂

又ことばも電報だから︑そ

﹁こらどうした︒命がをしく

んなにていねいに書くことはいらな

八472囹

ことばで話してゐます︒

まるでちがった風をして︑かはった

七841囹

とばやさしくなぐさめる︒

國民各自の行爲をつΣし

格を高むる所以なりといへども︑殊

み︑品格を重んずるは即ち國民の品

十二982図

す︒

來織るが如く︑殊に公園・廣小路の

ひろこうち

主上は詩の心を御さとり 十二633図 ︵略﹀︑市中到る威其の往

いつくしま

嚴島は古より日本三景の

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

十一164図
ぬ︒

十一206隠瞭凶
一に数へられて殊に名高く︑︵略﹀︒
くわんとん

︵略﹀︑又平田に三盛婦

人が隊を成して草取を爲す有様は殊

十一386國国

いく野の

︵略﹀︑百にも近き鵜︑此

つ︑かの防備︒かれは構へつ︑我が

ることばもうちとけて︑我はたΣへ

十395図圖昨日の敵は今日の友︑語

と言葉鋭くしかった︒

︵略V︑其の有様は何事だ︒︵略V︒﹂

なったか︑妻子がこひしくなったか︒

いとも 九197

に他國人の注意を引くものは社會の

︵略﹀︑大江山

かをるらん︒

言

問はば如何

︵略﹀︑勅なれば

言の葉

公徳及び國民の度量なりとす︒
九9110図圃

ことのは﹇言葉︼︵名︶3

︵略V︑年頃の恩愛︑殊に

に興味を畳え申候︒

十﹇4410図
は今日の元服の事等思ひ績けては︑
如何でか討たるべき︒

十一706図約束の時日を違ふるが如

かしこし︑うぐひすの

後の世永く

の

九934図園

散らざらん︒

と︑つかうまつりし言の葉の花
は千歳も

うおことば・おんことば

琴平

子ドモ

うおんこどもしゅう・おん

子ど

の光を水にうつせる奇観は筆も言葉

も蓋し難し︒

子供

三203

子どもが五にん︒

︹ひらが

ウニカハイガツテヰマシタ︒

二507 ヨイオヂイサンバ白イ犬
ヲーピキカツテ︑ 子ドモノヤ

なこども・かしこいこども

も

こども﹇子供﹈︵名︶44

十一18図

十527國圏義仲の幼目に見たりし時 ことひら﹇琴平︼︹地名︺1 琴平

ことのほか︻殊外一︵副︶1

方に浮び︑彼方に沈み︑︵略V︑之を
ぢやうちん
取園みて︑数十隻の遊船︑岐阜提灯

くちざらん︒
武勇︒
な ら
古の 奈良の都 十一832図

道の 遠ければ︑ふみ見ずといひし
あま
言の葉は︑天の橋立 末かけて︑

九926図圃

聞え上げたる

にと

たら

雲ゐまで

きは時間の賊なり︒殊に集會の時間

の葉は︑幾代の春か

︵略﹀最モ盛ナルハ紡績

は正しく守らざるべからず︒

ます

樺太にて最も有望なる

事業ニシテ︑殊二綿花紡績其ノ大部

十一836図
ヲ占ム︒
にしん

十︸985圓国
さけ

は漁業にて︑棘と鱒との漁利は殊に

ヨ

﹁我が聯合艦隊が克ク

多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒
十日ー08図国

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

九569図 或動物ハ之二反シテ︑藪下
ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

タルモノハ︑︵略﹀︒殊二我が軍ノ損

加護二依ルモノト信仰スルノ外ナ

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

︵略﹀︒

言葉

ク︑︵略﹀︒

吉野

十二483図圃 又森林は全國の 山野
は成りたらんに︑︵略﹀︒
き そ
たほはぬ虚なく︑殊に名高き木曾・
ことば︻言葉︼︵名︶7 ことば

今は七十にも鯨れば︑殊の外白髪に

レイ
失・死傷ノ僅少ナリシバ歴代神歌ノ
カウ

ヤカナル艦色ヲ有 ス ︒

アリテ︑︵略V︒

ロ
十6210図製煉場ニハ殊二大イナル煉
十777図 スベテ重要ナル機關アル部

︵略﹀︑山羊の乳は牛乳のやう

分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ
リ︒
十875

我が國ハ︵略V︑海外交 六521 ︵略﹀︑その使のもって來た文
の中に︑秀吉を日本國王にするとい

十二539図

人の乳に似てみるから︑子供に適す

ふぶれいなことばがありました︒

に飲料になる︒殊に其の乳の成分は

通ノ便最モ多ク︑殊目近クハ人口四
ナ

億ヲ有スル支那ノ大國二品ス︒

シ

る︒

ことわざ
こどもたち
4

なのドリル︺

三327 子ドモガニ三人アゼニ
タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ

今にあのあみをだんだ

入レテヰマス︒

三607
女や子どもも大ぜい出て︑い

んはまべへひきよせてくると︑

﹁そんなら私がはかって見ま

﹁わるい子どもが大ぜい

わたしの手からもぎ取って︑は

六622圃圏

で

先生に何か聞かれて

その間に色色な子どもを見ま

ふった音はしましたが︑︵略﹀︒﹂

六701
した︒

︵略﹀︑

も︑答へることが出來ないで︑顔を

六704

赤くする子供もございました︒

た︒

六725

︵略﹀︑筆をおとしたり︑すみ

︵略﹀︑少しも書きそこなひな

ち

度々けっせきしたり︑ちこく

一日もけっせきもせず︑

六745

男や女や年よりや子供も大ぜ
﹁私も子供の時には毎日こ

い集ってゐますが︑︵略﹀︒

七807園

駝鳥は鳥類の中で一番大きく

の黒蓋へ通って︑︵略V︒

八562

刻列は十歳ばかりの子供な

て︑卵も子供の頭程ある︒

九453図

りしが︑︵略﹀︒

﹁然らばかの子供の乗れ

話相手もなく︑︿略﹀︒

九479図圏

る騎駝を殺さん︒﹂

十一5010

やうやく立歩くことのでき

︵略V︑馬は︵略﹀︑口でお

る三つ四つの子供が︑︵略V︒

家内には老人あり︑子供

もちやをさ＼げて︑其の子供をあや

十一512

してみた︒

あり︒

十二905図

たしな

等につきては︑主婦たる人の責任最

十二914図 ︵略﹀︑子供の行儀・作法

も重し︒

十二囎2図個人の子どもの

六年をば︑卒へし今日

べて︑渦むを御國の おきてなる︑

︵略V︑その子供たちのいたづ

こんなにたくさん墨を附けた

子ドモノ心

四目9 二十一 子ドモノ心
四667 二十一 子ドモノ心

こどものこころ︹課名︺2

のも︑その子供たちでございます︒

六737

らからでございます︒

六735

こどもたち︻子供達︼︵名︶2 子供たち

こそ うれしけれ︒

︵略V︑怒る時はたけき獣も 學びの道の

恐れたり︒されどもく略V︑笑ふ時

九635図

︵略V︑川上の堤防切れ︑

は子供もなつき親しみたりといふ︒
九743國国

︵略﹀︑是は大疑なりと︑直ちに老母
と子供を裏山に立退かせ︑︵略V︒

それは氏子の五箇村から子供
の騎手を一人つつ出して︑︵略﹀︒

九821

乳型選ばれた子供の中に︑す
ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九824

學びのはじめぞ︑つΣし

コトリ小トリ

コトリタマゴ
コンドハ ゥツクシイ小ト

ことわざ﹇諺︼︹課名︺2

テ︑︵略﹀︒

コトワザ

リガマドノソトカラノゾイ

三5一

︵略V馬を家族の一員と考 一4一

ことり﹇小鳥︼︵名︶2

めよ︑いましめよ︒

子供らの

おとなに 十55 ︵略V︑其ノ上二一二四歳位ノ子 こどもら﹇子供等︼︵名︶1 子供ら
六838図園 ︵略V︑いつはりいはぬが

供ヲ坐ラセルコトモ出來ルサウデア

殊に其の乳の成分は人の乳に

ル︒

十一504

似てみるから︑子供に適する︒

おとなに 十876

なってから︑りっぱな人になりまし
︵略V悪い子供は︑

なってから︑大ていつまらない人に

六728

た︒

︵略V善い子供は︑

こくもしなかった子供もございまし

六718

もございました︒

したりして︑先生にしかられた子供

六717

どをしない子供もございました︒

六714

しい子供もございました︒

ほこにしたりするやうな︑そ﹂つか

をこぼしたり︑︵略︶︑紙をたくさん

六712

きりと答へる子供もございました︒

アル日ウミベ へ出テ見 六706 ︵略V︑何を聞かれても︑はつ 九4510図 引は子供のことなれば︑

つしょになってひきあげます︒﹂

三655

ルト︑子ドモが大ゼイデ昌昌
ヲツカマヘテ︑オモチヤニシテ
ヰマス︒

思ツテ︑子ドモカラソノカメヲ
子

三66一 ウラシマハカハイサウニ

﹁天子様のおほせだから︑

山貝ツーア︑ ︵略V︒

五375

を出すやうに︒﹂と︑たくさんの子
どもをもらって︑つれて來ました︒

着物ヲ着テアソンデヰル︒

五677 子ドモハフダンヨリハ美シイ

もが︑

六207 その時そこに居た一人の子ど
せ う ︒ ﹂ と い っ て ︑︵略V︒

へ上って︑遊んでみるうちに︵略V︒

六227 一人の子どもが水がめのふち

てさわぎました︒

六233 居合せた子どもは皆うろたへ

なってゐます︒

へて︑家長は之を自分の子供と同じ

六235 その時一人の子どもは大きな

様にかはいがる︒

私は一たい子供がすきでござ
いますが︑︵略V︒

﹁馬が子供と遊んでみるの
を見たことがある︒

十﹁509

六732

どうしてもきらひな子

石を持って來て︑力まかせに投げつ

︵略﹀

供が七八人ございました︒

六733

けました︒
︵略﹀︑子どもはあやふい命を

たすかりました︒

六242

六目μ 第十三 コトワザ
こ

春ノ盛りニハ花ノ

コトワザ

六418 第十三 コトワザ

︵ 略﹀︑

ことわざ︻諺﹈︵名︶3
とわざ
九2810図

て︑︵略V︒

敵は一人︑此方は二人︒

れ︑此虚にあらはれ︑︵略﹀︒

コナレ

こなれ

五にん

模範となられ度︑︵略V︒

五人

ヲスエテ︑

三ダン目下ハ五人バ

ヤシヲオキマシタ︒

一日二一鏡・二銭ヅツニテ

この︻此一︵連体︶珊 コノ この 此

ハ︑鯨程ノ金高トナリテ︑︵略﹀︒

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ

九761図

子どもが五にん︒ ︹ひらが ごねん︻五年一︵名︶1 五年

今あのはしの上を

﹁︵略﹀︑やっぱり五人で

人︑やっぱり五人です︒﹂
四74園
す︒﹂

四217囹
﹁ウチノニイサンヤネ
エサンヲアハセルト︑ミンナデ
五人デスカラ︑︵略﹀︒

第二の

やがて五人の騎手は︵略﹀︑
鳥居の下へ集って來た︒

九828

五人の騎手は︵略﹀︑

二4ーイマ日ガデマス︒︵略﹀︒

コノ川ニコ

﹁ボクニハ コノシロイ

オソクオキル人︑
ノ︑ コノゥツク
シイ日ノデヲミル コトガデキ

マセン︒

二51圏

ノヲクダサイ︒﹂

ヒガヰマスカ︒﹂

ニー22囹 ﹁ニイサン︑

ニー31圏﹁コノ川ハドコカラナ
ガレテクルノデス カ︒﹂

ヲ
﹁カガミモチ

マトニシ

ニ227園 ﹁︵略Vイ
︑ツシヨ ニコノ
カキネノワキニ カクレ マセウ︒﹂

ニ365

テイテミマセゥカ︒﹂ ︵略Vト︑

例へばこΣに一戸の責家

︵略V︑五人の騎手は打連れて︑

あひつを待ちかまへてみる︒
九838
︵略﹀︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ

運動不足なれば︑食物のこ 十一921図
なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身膣

コノ人ノ

イヒマス︒

︵略ス
Vガハラ ノミチザ

ハヤ

ニナ

カラ︑︵略﹀︒

︵略V︑大キナ太イ木

リマシタ︒ ヨイ オヂイサン

V

ナガオスキデシタ

︵略V︒コノオカタ ハゥメノバ

ネトイフチユウギ ナオカタヲ

ニ473

クナツタト

タニハ︑オ米ガ スコシモ デキナ

タ︒ ︵略V︒ ソレカラ

トメマシタガ︑ キカナイデ イマシ
其の五人は各其

るときは︑︵略﹀︒

︵略V︑

の家の他人の手に渡らんことを恐れ

衛生上ヨリハ︑成ルベク滋 十﹁922図

頁家の持主五人

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

︵略﹀︑

ごにんばやし﹇五人判子︼︵名︶1 五

て︑︵略V︒

は各其の家の費れざらんことを恐れ

十一927図

ブベク︑︵略﹀︒

拝啓︑いよく來月一日
御一家を始め一村の名轡に御座候︒

より御入螢︑軍務に服せられ候事︑

十264圓團

御入管

て︑︵略﹀︒

十一6410

弱りて︑氣分もふさぐ︒

九596國

こなれ﹇熟﹈︵名︶2

﹁一人二人三人四人五 ノ 此の 此

か︒﹂次郎﹁五人です︒﹂

人がいくたりとほってゐます

四71園

なのドリル︺

三203

︵略﹀︑胃は一同に二って ごにん︻五人︸︵名︶11

日く︑﹁︵略V︑我の職務は食物をこ

八713図園

我若し食物をこなす事な

なして︑之を血の製造場へ送るにあ
り︒

くば︑︵略︶︒

︵略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ蓋

コナタ此方

サザルモノヲコナシテ︑︵略﹀︒

十764図

コナシ︑︵略﹀︒

十764明室ハロヨリ入戸レル食物ヲ 四73園

八714図園

﹁よ

ノコトワ ザ モ 自 ラ 思 ヒ 出 デ ラ

西洋のことわざにも

雲タナビキテ︑﹁花帰櫻木︑人ハ武
士︒﹂
ル︒

九615図

く日光の見舞ふ家には馨者は見舞は
ず︒﹂といへり︒

工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ

コナタへ︒﹂トイフ︒サラバト

十512図

テ入ラントスルニ︑︵略V︒

ザ︑

八301図圏

十︻腿2 ︿略V︑朝鮮では﹁米のない こなた﹇此方一︵代名︶3
のは辛抱も出來るが︑薪がなければ
といふ意味のこ

こな

生きてゐられぬ︒ ﹂
とわざがある︒

四343囹

こな﹇粉︼︵名︶3

こ

方に浮び︑彼方に沈み︑彼虚にかく

次郎﹁だんごにつけるこ 十一8210図 ︵略﹀︑百にも近き鵜︑此 九832

なは︒﹂三郎﹁あれも豆です︒﹂

四346囹 ﹁それではあんの豆と︑

だんごにつけるこなの豆と

肉ーサ︾

コナシ

﹁︵略V︑こなにするの

同じですか︑︵略 V ︒ ﹂

四352園

は大豆といふ豆です︒﹂
審ス

こなしつく・す﹇熟尽 ﹈ ︵ 四 ︶ 一

n▽かみこなす

ごにゅうえい︻御入営﹈︵名︶2

十764図 胃ハロヨリ入來レル食物ヲ

角ーシ・ース︾

コナス

コナシ︑腸ハ胃ニテコナシ霊サザル
モ ノ ヲ コ ナ シ テ ︑︵略V︒

なす

ニダン目路バクワンヂヨ

一一

こな・す﹇熟﹈︵四・五︶5

七114圏

四742

︵略V御入螢の上は︑品 人バヤシ
行方正︑職務に忠實にして︑隊中の

刈って︑ひろげて︑日にか 十267國国
わかして︑米にこなして︑俵につめ

T5
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ことわざ一この

この一この
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ガテコノ木ヲキツテ︑︵略﹀︒
︵略Vかけおりて來まし

四171︵略V︑矢にあたったみの
ししが︑

はれぎ︒

五58

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

︵略V日が暮れて︑

んけいも居った︒

五767

まつ暗に

なってしまった︒この時べんけいは

ヨイオヂイサンバ︵略﹀︑

︿略﹀︒

二572

神武天皇ト申シ上ゲマス︒﹈ノ天皇

この時︵略Vといふ

ガワルモノドモヲ御セイバツニナツ

︵略﹀︒

ぶしが︑︵略﹀︑そのておひじし

た︒

ひなさ
この

﹁この釜は昔から私のうち

まひ︑

人も︵略V進まうとはしな

あとになって︑主人はこの事

い︒この時よしつねは︑︵略V︒

六328

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹

を聞いて︑︵略V︒

織物トイフ︒ ︵略Vナドノアタヒ高

六337図

木綿糸ニテ織りタルモノヲ

キモノハ大テイコノ絹織物ニテツク

ル︒

六407團

︵略V︑この次の水曜日まで

クコノ木綿織物ニテツクル︒

木綿織物トイフ︒ワレラノ着物ハ多

この釜はお前の物にちがひ 六344図
もとよりすっぽいこのから

みつひで

︵略V︑信長は京都で光秀とい

にはかへる︒

ふけらいにころされました︒秀吉は

六501

塩ト砂糖トハ︵略V︑ コノ

この知らせを聞くと︑︵略V︒

私がこ＼へまみつたのは︑

ニツノ物ナケレバ︑物ノ味ハゥマカ

六544口禰凶

ラズ︒

六697

コノ度ノ戦︑敵ハ大勢イ

この學校がたった年でございますか

ら︑︵略V︒

正行コノ度ハサイゴノ合戦

ニシテ︑味方ハ小ゼイナリ︒

七19図圏

七72図園

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

セントテ︑︵略﹀︒

︵略V︑強いものばかり三千人 七57図
よどりこえに撃つた︒この中にはべ

をすぐつて︑こっそりと裏道からひ

五761

五812 ︵略﹀︑馬も︵略﹀すくんでし

ウスヲツクツテ︑︵略﹀︒ヨクノ

︵略﹀︑天皇ノオクラヰニォツ

フカイオヂイサンハ マタ コノ
五82

タ時︑︵略﹀︒

オマツハ太イフデト

にむかひました︒

ウスヲカリテイツテ︑︵略V︒

四251囹

日ニアタリマスカラ︑コノ目ヲキゲ

キニナリマシタ︒ソノ日ハ四月十一

︵略V︑ タクサンノゴホウ

細イフデヲ出シテ︑﹁コノ太イ

二631
ノが五センデ︑︵略﹀︒﹂

五263園
あるまい︒

だ︑︵略﹀︒

五285園

コノ美シイ蝶ガトビマハルノ

コノカハイラシイ︑美シイ蝶

この聞先生がおっしゃった
ではないか︒﹂

五474園

フ心デセゥ︒

ヲツカマヘテイヂメル人ハ︑ドウイ

五362

引立チマス︒

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

五354

なくてはならぬこのわたし︒

このまん中に小さな物 五298圃 ましていくさのその時は︑
︵略﹀オホクニヌシノミコト
ハ︵略﹀︒

ナリマシタカラ︑

コノ神サマモ︑﹁︵略﹀︒﹂ト

ニ

りがぬすんだのでございます︒﹂

﹁コノアヒダ大キナフカ 五243囹 それを私のるすにこのみざ

にある釜です︒

五233園

ンセツト申シテ︑︵略V︒

フカイォヂイサンバコノハナシ

︵略﹀︒

オタヅネ

四593

マシタ︒コノ神サマ

トイフ神サマガオ出デニナリ

四585

がありませう︒

四436囹

ツテ︑ ︵略V︒﹂

四393囹
ボクラバカゥイフカ
タイヨロヒヲキテヰルカラ︑
ドンナ時デモ︑ コノ中ヘハイ

ガ來タ時二︑︿略﹀︒

四385囹

ス︒マダコノホカニ︵略﹀︒

四375 嬰ワラザイクニバカゴヤ
オモチヤや色色ナ物ガ アリマ

ビヲクダサイマシタ︒ ヨクノ
ヲキイテ︑︿略V︒

がくかうへもって行くも

三107
ネエサンバコノアヒダ
トナリムラヘオヨメニイキマシ
タ︒

三378
のは︑ みんなこのふろしきの
中につつんであります︒

三397 だい三には口です︒なに
をきかれても︑ この口ではつ
きりこたへます︒

三57一 コノ赤イジユバンハイモ
ウトノデス︒

三631 ごらんなさい︑この貝がら
は︵略︶︑おもてにうづまきが
あります︒

三667圏﹁ウラシマサン︑コノア
ヒダハアリガタウゴザイマシタ︒

のはかま︒

ままつり︒きせてやりたい

四727國

おはるあしたは

四713圃 太郎きのふは うんどう 五725園 ケレドモコノ足ハ細クテ︑
イカニモ弱サウニ見エル︒
くわいで︑ どうにょごした こ

ハコノトホリニナホリマシタ︒

三712圏 ソレデハォワカレ ノシ 四612園 ﹁オカゲサマデ︑ カラダ

ルシニコノハコヲ頭上ゲマウ
シマセゥ︒

そのすぢむかひに大きな

ごふくやがあります︒このへん

四26

は町中で 一ばん にぎやかなと
ころで︑︵略﹀︒

437
この
この

ラノクビヲ正行が取ルカ︑︵略Vカ︑
ニッノ中ノーツト思ヘバ︑︵略﹀︒﹂

七82図囹 コノ度ノ合職サダメテナ
このよい時節に東京へお

ン ギ ナ ル ベ ケ レ ド ︑︵略V︒

七171團
上りはおうらやましい事でございま
す︒

七288 一匹の鷲の口から出る綜をの
ばして見ると︑五六町もあるといふ
ことである︒この長い綜を出す贔が

ありますから︑それを見ると︑︵略V︒

れに便って︑︵略V︒海岸には豊野が

の雀のせいではあるまいかと思ひま

いて︑近年変の取高の少いのは︑こ

ノ公園ハ新シクシテ︑︵略﹀︒

七654 われくは一日も水を飲まな

した︒

とがあるか︒﹂

︵略V︒農夫は此の話

その中に下男が︵略︶︒︵略﹀︑

を聞いて︑︵略V︒

︵略﹀下女がばけつをさげて

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

レタレバ︑サ艶出ハ思ハザレドモ︑

八386図

の下女は︵略﹀︒

牛小屋から出て來ました︒︵略V︒此

八248

酒屋に酒代の借があるので︑︵略V︒

居酒屋の方へ行きます︒此の男は居

八238

君は白い雀を見たこ

この星を見分けることや︑燈毫のあ

神代の昔皇祖天照大神︑

ち

八222 ﹁︵略V︑

いことはない︒︵略﹀︒われくは毎

トぎのみこと

やたの

︵略V︑八耳鏡を授けたま
﹁この鏡を見ること我を見る

その神勅によりて︑︵略﹀︑

う

︵略﹀︑宇治橋のたもとにい

大神をまつりたまへるなり︒

この御鏡を御神域として︑皇祖天照

八27國

が如くせよ︒﹂とおほせられたり︒

ひて︑

八24図園

せし時︑︵略﹀︒

填々杵尊をこの國に降したまはんと

に

あまてらすおほみかみ

かりを知ることは︑︵略﹀︒﹂

︵略Vサンゴハコノ轟⁝ノ骨デア

八22図

朝顔を洗ひ︑口をす＼ぐ︒︵略﹀︒こ

のやうに水はわれくの生活にもつ
とも大切なもので︑︵略﹀︒

コノ貝ノカラ

又眞珠貝トイフモノガアル︒

︵略V美シイ眞珠ハ︑

七725

中デォモシロイノハサンゴ

ノ中心アルノデアル︒

ル︒

デ︑︵略V︑木ノ枝ノ様ナ形ヲシテヰ

七731

七321 ︵略V︑しまひにはからだがす
ル︒

百 匹 も な け れ ば ︑ ︵略V︒

きとほって見える︒この時︵略Vま

八44図

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト

海草ニモ色々アル︒マヅタベ

キハ︑︵略﹀︒

七754

たる︒このあたり御山木細工・貝細

ぶ し へ う つ し て や ると︑︵略﹀︒

ラレルモノニハ︑︵略﹀ナドガアリ︑

七352図 かくして出來たるものをす

今日は神嘗祭なれば︑︵略﹀︒

上二︑︵略﹀等ノ手数マデ数へ上グ

︵略V︑外ガハニ藥ヲ塗ルナリ︒此ノ

長い天氣つ買きで︑かわきき

聞けば此の火事は材木屋の小

八503図今ヨリ千二百年ノ昔︑︵略V︑

屋から出たので︑︵略﹀︒

八446

ない︒

風では︑どこまで焼けて行くか分ら

つてみる上に︑今夜の此のはげしい

八426

レバ︑︵略﹀︒

今日のこの日に年強ののぞみを達し

うれし︑この松の根もと
この間にいさんがかへって
この壁書で見ると︑おかあ

︵略Vよほど財

︵略﹀︑何不足なく暮してみた

蘇我入鹿勢ヲホシイマ・ニシテ︑

ナカノオホエノ

産を減らしました︒︵略V︒ある日一

︵略V︒︵略﹀︒此ノ書中大兄皇子ト申

ソガノイルカ

人の友だちはこの農夫と野原の草の

此ノ頃中大兄皇子ト申スカ

ナカノオホエノ

シコキ皇子アリキ︒鎌足︵略﹀︑大

八505図

スカシコキ皇子アリキ︒
︵略﹀︑そこらあたりに飛んで
みた雀を見て︑︵略﹀︒農夫は之を聞

八205

上に坐って︑︵略﹀︒

農夫がありました︒

八199

さんの小さい時分にそっくりです︒

八128團

來ましたので︑︿略V︒

八99国

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

八92図圃

たるは何等の幸そや︒

八398図 マヅ木材ヲ切りテ︑︵略﹀︒

工などを責る店多し︒
かんなめ

ノリニスルモノニハ︑︵略V︑トコロ

廣イ

﹁︵略V︑あの運動場で膿操

今日このなつかしい里芋へ

︵略V︑星が出てみれば︑そ

八78図

テンニスルモノ田口︑︵略﹀ガアル︒

︵略V茶わん・皿・は

ちの類は︑このすやきにうはぐすり

やきといふ︒

海ノ中等ハ魚や貝ヤソノ外色

コノ他マダタクサンアルガ︑︵略︶︒

ガアル︒

七807﹇n国

七811園

りしてみたのです︒

をしたり︑この講堂でお話を聞いた

七809園

の聖書へ通って︑︵略V︒

﹁私も子供の時には毎日こ

海ニハコノ通りニ多クノ動物や植物

アル︒魚類ニハ︵略V︒︵略V︒

々ノ動物が居り︑サマぐノ植物モ

七776

をかけて︑︵略﹀︒

七418圏 このお金は私がこちらへま
みる時︑︵略﹀︑父の渡してくれた金
でございます︒

﹁ ︵略﹀︑コノタクサンノ障

﹁マヅコノザシキヲ見渡シ

ましたのでござい ま す ︒ ﹂

七428圏 ︵略V︑今日このお金を出し
七469囹
テモ︑︵略﹀︒

七469園

子幽翠僕ラノ仲間デハツテアルデハ
ナイカ︒

七517囹 この手紙は四匁より重いの

七871囹

來て︑皆さんにお話をするのは︑
ヤ

に︑差出人が三銭しかはっておきま
ビ

︵略﹀︒

ヒ

︵略︸︑日比谷公園アリ︒コ

せん︒

七579図

この
この
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事ヲ成スニ諸事ノ皇子ライタぐキ奉
タガ︑︵略﹀︒

弾ヲ右手二︑第三弾ヲ二二受ケテ居

右は地質といひ︑縞がら

といひ︑此の地方には費行よろしか

九127圓團

利根川ハ︵略﹀︒

大小ノ船

るべしと存ぜられ候間︑︵略﹀︒

九186図

母は其の方々の顔を見る

舶此ノ川ヲ上下シテ︑︵略﹀︒

かりにて候︒

九2110圓團

併し今の戦争は︵略﹀︑

察しこれあり度候︒﹂

九236囹

九278図

五月五日二軍入形ヲカザ

つかさんにいって上げて︑︵略﹀︒﹂

出來ない︒︵略﹀︒此のわけをよくお

人で進んで功名を立てる様なことは

一

の手紙をした﹂めしか︑よくく御

如何ばかりの思にて︑此

毎に︑︵略﹀︑此の胸は張りさくるば

其の 九216國團

﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ

スルノハ軍人ノ面目ダ︒
名古屋城は

天守閣は加藤清正のきづきしものな

かとうきよまさ

八939図

︵略V︑

御誕生日ダ︒此ノメデタイ日二討死

タンジヤウ

八904園

ルヨリ他二道ナシト思ヒシガ︑︵略﹀︒

奉ルニヨリテ︑入鹿ノ参内スルコト

カン
八518図 サル程二三韓ノ使ミツギヲ
アリ︒鎌足二上ノ日ヲ以テ大事ヲオ
︷略V御前二進ミテ︑三韓

コ ナ ハ ン ト シ ︑ ︷略V︒

八529﹇図

り︒名高き金のしゃちほこは此の天
むね

ノ 表 文 ヲ 讃 ム ニ ︑︵略﹀︒︵略﹀︒他ノ

︿略V︒

守閣の棟の爾はしにあり︒
︵略﹀︒

草薙劔は即ち其の一なり︒
あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

フルトンは︵略﹀︑

此ノ神
又一つの

靖國神社ハ︵略V︒

リ︑︵略V︒靖國神社ノ春ノ大祭ハア

九395図

此の時も少し進ん

︵略V︑其の日になって乗船し

箱根山ハ︵略﹀︒︵略﹀︒︵略V︑

だきりで︑︵略﹀︒

たものは︵略V︒

九324

て︑︵略﹀︒

船を造った︒此の度は大丈夫と考へ

九319

社ノ建テラレタルハ︵略V︒

九283図

なれり︒いでや此の劔の由來をかた

此の地に

簸川のほとりに

ひのかは

︵略V︑

タカモ此ノ日二始ル︒

をうち

やまとひめの

尊は︵略﹀︑又御叔母倭姫

かり

︵略﹀賊どもいつはり降

七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂

今ハ此ノ山坂ヲ越ユルモノ少シ︒
サバ

九401図

︵略﹀︑ 全禮ノ形ノスリバ

チヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ルベ

九415図

シ︒此ノスリバチノソコニアタレル

岳是ナリ︒此ノ四山ノ噴火モ今日全

タケ

所ハ︵略V︒
コマが
九4110ロ︒凶 上二子・下二台目神山・駒

︵略V二水ノタマリタルモノ

ク止ミタリ︒

九424図

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水

ハ藍ノ湖ニシテ︑︵略﹀︒︵略V︒︵略V︑

ノカバ︵略﹀︒

四日目の正午頃︑大風吹起

りて︑︵略V︒︵略V︒然るに此の大風

九468図

の爲に︑︵略V︒

カクノ如ク動物ノ髄色心ハ

は過されじと︑︵略﹀︑そこより逃れ

九481図 ︵略﹀︑さては此のま﹂にて

出でたり︒

其ノ住メル周園ノ物ノ色二似タルモ

九545図

ノアリテ︑︵略﹀︒︵略﹀︒此ノ種ノ艦

色ヲ保護色ト名ヅク︒

トマギレザルヤウ︑コトニアザヤカ

九576図 或動物ハ︵略﹀︑ 周園ノ物

ナル禮色ヲ有ス︒︵略﹀︒此ノ種ノ髄

色ヲ警戒色ト名ヅク︒

空氣は形もなく︑色もなけ

れば︑︵略V︒︵略﹀︒我等は常に此の

九661図

︵略V︑五日毎の風︑十日毎の

空氣を吸はんが爲に呼吸す︒

九672

雨は太平無事の世の有様である︒さ

尊こ＼において天叢雲劔を

ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ藍ノ

それぐにちがふ︒

て此の雨風も四季の時候につれて︑

ガ

湯ライフ︒今ハ此ノ七湯ノ外二新シ

キ

抜きて︑草を薙梯ひ給ふに︑︵略﹀︒

キ温泉場モ開ケ︑︵略V︒

ソコクラ

これより此の劔の名を改めて草薙劔

ヲンセン

と申す︒

九61図

し給へ︒﹂と勧めて︑︵略V︒

り︑﹁此のあたりには鹿多し︒

九56図園

の時天叢雲劔を尊に授け︑︵略V︒

命に御いとまごひし給ふ︒倭下命此

みこと

九52図

とある大蛇あり︑︵略﹀︒

八岐の大蛇とて八つの頭と八つの尾

やまた

て︑︵略V︒︵略V︒﹁︵略﹀︒

九28図園

らん︒

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九16図

此の劔初は天叢雲劔と申し︑︵略﹀︒

あめのむらくものつるぎ

九15図

く︑︵略V︒

名古屋は此の城あるによりて名高

八945図

名古屋城は

眠人ハ此ノ間二入鹿ヲ討ツベキ手ハ
ズナリシガ︑︵略﹀ ︒

八542図 中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ
テンヂ
ツキ給フ︒天智天皇ト申シ奉ルハ即
チ此ノ御方ナリ︒

八689国 此のかはせの金は︑ほんの

諸君我を苦しめんとし

僅かですが︑何かすきな物を買って
上げて下さい︒

八716図囹
て︑此の数日聞少しも食物を送らざ
るが故に︑︵略﹀︒

八752図 虎ト猫トハ最モヨク相似タ
ル獣ナリ︒虎モ猫モアゴ短ク︑首太
シ︒︵略V︒此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨ

リ︑尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相
国運ル所甚ダ多シ ︒

八765図 北アメリカには合衆國とい

カウチ

﹁一 度 占 領 シ タ 此 ノ 高 地 ︑

最も盛なる都會をニューヨークとい

ふ國あり︒︵略﹀ ︒ 此 の 國 に て 商 業 の

ふ︒

八876囹

全滅スルトモ敵ノ手早ワタスナ︒
︵略﹀︑敵ヲ撃退スルコト敷度

二及ンダ︒此ノ時中佐ハスデニ第二

八879
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九677 春の初に降るのは一雨毎に花
し此の雨はやがて花を散す雨となる

をもよほすかとう れ し い ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 併

ので︑︵略﹀︒

︵略V雨も止み︑風も静

す︒

ほふりゆう

日本一の古き建物の今にの

これるは︑大和の法隆寺なり︒︵略V︒

やまと

十43図
然るに此の寺は今より凡そ一千二百

︵略V︒

日本

日本一の高山は︵略﹀︒︵略﹀︒

年以前のものにて︑︵略V︒

日本一の湖水は︵略V︒

十49図

一の長流を︵略﹀︒

まりて︑日の光さ へ 見 え 出 し 候 へ ば ︑

九732國團
此の分ならば︑もはや心配には及ぶ

十67 ギザくノ深イノニナルト︑

物を数へ見よ︒

試みに此の外に諸子が日本一と思ふ

︵略﹀︒諸子よ︑

まじと︵略﹀︒

九778図 ︵略V︑金銭ヲ預ケタル者ニ
ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡
ス︒此ノ通帳ハ︵略V︒

は

普通ノ葉ヲ軍葉トイ

ある雪の朝︑皇后は︵略V

︵略V︒

萬づに心ききたるこ

是は活版刷の本の造り方であ

販路次第二開ケ︑此ノ業ヲ螢ムモノ

織出セル花歪計︵略﹀︒︵略V︒︵略﹀︑

十307図甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異 十4310図 ︵略﹀花鳥等ノ美シキ模標ヲ
テモ︑此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來

貯藏ノ方

かくの如き模様の工夫は無

手塚︑首をたつさへて︑

足尾銅山ハ︵略V︒︵略﹀ノ

十6110図

選地場ニハ種々ノ機械ア

カウ
此ノ銅山ニハ数箇ノ大坑道

リ産出シタルモノナリトイフ︒

造螢三用ヒタル銅ハ︑大抵此ノ山ヨ

十613図

多ク︑︵略V︒

山繭機見ノ當初ヨリ産出高スコブル

十611図 足尾銅山ハ︵略﹀︒ 此ノ銅

始メテ之ヲ毅見セリトイフ︒

アリ︑今ヨリ三百年前︑此ノ地ノ人

十609ロ︒凶 足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ

預け︑︵略﹀︒

ひそかに我を此の齋藤別置のもとに

︵略﹀︒︵略﹀︒義仲之を見て︑﹁︵略V︑

十5410図囹

どりを加ふるときは︑︵略V︒

限に多し︒若し此の模様に種々の色

十476図

メシバ︵略﹀︒

業二志シ︑機械ヲ畿明シ︑國産ヲ廣

十444図 兀々ガ︵略﹀︑ 熱心二此ノ

モ亦追々二増加シ︑︵略﹀︒

ナリ︒︵略V︒名稻ノカク異ナルヲ以
セシコトヲ知ルベシ︒

此ノ芋ノ始メテ琉球二傳

︵略﹀︑突眼旅檜ヨリ此ノ芋

ハリシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十312図

︵略﹀︒

十321図

ノ話ヲ聞キテ︑大イニ喜ビ︑︵略﹀︒

昆陽ハ之ヲ救フ駅路︑此

︵略﹀其ノ作方︑

ノ芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑

十335図
︵略﹀︒

十338図

法馬ヲ記シテ幕府二親レリ︒幕府ハ
﹁あれが此の室にはいる前︑

此ノ書物二種芋ヲ添ヘテ︑︵略﹀︒

︵略﹀︒

十351囹

閣下の心如何

﹃此の方面の戦闘に

二子を失ひ給ひつる

十399図圃園

にぞ︒﹄

圓クシテ︑長サ五尺バカリ︑︵略V︒

ヰ
十421國藺ハ水草ナリ︒︵略﹀︒董ハ

我等ノ家二敷ケル畳ノ表ハ︑此ノ董

︵略V︑ヤ︑アリテ引返シ

ヲアミテ造りタルモノナリ︒

︵略V︑ヤウヤク一種ノ機械 十627図

又此ノ董ヲ染分クテ︑︵略V︒

アリ︒

十434図

急潮めがけて破裂矢をしかけた鈷を

十671 ︵略V漕抜けた一隻は︵略﹀︑
もり

ナリシガ︑︵略﹀︒

ノアタリ︑元ハ山間ノサビシキ村落

十632図 足尾銅山ハ︵略V︒︵略V︒此

リ︑此ノ機械ニカケテ︑︵略V︒

十422図

來リ︑﹁︵略V︑五日目ノ朝此ノ虎ニ

次ノ五日目ノ朝モ亦老人二
先ダタレタリ︒老人怒リテ︑五日目

十241図

テ我ヲ待ツベシ︒﹂

十232図園

るが︑この外に木版刷の本もある︒

十214

と︑此の一例にても知るべし︒

たり︒

納言は︑つと立ちてみすをまき上げ

と仰せられしに︑御前に侍りし清少

十179図

︵略V︒

ヰル︒

一枚ノ葉が数枚ノ小サイ葉二分レテ

クル時又ハ引出ス時事二必要ナルモ

ヒ︑此ノ種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

九778図 此ノ通帳ハ此ノ後金銭ヲ預
ノナレバ︑︵略V︒

九876︵略﹀人の命にはかへられない
と︑相手を助けて や っ た の は ︵ 略 ﹀ ︒
︵略﹀︒此の話が傳はつて︑︵略﹀︒
やう め い

九943図 進んで陽明門に至る︒此の
ひぐらし

ちゆう
︵略﹀︑男艦山のふもとに中

門 一 に 日 暮 門 の 名 あるは︑︵略﹀︒
ぜんじ こ

九961図

けごんのたき

騨 寺 湖 あ り ︑ ︵ 略 ﹀︒︵略﹀︒此の湖の

けこんのたき

落口は華嚴瀧となる︒

ぴ

る︒直下七十丈︑︵略﹀︒此の水即ち

九962國 此の湖の落口は華嚴瀧とな

あふみ

大谷川の上流を成せり︒

ヲ酒乱セリ︒眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒ

十25國 日本一の湖水は近江の琵琶

ノ朝ヲ約スルコト亦前ノ如シ︒良此
近江一國

テ︑︵略﹀︒

︵略V︒

湖にして︑︵略V︒

ノ度コソハト︑夜半ヨリ起キテ橋上

眠亀ハ︵略﹀︑自ラ花莚数十

種ヲ織出シ︑海外二輸出セント試ミ

十435図

の川流はほとんど全く此の湖水に入

フトコロヨリ一難ノ書ヲ

二至レバ︑︵略V︒

十244図囹

り︑︵略V︒

十34図 日本一の大トンネルは中央

シガ︑此ノ時ハナホ世人ノ注目スル
﹁汝ヨク此ノ書

取出シテイフヤウ︑

所トナラズ︑︵略V︒

さエこたうげ

線の笹子峠にあり︒︵略V︒汽車は此

ヲ學ババ︑遂二王者ノ師タラン︒

せん

のトンネルを通過するに七八分を費

この
この
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捕鯨法には此の外に

到ル︒︵略﹀︒三笠由ハ此ノ神社ノ後

︵略V︒

打つ︒

都響アリシ時此ノ山

アベノナカ
ゴ所立山ハ︵略﹀︒ 丘皇女倍仲

︵ 略 ﹀ な ど も あ った︒
ロ

一アテ︑

︵略V︒

ホブリユウ

立シタルモノニシテ︑︵略V︒
ニワウ
︵略﹀︑仁王門ヲ入レバ百間

十998國

寺町聖徳太子が用明天皇ノ御爲二建

シヤウトク

十981國

︵略V法隆寺二向フ︒此ノ

二出ヅル月ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出

麻呂ガ︵略﹀︑

マ

十963図

方ニアリ︒

英國東海岸の一望に燈下あ

り︒︵略﹀︑此の 燈 肇 附 近 の 岩 の 上 に

十683︹図
乗上げたる帆前船あり︒

十697國 父は此の大波に何とて行か
るべきと思ひしが ︑ ︵ 略 V ︒

十704國 ︵略V︑辛くして難破船に漕
着けたり︒父は直ちに覧れ果てたる
水夫を助けて︑ボートにうつす︒此

︵略V︑誰モ早ク其ノ仕事二

ほうでう

北條高

全島の住民は約三百鯨

る西洋人は此の瀬戸内海の風景を賞

して︑︵略V︒

十﹁119

熟練スル︒随ツテ良イ品物が出來テ︑

き

せつつ

みつのり

くすのきまさ

︵略V︑赤松光範︑楠木正

の

︵略V︑前の馬主が再び馬

︵略V三つ四つの子供が︑

しう御座いますか︒﹂

をひいて來て︑﹁︵略V︒此の馬が欲

十一496圏

郎の一子に︑︵略V︒

破られたり︒此の時討死せる宇野六

う

儀と振津の住吉に戦ひて︑散々に撃

のり

十﹁415図

に候︒

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

ばんじん

萬と申候︒其の中内地人は八萬鯨︑

十一405圓團

お

元弘ご年三月︑

分業二大キナ利鞘ノアルモノデアル

製造高モ多クナル︒︵略﹀︒此ノ様二

げんこう

ガ︑︵略﹀︒
ごだいこ

時︑後醍醐天皇を隠岐へ流し奉る︒

十﹁139図

︵略V︒此の頃備前の國に見島高徳と

︿略V︑君をうばひ奉りて

いふ武士あり︑︵略﹀︒

十︸148図

義軍を起し︑︵略V︑名を子孫に傳ふ

キノツラユキ

べし︒﹂といへば︑心ある者どもい

ラウ

の間︵略V︑岩と波との間にボートを
ニ鯨ル長廊アリ︒紀貫之ガ︵略﹀︒

つれも此の議に同ず︒

いでや臨幸の路次に参り

トヨミタリトイフ梅ノ木ハ此ノ廊ノ

十一157図

カタハラニアリ︒

︵略 ﹀ ダ ー リ ン グ の 手 は ︑

アンゴ

コ・二男近キ飛鳥ノ安居院

アスカ

あ や つ り 居 た る 少女の働は︑︵略﹀︒

十713図

十血6國

會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起し︑

︵略V︑半死半生の水夫を親切に看護

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︵略﹀︑鎌

十一5610

兵士等は氣をあせるのみ

︵略﹀建碑式基行致候

マクドナールは此の隊の司

見れば︑︵略V︒

分が行かう︒﹂ とさけぶ人を誰かと

で︑何の工夫もつかぬ︒此の時﹁自

十一569

の産する所以が分つた︒﹂

︵略︶︑戯れてみると︑馬はさもうれ

せり︒三目の後︑水夫は此の少女の

てるた︒此の一事でアラビヤに名馬

しさうに︑︵略V︑其の子供をあやし

十﹁513

手 に 熱 き 感 謝 の 涙をそ＼ぎて︑︵略V︒

︵略V︒︵略V︒高徳せめても此の所存

︵略V︑呉の勢成皿になりて︑

盤上山の戦に越の軍を打破りたり︒

くわいけい

十一169國

足が靴ヲサ・ゲテ皇子二近ヅキ奉り
にょい

︵略V向ふの山腹に如意
くすのきまさつら

︵略V︒といふ一首の和歌を書残せる

此のうらみ忘れ難く︑聖王勾践つぶ
きん

さに辛苦をなめて報復を圖り︑︵略V︒
みくまり

︵略V︑越王勾玉︵略V︑

令官で︑︵略﹀︒

︵略V︑書置無徳にして一生を終ふる

し︒身を立て︑父母をあらはすも︑

間は僅かに二十萬時間を越えざるべ

︵略V︑髪際修學及び業務に用ふる時

十一681図人生七十年と見るも︵略﹀︒

案内申上候︒

間︑御光臨の榮を賜はり度︑此段御

を得たり︒此の故事を引きて︑︵略V︒
あかし

十一637民国
ほうよ

る︒此の四海峡に包まれたる細長き

海峡となり︑

︵略V豊豫海峡をなす︒ ︵略V︑明石
なると
︵略﹀︑ 鳴門海峡とな

︵略﹀︑

下關海峡あり︒

遂に呉を滅して會稽の恥を雪ぐこと

十︻171図

は此の所なり︒

輪寺あり︒正平の昔︑楠木正行が

りん

十一38國

シバ︑即チ此ノ寺ナリ︒

を上聞に達せばやとて︑︵略V︒

家に程近き寺院の庭上には︑︵略V

十716図グレース︑ダーリングの生
少女の銅像あり︑永く此の勇まし
く︑やさしく︑且は麗しき昔物語を
語れり︒

尚進めば︑水分神社・金

︵略︶軸木ヲコシラヘル者︑

内海を瀬戸内海といふ︒
いつくしま

内海の沿岸及び島々には
名勝の地少からず︒嚴島は︵略﹀︑

十一208図

屋島・壇浦は︵略﹀︒

我が國﹇に遊べ

テ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業ト

だんのうら

イフ︒

ガフ︒此ノ様二大勢ノ人が手分ヲシ

︵略V紙二包ム者︑皆ソレみ＼ニチ

十一97

等を適當なる所に置けば︑︵略V︒
ヂク

たる
下をひきみて分離す︒此の時箱・樽

十一78図︵略V︑女王は︵略V︑臣十一178図

多し︒

峰神社等あり︒此の附近にも亦櫻樹

ぷ

十751図 伊香保も︵略﹀︒︵略V︒此 十一44図
の 地 も 亦 王 将 だ 涼しくして︑︵略﹀︒

十765國 腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒
︵ 略 V ︒ 此 ノ 外 腹ニハ種々ノ内臓アリ︒

︵略﹀︑何れ熟考の上置行

せんと申合せ居り候事とて︑此の際

十927國團

其の道の專門家の講話を承るは︑大
いに参考に相成るべしと存候︒

十944図 興福寺ノ︵略V︒ 此ノ寺ハ
カスが
︵略﹀︑官幣大社春日神社二

藤原氏ノ氏寺ニシ テ ︵ 略 ﹀ ︒

十962國
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この
この

ひのき

も︑唯此の二十萬時間を利用すると
せざるとにあり︒

十一718図 ︵略﹀一間の杉戸には檜
一本を書がき︑他の一間には鶴二十
五羽ばかり書がけり︒此の書の出口
たる由來こそ面白 け れ ︒

十一719図 此の絶をかける書中久し

十一854図

硫綿機ヨリ出ヅル綿花ハ 十一斯9 床下に土石を盛り︑︵略﹀︑
一方の口から火をたいて室内を温め

されば全村頗るゆたかに

︵略﹀︒萬事此の有様な

場と學校とは︵略﹀︒︵略﹀︒耕地整

して︑皆其の家業を樂しめり︒村役

十﹇節6図

は冬でも夜具を用ひない︒

のオンドルがある爲に︑普通の家で

る︒之をオンドルといふ︒︵略﹀︒此

精巧ナルレースノ流ヲ見ル

︵略﹀︑終

︵略V︑

も

蜘蛛は︵略﹀︒

ガ如シ︒此ノ流ハ自ラ集メラレテ︑
︵略﹀︒

く

十﹇883図

身艦より

に完全なる網を造る︒此の網にて轟
を捕ふるは︵略﹀︒

油贔は︵略V︑

理は︵略﹀︒

十一891図
絶えず甘き汁を出すものなれば︑蟻

く 此 の 寺 に 寄 食 し てありしが︑︵略﹀︒
さか ひ

十一719図 泉州堺に一揃寺といふ寺

れば︑一村は一家の如く和合して︑

我等臣民も亦祖先の遺風

︵略﹀庵下斎砂モ皆此

戦況を打電し︑︵略﹀︒
キ カ

ノ成果ヲ見タルニ及ンデ︑︵略V︒﹂

十ニー11國團

先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒コレハ

十ニー39 船ヲ組立テルニハ︑ ︵略﹀

セポネ

ロクコツ

人ノ脊骨ノ様ナモノデ︑此ノ脊骨ノ

之を全盛天氣豫報とい

左右カラ肋骨ヲ出シテ︑︵略﹀︒

ふ︒又各測候所が此の全國天氣豫報

十ニー74図

其の時花の中の花粉は是等

と其の地の観測とによりて︑︵略V︒
くわふん

の轟に着いて︵略﹀︒ 動物は呼吸作

十二233

て植物が之を消費するからである︒

用によって︑︵略V︒︵略﹀︑一方に於
一致協同して︑此の國家を

十二335図

である︒

凡そ婦人の道は夫を助け

物と植物の關係は極めて密接なもの

︵略﹀︒此の外︑︵略V等︑生存上動

に從ひ︑

鍛ひたる劔の光いちじる

波風のゑつかなる日も船

て家政を治め︑子に激へて家名をあ

十二44図

御製を拝讃しては︑︵略﹀︒

く世に一の貸やかせ︑我が軍人︒此の

十二37図

護らざるべからず︒

十二210図

︵略﹀︒

は此の幼き汁を得んが爲に︑︵略﹀︒

一種の草の實を食用とす

一種の草の實を食用とす

物の慣は︵略﹀常に其の

げしむるに在り︒此の心は何塵如何

かちに心を許さざらなん︒治

人は

敵艦の大部分は

就學兜童ノ数が年々増加

﹁高虎の嘉明と相悪むは

阿蘇山の善噴火口は南北

の長樫六里︑東西の短径四里にわた

十二408図

て大いに恥ぢ︑︵略V︒

と答ふ︒︵略﹀︒嘉明後此の事を聞き

何ぞ私事を以て公事を害せんや︒﹂

私の小事なり︒是は公の大事なり︒

十二384図

校舎ノ出來上ツタノハ︵略V︒

レタノデ︑此ノ改築ヲ計書シ︑今新

シ︑義務教育年限モ六年二延長セラ

十二352

なる場合にも選るべからず︒

に居て齪を忘れざるも此の心なり︒
波風の︵略﹀︒︵略V︒學

﹁皇國の興慶此の一戦に

︵略﹀︑

甚だ少く︑︵略﹀︒東郷司令長官此の

られて︑︵略﹀︒︵略﹀︒我が軍の死傷

︵略﹀︑或は撃沈せられ︑或は捕獲せ

十ニー04図

せられ︑或は捕獲せられて︑︵略V︒

大部分は我が艦隊の爲に︑或は撃沈

十二98図此の爾日の戦に︑敵艦の

あり︒

十二58図

常に此の心ありてぞ︵略V︒

問を修むるにも︑事業に從ふにも︑

十二45ロ澱凶

併せたる金額に等しからんとする傾
便といふ︒

きあるものなり︒此の金額を普通の

物を製造する費用と相当の利盆とを

十一934図

成長を保護し︑︵略﹀︒

るを以て︑︵略V︑ひたすら此の草の

十﹁902図

所を選びて住み︑︵略﹀︒

るを以て︑常に此の草の多く生ずる

十一8910図

あり︒︵略V︒此の給をかける書工久

しく此の寺に寄食してありしが︑
︵略﹀︒

十一764図 瞥見瀧は後の細道より瀧
の裏面を望み見るを以て此の名を得
たりしが︑︵略﹀︒

十一7610図 瀧の後より山路を上るこ
と四町鯨︑一條の 谷 川 あ り ︑ こ の 水 即

ちか︑つて第一の湿布を成すなり︒

︵略﹀橋を渡れば長良村
せじり

︵略V橋を渡れば長良村
せじり
あり︒此の川上に瀬尻村あり︒

十一795図
十﹇796図

住めば都とやら︑此の
極北の寒地も今ははや生れ故郷の如

十一皿5國團

き心持に相成候︒

あり︒此の川上に瀬尻村あり︒鵜飼
を業とする漁夫は皆此の二村に住め

支那ノ昔後漢ノ末︑天下

マウクワク

モトム︒此ノ時諸葛孔明トイフ人ア

劉備ハ︵略V︒︵略V︑シキリニ賢士ヲ

リウピ

麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方二起レリ︒

十一皿4図

り︒

十︻798図 鵜飼は五月中旬に始り︑

右往左往

十月中旬に終る︒此の間毎夜月なき
時をうか9ひて漁舟を出す︒
鵜匠は︵略﹀︑

リ︑︵略V︒

十一807図

思ひくに浮沈するを︑たくみにさ

﹁此ノ軍備ヲ何

︵略V孟獲ヲ捕へ︑蜀
軍ノ陣螢ヲ示シテ︑

十一塒1図囹

引上げて呑みたる魚を吐かせ︑再び

ト見ル︒﹂ト問フ︒

ばきてもつれしめず︒此の間に鵜を
之 を 水 に 放 ち ︑ ︵ 略V︒

このみ

このえしだん
442

り ︑ 此 の 間 に ︵ 略 ﹀︒

盛に水蒸溜とよなと幽する火山灰と

こう
十二419図 内に二箇の噴孔ありて︑
︵略﹀︑其の保護の下に此

主張したりしが︑︵略﹀︒

十一一765図

の大探検を行ふに至れり︒

も︑亦常に此の公平なる精神を以て
すべし︒

されば陛下も﹁此の五箇
りん
條は天地の公道︑人倫の常経なり︒

十二m3図

ゑ

図師團

︵略︶︑三十七八年の戦役後
このゑ

︵略﹀︒﹂と諭し給へるなり︒
十二m8図 ︵略V︑國家の大事に際し
この
こう
このえしだん︻近衛師団﹈︵名︶1 近
ては︑身命をすつること鴻毛よりも

輕き畳悟なかるべからず︒平生より

十二774國船の次第に朝霧の中にか
くれ行くを見送りて︑数萬の見物人

︵ 略 V旅順口に達す︒︵略V︑

を噴出す︒但し此 の 噴 孔 は ︵ 略 ﹀ ︒

九271図

十二567國

此の箆罪なきものは︑︵略﹀︒

一には︑軍人は質素を旨

以上の五箇條即ち忠節・

此の五箇條を行ふも︑結

コノゴロバクリノオチル

此の頃

オキナハ

﹁我︑此ノゴロ小サキ堂

此の頃の術科は分隊敏練

木ノ

︵略V︑味ハ人々ノ好ミヲ考

又魚類や野菜ハ各其ノ季節

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十﹇6510

バナケレバナラヌ︒

・ヘテ︑多敷ノ滞足ヲ買フベキ物ヲ選

十﹇652

このみ﹇好﹈︵名︶2 好ミ

ハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマルトキ

レドモ︑裏面ハ枯葉二似タルが故二︑

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シキ色ドリア

九564図沖縄出産スル木ノ葉野鴨︑

葉蝶

このはちょう﹇木葉蝶︼︵名︶1

術科に即する説明に御座候︒

にて︑笹野は讃法の講義及び毎日の

十576國団

ヲ建テタリ︒

八281図無

行ツテ見ルノガタノシミデス︒

ジブンデ︑毎アサ早クオキテ︑

四124

此ノゴロ

このごろ﹇此頃︼︵名︶3 コノゴロ

を合せて十九箇師團となれり︒

は︵略V十八箇師團︑外に近衛師團

は再び此の船を見ること能はざるべ

︵略﹀︒

十二獅5図

︵略V︒

禮儀も重苦に軍隊の間

は特に軍人に賜へるものなれども︑

へる勅諭こそ︵略V︒︵略﹀︒此の勅諭

明治十五年軍人に下し給

専一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十二茄2図

此の五箇條を行はんには︵略﹀︒

特に軍人の精神と諭し給へる上に︑

禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を

十二鯉9図

を載るなと︑ねんごろに戒め給ふ︒

とすべし︒︵略﹀︒︵略﹀︑ゆめ此の訓

十二泌6図

一度軍人の間に起りては︑︵略﹀︒

れ︑輕浮の風にそみ︵略﹀︒此の風

︵略﹀いつしか文弱に流

露軍は海軍根寸地として此の地を死

︵略V

何をか自治の精神とい

十二撫5図

しと語れり︒

明け行くま＼に見渡せ

︵略﹀︑コロンブスは︵略﹀

景公

た一人制紳士があった︒

動は︵略V︒

十二瑚9図

我が此の機を断つが如し︒﹂

十二967受壷

﹁汝の愛翫を廃するは

す︒︵略V︒此の會に於ける孔子の行

十二957図

魯公と會見

立ってつくぐと此の様子を見てゐ

十二826 最早弾く力も重きて︑︵略V
こかげ
人知れぬ涙をこぼして居る︒木蔭に

をサンサルバドルと命名せり︒

眞先に上陸し︑此の西班牙の新領地

十二7910図

客を眺めて立てり︒

ば︑︵略﹀︑土人は驚きて此の毒断の

十二795図

超し︑︿略﹀︒

貫二道に連結す︒此の商道は日露戦

十二582図安置線は︵略﹀︑韓國の縦
役中に急設したる輕便悟道にして︑
︵略﹀︒

十二622図 街路は掃除最もよく行き
と旧きて︑衛生・消防を始め︑近世
の學術を慮用せる百般の設備皆具れ
り︒此の貼より見れば眞に近世都市
︷略﹀灰色の鼠の一群︵略﹀

の好模範たり︒
よ うつば

十一一663國

し黒色の鼠を全く追丁ひしことあ

欧羅巴に移り︑古來此の地方にあり

り︒

何事を解すにも︑此の事は必ず成る

十二728國 進取の氣象に富める人は
べしと畳冷して︑ ︵ 略 V ︒

十二価9図
ふ︒地方人民協同一致して︑︵略V︑

に行はるΣに非ずして︑此の心得な

たり や

十二761國 始めて西半球の陸地を獲

誠意其の團禮の爲に力を致すの精神

い

見したるは伊太利人コロンブスにし

くして如何でか日常の社會に立たん
︵略﹀忠節・禮儀・武勇

︵略V︑軍人として始
めて守るべき事に非ず︒

此の五箇條は

精神と諭し給へる上に︑︵略﹀︒︵略﹀︒

・信義・質素の五箇條を特に軍人の

十二田1図

や︒

是なり︒此の精神は︵略﹀︒

一般人民の府縣・郡・市
一に此の精神

︵略V︑市町村長・参事會
員等の其の事務を虞理するも︑︵略﹀

十二鵬4図

に基づくべく︑︵略﹀︒

町村長を選畢するも︑

町村倉議員を選學するも︑︵略﹀市・

十一一鵬2図

て︵略V︒︵略﹀ ︒ ︷ 略 ﹀ コ ロ ン ブ ス の

誤は遂に此の大僻見を成さしむる基
となりしなり︒

十二762図 コロンブスは︵略V西を
指して進まば︑印度の東海岸に到着
熱心に此の説を

すべしとの意見を抱けり︒︵略﹀︒訓
ロンブスは︵略﹀︑
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こぶん
このむ

こ の ・ む ﹇ 好 一 ︵ 四 ・五︶4
・ーム・ーメ︾

好む

内ーミ

十一m4 朝鮮人は煙草を好む︒
十二745図 ゼノアに生れて幼時より
海事を好み︑十四歳の時より既に航
海業に從事せるコロンブスは︵略V︒

ろ
孔子は魯といふ國に生

ごはんをた

・千石積等ありて︑近海を航行すれ

和船の大なるは五百石積

り︑又織物を買ひたいといふ人にた

のまれて︑それをほかへ費渡してや

のまれて︑それをほかから買取って

やる店のことです︒

橋はおほむね一本なり︒

祭の服に

マス︒

呉服屋

︵略V︑もはや熊吉と愛作の二

こぶこぶ﹇五分五分︼︵名︶1 五分昌々

けてるるのださうだ︒

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼

八421火元は裏町通の材木屋で︑も

ごふくやがあります︒

四25

そのすぢむかひに大きな

一353カドニハゴフクヤガアリ

ごふくや

ごふくや︻呉服屋﹈︵名︶3

ヨイオヂイサンバコブヲ

こぶ﹇瘤﹈︵名︶2

鯛442

御無音
つひ

ワルイオヂイサンバコブ

トラレテヨロコビマシタ︒

噌45一

こぶいん﹇御無音︼︵名︶1

色色取りまぎれ︑

し

古風ゆかしき我が國の

古風

く御無音に打過ぎ候︒

十559國團

ぼ

こふう﹇古風︼︵名︶4
ゑ

九519年三

五風十雨

五分々々に進んで行ったが︑︵略﹀︒

こぶしうにぎり

手塚其の間に敵の草ずりを

こぶし﹇拳﹈︵名︶1

倫敦は︵略V街路狭けれ こぶし

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑や

十514図

御無事

がて打ちまたがって首をかく︒

こぶじ︻御無事︼︵形状︶1

御一家御無事に御座候や︒

水にて︑死傷も少からざる由︵略V︒

わりやごふくてんおんちゅう

ごふくどいや︻呉服問屋一︵名︶1 ご
ふく問屋
たとへばごふく問屋といふ

のは︑織物を費りたいといふ人にた

七14．8圏

羊歯博物館は古書・古物

古文

︵略﹀︑最も世に聞えたるは

紫式部と清少納言となり︒︵略﹀︑其

十155図

こぶん﹁古文︼︵名︶1

の多きこと世界に冠たり︒

十二638図

古物

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

九671

ゴフクヤ

コブ

ほぼしら

べると︑つかれてすぐにねてしまつ
ども︑

五匹

材木ヲヒキテ︑板又心柱ト

コビキ

た︒

六691図

こびき︻木挽︼︵名︶一

五ヒキ

ナスモノハコビキナリ︒

東大寺ノ境内二正倉院ア

古美術

︵略﹀︑五匹の馬は一散にかけ

十一271図

五百石積

人だけの競走となった︒二人前馬は

︵略V︑古風の牛車は博物 九846

かんむり・烏帽子今は唯

及び樺太を除きて凡そ五百五十萬町

ゆにはいって︑

こぶつ︻古物︼︵名︶1

様である︒

五風十雨といって︑五日毎の 九714國團 ︵略V︑御地方は非常の出

ごふうじゅうう﹇五風十雨︼︵名︶1

通機關とす︒

ば︑古風の乗合馬車を以て主なる交

十二627図

をかぶり︑こしみのを着く︒

館に行かずば見るべからず︒
うじやう
かざをりゑぼし

十一259図

リ︒︵略﹀︒我が國ノ古美術ハコ・二

0

鵜匠は古風の風折烏帽子

残りたり︒

子ヒバリ

オヤドリガオリテ

こひばり﹇子雲雀︼︵名︶1

︵略V︑

コナイトキニハ︑子ヒバリハス

三196

ノ中デ︑ドンナニマツテヰル

九17図

五百五十萬町歩

十一802図

其ノ粋ヲ集メタリトイフベシ︒

十973図

こびじゅつ︻古美術一︵名︶1

出した︒

九841

セテ五ヒキデス︒

一433ヒゴヒガ︵略V︒︵略V︒アハ ヲツケラレテコマリマシタ︒

ごひき﹇五匹﹈︵名︶2

﹁孔子は年少にして禮

れ︑人と爲り禮を好み︑温良・恭倹

十二936図
なりき︒

十一一938図園
を好めり︒

ごはん︻御飯︼︵名︶8 ゴハンごはん

二382園ハシヲモツテ︑ゴハン
ヲタベサセテクダサツタノハ︑
ドナタデスカ︒

バンノゴハンノスンダ

ナオモシロイハナシヲキカセテ

コトデセウ︒

アトデ︑ オヂイサンハイロイロ

三122

クダサイマス︒
イデナサイ︒﹂

三536囹﹁モウゴハンダカラ︑オ ごひゃく﹇五百︼︵名︶4 ㎜

十万町歩﹈︵名︶1

ごひゃくごじゅうまんちょうぶ﹇五百五

四308囹 ﹁もちにする米とごは 九17図
九40図
んの米はどうちがひますか︒﹂
四313圓 ごはんの米はねばりけ 九40図
がすくないから︑ おもちには

褻と︑うどんやさうめんにす

歩あり︒

六365

は大領です︒﹂

四334囹 ﹁︵略﹀︑ごはんにたく萎 ごひやっこくづみ﹇五百石積︼︵名︶1

る変は同じですか︑︵略﹀︒﹂

からふど

四325囹 ﹁それではごはんにたく 七443図 現今我が國の耕作地は墓灘 ごふくてん﹇▽おわりやごふくてん・お

なりません︒﹂

50050050050

ごへい一こむ
444

の作れる文は古文の手本として︑今
なほひろく事寄せ ら る ︒

西 洋紙ハ又﹁︵略﹀︒﹂トイ

ごへい︻御幣﹈︵名︶ーゴヘイ
七499園

ヒマスト︑日本紙ハ神ダナヲ指サシ

ゴホウビ

﹁コレハメヅラシイ︒

ごほうび︻御褒美︼︵名︶一

ニ625

右御報申上候︒

こぼく﹇古木﹈︵名︶1

古木

ミゴ

コノ公園ハ新シクシテ︑古

七305

小さい時分はやはらかな葉を

こまかく切ってやるが︑大きくなる

キザンデ︑日ニホシテ︑ソレカラウ
スニ入レテツキカタメマス︒

まものやさかななどを買って

四35又町からは︑きれやこ

かへります︒

モノヤ

サカナヤノトナリハコマ

モノヤデス︒

一346

こまり母おこまり

サテソレカラ船室ヲ分ツタ

ワルイオヂイサンバコブ

町の中を通る時にきたない物

ところがとなり國では信玄を

噴火一タン止ミテ後︑其ノ こみあ・う﹇込合﹈︵五︶2 こみ合ふ

こみ﹇▽ひっこみじあん

ないことにした︒

こまらせようと思って︑塩を送らせ

六585

た︒

をなげつけられるのにはこまりまし

五132

ヲツケラレテコマリマシタ︒

一452

肉ーラ・ーリ単

リ︑︵略﹀︑細力イ造作ヲシタリシテ︑

十ニー5一

︽一

こま・る﹇困︼︵五︶3 コマル こまる
細カシ

スツカリ出野上ルマデニハ非常ナ手

数が掛ル︒

コレニハ細小ノ針金ニ

こまか・し︻細﹈︵形︶1
キ︾

十︻851國

コマガタケ

テ作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑

ル︒

シク咲キミダレタリ︒

字を書くのに︑筆をおとした

こまがたけ﹇駒止﹈︹地名︺2
駒が岳
九40図

病中の祖母も大そうよろこ

九419図

駒が岳

びまして︑有りがた涙をこぼして居

五394

込合ふ 余ーッ単

六15

小松
海岸には︵略︶︒一面に小松の

一面に小松のはえた小松原も

小松原

はえた小松原もあり︑又大きな松が
ならんだ長い松原もある︒

六15

こまつばら︻小松原﹈︵名︶1

こまもの

あり︑又大きな松がならんだ長い松
原もある︒

こまもの﹇小間物﹈︵名︶1

人が大勢込合ってみる中

む・かりこむ・きりこむ・くいこむ・

む・おちこむ・おどりこむ・かけこ

こむ︻込︼︵四・五︶﹇▽うえこむ︒うちこ

た︒

静かに自分の順番を待ってるまし

で︑少しも人に先んじようとはせず︑

十368園

合ってゐます︒

とする人もあり︑︵略V︑塾そうこみ

した︒下りる人もあり︑のりこまう

汽車が当ていしゃばへっきま

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

内ーイ・ーク彰

コマガタケ

リ︒上二子・下二子・神山・駒岳是

︵略V︑傍の石にこしを下し︑

額を面輔に支へて人知れぬ涙をこぼ

カイ

こまつ﹇小松︼︵名︶1

ナリ︒

こま

タココマ

コマ

して居る︒

一22

ゆか下から去年なくしたこま
細力

六363

こま﹁独楽︼︵名︶2

十二825

ります︒

八668團

り︑すみをこぼしたり︑︵略﹀︒

六708

鑓綿ヲ引延シナガラ細力キ雑物ヲ去

木多カラザレド︑種々ノ草花ウルハ

七581図

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細力ク こまものや﹇小間物屋一︵名︶一 コマ

と︑枝のま㌧やる︒

ニナツ

八656

トオホメ

テ︑タクサンノゴホウビヲクダ

ト︑ミゴト︒﹂
サイマシタ︒

︵略﹀︑當時のあらましを

弐一︵グ︶単

ごほうもうしあ・ぐ﹇御報申上﹈︵下二︶

九757属国

1 御報申上

テ︑﹁ソンナニイバツテモ︑アノ神
ダナノ御札ヤゴヘ イ ニ ハ ナ レ マ イ ︒ ﹂

弐 ー シ彰

余ーレ︾

申上巴︒︵略V︒取急ぎ御階かたがた

トイヒマシタ︒

ごへん︻五二﹈︵名︶1 五ヘン

サイ︒ 一ペンニヘン三ベン四へ

一495タケヲサンカラオトビナ
ン五ヘン︵略V︒

御返歌申す

君は︵略﹀︑

御報知下さる

駒岳

天が下には こぼ・す︻零﹈︵五︶3 こぼす ︽ーシ︾

ごへんかもう・す﹇御返歌申﹈︵四︶1
十898國國

尚袖ぬらす松の下露︒

かくれがもふし︒御歌かしこみ・藤
房は︵略﹀︑

御返歌申し︑泣きみたる︵略V︒
御手 紙 葬 見 仕 候 ︒ ︷ 略 ﹀ ︒

取りあへず御返事まで︒

當日は︵略V︑是非獄丁致すべく候︒

十931年下

ごへんじ﹇御返事﹈︵名︶1 御返事

1

ご ほ う ち く だ さ ・ る ﹇御報知下﹈︵下二︶

十271囲團 ︵略V︑時々螢内の様子御
報知下されたく願上候︒

が出てうれしかった︒
七758

こまか﹇細︼︵形状︶1

ごほうちもうしあ・ぐ ︻ 御 報 知 申 上 ︼ ︵ 下

二︶2 御報知申上 角1︵ゲと

テ︑枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒

︵略﹀︑ゼンタイが細力二分レ

十60エ國團 先は近扶御報知申上町か
くの如くに御座候︒
版圖の状況大略御報知申上候︒

十一958圓團 ︵略V︑見聞取交へ︑新 こまか・い︻細﹈︵形︶3こまかい細

445
こもん
こむ

せめこむ・つみこむ・とびこむ・とり
こむ・ながれこむ・なげこむ・にげこ

そ二百九十萬町歩︑其の牧穫は年々

生野え

農産牧入何

り︒

海の氣を

オキクガイマオキヤク

イネノワラデハ︑タワラ

生れてしほに浴して︑

吸ひてわらべとふりにけ

浪を子守の歌と聞き︑千里寄せくる

十﹇218図魍

米と変とは全國に︑製 こもり﹇子守︼︵名︶1 子守

ドヲ作りマス︒

コモムシロナハワラヂミノナ

四36一

こも︻薦一︵名︶一 コモ

サイ︒﹂

ニナツテキマシタ︒﹁ゴメンクダ

一一83園

メンクダサイ

んの米はどうちがひますか︒﹂
とわざがある︒
十937國團 明後日御面會の節返上致
四313園 ﹁おもちにするのはも
十
二
4
3
1
0
図
我
が
國
は
氣
二
心
に
︑
地
味
すべく候︒
ち米といふ米です︒
ごめんください﹇御免下一︵感︶一 ゴ
肥え︑極めて耕種に適し︑米・萎の
作物は米・変其の大部分

を占めて︑︵略V︒

十二444國

栽培は最も早く開けたり︒

む・のみこむ・ひきこむ・ひっこむ・
肉ームル彰

おもちには

四313圏ごはんの米はねばりけ
こむ

なりません︒

がすくないから︑

もうしこむ
ご ・ む ﹇ 込 ︼ ︵ 下 二 ︶1

うたちこむ・ぬりこむ

凡そ四千六七百萬石にして︑︵略﹀︒

六153かつた稻が雨にぬれると︑米 十二444図 ︵略﹀︑米の作付反別は凡
がわるくなるから︑天宮のよい聞に

たんぱ
﹁我え元 丹波の松よ︑

山こむる 霞を後ユ︑いかだして
取入れなければなりません︒

十125國圃圏

都に來けり︒﹂

無二の輸出品︒

米屋

ッ・ール︾

九608図

船長の落ちついた力のこもつ

北へ向って走る︒

た號令に︑船ははや方向を韓じて︑

十646

る空氣こもる︒

閉ぢたる室内にはよごれた

コメヤノトナリハサカナ こも・る﹇籠︼︵四・五︶3 こもる 肉一

こめや﹇米屋﹈︵名︶2
ヤデス︒

一34一

︵略﹀︑やうく米屋の土藏で

湖面
ちゆう
︵略V︑男禮山のふもとに中

焼けおちたさうだ︒

とまったが︑︵略﹀︑一棟はとうく

八434

コメヤ

挙れど︑小さき轟の吐出す

茶は静岡・三重・京都

十二489図圃

して其の味最も美なり︒

そのもみを又よく日にかわか 十二447図上が國の米は品質優良に

して︑すりうすですって︑もみがら

六166

四32図小蜜

こむぎ﹇小麦︼︵名︶3 小野

四334囹 ﹁いいえ︑ うどんやさう

米を俵に入れて︑その俵をつ

み重ねてながめた時は︑田うゑや草

六168

す︒

をのけると︑はじめて米になるので

めんにする套は小斎で︑ごは

なたね

農産物の種類は︵略﹀︑

んにたく萎は大尉です︒﹂
十一9910國團
はだか

取りの苦しざも︑取入れのいそがし

ゑんどう

大褻・小夢・燕変・裸変・曇蔓・麻

からす

・馬鈴薯・碗豆等の牧穫多く︑︵略﹀︒

じゃがたらいも

さも︑全くわすれてしまひます︒

わかして︑米にこなして︑俵につめ

七114國刈って︑ひろげて︑日にか
て︑︵略V︒

こめ﹇米﹈︵名︶20 米号おこめ・もち

二562 ヨイオヂイサンバ︵略V︑

タトヘバコ・二漁夫アリ

九956図

こめん﹇湖面︼︵名︶1
こ

十一一265園圃 建長・圓昼古寺の 山

ぜんじ

輝寺湖あり︑周回凡そ六里︑湖面鏡

カクテ持チアルク中中ハ︑
其ノ魚ハ腐リテ︑一合ノ米ニモ換へ

門高き松風に昔の音やこもるらん︒

御面會

御門号いたが

の如く︑四方の山々皆倒に影をうつ

ごめんかい﹇御面会︼︵名︶1

といって︑うちへかへしました︒

﹁こんないたづら者はごめんです︒﹂

れましたが︑︵略V︒︵略V︒お寺では

そこの御門を板垣御門とい

キリノゴモン

キクノゴモン

ゴモン

一162

一16一

こもん﹇御紋﹈︵名︶2

ふ︒

︵略Vお寺へ小ぞうにやら 八56図

きこもん・たまがきこもん

こもん︻御門﹈︵名︶1
せり︒

といふ意味のこ

六447園

本島産物の重なるもの ごめん﹇御免﹈︵名︶1 ごめん

︵略V︑朝鮮では﹁米のない

生きてゐられぬ︒﹂

のは辛抱も出來るが︑薪がなければ

十一鵬1

にて︑︵略﹀︒

は︑御承知の章典・米・茶・砂糖等

しやうなう

十一379國團

難キニ至ルベシ︒

九888図

ノ農夫ヲタヅネタリトセヨ︒

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲

九883図

こめ

ウスヲツクツテ︑ソレデ米ヲ
ツキマシタガ︑︵ 略 ﹀ ︒

二573 ヨクノフカイオヂイサン

ハマタコノゥスヲカリテイツ
テ︑米ヲツイテミマシタガ︑
︵略V︒

三341圃 ﹁コトシバホウネン︑ホ
米ガナル︒﹂

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ
モ

四308囹﹁もちにする米とごは
んの米はどうちがひますか︒﹂
四308園 ﹁もちにする米とこは

こや一こらいかいあいなる
446

︵略﹀︑風道開通後ハ旅客ハ

よロろつば

くなったか︑妻子がこひしくなった

古來

か︒︵略V︑其の有標は何事だ︒

こらい﹇古来︼︵名︶8

四206園﹁一バン太イノガォヤ
ユビ︑一バン小サイノが小ユビ

九396図
デ︑︵略V︒

こや﹇小屋一︵名︶2 小屋母うしごや
皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今卜定ノ

か

七47図圏

ソレカラ私ハ人サシユ
けれども一月ばかりの内に

御用
︵略V︑おはなは︵略﹀たけ

父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

んどは何の御用をいたしませう︒﹂

のこをなべの中へ入れました︒﹁こ

五213囹

ごよう﹇御用︼︵名︶3

︵略V︒

は︑皆さんの小指程の大きさになり︑

七298

ビデ︑三郎ハ小ユビデス︒﹂

四227囹

我が國には数多の爆布あ

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

我が國は氣月評に︑地味

の國の名ある所以なり︒

肥え︑極めて耕種に適し︑米・萎の
みづほ
栽培は最も早く開けたり︒古來瑞穗

十二441図

はれたり︒

と︑我が國にては古來廣く諸所に行

十一791図

る︒

り︑秘計多く詩歌に入り︑豊圖に上

十一757図

子供と同じ様にかはいがる︒

四214囹﹁︵略V︑中ユビト小ユビ 十一502 古創アラビヤ人は馬を家族
の一員と考へて︑家長は之を自分の
ノアヒダノガクスリユビデス︒﹂

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

八十歳を越えて病を知らざ

八447 聞けば此の火事は材木屋の小

︵略﹀︒

貫を越え︑︵略﹀︒
め

今や全國鐵道の延長六千
︵略﹀亜米利加・欧羅巴

あ

り

寸︑胸の厚さ一尺二寸︑艦重は三十

九631図

田村麻呂は身の丈五尺八

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

九584図

・ほったてこや・みせものこや
屋から出たので︑︵略﹀︒

十709図 水夫は壼く燈端番の小屋に
入れられたり︒

十6410 小山の様な白波が高くくだけ

こやま﹇小山︼︵名︶3 小山
て︑夕立のやうに降散る︒
哩を越え︑

十一287図

︵略﹀︑黒門修學及び業務

に用ふる時間は僅かに二十萬時間を

十﹇679図

の航路をも開くに至れり︒

間︑高さ三間にも達する小山の如き
しゅざんぱう

十一897國 熱き地方の白蟻は古園十
榮を造り︑︵略﹀︒

さ僅かに三百鯨尺の小山なれども︑

越えざるべし︒

十二552図 其の西南なる首山墨は高
明 主 防 備 の 要 害 地 にして︑︵略﹀︒

十二663図 ︵略﹀︑通常の灰色の鼠の

の瀧に至る︒

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

十一772図

バ︑︵略﹀︒大人トナリテ︑君ノ御タ

余一工彰

勅諭は先づ我が國の軍隊

太古以來忠節の心にあっ

徳にして︑古來の歴史上の事蹟は十

きは︑我が國民の世界に無比なる美

十二価7図

を諭し給ひ︑︵略V︒

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二m2図

あり︒

ありし黒色の鼠を全く追梯ひしこと

ろつば

又一山を越ゆれば︑第三

肥ゆ

すすや
十一969國團 ︵略V︑南部の鈴谷川・

こ ・ ゆ ︻ 肥 一 ︵ 下 二 ︶2

一日も早く御用御すましの

こら

武勇の精神も亦國民が古

分に之を詮明せり︒

十二m1図

來のほこりとなす所なり︒

﹁こらどうした︒命がをし ︵四︶1 御來會相成 愈1︵リ︶︾

こらいかいあいな・る︻御来会相成﹈

役人は後からこゑをかけ

よ

一群大撫して︑印度よりペルシャを

みき

経て欧羅巴に移り︑古來此の地方に

か

メントナリ︒︵略﹀︒カクテハ君ノ御

るうた

今や全長就學見

ないぶち

十二359図

︵略﹀︑

内因川・留多加川の流域の如きは︑

用二立ツベシトモオボエズ︒L
下され︑

何とぞ御身御大切に成し

童ハ學齢見直百分ノ九十七ヲ越工︑
繭の取入高は年々増加し

九442圓團

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒

まゆ
十一一4410図

上︑御室りの密毛待ち申上候︒
て近年三百五十萬石を越え︑︵略﹀︒
り す
又かつて栗鼠の大群︵略﹀ こよみ母はなごよみ
十二669図

十二4310図 我が國は氣候温に︑地味 ︵略V︒

越

こより﹇紙繕︼︵名︶ーコヨリ

越ユ

肥え︑極めて耕種に適し︑米・萎の
コユ

栽培は最も早く開けたり︒
こ・ゆ︻越︼︵下二︶ 1 3

同一の進路を取りて︑山あれば越え︑

像ーエ・ーユル・ーユレ層

ゆ

七481園

五271囹

こら︵感︶2

シバルコトが出來ル︒

日本紙ハコヨリニシテ物ヲ
河あれば泳ぎ︑道に當るもの一とし

いふ︒

十二922図

て︑﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬす人

九193園

︵略﹀︑しばらせました︒

豫め其の支出を定め︑衣服・飲食の

小指

はその方にきまったぞ︒﹂といって︑
し︒

こゆび﹇小指一︵名︶4

小ユビ

費学才の悪事を越ゆることなかるべ

家の義脚を基として︑

て之をさまたぐること能はざりきと

七18気遅 ナンヂハ年スデニ十歳ヲ
コエタリ︒

八801図 かくの如く日本を出で︑海
を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め
ば︑︵略V︒

八801図 かくの如く日本を出で︑海
を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め
ば︑︵略﹀︒
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これ

こらいかいくださる

十914圓團

︵略﹀耕地整理に宣する

講話これあり候︒ ︵ 略 V ︒ ︵ 略 ﹀ ︑ 有 志

の方々御さそひ合せの上︑御守會相
成候ては如何︒

1

御話會下さる

公ーレ彰

こ ら い か い く だ さ ・ る︻御来会下﹈︵下二︶

十一638國団 ︵略﹀建碑式下行致候
間 ︑ ︵ 略 V ︒ ︵ 略﹀︑御飾會下され候は

コラヘ

ば︑︵略V御一報下され無冠︒

余ーネ彰

こらえか・ぬ︻堪兼﹈ ︵ 下 二 ︶ 一

ナサル

︽ーイ彰

ジンム

こりようぼ﹇古陵墓﹈︵名︶1

スヰゼイ

古陵墓

又新聞は二十匁までが五

五厘

又近ク緩靖天皇ノ御陵アリ︒其ノ他

古陵墓甚ダ多シ︒

ゴランナサイ︑アノォヤネ 七531囹

ごりん﹇五厘﹈︵名︶1

イクツサイタカ︑カゾヘテ

アノハタヲゴランナサ 十囎3図 ︵略﹀神武天皇ノ御陵アリ︒

ごらんなさる

をついて︑やっとゐざりあるくもの

二462

ゴランナサイ︒

一414

イ︒

一284

天皇はこれをごらんになつ

でございます︒

五378
て︑上そうお笑ひになりましたが︑
︵略﹀︒

厘︑書物や爲眞の類は三十匁まで二

八463囹伯父さんが御安心なさる標
に早く返事を上げよう︒お前一つ書

リ︒

十囎2國

ゴランナサイ︑

スヰゼイ

モゥ

アノ

又近ク繧靖天皇ノ御陵ア

︵略V耕地整理に噛する

これ﹇此﹈︵代名︶魏 コレ これ

座候︒

ロデス︒

タ︒

ヤシロデス︒

二445

﹁コレデアタマモデキ

オトシダマニイタダ

コレハ天ジンサマノオ

︵略﹀

ニハ︵略﹀︑ハナサカヂヂイノォ

イタ本ガーサツアリマス︒コレ

二493

﹁コレデ目モデキマシ

二422囹コレガハナデ︑コレガ

ロデス︒

二421囹コレガハナデ︑コレガ

マシタ︒

二417囹

マセウ︒﹂

二415園 ﹁ヤツトカラダガデキマ
シタ︒コレカラアタマヲツクリ

之

りは小杉事務官も御臨席のはずに御

講話これあり候︒︵略﹀︒なほ産着よ

十917魍團

ごりんせき﹁御臨席一︵名︶1

御臨席

銭で︑これもた雲の手紙などよりは

三342

ヒロイ田ガハンブンバカリウ
ワリマシタ︒

三447アサ日ニムカツテ︑手ヲ

おも

ごらんなさい︑この貝がら 是

ヒロゲテゴランナサイ︒

三631

はかたつむりのやうに︑
てにうづまきがあります︒

皆サンノ知ツテヰルダケ
アテテゴラン

マヘニ立ツテヰル人ガ︑コンナニ小

ゴランナサイ︑大ブツサマノ

何デセウ︒

イツテゴランナサイ︒

四366

よほど安いのです︒

ニハウメバチノ大キナモンガ

ゴラン下

ゴランナサイ︑マタアソコ

ツイテヰマス︒

御覧下さる

ヲカザリマシタカラ︑
サイ︒﹂

しばらく大
︵略﹀︑

︵略﹀

カラモーピキ上りマシタ︒

︵略V︑うちの名の和田を入 三176

いてごらん︒﹂

八491圏
れて︑十五字になるやうに書いてご
らん︒し

ラン下サル

﹁オカアサマ︑オヒナサマ

八532図他ノご人ハ︵略﹀︑ 恐レテ ごらんくださ・る﹇御覧下﹈︵五︶2 ゴ

カヌ

出デズ︒今シバシ忠勇ラババ事アラ
四753園

一一

肉ーイ彰

バレントス︒皇子コラへカネテ︑ヲ
コラス

ドリ出デテ︑入鹿ノ肩ヲキリ給フ︒

ス・ーセ︾

こ ら ・ す ﹇ 凝 ﹈ ︵ 四 ・五︶2

水兵は

いって︑其の手紙を差出した︒

﹁︵略V︒どうぞ之を御覧下さい︒﹂と

尉の顔を見つめてみたが︑

九202圏

莚ノ改良二志シ︑先ヅ之ヲ織ル機械

十428図 明治九年頃ヨリモツパラ花
ノ 製 作 二 工 夫 ヲ コラセシガ︑︵略﹀︒

四518
ナサイ︒

サク見エマス︒

當総督府にて出版相 五152

十一117 又分業二依ツテーツノ仕事 ごらんくださ・る﹇御覧下︼︵下二︶1
御覧下さる

︽ーレ彰

ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

十一4010國團

成候豪湾寓眞帖一部郵便にて差出候

でふ

精 神 ヲ コ ラ ス コ トニナルカラ︑︵略V︒

間︑御賢下され度候︒

來てるます︒讃んでごらんなさい︒﹂

五633圏﹁ねえさんの所からお手紙が 二434園

三368圏 ﹁ここがあかるいから︑

ごらん﹇御覧︼︵名︶6 ごらん

御覧ず

ごらん・ず﹇御覧﹈︵サ変︶1

ゴラン

ノ御陵アリ︒

ある雪の朝︑皇后は美しき ごりょう﹇御陵︼︵名︶2御陵
かうろほう
ジンム
﹁香櫨峯
十期1図 畝傍山ノ東北西田神武天皇

ごらんなさ・る﹇御覧﹈︵五︶1一

︵略V︒

の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑

御庭の雪景色を御憶見じて︑

十169図

余ージ︾

みえないのです︒くらいところ
たちからを

へはなしてごらん︒﹂
よい神さまが︑これをごらんになる

五38 手力男のみことといふ力のつ
と︑︵略V︒

﹁お役人さま︑ごらんの通

り︑私は足の立たないもので︑爾手

五246圏

これ
これ
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四537

ワニザ八型﹁︵略﹀︒﹂

ト答

ヘテ︑スグニナカマヲ大ゼイツ
レテ來マシタ︒白ウサギハ コレ

せんせいのおつし

がなければ︑

のはおり︒

何が
はれぎ

ひざの上には
ある︒これはおはるの

四722園

はかま︒

たへた人は︑﹁これは私が毎日使つ

コレハ茶ノ葉デス︒ヨクソダ

てるた釜でございます︒

五308

ツタ茶ノ葉日長サガご寸バカリモア

こちらの方のは︑これからの

汽車ハ急足マツクラナ所へ

ハイリマシタ︒︵略﹀︑父ニキ︑マス

五443囹

る人の切符を切ってみるのです︒

五403

うお笑ひになりましたが︑︵略﹀︒

天皇はこれをごらんになって︑大そ

どもをもらって︑つれて冷ました︒

リマス︒
四706圃 たらひの中に あるは
五378 すがるは︵略V︑たくさんの子
何︒これは太郎の こくらの

ヲ見テ︑︵略V︒

をぢさんのおみやげに
いただ

︵略﹀︒私はをぢさん

こんなにたくさん

きました︒

貝を

三644園

とがわかりません︒

やることや︑みんなの言ふこ

いろいろなものを見るのです︒
ハナシガカイテアリマス︒
コレカライツシヨニヨン 三387 だい二には耳です︒これ

デミマセウ︒

二496
二545 オヂイサンバ︵略﹀︑ソノ犬

ヨイオヂイサンバコレヲミテ︑

ヲコロシテシマヒマシタ︒︵略V
タイソウカナシンデ︑︵略V︒

二622囹 ハヒヲトツテ︑ カレ木

いえ︑

に︑﹁︿略﹀︒﹂ときさましたら︑﹁い

これはひろったのでは

ナハナザカリニナリマシタ︒﹁コ

ふねはなみにゆられて︑

ト︑﹁コレハトンネルトイツテ︑山ヲ

︵略﹀︒扇は風にふかれてぐるぐ

四778

名人でも︑これを一矢でいお

るまはってゐます︒いくら弓の
﹁三十セ

ンアゲマスカラ︑コレデトツテ

ソノホカニ石炭トイフモノガ

ガ土ノ中ニウマツテ︑シゼント出來

アリマス︒コレハ大昔ハエテヰタ木

五582

白イ紙ヲ三ツ出シテ︑

とすことは︑
さうです︒

晒物デ︑︵略﹀︒

四795囹

まさるものはございません︒L

これをいそこなったら︑生きて

ットッヨイノデ︑ ︵略Vキカイナド

ランプニトボスノハ石油トイ

おちよは︷略﹀︑葉書の裏

れを母に見せますと︑母は﹁よく出

へ次のやうに書きました︒︵略V︒そ

五664圏

ワキ出ルモノデ︑︵略﹀︒

ヒマス︒コレハ地ノ中カラシゼント

五596

ス︒

ヲウゴカスノニハ︑皆コレラ使ヒマ
︵略﹀︒

五38

それからそこに切ってある

來ました︒これでよくわかります︒

オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ

テヰル︒サンケイスル人ハ皆カハル

やく人は︵略V︑その釜を 五69一
前において取りしらべました︒うつ

五242圏

れ︒﹂﹁はい︑これですか︒﹂

たけのこをおなべの中へ入れておく

五208圏

まが︑これをごらんになると︑︵略﹀︒

力男のみことといふ力のつよい神さ

ちからを

あけて︑おのぞきになりました︒手

︵略V︑大神は少しばかり戸を
た

はみまいとかくごをきめて︑

四807よ一は心のうちで︑もし 五587 石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ

のがございます︒︵略﹀︒これに

なすのよ一と申すも

ホリヌイタ所デス︒﹂トイヒマシタ︒

クダサイ︒﹂

︵略﹀おとしだまにのし

昔はのしあは

びのかはりです︒﹂

四437圏 このまん中に小さな物
がありませう︒これがのしあは

びをつけたのです︒

のしきたりで︑

ひました︒母は﹁これは昔から

しをつけるのですか︒﹂と問

れを見て︑母に﹁︷略V︑なぜの

がついてゐました︒おちよはそ

四426圏

ヨク見ルト︑︵略﹀︒

四411︵略﹀︑外ヲ見ルト︑何ダ
カヤウスガチガツテヰマス︒コ
レハヲカシイトオモツテ︑ヨク

かりませう︒﹂

みました︒らい年またお目にか

四294園

今年はもうこれです

なかなかむつかし

四263園オトミハマルクキツタ

ない︒

ニナゲカケマスト︑ ︵略﹀ミゴト
レハメヅラシイ︒ ミゴト︑ ミゴ
ト︒﹂トォホメニナツテ︑︵略V︒

コンドハイクラバヒヲ

フリカケテモ︑ ハナハスコシ

二653囹
モサキマセン︒︵略V︒﹁コレハニ

︵略V︑マサヲが本ヲヨ

セモノダ︒ニクイヤツダ︒﹂

三48圏
ムキモシナイデ︑ ﹁コレガスン

ンデヰマシタ︒︵略﹀︒マサヲハミ

マサヲハヤツパリミム

デカライキマセウ︒﹂

三57圏
キモシナイデ︑﹁コレガスンデ

﹁コレカラハナヲッミ

カライキマセウ︒ ﹂

三74園
マセウ︒

三283 コレカラニ三日タツタラ︑
マダズツトタカクナリマセゥ︒
三376 七じがなりました︒さあ︑
これからがくかう へ 行きませ
う︒

三383だい一には目です︒これ
で本の中のじゃゑや︑︵略﹀
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ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒
﹁ 鹿 は どうだ︒﹂

﹁鹿はをり

六753

間もなくむねの上からもちを

投げると︑大ぜいがあらそってそれ

︿通ります︒﹂ よしっねはこれを

五787

を拾ひました︒これがすむと︑むし

﹁我聞ク︑シ︑ハ子ヲ生

じまりました︒

ろをしいて︑お祝ひのさかもりがは

この時よしつねは︑﹁︵略﹀︒﹂

聞くと︑︵略V︒
五815

七16直覧

ヲトゲタリ︒コレ正成戦死ノ後十三

母がてぎはの大こんなま

年目ニシテ︑︵略﹀︒

七121圃

す︑これがみなかの年こしざかな︒

七B5團又景かねぐめづらしい
草花をほしいくと申して居ります

妻は立って︑鏡箱の中から

その馬をおもとめあそばしませ︒﹂

七413囹

これまで貧しい暮しをして

おどろいて︑﹁これは又どうした金

十爾の金を出して︑﹁︵略V︒﹂一豊は

か︒

七413園

け下りた︒これを見た三千人玉藍ぜ

なら︑なぜあると一言いはなかつ

みるのに︑こんな大金を持ってるる

といひながら︑馬に ︐ 一 む ち あ て て か

から︑︵略V︑これも二三種買って來

︵略V︒

﹁日ごろ貧しい暮しをしてゐ

の馬でございます︒﹂といひますと︑

た︒けらいのものが︑﹁これは一豊

三々々︒誰の馬か︒﹂とたつねまし

七436園

た︒﹂

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

あなたと私は親類ださうで
ございますから︑どうかこれからお

七198園

ていた雲きたうございます︒

︵略V︑忠義ノ兵ヲ起シ

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

七29置数
テ︑天皇ノ御タメニツクスベシ︒汝
ノ孝行コレニスギタルコトナシ︒﹂

︵略V︑﹁あ＼︑よい馬︑名

いは︑どっと一時にかけ下りて︑城

﹁藤吉 郎 秀 吉 こ ﹂ に ひ か

︵ 略 ﹀ ︑ ﹁誰も居らぬか︒﹂とよ

の中へ攻めこんだ︒
六473

びますと︑

心安く願ひます︒﹂

大首者トナリシ人アリ︑塙保己一コ

へて居ります︒﹂と答へました︒少

レナリ︒

シカルニ二幅見出ズシテ︑

ノクビハ家二送ラレタリ︒正行ハコ

七228図

レヲ見テ︑カナシサノアマリ︑︵略V︒

正成ハタシテ戦死シテ︑ソ

しのゆだんもなく主人に仕へるこ﹂

七33︒︒凶

ろざしにかんしんして︑これから信

七231図保己一ハ︵略﹀︑ 人二書物
ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑

﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

強記シカバ︑︵略V︒

七38図圏

子ナレバ︑コレホドノワケノ分ラヌ

長は目をかけて使ひました︒

六484 秀吉は大ぜいの人を十組に分

コトハアルマジ︒︵略﹀︒父ノ汝ヲカ

のもとになったといふことでありま

サルニハ︵略V︒シカシ人ノ

︵略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

又新聞は二十匁までが五

昔はひきゃくといふものが

が︑これは今日のやうに早くは配達

あって︑手紙や品物を配達しました

七535囹

よほど安いのです︒

銭で︑これもた窒の手紙などよりは

厘︑書物や翌翌の類は三十匁まで二

七532園

すか︒﹂と問へり︒

るのに︑なぜまたおあしを彿ふので

にはちやんと三銭の切手がはってあ

取りたり︒お花はあやしみて︑﹁これ

七512囹 母は︵略﹀︑一通の手紙を受

大そう感心して︑これが一豊の出世

買ひもとめた︒︵略﹀︒﹂と︑信長は

る一豊が︑よくもかういふよい馬を

けて︑︵略﹀︑仕事 を い そ が せ ま し た

ヘシタマヒシバ︑︵略﹀︒大人トナリ

ヤウニ色々ナ物ヲコシラヘルコトハ

す︒

七442

から︑すぐに出來上りました︒信長

テ︑君ノ御タ堅雪忠義ノ兵ヲ起シテ︑

出來マセン︒コレハチヱが少イカラ
デス︒

︵略﹀︑大そうよい馬を費りに

は皆ほしいとは思ひましたが︑︵略﹀︒

來た者がありました︒これを見た人

七395

が
れを置の蛾といふ︒

になって︑繭を破って出て搾る︒こ

七329

一心二勉

はこれを見て︑ますくかんしんし

賊ヲ平ゲシメントナリ︒

ウデヲオサへ︑﹁︵略﹀︒﹂トテ︑泣ク

七283

て︑︵略﹀︒

は︑しぜんに日一日と盛になりまし

︿イマシメタリ︒正行大イ山笠ン

六506
た︒信長の古いけらいの勝家などは

ジテ︑コレヨリ後ハ父ト母トノ教ヲ

母ハ走リョリテ︑正行ノ

これをきらって︑て き た ひ ま し た が ︑

それからは秀吉のいきほひ 七49國

︵略﹀︒

キ︒

七77図

正行コノ度ハサイゴノ合戦

守りテ︑一日モワスル︑コトナカリ

六553 ︵略﹀上杉謙信は強い大將で
たけだしんげん

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

あった︒その相手は武田信玄で︑こ

ルヤウ︑﹁︵略﹀︒﹂︵略V︒天皇制コレ

一豊も︵略﹀︑思はずひとり言

れも謙信におとらないいくさの上手

﹁どうぞこれで

妻は立って︑鏡箱の中から
十雨の金を出して︑

七409囹

七404

であった︒

をいひました︒妻はこれを聞いて︑

六652 熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑

︵略﹀︒

正行ハソレヨリ戦場二向
ヒ︑︵略V︑一族ノ人々トトモニ戦死

七87國

ヲ聞キ︑︵略V︒

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ
アリマス︒コレラ月 ノ ワ ト イ ヒ マ ス ︒

これ
これ
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あまてらすおほみかみ

や

が出來ず︑賃銭も高かったのです︒
腿鏡を授けたまひて ︑

﹁この鏡を見

身代が減って行くの

﹁︵略﹀︒朝ねをし

いけない︒﹂と︑︿略V︑まだねてゐ

てるる間に︑

た妻を呼起して︑

だ︒﹂といって︑今見た事をすつか

たの

八26図 ︵略﹀天照大神︑︵略﹀︑八

り話して聞かせました︒

とお

ほせられたり︒その神勅によりて︑

八513図鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ
キテ皇子ニサ・グシニ︑皇子モマタ
ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ

キテ皇子ニサ・ゲシニ︑皇子モマタ

八514図

ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒コ
レヨリ鎌足︑皇子ト親シミ奉ルコト

︵略﹀等ノ手数マデ数へ上

グレバ︑一箱ノマツチが我等ノ手二

八402図

ること我を見るが如 く せ よ ︒ ﹂

代々の天皇はこれを宮中にあがめた
まひしが︑︵略﹀︒

皇子コラヘカネテ︑ヲドリ

ヲ得テ︑︵略V︒

ヲキル︒

鎌足︵略V︑天皇重ク用ヒ

見テ他ノ一人進ミ出デテ︑入側ノ足

出デテ︑入質ノ肩ヲキリ給フ︒之ヲ

八534口薗凶

入ルマデニハ︑何十人ノ人手ヲ要ス
ルカヲ知ラズ︒之ヲ思ババ一本ノマ

か＼るたふとき御宮なれ

ば︑︵略V︑皇室及び國家に大事あれ

八34図

マツチハ︵略﹀︒︿略﹀︑明

ツチモソマツ丁目使フベカラズ︒
八407図

ば︑かならずこれを告げたまふ︒

ゑん
橋を渡りて神苑に入る︒

治八年ヨリ内地ニチモ之ヲ製造スル

八52図
︵略﹀︒︵略V︑日 本 海 海 戦 の 記 念 砲 身

八545図

虎モ猫モ︵略V︑シヅカニ

虎モ猫モ相同ジ︒

猫ノ中口モ其ノ毛色虎二似

剛堅最近ヨリ︑急二塁ビツキテ之ヲ

八749國

捕フ︒

八755図

かくの如く日本を出で︑海

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八803図

ば︑耳元の日本に塗り來る︒︵略﹀︒

中佐ハ︵略﹀山上ノ敵ヲ追挑

これ世界の圓きがためにして︑︵略V︒

ツテ︑目ノ丸ノ國﹇旗ヲ立テタ︒︵略V︒

八871

敵ハ之を見テ︑三方カラ大砲ヲウチ

カケタ︒

大きなきかいの動くのも︑汽

テ大臣トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

八445

八873

ニイタレリ︒

り︒これより少し進めば︑︵略V老

藤原氏ノ一門コレヨリナガクサカエ

砲弾ニタフレル兵士工数ヘキ
アラテ
レナイ︒之ヲ見タ敵比周二新手ヲ加

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

ヘテ︑フタ︑ビ攻メヨセテ來タ︒

︵略V︑ 中佐ノイキハトゥト

先︑中佐ハ自分ノ馬丁二言付ケテ︑

ゥ其ノ日ノタ方二絶エタ︒コレヨリ

八911

﹁︵略﹀︒﹂トイツタガ︑︵略V︒

これより後は耳は食事

婦に命じて酒を造らせ︑之を八つの

九35図 尊︑﹁︵略﹀︒﹂とて︑老人夫

の知らせを聞きても知らぬ風をし︑
︿略V︒

さかぶね

あやしみて尾をさきて見給

酒槽に盛り︑︵略︶︒

ふに︑一ふりの劔出でたり︒尊﹁こ

︵略V︑新しき刷出來ずし 九43図

やさかにのまがたま

を皇孫に授け給ひしかば︑︵略﹀︒

大神︑八腿鏡・八坂瑛曲玉と共に之

やたのかがみ

とて之を天照大神に奉り給ふ︒天照

九44図 尊﹁こは神劔なり︑︵略V︒﹂

照大神に奉り給ふ︒

は神算なり︑︵略V︒﹂とて︑之を天
︵略﹀︑クビ太ケレバ︑他ノ

て︑諸君は皆却って自ら苦しむにい

ニ便ナリ︒

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

八735口︒凶

たれり︒これ諸君の自ら招く所なり︒

八719図囹

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

我の職務は食物をこなし

し︒﹂とて︑

やう︑﹁︵略V︒︵略﹀︑左様心得られた

等一同申し合せて︑胃に向っていふ

八703図ある数輩・耳・目・手・足

タリ︒

事が出滞る︒

八467園

サクヤノクワジニウチハヤ

でも︑ひよつとまちがふと大へんな

用によるのである︒これ程有用な火

塔など︑またいつれも神苑の内にあ

北條時頼ノ母松下輝尼︑

ホウデウトキョリ

木枝をまじへて︑高く天をつく︒

八165図
︵略﹀︑ス・ケタル障子ノ破レヲツク
ヨシカゲ

ロヒヰタリ︒輝尼ノ兄義景コレラ見

テ︑︵略﹀︒

一郎﹁これ

ケマセンデシタシンルヰミナブジデ
スゴアンシンクダサイ

ヨシカゲ
輝尼ノ兄義景コレラ見

テ︑﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲヨク心

八169口軸玉茎

でようございますか︒﹂

ソガノイルカ

︵略﹀︑蘇我入鹿勢ヲホシイ
エミシ

一郎コ﹂れでようござ

サクヤウチヤケナイシンル 八713図工

得タル者アリ︒ソレニ命ジタマへ︒﹂

八477園
ヰミナブジ

﹁我モコレ程ノ事ハ心

得タリ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂

いますか︒﹂

トイヒシニ︑

トテ︑︵略V︒

八499図

マ︑ニシテ︑父蝦夷ト共倒不忠ノフ

︵略﹀︑雀といふものはすぐふ

ルマヒ多カリキ︒中臣鎌足コレヲウ

八205

えるもので︑又大そう作物を荒すも

レヘテ︑︵略V︒

八512國 ︵略V︑ 皇子ノクツヌゲタ

足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル
爪アリ︒用ナキ時之ヲカクスコト︑

八742図
皇子ニサ・ゲシニ︑︵略﹀︒

リ︒鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅキテ

ナカトミノ

のだといふことを話しました︒農夫
︵略﹀︑自分の家は戸がまだし

は之を聞いて︑︵略﹀︒

八254

まってみて︑誰も起きてみる様子が
ありません︒︵略V︒﹁成程これでは
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やたのかがみ

やさかにの

九191

︵略﹀

たかち

ほ

我が軍艦高千穗の一水
だといふことである︒

曲玉と共に之を皇孫に授け給ひしか
兵が女手の手紙を讃みながら泣いて

之を聞いて︑是までフルトンを笑つ

まがたま

九45図 天照大神︑八腿鏡・八坂環
みた︒ふと通りか﹂つた大尉が之を

た人々も大いに感心して︑︵略﹀︒

ノアリテ︑︵略﹀︑タヤスク他ノ動物

動物ハ之二反シテ︑周團ノ物トマギ

二見附ケラル・コトナシ︒︵略﹀︒或

レザルヤウ︑コトニアザヤカナル髄

色ヲ有ス︒

九573國 或動物ハ︵略﹀︑コトニアザ

大水などの時には︑水のひく

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九371

其の後は何の障もなく︑︵略V︒

ば︑これより三種の神器の一となれ
見て︑︵略V︒

九329

り︒

ぞ之を御覧下さい︒﹂といって︑其

天皇

九410図 人皇第十二代景行天皇の御 九202園 水兵は︵略﹀︑﹁︵略﹀︒どう
え ぞ
東國の蝦夷 叛 き し か ば ︑

やまとたけるのみこと

日本武尊に命じて︑之を討たしめ給

代︑

物ハ其ノ艦色ニヨリテ︑タヤスク之

ヤカナル禮色ヲ有ス︒︵略﹀︒他ノ動

他ノ動物ハ其ノ禮遠耳ヨリ

ヲミトメ︑毒心近ヅクコトナキが故
ダシキニ驚クナラン︒然レドモ自然

二︑︵略﹀︒

え ぞ

是我が罪にあらず︒

日光に浴して︑なほ病にかΣらば︑

九6110図 飲食に注意し︑︵略﹀︑常に

クコトナキが単二︑︵略V︒

テ︑タヤスク之ヲミトメ︑之二近ヅ

九573図
噴火一タン止ミテ後︑其ノ
噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出子

九419図

アルヲ知ラズヤ︒

ノ韓憂四更二又ヨリモ甚ダシキモノ

︵略V︑世ノ韓攣ノ如何二甚

ればならなかった︒其の頃之を川止

如何ばかりの思にて︑此

の手紙を差出した︒

九221國團

其の手紙を差

の手紙をした＼めしか︑よく＜御
水兵は︵略﹀︑

察しこれあり度候︒﹂

九222

出した︒︵略V︒大尉は之を讃んで︑

豊島の戦に出なかったこと

思はずも涙を落し︑︵略V︒

九233園

九409図

といった︒

ふ︒

に授け︑﹁︵略V ︒ ﹂ と 教 へ 給 へ り ︒ 尊

九55國 倭姫命題の時天叢雲劔を尊
するが
之を受けて︑進みで駿河の國に至り

給ひしに︑︵略V︒

尊 こ ﹂において天叢雲劔を

リ︒上二子・下二子・神山・駒岳是

抜きて︑草を薙酔 ひ 給 ふ に ︑ ︵ 略 V ︒

九6ーロ瞭凶

は畢生一同残念に思ってみる︒併し

コマガタケ

これより此の劔の名を改めて草薙劔

り少になれり︒

︵略V︒

といふ︒

なけるのみこと

武尊之を征し給ひ︑︵略V︒

蝦夷は東北の地に住して︑

え ぞ

九624図

え

ら

ぞ

ふ

御時阿倍比羅夫また之を討ちしが︑

あぺのひ

さいめい
叛服常ならず︑ ︵略V︑ 齊明天皇の

︵略﹀︒

かばかりの大功ありし人

代に至り︑將軍坂上田村麻呂之を平

九627図 蝦夷は東北の地に住して︑
くわんむ
叛服常ならず︑︵略﹀︒桓武天皇の御

平して︑︵略V︒

九6310図

故︑︵略V︑其の莞ぜし時︑天皇は深

タトヘバ桑ノ木片居ルエダ
シヤクトリハ︑︵略V︒︵略V︒故二或

田村麻呂は︵略V︒︵略V︒

︿略﹀︑其の麗ぜし時︑天皇は深く之

九6310図

く之ををしみ給ひき︒

カクノ如ク動物ノ禮色ニハ
其ノ住メル営営ノ物ノ色二似タルモ

九568図

地方ニチハ之ヲドビンワリトイフ︒

九562図

南へくと急がするに︑︵略﹀︒

き騎駝の足跡あり︒之に力を得て︑

九487図

夜明くれば︑砂の上に新し

之を聞けるアリの驚は一方ならず︑

の乗れる酪駝を殺さん︒﹂

九4710図

又一人︑﹁然らばかの子供

り︒之が爲に一行の用意せる水も残

まよひて︑︵略V︑空しく一日を過せ

九473図

ナリ︒

歩兵は平時凡そ百五十人を

と申す︒

九264図

狂暴田鰻は二百年戦前に獲明

せられたが︑︵略V︒始めて之を船に

又之を

蒸氣機關は二百年程前に畿明

用ひて汽船を造ったのは︑︵略V︒

九311

せられたが︑︿略V︒︵略﹀︑

十マイルを三十二時間で走った︒之

︵略V︑一同は行くべき方に 九623図 蝦夷は東北の地に住して︑
やまと
叛服常ならず︑景行天皇の御代日本

是も仕方がない︒

九64図 尊はなほも進みで北に向ひ
九3010

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

給ひしに︑︵略V︑東國ことぐく平
あふみ
ぎたり︒尊これより引返して︑近江
の 賊 を 討 ち 給 ひ し が︑︵略﹀︒

九68図 草薙劔は尾張の國にとゴめ
あっ

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ
れり︒今の熱田神宮即ち是なり︒
ヌマ

多ノ小流ヲ集メ︑沼田町二至ル︒是

フルトンが工夫に工夫を重ね

を聞いて︑︵略V︑皆其の成功を喜ん

其の後は何の障もなく︑百五

之に驚かず︑︵略V︒

も直に沈んでしまった︒フルトンは

て造った最初の船は︑︵略﹀︑不幸に

九318

は︑︵略﹀︒

九1410図 ︵略V細谷川ハ︑︵略V︑数 車に鷹用して︑汽車をこしらへたの
アガツマ

インパ

︵略﹀太平

ヨリ南流シテ吾妻 川 ヲ 合 口 ︑ ︿ 略 V ︒
テガヌマ

本流 ハ 下 リ テ ︑

洋二入ル︒下総ノ手賀沼・印旛沼・

九1610図

長 沼 等 ノ 水 山 南 ヨ リ之二注ギ︑︵略V︒

九1610図本流ハ下リテ︑ ︵略V太平 九329
洋二入ル︒︵略﹀︑常陸ノ霞浦・北浦

カスミガウラ

ノ水ハ北ヨリ之二注グ︒

これ一これ
452

ををしみ給ひき︒之をはうむりし時
は︑︵略V︒

九752圓團

死者四人︑傷者四五十人

貯金毫紙トイフモノヲ買ヒ

もこれあり候︒

九772図
オキテ︑︵略﹀郵便切手ヲ買ヒテ薫紙

九645図 扇を使へば風起り︑むちを
ふるへば音を獲す︒是我等の周園に
ニハリツケ︑全部バリ終ヘタル時︑
ち

九7810図

こ

東風吹かばにほひおこせよ

之ヲ郵便局二差出シテ︑︵略﹀︒

空馬のあればなり ︒

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九651図 試みに茶わんのそこにしる

は菅原道眞が︵略V︑

庭の梅に別を

梅の花︑主なしとて春を挙るな︒是
をしみてよめる歌なり︒

水中に入れよ︒

となかるべし︒是茶わんの中に空氣

︵略V︑或種類ノ物品ヲ定メ

之を過ぎて拝殿あり︑︵略V︒

之を過ぎて拝殿あり︑拝殿

の後に本殿あり︑いつれも巨霊し︑

九951図

ぺう

な

ら

美蓋せり︒是より西南にあたりて︑
いへみつ

家光の廟あり︑︿略﹀︒

良︵略V︑命ノマ・二拾

ヒ取りテサ︑グ︒老人足枷テ之ヲ受

シ︑︵略﹀︒

フトコロヨリ一場ノ書ヲ取

ケ︑笑ヒテ去ル︒

十247図

リ︒受ケテ見レバ世評モ得難キ兵書

出シテ︵略V︑ 其ノ書ヲ與ヘテ去レ

ナリ︒良大イ居士暑ビテ︑朝夕之ヲ護

一壷無数の三豊中奈良の大

佛の大きさの日本一なることは諸子

十48図

ミ︑︵略﹀︒

此ノ芋ノ始メテ琉球二傳

二人が之ヲヒロメントセシ

セシバ︑︵略V︒

︵略﹀︒︵略﹀︒二人が之ヲヒロメント

ハリシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十316國

上段︒

れあり候へば︑手紙を以て御祝ひ申

十273國團 ︵略﹀︑手放し難き商用こ

すでに之を知れり︒

炭・薪・材木屋の森林より
出つることは何人も知れる所なり︒

十88國

兄の書を

されど森林のあたふる利盆は是のみ
には止らず︒

紫式部は︵略﹀︑

望むを聞きみて︑直ちに之をそらん

十159図

じ︑︵略﹀︒

︵略V︑或種類ノ物品ヲ定メ

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

ウエジニ

ハレミ︑之ヲ救ハントスル義心ヨリ

十317図
れて︑上東門院に漢文・漢詩を教へ

起レリ︒

夫に別れて後︑宮中に召さ
参らせたり︒是程の才學をもちなが

﹁香櫨峯の雪は如何に︒﹂

かうろほう

と仰せら

︵略V︑激年ナラズシテ石見

作ノ年ニモ︑川中一人ノ餓死スルモ

一帯ニヒロガリ︑是ヨリ後脚五穀不

十324國

リ取塁壁テ︑之ヲ試植セシニ︑︵略V︒

十173國ある雪の朝︑皇后は︵略V︑ 十322眉⊃凶 ︵略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

ら︑︵略V︒

十163図

是ナリ︒

等︑貨幣トスルニ最モ便利ナレバナ

トシテ金銀ヲ用フ︒是金銀ハ︵略V

九896図

今ノ文明諸國ノ貨幣ニハ主

スル不便ヲ省クニ至レリ︒貨幣即チ

九891図

スル不便ヲ省クニ至レリ︒

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

九8810図

九653図 其のしるしは水にぬるるこ
ありて︑水の進入 す る を 防 げ ば な り ︒

九6510図 然れども上竪の流通坐りに
強き時は︑却って火の消ゆることあ
るべし︒燈の火の風に吹消さる＼が
如き是なり︒

九665図 帆かけ船の水上を走る︑た
この空高く上る︑是皆人の自然の風
を利用したるなり ︒

リ︒

九729圓團 ︵略V︑二十八日は終日大
暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ

れしに︑︵略﹀︒︵略﹀︒樋門樂天の詩

て見る︒﹂といふ句あるを思ひ出で

に︑

銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少

﹁香櫨峯の雪はすだれをかΣげ

シ︒是金貨二代ル紙幣ノ行ハル・ニ

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

ノナキニ至レリ︒

エ︑遂ニハ中主地方全長二及ブニ至

我が國ノ紙幣ハ︵略﹀ノ四 十214 活版所では︑活字拾ひが︵略V︒ 十326図

レリトイフ︒

九912図

ヨル︒

て問はせ給ひしを︑︵略﹀︒

︵ 略 ﹀ ︑ 同 夜 は 近 村 の 者 一 九906図

く立退きたる者もこれあり︑︵略V︒
九7210囲團

︿略V︑川上の堤防切れ︑

人も眠につきたる者これなく候︒
九742國團

隣村は大半水中にあり︑救をもとむ

︵略V︒印刷が出自上ってから本にと

る聲かまびすしく候故︑是は大幣な

ちるまでにも︑︵略V︒︵略﹀︒其の上

餓死スルモノ年々少カラザリキ︒昆

老人片足ノ靴ヲ橋下引落

ニ如クハナシト思ヒ︑︵略﹀︒

陽ハ之ヲ救フニハ︑此ノ芋ヲ植ウル

十335図 ︵略V︑罪人ドモハ︵略﹀︑

十229國

外に木版刷の本もある︒

活版刷の本の造り方であるが︑この

種流通ス︒之ヲ日本銀行山持行カバ︑

次の門を唐門といふ︒︵略﹀︒

に表紙をつけて︑︵略﹀︒︵略﹀︒是は

︵略V︒

其の上にか＼れる朱塗の

りと︑直ちに老母と子供を裏山に立

九949図

みはし
名なる神橋にして︑︿略﹀︒

橋︑美観先つ目を驚かす︒是即ち有

九939図

退かせ︑︵略V︒

︵略﹀︑其の他にはかく別

害 こ れ あ り 候 へ ども︑︵略﹀︒

九747國團 田畑の作物には多少の損
九748薩国

の異状これなく︑︵略﹀︒

3
これ
これ

ふもは雲かりあり︒悲しきは老の白

きつきて︑息も絶えぐに救を呼べ

常二身髄ヲ大切ニ

あいぬは時々子熊を捕へ來

殺したる熊の頭は垣にかけ

すべて家畜はよく勢らなけれ

拝啓︑守る八日午後一時

︵略V︑御差支これなく候

顧る八日講話會これあり

仰の如く本村にも耕地整

ロウ
大小ノ燈籠左右二言ク︑

︵略﹀談山神社ノーノ鳥居

きん

陵に至る路のあたり櫻樹

みくまり

尚進めば︑水分神社・金

多し︒之を奥の千本といふ︒

ぷ
峰神社等あり︒此の附近にも亦櫻樹

十一45図

多し︒之を中の千本といふ︒

十一42國

ヲ上ルコト一里鯨ニシテ︑︵略﹀︒

アリ︒コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂路

十㎜5図

トイフ︒

︵略﹀︒毎年節分ノ湖辺ク之二丁火ス

十9510図

理の必要これあり︑︵略﹀︒

十925國圏

候由にて︵略﹀︒

十922國團

はば︑︵略V︑御來會相成候ては如何︒

十912圖團

要これあり候様存ぜられ候間︑︵略﹀︒

十911春画 御村も︵略﹀︑ 整理の必

これあり候︒

半より︵略﹀耕地整理に關する講話

十905圖團

風がある︒

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

十858

て︑永く之を保存するを以て︑︵略V︒

十821図

て︵略︶︒

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

十819図

り︑ 一家之を園みて談笑す︒

十336愚亭立言之ヲ救フニハ︑此ノ 十545図 白髪頭にて若き人と先を争 十696図 水夫等はなほほぼしらに抱 十817図 屋内には申央にみうりを造
芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑或

心臓ハ︵略﹀︑

戸毎の浴室に引けり︒
十762図

又筋肉ハ之ヲ用フルニシタ
撃砂舟・水夫等ノ手ノ太キ︑

︵略﹀︑

是は北海道に住するあいぬ

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

食物は︵略V︑

も既に内地人と同じからず︒
十813口︒凶

味として之を賞美す︒

鹿の肉は珍

︵略V︒あいぬの風俗はこれのみにて

め︑こしに小刀をさぐ︒女子は︵略﹀︒

を長くのばし︑耳に金属製の輪をは

十802図あいぬの男子は髪とひげと

右は女子なり︒

人を書がけるものにて︑左は男子︑

十795図

シ︑

十789図

ハ︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テナリ︒

工・カヂや等ノタナゴコロノ堅キ

郵便配達夫・車夫等ノ足ノ強キ︑大

十784図

ガヒテ獲達ス︒

十782図

ハヒテ︑各之ヲ脳二報告ス︒

ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲ腰細︑ロバ味ヲ味

十773皆目ハ色・形ヲ見︑耳ハ音聲

肺臓乱離ル︒

部ヨリ蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ

又身膣ノ各

十749図湯元は一箇所にして︑之を

分をふくめるが故なり︒

あり︑味あり︑色あり︒是種々の塩

其の湯には大抵一種の臭氣

り︒少女は之を見て︑︵略﹀︒

毎週土曜日の午後には居

坑外二審ビ出シ︑之ヲ選開場二送ル︒

カク選り分ケタルモノハ之
ヲ製煉場二送ル︒

十629國

︵略﹀︑今や足尾町ハ︵略﹀︑

學校・病院・銀行等師団ラザルナ

十636図

シ︒銅山ノ盛ナルコト︑是ニテモオ

十726図

髪なり︒﹄といひしにたがはず︑墨を

︵略﹀︑之を洗ふに白髪の頭

十565圓團

となれり︒義仲之を見て︑︵略﹀︒

十546図

塗りて候︒﹂とて︑之を洗ふに白髪

力 試 ミ ニ 之 ヲ 作 り シニ︑︵略﹀︒

の頭となれり︒

十356囹談話最中一人の老人がはい
い
つて來ましたが︑すぐに立って︑椅

子をゆづりました︒人に親切なこと

す

は是でも知れると思ひました︒

室・兵器・寝具其の他一切所持品の

＋如4墓園﹃二人の我が子それぐ
に︑死所を得たるを喜べり︒これぞ

兵舎内にては歌をうたふ

清潔槍査これあり候︒

十571國團

武 門 の 面 目 ︒ ﹄ と ︑大將答力あり︒

十427図 明治九年頃ヨリモツパラ花

︵略﹀等

堅く禁ぜられ居り候︒多人敷の共同

事︑高聲にて談話する事︑

事に候︒

︵略﹀︑又日曜日等には忠

これなく︑︵略V︒

れたる者には︑術科もつらきことは

十5710國圏

小生の如く平素螢働にな

生活に候へば︑是はもとより當然の

錘ノ改良二志シ︑先ヅ之ヲ織ル機械
︵略V︑ 唯 一 商 人 ア リ テ ︑ 其 ノ

ノ製作二工夫ヲコ ラ セ シ ガ ︑ ︵ 略 V ︒
十438國

中ノ数種ヲ買取リタルノミナリキ︒

其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・米二國へ
送りシニ︑︵略﹀︒

十474図模様には︵略V︑草木・花

十591脳弓

臣・義士に辞する講談等もこれあり︑

鳥・轟魚等の形を攣じて作れるもの

面白く有盆に存候︒
今ヨリ

多し︒唐草模様・波模様の如き是な

足尾銅山ハ︵略﹀︑

見セリトイフ︒

三百年前︑此ノ地ノ人始メテ之ヲ獲

十609ロ藺凶

り︒

十483図色の原色は赤・青・黄にし
て︑之を種々に配合すれば︑種々の
色を生ず︒

をへだっれば︑敵は之をつかんで︑

十5010図手塚の家門は組ませじと中 十626︹図 獲掘シタル銅鑛ハ︑︵略﹀

面におび

﹁光盛︑曲者の首取って候︒

片手にひつさぐ︒

十524図

若 者 か と思へば︑

れば︑髪つやくと黒し︒何者にて

シバカラルベシ︒

た下しきしわた﹂めり︒老人かと見

︵略﹀︒

か候ふらん︒﹂義仲 之 を 聞 き て ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

これ一これ
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蜜を槍査する検査羽あり︒無官を受

十一610図 働蜂中には蜂の集め來る

女王 の 任 務 は 卵 を 産 む に

取りて貯ふる貯蓄掛あり︒
十︸76□︒凶

あり︒氣候の暖なる問絶えず之を産
同封中の蜂は極めて親密

出するを以て︑︵略﹀︒

十一83□自涜

に生活すれども︑他群の蜂は甚だし

属ス︒

十一337図

敵艦二

︵略﹀︒

水勇田面ハ︵略V︑

敵懸四二

たんすゐ

人生の長短は事業の大小

業務に從事する間は熱心

︵略﹀︒

硫面出ヨリ出ヅル綿花ハ

工女ハ︵略V︑

絶エズ綜

網を張らんとする時は︑

質量は

︵略V︑多量の土

油送は︵略V︑

身髄より

百にも近き鵜︑此方に浮び︑彼方に

の植物にうつして成長せしむ︒是即

集りて之を保護し︑或は其の卵を他

得んが爲に︑油轟の附着せる植物に

十一893図 ︿略﹀︑蟻は此の甘き汁を

りて之を保護し︑︿略﹀︒

は︵略﹀︑ 油量の附着せる植物に集

絶えず甘き汁を出すものなれば︑蟻

十﹁892図

す︒

を呑込みては之を地上の穴の口に出

十一886図

みトす

を本として︑次第に細き綜をかけ︑

先づ幾條かのや﹂太き縣を渡し︑之

十一882國

ツナグ︒

二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲ

十一864図

シム︒

次第ニヨリヲカケテ綜ノ形二近ヅカ

動機ト構スル機械ニカケテ︑︵略V︑

ゼウ

レン
ル︒既二鐵管二満ツレバ︑コレラ練

︵略﹀︒此ノ流ハ︵略﹀鐵管ノ中二入

十﹇857國

リタルブラッシノ仕掛アリテ︑︵略﹀︒

ニカク︒コレニハ細小ノ針金ニテ作

十一849國既二面綿トナレバ硫綿機

第一段トス︒

ムシロ

本意を遂げよ︒しとて︑常に身を離さ

径尺飴ノ錘綿トス︒之ヲ紡績作業ノ

十一696図

に之を行ひて︑他事に心を勢すべか
らず︒

若し過あらば︑深く之を

﹁先に書がきたる檜の

悔いて︑其の過を再びせざらんこと

十一6910図
をちかふべし︒

十﹁752図國

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか＼り
ざく蹄り亘りたるなり︒﹂

しが︑︵略﹀︑之を書添へんとて︑わ

此の間に鵜を引上げて呑
みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

十一808図
ち︑︵略﹀︒

沈み︑彼威にかくれ︑此虞にあらは

十﹁83エ國数隻の漁舟相並び︑︵略﹀︑

ソメン

ホグシ︑︵略﹀︑長サ四尺バカリ︑直

古來アラビヤ人は馬を家族

ざりし名刀を與へて行かしめたり︒

十一503

の一員と考へて︑家長は之を自分の

勇み勇みて出で行く兵

子供と同じ様にかはいがる︒

十一686図

有り候間︑︵略﹀︒

十﹁638養母追て準備の都合もこれ

氣は彼に︑情は是に︑︵略﹀︒

士︒はげましつ﹂も見送る一家︒勇

十一616図題

︵略V︒宇

イ キ
海防艦ハ︵略﹀︒ 富豪・

遥遠・見島等是ナリ︒

チンエン

砲艦ハ︵略﹀︒

治・隅田等是ナリ︒

十一3310図

通報艦ハ︵略﹀︒

騙︸逐艦ハ︵略V︑

最上・淀・千早・龍田等ハ之二世ス︒

十一344︹図

十一346m囚

シ︑︵略﹀︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十一349団﹈

く之を敵視し︑︵略﹀︒

中に入り來れば︑直ちに之をさし殺

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

たかお

南部の打狗港と淡水・

てつばい

竹にも直径一尺以上の

ものこれあり︑︵略﹀︒

十一392魍團

ものこれあり︑是にて竹筏といふ毫
︵略﹀︑申には直径二十

湾特有の船を造り候︒
十一402圓團

尺饒︑一樹にて千五百尺〆の材積を

是より潔いとま賜は

得るものもこれあり候由︑︵略﹀︒
かはち

十一418図圏

︵略﹀牧穫蟻といふもの

ち一種の牧畜なり︒

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ 十︻903図

れ︑之を取屡みて︑︷略﹀︒

︵略V︑﹁さらば是にて 十一845國

り︑河内に行きて正儀に仕へん︒
十一429図圏

光陰も輕んずべからず︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

あんぴん

一別以來御攣りもこれ

量るべからず︒之を思へば︑一寸の

きいるん

十一373圓團

無く候や︒

十一357圓團

沈スルヲ任務トス︒

十一84図 ︵略V︑他事の蜂︑我が群
す︒

十一87図 働蜂の武器は盤の後方に
ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防
高徳︵略﹀︑大文字に詩

禦にも常に之を用ふ︒
十﹇162図

基隆・安平の三港とは本島の四開港
し な
︵略﹀︑其の外支那形船

の句を書きつけたり︒︵略V︒翌朝警

十一375國團

場にこれあり︑︿略﹀︒

こう せ ん

固の武士ども之を見 つ け て ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

に限りて許されたる数多の開港場も

はんれい

十一167図 天︑勾践を空しうするな

これあり候︒

な

かれ︒時︑苑姦無きにしもあらず︒
し

︵略﹀︒是は昔︑支那に呉・越といふ

或ハ敵

竹にも直径一尺以上の

十一392國国

︵略﹀︑

二 國 あ り て た が ひ に孚ひしが︑︵略﹀︒
︵略﹀︒此の故事を引きて︑

︵略V︒安

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞
え上げたるなり︒
十一322口凶戦艦 ハ ︵ 略 ﹀ ︒

巡洋艦ハ︵略﹀︑

藝・薩摩・鹿島・香取等是ナリ︒
十一舘10ロ繭凶

︵略V︒

ノ運送船・商船又ハ之ヲ保護スル軍
艦ヲ撃沈・捕獲ス︒
巡 洋 艦ハ︵略﹀︒
イヅモ

筑波・生駒・出雲・千歳ナドハ山守

十﹇335國
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する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

クンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不才ナ

少からず︒

ひて︑二年毎に之を罵るに︑其の利

十一朋3図其の他の教員も校長を模

あり︒一種の草の實を食用とするを

﹁汝ハ孔明ト共甲西二

ラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂

見童は皆よく之になつきて︑學校を

範として︑職務に勉働するが故に︑

例へば靴を用ふること流 十一鎚9國園

に韓業するに至るべし︒

從ヒ︑之二事フルコト父二事フルガ

十一943図
行して︑買手にはかに増すときは︑

を保護し︑其の實の熟して地に落つ

以て︑︵略﹀︑ひ た す ら 此 の 草 の 成 長

るを待ちて︑其の榮に運び去る︒是

ぞ

十一鵬3図

濫獲答ヘテ日ク︑

浮野議員も全村一致して

之を選労し︑互に競争するが如きこ

十一朋5□口凶

るに隠り︑村會にては其の暗算の不

十一旧9図 ︵略﹀ 學校の経費を議す

と更になし︒

﹁此ノ

り︒

耕地整理は縣下諸村に先

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ

十一廻5図

耕地整理は縣下置注に先

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ

十一拠4図

んとせしに︑︵略﹀︒

足なるべきをうれへて︑之を増加せ

孔

明笑ヒテ之ヲ放チ︑再ビ戦ハシメテ

如シト知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒

孟獲答ヘテ日ク︑﹁︵略﹀︒﹂

再ビ之ヲ捕フ︒
十﹇獅3図

ト︒孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再ビ二曹
バショク

シメテ再ビ之ヲ捕フ︒

或時言軍馬護︑孔明ノ軍
令ニソムキテ大敗ス︒孔明︑護ノ醤

十﹁獅9國

思ふ心厚く︑︵略﹀︒

如クセヨ︒﹂

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

靴の贋はにはかに高くなりて︑︵略﹀︒

十一脳1図

即ち農業の至言に異ならず︒
︵略V︒又之と反封に︑贋次第に安く

孔明ニユダネテ︑﹁︵略﹀︒﹂トイヒシ

例へばこ﹂に一種の石
なりて︑普通の便よりも下るに至る

十一912図
あり︑︵略V︑飾にも幅下にもならざ

え

輔ケ︑︵略﹀︑忠義ヲ蓋シテ憂ラズ︒

ニ︑︵略﹀︒︵略V︒孔明是ヨリ幼主ヲ

︵略﹀︑海岸も海水厚く

大泊は︵略V︑全島第

り候へば︑︵略﹀︒
おほとまり

︵略V︑夏より秋にかけ

とど

︵略﹀︑椴松・蝦夷松・
しらかば

り︒之によりて用水路の改修行はれ︑

らまつ

修身の徳望なりと︑教

は︑我等が身を修め︑世に虚するの

育勅語のり給ひ︑︵略V︒
ぼしん

十一儂4図鑑

︵略V︒

蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國

クワン

功ヲ惜シミシカド︑︵略﹀︑涙ヲフル

十一鵬2図

二士ラントス︒魏將司馬仲百聞キテ
之ヲ追フ︒

朝鮮は︵略﹀︒︵略﹀︒床下

二番勅語と戊申詔書と

落葉松・白樺等一面に生ひ茂り︑之

︵略﹀︑今後尚着手すべ

ツテ之ヲ斬り︑︵略V︒
く︑︵略V︒

十一血3圓團

き事は多々これ有り候︒

十一斯6

十ニー4図

を伐採せば少からぬ牧盆と相成るべ

か

十一m5頑童

することこれあり候︒

てこ＼に集る隈肋獣は数千頭にも達

をつとせい

十一998國團

く北へ通じて︵略V︒

一の良港に候︒是より一條の大道遠

十一971國團

凍結し︑流氷の流れ憤る事もこれあ

十︻961圓團

時は︑︵略﹀︒

日光・空氣の如きは︑

るものならば︑之を買ふものなく︑
︵略﹀︒

十一914図
︵略V︑随意に得 ら る Σ も の な れ ば ︑
之を買ふ必要なく ︑ ︵ 略 V ︒

十︻916図 されど水は大都會などに
ては︑時として慣 を 生 ず る こ と あ り ︒

是飲料水とぼしくして︑意のまΣに
之を得ること能はざればなり︒

十一917図 されど水は︵略﹀︒是飲
料水とぼしくして︑意のまΣに之を
得ること能はざればなり︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ

十一921図例へばこ㌧に一戸の質家
るときは︑︵略V︒

十﹇926通例へばこ＼に一戸の費家

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

道を示し給へるものにして︑之を舞

十一期9図

讃するもの誰か︵略﹀を仰ぎ奉らざ

ありて︑之を買はんとする人五人あ

一方の口から火をたいて室内を温め

に土石を盛り︑数歯のみぞを造って︑

海に迎へ撃つの計を定め︑︵略﹀︑遂

十二52︹図

我が海軍は初より敵を近

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑豊平・張

室が無く︑天井が高いと温

敵の先頭部隊は直ちに砲

に之と早して︑世界史上空前なる大

十二64﹇図

る必要がある︒是が朝鮮の家の小さ
池には大抵鯉・鮒等を養

ふな

海戦となれり︒

十一皿3図

くなった重な原因である︒

りにくいから︑成るべく狭く低くす

十一皿7

らん︒

飛等ノ諸將之ヲヨロコバズ︒

﹁我が子若シタスクベ
﹁我が子若シタスクベ

る︒之をオンドルといふ︒

同様なる費家五戸ありて︑買はんと

備サトシテ日ク︑﹁︵略﹀︒

十一旧6図画

クンバ︑之ヲタスケヨ︒

十一鵬6國囹

是ヨリ諸刃マタイフ者ナカリキ︒

願バクハ再ビイフコトナカレ︒﹂ト︒

十一m1図

る時は︑︵略V︒︵略V︒之に反し．て︑

︵略﹀︑靴の債はにはかに

す る 人 唯 一 人 な る ときは︑︵略﹀︒

十︻938図

高くなりて︑︵略V︒か﹂る時は靴屋
は更に多くの職人を底ひ入れて︑盛
︵略﹀︑又他の職業に從事

に之を製造すべく ︑ ︵ 略 V ︒

十一939図

これ
これ
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火を開始せしが︑我は之に慮ぜず︑
︵略﹀︒

十ニー16図 勝報上聞に達し︑陛下の

暴風雨警報を獲して之を豫告す︒

又一地方に荒模標ある時

は︑測候所は地方暴風雨警報を嚢し

十ニー83図

又一地方に荒模檬ある時

て之を豫忘し︑︵略﹀︒

十ニー89図
警報の信念を各信號所に

﹁二目汝等

は︵略V︑

下し給へる勅語の 中 に ︑

ノ忠烈二依リ祖宗ノ神璽二封フルヲ
掲ぐ︒︵略﹀︒故に今より出帆せんと

思ひ︑︵略﹀︒

人世には思はぬ不幸︑驚

七厘聞きて︑力めて之を

たり︒ 相如聞きて︑ 力めて之を避

け︑︵略﹀︒

避け︑廉頗の止るを見れば︑車を韓

十二391図

じて逃ぐ︒相如の覇者皆之を恥づ︒

くべき事攣の何時起り來らずとも限

十二337図

らず︒平時に於て常に之に落するの

余の彼を避くるは︑國家の急を先に

十二396︹事相如の日ふやう︑﹁︵略﹀︒

道を畳濾し置かずば︑︵略﹀︒

︿略﹀︑町長ハ工事ノ報告ヲ

シタ︒敷地絡坪数何千坪︑建坪何百

十二349

して︑私のうらみを後にするが爲な

ヨロコ

之を聞きて感泣せざるはなかりき︒

得ルヲ澤ブ︒﹂と 仰 せ ら れ た り ︒ 三 千

何十坪︑之二足シタ経費ハ総計何回

船ヲ組 立 テ ル ニ ハ ︑ ︵ 略 V ︑ 其

する船は︑之を見て出獲を見合せ︑

十畳込38

り︒﹂といふ︒聴手之を聞きて︑深く
あうう

何千圓︑︵略V︒

會津は奥羽重要の地にし

昔箱根山の噴火せしこと

其の破裂するや︑土地は

人口やうやく塘堅し︑自

出することあり︒

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて
ようがん
飛散し︑又之に次ぎて眞紅の熔岩噴

十二429図

は我等既に之を學べり︒

十一一402︹図

其の非をさとり︑︿略﹀︒

︵略V︒

リュウコツ

す

ひでたぼ

秀忠︑高虎の武名を重んじて︑之に

ひでたご

て︑一日も守なかるべからず︒將軍

十二377図

ノ上此先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒
が

動物は呼吸作用によって︑

十二213
さん

セポネ
コレハ人ノ脊骨ノ様ナモノデ︑︵略﹀︒

空氣中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐
出す︒若し之を消費するものがなけ

︵ 略 ﹀︑此ノ脊骨ノ左右カラ

肋骨ヲ出シテ︑段 々 二 組 立 テ テ 行 ク ︒

ロクコツ

十ニー310

封ぜんとす︒

高月

出軍秀忠︑高目の武名を
重んじて︑

りん

我が國の農業中最も開け

ざるは牧畜の業なり︒是我が國の氣

十二453図

の起原なり︒

とを工夫するに至れり︒是即ち農業

を栽培して︑衣食住の材料を得るこ

るに至りて︑動物を飼養し︑又植物

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

﹁汝多年嘉明と不和 十二439図

十二228金魚を細口のびんに入れて︑

なりと聞く︒今之を推畢するは如何
あうう
會津は奥羽重要の地
にして︑一日も守なかるべからず︒

十二381図囹

十二3710図圏﹈

ク︒︵略V︒肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支

二三日も水を取換へないと︑金魚は

に︒﹂

之に封ぜんとす︒

分量が増さないのは︑一方に於て植

然るに空氣中の炭酸瓦斯の 十二378図

れば︑︵略﹀︒

リュウコツ

此ノ脊骨ノ左右カ

﹁︵略﹀︒﹂とて之を否む︒

十二217

之ヲ肋材トイフ︒

︵略﹀︑

十ニー42 ︵略V先ヅ龍骨トイフモノ
ロクコツ

ヲ置ク︒

物が之を消費するからである︒

へ︑︵略V︑梁ノ上二床ヲ造ツテ甲板

死んでしまふ︒是は水中にとけてゐ

ハリ

ラ肋骨ヲ出シテ︑段々二組立テテ行

トスル︒コレデ船ノ大艦ノ形が出門

若し其の中に青い水草を入

る酸素が前壷されるからである︒

れて置けば︑水を取換へなくても金

てう

候・風土の牧畜に適せざるにあらず︑

な

︵略V︒

しん

支那の昔趙といふ國に藺
相如といふ賢臣あり︒敵國秦に漏し

家畜の飼養に至りては︑

十二4610﹇図

世には農業を以ていや

農業は我等が生活に必要

ず︒是大なる誤解なり︒

しき職業の如く思ふものなきにあら

十二469﹇図

更に之を盛にし︑︵略﹀︒

十二465國

て功ありしかば︑趙王厚く之を用ふ︒

しやうじよ

十二387図

﹁高虎の嘉明と相悪むは私の

︵略﹀︒

勝商城に向ひ︑高らかに

し

小事なり︒是は公の大事なり︒

十二302図

からである︒

にいった様な關係が︵略V行はれる

魚は割合に長く生きてみる︒是は前

十二231

ル︒

︵略V︑中央氣象毫は︵略﹀︑

ル︒コレハホンノ 大 盤 ノ 構 造 ノ 話 デ ︑

十ニー43 コレデ船ノ大膣ノ形が出來

︵略﹀︒

十ニー74図

向ふ二十四時間の全國氣象の大勢を

十二388図︵略﹀藺相如といふ賢臣あ

豫告す︒之を全國天氣豫報といふ︒

號んで曰く︑﹁︵略﹀︒團の解けんは

り︒︵略﹀︑趙王厚く之を用ふ︒︵略﹀

りんしゃうじよ

十ニー78國 是等の豫報は氣象毫・測

二三日の内にあらん︒﹂と︒勝頼怒

﹁相如

と言ひ居

れんぱ
︵略﹀廉頗︵略V︑
にあはば必ず辱しめん︒﹂

十二3810図

と言ひ居たり︒

廉頗之を見て心安からず︑﹁︵略﹀︒﹂

れんぱ

候所を始め︑官縢・諸役所等の前に

りて之を殺せり︒

形名の妻︑︵略﹀︑侍女数
つる
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒

計量を聞きて︑城中兵認識からんと

十二313図

掲示せらるΣを以て︑我等は之を見
て︑︵略V︒

十ニー82図 我が國及び附近に風雨の
おそれある時は︑中央氣象毫は全國
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これ
これ

なる材料を作り出す所以にして︑國

幾千萬とも数知れぬ大群︑長列をな

なった︒老人は之を袋に移して︑再

込む︒また﹂︿間に帽子に一ぽいに

より感奮・勉働して︵略﹀︒

の機を断つが如し︒﹂と︒孟子これ

じ

番謡

︵略V︑

足の指に

走卒も之を知らざるはなく︑︵略﹀︒

十二872図

魚肉数片をはさみて良雄の面前に出

喜劔︵略﹀︑義士復仇の

す︒良雄平然頭を低くして之を食ひ︑
︵略V︒

十二878図

畢を聞き︑︵略﹀︒是より暇を請ひて

喜劔︵略V︑刀を抜き切

郷里に録り︑︵略﹀︒

十二882國

腹して終る︒時の人中の志を肚とし
て之を義士の墓側に葬れりといふ︒

ず︒

どいつ

又濁逸にては罫書館の書

外國人に接するに︵略V

國力我に劣れる國民を見

國力我に劣れる國民を見

て︑︵略﹀︑甚だしきは之と交るを喜

十二瓢1図

を迎へ︑︵略﹀︒

て︑やΣもすれば輕侮の念を以て之

十二皿1図

なり︒

等しく之を親愛するは大國民の度量

十二m9図

も︵略V︒

籍を借受くるに︵略﹀︒ 之を返すに

十二㎜6國

規則あり︒

ぶものなれば︑之に必要なる諸種の

造物に在りては︑敏速と規律とを尊

．通機關︑博物館・圖書館等の公共螢

十二999國

汽車・汽船・電車等の交

之に相慮する品格を備へざるべから

る名得を負ふものは︑國民としても

十二977國 ︵略﹀︑世界強國の町民た

して枯野を横ぎるに︑遠く之を望め

も

便利なる航路を

四十七士の事蹟は見童・

家一日もこれなかるべからず︒

現在の職務に忠實なれ

し

まくら

︵略V︑

十二861図

び帽子を差出す︒

世を憤らんよりは︑進み
人をねたまんよりは︑勉

そ

を慮る所以なり︒

十二746図

樂み亦其の中に在り︒

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

ひぢ

十二726図囹

﹁魚食をくらひ︑水を

心耀く︑髄ゆたかなり︒是即ち遠き

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

十二719図

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

十二713図

て之を救嘉すべし︒

十二712図

ば︑︵略V︒

十二545図 門司にて乗船し︵略V大

︵略﹀︑日清・日露爾役に

連に着す︒是我が南満洲無道の起鮎
なり︒

十二568図

有名なる旅順口に達す︒日露の戦役
に於ては︑︵略V ︑ 我 が 軍 は 苦 戦 十 一

安奉線は︵略V︑韓國の縦

箇月にして之を陥れたり︒
十一一583図

貫鐵道に連結す︒此の七道は日露戦

テームスとセーヌとは

明治四十二年よりこれが改築に着手

役中に急設したる輕便二道にして︑

せり︒

十二595図

﹁孔子は年少にして禮

開かんことは欧洲人一般の希望なり

十二938図圏

︵略V︑河幅はるかに耀く︑之に架し

を好めり︒我死せば︑汝必ず之を師

パロスを出帆して七日目

︵略﹀コロンブスは最も熱心に

か

魯の重臣某の病死せんと

き︒

あ ふ り

十二778図

十一一939図

たる橋は何れも肚 大 に し て ︑ ︵ 略 V ︒
早大なる建築の数

とせよ︒﹂

︵略﹀

之を考へ居たり︒

十二6010國

々高く中空にそびゆるのみならず︑

に︑亜弗利加の北西岸に近きカナリ

せし時︑其の子に教へて曰く︑﹁孔

入家も多くは六七暦にして︑型幅も

と︒子其の遺言を奉じて︑往いて學

子は年少にして禮を好めり︒︵略V︒﹂
︵略﹀更に西へ向って

航行せり︒是より先は未だ航行せし

す

ヤ島に着し︑
り

何をか自治の精神とい

ばざるが如きは︑︵略V︒

其の時齊の有司進みて戯 十二皿9ロロ凶

ふ︒地方人民協同一致して︑自ら地

十二952國

方公共の事に任じ︑誠意其の團膣の

船員皆漱草して︑コロン

ことなき大洋なれば︑︵略V︒

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる

十二797︹図

べり︒是孔子が十七歳の時なりき︒

冬田に適へり︒

︵略V

十二6610図 又かつて栗鼠の大群ウラ
ル山中の一穂會に 現 れ し が ︑

ものありとて之を止めしむ︒

同一の進路を取り て ︑ 山 あ れ ば 越 え ︑

ブスの身邊を園み︑事ひてこれまで

十二鵬9図

まして威力を以て強制

爲に力を致すの精神是なり︒

の不從順なりし罪を謝せり︒

智徳の最も門田⁝に獲達せ

し︑私利を以て渤誘する等の手段を

公吏・議員等直接公共の

用ひ︑又は之に左右せらる﹂が如き

其の後孟子出でて學び︑

十二廻4図

學を卒へずして肖りし時︑母︵略V︒
﹁汝の活機を慶するは我が此

は︑︵略﹀︒

曰く︑

直ちに其の機を断ち︑孟子を戒めて

十二968図

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

十二961図

河あれば泳ぎ︑道に當るもの一とし

︵略﹀︑コロンブスは︵略﹀

銅貨といはず︑金銀貨とい
はず︑雨の降る様に手残り次第に投

十二846

の西印度諸島の一なり︒

をサンサルバドルと命名せり︒是今

眞先に上陸し︑此の西班牙の新領地

十二801図

て之をさまたぐること能はざりきと
いふ︒

十二679図
南亜米利加の森林にオ
さる
レンジの熟する季節には︑数多の猿
︵略﹀集り在りて之を食ひ︑︵略﹀︒

︵略﹀レミングと稻する
地鼠の一種なり︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 時 と し て は

十二694図

ころ

これがすんでから
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元ノ噴火ロノマハリノ山トノ間二水

リ︒︵略V是ナリ︒︵略﹀︒是等ノ山ト

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

十二m1図

火山なれども︑︵略V︒

通機關︑博物館・圖書館等．の公共螢

周園ノ物 利器も其の運用を全くすること能は

を重んずる心乏しき時は是等文明の

造物に在りては︑︵略﹀︒︵略﹀︑規律

或動物ハ︵略V︑

ず︒

九569図

︵略﹀︒

ノタマリタルモノ孟母ノ湖ニシテ︑

汽車・汽船・電車等の交

十二鵬6図

一日も之を忘れんや︒

る事にして︑商工業の人としても常

事務に當る者︑如何に其の職務に忠
實なるも︑一般人民の之を助くるな
に之を重んぜざるべからず︒

信義は︵略V最も大切な

くんば︑︵略﹀︒

十二鯉8図 例へば教育・衛生等自治
︵略﹀の五箇條を特に軍

十二鵬4図

人の精神と諭し給へる上に︑此の五

トマギレザルヤウ︑コトニアザヤカ

十二U69図

染織を行はんには一の誠心こそ大切

ナル膿色ヲ有ス︒是等ハ多クハ︵略﹀

して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

又産業組合を設け︑慈善

なれと仰せ給へり︒︵略﹀︒誠の一字

團膿の事業は︑地方人民の一般に之

例 へ ば教育・衛⁝生等自治

を尊重し︑之に協力するによりて︑
︵略﹀︒

十二拠8︹図

事業を起し︑若しくは青年會を組織

地方人民たる者は大いに力を是等の

心の作興に務むるが如きは︑︵略V︑

玉響ハ遠島ト構シテ︑罪人
ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑是等

事業に蓋すべきなり︒

犬と猫は最も多く家に飼はれ ころ﹃頃﹈︵名︶27 コロ ころ 頃号

バ︑︵略V︒

ノ島ニハ作物ノ出來ザル荒地多ケレ

十332國

ヲ有スルモノニシテ︑︵略﹀︒

言にて蓋し給へるものといふべし︒

之を貫くは︑あらゆる修身の徳を一

此の五箇條は即ち皆我等

雑著の事業は︑地方人民の一般に之

て︑︵略﹀︒

十837

ごがつごろ・このごろ・しちがつご

十二m6國我等は︵略﹀︑

ろ・しちじごろ・じゅうじごろ︒しょ

うこごろ・ちかごろ・としごろ・にが

る獣である︒︵略V︒是等も家畜の中

之を全品天今世報とい

の事蹟を學び得たること多し︒常に

既に祖先 十ニー76図

に数へられるが︑︵略V︒

我等は︵略V︑

之を忘れず︑之を模範として︑︵略V︒

既に祖先

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二m1図

を尊重し︑之に協力するによりて︑
︵略﹀︒

之を統治し給ひ︑︵略︶︒

十一一晒9図我が國は萬世一系の天皇
十二鵬4図 貴族院は五種の議員を以
て之を組織す︒

十二鵬8図 貴族院は五種の議員を以
十二m6図

つごろ・にじごろ・にひゃくとおかご

て之を組織す︒皇 族 ・ 公 侯 爵 ︑ ︵ 略 ﹀

ろ・はじめごろ・ひごろ・めいじくね

︵略Vを地方天氣豫報とい

ふ︒

又

の事蹟を學び得たること多し︒常に

︵略 ﹀ よ り 勅 任 せ ら れ た

形名の妻︑夫を働まして︑

時時破

︵略V︑七月・八月あついこ

お

だのぶなが

年が十八のころです︑木下藤

保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ

大きな獄がたくさんで桑の葉

ると︑二万匹の獄をかふのに︑︵略V︑

を食ふ時には︑︵略V︒そのころにな

七313

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︵略V︒

七234図

かへました︒

吉郎秀吉と名のって︑織田信長につ

六456

ろ︑三日三ばんの土用ぼし︑︵略V︒

五288圃

なかごろ・ろくがつごろ

あけごろ・よくちょうさんじごろ・よ

んごろ・めいじにじゅうねんごろ・よ

伯子男爵︑

る﹂を以て︑︵略﹀︒
はち

ふ︒是等の豫報は︵略Vに掲示せら
︵略﹀︑唯k一の誠心を以

ず︑︵略V︒

十二402図

を學べり︒是等は現時噴火の止れる

箱根山の噴火せしことは我等既に之

裂せしことも亦歴史に見えたり︒昔

富士山の︵略V︑

は皆非常の大事にあひて心を取置さ

悲しむ色を見せざりき︒是等の人々

︵略﹀︒︵略﹀︒保の母は︵略﹀︑少しも

十二322図

に着いて︑︵略﹀︒

ふ︒其の時花の中の花粉は是等の愚

くわふん

蝶や蜂は︵略﹀花の汁を吸

之を忘れず︑之を模範として︑︵略﹀︒

十二田7國

コレガス

て報國壷忠の道にいそしまんとす︒
是即ち我等の累世なり︒

ンデカラ

これがすんでから︹芸名︺2

三目3ニコレガスンデカラ
三33ニコレガスンデカう
訊謡えく

十二205

るもの︑及び︵略V︑其の選に當り

法律案は政府の

黒渋案は政府之を提出

て勅任せられたるもの是なり︒

十二餅6図
し︑︵略﹀︒

︵略 V ︑

外︑貴族院・衆議院共に各之を提出

十二蝦7図

するを得︒

十二価8國 太古二黒忠節の心にあっ

これはこれは︵感︶1

ごれつ落しぶんこれつ

噴火一タン止ミテ後︑其ノ

是等

ホ盈えくとば・の望花

きは︑我が國民の世界に無比なる美

九4110國

これら﹇此等﹈︵代名︶10

試吉野山︒

十一21価︒凶團

徳にして︑古事の歴史上の事蹟は十
︵略 ﹀ ︑ 大 君 の 邊 に こ そ 死

分に之を詮明せり︒
十二刀65図

なめ︑顧みはせじ︒といふ忠勇の精
あに
神は我等が祖先の教訓なり︒我等量

459
ころす

ごろうじん

お

だのぶなが

眠るひまもない謡いそがしい︒

く︑︵略﹀︒

然レドモ其ノ頃ハ掘取リテ

紫式部は幼き頃より物覧よ

れたる宮女多かりしが︑︵略V︒

十614図

七394 山内一豊が織田信長のけらい 十157図
になったばかりのころ︑大そうよい

ら

や︒御老人・御子供衆も御大勢の事
ころがす

故如何と御案じ申し居り候︒

︽ース︾

私をころがすのはだれ

ころが・す﹇転一︵五︶1

三227

にもできますが︑︵略﹀︒

角ーッ・ーレ彫

ガマノ

四604園︵略﹀︑シホケノナイ水

がる

吉野には古く離宮あり︑ ころが・る﹇転︼︵五︶2 コロガル 輻
な

ら

デカラダヲアラツテ︑

な

吉野には古く離宮あり︑

十﹁410︹図
おうじん

レ︒﹂

ホヲシイテ︑ソノ上申コロガ

々行幸ありしが︑︵略﹀︒

のはずみにころころと輻がつて︑池

の中へ落ちこんだ︒

ろす

殺ス

殺す

穴ーサ・ーシ・ース・

ころ・す﹇殺︼︵四・五︶16 コロス こ

オヂイサンバ︵略V︑

ソノ

ーセ︾ういころす・きりころす・さし

二542

ころす

︵略V︑信長は京都で光秀とい

みつひで

犬ヲコロシテシマヒマシタ︒

六498

大テイノケモノハ一打デコロ

ふけらいにころされました︒

サレテシマヒマス︒

六657

入鹿ツヒニ殺サレタリ︒

て︑それから繭をにて︑綜を取るの

此の頃備前の國に叙爵高 九849

ろしてるるのです︒
一匹の翼の口から出る綜をの

ごろくちょう︻五六町︼︵名︶1

ばして見ると︑五六町もあるといふ

七288

八537図

のはずみにころころと韓がつて︑池
五六寸

である︒

ごろくすん︻五六寸﹈︵名︶1

の中へ落ちこんだ︒

熊吉はつるりとすべって︑そ 七333 ︵略V︑さなぎをころしておい

慮神天皇の頃より奈良朝の頃には度

々行幸ありしが︑︵略﹀︒

慮神天皇の頃より奈良朝の頃には度

おうじん

十一410図

バ︑︵略﹀︒

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

馬を費りに來た者がありました︒

八369言言 夕暮に咲く月見草︑月見
はぎ
のころも近づけば︑萩のうねりにや
どる玉︑︵略V︒
ソ

︵略﹀︑皇極天皇ノ御代︑蘇

クワウギヨク

八503図
ナカノオホエノ

我入鹿︵略﹀不忠ノフルマヒ多カリ

ガノイルカ

キ︒︵略﹀︒此ノ 頃 中 大 兄 皇 子 ト 申 ス
カシコキ皇子アリ キ ︒

八869 時ハ八月三十一日ノ朝日モマ
十一139図

みつのり

吉野の朝の頃︑赤松光範︑

︵略V︑散々に撃破られたり︒

十一414図

其の頃イギリスのある會社 徳といふ武士あり︑︵略︶︒

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

九3310

でんりゅう

で︑馬車鐵道をこしらへようといふ
話 が あ っ た が ︑ ︵ 略V︒

五六そう

﹁然らばかの子供の乗れ

若シ庭石アラバ我ヲ殺

マタ

﹁︵略V︑義仲二歳なりし

あいぬは時々子熊を捕へ來

を行ふことあり︒

り︑︵略﹀︑之を殺して盛大なる儀式

十819図

さんとせり︒

を︑敵は畠山に命じ︑尋ね出して殺

十548図園

下ヲク寸レ︒﹂

十252図囹殺ス能ハズバ︑我が跨ノ

セ︒

十252図囹

る騎駝を殺さん︒﹂

九479図画

．の申の水を飲むより外なかるべし︒﹂

に着かずば︑騎駝を殺して︑其の胃

朝おきると︑雪が五六寸つも 九476図郭﹁若し明日中に水のある所
ごろくそう︻五六艘﹈︵名︶1

つてみた︒

隊中にピエールといふ年 六381

の頃十三四ばかりの少年鼓手があっ

九363 ︵略V︑富士川・大井川・天龍 十一5410
川なども︑其の頃は橋が無かったか
た︒

よしあきら

がま

昔藤堂高虎・加藤嘉明事

に随ひ氷結して︑︿略﹀︒

十一一375図

あひづ

によりて相器みし頃︑中津の城主蒲
生忠郷死せり︒

ふたジさと

満⁝目の廣野雪に埋れて食

五六町

十﹇785図 又嚴冬の頃は爆水落つる 三604 右の方に五六そうかた
まってみるのは︑今あみをお

ら︑︵略﹀︒

九371 其の頃之を川止といった︒
祖父様は︵略﹀︑私ども

の目をさまし候頃には︑はや朝顔の

九436國團

はちをならべて︑︵略V︒

十二691図

九5410図 タトヘバ北國ニスム野ウサ
ギハ︑其ノ毛色︵略﹀︑雪ノ降ル頃

ことである︒

︵略V︑牛も段々減り︑畑の取

コロンブスの遠征時代は ごろくねん︻五六年﹈︵名︶1 五六年
間八195

高も年々に少くなって︑五六年の中

北條早雲が小田原城に撮り

て︑次第に其の権力を四隣に張らん

ころころ

熊吉はつるりとすべって︑そ 十8110図 殺したる熊の頭は垣にかけ

ころころ︵副︶1
御一家御無事に御座候 九848

御老人

によほど財産を減らしました︒

九715國團

ごろうじん﹇御老入﹈︵名︶1

とせる頃なりき︒

︵略﹀︑

ほうでう

物の訣乏せる頃に至れば︑︵略﹀︒

十二812図

ト ナ レ バ ︑ 全 ク 白 色二攣ジ︑︵略﹀︒

さみだ
九681 梅の實の熟する頃降績く五月
︵略﹀︑夏の盛りの頃︑秋

れ
雨は︑︵略V︒

九967図

の紅葉の折には懸り遊ぶもの最も多
し︒

でう

十152図 一條天皇の頃には才和すぐ

こん

ごろっぴやくまんえん
460

て ︑ 永 く 之 を 保 存 するを以て︑︵略V︒

﹁﹃志士・仁人は生を求

めて仁を害することなし︒身を殺し

十一144図囹

て仁を成すことあ り ︒ ﹄ と か や ︒

十一562 しばらくすると︑谷底の方
さては生きてみるのか︒あの勇まし

に 太 鼓 の 音 が か す かに聞える︒︵略V︒

十一皿4

秋の夜長には衣打つきぬた
コロンブス

の音が陰々尊慮じて聞える︒

コロンブス︹課名︺2

たりや

始めて西半球の陸地を畿

コロンブス

コロンブス

コロンブス

第十九課

第十九課

十二735

十二目6

十二737図

コロンブス︹人名︺16
い

ゼノアに生れて幼時より

則したるは伊太利人コロンブスにし
て︑︵略V︒

い少年を殺してはならぬ︒

十二302図勝商城に向ひ︑高らかに

十二747図
よ

うつぱ

コロンブスは初より世界

心に之を考へ居たり︒

海業に從乱せるコロンブスは最も熱

海事を好み︑十四歳⁝の時より既に航

十二745國

伊企灘却って﹁新羅王我

號んで曰く︑﹁︵ 略 V ︒ ﹂ と ︒ 勝 頼 怒 り
て之を殺せり︒

がしりを食へ︒﹂といひて︑幾度責

十二306﹇図

めらるれども改めず︑遂に︑殺され

は球形なりと信じ︑欧羅巴の西海岸
より西を指して進まぼ︑印度の東海

たり︒

岸に到着すべしとの意見を抱けり︒
地球を繋りに小

五六百苗固圓

︵名︶−

く略V︑

の大引見を成さしむる基となりしな

さく見たるコロンブスの誤は遂に此

十二7510図

ごろっぴやくまんえん﹇五六百万円一

十442國 近年ノ輸出高ハ年々五六百
萬圓ヲ下ラズトイ フ ︒

ごろっぽん﹇五六本﹈︵名︶1 五六本

コロブ

ころぶ

が︑︿略﹀︒

スの港は未明より人の山を築けり︒

征隊出獲の日なりとて︑西班牙パロ

月三日の朝︑今日はコロンブスが遠

十二767國

西暦一千四百九十二年八

遊中︑熱心に此の説を主張したりし

り︒
四133 クリ林ノ中ニハ︑ ドング
ぼるとがる
リノ木モ五六本アリマス︒
十二762國 コロンブスは葡萄牙に客

ころ・ぶ﹇転﹈︵五︶4
肉ーバ・iブ・一べ￥

三273圃 おまへがころべぼ︑わた
しもころぶ︒
三274魍 おまへがころべば︑わた
しもころぶ︒

々に語り合へり︒

ける者︑皇后の無謀をそしる者︑口

はれむ者︑コロンブスの暴學をあざ

船員は失望の回り︑コロ

ンブスを海に投じて錦淫せんと謀る

十二783図
に至れり︒

カ︒﹂

よしっねは ︵略﹀︑

こわが・る﹇恐︼︵五︶2 こはがる

︽ーッ・ール︾

﹁進め

く︒﹂とさしづをしたが︑馬もこ

コロンブスは猫り堅固 五808

なる決心を以て動かざること山の如

十二784図

ちよつと渡船に乗ってさ

はがってすくんでしまひ︑︵略﹀︒

田村麻呂は︵略﹀︑ひげは

こわ・し﹁強︼︵形︶1 こはし 肉ーク煙

んか︒

へ︑こはがる者があるではありませ

七879園

く︑船員も︵略﹀命令に服せざるを
得ざりき︒

船員皆敷更して︑コロン
ブスの身邊を團み︑孚ひてこれまで

十二796図

の不從順なりし罪を謝せり︒

針金の如くこはく︑力あくまで強き

一千四百九十二年十月十 九632図
二日︑コロンブスは深紅の美服を着

十二798國

り か

かたいものにあたればこ

ある年︑城のへいが百闇ばか

僕の家で一度つるべの金たが

があったが︑︵略V︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八325

りこはれた事がありました︒

六475

はれます︒

三233

飛ーレ層

こわ・れる﹇壊﹈︵下一︶3 こはれる

マシタ︒

テ︑当主クベテ︑ヤイテシマヒ

二577︵略V︑ソノウスヲコハシ

コハス 肉ーシ︾

人にて︑︵略V︒

め

こわ・す﹇壊一︵五︶一

し︑︵略V︑空喜を眼の光に浮べて眞

かくてコロンブスは報告

先に上陸し︑︵略﹀︒

十二802図

の爲︑西班牙に蹄奏せしが︑︵略V︒

︵略﹀︑皆孚ひてコロンブ

スを敷迎し︑皇后も亦コロンブスを

十二804図

引見して︑厚く其の勲功を均せり︒
︿略﹀︑皇后も亦コロンブ

其の後コロンブスは数回

スを引見して︑厚く其の勲功を賞せ

十二805図

り︒

十二807図

あ

の航海を試みしが︑︵略V︑オリノコ

河口に達し︑始めて亜米利加大陸に
上陸するに至れり︒

八644

メマス︒

八643

木綿織物二紺や淺黄ヤカスリ

コク染メタノが紺デ︑ウスイ

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑︵略﹀︒

八639

コロンブスの遠征時代は こん︻紺﹈︵名︶4 紺

︽1彰

我が國後土御門天皇の御代にして︑

十二809図

︵略﹀︒

コハイ

コハサウナ目ヲシテ︑

ニランデヰルデハアリマセン

二435囹

こわ・い﹇恐︼︵形︶一

三276圃 走れよ︑走れよ︑ころば 十一一7610図 ︵略V︑乗組員の運命をあ
ぬやうに︒
衣

六427 コロバヌ先ノ杖︒
ころも︻衣﹈︵名︶1

461
こんど
ごん

ノが淺黄デス︒

其ノ中へ白綜や白布ヲ入レ

テ︑紺や牛黄二染メルノデス︒

八661

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオク

こんいろ﹇紺色一︵名︶1 紺色

ごん・▽いちごん

八659
ト︑紺色ノ汁が出マス︒

侍し︑︵略﹀︑其の御衣は今なほ西の

がさだまりません︒しばらく目

て見ると︑こんどは扇が少し

をつぶって︑︵略V︑目をひらい

︵略V︑諸種の経螢追々

はてに住む身に近くあり︒道眞今昔

十﹁搬2國團
の感にたへず︑︵略V︒

おちついて見えます︒

成功干潮へども︑今後尚着手すべき

献立

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

ツテ︑何モ見エマセン︒ケレドモコ

イリマシタ︒︵略V︒︵略﹀︑言書クナ

五451

御用をいたしませう︒﹂

の中へ入れました︒ ﹁こんどは何の

おはなはざるの中のたけのこをなべ

ソレ故材料モ料理法モ成ル 五213囹 ﹁はい︑これですか︒﹂と︑

ベク尊崇二腸壁サセテ︑毎日同ジ献

十一663

こんだて﹇献立﹈︵名︶1

事は多々これ有り候︒
こんがうせん

こんがう
イ︒

こん

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ
コンド

﹁モウードハナヲ

こんど︻今度﹈︵名︶13

やみの天地をまた

こんこうせんか門金剛山下︼︹地名︺1
金剛山下

︵略V

御代に返すは誰が任ぞ︒金剛

十901図國
元の
山下に忠士あり︒

せん

混雑

︵略﹀︑

︵略Vケモノが勝チサウニナ

タ︒シバラクタツト︑ケモノが負ケ

五542

ンドハミジカイトンネルデ︑︵略﹀︒

イツテ︑ケモノノミカタニナリマシ

ツタノヲ見テ︑ニバカニ﹁︵略V︒﹂ト

ウツクシイサクラノハナ

サカセテミヨ︒﹂トオホセニナ
リマシタ︒コンドハイクラバヒ
ヲフリカケテモ︑ハナハスコシ
三5一

モサキマセン︒

二644

されど十字街頭に立てる ど 今度

︵略﹀︑諸道具の置場虞を

しも混雑を生ずることなし︒

行くも止るも亭亭の命に從ひて︑少

巡査の一回手の合圖に︑通行の人は

十二606図

其の節別に老人向きのこんざつ﹇混雑﹈︵名︶2

こんがすり︻紺耕一︵名︶2 紺がすり
九1210國團
紺がすり上物十反だけ御見立の上︑
︵略﹀御送り相成 度 願 上 候 ︒

︵略V少々間に合ひかね候事と

九139圓團 次に老人向きの紺がすり
は︑
存候︒

十二892図

く︑暗き時にも手探にて用を足し得

サウニナツタノデ︑コンドハ﹁︵略﹀︒﹂

一定し︑︵略V︑急ぎの場合にも混雑な

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

コンクリート︵名︶一 コンクリート

る様に︑極りよく整へ置くは︵略V︒

その中に下男が萎俵をかつい

三十七年ノ四月第二軍ニツイ

︵略V︑急虞めがけて破裂矢を

もり

しかけた鈷を打つ︒︵略﹀︒ボートは

十662

ナケレバナラナイト︑︵略V︒

．陣ヲ幸二︑︵略V︑メザマシイ働ヲシ

テ戦地へ向ツタガ︑中佐ハ今度ノ出

八847

て來ました︒

女がばけつをさげて︑牛小屋から出

りもどして蹄って來ると︑今度は下

で裏門から出て來ました︒︵略V︒取

八244

をはじめました︒

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

秀吉はもう日本中に敵がなく

トイツテ︑鳥ノ方ニツキマシタ︒

その時あねのおはる

ゾイテ︑﹁︵略V︒﹂

四337園

は︑﹁︵略﹀︒

﹁こんどはにいさ

﹁コノアヒダ大キナフカ

んがきくが︑︵略V︒﹂

四403囹

六513

︵略﹀︒︵略﹀︒コンドハウツクシイ

こんざつ・す﹇混雑﹈︵サ変︶1
公ーセ彫

出入口に︑はき物の置齪
せる程なれば︑︵略﹀︑総べて家内に

ますか︒﹂︵略﹀︒あにの次郎が

角ーシ専

︵略Vは何でつくり

不整頓・不始末の事多きが故なるべ

又よこから︑
ザツスル

ガ來タ時二︑君ラハズヰブ
ンアワテマシタネ︒︵略﹀︒﹂︿略︶︑

︵略V︑人ハ皆前へ前ヘト進ン
デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ

ハキツトヤラレタニチガヒナ
まと

﹁コンド歯噛ヒヤヒラメナド

四817

︵略﹀︑船がゆれて︑

ラ︑通り道ノセマイ割合ニハコンザ
今昔

去年の今夜清涼殿の御宴に

こんじゃく﹇今昔︼︵名︶1

九813図

イ︒

ツシナイ︒

七376

コン

し︒

れたる家には︑︵略︶︒出入口の雪叩

十二887図

小トリガマドノソトカラノ

混雑す

こんきょち号かいぐんこんきょち

畳ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

十凝固58 船渠ノ底ト周り三方ハ石デ
テアル︒

3 椹現堂川 権現堂川

ゴンゲン

ごんげんどうがわ﹇権 現 堂 川 ﹈ ︹ 地 名 ︺

ゴンゲン

九158図 北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南
ナルヲ権現堂川ト イ フ ︒
セキヤド

︵略﹀︑海陸運輸の便盆λ開

こんざつ・する﹇混雑︼︵サ変︶一

九1510図 赤堀川ハ關宿ノ北ニテフタ
向ヒ︑権現堂川二合シテ江戸川トナ

︑ビニツ露分レ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 一 ハ 西 南 二

ル︒

九17図権現堂川
八958図

こんご﹇今後︼︵名︶2 今後
け︑産業の畿達は今後いよいよ著し
からん︒

こんにち
こんどう
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行きてうかゴへ

︵略﹀︑又も鯨に 近 寄 り ︑ 今 度 は 銃 を

︷略﹀︑

以て破裂矢を打込む︒
十一739図

ば︑障子に身を寄せて︑様々に姿を
の後弓夜更けてうか窟ひ見るに︑今

憂へつ﹂寝起する様なり︒︵略V︒其

︵略V︑大ブツサマノマヘニ立 申してゐます︒
は︑はじめて見たと申して︑︵略﹀︒

七687團

五153
ツテヰル人ガ︑コンナニ小サク見エ

母はこんな美しい大きな桃

マス︒

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

角ノァルヶモノモタクサン 七692團 ︷略﹀︑こんな見事な桃がな
ります︒

五721圏
知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ

海ノ深イ所ハ何千ヒロモア

植物ハマツタクナイガ︑︵略﹀︒

ル︒コンナ所ニハ動物モゴクマレデ︑

お寺では﹁こんないたづら 七745

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

六447園
者はごめんです︒﹂といって︑うち

度はひぢを張り︑足をのべ︑手を口
にあてて︑尚も鶴の果したる様をな
へかへしました︒

今日ニチハ其ノ製造ハナハダ盛ニシ

地ニチモ之ヲ製造スルニイタレリ︒

テ︑︵略﹀︒

マシテ幾萬年ノ久シキ間︑

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水

九428図

ノカバハカリ知ルベカラズ︒山ヲケ

ノ如キ美シキ景色トナリシナリ︒

ヅリ︑谷ヲウガチ︑︵略﹀︑遂二今日

此ノ芋ノ始メテ琉球二傳ハ

リ︒然ルニ今日ノ如ク全図到ル虞二

地ヘノ渡上矢其ノ後門蝕年ノコトナ

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑内

十314図
へ︑こはがる者があるではありませ

ちよつと渡船に乗ってさ
んか︒海の波を見たばかりで︑恐ろ

謙信は︵略﹀︒急に馬に打乗 七883園

つて︑︵略﹀︑信玄の本陣に切りこん

作ラル・二至リシバ︑︵略﹀︒

文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分

上古の舟車と今日の汽車

スチブンソンの造りし機

らぶべくもあらず︒

關車は︑今日の完備せる二言車にく

十一276國

の進歩の大なるに驚かざらん︒

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

十一248図

ィ︒

分業法二依ラナイコトハホトンドナ

業ハ盆之ワ︒役達シテ︑今日デハ︵略V︑

十﹇127

八二今日ノ盛大ヲ見ルニ至レリ︒

ノ業ヲ螢ムモノモ亦追々二増加シ︑

十441図 ︵略﹀︑販路次第二開ケ︑此

しがる人があるではありませんか︒

﹁自分は今こそこんな小刀

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八333囹

の國民といはれませう︒

︵略﹀︑こんなことではどうして並置

で︑︵略﹀︒︵略﹀︒上杉謙信はこんな

私のからだがこんなにぐらっ

こんなにたくさん墨を附けた

︵略V︑四五十戸も画けただら

は人に知られた刀かちで︑︷略﹀︒

う︒︵略︶︒一服のすひがらがこんな

八448

大火事になった︒

私はこんな大きななりをし

てるますが︑︵略﹀︑私の豆はたべら

これは又どうした金か︒こ こんなん︻困難U︵形状︶1 困難
市の中央最も繁華なる慮
は道幅狭く︑車馬街上に満⁝ちて往來

十二604図
こんな大金を持ってるるなら︑なぜ

一昨年つぎ木をしたわか木 こんにち﹇今日﹈︵名︶13 今日

頗る困難なり︒

七666團

あると一言いはなかった︒﹂

れまで貧しい暮しをしてみるのに︑

七415囹

れません︒

七216園

のも︑その子供たちでございます︒

六736

のいたづらからでございます︒

くやうになったのも︑その子供たち

六734

強い人であったが︑︵略V︒

六581

せり︒

こんどう﹇▽ここんどうたいいきねんひ

こんな︵形状︶25 コンナ こんな

﹁モウコンナニ大キク

コヒバヰマセン︒﹂

ニー25囹﹈ ﹁コンナ小サナ川目ハ

二407圏
ナリマシタ︒﹂

﹁ボクハモウコンナニ

三26 サクラノ木ハ︑ ヨソノ
クニ旬外︑コンナニタクサンア
リマセン︒

三84圏
タクサンツミマシタ︒﹂

四五日マヘ ニアタマヲ
ダシタタケノコガ︑モウコンナ

三281
ニノビテ︑︵略V ︒

三615 をぢさんのおみやげに貝
をこんなにたくさん いただき
ました︒

ものなら︑

︵略V皆つぎ木をすると

うございます︒父はこんなにちがふ

︵略V︑

家畜の飼養に至りては︑

更に之を盛にし︑ ︵略﹀等を供給せ

初ハモツパラ輸入 十二466図

品ヲ用ヒタリシガ︑明治八年ヨリ内

八407図

七535圏 昔はひきゃくといふものが 十一711図 ﹁時は金なり︒﹂といふ古
に︑もうこんなに大きなのがなった
三617 こんなに大きいのも︑こ
言あれども︑今日の如く︵略﹀︑ 社
あって︑手紙や晶物を配達しました
のでございます︒
んなに小さいのもあります︒
會の活動敏速なる時代にありては︑
が︑これは今日のやうに早くは配達
三618 こんなに大きいのも︑こ 七673国 もとからある分にくらべる
時間は金銭よりも貴し︒
が出來ず︑︷略﹀︒
と︑實も大きく︑味もよほどよろし
んなに小さいのもあります︒
﹁どこで一﹂んなにたく

さんおひろひになりました︒L

三641圏
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さい

こんぶ

たりしが︑︵略V︒

九816図圃去年の今夜清涼に侍す︒

んこと︑實に今日 の 急 務 な り ︒

十二507図 東西ノ交通盛ニシテ千里
十﹇445國

う︒

大神はおどろいて︑あまの岩

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五18

わるい神さまがさまざまのわるいこ

になりました︒さあ大へん︑︵略︶︑

さ

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと

五798圏

ます︒﹂

﹁お話をする通りに書けば

鹿の通れる所を馬の通れな

よいのです︒さあこ﹂に葉書があり

五654囹

とをはじめました︒

り心に思ひ定めたるに︑︵略﹀︒

いよく忌日になりて︑

比隣ノ如キ今日心学テハ︵略V︒

十二534國 強兵ヲ以テ知ラレタル我
ガ國ハ雲影ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

天氣圖に用ふる普通の符
差

いといふことがあるものか︒さあ︑

あんないをせよ︒﹂

其ノ艦二二大小ノ差アレ

號は左の如し︒

十ニー97図

昆陽号あ さ﹇左︼︵名︶1 左

昆陽ハ有名ナル學単二テ︑

こんよう﹇昆陽﹈︹人名︺3
おきこんよう

な

十3210図

し

急務ニシテ︑︵略V︒

大聖として徳化の尚今日に著しきも

さ﹇差一︵名︶2

昆陽伽羅ヲ救フニハ︑此ノ 十﹁333図

さい﹇祭︼号かんなめさい

ドモ︑︵略﹀︒

︵略﹀︒其の土地に廣狭の差あり︑其

十二期3図我が國の地方自治三男は︑

概観ハ七十二歳⁝ニテ死セ

さい﹇歳一母ごさい・さんしさい・しじ

年試ミニ之ヲ作りシニ︑︵略﹀︒

の組織に繁簡の別ありといへども︑

十341図

リ︒東京ノ西南︑目黒ナル墓石ノ面

︵略V︒

さ母あつさ﹁厚∵あつさ﹇暑∵いさまし

ゆうしさい︒じゅうしちさい・じゅう

・じゅういつさい・じゅうごさい・じ
建立

にさんさい・にさい・にさんさい・に

シヤウム

東大寺ハ聖武天皇ノ建立ニ さ・いそがしさ・いたさ・うつくしさ

じゅうさんさい・はちじっさい・ひや

二んりゅう︻建立一︵名︶1

十969図

・うるわしさ・うれしさ・おおいさ・
建立

おおきさ・おもさ・かしこさ・くるし

シテ︑︵略﹀︒

さあ

電報迭達の際獲信人居所氏

聡次郎ハ維新ノ際軍事指込

︵略V︑何れ熟考の上心行

せんと申合せ居り盃事とて︑此の際

十927國團

劣土丹リシ人ナリ︒

九298図

ものは︵略V

名を迭達紙の外部に表はさんとする

八48図図

際

くさい・まんろくじっさい

此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺ニ ・たかさ︒とうとさ・ながさ・にぎわ
ト

しさ・のどけさ・ふかさ・ふとさ・わ

るさ
サア

サアタケヲサンカラオト

サア︑ミンナデーポン

さい﹇際﹈︵名︶4

さ・ごうごうしさ・さびしさ・さむさ
ヒ

衆ーシ・ーセ彫

こんりゅう・す︻建立︼︵サ変︶2
ス

フ

十946図

シヤウトク

シテ藤原不比島ノ建立セシトコロ︑
︵略﹀︒

さあ︵感︶6

此ノ寺男聖徳太子が用明天ざ美いちざ・ごじゅうざ
皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

十982國

一49一

ビナサイ︒

其の道の直門家の講話を承るは︑大

二66園

ヅツモツテ︑キミガヨヲウタヒ

︵略V︒

っさい・しちじゆうにさい・じっさい

二﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑或

十334図

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

十二932図 支那幾千年間の人物中︑
の︑孔子に如くは な し ︒

こんぶ︻昆布︼︵名︶2 コンブ
七751 海草ニモ色々アル︒マヅタベ
アラメ・ヒジキ・ノリ・モヅクナド

ラレルモノニハ︑コンブ・ワカメ・

︵略﹀︑コンブヤアラメノヤウ

ガアリ︑︵略﹀︒

七764
ニ 茶 色 ノ モ ノ モ ア リ︑︵略﹀︒

こんぽん﹇根本﹈︵名︶1 根本

十二期9図 此の精神は實に自治制の
根本にして︑又其の生命なり︒

こんもり︵副︶2 こんもり

六88 たんぼのさきにこんもりとし
た 森 が あ っ て ︑ ︵ 略V︒

十281 宮の森のこんもりと茂った間
から︑︵略V︒

﹁三郎はこんやは大そ

こんや﹇今夜︼︵名︶5 こんや 今夜

四355囹

うもの知りになったね︒﹂
では︑どこまで焼けて行くか分らな

八425 ︵略V︑今夜の此のはげしい風

名馬を全うせる難名の妻と其の徳を

︵略V︑戦陣の際に良人の

いに参考に相成るべしと存候︒

行きませ

十二329図

マセウ︒﹂

へ

七じがなりました︒さあ︑
これからがくかう

三376

い︒

侍し︑︵略V身に蘇る面目をほどこし

九8010図 去年の今夜清凍殿の御宴に

さいす
ざい
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同じうすとやいはん︒

ざい︻君田︵名︶1 喪うひのきざい
むね
八62図 ︵略﹀︑神殿の︵略﹀︑棟に

十二3110図囹

﹁二子の君の爲に墜死

レンゼウ

レヲ練篠機ト構スル機械略取ケテ︑

九193園

﹁こらどうした︒命がをし

くなったか︑妻子がこひしくなった

お

か﹂るたふとき御宮なれ

うい

ん

盧は填太利の首府維也納の

すとりや

見る物の多い今日の祭日

歳出

帝國議會の主要なる任務

最初

︵略﹀直に沈

フルトンが工夫に工夫を重ね

さいじょ﹇▽さんさいじょ

んでしまった︒

て造った最初の船は︑

九316

さいしょ︻最初︼︵名︶1

するにあり︒

は法律及び歳出・戯入の豫算を議定

十二嫌4図

さいしゅつ﹇歳出﹈︵名︶1

ける者は一人もない︒

に︑時代後れの下手な音曲に耳を傾

十二81

る︒

大公園︑今日はにぎやかな祭日であ

十二817

使を差立てたまひ︑︵略V︒

ば︑ 一年中の重だちたる祭日には勅

八33國

祭日

︵略V︒サテ最後二精紡機二移シテ︑

本校舎ノ建築ハ︵略﹀︑通

責ル・買フ︑財産ノ財︑

さいじつ﹇祭日﹈︵名︶3

せるは家門の得なり︒尚三子あれば

得︑︵略﹀︒

手塚︑首をたつさへて︑

さいごく﹇西国﹈︵名︶1

西國三十三番

さいごくさんじゅうさんぱん﹇西国三十

西國の者かとすれば︑坂東聲なり︒

大將義仲の前に行き︑﹁︵略﹀︒京家・

よしなか

十5110図囹

西國

風・採光ニツナガラ其ノヨロシキヲ

十二365図

採光

か︒

採掘

さいこう﹇採光︼︵名︶1

︵略V︒

在京

更に再墨を圖るべし︒﹂

さいくつ﹇採掘一︵名︶1

・むぎわらざいく

さいく﹇▽かいざいく・みやまぎざいく

し︒﹂

へ上り︑一二年在京せんもはかり難

愚曾も所用ありて京

ざいきょう・す︻在京︼︵サ変︶1

十︸725國國

す

はかつを木をならべ︑爾はしに千木
をうちちがへたり︒材は皆ひのきの

ナ

︽ーセ︾

白木を用ひ︑︵略﹀︒

費ル・買フ︑財産ノ財︑

ざい﹇財︼︵名︶1 財
九894図
シ

貨幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アル
ハ︑支那ノ古代二貝ヲ用ヒタルが故
ナリトイフ︒

︵略﹀石炭層各所にあ

三番﹈︵名︶1

十一蜘7國團

り︑殆ど無十三に候へども︑未だ盛に

さいか﹇裁可﹈︵名︶2 裁可
十二獅10國 しかして︑法律及び豫算

平曲ナリ︒

岡寺ハ西國三十三番第七ノ

十期2図
細工物

採掘に着手せらる㌧には至らず候︒

財産
︵略﹀︑牛も段々減り︑畑の取

ハ︑︵略V︒

・下問等に於て衆を抜く者は︑個人

十二975図

十一849図

コレニハ細小ノ針金ニ

官位・門地・技術・財産 さいしょう﹇細小﹈︵名︶1 細小

貨幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アル

九894國

によほど財産を減らしました︒

高も年々に少くなって︑五六年の中

八195

其の肉は食用となり︑︵略﹀︑ ざいさん︻財産﹈︵名︶3

最後

人智の進歩は際限なしと

際限

︿略﹀︑其の骨や角は色々の細

いふべし︒

十﹇296國

さいげん﹇際限︼︵名︶1

工物に使ふ︒

十847

ひげは細工物に使はれる︒

十677

さいくもの︻細工物︼︵名︶2

は帝思議會の協賛を経たる後︑天皇
の裁可を待ちて始めて成立するもの
とす︒

十二鵬3図 爾院の決議一致すとも︑
天皇の裁可を経ざれば其の効力を生
ぜざるなり︒

さいがく︻才学﹈︵名︶2 黒質
でう

れたる宮女多かり し が ︑ ︵ 略 V ︒

十152図 一條天皇の頃には才學すぐ

サイゴ

テ作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑

正行コノ度ハサイゴノ合戦

︵略V︒

七57図

としても自ら高尚なる品格を要する

詩を教へ参らせたり︒是程の才學を

十163図 ︵略V︑上東門院に漢文・漢さいご︻最後﹈︵名︶2
もちながら︑式部は少しも高ぶりた

が如く︑︵略V︒

身盟ノ最上部ナル頭ノ中ニ

余ーシ彰

しても︑自若として其の常を失はざ

十二3310國 ︵略﹀︑如何なる事攣に際

さい・す﹇際﹈︵サ変︶2 際す

ハ脳アリ︒

十767図

さいじょうぶ︻最上部﹈︵名︶1最上部

合戦ニハ︑師直ラノクビヲ正行が取

財産家
なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

十一m8羽村の財産家に勧業に熱心

ざいさんか︻財産家︼︵名︶1

セントテ︑︵略﹀︑﹁︵略V︒コノ度ノ

︵略V︒﹂

妻子

翼・養難・養魚等の模範を示せしを
以て︑︵略︶︒

さいし﹇妻子︼︵名︶1

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

スルカ︑ニツノ中ノーツト思ヘバ︑

ルカ︑正行ラガクビヲカレラニ取ラ

る風なく︑︵略﹀︒

さいき︻才気﹈︵名︶1 才氣
く宮中に仕へ︑其の才氣を以て知ら

十167図 清少納言も亦紫式部と同じ

十﹇8510図

ホグシ︑︵略V︒︵略V︒既二莚綿トナ

れたりき︒

レバ棟綿機甲カク︒︵略﹀︒︵略V︑コ

ソメン

さいきょ﹇再挙︼︵名︶1 再學

さいきゅう弓せかいさいきゅう

465
ざいもく

ざいせき

十502

齋藤宮盛

さいどうさねもり

第十五課

義仲之を聞きて︑﹁そは

︵略﹀︑軍人たる者は︵略﹀︑ さいとうべっとう﹇斎藤別当︼︹人名︺

るは日本女子の美徳なり︒
十二m7図

齋藤別當

2

こう

國家の大事に際しては︑身命をすつ
十525図囹

畠山は﹃︵略﹀︒﹄とて︑

武藏の齋藤別當にはあらずや︒

むさし

ること鴻毛よりも於き畳悟なかるべ
からず︒
十5410口覇凶囹

ひそかに我を此の齋藤別當のもとに

り

預け︑別當は七日の間手もとに置き

あ

ざいせき﹇材積︼︵名︶1 材積
一樹にて千五百尺〆の材積を得るも

十一402圓團 阿里山の檜材は︵略V︑

歳入

て︑木曾へつかはしたり︒

帝轟轟會の主要なる任務

十二438図

十二561図

最北

細密

長春は南満洲心学最北の

︵略﹀︑動物を飼養し︑又 さいほく﹇最北︼︵名︶1

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

騨にして︑︵略﹀︒

設計圖が出來上ルト︑細密

ナ構造分圖ヲ各工場軍籍シ︑︵略﹀︒

十ニー23

茶も亦盛に栽培せられ︑ さいみつ﹇細密︼︵形状︶1

ることを工夫するに至れり︒

十二452図
︵略﹀︒

さいばいほう﹇栽培法︼︵名︶1栽培法

十一期5図此ノ時諸葛孔明トイフ人

栽培法の如きも︑筆法に さいめい︻才名︼︵名︶1 才名

なづまず︑能く青熟を慮用せば︑一

十二462図

バ︑劉備ハ三度マデモ其ノイホリヲ

アリ︑︵略V︑才名世ニカクレナケレ

十一846図

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ
細片四方二飛散シテ︑吹雪ノ風ニク

1

齊明天皇

さいめい

さいめいてんのう︻斉明天皇﹈︹人名︺

らふ

材木

材木

時阿倍比羅夫また之を討ちしが︑其

あべのひ

えぞ
九623図 蝦夷は東北の地に住して︑
さいめい
叛服常ならず︑︵略﹀︑齊明天皇の御

の後も度々叛きて︑︵略V︒

第二十

材木

材木

ざいもく︻材木一︹課名︺2

第二十

材木ニハ松・杉・ヒノキ・

材木ヲ山ヨリキリ出スモノ

材木ヲヒキテ︑板又ハ柱ト

材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

ノハダイクニシテ︑ツクエ・本箱・

六692図

ナスモノハコビキナリ︒

六688図

ハソマナリ︒

六688図

ヒラレザレドモ︑︵略V︒

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用

六685図桐ハヤハラカクシテ弱キ木

栗・ケヤキナドアリ︒

六673図

ざいもく﹇材木︼︵名︶8

六672

其の破裂するや︑土地は 六目8

ルフが如ク︑︵略﹀︒

十二429図

訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣トセリ︒

暦其の牧穫を増加することを得ん︒
縣蠕・裁判所・師範學校・

さいばんしょ︻裁判所︼︵名︶1裁判所
十9410図

高等女母校等ノ敷地ハ皆昔ノ興福寺
さいびn▽せかいさいび

ノ境内二在リ︒

罪人

は法律及び門出・歳入の裏書を議定

十331図

禮儀を守る心得を訣ける

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︵略V︒

十二皿8図

罪人

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ
と諭し云ふ︒

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて
飛散し︑︵略﹀︒

裁縫
︵略V︑葉巻巌の綜にて葉
西方寺

シテハ先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

室・裁縫室モアツテ︑町立ノ再校ト

十一一3610激場ノ甲山十二︑外二職員

裁縫室

方寺に嵌て法會柏管度候間︑︵略﹀︒

七回忌に相當り候に付︑午後三時西

十﹇628圓国拝啓看る十五日は亡父

さいほうじ︻西方寺︼︵名︶1

をつ貸り合するは裁縫の業に同じ︒

十一878図

︵略﹀︑罪人ドモハ魚類・果 さいほう﹇裁縫一︵名︶1

ざいにんども﹇罪人共﹈︵名︶1
ドモ

十333図

實等軸テ命ヲツナグノミニテ︑餓死
スルモノ年々少カラザリキ︒

才能

人訓説ノ寝汗・才能ナドニ

さいのう︻才能﹈︵名︶1

十一105

栽培

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

栽培す

我が國は︵略﹀︑米・萎さいほうしつ︻裁縫室︼︵名︶1

さいばい﹁栽培︼︵名︶1
十二441﹇図

の栽培は最も早く開けたり︒
さいばい・す︻栽培﹈︵サ変︶2
公ーシ・ーセ︾

細片

するにあり︒

十二皿4図

さいにゅう﹁歳入﹈︵名︶1

の も こ れ あ り 候 由 ︑︵略V︒

さいぜん︻最善﹈︵名︶1 最善

十二524図故二日ク︑ ﹁正直ハ最善

クレ

當時ハ遠島ト稻シテ︑罪人 さいへん﹇細片︼︵名︶2

︵略V蝋燭ノ心トスル太ざいにん﹇罪人︼︵名︶2

ラ フソク

ノ商略ナリ︒﹂ト︒

モ

十﹁873図

さいだい︻細大﹈︵名︶1 細大
ク

キ綜︑蜘蛛ノイノ如キ細キ綜︑細大
意 ノ マ ︑ ニ シ テ ︑ ︵略V︒

さいだい︻最大﹈︵形状︶1 最大

ヨコス カ

十ニー54
我が國ノ造船所デ︑最モ
シヤウ
規模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中
ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア
ル︒

さいだいじ﹇西大寺︼︵名︶1 西大寺
コ・ヨリ 眺 ム レ バ ︑ ︵ 略 ︶ ︑

長野

西ニハ西大寺・藥師 寺 等 ノ 堂 塔 ア リ ︒

十978國

養置業の盛大は

さいたま︻埼玉﹈︹地名︺1 埼玉
十一一492図圃

・埼玉量て群馬︑海なき縣に著し︒

さいちゅう母だんわさいちゅう・まつ
さいちゅう
さいとうさねもり

さいとうさねもり﹇斎 藤 実 盛 ﹈ ︹ 課 名 ︺
さいとうさねもり

2 齋藤實盛
十目2 第十五課 齋藤實盛

さえぎる

ざいもくや

466

タンスナドヲ作ルモ ． ノ ハ ナ シ モ ノ シ

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

材料ノ種類や料理ノ方法

レ︑︵略﹀︒

ソレ故材料モ料理法モ成ル
船膣ノ材料ガホマ整フト︑

の幸と喜び居り候︒

八436

幸

役場は幸に焼けなかった︒

さいわい﹇幸﹈︵形状︶5

アリは幸にも星によりて方

角を見定むることを知り居たれば︑

九484図

幸に私論は左程の損害も

それを便りに進行せり︒

九721國團

無く︑家族一同無事に御座候間︑御
安心下され度候︒

幸に命を全うしたる者
も︑大がいは着のみ着のま﹂にて︑

︵略V︑動物を飼養し︑又 九753圓團

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

︿略V︒

﹁︿略V︑若し向ひの山

さへ

︵略﹀︑ドンナ時デモ︑コ

三郎ハシンパイシテ︑ヒマ
へ來テ︑
﹁︵略V︒﹂トイツテタヅネマス︒

サヘアレバ︑母ノソバ

四672

ナモノデス︒﹂

シメテヰサヘスレバ︑アンシン

ノ中ヘハイツテ︑内カラトヲ

四394園

サへ

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

農業は我等が生活に必要 十二279図園

幸

さえ︵副助︶12

なる材料を作り出す所以にして︑國

材

城を出でたりと知れ︒

幸ひ

今日のこの日に年來ののぞ
︵略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

モシセイ出シテ使ツテクレ
サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

六287囹
マス︒

﹁︵略﹀わたしの手からも

ますから︑大そう便利です︒﹂

千

小さきありもいそしめ

ば︑塔をもきづき︑つばめさへ

七794図圃

ちよつと渡船に乗ってさ

里の波を渡るなり︒

七879園

焼けない事さへいへば︑御

へ︑こはがる者があるではありませ

んか︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八471囹

イと書くにも及ばない︒

かくて二三日を過せしに︑

耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑動く

八708図

ことかなはず︑皮膚の色さへ青ざめ

て︑身禮は全く力なきにいたれり︒

今ハ此ノ七湯ノ外二新シキ

温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出土︑山

ヲンセン

九404図

ノフモトナル湯本マデハ電車サへ開

通セリ︒

九555□薗凶 保護色ノ攣ズルハスデニ面

白キコトナリ︒ソレヨリモナホ面白

キハ︑︵略V︑形サへ其ノ周園ノ物上

明けて二十九日には雨も

似ルモノノアルコトナリ︒

九732登臨

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見

え出し候へば︑︵略﹀︒

さえぎ・る︻遮﹈︵四・五︶2 さへぎる

いっこより見ても山にさへ

肉ーラ︒ーリ彰

ぎられ︑かすみにへだてられて︑其

十23國
かなしいことに目が見えず︑さがす

敵は︵略V逃れ去らんと

せり︒我は急に其の前路をさへぎり

十二73図

の全景を見ること能はず︒

今では切手をはって出しさ
へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七537圏

ことさへ出蝕ません︒﹂

ぎ取って︑はふった音はしましたが︑

六626國囹

ニ︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ
聞けばハッサンは︵略﹀︑

田畑の作物には多少の損
く別の異状これなく︑先以て不幸中

害これあり候へども︑其の他にはか

九749國團

こ玉に亙りしなり︒

道連のありしを幸ひ︑迎へかたぐ

九495図

ナイト︑︵略V︒

二︑帝國ノ参陣︑天皇陛下ノ御タメ

八848

みを達したるは何等の幸そや︒

八79図

さいわい︻幸︼︵名︶4

十一2810図 軍事上に用ふる車には︑
しちよう
砲車︒材料車・輔重車等種々あり︒

料車

ざいりょうしゃ︻材料車﹈︵名︶1

家一日もこれなかるべからず︒

十二4610図

ることを工夫するに至れり︒

十二438図

組立二取リカ・ル︒

十ニー33

ベク適當二攣化サセテ︑︿略﹀︒

十一662

リ考ヘナケレバナラヌ︒

ハ︑先ヅ衛生・経済・味ノ三方面ヨ

十一648

ナリ︒

十87図 炭・薪・材木等の森林より
出つることは何人も知れる所なり︒
ヂク

コシラヘル者︑︵略﹀︒

十一93 材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ
十一38エ國團 其の外金・材木・塩等
も年々其の産額を増加する模様に御
座候︒

火元は裏町通の材木屋で︑

ざいもくや﹇材木屋﹈︵名︶2 材木屋
八419
︵略V︒

在留

八446 聞けば此の火事は材木屋の小
屋から出たので︑︵ 略 V ︒

飛iスル︾

ざいりゅう・す﹇在留一︵サ変︶1
す

十二557國 満洲政治・交通の中心た
る奉天は︑︵略V︒︵略V︒其の附近我
が國人の在留するもの多し︒

十二鵬5図 自治制の如き最良の制度

さいりょう﹇最良﹈︵名︶1 最良

ぎ

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

や︒

や

十872 羊や山羊は毛が必要である︒

ざいりょう﹇材料一︵名︶8 材料

︵略V︑ 毎 日 三 度 ノ 食 事 ニ モ ︑

長くのびると︑刈取って毛織物の材
料にする︒
十一644

其ノ材料及ビ料理七二注意スルコト
ガ大切デアル︒

十一645 同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅
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さかな

さえずる

て攻撃せしかば︑︵略﹀︒

サヘヅル

肉ーッ・ーリ・ール彰

さえず・る﹇嚇﹈︵四・ 五 ︶ 5
さへっる

サヘヅツテヰマス︒

三175 ヒバリガオモシロサウニ

タカク上ツテイキマス︒

三177 サヘヅリナガラダンダン

イマニマタオリテキマセウ︒

さをのさきの扇をい

はひらいた赤い扇がつけてあ
ります︒

四772

三國ノ塊ニマタガル︒

はりま

さらばとて備前と播磨と

の境なる舟坂山にかくれ︑︵略﹀︒

十一149図

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

︵略﹀︒

日・露の境は幅五間鯨さが・す﹇捜﹈︵四・五︶6 さがす 飛一

サ・ーシ・ース︾

十一978圓国

を一文字に森林を伐りすかし︑東西

刈った稻はさをや木にかける

よといふのでせう︒

六626圃園 ﹁︵略﹀わたしの手からも

六157

三十三里︑四箇所に境界石を置きて︑

貞ーク単

十二25図圃

さかさま

うひよどりこえのさかおと

きなく榮えゆく代を暑いのるかな︒
さかおとし
し

かへるは︵略V︒︵略﹀︒又

さかさま﹇逆様︼︵形状︶5
倒

三488

︵略﹀大空ヨリ箱根山ヲ見

さかさまになって︑下へもぐつ
て︑︵略V︒

九414図

下サバ︑全禮ノ形ノスリバチヲ倒ニ
シタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

試みに茶わんのそこにしる
しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九651図

かなしいことに目が見えず︑さがす

︵略Vおふみはいそぎ道ば

ことさへ二才ません︒﹂

六631圃

少しはなれたくさむらに︑やうく

たを そこかこ＼かとさがすうち︑

かへりたてから︑しきりに食

杖を見つけ出し︑︵略﹀︒

七303

物をさがしてみて︑桑の葉をやると︑

犬は︵略V︒︵略V︒︵略﹀︑か

すぐ食ひはじめる︒

りに用ひて︑えものをさがさしむる

七623図

に適す︒

又近ごろは戦場にも犬を用

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

七636図

といふ︒

八219圏 ︵略﹀︑毎朝早くすを出て︑

酒代

ゑをさがして︑すぐ満ってしまふと

いふことだ︒﹂

此の男は居酒屋に酒代の借が

さかな

あるので︑其のかたに持って行かう

サカナ

ニー44犬ガサカナヲクハヘテ︑

号としこしざかな

さかな﹇魚﹈︵名︶7

とするのです︒

八238

さかだい﹇酒代︼︵名︶1

︵略V︑湖面鏡の如く︑四方

水申に入れよ︒

九956図

の山々皆倒に影をうつせり︒

︽ーテ︾

ぎ取って︑はふった音はしましたが︑

か︑地面にひろげるかして︑よく日

阪轟く

榮えゆく

にかわかします︒

坂

承けつぎし國の柱の動

さかえゆ・︿﹇栄行一︵四︶1

分明に相成居候︒

ざわう

吉野の町に入れば藏王堂

十一2図藏王堂

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒

ごだいご

十一28図藏王堂の東なる吉水神社

あり︒

十一24図

藏王堂

ざわう
ざおうどう﹁蔵王堂﹈︵名︶3 藏王堂

三182 サヘヅルダケサヘヅルト︑さおうううおうさおう

︵略﹀︑前面の拝島草木青

イマニマタオリテキマセウ︒

三183 サヘヅルダケサヘヅルト︑
十二795図

々として︑花開き︑鳥さへづり︑土
人は驚きて此の新來の客を眺めて立
てり︒

さし行く 肉ーク︾

さお︻竿﹈︵名︶8 サヲ さをうもの さおさしゅ・く﹇樟差行﹈︵四︶1 さを
ほしざお

さか

山でも︑さかでも︑ずん
しろの後はけはしい阪で︑

ずんあゆめ︒

三257圃

うくだんざか・やまさか

だんざか・ごくらくじざか・とうきょ

さか︻坂﹈︵名︶3

さし行く乗合舟ののどけさよ︒

小歌交りに老船頭のさを

十一265図

ノサヲニモ︑︵略﹀ニモ︑竹ヲ

三308 モノホシザヲニモ︑コクキ
ッカヒマス︒

三311︵略﹀ニモ︑センドウが舟
ヲヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒ
マス︒

らをむいて︑ながいさををふ

三457あるばん一人の男がそ

五784圏

馬の通れる所ではございません︒﹂

其の形白扇を倒にかけたるが如く美

そんなところでさをを 七592國 力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下 十18図 昔より富士は︵略﹀︒︵略V︑

りまはしてゐました︒

セバ︑コ・モマタ見渡スカギリ︑人

三467囹

家ナラザルハナシ︒

し當てる

さが

ふりまはしたって︑どうしてとど

境弓くにざかい
スルガイ ヅ

さがしあ・てる﹇捜当︼︵下一︶1

くものか︒

サガミ

さかい︻境︼︵名︶3

見ればへさきに長いさをさかい﹇堺﹈︹地名︺うせんしゅうさかい

しきは︑︵略︶︒

四767

を立てて︑︵略V︒

四767 ︵略V︑そのさをのさきに 九388図 箱根山ハ相模・駿河・伊豆 十一586 聲を限りに﹁ピエールよ︑

さかん

さかなや

468

ハシノウヘニキマシタ︒

ナカニモサカナヲクハへ一犬

ニー5一 シタヲミルト︑ ミヅノ
ガヰマス︒

テ︑︵略﹀︒

ニー53 ソノサカナモホシクナツ
ニー57 ︵略﹀︑クハヘテヰタサカナ

ハミヅノナカヘオチマシタ︒

ボル さかのぼる

飛ーリ・ール斬

︵略﹀︑東京ヨリ江戸川ヲサ

カノボリテ利根川二通ズル汽船ノ通

九166図

路ニシテ︑︵略﹀︒

すぼき

サカノボリ︑敵ノ陣地ヲ攻撃スルモ

十一338図砲艦ハ︵略﹀︑或ハ河江ヲ
ノナリ︒

さかみち﹇坂道﹈︵名︶3

坂路

川を渡りて坂路を上れば︑

東照宮の正面に出づ︒

とうせう

九941図

六田の渡を渡りで上り行

路ヲ上ルコト一里鯨ニシテ︑︵略﹀︒

十㎜5図コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂
十﹁17図

く坂路の左右すでに櫻多し︒

これがすむと︑むしろをしい

二一

て︑お祝ひのさかもりがはじまりま

六754

流をさかのぼる鰭の縄 さかもり﹇酒盛︼︵名︶1 さかもり

にふるΣならん︒L

十二285図園
酒槽

さかぶね

サカユ

さが

︵略﹀︑上り下りの藤の紋︑

あが

さが
さがり﹇下一︵名︶1 下り

︵略V︑紋の数々かぎりなし︒

七456図案

ル

アレアレ︑サガル︒ヒケ

下る 余ーツ・ール︾

さが・る﹇下︼︵四・五︶6 サガル 下

二324圃

ふねはなみにゆられて︑

ピケ︑イトヲ︒

︵略V︑靴の償は︵略﹀︑

昨朝あたりから熱がずっと

オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ

上ったり下ったりします︒

四775

五688

テヰル︒

八673團

下って︑︵略﹀︒

︵略﹀︒

左官

て︑普通の債よりも下るに至る時は︑

十一943図 ︵略﹀︑償次第に安くなり

は尚それ以下に下るべし︒

普通の便に復するか︑場合によりて

八545図藤原氏ノ一門コレヨリナガ 十一942図

工彰

した︒
︵略﹀︑老人夫婦に命じて酒
さかぶね
を造らせ︑之を八つの酒槽に盛り︑
さか・ゆ︻栄︼︵下二︶2

︵略﹀︒

九35図

さかぶね﹇酒槽﹈︵名︶1

三403うが川の中でさかな
をとってゐました︒

又町からは︑きれやこ

まものやさかななどを買って

四35
かへります︒

︵略﹀箱根乱撃ハ︑開ケ行

クサ力エタリ︒

生残れる水夫は破れたる船 九399図

ク明治ノ御代ト共二子λサカエテ︑

十686國

四506 サカナノニホヒガシマスさかま・く﹇逆巻﹈︵四︶1 さかまく
ガ︑アタマモヲモアリマセン︒
︽ーク︾
艦にすがり︑さかまく波にもまれて

盛り←お

浴客年二其ノ数ヲ加フ︒

盛り

大工が家ヲタテルノモ︑左官

八145 大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑

ガカベヲヌルノモ︑︵略﹀︒

七259

さかん﹇左官﹈︵名︶2
︿略V︑春ノ盛りニハ花ノ雲

とこざかり・はなざかり
九288口凶

︵略﹀︑夏の盛りの頃︑秋

タナビキテ︑︵略﹀︒

蕗﹀︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

諸子ハ敷多アル我が軍艦 九967図

イくノ仕事ニカ・ル︒

サツ

の紅葉の折には悟り遊ぶもの最も多
キ

スハウ

ア

サガミ

し︒
イハミ

イヅ

イヅ

てるる︒

︵略﹀︑麓の花︑中の花の

︵略﹀︑奥の花の盛りとな
るまでは︑︵略﹀︒

十一48図

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一48図

レリ︒

それからは秀吉のいきほひ

秀吉コ・中城ヲキヅキシヨ

ヒデヨシ

リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ

六806図

た︒

は︑しぜんに日一日と盛になりまし

六505

︵略V︑寒菊が今を盛りと咲いさかん﹇盛﹈︵形状︶39 肚 盛

ノ名ヲ知レルナルベシ︒國名ヲ以テ
マ

スルガ

摩・石見・肥前・相模・周防・丹後
等アリ︒

サガミ

スルガ

相模・駿河・伊豆

さがみするがいずさんごく﹇相模駿河伊

豆三国︼︵名︶1

サガミ

十293

名ヅケラレタルモノニハ︑安藝・薩

十一2910図

さかり﹇盛﹈︵名︶5

聲を限りに救を呼べり︒

九17図相模

サカナヤノトナリハコマさがみ︻相模︼︹地名︺2 相模

コメヤノトナリハサカナ

さかなや﹇魚屋︼︵名︶3 サカナヤ

﹇343
ヤデス︒

一344
モノヤデス︒

ろ

サガミ
さがみ﹇相模一︵名︶1 相模

四413 ︵略V︑ソコハサカナヤノ 九40図相模
店デ︑︵略V︒
さかのうへのたむらま

さかのうえのたむらまろ ﹇ 坂 上 田 村 麻 呂 ﹈

さかの う へ の た む ら ま ろ

︹逸名︺2 坂上田村麻呂
さかのうへのたむらま ろ
九目5 第十八課 坂上田村麻呂
九621 第十八課 坂上田村麻呂

くわんむ

桓武天皇の

さかのうえのたむらまろ ︻ 坂 上 田 村 麻 呂 一
え ぞ

︹人名︺1 坂上田村麻呂
蝦夷は︵略﹀︒

三國

九627図

御代に至り︑將軍坂上田村麻呂之を

箱根山ハ相模・駿河・伊豆
三國ノ境ニマタガル︒

九388図
サカノ

平定して︑大なる功勢を立てたり︒
さかのぼ・る﹇湖﹈︵四・五︶3

469
さき

さかん

つ作用がある︒
十二312図 要田の妻︑︵略V︑侍女数
つる
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒

力強く肚

年ヲ追ウテイヨ︿盛二︑︵略﹀︒
こう

を噴出す︒

十二449図

茶も馬飛に栽培せられ︑
家畜の飼養に至りては︑

かす

東西ノ交通盛ニシテ千里
比隣ノ如キ今日二於テハ︵略﹀︒

十一一507図

更に之を盛にし︑︵略V︒

十二465図

︵略V︒

十二451図

て︑今尚盆ヒ盛なり︒

養翼も亦早くより開け

盛に水蒸氣とよなと稽する火山灰と

十二418図書に二箇の噴孔ありて︑

︵略﹀︑七竃ノ普及畿達ハ

十二358図

我が國銅山ノ枝管テ最モ盛

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる

等ナリ︒

十635図

る︒

なるものは外に出でて花の蜜を吸來

十一63図働蜂の︵略V︑

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

十979図人ヲシテソ寸ロニ佛激ノ盛

モオシバカラルペシ︒

銅山ノ盛ナルコト︑是ニテ

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

十607ロ覇凶

爲にして︑︵略﹀︒

七269 家デモ國デモ手ヲヨクハタラ 九657図 毫所にて火吹竹を使ふも︑
かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空
カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ
マス︒

︵略V︑敵ノ沸騰ヨリハ砲

七343 わが國は昔から地獄の盛な國
で︑︵略﹀︒

七921図

丸ヲアビセカクルコトイヨ︿盛ナ
リ︒

八37図 ︵略﹀︑天皇陛下御参葬あら
せられ︑平和の成りたるを告げたま
ひしが︑その御父の盛なること前古
たぐひなかりきと申す︒

八408図今日ニチハ其ノ製造ハナハ
ダ盛ニシテ︑︵略﹀︒

會稽山の戦に越の軍を打破りたり︒

くわいけい

八765図 農業・工業・商業共に盛に 十﹇168︹図 ︵略V︑呉の勢盛になりて︑
して︑國甚だ富めり︒

商業・

南部地方には製糖業盛
︵略V︑鵜は盛に活動し︑

い

︵略V長いさをを立てて︑

そのさをのさきにはひらいた

四767

さをのさきの扇を

赤い扇がつけてあります︒

四772

︵略V金色ノトビガトンデ來

よといふのでせう︒

五67

たんぼのさきにこんもりとし

テ︑オ弓ノサキニトマリマシタ︒

た森があって︑︵略V︒

六88

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六132

水鳥のくちばしは平たくて先

コロバヌ先ノ杖︒

一鏡まうけておけばよかったのに︒﹂

六315囹 ﹁先では知らないのだから︑

八569

六427

︵略V︑陸鳥のくちばしは吐く

が圓く︑︵略V︒

八571

足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル

ら
良の高ねの暮の雪︒

細くて︑先がとがって居る︒
どいつ
然れども近年猫逸國力の 八607図三春より先に咲く花は︑伽
の輸出甚だ盛に︑︵略﹀︒

十二5910図

盛に饗展すると土ハに︑︵略V︒

八741図

︵略V劔を抜きて︑ずたず

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

ガアル︒本ノ方が太クテ︑サキへ行

十610

︵略﹀︒

十510

りて︑劔の先少しくかけたり︒

たに大蛇を斬り給ひしに︑尾にいた

九310図

中佐ハ自分ノ馬丁三言付ケテ︑︵略﹀︒

其ノ日ノタ方二尊エタ︒コレヨリ先︑

爪アリ︒

︵略V︑印度地方の寳石・
おう
香料・絹布類は盛に︵略﹀欧洲へ輸

十二741図

八911

︵略V︑中佐ノイキハトウトウ
入せり︒

我が國ノ機械工業中最モ さき︻先﹈︵名︶23 サキ さき 先号
いっすんさき・おさき・かたさき・つ
まさきあがり・てさき・へさき・まつ
さき︒やりさき・ゆびさき・りょこう

か＼る時は靴屋は更に多
くの職人を雇ひ入れて盛に之を製造

十一938図

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑︵略﹀︒

十一836図

競ふ︒

ひたすら其の獲物の多からんことを

十一811図

に行はれ居候︒

十一399國團

今盛に工事中に御座候︒

八766図此の國にて商業の最も盛な 十一377圓国 ︵略V︑打狗の築港も唯 十二575図 ︵略﹀︑豆類・豆油・豆粕
イギリ ス は ︵ 略 ﹀ ︑

る都會をニューヨークといふ︒
八773図

工業いつれも盛に︑海軍強く︑商船
多し︒

八856 敵ハ︵略V︑上カラ下マデ幾重
モノ陣地ヲ布キ︑盛 二 弾 丸 ヲ 打 出 ス ︒

︵略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

八897 敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒
八919

起ツテモ︑砲聲・銃聲ハ絶エナイ︒

八955図 ︵略V︑焼物・塗物・扇・綿

いてるるのもあります︒

て︑中にはさきが土までとど

四634やぶの竹は︵略﹀まがつ

がみ・われさきに

さき・りょこうさきのちぢにおくるて
︵略﹀︑未だ盛に採掘に

すべく︑︵略V︒

に炭酸瓦斯を取って︑︵略﹀酸素を放

外に同化作用といって︑盛

着手せらるΣには至らず候︒

︵略V︑昔ハ人馬ノ往來甚ダ 十一㎜7國團

綜・織物等の産出すこぶる盛なり︒
九3810図
盛ナリキ︒

モ︑︵略﹀︒

九4010図 旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨 十二2110

さく

さき

470

ク 程 段 々 二 三 ク ナ ツテ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑爪の先はみんなまつ

︿略V︑サキ当行ツテーツニ集ツテヰ

十74 竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ
ル︒

十374園
黒になってゐまし た ︒

他のボー ト を 見 れ ば ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

孚ふもは貸かりあ り ︒

る

四275︵略﹀くさやはなは大てい 十﹁841図 紡績工場二品リテ見ヨ︒

︵略V機械ハ︑幾皇トナク立並ビテ

した︒謙信は︵略V︑こちらから先

廻轄スベク︑其ノ作業ノ速ニシテ整

飛ータ・ーチ彰

さきはじ・める﹇咲始﹈︵下一︶一

さ ハジメル 角ーメ︾

クサンアリマス︒モウハナガサ

二45ーココニハウメノ木ガタ
キハジメマシタ︒

ムシロ
直径尺飴ノ錘綿ト

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

ホグシ︑ ︵略V︑

十一846図

ス︒︵略﹀︒其ノ作業ノ間ニハ︵略﹀︒

さきん・ず﹇先﹈︵サ変︶2 先んず

肉ージ専

なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

十一m9図書の財産家に渤業に熱心

獄・養難・養魚等の模範を示せしを

ヘカミサマガタガ
ナツテ︑︵略V︒

︵略V︒コノ神サマハサキホドオ

さく﹇作﹈ 号にもうさく
さく
さく門柵﹈︵名︶1 柵

かに自分の順番を待ってるました︒

少しも人に先んじようとはせず︑静

十368老人が大勢込合ってみる中で︑

角ージ専

さきん・ずる︻先﹈︵サ変︶1 先んずる

り︒

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ

耕地整理は縣下諸村に先

オトホリガカリニ

ソコ

然タルニハ︑︵略V︒

さきのこってみるのぎくを見つ

咲初む

けて︑︵略﹀︒

かれてしまひました︒︵略﹀︒︵略﹀

さきかは

がけをしょうと︑夜の聞に信玄の陣

ふもと

サキ

に攻入った︒

︽ーリ彰

八365図國

だっ

四586

花は麓より咲初めて次第 さきほど﹇先程﹈︵名︶一 サキホド

に山上に及び︑︵略﹀︒

十﹇47図

飛ーメ︾

さきそ・む﹇咲初﹈︵下二︶1

きかはりつ﹂いさぎよく︑︵略﹀︒

垣根にからむ朝顔の

さきかわ・る﹇咲代﹈︵四︶1

十542國園 白髪頭にて若き人と先を
十669

さきのボートは鯨を引きながら母船
の方へ急ぐ︒

品ヲ附ケル者︑︵略﹀︒

十一95 ︵略﹀︑乾イタ軸木ノ先へ藥 さきだ・つ﹇先立﹈︵四︶2 先ダツ 先

北半球にて百花咲きみだれ
咲き

十一皿4図

以て︑︵略V︒

咲キミ

トホリニナツ皇神サマガタノ
弟ノ方デス︒
肉ーレ︾

コノ公園ハ︵略﹀︑種々ノ草

咲きみだる

八814図

花ウルハシク咲キミダレタリ︒

七583図

ダル

さきみだ・る﹇咲乱︼︵下二︶2

十二395図圏余の彼を避くるは︑國 十2310図 ︵略V︑老人スデニ來リテ︑
良ヲ待テリ︒︵略V︒次ノ五目目ノ朝
︵略V義兵を畢げしが︑

家の急を先にして︑私のうらみを後
十一141図

モ亦老人二先ダタレタリ︒

︵略﹀カナリヤ島に着し︑

にするが爲なり︒ L

十二778図

事の未だ成らざるに先だち︑笠置も
先に

せり︒是より先は未だ航行せしこと

サキニ

︵略﹀︑九月六日 更 に 西 へ 向 っ て 航 行

サキ

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑︵略﹀︒

余ーチ︾

さきみ・ちる﹇重窓﹈︵上一︶1
ちる

わけてさくらの吉野山︑一

咲きみ

タ︒

なは

一232 ユリノハナガサキマシ

ーケ彫

咲ク 咲く 禽ーイ・ーカ・ーキ・ーク・

さ・く﹇咲﹈︵四・五︶42 サク さく

かに逃れ出つるを防ぐ︒

を城下の河中に張りて︑城兵のひそ

の計を取り︑柵を城外に廻らし︑縄

さく

︵略V︑道ばたにはきれいな草 十二2610図 ︵略﹀︑攻めあぐみて長園

角ーレ帝

﹁先に書がきたる檜の さきみだ・れる︻咲乱︼︵下一︶1

さきに﹇先﹈︵副︶3

落ちたる由風聞ありしかば︑︵略﹀︒

なき大洋なれば︑︵略﹀︒

十一749図園

轡二

みだれる

さき﹇咲一号いちりんざき

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか﹂り

カ

︵略V︑言誤敵二等シ勇 六62圃

サキ

花が咲きみだれてゐます︒

六102

キ

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美

作業うぼう

しや︒

せきさぎょう

さぎょう︻作業﹈︵名︶2

進塁戦シタル子下將卒モ皆此ノ成果

︽ーッ︾

さきのこ

ヲ見タルニ及ンデ︑︵略V︒﹂

カン

十ニー010買置

︵略V︒

ヤ︑孔明謀ヲ以テ其ノ將孟獲ヲ捕へ︑

マウクワク

サキニ蜀ノ南方齪レシ

しが︑︵略﹀︒﹂

さき﹇崎︼ういなむらがさき・いぬぼう
ざき

サギ
さぎ︻鷺﹈︵名︶2 さぎ 鷺

をあるく鳥ははぎが長い︒
マナヅル

八557 鶴・さぎ・くひななど水の中 十一鯉10図
テイ

雲雀・鵠・雁・鴻・雑・鴎・鶉・

ヒバリ カサヘギ カリガネオホトリキジ カモメ ウヅラ

十一313図 水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・
サギ

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ヒタリ︒

さきがけ﹇先駆︼︵名︶1 先がけ

る

︵略﹀︑信玄は兵を右と左と二 さきのこ・る﹇咲残﹈︵五︶1

手に分けて︑はさみうちにしようと

六558

471
さくじつ
さく

一402 アサガホガサキマシタ︒

一412 イクツサイタカ︑カゾヘテ
ゴランナサイ︒

二595 ︵略﹀︑ウツクシイハナガ
サキマシタ︒

うめの花のさくじぶん

から︑︵略﹀︒

四665

にさく︒

花がさく︑花がさく︑どこ

五48圃花がさく︑花がさく︑どこ
五48國

サヲヒロゲタ形二等ツテ咲クノモア
ル︒

ひのき

重み︑其の早臥を以て墨・校の基本金

十國価3図︵略V杉・戦野の植林を

有盆なる費用にあっることとせり︒

とし︑其の一部をさきて︑一村共同の

又萎ノホノ様ナ形ニナツテ咲

︵略﹀︑實ハーツノ董ノ上二︑

タクサンノ小サナ花が集ツテ咲イテ

サク

肉ークル︾

れて食はる〜もの︑其の数を知らず︒

号はりさく

さ・︿﹇裂一︵下二︶一

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七893図 大砲ノヒマキハ︑天モオチ︑

︵略﹀︒

此の地も亦夏甚だ蓋しく

して︑暑をさくるによろしければ︑

十752図

肉ークル・ーケ︾

︵略V︑昨日は九つ咲きたさ・︿︻避一︵下二︶4 さく 避く

ヰルノデアル︒

九437圖團

り︑今朝は十ご咲きたりなどと︵略﹀︒

︵略﹀︑昨日は九つ咲きた
り︑今朝は十二咲きたりなどと︵略﹀︒

九437國團

﹁酋長驚くなかれ︑時の

相如聞きて︑力めて之を

く港に入りて難を避くることを得る

直川ー91図 ︵略V︑又航海中の船は早

なり︒

十二3810図

余の彼を避くるは︑國

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を韓

じて逃ぐ︒

家の急を先にして︑私のうらみを後

十二395図園

にするが爲なり︒﹂

道眞は罪もなきに官を下げ

敵の司令長官ロジェスト

昨日

十798図あいぬの男子は︵略﹀︑こし

られ︑︵略V︒

九794図

肉ーグ・ーゲ︾号ひつさぐ

さ・ぐ﹇下︼︵下二︶2 さぐ 下ぐ

︵略V︑水のしぶき枯木に

︵略﹀︑寒菊が今を盛りと咲い

つる秋あり︒﹂

攣り改るを︒花咲く春あれば︑葉落

十一月ゴロ白イ色ノ花ガサキ 九802図圃
︵略﹀色々な花がさき︑色々

十293
てるる︒

十一788図

氷結して︑水晶の花を咲かす︒

︵略﹀劔を抜きて︑ずたず

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八744図猫ノロニハ上下一＝一本ヅツ
九41図

たに大蛇を斬り給ひしに︑︵略﹀︒あ

やしみて尾をさきて見給ふに︑一ふ
りの劔出でたり︒

に小刀をさぐ︒

十二93國

さくじつ︻昨日﹈︵名︶1

十8010図あつし織とは︑おひようと
いふ木の皮を細く裂きて織りたる織
物なり︒

十二702図 ︵略﹀︑野獣の爪牙にさか

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑
︵略﹀︑総ノ形ニナツテ咲クモ

九910

︵略V︒

九101

にさく︒

もさく︒

五52圃
もさく︒

五314
マス︒

六43

ノニハ藤ナドガアル︒

二602囹 ﹁︵略﹀︑カレ木ニハナヲ

もさく︒

九104

キマセ．ン︒

三14 ︵略﹀︑サクラノハナが一
メンニサキマシタ︒

三28 アツテモ︑日本ノサクラ
ノヤゥナゥツクシイハナハサ
キマセン︒

な鳥が鳴く︒

七224囹

七193 にはの藤の花が咲いて︑︵略﹀︒

︵略﹀︒

九98

穴ーカ・ーキ・ーク彫うひきさく

海草ハ大テイ花が咲カナイ︒ さ・︿﹇裂一︵四︶5 サク さく 裂く

夕暮に咲く月見草︑︵略﹀︒

良の高ねの暮の雪︒

ら

八607図圃春より先に咲く花は︑地

暮︒

八379図圃 ︵略V︑びはの花咲く年の

八368図圃

︵略﹀︒

八356図書︵略﹀︑山々の櫻も咲けば︑

七771

んげ草でございませう︒﹂

︵略﹀︑あの春の野に咲くれ

ナカマガタクサンサイテヰマ
はなさく︒とりなく︒︹ひ

まつ白になって︑はながさいた
やうです︒

︵略﹀︑ニンジンノ七口カラカ

︵略﹀︑七月頃二花が咲イテ︑
四638はのおちた木もみんな 八634

いなはなをさかせて見せます︒

四293園 ︵略﹀︑そのうちにきれ

モ 米ガナル︒﹂

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ

三337園 ﹁コトシバホウネン︑ホ

サイテヰマス︒

三73 ︵略V︑イロイロナハナガ

らがなのドリル︺

三64

ス︒

三45囹 ﹁︵略Vワタクシドモノ

山にさく︑里にさく︑野に

二646 ︵略︶︑ハナハスコシモサ 五51圃 山にさく︑里にさく︑野に

ョ︒﹂

五48圏花がさく︑花がさく︑どこ
サカセマセゥ︒﹂
にさく︒
P囹 ハナヲサカセテミヨ︒﹂
二641囹 ﹁モウードハナヲサカ 五51圏 山にさく︑里にさく︑野に
一一

セテミ

U1

さくじつろくじ一さくらいちょう
472

ウェンスキー中將は昨日の斜里に傷
を負ひ︑︿略V︒

さくじつろくじ﹇昨日六時﹈︵名︶1
昨日六時

六393團 昨日六時の汽車に間に且つ
て︑晩の九時二十 分 に 京 都 に 着 い た ︒
さくちや

︵略﹀︑四國の猫車︑豪潜

さくちゃ﹇棟車上︵名︶2 棟車 棟車
さくちや

十一252図
の擦車の如きは唯一輪なり︒

十一26図掠車
さくちょうあたり﹇昨朝辺﹈︵名︶1

八672團

昨朝あたり

九746寸忠

田畑の作物には多少の損

︵略﹀︑是等ノ島ニハ作物ノ

害これあり候へども︑︵略V︒

十332図
出來ザル荒地多ケレバ︑︿略﹀︒

︿略V耕作・養獄・養難・

養魚等の模範を示せしを以て︑近年

十一m10図

又肥料の利目も著しく︑

作物の改良も出來︑︵略﹀︒

十一鯉8図
作物の獲育も目立ちてよくなりて︑

昨夜

上ニモ︑サクラノハナが一十
ンニサキマシタ︒

ウツクシイサクラノハナ

︵略﹀︑梅ばち・櫻・たち

八356図法

櫻も咲け

皆一時に紅白の

︵略V︑山々の

ば︑梨・すもΣ

コ・二櫻ノ花ガアル︒
ベン
櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツ

花のながめの うるはしさ︒

九610

三24ムカフノ山ニハ︑ユキガ
フツタヤウ入選クナツタトコ

しや︒

七454図圃

梅・桃・梨・ナドノ花モ櫻ノ

境内ニハ櫻最モ多ク︑春ノ

サクラ

ヤウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︵略V︒

九76

九7図

九288図

櫻木︑人ハ武士︒﹂ノコトワザモ自ラ

盛りニハ花ノ雲タナビキテ︑ ﹁花ハ

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

思ヒ出デラル︒

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

十75

來て見ればこ﹂も櫻の峯

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

十㎜9図圃

吉野山霞の奥は知らね

つ窪き︑吉野初瀬の花の申宿︒

十一14図圏

六田の渡を渡りて上り行

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒

十一17図

堂前四本の櫻ある虎は

く坂路の左右すでに櫻多し︒

︵略V︒

十﹁24図

高徳︵略V︑大いなる櫻

の木の幹をけづりて︑大文字に詩の

十一158図

句を書きつけたり︒

をお︑へて︑野も山も︒

十二認6﹇図圃 柳櫻の 春にほふ 錦

十㎜2︹図 三輪町ノ南二櫻井町アリ︒

櫻井町

さくらいちょう︻桜井町﹈︹地名︺2

上野公園ニハ︵略V︒︵略V︒

ばなや︑︵略V︑紋の数々かぎりなし︒

七549図

川ノ向フガハハ向島ニテ︑

コ︑ニハ櫻ノ木多シ︒

七572図

櫻ノ名所ナリ︒

廣き道の左右に梅・松・櫻
などを植ゑたり︒

八47図

テ︑辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

九610

サクラノ木口︑ヨソノ

ハナデス︒

ロガミエマス︒アレモサクラノ

三25

クニニハ︑コンナニタクサンア
リマセン︒

︵略﹀︒

うめ・も﹂・さくら・ふち

わけてさくらの吉野山︑一

ちぐさの花もおもしろや︒

・あやめ︑白つゆむすぶ秋の野の

六57圃

思ヒ︑︵略V︒

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

五337

サクラノ花ノ下ニトンデヰル

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

三35

キマセン︒

︵略V︒
三27 アツテモ︑日本ノサクラ
十二444図 作物は米・変心の大部分
ノヤウナウツクシイハナハサ

を占めて︑︵略﹀︒

サクヤ

サクヤノクワジニウチハヤ
サクヤウチヤケナイ
﹁︵略﹀︑火事の昨夜あった

﹁︵略﹀︑サクヤとは書くに

サクラ

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美

昨夜の風雨は名残なくをさま 六62圃

サクラ
サクラ

さくら

﹁そは昨夜のぞき見て

三目2

サクラ

一

三11 一

さくら︻三一︹課名︺2

知りたり︒﹂

十﹁744図園

つて︑︵略﹀︒

十638

は及ばない︒

八479圏

は書くには及ばない︒

ことはもう御存じだから︑サクヤと

八478園

八475團

ケマセンデシタ

八464團

昨朝あたりから熱がずっと さくや︻昨夜﹈︵名︶6

下って︑食事も進みますから︑一先
安心いたしました ︒

︵略﹀︑米の作付反別は凡

さくつけたんべつ﹇作付反別︼︵名︶2
作付反別
十二445図
︵略﹀︑萎の作付反別は凡

そ こ 百 九 十 萬 町 歩 ︑︵略﹀︒

十二446図
そ百八十萬町歩︑︵略﹀︒

さくねん︻昨年︼︵名︶2 昨年
既に之を完成せり ︒

十一皿4図耕地整理は︵略﹀︑ 昨年
十二343 昨年ノ夏カラ建築ニカ︑ッ
テ ヰ タ 學 校 が 落 成 シテ︑︵略﹀︒

さくのすけ なかばやしさくのすけ・
なかばやしさくのすけさま

﹇▽ならざくら・ひがんざくら・や

さくら︻桜﹈︵名︶25

︵略﹀︑ 雀 と い ふ も の は ︵ 略 V ︑ 櫻

又大そう作物を荒すものだといふこ

三13ヲカノ上ニモ︑ツツミノ

えざくら

八203

さくもつ︻作物﹈︵名︶6 作物

とを話しました︒

ジングウ

イハレ
其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余ノ地ニシ

テ︑神功皇后以後︑シバ︿皇居ヲ
定メ給ヒシトコロ︒

十㎜4図 櫻井町ヲ南へ去レバ談山神
社ノーノ鳥居アリ︒

さくらいろ﹇桜色﹈︵名︶1 一色

︵略V︑春ノ盛りニハ花ノ雲

る︒

十﹇328図

十二2910図勝商城に向ひ︑高らかに

さけ

十756ロ豊凶

身ヲ支フ︒

さざえ

身曲短︑ノ︵略V︑二本ノ足ハ全

サザエ

︵略﹀︑さざえのやうに︑

ふかいつぼのかたちになって

三623

みるのもあります︒

︵略V︑サザエが岩ノカゲ

カラヨビトメテ︑︵略V︒

四382

︵略﹀︑サザエ・カキナドハ岩

ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑

四398サザエハスグカラノ中

︵略﹀︒

ニツイテヰル︒

七717

昔は大鯨一頭を捕へると︑人

口数百人の一村︑一箇月の生活費を

十679

サザエノジ

支．へ得ると言ったものである︒

マン

︵略V︑今度は下女がぼけつをさざえのじまん︹課名︺2

サザエノジマン

サザエノジマン

さげて︑牛小屋から出て來ました︒

八245

さざえ︻栄螺一︵名︶4

其の將伊企灘をして日本

サケル

﹁日本の將我がしりを食

へ︒﹂と號ばしむ︒．

に向って︑

十二305國

内にあらん︒﹂と︒

かれ︒︵略V︒園の解けんは二三日の

或ハ敵ノ港湾及ビ軍艦ノ 號んで曰く︑﹁諸君︑憂ふることな
通報艦ハ︵略︶︑或ハ敵ノ

情勢ヲサグリ︑︵略︸︒

十﹁342㎝凶

軍艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑我
ガ艦隊二報告ス︒

さけ

︵略V鮭・鱈も亦少か

十ニ

十島

して居る︒

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支

バリ

︵略V︑やせ衰へた盟を義足

額を爾手に支へて人知れぬ涙をこぼ

十二825 ︵略V︑傍の石にこしを下し︑

いて居る老入の延音樂師がある︒

に支へて︑路ばたにバイオリンを弾

十二815

へ︑︵略﹀︒

水兵は頭を下げて聞いてゐ 十一一1310

へる 角1へ帝

ささ・える﹇支一︵下一︶3 支ヘル 支

四378
らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

水兵は驚いて︑立上ってしば 四目13
がて頭を下げて︑

九199

ささえ・うる︻支得︼︵下二︶1 支へ得

︵略V︑耳がさけるやうなおそ

爽ーケ・ーケル︾

五481

る

酒やすや醤油も︑︵略︶も︑ さ・ける︻裂︼︵下一︶3

尊︑︵略﹀︑老人夫婦に命じ

︵略﹀︑かみなりがおちて︑そ

ろしいかみなりが鳴りました︒
五486

の高い木がまつごつにさけてゐまし

︵略﹀かの大蛇あらはれ出

た︒

白イ綿ガハミ出シマス︒

實が熟スルト︑サケテ中カラ る 肉ーウル︾

で︑八つの頭を八つの槽の中に入れ︑

さけ

たら

酒・煙草の害は今更に言ふ 八635

までもなし︒

九589図

酒を飲みでよひふしたり︒

九38図

て酒を造らせ︑︵略﹀︒

九35國

水がなければ出來ない︒

七644

十489図花の名より取れる桃色・紅さけ︻酒︼︵名︶4 酒争いざかや
梅色・藤色・櫻色︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 色 の 名 稻
も亦千種萬様なり︒

さくらがおか︻桜岡一︹地名︺1櫻が岡
七552図 櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ
ルカギリハ皆人家ナリ︒
九2810図

さくらぎ﹇桜木︼︵名︶2 壮心
タ ナ ビ キ テ ︑ ﹁ 花 ハ櫻木︑人心武士︒﹂

ノコトワザモ自ラ思ヒ出デラル︒

十一985國国

らず候︒

は漁業にて︑

さ・げる﹇下一︵下一︶3 さげる 下げ
十122國圃園 ﹁卜え元 吉野の杉よ︑ さけ︻鮭︼︵名︶r 鮭
樺太にて最も有望なる る 畠ーゲ彰

櫻木の 花をよそにて︑霧深き 谷

間ユ立ちき︒﹂

さくらじま︻桜島一︹地名︺1 櫻島

十二432図 三十絵年前安永八年櫻島 さけ・ぶ﹇叫︼︵四・五︶5 サケブ さ
けぶ

九239

﹁それは鯨りな御

n▽なきさけぶ

飛ーバ・ービ・ーブ︒ーン彰

の破裂せし時は︑九州・四國・山陽

號ぶ

・山陰・東海道までも火山灰を降ら

敵ノ手ニワタスナ︒一足モ退却スル

︵略﹀︒

たが︑やがて手をあげて敬禮して︑
︵略V︒

森林は能く暴風をさ︑へ︑

防ぎ︑︵略﹀︒

其の力をそぐを以て︑土砂の飛散を

十99ロコ凶

余ーフ・1へ贈号ふくみささう

此の時﹁自分が行かう︒﹂ ささ・う︻支︼︵下二︶2 さ＼ふ 支フ

風足び海怒りて︑波浪山
の如くなれども︑︵略V︒

十二68図

クドナールである︒

とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍マ

十一569

ナ︒﹂トサケンデ部下ヲバグマシ︑

言葉です︒

八878

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ

中佐ハ又略﹀︑全滅スルトモ

したりといふ︒

さくらだもん﹃桜田門﹈︵名︶1櫻田門

サグル さぐる

七579図 櫻田門ヲ出ヅレバ︑
公園アリ︒

さぐ・る﹇探一︵四︶3

さぐりn▽てさぐり

日ヒ

九248図騎兵は進退敏活にして︑多

角ーリ・ール彰

比ビ
谷ヤ

473
ささえる

さくらいろ

さしころす
ささぐ

474

ささ・ぐ﹇捧﹈︵下二︶5

サ︑グ

さ＼

こたうげ

せん

十210図

子峠

ぐ余ーグ・ーゲ︾

さぼなみ

漣

漣

十629
十一199図

なりて︑こけのむすまで︒

︵略﹀︒

いつしか木々もうらが

れて︑さびしきにはのさざん花や︑

八377図圃

日本一の大トンネルは中央 さざんか﹇山茶花﹈︵名︶1 さざん花
さ買波小波

差上げ

桃がじゅくしましたから︑

さしあ・げる︻差上﹈︵下一︶3

居ります︒

八103團

︵略﹀︑來年はたくさんなら

て爲眞をとりました︒ついでに私一

︵略﹀︑うち中の者がそろつ

せて︑たくさん差上げたいと思って

七677團

少しばかりですが︑差上げます︒

七664国

月影の小波にくだけ︑漁 る ︽ーゲ彰

海面はさ窟波を立ててみる︒

︵略V︑そよくと吹く風に︑ さし号ひとさしゆび

さざなみ﹇小波﹈︵名︶4

線の笹子峠にあり︒

さムこたうげ

八512 鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅキ
道眞︵略﹀︑恩賜の御衣を

テ皇子ニサ・ゲシニ ︑ ︵ 略 V ︒

九814図

さ㌧げて︑はるかに東方を拝し︑一

老人片足ノ靴ヲ橋下二三

篇の詩を作りたり︒

火の波間に出没する夜景も亦一段の

十229図
シ︑︵略V︒良︵略﹀︑命ノマ︑二拾
おもむきあり︒
さドなみ

︵略﹀︑我が騙逐艦の漣︒

陽炎の二隻に追撃せられ︑︵略﹀︒

かげろふ

十二95國

十一32弓造逐艦漣

ヒ取りテサ・グ︒

十m5図 ︵略﹀︑鎌足が靴ヲサ︑ゲテ
皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺
ナリ︒

げて︑御掛の敵を討ちなん︑我は︒

︿略﹀︑梅ばち・櫻・たち

人のもとりましたから︑等方一枚目

さしいだしうおんさしいだし

つ差上げます︒

サ・ヤカ

ばなや︑三がい松にさ︑の雪︑︵略V︑

ささやか﹇細﹈︵形状︶2
ネダケ

スルナリ︒

之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト

オキテ︑︵略﹀︑全部バリ終ヘタル時︑

貯金毫紙トイフモノヲ買ヒ

︵略﹀利根岳ヨリ獲スルサ・ さしいだ・す﹇差出﹈︵四︶2

ト

差出

九149図

ヤカナル細谷川ハ︑流レ下ルニシタ

九773図

︽ーシ︾

ガヒテ︑数多ノ小流ヲ集メ︑︵略V︒

十瓢6國今日サ・ヤカナル堂中二古
ささやく

オハナハオキクヲザシキ

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

二87

ザシキノウチニイクスヂ

ヲダシマシタ︒

三558

﹁マヅコノザシキヲ見渡シ

モツナヲハツテ︑︵略﹀︒

テモ︑コノタクサンノ障子山颪僕ラ

七469園

ノ仲間デハツテアルデハナイカ︒

座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置

ク人ガ︑由量所ヲ不潔ニシテカヘリミ

十一673

其の座敷の一聞の杉戸に

ナイノハヲカシイ話デアル︒

まど
︵略V︑屋根を傳ひ︑窓を

ひのき
は檜一本を書がき︑︵略﹀︒

十一716図

十二668図

座敷の床の間より遣戸の

抜け︑座敷を横ぎり︑︵略﹀︒

戸棚に至るまで︑諸道具の置場塵を

とだな

十二889図

凡そ家内の掃除は座敷・

一定し︑︵略﹀︒

居間・毫所のみならず︑便所の隅よ

十二895図

り下駄箱の奥までも注意せざるべか

らず︒

ざしきいっぱい﹇座敷一杯︼︵名︶1

ある︒

働蜂中には︵略﹀宇摩掛

あり︒︵略﹀︒怠りて零墨らざるもの

十一72國

さし殺す

ぽいになって︑天井へつかへる程で

し家の中でひろげさせたら︑座敷﹇

座敷一ぽい
でふ
︵略﹀塞濁爲眞帖一部 八589 くじゃくは︵略﹀︒︵略﹀︑若
郵便にて差出眉間︑御覧下され度候︒

十一4010國團

さしか﹂

座敷

︽ーサ・ース︾

︵略﹀︑池の右手へさしか︑つ さしころ・す︻刺殺︼︵四︶3

肉ーッ彰

さしかか・る﹇差掛﹈︵五︶1

折った︒

ざしき﹇座敷一︵名︶8

ザシキ

た時︑熊吉の馬はつまついて前足を

九847

る

差出ス

紋の数々かぎりなし︒

七455図圏

十一612図魎 武勇のはたらき命さ〜 ささのゆき﹇笹雪叩︵名︶1 さ﹂の雪
ささげ﹇虹豆︼︵名︶1 さ﹂げ

さ㌧げ持

豆・なた豆などはすべて私どもの親

七212囹 大豆・小豆・さ︑げ・そら
類です︒

ささげも・つ︻捧持﹈︵四︶1
︽ーチ彰

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒

九817図圃 恩賜の御衣なほこ＼に在

つ

り︒さ〜げ持ちて毎日鯨香を辞す︒

ささや・く﹇囁﹈︵四︶1

或夜商曾住持の居間に來

さΣげる

︽ーグ彫

ささ・げる﹇捧﹈︵下一︶2

余ーク彰

りて︑﹁かしこに行きて︑彼の書師の

十一512 ︵略V︑馬はさもうれしさう 十一729図

有様を見給へ︒﹂とささやくに︑行き
てうか父へば︑︵略V︒

に︑口でおもちゃをさ︑げて︑其の
︵ 略 ﹀ ︑聴衆は銭をつかんで︑

いはほと

君がよはちよにや
ちよに︑さざれ石の

四101□薗凶圃

さざれいし﹇細石一︵名︶1

さざれ石

子供をあやしてみた ︒
十二843

さユ
笹

孚って老人のさ㌧げた帽子の中へ投
入れる︒

ささことうげ﹇笹子峠﹈︹地名︺1
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さずく

さしず

あれば︑︵略﹀︑強 ひ て 入 ら ん と す れ

さしつかえ号おんさしっかえ
貞ーシ蝉

さし

︵略﹀︑ただつねはこしの

さし通す

さしとお・す﹇刺通﹈︵四・五︶2

︵略V︒

九637図

將軍田村麻呂の東北の地を

サシモノ

蝦夷も︑遂に全く皇威に服するに至

征するや︑︵略﹀︑さしもに強かりし

れり︒

さしものし﹇指物師︼︵名︶一
シ

ナドヲ作ルモノハサシモノシナリ︒

手塚其の間に敵の草ずり 六694図 ︵略V︑ツクエ・本箱・タンス
座上

び︑森林の影さす水中には多く集り

來るものなるを以て︑︵略︶︒

十893図圃 ︵略﹀︑さして行く笠置の

山を出でしょり︑天が下にはかくれ

がもふし︒
よヒうつ
十二748﹇図 コ．ロンブ尉は︵略V︑欧羅
ぱ

印度の東海岸に到着すべしとの意見

巴の西海岸より西を指して進まば︑

を抱けり︒

天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉

中佐ハボートニ坐シテ︑ナ

ざ・す﹇座﹈︵サ変︶4 坐ス 坐す

カクレ給フ︒

ヂサセ︑長キヤリヲトツテ物カゲニ

八524図

タマヒテ︑︵略﹀︒

高タマキ上ゲサセ︑正行ヲ近ク召シ

七78図

空中の交通開始せられ︑ さす︵助動︶2 サス 畠サセ︾

ざじょう︻座上︼︵名︶1
十一295図

又其の軍事上に慮用せらる＼も決し
て座上の空談にあらざらんとす︒

坐食

さす

百歳の長命を保ちて︑一
生を坐食に費す者あり︒
サス

弓さおさし

角ーシ・ーセ︾

余ーサ・ーシ・ース彰

ゆく・ゆびさす・ゆびざす

タリ︒

九36図

︵略V︑其のほとりに娘を坐

者にあらず︒

曰く︑﹁︵略﹀︑我はた窒坐して食ふ

八712図囹 ︵略﹀︑胃は一同に向って

みにて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

八699図心

﹁我等はつねにいそがし

ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

七924図

︵略﹀︑左ノ手ノサス方
ちっともおんなじ所を

母は戸だなの方をさして︑﹁そ
れ︒﹂といひました︒

こにおさらがあるから︑取っておく

五201

かつちん︑かつちん︒

ささずに︑ばんまでかうして︑

四491圃

ガ北デス︒

三451

デ︑︵略﹀︒

三448右ノ手ノサス方が南

指す

さ・す﹇差︼︵四・五︶8

母は︵略﹀︑まないたに魚を

さしも︵副︶1

さしも

さらの中へ入れて︑︵略﹀︒

十103図

総べて魚類は暗き盧を喜

送る夕風に︑︵略﹀︒

倭中歯此の霜天叢雲劔を尊

に授け︑︵略﹀︒

九53図

のせて︑さしみをこしらへてゐます︒
八617図團
三つ四つ五つうち連れ せしめて待ち給ひしに︑︵略﹀︒
やばせ
五216 母は︵略V︑切ったさしみを て︑矢走をさして写り行く 白帆を さず・︿﹇授︼︵下二︶1 授く 角ーケ︾

五197

十﹁683図

ざしょく﹇座食一︵名︶1

︵略V馬所アリテ︑日暮ヨ

さしと・む﹇差止︼︵下二︶1
内ーメ彫

バ︑︵略V︒

穴ーミ・ーム︾

さしはさ・む︻差要田︵四︶2
ム さしはさむ

︵略﹀︑老樹路ヲサシハサミ
︵略﹀等を選畢するには

係をさしはさむべからず︒
さしまね・︿﹇差招一︵五︶1

さしまね

︵略﹀︑親族・縁故其の他私交上の關

十二鵬7図

テ書尚小暗キ間ヲ行ケバ︑︵略﹀︒

十957図

サシバサ

リ後ハ一切旅人ノ通行ヲ差止メタレ

九391図

差止ム

を上げ︑こぶしも通れとさし通し︑

十515図

六刀さしとほしました︒

刀をひきぬいて︑つづけて五刀

四192

とほす

ば立ちどころにさし 殺 す ︒

十︻74図雄蜂は︵略︸︑秋の初には
皆働蜂にさし殺さる ︒

十一84図 ︵略﹀︑他群の蜂︑我が群
中に入り來れば︑直ちに之をさし殺
す︒

五807 よしっねはこ㌧ぞと思って︑

さしず︻指図一︵名︶1 さしづ

差出人

﹁進めく︒﹂とさしづをしたが︑
︵略V︒

さしだしにん︻差出人︼︵名︶1

七518囹 この手紙は四匁より重いの

差出す

に︑差出人が三銭しかはっておきま
せん︒

さしだ・す﹇差出一︵五︶2
水兵は︵略 V ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ︒ ど う ぞ

肉ーシ︒ース彰

九203

之を御覧下さい︒﹂といって︑其の
︵ 略 ﹀ ︑聴衆は銭をつかんで︑

手紙を差出した︒
十二846

孚って老人のさ㌧げた帽子の中へ投

く

飛ーイ︾

て︑再び帽子を差出す︒

す︒

入れる︒︵略﹀︒老 人 は 之 を 袋 に 移 し

差立ツ

四772 一人のくわんちよがその
下に立って︑さしまねいてゐま

さした・つ﹇差立︼︵下二︶1
︽iテ贈

使 ヲ 差 立 テ ラ レ ︑ ︵略﹀︒

飛ーヒ︾

差

九301図 春秋爾度ノ大祭ニハ必ズ勅 さしみ︻刺身︼︵名︶2 さしみ

立てたまふ

さしたてたま・う﹇差立給一︵四︶1

祭 日 に は 勅 使 を 差 立てたまひ︑︵略﹀︒

八33図 ︵略V︑一年中の重だちたる

さずけたまう一さだめ
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まふ

授け給ふ

︽ーヒ︾

さずけたま・う門歯給︼︵四︶2
に

授けた

あまてらすおほみかみ

八23國 神代の昔皇祖天照大神︑環
々杵尊をこの國に降したまはんとせ

レぎのみこと

やたのかがみ

やさかにの

やたの
し 時 ︑ 八 二 鏡 を 授 けたまひて︑︵略﹀︒

サスル

余ール煙

曲玉と共に之を皇孫に授け給ひしか

まがたま

九44図 天照大神︑八腿鏡・八坂填
ば︑︵略﹀︒

さす・る﹇摩﹈︵五︶一

佐世保海軍工廠

飛i

う︒﹂と︑︵略V︒

︽ーセ︾

十9210國團

合す

まれり︒

十二71図

︵略﹀︑勝敗の数は既に定

さだ・む﹇定﹈︵下二︶8 定ム 定む

︵略﹀︑一たんめあて定め

るひ進むに何事かなど成らざらん︑

ては︑わき目もふらず︑怠らず︑ふ

七797図團

むに何事のなど成らざらん︑︵略V︒

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進

七787国母 ︵略V︑一たん心定めては︑

當日は本村の重なる人々 ︽ーメ彰うおもいさだむ・みさだむ

我が國デ一二大キイノハ佐 さそいあわ・す﹇誘合一︵下二︶1 誘ひ

工廠︼︵名︶1
十ニー61
させる

世保海軍工廠ノ船渠デ︑︵略﹀︒

も精々誘ひ合せ︑是非参會致すべく

さ・せる﹇為﹈︵下一︶1

候︒

サソフ

︽ーハ・ーヒ彰うおんさそいくだ

︵略V︒

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ

オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

八52エ國

サレバ何レノ國ニチモ︑世

ハズヲ定メタリ︒

ノ進ムニシタガヒ︑或種類ノ物品ヲ

︵略V︑一たん心定めては︑ 九8810図

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進

定メテ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ

さだのみさき

四國の西には佐田岬長く
佐田岬

︵略﹀︑船がゆれて︑まと

絶えずわき出つるものと︑

時を定めてわき出つるものとあり︒

十721図

丈鯨のろかい操りて︑

行手定めぬ浪まくら︑百尋・千尋海

十一228図圃

我が海軍は初より敵を近

の底︑遊びふれさる庭上し︒

十一一51図

海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

鮮海峡に集中せしが︑︿略V︒

範團を越ゆることなかるべし︒

め其の支出を定め︑︵略﹀の費皆其の

我が皇室の

それは︵略V︑競馬をさせて︑

勝つた村は次の祭の日まで︑其の五

九823

定n▽おんさだめ

需要と供給との關係によりて定まる

大みいつ︒

て︑萬世一系動きなき

十一H64番士 ︵略﹀ 君臣分は定まり さだめ﹃定﹈︵名︶1

ものなり︒

十一919耳蝉の慣の高下は主として 十二921図 家の牧入を基として︑豫

がさだまりません︒

交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

むに何事のなど成らざらん︑︵略V︒

七788國圃

キマシタ︒

ツシヨニノハラヘアソビニイ

三6一 ソコヘトモダチガサソヒ
ニキマシタカラ︑ヨロコンデイ

さる

そふ

さそ・う︻誘﹈︵四・五︶2

それは氏子の五箇村から子供 さそいあわせうおんさそいあわせ

セ︾←あんしんさせる・かんしんさせ

九822

させる

蛾は︵略﹀︑出て攣ると︑す

ドナタデスカ︒
七337

ぐに紙の上において卵を産みつけさ
せる︒

だのみさき

佐田岬

さ
その卵を産みつけさせた紙を さだのみさき﹇佐田岬︼︹地名︺2 佐
田岬

十﹇19図

突出で︑︵略V︒

︵略V︑若し家の中でひろげさ 十一176図

慧卵紙といふ︒

七337

さ

る・へんかさせる

︽サセ・サセル煙

サセル

の騎手を一人つつ出して︑競馬をさ
せて︑︵略﹀︒

ラヰ不自由デセウ︒︵略﹀︒カユイ所

ハシヲモツテ︑ゴハン

七258 モシ手ガナカツタラ︑ドノク させる︵助動︶6

二383圏

肉 ー ヒ ・ ー フ・1へ煙

ヲタベサセテクダサツタノハ︑

ヲカクコトモ︑イタイトコロヲサス
ルコトモ出來マセン︒

せ給ふ

させたま・う︵助動︶6 サ出盛フ さ
ダイゴ ク

八523図 天皇大極殿二出デサセ給ヒ
入鹿カタハラニ侍ス︒

九39國 尊時分はよしと︑おびさせ
給へる劔を抜きて ︑ ︵ 略 V ︒

﹁今年の競馬はさぞ面白から

角ーリ︒ール・ーレ彫

定まる

熊吉の落馬したのにかまは さだま・る﹇定﹈︵四・五︶4 さだまる
ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

四815
︵略﹀︑將卒と共に戦場をかけ

さぞ

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

十855

勝であったのに︑︵略﹀︒

九861囹

へっかへる程である︒

せたら︑座敷一ぱいになって︑天井

十一25ロ︒凶 ︵略V大塔宮の吉野を落 八589
ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞
をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

十ニー7図 陛下が萬機の政をみそな
で さ せ 給 へ る 御 製 にも︑︵略﹀︒

︵略﹀︑天皇は医務大臣の

ものは馬である︒

︵略﹀︒

すぐれて上手な騎手が二人あった︒

九826園或年選ばれた子供の中に︑

︵略﹀︑別に帝國撃墜を設 さぞ﹇撫︼︵副︶1

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

十二鵬10図

せ給ふ︒
十二燭2ロa凶

けて︑尊く衆議を聴く機關に供せさ
せ給へり︒

させぽかいぐんこうしょう﹇佐世保海軍
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さて

さだめたまう

定二二

箇村の頭になるといふ定であった︒
角ーヒ ・ 1 へ ︾

さだめたま・う︻定給一︵四︶2
定め給ふ

＋珊3図其ノ弓返ノ玉簡蕗v・禰

フ
グウ

勅諭は︵略﹀︑復古の政

功皇后以後︑シバ︿皇居ヲ定メ給

ヒシトコロ︒

十二m5図
と共に陸海軍の今の制度を定め給へ
る 由 來 を 詳 に 御 諭 しあり︑︵略﹀︒

さだめて﹇定﹈︵副︶4 サダメテ さ
だめて 定めて

さちのうみ

の風景を賞し給ひて︑缶石の名を下

右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ

サツキさつき

号いっさつ・ごさつ・しさつ・に

し賜へり︒

さつ
さつ

六795

さっき﹇先︼︵名︶3

さっきからもう二時間もたつ

ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

八429

察ス

察す

りし御心事を察し奉れば︑涙わき出
でて禁じ難し︒

さっ・す︻察﹈︵サ変︶3
内ーシ・ーセ・ーセヨ彫

︵略﹀︒

コレニハ︵略﹀ブラッシ

薩摩薩摩

さつま

ノ仕掛アリテ︑莚綿ヲ引延シナガラ

十一851図

細カキ雑物ヲ去ル︒

号せとくたにありたきよみずさつまや

故二商業二漫事スルモノ さつま﹇薩摩﹈︹地名︺4

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二519國

サツマイモ

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

転倒ニチハ薩摩芋トイヒ︑

ハ唐芋トイフ︒

リウキウ
占薩摩ニチハ琉球 干トイヒ︑琉球ニテ

︵略V︑支那ヨリ琉球︑琉球

ヨリ薩摩書眉バリ︑遂二全國ニヒロ

十311図

ガリシナリ︒

一種の草の實を食用とす 十322図 ︵略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

雑草

十306図

き

十二914図 ﹁其の母によりて其の子
を察せよ︒﹂といへるが如く︑︵略﹀︒

十一901図

ざっそう﹇雑草﹈︵名︶1

受くべからず︒

を察し︑成し得べからざるものは引

中程の枝の上に烏が二羽二つ 十二∬87図 ︵略﹀︑舐め能く事の成否

から︑四五十戸も焼けただらう︒

十284
て︑さっきから少しも動かない︒

七82図圏 コノ度ノ合戦サダメテナ さっこう﹇作興︼︵名︶1 作興
ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

又産業組合を設け︑慈善

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑︵略V︒

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十一一蛎1図

るを以て︑︵略﹀︑周園の葎草を食切

ヲ見テスベシ︒

して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

この釜はお前の物にちがひ

キ

薩摩薩摩

諸子ハ数多アル我が軍艦

ア キ

サツマイモ

スハウ

サツ

薩摩芋

甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異

さて﹇扱︼︵副︶1

さて

リウキウ
摩ニチハ琉球芋トイヒ︑︵略﹀︒

ナリ︒三才ニチハ薩摩芋トイヒ︑薩

十305図

さつまいも﹇薩摩芋︼︵名︶1

サツマイモ

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

ア

藝・薩摩・鹿島・香取等是ナリ︒
サツマ
十ニー55 帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

十一322口凶 戦艦ハ︵略V︒︵略﹀︒安

等アリ︒

摩・石見・肥前・相模・周防・丹後

サガミ

名ヅケラレタルモノニハ︑安藝・薩

マ イハミ

ノ名ヲ知レルナルベシ︒君名ヲ以テ

十一2910図

さつま︻薩摩一︵名︶3

あり︑︵略﹀︒

さつま

七424囹 さだめて皆様は御じまんの

十一一865図薩摩の士に喜劔といふ人

五263園

さっそく﹇早速一︵副︶2

見事な桃をたくさんおお

あるまい︒さっそく持ってかへれ︒﹂

七685国

くり下さいまして︑有りがたう存じ
ます︒さっそくいた買きましたが︑
さっぱりする

サツマ

りて︑ひたすら此の草の成長を保護

入管呼時は︵略﹀︑多少

し︑︵略﹀︒

心の作興に忌むるが如きは︑皆公共
帽心の獲動にして︑︵略﹀︒

十599國團

不自由を感じ候へども︑昨今は友人
も出來︑螢内の生活にもなれ︑日々

さっそく

馬に乗ってお集りのことでございま
せう︒

いくさに出でし事なれば︑定めて不

九212國團囹 ﹃一人の子が國家の爲 さっこん﹇昨今︼︵名︶1 昨今
自由なる事もあらん︒
同断士は︵略﹀︑學理に

佳しく暮し居り候︒

十909國團

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ

さっしn▽おんさっし

︵略﹀︒

さっぱり・する︵サ変︶1
余ーシ呼

察

十177図ある雪の朝︑皇后は︵略﹀︒

又着物はそまつながら︑さ
いてるました︒

ざつぶつ︻雑物︼︵名︶2

ホグシ︑土砂其ノ他ノ難物ヲ去り︑

十一843図先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

雑物

つばりしたものを着て︑歯もよく磨

十371園

天皇のこ＼に行幸ありし
より三年︑北方の天を望みて崩御あ

十一41図

し奉りしなり︒

しを︑清少納言は直ちに其の意を察

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

︵略V︒是白鼠天の詩に︑﹁︵略﹀︒﹂と

像ーリ・ーレ︾

ば︑其の講話は定めて有盆なる事と

︵略﹀に 中 型 寺 湖 あ り ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

し奉る

さっしたてまつ・る﹇察奉﹈︵四︶2
さだめる

鬼芝︒

さだ・める︻定一︵下一︶1
角一語︾号みさだめる

一矢いはなしました︒
さちのうみ

をさだめ︑弓を引きしぼって︑

四822 よ一は︵略﹀︑よくねらひ
ひようと

九9510國

さちのうみ﹇幸湖︼︹地名︺1 幸心
天皇陛下かつてこ＼に行幸あり︑其

さとしたまう
さて

478

さて

セて

かといふ︒

れじと︑

︵略V︑そこより逃れ出でた

ならず︑ さては此のま﹂にては過さ

之を聞けるアリの驚は一方
九4710國

さては︵感︶2 さては

昔トルコの或大回がアラビ
り︒

に太鼓の音がかすかに聞える︒︵略V︒

十一561しばらくすると︑谷底の方
ピエールが打ついつもの太鼓に違な

さても︵副︶1

さても

い︒さては生きてみるのか︒

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑

八83國圃

既二鐵無二瀟ツレバ︑コ

る段になって︑大畑は今少しまけぬ

約束をした︒さていよく馬を受取

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

十一473

︵略﹀︒

てかりに印刷して︑讃合せて見て︑

十一4510図 熊王今はせん方なく︑其 りつけて︑相當の場所に入れる︒さ
しやうくわん

の刀にてもとどりを切放ち︑さて往

サテ

生院に入りて曾となり︑︵略﹀正寛
法師と名乗れり︒

さて﹇掬︼︵接︶12
﹁さておしま

七876囹 船長はかくいひ終へて︑一
段と聲をはり上げ て ︑

ひに一ついっておきたい事がありま

︵略﹀綜ノ形二面ヅカシム︒サテ最

レンゼウ

十一8510ロ凶

八522図 鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ
後二精紡二二移シテ︑︵略V︑更ニヨ

す︒

オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

里﹇▽ふるさと

管笛にさてもよき日や︒

秋の日の空すみわたり︑

ハズヲ定メタリ︒サテイヨ︿其ノ

菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ

六536図 塩バカラク︑砂糖ハアマシ︒

ニモノヲスルニモ砂糖ヲ用

ザルモノ少シ︒

六538図

六543図

塩ト砂糖ト広物ノ味ヲ附ク

フルコトアリ︒

ルニ大切ナルモノニシテ︑︵略﹀︒

六543図

砂糖ハ種々ノモノヨリトレ

本島産物の重なるもの

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

六547図

シ︒

は︑御承知の五二・米・茶・砂糖等

しやうなう

十一379圓国

にて︑︵略﹀︒

ツクレルモノ多シ︒

六548図砂糖ハ︵略﹀︑砂糖キビヨリ

春が來た︑春が來た︑どこ さとうきび︻砂糖黍︼︵名︶1 砂糖キビ
に來た︒山に來た︑里に來た︑のに

五46園

さと﹇里︼︵名︶5

も來た︒

コレデ船ノ大量ノ形が出來

リヲカケ︑ツムニマキトラシム︒

ル︒︵略﹀︒サテソレカラ船室ヲ分ツ

十ニー49

タリ︑︵略﹀︑細カイ造作ヲシタリシ

スチブンソンは︵略﹀︑日夜

日トナレリ︒

其の事ばかり考へてるた︒さて幾度

九336

も幾度も造り直して︑終に其の目的

さ

ど

佐渡

里もな

ど

九月二日

佐藤眞一様

佐藤眞一

佐

村田

村田新太郎

さとしたま・う﹇諭給﹈︵四︶7 諭し給

さとし︵形︶うみみざとし

さとし︵名︶母おんさとし

藤眞一檬

七697国

名︺1

さとうしんいちさま﹇佐藤真一様﹈ ︹人

新太郎様

七679團九月一日

佐藤眞一

五51國花がさく︑花がさく︑どこ さとうしんいち﹇佐藤真二︹人名︺1

テ︑︵略﹀︒

にさく︒山にさく︑里にさく︑野に
もさく︒

鳥がなく︑鳥がなく︑どこ
でなく︒山で鳴く︑里で鳴く︑野で

勅諭は先づ︵略﹀由來を 五54園
詳に御諭しあり︑︵略V︒とのたまへ

鳥ナキ里ノカゥモリ︒

さ

鳴かぬ

︵略﹀︑つ窒いてかをる梅

ちて山を鋳る︒

さとう

さとう︻砂糖︼︵名︶6

砂糖うしおと

十二m10図

さて軍人の心得として次

を諭し給ひ︑︵略﹀︒

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二487國圃 古く知らるΣ佐渡・生 ふ 肉ーヒ・ーフ・1へ︾
かう
十二m3國 勅諭は先づ我が國の軍隊
野︑其の他無数の磯坑は 山をう方

さど︻佐渡︼︹地名︺1

し︒

が香に︑うぐひす

八353図圃

六432

も鳴く︒

條を諭し給へり︒

さてさて︵感︶一

保己一ハ笑ヒテ︑﹁サテ

︿︑目アキトイフモノハ不自由ナ

七249囹

サテ︿

り︒さて軍人の心得として次の五箇

十二m10図

・埼玉きて群馬︑海なき縣に著し︒

アリは︵略V︑隊商と共に 十一一492図團 養鷲業の盛大は 長野

を達することが出來た︒

九457図

出立したり︒さていよく沙漠に入
りしが︑木のかげ一つもなき砂原つ
穿きなれば︑︵略﹀︒

九672 五風十雨といって︑五日毎の
風︑十日毎の雨は太平無事の世の有
標である︒さて此の雨風も四季の時
︵略﹀︑筆をとる前には十分に

候につれて︑それぐにちがふ︒
十188

多ければ︑紋の敷々かぎりなし︒

はたかの羽・つるの丸︑家の氏の名

ゑ︑︵略﹀︑上り下りの藤の紋︑さて

さが

二つどもゑに三つども

さては

モノダ︒﹂トイヒタリトゾ︒

さては︵接︶1

其の考を練らなければならぬ︒さて
書きはじめてからも︑消したり加へ

七457図圓
あが

たりして︑︵略V︑幾度書直すかも知
れない︒

活版所では︑︵略﹀︑活字を拾

つて並べる︒︵略﹀︑爲眞は銅版に彫

十199
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さびしさ
さとす

諸君我を苦しめんとし

て︑︵略﹀却って自ら苦しむにいたれ

八721図園
り︒︵略﹀︒諸君は今にして諸君の誤

の五箇條を諭し給 へ り ︒

十二皿8図 禮儀を守る心得を溶ける

サナガラ

さなぎ

されば話語は義仲の爲に

場に出でん時は髪を染めんと思ふな
り︒

十552図囹
は七箇日の養父︒

︵略﹀︒

床柱

なげきて語る︑
空なつかしや︒﹂

身も
君︑床柱︒あはれ我︑︵略﹀
休む間なし︒﹂

サバ

すべて沙漠の旅行は︑以前

に通りし酪駝の足跡を目あてに行く

九466図

なり︒

角ーキ︾

鵜匠は一人にて十二羽の

さば・︿︻捌︼︵四︶1 さばく

鵜を使ひ︑十二條の細なはを片手に

十一807國

握り︑︵略﹀︑たくみにさばきてもつ

れしめず︒

さび︻園圃︵名︶2 サビ

時々青イ物ヲ出シマセウ︒ソレガヤ

六292圏盤面人二六ハレテヰテモ︑

ハリサビデス︒

シカモソノサビ深大ソウド

クナモノデス︒﹂

六293囹

いつしか木々もうらが

昔ノ關所ハ僅カニ其ノアト

さ

此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

ビシキ村落ナリシガ︑︵略V︒

十632図

ナレリ︒

ヲ止ムルノミ︒市街ハ甚ダサビシク

九397図

︵略﹀︒

れて︑さびしきにはのさざん花や︑

八377図圃

角ーシキ・ーシク彰

魚類ニハイワシ・アヂ︒サバ さび・し﹇寂﹈︵形︶3 サビシ さびし

さはあれ﹇然︼︵接︶1

一には︑軍人は武勇を尚

さばき弓なわさばき

小勇との匠別あり︒

ぶべし︒さはあれ︑勇氣には大勇と

十二囎9國

さはあれ

表面二近イ所ヲオヨグモノガアリ︑

・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑水ノ

七702

︵略﹀︒

四38一 アル日タヒ ヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑

さば︻鯖︼︵名︶2

片時も

輕き

﹁さはいへどうらやましきえ

﹁︵略﹀︑故里の

十133後高園

廉頗之を聞きて︑深く其さは﹇然︼︵副︶1 さは

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ

十二396図

れるをさとりしならん︒
︵略 ﹀ ︑ 小 さ き 信 義 を 立 て

と諭し給ふ︒

十二鵬10図

の非をさとり︑相如の門に至りて罪

ふ み まよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

オキナハ

さ

ならぶすげがさ涼しいこゑ

さなへ

を謝し︑︵略﹀︒

ながら

九566図

吹く塩風に黒みたる

さなぎ︻蜻﹈︵名︶3

はだは赤銅さながらに︒

十一235図圃

ハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマルトキ

︵略﹀︑裏面ハ枯葉二似タルが故二︑

沖縄二等スル木ノ葉蝶ハ︑

さながら﹇宛﹈︵副︶2

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒

七103圃

さなえ﹇早苗﹈︵名︶1

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る
︵略﹀忠節・禮儀・武勇・

べからずと諭し給 ふ ︒

十二田9図

信義・質素の五箇條を特に軍人の精
神 と 諭 し 給 へ る 上に︑︵略V︒

十二価3図 此の五箇條を行ふも︑結
ふくよう

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

返すぐも服膚すべき大御言ならず
や︒

十二m4図 されば陛下も﹁此の五箇

飛ーシ・

りん
條は天地の公道︑人倫の常経なり︒

サトス

︵略﹀︒﹂と諭し給へるなり︒

さ と ・ す ︻ 諭 一 ︵ 四 ︶2

繭の中の鷲はさなぎとなる︒

七327

ース煙

翼が繭を作ってから二十日あ
まりたつと︑さなぎが蝶のやうな形

七15図 ︵略V︑正成ハ道ニテサトス 七328
ヤウ︑﹁︵略V︒ナンヂハ年スデニ十

になって︑繭を破って出て來る︒

サビシサ

昔ヲ知レル人︑若シ善道ノ

又忽ち落葉散敷く秋のさびしさに沈

十二839 攣化極りない妙音は︑︵略﹀︑

ヲクラベ見バ︑︵略︸︒

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

九407國

びしさ

さびしさ︻寂﹈︵名︶2

ナノーヤガラ爆布は左右二 さびしいnVものさびしい

は百鯨丈︑︵略﹀︒

なれば︑︵略V︒

が︑木のかげ一つもなき砂原つ玄き

さていよく沙漠に入りし

さばく﹇砂漠︼︵名︶2

ばく

沙漠n▽だいさ

つに分れ︑左湯は幅三百飴丈︑右曝

十一779図

蛾が出ると︑綜が取れないか さばく︻恥曝︼︵名︶1 左脚
をころしておいて︑︵略V︒

さなだn▽ばっかんさなだ

さねもり﹇実盛︼︹人名︺3

實盛日頃申し候に︑﹃戦

﹁あな︑むざんや︑實盛 九457図

昌盛号さ

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ

七333

歳ヲコエタリ︒ヨク父ノ言フコトヲ
聞分ケヨ︒

十一醜9図 髪上深ク孔明ヲ信頼シ︑
一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑關羽・張
﹁我 ノ 孔 明 ア ル ハ ア タ カ

飛等ノ諸將之ヲヨロコバズ︒備サト
シテ日ク︑

いとうさねもり

十535図囹

にて候︒﹂

十531図圏

︽ーリ彫

モ魚ノ水アルガ如シ︒願バクハ再ビ

さとる

ィ フ コ ト ナ カ レ ︒﹂ト︒

さ と ・ る ﹇ 悟 ︼ ︵ 四 ︶2

さとりn▽おんさとり

さまざま
さびる

480

ませる︒

さ・びる﹇錆﹈︵上一︶2

サビル

︽一

六283囹 ﹁ソレデモ回訓ヂキニサビ

ビ・ービル︾

﹁私タチノサビルノハ皆人

テ︑赤クナルデハ ア リ マ セ ン カ ︒ ﹂

六286園
ガ 使 ハ ナ イ カ ラ デス︒﹂

三郎ハシンパイシテ︑ヒマ

カラ風ヲヒイテネテヰマス︒
四671

サヘアレバ︑母ノソバへ來テ︑
︵略V︒

・ナリ︒

耕作に水牛を使用する

べるも亦檬攣れり︒

︵略V︑今度はひぢを張り︑

葦戸機ヨリ出ヅル綿花ハ

眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ

十﹁854図

の臥円したる檬をなせり︒

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴

十一7310︹図

かくべきやうもなし︒

正儀の檬を見ては︑刀のつかに手を

十一452図 ︵略﹀︑少しも疑ふ心なき

檬も珍しく︑︵略﹀︒

幸に私方は左程の損害も 十﹁384國團

無く︑家族一同無事に御座字間︑御

九722團團
安心下され度候︒

三郎はいつもにこくしてさま﹇様︼︵名︶7 さま 様うあなた
さま・あにがみさまがた・あにさまが

八104団
ゐますから︑爲眞でも笑って篇って

ま・おいしゃさま・おかあさま・おか

た・ありさま・うちやまいおきちさ
三郎

ゐます︒

さん

さぶろうさん﹇三郎﹈︹人名︺2

うえさま・おばさま・おはなさま︒お

四323 三郎﹁知ってゐますとも︒

さぶろう︻三郎﹈︹話し手名︺7 三郎

げさま・おかだけいぞうさま・おきや

ひなさま・おひめさま・おやくにんさ

その時あねのおはる くさま・おださま・おちよさま・おば

三郎﹁同じです︒﹂

は︑﹁三郎さんはまだそれを

四317圓

四332

知らなかったのですか︒

進ム檬︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

三郎﹁豆です︒﹂

ガ如シ︒

サマぐさまざまさまぐ墜

さまざま﹇様様︼︵名︶16 サマザマ

号はなのさまざま

ま・かみさま・かみさまがた・かみな

三683

︵略﹀︑わるい神さまがさまざ

まのわるいことをはじめました︒

五21

シテ見セマシタ︒

ヲシタリ︑サマザマノアソビヲ

︵略﹀︑イロイロナゴチソウ

じいさま・すずきあいきちさま・だい
ぶつさま・だいりさま・たかはしちゆ

ま・さかさま・さとうしんいちさま・

りさま・ごうごうさま・こしゅじんさ

ま・おんありさま・かとうぜんさくさ

四344三郎﹁あれも豆です︒﹂

三郎さんは實にかはいらし
ざぷんと

かへるは︵略︶︒︵略﹀︒思ひ

へとびこみます︒

だしたやうにざぷんと水の中

三483

ざぷんと︵副︶1

く測りました︒

八119團

四342

四681 三郎﹁オカアサン︑ソノオク

四348 三郎﹁それは知りません︒﹂

スリ中子ガウゴザイマスカ︒
ノマナイデ︑︵略﹀︒﹂

四691 三郎﹁ソンナニ少シヅツ
さぶろう﹇三郎︼︹人名︺8 三郎

ま・とくたろうさま・とのさま・なか

四227囹 大キイネエサンバセイ ほう﹇作法︼︵名︶2 作法
さ
ういちさま・ちぢうえさま・つつみと
ガ高イカラ︑高高ユビデス︒
十3510圏 ︵略﹀︑何を聞いても︑一々 みじさま・てんしさま・てんじんさ
ばやしさくのすけさま・にきちさま・

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ

五352 ︵略V︑羽ノ色ニモ︑白イノヤ︑

はいひません︒はきくしてるて︑

はちまんさま・ひなさままつり・ふじ

明白に答へて︑しかもよけいなこと
禮儀・作法をわきまへてみることも︑

︵略V︒ソレカラ私情人サシユビ

三郎のうちでは夕はん

むらこうぞうさま・ほとけさま・みな
等につきては︑主婦たる人の責任最

とやさま

おみやげもおみやげ話も檬

々あるから︑たのしみにして待って

六411團

ノヤサマぐアリマスガ︑︵略﹀︒

それですっかり分りました︒

デ︑三郎ハ小ユビデス︒﹂

四298
が質すんで︑︵略 ﹀ ︒

も重し︒

自韓車の雨輪が前後に並

海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外色

々ノ動物が居り︑サマぐノ植物モ

七701

を着けたるなり︒

塗物に黄・赤・黒・青など

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

七358図

おいで︒

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道
︵略﹀︑タコヤイカノアシヲソ
十一254︹図

ロヘテオヨグ野心マコトニ面白イ︒

七716

を走り行くさま︑まことにいさまし︒

八九頭の犬いきほひよく数

四306 母が父に﹁︵略﹀︒﹂とい 十二914図 ︵略V︑子供の行儀・作法 さま・むらたしんたろうさま・やまも

ひますと︑三郎はそれをきい
て︑︵略﹀︒

左程

七632図
サ程

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

キハ︑今更二重ノ便利ナルニ驚カル

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト

レタレバ︑サ程ニハ思ハザレドモ︑

八386國

父は三郎のあたまをなさほど︻然程一︵副︶2

で な が ら ︑ ﹁ ︵ 略﹀︒﹂といひました︒

四354

﹁三郎はこんやは大そ

三郎ノ母ハ四五日マへ

うもの知りになったね︒﹂

四355圏

四668

481
さめる

さます

アル︒

七756 海草ノ直情優々デアル︒
七778 ︵略V︑檬々ノ魚ヤケモノが浮
イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル
ノハ︑︵略﹀︒

八754図 タ寸猫ノ毛色ニハ黒・白・

さみだれ

さみだれ﹇五月雨︼︵名︶1 五月雨
さみだ
梅の實の熟する頃降轟く五月

れ

るから︒

罷む

余一

︵略﹀︑夏は山海皆緑にし

花に宿れる蝶は今眠さめ

さ・む︻覚︼︵下二︶2

たり︒

九107図圏

寒い

四268
︵略﹀︒

十一期3

九703

さむい
角ーイ・ーカッ・ーク斬

さむい北かぜがふいて︑

家の構造は主として寒さを

思はず首をち買めることもある︒

防ぐ様に出面てるる︒

十一斯4

飛ーカラ・ーキ・ーシ︾

さむ・し﹇全一︵形︶6 寒シ 寒し

又寒き國にては︑犬をして

六76図秋ハスぐシク︑冬ハ寒シ︒

そりを引かしむ︒

七628図

八378図圃 ︵略﹀︑北風寒きやぶかげ

我が日本の國の大部分は︑

に︑びはの花咲く年の暮︒

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

八831図

男子も女子も寒き時は犬の

く暑からず︑︵略﹀︒

十806図

︵略V露西亜及びシベリ

皮などにて造れる羽織の如きものを

用ひ︑︵略﹀︒

く者なし︒

士

士かと見れば︑錦のひた

Σれ着けたり︒大盃かと思へば︑績

十518図囹

さむらい﹇侍﹈︵名︶1

する地鼠の一種なり︒

やの寒き平地に住せるレミングと稽

﹁︵略V︑かうさむくなつ 十二688図
又サムイ時ニハ賃量アタリマ
北風が一日ふき通して寒かつ
山おろしの風は身にしみて寒

さめ﹇雨﹈号はるさめ・むらさめ

さめざめ︵副︶・さめぐ

︵略V︑吹く風は身を切るやさめ︻鮫︼号わにざめ

寒イ時ハ特二膿温ヲ維持ス 十555図 義仲之を見て︑﹁︵略﹀︒さ

れば實盛は義仲の爲には七箇日の養

父︒︵略﹀厚恩いかでか忘るべき︒﹂

と︑さめぐと泣きたれば︑︵略V︒

朝鮮は夏も暑いが︑冬は又

さ・める﹇覚﹈︵下一︶2 さめる 禽一

︵略V︑身を切るやうな寒さに メ・ーメル彰

さむさ﹇寒﹈︵名︶2

案外に寒い︒

寒さ

ル必要ガアルカラ︑︵略﹀︒

十一654

うに寒かった︒

十一549

い︒

十2710

た︒

六374

ス︒

五563

ては︑しかたがありますまい︒

四277園

サムイ

て目僻むるばかりあざやかなり︒

十﹇189図

さむ

る︑それはちやうど田植の時節であ

雨は︑農家に取っては大切な雨であ

︵略V︑私ども 九682

足音を聞けば︑た買ちに目をさます︒

祖父標は

の目をさまし候頃には︑はや朝顔の

九435國團

其の夜アリふと目をさまし

はちをならべて︑︵略V︒

九474図

さまたぐ

波風にまじりて聞ゆる悲鳴 ムル・iメ彰

て︑人々のかたるを聞けば︑︵略﹀︒

十6810図
の聲に目をさまし︑︵略﹀︒

肉ーグル・ーゲ彰

十﹇703図

余ーセ辮

寒イ

さまたげざる時間を選び︑︵略V︒
さむ﹇槌﹈弓あおざむ
り す
︵略V栗鼠の大群︵略V︑
さむ・い︻寒︼︵形︶8

︵略﹀︑旅館にて夜晩く高

國力我に劣れる國民を見
て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

十二皿4図

るが如きは︑︵略V︒

聲を令して︑他人の安眠をさまたぐ

十二993図

と能はざりきといふ︒

當るもの一として之をさまたぐるこ

山あれば越え︑河あれば泳ぎ︑道に

十二6610図

人を訪問する時は業務を

さまた・ぐ﹇妨﹈︵下ご︶4

地球上に住む人類は総数十

三毛ナド種々アレ ド ︑ 虎 ハ 一 様 ナ リ ︒
八835局覇凶

講演ありて︑其の人種はさまぐな
り︒

︵略﹀︑所攣れば檬々に

ルト︑︵略﹀︒其 ノ 形 モ マ タ 軽 々 デ ア

九85 多クノ花ヲ取ツテシラベテ見
ル︒

九517図國
︵略 ﹀ ︑ 陸 に 車 ︑ 水 に 船 ︑

憂るよそほひ面白 や ︒
十一248図

忠元あはれみて︑己が家

其の種類も多く︑其の形状も歳々な
り︒

十一438︹図

に連婦り︑中々に勢りて︑かくと正
儀 に 告 ぐ る に ︑ ︵ 略V︒

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば
ざるが如きは︑︵略﹀︑國交を傷つけ︑

︵ 略﹀︑行きてうか望へば︑

障子に身を寄せて︑檬々に姿を攣へ

十一7210図

す

十一731図

︵略﹀︑行きてうか貸へば︑

さまたげ・す︻妨︼︵サ変︶1

多し︒

随って國力の獲展をさまたぐること

さ

さまたげ

つ＼寝起する様な り ︒

十二481図圃 四方の海の底廣く︑魚

サマス

介さまぐ海草の無限の富を無し
たり︒

さま・す﹇覚︼︵四・五︶5

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ

︽ーシ・ース︾

ます

つ㌧寝起する様なり︒さまたげせん
量れり︒

も心なしと思ひて︑其のま＼寝間に

ニー3 ワタクシハ マイアサハヤ
クメヲサマシマス︒
七621國 犬は︵略V︑眠れる時も人の

さらに
さも

482

六26松・杉・ひのきなどが一面に

﹁成程 こ れ で は い け な い ︒ ﹂

はえてみるのは目がさめるやうな心
持がする︒

八273園
と︑︵略﹀︒︵略﹀︒︵略V︑夜も書もよ

げで目がさめた︒御恩は一生忘れな

く働きました︒︿略V︒農夫は﹁おか

い︒﹂といって︑︵略V︒

さも﹇然︼︵副︶2 さも
︵略﹀︑馬はさもうれしさう

なる左右ご列の緑樹は枝を交へて︑
雅麗比なし︒

さゆうじょうげ︻左右上下﹈︵名︶1
左右上下

る︒

五204

さら

皿うおさら

おはなは戸だなの中から一ば

さら﹇皿﹈︵名︶5

茶わん・土びん・皿・はち
我らのつねに用ふる茶わん

・皿・はちの類は︑このすやきにう

七352図

などはやき物にして︑︵略V︒

七346図

さらの中へ入れて︑︵略﹀︒

さらす﹇曝︼ うふきさらす

敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲

セテ來タ︒

九154図

幸にも直に沈んでしまった︒フルト

九318 ︵略﹀最初の船は︑︵略﹀︑不

︵略﹀︒

橋市ノ西ヲ過グ︒︵略﹀︒更＝東南ニ
ムサシ
流レテ︑上野・武藏ノ素望ヲ過ギ︑

是ヨリ南流シテ︵略V︑前

更一一新手ヲ加ヘテ︑フタ・ビ攻メヨ

アラテ

ヲウチカケタ︒︵略﹀︒之ヲ見タ敵ハ

八873

さらに﹇更一︵副︶26 更二 更に

ん大きなさらを持って來ました︒
カウ
此ノ銅山ニハ数箇ノ大坑道 五216 母は ︵略V︑切ったさしみを

アリ︒其ノ左右上下更二無激ノ坑道

十6110図
アリ︑︵略V︒

左右す

市町村長・議員等を選畢

さゆう・す︻左右﹈︵サ変︶1
︽iセ︾

十二鵬9図

はぐすりをかけて︑ふた＼び焼きた

十一511
するには

︵略﹀︒まして威力を以て

に︑口でおもちゃをさ﹂げて︑其の

ンは之に驚かず︑更に新しい機關を

イギリスに註文して︑又一つの船を

マヅ入園ヲハイルト︑右ノ方

昔ヲ知レル人︑︵略﹀ヲク

噴火一タン止ミテ後︑其ノ

タトヘバコ・二漁夫アリ

リトセヨ︒其ノ農夫若シ魚ヲ望マズ

テ︑︵略﹀︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタ

九884図

リ︒

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

九418図

ヲ知ラズヤ︒

攣ハ更二是ヨリモ甚ダシキモノアル

キニ驚クナラン︒然レドモ自然ノ韓

ラベ見バ︑世ノ韓攣ノ如何二丁ダシ

九409図

造った︒

︽一C

ニハ皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ

さらふ

費ル店ガアリ︑︵略﹀︒

七364

るものなり︒

如きは︑︵略﹀︒

さよう﹇左様︼︵形状︶2

うなおさら

さらい母おさらい

﹁︵略﹀︒これまで貧しい暮 さら﹇更︼

しをしてみるのに︑こんな大金を持

さら・う﹇擾︼︵四︶1

七418囹

さやう墓標

段を用ひ︑又は之に左右せらる﹂が

強制し︑私利を以て勘誘する等の手

︿略﹀︑﹁水難にみなぎれ
すぼき

子供をあやしてみ た ︒
十二286図囹

り︒流をさかのぼる鮭の縄にふる＼
な ら ん ︒ ﹂ と い へ ば︑﹁さもあらん︒﹂
とて止む︒

つてみるなら︑なぜあると一言いは

さゆう︻左右︼︵名︶8 左右n▽ぜんご
さゆう

︵略﹀岩の上に乗上げたる
帆前船あり︒船艦二つにくだけて︑

十685図

一半ははや大波にさらはれたり︒

我等一同申し合せて︑今 さら・す︻晒﹈︵四・五︶4 さらす 角一

父の渡してくれ

なかった︒﹂﹁さやうでございます︒

八702石園

た金でございます︒

このお金は︵略﹀︑

八47図 廣き道の左右に梅・松・櫻
などを植ゑたり︒

︵略﹀︑左右ノ手ハ肩ヨリ分

サ・ーシ︒ース・一意斬

レ︑︵略V︒

十756図

日より働くことを止むぺければ︑左

カスガ

十759図 胸ノ左右ニハ肺アリ︒

六3エ

︵略V︑垣の上には多くの頭

布をさらせるが如し︒

十一775図美しき瀧にして︑眞に白

べし︒﹂

戦場にさらすとも︑名を子孫に傳ふ

十一147至難

乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズ

九954図 ︵略V︑拝殿の後に本殿あり︑

ラズ︒

バ︑更二丙丁ノ農夫二二ゼザルベカ

九886図

バ︑更二乙ノ農夫ノ所二行カザルベ
骨︑風雨にさらされて継れり︒
︵略V︑たとひかばねを ．カラズ︒

十822國

うなたきや谷川があって︑︵略﹀︒

所々に白いぬのをさらしたや
憂心得られたし︒﹂

作用母こきゆ
物事ヲ当分クルモ︑善悪ヲ

外に同化作用といって︑

モ皆拶ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十7610図

うさよう・どうかさよう

さよう﹇作用﹈︵名︶2

十959図 ︵略V春日神社二到ル︒大
ロウ
小 ノ 燈 籠 左 右 二 多 ク︑︵略﹀︒

多し︒

十一17図 ︵略V坂路の左右すでに櫻
十﹇779図 ナイヤガラ爆布は左右二
つに分れ︑︵略﹀︒
ロクコツ

素を養分にして酸素を放つ作用があ

盛に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭

十ニー39 ︵略V︑此ノ脊骨ノ左右カラ 十一一221
肋 骨 ヲ 出 シ テ ︑ ︵ 略V︒

十二614図 ︵略﹀︑人道と車道との間

483
さる

さらば

いつれも善霊し︑ 品 書 せ り ︒ ︵ 略 V ︒

移シ︑︵略﹀︑次第ニヨリヲカケテ縣
り︒

れられて︑更に明日の活動を思ふな
さらば

ノ形二近ヅカシム︒サテ最後二精紡

サラバ

機二移シテ︑︵略﹀︑更ニヨリヲカケ︑

セらば

さらば﹇然︼︵接︶1一

天然の美は更に人工の美よりも勝れ
ツムニマキトラシムσ

たり︒

十4510図 直線を︵略V並ぶる時は︑

︵略V︑村長は﹁︵略Vと

の校長の意見によりて豫算を編成し

七並以2図

たるなり︒﹂と説明したれば︑さら

﹁明日城門に行きて︑

ばとて原案のま﹂に決議せり︒

﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹄と
︵略V︑破レタル所

﹁︵略V︒人手ヲカルニモ 十二297図園

及バズ︒﹂トテ︑

︵略V︑買手にはかに増す 八175図園

告げよ︒さらば我必ず重く汝を賞せ

十一937図
ときは︑︵略﹀︑靴屋の利盆非常に多

コトぐク張りカへ給へ︒

ヲ一間ヅツ張レリ︒︵略V︑﹁サラバ

美 し き 模 様 を 生 ず︒︵略﹀︒︵略V︑曲

線を用ふれば︑更に美しき模様を得
かるべし︒か﹂る時は靴屋は更に多

らば誰か然るべき︒﹂といふ︒

さらば

セらば

にあらず︒﹂とて之を否む︒秀忠﹁さ

十二378図囹高上﹁年老いて其の任

ん︒﹂

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ
コナタへ︒﹂トイフ︒サラバト
テ入ラントスルニ︑︵略V︒

ザ︑

八302図

べし︒

村上議員も全村一致して

之を選空し︑互に競孚するが如きこ

十一田6図

造すべく︑︵略﹀︒

カウ
十6110図 此ノ銅山ニハ数箇ノ大坑道
アリ︒其ノ左右上下更二無数ノ坑道
アリ︑︵略V︒

十758図 骨ハ筋肉二審マレ︑皮膚更

らば︒

十一6010図圃

セらばセらば︑父母き

曽らばきらば︑父母セ

きらばセらば︑父母セ

ろユ︑別れて行くや右左︒

十414國圃 ﹃さらば﹄と︑握手ねんご

﹁︵略﹀︑此の地に︵略V大 さらば﹇然﹈︵感︶8

蛇あり︑毎年來りて︑我が娘を取食

九34図園

十二3110図囹 ﹁二子の君の爲に戦死

ひ︑︵略﹀︒︵略﹀︒﹂と答ふ︒尊︑﹁さ

と更になし︒

十一43図 陵に至る路のあたり櫻樹

せるは家門の暑なり︒尚三子あれば

画素ノ上ヲオホフ ︒

多し︒之を申の千本といふ︒本道を

らば我汝等のために其の大蛇を退治

らば︒

十二捌10図圃 師の君きらば︑健かユ︒

野島らば︑妹きらば︒

響きらば︑妹曽らば︒

十一6010図圃

らば︒

︵略V︑心ある者どもいつ 十一6010図圃

十一429黒質

めば︑力及ばず︑﹁さらば是にて本

意を遂げよ︒﹂とて︑︵略V︒﹂

きらば行くか︑やよ待

サルトカニ

さる﹇猿一︵名︶5

﹇10一

六423

サルニハ手ノハタラキヲスル

サルモ木カラオチル︒

ンヤラヤ︒

モノ︑︵略﹀︒サルガアトオスエ

一391圃クルマニ

ツンダタカラ

︵略Vと︑しきりに望 十二捌1踏肥 我が友ぎらば︑健かユ︒
さる
サル 猿

の杉坂に待ち奉らんとて︑︵略V︒

十﹇153図
︵略V山陰道へか﹂りて 十一611図圃
みまさか
十﹇611図圃
遷幸をなし奉るといふ︒さらば美作

︵略V︒

と播磨との境なる舟坂山にかくれ︑

はりま

れも此の議に同ず︒さらばとて備前

十一148図

せん︒﹂とて︑︵略﹀︒

更に遊士を量るべし︒﹂

家畜の飼養に至りては︑

こと︑實に今日の急務なり︒

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

更に之を盛にし︑︵略﹀等を供給せん

十二465図

更に南へ進めば︑︵略V竹林院あり︒

豊野に現れ︑水路きはまるが如くに

十﹁184図 一島未だ去らざるに︑一
して︑また忽ち開 く ︒

十二698図

は先頭に進める一部に過ぎず︑列後

十一306國 又︵略︶等ハ名勝ノ地ヲ
以テ名ヅケタルモ ノ ニ シ テ ︑ ︵ 略 ﹀ ハ

に在るものは更に一物をも食ふこと

クチク

何レモ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ

や＼あって紳士はしばらく

十﹇598図圏

て︑我み子︒老いたる母の願は一つ︒

出でて遊び給へ︒︵略﹀︒﹂といへば︑

モノが四本アリマス︒シカシ人ノヤ

七28一
か書きて参らすべし︒﹂とて︑︵略﹀︒

書工﹁︵略V︒さらば年來の謝恩に何

良雄一笑して更に耳を傾 十一726図園 ︵略﹀︑何虞へなりとも
︵略V︑むつまじく打揃う
て夕の膳に向ふ時︑一日の重苦は忘

ぜん

十二919図

けず︒

十二868図

に骨太利の國歌を弾始めた︒

弾く手を止めると︑︵略﹀︒紳士は更

十一一848

九月六日更に西へ向って航行せり︒

に︑︵略﹀カナリヤ島に着し︑︵略﹀︑

パロスを出帆して七日目

能はず︑︵略V︒

瀧⁝の後より山路を上るこ
一條の谷川あり︑︵略V︒

十二778図

名ナリ︒駆逐艦ノ名コソ更二優美ナ
レ︒

十一771國
と四町鯨︑

レンゼウ
︵略﹀︑コレラ宮守機ト稻

更に川に沿ひて上れば︑第二の瀧あ
り︒

十﹁858図

スル機械ニカケテ︑或ハ合シ︑或ハ
延シ︑又更＝他ノ機械二移シ︑イヨ
︵略﹀︑又更山留ノ機械二

イヨ延シテ︑イヨ ︿ 細 ク シ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

十一861國

されば
さる
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ウニ色々ナ物ヲコシラヘルコト口出
來マセン︒コレハチヱが少イカラデ
ス︒

十二679図 南亜米利加の森林にオレ
さる
ンジの熟する季節には︑数多の猿遠

さる

去ル

去る

く数百里の地より集り來りて之を食
ひ︑︵略﹀︒

さ・る﹇去﹈︵四︶1 3
飛 ー ラ ・ ー リ ・ ール・ーレ彰ういでさる

・こぎさる・たちさる・とりさる・の
がれさる・はこびさる

ス︒

五211

︵略﹀︑おはなはざるの中のた
︵略V︑出営ニハ︵略V︑ヲケ・

けのこをなべの申へ入れました︒
七384

タラヒ・ザルナドヲ實ル荒物屋ガア

サルサハ

カイクワ

﹁杉野甘々︒﹂中佐ノスル

炭・薪・材木等の森林より

はたけき獣も恐れたり︒されども又

いつくしみ深き人にて︑笑ふ時は子

供もなつき親しみたりといふ︒

犬は耳ざとき動物にして︑

されば︻然﹈︵接︶14 サレバ されば

ちに目をさます︒されば夜を守らし

眠れる時も人の足音を聞けば︑た雲

七621図

むるによろし︒

バ︵略﹀無用ノ入費ヲハブキテ︑︵略﹀

二上リ行ク帰営シキモノナリ︒サレ

九782図 ︵略﹀︑預ケタル金高ノ次第

されど森林のあたふる利盆は是のみ

主上は詩の心を御さとり
ぬ︒されど武士どもは其の意味を知

︵略﹀︑車馬街上に満⁝ち

して贋を生ずることあり︒
十二605図

て往來頗る困難なり︒されど十字街
頭に立てる巡査の一翠手の合点に︑

遠き慮なければ︑必ず近

︵略﹀︑少しも混雑を生ずることなし︒

十二716図

き憂あり︒されど鯨り小さき事にま

サレドモ さ

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦
しめて盆なし︒

されども﹇然﹈︵接︶2

る事の候︒

我が國︿略﹀︑よく人工の

︵略﹀民ノ常食ニスベキモ

の黒きは︒﹂樋口﹁されば思ひ出した

十534國圏︺ 木曾﹁如何に︑髪・ひげ

︑如ク悲シミタリトナリ︒

ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父母二別ル

サレバ平左衛門ノ死セシ時ハ︑中國

ノ餓死スルモノナキニ至レリ︒︵略﹀︒

ノヲト心ガケシガ︑︵略﹀︑素適一人

十327図

を絶たず︑︵略V︒

如くはなし︒されば一年中遊覧者跡

美と天然の美とを併せたるは日光に

九966図

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

ヲ定メテ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物ト

レノ國ニチモ︑︵略V︑或種類ノ物品

如何バカリナラン︒︵略﹀︒サレバ何

タルニ過ギザリキ︒︵略V︑其ノ不便

合二物ト物トヲ取換ヘテ有無相通ジ

九889図 ︵略﹀遠キ昔ニハ︑必要ノ場

貯ヘンコトヲ心ガクベシ︒
なかりき︒

十一915図

日光の如きは︑︵略V慣

らざりしかば︑思ひとがむることも

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

十一165國

には止らず︒

出つることは何人も知れる所なり︒

十88図

ユ︒サレド杉野ハ見アタラズ︒

ドキ聲ハ敵ノウチ出ス砲聲ノ中二聞

七911図

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ されど﹇然﹈︵接︶6 サレド されど

ホグシ︑土砂其ノ他ノ難物ヲ去り︑

十︸844図
ムシロ

︵略﹀ブラッシノ仕掛ア

︵略﹀莚綿トス︒

十︸851國

リテ︑置綿ヲ引延シナガラ細カキ雑
物ヲ去ル︒

賊之を聞きて︑城中兵尚

つばめ

又燕の春來りて秋去り︑

多からんと思ひ︑其の夜馬を解きて

十二314図
去れり︒
がん

十二675図

実話の春罷りて秋去り︑

雁の蒼黒りて春去るが如く︑︵略﹀︒
つばめ

雁の秋來りて春去るが如く︑︵略﹀︒

がん

十2210図 老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑ヒ 十二675図
テ去ル︒

よ

三298︵略Vザルカゴナド︑竹デ あることなし︒水の如きも二念り︒
されど水は大都會などにては︑時と
作ツタモノガタクサンアリマ

十233図 驚キテ目送スレバ︑ヤ︑ア ざる﹇筑︼︵名︶3 ザル ざる
リ テ 引 返 シ 來 リ ︑﹁︵略﹀︒﹂トイヒ捨
テテ去レリ︒

略図年ノ後︑我マタ汝ヲ見

い

ルベシ︒﹂トテ︑其ノ書ヲ與ヘテ去

十246口凶

レリ︒

ル︒

十735図 道後は四國の伊南にあり︒
︵略V︑帝都をさ る こ と 遠 け れ ど も ︑

猿澤ノ池

サルサハ

十942図

天皇ノ陵ヲ葬シ︑猿澤ノ池二至ル︒

停車場ヲ出デテ︑左二開化

さるさわのいけ︻猿沢池﹈︹地名︺一

古 代 よ り 世 に 著 れ︑︵略﹀︒

社ノーノ鳥居アリ ︒

十獅4図櫻井町ヲ南へ去レバ談山神
十︸184図 一島未だ去らざるに︑一
島更に現れ︑水路きはまるが如くに

れども

櫻が岡ヨリ見下等バ︑見ユ
ルカギリハ皆人家ナリ︒サレドモコ

七553図

︵略﹀︑怒る時

・ニテ見ユルハ東京ノ三分ノーニモ
田村麻呂は

ミ奉ルコトヲ得テ︑︵略V︑ヒソカニ
カン
時ノイタルヲ待テリ︒サル程一一三韓

九634國

足ラズトイフ︒

参内スルコトァリ︒

ノ使ミツギヲ奉ルニヨリテ︑入鹿ノ

して︑また忽ち開く︒
さるほどに﹇然程︼︵接︶一 サル程二
がら
十一689図 ︷略﹀︑街上に落ちたる硝 八517図 コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ
す
子の一片を去るも︑公衆の利盆なる
べし︒

用事終れば直ちに 去 る べ く ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

十一704図 人を訪問する時は︵略V︑

ここう
るそ︒されば朕は汝等を股肱と頼み︑

汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其の親は

畠山は ﹃ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹄ と て ︑
特に深かるべき︒

十551図圏

ひそかに我を此の齋藤別當のもとに

此の五箇條は即ち皆我等

十一213図團

我は海の子︑白浪試

さわぐいそべの松原に︑︵略﹀︒

二584

ハナサカヂヂイ

コレガスンデカラ

二十一

ニ

三 ノアソビ

⁝⁝⁝三

三目3

三目4

十﹇鵬3図蜀ノ軍︵略V國二極ラン
トス︒宴曲司馬仲達聞キテ之ヲ追フ︒

三 ノアソビ

四目4

三

三

⁝・⁝：三

四84

八目3

六75図 三 ケタ

四46図

ちょうさんじごろ

箪

三︑

︵

ヨ

三 3 皿・▽げん

がつ・ヨーロッパのさんだいと・よく

さんかんたい・てんしょうさんねんご

いさんだん・たいへいようだいにだい

かい・だいさんしゅ・だいさんず・だ

がいずさんごく・そのさん・だいさん

じょうさんじゃくこすん・さがみする

こうにねんさんがつ・こごさんじ・ご

さん門三﹈ ︵名︶13

三

山の上 の見はらし

三65

温泉のわき出つる虞はおほ

二

四目3

憂ーサ・

鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハントスルモ

サハス

蜀ノ軍少シモサワガズ︑旗ヲ反シ︑
ツヅミ

ノノ如シ︒

て︑軍人として始めて守るべき事に

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二m2図

預け︑別當は七日の間手もとに置き
て︑木曾へつかはしたり︒されば實
盛は義仲の爲には七箇日の養父︒

非ず︒されば陛下も﹁此の五箇條は

さわし号きざわし

十829図 あいぬの数︑︵略V︑近年次
第に減少して︑今は僅かに二萬人に
天地の公道︑人倫の常経なり︒︵略﹀︒﹂

りん

足らず︒されば北海道奮土人保護法

さわ・す︻酪︼︵五︶2

レマセン︒

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

四114今一本ノ木ハシブカキ

ース︾

と諭し給へるなり︒

さわ号とうのさわ
角ーイ︾

ある時上の方でさわがしいお

サハストアマクナツテ︑
タイソウゥマイカキデス︒

四115

さわやか

又冷水浴や海水浴は︵略﹀か

さわやか﹇爽﹈︵形状︶2

十724図

むね火山の附近に在りて︑四千の風
光麗しく︑神無自らさわやかなるを
覧ゆ︒

七108

障lVおんさわり 六75図

八604

八48図

︵略﹀︑機關の一部に故障があ

つたので︑すぐそれを直した︒其の

九929

九17図

後は何の障もなく︑百五十マイルを

九327

さわり︻障一︵名︶1

2

と稽する法律ありて︑︵略V︑厚く保
護の方法を講ぜり︒

五121

十一84図 ︵略﹀︑他群の蜂は甚だし さわがし・い︻騒︼︵形︶2 さわがしい
り來れば︑直ちに之をさし殺す︒さ

とがするから︑見上げると︑︵略V︑

く之を敵視し︑︵略V︑我が群中に入

人や馬や車・がたくさん通ってみるの

さ

らだを強くし︑心をさわやかにする︒

︵略V︑ほし物を取込むひまも 七653

・

れば氣候不順にして︑花のとぼしき
です︒

時は蜂合戦の起ること珍しからず︒

十一339図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二近

い︒

さわぎ﹇騒︼︵名︶1

︵略﹀︑熊吉に水を吐かせるや

サワグ

ら︑馨者を呼びに走るやら︑上を下

九858

さわぎ

ない夕立は︑さわがしい中に勇まし

九687

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒サレバ艦

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

︵略﹀︑近年作物の改良

艦輕ク︑小サク︑船脚ハ淺シ︒
十一皿5図

も出來︑又桑を植ゑ︑獄を養ふ者多

へのさわぎである︒

はなむしろ

さわ・ぐ﹇騒﹈︵四・五︶5

ばくかんさなだ

又套稗眞田を編み︑花錘を織ること

く︑難を飼はざる家なし︒︵略﹀︒池
ふな
には大抵鯉・鮒等を 養 ひ て ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

わぐ

角ーガ・ーギ・ーグ︾

行はれ︑︵略﹀︒されば全村頗るゆた

居合せた子どもは皆うろたへ

三十二時間で走った︒

だいさんか

︵

風 さん﹇三一︹課名︺11 孟母だいさん・

三キクノハナ

野べも山べも新緑の
に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

二目4

三キクノハナ

ハナサカヂヂイ⁝三

ばた︒

火事場でさわぐ人の聲がここ

二十一

八423

一一44

二目11

八362図圏

てさわぎました︒

六234

︵ 略 ﹀︑遂に危害を顧みず︑

かにして︑皆其の家業を重しめり︒
十二701國

す︒されば︵略V魚腹に葬らる︑も

向ふ塵何物をもは窒からずして突進
の︑野獣の爪牙にさかれて食はる﹂

までも聞える︒

コ

ヨ

もの︑其の数を知らず︒

十二m7図朕は汝等軍人の大元帥な

第三三
十十
参一一
宮月月
日三三
記日日

皿

倒 引ヨ 三

3

三

721図3

十十十十
11660222

485
さん
さわ

さんぐうにっきのいっせっ
さん

486

十二m6

三

さん︻山︼号あかぎさん・あそさん・あ
りさん・アルプさん・いちざん・かい
けいざんのたたかい・きいのくになち
さん・きんかざん︒さんざん・しざん
・しちめんざん・しらねさん・たいこ
さん・つくばさん・つるぎさん・なん
たいさん・にざん・にっこうさん・は
こねさんちゅう・はるなさん・ひごさ
ん・ふじさん︒ふんかざん・みょうぎ
さん

十一679図 身を立て︑父母をあらは

さん﹇産︼︵名︶2 産
すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ
るも︑︵略V︒

破り︑家を亡す基なり︒

十二924図 身分不相撃の活計は産を

いまじゅく

さんいんどう﹇山陰道︼︹地名︺1
陰道

山

ほくろく

どやま

福井・石川・富山

羽二重織の輸出品︒

大せしは北陸の
なる

三月三日

三月

二月・三月花ざかり︑うぐ
たのしい時も

藤村孝藏

中林作之助

十632図

此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

馬場の中程から一騎後れ︑二

三騎

ビシキ村落ナリシガ︑︵略︶︒

九843

さんき︻三騎﹈︵名︶1

我が國の地方自治團膿

三級

騎後れ︑つ窪いて三騎までも後れて︑

︵略V︒

十一一皿3図

さんきゅう﹇三級﹈︵名︶1

産業

は︑府縣・市の二級或は府縣・郡︒

町村の三級に分れたり︒

︵略V︑海陸運輸の便盆丸開

さんぎょう﹇産業︼︵名︶4

け︑産業の装達は今後いよいよ著し

八958図

からん︒

尋窒く産業闘みつΣ

く開け︑産業の獲達は盆≧多望に

十﹇3610國国 ︵略V︑交通の利便いよ

相成候︒

十二504図圃

又産業組合を設け︑慈善

國の富をば渦やせかし︒

産業組合

十二秘10國

1

又産業組合を設け︑慈善

さんぎょうくみあい﹇産業組合﹈︵名︶

如きは︑︵略﹀︒

して︑産業の獲達︑︵略Vに務むるが

事業を起し︑若しくは青年會を組織

中 十二鵬1図

御承知の通り︑冬は寒

三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ

十919國團
林作之助様
三月六日

十933出国

三月六日

さんがつむいか﹇三月六日︼︵名︶1

三月三日

さんがつみつか﹇三月三日﹈︵名︶1

︵略﹀︒

凡そ三箇月間は航路殆ど全く絶え︑

氣嚴しく︑︵略V︑一月より三月まで

十﹇962國圏

ハ春ナリ︒

六71図

ゆめのうち︒

ひす鳴いた春の日の

五276國

さんがつ門三月﹈︵名︶3

︵略﹀︒

凡そ三箇月間は航路殆ど全く絶え︑

十一962國團︵略﹀︑一月より三月まで

三箇月間

︵略﹀︑播磨の今宿といふ さんかげっかん﹇三箇月間﹈︵名︶1

︵略﹀︑昔ナガラ

山河

所より山陰道へかΣりて遷幸をなし

十﹁152図

奉るといふ︒

さんが﹇山河︼︵名︶1
大和國ハ

三回

ノ山河︑一木・一草審ク上古ヲ談ゼ

十四10図

ザルナシ︒

さんかい﹇三回︼︵名︶1

十ニー610図各地の測候所は其の地方

参會

の氣象観測を毎日三回中央氣象毫に
報告し︑︵略﹀︒

角ース︾

さんかいいた・す﹇参会︼︵四︶1
致す

來る八日講話會これあり

候由にて御誘ひ下され︵略﹀︒︵略﹀︒

十931國團

三が

寧日は︵略﹀︑是非二面致すべく候︒

︵略﹀︑梅ばち・櫻・たち

さんがいまつ﹇三蓋松﹈︵名︶1
い松

おかあさん・おきくさん︹人名︺・お

さん弓あいさくさん・うらしまさん・
きくさん・おじいさん・おじさん・お

七455図圃

産額うせか

ばなや︑三がい松にさΣの雪︑︵略V︑

ちよさん・おっかさん・おとうさん・

紋の数々かぎりなし︒

おとよさん・おばあさん・おばさん・

おはなさん・おまつさん・きむらさ

さんがく﹇産額︼︵名︶3
十一382國團

いさんがく

して︑産業の獲達︑︵略﹀に務むるが

事業を起し︑若しくは青年會を組織

如きは︑︵略﹀︒

八517図

奉ルニヨリテ︑入鹿ノ参内スルコト

第二

参宮日記の一節

八目3

参宮日記の一節

ヤガテ同志ノ一人御前二進さんぐうにっきのいっせつ︹画名︺2
ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑︵略﹀︒

八527図

アリ︒

藤村孝藏様
カン
其の外金・材木・勲等 さんかん︻三韓︼︵名︶2 三韓 三韓
カン
サル程二一二韓ノ使ミツギヲ

ん・さぶろうさん・じろうさん・たけ
おさん・だるまさん・にいさん・ねえ

座候︒

十二487國圃

銅の産額た

増 さんかん﹇山間︼︵名︶1 山間

︵略﹀︑東に小坂︑西別

も年々其の産額を増加する模様に御

さん・ふじまめさん・まさおさん・ま
つむらさん・みなさん
さんいん﹇山陰﹈︹地名︺1 山陰
︵略﹀安永八年櫻島の破裂

子︑足尾併せて三山は

十二433図

び激〜し︒

近年やみに産額の

せし時は︑九州・四國・山陽・山

十二495堅甲

陰・東海道までも火山灰を降らした
りといふ︒

487
さんじっせん
さんけい

サンケ

八39 第二 参宮日記の一節
さんけいうにっぽんさんけい
さんけい・す﹇参詣一 ︵ サ 変 ︶ 一

サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒
たんすゐ

三国

南部の打狗港と淡水・

たかお

さんこう﹇三港︼︵名︶1
十︸373國国
きいるん

あんぴん

ドル
十二7910図

︵略﹀︑コロンブスは︵略﹀︑

此の西班牙の新領地をサンサルバド
ほ
ルと命名せり︒必至の西印度諸島の

ヤ ス クニ

基隆・安平の三遷とは本島の四開港

内ース︾

イス

一なり︒

三山

場にこれあり︑︵略V︒

みつのり

くすのきまさ

於て参事會員を選尽するも︑︵略V︑

一に此の精神に基づくべく︑︵略﹀︒

員等の其の事務を虚理するも︑議員

十二鵡3図 ︵略﹀︑市町村長・参事會

の経費を議するも︑亦常に此の公平

なる精神を以てすべし︒

三四戯

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径

茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺

グラヰデ︑︵略V︒

五305

︵略V︒三方から攻さんししゃく︻三四尺﹈︵名︶1 三四尺

ルサウデアル︒

四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ出來

ガ六尺モアツテ︑︵略﹀︑其ノ上一＝二

十55

オニバス

のぼる時には三時間もかΣつ

たが︑︵略V︒

六113

畝傍山・香具山・耳無山ノ さんじかん﹇三時間一︵名︶1 三時間

さんざん﹇三山一︵名︶2

仰の如く本村にも耕地整 十皿9図

さんこう﹇参考﹈︵名︶1

十929國国

参考

七589図 ︵略V︑靖國神社ニサンケイ
ス︒

サン

︽ーシ・ース

三山︑︵略﹀︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合ヒ

さんけいす る

理の必要これあり︑︵略V︑此の際其

ケイスル

さんけい・する︻参詣﹈︵サ変︶5

テ立テリ︒

銅の産額た

︵略V︑東に小坂︑西別さんしさい︻三四歳︼︵名︶1

の道の專門家の講話を承るは︑大い

散々

五818
れた︒

立てられて︑さんぐにうちやぶら

へいけは

さんざん霰散一︵形状︶2さんぐ

び姦曲し︒

子︑足尾併せて三山は

十二486図園

ル彰

山谷

に参考に相成るべしと存候︒

さんこく︻山谷︼︵名︶1

五682 オチヨトオハナハ ︵略V︑オ
宮ニサンケイシタ︒

十二685図東南シベリヤの高地に住
水を尋ねて低地に下り︑春を待ちて

めるかもしかの一種は︑冬日︵略V︑

五688 オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ
ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒

三箇小隊

せつつ

儀と撮津の住吉に戦ひて︑散々に撃

のり

破られたり︒

八382図

マツチハーダースノ便三四

銭グラヰナレバ︑︵略﹀︒

三十箇所

さんさんごご︻三三五五一︵副︶1 三 さんじっかしょ︻三十個所︼︵名︶1

づ

國到る塵に温泉あり︒伊豆半島のみ

い

我が國は火山國にして︑全
人二近ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ

田村麻呂は身の丈五尺八

さんじっかん︻三十貫目︵名︶1 三十貫

にても三十箇所を数ふ︒

三子

寸︑胸の厚さ一尺二寸︑鋼重は三十

﹁二子の君の爲に戦死 九631図

せるは家門の春なり︒尚三子あれば

十一一3110図園

さんし﹇三子﹈︵名︶1

シ︒

十9510図神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑ 十731図

四箇中隊を大隊︑三箇大隊 々五々
三

散在す

三才女

三才女

さんさいじょ﹇三才女﹈︵課名︶2

を聯隊︑二箇聯隊を旅團とす︒

れん

九265図

三箇大隊

さんごだいたい﹇三個大隊︼︵名︶1

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

九264図

歩兵は平時凡そ百五十人を 十一415図 ︵略V︑赤松光範︑楠木正さんしせん﹇三四銭︼︵名︶1 三四銭

さんごしょうたい︻三個小隊﹈︵名︶1

再び山谷に入る︒

テヰル︒サンケイスル人ハ皆遠目ル

六95 まつ御社にさんけいして︑し

︵略﹀︑金閣寺を見

︵略﹀︑たくさんのお寺やお

ばらくそこで休みました︒
六397團
明日は

宮へさんけいした︒

六404團
て︑北野の天神様へさんけいする︒

十一896図 熱き地方の白蟻は周園十

さんげん﹇三間︼︵名︶1 三間
間︑高さ三間にも達する小山の如き
榮を造り︑︵略﹀︒

才女
第二十六課

第二十六課

セン

四263囹

﹁三十センアゲマスカラ︑

三十

貫を越え︑︵略﹀︒

︵略﹀︑府縣・郡・市會に

さんじっせん﹇三十銭一︵名︶1

更に再畢を圖るべし︒﹂

十二m1図

参事會員

瀬戸内海には︑︵略﹀︑大さんじかいいん︻参事会員︼︵名︶2
サンサルパ

小無数の島々は各所に散在す︒

十一181図

︽ース彫

さんざい・す﹇散在一︵サ変︶1

九914

︵略V杵島岳も亦頂上に 九目13

さんこ﹇三個﹈︵名︶1 三箇
十二422図

三箇の噴火口を有す︒

さんご﹇珊瑚︼︵名︶2 サンゴ

中デオモシロイノハサンゴ

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ

七728

形ヲシテヰル︒

七73一 カンザシノ玉ヤヲジメニスル サンサルバドル︹地名︺一

さんしゅうする
さんじつたん

488

六目12

計

第十一
第十一課

第十一

花ごよみ⁝⁝⁝三十

八目12

四

太郎の日記⁝⁝⁝三

たしかな保詮⁝⁝

十目12

第十一課

昔の旅：⁝⁝・三十

三十四

⁝三十四

障害落成式⁝⁝⁝

十二目10

1

がくかうへもって

一襲アサン⁝⁝⁝三十

十三

十ニ

公事と私事⁝⁝⁝

サザエノジマン⁝⁝

第十課

三十七年ノ四月第二軍ニツイ

三十七年

さんじゅうしちねん﹇三十七年︼︵名︶

三十七

十二目11

⁝三十七

四目13

いくもの⁝⁝⁝三十七

三目14

十五

さんじゅうしち﹇三十七﹈︹借名︺4

三十五人

三十七

モチノマト⁝：・⁝三

七

︵略V︑三十五人の若者はひと 二目5
しく目を其の方向に向けた︒
三十三

十四

さんじゅうさん︻三十三﹈︹課名︺3

二目4

蝶⁝⁝⁝三十三

第九課

からふと
皇灘より樺太へ⁝

第九課

⁝⁝三十五

十﹇目10

五

十五

汽船・汽車の獲明⁝

第十課

⁝⁝三十

九目11
九目12

コレデトツテクダサイ︒﹂

日本の女子⁝⁝⁝

甘藷⁝⁝⁝三十

さんじつたん﹇三十反﹈︵名︶2 三十
第八課

第十課

カンショ

十二目9

十目11

舟

九128國團 去月二十五日頃差出の縞
三十
さんじゅう﹇三十︼︵名︶3

30

十643

母くがっさんじゆうにち・こご さんじゅうごにん﹇三十五人﹈︵名︶1

ちじさんじっぷん・ろくがつさんじゅ

いちじさんじっぷん・ごぜんじゅうい

30

三十

反

物二十反本日到着︒︵略﹀︑なほ三十
反御送り下され度 ︑ ︵ 略 V ︒

反︑︵略﹀獲送い た し 候 ︒

九137圓国 拝啓︑御註文の縞物三十

イキス

九177図 中ニモ香取・息栖ノ爾社バ

カトリ

さんしゃ︻三社﹈︵名︶1 三社
八48図

うにちこごにじ
九40図

カシマ

北浦ノホトリナル鹿島トトモ三二社

金がなくて︑冠禮の行へ

ノ名アリ︒

十一欝6

第十二

十三

第十

ない者は三十を過ぎてもチョンガー

五目13

三十三間堂

さんじゅうしちはち ﹇▽めいじさんじゅ

テ戦地へ向ツタガ︑︵略﹀︒

三十三間堂のほとけのかず 八846
うさいごくさんじ

うしちはちねん・めいじさんじゅうし

ちはちねんせんえき・めいじさんじゅ

うしちはちねんせんえきげきせんち
を一文字に森林を伐りすかし︑東西

︵名︶2

明治二十七八年及び三十七

三十七八年

日・露の境は十五間飴⁝ さんじゅうしちはちねん﹇三十七八年一
三十三里︑︵略﹀︒

八年戦役の戦利品たる大砲︑︵略﹀︒

十二

ほたる⁝⁝⁝三十四

集スル

角iシ︾

は︵略﹀十九箇師團となれり︒

第十

九2610図 ︵略﹀︑三十七八年の戦役後

三目13

十四

七目11
三十四

やき物とぬり物⁝⁝⁝ さんしゅう・する︻参集︼︵サ変︶1 参

三

八48図

十一979國團

三十三里

さんじゅうさんり﹇三十三里﹈︵名︶1

ゆうさんばん

さんじゅうさんばん

の多いのにはおどろいた︒

六398團

︵名︶1

さんじゅうさんげんどう﹇三十三間堂﹈

織物⁝⁝⁝三十三

六目11

かち屋⁝⁝⁝三十一

タウ．エ：：：・：三十一

で︑大人の仲間入が出來ない︒

三目12

第十

がっさんじゅういちにち

京都からの手紙⁝⁝
山内一豊の妻⁝⁝⁝

ワラ⁝⁝⁝三十五

三

阿蘇山⁝⁝⁝三 さんじゅうし﹇三十四︼︹課名︺5

そ

かすとよ

あ

第十一課

第十二

三

さんじゅういち﹇三十二︵名︶うはち

八目11

十一

さんじゅういち﹇三十二︹西名︺2

九531國圏 ︵略V︑手ぬぐひ三尺引き

さんじゃく﹇三尺一︵名︶2 三尺
しぼり︑頭に結ぶはち雀は 次第々
々にすたれ行く︒

氣嚴しく︑地面は 三 尺 の 下 ま で 凍 り ︑

十一9510圓團 御承知の通り︑冬は寒 三十一

︵略﹀︒

三尺九寸

十九

六目13

十五

四目12

十一

さんじゅうご﹇三十五︼︹課名︺4

十九

十二目12

三十九

七目13

⁝三十九

第十二

ナラノ大ブツトイツテ︵略﹀︒ さんじゅうく︻三十九︼︹略名︺3

さんじゃくくすん﹇三尺九寸︼︵名︶1
五146
︵ 略 V ︑ 目 ノ 長 サ ガ三尺九寸︑︵略﹀︒

さんしゅ﹇三種目︵名︶2 三種
・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九903國 現今我が國ノ貨幣ニハ金貨

十一57図 群中には必ず雌蜂・雄蜂
・働蜂の三種あり ︒

さんじゅう﹇三十﹈︹課名︺5 三十
十

二目3 十三 タコノゥタ：：：⁝三
五目12 第十一 茶⁝⁝⁝三十

9

さんす

さんじゅうにじかん

七531囹

三十匁

産

あり︒氣候の柔なる間絶えず之を産
出するを以て︑︵略﹀︒

出高

十611図

十六日勝商は再び山上に

参上

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

十二294図

するに︑︵略V︒

さんじょう︻参上﹈︵名︶1

に候へども︑︵略﹀︑手紙を以て御祝

十272圓團十日参上御見送致すはず

ひ申藩候︒

さんじょう・する︻参上一︵サ変︶1 参

然レドモ其ノ頃ハ︵略V︑産

出高ノ割合ニハ人手ヲ要スルコト多

十615図

産出高スコブル多ク︑︵略﹀︒

此ノ銅山ハ表見ノ當初ヨリ

︵略V︑書物や爲眞の類は三さんしゅつだか︻産出高﹈︵名︶3

十二346 午前九時郡長・警察署長・ さんじゅうもんめ﹇三十匁︼︵名︶1

郡視學・町長・郡會議員・町會議

三十里

アラビヤ馬の長途の騎行

︵略﹀︑毎日三十里位をかけるのは珍

二丈

その内参上してお禮を申し

上する 肉iシ︾

明治二十年頃︑新式ノ機械 七694圏

上げます︒

三四厘

石の大鳥居高さ三丈鯨︑表

さんじょうよ﹇三丈余﹈︵名︶1

九942図

門を入れば五重塔あり︒

︵略V︒

九564図

沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

穴ーシ・ースル︾
オキナハ

さん・す︻産︼︵サ変︶4 産ス 産す

厘ニモ足ラズ︒

八383図 マツチハ ︵略V︑ 一箱三四

九13國代々の天皇の御母に即かせ

やさかにの

天照大神︑八腿鏡・八坂環

やたのかがみ

さんしりん﹇三四厘﹈︵名︶1

り︒

テタ︒

ノ敵ヲ追梯ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立

テ︑︵略﹀︒

茶は主として北部に産

山・早島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ

オホイタ

中佐ハ︵略V︑ トウ︿山上 十424図 花錘ヲ最モ多ク産スルハ岡

山上

ば︑これより三種の神器の一となれ

曲玉と共に之を皇孫に授け給ひしか

まがたま

九45図

つぎ給ふ︒

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

三種の神器

さんしゅのじんぎ︻三種神器︼︵名︶2

ク檜加シ︑︵略﹀︒

ヲ用ヒシ以來︑︵略V︑産出高モ著シ

十618図

カリシナリ︒

小子部のすがる⁝⁝

鯉ハ︵略﹀︒︵略﹀ウロコが三

36

勘工場⁝⁝⁝三十六

ちひさこぺ

第十三
第十一

さんじゅうろくまい﹇三十六枚︼︵名︶

九40図36

さんじゅうろく︻三十六一︵名︶1

七目12

・：三十⊥ハ

五目μ

三十六

さんじゅうろく︻三十六回︹課名︺2

しくない︒

にたへることは實に驚くべき程で︑

十一468

さんじゅうり﹇三十里︼︵名︶1

十匁まで二鏡で︑︵略︸︒

員・學務委員・有志者︑其ノ他工事
關係者一同新校舎 二 参 集 シ ︑ ︵ 略 V ︒
さんじゅうにじかん﹇ 三 十 二 時 間 ︼ ︵ 名 ︶

︵略﹀︑百五十マイルを三十二

1 三十二時間
九328
時間で走った︒

十年

私がこ﹂へまみつたのは︑

さんじゅうねん﹇三十年︼︵名︶2 三
六698
この學校がたった年でございますか
︵略﹀︑三十年の間にどうして

ら︑今年で三十年になります︒
六732

もきらひな子供が七八人ございまし
た︒

さんじゅうはち︻三十八一︹課名︺4
五164

−

一二十六枚

五目2 第十四 ていしゃば⁝⁝⁝三

産出

十六枚ヅツナランデヰマス︒

三十八
十八

角ーシ・ースル︾

八867

︵略︶︑焼物・塗物・扇・綿 さんじょう﹇山上︼︵名︶5
綜・織物等の産出すこぶる盛なり︒

八954図

八目13 第十ニ マッチ⁝⁝⁝三十八 さんしゅつ︻産出︼︵名︶1
九目13 第十二課 箱根山⁝⁝⁝三十
八

ス 産出す

十目13 第十二課 水師螢の早見⁝⁝ さんしゅつ・す﹇産出﹈︵サ変︶3 産出
⁝三十八

アシノコ

アメリカの一地方に産

する蟻の一種に牧雪中といふものあ

十一899図

り︒

十二5910図

巴里の人口は二百八十

三日を過ぎなば︑又山さん・す︻算﹈︵サ変︶1 算す 禽ース彰
上に論りて援軍の消息を示さん︒

十二2710図囹

し候︒

我が國銅山ノ中隔テ最モ盛 九3810図 箱根山頭︵略﹀︒︵略﹀︒ 山 十一381國團
上ナル藍湖ノホトリニ關所アリテ︑

十607図

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

さんじゅうはち﹇三十△︵名︶読めい
じさんじゅうはちねんごがつにじゅう

ふもと

花は麓より咲初めて次第

︵略V︒

女王の任務は卵を産むに

に山上に及び︑︵略﹀︒

︵略V二用ヒタル銅ハ︑大 十一47図

等ナリ︒

十﹇76図

イフ︒

抵此ノ山ヨリ産出シタルモノナリト

十613図

しちにちこぜんごじ

1 三十八隻

さんじゅうばつせき︻ 三 十 八 隻 ︼ ︵ 名 ︶

おほせたるは巡洋艦以下敏隻のみ︒

十二910図 ︵略V︑三十八隻の中逃げ

さんちゅう

さんすい

490

萬︑伯林は二百萬を算す︒

さんすい﹇山水回︵名︶2 山水

七354國 花鳥・山水・人物などのも
やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ
がく︒

オトミ﹁ソノ糸ハ

一

一口ケ

︵略﹀ふでを買ひに來た︒

イクラデスカ︒﹂オマツ﹁三五ン

四241囹
デス︒﹂

六302

﹁これにはちやんと三鍍の

本玉せんつつのを二本買って︑︵略﹀︒

七515園

﹁手紙は四匁までは三戸で

切手がはってあるのに︑︵略﹀︒﹂

十7410図 旅館は山により︑谷に臨み 七512圏
て︑山水のながめをほしいま﹂にす
るを得べし︒

に︑差出人が三都しかはっておきま

いますか︒﹂

さんせんごりん﹇三銭五厘﹈︵名︶2

︽ースル蝉

八518図

サル程二

︵略﹀︑入園ノ参

三銭五厘

倫敦・巴里・伯林を欧羅

ばりロ

内スルコトアリ︒

三セン五リン

うんどん

巴の三大都とす︒

十二592図

べるりん

﹁コノ太イノが総則ン さんだいと﹇三大都︼︵名︶1 三大都
三八ン五リンデ

四252囹
ハ

中にも心気・霧降・意見

若シ一人ノ手デ製造スルナ さんだいばくふ﹇三大爆布︼︵名︶1

デ︑細イノ
ス︒﹂

三大曝布

十一103

ラバ︑一包三銭ヤ三鑓五厘二二ツテ

十一7510図

を日光の三大学布と蔑す︒

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

三大門戸

しかしよしっねは︵略﹀︑強い さんだいもんこ﹇三大門戸一︵名︶1
ものばかり三干人をすぐつて︑︵略﹀

酸素
が す

動物は呼吸作用によって︑

三ダン目

産地号しゅさ

︵略﹀︑三ダン目ニハ五人バ

テウシ

河下山銚子港アリ︒醤油ノ

是金銀ハ ︵略︶︑産地異ナ

アラビヤは世界に名高い良

馬の産地である︒

十一466

リトモ︑成分二異同ナクシテ︑︵略﹀︒

九899図

産地トシテ知ラル︒

九182図

んち

さんち﹇産地﹈︵名︶4

ヤシヲオキマシタ︒

四742

さんだんめ﹇三段目﹈︵名︶1

と稽せらる﹂日あるべし︒

螢口と相並んで︑南満洲の三大門戸

十二587図安東縣は︵略﹀︑大連・
これを見た三千人の軍ぜい
三千年

建國以來三千年 歴史

さんぜんねん︻三千年︼︵名︶1

は︑︵略﹀︒

五815

ひよどりこえに向つた︒

五757

この手紙は四匁より重いの さんぜんにん﹇三千人︼︵名︶2 三千人

すが︑︵略V︒

せん︒

十824図 彼等は元は讃み書きも知ら 七518囹

さんすう﹇算数﹈︵名︶1 算数
ず︑算轍の考もとぼしかりしが︑今

つまり三銭だけが不足で
﹁小包郵便でもやはり四匁

さん

十二212

なき 同胞すべて六千萬︒
さん
さんそ﹇酸素﹈︵名︶4 酸素

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ

若シ一人ノ手デ製造スルナ 十一m7事序

︵略﹀︑雪月花のながめも折

節にかはりて面白く︑山川の風景も

空蝉申の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐

すが︑︵略﹀︒

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出

植物も動物と同じく︑呼吸

出す︒

昔トルコの或大野がアラビ

︵略﹀酸素を

い せざき

阿蘇山は︵略V︑

ラルさんちゅう

十二423國

山中に

山中母ウ

も 古く其の名を知らをたり︒

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

きりふ

外に同化作用といって︑盛 十一一493図工 絹織物の産地には︑京
に炭酸瓦斯を取って︑

十二221

参内ス

是は水中にとけてみる酸素 さんちゅう﹇山中﹈︵名︶1

放つ作用がある︒

が保身されるからである︒

十二228

さんだい・す﹇参内﹈︵サ変︶1

段々口論の末︑大壁は怒つ

十一一218

うるはし︒

八833図

山川

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

ラバ︑一包三銭ヤ三銭五厘二費ツテ

十一103

までが三銭ですか︒﹂

七524圏

す︒

七519圓

は︵略﹀︑讃み書き・計算をもなし
産する

得 る も の あ る に 至り︑︵略﹀︒

さん・する﹇産﹈︵サ変︶2

十一499 アラビヤに良馬の多く産す

余ースル︾

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ
るばかりではない ︒

︿ 略 ﹀︑議員たる者は︵略﹀

一般選

さんせん﹇山川﹈︵名︶1

十﹇513 此の一事でアラビヤに名馬
の産する所以が分 つ た ︒

十二鵬4図

さんせい﹇参政一︵名︶1 参政
忠實に其の職責を 堕 す べ く ︑

十一475

約束をした︒

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

十一473

堅人も亦︵略V参政の公職に最も適 さんぜんえん﹇三千円﹈︵名︶2三千圓
任なる人物を選出せざるべからず︒

︵略 ﹀ ︑ 沈 没 し た る も の 僅

さんせき﹇三隻﹈︵名︶2 三隻
十ニー03図

かに水雷艇三隻に止れり︒

て三千圓の金を地に投げつけた︒
三千金
﹁閣下︑三干金が惜しう

御座いますか︒此の馬が欲しう御座

十一496園

さんぜんきん﹇三千金﹈︵名︶1

十二772図 遠征の船は三隻の小型に
して︑︵略﹀︒

さんせん﹇三銭﹈︵名︶8 三セン 三
せん 三銭

491

さんちょう一さんびやく

多くの噴火口及び温泉あり︒

さんちょう︻山頂一︵名︶1 山頂
のこぎり

十二4010図 最も東なる根子岳は七面
山とも漏し︑山頂鋸の歯の如し︒

七341 鷲をかふのは春と夏と秋の三

さんど︻三度﹈︵名︶2 三度
度で︑︵略﹀︒

りし御心事を察し奉れば︑︵略V︒

ざんねんが・る﹇残念一︵五︶1
︽ール︾

残念が

お前の獲念がるのももっと

多数ノ部下ヲ死ナセタ上︑

残念千三
八902囹

1

ざんねんせんぱん︻残念千万一︵形状︶

は出來ない︒

一人で進んで功名を立てる檬なこと

もだ︒併し今の戦孚は昔とちがって︑

九225囹

十一7110図此の絶をかける書工久し る
く此の寺に寄食してありしが︑毎日
遊び暮して三年を経たり︒
﹁君は︵略﹀︑三年の間

ざんねん

未だ一度も書筆を取り給ひしことな

十︸722図囹

し︒

残念

此ノ寺ハ

︵略﹀︑規模面革

三ノ一

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ
建念磐戸ダ︒﹂

十949図

テ大ナリシガ︑今ハ往時ノ三ノ＝一

﹁あ﹂︑金がない程獲念な

モ足ラズ︒

そらをとんでみる鳥

でございます︒
んぽい
かんなめ

行くく吉野宮に参拝

八75図 ︵略﹀︑外宮に参拝す︒

よしてる

十一18図

北方の壷灘神社ユ参葬

し︑村上義光の墓をとぶらふ︒

すれば︑そgうに當年を追懐するの

十一367帝廟

情にたへず候︒

霧降瀧は

斬髪

︵略V︑三漫布

さんばくふちゅう﹇三爆布中︼︵名︶1

三二布野

十一767図

中最も美観を以て聞ゆ︒

ざんぱつ︻斬髪︼︵名︶1

近年は斬髪の風が行はれ

て︑冠禮は段段すたれて行く︒

十﹁四7

三番太鼓

さんぱんだいこ﹇三番太鼓︼︵名︶2

﹁並べ︒﹂ のあひ

つに︑︵略V︑馬の頭を揃へて︑三番

九8310 二番太鼓の

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

太鼓を今やおそしと待構へてるる︒

匹の馬は一散にかけ出した︒

九841

デス︒

マタ三番目・四番茶マデモツ

ト︑茶ノ木ノタメニハヨクナイナウ

ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム

五333

参拝うごさ さんぱんちゃ﹇三番茶︼︵名︶1 三番茶

はきっといおとすほどの名人

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ

四793囹

三羽

ことはない︒武士としてはあのくら
七878囹
す︒

船内ヲタヅネタレドモ︑杉野ノスガ

七906図囹

タナシ︒﹁獲念ナリ︑今一度︒﹂ト︑

中佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒

今日は神嘗祭なれば︑夕方
には内宮へ勅使の参舜もあるべしと

八78図
いふ︒

﹁ア・獲念︒多数ノ部下ヲ

死ナセタ上︑セツカク占領シタ陣地

みかいゑい

一422ヒゴヒガービキニヒキ三

三百号や

ビキ四ヒキ︑四ヒキヰマス︒

さんびやく﹇三百﹈︵名︶1

口千四百鯨あり︒

十一m7國我が村には戸数三百︑人

一生 くさんびやくよまん

参拝す

陸海軍將卒ノ参詣アリ︑︵略V︒

聞けば︑そなたは豊島の 九302図 春秋爾度ノ大祭ニハ︵略﹀︑ さんびき︻三匹︼︵名︶1 三ビキ

︽ーシ・ース・ースレ・ーセ彰

せ

さんぽい・す﹇参拝﹈︵サ変︶4

い

︵略V︑國民も︵略﹀︑
と心がけざるものなし︒

に一度は︑かならず伊勢に参篭せん

八17図

撃とやらにもかくべつの働なかりき
候︒

は艦中一同獲念に思ってみる︒

九232園

豊島の戦に出なかったこと

とのこと︑母は如何にも獲念に思ひ

戦にも出ず︑又八月十日の威海衛攻

九208圓圏

ヲ取返サレテ残念千萬ダ︒﹂
ほうたう

八901園

さんぱい︻参拝︼︵名︶2

︵略V︑算当一人クマナク

海を恐れる人の多いのは獲念な事で

日本は海食でありながら︑ さんば︻三羽一︵名︶1

みな馬をもつて見たい︒﹂

七402園

さんのいちロ一二︼︵名︶1

﹁あの扇をいおとすも

︵略﹀︑毎日三度ノ食事ニモ︑ ざんねん﹇残念︼︵形状︶7

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト

十﹁643

四785園

︵略﹀︑タチマチ三人

のはないか︒あれをいないと
いふのもざんねんだ︒

ガ大切デアル︒

さんとう号くらいさんとう
さんどうn▽ごさんどうくださる
さんにん﹇三人︼︵名︶6 三人

ソレカラ三人デツンダ

三66 マサヲトトモキチト窪田
ナが三人デノハラニアソンデ
ヰマス︒

三92
ノヲイツシヨニシテ︑︵略V︒
三104 ウチ ニハネエサンガ 一

﹁一人二人三人四人五

人︑ニイサンが三人︑︵略﹀アリ
マス︒

四73園
中佐ハ

人︑やっぱり五人です︒﹂
八863
ノ敵ヲ斬り殺シタ ︒

人組合ひて馬より落つ︒

十512図 敵は一人︑此方は二人︒三

七616図 昔より﹁犬は三日かへば︑

さんねん﹇三年︼︵名︶4 三年
三年その恩をわす れ ず ︒ ﹂ と い へ り ︒

より三年︑北方の天を望みて崩御あ

十一310図 天皇のこ﹂に行幸ありし

さんれつ
さんびやくごじゅうまんごく

492

さんびやくごじゅうまんごく﹇三百五十

此ノ芋必始メテ琉球二傳

十二209

又ひよやつぐみは美しく熟

してみる果實をついばむ︒それが爲

船渠ノ底ト周り三方ハ石デ

ヲウチカケタ︒

十ニー58

盤ムカ︑コンクリートデ固持ルカシ

三方

三方から攻立てられて︑さん
敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲

十﹁648

材料ノ種類や料理ノ方法

散歩す

ハ︑先ヅ衛生・維濟・味ノ三方面ヨ
リ考ヘナケレバナラヌ︒

︽ース︾

人多き都會に住む者は︑

さんぽ・す﹇散歩﹈︵サ変︶1

九611図

三本

︵略V︑又朝早く起きて︑木立しげき
公園等を散歩すべし︒

西洋形の帆前船には二本

さんもん﹇山門﹈︵名︶1

山門

建長・圓畳古寺の

山野

そ

山

山野

門高き松風に昔の音やこもるらん︒

十二264図團

さんや﹇山野﹈︵名︶1

き

又森林は全國の

山陽

たほはぬ慮なく︑殊に名高き木曾・

十二483図星

吉野 ︵略V︒

︵略V安永八年櫻島の破

さんよう﹇山陽︸︹地名︺1

妻せし時は︑九州・四國・山陽・山

十二432図

陰・東海道までも火山灰を降らした

りといふ︒

めさんよう

さんよう﹇三様﹈︵名︶ 号たてよこなな

鷲卵紙

その卵を産みつけさせた紙を

三里

東照宮の西三里ばかり︑男

ちゆうぜんじ こ

さんりん︻山林﹈︵名︶2

山林
くす

禮山のふもとに中輝寺湖あり︑︵略V︒

九955図

さんり︻三里︼︵名︶1

翼卵紙といふ︒

七338

さんらんし﹇蚕卵紙﹈︵名︶1

時は︵略V︒

爲︑鯨の群をなして海岸近く寄早る

十一991國團 ︵略﹀︑春夏の交産卵の

ふえが三本︒︹ひらがなのさんらん﹇産卵﹈︵名︶1 産卵

さんぼん﹇三本︼︵名︶2
ドリル︺

三202

十一272図

・三本の橋あるもあり︒

三曲

︵略﹀そのつりに上せんの銅
貨を三枚渡した︒

六305

さんまん﹇三万﹈︵名︶1

︵略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

山脈

ソ三萬ヲ有スルー都會トナリ︑︵略﹀︒

十634図

さんみゃく﹇山脈一︵名︶3

ひのき

かし

あ

しひ

り

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

︿略﹀︒

十一402國圏 阿里山の檜材は︵略﹀︑

山林の富のみにても無審藏と申すべ

く候︒

さんれつ母ごさんれつなしくださる

︵略Vの間は最も狭く︑

︵略﹀︑又山脈の爾がは
には石炭層各所にあり︑︵略﹀︒

十﹁獅6國国

利なる所に御座候︒

且山脈低くして︑東西の交通最も便

十一982國圏

縦に走り候へば︑︵略V︒

タケヲサンカラオ 十﹇967囲團 南北に細長き島を山脈 十一387圏圏 中部の山林には樟・松
一ペンニヘン三ベ

サア︑

三方面

におのっと種子をあちらこちらへ散

地球の表面の凡そ三分の二
三分

さんほうめん﹇三方面﹈︵名︶1

テアル︒

三分ス

布する︒

公ーシ彰

十一鵬4図

下ヲ三分シテ其ノーヲ保タシム︒

さんぶんのいち﹃三分二︵名︶2

サレドモコ︑ニテ見ユルハ

三

遂二備ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天

孔明︑劉備習事へ︑︵略︶︑
ショク

さんぶん・す﹇三分﹈︵サ変︶1

さんぶつ弓ほんとうさんぶつ

万石﹈︵名︶1 三百五十萬石
まゆ
十二4410図 繭の取入高は年々増加し
て 近 年 三 百 五 十 萬 石を越え︑︵略﹀︒

さんびやくねんいぜん﹇三百年以前﹈

十312図

︵名︶1 三百年以前
ハリシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑
︵略V︒

さんびやくねんまえ﹇ 三 百 年 前 ﹈ ︵ 名 ︶

2 三百年前
とくがはいへやす

のこ

八808図

人生七十年と見るも六十

分の二を占め︑︵略V︒

・遊戯・筆草等の爲に費す時間は三

萬時間に過ぎず︒其の内寝食・談話

十一677図

は海にして︑三分の一は陸なり︒

地球の表面の凡そ三全の二 さんまい︻三枚﹈︵名︶1 三枚

さんぶんのに︻三分二︼︵名︶2

は海にして︑三分の一は陸なり︒

八809國

東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒

七555図

八936國 名古屋城は今より凡そ三百 分ノ一 三分の一
年前︑徳川家康が諸大名に課して造
らしめたる名城に し て ︑ ︵ 略 V ︒

三百年前︑此ノ地ノ人始メテ之ヲ獲

十609図足尾銅山ハ ︵略﹀︑今ヨリ
要撃リトイフ︒

しゅざんぱう

さんびやくよしゃく︻ 三 百 余 尺 ﹈ ︵ 名 ︶

1 三百鯨尺
さ僅かに三百盤尺の小山なれども︑

十二552図 其の西南なる首山塗は高
︵略V︒

1 三百鯨丈

さんびやくよじょう︻ 三 百 余 丈 ︼ ︵ 名 ︶

八871

ぐにうちやぶられた︒

五818

さんぽう︻三方︼︵名︶3

ン四ヘン︵略﹀九ヘン十ペン︒

トビナサイ︒

一494

十一779図 ナイヤガラ曝布は左右二 さんべん﹇三遍﹈︵名︶1 三ベン
つ に 分 れ ︑ 左 記 は 幅三百蝕丈︑︵略V︒

さんぷく﹇山腹︼︵名︶1 山腹

︽ースル︾

散布す

をへだてて向ふの山腹に如意輪寺あ

にょいりん

十一33図 吉水神社を出つれば︑谷
り︒

る

さんぷ・する︻散布一︵サ変︶1

し

し

493

マサシゲ

楠木正行ハ正成ノ子ニシ

・たじまのうがくし

七13國

人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸戦役二戦死

十二田2図

我が國の地方自治團禮

は︑府縣・市の二級或は府縣・郡・

しだんしやく
し︻史︼弓せかいしじょう

そうたつし・でんぽうらいしんし・に

いようし・せいようしとにっぽんし・

っぽんし・らいしんし

︵略V︑道眞は﹁騨長驚くな

し︻詩︼︵名︶6詩

赤穗浪士が︵略V︑遂に 九803図

あかほ

いふ意味の詩を作りてあたへたりと

かれ︑時の下り改るを︒ ︵略﹀︒﹂と

十二859國

主君の仇を報じて︑從容死に就ける

いふ︒

日本武士道の精華を獲揮

は︵略﹀︑

せるものといふべし︒

師の君の

導きな
心に開く︑智え

道外︵略﹀︑はるかに東方

是白樂天の詩に︑﹁香櫨峯

しを︑︵略V︒

もあらず︒

ぬ︒

こうせん

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

十一163図

主上は詩の心を御さとり

しうするなかれ︒時︑萢鑛無きにし

はんれい

の句を書きつけたり︒天︑勾践を空

十一159図

高徳︵略﹀︑大文字に詩

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

の雪はすだれをか＼げて見る︒﹂と

十173図

を拝し︑一篇の詩を作りたり︒

九814國

︵略V︒

侍し︑詩を作りて天皇の御感に入り︑

我が心の良雄を獣醒せ 九8010國 去年の今夜清涼殿の御宴に
︵略﹀︑再び江戸に出つれ

しは罪死に當れり︒﹂

十二878図園
十二8710國

師号さしものし・つ

ば︑良雄以下既に死を賜へり︒

﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑

し︻師一︵名︶8
じおんがくし
十245図囹

古人の片言・隻句も我等

遂二王者ノ師タラン︒

十一688図
が師なり︒

て︑教へ給ひし
くば︑いかで我が
徳え︒

十二伽2図圏思へばうれし︑師の情︒

師の賜物の智を徳を︑

十二伽3図國思へばうれし︑師の恵︒

十二m6國圃

世の海を 2たり
師の君影らば︑健かユ︒

かちにゑをりに
て行かん︒

十二拗10國圃

し︻紙︼うさんらんし・しんぶんし・せ

︵略V︑世間の交際をも外

シ

し

葉は羽形で︑二枚つつ向ひ

をしてゐます︒

合ってゐますし︑花は同じく蝶の形

七211囹

し︵接助︶6

ずべく︑︵略V︒

さず︑慈善の事業にも面分の資を投

十二929図

し﹇資︼︵名︶1資

﹁孔子は年少にして禮
を好めり︒我死せば︑汝必ず之を師

十二938図m凶

とせよ︒﹂

市号ぎふし・こうべ

し門死︼︵名︶3死

町村の三級に分れたり︒

しず

︵名︶4

んニコライいっせいいかしせき・だい

し︻四﹈︵名︶13四4皿号せんか

し

し・こうべしすいどう︒とうきょうし

︵略﹀︒

六年の月日 手を取り

・なごやし・ふけんぐんしかい・ふけ

ふ

十二鵬9図無
ぎ

んぐんしちょうそんかいぎいん・まえ
ぼしし

長良川は岐阜市の北を東
ば長良村あり︒

十二596図

倫敦の市街は︵略﹀︒市

にして︑市の美観を添ふ︒

︵略﹀︑之に架したる橋は何れも工大

テームスとセーヌとは

より西へ流る︒市を出でて橋を渡れ

九281図 維新前後國事ニタフレタル 十﹇795図
シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒
くすのきまさつら

十一34図 正平の昔︑楠木正行が決
死の士百四十三名の名字を壁に書連
さつま

ね︑︵略﹀︒

4四（四）円（四）4

の申謹言も繁華なる盧は道幅狭く︑

十二866図 薩摩の士に響動といふ人 十二603図
あり︑︵略﹀︒

し︻子﹈号いっし・さんし・にし・はく

ノへ
リ
中

四号だいし・だい

日本海海戦⁝⁝⁝

葉：⁝⁝・四

く

草薙劔⁝二⁝⁝⁝四

春が來た⁝⁝・：四

カキトクリ
カキトクリ

キクノハナ⁝⁝⁝四
壁ハナトオキク
オハナトオキク
ワタクシノウチ
ワタクシノウチ

謹課課春馨感嘆効・・

テ︑父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

能166図、（四）四（四）四四四皿

＿十十十十十九八八七六六六四
市ニー一一一1760481175757546
一12011760222図9図6図図図賢

し

目3334525254 一
墓塑笙四四四四四四三蟹

し︻士︼︵名︶4士配しじゅうしちし

四

十二目3

し
十十九五四四三三二二二し＿
二目目目10目10目7目目か四

じ

じいさま
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七466圏 マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ

たくさんほこにしたりするやうな︑

ゆうじごろ・じゅうにじご・どうじつ

じつろくじ・しちじ・しちじごろ・じ

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

五601 ︵略﹀︑ワキ出タママノハニゴ

こごごじ・にじごろ・はちじ・みょう

︽ジ層

・のへらじとみねて思へ

豊ゆ︒

仕合

さうしてそれをつかまへる

仕合

︵略﹀此のはげしい風では︑

かし

くす

一家中に病人なき程仕合

しひ

四隣

温泉のわき出つる虚はおほ

光麗しく︑生動自らさわやかなるを

むね火山の附近に在りて︑四園の風

十724図

しい︻四囲︼︵名︶1

︵略V︒

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

ひのき

十一387國團中部の山林には樟・松

しあん母ひっこみじあん
しひ
しい﹇椎﹈︵名︶1 椎

なる事なし︒

十二904図

合に風上で安心だが︑︵略﹀︒

どこまで焼けて行くか分らない︒仕

八427

しあわせ︻幸一︵形状︶2

が︑毎年一羽つつしか出て來ない︒

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

八216囹

しあわせ︻幸﹈︵名︶1

ボツタ油ニナルノデス︒

そ㌧つかしい子供もございました︒

七226図

ちょうろくじ・めいじさんじゅうはち
じ・やはんじゅうにじぜん・よくちよ

にごった字は二字に数へる ねんごがつにじゅうしちにちこぜんご

から︑︵略﹀︑十五字になるやうに書

うさんじごろ・ろくがつさんじゅうに
ちこごにじ
じ

︵略V︑そこより逃れ出でた

さては此のまΣにては過さ

手塚は家來を討たせじと︑
十一36図心

なき数にいる名をぞと
雲むる︒

禽ーゲル彰

秀忠﹁さらば誰か然る

シアゲル

︵略V︑大君の邊にこそ

しあ・げる﹇仕上﹈︵下一︶一

死なめ︑顧みはせじ︒

十一一蝿3ロコ凶團

らじ︒﹂と答ふるに︑︵略V︒

べき︒﹂といふ︒﹁嘉明に如く者はあ

十二379図囹

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

る︒

九434國團

我が國には数多の爆布あ

祖父横はいつもの通り朝

じいさま︻祖父様︼︵名︶1

祖父様

り︑古來多く詩歌に入り︑書圖に上

十一757図

らなぐさめ居たり︒

僅かに詩歌に思をよせて︑ひとり自

九807図 筑紫に到りて後は︑︵略﹀︑

十二71図敵はかなはじと︑にはか しいか﹇詩歌︼︵名︶2 詩歌

も︑起らば起れ︑驚かじ︒

十﹇2310図國

海まき上ぐるたつまき

ばあつさ弓

敵に組みつく︒

十511図

をへだっれば︑︵略V︒

手塚の家來は組ませじと中
本の中には字ばかりのもある 十5010図

り︒

れじと︑

ならず︑

九481國之を聞けるアリの驚は一方

じ︵助動︶8

資ル・買フ︑財産ノ財︑ じ﹇路﹈号しおじ・やまじ

費ル・買フ︑財産ノ財︑

貨幣ノ貨等ノ字ノ一部二二ノ字アル

九894図

八48図字

いてごらん︒﹂

八486囹

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

目目見ユレドモ︑字ノ讃メ

アルシ︑書物モ近ゴロバ大テイ西洋
紙デコシラヘルヤ ウ ニ ナ ツ タ ︒ ﹂

七761 又ニハトリノ尾二似タノモア
ルシ︑ウチハナリ ノ モ ア ル ︒

八156 働クコトガナケレバ︑食物モ
信心レナイシ︑着物モコシラヘラレ
ナイ︒

ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰルシ︑朝顔ノ

九86 其ノ形モマタ様々デアル︒豆
ハ︑︵略﹀︒

のもある︒

十372圏

じ﹇寺﹈弓いっこくじ・きんかくじ・ぎ

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

又字を書くときに︑指先を

が︑書や地謡や寓眞のはいってみる

十182

ハ︑︵略V︒

貨幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アル

かごも︵略V︑早くもないし︑ 九894図

花ハジヤウゴノ様ナ形ヲシテヰル︒
九3710

ジじ字﹇▽いち

又そんなに樂でも無かった︒

じ﹇字﹈︵名︶14

これで本の中のじゃ

ニイサンガジヲカイテ

じ・じゅうごじ・にじ
ヰマス︒

一275

三384
ゑや︑ ︵略Vいろいろなものを
見るのです︒

じしじゅうごふん・こごろくじ・ごじ

こごいちじはん・こごさんじ・こごに

じっぷん・こごいちじさんじっぷん・

四461 皆さんはとけいにかいて んかくじ・けんちょうじ・こうふくじ
・ごくらくじざか・さいだいじ・さい
ある字がよめますか︒
四472 皆さんがあさおきる時 ほうじ・せんがくじ・とうだいじ・と
くりじ・にょいりんじ・ほうりゅうじ
には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒
・やくしじ
四475
皆さんがよるねる時にじ﹇事﹈﹇▽いちじ
じ﹇時﹈n▽いちじ・いっぶんじ・くじに
は︑みじかいはりがどの字の
所にありますか︒
五673 大キナ字ヲ書イタ大キナノボ

じさんじっぷん・ごぜんろくじ・さく

ふん・ごぜん．くじ・ごぜんじゅういち

リガ立テテアル︒

り︑すみをこぼしたり︑︵略V︑紙を

六708 字を書くのに︑筆をおとした
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しか

しいて

起にて︑︵略︸︑ は や 朝 顔 の は ち を な

らべて︑︵略V︑今朝は十二咲きたり
などと御宣口に御座候︒

しいて︻強一︵副︶1 強ひて

十一71図 怠りて持婦らざるものあ
強ひて入らんとすれば立ちどころに

れば︑検査掲は内に入るを許さず︑

さし殺す︒

たう み
︵略V ︑ 唐 箕 の 車 を ま は し て ︑

しいな︻粒﹈︵名︶1 しひな
九668図

もみとしひなとをあふぎ分くるが如
き皆然り︒

じいん﹇寺院﹈︵名︶1 寺院

六537図

︵略﹀︑ミソモ醤油モ塩ヲ入

レテツクル︒

ルニ大切ナルモノニシテ︑︵略﹀︒

ル︒

しおく﹇四億一︵名︶1

隣ス︒

四億
ナ

シボケ

クハ入口四億ヲ有スル支那ノ大國二

シ

五708

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

鹿ハ輕イ足デズン︿ニゲ

川ノ中ヘハイリマシタ︒

﹁鹿はどうだ︒﹂﹁鹿はをり

﹁鹿はどうだ︒﹂﹁鹿はをり

く通ります︒﹂

五785園

テ︑林ノ中ヘカケコミマシタ︒

六543図塩ト砂糖ト四物ノ味ヲ附ク 十二5310図 我が國ハ︵略﹀︑殊二近 五734
六545図塩ハ山ヨリモ出ヅレドモ︑

んべい

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

鹿の通れる所を馬の通れな

虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド．

﹁此のあたりには鹿多し︒

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八738図

いといふことがあるものか︒

五795囹

だけのちがひだ︒

足︑た貸つめがわれてるるとみない

五788園

く通ります︒﹂

ハヤク川へ行ツテ︑シ 五786囹

しおけ﹇塩気︼︵名︶一

︵略﹀︒﹂

しほ路

ホケノナイ水デカラダヲア
ラツテ︑

しおじ﹇潮路﹈︵名︶1

空なつかしや︒﹂

り離れて︑はるぐと吾重のし
ほ路︑故里の

といって︑じぶんの國から塩を送ら

ルが如シ︒

食物は︵略﹀︑鹿の肉は珍

かりし給へ︒﹂

九57図囹

十812図

しか

のぼる時には三時間もか﹂つ

シカ

味として之を賞美す︒

七475囹

卵からかへったばかりの獄は

﹁君ラバ表ダケシカ役二立

︵略︶︑長さは一分ばかりしかない︒

七297

りませんでした︒

たが︑下りる時には二時間しかか＼

六114

しか︵副助︶5

ところがとなり國では信玄を 十131図圃園 ﹁︵略V︑我が友ユひと

塩はとなりの國から買ってゐ

武田信玄の國は山國で︑塩が 四602囹

ワが國ニチハ海ノ水ヨリツクル︒

六583
ない︒

六583
た︒

六585

こまらせようと思って︑塩を送らせ
ないことにした︒

家に程近き寺院の庭上には︑右手に

︵略﹀︑をばさんの所へ使ひに

十715図グレース︑ダーリングの生 六592 謙信はそれを聞いて︑﹁︵略V︒﹂しおせんべい﹇塩煎餅﹈︵名︶1 謝せ
六377

いた喰いた︒

ゑをり

塩ト砂糖

塩卜砂糖
第十六

第十六

しおとさとう︹課名︺2

六目4
六535

鹿

世の海を 2
ね
學びの高嶺

師の賜物の 智を徳

しおり﹇枝折︼︵名︶1

十二㎜7図圃

を︑かちに右をりに

シカ

たりて行かん︒尚高き
セぢて見ん︒
しか﹇鹿一︵名︶12

タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使ハレ

手をはらなければなりません︒この

﹁ル︒

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

七518園 ﹁手紙は︵略﹀︑四匁より少

シカ

ツノデモヲツテシマフホドデ︑
︵略﹀︒

﹇94 シカノッノ
三136 ウシノツノヤ︑シカノ

一9一

塩ト砂糖

行った︒をばさんから塩せんべいを

せた︒

其の外金・材木・塩等

何れの家にても卵を頁れ

も年々其の産額を増加する模様に御

十﹁381國團

か い を 握 れ る 少 女 の銅像あり︑︵略﹀︒

十二565図 旅順線は大連の次騨臭水

じえき︻次駅︼︵名︶1 次騨

座繰︒

十一皿2國

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

使役す

子より分れて︑︵略V旅順口に達す︒
しえき・する︻使役一︵サ変︶1

醤油を買ふに鯨あり︒

肉ースル蝉

十842 田を耕させたり︑荷車を引か

しほ
生れてしほに浴して︑
塩風

吹く塩風に黒みたる
塩カライ

例ヘバ︵略﹀︑アマイ物ノ
後ニハ塩カライ物ヲ配合スル類デア

十一666

余ーイ顛

しおから・い﹇塩辛︼︵形︶1

はだは赤銅さながらに︒

十︸234図圏

しおかぜ︻塩風﹈︵名︶1

浪を子守の歌と聞き︑︵略﹀︒

十一217國團

しお﹇潮一︵名︶1

る

塩

せたり︑︵略﹀︑ 農 家 で は 牛 を 色 々 の
勢働に使役する︒

しお︻入﹈多ひとしお
しほ

五286圃 もとよりすっぽいこのから

しお﹇塩﹈︵名︶12

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

ツケ物ハスベテ塩煙テツ

塩バカラク︑砂糖豆アマシ︒

そ に そ ま っ て 赤 く なり︑︵略﹀︒

六537図

六536図

ケ︑︵略﹀︒

しかし
しがい

496

手紙は四匁より重いのに︑差出人が
三銭しかはっておきません︒

八217園 さうしてそれをつかまへる

官暴・學校・神社・佛閣等の建築物
をけがし︑公園の樹木を折取るが如

他國に行きて︑其の市街

きは︑公徳の低きを示し︑︵略V︒

し

がからさき

シカク

ヒシガタマルシカク

四

滋賀唐崎の一つ松︑夜の

雨にぞ名を得たる︒

八611図圃

一125

しかく﹇四角一︵名︶一

しかく︻資格一号せんきょしかく

十二皿5図
・建築物等の状況︑汽車・電車中に

しがく﹇▽ぐんしがく

と︑大へんに仕合がよくなるといふ
が︑毎年一羽つつしか出て來ない︒

於ける乗客の畢止︑道行く人の容儀

八285図

じかけ

仕掛うでんき

しかける

ノ仕掛アリテ︑錘綿ヲ引延シナガラ

十一8410図

細カキ雑物ヲ去ル︒

肉ーケ彫

︵略﹀コノハコヲ二上ゲ

マウシマセウ︒シカシケツシテ

三714園

フタヲオアケナサイマスナ︒﹂

よしっねのぐんぜいは西の門へ向つ

五754 げんじは二手に分れて︑︵略V︑

た︒しかしよしっねは﹁表から攻め

おとすことはむつかしい︒︵略V︒﹂

と考へて︑︵略V︑こっそりと裏道か

問屋といふのは他人から

らひよどりこえに託つた︒

たのまれて︑品物を費つたり買った

七153圏

サルニハ手ノハタラキヲスル

モノが四本アリマス︒シカシ人ノヤ

七282

はぎの長い鳥は首も長く︑首

八674團 ︵略﹀熱がずっと下って︑食

くちばしばかりが長い︒

併しかはせみははぎも首も短くて︑

の長い鳥は大ていくちばしも長い︒

八566

はありません︒

す︒しかし船はなかく沈むもので

船は今にも沈むかと思ふ様になりま

七852囹 急に暴風雨が來ると︑︵略V︑

ウニ色々ナ物ヲコシラヘルコトハ出
漕抜けた一隻は︵略V一頭の 來マセン︒

しか・ける﹇仕法︼︵下一︶1

十6410

併し

鯨に近寄り︑急嘗めがけて破裂矢を
しかし

ケハヤハ︵略﹀︑ケルコト

シカシ

もり
しかけた鈷を打つ︒

三15一

しかし︵接︶13

ガマコトニハヤカツタノデス︒
シカシスクネモチカラガ ツヨ
ニハケラレマセ

クテ︑スバシコイ人デシタカラ︑
ナカナカケハヤ
ン︑︵略V︒

事も進みますから︑一先安心いたし

ました︒併し老病の事故︑よほど大

﹁おれよりちからのつよ
い人はあるまい︒﹂といって︑

お前の残念がるのももつ

ともだ︒併し今の戦国は昔とちがつ

九225囹

事にしなければならぬと存じます︒
した︒︹ひらがなのドリル︺

かしのみのすくねにはまけま

けはやがじまんをしました︒し

三167

てるる場合がたくさんあります︒

りして︑口銭を取る店のことです︒
コレニハ︵略Vブラッシ ︵略V︒しかし卸費商人で︑問屋をし

しかけ﹇仕掛﹈︵名︶1

四角四面ノ堂アリテ︑︵略﹀︒

川成行キテ見ルニ︑小サキ

しがい﹇市街︼︵名︶12 市街弓とうた

市街建築物

四

市街建築物及び埠頭等頗

たんすゐ

南部の打狗港と淡水・

角四面

しかくしめん﹇四角四面︼︵名︶1

死ガイ

馬丁ハ︵略﹀︑トウ︿戦死

ガイニ取リスガツテ泣イタ︒

此の四海峡に包まれたる

しかいきょう︻四海峡﹈︵名︶1

四海峡

ナレタト聞イテ︑カケツケテ其ノ死

八924

しがい﹇死骸︼︵名︶1

の品格の知らる﹂ものなり︒

等を見れば︑︵略﹀︑早くも其の島民

いほくしがい・ならしがい
︵略﹀︑諸大名其ノ他旅客ノ

宿泊スルモノ多ク︑湖水ノホトリニ

九393図
ハニギヤカナル市街アリキ︒

九397図 昔ノ評言ハ僅カニ其ノアト
ヲ止ムルノミ︒市街ハ甚ダサビシク
ナレリ︒

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

だいや
九937國 日光の市街霊くる所に大谷 十一178図
川あり︒

四海兄弟

十二㎜9図

宗教・風俗の如何を問はず︑いはゆ

外國人に接するに人種・

十975図 奈良ノ市街ノ西二巴ノ都ノ しかいけいてい﹇四海兄弟﹈︵名︶1
こだま
市街に大山通・見立町・

跡ニシテ︑︵略﹀︒

十一一547図
乃 木 二 等 の 名 あ るは︑︵略﹀︒

の ぎ

る四海兄弟の精神を以て等しく之を
親愛するは大國民の度量なり︒

1

開港場

十一373劇画
あんぴん

がからさき

滋賀唐崎

し

しがからさき﹇滋賀唐崎︼︹地名︺1

場にこれあり︑︵略﹀︒

基隆・安平の三港とは本島の四開港

きいるん

たかお

しかいこうば﹇四開港場﹈︵名︶1

る規模の転炉なるを見る︒

十二546図

ふとう

しがいけんちくぶつ︻市街建築物︼︵名︶

十二594図倫敦にはテームス河︑巴
里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー
河ありて各其の市街を貫流す︒

十二603図 倫敦の市街は繁盛を以て
名高し︒
十二608図 巴里の市街は肚麗を以て
聞ゆ︒
十二617図 伯林の市街は清潔を以て
著る︒
は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二635図 電車の便の最も開けたる
虎なく︑︵略﹀︒

十二986図 市街・道路を不潔にし︑
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しかり

しかして

て︑一人で進んで功名を立てる榛な
ことは出來ない︒

九233囹 豊島の戦に出なかったこと
は艦中一同残念に思ってみる︒併し
是も仕方がない︒

日・露の境は︵略V︑

仕方

四箇所に境界石を置きて︑分明に相

十一979國国
成居候︒

しかた

お寺では﹁こんないたづら者

はごめんです︒﹂といって︑うちへか

六448

へしました︒父はしかたなしに又よ
四月

そへほうこうに出しました︒

四箇年

三十七年ノ四月第二軍帽ツイ

しかねん﹃四箇年一︵名︶1

テ戦地へ向ツタガ︑︵略﹀︒

八846

﹁おきくさん︑おきくさん︑ しがつ﹇四月﹈︵名︶1

しかた﹇仕方︼︵名︶3
四278園

ありますまい︒あなた

かうさむくなっては︑しかたが

をもよほすかとうれしい︒︵略﹀︒併

九677 春の初に降るのは一雨毎に花
し此の雨はやがて花を散す雨となる

まは大てい枯れてしまったや

衆議院は︵略﹀︑議員の
任期は四箇年なり︒

十二斯1図

しません︒しかたがないから︑うつ

五目11

第二十三

鹿ノ水力ここ

鹿ノ水力ごミ

しかのみずかがみ﹇鹿水鏡﹈︹課名︺2

たへて出ました︒

のみならず

らんま

森林の樹木は︵略V︑雨の

地紙
からかみ

欄間の彫物︑唐紙の地紙を

しかも

︵略﹀模様・色どりをほど

シカモ

時々青イ物ヲ出シマセウ︒︵略﹀︒シ

六292囹銅上人山添ハレテヰテモ︑

しかも﹇然﹈︵接︶4

こしたるもの多し︒

はじめ︑

十497図

じがみ﹇地紙﹈︵名︶1

つつ静かに流れ出でしむ︒

木の根などは︑︵略﹀︑水をして少し

かのみならず落葉・こけ及び︵略﹀

の水分の一時に蒸獲するを防ぐ︒し

一度に地上に落つるを止め︑又地上

十92図

しか

鹿ノ水力ぐミ

︵略﹀ケモノノ方へ行キマス

しかのみならず︻加之﹈︵接︶1

第二十三

豊島の戦に出なかったこと

し難し角一

光範と心を併せての

しがた・し﹇為難﹈︵形︶1

是も仕方がない︒

は艦中一同残念に思ってみる︒併し

九233園

五707

﹁︵略﹀︒﹂といって︑どうしてもかへ

五236 ︵略﹀︑取りかへさうとすると︑

のおなか

ので︑其の時はうらめしい心地がす
うです︒

る︒

十一965國團 御承知の通り︑冬は寒

しかし．て

氣嚴しく︑︵略﹀︒併し夏は廿里温和
しの
にして︑至って凌ぎよく候︒
しかして︵接︶3

十一919図物の慣の高下は主として
需要と供給との奉呈によりて定まる
ものなり︒しかして供給の需要より
も少きときは物の債は高くなり︑多

十一435事象

︵略﹀︒﹂

ナシ

シカタ

に入りて父の後をとぶらはんとて︑

事とて︑如何ともし難ければ︑佛門

ケレ彰

︵略 ﹀ ︑ 天 皇 は 國 務 大 臣 の

きときは安くなるなり︒
十二鵬10國

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ
せ給ふ︒しかして萬機公論に決する

しかたなし﹇仕方無︼︵名︶2
五555

の聖旨に基づき︑別に帝室議會を設
けて︑若く衆議を聴く機關に供せさ

しかたなし

せ給へり︒

ト︑﹁︵略V︒﹂トイツテ︑仲間へ入
レマセン︒又鳥ノ方へ行キマスト︑

豫算案は政府之を提出

し︑法律案は政府の外︑貴族院・衆

﹁︵略﹀︒﹂トイツテ︑アヒテニシテク

十二斯8図

議院共に各之を提出するを得︒しか

レマセン︒シカタナシニ︑ヒルノ間
ハ︵略﹀ニカクレテヰテ︑夜ニナル

︵略﹀︑何を聞いても︑一々

カモソノサビハ大ソウドクナモノデ
十358園

ス︒﹂

トイフハナシデス︒

ト出テ空ヲトビアルクヤウニナツタ

して︑法律及び豫算は帝動議會の協
賛を経たる後︑天皇の裁可を待ちて
始めて成立するものとす︒

しかしょ門四箇所一︵名︶1 四箇所

明白に答へて︑しかもよけいなこと

豚はどんな物でも食ふから︑

はいひません︒

飼ふのにたやすい︒しかも其の成長

十865

が極めて早い︒

過ぐる慮の沿路︑果實・

草根を始め︑凡そ取って以て食ふべ

十二697図

うゑ

きものは殆ど鯨す所なし︒しかも僅

かに飢をしのぐは先頭に進める一部

に過ぎず︑列後に在るものは更に一

然らば

物をも食ふこと能はず︑︵略V︒

︵略V︑﹁︵略﹀︑騎駝を殺

しからば﹇然一︵接︶1

して︑其の胃の中の水を飲むより外

九479三園

肉ーリ・

子供の乗れる騎駝を殺さん︒﹂とい

なかるべし︒﹂又一人︑﹁然らばかの

ふ︒

ール彫

しか・り﹇然︼︵ラ変︶6 然り

又人は空氣を動かし︑風を

起して︑種々の用に供す︒オルガン

九669図

にて美しき音を嚢せしむるが如き︑

唐箕の車をまはして︑もみとしひな

たうみ

とをあふぎ分くるが如き皆然り︒

ぶまじと立退きたる者も引返したる

九736國團 ︵略﹀︑もはや心配には及

程に御座候︒然るところ翌朝三時頃

急に水音はげしく相成り︑︵略V︒

日光・空氣の如きは︑人

の生命を保つに必要なれども︑随意

十一915図

に得らる﹂ものなれば︑之を買ふ必

訳なく︑随って亦憤あることなし︒

しかれども
しかる
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臣ハワヅカニ十一歳︑父帰日ヲ合戦

﹁︿略﹀︒︵略﹀義軍を起し︑︵略﹀︑名を

ヲ知ラズヤ︒

攣ハ更二是ヨリモ甚ダシキモノアル

ひでたぼ

水の如きも亦然り︒

子孫に傳ふべし︒﹂といへば︑︵略V︒

︵略V︑平生の養生法を問へ

ノ場ニモトモナハズ︑﹁︿略﹀︑朝敵

ば︑﹁︵略﹀︑毎日運動するが故に︑

︵略﹀︑書師︵略﹀︑東回 九5910図

へ出立せり︒然るに未だ一月もた﹂

馨者にも相談する必要なきなり︒﹂

火は空氣なければ燃えず︒

︵略V︑毫濁の我が領土とな

其の形白扇を倒にかけたるが如く美

然れども四時雪をいた窒きて潔く︑

りしより︑富士は第二位に落ちたり︒

十17図

却って火の消ゆることあるべし︒

れども空回の流通射りに強き時は︑

悪所にて火吹竹を使ふも︵略V︒ 然

九658図

れば︑却って病を起すことあり︒

といへり︒然れども運動多きに過ぐ

ざる内︑又再び引返して一兎寺に録

十一747図

十二378図囹﹈ 將軍秀忠︑高虎の武

目ハ見ユレドモ︑字ノ隻句

す

れり︒

が

ザル人ヲアキメクラトイフ︒シカル

動物は︵略V︑炭酸瓦斯を

十二215

に増加し︑︵略V︒然るに空氣中の炭

ければ︑空氣中には炭酸瓦斯が段々

ニ目臆見エズシテ︑大學者トナリシ
箱根山ハ︵略﹀︒︵略﹀︑昔

吐出す︒若し之を消費するものがな

九394図

人アリ︑︵略V︒

七227図

カル＝正行スデニ男盛リニ及ベリ︒

シ

ヲホロボセ︒﹂ト申シ残シタリ︒

虎﹁年老いて其の任 に あ ら ず ︒ ﹂ と て

名を重んじて︑之に封ぜんとす︒高
之を否む︒秀忠﹁さらば誰か然るべ
き︒﹂といふ︒

十二706図 先づ苦しみて然る後に樂
︵略﹀︑先づ豪しみて然る

し む を 賢 者 と し ︑ ︵略V︒

十二706図
ハ人馬ノ往來甚ダ盛ナリキ︒︵略﹀︒

酸瓦斯の分量が増さないのは︑一方

後に苦しむを愚人とす︒

然ルニ明治維新ノ後ハ大名ノ面隠全

叱

に於て植物が之を消費するからであ

しかる

る︒

しか・る﹇叱一︵四・ 五 ︶ 5

ク白馬︑︵略V︑今ハ此ノ山坂ヲ越ユ

︵略V植物は省く枯

若し炭酸瓦斯を供給するも

しきは︑なほ我が國第一の山といふ

のがなければ︑

十二224

ルモノ少シ︒

すべて沙漠の旅行は︑以前

六717 度々けっせきしたり︑ちこく
九468図

る ︽ ー ッ ・ ー ラ ・ ー リ・ール彰

したりして︑先生にしかられた子供

死すべきはずである︒然るに炭酸瓦

に通りし酪駝の足跡を目あてに行く
なり︒然るに此の大風の爲に︑今ま

べく︑︵略﹀︒

もございました︒

六727 學校で先生にしかられ︑友だ

斯が絶えず供給されるのは︑︵略V︑

此ノ銅山ハ獲見ノ當初ヨリ

ハ人手ヲ要スルコト多カリシナリ︒

モ其ノ頃ハ︵略V︑ 産出高ノ割合ニ

産出高スコブル多ク︑︵略V︒然レド

十613図

案ヲ績ケ︑︵略﹀︒

ワメズ︑イヨ︿勇氣ヲフルヒテ考

ナレリ︒然レドモ少シモ其ノ志ヲタ

ネテ︑一時ハ赤貧洗フが如キ有様ト

︵略V︑失敗ノ上二失敗ヲ重

での酪駝の足跡消えたれば︑︵略﹀︑

十二742園 ︵略V︑印度地方の釜石・
おう
香料・絹布類は盛に︵略﹀欧洲へ輸

入せり︒然るに印度との交通は長日

然レドモ

月を要し︑中途の危瞼亦少からざれ
ば︑︵略V︒

しかれども﹇然︼︵接︶12

然れども

り︒然れども入墨をほどこすことは

手首・手の自軍には入墨をほどこせ

市街ハ甚ダサビシクナレ 十7910図 女子は︵略V︑又口の星園︑
リ︒然レドモカノ名高キ箱根七慰書︑

九397図

十431図

ちにもきらはれた悪 い 子 供 は ︑ ︵ 略 V ︒

此ノ芋ノ︵略﹀︑内地ヘノ

あるのである︒

動物の呼吸作用も與って大いに力が

我が國の建物は︵略V︑古

一同は行くべき方にまよひて︑︵略V︒

九197 ふと通りかΣつた大尉が之を
十43図

社寺等も昔のま＼にて今にのこれる

見て︑あまりに女々しいふるまひと

は甚だ少し︒然るに此の寺は︵略V︑

十314図

昔ながらの形を馳せり︒

思って︑﹁︵略V︑ 其 の 有 様 は 何 事 だ ︒

︵略V︑ 早 く 自 分 を 谷 へ 下 せ ︒

︵略﹀︒﹂と言葉鋭くしかった︒

十﹇582

早くしないと︑ピエールが死んでし

渡來ハ其ノ後百鯨年ノコトナリ︒然

力心掛ル︒

︵略﹀盆λサカエテ︑︵略﹀︒

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

十﹇692図我等の周園には讃むべき

今は全く禁ぜられたり︒

ラベ見バ︑世ノ轄攣ノ如何二甚ダシ

昔ヲ知レル人︑︵略﹀ヲク

キニ驚クナラン︒然レドモ自然ノ輔

九409図

一族共を集めていへるやう︑

聞き︑

然るに今︑主上隠岐に遷され給ふと

が︑︵略﹀︑其のま㌧にて止みたり︒

はしませし時︑早くも義兵を學げし

十一142図

かさぎ
︵略﹀︑主上尚笠置にお

︑二至リシバ︑主トシテ︵略Vノ壼

まふ︒﹂と︑しかる様にいふので︑

ほ

ル＝今日ノ如ク全國到ル庭二作ラル

たかち

然

︵略V︑高千穂艦乗組水

兵士は止むを得ず將軍を谷底へ下し
た︒

十二332図

シカルニ

兵の母が其の子を叱りしが如きは︑
︵略﹀︒

﹁父正成ノ戦死セシ時︑

しかるに﹇然﹈︵接︶ 1 一

ルニ 然るに
七68國囹

499
しきぶ
じかん

事限りなし︒︵略 ﹀ ︒ 然 れ ど も 人 の 勢
力には限りあり︒
﹁余は秦王を其の朝に

ムダニ時間ヲ費スコトガ多イ︒

會の活動敏速なる時代にありては︑

時機

引込思案の人は徒に其の

じき﹇時機﹈︵名︶1

十二732図

第二

四季

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ

四

四季寒暑の攣り目にはと

しきかんしょ﹇四季寒暑︼︵名︶1

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六283圏

じき︻直︼︵副︶一 ヂキ

結果を思ひわづらひて︑優柔不断其

の事業に取掛らざる中に︑良好なる

時間は金銭よりも貴し︒

しむるは其の罪金銭を損失せしむる

十一713図他人をして時間を損失せ

分業喜劇依ツテ︑一人デ一

種ノ仕事ニバカリカ︑ルコトニナル

十﹁114
ト︑︵略﹀︑徒二時間ヲ費スコトガナ

時機を失ふこと多し︒

叱したるもの︒何ぞ留り廉將軍を恐

十二392ロコ凶園

よりも重し︒

ィ︒

六目3

式号おんし

其の内寝食・談話・遊戯 しき﹇四季︼︹雷名︺2 四季

・病氣等の爲に費す時間は三分目二

四季
シキ

第二

︵略V︑心際修學及び業務しき︻式﹈︵名︶2

六65

十﹁678ロロ凶

を占め︑︵略V︒

十一677図

れんや︒然れども強秦の兵を離岸に

巴里の人口は二百八十

加へざるは廉頗と我と二人あるが爲
なり︒

十二5910図

十二906図

季寒暑

いつ

近年猫逸國力の盛に獲展すると共

き・がっこうらくせいしき・けんびし

ど

萬︑伯林はこ百萬を算す︒然れども

き・はんこうしんちくらくせいしき・

しきたり

︵略﹀︑母に﹁人に物を

るのですか︒﹂と問ひました︒

あげる時に︑なぜのしをつけ

四427囹

しきたり﹇仕来︼︵名︶1

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

に用ふる時間は僅かに二十萬時間を

らくせいしき

越えざるべし︒

時間の貴きを知れる者は
﹁よく勉め︑又よく遊ぶ︒﹂

四94 私ドモノガクカウデモ︑
ケサ天長セツノシキガ アリマ
シタ︒

母は﹁これは昔からのしきた

又事既に過ぎて︑謂ふも 十二369 ︵略﹀録事が落成シテ︑︵略﹀

りで︑昔はのしあはびを

つけ
テ︑一同校舎ヲ巡覧シタ︒

敷地

落成式が挙行サレタ︒︵略﹀︒式終ツ

たのです︒

縣磨︒裁判所・師範學校・

しきち﹇敷地一︵名︶1

高等女學校等ノ敷地ハ警官ノ興福寺

十951図

ノ境内二在リ︒

1

式部うむら

敷地練坪敵何千坪︑建坪何

敷地総坪数
軍人の間に起りては︑士氣も兵氣も

百何十坪︑︵略︶︒

十二348
四季n▽いなかの

しきぶ﹇式部︼︹人名︺1

ようなごん

さきしきぶ・むらさきしきぶとせいし

式部は少しも高ぶりたる風なく︑常

さて此の雨風も四季の時候に 十164國 是程の才學をもちながら︑
つれて︑それぐにちがふ．

九672

季二分ツ︒

一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四

しき︻四季︼︵名︶2

衰ふぺければ︑︵略V︒

勇も忘れ果てて︑︵略V︒此の風一度 しきちそうつぼすう﹇敷地総坪数﹈︵名︶

心も無下に賎しくなりて︑節操も武

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十二搬5図質素を旨とせざればいつ

しき︻士気︼︵名︶1

人を訪問する時は業務を しき﹇敷﹈n▽風呂敷

盒なき事に心を勢するは︑時間を徒

十﹇703図

約束の時日を違ふるが如

さまたげざる時間を選び︑︵略﹀︒

十一706図

殊に集・曾の時間は正しく

きは時間の賊なり︒

十一706図

守らざるべからず︒

一人の後る＼爲に多人数

士氣

費すること甚だし︒

十一698図

はよく時間を利用する所以なり︒

十一695図

無爲に苦しむことなし︒

十一691図

に︑︵略V︑其の巴里と同数に至るも
倫敦は︵略﹀︑古風の乗

亦甚だ遠からざる べ し ︒

十二628図
合馬車を以て主なる交通機關とす︒

・▽いち

然れども地下には各種の血道縦横に
貫通し︑︵略﹀︒

十﹇目4 第十七課 時間

じかん﹇時間︼︹課名︺2 時間

時聞

十一675 第十七課 時間
じ か ん ﹃ 時 間 ﹈ ︵ 名 ︶16

じかん・いちじかんよ・さんじかん・
さんじゅうにじかん・じゅうじかん・

すうじかん・ちょうじかん・なんじか
ん・にじかん・にじゅうまんじかん・

十一707図

をして貴重の時間を空費せしむれば

にじゅうよじかん・よじかん・ろくじ

なり︒

︵略﹀︑今日の如く︵略V︑社

六68図

例へば六十人の集會に其 しき

五415 汽車は︵略﹀︑きまった時間

十一712図

となるべし︒

六十人の時間の損失は合して十時間

の中の一人若し十分を後るとせば︑

十一709図

かん・ろくじゅうまんじかん
にちやんと出ます ︒

十一99 同ジ人数デ同ジ時間二物ヲ
製造スルノニ︑︵略﹀︒

十一112 分業法二依ラズ︑一人デ種
々 ノ 仕 事 ヲ ス ル コトニナルト︑︵略V︑

じくぎ

しきもの

500

シキ物

に一といふ文字をだに知らぬ顔に過
したりといふ︒

しきもの﹃敷物一︵名︶一

六654 熊ノ皮ハヨイシキ物ニナリマ
ス︒

又産業組合を設け︑慈
︵略Vに畳むるが如きは︑

善事業を起し︑若しくは青年會を組

十二獅4図
織して︑
︵略﹀︑地方人民たる者は大いに力を

華墨北市街の如きは︑

近年再発を改正し︑街路井然︑︵略V︒

十一364圓團

伯林の市街は清潔を以て

如ク

如く

︽一

著る︒市厘井然として家屋の高さ略

十二618図
λ相等し︒

し・︿﹇如︼︵四︶7

テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ

ニナリマセゥ︒

テ︑ソノ上ニコロガレ︒﹂

四604園︵略﹀︑ガマノホヲシイ

これがすむと︑むしろをしい

敵ハ︵略﹀︑上カラ下マデ幾

て︑お祝ひのさかもりがはじまりま

六754

した︒

し
カ・ーク彰

シキリニ

是等の事業に審すべきなり︒
きりに

我が國到るところ名勝の地

︵略﹀︑ミダリニ青色ヲ作

ノ芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑

十335図

︵略﹀︒

十﹇545國

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切
ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

水の奇観は漫言に如くは

トモ︑信實ノ心アルモノニ如力ズ︒

十一756図
なし︒

秀忠﹁さらば誰か然る
べき︒﹂といふ︒﹁嘉明に如く者はあ

十二379図画

らじ︒﹂と答ふるに︑︵略﹀︒
し な

支那幾千年間の人物中︑

しく

大聖として徳化の尚今日に著しきも

十二933國

シク

︵略V︒

︵略﹀︑スチブンソンは其の會

我等ノ家二番ケル聾ノ表

︵略V︑或ハ坑内二敷キタ

まうせん

かう
撫順は満洲屈指の炭坑地

フデノヂク︑︵略﹀ナド︑

ヂク
ヂク木 軸木

マツチノ製造ニハ︵略﹀︒

マヅ木材ヲ切りテ︑︵略﹀︑細クキザ

八393図

軸木

じくぎ︻軸木回︵名︶4

リマス︒

竹デ作ツタモノガタクサンア

三297

じく﹇軸﹈︵名︶一 ヂク

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

十二578図

如く︑︵略V︒

り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが

十︻194図

黒影及び島々︑見渡す限

ルレールニョリテ坑外二運ビ出シ︑

十625図

リ︒

ハ︑此ノ董ヲアミテ造りタルモノナ

十421図

走る汽車を造った︒

社に頼まれて鐵道を敷き︑其の上を

九344

ス︒

重モノ陣地ヲ布キ︑盛二弾丸ヲ打出

八856

九966図

に如くはなし︒

︵略V二本エントツノ汽船ハ 九604図 身艦の螢を直すはよく眠る

じぎょう﹁事業﹈︵名︶9 事業号いち しきりに﹇頻﹈︵副︶9
じぎょう・じぜんじぎょう・ぼうせき

六786
シキリニキテキヲ鳴ラシテヰル︒

じぎょう

十一406國團 教育の事業も段々進歩
かへりたてから︑しきりに食

にとぼしからざれども︑よく人工の

七302
物をさがしてみて︑桑の葉をやると︑

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相
成長事︑國家の爲眞に大賀の至に御

︵略Vどうして競走が

如くはなし︒

美と天然の美とを併せたるは日光に

食ってしまふと︑頭をうこか

すぐ食ひはじめる︒

．七309

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

八233

みるのに︑誰も草をやるものがあり
ません︒

つて見たが︑

雲立ハ之ヲ救フニハ︑此

座候︒

十一685図 人生の長短は事業の大小
を以て量るべく︑年歯の多少を以て
量るべからず︒

十二45図 學問を修むるにも︑事業
に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
の目的は達し得らるべき︒

やがて汽車が動き出すと︑馬

出駕よう︒

上の人はしきりにむちを打ってあせ

九348

柔不断其の事業に取掛らざる中に︑

十二731図 引込思案の人は︵略V︑優
良好なる時機を失ふこと多し︒

二三羽のあひるが︵略﹀︑し
﹁年長じては敵も近づけ
と︑しきりに望めば︑︵略﹀︒

リウピ
十一皿4﹇図 劉備ハ︿略﹀︒道士朝ノ復

申すまじ︒幼き時に参りてこそ︒﹂

十﹇428図

きりにゑをあさってみる︒

十二733図 快活なる精神を以て熱心 十298
に其の事業に僻事せば︑天下何事か
︵略V︑慈善の事業にも慮

成らざるを憂へん︒
十二929﹇図

分の資を投ずべく︑公共の事業にも
後れを取るべからず︒

の︑孔子に如くはなし︒
し・く﹇敷︼︵四・五︶9
黒き影は︵略V︑ひらり

興ヲ圖リ︑シキリニ賢士ヲモトム︒
十二283︹図

貞ーイ・ーキ・ーケ暫

イマニアノナヘガノビ

敷く

布ク

敷ク

とばかり身を水中に投入れたり︒縄

三345

n▽ちりしく
市匠

の鈴はしきりに鳴る︒

しく﹇市区﹈︵名︶2

︵略V︑慈善の事業にも慮

分の資を投ずべく︑公共の事業にも

十二9210図

後れを取るべからず︒

十二脳8図 例へば教育・衛生等自治
團 禮 の 事 業 は ︑ ︵ 略﹀︒

501
しごと
しくしく

ミ テ ヂ ク 木 ト シ ︑︵略V︒

ヂク

十一94 材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ
︵略﹀︑ 軸 木 ヲ 火 二 乾 カ ス 者 ︑

コシラヘル者︑︵略﹀︒

十一94
︵略V︒

十一95 ︵略﹀︑乾イタ軸木ノ先へ藥

しくく

品 ヲ 附 ケ ル 者 ︑ ︵略V︒

しくしく︵副︶1
八つばかりの女の子︑た

シグマ

もとを顔におしあてて︑ひとりしく

六604圃
く泣いてみる︒
しぐま︻選一︵名︶一

ツテ︑カが強ウゴザイマス︒

しげし

みる︒

六24
﹁熱き國

しげる林ユ

どの山にも木がよくしげつて

十128m図梅園
我︑タガヤサン︑︵略V︒﹂

市町村長・議員等を選學

するには︵略﹀︑親族・縁故其の他私

十二鵬7図

交上の關係をさしはさむべからず︒

さだのみさき

しこく︻四国一︹地名︺6 四葬
い よ
道後は四國の伊豫にあり︒

て︑我先にと漕いで行く︒

四箇中隊を大隊︑三箇大隊

しこちゅうたい﹇四個中隊︼︵名︶1

四箇中隊

れん

九265國

を聯隊︑二箇聯隊を旅團とす︒

︵略﹀︑川について︑四五町行

出ました︒

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

六84

四半の西には佐田岬長く しごちょう﹇四五馬脚︵名︶1 四五町
あはち

なると

秀吉は︵略﹀︑一組に二間つ

つわりあてて︑仕事をいそがせまし

六482

︵略﹀︑四号の猫車︑愚亭湾 ごと

四國

き所︑鳴門海峡となる︒

十一18図
さくちや

十一252図

︵略﹀安永八年櫻島の破

の棟車の如きは唯一輪なり︒

たから︑すぐに出來上りました︒

七265手ハスベテノ仕事ノモトデス︒

かける人もありませう︒

又漁業その黄海の仕事に出

陰・東海道までも火降灰を降らした
自賠

七887囹
じこく︻自国﹈︵名︶1

りといふ︒

裂せし時は︑九州・四目・山陽・山

十二432図

しごと﹇仕事︼︵名︶20 仕事n▽はりし

十一178図淡路島の︵略V︑四型に近

突出で︑︵略﹀︒

十一176図

宮の森のこんもりと茂った問 十734図
いてふ

生ひ立ちし

十281
から︑古い銀杏の木が一本︑︵略﹀︒

自己

獲信人は自己の居所氏名を

じこ︻自己﹈︵名︶2
八48図図
︵略﹀︑十分に自己の職務

可成本字にて早飯に記すべし
十二朋3図

を壼す人を眞の大勇の人といふべし
と訓へ給ふ︒

人種・風俗ノ異ナルニ依
同一國民ノ嗜好ニモ四時

地獄

人ノ職業ニハイロくアツ

テ︑皆メイくノ仕事ヲシテ︑毎日

八155

イくノ仕事ニカ・ル︒

ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

石屋ハノミ︑カヂ屋ハッチ︑仕立屋

海防艦ハ專ラ自國ノ沿岸 八147 大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑
じこく︻時刻﹈号どうじこく
じごく︻地獄﹈︹地名︺1

四五

仕事をしながら︑僕に色々な

働イテヰルノデアル︒

此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ

︵略V︑全艦ノ人が同ジ仕事

ノ出來バェが良クテ︑製造高モハル

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物

十一910

トイフ︒

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十一98

話をした事もある︒

さっきからもう二時間もたつ 八331

しごじつこ︻四五十戸﹈︵名︶1

北半球と南半球とは時候全 十二41図 地獄
十戸
から︑四五十戸も嶢けただらう︒

北半球にて百花咲きみだれ 八431

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬
なり︒

しごじゅうにん﹇四五十人﹈︵名︶1

八816図

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑南半球に

四五十人
もこれあり候︒

四五隻のボートは母船を離れ

しごせき﹇四五隻一︵名︶1

十647

四五隻

死者四人︑傷者四五十人

ては木の葉散りしきて︑轟の鳴く秋
の時候なり︒

私交

さて此の雨風も四季の時候に 九752圓團
つれて︑それぐにちがふ︒

九672

上

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

故二商業二心事スルモノ 十一336図

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二518図

々ノ攣遷アリ︒

十二517図

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

十二516図

六655 シグマトイフ熊ハ小馬ホドア しこう﹇嗜好﹈︵名︶3 嗜好
しぐれ門時雨﹈︵名︶1 時雨

十一307図 騙逐艦ノ名コソ更二優美
ナレ︒︵略V︒雨ニハ春雨・時雨・夕
シゲシ

立・村雨︑雪ニハ︵略﹀等アリ︒

角ーキ・ーク彰

しげ・し﹇繁︼︵形︶2

あの川むかふの木の

八812図

六818図 港ニハ船ノ出入シゲク︑停 じこう﹇時候一︵名︶3 時候
人多き都會に住む者は︑

車場ニハ汽車ノ蒸着タエズ︒

九611図

しげ

︵略﹀︑木立しげ き 公 園 等 を 散 歩 す べ
し︒

しげ・る︻茂︼︵四・五︶5シゲル

四62園

る茂る肉ーッ・ール一町おいしげる

しげってみるのが︑八まんさま
のもりです︒﹂
枝モ見エマセン︒

五302 ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ しこうじょう︻私交上﹈︵名︶1

じしつ

しごとば

502

カニ多イ︒

分業法二依ルト︑人々ガ

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一105 人ハ其ノ盲腸・才能ナドニ
十一106
其ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナ
ル︒

スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス

十一107 又苺日同ジ仕事ヲクリカヘ
ル︒

スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス

十︻108 又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ
ル︒

しごとば﹇仕事場﹈︵名︶1

仕事場

僕の近所に年よりのかち屋が

︵略﹀︑どうか今四五日の

さらば年來の謝恩に何か

五733

四五百

タクマシイ大キナカリ犬が四

五匹デオツカケテ來マス︒

肉ーセ彰

八538図
セリ︒

帆の運用自在なれば︑風

其の南部は車馬の往來
四さつ

ゑ本が四さつ︒︹ひらがな

蝦夷モマタ其ノ家声テ自殺

三郎ノ母ハ四五日マヘ
姉上も最早御全快にて︑

﹃志士・仁人は生を求

めて仁を害することなし︒身を殺し

十︸143図園

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生

シ・ し﹂ 撫

て仁を成すことあり︒﹄とかや︒

エ

犬の種類はすこぶる多し︒

︵略V︑亜弗利加・印度の

四時

昔より富士は︵略﹀︒馴れ

岳是ナリ︒此ノ四山ノ噴火モ今田全

十二373國

私事は輕く︑公事は重し︒

タケ

九4110図

古語に﹁私事を以て公事

子偏

孔子の孫子思の学説を受

﹁高虎の嘉明と相悪む

地質

︵略V縞物二十反本日到

存ぜられ候間︑︵略﹀︒

此の地方には責行よろしかるべしと

着︒右は地質といひ︑縞がらといひ︑

九126國團

じしつ﹇地質﹈︵名︶1

じじいうはなさかじじい

何ぞ私事を以て公事を害せんや︒﹂

は私の小事なり︒是は公の大事なり︒

十二382図囹

をすてず︒﹂といへり︒

十二373図
四散す
えぞ

上毛野馬名︑蝦夷を討ち

かみつけぬのかたな

は孟子なり︒

しし﹇志士﹈︵名︶1

志士

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

十二962図

しし﹇子壷︼︹人名︺1

に乗じて城をすてて逃れんとす︒

て利あらず︑兵皆四散せしかば︑夜

十二309﹇図

余ーセ︾

しさん・す﹇四散︼︵サ変︶1

ク止ミタリ︒

私事 ﹇Vこうじ

ども四時雪をいた重きて潔く︑︵略﹀︒

十18﹇図

しじ﹇四時﹈︵名︶1

あらず︒

うて其の居を韓ずるは珍しきことに

獅子︑︵略﹀等の︑︵略﹀︑食物を追

し

十二672図

て︑し︑の如く︑︵略﹀︒
あ ふ り か

︵略﹀︒あるものは頭大きくまるくし

七607図

トシテ︑ソノカヲ芝切ストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七16図圏

二号ておいじし

エ

一匹でおよそ四五百程の卵を しし︻獅子﹈︵名︶3

しごひゃく﹇四五百﹈︵名︶1

七338
産む︒

のドリル︺

三202

しさつ﹇四冊︼︵名︶1

自在にして︑︿略﹀︒

十一973魍團

することを得︒

の方向に關らず︑十分に風力を利用

十一273図

用事は四五日ですむはずで じざい﹇自在﹈︵形状︶2 自在

四五日

あった︒︵略﹀︒僕は時々其の仕事場

八318
の前に立って見てみた︒

ぎたり︒

糧食を鯨せるのみ︒

五日間

しごにちかん﹇四五日間︼︵名︶1

四

城中には僅かに四五日の じさつ・す﹇自殺﹈︵サ変︶1 自殺ス

様なりしが︑又筆もとらで四五日過

書きて参らすべし︒﹂とて︑心構せし

十一728図

す︒

ところ御ゆるしを願ひ度う御座いま

八678團

すが︑︵略V︒

七159團

しごにち︻四五日﹈︵名︶4

十一1010 分業法二依ラズ︑一人デ種
々 ノ 仕 事 ヲ ス ル コトニナルト︑︵略﹀︒

二︑居ル場所ヲ攣へ︑又器具ヲ取換

十﹇111 ︵略V︑仕事ノ移り攣ル度毎 十二272図
ヘナケレバナラナ イ ノ デ ︑ ︵ 略 V ︒

十一113 分業法二依ツテ︑一人デ一

十﹁467

日曲うち通し︑毎日三十里位をかけ

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

るのは珍しくない︒

アラビヤ馬の︵略V︑四五しざん﹇四山﹈︵名︶1 四山
しじ﹇私事﹈︵名︶3
コマガ
上二子・下二子・神山・駒 としじ

ト︑︵略V︑徒二時間ヲ費スコトガナ

四

ィ︒

ニ バ カ リ 掛 ツ テ 居ルト︑︵略﹀︒

四五日マヘニアタマヲ

四五日前

れ居り候︒

しごひき﹇四五匹﹈︵名︶1

四五匹

四五日前より起きて獄の世話をなさ

九433更湯

カラ風ヲヒイテネテヰマス︒

四668

ニノビテ︑︵略V︒

ダシタタケノコガ︑モウコンナ

三278

五日マへ

十一116 又分業二依ツテーツノ仕事 しごにちまえ﹇四五日前﹈︵名︶3
︵略﹀︑其ノ仕事二適スル器

具ノ改良や獲明ヲスルコトモアル︒

十一117

ノ一部分デアルカラ︑︵略﹀︒

十︸121 分業デルスル仕事ハ皆全髄

士号︵略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス
分業ノ目的ハ達セラレナイ︒

ルモノニ︑共同一 致 ノ 考 ガ ナ ケ レ バ ︑

十一126 セツカク苦螢シテモ︑其ノ
仕事ハ何ニモナラ ナ イ ︒

503
ししゅす
じじつ

じじつ﹇時日一︵名︶1 時日
八48図

十一

四十

十三

のし⁝⁝⁝四十閏

十﹇705図 約束の時日を違ふるが如 しじゅういち︻四十二︹無名︺5
きは時間の賊なり ︒

四目14

しじつさい︻四十歳﹈︵名︶1 四十歳

第十五

四

汽車ノタビ⁝⁝⁝四

十一

コトワザ⁝⁝⁝四十

五目3
第十三

子は十七歳より四十歳までの間︑何
一

六目μ

九242國 我が國は國民皆兵なり︑男
れも兵役に服する義務あり︒

ししゃ︻死者一︵名︶1 死者
第十三 火事⁝⁝⁝四十一
ムシロ
花錘⁝⁝・：四十﹇
第十三

第十七

藤原鎌足⁝⁝⁝四十

瓜⁝⁝⁝四十九

かぶりもの⁝⁝⁝

カマタリ

五目5
第十五

九

九目2
四十九

第十五課

八目3

しじゅうく︻四十九︼︹署名︺3四十九

十目14

九752國團 死者四人︑傷者四五十人 八目μ
もこれあり候︒

ししゃく︻四尺﹈︵名︶3 四尺
︵略V︑長サ四尺バカリ︑

ムシロ

十一844図
直径尺鯨ノ錘綿ト ス ︒

十一853図 杭綿機ヨリ出ヅル綿花ハ
眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ
進ム様︑︵略﹀︒

︵略﹀︑如何なる事憂に際

沖縄諸島合せてぞ︑

おきなは

き六十八國ユ
府は三つ︑縣は四十三︒

四三︑一納

しじゅうさんいちのう︻四十三一納一

︵名︶1

八48図四三︑一口
十七

天ジンサマ⁝⁝⁝四

しじゅうし﹇四十四︼︹課名︺6四十四
二目7
十四
第十三

四

熊王丸⁝⁝⁝四十

模様と色⁝⁝⁝四

酪駝乗： ⁝⁝・四十．

らくだ

家の紋⁝： ・⁝四十四

三目4 十六 四方⁝⁝⁝四十四
七目μ

九目15 第十四課

四

第十課

十目15 第十四課

十四

十一目11
四

十七

号こごにじ

四

シバ

國産の歌⁝⁝⁝

三目3

四十二

十五

旅行先の父に送る

ミギトヒダリ⁝⁝⁝

第十三課

手紙⁝⁝⁝四十二

九目μ

しじゅうに︻四十一ご︵名︶ 号めいじし

じゆうにねん

獄が桑の葉を食ふのは︑およ

しじゆうにち︻四十日︼︵名︶1四十日

ワタクシノホン⁝⁝

四

そ二十五日目ら四十日の間で︑︵略V︒

七317

十八

しじゅうはち﹇四十八﹈︹暗黒︺3

十八

⁝四十八

二目8

第十五

豊臣秀吉⁝ω⁝⁝⁝

四目3 十五 とけいのうた・⁝⁝・・

四十八

四十八

六目3

ち

西洋紙ト日本紙⁝⁝

四

紀伊國那智山には四十八

きいのくにな

しじゅうはちだき﹇四十八滝川︵名︶1

四十八瀧

十﹇768図

瀧あり︒

第十四

しじゅうろく﹇四十六︼︹書名︺2

十六

⁝四十六

明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ 七目2

ることなし︒
よしを

十二864図

古 しじゅうに﹇四十二︼︹課名︺2四十二

良雄は初め京都に在り︒

日露の戦役に於ては︑露

ししゅ・す︻死守︼︵サ変︶1 死守す

肉iシ︾

し︑︵略V︒

軍は海軍根嫁地として此の地を死守

四十七士の統領たる大石 十二567図

輪泉岳寺の墓前には今尚香花の絶ゆ

なわせんがくじ

十二861図 四十七士の事蹟は見童・ 十一目12 第十一課 アラビヤ馬・：⁝
たか
⁝四十六
走卒も之を知らざるはなく︑東京高

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

七594図

十七士

しじゅうしちし︻四十七士﹈︵名︶3四

第十三課

かへる⁝⁝⁝四十七

しじゅうしち﹇四十七︼︹高名︺2

三目5 十七 ほしとり⁝⁝⁝四十五

三目6

十八
十二目14

︻四十五︼︵名︶

とよとみひでよし

豊臣秀吉⁝e⁝⁝⁝
我が國の農業：・

我が大日本帝國の

四十七

四目2 十四 とけい⁝⁝⁝四十五

十三

四十三

六目2

第十二課

十二478図團

しじゅうさん︻四十三一︵名︶1四十三

⁝⁝四十三

十二目13

第十四

しじゅうさん﹇四十三﹈︹課名︺2

しじゅうごふん

しじゅうこ

八目2 第十四 電報⁝⁝⁝四十五

五

五目4 第十六 かみなり⁝⁝⁝四十

十﹇m5 きせるは身分の高い入団長 しじゅうご﹇四十五一︹百出︺4四十五
いのを用ひる︒長 い の は 四 尺 も あ る ︒

十二341図

じじゃく︻自若︼︵形状︶1 自若
しても︑自若として其の常を失はざ
るは日本女子の美徳なり︒

ししゅ︻四種︼︵名︶1 四種
我が國 ノ 紙 幣 ハ ︵ 略 ﹀ ︑ ． 一 十

・五圓・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

九912國

しじゅう﹇四十﹈︹難名︺2 四十

三目2 十四 うとからす⁝⁝⁝四

二目6 十六 ユキダルマ⁝⁝⁝四十
十
しじゅう﹇四十一︵名︶1 四十号いち
りろくちょうしじつけんこしゃく・や
くしじゆうマイル

しずか

ししゅつ

504

ししゅつ﹇支出一︵名︶2 支出

十﹁価5図 十四五年の後には村民は

家の出入を基として︑

教育の爲︑一厘の支出を要せざるに
至るべし︒

十二921図
豫め其の支出を定め︑衣服・飲食の
費皆其の範園を越ゆることなかるべ
し︒

＋如3圏園﹃二人の我が子それぐ

ししょ﹇死所一︵名︶1 死所
に︑死所を得たるを喜べり︒

じじょ﹇侍女︼︵名︶1 侍女

十二509図

れり︒﹂

がまふたド

自若として其の常を失はざるは日本

︵略﹀︑コロンブスは深

女子の美徳なり︒

静岡

米と萎とは全國に︑製

しずおか﹇静岡﹈︹地名︺1

黒し︑︵略﹀︒

し︑獣喜を眼の光に浮べて眞先に上

紅の美服を着し︑西班牙の國旗を持

︵略V︑會津の城主蒲生忠 十二799図

あひつ

﹁主人は死し︑主家は

肉ーシ煙

静岡︑輪島塗

わじま

しずおかわじまぬり﹇静岡輪島塗一︵名︶
わじま

1

シヅカ しつ

十二498図圃
漆器は静岡︑輪島塗︑
あひづ

黒江・高岡・會津塗︒

︵略V︑そとへはなしたら︑

土の中で︑しっかにら

又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木

︵略︶︑しっかな川をほかけ船

たやうである︒

の上って行くのは︑まるでゑにかい

六35

ノヲ見ルト︑︵略﹀︒

ノ葉ノ上筆ネムツタヤウニシテヰル

五343

知らずにゐました︒

四628 ゆふべは風がなくて︑し
つかなばんでしたから︑少しも

です︒

い年のはるをまってみるの

四287園

んでいきました︒

あをく︑光りながら︑しっかにと

三373

か ゑつか 静か

しずか﹇静一︵形状︶22

去年の今夜清涼殿の御宴

持す

茶は静岡・三重・京都 ︵略V︒

﹁あ﹂︑余死せん︒︵略V︒ 十二489﹇図圃

我死せば︑汝必ず之を

我が心の良雄を獣待せしは罪死に＾・冨

十二875図囹

るを知らず︑︵略﹀︒

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二869図園

郷死せり︒

さと

十二375図

生ケル仲垣ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

我等ハ世界ノ市場ヨリ 十一鵬4図園 時ノ人﹁死セル諸葛︑

如何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑
︵略﹀︒

︵略﹀︑世界ノ各尊爵亦皆

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人

十二5010図

ハ皆我が商港ノ花客ナリ︒
れうやう
︵略﹀︑遼陽あり︒満洲内

孔明ハ︵略﹀︒獲スルニ

至情

地屈指の市場にして︑︵略﹀︒

十二5410図

十一脳6図

しじょう﹇至情﹈︵名︶1

十二938図園
師とせよ︒﹂

孟子死して二千ケ年︑孔

子と共に其の名盆之あらはる︒

十二9610﹇図

又産業組合を設け︑慈善

心の作興に悩むるが如きは︑︵略﹀︑

して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十一一鵬3図

︵略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ し・す﹇資︼︵サ変︶1 資す ︽ーシ彰

試植ス

臨ミ︑表ヲ上ル︒言々皆忠君ノ至情
ヨリ獲ス︒

十323図

形名の妻︑︿略﹀︑侍女敷 ししょく・す﹁試植﹈︵サ変︶1
つる
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒
︽ーセ彰

十二312図

ししょう︻死傷﹈︵名︶4 死傷

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑其ノ
出置非常二良カリシヲ以テ︑︵略﹀︒

私心

眞に自治の精神に富める

自治の精神の養成に資し︑自治團謹

ダイゴク

天皇大極殿二歩デサセ給

侍ス侍す

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

り︑︵略﹀︒

に侍し︑詩を作りて天皇の御感に入

九8010図

ヒ︑入鹿カタハラニ侍ス︒

八523図

宍ーシ・ース彰

じ・す︻侍﹈︵サ変︶3

を助長すべきを以て︑︵略V︒

何等の私心を有せざるなり︒

任者を瞬ぐるを知りて︑其の他には

十二脳2図

ししん﹇私心︼︵名︶1

九713魍国 ︵略V︑御地方は非常の出
水にて死傷も少からざる由承知致し
驚き入り候︒

十植芝01図 敵の死傷及び捕虜は司令
我が軍の死傷甚だ少く︑

長官以下無慮六千 人 ︒

十ニー02図
︵略﹀︒

余ーシ・ース・一首煙

ま

︵略﹀父母二別ル・如ク悲シミ
タリトナリ︒

ハ︑

十328図サレバ平左衛門ノ死セシ時

キ

十ニー09図團 殊二我が軍ノ損失・死 し・す︻死︼︵サ変︶10 死ス 死す 死
傷 ノ 僅 少 ナ リ シ バ︵略﹀︒﹂

十二859國 赤穗浪士が数年の苦難を

あかほ

しじょう︻史上﹈︵名︶1 置上
忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

た

十341図昆陽ハ七十二歳ニテ死セリ︒

じ・す︻持︼︵サ変︶2

て︑内確固たる志操を持し︑︵略﹀︑

黙火ヲ終ヘタルゾ︒総員ボートへ︒﹂

弾丸に死そとも︑病に 十二3310図 外温順︒愛敬の徳を守り 七897図 中佐ハシヅカニ︑﹁杉野ハ今

ま

弾丸に死キとも︑病に 九816國圃 去年の今夜清凍に侍す︒

死に就けるは徳川時代に於ける史上

た

十一601図圃

死菱な︒

十一601影響

死壱な︒

の一美談たるのみ な ら ず ︑ ︵ 略 V ︒

十二503國圃 千里比隣の今の世は

しじょう︻市場︼︵名︶4 市場
有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒

505
しせいほうこう
しずく

八748図

虎モ猫モ︵略﹀︑歩ム時下

ヲ立テズシテ︑シヅカニ他獣二二ヨ
リ︑急激飛ビツキテ之ヲ捕フ︒

九652図 試みに茶わんのそこにしる
しをつけ︑之を倒にして︑しっかに
水中に入れよ︒

九674 春の雨はしめやかに降って︑
﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

のきの玉水の音も静かに聞える︒
九677

いふ景色は︑静かな中に美しいなが
めである︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九705 夜が更けて︑雨の音が静かに
ると︑︵略﹀︒

角ーキ斬

沈ム

ヘツキマシタ︒

沈ミ行ク

禽ーマ・ーミ・ーム・

ツテ︑マモナクリユウグウノ門

ンダンウミノ中ヘシヅンデ行

し

︵略﹀︑ヵメニノルト︑ダ

沈む

シヅム

船八次第二沈ミ行キテ︑水

しずみゆ・︿︻沈行︼︵四︶1

静かな山の中に流れる水の

金を拾ひ上げ︑︵略﹀︒

十﹇558
七914國

ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒

ーン︾

つむ

しず・む︻沈︼︵四・五︶12

上るに随って︑瀧はいよ

音が遠く聞えるばかり︒

十﹇773図
く小︑境は盆≧静かなり︒

波風の右つかなる日も

シヅク母ひとし

︵略V︑天よく晴れて海波 三675

かちに心を許さざらなん︒

十二42十方
船人は

十二79図
静かなり︒

ずく

しずく﹇滴︼︵名︶一

魚はうれしさうにういたりし

やすく魚を捕ふることを得るなり︒

十一8210図 ︵略﹀︑百にも近き鵜︑此

方に浮び︑彼方に沈み︑彼慮にかく

重く沈んだ調に暗いく海

れ︑此虚にあらはれ︑︵略﹀︒

の底へ引込まれるやうな氣がするか

十二835

と思ふと︑︵略﹀︒

又忽ち落葉散敷く秋のさびしさに沈

十二8310 博戦極りない妙音は︑︵略﹀︑

ませる︒

けれども重い物は皆そこへし

しず・める﹇沈︼︵下一︶1 しづめる

五133

余ーメ︾

市井

づめてしまって︑︵略﹀︒

孟子の幼時母は深く意を

しせい

ちゃんとしせいをよくして︑

はっきりと答へる子供もございまし

時世

氣を附けてみて︑何を聞かれても︑

た︒

船は今にも沈むかと思ふ様になりま

しかし船はなか︿沈むも

勅諭は先づ我が國の軍隊

じせい﹇時世︼︵名︶1

が古塁天皇の統率し給ふ所なること

フルトンが︵略V造った最初 十二m3図

を諭し給ひ︑其の後時世の移り攣る

しせいほうこう﹇至誠奉公︼︵名︶

︵略﹀を詳に御諭しあり︑︵略﹀︒

十二鵬2図 ︵略﹀︑議員たる者は至誠

1

に連れて︑兵制にも変遷あること︑

の船は︑︵略V︑不幸にも直に沈んで

ボートは︵略﹀︑或は右に或
冷々する︒

ぶが故に︑鵜は深く沈まずして︑た

十一825層目

魚は︵略﹀︑水面近く浮 至誠奉公

は左に引廻される︒今にも沈むかと

十659

しまった︒

九317

のではありません︒

七852囹

す︒

六705

しせい︻姿勢一︵名︶1

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

十二964図

しせい﹇市井︼︵名︶1

︵略V︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

︵略﹀︑標々ノ魚ヤケモノが浮
ノハ︑︵略V9

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

七779

ヰルモノモアル︒

ナドノヤウニ︑ソコノ砂地二沈ンデ

七711

づんだりして︑およいでゐました︒

水ノシヅクモ度重ナレバ石 五105

ヲモウガツトイフ︒

九423図

静々

やがて五人の騎手は多くの

しずしず﹇静静︼︵副︶1

九829

木の根などは︑︵ 略 ﹀ ︑ 水 を し て 少 し

十95図 ︵略﹀落葉・こけ及び︵略﹀

人々に附きそはれ︑静々馬を歩ませ
1

て︑鳥居の下へ集って來た︒

余ーネ︾

静ま

かへせし人

若宮堂の舞の袖︑しつ 七851囹急に暴風雨が來ると︑︵略﹀︑

静かに曰く︑﹁ね しずのおだまき︻倭文苧環﹈︵名︶

つつ静かに流れ出でしむ︒
主柱

十二253図圓

しづのをだまき

十139図圃

となり床となる身も︑それぐの

りいぬ

家組立つる木々え今
静まる

角i

人え皆静まりいねし

しずまりい・ぬ﹇御寝﹈︵下二︶1

をしのびつ﹂︒

のをだまきくりかへし

だ低く︑たるきは高し︒︵略V︒つか

﹁あれが此の室にはいる前︑

務をもてり︒

十352圏

人が大勢込合ってみる中

︵略﹀︑はいって か ら は 静 か に 後 の 戸
をしめた︒

ま夜中に

十369圏

で︑︵略﹀︑静か に 自 分 の 順 番 を 待 つ

語り出しぬ︒

十115図圃

てるました︒

明けて二十九日には雨も
え出し候へば︑︵略﹀︒

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見

九731國国

リ︾n▽ねしずまる

十6310 一隻の捕鯨船が今静かに波をしずま・る︻静一︵四︶1
切って進んで行く ︒

十一196図海の静かなることは鏡の
馬主は︵略﹀︑静かに其の

如く︑︵略V︒

十一477

した

しせき

506

順線・螢口線・煙台線・撫弾器・安
泉なり︒

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

まじゅん

奉線あり︒

えんだい

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

十二578図

かう
撫順は満洲屈指の炭坑地

線の支線に連接す︒

シソノ花ノ買込クチビルノ形

ヲシタノモアリ︑︵略﹀︒

九9一

志操

是等の人々は︵略﹀︑能

く其の虞すべき道に盧したる我が國

十二324國

しそう﹇志操﹈︵名︶2

婦人の實例にして︑其の志操の固き

士卒
さず︑慈善の事業にも四分の資を投

祭り︑士卒二令シテ︑其ノ附近ノ草

子孫

︵略﹀︑君をうばひ奉

りて義軍を起し︑たとひかばねを戦

十一147図囹

しそん﹇子孫︼︵名︶1

ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

慈善事業

十二巌10図

又産業組合を設け︑慈善

じぜんじぎょう﹇慈善事業︼︵名︶1

ずべく︑︵略﹀︒

十一鵬7図 ︵略﹀︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ

しそつ﹇士卒﹈︵名︶1

女子の美徳なり︒

自若として其の常を失はざるは日本

て︑内確固たる志操を持し︑︵略﹀︑

外温順・愛敬の徳を守り

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

もん

十二3310國

十二436図人口やうやく増加し︑自

ゑ

︵略﹀︑鈴木今右衛門の妻

いま

慈善

は男子にも勝れり︒

十二327図

じぜん﹇慈善﹈︵名︶2

を栽培して︑︵略﹀︒

るに至りて︑動物を飼養し︑又植物

精神ヲコラスコトニナルカラ︑︵略﹀︒

ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

十二5610図参陣線は︵略V清國京学十一116 又分業二戸ツテーツノ仕事 九9図 シソ

霊すべく︑︵略﹀︒

四隻ノ船ハ皆爆沈シテ︑

しせき︻四隻﹈︵名︶1 四隻
七918図
︵略﹀︒

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

近い所ならもっと目方がふ
自然

︵略﹀︑世ノ縛攣ノ如何二士

の慈善を行ひたる︑皆後世女子の模

しぜ

︿略﹀︑世間の交際をも外

ダシキニ驚クナラン︒然レドモ自然

シゼン

十二929図

範とすべき徳行なり︒

帆かけ船の水上を走る︑た

しぜん﹇自然﹈︵副︶7

を利用したるなり︒

この空高く上る︑是皆人の自然の風

九665図

アルヲ知ラズヤ︒

ノ韓攣ハ更二是ヨリモ甚ダシキモノ

九409図

しぜん﹇自然力︵名︶2

えても︑四鐸で送れます︒

七529圏

十二861図 四十七士の事蹟は見童・ しせん﹇四銭﹈︵名︶1 四銭

じせき︻事蹟︼︵名︶3 事蹟

太古以來忠節の心にあ

走卒も之を知らざ る は な く ︑ ︵ 略 V ︒

十二価8図
つきは︑我が國民の︵略﹀美徳にし
て︑古來の歴史上の事蹟は十分に之
を謹明せり︒

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の

十二田5図 我等は修身書に於て︑歴
事蹟を學び得たること多し︒

しせつ﹇私設一︵名︶1 私設
十ニー54 我が國ノ造船所デ︑最モ規
シヤウ
模 ノ 大 キ イ ノ ハ 海 軍ノ工廠デ︑︵略﹀︒
ミツビシ

を組織

場にさらすとも︑名を子孫に傳ふべ

コレハ大昔ハエテヰタ木が土

事業を起し︑若しくは青年會

又私設デハ三菱・川崎等ノ造船所ガ

自然

五583

ん

下うあめが

し︒﹂

シタ

して︑産業の畿達︑風俗の改善︑人

シタヲミルト︑ミヅノ

タケヲサンガヰマス︒﹂

二244圏﹁︵略﹀︑アノ木ノ下ニ

下ヘトビォリマス︒

ガ︑モウスコシタツト︑︵略﹀︑

二207イマ川目ノ上ニヰマス

ガヰマス︒

ナカニモサカナヲクハヘタ犬

雪融47

た

した・はんした・みやのした・ゆかし

した︻下︼︵名︶33

ノ中野ウマツテ︑シゼント出雲タ物

心の饗動にして︑︵略V︒

心の作興に務むるが如きは︑皆公共

ランプニトボスノハ石油トイ

四千六七百萬石

しせんろくしちひゃくまんごく﹇四千六
七百万石︼︵名︶1

︵略﹀︑米の作付反別は凡

そ二百九十萬町歩︑其の牧草は年々

十二446國

凡そ四千六七百萬石にして︑︿略V︒

海べはふだん強い風がふくか
ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

もとよりすつばいこのから
そにそまって赤くなり︑︵略︶︒

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

五287圓

それからは秀吉のいきほひ しそ︻紫蘇﹈︵名︶3 シソ しそ

十7110図其の熱氣に温りたる水の自

た︒

は︑しぜんに日一日と盛になりまし

六504

ぶりになってみる︒

六17

ワキ出ルモノデ︑︵略V︒

ヒマス︒コレハ地ノ聖餐ラシゼント

五597

デ︑︵略﹀︑石炭トイヒマス︒

最モ大キイ︒

じせつ﹇時節一︵名︶3 時節

このよい時節に東京へお

上りはおうらやましい事でございま

七172團
す︒

八814図 北半球にて百花咲きみだれ
て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑南半球に

さみだれ

︵略﹀五月雨は︑農家に取つ

てはく略﹀秋の時候なり︒
九684

ては大切な雨である︑それはちやう
ど田植の時節であるから︒

十二564國 南満洲の支線としては旅

しせん﹇支線﹈︵名︶3 支線

507
じたいする
した

二587

ヨイォヂイサンバソノハ

ヒヲモラツテキテ︑ カマドノ
下ニオキマシタ︒

三488又さかさまになって︑下
へもぐって︑ しばらくたつと︑

︵略﹀︑水の上へ出てきます︒

へ行って見ませう︒

三611はまべのまつの木の下
︵略﹀︑かみなりさまを

大ぜいのものが下にま

下にきく︑ふじは日本一の山︒

四138團

四154
て果るけものを︑

弓でいとつ

ちかまへてみて︑︵略Vおひおろし

たのです︒

四771 ︵略﹀︑そのさをのさきに

はひらいた赤い扇がつけてあ
ります︒一人のくわんちよがそ
の下に立って︑さしまねいてゐ
ます︒

五303 コ・二茶ノ木ガアリマス︒ハ
ガヨクシグツテ︑下ノ方ハ枝モ見エ
マセン︒

︵略V︒

五803

見下せば︑しろは何十丈ある

︵略﹀︑橋の下に立ってつりす

か知れないがけの下にある︒

六37

役所デモ︑會社デモ︑上カラ

る人など︑︵略︶︒

八151
下マデ一同ソロツテ事務二取リカ・
ル︒

獲信人の居所氏名を受信人

十﹁829図

︵略﹀︑波にくだくるかg

り火の下に︑百にも近き鵜︑此方に

す︒﹂

︵略V︑諸道具の置場塵を

一定し︑前後左右次第よく並べて︑

十二8810︹図

︵略V︒

若し家内に傳染病等にか

﹂るものあらば︑︵略V︑世間へ遅し

十二9010図

時代号えんせ

ても相濟まぬ次第ならずや︒

じだい︻時代﹈︵名︶3

御承知の通り︑冬は寒

浮び︑彼方に沈み︑︵略﹀︒

十﹁9510國團

氣嚴しく︑地面は三尺の下まで凍り︑
︵略﹀︒

︵略﹀冬の日でも︑氷の下

又風の方向は矢を以て示 いじだい・しゅんじゅうじだい・とく

の水をくんでせんたくする︒

十﹁m2

十二201図

がわじだい・ならじだい

八48図図

し︑︵略V︑下へ向ふは北風︑左へ向

つぼ

主婦は寝に就く前︑先つ

外國トノ交通少カリシ時

時代

見る物の多い今日の祭日

じだいおくれ︻時代遅﹈︵名︶1

リキ︒

代ニハ︑商業ハ殆ド内國二限ラレタ

十二506図

も貴し︒

る時代にありては︑時間は金銭より

通の機關獲達し︑社會の活動敏速な

十一712団︺ ︵略V︑今日の如く通信交

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

に知らせんとする時は本文の終り又

然れども地下には各種の

九892図

かまど

十二901図

下をも往來せり︒

上道縦横に貫通し︑テームス河床の

十二631図

ふは東風とす︒

いすかのくちばしは上と下が

は受信人居所氏名の下に片童名にて
記すべし

八574

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑

くひちがってみる︒

八855

竈の下より火消壷までもよく検査し
て︑︵略﹀︒

猫ノロニハ︵略﹀︒上馬ノ

後れ

我が目︑獣として良 十二8110

に︑時代後れの下手な音曲に耳を傾

十二876図圏

ノ如キトゲアリ︑︵略﹀︒

舌ニハ内方二向ツテハエタル太キ毛

八744図

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑弾丸した﹇舌︼︵名︶2舌

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑
︵略﹀︒

八889

ノ下ヲク寸リナガラ︑ケハシイガケ
ヲカケ下りタ︒

將校には︵略﹀あり︒其の
下に下士あり︑兵卒あり︒

九261國

やがて五人の騎手は︵略V︑

ける者は一人もない︒

次第々々に

しだいしだいに︻次第次第﹈︵副︶1

雄を視︑我が舌︑獣として良雄を罵

響岩

り︑我が足︑獣として良雄に食はし
めたり︒

八917圏

次第々

︵略V︑手ぬぐひ三尺引き

々にすたれ行く︒

じたい・する﹇辞退︼︵サ変︶1 じたい

四803

﹁あの扇をいおとすもの

︵略V︑私の豆はたべられま する 飛ーシ︾
せん︒まことにおはつかしい次第で

七218囹

りしだい

しぼり︑頭に結ぶはち巻は

其ノ時ハォレノ事象ヲセォ 九533図圃

したい︻死体︼︵名︶1

︵略V︑熊吉に水を吐かせるや
へのさわぎである︒

ら︑瞥者を呼びに走るやら︑上を下

九858

鳥居の下へ集って來た︒

五337 サクラノ花ノ下ニトンデヰル 九829
白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト
思ヒ︑︵略﹀︒

ノヤウナ音ガシマ シ タ ︒

五436 ソノウチニ下ノ方デカミナリ
五465

韓信︵略﹀︑ヤガテハラバ
ヒテ跨ノ下ヲクグル︒

十255國

寸レ︒L

音次郎はおどろいて︑道ばた
十
2
5
3
図
無
若
シ
勇
無
ア
ラ
バ
我
ヲ
殺
ツテ鯖ル積りデカケツケヨ︒﹂
マダ
しだい﹇次第︼︵名︶3 次第n▽てあた
セ︒殺ス能ハズバ︑我が跨ノ下ヲク

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑

音次郎が木の下を出ると︑

の高い木の下へにげこみました︒

︵略﹀︒

五478
五684

したがう

したいたてまつる

508

て︑︵略﹀︒

を減ずるが故に︑供給も随って減じ

ノ憂ズルモノアリ︒

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

十782図

軍のおきてにしたぢひ

又筋肉ハ之ヲ用フルニシタ

いたえり養はん︒﹄

て︑他日我が手に受領せば︑なみく

十411図圃園

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

ノ進ムニシタガヒ︑︵略V︑物ト物ト

サレバ何レノ國三テモ︑世

盛大ニオモムクト共二次第二獲達シ

り︑次第に其の数を加ふ︒
き が
︵略﹀︑飢餓刻々にせまる

が故に︑次第に行進を早め︑︿略﹀︒

十二699図

船の次第に朝霧の中にか
くれ行くを見送りて︑︵略﹀︒

十二773國

文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分

ガヒテ獲達ス︒

十一127

是より先は未だ航行せし
ことなき大洋なれば︑乗組の人々も

十二779図

十一772図

從ふ

又嚴冬の頃は爆水落つる

︵略V︑次第に其の製造高

備又其ノ子二向ヒテ︑

我等臣民も亦祖先の遺風

フルコト父二三フルが如クセヨ︒﹂ト

﹁汝ハ孔明ト十二事二從ヒ︑之二事

十一鵬9國囹

︵略V︒

増すに随ひて︑其の慣盆丸高くなり︑

の重書・古器物などの如きは︑需要

十一9410國 ︵略﹀︑例へば名高き古人

て︑︵略V︒

を減ずるが故に︑供給も二って減じ

十一945図

り︑︵略﹀︒

に随ひ氷結して︑一面玉山銀皇とな

十一786図

く小︑境は盒之静かなり︒

上るに随って︑瀧はいよ

業ハ盆≧獲達シテ︑︵略﹀︒

次第に不安の念を生ぜり︒
ほうでう
︵略﹀︑北條早雲が小田原

十二811図

城に壕りて︑次第に其の国力を四隣
に張らんとせる頃なりき︒

校長も︵略V︑生徒を愛
したふこと父母の如し︒

從フ

したが・う︻従一︵四・五︶18

したみふ

シタガフ

すること子の如く︑生徒も亦校長を

十一認1図

一家和合セザル二八家道 した・う門慕一︵四︶1 したふ ︽ーフ︾
既二鐵細思満⁝ツレバ︑コ

九889國

テ︑︵略V︒

︵略﹀︑温暖なる地方に

はないか︒︵略﹀︒︵略﹀︑すぐに

ふもと

氣候の暖なる間絶えず之

故に飼養者の注意により

移らんと欲するもの期せずして相集

あいぬの数︑︵略V︑近年次 十二692図

十一710図

に増加す︒

を産出するを以て︑一群の数は次第

十一76國

に山上に及び︑︵略V︒

十︻47図花は麓より咲初めて次第

足らず︒

第に減少して︑今は僅かに二萬人に

十828國

よ一をよびだしました︒︵略﹀︒一

シ

どはじたいしましたが︑ よしっ
ねがゆるしません︒
したいたてまつ・る﹇ 慕 奉 ﹈ ︵ 四 ︶ 一
角ーリ︾

八504國 鎌足早クヨリ其ノ人トナリ

タヒ奉ル

ヲシタヒ奉り︑大事ヲ成スニ学僧ノ
皇子ライタマキ奉ルヨリ他二道ナシ
ト思ヒシガ︑︵略﹀︒

ては︑次第に其の群の歎を増加する

しだいに﹇次第﹈︵副︶24 次第二 次
ことを得べし︒

ヒデヨシ

算置の地には電車・自動

六806図 秀吉コ︑二城ヲキヅキシヨ

近ヅカシム︒

したがふ

中大兄皇子︵略﹀︑長キヤリ

ヲトツテ物性ゲニカクレ給フ︒鎌足

八526図

ハ弓矢ヲ持ツテ御後ニシタガヘリ︒

︵略Vサ︑ヤカナル細谷川

イフ︒

に從ひ︑一致協同して︑此の國家を

工兵は陣地をきづき︑︵略V︑ 十二29図

電信を通ずる等︑もっぱら技術の事

護らざるべからず︒

學問を修むるにも︑事業

にしたがふ︒

九252図

ヌマ
小流ヲ集メ︑沼田町二至ル︒

ハ︑流レ下ルニシタガヒテ︑数多ノ

かΣる時は靴の供給次第 九149図

に細き綜をかけ︑終に完全なる網を

りて︑︵略﹀︒

至る時は︑︵略﹀︒

安くなりて︑普通の債よりも下るに

十一943図

又之と反封に︑便次第に

に増田り︑靴の債はやうやく安くな

十一9310図

造る︒

太き綜を渡し︑之を本として︑次第

十一883図

︵略V︑先づ幾條かのや＼ 随フ 随ふ 余ーッ・ーヒ・iフ・一へ︾

︵略V︑次第ニヨリヲカケテ綜ノ形二

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十一859﹇図

次第ニオトロヘテ︑︵略﹀︒

十一521國

車等も次第に多く行はれて︑︵略V︒

十一261図

第に

リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ
レリ︒

七822園 海岸の松原も次第に遠くな
つて︑しまひにはもう何も見えなく
なります︒

七914図 船加番第二沈ミ行キテ︑水
︵略﹀︑全家立退の用意致

ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒
九745圓團

し居り候中︑夜も明けはなれて︑水
は次第に減退致し候︒

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

九782図 銀行貯金ニチモ︑郵便貯金

︵略﹀︑此ノ芋ノ次第二西方

行クハ樂シキモノナリ︒
十307図

ヨリ傳來セシコトヲ知ルベシ︒
︿略 ﹀ ︑ 販 路 次 第 全 開 ケ ︑ 此

ノ業ヲ螢ムモノモ亦追々二世加シ︑

十4310國

︵略V︒

十633重曹ノアタリ︑︵略V︑立業ノ 十一944図 ︵略V︑次第に其の製造高 九547図 動物ノ中ニハ其ノ周團ノ物 十二45図
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しち

したがって

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
の目的は達し得らるべき︒

に随ひ︑嘉明を畢 げ て 會 津 に 封 ぜ り ︒

十二383図 秀忠大いに感じて其の言
十二606図

︿︑随って慣あることなし︒

役人は後からこゑをかけて︑

たぞ︒﹂といって︑下役どもに言ひ

﹁︵略﹀︒ 釜ぬす人はその方にきまつ

五273

ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒コ

キテ皇子ニサ︑ゲシニ︑皇子モマタ
レヨリ鎌足︑皇子ト親シミ奉ルコト

日光・空氣の如きは︑

︵略V︑之を買ふ必要なく︑随って亦

十﹁914図

しだ

償あることなし︒

しだれやなぎ︻枝垂柳一︵名︶1

つけて︑しばらせました︒

ヲ得テ︑︵略﹀︒

ソモ︿明治五年學制獲したし・む﹇親一︵五︶1 親しむ 一一

したΣむ

したわ・し﹇慕︼︵形︶1 したはし角！

てはとび︑︵略﹀︒

れやなぎ

ン蝉号なつきしたしむ

︵略V巡査の一畢手の合 十二3510図

テイヨ︿盛二︑︵略V︒随ツテ二上

布以來︑教育ノ普及獲達ハ年ヲ追ウ

ル︾

シタ・ル角！

n▽でんぼうしたためかた

緑シタ・ルが如シ︒

十989図

︵略﹀︑いかにせん︑頼む

仕立屋

かげとて立寄れば︑尚袖ぬらす松の
下露︒

したてや﹇仕立屋︼︵名︶1

雨の朝︑風の夕︑見るもの聞くもの

師團n▽このえ

につけて︑都の空のみしたはしく︑

︵略﹀︒

しだん﹇師団﹈︵名︶1

しだん・しちこしだん・じゅうくこし

ちこしだん・だいいちしだん・だいじ

九267図

二箇警語の歩兵にそこばく

ゆうはちしだん

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

たるものを師園といふ︒

引張司令部

しだんしれいぶ﹇師団司令部︼︵名︶1

師團司令部のある所は東京

遠島ハナトオキク⁝⁝⁝

七号だいしち・

・大阪・名古屋・廣島・熊本等軍事

九272図

上重要なる地なり︒

しち﹇七﹈︹単名︺8

八M6蕗V︑仕立屋返針︑ソレぐ

下火

ノ道具ヲ持ツテ︑メイくノ仕事ニ
カ・ル︒

七

二目5

火事だ︑火事だ︒︵略V︒だん だいしちか

したび﹇下火﹈︵名︶1
八429

九806図 筑紫に到りて後は︑︵略﹀︑

如何ばかりの．思にて︑此 シク︾

したた・む﹇認﹈︵下二︶1

の家族一同と親しんでみる︒

圖に︑通行の人は行くも止るも三途

児童ノ数ハ年々増加シテ︑︵略﹀︒

の命に從ひて︑︵略﹀︒

︵略﹀何事を思すにも︑

幽幽506 馬もよく飼主になれて︑其 三505圖 しだれやなぎに とびつ
くかへる︑とんではおち︑おち

十二729図

國力我に劣れる丁零を見

角ーメ単

十二血3図
て︑︵略﹀︑甚だしきは之と交るを喜

此の事は必ず成るべしと畳悟して︑

熱心に其の事に從ふを以て︑成功は

九2110圓圏

母ハ蜜所デ朝飯ノシタクニカ

ジダコ︑ドチ

下露うまつ

三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠 だん・じゅうさんこしだん・じゅうは

したた・る﹇滴︼︵四︶一

オバアサンバ火ヲタイ ちゅうい

したためかた

察しこれあり度候︒﹂

の手紙をした︑めしか︑よくく御

ばざるが如きは︑︵略﹀︑羽交を傷つ

こと多し︒

け︑随って國力の獲展をさまたぐる

期せずして到る︒

したがって︻従一︵接︶8 シタガツテ
したがって 随ツテ 託って

ヰマス︒

テ︑ ユフハンノシタクヲシテ

二254

六258囹 銅ハソレニヒキカヘテ︑金 したく︻支度一︵名︶3 シタク 支度
シタガツテネダンモヤスウゴザイマ

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

ス︒

ニ

十897図圃

神主は︵略V︑それがすむとしたつゆ﹇下露﹈︵名︶1
だいこ
のしたつゆ
打鳴らした︒

じだこ︻字凧﹈︵名︶一

エダコ

こう

ラモマケズ︑クモマデアガレ︒

ニ317園

ジダコ

﹁支度︒﹂といふあひつの一番太鼓を

九831

・リ︑︵略﹀︒

七652 又冷水浴や海水浴はひふを強 八139
くし︑したがってからだを強くし︑
心をさわやかにす る ︒

九544図 カクノ如ク動物ノ禮色ニハ
其ノ住メル周園ノ物ノ色二直直ルモ
ノアリテ︑︵略﹀ ︑ タ ヤ ス ク 他 ノ 動 物

二見附ケラル・コトナシ︒シタガツ

こ

されば朕は汝等を股肱と

分業法論依ルト︑人々ガしたしみ︻親︼︵名︶1 親

テ 敵 ニ オ ソ ハ ル ・ ウレへ少ク︑︵略V︒

十一108

十二m8図

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

其ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナ
ル︒又︵略V︑誰モ早ク其ノ仕事二熟

の親は特に深かるべき︒

したしみたてまつ・る﹇親奉﹈︵四︶1

練スル︒随ツテ良イ品物が出來テ︑
製造高モ多クナル ︒

く下火になって來てうれしい︒

八514図鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅしたやくども︻下役共﹈ 1 下役ども

十一912図 ︵略V︑飾にも乱用にもな 親シミ奉・ル 肉ール︾
らざるものならば︑之を買ふものな

二目8
ニー42

三目8
三221

四目8

八48三

十一B3

又産業組合を設け︑慈善

して︑︵略Vに務むるが如きは︑皆公

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十二鵬2m囚

共心の獲動にして︑自治の精神の養

イヌノヨクバリ
イヌノヨクバリ

なぞ

自治制の如き最良の制度

六十戯に相良候に付︑來る七月二日

七箇日

の誕生日を以て︑親族一同打寄り︑

たんじやう

︵略V︒

しちかにち﹇七箇日﹈︵名︶1

されば遺旨は義仲の爲に

は七箇日の養父︒

十552図圏

七箇年
貴族院は︵略﹀︒︵略V︒

しちかねん﹇七箇年﹈︵名︶1
十二鵬9図

第三種・第五音半議員の任期は七箇
七

年とし︑其の他は終身とす︒

箇師團

明治二十七八年の戦役まで

しちこしだん﹇七個師団﹈︵名︶1

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん
七回

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

九269図

七じ

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

う︒

これからがくかうへ

行きませ

七じがなりました︒さあ︑

しちじ﹇七時﹈︵名︶1

ルコト七回怯臆ビシカバ︑︵略V︑マ

十一621國国

七月二日

︵略﹀遠足に出かけました︒家

第ご十三

第二十一課

⁝七十

五目11

九目8

⁝⁝七十
第十八課
七十

鹿ノ水力寸ミ：・⁝

水害見舞の文⁝

七十

下話⁝⁝⁝七十

今は七十にも己れば︑殊
の外白髪には成りたらんに︑︵略﹀︒

十527図圏

八48図

しちじゅう﹇七十﹈︵名︶2

父 十二目5

拝啓︑老父事本年満

七十

を出たのは朝の七時ごろでした︒

六83

︵略﹀︑七月・八月あついこ しちじごろ﹇七時頃︼︵名︶1七時ごろ

七月

あくる年は六郎の七回忌 三376

七回忌

に過ぎざりしが︑︵略﹀︒

五288團

しちがつ﹇七月一︵名︶1

なり︒

十一444図

しちかいき︻七回忌︼︵名︶1

タ反スルコトナカリキ︒

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

十一鵬4図

しちかい﹇七回一︵名︶1

や︒

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

十二描6図

以て︑︵略﹀︒

成に資し︑自治團禮を助長すべきを

なぞ

手ノユビ
手ノユビ

ヌキ

七

何をか自治の精神とい

ろ︑三日三ばんの土用ぼし︑︵略﹀︒

しちがつごろ﹇七月頃一︵名︶1七月頃
ハ五月頃デ︑七月頃二三が咲イテ︑

綿ノ木ハ︵略﹀︒種ヲ蒔クノ しちじゅう﹇七十﹈︹課名︺3

︵略V︒

八634

強制し︑私利を以て勧誘する等の手

檜太郎

しちがつじゅうごにち︻七月十五日目

︵名︶1

七月十五日

七月十五日

如きは︑自治の精神に反すること最

上様

九445國国

任者を漕ぐるを知りて︑其の他には

しちがつふつか﹇七月二日﹈︵名︶1

何等の私心を有せざるなり︒

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

十二鵬10図 眞に自治の精神に富める

も甚だし︒

段を用ひ︑又は之に左右せらる﹂が

するには︵略﹀︒

まして威力を以て

十二鵬9図 市町村長・議員等を選暴

爲に力を致すの精神是なり︒

方公共の事に任じ︑誠意其の王畿の

ふ︒地方人民協同一致して︑自ら地

十一一皿7図

ち・ちほうじちだんたい

く
じち︻自治﹈︵名︶5 自治n▽ちほうじ

士241匂

六75図 七

六75図

六75図

四46図

ず・ぼうふしちかいき

六目4 第三 遠足⁝⁝⁝七
しち宅︼ ︵名︶7 七W 号だいしち

四202

七七七七七七
軍
七 七
七

しちじゅうさんり
しち

510

七十一

しちじゅういち︻七十二︹旧名︺2

あいぬの風俗⁝

七

書工の苦心⁝⁝

温泉⁝⁝⁝七十一

第十八課

第二十課

十一目5

十目7

⁝七十一

第二十二課

しちじゅうく﹇七十九一︹無名︺1

十九

⁝⁝七十九

十目9

七

世界の話⁝e⁝⁝

貯金⁝⁝⁝七十

第二十二

しちじゅうご﹇七十五﹈︹課名︺4

八目10

十五

第二十二課

人ノ身艦⁝⁝⁝

ばくふ
第十九課 財布⁝⁝⁝七十

第二十一課

⁝七十五

九目9

五

十目8

七十五

十一目6

零

︵略V︑今や列車の速度

しちじゅうごマイルいじょう︵名︶1

七十五哩以上

は一時間七十五哩以上に及ぶものあ

十﹇282図

り︒

第十九課

コロンブス⁝⁝

しちじゅうさん﹇七十三︼︹町名︺1

十二目6

七十三

⁝七十三

利根川ハ日本東部ノ大川ニ

しちじゅうさんり﹇七十三里︼︵名︶1

七十三里

シテ︑全長凡ソ七十三里︑︵略﹀コ

九146図

511
しちゅう

しちじゅうし

しちじゅうし︻七十四﹈︹玉名︺3
十四

七

十一676図

人生七十年忌見るも六十

萬時間に過ぎず︒

七十八

七十八

七目11

七十八

九目10

八

十一目7

︵名︶1

倫敦は人口四百八十萬︑

七百三十萬

の之を黒くるなくんば︑自治團魍の

きに達す︒

キ

ガ

七湯号はこ

自治の精神

自治の精神

自治の精神

け蒸しぬ︒

しちへん﹇七遍︼︵名︶1

七ヘン

サア︑タケヲサンカラオ

七

トビナサイ︒一ペン︵略V六ペン

一496

七ヘン八ヘン九ヘン十ペン︒

七

最も露なる根子岳は七面

しちめんざん門七面山﹈︹地名︺1

面鳥

其の外あひるや七面鳥なども

六814図

フ︒

ク︒

十249図

肚麗なる馬車・自動車の

其の往來織るが如く︑︵略V︒

多きは巴里を第一とし︑市中到る塵

十二632図

韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行

しちゅう﹇市中﹈︵名︶3 市中
ヨド
市中ヲ流ル︑川ヲ淀川トイ

家に飼はれる鳥である︒

十881

飛ばないから︑其のつばさが小さい︒

などは陸上や水上にばかり居て高く

八553

又にはとり・七面鳥・あひる

しちめんちょう︻七面鳥︼︵名︶2

山とも類し︑山頂鋸の歯の如し︒

のこぎり

十二4010図

今ハ此ノ七湯ノ外二新シキ 面山

第二十五課

第二十五課

︵略﹀︑三十年の聞にどうして

七

七

接三都會を合すれば七百三十萬の多

十二597図

例へば敏育・衛生等自治

圓満なる獲達は得て望むべからず︒

十二脳7図

團盟の事業は︑︵略﹀︒

八町

しちはっちょう﹇七八町﹈︵名︶1

七百年︑

又産業組合を設け︑慈善 しちひゃくねん︻七百年一︵名︶1

百年

十二鵬3図

事業を起し︑若しくは青年會を組織

何事も精神⁝⁝⁝

すがはらのみちざね

自

あぜ道を七八町通って︑小川
しちひゃくさんじゅうまん︻七百三十万﹈

の橋を渡ると︑御社の前へ出ました︒

六94

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

十二2510図團歴史は長き

ねしちとう

六733

しちはちにん︻七八人︼︵名︶1七八人

十二醜1

十二目12

じちのせいしん︹課名︺2

温泉場モ開ケ︑︵略﹀︒

ヲンセン

九401図

ライフ︒

ガ島・宮ノ下・単三・木賀及ビ藍ノ湯

ソコクラ

九399図

サバ
七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂

しちとう︻七湯一︵名︶2

自治の精神の養成に資し︑自治團睦

して︑︵略﹀に眩むるが如きは︑︵略﹀︑

菅原道眞⁝⁝⁝

第二十三課

を助長すべきを以て︑︵略﹀︒

なすのよ一

e⁝

うかひ
第二十課 鵜飼⁝⁝⁝七十

第二十三

五目12 第二十四 ひよどりこえのさ しちじゅうはち︻七十△︹勇名︺3

かおとし 0⁝七十四
十四

六目10 第二十二 むね上げ⁝⁝⁝七
七目10 第二十二 海ノ生物⁝⇔⁝⁝
⁝七十四
七十七

しちじゅうしち門七十七︼︹課名︺2

七十六

四目12

自治制

故に人々常に自治制の本

自治制の如き最良の制度

を増進せんことを心掛くべし︒

旨を但し︑協同一致して團髄の福利

十二蝦6図

根本にして︑嬉嬉の生命なり︒

十二醜9図此の精神は實に自治制の

じちせい︻自治制﹈︵名︶3

⁝⁝七十六

二十四

五目13 第二十五 ひよどりこえのさ しちじゅうろく︻七十六﹈︹虚名︺1
かおとし ◎⁝七十七
六目11 第二十三 港⁝⁝⁝七十七
七十丈

しちじゅうじょう﹇七十丈﹈︵名︶2
けごんのたき

九961図 此の湖の落口は華嚴瀧とな
る︒直下七十丈︑肚観名状すべから
ず︒

十一761國 ︵略V︑直下七十丈の水は
するしやう

絶壁に水晶のすだれをかく︒

十二鵬5國

もきらひな子供が七八人ございまし

七

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

しちじゆうに︻七十二﹈︹課名︺2

十二 号ほへいだいしちじゆうにれん

七八

た︒

分

しちはちふん︻七八分﹈︵名︶1

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん
七セン

たいだいにちゅうたい

治重患
に其の職務に忠實なるも︑一般人民

十二蝦4図

公吏・議員等︵略﹀︑如何

じちだんたい﹇自治団体﹈︵名︶3

ナリマス︒﹂

四257囹﹁糸が十五セン︑フデガ 十35図 汽車は此のトンネルを通過
するに七八分を費す︒
七セン︑ミンナデニ十ニセンニ

しちせん﹇七銭回︵名︶1

や︒

十二

四目11 二十三 ヒナマツリ⁝⁝⁝七

八目9 第二十一 虎ト猫⁝⁝⁝七十
二

七十二歳

しちじゆうにさい︻七十二歳﹈︵名︶1

七

十341図昆陽ハ七十二歳ニテ死セリ︒
十年

しちじゅうねん﹇七十年一︵名︶1

しちょう一じっせん
512

十947園

︵略﹀︑昔ハ境内方四町︑堂

しちょう﹇四町﹈︵名︶1 四町

しちょう

塔雑舎ノ敏百七十五アリ︑規模極メ
テ大ナリシガ︑︿略﹀︒

しちょうしゃ︻輔重車﹈︵名︶1輔重車
軍事上に用ふる車には︑

し ちよう

砲車・材料車・参入二等種々あり︒

十一2810國

しちょうそんかい﹇市町村会﹈︵名︶1
市・町村會
十二期1図 ︵略V︑市・町村會に於て
市・町村長を選學するも︑一に此の
精神に基づくべく ︑ ︵ 略 V ︒

二箇旅團の歩兵にそこばく

の騎兵・砲兵・工兵・軸重兵を加へ

九267図
たるものを師團といふ︒

四町鯨

齊の星目へて︑﹁君子

は過あれば謝す︒君︑實を以て謝せ

十二956図囹

︽ーセ︾

十926國国

仰の如く本村にも耕地

考の上實行せんと申合せ居り候事と

整理の必要これあり︑︵略﹀︑何れ熟

り︒

ナンヂハ年スデニ十歳ヲ

アリは十歳ばかりの子供な

コレハホンノ大艦ノ構造ノ

じっさい︻実際︼︵名︶1

話デ︑實際ハ︵略﹀ソレぐ附畳

昏昏ー45

實際

りしが︑︿略﹀︑隊商と共に出立した

九453図

コエタリ︒

七18図無

じっさい﹇十歳﹈︵名︶2

て︑︵略﹀︒

よ︒﹂と︒是に於て底面魯より奪略

名古屋は︵略﹀︒四通八達

しっかり

ただつねはしっかりとを
五箇村の人々は各自が村

十歳

せる地数箇麗を返せり︒

九836圏

をにぎって︑のってゐます︒

四182

しっかり﹇確﹈︵副︶2

東海道一の大都會なりしが︑︵略﹀︒

の要路にあたれるを以て︑早くより

八951図

四通八達

瀧⁝の後より山路を上るこしつうはったつ﹇四通八達﹈︵名︶1

しちょうよ﹇四町余﹈︵名︶1
十一7610図

の濱のいそ傅ひ︑

七

と四町鹸︑一條の谷川あり︑︵略V︒

七里

しちりがはま﹇七里浜︼︹地名︺1

窄み濱
十二237図國

聖篭さいほうしつ

稻村が崎︑名画の劔投ぜし古戦場︒

しつ﹇室﹈︵名︶3
・しょくいんしつ

母アヤシミテ︑ソノ室ヲウ

の騎手に向って︑﹁︵略V︒﹂﹁︵略﹀︒﹂

七35図

﹁しっかりやってくれ︒﹂などと︑口

しちょうそんちょう﹇ 市 町 村 長 ﹈ ︵ 名 ︶

カ寸フニ︑正行ハ︵略﹀︑今田モハ

ガアリ︑大キナ船デハ船底モ爾側モ

ラテ切ラントス︒

髪際

﹁いや︑見たことがない︒

其の内寝食・談話・遊戯

・病氣等の爲に費す時間は三分の二

十一677図

白い雀が實際居るのか︒﹂

八211圏

じっさい﹇実際﹈︵副︶2

ニ重張型スル︒

濠器

わじま
十二498︹図圃 漆器は静岡︑輪島塗︑
あひづ

十組

を占め︑實際修學及び業務に用ふる

秀吉は大ぜいの人を十組に分

時間は︵略V︒

一組に十間つつわりあてて︑

﹁余は秦王を其の朝に

此の會に於ける孔子の行

叱したるもの︒何ぞ猫り廉全軍を恐

十二392図園

しつ・す﹇叱﹈︵サ変︶2 叱す ︽ーシ彰

けて︑

秀吉は︵略﹀︑一組に小間つ

れんや︒

動は藺相如が秦王を叱したるとは異

りんしゃうじよしん

十二958図

十銭

なり︑相如は氣を以て人を服せりと

熱き地方の白蟻は周園十

じっせん﹇十銭﹈︵名︶1

間︑高さ三間にも達する小山の如き
實行す

いへども︑︵略V︒

じっこう・す︻実行﹈︵サ変︶1

藁を造り︑︵略﹀︒

十一896図

たから︑︵略﹀︒

つわりあてて︑仕事をいそがせまし

六482

じっけん﹇墨差﹈︵名︶2

十間

仕事をいそがせましたから︑︵略﹀︒

六481

じつくみ︻十組一︵名︶1

黒江・高岡・會津塗︒

しっき︻漆器︼︵名︶1

々に勢をつけてみる︒

3 市町村長 市・町村長

﹁あれが此の室にはいる前︑

室が導く︑天井が高いと温

からは静かに後の戸をしめた︒

先づ着物のほこりを佛ひ︑はいって

十351園

十二娚2図 ︵略V︑市・町村會に於て
市・町村長を選回するも︑一に此の
精 神 に 基 づ く べ く︑︵略﹀︒

十二鵬3國 ︿略﹀︑市町村長・参事會

十一斯6

りにくいから︑成るべく狭く低くす

員等の其の事務を 虞 遇 す る も ︑ ︵ 略 V ︑

亦常に此の公平なる精神を以てすべ

オニバス

山号しょくぶつし

る必要がある︒

しつ﹇質︼︵名︶1

し︒

市町村長・議員等を選

つ・どうぶつしつ

十二鵬6図

墨するには專ら其の人物に重きを置

たいさいじつ

富國ノ實ノ學ルト畢ラザ

實

じつ﹇日一うすうじつ・すうじつかん・

ルカラ︑︿略V︒

ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア

熱イ國三生ズル大鬼蓮ハ直径 じつげつ﹇▽ちょうじつげつ

十54
しちょう

き︑ ︵略V私交上の關係をさしはさ
むべからず︒

しちょうへい﹇輔重兵︼︵名︶3 輻重

兵輪重兵

しちよう

九253図 判別に軸重兵ありて︑後方

十二541図

じつ﹇実﹈︵名︶2

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

歩兵・ 騎 兵 ・ 砲 兵 ・ 工 兵 ・ 輔 重

より兵糧・弾藥等を運ぶ︒

兵は何れも戦孚に必要にして︑其の

ノ如何二存ス︒

九256図

任務には輕重の別あることなし︒

513
じつぶつだい
じっせんいじょう

九90図十銭
じっせんいじょう︻十銭以上一︵名︶2
拾銭以上
郵便 貯 金 ニ チ ハ 一 度 ノ 預 ケ

高一人拾鐘以上ナリ ︒

九767口覇凶

素堅固

は︑日光に浴せざるが爲なり︒

こと少き人の︑色青ざめて元気なき

床下に土石を盛り︑数條の

十二364図南校舎ノ建築ハ質素堅固
十一皿5

にて︑實に肚快なるものに御座候︒

ハ學齢見童百分ノ九十七ヲ越エ︑本

十二359図 ︵略﹀︑今や全減却學児童

郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑通

績ヲ示セリ︒

ジツニ

實二

家畜の飼養に至りては︑

︵略V等を供給せ

米國商人ガ︵略V廣告二

倫敦は︵略V︒欧羅巴第

此の精神は實に自治制の

︵略﹀ナドハーリン咲ノ様二

しっぱい﹇失敗﹈︵名︶2

ルノデアル︒

失敗

クサンノ小サナ花が集ツテ咲イテヰ

愚暗ルガ︑實ハーツノ董ノ上二︑タ

九103

じつは﹇実︼︵副︶1 實ハ

根本にして︑又其の生命なり︒

十二皿9図

の大都會なり︒

一の大都會にして︑亦實に世界第一

十二598図

多キニ達ストイフ︒

費ス金額ハ︑ 一箇年實二十二億圓ノ

十二529國

んこと︑實に今日の急務なり︒

更に之を盛にし︑

十二466図

第一と訂せらる︒

本第一たるのみならず︑亦實に世界

其の噴火口の大きさは日

みぞを造って︑一方の口から火をた

實に

五714圏

三郎さんは實にかはいらし

愛作さんは實に見上げたも

火は實に恐ろしいものだ︒

九871囹

八449

國運獲展の速なること實
アラビヤ馬の長途の騎行

十二406図

いて室内を温める︒

婦人は室内に引込んでゐ

風・採光二ツナガラ其ノヨロシキヲ

とも少い︒

て︑來客に會ふことも︑外出するこ

十一m6

得︑︵略﹀︒

飛一︵シ︶︾

﹁ジブンノ角ハジツニリツ

じつに﹇実﹈︵副︶16

︵略﹀老人向きの紺がす

九768図 一度二拾鍵以上ノ貯金ヲナ じつたん﹇十反︼︵名︶1 十反
九1210國團
り上物十反だけ御見立の上︑︵略﹀御

スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑郵便切
送り相成度願上候︒

實地

手ニヨリテ貯金スル便利ナル方法ア
じっち﹇実地﹈︵名︶1

リ︒

じっせんぎんか︻十銭銀貨︼︵名︶1
白黒士は御承知の通り︑

パナ物ダ︒

十908突貫

多年府縣の技師をも務め︑論理にも

十せん銀貨

六303 一本晒せんつつのを二本買つ

八119團

實地見聞致

く爲りました︒

通じ︑實地にも明かなる人に候へば︑

︵四︶1

じっちけんぶんいた・す﹇実地見聞﹈

︵略V︒

て ︑ 十 せ ん 銀 貨 を 出したから︑︵略﹀︒

しっそ﹇質素一︵名︶4 質素

十二廻2図 一には︑軍人は質素を旨
とすべし︒

のです︒

十671捕鯨は實に勇牡なものである︒

當総督府の経螢も着着

其の効を見るに至り候事︑かねて御

十732図

十一362團圏

承知の通りに候威︑いよく實地見

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十二皿2図 質素を旨とせざればいつ
心も無下に賎しくなりて︑節操も武

十一467

に驚くにたへたり︒

十一289図

温泉の多きこと實に世界第

勇も忘れ果てて︑︵略﹀︒

一なり︒

じっと
謙信は勝田な人で︑いよいよ

にたへることは實に驚くべき程で︑

閉ぢたる室内にはよごれた
室内にのみ居て︑外出する

みたる魚を吐かせ︑︵略﹀︑又か雲り

製作二工夫ヲコラセシガ︑失敗ノ上

十ニー24

設計圖が雲箔上ルト︑︵略V︑

じつぶつだい︻実物大︼︵名︶1實物大

ネテ︑︵略V︒

十429図 ︵略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重

二失敗ヲ重ネテ︑︵略﹀︒

驚くべし︒

︵略︶︑置網にてすくひ取るを得る程

たも

棘の群をなして海岸近く寄薫る時は

十一995國團

春夏の交産卵の爲︑

火に薪を添ふるなど︑其の手練實に

十一809図此の間に鵜を引上げて呑 十428図 ︵略﹀︑先ヅ之ヲ織ル機械ノ

︵略V︒

重砲車の如きは十頭の馬

十頭

いくさがはげしくなると︑じっとし

十一291図

じっとう︻十頭﹈︵名︶1

ては居られない︒

六567

じっと︵副︶1

驚入候︒

聞致候へば︑聞きしにまさる進歩に

禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を

十二恨8國 以上の五箇條即ち側節・
特に軍人の精神と諭し給へる上に︑
︵略V︒

平常質素を旨とすべきは

修身・虞世の上に於て何人にも最も

十二∬β7図

大切なること言を待たず︒

をして引かしむ︒

九612図

る空氣こもる︒

九608図

八67図 その他には何の御かざりも しつない﹇室内﹈︵名︶4 室内

しっそ﹇質素﹈︵形状︶1質素

質

なき質素なる御かまへ︑かへってか
しこく︑かたじけな し ︒

しっそけんご︻質素堅固︼︵名︶1

して

じっぷん
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必要ナ部分ハ唯物大ノ圖ヲ作ツテ︑
虚したる我が國婦人の實例にして︑

は皆︵略V︑

能く其の直すべき道に

始メテ製造二着手スルノデアル︒
︵略﹀︒

にして・をして

十一709図例へば六十人の集會に其 して︵接助︶麗 シテして号として．

じっぷん︻十分﹈︵名︶1 十分
の中の一人若し十分を後るとせば︑

六544國
ルニ大切ナルモノニシテ︑コ．ノニツ

塩ト砂糖ト二物ノ味ヲ附ク

︵略V︒

じつぺん︻十三﹈︵名︶1 十ペン

松ト杉トニシテ︑上品ナルハヒノキ︑

ノ物ナケレバ︑物ノ仁心ウマカラズ︒
一496
サア︑タケヲサンカラオ
六674図 モツトモ多ク用フルモノハ
トビナサイ︒一ペン︵略V九ヘン
十ペン︒

栗バカタクシテ︑ナガクク

カタキハ栗ナリ︒

ナリ︒

︵略﹀︒

︵略V︒

マサシゲ

タンスナドヲ作ルモノハナシモノシ

ノハダイクニシテ︑ ツクエ・本箱・

六693図材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

ケレバ︑

六686図 桐ハ︵略︶︑輕クシテ美シ

ナレバ︑

六684図桐ハヤハラカクシテ弱キ木

サラザレバ︑︵略﹀︒

十二782図 ︵略﹀︑陸地の片影だにみ 六682図

しつぼう﹇失望一︵名︶1 失望

とめ難く︑朝の風を聞きては鳥の聲
かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸の影か

と疑へるも︑幾度なるを知らず︒船
員は失望の鯨り︑コロンブスを海に
投じて蹄呈せんと謀るに至れり︒

しっぽう﹇七宝﹈︵名︶1 七重

十二499図圃 世界無比なる七寳の
名は海外にヤ窪うけ り ︑ ︵ 略 V ︒

じつよう﹇実用︼︵名︶2 實用

楠木正行ハ正成ノ子ニシ
正成ノ戦死セシバ正行が十

テ︑父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

十一911図 例へばこ﹂に一種の石あ 七12図
り︑極めてまれにして随意に得られ

七14図

一歳ノ時ニシテ︑ソノ岳父トトモニ

ざるものなりとも︑飾にも實用にも
ならざるものならば︑之を買ふもの

コノ度ノ戦︑敵ハ大振イ

正行ノ如キハマコトニ忠孝

ニシテ︑正行ガニ十三歳ノ時ナリキ︒

七91図

て︑諸君は皆却って自ら苦しむにい

たれり︒

虎モ猫モ︵略V︑歩ム鼻音

足ノ先貸ハ鋭クシテ曲レル

八741図

八737ロロ凶 足モマタ太クシテ︑力強シ︒

ずや︒

八808図

所あり︒

農業・工業・商業共に盛に

イギリスは我が日本帝國の

ロシヤはヨーロッパ大陸の

これ世界の塞きがためにし

北極・南極に近き地方にて

か㌦る地方にては氣二つね

は︑半年は童旦にして︑半年は夜なる

八817國

は海にして︑三分の一は陸なり︒

地球の表面の凡そ三分の二

く呈出獲鮎に遠ざかるべきはずなら

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

八804図

地甚だ廣く︑︵略V︒

東部にひろがれる國にして︑其の領

八787図

も盛に︑海軍強く︑商船多し︒

如き島國にして︑商業・工業いつれ

八772図

して︑國甚だ富めり︒

八765図

リ︑急二飛ビツキテ之ヲ捕フ︒

ヲ立テズシテ︑シヅカニ他二二近回

八748國

爪アリ︒

ごツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑

シカルニ目ハ見エズシテ︑

三民ノ手本トイフベシ︒

七227図

茶わん・土びん・皿・はち

大難者トナリシ人アリ︑︿略﹀︒

七346図

などはやき物にして︑ぜん・わん・

コノ公園一新シクシテ︑古

ぼん・重箱などはぬり物なり︒

七581國

あるものは頭大きくまるく

木多カラザレド︑︿略﹀︒

七606図

すべて犬は人になれ易く︑

して︑し㌧の如く︑︵略﹀︒

七615図

犬は耳ざとき動物にして︑

かしこくして︑よく主人の命を守る︒

七618図

眠れる時も人の足音を聞けば︑た望
ちに目をさます︒

神殿は昔ながらの白木造に
して︑二十年ごとに新しく造らせた

八29図

すぽ

五十鈴川は流早くして︑水

い

まふ御定なりと承る︒

八46図

清らかなり︒

ダ盛ニシテ︑外國へ輸出スルモノノ

八408図今日ニチハ其ノ製造ハナハ

八827図

又世界の中には︑年中夏の

かΣる地方にては︑人は皆

知らざる國あり︒

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

八824図

と能はず︒

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ

八819図
︵略V︑三韓ノ表文ヲ讃ム

ミニテモ︑一年間一千萬圓ノ金高二
達シ︑︵略V︒

八529國圏

﹁御前

ニ︑手ワナ・キ聲フルフ︒馴鹿アヤ

︵略﹀︑新しき血判來ずし

シミテ﹁何故ゾ﹂ト問ヘバ︑

父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

八718十傑

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

コレ正成戦死ノ後十三年目

近ウシテ︒﹂ト答フ︒

七88図

シミタマヒテニアラズ︒

七42図圏

ニシテ︑味方ハ小ゼイナリ︒

七21図圏

戦場二出デントセシガ︑︵略﹀︒
本校桑 弓 ノ 建 山 染 ハ 暫 窪 田 堅 固

なく︑︵略﹀︒
十二366㎝凶

ヲ主トシ︑︵略﹀︑専ラ教授ノ便ヲ計
リ︑實用二重キヲ置 キ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

じつれい︻実例︼︵名︶1 實例

保の母は︵略V︒︵略V︒是等の人々

十二323図形名の妻︑︵略V︒︵略﹀︒

515
して
して

はだかにして︑布片を身艦の一部に
テ︑冷エカタマリタルガ︑今ノ箱根

ノニシテ︑輕クシテ取扱二都合ヨキ

國ニヒロガリ︑︵略﹀︒

リシヲ以テ︑数年ナラズシテ石見一

藺ハ水草ナリ︒葉ナクシテ

コトハ貨幣ニマサレリ︒

董ハ圓クシテ︑長サ五尺バ

正劇ヲ最モ多ク産スルハ

第一圖は縦の線のみを用

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十482図色の原色は赤・青・黄にし

︒斜雨様の線を用ひ︑︵略V︒

雨様の線を用ひ︑︵略﹀︑第六圖は縦

ひたるものにして︑第四圖は縦・横

ひ︑︵略﹀︑第三圖は斜の線のみを用

十453図

護明シタルハ︵略Vトイフ人ナリ︒

︵略V等ノ諸縣ニシテ︑ 其ノ織方ヲ

十425図

カリ︑短キハニ尺位ナルモアリ︒

十419図

．唯莚アリ︒

十419図

ヰ

山ヲ成セルナリ︒
とくがはいへ

まとふに過ぎず︒

我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ

・十二・百圓ノ四種流通ス︒
みはし

是即ち有名なる神橋にし

其の高さは一萬三千七十鯨
一千尺なり︒
び は

其の工事の総費用は百九十

色を生ず︒

十735図

湯のわき出つる口僅かに一

國到る庭に温泉あり︒

大イニ怒リテ︑﹁︵略﹀︒﹂ト 十7210図引が國は火山國にして︑全

﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ

道後に次ぎて早く世に知ら

箇所にして︑其の分量も少く︑︵略V︒

︵略V御入管の上は︑品 十739図

れたるは有馬の温泉にして︑京都・

ナ

はるな

伊香保も亦古くより知られ

湯元は一箇所にして︑之を

此の地も位記甚だ涼しくし

て︑暑をさくるによろしければ︑夏

十752図

戸毎の浴室に引けり︒

十749図

あり︒

たる温泉にして︑榛名山のふもとに

十748図

こぶる繁榮せり︒

大阪に近ければ︑浴客多く集り︑す
原産地ハアメリカニシテ︑

行方正︑職務に愚痴にして︑隊中の
十309図

模範となられ度︑︵略﹀︒

十268圓国

ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒

十2410図囹

イフニ︑良ヤムヲ得ズシテ蹄レリ︒

十239図

金貨を並べたるに等しといふ︒

萬圓鯨にして︑一里の長さだけ十圓

十37図

湖にして︑周回六十亜目

日本一の湖水は近江の琵琶

あふみ

尺にして︑富士山より高きこと凡そ

十14図

て︑﹁日光の結構︒﹂こ﹂に始る︒

九939図

リ早行スルモノニシテ︑一圓・五圓

九911図

二都合ヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

︵略Vノ間二水ノタマリタ 九909國紙幣ハ︵略﹀︑輕クシテ取扱

康が諸大名に課して造らしめたる名

やす

八937國 名古屋城は︵略﹀︑徳川家 九422図
ルモノハ藍ノ馬丁シテ︑湖水ノアフ

田ニスムカヘルハ土色ニシ

レテ流ル・モノハ即チ早川ナリ︒

かとうきよまさ

ナリ︒

︵略V︑日暮ヨリ出デテ飛ブ

テ︑木ノ論法ヤドル雨ガヘルハ緑色

九535図

城にして︑其の天守閣は加藤清正の
きづきしものなり ︒

九146図 利根川ハ日本東部ノ大川ニ
シテ︑全長凡ソ七十三里︑古ヨリ坂
東太郎ノ名アリ︒

九538図
カウモリハ暗黒色ニシテ︑海ノソコ
ノ砂ノ上ニスムヒラメ・カレヒノ類

︵略﹀二 通 ズ ル 汽 船 ノ 通 路 ニ

轟轟︑

九167図 コ・ヨリ江戸川二通ズル運
ハ︑其ノ禮ノ一面︑砂ノ色二士タリ︒

九571図

常に無病にして︑盲者にか
量感にて火吹竹を使ふも︑

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

九657國

﹂りたることなき人あり︑︵略﹀︒

九597國

クコトナキが二二︑︵略﹀︒

シテ︑他ノ動物ハ︵略﹀︑之二上ヅ

ハ︵略﹀調味︒悪臭ヲ有スルモノニ

是等ハ多クハ︵略V武器又 十22図

シテ︑水運ノ便少カラズ︒

九246國 歩兵は戦争の主力にして︑
其の数最も多し︒

歩兵・︵略V輻重兵は何れ

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ

九247図 騎兵は進退敏活にして︑多
る︒

九257國
も戦孚に必要にして︑其の任務には
輕重の別あること な し ︒

爲にして︑火消つぼの火の消ゆるは

九262図上下の啓明かにして︑何れ
も上官の命令を守るは諸子の能く知

空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

是金銀ハ︵略V︑又分合ス

シ

アメリカヨリルソン月島バリ︑ルソ
ンヨリ支那二入リシガ︑︵略﹀︒

ド

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑内

是金銀ハ︵略V︑産地異ナ 十313図此ノ芋ノ立項テ琉球二傳ハ
地ヘノ渡來ハ其ノ後馬主査ノコトナ
︵略﹀︑其ノ出口非常二良力

リトモ︑成分二異同ナクシテ︑直段

十324図

ノ攣動モ少キ等︑貨幣トスルニ最モ

紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ

リ︒

九909図

便利ナレバナリ︒

九899図

貨幣トスルニ最モ便利ナレバナリ︒

直段ノ割合ヲ憂ズルコトナク︑︵略﹀︑

ルコトモタヤスクシテ︑分合ノ爲二

九898図

る所なるべし︒

明治二年ニシテ︑社殿ハ上古ノ風ヲ

九284図 此ノ神社ノ建テラレタルハ

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑

ウツシテ造り︑︵略﹀︒

九296図

此ノスリバチノソコニア

︵略V大砲ヲ集メテ造りタルモノニ
カネ
シテ︑日本第一ノ金ノ大鳥居ナリ︒

九416図

タレル所産大ナル噴火旧劇シテ︑ソ
レヨリ噴出シタル物ノ四方ニナダレ

して一して
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ノ跡ニシテ︑中大兄皇子が蹴鞠ノ遊
盆≧接近せしむ︒

・汽船の進歩は世界諸國をして目に

ケマリ

ヲナシ給ヒ︑鎌足が靴ヲサ︑ゲテ皇

ナカノオホエノ

子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺ナ

時浴客あふるNばかりなり︒

十755図上燈ノ中部ハ胸ト腹トニシ
リ︒

大和出口久シキ間皇都ノア

十︻523図

又嚴島・︵略﹀等ハ名勝

巡洋艦ハ軍艦中野モ任務

駆逐艦ハ詫言最モ輕ク︑

身艦健全ナル人ハ︑精神

︵略﹀スルヲ目的トス︒

速度最モ大ニシテ︑敵艦二近ヅキ︑

十一345図

當リ︑或ハ︵略﹀撃沈・捕獲ス︒

ノ多キモノニシテ︑戦艦ト土直心敵二

十一323図

ト決戦スルヲ目的トス︒

ルモノニシテ︑其ノ名ノ如ク堂々敵

十一319図戦艦ハ軍艦中寺モ優勢ナ

鹿島・香取ハ︵略﹀神宮ノ名ナリ︒

カシマ

ノ地ヲ以テ名ヅケタルモノニシテ︑

十︸304図

イヅクシマ

テ︑其ノ上二頭ヲイタダキ︑左右ノ

十皿9図

ノ足ノ如ク向ヒ合ヒテ立テリ︒

三山︑イヅレモ麗シキ山守シテ︑鍋

十M9図畝傍山・香具山・耳無山ノ

手ハ肩ヨリ分レ︑二本ノ足ハ全身ヲ
支フ︒

十768図 拶ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑
全身ヲ支配ス︒

リシ地崩シテ︑昔ナガラノ山河︑一

十792図 身膣ノ健全ナルトキハ精神
モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ

十一58図蕪蜂は女王ともいひ︑唯

木ピ一草壷ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

ト

此ノ寺門藤原氏ノ氏寺ニ

モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒
ヒ

一匹にして︑雄蜂は二三百匹︑鯨は

フ

十945國
シテ藤原不比等ノ建立セシトコロ︑
皆働蜂なり︒
シヤウム

︵略﹀︒

雄蜂は唯働蜂の集め來

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

りたる物を食して生活するものにし

十一73図

て︑何等の耳茸をもなさざるを以て︑

シテ︑タ寸二大佛ノ大キサノ驚クベ

十969図 東大寺ハ聖武天皇ノ建立ニ
キノミナラズ︑︵ 略 ﹀ ︑ 眞 二 世 界 第 一

皆樂シ︒

公明正大ニシテ︑心中一

︵略﹀︒

人ナリ︒

十一681図

人なり︒

十一702図

己ヒトリ樂シトテ︑他人

二三十歳の短命にして美

筆勢非凡にして︑丹青の

なる入のする事なり︒

十﹁734図

︵略﹀夜もすがら疲ねず

妙いふべからず︒

十﹁736図

して︑明日はかく書がかんなどひと

り言いひ居たり︒

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶の

するしやう

十﹁7510図最も肚観なるは雪曇にし

最も大なるは第一の渥布

すだれをかく︒

にして︑高さ八十鯨丈と稻す︒

十﹇769図

布をさらせるが如し︒

十一774図美しき瀧にして︑眞に白

市民遊覧の地にして︑又

神一戸山巾水道の顧たり︒

十一775図

て︑たやすく魚を捕ふることを得る

十一825図 ︵略﹀︑鵜は深く沈まずし

なり︒

鵜はく斬り入る毎に獲物

我が國ノ機械工業中最モ

なくして浮び断つること少ければ︑

十一827図

︵略V︒

十﹇836傭覇凶

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑殊二綿花

︵略V︑其ノ作業ノ速ニシ

紡績其ノ大部ヲ占ム︒

テ整然タルニハ︑何人モ驚クナルベ

十一842図

シ︒

︵略﹀︒

︵略V︑極めてまれにし

て随意に得られざるものなりとも︑

十一9010図

テ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナシ︒

嚇したる事に過なく︑後 十一873図 ︵略﹀︑細大意ノマ・ニシ

よくと心配するは︑未練にして愚

思ひても返らぬことをく

悔することなき者は幸福にして賢き

十一699國

名を萬世にと凹むる者あり︒

十一684図

終ふるも︑︵略V︒

すも︑︵略﹀︑將又無爲にして一生を

身を立て︑父母をあらは

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

十一535図

黙ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

十一528図

ノ木造建築物トス︒

珍しからず︒

十一86図

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防
禦にも常に之を用ふ︒
一髪未だ去らざるに︑

一

働蜂の武器は艦の後方に

花のとぼしき時は蜂合戦の起ること

十972図帝室ノ御有ニシテ︑多ク古 十一84図 されば豊幌不順にして︑
代ノ費器ヲ藏ス︒

十975図奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ
跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ
リ︒

シヤウトク

十982図 此ノ寺詣聖徳太子が磯明天

十一185図

島更に現れ︑水路きはまるが如くに

皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

千二百蝕年ヲ経タル古堂ノ中ニハ當

して︑また忽ち開く︒

︵略﹀︑夏は山海皆緑にし

我が國に最も普通なるは

十﹇283図かくの如くにして︑汽車

の引くあり︑牛馬に引かしむるあり︒

荷車・人力車等にして︑荷車には人

十一255図

て目畳むるばかりあざやかなり︒

十一189図

時ノ佛像今尚存ス︒

ジングウ

イハ
其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐

余ノ地ニシテ︑神功皇后以後︑シバ

レ

十卿3図

︵略﹀談山神社二達ス︒社

︿皇居ヲ定調達ヒシトコロ︒
十㎜7図

アンゴ

︵略﹀安居院ハ古ノ飛鳥寺

殿肚麗ニシテ︑關西日光ノ稗アリ︒
十皿4図
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れたるは午後一時三十分にして︑東
十一一455図

︵略V︑四面皆海にして︑

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

十醐917図 是飲料水とぼしくして︑
郷司令長官は︵略V︑

上村艦隊と共

意のまΣに之を得ること能はざれば
すること少く︑︵略﹀︒

農業は我等が生活に必要

﹁農は人の職業中最も

比隣ノ如キ今日二重テハ︵略V︒

急設したる輕温感道にして︑明治四

十二年よりこれが改築に着手せり︒

十二596國 ︵略﹀︑之に架したる橋は

倫敦は︵略V︒欧羅巴第

何れも肚大にして︑市の美観を添ふ︒

十一一598図

一の大都會にして︑亦實に世界第一

の大都會なり︒

暦にして︑町幅も亦之に適へり︒

十二6010図 ︵略V︑人家も多くは六七

電車の便の最も開けたる

塵なく︑︵略﹀︒

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二635國

車を以て主なる交通機關とす︒

にして街路狭ければ︑古風の乗合馬

十二507図東西ノ交通盛ニシテ千里 十二626口辺 倫敦は︵略V︑古き都市

なるものなり︒﹂

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

十一一473図囹

家一日もこれなかるべからず︒

なる材料を作り出す所以にして︑國

十一一4610図

に先頭にある敵の主力に点り︑︵略﹀︒

﹁︵略﹀前記ノ如キ奇績

﹁︵略﹀︑若し向ひの山

是等の人々は︵略V︑能

︵略﹀︑世界ノ各國ハ亦皆

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人

十二5010図

ハ皆我が商頁ノ花客ナリ︒
商人ニシテ信用ヲ失フト

十二642︹図 英國は國會の最も早く開

乗心地甚だ好し︒

十二636図 ︵略﹀︑車内亦清潔にして

コト今日ノ急務ニシテ︑海外貿易ノ

けたる國にして︑︵略V國會議事堂は

︵略V富國ノ道ヲ講ズル
獲展ヲ圖リ︑大イ仁君富ヲ増殖スル

十二535図

キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

十一一5110図

婦人の實例にして︑其の志操の固き
あうう

會津は奥羽重要の地にし
中豊は現今活動せる部分

ルの圓形をなし︑深さ百二十五メー

しゅざんぱう

︵略﹀首山墨は︵略﹀︑遼

長春は南満洲鐡道最北の

此の鐵道は日露戦役中に

不義にして富み且貴き

始めて西半球の陸地を獲

たりや

て︑彼をして其の志を成さしめたる

思したるは伊太利人コロンブスにし

い

十二738図

到る︒

十二7210図 ︵略﹀︑成功は期せずして

は︑我に於て浮雲の如し︒﹂

十二726図囹

玄からずして突進す︒

十二701図 ︵略﹀︑向ふ庭何物をもは

り︑次第に其の数を加ふ︒

移らんと欲するもの期せずして相集

︵略V︑温暖なる地方に

トルあり︒

阿蘇山は此の如く複雑な

外交通ノ便最モ多ク︑︵略﹀︒
れうやう
十二5410図 ︵略﹀︑菊陽あり︒満洲内
ちゅうさつ

十二583國

三十六哩︒

騨にして︑大連よりこΣに至る四百

十二561図

八年戦役激戦地の一なり︒

陽防備の要害地にして︑明治三十七

十二553図

重要なる駐劉地なり︒

地屈指の市場にして︑我が駐割軍の

我が國棚商胃散シテ︑海 十二692図

第一に観客の目を引く建築物なり︒
十二423︹図

る一大火山にして︑山中に多くの噴
火口及び温泉あり︒

火山全禮の占むる面積は
百十三平方里にして︑東西十二里九

十二425図

十二539図

ハ商人ノ國家二謝スル義務ナリ︒

にして︑其の火口は直径六百メート

十二415図

て︑一日も守なかるべからず︒

十二376図

は男子にも勝れり︒

く其の嘉すべき道に聾したる我が國

十二323図

城を出でたりと知れ︒

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

十二279図囹

爲ノ能クスベキニアラズ︒

ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人

ミ イ ツ

ヲ牧メ得タルモノハ︑一二天皇陛下

十ニー08図團

なり︒

しの

て︑至って凌ぎよく候︒

十一965國團 併し夏は氣候温和にし
十﹁973圖團 其の南部は車馬の往來
自在にして︑こΣに樺太磨の所在地
豊原あり︑︵略﹀︒

とよはら

︵略﹀の間は最も狭く︑

且山脈低くして︑東西の交通最も便

十﹁982圓團

利なる所に御座候︒

十一蜘3國團森林は︵略﹀重大なる
どど

天然林にして︑青松・︵略﹀等一面
に 生 ひ 茂 り ︑ ︵ 略 V︒
リウビ

ニシテ大志アリ︒

十﹁皿3図 劉備ハ漢朝ノ末流︑英明

十一鰻9図孔明ハ沈着ニシテ︑機二
臨ミ︑憂二慮ジテ︑智謀百出セリ︒
律ヲ重ンジタリ︒

十一鵬7図 孔明ハ嚴正門シテ甚ダ規
十一皿6図 されば全村頗るゆたかに
して︑高齢の家業を乱しめり︒

十一田10図 校長も着實温厚なる人に

ぼしん

教育勅語と戊申詔書と

して︑生徒を愛すること子の如く︑
︵略﹀︒

十ニー4國

︵略V︑米の作付反別は

町︑南北十一里半に達せり︒

十二446図

︵略﹀︑其の牧穫は年々凡そ四千六七

︵略﹀の道を 示 し 給 へ る も の に

百萬石にして︑萎の作付反別は︵略﹀︑

は︑

して︑之を拝讃するもの誰か御聖徳

其の牧穫は年々︵略﹀なり︒

の山よりも高く︑御仁愛の海よりも
深きを仰ぎ奉らざら ん ︒

我が國﹇の米は品質優良に
して其の味最も美なり︒

十二510図 ﹁︵略﹀︒﹂との信號旗が戦 十二448國

闘旗と共に我が旗艦三笠にかΣげら

しな

してい
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いすぱにや

は西班牙の皇后イサベラなりき︒

べきなり︒

十二7310図 正時伊太利は貿易の中心 十二m1図
おう

血氣にはやりて︑粗暴の

所行あるものは小勇の人にして︑眞

︵略Vは盛にベニス・ゼ

地にして︑
︵略﹀︑我が國民の世界に

正の軍人にあらず︒

禮儀も亦軍に軍隊の聞

自動ス

多きは巴里を第一とし︑︵略V︒

じどう・す﹇自動︼︵サ変︶1

し な

し な
アジヤ大陸には印度・支那

くを申しこんで來ましたが︑︵略V︒

八789図

かんこく

・劇団等あり︒

頁ル・買．フ︑︵略V等ノ字
シ ナ
ノ一四二貝ノ字アルハ︑支那ノ古代

九895図

二貝ヲ用ヒタルが故ナリトイフ︒
シ ナ
十3010図 ︵略V︑ルソンヨリ支那二入

リシガ︑︵略V︒

十3010ロ司凶 ︵略﹀︑支那ヨリ琉球︑琉球

ヨリ薩摩二傳バリ︑︵略﹀︒
し な

シ

支那ノ乱淫漢ノ末︑天下

ナ

いふ二國ありてたがひに孚・ひしが︑

十﹇167口凶 是は昔︑支那に呉︒越と

︵略﹀︒

十一期2図

し

な

りん

支那の昔趙といふ國に藺

てう

麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方二起レリ︒

十二386図

相如といふ賢臣あり︒

しやうじよ

シ ナ

我が國ハ︵略﹀︑殊二近

︵略V︑若し欧羅巴より西

クハ人口四型ヲ有スル支那ノ大國三

十二5310図

隣ス︒

十二758図

へ向って進まば︑印度に達する前︑

シ

ナ

し

な

支那

そこで支那もおそれて︑わぼ

支那幾千年間の人物中︑

孔子は凡そ二千四百六十

當時支那は王室衰へ︑諸

侯各其の國によりて互に勢を孚ひた

十二934図

年前︑支那の春秋時代に生る︒

十二934図

の︑孔子に如くはなし︒

大聖として徳化の尚今日に著しきも

十二932図

し な

し な

十一8310図紡績工場二入リテ見ヨ︒

日本当は支那に到着するならんと︒

余ースル︾

窒きに︑結ぶ赤だまかはいらし︒

自藤車の爾輪が前後に並 九512図團 ︵略V︑支那の帽子はいた

自轄車

ス︒︑シテ見レバ銅ホド二二立ツモノ
ハアリマスマイ︒﹂

十一253図

じてんしゃ︻自転車一︵名︶1
べるも亦様攣れり︒

見斎うがくれ

いじどう・しゅうがくじどう・ぜんこ

じどう︻児童﹈︵名︶2
くしゅうがくじどう

職務に勉汗するが故に︑見童は皆よ

其の他の教員も︵略﹀︑

く之になつきて︑學校を思ふ心厚く︑

十一鎚3図

くして如何でか日常の社會に立たん

︵略﹀︒

十二861図

自動車

都會の地には電車・自動
に速力を競ふ世とはなれり︒

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一261図

じどうしゃ﹇自動車︼︵名︶3

走卒も之を知らざるはなく︑︵略V︒

四十七士の事蹟は見童・

や︒

に行はる＼に混ずして︑此の心得な

十二価9図

の事蹟は十分に之を詮明せり︒

無比なる美徳にして︑古來の歴史上

十二鵬7図

盛運の港を経て欧洲へ輸入せり︒
十二772國 遠征の船は三隻の小篇に
して︑乗組総数は一百二十人︒

十二8010図 コロンブスの遠征時代は
我が國後土御門天皇の御代にして︑
ほうでう

北條早雲が小田原城に贈りて︑︵略V

せる頃なりき︒

十二905國 衛生上の注意を怠らずし
十二価9國

︵略﹀︑此の心得なくして

て︑何人も病にをかされぬ檬にすべ

信義は人と交り世に盧す

工業の人としても常に之を重んぜざ

るに於て最も大切なる事にして︑商

十二螂6図

如何でか日常の社會﹇に立たんや︒
﹁孔子は年少にして禮

し︒

十二938図園
を好めり︒

十二965図其の後面玉出でて學び︑學
るべからず︒

十一27図自動車

十二m2國此の五箇條は即ち皆我等
が平常に之を身に行ふべきものにし

︵略Vが如きは︑却って

を卒へずして鋸りし時︑母たまく
機上に在り︒

十二632図

十二瓢3図

て︑軍人として始めて守るべき事に

肚麗なる馬車・自動車の
非ず︒

指定

我が三民の度量の狭く︑品格の低き

指定

してい﹇指定一︵名︶1
八48図

してい・す﹇指定︼︵サ変︶1

蒸氣機關ノカニヨリテ自動スル機械

な

支那

ハ︑幕命トナク立並ビテ廻韓スベク︑
︵略V︒

し

しな﹇支那︼︹地名︺15

︵略V︑近年一定の森林を指

指定す

を示す所以にして︑國交を傷つけ︑

随って國力の獲展をさまたぐること
多し︒
︵略﹀︑未だ其の國情を詳

肉iシ︸

十二瓢7□藺凶

にせず︑其の國人と一語を交へずし

十112図
を禁ぜり︒

支那

六516

朝鮮をたすけましたが︑︵略﹀︒

ソレデゼニニナルコトモ出 六513 支那からは大兵をおくって︑

してみれば︵接︶一

六264園

シテ見レバ

定し︑其の樹木を一時に伐取ること

て︑早くも其の國民の品格の知らる
＼ものなり︒

十二麗9図 此の精神は實に自治制の
︵略﹀が如きは︑皆公共

根本にして︑又聞の生命なり︒
十二鵬2図

金ダラヒニモナレ

バ︑私ノヤウナヤクワンニモナリマ

來レバ︑

︵略V︒

る者は大いに力を是等の事業に蓋す

心の差動にして︑︵略V︑地方人民た

519
しぬ

しなえんがん

り︒

あ

め

り

か

し な
今や︵略﹀︑又支那沿岸

艦見ゆ︒﹂と報告す︒

︵略﹀︑ふだん品物をや
つける

りとりする時には︑なまぐさの

四448圏

し
しなえんがん﹇支那沿岸︼︵名︶1支 しなもの﹇品物一︵名︶13 品物
な

那沿岸

十一287図

のしあはびを

やうになったのでせう︒

しるしに

︵略﹀︑品物を渡しておいて︑

製造高モ多クナル︒

︵略﹀︑今日デハドンナ品物

ヲ製造スルニモ︑分業法二依ラナイ

十一128
コトハホトンドナイ︒

号うえじにす・うちじにす・うち

じにする

しに

︵略﹀︒

橘中佐ハ︵略V︒中佐ノ檬ナ死
トイハレル程ニウヤマハレタノハ︑

方ヲシタ人ハイクラモアルガ︑軍神

八927

品物と引きかへに代金を受 しにかた︻死方︼︵名︶1 百方

欧羅巴の航路をも開くに至れり︒

七128囹

取るのが現金で︑︵略︸︒

七127囹

はおろか︑印度・ 南 洋 よ り 亜 米 利 加 ・
よ うつば

な

し な
︵略﹀︑其の外支那形船

し
しながたぶね﹇支那形船︼︵名︶1支
那形船

後になって代金を受取るのがかけで

十﹇374國團

す︒

卸責といふのは品物をたく

選ぶ︒

︵略V︑カノ死人ト観望シバ︑

死人を葬るのに︑小高い所
で南に面してみる日當りのよい地を

十一鵬9

フスマニエガケル給ナリシナリ︒

八308図

氣鼻ヲツクが如シ︒

リテクサリタル死人横タ八リテ︑臭

角ーナ・ーヌ・ーン彰

三226
うこかずにるますが︑し
んだのではありません︒

た虫も死んでしまったのか︑

四273 くさのかげにないてゐ

︵略V︒

さものをもちひないことがお

四445囹 ﹁入の死んだ時などの
おめでたくない時には︑なまぐ

ほいのです︒

もし君が居なかったら︑僕

トハ海ノ中デオヨイデヰマ

四515今ハ死ンデヰマスガ︑モ

シタ︒

五491圏

すてておけば︑すぐ死んでし

は死んでしまったのだらう︒﹂

六593

それから信玄が死んだと良い

蛾は繭から出ると︑やがて卵

た時︑︵略﹀︒

を産んで︑間もなく死んでしまふか

七335

何時も丈夫さうな老人であっ

ら︑︵略V︒

八342

多敷ノ部下ヲ死ナセタ上︑

たが︑去年の暮に死んでしまった︒

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ

八901園

残念千三ダ︒﹂

膿の全部にすたりのないことも牛と

︵略﹀︑川の中へはいり 十851 馬も︵略V︒死んだ後で︑身
ましたが︑がぶがぶと水をのん

三421

おくれ＼ばピエールはこ買

同じである︒

えて死ぬであらう︒

十﹇567

で︑とうとうしんでしまひました︒

ら出ると︑しんでしまひます︒

三498こひやふななどは水か

十一582園

早くしないと︑ピエール

が命を惜しむ理由はない︒

︵略V︑父モ母モシンデ 十一578囹我が子の死ぬのを見て父
マセン︑︵略﹀︒

シマツテ︑ジブンノウチモアリ

︵略﹀︑分業デスル方が品物 三726
随ツテ良イ品物が出発テ︑

まひます︒

八303図︵略﹀︑内ニハ黒ブクレニナ 六232

小言といふのは商人から しにん﹇死人一︵名︶3 死人

に限りて許されたる数多の開港場も

七141圏

す︒

品物を使ふ人にすぐに費渡すことで

七138囹

これあり候︒

な

十869 隣國の支那人は最も多く豚肉

し

し な
しなじん﹇支那人︼︵名︶1 支那人

を食ふ國民である ︒

さん持ってるて︑小費店へ大口に費

しなちゅうおう︻支那中央一︵名︶1
支那中央

ドノ店ニモ品物ガキレイニナ
品物ハ皆正札附デ︑カケ直ガ
昔はひきゃくといふものが

死ぬ

︵略﹀︑生綜は外國へ費出す品 し・ぬ﹇死﹈︵五︶18 シヌ しぬ 死ヌ

十篇108

ノ出來バエが良クテ︑︵略V︒

十一910

が︑︵略V︒

あって︑手紙や品物を配達しました

七534園

ナイ︒

七386

ラベテアル︒

七369

物の第一である︒

七343

して︑︵略V︒

のまれて︑品物を責つたり買ったり

問屋といふのは他人からた

渡すことで︑︵略﹀︒

みつもり

七146囹

十一脳4図 孔明ハ魏ヲ攻メテ支那中
央ノ地ヲ取り漢江ヲ興復セントシ︑
︵略﹀︒

しなの﹇信濃﹈︹地名︺2 信濃
しなの

日本一の長流を信濃川と

九17図信濃
十28國
す ︒ 信 濃 の 東 南 部 より早し︑︵略﹀︒

しな
信

日本一の長流を信濃川と

しなの
しなのがわ﹇信濃川﹈︹地名︺1信濃川
しなの
す︒

十28□覇凶

の

しなののくに﹇信濃国︼︹地名︺1

てづかの

濃の國
しなの
十504図園 かく申すは信濃の國の住

しなの

十二54図 ︵略﹀︑哨艦信濃丸は﹁敵

せう

人︑手塚太郎光盛なり︒
しなの
しなのまる︻信濃丸︼︵名︶1 信濃丸

しばらく
しぬ
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しの
て︑至って凌ぎよく候︒

余ーリ︾

肉ービ・ーブ彫

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

しのび入

のをだまきくりかへし
をしのびつΣ︒

しはいうこしはい

全身ヲ支配ス︒

一374

かへせし人

支配ス

ヘ

オヂイサンハヤマヘシバ

しばかり﹇柴刈﹈︵名︶一

オバアサンバカバ
センタクニ︒

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

七594國

シバ
しばこうえん︻芝公園︼︵名︶1芝公園
シバ
明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

カリニ︑

シバカリ

十768ロQ凶膝ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑

︽ース輔

︵略﹀︑道も無き山の雲を しはい・す﹇支配﹈︵サ変︶1

金魚を細n﹇のびんに入れしの・ぐ﹇凌︼︵四︶2 しのぐ 余ーギ・

が 死 ん で し ま ふ ︒﹂

十二228
ーグ彰

る

しのびい・る﹇忍入︼︵四︶1

は先頭に進める一部に過ぎず︑︵略V︒

十二697図

しのぎて杉坂に着きたりしに︑︵略﹀︒

て︑二三日も水を取換へないと︑金
死ぬ

十﹇154図
死ヌ

魚は死んでしまふ ︒

歯ーナ・一二・ーヌル彰

し・ぬ﹇死﹈︵ナ変︶5

七26図園我が死ニタル後モ︑一門ノ
者一人ニチモ生キ残りテアル閤ハ︑
︵ 略 ﹀ ︑ 天 皇 ノ 御タメニツクスベシ︒

高徳︵略﹀︑行在所の御

庭にしのび入り︑︵略﹀︑大文字に詩

十一158図

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ
の旬を書きつけたり︒

七42図園 父ノ汝ヲカヘシタマヒシ
シミタマヒテニアラズ︒

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

七69三園 モシ病田カ・リテ早ク死 しの・ぶ︻忍﹈︵四︶3 シノブ 忍ぶ

他ノニ人ハ︵略﹀︑恐レテ

良や老人ノ無言ヲトガメ しばし﹇暫﹈︵副︶2 シバシ
八531図

出デズ︒今シバシタメラババ事アラ

韓信シバシ其ノ面ヲゥチマ

初年小事ニシノビシバ︑後大功ヲ立

ヲクグル︒

しばしば門屡﹈︵副︶4

ばく
しばく入浴し︑身艦を清
︵略﹀︑夜具・衣服の類はし

潔にすべし︒

九591図

シバく し

モリシガ︑ヤガテハラバヒテ跨ノ下

十254國

バレントス︒

永遠の幸福を望む者は一

赤穗浪士が数年の苦難を

時の勢苦を忍ぶべし︒
あかほ

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑︵略V︒

十二858図

十二708図

ツルニ至リシ所以ナリ︒

ズ︑信や少年ノ笑罵二怒ラズ︑其．ノ

十261図

刀を取直し

︵略V︑﹁今は自ら死ぬ

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ
シ︒

十一456図園
るより外なし︒﹂ と て ︑
て腹かき切らんと す ︒
︵略﹀︑大君の邊にこそ

死なめ︑顧みはせ じ ︒

十二鵬3﹇図圃

じねずみ﹇地鼠﹈︵名︶1 地鼠

駆逐艦ノ名コソ曲流優美

余ーバ・ービ彰
クチクカン

九615図

ヒシトコロ︒

孔明魏軍ト霊媒ノ中二卒

しばちゅうたつ﹇司馬仲達一︹人名︺1

司馬仲達

シバラク し

ス︒︵略V︒魏將司馬仲達聞キテ之ヲ

十一燭2図

追フ︒

しばらく門暫﹈︵副︶16

しばらくたつと︑

三491又さかさまになって︑下

ばらく

へもぐって︑

しばらく目をつぶって︑

︵略V︑水の上へ出てきます︒

神さまにいのってから︑目を

四815

ひらいて見ると︑︵略V︒

一思ひにとび下りると︑何だ

か目がまはって︑しばらくの間は何

五95

役入はしばらく考へてるまし

も知らずにゐました︒

しばらくたって︑顔を上げ

たが︑そのうちにるざりにむかりて︑

五257

︵略V︒

五484

シバラクタツト︑ケモノが負

て︑そのあたりを見まはすと︑︵略﹀コ

おちよはしばらく考へて︑葉

ケサウニナツタノデ︑︵略﹀︒

五54一

五656

六96

まつ御社にさんけいして︑し

書の裏へ次のやうに書きました︒

おはなさんはしばらく見な

八182図圏﹁︵略﹀︑総べテ物ハ破レタ

ました︒

いうちに︑髪が大そうきれいになり

八126團

︵略V︑其の後も度々叛き ばらくそこで休みました︒

ばく日光にかわかすべし︒
九625図

て︑征東豊漁をつかはされし上しば

功皇后以後︑シバく皇居ヲ定メ給

グウ

ジン
其ノ附近ノ地ハ︵略V︑神

物トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮

若宮堂の舞の袖︑しづ

十m3図

くなりき︒
十二254図國

ヤサシキ武人ノ風流モシノバル︒

ナル有様モオモヒ見ルベク︑又優ニ

名ニハ︿略﹀︒雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ

雨ニハ︵略V︑壺ヨニハ︵略﹀︒季節ノ

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ︵略﹀︒

十一312図

︵略V露西亜及びシベリしの・ぶ︻偲︼︵四︶2 シノブ しのぶ

やの寒き平地に住せるレミングと稽

十二689國
する地鼠の一種な り ︒

シノ
しのがた﹇篠形︼︵名︶1 財形

十﹇855図
此ノ流ハ自ラ三思ラレ
シノ
テ︑親指大ノ序説トナリテ乱髪ノ中
二入ル︒

しの
しのぎよ・し︻心良﹈︵形︶1 凌ぎよし
︽ーク斬

十一966國團 併し夏は氣候温和にし
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じぶん
しばる

ル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑
下すことなく︑︵略﹀︒

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑
レマセン︒

デスカラ︑サハナナケレバタベラ

師範學校門内

ん

自分

三727

リマセン︒﹂

六445

じぶ

︵略﹀︑水のしぶき枯木に

ジブン

じぶんの心では武士になりた
いと思ってみたのです︒

たとへば自分のうちを恐

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘

て白雀を見つけようと︑たつねまは

りました︒

レテ︑アランカギリノカヲツクシタ

八907

コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬

ガ︑︵略﹀︒

八91一

総べて上官の命令を守つ

鯉山言付ケテ︑︵略︶︒

︵略﹀︑少しも人に先んじよ

て︑自分の職務に精を出すのが第一

九229園

だ︒

うとはせず︑静かに自分の順番を待

十369囹

︵略﹀︑家長は之を自分の子

の跡を追っかけた︒

供と同じ様にかはいがる︒

十一503

老人は︑︵略V︑どうして又

自分の弾く時にはあんな音が出ない

十二831

のかと不思議さうに︑バイオリンと

じぶ

バクリノオチル

ジブン

紳士の手つきを打ちまもって居た︒

コノゴロ

じぶん︻時分︼︵名︶13

四125

ん

︵略﹀褒ワラデ作ツタ物

アツイジブンニツカフ物

あんなうつくしい

︵略﹀︑うめの花のさく

こゑでなきはじめます︒

じぶんから︑

四665

ガアリマス︒

デ︑

四376

ジブンデ︑︵略﹀︒

時分

はどうして海國の皇民といはれませ

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ
婦って見ると︑自分の家は戸

︵略﹀︑下男や下女は早くから

畑へ出して働かせ︑自分はどうかし

八263

る様子がありません︒

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

八229

出ス外ハナイ︒

八157

う︒

ろしがる様なもので︑こんなことで

七883囹

は直ちに自分の馬にまたがって︑其

つてゐました︒
四687園 ﹁イイエ︑オクスリハジ
十一481 ︵略﹀︑大將の部下の二三人
ブンデノマナケレバ︑何ニモナ

ウチモアリマセン︑︵略﹀︒

オドロキマシタ︑︵略﹀︑ジブンノ

ウチヘカヘツテ見ルト︑

じぶん﹇自分一︵名︶16

氷結して︑水晶の花を咲かす︒

十一787図

シブキニ包マレタリ︒

七923図ボートハ水ニオツル砲丸ノ

しぶき︻飛沫一︵名︶2シブキ しぶき

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

縣駈・裁判所・師範學校・

しはんがっこう︻師範学校一︵名︶1

︵名︶1

しはんがっこうもんない︻師範学校門内一

ノ境内二在リ︒

高等女學校等ノ敷地ハ皆昔ノ興福寺

十9410図

水兵は驚いて︑立上ってし 師範細小

キ五二知ラセント テ カ ク ス ル ナ リ ︒ ﹂

九198

︵略﹀︑夜半ヨリ起キテ橋上

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑
︵略V︒

十242図

二至レバ︑シバラクアリテ︑カノ老
人來レリ︒

師範塾生門内ノ八重櫻一

四ヒキ

︵略V奈良櫻ノ名残ヲトぐメタ

しひき︻四匹︼︵名︶2

リ︒

株︑

十一477 馬主はしばらく大將の顔を 十952図
見 つ め て み た が ︑ ︵略V︒

︵略﹀水の音が遠く聞える

ばかり︒しばらくすると︑谷底の方

十一559
に太鼓の音がかすかに聞える︒

ヒゴヒガービキニヒキ三

四百三十六哩

四百年以前

じぶんの國から塩を送らせた︒

長春は︵略V︑大連より 六592 謙信はそれを聞いて︑︵略﹀︑
こΣに至る四百三十六哩︒

十二562図

1

しひゃくねんいぜん︻四百年以前﹈︵名︶

接績都會を合すれば七百三十萬の多

十二597図倫敦は人口四百八十萬︑

シブカキ

今一本ノ木画シブカキ

しぶかき﹇渋柿﹈︵名︶一

きに達す︒

ガタヲ見テ︑︵略﹀︒

ヒゴヒガ︵略﹀︑四ヒキヰ 五71一 フト水ニウツツタジブンノス

ビキ四ヒキ︑四ヒキヰマス︒

一423
一424

十二286図 黒き影は︵略﹀身を水中
に投入れたり︒縄の鈴はしきりに鳴
マス︒

し

しひゃくさんじゅうろくマイル︵名︶1

る︒敵の衛兵相呼んで尋ねんとする
に︑︵略V︒しばらくして黒き影は向
ひの岸に現れたり ︒

禽ーラ・ーリ・ ー ル ︾

シバル

や＼あって紳士はしばらく

弾く手を止めると︑︵略﹀︒

十一一842

ばる

しば・る︻縛﹈︵四・五︶4

四百年以前までは東半球
しひゃくはちじゅうまん﹇四百八十万﹈

の人は全く西半球を知らざりき︒

﹁ コ レ ハ ニ セ モ ノ ダ ︒ ︵ 略 V ︒ ﹂ 十二736図

ト︑ワルイオヂイサン ハトウト

二656

ウシバラレテシマヒマシタ︒
下役どもに言ひつ

五273 釜ぬす人はその方にきまった ︵名︶1 四百八十萬
ぞ︒﹂といって︑

けて︑しばらせま し た ︒

七482園 日本紙ハコヨリニシテ物ヲ
シバルコトが出來 ル ︒

十一814國鵜の首元は細なはにてし 四113

しほう

じぶん

522

ソノデタテノ葉ヲ ツ ム ノ デ ス ︒

五323 茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

六104 のぼりついたじぶんには足も
だいぶくたびれて︑はらもすっかり
すきました︒
六124 ガンハツバメノカヘルジブン
ニ來テ︑ツバメノ來ルジブンニカヘ
ル︒

パナ物ダ︒

五714囹

﹁ジブンノ角ハジツニリツ

八333囹 ﹁自分は今こそこんな小刀
此の時﹁自分が行かう︒﹂

や釘などを造ってみるが︑︵略﹀︒

分五裂

四

︵略﹀︑早く自分を谷へ下

とさけぶ人を誰かと見れば︑︵略V︒

十﹇569園

十﹇581圏
せ︒

ニ來テ︑ツバメノ來ルジブンニカヘ

︵略﹀敵艦にせまり︑無

六125 ガンハツバメノカヘルジブン しぶんごれつ︻四分五裂﹈︵名︶1
十二78図

九906図

銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル

紙幣

分五裂の有様となれり︒

二無三に攻撃せしかば︑敵艦隊は四

ル︒

七304 小さい時分はやはらかな葉を
こ ま か く 切 っ て やるが︑︵略﹀︒

さんの小さい時分にそっくりです︒

八129團 この爲眞で見ると︑おかあ しへい﹇紙幣︼︵名︶3

レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少
シ︒是金貨二代ル紙幣ノ行ハル・ニ

︵略﹀︑去年の暮に死んでしま

ヨル︒

八342

つた︒其の時分までよそへ奉公に行

紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ

八793図

ろつぼ

わが日本は島巡である︒四方

は日本一の山︒

﹁我︑此ノゴロ小サキ堂

の如く集った︒

九346 ︵略﹀︑四方からの見物人は雲

アリテ︑四方ノ戸皆開キタリ︒

八285図 ︵略﹀︑小サキ四角四面ノ堂

テタマハリタシ︒﹂

ヲ建テタリ︒四方ノカベ呼量ヲカキ

八281図園

は海にとりまかれてるる︒

ヨーロッパよりシベリヤ 六12

海道にて東方へ向はば︑二週間あま

︵略﹀︑露西亜の東清鐵道

りにして日本に鋸着することを得べ
し︒

十二588図

よ

及びシベリヤ鐵道を利用せんか︑大

四ヘン

連より僅かに二週間にして欧羅巴の
中央に入るべし︒

しへん﹇四遍﹈︵名︶1

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

サア︑タケヲサンカラォト 九416図 ︵略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

する︒

︵略﹀綿花ノ細片四方二

支那ノ午後漢ノ末︑天下

シ ナ

上流の婦人は四方を閉ぢた

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

十一m9

麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方二起レリ︒

十一皿2図

︵略V︒

飛散シテ︑吹雪ノ風ニクルフが如ク︑

十一846図

をか買やかせり︒

遠く四方に航行して︑到る庭に國光

十一292図 大小幾多の軍艦は︵略﹀︑

る︒

いた穿きは︑はやまつ白になってゐ

十279 ︵略﹀︑見渡せば四方の山々の

の山々主倒に影をうつせり︒

︵略V︑湖面鏡の如く︑四方

ビナサイ︒一ペンニヘン三ベン

﹇495

方トイヒマス︒

たり︒

介さまぐ海草の無限の富を藏し

あたまを雲の上に出 十二481図圃 四方の海の底廣く︑魚
みなりさまを下にきく︑ふじ

し︑四方の山を見おろして︑か

四137圃

九956図

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

詩篇

四ヘン︵略︶︒

去年の今夜清涼に侍す︒

しへん︻詩篇﹈︵名︶1
九816図團

秋思の詩篇ひとりはらわたをたつ︒

事憂

十二336國人世には思はぬ不幸︑驚

じへん﹇事変﹈︵名︶2

︵略V︑如何なる老心に際

くべき事璽の何時起り來らずとも限
らず︒

十二3310図

しても︑自若として其の常を失はざ
四方

るは日本女子の美徳なり︒

四方

四方
十六

十六
三442

三目4

しほう﹃四方﹈︹書名︺2

我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ
リ獲行スルモノニシテ︑一圓・五圓

九9010図

コトハ貨幣ニマサレリ︒

ノニシテ︑輕クシテ取扱二都合ヨキ

九908國

つて居った若いむ す ご が ︑ ︵ 略 V ︒

たり︒尊時分はよしと︑おびさせ給

九39図 ︵略﹀︑酒を飲みでよひふし
へる劔を抜きて︑ずたずたに大蛇を
斬り給ひしに︑︵略﹀︒

シベリヤ鐵

三453東ト西ト南ト北ヲ四

アジヤ大しほう﹇四方﹈︵名︶15 四方

シベリヤうとう

・十圓・一心ノ四種流通ス︒

ロシヤは︵略V︑

︵略V露西亜及びシベリ

シベリヤてつどう︵名︶2

する地鼠の一種なり︒

やの寒き平地に住せるレミングと稻

十二688図

陸のシベリヤもまた其の一部なり︒

八787図

なんシベリヤ

シベリヤ︹地名︺2

十一656 寒イ時ハ︵略Vアプラ氣ノ
多イ食物が適當デアルガ︑暑イ時分
ハ其ノ必要ナク︑︵略﹀︒

十一皿3 暑い時分汽車に乗って朝鮮
かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い
着物が乾してある ︒

﹁日本中ニハ︵略﹀︑ジブ

じぶん﹇自分︼︵代名︶5 ジブン自分
三141囹

ンノアヒテニナルモノハ一
人モナイ︒﹂

道

523

當時ハ遠島ト稔シテ︑罪人
︵略V︑是等ノ島ニハ作物ノ

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︵略﹀︒

聴衆は四方から集って來 十331図

て︑見る内に人山を築いた︒

十二834
十332図

眠る度に皮をぬぎかへて︑し
まひにはからだがすきとほつて見え

七318
る︒

く見える様になります︒海岸の松原

︵略﹀人家も︑段々に小さ

も次第に遠くなって︑しまひにはも

七823囹

島かと見れば岬なり︒
十一183國

岬かと見れば島なり︒

八641

シマフ

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒
しま︒う﹇仕舞︼︵五︶33

マシタ︒

しま

︵略﹀ハラヲタテテ︑ソノ

︵略﹀︑ソノウスヲコハシ
ヤイテシマヒ

トウトウシバラレテシマヒマシ

二657

︵略﹀︑ワルイオヂイサンハ

テ︑火ニクベテ︑

二582

犬ヲコロシテシマヒマシタ︒

二542

木綿織物二上や牛黄ヤカスリ ふ 肉ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

しま

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドウ
シテコシラヘルノデスカ︒

シマヒ

ウマイゴチソウモ毎日タ

ひ﹇▽おしまい

三692

ベルト︑シマヒニハイヤニナ
リマス︒

ヨク和合スレバ︑︵略﹀︑家運自ラ開

かくして島韓じ︑海廻り しまい︻姉妹﹈︵名︶1 姉妹
十︸517図 親子・夫婦・兄弟∴姉妹

縦に走り候へば︑︵略V︒

十﹇967圓團南北に細長き島を山脈

て︑其の蓋くる所を知らず︒

十﹇186図

う何も見えなくなります︒

十﹇182図

船の其の間を行くとき︑

︵略V店員入用の廣告を出し 出來ザル荒地多ケレバ︑︵略V︒

しぼうしゃ﹇志望者﹈︵名︶1 志望者
十345

肉ーラ︾

た︒志望者は五十 人 ば か り も 來 た が ︑
︵略﹀︒

しぼる

堂前四本の櫻ある虞は

英蘭銀行は設立の古き

ニバカニ

︵略﹀︑のはらのくさやは

オヂイナンニナツテシマヒマシ

三737 ︵略V︑ウラシマ ハ

タ︒

なは大ていかれてしまひまし

四271

た︒

あなたのおなかまは大

のか︑もうなくこゑもきこえ

四273︵略﹀虫も死んでしまった

ません︒

四281囹

︵略V︑白ウサギノ毛ヲミ

てい枯れてしまったやうです︒

四564

けれども重い物は皆そこへし

ンナムシリトツテシマヒマシタ︒

五133

づめてしまって︑奪い物は一しょに

下りる人がまだ下りてしまは

ここまでもって來ました︒

︵略V︑馬モ車モ今見エタカト

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五395

ります︒

五431

思フト︑スグ後ニナツテシマヒマス︒
タ︒
三694 オモシロイアソビモ毎日
﹁あΣ︑あぶなかった︒も
三136 ウシノツノヤ︑シカノ 五491囹
見ルト︑シマヒニハアキテキマ
し君が居なかったら︑僕は死んでし
ツノデモヲツテシマフホドデ︑
ス︒
まったのだらう︒﹂
四563 ワニザメハ︵略V︑大ソウ ︵略﹀︒
三421
︵略V︑がぶがぶと水をの 五766 そのうちに日が暮れて︑まつ
オコツテ︑一バンシマヒニ居タ
暗になってしまった︒
んで︑とうとうしんでしまひまし
ノガ︑白ウサギノ毛ヲミンナ

ら出ると︑しんでしまひます︒

マセン︑︵略﹀︒

さも︑取入れのいそがしさも︑全く

がめた時は︑田うゑや草取りの苦し

六173 ︵略︶︑その俵をつみ重ねてな

とはしない︒

五808 ︵略︶︑馬もこはがってすくん
た︒
ムシリトツテシマヒマシタ︒
︵略V勝家などはこれをきら 三501こひやふななどは水か でしまひ︑人も顔を見合せて進まう

大名が皆秀吉の言ふことをきくやう

つて︑てきたひましたが︑かへって

六507

になりました︒

ほろぼされて︑しまひには日本中の

ガ︑

三727 ︵略V︑父モ母モシンデ
シマツテ︑ジブンノウチモアリ
ツテ見タイト思ツテ︑︵略V︒

ムカフノ大キナヲカへ行

四523島ノ上独居タ白ウサギ

ま・やしま・やしまのたたかい

ま・どうがしま・まっしま・むこうじ

ま・さくらじま・しょうどしま・ちし

きん・かわなかじまのたたかい・こじ

いつくしま・おおしま・おきのしまふ

しま﹇島﹈︵名︶7 島弓あわじしま．

於て︑其の右に出つるものなし︒

と︑資本の多きと︑信用の厚きとに

十二639図

しほん︻資本﹈︵名︶1 資本

︵略V︒

十一24図

モノが四本アリマス︒

七28一 サルニ望潮ノハタラキヲスル しまい﹇仕舞﹈︵名︶6

しほん﹇四本一︵名︶2 四本

かりき︒

武士もようひの袖をしぼらざるはな

十一138図 御供仕うまつれる警固の しま﹇縞︼︵名︶1 縞

はなかりき︒

ば︑一座皆ようひの袖をしぼらざる

＋蓼図︵略﹀︑さめぐと泣きたれ

号ひきしぼる

しぼ・る﹇絞一︵四︶2

しぼうしゃ一しまう

しむ

しまがくれゆく

524

わすれてしまひます︒

六232 すてておけば︑すぐ死んでし
まひます︒

六294 シカモソノナビハ大ソウドク
ナモノデス︒﹂トイヒマシタノデ︑ヤ
クワンハダマツテシマヒマシタ︒

十﹇582園

早くしないと︑ピエール

が死んでしまふ︒﹂

名勝の地少からず︒
しまつn▽ふしまつ

︵略﹀︒

九152図

前橋市一人口四竃アマリ︑

じまん・する﹇自慢﹈︵サ変︶一 ジマン

去月二十五日御差出の縞

モトユヒや水引ノヤゥナ︑ア

ンナ丈夫ナ物定日本紙デナケレバ出

七485

又色々二染メタ綜デ織ツタノ スル ︽ーシ︾

九125國團

ガ縞物デス︒

八649

金魚を細口のびんに入れ しまもの﹃縞物一︵名︶3 縞物

島

て︑二三日も水を取換へないと︑金

十二228
魚は死んでしまふ︒

しまがくれゆ・︿︻島隠行﹈︵四︶1

ンバナシ

ジマ

四萬噸前後の大汽船をも

四萬噸前後

來ナイ︒﹂トジマンシマス︒

十一282図

拝啓︑御註文の縞物三十 しまんトンぜんご︵名︶1

物二十反本日到着︒

縞模様

製造するに至れり︒

に至るまで︑我等の衣食住には模様

︵略﹀︑着物の縞模糠︑︵略﹀ じまんぱなし﹇自慢話︼︵名︶2

・色どりをほどこしたるもの多し︒

島山
瀬戸内海には︑︵略﹀︒

しまやま﹇島山﹈︵名︶1
十﹇188國

︵略V︒春は島山霞に包まれて眠るが
如く︑夏は山海皆緑にして︵略﹀︒

しまり号とじまり

ジマン

じま し・みる﹇染︼︵上一︶1 しみる 禽一

モノ仲聞ノ銅デセウ︒

ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑私ド

ヅヤクワンガイヒマスニハ︑﹁︵略﹀︑

イ︿ジマンバナシヲシマシタ︒マ

六246︵略﹀︑ヤクワントテツビンガメ

モノデス︒Lトイツテ︑ジマンバ
ナシヲシマシタ︒

ンナ時デモ︑︵略﹀︑アンシンナ

四396 ボクラバカウイフカタ
イヨロヒヲキテヰルカラ︑ド

十497図

しまもよう﹇縞模様﹈︵名︶1

反︑本日︵略﹀急送いたし候︒

︵略﹀︑朝日・夕日を負ひ 九137國團

六366 ゆにはいって︑ごはんをたべ がくれ行く ︽ーク︾
十一197︹図

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか
なり︒

縞がら

右は地質といひ︑縞がら

司厨

わが日本は島國である︒
我が大日本帝國はアジヤ大

︵略﹀︑自分の家は戸がまだし

じまん﹇自慢︼︵名︶2

ありません︒

まってみて︑誰も起きてみる様子が

八231

イギリスは我が日本帝國の しま・る﹇締︼︵五︶1 しまる 弐ーッ帝
我が望粥島國ニシテ︑海

如き島國にして︑︵略﹀︒

八772図

陸の東の海中にある島國なり︒

八759図

六12

しまぐに﹇島国﹈︵名︶4

るべしと存ぜられ候間︑︵略﹀︒

といひ︑此の地方には頁行よろしか

九126智能

しまがら﹇縞柄﹈︵名︶1

︵略V︑そのいくさの終らな

ると︑つかれてす ぐ に ね て し ま っ た ︒

六531
い中に病氣でなくなってしまひまし
た︒

六658 大テイノケモノハ一打デコロ
サレテシマヒマス ︒

七308 食ってしまふと︑頭をうこか
して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

七335 蛾は繭から出ると︑やがて卵
を産んで︑間もなく死んでしまふか
ら︑︵略﹀︒

︵略﹀ ︑ 毎 朝 早 く す を 出 て ︑

ゑをさがして︑すぐ蹄ってしまふと

八221園

いふことだ︒L

十一一539國

島々

外交通ノ便最モ多ク︑︵略V︒

ミ彰

い︒

アル日トモダチニユミノ 十2710 山おろしの風は身にしみて寒

﹁おれよりちからのつよしみん﹇市民﹈︵名︶1 市民

神戸市水道の源たり︒

︵略﹀︒︵略V︒市民遊覧の地にして︑又

神戸市に近き布引瀧は

かうべ

けはやがじまんをしました︒︹ひ

十一775図
らがなのドリル︺

アマリ

ミ︾

しまんあまり︻四万余︼︵名︶1 四三 し・む﹇染︼︵四︶2 しむ 穴！マ・一

雨岸及び島々︑見渡す限
まうせん

い人はあるまい︒﹂といって︑

瀬戸内海には︑︵略﹀︑大 三166

ジマンヲシテ︑︵略﹀︒

二345

幕府直書ノ書物二種芋ヲ添 んうごじまん・さざえのじまん

如く︑︵略︶︒

十一205図

内海の沿岸及び島々には

り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが

十一192図

小芝敷の島々は各所に散在す︒

十一1710図

布セシカバ︑︿略﹀︒

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

十339図

しまじま﹇島島︼︵名︶4

八342 何時も丈夫さうな老人であっ
たが︑去年の暮に死んでしまった︒
︷略﹀最初の船は︑フランス

のセイヌ川に浮べたが︑不幸にも直

九317

に沈んでしまった ︒

九692 恐ろしいのは二百十日頃の大

﹁騎者・騎馬・黄金︑三

苦が一夜の中にむだになってしまふ

あらしで︑︵略﹀ ︑ 一 年 中 の 農 夫 の 辛
こともある︒

十一489圏

つとも失ってしま ひ ま し た ︒ ﹂

525
しむ

しむ

八74図

︵略V︑我が國髄のたふとさ︑

いよいよ身にしみておぼゆ︒
びやく
︵略﹀︑にごりにしまぬ白

れん

巻葉をもるΣつゆ涼し︒

八366図圃
蓮の

し・む﹇占︼︵下二︶6 占ム 占む
十一3710國團

︵略︶︑面懸は世界産額

飛ーム・ームル・ーメ︾

人生七十年と見るも六

の八分の五を占むる由に御座候︒

十一677図
十萬時間に過ぎず︒其の内︵略﹀等

︵略﹀最モ盛ナルハ紡績

の爲に費す時間は三分の二を占め︑
︵略V︒

十一837図

事業ニシテ︑二二綿花紡績其ノ大部
ヲ占ム︒

十二424図 火山全燈の忌むる面積は
百 十 三 平 方 里 に して︑︵略﹀︒

十二444図 作物は米・萎其の大部分
を占めて︑︵略﹀︒

シム

しむ

肉シム・シ

位を占めて︑其の債額一億圓以上に

十二451図 ︵略V︑生端は輸出品の首
及ぶ︒

しむ︵助動︶44

七626図

外國にては︑犬をして牛か
せしむるが如き︑︵略﹀︒

︵略﹀落葉・こけ及び網の

如くひろがれる木の根などは︑︵略V︑

十95図

水をして少しつつ静かに流れ出でし

二三匹の犬︑よく二三百頭

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

む︒

七628図
主人の行く方へ行かしむといふ︒

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

森林は︵略﹀︑又常に土地

をうるほして︑土砂を落付かしむ︒

又寒き國にては︑犬をして 十101図

そりを引かしむ︒

七629図

シ︑信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑遂三局祖

ある山國にては︑犬のくび 十2510図 ︵略﹀︑高輪内二謀ヲ運ラ

に︵略Vをかけおきて︑つかれたる

七635図

ヲシテ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒

臨幸鯨りにおそかりし

︵略V︑荷車には人の引く
︵略﹀︑汽車・汽船の進歩

重砲車の如きは十頭の馬

常に身を離さざりし

名刀を與へて行かしめたり︒

一人の守る﹂爲に多人敷

他人をして時間を損失せ

をして貴重の時聞を空費せしむれば

十一708図
なり︒

十﹇713國

︵略﹀其の罪金銭を損失

しむるは其の罪金尽を損失せしむる

よりも重し︒

十一713図

鵜匠は︵略V︑十二條の

せしむるよりも重し︒

十一807図

くに浮沈するを︑たくみにさばき

細なはを片手に握り︑右往左往思ひ

てもつれしめず︒

十一8510図 ︵略﹀︑次第ニヨリヲカケ

サテ最後二精紡機心移シ

テ綜ノ形二近ヅカシム︒

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

お

其の將伊正午をして日本

凡そ婦人の道は夫を助け

て家政を治め︑子に激へて家名をあ

十二335図

へ︒﹂と號ばしむ︒

に向って︑ ﹁日本の將我がしりを食

十二305國

しむ︒

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

十二2810図家康直ちに勝商をして織

に誘ひ寄せしむ︒

先づ小軍艦をして敵艦隊を沖島附近

おきのしま

十一一57図 東郷司令長官は︵略﹀︑

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒

十一鵬3図

下ヲ三分シテ其ノーヲ保タシム︒

遂二備ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天

ショク

十一鵬4図 孔明︑劉備吉事へ︑︵略V︑

の植物にうつして成長せしむ︒

得んが爲に︑︵略﹀︑或は其の卵を他

十一893國 ︵略﹀︑蟻は此の甘き汁を

マキトラシム︒

テ︑︵略﹀︑更ニヨリヲカケ︑ツムニ

拶ハ︵略﹀︑手・足・口等 十﹇862図

旅人をすくはしむることあり︒

十一291図

む︒

は世界諸國をして日に盆馬接近せし

十﹇284図

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

十一256図

︵略﹀︒

かば︑人をしてうか窒はしむるに︑

十一151図

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

十9710図人ヲシテソマロニ佛教ノ盛

二命令シテ活動セシム︒

又近ごろは戦場にも犬を用 十774図

とくがはいへ

名古屋城は︵略﹀︑徳川家

ひてたふれたる兵士をさがさしむと

七636図
いふ︒
やす

八937図

康が諸大名に課して造らしめたる名

城にして︑︵略﹀︒

尊︑︵略﹀︑其のほとりに娘

を坐せしめて待ち給ひしに︑︵略﹀︒

九36國

九249図砲兵は大砲を以て遠方より
敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし
む︒

き王胤を流通せしむべし︒

九609図時々障子を明放ちて︑新し

︵略﹀︑しきりに望めば︑

をして引かしむ︒
十一4210図

之をはうむりし時は︑よ
うひ・劔・弓・矢等を共にをさめ︑

九643図

力及ばず︑

七44図圏 父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

ムル・シムレ・シメ彰

︵略﹀︑ながく皇城を守護せしめたり

オルガンにて美しき音を畿

﹁さらば是にて本意を遂

バ︑︵略︶︒大人 ト ナ リ テ ︑ 君 ノ 御 タ

げよ︒﹂とて︑

短所にて火吹竹を使ふも︑

といふ︒

九667図

爲にして︑︵略﹀︒

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

九657図

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ
メントナリ︒

犬は︵略﹀︒されば夜を守

らしむるによろし ︒

七621図

︵略﹀︑かりに用ひて︑えも
のをさがさしむるに適す︒

七623図

じむ一じめん
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十二347

﹇▽こすぎじむかん

︵略﹀︑縣薦カラモ知事ノ代

げしむるに在り︒
理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒
﹇▽おじめ・せんごひゃくしゃくじ

氏名﹇▽じゅし

獲信人の居所氏名を受信人

︵略﹀其居所氏名を此手へ

きょしょしめい

んにんきょしょしめい・はっしんにん

しめい﹇氏名﹈︵名︶3

め

しめ

十二531図但シ不正當ナル手段・廣
告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル
︵略﹀︑彼をして其の志を
い すぱにや

ガ如キハ︑︵略﹀︒

十二738國

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ
うなりき︒

︵略﹀︑地球を上りに小
八48図図

十二761図

さく見たるコロンブスの誤は遂に此
記すべし

八48図図

の大獲見を成さしむる基となりしな
り︒

に知らせんとする時は︵略﹀

占め居

八48図重富信人は自己の居所氏名を
︵略V此虞に記すべし

て良雄に食はしめ た り ︒

十二877図圏︵略﹀︑我が足︑獣とし
十二917図 主婦は又常に家庭和樂の
︽1︵リ︶︾

十一383圓團
一を占め居候︒

示し給

信號は︵略﹀︒書間は赤

しを以て︑︵略﹀︒

荒畠ー85図

塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離

春の雨はしめやかに降って︑

しめやか

の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所

九674

シメル しめ

のきの玉水の音も静かに聞える︒

四394囹

バ

カゥイフカ

︵略﹀︑サザエガ︵略V︑

る ︽ーメ・ーメル彰﹇▽にぎりしめる

一目 し・める﹇締一︵下一︶4

の強きを︑圓錐形を以て暴風雨のお

ゑんすみけい

なりと云ふ︒
球を以て風の強きを示し︑︵略V︒
ゑんとうけい
十ニー87□自凶 ︵略V︑圓筒形を以て風雨 しめやか︵形状︶1

天理圖とは︿略﹀︑

それあるを示す︒
十ニー96國

又風の方向は矢を以て示

に全國天候の如何を示すものなり︒
十ニー910図

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑

﹁︵略﹀︒ボクラ

︵略V︒

サザエ

ハスグカラノ申

紙をつけて︑機械にかけて固くしめ

折って︑揃へてとちる︒其の上に表

十211

印刷する紙は︵略﹀︒それを

ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑

四402

︵略V︒﹂

ラトヲシメテヰサヘスレバ︑

︵略﹀︑コノ中ヘハイツテ︑内カ

し︑矢の上へ向ふは南風︑︵略V︑左

三日を過ぎなば︑又山

へ向ふは東風とす︒

十二2710図面

︵略V︑今や全國就學見童

上に懸りて援軍の消息を示さん︒﹂
十一一3510図

ハ︵略﹀︑本郡ノ如キハ實二百分ノ九

市街・道路を不潔にし︑

十九ノ好成績ヲ示セリ︒

十二988図

官瞭・學校・神社・佛閣等の建築物
をけがし︑公園の樹木を折取るが如

︵略V︑ はいってからは静かに後の

十352囹 ﹁あれが此の室にはいる前︑

る︒

て︑や﹂もすれば青島の念を以て之

國力我に劣れる國民を見

きは︑公徳の低きを示し︑︵略﹀︒

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

十二m3図
は︑我等が身を修め︑世に虞するの

ぼしん
教育勅語と戊申詔書と

しめしたま・う﹇型置﹈︵四︶1

米田は全平地の二分の

しめお・り﹇占居﹈︵ラ変︶1

︵略﹀戯樂を奏せしかば︑

中心となりて︑家内一同を寒しまし
むべし︒

十二952図

孔子は禮に反せるものありとて之を
止めしむ︒

ふ 飛1へ彰

道を示し給へるものにして︑︵略V︒

八151 役所デモ︑會社デモ︑上カラ 居留ー4國

じむ︻事務一︵名︶4 事務
下マデ一同ソロッテ事務二百リカ・

四面うしかく

四面皆海ナル我が帝國

是我が國の︵略﹀︑四面

堂前四本の櫻ある慮は大 じめん﹇地面︼︵名︶4 地面

︵略V︒

建艦にして︑魚介の供給ゆたかに︑

十二454図

ハ︑︵略V︒

十﹇353図

しめん

しめん︻四面﹈︵名︶2

戸をしめた︒

ル︒

して︑︵略V︒

しめたまう︵助動︶2

え ぞ
︵略﹀︑東國の蝦夷叛きしか

メタマヒ・シ蟻封マフ彰

十一27図

討たしめ給ふ︒

ば︑天皇日本武尊に命じて︑之を

やまとたけるのみこ宅

九410図

しめ給ふ 飛シ

量の狭く︑品格の低きを示す所以に

ざるが如きは︑却って我が國民の度

示ス

示す

又國家全罷カライヘバ︑ しめ・す﹇示︼︵四︶11
穴ーサ・ーシ・ース・ーセ︾

十一1210

︵ 略 ﹀ ︑ 官 公 吏 ノ事務ヲ取扱ヒ︑︷略﹀

︵略V︑孔明謀ヲ以テ其ノ

︵略V︑自ら先んじて耕作
・養鷲・帯金・養魚等の模範を示せ

十﹇皿9図

﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂ト問フ︒

皇継獲ヲ捕へ︑蜀軍ノ陣螢ヲ示シテ︑

マウクワク

十一鵬1図

すものなり︒

次の圖は其の一二の例を示

十474図

︵略V︑山巾町村長・幽参事含日

等ハ皆分業二外ナラヌノデアル︒
十︻一婦3口凶

員 等 の 其 の 事 務 を虎理するも︑︷略﹀︒

事務に鳴る者︑如何に其の職務に忠

十二雌3図 公吏・議員等直接公共の
實なるも︑︵略V︒

じむかん︻事務官﹈︵名︶1 事務官

527
しゃく
しも

九168図

こうせん

天︑勾践を空しうする

下二子山

る時代にありては︑時聞は金銭より

通の機民事達し︑豊島の活動敏速な

も貴し︒

十二価10図

をいふ︒

公徳とは公衆の衛生を重

禮儀も亦軍に軍隊の間

害を考へて其の行幸をつ㌧しむ徳義

品を大切にする等︑総べて衆人の利

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

十二984図

度量なりとす︒

を引くものは社号の公徳及び國民の

十二983図

︵略V︑殊に他國人の注意

九40志下二子山
﹁手紙は四匁までは三富で

下総下総 しもんめ︻四匁﹈︵名︶4 四匁
すが︑︵略﹀︒

江戸川ハ︵略V︒其ノ流ハ 七515圓

この手紙は四匁より重いの
﹁小包郵便でもやはり四匁
までが三銭ですか︒﹂

七524囹

に︑︵略﹀︒

七517囹

手をはらなければなりません︒

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

ヒタチ
本流山下リテ︑下総・常陸 七515園 ﹁手紙は︵略﹀︑四匁より少

インバ

下穂・武藏ノ國境ヲナセリ︒

シモフサ

九162國

しもうさ﹇下総一︹地名︺4

なかれ︒時︑苑蚕無きにしもあらず︒
シモフサ

はんれい

六157 刈った稻はさをや木にかける 十一161図圃
か︑地面にひろげるかして︑よく日
にかわかします︒

︵略﹀︑長きものは羊の如

く︑立ちてもその毛はなほ地面に達

七605図

す︒

テガヌマ

下手ノ手賀沼・印旛沼・長

ノ國境ヲ流レテ太平洋二塁ル︒

九169図
下線

沼等ノ水ハ南ヨリ之二注ギ︑︵略﹀︒

九17図
耳目

に行はるΣに非ずして︑此の心得な

身膿健全ナル人ハ︑精神

くして如何でか日常の社費に立たん

馬鈴薯

じゃがたらいも

しゃ﹇社︼弓さんしゃ

や︒

ジャガタラいも︵名︶1

はだか

と大差なく︑大萎・小萎・燕萎・裸

からす

農産物の種類は北海道

変︒竿灯・麻・馬鈴薯・碗等等の牧

十一m1圖團
う・しぼうしゃ・しようしゃ・そうし

しゃ﹇者︼号こうじかんけいしゃいちど

穫多く︑︵略﹀︒

ノ・フ︒

勺

尺n▽いくじっし

六193図 ︵略﹀︑合ノ十分ノーヲ勺ト

しゃく﹇勺一︵名︶1

なたね じゃがたらいも ゑんどう

んとうむしゃ・ちょうないゆうししゃ

や

うしゃ・じゅうほうしゃ・じんりきし

ゃ・しちょうしゃ・じてんしゃ・じど

しゃ﹇車﹈うきかんしゃ・ざいりょうし

下關

下野

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

下野
下關
下關海挾

謝恩

やく・いちじょうろくしゃく・いちま

しゃく﹇尺一︵名︶3
︵略V︑書始﹁︵略V︒さ

んさんぜんしちじゅうよしゃく・いち

りろくちょうしじつけんこしゃく・い

らば年來の謝恩に何か書きて参らす

十一726図圏

しゃおん﹇謝恩﹈︵名︶1

しや・ゆうししや・ゆうらんしや

本土の西︑近く九州と相 ・てきにんしゃ・はんざいしや・ふぐ

十一19図下關海峡
しもばしら﹇霜柱﹈︵名︶1

二三羽のあひるが岸の霜柱を

沙河

べし︒﹂とて︑︵略﹀︒

しゃか

やく・こしゃく・こしゃくはっすん・

じゃく・きゅうじつしゃく・くじらじ

しゃくにすん・いっせんじゃく・かね

奉天の南方沙河の名も永 っしゃく・いっしゃくいじょう・いっ

しゃか
しゃか︻沙河﹈︹地名︺2 三河

十二558図

三河

︵略﹀︑今日の如く通信交 こしゃくろくすん・ごじょうさんじゃ

社會

く世人の忘れざる所なるべし︒

十二57図
十一711國

しゃかい﹇社会﹈︵名︶4

︵略V︑其ノ噴火口中二更二

しもふたこやま︻下二子山︼︹地名︺1

ニ子・神山・駒岳是ナリ︒

コマガタケ

四ツノ噴火山ヲ出セリ︒上二子・下

九419國

しもふたこ﹇下二子︼︹地名︺1下二子

さってみる︒

ふみくだきながら︑しきりにゑをあ

十297

霜柱

接せんとする所︑下關海峡あり︒

十一175図

︹地名︺2

しものせきかいきょう﹇下関海峡﹈

十﹇19図

しものせき﹇下関一︹地名︺1

九17図

しもつけ﹇下野一︹地名︺1

長里シ︒

十一523図

じもく﹇耳目﹈︵名︶1

十一886図かくて数年の後には︑地

︵略﹀︑冬は寒湿嚴し

面に近き土をば全く上下にうち返す
といふ︒

十﹁959圓團
く ︑ 地 面 は 三 尺 の 下まで凍り︑︵略V︒

しも﹇下﹈︵名︶4 下
︵略V︑上︑天二三ヂズ︑

下︑地忙殺ヂズ︑外︑人二恥ヂズ︑

十一531図
内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

十二翅1図 上元帥より下一望に至る
まで︑官職の高下︑就職の新誌によ
りて上下の分別最も正し︒
一致協同して王事に勤む

十一匝6國 下は上を敬し︑上は下を
あはれみ︑
べし︒

十二皿6図 下は上を敬し︑上は下を
︵ 略 ﹀︒

︵名︶2 霜号あさしも・は

あはれみ︑
しも︻霜︼

つしも

十292霜にやけて︑赤くなった杉垣
の中には︑︵略﹀︒

︵略﹀老人の辻

頭には霜をいた雲き︑身に
十二814
はつ曳れをまとひ ︑
音樂師がある︒

も︒さしも

しも︵係助︶ 1 しも 弓かならずし

しゅ

しゃく

528

くこすん・さんししゃく・さんじゃ
く・さんじゃくくすん・さんびやくよ
しゃく・ししゃく・せんごひゃくしゃ
くじめ・にさんじゃく・にじっしゃく

宮城ノ御堀ニハ︑カネテ窯

などよりはよほど安いのです︒

七576國
眞ニテ見知リタルニ重橋力︑レリ︒

謝すべし︒﹂

十二88エ國園
十二956出盛

﹁我當に萬罪を地下に
﹁君子は過あれば謝す︒

社前
靖國神社ハ︵略V︒︵略﹀︒

しゃぜん﹇社前︼︵名︶1

この間にいさんがかへって 十二956図園 君︑實を以て謝せよ︒﹂

來ましたので︑うち中の者がそろつ

八101團

よ・にしゃく・はっしゃくこすん・ろ

しゃちほこ

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑︵略﹀︒

九295図

しゃちほこ﹁鮭﹈︵名︶2

して乗心地甚だ好し︒

車馬

其の南部は車馬の往來

しゃば﹇車馬﹈︵名︶2

十一973國團

倫敦の市街は繁盛を以て

自在にして︑︵略V︒

車夫

名高し︒︵略V︑車馬街上に満ちて往

十二604図

來頗る困難なり︒

車夫のかぶるは形より

しゃふ﹇車夫一︵名︶2

︵略﹀︑郵便配達夫・車夫等

ヂヤン︑ヂヤン

じゃんじゃんじゃん︵感︶一 ヂヤン︑

ルヲ以テナリ︒

ノ足ノ強キ︑︵略V︑ヨク之ヲ使用ス

十783図

まんぢゆう笠の名もをかし︒

東海道の旅行中︑最も多 九526図國
名古屋城の金のしゃちほことなるべ

く衆人の目をひくものは︑富士山と

この窯眞で見ると︑おかあ 八934図
鴬唇を見て︑急に皆さんに

し︒

名高き金のしゃちほこは此
むね

本の中には︵略﹀︑豊や地圖 八939図

社殿

の天守閣の棟の爾はしにあり︒

此ノ神社ノ︵略V︑社殿ハ 八414 ﹁ヂヤン︑ヂヤン︑ヂヤン︒﹂

シャンゼリゼーの大通

シャンゼリ

かねが鳴る︒火事だ︑火事だ︒

ゼー

社殿ノ後編ハ美シク作ラレ シャンゼリゼi︹地名︺一

なる左右二列の緑樹は枝を交へて︑

る︒

︷略﹀︒

ひえ

食物は粟・稗・うばゆりの

あは

本校舎ノ建築ハ質素堅

しゅ﹇首一﹇▽いっしゅ

種ういっしゅ・ご

固ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑

十二364図

之を賞美す︒

根等を主とし︑鹿の肉は珍味として

十812図

しゅ﹇主﹈︵名︶2

主

の如きは︑世界鮮美の街路と構せら

社殿ノカタハラナル西洋風 十二6010國

︵略﹀釜山神社二達ス︒社
社殿ノ後ノ山ニハ鎌足ノ墓
車道

殿肚麗ニシテ︑關西日光ノ稽アリ︒
カマタリ

十蜘7図

十m6図

イウシウ
ノ建物ヲ遊訓言トイヒ︑︵略﹀︒

九292図

タル庭アリ︒

九291図

上古ノ風ヲウツシテ造り︑︵略﹀︒

九284図

︵略V︑爲眞をうつす人の苦心しゃでん﹇社殿﹈︵名︶5

窯眞をおくる手紙
余ーシ・

寓

︵略﹀︑窯眞は銅版に彫りつけ

第四

眞をおくる手紙

八目5

第四

謝す

アリ︒

しゃどう﹇車道一︵名︶1

﹃厚意謝するに蝕りあ

の非をさとり︑相舞の門に至りて罪

車内

しゅ﹇種﹈︵名︶2

電車の便の最も開けたる しゅ﹇株﹈号いっしゅ
は伯林にして︑︵略V︑車内亦清潔に

十一一635國

しゃない﹁車内﹈︵名︶1

雅語比なし︒

船員︵略﹀︑孚ひてこれ
までの不学順なりし罪を謝せり︒

十二797図

とそ︒

を謝し︑つひに無二の親交を結べり

十二397國五星之を聞きて︑深く其 十二614図．︵略﹀︑入道と車道との間

り︒

十4010図圏圏

ース・ースル・ーセ・ーセヨ︾

しゃ・す﹇謝﹈︵サ変︶6

八98

鴬眞をおくる手紙

しゃしんをおくるてがみ︹課名︺2

て︑野芝の場所に入れる︒

十198

も亦一通りではない︒

十192

や窯眞のはいってみるのもある︒

十182

お目にか﹂りたくなりました︒

八131團

さんの小さい時分にそっくりです︒

八128国

つて窩ってゐます︒

三郎は︵略V︑正比でも笑

て富眞をとりました︒

︵略﹀︑ 尺 ノ 十 分 ノ ー ヲ 寸 ︑

尺ノ十倍ヲ丈︑︿略V︒

六176図長サヲバカルニハ尺ヲモト 八105国

くしちじつしゃく・ろくしゃく
トス︒

六176図
六176図
︵略﹀︒

しゃく﹁爵﹈号はくしだんしゃく
しゃくどう﹇赤銅﹈︵名︶1 赤銅
はだは赤銅さながらに︒

十﹇235図國 吹く塩風に黒みたる
しゃくとり弓えだしゃくとり
じゃくねん﹇若年︼︵名︶1 若年

十二708図 老後の安野を願ふ者は若
年の辛苦をいとふべからず︒

しゃくよ﹇尺余﹈︵名︶1 尺鯨
ボウ

謝しま

十一844図 ︵略﹀︑鐵棒ニマキテ︑長
ムシロ
サ四尺バカリ︑直径 尺 盤 ノ 麺 綿 ト ス ︒

しゃじうこしゃじ
しゃしまつ・る﹇謝奉﹈︵四︶1
︽ール蝉

十393 図團 乃木大將は︵略﹀大君

つる

爲眞﹇▽おし

の 臨みことのり傳ふれば︑かれか
しこみて謝しまつる ︒

しゃしん﹃写真︼︵名︶9

︵略﹀︑書物や察眞の類は三

やしん・たいわんしゃしんじょう
七531囹

十匁まで二銭で︑これもた玄の手紙
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じゅういち
じゅ

活版は︵略﹀︑

同じ活字を何

ル︒

十799図 ︵略﹀︑又口の三園︑手首・

十2110

度でも組立てて使へる︒木版では一

十

手の甲等には入墨をほどこせり︒

三目5 四ワタクシノウチ⁝⁝⁝

枚々々彫らなければならぬから︑其

熱き地方の白蟻は周圃十

彙を造り︑︵略﹀︒

間︑高さ三間にも達する小山の如き

十一896図

事限りなし︒

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

我等の周圏には讃むべき

タケ

ししゅ・すうじつしゅ・すうしゅ・だ
三目11

十一6810國

自由尋ふじ

の自由がきかぬ︒

ゆう

テツツヰ
何千貫トイフ大鐵鎚モ一人

じゆう﹇自由︼︵形状︶2

こくもつ

カキトクリ⁝⁝⁝十

タケ

しゅ・さんしゅ・さんしゅのじんぎ・

いこしゅ・だいさんしゅ・にさんしゅ

四目5

三277

其ノ住メル周園ノ物ノ色二似タルモ
四目11

九545図 カクノ如ク動物ノ気色ニハ
ノアリテ︑︵略V︒此ノ種ノ鳶色ヲ保

十ニー210

︵略﹀︒

ノ手デ自由自運韓スルコトが出來︑

こくもつ

舞へや歌へや⁝⁝⁝

︻十﹈︵名︶6十10X﹇▽い 十二723図 守る所正しければ︑心に 十一901図 一種の草の實を食用とす

九目5 第四課

四297

或動物ハ︵略﹀︑周回ノ物

護色ト名ヅク︒

九576図
十

りて︑ひたすら此の草の成長を保護

るを以て︑︵略︶︑周園の雑草を食切

じゅう

憂苦なく︑行ふ所直ければ︑書庫に

トマギレザルヤウ︑コトニアザヤカ

自由なり︒

ナル鳶色ヲ有ス︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 此 ノ 種 ノ 髄

っせんしひゃくくじゅうにねんじゅう

都市・村落の周園の山や岡

がつじゅうににち・じんじょうしょう

十一m2

し︑︵略﹀︒

じゅういちじゅ

西園

には︑ ︵略﹀土山が数知れず並んで

カクノ如ク動物ノ艦色ニハ
其ノ住メル周園ノ物ノ色二三タルモ

十一

みる︒

ω⁝⁝：・十

うだいじゅういち・だいじゅういつか

︵略V︑自ラ其ノ周園ノ物ノじゅういち﹇十二︹課名︺9

水のたび

ワラ

ワラ

タウエ

タウエ

ユフガタ

ﾚ12十一 ユフガタ

二251

三目12

動物ノ中ニハ其ノ周圏ノ物
ノ色ノ憂ズルニシタガツテ︑保護色

四目12

三314

四358

︵略﹀︑其ノ動物ノ身ブリニ

ヨリテ︑形サへ其ノ乙子ノ物二似ル

﹇

五目6
或動物ハ之二反シテ︑周團

十二目4

十目5第四課 家⁝⁝⁝十﹇

匁﹇▽ごぜ

造船ノ話⁝⁝⁝十

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

第三課
ヤカナル禮色ヲ有ス︒

九568図

モノノアルコトナリ︒

九555図

ノ攣ズルモノアリ︒

九547図

見附ケラル︑コトナシ︒

色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二

九542図

ノアリテ︑︵略V︒

九541図

しゅうい︻周囲﹈︵名︶12

がくとくほんまきじゅう・だいじゅう

X
十

十﹇19図10

十一2図10

八48図十

八48図

四46図

ず・でんだいじゅうこう

しゅい﹇首位一︵名︶1 首位
︵略﹀︑生綜は輸出品の首

位 を 占 め て ︑ ︵ 略 V︒

十二451國

しゅう︻週一母いっしゅうかん・にしゅ
うかん・にしゅうかんあまり

ゐんのしゃう

しゅう﹇衆一︵名︶3 衆n▽おんこども
しゆう

じゅう︻中︼弓あしたじゅう・いちねん

十﹇155図 ︵略V︑主上はや院庄に入 十一98図10
らせ給ひぬと申す︒衆皆力を失ひて

じゅう・いっかじゅう・うちじゅう
・くにじゅう・せかいじゅう・にっぽ

散りぐに成れり︒
十二975國 官位・門地・技術・財産

んじゅう・まちじゅう・やしきじゅう
じゅう﹇住﹈号いしょくじゅう

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

じゅう﹇銃一︵名︶2

銃

としても自ら高尚なる品格を要する

犬を連れた男が銃を肩にし

一

がつじゅういちにち・じゆうにがつじ

んじゅういちじさんじっぷん・じゅう

じゅういち︻十二︵名︶1

是我等の周圏に空氣のあれ
又車ユリナドハ多クノ葉が一
塵二三ツテ︑董ノ周團ヲ取巻イテヰ

十84

ばなり︒

ボートは︵略V︑又も鯨に近 九646図

かげ
て︑森の蔭から出て來て︑︵略﹀︒

十662

十299

が如く︑︵略V︒

隊は即ち烏合の衆に同じ︒

十二m5図此の如き人の組織せる軍
じゅう﹇十︼︹課名︺9 十号だいじつ

寄り︑今度は銃を以て破裂矢を打込
自由

か・だいじゅう

じゆう︻自由︼︵名︶1

む︒

ニ221 十 カクレンボ

二目11 十 カクレンボ

第十十十十十
五一一一一一

一一

色ヲ警戒色ト名ヅ ク ︒

十十四十十

じゅうがつちゅうじゅん
じゅういちがつ

530

ゆういちにち・じんじょうしょうがく

私ドモノガクカウデモ︑ケサ天

ト口窄メデタイ日デス︒︵略﹀︒
十圓金貨

に等しといふ︒

び は

能く學理を慮用せば︑

一層其の牧穫

を増加することを得ん︒

人生七十年と見るも六十

萬時間に過ぎず︒︵略V︑刈上修墾田

び業務に用ふる時聞は僅かに二十萬

時間を越えざるべし︒

牧

しゅうがく︻就学一﹇▽ぜんこくしゅうが

︵略V中騨寺湖あり︑周回

ちゆうぜんじこ

お しゅうかい門周回﹈︵名︶2 周回
九956國

あふみ

くじどう

アメリカの一地方に産

しゅうかくあり﹇収穫蟻︼︵名︶1

穫蟻

就學免童ノ数が年々増加

レタノデ︑︵略﹀︒

綿ノ木ハ︷略V︒︵略﹀︑九月

じゅうがつ︻十月﹈︵名︶1

カラ十月ノ初頃口窄が熟シマス︒

八634

十月

シ︑義務教育年限モ六年二延長セラ

十二3410

就學見童

しゅうがくじどう﹇就学児童︼︵名︶1

り︒

する蟻の一種に牧穫蟻といふものあ

殊に集會の時聞は正しく 十一899図

集會

日本一の湖水は近江の琵琶

凡そ六里︑︵略﹀︒

十22図

湖にして︑周回六十里︒

十一706図

例へば六十人の星羅に其

守らざるべからず︒

十一708國

牧穫

の中の一人若し十分を後るとせば︑
︵略V︒

しゅうかく︻収穫﹈︵名︶5

︿略﹀牧穫蟻といふもの
あり︒︵略﹀︑ひたすら此の草の成長

十一903図

を保護し︑其の實の熟して地に落つ
るを待ちて︑其の巣に運び去る︒是
即ち農業の謡講に異ならず︒

る水草流れ寄り︑︵略V︒

十月十一日︑河中に生ず

十月十一日

︵名︶1

農産物の種類は北海道 じゅうがつじゅういちにち﹇十月十一日﹈
ゑんどう
と大差なく︑大要・︵略V・碗豆等の

栽培法の如きも︑︵略V︑

︵名︶1 十月十七日

八41図十月十七日晴

十一798図

鵜飼は五月中旬に始り︑

︵名︶1 十月中旬

じゅうがつちゅうじゅん﹁十月中旬同

︵略V︑褻の作付反別は

じゅうがつじゅうしちにち﹇十月十七日︼

︵略V︑米の作付反別は

十二787図

十二464図

なり︒

︵略﹀︑其の牧穫は年々凡そ二千萬石

十二447図

百萬石にして︑︵略﹀︒

︵略﹀︑其の牧穫は年々凡そ四千六七

十二445図

牧穫多く︑︵略﹀︒

十一m1國團

十一678図

其の工事の総費用は︵略V︑ しゅうがく﹇修学﹈︵名︶1 修學

じゅうえんきんか﹃十円金貨︼︵名︶1

とくほんまきじゅういち・だいじゅう

十38図

十一月八日

十一月八日

﹁父正成ノ戦死セシ時︑

牧盆

一

森林は︵略﹀︑之を伐

十圓

我が國ノ紙幣ハ︵略V︑

十圓

一里の長さだけ十圓金貨を並べたる

長セツノシキガアリマシタ︒
︵名︶1

八134團
はなさま

伯母より

じゅういちがつようか﹇十一月八日︼

いちず・にがつじゅういちにち・めい

四46図阻

じじゅういちねん
じゅういちがつ﹇十一月︼︵名︶1 十
一月

十一里半
十一一425図

十一箇月
十一一568図

箇月にして之を陥れたり︒

じゅういつさい﹇十一歳﹈︵名︶2

正成ノ戦死セシバ正行が十

十

︵略﹀︑我が軍・は苦戦十︸

じゅういつかげつ﹇十一箇月﹈︵名︶1

︵略﹀︑南北十一里半に達せり︒

火山全艦の歪むる面積は しゅうかい﹇集会﹈︵名︶2

じゅういちりはん﹇十一里半︼︵名︶1

六74図 九月号初ヨリ十一月ノ終マ じゅういちまん母やくじゅういちまん
デハ秋ナリ︒

じゅういちがついつか︻十一月五日﹈

︵名︶2 十一月五日

靖國神社ノ秋ノ大祭ハ十﹁

八114團 十一月五日 はな 伯母上
様
九2910國
月五日ヨリ行ハル ︒
じゅういちがつごろ﹇ 十 一 月 頃 ﹈ ︵ 名 ︶

1 十一月ゴロ

七63図囹

一歳ノ時ニシテ︑︵略﹀︒

七13図

茶ノ木ノ高サバ︵略V︒︵略V︒ 一歳

十一月ゴロ白イ色ノ花ガサキマス︒

五314

じゅういちがつにじゅうごにち﹇十一月
目二十五日一︵名︶1 十一月二十五日

ス︒

圓・五圓・十圓・百圓ノ四種流通

九911価口凶

九90図

じゅうえん︻十円︼︵名︶2

︷略V︒

劃せば少からぬ牧盆と相成るべく︑

十一m5國国

しゅうえき﹇収益一︵名︶1

十275國團十一月二十五日 加藤善
臣ハワヅカニ十一歳︑︷略V︒
じゅうう﹇▽ごふうじゅうう
作内山五百吉様
じゅういちがつみつか﹇十一月三日︼

四目4 三 十一月三日

︹課名︺2 十一月三日

四84 三 十一月三日
じゅういちがつみつか︻十一月三日目

一年中デコ

一月一日二月十一日五月

︵名︶2 十一月三日

二303

二十八日 十一月三日

四85 十一月三日ハ

531
じゅうごふん
じゅうがつふつか

十月中旬に終る︒

じゅうがつふつか﹇十月二日目︵名︶1

﹇▽せいぶ じ ゅ う か ん て つ ど

九758國團 十月二日 岡田敬造 堤

十月二日

富次様
じゅうかん
う

住居

願を受くるの椹能を與へられたり︒

宗教

住居もなるべくきれいにせ

じゅうきょ﹇住居︼︵名︶1
よ︒

九594︹図

しゅうきょう︻宗教﹈︵名︶1

三424十五

三目3 十五

ミギトヒダリ

ミギトヒダリ

れて︑十五字になるやうに書いてご

八491囹 ︵略︶︑うちの名の和田を入

十

﹁かうすると︑ちやうど十

らん︒﹂

じゅうごじょう﹇十五丈一︵名︶1

五字になります︒﹂

八493囹

とけいのうた

四目7 六 ふじのまきがり⁝⁝：・

四目3 十五
十五

五丈

とけいのうた

十9610図 ︵略﹀︑大佛殿ノ高サ十五丈︑

四483十五

五目8 第七 コヒ⁝⁝⁝十五

外國人に接するに人種・

七目6 第五 問合の手紙⁝⁝⁝十五

十二m8國
宗教・風俗の如何を問はず︑いはゆ

じゅうこせん︻十五銭一︵名︶2

15号じゅう セン 十五銭

す︒

たとへば十五銭で費ってよ

いものを二十銭といふやうなもので

七134囹

ナリマス︒﹂

四257園﹁糸が十五セン︑フデガ
七七ン︑ミンナデニ十ニセンニ

十五

る四海兄弟の精神を以て等しく之を

じゅうご︻十五︼︵名︶1

にがつじゅうごにち・だいじゅうご
ず・ほんげつじゅうごにち・めいじじ

集合

ゆうごねん・よくじゅうごにち・しち
15

がつじゅうごにち
十一19図

來る十五日は亡父七回

貴族院は︵略V︒︵略﹀︑

新橋停車場ヲ出デテ︑上野

ニテ日本橋ニイタル︒

行ノ電車二乗ル︒︵略﹀︒十五分ホド

七543國

じゅうごふん門十五分﹈︵名︶1十五分

るもの是なり︒

選し︑其の選に當りて勅任せられた

黒むるもの十五人の中より一人を互

及び謹賀縣に於て多額の直接國税を

十二鵬7図

じゅうごにん︻十五人︼︵名︶1 十五人

忌に相守り候に付︑︵略V︒

十一627圓団

じゅうごにち﹇十五日﹈︵名︶1十五日

十一2図15丁

國民は個人の集合より成 じゅうこちょう︻十五丁︼︵名︶115丁

しゅうこう﹇集合︼︵名︶1

十二979図

十五間

るものなれば︑國民の品格といふも
亦各個人の品格の外に出でず︒
じゅうごけん﹇十五間﹈︵名︶1

鯨は︵略V︑長さは十五間︑
即ち九十尺にも及ぶものも珍しくは

十675
ない︒

︵略﹀︒

十目6 第五課 紫式部と清少納言⁝

十九うだ

ハナサカヂヂイ

かへるとくも
かへるとくも

雪のあさ
雪のあさ
豆の一族⁝⁝⁝十九
﹇十九間余﹈︵名︶1

⁝⁝十五

親愛するは大國民の度量なり︒

いじゅうく

二目9

三目7

四622

七目7

ハナサカヂヂイ⁝e

安二線は︵略V︑韓國のじゅうく﹇十九︼︹課名︺7

じゅうかんてつどう﹃縦 貫 鉄 道 ﹈ ︵ 名 ︶

1 縦貫鐵道
十二582図
縦貫鐵道に連結す︒

しゅうき﹇臭気﹈︵名︶2 臭氣
リテクサリタル死人横タハリテ︑臭

三504

八304図︵略V︑内乱ハ黒ブクレニナ 二501
氣鼻ヲツクが如シ︒

抵 一 種 の 臭 氣 あ り ︑味あり︑色あり︒

十725図 温泉の︵略V︒其の湯には大 四目7
しゅうぎ﹇衆議﹈︵名︶1 衆議

じゅうくけんよ
十九闇蝕

十九箇師團

一人は熊吉︑一人は愛作とい

熊王十五歳になりぬ︒

電報は十五字までが一音信

じゅうごじ﹇十五字﹈︵名︶3

で︑︵略﹀︒﹂

八483園

十五字

十一441図月日は流るN水の如く︑

つて︑年は同じく十五歳︒

九826

︵略﹀︑三十七八年の職役後 じゅうごさい﹇十五歳﹈︵名︶2十五歳

九箇師團となれり︒

じゅうご﹇十五一︹課名︺10

オカアサン

オカアサン
十五

十五

いじゅうご・だいじゅうこか

二目5
ニ371

十五n▽だ

は第一師團より第十八師團に至る十
このゑ
．八箇師團︑外に近衛師團を合せて十

九272図

1

じゅうくこしだん﹇十九個師団﹈︵名︶

深サ八間鯨アル︒

けて︑廣く衆議を聴く十二に供せさ
衆議院

︵ 略 ﹀ ︑法律案は政府の外︑

猫立して上奏し︑建 議 し ︑ 且 臣 民 の 請

十二鵬5図 又貴族院及び衆議院は各

を得︒

貴族院・衆議院共に各之を提出する

十二獅7図

て組織し︑議員の任 期 は 四 箇 年 な り ︒

を有する臣民の公選したる議員を以

十二鵬9國 衆議院は一定の選畢資格

院の雨院より成る︒

十二描3図 帝國議會は貴族院・衆議

しゅうぎいん﹇衆議院﹈︵名︶4

十ニー62︵略﹀︑渠ロノ幅十九間餓︑

︵略﹀ ︑ 別 に 帝 思 議 會 を 設

e

せ給へり︒

十一一鵬2図

第十十十十十十
六九九九九九九

じゅうごマイルーじゅうじす
532

じゅうごマイル︵名︶1 十五マイル
じゅうさんし﹇十三四︼︵名︶1

十三四

隊中にピエールといふ年

の頃十三四ばかりの少年鼓手があっ

九349 ︵略V︑一時間に十五マイルも 十一5410
走る汽車とはどうして競走が出來よ

十三年目

七87図

安東縣は四緑江附近の森

秋思

道眞︵略﹀︑一篇の詩を

しゅうし﹁秋思﹈︵名︶1

ニシテ︑︵略V︒

モチノマト
イヌノヨクバリ⁝⁝⁝

十四

いじゅうし・だいじゅうしか

二目4

二目8 七
十四

﹇▽だいじゅうし

利根川⁝⁝⁝十四
︵名︶

住持

︿此の寺に寄食してありしが︑︵略V︒

十四五年の後には村民は

じゅうしごねん﹇十四五年︼︵名︶1

十一鵬4図

十四五年

或夜小僧住持の居閤に來

至るべし︒

火をみとめしが︑︵略﹀︒

夜明けて後︑住持書面に 十一一7810図十時頃はるかに一心の燈

じゅうじごろ︻十時頃︼︵名︶1 十時頃

教育の爲︑一厘の支出を要せざるに

住持は知らぬ益して過せ

住持は心得ぬ事に思ひて︑︵略﹀︒

十一728図
りて︑︵略V︒

十一737図
しに︑︵略﹀︒

向ひて︑︿略﹀︒

十一7310図

︵略﹀︑十四歳の時より

既に航海業に馬事せるコロンブスは

︵略﹀︒

業務に從事する間は熱心

肉ース・ースル・ーセ層

されど十字街頭に立て じゅうじ・す﹇従事﹈︵サ変︶7 從事ス

從事す

十﹇696図

︵略﹀︑又他の職業に從事

に之を行ひて︑他事に心を回すべか

らず︒

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

例へば六十人の心血に其 十一938図

農業に從事するものは多

に立業するに至るべし︒

に健全なり︒

吸し︑筋肉を勢するが故に︑身膿常

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

十二471図

の中の一人若し十分を後るとせば︑
となるべし︒

じゅうじけい﹇十字形﹈︵名︶1

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二517図故二商業二固事スルモノ

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

ト同ジク︑常二報二審忠ノ精神ヲ以

十一一538図 商人ハ軍人ノ戦場二立ツ

快活なる精神を以て熱心

に其の事業に從事せば︑天下何事か

十二733図

テ︑平和ノ戦争二塵事スベシ︒

れ︑高さ各十四五丈︑︵略V︒

十四五日
ノヲニ番茶トイヒマス︒

五332

ソレカラ十四五日タツテツム

じゅうしごにち﹇十四五日︼︵名︶1

霧降瀧は上下二層目分

じゆうしごじょう﹇十四五丈﹈︵名︶1

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

九89

十字形

六十人の時間の損失は合して十時間

十一7010障コ凶

十二745図

︵略V︑又再び引返して一 じゅうしさい︻十四歳﹈︵名︶1十四戯
國寺に蹄れり︒住持は驚きて︑︵略﹀︒

十一748︹図

︵略﹀︒

は行くも止るも唯其の命に從ひて︑

る巡査の一折手の合圖に︑通行の人

十二605図

十字街頭

コレ正成戦死ノ後十三年目 じゅうじがいとう︻十字街頭﹈︵名︶1

じゅうさんねんめ﹇十三年目﹈︵名︶1

︵略﹀︒

林より伐出す木材の集散地なれば︑

十二585図

しゅうさんち﹇集散地一︵名︶1集散地

た︒

十三

う︒

じゅうさん︻十三︼︹課名︺11

タコノウタ
タコノゥ重

号だいじゅうさん・だいじゅうさんか

十三
二304

二目3 十三

がくかうへ もって

がくかうへもって

三目6 工 ノミノスクネ：⁝・⁝十
三

三目μ

いく

三375
九816図圃

作りたり︒去年の今夜清涼に侍す︒

いく

秋思の詩篇ひとりはらわたをたつ︒

十三

じまたかのり

十四うだ じゅうじかん﹇十時間一︵名︶1十時聞

のし

四目μ

四417十三 のし
五目7 第六 ナラノ大ブツ⁝⁝⁝十
三

こ

八目6 第五 働クコト画人ノ本分⁝
⁝⁝十三

二331十四

モチノマト
うとからす
うとからす

見島高徳⁝・：：・十

三402十四

とけい

十一766図

十四五丈

第四課

じゅうさん﹇十三一︵名︶号くがつじゅ

四目2 十四

とけい

三目2 十四

うさんにち・じゆうにがつじゅうさん

四456十四

三

にち・だいじゅうさんず

九目7 第六課

ネ

取入れ⁝⁝⁝十四

じゅうさんこしだん﹇ 十 三 個 師 団 ﹈ ︵ 名 ︶

1 十三箇師團

﹃十四︼

︻住持﹈︵名︶5

此の縮をかける手工久し
十一721國

じゅうじ

ず

九269図 明治二十七八年の戦役まで じゅうし
は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團
に過ぎざりしが︑職役目十三箇師團
となり︑︵略V︒

ト

六目6 第五

十一目5

じゅうし﹇十四一︹課名︺9

四目6 五ふじの山⁝⁝⁝十三

至正士

533
しゅうぜん
じゅうしち

飲まず食はずに終日・終夜

しゅうしん︻終身︼︵名︶1

す︒

八933図

終身

是は北海道に住するあいぬ

人を書がけるものにて︑︵略﹀︒

十795図

︵略﹀露西亜及びシベリ

旅順線は大連の次騨臭水

臭

やの寒き平地に住せるレミングと稽

十二688図

する地鼠の一種なり︒

数毫

十

肚麗なる馬車・自動車の

じゅうすうだい﹇十数台﹈︵名︶1

子より分れて︑︵略V旅上口に達す︒

十二565図

水子

東海道の旅行中︑最も多く しゅうすいし﹇臭水子︼︹地名︺1

しゅうじん﹇衆人︼︵名︶2

衆人

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

終日労働して︑一群の生 十二鵬9図第三種・第五種の議員の

暴風雨にて︑︵略V︒

とである︒

公徳とは︵略﹀等︑総べ

衆人の目をひくものは︑︵略﹀︒

て衆人の利害を考へて其の行爲をつ

上古の舟車と今日の汽車 十二985國

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

重臣

十二633図

上手ナル者ハ一分時ニヨ

心血

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

八912囹

じゅうせい﹇銃声一︵名︶3

ク十玉本ノ綜ヲツナグトイフ︒

十一867図

数本

魯の重臣某の病死せんと じゅうすうほん︻十数本一︵名︶1

なして前後相接す︒

ひろこうち

公園・今小路の如きは︑十三憂列を

多きは巴里を第一とし︑︵略﹀︑殊に

衆人群集

十

イホリヲ訪ヒ︑口早迎ヘテ重臣トセ

1

事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

砲聲・銃聲ガツ寸クヤウナラ︑︵略V︒

八915圏若シ突撃ノ聲が聞入テモ︑

修繕

船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等

︵略V︑こΣにて船盤に修

繕を加へ︑九月六日更に西へ向つて

十二777図

ヲスル虚ヲ船渠トイフ︒

センキヨ

十ニー57

しゅうぜん﹇修繕﹈︵名︶2

起ツテモ︑砲聲・銃聾ハ工面ナイ︒

我等は修身書に於て︑歴 八921 ︵略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

住す

事蹟を學び得たること多し︒
じゅう・す﹇住﹈︵サ変︶3
シ・ースル・ーセ呼
え ぞ

蝦夷は東北の地に住して︑
叛服常ならず︑︵略﹀︒

九622図

︽一

史に重て︑豊本に於て︑既に祖先の

十二m4図

身書

しゅうしんしょ︻修身書一︵名︶1 修

をおしのけ︑︵略﹀︒

十二991図

衆人群集の場塵にて他人

しゅうじんぐんしゅう﹁衆人群集︼︵名︶

．じゅうしん︻獣心︼母じんめんじゅうし
ん

せし時︑︵略﹀︒

十二936図

リ︒

アリ︑︵略V︑劉備ハ三度マデモ其ノ

十一朔7言霊ノ時諸葛孔明トイフ人

じゅうしん﹇重臣︼︵名︶2

Σしむ徳義をいふ︒

從者

相如の從壮時之を恥づ︒
重傷

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘

ガ︑︵略﹀︒

上元帥より下一入に至る

りて上下の分別最も正し︒

一サツハシウシンノ本︑

しゅうしん﹇修身︼︵名︶4

二483

修身

︵略﹀︒

修身の徳是なりと︑激
育勅語のり給ひ︑︵略﹀︒

十一憾4図圖

平常質素を旨とすべきは

誠の一字之を貫くは︑あ
るものといふべし︒

らゆる修身の徳を一言にて盤し給へ

十二鵬9図

大切なること言を待たず︒

修身・盧世の上に於て何人にも最も

十二描7図

シウシン

まで︑官職の高下︑就職の新藩によ

十二皿2図

しゅうしょく﹇就職﹈︵名︶1

就職

レテ︑アランカギリノカヲツクシタ

八907

じゅうしょう︻重傷﹈︵名︶1

十二391図

じゅうしゃ﹇従者﹈︵名︶1

の進歩の大なるに驚かざらん︒

十一248図

しゅうしゃ﹇舟車︼︵名︶1

舟車

走っても尚平然として居るといふこ

十一469

計を維持するものは働蜂なり︒

︵略V︑十四歳の時より 十一510國

成らざるを憂へん ︒

十二745図

十七

既に航海業に構築せるコロンブスは
︵略V︒

じゅうしち﹇十七﹈︹盛名︺10

物サシトマストバカリ

白ウサギ e

白ウサギ 0

ほしとり

ヒバリ⁝⁝⁝十七

ほしとり

天ジンサマ

天ジンサマ

うだいじゅうしち・だいじゅうしちか

二目7
二444
三目5
三目7
三455
四目5
四522

六目7

七

じゅうしち ︻十七﹈︵名︶1

﹁年はいくつか︒﹂と問へ

九727圓團 ︵略V︑二十八日は終日大

しゅうじつ﹇終日﹈︵名︶3 終日

き︒

十二939図 是孔子が十七歳の時なり

れも兵役に服する義務あり︒

子は十七歳より四十歳までの間︑何

九242図 我が國は國民皆兵なり︑男

七歳

じゅうしちさい﹇十七歳一︵名︶2 十

ば︑﹁十七︒﹂と答へた︒

五773囹

にがつじゅうしちにち

母じゅうがつじゅうしちにち・じゅう

十七

十一目6 第五課 瀬戸内海⁝⁝・：十

十目7 第六課 本⁝⁝⁝十七

⁝⁝⁝十七

第十十十六十十十
六七七七 七七七

航行せり︒

んじゅうがつじゅうににち・じゆうに
がくとくほんまきじゅうに・だいじゅ

じゅうだい﹇重大﹈︵形状︶1 重大

十二鵬1図 薄粧議會の協賛は國家の
うにず・だいじゆうにだい︒やはんじ

がつじゅうににち・じんじょうしょう

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を
ゆうにじぜん
獣待

顔のはちをならべて︑昨日は九つ咲

祖父様は︵略﹀︑はや朝

及 す も の な れ ば ︑︵略V︒

じゅうたい・す﹇幽晦︼︵サ変︶1

九437圓團

四46図皿
九40図12

きたり︑今朝は十二咲きたりなどと

︽ーセ蝉

十二878図囹 我が目︑獣として良雄

す

を視︑︵略︶︒我 が 心 の 良 雄 を 獣 堕 せ

集

十ニケ月

六67図

教場ノ数ハ十二︑︵略﹀︑町

米國商人が新聞其ノ他ノ

金曜

十二月十五日

十二月十五日

十二月

晴

水曜 曇

十二月十三日

十二月十三日

三日一︵名︶1

じゆうにがつじゅうさんにち︻十二月十

六375

十二月十七日

日曜 晴

十二月十七日

じゆうにがつじゅうしちにち﹇十二月十

六387

七日﹈︵名︶1

じゆうにがつじゅうににち﹇十二月十二

火曜 晴

十二月十二日

十二月十二日

目﹈︵名︶1

六372

十二月十四日

木曜 雪

十二月十四日

じゆうにがつじゅうよっか﹇十二月十四

六378

日︼︵名︶1

六日﹈︵名︶2

十二月十六日

じゆうにがつじゅうろくにち﹃十二月十

土曜 雨

のど
十二三尾のあゆを喉元にふくむとい

ふ︒

十

﹁夜半十二時前一時間の眠

じゅうにじご﹇十二時後﹈︵名︶1

二時後

十

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

九605図

といへり︒

じゆうにじょう﹇十ご条﹈︵名︶1

十一805図鵜匠は一人にて十二羽の

二條

鵜を使ひ︑十二條の細なはを片手に

握り︑︵略V︒

九357

昔東海道といったのは︵略V︒

じゅうににち︻十二日﹈︵名︶1十二日

一日の旅程を十里つつと見て︑十二

十二月十六日

十二月十日

十二日附の御手紙今朝到

神戸市に近き布引瀧は雌

かうべ

しゆうにばく﹇雌雄二爆︼︵名︶1

雄二潔

︵略V︑揃ヘテ箱二入レル者︑

︵略V︑大なる鵜は能くしゅうにゅう﹇収入﹈︵名︶1

レぐニチガフ︒

牧入

十二箱ヅツ集メテ紙二包ム者︑皆ソ

十一96

じゆうにはこ﹇十二箱﹈︵名︶1十二箱

雄二暴あり︒

十一774図

雌

︵略﹀乗船したものは僅か十

じゆうににん﹇十二人︼︵名︶1 十二人

着拝見仕候︒

九4210國團

十二日附

じゅうににちづけ﹇十二日付﹈︵名︶1

六386

お花どの

日程か﹂つた︒

郎どの

六414團十二月十六日父より太

1

十二月十日

はなむしろ

二人に過ぎなかった︒

寒イ時ハ︵略V︑獣肉其ノ 九322

獣肉

日曜 晴

じゆうにがっとおか﹇十ご月十旦︵名︶

六358

十一655

じゅうにく﹇獣肉︼︵名︶1

他アプラ氣ノ多イ食物が適當デアル
ガ︑︵略V︒

ばくかんさなだ

十二三歳

十一816図

十二三尾

じゆうにさんび﹇十二三尾﹈︵名︶1

も手を空しうする者なきに至れり︒

を織ること行はれ︑十二三歳の少女

十一皿4國

又変心眞田を編み︑花莚

十二月ノ初ヨリァクル年ノ じゆうにさんさい︻十二三歳﹈︵名︶1

月曜

十二月十一日

十二月十一日

一日﹈︵名︶1

六367

六383

日﹈︵名︶1

じゆうにがつじゅうごにち﹇十二月十五

雨

じゆうにがつじゅういちにち﹇十二月十

ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

六74國

じゆうにがつ﹇十二月一︵名︶1

一年ニハ十ニケ月アリ︒

じゆうにかげつ﹇十二箇月﹈︵名︶1

イフ︒

一箇年實二十二億圓ノ多キニ達スト

印刷物二二リテ諭告二三ス金額ハ︑

十二529図

十二億圓

じゆうにおくえん﹇十二億円︼︵名︶1

備デアル︒

立ノ學校トシテハ先ヅ申分ノナイ設

十二369

御士暑に御座候︒

し は 罪 死 に 上 れ り︒﹂

︽ーセ彰

しゅうちゅう・す﹇集中﹈︵サ変︶1
中す

を朝鮮海峡に集中 せ し が ︑ ︵ 略 V ︒

十二52図 我が海軍は︿略﹀︑全力
しゅうとう﹇周到﹈︵形状︶1 周到
實用二重キヲ置キ︑其ノ注意ノ周到

十二366図 本校舎ノ建築ハ︵略﹀︑

カバ ： ・ ⁝ ⁝ 十 二

シンネン

ほたる

ほたる

商業問答⁝⁝三十二

ガン⁝⁝⁝十二

サザエノジマン

サザエノジマン

十二﹇▽だ

ナル︑縣下マレニ見ル所ナルベシ︒
じゆうに︻十二﹈︹課 名 ︺ 1 0

いじゅうに・だいじゆうにか

二目7

二目2 十ニ シンネン

二275
三346

三目13

四目13

四378
六目5
七目5

一2

註文朕⁝⁝⁝十二
﹇＋二﹈︵名︶4十ニ

一 弓いっせんしひゃくくじゅうにね

じゆうに

九目6 第五課

三第十十十十十六
四四二ニニニニ

じゅうだい一しゅうにゅう
534

535

しゅうにゅうちゆう一じゅうよう

じゅうばこ︻重箱︼︵名︶1

重箱
ほどです︒

みつもり

十倍

十188

又御宮裏の田も︑本年は

たくさんの本を工んだ學問の

其の考を練らなければならぬ︒

深い人でも︑筆をとる前には十分に

ワタクシノホン

十一273図

することを得︒

の方向に關らず︑十分に風力を利用

帆の運用自在なれば︑風

ワタクシノホン

かへる

十二m3図

かへる

神を修養し︑︵略V︑十分に自己の職

のぶなが

イフ︒

︵略Vトイフ︒

六198図 ︵略V︑匁ノ十分ノーヲ分︑

重

六201図 ︵略﹀︑分ノ十分ノーヲ厘ト

イフ︒

重砲車の如きは十頭の馬

じゅうほうしゃ﹇重砲車︼︵名︶1

十一291図

砲車

をして引かしむ︒

の周密なるは隊中一同感謝致し居り

候︒

終夜

飲まず食はずに軽目・終夜

重要

師團司令部のある所は東京

スベテ重要ナル機關アル部

分県︑三二強堅ナル骨ニテ包マレタ

十776図

上重要なる地なり︒

・大阪・名古屋・三島・熊本等軍事

九274図

要ナルモノノーツトナレリ︒

八411図 ︵略﹀︑我が國輸出品中ノ重

じゅうよう﹇重要︼︵形状︶5

とである︒

走っても尚平然として居るといふこ

十一469

しゅうや﹇終夜﹈︵名︶1

萬と申候︒

故に十分に信義を霊さん じゅうみん﹇住民︼︵名︶1 住民
十一404圓團 全島の住民は約三百鯨
と思はば︑黒め能く事の成否を察し︑

十二m6図

成し得べからざるものは引受くべか
らず︒

きは︑我が國民の世界に無比なる美

十二価8図太古以來忠節の心にあっ
徳にして︑古來の歴史上の事蹟は十
分に之を談明せり︒

︵略V︑尺ノ十分ノーヲ寸︑

じゅうぶんのいち﹇十分二︵名︶7
十分ノ一

六176図

︵略﹀︑寸ノ十分ノーヲ分︑

︵略Vトイフ︒

六177図

︵略V︑分ノ十分ノーヲ厘ト

︵略Vトイフ︒

六177図

十592圓團

能く義理をわきまへ︑精 しゅうみつ︻周密︼︵形状︶1 周密
中隊長殿の何事にも注意

白ウサギ

務を着す人を眞の大勇の人といふべ

⇔

白ウサギ・◎

だ

しと訓へ給ふ︒

母の手つだひ⁝⁝⁝十

お

年が十八のころです︑木下藤

吉郎秀吉と名のって︑織田信長につ
かへました︒

九40図18
十八箇師團

じゅうはちこしだん︻十八個師団﹈︵名︶

1

近衛師團を合せて十九箇師團となれ
り︒

水も十分に御座候間︑︵略﹀︒

号のうさんしゅうにゅう

十八

九439國團

じゅうはち﹇十八一︹課名︺9

重箱などはぬり物なり︒

十二921図 家の牧戸を基として︑豫 七347國 ︵略V︑ぜん・わん・ぼん・
め其の支出を定め︑︵略﹀︒

二目8

うだいじゅうはち・だいじゅうはちか

しゅうにゅうちゅう﹇収入中﹈︵名︶1

九783図 サレバ平生ノ老入申ヨリ成

四目6

三473

三目6

二481

牧入中
ル ベ ク 無 用 ノ 入 費 ヲハブキテ︑︿略﹀︒

1 十二里九町

じゆうにりくちょう﹇ 十 二 里 九 町 ﹈ ︵ 名 ︶

阿 蘇山は︵略﹀︒︵略V︑

四565

十二425図

東西十二里九町︑南北十一里半に達

五目9

九目8 第七課 水兵の母⁝⁝⁝十八

八目8 第七 白雀⁝e：：：⁝十八

八

せり︒

じゆうにわ︻十二羽﹈︵名︶1 十二羽

てっかの

人︑手塚太郎光盛なり︒

じゅうにんという﹇十人十色︼︵名︶1
十人十色
十人十色 と 申 し ま す が ︑ ︵ 略 V ︑

顔のちがふやうに︑せいしつも色々

六722

かはってゐます︒

︵略﹀︑我が國の陸軍は︵略﹀︑

三十七八年の戦役後は第一師團より

九271國

九761図 一日一二銭・二銭ヅツニテ

︻十倍
︵﹈
名︶3

このゑ

第十八師團に至る十八箇廟宇︑外に

︵略V︒

いそがしくて︑夜も十分に眠れない

六192國

︵略﹀︑合ノ十分ノーヲ勺ト

十二551國

瀾洲内地屈指の市場にし

リ︒
イフ︒
じゅうぶん﹇十分﹈︵形状︶7 十分
六176図尺ノ十倍ヲ丈︑︵略﹀︒
あうう
六192図 ︵略V︑升ノ十分ノーヲ合︑ 十二375図 會津は奥羽重要の地にし
母ふじゅうぶん
六188図升ノ十倍ヲ斗︑︵略V︒
て︑一日も守なかるべからず︒
︵略Vトイフ︒
六191図 ︵略V︑斗ノ十倍ヲ石トイヒ︑ 六156 それで取入れの時は大へんに

じゅうばい

ハ︑蝕程ノ金高ト ナ リ テ ︑ ︵ 略 V ︒

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ

じゅうねん﹇十年﹈︵名︶1 十年

六456

じゅうはち
︻十八︼︵名︶2 十八 18
じゅうにん﹇住人︼︵名︶1 住人
しなの
十504図囹 かく申すは信濃の國の住 号だいじゅうはちしだん

鵜を使ひ︑︵略﹀︒

十一805図 鵜匠は一人にて十二羽の

第十十十十十十
八八八八八八八

しゅくはくす
しゅうようす

536

ちゅうさつ

修養

て︑我が駐割軍の重要なる駐割地な
り︒

余ーシ帝

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

六月

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑一

シ︒ースル・ーセ煙

断罪ナリ︒

六二ありて︑其の人種はさまぐな

一種の草の實を食用とす

命をうしなふ者少からず︒

十二678図 南亜米利加の森林にオレ
さる
ンジの熟する季節には︑竣工の猿遠

る︒

に落つるを待ちて︑其の藁に運び去

るを以て︑︵略﹀︑其の實の熟して地

十一902図

り︒

六日
十二294図

主家
﹁主人は死し︑主家は

しゅか門主家﹈︵名︶1

のろしをあげ︑︵略﹀︒

十六ロロ勝商は再び山上に

じゅうろくにち﹇十六日︼︵名︶1 十

鳥ばかりではない︑人や獣

八834図地球上に住む人類は総数十 九587︹図 熟せざるくだ物︑生にえの

十二2010

す

しゅうよう・す﹇修養﹈︵サ変︶1

類も果實をたべては其の種子を方々

獣類中

で︑︵略V︒

十675

十二869函嶺

く数百里の地より集り蔭りて之を食

︵略﹀︑獣類中にも食物を

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

重さうにほをたれてゐます︒

六148 ︵略V︑稻がよくじゅくして︑

學校デハモウ授業ガハジマツ る 熟スル 熟する ︽ーシ・ースル蝉
祝意

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑心

八635 綿ノ木ハ︵略﹀︒︵略﹀︑九月

み

實が熟スルト︑サケテ中カラ

カラ十月ノ初巻二實が熟シマス︒

さ

梅の實の熟する頃降是く五月

十一一208 又ひよやつぐみは美しく熟

雨は︑︵略﹀︒

だれ

九68エ

白イ綿ガハミ出シマス︒

拝啓︑老父事本年二六 八635

祝宴

少しばかりですが︑差上げます︒

コ・二本校新築落成式ヲ 七663團 桃がじゅくしましたから︑

十一622國團

しゅくえん︻祝宴﹈︵名︶1

謹ンデご言ヲノベテ祝意ヲ表ス︒

墨行セラル・二當リ︑︵略︶︒︵略﹀︒

十二368図

しゅくい﹇祝意﹈︵名︶1

タ︒

八149

じゅく・する﹁熟﹈︵サ変︶6 じゅくす

求め︑氣候を追ひて︑毎年一定の季

獣類の移住
獣類の移住
十六

授業

ひ︑︵略V︒

第十七課
第十七課

獣類

節に其の居を移すもの少からず︒

十二目4

の移住

十二657

じゅうろく﹇十六﹈︹課名︺9

号だいじゅうろく・だいじゅうろっか

二目9 八キノハ⁝⁝⁝十六

二404十六 ユキダルマ

じゅぎょう﹁授業一︵名︶1

るを知らず︑︿略﹀︒

十一一675図

鯨は獣類中最も大きなもの

じゅうるいちゅう﹇獣類中回︵名︶2

へまき散すのである︒

神を修養し︑︵略 ﹀ ︑ 十 分 に 自 己 の 職

十二旧2図 能く義理をわきまへ︑精
務を蓋す人を眞の大勇の人といふべ
しと訓へ給ふ︒

じゅうよっか﹇十四旦︵名︶1 十四
日﹇▽じゆうにがつじゅうよっか
十蝕入

十二282図 時は十四日目月夜なり︒
じゅうよにん﹁十余人﹈︵名︶1

盗読年

十二299図 翌日壮士十饒人︑勝商を じゅうるいのいじゅう︹盛名︺2
園みて城門に到る ︒

じゅうよねん︻十余年︼︵名︶1

見ルベシ︒﹂

十245図囹 十干年ノ後︑我マタ汝ヲ
じゅうり﹇十里︼︵名︶2 十里
一日の旅程を十里つつと見て︑十二

九356 昔東海道といったのは︵略V︒ 一一目6 十六 ユキダルマ
日程かΣつた︒

十一975魍團

十歳に相達候に付︑來る七月二目の
ばかりの祝宴相開き︑︵略V︒

たんじやう

三442十六 四方

四方

四目4 十六 ナゾ

︵略V︑こ﹂に樺太磨の 三目4 十六

所在地豊原あり︑鈴谷川平野の中央

とよはら

に位し︑大泊より十里︑輕便猟期も

祝日

昔東海道といったのは︵略V︑

宿場

してみる果實をついばむ︒

九356

しゅくば︻宿場︼︵名︶1

其の闇に五十三次といって︑重な宿

場が五十三あった︒

ス 飛ースル︾

しゅくはく・す﹇宿泊﹈︵サ変︶1 宿泊

外出日は日曜日・祝日及
縮圖
其ノ圖巨船ノ切断面及ビ
構成等ヲ何十分ノーニシタ縮圖デ︑

十ニー110

しゅくず︻縮図﹈︵名︶1

び大祭日にて︑︵略V︒

十583言書

しゅくじつ﹃三三︵名︶1

四504十六 ナゾ
ゼンニ

出來居候︒

雨警報：：：⁝十六

じゅうりょう︻十両﹈︵名︶2 十爾
八目7 第六 松下輝尼⁝⁝⁝十六
七407園 ﹁その馬の直はいか程でご 十二目5 第四課 天氣青豆及び暴風
ざいます︒﹂﹁金十 爾 ︒ ﹂

よう

︵略﹀︒

十 じゅく・す﹃熟一︵サ変︶3 熟す 角一

つじゅうろくにち・やくじゅうろくじ

七408 妻は立って︑鏡箱の中から十 じゅうろく︻十六﹈︵名︶ うじゆうにが
爾の金を出して︑﹁︵略︶︒﹂

︵略﹀︑クビ太ケレバ︑他ノ じゅうろくおく︻十六億︼︵名︶1

じゅうるい﹇獣類﹈︵名︶2 獣類
八734図
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しゅじょう

しゅくぶん

九392図

箱根山ハ︵略﹀︒

︵略︶︒

︵略﹀︑諸大名其 ノ 他 旅 客 ノ 宿 泊 ス ル
モノ多ク︑︵略﹀︒

しゅくぶん︻祝文一︵名︶1 祝文
︵略﹀︑今新校舎ノ出來上ツ

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒郡

十二354

長ハ左ノ祝文ヲ護 ン ダ ︒

じゅくれん︻熟練︼︵名︶1 熟練
工女ハ︵略﹀︑絶エズ綜

主公

信昌將士を集めてい

しゅこう︻主公︼︵名︶1

十二276三三

守護す

崎に至り︑急を主公に告ぐる忍なき

ふやう︑﹁︵略﹀︒城を抜け出でて岡

か︒﹂と︒

しゅご・す︻守護﹈︵サ変︶1
肉ーセ彰

ひ・劔・弓・矢等を共にをさめ︑か

儒者

じゅしや

べては其の種子を方々へまき散すの
である︒

くわくりやう

色を生ず︒

ば︑種々の色を生ず︒

十484口a凶 ︵略V︑之を種々に配合すれ

事幕末の儒者林鶴梁の 十4910図 種々の模様を工夫し︑又麗

じゅしや

是種々の塩分をふくめるが

選鑛二身ハ種々ノ機械ア

しき色どりを案ずるは︑︵略V︒

十626図

リ︑︵略﹀︒

種々

六547図砂糖ハ種々ノモノヨリトレ

故なり︒

リ︒

蟻は其の種類によりて種

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

給されるのは︑他にも種々の原因も

十二225

々の巣を造れども︑︵略﹀︒

十一894図

ラ︑︵略﹀︒

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

十一6610 墓所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑

砲車・材料車・輔重車等種々あり︒

しちよう

十一2810図 軍事上に用ふる車には︑

々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑︵略V︒

十一1010

分業法二依ラズ︑一人デ種

十766図此ノ外腹ニハ種々ノ内臓ア

十726図

淺草公園ニハ種々ノ見三物
コノ公園ハ︵略﹀︑種々ノ

毎日の食物のにたきから種々
数へきれない程多い︒

の工業まで︑火の力を要することは

八441

草花ウルハシク咲キミダレタリ︒

︵略V︑鱒の主産地は東 七582図
しゅ

しゅざんぱう

上野公園ニ心惑キ動物園ア

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

タリ︒

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

七547図

シ︒

しゅじゅ︻種種一︵名︶21

ひ
作れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

十二883國

じゅしゃ﹇儒者﹈︵名︶1

九642図取をはうむりし時は︑よう
ぽねを宮城の方に向ひて立たせ︑な

十一865図

二目ヲ受壷テ︑切ルレバ直チニ之ヲ

童画墨

アリ︒

棘の主産地は西海岸及 七567國

主産地

がく皇城を守護せしめたりといふ︒

ざんぱう

山塗

十二551図

其の西南なる首山塗は高

しゅざんぼう﹇庭山塗﹈︹地名︺2首

海岸にて︑︵略V︒

十一991話題

あには
び亜庭濁︑︵略﹀︒

十一986圓團

しゅさんち﹇主産地﹈︵名︶2

ツナグ︒熟練ト機敏トヲ要スルコト
大ナリ︒

じゅくれん﹇熟練一︵形状︶2 熟練
小山の如き集を造り︑木質にて内部

十一898図 熱き地方の白蟻は︵略V
を嵩むといふ︒熟練なる土木技師と
もいふべし︒

十二68図 風號び海怒りて︑波浪山
の如くなれども︑熟練なる我が砲手

春秋雨度ノ大祭ニハ︵略V︑
さ僅かに三百蝕尺の小山なれども︑

種々ノ鯨興モ行ハレテ甚ダ出盛ヤカ

九302図

は物ともせず︑打出す砲弾よく命中

外生防備の要害地にして︑明治三十

あるが︑動物の呼吸作用も與って大

いに力があるのである︒

首相

孔明︑劉備二事へ︑出デ

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑︵略﹀︒

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

十一鵬3図

しゅしょう﹇首相一︵名︶1

又人は空費を動かし︑風を

して︑︵略V︒

九666図

ナリ︒

熟

十二57図首山塗

七八年戦役激戦地の一なり︒

内ースル彰

じゅくれん・する︻熟練︼︵サ変︶1
練スル

葉ノ董二野ク様子ニモ種々ア

ソノ脈ニモ亦種々アル︒

起して︑種々の用に供す︒

︵略﹀︑農業を螢まんとする 十72

十81
ル︒

十483図

︵略﹀︒

しませし時︑早くも義兵を學げしが︑

しゅじょう︻主上︼︵名︶4 主上
かさぎ
十一139図 ︵略﹀︑主上尚笠置におは

又ひよやつぐみは美しく熟 十477図 若し此の模様に種々の色ど
りを加ふるときは︑一直其の美しさ

︵略V︑人や獣類も果實をた て︑之を種々に配合すれば︑種々の

を増すべし︒
怨する︒

色の原色は赤・青・黄にし
十二2010

におのっと種子をあちらこちらへ散

してみる果實をついばむ︒それが爲

十二209

を給し︑︵略﹀︒

ものには土地を與へ︑農具・種子等

十831図

十一108 又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ しゅし︻種子﹈︵名︶3 種子
スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス
ル︒

﹁正儀は主君の敵にて︑

しゅくん︻主君﹈︵名︶2 主君
十一417至幸

我が爲にも父の仇なり︒
あかほ

十二858図 赤子浪士が︵略﹀︑遂に
主君の仇を報じて︑二時死に就ける
は︵略﹀︒

しゅっせいへいし
しゅじん
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十一142図 然るに今︑主上隠岐に遷
され給ふと聞き︑︿略﹀︒
ゐんのしやう

十一155図 ︵略﹀︑主上はや院庄に
入らせ給ひぬと申 す ︒

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

十一163図 主上は詩の心を御さとり
ぬ︒

主人﹇▽こし

人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ
たのです︒

主人は其の中で一人の青年をやとひ

十345 外國の或商會で︵略﹀︒︵略﹀︑

或人が主人に向って︑︵略﹀︑

入れることにきめた︒
十347

どういふ御見込で︑あの青年を御用
主人は答へて︑︵略﹀︒

ひになったのかとたつねた︒
十3410

し ． ゆ じ ん ﹇ 主 人 一 ︵名︶13

ゅじん・こしゅじんさま・こぞうから
︵略﹀喜

ばうし
忠實な犬は古帽⁝子をくはへ

﹁主人は死し︑主家は

主人

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二868図囹

捨を待ちわびてみる︒

て︑あはれな主人の爲に︑

十二818

六298 ある日主人は朝から用たしに

しゅじんへ

出たので︑二人が店のるすをしてゐ
ると︑︵略﹀︒

六328 あとになって︑主人はこの事
るを知らず︑︵略V︒

受信人

二︑主人から小ぞうへ
釣針入の居所氏名を受信人

︵略V又は受信人居所氏名

受信人居所氏名

受信人居所氏名

じゅしんにんきょしょしめい﹇受信人居

に知らせんとする時は︵略V

八48図図

じゅしんにん﹇受信人一︵名︶1

八683

から小ぞうへ

少しのゆだんもなく主人に しゅじんからこぞうへ︹題名︺1

を聞いて︑︵略V︒

六472
仕へるこ＼ろざしにかんしんして︑

これから信長は目をかけて使ひまし
た︒

六765 羽織・はかまの主人は一同に
向って︑うれしさ う に ︑ ﹁ ど う も 御 苦
勢︑御苦螢︒﹂と あ い さ つ し ま し た ︒

八48図

所氏名﹈︵名︶2

よい馬にめして︑主人のお目にとま

七426園 あなた様にも︑その折には

八48図國

の下に片呼名にて記すべし

るやうになされるのが大事と考へま
して︑︵略﹀︒L

︵略﹀︑東郷司令長官は三

七615國 すべて犬は人になれ易く︑ しゅせんかんたい︻主戦艦隊︼︵名︶2
十二61図

主戦艦隊

よりて主職艦隊及び巡洋

十926圓国

仰の如く本村にも耕地

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

十二82図

考の上實行せんと申合せ居り候事と

て︑︵略V︒

整理の必要これあり︑︵略﹀︑何れ熟

手段

さぎ︑︵略V︒

しゅだん﹇手段﹈︵名︶3
ル手段ナリ︒

す

︽ーシ︾

十二526國廣告ハ商業獲展ノ有力ナ じゅっこう・す﹇熟考一︵サ変︶1 熟考

熟考して︑小さき信義を立てんが爲

初より事の順逆・理非を

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

十二5210作調凶但シ不正當ナル手段・廣 十二皿8図

出陣

出水

連日の大雨に候へば︑

シユツセ

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズン

しゅっせ﹃出世﹈︵名︶2

傷も少からざる由承知致し︵略﹀︒

︵略﹀︑御地方は非常の出水にて︑死

九712圓團

しゅっすい︻出水﹈︵名︶1

ナイト︑︵略V︒

ニ︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ

二︑帝國ノタメ︑天皇陛下ノ御タメ

八848 ︵略︶︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

しゅつじん﹇出陣一︵名︶1

ずと諭し給ふ︒

理非に踏迷ふが如きこと有るべから

ふみまよ

に大いなる順逆を誤り︑又は公道の

まして威力を以て強制

ガ如キハ︑︵略﹀︒

し︑私利を以て渤弄する等の手段を

十二鵬9図

主張

用ひ︑又は之に左右せらる︑が如き
は︑︿略﹀︒

ぼるとがる

コロンブスは葡萄牙に客

しゅちょう・す﹇主張﹈︵サ変︶1
︽ーシ︾

十二762図

す

術科

遊中︑熱心に此の説を主張したりし
が︑︵略﹀︒

じゅつか﹇術科一︵名︶5

課業は術科と學科との二

︵略V︑術科は午前・午後 出世

つにて︑︵略﹀︒

十573魍國
十573囲国

ズンシユツセヲセヨトイフ心デ祝フ

五185

ノデセゥ︒

これが一豊の出世のもとになったと

︵略V︑學科は讃法の講義 七442 ︵略V︑信長は大そう感心して︑

此の頃の術科は分隊教練

を通じて︑四時間より六時間︑︵略﹀︒

十576國團
にて︑︵略﹀︒

十578國團

いふことであります︒

小生の如く平素勢働になしゅっせいへいし﹇出征兵士﹈︹課名︺

及び毎日の術科に關する説明に御座
候︒

十5710圓團

2

二三匹の犬︑よく二三百頭

かしこくして︑よ く 主 人 の 命 を 守 る ︒

れたる者には︑術科もつらきことは

出征兵士

出征兵士

七627﹇図

笠以下六隻の跡職艦隊を率みて︑上

第十四課

第十四課

出征兵士

主人の行く方へ行かしむといふ︒

の止−︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

十一593

熟考

十一目15
じゅっこう﹃熟考﹈︵名︶1

これなく︑︵略V︒
當り︑︵略V︒

村艦隊と共に先頭にある敵の主力に

八249 此の下女は毎朝かうして︑主
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しゅふ

しゅっせいへいし

出立

出征兵士の弟ぞ︑我は︒

しゅっせいへいし︻出征兵士回︵名︶1
出征兵士
十﹁603図國
しゅったつ・す﹇出立﹈︵サ変︶3

九455國 アリは︵略﹀騎駝に乗り︑

す角ーシ・ーセ︾

︵ 略 ﹀ ︑ 隊 商 と 共 に出立したり︒

出獲

が遠征隊出獲の日なりとて︑︵略﹀︒

穴ー題目

﹁我︑明日大軍を率ゐ

しゅっぱつ・す﹇出発﹈︵サ変︶2
す

十二291襲業
徳川・織田二公大軍を

て出護せんとす︒

十二301図囹
率みて︑既に出獲せらる︒

出

獲鮎

九471図 ︵略V︑翌日風なぎて出立ししゅっぱつてん﹇出発点︼︵名︶1
八805図 ︵略﹀︑若し平たき物ならば︑

飛一︵シ︶彰

はずならずや︒

かくてコロンブスは報告

しゅっぱん﹇出帆﹈︵名︶1

出版相成

間︑︵略﹀︒

︽1︵りと

故に今より出帆せんと

しゅっぱん・す﹇出帆﹈︵サ変︶2

︵略V︒

に︑︵略﹀カナリヤ島に着し︑︵略V︒

十二776図

パロスを出帆して七日目

する船は︑之を見て出山を見合せ︑

十ニー88図

す肉ーシ・ー二八

出帆

十一409國團
當総督府にて出版相
でふ
成候豪濁爲眞帖一部郵便にて差出候

1

しゅっぱんあいな・る﹇出版相成︼︵四︶

港の群集は出帆の日に歎倍し︑︵略﹀︒

の爲︑西班牙に蹄直せしが︑パロス

十二803図

出帆

行けば行く息出獲鮎に遠ざかるべき

たれども︑一同は行くべき方にまよ
︵略 ﹀ ︑ 婁 師 ︵ 略 ﹀ ︑ 唯 檜

ひて︑︵略﹀︒

十﹁746図

一本を書がきて︑東國へ出立せり︒

しゅったつ・する﹇出立︼︵サ変︶1出
肉ースレ贈

九358 それが今は朝の急行列車で東

画する

京を出立すれば︑晩にははや京都に
着くことが出來る︒

出張致

しゅっちょういた・す﹁出張︼︵四︶1

十﹁372國團 先月は官命により南部
地方へ出張致候︒

しゅつどう︻出動﹈︵名︶1 出動

軍に出動を命じ︑︵略﹀︒

十二55図手癖司令長官は直ちに全
しゅつにゅう﹇出入﹈︵名︶1 出入

六818図 港ニハ船ノ出入シグク︑停
車場ニハ汽車ノ獲着タエズ︒

アラウ︒

出費

其の上不時の出費の爲︑

しゅっぴ︻出費一︵名︶1
十二923図

多少の準備を即し置くを必要とす︒
出没

しゅぬり﹇朱塗︼︵名︶1

朱塗

其の上にか﹂れる朱塗の

橋︑美観先つ目を驚かす︒

九938図

主婦

コノ赤イジユバンハイモ

じゅばん﹇禰神︼︵名︶一 ジュバン

ゥトノデス︒

三57一

者の務なり︒

十二901図

つぼ

竈の下より火消壼までもよく検査し

かまど

主婦は寝に就く前︑先つ

︵略V︑極りよく整へ置くは主婦たる

一定し︑前後左右次第よく並べて︑

十二893図 ︵略﹀︑諸道具の置場庭を

︵略﹀︑漁火の波間に出洩しゅふ︻主婦﹈︵名︶5

しゅつぼつ・す︻出没﹈︵サ変︶1
飛ースル︾

十一1910図

す

主トシテ

する夜景も亦一段のおもむきあり︒
主として

今ノ文明諸國ノ貨幣ニハ主

しゅとして﹇主﹈︵副︶8
九896図

トシテ金銀ヲ用フ︒

︵略﹀全國到ル慮二作ラル
ヘイザ エ

て︑戸締を爲すと共に火の用心を忘

十315図

・二至リシバ︑主トシテ井戸平左衛

コンヤウ

門ト青木昆陽トノ霊力ニヨル︒

モン

主婦は老人にいたはりか

れざる様にすべし︒

通報艦国主トシテ艦隊ノ 十二911図

しっく外︑幼見を育て上ぐる大任あ

十一341図

り︒

も重し︒

主婦は又常に家庭和歌の

等につきては︑主婦たる人の責任最

十二915図 ︵略﹀︑子供の行儀・作法

命令・報告等ヲ傳達シ︑或ハ敵ノ軍

茶は主として北部に産

艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑我が
艦隊二報告ス︒

十一3710圓団
し候︒

イギリスは︵略﹀︒首府ロ

首府

中心となりて︑家内一同を饗しまし

物の慣の高下は主として 十二916図

むべし︒

十二601図

なり︒

フランスは︵略﹀︒首府を

︵略﹀︑伯林は︵略﹀︒然

パリーといひ︑世界中最も美しき都

八783図

も多きところなり︒

ンドンは世界の都市中にて︑人口最

八774図

ロシヤにて早くより開 しゅふ︻首府︼︵名︶5

需要と供給との關係によりて定まる

十一918図
ものなり︒

十一㎜10黒蓋

蜀國ノ︵略﹀︑常二其ノ

拓に力を用ひたるは主として五十度
以北に候︒

十一鯉3図

勢力ヲ維持セシバ︑主トシテ孔明ノ
カニヨレリ︒

家の構造は主として寒さを
防ぐ標に出來てるる︒

︵略V汽船ハシキリニキテキ 十一斯3
ヲ鳴ラシテヰル︒今二出帆スルノデ

六787

帆スル 肉ースル煙

故に今より出帆せんと しゅっぱん・する﹇出帆︼︵サ変︶1 出

しゅっぱつ﹇出発︼︵名︶2 窮鼠
十ニー89図

する船は︑之を見て出護を見合せ︑
︵略﹀︒

十二768図 ︵略V︑今目はコロンブス

しゅんじゅうりょうど
しゅふのっとめ
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は法律及び歳出・歳入の豫算を議定

どいつ

れども近年猫逸國力の盛に登博する
需要

するにあり︒

じゅよう﹇需要︼︵名︶4

と共に︑首府の人口も年々著しく増
加する勢なれば︑︵略﹀︒

主力

歩兵は戦孚の主力にして︑

しゅりょく﹇主力﹈︵名︶3
九246図
其の敷最も多し︒

︵略﹀︑東郷司令長官は

テ敵ノ主力ト戦フコトアリ︒

十二62図

手練

十一809図鵜匠は一人にて十二羽の

しゅれん︻手練﹈︵名︶1

もつれしめず︒此の間に鵜を引上げ

鵜を使ひ︑︵略V︑たくみにさばきて

て呑みたる魚を吐かせ︑再び之を水

に放ち︑又か〜り火に薪を添ふるな

春夏

ど︑其の手練實に驚くべし︒

時は︵略V︒

順逆

爲︑棘の群をなして海岸近く寄子る

十一991圓国 ︵略﹀︑春夏の交産卵の

しゅんか﹇春夏﹈︵名︶1

十一918國物の慣の高下は主として 十一332國 ︵略V︑時二戦艦ト合同シ
需要と供給との關係によりて定まる

十二655國 直結帝國は創建以來年尚
遠ければ︑首府の肚観の未だ英佛二
うい ん

ものなり︒

お すとりや

︵略V︑上村艦隊と共に先頭にある敵

種類

の主力に當り︑︵略V︒

ございます︒

七186團花の種類は何でもよろしう

しゅるい﹃種類﹈︵名︶9

十一919図

︵略﹀︑例へば名高き古人

犬の種類はすこぶる多し︒ じゅんぎゃく︻順逆一︵名︶2

初より事の順逆・理非を

七597図

材料ノ種類や料理ノ方法

蟻は其の種類によりて種

はだか

ゑんどう

なたね

1

春秋時代

春秋雨隠

︵略﹀︒

されど十字街頭に立て

ノ大祭ニ凹田ズ勅使ヲ差立テラレ︑

九2910國 靖國神社ノ︵略﹀︒春秋雨度

1

しゅんじゅうりょうど﹇春秋両度﹈︵名︶

年前︑支那の春秋時代に生る︒

十二934図

孔子は凡そ二千四百六十

しゅんじゅうじだい︻春秋時代﹈︵名︶

︵略﹀︒

は行くも止るも唯其の命に從ひて︑

る巡査の一基手の合圖に︑通行の人

十一﹇605図

交通・運輸の便を與ふる じゅんさ﹇巡査﹈︵名︶1 巡査

べからずと諭し給ふ︒

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

十二照9図 ︵略﹀︑小さき信義を立て

熟考して︑︵略V︒

十二㎜8國

増すに随ひて︑其の債盆≧高くなり︑

是ナリ︒

︵略﹀︒

て異なり︒

十ニー84國

信號は警報の種類により

麻・馬鈴薯・碗豆等の牧穫多く︑

じゃがたらいも

大萎・小学・燕萎・留学で平町・

からす

十一999国章農産物の種類は︵略﹀︑

々の藁を造れども︑︵略V︒

十一894図

リ考ヘナケレバナラヌ︒

ハ︑先ヅ衛生・量器・味ノ三方面ヨ

十一648

多く︑其の形扶も様々なり︒

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

十一247図

種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

十67

普通ノ葉ヲ軍葉トイヒ︑此ノ

スル不便ヲ省クニ至レリ︒貨幣即チ

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

︵略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メ

︵略﹀︑需要の減ずるに非

九889図

なり︒

るよりは︑決して安くなることなき

十一9410図

︵略V︒

の書書・古器物などの如きは︑需要

十一949図

きときは安くなるなり︒

．も少きときは物の償は高くなり︑多

しかして供給の需要より

國に及ばざるもの あ る は ︵ 略 ﹀ ︒

大公園︑︵略V︒

十二816 虎は填太利の首府維也納の
しゅふのっとめ︹旧名︺2 主婦の務
十二目9 第二十二課 主婦の務
十二885 第二十二課 主婦の務
しゅほ﹇酒保﹈︵名︶1 酒保

十587圓團 兵螢内の酒保には日用品
・飲食物等を販責致し居り候へば︑
︿略﹀︒

しゅぼう﹇主謀一︵名︶1 主謀

3 需要供給
物の贋はかくの如く需要

喜劔︵略﹀︑義士復仇の じゅようきょうきゅう︻需要供給﹈︵名︶

暴を聞き︑其の主謀の良雄たるを知

十二874國

十一931﹇図

内國ノ商業モ︑海外ノ貿
テ物慣ノ高下スルモ亦相同ジ︒

易モ︑︵略V︑需要供給ノ原則ニョリ

十二513図

或時は安くなるものなれども︑︵略﹀︒

供給の關係によりて︑或時は高く︑

るに及びて︑︵略﹀︒

じゅもく﹇樹木︼︵名︶3 樹木

十810図 森林の樹木はたがひに其の
枝をまじへて︑雨の一度に地上に落
つるを止め︑又地上の水分の一時に
蒸逸するを防ぐ︒

故二商人ハ常二全世界二
於ケル物便ノ高低二注意シ︑需要供

十112図 ︵略﹀︑近年一定の森林を指 十二515國
尊し︑其の樹木を一時に伐取ること

受領

給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

す ︽iセ彰

十412図圃圏

いたえり養はん︒﹄

て︑他日我が手に受領せば︑な・げく

軍のおきてにしみたひ

︵略V︑公園の樹木を折じゅりょう・す﹇受領︼︵サ変︶1

を禁ぜり︒
十二987口︒凶

取るが如きは︑公徳の低きを示し︑
︵略﹀︒

十二斯3國 帝國議會の主要なる任務

しゅよう﹇主要﹈︵形状︶1 主要

541
じょう

じゅんばん

じゅんばん﹇順番一︵名︶1 順番

よりて主戦艦隊及び巡洋

1 巡洋艦隊
十二83図
艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

十369為人が大勢込合ってみる中で︑
少しも人に先んじようとはせず︑静
巡

さぎ︑︵略︸︒

式終ツテ︑

一同校舎ヲ巡賢

じゅんらん・する﹇巡覧﹈︵サ変︶1

かに自分の順番を待ってるました︒

じゅんび﹇準備﹈︵名︶2 準備

シタ︒

十二369

追て準備の都合もこ 覧スル 自ーシ贈

れ有り二間︑御蓋會下され候はば︑

十﹁638國團
︵略V御一報下さ れ 度 候 ︒

して︑暑をさくるによろしければ︑
︵略V︒

カサヲバカルニ三升ヲモト

升母なんしょう

しょ﹇署︼うけいさつしょ

六187國

しょう﹇升﹈︵名︶3
トス︒

︵略V︑升ノ十分ノーヲ合︑

六188図升ノ十倍ヲ斗︑︵略﹀︒
六191図

しょう︻庄︼多いんのしょう

︵略V︒

しょう﹇省︼うかいぐんしょう・のうし
ようむしょう

・かくしんこうじょ・かくそっこうじ
んじっかしょ・しかしょ・すうかしょ

な

昔調伊企灘は新羅と戦ひ

つきのいき

﹁日本の將我がしりを

アラビヤに良馬の多く産す

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十﹇499

家畜の飼養に至りては︑

るばかりではない︒

︵略V︑善良なる耕作用の牛馬︑強健

十二464図

肉等を供給せんこと︑實に今日の急

なる軍用の馬匹︑滋養に富める乳・

務なり︒

じょう・けいざいじょう・しこうじょ

じょう︻上﹈号えいせいじょう・ぐんじ

う・しょうばいじょう・せいぞんじょ

丈悪いくひゃく

う・せかいしじょう・ちきゅうじょう

・れきしじょう

じょう︻状﹈号おみまいじょう・しょう

・じゆうにじょう・すうじょう

じょう﹇条︼難いちじょう・こかじょう

六176図 尺ノ十倍ヲ丈︑︵略﹀︒

よじょう・やくじゅうろくじょう

じょう・はちじゅうよじょう・ひゃく

よう・なんじゅうじょう・にじゅうく

其の將伊企灘をして日本 よう・じゅうごじょう・じゅうしごじ

・さんびやくよじょう・しちじゅうじ

ようさんじゃくこすん・さんじょうよ

じょう・いちじょうろくしゃく・ごじ

︵略﹀︑孔明謀ヲ以テ其ノ じょう︻丈﹈︵名︶1

しょう﹇将︼︵名︶4

食へ︒﹂

十二304画聖

に起って︑﹁︵略﹀︒﹂と號ばしむ︒

十二304図

て新羅の將に捕へらる︒

十一一303図

將孟獲ヲ捕へ︑︵略V︒

マウクワク

十一廻10図

將

ょ・かっぱんじょ・さいばんしょ・さ

十二923図 其の上不時の出費の爲︑ しょ﹇所﹈﹇▽あんざいしょ・いっかしょ
多少の準備を卸し置くを必要とす︒

智見1図 大和國ハ︵略V︒名所・善

・ぞうせんじょ・そっこうじょ・にじ

じゅんゆう︻巡遊回︵名︶1 巡遊
蹟ヲアマネク尋ネンニハ︑客月ノ巡

ゆうよかしょ・ひゃっかしょ・ふだし

書置しゅうしんし
紫式部は︵略﹀︑兄の書を

しょ︻書︼︵名︶5

よ

遊モ尚足ラザル感アルベシ︒
洋艦

じゅんようかん︻巡洋艦﹈︵名︶3 巡

︵略V︒

十243図

︵略﹀談山神社二二ス︒社

るは猫よりも小さし︒

じょう門帖︼号たいわんしゃしんじょう

大なるは小馬の如く︑小な たいじょう・ちゅうもんじょう

小

．殿肚麗ニシテ︑關西日光ノ稻アリ︒

十㎜7國

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取 しょう﹇称﹈︵名︶1 構

じ︑少しも騰る㌧ことなかりしかば︑

讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

十158図

十一317図 諸子ハ戦艦・巡洋艦・海 よ
セン

防艦・砲艦・通報艦・駆逐艦・水雷
艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリャ︒

十一324図 巡洋艦ハ軍艦中最モ任務
ノ多キモノニシテ ︑ 戦 艦 ト 土 一 側 敵 二

當リ︑或ハ敵ノ港潜及ビ軍艦ノ情勢

出シテイフヤウ︑

﹁汝ヨク此ノ書ヲ

ヲサグリ︑或御言が運送船・商船ヲ

︵略﹀︑﹁︵略V︒﹂トテ︑其

北方の毫溝神社ユ参拝

情

よう・おだわらじょう・ながしのじょ

水雷艇宝形艦甚ダ小ナレ じょう︻城︼母あかさかじょう・えどじ

十一368圓團

じょう﹇情︼︵名︶1

上るに随って︑瀧はいよ う・なごやじょう

ドモ︑速度駆逐艦二次ギ︑︵略﹀︒

十一348図
十一773図

く小︑境は盆λ静かなり︒
此の地も亦夏甚だ弔しく しよう﹇飼養︼︵名︶2 飼養

暑

七598図

﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑ しょう︻小︼︵形状︶3

學ババ︑重目王者ノ師タラン︒

十752図

しょ﹇暑︼︵名︶1

書多く︑學ぶべき物多く︑︵略﹀︒

十一6810図我等の周園には護むべき

ノ書ヲ與ヘテ去レリ︒

十246図

遂二王者ノ師タラン︒

十244図園

保護シ︑或ハ敵ノ運送船又ハ之ヲ保
護スル軍艦ヲ撃沈・捕獲ス︒

十一32図巡洋艦筑波
じゅんようかんいかすうせき﹇巡洋艦以

此 の 爾日の戦に︑︵略︶︑

下数隻﹈︵名︶1 巡洋艦以下数隻
三十八隻の中逃げおほせたるは巡洋

十ニー01図

艦以下籔隻のみ︒
じゅんようかんたい︻ 巡 洋 艦 隊 ︼ ︵ 名 ︶

しょうぎょう
じょう

542

すれば︑そ玄うに當年を追懐するの
情にたへず候︒

城下

卒業したる者には鯨りむつかしとも
畳え申さず候︒

小忌校教員
あいぬの︵略﹀︒︵略﹀︑今

遠征の船は三隻の小爪に

名乗れり︒

じょうき﹇蒸気一︵名︶1

蒸氣うかわ

イヅレモ大規模二出來テヰ

じょうき・すいじょうき

テ︑釜ク蒸氣や電動ノカヲ利用スル︒

十ニー29

蒸氣機關

蒸氣機窓は二百年程前に獲明

じょうききかん﹇蒸気機関︼︵名︶3

をもなし得るものあるに至り︑中に

九308

十二772図

しなの

上げる爲に用ひる位であった︒

其の後百年間の獲達は蒸

氣機關の上に多大なる改良を加へた

十一2710國

るを以て︑今や列車の速度は一時間

七十五哩以上に及ぶものあり︒

蒸氣機關ノカニヨリテ自

動スル機械ハ︑幾豪トナク立並ビテ

十一8310図

廻輔スベク︑︵略V︒

しょうさつ・︿﹇正気穴一︵五︶1 正氣

將校も兵士も︵略V︒総べ

上官

︵略V︑哨艦信濃丸は﹁敵

せう

して︑乗組総敷は一百二十人︒
せう
しょうかん﹁哨艦﹈︵名︶1 哨艦

十二54図

艦見ゆ︒﹂と報告す︒

九228園

て上官の命令を守って︑自分の職務
に精を出すのが第一だ︒

將校には︵略﹀あり︒其の ヅク ︽ーイ︾

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒二

八895 ︵略﹀︑一弾又モ中佐ノ胸ヲツ

正寛法師

しやうくわん

1

十一461図

しやうくわん

︵略﹀︑正儀より賜はりた

る名の正寛を其のま＼に正寛法師と

ハ吹ク朝風二正氣ヅイタ︒

︵略﹀︑汽車・電車中に於

るΣものなり︒

商業

大阪ハ︵略V︒秀吉コ︑二

しょうぎょう︻商業︼︵名︶9

ナル大都曾トナレリ︒

城ヲキヅキシヨリ︑次第二商業ノ盛

六806図

ヒデヨシ

︵略V︑早くも其の國民の品格の知ら

ける乗客の畢止︑︵略﹀等を見れば︑

十二期6図

じょうきゃく﹇乗客﹈︵名︶1

乗客

人ハ投ゲ出サレテユメゥツ︑︒ご人

下に下士あり︑兵卒あり︒上下の別
るは︵略﹀︒

十二皿3図

と思ふべく︑︵略﹀︒

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

故に下級の者の上官の命

明かにして︑何れも上官の命令を守

九262図

せられたが︑初の中はた玄水をすひ

は小學校教員となれるものもあり︒

は内地人と同じく︑認み書き・計算

十826図

︵名︶1

しょうがっこうきょういん﹇小学校教員一

︵略﹀︑柵を城外に廻らし︑

じょうか﹇城下一︵名︶1
さく
なは

十二2610図

縄を城下の河中に張りて︑城兵のひ

そかに逃れ出つるを防ぐ︒

じょう︻場﹈号しんばしていしゃじょう
・せいれんじょう・せんこうじょう・
商會

傷害

外國の或商會で新聞紙に店員

しょうかい﹇商会﹈︵名︶1

しょうがい﹇傷害﹈︵名︶1

入用の廣告を出した︒

十344

ならていしゃじょう・みなみまんしゅ

ちやう

うてつどうちゅうおうていしゃじょう
・れんぺいじょう
ぢや う

じょう﹇錠﹈︵名︶2 錠錠
一小部分ノ傷害モ直チ

身重ノ構造駅馬メテ複雑ナ しょうかん﹇小艦﹈︵名︶1 小刻

ルモノニテ︑

十二891図 ︵略V︑錠を下すべき庭に 十788図
は 錠 を 下 し ︑ ︵ 略 V︒
ぢや う

城外

ニ全身ノ元氣二障スルモノナレバ︑
︵略﹀︒

じょうがい︻城外﹈︵名︶1
さく

十二891図 ︵略V︑錠を下すべき塵に
は 錠 を 下 し ︑ ︵ 略 V︒

じよう︻滋養﹈︵名︶2 滋養

縄を城下の河中に張りて︑城兵のひ

なは

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

そかに逃れ出つるを防ぐ︒

しょうかしやす・い﹇消化易﹈︵形︶1

︵略V︑暑イ時分ハ︵略V︑

余ーイ︾

十一658

消化シ易イ

︵略V︑上官の者は常に下

級の人をいたはりて︑いさΣかも輕

十二囎4國
ツサリトシテ消化シ易イモノヲ取ル

學校妙とうそんしょうがっこう

しょうかんほうし﹇正寛法師︼︹人名︺

侮の念を有すべからず︒

しょうがつ号おしょうがつ

ノガヨイ︒

且胃腸ノ弱り易イ時デアルカラ︑ア

じょうかん﹇上官﹈︵名︶4

十一649 衛生上ヨリハ︑成ルベク滋 十二2610図 ︵略﹀︑柵を城外に廻らし︑
ブベク︑︵略﹀︒

くほんまきく・じんじょうしょうがく

号じんじょうしょうがくと

とくほんまきじゅう・じんじょうしょ

十二466図 ︵略V︑滋養に富める乳・しょうがく
肉等を供給せんこと︑實に今日の急

うがくとくほんまきじゅういち・じん

務なり︒

しょうい﹇少尉﹈︵名︶1 少尉

四隻ノ船ハ皆爆沈シテ︑

に

九2510図 將校には大毒・中瀬・少將 じょうしょうがくとくほんまきじゅう
・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・
少尉あり︒

七918國

じょういん﹇乗員﹈︵名︶1 乗員

乗員五三ヒ︿ニコギサラントシ︑
︵略﹀︒

＊しょうか﹇上下一号じょうげ

しようか﹇消化﹈︵名︶1 消化

十581國國

十一659 又魚類や野菜ハ各其ノ季節しょうがっこう﹇小学校︼︵名︶1小
ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

︵略﹀︑耳塞科も翰墨校を
モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

543
じょうげす
じょうきょう

八765図 北アメリカには合和習とい
ふ國あり︒農業・工業・商業共に盛
にして︑國甚だ富 め り ︒

八766図

於ケル物便ノ高低二注意シ︑需要供
給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

しょうぎょうこう﹇商業港︼︵名︶1

商業獲展

ル手段ナリ︒

十二526至言告ハ商業獲展ノ有力ナ

1

しょうぎょうはってん︻商業発展﹈︵名︶

盛に︑︵略﹀︒

慮はいつ訊水師螢︒

八743図猫ノロニハ上下二二本ヅツ

上下の別明かにして︑何れ

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

九261図

此の時﹁自分が行かう︒﹂

とさけぶ人を誰かと見れば︑直書マ

十﹁569

といふ︒

タテカウ

其ノ左右上下更二無数ノ坑

霧降瀧は上下二層に分

かくて数年の後には︑地

東方文明先進の

任務

面に近き土をば全く上下にうち返す

十﹁887図

れ︑︵略V︒

十一766図

アリ︒

道アリ︑又上下二通ズル大ナル竪坑

十621図

なければならず︑︵略﹀︒

があった︒上下八里の箱根山も越え

昔の旅行には色々難儀なこと

も上官の命令を守るは︵略﹀︒

將軍はどうしてもきかぬ︒

九3510

クドナールである︒

兵士等はあわてて異口同
﹁將軍の命は我々千萬人の命

十一575

︵略﹀︑しかる様にいふので︑

兵士は止むを得ず二軍を谷底へ下し

十一583

よりも貴い︒

音に︑

十一573囹

十二573図 螢口は︵略﹀︑商業港と 十一572 將軍は上衣をぬぎすてて︑
かす
して︑豆類・豆油・豆粕の輸出甚だ
はや谷へ下りようとする︒

此の國にて商業の最も盛な 商業港

る都議をニューヨークといふ︒
イギリスは︵略V︑商業・

工業いつれも盛に︑海軍強く︑商船

八772図

多し︒

十二506図 外國トノ交通少カリシ時
代ニハ︑商業ハ殆ド内國二限ラレタ
リキ︒

た︒

將軍が谷底へ下りた時に

趙の將軍にて武功の聞え

現在の職務に忠實なれ

画影

﹁此の五箇條は天地の公

大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ

換ーシ・ース・ースル︾

十﹇947図

即ち物の償は普通の債を

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

九187図

上下す

東郷司令長官は︵略V︑ じょうげ・す﹇上下一︵サ変︶3 上下ス

道︑人倫の暑湿なり︒

十二m3國
りん

じょうけい︻常経︼︵名︶1

りて上下の分別最も正し︒

まで︑官職の高下︑就職の尊皇によ

十一一皿2國 上元帥より下一心に至る

心廣く︑盟ゆたかなり︒

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

十一一718図

同胞すべて六千萬︒

は重き日本國︒上下心残一にして︑

將軍の愛情と勇氣によつ 十一皿2図圃

或時將軍馬課︑孔明ノ軍
皇軍秀忠︑高誼の武名を

令ニソムキテ大敗ス︒
ひでたニ

軍艦

十二56図

おきのしま

しょうぐんかん︻小軍艦﹈︵名︶1 小

︵略V︒

れんぱ
高かりし廉頗之を見て心安からず︑

十二387図

重んじて︑之に封ぜんとす︒

十二376図

十一鵬7図

一同に激喜の聲をあげた︑︵略V︒
パシヨク

て︑軍中の花が助かったので︑全軍

十﹇5810

は︑もう太鼓の音は聞えぬ︒

四面皆海ナル我が二上 十﹇584

十二508図 東西ノ交通盛ニシテ千里 しょうぎょうほこ︻商業保護︼︵名︶1
比隣ノ如キ今日二於テハ商業ハ世界

十﹇353図

商業問答

商業問答

商業問答
第四

第四

︹課名︺2

七目5
七124

しょうぐん︻将軍一︵名︶13

いとうしょうぐん・とっかんしようぐ

將叔母せ

しょうぎょうもんどう﹇商業問答﹈

ズ︒

常二強大ナル海軍ヲ悪目ザルベカラ

ハ︑︵略V︑商業保護ノ上ヨリイフモ︑

商業保護

︵略﹀商業ハ世界ヲ相手

ヲ相手ノ商業トナ レ リ ︒

十二508図
内國ノ商業モ︑海外ノ貿

ノ商業トナレリ︒

十一一512図

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ
丹田商業二從事スルモノ

ル ハ 相 同 ジ ク ︑ ︵ 略V︒

十一一517図

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ
モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

じょうきょう﹇状況︼︵名︶2 状況

桓武天皇の御代に至り︑將
る功螢を立てたり︒

軍坂上田村麻呂之を平定して︑大な

九626図

くわんむ

十一958二五 ︵略V︑鯨り旅行も致さ ん・にしょうぐん・れんしょうぐん
ず候へども︑見聞取交へ︑新版圖の
状況・大略御報知申上候︒

十二瓢5図 他國に行きて︑其の市街

將軍阻村麻呂の東北の地を

先づ小軍艦をして敵艦隊を沖島附近

九636國

征するや︑恩威ならび行はれて︑向

・建築物等の状況︑汽車・電車中に
於ける乗客の客止︑道行く人の容儀

上下弓さゆ

に誘ひ寄せしむ︒

うじょうげ

旅順開城約成りて︑敵の じょうげ﹇上下﹈︵名︶9
乃木大儀と卑見の

ぎ

ふ所敵なく︑︵略V︒

十383國圃

將軍ステッセル

の

等を見れば︑︵略︶ ︒

じょうきょう門情況﹈︵名︶1 情況

十二515図幅二商人ハ常二全世界二

しょうじょ
しようこ

544

本として上下すと知るべし︒

シヨウコ

十一948國 物の債はかく上下するも
のなれども︑︷略﹀ ︒

しょうこ﹇証拠﹈︵名︶一

ヲ書イテオキ︒﹂ ト イ フ コ ト ア リ ︒

八728図圃 ﹁猫デナイシヨウコ四竹
じょうご﹇上古一︵名︶4 上古

九284図 此ノ神社ノ建テラレタルハ
明治二年ニシテ︑社殿ハ上古ノ風ヲ
ウ ツ シ テ 造 り ︑ ︵ 略V︒

十醜10図大和國ハ久シキ闇皇都ノア
リシ地階シテ︑昔ナガラノ山河︑一
木・一草壷ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

十﹇248図 上古の舟車と今日の汽車
・汽船とをくらべんには︑誰か人智
の進歩の大なるに驚かざらん︒
カシマ

皇國

みくに

商工業の▽ウ役達に

扇・春蝉・織物等の産出すこぶる盛
なり︒

十一m3図圃

信義は︵略V︑商工業の

同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力急ゆみ
なき

十二鵬6図
人としても常に之を重んぜざるべか
らず︒

しょうこごろ﹇正午頃﹈︵名︶1正午頃

︵略V︑ス︑ケタル障子ノ破レヲツク

死者四人︑傷者四五十人

もこれあり候︒

九752國團

飼養者の注意によりては︑次第に其

十一710図 蜜蜂は︵略V︒︵略﹀︒故に

時々障子を明放ちて︑新し しようしゃ﹇飼養者﹈︵名︶1 飼養者

ロヒヰタリ︒

九608國

き空華を流通せしむべし︒

がまふたゴ

詔書←ぼ

︵略V︑神馬の城主蒲生忠

あひつ

しんしょうしょ

修身の徳是なりと︑教

と︑戊申の詔書かしこしや︒

ぼしん

育勅語のり給ひ︑戦後経螢かくこそ

十一皿5図國

城主

の群の数を増加することを得べし︒

癒死せり︒

さと

十二375図

じょうしゅ﹇城主﹈︵名︶1

︵略﹀︑行きてうか買へ

ば︑障子に身を寄せて︑様々に姿を

十一7210図

攣へつ﹂寝起する様なり︒・

正直

信用ノ基ハ正直ニアリ︒

しょうじき︻正直︼︵名︶2

十二524図

正直

故二日目︑﹁正直ハ最善 しょうしょ﹇詔書一︵名︶1
しょうじき﹁正直︼︵形状︶2

ノ商略ナリ︒﹂ト︒

四日目の正午頃︑大風吹起 十二524図
少佐

りて︑砂煙は天をおほへり︒

九462図
しょうさ﹇少佐﹈︵名︶1

正直な商人はかけねなどは

りんしょうじょ

但シ不正當ナル手段・廣 しょうじょ﹇相如﹈︹人名︺6 相如号
告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

︵略V単相如といふ賢
れんぱ

りんしゃうじよ

︵略﹀廉頗之を見て

﹁相如にあはば必ず辱

相如聞きて︑力めて之を

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を輔

十二389図

しめん︒﹂と言ひ居たり︒

心安からず︑

臣あり︒︵略﹀︒

十二388図園

直もの
直吉は︵略﹀︑﹁︵略﹀︒今のお

しょうじきもの﹇正直者﹈︵名︶1 正

事ニアラズ︒

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ

十二531國

いひません︒

勘校には大軍・中將・少弟 七135園

野馬

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

九2510図
少尉あり︒

しょうし﹇将士﹈︵名︶1

う︑﹁︵略V︒城を抜け出でて岡崎に

十一305図 ︵略V︑鹿島・香取ハ何レ 十一一273図 信昌將士を集めていふや
モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ
と︒

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

ジヤウゴ

リ︒

じょうご︻漏斗︼︵名︶一

六331

客にもう一銭上げなければならなか

賞し

残りの一

しん

廉頗︵略V︑相撃の門に

動は藺細謹が秦王を擁したるとは異

りんしゃうじよ

十二958図此の會に於ける孔子の行

を結べりとそ︒

至りて罪を謝し︑つひに無二の親交

十二397︹図

削り廉將軍を恐れんや︒︵略﹀︒

秦王を其の朝に尽したるもの︒何ぞ

じて逃ぐ︒

つた︒﹂といって︑︿略V︑

十二3810図相手の從者皆之を恥づ︒

良や老人ノ無禮ヲトガメ
ズ︑信や少年ノ笑罵二怒ラズ︑其ノ

十一一391図

︽ーヒ︾

．しょうしたま・う﹁賞給﹈︵四︶1
給ふ

さちのうみ

天皇陛下かつてこΣに行幸

傷者

あり︑其の風景を賞し給ひて︑幸湖

九959図

の名を下し賜へり︒
北條時頼ノ母松下輝尼︑ しょうしゃ﹃傷者︼︵名︶1

相論の日ふやう︑﹁余は

主人はこの事を聞いて︑直吉は正直

鏡を渡した︒︵略V︒あとになって︑

障子
︵略﹀︑日本紙ハ﹁︵略﹀︑

ものだとほめて︑︿略V︒

初メ小事ニシノビシバ︑後大功ヲ立
﹁高虎の嘉明と相悪む

ツルニ至リシ所以ナリ︒

十261國

九87 ︵略V︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ しょうじ︻小事﹈︵名︶2 小事
標ナ形ヲシテヰル ︒

しょうこう﹇将校一︵名︶2 將校
て働かなければならない︒

九227囹 將校も兵士も皆一つになつ

八164﹇図

ホウデウトキヨリ

デハツテアルデハナイカ︒

コノタクサンノ障子ハ皆僕ラノ伸間

七471囹

しょうじ︻障子﹈︵名︶4

は私の小事なり︒是は公の大事なり︒

九2510國 將校には大朝・中將・少將 十二381図囹
・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・
少尉あり︒

しょうこうぎょう︻商工業︼︵名︶3

商工業
︵ 略 ﹀ ︑鐵道の開通せしょり︑

商工業の獲達著しく︑焼物・塗物・

八953図

545
しょうず
しょうじょ

なり︑相撃は氣を以て人を服せりと
いへども︑︵略﹀︒

しょうじょ﹇少女︼︵名︶6 少女うい
さましきしょうじょ

︵略﹀ボートをあやつ

じょうしょく﹇常食︼︵名︶1

常食

十二406図

其の噴火口の大きさは日

第一と冠せらる︒

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ 本第一たるのみならず︑亦實に世界

スベキモノヲト心ガケシガ︑或南幌

十3110図
十二4010図

昔より富士は日本一の高山
然れども︵略﹀︑なほ我が

當時ハ遠島ト稻シテ︑罪人

所︑大湯と逸するは一書夜に数回噴

しむ︒信長︑勝商の勢を賞し︑︵略﹀︒

ふ︑﹁明日城門に行きて︑﹃援軍來ら

十二297図園勝頼︑勝商に向ひてい

ず︑速に降るべし︒﹄と告げよ︒ さ

らば我必ず重く汝を賞せん︒﹂

スを引見して︑厚く其の動功を議せ

十二805図 ︵略﹀︑皇后も亦コロンブ

り︒

︽ーシ呼

︵略V︑大工・カヂや等ノタ

飛ースル彰

耕作に水牛を使用する

しよう・す﹇飼養︼︵サ変︶1 飼養す

檬も珍しく︑︵略﹀︒

十一384國團

ルヲ以テナリ︒

ナゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用ス

十784図

使用す

にうちやん
替口口は一に牛荘港と稻 しよう・す﹇使用﹈︵サ変︶2

管口は︵略﹀︑大連と共
安東縣は︵略﹀︑南漏洲の
シャンゼリゼーの大通

使用ス

十二419二丁に二箇の噴孔ありて︑

る︒

一定の季節に最も多数の
る地鼠の一種なり︒

移住を見るは︵略Vレミングと撫す

十二689図

ること世界第一と稻せらる︒

十二651図

生ず 飛一

空軍流動する時は風を生

ズ・ーズル・ーゼ︾

しょう・ず﹇生﹈︵サ変︶12

ることを工夫するに至れり︒

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

凱旋門は︵略﹀︑肚大な 十二437図 ︵略﹀︑動物を飼養し︑又

の如きは︑世界最美の街路と稻せら

十一一612図

三大門戸と稻せらる＼日あるべし︒

十二587図

に満洲の二大門戸と稔せらる︒

十二576図

し︑︵略V︒

十一一572國

を噴出す︒

盛に水蒸氣とよなと稻する火山灰と

山とも偏し︑山頂鋸の歯の如し︒
こう

のこぎり

最も東なる根子岳は七面

曾ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑︵略V︒

十331図

一の名山とも稻すべし︒

國第一の山といふべく︑むしろ世界

十21図

と稻せられしが︑︵略﹀︒

十15図

飛ーシ・ース・ースル・ーセ︾

十689図燈量器の娘にグレース︑ダ しょう・す︻称﹈︵サ変︶19 稽ス 出す
ーリングとて心やさしき少女あり︒
少女は之を見て︑﹁あはれ

なり︑父上︒早く 船 を 出 し て 救 は ん ︒

十696図

早く＜︒﹂とせき立つ︒
もまかせず︑

十706図 此の間岩にも當てず︑波に
り居たる少女の働は︑人間業とは見
えず︒

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︵略﹀︒

出す︒

湯のわき且つる虎二十蝕箇

の手に熱き感謝の涙をそ﹂ぎて︑各

十713図 数日の後︑水夫は此の少女 十746図
我が家に婦りたり と そ ︒

と癒する法律ありて︑︵略V︑厚く保

十716図グレース︑ダーリングの生 十8210図 されば北海道菖土人保護法
護の方法を講ぜり︒

はなむしろ

家に程近き寺院の庭上には︑右手に
ばくかんさなだ

大小幾多の軍艦は海上の
して︑到る虞に國光をか窪やかせり︒
あ り

ず︒

九664図

外國人の我が國に回る者亦 十4410図 直線を︵略﹀︑一定の間合

阿里山の基材は世界しょう・す﹇賞﹈︵サ変︶5 賞す 穴一

九969図

シ・ー野田

を置きて︑或は縦に︑或は横に︑或

無比の良材と稻せらる﹂ものにて︑

はななめに並ぶる時は︑美しき模様

十一784図

色を生ず︒

︵略V︑大地も爲にふる

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十484図色の原色は赤・青・黄にし

を生ず︒

必ずこ＼に遊びて︑日光の結構を賞

我が國に遊べる西洋人は

お
家康直ちに勝商をして織
田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

十二291図

海上の一大公園なりといへり︒

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一208図

せざるものなし︒

︵略V︒

十一3910國團

浮城とも稻すべく︑遠く四方に航行

十一292﹇図

か い を 握 れ る 少 女 の銅像あり︑︵略﹀︒

又萎稗眞田を編み︑花麺

を織ること行はれ︑十二三戯の少女

十一皿5︹図
も手を空しうする者なきに至れり︒

しょうしょう﹇少将﹈︵名︶1 少將弓
﹂とうごうしようしょう．ネボカトフし
ようしょう

最も大なるは第一の三布
既二血管二満ツレバ︑コ

にして︑高さ八十鯨丈と構す︒

十一769図

を日光の三大爆布と稻す︒

九2510図 將校には大敵・中身・少將 十一7510図中にも華嚴・霧降・裏見
・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・
少尉あり︒

しょうしょう﹇少少︼︵副︶1 少々

︵略﹀︒

レヲ練篠機ト稻スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

︷ 略 ﹀ 紺 が す り は ︑ 御 申 十一857図

越の期日までには少々間に合ひかね

九1310囲團

多事と存候︒

しょうそつ
じょうず
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ひ︑附近数百歩の地にありては︑器
に盛れる水常に波紋を生ず︒

十一901図 一種の草の實を食用とす
るを以て︑常に此の草の多く生ずる
所 を 選 び て 住 み ︑ ︵ 略﹀︒

じょうず﹇上手﹈︵形状︶4

上手

四786園
あれをいないといふ
のもざんねんだ︒ だれか上手
秀吉はいくさの上手な人で︑

なものはないか︒﹂
六488
一

たびくいくさをしたけれども︑

物の慣は効用あること

十︻907図
ぺんもまけたことがありません︒

盛年選ばれた子供の中に︑す
熟練ト機敏トヲ要スルコ

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九824

と︑随意に得られざることとにより
て生ずるものなり︒

十一916図 されど水は大都會などに
十一866図
ト大ナリ︒上手ナル者ハ一分時病倒

ては︑時として憤を生ずることあり︒
ク十数本ノ綜ヲツナグトイフ︒

ぞ

飛一

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

え

乗ず

十．二436図人口やうやく増加し︑自

かみつけぬのかたな

じょう・ず﹃乗﹈︵サ変︶1

︵略V巡査の一畢宿の合 ジ彰

るに至りて︑︵略﹀︒

十二607國

オニバス

十一327図

巡洋艦ハ︵略﹀︑或ハ敵ノ

請願といひ︑︵略﹀︑要は下情上達の

醸造

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

みつばち

とをかねたりといはんか︒

正

みに巣を造るは醸造の業と建築の業

十一879﹇図 蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
す

通報艦ハ︵略﹀︑或ハ敵 じょうぞう﹇醸造﹈︵名︶1

港灘及ビ軍艦ノ情勢ヲサグリ︑︵略V︒

十一342瓜凶

ノ軍艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑
我が艦隊二報告ス︒

商船

倉院

寳器ヲ藏ス︒

リ︒帝室ノ御有ニシテ︑多ク古代ノ

十972図

東大寺ノ境内二正倉院ア

イギリスは︵略﹀︑商業・ しょうそういん︻正倉院︼︵名︶1

しょうせん﹇商船﹈︵名︶3
八774図

巡洋艦ハ︵略﹀︑或ハ我

工業いつれも盛に︑海軍強く︑商船
多し︒

十一329図

又貴族院及び衆議院は

じょうそう・す︻上奏︼︵サ変︶1 上奏
巡洋艦ハ︵略V︑或ハ敵

ガ運送船・商船ヲ保護シ︑︵略﹀︒

す 貞ーシ単

十一3210図

ノ運送船・商船又ハ之ヲ保護スル軍

てうせん

少壮有爲

少互有爲の間を徒に遊び

しょうそうゆうい﹇少壮有為︼︵名︶1

り︒

の請願を受くるの椹能を與へられた

各猫立して上奏し︑建議し︑且臣民

十二囎5図

じ

乗船

﹁二月何日初航海をするから︑

乗船

艦ヲ撃沈・捕獲ス︒

も

肉ーシ彫

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

門司にて乗船し朝鮮海峡 十二709図

るべし︒

十二2710︹図圏 三日を過ぎなば︑又山

將卒母き

上に來りて援軍の消息を示さん︒﹂

︵略V︑將卒と共に戦場をかけ

十ニー16図

勝報上聞に達し︑陛下の

ものは馬である︒

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

十854

つ

かしょうそつ・りくかいぐんしょうそ

しょうそつ﹇将卒︼︵名︶2

︿略V︑其の日になって乗船

上奏といひ︑建議といひ︑

消息

を過ぎて︑黄海を西北に航すること

差する

た︒

上奏

上奏とは文書を天皇に奉

じょうそう﹇上奏︼︵名︶2

十二鵬8ロ薗凶

て意見を述ぶるをいふ︒

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

十二跳6図

しょうそく﹇消息一︵名︶1

約二日間にして大連に着す︒

十二544図

す

じょうせん・す︻乗船﹈︵サ変︶1

何人にも乗船の望に慮じる︒﹂

九321

上毛野形名︑蝦夷を討ちじょうせん﹇乗船一︵名︶1

て利あらず︑兵皆四散せしかば︑夜

十二3010図

の命に從ひて︑少しも混雑を生ずる

に乗じて城をすてて逃れんとす︒

圖に︑通行の人は行くも止るも唯其
ことなし︒

︽ーズル︾

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径

十二7710図 是より先は未だ航行せししょう・ずる﹇生︼︵サ変︶1 生ズル
ことなき大洋なれば︑乗組の人々も

十53

瞥見

ルコトヲ得ズ︑クチヲシクモエノ笑

情勢

したものは僅か十二人に過ぎなかつ

九322
小生

れたる者には︑術科もつらきことは

小生の如く平素螢働にな

しょうせい﹇小生﹈︵代名︶2

聲ヲ後追シテ蹄レリ︒

穴iシ︾

八295図幾度カマハリタレドモ︑入じょうせん・する︻乗船一︵サ変︶1 乗

しょうせい﹇笑声﹈︵名︶1

ガ六尺モアツテ︑︵略V︒

次第に不安の念を 生 ぜ り ︒

十二787図 十月十一日︑河中に生ず
る水草流れ寄り︑︵略﹀︒

天皇の裁可を経ざれば其の効力を生

十二鵬3図 山院の決議一致すとも︑
ぜざるなり︒
たけだしんげん

も謙信におとらないいくさの上手で

これなく︑︵略﹀︒

六554 その相手は武田信玄で︑これ 十579國国

じょうず︻上手一︵名︶2 上手

あった︒

御道筋の事故御立寄書さ
じょうせい﹇情勢﹈︵名︶2

れ候はば︑小生も御昼滞空すべく候︒

七278 何事ニヨラズ手ノハタラキノ 十915圓国
ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ
ノワルイノヲ下手トイヒマス︒
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しょうたい一しょうねんら

下 し 給 へ る 勅 語 の 中に︑﹁︵略V︒﹂と

仰せられたり︒將卒之を聞きて感泣
せざるはなかりき ︒

しょうたい︻小隊︼←さんごしょうたい
しょうたい︻招待﹈弓こしょうたいいた
す

招待

しようたいじょう︻招待状︼︹課名︺2
招待状

十一目2 第十五課 招待状
十一618 第十五課 招待状

ホウデウトキヨリ

余ーセ︾

しょうたい・す︻招待︼︵サ変︶1
ス

招

ル日時頼ヲ招待セントテ︑ス︑ケタ

八163図 北條時頼ノ母松下暉尼︑ア
ル障子ノ破レヲツクロヒヰタリ︒
しょうたい・する﹇招待一︵サ変︶1
余ースル甲

商人号い

ちしょうにん・おろしうりしようにん

賊之を聞きて︑城．中身尚 しょうにん︻商人一︵名︶13

︵略V︑海外貿易ノ獲展ヲ

圖リ︑大イニ重富ヲ塘殖スルハ商人

十二536図

商人ハ軍人ノ戦場二立ッ

ノ國家二封スル義務ナリ︒

ト同ジク︑常二報國壷忠ノ精神ヲ以

十二536図

富國ノ實ノ學ルト畢ラザ

テ︑平和ノ戦孚三從事スベシ︒

ノ如何二存ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

田翁といふのは商人から 十二542図

正直な商人はかけねなどは

・かっこくしょうにん・べいこくしょ
うにん

す︒

其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・

十261図

良や老人ノ無禮ヲトガメ

︵略V︑やうくさがし當て

あの勇ましい少年を殺して

ズ︑信や少年ノ笑罵二怒ラズ︑︵略V︒

はならぬ︒

十一562

又里家全艦カライヘバ︑ 十一586

文アリシヲ始トシ︑︵略V︒

米二國へ送りシニ︑翌年英国ヨリ註

十438図

といひます︒

七139囹

小事をする商人を経費商人 しょうねん﹇少年﹈︵名︶3 少年

品物を使ふ人にすぐに責渡すことで

七138囹

いひません︒

但し此の噴孔は時々其の 七135囹

消長

多からんと思ひ︑其の夜園を解きて

十二313國

去れり︒

十二4110図

しょうちょう﹇消長一︵名︶1

小敵

位置を憂じ︑其の勢力にも消長あり︒

しょうてき﹇小敵︼︵名︶1
︵略﹀︑小敵を侮らず︑大

敵を恐れず︑十分に自己の職務を壼

十一一旧2図

消燈

昌圖

す人を眞の大勇の人といふべしと訓
へ給ふ︒

しょうと﹇二三﹈︹地名︺1

十二57図田翁
しょうとう﹇消灯︼︵名︶1

兵管内の生活は規律正し 十一1310

たが︑少年ははや息も絶え絶えであ

十561圓團

る︒

商人ノ物品ヲ費買シ︑︵略﹀

等ハ皆分業二世ナラヌノデアル︒

︵略﹀︑

らっぱ

2

少年鼓手

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑ミダリニ聲

十一546

十︻目μ

ハ信用ナリ︒

少年鼓手

こしゆ

少年鼓手

こしゆ

少年鼓手

第十三課

︵略﹀︑かの勇ましい少年鼓

の頃十三四ばかりの少年鼓手があっ

十一5410

た︒

手は忽ち谷底へはき落された︒

商人ニシテ信用ヲ失フト 十一555

よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の

﹁ピエールよ︑少年鼓手

答もない︒

﹁しょうねんら︻少年等﹈︵名︶1 少年等

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル
事ニアラズ︒

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ

十二531図但シ不正當ナル手段・廣十一557囹

キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

十二5110図

第十三課
色ヲ作りテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツ

十一542図

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑一

らさきしきぶとせいしょうなごん

隊中にピエールといふ年

故二商人ハ常二全世界二 しょうねんこしゅ︻少年鼓手︼︵名︶3
給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

於ケル物慣ノ高低二注意シ︑需要供

十二514図

テ親切ノ念ナキモノハ︑︵略V︒

花客二型シテ愛敬ヲ蓋ス しょうねんこしゅ﹇少年鼓手一︹盛名︺
こしゆ

起掛夙の合圖により︑︵略﹀︒

十一643 人ヲ招待スル時ハイフマデ じょうとうもんいん﹇上東門院﹈︹人名︺

待スル

1

紫式部は︵略V︒夫に別れ

上東門院

モナク︑毎日三度ノ食事ニモ︑其ノ

シヤウトク

小

此ノ寺ハ聖徳太子が直明天 十二5110図 商人ノ第一二重ンズベキ

シヤウトク

しょうとくたいし﹇聖徳太子︼︹人名︺

漢文・漢詩を激へ参らせたり︒

て後︑宮中に召されて︑上東門院に

十163図

承知

材料及ビ料理法二注意スルコトが大
切デアル︒

肉ーシ︾弓こしょうち

しようちいた・す︻承知﹈︵四︶2

じょうたつ﹇▽かじょうじょうたつ

致す

聖徳太子

十981図

一

皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

︵ 略 ﹀︑本目の新聞により︑

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

︵略V︒

九713國團

からざる由承知致し驚き入り候︒

豆島
十一18図

小豆島

十一956圓団 先般御手紙にて御近況 しょうどしま﹇小豆島﹈︹地名︺1
を承知致し︑御なつかしく存候︒

じょうちゅう﹇城中︼︵名︶2 城中
糧食を飴せるのみ ︒

十二272図 城中には僅かに四五日の しょうなごん 母せいしょうなごん・む

しょうむてんのう
しょうのう
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昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間

上聞に達せぼやとて︑行在所の御庭

にしのび入り︑︵略﹀︑大文字に詩の

五546

ガケンクワヲシタ時︑︵略V︒︵略﹀︒

森林の樹木はたがひに其の

旬を書きつけたり︒

相手の熊吉があ

勝報上聞に達し︑陛下の

仰せられたり︒

正平の昔︑楠木正行が決

くすのきまさつら

正平

下し給へる勅語の中に︑﹁︵略V︒﹂と

十ニー13図

達したり︒

見つけて︑︵略﹀︑縛みかねて上聞に

翌朝警固の武士ども之を

イツマデタツテモ勝負ガツカナイカ

マツテヰル︒勝負が一番スムト︑ワ

︵略﹀︒

ね︑︵略V︒

十二6110図

東郷司令長官此の戦況

︵略﹀︑衛生・消防を始

め︑近世の學術を慮用せる百般の設

備皆具れり︒

しょうむn▽のうしょうむしょう

シヤウム

しょうむてんのう﹇聖武天皇︼︹人名︺

十一157國高徳せめても此の所存を 一 聖武天皇

上聞

たけ

︵略V長篠城を守る︒武

ながしの

じょうへい﹁城兵﹈︵名︶2

かつより

さく

︵略﹀︑柵を城外に廻ら

のひそかに逃れ出つるを防ぐ︒

し︑縄を城下の河中に張りて︑城兵

なは

十一一2610図

︵略﹀︒

も︑城兵善く戦ひて抜くこと能はず︑

田勝頼大軍を率みて來り攻むれど

だ

十二268図

城兵

死の士百四十三名の名字を壁に書連

十﹁34図

しょうへい﹇正平﹈︵名︶1

︵略V競馬の神事といふ事

アツトホメルコエガキコエル︒

があった︒

九864囹

の通りで︑今日の勝負はきまらない
﹁もう改めて勝負には及び

十一163図

ラ︑爾方が仲ナホリヲシマシタ︒

消費

オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ

の一時に蒸留するを防ぐ︒

︽ース呼

余ースル︾

五702

枝をまじへて︑︵略﹀︑又地上の水分

十92図

十249図 韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行 す ︽ースル︾

しやうなう

ク︒無頼ノ少年等口々二罵リテ止マ
ズ︒

しょうのう﹇樟脳﹈︵名︶2 樟脳樟拶
しやうな う

は︑御承知の樟磯・米・茶・砂糖等
十813図

する

しょうひ・する︻消費︼︵ナ変︶2

味として之を賞美す︒

食物は︵略V︑鹿の肉は珍

十一378國團 本島産物の重なるもの しょうび・す﹇賞美﹈︵サ変︶1 賞美す
にて︑︵略﹀︒

︵略﹀︑樟謄は世界産額

の八分の五を占むる由に御座候︒

十一379圓団

しょうば﹇笑罵﹈︵名︶1 笑罵
韓藍︵略﹀︑ヤガテハラバ

ません︒

九869囹

十261図

吐出す︒若し之を消費するものがな

が︑︵略﹀︒﹂

ければ︑空氣中には炭酸瓦斯が段々

が す
動物は︵略﹀︑炭酸瓦斯を

ヒテ跨ノ下ヲクグル︒見ル者アザケ

十二213

リ 笑 ハ ザ ル ハ ナ シ ︒︵略﹀︒︵略﹀︑信

じょうぶ﹇上部一﹇▽さいじょうぶ

に檜加し︑︵略V︒

丈夫号だ
モトユヒや水引ノヤウナ︑

然るに空氣中の炭酸瓦斯の じょうぶ﹇丈夫同︵形状︶3
いじょうぶ

何時も丈夫さうな老人であっ
オニバス

︿略﹀︒

を打電し︑︵略V︒勝報上聞に達し︑

十項ー13図

︵略V大鬼蓮ハ︵略﹀︑葉ノ質 しょうほう﹇勝報﹈︵名︶1 勝報
モ丈夫デアルカラ︑其ノ上二一二四歳

十54

たが︑去年の暮に死んでしまった︒

八341

出來ナイ︒﹂

アンナ丈夫ナ物忌日本紙デナケレバ

七483囹
︵略﹀︑世界ノ各十型亦皆

商品

分量が檜さないのは︑一方に於て植

十二5010図

しょうひん﹇商事︼︵名︶2

物が之を消費するからである︒

十二217

ヤ少年ノ笑罵二二ラズ︑其ノ初メ小
事ニシノビシバ︑︵略﹀︒

しょうはい﹃勝敗﹈︵名︶1 勝敗
十二71國 ︵略﹀︑敵艦島々火災を起
し︑︵略V︒時に 午 後 ご 時 四 十 五 分 ︑

勝敗の敷は既に定まれり︒

我が商品ノ市場ニシテ︑︵略﹀︒

ヲ害スル所以ナリ︒

上品

テ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信用

︵略V外國へ工費その他の 十一一523図 ︵略V︑平素ノ愛顧ニナレ

しょうばい﹇商売︼︵名︶3 敵勢
七886囹
用事で出かける人もありませう︒

八141 ︵略V︑父ハハや店ニスワツテ

じょうひん﹁上品﹈︵形状︶2

位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ出來ルサ
ウデアル︒

品物ハ皆正札附デ︑カケ直ガ

しょうふだつき﹇正札付︼︵名︶1 正 しょうぼう﹇消防一︵名︶1 消防

材木ニハ︵略V︒︵略V︑上

滋養品

ナイ︒

七386

又極上品なものになると︑機 札附

勝負

じょうぶん﹇上聞﹈︵名︶3

例ヘバ動物質ノ滋養男望ハ しょうぶぶんn▽いちしょうぶぶん
しょうぶ︻勝負﹈︵名︶4

植物質ノ食物ヲ添へ︑︵略﹀︒

十一664

じょうひん︻滋養品﹈︵名︶1

械では刷らないで︑手刷にする︒

十205

品ナルハヒノキ︑カタキハ栗ナリ︒

︵略V︑世界ノ各國雪山亦皆六675図

商界ノ用向ヲシラベテヰル︒
十二511m図

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ入
ハ皆我が下墨ノ花客ナリ︒

しょうばいじょう﹇商売上︼︵名︶1
商費上

蒸嚢

七125園 商費上でげんきんといひ︑
かけといふのは何の事ですか︒
じょうはつ・す﹇蒸発﹈︵サ変︶1

549
しょかっこうめい
しょうめいす

シ ヤウム

謹明

十969図 東大寺ハ聖武天皇ノ建立ニ
シテ︑︵略﹀︒

しょうめい・す﹇証明︼︵サ変︶1
角ー古型

十二価8図太古以來忠節の心にあっ

す

きは︑我が國民の世界に無比なる美

謹

徳にして︑古來の歴史上の事蹟は十
分に之を謹明せり︒

肉ースル︾

しょうめい・する﹇証明︼︵サ変︶1
明する

十一471 こΣにアラビヤ馬の達者な
ことを讃明する面白い話がある︒

正面ニアルニ本エントツノ

五687 オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ

しょうめん﹇正面﹈︵名︶3 正面

テヰル︒

六785
汽船ハシキリニキテキヲ鳴ラシテヰ
ル︒
とうせう

九941図 川を渡りて坂路を上れば︑
東照宮の正面に出づ ︒

酒やすや醤油も︑︵略﹀も︑

レテツクル︒

七644
水がなければ出來ない︒
テウシ

望ナリ︒

されど蝕り小さき事にま

上陸

丈六

輿に乗って︑外から見られない標に

こし

する︒

じょうろく︻丈六﹈︵名︶1

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒

十血7図今ハサ・ヤカナル堂中二古

す︒

土蜂は女王ともいひ︑唯

女王の任務は卵を産むに

其の数点りに多くなる時

︵略V︑例へば名高き古人

書書

の位をゆづり︑臣下をひきみて分離

は︑女王は新しく生れたる雌蜂に其

十一77図

あり︒

十︸75國

一匹にして︑︵略﹀︒

十一58國

五人の騎手は神に勝利をいの じょおう︻女王﹈︵名︶3 女王

勝利

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

十一一717図

しめて盆なし︒

か

諸葛孔明

ショカツコウメイ

2

諸葛

時ノ人﹁死セル諸葛︑

諸葛孔明

諸葛孔明

シヨカツコウメイ

第二十五課

第二十五課

此ノ時諸葛孔明トイフ人

諸葛孔明

ガ︑才名世ニカクレナケレバ︑劉備

アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ

十一皿4図

1

しょかっこうめい﹇諸葛孔明︼︹人名︺

十︻皿1

︵略Vサ︑ヤカナル細谷川 十一目12

此の水即ち大谷川の上流を

上流の婦人は四方を閉ぢた

シヨカツコゥメイ

しょかっこうめい﹇諸葛孔明︼︹課名︺

じょがっこううこうとうじよがっこう

生ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

十一鵬4図囹

しょかつ﹇諸葛︼︹人名︺1

安くなることなきなり︒

需要の減ずるに非るよりは︑決して

の書豊・古器物などの如きは︑︵略V︑

十﹁949図

しょが﹇書画︼︵名︶1

︵略V︑．コロンブスは︵略﹀

其の後コロンブスは敷回
あ

をサンサルバドルと命名せり︒

眞先に上陸し︑此の西班牙の新領地

十二7910図

す飛ーシ・ースル彰

じょうりく・す﹇上陸﹈︵サ変︶2

つて︑︵略﹀︒

九833

しょうり﹇勝利︼︵名︶1

河ロニ銚子港アリ︒醤油ノ

産地トシテ知ラル︒

九182図
何れの家にても卵を費れ

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

十﹁皿2図
醤油を買ふに蝕あり︒

小勇

さはあれ︑心心には大勇

しょうゆう︻小勇︼︵名︶2
十二翅10図

血氣にはやりて︑粗暴の

と小勇との颪別あり︒

十二皿1図

り

の航海を試みしが︑︵略V︑始めて亜

十二809図
め

米利加大陸に上陸するに至れり︒

朝鮮の地に上陸して︑第一

肉ーシ︾

信用ノ基ハ正直ニアリ︒

商略

に目につくのは︑家の低くて小さい

十一鵬10

陸する

丈盤のろかい操りて︑ じょうりく・する︻上陸︼︵サ変︶1 上

憾辛

所行あるものは小勇の人にして︑眞
正の軍人にあらず︒

十一227図圃

じょうよ︻丈余﹈︵名︶1

商用

行手定めぬ浪まくら︑︵略﹀︒

急に商用が出塁て︑明朝六

しょうよう﹇商用﹈︵名︶2

七157團

事である︒

ト︒

故二日ク︑﹁正直ハ最善ノ商略ナリ︒﹂

十二524國

︵略V︑手放し難き商用こしょうりゃく﹇商略﹈︵名︶1

時の汽車で東京へ立ちます︒

十273圓団

從容

れあり候へば︑手紙を以て御祝ひ申
上候︒

あかほ

九1410図

赤穗浪士が︵略﹀︑遂に しょうりゅう﹇小流﹈︵名︶1 小流
主君の仇を報じて︑從容死に就ける

十二859図

しょうよう﹇従容︼︵形状︶1

其の節別に老人向きの

じょうもの︻上物﹈︵名︶1 上物
九1210圓国
紺がすり上物十反だけ御見立の上︑
︵略V御送り相成度願上候︒
﹁明日城門に行きて︑

じょうもん︻城門﹈︵名︶2 城門
十二296図囹

ハ︑流レ下ルニシタガヒテ︑数多ノ
ヌマ

は︵略﹀︑

日本武士道の精華を嚢揮

﹃援軍來らず︑速に 降 る べ し ︒ ﹄ と 告

小流ヲ集メ︑沼田町二至ル︒

將來本校二學ブ者ノ幸福 九962図
成せり︒

海外貿易ノ將來ハ頗ル多 十一m9

上流

せるものといふべし︒

如何ゾヤ︒

十二5310図

じょうりゅう︻上流﹈︵名︶2

げよ︒

︵略﹀︑ミソモ醤油モ塩ヲ入

十二367図

十二299図 翌日肚士十鯨人︑勝商を しょうらい︻将来﹈︵名︶3 將來
苦みて城門に到る︒

六537図

しょうゆ﹇醤油︼︵名︶4 醤油

しょくぶつ
しょかん

550

ハ三度マデモ其ノイホリヲ訪ヒ︑遂
二迎ヘテ重臣トセリ ︒

十二73図 我は急に其の前路をさへ

しょかん︻諸艦︼︵名︶1 諸艦
ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦玉川
大の損害を受け︑︵ 略 V ︒

しょぎょう門所行︼︵名︶1 所行

職

來リテ食ヲ求ムルモ愛ラシ︒

しょく﹇職︼︵名︶1

職

治績大いに翠り︑職を退きし後も弟

ツ

海ノ申ニハ︵略﹀色々ノ動物

コンナ所伝ハ動物モゴクマレ

海草ハ︵略V︒根モ陸上ノ植

廣イ海ニハ︑コノ通りニ多ク

ハス

バセヲ

植物ノ葉理ハウキクサノ葉ノ

吸ひ︑︵略V︒

め
油轟は植物の若芽・若葉

などに由り着きて︑其の植物の汁を

十一889図

二廣クテ大キナノモアル︒

様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様

十51

ノ動物や植物ガアル︒

七776

ノデハナク︑︵略﹀︒

物ノヤウニ養分ヲスヒ取ル泰運ノモ

七771

デ︑植物ハマツタクナイガ︑︵略﹀︒

七746

が居り︑サマぐノ植物モアル︒

七70エ

ッカラトツタノモアリマス︒

トツタモノモアリ︑︵略V︑シヨクブ

油ニモ色々アリマス︒魚カラ

植物母どうぶつとしょくぶつの

下って︑食事も進みますから︑一先

かんけい

禽一

五591

安心いたしました︒

︵略﹀︑毎日三度ノ食事ニモ︑

食す

其ノ材料及ビ料理︑法二注意スルコト

十一643

聞きても知らぬ風をし︑︵略V︒

十二9310図孔子事へて吏となりしに︑ 八703図 ︵略﹀耳は食事の知らせを
子の道を問ふもの盆λ多かりき︒

ガ大切デアル︒
旧教場㎝ノ鋤琳ハ十二︑外二旭職目貝 しょく・す︻食︼︵サ変︶2

しょくいんしつ﹇職員室︼︵名︶1
員室
十二369

シ・ースル蝉

血氣にはやりて︑粗暴の

室・裁縫室モアツテ︑町立ノ學校ト

十二皿10ロコ凶

所行あるものは小勇の人にして︑眞

雄蜂は唯働蜂の集め來

︵略V︑四面皆海にして︑

職責
︵略﹀︑議員たる者は至誠

シヨクダイ

吸ひ︑︵略﹀︒

︵略V︑蟻は︵略V︑或は

植物の花には︑同種の他の

ものがある︒

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

十二206

しむ︒

其の卵を他の植物にうつして成長せ

十一892図

し︑︵略V︒

轟の附着せる植物に集りて之を保護

十一892図

︵略﹀︑ 蟻は︵略V︑ 油

などに群り着きて︑其の植物の汁を

め
オハルハ︵略V︑オヒナサマ 十一8810図 油壷は植物の若芽・若葉

食堂
︵略V︑足は食堂へ行くこと
職人

か＼る時は靴屋は更に多
造すべく︑︵略V︒

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一937図

しょくにん﹇職人︸︵名︶1

を止めたり︒

八706図

しょくどう﹇食堂︼︵名︶1

マシタ︒

ヲカザリマシタ︒ソノ左ト右
ニウツクシイシヨクダイヲ立テ

四738

しょくだい﹇燭台一︵名︶一

面すべく︑︵略﹀︒

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

十二囎3図

しょくせき﹇職責︼︵名︶1

すること少く︑︵略﹀︒

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

十二455図

て︑︵略﹀︒

りたる物を食して生活するものにし

十﹇73図

職業

人ノ職業ニハイロ︿アツ

︵略﹀︑草字の職業に三二

世には農業を以ていや

しょくぎょうちゅう︻職業中︼︵名︶1

ず︒

しき職業の如く思ふものなきにあら

十二468図

に韓業するに至るべし︒

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

十一938國

働イテヰルノデアル︒

テ︑皆メイ︿ノ仕事ヲシテ︑毎日

八154

しょくぎょう﹇職業﹈︵名︶3

シテハ先ヅ申分ノナイ設備デアル︒
課﹇▽ばしょく

正の軍人にあらず︒

しょく︻護﹈︹人名︺1

シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑

十一鵬8図 孔明︑護ノ奮功ヲ惜シミ
涙 ヲ フ ル ツ テ 之 ヲ 斬り︑︵略﹀︒
ショク

孔明︑劉 備 二 五 へ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑
シヨ ク

しょく﹇蜀﹈︹地名︺5 蜀 蜀
十一期3図

遂二備ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天
サキニ蜀ノ南方齪レシ

下ヲ三分シテ其ノーヲ保タシム︒

ヤ︑︵略﹀︒

十一廻10図

クワン

職業中

十一鵬1図 孔明魏軍ト封度ノ中二卒
ス︒蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國二蹄ラ

﹁農は人の職業中最も

七型

といへるワシント

マウクワク

食事

八673團昨朝あたりから熱がずっと しょくぶつ﹇植物﹈︵名︶18 シヨクブ

しょくじ︻食事一︵名︶3

軍ノ直傭ヲ示シテ︑﹁︵略V︒﹂ト問フ︒

孔明謀ヲ以テ其ノ將孟獲ヲ捕へ︑蜀

十一鵬1図サキニ蜀ノ南方齪レシヤ︑

しょくぐん︻蜀軍︼︵名︶1

ンの血汐はふべし︒

なるものなり︒﹂

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

十二473図圏
蜀ノ軍 少 シ モ サ ワ ガ ズ ︑

ントス︒

︵略﹀︒

十﹁鵬2﹇図

又魏軍ノ蜀二攻入リシ

時︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ祭り︑︵略V︒

十一鵬7図

しょく︻色︼弓あんこくしょく・けいか

いしょく・ほごしょく
しょく﹇食︼︵名︶1 食品いしょくじ
ゆう
十961図 神鹿ノ︵略﹀︑人馬近ヅキ
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しょくぶつしつ一しょくよう

分量が檜さないのは︑一方に於て植

十二217 然るに空心中の炭酸瓦斯の
範として︑職務に勉働するが故に︑

十一認2図

模範となられ度︑︵略﹀︒

現在の職務に忠實なれ

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

我若し食物をこなす事な

︵略﹀︑此の歎日間少しも

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八714図囹
らるべき︒
八717口口凶器

食物を送らざるが故に︑新しき血出

諸君若し我に食物を送

來ずして︑︵略﹀︒

八722図圓

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

公吏・議員等直接公共の

ひえ

日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

食物ハ又聞化が大切デア

他アプラ氣ノ多イ食物が適當デアル

ガ︑︵略V︒

十一661

ル︒

例ヘバ動物質ノ滋養品ニハ

アキ易ク︑身髄ノ爲ニモヨクナイ︒

十一661

十一665

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

太古︵略V︑魚烏を捕へ︑

ラ︑︵略﹀︑常二清潔ニシテ置カナケ

レバナラヌ︒

十二436図

り

か

︵略﹀︑亜弗利加・印度の

あ ふ

果實を採りて食物とせり︒

あ め り か

獅子︑南亜米利加の野牛等の︑︵略V︑

し エ

十二673図

きことにあらず︒

食物を追うて其の居を轄ずるは珍し

満目の廣野雪に埋れて食

求め︑ ︵略﹀其の居を移すもの少か

十二676図 ︵略﹀︑獣類中にも食物を

らず︒

食用

物の訣乏せる頃に至れば︑︵略﹀︒

十二691図

しょくよう︻食用﹈︵名︶5

馬も牛と同様に劣働にも使は

十676 其の肉は食用となり︑︵略V︒

れ︑食用にもなる︒

十851

豚はもっぱら食用の爲に飼

十873 羊の肉も亦食用となり︑︵略V︒

ふ︒

季節二王ツテ︑食物ノ選ビ 十864
寒イ時ハ︵略﹀︑獣肉其ノ

常二食物ヲ料理スル転所ハ

植物質ノ食物ヲ添へ︑︵略V︒

墨田清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

十一669

胃ハロヨリ入隊レル食物ヲ
︵略﹀︑食物ヲ食フモ︑言語

其の衣服・食物・家屋の有
あは

食物は粟・稗・うばゆりの

十一6610 毫設置種々ノ食物ヲ置キ︑

るために働きたりといはば︑我もま

運動不足なれば︑食物のこ
空喜の大切なることも食物

なれ悪く︑︵略V︒

九596國

し︒

九584図

ん︒

事務に當る者︑如何に其の職務に忠
︵略﹀︑小敵を侮らず︑大

た諸君を養ふために賦したりといは

十二田3図

敵を恐れず︑十分に自己の職務を壷

食物

す人を眞の大勇の人といふべしと訓
へ給ふ︒

しょくもつ﹇食物︼︵名︶29

十一656

方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十一654

一に其の勢役の結果なり︒

りても︑食物に不足することなきは︑

十一67図秋・冬の花少き季節に入

之を賞美す︒

根等を主とし︑鹿の肉は珍味として

十812図

様に至りても異なる所多し︒

十804図

ヲ獲スルモ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

十775國

コナシ︑︵略V︒

十763図

におとらず︒

かへりたてから︑しきりに食 九607図

働クコトガナケレバ︑食物モ

我の職務は食物をこなし

食物はよくかみこなすべ

實なるも︑︵略﹀︒

十二脳3図

心廣く︑禮ゆたかなり︒

十一一718図

見童は皆よく之になつきて︑︵略V︒

其の他の敏員も校長を模

物が之を消費するからである︒
十二218 植物も動物と同じく︑呼吸

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出
すが︑︵略V︒

十二223 若し炭酸瓦斯を供給するも
のがなければ︑︵略V︑地球上の植物

此の外︑動物は植物の三尊・

は壼く枯死すべきはずである︒
十二233
根・雄蕊を食って 艦 を 養 ひ ︑ ︵ 略 V ︒

︵略︶︑植物は動物質の腐敗

物 を 肥 料 と し て 成 長する等︑︵略﹀︒

十二233
︵略︶︑生存上動物と植物の

關係は極めて密接なものである︒

十二235
︵ 略 V ︑ 動 物 を 飼 養 し ︑ 又 七302

物をさがしてみて︑桑の葉をやると︑

十二438︹図

すぐ食ひはじめる︒

ある山國にては︑犬のくび

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

ナイ︒

買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

八156

かけおきて︑︵略﹀︒

に藥品・食物などを入れたるかごを

七633図

ることを工夫するに至れり︒

物質

しょくぶつしつ﹇植物質﹈︵名︶1 植

植 物 質 ノ 食 物 ヲ 添 へ︑︵略﹀︒

十一665 例ヘバ動物質ノ滋養品ニハ

︵略﹀︑胃は一同に向って

しょくむ︻職務︼︵名︶7 職務
八713図圏

毎日の食物のにたきから種々
の工業まで︑火の力を要することは

八441

敷へきれない程多い︒

︵略V︑目は食物を見ても見
︵略﹀︑手は食物を口に入る

八713層雲

﹂ことを止め︑︵略V︒

八705図

ぬふりをして過し︑︵略V︒

將校も兵士も︵略V︒総べ 八704図

なして︑之を血の製造場へ送るにあ

日く︑﹁︵略﹀︒ 我 の 職 務 は 食 物 を こ

り︒

九229園

て上官の命令を守って︑自分の職務
︵略﹀御入螢﹇の上は︑品

に精を出すのが第一だ︒
十267國国

行方正︑職務に聖遷にして︑畑中の

しょす

しょくりん
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北征ス︒

オホイタ

諸縣

諸侯

山・浮島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ
テ︑︵略﹀︒

の日本一なることは諸子すでに之を
知れり︒

諸子よ︑試みに此の外に諸

子が日本一と思ふ物を激へ見よ︒

十49図

十726□自凶

温泉の諸種の病を治する

は︑た買に其のふくめる鑛物の効の

五十度以南我が帝國の

みならず︑︵略V︒

領土となりしょり︑諸種の経螢追々

十一瓢1國團

成功致候へども︑︵略﹀︒

幕府ハ︵略﹀︑島々ヲ始メ︑

ク全國二作ラル・二巴レリ︒

内地ノ所々へ配布セシカバ︑間モナ

十339図

しょしょ﹇所所︼︵名︶1 所々

之に必要なる諸種の規則あり︒

等の公共螢造物に在りては︑︵略﹀︑

諸子ハ数多アル我が軍艦 十二9910図 ︵略﹀等の交通機關︑︵略V

諸子は中央氣象墓より獲
行ずる天氣圖を見たることありゃ︒

十ニー92國

昇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

十一317図

ノ名ヲ知レルナルベシ︒
セン
諸子ハ戦艦・︵略﹀・潜水

當時支那は王室衰へ︑諸 十一299國

しょこう︻諸侯﹈︵名︶1

十二934図

諸國﹇▽せい

侯各其の國によりて互に勢を孚・ひた

しょこく﹇諸国︼︵名︶3

り︒

子が日本一と思ふ物を数へ見よ︒

十425図 花野ヲ最モ多ク産スルハ岡 十48図諸子よ︑試みに此の外に諸

しょけん﹇諸県一︵名︶1

︵略V牧穫蟻といふもの

一種の草 の 實 を 食 用 と す る を

十一8910図
あり︒
以て︑︵略﹀︒

しょくりん﹇植林﹈︵名︶1 植林
︵略︶︑其の一事業として

杉・檜等の植林を管み︑其の利盆を

ひのき

十一妬2図
以て學校の基本金 と し ︑ ︵ 略 V ︒

﹁諸君は知らずや︑我は

しょくん﹇諸君﹈︵代名︶9 諸君
八712ロ藺凶囹

た貸坐して食ふ者にあらず︒

ようしょこく・せかいしょこく・ぶん
めいしょこく

諸君我を苦しめんとし

て︑此の数日間少しも食物を送らざ

八716﹇図園

るが故に︑︵略﹀︒

女子号にっぽ

と︑我が國にては古來廣く諸所に行

諸所
けるものにて︑左は男子︑右は女子

はれたり︒

しょしょ﹇諸所﹈︵名︶1

十796図心は︵略﹀あいぬ人を豊が 十一791図 鵜を使ひて魚を捕ふるこ

んじょし・にっぽんのじょし

︵略﹀︑翌年英國ヨリ註文ア じょし︻女子﹈︵名︶4

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等

近年は空中飛行器の獲明

なり︒

と男子に同じく︑又口の零露︑手首

カリキ︒

十一鵬1図

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

是ヨリ諸將マタイフ者ナ

飛等ノ諸將之ヲヨロコバズ︒

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑關⁝羽・張

十一囎9図

女子は耳に耳輪をはむるこ しょしょう﹃諸将﹈︵名︶2 諸將
・手の甲等には入墨をほどこせり︒

︵略V︑佛門に入りて父 十798図

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を

男子も女子も寒き時は犬の

ぜんに

今は水路に汽船があり︑陸上

孝女お房の︵略V︑稻生恒しょしょほうぼう﹇所所方方一︵名︶1

いなふこう

皮などにて造れる羽織の如きものを
用ひ︑︵略﹀︒
ふさ

軒の妻の︵略﹀︑松下騨尼の︵略﹀︑鈴

けん

十二328﹇図

もん

九382

ゑ

しょ・す﹇処﹈︵サ変︶6 冠す

ぜられ︑又重き者は管倉に入れられ

て︑罰に虚せられたる者は外出を禁

何か不都合なる事あり

内iシ・

にも所々方々に鐵道が通じてみる︒

所々方々
いま

所持品

木今右衛門の妻の︵略﹀︑皆後世女子

の模範とすべき徳行なり︒

諸種

十594旧藩

毎週土曜日の午後には居 ース・ースル・ーセ︾

しょじひん﹇所持品一︵名︶1

清潔検査これあり候︒

室・兵器・寝具其の他一切所持品の

上下の別面かにして︑何れ 十564圓團

場ヲ見タルコトナカルベシ︒

九262図

も上官の命令を守るは諸子の能く知
ら

︵略﹀奈良の大佛の大きさ しょしゅ﹇諸種﹈︵名︶3

る所なるべし︒
な

十48図

十806図

巡り歩くなり︒﹂

十﹇436図圏

諸國に起れり︒

十一294図

ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑︵略﹀︒

十4310図

︵略﹀︑新しき血出牢ずし

て︑諸君は皆却って自ら苦しむにい

八718謡言
たれり︒

り︒

八719図園 これ諸君の自ら招く所な

れるをさとりしならん︒

八719皇民 諸君は今にして諸君の誤

其の南部は︵略V︑こ
諸子

諸子は皇大神宮のかくばか
りたふときいはれを知れりや︒

八18図

しょし︻諸子﹈︵代名︶9

とよはら
﹂に樺太磨の所在地豊原あり︑︵略﹀︒

十一974國團

八721図圏 諸君は今にして諸君の誤 しょざいち︻所在地︼︵名︶1 所在地
諸君若し我に食物を送る

れるをさとりしならん︒
八722団︺園

︿略﹀︑我もまた諸君を養

た め に 働 き た り と いはば︑︵略﹀︒

八723図圏

ふために狂したりといはん︒
﹁諸君︑憂ふること

十二2910図圏勝商城に向ひ︑高らか 八389図諸子ハイマダマツチノ製造
に號んで曰く︑
なかれ︒

孔明ハ︵略﹀︑先ヅ南方

しょぐん﹇諸軍︼︵名︶1 諸軍
十一財5ロコ凶

ノ齪ヲ平ゲ︑遂二自ラ諸軍ヲ率ヰテ

553
しょるい
しょせい

いでや臨幸の路次に参

ダナヲハジメ︑料理道具・食器・フ
キンナド汽缶ルマデ︑常二清潔ニシ

十︻157図
り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

ぼしん
激育勅語と戊申詔書と

候由承り申候︒

十ニー3図

テ置カナケレバナラヌ︒

タ︒﹂

テイ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

十匁まで二鏡で︑これもた雲の手紙

七531囹 ︵略﹀︑書物や爲眞の類は三

などよりはよほど安いのです︒

其の他食器・衣服等何事

し︑︵略V︒︵略V︒高徳せめても此の

十338図

十365園

私はわざと一巻の書物を床

︵略V︑あの青年ははいると

の上に投げておきました︒

十362囹

布セシカバ︑︵略﹀︒

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

にも清潔を旨とするは衛生上にも必
蜀國

⁝封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

十一螺2図蜀國ノ魏・呉二強國ト相

しょつこく︻蜀国一︹地名︺1
ギ

要なる事なり︒

十二897図

所存を上聞に達せばやとて︑︵略V︒
うりふ

は︑我等が身を修め︑世に慶するの

は

道を示し給へるものにして︑︵略﹀︒
で

︵略﹀︑片岡・出羽・瓜生

十二323図 是等の人々は皆非常の大 しょたい﹇諸隊﹈︵名︶2 諸隊
十二62図
・東郷︵少將︶の諸隊は敵の後尾を

事にあひて心を取齪さず︑能く其の
虚すべき道に恐したる我が國婦人の
︵略﹀︑片岡・瓜生・東郷

つく︒

バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

直に書物を取上げて︑テーブルの上

に置きました︒

十ニー77図

是等の豫報は氣象塞・測

候所を始め︑官鷹・諸役所等の前に

所用

掲示せらる＼を以て︑︵略V︒

愚櫓も所用ありて京

しょよう︻所用一︵名︶2

年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

へ上り︑一二年在京せんもはかり難

十一724図囹

し︒﹂

シテ︑綿羽又ハ綿布トシ︑内妻ノ所

十一838図

保己一ハ︵略V︑後丸山名 十二鵬3図 ︵略﹀︑市町村長・参事・曾

︽ースル彰

しょり・す﹇処理︼︵サ変︶1 慮塾す

保己一ハ︵略V︑人二書物 ．用ヲミタシテ︑︵略V︒ ︑

書物

しょやくしょ﹇諸役所﹈︵名︶1諸役所

兵舎内にては︵略V︑所

諸 しょていいがい﹇所定以外︼︵名︶1
所定以外
定以外の場所にて煙草を吸ふ事等堅

名古屋城は︵略V︑徳川家 十569國團

とくがはいへ

しょだいみょう﹇諸大名﹈︵名︶3

の諸隊は其の退路を絶ち︑︵略﹀︒

十二323図 ︵略V︑能く其の虞すべき 十二85図

實例にして︑︵略﹀ ︒

道に虚したる我が國婦人の實例にし
て︑︵略V︒

十二337図 人世には思はぬ不幸︑驚 大名

く禁ぜられ居り候︒

やす

八937図

康が諸大名に課して造らしめたる名

くべき事攣の何時起り來らずとも限
らず︒平時に於て常に之に虚するの

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔 しょとう 弓おきなわしょとう・にしイ
ンドしょとう
諸道具

座敷の床の間より毫所の

しょどうぐ﹇諸道具︼︵名︶1

七232図

廻書シカバ︑︵略﹀︒

ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑一心二十

七229図

しょもつ﹇書物︼︵名︶8

しょねつ号きょくなんしょねつ

一定し︑︵略﹀︒

戸棚に至るまで︑諸道具の置場盧を

とだな

箱根山田︵略V︒︵略﹀︑諸大 十二889図

助長

名其ノ他旅客ノ宿泊スルモノ多ク︑

九391図

造りタルモノニシテ︑︵略﹀︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ

九295図

城にして︑︵略V︒

．信義は人と交り世に虚

道 を 畳 逃 し 置 か ず ば︑︵略V︒

十二那5図
するに於て最も大切なる事にして︑
︵略V︒

十二描7図 平常質素を旨とすべきは

しょせい︻処世﹈︵名︶1 浮世

︵略﹀︒．

しょちょう号けいさつしょちょう

修身・虚世の上に於て何人にも最も

じょちょう・す︻助長﹈︵サ変︶1
余ース︾

大切なること言を待たず︒
どいつ

す

又産業組合を設け︑慈善

しょせき﹇書籍﹈︵名︶1 書籍

十二m5図 又猫逸にては事書館の書

十二塒3図

事業を起し︑若しくは青年會を組織
して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

此の公平なる精神を以てすべし︒

員等の其の事務を虚黙するも︑︵略﹀

諸戦役

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し
込めば直ちに送り 來 る ︒

高キ記者トナリ︑多クノ書物ヲアラ

しょせんえき﹇諸戦役︼︵名︶1

心の作興に務むるが如きは︑︵略V︑

パセリ︒

九2710國 維新前後無事ニタフレタル

自治の精神の養成に資し︑自治團艦

ようしょるい

しょるい﹇書類︼︵名︶1 書類n▽ひつ
アル夜弟子ヲ集メテ︑書物

人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸職役二戦死

七242m囚

︵略V︑書物モ近ゴロバ大 八437 役場は幸に焼けなかった︒ 一

ノ講義ヲセシ時︑︵略﹀︒

壼所ハ︵略﹀︑流シ元・戸 七466囹

食器

を助長すべきを以て︑︵略V︒

十一671

しょっき﹇食器一︵名︶2

シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

しょそんうけんかしょそん
しょぞん﹇所存︼︵名︶1 所存

しらゆき
しらが

554

切の書類や記録類も皆ぶじであった
といふことだ︒

新羅王

伊企灘却って﹁新羅王

しらぎおう﹇新羅王︼︵名︶1

十二305図園
我がしりを食へ︒﹂といひて︑︵略﹀︒

神殿は昔ながらの白木造に

して︑︵略﹀︒

八29図

十527図囹 今は七十にも鯨れば︑殊 しらきづくり﹇白木造﹈︵名︶1 白木造

しらが﹇白髪﹈︵名︶4 白髪
の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ
げの黒きは如何に ︒
き

そ

思え元

木曾の檜よ︑

ひのき

十538図園 平生にても︑若き人は白 しらくも﹇白雲﹈︵名︶2 白雲
十119図黒影
白雲を

髪を見て侮る心あ り ︒

悲しきは老の白髪なり︒﹄

雨ヨニハ

うなじユまきて︑峯高く

十543図園

雨ニハ︵略V︑

空ユそびえき︒﹂

す

霜等アリ︒

肉⁝セ︾

しら・す︻知﹈︵下二︶2

知ら

︵略V︑白つゆむすぶ秋の野

︽ーシ彰

白根山

知ら

我は海の子︑白浪試

しらべ

白根山

調

葉かげにいねし鳥ははや
ゆめも見あきつ︒︵略V︒歌へ歌へ︑

しらべる 貞一べ彫n▽とりしらべる

かいさつ口では切符をしらべ

てるます︒

五401

九83

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

此の時も少し進んだきりで︑

ルト︑転身フエ盒ソレぐ攣ツ

テヰル︒

やがて動かなくなったが︑しらべて

九325

見ると︑機關の一部に故障があった

箱根と新居とには悪所があっ

あらみ

ので︑︵略﹀︒

て︑役人が一々旅人をしらべて通し

九373

た︒

べて雇ふことに致しました︒

白ほ

大

︵略V︑朝目・夕日を負ひ

白帆を

三つ四つ五つうち連れ

通ふ白ほの美し

わけて名におふ松島の

白帆

十377園 ︵略﹀︑なほ平生の行をしら

なり︒

白雪

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか

十一198図

送る夕風に︑︵略﹀︒

て︑自走をさして鋸り行く

やばせ

八618m囚圃

や︒

島・小島その中を

六55魍

しらほ﹇白帆﹈︵名︶3

︵略V太鼓の音がかすかに

歌へ歌へ︑しらべ高く歌

しらべ高く歌へ︒

九123図圃
へ︒

十一5510

聞える︒耳をそばだてて聞けば︑進

秋の山は紅葉の錦を織

しらゆき﹇白雪﹈︵名︶2

・村雨︑雪ニハ初雪・白雪・吹雪︑

十一308図雨ニハ春雨・時雨・タ立

り︑冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

重く沈んだ調に暗いく海 十一192図

軍の調である︒

シラベル

の底へ引込まれるやうな氣がするか

十二835

商費ノ用向ヲシラベテヰル︒

雨ニハ︵略﹀︑雪ニハ 八141 ︵略﹀︑父ハハや店ニスワツテ

ちぐさの花もおもしろや︒

霜等アリ︒

白浪

小山の標な白波が高くくだけ

しらなみ﹇白波﹈︵名︶2

ぬ顔す

九17図

しらねさん︻白根山︼︹地名︺1

は知らぬ請して過せしに︑︵略﹀︒

かんなどひとり言いひ居たり︒住持

うかゴふに︑︵略﹀︑明日はかく豊が

十一737図

かくて次の夜は如何にと

しらぬかお・す﹇知顔︼︵サ変︶1

さわぐいそべの松原に︑︵略V︒

十一212図圃

て︑夕立のやうに降散る︒

十651

白波

︵略V︑其ノ外白雲・白露・初霜・朝

十一308國

の

六58圃

しらつゆ﹇白露︼︵名︶2白つゆ白露

﹁︵略﹀︑総べテ物下破レタ

みつひで

︵略V︑信長は京都で光秀とい
ふけらいにころされました︒秀吉は
この知らせを聞くと︑すぐに敵とわ
ぼくしてかへって起て︑︵略﹀︒

と思ふと︑︵略﹀︒

しら・べる﹃調︼︵下一︶6

︵略V耳は食事の知らせを
聞きても知らぬ風をし︑︵略﹀︒

八703図

九118國圃

獲信人の居所氏名を受信人 しらべ﹇調︼︵名︶4

知ラズ︿
色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ
ラズ︿二出口へ出テ來ル︒

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

七381

しらずしらず︵副︶1

に知らせんとする時は︵略V

八48図図

キ者二知ラセントテカクスルナリ︒﹂

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

ル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八183國圏

知ラス

︵略V︑其ノ外白雲・自立・初霜・朝

−†一齢8国凶

︵略 V ︑ 墨 を 塗 り て 候 ︒ ﹂ と

て︑之を洗ふに白髪の頭となれり︒

十545図

しらがあたま﹇白髪頭﹈︵名︶1白髪頭
十542國囹 白髪頭にて若き人と先を
争ふもは貸かりあ り ︒
しらかば

しらかば

しらかば﹇白樺﹈︵名︶1 白樺
とど
森林は︵略﹀︑椴松・
からまつ

蝦夷松・落葉松・白樺等一面に生ひ

えぞ

十一卿4圓團

茂り︑︵略V︒

まじり

しらがまじり﹇白髪混﹈︵名︶1 白髪
十526國囹 義仲の幼目に見たりし時
も︑すでに白髪ま じ り の 老 人 な り き ︒

十二41図白川

しらかわ﹇白川﹈︹地名︺1 白川

な

六501

材は皆ひのきの白木を用 しらせ︻知﹈︵名︶2 知らせ

しらき﹇白木﹈︵名︶1 白木

八63國
ひ︑︿略V︒
な

十二303図 口調伊野健は新羅と戦ひ

つきのいき

しらぎ﹇新羅︼︹地名︺2 新羅

つきのいき

て新羅の將に捕へらる︒
昔調伊三里は新羅と戦ひ

て新羅の將に捕へらる︒

十一一303図

555

︵略﹀︒

しり﹇尻一︵名︶3 しり

六575 その時信玄のけらいが︑後か
らやり先で謙信の馬のしりを力一ぱ
な

四323囹
それではうどんやさう
めんは何でつくりますか︒﹂三

孔子事へて吏となりし 七325 獄の口の中には︵略︶︒そのく

郎﹁知ってゐますとも︒変です︒﹂

十二941図

だから出すねばったしるが外へ出る

︵略﹀あんの豆と︑だん

ごにつけるこなの豆と同じ

ですか︑ちがひますか︒﹂三郎﹁そ

イ︒

テヰルダケイツテゴランナサ

皆さんはとけいの見方

吸ひ︑︵略﹀︒

を知ってゐますか︒

四457

して知り給へるか︒﹂と問ふ︒

えず甘き汁を出すものなれば︑︵略V︒

油墨は︵略﹀︑身膿より絶

十︻8810図

利根川ハ︵略﹀︑本流・支

絶えず甘き汁を出すものなれば︑蟻

十一891図

知る

少しも知らずに

五566

も知らずにゐました︒

五95 一思ひにとび下りると︑何だ
か目がまはって︑しばらくの間は何

ゐました︒

でしたから︑

は風がなくて︑しっかなばん

油贔は︵略V︑身禮より 四631 けさおきて見ると︑雪が
たくさんつもって ︵略V︒ゆふべ

流ノ長サヲ合スレバ︑一千元期二十

知ル

しる・しらずしらず・はかりしる・み

角ノアルケモノモタクサン

六223 ︵略﹀︑その石をおろして︑な

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ

知りマセン︒

鳥ヤケモノハ火ヲ使フコトヲ
しりたまう・みしる

五718囹
勝手ノ

三728 トモダチモミンナヰナク
ナツテ︑知ツテヰルモノハ一人

角ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ顛 nVあい

し・る︻知﹈︵四・五︶88

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

は此の甘き汁を得んが爲に︑︵略﹀︒
しりょく﹇死力︼︵名︶2 死力
はち
やがて二人は荒波に打返さ 十二204 蝶や蜂は花から花へいそが

して漕進む︒

十一塒7図囹

﹁臣アヘテ死カヲ蓋シ︑

る﹂船の頭を立直しく︑死力を壷

十6910図

ブ︒

九185図

しりゅう﹇支流一︵名︶1

支流

﹁我が

四348囹

に︑︵略﹀︑職を退きし後も弟子の道

でもない︒

七644ゆ・茶・汁・すひ物はいふま

る︒

と︑すぐにかわいて綜になるのであ
知り給ふ

を問ふもの盆︑多かりき︒

しりたま・う︻知給一︵四︶1
内1へ︾

日書き給はん鶴の姿はかやうなるべ

つきのいき

いになぐりつけた︒

し︒﹂と︑

などに群り着きて︑其の植物の汁を

十一8810図

十二304図囹昔重工企灘は︵略V新 十一743図囹 ︵略︶︑住持︵略﹀︑﹁今
羅の將に捕へらる︒其の將伊企灘を
て見するに︑豊師は驚きて︑

夜中のぞき見たる姿をし

して︵略V︑﹁日本の將我がしりを食

書がかんと思ひ構へしことを如何に

れは知りません︒﹂
八659
藍玉ヲ水ノ申へ入レテオク
四366 ︵略Vツカヒミチハマダイ
ト︑紺色ノ汁が出マス︒
め
クラモアリマス︒皆サンノ知ツ
巌巌は植物の若芽・若葉

へ︒﹂と號ばしむ︒

幾度

十二305図囹 伊二三却って﹁新羅王
我がしりを食へ︒﹂といひて︑

n ▽ も の しり

責 め ら る れ ど も 改 めず︑︵略﹀︒
しり﹇知︼

まして威力を以て

十二㎜8國 市町村長・議員等を選畢

しり﹇私利︼︵名︶1 私利
するには︵略﹀︒

強制し︑私利を以て渤誘する等の手
段を用ひ︑又は之に左右せらるΣが
如きは︑︵略﹀︒

知り居る

忠節ヲ致スベシ︒﹂

物事ヲ知分クルモ︑善悪ヲ

﹁次郎︑オマヘ

モアリマセン︒
四204園

に︒﹂

﹁先では知らないのだか

ら︑一鏡まうけておけばよかったの

六315囹

を知りました︒

﹁一バン太イノガオヤ んどにもはかりにかけて︑その目方

ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
︵略V︑北條早雲が小田原 四211囹

アト

四317囹 ﹁三郎さんはまだそれ
を知らなかったのですか︒

ユビ︑︵略﹀トモイヒマス︒

汁n▽どくじ

城に撮りて︑次第に其の椹力を四隣
しる

ノニ本ハ知りマセン︒﹂

る

しる︻汁﹈︵名︶7

に張らんとせる頃なりき︒

十二811國

ほうでう

モ皆彊ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

︽ークル彰

退く

角を見定むることを知り居たれば︑
退ク

十768図

はかなふまじとそしる︒

んとすれば︑︵略﹀︑退く時には︑今

十541式帽 まして戦場にては︑進ま

ヲ見テスベシ︒

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七83図囹 コノ度ノ合戦サダメテナ しりん︻四隣︼︵名︶1 四隣

余ーキ・ーク︾

しりぞ・︿﹇退︼︵四︶3

︵略﹀︒

九485図 引は幸にも星によりて方しりわ・く︻知分︼︵下二︶1 知分ク

角ーイ︾

しり・いる︻知居﹈︵上一︶1

しり一しる

しる
しる
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︵略V︑信玄は︵略V︑はさみ

井ノ中ノカバヅ大海ヲ知ラ

六424 ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ
サヲ知レ︒

六433
ズ︒

六557

うちにしようとした︒謙信はそれを
知って︑こちらから先がけをしよう
と︑︵略V︒

し︑︵略﹀︒

八712國園

﹁諸君は知らずや︑我は

又世界の中には︑年中夏の

た父坐して食ふ者にあらず︒

八825図
氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を
知らざる國あり︒
テウシ

河霧ニ銚子港アリ︒醤油ノ

清少納言も︵略V︑其の才

氣を以て知られたりき︒

十168國

十179國萬づに寒ききたること︑此
の一例にても知るべし︒
︵略﹀︑ねぎや大根が青々とう

ねをかざって︑こΣばかりは冬を知

十291

知ラヌモ父母二三ル︑如ク悲シミタ

か

十748図

ほ

中にも最も世に知られたる

伊香保も亦古くより知られ
彼等は元は讃み書きも知

たる温泉にして︑︵略﹀︒

︵略﹀︑難卵や難肉の養分の多

らず︑算数の考もとぼしかりしが︑

十824等親

︵略﹀︒

十881

笠置の山の行在所︑寄す

かさぎ

いことは知らぬ人はない︒

十886図圃

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマ

る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち

給ふ︒

テ︑都ニアリシ時此ノ山二出ヅル月

十967図

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︵略﹀︒

吉野山霞の奥は知らね

花ぞ昔の香ににほひける︒

主上は詩の心を御さとり

諸子ハ数多アル我が軍艦

セン
諸子ハ戦艦・︵略V・潜水

謹嚴ナルベキ場合二笑フ

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

十一536國

父りを上げて︑︵略﹀︒

は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑もと

るに︑正儀はかくとも知らず︑﹁今日

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた

十一446図 ︵略﹀︑熊王今夜こそ正儀

艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

十一318図

ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一299図

て︑其の悉くる所を知らず︒

十一187﹇図 かくして島韓じ︑海廻り

むることもなかりき︒

の意味を知らざりしかば︑思ひとが

ありて︑︵略﹀︒されど武士どもは其

十一165図

しは人の能く知る所なり︒

︵略﹀︒其の後吉野の朝の皇居となり

十一53□薗凶 吉野には古く離宮あり︑

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒

十︸13國國

里は

トヨメルコト人ノヨク知ル所ナリ︒
名講ノカク異ナルヲ以テ 十995心情 人はいさ心も知らず︑故

らないやうに寂々とした色を見せて
みる︒

上下の別明かにして︑何れ 十308図

産地トシテ知ラル︒

九182図
九262図

モ︑此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來セ

ソノツカマヘタ魚ヲ︵略﹀︑肩

ニカツイデ行キマスガ︑後干ラーツ

シコトヲ知ルベシ︒

六668

も上官の命令を守るは諸子の能く知

サレバ平左衛門ノ三三シ時

る所なるべし︒

昔ヲ知レル人︑若シ黄道ノ 十328図

ハ︑中巻ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父

リトナリ︒

八十歳を越えて病を知ら

良刀リモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ
九585﹇図

︵略﹀︑あの青年ははいると

直に書物を取上げて︑テーブルの上

い

十732ロ︒凶
み

道後に次ぎて早く世に知ら

海・伊香保等あり︒

あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

いふことを知りました︒

に置きました︒それで注意深い男と

然れども運動多きに過ぐれ

ざる或老人に︑長生の方法を問ひし

九602図

に︑︵略V︒

十366園

ヤ︒

九4010國

ヲクラベ見バ︑︵略V︒
母二別ル・如ク悲シミタリトナリ︒
然レドモ自然ノ轄憂三更二 十328図 ︵略﹀︑中國ノ人々︑知ルモ

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

九406國

ヅツヌケテオチルノヲ知りマセン︒
︵略﹀︑昔を考へ︑今を知

︵略﹀ ︑ 風 ニ バ カ ニ 吹 キ テ ︑

り︑學びの光を身にそへよ︑身につ

六844図圃

けよ︒

七244図

講義 ヲ ツ マ ケ タ レ バ ︑

トモシビキエタリ︒保己一ハソレト
モ知ラズ︑
︵略﹀︒

七45エ図圃 いほりもかうは孝行の
曾我兄弟に知られ た り ︒

ぞ が

七872圏 この星を見分けることや︑

ば︑却って病を起すことあり︒﹁過
と知る

燈壷のあかりを知ることは︑船に乗

ら

る 者 に は 大 切 な 事です︒﹂

な

︵略V式部は︵略﹀︑常に一

れたるは有馬の温泉にして︑︵略V︒

︵略V奈良の大佛の大きさ 十738國
の日本一なることは諸子すでに之を

十48図

べし︒

ぎたるは及ばざるが如し︒﹂

八21図 諸子は皇大神宮のかくばか
りたふときいはれ を 知 れ り や ︒

八334囹﹁︵略﹀︑元は少しは人に知ら

知れり︒

炭・薪・材木等の森林より

りといふ︒

といふ文字をだに知らぬ顔に過した

十165図

出つることは何人も知れる所なり︒

︵ 略 ﹀ ︑ 一 箱 ノ マ ツ チ が 我 等 十87國

れた刀かちで︑︵略 ﹀ ︒

八402図

ノ手二日ルマデニハ︑何十人ノ人手
く略V︑これより後は耳は

ヲ要スルカヲ知ラ ズ ︒
八704︹図

食事の知らせを聞きても知らぬ風を
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しるす
しる

無爲に苦しむことなし︒

十一692図 時間の貴きを知れる者は
︵略﹀︑﹁我が書がかん

と思ひ構へしことを如何にして知り

十一744図圏

給へるか︒﹂と問 ふ ︒ ﹁ そ は 昨 夜 の ぞ
き 見 て 知 り た り ︒﹂といへば︑︵略V︒
けごんの

はんにゃ

十一759図 日光山には華嚴瀧を始と
して︑霧降・裏見・方等・般若等其
の名世に知られたるもの少からず︒
は幾十粗なるを知らず︒

十︸763図 ︵略V︑其の瀧つぼの深さ

本として上下すと知るべし︒

十﹁947図 即ち物の債は普通の債を

孟獲答ヘテ 日 ク ︑ ﹁ 此 ノ 如 シ ト

シテ︑﹁此ノ軍備 ヲ 何 ト 見 ル ︒ ﹂ ト 問

十一塒2図囹 ︵略V︑蜀軍ノ陣螢ヲ示
フ︒
知 ラ バ 何 ゾ 敗 レ ン︒﹂ト︒

十一燭6図 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
ビ戦ハシメテ再ビ 之 ヲ 捕 フ ︒ ︵ 略 V ︑
十寸歎ジテ︑︵略 ﹀ ︑ マ タ 反 ス ル コ ト

キ

カ

ナカリキ︒其ノ度量ノ超大ナルヲ知
ルベシ︒

︵略V庵下將卒モ皆此ノ

成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激ノ

亡霊ー12図圏

︵略 ﹀ ︑ 又 其 の 日 の 天 氣 豫

極︑言フ所ヲ知ラ ザ ル モ ノ ノ 如 シ ︒ ﹂
十ニー79図

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ
し︒

十二279図囹﹁︵略﹀︑若し向ひの山に

さ

ど

のろしのあがるを見ば︑幸にして城
を出でたりと知れ ︒

十二487図圃 古く知らる﹂佐渡・生

かう

野︑其の他無数の磯坑は
い
ちて山を鋳る︒

山をう・づ

い

せざき

絹織物の産地には︑京
きりふ

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二494図圃

倫敦には英國博物館・英

強兵ヲ以テ知ラレタル我

も古く其の名を知ら窪たり︒
十二534図
ガ國ハ︵略﹀︒
らん

十二638図
蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知

十二861図

シルシ

しるし

ソレデハオワカレノシ

︵略﹀︑ふだん品物をや

ルシニコノハコヲオ上ゲマウ

三712囹

号うまじるし

四十七士の事蹟は見童・ しるし︻劃一︵名︶6

走卒も之を知らざるはなく︑︵略﹀︒

﹁主人は死し︑主家は

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二8610廃園

シマセウ︒

りとりする時には︑なまぐさの

喜劔︵略V︑義士復仇の 四451園

るを知らず︑︵略V︒

畢を聞き︑其の主謀の良雄たるを知

十二875図

るに及びて︑驚いて曰く︑︵略﹀︒

さうして象の重みで船の水に

九651図

に︑︵略﹀︒

さうして前にしるしを附け

試みに茶わんのそこにしる

ておいた所まで船が水につかった時

六221

つかった所にしるしを附けました︒

六214

しるしにのしあはびを つける
やうになったのでせう︒
於ける乗客の畢止︑道行く人の容儀

・建築物等の書様︑汽車・電車中に

十二弼8図他國に行きて︑其の市街

十二703図 ︵略﹀魚腹に葬らるΣも

の品格の知らるΣものなり︒

等を見れば︑︵略﹀︑早くも其の國民

られたる建築物多し︒

の︑野獣の爪牙にさかれて食はる㌦

眞に自治の精神に富める

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

し

︵略V︑新しいしるしばんてん

︵略V其居所氏名を此虚へ

獲信人の居所氏名を受信人

にて記すべし

に知らせんとする時は︵略﹀片呼名

八48図図

記すべし

八48図図

余ーシ・ース彰

しる・す︻記﹈︵四︶4 記ス 記す

を着てみる大工が一番目立ちます︒

六746

るしばんてん

しるしばんてん﹇印半纏︼︵名︶1

となかるべし︒

九652図其のしるしは水にぬるるこ

水中に入れよ︒
知ら

任者を注ぐるを知りて︑其の他には
︵略﹀︑西も東も

分け弛た

肉ーレ彰

文字の数︒世の人

身のいつしかに

十二月92図團

何等の私心を有せざるなり︒

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

十二脳2図

もの︑其の数を知らず︒

四百年以前までは東半球
︵略﹀西班牙に轄じ︑居

の人は全く西半球を知らざりき︒

十二736図
十二765図

ること多年︑遂に皇后イサベラの知
る所となり︑其の保護の下に此の大

ざりし

道の筋︒

る︑世の人並の
並の

知る

時としては幾千萬とも数

シルクハット

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

十二693図

し・る﹇知﹈︵下二︶1

︵略V︑朝の風を聞きては

探書を行ふに至れり︒

十二782國

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

︵略﹀︑又果實の附きたる

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
ず︒

ぎるに︑︵略﹀︒

十二789図

シルクハット︵名︶一

路行く人のかぶりもの︑

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

と類多し︒

しるけ﹇汁気一︵名︶1

︵略﹀此虞に記すべし

︵略V︑又汁氣ノナイモノノ 八48図図獲信人は自己の居所氏名を
次ニハ汁物ヲ出シ︑︵略﹀︒

十一665

汁氣

中折・鳥打・山高や︑シルクハット

九502図圏

人々始めて陸地の近きを知り︑︵略V︒

︵略﹀︑人々喜びて︑手の

かの情深い紳士は誰であっ

舞ひ︑足のふむ所を知らず︒

十二793図

十二853

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

かの情深い紳士は誰であっ
たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二853

しろい

しるもの
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十337図

い︒

十191

ない︒

十356圏

十一565

何萬とも知れないいるかが

しろ

呼号うきし

へいけのぐんぜいがふくはら
ひよどりこえはしろの北の方
﹁こΣからしろの方へ下り

しろの後はけはしい阪で︑

見下せば︑しろは何十丈ある

いで城に入らんとするに︑不幸獲見

せられて︑︵略V︒

十二299図勝商城に向ひ︑高らかに

かみつけぬのかたな

號んで曰く︑︵略﹀︒

四散せしかば︑夜に乗じて城をすて

十二3010図 上毛面形名︑︵略﹀︑兵皆

たかなが

新田義貞︑尊良親王を奉

につたよしさだ

て逃れんとす︒

足利氏の大兵來り攻め︑

あしかぽ

じて越前國金崎の城に在りし時︑

ゑちぜんのくにかながさき

十二315図

︵略﹀︒

城遂に陥り︑保・義鑑共に戦死す︒

十二317國

ふ︒

熱き地方の白蟻は周園十

集を造り︑木質にて内部を園むとい

間︑高さ三間にも達する小山の如き

十一896図

これを見た三千人の軍ぜい しろあり﹇白蟻︼︵名︶1 白蟻

ある年︑城のへいが百間ばか

アカイノヤシロイノヤ

クロイネコシロイイヌ

い ︽ーイ・ーク彰号あおじろい

秀吉コ︑二城ヲキヅキシヨ しろ・い﹇白︼︵形︶28シロイ 白イ 白
リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ

一404
名古屋は此の城あるにより

一173
八946図

て名高く︑︵略﹀︒

︵略﹀︑﹁尾張名古屋は城で

城を抜け出でて岡崎に

持つ︒﹂とうたはれたり︒

十二275図園

十六日勝商は︵略V︑次 三23

﹁ボクニハコノシロイ

パツトトンデイキマシ

︵略V︑モチハ白イトリニ

白イノモコウバイモア

ヨイオヂイサンバ白イ犬

ムカフノ山ニハ︑ユキガ

ヲーピキカツテ︑︵略﹀︒

二506

リマス︒

二453

タ︒

ナツテ︑

二362

ノヲクダサイ︒﹂

二51囹

イロイロマジツテヰマス︒

レリ︒

六805図

ヒデョシ

りこはれた事がありました︒

六475

中へ攻めこんだ︒

は︑どっと一時にかけ下りて︑城の

五816

か知れないがけの下にある︒

五802

︵略﹀︒L

五783圏

ることが出來るか︒﹂

五781囹

にあって︑︵略﹀︒

五762

のしろを守ってみる︒

五743

ろ

しろ︻城一︵名︶18

あ﹂︑火の勢が一そう強くな

深さは幾百丈とも知れない
︵略V︑谷へ下りる細道も雪

谷底︑︵略V︒

十一564

是でも知れると思ひました︒

をゆづりました︒人に親切なことは

い す
︵略﹀︑すぐに立って︑椅子

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

︵略﹀︑我我の讃む様なものに

つた︒又隣へうつΣたのかも知れな

八423

す︒

およいでみるのを見ることもありま

七831圏

が知れません︒﹂

︵略V其ノ作方︑貯藏ノ方 まその杖をもぎ取られ︑かへりの道

法等ヲ記シテ幕府二丁レリ︒
︵略﹀︑又汁氣ノナイモノノ

しるもの﹇汁物﹈︵名︶1 汁物
十一665
次ニハ汁物ヲ出シ︑︵略﹀︒

しれいかん﹇司令官﹈︵名︶1 司令官
十︻5610 マクドナールは此の隊の司
令官で︑突貫將軍といふあだ名をも
つた勇將である︒

﹇▽とう こ う し れ い ち ょ う か

しれいちょうかん﹇司令長官﹈︵名︶1
司令長官
ん

十二92國 敵の司令長官ロジェスト
ウェンスキー中身 は ︵ 略 ﹀ ︒

しれいちょうかんいかむりょろくせんに
ん︻司令長官以下無 慮 六 千 人 ︼ ︵ 名 ︶

1 司令長官以下無慮六千人

︵略V︑まんぢゆうの標に圓

や氷にとざされて︑どこか全く知れ
ない︒

る︒

して居る︒

額を爾手に支へて人知れぬ涙をこぼ

十二825

最早弾く力も蓋きて︑︵略V︑ 八947圃

く盛上げた土山が数知れず並んでゐ

長官以下無慮六千 人 ︒

︽一

目下刈ー02図 敵の死傷及び捕虜は司令

知れる

十﹇m3

し・れる︻知︼︵下一 ︶ 1 2

しれいぶうしだんしれいぶ
レ・ーレル煙

﹁ナルホド︑オマヘノナ

カマ ハズヰブン多イ︒ オレノ

四542囹

方が少イカモ知レナイ︒

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

十二279図会﹁︵略V︑若し向ひの山に
のろしのあがるを見ば︑幸にして城

黒き影は城の一方より現

しろ

十二294國

れ出で︑︵略V︒

十二282図

を出でたりと知れ︒

辮ノ色ハ白縮ハウス桃色デ︑
募ノ色ハ青イ︒

ガク

九74

三毛ナド様々アレド︑虎ハ一様ナリ︒

八754図タマ猫ノ毛色ニ五帝・白・

しろ︻白﹈︵名︶2白うましろ・まつ

五803 見下せば︑しろは何十干ある しろ﹇代一号なわしろ
﹁それでもだんなが居ない

か知れないがけの下にある︒
六324園

から︑だまってみれば︑誰にも知れ
はしない︒﹂

るく︑杖をたよりにあるきます︒い

六618圃囹 まへからわたしは目がわ

559
しろうり
しろいと

フツタヤウニ白クナツタトコ
ロガミエマス︒アレモサクラ
ノハナデス︒

白イ帆ヲアゲタ乙訓ケ船モイ

クットナクハイツテ來ル︒

六㎎2
﹁︵略﹀︑君は白い雀を見た

八211園白い雀が實際居るのか︒﹂

ことがあるか︒﹂

八208囹

八636

三735 ︵略﹀︑タマテバコヲアケテ

見ルト︑中カラ白イケムリガ

黒イノ

又所々白ク染メ残シタノガカ

次郎﹁ああ︑あれですか︒

四77
す︒﹂．

次郎﹁ああ︑さうです︑さうで

次郎﹁一バン太イノガオ

ヤユビ︑︵略V︒

四205

次郎﹁ウチノニイサンヤ

次郎﹁それではあんの豆

次郎﹁だんごにつけるこな

ネエサンヲア丁寧ルト︑︵略V︒

四216
四343
は︒﹂

四345

次郎﹁あんにするのはあ

と︑︵略V︒﹂

四351

次郎

づきといふ豆で︑︵略﹀︒﹂

太郎と次郎が二人で山

マスカ︒﹂

ら︑︵略V︒

四336

オヂイサン﹁次郎︑オマヘ

十七

白ウサギ

e

しろうさぎ﹇白兎﹈︹唇面︺4白ウサギ

四目5

e

白ウサギ

白ウサギ

十七

十八

四522

白ウサギ ⇔

四目6

十八

白ウサギ

四565

しろうさぎ﹇白兎︺︵名︶10

四523島ノ上静居面白ウサギ
ガ︑︵略﹀︑海ヲワタルクフゥヲ

オマヘノナカマハ

白ウサギハコレヲ見テ︑

カンガヘテヰマシタ︒

四537

﹁ナルホド︑
ズヰブン多イ︒

一ツニツト

四548 ワニザメハ白ウサギノイ
フトホリニナラビマシタ︒

白ウサギハ

ワニザメハ︵略﹀︑白ウサギ

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四552

︵略︶︒

四563

ノ毛ヲミンナムシリトツテシ

白ウサギハイタクテタマ

マヒマシタ︒

リマセンカラ︑ハマベニタツテ︑

四566

ナイテヰマシタ︒

白ウサギハスグ海ノ水

ヲアビマシタガ︑︵略V︒

四578

白ウサギガソノトホリニ

四596 白ウサギ ハ 目ヲコスツ
テ︑又ソノワケヲ申シ上ゲマシ

タ︒

四606

ソノノチオホクニヌシノミ

シマスト︑ カラダハスツカリ
モトノヤウニナホリマシタ︒

四617

エライオ方響オナリニナ

コトハ白ウサギノイツタトホ

リ︑

リマシタ︒

五496

なるほど皆さんと凹しよの

白瓜

キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

ドヲ瓜トイフ︒

・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマナ

五494

しろうり︻白瓜︼︵名︶3

まじめになってゐます︒

分は︑おはなさんも次郎さんも少し

八124国

じろうさん﹇次郎︼︹人名︺1 次郎さん

あにの次郎が又よこか

ハ手ノユビノ名ヲ知ツテヰ

四203園

へのぼりました︒

四38

じろう﹇次郎﹈︹人名︺3

はるかのあなたに白い水煙が
第ごに目につくのは白い着
上衣と股引は冬でも多くは
かげ

其ノ中へ白締や白布ヲ入レ

次郎

号にたんのしろう・にたんのし
じろう︻次郎一︹話し県名︺11

ろうただつね

しろう

テ︑紺や淺黄二染メルノデス︒

八659

白綜

︵略﹀︑どこの山陰にも白い

着物が乾してある︒

十﹇m4

白いのを用ひる︒

十﹁鵬7

物である︒

十一鵬3

見える︒

十645

スリデス︒

八646

白イ綿ガハミ出シマス︒

實が熟スルト︑サケテ中カラ

出テ︑︵略V︒

四48囹あのこちらに白いかべ
が見えませう︒

四26ーオトミハマルクキツ血鯛
イ紙ヲ三ツ出シテ︑︵略V︒
五166 ソノ色ニバクロイノモアリ︑
赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆
金色ヲオビテヰマス ︒

五314 十一月ゴロ白イ色ノ花ガサキ
マス︒

五337 サクラノ花ノ下ニトンデヰル
白イ蝶ヲ見ルト︑︵略﹀︒

キイロ ナ ノ ヤ ︑

五351 蝶ニハ︵略﹀︑羽ノ色ニモ︑ しろいと︻白糸︼︵名︶1
白イノヤ︑

ヤ︑マダラナノヤナマぐアリマス
ガ︑︵略﹀︒

五507 西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ
ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

四53

次郎﹁それでは今くるまの

次郎﹁五人です︒﹂

次郎﹁一人二人三人四人
五人︑︵略V︒﹂

四73

四71

︵略V︒﹂

とほつてみる長いはしが︑

四64

見ると︑︵略V︒

五524花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ 四42 次郎﹁にいさん︑ここから
他八二黄色デアル︒

六18 白い砂に青い松︑どこのはま
べを見ても︑美しい景色である︒

う な た き や 谷 川 が あって︑︵略﹀︒

熊ノ毛色ハ︵略﹀︑

ムネノ

六31 所々に白いぬのをさらしたや
六651

所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガアリマ
ス︒

しろし一しんあいす
560

瓜 ・ ヘ チ マ ハ 細 長 ク︑︵略﹀︒

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

五517 キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ
モタベル︒

しろ・し﹇白﹈︵形︶2 白シ 白し
八836図 ヨーロッパ人は止むね皮膚

余ーク・ーシ彰

九515國圃

シ︒

十﹇432図

郎の子なり︒

ラフソク
︵略﹀彼ノ蝋燭ノ心トス

臣

モシ病勢カ・リテ早ク死

十一433図園

正儀の臣兵庫介忠元あや
﹁赤松光範の臣宇野六

しみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑︵略﹀︒

ひやうごのすけただもど

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ

ナバ︑君ノ御タ自己ハ不忠ノ臣トナ

七71図囹

しん﹇臣﹈︵名︶8

ル太キ綜︑︵略﹀︒

十一872図

︵略﹀︑長き白布くるく ん

と 頭に巻ける印度人︑︵略﹀︒

白旗

十一775図美しき瀧にして︑眞に白
布をさらせるが如し︒

しろはた﹇白旗一︵名︶1

敵今は逃れぬところと畳

悟したりけん︑ネボカトフ少將は白

十二88國
旗をか＼げ︑︷略﹀降服せり︒

しわ

しわはよってもわかい氣

びた直しきしわたΣめり︒

仕業

十二854弓が一度綜にふれると︑天

しわざ門仕業﹈︵名︶1

つぼ

竈の下より火消壷までもよく検査し

かまど

て︑︵略V︒

しん﹇親﹈﹇▽したしみ

臣

正行︵略V︑皇居ニマヰリ

しん﹇臣﹈︵代名︶3

テ申シ上グルヤウ︑ ﹁父正成ノ戦死

七62図圏

父ハ臣ヲ合戦ノ場ニモト

セシ時︑臣ハワヅカニ十一歳︵略V︒

モナハズ︑﹁︵略V︒﹂ト申シ残シタリ︒

七64四丁

﹁︵略﹀︒﹂トイヒシニ︑孔明涙ヲ流シ

十﹇鵬7國圏備崩ズルニ臨ミ︑︵略﹀︑

テ﹁臣アヘテ死力ヲ壷シ︑忠節ヲ致

スベシ︒﹂ト答フ︒

﹁二君たり︒臣臣たり︒ じん﹇人︼弓アイヌじん・アフリカじん

・イタリやじん・インドじん・おうし

・アフリカネグロじん・アラビヤじん

十二944三冠

壮時齊の添景公に告げて
日く︑︵略﹀︒

景公査りて群臣に告げ ゆうじんいっぱん・がいこくじん・し

なじん・せいようじん・たこくじん・

十二954図園

た︒︵略﹀︒一同は唯神の仕業とのみ

ちょうせんじん・トルコじん・ないち

信

︽ースル彫

仁

身を殺して仁を成すこ

陣

謙信は︵略V︑こちらから先

しんあい・す﹇親愛︼︵サ変︶1 親愛す

じんあい号ごじんあい

に攻入った︒

がけをしょうと︑夜の間に信玄の陣

六561

じん﹇陣︼︵名︶1

とあり︒﹄とかや︒

十一144毒素

めて仁を害することなし︒

十一144図葉 ﹁﹃志士・仁人は生を求

じん︻仁一︵名︶2

じん・にっぽんじん・ヨーロッパじん

て曰く﹁︵略﹀︑我が臣の行ふ所は禮

しん︻信︼︵名︶1

君︑實を以て謝せよ︒﹂と︒

齊の臣答へて︑﹁︵略V︒

に反す︒

後張良・韓信浮文漢ノ高祖

十二955國

思った︒

上の音樂の様な美しい音がわき出し

十二947﹇図

十521堅牢若者かと思へば︑面にお 十二944國園 ﹁君君たり︒臣臣たり︒

う會にもついて行く︒

で︑小さい君らのなかま入︑うんど

五294圃

︿略V綿花ノ細片四方二しわ﹇画一︵名︶2

白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

十一847図
飛散シテ︑︵略﹀ ︑ 機 械 ノ 前 二 立 テ バ
全身忽チ白シ︒

しろすずめ︻白雀﹈︹課名︺4 白雀

八目8 第七 白雀⁝e
八目9 第八 白雀⁝◎

八189 第七 白雀 e
八225 第八 白雀 ＠
しろすずめ﹇白雀︼︵名︶4 白雀

八227 次の朝農夫は︵略﹀︑若しや
白虹が居はしまいかと︑屋敷のまは

十259図

しん﹇信﹈︹人名︺2信号かんしん
二仕へ︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑信ハ

︵略︶︑自分はどうかして白雀

りを見まはって︑︵略﹀︒

を見つけようと︑たつねまはりまし

八264

た︒

一には︑軍人は信義を重
んずべし︒信とは我が言を行ひ︑義

十二m5図

眞

とは我が分を書すをいふ︒

しん︻真一︵名︶1

良や老人ノ無言ヲトガメ
ズ︑信や少年ノ笑壷二五ラズ︑︵略V︒
しん

十2510図

外二兵ヲ用ヒテ︑︵略V︒

八265 一週間程たつねたが︑活写は
見つかりませんで し た ︒

りんしゃうじよ

︵略﹀︑小敵を侮らず︑大

敵を恐れず︑十分に自己の職務を霊

︵略V藺躍如といふ賢臣 十二鵬3図
しん
あり︒敵國秦に忙して功ありしかば︑

主婦は寝に就く前︑先づ

寝

す人を眞の大勇の人といふべしと訓

十二901ぽ

しん﹇寝﹈︵名︶1

へ給ふ︒

︵略V︒

十二386図

八271囹 ﹁どうだ︑白雀は見つかつ しん﹇秦﹈︹地名︺1 秦
たか︒﹂

しろぬの︻白布︼︵名︶4 シロヌノ
白布

心n▽こうきょうし

しん﹇清﹈︹地名︺号にっしんにちろり
しん﹇心﹈︵名︶1

其ノ中へ白綜や白布ヲ入レ ようえき

一213 キヌモメンシロヌノ
八659

テ︑紺や淺黄二染メルノデス︒

561

じんい一じんぐう

十二㎜9図

外二人に接するに︵略﹀︑

いはゆる四海兄弟の精神を以て等し

く之を親愛するは大國民の度量な
り︒

ヨ

イ

ツ

﹁我が聯合艦隊が克ク

じんい﹇人為︼︵名︶1 人爲
十ニー08國團
ミ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得
タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜威
ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人爲ノ能ク
スベキニアラズ︒

しんいち 弓さとうしんいち・さとうし
んいちさま
じんいん﹁人員﹈︵名︶1 人員
︵略﹀ 大 き な 汽 船 で ︑ 乗 組

十二391口軸凶囹

面したるもの︒
しん

﹁余は秦王を其の朝に

臣下

動は藺相如が秦王を叱したるとは異

りんしゃうじよ

十二958図此の會に於ける孔子の行
なり︑︵略﹀︒

しんか﹇臣下一︵名︶2
︵略﹀︑女王は新しく生れ

たる雌蜂に其の位をゆづり︑臣下を

十一78図

ごだいご

十724ロa凶

温泉のわき出つる慮はおほ

神曲

まで︑官職の高下︑就職の新藷によ

りて上下の分別最も正し︒

り候︒

辛苦

すげ笠

︵略V︑田植・草取・取入

農夫の辛苦共にする

︵略V︑堤は切れる︑稻の花

︵略V︑二王勾三つぶさに

老後の安樂を願ふ者は若

眞紅

深紅

寝具

︵略V居室・兵器・覆具

じんぐう﹇神宮︼︵名︶2

神宮号あっ

其の他一切所持品の清潔検査これあ

十564國国

しんぐ︻寝具︼︵名︶1

︵略V眞先に上陸し︑︵略﹀︒

の美服を着し︑西班牙の國旗を持し︑

十二798図 ︵略﹀︑コロンブスは深紅

しんく﹇深紅︼︵名︶1

とあり︒

置碁に次ぎて眞紅の熔岩噴出するこ

十二429図 其の破裂するや︑︵略﹀︑
ようがん

しんく﹇真紅︼︵名︶1

年の辛苦をいとふべからず︒

十二708図

に呉を滅して︵略V︒

辛苦をなめて報復を圖り︑︵略﹀︑遂

十一169図

る︒

の中にむだになってしまふこともあ

は散る︑一年中の農夫の辛苦が一夜

九6810

こそはたふとけれ︒

れに

九524図國

しんく︻辛苦一︵名︶4

もしない︒

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

人々は唯神曲に心を奪はれ

むね火山の附近に在りて︑四園の風

仁吉 徳
新奮

十二8310

しんきょく﹇神曲︼︵名︶1
信義

光麗しく︑神氣自らさわやかなるを
畳ゆ︒

一には︑軍人は信義を重

故に十分に信義を蓋さん
と思はば︑豫め能く事の成否を察し︑

十二m6國

とは我が分を煮帰すをいふ︒

んずべし︒信とは我が言を行ひ︑義

十二照5図

しんぎ﹇信義︼︵名︶5

︵略V︑北條高時︑後醍醐

ほうでう

ひきみて分離す︒
き

成し得べからざるものは引受くべか

お

十一135図
天皇を隠岐へ流し奉る︒臣下として

︵略﹀︑小さき信義を立て

らず︒

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

十二田9図

一天萬乗の君を遠國へ遷し奉ること
無道の極みなり︒

櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ

以上の五箇條即ち忠節・

べからずと諭し給ふ︒

十二堰8図

田儀︒武勇・信義・質素の五箇條を

力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下

セバ︑コ・モマタ見渡スカギリ︑人

︵略︶︒

十二郡5図

るに於て最も大切なる事にして︑商

十二57図新義州
九月二十日

じんきち﹇仁吉︼︹人名︺1

十﹇瓢9國團
太郎様

上元帥より下一卒に至る

しんきゅう︻新旧﹈︵名︶1

十二㎎2図

新義州

工業の人としても常に之を重んぜざ
るべからず︒

じんぎ号さんしゅのじんぎ

︵略V港を出て行くと︑立

特に軍人の精神と諭し給へる上に︑

七821園

ちならんでみる人家も︑段々に小さ
く見える様になります︒
︵略﹀︑人家も多くは六七

神南

仁吉

智徳の最も豊満⁝に獲達せ しんぎしゅう﹇新義州﹈︹地名︺1

人格

層にして︑町幅も亦之に適へり︒

十二6010図

十二9510図

じんかく﹇人格﹈︵名︶1

心願

る人格は孔子に於て之を見るべし︒
はちまん

しんがん﹇心願﹈︵名︶1

八幡標に日参いたし候

しんき﹇神気︼︵名︶1

立て候様との心願に候︒

も︑そなたがあっばれなるてがらを

九218國團

信義は人と交り世に虞す

家ナラザルハナシ︒

七593図

ルカギリハ皆人家ナリ︒

七553図

七818囹 私の乗ってみる明治丸とい じんか︻人家一︵名︶4 人家
ふのは︑

の人員は二百人もあります︒

じんいんてんこ﹇人員点呼﹈︵名︶1
人員鮎呼
兵螢内の生活は︵略﹀︑又

毎日朝夕爾度の人員鮎呼も御座候︒

十563圓国

じんえい﹇陣営﹈︵名︶2 陣螢
マウクワク

十一鵬1図 ︵略V︑孔明謀ヲ以テ其ノ
將孟獲ヲ捕へ︑蜀 軍 ノ 陣 螢 ヲ 示 シ テ ︑

﹁ 此 ノ 軍 備 ヲ 何 ト 見ル︒﹂ト問フ︒

ゑん

ヲ観テ︑﹁孔明ハ 天 下 ノ 奇 才 ナ リ ︒ ﹂

十一鵬5図 後仲達︑孔明ノ陣螢ノ跡
ト歎ジタリ︒

︵略V記念砲身塔など︑ま

しんえん﹇神苑一︵名︶2 神苑 神苑
ゑん
八46図 橋を渡りて神苑に入る︒

八51図

たいつれも神苑の内にあり︒
しん
しんおう﹇秦王﹈︵名︶2 秦王 秦王

しんこうす

じんぐうごうごういご
562

たじんぐう・かしはらじんぐう・かし

夜の間に信玄の陣に攻入った︒

六558

謙信はそれを知って︑︵略﹀︑

まじんぐう・かとりじんぐう・こうだ

信玄はふいをうたれておどろ

慢勝

べう

人工

年々著しく増加する勢なれば︑︵略﹀︒

こ

信號旗

﹁皇國の興慶此の一戦に

昨年ノ夏カラ建築学カ・ツ

今新校舎ノ出來上ツタノハ三二慶賀

十二352 ︵略﹀︑此ノ改築ヲ計書シ︑

シ︑︵略V︒

其ノ他工事關係者一同新校舎二参集

テヰタ學校が落成シテ︑︵略V︒︵略﹀

十二346

しんこうしゃ︻新校舎一︵名︶3 新校舎

笠にか＼げられたるは︵略V︒

の信一旗が職闘旗と共に我が旗艦三

あり︒ 各員一層奮勧努力せよ︒﹂と

十二59図

しんごうき﹇信号旗︼︵名︶1

し︒

の美とを併せたるは日光に如くはな

九965図 ︵略﹀︑よく人工の美と天然

とに中隔寺湖あり︑︵略V︒

ちゆうぜんじ

照宮の西三里ばかり︑男膣山のふも

は更に人工の美よりも勝れたり︒東

善美を着せる亦相似たり︒天然の美

九954図 ︵略﹀︑家光の廟あり建築の

いへみつ

又一地方に荒糖価ある時 じんこう﹇人工﹈︵名︶2

しんこう﹇信号﹈︵名︶2
十ニー84図

は︑︵略V︑警報の信號を各信號所に

せ

六561

い

いじんぐう

信號は警報の種類により
人口

首府ロンドンは世界の都市

︵略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

前橋市ハ人口四萬アマリ︑

中にて︑人口最も多きところなり︒

八776図

じんこう︻人口回︵名︶11

て異なり︒

十ニー84國

掲ぐ︒

謙信は︵略﹀︒︵略﹀︑味方の

︵略﹀︑信玄の本陣に切りこん

︿略V︒

九152図

信玄は刀を抜くひまがない︒

で︑信玄に打ってか﹂つた︒

六571

こんで︑信玄に打ってか﹂つた︒

まつ先に立って︑信玄の本陣に切り

六571

を引受けた︒

いたが︑たちまち陣立をかへて︑敵

宮を拝し︑︵略V︒

カシマ
︵略﹀︑鹿島・香取国酒レ

九5エ図 尊は先づ伊勢にいたりて神
十一305図

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ
リ︒

ジングウ

じんぐうごうごういご﹇神功皇后以後︼

︵名︶1 神功皇后以後
イハレ
六572

十634國

︵略﹀ 往 昔 ノ 磐 余 ノ 地 ニ シ

その時信玄のけらいが︑後か

ジングウ

六574

十m3図

テ︑神功皇后以後︑シバ︿皇居ヲ

らやり先で謙信の馬のしりを力一ぽ

ソ三豊ヲ有スルー都會トナリ︑︵略﹀︒

定メ給ヒシトコロ︒

十678︵略﹀︑人口数乱入の一村︑︵略﹀︒

口千四百鯨あり︒

信玄はそのすきにあやふい命 十一m7﹇図我が村には戸数三百︑人

いになぐりつけた︒

︵ 略 ﹀ ︑ 谷 底 の 方 に 太 鼓 の 音 六577

をたすかった︒

十一5510

しんぐん﹇進軍﹈︵名︶1 進軍
がかすかに聞える︒耳をそばだてて

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

太古人口少く︑人智も開

こまらせようと思って︑塩を送らせ

るに至りて︑︵略﹀︒

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

それから信玄が死んだと聞い 十二436國人口やうやく増加し︑自

採りて食物とせり︒

六593

ないことにした︒

ところがとなり國では信玄を 十二435図

六585
進撃

聞けば︑進軍の調である︒
しんげき・する﹇進撃一︵サ変︶1
レウヤウ
︵略﹀︑八 月 末 ノ 遼 陽 ノ 戦 ニ ハ ︑

飛ーシ︾

た時︑謙信は﹁︵略V︒よいいくさ相

八852

スル

部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑勢鋭ク進撃

といってなげい

手がなくなった︒﹂
た︒

シタ︒

しんけん﹇神剣︼︵名︶1 神劔

依ルモノト信仰スルノ外ナク︑︵略﹀︒

出刃ー010図國 殊二我が軍ノ損失・死
レイ
傷ノ僅少ナリシバ歴代神塞ノ加護ニ
カウ

飛ースル彰

しんこう・す︻信仰︼︵サ変︶1

しんこうじょ﹇▽かくしんこうじょ
カウ
信仰ス

慶事トイフベシ︒

成ヲ見ルニ至レルハ︑國民教育ノ一

スベキ事デアル︒
十二5310図 我が國ハ︵略﹀︑殊二近
シ ナ
十二362図 ︵略V︑コ・二新校舎ノ落
クハ人口四億ヲ有スル支那ノ大國二
隣ス︒

十二597図倫敦は人口四百八十萬︑
接績都會﹇を合すれば七百三十萬の多

一同はやむことを得ず︑

︵略V︑隊商と共に出立した
進行を止めて︑風のをさまるを待て

巴里の人口は二百八十

きに達す︒

どいつ
然れども近年猫逸心力の
盛に登展すると共に︑首府の人口も

十二601図

萬︑伯林は二百萬を算す︒

十二599國

り︒

り︒︵略﹀︒

九464國

九42図囹 あやしみて尾をさきて見 しんこう﹇進行︼︵名︶1 進行
給ふに︑一ふりの劔出でたり︒尊﹁こ
は神劔なり︑私すべきにあらず︒﹂と
て︑之を天照大神に奉り給ふ︒

しんげん︻信玄﹈︹人名︺10 信玄うた

親交
至りて罪を謝し︑つひに無二の親交

廉頗︵略﹀︑相如の門に

しんこう﹇親交一︵名︶1

を結べりとそ︒

ある時謙信が︵略V︑信玄は 十二397図

けだしんげん
兵を右と左と二手に分けて︑はさみ

六555

うちにしようとした︒

563
しんしょく

しんこうす

自ーセ贈

しんこう・す﹇進行一︵サ変︶1

進行す

九486図 アリは幸にも星によりて方
角を見定むることを知り居たれば︑
それを便りに進行せり︒
しん
しんこく﹇清国﹈︹地名︺1 清國
十ニー69國 ︵略V︑諸賢に凡そ百箇虎
しん
の測候所あり︒高畠國・清國にも二
十飴箇虚を置けり︒

︵略V ︑ 水 姻 深 谷 を お ほ ひ ︑

しんこく﹇深谷︼︵名︶1 深谷
十﹇762図

其の瀧つぼの深さは幾十尺なるを知
らず︒

た︒

老人は︑︵略﹀不思議さう

がじんじゃ・きんぶじんじゃ・たいわ

カ人は︵略﹀︒我等日本人は︵略﹀︒

り︒ヨーロッパ人は︵略﹀︒ アフリ

人種・風俗ノ異ナルニ依

外接人に接するに人種・

る四海兄弟の精神を以て等しく之を

宗敏・風俗の如何を問はず︑いはゆ

十二㎜8図

リテ︑人ノ嗜好モ二二ジカラズ︒

十二516國

すじんじゃ・おおみわじんじゃ・かす
んじんじゃ・たったじんじゃ・だんざ

十二832
に︑バイオリンと紳士の手つきを打

又その山のふもとには秀吉を

親愛するは大國民の度量なり︒

七723

又眞珠貝トイフモノガアル︒

﹇尋常小学読本巻九一︵名︶2

尋常

其の他森林は︵略V︑神社・ じんじょうしょうがくとくほんまきく

嘉事又は名勝の地に一種の風景を添

九11

小學讃本巻九

尋常小學讃本巻九

ふる等︑其の効用あげて数ふべから

尋常小學讃本巻十終

尋常小雨讃本巻十

常小学讃本巻十

尋

じんじょうしょうがくとくほんまきじゅ

三笠山ハ此ノ神社ノ後方ニ 九9610 尋常小學護本巻九終

十11

︵略V︑塁塞・雲影・神 う﹇尋常小学読本巻十﹈︵名︶2
社・佛閣等の建築物をけがし︑︵略﹀

十期3

じんじょうしょうがくとくほんまきじゅ

が如きは︑公徳の低きを示し︑大國

十二987図

アリ︒

十962図

ず︒

十108図

明治二年ニシテ︑︵略V︒

九283國此ノ神社ノ建テラレタルハ しんじゅがい︻真珠貝一︵名︶1 眞珠貝

まつった神社もございます︒

六534

みずじんじゃ

りじんじゃ・やすくにじんじゃ・よし

んじんじゃ︒ひろせじんじゃ・みくま

や＼あって紳士はしばらく

ちまもって居た︒

十二842
紳士は更に填太利の鼻歌を

弾く手を止めると︑︵略V︒

十一一848
弾始めた︒

歌が終ると︑紳士はバイオ

かの情深い紳士は誰であっ

リンを老人に渡し︑目思して何塵へ

十二849
か行った︒

十二853

心事母こしん

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

他人ノ歓心ヲ買ハントシ

しんじ﹇心事﹈︵名︶1
じ

しんこくけいほうせん﹇清国京奉線︼

十二557図 又清國京雪線は奉天より

︵名︶2 清平幕奉線

十﹁541図

神事

進取

民の品格を傷つくるものなり︒

ういち﹇尋常小学読本巻十ご︵名︶

2

進取の氣象に富める人は

十一11

十二728﹇図

しんしゅ﹇進取﹈︵名︶1

昔或氏神のお祭に競馬の神事
といふ事があった︒

九8110

しんじ︻神事一︵名︶1

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ
ヤシムベシ︒

北京に通ず︒

螢口線は大石橋より分

十二5610図
れ︑螢口に於て清國京奉線の支線に
連接す︒

しんこくせいふ﹇清国政府﹈︵名︶1
しん

何事を罰すにも︑此の事は必ず成る

十一

尋常小學讃本巻十一終

尋常小賞讃本巻十一

尋常小戸讃本巻十一
べしと漸悟して︑熱心に其の事に從

じんじょうしょうがくとくほんまきじゅ

7
ふを以て︑成功は期せずして到る︒

眞珠

尋常小學讃本巻十二終

尋常小學讃本巻十二

尋常小蒲讃本巻十二

指ワヤエリドメナドニハメル うに﹇尋常小学読本巻十二﹈︵名︶2
美シイ眞珠ハ︑コノ貝ノカラノ中ニ

十二皿2

十ニー1

十一676図

人生七十年と見るも六十

地球上に住む人類は総数十 しんしょく﹇寝食︼︵名︶1 寝食

六億ありて︑其の人種はさまぐな

八835図

人種

アルノデアル︒

七725

しんじゅ︻真珠︼︵名︶1

ヲ用ヒシ以來︑大イニ人力ヲ省クコ

︵略﹀︒

神社憶いき

じんしゅ︻人種︼︵名︶3

︵略Vヘツラヒ笑ヒ︑中

じんじゃ︻神社︼︵名︶5

ノ闘詩カズ︒

ロ不愛敬ナリトモ︑信實ノ心アルモ

心却ツテ親切ノ念ナキモノハ︑ムシ

十一544図

しんじつ﹇信実﹈︵名︶1

信實

トヲ得テ︑産出高モ著シク増加シ︑

しんしき﹇新式﹈︵名︶1 新式
清國政府
しん
十二555図 清國政府はこ㌧に総督を 十617國 明治二十年頃︑新式ノ機械
親裁す

置 き て 満 洲 全 部 を 総歯し︑︵略︶︒

しんさい・す︻親裁﹈︵サ変︶1
快ーセ彰

︵略﹀ ︑ 天 皇 は 國 務 大 臣 の

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

十二鵬10図

せ給ふ︒
こかげ

しんし﹇紳士﹈︵名︶6 紳士
の金子を見てみた一人の紳士があっ

＋二署木蔭に立ってつくぐと此

しんたい
しんしん

564

萬時間に過ぎず︒其の内寝食・談話

正の軍人にあらず︒

らず︒

人世

人生七十年と見るも六十

じんせい﹇人生﹈︵名︶2

十﹁676図
萬時間に過ぎず︒

人生の長短は事業の大小

親切

︵略﹀︑ミダリニ焉馬ヲ作

しんせつ﹇親切一︵名︶1

量るべからず︒

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

十一684﹇図

人生

くべき事攣の何時起り來らずとも限

十二336図

じんせい﹇人世﹈︵名︶1

笑ハ心身ノ良藥ナレド

﹁﹃志士・仁人は生を求

九214國團

村の方々は︵略V︑﹃︵略﹀︑

定めて不自由なる事もあらん︒何に
てもゑんりよなく言へ︒﹄と親切に
おほせ下され候︒

︵略﹀老人がはいって來ま
い す

したが︑すぐに立って︑椅子をゆづ

十356圏

愛せられ︑幾度の改選にも常に単子
せられて︑︿略V︒

て︑︵略V︒

九831

爾肺ノ間二心臓アリ︒

しんぞう︻心臓︼︵名︶3
十7510図

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

胸部ノヨロヒノ如キ雪隠テ

潔にすべし︒

九591図

しばく入浴し︑高説を清

九597國運動不足なれば︑︿略﹀︑身

身艦の勢を直すはよく眠る

髄弱りて︑氣分もふさぐ︒

九603國

飲食に注意し︑身膿の清潔

に如くはなし︒

を保ち︑︵略V︑なほ病にか﹂らば︑

九618図

心臓ハ︵略﹀︑又身膿ノ各

身腔ノ中部ハ胸ト腹トニシ

是我が罪にあらず︒

十755國

テ︑︵略﹀︒

十761図

部ヨリ蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ

身艘ノ最上部ナル頭ノ中ニ

身贈ノ構造南極メテ複雑ナ

画引ノ健全ナルトキハ精神

馬も︵略﹀︒死んだ後で︑身

人面其ノ身睡・才能ナドニ

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一105

同じである︒

趨の全部にすたりのないことも牛と

十852

モ亦常二快活ニシテ︑︵略﹀︒

十791図

ル精神ハ健全ナル身膿二宿ル︒﹂ト︒

十7810図 西洋ノ古語二日ク︑﹁健全ナ

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

十789図 ︵略V︑常二身睡ヲ大切ニシ︑

ルモノニテ︑︵略V︒

十787図

ハ拶アリ︒

十767図

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

市町村長・議員等を選畢

親族

肺臓二送ル︒

親族一同
十一621圓團
たんじやう

身艦﹇▽いと

ばかりの祝宴相開き︑︵略V︒

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑心

︵略﹀︑計る七月二日の

しんぞくいちどう﹇親族一同﹈︵名︶1

交上の論難をさしはさむべからず︒

するには︵略V︑親族・縁故其の他私

十二鵬7図

しんぞく﹇親族︼︵名︶1

センが爲ナリ︒

十779図

送ル︒

蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ肺臓二

血ヲ全身山送リ︑又身艦ノ各部ヨリ

十7510國

心臓

人世には思はぬ不幸︑驚 しんぜん﹇神前一︵名︶1 神前
のりと
神主は先づ神前で祝詞を上げ

・遊戯・病氣等の爲に費す時間は三
分の二を占め︑︷略﹀︒

十一533図

しんしん﹇心身﹈︵名︶2 心身
モ︑時ト場合トニヨリテ笑フベカラ
ザルコトアリ︒

十一694図 活動するのみにて休養す
ることなければ心身いっか創れて︑
遂には活動にたへざるに至る︒

じんしん︻人心﹈︵名︶1 人心
十一543図

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十二鵬1國 又産業組合を設け︑慈善
して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ
トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

心 の 作 興 に 務 む る が如きは︑︿略﹀︒

じんしん﹇人臣﹈︵名︶1 人臣
下 に 冠 た る も ︑ ︵ 略y︒

十二723図 位人臣の榮を極め︑荒天 しんせつ﹇親切﹈︵形状︶3 親切

十﹇143國園

じんじん﹇仁入︼︵名︶1 仁人

︽ージ︾

コロンブスは初より世

信ず

めて仁を害することなし︒

十二747図

しん ・ ず ﹇ 信 ﹈ ︵ サ 変 ︶2

しんたい﹇身体﹈︵名︶21

しんたい・ひとのしんたい
︷略Vダーリングの手は︑今 八709図︵略﹀︑耳鳴り︑目暗み︑手
足なえて︑動くことかなはず︑皮膚

十712図

りました︒人に親切なことは是でも

や

界は球形なりと信じ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 印 度 の

じ

知れると思ひました︒

あ

東海岸に到着すべしとの意見を抱け
り︒

ややさしきをとめの手にかへりて︑
亜細亜の東端は欧羅巴の

の色さへ青ざめて︑身心は全く力な

十二7510価コ凶

半死半生の水夫を親切に看護せり︒

皆樂シ︒

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

十一523図工睡健全ナル人ハ︑精神
はだかにして︑布片を身饒の一部に

かΣる地方にては︑人は皆
まとふに過ぎず︒

八827図

きにいたれり︒

西端に近しと信じ︑地球を怠りに小

1 親切公平

しんせつこうへい︻親切公平﹈︵形状︶

切公平なる人なれば︑深く村民に敬

十一皿8図

村長はく略V︑極めて親

さく見たるコロンブ ス の 誤 は ︵ 略 ﹀ ︒

しんせい﹇真正﹈︵形状︶1 眞正
所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二田1図 血書にはやりて︑粗暴の

565
しんぱい
しんたい

トアレバ︑勉メテ面二笑フトモ︑心
中ノ苦ヲ如何ニセン︒

あまてらすおほみかみ

神勅
︵略﹀天照大神︵略﹀︑八

や

しんちゅう︻真鍮﹈号こうてつしんちゆ
うるい

たの

八25図

しんちょく﹇神勅︼︵名︶1

近年は空中飛行器の三明 じんちゅう号ほうこくじんちゅう

諸國に起れり︒︵略﹀︒人智の進歩は

十一296図

の進歩の大なるに驚かざらん︒

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

十一249図上古の舟車と今日の汽車

十一525國 笑ハント厭忌バ︑衛生二じんち︻人知一︵名︶3 人智
注意シ︑身睡ヲ健全ニスベシ︒

十一526図 天性快活ナル人モ︑身睡
ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ翼壁トロ
ヘテ笑フコト少シ ︒

十一662 日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑
際限なしといふべし︒

とお

﹁この鏡を見

じんど・る︻陣取︼︵五︶2 陣取ル 陣

ある七堂信が山の上に陣取つ

角ーッ彰

六555

取る

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑

てるると︑︵略V︒

八854

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑

盛二弾丸ヲ打出ス︒

＊しんに号まことに

試みに茶わんのそこにしる

しんにゅう・す︻進入︼︵サ変︶1 進入
ること我を見るが如くせよ︒﹂

首邑を授けたまひて︑

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

す ︽ースル︾

油轟は︵略V︑身睡より絶 十二435図太古人口少く︑人智も開

アキ易ク︑身睡ノ爲ニモヨクナイ︒
十一8810図
え ず 甘 き 汁 を 出 すものなれば︑︵略﹀︒

ほせられたり︒その神勅によりて︑

ばなり︒

ニ目2

十ニ

シンネン

シンネン

シンネン

しんねん﹇新年﹈︹課名︺2

十五

シンネン

に空氣ありて︑水の進入するを防げ

水中に入れよ︒︵略﹀︒是茶わんの中

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

採りて食物とせり︒

十二472図 農業に從事するものは多

すぽ

九654図
まひしが︑︵略V︒

い

︵略﹀︑後神殿を今の五十鈴

まふ御定なりと承る︒

して︑二十年ごとに新しく造らせた

八29図神殿は昔ながらの白木造に しんにん号こしんにん

の川上に造り︑︵略V︒

八26図

しんでん︻神殿一︵名︶4

神殿

代々の天皇はこれを宮中にあがめた

陣地

敵ハケハシイ山国陣取ツテ︑

じんち﹁陣地﹈︵名︶6
八856

く野外にありて︑︵略V︑筋肉を勢す

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑

るが故に︑上呂常に健全なり︒
しんたい﹇神体﹈﹇▽ こ し ん た い

陣地ハフタ︑ビ郵亭取返サレ

盛二弼丸ヲ打出ス︒

︵略﹀︑セツカク占領シタ陣

地ヲ取返サレテ残念千葉ダ︒﹂

八902園

ルノデアラウ︒

九247図 騎兵は進退敏活にして︑多 八898

しんたい﹇進退︼︵名︶1 進退
くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ
る︒

しんだい﹇身代﹈︵名︶3 身代

むね

二296圏 ﹁シンネンオメデタウ︒﹂

ニ295囹 ﹁シンネンォメデタゥ︒﹂

しんねん﹇新年﹈︵名︶2

︵略V︑神殿の御屋根はか ニ275
やにてふき︑棟にはかつを木をなら

八58図
聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

べ︑爾はしに千木をうちちがへたり︒

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

る程の身代でした が ︑ 牛 も 段 々 減 り ︑

事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

八194 初は近所の人にもうらやまれ 八913圏
畑の取高も年々に少 く な っ て ︑ ． ︵ 略 ﹀ ︒

しんのう母たかながしんのう

人道

東海道ノ通路ニアタレルヲ

人馬

の御言標︑おほよそ内宮に同じと見
︵略﹀等︑もっぱら技術の事

じんどう︻人道︼︵名︶1

へ開通セリ︒

心配

一514

シンパイ

︵略V雨も止み︑風も艀ま

りて︑日の光さへ見え出し候へば︑

九733國團

カケルノハワルイコトデス︒

︵略﹀︑オヤニシンパイヲ

開ケ︑廣キ新道モ出來︑︵略V電車サ しんぱい﹇心配﹈︵名︶2

以テ︑昔ハ人馬ノ往來甚ダ盛ナリキ︒

九389図

開き︑

新道
ヲンセン

じんば﹇人馬︼︵名︶1

心中

﹇▽はんこうしんちくらくせい

しんちゅう﹇心中︼︵名︶2

雅麗比なし︒

なる左右二列の緑樹は枝を交へて︑

公明正大ニシテ︑心中一 十二614國 ︷略﹀︑人道と車道との聞

十一529図内二省ミテ︑ヤマシキコ

黙ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

十一528図

九402國今ハ︵略﹀新シキ温泉場モ

砲艦ハ︵略V︑敵ノ陣地しんどう﹇新道︼︵名︶1

奉る︒

しんちく

ヲ攻撃スルモノナリ︒

十一339図

にしたがふ︒

八258園 朝ねをしてみる間に︑身代 九2410図 工兵は陣地をきづき︑道を 八75図 ︵略﹀︑外宮に参引す︒神殿
︵略﹀︑た〜身代を取返す事に

が 減 っ て 行 く の だ︒﹂

八267

ばかり心がけるやうになって︑夜も
書もよく働きまし た ︒

じんだて﹇陣立一︵名︶1 陣立
いたが︑たちまち陣立をかへて︑敵

六563 信玄はふいをうたれておどろ しき
を引受けた︒

しんだろう 母むらたしんたろう・むら
たしんたろうさま

しんぽす

しんぽいいたす

566

心配

此の分ならば︑もはや心配には及ぶ
まじと︵略V︒

しんぱいいた・す﹇心配﹈︵五︶1

︿略﹀︑五六年の中によほど財

ノソバ へ來テ︑︵略﹀︒

八196

産を減らしました︒親類や友だちは

︵略﹀

参政の公職に最も適任なる人

物を選出せざるべからず︒

な

じんぶつちゅう﹇人物中﹈︵名︶1 人
物売
し

大そう心配しまして︑どうしたらよ

︽ーシ︾

いたす

支那幾千年間の人物中︑

の︑孔子に如くはなし︒

外援の或商會で新聞紙に店員

入用の廣告を出した︒

十344

十ニー79図 ︵略V︑又其の日の天賦豫

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛

新聞屋

報は毎朝の新聞紙にても知るを翫べ

し︒

八143

しんぶんや﹇新聞屋﹈︵名︶1

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

進歩

上古の舟車と今日の汽車

かくの如くにして︑汽車

近年は空中飛行器の詳明

當総督府の経管も着着

辛抱

︵略﹀︑朝鮮では﹁米のない

とわざがある︒

生きてゐられぬ︒﹂ といふ意味のこ

のは辛抱も出配るが︑薪がなければ

十一囎1

しんぼう︻辛抱﹈︵名︶1

きしにまさる進歩に驚入閣︒

其の効を見るに至り候事︑︵略﹀︑聞

十一363國團

際限なしといふべし︒

諸國に起れり︒︵略﹀︒人智の進歩は

十﹁296図

盆λ接近せしむ︒

・汽船の進歩は世界諸國をして日に

十一284図

の進歩の大なるに驚かざらん︒

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

十︸249図

しんぽ﹁進歩﹈︵名︶4

の不從順なりし罪を謝せり︒

ブスの身邊を園み︑争ひてこれまで

十二796国外 船員皆轍長して︑コロン

マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ しんぺん門身辺︼︵名︶1 身邊

しんぶん︻新聞一︵名︶6

馬丁ハドウナルコトカト心配 七466圏

アルシ︑︿略﹀︒﹂

又新聞は二十匁までが五

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛
﹁こちらでは近年にない大

︵略﹀︑本日の新聞により︑

米國商人が新聞其ノ他ノ

新聞紙
︵略﹀︑﹁何月何日初航海をする

といふことを新聞紙に廣費したが︑

︽ーシ曽

もはや新聞紙にて御承知 しんぽ・す﹇進歩﹈︵サ変︶1 進歩す
の事とは存候へども︑︵略V︒

九724國團

︵略V︒

から︑何人にも車船の望に慮じる︒﹂

九321

しんぶんし︻新聞紙﹈︵名︶4

︵略﹀︒

印刷物二依リテ廣開園費ス金額ハ︑

十二528図

からざる由承知致し驚き入り候︒

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

九712國国

たのにちがひない︒

朝の新聞に出たので︑お分りになつ

火事だから︑︵略V︒それが東京の今

八459園

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

八143

りはよほど安いのです︒

厘︑︵略﹀︑これもた窪の手紙などよ

七529囹

新聞

大聖として徳化の尚今日に著しきも

十二932國

こちらの方はどうとも都合

いかと︑いろく考へてるました︒

八922

ん︒

がっくから︑心配するには及びませ

八686国

八671團 初は熱があまり高いので︑
一時はどうなることかと心配いたし
ましたが︑︵略﹀︒

見渡セバ杉野ナシ︒中佐
シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

七902國

しんぱいげ﹇心配﹈︵形状︶1 心配ゲ
ハ 心 配 ゲ ニ ︑ ﹁ ヨシ︑タヅネ來ン︒﹂

タガ︑トウ︿戦死サレタト聞イテ︑
心配す

新橋停車場

樺太より壼灘へ︵略﹀︒

新版圖

新橋停車場ヲ出デテ︑上野

十一958亀山

からふと

しんはんと﹇新版図﹈︵名︶2

行ノ電車二乗ル︒

七542図

︵名︶1

しんばしていしゃじょう﹇新橋停車場﹈

︵略﹀︒

ト︑︵略﹀︒

しんぽい・す﹇心配﹈︵サ変︶1
肉ースル︾

十一701図 思ひても返らぬことをく

よくと心配するは︑未練にして愚
なる人のする事な り ︒

シン

︵略﹀︑見聞取交へ︑新版圖の状況大

パイスル 心配スル 心配する ︽一

しんぱい・する﹇心配︼︵サ変︶7

シ・ースル︾

略論報知申上筆︒

新版圖の事に候へば︑

一506 ハヤクカヘラナイト︑オカ

十一皿3護国

人物

本島の開拓は我々墨田の最も力を用
ふべき所に候︒

花鳥・山水・人物などのも

じんぶつ﹇人物︼︵名︶3

オトウサンハマダカヘリ

アサンガシンパイシマス︒

二265
テ︑カドグチヘデテミマシタ︒

マセン︒ トモキチハ シンパイシ

七354國

やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ

一一386圏 カゼヲヒイタリオナカ

ヲイタクシタリシタトキニ︑シ

がく︒

市町村長・議員等を選

︵略﹀︑一般選書人も亦

︵略V私交上の關係をさしはさ
十二鵬4國

むべからず︒

き︑

畢するには專ら其の人物に重きを置

十二鵬6國

ンパイシテ︑ クスリヲノマセテ
クダサツタ ノ ハ︑ドナタデス
カ︒

四671
三郎ノ母ハ︵略﹀風ヲ
ヒイテネテヰマス︒三郎ハシン
パイシテ︑ヒマサヘアレバ︑ 母

567
しんりん
しんぼする

十一406圓團

⁝教育の事業も段々進歩

十二鵬6図

自治制の如き最良の制度
ハ信用ナリ︒

キハ其ノ極愛市破産ヲマヌカレズ︒

十二5110図

荷車・人力車等にして︑︵略﹀︒

村内の重なる道路は荷車・人力車を

商人ニシテ信用ヲ失フト 十一皿10図 里道の改修も全く成り︑

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

や︒

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相
進歩ス
ジンム

じんむてんのう﹇神武天皇﹈︹型名︺2

質ヲ下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以

十316図

ヘイザエモン

︵略V︑新式ノ機械ヲ用ヒシ

墨力

然ルニ今日ノ如ク全土到ル

コンヤウ

虚三作ラル・二品リシバ︑主トシテ

井戸平左衛門ト青木昆陽トノ墨カニ

ヨル︒

炭・薪・材木等の森林より

しんりん﹇森林﹈︵名︶18 森林

十87図

されど森林のあたふる利盆

出つることは何人も知れる所なり︒

は是のみには止らず︒

十88図

森林の樹木は︵略﹀︑雨の

一度に地上に落つるを止め︑又地上

十810図

風

へ略V︑コロンブスは︵略﹀︑

陸し︑此の西班牙の新領地をサンサ

西班牙の恒等を持し︑︵略﹀眞先に上

十二7910図

通ずるに至れり︒
十二523図 見本ト現物トヲ異ニシ︑
約束ノ期限ヲ違へ︑︵略V︑商品ノ品 しんりょうち﹇新領地﹈︵名︶1新領地

成候事︑︵略﹀︒

︽ースル顛

しんぽ・する﹇進歩﹈︵サ変︶1
ル

ジンム

ナリ︒

ジンム

神武天皇

第三

五目4

しんりょうど露なんぼくしんりょうど

ルバドルと命名せり︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

野べも山べも新緑の

新緑

しんりょく︻新緑︼︵名︶1

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

英蘭銀行は設立の古き 八361図國

︽ーヒ単

陛下は忠勇なる我が臣民
信頼ス

人力車

鐵道の通じてみない所でも︑

人力

と︑資本の多きと︑信用の厚きとに

︵略﹀︒

以來︑大イニ人力ヲ省クコトヲ得テ︑

十617図

現在の職務に忠實なれ じんりょく﹇人力︼︵名︶1

ばた︒

十二718︹図

於て︑其の右に出つるものなし︒

十二6310図

ノ如何二存ス︒

信用ノ基ハ正直ニアリ︒

十二524國

神武天皇

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

皇弟ノ實ノ畢ルト學ラザ

神武天皇

神武天皇

ジンム

五57

畝傍山ノ東北ニハ神武天皇
シンメ

神武天皇ト申シ上ゲマス︒
ジンム

十鯉1國
ノ御陵アリ︒

しんめ︻新芽︼︵名︶一

新山

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑
心廣く︑禮ゆたかなり︒

茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

肉tシ贈

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

しんらい・す﹇信頼﹈︵サ変︶1

を深く信頼し給ひて︑︵略﹀︒

十二31國

信頼し給ふ

しんらいしたま・う﹇信頼給﹈︵四︶1

新得の客を眺めて立てり︒

︵略﹀︑土人は驚きて此の じんりょく﹇尽力︼︵名︶1

しんらい﹇新来一︵名︶1

しんめい︻身命︼︵名︶2

蜜蜂の群集生活を望むを
得るは︑︵略﹀︑團髄の爲には身命を

十一810図

覚

︵略﹀︑軍人たる者は︵略V︑

をしまざるによる︒
十二皿7図

こう
身命をすつること鴻毛よりも温き

悟なかるべからず︒

十二795図

身命

五323

十二542図

五56 第三

十一127 文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分 神武天皇
業旧盆≧聡達シテ ︑ ︵ 略 V ︒

しんみつ﹇親密︼︵形状︶2 親密
に暮すべし︒世は す べ て 相 持 な り ︒ ﹂

八724図園 今より後はたがひに親密 じんむてんのう﹁神武天皇︼︹人名︺2

十﹇82図 同群中の蜂は極めて親密
に生活すれども︑七曲の蜂は甚だし
く 之 を 敵 視 し ︑ ︵ 略V︒

しんみん﹇新民一︹地名︺1 新民
十一一57図新民
十ニー8図 陛下が︵略﹀御製にも︑

しんみん︻臣民︼︵名︶5 臣民
常に國家を思ひ︑臣民をあはれみ給
ふ大御心の拝察せ ら る ﹂ は ︑ ︵ 略 V ︒

一致協同して︑此の國家を

十二29図 我等臣民も亦祖先の遺風
に從ひ︑
護らざるべからず︒

十二31図 陛下は忠勇なる我が臣民
を 深 く 信 頼 し 給 ひ て︑︵略﹀︒

1 人面獣心

九384

じんりきしゃ﹇人力車︼︵名︶3

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑︵略﹀︒

﹁主人は死し︑主家は 十一期8図

十二燭10図 衆議院は一定の選學資格 じんめんじゅうしん門人面獣心一︵名︶
を有する臣民の公選したる議員を以

十二8610図園

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

て組織し︑︵略V︒

十二鵬5図 又貴族院及び衆議院は各

るを知らず︑人面獣心とは汝の事な

故に若しみだりに森林をき

の水分の一時に蒸引するを防ぐ︒

我が國に最も普通なるは 十96図

馬車や人力車がある︒

商人ノ第一二重ンズベキ 十一255図

信用

るべし︒

十二5110図

しんよう︻信用一︵名︶7

猫立して上奏し︑建議し︑且臣民の請
人民﹇▽いっ

願を曳くるの椹能を與へられたり︒
じんみん﹇災民︼︵名︶1

ばんじんみん・ちほうじんみん

じんりん一す
568

り荒す時は︑数時間の暴雨にもたち
まち大水出で︑数日のひでりにも河
森林は︿略﹀︑土砂の飛散

水全くかれはつべ し ︒

十99図
を防ぎ︑又常に土地をうるほして︑
土砂を落付かしむ ︒

総べて魚類は暗き虎を喜

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

十101図 森林なければ︑土砂附近の
と多し︒

十103図
び︑森林の影さす水中には多く集り
來るものなるを以 て ︑ ︵ 略 V ︒

︵略﹀一種の風

樺太・壼灘太古より

捉訊望

ス

サクヤウチヤケナイシンル
ヤケナイシンルヰブジ

す

八48図圏

ヰミナブジ

山野 八475團

き そ
殊に名高き木曾・

又森林は全強の

林にして︑︵略﹀︒

十二482演義
吉野

からふど

たほはぬ虚なく︑

八492國

ヤケナイシンルヰブジ
す
身分相當の交際は家をす﹇巣﹈︵名︶10スす藁筆号く

保つ上にも必要なり︒親類・縁者は

ものす

人類

もとより︑世間の交際をも外さず︑
︵略﹀︒

じんるい﹇人類﹈︵名︶1

地球上に住む人類は総数十

六億ありて︑其の人種はさまぐな

八834図
り︒

神璽うれき

進路

す

ケレドモ上ルトキニハ︑

︵略﹀︑子ヒバリハスノ中

十一894図

︵略V︑とうとう小えだに

又若し外の雀が見つける

蟻は其の種類によりて種

す
みに集を造るは︵略V︒

蜜蜂の蜜を吐き︑重たく

すを出て︑ゑをさがして︑︵略V︒﹂
みつばち

と︑ ︵略﹀いぢめるので︑毎朝早く

八219囹

すをはった︒

三527圃

をはる小ぐも︑︵略V︒

三518圃かぜふく飼えだにす

デセウ︒

デ︑ドンナニマツテヰルコト

三196

スカラスグトビタチマス︒

三193

ハオリマセン︒

三192ヒバリハオリルトキニハ︑
ケツシテスノアルトコロ ヘ

安東縣は鴨緑豆附近の森 十二928図

の入らぬ林あり︒

十二585図

南亜米利加の森林にオレ

林より伐出す木材の集散地なれば︑
︵略﹀︒

十二678図
ンジの熟する季節には︑︵略V︒
りん
人倫

﹁此の五箇條は天地の公

じんりん﹇人倫﹈︵名︶1
十二田3図
りん
道︑人倫の常経なり︒

ブ︒﹂

よりて主戦艦隊及び巡洋

しんろ﹇進路﹈︵名︶2

さぎ︑︵略﹀︒

て︑︵略V︒

何れも南より北へ同一の進路を取り

十二668図又かつて栗鼠の大群︵略V︑ 十一879図

り

艦隊は東方に三って︑其の進路をふ

どういふわけで︑おたがひ 十二84図
大豆・小豆・さ﹂げ・そら

﹁朕ハ汝等ノ忠烈ニ
ヨロコ

しんれい﹇神霊︼︵名︶1
だいしんれい

シンルヰ

親類

あなたと私は親類ださうで

依り祖宗ノ神通二封フルヲ得ルヲ澤

十ニー14m図囚囹

類です︒

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

七222囹

︵略V︑五六年の中によほど財

くれんげ草でございませう︒﹂

八196

産を減らしました︒親類や友だちは
サクヤノクワジニウチハヤ

大そう心配しまして︑︵略﹀︒

八465團

ケマセンデシタシンルヰミナブジデ

神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑人二近ヅ

小山の如き稟を造り︑木質にて内部

︵略V牧穫蟻といふもの

を園むといふ︒

つるを待ちて︑其の巣に運び去る︒

あり︒︵略V︑其の實の熟して地に落

十一903図

キ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラシ︒

しんろく﹇神鹿一︵名︶1 神鹿
々の集を造れども︑︵略﹀︒
カスガ
十95 ︹図 ︵略V春日神社二審ル︒︵略V︒ 十一897図 熱き地方の白蟻は︵略﹀

私どもの親類で︑小さくて

豆・なた豆などはすべて私どもの親

七213園

に親類の問がらでございますか︒﹂

七204園

ございますから︑︵略V︒﹂

﹁︵略﹀︒

畠のゑんどうが︵略Vこゑをかけて︑

七197園にはの藤の花が咲いて︵略﹀︒

しんるい﹇親類﹈︵名︶10

十104図 ︵略V︑森林は漁業の爲にも
大いなる利盒をあ た ふ ︒

十105図 海岸又は河岸の森林を伐梯
ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地
方も少からず︒

土砂の流出を防ぎ ︑

十108図 其の他森林は氣候を和げ︑
景を添ふる等︑其の効用あげて敷ふ
べからず︒

十111図 森林の効用かくの如く著し
きを以て︑︵略V︒

十112國 ︵略V︑近年一定の森林を指
定し︑其の樹木を一時に伐取ること
を禁ぜり︒

十113図 かく保護せられたる森林を
保安林といふ︒

十一979塵團 日・露の境は幅野間蝕
を 一 文 字 に 森 林 を伐りすかし︑︵略V︒

十一m2國團 森林は内地及び北海道
に於ては見るを得ざる廣歪なる天然

す

569
す

す﹁画一︵名︶1す
酒やす や 醤 油 も ︑ ︵ 略 ﹀ も ︑

こうしたまう・きょうす・きょうせい

ゅうようす・きょうきゅうす・ぎょう

しゅくはくす︒しゅこす・しゅちょう

ちゅうす・しゅうようす・じゅくす・

す・じゅうす・じゅうたいす・しゅう

たいしょす・たいす

たいきょす・たいぐんす・たいじす・

ょくす・きょこうす・きんず・きんぞ

す・きょうどうだんけつす・きょうり

ゅっぱつす・しゅっぱんす・しゅつぼ

す・じゅっこうす・しゅったつす・し

ょうす・たんず・だんず・だんわす・

す・だつりゃくす・だでんす・だんし

︻対﹈・たいはいす・たっしう・たっ

﹇体﹈・たいす

す・きょうそうす・きょうどういっち

す﹇為︼︵サ変︶阻スす角シ・ス・ス

水がなければ出來 な い ︒

七644

母あいす・あいせ

っす・あいたいりっす・あいたっす・

くす・くうひす・くちくげきはす・く

つす・じゅりょうす・じょうげす・し

ちす・ちゃくしゅす・ちゃくす・ちゅ

ル・スレ・セ・セヨ︾

ちょうず・ちょきんす・ちょくげん

こうす・つかいす・つきす・ていしゅ

ういす・ちゅうもくす・ちょうさす・

つす・ていす・でいりす・てきしす・

ょうしたまう・しょうす﹇称一・しょう

てきす

す﹇賞︼・しょうず・しようす﹇使用一

ょうめいす・じょうりくす・しょく

す・てんぎょうす・てんざいす・てん

ふうす・くらいす・けいあいす・けい

す・ごあんじくださる・ごあんじもう

す・しらぬかおす・しんあいす・しん

す・しょす・じょちょうす・しょり

ず・でんたつす・でんらいす・とうけ

じす・けいす・げきちんす・げきちん

しおり・こうかいす﹇後悔一・こうか

こうす︻信仰︼・しんこうす︻進行一・

まう・とうちしたまう・とうちゃく

あいつうず・あいどくす・あいはん

けんす・うえじにす・うちじにす・う

いす﹇航海﹈・こうかんす・こうげ

しんさいす・しんず・しんにゅうす・

す・どくりつす・とっきす・とっしゅ

す・あいわす・あんじおり・あんず・

んどうす・えとくす・おうず・おうせ

す・こうこうす・こうさんす・こう

しんぱいす・しんぽす・しんらいし

かいす・ついげきす・つうかす・つう

つす・おうせんす・おうようす・おう

す・こうず﹇莞一・こうず﹇講一・こう

たまう・しんらいす・すいきょす・

す・ちょくにんす・ちんぼつす・つい

らいす・おもんず・おんいとまごいし

せんす・こうどうす・こうふくす﹇降

つす・とっしんす・となりす・とひ

・しようす︻飼養︼・じょうず・じょ

たまう・かいけんす・かいしす・がい

服﹈・こうふくす﹇興復∵こうりゅう

すうばいす・せいしたまう・せいす

もにおくる・にゅうよくす・にんず・

す・なんりゅうす・にゅうえいすると

ほかくす・けつぎす・けっす・けっせ

しゅつす・かいす・がいす・かいせい

﹇制一・せいす﹇征一・せいす﹇製﹈・せ

いかだす・いじす・いじゅうす・いっ

す・かいつうす・かいてんす・かいふ

す・こきゅうす・こころがまえす・こ

いぞうす・せいちょうす・せいつう

はいしたてまつる・はいす ﹇拝︼・は

ねおきす・はいこうす・はいさつす・

いす・じょうはつす・しょうびす・し

くす・かくこしおく・かくこす・かく

つす・こんりゅうす・ざいきょうす・

ころす・こせんす・ごらんず・こんざ

んす・せっす・せっぷくす・せつめい

す・せいとんす・せいりつす・せっき

うせんす・じょうそうす・しょうた

して・かけつす・がしたてまつる・か

さいす・さいばいす・ざいりゅうす・

ょうす・けんず・げんず・げんぷく

す﹇架︼・かす︻課 ﹈ ・ が っ す ・ か つ ど

さきんず・ざす・さっしたてまつる・

いす

んす・けつぼうす・けんぎす・げんし

うす・からくして・かりしたまう・か

す・せつやくす・せんきょす・せんこ

はっくつす・はっけんす・ばっさい

ばくちんす・はたあげす・はっきす・

しょうす・いっちきょうどうす・いっ

ろんず・かんきす・かんきゅうす・か

さっす・さまたげす・さゆうす・さん

しんしやすし・せんりょうす・そうお

うす・せんしす・せんしゅつす・ぜん

ちす・いっていす・いうどりす・いん

んげいす・かんこす・かんじもうす・

さんす﹇産婦・さんす﹁算︼・さんだい

けいす・さんざいす・さんしゅつす・

す・ぎていす・きゅうさいす・きゅう

す・きす・ぎす．・きたす・きちゃく

うす・きこくす・きさいす・きしょく

す・かんらんす・かんりゅうす・きこ

びす・かんぷんべんれいす・かんゆう

す・しゃしまつる・しゃす・じゅうじ

しつす・していす・じどうす・しはい

じす﹇侍一・じす﹇専一・じっこうす・

ししょくす・しす︻死一・しす﹇資一・

す・じさつす・しさんす・ししゅす・

す・ざんぱいす・さんぶんす・さんぽ

す・そんす・ぞんず・そんちょうす・

いす・ぞんじたてまつる・そんしつ

ぎょうす・そっす・そらんず・ぞんざ

そうだんす・ぞくす・そしきす・そつ

んす・そうす・ぞうす・ぞうだいす・

うす・ぞうかす・そうかんす・ぞうし

す・びょうしす・ひょうす・ふかす・

りす・ひゃくしゅつす・ひょうけつ

ひこうす・ひさんす・ひす・ひとめぐ

す・はんす・はんべつす・はんもす・

す・はつめいす・はれつす・はんえい

す・はっす・はったつす・はってん

︻廃一・はいどくす・はいふす・

つす・とうず・どうず・とうそつした

︻敵︼・てんか

かんしんす・かんす・かんず・かんせ

︻適﹈・てきす

いす・かんそくす・かんつうす・かん

しんす・きゅうす・きゅうせつす・き

す
す
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ふくす﹇服﹈・ふく す ﹇ 復 ﹈ ・ ふ く よ う

六676図

松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

コギサラントシ︑敵ノ砲点手リハ砲

レぎのみこと

丸ヲアビセカクルコトイヨ︿盛ナ
に

︵略﹀天照大神︑区々杵尊

板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

八296図

︵略﹀︒

﹁この鏡を見ること我を
︵略﹀︑この御鏡を御神禮と

︵略V︑南ノロヨリ入ラント

︵略﹀︑クチヲシクモエノ笑

スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

ソガノイルカ

とする時は︵略﹀

︵略﹀︑蘇我入鹿勢ヲホシイ
エミシ

マ︑ニシテ︑父蝦夷ト訓声不忠ノフ

八498図

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ

ルマヒ墨守リキ︒

オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

八519図

︵略﹀耳は食事の知らせを

今シバシタメラババ事アラ

ハズヲ定メタリ︒

八532図

バレントス︒

八704図

︵略V︑目は食物を見ても見

聞きても知らぬ風をし︑︵略V︒

八705図

累増し食物をこなす事な

ぬふりをして過し︑︵略﹀︒

諸君我を苦しめんとし

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八715冠状

らるべき︒

︵略﹀︑尊の野に入り給ふを

食はんとす︒

娘を乞食ひ︑今また残りの一人をも

九32図囹︺︿略﹀︑毎年坐りて︑我が

て︑︵略﹀自ら苦しむにいたれり︒

八292図驚キテ西ノロヨリ入ラント 八716□薗田園

スレバ︑其ノ戸ハタト閉ヅ︒

八291國

者二知ラセントテカクスルナリ︒﹂

張りカヘント思ヘドモ︑︵略V︑若キ

八男圏﹁我モ後ニハコトぐク

るなり︒

して︑皇祖天照大神をまつりたまへ

八28図

見るが如くせよ︒﹂

八24図園

︵略V︑﹁︵略V︒﹂とおほせられたり︒

をこの國に降したまはんとせし時︑

あまてらすおほみかみ

す・ふす・ふそくす・ふちゃくす・ふ

︵略﹀︑なんぎをする人見

︵略V︑ソノ折父トトモニ戦
︵略﹀︑正行ハ父ノカタミノ

八23図

リ︒

ス︒

コノ度ノ合戦サダメテナ

ヲ見テスベシ︒

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七83國園

セントテ︑︵略V︒

七58図

正行コノ度ハサイゴノ合戦

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

七36図

場二出デントセシガ︑︿略V︒

七15図

あはれめよ︒

るときは︑力のかぎりいたはれよ︑

六847黒髪

ハ沿道ノマクラ木ナドトス︒

栗山︵略﹀︑家ノドダイ又

船ヲ作ルニ用フ︒

﹁崩一・ほうず

六683図

ちんす・ふんかす・ぶんこうす・ふん
しゅつす・ぶんべつしやすし・ぶんり

す・ふんれいどりょくす・へいてい
す・べんきょうす・へんず・へんせい

﹇ 封 ︼ ・ ほうず

︻奉﹈・

す・べんれいす・ほういす・ほうげ
ほうず

きす・ほうこくす・ほうず

︻報一・ほうてい す ・ ほ う も ん す ・ ほ か

くす・ほくせいす・ほこす・ほぞん
っとうす・まんぞくす・みやこしたま

す・ほっす・ぼっす・ほっそくす・ま
う・めいじたまう・めいじょうす・め
いず・めいちゅうす・めいめいす・め
いれいす・めんかいす・めんす・もく
そうす・やくす・ゆあみす・ゆうしん
かんせんす・ゆうす・ゆしゅつす・ゆ

にゅうす・よういす・ようす・よく

アル夜弟子ヲ集メテ︑書物

︵略﹀︑細クキザミテヂク木

く略Vを受信人に知らせん

︵略﹀凡そ百五十人を一季

四箇中隊を大隊︑三箇大隊

︵略﹀︑全鵠ノ形ノスリバ

︵略V隊商の仲間に篭り︑

大沙漠を往來するを業とせり︒

さばく

九4410図

シ︒

チヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ルベ

九414図

を聯隊︑二箇聯隊を発芽とす︒

れん

九266図

隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

九264図

見て︑火を放ちて高き奉らんとせり︒

︵略V入ラントスルニ︑内 九58図

聲ヲ後ニシテ蹄レリ︒

︵略V︑土倉は石のこをねり 八302図

ノ講義ヲセシ時︑︵略﹀︑トモシビキ

七242図
エタリ︒

す・よこくす・よそくす・よちす・り

七349図

ニハ黒ブクレニナリテクサリタル死

ゅうこうす・りゅうつうす・りゅうど
んけつす・れんせつす・ろうす・ろう

人横雲ハリテ︑︵略V︒

うす・りようす・れいす・れっす・れ

かためてかわかし︑かまどに入れて

ケ︑︵略﹀︒

八48図図

︵略V︑乗員ハ思ヒく二 八48図図

はさんとするものは︵略﹀

︵略﹀を邊達紙の外部に表

トシ︑火ニカワカシテ︑頭二陣ヲツ

八394図

細クキザミテヂク木トシ︑︵略﹀︒

︵略V︑ケヅリテウス板トシ︑

焼く︒かくして出來たるものをすや

勧工場二入リタルコ︑チ
シバ
明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

八393図

どうす・わこうす・わたくしす

お花は﹁はい︒﹂と答へて

きといふ︒

七919國

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

七595図

ス︒

七564図

受取らんとせしが︑︵略﹀︒

七506図

六176図長サヲバカルニ一尺ヲモト
トス︒

六188図 カサヲバカルニハ升ヲモト
トス︒

六197図 重サヲバカルニハ貫ヲモト
トス︒

六542図 ニモノヲスルニモ砂糖ヲ用
フルコトアリ︒

す
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九524図圃

︵略﹀︑田植・草取・取入

れに 農夫の辛苦共にする すげ笠
こそはたふとけれ︒

是金銀ハ︵略V︑貨幣トス

ヨリ︑場所二二リテ一定セズ︒
九8910図

日本一の長流を信濃川と

二人が之ヲヒロメントセシ

ルニ最モ便利ナレバナリ︒
しなの

リ起レリ︒

十317図

十501図

得︒

男勝りの大力にてボートをあやつり

接せんとする所︑玉突海峡あり︒

十一175図本土の西︑近く九州と相

箱根は︵略V︑盛夏の候は 十一296図 ︵略﹀︑天竺の軍事上に慮

しダーリングの手は︑︵略V︒

用せらる＼も決して座上の空談にあ

十743図

何れの旅館も空室なきに至るを常と

雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物

らざらんとす︒

ひえ

根等を主とし︑鹿の肉は珍味として
︵略﹀︑農業を替口まんとする

之を賞美す︒
十831國

ル有標モオモヒ見ルベク︑︵略﹀︒

十一3110図職艦ハ︵略﹀堂々敵ト決

海防艦ハ専ラ自國ノ沿岸

職スルヲ目的トス︒

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

十一336図

雷艇ヲ騙逐・撃破スルヲ目的トス︒

十一347図 貫主艦ハ︵略﹀︑又敵ノ水

十︸349図水雷艇ハ︵略﹀︑魚形水雷

潜水艇ハ︵略﹀︑敵艦ヲ

ヲ放チテ︑之ヲ撃沈スルヲ任務トス︒

十一351図

又竹を原料として竹紙

撃沈スルヲ目的トス︒

いかにせん︑頼むかげと 十一395國團

ものには土地を與へ︑︵略﹀︒

十896図画

如何にもして討取り申

正儀は河内にて領地を與

を製造致居候︒

十一455図園

幾度か思ひ直して討たん

正儀驚きて︑﹁如何に

とすれども︑︵略V︒

十﹇452図

へんとしたれども︑︿略﹀︒

十一442國

すべし︒

︵略V︑大佛殿ノ高サ十五丈︑ 十一418図園

て立寄れば︑二種ぬらす松の下露︒
十971図

東西長サニ十九丈︑眞二世界第一ノ
︵略V︑外役の蜂は朝より

木造建築物トス︒
十一66ロ︒凶

︵略﹀︑強ひて入らんとす

夕に至るまで︑螢螢として寸時も休
まず︒

まして戦場にては︑進ま 十一72図

︵略﹀︑熊王︵略﹀︑刀を

したるぞ︒﹂と問へば︑︵略﹀︒

十一457図

追手のトルコ人は如何とも

取直して腹かき切らんとす︒

すべき方法が無い︒

天︑勾践を空しうする 十一488

こうせん

義を見てせざるは勇無

れば立ちどころにさし殺す︒

十一145図囹
きなり︒

十一1510國圃
なかれ︒

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇肚ナ

旅館は︵略V︑山水のなが 十一3010図

す︒

十751図

肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル・空

めをほしいまΣにするを得べし︒

十7510図

︵略﹀︑常二今冬ヲ大切ニシ︑

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒
十789図

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

あは

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ 十789図 ︵略V︑常二身障ヲ大切ニシ︑

︵略﹀英國ヨリ註文アリシ

︵略﹀︑右の第十圖の八角形

種々の模檬を工夫し︑又麗

の角を短くすれば︑左の第十一圖を

十464図

國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑︵略﹀︒

ヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等ノ諸

十439図

も壷きせぬ物語︒

十406國圖爾字書食共にして︑なほ 十812國 食物は粟・稗・うばゆりの

スベキモノヲト心ガケシガ︑︵略﹀︒
ひるげ

十3110図

リ起レリ︒

バ︑︵略﹀︑之ヲ三鼎ントスル義心ヨ

二人が之ヲヒロメントセシ

バ︑︵略﹀︑之ヲ救ハントスル義心ヨ

十316図

す︒

九592図 しばく入浴し︑慧智を清 十28図
潔にすべし︒

九594図 住居もなるべくきれいにせ
よ︒

九603図 よく働かんとするものはよ
く眠るべし︒

九651図 試みに茶わんのそこにしる
しをつけ︑之を倒にして︑しっかに
水中に入れよ︒

九767図 金銭ヲ安全二男フルニ目上
便貯金トナスヲヨシトス︒

︵ 略 ﹀ ︑全部バリ終ヘタル時︑

九771図 ︵略V︑貯金セントスル時圏
ハ︑︵略﹀︒

つくし
是は︵略V︑筑紫へ旅立た

之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト

九773図

スルナリ︒

九791図
んとする時︑庭の梅に別ををしみて
よめる歌なり︒

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術
京家・西國の者かとすれ

九881図若シ今ノ世ニモナホカ・ル

︵略V︒

尋ね出して殺さんとせり︒

十548図囹

﹁︵略V︑敵は畠山に命じ︑

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

十5310図囹

ば︑坂東聲なり︒

十5110瓦之

においては極めて大切なる事とす︒

タトヘバコ・二漁夫アリ

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ
ナラン︒

九884図

︵略 ﹀ ︑ 或 種 類 ノ 物 品 ヲ 定 メ

テ︑︵略﹀︑先ヅ甲 ノ 農 夫 ヲ タ ヅ ネ タ
リトセヨ︒

九8810図

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換
スル不便ヲ省クニ至レリ︒

九892國 貨幣トシタル物品ハ時代二 十7010図 山なす大波を物ともせず︑

す

す
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十﹇526図 笑ハント欲セバ︑衛生二
注意シ︑身膣ヲ健全ニスベシ︒
りす︒

十﹇818図

テ︿略﹀︒
ク

モ

十︻872國
く

あゆ
鵜の鮎を呑むは必ず頭よ

年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

ポウ

先ヅ綿花ヲ︵略V︑鐵棒

之ヲ紡績作業ノ第一段ト
︵略V︑イヨイヨ延シテ︑

ラフソク

蜘蛛は︵略V︒網を張ら

も

︵略︶︑最も便を低くした

︵略﹀︑孚ひて其の便を低くすべし︒

十一929図

る人︑其の家を責ることを得べきな．
り︒

する者なきに至れり︒

︵略V︑見童は︵略﹀︑卒

範として︑職務に勉働するが故に︑

十一旧2図其の他の教員も校長を模

︵略﹀︒

業後も尚學校の門に出入するを白み

十二72國

青年の氣風を養ひ︑智徳

ひのき

︵略V杉・檜等の植林を

上下心残一にして︑同

文武道を異にすれども︑

︵略﹀太平洋第二・第三

︵略V︑波浪山の如くなれ

敵はかなはじと︑にはか

ず︑打出す砲弾よく命中して︑︵略﹀︒

ども︑熟練なる我が砲手は物ともせ

十二69國

トックに向はんとす︒

艦隊は︑朝鮮海峡を経てウラヂオス

てうせん

十二410図

國に書す誠は一なり︒

十二41國

胞すべて六千萬︒

十一囲2図國

ととせり︒

一村共同の有愚なる費用にあっるこ

十一鵬4國 ︵略﹀︑其の一部をさきて︑

とし︑︵略﹀︒

凄み︑其の利率を以て三校の基本金

十一価2図

︵略﹀︒

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十一価1図

増加せんとせしに︑︵略﹀︒

算の不足なるべきをうれへて︑之を

十﹁照10國 ︵略V︑村會にては其の豫

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

村會にて村費を議するに

製造する費用と相當の輝輝とを併せ

十﹇934図物の債は︵略﹀其の物を 十一鵬4國

復セントシ︑先ヅ南方ノ齪ヲ平ゲ︑

二蹄ラントス︒

蜀ノ軍︵略V︑旗ヲ反シ︑

はなむしろ

鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハントスルモ

ツヅミ

十︻鵬4図
ノノ如シ︒

︵略V︑花莚を織ること行
はれ︑十二三歳の少女も手を空しう

十一皿5図

十一聡7図

とせり︒

即ち物の償は普通の償を

たる金額に等しからんとする傾きあ
るものなり︒

十一947図

此ノ時諸葛孔明トイフ人

本として上下すと知るべし︒．

十︸皿5図

︵略﹀︑劉備ハ三度マデモ

アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ
ガ︑︵略V︒

十一皿7図

其ノイホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣
トセリ︒

﹁汝ハ孔明ト共幹事二

︵略V︒

孔明ハ︵略V選出ヲ興

從ヒ︑之二事フルコト父二事フルガ

十一m9図園

如クセヨ︒﹂

太き綜を渡し︑之を本として︑次第

︵略V︑先づ幾條かのや＼ 十一廻5図
に細き緕をかけ︑︵略﹀︒

十一882図

んとする時は︑︵略﹀︒

十一882図

キ縣︑蜘蛛ノイノ如キ細キ綜︑︵略V︒

︵略V蝋燭ノ心トスル太

イヨく細クシ︑次第ニョリヲカケ

十一859図

ス︒

十一845國

蝕ノ錘綿トス︒

ムシロ

ニマキテ︑長サ四尺バカリ︑直径尺

十一845図

用ヲミタシテ︑︿略﹀︒

シテ︑綿綜又ハ綿布トシ︑生埋ノ所

十一838図

して数千百尾の鮎を得るを常とす︒

十一5210図内二省ミテ︑ヤマシキコ 十一829図 ︵略﹀︑漁夫は一時間蝕に
トァレバ︑勉メテ面二笑フトモ︑心
中ノ苦ヲ如何ニセン︒

十一5310図 イハンや我二優レル人ヲ
ネタミ︑其ノ聲轡ヲ傷ツケントシテ
笑フ者二品テヲヤ ︒

十一541図 他人ノ敷心ヲ買ハントシ

︿略﹀︑七軒のこ十萬時聞

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ
ヤシムベシ︒

十一682図
若し過あらば︑︵略V︑其

を利用するとせざるとにあり︒
十一6910図

の過を再びせざらんことをちかふべ
し︒

よくと心配するは︑未練にして愚

十一702図 思ひても返らぬことをく
なる人のする事なり︒
の中の一人若し十分を守るとせば︑

十一709図 例へば六十人目集會に其
︵略V︒

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

︵略﹀牧穫蟻といふもの 十一鵬3図

あり︒一種の草の實を食用とするを

︵略V︑同様なる費家五戸

︵略V︑費家の持主五人は

蜀ノ二条ノ棺ヲ護りテ國

以て︑︵略V︒

十一928図

ときは︑︵略V︒

ありて︑買はんとする人唯一人なる

十一926図

︵略V︒

を買はんとする人五人あるときは︑

十一921図︵略V一戸の費家ありて︑之 十一鵬2図

ルコト七回二及ビシカバ︑︵略V︒
クワン

十一742図 ︵略V︑夜中のぞき見たる 十一8910図
﹁我が書がかんと思ひ

姿 を し て 見 す る に ︑︵略﹀︒

十一743國圏

けごんの

構へしことを如何にして知り給へる
か︒﹂

して︑霧降・裏見・方等・般若丁丁

はんにゃ

十一758図日光山には華嚴瀧を始と
の名世に知られたるもの少からず︒
此の二村に住めり︒

十一796図 鵜飼を業とする漁夫は皆

573
す

す

に路を憂へて逃れ去らんとせり︒
ヨ
十ニー08図團 我が聯合艦隊が克ク勝

ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タ
ルモノハ︑︵略﹀ ︑ 固 ヨ リ 人 爲 ノ 能 ク
スベキニアラズ︒

故に今より出帆せんと

する船は︑之を見て出獲を見合せ︑

十ニー88國

︵略﹀︒

十二201図 又風の方向は矢を以て示
し︑矢の上へ向ふ は 南 風 ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 左
へ向ふは東風とす ︒

とするに︑一老兵 の い ふ ︑ ︵ 略 V ︒

十二284図 敵の衛兵相呼んで尋ねん
十二286図 しばらくして黒き影は向
﹁我︑明日大軍を率ゐ

ひの岸に現れたり ︒

十二292図圏

本校全ロノ建乱切ハ質素堅田﹇

ヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル所ナ
リ︒

十二364ロ凶

將軍秀忠︑高虎の武名を

ひでたま

ヲ主トシ︑︵略﹀︒

十二377図
余の彼を避くるは︑國

重んじて︑之に封ぜんとす︒

十二395図囹
家の急を先にして︑私のうらみを後
︵略V︑國家の急を先に

にするが爲なり︒﹂

十一一395図囹

就中噴火口の最も大なる

して︑私のうらみを後にするが爲な
り︒L

十二405図

太古人口少く︑人智も開

を肥後の阿蘇山とす︒

十二436図

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑点苔を
家畜の飼養に至りては︑

採りて食物とせり︒

︵略﹀のろしをあげ︑次 十二465図

て出獲せんとす︒

更に之を盛にし︑︵略﹀等を供給せん

十一一295図

いで城に入らんとするに︑不幸獲見

こと︑實に垂目の急務なり︒

かみつけぬのかたな

せられて︑︵略﹀︒

い

せざき

絹織物の産地には︑京
きりふ

見本ト現物トヲ異ニシ︑
︵略﹀ガ如キ皆

但シ不正當ナル手段・廣

し

や

長春は南満洲浮野最北の
ろ

騨にして︑︵略﹀︒露西亜の東清鐵道

十二563図

事ニアラズ︒

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

十二531図

信用ヲ害スル所以ナリ︒

約束ノ期限ヲ違へ︑

十二522図

も古く其の名を知ら迭たり︒

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

上毛下形名︑︵略V︑夜に 十二493図圃

乗じて城をすてて逃れんとす︒

十二3010図

十二328図 ︵略V︑皆後世女子の模範
とすべき徳行なり ︒
かすとよ

十二3210図 かの山内一豊の妻が貧苦

︵略﹀︑如何なる事攣に際

︵略V形名の妻と其の徳を同じうす

に居て︑夫の一大 事 を 忘 れ ざ り し は ︑

とやいはん︒

十二341図

しても︑自若として其の常を失はざ
るは日本女子の美徳なり︒

十二356図︵略﹀︑其ノ席末二列スル

うんどん

べるりん

倫敦・巴里・伯林を欧羅

ばりロ

との連結馳とす︒

十二592図
巴の三大都とす︒

十二618図市匠井然として家屋の高
さ略≧相等し︒

倫敦は︵略︶︑古風の乗

合馬車を以て主なる交通機關とす︒

十二628図

肚麗なる馬車・自動車の

十二872図良雄平然頭を低くして之

時の人其の志を肚として

を食ひ︑からくと打笑へり︒

之を義士の墓側に葬れりといふ︒

十二882図

十二8810図 ︵略V︑ふたをすべき物に

はふたをし︑︵略V︒

十二891図 ︵略﹀︑ふたをすべき物に

︵略V何事にも清潔を旨と

はふたをし︑︵略﹀︒

十二898図

するは衛生上にも必要なる事なり︒

多きは巴里を第一とし︑市中到る虞

十二632図

すと共に火の用心を忘れざる様にす

まくら

とせよ︒﹂

目々の暮しは﹁入るを計

家の牧入を基として︑豫

其の上不時の出費の爲︑

﹁孔子は年少にして禮

齊を危くすることあらん︒﹂

十二949図囹

﹁魯孔子を用ふ︒或は

を好めり︒我死せば︑汝必ず之を師

十二938図園

せし時︑其の子に激へて曰く︑︵略V︒

十一一937図 魯の重臣某の病死せんと

多少の準備を疑し置くを必要とす︒

十二923図

め其の支出を定め︑︵略V︒

十二921図

つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

十二921図

し︒

て︑何人も病にをかされぬ様にすべ

衛生上の注意を怠らずし

主婦は︵略V︑戸締を爲

其の往詣織るが如く︑︵略﹀︒

べし︒

し

﹁三食をくらひ︑水を

十二906図

︵略﹀オレンジの熟する 十一一903國

さる
季節には︑数多の猿︵略﹀集り來り

十一一6710図

て之を食ひ︑果直濡くれば︑再び其
の故郷に瞬るを例とす︒

十二706図先づ苦しみて然る後に樂
しむを賢者とし︑︵略﹀︒

︵略﹀︑先づ歯しみて然る
そ

後に苦しむを愚人とす︒

十二707國

ひぢ

十二726豊楽

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

︵略﹀︑前面の一島草木

樂み亦其の中に在り︒
十二794薗自凶

コロンブスの遠征時代は

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑
︵略V︒
ほうでう

十二812図

︵略V︑北條早雲が︵略﹀其の梅力を
四隣に張らんとせる頃なりき︒

日々遊心を事として全く
復仇の事を忘れたるが如し︒

十二865図

十一一983図 ︵略V︑殊に他芸人の注意

如何にせば可ならん︒﹂

獣ならば︑かくして食 十二955図面 我︑罪を書中に得たり︑
へ︒﹂と︑足の指に魚肉回天をはさみ

十二8610図囹

て良雄の面前に出す︒

ず
す

574

を引くものは社會の公徳及び飢民の
度量なりとす︒

十二985m図 公徳とは︵略V︑公共の
をつ＼しむ徳義をいふ︒

物品を大切にする 等 ︑ ︵ 略 ﹀ 其 の 行 爲

十二986図 市街・道路を不潔にし︑

十二価3図此の五箇條を行ふも︑結
局一の誠心を本とすと諭し給へる︑
︵略V︒

︵略﹀︑大君の邊にこそ

平常質素を旨とすべきは

死なめ︑顧みはせじ︒

十二鵬3図書

十二田7図
︵略﹀何人にも最も大切なること言

常に之を忘れず︑之を模

︵ 略 ﹀ ︑ 公 園 の 樹 木を折取るが如きは︑

七231図

︵略V︑唯之一の誠心を以

コノ度ノ合戦ニハ︑曲直

保己一ハ︵略﹀︑単二書物

中ノーツト思ヘバ︑︵略﹀︒﹂

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

七74図園

す︵助動︶18スす︽ス・スル・セ煙

す︵助動︶うあまてらすおおみかみ

て報再審忠の道にいそしまんとす︒

十二m7図

範として︑︵略﹀︒

十二m6図

を待たず︒

︵略﹀是等文明の利器も

︵略﹀︒

十二㎜2図
其の運用を全くすること能はず︒

十二餅7図 ︵略V︑未だ其の國情を詳
にせず︑其の召人と一語を交へずし
︵略﹀を選畢するも︑︵略﹀︑

て︑︵略﹀︒

十二鵬5図

議員の経費を議するも︑亦常に此の
公平なる精神を以てすべし︒

十二鵬9図 第三種・第五種の議員の
任期は七箇年とし︑其の他は終身と
す︒

き賂駝の足跡あり︒之に力を得て︑
南へくと急がするに︑︵略﹀︒

を動かせしなり︒

ず﹇図﹈︵名︶5圖うせつけいず・だ

しちず・だいはちず・だいくず・だい

いしず・だいごず・だいろくず・だい

︵略V︑かばねを宮城の方に いいちず・だいにず・だいさんず・だ

向ひて立たせ︑ながく皇城を守護せ

九642図
しめたりといふ︒

じゅうず・だいじゅういちず・だいじ

ゆうにず・だいじゅうさんず・だいじ

︵略﹀︑直ちに老母と子供

を裏山に立退かせ︑必要書類など取

九743國團

書をかく人︑圖をひく人︑爲

ゆうしず・だいじゅうごず・てんきず

組めや手塚︒しといふま﹂ 十191

りまとめ︑︵略V︒

十5010図

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは
手塚の家島は

に︑︵略﹀進み寄る︒

圖や書は別に堅い木に彫り︑

十474國次の圖は其の＝一の例を示

︵略V︒

十197

ない︒

手塚は家來を討たせじと︑

組ませじと中をへだっれば︑︵略V︒

十511図

君は御三に降りか＼る露

敵に組みつく︒

十892小鼠

すものなり︒

十分ノーニシタ縮圖デ︑︵略﹀︒

其ノ圖ハ船ノ切断面及ビ構成等ヲ何

御歌かしこみ︑藤房は聲 十ニー19 ︵略﹀設計圖ヲコシラヘル︒

梯はせて︑︵略V︒

十895図工

くもらせて︑︵略﹀︒

元服せよ︒﹂とて︑

必要ナ部分世嗣物大ノ圖ヲ作ツテ︑

十ニー24 設計圖が出來上ルト︑︵略﹀︑

︵略﹀︒

ず︵助動︶鋤ズず非ず公ザラ・

︵略﹀︑正儀は︵略﹀︑﹁今
日は吉日なり︑

十一447図

まさひろ
もと買りを上げて︑和田小次郎正寛

︵略V ︑ 其 の 他 は 終 身 と す ︒

十二縄9図

ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑一心二二

と名乗らせ︑天皇より賜はりし具足

居合せたる人々︵略V︑ ザリ・ザル・ザレ・ズ・ヌ・ネ︾ うあいか

わらず・おもわず・こころならず・し

十一459図

一領を取出して與ふ︒

強セシカバ︑︵略﹀︒

明治三十七八年戦役の終り
れ︑平和の成りたるを告げたまひし

かのみならず・しらずしらず・しらぬ

菓子ノ中肋ハ砂糖ヲフクマ

︵略V︑コノニツノ物ナケレ

バ︑物ノ味酒ウマカラズ︒

六545國

ザルモノ少シ︒

六538図

六433井ノ中ノカバヅ大海ヲ知ラズ︒

えず・のこらず・ひきもきらず

かおす・たえず・とおからず・とりあ

﹁何とて命を捨つるに及ぶべき︒﹂

︵略﹀︑水のしぶき枯木に

此の間に鵜を引上げて呑
時ノ人﹁死セル諸葛︑

夜明くれば︑砂の上に新し 十二9510図 ︵略﹀︑孔子は義を以て入

生ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

十一鵬5写真

みたる魚を吐かせ︑︵略﹀︒

十一808図

氷結して︑水晶の花を咲かす︒

十一788図

と︑取っておさへて動かせず︒

り︑︵略﹀︒

九304図

九488図

リ︒

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

臨時大祭二天皇皇后爾陛下

て酒を造らせ︑之を八つの酒槽に盛

九35図尊︑︵略﹀︑老人夫婦に命じ
さかぶね

が︑︵略﹀︒

たる後も︑天皇陛下御参鐸あらせら

八36図

十二鵬1図 しかして︑法律及び豫算
天皇 の 裁 可 を 待 ち て 始 め

て成立するものとす︒

は︵略﹀︑

十二㎜10図 明治十五年軍人に下し給
へる勅諭こそ一般下民の寸時も忽に
すべからざるものなれ︒
しくすべし︒

一には︑軍人は質素を旨

十二皿1図 一には︑軍人は禮儀を正
十二皿2図
とすべし︒

しか文弱に流れ︑︵略﹀︒

十二盟2図 質素を旨とせざればいつ

ず
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六682図 栗バカタクシテ︑ナガクク
サラザレバ︑︵略﹀マクラ木ナドトス︒

六685図 桐ハ︵略﹀︑家ヲタツル材

︵略﹀︑いつはりいはぬが

︵略﹀︑停車場ニハ汽車ノ獲

木 ト シ テ ハ 用 ヒ ラレザレドモ︑︵略﹀︒

着タエズ︒．

六821図
六828図國

子供らの 學びのはじめぞ︑つ㌧し
マサシゲ

楠木正行ハ正成ノ子ニシ

めよ︑いましめよ ︒

七12図
﹁汝ヲ サ ナ ク ト モ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑

テ︑父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒
七39図園

コレポドノワケノ分ラヌコトハアル
マジ︒

七43図囹 父ノ汝ヲカヘシタマヒシ
バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ
シミタマヒテニア ラ ズ ︒

ベ シ ト モ オ ボ エ ズ︒﹂

七47恥骨 カクテハ君ノ御用二立ツ

︵略﹀︑コ︑モマタ見渡スカ

シク咲キミダレタリ︒

七593図
ギリ︑人家ナラザルハナシ︒

七603書毛のいたって短きものは指
昔より﹁犬は三日かへぱ︑

さきにてもつまめぬ程なれど︑︵略V︒

七617図

のきよりおつる雨だれの

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

七784図圃
のきよりおつる雨だれの

たえず休まず打つ時は︑︵略﹀︒

七784図圃

︵略﹀︑一たん心定めては︑

たえず休まず打つ時は︑︵略﹀︒
七788図画

︵略V︑一たん心定めては︑

事に動かず︑さそはれず︑︵略﹀︒

七788図圏

事に動かず︑さそはれず︑︵略︶︒

かた

︵略V︑はげみ進むに何事

など成らざらん︑鐵石の

七791図圃
の

︵略V︑一たんめあて定

きもつひにとほすべし︒
七798︹図魍

など成らざら

めては︑わき目をふらず︑怠らず︑

ふるひ進むに何事か

七66図鑑 翼長臣ヲ合戦ノ場ニモト
モナハズ︑﹁︵略﹀ ︑ 朝 敵 ヲ ホ ロ ボ セ ︒ ﹂

︵略﹀︑一たんめあて定

ん︑︵略﹀︒

ん︑︵略﹀︒

など成らざら

など成らざらん︑ばんじゃくの

せ

一生に一度は︑かな

サレド杉野ハ見アタラズ︒
︵略V︑

らず伊勢に参葬せんと心がけざるも

い

八18図

七911図

重きもつひにうつすべし︒

か

七801図國

︵略﹀︑ふるひ進むに何事

ふるひ進むに何事か

めては︑わき目もふらず︑怠らず︑

七798図圃

ト申シ残シタリ︒

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

七226図 目ハ見ユレドモ︑字ノ護メ

大 壷 者 ト ナ リ シ 人アリ︑︵略﹀︒

七227図シカル曲目ハ見エズシテ︑

講 義 ヲ ツ 寸 ケ タ レバ︑︵略﹀︒

七244図 保己一ハソレトモ知ラズ︑

七556図 サレドモコ・ニテ見ユルハ
東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒

木多カラザレド︑種々ノ草花ウルハ

七582図コノ公園ハ新シクシテ︑古

のなし︒

八171図囹人手ヲカルニモ及バズ︒﹂

一箱ノマツチが我等

か窒みの如き水の

八704國

︵略︶耳は食事の知らせを

聞きても知らぬ風をし︑︵略﹀︒

﹁諸君は知らずや︑我は

﹁︵略V︑我はた雲坐して

︵略V︑此の数日間少しも

︵略V︑新しき血球來ずし

虎モ猫モ︵略﹀︑歩ム時音

又世界の中には︑年中夏の

か㌧る地方にては︑人は皆

まとふに過ぎず︒

はだかにして︑布片を身膣の一部に

八828図

知らざる國あり︒

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

八825図

美しき花木を見ること能はず︒

八821図 かΣる地方にては︵略﹀︑

はずならずや︒

行けば行く程出盛鮎に遠ざかるべき

八805図 ︵略V︑若し平たき物ならば︑

リ︑︵略︶︒

ヲ立テズシテ︑シヅカニ反応二近ヨ

八748図

たれり︒

て︑諸君は皆却って自ら苦しむにい

八718図園

來ずして︑︵略︸︒

食物を送らざるが故に︑新しき正出

八717図囹

食ふ者にあらず︒

八713図園

たゴ坐して食ふ者にあらず︒

八712溢血

︵略﹀︑身膿は全く力なきにいたれり︒

八708図 ︵略V︑動くことかなはず︑

ぬふりをして過し︑︵略﹀︒

八295國幾度カマハリタレドモ︑入 八704図 ︵略V︑目は食物を見ても見
ルコトヲ得ズ︑クチヲシクモエノ笑
聲ヲ後ニシテ婦レリ︒

﹁カク我ノ居ルニ︑何ユ

里もな

︵略V︑つ雲いてかをる梅

エニ入リ給ハザルカ︒﹂

八306図囹

八352図圃

鳴かぬ

マツチハ︵略﹀︑一箱三四

巻葉をもる＼つゆ歯し︒

びやく
︵略﹀︑にごりにしまぬ白

が香に︑うぐひす
し︒

蓮の

れん

八366図圃
八383図

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

厘ニモ足ラズ︒

八386國

レタレバ︑サ程ニハ思ハザレドモ︑

︵略﹀︑

︵略V︑今更二其ノ便利ナルニ驚カル
・ナリ︒

八402図

ノ手二入ルマデ目星︑何十人ノ人手
ヲ要スルカヲ知ラズ︒

之ヲ思ババ一本ノマツチモ

鎌足︵略V︑未ダ近ヅキ奉

ソマツニハ使フベカラズ︒

八403図
八507図

ル折ヲ得ザリキ︒

八531図他ノニ人ハ此ノ間二入鹿ヲ

︵略V

討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出
デズ︒

八597図團

あはづ

面︑あかぬながめは八つの景︒
すまぬ空ののどけさよ︒

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

八603図圃粟津の松の色はえて︑か 八831図 我が日本の國の大部分は︑

ず
ず
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︿略﹀︑冬も甚だしく寒から

く暑からず︑︿略﹀ ︒

八832図

﹁こは神劔なり︑私すべ

ず ︑ 夏 も 甚 だ し く暑からず︑︵略﹀︒

九43図囹

れじと︑︵略﹀︒

九5210図圃

かぶり物にはあらねど

も︑手ぬぐひ三尺引きしぼり︑頭に
︵略V︒

八十歳を越えて病を知らざ

︵略Vなどを食ひて︑一命

叛服常ならず︑︵略﹀︑其の後も度々

空気は形もなく︑色もなけ

叛きて︑︵略V︒

九647図

空心は︵略﹀︑凡そ少しに

れば︑目には見えざれども︑︵略﹀︒

ズ︒

火は空忍なければ燃えず︒

︵略V︑死傷も少からざる
︵略V︑犬のなき聲もた雪

一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ
︵略﹀必要ナル費用マデモ

詩を作りたり︒

カラズ︒

乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズ

バ︑更二追丁ノ農夫二談ゼザルベカ

九886図

ラズ︒

ゼザルベカラズ︒

九886図 ︵略﹀︑更二丙丁ノ農夫二談

九886図 ︵略﹀︑更二丙丁ノ農夫二談

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

ゼザルベカラズ︒

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒

九893図

ければ︑ふみ見ずといひし

言の葉

九926調革 ︵略﹀ いく野の道の 遠

は︑︵略﹀︒

て︑後の世永く くちざらん︒

あま
九928図圃 ︵略﹀︑天の橋立 末かけ

ひぐらし

散らざらん︒

九935図書 ︵略﹀ 言の葉の 花は千

歳も

は︑日暮るるまで見れどもあかずと

九945訴追の門一に日暮門の名ある

我が國到るところ名勝の地

直下七十丈︑肚観名状すべ

の意なりとそ︒

九962図

からず︒

九964図

されば一年中遊覧者跡を絶

にとぼしからざれども︑︵略﹀︒

外二人の我が國に座る者必

されど森林のあたふる利盆

は是のみには止らず︒

十89図

其の全景を見ること能はず︒

いっこより見ても︵略﹀︑

ざるものなし︒

ずこ﹂に遊びて︑日光の結構を賞せ

九969図

たず︑︵略V︒

︵略﹀物ト物トヲ取換ヘテ 九966図

其ノ農夫若シ魚ヲ望マズ

︵略﹀︑更二塁ノ曲辰夫ノ所二

行カザルベカラズ︒

九885國

行カザルベカラズ︒

九885図

︵略V︑更二百ノ農夫ノ所二 十24國

バ︑更二乙ノ農夫ノ所二行カザルベ

九884図

有無相通ジタルニ過ギザリキ︒

九8710図

一篇の

忌避今昔の感にたへず︑恩

ヲシムが如キハ︑ホムベキ事ニアラ

九786図

スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑︵略﹀︒

九768図

ならずと思ふ間もなく︑︵略﹀︒

九738圓團

由承知致し驚き入り候︒

九713國團

を保つこと能はざるべし︒

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

九663國若し空氣なからんには︑人

九655図

ずといふこと無し︒

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

︵略V︑盤ヲナ︑メニ突出ス 九6410図

結ぶはち巻は

九561國
ルトキハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラ

きにあらず︒﹂

ズ︒

︵略﹀ ︑ 水 運 ノ 便 少 カ ラ ズ ︒

或動物ハ︵略﹀︑周園ノ物ト

九168國

︵略﹀︒

九587國

﹁我は天氣にも相談せず︑
﹁過ぎたるは及ばざるが如

︵略︶︑色青ざめて元事なき

西洋のことわざにも﹁よ

︷略﹀︑適度の運動を怠らず︑

︵略﹀︑なほ病にか㌧らば︑

蝦夷は東北の地に住して︑

ぞ

賜の御衣をさ﹂げて︑︿略V︑

空樽の大切なることも食物 九813図

し︒﹂と知るべし︒

九602國

毎日運動するが故に︑︵略﹀︒﹂

九599國囹

をうしなふ者少からず︒

九588國

熟せざるくだ物︑︵略﹀︒

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

九585図

ル艦色ヲ有ス︒

マギレザルヤウ︑コトニアザヤカナ

九568図

九174國 霞浦・北浦等ノ合流スルア
タリニハ名勝ノ地少カラズ︒
ほうたう
﹁聞けば︑そなたは豊島

九206等比

の戦にも出ず︑又︵略﹀にもかくべ
つ の 働 な か り き とのこと︑︵略﹀︒

爲には候はずや︒

九2010團團 一命をすてて君に報ゆる

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九219國團 母も人間なれば︑我が子

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

九269図 明治二十七八年の職役まで

︵略﹀︑誰カバ義勇奉公ノ心

に 過 ぎ ざ り し が ︑︵略V︒

九306図
ヲ起サザラン︒

え

九622國

愛国が罪にあらず︒

九6110図

早く疲ね︑早く起き︑︵略V︒

九619図

ず︒﹂といへり︒

く日光の見舞ふ家には馨者は見舞は

九616図

は︑日光に浴せざるが爲なり︒

九613図

におとらず︒

九4010図 然レドモ自然ノ韓憂ハ更二 九607図

︵略﹀水ノカバハカリ知ル

是ヨリモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ
ヤ︒

ベカラズ︒

九426図

九463図 一同はやむことを得ず︑進
﹁若し明日中に水のある

行を止めて︑風の を さ ま る を 待 て り ︒

九476図囹

所に着かずば︑騎 駝 を 殺 し て ︑ 其 の 胃
の中の水を飲むよ り 外 な か る べ し ︒ ﹂

九4710図 之を聞けるアリの驚は一方
ならず︑さては此のま﹂にては過さ
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十107m囚

︵略 ﹀ ︑ 漁 業 の 利 を 失 ひ た る

︵略 ﹀ ︑ 其 の 効 用 あ げ て 数 ふ

地方も少からず︒
十1010図
べからず︒

て

あらはれぬ

ぬきもあるなり︒

十142図圃囹 かべ土ユ 塗込められ

音もきこえ

﹁汝の男と生れざりしが

そののちは

十1410図圃 げにくと 皆うなづき
て︑︵略﹀
ず︒

口をし︒﹂

︵略﹀︑常に一といふ文字を

十161図園
十165図
﹁長者ト約シテ後ル︑ハ

だに知らぬ顔に過したりといふ︒
禮二非ズ︒

十237動眼

十239図 ︵略V︑良ヤムヲ得ズシテ婦
レリ︒

止マズ︒

十2410図 無頼ノ少年等口々二軸リテ
マタ

十253図勾配ス能ハズバ︑我が謄ノ
下ヲク寸レ︒﹂

良や老人ノ無禮ヲトガメ

十256國 見ル者アザケリ笑ハザルハ
ナシ︒

十2510図

良や老人ノ無禮ヲトガメ

ズ ︑ 信 や 少 年 ノ 笑 罵二怒ラズ︑︵略V︒

十261図

ズ ︑ 信 や 少 年 ノ 笑 罵二怒ラズ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑数年ナラズシテ石見

一 國 ニ ヒ ロ ガ リ ︑ ︵略V︒

十324図

十328図 ︵略V︑知ルモ知ラヌモ父母
︵略﹀︑是等ノ島ニハ作物ノ

二別ル・如ク悲シミタリトナリ︒
十332図

ひるげ

︵略﹀︑餓死スルモノ年々少

出品ザル荒地多ケレバ︑︵略V︒

十334図
カラザリキ︒

十692図

︵略﹀︑一寸先をも見分くる

こと能はず︑心ならずも夜明を待ち
たり︒

︵略V︒

︵略﹀︑今は僅かに二萬人に

かさぎ

十829ロロ凶

足らず︒

給ふ︒

る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち

まず︒

紅葉二名高キ龍田川モ程遠

コ︑ニマウヅルモノ︑誰カ

花ぞ昔の香ににほひける︒

名所・奮蹟ヲアマネク尋ネ

吉野山霞の奥は知らね

訊窪え︿とば一の望花試

吉野山は︵略﹀︑到る庭

︵略﹀︑外役の蜂は朝より

夕に至るまで︑螢螢として寸時も休

十一66図

櫻樹あらざるなし︒

十一46図

むかず︒

吉野山︒といひし古人の句我をあざ

十一22図

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒

十一13図圃

アルベシ︒

ンニハ︑幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感

十照2図

木・一草審ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

十皿10図 ︵略﹀︑昔ナガラノ山河︑一

バ︵略V︑皇室ノ御威徳ヲ仰ガザラン︒

十薬8図

里は

十995國圃人はいさ心も知らず︑故

カラズ︒

十985図

世界第一ノ木造建築物トス︒

ノ驚クベキノミナラズ︑︵略﹀︑眞二

十9610図 ︵略﹀︑タ寸二大佛ノ大キサ

モ足ラズ︒

十9410﹇図 ︵略﹀︑今ハ往蒔﹁ノ三ノーニ

もまかせず︑岩と波との間にボート

此の間岩にも當てず︑波に

︵略﹀少女の働は︑人間業
山なす大波を物ともせず︑

温泉の諸種の病を治する

箱根は︵略﹀︑廣大なる旅

︵略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ審
サザルモノヲコナシテ︑︵略﹀︒

十764図

常とす︒

候は何れの旅館も空室なきに至るを

館も少からざれども︑︵略V︑盛夏の

十742図

べし︒

みならず︑一つには︵略Vが急なる

は︑た皮に其のふくめる鑛物の効の

十728図

しダーリングの手は︑︵略V︒

男勝りの大力にてボートをあやつり

十7010図

とは見えず︒

十706図

をあやつり居たる少女の働は︑︵略V︒

もまかせず︑岩と波との間にボート

十705図

をあやつり居たる少女の働は︑︵略V︒

十407図玉里將書食共にして︑なほ 十704図 此の間岩にも當てず︑波に 十886図圃 笠置の山の行在所︑寄す
も審きせぬ物語︒

十432図然レドモ少シモ其ノ志ヲタ
ワメズ︑イヨ︿勇氣ヲフルヒテ考
︵略﹀︑此ノ時ハナホ世人ノ

案ヲ績ケ︑︵略﹀︒

十436図

近年ノ輸出高ハ年々五六百

注目スル所トナラズ︑︵略V︒

十443図

混書・模標等を色どりする

萬圓ヲ下ラズトイフ︒

十493國

︵略﹀︑色の調和を考へざる

には︑色の調和を考へざるべからず︒

十494國
べからず︒

十518財界名乗れと申せば︑﹃︵略V︒﹄

︵略﹀︒﹄といひしにたが

といひて名乗らず︒
むさし
﹁そは武藏の齋藤別封に

十525図圓

はあらずや︒
十544図園

はず︑墨を塗りて候︒﹂

︵略﹀︑一座皆ようひの袖を
しぼらざるはなかりき︒

十556國

十582属團

︵略﹀︑常二身膿ヲ大切ニシ︑

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

︵略V︑又學科も︵略﹀飴 十789図

彼等は元は警み書きも知
らず︑算数の考もとぼしかりしが︑

十824図

ても既に内地人と同じからず︒

十804図あいぬの風俗はこれのみに

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

︵略V︑外出せずとも少し 十789図 ︵略﹀︑常二身艦ヲ大切ニシ︑

りむつかしとも覧え申さず候︒

十588國團

︵略﹀︑外出せずとも少し

も不自由を感じ申さず︑︵略﹀︒

十589國團

も不自由を感じ申さず︑︵略V︒

︵略﹀︑學校・病院・銀行等
皆備ラザルナシ︒

十635國

ず一ず
578

︵略V︑検査掛は内に入

十一610國 怠りて持蹄らざるものあ
れば︑︿略﹀︒

十﹇71図
るを許さず︑強ひて入らんとすれば
︵略﹀︒

十﹇74図 ︿略﹀︑何等の螢働をもな
さざるを以て︑秋の初には皆働蜂に
さし殺さる︒

十一85図 されば三三不順にして︑
花のとぼしき時は蜂合戦の起ること
珍しからず︒

十一89図 ︷略︶︑共同團結して螢働
をいとはず︑︵略V︑團罷の爲には身
命ををしまざるによる︒
︵略﹀︑團盤の爲には身命

ををしまざるによる︒

十一810図

︵ 略﹀︑事の未だ成らざる

ひの袖をしぼらざるはなかりき︒

十﹇138﹇図 ︵略V警固の武士もよう
十一141﹇図

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ
りしかば︑︵略﹀︒

はんれい

十一145図囹義を見てせざるは勇無
きなり︒

十一161十両 時︑苑蚤無きにしもあ
らず︒

十一165図 されど武士どもは其の意
味を知らざりしかば︑思ひとがむる
こともなかりき︒

十一184図 一翼未だ去らざるに︑一
島 更 に 現 れ ︑ ︵ 略 ﹀︒
かくして島轄じ︑海廻り

て︑其の堰くる所を知らず︒

十一187口︒凶

十﹁205図

内海の沿岸及び島々には
黄土のろかい操りて︑

名勝の地少からず︒

十一228図圃

︵略V︑しきりに望めば︑

追懐するの情にたへず候︒
十一428國

力及ばず︑︿略V名刀を與へて行かし
めたり︒

十一534図 ︵略﹀︑時ト場合トニヨリ

︵略﹀︑他人ノ悲ヲ思ハズ

テ笑フベカラザルコトアリ︒

シテ笑フハ同情ノ無キ人ナリ︒

十一535図

︵略Vヘツラヒ笑ヒ︑中

家の事をば心にかけ

人生七十年と見るも六十

︵略V︑實際修學及び業務

︵略V︑唯此の二十萬時間

人生の長短は︷略V︑年

路傍の一草・一木も學問

業務に從事する間は熱心

の過を再びせざらんことをちかふべ

十一6910図 若し過あらば︑︵略﹀︑其

らず︒

に之を行ひて︑他事に心を劣すべか

十一697國

遂には活動にたへざるに至る︒

十﹁694図 ︵略﹀心身いっか劣れて︑

の種ならぬはなく︑︵略V︒

十一689図

も輕んずべからず︒

十一687図之を思へば︑一寸の光陰

歯の多少を以て量るべからず︒

十一686図

を利用するとせざるとにあり︒

十一682國

越えざるべし︒

に用ふる時間は僅かに二十萬時間を

十一679図

萬時間に過ぎず︒

十︻676図

ず︑御堂の爲に行きませ︑いぎや︒

十一608國圃

ノニ如カズ︒

ロ不愛敬ナリトモ︑信實ノ心アルモ

心却ツテ親切ノ念ナキモノハ︑ムシ

十一545図

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

︵略﹀︑常に身を離さざり 十一536□⊃凶 謹嚴ナルベキ場合二笑フ

︿略﹀︑熊王は﹁何の戦功

︵略﹀︑正儀はかくとも
﹁今日は吉日なり︑元服せ

︵略﹀︑﹁何とて命を二つ

熊王恩に感じて︑涙せき

よ︒﹂とて︑︵略﹀︒

知らず︑

十一446図

もなければ︒﹂とて受けざりき︒

十一443価︒凶

し名刀を與へて行かしめたり︒

︵略V︑誰か人智の進歩の 十一4210図

行手定めぬ浪まくら︑︵略﹀︒
十一2410口口凶

二物相待つに非ざれば用

大なるに驚かざらん︒

十一251図
を回し難きを﹁車の爾輪の如し︒﹂
といへども︑︵略﹀︒

︵略V︑古風の牛車は博物

︵略V︑古風の牛車は博物 十︻449図

館に行かずば見るべからず︒

十一2510図
十一2510國

あへず︒

て動かせず︒

十一464図

一家和合セザル時ハ家道
次第ニオトロヘテ︑︵略﹀︒

十﹇5110國

の門外へは出でざりきとそ︒

︵略﹀︑其の後は一度も院

るに及ぶべき︒﹂と︑取っておさへ

︵略V︑風の方向に關らず︑ 十一459図

館に行かずば見るべからず︒
十﹇273図

スチブンソンの造りし機

十分に風力を利用することを得︒

十一277図

節電は︑今日の完備せる機下車にく
︵略﹀も決して座上の空

らぶべくもあらず︒
十一296図

談にあらざらんとす︒

雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物 十一531図 ︵略﹀︑上︑天田恥ヂズ︑
下︑地謡恥ヂズ︑外︑人二恥ヂズ︑

十一3010図

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇肚ナ

内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒
︵略﹀︑上︑天二恥ヂズ︑

︵略V︑上︑天二恥ヂズ︑

︵略V︑上︑天二陣ヂズ︑

内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

下︑地二恥ヂズ︑外︑人二恥ヂズ︑

十一532図

内︑醐汁恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

下︑地二恥ヂズ︑外︑人二野ヂズ︑

十一532図

内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

下︑地二恥ヂズ︑外︑人山恥ヂズ︑

十一531図

ル有様モオモヒ見ルベク︑︵略V︒

四面西海ナル我が帝國

︵略V︑常二強大ナル海軍

ハ︑︵略﹀︑常二強大ナル海軍ヲ有セ

十一354國
ザルベカラズ︒
十﹇355ロコ凶

ヲ有理ザルベカラズ︒
︵略﹀︑街路井然︑︵略V

建築物の至大なる︑内地にても見る

十一366令室

︵略V︑そ虻うに當年を

能はざる程に御座候︒

十一368國團
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ず一ず

し︒

よくと心配するは︑︵略﹀︒

は幾十尺なるを知らず︒

らず︒

其の奇観眞に名状すべか

ること能はず︒

十一701図 思ひても返らぬことをく 十﹁766図 ︵略﹀︑今は其の奇勝を見

さまたげざる時間 を 選 び ︑ ︵ 略 V ︒

十一703図 人を訪問する時は業務を 十﹇789図

十一917國

是飲料水とぼしくして︑

意のまNに之を得ること能はざれば
なり︒

︵略﹀各其の家の質れざ

ます

孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑
﹁出師ノ表ヲ見テ泣カ
﹁出師ノ表ヲ見テ泣カ
﹁公ハ天授ナリ︑敵ス

ベカラズ︒L

蜀ノ軍少シモサワガズ︑

旗ヲ反シ︑ ︵略﹀仲達二向ハントス

十一燭3図

︵略V︑二年毎に之を守る

︵略﹀︑難を飼はざる家な

仲達アヘテ近ヅカズ︒

ルモノノ如シ︒

十一鵬4図

も︒

開

︵略V︑村人の喜一方なら

︵略﹀村民は教育の爲︑

瑞穂の國と農業は

︵略﹀︑之を拝讃するもの

︵略V︑明治の聖世を開か

此の心なり︒

我等臣民も︵略︶︑ 一致

國を思ふ道に二つはな

十二44図治に居て齪を忘れざるも

船人は かちに心を許さざらなん︒

十二43図圃

波風のムつかなる日も

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

十二310図圃

るべからず︒

十二210図 ︵略﹀︑此の國家を護らざ

らず︒

協同して︑此の國家を護らざるべか

十二210図

せ給へる御盛運故なきに非ず︒

十二29図

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛

十ニー6図

けぬ地なし︑野も山も︒

十一m2図團

みつほ

一厘の支出を要せざるに至るべし︒

十一価5図

ず︒

十一撫9図

に︑其の利少からず︒

十一m4図

し︒

︵略﹀︑需要の減ずるに非 十一皿1図

らんことを恐れて︑︵略﹀︒

十一928図

十﹁9410図

るよりは︑決して安くなることなき
其の後日々業務に追

なり︒

十一95弘陽光

片手に握り︑︵略V︑たくみにさばき

か窒り火をたくは魚を集

たら

︵略﹀︑鯨と鱒との漁利
︵略﹀︑特殊の網を用ひ

森林は内地及び北海道

︵略﹀︑未だ盛に採掘に
︵略﹀︑關羽・張飛等ノ諸

十﹇鵬5図園

ザルモノ山人二言ズ︒﹂

︵略V︑飾にも實用にもな 十一秘7警告

ザルモノハ人二非ズ︒﹂

十一財7図囹

︵略V︑忠義ヲ壼シテ攣ラズ︒

十一脳2図

將之ヲヨロコバズ︒

十一㎜9図

着手せらる＼には至らず候︒

十一姻8魍国

牧盆と相成るべく︑︵略﹀︒

十一m5國團之を伐採せば少からぬ

林にして︑︵略﹀︒

に於ては見るを得ざる廣大なる天然

十一鵬3國国

程にて︑︵略V︒

ずとも︑撚網にてすくひ取るを得る

たも

十﹁993圓團

は殊に多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

さけ

にしん

はれ︑鯨り旅行も致さず候へども︑

農夫の田畑を耕すに似た
是即ち農業の牧穫に異な
物の贋は効用あること

十一986圓團

めんが爲なるのみならず︑又鵜をは
︵略﹀︑鵜は深く沈まずし

︵略﹀︒

なり︒

十一874図
ニアラズヤ︒

らずや︒

十﹁888図
十一904図
らず︒

機械ノカバ驚クベキモノ

て︑たやすく魚を捕ふることを得る

十一825図

げます一法たり︒

十一823図

てもつれしめず︒

十一706図 殊に集魚の時間は正しく 十一807図 ︵略﹀︑十二條の細なはを
守らざるべからず ︒

十一707図 殊に望薄の時間は正しく
︵略﹀︑毎日遊び暮して三

守らざるべからず ︒

十一721図

年を経たり︒住時は心得ぬ事に思ひ
て︑︵略﹀︒

十一724図園 我衣食の費をいとふに
あらざれども︑何虚へなりとも出で
て遊び給へ︒

十一734図 筆勢非凡にして︑丹青の
︵略﹀夜もすがら寝ねず

旨いふべからず︒

十一736図

して︑明日はかく書がかんなどひと
り言いひ居たり︒

十一906図

と︑随意に得られざることとにより

︵略﹀︑婁師それより後の

て生ずるものなり︒

十一745図

二枚には壷がかず︑唯檜一本を書が

故に随意に得られざるも

きて︑東國へ出立 せ り ︒

十一907図

のなりとも︑効用なきものは債ある

十一747図 然るに未だ一月もた＼ざ
る内︑又再び引返して一國寺に罷れ

︵略﹀︑極めてまれにし

ことなく︑︵略﹀︒

く︑︵略﹀︒

らざるものならば︑之を買ふものな

十一911図

︵略﹀︒

て随意に得られざるものなりとも︑

﹁先に書がきたる檜の 十一911図

り︒

十﹇7410図囹

日光山には国電瀧を始
︵略V等其の名世に知られ

枝に一枝足らぬ所あり︑︵略﹀︒﹂
け ひんの

として︑

十﹁759図

︵略﹀︑其の且つぼの深さ

たるもの少からず ︒

十一763図

ず

ず

580

十二65図 ︵略V︑我は之に慮ぜず︑
距離六千メートルに近づきて始めて
慮戦し︑︵略﹀︒

︵略﹀︒

十二321図
見せざりき︒

て︑一日も守なかるべからず︒

十二388図

らず︒﹂

世には農業を以ていや

農業は︵略﹀︑國家一日

しき職業の如く思ふものなきにあら

十二469図

ず︒

れんぱ
︵略V廉首吊を見て心安 十二471図

︵略V︑少しも悲しむ色を 十二378離婁 ﹁年老いて其の任にあ

是等の人々は皆非常の大

十二483図圏 又森林は全山︻の 山野

中もこれなかるべからず︒

十二322図
からず︑

十二69図 ︵略﹀︑熟練なる我が砲手
事にあひて心を取鑑さず︑能く其の

然れども強秦の兵を趙

國に加へざるは中里と我と二人ある

十二393図圏

﹁黒鍬にあはば必ず辱しめ

は物ともせず︑打出す砲弾よく命中

ん︒﹂と言ひ居たり︒

遠望にして︑︵略V︒

かの山内一豊の妻が貧苦

が爲なり︒

十二394図園 ﹃爾虎共に闘へば︑勢
共に生きず︒﹄といへり︒

︵略﹀︑現に噴火せる火

山の数も廿里に於ては五十座を下ら

十二404図

ず︒

十一一484図圃

人種・風俗ノ異ナルニ依

より 択三王の入らぬ林あり︒

十二516図

故二商業二理事スルモノ

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

十二519図

ハ︵略﹀︑ 流行ノオモムク所ヲ察セ

故二商業二從事スルモノ

ザルベカラズ︒

ハ︵略V︑ 流行ノオモムク所ヲ察セ

其の噴火口の大きさは日 十二519國
本第一たるのみならず︑甲立に世界

商人ニシテ信用ヲ失フト

ザルベカラズ︒

近年重藤商人︵略﹀︑廣

︵略Vが如キハ︑正直ナ

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十一一541図 富國ノ實ノ墨ルト學ラザ

ル商人ノ爲スベキ事ニアラズ︒

十二532図

マズ︒

告ノ爲ニハ多額ノ費ヲ投ズルヲ惜シ

十二528図

キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

太古人口少く︑人智も開 十二521國
我が國の農業再挙も開け

主我が國の氣候︒風土の
我が國の農業は︑決して

しゃか
奉天の南方沙河の名も永

ノ如何二黒ス︒

になづまず︑能く忌門を寺用せば︑

し︒

同胞の血をそ﹂ぎし地ならざるはな

栽培法の如きも︑菖法 十一一569図 其の後方の山々は皆勤が

く世人の忘れざる所なるべし︒

︵略﹀︑総面積の約一割五 十二559國

現状を以て満足すべきにあらず︒

十一一459図

牧畜に適せざるにあらず︑︵略V︒

十二454図

牧畜に適せざるにあらず︑︵略V︒

十二454図是我が國の点字・風土の

ざるは牧畜の業なり︒

十二453図

けざりし時は︑︵略﹀︒

十二435図

第一と構せらる︒

十二406図

たほはぬ虜なく︑︵略V︒
からふと
︵略﹀樺太・毫濁太古

威すべき道に虚したる我が國婦人の
敵今は逃れぬところと畳

︵略﹀︒

十二336図

らず︒

十二338図

︵略﹀之に心するの道を

くべき事攣の何時起り來らずとも限

十二337図人世には思はぬ不幸︑驚

らず︒

くべき事憂の何時起り來らずとも限

十二337図人世には思はぬ不幸︑驚

らず︒

くべき事攣の何時起り來らずとも限

十二336國人世には思はぬ不幸︑驚

合にも降るべからず︒

此の心は何虞如何なる場

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二329図

かすどよ

して︑︵略﹀︒

十二87口︒凶
差 し た り け ん ︑ ︵ 略V︒

︵略﹀︑固ヨリ人肥ノ能

︵略V︑唯唯感激ノ極︑

クスベキニアラズ ︒

十ニー08智慧

十ニー12図團
言フ所ヲ知ラザル モ ノ ノ 如 シ ︒ ﹂

十ニー16図 將卒之を聞きて感泣せざ
るはなかりき︒
み こ
︵略﹀︑響きせぬ親王の

みうらみに悲憤の涙わきぬべし︒

十二256黒煙
︵略V來り攻むれども︑

城兵善く戦ひて抜くこと能はず︑攻

十二269図
めあぐみて︵略﹀︒

十二273國 援軍の來らん日も亦期す
べからず︒

﹁事の成否は今より豫

費鳴し置かずば︑時に臨みて︵略V︑

十二278図圏

測すべからず︑若し向ひの山にのろ

︵略﹀︑自若として其の常

︵略V︑外観美ナラザレド

十二4510図
分に過ぎず︒

︵略﹀︒

古語に﹁私事を以て公事 十二463図
あうう

十二376國會津は奥羽重要の地にし

をすてず︒﹂といへり︒

十二374國

シキヲ得︑︵略︶︒

モ︑通風・採光ニツナガラ其ノヨロ

十二364図

を失はざるは日本女子の美徳なり︒

十二341國

見苦しき行を興すことあらん︒

﹃援軍來らず︑速に降

しのあがるを見ば ︑ ︵ 略 V ︒

十一一296図圏

︵略︶︑幾度責めらるれど

る べ し ︒ ﹄ と 告 げ よ︒

十二306図

も改めず︑遂に殺されたり︒
たらずや︒
えぞ

十二307図 古今勇士の意思甚だ相似
かみつけぬのかたな

上毛二形名︑蝦夷を討

ちて利あらず︑兵皆四散せしかば︑

十二309國

581
ず
ず

十二602図 ︵略V︑其の巴里と同数に
︵略﹀肚密なる建築の数

至るも亦甚だ遠からざるべし︒
十二6010口a凶

々高く中空にそびゆるのみならず︑
人 家 も 多 く は 六 七 暦にして︑︵略﹀︒

十二635図 電車の便の最も開けたる

巴里にも︵略﹀︑世に聞

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる
詮なく︑︵略﹀︒

十二647図
えたる建物少からず ︒

︵略﹀︑其の規模甚だ大な

︵ 略﹀︑首府の肚観の未だ

らず︑其の建築も亦新し︒

十二654國

十一一655図

英詩二二に及ばざるものあるは固よ

︵略 ﹀ ︑ 道 に 賜 る も の 一 と

︵略﹀固よりあやしむに

りあやしむに足らず ︒

十二656図
足らず︒

十二6610図

して之をさまたぐること能はざりき
といふ︒

十二674図 ︵略V︑食物を追うて其の
︵略﹀︑苺年一定の季節に

居を輔ずるは珍しきことにあらず︒
十二677図

︵略﹀︑温暖なる地方に

其の居を移すもの少からず︒
十二692國

移らんと欲するもの期せずして相集
り︑︵略V︒

知れぬ大群︑長詩を な し て ︵ 略 ﹀ ︒

十二693図 時としては幾千萬とも数
うゑ
十二698図 しかも僅かに飢をしのぐ
︵略﹀︑列後に在るものは

は 先 頭 に 進 め る 一 部に過ぎず︑︵略﹀︒

十二699図

更に一物をも食ふこと能はず︑︵略V︒
︵略﹀︑遂に危害を顧みず︑

︵略﹀︑向ふ塵何物をもは

向ふ虚何物をもは貸からずして突進

十二6910図

す︒

十二701図
︵略﹀︑野獣の爪牙にさか

貸からずして突進す︒

老後の安樂を願ふ者は若

れて食はる﹂もの︑其の数を知らず︒

十二703國
十一一709図
年の辛苦をいとふべからず︒
身をはかなむも過ぎしこ

貧賎なる者必ずしも苦し

︵略﹀︑富貴なる者必ずし

とは追ふべからず︒

十二715ロ薗凶

十二721図
も樂しからず︒

からず︒

︵略﹀︑熱心に其の事に從

十一一722口︒凶

十二7210図

︵略V其の事業に取掛ら

ふを以て︑成功は期せずして到る︒

十二731図

ざる中に︑良好なる時機を失ふこと
多し︒

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

コロンブスは猫り堅固

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
ず︒

十二784図

︵略﹀︑船員も其の勇氣に

なる決心を以て動かざること山の如
く︑︵略﹀︒

十二785図

︵略﹀︑船員も其の勇氣に

感じて命令に服せざるを得ざりき︒
十二786図

箱の奥までも注意せざるべからず︒

十二897図 ︵略﹀︑便所の隅より下駄

︵略﹀火の用心を忘れざ

︵略﹀其の例数ふるにい

箱の奥までも注意せざるべからず︒

十二901図

とまあらず︒

る様にすべし︒

十二903図

︵略V︑何人も病にをかさ

て︑何人も病にをかされぬ様にすべ

十一一905図 衛生上の注意を怠らずし

し︒

︵略﹀︑其の夜は一同うれ 十二906國

感じて命令に服せざるを得ざりき︒

病氣のみに限らず︑何事

れぬ様にすべし︒

其の後孟子出でて學び︑

︵略V︑世界強國の國民た

る名轡を負ふものは︑國民としても

十二978図

學を卒へずして瞬りし時︑︵略﹀︒

十二965図

れを取るべからず︒

十二9210図 ︵略﹀︑公共の事業にも後

ずべく︑︵略﹀︒

さず︑慈善の事業にも慮分の資を投

十二929図 ︵略﹀︑世間の交際をも外

ても相濟まぬ次第ならずや︒

＼るものあらば︑︵略V︑世間へ溶し

十一一9010図 若し家内に傳染等等にか

濟まぬ次第ならずや︒

十二9010︹図 ︵略V︑世間へ謝しても相

招く︒

にても少しの不注意は大いなる禍を

︵略V︑人々喜びて︑手の 十二907図

しさに眠ること能はず︒

十二7810國

十二793図

舞ひ︑足のふむ所を知らず︒
︵略V史上の一美談たる

のみならず︑日本武士道の精華を獲

十二8510図

四十七士の事蹟は見童・

揮せるものといふべし︒

十二861図

︵略V︑未だ良雄と相識ら

輸卒も之を知らざるはなく︑︵略V︒

︵略﹀︑汝家老として仇

良雄一笑して更に耳を傾

ざりしが︑︵略﹀︑反復直言して復仇

十二866図
の事を勧む︒

︵略V︑天下何事か成らざ

十二733図

十二868図

の事なるべし︒

を報ずるを知らず︑人面獣心とは汝

十二8610母君

けず︒

るを憂へん︒

四百年以前までは東半球
︵略﹀︑中途の危険亦少か

の人は全く西半球を知らざりき︒

十二736図
十二743図

らざれば︑便利なる航路を開かんこ

凡そ家内の掃除は座敷・
居間・壷所のみならず︑便所の隅よ

十二896図

之に相慮する品格を備へざるべから

︵略﹀︑数萬の見物人は再

とは欧洲人一般の希望なりき︒

り下駄箱の奥までも注意せざるべか

ず︒

十一一775図

び此の船を見ること能はざるべしと

らず︒

︵略V︑朝の風を聞きては 十一一897図 ︵略V︑便所の隅より下駄 十二978図 ︵略﹀︑國民としても之に

語れり︒

十二782図

ず

すいあげる
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︵略 ﹀ ︑ 國 民 の 品 格 と い ふ

相算する品格を備へざるべからず︒
十二9710図

︵略﹀が如きは︑文明國

も率由個人の品格の外に出でず︒
十二994図

︵略Vが如きは︑個人と

民の爲すべきことにあらず︒

十二997國
しても︑國民としても︑其の心の奥
ゆかしきを感ぜずや ︒

十二姻2図 ︵略V是等文明の利器も
其の運用を全くすること能はず︒
要せず︑

︵略﹀各 自 に 荷 物 を 受 取 る

十二㎜3図英國にては︵略﹀合札を
に︑間違の起ること殆ど無し︒

十二㎜7國 之を返すにも其の期日を
違ふる者絶えてなしといふ︒我等の
學ぶべき事ならずや︒
外面人に接するに人種・

宗教・風俗の如何を問はず︑︵略﹀等

十二m8コ口凶

しく之を親愛するは大國民の度量な
り︒

て︑︵略﹀︑甚だしきは之と交るを喜

十二瓢2図 馬力我に劣れる國民を見

︵略﹀︑未だ其の國﹇情を詳

ばざるが如きは︑︵ 略 V ︒
十二皿7﹇図

にせず︑其の國人と一語を交へずし
て︑︵略﹀︒

十二皿7図 ︵略V︑未だ其の早送を詳
にせず︑其の國人と一語を交へずし
て︑早くも其の國民の品格の知らる
﹂ものなり︒

するには︵略V私交上の關係をさし

十二鵬8図 市町村長・議員等を選翠

はさむべからず︒

眞に自治の精神に富める

眞正の軍人

血氣にはやりて︑粗暴の

侮の念を有すべからず︒

十二皿1図
所行あるものは︵略V︑

十二蝿2國
にあらず︒

︵略﹀︑小敵を侮らず︑大

者は︑︵略V︑其の他には何等の私心

十二価1國

︿略﹀︑小敵を侮らず︑大

︵略﹀︑成し學べからざる
︵略﹀︑成し得べからざる
︵略﹀︑小さき信義を立て
ふみミよ

質素を旨とせざればいつ
心誠ならざれば︑如何な

しか文弱に流れ︑︵略V︒

十二皿2國

べからずと諭し給ふ︒

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

十二皿10図

ものは引受くべからず︒

十二m8図

ものは引受くべからず︒

十二m7図

す人を︵略V︒

敵を恐れず︑十分に自己の職務を蓋

十二粥2國

敵を恐れず︑︵略V︒

十二皿2図

を有せざるなり︒

︵略﹀︑自治甲南の圓罪な

る獲達は得て望むべからず︒

十二鯉5図

若し雨院の決議一致せざ
若し爾院の決議一致せざ

るときは︑帝日議會の協賛にあらず︒

十二鵬2図
十二鎚2國
︵略﹀︑天皇の裁可を経ざ

るときは︑滑弁議會の協賛にあらず︒

十二鵬3図

︵略﹀︑天皇の裁可を経ざ

れば其の効力を生ぜざるなり︒
十二鵬3図

︵略﹀︑要は下情上達の道

れば其の効力を生ぜざるなり︒
十二鵬10國

を開かせ給ふ聖慮に粋ならず︒
︵略V︑一般選塁入も︵略﹀

一般選画人も︵略V

参政の公職に最も適任なる人物を選

十二鵬5図

︵略V︑

出せざるべからず︒
十二囎5國

くして如何でか日常の離島に立たん

や︒

信義は︵略﹀︑商工業の

信義は︿略﹀︑商工業の

人としても常に之を重んぜざるべか

十二鵬7國

らず︒

十二田7國

人としても常に之を重んぜざるべか

らず︒

此の五箇條は︵略﹀︑軍

︵略﹀何人にも最も大切なること言

十二⁝⁝8図 平常質素を旨とすべきは

を待たず︒

十二m2図

常に之を忘れず︑之を模

人として始めて守るべき事に非ず︒

わき

範として︑唯k一の誠心を以て報國

十二m6図

いろはのいをも

書忠の道にいそしまんとす︒

知ら

まへぬ身のいつしかに積み得さ

十二皿10図團

︵略V︑西も東も

る︑︵略﹀︑世の人並の 文字の数︒

十二m2図圓

分け陸た

ざりし

身のいつしかに

る︑︵略︶︒世の人並の 道の筋︒

ふくよう

此の勅諭は︵略﹀︑猫り

すい

︵略﹀正倉院アリ︒︵略V︑

すい﹇粋﹈︵名︶2

フベシ︒

すいあ・げる﹇吸上一︵下一︶1 すひ上

文明古今の梓を抜く︒

十一m6図図

智は東西の長を採り︑

美術商コ・二其ノ梓ヲ集メタリトイ

多ク古代ノ寳器ヲ藏ス︒我が國ノ古

十973図

粋

すい﹇水﹈﹇▽いんようすい・いんりょう

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

ず︒

に行はる＼に非ずして︑此の心得な

十一一価9図

禮儀も亦輩に軍隊の聞

軍人としての心得なりと思ふべから

十二聞6図

べき大御言ならずや︒

＋留置図︵略﹀︑返すぐも服鷹す

何の用にか立たん︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

心誠ならざれば︑如何な

何の用にか立たん︒

明治十五年軍人に下し給

十二鵬1図

参政の公職に最も適任なる人物を選
︵略﹀︑國民たる者は二軍

出せざるべからず︒

図

人たる心得なかるべからず︒

十二囎8図

十二m

へる勅諭こそ一般蒼蝿の寸時も忽に
すべからざるものなれ︒
︵略﹀︑軍人たる者は︵略﹀︑

こう
身命をすつること鴻毛よりも輕き畳

十二m8図

悟なかるべからず︒

︵略﹀︑上官の者は常に下

級の人をいたはりて︑いさ︑かも輕

十二揺5図

583
すいぜいてんのう
ずいい

蒸氣機關は︵略﹀︑初の中は

肉ーゲル︾

九309

げる

た貸水をすひ上げる爲に用ひる位で
あった︒

十﹁906図

物の償は効用あること

ずいい﹇随意一︵形状︶5 随意
と︑随意に得られざることとにより
て生ずるものなり ︒

のなりとも︑効用なきものは慣ある

十一907図 故に随意に得られざるも

︵略﹀︑効用あるものなり

ことなく︑︵略﹀︒

十一909図

とも︑随意に得らる﹂ものは亦慣あ
ることなし︒

て︑︵略﹀︒中央以下は霧と散り︑雨

西瓜うせいよ

と飛びで︑水姻深谷をおほひ︑︵略﹀︒

すいか︻西瓜﹈︵名︶6
うすいか

吸來る

水車場

人日ク︑ ﹁出師ノ表ヲ見テ泣カザル

モノハ人人非ズ︒﹂ト︒

その中に下男が変調をかつ

︵略V︑水車場の方へは行かず

するしやう

に︑居酒屋の方へ行きます︒

八237

︵略V︒

場へ行くのかと思って見てみると︑

いで︑裏門から出て來ました︒水車

八236

働蜂の︵略︶︑力強く肚 すいしゃば﹇水車場︼︵名︶2

すいきた・る﹇吸来一︵四︶1
角ール彰

十一64図

水牛

なるものは外に出でて花の蜜を吸來
る︒

水魚

耕作に水牛を使用する

様も珍しく︑︵略﹀︒

十一384圓團

すいぎゅう﹇水牛一︵名︶1

キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔

・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマ

五494

マクハ瓜ヤタ顔や西瓜ニハ︑

ナドヲ瓜トイフ︒

五497

ぎ

乃木大將と會見の

螢の魚見
第十二課

水師螢の會見

水師螢の尊見

するしやう

最も肚観なるは華々にし

又嚴冬の頃は︵略V︑水

水上

又にはとり・七面鳥・あひる

帆かけ船の水上を走る︑た

︵略﹀︑盛に水蒸氣とよな

火山の破裂は地中の水蒸

熔岩の光︑火山灰及び水

すいぜいてんのう﹇緩靖天皇︼︹人名︺

光景を呈す︒

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき

十二4210図

しり出つるより起る︒

氣︑地皮の弱き庭を破りて︑ほどば

十二427図

と構する火山灰とを噴出す︒

十二418図

すいじょうき﹇水蒸気﹈︵名︶3 水蒸氣

この空高く上る︑︵略﹀︒

九664図

飛ばないから︑︵略V︒

などは陸上や水上にばかり居て高く

八554

すいじょう﹇水上一︵名︶2

を咲かす︒

のしぶき枯木に氷結して︑水晶の花

十一788図

すだれをかく︒

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶の

十︻761図

嘉明後込の事を聞きて大すいしょう︻水晶︼︵名︶2水晶水晶

すいぎょ︻水魚一︵名︶1

至れりとそ︒

秀忠﹁さらば誰か然る

すいきょ・す︻推挙一︵サ変︶1
貞ースル尋

の

旅順開城約成りて︑敵の

將軍ステッセル

十385口凶國

すいしえい︻水師営︼︹地名︺1水師管

するは如何に︒﹂と問ふ︒

嘉明と不和なりと聞く︒今之を推器

らじ︒﹂と答ふるに︑︵略﹀︑﹁汝多年

べき︒﹂といふ︒﹁嘉明に如く者はあ

十二3710魂送

推量す

いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに

カボチや脳中が黄色デ︑西瓜 十二384図

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五505

西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ

真中が赤イ︒

五506

西瓜ハ中ヲタベテ外ヲノコ

ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

五511
コス︒

水害

ナマデソノマ・タベルノハ︑

十一9010図 例へばこNに一種の石あ シ︑ソノ他ノ瓜圏外ヲタベテ中ヲノ
り︑極めてまれにして随意に得られ
五514

マクハ瓜ト西瓜デ︑︵略V︒

ざ る も の な り と も ︑︵略﹀︒

十一913図 日光・空氣の如きは︑人

すいがいみまいのぶん︹属名︺2

水害見舞の文

の生命を保つに必要なれども︑随意
に得らる﹂ものなれば︑之を買ふ必

見舞の文

第二十一課

庭はいつ訊水師螢︒

八447 聞けば此の火事は︵略﹀︑多

十目13

第十二課

すいしえいのかいけん︹課名︺2 水師
分煙草のすひがらが元だらうといふ

十381

﹇吸殻︼︵名︶3すひがら吸

九709第二十一課 水害見舞の文

九目8
吸入ル

急なく︑︵略﹀︒

すいい・る︻吸入︼︵下二︶1

すいがら

一服のすひがらがこんな大火すいしのひょう﹇出師表︼︵名︶1 出

師ノ表

話だ︒

事になった︒

ル︒言々皆忠君ノ至情ヨリ獲ス︒後

ヰテ北征ス︒獲スル山骨ミ︑表ヲ上

煙草の吸ひがらより大火 十一秘7図囹
事を引起せしこと其の例激ふるにい

十二899図
とまあらず︒

孔明ハ︵略﹀諸軍ヲ率

八448

十759図取ハ鼻・ロヨリ吸入ル・空 ひがら

飛ールル彰

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

すいうん﹇水運一︵名︶1 水運号りょ

︵略V利根川二通ズル汽船ノ

九167図 コ︑ヨリ江戸川二通ズル運

うがすいうん
河ハ︑

通路ニシテ︑水運ノ便少カラズ︒

十一762國 最も肚観なるは華嚴にし

すいえん︻水煙︼︵名︶1 水量

すいらいてい
すいせん

584

スヰゼイ

一 享年天皇
畝傍山ノ 東 北 ニ ハ ︵ 略 ﹀ ︒

スヰゼイ

十皿2國

又近ク緩靖天皇ノ御陵アリ︒

すいせん門水仙﹈︵名︶1 水せん

すいてい︻水底﹈︵名︶1

水底

魚は︵略﹀︑水底にうつ

水夫等

ズヰブン

六七十尺の大鯨も今は全く息

絶えて︑水面に横たはる︒

十665

面近し

穴ーク︾

すいもの﹁吸物﹈︵名︶1

故に︑︵略V︒

すひ物

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが

十一824國

魚は︵略V︑水底にうつ

すいめんちか・し﹇水面近﹈︵形︶1 水

水夫等はなほほばしらに抱

すいふら﹇水夫等﹈︵名︶1

十694図

きつきて︑息も絶えぐに救を呼べ

十一824図

り︒

森林の樹木は︿略V︑又地

水分

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが

へい

水兵﹇▽いち

水曜

でもない︒

すいよう︻水曜﹈︵名︶1

水曜

水曜日

十二月十三日

六375

すいようび﹁水曜日﹈︵名︶2

︵略V︑水曜日も其の日の

六407国 ︵略﹀︑この次の水曜日まで

にはかへる︒

課業を終へたる時より夕食前まで外

十584國團

出を許され候︒

すいらい﹇水雷﹈︵名︶1 水雷﹇▽ぎょ

潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目

十一3410図

的トス︒

︷略V我が駆逐隊より二

くちく

すいらいこうげき﹇水雷攻撃﹈︵名︶1

十二74國

水雷攻撃

水雷

回の水雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦

は遂に沈没し︑︷略V︒

水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・

マナヅル

星の形を打ちたるは 陸 すいらいてい﹇水雷艇一︵名︶5

水兵帽

噛

﹁コノアヒダ大キナフカ 七644 ゆ・茶・汁・すひ物はいふま

君ラハズヰブ

すいへい﹇水兵﹈︵名︶3

カマハズヰブン多イ︒

﹁ナルホド︑オマヘノナ

ンアワテマシタネ︒

ガ來タ時二︑

四391囹

ずいぶん﹁随分﹈︵副︶2

上の水分の一時に蒸獲するを防ぐ︒

十91國

すいぶん﹁水分︼︵名︶1

故に︑︵略V︒

はい

之によりて用水路の改修

すいどううこうべしすいどう
スヒ取ル

得て︑水田は乾田となり︑︵略﹀︒

行はれ︑灌概・排水長のよろしきを

くわんがい

十一拠6図

六385水せんの花を見てゑをかいた︒ すいでん﹇水田一︵名︶1 水田
ニワウ

すいぞくかん︻水族館﹈︵名︶1水族館
七566図 仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ
拝シ︑ソレヨリ水族館ヲ見ル︒

すいちゅう﹇水中︼︵名︶7 水中

︽ール彰

七775
スヒ取ル︒

︵略V︒

九222

水兵は頭を下げて聞いてみた
が︑やがて手をあげて敬禮して︑に

九239

涙を落し︑水兵の手を握って︑︵略﹀︒

大尉は之を讃んで︑思はずも けいすいらい

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

九198

水兵は驚いて︑立上ってし

海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ すいへい・たかちほかんのりくみすい

ノデハナク︑︵略V︒

物ノヤウニ養分ヲスヒ取ルタメノモ

七772

海草ハ︵略﹀︒根モ陸上ノ植 四538圏

︵略﹀︑イカバ水中ニオヨグすいと・る︻吸取﹈︵五︶2

間 ハ 水 色 ナ レ ド モ ︑︿略﹀︒

九5410図

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九652國 試みに茶わんのそこにしる

︵ 略﹀︑川上の堤防切れ︑

水中に入れよ︒
九7310國團
隣 村 は 大 半 水 中 に あり︑︵略﹀︒

生残れる水夫は破れたる船

父は直ちに曇れ果てたる水
水夫は蓋く燈三番の小屋に

水兵の母
水兵の無

水兵の母

つこりと笑って立去った︒

第七課
第七課

ばうし

九505図璽

艇水雷艇

テイ

十一313図

雲雀・鵤・雁・鴻・雑・鴎・鶉・

ヒバリ カサヘギ カリガネ オホトリ キジ カモメ ウヅラ

テイ

軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵
水面

帽︒

すいめん﹇水面︼︵名︶1

撃劔家・水夫等ノ手ノ太

すいへいぼう﹇水兵帽﹈︵名︶1

数日の後︑水夫は此の少女 九188

九目8

︿略﹀︑半死半生の水夫を親 すいへいのはは﹇総名︺2

入れられたり︒

十709図

夫を助けて︑ボートにうつす︒

十703図

聲を限りに救を呼べり︒

禮にすがり︑さかまく波にもまれて

十685國

総べて魚類は暗き虞を喜 すいふ﹇水夫﹈︵名︶6 水夫

び︑森林の影さす水中には多く集り

十103図

潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

來るものなるを以て ︑ ︵ 略 V ︒

十一3410國

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目
的トス︒

十二228 是は水中にとけてみる酸素
が 吸 黒 皿 さ れ る か らである︒

十二283図

ナリ︒

キ︑︵略V︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ

十782國

我が家に婦りたりとそ︒

の手に熱き感謝の涙をそ﹂ぎて︑各

十713図

切に看護せり︒

黒き影は︵略V︑ひらり 十712図
吸書す

とばかり身を水中に投入れたり︒

角ーサ︾

すいつく・す﹇吸尽︼︵五︶1

十二229 是は水中にとけてみる酸素
が吸墨されるからである︒

すいっちょん 薪ちょんちょんちょんち
ょんすいっちょん

585
すうじっせき

すいらいていたい

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒其ノ

サギ

敏速ナル行動ハ鳥ノ空中ヲ飛行スル
如クナレバナルベ シ ︒

十一317図 諸子ハ戦艦・巡洋艦・海
セン

防艦・砲艦・通報艦・駆逐艦・水雷
駆逐艦ハ

十988図

今は水路に汽船があり︑陸上

水路

三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠

緑シタ︑ルが如シ︒

九382

すいろ︻水路一︵名︶2

一島未だ去らざるに︑一

にも所々方々に算道が通じてみる︒

十一184図
島更に現れ︑水路きはまるが如くに

敷うしきちそうつ

して︑また忽ち開く︒

ぼすう

すう︻数︼︵名︶1

り︒

すうじ︻数字一︵名︶1

数字

本文中の轍字は片假名と分

別し易き様大書すべし

油轟は︵略﹀︑其の植物 八48図図

の汁を吸ひ︑身膿より絶えず甘き汁

十一8810図

が

す

さん
動物は︵略﹀︑空皮蛋の酸

数日

激日ノ後︑川成ヨリ﹁見セ

すうじつ︻数日﹈︵名︶3

まち大水出で︑︵略﹀︒

り荒す時は︑教時間の暴雨にもたち

を出すものなれば︑︵略﹀︒
すうじかん﹇数時間︼︵名︶1 敷時間
はち
蝶や蜂は︵略﹀花の汁を吸 十96図 故に若しみだりに森林をき

ふ︒

十二205
十二212

素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出す︒

十97図

故に若しみだりに森林をき

ノモトニイヒ來レリ︒

申シ度キ絶出來タリ︒︵略﹀︒﹂ト︑エ

植物も︵略V酸素を吸ひ︑ 八297図
炭酸瓦斯を吐出すが︑︵略V︒

十二218

︵略﹀︑夫婦の老人一人のむ

も河水全くかれはつべし︒

り荒す時は︑︵略﹀︑鍛日のひでりに

激日の後︑水夫は︵略︶︑

ようじゅ
︵略﹀︑南部には椿樹

諸君︵略V︑此の数日間

少しも食物を送らざるが故に︑新し

八716金園

すうじつかん︻数日間︼︵名︶1 数日間

成したるは︵略V︒

て︑敷幹・轍十幹入蹴れて一大樹を

も見受け山巡︒其の蓮根の地に入り

十一389圓團

すうじっかん﹇数十幹︼︵名︶1数十幹

各我が家に蹄りたりとそ︒

十713図

すめを中にすゑて泣きかなしめるを
数回
︵略﹀︑往昔天皇の行幸し給

︵略﹀︑大湯と稔するは一書
其の後コロンブスは教回
の航海を試みしが︑︵略V︒

十二807︹図

夜に轍回噴出す︒

十746図

ひしことも徴回に及べり︒

十737ロ門出

すうかい︻数回﹈︵名︶3

要心ふ︒

九21國

︵略﹀︑敵艦上々火災を起 す・う︻据﹈︵下二︶1 すう ︽ーエ︾

し︑火煙海をおほひて敵を包めり︒

十二71図

吸ふ

︵略V︑新しき空回をすひ︑

木立

︿略﹀︑折々野外に出でて︑

すふ

︵略V︑勝敗の薮は既に定まれり︒

九619國

しげき公園等を散歩すべし︒

新しき空氣をすひ︑又︵略﹀︑

九6010図

︽！ハ・ーヒ・ーフ︸

す・う﹁吸﹈︵四・五︶10

︵略﹀︑又敵ノ

艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒
十﹇346國

水雷艇ヲ騙逐・撃破スルヲ目的ト
ス︒

ドモ︑速度騙逐艦二次ギ︑敵艦二近

十一348図 水雷艇ハ形臆甚ダ小ナレ
ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃沈

我が軍の死傷甚だ少く︑

スルヲ任務トス︒
十一一103頗︒凶

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に
止れり︒
てい

すいらいていたい︻水雷艇隊︼︵名︶1
水雷艇隊

十二76図 夜に入りて︑我が騙逐隊

常に日光に浴して︑なほ病にか＼ら

てい

・水雷艇隊は砲火をくゴつて敵艦に

ば︑是我が罪にあらず︒

是に於て齊侯魯より奪略
せる地敷箇虚を返せり︒

十二筋7図

我等は常に此の空氣を吸は すうかしょ﹇数箇所︼︵名︶1 数箇庭
兵舎内にては︵略V︑所

十434図

眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

き血出詠ずして︑︵略V︒
すうかん︻数幹︼︵名︶1 数幹
ようじウ
︷略﹀︑南部には風樹 すうじつしゅ﹇数十種﹈︵名︶1 数十種

自ラ花錘激十種ヲ織出シ︑海外二輸

も見受け申候︒其の氣根の地に入り

十一389國国

て︑轍幹︒数十算入齪れて一大樹を

出セント試ミシガ︑︵略V︒

温泉の諸種の病を治する
は︑︵略V︑一つには又地を轄じて清

成したるは︵略V︒

海の氣を

吸ひてわらべとふりにけ

十一2110図圃

アリ︒

十隻の遊船︑岐阜提灯の光を水にう

ぢやうちん

接するが爲なるべし︒
すうこ﹇数個﹈︵名︶1 軽羅
すうじっせき﹇数十隻﹈︵名︶1 欺十隻
カウ
︵略V︑千里寄せくる 十6110ロ藺凶 此ノ銅山ニハ雄臣ノ大坑道 十一831図 ︵略﹀︑之を取望みて︑教

新なる空氣を吸ひ︑美麗なる風光に

十729図

く禁ぜられ居り候︒

定以外の場所にて煙草を吸ふ事等堅

十5610國團

んが爲に呼吸す︒

九661図

せまり︑無二無三に攻撃せしかば︑
︵略V︒

すいらいぼかん︻水雷母艦一︵名︶1
水雷母艦
十一351國 以上ノ外︑尚水雷母艦・
工作船・給炭船庫ノ如キ特別任務ヲ
有スルモノアリ︒

すいり︻水利︼︵名︶1 水利
十9010團團 御村も當村と同じく水利
の良き割合には田地少く︑整理の必
要 こ れ あ り 候 様 存 ぜられ候間︑︵略﹀︒

すいりょく﹇翠緑﹈︵名︶1 翠緑

すうしゅ一ずかずか
586

つ せ る 奇 観 は ︵ 略﹀︒

十437國 眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

すうしゅ﹇数種﹈︵名︶1 数種
自ラ花麺数十種ヲ織出シ︑︿略V︑唯

一商人アリテ︑其ノ中ノ言種ヲ買取
リタルノミナリキ ︒

十一斯4 床下に土石を盛り︑轍條の

すうじょう︻数条﹈︵名︶2 激條
み ぞ を 造 っ て ︑ ︵略V︒

十二82國 ︵略﹀︑東方に當りて︑は
るかに首罪の黒煙を見る︒

すうせき︻数隻﹈︵名︶1 敷隻うじゅ
んようかんいかすうせき
十一829図鐵隻の漁舟相並び︑︷略﹀︒
数千頭

︵略﹀︑一年にほふる牛は激千

すうせんとう﹇数千頭一︵名︶2
十845
頭にも上るといふことである︒
をつと
︵略﹀こΣに集る腸胸

歎千百尾

漁夫は一時間鯨にして徴

八九頭の眠いきほひよく籔

数人

ルト︑設計圖バカリデ激百枚モアル
トイフ︒

すうひゃくり﹇数百里一︵名︶1 数百里
さる
︵略﹀︑数多の猿遠く轍

十610

葉ニハスベテ葉脈トイフモ

段々口論の末︑大高は怒つ

三七ナルト︑肉眼デハ見目ナイ程細

ノガアル︒本ノ方が太クテ︑︵略V︑

イ︒

十一475

シ

支那ノ昔後漢ノ末︑天

ナ

て三千圓の金を地に投げつけた︒

すゑふさ

︽！

季房
ふち
君の御供に仕へしは 藤

すゑふさ

下麻ノ如ク蹴レテ︑英雄四方二起レ

十一m2國

リ︒

ふさ

十888図圃

房・季房唯二人︒

エ︾

スエル

すえふさ﹇投獄﹈︹人名︺1

︵略V︑附近鐡百歩の地に

数百歩

百里の地より集り判りて之を食ひ︑

十二679図

︵略﹀︒

十一783図

すうひゃっぽ﹇数百歩﹈︵名︶1

︵略V︑敵ヲ撃退スルコト籔度

敷度

千百尾の鮎を得るを常とす︒

十一828國

八879

すうど﹇数度﹈︵名︶1
二及ンダ︒

七629図

すうにん﹇数人﹈︵名︶2

ありては︑器に盛れる水常に波紋を
生ず︒

敷片

数枚

三ダン目ニハ五人バ

ホパシラ

︵略V船室ヲ分ツタリ︑倉

機關ヲスエタリ︑細カイ造作ヲシタ

庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケタリ︑

十ニー51

ヤシヲオキマシタ︒

ヲスエテ︑

四742

ニダン目ニバクワンヂヨ

す・える︻据﹈︵下一︶2

︵略V︑足の指に魚肉轍片

すうまい﹇数枚﹈︵名︶1

をはさみて良雄の面前に出す︒

十一一871図

すうへん﹇寄藻一︵名︶1

形名の妻︑︵略V︑侍女轍

人を乗せたるそりを引きて︑︵略﹀︒

十二312図
数年

つる
人と弓を取りて成道に弦を鳴らせり︒

すうねん﹇数年﹈︵名︶3

︵略﹀︑籔年ナラズシテ石見

一國三ヒロガリ︑︵略﹀︒

十323図

ギザくノ深イノニナルト︑
一枚ノ葉が敷金ノ小サイ葉二分レテ

十65
ヰル︒

かくて丸年の後には︑地

面に近き土をば全く上下にうち返す

十一886図
といふ︒

蜜蜂は︵略V︑一群の総
敏轍萬に及ぶものあり︒

十一56図

赤赤浪士が数年の苦難を すうまん﹇数万﹈︵名︶2 敷萬

あかほ

十二858図

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

せい

十一997塵團

獣は籔千頭にも達することこれあり

敷倍す

︵略﹀我が軍艦ノ名ヲ知

つかく

・肥前・相模・周防・丹後等アリ︒

サガミ スハウ

レタルモノニハ︑安藝・薩摩・石見

アキ サツマ イハミ

レルナルベシ︒國名ヲ以テ名ヅケラ

十一30エ図

十一一774図 ︵略V︑轍萬の見物人は再 リシテ︑︵略﹀︒
スハウ
すおう﹇周防﹈︵名︶1 周防

び此の船を見ること能はざるべしと

語れり︒

敷里
︵略V︑遠く届済の外よりも

末うはずえ・はち すかすうきりすかす

こかげ

＋二五木蔭に立ってつくぐと此

ずかずか︵副︶1

の愚子を見てみた一人の紳士があっ

つと貸したまへ︒﹂ と言ひながら︑

つかくと走り寄って︑﹁ちよ

た︒

言の葉

︵略Vといひし
くちざらん︒

末かけて︑後の世永

秋の末になって︑︵略V︒

︵略﹀︑人口轍百人の一村︑一 すえ﹇末﹈︵名︶5

望み見ることを得べし︒

八943図

すうり﹇数里一︵名︶1

︵略V︑パロス港の群集は
出帆の日に轍倍し︑︵略﹀︒

十二803國

︽ーシ蝉

すうばい・す﹇数倍﹈︵サ変︶1

死に就けるは︵略﹀︒

数千人

候︒

すうせんにん﹇数千人一︵名︶1
︵略﹀轍千人ノ坑夫が銅鑛
数千年

ヲ掘取ルコト︑隔夜止ム時ナシ︒

十622國
すうせんねん︻数千年﹈︵名︶2

百人

八52図 ︵略V︑轍千年もへたらんか すうひゃくにん︻数百人︼︵名︶ 1 数
十678

がつすえ

と思はるΣ老木枝をまじへて︑高く

九697

く

は︑天の橋立

あま

九927図圃

箇月の生活費を支へ得ると言ったも
敷
︵略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

1

のである︒

天をつく︒

るのは︑︿略﹀︒ 敏 千 年 の 久 し い 間 ︑

十ニー22

百枚

すうひゃくまい﹇数百枚一︵名︶

十一4910 アラビヤに良馬の多く産す
土人の絶えてたゆまない丹誠の結果
である︒

すうせんひゃくび︻数千百尾︼︵名︶1
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其のバイオリンを取って弾始めた︒

キモノノモヤウヤ︑カンザ

をおめしになって︑こをたくさん集
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菅原道導

六732

杉

︵略V︒

杉垣

事業として杉・檜等の植林を螢み︑

ひのき

十﹇価1図 ︵略V青年會あり︑其の一

︵略﹀︒

霜にやけて︑赤くなった杉垣

の中には︑寒菊が今を盛りと咲いて

みる︒

︵略﹀杉坂に着きたりし

に︑主上はや院庄に入らせ給ひぬと

ゐんのしゃう

十一154図

奉らんとて︑︵略﹀︒

私は一たい子供がすきでござ すぎさか﹇杉坂一︹地名︺2 杉坂
みまさか
十︻153國 さらば美作の杉坂に待ち

スギ

︵略﹀︑何かすきな物を買つ

いますが︑︵略﹀︒

八692團

て上げて下さい︒

すぎ︻杉︼︵名︶9

其の座敷の一間の杉戸に

は檜一本を書がき︑︵略﹀︒

ひのき

十一716図

申す︒
一215 タカイスギノキ︒
六25松・杉・ひのきなどが一面に すぎど﹇杉戸﹈︵名︶1 杉戸

はえてみるのは目がさめるやうな心
持がする︒

しひ

︵略V︑ワキ出タママノハニゴ

鷲が︵略﹀︒眠る度に皮をぬ

杉野

﹁杉野百重鮎火ヲ終ヘタ

︵略Vクマナク船内ヲタヅ

見渡セバ杉野ナシ︒

七908図園 ﹁杉野々々︒﹂

ネタレドモ︑杉野ノスガタナシ︒

七905図

七901図

ルゾ︒

七898図囹

すぎの﹇杉野﹈︹人名︺9

とほつて見える︒

ぎかへて︑しまひにはからだがすき

七319

ホツタ油ニナルノデス︒

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

五601

ル すきとほる ︽ーッ︸

六673図材木ニハ松・杉︒ヒノキ． すきとお・る﹇透通一︵五︶2 スキトホ
栗・ケヤキナドアリ︒

モツトモ多ク用フルモノハ
松ト杉トニシテ︑︵略V︒

六674図

六676図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ
板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

吉野の杉よ︑

ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ル乱用フ
﹁我え元

くす

花をよそにて︑霧深き 谷

かし

・杉・檜・樫・急登の繁茂著しく︑

ひのき

十一387圓團中部の山林には樟・松

間ユ立ちき︒﹂

別事の

十121妄挙囹

立たんとする時︑庭の梅に別ををし
すき

ルコト多シ︒

スキ

ケハヤヲケタフシマ

スキヲネラツテ︑タツタ

すき﹇透一︵名︶2

三156
一ケリデ︑

十293

ユミヲイルコトガスキすぎがき﹇杉垣︼︵名︶1

スキ すきうお

信玄はそのすきにあやふい命をたす
かった︒

デ︑︵略﹀︒

二335

すき・きれいずき

すがるは︵略﹀︑たくさんのすき︻好一︵形状︶4

めて來いとおほせになりました︒
五372
︵略﹀︑すがるには小子部とい

子どもをもらって︑つれて來ました︒

五384
ふ姓をたまはりました︒

2

菅原道陣

イツモブチトアソンデヰマス︒

すがるはその大ぜいの子をお 三114オトウト足高ガスキデ︑

みやのそばでやしなって居ったと申

五385
します︒

号とりすがる
禮にすがり︑さかまく波にもまれて

生残れる水夫は破れたる船

聲を限りに救を呼べり︒

中佐ハ︵略V︑タ寸一人ク 十685図

マナク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野

すがはらのみちざね

九目10

菅原道眞

たり︒舞へや舞へや︑すがたやさし

第二十三課

すがはらのみちざね

九787

ハスガハラノ

菅原道眞

すがわらのみちざね︻菅原道真﹈︹人名︺

天ジンサマ

スガハラノミチザネ

二466

ミチザネトイフチユウギナオ

行きてう

か窒へば︑︵略V︑様々に姿を攣へつ

カタヲマツツタノデス︒

十一741図説
姿はかやうなるべ し ︒ ﹂

十一742図 夜明けて後︑住持書淫に
たる姿をして見するに︑︵略V︒

向 ひ て ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ︒﹂と︑夜中のぞき見

すがら﹇▽みちすがら・よもすがら

すがる︻螺颪︼︹人名︺4 すがるうち

シタ︒

五365 昔雄略天皇がすがるといふ人 六577 馬はおどろいてとび上った︒

ゆうりゃく

いさごべのすがる

みてよめる歌なり︒

﹁今日書き給はん鶴の 九7810國 是は菅原道理が右大臣とい 船ヲ作ルニ用フ︒
つくし
六677図杉ハデンシン柱二用ヒ︑又
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

＼寝起する様なり︒

見給へ︒﹂とささやくに︑

十﹇731図 ︵略V︑彼の書記の有様を 2

さしく舞へや︒

九113図圃 舞へや舞へや︑すがたや

く舞へや︒

すがはらのみちざね

九108図工 花に宿れる蝶は今眠さめ すがわらのみちざね﹇菅原道真﹈︹課名︺

ノスガタナシ︒

七905図

タジブンノスガタ ヲ 見 テ ︑ ︵ 略 V ︒

五711 鹿ガ︵略V︒フト水ニウツツすが・る﹇縄﹈︵四︶1 すがる ︽ーリ贈

ウ︒

ソノスガタガカハイラシイカラデセ

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

五358

スガタハミエマセン︒

三18一 モウコエバカリキコエテ︑

姿

すがた﹇姿一︵名︶9 スガタ すがた

すぎの
すがた

すぐ
すきま
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七908図園

﹁杉 野 丁 々 ︒ ﹂

七911図 サレド杉野ハ見アタラズ︒
﹁杉 野 々 々 ︒ ﹂

中佐ハ︵略﹀︑ナホモ杉野

﹁杉 野 々 々 ︒ ﹂

七913図園

七924國

七913図圏

ヲウシナヒタルヲナグキヰタリ︒

すきま︻透間﹈︵名︶1 すき間
てもすき間ある所には︑必ず存在せ
過行く

キ蝉

すく

余ーイ・一

あをいひかりがかみの

す・︿︻透一︵五︶2

三353
上からすいてみえます︒
のぼりついたじぶんには足も

だいぶくたびれて︑はらもすっかり

六106
すきました︒

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

スグ

マデ数へ上グレバ︑︵略﹀︒

すぐ﹇直︼︵副︶50

すぐ

直←

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

八398図

九649﹇図 空写は︿略V︑凡そ少しにす・︿﹇漉﹈︵四︶一 スク ︽ーキ︾
ずといふこと無し ︒

ひ

すぎゆ・︿︻過行﹈︵ 四 ︶ 1
ゆ

ケレド

ヒバリハ︵略﹀スノアル

今もぐつたかとおもふ

三408それをたべると︑またす

きます︒

と︑すぐに一びきくはへて︑でて

三405

トビタチマス︒

モ上ルトキニハ︑スカラスグ

トコロヘハオリマセン︒

三193

十二247臨写由比の濱べを右に見 はいいますぐに・まっすぐ

角ーケ︾

はちまん

余一

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御
社︒

過ぎる

︵略﹀︑何人にも乗船の望に慮

ギ︾弓ながすぎる・なりすぎる・のみ

す・ぎる︻過﹈︵上一︶2
すぎる
九323
といふことを新聞紙に廣告

したが︑其の日になって乗船したも

じる︒L

何ヲ言ヒツケラレテモ︑

ぐにもぐります︒

十一㎜6 金がなくて︑冠着の行へな

三533圏

今スグニ︒﹂トイヒナガ

のは僅か十二人に過ぎなかった︒

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

﹁ハイ︑

︵略﹀︑﹁ハイ今スグニ︒﹂

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒

キマセン︒

︵略﹀︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

トコタヘルバカリデス︒

三545園

行キマセン︒

三542

︵略V︑ナカナカスグニハ

トイツテ︑ナカナカスグニ自行

三541園

で︑大人の仲間入が二重ない︒

ずきん﹇頭巾一︵名︶1 づきん

肉ーカ︾

九528気圏 づきんにおこそ・大黒と
其の名其の類亦 多 し ︒
すく

六725 學校で︵略﹀︑友だちにもす

す・︿﹇好一︵五︶1

かれた善い子供は︑おとなになって
から︑りっぱな人になりました︒

︵略﹀︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

︵略﹀︑たふれるが早いか︑

︵略V︑スグニハキマセン

トイツテ︑スグニハキマセン

三552囹

デシタ︒

三553
デシタ︒

四194

ただつねはすぐに．︵略V木の
﹁もうすぐお正月です

上へとびのきました︒
四304囹

︵略﹀大キナオトガシマ

から︑︵略﹀︒﹂

ハスグカラノ中

四401

シタ︒サザエ

スグニ

フタヲシメテ︑
ワニザメハ︵略﹀︑

ヘヒツコンデ︑
︵略﹀︒

四535

白ウサギハスグ海ノ水

ナカマヲ大ゼイツレテ來マシ
タ︒

四578

ヲアビマシタガ︑︵略V︒

よしっねは︵略﹀︑すぐに

四677 今モ外カラカヘツテ︑ス
グココへ來テヰル所デス︒
四798

︵略﹀︑これをごらんになると︑

よ一をよび出しました︒
すぐに大神のお手をとって︑お出し

五4ゴ

私どものなかまは︑出合ふ

申し上げました︒

五92

︵略﹀モ︑馬モ車モ今見事タ

とすぐに一しょになるのがきまりで
す︒

五428

カト思フト︑スグ山賎ナツテシマヒ
マス︒

五452

ケレドモコンドハミジカイト

それから吊すぐにへんじを

ンネルデ︑スグニ通リヌケマシタ︒

書いてお出しなさい︒﹂

五647國

オチルトスグ又新シイノガハエテ︑

五716弓n凶毎年三二ナルトオチルガ︑

︵略V︒

六141 ︵略﹀︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

すてておけば︑すぐ死んでし

スグ列二加ルノデアル︒

直吉は︿略V︑すぐに追つか

まひます︒

六232

六312

ゆにはいって︑ごはんをたべ

けて行って︑残りの一銭を渡した︒

ると︑つかれてすぐにねてしまった︒

六366

六483 ︵略﹀︑仕事をいそがせました

秀吉はこの知らせを聞くと︑

から︑すぐに出起上りました︒

すぐに敵とわぼくしてかへって來

六501

て︑︵略V︒

らに︑やうく杖を見つけ出し︑す

六634圃 ︵略﹀︑少しはなれたくさむ

遅出シタ荷物ハスグニ車ニノ

ぐに拾って取ってやる︒

六798

小口といふのは商人から

セテ︑当日ヒカセテ行ク︒

品物を使ふ人にすぐに費渡すことで

七139囹

す︒

七304 ︵略﹀︑桑の葉をやると︑すぐ

︵略﹀ねばったしるが外へ出

食ひはじめる︒

ると︑すぐにかわいて綜になるので

七326

589
すくいとる
すぐ

ある︒

七336

︵略﹀︑出て揺ると︑すぐに紙

の上において卵を産みつけさせる︒

で︑︵略﹀︒

過

﹁過ぎたるは及ばざるが如

ば︑却って病を起すことあり︒

日過ぎたり︒

いっか秋のなかばも過ぎ
質買トイフコトナカリシ遠

又事実に過ぎて︑思ふも

町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑︵略﹀︒

十二695図 過ぐる庭の沿路︑︵略﹀︑

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど

鯨す所なし︒

身をはかなむも過ぎしこ

は先頭に進める一部に過ぎず︑︵略﹀︒

十二698図

十二714図

心誠ならざれば︑如何な

とは追ふべからず︒

何の用にか立たん︒

救

又病氣其ノ他ノ場合ニモ︑

生残れる水夫は︵略﹀聲を

水夫等は︵略﹀︑息も絶え

ぐに救を呼べり︒

十695図

限りに救を呼べり︒

十686図

ベシ︒

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル

九765図

る聲かまびすしく候故︑︵略﹀︒

隣村は大半水中にあり︑救をもとむ

九741國團 ︵略V︑川上の堤防切れ︑

すくい︻救︼︵名︶4

三日を過ぎなば︑又山

︵略V︑又筆もとらで四五
十二2710図囹

てうせん

る

内ーレ︾

されば三盛は義仲の爲に

すくいく・る﹇救呉︼︵下二︶1 救ひく

耕地の面積正大なるが如

上に驕りて援軍の消息を示さん︒﹂

十二4510図

じ

くなれども︑総面積の約一割五分に
過ぎず︒
も

は七箇日の養父︒あやふき敵の手よ

門司にて乗船し朝鮮海峡 十553國園

り救ひくれたる厚恩︑いかでか忘る

べき︒﹂

を過ぎて︑黄海を西北に航すること

す

る 貞ール煙

すくいと・る﹇掬取︼︵四︶1 すくひ取

奉天より北すること約百

り

海岸近く寄來る時は︵略V︑ 撚網に

又かつて栗鼠の大群ウラ 十一994圓團 ︵略﹀︑鯨の群をなして
たも
ル山中の一都會に現れしが︑︵略V︑

十二667図

至る︒

八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に

てつれい

十二5510図

約二日間にして大連に着す︒

十二544國

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

次の門を唐門といふ︒︵略V︒ 十二価1図

︵略V︑麓の花︑中の花の
では︑︵略V︒

人生七十年と見るも六十

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十﹁48國

之を過ぎて拝殿あり︑︵略﹀︒

九949図

有無相通ジタルニ過ギザリキ︒

キ昔ニハ︑︵略﹀物ト物トヲ取換ヘテ

九8710図

て︑九月十日の夜となれり︒

九809図

し︒﹂と知るべし︒

又活字は何時でも直に植ゑる 九602図

ことが出來るが︑木版では一枚つつ

十221
彫るから︑手間が幾二倍もか﹂る︒

談話虚説一人の老人がはい
い

つて來ましたが︑すぐに立って︑椅

十355園

︵略﹀︑あの青年ははいると

子をゆづりました︒

す

十365囹

﹁何盧ぞ︒﹂﹁すぐ其庭

直に書物を取上げて︑テーブルの上
に置きました︒
十二791図園

過グ

に︒﹂といふ聲かまびすしく︑︵略﹀︒

スグ

十一697図

萬時間に過ぎず︒

十﹁676図

汝ノ孝行コレニス二上ル

十一728図

橋市ノ西ヲ過グ︒

更二東南二流レテ︑上野・
栗橋ヲ過ギテ︑間モナクニ
明治二十七八年の戦役まで

然れども運動多きに過ぐれ

盆なき事に心を勢するは︑︵略V︒

︵略﹀地中海を過ぎ︑印度

余ーギ・ーグ・ーグル・ーグレ彰

コトナシ︒﹂

七29図園

号うちすぐ

ぐ

す・ぐ︻過﹈︵上二︶25

七387 店ニハ番人が居テ︑腎癌ウト
﹁君輩出水漏ヌレルト︑ス

思フ物ハスグニ買 ヘ ル ︒

七486園
グニベタ︿ニナルガ︑︵略V︒﹂

七718 カキハスグニフエルモノデ︑
物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒
︵略﹀︑雀といふものはすぐふ
︵略﹀ ︑ 毎 朝 早 く す を 出 て ︑

えるもので︑︵略V︒

八203
八219囹

ゑをさがして︑すぐ二ってしまふと
﹁ 成 程これではいけない︒﹂

いふことだ︒﹂

八255

︵略﹀︑つくろひを頼んだ事が

と︑すぐ家の中へかけこんで︑︵略﹀︒

八327

八798國

はだかにして︑布片を身重の一部に

か＼る地方にては︑人は皆

洋を渡りて︑東へ東へと進むなり︒

まとふに過ぎず︒

﹁ こ ち ら で は 近 年 に な い 大 八828図

あったが︑翌日すぐにこしらへてく
れた︒

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

八458園
を打つたのだらう ︒

イ︒

八914圏 其ノ時ハスグ馬ヲ引イテ來 九152ロ覇凶 是ヨリ南流シテ︵略﹀︑前

九317

九601図

に過ぎざりしが︑︵略﹀︒

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

九269図

ツニ分ル︒

九157図

武藏ノ國境ヲ過ギ︑︵略V︒

ムサシ

︵略V最初の船はフランスの 九154図

セイヌ川に浮べたが︑不幸にも直に
沈んでしまった︒

︵略﹀︑しらべて見ると︑機關

の一部に故障があったので︑すぐそ

九326

れを直した︒

愛作は︵略﹀馬から飛下り
て︑すぐに熊吉のえりを引つつかん

九8410

すくう一すくなし
590

すくふ

救フ

て す く ひ 取 る を 得る程にて︑︵略﹀︒

︵略V︑犬のくびに藥品・

︽ーハ・ーフ︾

すく・う﹇救一︵四︶4
救ふ

七635図

食物などを入れたるかごをかけおき

ウエジニ
︿略﹀︑不作ノ年餓死スル人

て︑つかれたる旅人をすくはしむる
ことあり︒

十317図

ノ多キヲアハレミ︑之ヲ耳飾ントス

は︑この雀のせいではあるまいかと

維新前までは牛肉を食ふ人は

思ひました︒

十844
婦人は︵略﹀︑誘客に會﹇ふ

至って少かったが︑︵略V︒

十一m7

少し

︵略V︑其の吐出す炭酸瓦斯

ことも︑外出することも少い︒

十二219
の分量は至って少い︒
少シ

菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ

︽ーカラ・ーカリ・ーカル・ーキ・ーク・i

すくな・し﹁少﹈︵形︶39

六808図

昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少

ザルモノ少シ︒

六538図

昆陽ハ之ヲ救フ只々︑此 ケレ・ーシ彰

ル義心ヨリ起レリ ︒

十335図

︵略﹀︑岩の上に一隻の難

ノ芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑
︿略﹀︒

十697三園

︵略V︑カクノ如ク便利ナル

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

便ナリ︒

九588図

シタガツテ敵ニオソハル・

︵略V︑御地方は非常の出

水にて︑死傷も少からざる由承知致

九713圓團

︿略V︑貯蓄銀行ニチハ五圓

し驚き入り候︒

九776図

ヨリ少キ金ニチモ乱曲ル︒

湯のわき出つる口僅かに一

︵略﹀︑身艦ノ健全ヲ害ス

レバ︑意氣モ亦オトロヘテ笑フコト

少シ︒

けごんの

はんにゃ

日光山には華嚴瀧を始と

して︑霧降・裏見・方等・般若等其

十一759図

鵜はく雲り入る毎に獲物

の名鑑に知られたるもの少からず︒

十二506図

しかして供給の需要より

南北に細長き島を山脈

にしん

たら

ます

之を伐採せば少からぬ

我が軍の死傷甚だ少く︑

︵略﹀︑又衣服の原料も綿

外曲トノ交通少量リシ時

むること少かりしによる︒

・麻・生綜に仰ぎて︑家畜の毛に求

十二457図

すること少く︑︵略﹀︒

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

御三も當村と同じく水利 十一一455國 ︵略V︑四面皆海にして︑

けざりし時は︑︵略﹀︒

箱根は︵略﹀︑廣大なる旅 十一一435國 太古人口少く︑人智も開

止れり︒

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に

十一一102ロコ凶

に︑其の利少からず︒

十一皿3図 ︵略﹀︑二年毎に之を頁る

牧盒と相成るべく︑︵略﹀︒

十一㎜5國團

は殊に多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

さけ

十一985魍団 ︵略﹀︑練と鱒との漁利

︵略V︒

縦に走り候へば︑平野少く候へども︑

十﹁968星団

きときは安くなるなり︒

も少きときは物の便は高くなり︑多

十一919図

︵略V︒

なくして浮び出つること少ければ︑

是金銀ハ︵略﹀︑直段ノ攣 十一827図

動モ少キ等︑貨幣トスルニ最モ便利

九8910図

ナレバナリ︒
︵略V︑金但貝ハ日常流通スル

︵略︶︑古社寺等も昔のま＼

コト少シ︒

九906ロ薗凶

十43図

︵略﹀森林を伐梯ひたる爲

にて今にのこれるは甚だ少し︒
十106図

︵略V︑罪人ドモハ魚類・果

に︑漁業の利を失ひたる地方も少か
らず︒

十334図

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死
スルモノ年々少カラザリキ︒

十一527図

名勝の地少からず︒

室内にのみ居て︑外出する 十一205□戸山 内海の沿岸及び島々には

りても︑︵略﹀︒

一命 十﹁67図秋・冬の花少き季節に入

の良き割合には田地少く︑︵略V︒

十911圓團

館も少からざれども︑︵略﹀︒

十741図

箇所にして︑其の分量も少く︑︵略﹀︒

十735図

由を感じ候へども︑︵略﹀︒

生活も一極致し候事とて︑多少不自

コ・ヨリ江戸川二通ズル運 十597國團 入管當時は友人も少く︑
霞浦・北浦等ノ合流スルア
︿略V︑鐵道開通後ハ︵略﹀︑

は︑︿略V︒

こと少き人の︑色青ざめて元愚なき

九612図

をうしなふ者少からず︒

︷略﹀などを食ひて︑

ウレへ少ク︑我ヨリ敵ヲオソフニハ

九544図

今山此ノ山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

九396図

タリニハ名勝ノ地少力ラズ︒

九173図

河ハ︑︵略﹀︑水運ノ便少カラズ︒

九167図

モノ塗込二合力ルベシ︒

八384図

破船横たはれり︒︵略V︒少女は之を

穴ーイ・ーカッ・ーク帝

少

タマヒキ︒

少い

すくない

見て︑﹁︵略﹀︒早 く 船 を 出 し て 救 は ん ︒

すくな﹇▽のこりずく な

イ

すくな・い﹇少﹈︵形︶9

四314囹ごはんの米はねばりけ

﹁ナルポド︑オマヘノナ

がすくないから︑ おもちには
なりません︒﹂

四541園

︵略﹀手ノ足りナイトイフノ

方が少イカモ知レナイ︒

カマ ハズヰブン多イ︒ オレノ
七266

ハ︑ハタラク人ノ少イトイフコトデ
ス︒

七283 コレハチヱが少イカラデス︒
︵略︶︒
高も年々に少く な っ て ︑

八195 ︵略﹀︑牛も段々減り︑畑の取
八205 ︵略﹀︑近年変の取高の少いの

591
すこしく

すくね

︵略V︒

ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ

ませう︒

私は年中航海をしてみるも

のですから︑少しそのお話をいたし

七814囹

少しばかりですが︑差上げます︒

スコシタツテカラ︑ソツト 七663團 桃がじゅくしましたから︑

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑

でう
十152図 一條天皇の頃には置旧すぐ 四407
れたる宮女多かりしが︑︵略﹀︒

すぐれて

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

これより少し進めば︑︵略V

老木枝をまじへて︑高く天をつく︒

八52図

﹁ソンナニ少シヅツノ

分は︑おはなさんも次郎さんも少し

八124團

おふみはいそぎ道ば

まじめになってゐます︒

人に知られた刀かちで︑︵略﹀︒

八334囹 ﹁自分は︵略﹀︑元は少しは

此の時も少し進んだきりで︑

八468囹 ﹁それでは少し長過ぎる︒

九324

空耳は︵略V︑凡そ少しに

やがて動かなくなったが︑︵略﹀︒

いふ︒

︵略V︑あたかも海綿の如く

昆陽ハ︵略V︑平左衛門ヨ

さていよく馬を受取る段

になって︑大將は今少しまけぬかと

十一474

リハ少シ後ノ人ナリ︒

十3210図

に流れ出でしむ︒

なるを以て︑水をして少しつつ静か

十95図

ずといふこと無し︒

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ 九649國
ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ
少しのゆだんもなく主人に

ミジカク︑︵略︶︒

六183図
六472

︵略﹀

仕へるこΣろざしにかんしんして︑
︵略︶︒

六632圃

なるほど皆さんと一しょの

モツトタクサンノン

四691園
マナイデ︑

︵略﹀︑こんどは扇が少し
︵略V︑大神は少しばかり戸を

それから少し募ると︑高いが

あけて︑おのぞきになりました︒

五34

おちついて見えます︒

四818

ダラ︑早クナホリマセゥ︒﹂

ス︒

九824或年選ばれた子供の中に︑す 四517海ニヰタ時勢リモ︑今

巴里にも︵略V︑世に聞すぐれて﹇優︼︵副︶1

代ニハ︑商業ハ殆ド内國二階ラレタ
リキ︒

十一一646図

︵略﹀︑獣類中にも︵略﹀︑

えたる建物少から ず ︒

すけ号ひょうこのすけただもと

十一一677図

毎年一定の季節に其の居を移すもの
すげがさ門菅笠︼︵名︶2

すげがさ

少からず︒

ならぶすげがさ上しいこゑ

農夫の辛苦共

昔の風をそのま﹂に︑田

植・草取・取入れに

九525國圃

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒

七102圃

十二725図 ︵略V︑自ら省みてやまし すげ笠
き所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

十二743図 然るに印度との交通は長
日月を要し︑中途の危首引少からざ
れば︑︵略︶︒

すげ笠こそはたふとけれ︒

五93

にする

すごい号ものすごい

ね号のみのすくね

すくね﹇宿禰︼︹人名︺2 スクネすく

ガ︑モウスコシタツト︑︵略﹀
﹁マダ小サイカラ︑モウ

トビオリマス︒

二412囹

スコシ大キクシマセウ︒﹂

スコシタツテオサラヒガ
スミマシタ︒

三58

そこかこ﹂かとさがすうち︑

少しはなれたくさむらに︑やうく

たを

杖を見つけ出し︑︵略V︒

︵略﹀北へまがって申すこ

し行くと︑左がはにいうびんき

︵略V︒

四225囹
ビデス︒

リモスコシ高イカラ︑クスリユ

小サイネエサンバ私ヨ

り︒

︵略V大蛇を斬り給ひしに︑

尾にいたりて︑劔の先少しくかけた

九310図

﹁︵略V︑僕等ハ少シグラヰすこしく﹇少﹈︵副︶2少シク少しく

﹁手紙は︵略V︑四匁より少
しでも重いと︑︵略﹀︒

七515囹

水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂

七487囹

四185 もうすこしでよりともの 七246囹 ﹁先生︑少シオ待チ下サイ 十二908図 ︵略V︑何事にても少しの
マセ︒
不注意は大いなる禍を招く︒
ちかくへ來るかと思ふと︑

ょくがあります︒

四21

けの上へ出ました︒

六132

飛ーン︾

勝る

二205イマ植木ノ上ニヰマス

三152 シカシスクネモチカラガすこし︻少﹈︵副︶3一 スコシ すこし
少シ 少し
ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ
カラ︑︵略﹀︒

それでけはやはわらはれ

すくむ

て︑すくねはほめられました︒︹ひ

三171
らがなのドリル︺
すく・む﹇辣﹈︵五︶1

︵略﹀︑馬もこはがってすくん

内ーッ彰

すぐる

︵略﹀ひよどりこえに

︵略﹀︑強いものばかり三千人

すぐる

でしまひ︑人も顔を見合せて進まう

五808
とはしない︒

五757

すぐ・る︻選︼︵五︶1

をすぐつて︑
向つた︒

すぐ・る﹇優一︵下二︶2
︽ーレ︾

りも勝れたり︒

九954図 天然の美は更に人工の美よ

すさのおのみこと
すこしも
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九164図 鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ
ク下流ニアタリテ船戸アリ︒
少しも

︵略Vコノ人ノタニハ︑

すこしも﹇少﹈︵副︶24 スコシモ 少
シモ

二366
遣米ガスコシモデキナクナツタ
．トイヒマス︒

二645 ︵略﹀イクラバヒヲフリカ
ケテモ︑ ハナハスコシモサキ
マセン︒

ました︒

︵略﹀︑少しも書きそこなひな

四631 ︵略﹀︑少しも知らずにゐ
六713
どをしない子供もございました︒

﹁イヤ︿︑ 君ラバ破レ

﹁︵略﹀︑汝はただ坐して

易クテ︑少シモ強ミトイフモノガナ

七479囹
イ︒

八699図囹

諸君︵略﹀︑此の敷切間

食ふのみにて︑少しも我等に報ゆる
所なし︒

八717乱騰

少しも食物を送らざるが故に︑新し
き 血 戦 來 ず し て ︑ ︵略﹀︒

又世界の中には︑︵略﹀甚

中佐ハハヤ︑右手二一ケ所

だ暑く︑少しも氷雪を知らざる國あ

八824國
り︒

八865

ノ傷ヲ受ケタガ︑少シモヒルマズ︑
︵略﹀︒

一 同 安 心仕候︒

水も十分に御座候間︑少しも御案じ

十二3110図

︽ーサ・一

大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ

道後に次ぎて早く世に知ら

浴客多く集り︑すこぶる繁卸せり︒

れたるは有馬の温泉にして︑︵略﹀︑

十739図

産出高スコブル多ク︑︵略﹀︒

十611國此ノ銅山ハ獲見ノ當初ヨリ

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

九187図

出すこぶる盛なり︒

焼物・塗物・扇・綿綜・織物等の産

保の母は︵略V︑少しも八954図 ︵略V︑商工業の獲達著しく︑

悲しむ色を見せざりき︒

過す

︵略V︑目は食物を見ても見
かくて二三日を過せしに︑

日暮るれば︑一同テントを 十9910図 長廊壷キテ本堂アリ︒結構

されば全村頗るゆたかに

頗ル大二︑眺望甚ダ美ナリ︒

十二604國

海外貿易ノ將來ハ頗ル多

︵略﹀道幅狭く︑車馬街

る規模の博大なるを見る︒

ふとう
十二546﹇図 市街建築物及び埠頭等頗

望ナリ︒

十二541図

して︑皆其の家業を長しめり︒

︵略V︑一同は行くべき方に 十一班6図

︵略V︑さては此のま＼にて
は過されじと︑︵略﹀︑ひそかに騎駝

九481図

しく一日を過せり︒

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空

九472図

張りて夜を過す︒

九459図

耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑︵略﹀︒

八707ロ職凶

ぬふりをして過し︑︵略V︒

八705國

シ・ース・ーセ蝉

すご・す︻過﹈︵四︶7

少しも混雑を生ずることなし︒

責請は︵略﹀︑少しも世を 十二606図 ︵略V︑通行の人は︵略V︑

下さるまじく候︒

九796図

紫式部は︵略﹀︑兄の書を

いきどほり︑人をうらむる心なかり
き︒

歩むを聞きみて︑直ちに之をそらん

十159図

じ︑少しも忘る㌧ことなかりしかば︑
︵略V︒

︵略﹀︑式部は少しも高ぶり

たる風なく︑常に一といふ文字をだ

十164図

︵略﹀烏が二羽止って︑さつ

に知らぬ顔に過したりといふ︒
十285
きから少しも動かない︒

あいさつをしてもていねい

十363園外の者は少しも氣が附かな

にうち乗りて︑そこより逃れ出でた

で︑少しも生意氣な風がなく︑︵略﹀︒

十357園

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

健か

十二伽10図圃 師の君セらば︑健かユ︒

すごやか﹇健︼︵形状︶2

︵略V︑式部は︵略V︑常に 上に滞ちて往來頗る困難なり︒

り︒

一といふ文字をだに知らぬ顔に過し

十165図

たりといふ︒

︵略﹀︑少しも人に先んじよ

ましたが︑︵略V︒

うとはせず︑静かに自分の順番を待

十368園

つてゐました︒

書がけり︒

ずこつ︻頭骨﹈︵名︶1

殺したる熊の頭は︷略V︑

頭骨

しに︑十日鯨にして鶴二十四五羽を

素斐鳴尊

すさのをのみこと

すさのをのみこと

天照大神の御弟に︑すさのを

あまてらすおほみかみ

のみことといふきのあらい神さまが

五12

2

すさのおのみこと門説得鳴尊﹈︹人名︺

十431図然レドモ少シモ其ノ志ヲタ 十一737図 住持は知らぬ顔して過せ 十二捌1國翻 我が友セらば︑健かユ︒
︵略﹀︑外出せずとも少し

ワメズ︑︵略V︒

十589圓團

も不自由を感じ申さず︑︵略V︒

十822図

ありました︒ある時生馬のかはをは

︵略﹀︑少しも疑ふ心なき

いで︑大神がはたをおらせていらっ

十一452図

垣の上には多くの頭骨︑風雨にさら

九18図

た︒

神代の昔︑天照大神の御

あまてらすおほみかみ

しやる所へおなげ入れになりまし

されて残れり︒

頗る
犬の種類はすこぶる多し︒

す

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

こぶる

スコブル

かくべきやうもなし︒

七597﹇図

すこぶる︻頗﹈︵副︶10
旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ

頗ル
ントスルモノノ如シ︒

ツヅミ

九431國團少しも御障なく入らせら 十一描2図 蜀ノ軍需シモサワガズ︑
れ候由︑

九4310國團 又御宮裏の田も︑本年は
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スズ

一175

すさのをのみこといづも

弟素菱鳴尊出雲の國にいたり給ひし

クロイネコ︵略︸クビニ

︽ーシ・ーシク彰

鈴木愛吉

蓮の

十745図

一一

進み出づ

内ーデ︾

八535瓦之ヲ見テ他ノ一盲進ミ出デ

ヅ

鳥居勝商といふ者あり︑

テ︑入鹿ノ足ヲキル︒

十二276ロ蔚凶

進み出でて其の使たらんことを請

ひ︑︵略V︒

四787

出る 角ーデ︾

だれか上手なものはな

一人がすすみ出て︑﹁なすのよ

いか︒﹂とたつねました︒その時

一と申すものがございます︒

いすすむ

我等若し汽船に乗りて︑

組めや手塚︒﹂といふまΣ

すすむ︒

おまへが

すすむ進ム

すすめば︑わ

号こぎすすむ・はげみすすむ・ふる

進む 余ーマ・ーミ・ーム・ーメ・ーン単

すす・む﹇進︼︵四・五︶40

に︑はや弓を捨てて進み寄る︒

十509図

肉ール彫

すすみよ・る︻進寄一︵四︶1 進み寄る

アメリカ大陸に着くべし︒

︵略﹀︑東へ東へと進み行かば︑︵略V．

八761図

公ーカ煙

熱海は伊豆の東岸にあり︒ すすみゆ・︿﹇進行︼︵四︶1 進み行く

此の地も島町甚だ涼しく

︵略︶︑受認に夏涼し︒

十752図

して︑暑をさくるによろしければ︑
︵略﹀︒

高橋 すずし・い︻涼︼︵形︶3 すゴしい 凍
溌ーイ・ーク呼

すごしい風にふかれながら︑

凍しい

六107

シイ

草の上にすわって︑にぎりめしをた
鈴木 ．べた時は︷略﹀︒

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ
タドコカヘトンデ行ク︒

ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ

六123

すすみ・でる︻進出一︵下一︶1 すすみ

われくは毎朝顔を洗ひ︑口

すΣぐ

ノ破レヲツクロヒヰタリ︒

七648

ギ・ーグ彰

すす・ぐ﹁漱一︵四・五︶2

オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ
をす︑ぐ︒

洗ひて︵略﹀︑御宮の前にいたる︒

オチヨモオハナモ鈴ヲ鳴ラシ 八55図五十鈴川の水に口す〜ぎ手

テヲガンダ︒

五692

レヲ鳴ラシテヲガム︒

テヰル︒サンケイスル人ハ︵略﹀コ

五688

に︑︵略V︑夫婦の老人︵略﹀泣きか
なしめるを三寸ふ ︒
すさまじ

︵略﹀︑大湯と構するは一書

なは
︵略V縄を城下の河中にすず・し﹇涼︼︵形︶4 スマシ 涼し

張りて︑城兵のひそかに逃れ出つる

十二283図

鈴木愛吉様

高橋忠一

シク︑冬ハ寒シ︒

びやく
︵略V︑にごりにしまぬ白

六76図秋ハス

︹人名︺1

五月一日

もん

もん

れん

を防ぐ︒︵略﹀︒黒き影は︵略﹀身を

七168團

ゑ

ゑ

雀葉をもるΣつゆ評し︒

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき
に鳴る︒

すヨき

八367図圃

すさまじい

すずき﹇鰭﹈︵名︶1

流をさかのぼる鯖の縄

五月四日

すずきあいきち﹇鈴木愛吉︼︹人名︺1

にふる︑ならん︒﹂

十二285図囹

鰭

水中に投入れたり︒縄の鈴はしきり

すさまじ・い︻凄︼︵形︶2
飛ーイ夢

やがて汽車が動き出すと︑

︵略V︒見物人一同は其の早いのと其

九351
の勢のすさまじいのに驚いた︒

七189国

ふと山のいたgきの方に 鈴木愛吉

すさまじい物音が聞え始めたと思ふ

十一552
忠一様

すさむうふきすさむ

すずきあいきちさま﹇鈴木愛吉様︼

と︑︵略V︑山のやうな雪なだれがな

すじ﹇筋﹈︵名︶1 筋号いくすじ・お

いま

いま

鈴木今右衛門

たしも

ならぶすげがさ涼しいこゑ 三262圃

がよくて暖いから︑うちではす〜は

きをした︒
進ミ出

が︑

て︑

︵略﹀︒

﹁進めく︒﹂ とさしづをした

三264圃おまへが すすめば︑わ
すすはき︻煤掃一︵名︶1 す㌧はき
六361 十二月十日︵略V今日は天正 たしも すすむ︒
五807園 よしっねはこ﹂ぞと思つ

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒

︵略V︑鈴木今右衛門の妻 七102圃
範とすべき徳行なり︒

の慈善を行ひたる︑皆後世女子の模

十二327図

︹人名︺1

すずきいまえもん︻鈴木今右衛門︼

愛吉檬

すぢむかひ

道の筋︒

ケ︾

︵略Vいうびんきよくがあ すす・︿︻煤︼︵下二︶一 ス・ク 肉一

ります︒ そのすぢむかひに措き

すすみい・ず﹇進出﹈︵下二︶2

︵略﹀松下脚立︑アル日時

頼ヲ招待セントテ︑ス・ケタル障子

八164図

すず︻鈴︼︵名︶4 スズ 鈴

なごふくやがあります︒

四24

すじむかい︻筋向︼︵名︶1

る︑︵略﹀︒世の 人 並 の

ざりし 身のいつしかに 分け陸た

十二朋5図圏 ︵略V︑西も東も 知ら

くすじ・ひとすじ

とおりすじ・おんみちすじ・ちゅうご

だれて來て︑︵略﹀︒

すヨき

光景を呈す︒

十二431図 熔岩の光︑火山灰及び水

立ちのぼりて︑鳴動の音すさまじ︒

夜に数回噴出す︒噴出する時は湯氣

十747図

肉ージ・iジキ︸

すさま・じ﹇凄﹈︵形 ︶ 2

すすむ

すさまじ

すすむ一すずめ
594

︵略﹀︑馬もこはがってすくん

五807囹 ﹁進めく︒﹂
五811

でしまひ︑人も顔を見合せて進まう
とはしない︒

七83図園 コノ度ノ合戦サダメテナ
ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時
︵略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン

ヲ見テスベシ︒

七374

船には︵略﹀︑それで方角

デ行ツテ︑後へ眉引キカヘサナイカ
ラ︑︵略＞D

七863囹

九55図

するが

尊之を受けて︑進みで駿河
︵略﹀︑尊は難をまぬかれ給

の國に至り給ひしに︑︵略﹀︒

九61図
ひ︑なほ進みで賊を討滅し給へり︒

尊はなほも進みで北に向ひ

給ひしに︑︵略﹀︒

九63図
併し今の戦孚は昔とちがつ

て︑一人で進んで功名を立てる様な

九226囹
ことは出來ない︒
︵略﹀船を造った︒︵略﹀︒此

の時も少し進んだきりで︑やがて動

九324

かなくなったが︑︵略V︒

まして戦場にては︑進ま

アラビヤ人は︵略﹀追手と

ぷ
峰神社等あり︒

十一483

︵略V︑﹁此のあたりには鹿

多し︒かりし給へ︒﹂と勧めて︑尊を

九57図

いざなひ︑︵略﹀︒

反復直言して復仇の事を謹む︒

眞先に立って︑太鼓を打ち 十二867図 ︵略V︑一日良雄に面当し︑

或間隔を保ちながら進んで行く︒

十一552

スズメ

雀うし

りいんりん︒

あれ︑鈴轟も鳴き出した︒

りん＜くく

五613團

杭綿雲ヨリ出ヅル綿花ハ すずむし﹇鈴虫﹈︵名︶1 鈴轟

ながら︑かひぐしく進んで行く．
十﹇854図

︵略﹀︑四尺程ノ幅トナリテ進ム標︑

精巧ナルレースノ流ヲ見ルが如シ︒

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

ケサハカラスノナクコ

タケニスズメ

スズメノナクコエモ︑

一143

エモ︑

ニ286

十二549図 大連より︵略﹀を経て︑ すずめ﹁雀﹈︵名︶12
れうやう
北へ進むこと約二百哩︑遼陽あり︒
ろすずめ・むらすずめ

十二698図

世を憤らんよりは︑進み

は先頭に進める一部に過ぎず︑︵略﹀︒

ぱ
巴の西海岸より西を指して進まば︑

十二748図

印度の東海岸に到着すべしとの意見
を抱けり︒

十二758図 ︵略﹀︑若し欧羅巴より西
し

をごりに流るるは易く︑

へ向って進まば︑︵略﹀︑日本又は支
な
那に到着するならんと︒

十二925図

肉ーム・

︵略V︑雀といふものはすぐふ

農夫は︵略V︑近年萎の取高

﹁︵略V︑君は白い雀を見た

どうかして其の雀をつかま

其の中に雀のことはいつかわ

すれて︑︵略﹀︒

八266

へて見たい︒﹂

八223園

︵略V︒﹂

と︑よってたかっていぢめるので︑

又若し外の雀が見つける

其の時齊の有司進みて戯樂を奏せし

ことがあるか︒﹂

八208囹

まいかと思ひました︒

の少いのは︑この雀のせいではある

八205

のだといふことを話しました︒

えるもので︑又大そう作物を荒すも

八202

みた雀を見て︑︵略﹀︒

て之を救濟すべし︒
ウレシサウニキコエマス︒
よ うつ
コロンブスは︵略V︑欧羅 八202 ︵略V︑そこらあたりに飛んで

二人の馬は五分昌々に進んで 十二712國
︵略﹀︑世ノ進ムニシタガヒ︑

やうめい

︵略V︑表門を入れば五重塔

クニ至レリ︒

︵略V︑物ト物トヲ交換スル不便ヲ省

九889図

行ったが︑︵略V︒

︵略V福井丸ハ︑今旅順ノ 九846

をとって進んで行くのです︒
リヨジユン

七896図
港ロニ進ミタリ︒

ゑん
橋を渡りて神苑に入る︒

︵ 略 ﹀ ︒ こ れ よ り少し進めば︑︵略﹀老

八52図
木枝をまじへて︑高く天をつく︒

八526國

る︒

切って進んで行く︒

十6310

︽ーメ︾

八217囹
進む

八211園 白い雀が實際居るのか︒﹂
すす・む﹇進一︵下二︶1

︵略﹀︑地方自治の精神に
基づきて︑其の巨艦の幸福を進め︑

十二皿5図

勧む

國運の畿展を期するは一なり︒

ーメ彰

すす・む﹇勧﹈︵下二︶2

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ
ウネ
コ・ヨリ西北へ進駐バ︑畝

かば︑︵略﹀︒

をごりより倹約に進むは難し︒
一隻の捕鯨船が今静かに波を 十二951図景公︵略﹀魯公と量見す︒

退く時には︑今はかなふまじとそし

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

十5310野臥

あり︒進んで陽明門に至る︒

ヤガテ同志ノ一人御前二進 九942図

一先安心いた

︵略 ﹀ 熱 が ず っ と 下 っ て ︑

ミ テ ︑ 三 韓 ノ 表 文ヲ讃ムニ︑︵略︶︒

八673国
食事も進みますか ら ︑
しました︒

︵略﹀イギリス

八768國 こ﹂より汽船に乗りて︑ふ
た＼び東へ進めば ︑
國の港に着く︒

カシハラ

本道を更に南へ進めば︑

±44國尚進めば︑頒甥神社●鋪

庭園を以て名高き竹林院あり︒

十一43図

傍・橿原ノ地階出ヅ︒

ビ

十瓢8図

進メバ︑︵略﹀三輪町二達ス︒

八798図 ヨーロッパより船にて日本 十987図
東へ東へと進むな り ︒

へ 館 る に は ︑ ︵ 略V︑印度洋を渡りて︑

︵略V︑東へ東へと進めば︑

又元の日本に賜り 來 る ︒

八802図︵略﹀︑東へ東へと進めば︑
八803図

︵ 略 ﹀ ︒ 西 へ 西 へと進むもまた同じ︒

595
ずつ

すすめあう

はん

スタリ

すたり

劔を抜きて︑ずたずたに大蛇を斬り
給ひしに︑︵略﹀︒

ある︒

十一651

死んだ後で︑身髄の全

︵略﹀︑面割上ヨリハ︑成ル

部にすたりのないことも牛と同じで

馬も︵略﹀︒

用な部分といふものは一つもない︒

何から何まで役に立って︑不

すたり﹇廃﹈︵名︶2

十287 唯あぜの榛の木に雀がたくさ

す﹂めあ

榛の木の雀は一度にぱっと飛 十852

ん集ってみて︑時々群になっては飛
立つ︒

十302
立つた︒

角ーヒ彰

︵略﹀︑善きことたがひに

すすめあ・う﹇勧合︼︵四︶1
ふ

六835図圏

す︑めあひ︑悪しきをいさめよ︑友

か

みき

鈴谷川平野

雪

の

是白樂天の詩に︑﹁香櫨峯

近年は斬髪の風が行はれ

れて︑活版を用ひることが多くなつ
た︒

十一姻8

スチブンソン

て︑冠禮は段段すたれて行く︒

蒸氣機序は︵略﹀︒︵略﹀︑又

スチブンソン

スチブンソン︹人名︺6
九312

之を車に慮用して︑汽車をこしらへ
たのは︑イギリスのスチブンソンと

スチブンソンは若い時から機

いふ人である︒

九333
九33図

︵略﹀︑スチブンソンの獲明し

スチブンソン

關の事に明るかったが︑︵略﹀︒

九342

た汽車を用ひて見ようといふことに

らぶべくもあらず︒

す・つ門捨︼︵下二︶8

九209下槍

すつ

捨ツ

捨

一命をすてて君に報

何の爲にいくさには御出
でなされ候ぞ︒

といって居られる

おつかさんは﹃一命をすて

ゆる爲には候はずや︒

九2210圏

て君に報いよ︒﹄
が︑︵略﹀︒

組めや手塚︒﹂といふまΣ
に︑はや弓を捨てて進み寄る︒

十509図

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ獲スル

十774図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

︵略﹀︑﹁今は自ら死ぬ

モ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

るより外なし︒﹂とて︑刀を取直して

十一458図囹

﹁何とて命を捨つるに及ぶべ

腹かき切らんとす︒居合せたる人々

︵略﹀︑

かみつけぬのかたな

き︒﹂と︑︵略﹀︒

十二3010図 上毛野病名︑︵略﹀︑兵皆

四散せしかば︑夜に乗じて城をすて

古語に﹁私事を以て公事

て逃れんとす︒

をすてず︒﹂といへり︒

十二373國

十二m7図 ︵略V︑國家の大事に際し
こう
ては︑身命をすつること鴻毛よりも

ウチニハ︵略﹀︑オトウト

キミガヨヲウタヒ

サア︑ミンナデーポン

ヅツつつ

輕き豊悟なかるべからず︒

ス︒

モツトタクサンノン

︵略V︑爾ワキニ︵略﹀ウロコ

ソノ門口︵略﹀︑ソノ中置マル

︵略V︑オチルトスグ又新シ

イノが戸〆テ︑ソノタビニ枝ガーツ

五717園

イ種ガニツ三ツヅツアリマス︒

五318

ガ三十六枚ヅツナランデヰマス︒

五165

ダラ︑早クナホリマセゥ︒﹂

マナイデ︑

四691囹

﹁ソンナニ少シヅツノ

トイモウトが一人ヅツアリマ

三105

マセウ︒﹂

ヅツモツテ︑

二66園

︵略﹀︑スチブンソンは其の會 ずつ︵副助︶25

なって︑︵略﹀︒

九343

社に頼まれて鐵道を敷き︑其の上を

と

走る汽車を造った︒

スチブンソンの造りし機

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

するしやう

絶壁に水晶のすだれをかく︒
すたれ行

次第々

︵略V︑手ぬぐひ三尺引き つ 角ーツル・ーテ︾﹇▽いいすつ

すたれゆ・く﹇廃行﹈︵四︶1
肉ーク単

九533図國

く

︽ーレ蝉

スタレル

しぼり︑頭に結ぶはち巻は
々にすたれ行く︒

すたれる

すた・れる﹇廃︼︵下一︶3

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

それ故近年は木版が段々すた

スタレテ來マシタ︒

十223

關車は︑今日の完備せる機詩話にく

十﹁761図 ︵略V︑直下七十丈の水は 十一275図

しを︑︵略V︒

の雪はすだれをか﹂げて見る︒﹂

十174図

アリ︑︵略﹀︒

三304ソノホカ竹ノスダレモ

と友︑人と人︒
ベク債ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成
すすや
すすやかわ﹇鈴谷川︼︹地名︺2 鈴谷
ルベクスタリノナイ様相用フベク︑
川 鈴谷川
︵略﹀︒
すすや
十一968國国 ︵略V︑南部の鈴谷川・すだれ﹇簾︼︵名︶3 スダレ すだれ
るうた

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

ないぶち

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒

十一98図鈴谷浮

1

すすやかわへいや﹇鈴谷 川 平 野 ︼ ︹ 地 名 ︺

︵略﹀︑こ㌧に樺太廉の

所在地豊原あり︑鈴谷川平野の中央

とよはら

十﹁974転生

に位し︑大泊より十里︑輕便鐵道も
出町居候︒

︵略﹀ ︑ か ら だ に

すそ﹇裾︼︵名︶1 すそ号おすそわけ
四146團

きものきて︑かすみのすそを
とほくひく︑ふじは日本一の
山︒

すその﹇裾野﹈︵名︶1 すその

きがりをしました︒

四153 ︵略V︑ふじのすそのでま 五604 ランプニ石油ヲトボスヤウニ

尊︵略﹀︑おびさせ給へる

ずたずた︵形状︶1 ずたずた
九39図

すっかり一すでに
596

ヅツフエル︒

六302 一本論せんつつのを二本買つ
て︑︵略﹀︒

六482 秀吉は大ぜいの人を十組に分
けて︑一組に中間つつわりあてて︑
仕事をいそがせまし た か ら ︑ ︵ 略 V ︒

︵略﹀魚ヲ竹ノ枝二通シテ︑肩

ニカツイデ行キマスガ︑後カラーツ

六668
ヅツヌケテオチルノヲ知りマセン︒

七209園 葉は様形で︑二枚つつ向ひ
合ってゐますし︑︵略﹀︒

九821

それは氏子の五箇村から子供

の騎手を一人つつ出して︑競馬をさ
︵略﹀︑ナデシコナドノ葉ハニ

せて︑︵略﹀︒

十83

十48國

な ら

︵略﹀奈良の大佛の大きさ

義仲の幼目に見たりし時

あいぬの風俗はこれのみに

ても既に内地人と同じからず︒其の

十803図

は成りたらんに︑︵略﹀︒

今は七十にも飴⁝れば︑殊の外白髪に

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

十526図園

老人スデ＝來リテ︑良ヲ待テリ︒

五日目ノ朝行キテ見レバ︑

の日本一なることは諸子すでに之を

知れり︒

上ルマデニハ非常ナ手数が掛ル︒

ずっと︵副︶3 ズツトずっと
三283 コレカラニ三日タツタラ︑

十235図

石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ
︵略﹀︒

昨朝あたりから熱がずっと
すっぽい

下って︑食事も進みますから︑︵略﹀︒

八672團

ツトツヨイノーア︑

五585

マダズツトタカクナリマセウ︒

一枚つつ

︵略﹀︑水をして少しつつ静

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

十95図
︿略V版木を造り︑

かに流れ出でしむ︒
十216

すっぱ・い﹇酸︼︵形︶1
穴ーイ呼

もとよりすつばいこのから

衣服・食物・家屋の有様に至りても

五285團

十一697図

既二麺綿トナレバ杭綿機

日豊既に過ぎて︑思ふも

︵略﹀︒

十一撫4國

時に午後二時四十五分︑

徳川・織田二日大軍を

昔箱根山の噴火せしこと

︵略V幼時より海事を好

み︑十四歳の時より既に航海業に從

十二745図

は我等臨に之を學べり︒

十二402國

率みて︑莇に出獲せらる︒

十二301図園

勝敗の数は莇に定まれり︒

十二71図

既に之を完成せり︒

耕地整理は︵略V︑昨年

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十一857図 既二鐵管二満⁝ツレバ︑コ

ニカク︒

盒なき事に心を記するは︑︵略﹀︒
ソメン

十一848図

く坂路の左右すでに櫻多し︒

六田の渡を渡りて上り行

異なる所多し︒

既に

シカルニ正行スデニ男盛

十一17國

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

乃木大將と肇国の

ぎ

ステッセル

そにそまって赤くなり︑︵略V︒

の

旅順開城約成りて︑敵の
將軍ステッセル

十383図國

ステッセル︹人名︺一

︵略V︑木版では一枚つつ彫る

手刷にするのである︒

十222

スツカリすっかり

︿略V︑十二箱ヅツ集メテ紙

から︑手間が幾層倍もか＼る︒

七317 ︵略V︑その聞に一日か二日つ 十一96
二包ム者︑︵略V︒

アア︑モウス

ミテヰルウチニダンダン

虚はいつ訊水師螢︒

既二

コエタリ︒

ナンヂ丁年スデニ十歳ヲ

︵略V︑カラダハスツカリ すでに﹇既﹈︵副︶2一 スデニ すでに

七68図囹

一バン上ノダンニハ︵略﹀︒ 七18図囹
︵略﹀︒︵略﹀︑花イケニハ︵略Vヲ

リニ及ベリ︒

船ハ次第二沈ミ行キテ︑水
ハスデニ甲板ヲヒ自動リ︒

此ノ時中佐ハスデ一﹇第二弾ヲ

保護色ノ憂ズルハスデ＝面

似ルモノノアルコトナリ︒

キハ︑︵略﹀︑形サへ其ノ周園ノ三二

白キコトナリ︒ソレヨリモナホ面白

九553図

︵略﹀︒

右手二︑第三弾ヲ腹二受ケテ居タガ︑

︵略V︑今見た事をすっかり話 八879
して聞かせました︒

八259

はらもすっかりすきました︒

六106のぼりついたじぶんには︵略V︑ 七914國

ラ︑︵略V︒

イケマシタ︒スツカリカザツテカ

四748

モトノヤウニナホリマシタ︒

四607

ツカリノボリマシタ︒

ノボツテキマス︒

二34

︵略﹀そろって篤眞をとり すっかり︵副︶7

つ眠ることが四度ある︒
八103團

ました︒ついでに私一人のもとりま
したから︑爾方一枚 つ つ 差 上 げ ま す ︒

八173図 ︵略V︑オボツカナキ手ツキ
ニテ︑破レタル所ヲ 一 間 ヅ ツ 張 レ リ ︒

八217圏 ︵略V︑毎年一羽つつしか出
て來ない︒

八743図猫ノロニハ上下二二本ヅツ
ノ 鋭 キ 牙 ア リ テ ︑ ︵略﹀︒

一ツヅツ跡取離スコトガ

九73 又其ノ離職全ク別々ニナツテ
ヰルカラ︑
出來ル︒

一日の旅程を十里つつと見て︑

十二日程か㌧つた︒

九356

作法をわきまへてみることも︑それ

はきくしてるて︑禮儀・

モ積立ツル時日︑五年・十年ノ後ニ

九761國 一日一二銭・二鏡ヅツニテ 十3510園

ですっかり分りました︒
サテソレカラ︵略﹀︑細カ

イ造作ヲシタリシテ︑スツカリ出來

十ニー5一

ハ︑飴程ノ金高トナリテ︑︵略V︒
︵略﹀︑一鏡・二鏡ヅツニテ

モ貯ヘンコトヲ心ガクベシ︒

九784図
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すなわち
すてる

事せるコロンブス は ︵ 略 ﹀ ︒

物の人々は段々漏り始める︒

すなち﹇砂地︼︵名︶1

砂地

砂原

ナドノヤウニ︑ソコノ砂地弔詩ンデ

十二821 日は既に西へ傾いて︑早見 七711 ︵略﹀︑エヒ・カレヒ・ヒラメ
ヰルモノモアル︒

海岸には切立てたやうな岩山

所が多い︒

︵略﹀︑必ず三種の神器を受

して︑︵略V︒

けごんのたき

此の湖の落口は華嚴瀧とな

る︒直下七十丈︑︵略V︒此の水即ち

九962図

其の長さ一向五千二百七十

大谷川の上流を成せり︒

十32図

に増來り︑靴の贋はやうやく安くな

供給も随って減じて︑又普通の便に

りて︑︵略﹀︒又之と反封に︑︵略﹀︑

復するか︑場合によりては尚それ以

上に上るべし︒即ち物の債は普通の

︵略﹀︑供給に限りある

債を本として上下すと知るべし︒

十︻951図

物︑例へば︵略yの如きは︑需要増

ギザ︿ノ深イノニナルト︑

六町︑即ち一里六町四十間五尺︒

一枚ノ葉が数枚ノ小サイ葉二分レテ

需要の減ずるに非るよりは︑決して

すに随ひて︑其の慣盆≧高くなり︑

十66

ヰル︒パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

アスカ

アンゴ

人口やうやく増加し︑

して︑衣食住の材料を得ることを工

︵略﹀︑動物を飼養し︑又植物を栽培

十二439図

べし︒

限りあるものは一定の便なしといふ

安くなることなきなり︒即ち供給に

デアル︒

泉なり︒

夫するに至れり︒是即ち農業の起原

ケマリ

中大兄皇子が蹴鞠ノ遊ヲ

ハ︵略V︑

現在の職務に忠實なれ

孝経に曰く︑﹁身を立て︑

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

十一一972図

を慮る所以なり︒

心廣く︑膿ゆたかなり︒是即ち遠き

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

十二719図

なり︒

瀧の後より山路を上るこ

︵略﹀︑蟻は此の甘き汁を

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

︵略V之を保護し︑或

は其の卵を他の植物にうつして成長

孟子の如きは即ち其の一人なり︒

得んが爲に︑

十一893図

ちか＼つて第一の鞘当を成すなり︒

と四町鯨︑一條の谷川あり︑この水即

十一7610図

二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺ナリ︒

ナシ給ヒ︑鎌足が靴ヲサ・ゲテ皇子

ナカノオホエノ

十瓢6図

コ・二程近キ飛鳥ノ安居院

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十7110図其の熱氣に遺りたる水の自

十尺にも及ぶものも珍しくはない︒

さていよ︿沙漠に入りし 十675 ︵略﹀︑長さは十五間︑即ち九

すなはらつづき︻砂原続︼︵名︶1
原つ窒き

し︒

なれば︑其の苦しさたとへんに物な

が︑木のかげ一つもなき砂原つ讐き

九458図

砂

もあるが︑平たい砂原になってみる

六14

すなはら︻砂原﹈︵名︶1

︵略V︑公私の用を終へて︑

余一

我等は︵略V︑既に祖先

再び江戸に出つれば︑良雄以下既に

十二8710図

死を賜へり︒

十二m5図
すてる

の事蹟を學び得たること多し︒
す・てる﹇捨︼︵下一︶1
テ︾n▽なげすてる・ぬぎすてる
一人の子どもが︵略﹀︑かめ

の中へおちました︒すてておけば︑

六232
すぐ死んでしまひます︒

中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ
テンヂ
ツキ給フ︒天智天皇ト申シ奉ルハ即

り︒

九68図

︵略V︑湖水ノアフレテ流ル

せしむ︒是即ち一種の牧畜なり︒

民各自の行爲をつ﹂しみ︑品格を重

も亦各個人の品格の外に出でず︒國

一種の草の實を食用とす 十二981図 ︵略V︑下民の品格といふ
るを以て︑

んずるは即ち國民の品格を黒むる所

十一903國

寒し︑其の實の熟して地に落つるを

︵略﹀︑世ノ進ムニシタガヒ︑

或種類ノ物品ヲ定メテ之ヲ仲ダチト

待ちて︑其の巣に運び去る︒是即ち

︵略﹀此の草の成長を保

シ︑物ト物トヲ交換スル不便ヲ省ク

九939図
︵略V朱塗の橋︑美観先づ
農業の牧穫に異ならず︒
みはし
目を驚かす︒是即ち有名なる神橋に
十一946﹇図 か㌧る時は靴の供給次第

十二m5ロコ凶 此の如き人の組織せる軍

以なりといへども︑︵略﹀︒

田口レリ︒貨幣即チ是ナリ︒

九891図

︑モノハ即チ早川ナリ︒

九423図

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ
あっ
れり︒今の熱田神宮即ち是なり︒

草薙劔は尾張の國にとgめ

けつぎ給ふ︒草薙劔は即ち其の一な

九14図

チ此ノ御方ナリ︒

八542図

犬を連れた男が銃を肩にしすなわち︻即︼︵接︶25 即チ 即ち

ずどんと︵副︶1 ずどんと
十301
て︑︵略﹀︒ずど ん と 一 獲 ︒ 何 を 撃 つ
たのだらう︒

六18 白い砂に青い松︑どこのはま

すな︻砂﹈︵名︶5 砂
べを見ても︑美しい景色である︒

七717 アサリ・ハマグリナド泥砂ヤ
泥ノ上二居リ︑サザエ・カキナドハ
岩ニツイテヰル︒

︵略﹀︑海ノソコノ砂ノ上ニ

き騎駝の足跡あり ︒

九487図 夜明くれば︑砂の上に新し
九539図

︵略 ﹀ ︑ 其 ノ 膿 ノ 一 面 ︑ 砂 ノ

スムヒラメ・カレ ヒ ノ 類 ハ ︑ ︵ 略 V ︒
九5310國
色二戸タリ︒

︵略﹀︑大風吹起りて︑砂煙

すなけむり︻砂煙︼︵名︶1 砂煙
九462図

は天をおほへり︒

すま

すばしこい
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隊は即ち烏合の衆 に 同 じ ︒

十二拠8國 以上の五箇條即ち忠節・
禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を
特に軍人の精神と諭し給へる上に︑
︷略﹀︒

︵略 V ︑ 唯 之 一 の 誠 心 を 以

が平常に之を身に謂ふべきものにし

十二撫1國 此の五箇條は即ち皆我等
て︑︵略V︒

十一一窟7図

角一

て藩主墨忠の道にいそしまんとす︒

スバシコイ

是即ち我等の畳悟 な り ︒

イ彰

九245園

かしこくも天皇陛下は自ら

総べて

すべて

号どうほうす

スベテ

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を
すべ給ふ︒

総べテ

今でも魚や貝や鳥

すべてなまぐさものをおく

枝ぶりすべてお

見上げる峯の一つ松︑はま

もしろや︒

六536図

大豆・小豆・さΣげ・そら

ケ︑ミソモ醤油モ塩ヲ入レテツクル︒

づらしいものばかりです︒﹂

八181図圏﹁︵略V︑総べテ物ハ破レタ
シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

ル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑
キ者口癖ラセントテカクスルナリ︒﹂
︵略V︑大空を飛びまはって︑
他の鳥をとらへて食ふ鳥や︑︵略﹀︑

八551

氣候によってすむ所をかへる鳥は︑
緩べてつばさが大きい︒

將校も兵士も︵略﹀︒総べ

八725図書世はすべて相持なり︒﹂
九228園

て上官の命令を守って︑自分の職務

すべて沙漠の旅行は︑以前

に精を出すのが第一だ︒

九466國

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

に通りし酪駝の足跡を目あてに行く
なり︒

十69

ガアル︒

喜べて魚類は暗き慮を喜

歴史は長き

て︑同胞すべて六千萬︒

七百年︑

出入口の混難せる程なれ

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

十二261図圃

け蒸しぬ︒

ば︑一事が間貸︑総べて家内に不整

十二888図

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

公徳とは公衆の衛生を重

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

十二985図

品を大切にする等︑総べて衆人の利

害を考へて其の行爲をつ﹂しむ徳義

十103図

スチブンソンは︵略V︑すべり

すべり

凡て制度の運用は人にあ

をいふ︒

︵略﹀︒

で走らせる様にしたらよからうと︑

のよい車をすべりのよいレールの上

九334 スチブンソンは︵略﹀︑すべり

︵略V︒

で走らせる様にしたらよからうと︑

のよい車をすべりのよいレールの上

九334

すべり﹃滑﹈︵名︶2

り︒

十二獅5図

び︑森林の影さす水中には多く集り

スベテ重要ナル機關アル部

來るものなるを以て︑︵略V︒

リ︒

十857

眺望いよく開けて︑満
︵略﹀︑朝日の御心ひる
同胞すべて六千萬︒

あまねき光仰ぎ見る

ス

諸子玉敷多アル我が軍艦

マ

アカシ

ウ

ヂ

タツタ

島・橋立︒須磨・明石・宇治・龍田

シマ

イツク
ノ名ヲ知レルナルベシ︒︵略﹀︒又嚴

十一303図

すま﹇須磨一︵名︶1

つて︑池の中へ落ちこんだ︒
ス マ
須磨

つて︑そのはずみにころころと輻が

前足を折った︒熊吉はつるりとすべ

九848 ︵略﹀︑熊吉の馬はつまついて

祖先の遺風つぎく すべ・る﹇滑︼︵五︶1 すべる ︽ーッ︾
︿略﹀︑勤勉・努力ムゆ
同胞すべて六千萬︒

︵略﹀︑日進月歩ゆるみ

上下心残一にして︑同

同胞すべて六千萬︒

十一弼6國圃辛みことのりたふとび

啓すべて六千萬︒

十一聡2図圏

なき

十一m8旗亭

みなき

十一m4図圃

て︑同胞すべて六千萬︒

十一田10図圏

同胞すべて六千萬︒

十一描6図團

がヘキ

十一郷2黒土

目総べて花なり︒

十一19図

ばならぬが︑︵略V︒

すべて家畜はよく劣らなけれ

分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

ツケ物ハスベテ五目テツ 十776図

べはつ窒く松原の

六52圃

る時には︑のしをつけません︒﹂

や︑

四453圏

べてろくせんまん

凡て

すべて﹇総﹈︵副︶29

シカシスクネモチカラガ

すばしこ・い︵形︶一

三153
七213囹

豆・なた豆などはすべて私どもの親

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ
カラ︑ ナカナカケハヤニハケラ
類です︒

七265手ハスベテノ仕事ノモトデス︒

レマセン︑︵略﹀︒

ノコギリ

見るもの聞くもの総べてめ

海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ
スヒ取ル︒

七774

かしこくして︑よく主人の命を守る︒

十二594図 テームスとセーヌとはス 七614図 すべて犬は人になれ易く︑

スプレー︹地名︺一 スプレー
プレーに比すれば︑河幅はるかに廣
く︑︵略﹀︒

スプレーがわ︹地名︺一 スプレー河
里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二593図 倫敦にはテームス河︑巴 七842囹
河ありて各其の市街を貫流す︒

︽ーシ︾

すべすべ・する︵サ変︶一 スべくス
ル

十63 ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザく

すべ給ふ

ノアルノモアレバ︑一二ニスべく
シテヰルノモアル ︒

角ーフ彰

すべたま・う﹇統給﹈︵四︶1

599
すむ
すまし

つて︑︵略﹀︒

り︑すみをこぼしたり︑書きそこな

こんなにたくさん墨を附けたのも︑

六737 私は古机でございます︒︵略﹀︒

等ハ名勝ノ地ヲ以テ名ヅケタルモノ

すます

ニシテ︑︵略V︒

すまし号おんすまし
スマス
その子供たちでございます︒

五561

けた

桁どもを

ぶやく︒

隅田
ヨド

第十九

十一288図

角柱
むなぎ

炭ト出
はり

角柱

ひとりつ

風暖にさてもよき日や︒

ぬす人はきんじよに住んで

で

かへるは水の中にも︑

住む 肉iミ・ーム・ーメ・ーン彰

七712

海ノ中ニハ︵略V︒︵略V︒魚

で︑︵略﹀︒

みるゐざりだといふうはさがあるの

五227

きるのです︒

をかの上にもすむことが

三503

住ム

す・む﹇住︼︵四・五︶22 スム すむ

黒犬畿展の速なること實
︵略﹀︑其ノ作業ノ速ニシ

に驚くにたへたり︒

類ノ外二︑エビ・カニ︒タコ・イカ

みつのり

くすのきまさ

︵略﹀︑赤松光範︑楠木正

ニ

ツメマセ

﹁スミレハタクサンナイ
ソンナ

ナリ︒

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

︵略V︑つる・がん・つばめな

我等の住む世界は圓きもの

ある土人の如きは氷を以て

地球上に住む人類は総数十

かの大蛇の住みし上には叢

田ニスムカヘルハ土色ニシ

テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色

九535図

雲常に立ちこめたれば︑︵略﹀︒

九45図

黄雀ありて︑︵略V︒

八834図

家を造りて住めり︒

八822図

故︑名づけて地球といふ︒

八807図

へる鳥は︑︵略V︒

どの様に︑氣候によってすむ所をか

八549

一番大キイガ︑︵略V︒

七741

七736海ニ定事ケモノガスンデヰル︒

川獺スムモノトチガハナイガ︑︵略﹀︒

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

エビノピン︿ハネタリ︑カ

テ整然タルニハ︑何人モ驚クナルベ

せつつ

儀と振津の住吉に職ひて︑散々に撃

のり

破られたり︒

住吉の戦

すみよしのたたかい︻住吉戦﹈︵名︶1
﹁赤松光範の臣宇野六

スミレ

郎の子なり︒住吉の職に父の討死し

十一433旭暉

たる後︑︵略﹀︒

三88圏

カラ︑マダ
ン︒﹂

すみわた

秋の日の上すみわたり︑

すみわた・る︻澄渡﹈︵四︶1
角ーリ︾

八82図圖

る

七714

ナドガスンデヰル︒
﹁︵略﹀︑﹃援軍來らず︑

速に降るべし︒﹄と告げよ︒

十二297図園

シ︒

十一842図

片時も

あはれ我︑梁や棟木や

休む間なし︒﹂と

いつもせおひて

十138図圃

すみばしら︻角柱︼︵名︶1

︵略V︑墨を流したる如き空

能はず︑︵略︶︒

すみか︻住家﹈︵名︶1

住家

模様にて︑一寸先をも見分くること

十691図

墨を塗りて候︒﹂

の白髪なり︒﹄といひしにたがはず︑

を云ふもは窟かりあり︒悲しきは老

十544図囹白髪頭にして若き人と先 すみやか︻速︼︵形状︶3 速

カラノナイモノバカハ 七366 筆・墨・紙ナドノ店︑︵略︸︒

すま・す﹇澄﹈︵五︶2
内ーシ単

四406
イサウナモノダ︒﹂トイツテ︑ス
マシテヰマシタ︒
ると︑耳をすまし て 聞 い て ゐ ま し た ︒

六444 た貰人がいくさのはなしをす

村の人人が︑毎日やさい

すみ﹇炭︼︵名︶3 すみ 炭

四32
やすみやたきぎを︵略﹀︑量り
にきます︒
ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

スミダ

モガミ

十﹇414図

五576 火バチナドニ入レル炭田︑木 十一215﹇図圃 ︵略V︑煙さなびくとますみよし︻住吉︼︹地名︺1 住吉
やこそ︑我︐げふつかしき住家ふれ︒

電車の便の最も開けたる

庭なく︑︵略﹀︒

すみだ﹇隅田︼︵名︶2
トネ

炭ト油

炭ト油

﹁ソレデハワタクシハス

すみれ︻篁一︵名︶2

︵略V︑川ノ名ヲ附シタ

隅田

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二635図

十87図 炭・薪・材木等の森林より すみずみ﹇隅隅﹈︵名︶1 隅々
出つることは何人も知れる所なり︒

ハタケノスミヘツレテ

すみ﹇隅﹈︵名︶3 スミ 隅

一一514
イツテ︑ ︵略﹀︒

リ︒

第十九

ミレヲツミマセゥ︒﹂

砲艦ハ︵略V︒宇治・隅三82囹

ルモノニ隅田・利根・最上・淀等ア

スミダ

二533 ︵略﹀︑ハタケノスミヲホ 十一302図
ツテミマシタガ︑︵略﹀︒

田等是ナリ︒

十一3310図

五目7

すみとあぶら︹課名︺2

島ニテ︑櫻ノ名所ナリ︒

ノホトリニ出ヅ︒川ノ向フガハハ向

七569図

スミダ
すみだがわ門隅田川︼︹地名︺1隅田川
スミダ
コ︑ヲーメグリシテ隅田川

十二896図 凡そ家内の掃除は︵略V︑
便所の隅より下駄箱の奥までも注意
せざるべからず︒

すみ︻墨﹈︵名︶6 スミ すみ 墨

ニー07圏 カクレタ︑クモニ︒クロ

号いれずみ

イクロイマツクロイ︑スミノヤ
ウナ クモニ︒
六708 字を書くのに︑筆をおとした

する

すむ
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九539図

︵略﹀︑海ノソコノ砂ノ上ニ

スムヒラメ・カレ ヒ ノ 類 ハ ︑ ︵ 略 V ︒

九541図 カクノ如ク動物ノ無色ニハ
其ノ住メル周園ノ物ノ色二似タルモ
ノアリテ︑︵略﹀︒

九549図 タトヘバ北國ニスム野ウサ
ギハ︑︵略﹀︒

三122

バンノゴハンノスンダ

アトデ︑オヂイサンバ︵略﹀ハナ

イフ人トスマフヲオトラセニ

十203

一色の印刷は一度刷ればよい

又極上品なものになると︑機

が︑︵略﹀︒

十206

械では刷らないで︑手刷にする︒

そのもみを︵略﹀︑すりうす

す・る﹁擦一︵五︶1 する 余ーッ単

じめて米になるのです︒

する︻為︼︵サ変︶蹴 スル

する

飛シ

ですって︑もみがらをのけると︑は

櫻も咲け 六165

オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ

ナリマシタ︒
五70一
マツテヰル︒

すもΣ
︵略V︑山々の

皆一時に紅白の
うるはしさ︒

すやき
かためてかわかし︑かまどに入れて

うんそうする・うんてんする・えんち

する・うちじにする・うっかりする・

・あんしんする・いじする・いんさつ

︵略V︑土又は石のこをねり ・スル・スレ・セ・セヨ一号あいさつする
焼く︒かくして出勤たるものをすや

ようする・おうようする・がいしゅつ

きといふ︒

七351図

すやき﹃素焼﹈︵名︶2

花のながめの

ば︑梨・すも㌧

八356國國

すもも﹇李︼︵名︶1

今年はもうこれです

シヲキカセテクダサイマス︒
みました︒

三郎のうちでは夕はん

四294園
四298
オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ

が今すんで︑︵略V︒

これがすむと︑︵略﹀︑お祝ひ

六763 歌がすむと手打をして︑︵略︶︒

のさかもりがはじまりました︒

六753

アツトホメルコエガキコエル︒

マツテヰル︒勝負が一番スムト︑ワ

九6010図 人多き都會に住む者は︑折 五702
々野外に出でて︑︵略﹀︒

のはてに住む身に近くあり︒

九813図 ︵略V︑其の御衣は柔なほ西

此の二村に住めり ︒

十一796図 鵜飼を業とする漁夫は皆

我らのつねに用ふる茶わん

かんびょうする・きょういくする・き

する・かいほうする・かんしんする・

七352図

・皿・はちの類は︑このすやきにう

よこうする・くせんする・くろうする

ようきゅうする・きょうそうする・き

はぐすりをかけて︑ふた﹂び焼きた
るものなり︒

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタすり﹇刷﹈号かっぱんずり・てずり・ほ

︽ーン贈

て︑それがすむと︑︵略﹀一番太鼓を

九831

打鳴らした︒
すむ

ですって︑もみがらをのけると︑は

る・さんけいする・さんしゅうする・

んざつする・さきんずる・さっぱりす

︵略V大空ヨリ箱根山ヲ見 る・しえきする・じたいする・じまん
下サバ︑全農ノ形ノスリバチヲ倒ニ

しゅったつする・しゅっぱんする・し

する・じゅくする・じゅくれんする・

九414図

さんじょうする・さんする・さんぷす

じめて米になるのです︒

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利
んずり・もくはんずり
・けいかくする・けいがする・けいれ
デアル︒
すり︻摺︼うくさずり
いする・げきたいする・けっせきする
のりと
神主は先づ神前で祝詞を上げすりうす﹇磨臼﹈︵名︶1 すりうす
・けんさする・けんぶつする・こうげ
だいこ
六164
そのもみを︵略V︑すりうす きする・こうこくする・こしする︒こ

七391

すが︑︵略V︒

七159團用事は四五日ですむはずで

村の祭のたいこがひ貸く︒

みエす
十一885國 蛆矧は地下に穴をうがち 七109團 二百十日も事なくすんで︑
て住み︑︵略V︒

︵略﹀牧専心といふもの

あり︒︵略V︑常に此の草の多く生ず

十一901図

る 所 を 選 び て 住 み︑︵略V︒

極北の寒地も今ははや生れ故郷の如

十一蝦5國團住めば都とやら︑此の
き心持に相成田︒

すむ

すもう︻相撲﹈︵名︶3

禽ーラ・一

しょうめいする・じょうりくする︒し

る・しょうたいする・しょうひする・

しやすい・しょうずる・じょうせんす

ゅとして・じゅんらんする・しょうか

シタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

︵略V︑ダレトスマフヲト 九415図 此ノスリバチノソコニアタ
刷る

レル所四大ナル噴火ロニシテ︑︵略V︒

レ︸

す・る︻刷一︵五︶2

三146︵略V︑ノミノスクネト

ン︒

ツテモ︑マケタコトハアリマセ

三137

スマフ

家の横に水のよくすんだ小川すりばち﹇揺鉢﹈︵名︶2 スリバチ
が流れてみる︒

十296

余一 す・む﹇澄﹈︵五︶1

十二681國東南シベリヤの高地に住
スム

め る か も し か の 一種は︑︵略﹀︒
す ・ む ︻ 済 ﹈ ︵ 五 ︶ 13

﹁コレガスンデカライ

﹁コレガスンデカライ ずむ母くろずむ

ミ・ーム・ーン蝉n ▽ あ い す む ・ こ れ が す

三48園

んでから

キマセゥ︒﹂

三57園
キマセゥ︒﹂

スミマシタ︒

三58スコシタツテオサラヒガ

601
する
する

んげきする・しんぱいする︒しんぽす

二254

オバアサンバ︵略︸︑ユフハ

ンノシタクヲシテヰマス︒
ジマンヲシテ︑﹁︵略V︒﹂トイヒ

アル目トモダチニユミノ

マシタ︒

二345

せいちょうする・せっきんする・せつ

二346囹

いずする・せいする︒せいぞうする・

る・すべすべする・せいかつする・せ

だんする・せんしする・せんたくする

︵略﹀︒

キモノヲヌツタリセン

二386囹
桑畠ヲヒイタリオナ
カヲイタクシタリシタトキニ︑

︵略﹀︒

二386囹
カゼ ヲヒイタリオナ
カヲイタクシタリシタトキニ︑

シテ︑イテミマセゥカ︒﹂

﹁カガミモチヲマトニ

・ぜんめつする・せんりょうする・ぞ

うかする・そうして・ぞうしょくする
・ぞんずる・たいきゃくする・たっす

る・ちこくする・ちゃくしゅする・ち
ゅういする・ちゅうもんする・つうず
る・つりする・てきする・てわけする
・てんずる・でんたつする・どうして
・どうしても・ときとして・とつげき

二394園

タクシタリシテクダサルノハ︑

する・にこにこする・はいこうする・

ドナタデスカ︒﹂

ワタクシモオカアサン

はいたつする・ばいばいする・はきは

二441囹

ニハ︑

耳ハイリマ

﹁耳ハドウシマセウ︒﹂

ランデヰルデハアリマセンカ︒﹂

二435園コハサウナ目ヲシテ︑ニ

スコシ大キクシマセゥ︒﹂

二413圏﹁マダ小サイカラ︑モウ

ヲダイジニシマス︒﹂

二403園

きする・はっきりする・はっこうする
つする・びっくりする・ひやひやする

・はったつする・はつめいする・はれ
・ふしょうする・ふんぱつする・ほう
こくする・めんする・もくれいする・

やまあそびする・ややもすれば・やり
とりする・よういする・ようする・ら

﹁ダルマサン

くせいする・らくばする・りようする

セン︒﹂

マサヲハミムキモシナイ
マサヲハヤツパリミムキ

ヲコシラヘマシタ︒

三93
ソレカラ三人デツンダ
ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ

モシナイデ︑﹁︵略V︒﹂

三56

一ア︑﹁︵略V︒﹂

三47

くする

﹁オトヨサンノハドレ

・りょうりする・りょこうする・わぼ

二54囹
ニシマセゥ︒﹂

二212 ワタクシノカラダハ︑目

ニ ヤ ケ タ ヤ ウナイロヲシテ
ヰマス︒

ビマセウ︒

二222囹 ﹁カクレンボヲシテアソ

三112

ワタクシバ︵略V︑イモウト

ノモリヲシタリ︑オツカヒニ
イツタリシマス︒

シテヰマス︒

三665 ︵略V︑ウラシマガウミベ
デツリヲシテヰルト︑︵略﹀︒

シテ見セマシタ︒

ヲシタリ︑サマザマノアソビヲ

ワタクシバ︵略V︑イモウト 三683 ︵略﹀︑イロイロナゴチソウ

ノモリヲシタリ︑オツカヒニ

三113

イツタリシマス︒

三684 ︵略﹀︑サマザマノアソビ
ヲシテ見セマシタ︒
﹁︵略﹀︒﹂といって︑けはや

がじまんをしました︒︹ひらがな

三166

すか︒﹂

ハアリマセン︒

昔みなもとのよりともが

︵略﹀︑きばをむき出して︑

三郎のうちでは︵略﹀︑み
色色なはなし

る萎は同じですか︑

ちがひま

四328囹うどんやさうめんにす

四308囹 ﹁もちにする米とごは
んの米はどうちがひますか︒﹂
四312囹 ﹁おもちにするのはも
ち米といふ米です︒

をしてゐます︒

んなあつまって︑

四302

ヒノアソビヲシテヰマス︒

四235オマツガオトミトアキナ

んで來ます︒

はないきをあらくして︑︵略﹀︑と

四166

をしました︒

︵略﹀︑ふじのすそのでまきがり

四154

ヲシナイトコロ

ドンナウチデモオイハヒ

四87
マコトニウツクシイモ

アタラシイ竹ハアヲアヲ

のドリル︺

三292
トシテ︑
ノデス︒

うのまねするからす︑水

三356 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま
せん︒

三422

におぼれる︒

三461囹﹁おい︑なにをしてみる
のだ︒﹂

三475かへるは︵略V︑大きな目
をして︑手をついてすわって
︵略﹀︑見むきもしません︒

ゐます︒

三478

︵略﹀︑ばくつとくって︑へ

水の上へ出て

︵略V︑ひとりでにうかぶ

いきなかほをしてゐます︒

三482

三492

やうにして︑
きます︒

三585 うみの水が青青として︑ 四333園﹁いいえ︑うどんやさうめ
んにする変は小萎で︑︵略︶︒﹂
どこまでもつづいてるます︒

三657 ︵略V︑子ドモが大気イデ 四351園 ﹁あんにするのはあづ
きといふ豆で︑︵略﹀︒﹂
カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ

する
する

602

は大豆といふ豆です︒﹂

四352園 ﹁︵略﹀︑こなにするの

又タタミノトコニシタリ︑

ヤ

四363 イネノワラデハ︑︵略﹀︒

ネヲフイタリシマス︒

又タタミノトコニシタ

リ︑ヤネヲフイタリシマス︒

四364

しませう︒

四646︵略﹀︑みんなで雪なげを
ふねは︵略﹀︑上ったり下

よい神さまがたは︑どうかし

つたりします︒

四776
五23
て大神にまた出ていただきたいと︑
︵略﹀︒

ソノ光ガキラ︿トシテ︑ワ

テ︑内カラトヲシメテヰサヘ
ルモノドモ二目ヲアケテヰルコトガ

四395圏 ︵略﹀︑コノ中ヘハイツ 五68
スレバ︑アンシンナモノデス︒﹂

︵略﹀︑ひろぐとして︑どち
︵略﹀︑ズンズンシユツセヲセ

大そうおこって︑取りかへさ

︵略﹀目がくらむやうないな

き﹂ません︒

うすることも出訴ない︒

六27松・杉・ひのきなどが一面に

はえてみるのは目がさめるやうな心

五481

びかりがして︑︵略Vかみなりが鳴り

たんぼのさきにこんもりとし

持がする︒

六205

刈った稻はさをや木にかける

昔ある國で大きな象の目方を

︵略V︑どうしてはかってよい

はからうとしたが︑︵略﹀︒

六205

にかわかします︒

か︑地面にひろげるかして︑よく日

六158

た森があって︑︵略V︒

六88

ました︒

ツケ物ニシテモタベ︑︵略V︒

五517キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ
テモ︑

ツケ物ニシテモタベ︑︵略﹀︒

五518キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ
テモ︑

五531昔鳥ノ伸間トケモノノ仲間ガ
ケンクワヲシタ時︑ ︵略V︒

シタ︒

︵略V︑ヤクワントテツビンガ

か分りませんでした︒

六246

︵略V︑二人が店のるすをして

六308園﹁あ㌧大へんなことをした︒

みると︑︵略﹀︒

六301

マス︒

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

メイ︿ジマンバナシヲシマシタ︒
人置火デ物ヲヤイタリ︑ニタ 六288園 モシセイ出シテ使ツテクレ
﹁お話をする通りに書けば

ソノ時後ノ方カラカリウドノ
來ル音ガシタノデ︑︵略﹀︒

五73一

よいのです︒

五654園

リシテタベマス︒

五562

テニシテクレマセン︒

前ハケモノダラウ︒﹂トイツテ︑アヒ

又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ

魚はうれしさうにういたりし 五547 ︵略﹀︑爾方が仲ナホリヲシマ

デキマセン︒

五121

五316

よしっねはこ＼ぞと思って︑

この時よしつねは︑﹁われを

へいけはふいを打たれて︑ど

た︒

學校で雪投をして遊んだ︒

おみやげもおみやげ話も様

々あるから︑たのしみにして待つて

六412團

六381

はならないと思った︒

︵略V︑人も顔を見合せて進ま 六371 ︵略﹀︑紙などをそまつにして

つだひをした︒

六362

僕も手ぬぐひをかぶって︑手

六36エ ︵略V︑うちではす﹂はきをし

誰にも知ればしない︒﹂

よしっねはよろこんで︑刀や 六324園 ﹁︵略V︑だまってみれば︑
ようひをやってけらいにした︒

五817

手本にせよ︒﹂といひながら︑︵略V︒

五813園

うとはしない︒

五811

︵略﹀︒

﹁進めく︒﹂とさしづをしたが︑

五808

又羽ヲタ︑ンデ︑シヅカニ木 五798園 さあ︑あんないをせよ︒﹂

下りる人もあり︑のりこまう
ソノウチニ下ノ方デカミナリ
友吉は︵略﹀︑そこをのかせよ

うとしましたが︑音次郎はなかく

五471

ノヤウナ音ガシマシタ︒

五437

とする人もあり︑︵略﹀︒

五392

ノヲ見ルト︑︵略V︒

ノ葉ノ上場ネムタツヤウニシテヰル

五344

イニホヒガシマス︒

花山ハベンが五ツアツテ︑ヨ 五775

しません︒

うとすると︑︿略﹀︑どうしてもかへ

五232

ヨトイフ心デ祝フノデセゥ︒

五186

らを見ても水ばかりです︒

五135

から︑見上げると︑︵略﹀︒

︵略Vさわがしいおとがする 五555

づんだりして︑およいでゐました︒

四396 ︵略V︒﹂トイツテ︑ジマンバ 五106

ナシヲシマシタ︒

四398 ︵略﹀大キナオトガシマシ
タ︒

のしあはびといふの

は︑あはびの肉をのして︑紙

四433囹
のやうにうすくしたものです︒
四492圃 ︵略V︑ばんまでかうして︑
かつちん︑かつち ん ︒

四502圃 ︵略V︑あさまでかうして︑

︵略﹀︑ソノママデヤイタ

サカナノニホヒガシマス

かつちん︑かつち ん ︒

四506
ガ︑︵略V︒

四511

リニタリシテタベルノデハア
リマセン︒

四59一 アニ神サマガタノォトモ

ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ

白ウサギガソノトホリニ

ツシヤツタノデ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

四606

シマスト︑ カラダハ︵略︶ナホ
リマシタ︒

603
する
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六594囹
︵略﹀︑おとし物でもした

﹁ああ︑をしい事をした︒

さをしてみるけれども︑︵略V︒

六608武並

おいで︒

ると︑耳をすまし て 聞 い て ゐ ま し た ︒

わたしの手から

﹁そんなわるさを誰がし

﹁︵略︶

あくびをしたり︑わき見をし
あくびをしたり︑わき見をし

︵略﹀︑紙をたくさんほこにし

︵略V︑紙をたくさんほこにし
︵略﹀︑少しも書きそこなひな

度々けっせきしたり︑ちこく
一日もけっせきもせず︑ちこく
︵略﹀︑ちこくもしなかった子

歌がすむと手打をして︑口々

に﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

大キナキカイデ︑︵略Vラク

小費をする商人を巨費商人

︿ト上ゲオロシヲシテヰル︒

六794

七139圓

レタリスルト︑知ラズ︿二出ロへ

馬の主は馬を引いてかへらう

出テ來ル︒

七398

としました︒

これまで貧しい暮しをして

七413園 ﹁これは又どうした金か︒

七481圓

日本紙ハコヨリニシテ物ヲ

﹁僕等ノ珍聞ニバカラカサ

シバルコトが出島ル︒

七492園

今では切手をはって出しさ

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

ノガアル︒

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七537囹

又冷水浴や海水浴はひふを強

ますから︑︵略﹀︒﹂

七652

︵略V︑したがってからだを強

くし︑︵略V︒

くし︑心をさわやかにする︒

七653

七653 ︵略﹀︑したがってからだを強

けれども水をたくさん飲みす

くし︑心をさわやかにする︒

ぎたり︑這い水の中に長くはいって

七657

みたりするのはどくである︒

一昨年つぎ木をしたわか木

︵略V︑やしき中の桃の木に

一そう手入をして︑事理は

たくさんならせて︑︵略V︒

七676團

皆つぎ木をすると申してゐます︒

七675国

に︑︵略﹀︒

︵略V︑絹縮を織って絹織物に 七665團

︵略﹀︑木の葉に雨が降りかΣ
︵略﹀︑左へ折レタリ︑右へ折

﹁日ごろ貧しい暮しをして

みるのに︑︵略V︒﹂

︵略V︑卸費をするものを卸 七414囹

といひます︒

七143囹

大工が家ヲタテルノモ︑︵略V︑

フトコロ手バカリシテヰル人

筆一本デ美シイエヲカイタ

みる一豊が︑︵略V︒

︵略V︑品物を頁つたり買つ 七438園

費商人といひます︒

七147圏

しかし卸費商人で︑問屋を

たりして︑口鏡を取る店のことです︒

七154囹

︵略﹀︑花は同じく蝶の形を

してみる場合がたくさんあります︒
七211園

私はこんな大きななりをし

してゐます︒

︵略﹀︒

七379

るやうな音がする︒

七313

る︒

するまでには︑冥そうな手間がかΣ

七292

モノが四本アリマス︒

七28一

サルニ二手ノハタラキヲスル

ラヘタリシテ︑人ヲ感心サセルノモ︑

リ︑ノミーツデ見事ナホリ物ヲコシ

七274

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒

七27一

モ︑皆手デスルノデス︒

農夫が田ヲタガヤシ︑畠ヲツクルノ

七262

てるますが︑︵略V︒

あくびをしたり︑わき見をし 七216囹
︵略﹀︑顔を赤くする子供もご

ちゃんとしせいをよくして︑

ざいました︒

六704

たりしてみて︑︵略﹀︒

六702

たりしてみて︑︵略﹀︒

六702

たりしてみて︑︵略V︒

六702

が︑︵略﹀︒﹂

もぎ取って︑はふった音はしました

六624圃囹

た︒﹂

六621圃囹

のか︒﹂と︑︵略﹀︒

六444 た繋人がいくさのはなしをす

てりっぱな武士になりたいと思って

六452 けれども日吉丸は︑どうかし
ゐましたから︑︵略﹀︒

六462 ある日信長が夜明け前に出か
けようとすると︑︵略︶︒

六466 又ある朝早く信長がかりに出
ようとして︑︵略﹀ ︒

けて︑直させることにしました︒

六481 信長はとうとう秀吉にいひつ

秀吉は︵略﹀︑たびくいく

一方の大將にしま し た ︒

六486 ︵略﹀だんく重く取立てて︑
六491
さをしたけれども︑一ぺんもまけた
ことがありません ︒

六763

供もございました︒

六718

もしなかった子供もございました︒

六718

したりして︑︵略V︒

六716

どをしない子供もございました︒

六714

たりするやうな︑︵略﹀︒

六712

たりするやうな︑︵略V︒

六712

氣を附けてみて︑︵略﹀︒

六518 ︵略V︑その使のもって來た文 六705
の中に︑秀吉を日本國王にするとい
︵ 略 ﹀ ︑ 信玄は︵略﹀︑はさみう

ふぶれいなことばがありました︒
六557

︵略﹀︑ 信 玄 は ︵ 略 V ︑ は さ み う

ちにしようとした ︒
六557
ちにしようとした ︒

から先がけをしょうと︑夜の間に信

六558 謙信はそれを知って︑こちら
玄の陣に攻入った ︒

六567 謙信は︵略﹀︑じっとしては
居られない︒

六586ところがとなり國では︵略﹀︑
塩を送らせないことにした︒

六587囹 ﹁われくはたがひにいく

する
する
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七857園

︵略﹀︑淺瀬へ乗上げたり︑

タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ形ヲ
外の船につきあたったりする様なま

七729中デォモシロイノハサンゴデ︑
ちがひが出來ます︒

︵略﹀海の深さをはかった

たのです︒

朝ねをしてみる間に︑身代

︵略﹀︑自分はどうかして白下

が減って行くのだ︒L

八257圏
八263

を見つけようと︑たつねまはりまし

﹁かうすると︑ちやうど十

皆サンノ着物ニシテヰル木綿

綿ノ丸年︵略V︒又ドウシテ出

木綿織物二︵略﹀色々ナ縞ガ

八927

中佐ノ様ナ死方ヲシタ人ハイ

豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰル

クラモアルガ︑︵略﹀︒

九86

︵略﹀︑朝顔ノ花目ジヤウゴノ

シ︑︵略V︒

標ナ形ヲシテヰル︒

九87

シソノ花ノ様ニクチビルノ形

若し其の關所をよけて︑わき

︵略﹀︑今日の勝負はきまら

してもらはなければなるまい︒﹂

ないが︑いつれ又改めてやり直しを

九865囹

地がする︒

九679 ︵略﹀︑其の時はうらめしい心

其のものは重い罰を受けた︒

道を通る柔なことをすれば︑︵略V︑

九374

に乗ったりして渡ったのであった︒

九365︵略﹀︑人の肩車に莱つたり渡船

の認許をして見る日になると︑︵略V︒

いよく鐵道が出來て︑汽車

したらよからうと︑︵略V︒

りのよいレ：ルの上で走らせる様に

九335 ︵略﹀︑すべりのよい車をすべ

何人にも乗船の望に慮じる︒﹂

九3110﹁何月何日初航海をするから︑

我が高千早艦の名をあげよう︒

九235囹 ︵略﹀目ざましい働をして︑

火の取扱は大切にしなければ 九193園 ﹁こらどうした︒

ダノ形ヲシタノモアル︒

仕事をしながら︑僕に色々な 九94 ︵略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク

ヲシタノモアリ︑︵略V︒

仕事をしながら︑僕に色々な 九92

た︒

八622

五字になります︒﹂

八493囹

ならぬ︒

八451

話をした事もある︒

八332

話をした事もある︒

八331

り︑きてきやかねを鳴らしたりしま
︿略﹀小さい時から海にな
︵略﹀︑皆さんにお目にか＼

︵略﹀︑皆メイ︿ノ仕事ヲシ
何モシナイデ遊ンデヰルノハ
︵略V︑どうしたらよいかと︑

織物ハドウシテ造りマスカ︒

︵略V︑いろく世間話をして 八622 皆サンノ着物ニシテヰル木綿
織物ハドウシテ造りマスカ︒

スカ︒

︵略V︑メザマシイ働ヲシナケ

事にしなければならぬと存じます︒

八675團

併し老病の事故︑よほど大

アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ

八641

來マスカ︒

八631

︵略V︑ふしぎさうな顔附をし 八625木綿綜ハドウシテ出來マスカ︒ 九345
どうかして其の雀をつかま

て︑農夫は問返しました︒

八213

みたが︑︵略V︒

八201

いろく考へてるました︒

八197

樂ナヤウニ見エルガ︑︵略V︒

八158

テ︑毎日働イテヰルノデアル︒

八155

つたやうな氣がします︒

八119国

れておくやうにしたいものです︒﹂

七889園

す︒

七859圏

シテヰル︒

七73一 カンザシノ玉ヤヲジメニスル
サンゴハコノ巌ノ骨デアル︒

七733 又物ヲ洗ツタリフイタリスル
︵略﹀︑ ノ リ ニ ス ル モ ノ ニ ハ ︑

時二使フ海綿モ︑︵略﹀︒

七752

︵略﹀︑トコロテンニスルモノ

フノリ・ツノマタ ︑ ︵ 略 V ︒

七753
ニハ︑テングサガアル︒
︵略﹀︑夏日ノ魚ヤケモノが浮

﹁︵ 略 V ︑ あ の 運 動 場 で 膿 操

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

七779

ノハ︑︵略﹀︒

七808囹

をしたり︑この講堂でお話を聞いた
﹁︿ 略 V ︑ こ の 講 堂 で お 話 を

りしてみたのです ︒
七809圏

聞いたりしてみたのです︒

八223﹇﹇国

七812園 ︵略V︑皆さんにお話をする
のは︑何よりもう れ し う ご ざ い ま す ︒

へて見たい︒﹂

︵略﹀︑若しや白図が居はしま

此の男は居酒屋に酒代の借が

八849

我が兵甲物トモセズ敵陣メガ

レバナラナイト︑︵略V︒

どうするのかと氣を附けてゐ 八859

ケテ突撃シタガ︑︵略﹀︒

といふ事は深く考へないが︑︵略﹀︒

中佐ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ 十184 ︵略﹀︑どうして出断るものか
杖二起上ラウトスル︒

此の下女は毎朝かうして︑主 八888
人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ

八249

ると︑隣の家の方へ行きます︒

八246

とするのです︒

あるので︑其のかたに持って行かう

八239

︵略﹀︒

いかと︑屋敷のまはりを見まはって︑

八227

七813囹 私は年中航海をしてみるも
︿略﹀私たちとはまるでち

の で す か ら ︑ ︽ 略V︒

七841圏

がった風をして︑かはったことばで
話してゐます︒

七854圓 又きりがか＼つたり︑大雪
が降ったりして︑一寸先も見えなく
なる事もあります ︒

七856圏 ︵略V︑悪くすると︑淺瀬へ
乗上げたり︑外の船につきあたった
りする檬なまちがひが出來ます︒

605
すると

するが

十189

︵略︶︑全艦ノ人が同ジ仕事

ヲスルヨリモ︑︵略V︒

︵略V︑消したり加へたりして︑ 十輌910

︵略V︑幾度書直 す か も 知 れ な い ︒

版所へ渡す︒

分業法二依ルト︑人々ガ

︵略﹀︑其ノ仕事二心スル器

十剛588

︵略﹀合圖をすると︑兵士等

は力を合せて二人を引上げた︒

置所ハ︵略﹀︑ニタキ・洗

ツナリトシテ消化シ易イモノヲ取ル
ノガヨイ︒

十一6610

ヒ流シヲスル所デアルカラ︑︵略﹀︒

テ置カナケレバナラヌ︒

座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置
ク人ガ︑︵略﹀︒

十一673

ヘリミナイノハヲカシイ話デアル︒

上流の婦人は四方を閉ぢた

十ニー51

ホバシラ

︵略﹀船室ヲ分ツタリ︑倉

機關ヲスエタリ︑細カイ造作ヲシタ

庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケタリ︑

リシテ︑︵略V︒

船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等

センキヨ

十ニー57

船渠ノ底ト周り三方ハ石デ

ヲスル庭ヲ船渠トイフ︒

聾ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

十ニー59

テアル︒

︵略﹀︑其の中の炭素を養分

にして酸素を放つ作用がある︒

十一一221

︵略﹀︒

︵略V︑町長ハ工事ノ報告ヲ

重く沈んだ調に暗いく海

人々は唯神曲に心を奪はれ

みするがいずさんごく

九40図駿河

が

河の國

尊之を受けて︑進みで駿河

すると︵接︶2

スルト

の國に至り給ひしに︑︵略﹀︒

九55図

するが

する
するがのくに﹇駿河国﹈︹地名︺1 駿

駿河うさが

て此盧彼虞にか望やいてるるとは︑

十二851 ︵略﹀︑燈火の光が馳々とし

もしない︒

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

十二841

と思ふと︑︵略V︒

の底へ引込まれるやうな氣がするか

十二836

シタ︒

十二348

物を肥料として成長する等︑︵略V︒

分業デスル仕事ハ皆全髄ノ 十一674 ︵略V︑壼所ヲ不潔ニシテカ 十二234 ︵略V︑植物は動物質の腐敗
室が廣く︑天井が高いと温
りにくいから︑成るべく狭く低くす

十︻斯7

ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑

男の冠をかぶり︑︵略V田

る必要がある︒

飲まず食はずに終日・終夜 十一m2

走っても尚平然として居るといふこ

する︒

︵略V︑梁ノ上二床ヲ造ツテ
︵略V︑大キナ船デハ船底モ
︵略V︑細カイ造作ヲシタリ
シテ︑︵略V︒

十ニー51

爾側モニ重張ニスル︒

十戸当48

甲板トスル︒

十ニー42

一ニシタ直前デ︑︵略﹀︒

十一一1110

其ノ圖ハ︵略﹀ヲ何十分ノするが﹇駿河︼︹地名︺1

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

十一m10

後へたらしてみる︒

︵略﹀︑髪を三つ打ちにして

舎道を通るのを見ると︑昔の人に會

十一469

︵略V︒

＋琵2︵略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス

一部分デアルカラ︑︵略﹀︒

十︻121

具ノ改良や畿明ヲスルコトモアル︒

十一118

ノ仕事ヲスルコトニナルト︑︵略V︒

十一1010分業法二依ラズ︑一人デ種々 十一672 塞浅智︵略﹀︑常二清潔ニシ

ル︒

其ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナ

十一106

ノ出來バエが良クテ︑︵略V︒

十194 かうして即諾上ったものを活 十一910 ︵略V︑分業デスル方が品物 十口658︵略﹀︑暑イ時分ハ︵略﹀︑ア
十206 又穂上品なものになると︑機
械では刷らないで︑手刷にする︒

十216 ︵略V︑一枚つつ手刷にするの
である︒

十284 はうきを立てた様に高く雲を
はらはうとしてみ る ︒

十291︵略V冬を知らないやうに晶々
犬を連れた男が銃を肩にし

とした色を見せて み る ︒

十299
かげ

て︑森の蔭から出 て 來 て ︑ ︵ 略 V ︒

十357囹あいさつをしてもていねい
で︑︵略﹀︒

人が大勢込合ってみる中

で︑少しも人に先 ん じ よ う と は せ ず ︑

十369圏

︵略﹀︒

追手が︵略﹀︑後れ︑ば脚

しばらくすると︑谷底の方
どうかして助ける工夫はあ

十一鵬4

つた様な氣がする︒

昔トルコの或大將が︵略V

とである︒

十﹇562

に太鼓の音がかすかに聞える︒

十一559

のきざみを短くする︒

十一484

名馬を三千圓で買ふ約束をした︒

十862 飾馬が人をけたり︑牛が人を 十一473
突いたりするのも︑人に恐れるから
である︒

十873 長くのびると︑刈取って毛織
物の材料にする︒

ナカく複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢

十一93 一箱ノマツチヲ造ル手数モ

將軍は上衣をぬぎすてて︑

るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで
みる︒

ノ人が手分シテスルノデアル︒

十一97 此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ

十﹇573

早くしないと︑ピエール
が死んでしまふ︒﹂

十﹇582圏

はや谷へ下りようとする︒

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業
トイフ︒

十一98 ︵略V︑別別ノ仕事ヲスルコ
トヲ分業トイフ︒

フ すれちがふ

スレチガ

︽ーッ・ーフ︾

すれちが・う﹇擦違︼︵五︶2

二587 ヨイォヂイサンバソノハ
ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒
ヒヲモラツテキテ︑ カマドノ
九632図
田村麻呂は︵略﹀︑眼の光
ははやぶさの如く鋭く︑︵略V︒
下ニオキマシタ︒スルトカゼガ
フイテ︑ハヒガパツトタツテ︑
︵略V︑ ウツクシイハナガサキマ
シタ︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ
︵略﹀大鬼蓮ハ︵略﹀︑其ノ上

オニバヌ

く世間話をしてみたが︑︵略﹀︒

二三四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ

十56
出來ルサウデアル︒

四176 みのししはまっすぐにた すん﹇寸︼︵名︶2 寸弓いっしゃくに
だっねの方へ下りて來ます︒
すん・いっすん・いっすんさき・こし
やくはっすん・こしゃくろくすん・ご

四598 白ウサギハ︵略V︑又ソノ

じょうさんじゃくこすん・ごろくすん

︵略﹀︑尺ノ十分ノーヲ寸︑

鹿ハ輕イ足デズンくニゲ

テ︑林ノ中ヘカケコミマシタ︒

五734

八312

せが高く︑目がするどくて︑

せ︻背﹈︵名︶1せ

せ︻瀬﹈号あさせ・たかせ
せい

つた︒

ちよつと見ると︑おそろしいが︑

︵略V︒

︵略﹀︑外役の蜂は朝より

すんじ﹇寸時﹈︵名︶2

まず︒

十二期9國

ずんずん

二553

ノデセウ︒

ズンズン

ズンく

問へり︒

或書類の臣景公に告げて

日く︑﹁︵略V︒﹂と︒

十二947図

﹁魯孔子を用ふ︒或は

齊を危くすることあらん︒﹂

十二948図囹

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる

十二951図其の時齊の有司進みて戯

ものありとて之を止めしむ︒

齊の臣答へて︑﹁君子は過

あれば謝す︒君︑實を以て謝せよ︒﹂

十二955図

と︒

﹁﹃志士・仁人は生を求

めて仁を害することなし︒身を殺し

十一143図圏

を保つこと能はざるべし︒

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

九663図若し空氣なからんには︑人

はいしい︑はいしい︑あゆ せい﹇生﹈︵名︶2 生

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズン
ズンシユツセヲ碁勢トイフ心デ祝フ

五184

ずんずんあゆめ︒

めよ︑小馬︒山でも︑さかでも︑

三258國

ン大キクナツテ︑︵略V︒

ソノマツノ木ハズンズ

ずんずん︵副︶4

すべからざるものなれ︒

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

明治十五年軍人に下し給

夕に至るまで︑螢管として寸時も休

十一66図

寸時

六177図 ︵略V︑寸ノ十分ノーヲ分︑ い︻斉﹈︹地名︺5 齊 齊
せ
せい
十二942図 齊の景公も亦道を孔子に

︵略﹀︒

六177図

・さんじゃくくすん・にすん・はっし

へ

︵略Vとびうつりました︒

走ツテヰル汽車ガスレチガフ

時出目︑︵略﹀︒

五432

いたって氣だてのやさしい老人であ

馬からみのししのせなか

禽ーイ・ーク蝉

レル彫

すわる

やくこすん・はっすん

すれちがった時に︑ただつねは

鋭い

す

神サマハ︑﹁ソレバカハイサウナ

鋭イ

スルドイ

ワケヲ申シ上ゲマシタ︒ スルト

コトダ︒
るどい

するど・い﹇鋭﹈︵形︶5

︵略V︑スルドイ 爪 デ ヒ ツ カ キ マ ス ︒

︵略V年よりのかち屋があっ 十209

スワル
肉ーッ︒ーラ︾

︵略﹀︑ユフハンニハ︑ケラ

かへるはをかにみると

ナラノ大ブツトイツテ︵略﹀︒

︵略V︑草の上にすわって︑に
︵略﹀︑父ハハや店晒スワツテ
糊着ノ用向ヲシラベテヰル︒

八141

ぎりめしをたべた時は︵略V︒

六107

尺五寸︑︵略﹀︒

スワツテイラツシヤル高サガ五丈三

五143

つてゐます︒

きには︑︵略﹀︑手をついてすわ

三475

スワラセマシタ︒

イノ人ヲ右ト左ニワケテ

三428

坐ル 坐る

すわ・る﹇座一︵五︶7

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒

印刷する紙は廣い大きな紙

六647熊が人ニムカツテ來ル時ニハ︑ す・れる﹇刷﹈︵下一︶1 刷れる 丙一
八313
た︒せが高く︑目がするどくて︑ち
よ っ と 見 る と ︑ お そろしいが︑︵略﹀︒

八573 わし・たか・とびなどは曰く
︵略﹀遼陽ノ戦乱ハ︑部下ノ

レウヤ ウ

ちばしがことに鋭くて︑や﹂太い︒
八852
大隊ヲヒキヰテ︑勢鋭ク進撃シタ︒
︵略﹀︑其の有様は何事だ︒兵

スルドシ

と 言 葉 鋭くしかった︒

快ーキ・ーク︾

鋭

士の恥は艦の恥︑艦の恥は帝國の恥

九197

だぞ︒﹂

鋭し

するど・し﹇鋭﹈︵形︶4
シ

﹁杉野々々︒﹂中佐ノスル

ドキ聲ハ敵ノウチ出ス砲聲ノ中二聞

七909図

ユ︒

虎ハ︵略﹀︒足ノ先ニハ鋭

クシテ曲レル爪アリ︒

八741図

八743図猫ノロニハ上下二二本ヅツ 八201 ある日一人の友だちは︑この

せ

せい

するどい

606

607
せいこう
せい

て仁を成すことあ り ︒ ﹄ と か や ︒

せい﹇制﹈うじちせい

せい﹇姓﹈︵名︶2 姓
天皇は︵略︶︑すがるには小

子部といふ姓をたまはりました︒

五385

トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

カ

︵略﹀︑聖血敵二封シ勇

せいか﹇成果︼︵名︶1 成果
サキ
キ

進敢戦シタル庵下將卒モ皆此ノ成果

カン

十ニー11韓国

ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激ノ極︑
︵略﹀︒﹂

盛夏

︵略﹀︑盛夏の候は何れの旅

精華

館も空室なきに至るを常とす︒

十742図

八544図 ︵略V︑天皇重ク用ヒテ大臣せいか﹇盛夏︼︵名︶1
せい﹇星一うくようせい

せい﹇背︼︵名︶2 セイ
せいか︻精華﹈︵名︶1
あかほ

農業は我等が生活に必要

是我が罪にあらず︒

常二食物ヲ料理スル導出ハ

十一669

十二469図

特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

著る︒

清潔

しばく入浴し︑食逃を清

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十7510図肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル︑空

潔にすべし︒

九592図

せいけつ︻清潔︼︵形状︶6

要なる事なり︒

にも清潔を旨とするは衛生上にも必

十二897図

其の他食器・衣服等何事

十一一617図 伯林の市街は清潔を以て

なる材料を作り出す所以にして︑國
生活す

家一目もこれなかるべからず︒

肉ースル・iスレ︾

せいかつ・す﹇生活一︵サ変︶2

雄蜂は唯働蜂の集め來

りたる物を食して生活するものにし

十一73図

て︑何等の劣働をもなさざるを以て︑
︵略﹀︒

に生活すれども︑他群の蜂は甚だし

同宿中の蜂は極めて親密

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

生活費

く之を敵視し︑︵略﹀︒

十一m8図
つ︒

清潔

全村農業を以て生計を立
せいけつ﹇清潔︼︵名︶4

飲食に注意し︑身農の清潔
を保ち︑︵略V︑なほ病にかΣらば︑

九618図

農業に從令するものは多

毎週土曜日の午後には居

清潔検査これあり候︒

成功母ふせ

是に於て齊諸軍より奪略

せいこう﹇成功︼︵名︶2

せる地数箇盧を返せり︒

十二956図

せいこう﹇斉侯︼︵名︶1

全話

室・兵器・性具其の他一切所持品の

十565團團

清潔槍査

せいけつけんさ﹇清潔検査︼︵名︶1

清潔なるものなり︒

家は日々のふき掃除も必ず行届きて

十︻一895國 家内のよく整頓せる程の

乗心地甚だ好し︒

十二635図 ︵略﹀︑車内亦清潔にして

凝し︑︵略V︒

く野外にありて︑清潔なる空薫を呼

十二472図

シテ置カナケレバナラヌ︒

十679昔は大倉一頭を捕へると︑人 十一672 三所ハ︵略V︑常二清潔ニ

せいかつひ︻生活費﹈︵名︶1

死に就けるは︵略﹀︑日本武士道の精

三282 ︵略﹀タケノコガ︑︵略V︑私 十二8510図 赤穂浪士が数年の苦難を 十一82國

ノセイトオナジクラヰニナ
リマシタ︒

生活うきよ

華を獲平せるものといふべし︒

口数百人の一村︑一箇月の生活費を

せいかつ﹇生活︼︵名︶7

うどうせいかつ・ぐんしゅうせいかつ

支へ得ると言ったものである︒

ガ高イカラ︑高高ユビデス︒

四223圏 大キイネエサンバセイ
せい﹇勢︼号おおぜい・こぜい

・へいえいないのせいかつ

又貴族院及び衆議院は
の請願を窪くるの灌能を與へられた

各濁挺して上奏し︑建議し︑且臣民

十二鵬6図

このやうに水はわれくの生 せいがん﹇請願︼︵名︶2 請願

せい﹁精﹈︵名︶1 精

七654

活にもっとも大切なもので︑水がな

総べて上官の命令を二つ

ければ︑生きてみることは出來ない︒

九229囹
て︑自分の職務に精を出すのが第一

兵螢内の生活は規律正し

り︒

上奏といひ︑建議といひ︑
請願といひ︑︵略﹀︑要は下情上達の

十二鵬8図

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

生計

終日勢働して︑一群の生

せいけい﹇生計一︵名︶2

入螢當時は︵略V︑生活
感じ候へども︑︵略﹀︒

も一憂致し候事とて︑多少不自由を

十597國團

々割夙の合固により︑︵略﹀︒

らっぼ

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑一

十5510暗黒

だ︒

せい

せい︻製︼号ぎょせい・きんぞくせい
せい︻所為︼︵名︶1

は︑この雀のせいではあるまいかと

八206 ︵略V︑近年萎の取高の少いの
思ひました︒

せいい﹇誠意︼︵名︶1 誠意

に大なる關係あり︒

計を維持するものは働蜂なり︒

︵略﹀︑昨今は︵略V︑螢 十一510図

内の生活にもなれ︑日々耀しく暮し

十599三国

居り候︒

十二皿8図 地方人民協同一致して︑
自ら地方公共の事に任じ︑誠意其の

蜜蜂は群を爲して共同の
生活を厚み︑︵略﹀︒

十﹁56ロ自凶

團艦の爲に力を致すの精神是なり︒

せいか︻生家︼︵名︶1 生家

せいうん号こせいうん

家に程近き寺院の 庭 上 に は ︑ ︵ 略 V ︒

十715図グレース︑ダーリングの生 十ニー64図 日々の天氣は我等の生活

せいしん．

せいこう

608

九331

いこう

︵略﹀︑百五十マイルを三十二

時間で走った︒之を聞いて︑是まで
の成功を喜んだといふことである︒

フルトンを笑った 人 々 も ︵ 略 ﹀ ︑ 皆 其

え

ぞ

蝦夷は︵略﹀︑景行天皇の

︵略﹀︑顔のちがふやうに︑せ

せいしつ

御代日本武尊之を征し給ひ︑︵略﹀︒

やまとたけるのみこと

九623図

六723

せいしつ﹁性質︼︵名︶1
いしつも色々かはってゐます︒

︵略﹀︑此の事は必ず成る せいしょうなごん︻清少納言回︹人名︺
4

十二729図

いしょうなごん

﹇▽むらさきしきぶとせ

べしと畳悟して︑熱心に其の事に從

れたりき︒
十1610図

清少納言も亦紫式部と同じ

御前に侍り

是白樂天の詩に︑﹁︵略﹀︒﹂

察し奉りしなり︒

ひしを︑清少納言は直ちに其の意を

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給

十176図

き上げたり︒

し清少納言は︑つと立ちてみすをま

に︒﹂と仰せられしに︑

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑
︵略﹀︒

︵略﹀︑唯之一の誠心を以
精神号じち

て夕冷壷忠の道にいそしまんとす︒

十二m6図

口置シ︒

おつかさんの精神

大尉は︵略﹀︑水兵の手を

脳ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑

西洋ノ古語二日ク︑﹁健全ナ

身膿ノ健全ナルトキハ精神
︿略﹀一ツノ仕事ニバカリ掛

十二537図
事スベシ︒

十二732図

身罷健全ナル人ハ︑精神

に其の事業に從曝せば︑︵略V︒

快活なる精神を以て熱心

審訊ノ精神ヲ以テ︑平和ノ戦争二從

︵略﹀︑地方自治の精神に

基づきて︑其の團鎧の幸福を進め︑

十二皿4図

地方人民協同一致して︑

何をか自治の精神とい

國運の獲展を期するは一なり︒

十二麗7図

ふ︒

自ら地方公共の事に任じ︑誠意其の

十二皿9図

團禮の爲に力を致すの精神是なり︒

十二皿9図此の精神は實に自治制の

︵略V議員を選為するも︑

根本にして︑勲等の生命なり︒

︵略﹀参事會員を選籍するも︑︵略﹀

十二鵬2図

市・町村長を選饗するも︑一に此の

精神に基づくべく︑︵略V︒

員等の其の事務を虜理するも︑議員

十二鵬4図 ︵略﹀︑市町村長・参事會

の経費を議するも︑貫穿に此の公平

まして威力を以て強制

なる精神を以てすべし︒

し︑私利を以て勧誘する等の手段を

十二鵬10図

用ひ︑又は之に左右せらるΣが如き

眞に自治の精神に富める

は︑自治の精神に反すること最も甚

だし︒

十二描2︹図 又産業組合を設け︑慈善

何等の私心を有せざるなり︒

任者を翠ぐるを知りて︑其の他には

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

商人ハ︵略V︑常二報國 十二鵬10図

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

十一523図

スコトニナルカラ︑︵略﹀︒

ツテ居ルト︑自然ソレニ精神ヲコラ

十一117

モ亦常二快活ニシテ︑︵略﹀︒

十791図

ル精神ハ健全ナル取下二型ル︒﹂ト︒

十7810図

皆脳ノ作用ナリ︒

キマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シムモ

︵略﹀︒物事ヲ野分クルモ︑善悪ヲワ

十767図

は感心の外はない︒

握って︑﹁︵略﹀︒

九224圓

のせいしん・なにごともせいしん

せいしん﹇精神︼︵名︶25

かうろほう
︵略﹀︑﹁香櫨峯の雪は如何

く宮中に仕へ︑其の才氣を以て知ら

十167國

えたるは紫式部と清少納言となり︒

れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

でう
十153図 一條天皇の頃には才算すぐ

清少納言

ふを以て︑成功は期せずして到る︒

せいこう﹇精巧﹈︵名︶1 精巧
︵略﹀︑やぎ出し蒔維の

我が工業のほこりにて︒

十二4910睡中

精巧も

せいこう︻精巧﹈︵形状︶1 精巧
十一854図 杭綿塵ヨリ出ヅル綿花ハ

成功

貢白雪ノ如ク︑︵略V︑精巧ナルレー
スノ流ヲ見ルが如 シ ︒

せいこういた・す﹇成功︼︵四︶1
余1︵シ冨

十一m2國国 五十度以南我が帝國の

致

領土となりしょり︑諸種の経螢追々
成功読響へども︑︵略﹀︒

せいさく﹇製作︼︵名︶1 製作
製 作 二 工 夫 ヲ コ ラセシガ︑︵略﹀︒

黒色
︵略﹀︑ミダリ五四色ヲ作

ノ念ナキモノハ︑︿略︶︒

せいしん﹇誠心一︵名︶3

誠心

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十一543図

せいしょく﹇声色﹈︵名︶1

十427図 ︵略V︑先ヅ之ヲ織ル機械ノ
せいし﹁聖旨﹈︵名︶1 聖旨
の政務を親裁せさせ給ふ︒しかして

十二鵬1図︵略﹀︑天皇は︵略﹀一切
萬機公論に決するの聖旨に基づき︑

︵略﹀の五箇條を特に軍

親愛するは大國民の度量なり︒

自治の精神の養成に資し︑自治團盟

事業を起し︑若しくは青年會を組織

して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

十二魍10図

十二蜘9図

別に語勢議會﹇を 設 け て ︑ 廣 く 衆 議 を

人の精神と諭し給へる上に︑此の五

心の作興に務むるが如きは︑︵略﹀︑

此の五箇條を行ふも︑結

外國人に接するに人種・

聴く尊墨に供せさせ給へり︒

る四海兄弟の精神を以て等しく之を

宗教・風俗の如何を問はず︑いはゆ
十二価2図

なれと仰せ給へり︒

箇條を行はんには一の誠心こそ大切
征し給

せいじ黒まんしゅうせいじこうつう
余ーヒ彰

せいしたま・う︻征給︼︵四︶1
ふ

609

せいしん一せいぞうだか

を 助 長 す べ き を 以 て︑︵略﹀︒

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

十二鵬6図 自治制の如き最良の制度

制ス

制す

ヨ

﹁我が聯合艦隊が克ク

せい・す﹇制︼︵サ変︶2

十ニー06図團

内ーシ・ース︾

勝ヲ制シテ前記ノ如キ聖堂ヲ牧メ得

や靴などを造り︑︵略V︒

せいせい﹇聖世﹈︵名︶1

聖世

祖宗の大業を承けて︑明

精々

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

十二28図
きに非ず︒

せいせき号こうせいせき

候︒

も精々誘ひ合せ︑是非参會致すべく

製す

︵略V蝦夷も︑遂に全く

盛衰

當奎北市街の如きは︑
近年市匠を改正し︑街路井然︑︵略﹀︒

市匪井然として家屋の高
さ略≧相等し︒

十二618図

十一842図

紡績工場導入リテ見ヨ︒
︵略V︑其ノ作業ノ速ニシテ整然タル

製造

ニハ︑何人モ驚クナルベシ︒

せいぞう﹇製造︼︵名︶3

マツチノ製造ニハ驚クベキ
手数ノカ・ルモノナリ︒

八391図

又竹を原料として竹紙

を製造致居候︒

マツチハ︵略﹀︒我が國ニ

禽ース・ースル単

せいぞう・す﹇製造︼︵サ変︶4 製造ス

製造す

八407図

モ之ヲ製造スルニイタレリ︒

テハ︑︵略﹀︑明治八年ヨリ内地ニテ

物の便は︵略V︑常に其

の物を製造する費用と相當の利盆と

十﹁932︹図

を併せたる金額に等しからんとする

か＼る時は靴屋は︵略V︑

傾きあるものなり︒

盛に之を製造すべく︑︵略V︒

十一938図

せいぞう・する﹇製造﹈︵ナ変︶5 製造

同ジ人数デ同ジ時間二物ヲ

角ースル層

十一99

スル

︵略﹀マツチノ便ノ安イノ

製造スルノニ︑︵略﹀︒

十一102

若シ一人ノ手デ製造スルナ

モ︑分業法二依ツテ製造スルカラデ

アル︒

十一103

カニ多イ︒

︵略V︑今日デハドンナ品物

︵略V︑分業デスル方が品物

ノ弓隠バエが良クテ︑製造高モハル

十一101

せいぞうだか﹇製造高﹈︵名︶3製造高

造スル木工場モアル︒

十ニー28 ︵略V︑又木製ノ器具類ヲ製

コトハホトンドナイ︒

ヲ製造スルニモ︑分業法理依ラナイ

十一128

マツチハ︵略V︒︵略V︒今日 ラバ︑︵略﹀︒

船ヲ造ルニハ︵略﹀︒︵略﹀︒

ニチハ其ノ製造ハナハダ盛ニシテ︑

八408図

︵略V︒

十ニー24

製造するに至れり︒

十9210國團曇日は本村の重なる人々 十﹇283図 四萬噸前後の大汽船をも

日々の暮しは︑﹁入るを せいぜい﹇精精﹈︵副︶1

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん

十二9110図

や︒

︵略﹀︑一般選町人も亦公

タルモノハ︑︵略﹀︒

十二鵬4図

計って出つるを制す︒﹂を第一義と
角ース

す︒

征す

平無私の精神を以て参政の公職に最

ル彰

征するや︑

九636図
皇威に服するに至れり︒
製ス

十一365國国

將軍田村麻呂の東北の地を せいぜん﹇井然︼︵形状︶2 井然

せい・す﹇征﹈︵サ変︶1

も適任なる人物を選出せざるべから
ず︒

十二出4図 如何程技監に通じ︑學術
に長ずとも︑一片忠節の心なからん
には︑其の人や全く精神なき人形の
み︒

十二旧2図 能く義理をわきまへ︑精
八398図

穴ーシ︒ースル︾

せい・す門下﹈︵サ変︶2

神を修養し︑小敵を侮らず︑大敵を

︵略﹀︑又ボーロの旅行記

せいすい﹇盛衰﹈︵名︶1

によりて製したる地圖を得て︵略V︒

十二755図

マデ数へ上グレバ︑︵略V︒

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出 せいぜん﹇整然︼︵形状︶1 整然

恐れず︑︵略V︒

︵略V忠節・禮儀・武勇

・信義・質素の五箇條を特に軍人の

十二取9図
精 神 と 諭 し 給 へ る 上に︑︵略﹀︒

來のほこりとなす所なり︒

十二価10図 武勇の精神も亦國民が古

正子議會の協賛は國家の

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

十二鵬1億覇凶

及すものなれば︑︵略V︒

︵略﹀︑大君の邊にこそ死

なめ︑顧みはせじ︒といふ忠勇の精

十二鵬4國
神は我等が祖先の教訓なり︒

せいず・する﹇製図﹈︵サ変︶1

製圖ス

せいしん﹇清新︼︵形状︶1 清新

温泉の諸種の病を治する ル 余ースル︾

は︑︵略﹀︑一つ に は 又 地 を 輕 じ て 清

十728図

ツテ︑始メテ製造二着手スルノデア

︵略V︑必要ナ部分ハ實物大ノ圖ヲ作

ル︒

︵略﹀綿密ナ設計圖ヲコシ
ラヘル︒︵略﹀︑多人数の技師や技手

十島ー21

ガ永クカ・ツテ製圃スルカラ︑︵略V︒

十一395國国

1製造致居肉一︵リ︶︾

せいぞういたしお・り︻製造書置﹈︵ラ変︶

新なる空氣を吸ひ︑美麗なる風光に

なめしがは

製する

接するが爲なるべ し ︒

禽ーシ︾

十846

其の皮は革に製して︑かばん

せい・する﹁製﹈︵サ変︶1

孟子く略V︑戦國争奪の

せいじん﹇聖人一︵名︶1 聖人
十二969図

世に在りて︑専ら 聖 人 の 道 を 講 ぜ り ︒

十一108 随ツテ良イ品物が出來テ︑

を行ふことあり︒

母はせい出す

セイ出ス

ゐどばた

おくの

はりしご

夜おそくまで

あらひ物︒

朝早くから

余ーシ・；ス彰

せいだ・す︻精出﹈︵五︶3

と︒

まに︑

四716圃

で︑母はせい出す

四702團

︵略V︑次第に其の製造一局 せい出す

製造高モ多クナル︒
十一944ロコ凶

を減ずるが故に︑供給も随って減じ
て︑︵略V︒

せいぞうば︻製造場﹈︵名︶2 製造場
場ヲ見タルコトナカ ル ベ シ ︒

八389図諸子ハイマダマツチノ製造

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

モシセイ出シテ使ツテクレ

曰 く ︑ ﹁ ︵ 略 V ︒ 我の職務は食物をこな
マス︒

八714図圏 ︵略V︑胃は一同に向って 六287園
して︑之を血の製造 場 へ 送 る に あ り ︒

︵略﹀︑周園の雑草を食切

精通

物を肥料として成長する等︑︵略V︒

︽ースル︾

せいつう・する﹇精通︼︵サ変︶1
スル

故二商人ハ常二全世界二

於ケル物慣ノ高低二注意シ︑需要供

十二515図

生徒

︵略﹀︑センセイモセイト

セイト

給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

四96

せいと︻生徒﹈︵名︶5

糖業

蝦夷は東北の地に住して︑

ぞ

製

南部地方には製糖業盛

せいとうぎょう︻製糖業﹈︵名︶1

に行はれ居候︒

十一399当国

え

征東將軍

せいとうしようぐん﹇征東将軍﹈︵名︶

1

九625図

叛服常ならず︑︵略V︑其の後も度々

しば︿なりき︒

叛きて︑征東將軍をつかはされし事

せいとんうふせいとん

モーシヨニ君ガヨノウタヲ
學生・生徒の帽子にも

ウタヒマシタ︒
きしゃう

九506図團

ル等ハ︵略﹀︒

制度

︵略V︑生徒も亦校長をし

して︑生徒を愛すること子の如く︑

十一皿10図

︵略V︒

十一m1図

たふこと父母の如し︒

︵名︶3

凡て制度の運用は人にあ
自治制の如き最良の制度
︵略V︑復古の政と共に陸

詳に御諭しあり︑︵略V︒

青銅

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔
造りタルモノニシテ︑︵略﹀︒

ノ諸大名ノヲナメタル大砲ヲ草画テ

九295図

せいとう号ふせいとう

︵略﹀︑植物は動物質の腐敗

成

其の卵を他の植物にうつして成長せ
せいちょう・する﹇成長︼︵サ変︶1

せいどう︻青銅︼︵名︶1

︵略﹀︑蟻は︵略V︑或は

校長も着到温厚なる人に

清潔なるものなり︒

ぺう

九316

いへ
是より西南にあたりて︑家

東京ノ西南︑目黒ナル墓石

しゅざんぱう

其の西南なる首里堅は

烏帽子岳は其の西南方に

セイヌ川

フルトンが︵略V造った最初

セイヌがわ︹地名︺一

在りて︑︵略V︒

十二421図

せいなんぼう﹇西南方﹈︵名︶1西南方

︵略V︒

十二551図

アリ︑︵略﹀︒

十608︹図 足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ

ノ面輪︵略V︒

十341図

光の廟あり︑︵略﹀︒

みつ

九951図

現堂川二合シテ江戸川トナル︒

九1510図 ︵略V︑一ハ西南高邑ヒ︑灌

せいなん﹇西南﹈︵名︶5

西南

家は日々のふき掃除も必ず行博きて

十二894図

せいとん・す﹁整頓﹈︵サ変︶1 整頓す
皆學校の徽章あり︒
せいぞんじょう﹇生存上︼︵名︶1 生 せいたん︻西端︼︵名︶1 西端
あ じ や
︽ーセ︾
亜細亜の東端は欧羅巴の 十一131 ︵略﹀︑教師ノ生徒ヲ教育ス
家内のよく整頓せる程の

十二759図

西端に近しと信じ︑地球を鯨りに小

存上

十二234 此の外︑動物は植物の果實

さく見たるコロンブスの誤は︵略﹀︒

製茶

成長

︵略V︑製茶は静岡・三

せいちょう﹇成長一︵名︶2

重・京都 ︵略V︒

十二489図囲﹈

せいちゃ﹇製茶﹈︵名︶1

・根・葉等を食って膿を養ひ︑植物
は動物質の腐敗物を肥料として成長
する等︑生存上動物と植物の關係は
極めて密接なものである︒

せいだい﹇盛大一︵名︶4 盛大

肉ーセ彰

」＿一

海軍の今の制度を定め給へる由來を

豚は︵略﹀︒しかも其の成長 せいど

し︑︵略V︒

りて︑ひたすら此の草の成長を保護

十一902図

が極めて早い︒

十 4 4 1 図 花 壇 ヲ ︵ 略 V ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︑ 十865

此ノ業ヲ管ムモノモ亦追々二増加
シ︑遂二今日ノ盛大 ヲ 見 ル ニ 至 レ リ ︒

十633図 ︵略V︑鑛業ノ盛大ニオモム
クト共二次第二嚢達 シ テ ︑ ︵ 略 V ︒

す

十二491國圃 養慧業の盛大は 長野 せいちょう・す︻成長︼︵サ変︶1 成長
・埼玉セて群馬︑海なき縣に著し︒

三軸罎

o

105
0
105
、

しむ︒

十二533國富國ト強兵ト相待ツテ始 十一893図
メテ娼家ノ盛大ヲ致ス︒

せいだい﹇正大︼うこうめいせいだい
せいだい﹇盛大︼︵形状︶1 盛大

十二234

十819國 あいぬは時々子熊を捕へ來 長ずる ︽ースル︾
り︑︵略﹀︑之を殺 し て 盛 大 な る 儀 式

十 十 十い
二も二り二ど

110

セイヌがわ

せいぞうば
610

611

せいねん一せいようしょこく

の船は︑フランスのセイヌ川に浮べ
たが︑︵略﹀︒

せいねん︻青年一︵名＞4 青年

︵略︶︑どういふ御見込で︑あ

れることにきめた ︒

十346 ︵略﹀一人の青年をやとひ入
十348

の青年を御用ひになったのかとたつ
ねた︒

︵略﹀︑あの青年ははいると

直 に 書 物 を 取 上 げ て︑︵略﹀︒

十364囹

十一撫10図 青年の尊上を養ひ︑智徳
をみがくを目的とせる青年會あり︑
︵略V︒

十一価1︹図

青年の只食を養ひ︑智徳

せいねんかい﹇青年会一︵名︶2青年會
をみがくを目的とせる青年會あり︑
︵略﹀︒

政府号しんこ

殊に其の乳の成分は人の乳に

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球ニテ

せいぼうき﹇精紡機︼︵名︶1

政務

精紡機

︵略﹀︑天皇は國務大臣の

此の精神は實に自治制の
聲巻

イハンや我二女レル人ヲ

西洋

西洋の馬がおとなしくて︑目

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十858

方・使ひ方にあることで︑︵略﹀︒

西洋形の帆前船には二本

西洋紙

西洋紙が日本紙二向ツテ︑﹁世

マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ

︵略V︑書物モ近ゴロバ大

西洋紙ハ﹁君ラバ表ダケシカ

西洋紙ハ︵略V︑﹁︵略V︑僕等

西

西洋紙三又﹁葉書や切手や印

せいようしとにっぽんし︹課名︺2

紙ナドハ皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂

七494

通うナイ︒﹂

ハ少シグラヰ水生ヌレテモ︑裏ヘハ

七485

使バレル︒

役二立タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ

七474

タ︒﹂

テイ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

七467園

アルシ︑︵略﹀︒﹂

七466圏

ニナツタカト思フ︒

仲間ノ方ガヨケイニ用ヒラレルヤウ

ノ中ガヒラケテカラ︑︵略︶︑僕ラノ

七462

せいようし﹇西洋紙︼︵名︶6

﹁・三本の橋あるもあり︒

十一272國

せいようがた﹇西洋形﹈︵名︶1 西洋形

サテ最後二精紡機口移シ

テ︑適當ノ太サトナシテ︑更ニヨリ

十一8510図

ウネ

春日神社ヨリ西北二向ヒテ

西北

ヲカケ︑ツムニマキトラシム︒

カシハラ

︵略﹀︑黄海を西北に航す

傍・橿原ノ地二出ヅ︒

せ給ふ︒

日光・服忌の如きは︑人

せいめい︻生命︼︵名︶2

八191

西洋紙ト日本紙

西洋紙ト日本紙

第十四

西洋諸國の耕地が其の総

せいようしょこく﹇西洋諸国︼︵名︶1

西洋のことわざにも﹁よ 七461

西洋諸國

面積の二割より六割に及べるに比す

西洋ノ古語二日ク︑﹁健全ナ 十二4510図
ル精神ハ健全ナル身艦二宿ル︒﹂ト︒

十7810図

ず︒﹂といへり︒

く日光の見舞ふ家には醤者は見舞は

九615図

夫がありました︒

昔西洋のある所に︑︵略V農洋紙ト日本紙
七目2 第十四

せいよう︻西洋︼︵名︶4

笑フ者二於テヲヤ︒

ネタミ︑其ノ聲春ヲ傷ツケントシテ

十﹇539図

せいよ﹇声誉一︵名︶1

根本にして︑又其の生命なり︒

十二皿10図

の生命を保つに必要なれども︑︵略V︒

十一913図

生命

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

十二鵬10図

せいむ︻政務一︵名︶1

ること約二日間にして大連に着す︒

十二544図

ピ

十皿8図コ・ヨリ西北へ進メバ︑畝

東大寺二到ル︒

十968図

せいほく︻西北﹈︵名︶3

︵略V︑又政府の費用を以て

せいふ﹇政府一︵名︶4
十831図

くせいふ

︵略﹀︑法律案は政府の

豫算案は政府之を提出

學校を建つる等︑厚く保護の方法を
講ぜり︒

十二蝦5図
し︑︵略﹀︒

十二獅6図

︵略V︑建議とは文書を政

外︑貴族院・衆議院共に各之を提出
するを得︒

十二鵬7図

府に提出して意見を述ぶるをいふ︒

せいぶじゅうかんてつどう︻西部縦貫鉄

今や西部縦貫鐵道も全

西部縦貫正道

十一368圓團

道一︵名︶1

のせいぶつ

若し空母なからんには︑人

生物ううみ

部開通致候事とて︑交通の利便いよ
く開け︑︵略V︒

事業を起し︑若しくは青年會を組織

九662図

十二姻10図 又産業組合を設け︑慈善 せいぶつ︻生物一︵名︶1
して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

是金銀ハ︵略V︑産地異ナ

成分

心の作興に務むるが如きは︑皆公共

十875

リトモ︑成分二異同ナクシテ︑︵略︶︒

九899図

せいぶん﹇成分﹈︵名︶2

を保つこと能はざるべし︒

る者は大いに力を是等の事業に製す

心の畿動にして︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 地 方 人 潤 た

べきなり︒

せいばつ 号こせいばつ・ちょうせんせ
いばつ

似てみるから︑子供に適する︒

西方
サヅマイモ

關東ニチハ薩摩芋トイヒ︑

﹁事の成否は今より豫 せいほう﹇西方︼︵名︶1

せいひ︻成否︼︵名︶2 成否
十二278図囹

十二B7図 ︵略V︑豫め能く事の成否

西方ヨリ血戦セシコトヲ知ルベシ︒

ハ唐芋トイフ︒︵略﹀︑此ノ芋ノ次第二

リウキウ

十308図

を察し︑成し得べからざるものは引

測 す べ か ら ず ︑ ︵ 略V︒

受くべからず︒

せかい

せいようじん
612

れば︑︵略﹀︒

せいようじん﹇西洋人︼︵名︶1

西洋人

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一208國 我が國に遊べる西洋人は
海上の一大公園なりといへり︒

せいようすいか﹇西洋西瓜一︵名︶2

九938図

清流

聖慮

岩にくだくる清流︑雪と散

せいりゅう︻清流﹈︵名︶1
り︑玉と飛ぶ︒

上奏といひ︑建議といひ︑

せいりょ﹇聖慮︼︵名︶1
十二認10図
請願といひ︑︵略﹀︑要は下情上達の

去年の今夜清涼に侍す︒

清涼

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

九816回忌

七175團 ︵略V︑種物屋から西洋西瓜せいりょう﹇清涼﹈︵名︶1

西洋西瓜

の種を三色ばかり買って出ていた皮
きたうございます ︒

清

ご年八月三日﹈︵名︶1
百九十二年八月三日

西暦一千四

も 休む間なし︒﹂と

つぶやく︒

角柱

n▽ぎんせかい・ぜんせかい

ひとり

西暦﹁千四百九十二年八 せかい﹃世界︼︵名︶14 せかい 世界

月三日の朝︑今日はコロンブ別が遠

十二767図

五18

大神はおどろいて︑あまの岩

征卓出畿の日なりとて︑西班牙パロ

かるかったせかいがくらやみになつ

戸をたてて︑︵略V︒︵略V︑今まであ

て︑︿略V︒

スの港は未明より人の山を築けり︒
煉場

八775図

トナレリ︒

十二509図

︵略V︒

これ世界の圓きがためにし

我等の住む世界は乏きもの

又世界の中には︑年中夏の

アラビヤは世界に名高い良

︵略﹀千里比隣ノ如キ今

如何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑

我等ハ世界ノ市場ヨリ

日二於テハ商業学世界ヲ相手ノ商業

十一一508図

馬の産地である︒

十一466

知らざる國あり︒

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

八823図

故︑名づけて地球といふ︒

八807図

て︑︵略︶︒

八803図

中にて︑人口最も多きところなり︒

首府ロンドンは世界の都市

せいれんじょう﹇製煉場︼︵名︶2 製
十629図掻掘シタル下面ハ︑︵略V︒
︵略﹀︒カク選り分ケタルモノハ之ヲ

ロ
製煉場ニハ殊二大イナル濾

製煉場二送ル︒

リ︒

セーヌ

アリテ︑銅鑛ヨリ銅ヲフキ分クルナ

去年の今夜清涼殿の御宴に 十629図

せいりょうでん︻清涼殿︼︵名︶1

︵略﹀︒

セーヌ︹地名︺一

テームスとセーヌとはス
プレーに比すれば︑河幅はるかに廣

十二594図

く︑之に架したる橋は何れも壮大に

巡洋艦ハ︵略V︒其ノ大ナ

せいりょく︻勢力︼︵名︶4
んせいりょく

ルモノハ戦艦二次グノ勢力ヲ有シ︑

セーヌ河

畳目フ

むなぎ

英國博物館は古書・古物．

名を知られたる建築物多し︒

倫敦には︵略V等世界に

ハ皆我が商費ノ花客ナリ︒

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人

軍曹ハ中佐ヲセオッテ︑弾丸 十二5010図 ︵略﹀︑世界ノ各國ハ亦皆

肉ーッ・ーヒ彫

はり

の多きこと世界に冠たり︒

あはれ我︑梁や棟木や 十二639図

いつもせおひて 片時

十136即金圏

桁どもを

けた

ッテ蹄ル積りデカケツケヨ︒﹂

八917圏︺其ノ時ハオレノ死艦ヲセオ 十二637図

ヲカケ下りタ︒

ノ下ヲク寸リナガラ︑ケハシイガケ

八889

せおふ

せお・う﹇背負﹈︵四・五︶3

河ありて各其の市街を貫流す︒

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二593國倫敦にはテームス河︑巴

セーヌがわ︹地名︺一

して︑市の美観を添ふ︒

コトアリ︒

バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

ギ
十︸姻3図蜀國ノ魏・呉二強國ト相

には活動にたへざるに至る︒

ことなければ心身いっか勢れて︑遂

りあり︒活動するのみにて休養する

十一692図

然れども人の勢力には限

時二戦艦ト合同シテ敵ノ主力ト戦フ

十一332図

勢力うぜ

侍し︑詩を作りて天皇の御感に入り︑

九8010國

七177團 西洋西瓜には色々あるさう 凍殿
でございますが︑︵略﹀︒

西洋風

九293図 社殿ノカタハラナル西洋風

せいようふう﹇西洋風﹈︵名︶1
イウシウ

ノ建物ヲ遊就館ト イ ヒ ︑ ︵ 略 V ︒

西洋婦人

せいようふじん﹇西洋婦人﹈︵名︶2

花 を か ざ り て う るはしく︑︵略﹀︒

九5010図園 西洋婦人のボンネット

十﹇鵬8 女は︵略﹀︑西洋婦人の用
はかま
ひる様なゆるやかな袴を着ける︒

せいり﹇整理一︵名︶1 整理号こうち
せいり

十911國團 御母も︵略V水利の良き
割合には田地少く︑整理の必要これ
成立す

あり候様存ぜられ 候 間 ︑ ︵ 略 V ︒

飛ースル彰

せいりつ・す﹇成立﹈︵サ変︶1

︵略﹀其の火口は︵略V︒

を憂じ︑其の勢力にも消長あり︒

︵略V︒但し此の噴騰は時々其の位置

十二4110図

せいれきいっせんしひゃくくじゅうにね

十二鵬1図 しかして︑法律及び豫算
は帝國議會の協賛を経たる後︑天皇

んはちがつみつか﹇西暦一千四百九十

の裁可を待ちて始めて成立するもの
とす︒
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せきしょやぶり
せかいいち

世界産額

十二652國 伯林には世界にほこるべ せかいさんがく﹇世界産額一︵名︶1
き程の大建築物なし ︒

︵略﹀︑遂に之と冷して︑

せかいしじょう﹇世界史上︼︵名︶1

の八分の五を占むる由に御座候︒

十二747図 コロンブスは初より世界 十一379國團 ︵略︶︑樟拶は世界産額
は球形なりと信じ︑︵略﹀︒

世界史上

十二聞7國 太古亜鈴忠節の心にあっ
十二52図
世界史上空前なる大海戦となれり︒

きは︑我が國民の世界に無比なる美
世界一

徳にして︑︵略﹀︒

せかいいち︻世界一︼︵名︶1

世界有数

コライいっせいいかしせき・にせき・

席

儀式・公野毛ノ席ニテ談

︵略V︑幼者・不具者の爲

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風

ナリ︒

十二995図

心の奥ゆかしきを感ぜずや︒

に席を與ふるが如きは︑︵略﹀︑其の

熊王恩に感じて︑訂せき

せきあ・う﹇塞敢︼︵下二︶1 せきあふ

飛一へ︾

あへず︒

十一449図

若し其の關所をよけて︑わき

關所も無ければ︑川止も無い

アシノコ

山上ナル藍湖ノポトリニ關

所アリテ︑日暮ヨリ後ハ一切旅人ノ

九3810図

女子供でも安樂に旅行が出來る︒

から︑僅かの旅費︑僅かの日数で︑

九385

た︒

といって︑其のものは重い罰を受け

道を通る様なことをすれば︑留所破

九373

た︒

て︑役人が一々旅人をしらべて通し

九372

せきしょ﹇関所︼︵名︶5 關所
あらみ
箱根と新居とには關所があっ
阿里山の檜材は世界

世界

十︸536國

せき﹇席︼︵名︶2

倫敦は︵略V︒欧羅巴第 みかさいかろくせき

第一と繕せらる︒
十二598図

一の大都會にして︑亦實に世界第一
の大都會なり︒

十二625図倫敦は世界第一の大都會
凱旋門は︵略﹀︑重大な

なれども︑︵略﹀︒

十二651図

ること世界第一と構せらる︒

世界の話⁝e

世界の話
第二十二

せかいのはなし︹課名︺4
八目10

せか

世界の話⁝ω

世界中

世界の話

い中

第二十三

世界の話 ⇔

︵略﹀︑富士は︵略V︒︵略V せかいじゅう﹇世界中一︵名︶2

第二十二

我が國第一の山といふべく︑むしろ

十21図

八目11

第二十三

︵略﹀︑すぐに大神のお手をと

八757

五42

八806

り

e

つて︑お出し申し上げました︒それ

十﹁3910國團

あ

せかいむひ﹇世界無比︼︵名︶3

でせかい申がまたもとのとほりあか

中最も美しき都なり︒

八783図首府をパリーといひ︑世界 無比

るくなったと申します︒

世界一の名山とも稔 す べ し ︒

︵略V西洋人は此の瀬戸

せかいかいじょう︻世界海上︼︵名︶1
世界海上

十一209図
内海の風景を賞して︑世界海上の一
大公園なりといへり ︒

無比の良材と稽せらる﹂ものにて︑
︵略﹀︒

世界無比なる七費の
ルーブル博物館は名書・

世界無比の名あり︒

古彫刻最も多く︑美術博物館として

十二648応ロ凶

名は海外にヤ買うけり︑︵略V︒

︵略V︑汽車・汽船の進歩 十二499國圃

せかいしょこく︻世界諸国﹈︵名︶1
世界諸國

せかいかっこく﹇世界各国﹈︵名︶1

世界各國

世界第一

十732図
一なり︒

通行ヲ差止メタレバ︑︵略﹀︒

昔ノ關所ハ僅カニ其ノアト

ヲ止ムルノミ︒

九396図

九40図

關所吐

せきしょやぶり﹇関所破船︵名︶1

關

せきしょあと﹇関所跡﹈︵名︶1 当所趾

︵略V︑産出高モ著シク増加
シ︑コ・二営門テ世界有義ノ大銅山

十619図
トナレリ︒

すうじっせき・すうせき・せんかん二

せき・さんせき・しごせき・しせき・

せき︻隻︼母いっせき・さんじゅうはつ

十一778図世界第﹁の大本布は北米 せき﹇石﹈号きょうかいせき

木造建築物トス︒

東西長サニ十九丈︑眞二世界第﹁ノ

十971図 ︵略﹀︑大佛殿ノ高サ十五丈︑

温泉の多きこと實に世界第 せかいゆうすう﹇世界有数﹈︵名︶1

せかいだいいち﹇世界第一﹈︵名︶7

む︒

は世界諸國をして日に盆≧接近せし

十一284図

有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒

十二503図圃 千里比隣の今の世は

︵略﹀︑世界強國の國民た

せかいきょうこく︻世界強国︼︵名︶1
世界強國
十二976図
る 名 審 を 負 ふ も の は︑︵略﹀︒

せかいさいきゅう︻世界率由﹈︵名︶1
世界最奮

十45國 恐らくは木造建築物中世界
最奮のものなるべし ︒

せかいさいび﹇世界最美﹈︵名︶1 世

其の噴火口の大きさは日

合衆國のナイヤガラなり︒

本第一たるのみならず︑亦實に世界

十二612図 シャンゼリゼーの大通の 十二406図

霊前美
如きは︑世界最美の 街 路 と 稗 せ ら る ︒

せっ

せきしん
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十一m6國国

石炭暦

︵略V︑又山脈の爾がは

せきたんそう﹁石炭層﹈︵名︶1

には石炭層各所にあり︑殆ど寒湿藏

九374 若し其の關所をよけて︑わき

所破

道を通る様なことをすれば︑關所破

く略︶︑子供の行儀・作法

責任

に候へども︑︵略﹀︒

も重し︒

十4210図

せきひん︻赤貧一︵名︶1

コ︑二本校新築落成式ヲ

席末

ネテ︑一時ハ赤貧洗フが如キ有様ト
ナレリ︒

十一一356図

せきまつ﹇席末一︵名︶1

畢行セラル・二道リ︑其ノ席末二列

セキヤド

關宿三宿

スルヲ得タル二二ノ最モ光榮トスル
所ナリ︒

セキヤド

赤堀川ハ關宿ノ北ニテフタ
關宿

ランプニトボスノハ石油トイ
ランプニ石油ヲトボスヤウニ

昔ノ人口石炭ノコトヲモエル

﹂るものあらば︑近思・隣へ魅して
も申しわけなく︑世間へ齎しても相
親類・縁者はもとより︑

濟まぬ次第ならずや︒

十二928図

世間の交際をも外さず︑慈善の事業
世間話

にも慮分の資を投ずべく︑︵略﹀︒

せけんばなし﹇世間話﹈︵名︶1

ある日一人の友だちは︑この
農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八201

︵略﹀長良村あり︒此の

世人

て︑︵略V︒

神殿は昔ながらの白木造に

脅ーヒ・ーフ・一へ︾

せたま・う︻為給﹈︵助動︶9 せたまふ

せ給ふ

して︑ご十年ごとに新しく造らせた

八31國

代々の天皇の御位に即かせ

まふ御定なりと承る︒

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

九13國

尊は﹁何故にかくは泣きか

つぎ給ふ︒

九26図

皇后の︵略V︒是白樂天の

なしむぞ︒﹂と問はせ給へば︑︵略V︒

詩に︑﹁︿略﹀︒﹂といふ句あるを思ひ

十176図

出でて問はせ給ひしを︑︵略﹀︒

いこはせ給ふ

民国三日供御もなく︑歩

ゐんのしやう

︵略V︑主上はや院庄に入

みつか琶て松かげに

十891國圏

かしこさよ︒

眠亀ハ︵略﹀︑自ラ花客数

十種ヲ織出シ︑海外二輸出セント試

らせ給ひぬと申す︒

十一155図
しゃか

一には︑軍人は質素を旨

祖宗の大業を承けて︑明

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

ぬ︒

十一一28図

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

︵略﹀︑要は下情上達の道

︵略﹀若し欧羅巴より西

日本又は支那に到着するならんと︒
ぼるとがる
︵略﹀︒ コロンブスは葡萄牙に昔遊

し な

へ三って進まば︑印度に達する前︑

十二762図

説

を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

十二鵬10眉︒凶

しか文弱に流れ︑︵略V︑節操も武勇

よど

︵略﹀︑湖水より出つる瀬田

瀬田川

まつ渡り見ん瀬田の橋︑ せつ﹃説︼︵名︶1

瀬田

きに非ず︒

ち

川は下流宇治川となり︑淀川となり

う

十26図

せたがわ﹃瀬田川︼︹地名︺1

か玄やく入日美しや︒

八599今上

せた﹇瀬田﹈︹地名︺1

に至るべし︒

も忘れ果てて︑世人の爪弾を悉くる

とすべし︒質素を旨とせざればいつ

十二撫4図

く世人の忘れざる所なるべし︒

十二559図奉天の南方二河の名も永 十一164図 主上は詩の心を御さとり

ル所トナラズ︑︵略V︒

ミシガ︑此ノ時ハナホ世人ノ注目ス

十436図

せじん﹁世人﹈︵名︶3

漁夫は皆此の二村に住めり︒

川上に瀬尻村あり︒鵜飼を業とする

せじり

十一796図

︵略V︑失敗ノ上二失敗ヲ重 く世間話をしてみたが︑︵略﹀︒
せじり
せじりむら﹁瀬尻村﹈︹地名︺1 瀬尻村

赤貧

等につきては︑主婦たる人の責任最

十二915図

せきにん﹇責任一︵名︶1

といって︑其のものは重い罰を受け
た︒

︵略﹀︑議員たる者は︑至

せきしん︻赤心﹈︵名︶1 赤心
十二囎2國

せき立つ

誠奉公の赤心を以て忠實に其の職責
を 蓋 す べ く ︑ ︵ 略 V︒

少女は之を見て︑﹁あはれ

せきた・つ﹇急立﹈︵下二︶1
宍ーツ︾

十697國

早くく︒﹂とせき立つ︒

なり︑父上︒早く 船 を 出 し て 救 は ん ︒

五58一 ソノホカニ石炭トイフモノガ

せきたん︻石炭﹈︵名︶5 石炭
アリマス︒

九17図

︑ビニツニ分レ︑︵略V︒

九158図

五584 コレハ大昔ハエテヰタ木が土 せきやど﹃関宿︼︹地名︺2
ノ中ニウマツテ︑シゼント出癖タ物
デ︑石ノヤウニカタクナツテヰマス
カラ︑石炭トイヒマス︒

シタ︒

若し家内に煮染上等にか

せけん﹇世間︼︵名︶2
十二9010図

世間

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

五605

スタレテ來マシタ︒

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

五602

ヒマス︒

五595

五584 石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ せきゆ﹇石油一︵名︶3 石油
ツトツヨイノデ︑汽車や汽船ヤソノ
他ノキカイナドヲウゴカスノニハ︑
皆コレラ使ヒマス ︒

五605 昔ノ人里石炭ノコトヲモエル
土︑石油ノコトヲモェル水トイヒマ
シタ︒

十一334図 其ノ艦髄二大小ノ差アレ
ドモ︑何レモ多量ノ石炭ヲ積ミ︑大
ナル速度ニテ長時間航海スルコトヲ
得︒
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せつめいす
せつ

中︑熱心に此の説を 主 張 し た り し が ︑
︵略﹀︒

せつ﹇節一︵名︶3 節号いっせつ︒き
げんせつ・てんちょうせつ

十一284図

隻句

男ノ子ノアルウチデハ︑五月

温泉の諸種の病を治する

は︑︵略︶︑一つには又︵略V︑美麗な

十嗣414図

みつのり

吉野の朝の頃︑赤松光範︑

せつつ

設備

楠木正儀と掻津の住吉に職ひて︑

くすのきまさのり

︵略V︒

せつび︻設備一︵名︶2

備皆具れり︒

︵略V︑衛生・消防を始

め︑近世の學術を慮用せる百般の設

十一一622図

シテハ先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

室・裁縫室モアツテ︑町立ノ豊楽ト

花客二接シテ愛敬ヲ壷ス 十一一371 ⁝教場ノ乱藪ハ十二︑外二酷職員

る風光に接するが爲なるべし︒

十一542図

外國人に接するに︵略V

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︵略︸︒

十二珊8図

余ースル︾

其ノ正命船ノ切二面及ビ

し

や

おほかみ

︵略﹀︑露西亜の狼は行

ろ

雪中

構成等ヲ何十分ノーニシ日面圖デ︑
︵略V︒

喜劔直ちに泉岳寺に行

べし︒﹂と︑刀を抜き切腹して終る︒

き︑︵略V︑﹁我當に萬罪を地下に謝す

十二881図

角ーシ彰

︵略V︑心も無下に賎しく せっぷく・す﹇切腹︼︵サ変︶1 切腹す

節操

等しく之を親愛するは大國民の度量
なり︒

接績都響
十二597國
きに達す︒

スル

インチ
︵略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板デ

せつだん・する﹇切断﹈︵サ変︶1

ル︒

モ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切断ス

血痂ー32

切断

接績都會を合すれば七百三十萬の多

絶壁

するしやう

最も尺玉なるは華嚴にし

すだれをかく︒

せつめい﹇説明︼︵名︶1

の校長の意見によりて豫算を編成し

れば︑成るべく経費を節約したしと

十一皿2図︵略V︑村長は﹁不作の後な

肉ーシ彰

せつめい・す﹇説明一︵サ変︶1 説明す

候︒

及び毎日の術科に面する説明に御座

十578國国﹈ ︵略V︑學科は讃法の講義

説明

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶の

十﹇761図

ぜっぺき﹇絶壁︼︵名︶1

ノ夜蓋ク之二面火ストイフ︒

ノ燈籠左右二天ク︑︵略V︒毎年節分

ロウ

倫敦は人口四百八十萬︑ せつぶん︻節分一︵名︶1 節分
カスガ
十959図 ︵略﹀春日神社周到ル︒大小

せつぞくとかい︻接続都会﹈︵名︶1

︵略︶︒

なりて︑節操も武勇も忘れ果てて︑

十二皿4図

せっそう門節操一︵名︶1

︵略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

節倹

画廊ー110

我が日本の國の大部分は︑ せつだんめん﹇切断面︼︵名︶1 切断面

雪月花

十729図

︵略V︑汽車・汽船の進歩 肉ーシ・ースル単号あいせつす

追手が接近すれば速力を速

接近

は世界諸國をして日に盒丸接近せし
む︒

せっきん・する﹇接近︼︵サ変︶1

が師なり︒

古人の片言・隻句も我等

せっく﹇隻句一︵名︶1

め︑後れΣば脚のきざみを短くする︒

十一483

九129國国 ︵略V︑なほ三十反御送り する 肉iスレ︾
下され度︑其の節別に老人向きの紺

がすり上物十反だけ︵略V野送り相
成度願上候︒

の話も出で︑︵略﹀︒

十925皆掛 ︵略V︑折々會合の節は其 十一688図

ス︒

船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設

設計圖

ノセックニ鯉ノフキナガシヲ立テマ

五178

十937圓團 明後日御面面の節返上致 せっく﹇節句︼︵名︶一 セツク
すべく候︒

だんのうら

トイフ︒

十ニー23

八186図

せっけん︻節倹︼︵名︶1

りて面白く︑山川の風景もうるはし︒

︵略﹀︑雪月花のながめも折節にかは

八832図

せつげっか﹇雪月花﹈︵名︶1

ナ構造分店ヲ各工場二廻シ︑︵略﹀︒

設計圖が出來上ルト︑細密

ルト︑設計画バカリデ数百枚モアル

十一一122

計圖ヲコシラヘル︒

十ニー19

せっけいず︻設計図一︵名︶3

十一207図 ︵略V︑屋島・壇浦は源平

せつ﹇切詰︵形状︶1 切
の昔語に人の感興を動かすこと甚だ
切なり︒

せっかく﹇折角﹈︵副︶2 セツカク
︵略﹀︑セツカク占領シタ陣

︵略﹀メイ︿勝手ナ形ヲ

地ヲ取返サレテ残念 千 萬 ダ ︒ ﹂

八901囹

十一125
造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時計二組
立テルコトハ出來ナイ︒セツカク苦
勢シテモ︑其ノ仕事ハ何ニモナラナ
イ︒

せっきゅう﹇赤島︼︵名︶2 赤軍
藩論ー85図 書間は赤誠を以て風の強
きを示し︑︵略﹀︒

十ニー87図 夜間は紅燈を豪球に︑緑

て︑︵略V︒

せつつ
せっつ︻摂津︼︹地名︺1 撮津

くく雪中に倒る﹂佛兵の跡を追ひ

十二659図

時頼が心正シク︑ツネニ節 せっちゅう﹇雪中︼︵名︶1

接す

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

接ス

燈を圓筒形に︑紅緑二燈を圓錐形に

せっ・す﹇接﹈︵サ変︶3

ルベシ︒

モ︑カ・ル母二養ハレタルニヨルナ
接近す

代ふ︒

角ーセ︾

せっきん・す﹇接近︼︵サ変︶1

せまる

せつやくす
616

節約す

た る な り ︒ ﹂ と 説 明したれば︑︵略﹀︒

せつやく・す﹇節約﹈︵サ変︶1
角ーシ彫

﹁不作の後なれば︑成る

べく経費を節約したしとの校長の意

十﹁認10図圏

見によりて豫算を 編 成 し た る な り ︒ ﹂

英蘭銀行は設立の古き

せつりつ﹇設立﹈︵名︶1 設立

十二639図
と︑資本の多きと︑信用の厚きとに
於て︑其の右に出つるものなし︒

せとくたにありたきよみずさつまやき
︻瀬戸九谷有田清水薩摩焼﹈︵名︶1
さつま
瀬戸・九谷︑有田・清水・薩摩焼

をのみち

うじな

多く︑汽船絶えず通航して︑︵略V︒

十﹁208図我が國に遊べる西洋人は
此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

セナカせなか

海上の一大公園なりといへり︒

せなか﹇背中﹈︵名︶4

ゼノアに生れて︵略V︑

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
おう
等の港を経て欧洲へ輸入せり︒

十二744図

十四歳の時より既に航海業に從期せ
るコロンブスは︵略﹀︒

九835年春﹁是非勝ってくれ︒﹂

︵略﹀︑大キナ一罪が出 ぜひ︻是非︼︵副︶2 是非

テキテ︑﹁︵略﹀︒私ノセナカヘ

三672園

是非とも

タチノセナカノ上ヲ

室が廣く︑天井が高いと温

角ーク・一

りにくいから︑成るべく⁝狭く低くす

十一窟7

る必要がある︒

︵略﹀道幅狡く︑車馬街

も御仲間入致し度と今より相画しみ

車を以て主なる交通機關とす︒

にして街路狡ければ︑古風の乗合馬

國力我に劣れる区民を見

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

て︑や㌧もすれば底盤の念を以て之

ざるが如きは︑却って我が廻国の度

船心次第二沈ミ行キテ︑
水ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒

七916図園

ゼヒナシ︒﹂ト︑中佐ハボート怨讐リ

﹁今ハ

十二血2図

居り候間︑︵略﹀︒

倫敦は︵略﹀︑古き都市

上に満⁝ちて往來頗る困難なり︒

十二604図

脈低くして︑︵略V︒

イとマヌイとの間は最も狡く︑且山

十一982團團帝國領の中部クスンナ

ケレ︾

せま・し︻狭﹈︵形︶4 狡し

當日は︵略﹀︑是非参會

十9310國団

ぜひとも﹇是非共﹈︵副︶1

致すべく候︒

オノリナナイ︒﹂

ウラシマハ︵略﹀︑マタカ

とび

︵略V︑ただつねは馬から 十269盤面 ︵略V︑私も明年は是非と 十二627國

メノセナ切割ノツテ︑︵略﹀︒

三724
四177
みのししのせなかへ︵略V
うつりました︒

オマヘ

カゾヘテ見ルカラ︑

入れる︒

今デハ鐵ハ鋳ノ仲間ニハハ

葉ノ形ニハ︵略﹀︑鍵ノ標二

十二741國

セ

骨トイフモノヲ置ク︒コレ国人ノ脊

コツ

十ニー38

ポネ

︵略﹀︑此ノ脊骨ノ左右カラ

骨ノ榛ナモノデ︑︵略﹀︒

三韓ー39

肋骨ヲ出シテ︑段々二組立テテ行ク︒

ロクコツ

肉ーイ・ーク︾

ヒロイノハラ︒セマイミチ︒
︵略V︑せまい谷へ下りました︒

店ハ爾ガハニアツテ︑マン中
︵略V︑通り道ノセマイ割合ニ
ハコンザツシナイ︒

七376

ノ道ハセマイガ︑︵略﹀︒

七373

五88

︸216

狭い

帽子の中に一文の銭もない せま・い︻狭︼︵形︶5 セマイ せまい

︵略﹀︑印度地方の寳石・

ゼノア

孚って老人のさ＼げた帽子の中へ投

十二843 ︵略﹀︑聴衆は銭をつかんで︑

いて居る︒

老人は︑︵略﹀︑幾度かためいきをつ

十二822

圓イノモアリ︑︵略﹀︒

十58

イレマセンガ︑︵略﹀︒﹂

六277囹

ナルコトモ小包レバ︑︵略V︒

飛ール︾

せまる ︽ーリ・

さだのみさき

︵略﹀︑我が騙逐隊・水

四國の西には佐田岬長く
ほうよ
突出で︑九州にせまりて感受海峡を

てい

雷垂領は砲火をく貰って敵艦にせま

十二77図

なす︒

十一176図

ール彰

せま・る﹇迫︼︵四︶3

出る︒

聞く内に︑舟は早くも目前にせまり

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

十一802引出凶 川上にかゴり火の明り先

來る

ぜに﹇銭﹈︵名︶5 ゼニ 銭
ウツレリ︒
量の狭く︑品格の低きを示す所以に
セボネ
六261囹 銅ハ︵略﹀︒ソレデゼ一＝一 せぼね﹇背骨﹈︵名︶2 脊骨 脊骨
して︑︵略﹀︒
リユゥ
船ヲ組立テルニハ︑︵略V龍 せまりきた・る︻鳳来︼︵四︶1 せまり

︵略V︒﹂

アルイテ︑

十497図圃 焼物類は瀬戸・九谷︑有 四543囹 白ウサギハ︵略﹀︑﹁︵略﹀︒ ぜひな・し﹇是非無﹈︵形︶一 ゼヒナシ
さつま
田・清水・薩摩僥 ︒

せとないかい﹇瀬戸内海︼︹課名︺2

十一目6 第五課 瀬戸内海

瀬戸内海

十︻174 第五課 瀬戸内海

あかし

︵略﹀︑下下海峡あり︒

せとないかい﹇瀬戸内海︼︹地名︺5
瀬戸内海
ほうよ

十一179図
︵略V豊豫海峡を な す ︒ ︵ 略 ﹀ ︑ 明 石
なると

海 峡 と な り ︑ ︵ 略 ﹀︑鳴門海峡となる︒

此の四海峡に包まれたる細長き内海
を瀬戸内海といふ ︒

岬あり︑濁あり︑大小無数の島々は

十一1710國 瀬戸内海には︑到る虞に
各所に散在す︒

十一18図瀬戸内海
たかはま

・多度津・高濱・尾道・宇品等の港

た ど つ

十一202図 瀬戸内海の沿岸には高松ゼノア︹地名︺2

617

り ︑ 無 二 無 三 に 攻 撃せしかば︑︵略V︒

肉ーメ︾

十一547

メ贈

角一

アラテ
之ヲ見タ敵ハ更二新手ヲ加へ

攻める

いなはなをさかせて見せます︒

︵略﹀︑大神がはたをおらせて

いらっしゃる所へおなげ入れになり

五14

ました︒

入はその方にきまったぞ︒﹂ といつ

五273 役人は︵略﹀︑﹁︵略V︒釜ぬす

て︑下役どもに言ひつけて︑しばら

てうせん

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

六435

友吉は﹁早くこっちへ來たま

せました︒

六212 ︵略﹀︑まつ象を船にのらせま

せようとしましたが︑︵略︶︒

へ︒ ︵略﹀︒﹂といって︑そこをのか

五471

入は︑︵略V︒

日本中を平げて︑後には朝鮮

せ・める︻攻一︵下一︶2

テ︑フタ・ビ攻メヨセテ來タ︒

八874

ナポレオンがアルプ山を越 セル ︽ーセ︾

又魏軍ノ蜀二攻入リシ

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の
半で︑︵略﹀︒

禽ース︾

攻めおと

時︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ祭り︑︵略V︒

十一鵬7図

す

五755園

へいけのぐんぜいがふくは

せめおと・す︻攻落︼︵五︶1

十二699國 ︵略V︑列後に在るものは
きが
更に一物をも食ふこと能はず︑飢餓
刻々にせまるが故に︑次第に行進を
早め︑︵略V︒

攻ム

一203 セミガナイテヰマス︒

せみ﹇三一︵名︶一 セミうかわせみ
せ・む﹇攻一︵下二︶1

秀吉が信長に言ひっかつて︑

らのしろを守っている︒︵略﹀︒しか

六496

号きたりせむ

敵を攻めに行ってみた間の事でした
セルせる︽セ・セル輔

しょしつねは﹁表から攻めおとすこ

せる︵助動︶37

十一姻4図 孔明ハ魏ヲ攻メテ支那中

五806

へいけ方はがけの上から︑て

角ーマ・ーン彫

攻めこむ

が︑︵略﹀︒

角ーメ︾

した︒
二373園﹁アカンボノトキニ︑ダ
六478 信長はとうとう秀吉にいひつ
イテチチヲノマセテクダサツタ
けて︑直させることにしました︒
ノハ︑ドナタデスカ︒

クダサツタノハ︑

ドナタデス

マス︒

ところがとなり國では信玄を

ところがとなり國では︵略﹀︑

オロシタ荷物ハスグニ乱丁ノ

色々ナキカイガアツテモ︑

家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

カセル人が多ケレバ多イ三盛ニナリ

七268

ス︒

ソレヲハタラカセルノハヤハリ手デ

七264

セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

六80一

じぶんの國から塩を送らせた︒

六592 謙信はそれを聞いて︑︵略﹀︑

塩を送らせないことにした︒

六586

こまらせようと思って︑︵略V︒

六585

たから︑すぐに出雲上りました︒

つわりあてて︑仕事をいそがせまし

秀吉は︵略﹀︑一組に十間つ

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

これを見た三千人の軍ぜい

カ︒

一一603園﹁︵略﹀︑カレ二心ハナヲ

﹁モウードハナヲサカ

ハナヲサカセテミヨ︒﹂

サカセマセゥ︒﹂

二641囹

二611囹

︵略︶︑そのうちにきれ

六483

二387囹

五816

は︑どっと一時にかけ下りて︑城の
中へ攻めこんだ︒

攻立て

へいけはふいを打たれて︑ど

せめた・てる︻攻立一︵下一︶1
余ーテ彫

五818

る

セテミョ︒﹂

や︑二つかさねることは︑ どう

三228私を︵略V︑たたせること

四293園

三428 ︵略﹀︑ケライノ人ヲ右
ト左ニワケテスワラセマシタ︒

リマス︒

田ヲカキナラシテヰル人モア

してもできません︒
せめて︵副︶1 せめて
いでや臨幸の路次に参り 三318 馬ニマグハヲヒカセテ︑
會ひ︑︵略﹀︒﹂といへば︑︵略V︒︵略﹀︒

十一157國

︵略﹀︑クスリヲノマセテ

も思はない︒

せめこ・む︻攻込︼︵五︶2

とはむつかしい︒

バシヨク

幾度責

伊三蓋却って﹁新羅王我

責む

央ノ地ヲ取り漢語ヲ興復セントシ︑
︵略﹀︒

ゾ︒

せめあぐ・む﹇攻倦︼︵四︶1
たけだかつより

うすることも出來ない︒三方から攻

飛ーミ贈

む

立てられて︑さんぐにうちやぶら

れども︑城兵善く戦ひて抜くこと能

攻入ル

はず︑攻めあぐみ て 長 園 の 計 を 取 り ︑
︵略﹀︒

衆皆力を失ひ霰りぐに成れり︒

せめい・る︻攻入︼︵ 四 ・ 五 ︶ 3
攻入る

高徳せめても此の所存を上聞に達せ
ばやとて︑︵略﹀︒

せめよ・せる︻攻寄一︵下一︶1

攻メヨ

六561 謙信は︵略﹀︑こちらから先
に攻入った︒

がけをしょうと︑夜の間に信玄の陣

肉ーッ・ーリ蝉

れた︒

十二269國 武田勝頼︵略V摩り工む

攻めあぐ

又自ラ責ヲ引イテ位三等ヲ下セリト

令ニソムキテ大敗 ス ︒ 孔 明 ︑ ︵ 略 V ︑

十﹇晒10図 計時將軍馬談︑孔明ノ軍

せめ﹇責﹈︵名︶1 責

めらるれども改め ず ︑ ︵ 略 V ︒

がしりを食へ︒﹂ と い ひ て ︑

十一一306図

せ・む︻責﹈︵下二︶1

せみ一せる

七677團

︵略﹀︑來年はたくさんなら

せて︑たくさん差上げたいと思って
︵略﹀︑下男や下女は早くから

居ります︒

八263
畑 へ 出 し て 働 か せ︑︵略V︒

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ

八901圏 多数ノ部下ヲ死ナセタ上︑
残念千萬ダ︒﹂

へ運ばせたり︑︵略﹀︒

せん︻線﹈︵名︶8

線号あんぽうせ

んさいせん・けいぎせん・けいほうせ

アラビヤ人は︵略﹀馬に全 ん・えいこうせん・えんだいせん・か

速力を出させて︑雲を霞と逃げのび

十一485
た︒

ん・しんこくけいほうせん・ちゅうお

憂化極りない妙音は︑忽ち うせん・とうしんせん・ならせん・ぶ
じゅんぜん・りょじゅんぜん

十二839
十448図

第一圖は縦の線のみを用

重箱などはぬり物なり︒

七346図 ︵略﹀︑ぜん・わん・ぼん・

七365 ︵略﹀︑左ノ方ニ一畳ン・ワン

家内能く和合して︑互の

・ハシナドノ塗物ヲ頁ル店ガアル︒

十二918図

心にわだかまりなく︑むつまじく打
ぜん
揃うて夕の膳に向ふ時︑一日の勢苦

善悪

は忘れられて︑更に明日の活動を思

ふなり︒

物事ヲ七分クルモ︑善悪ヲ

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十768國

︵略V︑第二圖は横の線のみぜんあく﹃善悪﹈︵名︶1
︵略V︑第三圖は斜の線のみ

モ皆拶ノ作用ナリ︒

船員は失望の蒙り︑訓司

船員

む獅以上
︵略V︑第四圖は縦・横爾様せんいじょう︻千以上﹈︵名︶1

九40図00以上

に至れり︒

ンブスを海に投じて鋸國せんと謀る

十二782図

︵略V︑第五圖は横・斜爾様せんいん﹃船員︼︵名︶3
︵略V︑第六圖は縦・斜爾榛

ぜん
ぜん 膳

八841

戦役斉し

明治二十七八年及び三十七

明治三十七八年ノ職役二︑君

八年職役の戦利品たる大砲︑︵略﹀︒

八48図

ちはちねんせんえき

んえきげきせんち・めいじにじゅうし

き・めいじさんじゅうしちはちねんせ

めいじさんじゅうしちはちねんせんえ

よせんえき・にちうせんえきちゅう・

せんえき﹇戦役︼︵名︶4

ブスの身邊を認み︑︿略V︒

十二796國 船員皆歓士暑して︑コロン

感じて命令に服せざるを得ざりき︒

︵略V︑第七圖は縦・横・斜 十二785國 ︵略﹀︑船員も其の勇氣に
選
︵略﹀十五人の中より一

善

之を過ぎて二三あり︑舞殿

ゼン

の後に本殿あり︑いつれも三豊し︑

うおぜん

ぜん︻膳﹈︵名︶3

ちせん・じっせん・じっせんいじょう
じゅうこせん・にじっせん・にじゅう

早口せり︒

九951図

ぜん﹇善﹈︵名︶1

ぜん︻前﹈﹇▽やはんじゅうにじぜん

られたるもの是なり︒

人を互選し︑其の選に煙りて勅任せ

十二鵬7國

せん﹇選一︵名︶1

三様の線を併せ用ひたるものなり︒

十456図

の線を用ひ︑︵略V︒

十455國

の線を用ひ︑︿略V︒

十454図

の線を用ひ︑︵略V︒

十453図

を用ひたるものにして︑︵略V︒

十452國

を用ひ︑︿略﹀︒

十452図

線には直線と曲線とあり︒

人の心を百花満開ののどかな春によ

﹇▽こんこうせんか

﹇▽うんそうせん・きゅうたん

ひ︑︵略V︒

︵略V︑又忽ち落葉散敷く秋 十451図

はせ︑︵略︶︒

十二8310

姉上も最早御全快にて︑

世話母おせわ・

のさびしさに沈ませる︒

九433國團

おんせわくださる

せわ﹇世話﹈︵名︶1

九335 ︵略V︑すべりのよい車をすべ
りのよいレールの上で走らせる様に
やがて五人の騎手は︵略V︑

したらよからうと︑︵略﹀︒

九829

四五日前より起きて翼の世話をなさ

oG0
︵名︶3
1

静々馬を歩ませて︑鳥居の下へ集つ

九17図

九17図

せん﹇千︼

れ居り候︒

附添人も見物人も︑︵略﹀︑熊

て來た︒

九856

吉に水を吐かせるやら︑讐者を呼び
に走るやら︑上を下へのさわぎであ
る︒

オニバス

九40養
せん﹇山︼

十56 ︵略V大鬼蓮ハ︵略V︑其ノ上
二三四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ
出來ルサウデアル ︒

りに使ふ爲に討ひ︑︵略︶︒

せん﹇戦﹈←いっせん
・ごじっせん・こせん・さんしせん・

田を耕させたり︑︵略V︑農家
せん﹇銭﹈ういっせん・いっせんごりん

せたり︑︵略V︒

︵略﹀︑重い物を負はせて遠く

十841 ︵略V︑重い物を負はせて遠く にせん・にせん・はっせん・ろくせん

へ 運 ば せ た り ︑ ︵略V︒

十841

・じっせんぎんか・さんせんごりん・

十8310 田を耕させたり︑荷車を引か さんじっせん・さんせん・しせん・し

では牛を色々の勢働に使役する︒

十8310

飼ふのである︒

十837 ︵略V︑猫は鼠を捕らせる爲に げいせん・ほまえせん

せん・こうさくせん・なんぱせん・ほ

十836 犬は夜を守らせる爲︑又はか せん﹇船﹈

10 00 10 00 10 00

せんえき
せわ

618

619
せんこう

せんえきご

ノ二藍國ノタメ︑名得ノ戦死ヲトゲ
タ 軍 人 ハ 大 ゼ イ ア ツタガ︑︵略﹀︒

船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等

センキヨ

十ニー57
ヲスル虜ヲ船渠トイフ︒

諸子ハ職艦・巡洋艦・海

職艦ハ軍艦中最モ優勢ナ

船渠

船渠

奇麗ヲ牧メ得タルモノハ︑︵略﹀︒
センキヨ

せんきょ︻船渠一︵名︶3

船艦ノ修繕︑船底ノ直面等

センキヨ

十一一157

ヲスル虎ヲ船渠トイフ︒

船渠ノ底ト周り三方凹石デ

昼ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

巣立ー57
テアル︒

十二期2図 ︵略﹀︑市・町村會に於て

市町村長・議員等を選

市・町村長を選墨するも︑︵略︶︒

冠するには專ら其の人物に重きを置

十二鵬6図

き︑︵略﹀私交上の關係をさしはさむ

べからず︒

十一591 ︵略︶︑軍中の花が助かった

全軍

せんきょにん号いっぱんせんきょにん

ので︑全軍一同に歓喜の聲をあげた︑

我が國デ一甚大キイノハ佐 ぜんぐん︻全軍﹈︵名︶2
世保海軍工廠ノ船渠デ︑長サ百三十

十薬ー61

四間︑渠ロノ幅十九間鯨︑深サ八間

軍に出動を命じ︑︵略V︒

十二55図

あふみ

び は

日本一の湖水は近江の琵琶

先月

先月は官命により南部

前古

︵略V︑その御主の盛なるこ

と前古たぐひなかりきと申す︒

八37図

ぜんこ︻前古﹈︵名︶1

地方へ出張致候︒

十一371圓團

せんげつ︻先月︼︵名︶1

れて︑其の全景を見ること能はず︒

山にさへぎられ︑かすみにへだてら

湖にして︑︵略V︒いっこより見ても

十24図

ぜんけい︻全景一︵名︶1

全景

東郷司令長官は直ちに全

ト決戦スルヲ目的トス︒故二倍レモ
カウ

選畢す

村長は︵略﹀︑幾度の改

︵略﹀︒

大ナル大砲ヲ備へ︑又艦ノ要部ハ極

東郷司令長官此の職況を

戦況

鯨アル︒

十﹇325ロ︒凶

十ニー04図

打電し︑︵略﹀︒

衆議院は一定の選無資格

巡洋艦ハ︵略﹀︒其ノ大ナ せんきょしかく﹇選挙資格︼︵名︶1

選畢資格

十﹇皿9図

内ーシ・iスル・ーセ︾

︵略﹀︑大キナ職艦ナドニナ せんきょ・す﹇選挙一︵サ変︶6

て組織し︑︵略V︒

を有する臣民の公選したる議員を以

ルモノハ職艦二次グノ勢力ヲ有シ︑

︵略V︑時二職艦ト合同シ

十二鵬10図

トイフ︒

ルト︑設計圖バカリデ激百枚モアル

受理ー22

テ敵ノ主力ト戦フコトアリ︒

十一332図

︵略V︒

十一331図

十﹇32図職艦香取

共倒敵二當リ︑︵略﹀︒

巡洋艦ハ︵略V︑職艦ト せんきょう﹇戦況︼︵名︶1

メテ厚キ鋼鐵ニテ包メリ︒

ルモノニシテ︑其ノ名ノ如ク堂々敵

十一318図

防艦・砲艦・通報艦・騙逐艦・水雷
セン
艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

十﹇317図

九268図 明治二十七八年の芯締まで せんかん︻戦艦﹈︵名︶7 戦艦
は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團
に過ぎざりしが︑︵略﹀︒

十二566図 ︵略﹀旅順口に達す︒日
露の職役に於ては ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 我 が 軍 は

苦戦十一箇月にして之を陥れたり︒

せんえきご︻戦役後﹈︵名︶2 戦役後

九269図 明治二十七八年の戦役まで

︵略 ︶ ︑ 三 十 七 八 年 の 職 座 後

は︑︵略︶︑職役後十三箇師團となり︑
︵略V︒

九2610図

は︵略﹀十九箇師團となれり︒
︵略﹀︑直ちに老母と子供

ぜんか︻全家︼︵名︶1 全家
九744圓團
を裏山へ立退かせ︑︵略V︑全家立退

せんがくじ

の用意致し居り萱 葺 ︑ ︵ 略 V ︒
ぜんかい・▽ごぜんか い

たかなわせんがくじ

︵略﹀︑東京高輪泉岳寺

せんがくじ﹇泉岳寺︼︵名︶2 泉岳寺
泉岳寺
十二862図

選にも常に選墨せられて︑二十苗齢

村會議員も全村一致して ぜんご﹇前後﹈︵名︶2 前後号いしん

間勤捌せり︒

︵略V︑ネボカトフ二上は 十一聡5図

戦艦ニコライ一世以下四隻

せんかんニコライいっせいいかしせき

︵名︶1

十一253図

ぜんご・しまんトンぜんご

︵略V其の往來織るが如

ひろこうち

せんこう﹇戦功一︵名︶1

戦功

二言列をなして前後相接す︒

く︑殊に公園・廣小路の如きは︑十

十二634図

べるも亦様憂れり︒

自韓車の爾輪が前後に並

之を選劃し︑互に競争するが如きこ

︵略﹀︑府縣・郡・市會に
於て参事會員を選隣するも︑︵略﹀︒

十二鵬1︹図

に此の精神に基づくべく︑︵略﹀︒

町村會議員を選墨するも︑︵略﹀︑一

一般人民の府縣・郡・市

と更になし︒

前記ノ如キ

十二皿10図

白旗をか＼げ︑職艦ニコライ一世以
せり︒

下四隻を畢げて其の部下と共に降服

喜劔直ちに泉岳寺に行 十二89図

の墓前には今尚香花の絶ゆることな
し︒

十二8710図

せん

き︑其の墓を拝し て 曰 く ︑ ︵ 略 V ︒

飛ーク彰

せんかたな・し︻為方無︼︵形︶1
方なし

東郷司令長官此の戦況
﹁我が聯合艦隊ガ︵略﹀

を打電し︑其の後に附加して日く︑

十ニー06図團

十一459図 熊王今はせん方なく︑其 ぜんき︻前記﹈︵名︶1 前記
の刀にてもとどりを切放ち︑さて往
生 院 に 入 り て 檜 と なり︑︵略﹀︒

せんかん︻船艦一︵名︶1 船艦

せんしす
せんこう

620

與へんとしたれども︑熊王は﹁何の

十一442図園 正儀は河内にて領地を
職功もなければ︒ ﹂ と て 受 け ざ り き ︒

せんこう﹇遷幸︼︵名︶1 遷幸
︵略﹀︑警固の武士︑播磨

の今宿といふ所より山陰道へか﹂り

いまじゅく

十︻153図
て 遷 圭 ・ を な し 奉るといふ︒

潜航ス．

潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

せんこう・す﹇潜航一 ︵ サ 変 ︶ 1
余ーシ彫

十︸3410図

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目
的トス︒

獲 掘シタル銅鑛ハ︑︵略﹀︑

せんこうじょう︻選鉱場﹈︵名︶2 選
臨場
十626図

選鑛場ニハ種々ノ機械ア

之ヲ選鑛場二送ル ︒

十626図
リ︑此ノ機械ニカケテ︑一々其ノ良
否ヲ選り分ク︒

ぜんこく﹇全国﹈︵名︶12 全國
な ら

佛の大きさの日本一なることは諸子

十47図 全國無敷の書函中奈良の大

︵略﹀︑支那ヨリ琉球︑琉球

すでに之を知れり ︒

十311図

ヨリ薩摩二傳バリ︑遂二面國ニヒロ
ガリシナリ︒

慮 二 作 ラ ル ・ 二 至リシバ︑︵略﹀︒

十314図 然ルニ今日ノ如ク全土到ル
十3310図

國到る虞に温泉あり︒

十一271図

ぼしん

り

千差萬別

全山

全山花の雲に包まれた

戦死

正行ハ︵略﹀︑一族ノ人々

コレ正成職死ノ後十三年目

明治三十七八年ノ戦役二︑君

︵略V︒

正成ノ職死セシバ正行が十

︽ーシ・ース・ーセ︾

正成ハタシテ職死シテ︑ソ

正成職死シテ後歯︑敵ノイ

﹁父正成ノ職死セシ時︑

維新前後國事ニタフレタル

十一一318図 足利氏の大兵代り攻め︑

あしかゴ

シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸職役二黒死

九2710図

臣ハワヅカニ十一歳︑︵略V︒

七61図心

キホヒマス︿強ク︑︵略﹀︒

七53図

ノクビハ二二送ラレタリ︒

七32﹇図

一歳ノ時ニシテ︑︵略﹀︒

七13﹇図

戦死す

せんし・す﹇戦死﹈︵サ変︶7 戦死ス

タ軍人ハ大玉イアツタガ︑︵略﹀︒

ノタメ國ノタメ︑名門ノ仮死ヲトゲ

八842

ニシテ︑

七87図

トトモニ職死ヲトゲタリ︒

七86図

せんし﹇戦死﹈︵名︶3

し︒

る吉野山の光景まのあたり見るが如

十一15図

ぜんざん﹇全山一︵名︶1

差萬別あり︒

船等其の目的により︑大小・構造千

十一2610図

荷足・高瀬・茶箋・屋根

せんさばんべつ︻千差万別﹈︵名︶1

和船の大なるは五百石積 んさくさま

・千石積等ありて︑︵略﹀︒

ぜんこくてんきよほう︻全国天気予報﹈

全悪天氣豫報
︵略﹀︑中央氣象皇は各測

又各測候所が此の全國天

全國暴風雨警報
我が國及び附近に風雨の

おそれある時は︑中央氣象毫は全國

十ニー82図

山野 雨警報︼︵名︶1

ぜんこくぼうふううけいほう﹇全国暴風

氣織工といふ︒

其の地方の天氣を豫告するを地方天

氣豫報と其の地の観測とによりて︑

十ニー74図

之を全國天理懸樋といふ︒

四時間の全國氣象の大勢を豫告す︒

候所の報告によりて︵略︶︑向ふ二十

十ニー74図

今や全志望道の延長六千 ︵名︶2

︵略﹀︑今では全國食はぬ虞が

なくなった︒

十844

十一286図
哩を越え︑︵略﹀︒

南墓灘の熱帯地方より北

樺太の寒帯に近き地方まで︑全國に

からふと

十ニー68□薗凶

凡そ百箇庭の測候所あり︒
天氣圖とは︵略﹀︑一目
︵略﹀︑現に噴火せる火

に全國天候の如何を示すものなり︒

十三ー96國
十二403図

又森林は全國の

山の数も全國に於ては五十座を下ら
ず︒

十二482図圃

米と萎とは全國に︑製

たほはぬ慮なく︑︵略﹀︒

十二489図圃

暴風雨警報を識して之を豫告す︒

後左右

あ

千五百尺〆
阿里山の檜材は︵略﹀︑

のもこれあり些些︑︵略﹀︒

一樹にて千五百尺〆の材積を得るも

十﹇401圏圏

︵名︶1

せんごひゃくしゃくじめ﹇千五百尺締﹈

︵略﹀︒

一定し︑前後左右次第よく並べて︑

十二8810図

︵略﹀︑諸道具の置場虞を

ぜんごさゆう︻前後左右︼︵名︶1 前

そと︑戊申の詔書かしこしや︒

十一腿5図團

戦後経螢

茶は翻岡・三重・京都︵略V︒

全國直写児童

︵略V︑職後言螢かくこ

せんごけいえい︻戦後経営︼︵名︶1
︵略﹀︑中央氣象毫は︵略﹀︑

ぜんこくきしょう﹇全国気象﹈︵名︶1
全國氣象
十ニー73図

向ふ二十四時間の全品氣象の大勢を
豫告す︒

童﹈︵名︶1

ぜんこくしゅうがくじどう︻全国就学児
︵略﹀︑今や全國就學兜
童ハ學齢兇童百分ノ九十七ヲ銀甲︑

十二358図

︵略﹀︒

せんごくそうだつ︻戦国争奪﹈︵名︶1
孟子︵略V︑職國箏奪の世
に在りて︑専ら聖人の道を講ぜり︒

十二969図

︵略V︑島々ヲ始メ︑内地ノ 戦國孚奪

所々へ配布セシカバ︑聞モナク全國
二作ラル・二二レ リ ︒

十7210図我が國は火山國にして︑全
せんごくづみ﹇千石積︼︵名︶1 千石積 ぜんさく 号かとうぜんさく・かとうぜ

621

せんしする一せんせい

戦死ス

﹁二子の君の爲に職死

城遂に階り︑保・義鑑共に職死す︒

十二319植園
せるは家門の轡なり︒

内ーサ︾

せんし・する﹇戦死﹈︵ナ変︶1
ル

聞イテ︑カケツケテ其ノ死ガイニ取

参政の公職に最も適任なる人物を選
出せざるべからず︒

商人ハ軍人ノ職場二立ツ

を子孫に傅ふべし︒﹂

十二537図

ト同ジク︑常二報國壼忠ノ精神ヲ以
テ︑平和ノ職孚二從事スベシ︒

任務

砲兵は大砲を以て遠方より

前進し易し 肉ーカラ彰

敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし

九249図

む︒

セン
せんすいてい︻潜水艇﹈︵名︶2 潜水

艇潜水艇

艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

セン
十一317図 諸子ハ戦艦・︵略︾・潜水

十一3410図 潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

先生

号かんしょせんせい

イツカセンセイガオハナ

これがなければ︑せんせい

︵略V︑センセイモセイト

る所へおちるのだ︒この間先生がお

五474園 ﹁かみなりは高いもののあ

ウタヒマシタ︒

モーシヨニ君ガヨノウタヲ

四95

ヨミニナツテ︑︵略V︒

四94センセイガチヨクゴヲオ

のおっしゃることや︑みんなの
言ふことがわかりません︒

三388

す︒

るいろいろなものを見るので

ゑや︑せんせいの見せてくださ

三384これで本の中のじゃ

デス︒

イヲカケルノハワルイコト

シニナリマシタ︑オヤニシンパ

一51一

のはか

せんせい

せんせい︻先生﹈︵名︶1一 センセイ

名轡を全うせる形名の妻と其の徳を

我若し食物をこなす事な

全身

的トス︒

らるべき︒

フ︒

十761図

十％7國全身二ご百蝕ノ骨アリ︒

︵略V︑ご本ノ足ハ全身ヲ支

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八715図圏

ぜんしん﹇全身﹈︵名︶8

同じうすとやいはん︒

︵略﹀︑職陣の際に良人の

戦陣

東方文明先進の

は重き日本國︒

十一認1図圃

花の名より取れる︵略V︑ せんしん︻先進︼︵名︶1 先進

せんしゅばんよう﹇千種万様︼︵名︶1

十491図

千種外様

正行ハソレヨリ職場二向

十二329國

戦場n▽こ せんじん﹇戦陣﹈︵名︶1

等︑色の名構も亦千種目檬なり︒

實の名より取れる︵略V︑其の他︵略﹀

せんじょう

七14図

七635図
といふ︒

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

又近ごろは職場にも犬を用 十756図

ヲトゲタリ︒

ヒ︑︵略﹀︑一族ノ人々トトモニ戦死

七85図

職場馬出デントセシガ︑︵略V︒

一歳ノ時ニシテ︑ソノ折父トトモニ

正成ノ戦死セシバ正行が十

せんじょう︻戦場﹈︵名︶9

八923 ︵略V︑トウ︿職死サレタト
リスガツテ泣イタ︒

せんしつ﹇船室﹈︵名︶1 船室
十ニー49 サテソレカラ船室ヲ分ツタ
ホパシラ

タリ︑機關ヲスエ タ リ ︑ ︵ 略 V ︒

．リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ
せんしひゃくにじゅうしメートル︵名︶

1 千四百二十四メートル
山とも聾し︑︵略﹀︒高さ千四百二十

十二4010図 最も東なる根子岳は七面
四メートル︑︵略﹀︒

せんしひゃくよ︻千四百余︼︵名︶1

﹃職場に出でん時は髪を

染めんと思ふなり︒

十536図園

血ヲ全身二三リ︑︵略V︒

又力士ノ如キハ常二全身二

身長ノ構造ハ︵略﹀︑一小部

︵略﹀綿花ノ細片四方二

ぜんしんしやす・し︻前進易︼︵形︶1

全身忽チ白シ︒

飛散シテ︑︵略﹀︑機械ノ前二立テバ

十一847図

ルモノナレバ︑︵略V︒

分ノ傷害モ直チニ全身ノ澆薄二四ス

十788図

ク長編セリ︒

力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

十785図

全身ヲ支配ス︒

まして職場にては︑進ま 十768図拶ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑

十﹇m7図我が村には戸数三百︑人

十5310図園

千四百蝕
口千四百蝕あり︒

︵略V︒

ぜんしゅう﹇前週﹈︵名︶1 前週

十669

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

テヰタ學校が落成シテ︑前週ノ土曜

十二343 昨年ノ夏カラ建築ニカ・ッ

あり︑錆を打って鯨に引廻されてゐ

︵略﹀︑將卒と共に職場をかけ

ものは馬である︒
十一147國囹

とひかばねを職場にさらすとも︑名

︵略﹀義軍を起し︑た

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

十854

て職場のやうである︒

るものもある︒あちらこちら入干れ

︵略﹀︑今新に鯨を追ふものも

日ニハ落成式が畢行サレタ︒

選出

さか ひ
泉州堺に一二﹇寺といふ寺

せんしゅうさかい﹇泉州堺﹈︹地名︺1
さかひ

泉州堺
十一716図
あり︒

肉ーセ彰

︵略﹀ ︑ 一 般 選 畢 人 も ︵ 略 V

せんしゅつ・す﹇選出﹈︵サ変︶1
す

十二㎜5図

せんちょう
ぜんせいりよく

622

︵略V︑ 先 生 に 何 か 聞 か れ て も ︑

つ し ゃ つ た で は ないか︒﹂

六703

ぽ

巴に移り︑︵略﹀黒色の鼠を全く追梯

ひしことあり︒

稀に見ることなれども︑︷略V︑食物

此の如く全然移住するは

を追うて其の居を轄ずるは珍しきこ

十二671図

する子供もございました︒
とにあらず︒

答へることが出來ないで︑顔を赤く

したりして︑先生にしかられた子供
碧玉︐

併し今の職箏は昔とちがつ

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功名を立てる標な

九226園

せんそう﹇戦争﹈︵名︶6

六716 度々けっせきしたり︑ちこく
もございました︒
學校でいつも先生にほめら

れ︑友だちにもす か れ た 善 い 子 供 は ︑

六724
︵ 略 ﹀ ︑ り っ ぱ な人になりました︒

其のうちには花々しい職事
歩兵は職箏の主力にして︑

我が村には戸敷三百︑

も押流され候︒

十﹇m7図

人口千四百鯨あり︒全村農業を以て
生計を立つ︒

されば全村頗るゆたかに

して︑皆其の家業を託しめり︒

十一皿5図

船盟

十一鵬5野村會議員も全村一致して
之を選偉し︑︵略V︒

せんたい︻船体︼︵名︶4

︵略﹀︑全睡ノ人が同ジ仕事

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物

十︸99

分業デスル仕事ハ皆全艘ノ

ノ出來バエが良クテ︑︵略V︒

十﹇121

一部分デアルカラ︑︵略﹀︒

せんたく︻洗濯﹈︵名︶一 センタク

一376 オヂイサンハヤマヘシバ
カリニ︑オバアサンバカバヘセ

ンタクニ︒

タクスル せんたくする 角ーシ・ース

︵略V岩の上に乗上げたるせんたく・する﹇洗濯﹈︵サ変︶2 セン

ル贈

十684図

帆前船あり︒野壷二つにくだけて︑

る︒

寒風身を切る様な冬の日で

長き航海を終へて蹴り來れ

船長

三十七年ノ四月第二軍士ツイ

な事です︒

十643

船長は︵略﹀︑又その話を

船長はかくいひ終へて︑

甲板に立ってるた船長を始

がら︑海を恐れる人の多いのは残念

︵略V︑﹁︵略﹀︒ 日本は海國でありな

七874國

つ貸けたり︒

七845図

をなしたり︒

る明治丸の船長は︑︵略﹀︑航海の話

七804図

船ヲ組立テルニハ︑船墓ノ せんちょう﹇船長一︵名︶5

テ職地へ向ツタガ︑︵略V︒

八847

戦地

も︑氷の下の水をくんでせんたくす

十一m2

ドナタデスカ︒L

二393圏
キモノヲヌツタリセン
タクシタリシテクダサルノハ︑

一半ははや大波にさらはれたり︒

生残れる水夫は破れたる船
艦にすがり︑︵略︶︒

十685図

船膿ノ材料ガホ孤島フト︑

仙壷

せんち︻戦地﹈︵名︶1

︵略V︑カナリヤ島に着し︑

九25図即吟
十ニー35

せんだい︻船台﹈︵名︶1

ゼンタイ
﹇▽かざんぜんたい・こっかぜん

海草ノ形ハ︵略V︒︵略﹀︑ゼ

︵略V大空ヨリ箱根山ヲ見
シタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

下サバ︑全膣ノ形ノスリバチヲ倒ニ

九413図

ツテヰルノモアル︒

ンタイが細カニ分レテ︑枝ノ様ニナ

七758

たい・ちゅうごくちほうぜんたい

全膿

ぜんたい﹃全体一︵名︶4

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑︵略V︒

バンギ

船由量

せんだい﹇仙台︼︹地名︺1

こ﹂にて船睡に修繕を加へ︑︵略V︒

十二777國

組立二取りカ︑ル︒

歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輔重 十皇土33

任務には輕重の別あることなし︒

兵は何れも職箏に必要にして︑其の

九256図

其の数最も多し︒

九246図

もあるだらう︒

六727 學校で先生にしかられ︑友だ 九234園
ち に も き ら は れ た悪い子供は︑︵略﹀︒

講義ヲツ寸ケタレバ︑弟子ドモハ︑

七246圏 保己一ハソレトモ知ラズ︑
﹁先生︑少シオ待 チ 下 サ イ マ セ ︒

ぜんせいりよく﹇全勢力︼︵名︶1 全
勢力

將卒と共に戦場をかけめぐって︑勇

ならぬもので︑兵器・糧食を運送し︑

其の上職箏には必ず無くては

る海軍の幾んど全勢力を畢げて組織

十二49図 露國が︵略V︑本國に於け 十853
せ る 太 平 洋 第 二 ・第三艦隊は︑︵略﹀︒

士に軍功を立てさせるものは馬であ

商人ハ軍人ノ戦場二立ツ
テ︑平和ノ職箏二慰事スベシ︒

ぜんそくりょく﹇全速力﹈︵名︶1

アラビヤ人は︵略V馬に全

全

ト同ジク︑常二報國壷忠ノ精神ヲ以

十二538図

︵略V︑全世界ノ人ハ図引 る︒

ぜんせかい﹇全世界﹈︵名︶2 全世界
十二5010図

故二商人ハ常二全世界二

ガ商費ノ花客ナリ ︒
十二514眉︒凶

於ケル物慣ノ高低二注意シ︑需要供
給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

速力

た︒

速力を出させて︑雲を霞と逃げのび

十二549図 大連より南山・得利寺・ 十一485

せんせき﹇戦跡﹈︵名︶1 戦蹟
大 石 堅 磐 の 戦 蹟 を経て︑︵略﹀︒

ぜんぜん︻全然﹈︵副︶2 全然

十二662図 全然移住せし例は︵略﹀ ぜんそん﹇全村﹈︵名︶4 全村
よ うつ
九7410圓團 全村百上戸の中二三十戸
灰色の鼠の一群大罪して︑︵略V欧羅

623
せんもんか
ぜんちょう

め︑三十五人の若 者 は ︵ 略 ﹀ ︒

うろうせんどう

︵略﹀︑センドウが舟ヲヤ

全島

全島の住民は約三百鯨
戦闘旗

﹁皇國︻の興慶此の一戦に

全島第一

ヨシカゲ

︵略﹀︒麗尼ノ兄義景コレラ見テ︑
︵略﹀︒

せんにひゃくねん︻千二百年一︵名︶1
クワウギヨク

ぺう

︵略﹀︑家光の廟あり︑建築

いへみつ

ニハリツケ︑全部バリ終ヘタル時︑

馬も︵略﹀︒死んだ後で︑身

之ヲ郵便局二差出シテ︑︵略V︒

十852

艦の全部にすたりのないことも牛と

同じである︒

今や西部縦貫開道も全

千

部開通致業事とて︑交通の利便いよ

十一369國團

く開け︑︵略﹀︒

せんべい嘱しおせんべい

十一383三国

一を占め居候︒

前方

米田は全平地の二分の

ぜんぽう﹁前方﹈︵名︶1

騎兵は︵略V︑多くは友軍

かのせんぼん・ひとめせんぼん

兵士等は︵略V︑﹁將軍の

せんまんにん﹇千万人︼︵名︶1

カウチ

﹁一度占領シタ此ノ高地︑

前面

熱海は伊豆の東岸にあり︒

明け行くまΣに見渡せ

開き︑鳥さへづり︑︵略V︒

せんもんか﹇専門家﹈︵名︶1

専門家

ば︑前面の一罪草木青々として︑花

十二794図

暖に夏涼し︒

前面は海に臨み︑後は山を負ひ︑冬

十744図

ぜんめん﹇前面︼︵名︶2

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒

八876圏

スル 余ースル彰

ぜんめつ・する︻全滅﹈︵サ変︶1 全滅

命は我々千萬人の命よりも貴い︒

十一574園

千萬人

おくのせんぼん・くちのせんぼん・な

せんぼん n▽おくのせんぼん・くちなか

の前方に出でて敵状をさぐる︒

九248図

全平地

六197横溢ノ千分ノ﹁ヲ匁︑︵略﹀︒

分ノ一

今ヨリ千二百年ノ昔︑皇極 せんぶんのいち門千分二︵名︶1

千二百鯨年

先年
︵略﹀︑先年大風雨の爲︑

を見ること能はず︒

せんぱく﹇船舶一︵名︶1

大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ

先般

先般御手紙にて御近況
を承知致し︑御なつかしく存候︒

十一955圓團

せんぱん﹇先般︼︵名︶1

大泊は樺太島の入口と せんばん弓ざんねんせんばん

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

九186図

船舶

瀧口の一角崩れ落ち︑今は其の奇勝

十﹁765図

せんねん﹇先年﹈︵名︶1

古堂ノ中ニハ當時ノ佛像今尚存ス︒

十982図 ︵略﹀︑千二百餓年ヲ経タル ぜんへいち﹇全平地﹈︵名︶1

1

せんにひゃくよねん﹇千二百余年︼︵名︶

天皇ノ御代︑︵略V︒．

八497図

大工が家ヲタテルノモ︑左官 千ご百年

萬と藩候︒

十一404國團

ぜんとう﹇全島一︵名︶1

スルノデス︒

コグノモ︑農夫ガ︵略﹀モ︑毒手デ

ガカベヲヌルノモ︑センドウが船ヲ

七261

ルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

十646 船長の落ちついた力のこもつ 三311
た直読に︑船ははや方向を轄じて︑
北へ向って走る︒

九146図 利根川ハ日本東部ノ大川ニ

ぜんちょう﹇全長回︵名︶1 全長

善通寺

シ テ ︑ 全 長 凡 ソ 七 十三里︑︵略﹀︒

ぜんつうじ﹁善通寺﹈︹地名︺1

九25図 善通寺
おうじん

せんと﹇遷都﹈︵名︶1 遷都

るは︵略﹀︒

と共に我が旗艦三笠にか﹂げられた

あり︒ ︵略﹀︒﹂との信號旗が職闘旗

十二59國

十﹁51図 ︵略﹀︑慮神天皇の頃より せんとうき﹇戦闘旗︼︵名︶1
奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

な ら

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた
り︒

せんとう﹇先頭﹈︵名︶3 先頭
笠以下六隻の主戦艦隊を率みて︑上

十二61図 ︵略V︑東郷司令長官は三 ぜんとうだいいち︻全島第二︵名︶1
十︻971國團

おほとまり

村艦隊と共に先頭にある敵の主力に
穿り︑︵略V︒

先頭部隊

も申すべく︑全島第﹁の良港に候︒

は先頭に進める一部に過ぎず︑列後

九952図

全部啄まんし

の善美を壷せる亦相似たり︒

ゆうぜんぶ

貯金毫紙トイフモノヲ買ヒ

中佐ハ︵略V︑タマ一人前ぜんぶ﹇全部﹈︵名︶3
マナク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野
﹁残念ナリ︑今一度︒﹂ト︑

九772図
七907図

騨尼﹇▽まっし

中佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒
たぜんに

ぜんに﹇禅尼一︵名︶1
ホウデウトキヨリ

八165図北條訂正ノ母松下輝尼︑

オキテ︑︵略﹀郵便切手ヲ買ヒテ壷紙

ノスガタナシ︒

七904図

船内

敵の先頭部隊は直ちに砲 ぜんび﹇善美﹈︵名︶1 善美

うゑ
十二697図 しかも僅かに飢をしのぐ せんとうぶたい門先頭部隊﹈︵名︶1

十二64図

火を開始せしが︑︵略V︒

に在るものは︵略 V ︒

る 號 砲 に ︑ 人 々 喜 びて︑︵略﹀︒

﹁此の方面の職圃に

せんない︻船内﹈︵名︶2

十二792図 ︵略V︑先頭の一艦が獲せ

十399図豊野

せんとう﹇戦闘﹈︵名︶2 戦闘
二子を失ひ給ひつる 閣下の心如何
にぞ︒﹄と︒

十一一93図 敵の司令長官ロジェスト

ウェンスキi中野は昨日の職闘に傷
を負ひ︑︵略﹀︒

せんどう﹇船頭﹈︵名︶2 センドウ

十928圏團 仰の如く本村にも耕地整
理の必要これあり ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 此 の 際 其

の道の專門家の講話を承るは︑大い
に参考に相成るべしと存候︒

八876園

カウチ
コ度占領シタ此ノ高地︑
︵略V︑セツカク占領シタ陣

全滅スルトモ敵ノ手口ワタスナ︒

八902園
全力

地ヲ取返サレテ残念千萬ダ︒﹂

ぜんりょく︻全力﹈︵名︶1

十一726図園

愚僧も所用ありて京

へ上り︑一二年在京せんもはかり難
し︒﹂といへば︑霊工﹁そはいと名獲
をしき事なり︒
︵略V︑﹁我が豊がかん

給へるか︒﹂と問ふ︒﹁そは昨夜のぞ

と思ひ構へしことを如何にして知り

十一744図圏

海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

七795國圃 小さきありもいそしめ 十二51図 我が海軍は初より敵を近

せんり︻千里﹈︵名︶2 千里

ぱ︑塔をもきづき︑つばめさへ千

保己一ハ笑ヒテ︑﹁サテ

ぞ﹇▽なんぞ

き見て知りたり︒﹂といへば︑︵略﹀︒

ゾ

鮮海挾に集中せしが︑︵略V︒

七252図

ぞ︵係助︶2一

里の波を渡るなり ︒

戦列

く︑目アキトイフモノハ不自由ナ

︵略﹀︑はげしく敵を砲撃

ノダ︒﹂トイヒタリトゾ︒

八79図今日のこの日に年來ののぞ

せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く
前路

﹁︿略Vツクロヒテ用フルト

みを達したるは何等の幸そや︒

八185図

キハ︑シバラクハ用ヲナスベキコト

れ去らんとせり︒我は急に其の前路

十二73図敵は︵略V路を攣へて逃

ぜんろ﹃前路﹈︵名︶1

も職列を離る﹂ものあり︒

十二66︹図

︵略﹀︑千里寄せくる海 せんれつ﹇戦列﹈︵名︶1

の氣を吸ひてわらべとふりにけり︒

十︻219國圃

せんりひりん﹇千里比隣︼︵名︶2千
里比隣

十二502図圃 千里比隣の今の世は
有無互に相通じ︑世界各国皆市場︒

ヲ︑若キ者二知ラセントテカクスル

十二507図 東西ノ交通盛ニシテ千里

をさへぎりて攻撃せしかば︑敵の諸

むさし
﹁そは武芸の齋藤別當にはあ

二子を失ひ給ひつる

にぞ︒﹄と︒

閣下の心如何

れぞ武門の面目︒﹄と︑大歯答力あ

十404図書圏
﹃二人の我が子それ
ぐに︑死所を得たるを喜べり︒こ

り︒

十714﹇図 数目の後︑水夫は︵略V︑

人はいさ心も知らず︑故

各我が家に蹄りたりとそ︒

︵略V︑其の後は一度も院

なき数にいる名をぞと

一のへらじと一のねて思へ

里は 花ぞ昔の香ににほひける︒

十997図圃

ばあつさ弓

十一37國圃

玄むる︒

の門外へは出でざりきとそ︒

十一464図

孔明︑︵略﹀︑涙ヲフルツ

テ之ヲ斬り︑又自ラ責ヲ引イテ位三

十一鵬10図

學問を修むるにも︑事業

等ヲ下セリトゾ︒

十二368國

嘉明後此の事を聞きて大

將來本校二挺ブ者ノ幸福

の目的は達し得らるべき︒

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

滋賀唐崎の一つ松︑夜の 十二45図

がからさき

雨にぞ名を得たる︒
ひぐらし

此の門一に日暮門の名ある

如何ゾヤ︒

︵略V︑父の爲時は常に其の 十二385図

いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに
﹁汝の男と生れざりし

頭をなでて︑

府は三つ︑縣は四十三︒

古

廉頗之を聞きて︑︵略﹀︑

我が大日本帝國の

おきなは

無この親交を結べりとそ︒

相如の門に至りて罪を謝し︑つひに

十二398國

至れりとそ︒
︵略﹀清少納言は︑つと立ち

﹁此の方面の戦圃に

き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

︵略﹀︑くつれ残れる民屋 十二478図團
十401図圃圏

ユ︑今ぞ相見る二將軍・︒

十389図圏

一入なりきとそ︒

てみすをまき上げたり︒皇后の御感

十172ロコ凶

が口をし︒﹂といひたりとそ︒

十162図

の意なりとそ︒

は︑日暮るるまで見れどもあかずと

九946國

八612図圃

し

ナリ︒﹂ト答ヘタリトゾ︒

艦皆多大の損害を受け︑︵略V︒

六百九メートル

千

比隣ノ如キ今日二於テハ商業ハ世界

明治 二 十 七 八 年 及 び 三 十 七

十二412図

そ

は高さ千六百九メートルあり︒

︵略V︑其の西にある高岳

せんろっぴやくくメートル︵名︶1

ヲ相手ノ商業トナ レ リ ︒

八48ロロ凶

せんりひん﹇戦利品︼︵名︶1 戦利品
八 年 戦 役 の 職 利 品 たる大砲︑︵略﹀︒

十25図近江一重の川流はほとんど

せんりゅう︻川流﹈︵名︶1 川流
全く此の湖水に入 り ︑ ︵ 略 V ︒

ぜんりょう︻善良﹈︵形状︶1 善良

らずや︒

きて︑

何者にてか候ふらん︒L義仲之を聞

老人かと見れば︑髪つやくと黒し︒

十525図書若者かと思へば︑︵略﹀︒

そ﹇其﹈︵代名︶3

十二465図 ︵略V︑善良なる耕作用の
占領

牛馬︑強健なる軍 用 の 馬 匹 ︑ ︵ 略 V ︒

せんりょう・す﹇占領︼︵サ変︶1
︽ーシ︾

十二992國 ︵略V︑汽車・汽船等の中

す

公ーシ彫

占

に て 我 猫 り 良 き 場 虞を占領し︑︿略﹀︒

領スル

せんりょう・する﹇占領﹈︵サ変︶2

そ

ぞ
せんり

624

625
そう

ぞ

こ

こう

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二m8図 されば朕は汝等を股肱と
の親は特に深かる べ き ︒

ぞ︵終助︶26 ゾ ぞ

つた︒

﹁︵略﹀︑母は如何にも残

るぞ︒

十二皿8図

禮儀を守る心得を飲ける

まさをはふしぎさうに︑

サヘヅツテヰマス︒

三364

﹁どうしてもう光らない

九209國国

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ

手

僧

熊王︵略Vもとどりを切
放ち︑さて往生院に入りて檜となり︑

十一4510図
︵略V︒

そう﹇層﹈﹇▽せきたんそう・にそう・ろ

そう﹇総︼拝しきちそうつぼすう
そう﹇相﹈︵形状︶29

サウ

さう母か

五177

︵略﹀大ぜいの神さまがたは

鳥はだのしさうに時々來て︑

魚はうれしさうにういたりし

︵略V︑人がいそがしさうにあ

鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ

るいてるました︒

五125

づんだりして︑およいでゐました︒

五105

羽をひたしました︒

五104

なりました︒

．少しばかり戸をあけて︑おのぞきに

あまりおもしろさうなので︑大神は

手をたたいて︑お笑ひになりました︒

五33

なかなかむつかしさうです︒

四781 いくら弓の名人でも︑こ
れを一矢でいおとすことは︑

した︒

つたので︑いそいで山を下りま

︵略V雨がふりさうにな

のでせ

念に思ひ候︒何の爲にいくさには御

と問へば︑

わいそう

五726圏

ソノ中ニケモノが勝チサウニ

シバラクタツト︑ケモノが負

ケレドモコノ足ハ細クテ︑

ニツキマシタ︒

ケサウニナツタノデ︑︵略﹀︑鳥ノ方

五542

カタニナリマシタ︒

ナツタノヲ見テ︑︵略﹀︑ケモノノミ

五534

木ノタメニ陣立クナイサウデス︒

ケサハ︵略Vモ︑スズメノ
デモ上ルコトガアルサウデス︒
ナクコエモ︑ ウレシサウニキ
五335 ︵略V︑ソンナニツムト︑茶ノ
ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子

ヒバリガオモシロサウニ

アリマセン

コハサウナ目ヲシテ︑

オモシロサウニアソンデヰ

三175

カ︒﹂

ニランデヰルデハ

二435囹

マス︒

モ︑

二293

コエマス︒

二29一

四82

う︒﹂といひますと︑︵略V︒

かく申すは︵略﹀︑

て

﹁唯一人ふみ止って戦ひ そう︻僧︼︵名︶1

くじゅそう・れんげそう

﹁負けたら村の名折になる そう﹇草﹈母いっそう・つきみそう・ふ

て之を義士の墓側に葬れりといふ︒

暮して終る︒時の人其の志を肚とし

を地下に謝すべし︒﹂と︑刀を抜き切

十二882図喜劔︵略V︑﹁我當に萬罪

そう﹇壮﹈︵名︶1

かしこくも天皇陛下は自ら そい穿つきそいにん

と諭し給ふ︒

みつもり

壮

出でなされ候ぞ︒

三272圃 ばかばか︑ぽかぽか︑走れ 九244図
大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

へ︒﹂

﹁何者ぞ︒﹂

正儀の臣兵庫介忠元あ そう﹃艘﹈ういっそう・ごろくそう

ひやうこのすけただもと

御代に返すは誰が任ぞ︒

十8910図團
元の

やしみて︑

十﹁432乞食

正儀驚きて︑﹁如何に
出征兵士の弟ぞ︑我は︒
住持は驚きて︑﹁東國へ

︵略﹀﹁陸﹂﹁陸﹂﹁陸﹂
﹁何塵ぞ︒﹂﹁すぐ

十二m7図朕は汝等軍人の大元帥な

其虚に︒﹂︵略﹀︒

と呼ぶものあり︒

十二791図圏

れしは何故ぞ︒﹂と問へば︑︵略V︒

行き給ふと聞きしに︑再び蹄り來ら

十一749図園

十一603図圃

したるぞ︒﹂と問へば︑︵略﹀︒

十一455図囹

︵略V︒

︵略Vやみの天地をまた くしちそう

塚太郎光盛なり︒よき敵ぞ︑組み給

つかの

十505図囹

給ふは誰ぞ︒名乗り給へや︒

十503図囹

ぞ︒﹂

九836囹

如何なりしそ︒

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

たがひに心もとなく思ひ合

よ︑小馬︒けれどもいそいで つ

とさしづをしたが︑

︵ 略﹀︑いつはりいはぬが

九497國

すべ給ふ︒

﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬ

まつくまいそ︒
五272園
す人はその方にき ま っ た ぞ ︒ ﹂

﹁進めく︒﹂

五807 よしっねはこ﹂ぞと思って︑

︵略V︒

六841﹇図團

子供らの 學びのはじめぞ︑つ﹂し
めよ︑いましめよ ︒

﹁葉書や切手や印紙ナドハ

ゾ ︒ ﹂ ト オ ホ セ 出 サレタリ︒

七84図園 フカク汝ヲタノミ上蓋フ
七496園
皆 僕 等 ノ 仲 間 ダ ゾ ︒﹂

﹁杉野ハ今黙火ヲ終ヘタ

孟春アヤシミテ﹁何故

ル ゾ ︒ 総 員 ボ ー ト へ︒﹂

七898図囹

八528図郭

ゾ﹂ト間ヘバ︑﹁御前近ウシテ︒﹂ト
答フ︒

九25図囹 尊は﹁何故にかくは泣き
かなしむぞ︒﹂と問 は せ 給 へ ば ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

な
九1010図圃 春風渡る廣野は 汝がた
のしき庭ぞ︒

九119図國 緑色そふ林は 汝が樂し
き庭ぞ︒

と言葉鋭くしか

九196園 兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
は帝國の恥だぞ︒ ﹂

そうおうす
そう

626

イカニモ弱サウニ見エル︒
︵略﹀︑ 稻 が よ く じ ゅ く し て ︑

重さうにほをたれてゐます︒

六151

六766 羽織・はかまの主人は一同に
向って︑うれしさ う に ︑ ﹁ ど う も 御 苦
螢︑御苦螢︒﹂と あ い さ つ し ま し た ︒

七178国 西洋西瓜には色々あるさう
でございますが︑︵略﹀︒

サウ

さう←vそれ

に︑バイオリンと紳士の手つきを打
ちまもって居た︒

そう﹇然一︵副︶8
はそうと

八まんさまのまへのはしです

四67囹次郎﹁それでは今くるま
のとほつてみる長いはしが︑

太郎﹁くるまにのってゐ

ね︒﹂太郎﹁さうです︒

四77圏
る人を入れると︑六人でせう︒﹂

七197囹 あなたと私は親類ださうで
ございますから︑どうかこれからお
次郎﹁ああ︑さうです︑さうです︒﹂

春にほふ

︵略V︑﹁そんなら私がはかつ

さうして象の重みで船の水に

それから象をおろして︑その

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

ぞう﹇蔵﹈うむじんそう

へ︒﹂

中佐ハシヅカニ︑﹁杉野

ハ今鮎火ヲ終ヘタルゾ︒縫員ボート

七898図圏

総員

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七742

代りに石をたくさんつみました︒

六216

つかった所にしるしを附けました︒

六212

にのらせました︒

て見ませう︒﹂といって︑まつ象を船

六211

錦

︵略﹀︑之に架したる橋は何れも肚大

柳櫻の

にして︑市の美観を添ふ︒

十二櫨7図團

象

を稼・へて︑野も山も︒

昔ある國で大きな象の目方を

ぞう﹇象回︵名︶5

七473圏︺︵略﹀︑日本紙ハ﹁︵略V︑コ

ノタクサンノ障子ハ皆僕ラノ仲間デ
ハツテアルデハナイカ︒コ・ニアル
ソフ沿ふ︽ーヒ贈

扇モウチハモヤハリサウダ︒﹂

そ・う︻沿﹈︵四︶3

添

はからうとしたが︑︵略﹀︒

︵略V︑初瀬川ニソヒテ爪先 六204

上りニ行ケバ︑初瀬町二軍ル︒

十9810國

コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂

更に川に沿ひて上れば︑

路ヲ上ルコト一里鯨ニシテ︑︵略﹀︒

十m5ロコ凶

十︻771図

第二の瀧あり︒

うっきそう

﹁ああ︑さうです︑さうで そ・う﹇添一︵四︶1 そふ 飛ーフ︾

お︑ふ

緑色そふ林は 汝が聞し
そふ

︽ーフ・ーフル・一へ・1ヘヨ︾﹇▽か

きそう

ふ

そ・う﹇添一︵下二︶6

き庭ぞ︒

三郎﹁︵略V︑モツトタクサ 九119図園

こといふのはかひこのこと

り︑學びの光を身にそへよ︑身につ

︵略﹀︑昔を考へ︑今を知 そういん﹇総員﹈︵名︶1

けよ︒

六845図上

と︑たくさんの子どもをもらって︑

其の他森林は︵略V︑神社・

ず︑︵略﹀︑﹁︿略V︑子を出すやうに︒﹂

で︑︵略﹀︒すがるはさうとは心づか

五372

ツテワルイノデス︒

母﹁サウードニノンデハ︑カヘ

ンノンダラ︑早クナホリマセゥ︒﹂

四694圏

す︒﹂

四77園

心安く願ひます︒ L

白い雀が實際居るのか︒﹂と︑

ふしぎさうな顔附をして︑農夫は問

八213

返しました︒

八215囹 友だちは答へて︑﹁居るさ
うだ︒

八341 何時も丈夫さうな老人であっ
︵ 略 ﹀ ︑もう本町通へ抜けて︑角

たが︑去年の暮に死んでしまった︒
八421

むね

︵略﹀にいさんが臨っての話

の呉服屋が焼けてみるのださうだ︒
八436

十109図

そううん﹇▽ほうじょうそううん

つれて來ました︒

佛閣又は名勝の地に一種の風景を添

に︑︵略﹀︑二棟の土藏の中︑一棟は

もしおなかでもいたいの

ふる等︑其の効用あげて数ふべから

六614圃園

か︑ おとし物でもしたのか︒﹂と︑

︵略V大鬼蓮ハ︵略V︑其ノ上

オニ バ ス

とうく焼けおちたさうだ︒
十56

ぞうえい﹇造営﹈︵名︶1 造螢
トウセウ
十612國 ︵略﹀︑江戸城及ビ日光東照

テームスとセーヌとは

ず︒

相鷹す

之に相懸する品格を備へざるべから

る口絵を負ふものは︑國民としても

此の闇に︵略V︑又か貸 十二977図 ︵略﹀︑世界強國の國民た

︽ースル︾

そうおう・す﹇相応︼︵サ変︶1

宮等ノ造螢二用ヒタル銅ハ︑︵略﹀︒

ず︒

十二596國

に驚くべし︒

り火に薪を添ふるなど︑其の手練實

十一808図

布セシカバ︑︵略﹀︒

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

︵略V︒涙をふいて女の子︑﹁い﹂え︑

はじめて

十338國

三二四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ

﹁あなたと私は冒そう似て

さうではありません︒

承りました︒

藤﹁さうでございますか︑

はすべて私どもの親類です︒︵略﹀︒﹂

小豆・さ＼げ・そら豆︒なた豆など

みるではありませんか︒︵略﹀︒大豆・

七215園

出來ルサウデアル︒
︵略﹀︑馬はさもうれしさう

に︑口でおもちゃをさ＼げて︑其の

十一511

はち

子供をあやしてみた︒

十二204 蝶や蜂は花から花へいそが
老入は︑︵略﹀不思議さう

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒
十二832
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そうして
そうが

︵略︶魚腹に葬らる＼も

そうが﹇爪牙﹈︵名︶1 爪牙
十二702國

の︑野獣の爪牙にさかれて食はる＼
もの︑其の数を知 ら ず ︒

そうかい﹇壮快﹈︵形状︶1 肚快

太古人口少く︑︵略﹀︒入

ト日一日ヨリ急ナリ︒

十二436図

増加ス

そうかん・す﹇総管︼︵サ変︶1
貞ーシ専

直管す

︵略﹀︑之肝要シタ経費ハ繰

総計

置きて滞洲全部を総幽し︑︵略﹀︒

しん
十．二556図 清國政府はこ＼に総督を

建確乎
即ければ︑︵略﹀︒

十二654︹図

ホバシラ

と︒翌日壮士十二人︑勝商を園みて

速に降るべし︒﹄と告げよ︒︵略﹀︒﹂

城門に到る︒

掃除号ふきそ

街路は掃除最もよく行き

そうじ︻掃除︼︵名︶2

うじ

とゴきて︑︵略﹀︒

十二619図

凡そ家内の掃除は座敷・

居間・墓所のみならず︑便所の隅よ

十二895図

さうして

り下駄箱の奥までも注意せざるべか

らず︒

サウシテ

そうし凍えぞうしゃ

サウシテソノ犬ヲツレテ

︵略V︑まつ象を船にのらせま

それから象をおろして︑その

つかった所にしるしを附けました︒

した︒さうして象の重みで船の水に

六212

ミマシタガ︑︵略V︒

イツテ︑ハタケノスミヲボツテ

タ︒

二53一 トナリノワルイオヂイサ
ンバ︵略V︑犬ヲカリニキマシ

サテソレカラ船室ヲ分ツタ そうして︵接︶5

そうご﹇倉庫︼︵名︶1

タリ︑︵略﹀︒

︵略V︑果實・草根を始め︑

即す所なし︒

ぞうさく﹇造作一︵名︶1

造作

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど

十二696図

そうごん﹃草根一︵名︶1

草根

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ

十三ー410

倉庫

猫逸帝國は創建以來年尚

そうけんいらい﹇創建以来︼︵名︶1創

計何萬何千圓︑︵略V︒

十二349

そうけい︻総計﹈︵名︶1

繭の取入高は年々檜鳴し

口やうやく仕納し︑︵略﹀︒

まゆ
十二4410図
て︵略﹀︒

︵略﹀︑首府の人口も年々

余ーシ彰

︵略﹀︑外外中には炭酸瓦斯

就學見童ノ数が年々檜加
肚観

けごんのたき

此の湖の落口は華踏査とな

そうかん︻壮観︼︵名︶3

シ︑︵略﹀︒

十二351

が段々に檜塾し︑︵略︶︒

十二214

ル 増加する

ぞうか・する︻増加﹈︵サ変︶2

著しく檜劃する勢なれば︑︵略﹀︒

十二601図

を槍加することを得ん︒

十一995國團 ︵略V︑棘の群をなして 十二464図栽培法の如きも︑︵略﹀︑
たも
能く學理を慮用せば︑一層其の牧穫
海岸近く寄來る時は︵略V︑ 撚網に
てすくひ取るを得る程にて︑實に肚
快なるものに御座 候 ︒
増加ス

余ーシ・ース・ースル・ーセ︾

ぞうか・す﹇増加﹈︵ サ 変 ︶ 1 2
増加す

八955図 戸口もまた年々に五加す︒
︵略﹀︑此ノ業ヲ螢ムモノモ

︵略﹀︑産出高モ著シク檜加

亦 追 々 二 檜 加 シ ︑ ︵略V︒

十441口口早

十618図

シ︑コ・二始メテ世界有数ノ大銅山
トナレリ︒

九962図

る︒直下七十丈︑肚観名状すべから

十﹇76図 氣候の暖なる間絶えず之
を産出するを以て︑一群の数は次第

ず︒

六218
リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橿ヲ附ケ

うして前にしるしを附けておいた所

代りに石をたくさんつみました︒さ

ホバシラ

淺ければ︑首府の批観の未だ英君二

タリ︑機關ヲスエタリ︑地貫ノー造作

怠学帝國は創建以生年尚 十ニー5一 サテソレカラ船室ヲ分ツタ
國に及ばざるものあるは︵略﹀︒

時としては幾千萬とも敷

まで船が水につかった時に︑その石

十二695庫q凶

ヲシタリシテ︑︵略V︒

十二655図

に檜黙す︒

ては︑次第に其の群の敷を檜噂する

十一81図 故に飼養者の注意により
ことを夕べし︒

十﹇382國團 其の外金・材木・塩等

﹁居るさうだ︒さうしてそ

ご月頃種ヲ蒔イテ︑六月頃刈

細カクキザンデ︑︵略﹀︒

取ルノデス︒サウシテ其ノ董ト葉ヲ

八655

よくなるといふが︑︵略﹀︒

れをつかまへると︑大へんに仕合が

八215園

をおろして︑︵略V︒

造作ナ

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

イ

インチ
︵略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板デ

ぞうさな・い﹇造作無︼︵形︶1

も年々其の産額を檜冷する模様に御

ぎるに︑遠く之を望めば︑あたかも

ル︒

壮士

モ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切断ス

飛ーク︾

座候︒

畳畳ー32
することあり︒

するしやう

﹁明日城門に行きて︑﹃援軍來らず︑

十二299図勝頼︑勝商に向ひていふ︑

最も壮観なるは華嚴にしそうし﹇壮士﹈︵名︶1

そうかん︻壮観﹈︵形状︶1

すだれをかく︒

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶の

十一7510図

肚観

洋々たる江流を見るが如き肚観を呈
︵略V學校の経費を議す

るに當り︑村會にては其の豫算の不

十一田9図

足なるべきをうれへて︑之を檜上せ
んとせしに︑︵略﹀︒
随ツテ墨・齢白兄立里ノ数ハ年

々檜加シテ︑學校ノ増設ヲ要スルコ

十二361図

そうとくかんてい
ぞうしゃ
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ぞうしゃ﹇▽どうとうぞうしゃ

々檜水︑二十八日置終日大暴風雨に

総激うのり

て︑︵略﹀︒

くみそうすう

蜜蜂は︵略V︑一群の穗
増設

曲説ツテ慰†瞥見血黒ノ動Mハ年

四十七士の事蹟は見童・

ふとう
市街建築物及び埠頭等頗
テームスとセーヌとは

佛國の長き歴史を飾れる

凱旋門は有名なるナポレ

﹁︵略V︑毎日運動するが

早朝

翌日書工の早朝に起出で

相互畏みぶ

圖や豊は別に堅い木に彫り︑

十一933︹図

所に入れる︒

物の償は︵略V︑常に其

寓眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

十199

んそうとう・みぶんふそうとう

そうとう︻相当﹈︵名︶2

なり︒

て霊がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一733図

そうちょう﹇早朝一︵名︶1

り︒﹂

故に︑馨者にも相談する必要なきな

九5910図囹

する必要なきなり︒﹂

毎日運動するが故に︑馨者にも相談

九599図國 ﹁我は写本にも相談せず︑

肉ースル・ーセ︾

そうだん・す﹇相談﹈︵サ変︶2 相談す

︵略V毫濁爲画帖 そうだん母こそうだん

でふ

一別以三戸攣りもこれ ︵略﹀

無く候や︒︵略V︒

十﹁4010國国

一部郵便にて差出候闇︑御覧下され
度候︒草々︒

十二651図

ゆるのみならず︑︵略﹀︒

肚大なる建築の数々高く中空にそび

十二609図

にして︑市の美観を添ふ︒

︵略V︑之に架したる橋は何れも粗大

十一一596國

る規模の肚大なるを見る︒

十二546國

る能はざる程に御座候︒

め建築物の壮大なる︑内地にても見

そうだい﹇壮大一︵形状︶5 肚大
てい
十﹇365圓團 ︷略﹀︑総督官邸をはじ

諸勢も之を知らざるはなく︑︵略V︒

十二861図

地球上に住む人類は総数十 そうそつ﹇走卒﹈︵名︶1 走卒

そうすう﹇総数︼︵名︶2

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

1鼎呂

ト日一日ヨリ急ナリ︒

ぞうせんじょ﹇造船所一︵名︶2

造船所

々増加シテ︑學校ノ檜設ヲ要スルコ

十二％

ぞうせつ︻増設﹈︵名︶1

轍数萬に及ぶものあり︒

十一56図

六億ありて︑︵略V︒

八834図

公ースル︾

増殖

何の用にか立たん ︒

十二価1図 心誠ならざれば︑如何な

そうしょく﹇装飾︼︵名︶1 装飾

ス

︵略﹀︑海外貿易ノ獲展ヲ

ぞうしょく・す﹇増殖﹈︵サ変︶1
十二536図

増進す

圖リ︑大イニ國富ヲ檜殖スルハ商人
ノ國家二封スル義務ナリ︒

そうしん︻送信﹈︵名︶1 邊信
八48図 甲信
ぞうしん・す﹁増進﹈︵サ変︶1
飛ーセゼ
クレ

十一一153
我が國ノ造船所デ︑最モ
シヤウ
規模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中
カ

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア
又私設デハ三菱・川崎等ノ

造船ノ話

そうとくふ

そうとく﹇総督﹈︵名︶1

當毫北市街の如きは︑

大なる︑内地にても見る能はざる程

てい
︵略﹀︑総督官邸をはじめ建築物の肚

十﹁365塵国

そうとくかんてい︻総督官邸︼︵名︶1
てい
総督官邸

置きて満洲全部を総管し︑︵略﹀︒

しん
十二556國 清國政府はこ﹂に縫督を

総督母とう

の物を製造する費用と二塁の利盆と

造船ノ話

どやま

傾きあるものなり︒

オンの計書に成れるものにて︑肚大

第三課

余ーセ彰
ほくろく

十二495図幅

増大す

十二目4

︵略﹀小杉事務官も御臨席の

達紙の外部に表はさんとするものは

︵略﹀獲信人居所氏名を逡

署名紙

福井・石川・富山
羽二重織の輸出品︒

大せしは北陸の
なる

近年ぞみに産額の 檜

ぞうだい・す﹇増大一︵サ変︶1

を併せたる金額に等しからんとする
草々

連日の大雨に候へば︑

そうだつ母せんごくそうだつ

そうたつ号でんぼうそうたつ

去月ご十五日御差出の縞

︵感︶4

なること世界第一と構せらる︒

草々︒
︵略︶︒

十918魑團

はずに御座候︒草々︒

八48図図

拝啓︑來る八日︷略V︒ そうたつし﹃送達紙﹈︵名︶1

︵略﹀︒︵略V︒取りあへず御見舞まで︒

九717圓團

て御註文まで︒草々︒

物二十反本日到着︒︵略V︒先は重ね

九133團国

そうそう﹇草草︼

十ニー18第三課造船ノ話

ぞうせんのはなし︹襲名︺2

造船所が最モ大キイ︒

十ニー55

ヨコス

旨を燈し︑協同一致して團磯の福利

十二脳6図 故に人々常に自治制の本

ル︒

余iセ︾

ミツビシ

を檜進せんことを心掛くべし︒

奏す

そうしんとうむしゃ︻ 送 信 当 務 者 一 ︵ 名 ︶

1 邊信當務者
八48熟慮信當務冒
そう・す︻奏︼︵サ変 ︶ 1

忘す

十二951図 其の気軽の有司進みて戯
樂を奏せしかば︑︵略﹀︒

藏ス

︵略V正倉院アリ︒帝室ノ

ぞう・す自蔵一︵サ変︶2

十973図

角ーシ・ース畢

御有ニシテ︑多ク 古 代 ノ 實 器 ヲ 藏 ス ︒

介さまぐ海草の舞の富を録し

十二482図圃 四方の海の底画く︑魚
たり︒

ぞうすい﹇増水﹈︵名︶1 増水

九726國團 ご十七日の夜中頃より追

629

ぞうひょう一そうろう

に御座候︒

ぞうひょう﹇低費用一︵名︶1 総費用

る奉天は︑︵略﹀︒︵略﹀︑我が國亦総
領事を置けり︒

﹁︵略﹀︑母は如何にも残

護送仕るべく候︒

九208圓團

でなされ候ぞ︒

一命をすてて君に報ゆる

念に思ひ候︒
十36図 其の工事の総費用は百九十 そうれい︻壮麗︼︵名︶1 肚麗
十二608図 巴里の市街は肚麗を以て 九209圓團 何の爲にいくさには御出
萬圓鯨にして︑︵略﹀︒

聞ゆ︒︷略﹀肚大なる建築の数々高く

九2010圓團

壮麗なる馬車・自動車の

﹁されば思ひ出したる事

余サフ

候︒

九218國團

村の方々は︵略﹀︒何に
と親切に

姉上も︵略V︑

︵略﹀︑一同安心仕候︒

べて︑︵略V︒

九4310國團

︵略﹀︑本年は水も十分に

御座候間︑少しも御案じ下さるまじ

く候︒

︵略V︒

九441圓團 暑さ日に増し候へば︑

申上候︒

九444二野 ︵略V︑御婦りの程御待ち

︵略﹀︒

九7010黙思 連日の大雨に候へば︑

人も眠につきたる者これなく候︒

略﹀︑同夜は近村の者一
九7210國︵團

申上候︒

︵略﹀︑遺時のあらましを
九726魍團

の事とは存候へども︑︵略﹀︒

もはや新聞紙にて御承知
九725國国

座候間︑ 御安心下され度候︒

︵略﹀︑家族一同無事に御
九723圓團

仕候︒

御見舞歌有りがたく葬讃
九721國團

勢の事故如何と御案じ申し居り候︒

御老人・御子供衆も御大
九716群言

し驚き入り候︒

水にて︑ 死傷も少からざる由承知致

九714圓團 ︵略﹀︑御地方は非常の出

如何と案じ居り候ところ︑︵略﹀︒

︵略V︑此の胸は張りさく 九711國團 ︵略﹀︑大川に近き御地は

八幡様に日参いたし候
︵略﹀︑そなたがあっぱ

︵略﹀︑そなたがあっぱ

れなるてがらを立て候標との心願に

九218囲團

も︑︵略V︒

九217魍團

はちまん

るばかりにて候︒

九216國團

おほせ下され候︒

てもゑんりよなく言へ︒﹄

九214國團

爲には候はずや︒

中空にそびゆるのみならず︑︵略V︒

シャンゼリゼーの大通の如きは︑世

そうめん﹇索麺︼︵名︶3 さうめん

界赤熊の街路と構せらる︒

肚麗

︵略V︑多武峯ナル談山神社

タフノミネ

四321囹
それではうどんやさう
めんは何でつくりますか︒﹂

十m7図

そうれい︻壮麗︼︵形状︶2

四327囹 ﹁それではごはんにたく

ちがひま

萎と︑うどんやさうめんにす
る萎は同じですか︑
ノ構アリ︒

二達ス︒社殿肚麗ニシテ︑關西日光

十二632図

すか︒﹂

んにする変は小変で︑︵略V︒﹂

四333囹 ﹁いいえ︑うどんやさうめ

多きは巴里を第一とし︑︵略V︒

の候︒

十535雲霞

十二459図 耕地の面積肥大なるが如 そうろ・う﹇候﹈︵四︶1 候 肉iフ蝉

そうめんせき︻総面積一︵名︶2総面積
くなれども︑総面積の約一割五分に
過ぎず︒

候ふ

れなるてがらを立て心様との心願に

候

ラバ・サフラフ・サフラへ︾号ござそう

十二4510図 西洋諸國の耕地が其の縫そうろう︵助動︶鵬
面積の二割より六割に及べるに比す

︵略﹀︑よくく御察しこ

候︒

十ご日附の御手紙今朝到
少しも御斎なく入らせら
九432買血

候︒

し候頃には︑はや朝顔のはちをなら

九435國国

︵略﹀︑私どもの目をさま

前より起きて翼の世話をなされ居り

打出し候︒

︵略﹀︑隣村にて早がねを
九739國團

︵略﹀︒

まりて︑日の光さへ見え出し候へば︑

四五日 九732圓團︵略V雨も止み︑風も静
九434國團

れ候由︑一同安心仕候︒

九431魍團

着拝見仕候︒

九431國團

れあり度候︒

︵略V︑此の地方には責 九221國團

ろう

︵略V︑

︵略V︑本日通運便により

日までに御捻り相成度願上候︒

九132國團

︵略﹀︑二口とも本月十五

行よろしかるべしと存ぜられ候間︑

九128國團

れば︑︵略V︒

そうもく﹇草木﹈︵名︶3 草木

九662図 若し空情なからんには︑人
も鳥獣も草木も多くの生物は其の生
を保つこと能はざるべし︒

十472図 模様には︵略V︑草木・花

九139圓圏

汽船平安丸にて獲送いたし候︒

︵略V︑御申越の期日まで

本月二十日までには必ず

には少々間に合ひかね国事と存候︒

九141國圏

には少々間に合ひかね嘉事と存候︒

︵略V︑前面の一握草木 九141國團 ︵略﹀︑御申越の期日まで

鳥・詔命等の形を恥じて作れるもの
多し︒

十二794図

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑
︵略V︒

そうりょうじ﹇総領事﹈︵名︶1総領事

十二556図 満洲政治・交通の中心た 九142圓国

そうろう
そうろう

630

九739圓團驚きて飛出し候へば︑川
︵略﹀︑救をもとむる聲か

上 の 堤 防 切 れ ︑ ︵略V︒

九742圓團
まびすしく候故︑是は大風なりと︑
︵略V︒

累日参上御見送致すはず

報知下されたく願上候︒

十272腐国
︵略﹀︑手放し難き商用こ

に候へども︑︵略﹀︒

十273圓團

︵略V︑手紙を以て御祝ひ

れあり候へば︑︵略﹀︒

よしなか
手塚︑︵略V︑大酒義仲の
﹁光盛︑曲者の首取って

何者にてか候ふらん︒﹂
樋口は一目見て︑﹁あな︑
樋口﹁︵略﹀︒實盛日頃申

めんと思ふなり︒

し候に︑﹃戦場に出でん時は髪を染

十535図囹

むざんや︑實盛にて候︒﹂

十532図園

十523図囹

候︒

前に行き︑

十517図囹

申上県︒

︵略V︑全家立退の用意 十274國團

致し居り候中︑夜も明けはなれて︑

九745囲團

︵略V︒

九746國團 ︵略V︑水は次第に減退致
し候︒

九747圓團 田畑の作物には多少の損
害 こ れ あ り 候 へ ども︑︵略﹀︒

︵略﹀︑先以て不幸中の幸

と三口び居り候︒

九749仁尾

も押流され候︒

九751國團 全村里離戸の中二三十戸

に相成候︒

十566國團

色色取りまぎれ︑つひ

毎週土曜日の午後には
兵器は軍人のたましひに

︵略﹀の清潔検査これあり候︒

十565題匪

︿御無音に打過ぎ候︒

十5510國団

拝啓︑入営後はや二箇月

といひしにたがはず︑墨を塗りて候︒

九753駆馳 死者四人︑傷者四五十人 十544図囹 悲しきは老の白髪なり︒﹄
もこれあり候︒

︵略﹀百二三十名の多き

護を致し居り候者も百二三十名の多

九755國團 ︵略V︑野村に引取りて保 十558囲團
きに上り候︒

九756國團
に上り候︒

報申上候︒

︵略﹀御入螢︑軍務に服

九757圓團 取急ぎ御禮かたがた右御
十265圓團

十572圓團

多人数の共同生活に候へ

ば︑是はもとより當然の事に候︒
︵略﹀︑學科は夜分又は雨

天等を利用して學習致し候︒

十576國團

︵略V︑又學科も︵略﹀飴

りむつかしとも憩え申さず候︒

十583囲團

ば︑︿略﹀︒

十909圓團

︵略V︑其の講話は定めて

御出も︿略V︑整理の必

有配なる事と存候︒

十912選評

御職も︵略﹀︑整理の必

要これあり候様存ぜられ候間︑︵略﹀︒

十912國團

く略V︑御差支これなく候

︵略V︑御差支これなく候

︿略﹀御立寄下され候は

︵略﹀御立寄下され候は

ば︑小生も御同行致すべく候︒

十916圓團

ば︑小生も御同行致すべく候︒

十915國團

はば︑︿略﹀︑書誌還相成候ては如何︒

十914腐團

はば︑︿略﹀︑御來會相成候ては如何︒

十913囲團

︵略V︑水曜日も︵略Vよ 要これあり候檬存ぜられ候間︑︵略V︒

り夕食前まで外出を許され候︒

十586國團

兵管内の酒保には日用品

︵略﹀忠臣・義士に關す

・飲食物等を販費致し居り候へば︑

十588圓團

︵略﹀︒

十59エ圓団

る講談等もこれあり︑面白く有盒に
畳鰯︒

中隊長殿の何事にも注意

湿る八日講話會これあり

御手紙舞見高候︒

十593圓圏

十923圓団

十922國團

候︒

︵略﹀御筆ひ下され有り難

︵略V︑何れ熟考の上實行

︵略V其の道の専門家の

垂目は本村の重なる人々

も精々誘ひ合せ︑是非参謀致すべく

十931壮蚕

べしと存候︒

講話を承るは︑大いに参考に相成る

十929魍團

せんと申合せ居り候事とて︑︵略V︒

十927魍團

く存候︒

十924國團

候由にて御誘ひ下され︵略V︒

の周密なるは隊中一同感謝致し居り
︵略﹀︑又重き者は螢倉に

候︒

十596國團

︵略﹀︑又重き者は螢倉に

入れられ候由承り申候︒
十596属團

入れられ候由承り申候︒

入層相時は友人も少く︑
入螢當時は︵略﹀︑多少

生活も一攣致し候事とて︑︵略﹀︒

十598塵團
十598國国

︵略﹀︑昨今は友人も出來︑

不自由を感じ候へども︑︵略V︒
十5910國團

管内の生活にもなれ︑日々樂しく暮
し居り候︒

十936圓匿

致し候︒

尚々久しく拝借致し居り

候農業一夕話︑まことに面白く通讃

︵略V田島農學士の耕地 十935晒国尚々久しく信奉致し居り

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ

同勢士は︵略﹀︑學理に

整理に關する講話これあり候︒

兵舎内にては︵略﹀等堅 十906國團

︵略V︑其の手入は最も念

候へば︑︵略﹀︒

入に致し候︒

十567塵囲

︵略﹀︑私も明年は是非と 十571國團

せられ候事︑御一家を始め一村の名
懇に御座候︒

ば︑是はもとより論旨の事に候︒

十571魍国多人数の共同生活に候へ 十908盆画

く禁ぜられ居り候︒

十2610翰墨

も御仲間入致し度と今より堅巻しみ
︵略﹀︑時々螢内の様子御

居り候間︑︵略﹀︒

十271國團
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そうろう一そうろう

候農業一夕話︑まことに面白く通讃
致し候︒

すべく候︒

な

十一383重圏
一を占め居候︒

十一404國團
萬と申候︒

︵略﹀︑心ばかりの祝宴

︵略﹀︑同日午後五時御

光來下され候はば光榮の至に存候︒

十一624國團

存候間︑︵略﹀︒

相開き︑御心安き方々御招待致度と

十一623國團

十歳に相達候に付︑︵略︶︒

米田は全平地のこ分の 十一6110圓国﹈ 〃拝啓︑老父事本年満⁝六
くわんどん

ようじゅ
︵略﹀︑南部には椿樹も
てつぽい

︵略﹀︑御多用中恐入候

︵略﹀︑御参列成し下さ

葬啓︑盆λ御健勝賀し
かねて御賛同下され候
ひ

追て準備の都合もこれ

はり度︑此段御案内申上候︒

有り候間︑︵略﹀︒

十一638國国

十﹇639國團 ︵略﹀︑御來會下され候

はば︑︵略﹀御一報下され度候︒

十一641囲團 ︵略﹀︑御過重下され候

︵略V︑南北に別れ候よ

はば︑︵略V御一報下され度候︒

︵略V︒

しの

十﹇971圓団

︵略V︑南北に別れ候よ

先般御手紙にて御近況

其の後日々業務に追

︵略V︑見聞取交へ︑新

︵略V︑流氷の流れ來る

西海岸の眞岡港のみ唯

併し夏は氣候温和にし

南北に細長き島を山脈

南北に細長き島を山脈

大泊は︵略﹀︑全島第

おほどまり

縦に走り候へば︑平野少く候へども︑

十一968國團

︵略V︒

縦に走り候へば︑平野少く候へども︑

十一967福音

て︑至って凌ぎよく候︒

十一966当番

通を保ち居候︒

一の不凍港として僅かに内地との交

十一965圓国

事もこれあり候へば︑︵略﹀︒

十一961國團

版圖の状況大略御報知申上候︒

︵略﹀︑御参列成し下さ 十一959國團

︵略﹀︒

はれ︑鯨り旅行も致さず候へども︑

十一957置生

を承知致し︑御なつかしく存候︒

十一956隈団

り最早一箇年に相成候︒

十一955富国

り最早一箇年に相成候︒

︵略V︑同日午後五時御 十一954圓團

葬啓來る十五日は亡父

光來下され候はば光榮の至に存候︒

︵略V︑是にて下郎とい 十﹁624囲團

又竹を原料として竹紙 十一628國團

︵略﹀西方寺に於て法

七回忌に相當り候に付︑︵略﹀︒

十一6210圖国

有り難く存じ奉り候︒

へども︑御参列成し下され候はば︑

十一629團国

會相螢度候間︑︵略V︒

南部地方には製糖業盛 十﹇629國團
︵略﹀︑中には直径二十

︵略﹀︑山林の富のみに

十一6210國圏

れ候はば︑有り難く存じ奉り候︒

全島の住民は約三百鯨

奉り候︒

れ候はば︑有り難く存じ奉り候︒

十一633國團
︵略V︑蕃人も追々皇恩 十一634尊志

かねて御賛同下され候
ひ

故近藤大尉記念碑︑いよく出來上

間︑︵略﹀︒

十一637國團

︵略﹀︑御光臨の榮を賜

︵土曜日︶午後二時建碑式翠行田候

︵略﹀︑出る六月三十日

り候については︑︵略﹀︒

故近藤大尉記念碑︑いよく榎寺上

十一635囲團

に浴する様に相成候事︑國家の爲眞

當総督府にて出版相

り候については︑︵略﹀︒

十一409豊国
間︑︵略﹀︒

十一4010青島

︵略﹀郵便にて差出候

間︑御覧下され度候︒︑

十一4010圓団

間︑御覧下され度候︒

︵略﹀郵便にて差出候 十一636圓團

成野墓濁窩眞帖一部郵便にて差出候

でふ

に大賀の至に御座候︒

十一408團團

て約十一萬と申す事に候︒

十一406國團

ばんじん
︵略﹀︑蕃人は此の外に

ても無壷藏と申すべく候︒

十一403圓團

得るものもこれあり候由︑︵略﹀︒

尺鯨︑一樹にて千五百尺〆の材積を

十﹁402聖書

に行はれ居候︒

十一399國團

を製造致居候︒

十一396囲團

ふ壁濁特有の船を造り候︒

十一394亡国

身受け豊里︒

十一388國團

に興味を畳え申候︒

人が隊を成して草取を興す有様は殊

十937國国 明後日御面會の節返上致 十﹁386國團 ︵略﹀︑又平田に羽十婦
十一357圓團 一別以來鴻鵠りもこれ
無く候や︒

十一3510圓團 御地は今尚冬の季節と
存候︒

十﹇361圓團 當総督府の経螢も着着
︵略﹀︑かねて御承知の

其 の 効 を 見 る に 至り三雲︑︵略﹀︒

十一362國團
通りに候庭︑︵略V︒

十一362國團 ︵略﹀︑いよく實夢見
聞業事へば︑聞きしにまさる進歩に
驚島影︒

十︻363國團 ︵略V︑いよく露地見
聞致候へば︑聞きしにまさる進歩に
驚入候︒

十︻368思恋 北方の皇湾神社ユ参拝
すれば︑そ園うに貰年を追懐するの
情にたへず候︒

十︸369圏團 今や西部縦貫鐵道も全
︵略﹀︑産業の駿達は盆

部開通致候事とて︑︵略﹀︒

十一371圓團
≧多望に相成候︒

し

︵略﹀支那形船に限り

十一372再編 先月は官命により南部
地方へ出張致候︒

十一375國團

て許されたる数多の開港場もこれあ
り候︒

十一381圏團 茶は主として北部に産
し候︒

そこ

そえる

632

一の良港に候︒

︵略﹀︑輕便器道も出來

北へ通じてロシヤ領に入候︒

十一973國国 是より一條の大道遠く
十一976塵藻
居候︒

ます

々國民の最も力を用ふべき所に候︒
︿略﹀︑此の極北の寒地

そへる

添へ

華南暑熱の御地にても

も今ははや生れ故郷の如き心持に相

十一川7國團

成候︒

十一m8國團
同じことと存候︒

そ・える︻添﹈︵下一︶2

一隊︑績々相次ぎ︑三日三夜引きも

ル山中の一都會に現れしが︑一隊又

切らず︑︷略﹀︒

抜きて︑草を薙梯ひ給ふに︑火勢却

︵略V︑尊は難をまぬかれ給

︵略﹀︑今や列車の速度

そくど︻速度﹈︵名︶5

とせり︒

故二艦膿甚ダ輕ク︑速度

駆逐艦ハ艦艦最モ輕ク︑

水雷艇ハ雪意甚ダ小ナレ

賊ども

都會の地には電車・自動

追手が接近すれば速力を速

︵略﹀︑打出す砲弾よく命 そこ﹇底︼︵名︶10 ソコ そこ 底

め︑後れ﹂ば脚のきざみを短くする︒

十一483

に速力を競ふ世とはなれり︒

直傭も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一263國

速力うぜ

給ふを見て︑火を放ちて焼き奉らん

いつはり降り︑︵略V︑尊の野に入り

九56﹇図 ︵略﹀︑ここにありし賊ども

ぞくども﹇賊共一︵名︶1

ドモ︑速度駆逐艦二次ギ︑︵略﹀︒

十一348図

速度最モ大ニシテ︑︵略﹀︒

十一345図

亦大ナリ︒

十一343図

スルコトヲ得︒

ヲ積ミ︑大ナル速度ニテ長時間航海

十一334︹図 ︵略V︑何レモ多量ノ石炭

り︒

は一時聞七十五哩以上に及ぶものあ

十一281図

速度

つて賊の方に向ひ︑︿略﹀︒

九61図

尊これより引返して近江の

ひ︑なほ進みで賊を討滅し給へり︒
あふみ

九65図

えぞ

約束の時日を違ふるが如

賊を討ち給ひしが︑︵略﹀︒

十一706図

きは時間の賊なり︒

上毛島形名︑蝦夷を討ち

かみつけぬのかたな

十二313國

て︿略V︒︵略V︒

川の上にかけた橋︑橋の下に

中兵尚多からんと思ひ︑︵略V︒

マウクワク

サキニ蜀ノ南方蹴レシ

属ス

マ百石スルコトナカリキ︒
ぞく・す︻属目︵サ変︶2

巡洋艦ハ︵略﹀︒︵略﹀︒筑

︵略﹀英國ヨリ註文アリシ

んそくりょく

通報艦ハ︵略﹀︒︵略﹀︒最 そくりょく﹇速力扁︵名︶2

イヅモ
波・生駒・出雲・千歳ナドハ之二軸

十4310國

闇々

上・淀・千早・龍田等ハ之二圏ス︒

十一344図

ス︒

十﹁335國

︽ース蝉

ハ天授ナリ︑敵スベカラズ︒﹂トテ︑

︵略﹀︒︵略︶︒︵略﹀︑賊將歎ジテ︑﹁公

ヤ︑孔明謀ヲ以テ其ノ將孟獲ヲ捕へ︑

十﹁鵬4図

例ヘバ動物質ノ滋養品ニハ ぞくしょう﹇賊将﹈︵名︶1 賊將

賊之を聞きて︑城

立ってつりする人など︑それぐ川

が

曾我兄弟

そ

が

曾我兄弟に知られたり︒

ぞ

クワウギヨク

ェ

我入鹿勢ヲホシイマ・ニシテ︑父蝦
ミシ

余ーグ︾

夷ト共二不忠ノフルマヒ多カリキ︒
そぐ

森林は能く暴風をさ＼へ︑

ヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等ノ諸

十二69國

二開ケ︑︵略﹀︒

其の力をそぐを以て︑土砂の飛散を

大人トナリテ︑君ノ御タ

賊

防ぎ︑︵略﹀︒

七44図園

ぞく﹇賊﹈︵名︶6

國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑販路次第

十99図

そ・ぐ﹇殺︼︵四︶1

ぞくぞく﹁続続﹈︵副︶3

︵略V︑皇極天皇ノ御代︑蘇

そがのいるか﹇蘇我入鹿一︹人名︺一

蘇我馬鹿

ソガノイルカ

八497図
ガノイルカ

ソ

︵略V︒︵略﹀︒いほりもかうは孝行の

七451図圏

おほよそ家の紋どころ︑

そがきょうだい﹇曾我兄弟一︹人名︺1

植物質ノ食物ヲ添へ︑︵略﹀︒

十一665

の景色をそへてみる︒

六38

︵ 略 V ︑ 四 箇 所 に 境 界 石 ル ︽一へ彰

け︑交通大いに便利に相成候︒

十一978國團 ︿略﹀近時道路新に開
十一9710國團
にしん

たら

︵略﹀︑鯨と鱒との漁利

を置きて︑分明に相成居候︒
さけ

十一986國團
は殊に多く︑鮭・ 鱈 も 亦 少 か ら ず 候 ︒
をつど
︵略﹀こ＼に集る膿肋

十一998圖團

獣は数千頭にも達することこれあり

せい

候︒

十一㎜2國国 ︵略V︑又牧畜にも適し
候︒

十一㎜7囲團 ︵略V︑又山脈の爾がは
には石炭層各所にあり︑殆ど無壼藏
に候へども︑︵略﹀︒

十一m8魍團 ︵略﹀︑未だ盛に採掘に
着手せらる﹂には至らず候︒

十︸姻10囲国 ロシヤにて早くより開

︵略﹀︑諸種の染着追々

拓に力を用ひたるは主として五十度
以北に候︒

十一瓢2硬団
成 功 致 候 へ ど も ︑︿略V︒

十一m3晒団 ︿略﹀︑今後尚着手すべ
き事は多々これ有り候︒

﹇▽たにそこ・ふなぞこ

十一皿4國團新版圖の事に候へば︑

五132

て︑ほめました︒ ︵略Vきたない物

︵略﹀﹁美しい川だ︒﹂といつ

柔して︑敵艦績々火災を起し︑火煙
す

又かつて栗鼠の大群ウラ

り

海をおほひて敵を包めり︒

十二666図

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

尊こ＼において天叢雲劔を

メントナリ︒

九510國

本島の開拓は我々國民の最も力を用
︵略﹀︑本島の開拓は我

ふべき所に候︒

十一血5二幅

633
そこらあたり
そこ

をなげつけられるのにはこまりまし
た︒けれども重い物は皆そこへしづ
︵略﹀︑エヒ・カレヒ︒ヒラメ

めてしまって︑︵略﹀︒

七711

ナドノヤゥニ︑ソコノ砂地二沈ンデ
︵略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ

ヰルモノモアル︒

七734

コノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨
デアル︒

九415國 此ノスリバチノソコニアタ
レ ル 所 ハ 大 ナ ル 噴火ロニシテ︑︵略V︒

スムヒラメ・カレ ヒ ノ 類 ハ ︑ ︵ 略 V ︒

九539図 ︵略V︑海ノソコノ砂ノ上ニ

タ︒

二522
ツレテイツテ︑

︵略﹀︒

れ︒﹂

アル霜崩ハ︵略﹀︑可視ケ 五471 音次郎は︵略﹀高い木の下へ
ヘ

にげこみました︒友吉は﹁早くこつ

スミ

ノ

ちへ來たまへ︒︵略﹀︒﹂といって︑そ

昔ある國で大きな象の目方を

九482図

れり︒

︵略﹀︑さては此のまΣにて

うか窟ひ︑︵略V︑そこより逃れ出で

は過されじと︑人々のねしづまるを

たり︒

︵略﹀︑一組の隊商の宿れる

テントを見たり︒アリはそこに行き

九489図

て︑︵略︶︑ねんごろに同行を頼みし

に︑︵略V︒

倉

﹁何等ぞ︒﹂﹁すぐ

九40図 底倉

湯ライフ︒

キガ

底

ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ藍ノ

ソコクラ

サバ
七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂

底倉

ソコクラ

其虚に︒﹂ といふ聲かまびすしく︑

と呼ぶものあり︒

︵略﹀︒

︵略Vおふみはいそぎ道ば

そこに居た一人の子どもが︑︵略﹀︒

六631圃

−

たをそこかこΣかとさがすうち︑
︵略﹀︒

︵略﹀︑右へ折レルト︑ソコニ

絶草紙屋・ゲタ屋・オモチや屋ナド

七368

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

そこで︵接︶1 そこで
し な
六516 支那からは大兵をおくって︑
外事の港に着くと︑︵略V︒

ガナランデヰル︒

い日本兵にはかなひません︒そこで

で來ましたが︑︵略V︒

そこに居る人は私たちとはまるでち
︵略﹀︑神樂殿・御馬屋の前

かぐら

支那もおそれて︑わぼくを申しこん
八56図

がった風をして︑︵略﹀︒

七838囹

九3910図

てよいか分りませんでした︒その時 そこくら﹇底倉︼︹地名︺2

はからうとしたが︑どうしてはかつ

六207

十二791六国 ︵略﹀﹁陸﹂﹁陸﹂﹁陸﹂

こをのかせようとしましたが︑︵略V︒

オヂイサンガソコヲホルト︑
︵略﹀︒

音次郎が木の下を出ると︑間

もなくおそろしい︵略Vかみなりが

五483

スミマシタ︒ソコヘトモダチガ

鳴りました︒二人は思はず耳に手を

三6ースコシタツテオサラヒガ
サソヒニキマシタカラ︑︵略V︒

ときくと︑

ばらくそこで休みました︒

あてて︑そこにたふれました︒
三458 ︵略︶一人の男がそらを
六96 まつ御社にさんけいして︑し
むいて︑ながいさををふりまは

﹁︵略V︒﹂

してゐました︒そこへともだち
がきて︑
︵略﹀︒

テ︑ヨクヨク見ルト︑ソコハサ

コレハヲカシイトオモツ

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九651図 試みに茶わんのそこにしる 四413

カナヤノ店デ︑︵略V︒

白ウナギハ︵略﹀︑ナホナホ

クルシンデヰマシタ︒ソコヘオ
ホクニヌシノミコトトイフ神サ
マガオ出デニナリマシタ︒

四583

カリニナツテ︑︵略﹀︒

ヘカミサマガタガオトホリガ

ニタツテ︑ナイテヰマシタ︒ソコ

白ウサギハ︵略﹀︑ハマベ

水中に入れよ︒

底︑遊びふれさる 庭 廣 し ︒

十一229早牛 ︵略V︑百尋・千尋海の 四567

聾ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

十ニー58 船渠ノ底ト周り三方凹石デ
テアル︒

十二481図圖 四方の海の底廣く︑魚

介さまぐ海草の舞の富を飽し
たり︒

十二835 重く沈んだ調に暗いく海 五88 ︵略V︑風にふかれて︑土の上

を通り︑御宮の前にいたる︒そこの そこないうかきそこない

そこなう母いそこなう・かきそこなう

御門を板垣御門といふ︒

そこばく

二箇旅團の歩兵にそこばく

そこばく﹇若干﹈︵副︶1

九266図

軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ
倒レテ居心門兵士トトモニ中佐ヲイ・

八896

へおちました︒そこで大ぜいと一し

取って

母は戸だなの方をさして︑

たるものを師團といふ︒

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ
草薙劔は尾張の國にと込め

そこ

タハツタ︒

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ そこらあたり︻其処﹈︵代名︶1

それからそこに切ってある 九67図
たけのこをおなべの中へ入れておく

五206囹

おくれ︒﹂といひました︒

﹁そこにおさらがあるから︑

五202圏

よになって︑せまい谷へ下りました︒

そこ

の底へ引込まれるやうな氣がするか
ソコ

と思ふと︑︵略V︒

其虞

そこ﹇其処﹈︵代名︶23

二267 トモキチハシンパイシテ︑

カドグチヘデテミマシタ︒ソコ
ヘオトウサンガカヘツテキマシ

そだつ

そこらいちめん
634

なめ︑顧みはせじ︒といふ忠勇の精

我等は︿略﹀︑既に祖先

を有する臣民の公選したる議員を以

先以來

祖宗

して︑祖先税込の勇名を辱しめ給ふ
か︒﹂

そそう﹇祖宗﹈︵名︶2

ソ︑グそΣぐ
余ーギ・ーグ︾﹇▽ふりそ

工女ハ︵略﹀︑絶エズ綜

二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲ

十一863図

ツナグ︒

其の後方の山々は皆我が

同胞の血をそ㌧ぎし愚ならざるはな

十二569國

し︒

そ﹂つかしい

字を書くのに︑筆をおとした

るやうな︑そ︑つかしい子供もござ

つて︑紙をたくさんほこにしたりす

り︑すみをこぼしたり︑書きそこな

六712

余ーイ︾

そそっかし・い︵形︶1

恥を雪ぐことを得たり︒

圖り︑︵略﹀︑遂に呉を滅して會稽の

王勾三つぶさに辛苦をなめて報復を

十一171□⊃凶 此のうらみ忘れ難く︑越

﹁良人今猫り身を全う そそ・ぐ﹇濯︸︵四︶1 雪ぐ 飛ーグ輔

そせんいらい︻祖先以来﹈︵名︶1祖

の事蹟を學び得たること多し︒

十二m5図

らあたり

そしる

︽ーリ・

此の如き人の組織せる軍

神は我等が祖先の教訓なり︒

ール︾

る︒

祖宗の大業を承けて︑明
治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

注ぐ

いました︒

︵略V大佛殿・興福寺高ク

ソビエ︑西ニハ西大寺・藥師寺等ノ

十979﹇区

六815図淀川ハイクスヂニモ分レテそぞろ﹁漫﹈︵形状︶2 ソ寸ロ そぼろ

そぐ

注グ

そそ・ぐ﹇注﹈︵四︶7

十霊山14星園﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依リ

をあざける者︑皇后の無謀をそしる

十二771図

︵略V︑前のそしりし者︑

きに非ず︒

十二803図

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆
孚ひてコロンブスを漱迎し︑︵略V︒

祖先
︵略﹀︑遠き祖先のをしへ

ヨロコ
祖宗ノ神璽二樹フルヲ得ルヲ澤ブ︒﹂

者︑口々に語り合へり︒

︵略V︑コロンブスの二士 十二28図

退く時には︑今はかなふまじとそし

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

十542図画

まして職場にては︑進ま 十二311重圏

そし・る﹇講︼︵四︶3

隊は即ち烏合の衆に同じ︒

十二m5國

て組織し︑︵略﹀︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八202 ある日一人の友だちは︑この

く世間話をしてみたが︑そこらあ
た り に 飛 ん で み た 雀を見て︑︿略﹀︒

そこらいちめん﹇其処一面﹈︵名︶1

まくら

我が國の地方自治團禮
六858國圏

そせん﹇祖先﹈︵名︶7

九707 ︵略V︑翌朝起きて見れば︑何

そこら一面

時の閤に雪に憂つたか︑そこら一面
銀世界になってみることもある︒
そ し
そ し

孔子曰く︑﹁疏食をく

そし﹇疎食﹈︵名︶1 疏食
ひぢ

こうし

十二725図囹

らひ︑水を飲み︑肱を曲げて之を枕
とするも︑望み亦其の中に在り︒

十二魏3図

そしき﹇組織︼︵名︶1 組織
は︑府中・市のこ級或は府縣・郡・

町村の三級に分れたり︒其の土地に
をも

海ニソ・グ︒

身を立て︑父母をあらは 九1610図 利根川ノ本流ハ東南二流レ

守りてつくせ︑家のため︑國

廣狭の差あり︑其の組織に繁簡の別

のため︒

十一679國

堂塔アリ︒人ヲシテソでロニ佛教ノ

組織す

ありといへども︑︵略﹀︒

テガスマ
インパ
テ︵略V︒︵略﹀︒下総ノ手賀沼・印旛

そしき・す﹇組織一︵サ変︶5

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ

北方の壁灘神社ユ参拝

︽ーシ・ース・ー忌日

情にたへず候︒

すれば︑そ窟うに當年を追塾するの

十一367國雷

盛ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒
カスミガウラ

敷日の後︑水夫は此の少女
我が家に昂りたりとそ︒

の手に熱き感謝の涙をそ︑ぎて︑各

十714図

て海に注ぐ︒

茶ノ木ノ高サバ︵略V︑アタ

ヨクソダツタ茶ノ葉塾長サガ

ニ寸バカリモアリマス︒

五308

︑カイトコ土目ヨクソダツ木デス︒

五307

う ち
十27図
︵略﹀瀬田川は下流宇治川 そだ・つ﹇育︼︵五︶2 ソダツ 宍ーッ・
よど
となり︑淀川となりて︑大阪に至り
ーツ︾

水ハ北ヨリ之置注グ︒

九1610図

︵略＞g

沼・長沼等ノ水ハ南ヨリ之二注ギ︑

祖先の遺風つぎく

るも︑︵略﹀︒

十一コβ10図圃

我等臣民も亦祖先の遺風

て︑同胞すべて六千萬︒

十二29図

に從ひ︑一致協同して︑此の転写を
いなふこうけん

護らざるべからず︒

︵略﹀︑稻生恒軒の妻の常
に祖先の祭に心を蓋したる︑︵略﹀︑皆

十二326図

︵略﹀︑大君の邊にこそ死

後世女子の模範とすべき徳行なり︒
十二H64図

︵略﹀︑常陸ノ霞浦・北浦ノ

十二49図 露点が連敗の勢を回復せ
ん爲︑本國に於ける海軍の幾んど全
勢力を無げて組織せる太平洋第二・
︵略﹀︑若しくは青年會を

第 三 艦 隊 は ︑ ︵ 略 V︒

十二鵬1図

組織して︑︿略﹀ ︑ 人 心 の 作 興 に 務 む
る が 如 き は ︑ ︵ 略 V︒

衆議院は一定の選翠資格

十二姻4図 貴族院は五種の議員を以
て之を組織す︒

十二斯1口q凶

6
そと

そだつ

育つ

肉ーテ蝉

十﹇62図 働蜂の若きものは内に居

そだ ・ つ ﹇ 育 ﹈ ︵ 下 二 ︶1

肉ーグル彰

育て上

て幼巌を育て︑又 は 其 の 居 室 を 螢 み ︑
︵略V︒

ぐ

そだてあ・ぐ﹇育上︼︵下二︶1

十二911図 主婦は老人にいたはりか
しっく外︑幼見を育て上ぐる大任あ
り︒

十859 西洋の馬がおとなしくて︑日

そだてかた﹇三方︼︵名︶1 育て方
本の馬のおとなしくないのは︑育て
ソチラ

方 ・ 使 ひ 方 に あ る ことで︑︵略﹀︒

そちら︻其方︼︵代名︶一

所弓かくそっこうじょ

そっこうじょ﹇測候所剛︵名︶5

測候

故に文明諸國に於ては何

︵略V︑藤房は幽くもらせ

ば︑一座皆ようひの袖をしぼらざる
はなかりき︒

十897図圃

て︑いかにせん︑頼むかげとて立寄

十ニー65図
れも容忍蜜・測候所を置きて︑日々

御供仕うまつれる警固の

れば︑尚袖ぬらす松の下露︒

武士もようひの袖をしぼらざるはな

十﹁138図
かりき︒

南蜜潜の熱帯地方より北

の氣象を調査す︒

十高望69図
樺太の寒帯に近き地方まで︑全國に

からふと

凡そ百箇塵の測候所あり︒

のをだまきくりかへし

かへせし人

十二252図圃若宮堂の舞の袖︑しつ
をしのびつ㌧︒

各地の測候所は其の地方

の氣象観測を毎日三回中央氣量器に

十一一1610図

報告し︑︵略V︒

︵略﹀︒

ウツクシイサクラノハナ

テ︑︵略﹀︒

三54園

ハウツクシイ小

︵略﹀︒

四676今モ外カラカヘツテ︑ス

︵略﹀︑一同あまの岩戸の外に

グココへ來テヰル所デス︒

あつまって︑おかぐらをおはじめに

五25

なりました︒

マドカラ外ヲ見テヰルト︑山

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

五42一

文太郎ハフシギ幽思ツテ外ヲ

クヤウニ見エマス︒

西瓜門中ヲタベテ外ヲノコ

見ルト︑汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰ

五437

マシタ︒

五511

︵略V︑ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベ

シ︑︵略﹀︒

五512

畠のゑんどうがかきの外から

テ中ヲノコス︒

七195

鷲の口の中には小さいくだが

こゑをかけて︑︵略﹀︒

一つある︒そのくだから出すねばつ

七325

︵略V︑朝日・夕日にか貸や

たしるが外へ出ると︑︵略﹀︒

きて︑置く数里の外よりも望み見る

八943図

ことを得べし︒

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑遂三局祖ヲシ

十259図︵略﹀︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑

テ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒

て幼虫を育て︑︵略V︑力強く肚なる

父のいふとほり︑そとへ 十一63図 働蜂の若きものは内に居
はなしたら︑あをく光りながら︑

ものは外に出でて花の蜜を吸來る︒

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑

く外を眺めてみると︑︵略V︒

四408スコシタツテカラ︑ソツト︑ 十一494 四日目の朝︑大將は何心な

しっかにとんでいきました︒

三372

がやはらかです︒

三232私はそとがかたくて︑中

オルスヰヲナサイマス︒

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

三118ウチノ人ガミンナソト

タヒマセゥ︒﹂

ニバカリヰナイデ︑チツトソト
ヘデテ︑ イツシヨニウタヲウ

﹁︵略﹀︑ソンナニウチ

トリガマドノソトカラノゾイ

三52

コンド

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

三36

是等の豫報は氣象壼・測 そと︻外︼︵名︶24 ソト そと 外

候所を始め︑今織・諸役所等の前に

十ニー77國
掲示せらる㌧を以て︑︵略﹀︒

て之を雪笹し︑︵略V︒
︽ース煙

孔明魏軍ト二陣ノ中二卒

そっ・す﹇卒︼︵サ変︶1

ス︒

十一鵬1図

ソツト

スコシタツテカラ︑ソツト

そっと︵副︶一

そで

宮人の
いく野の道
遠ければ︑ふみ見ずといひし

＋素首蕗﹀︑さめぐと泣きたれ

言の葉は︑︵略V︒

の

袖引止めて︑大江山

九924図圃

みすのうちより

そで︻袖﹈︵名︶5袖うつつそで・み

ス︒

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑
何ダカヤウスガチガツテヰマ

四407

卒ス

は︑測候所は地方暴風雨警報を労し

一484 ワタクシガコチラノハシ 十ニー83図 又一地方に荒模様ある時
ヲモツカラ︑アナタハンチラ
ノハシヲオモチナサイ︒
そつぎょう﹇卒業一︹課名︺2 卒業

十二m9 第二十八課 卒業

十二目15 第二十八課 卒業
卒業後

︵略 ﹀ ︑ 見 童 は ︵ 略 V ︑ 卒

そつぎょうご︻卒業後﹈︵名︶1
十﹁期4図

卒業

盲溝も尚學校の門に出入するを息み
とせり︒

︵略﹀︑又學科も小面校を

そつぎょう・す﹇卒業一︵サ変︶1
余ーシ︾

十581圓團

す

卒業したる者には凝りむつかしとも
費え申さず候︒

そっくり︵形状︶1 そっくり
さんの小さい時分にそっくりです︒

八129團 この窩眞で見ると︑おかあ

そなへる

︵略﹀︑オヒナサマヲカザリ

飛1へ彰

十一531図 ヨク笑ハント欲スルモノ そな・える︻供︼︵下一︶2 ソナヘル
ハ︑︵略﹀︑外︑ 人 君 恥 ヂ ズ ︑ 内 ︑ 己

四746

マシタ︒︿略V︑又ソノ次ノダン

二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

十一m9 上流の婦人は四方を閉ぢた

ニハヒシモチト義心ンヲソナ

ほうたう

ぬさの前にはおみきやもちや

魚がそなへてあります︒

六744

ヘテ︑︵略V︒

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

する︒

十二339國 外温順・愛敬の徳を守り
て ︑ 内 確 固 た る 志 操を持し︑︵略﹀︒

九217國團

︵略Vとのこと︑母

﹁聞けば︑そなたは豊島

母は其の方々の顔を見る

︵略V︑そなたがあっぱ

ひ出されて︑︵略﹀︒

毎に︑そなたのふがひなきことが思

九215國国

は如何にも残念に思ひ候︒

の戦にも出ず︑

九206國團

十二912國 男子は外に出でて不在勝 そなた︻其方﹈︵代名︶3 そなた
のものなれば︑幼見は母の感化を受
くること最も多し ︒

十二9710図 國民は個人の集合より成

外側

るものなれば︑國民の品格といふも
亦各個人の品格の外に出でず︒
外ガハ

れなるてがらを立て今様との心願に

八396図 箱ハウスキ木片ヲ折り︑其

そとがわ﹇外側︼︵名︶2

ノ上二二ヲ張りテ造り︑外ガハニ藥
候︒

︵略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支 そなわ・る﹇備﹈︵四︶2 備ル 具る

バリ

ヲ塗ルナリ︒

十ニー41

十635図

為れり︒

︵略V︑衛生・消防を始め︑

その

其

近世の學術を慮回せる百般の設備皆

十一一622図

・病院・銀行等鉛毒ラザルナシ︒

ソ三家ヲ有スルー都會トナリ︑學校

︽ーラ・ーレ︾

備ふ

へ︑外側二板ヲ張り︑梁ノ上二床ヲ
備フ

造ツテ甲板トスル ︒

そな・う﹇備︼︵下二︶3
余1へ彰

得るは︑︵略﹀︑ 有 力 な る 武 器 を 備 へ

十﹇89図 蜜蜂の群集生活を管むを
て 敵 軍 に あ た り ︑ ︵略﹀︒

ソノ

ニー52

シタヲミルト︑ミヅノ

ナカニモサカナヲクハヘタ犬
ガヰマス︒ソノナカナモホシク

気流ナハモミヂノハヲ

ナツテ︑︵略V︒

ニー92

スヲコハシテ︑︿略﹀︒

二585 ︵略V︑ソノウスヲコハシ
テ︑火ニクベテヤイテシマヒマ

シタ︒︵略﹀ヨイオヂイサンバソ

ノハヒヲモラツテキテ︑︵略V︒

ノハヒヲカゴ

ニイレテ︑︵略﹀︒

二596 オヂイサンハヨロコンデ︑ソ

マコトニハヤカ

竹馬モ竹デコ
ホネモ竹デ作

竹ハ
イロイロナヤクニ

タチマス︒︵略﹀︒

三304

ッタノデス︒

リ︑ケルコトガ

ソノナノトホ
イロモソノトホリニッ 三148 ケハヤハ

ヲソノカタチニキリマシタ︒

一マイヒロヒマシタ︒︵略﹀︑カミ

ニー93
ケマシタ︒

トニ

二487 一サツハシウシンノ本︑
一サツバカキカタノオテホン︑

ニサツハトクホンノ一

シラへ︑タコノ

ス︒

竹ノ カキネモアリマ

こたへます︒

きかれても︑
なにを

ソノ日ノイク

ト左ニワケテ

ナラベテ︑︵略V︒

うづまきがあります︒

そのうづまきに︑ ︵略﹀︑ふたいろ

おもてに

三634 ︵略﹀︑こ貝
のがらは︵略﹀︑

左ノ方二

サニテガラノ アツタ モノ ヲ

スワラセマシタ︒

イノ人ヲ右

ユフハン胴上︑ケラ
三428 ︵略V︑

は言ひません︒

ども︑そのほか によけいな

口ではっきり

三398

ホカ竹ノスダレ

リマス︒ ソノ

ソノホカニ︑︵略Vイタダ

イ零本ガーサツアリマス︒

︵略﹀︑ソノ

︵略V︑

モアリ︑

デス︒

︵略﹀︑夕霞ネヤラ︑キモノ

ヤラ︑ソノホカタカラモノガタ

二524

トナリノワルイオヂイサ

クサンデマシタ︒

二53一

︵略﹀︒

オヂイサン

バ

ンバ︵略V︑犬ヲカリニキマシ
タ︒サウシテソノ犬ヲツレテ
イツテ︑

二542

バ

犬ヲコロシテシマヒマシタ︒
ヨイオヂイサン

犬ヲウヅメテ︑ソノ上三栖サ

二547

ソノマツノ木ハズンズ

ナマツノ木ヲ一本ウエマシ
タ︒

二552

あります︒

カメラ ツカマヘテ︑オモチヤニ

子ドモが大暑イデ
三661 ︵略V︑

シテヰマス︒

ヨクノフカイォヂイサン

ン大キクナツテ︑︵略﹀︒

ハマタコノウスヲカリテイツ

二577

テ︑︵略V︒マタオコツテ︑ソノウ

ノ其の 其
二55囹 ﹁オトヨサンノハドレ

その﹇其︼︵連体︶麟

その門園﹈うはなぞの
十一3110図 戦艦ハ︵略V︒故二何レ
モ大ナル大砲ヲ備 へ ︑ ︵ 略 V ︒

︵略﹀︑世界強國の國民た

ノキイロナノヲクダサイ︒﹂

ニシマセウ︒﹂

る名審を負ふものは︑國民としても

十二978図

之に相達する品格を備へざるべから

ゥラシマハ︵略V︑
ず︒

﹁ワタクシニハソ

こけこ
とれの

その

そとがわ
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6
その
その

子ドモカラソノカメヲ買ツテ︑
︵略﹀︒

︵略V︑左がはに いうびん

きよくがあります︒ そのすぢむ

四23

︵略V︑ 矢にあたったゐ

かひに大きなごふくやがあり
ます︒

四173
︵略﹀︑にたんの四郎

のししが︵略﹀かけおりて來まし
た︒︵略V︒

ただつねといふぶしが︑︵略V︑
そのておひじしにむかひました︒
ビデス︒︵略V︒︵略﹀︑三郎ハ小

四231園 ニイサンバ︵略﹀︑オヤユ
ユビデス︒L オヂイサンバ﹁ナル

四508
スガ︑

ヨク人ノタベルモノデ
ソノママデヤイタリニ
アリマ

︵略﹀︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

タリシテタベルノデハ
セン︒

四597

ニ

ォ

見ればへさきに長いさを

を立てて︑そのさをのさきに
はひらいた赤い扇がつけてあ
ります︒

四771

︵略﹀︑おかぐらをおはじめに
なりました︒その時あめのうずめの
みことといふ女の神さまのまひがお
もしろかったから︑︵略V︒

︵略V︑オトホリスヂノミチガ
イマシタ︒ソノ時ヤタガラストイフ

ケハシクテ︑オコマリノコトガゴザ

五63

﹁手がなまぐさいから︑そ

白イノモアツテ︑︵略﹀︒

五218園

かまをぬすまれたものがあり

のひしゃくを取って︑水をかけてお

くれ︒﹂

ました︒ぬす人は︵略Vだといふう

はさがあるので︑行って見ると︑な

五231

がその下に立って︑さしまねい

てあります︒一人目くわんちよ

を立てて︑︵略﹀赤い扇がつけ

又ソノワケ

トオタヅネニナリマシタカラ︑

るほどそのかまがあります︒

白ウサギハ︵略﹀︑

てるます︒

ヲ申シ上ゲマシタ︒

エライオ方

︵略V一羽ノ金色ノトビガト

烏が出テ來テ︑︵略V︒

五68

ンデ來テ︑オ弓ノサキニトマリマシ

ソノ光ニオソレテ︑皆ニゲテ

タ︒ソノ光ガキラ︿トシテ︑︵略V︒

五73

行キマシタ︒

天皇ハ︵略﹀︑天皇ノォクラヰ
ニオツキニナリマシタ︒ソノ日ハニ

五81

鯉ハ︵略﹀︒︵略﹀︒ソノ色ニ

月十一日ニアタリマスカラ︑︵略V︒
五165

バクロイノモアリ︑赤イノモアリ︑

た︒

五252囹

ゐざりは︵略V︑その釜をあ

ましていくさのその時は︑

コ・二茶ノ木ガアリマス︒

ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ

茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

キモノノモヤウヤ︑カンザ

ソノスガタガカハイラシイカラデセ

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

五357

ヲヘル茶が一番ヨイ二二ナリマス︒

ヲ一番茶トイヒマス︒ソノ葉デコシ

五328 ︵略﹀︑一バンハジメニツムノ

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

五324

三ツヅツアリマス︒

カタクテ︑ソノ中ニマルイ種ガニツ

五317

カタクテ︑︵略﹀︒

︵略V︒ソノ實ハツバキノ實ノヤゥニ

五316

なくてはならぬこのわたし︒

五297團

り出しました︒

たまにかぶって︑酒手をついてゐざ

五266

みたのでございます︒﹂

その釜は私が前から持って

その釜を前において取りしらべまし

だれか上手なものはな 五238 やく人は二人をよび出して︑
いか︒﹂とたつねました︒その時

四604園 ︵略﹀︑ガマノホヲシイ 四787
テ︑ソノ上ニコロガレ︒﹂

四606︵略﹀︑シボケノナイ水デ
一人がすすみ出て︑︵略V︒
カラダヲアラツテ︑ガマノホ
五17 大神はおどろいて︑あまの岩

︵略﹀︑

イリサマヲナラベテ︑ソノ左ト

見ればへさきに長いさを

ヘテ︑︵略V︒

四767

五26

ヲシイテ︑ソノ上ニコロガレ︒﹂
シマス

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

ニ

トヲシヘテクダサイマシタ︒白
ウサギガソノトホリ

になりました︒

ポド︑ソノトホリデス︒﹂トイツ
ト︑︵略V︒

︵略Vナホリマシタ︒

白ウサギガソノトホリニ

テ︑︵略﹀︒

ハ

三郎﹁愚身アサン︑ソノオ

クスリハニガウゴザイマスカ︒

四681囹

ナリニナリマシタ︒

コト

︵略V︒ソノノチオホクニヌシノミ

シマスト︑

オマツノ店ニハ︑糸ヤ 四617

︵略Vガナラベテアリマス︒オト

四238園

オマツハ太イフデト

ミ﹁ソノ糸ハ 一十ケイクラデス
カ︒﹂

四253囹
細イフデヲ出シテ︵略﹀︒オトミ

﹁ソノ細イノヲニ本クダサイ︒

右目ウツクシイシヨクダイヲ

四316

い て ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ど うちがひますか︒﹂

立テマシタ︒

一バン上ノダンニハダ

︵略︶︒その時あねのおはるは︑

︵略﹀︑三郎はそれをき 四736

︵略﹀︒

マダイク

ヲナラベ︑ 又ソノ次ノダン
ニハヒシモチトオゼンヲソナ

四364 イネノワラデハ︑︵略Vナ 四745 又四ダン目口ハ︵略﹀ナド

ドヲ作りマス︒又︵略Vニシタ
ノホカツカヒミチハ

リ︑ヤネヲフイタリシマス︒ ソ
ラモアリマス︒

その
その
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ウ︒

へ行キマスト︑︵略﹀︒

ユエ木炭トイヒマス︒ソノホカニ石

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒ソレ

すがるは︵略V︑たくさん 五581火バチナド筆入レル炭ハ︑木

の子どもをもらって︑つれて來まし

五382囹
た︒天皇はこれをごらんになって︑
炭トイフモノガアリマス︒

六163

かわくと︑それを稻こきでこ

いてもみを取ります︒そのもみを又

米を俵に入れて︑その俵をつ

よく日にかわかして︑︵略V︒

六168

み重ねてながめた時は︑︵略﹀︒

カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ

ミジカク︑ソノ一尺バクヂラ尺ノ八

六184図

寸ニアタル︒

︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

キカイナドヲウゴカスノニハ︑皆コ

︵略﹀大きな象の目方をはか

らうとしたが︑どうしてはかってよ

そのおしまひのあいてゐ 六207

る所へ︑﹃︵略V︒﹄と書きたして下さ

いか分りませんでした︒その時そこ

それから象をおろして︑その
︵略﹀石をたくさんつみまし

いた所まで船が水につかった時に︑

た︒さうして前にしるしを附けてお

六222

代りに石をたくさんつみました︒

六217

に居た一人の子どもが︑︵略V︒

い︒

五665囹

レヲ使ヒマス︒

五586

︵略﹀︑﹁その子は皆お前にやるから︑
やしなってやるがよい︒﹂︵略﹀︒

しばらくたって︑顔を上げて︑

みやのそばでやしなって居ったと申

五385 すがるはその大ぜいの子をお
します︒

五484
そ の あ た り を 見 ま はすと︑︵略﹀︒

オチルトスグ又新シイノガハエテ︑

五485 音次郎は︵略V高い木の下へ 五717圏毎年春ニナルトオチルガ︑
にげこみました︒︵略﹀︒音次郎が木

ソノタビ軸心ガーツヅツフエル︒

フト水ニウツツタジブンノス

メマシタ︒︿略V︒ソノ時後ノ方カラ

︵略﹀︑その石をおろして︑な

一人の子どもがく略V︑かめ

を知りました︒

んどにもはかりにかけて︑その目方

六223

その石をおろして︑︿略V︒

通ふ白ほの美し

大

カリウドノ來ル音ガシタノデ︑︵略V︒

ガタヲ見テ︑︵略﹀ヒトリゴトヲハジ

五73一

の下を出ると︑︵略﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︑

そのあたりを見まはすと︑かみなり
がおちて︑その高い木がまつ二つに
キ瓜ニバカバニ小サイトゲ

さけてゐました︒

五502

島・小島その中を

わけて名におふ松島の

や︒

六54圃

ル︒ソノ他ノ口口大テイナメラカデ

ガアリ︑カボチヤニハデコボコガア
アル︒

六235

のなかへおちました︒︿略﹀︒居合せ

御社の後には松山がありま
す︒その松山へのぼらうといふので

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

六254圏金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

た︒その時一人の子どもは︵略﹀︒

た子どもは皆うろたへてさわぎまし
ガンハイツデモーシヨニナツ
一羽ノガンバ列ヲハナレテ︑少シ先

テ︑列ヲツクツテトブ︒ソノ時ニハ

六13一

す︒

五507 西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ 六92
ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

西瓜門中ヲタベテ外ヲノコ

シ︑ソノ他ノ瓜一下ヲタベテ中ヲノ

五512
コス︒

五513 ナマデソノマ・タベルノハ︑

カラ︑キクワン車・軍カンノヤウナ

大キナ物マデ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑﹁ソレデモ鐵ハヂキニサ

ビテ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六285

銅ハ︵略V︑時々青イ物ヲ出

タチノサビルノハ皆人が使ハナイカ

トイヒマシタ︒ソノ時鐵ビンハ︑﹁私

ラデス︒

六292囹

シカモソノサビハ大ソウドクナモノ

シマセウ︒ソレガヤハリサビデス︒

デス︒﹂

一本三せんつつのを二本買つ

て︑十せん銀貨を出したから︑直吉

六304

は︵略﹀そのつりに一せんの銅貨を

男の子も氣がつかずにそのま

三枚渡した︒

六305

そこで支那もおそれて︑わぼ

﹂かへった︒

くを申しこんで來ましたが︑その使

六517

秀吉は︵略V︑その使を追ひ

のもって來た文の中に︑︵略V︒

六526

秀吉は︵略﹀︑二度目の朝鮮

かへして︑︵略V︒

せいばつをはじめました︒をしいこ

六528

とに︑そのいくさの終らない中に病

京都の東山の山の上に秀吉の

氣でなくなってしまひました︒

はかがございます︒又その山のふも

六533

とには秀吉をまつった神社もござい

ノ他イロ︿ナカザリ物ニナリマス

ます︒

ノ方ニトンデ行ク︒

ガ︑︵略﹀︒

マクハ瓜ト西瓜デ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

六274惜物ヲニル鍋モ鐵デス︒ユヲ

又トブ時ニハガアくト鳴合
フ︒︿略﹀︒モシ上覧ハナレルヤウナ

ワカス私モ︑私ノノル五トクモ鐵デ

五524花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ 六141

ス︒ソノ他釘や針ノヤウナ小サイ物

は強い大將であった︒その相手は武

たけ

川中島の戦で名高い上杉謙信
コトガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞ク

他ハ皆黄色デアル︒

ト︑スグ列二加ルノデアル︒

︵略﹀︑爾方が仲ナホリヲシマ

六553

シタ︒ソノ脳弓ウモリガケモノノ方

五547

639
その
その

だしんげん

こんなにたくさん墨を附けた

いたづらからでございます︒

の倍の六鏡だけ切手をはらなければ

上野公園ニハ廣キ動物園ア

犬の種類はすこぶる多し︒

昔より﹁犬は三日かへば︑

犬は耳ざとき動物にして︑

海ノ中心ハ魚や貝ヤソノ外色

︵略V緑色ノモノハ淺イ所用︑

︵略﹀要り來れる明治丸の

私は年中航海をしてみるも

日の出や日の入には日光が

波にうつって︑水の色が金色になり

七827囹

ませう︒

のですから︑少しそのお話をいたし

七814囹

れて︑航海の話をなしたり︒

船長は︑一日その町の亡羊へまねか

七805図

ハソノ中間ニハエテヰルノデアル︒

紅色ノモノ初産イ所二︑茶色ノモノ

七768

アル︒

々ノ動物が居り・サマぐノ植物モ

七699

ほひをかぎ分くるをもって︑︵略V︒

︵略V︒︵略V︒又その鼻はよく物のに

七622図

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

七616図

なほ地面に達す︒

ものは羊の如く︑立ちてもその毛は

毛のいたって短きものは︵略V︑長き

七605図

アリ︒

タリ︒ソノ他博物館・パノラマナド

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

七548図

ならないのです︒﹂

倍だけを受取人の方で佛はなければ

不足の時には︑その不足の

なりません︒

何モ買フモノガナケレバ︑ソ

七521園

＼るやうな音がする︒そのころにな

鷲が桑の葉を食ふのは︑およ

ると︑︵略V︑眠るひまもない程いそ
がしい︒

そこ十五日から四十日の間で︑その

七317

間に一日か二日つつ眠ることが四度

一人の年取つた男が︵略V︑

木やりの歌を歌ひ出すと︑わかもの

童の口の中には小さいくだが

どもはこゑをそろへて︑そのあとに

七325

ある︒

正成ノ戦死セシバ正行が十

一つある︒そのくだから出すねばつ

七388

六四紙といふ︒

せる︒その卵を産みつけさせた紙を

ぐに紙の上において卵を産みつけさ

蛾は︵略﹀︑出て來ると︑す

たしるが外へ出ると︑︵略﹀︒

ノクビ八家牛乳ラレタリ︒

武士としてはあのくらみな

ノマ︑カヘツテモヨイ︒

七406囹

妻

はこれを聞いて︑夫に向って︑﹁その

馬をもつて見たい︒﹂と︑︵略﹀︒

﹁どうぞこれでその馬をお
︵略V︑御主人織田様には︑

その折にはよい馬にめして︑主人の

ますとのこと︒︵略﹀︒あなた様にも

近いうちに京都で馬そろへをなさい

七426園

もとめあそばしませ︒﹂

七409囹

馬の直はいか程でございます︒﹂

室ヲウカ寸フニ︑︵略﹀︑今ニモハラ

正成戦死シテ後ハ︑敵ノイ
キホヒマス︿強ク︑天皇ハ吉野山

七55図

ヲ切ラントス︒

室二行キタリ︒母アヤシミテ︑ソノ

七34図 正行ハ︵略Vツト立チテ別

七337

一歳ノ時ニシテ︑ソノ折父トトモニ
﹁我聞ク︑シ︑冊子ヲ生

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七17事象

戦場二出デントセシガ︑︵略﹀︒

七14図

ついて歌ひました︒

六761

のも︑その子供たちでございます︒

信玄は︵略V︒ぐんばいうち 六737

田信玄で︑︵略﹀︒

六574
はでふせいだが︑えが折れて︑かた
先へ切りつけられた︒その時信玄の
けらいが︑︵略Vなぐりつけた︒

六577 馬はおどろいてとび上った︒
信玄はそのすきにあやふい命をたす
かった︒

八つばか り の 女 の 子 ︑ ︵ 略 V ︑

ひとりしくく泣いてみる︒姉のお

六611圃

つ る は 立 ち よ っ て ︑﹁︵略V︒﹂と︑そ

の子のかたに手をかけて︑ことばや
さしくなぐさめる︒

るく︑杖をたよりにあるきます︒い

六617圃園まへからわたしは目がわ 七32図 正成ハタシテ戦死シテ︑ソ
まその杖をもぎ取られ︑かへりの道
が知れません︒﹂

マヘルコトガアリマス︒ソノツカマ

六666 又川バタニ行ツテ︑魚ヲツカ
ヘタ魚ヲ竹ノ枝二通シテ︑肩ニカツ
イデ行キマスガ︑︵略﹀︒

ノカリノ皇居ニウツリタマヘリ︒楠
木氏ハソノ後ツネニ皇居ヲ守りテ︑

私がこ㌧へまみつたのは︑

敵ト戦ヒシガ︑︵略﹀︒

六698
この學校がたった年でございますか

﹁あなたはそのお美しい花

お目にとまるやうになされるのが大

だけでたくさんでございます︒あな

七219園

ら︑今年で三十年になります︒その
間に色色な子どもを見ました︒

事と考へまして︑︵略﹀︒﹂

六722 十人十色と申しますが︑まこ

たほどの大きな花ぶさは見たことが

一豊は妻に禮をのべて︑その
﹁手紙は四匁までは三笠で

すが︑四匁より少しでも重いと︑そ

七516囹

馬をもとめました︒

七431

ございません︒

保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ
大きな猿がたくさんで桑の葉
を食ふ時には︑木の葉に雨が降りか

七313

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︵略﹀︒

七234図

とにその通りで︑︵略V︑せいしつも
︵略﹀︑三十年の間にどうして

色々かはってゐます ︒

六735

もきらひな子供が七八人ございまし
た︒私のからだがこんなにぐらつく
やうになったのも︑その子供たちの

その
その
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その美しさは何とも言ひ様がありま
ました︒

の雀をつかまへて見たい︒﹂

と思ひ

此の男は居酒屋に酒代の借が

たが︑去年の暮に死んでしまった︒
︵略﹀若いむすごが︑今では其の後を
ついで︑︵略﹀︒

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

レタレバ︑サ程ニハ思ハザレドモ︑

八387國

︵略V︑頭二藥ヲツケ︑其ノ

︿略﹀︑今更二其ノ便利ナルニ忌違ル
︑ナリ︒

その中に下男が萎俵をかつい

で︑裏門から出て來ました︒︵略﹀︒

︵略﹀︒

八504図

箱ハウスキ木片ヲ折り︑其
マツチハ︵略﹀︒︵略V︒今日

此ノ壷中大兄皇子ト申スカ

ナカノオホエノ

其居所氏名を差置へ記すべし

達筆の外部に表はさんとするものは

八48図図

︵略V獲信人居所氏名を迭

ニチハ其ノ製造ハナハダ盛ニシテ︑

八408図

ノ上蝋紙ヲ張りテ造り︑︵略﹀︒

八396図

カタマルヲ待チテ︑箱二途ル︒

八394図

︵略﹀下女がぼけつをさげて︑

朝ねをしてみる間に︑身代が

くりました︒

夫はおこって︑其のばけつを引つた

牛小屋から出て來ました︒︵略﹀︒農

八252

しました︒

農夫は驚いて︑其の変俵を取りもど

八241

とするのです︒

あるので︑其のかたに持って行かう

八239

ます︒月夜には波 が 銀 の 様 に 光 っ て ︑

せん︒

七845図 船長はこつぶの水を一口飲
みて︑又その話をつ窒けたり︒

つてから外國へ商責その他の用事で

七886園 皆さんの中にも︑大きくな
出かける人もあり ま せ う ︒

や

七887囹 又漁業その他海の仕事に出
あまてらすおほみかみ

かける人もありま せ う ︒

﹁この鏡を見

︵略﹀天照大神︑︵略V︑八

腿鏡を授けたまひ て ︑

たの

八25図

ること我を見るが如くせよ︒﹂とお

八262

事をすっかり話して聞かせました︒

減って行くのだ︒しといって︑今見た

ほせられたり︒その神勅によりて︑

代々の天皇はこれを宮申にあがめた

ヒダノタクミ

昔百濟川成トイフ名高キ書

クダラノ

其の後は毎朝必ず早く起きて︑︵略﹀︒

まひしが︑︵略﹀︒

八37図 明治三十七八年戦役の終り
八277國

シコキ皇子アリキ︒鎌足早クヨリ其

たる後も︑天皇陛下御参舞あらせら

エアリキ︒其ノ友二飛騨工トテ世二

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ

れ︑平和の成りたるを告げたまひし

セリ︒

八538國

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事

蝦夷モマタ其ノ家ニテ自殺

く其ノ日トナレリ︒

ヲオコナハントシ︑︵略V︒サテイヨ

八522ロコ凶

ハズヲ定メタリ︒

オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

八519図

ノ人トナリヲシタヒ奉り︑︵略﹀︒

︵略﹀︑南ノロヨリ入ラント

聞エタル大工アリ︒

スレバ︑其ノ戸ハタト閉ヅ︒

八291図

が︑その御式の盛なること前古たぐ
ひなかりきと申す ︒

八53図 ︵略﹀︑数千年もへたらんか

スレバ︑其ノ戸マタ畑町ト閉ヂテ︑

八292図驚キテ西ノロヨリ入ラント
︵略V︒

と思はる﹂老木枝をまじへて︑高く
天をつく︒その神々しさいはん主な

材は皆ひのきの白木を用

し︒

八65図

僕の近所に年よりのかち屋が
あった︒︿略V︒僕は時々其の仕事場

八318

の前に立って見てみた︒

何時も丈夫さうな老人であっ

又にはとり・七面鳥・あひる

などは陸上や水上にばかり居て高く

八556

び

は

飛ばないから︑其のつばさが小さい︒

か玄みの如き

琵琶の形に似たりとて︑

其の名をおへる湖の

八595図團

木綿織物忌紺や淺黄ヤカスリ

水の面︑︵略﹀︒

八639

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドゥ

二月客種ヲ蒔イテ︑六月頃刈

シテコシラヘルノデスカ︒

取ルノデス︒サウシテ其ノ董ト葉ヲ

八655

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオク

細カクキザンデ︑日ニホシテ︑︵略﹀︒

ト︑紺色ノ汁が出マス︒其ノ中へ白

八659

其の後どうかと思ってゐま

綜や白布ヲ入レテ︑紺や淺黄二染メ

ルノデス︒

八684團

猫ノロニハ︿略﹀︒又其ノ

したが︑手紙を見て安心しました︒

舌ニハ内方血書ツテ桐畑タル太キ毛

八744図

猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似

ノ如キトゲアリ︑︵略V︒

八755図

フランスの隣國にて︑其の

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

東北にあるドイツは學問のよく開け

八784國

ロシヤはヨーロッパ大陸の

たる國なり︒

東部にひろがれる國にして︑其の領

八787図

また其の一部なり︒

甚だ姑く︑アジヤ大陸のシベリヤも

ロシヤは︵略﹀︑其の領地

地甚だ廣く︑︵略V︒

チ此ノ御方ナリ︒鎌足其ノ後モ天皇

八788図

ヲタスケ奉りテ功アリシカバ︑︵略V︒

︵略V︑去年の暮に死んでしま 八542図 中大兄皇子善後天皇ノ位ニ
テンヂ
ツキ給フ︒天智天皇ト申シ奉ルハ即

ひ︑金色の金物きらくと日にか買

八343

つて居った若いむすごが︑︵略V︒

つた︒其の時分までよそへ奉公に行

八342

やけり︒その他には何の御かざりも
な き 質 素 な る 御 か まへ︑︵略﹀︒

八223囹 ﹁︵略V︑君は白い雀を見た
農夫は此の

話を聞いて︑﹁︵略V︒どうかして其

こ と が あ る か ︒ ﹂ ︵略V︒

641
その
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六億ありて︑其の人種はさまぐな

八834図 地球上に住む人類は総数十
食ひ︑今また残りの一人をも食はん

大蛇あり︑毎年与りて︑我が娘を取

た︒

さい︒﹂といって︑其の手紙を差出し

は︵略V﹁﹁︵略V︒どうぞ之を御覧下

と親切におほせ下され

十二人に過ぎなかった︒

九326 ︵略﹀︑機關の一部に故障があ

つたので︑すぐそれを直した︒其の

スチブンソンは︵略﹀︑ す

す

之を聞いて︑是までフルト

後は何の障もなく︑︵略﹀︒

ンを笑った人々も大いに感心して︑

九331

スチブンソンは︵略V︑

皆其の成功を喜んだといふことであ

出雲た︒

して︑終に其の目的を達することが

と︑︵略︶︒さて幾度も幾度も造り直

の上で走らせる様にしたらよからう

べりのよい車をすべりのよいレール

九338

と︑日夜其の事ばかり考へてるた︒

の上で走らせる様にしたらよからう

べりのよい車をすべりのよいレール

九335

候︒母は其の方々の顔を見る毎に︑

おつかさんは﹃一命をすて

る︒

九231園

︵略﹀︒

なく言へ︒﹄

下され︑﹃︵略V︒何にてもゑんりよ

村の方々は︵略︶御世話

とす︒ ︵略V︒尊︑﹁さらば我汝等の

さかぶね

尊︑︵略﹀︑之を八つの酒槽

九214圓国

り︒

︵略﹀︒

ために其の大蛇を退治せん︒﹂とて︑

九36図

八843 明治三十七八年ノ戦役二︑君
ノタメ國ノタメ︑名詮ノ戦死ヲトゲ
に盛り︑其のほとりに娘を坐せしめ

タ軍人ハ大ゼイアツタガ︑ソノ中デ

モ︵略Vノニ再臨軍神トマデイハレ

櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツ

ベン

タ︒

九72

て待ち給ひしに︑︵略﹀︒

︵略︸砲弾ノ破片が中佐ノコ

が︑まだ其の折に出會はないのだ︒

て君に報いよ︒﹄

八884

又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテヰルカ

テ︑鱒ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

其の時には︵略﹀︑

歩兵は戦孚の主力にして︑
歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輔

終に其の目的を達することが出馬

九3310 スチブンソンは︵略V︒︵略V︑

馬車険道をこしらへようといふ話が

た︒其の頃イギリスのある會社で︑

母校には大川・中將・少將
少尉あり︒其の下に下士あり︑兵卒

其の頃イギリスのある會社

あったが︑︵略V︒

で︑馬車鐵道をこしらへようといふ

維新前後國事ニタフレタル 九343
人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸戦役二戦死

は其の會社に頼まれて寄道を敷き︑

話があったが︑︵略﹀︑スチブンソン

︵略V︑内外古今ノ武器其ノ

︵略V︑スチブンソンは其の會

其の上を走る汽車を造った︒

︵略V︑﹁各月高目初航海をする 九344

社に頼まれて風道を敷き︑其の上を

やがて汽車が動き出すと︑

から︑何人にも乗船の望に嵩じる︒﹂

九351

走る汽車を造った︒

其の日になって乗船したものは僅か

といふことを新聞紙に廣増したが︑

九322

他軍事二關スル物ヲ多ク集メタリ︒

九294図

シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

九2710図

あり︒

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

九261図

の任務には丁重の別あることなし︒

重兵は何れも戦孚・に必要にして︑其

九257図

其の数最も多し︒

九247図

我が高千穗艦の名をあげよう︒

もあるだらう︒

其のうちには花々しい戦争

といって居られる

シニアタツテ︑中佐ハドゥト其ノ場

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

ラ︑︵略V︒

九85

ルト︑カウイフ適合ニソレぐ攣ツ
︵略V︑なほ三十反御送り

テヰル︒其ノ形モマ浮標々デアル︒

九129圓團

がすり上物十反だけ御見立の上︑

下され度︑其の節別に老人向きの紺
︵略V御送り相成度願上候︒
其ノ流ハ下総・武並ノ國境ヲナセリ︒

シモフサ

九161図江戸川ハ南流シテ海二入ル︒

テ鬼怒川・小貝川ヲ合セ︑盆嵐其ノ

九234囹

二流レタ︒

八909 ︵略V︑中佐ノイキハトウトウ
﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

其ノ日ノタ方引網 引 立 ︒

八914園

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見
事言置ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒其ノ
時ハスグ馬ヲ引イテ來イ︒

八916囹︵略V︑砲聲・銃聲ガツぐク
ヤウナラ︑我が軍が苦戦シテヰルト
思へ︒其ノ時ハオレノ死髄ヲセオツ
テ鋸ル積りデカケ ツ ケ ヨ ︒ ﹂

大イサヲ檜ス︒

キ ヌ

馬丁ハ︵略V︑トゥ︿職死 九164國 利根川ノ本流ハ東南二流レ

サレタト聞イテ︑カケツケテ其ノ死

八924
ガイニ取りスガツテ泣イタ︒

︵略﹀一水兵が女手の手

て︑其の天守閣は加藤清正のきづき

紙を讃みながら泣いてみた︒ふと通

かとうきよまさ

八937図 名古屋城は︵略﹀名城にし 九195囹

りか㌧つた大尉が之を見て︑︵略V︑

たのを男子の面目とも思はず︑其の

﹁︵略V︒軍人となって︑いくさに出

しものなり︒

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

︵略︶一水兵が女手の手紙を
讃みながら泣いてみた︒︵略V︒水兵

九203

有様は何事だ︒

九14図代々の天皇の是位に即かせ
つぎ給ふ︒草薙劔 は 即 ち 其 の 一 な り ︒

やまた
九34図囹 ﹁︵略﹀︑此の地に八竜の
大蛇とて八つの頭と八つの尾とある

をうち

その
その
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の勢のすさまじいのに驚いた︒

︵略﹀︒見物人一同 は 其 の 早 い の と 其

九351 見物人一同は其の早いのと其
の勢のすさまじいのに驚いた︒

九355 昔東海道といったのは江戸か
ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四
里︑其の間に五十三次といって︑重
でんりゅう

︵略﹀︑富士川・大井川・天龍

な宿場が五十三あっ た ︒

九363

川なども︑其の頃は橋が無かったか
ら︑︵略﹀︒

︵略﹀ハッサンといふ者あ

カクノ如ク動物ノ腱色ニハ

ノ一面︑砂ノ色二半タリ︒

ズ︒

沖縄二野スル木ノ葉蝶ハ︑

オキナハ

九564國

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シキ色ドリア

九541図

其ノ三聖ル周壁ノ物ノ色二尊タルモ

り︑︿略﹀︒︵略V︑其の子のアリに酪

九4410図

駝を連れて︑荷物を取りに謀るべし

或動物ハ︵略﹀︑周圏ノ物

レドモ︑︿略﹀︒

トマギレザルヤウ︑コトニアザヤカ

九572図

ノアリテ︑︵略V︒

カクノ如ク動物ノ麗色目ハ

レテ︑タヤスク他ノ動物二見附ケラ

其ノ禮色ニヨリテ︑タヤスク之ヲミ

是等ハ多クハ他ノ動物ノ恐

ル︑武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

九575図

トメ︑︵略﹀︒

ナル禮色ヲ有ス︒︵略V︑他ノ動物ハ

動物ノ中日ハ其ノ周團ノ物
ノ憂ズルモノアリ︒

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

九547図

ル・コトナシ︒

︵略﹀︑自ラ其ノ霊園ノ物ノ色トマギ

︵略V︑飲用水其の外何くれ 九542図

と言ひっかはしたり︒

九455図
と用意して︑隊商と共に出立したり︒

さていよく沙漠に入りし

が︑木のかげ一つもなき砂原つ買き

九458図

︵略︶︑一同は行くべき方に

なれば︑其の苦しさたとへんに物な
し︒

九474図

物ハ︵略﹀︑之二言ヅクコトナキガ

・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑他ノ動

故二︑却ツテ其ノ身ノ安全ヲ保ツコ

タトヘバ北國ニスム野ウサ

まよひて︑︵略﹀︑空しく一日を過せ

ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ

九549図

九371 大水などの時には︑水のひく

り︒︵略V︒其の夜アリふと目をさま

ソレヨリモナホ面白キハ︑

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九554國

ドモ︑︵略︶︒

﹁︵略V︑騎駝を殺して︑

して︑人々のかたるを聞けば︑︵略﹀︒

蝦夷は︵略V︑景行天皇の

トヲ得ルナリ︒
え ぞ

あべのひ

やまどたけるのみこと

さいめい

其ノ動物ノ身ブリニヨリテ︑形サへ

九624図

其の胃の中の水を飲むより外なかる

御代日本武尊之を征し給ひ︑齊明天

九477古園

ればならなかった︒其の謀判を川止
といった︒
あらみ

皇の御時阿倍比羅夫また之を討ちし

九373 箱根と新居とには關所があっ

其ノ周園ノ物二似ルモノノアルコト

ふ

ナリ︒

ら

べし︒﹂

︵略V︑そこより逃れ出でた

九488図

田村麻呂は︵略﹀︒︵略V︒

が︑其の後も度々叛きて︑︵略﹀︒

︿略﹀︑其の琵ぜし時︑天皇は深く之

九6310字置

其ノ周面ノ物二面ルモノノアルコト

試みに茶わんのそこにしる

るることなかるべし︒

水中に入れよ︒其のしるしは水にぬ

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九652図

ををしみ給ひき︒

タトヘバ桑ノ三二居ルエダ

タトヘバ桑ノ木二居ルエダ

くの生物は其の生を保つこと能はざ

九663図 ︵略﹀︑人も鳥獣も草木も多

るべし︒

シヤクトリハ︑︵略﹀︑其ノ禮ノ後ノ

突出スルトキハ︑︵略﹀︒

心地がする︒

雨となるので︑其の時はうらめしい

︵略﹀︑其ノ髄ノ後ノハシヲ 九678

桑ノ木二三ケ︑髄ヲナ・メニ突出ス

九5510図

ルトキハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラ

併し此の雨はやがて花を散す

ハシヲ桑ノ木魚附ケ︑腱ヲナ・メニ

九558図

似タル上︑︵略﹀︒

シヤクトリハ︑其ノ禮色ノ桑ノ木二

九557図

ナリ︒

其ノ動物ノ身ブリニヨリテ︑形サへ

ソレヨリモナホ面白キハ︑

て︑役人が一々旅人をしらべて通し

組の隊商の宿れるテントを見たり︒

り︒︵略V︒︿略﹀︑其の日の夕方︑一

か㌧る間に︑又向ふより一

九555図

た︒若し其の關所をよけて︑わき道
を 通 る 様 な こ と を すれば︑︷略﹀︒

九374 若し其の關所をよけて︑わき

九492図

組の隊商到着せしが︑其の中にはア

道を通る様なことをすれば︑關所破
といって︑其のものは重い罰を受け

昔の風をそのま＼に︑田
農夫の辛苦共
すげ笠こそはたふとけれ︒

づきんにおこそ・大黒と
づきんにおこそ・大黒と
︵略﹀︑海ノソコノ砂ノ上ニ

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑其ノ禮

九539國

其の名其の類音多し︒

九529図圃

其の墨磨の類亦多し︒

九529図園

にする

植・草取・取入れに

九522図圃

りの父ハッサンもまじれり︒
︵略﹀︑諸大名其ノ他旅客ノ

た︒

九392國
宿 泊 ス ル モ ノ 多 ク ︑︵略﹀︒

九396図 昔ノ關所ハ僅カニ其ノアト
ヲ止ムルノミ︒

︿略﹀盆≧サカエテ︑浴客

年二其ノ歎ヲ加フ︒

九399図

九418國噴火一タン止ミテ後︑其ノ
噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出馬
リ︒

643

その一その

九747圓團 田畑の作物には多少の損
ノ農夫ヲタヅネタリトセヨ︒其ノ農

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲

十55

︵略﹀︒

オニバス

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径

ののちは 音もきこえず︒

︵略V︑最も世に聞えたるは

紫式部と清少納言となり︒二人共に

十154図

和漢の學に通じ︑其の作れる文は古

とそ︒

十177図

れたりき︒

面白遠江の詩に︑﹁香七二

く宮申に仕へ︑其の才氣を以て知ら

十167図

清少納言も亦紫式部と同じ

生れざりしが口をし︒﹂ といひたり

は常に其の頭をなでて︑ ﹁汝の男と

十161図

せらる︒

文の手本として︑今なほひろく愛讃

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ出來

十71

ガアル︒︵略﹀︒ソノ脈ニモ亦種々ア
ル︒

森林の樹木はたがひに其の
枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

十810図

つるを止め︑︵略﹀︒

十99図森林は能く暴風をさ︑へ︑
森林なければ︑土砂附近の

其の力をそぐを以て︑︵略﹀︒

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

十188

たくさんの本を讃んだ學問の

し奉りしなり︒

しを︑清少納言は直ちに其の意を察

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ
森林の樹木は︵略﹀︑雨の一

の雪はすだれをか﹂げて見る︒﹂ と

十108図

と多し︒

十102図

紫式部は︵略﹀︑父の爲時

ルサウデアル︒

ガ六尺モアツテ︑︵略V︑其ノ上二三

害これあり候へども︑其の他にはか
く別の異状これな く ︑ ︵ 略 V ︒
夫若シ魚ヲ望マズバ︑︵略﹀︒

︵略﹀漁夫アリテ︑魚ヲ米

二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農夫ヲタ

九887國

ヅネタリトセヨ︒︵略V︒カクテ持チ

九764國 上着氣其ノ他ノ場合ニモ︑
他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル
︵略﹀︑貯金セントスル時ニ

其の上にか﹂れる朱塗の橋︑︵略﹀︒

だくる清流︑雪と散り︑玉と飛ぶ︒

九938図

合ノ米ニモ換へ難キニ至ルベシ︒
だいや
︵略﹀大谷川あり︒岩にく

アルク上馬ハ︑其ノ魚ハ腐リテ︑一

ベシ︒

九771図

ハ︑其ノ金鏡ニテ郵便切手ヲ買ヒテ
︵略﹀︑金銭ヲ預ケタル者ニ

塞 紙 ニ ハ リ ツ ケ ︑ ︵略V︒

九778図

ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡

ちゆう
︵略﹀︑男禮山のふもとに中

輝寺湖あり︑周回凡そ六里︑湖面鏡

こ

の如く︑四方の山々皆倒に影をうつ

ぜんじ

九959図

九812図 去年の今夜清涼殿の御宴に

せり︒天皇陛下︵略﹀︑其の風景を賞

ス︒

御衣を賜はりて身に鯨る面目をほど

日本一の高山は豪溝の新高

度に地上に落つるを止め︑又地上の

十13図

し給ひて︑幸湖の名を下し賜へり︒
たいわん

さちのうみ

侍し︑詩を作りて 天 皇 の 御 感 に 入 り ︑

こしたりしが其の御衣は今なほ西の
はてに住む身に近くあり︒

水分の一時に蒸淫するを防ぐ︒︵略﹀︒

深い人でも︑筆をとる前には十分に

山なり︒其の高さは一萬三千七十蝕

森林は能く暴風をさΣへ︑︵略﹀︑土

尺にして︑︵略V︒

十18図 ︵略V︑富士は︵略﹀︒︵略﹀︑

の騎手を一人つつ出して︑競馬をさ

九823 それは氏子の五箇村から子供

其の五箇村の頭になるといふ定であ

せて︑勝つた村は次の祭の日まで︑

さてかりに印刷して︑讃合せ

其の考を練らなければならぬ︒

其の上に表紙をつけて︑機械にかけ

十2010 それを折って︑揃へてとちる︒

活字を抜きかへて植直す︒

て見て︑誤があれば︑幾度でも其の

十1910

砂を落付かしむ︒︵略﹀︒︵略﹀︑森林
は

其の形白扇を倒にかけたるが如く美
び

は漁業の爲にも大いなる利盆をあた
あふみ

しきは︑︵略V︒

其の他森林は︵略V等其の

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

それは版下を堅い木にはりつ

て固くしめる︒

︵略﹀︒

︵略﹀︑近年一定の森林を指 十216

定し︑其の樹木を一時に伐取ること

夜半のあらしに そ

字を取離すことが出來るから︑︵略V︒

げにくと 皆うなづき 十218 活版は印刷が終れば︑其の活

を禁ぜり︒

十112﹇図

効用あげて数ふべからず︒

十109図

用あげて敷ふべからず︒

︵略﹀一種の風景を添ふる等︑其の効

ふ︒︵略V︒其の他森林は氣候を和げ︑

つた︒

日本一の湖水は近江の琵琶
湖にして︑周回六十里︒いっこより

九848 熊吉はつるりとすべって︑そ 十24図

見ても︵略﹀︑

其の全景を見ること

のはずみにころころと韓がつて︑池

能はず︒

の中へ落ちこんだ ︒

九881図 責買トイフコトナカリシ遠

日本一の大トンネルは中央

日本一の大トンネルは中

て︑折からの

十1410図團

さおこたうげ

事の総費用は百九十萬圓蝕にして︑

央線の笹子峠にあり︒︵略﹀︒其の工

せん

十36図

千ご百七十六灰︑︵略﹀︒

線の笹子峠にあり︒其の長さ一打五

さエこたうげ

十210図
せん

キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ
取換ヘテ有無相通ジタルニ過載ザリ
キ︒若シ今ノ世ニモナホカ︑ル事ア

タトヘバコ・二漁夫アリ

リトセバ︑其ノ不便如何バカリナラ
ン︒

九884図

その
その

脳

テクハシク其ノ作方︑貯藏ノ方法等

ルニ如クハナシト思ヒ︑︵略﹀︒ヨリ

ヲ記シテ幕府二奉レリ︒

十2110 活版は︵略﹀︑同じ活字を何
枚個々彫らなければならぬから︑其

らんま

構も亦千種萬様なり︒
からかみ

欄聞の彫物︑唐紙の地紙を

甲板に立ってるた船長を始め︑三十

方を指ざして聲高く呼んだ︒︵略V︒

五入の若者はひとしく目を其の方向

十498図

はじめ︑着物の縞模様︑焼物・塗物

十6110遠田ノ銅山ニハ数箇ノ大坑道
アリ︒其ノ左右上下更二無札ノ坑道
アリ︑︵略﹀︒

之ヲ選鑛場二送ル︒選町場ニハ種々

十627図発⁝掘シタル銅鑛ハ︑︵略V︑
此ノ機械ニカケテ︑

鯨は︵略V︒其の肉は食用と

に向けた︒

十735図

地球の内部には熱氣あり︒

温泉の︵略﹀︒其の湯には

温泉の諸種の病を治する

湯のわき出つる口僅かに一

みならず︑︵略V︒

は︑た虻に其のふくめる鑛物の効の

十727図

り︒

大抵一種の野臥あり︑味あり︑色あ

十725図

にわき出つるもの︑即ち温泉なり︒

其の熱演に温りたる水の自然に地上

十719國

は細工物に使はれる︒

なり︑あぶらは機械油になり︑ひげ

十676

の身心檬︑其の他菓子類に至るまで︑

我等の衣食住には模様・色どりをほ

志望者は五十人ばかりも來た

が︑主人は其の中で一人の青年をや

どこしたるもの多し︒

敵は手塚の家來を押へ︑刀

を抜きて首をかく︒手塚其の間に敵

花錘ヲ最モ多ク産スルハ 十514図

の草ずりを上げ︑︵略V︒

イソザキミンキ

縣ノ磯崎眠亀トイフ人ナリ︒

︵略﹀︑其ノ織方ヲ幽明シタルハ岡山

十425図

とひ入れることにきめた︒

十345

度でも組立てて使へる︒木版では一

の自由がきかぬ︒

﹁︵略﹀︒﹂トテ︑

十246図 フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取
出シテイフヤウ︑

其ノ書ヲ與ヘテ去 レ リ ︒

止 マ ズ ︒ 其 ノ 中 ノ 一人日ク︑︵略﹀︒

十2410図 無頼ノ少年等口々二罵リテ

其の他一切所持品の清潔検査これあ

︵略﹀居室・兵器・寝具

り候︒

十564國團

先ヅ之ヲ織ル機械ノ製作二工夫ヲコ

︵略V花錘ノ改良二志シ︑

ラセシガ︑︵略﹀赤貧洗フが如キ有様

十254図 無頼ノ少年等口々二部リテ 十431図
止マズ︒其ノ中ノ 一 人 日 ク ︑ ﹁ ︵ 略 V ︒
マタ

若シ勇氣アラバ我ヲ殺セ︒殺ス能ハ

トナレリ︒然レドモ少シモ其ノ志ヲ

候︒

課業を終へたる時より夕食前まで外

十584圓團

︵略﹀︑水曜日も其の日の

候へば︑其の手入は最も念入に致し

兵器は軍人のたましひに

ズバ︑我が跨ノ下ヲクマレ︒﹂ト︒韓
タワメズ︑︵略﹀︒

十566魍團

信シバシ其ノ面ヲウチマモリシガ︑

眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

自ラ花園数十種ヲ織出シ︑海外二十

十436図

出セント試ミシガ︑︵略V︑唯一商人

︵略﹀︒

二仕へ︑︵略﹀︑肇二高祖ヲシテ其ノ

十259図 後張良・韓信共二漢ノ高祖

十755図

分クル方法ナホ不十分ナリシカバ︑

旧暦其の美しさ

ノ機械アリ︑

見張人がマストの上から北の

一々其ノ良否ヲ選り分ク︒

十644

骨ハ筋肉二郎マレ︑皮膚更

異なる所多し︒

衣服・食物・家屋の有標に至りても

十804図あいぬの風俗は︵略V︒其の

ノ報告二月ツテ判別シ︑︵略V︒

ハヒテ︑各之ヲ三二報告ス︒拶ハ其

ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲカギ︑ロバ味ヲ味

十773図目ハ色・形ヲ見︑耳ハ音聲

ルモノヲ艦外二出ス︒

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十765図 ︵略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ蓋

二其ノ上ヲオホフ︒

十758國

テ︑其ノ上二頭ヲイタダキ︑︵略﹀︒

身膣ノ中部ハ胸ト腹トニシ

箇所にして︑其の分量も少く︑︵略V︒

出を許され候︒
トウ
︵略﹀︑江戸城及ビ日光東

照官等ノ造管二用ヒタル銅ハ︑大抵

セウ

十614國

此ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイ
鳥・贔塾生の形を攣じて作れるもの

︵略﹀︒

フ︒然レドモ其ノ屡屡掘取りテフキ
多し︒唐草模榛・波模様の如き是な

模様には︵略V︑草木・花

十313図此ノ芋ノ始メテ琉球二傳ハ

り︒次の圖は其の一二の例を示すも

十474國

米二國へ送りシニ︑︵略﹀︒

十438黒塗ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・

ノミナリキ︒

アリテ︑其ノ中ノ数種ヲ買取リタル

良や老人ノ無二ヲトガメ

大業ヲ成サシメタリ︒

十261図
ズ︑信や少年ノ笑罵二十ラズ︑其ノ
初メ小事ニシノビシバ︑後大功ヲ立

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑内

ツルニ至リシ所以ナリ︒

地ヘノ渡來ハ其ノ五百華年ノコトナ

のなり︒

りを加ふるときは︑

カウ

リ︒

を増すべし︒

若し此の模様に種々の色ど

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑其ノ

十323図 ︵略V︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ 十477図
出來非常二良カリ シ ヲ 以 テ ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

だいく

花の名より取れる桃色・

其の他鼠色・茶色・鳶色等︑色の名

とび

︵略﹀︑實の名より取れる榿色・︵略﹀︑

十336図 ︵略V︑或年試ミニ之ヲ作り 十491図
昆陽ハ︵略﹀︑此ノ芋ヲ植ウ

シニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒
十337図

聞
その
その

十814図 あいぬの︵略V︒︵略﹀︒其
の家はほったて小屋の如く︑床もな
く︑天井もなし︒
セタイフ

師範學校門内ノ八重櫻一

福寺ノ五重塔高ク其ノ北ニソビユ︒

十955図
イ

株︑古の奈良の都の八重櫻︑今日九

も︑食物に不足することなきは︑

︵略﹀︑

一

一群の数は次第

に其の店口の結果なり︒
十一76図

に増加す︒其の敷鯨りに多くなる時

十一142図

︵略︸︑早くも義兵を畢げ

しが︑事の未だ成らざるに先だち︑

笠置も落ちたる由風聞ありしかば︑

主上は詩の心を御さとり

其のま﹂にて止みたり︒

十一165國

の意味を知らざりしかば︑思ひとが

ありて︑︵略V︒されど武士どもは其

むることもなかりき︒

各所に散在す︒船の其の間を行くと

岬あり︑溝あり︑大小無言の島々は

十一181図瀬戸内海には︑到る慮に

十一79図此の乱箱・樽等を適當な

き︑島かと見れば岬なり︒

ひきみて分離す︒

る所に置けば︑分離したる一群は直

十︸247図

まうせん

馬面及び島々︑見渡す限

交通・運輸の便を與ふる

如く︑白壁の民家其の間に貼在す︒

り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが

十一195國

て︑其の導くる所を知らず︒

蜜蜂は︵略V︒︵略﹀︒故に 十︸187ロロ凶 かくして島轄じ︑外廻り

人ハ其ノ身艦・才能ナドニ
分業法二依ルト︑人々ガ

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

交通︒運輸の便を與ふる

荷足・高瀬・回船・屋根

スチ列ンソンの造りし機

關車は︑︵略V︑フルトンの始めて造

十﹇279図

差皇別あり︒

船等其の目的により︑大小・構造千

十一269図

多く︑其の形状も様々なり︒

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

十﹇248図

其ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナ

又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ

多く︑其の形状も様々なり︒

十一108

ル︒

十一106

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一105

の群の数を増加することを得べし︒

飼養者の注意によりては︑次第に其

十一710︹図

ちに其の中に入る︒

たる

たる雌蜂に其の位をゆづり︑臣下を

︵略︶︑女王は新しく生れ

臣下をひきみて

重ににほひぬるかな︒ト︑伊勢大輔

一年にほふる牛は数千

は︑女王は︵略V︑

︵略V︑

ノヨミシ其ノ奈良櫻ノ名残ヲトマメ

十846
なめしがは

頭にも上るといふことである︒其の
分離す︒

ロウ

草等ノ山々三連リ︑其ノフモトニ大
佛殿・興福寺高クソビエ︑︵略V︒

十㎜2図 三輪町ノ南江櫻井町アリ︒
イハレ
其ノ附近ノ地鳥往昔ノ磐余ノ地ニシ
テ︑︵略V︒

十︻77図

タリ︒

大小ノ燈籠左右下多ク︑其
我が國ノ古美術ハコ︑二其

ノ粋ヲ集メタリトイフベシ︒

十973図

ノ数二千二近シ︒

十959図

皮は革に製して︑かばんや靴などを
造り︑︵略V︒

十847 ︵略V︑一年にほふる牛は敷千
頭 に も 上 る と い ふことである︒︵略V︑

其の骨や角は色々の細工物に使ふ︒
い︒しかも其の成長が極めて早い︒

十865 豚は︵略﹀︑飼ふのにたやす 十977図︵略﹀︑東二春日二二笠・若
︵略﹀︑山羊の乳は牛乳のやう

に飲料になる︒殊に其の乳の成分は

十875

人の乳に似てみるから︑子供に適す
る︒

スヰゼイ

ジンム
畝傍山ノ東北ニハ神武天皇

ノ御陵アリ︒又近ク繧靖天皇ノ御陵

十881 鳥類の中で家畜として最も多 十期3図

アリ︒其ノ他古陵墓甚ダ多シ︒
の頃には度々行幸ありしが︑

吉野には古く離宮あり︑

其の外あひるや七面鳥なども家に飼

︵略V

十一51図

く 農 家 に 飼 は れ るのは難で︑︵略﹀︒

はれる鳥である︒

同二士は︵略﹀︑學理に

スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス

十908國團

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた

アル︒

十一124

三口は蒸熱機關の上に多大なる改良

りし汽船は︵略V︒ 其の後百年間の

十一295図

空中の交通開始せられ︑

を加へたるを以て︑︵略﹀︒

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手
セツカク苦螢シテモ︑其ノ
仕事ハ華墨モナラナイ︒

十一126

ナ形ヲ造ツタナラ︑︵略﹀︒

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

スル器具ノ改良や灯明ヲスルコトモ

掛ツテ居ルト︑︵略︶︑其ノ仕事二適

︵略﹀一ツノ仕事ニバカリ

り︒

働蜂の若きものは内に居

十﹇117

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ

吉野には古く離宮あり︑

ル︒

︵略﹀︒

単管として寸時も休

まず︒秋・冬の花少き季節に入りて

の蜂は︵略﹀︑

十︻68図

百花満開の候には︑外役

て幼轟を育て︑又は其の居室を螢み︑

十一62図

しは人の能く知る所なり︒

︵略﹀︒其の後吉野の朝の皇居となり

十一52図

ば︑其の講話は定めて有盆なる事と
存候︒

十926國團仰の如く本村にも耕地整
理の必要これあり︑折々會合の節は
其 の 話 も 出 で ︑ ︵略V︒

十927國團 仰の如く本村にも耕地整
理の必要これあり ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 此 の 際 其

の道の専門家の講話を承るは︑酬い
サ ルサハ

︵略﹀︑猿澤ノ池二至ル︒興

に参考に相成るべしと存候︒
十943図

その

その

646

又其の軍事上に心用せらる﹂も決し
て座上の空談にあらざらんとす︒

十一308零雨ニハ春雨・時雨・夕立

座候︒

ようじゅ
︿略﹀︑南部には楼樹

も見受け申候︒其の氣根の地に入り

十︻388國團

て︑数幹・敷十二入閉れて一大樹を

全島の住民は約三百鯨

・村雨︑雪ニハ初雪・白雪・吹雪︑

︵略﹀︒

十一459図

名乗れり︒

しやうくわん

︵略﹀︑正儀より賜はりた

に入りて曾となり︑

十﹇463図

しやうくわん

︵略﹀正寛法師

熊王︵略V︑さて往生院

る名の正寛を其のま﹂に正寛法師と

十一461國

とどりを切放ち︑︵略V︒

熊王今はせん訳なく︑其の刀にても

取直して腹かき切らんとす︒︵略﹀︒

︵略︶︑熊王︵略﹀︑刀を

萬と申候︒其の中内地人は八萬蝕︑

十一404圓團

成したるは︵略V︒

テイ

其ノ外白雲・白露・初霜︒朝霜等ア
リ︒

十一314図 水雷艇襲職︿略V等ノ如
ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒其ノ敏速ナル
行動ハ鳥ノ空中ヲ飛行スル如クナレ
バナルベシ︒

十一319図戦艦ハ軍艦中最モ優勢ナ
ルモノニシテ︑其ノ名ノ如ク堂々敵
巡洋艦ハ︿略﹀︒︵略﹀︒

ト決戦スルヲ目的トス︒
十一331図

其ノ大ナルモノハ職艦二次グノ勢力
巡洋 艦 ハ ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︒

ヲ有シ︑︵略﹀︒

十﹇333國

をさΣげて︑其の子供をあやしてゐ

はさもうれしさうに︑口でおもちゃ

配合二至ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫

デアル︒其ノ他切方・並べ方︑色ノ

物ノ後ニハ毛起ライ物ヲ配合スル類

︵略﹀︒

よりも重し︒

人生七十年と見るも六十

若し過あらば︑深く之を

例へば六十人の集會に其

︿略︶︑行きてうか貸へば︑

住持は知らぬ下して過せ

も心なしと思ひて︑其のま﹂寝間に

つ＼寝起する様なり︒さまたげせん

障子に身を寄せて︑様々に姿を憂へ

十一732図

一本を書がき︑︵略﹀︒

あり︒其の座敷の一日の杉戸には檜

ひのき

十一716図泉州堺に一國寺といふ寺

さかひ

しむるは其の罪金銭を損失せしむる

十一713図

他人をして時間を損失せ

の中の一人若し十分を後るとせば︑

十﹇708図

をちかふべし︒

悔いて︑其の過を再びせざらんこと

十一6910図

分の二を占め︑︵略V︒

・遊戯・病氣等の爲に費す時間は三

萬時間に過ぎず︒其の内寝食・談話

十一676図

ガ入用デアル︒

た︒

親子・夫婦・兄弟・姉妹

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

十一517図

ヨク笑ハント欲スルモノ

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑︵略﹀︒

十一531図

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑︵略﹀︒

イハンや我二優レル人ヲ
ネタミ︑其ノ西夏ヲ傷ツケントシテ

十一539図

他人ノ漱心ヲ買ハントシ

笑フ者二百テヲヤ︑

十一541図

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ
︵略﹀︑毎日三度ノ食事ニモ︑

ヤシムベシ︒
十一644

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト
ガ大切デアル︒

同ジ材料デモ︑︵略﹀︑料理

と名乗れり︒︵略﹀︑心の憂ることも

ノ方法ニヨツテハ其ノ経濟ノ上ニモ

十一646

あるべきかとて︑其の後は一度も院

寒イ時ハ︵略﹀︑獣肉其ノ

其 ノ 艦 膣 二 大 小 ノ差アレドモ︑︵略﹀︒

十﹇655

十一361國團 當総督府の経螢も着着
たんすゐ

︵略﹀︑大池は怒って三千圓

大イナル得失ガアル︒

あんぴん

十一477

の門外へは出でざりきとそ︒

たかお

其 の 効 を 見 る に 至り議事︑︵略﹀︒
きいるん

十一374圓團 南部の打狗港と淡水・

他アプラ氣ノ多イ食物が適當デアル

な

の金を地に投げつけた︒馬主は︵略﹀︑

し

基隆・安平の三崎とは本島の四開港

寒イ時肝玉二丁温ヲ維持ス

ガ︑︵略V︒

馬主は︵略V︑ひらりと飛乗 十一656

静かに其の金を拾ひ上げ︑︿略︶︒

蹄れり︒

十一481

場にこれあり︑其の外支那形船に限

ル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他アブ

りて許されたる敷多の開港場もこれ

つて一散にかけ出した︒︵略V︑大將

十一738図

あり候︒

ラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑暑．

﹁先に豊がきたる檜の

しが︑︵略﹀よき枝ぶりの檜を見て︑

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか＼り

十一751國園

ひ見るに︑︵略﹀︒

書がけり︒其の後法夜更けてうか皮

しに︑十日飴にして鶴二十四五羽を

の部下の二三人は直ちに自分の馬に

しやうな う

十一381圓団 本島産物の重なるもの

又魚類や野菜ハ各其ノ季節

例ヘバ動物質ノ滋晶査口叩ニハ

植物質ノ食物ヲ添へ︑︵略V︑アマイ

十一667

モヨク︑︵略﹀︒

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

馬もよく飼主になれて︑其 十一659
の家族一同と親しんでみる︒

十︻505

イ時分旧藩ノ必要ナク︑︵略﹀︒
其の外金・材

またがって︑其の跡を追っかけた︒

︿略V︒

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖等
にて︑︵略﹀︒

木・塩等も年々其の産額を増加する

きる三つ四つの子供が︑馬の尾を引

やうやく立歩くことので
き︑脚をなでて︑戯れてみると︑馬

十一512

十一382下心 其の外紙・材木・塩等

模様に御座候︒

も年々其の産額を増加する模様に御
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其の意を得たれば︑之を書添へんと
競ふ︒

ひたすら其の獲物の多からんことを

十一837図．我が國ノ機械工業中野モ

けごんの

て︑わざく古り為りたるなり︒﹂

十一758図 日光山には華嚴瀧を始と
盛ナルハ紡績事業ニシテ︑殊二綿花

はんにゃ

して︑霧降・裏見・方等・般若等其
紡績其ノ大部ヲ占ム︒

蒸氣機關ノカ仙客リテ自

タルニハ︑何人モ驚クナルベシ︒

廻轄スベク其ノ作業ノ装画シテ整然

動スル機械ハ︑幾墓トナク立並ビテ

十一841図

の累世に知られたるもの少からず︒
て ︑ ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略﹀︑其の瀧つぼの深さ

十一762図 最も肚観なるは華嚴にし
は幾十尺なるを知 ら ず ︒

十一765図 裏町瀧は後の細道より瀧

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

らう
穴をうがちて︑部屋・廊下を造り︑

々の集を造れども︑︵略﹀︒

人なるときは︑︵略﹀︒かくて其の家

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

︵略V︑孚ひて其の儂を低くすべし︒

一種の草の實を食用とす

物の債は︵略﹀︑常に其

︵略﹀︑供給に限りある物︑

十一973國国

是より一條の大道遠く

さず候へども︑︵略﹀︒

後日々業務に追はれ︑薫り旅行も致

り最早一箇年に相成候︒︵略﹀︒其の

十一956國團 ︵略﹀︑南北に別れ候よ

の慣盆之高くなり︑︵略﹀︒

どの如きは︑需要増すに随ひて︑其

例へば名高き古人の卜書・古器物な

十一9410図

供給も断って減じて︑︵略V︒

次第に其の製造高を減ずるが故に︑

て︑普通の債よりも下るに至る時は︑

十一944図 ︵略﹀︑債次第に安くなり

傾きあるものなり︒

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相器の利盆と

十一932図

を得べきなり︒

を低くしたる人︑其の家を頁ること

人なるときは︑︵略﹀︒︵略V︑最も便

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

十一9210図之に反して︑同檬なる費

の便は段々安くなりて︑︵略﹀︒

十一895図蟻は︵略V︑多くは地下に 十一929図 之に反して︑同様なる費
其の内面を壁の如くに固む︒

十一902図

成長を保護し︑其の實の熟して地に

るを以て︑︵略﹀︑ひたすら此の草の

アメリカの一地方に産

落つるを待ちて︑其の集に運び去る︒

十﹇903図

する蟻の一種に牧穫蟻といふものあ
り︒︵略V︑其の實の熟して地に二つ

十一843図

ホグシ︑土砂其ノ他ノ雑物ヲ去り︑

の裏面を望み見るを以て此の名を得
たりしが︑︵略﹀ ︑ 今 は 其 の 奇 勝 を 見

例へばこ﹂に一戸の費家

るを待ちて︑其の輿に運び去る︒

の

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シ 十一922図

︵略﹀︒

み

十﹇846図

ること能はず︒

十一777図 美濃の養老瀧は孝子の傳

ありて︑之を買はんとする人五人あ

ありて︑之を買はんとする人五人あ

例へばこΣに一戸の費家

孚ひ

るときは︑其の五人は︵略︶︑

ムシロ

直径尺鯨ノ麺綿トス︒︵略﹀︒其ノ作

テホグシ︑︵略﹀︑長ナ四尺バカリ︑

二憎 相 並 ん で 雄 を 孚 ・ ひ ︑

て高き便をつくべし︒

説を以て其の名天下に高し︒

業ノ間ニハ綿花ノ細片四方二飛散シ

十一781図

其のひ買き萬雷のと父ろくが如く︑
テ︑︵略﹀︒

十一922図

︵略﹀︒

サテ最後二精紡機二三シ

るときは︑其の五人は各其の家の他

十﹇862図

テ︑︵略V︑ツムニマキトラシム︒工

人の手に渡らんことを恐れて︑︵略V︒

十一789図 又嚴冬の頃は爆水落つる
に随ひ氷結して︑

女工常二其ノ前二立チ︑絶エズ綜二

一面玉山銀塞とな

り︑水のしぶき枯木に氷結して︑水

るときは︑︵略V︒かくて其の家の償

ありて︑之を買はんとする人五人あ

例へばこΣに一戸の費家
目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲツ

十一923図
ナグ︒

蜘蛛は其の膿より綜を出

も

は段々高くなりて︑︵略V︒

め
油贔は植物の若芽・若葉 十一927國之に反して︑同様なる費
家五戸ありて︑買はんとする人唯一

北へ通じてロシヤ領に入候︒其の南

などに群り着きて︑其の植物の汁を

十一8810図

して網を張る︒

十﹇881図

く

晶の花を咲かす︒其の奇観眞に名状
かざをりゑぼし

すべからず︒
うじやう

十一803國 鵜匠は古風の風折烏帽子
をかぶり︑︵略V︒か異り火も亦古代
の風を其のままなり︒

十一809図 鵜匠は一人にて十二羽の

其の家の責れざらんことを恐れて︑

人なるときは︑責家の持主五人は各
︵略V︑蟻は︵略﹀︑油轟⁝の

此ノ時諸葛孔明トイフ人

ガ︑︵略﹀︑劉備ハ三度マデモ其ノイ

アリ︑民間乱離リテ耕作ヲ事トセシ

十一皿6図

部は車馬の往來自在にして︑︵略﹀︒

之に反して︑同様なる
一人なるときは︑責家の持主五人は

質家五戸ありて︑買はんとする人唯

十一928図

︵略V︒

吸ひ︑︵略V︒

十一892図

附着せる植物に集りて之を保護し︑

もつれしめず︒此の間に鵜を引上げ

鵜を使ひ︑︵略V︑たくみにさばきて

て呑みたる魚を吐かせ︑再び之を水

或は其の卵を他の植物にうつして成
蟻は其の種類によりて種

に放ち︑又か貸り火に薪を添ふるな

十一894図

長せしむ︒

︵略V︑鵜は盛に活動し︑

ど其の手練實に驚くべし︒
十一812図

その
その
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ホリヲ訪ヒ︑遂江 迎 ヘ テ 重 臣 ト セ リ ︒

一 々 其 ノ 言 ヲ 用 ヒシカバ︑︵略﹀︒

十一皿8図 劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑
十一鵬4國 孔明︑︵略V︑遂二備ヲタ
ショク

スケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天下ヲ三分シ

を通るのを見ると︑︵略V︒

何れの家にても卵を費れ

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

十一皿1図

ふな
池には大抵鯉・鮒等を養

醤油を買ふに鯨あり︒

十一皿3図
少からず︒

されば全村頗るゆたかに

ひて︑二年毎に之を費るに︑其の利

取組其ノ子二君ヒテ︑

テ其ノーヲ保タシム︒

十一鵬8國

十一皿6図
して︑皆其の家業を寓しめり︒

之二事

﹁汝ハ孔明ト共二業二二ヒ︑
フルコト父二事フ ル が 如 ク セ ヨ ︒ ﹂ ト

を打電し︑其の後に附加して曰く︑

船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設

部をさきて︑一村共同の有頂なる費

十ニー36

船ヲ組立テルニハ︑船井ノ

縮圖デ︑︵略﹀︒

断面及ビ構成等ヲ何十分ノーニシタ

計圖ヲコシラヘル︒其ノ圖ハ船ノ切

十一一119

︵略﹀︒

ち

武勇のほまれ細菊 千

くはしほこ

用にあっることとせり︒

十﹇鵬9図圏
たる

構へし其の名君子國︒

足の國の名に負ひて︑禮儀は早く唐

人も

陛下が萬機の政をみそな

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

十ニー9図

船渠ノ底ト周り三方ハ石デ

リュウコツ

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ

バンギ

でさせ給へる御製にも︑常に國家を

上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒

十ニー59

テアル︒船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

愚ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

拝察せらる＼は︑かしこしともかし

思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心の

こき極みなり︒いでや︑其の二三を

校長も着意温厚なる人に

申さん︒

十﹇囎2図
して︑︵略V︒其の他の教員も校長を

ギ
模範として︑職務に勉働するが故に︑

イフ︒

封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

トビラ

船渠ノ︵略V︒船ヲ其ノ中

各地の測候所は其の地方

︵略V︑中央達道皇は︵略﹀︑

後六時に至る︑向ふ二十四時間の全

毎日其の日の午後六時より翌日の午

十一一172図

報告し︑︵略V︒

の氣象観測を毎日三回中央氣象墓に

十ニー610図

アル︒

ポンプデカイ出シテ工事二掛ルノデ

ニ入レテ一方ノ扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲ

十ニー59

扉ヲ閉ヂ︑︵略﹀︒

トビラ

十﹁蝦3図蜀國ノ魏・呉二強國ト相

學問を修むるにも︑事業

敵はかなはじと︑にはか
に路を攣へて逃れ去らんとせり︒我

十二72図

の目的は達し得らるべき︒

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

十二45図

︵略﹀︒

サキニ蜀ノ南方齪レシ

或年暴風雨の爲に不作な

バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

十一廻10図

十︻朋8図

りしことあり︑其の翌年學校の経費

マウクワク

ヤ︑孔明謀ヲ以テ 其 ノ 將 孟 獲 ヲ 捕 へ ︑

︵略﹀︑其の翌年學校の経

を議するに遣り︑︵略﹀︒

は急に其の前路をさへぎりて攻撃せ

十一照9図

︵略﹀︒

しかば︑︵略﹀︒

十一燭5図 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
ビ戦評シメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

費を議するに當り︑村會にては其の

︵略﹀敵を待ちしが︑東

斜日測候所が此の全國天

國氣象の大勢を豫告す︒

十ニー75図

十ニー79図

︵略﹀︑我等は之を見て︑

豫報といふ︒

の地方の天氣を豫告するを地方天氣

十一﹁175國

又各測候所が︵略﹀︑其

は東方に二って︑其の進路をふさぎ︑

︵略﹀︑ネボカトフ少將は

東郷司令長官此の戦況

氣豫報といふ︒

其の地方の天氣を豫告するを地方天
︵略﹀︑片岡・瓜生・東郷

氣豫報と其の地の観測とによりて︑

十ニー04図

︵略﹀其の部下と共に降服せり︒

十二810図

の諸隊は其の退路を絶ち︑︵略V︒

十一一85図

︵略V︒

見る︒よりて主戦艦隊及び巡洋艦隊

方に當りて︑はるかに数條の黒煙を

十二84図

るもの多し︒

沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ

︵略V︑敵の爾旗艦は遂に

豫算の不足なるべきをうれへて︑之

はい

青年の氣風を養ひ︑智徳

ひのき

︵略﹀杉・檜等の植林を

十一一75図

ルコト七回二目ビシカバ︑賊將歎ジ

十一鵬2図

管み︑︵略V︒

をみがくを目的とせる青年會あり︑
ひのき
其の一事業として杉・檜等の植林を

十一価1國

得て︑水田は乾田となり︑︵略﹀︒

行はれ︑灌概・排水其のよろしきを

くわんがい

十一螺5心妻によりて用水路の改修

を増加せんとせしに︑︵略︶︒

其ノ度量ノ廣大ナルヲ知ルベシ︒

テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ マ タ反スルコトナカリキ︒

十一燭1図 孔明魏軍ト封陣ノ中二卒
クワ ン

ス︒蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國二二ラ
ントス︒

祭り︑士卒訓令シテ︑其ノ附近ノ草

十一鵬8図 ︵略V︑配達ハ孔明ノ墓ヲ
ヲ刈り︑薪ヲ伐ル ヲ 禁 ジ タ リ ト イ フ ︒
もエひき

男はゆるやかな股引をは

管み︑其の利盒を以て學校の基本金

どうぎ

十一鵬5

き︑胴衣を着けて︑其の上に長い上

︵略V植林を軽み︑其の利

とし︑︵略V︒

盆を以て學校の基本金とし︑其の一

十︸鵬3図

衣を着る︒

十一鵬10 男の冠をかぶり其のひもを
長くたらし︑小馬に乗って︑田舎道
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明日の隠事如何を豫相することを得
べく︑又其の日の天氣豫報は毎朝の
又風の方向は矢を以て示

新聞紙にても知るを得べし︒
十一一201図
し︑︵略V︒又其の強弱は矢の羽の数
にて表すなり︒

はち
十二205 蝶や蜂は花から花へいそが

︵略V︑專ラ教授ノ便ヲ計

周到ナル︑縣下マレニ見ル所ナルベ

リ︑實用二重キヲ置キ︑其ノ注意ノ

十二366ロD凶

ガラ其ノヨロシキヲ得︑︵略﹀︒

就中噴火口の最も大なる

最も東なる根子岳は七面

れば︑︵略﹀︒

但し此の噴孔は時々其の

烏帽子岳は其の西南方に

火山の破裂は地中の水蒸

作物は米・萎其の大部分

︵略V︑米の作付反別は凡

西洋諸國の耕地が其の総

層其の牧穫を増加することを得ん︒

なづまず︑能く正理を予言せば︑一

十二463図

栽培法の如きも︑奮法に

面積の二割より六割に及べるに比す

十二4510図

及ぶ︒

位を占めて︑其の贋額一億圓以上に

十二451︹図 ︵略﹀︑生瀬は輸出品の首

して其の味最も美なり︒

十二448図我が國の米は品質優良に

そ二千萬石なり︒

そ百八十萬町歩︑其の牧穫は年々凡

十二447図 ︵略﹀︑萎の作付反別は凡

凡そ四千六七百萬石にして︑︵略V︒

そ二百九十萬町歩︑其の牧穫は年々

十二445図

を占めて︑︵略﹀︒

十二444國

︵略V︒

る︒其の破裂するや︑土地はふるひ︑

氣︑︵略﹀︑ほどばしり出つるより起

十二428國

亦頂上に三箇の噴火口を有す︒

在りて︑︵略﹀︑其の北なる杵島岳も

十二422図

帽子岳は其の西南方に在りて︑︵略V︒

十二4110図 中蒔は︵略V︒︵略﹀︒烏

位置を攣じ︑其の勢力にも消長あり︒

十二4110図

十二4110図但し此の噴孔は時々其の
スルヲ得タルハ︵略V︒
栄名の妻︑︵略V︑侍女数
つる
位置を難じ︑其の勢力にも消長あり︒
十二365図 ︵略V︑通風・採光ニツナ
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒

十二314図
賊之を聞きて︑城中兵知多からんと
ぎかん

シ︒

︵略﹀︑瓜生保其の壷井鑑

うりふたもつ

思ひ︑其の夜軍を解きて去れり︒

等と共に杣山に旗あげして義貞に慮

そま

十二316図

ず︒

あうう

十二323図是等の人々は︵略V︑能

ひでたジ
して︑︵略﹀︒將軍秀忠︑高望の武名

十二377図園會津は奥羽重要の地に

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒其
く其の草すべき道に空したる我が國

く わ ふん

の時花の中の花粉は是等の轟に着い

とて

を重んじて︑之に封ぜんとす︒高虎
之を否む︒

﹁年老いて其の任にあらず︒﹂

婦人の實例にして︑︵略V︒

是等の人々は︵略﹀︑其

の志操の固きは男子にも勝れり︒
かすとよ

︵略﹀︑人や獣類も果實をた 十二324図

て︑︵略V︒

十二2010

べては其の種子を方々へまき散すの

秀忠﹁さらば誰か然るべ
き︒﹂といふ︒﹁嘉明に如く者はあら

かの山内一豊の妻が貧苦 十二383図

じ︒﹂と答ふるに︑︵略︶︒ ︵略V︒秀

十二3210図

戦陣の際に良人の名讐を全うせる形

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

である︒

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出

十二219 植物も動物と同じく︑呼吸

忠大いに感じて其の言に随ひ︑嘉明

廉頗之を聞きて︑深く其

零したるもの︒

り︒

十二415図

ルの圓形をなし︑︵略﹀︒

にして︑其の火口は直径六百メート

中岳は現今活動せる部分

ある高岳は高さ千六百九メートルあ

山とも歯し︑︵略V︒︵略﹀︑其の西に

十二411図

大きさは︵略V︒

を肥後の阿蘇山とす︒其の噴火口の

十二405図

を謝し︑︵略V︒

の非をさとり︑相如の門に至りて罪

十二396図

﹁余は秦王を其の朝に

名の妻と其の徳を同じうすとやいは

計何萬何千圓︑其ノ内何千圓ハ町内
有志者ノ寄附金デアル︒

コ︑二本校新築落成式ヲ
畢行セラル・二當リ︑其ノ席末二列

十二355図

十二391図圓

すが︑其の吐出す炭酸瓦斯の分量は

ほ

を畢げて會津に封ぜり︒
たかち

︵略﹀︑高千即急乗組水

ん︒

兵の母が其の子を叱りしが如きは︑

︵略V︑盛に炭酸瓦斯を四つ 十二332図

至って少い︒

︵略V︒

十二2110

て︑其の中の炭素を養分にして酸素

︵略V︑如何なる事攣に際
しても︑自若として其の常を失はざ

十二341図

るは日本女子の美徳なり︒

金魚を細口のびんに入れ

を放つ作用がある ︒

て︑二三日も水を取換へないと︑金

十二229
魚は死んでしまふ︒︵略V︒若し其の

午前九時職長・警察署長・

郡視學・町長・郡會議員・町會議

十二346

十二277図 城を抜け出でて岡崎に至

員・工務委員・有志者︑其ノ他工事

中に青い水草を入 れ て 置 け ば ︑ ︵ 略 V ︒

り ︑ 急 を 主 公 に 告ぐる者なきか︒﹂と︒

な

︵略V︑之二面シタ経費ハ総

關係者一同新校舎二参集シ︑︵略V︒
き

昔調伊企灘は新羅と戦ひ

十二3410

鳥居勝商といふ者あり︑進み出でて
つきのい

其 の 使 た ら ん こ とを請ひ︑︵略﹀︒

十一一303図

て新羅の將に捕へらる︒其の將伊企
灘をして日本に向 っ て ︑ ﹁ ︵ 略 V ︒ ﹂ と
號ばしむ︒

その
その
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為重諏訪の盛に護展すると共に︑首

萬︑伯林は二百萬を算す︒︵略﹀近年
十二692図

例とす︒

どいつ

︵略﹀食物の欲癒せる頃

︵略V︑遂に皇后イサベラ

は立志恥の皇后イサベ引なりき︒

十二765図

の知る所となり︑其の保護の下に此

掘れど炭磯限りなく︑東に小坂︑西

十二娼8図圓三池・夕張・大の浦︑

に至れば︑温暖なる地方に移らんと

ど

府の人口も年々著しく増加する勢な

さ

別子︑足尾併せて三山は 銅の産額

の大探検を行ふに至れり︒

コロンブスは猫り堅固

欲するもの期せずして相集り︑次第

なる決心を以て動かざること山の如

十二785図

れば︑其の巴里と同数に至るも亦甚

されば河水・湖水におぼ

に其の数を加ふ︒
十二702簡臼歯

く︑船員も其の勇氣に感じて命令に

されど十字街頭に立て

だ遠からざるべし︒

れて魚腹に葬らる﹂もの︑野獣の爪

十二606図

たび急買し︒古く知らる＼佐渡・生
かう
野︑其の他引敷の磯坑は 山をう方
る巡査の一翠手の合圖に︑通行の人

い
ちて山を鋳る︒

十二494國圃 絹織物の産地には︑京

服せざるを得ざりき︒

せざき

牙にさかれて食はるΣもの︑其の敷

い

西暦一千四百九十二年八

月三日の朝︑今日はコロンブスが遠

十二807図

り︒

スを引見して︑厚く其の勲功を回せ

十二805図 ︵略︶︑皇后も亦コロンブ

こと能はず︒

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る

十二789図人々始めて陸地の近きを

は行くも止るも置上の命に従ひて︑

きりふ

現在の職務に忠場なれ

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二718図

を知らず︒

壮麗なる馬車・自動車の

心廣く︑膿ゆたかなり︒
まくら

﹁疏食をくらひ︑水を

し

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑
そ

多きは巴里を第一とし︑市申到る虎

ひぢ

英蘭銀行は設立の古き 十二726図囹

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑
︵略V何事を爲すにも︑

呑み亦其の申に在り︒
十一一729図

と︑資本の多きと︑信用の厚きとに

最も人目を引くものは國

かくてコロンブスは報告の爲︑西班

征隊出獲の日なりとて︑︵略V︒︵略﹀︒

か

十二7210図

引込思案の人は徒に其の
結果を思ひわづらひて︑優柔不断其
の事業に取掛らざる中に︑良好なる
引込思案の人は︵略﹀︑優

時機を失ふこと多し︒

十二731図

柔不断其の事業に取掛らざる中に︑
良好なる時機を失ふこと多し︒

に其の事業に法事せば︑天下何事か

十二733団︺快活なる精神を以て熱心

浸したるは伊太利人コロンブスにし

ほうでう

︵略V︑北條早雲が小田原

︵略V︑路ばたにバイオリ

﹁ちよつと貸し

反復直言して復仇の事を望む︒︵略︶︒

十二874國 ︵略V︑一日良雄に面瀕し︑

リンを取って揮始めた︒

たまへ︒﹂と言ひながら︑其のバイオ

くと走り寄って︑

る︒︵略﹀一人の紳士があった︒つか

ンを弾いて居る老人の通音樂師があ

十二828

に張らんとせる頃なりき︒

城に嫉りて︑次第に其の灌力を四隣

十二811図

︵略﹀︒

ンブスは敷回の航海を試みしが︑

牙に蹄航せしが︑︵略﹀︒其の後訓

此の事は必ず成るべしと講義して︑

り

期せずして到る︒

會議事堂なりといへども︑其の規模

最も人目を引くものは國

熱心に其の事に從ふを以て︑成功は

十二654國

甚だ大ならず︑其の建築も亦新し︒

十二653図

於て︑其の右に出つるものなし︒

十二6310國

其の往來織るが如く︑︵略﹀︒

十二633國

︵略V︒

も古く其の名を知ら豊たり︒
十二521図 商人ニシテ信用ヲ失フト
キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

十二527図 廣告ハ商業獲展ノ有力ナ
ル手段ナリ︒近年各國商人皆勤ヒテ
米國商人が新聞其ノ他ノ

其ノ方法ヲ講ジ︑︵略﹀︒

十一一528図
印刷物二依リテ廣告二費ス金額ハ︑
︵略V︒

れうやう

︵略﹀︑引引あり︒︵略﹀︒
しゅざんぱう

其の西南なる首山 尽 は ︵ 略 V ︒

十二551國

ふ

會議事堂なりといへども︑其の規模

か

あ

り

︵略﹀︑亜弗利加・印度の

十二557図 満洲政治・交通の中心た

め

甚だ大ならず︑其の建築も亦新し︒
あ

毎年一定の季節に其の

成らざるを憂へん︒

姶めて西半球の陸地を獲
て︑彼をして其の志を成さしめたる

たりや

里の地より集り誹りて之を食ひ︑果

い

︵略﹀︑数多の猿遠く千百 十二738図

實壷くれば︑再び其の故郷に露るを

十二6710団︺

居を移すもの少からず︒
さる

にも︵略V︑

雁の秋來りて春去るが如く︑獣類中

がん

きことにあらず︒
つばめ
十二677︹図 賢立の春來りて置去り︑

食物を追うて其の居を韓ずるは珍し

獅子︑南亜米利加の野牛等の︑︵略﹀︑

し エ

十二673図

る 奉 天 は ︑ ︵ 略 ﹀︒︵略﹀︒其の附近我

が國人の在留するもの多し︒
︵略﹀︑日清・日露爾役に

有名なる旅寄口に 達 す ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ 其 の

十一一568図

後方の山々は皆我が同胞の血をそ＼
ぎし地ならざるは な し ︒

十二579図 撫順は︵略V︒其の炭坑
は気乾厚く︑炭量亦豊富なり︒

十二594図 倫敦にはテームス河︑巴
里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

巴里の人口は二百八十

河ありて各其の市街を貫流す︒

十二601図
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喜劔大いに罵って曰 く ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ︑ 人
し︒

費皆其の範園を越ゆることなかるべ

十二9610図孟子死して二千雪年︑孔
子と共に其の名盆馬あらはる︒

我が國の地方自治團艦

品格の知らる﹂ものなり︒

十二㎜3図

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

廣狭の差あり︑其の組織に繁簡の別

町村の三級に分れたり︒其の土地に

は︑府縣・市の二級或は府縣・郡・

土研其の國によりて互に勢を争ひた

我が國の地方自治團禮

ありといへども︑︵略﹀︒

十二㎜3図

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

公徳とは︵略︶︑総べて

廣狭の差あり︑其の組織に繁簡の別

十二㎜8図

地方人民協同一致して︑

空運の獲展を期するは一なり︒

基づきて︑其の團罷の幸福を進め︑

十二皿5図 ︵略﹀︑地方自治の精神に

ありといへども︑︵略﹀︒

は︑︵略﹀に分れたり︒ 其の土地に

︵略Vが如きは︑個人と

衆人の利害を考へて其の行爲をつΣ
十二996図

しむ徳義をいふ︒

十二985図

り︒

魯の重臣某の病死せんと
魯の重臣某の病死せんと

せし時︑其の子に教へて曰く︑︵略﹀︒

十二937図

孟子の如きは即ち其の一人なり︒

十二935図當時支那は王室衰へ︑諸 十二972図 孝経に美く︑﹁身を立て︑

面 獣 心 と は 汝 の 事 なるべし︒︵略﹀︒

喜罰点の後江戸に出で︑義士復仇の
畢を聞き︑︵略﹀︒

十二874図喜劔其の後江戸に出で︑
義士復仇の學を聞き︑其の主謀の良
︵ 略 V ︑ 良 雄 以 下 既 に 死 を 十二939図

雄 た る を 知 る に 及 びて︑︵略﹀︒

十二8710図
せし時︑其の子に教へて曰く︑﹁孔子

しても︑國民としても︑其の心の奥

は年少にして禮を好めり︒我死せば︑

ゆかしきを感ぜずや︒

賜へり︒喜劔直ちに泉岳寺に行き︑

言を奉じて︑往いて學べり︒

汽車・汽船・電車等の交
当機關︑博物館・圖書館等の公共螢

景公よりて魯と好を結ば 十二m1図

んが爲に魯公と會︻幽す︒其の時齊の

︵略﹀︑誠意其の團罷の爲に力を致す

き︑︵略V︒

ず︒

︵略V︑市町村長・参事會

市町村長・議員等を選

眞に自治の精神に富める

他私交上の關係をさしはさむべから

十二鵬7図

︵略﹀︑親族・縁故其の

畢するには專ら其の人物に重きを置

十二鵬6図

員等の其の事務を虚面するも︑︵略V︒

十二鵬3図

根本にして︑又其の生命なり︒

此の精神は實に自治制の

造物に在りては︑︵略﹀︒若し公衆の

之を返すにも其の品目を
温熱に行きて︑其の市街

十二期9図

有司進みて突眼を奏せしかば︑︵略﹀︒

十二瓢5図

違ふる者絶えてなしといふ︒

十二蜘6図

運用を全くすること能はず︒

心乏しき時は是等文明の利器も其の

の精神是なり︒

﹁魯人は君子の道を以

孟子の幼時母は深く意を
孟子の幼時母は深く意を

於ける乗客の學止︑道行く人の容儀

・建築物等の状況︑汽車・電車中に

他國に行きて︑︵略V等
を見れば︑未だ其の國情を詳にせず︑

十二血6図

等を見れば︑︵略﹀︒

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

孟子の幼時母は深く意
居を遷せりといふ︒其の後孟子出で

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

十二継2図

任者を畢ぐるを知りて︑其の他には

他國に行きて︑︵略V等
を見れば︑未だ其の國情を詳にせず︑

公吏・議員等直接公共の

事務に諮る者︑如何に其の職務に忠

十二廻3図

何等の私心を有せざるなり︒

他國に行きて︑︵略﹀等
を見れば︑︵略V︑早くも其の國民の

十二血8図

其の國人と一語を交へずして︑︵略V︒

十二皿7図

其の國人と一語を交へずして︑︵略﹀︒

を戒めて曰く︑︵略V︒

に在り︒直ちに其の機を断ち︑孟子

へずして減りし時︑母たまく機上

十二966図其の後孟子︵略V︑學を卒

︵略﹀︒

て學び︑學を卒へずして蹄りし時︑

を其の教育に用ひ︑︵略﹀︑三度其の

十二965國

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

十二964図

其の敏育に用ひ︑︵略V︒

十二963図

所は禮に反す︒

て其の君を説くるに︑我が臣の行ふ

十二953重圏

間に︑規則を守り︑規律を重んずる

十二951図

汝必ず之を師とせよ︒﹂と︒子羊の遺

其 の 墓 を 拝 し て 日 く︑︵略﹀︒

﹁我當に

喜劔直ちに泉岳寺に行

き︑其の墓を溢して 曰 く ︑

十一一882図

き切腹して終る︒時の人其の志を肚

萬罪を地下に謝すべ し ︒ ﹂ と ︑ 刀 を 抜

として之を義士の墓側に葬れりとい
ふ︒

十二897図 凡そ家内の掃除は座敷・
居間・善所のみならず︑便所の隅よ
り下駄箱の奥までも注意せざるべか
らず︒其の他食器・衣服等何事にも
清潔を旨とするは︵略V︒

事を引起せしこと其の例数ふるにい

十二8910図 煙草の吸ひがらより大火
とまあらず︒

十二913図 ﹁其の母によりて其の子
﹁其の母によりて其の子

を察せよ︒﹂といへ る が 如 く ︑ ︿ 略 V ︒
十一一913図

を 察 せ よ ︒ ﹂ と い へるが如く︑︵略﹀︒

十二921図 家の牧入を基として︑豫
家の牧入を基として︑

め 其 の 支 出 を 定 め ︑︵略﹀︒

十一一922図

止め其の支出を定め︑衣服・飲食の

そのうち
そのいち
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實なるも︑︵略V︒

十二脳9図 例へば教育・衛生等自治

︵略Vを詳に御諭しあり︑︵略﹀︒
こ こう

準備を弔し置くを必要とす︒

そのうち
其の中

ソノ中

その申

その内

されば朕は汝等を股肱と そのうち﹇其内一︵副︶15 ソノウチ
其のうち

十二m8國
頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

ヨクノフカイオヂイサン

の親は特に深かるべき︒

︵略Vによりて︑始

二635

めて其の効果を全うすることを並べ

如何程技藝に通じ︑魔術

霊魂の事業は︑

十二m4図
バ︵略﹀︑

きなり︒

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

カレ木ノ上ニノボツ

十二鵬6図 自治制の如き最良の制度

二海ノ水ヲカキマハスヤウ

ナ大キナオトガシマシタ︒

役人はしばらく考へてるまし

たが︑そのうちにるざりにむかって︑

五258

文太郎ハ︵略V︑ハジメテ汽

﹁︵略﹀︒﹂と申しわたしました︒

五436

淫風ノリマシタ︒︵略V︒走ツテヰル

五533

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

カミナリノヤウナ音ガシマシタ︒

汽車ガスレチガフ諭旨ハ︑向フノ汽

車ニノツテヰル人ノカホハヨク見エ

には︑其の人や全く精神なき人形の

マガオトホリニナツテ︑︵略﹀︒

マセン︒︵略﹀︒ソノウチニ下ノ方デ

スグ

﹁ハ

三554 アル日干ガ﹁早ク︑早

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

其の一
其の一

テ︑トノサマノオカヘリヲマツ
テヰマシタ︒ソノウチニトノサ

そのいち﹇其ご︵名︶1
招待状

十一619

イ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑

ドチラヘモツキマセンデシタ︒ソノ

ケンクワヲシタ時︑カウモリハ︵略V︑

ク︒﹂トヨンダノニ︑︵略﹀︑

強肩キマセンデシタ︒ソノウチ

今は水路に汽船があり︑陸上

ニ︑トナリノネコガダイジナ

九384

そのうえ︻其上﹈︵接︶4

其の上

第十五課

み︒

︵略﹀各府縣に於て多額

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん
や︒

十二描7図

の直接國税を納むるもの十五人の中
にも所々方々に写録が通じてみる︒

キンギヨヲトツテ︑︵略V︒

より一人を互選し︑其の選に点りて

鐵道の通じてみない所でも︑馬車や

勅任せられたるもの是なり︒

人力車がある︒其の上道もよくなり︑

ふだんは人も通らない道だか

になってしまった︒

い︒そのうちに日が暮れて︑まつ暗

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五765

マシタ︒

見テ︑︵略﹀︑クモノノミカタニナリ

中ニケモノが勝チサウニナツタノヲ

十二燭9図 第三種・第五種の議員の
橋も多くかけられた︒

ウラシマハ︵略V︑リユウグ

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

ゥノォキヤクサマニナツテ︑

三696

す︒

田を耕させたり︑荷車を引か

ウチヘカヘルノモワスレテヰ

十842

せたり︑重い物を負はせて遠くへ運

マシタ︒

十二鵬3図 爾院の決議一致すとも︑
天皇の裁可を経ざれば︑其の効力を

ばせたり︑農家では牛を色々の勢働

うちに雨がふりさうになった

て︑あそんでゐましたが︑ その

八235

爲眞を見て︑急に皆さんに

蹄って見ると︑自分の家は戸

内参りませう︒

お目にか＼りたくなりました︒その

八132團

上げます︒

二人はまだ方方ながめ 七694團 その内参上してお禮を申し

カヘリタクナツ

︵略﹀︒ソノウチニウラ

生ぜざるなり︒

シマハウチヘ

上奏といひ︑建議といひ︑

に使役する︒其の上牛肉と牛乳は飲

十二認9図

タカラ︑︵略V︒

れ︑食用にもなる︒死んだ後で︑身

ので︑いそいで山を下りました︒

四81
膣の全部にすたりのないことも牛と

馬も牛と同様に勢働にも使わ

十二㎜3図 ︵略V︑議員たる者は至誠

同じである︒其の上戦争には必ず無

十853

食物としても大切である︒

請願といひ︑其の手績に於て各相異

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

な り と い へ ど も ︑ ︵略V︒

壷すべく︑︷略︶︒

運送し︑︵略﹀︑勇士に軍功を立てさ

の牛はしきりに鳴いてみるのに︑誰

ら出て來ました︒

中に下男が膝隠をかついで︑裏門か

も草をやるものがありません︒その

がまだしまってみて︑︵略V︒牛小屋

︵略﹀︑サザエガ︵略﹀︑ジマ

ンバナシヲシマシタ︒ソノウチ

四397

かせて見せます︒

とから︑まためをふき出して︑

四292園 はるになって︑だんだん
あたたかになると︑ 枯れたあ
今謹みて其の

せるものは馬である︒

豫め其の支出を定め︑衣服・飲食の

そのうちにきれいなはなをさ

くてはならぬもので︑兵器・糧食を

へる勅諭こそ︵略 ﹀ ︒

十二m10図 明治十五年軍人に下し給
大意を述べん︒

費皆其の植園を越ゆることなかるべ

家の牧入を基として︑

が古來天皇の統率し給ふ所なること

し︒其の上不時の出費の爲︑多少の

十二922図

を諭し給ひ︑其の後時世の移り攣る

十二m3﹇図 勅諭は先づ我が國の軍隊

に連れて︑兵制にも攣遷あること︑

653
そめる

そのかみ

八266 一週間程たつねたが︑寒雀は
見つかりませんでした︒其の中に雀
のことはいつかわすれて︑た望身代
を取返す事にばかり心がけるやうに
なって︑︵略V︒

は 艦 中 一 同 残 念 に 思ってみる︒︵略﹀︒

九233囹 豊島の戦に出なかったこと
其のうちには花々しい戦争もあるだ
らう︒

十期6図 又畝傍山ノ東南二橿原神宮

そのかみ︻其上一︵名︶1 其ノカミ
アリ︒コ︑ニマウヅルモノ︑誰カバ
其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ御
威徳ヲ仰ガザラン︒

そのさん﹇其三﹈︵名︶1 其の三
其の三

十一632 第十五課 招待状 ︵略V
そのに﹇其二一︵名︶1 其の二
十﹁626 第十五課 招待状 ︵略V
其の二

釜ぬす人

役人は後からこゑをかけ

そのほう︻其方一︵代名︶1 その方

五271園
て︑﹁こら待て︑ゐ ざ り ︒
はその方にきまった ぞ ︒ ﹂

四171

この時よりとものそば

そば︻置尺︵名︶7 ソバ そば

に居た︑にたんの四郎ただつね

みのししはどっとたふれ

といふぶしが︑︵略V︒

四414

︵略V︑ヨクヨク見ルト︑ソ

コハサカナヤノ店デ︑ソバニ
一セン五リントカイタフダガ

・興福寺高クソビエ︑西ニハ西大寺
・藥師二等ノ堂塔アリ︒

そむ 肉ーミ斬

そにそまって赤くなり︑︵略︶︒

そ・む﹇世一︵四︶1

佛國の長き歴史を飾れる 十一一皿3図 質素を旨とせざればいつ

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十二609國

心も無下に賎しくなりて︑︵略V︒

ソマ

材木ヲ山ヨリキリ出スモノ
ソマツ そ

九624図

真盛日頃申し候に︑﹃戦

え ぞ

︵略V︑東國の蝦夷叛きしか

蝦夷は東北の地に住して︑

え ぞ

たしめ給ふ︒

ば︑天皇目本武尊に命じて︑之を討

やまとたけるのみこと

九49図

叛く 飛ーキ蝉

そむ・︿︻叛﹈︵四︶4 ソムク そむく

り︒

場に出でん時は髪を染めんと思ふな

十537芸園

そ・む﹇染﹈︵下二︶1 染む ︽ーメ︾

そむ︻初一うさきそむ・ほころびそむ

肚大なる建築の数々高く中空にそび

粗暴

ゆるのみならず︑︵略﹀︒

＊そぼ号おば

三郎ハシンパイシテ︑ヒ

タテテアリマシタ︒

そぼう﹇粗暴︼︵名︶1

四672

マサヘアレバ︑母ノソバへ來

血氣にはやりて︑粗暴の

テ︑﹁マダナホリマセンカ︒

五111

まつ

學校で徳川光囲の話を聞い

叛きて︑征東三軍をつかはされし事

叛服常ならず︑︵略V︑其の後も度々

六371

て︑紙などをそまつにしてはならな

とくがはみつくに

そまつ﹇粗末︼︵形状︶3

ハソマナリ︒

六688図

そま﹇杣﹈︵名︶一

正の軍人にあらず︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

そばを通る人が﹁美しい川 十二皿10図

だ︒﹂といって︑ほめました︒

すがるはその大ぜいの子をお

松を火にたくみうりのそば

みやのそばでやしなって居ったと申

五386
します︒

七117國

そばだて

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

余ーテ︾

いと思った︒

バシヨク

或時將軍馬護︑孔明ノ軍

しばくなりき︒

十一鵬8図

倹約を守るは大切なれど

令ニソムキテ大敗ス︒

十二926図

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

内ーシ贈

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染

メマス︒︵略﹀︒又所々白ク染メ建シ

八646

タノガカスリデス︒

そ・める︻染﹈︵下一︶5 ソメル 砲声

四371

萎ワラデハ︵略﹀︑又赤ヤ

もとよりすっぱいこのから ル 快ーメ・ーメル蝉
だ︑しほにっかつてからくなり︑し

五287圃

そめのこ・す︻染残︼︵五︶1 染メ残ス

︵略V︑一箱ノマツチが我等
ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八403図

又着物はそまつながら︑さ

本ノマツチモソマッニハ使フベカラ

ヲ要スルカヲ知ラズ︒之ヲ思ババ一

ズ︒

十371園

ぎかん

︵略V︑瓜生保其の尊公鑑

うりふたもつ

つばりしたものを着て︑︵略﹀︒

そま

等と共に杣山に旗あげして義貞に慮

十一一316図

そま
そまやま︻杣山﹈︹地名︺1 杣山

しばらくすると︑谷底の方

そばだ・てる﹇欲︼︵下一︶1
る

角ーチ彰

そび

きものきて︑

そびえたち︑

そびえた

そばだてて聞けば︑進軍の調である︒

に太鼓の音がかすかに聞える︒耳を

十一5510

つ

の

青そら高く

そびえた・つ﹇聾立︼︵五︶1

四143圖

からだに雪

︵略V︑ふじは日本一の山︒
ソビユ

き そ
ひのき
﹁我え元 木曾の檜よ︑

余iエ・ーユ・！ユル︾

そび・ゆ︻聾﹈︵下二︶4
ゆ

十1110団﹈︹閣囹﹈

ず︒

うなじユまきて︑峯高く

白雲を

︵略﹀︑其ノフモトニ大佛殿

興福寺ノ五重塔高ク其ノ北 そま・る﹇染一︵五︶1 そまる 角ーッ蝉

空ユそびえき︒﹂

ニソビユ︒

十944図

四194

ぐにそばのたふれてみた木の

十978図

ましたが︑︵略﹀︑ ただつねはす

上へとびのきました︒

それ
そめわく

4

青ヤキ色ニソメテ︑
イクニモツカヒマス︒
メマス︒

萎ワラザ

︵略V︑夜ニナルト出テ空ヲトビアル

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

クヤウニナツタトイフハナシデス︒

アチラノソラガマツカ

ソラガクモツテキマシタ︒

尋あおそら・おおそら

類です︒

余ージ彰

く︑兄の書を讃むを聞きみて︑直ち

十159図 紫式部は幼き頃より物 寛よ

に之をそらんじ︑少しも忘る＼こと

そり

なかりしかば︑︵略V︒

又寒き國にては︑犬をして

八九頭の犬いきほひよく数

ソレヲモ

オハナハモミヂノハヲ

一マイヒロヒマシタ︒

ニー9一

キモノヲヌツタリセン

ツテ︑ウチヘカヘツテ︑︵略﹀︒

木曾の檜よ︑ 一一396園

ひのき

空模様

能はず︑心ならずも夜明を待ちたり︒

模檬にて︑一寸先をも見分くること

十691図 ︵略﹀︑墨を流したる如き空

そらもよう﹇空模様一︵名︶1

あちらの空がまっかだ︒火の

風暖にさてもよき日や︒

八416

そ

ソレ それ

を走り行くさま︑まことにいさまし︒

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道

七631図

そりを引かしむ︒

七629図

そり﹇権﹈︵名︶2

駝鳥は︵略V︒走ることは馬

こが花火のやうに散ってみる︒

八563

よりも早いので︑空を飛ぶ必要はな

粟津の松の色はえて︑か

いから︑つばさははなはだ小さい︒
あはづ

八603國圃

︵略﹀︑たこの空高く上る︑是

すまぬ空ののどけさよ︒
九665國

そらん・ず﹇譜︼︵サ変︶1 そらんず

今ハ工業モ大イニヒラケ

テ︑エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

六812國

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

六143

以來︑教育ノ普及獲達ハ年ヲ追ウテ

そよく

アタタカイカゼガソヨソ

ソヨソヨ

イヨ︿盛二︑︵略V︒

ヰマス︒

ヨトムギノホノ上ヲフイテ

三173

八643 紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染そよそよ︵副︶3
八644 コク染メタノが紺デ︑ウスイ
ノが淺黄デス︒

昨夜の風雨は名残なくをさま

さf波を立ててみる︒

つて︑そよくと吹く風に︑海面は

十638

身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

八648 又色々二染メタ綜デ織ツタノ 九6710 雨のはれた朝︑花の香を送つ 八82図國秋の日の僻すみわたり︑
ガ縞物デス︒

其ノ中へ白鷺や白布ヲ入レ
染分ク

テ︑紺や淺黄二半メルノデス︒

八661
そめわ・く﹇染分︼︵下二︶1
撫ーケ彰

等ノ美シキ模様ヲ織出セル花器ハ我

二25

一36一

十422國 又写ノ董ヲ染分ケテ︑花鳥 そら﹇空﹈︵名︶17 ソラ そら 空
ガ國輸出品ノーナ リ ︒

ソメン
そめんき﹇硫綿機一︵名︶2 杭綿機

雨の朝︑風の夕︑見るもの聞くもの

き

﹁我え元

筑紫に到りて後は︑︵略﹀︑ それ︻其﹈︵代名︶87

三456あるばん一人の男がそ

につけて︑都の空のみしたはしく︑

皆人の自然の風を利用したるなり︒

らをむいて︑ながいさををふ

九806國

硫綿機
ソメン
十一848図 既に莚綿トナレバ硫綿機

りまはしてゐました︒

ニナリマシタ︒

ニカク︒コレニハ細小ノ針金ニテ作

︵略V︒

タクシタリシテクダサルノハ︑

十1110図千三

ドナタデスカ︒﹂﹁ソレ世論カア

二羽だけ

そらをとんでみる鳥

白雲を

しげる林ユ

うなじユまきて︑峯・高く

はきっといおとすほどの名人

空ユそびえき︒﹂

﹁熱き國

我︑タガヤサン︑我が

十132苗圃圏

空なつか

友ユひとり離れて︑はるぐと

生ひ立ちし

五百重のしほ路︑故里の
しや︒﹂

そら豆

二527オヂイサンガソコヲボル

イサンバソレヲキイテ︑犬ヲ

ト︑︵略Vタカラモノガタクサン
デマシタ︒トナリノワルイオヂ

ヨイオヂイサンバ︵略﹀︑

カリニキマシタ︒

ウスヲツクツテ︑ソレデ米ヲ

大豆・小豆・さ＼げ・そら 二562
豆・なた豆などはすべて私どもの親

七212囹

そらまめ﹇空豆﹈︵名︶1

サンデス︒

でございます︒

でも︑三羽ねらへば︑

四792囹

リタルブラッシノ仕掛アリテ︑鑓綿
アタカモ人ノ頭髪ヲクシケヅルニ似

ヲ引延シナガラ細カキ難物ヲ去ル︒
タリ︒

十﹇853図 椀綿機ヨリ出ヅル綿花ハ

赤い扇はかなめのきは
をいきられて︑そらにまひ上つ

四825
て︑

眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ
進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

ひらひらと二つ三つまはつ

ガ如シ︒

私はもと雨の一しっくです︒

て︑波の上におちました︒
そらからふって︑山の木のはの上に

十二357図 コ・二本校新築落成式ヲ 五85

そもそも﹇抑︼︵副︶一 ソモく

休んでゐましたが︑︵略﹀︒
︵略﹀︑カウモリハ︵略V︒︵略V︒

畢行セラル・二選リ︑其ノ席末二列

五557

スルヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル

所ナリ︒ソモく明治五年令制獲布
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それ

それ

四348囹

次郎﹁それではあん

の

﹁ナルポド銅ハタクサンア

リモツトタクサンアツテ︑モツト役

ツキマシタガ︑︵ 略 ﹀ ︒

た釜でございます︒それを私のるす

今デハ鐵ハ銭ノ仲間ニハハイ

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑ソレヨ

にこのみざりがぬすんだのでござい

六268囹

豆と︑だんごにつけるこなの
ます︒﹂

﹁これは私が毎日使ってゐ

ですか︑ちがひます

五243圏

豆と同じ

﹁日本中ニハヨワイモノ
か︒﹂三郎﹁それは知りません︒﹂

三145

バカリデ︑ ジブンノアヒテニ

をばさんからいただいた

ナルモノハ一人モナイ︒﹂ト︑

四421

次のやうに書きました︒︵略﹀︒それ

ハリサビデス︒

時々青イ物ヲ出シマセウ︒ソレガヤ

六557 ︵略﹀︑信玄は兵を右と左と二

手に分けて︑はさみうちにしようと

御社の後から山へのぼる道が
あります︒それは細くてけはしい道

ところがとなり國では信玄を

﹁われくはたがひにいく

さをしてみるけれども︑敵の國の人

六591囹

せた︒

て︑︵略V︑じぶんの國から塩を送ら

ないことにした︒謙信はそれを聞い

こまらせようと思って︑塩を送らせ

六586

から先がけをしょうと︑︵略﹀︒

した︒謙信はそれを知って︑こちら

ソノ時日ハ一羽ノガンバ列ヲ

又トブ時ニハガア︿ト鳴合
刈った稻は︵略﹀︑よく日に
こきでこいてもみを取ります︒

かわかします︒かわくと︑それを稻

六161

フ︒ソレハアヒヅデアル︒

六137

ソレ一道アンナイデアル︒

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六133

で︑︵略﹀︒

六97

を母に見せますと︑︵略﹀︒

おちよは︵略V︑葉書の裏へ 六292園銅ハ人毎使ハレテヰテモ︑

レマセンガ︑人ノ二二立ツコトハ銅

ヨリモマダ上デス︒﹂ ヤクワンハソ

六282

ろ︑三日翫ばんの土用ぼし︑思へば

レヲ聞イテ︑︵略V︒

︵略﹀︑七月・八月あついこ

おとしだまにのしがついてゐ

つらいことばかり︑それもよのため︑

のしあはびといふの

人のため︒

︵略﹀︒

四433圏

ワニザ分宿﹁ソレハ

︵略V︑﹁オマヘタチハウマ

五663

ました︒おちよはそれを見て︑

五293圃

二立ツモノハ鐵デセウ︒

イバツテヰマシタ︒ソレヲ天子
サマガオキキニナツテ︑︵略﹀︒

三407 うが︵略﹀︒今もぐつたか
とおもふと︑ すぐに一びきく
はへて︑でてきます︒ それをた
べると︑またすぐにもぐります︒

は︑あはびの肉をのして︑紙
のやうにうすくしたものです︒
それがだんだんにかはって︑

うが川の中でさかな

︵略﹀︑﹁オマヘノナカマ

をとってゐました︒︵略﹀︒それ

三412

四534囹

︵略V︒

そんなところでさをを

をからすが木の上から見て
みて︑︵略V︒

多イカクラベテ見ヨウ︒﹂

三468囹
ふりまはしたって︑どうしてとど
ヒマシタ︒

トイ

くものか︒それよりはやねの

オモシロカラウ︒﹂ト答ヘテ︑︵略V︒

トオレノナカマト︑ドツチガ

上へあがってはたけ︒﹂

︵略﹀︑ モウウチヘカ 四561

クダマサレタナ︒オレハココ
ノヲカへ來タカツタノダ︒﹂ト

三707園

ヒメハ﹁ソレハマコトニオナゴ

ヘリマセウ︒﹂トイヒマシタ︒オト

イツテワラヒマシタ︒

ワニザメ

リヲシイコトデゴザイマスガ︑

金や銀ハ︵略﹀︑ドチラモ

高ウゴザイマス︒銅ハソレニヒキカ

タクサンアリマセンカラ︑ネダンモ

六257園︼

な穴があいて︑︵略﹀︒

六668

そこかこΣかと

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ一二

さがすうち︑︵略﹀︒

はいそぎ道ばたを

ん︒﹂ それを聞くより妹の おふみ

が見えず︑さがすことさへ出來ませ

︵略V︒
ハ
ソ
レ
ヲ
キ
ク
ト
︑
大
ソ
ウ
オ
コ
六
2
3
8
そ
の
時
一
人
の
子
ど
も
は
大
き
な
に
は
何
の
う
ら
み
もない︒それを苦し
四306
母が父に﹁もうすぐお
ツ
テ
︑
︵
略
﹀
︒
石
を
も
つ
て
來
て
︑
力
ま
か
せ
に
投
げ
つ
め
る
の
は
か
は
い
さうだ︒﹂
正月ですから︑もち米をようい
四601．囹 白ウサギ耳目ヲコスツ
けました︒それがため︑かめに酷き
六627圃
︵略﹀︑かなしいことに目

テ︑又ソノワケヲ申シ上ゲマシ
バ

タ︒ スルト神サマ

﹁なすのよ一と申す

カハイサウナコトダ︒

ハ︑﹁ソレ

ますと︑三郎はそれをきいて︑

しなければなりません︒﹂ といひ

︵略﹀︒

﹁もちにする米とごは 四797囹

ヘテ︑金や銀ヨリモタクサンアリマ

四317囹

スカラ︑シタガツテネダンモヤスウ

これ

にまさるものはございません︒﹂

ものがございます︒︵略﹀︒

後干ラーツヅツヌケテオチルノヲ知

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

んの米はどうちがひますか︒﹂

︵略﹀︒よしっねは﹁それをよべ︒﹂

ゴザイマス︒

︵略V︒︵略﹀︑﹁三郎さんはまだ

それを知らなかったのですか︒

それ一それ
656

内に出來上って繭になる︒

て︑からだを包む︒それが二三日の
なったのにちがひない︒

の今朝の新聞に出たので︑お分りに

まゆ

リマセン︒ソレヲ人が後カラ拾ツテ

サクヤノクワジニウチハヤ

來ルコトガアリマ ス ︒

八468囹

水兵は︵略V︑其の手紙を差出

した︒大尉はそれを取って見ると︑

九204

︵略V︒

の一部に故障があったので︑すぐそ

九326 ︵略︶︑しらべて見ると︑機關

十五分ホドニテ日本橋ニイ

ケマセンデシタシンルヰミナブジデ

七545図

スゴアンシンクダサイ一郎﹁これで

六751 間もなくむねの上からもちを
タル︒︵略V︒ソレヨリニ十分アマリ
ニワウ

仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ

拝シ︑ソレヨリ水族館ヲ見ル︒

七566図
シバ

明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

一郎﹁これでようござ

サクヤウチヤケナイシンル

はや京都に着くことが出來る︒

行列車で東京を出立すれば︑晩には

日ほどか＼つた︒それが今は朝の急

一日の旅程を十里つつと見て︑十二

昔東海道といったのは︵略﹀︒

ヰミナブジ

父﹁それでもよいが︑

九357

いますか︒﹂

し長過ぎる︒

︵略﹀︑サクヤとは書くには及ばない︒

此ノスリバチノソコニア

レヨリ噴出シタル物ノ四方ニナダレ

タレル所ハ大ナル噴火ロニシテ︑ソ

八494圏︺ヤケナイシンルヰブジワダ 九416図

八478圏

れを直した︒

投げると︑大ぜいがあらそってそれ

天皇ハ︵略V︑

七594図
ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

船にはらしんぎといふもの

があって︑それで方角をとって進ん

七862囹
で行くのです︒

ちやうど十五
父﹁それでよろし

一郎﹁かうすると︑
字になります︒﹂

又夜はいくら暗くても︑星

が出てみれば︑それに便って︑居る

アリは幸にも星によりて方

テ︑冷エカタマリタルガ︑︵略﹀︒

綿ノ中ニ悔種ガアリマスカ 九486図

い︒

角を見定むることを知り居たれば︑

八637

ラ︑綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取

海岸には燈毫がありますか

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

それを便りに進行せり︒

保護色ノ攣ズルハスデニ面

去ルノデス︒

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク 九553國

白キコトナリ︒ソレヨリモナホ面白

八657

キハ︑︵略﹀︑形サへ其ノ周團ノ物二

﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲ

キザンデ︑日高ホシテ︑ソレカラウ

梅の實の熟する頃降績く五月

さみだ

スニ入レテツキカタメマス︒ソレヲ

九683

ヨク心得タル者アリ︒ソレ物争ジタ

︷略﹀八つの頭と八つの

る︑それはちやうど田植の時節であ

半雨は︑農家に取っては大切な雨であ

九32図圏

マへ︒﹂

八167図上

いふことが分ります︒

七868囹

場所や方角がちゃんと分ります︒

七865園

ようございますか︒﹂父﹁それでは少

ニテ上野公園二着ク︒

︵略V︒

正行︿略V︑ 皇居ニマヰ

を拾ひました︒

リテ︵略﹀︒

七85図
﹁︵略V︒﹂トオ ホ 斗 出 サ レ タ リ ︒ 正 行

ハソレヨリ戦場二心ヒ︑花々シク戦
ヒテ︑︵略V︒

七132囹 かけとかけねとは同じです
か︒それは全くちがひます︒

のは︑織物を頁りたいといふ人にた

七149圏 たとへばごふく問屋といふ
のまれて︑それをほかへ費渡してや
り︑︵略﹀︒

七152園 ︵略V︑又織物を買ひたいと
いふ人にたのまれて︑それをほかか
ら買取ってやる店のことです︒
︵略﹀ ︑ 風 月 バ カ 日 南 キ テ ︑

トモシビキエタリ︒保己一ハソレト

白い雀が三際居るのか︒﹂

七244図

友だちは答へて︑﹁居るさう

似ルモノノアルコトナリ︒
︵略V︒

八215圏

藍玉トイヒマス︒

モ知ラズ︑講義ヲツ寸ケタレバ︑弟

尾とある大蛇あり︑毎年來りて︑我

子ドモハ︑︵略V︒

だ︒さうしてそれをつかまへると︑

色々ナキカイガアツテモ︑

が娘を寒食ひ︑今また残りの一人を

七263

大へんに仕合がよくなるといふが︑

るから︒

ソレヲハタラカセルノハヤハリ手デ

も食はんとす︒それをかなしみ申す

といふ事があった︒それは︵略﹀と

九821

墨継氏神のお祭に競馬の神事

毎年一羽つつしか出て來ない︒

﹁こらどうした︒命がをし

のりと

だいこ
て︑それがすむと︑ ︵略V一番太鼓

神主は先づ神前で祝詞を上げ

いふ定であった︒

を打鳴らした︒

九831
水兵は︵略﹀︑﹁それは蝕りな御言葉

︵略V︒﹂と言葉鋭くしかった︒

です︒

か︒

くなったか︑妻子がこひしくなった

九1910園

なり︒﹂

ス︒

と思ひ

どうかして其

農夫は此の話を聞いて︑
﹁それはめづらしい︒

八222圏

の雀をつかまへて見たい︒﹂

物にするまでには︑大そうな手間が

七293 獄をかつて絹綜を織って絹織

ました︒

﹁︵略V︑誰かすぐに東京へ

電報を打つたのだらう︒それが東京

八458圏

か＼る︒それを考へると︑絹織物の

︵略﹀︑口から美しい綜を出し

あたひの高いのも︑けっしてむりで
はない︒

七323

657
それから
それ

十66 ギザ︿ノ深イノニナルト︑
一枚ノ葉が数枚ノ小サイ葉二分レテ
ヰル︒パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

・作法をわきまへてみることも︑そ
がかず︑︵略V︒

又ひよやつぐみは美しく熟

におのっと種子をあちらこちらへ散

してみる果實をついばむ︒それが爲

十二209

号する︒

私はわざと一巻の書物を床

れですっかり分りました︒

の上に投げておきました︒外の者は

それ︵感︶1

十364園
少しも氣が附かないで︑中にはそれ

デアル︒

をふんだ者もありましたが︑︵略V︒

馬主は︵略﹀︑ひらりと

飛乗って一散にかけ出した︒﹁それ︑

十一4710囹

それ

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ
︵略﹀︑あの青年ははいると

直に書物を取上げて︑テーブルの上

十366園

十77 櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

︵略﹀︑我我の讃む様なものに

細イ脈が網ノ目ノ標式ナツテヰル︒

馬主が逃げた︒﹂といふので︑大極の

十196

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

部下の二三人は︵略﹀︑

︵略﹀︑靴の贋はやうやく

それ以下

其の跡を追

に置きました︒それで注意深い男と

十﹇941図

それいか﹇其以下﹈︵名︶1

つかけた︒

いふことを知りました︒

一箱ノマツチヲ造ル手数モ

ノ人が手分シテスルノデアル︒

ナカ︿複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢

十﹇92

ない︒︵略﹀︒かう し て 鼻 聾 上 っ た も

のを活版所へ渡す︒活版所では︑活
字拾ひがそれを望みながら︑活字を

印刷する紙は乏い大きな紙

拾って並べる︒

十209

場合によりては尚それ以下に下るべ

安くなりて︑普通の慣に復するか︑

し︒

︵略V︑乾イタ軸木ノ先へ藥

品ヲ附ケル者︑ソレヲ温室デ乾カス

十一95
者︑︵略V︒

ソレカラ

それから

よりては尚それ以上に上るべし︒

それから︵接︶23

ベンケイガウシワカマル
マケマシタ︒ソレカラケライ

一31一
ニ

イテミマセゥカ︒﹂ト

︵略﹀︑﹁カガミモチヲマト

ニナリマシタ︒
二365

ニシテ︑

X2

マサヲ﹁ボクハモウコンナ

オハナ﹁スミレハ

タクサンナイ

民博クサンツミマシタ︒﹂︵略V︒

ハナタバ

カラ︑ マダソンナニツメマセ
ン︒﹂ソレカラ三人デツンダノ

ヲイツシヨニシテ︑

ウラシマ ハ︵略﹀︑子ドモ

ヲコシラヘマシタ︒

三664

カラソノカメラ買ツテ︑ウミヘ

ハナシテヤリマシタ︒ソレカラ

ニイサンバ︵略V︑オヤユビ

デツリヲシテヰルト︑︵略V︒

ニ三日タツテ︑ウラシマガウミベ

四226園

高高ユビデス︒小サイネエサンバ

デス︒大キイネエサンバ︵略﹀︑

︵略﹀︑クスリユビデス︒ソレカラ

一カ月

私ハ人サシユビデ︑三郎ハ小

ユビデス︒﹂

オトミ

オトミ﹁ソノ糸ハ

モラヒマセウ︒

そこで大ぜいと一しょになつ

ひるはあたたかな日にてらさ

へ出ました︒

それから少し茂ると︑高いがけの上

て︑せまい谷へ下りました︒︵略︶︒

五93

イ︒﹂

ソレカラフデヲ引写テクダサ

﹁ソレデハ 五二ケ

イクラデスカ︒﹂︵略V︒

︵略V︑供給も随って減じ 四243園

又分業二依ツテーツノ仕事 それいじょう︻其以上一︵名︶1 それ

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒そ

十一117

れを折って︑揃へてとちる︒
︵略﹀︑この外に木版刷の本も

ある︒それは版下を堅い木にはりつ

以上

十215

ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

十一946図

ルベクスタリノナイ様二用フベク︑

て︑又普通の債に復するか︑場合に

精神ヲコラスコトニナルカラ︑︵略V︒

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其
ナ形ヲ造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

十一125

けて︑其の上から彫 っ て 版 木 を 造 り ︑

一枚つつ手刷にするのである︒

てるる︒それと隣り合って︑ねぎや

十289 畑には変がもう一寸程にのび
大 根 が 青 々 と う ね をかざって︑︵略﹀︒

︵略﹀︑経濟上ヨリハ︑成ル

︵略﹀︒

ベク債ノ安イモノヲ蔭参︑ソレヲ成

十一651

計二組立テルコトハ出來ナイ︒

﹁あれが此の室にはいる前︑

からは静かに後の戸をしめた︒きれ

先づ着物のほこりを挑ひ︑はいって

十353園

いずきで︑つ﹂しみ深いことは︑そ
れでよく分りました ︒

五115

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

休なしにあるきました︒︵略﹀︒︵略V

アタルト︑モ

チハ白イトリニナツテ︑

イヒマシタ︒︵略﹀︒

トトンデイキマシタ︒ソレカラ

︵略﹀︑書師は驚きて︑﹁我

が書がかんと思ひ構へしことを如何

それから田や畠の聞を通って來るう

十一744図

にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒﹁そ

ちに︑︵略﹀︒

パッ

で︑︵略﹀︑何を聞 い て も ︑ 一 々 明 白

は昨夜のぞき見て知りたり︒﹂

コノ人ノ画料ハ︑オ米ガスコシ
とい

に答へて︑しかもよけいなことはい

モデキナクナツタトイヒマス︒

ひません︒はきくしてるて︑禮儀

へば︑甕師それより後の二枚には蚕

十3510園 あいさつをしてもていねい

一二

それぞれ一それで
658

六402国

かく
明日は銀閣寺を見て︑それ

から北山の方へ行って︑金閣寺を見

﹁そこにおさらがあるから︑
て︑北野の天神標へさんけいする︒

五206圏

がたう︒それからそこに切ってある

常ナ手数が掛ル︒

川の上にかけた橋︑橋の下に

それみ＼

それぞれ︵名︶Uソレゾレソレぐ
六38

立ってつりする人など︑それぐ川

秀吉は︵略﹀わりあてて︑仕

事をいそがせましたから︑すぐに出

十一667

其ノ他切方・並べ方︑色ノ

配合二至ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫

ガ入用デアル︒

それで

材ニモ︑梁ニモ︑外皮板ニモソレぐ

十ニー46 ︵略V︑實際ハ龍骨ニモ︑肋

ソレデ

附属具ガアリ︑︵略V︒

大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑ それで︵接︶7

︵略﹀︑ダレトスマフヲト
ツテモ︑マケタコトハアリマセ

三138

ン︒ソレデ﹁日本中ニハヨワイモ

ノバカリデ︑ジブンノアヒテニ
ナルモノハ一人モナイ︒﹂ト︑
多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

はわらはれて︑

すくねはほめら

それでけはや

︵略﹀︑ミンナガフンパツス

︵略V︑すぐに大神のお手をと

つて︑お出し申し上げました︒それ

五42

コトデス︒

ツデモイクサニカツタトイフ

ルヤウニナリマシタ︒ソレデイ

三437

れました︒︹ひらがなのドリル︺

にはまけました︒

しました︒しかしのみのすくね

︵略V︑けはやがじまんを

ルト︑カウイフ工合ニソレ・ぐ憂ツ

九84

﹁ねだ低く︑たるきは
ぬきもある
床となる身も︑

﹃二入の我が子それ

三168

イバツテヰマシタ︒

花ノ附方モ亦ソレぐチガ
さて此の雨風も四季の時候に

十402図圃医

それぐの務をもてり︒

なり︒つかとなり

高し︒︵略Vあらはれぬ

十144図國圏

つれて︑それぐにちがふ︒

九673

フ︒

九95

テヰル︒

イくノ仕事ニカ・ル︒

ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

石屋ハノミ︑．カヂ屋ハッチ︑仕立屋

八146

の景色をそへてみる︒

一方の大眉に

ますくかんしんして︑それからだ

來上りました︒信長はこれを見て︑

六484

取っておくれ︒﹂︵略V︒母は﹁あり

たけのこをおなべの中へ入れておく
れ︒﹂

︵略﹀︑一バンハジメニツムノ

んく重く取立てて︑

ヲ一番茶トイヒマス︒︵略﹀︒ソレカ

五332

ラ十四五日タツテツムノヲニ番茶ト
秀吉は︵略﹀︑光秀をうちほ

しました︒

六504

イヒマス︒

きほひは︑しぜんに日一日と盛にな

ろぼしました︒それからは秀吉のい

五568 大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ
出シマシタガ︑ソレカラ後弓ハ石ト
りました︒

金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ
タ︒

謙信はそれを聞いて︑﹁︵略V︑

敵の國の人には何のうらみもない︒

六592

すから︑二人とも行ってお出でなさ

塩を送らせた︒それから信玄が死ん

︵略﹀︒﹂といって︑じぶんの國から

﹁あさっては台墨がお休で

い︒それから今すぐにへんじを書い

五647囹

てお出しなさい︒﹂

といつ

だと聞いた時︑謙信は﹁︵略﹀︒よい
いくさ相手がなくなった︒﹂

五667園 そのおしまひのあいてみる
所へ︑﹃︵略V︒﹄と書きたして下さい︒

蛾が出ると︑綜が取れないか

てなげいた︒

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ

七333

それから表の方へあて名を書いてお
出しなさい︒﹂

かへりには同じ道を通らず

をころしておいて︑それから繭をに

六116
に︑別の道から下りました︒︵略V︒

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒
ヂク
材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ

十一97

でせかい中がまたもとのとほりあか

て︑縣を取るのである︒

コシラヘル者︑軸木ヲ火二乾カス者︑

八656

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク

それから又方々であそんで︑うちへ

るくなったと申します︒

かった稻が雨にぬれると︑

︵略V︑揃ヘテ箱二入レル者︑十二箱

に取入れなければなりません︒それ

米がわるくなるから︑天氣のよい間

六155

キザンデ︑日ニホシテ︑ソレカラウ
バリ

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支

ニチガフ︒

ヅツ集メテ紙二包ム者︑皆ソレぐ
十ニー49

スニ入レテツキカ気遅マス︒

かへったのは夕方でした︒
六216 ︵略V︑まつ象を船にのらせま

した︒さうして象の重みで船の水に
つかった所にしるしを附けました︒

分業デスル仕事ハ皆全区ノ

で取入れの時は大へんにいそがしく

十一122

一部分デアルカラ︑ソレみ＼ノ仕事

へ︑外側二板ヲ張り︑梁ノ上二十ヲ

て︑夜も十分に眠れないほどです︒

造ツテ甲板トスル︒サテソレカラ船

ヲスルモノニ︑共同一致ノ考ガナケ

それから象をおろして︑その代りに

レバ︑分業ノ目的八達セラレナイ︒

銅ハ︵略V︑金や銀ヨリモ

室ヲ分ツタリ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑

六261圏
︵略﹀︑スツカリ出岩上ルマデニハ非

石をたくさんつみました︒
それから東山の方へ行った︒

六396團 第一番に御所ををがんで︑

659
そろう

それですから

タクサンアリマスカラ︑シタガツテ
マウシマセウ︒

あの川むかふの木の

ソレデモ それでも それゆえ﹇其故﹈︵接︶3 ソレユエ

火バチナドニ入レル炭田︑木

其の自由がきかぬ︒又活字は何時で

でも組立てて使へる︒木版では︵略V︑

十223 活版は︵略﹀︑同じ活字を何度

ユエ木炭トイヒマス︒

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒ソレ

五578

それから晒すぐにへんじを ソレ故 それ故

それでも︵接︶4
五651囹

でも私はまだ手紙の書き方を習ひま

書いてお出しなさい︒﹂おちよ﹁それ

四64園
しげってみるのが︑八まんさま

ネダンモヤスウゴザイマス︒ソレデ

のもりです︒﹂次郎﹁それでは今
ません︒﹂

六283囹

今デハ鐵ハ銭ノ仲間ニハハ

せんから︑どう書いてよいかわかり

ゼ﹇＝一ナルコト モ 出 來 レ バ ︑ 針 金 ニ

しですね︒﹂

イレマセンガ︑人ノ望外立ツコトハ
﹁ソレデモ鐵ハヂキ

ヤクワンハ

活版を用ひることが多くなった︒

も直に植ゑることが出來るが︑木版
銅ヨリモマダ上デス︒﹂

オトミ﹁ソノ糸ハ

イクラデスカ︒﹂オマツ﹁三帰ン

それ故近年は木版が段々すたれて︑

では︵略﹀︑手間が幾層倍もかΣる︒

四242園
デス︒﹂オトミ﹁ソレデハ五カケモ

ソレヲ聞イテ︑

一思ケ

くるまのとほつてみる長いは
しが︑八まんさまのまへのは

ナルコトモ出馬マ ス ︒

八575 いすかのくちばしは上と下が
といふこと

くひちがってみる︒それで﹁いすか
のはしのくひちが ひ ︒ ﹂
がある︒

四447囹 ﹁︵略﹀おめでたくない時

それですから︵接︶2 それですから

には︑ なまぐさものをもちひな

ニサビテ︑赤クナルデハアリマセン

ほんとのまうけでない金は 十一662 日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

ソレ故材料モ料理法モ成ルベク適當

アキ易ク︑身禮ノ爲ニモヨクナイ︒

六323囹

カ︒﹂

ラヒマセゥ︒

﹁もちにする米とごは

一厘でも取ってはならない︒﹂﹁それ

んの米はどうちがひますか︒﹂

四318囹

︵略V︒その時あねのおはるは︑

でもだんなが居ないから︑だまって

いことが︑おほいのです︒それ
ですから︑ ふだん品物をやり
とりする時には︑なまぐさのし

﹁三郎さんはまだそれを知ら

みれば︑誰にも知ればしない︒﹂

カヘサヌ単二注意スルガヨイ︒

二憂化サセテ︑毎日同ジ献立ヲクリ

なかったのですか︒それではう

そろい・▽ふぞろい

此ノ時中掌理スデニ第二弾ヲ

白ウサギハイタクテタ

︵略V︑ハナタバヲコシラヘ
マシタ︒アカトキイロトムラナ

三95

︵略﹀︑米にこなして︑俵に

キト三イロソロッテキレイデ

ス︒

七115園

この間にいさんがかへって

つめて︑家内そろって︑ゑ顔にゑ顔︒

︵略V︑雀といふものはす 八101團

それはさうと

マリマセンカラ︑︵略V︒ワケヲ申

八208園

︵略﹀︑もちやだんごの それはそうと︵接︶1

來ましたので︑うち中の者がそろつ

あんは何で作るのですか︒﹂

揃フ 公ーッ煙←うちそろう

右手二︑第三弾ヲ腹二受ケテ居タガ︑

八881

るしにのしあはびを つけるや
うになったのでせう︒

それではうどんやさう

どんやさうめんは何でつくり
ますか︒﹂

七888園 ︵略V︑大きくなってから外

四325囹

居ルト︑︵略﹀︒

國へ商費その他の用事で出かける人

めんは何でつくりますか︒L三

四575園

それなら︵接︶一

もありませう︒又漁業その他海の仕
事に出かける人もありませう︒それ

郎﹁知ってゐますとも︒萎です︒﹂

ヲアビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

シ上ゲマスト︑﹁ソレナラ海ノ水

そろ・う︻揃︼︵五︶8 ソロフ そろふ

ですから小さい時から海になれてお

おはる﹁それではごはんにたく
萎と︑ うどんやさうめんにす
る萎は同じですか︑ ちがひま

ソレデモタワマズ︑奮戦ヲツマケテ

くやうにしたいも の で す ︒ ﹂

すか︒﹂

ソレナラ

三82囹
ボクハレンゲヲツム
カラ︑マサヲサンハタンポポヲ

四345圏

ぐふえるもので︑又大そう作物を荒

ヲツミマセ

次郎﹁だんごにつ

て篤眞をとりました︒

ワタクシハスミレ

それでは︵接︶7 ソレデハ それでは

オツミナサイ︒﹂オハナ﹁ソレデハ

三郎﹁豆です︒﹂

すものだといふことを話しました︒

ゥ︒﹂

三郎﹁あれも豆

ル︒

下マデ一同ソロッテ事務二取リカ・

役所デモ︑千社デモ︑上カラ

けるこなは︒﹂

︵略V︑モウウチヘカヘ

︵略﹀︒友だちはふと思ひ出したやう

三711囹

に︑﹁それはさうと︑

八151

と︑だんごにつけるこなの豆

です︒﹂次郎﹁それではあんの豆

見たことがあるか︒﹂

君は白い雀を

予祝﹁︵略V︑ソレデハオワカレ

リマセゥ︒﹂トイヒマシタ︒オトヒ

と同じですか︑ちがひますか︒﹂

ノシルシニコノハコヲオ上ゲ

ぞんず
そろう

660

ベン

櫻ノ花ニハ五ツノ鱒ガアツ
十一96

︿略﹀︑軸木ヲ火雪辱カス者︑

ソレヲ温室デ乾カス者︑揃ヘテ争乱

乾イタ軸木ノ先へ景品ヲ附ケル者︑

九71
テ︑辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

余一へ彰

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多
大の損害を受け︑︵略﹀︒

手筆議員も全村一致して

そんかいぎいん﹇村会議員﹈︵名︶1

十一m5図

村會議員
之を選學し︑互に競孚するが如きこ

﹁ピエールよ︑少年鼓手よ︒﹂

と更になし︒

ソロソロ

損

穴ー十一

損失

よりも重し︒

存ス存す

然るに此の寺は今より凡そ

そん・す﹃存﹈︵サ変︶3

余ーセ・ース︾

一千二百年以前のものにて︑昔なが

十44図

︵略V︑千二百忘年ヲ経タル

らの形を古せり︒

十984國

富國ノ實ノ學ルト畢ラザ

古堂ノ中ニハ當時ノ佛像今尚存ス︒

右は地質といひ︑縞がら

存ず 存

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二542図

ノ如何二存ス︒

十517図囹

︵略V︑御申越の期日まで

もはや新聞紙にて御承知

名乗れと申せば︑﹃存ず

の事とは存候へども︑︵略V︒

九725圓團

には少々間に合ひかね候事と存候︒

九141圓團

るべしと存ぜられ候間︑︵略﹀︒

といひ︑此の地方には善行よろしか

九128國團

︽1︵ジ︶・iズル・ーゼ蝉

ぞん・ず﹃存一︵サ変︶14

空氣は︵略V︑凡そ少しに
ずといふこと無し︒

ぞんじ母こぞんじ

︵略V︑御参列成し下さ

ぞんじたてまつ・る﹇存奉﹈︵四︶1
肉ーリ︾

そんしつ﹇損失一︵名︶2

白︒

れ候はば︑有り難く存じ奉り候︒敬

十一6210圓團

じ奉る

存

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

九6410図

存在す

と聲を揃へて呼んだが︑何の答もな
そろそろ︵副︶一

ソロソロオアルキナサイ︒

テヲヒイテアゲマス︒

一22一
そん﹇村﹈ういっそん・いっそんきょう

そん﹇損﹈︵形状︶1

﹁朝ね程損なものはない︒

朝ねをしてみる間に︑身代が減って

八257囹

行くのだ︒﹂

村會にて村費を議するに

ぞんざい・す︻存在﹈︵サ変︶1

い︒

十一557

入レル者︑︵略﹀︒

九77 梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ
ウニ鱒ガヨク揃ツテヰルガ︑豆や藤
ノ花ノ辮ハ不揃デ ア ル ︒

九79 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃
ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑
︵略V︒

揃ふ

四ツ揃ツテ︑十字白魚ナツテヰル︒

九88 菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ
そ ろ ・ う ︻ 揃 ︼ ︵ 下 二︶1

穴一へ彰

ふけんぐんしちょうそんかいぎいん

筋骨たくましき若者が どう・おんそん・こかそん・にそん・

揃へる

ソロヘル

櫓⁝を揃へて漕ぎ 出 す 漁 船 の 勇 ま し さ

ろ

十一267図
よ︒

揃ヘル

そろ・える﹇揃﹈︵下一︶7

そろえ←うまぞろえ
そろへる

十一田6図

ナヘヲウエテヰル女ハ︑ そんかい︻村会一︵名︶2 村會

例へば六十人の集會に其

る由あり︒ 木曾殿見知り給ふ︒﹄と

の中の一人若し十分を後るとせば︑

十一709図

いひて名乗らず︒

︵略﹀皇尊の経費を議す

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

六十人の時間の損失は合して十時間

十﹁m8図

となるべし︒

︵略﹀︑わかものどもはこゑを

︵略V︑コエヲソロヘテ︑ウタツテ

三334
ヰマス︒

るに當り︑村會にては其の豫算の不

六761

そろへて︑そのあとについて歌ひま

足なるべきをうれへて︑之を檜正せ

傷ノ僅少ナリシバ︵略﹀︒し

損失す

他人をして時間を損失せ

そんしつ・す﹇損失一︵サ変︶2
肉ーセ︾

十一713図

しむるは其の罪金銭を損失せしむる
よりも重し︒

他人をして時間を損失せ
しむるは其の罪金銭を損失せしむる

十一713図

難く存候︒

十924圓團

︵略﹀御冷ひ下され有り

これあり候様存ぜられ串間︑︵略V︒

十91巧圓團 御亀も︵略﹀︑整理の必要

有盆なる事と存候︒

十909國国 ︵略﹀︑其の講話は定めて

面白く有盆に存候︒

臣・義士に關する講談等もこれあり︑

十591踵国田 ︵略﹀︑又日曜目等には忠

した︒

田畑の作物には多少の損
我は急に其の前路をさへ

殊二丁が軍ノ損失・死

十ニー09羅馬

︵略﹀︑タコヤイカノァシヲソ

幸に私方は左程の損害も

損害

んとせしに︑︵略V︑さらばとて原案

七715

のまΣに決議せり︒

十二73図

害これあり候へども︑︷略V︒

九叫7圓国

安心下され度候︒

無く︑家族一同無事に御座候間︑御

九722國厨

二番太鼓の﹁並べ︒﹂のあひそんがい︻損害﹈︵名︶3

ロヘテオヨグ様ハマコトニ面白イ︒

つ に ︑ 五 人 の 騎 手は打連れて︑︷略V︑

九8310

馬の頭を揃へて︑三番太鼓を今やお

印刷する紙は誓い大きな紙

そしと待構へてる る ︒

十209

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒そ
れを折って︑揃へてとちる︒

661

ぞんずる一そんなら

常に選絶せられて︑ご十二年間勤績

村民に敬愛せられ︑幾度の改選にも

の上へあがってはたけ︒﹂

どくものか︒それよりはやね

八455囹

かねを鳴らしたりします︒

す

村長は﹁不作の後なれば︑成るべく

尊重

と

経費を節約したしとの校長の意見に
よりて豫算を編成したるなり︒﹂
説明したれば︑︵略﹀︒

貞ーシ︾

そんちょう・す︻尊重︼︵サ変︶1

八473囹

のでせう︒﹂

サクヤノクワジニウチハ

四691囹 三郎﹁ソンナニ少シヅツ 事見まひの電報が來た︒﹂一郎﹁どう
してそんなに早く伯父さんに分つた
ノマナイデ︑モツトタクサンノ
マタ三番茶・四番茶マデモツ

ンダラ︑早クナホリマセゥ︒﹂

五334

父

ヤケマセンデシタシンルヰミナブジ

デスゴアンシンクダサイ︵略V︒

ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム
ト︑茶ノ木ノタメニハヨクナイサウ

い︒﹂

九3710

かごも人の肩でかいて︑休み

く行くのだから︑早くもないし︑

︵略V︑仕事ノ移り攣ル度毎

又そんなに樂でも無かった︒

二︑居ル場所ヲ攣へ︑又器具ヲ取換

十一114

ヘナケレバナラナイノデ︑ムダニ時

間ヲ費スコトガ多イ︒分業法二依ツ

ルコトニナルト︑ソンナ手数が省ケ

テ︑一人デ一種ノ仕事ニバカリカ・

テ︑︵略﹀︒

里道の改修も全く成り︑

そんなら

︵略V大きな象の目方をは

もが︑ ﹁そんなら私がはかって見ま

よいか分りませんっ︵略V一人の子ど

からうとしたが︑どうしてはかって

六208園

そんなら︵接︶1

通ずるに至れり︒

村内の重なる道路は荷車・人力車を

十一撫9図

いまその杖をもぎとら そんない﹇村内一︵名︶1 村内
れ︑かへりの道が知れません︒﹂﹁そ

﹁葉書や切手や印紙ナドハ

んなわるさを誰がした︒﹂

日本紙ハ神ダナヲ指サシテ︑﹁ソン

皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂トイヒマスト︑

七498園

んなにていねいに書くことはいらな

﹁︵略﹀︒又ことばも電報だから︑そ

音次郎はおどろいて︑道ば

デス︒

五468園

たの高い木の下へにげこみました︒
友吉は﹁︵略﹀︒かみなりの鳴る時に

例へば敏育・衛生等自治

團膿の事業は︑地方人民の一般に之

は︑そんな所にみてはあぶない︒﹂

﹁先では知らないのだか
ら︑一銭まうけておけばよかったの

六318囹

を尊重し︑之に協力するによりて︑

十二脳8図

父﹁東京のをぢさんから火

せり︒

︵略﹀︑此の際其の道の專

門家の講話を承るは︑大いに参考に

十929圓團
相成るべしと存候 ︒

︵略︶︑御心安き方々御

十﹁3510團團 御地は今尚冬の季節と 十一鵬10図 ︵略﹀︑村會にては︵略﹀︑
存候︒

十︻623國團
︵略︶御光來下され候

招待致度と存候間︑︵略﹀︒

十一624國團
はば光榮の至に存 候 ︒

十一956早書 先般御手紙にて御近況
を承知致し︑御なつかしく存候︒
同じことと存目︒

十一m8國團 極南暑熱の御地にても

始めて其の効果を全うすることを得
べきなり︒

に︒﹂といったら︑直吉は︑﹁そんな

八つばかりの女の子︑

事が出來るものか︒

六606圃圏

︵略V︑ひとりしくく泣いてみる︒

ンデヰマシタ︒︵略V︒︵略﹀︑﹁マサ

三53園︵略V︑マサヲが本ヲヨ

ぶじお着のことと存じま そんな︵形状︶15 ソンナ そんな

ぞん・ずる﹇存︼︵サ変︶5 存ずる
畠ージ彰

七171團
す︒

姉のおつるは立ちよって︑

七201囹 あなたと私は親類ださうで

ヲサン︑

そんなに泣いてみる︒

ソンナニウチニバカ

ございますから︑どうかこれからお

リヰナイデ︑チツトソトヘデ

ナイ
ツメマセ

﹁なんで

テ︑イツシヨニウタヲウタヒマ

ニ

六621圃園

心安く願ひます︒ ﹂ と い ふ ︒ 藤 は ﹁ 私

セウ︒﹂

はちっとも存じませんでした︒

七684團 見事な桃をたくさんおおく

マナヲ﹁ボクハモウコン

マダソンナ

オハナ﹁スミレ一華クサン

ナニタクサンツミマシタ︒﹂︵略﹀︒

三91圏

︵略﹀︑一週間もおひまをい

り下さいまして︑有りがたう存じま
す︒

カラ︑

八666團

ただきまして︑まことに有りがたう

ン︒﹂

ナニイバツテモ︑アノ神ダナノ御札
ヤゴヘイニハナレマイ︒﹂

せう︒﹂といって︑まつ象を船にのら

はしてゐました︒︵略V︒ともだち

をむいて︑ながいさををふりま

三466園︵略﹀一人の男がそら

存じます︒

八676團 併し老病の事故︑よほど大
事にしなければならぬと存じます︒

せました︒

きりや雪で︑方角の分らな
は海の深さをはかったり︑きてきや

くなった時には︑︵略﹀︒そんな時に

七858園

をふりまはしたって︑どうしてと

は﹁︵略﹀︒そんなところでさを

そんちょう︻村長﹈︵名︶2 村長
極めて親切公平なる人なれば︑深く

十﹇加7図村長は村の僧家に生れ︑

そんぴ︻村費﹈︵名︶1 村費

十﹇m6図 村會にて村費を議するに
も︑大抵原案を可決するを常とす︒

村長は︵略﹀︑深く村民

そんみん﹇村民一︵名︶2 村民
十﹇囎8ロ︒凶

五524

花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ

押目皆黄色デアル︒

︵略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

キカイナドヲウゴカスノニハ︑皆コ

五586
レヲ使ヒマス︒

八506図

鎌足︵略V︑大事ヲ成スニ

ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二

ヤガテ同志ノ一人御前二進

道ナシト思ヒシガ︑︵略﹀︒

八529図

ヲ有スルモノニシテ︑︵略﹀︒

クハ︵略V又ハ他ノ動物ノイトフ悪

九5610図或動物ハ︵略﹀︒是竺寸ハ多

味・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑︵略V︒

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之

九571図 ︵略﹀︑他ノ動物ハ其ノ遜色

らず︒

十491図

田畑の作物には多少の損

又病覚其ノ他ノ場合ニモ︑

森林の樹木は︵略﹀︑雨の

からかみ

欄間の彫物︑唐紙の地紙

稽も亦千種萬様なり︒

とび
其の他鼠色・茶色・鳶色等︑色の名

︵略﹀︑實の名より取れる榿色・︵略﹀︑

花の名より取れる桃色・
だいく

添ふる等︑其の効用あげて数ふべか

砂の流出を防ぎ︑︵略V一種の風景を

︵略﹀︒其の他森林は氣候を和げ︑土

森林は能く暴風をさΣへ︑ ︵略V︒

一度に地上に落つるを止め︑︵略﹀︒

十108國

ベシ︒

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル

九764図

く別の異状これなく︑︵略V︒

害これあり候へども︑其の他にはか

九747國団

二近ヅクコトナキが十二︑︵略V︒

︵略﹀︒他ノ義人ハ此ノ間二入庫ヲ討

ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出デ

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑︵略﹀︒

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ
ズ︒

六254囹金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

十一価4図 十四五年の後には村民は

ノ他イロ︿ナカザリ物ニナリマス

に敬愛せられ︑︵略﹀︒

教育の爲︑一厘の支出を要せざるに

皇子コラヘカネテ︑ヲドリ
テ他ノ一人進ミ出デテ︑入国ノ足ヲ

出デテ馬鹿ノ肩ヲキリ給フ︒之ヲ見

八535図

キル︒

物ヲニル鍋モ鐵デス︒ユヲ

ガ︑︵略﹀︒

ワカス私モ︑私ノノル五トクモ鐵デ

六274囹

至るべし︒

ス︒ソノ他釘や針ノヤウナ小サイ物

八548

そんらく﹇村落︼︵名︶2 村落
ビシキ村落ナリシ ガ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 今 や 足

十632図 此ノアタリ︑元ハ山聞ノサ

カラ︑キクワン車・軍カンノヤウナ

木綿織物二紺や淺黄ヤカスリ
ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドウ

八639

へて食ふ鳥や︑︵略V︒

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

わし・たか・とびなどの様に︑

尾町ハ人口凡ソ三萬ヲ有スルー都會

上野公園ニハ廣キ動物園ア

大キナ物マデ︑︵略﹀︒

七548図

トナリ︑︵略﹀︒

十一田2 都市・村落の下押の山や岡

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

︵略V︑クビ太ケレバ︑他ノ

シテコシラヘルノデスカ︒

八734図

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

七754

ラレルモノニハ︑︵略Vナドガアリ︑

︵略V︑内外古今ノ武器其ノ
︵略﹀︑諸大名其ノ他旅客ノ

らんま

で︑我等の衣食住には模様・色どり

物の絶模様︑其の他菓子類に至るま

をはじめ︑着物の縞模様︑焼物・塗

十498図
其ノ住メル周團ノ物ノ五二似タルモ

カクノ如ク動物ノ膿色ニハ
ノアリテ︑︵略V︑タヤスク他ノ動物

をほどこしたるもの多し︒

ザヤカナル多色ヲ有ス︒是等ハ多ク

清潔検査これあり候︒

室・兵器・寝具其の他一切所持品の

苺週土曜日の午後には居

二見附ケラル・コトナシ︒

九543図

宿泊スルモノ多ク︑︵略V︒

九392図

他軍事心外スル物ヲ多ク集メタリ︒

九294図

ニ便ナリ︒

︵略V外國へ商責その他の

又漁業その他海の仕事に出

︵略﹀︑金色の金物きらく

ハ他ノ動物ノ恐ル・武器人相︵略﹀

或動物ハ︵略V︑コトニア 十564魍国
御かざりもなき質素なる御かまへ︑

九569図
かへってかしこく︑かたじけなし︒

と日にかゴやけり︒その他には何の

八65図

かける人もありませう︒

七887囹

用事で出かける人もありませう︒

七886圏

ヅレモヨイ肥料ニナル︒

ル︒コノ他マダタクサンアルガ︑イ

テンニスルモノニハ︑テングサガア

ノリニスルモノニハ︑︵略V︑トコロ

海草ニモ色々アル︒マヅタベ

タリ︒ソノ他博物館・パノラマナド

西瓜欄干ヲタベテ外ヲノコ

アリ︒

には︑まんぢゆうの様に圓く盛上げ

キ瓜ニバカバ煙出サイトゲ

他

た土山が数知れず並んでみる︒

コス︒

シ︑ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベテ中ヲノ

五512

ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

五507 西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ

アル︒

ル︒ソノ他ノ瓜四大テイナメラカデ

ガアリ︑カボチヤニハデコボコガア

五503

た︻他﹈︵名︶51

た

そんぴ一た
662

663

た一た

十667 ボートは︵略﹀︑又も鯨に近

凡そ家内の掃除は座敷・

三342

︵略﹀︑モウアノヒロイ田

ガハンブンバカリウワリマシタ︒

十二897図

五115

從請する人も靴屋の利盆あるを見

居間・皇所のみならず︑便所の隅よ

どこの田を見ても︑稻がよく

タカト思フト︑スグ後高ナツテシマ

ヲ通ツテヰル人モ︑馬モ車モ室見エ

田デハタライテヰル人モ︑道

それから田や畠の間を通って

り下駄箱の奥までも注意せざるべか

校長も着實温厚なる人に

來るうちに︑︵略V︒

て︑之に韓業するに至るべし︒

らず︒其の他食器・衣服等何事にも

五425

十一B2図
して︑︵略﹀︒其の他の教員も校長を

清潔を旨とするは衛生上にも必要な

より︑今度は銃を以て破裂矢を打込
新に鯨を追ふものもあり︑錆を打つ
模範として︑職務に勉働するが故に︑

む︒︵略﹀︒他の ボ ー ト を 見 れ ば ︑ 今

て鯨に引廻されてみるものもある︒
ジンム

市町村長・議員等を選墨

る事なり︒

︵略﹀︑敵の爾旗艦は遂に

沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ

十二75図

ヒマス︒

モツテヰ

又御宮裏の田も︑本年は

田ニスムカヘルハ土色ニシ

︵略V︑黄色に實のつた秋の田

田を耕させたり︑荷車を引か

せたり︑︵略﹀︑農家では牛を色々の

十8310

むら雀のぱっと飛立つのは面白い︒

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九694

ナリ︒

テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色

九535図

下さるまじく候︒

水も十分に御座候間︑少しも御案じ

九439受遺

畠ヲツクルノモ︑押手デスルノデス︒

七261 ︵略V︑農夫が田ヲタガヤシ︑

ます︒

じゅくして︑重さうにほをたれてゐ

するには︵略﹀︑親族・縁故其の無私

入レテヰマス︒

三331 子ドモガニ三人アゼニ
タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ

リマス︒

田ヲカキナラシテヰル人モア

こんがう

御代に返すは誰が任ぞ︒金剛

一232ユリノハナガサキマシタ︒

た︵助動︶鵬 タ た 飛タ・ダ・タラ・ダ
一
ラ彰n▽はるがきた

山下に忠士あり︒

せん

元の

三315 アメガフリツヅイテ︑田
螢働に使役する︒
ノ水ガタクサンニナリマシタ︒
た︻誰﹈︵代名︶1 誰
三318 馬飛マグハヲヒカセテ︑ 十8910図圃 ︵略﹀ やみの天地をまた

ツタトイヒマス︒

ハ︑難山ガスコシモデキナクナ

二365ソレカラコノ人ノタニ

タ人ガアリマシタ︒

ヤハタケヲタクサン

﹇335タ円葉ケアゼゥネ
ニ332ムカシアルトコロニ︑タ

た︻田﹈︵名︶15タ田面ひらた

す︒

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

十二燗9図第三種・第五種の議員の

何等の私心を有せざるなり︒

任者を畢ぐるを知りて︑其の他には

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

眞に自治の精神に富める

六148

午前九時郡長・警察署長・

ど

十二鵬2図

交上の關係をさしはさむべからず︒

くわふん

其の時花の中の花粉は是等

植物の花には︑同種の他の

に傳達される︒

の贔に着いて︑一つの花から他の花

十二206

るもの多し︒

十二塒7図

︵略﹀︒

スヰゼイ

十四3図畝傍山ノ東北ニハ神武天皇
ノ御陵アリ︒又近ク緩靖天皇ノ御陵
アリ︒其ノ他古陵墓甚ダ多シ︒

十一656 寒イ時ハ︵略﹀︑獣肉其ノ
他アプラ氣ノ多イ食物が適當デアル
ガ︑︵略﹀︒

ベク適當二攣化サセテ︑毎日同ジ献

十一667 ソレ故材料モ料理法モ成ル
十二206

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ

十二346

いに力があるのである︒

あるが︑動物の呼吸作用も三って大

給されるのは︑他にも種々の原因も

十二225

ものがある︒

ノ配合二至ルマデ︑皆ソレゾレノ工

イ︒︵略﹀︒其ノ 他 切 方 ・ 並 べ 方 ︑ 色

夫が入用デアル︒
ひのき

十一717図 其の座敷の一間の杉戸に
は檜一本を豊がき︑他の一間には鶴

二十五羽ばかり書がけり︒

郡視學・町長・郡會議員・町會議員

ホグシ︑土砂其ノ他ノ雑物ヲ去り︑

・學務委員・有志者︑其ノ他工事關

十﹇843図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

︵略﹀︒

掘れど炭磯限りなく︑東に小坂︑西

三池・タ張・大の浦︑

係者一同新校舎二参集シ︑︵略V︒

レンゼウ

スル機械ニカケテ︑或ハ合シ︑或ハ

十一858図 ︵略V︑コレラ三篠機ト構 十二488図國

さ

銅の産額

別子︑足尾併せて三山は

︵ 略 V︑蟻は︵略﹀︑轟轟⁝の

延 シ ︑ 又 更 二 他 ノ 機械二移シ︑︵略﹀︒
十一892図

山をう・つ

たび急9し︒古く知らる﹂佐渡・生
かう
野︑其の他無数の磯坑は

三門商人が新聞其ノ他ノ

附着せる植物に集りて之を保護し︑

︿略﹀︒

印刷物二二リテ廣告二費ス金額ハ︑

十二528図

ちて山を鋳る︒

か㌧る時は靴屋は︵略﹀︑

或は其の卵を他の植物にうつして成
長せしむ︒

十一938図

盛に之を製造すべく︑又他の職業に

︵略﹀︑クハヘテヰタサカナ

一コエホエマシタ︒

二341

タ︒

オモシロガツテヰマシ

︵略V︑トリヤケモノヲイ

イテミマセウ

トモダチハ﹁︵略V︒﹂ト︑

タ︒

シタ︒

二452

﹁モウコンナニ大キク

﹁ヤツトカラダガデキマ

﹁コレデアタマモデキ

﹁コレデ目モデキマシ

ツボミガタ

アノ太イ木バカレタヤ

天ジンナマハ︵略Vトイ

フチユウギナ刈込タヲマツツタ

二471

クサンツイテヰマス︒

ゥニミエマスガ︑

二457

モウハナガサキハジメマ

二434囹

マシタ︒

二417圏

シタ︒

﹁モチハタイセツナオ米 二414囹

ナリマシタ︒﹂

二411園

ドナタデスカ︒

リヲノマセテクダサツタノハ︑

二391園 ︵略﹀︑シンパイシテ︑クス

︵略V︒

ヲイタクシタリシタトキニ︑

二273 トモキチ医欝ロコンデ︑ト 二377圏 ︵略﹀︑ネンネコゥタヲゥ
﹇304
ベンケイガウシワカマル ニー04台目カクレタ︑クモニ︒
ンデイキマシタ︒
ニ マケマシタ︒
ニー12圓マタデタ︑月ガ︒
タツテクダサツタノハ︑ドナタ
デスカ︒
二334ムカシアルトコロニ︑タ
一314 ソレカラケライニナリマ ニー47 犬ガ︵略﹀︑ハシノウヘ
シタ︒
ニキマシタ︒
二383圏 ︵略﹀︑ゴハンヲタベサセ
ヤハタケヲタクサン モツテヰ
工人ガアリマシタ︒
テクダサツタノハ︑ドナタデス
一362 ソラガクモツテキマシタ︒ ニー52 ︵略V︑ミヅノナカニモサ
カナヲクハヘタ犬ガヰマス︒
二334 ︵略V︑タヤハタケヲタク カ︒
二386囹
同価ヲヒイタリォナカ
サンモツテヰタ人ガアリマシ
︵略V︑ハシノウヘカラ︑
ニー57

ワント

クルマニ ツンダ タカ ニー55

一364カミナリガナリダシマシタ︒

﹇382翻

ラモノ︑ イヌガ ヒキダス エン
ヤラヤ︒

コロシテ︑

タ︒

V

タ︒

ソレカラコノ人ノタニ

ノハ︑ドナタデスカ︒

シダマニイタダイタ本ガーサ

ノデス︒
ハ︑久米ガスコシモデキナクナ
ツタトイヒマス︒
二474
コノォカタハゥメノハ
ナガオスキデシタカラ︑︵略﹀︒
二373圏﹁アカンボノトキニ︑ダ
イテチチヲノマセテクダナツタ
二491 ︵略V︑オカアサンカラォト

二367

パツトトンデイキマシタ︒

二364 アタルト︑モチハ︵略﹀︑

二36一

ヤハゥマクアタリマシタ︒

トメマシタガ︑キカナイデイマシ

トモダチハ﹁︵略V︒﹂ト︑

トメマシタガ︑キカナイデイマシ

二356

イテハイケマセン︒﹂

デコシラヘタモノデスカラ︑

二354園

カ︒﹂トイヒマシタ︒

ヲマトニシテ︑

アル日︵略V︑﹁カガミモチ

タ︒

ハミヅノナカヘォチマシタ︒

︵略V︑ウチヘカヘツテ︑カ

一マイヒロヒマシタ︒

ニー93

イロモソノトホリニツ

ミヲソノカタチニキリマシタ︒
ケマシタ︒

ニー94

二35一

一402 アサガホガサキマシタ︒
ゴランナサイ︒

ハミヅノナカヘオチマシタ︒

一412 イクツサイ云為︑カゾヘテ ニー61 ︵略﹀︑クハヘテヰタサカナ

ヲツケラレテコマリマシタ︒

一443 ヨイオヂイサンバコブヲ ニー84 タクサンチツタトコロバ︑
トラレテヨロコビマシタ︒
ニハノ土モミエマセン︒
一452 ワルイオヂイサンバコブ ニー87 オハナハモミヂノハヲ
︸502 ユフガタニナリマシタ︒

一512 イツカセンセイガオハナ

アチラノソラガマツカ

シニナリマシタ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

ニー95 モシナツデアツタラ︑ド
ンナイロヲツケタデセウ︒

ヤウナイロヲシテ

ワタクシノカラダハ︑日

ニー96 モシナツデアツタラ︑ド
ンナイロヲツケタデセウ︒
二212

ニヤケタ
ヰマス︒

トモキチハシンパイシテ︑

二252モウ日ガクレマシタ︒
カドグチヘデテミマシタ︒

二266

ツテキマシタ︒

二27ーソコヘオトウサンガカヘ

一一

二26
ニナリマシタ︒

二35 アア︑モゥスツカリノボリ
マシタ︒

オキクガイマオキヤクニ

ナツテキマシタ︒

二82

オハナハオキクヲザシキ

クイラツシヤイマ シ タ ︒ ﹂

二86圏 ﹁オキクサンデスカ︒ヨ

二92

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ
ヲダシマシタ︒

二96魑 デタデタ︑ツキガ︒
二96圃 デタデタ︑ツキガ︒

R5

た一た
664

ツアリマス︒

二504
ムカシアルトコロニ︑ヨ
イオヂイサントワルイオヂイサ
ンガアリマシタ︒

二51一 ヨイオヂイサンバ白イ犬
ヲーピキカツテ︑︵略﹀カハイガ

ハタケノスミヘツレテ

ツテヰマシタ︒

二52一
イ ツ テ ︑ ﹁ ︵ 略 V︒﹂トヲシヘマシタ︒

テ︑火ニクベテ︑
マシタ︒

ヤイテシマヒ

二587 ヨイォヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑カマドノ
下上 オキマシタ︒
ツテ︑

川ムカフノカレ木ノエ

ニ593 ︵略﹀︑ ハヒガパツトタ

ダニ カカツタカトオモフト︑
︵略﹀︒

︵略︸︑ワルイオヂイサンハ

ケニナリマシタ︒
二661

トウトウシバラレテシマヒマシ
タ︒

︵略V︑サクラノハナが一

メンニサキマシタ︒

三14

三22ムカフノ山ニハ︑ユキガ
フツタヤウニ白クナツタトコ
ロガミエマス︒

バ

コノアヒダ

ました︒︹ひ叙がなのドリル︺

ネエサン

バンノゴハンノスンダ

トナリムラヘオ卜定ニイキマシ

三108

タ︒

アトデ︑︵略Vオモシロイハナシ

三122

へやの中まであかるく

ヲキカセテクダサイマス︒

なりました︒︹ひらがなのドリル︺

三126

イフチカラノツヨイ人ガア

三23ムカフノ山ニハ︑ユキガ 三135 ムカシタイマノケハヤト
フツタヤゥニ白クナツタトコ

ソレカラ三人デツンダ

ソレカラ︵略﹀︑ハナタバ

小さなむしがとんできま
大きなうまがはしってき

ン︒

ケハヤハ︵略︶︑ケルコト

シカシスクネモチカラガ

ナカナカケハヤニハケラ

︵略﹀︑タツターケリデ︑ケ

﹁︵略︶︒﹂といって︑けはや

テヲタタイテホメマシタ︒

ミテヰ二人ハミンナー

テヲタタイテホメマシタ︒

三162 ミテヰタ人ノミ
︑ンナー

ハヤヲケタフシマシタ︒

三161

レマセン︑︵略﹀︒

カラ︑

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ

三154

ガマコトニハヤカツタノデス︒

三15一

ヲオトラセニナリマシタ︒

三147︵略Vトイフ人トスマフ

テヰマシタ︒

三144

ソレデ﹁︵略﹀︒﹂ト︑イバツ

三138 ︵略V︑ダレトスマフヲト
ツテモ︑マケタコトハアリマセ

リマシタ︒

三35 ハルノアタタカイ日二︑
マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

ロガミエマス︒

三58スコシタツテオサラヒガ
ソコ

︵略Vイツシヨニノハラヘ

三101

した︒︹ひらがなのドリル︺

三98

ヲコシラヘマシタ︒

三93

ヲコシラヘマシタ︒

ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ

三92

イニナリマシタ︒﹂

三87囹﹁ボクモモウテ寸寸パ

タクサンツミマシタ︒﹂

三85園﹁ボクハモウコンナニ

アソビニイキマシタ︒

三63

ニキマシタカラ︑︵略V︒

三62

スミマシタ︒

リニ ナツテ︑﹁︵略V︒﹂トオホセ
︵略﹀︑一メンニミゴトナ

ニ ナリマシタ︒

ニ62一

ハナザカリ ニナリマシタ︒

ヘトモダチガサソヒ

ニ612トノサマガココヲオトホ

ト ヨンデ アルキマシタ︒

二604オヂイサンバ︵略﹀︑﹁︵略V︒﹂

サキマシタ︒

二525 ︵略﹀︑土ノ中カラ︑︵略V 二595 ︵略V︑ウツクシイハナガ

タカラモノガタクサンデマシタ︒

二53一 トナリノワルイオヂイサ
ンバ︵略﹀︑犬ヲカリニキマシ
タ︒

二533 ︵略V︑ハタケノスミヲホ
ツテミマシタガ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

二543 オヂイサンバ︵略V︑ソノ
犬ヲコロシテシマヒマシタ︒

二552 ヨイオヂイサンバ︵略﹀マ 二626 ︵略﹀︑タクサンノゴホウビ
ツノ木ヲ一本ウエマシタ︒
ヲクダサイマシタ︒
二556 ︵略V︑一月モタタナイウ
ョクノフカイオヂイサン

カレ木ノ上ニノ

ノコツテヰタハヒヲ
ハ ︵略V︑

︵略﹀︒

トノサマノオカヘリヲ

トノサマヤ︑オトモノ人

ニナリマシタ︒

オトホリ ニナツテ︑﹁︵略V︒﹂ト

二643 ソノウチニトノサマガ

マツテヰマシタ︒

ハ︵略﹀︑

二635ヨクノフカイオヂイサン

ボツテ︑

チニ︑︵略﹀︑ 大キナ太イ木ニ
ヨイオヂイサンバ︵略﹀︑

ウスヲツクツテ︑ソレデ米ヲ
ツキマシタガ︑︵ 略 ﹀ ︒

二567 ツクタビニ︑︵略﹀︑イロイ

ロナタカラモノガデマシタ︒

二574 ヨクノフカイオヂイサン

オホセ

ノ目 モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ

Q

二563

カキアツメテ︑

Q

ナリマシタ︒

一一

一一

バ︵略﹀︑ 米ヲツイテミマシタ
ガ︑︵略﹀︒

二582 ︵略V︑ソノウスヲコハシ

16ド16ド
7
3

U3

U5

5

た一た

しかしのみのすくねには

がじまんをしました︒︹ひらがな
のドリル︺

三168
それでけはやはわらはれ

まけました︒︹ひらがなのドリル︺

うちへかへって︑ちぢに

つてつつみました︒

三356

﹁おや︑にげたのかしら・

みせようとしたら光がみえま
せん︒

三357圏

ん︒﹂と︑いそいでかみをあけて

三171
みると︑︵略﹀︒

︵略V︑父は﹁︵略﹀︒﹂とい

て︑すくねはほめられました︒︹ひ
三372

らがなのドリル︺

三177 ︿略﹀︑マタアソコカラモ
ひました︒

しっかにと

しっかにと

︵略﹀︑そとへはなしたら︑

んでいきました︒

あをく光りながら︑

三374

んでいきました︒

あをく光りながら︑

うこかずにるますが︑し 三373 ︵略V︑そとへはなしたら︑

一ピキ上りマシタ︒

三226
四五日マヘ ニアタマヲ

んだのではありません︒
三278
ダシタタケノコガ︑︵略﹀︑私ノ

セイトオナジクラヰ ニ ナリマ
シタ︒

三282 ︵略﹀︑私ノセイトオナジ 三376 七じがなりました︒
クラヰニナリマシタ︒
三404 うが川の申でさかな

三405

一びきくはへて︑でて

今もぐつたかとおもふ

をとってゐました︒

三283 コレカラニ三日タツタラ︑
マダズツトタカクナリマセゥ︒

と︑すぐに
きます︒

三428

︵略﹀︑ユフハンニハ︑ケラ

イノ人ヲ右ト左ニワケテ
スワラセマシタ︒

ソノ日ノイクサニテガ

ラノアツタモノヲ左ノ方ニ

三43一

ほどに︑とうとう

八ツニナル女ノ子ガア

すをはった︒

も︑またはる

小えだに

リマシタ︒

三531

三55ーアル日母ガ﹁早ク︑早ク︒﹂

シタ︒

トヨンダノニ︑︵略V︑スグニハ
ナラベテ︑︵略﹀︒
キマセンデシタ︒
三433 ソノ日ノイクサニ︵略﹀︑
三553
︵略V︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂
アマリ ハタラキノナカツタモ
トイツテ︑スグニハキマセンデ

ノヲ右ノ方ニナラベタノデ

ス︒

ニゲテ行キマシ

︵略﹀ネコガダイジナキン

ギヨヲトツテ︑

ソノ日ノイクサニ︵略﹀︑ 三556

タ︒

三434

アマリハタラキノナカツタモ

三576私ガヲバサンカライタダ

ノヲ右ノ方ニナラベタノデ
ス︒

︵略V貝をこんなにたく

﹁どこでこんなにたく

さんおひろひになりました︒﹂

Qか年

さんいただきました︒

三616

ナツテ︑モウキラレマセン︒

イタムラサキ色ノハォリハ︑イ
三437 ︵略﹀︑ミンナガフンパツス
ツマデタツテモ︑色ガカハリマ
ルヤウニナリマシタ︒
セン︒
三438 ソレデイツデモイクサニ
カツタトイフコトデス︒
三581 私ガキヨネンマデキテ
ヰタワタイレハ︑︵略Vミジカク
三458 あるばん 一人の男がそ

らをむいて︑ながいさををふ
りまはしてゐました︒

ました︒

︵略﹀︑おちても︑おちて

ほどに︑とうとう
とびついた︒
︵略﹀︑きれても︑きれて

ときさましたら︑﹁︵略V︒

貝ざいくを漁るみせで

︵略﹀買ってきたのです︒﹂

とおっしゃいました︒

三647

買ってきたのです︒﹂

三646園

思ひだしたやうにざぶん 三644圏 ﹁いいえ︑これはひろつ
たのではない︒

つてわらひました︒

三472

ともだちは﹁︵略V︒﹂とい 三643 私はをぢさんに︑﹁︵略﹀︒﹂

とさうと思ふのだ︒﹂とこたへ

三414圏﹁水の中へはいったら︑ 三465 ﹁︵略︶︑二つ三つはたきお
どんな心もちだらう︒

三418それをからすが木の上
の中へはいりましたが︑︵略﹀︒

から見てみて︑﹁︿略V︒﹂と︑川

三527園

やなぎに

も︑またとぶ

．三516圏

と水の中へとびこみます︒

︿略﹀︑がぶがぶと水をの 三483

んで︑とうとうしんでしまひまし

三421

タトキ︑︵略V︒

一二

三298 ︵略﹀ナド︑竹デ作ツタモ
ノガタクサンアリマス︒

三316 アメガフリツヅイテ︑田
ノ水ガタクサンニナリマシタ︒
三343 ︵略V︑モウアノヒロイ田

イマニアノナヘガノビ

ガハンブンバカリウワリマシタ︒

三345
ニナリマセウ︒

テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ

つかまへて︑母からかみをもら

た︒
三348
あるばんまさをはく略V
三426 ミナモトノヨシイヘトイ
よそからかへってきました︒
フタイシヤウガイクサニ行ツ
三352
みちでほたるを一びき

U4

た一た
666

667

た一た

ウラシ マ

ハ︵略﹀︑子ドモ

アマリカナシクナツタカ
タマテバコヲアケテ
︑︵略﹀︒

ました︒﹂

四55園

シタ︒

ケサモ五十ホドヒロツテ

二作リマシタ︒

四127
來マシタ︒

した︒

た︒

はじめの日も︑つぎの

︵略V︑馬をとばして︑その

すれちがった時に︑ただつ

︵略︸︑ただつねをほめる

ふれてみた木の上へとびのき

ました︒

こゑは︑山もくつれるほどで

四201

あったといひます︒

イ紙ヲ三ツ出シテ︑﹁︵略﹀︒﹂

四26一

︵略﹀︑のはらのくさやは

なは大ていかれてしまひまし

四272

た︒

くさのかげにないてゐ

た虫も︵略V︑もうなくこゑも

きこえません︒

四273
くさのかげにないてゐ
た虫も死んでしまったのか︑

︵略﹀︒

四282囹 あなたのおなかまは大
てい枯れてしまったやうです︒

四284 一びきのきつねがさきの
こってみるのぎくを見つけて︑

﹁いいえ︑私たちは枯れ

﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

てるます︒

たやうに見えても︑ねは生き

︵略︶︑ただつねは︵略V︑つ 四285圓

ましたが︑︵略V︒

四193

︵略﹀︑ただつねは︵略﹀た

のぎくは﹁︵略﹀︒﹂とこた

今年はもうこれです

ふき出して︑︵略﹀︒

︵略﹀あたたかになる
みのししはどっとたふれ 四291園
と︑枯れたあとから︑まためを

づけて五二六刀さしとほしまし

四192

ねは︵略Vとびうつりました︒

四178

四176 すれちがった時に︑ただつ
ねは︵略Vとびうつりました︒

ておひじしにむかひました︒

四174

といふぶしが︑︵略︶︒

四171
この時よりとものそば
に居た︑にたんの四郎ただつね

しが︑︵略Vかけおりて來ました︒

四164︵略﹀︑矢にあたったみのし 四272

しが︑︵略﹀かけおりて來ました︒

四162

︵略﹀︑矢にあたったみのし

日も︑たくさんえものがありま

四158

四156 ︵略Vおひおろして來るけ 四232 オヂイサンバ﹁︵略V︒﹂ト
イツテ︑ニツコリワラヒマシタ︒
ものを︑弓でいとったのです︒
オトミハマルクキツタ白

︵略﹀︑ウラシマハニバカニ 四154 昔みなもとのよりともが
︵略Vまきがりをしました︒

﹁ああ︑あれですか︒私

二人はまだ方方ながめ
︵略﹀雨がふりさうにな

一本ハキザハシデ︑モウ

︵略﹀︑古イカサト古イモ 四195

みました︒

四296

四295圏
︵略﹀︑ただつねは︵略﹀た

ふれてみた木の上へとびのき
四196

モヒキヲキセタカカシガタテ
去年ハホシテ︑クシガキ

ました︒

四122

チアリマス︒

四112

アマクナリマシタ︒

四108

ウタヲウタヒマシタ︒

四97

︵略﹀一シヨ割去ガヨノ

四94私ドモノガクカウデモ︑
ケサ天長セツノシキガアリマ

した︒

四83
︵略﹀雨がふりさうにな
つたので︑いそいで．山を下りま

した︒

つたので︑いそいで山を下りま

四82

て︑あそんでゐましたが︑︵略﹀︒

四81

を見てゐました︒﹂

私はまるでちがった方

はまるでちがった方を見てゐ

四54囹

へのぼりました︒

四41 太郎と次郎が二人で山

タ︒

オヂイサンニナツテシマヒマシ

三737

アケテ見ルト︑︵略V︒

︵略﹀︑オトヒメノイツタ
三653
ムカシゥラシマ太郎トイ 三734
コトモワスレテ︑タマテバコヲ
フ人ガアリマシタ︒
三663

カラソノカメラ買ツテ︑ ウミ
ヘハナシテヤリマシタ︒

三668圓 ﹁ウラシマサン︑コノア
ヒダハアリガタウゴザイマシタ︒

三677ウラシマが二三コンデ︑カ
メニノルト︑︵略V︑マモナクリ
ユウグウノ門ヘツキマシタ︒
三682 ︵略﹀︑ウラシマノ來タノ
ヲタイソウヨロコンデ︑︵略﹀︒

三684 ︵略﹀︑イロイロナゴチソウ

ヲシタリ︑サマザマノアソビヲ
シテ見セマシタ︒

︵略﹀︑モウウチヘカヘリ

カヘリタクナツタカラ︑

ソノウチニウラシマハ

三688 ウラシマハ︵略﹀︑ウチヘ
ノモワスレテヰマシタ︒

ト

︵略﹀︑

オ ド ロ キ マ シ タ ︑ ︵略V︒

ウチヘカヘツテ見ルト︑

出テ來マシタ︒

ウラシマハ︵略﹀︑海ノ上

シマシタ︒

イフリツパナハコヲワタ

オトヒ三門︵略﹀︑タマテバ

呈二階禽㌘葦章蒸熱殊

た一た
668

へました︒

四318園﹁三郎さんはまだそれ

四418

をばさんからいただいた

をばさんからいただいた

おとしだまにのしがついてゐ

ました︒

四425
た︒

た︒

四516

︵略﹀︑モトハ海ノ中デ

オヨイデヰマシタ︒

四517 海ニヰタ時ヨリモ︑今
ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
ス︒

島ノ上二郎タ白ウサギ

島ノ上二四タ白ウサギ
カンガヘテヰマシタ︒

ガ︑︵略﹀︑海ヲワタルクフゥヲ

四526

カンガヘテヰマシタ︒

ガ︑︿略V︑海ヲワタルクフゥヲ

母に﹁︵略V︒﹂と問ひまし 四523

おとしだまにのしがついてゐ

を知らなかったのですか︒
ました︒
﹁三郎はこんやは大そ 四421

四356圏

︵略V萎ワラデ作ツタ物

父 は ︵略﹀︑﹁︵略﹀︒﹂とい

うもの知りになったね︒﹂
四357
ひました︒

四375

は︑あはびの肉をのして︑紙

デ︑ アツイジブンニツカフ物
四428圏 ﹁︵略﹀︑昔はのしあはび
ガアリマス︒
をつけたのです︒
四387圏 ﹁コノアヒダ大キナフカ 四433國
のしあはびといふの
ガ來タ時二︑︵略V︒

心外ン五リン

たのしをつかふやうになりま
した︒

︵略﹀︑今では紙で作つ

母は﹁︵略﹀︒﹂と答へまし

たのしをつかふやうになりま

四436園
した︒

た︒

四441

の

でせ

アル目ハマベ

﹁︵略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

四533

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑
スグニ

白ウサギハコレヲ見テ︑

ヲ大駆イツレテ來マシ

ワニザメハ︵略V︑

﹁︵略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

四536

ナカマ
タ︒

︵略﹀︒

ワニザメハ白ウサギノイ
白ウサギハ 一ツニツト
カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四554

フトホリニナラビマシタ︒

四552

﹁︵略V︒﹂トイヒマシタ︒

﹁どうしてのしあはびを 四547

つけるやうになった

四443園

﹁人の死んだ時などの

おちよは又︑﹁︵略﹀︒﹂と

四445囹

おめでたくない時には︑︵略V︒
四452圏

﹁オマヘタチハウマク

オレハココノヲカへ
來タカツタノダ︒﹂

四558圏

オレニダマサレタナ︒

︵略V︑なまぐさのしるし 四557園

にのしあはびをつけるやうに
母は﹁︵略﹀︒﹂と答へまし

なったのでせう︒
四455

へ出テ見

四391圏 ﹁コノアヒダ︵略﹀︑君ラ
のやうにうすくしたものです︒
四527
アル日ハマベ へ出テ見
四435圏 ︵略︶︑今では紙で作つ
ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

ハズヰブンアワテマシタネ︒

四396 ︵略︶︑サザエが岩ノカゲ
カラヨビトメテ︑﹁︵略V︒﹂トイ

ソノウチニ︵略﹀大キナ

ツテ︑ジマンバナシヲシマシタ︒

四398
オトガシマシタ︒

四404圏 ﹁コンドハタヒヤヒラ

メナドハキツトヤラレ史上チ
ガヒナイ︒

四 4 0 6 サ ザ ェハスグカラノ中

う︒﹂

ニ

問ひました︒

ヘヒツコンデ︑ フタヲシメテ︑

一セン五リン

四444

︵略﹀︑ソバニ

﹁︵略︶︒﹂トイ ツ テ ︑ ス マ シ テ ヰ マ
シタ︒

四415

︵略V︑ ソ バ

トカイタフダガタテテアリマ
シタ︒

四416

トカイタフダガタテテアリマ
シタ︒

︵略﹀︑イマ

一足デヲカへ

上ラウトイフ所デ︑﹁︵略V︒﹂

四561

︵略﹀︑一バンシマヒニ居

トイツテワラヒマシタ︒

四563

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

︵略﹀︑一バンシマヒニ居

ナムシリトツテシマヒマシタ︒

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

四564

白ウサギハ︵略V︑ハマベ

ナムシリトツテシマヒマシタ︒

四567

ソコ

ヘカミサマガタガ

ニタツテ︑ナイテヰマシタ︒

ォトホリガカリニナツテ︑﹁︵略﹀︒﹂

四573

トオヲシヘ ニナリマシ

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

トオタヅネニナリマシタ︒

﹁︵略﹀︒﹂

四577

タ︒

四581白ウサギハスグ海ノ水

ヲアビマシタガ︑︵略V︒

ナホナホクル

︵略﹀︑マヘヨリモカヘツ

テイタクナツテ︑

四582

ソコヘオホクニヌシノミコ

シンデヰマシタ︒

四585

トトイフ神サマガオ出デニ

ナリマシタ︒

四587 コノ神サマハサキホドオ
トホリニナツタ神サマガタノ

弟ノ方デス︒

オソクオ

︵略V︑フクロヲカツイデ

イラツシヤツタノデ︑

四592

︵略V︑フクロヲカツイデ

ナリニナツタノデス︒

四593

た

た

669

イラツシヤツタノデ︑ オソクオ

四638丁目おちた木もみんな

﹁︵略﹀︑モツトタクサン

四764

︵略﹀げんじはをか︑へい

ふきのあらい神さまがありました︒

五22

︵略﹀︑わるい神さまがさまざ

かいがくらやみになって︑︵略﹀︒

のふねをこぎ出して來ました︒
の中へおかくれになりました︒
四768 ︵略﹀︑そのさをのさきに 五18 ︵略V︑今まであかるかったせ

はひらいた赤い扇がつけてあ
ります︒

とたつねました︒

て︑﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

その時あめのうずめのみこと

といふ女の神さまのまひがおもしろ

五28

かぐらをおはじめになりました︒

うんどう 四787
げんじの制しやうよしつ
まのわるいことをはじめました︒
こ
ねはけらいにむかって︑﹁︵略V︒﹂
五26 よい神さまがたは︑︵略V︑お

どうにょごした

太郎きのふは

ヲカザリマシタ︒

四732 オハルハ︵略﹀︑オヒナサマ 四796 その時一人がすすみ出

のはかま︒

くわいで︑

四712圃

ノンダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

四692園

あるいてゐます︒

ナリニナツタノデス︒
まつ白になって︑はながさいた
け
は
海
で
︑
む
か
ひ
あ
っ
て
み
た
五
16 ある時生馬のかはをはいで︑
四596 コノ神サマモ︑﹁ナゼナク
やうです︒
時︑︵略V︒
︵略︶おなげ入れになりました︒
ノカ︒﹂トォタヅネニナリマシ
四643 ︵略﹀︑あしだのはにはさ 四766 ︵略﹀︑へいけ方から一そう 五17 大神はおどろいて︑︵略V︑そ
まった雪をたたきおとしながら
タカラ︑︵略﹀︒

スルト神 サ マ ハ ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹂

ワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四598 白ウサギハ︵略︸︑又ソノ
四605

トヲシヘテクダサイマシタ︒

白ウサギガソノトホリニ

シマスト︑ カラダハスツカリ

四608

﹁オカゲサマデ︑カラダ

モトノヤゥニナホリマシタ︒
四613園

ヤシヲオキマシタ︒

タ︒

花トヒガンザクラヲイケマシ

ゴラン下

﹁︵略﹀︒﹂トイ

した︒

四826

五13

生きてはみま

よ一は︵略V︑もしこれを

五36

︵略︶︑大神は少しばかり戸を

手力男のみことといふ力のつ

たちからを

あけて︑おのぞきになりました︒

五42

お手をとって︑お出し申し上げまし

よい神さまが︑︵略﹀︑すぐに大神の

た︒

も來た︒

五46圃

に來た︒

五45團

に來た︒

五45圃

に來た︒

五45團

山に來た︑里に干た︑のに

春が來た︑春が來た︑どこ

春が來た︑春が來た︑どこ

春が干た︑春が來た︑どこ

とほりあかるくなったと申します︒

よ一は︵略V︑弓を引きし 五43 それでせかい中がまたもとの

︵略﹀︑みんなが馬のくら

海の方でも︵略﹀︑一ど
︵略﹀︑すさのをのみこととい

にどっとほめました︒

四833

をたたいてよろこびました︒

四831

におちました︒

赤い扇は︵略﹀︑波の上

ぼって︑ひようと一矢いはなしま

四823

のり入れました︒

四812よ一は︵略V︑海の中へ

いとかくごをきめて︑︵略V︒

いそこなったら︑

四807

よしっねがゆるしません︒

ハコノトホリニナホリマシタ︒
四74一
ソノ左ト右ニウツクシ 四798
よしっねは︵略V︑すぐに
かったから︑︵略﹀︒
四616ヨロコンデォホクニヌシノミ
イシヨクダイヲ立テマシタ︒
よ一をよび出しました︒
五
32 ︵略﹀︑大ぜいの神さまがたは
コトノ所ヘオレイニ行ツテ︑
四743 ︵略﹀︑三ダン目ニハ五人バ 四804 一どはじたいしましたが︑
手をたたいて︑お笑ひになりました︒
﹁︵略﹀︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒

ホリ︑ エライオ方博引ナリニ

四618 ︵略﹀白ウサギノイツタト 四747 ︵略﹀︑花イケニハモモノ
ナリマシタ︒

ヲカザリマシタカラ︑

四621 ︵略﹀白ウサギノイツタト 四752園 ﹁オカアサマ︑オヒナサマ
ホリ︑ エライオ方ニオナリニ

サイ︒﹂

ノ所へ行ツテ︑

ゆふべは風がなくて︑し 四754 スツカリカザツテカラ︑母

ナリマシタ︒

つかなばんでしたから︑少しも

四631
知らずにゐました︒

シタ︒

﹁タイソウヨクカザレマ

ヒマシタ︒

ました︒

四758

トイヒマシタ︒

オハルハ

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

四76一

ヨロコンデ︑友ダ

母ハ來テ見テ︑﹁︵略﹀︒﹂

四632 ︵略﹀︑少しも知らずにゐ 四755囹

をのせたやうに見えます︒

四 6 3 6 ． に はの松の木はわた
四 6 3 7 は の おちた木もみんな
まつ白になって︑︵略V︒

た
た

670

五46圏 山に來た︑里に來た︑のに
も來た︒

五47圃 山に來た︑里に來た︑のに
も來た︒

五6一 コノ天皇ガワルモノドモヲ御
セ イ バ ツ ニ ナ ツ タ時︑︵略﹀︒

ケハシクテ︑オコマリノコトガゴザ

五63 ︵略﹀︑オトホリスヂノミチガ
イマシタ︒

︵略V御アンナイ申シ上

五65 ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ
出テ來テ︑
ゲマシタ︒

︵略﹀一羽ノ金色ノトビガト

ンデ來テ︑オ弓ノサキニトマリマシ

五68
タ︒

五75 ソノ光ニオソレテ︑急襲グテ
行キマシタ︒

五81 天皇ハ︵略V︑天皇ノオクラ
ヰニオツキニナリマシタ︒

五86 そらからふって︑山の木のは
の 上 に 休 ん で ゐ ましたが︑︵略﹀︒

へおちました︒

五87 ︵略V︑風にふかれて︑土の上

五91 そこで大ぜいと旧しよになつ
て︑せまい谷へ下りました︒

五94 それから少し來ると︑高いが
︵略﹀︑何だか目がまはって︑

けの上へ出ました︒
五96

しばらくの間は何も知らずにゐまし
た︒

五98 きがついて見ると︑人が二三
人立って︑︵略V ︑ な が め て ゐ ま し た ︒

五102

だんく來ると︑ひろい野は

らへ出ました︒

野はらは平ですから︑ゆつく
鳥はだのしさうに時々來て︑

りあるきました︒

五103
五105
羽をひたしました︒

魚はうれしさうにういたりし

五111

そばを通る人が﹁美しい川

︵略V︑休なしにあるきました︒

づんだりして︑およいでゐました︒

五106

五113
だ︒﹂といって︑ほめました︒

﹁︵略V︒﹂と︑母はだいどころ

ニカサナリ合ツテヰテ︑︵略﹀︒

五191
からよびました︒

母は戸だなの方をさして︑

おはなは︵略﹀さらを持って

﹁︵略V︒﹂といひました︒

五203

五205

︵略﹀︑おはなはざるの中のた

來ました︒

五212

母は︵略﹀︑切ったさしみを

けのこをなべの中へ入れました︒

五216

さらの中へ入れて︑︵略﹀︒

おはなは水がめから水をくん
かまをぬすまれたものがあり
かまをぬすまれたものがあり
しかたがないから︑うったへ
やく人は︿略﹀︑その釜を前
うったへた人は︑﹁︵略V︒﹂と

それを私のるすにこのみざ
その釜は私が前から持って
役人はしばらく考へてるまし
たが︑︵略V︒

五258

みたのでございます︒﹂

五254囹

りがぬすんだのでございます︒﹂

五244囹

た釜でございます︒

五242囹 ﹁これは私が毎日使ってゐ

申します︒

五241

において取りしらべました︒

五241

て出ました︒

五237

ました︒

五226

ました︒

五226

で︑母の手にかけました︒

五224

五265

役人はしばらく考へてるまし

ゐざりは︵略V︑爾手をつい

たが︑︵略﹀と申しわたしました︒

﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬ

てるざり出しました︒

五268

五272囹

役人は︵略V︑下役どもに言

す人はその方にきまったぞ︒﹂

ひつけて︑しばらせました︒

五274

たのしい時も

二月・三月花ざかり︑うぐ

ひす鳴いた春の日の

五277圏

マルクカリコンダニ入木ノヤ

ゆめのうち︒

五381

ヨクソダツタ茶ノ葉上長サガ

サクラノ花ノ下ニトンデヰル

︵略V︑ナノ二士アソンデヰル

又羽ヲタ︑ンデ︑シヅカニ木

昔雄略天皇が︵略﹀とおほせ

︿略V︑皇后さまがかひごをお

すがるはさうとは心づかず︑

天皇はこれをごらんになつ

つれて來ました︒

︵略V︑たくさんの子どもをもらって︑

五377

かひあそばすためでございました︒

五371

になりました︒

五367

ゆうりゃく

ノヲ見ルト︑︵略﹀︒

ノ葉ノ上ニネムツタヤウニシテヰル

五344

カト思ヒマス︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五342

思ヒ︑︵略V︒

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

五338

ニ寸バカリモアリマス︒

五308

ウニ見出マス︒

︵略V︑なかまがあつまって來 五222 母は﹁︵略V︒﹂といひました︒ 五304
︵略V︑人がいそがしさうにあ

て︑いよくにぎやかになりました︒

五118
五126

やがて重い物が私どもの上

るいてるました︒

五127

へ來ましたから︑何かと思ったら︑
︵略V︒

やがて重い物が私どもの上

︵略﹀︑何かと思ったら︑にも

へ來ましたから︑何かと思ったら︑

五127

︵略V︒

五128

︵略﹀︑何かと思ったら︑にも

つをつんだ船が通ってみたのです︒
五128

︵略Vきたない物をなげつけ

つをつんだ船が通ってみたのです︒

五132

︵略V︑延い物は一しょにここ

られるのにはこまりました︒

五134

までもって來ました︒

池ノ中デコヒガオヨイデヰル
ウロコハカハラヲフイタヤゥ

ノヲ財嚢コトガアリマセウ︒

五155
五162

671
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天皇は︵略V︑すがるには小

て︑大そうお笑ひになりましたが︑
︵略﹀︒

五385
子部といふ姓をたまはりました︒

みやのそばでやしなって居ったと申

五387 すがるはその大ぜいの子をお
します︒

した︒

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰマシタ︒

﹁コレハトンネルトイツテ︑

イリマシタ︒

五441
五444園

の高い木がまつ二つにさけてゐまし

ソノ中ニケモノが勝チサウニ
ニバカニ﹁︵略﹀︒﹂ト

︵略︶炭ハ︑木ヲヤイテコシ

セテ出スヤウニナリマシタ︒

五577
﹁あΣ︑あぶなかった︒

た︒

五488囹

もし君が居なかったら︑僕 五582

コレハ大昔ハエテヰ綱木が土

油ニモ色々アリマス︒魚カラ

デ︑︵略﹀︒

ノ中ニウマツテ︑シゼント出來蔓物

五583

デ︑︵略V︒

ノ中ニウマツテ︑シゼント出版蔓物

コレハ大昔ハエテヰタ木が土

ラヘタモノデス︒

五488囹

もし君が居なかったら︑僕

は死んでしまったのだらう︒﹂

音次郎は友吉のかたに手をか

は死んでしまったのだらう︒﹂

文太郎ハビツクリシテ︑父王 五491園

山ヲホリヌイタ所デス︒﹂

五445
キ︑マスト︑﹁︵略V︒﹂トイヒマシタ︒

ケレドモコンドハミジカイト 五492

けて︑﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

シタ︒

五534

︵略﹀︑

ナツタノヲ見テ︑︵略﹀︒
五538

イツテ︑ケモノノミカタニナリマシ

シバラクタツト︑ケモノが負

五606

︵略V︑ケモノカラトッタモノ

︵略﹀︑シヨクブツカラトツタ

アンドンニトボスノ日大テイ

︵略V︑シアゲルト︑スキトボ

︵略V︑アンドンハダンダンニ

昔ノ人ハ︵略V︑石油ノコト

スタレテ來マシタ︒

五604

ツタ油ニナルノデス︒

五602

ボツタ油ニナルノデス︒

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

五598 ︵略﹀︑ワキ出発ママノハニゴ

ナタネカラトツタ種油デス︒

五594

ノモアリマス︒

五592

モアリ︑︵略V︒

五591

トツタモノモアリ︑︵略V︒

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ 五588
︵略﹀︑カウモリハ﹁︵略﹀︒﹂

ケンクワヲシタ時︑︵略V︒

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ 五531

はじめのうちは遠くの方にき

みなりが鳴り出しました︒

五463

︵略V︑だんく近くなって︑

こえてゐましたが︑︵略V︒

五464

タ︒

そこをのかせ 五545 ︵略﹀︑コンドハ﹁︵略V︒﹂ト

ケサウニナツタノデ︑︵略﹀︒

音次郎はおどろいて︑道ばた 五542

雨もつよくふってきました︒

五466

友吉は︵略V︑

の高い木の下へにげこみました︒

五471

︵略﹀勝負ガツカナイカラ︑

イツテ︑鳥ノ方ニツキマシタ︒
五547

雨方が仲ナホリヲシマシタ︒

ヲモエル水トイヒマシタ︒

大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ
︵略﹀後志ハ石ト金ヲウチ合

おちよはしばらく考へて︑葉

五664囹

それを母に見せますと︑母

書の裏へ次のやうに書きました︒

五657

よにわたしました︒

あれ︑鈴轟も鳴き出した︒

五613圃

︵略V︑ヒルノ閻ハ木ノゥロヤ
穴ノ中尾カクレテヰテ︑夜ニナルト

五634 ﹁︵略﹀︒﹂と︑母は手紙をおち

五571

出シマシタガ︑︵略V︒

五567

イフハナシデス︒

出テ空ヲトビアルクヤウニナツタト

むりに手をひ 五558

この間先生がおっしゃった

ようとしましたが︑︵略V︒

五474園

友吉は︵略V︑

ではないか︒﹂

五477

つばつてつれ出しました︒

︵略Vおそろしいかみなりが
二人は︵略﹀︑そこにたふれ

鳴りました︒

五482

ました︒

トイツテ︑ドチラヘモツキマセンデ

︵略V︑文太郎ハモツトノツテ 五533

ヰタイト思ヒマシタ︒

五456

タ時︑文太郎ハ︵略Vト思ヒマシタ︒

五455

ンネルデ︑スグニ通リヌケマシタ︒

五391 汽車が今ていしゃばへっきま 五452
︵ 略 ﹀ ︑むかへに出た人もあり︑

見 お く り に 來 た 人もあって︑︵略﹀︒

五393

︵ 略 ﹀ ︑むかへに來た人もあり︑

見 お く り に 來 た 人もあって︑︵略﹀︒

五393

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五396 下りる人がまだ下りてしまは 五462 ︵略V︑にはかに雲が出て︑か
ります︒

五405 あちらの方のは︑今下りた人
の切符をうけ取ってみるのです︒

來ました︒

五411 えきふが︵略V荷物をつんで

せう︒

五411 あれは今のつた人の手荷物で
汽車は︵略V︑きまった時間

にちやんと出ます ︒

五415

︵略﹀モ︑馬モ車モ今見エタ

ジメテ汽車ニノリ マ シ タ ︒

五421 文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ
五427

カト思フト︑スグ後馬ナツテシマヒ
マス︒

ノヤウナ音ガシマ シ タ ︒

五437 ソノウチニ下ノ方デカミナリ 五484

五438 文太郎ハ︵略V外ヲ見ルト︑ 五486 ︵略﹀︑かみなりがおちて︑そ

た︑

た
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は﹁よく出來まし た ︒

五671 それを母に見せますと︑母は
﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

五673 大キナ字ヲ書イ過大キナノボ
リガ立テテアル︒

よしっねのぐんぜいは西の門へ向つ
た︒

よしっねは︑︵略﹀︑夜のうち

これを見た三千人の軍ぜい
これを見た三千人の軍ぜい
三方から攻立てられて︑さん

海岸には切立てたやうな岩山

六16

︵略V︑又大きな松がならんだ

所々に白いぬのをさらしたや

長い松原もある︒

︵略﹀や︑︵略﹀は︑まるでゑ

川の上にかけた橋︑橋の下に

にかいたやうである︒

六36

うなたきや谷川があって︑︵略V︒

しかしよしっねは︵略V︑こ 六31

つそりと裏道からひよどりこえに向

五761
つた︒

六13

もあるが︑︵略︶︒

一面に小松のはえた小松原も
あり︑︵略V︒

六15

した︒

六83
六83
した︒

した︒

六106
六108

一年中にからりとはれた日が
きのふは日本ばれのよい天氣
私は︵略﹀︑二三人の友だち

は大そううまうございました︒

かへりには︵略V︑別の道か

は大そううまうございました︒

六111 ︵略﹀︑にぎりめしをたべた時

六113

のぼる時には三時間もか﹂つ

ら下りました︒

六114

︵略V︑下りる時には二時間し

たが︑︵略﹀︒

六115

かか＼りませんでした︒

六117 ︷略﹀︑うちへかへったのは夕

︵略V︑うちへかへったのは夕

方でした︒

六117

晩にはくたびれた足をのばし

方でした︒

六117

モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ

︵略V︑けさまで一眠に眠りま

て︑けさまで一眠に眠りました︒

六118

アル︒

六146

イカ︒

曇ツタ夜や月ノナイ夜旧道ニ

かった稻が雨にぬれると︑米

刈った稻は︵略﹀︑よく日に

米を俵に入れて︑その俵をつ

み重ねてながめた時は︑︵略﹀︑取入

六171

かわかします︒

六157

がわるくなるから︑︵略﹀︒

六153

ヨクチユウイシタモノデハナ

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

六144

オヒオヒトンデ來ル︒

した︒

家を出たのは朝の七時ごろで

六126
︵略V︑川について︑四五町行

たんぼのさきにこんもりとし
︵略V︑小川の橋を渡ると︑御
︵略V︑しばらくそこで休みま
のぼりついたじぶんには足も
︵略V︑はらもすっかりすきま

まひます︒

れのいそがしさも︑全くわすれてし
︵略﹀︑にぎりめしをたべた時

だいぶくたびれて︑︷略﹀︒

六104

した︒

六96

社の前へ出ました︒

六95

た森があって︑︵略V︒

六88

くと︑︵略V︑たんぼへ出ました︒

六86

家を出たのは朝の七時ごろで

と遠足に出かけました︒

六82

でした︒

六78

多い︒

六45

の景色をそへてみる︒

立ってつりする人など︑それぐ川

そのうちに日が暮れて︑まつ 六37
この時べんけいは︵略V︑一人
﹁年はいくつか︒﹂と問へば︑

よしっねはよろこんで︑︵略﹀

けらいにした︒

五775

﹁十七﹂と答へた︒

五773

のかりうどをつれて來た︒

五771

暗になってしまった︒

五766

五683 オチヨトオハナハ︵略﹀︑オ 五761この中にはべんけいも居った︒
宮ニサンケイシタ ︒

五693 オチヨモオハナモ鈴ヲ鳴ラシ
テヲガンダ︒

五711 鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷
川ノ中ヘハイリマ シ タ ︒

五71一 フト水声ウツツタジブンノス
ガタヲ見テ︑︵略 ︶ ︑ ヒ ト リ ゴ ト ヲ ハ
ジメマシタ︒

五802

五713 フト水ニウツツタジブンノス 五778 よしっねはまったつねた︒
ガタヲ見テ︑︵略 ﹀ ︑ ヒ ト リ ゴ ト ヲ ハ

まもなく夜が明けた︒

にがけの上まで出た︒

五802

よしっねはこ＼ぞと思って︑

ジメマシタ︒

五732 ソノ時後ノ方図ラカリウドノ
五808

﹁︵略V︒﹂とさしづをしたが︑︵略﹀︒

來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ
出シマシタ︒

五821

は︑︵略﹀︑城の中へ攻めこんだ︒

五816

は︑どっと一時にかけ下りて︑︵略﹀︒

五815

に一むちあててかけ下りた︒

五732 ソノ時後ノ夏天ラカリウドノ 五815 この時よしつねは︑︵略V︑馬
來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ
出シマシタ︒

五735 鹿ハ︵略﹀︑林ノ中ヘカケコ
ミマシタ︒

シタ︒

五738 トウく犬二追ヒツメラレマ

︵略﹀何千本の赤はだは︑ま

た 何 千 本 の 赤 は だは︑︿略﹀︒

五748 ︵略V︑海とをかとにおし立て ぐにうちやぶられた︒
五751

げんじは 二 手 に 分 れ て ︑ ︵ 略 V ︑

るで火のもえたったやうに見える︒
五754
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六205 昔ある國で大きな象の醤方を
︵略﹀︑どうしてはかってよい

は か ら う と し た が ︑︵略﹀︒

六206
か分りませんでした︒

六207 その時そこに居た一人の子ど
もが︵略﹀︒

六212 その時そこに居た一人の子ど
もが︑︵略﹀︑まつ 象 を 船 に の ら せ ま
した︒

つかった所にしるしを附けました︒

六213 さうして象の重みで船の水に
六215 さうして象の重みで船の水に
つかった所にしるしを附けました︒

さうして前にしるしを附け

代りに石をたくさんつみました︒

六218 それから象をおろして︑その
六221

さうして前にしるしを附け

ておいた所まで船が水につかった時
に︑︵略V︒

六222
ておいた所まで船が水につかった時
に︑︵略V︒

︵略﹀︑その石をおろして︑な

んどにもはかりにかけて︑その目方

六224

︵略﹀大きな水がめがあって︑

を知りました︒

六227

一人の子どもが︵略︸︑かめ

雨水が一ばいたまってゐました︒
六231

の中へおちました︒

てさわぎました︒

六233 居合せた子どもは皆うろたへ
六234 居合せた子どもは弄うろたへ
てさわぎました︒

六361

﹁あ﹂︑大へんなことをし
今のお客にもう一銭上げな
直吉は︵略﹀︑すぐに追つか
﹁先では知らないのだから︑

かへって來ると︑長松は三つ
﹁︵略V︒﹂といっても︑長松は

︵略V︑主人はこの事を聞い

今日は天氣がよくて暖いか

て︑︵略V︑長松にはひまをやった︒

六332

まだ笑ってみた︒

六327

て︑﹁︵略V︒﹂といったら︑︵略﹀︒

六317

一鏡まうけておけばよかったのに︒﹂

六316園

けて行って︑残りの一銭を渡した︒

六313

ければならなかった︒﹂

六311圏

た︒

六238 その時一人の子どもは︵略V︑ 六308囹
力まかせに投げつけました︒
六242 ︵略﹀︑水が流れ出ましたから︑

子どもはあやふい命をたすかりまし
た︒

六243 ︵略﹀︑水が流れ出ましたから︑

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

子どもはあやふい命をたすかりまし
た︒

六246

ントテツビンガメイ︿ジマンバナ
シヲシマシタ︒

ヤクワンハソレヲ聞イテ︑

﹁︵略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

六285

六294 ソノ時鐵ビンハ︑﹁︵略﹀︒﹂ト

イヒマシタノデ︑ヤクワンハダマツ

僕も手ぬぐひをかぶって︑手

ら︑うちではすΣはきをした︒

ゆか下から去年なくしたこま
ゆか下から去年なくしたこま
うちが見ちがへるやうにきれ
いになった︒

六365

が出てうれしかった︒

六364

が出てうれしかった︒

六363

つだひをした︒

︵略V︑ヤクワンハダマツテシ 六363

テシマヒマシタ︒

六295

直吉と長松は同じ店のでっち

マヒマシタ︒

六297

ある日主人は朝から用たしに

であった︒

六298

出たので︑二人が店のるすをしてゐ
︵略﹀︑一人の男の子がふでを

ると︑︵略﹀︒

六302

︵略V︑・つかれてすぐにねてし

た︒

學校からかへってから︑をば

をばさんから塩せんべいをい

さんの所へ使ひに行った︒

六376

六377

朝おきると︑雪が五六寸つも

た窒いた︒

六381

六382

六382

︵略V︑おとうさんが京都へお

木村さんが遊びに來た︒

學校で雪投をして遊んだ︒

つてみた︒

六385

午後京都からおとうさんの手

水せんの花を見てゑをかい

立ちになった︒

六385

た︒

六388

︵略V︑晩の九時二十分に京

紙が着いた︒

今日は朝からあちらこちら

都に着いた︒

六394圏

六395国

第一番に御所ををがんで︑

を見物した︒

それから東山の方へ行った︒

六396團

六398團 ︵略﹀︑たくさんのお寺やお

三十三間堂のほとけのかず

宮へさんけいした︒

六401国

てうせん

日本中を平げて︑後には朝鮮

の多いのにはおどろいた︒

六436

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

まった︒

六366

道がわるかった︒

︵略V︑十せん銀貨を出したか

買ひに來た︒

六368

六303

ら︑直吉は︵略V一せんの銅貨を三

人は︑︵略V︒

朝おきて見ると︑池に氷がは
北風が一日ふき通して寒かつ

ました︒

六438

小さい時の名を日吉丸といひ

ひくい人でございました︒

六437 ︵略﹀︑もとはいたって身分の

枚渡した︒

六374

つてみた︒

六373

はならないと思った︒

︵略﹀︑紙などをそまつにして

︵略V︑直吉は︵略﹀一せんの

六371

六305

男の子も氣がつかずにそのま

銅貨を三枚渡した︒

六306

﹂かへった︒

た一た
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六441 うちがまつしかったので︑八
つの時にお寺へ小ぞうにやられまし
たが︑︵略﹀︒

六442 うちがまつしかったので︑八
つの時にお寺へ小ぞうにやられまし
たが︑︵略﹀︒

ると︑耳をすまして 聞 い て ゐ ま し た ︒

六445 た貸人がいくさのはなしをす
六446 じぶんの心では武士になりた
いと思ってみたのです︒
お寺では ﹁ ︵ 略 V ︒ ﹂ と い っ て ︑

うちへかへしました︒

六448

うこうに出しました︒

六476

ある年︑城のへいが百悶ばか

りこはれた事がありました︒

けらいが大ぜい直しにか＼り
信長はとうとう秀吉にいひつ

ましたが︑中々はかどりません︒

六477
六481
けて︑直させることにしました︒

秀吉は︵略Vわりあてて︑仕

事をいそがせましたから︑すぐに出

六483

秀吉は︵略﹀わりあてて︑仕

來上りました︒

六483
事をいそがせましたから︑すぐに出
來上りました︒

六507

信長の古いけらいの勝家など

はこれをきらって︑てきたひました

な

の中に︑︵略﹀といふぶれいなことば

︵略V︑信玄は兵を右と左と二

手に分けて︑はさみうちにしようと

六557

した︒

信玄はふいをうたれておどろ

︵略V︑信玄の本陣に切りこん

ぐんばいうちはでふせいだ

︵略﹀︑えが折れて︑かた先へ

その時信玄のけらいが︑︵略﹀

六577

信玄はそのすきにあやふい命

馬はおどろいてとび上った︒

つけた︒

謙信の馬のしりを力一ぽいになぐり

六576

切りつけられた︒

六574

が︑︵略﹀︒

六573

で︑信玄に打ってか﹂つた︒

六572

敵を引受けた︒

六564 ︵略V︑たちまち陣立をかへて︑

いたが︑︵略﹀︒

六562

夜の間に信玄の陣に攻入った︒

︵略V日本中の大名が皆秀吉の 六561 謙信はそれを知って︑︵略﹀︑

が︑︵略﹀︒

六511

秀吉はもう日本中に敵がなく

言ふことをきくやうになりました︒

六512

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

秀吉は︵略V︑こんどは朝鮮

をはじめました︒

六513
し

せいばつをはじめました︒

支那からは大兵をおくって︑
朝鮮をたすけましたが︑︵略﹀︒

六515

くを申しこんで來ましたが︑︵略V︒

信長は︵略﹀だんく重く取 六517 そこで支那もおそれて︑わぼ

立てて︑ 一方の大池にしました︒

六451 父はしかたなしに又よそへほ 六486

一ぺんもまけた

秀吉は︵略V︑たびくいく 六517 ︵略﹀︑その使のもって來た文

さをしたけれども︑

六453 けれども日吉丸は︑どうかし 六491
てりっぱな武士になりたいと思って

がありました︒

の申に︑︵略Vといふぶれいなことば

秀吉は︵略﹀︑たびくいく 六522 ︵略﹀︑その使のもって來た文
一ぺんもまけた

六578

又その山のふもとには秀吉を
川中島の戦で名高い上杉謙信
たけだしんげん

その相手は武田信玄で︑これ

六593

上杉謙信はこんな強い人であ

上杉謙信は︿略﹀︑又なさけ

塩はとなりの國から買ってゐ

謙信はそれを聞いて︑︵略﹀︑

それから信玄が死んだと聞い

じぶんの國から塩を送らせた︒

六592

塩を送らせないことにした︒

六586 ところがとなり國では︵略﹀︑

た︒

六584

ぶかい人であった︒

六582

つたが︑又なさけぶかい人であった︒

六581

をたすかった︒

がありました︒

秀吉は︵略﹀︑二度目の朝鮮

をしいことに︑そのいくさの

せいばつをはじめました︒

後には︵略﹀︑敵は戦はない 六527

あった︒

も謙信におとらないいくさの上手で

六554

は強い大略であった︒

六553

まつった神社もございます︒

六534

ひました︒

終らない中に病母でなくなってしま

秀吉が︵略﹀︑敵を攻めに行 六531

秀吉が︵略V︑敵を攻めに行
つてみた間の事でしたが︑︵略﹀︒
みつひで

︵略V︑信長は京都で光秀とい
秀吉は︵略﹀かへって來て︑
光秀を．うちほろばしました︒

六503

ふけらいにころされました︒

六498

六497

つてみた間の事でしたが︑︵略V︒

六497

でにげて行くやうになりました︒

六495

ことがありません︒

さをしたけれども︑

六492

ことがありません︒

︵略﹀︑どこへ行ってもながく

ゐ ま し た か ら ︑ ︵ 略V︒

六455
は居つきませんでした︒
︵略﹀︑木下藤吉郎秀吉と名の

お だのぶなが

六457

初はひくい役目で︑信長の

つて︑織田信長につかへました︒

六461
目通りへ出ることも出來ませんでし
た︒

六465 信長は誰かとたつねますと︑
木下藤吉郎秀吉と答へました︒
﹁誰も居らぬか︒﹂とよびます

と︑﹁︵略﹀︒﹂と答へました︒

六472

︵略︶︑これから信長は目をか

けて使ひました︒

六474

︵略V秀吉のいきほひは︑し
六475 ある年︑城のへいが百間ばか 六505
ぜんに日一日と盛になりました︒
りこはれた事がありました︒

た
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た時︑︵略﹀︒

ら︑︵略V︒

その間に色色な子どもを見ま
︵略V︑先生に何か聞かれても︑

する子供もございました︒

答へることが出來ないで︑顔を赤く

六704

した︒

六593 それから信玄が死んだと聞い 六701
﹁ああ︑をしい事をした︒

た時︑︵略﹀︒

六594囹

六595園 よいいくさ相手がなくなつ
た︒

た時︑

謙 信 は ﹁︵略V︒﹂といってな

わたしの手から

そこかこΣかとさがすうち︑

︵略﹀︒

六726

た︒

六727

た︒

六735

︵略Vしたりするやうな︑そ
︵略﹀︑少しも書きそこなひな
︵略﹀︑先生にしかられた子供

︵略V︑先生にしかられた子供
一日もけっせきもせず︑ちこく
一日もけっせきもせず︑ちこく

下校でいつも先生にほめら

︵略﹀︑三十年半間にどうして

私のからだがこんなにぐらっ

もきらひな子供が七八人ございまし

六734

ちにもきらはれた悪い子供は︑︵略V︒

學校で先生にしかられ︑友だ

なってから︑りつばな人になりまし

︵略﹀善い子供は︑おとなに

れ︑友だちにもすかれた善い子供は︑

六725

もしなかった子供もございました︒

六721

もしなかった子供もございました︒

六718

もございました︒

わたしの手から 六717

もございました︒

六717

どをしない子供もございました︒

六715

＼つかしい子供もございました︒

六713

きりと答へる子供もございました︒

六595 それから信玄が死んだと計い 六707 ︵略﹀︑何を聞かれても︑はつ
げいた︒

もしおなかでもいたい

のか︑おとし物で も し た の か ︒ ﹂ と ︑

六608急焼

﹁︵略V

﹁そんなわるさを誰がし

︵ 略 ﹀ ︑ こ と ば やさしくなぐさめる︒

六621圃囹
た︒﹂

六624舌房

﹁ ︵略﹀

もぎ取って︑はふった音はしました
が︑︵略﹀︒﹂

六624園囹

もぎ取って︑はふった音はしました
が︑︵略﹀︒﹂

たを

六632圃 ︵略﹀おふみはいそぎ道ば
少しはなれたくさむらに︑やうく
杖を見つけ出し︑︵略﹀︒

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

六666 ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝下

︵略﹀︒

私がこ＼へまみつたのは︑

私がこ＼へまみつたのは︑

この學校がたった年でございますか

六697

ら︑︵略﹀︒

六697

この學校がたった年でございますか

くやうになったのも︑その子供たち
のいたづらからでございます︒

こんなにたくさん墨を附けた
むねの上には︵略﹀︑色どつ

のも︑その子供たちでございます︒

六737
六742

間もなくむねの上からもちを

た大きな弓矢や口車がかざってあり
ます︒

六752

投げると︑大ぜいがあらそってそれ

これがすむと︑むしろをしい

を拾ひました︒

六756

一人の年取つた男がこゑをは

て︑お祝ひのさかもりがはじまりま
した︒

六757

︵略V︑わかものどもはこゑを

り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑
︵略V︒

六762

歌がすむと手打をして︑口々

そろへて︑そのあとについて歌ひま
した︒

六765

羽織・はかまの主人は一同に

に﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

七132囹

ねぎられたら引く積りで︑

﹁とくに申し上げようと思

高くいふ直島がかけねです︒

﹁さうでございますか︑は

﹁私はちっとも存じません

つてゐました︒

七196囹

七202囹

でした︒

あなたほどの大きな花ぶさ

じめて承りました︒

七215圏

七222囹

﹁先生︑少シ乱書チ下サイ

は見たことがございません︒

七247囹

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

マセ︒今風デアカリが消エマシタ︒﹂

七255

ラヰ不自由デセウ︒

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

七276ドンナガクキガアツテモ︑手

卵からかへったばかりの鷲は

コトハ出來マスマイ︒

七296

この時木の枝やわらなどで作

あり程の大きさで︑︵略︶︒

七321

そのくだから出すねばったし

つたまぶしへうつしてやると︑︵略﹀︒

七325

るが外へ出ると︑すぐにかわいて綜

六768

向って︑うれしさうに︑﹁︵略V︒﹂と

その卵を産みつけさせた紙を

になるのである︒

町ノニギヤカナ所二一シイ勧

おだのぶなが

山内一豊が織田信長のけらい

︵略V︑大そうよい馬を費りに

來た者がありました︒

七394

になったばかりのころ︑︵略V︒

七393

工場が出來タ︒

七363

羅卵紙といふ︒

七337

あいさつしました︒

オキノ方カラ黒クヌツ心耳ガ

白イ帆ヲアゲタ帆カケ船モイ

ハイツテ來ル︒

六78一

六783

右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ

クツトナクハイツテ來ル︒

六797

オロシタ荷物ハスグニ雨雫ノ

ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

六798

セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

た

た
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﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑

︵略﹀︑書物モ近ゴロバ大

七668圏

いっしよについだ梨の木の

方は︑今年はまだ實がなりません︒

さっそくいたゴきました

が︑味は又かくべつでございます︒

七685團

母はこんな美しい大きな桃
母は︵略V︑おとなりへも

は︑はじめて見たと申して︑︵略﹀︒

七688團
七691圏

又ニハトリノ尾二面タノモア

︵略﹀︑魚二似タモノニハ︑鯨

・ヲツトセイナドガアリ︑

陸ノケモノニニタモノニハ︑

おすそ分けをいたしました︒

七739

︵略﹀︒

ラッコ

︿略V︑日本紙ハ神ダナヲ指サ 七737

昔はひきゃくといふものが

あって︑手紙や品物を配達しました

七534圏

シテ︑﹁︵略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

七501

タ︒

テイ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

七467園

ヒラレルヤゥニナツタカト思フ︒

︿略﹀︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ功用

七465圏

とになったといふことであります︒

七395 ︵略V︑号そうよい馬を生りに 七443 ︵略﹀︑これが一豊の出世のも
來た者がありまし た ︒

思ひましたが︑︿略 ﹀ ︒

七395 これを見た人は皆ほしいとは

思ひましたが︑︵略﹀︒

七396 これを見た人は皆ほしいとは
七398 馬の主は馬を引いてかへらう
一豊も︵略﹀︑家へかへって︑

としました︒

七404

一豊はおどろいて︑﹁これ

﹁ ︵ 略 V ︒ ﹂ と ︑思はずひとり言をいひ
ました︒

七413圏

ガアル︒

をまぜてこしらへた物を口に入れな

﹁私も子供の時には毎日こ

そこに居る人は私たちとは
まるでちがった風をして︑かはった

七839國

聞いたりしてみたのです︒

で差益をしたり︑この講堂でお話を

の學校へ通って︑︵略V︑あの運動場

七809囹

ルシ︑ウチハナリノモアル︒

︵略V︑これは今日のやうに 七761

早くは配達が出來ず︑賃鏡も高かつ

が︑︵略﹀︒

は又どうした金か ︒

たのです︒

七417圏 ︵略V︑こんな大金を持って 七536圏
みるなら︑なぜあると＝言いはなか

︷略﹀︑水のまじった物や︑水

いことはない︒

をまぜてこしらへた物を口に入れな

七641

つた︒﹂

みる時︑﹃︵略V ︒ ﹄ と 申 し て ︑ 父 の 渡

七421圏 このお金は私がこちらへま
してくれた金でございます︒

今日このお金を出しましたのでござ

七428囹 ︵略Vが大事と考へまして︑ 七642 ︵略﹀︑水のまじった物や︑水

來ましたので︑うち中の者がそろつ

この間にいさんがかへって

て官仰眞をとりました︒

來ましたので︑うち中の者がそろつ

八102團

ついでに私一人のもとりま

て爲眞をとりました︒

八103團

私もみんなと一しょの分は

したから︑爾方一枚つつ差上げます︒

まじめになり過ぎましたので︑︵略﹀︒

八107團

八109團 ︵略﹀︑にいさんによそ行の

一人の分はうっかりしてゐ

顔だといって笑はれました︒

る間に爲されましたので︑かへって

八111團

よく篤りました︒

一人の分はうっかりしてゐ

る間に寓されましたので︑かへって

八112国

よく爲ってみるので︑皆さ

よく鳥りました︒

八118國

三郎さんは實にかはいらし

んにお目にか＼つたやうな氣がしま

す︒

八121團

おはなさんはしばらく見な

く篤りました︒

八127国

いうちに︑髪が愛そうきれいになり

そこに居る人は私たちとは

ことばで話してゐます︒

まるでちがった風をして︑かはった

赴きたない水やくさった水を 七841囲

いことはない︒

飲むと︑おそろしい病氣にか㌧るこ

爲眞を見て︑急に皆さんに

黒月トリが度々鳴イテ︑日ガ

お目にかΣりたくなりました︒

八132国

ました︒

きりや雪で︑方角の分らな

上ツタ︒

八137

學校デハモウ授業ガハジマツ

人ハ皆ネドコヲハナレタ︒

海の波を見たばかりで︑

八138

タ︒

恐ろしがる人があるではありません

この間にいさんがかへって

八149
八101國

か︒

七881囹

がひが出來ます︒

くなった時には︑︵略﹀する具なまち

七855國

ことばで話してゐます︒

桃がじゅくしましたから︑

一昨年つぎ木をしたわか木

︵略﹀︑もうこんなに大きな
のがなったのでございます︒

七666團

のでございます︒

に︑もうこんなに大きなのがなった

七665国

少しばかりですが︑差上げます︒

七663團

とがある︒

七658

います︒﹂

七432 一豊は妻に禮をのべて︑その
︵略﹀︑一豊の馬ははたして信

馬をもとめました ︒

七435

長 の 目 に と ま っ て︑﹁︵略V︒﹂とたつ
ねました︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七439圏 ﹁日ごろ貧しい暮しをして
を買ひもとめた︒

七441圏 見上げた志のもの︑りっぱ
な武士︒﹂
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昔西洋のある所に︑︵略﹀︑何

昔西洋のある所に︑︵略﹀︑何

不足なく暮してみた農夫がありまし

八192

た︒

八193

不足なく暮してみた農夫がありまし
た︒

八194 初は近所の人にもうらやまれ
︵略﹀︑五六年の中によほど財

る程の身代でしたが︑︵略﹀︒

八196
親類や友だちは︵略﹀︑どう

産を減らしました ︒

八197

親類や友だちは︵略﹀︑どう

したらよいかと︑いろく考へてる．
ました︒

八198

したらよいかと︑いろく考へてる
ました︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八201 ある目一人の友だちは︑この
く世間話をしてみたが︑︵略﹀︒

八202 ︵略V︑そこらあたりに飛んで
みた雀を見て︑︵ 略 ﹀ と い ふ こ と を 話

︵略﹀︑そこらあたりに飛んで

しました︒

八204

みた雀を見て︑︵略Vといふことを話
しました︒

八214 ﹁︵略﹀︒﹂と︑ふしぎさうな顔

附をして︑農夫は問返しました︒
農夫は此の話を聞いて︑﹁そ

れはめづらしい︒︵略V︒﹂と思ひま

八224

した︒

八266

んだ事があったが︑︵略﹀︒

一週間程たつねたが︑白下は 八326 僕の家で︵略﹀︑つくろひを頼

見つかりませんでした︒

﹁おかげで目がさめた︒

仕事をしながら︑僕に色々な

﹁︵略V︑元は少しは人に知

刀は武士のたましひといは

︵略V︑きたへる時は身を清

めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

八338囹

れたものだから︑︵略︶︒﹂

八337囹

なく大太刀・小太刀をきたへた︒

八336囹 ︵略﹀︑若い時から何十本と

られた刀かちで︑︵略V︒

八334園

話をした事もある︒

八332

暮方まで働いてみた︒

八331 夏のどんな暑い日でも︑︵略︶︑

くれた︒

其の中に雀のことはいつかわ 八328 ︵略﹀︑翌目すぐにこしらへて

﹁どうだ︑白雀は見つかつ

すれて︑︵略V︑夜も書もよく働きま

八268
した︒

ご三ケ月立ってから︑前の友

八273囹

農夫は︵略V︑かたく友だち

僕の近所に年よりのかち屋が
︵略﹀︑いたって氣だてのやさ

たが︑

つた︒

一日も休んだ事がない︒

八339 ある時の話に︑﹁︵略V︒﹂とい

八318

僕は時々其の仕事場の前に立 八341何時も丈夫さうな老人であっ

︵略﹀︒

八319

しい老人であった︒

八315

あった︒

八312

の手を握りしめました︒

八275

らたつねました︒

だちが來て︑﹁︵略V︒﹂と︑笑ひなが

八272

たか︒﹂

次の朝農夫はいつになく早く 八271囹

起きて︑︵略V︑野原の方までも行つ．

八228

その中に下男が萎俵をかつい

てたつねましたが︑影も形も見えま
せん︒

八236
で︑裏門から出て來ました︒

農夫は驚いて︑其の萎俵を取
︵略﹀︑今度は下女がぼけつを

りもどしました︒

八242
八246

此の下女は毎朝かうして︑主

さげて︑牛小屋から出て來ました︒

八251

人の目をかすめて︑牛乳を質ってゐ

農夫はおこって︑其のばけつ

たのです︒

八253

かま

八433

又隣へうつ﹂たのかも知れな

さっきからもう二時間もたつ

叔父さんのうちへ見まひに行

から︑四五十戸も焼けただらう︒

八432

い︒

八422

つた︒

八422あ＼火の勢が一そう強くな

の後をついで︑︵略﹀︒

つて居った若いむすごが︑ 今では其

八343其の時分までよそへ奉公に行

つた︒

ある時は釘をこしらへてゐ 八342 ︵略﹀︑去年の暮に死んでしま

つて見てみた︒

つた︒

八323又車のわを打ってるた事もあ

八322ある時は鎌をきたへてみた︒

た︒

︵略V︑すぐ家の中へかけこ 八321

を引ったくりました︒

八255

︵略﹀︑今見た事をすっかり話

んで︑まだねてみた妻を呼起して︑
︵略﹀︒

八259

して聞かせました︒

つた︒

八325僕の家で一度つるべの金たが
がこはれた時︑ つくろひを頼んだ事

︵略﹀︑自分はどうかして麻雀

があったが︑ ︵略V︒

頼んだ事があったが︑︵略﹀︒

八326 僕の家で︵略V︑つくろひを

を見つけようと︑たつねまはりまし

一週間程たつねたが︑白雀は
見つかりませんでした︒

八265

た︒

八264

して聞かせました︒

八206 農夫は之を聞いて︑︵略Vで 八261 ︵略V︑今見た事をすっかり話 八323又車のわを打ってるた事もあ
はあるまいかと思ひました︒

﹁それはさうと︑君は白い

八207 友だちはふと思ひ出したやう
に︑︵略V︒

八208囹

﹁いや︑見たことがない︒

雀を見たことがあ る か ︒ ﹂

八211囹

た
た

678

つ た に い さ ん が 鋸 っての話に︑︵略V︒

八435 ︵略﹀︑やうく米屋の土壁で
むね
とまったが︑二棟の土藏の中︑一棟

の焼けなかったことも分るから︑ウ

電報は︵略V︑にごった字

チもいらない︒

八486囹

コク染メタノが紺デ︑ウスイ
又所々白ク染メ残シタノガカ
又色々二染メタ綜デ織ツタノ
又色々二染メタ綜デ織ツタノ

︵略﹀︑食事も進みますから︑

其の後どうかと思ってゐま
其の後どうかと思ってゐま
明治三十七八年ノ戦役二︑君

橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太

マデイハレタ︒

八846

三十七年ノ四月第二軍ニッイ

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デアツ
タ︒

八847

︵略﹀︑部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑

テ戦地へ向ツタガ︑︵略﹀︒

八853

勢鋭ク進撃シタ︒

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ
ケテ突撃シタガ︑︵略V︒

八861

中佐ハ︵略﹀︑タチマチ三人

︵略V︑敵ハツルギノ林ヲ以テ
ムカヘタ︒

八861
八863

中佐ハハヤ︑右手一ニケ所ノ

ノ敵ヲ斬り殺シタ︒

八865

中佐ハ︵略V︑トウ︿山上

傷ヲ受ケタガ︑︵略V︒

八868

時ハ八月三十一日ノ朝目モマ

ノ敵ヲ追携ツテ︑日ノ丸ノ軍旗ヲ立
テタ︒

八869

介助之ヲ見テ︑三方カラ大砲

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八871

アラテ
之ヲ見証敵ハ更二新手ヲ加へ

ヲウチカケタ︒

八873

之ヲ見タ敵ハ更二新手ヲ加へ

テ︑フタ・ビ攻メヨセテ來タ︒
アラテ

八874

テ︑フタ︑ビ攻メヨセテ來タ︒
カウチ
﹁一度占領シタ此ノ高地︑

八881

中佐ハ︵略﹀︑敵ヲ撃退スル

此ノ時中佐ハスデニ第二弾ヲ

コト数度二及ンダ︒

八879

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒

明治三十七八年ノ戦役二︑君 八876囹

︵略﹀︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬

中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人ハ軍神ト

八844

タ軍人ハ大旨イアツタガ︑︵略﹀︒

ノタメ國ノ二品︑名巻ノ戦死ヲトゲ

八842

タ軍人ハ大底イアツタガ︑︵略﹀︒

ノタメ國ノタメ︑名轡ノ戦死ヲトゲ

八842

したが︑手紙を見て安心しました︒

八685團

したが︑手紙を見て安心しました︒

八684團

一先安心いたしました︒

八674團

ましたが︑︵略V︒

一時はどうなることかと心配いたし

八672国初は熱があまり高いので︑

ガ縞物デス︒

八648

ガ縞物デス︒

八648

スリデス︒

八646

ノが淺黄デス︒

八644

せたら︑座敷一ぽいになって︑︵略﹀︒

のになると︑若し家の中でひろげさ

は二字に数へるから︑︵略﹀︒﹂
はとうく焼けおちたさうだ︒
むね
くじゃくは︵略﹀︒大きなも
八436 ︵略V︑二棟の土山の中︑一棟 八589

はとうく焼けおちたさうだ︒
八436 役場は幸に焼けなかった︒

八437 一切の書類や記録類も忍ぶじ
であったといふこ と だ ︒

八447 聞けば此の火事は材木屋の小
屋から出たので︑︵略﹀︒

八449 一服のすひがらがこんな大火
事になった︒

﹁東京のをぢさんから火事

見 ま ひ の 電 報 が 來 た︒﹂

八454園
﹁どうしてそんなに早く伯

父さんに分つたの で せ う ︒ ﹂

八455囹
﹁こちらでは近年にない大

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

八458囹
を打つたのだらう ︒

出たので︑お分りになったのにちが

八459囹 それが東京の今朝の新聞に
ひない︒

八461囹 それが東京の今朝の新聞に
出たので︑お分りになったのにちが
ひない︒

八465團 サクヤノクワジニウチハヤ
ケマセンデシタ

八478囹﹁それでもよいが︑火事の昨
夜あったことはもう御存じだから︑
サクヤとは書くには及ばない︒

八482園 又ヤケナイといへば︑うち

︵略V砲弾ノ破片が中佐ノコ

右手二︑第三弾ヲ腹二受ケテ居タガ︑

︵略V︒

シニアタツテ︑中佐ハドウト其ノ場

八884

カタハラニ居タ一軍曹ハ中佐

二上レタ︒

ホリ

八886

カタハラ開幕タ一軍曹ハ中佐

ヲ壕ノ内二入レテカイハウシタ︒

ホリ

八887

軍曹ハ︵略V︑ケハシイガケ

ヲ壕ノ内二入レテカイハウシタ︒

八891

︵略V︑一弾又モ中佐ノ胸ヲツ

ヲカケ下りタ︒

八893

二人乱吹ク朝風二風下ヅイ

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

タ︒

八895

軍曹七巡ジク負傷シテソコニ

倒レテ居タ一兵士トトモニ中佐ヲイ

八896

軍曹ハ︵略﹀一兵士トトモニ

タハツタ︒

八897

中佐ヲイタハツタ︒

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ

八901圏 多数ノ部下ヲ死ナ感奮上︑

︵略V︑セツカク占領シ融雪

残念千萬ダ︒L

八902圏

軍曹ハ︵略﹀︑アランカギリ

地ヲ取返サレテ残念千萬ダ︒L

八908

︿略﹀︑中佐ノイキハトゥトゥ

ノカヲツクシタガ︑︵略﹀︒

八909

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

其ノ日ノタ方士絶関門︒

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

八913園

事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

679
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﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

聞書テ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

八913囹
隠見敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

︵略﹀一水兵が女手の手紙を

つた︑︵略V︒

九191

がこひしくなったか︒

ふと通りかNつた大尉が之を

去った︒

九308

蒸単機關は二百年程前に獲明
蒸氣機關は︵略﹀︑初の中は

せられたが︑︵略V︒

あった︒

︵略︶︑又写を車に慮用して︑

フルトンが工夫に工夫を重ね
フルトンが工夫に工夫を重ね

フルトンが︵略﹀造った最初
しまった︒

九319

九322

此の時も少し進んだきりで︑

やがて動かなくなったが︑︵略V︒

九325

九325 ︵略﹀︑機關の一部に故障があ

︵略V︑機關の一部に故障があ

つたので︑すぐそれを直した︒

九326

其の後は何の障もなく︑百五

つたので︑すぐそれを直した︒

之を聞いて︑是までフルト

十マイルを三十二時間で走った︒

ンを笑った人々も大いに感心して︑

九3210

︵略﹀︒

九331 ︵略﹀︑皆其の成功を喜んだと

スチブンソンは若い時から機

いふことである︒

關の事に明るかったが︑︵略﹀︒

九334

九335 ︵略﹀︑すべりのよい車をすべ

りのよいレールの上で走らせる様に

したらよからうと︑︵略V︒

てるた︒

︵略V︑終に其の目的を達する

九336 ︵略﹀︑日夜其の事ばかり考へ

九339

其の頃イギリスのある會社

ことが出來た︒

︵略V︑スチブンソンの畿明し

︵略V︑スチブンソンは其の會

九346 ︵略﹀︑四方からの見物人は雲

走る汽車を造った︒

社に頼まれて鐵道を敷き︑其の上を

九344

なって︑︵略﹀︒

た汽車を用ひて見ようといふことに

九342

話があったが︑︵略﹀︒

で︑馬車鐵道をこしらへようといふ

︵略︶︑﹁︵略V︒﹂といふことを 九341

︵略V︑其の日になって乗船

新聞紙に通告したが︑︵略﹀︒

九322

船を造った︒

フルトンは︵略﹀︑又一つの

の船は︑︵略﹀︑不幸にも直に沈んで

九317

イヌ川に浮べたが︑︵略V︒

て造った最初の船は︑フランスのセ

九317

て造った最初の船は︑︵略﹀︒

九316

スチブンソンといふ人である︒

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

九312

いふ人︑︵略﹀︒

造ったのは︑アメリカのフルトンと

命がをしくなったか︑妻子 九3010 始めて之を船に用ひて汽船を 九329

﹁こらどうした︒

た雲水をすひ上げる爲に用ひる位で

ふと通りか︑つた大尉が之を 九309

讃みながら泣いてみた︒

九193囹

見て︑︵略V︒

八919 コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬 九191
丁二言付ケテ︑﹁︵ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト イ ツ タ ガ ︑
︵略﹀︒

様 子 ノ 分 ル ノ ヲ 待 ツテ居タガ︑︵略﹀︒

八922 馬丁ハ︵略V心配シナガラ︑ 九193圏

八923

命がをしくなったか︑妻子
軍人となって︑いくさに出

がこひしくなったか︒

︵略V︑トウ︿戦死サレタト 九194囹

聞イテ︑︵略V︒

かった︒

見て︑︵略V︑﹁︵略﹀︒﹂と言葉鋭くし

九197

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

八924 ︵略V︑カケツケテ其ノ死ガイ 九194園
ニ取リスガツテ泣 イ タ ︒

八925 橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑
勇 氣 ニ ミ チ タ 軍 人 デ︑︵略﹀︒

レム心モ深カッタ ︒

八926 橘中佐ハ︵略﹀︑部下ヲアハ

水兵は驚いて︑立上ってし

豊島の戦に露なかったこと

﹁わたしが悪かった︒

︵略V︑其の日になって乗船

したものは僅か十二人に過ぎなかつ
た︒

九323

したものは僅か十二人に過ぎなかつ
た︒

九鰐勲慧講二

水兵は︵略V︑﹁︵略V︒﹂とい

大尉はそれを取って見ると︑

つて︑其の手紙を差出した︒

九203

︵略﹀︒

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

八927 中佐ノ様ナ死方ヲシタ人ハイ 九199
クラモアルガ︑︵略﹀︒

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八928 ︵略V︑軍神トイハレル程ニゥ
ツパデアツタカラデアル︒

九224園

大尉は︵略V︑水兵の手を握

水兵は頭を下げて聞いてみた
水兵は︵略﹀︑やがて手をあ
げて敬禮して︑にっこりと笑って立

九2310

が︑︵略V︒

九239

つて︑﹁︵略﹀︒﹂といひ聞かせた︒

九238

は艦中一同残念に思ってみる︒

九232囹

次の様な事が書いてあった︒

八929 ︵略V︑軍神トイハレル程ニウ 九205
ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ
ツパデアツタカラデアル︒

九92 シソノ花ノ標ニクチビルノ形
ヲシタノモアリ︑︵略﹀︒

九94 ︵略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク
ダノ形ヲシタノモ ア ル ︒

サヲヒロゲタ形見集ツテ咲クノモア

九98 ︵略﹀︑ニンジンノ標ニカラカ

ル︒

九189 明治二十七八年戦役の時であ

た
た
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の如く集った︒

九347 中には汽車と競走する積で︑
︵略﹀︑馬上の人はしきりにむ

馬に乗って來た人もある︒
九349
ち を 打 っ て あ せ っ て見たが︑︵略﹀︒

九352 見物人一同は其の早いのと其
の勢のすさまじいのに驚いた︒

九354 昔東海道といったのは江戸か
ら京都へ上る街道 で ︑ ︵ 略 V ︒

一日の旅程を十里つつと見

つて︑重な宿場が五十三あった︒

た︒

九375

︵略﹀︑關所破といって︑其の

かごも︵略﹀︑早くもないし︑

昔の道中には馬とかごがあっ

ものは重い罰を受けた︒

九376
た︒

九381

其の上道もよくなり︑橋も多

又そんなに樂でも無かった︒

九385
雨のはれた朝︑花の香を送つ

くかけられた︒

︵略V︒

︵略﹀︑黄色に實のつた秋の田

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九694

身も蝶の榛に飛立ちたくなる︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

九356 ︵略V︑其の間に五十三次とい 九679

九357
て︑十二日程か﹂つた︒

でんりゅう

九3510 昔の旅行には色々難儀なこと
があった︒

︵略V︑風の吹散した木の葉の

上に︑雨の降りか＼るのは︑何とな

九363 ︿略V︑富士川・大井川・天龍 九698
川なども︑其の頃は橋が無かったか

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の
頭になるといふ定であった︒
︵略﹀︑競馬をさせて︑﹁勝つた

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の

九823

或年選ばれた子供の中に︑す

頭になるといふ定であった︒

九824

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

或年選ばれた子供の中に︑す

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九825

﹁︵略﹀︒﹂と︑祭の當日には︑

おびた貸しい見物人が朝早くから宮

九828

やがて五人の騎手は︵略﹀︑

の境内へつめかけた︒

九8210

鳥居の下へ集って來た︒

こんだ︒

愛作は︵略V︑すぐに熊吉の

えりを引つつかんで︑ぐっと岸へ引

九853

きよせた︒

熊吉の落馬したのにかまは

ず︑馬をかけさせたら︑︵略V︒

九8510囹

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

九861圏﹈熊吉の落馬したのにかまは

勝であったのに︑︵略﹀︒

熊吉の落馬したのにかまは

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

九861囹

︵略V︑人の命にはかへられ

勝であったのに︑︵略﹀︒

ないと︑相手を助けてやったのは如

九863囹

たのは如何にも見上げたりっぱな行

だ︒

愛作方の人々は愛作の肩をた

愛作さんのりっぱな心がけ

﹂いて︑﹁︵略﹀︒﹂といった︒

三番太鼓が鳴るが早いか︑五 九867

﹁負けたら村の名折になる

何にも見上げたりっぱな行だ︒
九832 神主は︵略V︑﹁支度︒﹂とい
だいこ
九863囹
︵略V︑相手を助けてやつ
ふあひつの一番太鼓を打鳴らした︒

ぞ︒﹂

九835圏

葉の散果てた冬木立に吹きす 九842

く物さびしい︒

熊吉は︵略V︑池の中へ落ち

愛作さんは實に見上げたも

此の話が傳はつて︑愛作は五

︵略V太イ脈ガマン中二通ツ

様ニナツテヰル︒

テ︑ソレカラ出タ細イ脈が網ノ目ノ

十77

となった︒

逸物はおろか︑近所近ぺんのほめ者

九877

いった︒

二人の馬は五分々々に進んで 九875 熊吉方の人々は︑﹁︿略﹀︒﹂と

のです︒

︵略V︑もはや熊吉と愛作の二 九871圏

で︑熊吉の命が助かりました︒

社の森を離れるまでは︑鯨り 九871圏

匹の馬は一散にかけ出した︒

九846

人だけの競走となった︒

九845

甲乙はなかった︒

夜が更けて︑雨の音が静かに 九843

夜が更けて︑雨の音が静かに

行ったが︑︵略V︒

︵略V︑翌朝起きて見れば︑何 九847 ︵略﹀︑池の右手へさしか＼つ

九849

熊吉の馬はつまつい

た時︑熊吉の馬はつまついて前足を
︵略﹀︑

時の間に雪に攣ったか︑そこら一面

︵略﹀︑競馬をさせて︑勝つた

て前足を折った︒

呼屋氏神のお祭に競馬の神事 九848

折った︒

九822

といふ事があった︒

九8110

銀世界になってみることもある︒

九707

ると︑︵略V︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九706

ると︑︵略︶︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九706

さむ木枯の風は︑︿略﹀︒

︵略V︑人の肩車に乗ったり 九701

ら︑︵略V︒

九365

︵略V︑人の肩車に乗ったり

渡船に乗ったりして渡ったのであっ
た︒

九365

︵略﹀︑越すに越されぬ大井

渡船に乗ったりして渡ったのであっ
た︒

九368

川︒﹂といふ歌な ど も あ っ た ︒

大水などの時には︑︷略﹀幾

目でも泊って待ってるなければなら

九371
なかった︒
あらみ

九371 其の頃之を川止といった︒

九373 箱根と新居とには關所があっ
て︑役人が一々旅人をしらべて通し

681
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深 い 人 で も ︑ ︵ 略 V︒

ねた︒

十349
ねた︒

ずどんと一獲︒何を撃つたの
榛の木の雀は一度にぱっと飛

十643

十641 見張人が︵略﹀聲高く呼んだ︒

した︒

十373圏

それで注意深い男といふこ
︵略V︑静かに自分の順番を

甲板に立ってるた船長を始

め︑三十五人の若者は︵略﹀︒

め︑三十五人の若者はひとしく目を

十644

船長の落ちついた力のこもつ

其の方向に向けた︒

船長の落ちついた力のこもつ

た號令に︑船ははや方向を韓じて︑

十646

︵略﹀︒

十646

漕抜けた一隻は勇氣をふるつ

た號令に︑船ははや方向を轄じて︑

︷略V︒

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑急

十648

もり
噛めがけて︵略﹀錆を打つ︒

なった︒

破裂矢は鯨の艦内に深く食込

ボートは錆に附けた長いつな

んで破裂した︒

十656

鯨の一群は影も形も見えなく

をしかけた鈷を打つ︒

もり

又着物はそまつながら︑さ 十6410 漕抜けた一隻は︵略﹀破裂矢

︵略﹀︑指先を見ると︑爪は
短く切ってゐました︒

鯨は再び浮上つた︒

昔は大鯨一頭を捕へると︑

維新前までは牛肉を食ふ人は

至って少かったが︑︵略﹀︒

十844

のである︒

︵略Vの生活費を支へ得ると言ったも

十679

た︒

網を張って鋸を打つ方法などもあっ

十674 ︵略﹀︑又以前には鯨の通路に

十661

に引かれて︑︵略V︒

外の者は着物だけは美しか 十657
外の者は︵略﹀︑爪の先は

つたが︑︵略﹀︒

十374囹
十375圏

かういふやうな色々な美質

みんなまつ黒になってゐました︒

十377園

をもってみることをよく見定めまし
︵略V︑なほ平生の行をしら

た上︑︵略V︒

十378圏

主人は答へて︑﹁︵略﹀︒とい

べて雇ふことに致しました︒

つた︒

十3710

甲板に立ってるた船長を始

作法をわきまへてみることも︑それ

私はわざと一巻の書物を床

ですっかり分りました︒

十363圓

の上に投げておきました︒

︵略︶︑中にはそれをふんだ

︵略V︑あの青年ははいると

者もありましたが︑︵略﹀︒

十364園

者もありましたが︑︵略﹀︒

外國の或商會で新聞紙に店員 十364囹 ︵略﹀︑中にはそれをふんだ
志望者は五十人ばかりも來た

︵略V︑はいってからは静かに後の戸

はきくしてるて︑禮儀・

︵略V︑歯もよく磨いてゐま 十654

つばりしたものを着て︑︵略﹀︒

十371園

待ってるました︒

十3610囹

とを知りました︒

十367園

に置きました︒

直に書物を取上げて︑テーブルの上

︵略V︑主人は其の中で一人の 十366園
︵略﹀︑知名の人の手紙を持つ
︵略︶︑知名の人の手紙を持つ

︵略V︑どういふ御見込で︑あ

の青年を御用ひになったのかとたつ

︵略V︑どういふ御見込で︑あ 十372園

の青年を御用ひになったのかとたつ

十349

て來た者も大勢あったのに︑︵略﹀︒

十348

て來た者も大勢あったのに︑︵略V︒

十348

青年をやとひ入れることにきめた︒

十346

が︑︵略﹀︒

十345

入用の廣告を出した︒

十345

立つた︒

十303

だらう︒

十187 たくさんの本を歩んだ學問の 十301
十194 かうして出君上つたものを活
︵略﹀︑色のたくさんまじった

版所へ渡す︒

十204
美しい給甕や地震のやうなものは︑
︵略V︒

十212 表紙には紙ばかりのもあり︑
紙の上を布で包んだのもある︒

それ故近年は︵略V︑活版を

をきせたのもある ︒

十213 又りっぱなものになると︑革
十224
用ひることが多くなった︒

の葉も︑大方は散 果 て て ︑ ︵ 略 V ︒

十278 黄に紅に林をかざってみた木

いてふ

十281 宮の森のこんもりと茂った間
から︑古い銀杏の木が一本︑木枯に
吹きさらされて︑︵略﹀︒

はらはうとしてみる︒

十283 はうきを立てた様に高く雲を

をしめた︒

十291 ︵略V︑こ㌧ばかりは冬を知ら 十352囹 ﹁あれが此の室にはいる前︑
ないやうに活々とした色を見せてゐ

きれいずきで︑つ﹂しみ深
談話最中一人の老人がはい
い す
︵略﹀︑すぐに立って︑椅子

つて來ましたが︑︵略︾︒

十355囹

いことは︑それでよく分りました︒

十354園

る︒

十293 霜にやけて︑赤くなった杉垣
の中には︑寒菊が今を盛りと咲いて
みる︒

十296 家の横に水のよくすんだ小川

十361園

れると思ひました︒

人に親切なことは是でも知

をゆづりました︒

十355囹

犬を連れた男が銃を肩にし

犬を連れた男が銃を肩にし

が流れてみる︒

十356囹

十299

かげ
て ︑ 森 の 蔭 か ら 出 て來て︑︵略﹀︒

十2910

て︑︵略︸あちら の 岡 へ 向 つ た ︒

た

た
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十一479

馬主はしばらく大將の顔を
馬主は︵略V︑ひらりと飛

見つめてみたが︑︵略﹀︒

十844 ︵略V︑今では全車食はぬ庭が 十﹁477
なくなった︒

十852 死んだ後で︑善導の全部にす
乗って一散にかけ出した︒

うに寒かった︒

語中にピエールといふ年

ふと山のいた繋ぎの方に

の頃十三四ばかりの少年鼓手があっ

十一551
た︒

すさまじい物音が聞え始めたと思ふ

十﹇553
と︑︵略V︒

︵略﹀︑日本では鯨りいぢめた 十一4710園 ﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂

たりのないことも牛と同じである︒

といふので︑大聖の部下の二三人は

十8510

︵略﹀︑其の跡を追っかけた︒

十一557

十一572

︵略V︑兵士は止むを得ず將

兵士等は驚いた︒

︵略﹀︑方々を尋ねて︑やう
︵略﹀︑兵士等は力を合せて

︵略﹀︑軍国の花が助かった

男の︵略V︑小馬に乗って︑

田舎道を通るのを見ると︑昔の人に

十﹁m1

會つた様な氣がする︒

︵略﹀︑まんぢゆうの様に圓

上流の婦人は四方を閉ぢた

く盛上げた土山が数知れず並んでゐ

十一m3

る︒

十一m9

其ノ圖ハ船ノ切断面及ビ

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

する︒

キ

昨年ノ夏カラ建築馬具・ツ

︵略V︑研磨カラモ知事ノ代

書シ︑︵略﹀︒

先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ

先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ

二延長セラレタノデ︑此ノ改築ヲ計

十二352 ︵略﹀︑義務教育年限モ六年

計何萬何千圓︑︵略V︒

十二349 ︵略﹀︑之二七シタ経費ハ総

後︑町長ハ工事ノ報告ヲシタ︒

十二348

後︑町長ハ工事ノ報告ヲシタ︒

十二348

理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

十二347

成式が墨行サレタ︒

十二344 ︵略﹀︑此剛週ノ土曜〜日ニハ非洛

テヰ詳述校が落成シテ︑︵略﹀︒

十二343

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十一﹇231 是は前にいった様な關係が

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

ア

サツマ
十ニー56 帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

︵略V︒

構成等ヲ何十分ノ一喫シタ縮圖デ︑

﹁ピエールよ︑少年鼓手よ︒﹂ 十ニー110

と聲を揃へて呼んだが︑何の答もな
い︒

マクドナールは︵略﹀︑突

十一583

ある︒

貫將軍といふあだ名をもつた勇將で

︵略V︑夜のとばりは全く馬 十一57一
﹁騎者・騎馬・黄金︑三

三日目の夕方一同半死半生

將軍が谷底へ下りた時に

軍を谷底へ下した︒

︵略﹀︒

十一591

︵略V︒

十一皿8

た重な原因である︒

是が朝鮮の家の小さくなつ

ので︑全軍一同に敷喜の聲をあげた︑

︵略﹀︑軍中の花が助かった

ので︑全軍一同に中里の聲をあげた︑

十一5810

二人を引上げた︒

十一589

くさがし當てたが︑︵略﹀︒

十一586

は︑もう太鼓の音は聞えぬ︒

︵略V︑一方には﹁︵略V︒﹂ 十﹁584

︿略﹀︑前の馬主が再び馬を
﹁馬が子供と遊んでみるの
︵略﹀︑馬はさもうれしさう

此の一事でアラビヤに名馬
ナポレオンがアルプ山を越

︵略V︑吹く風は身を切るや

︵略V︑かの勇ましい少年鼓

爲に︑おのつから荒々しくなったの

遂に暮方になった︒
アラビヤ人は︵略V︑雲を

手は忽ち谷底へはき落された︒

︵略V︑大將の部下の二三人 十一556

である︒

十一549

半で︑︿略﹀︒

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十一547

の産する所以が分つた︒

十一514

に︑︵略﹀︑其の子供をあやしてみた︒

十一513

を見たことがある︒

十一509

引いて來て︑﹁︵略V︒﹂といった︒

十一498

と︑口々にほめた︒

十一493

の艦になって館って來た︒

十一491

つとも失ってしまひました︒﹂

十一489園

主の行方をかくした︒

十﹁487

霞と逃げのびた︒

十一486

十﹇485

は︵略V︑其の跡を追っかけた︒

十861 ︵略V︑日本では承りいぢめた 十一481
爲に︑おのつから荒々しくなったの
である︒

は な か っ た が ︑ ︵ 略V︒

十868 内地では昔から飴り多くは飼
りゅうき う

︵略﹀︑琉球ではたくさん飼つ

︵略﹀︑ 軸 木 ヲ 火 二 乾 カ ス 者 ︑

て居った︒

十869

十︻95

乾イタ軸木ノ先へ藥品ヲ附ケル者︑
︵略﹀︒

ノ安イノモ︑分業法二尊ツテ製造ス

十﹇101 手歎ノカ・ツタマツチノ贋

分業法二依ルト︑人々ガ

ルカラデアル︒

十一106
其ノ最モ適シタ仕事ヲ．スルコトニナ
ル︒

十一124例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其
ノ各部分ヲ造ル人々ガメイく勝手
ナ形ヲ造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時
計 二 組 立 テ ル コ ト 早出來ナノー︒

十一473 昔トルコの或大將がアラビ
ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ
約束をした︒

十一476 段々口論の末︑大將は二つ
て三千圓の金を地に投げつけた︒
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だ
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︵略︶︑今新校舎ノ出馬上ツ

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒

十二352

式終ツテ︑

一同校舎ヲ巡覧

十二354 郡長ハ左ノ祝文ヲ讃ンダ︒
シタ︒

十二369

に支へて︑路ばたにバイオリンを弾

入れる︒

十二845
になった︒

弾始めた︒

十二848

また︑く間に帽子に一ぽい
紳士は更に填太利の國歌を
幾千の客衆は帽子をぬいで
歌が終ると︑紳士は︵略V︑

目ははや没して︑燈火の光

かの情深い紳士は誰であっ

ふらんす

一同は二神の仕業とのみ思

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二853

今まで誰一人も氣附かなかった︒

が︵略Vかゴやいてみるとは︑今の

十二852

目聾して何塵へか行った︒

十二8410

相和して歌った︒

十二815 ︵略V︑やせ衰へた膣を義足 十二849

こかげ

いて居る老人の辻音樂師がある︒

＋二誓木蔭に立ってつくぐと此
の檬子を見てみた一人の紳士があっ
た︒

こかげ

＋二署木蔭に立ってつくぐと此
の様子を見てみた一人の紳士があっ
た︒

つた︒

十二828 ︵略V︑其のバイオリンを取 十二854
つて弾始めた︒

アレキサンドル︑ブーシェーであっ

佛蘭西のバイオリンの名手

上の音樂の様な美しい音がわき出し

一233

二25

キレイデゴザイマス︒

アチラノソラガマツカ

﹁ワタクシニハソノキイ

ウツクシイデハアリマセン

＝ナリマシタ︒
カ︒

二36
二56囹

マンマル

ツキガ︒

マルイマルイ

ロナノヲクダナイ︒﹂
一﹁102圃

イ︑ボンノヤウナ

ニー07圃

クロイクロイ マックロ
マンマル

クモニ︒

マルイマルイ

イ︑スミノヤゥナ
ニー15園

︵略﹀︑イロイロナ木ノハ

イ︑ボンノヤウナ月ガ︒
ニー63

ガトンデキマス︒

︵略﹀︑フネノヤウニナツ

二242園

︵略﹀︑スズメノナクコエ

﹁ドコダラウ︑︵略＞﹂︒

二212

二291

二436囹

V

︵略﹀︑ニランデヰルデハ

アノ太イ木バカレタヤ

アリマセンカ︒﹂

ウニミエマスガ︑︵略﹀︒

二467 ︵略Vスガハラノミチザネ
トイフ チユウギナォカタヲマ

P

︵略﹀白イ犬ヲーピキカ

ッッタノデス︒

︵略V︑イロイロナ聖日ラモ

ニナリマシタ︒

V

二607園

︵略V︑一メンニミゴトナ

﹁オモシロイコトダ︒

ノガデマシタ︒

︵略﹀︑オモシロサウニアソ 二566

モ︑ウレシサウ一一キコエマス︒

二293

ンデヰマス︒

二336ユミヲイルコトガスキ
デ︑︵略Vヲイコロシテ︑オモシロ

﹁モウコンナニ大キク

ハナザカリニナリマシタ︒

ス︒

ニクイヤツダ︒﹂

マコトニウツクシイデハ

︵略V︑ユキガフツタヤウ

ニ白クナツタトコロガミエマ

三23

アリマセンカ︒

三16

二654囹

﹁モチハタイセツナオ米 二653囹﹁コレハニセモノダ︒

ガツテヰマシタ︒

二353園

ワタクシモ芝川アサン

デコシラヘタモノデスカラ︑

ロデス︒

カ︒﹂

ニランデヰルデハ

二435圏

アリマセン

コハサウナ目ヲシテ︑

三27 アツテモ︑日本ノサクラ
ノヤウナウツクシイハナハサ

リマセン︒

二421囹コレガハナデ︑コレガ 26
三
サクラノ木ハ︑ヨソノ
クニニハ︑コンナニタクサンア

ナリマシタ︒﹂

二407囹

ヲダイジニシマス︒﹂

二403園

︵略﹀︒﹂

二555︵略﹀︑天マデトドクカト
オモフヤウナ︑大キナ太イ木

ニー95 モシナツデアツタラ︑ド
ツテ︑子ドモノヤウニカハイガ
ンナイロヲツケタデセウ︒
ツテヰマシタ︒
︵略﹀︑日ニヤケタヤウナ 二54一 オヂイサンハタイヘンニ
イロヲシテヰマス︒
ハラヲタテテ︑︵略﹀︒

テ︑ハシルノモアリマス︒

ニー81

一一

一一

一一

十二8210 弓が一度綜にふれると︑天 十二855

たとは後になって分つた︒

︵略﹀であったとは後にな

た︒

十二856

つて分つた︒

だ︵助動︶脇ダだ︽ダ・ダラ・デ・ナ

老人は ︑ ︵ 略 V 不 思 議 さ う に ︑

バイオリンと紳士の手つきを打ちま

十二833

もって居た︒

山を築いた︒

十二834 聴衆は︵略V︑見る内に人 ・ナラ・二彰n▽なんだか

十二835 重く沈んだ調に暗いく海
の底へ引込まれるやうな氣がするか
︵略﹀︑輕く浮立つた調子に︑

と思ふと︑︵略﹀︒

十一一836

︵略﹀春霞の彼方へ連れて行かれる
︵ 略 ﹀ ︑聴衆は鏡をつかんで︑

やうな心持になる ︒
十二843

事って老人のさ玉げた帽子の中へ投

S5

T1

U1

だ一一だ
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キマセン︒

三281

三225

四五日マヘ

︵略Vまりのやうにまん 三415囹﹁水の中へはいったら︑

﹁スミレハタクサンナ．

ニアタマヲ

ダシタタケノコガ︑モウコンナ

ス︒

二つ三つはたきおとさ

﹁あまりほしがきれい

三461囹﹁おい︑なにをしてみる
のだ︒﹂

三492

︿略︶︑二つ三つはたきお

︵略V︑ばくつとくって︑へ

で︑舟がたくさんおきへ出て

︵略V︑さざえのやうに︑

ふかいつぼのかたちになって

三623

おもてにう

︵略V︑この貝がらはかた

一つでひらたいのもあり

又あはびの貝のやう

みるのもあります︒

に︑

三626

ます︒

三632

つむりのやうに︑

﹁どこでこんなにたくさ

づまきがあります︒

んおひろひになりました︒﹂

思ひだしたやうにざぶん 三641
︷略﹀︑ひとりでにうかぶ

三644医 ﹁いいえ︑これはひろつ
たのではない︒

︵略V︒

ウラシマハ四二イサウニ

やうにして︑水の上へ出て

思ツテ︑

三66一
︵略V︑せんせいの見せて 三536囹﹁モウゴハンダカラ︑オ

きます︒

と水の中へとびこみます︒

三483

いきなかほをしてゐます︒

三482

三466囹﹁ばかなことをいふ︒

とさうと思ふのだ︒﹂

三464圏

うと思ふのだ︒﹂

だから︑

︵略﹀︑タケノカバガオチ 三463園

ニ／ビテ︑︿略V︒

三291

テ︑リッパナ竹ニナリマス︒
タチマス︒

三294竹ハイロイロナヤクニ
イマニ︵略V︑アヲイタタ

ミヲシイタヤウニナリマセゥ︒

三345

ほかにまだだいじなもの

合ふのもありますが︑︵略﹀︒

まるではありません︒
ゐます︒
どんな心もちだらう︒
三53園﹁マサヲサン︑ソンナ＝
三226 うこかずにるますが︑し 三437 ︵略﹀︑ミンナガフンパツス 三616 ︵略﹀貝をこんなにたく
ウチニバカリヰナイデ︑︵略﹀︒﹂
さんいただきました︒
ルヤウニナリマシタ︒
んだのではありません︒
三72
ノハラ緊々︑︵略V︑イロイ
三253どちらもたいそうやくに 三443 アサ日ノ上ル方が東 三617 こんなに大きいのも︑こ
ロナハナガサイテヰマス︒
デ︑ユフ日ノ入ル方が西デス︒
たつどうぶつでございます︒
んなに小さいのもあります︒
三84 ﹁ボクハモウコンナニタ
三276國 走れよ︑走れよ︑ころば 三451右ノ手ノサス方が南 三618 こんなに大きいのも︑こ
クサンツミマシタ ︒ ﹂
デ︑左ノ手ノサス方が北デ
ぬやうに︒
んなに小さいのもあります︒
三86園 ﹁ボクモモウテニーパ
三621
はまぐりのやうに二つ
イニナリマシタ︒﹂

三91圏
イカラ︑マダソンナニツメマセ
ン︒﹂

三114オトウト野犬ガスキデ︑
イツモブチトアソンデヰマス︒
三123 ︵略﹀︑オヂイサンハイロイ

ロナオモシロイハナシヲキカセ
テクダサイマス︒

でせ

まさをはふしぎさうに︑

﹁どうしてもう光らない

三137 ︵略Vデモヲツテシマフホ 三364

ドデ︑ダレトスマフヲトツテ

う︒﹂といひますと︑︵略﹀︒

の

モ︑マケタコトハアリマセン︒

三385

が三つあります︒

三382

しっかにとんでいきました︒

三141囹 ﹁日本中ニハヨワイモノ 三374 ︵略﹀︑あをく光りながら︑

バカリデ︑ジブンノアヒテニ
ナルモノハ 一人目ナイ︒﹂
サヘヅツテヰマス︒

三175 ヒバリガオモシロサウニ

ん︒

おとすやうなことはありませ

三592

今日はなみがおだやか

に見えます︒

三588 とほくの方では青そら
といつしょになってみるやう

︵略﹀︑イロイロナゴチソウ

ナリマス︒

三693

︵略V︑シマヒニハイヤニ

ヲシタリ︑︵略V︒

三683

くださるいろいろなものを見る
イデナサイ︒﹂
三187 オリルトキニハ︑オチル
三68一 リユウグウニハォトヒメ
のです︒
トイフキレイナオヒメサマガ
ヤウニハヤクオリテキマス︒
三555 ︵略Vダイジナキン層面ヲ
居テ︑︵略﹀︒
トツテ︑ニゲテ行キマシタ︒
三197 ︵略V︑子ヒバリハスノ中 三395 耳もよくきこえて︑きき

デ︑ドンナニマツテヰルコト

ません︒

まるいけれどもまりのや 三398 ︵略﹀よけいなことは．言ひ

デセウ︒

三224

うにまんまるではありません︒

鰯
だ一だ

リヲシイコトデゴザイマスガ︑

四175 みのししはまっすぐにた
だっねの方へ下りて來ます︒

三708囹 ﹁ソレハ マコトニオナゴ

︵略V︒

こゑは︑山もくつれるほどで

高高ユ

ソレカラ私ハ人サシユ

ハ三セン五リンデ

﹁コノ太イノが五心ン

細イノ

した︒
めんにする萎は小萎で︑ごは
四443圏
﹁どうしてのしあはび
んにたく変は大嶺です︒﹂
﹁あんにするのはあづ
をつけるやうになったのでせ
きといふ豆で︑ こなにする
う︒﹂

タ︒

︵略﹀︑コノ中へ

ハイツ

︵略﹀海ノ水ヲカキマハ

スヤウナ大キナオトガシマシ

四398

スレバ︑アンシンナモノデス︒﹂

テ︑内カラトヲシメテヰサヘ

四395囹

ガアリマス︒

なったのでせう︒

︵略﹀︑ソノママデヤイタ

チヨツト見ルト︑リッパ

デハナイガ︑︵略﹀︒

四512

リマセン︒

リニタリシテタベルノデハア

四511

木デハアリマセン︒

四505

四376 ︵略V変ワラデ作ツタ物 四505
木ノヤウニカタそか︑
デ︑アツイジブンニツカフ物
木デハアリマセン︒
木ノヤウニカタイガ︑

色ナ物ガアリマス︒

のは大豆といふ豆です︒﹂
四452囹 ︵略﹀︑なまぐさのしるし
四373 褻ワラザイクニハ︵略V色 にのしあはびをつけるやうに

︵略V︑ただつねをほめる 四352圏

四201

三721 ︵略﹀リツパナハコヲワタ
シマシタ︒
あったといひます︒
三736 ︵略V︑ウラシマハニバカニ 四206圏
︵略﹀︑ 一バン小サイノ

ガ小ユビデ︑

デ︑

四251園

ビデ︑三郎ハ小ユビデス︒﹂

四227囹

アヒダノガクスリユビデス︒﹂

サシユビデ︑中ユビト小ユビノ

四213囹﹁オヤユビノ次ノ四人

ビトモイヒマス︒．

マン中ノーパン

オヂイサンニナツテシマヒマシ
高イノハ︑中ユビトモ︑

がくかうの酉どなりはや

タ︒

四16
くばで︑ やくばのまむかひが

このへんは町中で一ば

けいさつしょです︒

四27
一ば

んにぎやかなところで︑︵略﹀︒

このへんは町中で

んにぎやかなところで︑大きな

四28
店がたくさんあります︒

︵略﹀雨がふりさうにな

です︒

四291囹

﹁いいえ︑私たちは枯れ

︵略﹀︑そのうちにきれ
︵略V︑みんなあつまって︑
四334囹

﹁いいえ︑うどんやさう

色色なはなしをしてゐます︒

四301

いなはなをさかせて見せます︒

四293囹

あたたかになると︑︵略﹀︒

はるになって︑だんだん

四287圏土の中で︑しっかにら
い年のはるをまってみるの

てるます︒

たやうに見えても︑ねは生き

四285園

とです︒﹂

タ︒

トダ︒

トダ︒

︵略V︑カラダハスツカリ

モトノヤゥニナホリマシタ︒

四607

﹁ソレバカハイナウナコ

カラノナイモノバカ 四601囹 ﹁ソレバカハイサウナコ

一一ン五リント

︵略V︑ソコハサカナヤノ 四601囹
ソバニ

四427圓

のしあはびをつ

紙のやうにうすくした

たのしをつかふやうになりま

やぶの竹は弓のやう

つかなばんでしたから︑︵略︶︒

にはの松の木はわた

にまがって︑︵略V︒

四633

四636

まつ白になって︑︵略﹀︒

ものです︒
をのせたやうに見えます︒
四435園︵略﹀︑今では紙で二つ 四637はのおちた木もみんな

して︑

四432囹︵略V︑あはびの肉をの

けたのです︒

たりで︑昔は

﹁これは昔からのしき 四631 ゆふべは風がなくて︑し

カイタフダガタテテアリマシ

店デ︑

四414

ハイサウナモノダ︒﹂

四405囹

四57囹 ﹁︵略Vあんなにまがりま
ス
︒
﹂
四
4
0
5
園
カ
ラ
ノ
ナ
イ
モ
ノ
バ
カ
四
558園 オレハココノヲカへ
がって︑とほくの方へながれて
四282圏 まことにおきのどくなこ
ハイサウナモノダ︒﹂
來タカツタノダ︒﹂
ゐます︒

四82
つたので︑︵略﹀︒

四91 ︵略﹀︑イサマシイデハアリ
マセンカ︒

四107 一本ハキザハシデ︑モウ

コノゴロバクリノオチル

アマクナリマシタ︒

四125

行ツテ見ルノガタノシミデス︒

ジブンデ︑毎アサ早クオキテ︑

牛ほどもある大きなゐ

のししで︑きばをむき出して︑

四165

︵略﹀︑土けむりをたてて︑とんで
來ます︒

だ
だ

686

四691囹

﹁見ごとなたきだ︒﹂

鯉ノヤゥニグンキガヨク︑
ソダツ木デス︒

ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ
︵略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ

カタクテ︑︵略﹀︒

五317
五334

木ノタメニハヨクナイサウデス︒

五437 文太郎ハフシギ一一思ツテ外ヲ

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

見ルト︑︵略V︒

五441

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

イリマシタ︒

﹁海ダ︑海ダ︒﹂

イリマシタ︒

五441

﹁海ダ︑海ダ︒﹂

︵略V︑シヅカニ木ノ葉ノ上

五447囹

五343

ニネムツタヤウニシテヰルノヲ見ル

ぬす人はきんじよに住んで

みるゐざりだといふうはさがあるの

五448囹

ケレドモコンドハミジカイト

ト︑︵略﹀︒

︵略V︑にはかに雲が出て︑か

﹁かみなりは高いもののあ

この間先生がおっしゃった

る所へおちるのだ︒

五474圏

みなりが鳴り出しました︒

五461

ンネルデ︑スグニ通りヌケマシタ︒

︿略V︑シヅカニ木ノ葉ノ上 五452

︵略﹀︑羽ノ同仁モ︑白イノヤ︑

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ

五351

ト︑︵略V︒

ニネムツタヤウニシテヰルノヲ見ル

私はよその物をぬすむやう 五344
﹁これは私が毎日使ってゐ

それを私のるすにこのみざ

ノヤサマぐアリマスガ︑︵略V︒

五476 ︵略﹀︑むりに手をひっぱって

ではないか︒﹂

︵略V︑私は足の立たないも 五352 ︵略V︑羽ノ色ニモ︑白イノヤ︑ 五474園
ノヤサマぐアリマスガ︑︵略V．

︵略V目がくらむやうないな

つれ出しました︒

びかりがして︑︵略V︒

五481

五503

もし君が居なかったら︑僕

カボチヤハ中が黄色デ︑西瓜

ソノ他ノ瓜ハ大テイナメラカ

は死んでしまったのだらう︒﹂

五491囹

ろしいかみなりが鳴りました︒

︵略V︑皇后さまがかひこをお 五482 ︵略﹀︑耳がさけるやうなおそ
﹁天子様のおほせだから︑

﹁天子標のおほせだから︑

デアル︒

ハ中が赤イ︒

えきふが︵略︶︑山のやうに 五505

ナマデソノマ・タベルノハ︑

タ顔デアル︒

ラレナイノハ︑カボチヤトトウ瓜ト

マクハ瓜ト西瓜デ︑ニナケレバタベ

︵略V後ノ方ヘトンデ行クヤ 五514

荷物をつんで來ました︒

五408

子を出すやうに︒﹂

五374囹

子を出すやうに︒﹂

五374囹

かひあそばすためでございました︒

五371

ばすためでございました︒

で︑皇后さまがかひこをおかひあそ

こといふのはかひこのこと

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ

しわはよってもわかい氣

五368

ので︑雨手をついて︑やっとゐざり
︵略﹀︑白下をついて︑やつ

どうして釜のやうな重い物
が持って行かれませう︒

五251囹

とみざりあるくものでございます︒

五248國

あるくものでございます︒

五247囹

りがぬすんだのでございます︒﹂

五244囹

た釜でございます︒

五242圏

なことはいたしません︒﹂

五234園

で︑︵略V︒

五227

祝フノデセウ︒

ズンズンシユツセヲセヨトイフ心デ

五184 ︵略﹀︑鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑

︵略﹀︒

﹁ソンナ副馬シヅツノ 五181

マ ナ イ デ ︑ ︵ 略 V︒

だれか上手なものは

四786園
あれをいないといふ
のもざんねんだ︒
四786圏
ないか︒﹂

四794圏 ︵略Vだけはきっといお
とすほどの名人でございます︒
五33 あまりおもしろさうなので︑
︵略V︑おのぞき に な り ま し た ︒

五83 ︵略V︑毎年オイハヒヲイタス
五97園
﹁見ごとなたきだ︒﹂

ノデゴザイマス︒

五97圏

五104 鳥はだのしさうに時々点て︑
羽をひたしました ︒

五105 魚はうれしさうにういたりし
づんだりして︑およいでゐました︒

五107 ひるはあたたかな日にてらさ
﹁ 美 しい川だ︒﹂

れ︑︵略V︒

五112圏

五294圃

にもっともだ︒﹂

﹁お前のいふことはまこと

みたのでございます︒﹂

五118 ︵略V︑いよくにぎやかにな 五254囹 その釜は私が前から持って
りました︒

るいてるました︒

五125 ︷略V︑入がいそがしさうにあ 五262冤
︵略﹀︑大ブツサマノマヘニ立

で︑小さい君らのなかま入︑うんど

五153

う會にもついて行く︒

シマシタ︒

︵略Vカミナリノヤウナ音ガ

ウニ見エマス︒

マルクカリコンダニ下木ノヤ 五424

グラヰデ︑アタ・カイトコ恩人ヨク

茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺 五436

ウニ見エマス︒

五304

ツテヰル人ガ︑コンナニ小サク見エ
︵略﹀︑マコトニミゴトナモノ

マス︒

五158
デス︒

ニ カ サ ナ リ 合 ツ テヰテ︑︵略﹀︒

五162 ウロコハカハラヲフイタヤゥ 五306

6
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五516

︵略﹀︑ニナケレバタベラレナ

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ
アル︒

他脚高黄色デアル ︒

イヒマス︒

︵略﹀︑石ノヤウ＝カタクナツ

テヰマスカラ︑︵略V︒

五583

五714囹

ランプニ石油ヲトボスヤウニ
おちよは︵略﹀︑葉書の裏へ

﹁ジブンノ角皿ジツニリツ

﹁ジブンノ角ハジツニリツ

晩ニナルト︑花火が上ルトイ

パナ物ダ︒

パナ物ダ︒

五714囹
五722囹

五763

ひよどりこえは︵略﹀︑よつ

所々に白いぬのをさらしたや

うなたきや谷川があって︑︵略V︒

六31

ふだんは人も通らない道だか 六35 ︵略﹀︑しっかな川をほかけ船

ぽどけはしい所である︒

五764

の上って行くのは︑︵略﹀︒

︵略V色々な花がさき︑色々

︵略﹀︑風のふくたびに黄色な

それは細くてけはしい道で︑

︵略V︑道ばたにはきれいな草

れてるます︒

道ばたにはきれいな草花が咲きみだ

六98

波が立ってるます︒

六87

な鳥が鳴く︒

六43

かはるぐ色々な花がさき︑︵略V︒

日本の國には春・夏・秋・冬

である︒

そのうちに日が暮れて︑まつ 六36 ︵略﹀︑まるでゑにかいたやう

ら︑︵略V︒

五765

暗になってしまった︒

しろの後はけはしい阪で︑

見ると丈の高い︑たくましい 六42

男である︒

五771
五784園

馬の通れる所ではございません︒﹂

しろの後はけはしい阪で︑

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

﹁鹿はどうだ︒﹂

馬の通れる所ではございません︒﹂

五784園
五785囹

五788囹
足︑︵略﹀︒

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ

花が咲きみだれてゐます︒

﹁︵略V︑たぼつめがわれて 六101

わが日本は島國である︒

がする︒

春は花︑秋はもみちで︑山の
ながめは時々かはる︒

六28

六137

六134

モシ列ニハナレルヤウナコト

ソレハアヒヅデアル︒

ソレハ道アンナイデアル︒

六155

ます︒

︵略V︑大テイ月夜ニトブノデ

ヨクチユウイシタモノデハナ

それで取入れの時は大へんに

六151 ︵略﹀︑重さうにほをたれてゐ

イカ︒

六146

アル︒

六145

スグ列二野ルノデアル︒

六141 ︵略V︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

ガアツテモ︑︵略﹀︒

六138

ラカトンデ來テ︑︵略﹀︒

東西の二門は今いくさのまつ 六122

みるとみないだけのちがひだ︒

五794園

五804

さい中である︒

六12

海岸には切立てたやうな岩山
︵略﹀︑高い松はしぜんにおも
しろい枝ぶりになってみる︒

六18

もあるが︑︵略V︒

六13

れた︒

吾8︵略﹀︑さんぐにうちやぶら
︵略V︑コンナリツパナ角ヲ

イカニモ弱サウニ見エル︒

ケレドモコノ足ハ細クテ︑

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

五724囹

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

︵略﹀︑コンナリツパナ角ヲ

フ話デアル︒

五706

五705 ︵略﹀︑ニギヤカナコトデアル︒

五705 ︵略﹀︑ニギヤカナコトデアル︒

次のやうに書きました︒

五657

ナツテカラ︑︵略﹀︒

五603

スキトホツタ油入ナルノデス︒

キ出ルモノデ︑︵略V︑シアゲルト︑

五525花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ 五598 コレハ地ノ中カラシゼントワ

﹁私曲鳥デモケモノデモナ

五532囹 ﹁私ハ鳥デモケモノデモナ
イカラ︒﹂

五532囹
イカラ︒﹂

五534 ソノ中ニケモノが勝チサウ＝
︵略V︑ニバ空足﹁︵略﹀︒﹂ト

ナツタノヲ見テ︑︵略﹀︒
五535

﹁私バカラダガネズミニニ

イツテ︑ケモノノミ白虹ニナリマシ
タ︒

五537園
テヰルカラ︑ケモ ノ ノ 仲 間 ダ ︒ ﹂

﹁オ前 ハ 鳥 デ ハ ナ イ カ ︒ ﹂

﹁私ハ羽ガアルカラ︑鳥ノ

ケサウニナツタノ デ ︑ ︵ 略 V ︒

五542 シバラクタツト︑ケモノが負
五544園
五551園
﹁オ前 書 ケ モ ノ ダ ラ ウ ︒ ﹂

仲間ダ︒﹂

五554圏

クレテヰテ︑夜ニナルト出テ空ヲト

五558 ︵略﹀︑ヒルノ間ハ︵略Vニカ 五726囹

出來ルコトナラ︑モツト太
クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

五727囹

美しい景色である︒

出來ルコトナラ︑モツト太 六22 ︵略﹀︑どこのはまべを見ても︑

るで火のもえたったやうに見える︒

︵略﹀何千本の赤はだは︑ま

枝ニヒツカ・ツテ︑︵略﹀︒

カハイサウニ美シイ角が木ノ 六27 ︵略﹀︑目がさめるやうな心持

クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

︵略V石ト金ヲウチ合セテ出 五728囹

ビアルクヤウニナツタトイフハナシ
デス︒

五571

スヤウニナリマシ タ ︒

リナ物が出來テ︑︵略﹀︒

五573 近ゴロバ又マツチトイフベン 五735

シゼント出來タ物 デ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 石 炭 ト

五583 ︵略V木が土ノ中ニウマツテ︑ 五751

だ

だ
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︵略﹀︑夜も十分に眠れないほ

いそがしくて︑︵略﹀︒

どです︒

六156

力まかせに投げつけました︒

謙信は勝氣な人で︑いよいよ

ては居られない︒

いくさがはげしくなると︑ じっとし

六565

いになった︒
いいくさの上手であった︒
︵略V︑紙などをそまつにして 六565 謙信は勝氣な人で︑ ︵略﹀︒

六371
はならないと思った︒

︵略V︑もとはいたって身分の

急に馬に打乗って︑ ︵略﹀︒

︵略V罪
︑ なさけぶかい人であ

つたが︑︵略﹀︒

六581上杉謙信はこんな強い人であ

︵略Vりっぱな武士になりた 六568

初はひくい役目で︑信長の

つた︒

︵略V︑敵は戦はないでにげて
︵略﹀秀吉のいきほひは︑し

ません︒

六614團囹

みる︒

﹁い﹂え︑さうではあり

六606圃囹﹁なんでそんなに泣いて

く夕暮にあねいもと︑ ︵略V︒

六597圃身をきるやうな北風の吹

さうだ︒L

六591園それを苦しめるのはかはい

ない︒

六583武田信玄の國﹇は山國で︑塩が

占ハ582

秀吉はいくさの上手な人で︑

秀吉はいくさの上手な人で︑

目通りへ出ることも出恵ませんでし

六511

あった︒

六554

︵略Vといふぶれいなことば
﹁日本國には天皇へいかが

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ
能⁝ハイタヅラモノデ︑︵略﹀︑

アリマス︒

カズノ子ノ俵ヲカツイデ︑ニグテ行

六661

クコトガアルトイヒマス︒

した︒

六701

私がこΣへまみつたのは︑

その間に色色な子どもを見ま

ら︑︵略﹀︒

この學校がたった年でございますか

六697

川中島の戦で名高い上杉謙信 六696 私は古机でございます︒
たけだしんげん

その相手は武田信玄で︑これ

︵略V︑これも謙信におとらな

も謙信におとらないいくさの上手で

六553

は強い大過であった︒

六553

いらっしゃるではないか︒﹂

六525圏

がありました︒

六521

言ふことをきくやうになりました︒

︵略V日本中の大名が皆秀吉の 六648
熊ノ毛色国大ガイマツ黒デ︑

六505︵略﹀日一日と盛になりました︒

ぜんに日一日と盛になりました︒

六504

行くやうになりました︒

六495

せん︒

︵略﹀︑一ぺんもまけたことがありま

六488

︵略﹀︒

六488

た︒

六458

いと思ってゐましたから︑︿略V︒

六452

ひくい人でございました︒

六237 ︵略V大きな石を持って敵て︑ 六437

ナ カ ザ リ 物 ニ ナ リマスガ︑︵略﹀︒

六254園 金ヤギンハ︵略﹀イロ︿
六263囹 金ダラヒニモナレバ︑私ノ
ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六274囹 ソノ他釘や針ノヤウナ小サ
︵略﹀︑キクワン車・軍カン

イ物カラ︑︵略﹀︒

六275囹
ノヤゥナ大キナ物 マ デ ︑ ︵ 略 V ︒

六283囹 ﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ
テ︑赤クナルデハ ア リ マ セ ン カ ︒ ﹂

六293園 シカモソノサビハ大ソウド
クナモノデス︒﹂

六297 直吉と長松は同じ店のでっち
であった︒

﹁先では知らないのだから︑

六308圏﹁あ＼︑大へんなことをした︒
六315園
一銭まうけておけ ば よ か っ た の に ︒ ﹂

六321囹 ほんとのまうけでない金は
﹁だ ん な が お る す だ か ら ︑

一厘でも取っては な ら な い ︒ ﹂
六325園

なほさらまちがひがあってはならな
い︒﹂

︵略﹀︑直吉は正直ものだとほ

めて︑︵略V︒

六331

いになった︒

六364 うちが見ちがへるやうにきれ
六365 うちが見ちがへるやうにきれ

六712

︵略V︑紙をたくさんほこにし

たりするやうな︑そ﹂つかしい子供

十入十色と申しますが︑まこ

もございました︒

とにその通りで︑︵略﹀︑せいしつも

六723

色々かはってゐます︒

いしつも色々かはってゐます︒

六723 ︵略﹀︑顔のちがふやうに︑せ

私は一たい子供がすきでござ

りっぱな人になりました︒

六726 ︵略﹀︑おとなになってから︑

六732

︵略﹀どうしてもきらひな子

いますが︑︵略V︒

六733

私のからだがこんなにぐらっ

供が七八人ございました︒

六734

私のからだがこんなにぐらっ

くやうになったのも︑︵略﹀︒

六735

︵略V︑その子供たちのいたづ

くやうになったのも︑︵略﹀︒

六736

︵略V︒

こんなにたくさん墨を附けた

らからでございます︒

のも︑

六736

のも︑

その子供たちでございます︒

六737 こんなにたくさん墨を附けた

御苦勢︒﹂とあいさつし

アレハハシケデアル︒

︵略V︑マルデ林ノヤウ通見エ

廣イ港が船デーパイニナツテ

も御苦寒︑

六766 ︵略V︑うれしさうに︑﹁どう

ました︒

ヰル︒

六772

六774

ル︒

六776

689
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六788 今二出帆スルノデアラゥ︒

六802 アレハ停車場へ送ルノデアラ
ウ︒

七128園 品物と引きかへに代金を受
代金を受取るのがかけです︒

取るのが現金で︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 後 に な っ て

七135囹 たとへば十五銭で費ってよ
いものを二十銭といふやうなもので
す︒

卸費といふのは︵略V︑小

七135圏 正直な商人はかけねなどは
いひません︒

七143囹
誘惑へ大口に質渡すことで︑黒鉱を
するものを卸費商人といひます︒

七154囹 しかし卸費商人で︑問屋を
してみる場合がたくさんあります︒

七157国 急に商用が出來て︑明朝六
時の汽車で東京へ立ちます︒
︵略﹀︑何かあちらでと﹂の

へて來る物がございますなら︑御ゑ

七164團

︵略﹀おうらやましい事で

んりよなくおっしゃって下さい︒
七173国
ございます︒

で ご ざ い ま す が ︑ ︵略V︒

七178国 西洋西瓜には色々あるさう

ある︒

ある︒

七343

である︒

七37一

卵からかへったばかりの翼は

小さい時分はやはらかな葉を
︵略﹀︑木の葉に雨が降りか＼

翼が桑の葉を食ふのは︑およ

︵略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

︵略V︑それから繭をにて︑綜

翼をかふのは春と夏と秋の三

わが國は昔から養鷲の盛な國

町ノ碑面ヤカナ所二新シイ勧
ドノ店ニモ品物ガキレイニナ

工場が出來タ︒

七363

物の第一である︒

七343

︵略V︑生緕は人証へ費出す品

で︑生綜は外乳へ重出す品物の第一

七343

で︑︵略﹀︒

わが國は昔から養慧の盛な國

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

七341

を取るのである︒

七334

になって︑繭を破って出て來る︒

七329

わいて綜になるのである︒

七326

︵略﹀外へ出ると︑すぐにか

間に一日置二日つつ眠ることが四度

そ二十五日から四十日の間で︑その

七317

るやうな音がする︒

七313

こまかく切ってやるが︑︵略﹀︒

七305

りしかない︒

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

七297

のも︑けっしてむりではない︒

どういふわけで︑おたがひ 七294 ︵略﹀︑絹織物のあたひの高い
﹁あなたと私は大そう似て

に親類の間がらでございますか︒﹂

七205囹
七208園
みるではありませんか︒

﹁さうでございますか︑はじ

合ってゐますし︑︵略V︒

七209囹葉は羽形で︑二枚つつ向ひ
七215圏

﹁あなたはそのお美しい花

めて承りました︒

七219園
﹁あなたはそのお美しい花

だけでたくさんでございます︒
七22エ園

私どもの親類で︑小さくて

だけでたくさんでございます︒

七224園

かはいらしいのは︑λ略﹀れんげ草で

﹁サテ︿︑目アキトイフ

ございませう︒﹂

七249囹

﹁サテ︿︑目アキトイフ

モノハ不自由ナモノダ︒﹂

七251囹

︵略﹀手ヲヨクハタラ同誌ル

色々ナキカイガアツテモ︑

モノハ不自由ナモノダ︒﹂

七263
︵略﹀︒

七269

人が多ケレバ多イ群論ニナリマス︒

︵略V︑ノミーツデ見事ナホリ
物ヲコシラヘタリシテ︑︵略V︒

七274

シカシ人ノヤゥニ色々ナ物ヲ
シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ
︵略V綜をのばして見ると︑
七293 ︵略﹀︑大そうな手間がか㌧る︒

五六町もあるといふことである︒

七288

コシラヘルコトハ出來マセン︒

七282

コシラヘルコトハ出來マセン︒

七181團 ︵略V︑なるべく大きくてう 七282
まい實のなるやうなのをお願ひ申し
ます︒

七197園 あなたと私は親類ださうで
ございますから︑︵ 略 ﹀ ︒ ﹂

ございますから︑︵ 略 ﹀ ︒ ﹂

七197園 あなたと私は親類ださうで

ラベテアル︒

日用品ナラバ︑マヅ何デモア

七378 色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑︵略﹀︒

七385

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

品物ハ皆正札附デ︑カケ直ガ

ルトイツテヨロシイ︒

ナイ︒

七386

七389

﹁あ﹂︑金がない程残念な

︵略V︑一トコロデスムカラ便

ノ・時鳥ハ︑︵略﹀︒

七391

利デアル︒

七402囹

武士としてはあのくらみな

ことはない︒

七403園

﹁その馬の直はいか程でご

馬をもつて見たい︒﹂

七406囹

ざいます︒﹂

みるなら︑なぜあるとこ言いはなか

七416囹 ︵略﹀︑こんな大金を持って

つた︒﹂

このお金は︵略﹀︑父の渡

七418囹 ﹁さやうでございます︒

七421園

さだめて皆様は御じまんの

してくれた金でございます︒

馬に乗ってお集りのことでございま

七425園

せう︒

のお目にとまるやうになされるのが

七427囹あなた様にも︑︵略V︑主人

︵略Vと考へまして︑今日

大事と考へまして︑︵略﹀︒﹂

七428囹

﹁これは一豊の馬でござい

このお金を出しましたのでございま

す︒L

七436囹

だ
だ
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ます︒﹂

七441園

︵ 略 ﹀ ︑りっぱな武士︒﹂

七443 ︵略V︑これが一豊の出世のも
とになったといふことであります︒

︵略﹀︑僕ラノ仲間ノ方ガヨ

ケイニ用ヒラレルヤウニナツタカト

七464圏 ︵略V︑僕ラノ仲間ノ方ガヨ
思フ︒

七465園

ケイニ用ヒラレルヤウ＝ナツタカト
思フ︒

アルシ︑︵略V︒

七466園 マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ
︵略V︑書物モ近ゴロバ大

テイ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

七467圏

タ︒﹂

︵略﹀︑コノタクサンノ障子

ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハナ

七471園

イカ︒

七473園 コ︑ニアル扇モウチハモヤ
ハリサウダ︒﹂

アンナ丈夫ナ物ハ ︵ 略 ﹀ ︒

七483圏 モトユヒや水引ノヤゥナ︑

︵略V日本紙デナケレバ出

アンナ丈夫ナ物ハ ︵ 略 ﹀ ︒

七483囹 モトユヒや水引ノヤウナ︑

來ナイ︒﹂

七483圏

七493圏 水ニヌレルグラヰハ何デモ
﹁葉書や切手や印紙ナドハ

ナイコトダ︒﹂

七495園

﹁ソンナニイバツテモ︑ア

皆僕等ノ仲聞ダゾ ︒ ﹂

七498因

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

イ︒﹂

近い愚ならもっと目方がふ

八銭でよいのです︒

七527園﹁︵略﹀どんなに遠い所でも︑

七528圏

ます︒

見事な桃をたくさんおおく

いつれも大よろこびで︑こ

︵略﹀︑味は又かくべつでご

り下さいまして︑︵略V︒

七683国
七686團
ざいます︒

七691團

んな見事な桃がなるのなら︑植ゑて

︵略﹀︑書物や再三の類は三

えても︑四銭で送れます︒

見たいと申して居ります︒

七532園

十匁まで二鏡で︑これもた貸の手紙

︵略﹀︑こんな見事な桃がな

︵略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ

︵略Vサンゴハコノ轟ノ骨デ

七729 ︵略﹀︑木ノ枝ノ標ナ形ヲシテ

ヰル︒

七731

アル︒

コンナ所ニハ動物モゴクマレ

コノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨

七735

デアル︒

七746

オビノ様二審クテ長イノモア

海草ノ形ハ様々デアル︒

デ︑植物ハマツタクナイガ︑︵略﹀︒

七756

七763 色モ一様デハナイ︒

モアル︒

七759 ︵略﹀︑枝ノ様ニナツテヰルノ

テ︑枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒

七758 ︵略﹀︑ゼンタイが細力二分レ

レバ︑︿略V︒

︵略V︑こんな見事な桃がな 七757

魚類ニハイワシ・アヂ・サ

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

七692團

るのなら︑︵略﹀︒

七692團

などよりはよほど安いのです︒
七535囹︺︵略﹀︑これは今日のやうに

早くは配達が出來ず︑賃銭も高かつ
又冷水浴や海水浴は︵略﹀︑心

たのです︒

七653

ります︒

リ︑︵略﹀︒

水ノ表面二近イ所ヲ素心グモノガア

バ・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑

このやうに水はわれくの生 七704

をさわやかにする︒

七654

活にもっとも大切なもので︑︵略﹀︒

このやうに水はわれくの生

活にもっとも大切なもので︑︵略V︒

七655

チ・キスナドノヤウニ︑岩ノカゲヤ

七769 ︷略﹀︑茶色ノモノハソノ中間

ノモノモアル︒

七765 ︵略﹀︑テングサノヤウニ紅色

＝茶色ノモノモアリ︑︵略V︒

七764 ︵略﹀︑コンブヤアラメノヤウ

ノモアレバ︑︵略﹀︒

このやうに水はわれくの生 七707 ︵略V︑タヒ・ボラ・ハモ・コ 七763 ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

活にもっとも大切なもので︑水がな

七655

︵略﹀︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

海草ノ間ヲオヨグモノガアリ︑︵略V︒

カキハスグニフエルモノデ︑

根モ陸上ノ植物ノヤウニ養

ニハエテヰルノデアル︒

根モ︵略V養分ヲスヒ取ルタ

岩ナリ石ナリヘクツツクダケノ用ヲ

七773 ︵略﹀︑三寸ハナレナイヤウニ︑

メノモノデハナク︑︵略﹀︒

七772

︵略V︒

分ヲスヒ取ルタメノモノデハナク︑

︵略Vカキヲカキオトサナケ 七772
︵略﹀眞珠ハ︑コノ貝ノカラ

中デォモシロイノハサンゴ
形ヲシテヰル︒

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ

七728

ノ中ニアルノデアル︒

七726

レバナラナイ程デアル︒

七723

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

七719

ヰルモノモアル︒

ナドノヤゥ＝︑ソコノ砂地二障ンデ

七709

ければ生きてみることは出來ない︒
︵略﹀飲みすぎたり︑︵略﹀長

︵略﹀︑もうこんなに大きな

くはいってみたりするのはどくであ

七658

る︒

七666国

︵略﹀︑もうこんなに大きな

のがなったのでございます︒
七667団

父はこんなにちがふものな

のがなったのでございます︒

七673團

父はこんなにちがふものな

ら︑︵略﹀皆つぎ木をすると申してゐ
ます︒

七673團

ら︑︵略V皆つぎ木をすると申してゐ
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ナスモノデアル︒

根モ︵略﹀︑岩ナリ石ナリヘク

ツツクダケノ用ヲナスモノデアル︒

七774
︵略﹀シテヰルノハ︑陸上デハ

﹁ ︵ 略﹀︑皆さんと同じ標に︑

見ルコトノ出來ナイ美シイ景色デア

七781

ラウ︒

七808園
あ の 運 動 場 で 髄 操 をしたり︑︵略﹀︒

る大きな汽船で︑乗組の人員は二百

七818囹 ︵略V︑長さが六十間程もあ
人もあります︒

七822園

す︒

七878囹

︵略V︑海を恐れる人の多い

のは残念な事です︒

ちよつと渡船に乗ってさ

海の波を見たばかりで︑

へ︑こはがる者があるではありませ

七879囹
んか︒

七882圏

たとへば自分のうちを恐ろ

恐ろしがる人があるではありません
か︒

七883園

たとへば自分のうちを恐

しがる標なもので︑︵略V︒

う︒

七889囹

す︒

八125團

私もみんなと一しょの分は
︵略V︑にいさんによそ行の

よく爲ってみるので︑皆さ

︵略﹀︑髪が大そうきれいに
なりました︒

八127国

んも少しまじめになってゐます︒

︵略﹀︑おはなさんも次郎さ

んにお目にか﹂つたやうな氣がしま

八119国

顔だといって笑はれました︒

八108團

まじめになり過ぎましたので︑︵略︶︒

八107團

れておくやうにしたいものです︒﹂

︵略﹀小さい時から海にな

はどうして海國の國民といはれませ

ろしがる妙なもので︑こんなことで

︵略V人家も︑段々に小さ 七883園

く見える標になり ま す ︒

七827囹 月夜には波が銀の様に光つ
て︑︵略﹀︒

七849園 急に暴風雨が來ると︑山の
︵ 略 ﹀ ︑山の様な波が立って︑

標 な 波 が 立 っ て ︑ ︵略V︒

︵略V︒

七849園

︵略﹀︑船は今にも沈むかと

思ふ様になります ︒

七851園

のではありません ︒

七852囹 しかし船はなかく沈むも
︵略︶ ︑ 淺 瀬 へ 乗 上 げ た り ︑

外の船につきあたったりする様なま

七857圏

︵略﹀︑それを見ると︑あれ

ちがひが出來ます ︒

七869囹

はどこだといふことが分ります︒

下口を見て︑急に皆さんに
村デハ農夫ガクハヲカツイ
デ︑タンボへ出ル時デアル︒

八148

お目にかΣりたくなりました︒

︵略Vことは︑船に乗る者 八131圖

に は 大 切 な 事 で す ︒﹂

七872園

海を恐れる人の多いのは残念な事で

七877囹 日本は海國でありながら︑

八155

︵略﹀︑皆メイ︿ノ仕事ヲシ
何モシナイデ遊ンデヰルノハ

テ︑毎日働イテヰルノデアル︒

八159

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

樂ナヤウニ見エルガ︑︵略﹀︒

八159

樂ナヤウニ見エルガ︑︵略﹀︒

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

︵略V︑た窒身代を取返す事に

が減って行くのだ︒﹂

八268

﹁どうだ︑白雀は見つかつ

ばかり心がけるやうになって︑︵略V︒

たか︒﹂

八271圏

八314 ︵略﹀︑いたって氣だてのやさ

仕事をしながら︑僕に色々な

しい老人であった︒

働クコトハ人ノ本分デアル︒

八332

︵略V︑雀といふものはすぐふ 八335囹

︵略﹀︑却ツテ苦シイモノデアル︒

八159
八161

られた刀かちで︑若い時から何十本

﹁︵略V︑元は少しは人に知

話をした事もある︒

八203

えるもので︑又大そう作物を荒すも

刀は武士のたましひといは

となく大太刀・小太刀をきたへた︒

めて︑

︵略V︑きたへる時は身を清

︵略V︑きたへる時は身を清

一心不齪に打つたものだ︒﹂

八338園

めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

八338圏

れたものだから︑︵略﹀︒﹂

八337園

のだといふことを話しました︒
︵略﹀︑雀といふものはすぐふ

えるもので︑又大そう作物を荒すも

八204

︵略﹀︑近年変の取高の少いの

のだといふことを話しました︒
八206

は︑この雀のせいではあるまいかと
思ひました︒

﹁それはさうと︑君は白い雀を

たが︑

︵略V︒

︵略V︒

八341何時も丈夫さうな老人であっ

たが︑

八207 友だちはふと思ひ出したやう 八341何時も丈夫さうな老人であっ
に︑

見たことがあるか︒﹂

八414火事だ︑火事だ︒

︵略V︑ふしぎさうな顔附をし
て︑農夫は問返しました︒

八213

八416

O

あちらの空がまっかだ︒

いらしし︑

八415どこだらう︑あまり遠くはな

八415火事だ︑火事だ︒
さうしてそれをつかまへる

﹁居るさうだ︒

八215圏

八216囹

と︑大へんに仕合がよくなるといふ
が︑︵略﹀︒

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼

八419火元は裏町通の材木屋で︑も

火のこが花火のやうに散って
﹁成程これではいけない︒﹂

みる︒

八221園 ︵略V︑ゑをさがして︑すぐ 八417
八254圏

朝ねをしてみる間に︑身代

﹁朝ね程損なものはない︒

蹄ってしまふといふことだ︒﹂

八257圏

けてるるのださうだ︒

八258囹

だ
だ
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︿略﹀︑角の呉服屋が焼けてゐ
︵略﹀︑角の呉服屋が焼けてゐ

るのださうだ︒

八421
八421
るのださうだ︒

八425 長い天氣つ買きで︑かわきき
八427
仕 合 に 風上で安心だが︑︵略﹀︒

仕 合 に 風上で安心だが︑︵略﹀︒

つ て み る 上 に ︑ ︿略V︒

八427

八427 仕合に風上で安心だが︑叔父

むね

︵略﹀︑二棟の土藏の中︑一棟

︵略﹀︑四五十戸も焼けただら

︵略﹀︑叔父さんのうちはどう

さんのうちはどうだらう︒

だらう︒

八428
八432
う︒

八436

はとうく焼けおちたさうだ︒
八436 役場は幸に焼けなかった︒

八437 一切の書類や記録類も皆ぶじ
であったといふことだ︒

八438 一切の書類や記録類も並ぶじ
であったといふことだ︒
のである︒

八439 火は一日も無くてはならぬも
八444 ︵略V汽車や汽船の走るのも︑
これ程有用な火でも︑︵略V︒

皆火の力の利用によるのである︒
八445

八446 ︵略V︑ひよつとまちがふと大
へんな事が出撃る︒

八448 多分煙草のすひがらが元だら
うといふ話だ︒

うといふ話だ︒

八448 多分煙草のすひがらが元だら

八451

八449

火の取扱は大切にしなければ

火は實に恐ろしいものだ︒

ならぬ︒

﹁どうしてそんなに早く伯
﹁こちらでは近年にない大

父さんに分つたのでせう︒﹂

八455囹
八457囹

﹁︵略V︑誰かすぐに東京へ

火事だから︑︵略﹀︒

八458囹﹈
電報を打つたのだらう︒

八462園伯父さんが御安心なさる標
に早く返事を上げよう︒

八467園﹁これでようございますか︒﹂

又ことばも電報だから︑そ

︵略﹀︑そんなにていねいに

んなにていねいに書くことはいらな

八473園
い︒L

八473囹

︵略︶︑そんなにていねいに

書くことはいらない︒L
八473囹

書くことはいらない︒﹂

﹁それでもよいが︑︵略V︑

八477園﹁これでようございますか︒﹂

八478圏

﹁︵略﹀︑火事の昨夜あった

サクヤとは書くには及ばない︒
八479囹

ことはもう御存じだから︑サクヤと
は書くには及ばない︒

電報は十五字までが一音
信で︑にごった字は二字に敷へるか

八485囹

︵略﹀︑うちの名の和田を入

ら︑︵略V︒﹂

八491圏

わし・たか・とびなどの様

に︑大空を飛びまはって︑他の鳥を

八547
とらへて食ふ鳥や︑︵略﹀︒

︿略﹀︑つる・がん・つばめな

どの様に︑氣候によってすむ所をか

八549

陸上に居る鳥で︑はぎの長い

へる鳥は︑︵略﹀︒
だてう

八561

目の最も恐ろしげなのは︑わ

のは駝鳥である︒

八577

し・たかの類で︑︵略﹀︒

目の最も恐ろしげなのは︑わ
し・たかの類で︑︵略﹀目の最も大き

八578

︵略﹀目の最も大きいのはふ

いのはふくろふ・みみつくなどであ
る︒

八583

くろふ・みみつくなどである︒

尾の短いのはかはせみ・あひ

又色々二染メタ綜デ織ツタノ

ガ淺黄デス︒

八648

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ様二畑

ガ縞物デス︒

二作リマス︒

八653

︵略V︑よほど大事にしなけ

ればならぬと存じます︒

八675團

いますから︑︵略V︒

八676團祖母一入孫一人の事で御座

八692国 ︵略﹀︑何かすきな物を買つ

﹁猫デナイシヨウコニ竹ヲ

て上げて下さい︒

八728團

橘中佐ハ︵略﹀皇太子殿下ノ

書イテオキ︒﹂

八846

︵略V︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

御信任ノアツイ軍人デアツタ︒

二︑帝國ノタメ︑天皇陛下ノ御タメ

八848

ニ︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ

八586

ナイト︑︵略V︒

敵ハ︵略﹀幾重モノ陣地ヲ布

敵ノ弾丸ハ雨アラレノ二二飛

時ハ八月三十一日ノ朝日モマ

イカ丸心ハ堅クテモ︑身ハ鐵

敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒

石デナイ︒

八872

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八869

ンデ來ル︒

八864

キ︑盛二弾丸ヲ打出ス︒

八856

るなどで︑長いのはきじ・山鳥・く
︵略V︑長いのはきじ・山鳥・

じやくなどである︒

八587

くじゃくなどである︒

︵略﹀︑若し家の申でひろげさ

せたら︑座敷一ぽいになって︑天井

八591

種ヲ蒔クノハ五月頃デ︑七月

︵略V︑天井へつかへる程であ

へっかへる程である︒

八591
る︒

八634

八897

︵略V︑セツカク占領シ導管

地ヲ取返サレテ残念千萬ダ︒﹂

八902圏

ルノデアラウ︒

木綿織物二︵略Vや其ノ他色 八898 陣地ハフタ・ビ敵下取返サレ

頃二花が咲イテ︑︵略V︒

八641

々ナ縞ガアルノハ︑ドウシテコシラ

コク染メタノが紺デウスイノ

れて︑十五字になるやうに書いてご

八644

ヘルノデスカ︒

﹁それでよろしい︒

らん︒L

八494園
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八904園
御誕生日ダ︒

タンジヤウ

﹁ 今 日 ハ 我 が 皇 太 子 殿 下 ノ 九82

又ユリヤアヤメノ花曲玉ノ色

ガ辮トーツ色デアル︒

︵略V︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ

様ナ形ヲシテヰル︒

九87

八905園此ノメデタイ日二討死スル 九85 其ノ形モマタ様々デアル︒
愚輩ノ 事 ダ ︒ ﹂

ノハ軍人ノ面目ダ ︒
八906囹

イチゴノ花ハボンノ様ナ形
イチゴノ花ハボンノ檬ナ形

︵略V︑ホタルブクロノ花ハフ

シソノ花ノ様ニクチビルノ形
︵略﹀︑オシロイノ花ノ檬＝ク

ダノ形ヲシタノモアル︒

九93

ヲシタノモアリ︑︵略﹀︒

九92

クロノ様デアル︒

九91

デアル︒

デ︑ホタルブクロノ花ハフクロノ様

九810

デ︑︵略V︒

八913囹 ﹁︵略V︑砲聲・銃聲が絶エ 九810

︵略﹀︑砲聲・銃聲ガツ寸ク

タラ︑見事＝敵ノ陣地ヲ取ツタト思
へ︒

八915園

︵略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

ヤウナラ︑我が軍が苦戦シテヰルト
思へ︒

八919
起ツテモ︑砲聲・歯茎ハ絶エナイ︒

勇氣ニミチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

八926 橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑
ム心モ深カッタ︒

タトヘバボタンノ標一寸リン
︵略V︑ニンジンノ様＝カラカ

咲ノモアリ︑︵略﹀︒

ル︒

タンポ・・ヨメナナドハーリ
︵略﹀︑實ハーツノ董ノ上二︑

明治二十七八年戦役の時であ
︵略V︑あまりに女々しいふる
まひと思って︑︵略V︒

九192

つた︑︵略﹀︒

九189

ヰルノデアル︒

タクサンノ小サナ花が集ツテ咲イテ

九104

ン咲ノ様二見エルガ︑︵略V︒

九103

クモノニハ︵略V︒

九99

又萎ノホノ様ナ形ニナツテ咲

サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア

︵ 略 ﹀ ︑ 平 生 カ ラ ノ 行 ガ リ ツ パ 九97

ク ラ モ ア ル ガ ︑ ︵略V︒

八927 中佐ノ様ナ死方ヲシ精彩ハイ 九96
八929
︵略﹀︑平生カラノ行ガリツパ

デアツタカラデア ル ︒

八929
デアツ三二ラデア ル ︒

八931 海軍ノ廣瀬中佐モヤハリ同ジ
デアル︒

︵略V︒

九72 又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ
ヰルカラ︑

九74 辮ノ色ハ白又ハウス桃色デ︑
苺ノ暗躍青イ︒

ガク

九76 梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ
ウ ニ 辮 ガ ヨ ク 揃 ツテヰルガ︑︵略﹀︒

デアル︒

九78 ︵略﹀︑豆や藤ノ花ノ辮ハ不揃

九195圏

九196囹

︵略﹀︑其の有榛は何事だ︒

やがて動かなくなったが︑︵略︶︒

︵略﹀︑すべりのよい車をすべ

いふことである︒

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥 九332 ︵略V︑皆其の成功を喜んだと

は帝國の恥だぞ︒﹂

昔東海道といったのは江戸か

九359

大難なちがひではないか︒

︵略V︑人の肩車に乗ったり

昔の旅行には色々難儀なこと

大喜なちがひではないか︒

た︒

九374

馬は馬子が引いて︑ゆるく

かごも人の肩でかいて︑休み

かごも︵略V︑又そんなに樂

︵略V︑又そんなに樂でも無か

でも無かった︒

九3710

︵略﹀︒

く行くのだから︑早くもないし︑

九3710

歩むのだから︑早いことはない︒

九378

道を通る様なことをすれば︑︵略V︒

若し其の津山をよけて︑わき

渡船に乗ったりして渡ったのであっ

九365

があった︒

九3510

九359

つて︑重な宿場が五十三あった︒

九356 ︵略﹀︑其の間に五十三次とい

里︑︵略﹀︒

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四

九355

したらよからうと︑︵略V︒

りのよいレールの上で走らせる襟に

﹁それは翻りな御言葉です︒ 九335

︵略V︑一人で進んで功名を

お前の残念がるのももっと

︵略V︑次の様な事が書いてあ

九1910園

九204
つた︒

九225園
もだ︒

九227園

立てる様なことは出來ない︒

︵略V︑自分の職務に精を出

豊島の職に出なかったこと

︵略﹀︑まだ其の折に出會は

すのが第一だ︒

九2210園

ないのだ︒

九232園

九233囹

は艦申一同残念に思ってみる︒

其のうちには花々しい戦孚
︵略﹀︑初の中はた玄水をすひ

もあるだらう︒

九234圏
九309

︵略﹀︑又之を車に慮用して︑

上げる爲に用ひる位であった︒
九313

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

如何なる二二も︑一度や二度

スチブンソンといふ人である︒

九315

の不成功で氣をくじく様では出船上

如何なる獲明も︑一度や二度

るものでは無い︒

九315

の不成功で氣をくじく様では出來上

九386 ︵略﹀︑女子供でも安樂に旅行

つた︒

九381
︵略﹀︑不幸にも直に沈んでし

九672 ︵略﹀︑五日毎の風︑十日毎の

が出撃る︒

此の時も少し進んだきりで︑

るものでは無い︒

九317
まった︒

九324

だ
だ
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雨は太平無事の世の有様である︒

︵略﹀︑のきの玉水の音も静か

九674 春の雨はしめやかに降って︑
︵略﹀︒

九675
﹁︵略V ︒ ﹂ と い ふ 景 色 は ︑ 静 か

に聞える︒

九677

﹁ ︵ 略 ﹀︒﹂といふ景色は︑静か

な中に美しいながめである︒
九677

九823

それは︵略V︑其の五箇村の頭

になるといふ定であった︒
︵略﹀︑すぐれて上手な騎手が
︵略﹀︑上を下へのさわぎであ

二人あった︒

九824
九858
る︒

九8510園﹁感心だく︑えらい子だ︒

九8510圏﹁感心だく︑えらい子だ︒
九8510園﹁感心だく︑えらい子だ︒
勝も勝︑ 大勝であったのに︑︵略﹀︒

︵略V︑我が身も蝶の様に飛立 九861園 ︵略﹀︑馬をかけさせたら︑

な中に美しいながめである︒
九6710
さ み だれ

葉ノ形流質︵略﹀︑針ノ様二

圓イノモアリ︑︵略﹀︒

十58

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザぐ

ノコギリ

細長イノモアル︒

十62

ノアルノモアレバ︑︵略﹀︒

パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ
︵略V︑本ノ方カラマツ直二幾

デアル︒

十66
十73

十186

︵略﹀︑本といふものはたやす
︿略﹀︑筆をとる前には十分に

く出攣るものではない︒
十188

︵略﹀︒

又極上品なものになると︑機

印刷する紙は短い大きな紙

械では刷らないで︑手刷にする︒

十205

十208

又りっぱなものになると︑革

で︑幾ページ分も一度に刷れる︒

是は活版刷の本の造り方であ

をきせたのもある︒

十212

十214

それは︵略﹀︑一枚つつ手刷

るが︑︵略﹀︒

十2710

︵略﹀四方の山々のいたゴき

はうきを立てた様に高く雲を

は︑はやまつ白になってみる︒

十283

早い田の面は切株ばかりで︑

はらはうとしてみる︒

十286

人影の見えないのみか︑かNしの骨

︵略﹀冬を知らないやうに活

も残ってみない︒

十291

﹁︵略V︑はいってからは静

何を撃つたのだらう︒

々とした色を見せてみる︒

十358園

きれいずきで︑つ＼しみ深

︵略V︑何を聞いても︑一々

で︑少しも生意氣な風がなく︑︵略﹀︒

十357星あいさつをしてもていねい

で︑少しも生意氣な風がなく︑︵略V︒

十357囹あいさつをしてもていねい

れると思ひました︒

十356園人に親切なことは是でも知

いことは︑それでよく分りました︒

十353圏

かに後の戸をしめた︒

十352圏

︵略﹀︑我我の讃む様なものに 十301

其の考を練らなければならぬ︒
十1810

なるまでには︑幾度書直すかも知れ
ない︒

書をかく人︑圖をひく人︑鳥

圖や書は別に堅い木に彫り︑

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは

十193
ない︒

十198
︵略V︒

一字も誤がなくなってから本
刷にか﹂るのである︒

十202

︵略﹀︑色のたくさんまじった
美しい給書や地圖のやうなものは︑

十204

にするのである︒

︵略V︑ソレカラ出タ細イ脈ガ 十217

スヂカノ脈が並ンデ出テ︑︵略V︒

十78

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ

網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

十710

本ノ威カラ手ノ指ノヤウ一一分レテヰ

︵略﹀︑銭ノ様二

我々は毎日本を讃んで色々な

ル︒

オニバス

︵略V大鬼蓮ハ直径が六尺モ

葉ノ形ニハ

事を畳える︒

︵略V︑相手を助けてやつ 十181

たのは如何にも見上げたりっぱな行．

だ︒

愛作さんのりっぱな心がけ

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ
パセヲ

︵略﹀︑蓮・芭蕉ノ様二廣クテ

ハス

標二小サナノモアリ︑︵略﹀︒

十51

で︑熊吉の命が助かりました︒

九8610囹

今日の勝負はきまらないが︑︵略V︒﹂

九864圏

相手の熊吉があの通りで︑

たのは如何にも見上げたりっぱな行

九863園

だ︒

︵略V五月雨は︑農家に取つ 九863囹 ︵略V︑相手を助けてやつ

ちたくなる︒

九683
ては大切な雨であ る ︑ ︵ 略 V ︒
さ み だれ
︵略﹀五月雨は︑農家に取つ

九683
て は 大 切 な 雨 で あ る︑︵略﹀︒

一天にはかにかき曇って︑

時節であるから︒

九684 ︵略V︑それはちやうど田植の

︵略﹀︒

九685

九689 恐ろしいのは二百十日頃の大
苦が一夜の中にむだになってしまふ

あらしで︑︵略V︑一年中の農夫の辛
こともある︒

︵略﹀︒

アツテ︑葉ノ質モ丈夫デアルカラ︑

十55

大キナノモアル︒

九691 ︵略V︑一年中の農夫の辛苦が 十52
一夜の中にむだになってしまふこと
もある︒

九703 雨戸を明けて見ると︑明るい
月 夜 で あ る ︑ ︵ 略 V︒

十58

ル︒

供ヲ坐ラセルコトモ出來ルサウデア

九703 ︵略V︑身を切るやうな寒さに 十56 ︵略V︑其ノ上二一二四歳位ノ子
思はず首をち望めることもある︒

なったから︑︿略﹀︒

九705 夜が更けて︑雨の音が翻かに

695
だ
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明 白 に 答 へ て ︑ ︵略V︒
る︒

鯨は獣類申最も大きなもの

昔は︵略﹀と言ったものであ

ラバ︑

︵略﹀二野ツテハ︑トテモ引

方・使ひ方にあることで︑日本では

︵略V︑トテモ引合フモノデ

合フモノデナイ︒

トガ多イ︒

十一112 ︵略﹀︑ムダニ時間ヲ費スコ

ナイ︒

十﹇104

塗りいぢめた爲に︑おのつから荒々
︵略﹀︑日本では至りいぢめた

しくなったのである︒

十861

し

な

此ノ様二分業ハ大キナ利盒

此ノ様二分業ハ大キナ利盆

ノアルモノデアルガ︑︵略﹀︒

十一119

徒二時間ヲ費スコトガナイ︒

又馬が人をけたり︑牛が人を 十一114 ︵略V︑ソンナ手数が省ケテ︑

爲に︑おのつから荒々しくなったの
である︒

である︒

十869

ノアルモノデアルガ︑︵略﹀︒

十一119
羊や山羊は毛が必要である︒

ぎ

十871

︵略﹀︑製造高モハルカニ多
︵略﹀マツチノ債ノ安イノ

若シ一人ノ手デ製造スルナ

分業デスル仕事ハ皆全躯ノ

︵略﹀︑其ノ各部分ヲ造ル

︵略V︑其ノ各部分ヲ造ル

︵略︶等ハ皆分業二外ナラ

アラビヤは世界に名高い良

アラビヤ馬の長途の騎行に

たへることは實に驚くべき程で︑四

十﹇467

馬の産地である︒

十一466

ヌノデアル︒

十一132

組立テルコトハ出來ナイ︒

十一125 ︵略﹀︑ソレヲ完全ナ時計二

ト多出來ナイ︒

ラ︑ソレヲ完全ナ時計二組立テルコ

人々ガメイ︿勝手ナ形ヲ造ツタナ

十一125

ラ︑︵略﹀︒

人々ガメイ︿勝手ナ形ヲ造ツタナ

十一124

一部分デアルカラ︑︵略V︒

十一121

デアル︒

バナラナイノハ共同一致トイフコト

︵略V︑山羊の乳は牛乳のやう 十一121 ︵略﹀︑コ・二注意シナケレ

︵略V最も多く農家に飼はれ

其の外あひるや七面鳥なども

一箱ノマツチヲ造ル手敷モ

︿略﹀︑ソレヲ大勢ノ人が手

十一103

アル︒

モ︑分業法二依ツテ製造スルカラデ

十一102

イ︒

十一101

分シテスルノデアル︒

十一93

ノ人が手分シテスルノデアル︒

十一92 一箱ノマツチヲ造ル手数モ
ナカく複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢

ナカ︿複雑ナモノデ︑︵略V︒

十一92

家に飼はれる鳥である︒

十882

いことは知らぬ人はない︒

るのは難で︑語長や豊門の養分の多

十8710

に飲料になる︒

十874

や

を食ふ國民である︒

隣國の支那人は最も多く豚肉

突いたりするのも︑人に恐れるから

犬と猫は最も多く家に飼はれ 十862
︵略﹀︑猫は鼠を捕らせる爲に
︵略﹀︑家畜としてもっと大切
︵略﹀︑家畜としてもっと大切

其の上牛肉と牛乳は飲食物と
︵略﹀︑一年にほふる牛は敷千
︵略﹀︑不用な部分といふもの

馬も牛と同標に螢働にも使は
死んだ後で︑標号の全部にす
其の上関孚には必ず無くては

︵略﹀︑勇士に軍功を立てさせ

西洋の馬がおとなしくて︑日

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十8510

るものは馬である︒

十855

は馬である︒

︵略﹀︑勇士に軍功を立てさせるもの

ならぬもので︑兵器・糧食を運送し︑

十854

たりのないことも牛と同じである︒

十853

れ︑食用にもなる︒

十851

は一つもない︒

十849

頭にも上るといふことである︒

十846

しても大切である︒

十843

なものは牛・馬・羊・豚等である︒

十839

なものは牛・馬・羊・豚等である︒

十838

飼ふのである︒

十837

る獣である︒

十835

る︒

十679

及ぶものも珍しくはない︒

で︑長さは十五間︑即ち九十尺にも

十359囹 ︵略V︑しかもよけいなこと 十675
︵略﹀︑静かに自分の順番を

はいひません︒

十369園
待ってるました︒

十3610囹 あれの温順なことをよく現
︵略﹀︑爪の先はみんなまつ

して居ります︒

十375囹
黒になってゐまし た ︒

十376囹 かういふやうな色々な美質
をもってみることをよく見定めまし
た上︑︵略V︒

をもってみることをよく見定めまし

十376囹 かういふやうな色々な美質
た上︑︵略V︒

︵略﹀︑本人の行がたしかな

十378囹 りっぱな人の手紙よりも︑
︵略V︒

保誼です︒

十379園

十6310 一隻の捕鯨船が今静かに波を
切って進んで行く︒

十651 小山の備な白波が高くくだけ
て︑︵略V︒

十652 小山の様な白波が高くくだけ
て︑夕立のやうに降散る︒
他のボートを見れば︑今新に︑

鯨 を 追 ふ も の も あり︑︵略﹀︒

十667

十669 あちらこちら入齪れて職場の

捕鯨は實に勇壮なものであ

捕鯨は實に勇肚なものであ

やうである︒

十671
る︒

十671

だ
だ
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五日間うち通し︑毎日三十里位かけ
るのは珍しくない ︒

十﹁558

静かな山の中に流れる水の

音が遠く聞えるばかり︒

十一567

耳をそばだてて聞けば︑進

十一656

寒イ時ハ︵略﹀︑獣肉其ノ

例ヘバ︵略V︑アマイ物ノ

奎所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑

事である︒

町には瓦屋根の家もある

家の構造は主として寒さを

わら
が︑田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

十﹇僻2

る︒

是が朝鮮の家の小さくなつ

是が朝鮮の家の小さくなつ

第二に目につくのは白い着

もエひき

男はゆるやかな股引をは

女は︵略﹀︑西洋婦人の用

女は︵略﹀︑西洋婦人の用

︵略Vを見ると︑昔の人に

金がなくて︑冠禮の行へな

死人を葬るのに︑小高い所

貴人の墓には内地の様に石

︵略V︑普通の墓は大抵土を

︵略V︑まんぢゆうの様に圓

く盛上げた土山が敷知れず並んでゐ

十一m2

盛上げるばかりである︒

十一m1

をたてるけれども︑︵略V︒

十一鵬10

選ぶ︒

で南に面してみる日盛りのよい地を

十一㎜9

で︑大人の仲間入が出來ない︒

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

十一鵬6

會﹇つた様な氣がする︒

十一囎2

はかま
ひる様なゆるやかな袴を着ける︒

十︸認9

はかま
ひる様なゆるやかな袴を着ける︒

十一跳8

き︑︵略V︒

十﹁鵬4

物である︒

十一鵬3

た重な原因である︒

十﹁斯8

た重な原因である︒

十﹁餅8

防ぐ榛に出來てるる︒

︵略V︑暑イ時分ハ其ノ必要 十一㎜4

他アプラ氣ノ多イ食物が適期デアル
ガ︑︵略﹀︒

十一657

︿略﹀︑毎日同ジ献立ヲクリ

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ

ベク適當二攣化サセテ︑毎日同ジ獄

ソレ故材料モ料理法モ成ル

食物ハ又憂化が大切デア

ナク︑且胃腸ノ弱り易イ時デアルカ
ラ︑︵略﹀︒

ル︒

打鳴らす太鼓の音は段々に 十一661

兵士等は氣をあせるのみ

イ︒

十一667

カヘサヌ様＝注意スルガヨイ︒

︿略﹀とさけぶ人を誰かと 十一664

マクドナールは此の隊の司

後ニハ塩化ライ物ヲ配合スル類デア
︵略﹀︑皆ソレゾレノ工夫ガ

ル︒

ラ︑︵略﹀︒

座敷や庭園ヲ奇麗＝シテ置
︵略V︑指南ヲ不潔ニシテカ
︵略V︑局量所ヲ不潔ニシテカ

朝鮮の地に上陸して︑第一
に目につくのは︑家の低くて小さい

十一獅1

ヘリミナイノハヲカシイ話デアル︒

十一674

ヘリミナイノハヲカシイ話デアル︒

十一673

ク人ガ︑︵略﹀︒

十一673

シテ西向ナケレバナラヌ︒

十一672

墓所ハ︵略﹀︑常二清潔＝

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

十一671

入用デアル︒

十一668

令宮で︑突貫將軍といふあだ名をも
︵略﹀︑突貫將軍といふあだ
﹁兵士は皆我が子も同様

﹁︵略﹀︒﹂と︑しかる様にい

︵略﹀︑少年ははや息も絶え

全軍一同に敷喜の聲をあげ
︵略﹀︑其ノ材料及ビ料理法

︵略V︑経濟上ヨリハ︑︵略V︑

フベク︑︵略﹀︒

ソレヲ成ルベクスタリノナイ様＝用

十一652

二注意スルコトが大切デアル︒

十一644

た︑デル︒巧の山もふるふばかりに︒

十一592

絶えである︒

十一587

ふので︑︵略V︒

十一582

である︒

十一577園

名をもつた勇將である︒

十一571

つた勇將である︒

十一57一

見れば︑將軍マクドナールである︒

十一5610

で︑何の工夫もつかぬ︒

十一567

えて死ぬであらう︒

おくれ＼ばピエールはこ買 十﹇663

低くかすかになる︒

十一566

軍の調である︒

十一5510

がかすかに聞える︒

十﹇4610 飲まず食はずに終日・終夜 十一559 ︵略﹀︑谷底の方に太鼓の音
走っても尚平然として居るといふこ
とである︒

十一471 こ㌧にアラビヤ馬の達者な
ことを詮明する面白い話がある︒
︵略﹀︑翻かに其の金を拾ひ

上げ︑︵略﹀︒

十一477

十一4910 アラビヤに良馬の多く産す
るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

数千年の久しい間︑土人

るばかりではない ︒

十一501
の絶えてたゆまない丹誠の結果であ
る︒

供と同じ様にかはいがる︒

十一504 ︵略V︑家長は之を自分の子

十一507 或人のアラビヤ旅行日記の
︵略﹀︑馬はさもうれしさう

一節に次の様なことが書いてある︒
十﹇512

に︑口でおもちゃをさΣげて︑其の
子供をあやしてみ た ︒

十︸548 ︵略V︑イタリヤへ攻入った
時は冬の半で︑山も谷も雪にうづめ
られて︑吹く風は身を切るやうに寒
かった︒

十一549 ︵略V︑吹く風は身を切るや
︵略﹀︑百雷の一時に落ちか

うに寒かった︒

十一554

﹂る様なひ玄きと 共 に ︑ ︵ 略 V ︒

十一554 ︵略V︑山のやうな雪なだれ
が な だ れ て 來 て ︑︵略V︒
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ければ︑︵略﹀︑遂には地球上の動物

が呼吸作用を管むことが出庫なくな

然るに空氣中の炭酸瓦斯の

デ︑此ノ肋骨ノ左右カラ肋骨ヲ出シ

十二217

る道理である︒

コレハホンノ大膿ノ構造ノ

分量が増さないのは︑︵略﹀植物が

カ

クレ

クレ

若し炭酸瓦斯を供給するも

て︑︵略V酸素を放つ作用がある︒

十二224

のがなければ︑︵略V︑地球上の植物

然るに炭酸瓦斯が絶えず

は暴く枯死すべきはずである︒
十一一226

供給されるのは︑︵略V︑動物の呼吸

是は水申にとけてみる酸素

作用も與って大いに力があるのであ
る︒

十二229

是は前にいった様な關係が

が吸壷されるからである︒

十二231

びんの中の金魚と水草の間に行はれ
是は前にいった様な里下が

るからである︒

十二232

びんの中の金魚と水草の間に行はれ
るからである︒

︵略V︑生存上動物と植物の

︵略V︑今新校舎ノ出來上ツ
︵略﹀︑町立ノ學校トシテハ

ばうし
忠實な犬は古帽子をくはへ

︵略V︑今日はにぎやかな祭

︵略﹀︑今日はにぎやかな祭

先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

日である︒

十二817

十二817

日である︒

︵略﹀︑あはれな主人の爲に︑

て︑︵略﹀喜捨を待ちわびてみる︒

十二818

︵略﹀︒

十二818

曲に耳を傾ける者は一人もない︒

十二8110 ︵略V︑時代後れの下手な音

十二829 ︵略﹀︑天上の音樂の様な美

老人は︑︵略V不思議さう

しい音がわき出した︒

に︑バイオリンと紳士の手つきを打

十二832

ちまもって居た︒

重く沈んだ調に暗いく海

の底へ引込まれるやうな氣がするか．

十二835

︵略V︑聴く浮立つた調子に︑

と思ふと︑︵略﹀︒

︵略V春霞の彼方へ連れて行かれる

十二837

攣化極りない妙音は︑忽ち

やうな心持になる︒

入の心を百花満開ののどかな春によ

十二839

はせ︑︵略﹀︒

銅貨といはず︑金銀貨とい

また﹂︿間に帽子に一ぱい

かの情深い紳士は誰であっ

たか︑︵略﹀︒

十二853

になった︒

十二845

︵略V︑其ノ内何千圓ハ町内 込む︒

はず︑雨の降る檬に手當り次第に投

︵略V︑生存上動物と植物の 十二844

關係は極めて密接なものである︒

十二235

十二371

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒

十二353

有志者ノ寄附金デアル︒

十二3410

關係は極めて密接なものである︒

鳥ばかりではない︑人や獣 十二235

︵略﹀︑人や獣類も果實をた

若し之を消費するものがな

︵略﹀︑盛に炭酸瓦斯を二つ

話デ︑實際ハ︵略Vソレぐ鷹具

カ

クレ

十二2110

之を消費するからである︒

︵略V︑スツカリ出尊上ルマ

ヨコス

︵略V︑最モ規模ノ大キイノ

ヨコス

カ

︵略﹀︑中肋モ横須賀ト呉ノ
ヨコス

︵略﹀︑中ニモ横須賀ト呉ノ
サツマ

三婆軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

︵略﹀︑其ノ水ヲポンプデカ

我が國デ一番目キイノハ佐
四間︑︵略﹀︑深サ八間絵アル︒
はら
蝶や蜂は花から花へいそが

十二215

である︒

べては其の種子を方々へまき散すの

十二211

へまき散すのである︒

類も脂溶をたべては其の種子を方々

十二2010

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

十一一204

世保海軍工廠ノ船渠デ︑長サ百三十

十一一161

イ出シテ工事二掛ルノデアル︒

十宿雪510

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

ア キ

十ニー56

ガ最大ナモノデアル︒

十ニー54

ガ最大ナモノデアル︒

十ニー54

ノが最大ナモノデアル︒

ハ海軍ノ工廠デ︑申ニモ横須賀ト呉

シヤウ

十ニー54

デニハ非常ナ手数が掛ル︒

十ニー52

恥辱張ニスル︒

ガアリ︑大キナ船デハ船底モ爾側モ

十ニー45

テ︑段々二組立テテ行ク︒

ロクコツ

十一m8 ︵略V︑うちかけの様なもの 十ニー39 コレ網人ノ脊骨ノ様ナモノ
をかぶって︑目ばかり出してみる︒

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

十︻m10 上流の婦人は四方を閉ぢた
する︒

十一m1 ︵略﹀︑婦人の着物をよく洗
ふことは感心であ る ︒

も︑︵略V︒

十一m2 寒風身を切る檬な冬の目で
薄刃ー19 船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設
其ノ圖ハ︵略﹀等ヲ何十分

計圖ヲコシラヘル ︒

十ニー110
ノーニシタ縮圖デ︑︵略﹀︑大キナ戦

艦ナドニナルト︑設計圖バカリデ数
百枚モアルトイフ ︒

十ニー23 設計圖が出尊上ルト︑細密
︵略﹀ ︑ 必 要 ナ 部 分 ハ 實 物 大

ナ 構 造 分 圖 ヲ 各 工 場二廻シ︑︵略﹀︒

十ニー24
ノ圖ヲ作ツテ︑︵略﹀︒

︵略﹀ ︑ 必 要 ナ 部 分 ハ 塗 物 大

ノ圖ヲ作ツテ︑重罪テ製造二着手ス

十ニー25

ルノデアル︒

チツツヰ

何千貫トイフ大鐵鎚モ一人

十ニー28 イヅレモ大規模二出來テヰ
テ︑︵略﹀︒

十ニー210

インチ
︵略﹀ ︑ 何 吋 ト 厚 イ 鐵 ノ 板 デ

ノ手デ自由二運韓スルコトが三二︑
︵略﹀︒

十ニー32

セポネ

モ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切断ス
ル︒

デ︑︵略V︒

十ニー39 コレ杣人ノ脊骨ノ様ナモノ

だい
ダース
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現在の職務に忠實なれ

心欺く︑髄ゆたかなり︒

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

︵略Vア図荊サンドル︑ブ 十二719図

ーシェーであったとは後になって分

十二855

つた︒

嫁掛いったい・え

んせいたい・くちくたい・じゅんよう

たい︻隊﹈︵名︶2
かんたい・すいらいていたい

ダーリング︹人名︺一 ダーリング

ダースういちダース

十一385語物

くわんとん

多グレースダーリング
人が隊を成して草取を愛す有様は殊

︵略﹀︑又平田に廣東婦

十711図 山なす大波を物ともせず︑
男勝りの大力にてボートをあやつり
マクドナールは此の隊の司

に興味を魯兄え申候︒

タヒ

令官で︑突貫將軍といふあだ名をも

十一5610

しダーリングの手は︑今ややさしき
をとめの手にかへりて︑半死半生の
水夫を親切に看護せり︒
つた勇將である︒

︵略V︒

魚類ニハ︵略﹀︑タヒ・ボラ・

ひなさ

オレハココノヲカへ
おはるあしたは

來タカツタノダ︒﹂

四558國
四726國

ままつり︒きせてやりたい この

よい神さまがたは︑どうかし

はれぎ︒

五24

て大神にまた出ていただきたいと︑
色色ごさうだんの上︑︵略﹀︒

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ
タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

五456

ト思ヒマシタ︒

じぶんの心では武士になりた
いと思ってみたのです︒

六445

けれども日吉丸は︑どうかし
てりっぱな武士になりたいと思って

六453

たとへばごふく問屋といふ

ゐましたから︑︵略V︒

七149園

のは︑織物を責りたいといふ人にた

︵略﹀︑又織物を買ひたいと

のまれて︑それをほかへ費渡してや
り︑︵略﹀︒

七151圏

馬をもつて見たい︒﹂

︵略V︑こんな見事な桃がな

せて︑たくさん差上げたいと思って

七677国 ︵略﹀︑來年はたくさんなら

居ります︒

七693團

﹁さておしまひに一ついつ

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

ります︒

七876囹

それですから小さい時から

ておきたい事があります︒

七889囹

爲眞を見て︑急に皆さんに

海になれておくやうにしたいもので

す︒﹂

八132團

﹁それはめづらしい︒どう

お目にか﹂りたくなりました︒

八223囹

かして其の雀．をつかまへて見たい︒﹂

すが︑どうか今四五日のところ御ゆ

八679團 ︵略﹀︑勝手がましい御願で

るしを願ひ念う御座います︒

︵略V︑我が身も蝶の標に飛立

ちたくなる︒

九681

だいじゆうにだい

だい︻代﹈号おやこにだい・さかだい・

︵略﹀︑種物屋から西洋西瓜 だい﹁三一号いくだい・きしょうだい・

じゅうすうだい・ちゅうおうきしょう

七597図

大なるは小馬の如く︑小な

此ノスリバチノソコニアタ

るは猫よりも小さし︒

レル所疏達ナル噴火墨蹟シテ︑︵略﹀︒

九415図

大異おやゆびだ

の種を三色ばかり買って來ていたゴ

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

武士としてはあのくらみな

い・じつぶつだい

︵略﹀︑これも二三種買って だい﹇大︼︵形状︶22

だい

七403医

デアル︒

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利

七389

來ていたゴきたうございます︒

七186團

きたうございます︒

七177團

いふ人にたのまれて︑それをほかか

漂い

ハモ・コチ・キスナドノヤウニ︑岩

たい

ら買取ってやる店のことです︒
リ︑︵略V︒

タイ

ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガア

七705

ガヒナイ︒

メナドハキツトヤラレタニチ

四403園

﹁コンドハタヒヤヒラ

一434 タヒコヒフナ
四38一
アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑

︵略V︑海ノソコノ砂ノ上巳たい﹇鯛一︵名︶4

たい︻体﹈︵名︶8 艦
九5310﹇図

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑其ノ膿
︵略Vエダシヤクトリハ︑

ノ一面︑砂ノ色二似タリ︒
九558図
其ノ艦ノ後ノハシヲ桑ノ木二附ケ︑

禮ヲナ・メニ突出スルトキハ︑其ノ
︵略﹀︑其ノ膣ノ後ノハシヲ

形桑ノ小枝二異ナラズ︒
九559図

桑ノ木二附ケ︑鰹ヲナ・メニ突出ス
ルトキハ︑︵略﹀︒

あ る 鋭 利 な る 針 にして︑︵略﹀︒

十一86図 働蜂の武器は睡の後方に

︵略﹀︑少年ははや息も絶え たい︵助動︶22

︽タイ・タゥ・タカッ・タク蝉

十一587

絶えである︒手早く帯をほどいて︑

三697
ソノウチニウラシマハ
ウチヘカヘリタクナツタカラ︑
︵略V白ウサギガ︑ムカフ
ト思ツテ︑︵略V︒

ノ大キナヲカへ行ツテ見タイ

四524

︵略﹀︒

ピエールの膣にく﹂りつけて合圖を
すると︑︵略﹀︒
く
も

して網を張る︒

十一881図 蜘蛛は其の睡より綜を出

︒根︒葉等を食っ て 膿 を 養 ひ ︑ ︵ 略 V ︒

十二233 此の外︑動物は植物の駄卸

699
だいいちだん
たいい

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水

九424図 マシテ幾萬年ノ久シキ間︑
ノカバハカリ知ルベカラズ︒

ふ︒

十﹁866図
ト大ナリ︒

熟練ト機敏トヲ要スルコ
日々の天骨は我等の生活

就中噴火口の最も大なる

ガ如キハ︑︵略﹀︒

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

﹇第二︹課名︺8

第一

すなり︒

十一鵬10

朝鮮の地に上陸して第︻に

ハ信用ナリ︒

築物なり︒

肚麗なる馬車・自動車の

︵略V︑テームス河岸の國

だいいち﹇第二︵副︶2ダイ一

タチマス︒ダイ﹁

タケノコガタ

三295 竹ハイロイロナヤクニ

ベラレマス︒

﹁あなたと私は大そう似て

第一義

みるではありませんか︒第一あなた

七208囹

にも私にも豆がなります︒

日々の暮しは﹁入るを計

九箇師團となれり︒

は第一師團より第十八師團に至る十
このゑ
八箇師團︑外に近衛師團を合せて十
ち

が如く美しきは︑なほ我が國第一の

して︑︵略V︒

この水即ちか㌧つて第﹇の曝布を成

十一7610國

十451國

第︸圖は縦の線のみを用

第一圖

ひ︑︵略﹀︒

だいいちだん﹇第一段︼︵名︶1第一段

︵略V︑一條の谷川あり︑ 十45図

瀧あり︒最も大なるは第一の二布に

十一768図紀伊國那智山には四十八 だいいちず﹇第一図︼︵名︶2 第一圖

きいのくにな

山といふべく︑︵略﹀︒

九2610図 ︵略﹀︑三十七八年の戦役後

第一師團

だいいちしだん︻第一師団﹈︵名︶1

つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

十二9110図

︵略V︑生蜜は外國へ費出す品だいいちぎ﹇第一義︼︵名︶1

総べて上官の命令を守つ

然れども四時雪をいた買き

第一

會議事堂は第一に観客の目を引く建

十二643図

多きは巴里を第﹁とし︑︵略﹀︒

十二632図

商人ノ第一二重ンズベキ

目につくのは︑家の低くて小さい事

一つとや︑人々忠義を第

十二5110図

五11 第一 あまのいはと

楠木正行⁝e

日本

である︒

六11 第﹇

﹇第二︵名︶11

弓せかいだいいち・ぜんとうだい

だい一酌

七11 第一 楠木正行e

クスノキマサツラ

クスノキマサツラ

七目2 第一

六目2 第一 日本

五目2 第一 あまのいはと

だいいち

將校には大將・中將・少將

明治十五年軍人に下し給
︵略﹀︒今謹みて其の

︵略﹀だいじなものが三つ

いち・にっぽんだいいち・ヨーロッパ

一

だいいち

十二469︹図 是大なる誤解なり︒
八目2 第一 皇大神宮
十二5210図但シ不正當ナル手段・廣 八11 第一 皇大神宮

を肥後の阿蘇山とす︒

十二404図

に大なる關係あり︒

九628図 ︵略V︑將軍坂上田村麻呂之 十ニー64図
︵略﹀︑又上下二通ズル大ナ

を平定して︑大なる 功 劣 を 立 て た り ︒

十621図
タテカウ

︵略﹀︑昔画境内方四町︑堂

ル竪坑アリ︒

十948図

塔雑誌ノ数詞七十五アリ︑規模極メ
テ大ナリシガ︑︵略﹀︒

最も人目を引くものは國

だいいち

十二654國

會議事堂なりといへども︑其の規模

だ︒

て︑自分の職務に精を出すのが第一

九229圏

物の第一である︒

七343

恩︒

一に︑あふげや︑高き君の恩︑國の

六824図園

あります︒だい一には目です︒

三383

ふと通りか﹂つた大尉が之を

大尉号ここん

甚だ大ならず︑︵略﹀︒

たいい﹇大尉﹈︵名︶5

十9910図 長廊壼キテ本堂アリ︒結構
頗ル大二︑眺望甚ダ美ナリ︒

十︻249國 上古の舟車と今日の汽車
・汽船とをくらべんには︑誰か人智
の進歩の大なるに驚かざらん︒

九191

十﹇2610國 和船の大なるは五百石積 どうたいいきねんひ
・千石積等ありて︑近海を航行すれ
ども︑︵略V︒

水兵は驚いて︑立上ってし

見て︑︵略﹀︑言葉鋭くしかった︒

︵略V︒

九204

十二囎10國
へる勅諭こそ

大意を述べん︒

て潔く︑其の形白扇を倒にかけたる

大尉は之を讃んで︑思はずも 十19図

少尉あり︒

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

九2510図

涙を落し︑水兵の手を握って︑︵略﹀︒

九222

次の様な事が書いてあった︒

大尉はそれを取って見ると︑

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

十一3110図 故二何レモ大ナル大砲ヲ 九198
備へ︑︵略V︒

次グノ勢力ヲ有シ︑︵略﹀︒

十一331図 其ノ大ナルモノハ戦艦二
十一334図 ︵略V︑大ナル速度ニテ長
時間航海スルコトヲ 得 ︒

十﹇343図 故二艦髄甚ダ輕ク︑速度
亦大ナリ︒

十一345図 騙逐艦ハ艦髄最モ輕ク︑
速 度 最 モ 大 ニ シ テ ︑︵略V︒

にして︑高さ八十鯨丈と構す︒

十一768図 最も大なるは第一の爆布 たいい﹇大意一︵名︶1 大意
十一815図
︵略﹀︑大なる鵜は能く
のど
十二三尾のあゆを喉元にふくむとい

ムシロ

十一845図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

第一番

ホ グ シ ︑ ︵ 略 V ︑ 直径尺鯨ノ麺綿トス︒

之ヲ紡績作業ノ第一段トス︒
だいいちばん﹇第一番﹈︵名︶1

を見物した︒第一番に御所ををがん

六395團 今日は朝からあちらこちら
で︑それから東山の方へ行った︒

65ん1目1目2222
5
2222

一おニニー一1目1目

第第第第
温第第第第一一一一
寒一一一一一課課課課

弾早

盃1丞零直宣本本書証i

六433
ズ︒

井ノ中ノカバヅ大海ヲ知ラ
膿外

︵略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ壷

たいがい﹇体外﹈︵名︶1
十765國

七286

七目−o

第九翼

第九翼

ダイク

ワザクラベ

八目10 第九 ワザクラベ

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒一

大業

足モ退却スルナ︒﹂

第九

大工

材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

︷略V︑新しいしるしばんてん

大工が家ヲタテルノモ︑左官

︵略V︑大工・カヂや等ノタ

ルヲ以テナリ︒

又國家全禮カライヘバ︑

ナゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用ス

十783図

エタル大工アリ︒

八278図其ノ友二飛騨工トテ世旧聞

ヒダノタクミ

イくノ仕事ニカ・ル︒

蕗﹀︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

八145 大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑

ルノデス︒

ガカベヲヌルノモ︑︵略﹀︑踊手デス

七259

を着てみる大工が一番目立ちます︒

六747

ノハダイクニシテ︑︵略﹀︒

六692図

だいく﹇大工﹈︵名︶7

後張良・韓信共二漠ノ高祖 八276

たいぎょう﹇大業一︵名︶2

十259図

二手へ︑︵略﹀︑三二高祖ヲシテ其ノ

きに非ず︒

︵略﹀︑通常の灰色の鼠の

たいきょ・す﹇大挙︼︵サ変︶1
余ーシ煙

ろつば

大金
︵略﹀︑こんな大金を持って

代金

品物と引きかへに代金を受

農夫ノ田畑ヲ耕シ︑大工ノ家屋ヲ作

十一1210

リ︑︵略V︑教師ノ生徒ヲ教育スル等

︵略V︑品物を渡しておいて︑

後になって代金を受取るのがかけで

第九

よいでっち

かまぬすびと

かまぬすびと

十一356第九課

十一目−〇

十277第九課

皇濁より樺太へ

活量より樺太へ

雪景色

第九課

ハ皆分業二外ナラヌノデアル︒

ヤスクニ

﹇第九課﹈︹課名︺8

靖國神社

だいくか

靖國神社

何れの家にても卵を宙眈れ

九目10 第九課

冬景色

第九

ヤスクニ

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

十目10 第九課

九275第九課
五目10

第九

十二目−o

第九

五225

よいでっち

第九課

學校落成式

からふと

からふと

六目10

第九

第九課
六296

だいく﹃第九﹈︹単名︺8

醤油を買ふに蝕あり︒

十一皿2図

す︒

七128囹

取るのが現金で︑︵略﹀︒

七127囹

だいきん﹇代金﹈︵名︶3

つた︒し

みるなら︑なぜあるとこ言いはなか

七415囹

たいきん﹇大金一︵名︶1

経て欧羅巴に移り︑︵略﹀︒

よ

一群大工して︑印度よりペルシャを

十二663口薗凶

大罪す

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

祖宗の大業を承けて︑明

大業ヲ成サシメタリ︒

シカルニ目ハ見エズシテ︑

十二28図

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

大

ルモノヲ膿外二出ス︒

大ガイ

熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑

たいがい﹇大概﹈︵副︶2
がい

六648

九753國団幸に命を全うしたる者も︑

︵略V︒

日本一の物

我が海軍は初より敵を近

大海戦

大がいは着のみ着のまΣにて︑︵略﹀︒

十二53図

だいかいせん﹇大海戦一︵名︶1

海に迎へ撃つの計を定め︑︵略﹀︑世

レナリ︒

だいきせん︻大汽船一︵名︶1

四萬噸前後の大汽船をも
大規模

基隆港の大規模の築港

蒸氣や電氣ノカヲ利用スル︒
たいきゃく・する︻退却﹈︵サ変︶1

カウチ

﹁一度占領シタ此ノ高地︑

肉ースル︾

八877囹

却スル

退

イヅレモ大規模二出挙テヰテ︑盤ク

十ニー28 工場ニハ色々アル︒︵略﹀︒

も遠からず落成致すべく︑︵略﹀︒

十一375國團

だいきぼ﹇大規模﹈︵形状︶2

製造するに至れり︒

十一282図

大汽船

大學者トナリシ人アリ︑塙保己一コ

七227図

大働者

天皇陛下の御製

ブラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑
︵略V︒

十二968図 孟子これより感奮・勉働

たいか﹇大家一︵名︶1 大家
して遂に一世の大家となり︑戦國争
奪の世に在りて︑專ら聖人の道を講
ぜり︒

十﹇408圏圏 教育の事業も段々進歩

たいが﹇大賀﹈︵名︶1 大賀
．し︑蕃人も追々皇恩に浴する標に相
成瀬事︑母家の爲眞に大賀の至に御
座候︒

たいかい︻大海﹈︵名︶1 大海

だいがくしゃ︻大学者一︵名︶1

界史上空前なる大海職となれり︒

髄温

天皇陛下の御製

吉野山
吉野山

日本一の物

草薙劔 e

くさなぎのつるぎ

総課課課課日暉1草

寒イ時ハ特二髄温ヲ維持

犀

纖凵E：︹口

くさなぎのつるぎ

だいいっか﹇第一課﹈ ︹課名︺8 第一課

た
スル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他ア

這い十十十十十十九九

だいくか

だいいちばん
700

701
だいごくでん
だいくず

十二342 第九課 學校落成式
十462國右の第八圖の角を取れば︑

だいくず﹇第九図一︵名︶2 第九圖
左の第九画を得︑︵ 略 V ︒

十46図第九圖
たいぐん﹇大軍﹈︵名︶3 大軍
たけだかつより

は孟子なり︒

大元帥

かしこくも天皇陛下は自ら

だいげんすい﹇大元帥︼︵名︶3

九244図

天皇陛下を大元帥と仰ぎ

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を
すべ給ふ︒

十二鵬7図
奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑國
民たる者は皆軍人たる心得なかるべ

十二268︹図 武田勝頼大軍を率みて來
り攻むれども︑城兵善く戦ひて抜く
からず︒

十一一m7図朕は汝等軍人の大元帥な
るぞ︒

伯林には世界にほこるべ

﹁諸君︑憂ふることな だいけんちくぶつ︻大建築物一︵名︶1

﹁我︑明日大軍を率ゐ

こ と 能 は ず ︑ ︵ 略 V︒

十二291図囹
て出獲せんとす︒

十二301図圏
かれ︒徳川・織田二 公 大 軍 を 率 み て ︑

十二652國

大建築物

す

き程の大建築物なし︒

既に出獲せらる︒
り

たいぐん﹇大群一︵名︶3 大群

十二665図 又かつて栗鼠の大群ウラ たいこ︻太古﹈︵名︶2 太古
ル山中の一都會に現れしが︑一隊又

太古人口少く︑人智も開

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

十二435國

辞をなし︑︵略﹀︒

より

タイコ

祝訊をの入らぬ林あり︒

たいこ︻太鼓﹈︵名︶8

たい

大業ヲ成サシメタリ︒︵略﹀︑其ノ初

水のたび
取入れ
取入れ

八48図第號

だいこう﹇第号︼︵名︶1

うい

ん

庭は暴騰利の首府維也納の

すとりや

だいこうえん﹁大公二一︵名︶1 大公園

お

大公園︑今日はにぎやかな祭日であ

十二817

る︒

カウ
だいこうどう︻大坑道︼︵名︶1 大坑道
カウ
此ノ銅山ニハ数箇ノ大坑道

﹇第五課一︹課名︺8 第五課

十6110図

アリ︒

九目6 第五課註文状

だいこか

九124第五課註文状

十151第五課 紫式部と清少納言

せいせうなごん

十﹇目6 第五課 瀬戸内海

むらさきしきぶ

十目6 第五課紫式部と清少納言
問合の手紙

太古以來忠節の心にあっ

﹁大国︼︵名︶1 大國

ナ

クハ人口四点ヲ有スル支那ノ大國二

シ

十二5310我
國が國ハ︵略﹀︑殊二近

たいこく

十二203
第五課 動物と植物の關係

十二目6 第五課 動物と植物の關係

十一174
第五課 瀬戸内海

働クコトハ人ノ本分

問合の手紙

題額

つた︒眞先に立って︑太鼓を打ちな

十二伍6図

古以來

きは︑我が國民の世界に無比なる美

号いちばんだいこ・さんば

こ

徳にして︑︵略V︒

太鼓

んだいこ・にばんだいこ

十二693図 時としては幾千曳とも数
知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

隣ス︒

づきんにおこそ・大黒と

カン
サル程三二韓ノ使ミツギヲ
ダイ

極殿二出デサ日給ヒ︑入鹿カタハラ

ゴク

奉ルニヨリテ︑︵略﹀︒︵略﹀︒天皇大

八522図

其の名書の類亦多し︒
ダイゴク
だいごくでん﹇大極殿﹈︵名︶1 大極殿

九528三三

將軍田村麻呂の東北の地を だいこく︻大黒﹈︵名︶1 大黒
征するや︑︵略﹀蝦夷も︑遂に全く

九639図

十262図

二仕へ︑︵略﹀︑遂二高祖ヲシテ其ノ

後張良・韓信共二漢ノ高祖

皇威に服するに至れり︒かばかりの

見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ

隊中に︵略﹀少年鼓手があ

く︑︵略﹀︒

ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音
二百十目も事なくすんで︑

大功ありし人故︑天皇の御信任も厚

十﹁551

村の祭のたいこがひ貸く︒

七111圃

ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒

五704

中背ラキコエテクル︒

イサマシイタイコノ音が森ノ たいこう﹇大功﹈︵名︶2 大功

五674
退軍す

ぎるに︑︵略V︒

たいぐん・す︻退軍一︵サ変︶1
肉ーセ単

十二658國 ナポレオンがモスコーよ
り 退 軍 せ し 時 ︑ ︵ 略V︒

たいけん﹇大賢︼︵名︶1 大賢

十二962國 孔子の孫子思の學説を受
け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

ルニ至リシ所以ナリ︒

メ小事ニシノビシバ︑後大功ヲ立ツ

しばらくすると︑谷底の方

がら︑かひぐしく進んで行く︒
十﹇559

ピエールが打ついつもの太

に太鼓の音がかすかに聞える︒
十一561一

打鳴らす太鼓の音は段々に

鼓に由ない︒

十﹇565

將軍が谷底へ下りた時に

低くかすかになる︒

水のたび

﹇第五︼︹課名︺8

は︑もう太鼓の音は聞えぬ︒

十一584
だいご

五目6
五114
六目6
六147
七目6
七156
八目6

◎噂

切らず︑︵略V︒
採りて食物とせり︒
八136
働クコト長窪ノ本分
からふど
十二683図 ︵略Vかもしかの一種は︑ 十二484図圃 ︵略﹀樺太・由量灘太古 たいこいらい﹇太古以来一 ︵名︶1 太
冬日河水堅く氷結するに至れば︑大

一隊︑赤々相次ぎ︑三日三夜引きも

第第十第第第第第
五五五五五五五五

二侍ス︒

だいこくみん﹇大国民﹈︵名︶3

大國民

イネムギイモダイコン

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ

﹁336
九88
四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

春秋雨度ノ大祭ニハ必ズ勅

月五日ヨリ行ハル︒

九301図

外出目は日曜日・祝日及

大祭目

使ヲ差立テラレ︑陸海軍將卒ノ参拝
アリ︑︵略﹀︒

十583國国

たいさいじつ﹇大祭日︼︵名︶1

︵略﹀︑ねぎや大根が青々とう

ねをかざって︑こ﹂ばかりは冬を知

十2810

樹木を折取るが如きは︑公徳の低き
らないやうに昏々とした色を見せて

︵略﹀等の建築物をけがし︑公園の

十二988図 市街・道路を不潔にし︑

を示し︑大國民の品格を傷つくるも

さばく

はだか

ジンム

ジンム

神武天皇
神武天皇
遠足

みなかの四季

遠足

みなかの四季
たけがり
たけがり

第三

十一91

第三課

造船ノ話

分業

造船ノ話

第三課

第三者

十二目4

十ニー18

だいさんかい﹇第三回﹈︵名︶1 第三回

一千四百九十八

十二808図其の後コロンブスは数回

年第三回の航海に於て︑オリノコ河

の航海を試みしが︑

口に達し︑︵略﹀︒

貴族院は五種の議員を以

他は終身とす︒

だいさんず．︻第三図︼︵名︶2

此ノ時中佐ハスデニ第二弾

大志

劉備ハ漢朝ノ末流︑英

たいし﹇大志一︵名︶1
リウピ

六目5

第四

第四ガン

水のたび

第四

たいし﹇太子﹈母こうたいしでんか・し

リ︑シキリニ賢士ヲモトム︒

明ニシテ大志アリ︒漢朝ノ復興ヲ圖

十一皿3図

ガ︑︵略﹀︒

ヲ右手二︑第三弾ヲ腹二身ケテ居タ

八881

だいさんだん︻第三弾﹈︵名︶1第三弾

十45図第三圖

を討ひたるものにして︑︵略V︒

十452ロ⊃凶 ︵略﹀︑第三圖は斜の線のみ

第三圖

種の議員の任期は七箇年とし︑其の

て之を組織す︒︵略﹀︒第三種・第五

十二鵬8図

︵略﹀︑酪駝に乗りて隊商の だいさんしゅ門島三種︼︵名︶1第三種

び大祭日にて︑︵略﹀︒

とせり︒

だいさん

五56

五目4

六目4

六77
七目4

︹課名︺8

仲間に加り︑大沙漠を往來するを業

九449図

さばく
インチ
︵略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板デ だいさばく︻大砂漠︼︵名︶1 大沙漠

みる︒

十ニー31

のなり︒

モ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切断ス

十二蜘9図 外國人に接するに人種・
ル︒

大

宗教・風俗の如何を問はず︑いはゆ

こんなます
す︑これがみなかの年こしざかな︒

七119圃

黄色ノ蝶ハ菜種ノ花甲ムラ

だいこんばたけ﹇大根畑﹈︵名︶1
根畠

九537図

大

母がてぎはの大こんなま

だいこんなます﹇大根膳︼︵名︶1

る四海兄弟の精神を以て等しく之を
親愛するは大國民の度量なり︒

十二皿10図 我等五千萬の同胞は常に
大帝國の國民たるを思ひ︑一言・一
行の間にも︑大國民の品格を高むる
の用意あるべきなり︒

だいこくみんのひんかく︹課名︺2大
國民の品格

七92

ガリ︑白色ノ畑江大根三二集ル︒

十二目11 第二十四課 大國民の品格

八81

︵名︶2 だい三 第
号たいへいようだいにだいさんか
んたい

三

だいさん

將校には大將・中將・少將

八目4

少尉あり︒

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

九2510図

十二974 第二十四課 大國民の品格たいさ﹇大佐﹈︵名︶1 大佐
たいこさん﹃大孤山︼︹地名︺1大孤山

十二57図大孤山
だいこしゅ︻第五種︼︵名︶1 第五種

からす

又一山を越ゆれば︑第三

農産物の種類は北海道 三396だい三には口です︒

十二鵬8図 貴族院は五種の議員を以 たいさ﹇大差︼︵名︶1 大差
十一9910國團

の瀧に至る︒

ゑんどう

十一772□︒凶
じゃがたらいも

と大差なく︑大町・小変・燕萎・裸
なたね

種の議員の任期は七箇年とし︑其の

ようとくたいし

第四水のたび

だいし︻第四﹈︹書名︺8

第三課

五目5

第三課

九目4

第三課花ノサマみ＼

第四
保安林

六121

ガン
分業

花ノサマぐ

九69

五84
第三課

第三課
第三課

十86
靖國神社ノ秋ノ大祭ハ十一 十﹇目4

十目4

保安林

だいさんか﹁第三課﹈︹課名︺8

変・曇藁・麻・馬鈴薯・碗豆等の牧

て之を組織す︒︵略﹀︒第三種・第五

第中尉第第第第第第第

他は終身とす︒

穫多く︑︵略V︒

じたいさい

九278國
九2910図

カモ此ノ日二始ル︒

靖國神社ノ春ノ大祭ハアタ

十454國 ︵略﹀︑第五圖は横・斜雨戸 たいさい﹇大祭﹈︵名︶3 大祭﹇▽りん

だいごず﹇第五図﹈︵名︶2 第五圖
の 線 を 用 ひ ︑ ︵ 略 ﹀︒

十46図 第五圖

大根

だいこん﹇大根﹈︵名︶4 ダイコン

e

一

一

だいし

だいこくみん
702

いじ

大事

七目5 第四 商業問答

二402囹

タ︒

ワタクシモオカアサン

ニグテ行キマシ

の線を用ひ︑︵略﹀︒

甘藷

甘藷

カンショ

第十課

第十課

第十課

第十課

熊王丸

熊王丸

カンショ

十304

十目11

十一413

公事と私事

公事と私事

十一目11

第十課

第十課

養護

十二372

コヒ
コヒ

たいしゃ号かんべいたいしゃ

かしこい子ども
キイチ

かしこい子ども
ハナハホ

たいじゅ号いちたいじゅ
キイチ

田村麻呂は身の丈五尺八

塙保己一
ハナハホ

七目11

六333

六目11

五275

五目11

うめぼし

だいじゅう﹇第十︼︹課名︺8

貫を越え︑︵略﹀︒

六357

六目12

五301

五目12

第十一

うめぼし

織物

だいじゅういち﹇第十二

ゆうこう

八目12

七362

花ごよみ

渤工場

渤工場

太郎の日記

太郎の日記

︹課名︺8

だいじゅう﹇第十︼ ︵名︶n▽でんだいじ

かち屋

かち屋

やき物とぬり物

やき物とぬり物

織物

第十

寸︑胸の厚さ一尺二寸︑睡重は三十

九631図

たいじゅう︻体重︼︵名︶1

e

白雀⁝e
白髭

第七

落選己一

十二目11

︹義挙︺8 第七

十45図第四圖
だいしち門第七﹈

六202

七目8
八目8

七225
八189

七427園
よい馬にめして︑主人のお目にとま

だいしち

︵名︶1

水兵の母
水兵の母
串良ト韓信

第七課

八目11

七345

第七課

串良ト韓信

第七圖
︵略﹀︑第七圖は縦・横・斜

第七圖

八311

車と船

十﹇目8

車と船
かつあき

第七課
児島高徳

第七課

第七課

第四課

児島高徳

こじまたかのり

第四課

十一246

かつあき

鳥居勝商
鳥居勝商

第七課

十二266

﹇▽ほへいだいしちじ

十46図

汽船・汽車の翼下

汽船・汽車の嚢明

七目12

第十課

第十課

だいじっか﹇第十課︼︹課名︺8

九307

九目11

第十課

三様の線を併せ用ひたるものなり︒

十455図

だいしちず﹇第七図︼︵名︶2

ゆうにれんたいだいにちゅうたい

だいしちじゆうに

第七課

十二目8

第四課

とて︑

尊︑﹁さらば我汝等のた

第四圖
︵略﹀︑第四圖は縦・論罪様

第七課

併し老病の事故︑よほど大 十皿3國 岡寺ハ西國三十三番第七ノ

して︑︵略V︒﹂

るやうになされるのが大事と考へま

あなた標にも︑その折には

ギヨヲトツテ︑

三382 ほかにまだだいじなもの 五目8
が三つあります︒
五154
三554 ︵略Vネコガダイジナキン 六目8

ヲダイジニシマス︒﹂

七124 第四 商業問答
八目5 第四 窟眞をおくる手紙

八98 第四 寓眞をおくる手紙
だいし﹇台紙﹈︵名︶1 幽門n▽ちょき
んだいし・ゆうびんだいし
貯金出量紙トイフモノヲ買ヒ

オキテ︑貯金セントスル時ニハ︑其

九772國

ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ聖賢ニ
ハリツケ︑︵略V︒

いじ
か﹂るたふとき御宮なれ

だいじ﹇大事﹈︵名︶6 大事固いちだ
八34□勒凶

八675團

札慮ナリ︒

九目8

だいしちか﹇第七課︼︹課名︺8

九188

第四課
舞へや歌へや

十目8

﹁第四墨 ︹課名︺8

事にしなければならぬと存じます︒

舞へや歌へや

だいしか

九目5 第四課

家

ば︑かならずこれを告げたまふ︒

ば︑︵略﹀︑皇室 及 び 國 家 に 大 事 あ れ

第第羅馬第第第第第
七七七七七七七七七
一

第七課

九105第四課

鎌足︵略﹀︑大事ヲ成スニ

ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二

十目5 第四課

八505図

道ナシト思ヒシガ︑︵略﹀︒

十225

︵略﹀︒

十453図

ロ

天氣豫報及び暴風

こじまたかのり

十114第四課 家

オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

八519國 鎌足理学ノ日ヲ以テ大事ヲ
ハズヲ定メタリ︒

十二322國 是等の人々は皆非常の大
事にあひて心を取齪さず︑能く其の
慮すべき道に下したる我が國婦人の

遷茜翻盈

めに其の大蛇を退治せん︒﹂

九34図囹

墨蹟霧講

だいしず﹇第四図︼︵名︶2

茶 茶

實 例 に し て ︑ ︵ 略V︒

十二381図囹是は公の大事なり︒何
ぞ私事を以て公事 を 害 せ ん や ︒ ﹂

十二m7國 ︵略﹀︑軍人たる者は一途
に忠節を重んじ︑國家の大事に際し
こう
ては︑身命をすつること鴻毛よりも
輕き畳悟なかるべからず︒

だいじ﹇大事一︵形状︶5 ダイジ だ

第第第二第第第第
十十十十十十十十

第第筆意第三第
十十十十十十喪

703
だいじゅういち
だいし

八346 第十﹇ 花ごよみ
第十一圖

六434第十四

西洋紙ト日本紙

豊臣秀吉

六目14 第十三

コトワザ

八452第十四

八目2 第十四

電報

電報

西洋紙ト日本紙

第十三

火事

家の紋

家の紋

九目15

第十四課

だいじゅうしか︻第十四課︼ ︹課名︺8

コトワザ

八目14 第十三

七444第十三

七目μ

六418第十三

e

七目2 第十四

とよとみひでよし

七461第十四

ちひさこべ

小子部のすがる

第十三

小子部のすがる

十681
五目14 第十三

汽車ノタビ

ちひさこべ

五364第十三

第十九課 勇ましぎ少女
ばくふ
第十九課 爆布
ばくふ
第十九課 爆布

十一755
コロンブス

コロンブス

第十九課

第十九課

十一目6

第十五

だいじゅうご︻第十五︼︹課名︺8

十二735

︵略V︑右の第十圖の八角形 十二目6

だいじゅういちず﹇第十一図︼︵名︶2
十465ロコ凶

の角を圓くすれば︑左の第十一圖を
得︒

十46図 第十一圖
だいじゅういっか﹇第 十 一 課 一 ︹ 異 名 ︺

らくだ
第十四課 酪駝乗
らくだ

第十四課

第十四課

貿易

出征兵士

出征兵士

模様と色

第十四課

十一目15

十一593

十47図

第十四圖

模様の如何に麗しきかを︒

併せ用ひたる第十四圖・第十五圖の

十469図 見よ︑︵略﹀︑直線・曲線を

第十四圖

だいじゅうしず︻第十四図︼︵名︶2

十．二505 第十四課 貿易

十二目15

第十四課

騎駝乗

ムシロ

こしゆ

こしゆ

少年鼓手
國産の歌

十447

模様と色
だいじゅうさんか
第十三課

第十三課

手紙
十目14 第十三課

第十三課

だいじゅうしち︻第十七︼︹課名︺8

七574第十七

七目5 第十七

六551第十七

五493第十七
六目5 第十七

近江八景

近江八景

東京見物⇔

東京見物⁝◎

上杉謙信

上杉謙信

五目5 第十七

第十七

八目5 第十七

見よ曲
︑線のみにて成れる

八592第十七

十47図第十三圖

第十四

ていしゃば
とよとみひでよし

第十四

第十四

﹇第十七課︼︹課名︺

あふみ

あふみ

けんしん

けんしん

だいじゅうしちか

第十ご圖及び第十三圖︑︵略Vの模様

十467國

第十三圖

だいじゅうさんず︻第十三図︼︵名︶2

十二476第十三課 年産の歌

十二目μ

十一546第十三課 少年鼓手

十﹂目14 第十三課

十418第十三課 花鑓

ムシロ

花莚

九429第十三課 旅行先の父に送る

旅行先の父に送る

第十四課

8

第十四課

豊臣秀吉⁝ω

九目μ

九447

五目3 第十五
五417第十五
六目3 第十五
郵便の話

豊臣秀吉⇔

十目15

六487第十五

﹃第十三課︼︹課員︺

九目12 第十一課 昔の旅

七目3 第十五

手紙

カマタリ

火事

九353 第十一課 昔の旅
郵便の話
カマタリ

かぶりもの

かぶりもの

だいじゅうこか﹇第十五課︼ ︹課名︺8
第十五課

第十五課

さいとうさねもり

第十五課

さいとうさねもり

第十五課齋藤實盛

招待状
南満洲上道

南満洲鐵道

第十五課
第十五課

ていしゃば

の如何に麗しきかを︒

豊臣秀吉⁝e

見よ︑︵略V︑直線・曲線をだいじゅうし﹁第十四一︹日電︺8

だいじゅうごず︻第十五図﹈︵名︶2
第十五圖

第十四

十469図

八413第十三

十目12 第十一課 たしかな保工

七502第十五
藤原鎌足

阿蘇山

そ

汽車ノタビ

十343 第十一課 たしかな保謹

八目3 第十五

8 第十一課

十一目12 第十一課 アラビヤ馬

藤原鎌足

そ

八496第十五

あ

十﹇465 第十一課 アラビヤ馬
あ

第十一課

十二目12 第十一課 阿蘇山
十一一399

九目2
九499

だいじゅうく﹇第十九︼︹課目︺8
第十九

十目2

十﹇618

齋藤實盛

十二目2

第十五課

熊

十502

五目7 第十九 炭ト油
炭ト油

水とからだ

招待状

六643第十九

十二543

第十五課

七目7 第十九
水とからだ

十一目2

七638第十九
手紙

五561第十九
六目7 第十九

八目7 第十九
手紙

第十五課

八662第十九

併せ用ひたる第十四圖・第十五圖の

だいじゅうくか﹇第十 九 課 ︼ ︹ 課 名 ︺ 8

第十九課

五目2

六目2

五388

模標の如何に麗しきかを︒

第十五圖
だいじゅうさん﹇第十三﹈︹題名︺8

十47図

九目6 第十九課 空氣
九644 第十九課 空氣
十目6 第十九課 勇ましき少女

瓜 瓜

熊

だいじゅうしちか
だいじゅういちず
704

705
たいしょう

だいじゅうず

8 第十七課
九目4

第十七課 養生
十二434

十二目13

第十二課

第十二諜

我が國の農業

我が國の農業

十467國

第十二圖

見よ︑曲線のみにて成れる

だいじゅうにず︻第十二図﹈︵名︶2

十目4 第十七課 足尾銅山

九5710 第十七課
養生

十606 第十七課足尾銅山

京都からの手紙

京都からの手紙

かずとよ

︵略V︑我が國の陸軍は︵略V︑

第十八師團

だいじゅうはちしだん﹇第十八師団︼

︵名︶1

四㎎2

げんじの大しやうよしつ

︵略﹀大しやうよしつねを

ねはけらいにむかって︑︵略V︒

四827

はじめ︑みんなが馬のくらを

九2610図

三十七八年の戦役後は第一師團より

信長は︵略﹀︑それからだん

たたいてよろこびました︒

く重く取立てて︑一方の大將にし

ました︒

七目4 第十六
七541第十六

六535第十六

六目4 第十六

五457第十六

五目4 第十六

鳥

東京見物

塩ト砂糖

塩ト砂糖

かみなり

かみなり

十405図圃

少尉あり︒

代︑︵略﹀︒

だいじゅうはち﹇第十八︼︹課名︺8
第十八

e

﹇第十六課一︹課名︺

九534第十六課 動物ノ艦色

ム︒

︵略V︑アル年尾ノ大將高

唯首を取って︑大將の見

手塚︑首をたつさへて︑大

十一目3 第十六課料理

く者なし︒

㌧れ着けたり︒大將かと思へば︑績

十519図囹士かと見れば︑錦のひた

將義仲の前に行き︑︵略﹀︒

よしなか

十516國

ん︒

参に入れよ︒木曾殿には見知り給は

き そ

十506図囹

目︒﹄と︑大將答力あり︒

﹃︵略﹀︒これぞ武門の面

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

九2510図

將校には大將・中景・少將

謹直六万人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻

モロナホ

七56図

カウノ

川中島の戦で名高い上杉謙信

八目4 第十六

鳥

六552

カウモリ

八546第十六

第十六

カウモリ

だいじゅうろっか

木綿着物ノ由來

十目3 第十六課 兵螢内の生活

は強い大將であった︒

五目6 第十八

人のなさけ

東京見物⁝e

五527第十八

人のなさけ

七目6 第十八
八目6 第十八

木綿着物ノ由來

九目3 第十六課 動物ノ髄色
八621第十八

十557
第十六課 兵螢﹇内の生活
十一642第十六課料理

だいじゅうはっか

﹇第十八課︼︹課名︺

七596第十八

第十六課

六目6 第十八

第十二代

六485

第十八師園に至る十八箇日團︑外に
近衛師團を合せて十九箇師團となれ

このゑ

時間

第十二圖及び第十三圖︑︵略︾の模
り︒

十一目4 第十七課
様の如何に麗しきかを︒

六目13 第十二

山内一豊の妻

だいじゅうろく︻第十六﹈︹課名︺8

獣類の移住

時間

六391第十二
山内一豊の妻

人皇第十二代千行天皇の御

だいじゅうにだい﹇第十ご代一︵名︶1

十47図第十二圖

十一675第十七課

︵名︶2第十圖

獣類の移住

十二目4 第十七課
十二657第十七課
だいじゅうず︻第十三一

七目13 第十二

マッチ

8

六596第十八

十463図 ︵略V︑右の第十圖の八角形 九49國
の角を旨くすれば︑左の第十一圖を
得︒

十46図 第十圖
第十二

だいじゅうに︻第十二︼︹課名︺8

五目13 第 十 二

七392第十二
マッチ

五336第十二

八目13 第 十 二

かウとよ

八381第十二

8

十二目3 第十六課 欧羅巴の三大都

第十二課

たいしょう﹇大将︼ ︵名︶17

十一474

約束をした︒

さていよく馬を受取る段

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

昔トルコの或大目がアラビ

九目13 第十二課 箱根山

十637第十八課捕鯨船

ウ大しやう 大將号のぎたいしょう

になって︑大將は今少しまけぬかと

ろつば

九387 第十二課 箱根山

十一目5 第十八課 書工の苦心

三425ミナモトノヨシイヘトイ
タイシヤウガイクサニ行ツ

よ

十目13 第十二課 水師螢の會見

十一715第十八課 書士の苦心

フ

いふ︒

タイシヤ

十381 第十二課 水師管の三見

十二目5 第十八課 苦樂

タトキ︑︵略﹀︒

さかのうへのたむらまろ

ろ

九目5 第十八課 坂上田村麻呂

十一472

さかのうへのたむらま

九621第十八課 坂上田村麻呂

欧羅巴の三大都

十一目13 第十二課 笑

十二704第十八課苦樂

第十八課

十目5 第十八課捕鯨船

十二591第十六課

十一515 第十二課 笑

だいじゅうにか﹇第十二 課 ﹈ ︹ 課 名 ︺ 8

型 犬

蝶 蝶

たいせつ
だいしょう

706

十一475 段々口論の末︑大將は怒つ
て三千圓の金を地に投げつけた︒

十一477 馬主はしばらく大層の顔を
﹁そ れ ︑ 馬 主 が 逃 げ た ︒ ﹂ と

見つめてみたが︑︵略︶︒

十一4710

差毛別あり︒
大小幾多の軍艦は海上の

浮城とも冠すべく︑︿略V︒

十一291図
巡洋艦ハ︵略﹀︒︵略﹀︒其

ノ艦膿二大小ノ差アレドモ︑︵略V︒

十﹇333図

ヅク︒

九576図
九577図

此ノ種ノ膿色ヲ警戒色ト名

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

衆に封ずる禮儀あり︒

類です︒

大豆

大豆

大豆・小豆・さ＼げ・そら

豆・なた豆などはすべて私どもの親

七212囹

四352囹 ﹁あんにするのはあづ
きといふ豆で︑ こなにする
のは大豆といふ豆です︒﹂

四32図

だいず﹇大豆﹈︵名︶3

を増進せんことを心掛くべし︒

旨を評し︑協同一致して一雨の福利

十一一幽6図故に人々常に自治制の本

ハチ
タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂 たい・す︻体一︵サ変︶1 狂す 余ーシ単

ノ髄色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑
︵略﹀︒

飛ース斬

八48図國

封陣

大臣n▽うだ

孔明賊軍ト封陣ノ中二卒

たいじん︻対陣一︵名︶1

別し易き標大書すべし

本文中の歎字は片假名と分

人生の長短は事業の大小たいしょ・す︻大書﹈︵サ変︶1 大書す

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

十一685図
量るべからず︒

いふので︑大寺の部下の二三人は直
ちに自分の馬にまたがって︑其の跡

大

を追っかけた︒

丈夫

九319

︵略V最初の船は︑︵略﹀直に 十一鵬1図

十﹇494 四日目の朝︑大門は何心な だいじょうぶ︻大丈夫一︵形状︶1
く 外 を 眺 め て み る と︑︵略﹀︒

たいしょう﹇隊商﹈︵名︶4 隊商

沈んでしまった︒︵略V︑又一つの船

だいじん﹇大臣﹈︵名︶1

ス︒

九449図 昔アラビヤの或町にハッサ

を造った︒此の度は大丈夫と考へて︑

八544図

いじん・こくむだいじん

さばく

図といふ者あり︑騎駝に乗りて隊商

といふことを新聞紙に廣告したが︑

﹁︵略V︑何人にも乗船の望に慮じる︒﹂

向ふご十四時間の全國氣象の大勢を

大聖

十ニー73図 ︵略V︑中央氣象豪は︵略﹀︑

豫告す︒

支那幾千年間の人物中︑

たいせい﹇大聖﹈︵名︶1

の︑孔子に如くはなし︒

大西洋

大

大聖として徳化の尚今日に著しきも

十二932図

し な

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

封ス

だいじんぐう号こうだいじんぐう
内旨シ・ースル︾

カ

サキ
︵略V︑糟二敵二封シ勇

封ず

テ大臣トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ たいせい︻大勢一︵名︶1 大勢

の仲間に加り︑大沙漠を往溢するを

二色号ど

業とせり︒
︵略V︒

たいしょく︻体色︼︵名︶7

アリは︵略V︑年頃かひな

うぶつのたいしょく

らしたる酪駝に乗り︑飲用水其の外

九455図
何くれと用意して︑隊商と共に出立

其ノ住メル周園ノ物ノ色二丁タルモ

キ

西洋

大西洋

︵略V︑海外貿易ノ獲展ヲたいせいよう﹇大西洋一︹地名︺2
圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ商人

八77図

若し家内に傳染病等にか

八77図

十二909図

＼るものあらば︑近虞・隣へ封して
も申しわけなく︑︵略V︒

大切うごたいせつ

﹁モチハタイセツナオ米
デコシラヘタモノデスカラ︑

若し家内に傳染差等にか 二353囹

塩ト砂糖ト嵩物ノ味ヲ附ク

＼るものあらば︑︵略V︑世間へ謝し

六544國

イテハイケマセン︒﹂

道を行くにも︑舟・車に

ても相濟まぬ次第ならずや︒

十二991図

十二9010図

たいせつ︻大切扁︵形状︶2一 タイセツ

ノ國家二封スル義務ナリ︒

十二536國

進敢戦シタル魔下將卒モ︵略﹀︒﹂

カン

十ニー010図團

此ノ種ノ膿色ヲ保護色ト名
タトヘバ桑ノ木二居ルエダ

或動物ハ之二反シテ︑周園

︵略V︑他ノ動物四重ノ饅色
二近ヅクコトナキが故二︑︵略V︒

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之

九572図

ヤカナル樺色ヲ有ス︒

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

九569図

似タル上︑︵略V︒

シヤクトリハ︑其ノ膣色ノ桑ノ木二

九557ロコ凶

ヅク︒

九545図

ノアリテ︑︵略V︒

カクノ如ク動物ノ鯛色ニハ たい・す﹇対︼︵サ変︶5

九541値コ凶

︵略﹀︑其の日の夕方︑一組

したり︒

九489図
の隊商の宿れるテントを見たり︒

組の隊商到着せし が ︑ ︵ 略 V ︒

九492図 か﹂る間に︑又向ふより一
だいしょう﹇大小︼︵名︶7 大小

九186國 大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ
テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒
ロウ

十958図 大小ノ燈籠左右二多ク︑其
ノ敷二千二近シ︒
小無数の島々は各所に散在す︒

十一1710國瀬戸内海には︑︵略﹀︑大

船室其の目的により︑大小・構造千

十一269図 荷足・高瀬・玉船・屋根

707
たいそう

だいせつきょう

ルニ大切ナルモノニシテ︑コノニツ
︵略﹀︑二人のおや御を大

ノ物ナケレバ︑物 ノ 味 ハ ゥ マ カ ラ ズ ︒

六827図國

切に︑思へや︑ふかき父の愛︑母の
愛︒

十口644

︵略V︑毎日三度ノ食事ニモ︑

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト
ガ大切デアル︒

れ︑螢口に於て清國京奉線の支線に
連接す︒

十二57図大石橋
艦操
﹁私も子供の時には毎日こ

天皇はこれをごらんになつ

︵略V︑画そうこみ合ってゐま

て︑大そうお笑ひになりましたが︑

五381

︵略V︒

す︒

五394

ぎりめしをたべた時は大そううまう

六108 ︵略﹀︑草の上にすわって︑に

シカモソノサビハ大ソウド

クナモノデス︒﹂

六293圏

ございました︒

の来校へ通って︑︵略﹀︑あの運動場

聞いたりしてみたのです︒

で幽操をしたり︑この講堂でお話を

七808園

食物ハ又二化が大切デアたいそう﹇体操一︵名︶1

とじまり

十一661
ル︒

倹約を守るは大切なれど

大そう

灘をかつて絹綜を取り︑絹綜

七207圏

六522 秀吉は志そうおこって︑︵略﹀︒

七293

たいそう﹇大層︼︵形状︶1

を織って絹織物にするまでには︑大

シタ︒

︵略﹀︒

五266

どちらもたいそうやくに
︵略﹀︑ウラシマノ來タノ

サハストアマクナツテ︑

﹁三郎はこんやは大そ
ワニザメハソレヲキク
﹁タイソウヨクカザレマ

ゐざりは大そうよろこんで︑

うとすると︑︵略V︒

五231

大そうおこって︑取りかへさ

四755囹

ト︑大ソウオコツテ︑︵略﹀︒

四562

うもの知りになったね︒﹂

四355囹

タイソウウマイカキデス︒

四117

ヲタイソウヨロコンデ︑︵略﹀︒

三682

たつどうぶつでございます︒

三252

ミテ︑タイソウカナシンデ︑︵略V︒

見上げた志のもの︑りっぱな

今では切手をはって出しさ

おはなさんはしばらく見な

親類や友だちは大そう心配し

病中の祖母も大そうよろこ

びまして︑有りがた涙をこぼして居

八667国

とを話しました︒

又写そう作物を荒すものだといふこ

八203 ︵略V︑雀といふものは︵略︶︑

く考へてるました︒

まして︑どうしたらよいかと︑いろ

八196

ました︒

いうちに︑髪が大そうきれいになり

八126国

ますから︑起そう便利です︒﹂

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七538囹

︵略﹀︒

武士︒﹂と︑信長は大そう感心して︑

七442

たいそう大ソゥ大そう
七394 ︵略﹀︑直そうよい馬を入りに
二546 ヨイオヂイサンバコレヲ
來た者がありました︒

みるではありませんか︒

﹁あなたと私は大そう似て
そうな手間がか﹂る︒

公徳とは︵略﹀︑公共の

物品を大切にする等︑総べて衆人の

螢口線は大石橋より分

タイソウ

たいそう﹇大層﹈︵副︶22

義をいふ︒

信義・質素の五箇條を特に軍人の精

十一一幽10図

︵略V忠節・禮儀・武勇・

利害を考へて其の行爲をつΣしむ徳

十二985図

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

十二926図

心は一暦大切なり︒

七655 このやうに水はわれくの生 十二899図 戸締の用心よりも火の用
活にもっとも大切なもので︑水がな
ければ︑生きてみ る こ と は 出 來 な い ︒

七872囹 この星を見分けることや︑
燈墓のあかりを知ることは︑船に乗
る者には大切な事 で す ︒ ﹂

八451 火の取扱は大切にしなければ
ならぬ︒

九607國 空氣の大切なることも食物
さ み だれ

神と諭し給へる上に︑此の五箇條を

︵略﹀五月雨は︑農家に取つ

におとらず︒

ては大切な雨である︑それはちやう

九683

ど田植の時節であるから︒

行はんには一の誠心こそ大切なれと
仰せ給へり︒

信義は人と交り世に養す
るに於て最も大切なる事にして︑商

十二H66図

工業の人としても常に之を重んぜざ

平常質素を旨とすべきは

るべからず︒

十二描8図

修身・塵世の上に全て何人にも最も
大切なること言を待たず︒
大石橋

十二5610図

れうやう
と約二百哩︑遼陽あり︒

大石橋等の戦蹟を経て︑北へ進むこ

十二549図

大連より南山・得利寺・

だいせっきょう﹇大石橋︼︹地名︺3

九7710図 此ノ通帳ハ此ノ後金鏡ヲ預
クル時又ハ引出ス時共闘必要ナルモ
ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

十501図種々の模様を工夫し︑又麗
しき色どりを案ずるは︑工藝・美術
においては極めて大切なる事とす︒
身髄ノ構造ハ︵略﹀︑一小蔀

分ノ傷害モ直チニ全身ノ元氣二關ス

十789図

ルモノナレバ︑常 二 身 艦 ヲ 大 切 ニ シ ︑

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒
︿略﹀︑家畜としてもっと大切

なものは牛・馬・羊・豚等である︒

十838

十843 其の上牛肉と牛乳は飲食物と
しても大切である ︒

だいとかい
だいたい

708

ります︒

だいたい﹇大体一︵名︶2 大旱
バリ
十ニー43
肋材星斗ヲ以テ内カラ支
へ︑外側三板ヲ張り︑梁ノ上二二ヲ
造ツテ甲板トスル︒コレデ船ノ大睡
ノ形が出際ル︒

話デ︑野際ハ蕗Vソレぐ鷹具

十ニー44 コレハホンノ大畦ノ構造ノ
ガアリ︑大キナ船デハ船底モ下側モ
三重張ニスル︒

だいたい﹇大隊﹈︵名︶2 大隊号さん

たいちゅう﹇隊中﹈︵名︶2

隊中

ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

の用意あるべきなり︒

たいてき﹇大敵﹈︵名︶2

大敵

敵を恐れず︑十分に自己の職務を蓋

十一一m2図 ︵略﹀︑小敵を悔らず︑大

大テイノケモノハ一打デコロ 六42一 ユダン大敵︒

絹織物ニテツクル︒

六657

︵略V御入螢の上は︑品

行方正︑職務に忠實にして︑隊中の
サレテシマヒマス︒

十268國國
模範となられ度︑︿略﹀︒

す人を眞の大勇の人といふべしと訓

︵略﹀悪い子供は︑おとなに

なってから︑大ていつまらない人に

へ給ふ︒

ナポレオンがアルプ山を越 六728

えて︑イタ劉へ攻入った時は︵略﹀︒

なってゐます︒

十一5410
隊中をピエールといふ年の虚心三四

七466圏

デアル︒

五506

ノ手デ自由二運韓スルコトが出來︑

テツツヰ
十調整210 何千貫トイフ大鐵鎚モ一人

マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ だいてっつい︻大鉄槌﹈︵名︶1大鐵鎚
アルシ︑書物モ近ゴロバ大テイ西洋

紙デコシラヘルヤウニナツタ︒﹂

海草ハ大テイ花が咲カナイ︒

んだいと

母さんだいと・ヨーロッパのさ

︵略V︒

七771

はぎの長い鳥は首も長く︑首 だいと

ク︒

十249図

︵略V二用ヒタル銅ハ︑大抵だいとう﹇大刀﹈︵名︶1 大刀
韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行

の長い鳥は大ていくちばしも長い︒

八565
十613図

フ︒

ふな
池には大抵鯉．鮒等を養

足尾銅山ハ︵略﹀︒︵略﹀︒

堂前四本の櫻ある塵は大

だいとかい﹇大都会︼︵名︶7

なりと傳ふ︒

大都會

の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所

塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離

十一25図

大塔宮

だいとうのみや﹇大塔宮﹈︹人名︺1

レリ︒

コ︑二手メテ世界有数ノ大銅山トナ

以來︑︵略﹀︑産出高モ著シク増加シ︑

明治二十年頃︑新式ノ機械ヲ用ヒシ

十619図

だいどうざん﹃大銅山﹈︵名︶1大銅山

北へ通じてロシヤ領に入候︒

十一972國国

だいどう﹇大道﹈︵名︶1 大道
温泉の︵略V︒其の湯には大
是より一條の大道遠く

此ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイ

十﹁囎3図

ひて︑二年毎にこれを質るに︑其の
利少からず︒

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

アンドンニトボスノ粗大テイ 十﹇朋6國 村會にて村費を議するに

ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

五593

ナタネカラトツタ種油デス︒

我等五千萬の同胞は常に

行の聞にも︑大國民の品格を込むる

大帝國の國民たるを思ひ︑一言・一

十二瓢9ロコ凶

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道ニ だいていこく﹁大帝国﹈︵名︶1 大帝國

着物・羽織・バカマ・オビ

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

六145
アル︒

六337図

テツツヰ

ばかりの少年鼓手があった︒

1 一中一同
中隊長殿の何事にも注意

たいちゅういちどう﹇隊中一同﹈︵名︶

十593魍国

の周密なるは野中一同感謝致し居り
候︒

たいてい﹇大抵﹈︵副︶19大テイ大

︵略V︑中佐ハ︵略﹀︑部下ノ大

ごだいたい
八851
隊ヲヒキヰテ︑勢鋭ク進撃シタ︒

さむい北かぜがふいて︑

十725図

町には瓦屋根の家もある

抵一種の臭氣あり︑味あり︑色あり︒

わら
が︑田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

あなたのおなかまは大 十一㎜1

てい枯れてしまったやうです︒

四281囹

かれてしまひました︒

のはらのくさやはなは点てい

九265國 四箇中隊を大隊︑三箇大隊 てい 大抵
を聡隊︑二箇聯隊を旅團とす︒
四271
だいだい﹇橦﹈︵名︶1 だいく
物置の後には︑大きなだい

くの木があって︑黄色い大きな實

十294
が枝もたわむ程なってみる︒

コ ロ ンブスは︵略﹀︒︵略﹀︑

西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ

だいく
五305 茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺 十︻m1 貴人の墓には内地の様に石
だいだいいろ﹇檀色︼︵名︶1 冷色
だいく
をたてるけれども︑普通の墓は大抵
十4810図 ︵略V︑實の名より取れる燈 グラヰデ︑︵略﹀︒
かき
ぶだう
土を盛上げるばかりである︒
五503 ソノ他ノ唐画大テイナメラカ
色・柿色・葡萄色 ・ 小 豆 色 ︑ ︵ 略 ﹀ ︑

色の名講も亦千種萬様なり︒
十二766図

だいたんけん﹇大探検︼︵名︶1大探槍
其の保護の下に此の大探検を行ふに
至れり︒

十一782園 三蓋相並んで雄を争ひ︑

だいち︻大地一︵名︶1 大地
其のひゴき萬雷のと買ろくが如く︑
大地も爲にふるひ ︑ ︵ 略 V ︒

ラ︑︵略﹀︑常二清潔ニシテ置カナケ

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

七52

七目3

六65

ヒデヨシ

六806図 大阪ハ︵略﹀︒秀吉コ・二
レバナラヌ︒

八目3

城ヲキヅキシヨリ︑次第二商業ノ盛

座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置

八39

十二目3

十一55第二課蜜蜂

みつばち

四季

十二47第二課日本海海戦

第二十課

第二軍

三十七年ノ四月第二軍ニツイ

第二十課

雨と風

だいにじっか︻第二十課一︹課名︺8

テ職地へ向ツタガ︑︵略﹀︒

八846

だいにぐん﹇第二軍︼︵名︶1

日本海海戦

楠木正行⁝◎

い・ほへいだいしちじゆうにれんたい

第二課

楠木正行ω
参宮日記の一節
参宮日記の一節

戸棚に至るまで︑諸道具の置場慮を

九目7

十︸7810
第二十課鵜飼

うかひ
コ
梯救

十718第二十課温泉

十目7

︵略Vだいじなものが三つ 九6610 第一一十課 雨と風
第二十課温泉

だいにちゅうたい

三387

一定し︑︵略﹀︒

とだな

ナイノハヲカシイ話デアル︒
だいに ﹇第二︼︵名︶4
だい二 第二
十二889図座敷の床の間より憂所の 弓たいへいようだいにだいさんかんた

ク人ガ︑要所ヲ不潔ニシテカヘリミ

名古屋は︵略V︒四通八達 十一673

ナル大都會トナレリ︒

八952図
の要路にあたれるを以て︑早くより
東 海 道 一 の 大 都 會 なりしが︑︵略﹀︒

て︑附近に名所・蒼蹟の多き所に御

十一397國團 皇南は南部の大都會に
座候︒

十一915図

凡そ家内の掃除は座敷・

あります︒だい一には目です︒

されど水は大都會などに 十二896図

︵略﹀︒だい二には耳です︒

草薙劔

草薙劔⁝ω

ご十

だいにじゅう

轟のこゑ

﹇第二十﹈︹課名︺8 第

十二813第二十課 辻音樂

最も大なるは第一の爆布 十二目7 第二十課 辻音樂
て上れば︑第二の瀧あり︒

にして︑︵略﹀︒︵略V︒更に川に沿ひ

十一771図

あひつを待ちかまへてみる︒

九833 五人の騎手は︵略﹀︑第二の 十一目7 第二十課

居間・墓所のみならず︑便所の隅よ

大トンネル

り下駄箱の奥までも注意せざるべか
らず︒

だいトンネル︵名︶1

倫敦は︵略V︒欧羅巴第

ては︑時として債 を 生 ず る こ と あ り ︒

十二598図
一の大都會にして︑亦實に世界第一
の大都會なり︒

日本一の大トンネルは中央

さエこたうげ

線の笹子峠にあり︒

せん

十二599図 欧羅巴第一の大都會にし 十210図
て︑亦實に世界第一の大都會なり︒

破裂矢は鯨の畿内に深く食込

︵略﹀︑第一に目につくの
は︑家の低くて小さいことである︒

十一腿3

︵略﹀︒第二に目につくのは白い着物
である︒

第二位

第二課

5919第じ58282878

﹇第二十二︹課名︺

胃と身髄

胃と身内

桃をおくる手紙

桃をおくる手紙

材木

材木

錨のこゑ

第第第第十う第第曲想第第第第
ニニニニニニーい二ニニニニニニニ
十十十十 ち十十十十十十十十

十655

鴨南

毫南は南部の大都會に

だいにい﹇第ご位﹈︵名︶1

十17図昔より富士は日本一の高山
領土となりしょり︑富士は第二位に

と講せられしが︑︵略﹀︑皇灘の我が

落ちたり︒

九目3

第二課葉

第二課

だ
に69目66目67目60目
二ゆ

なれども︑古き都市にして街路狭け

んで破裂した︒

十﹇396國團

たいなん﹇台南﹈︹地名︺1

て︑附近に名所・菖蹟の多き所に御
座候︒

水雷艇ニハ︵略V鳥ノ名

テイ

だいなんこうてい﹇第何号艇﹈︵名︶1
第何號艇

九48

だいにか﹇第二課︼
︹課名︺8 第二課

十目3

⇔

十410第二笹葉

ミイフモノモ多シ︒

春が來た

春が來た

第二

だいに﹁第二一︹課名︺8

五44 第二

五目3

みつばち
第一一課 蜜蜂

十一目3

第二

六六五五8い八八七七六六五五
69目63目

十二625図 倫敦は世界第一の大都會 たいない﹇体内︼︵名︶1 艦内
れば︑古風の乗合馬車を以て主なる
交通機關とす︒

だいどころ︻台所︼︵名︶8 だいどこ

ろ皇所
﹁おは な や ︑ 用 が あ る か ら ︑

ちよつとお出で︒﹂と︑母はだいど

五191

ころからよびまし た ︒

第第第官界

四季

六目3

第二

ヲ用ピタリ︒︵略﹀︒又第何回艇トノ

八139 母ハ毫所デ朝飯ノシタクニカ 十﹁315國
・リ︑︵略﹀︒

九655図 憂所にて火吹竹を使ふも︑
︵略﹀︒

璽所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑

特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

十一669 常二食物ヲ料理スル塵隠ハ
十一6610

古古はは
机机がが
きき

709
だいにじゅういち
だいどころ

七目9 第二十一

十一四1

十一目12

海ノ生物⁝e

七698 第二十一 海ノ生物O

十二期1

十二目12

虎ト猫

8

第二十四

航海の話

航海の話⁝〇

七744

七目10

諸葛孔明

六741

六目10

七目12

第二十四

橘中佐 e

橘中佐⁝e

タチバナ

八目10

第二十四課

競馬

競馬

8

八757

九目11
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ハラヲタテテ︑ソノ犬ヲコロシ

二54一 オヂイサンハタイヘンニ
テシマヒマシタ︒

五18 大神はおどろいて︑あまの岩
戸の戸をたてて︑其の中へおかくれ
になりました︒さあ大へん︑︵略V

せかいがくらやみになって︑わるい
神さまがさまざまのわるいことをは

713
たう

たいらげる

てうせん

平げる

ノ齪ヲ平ゲ︑遂二自ラ諸軍ヲ率ヰテ
北征ス︒

たいら・げる﹇平﹈︵下一︶1
内ーゲ︾号おたいら げ る

六435 日本申を平げて︑後には朝鮮
までも攻めて行った豊臣秀吉といふ
人は︑︵略﹀︒

だいり︻代理︼︵名︶1 代理

七目7 第六

六174第六
豆の一族

豆の一族

物サシトマストバカリ

長春は南満洲崇厳最北の

の線を用ひ︑

第六圖

ゼンニ

︵略V︒

第六圖は縦・斜爾様
︵略﹀︑

大連より︵略﹀︑北へ進だいろくず﹇第六図︼ ︵名︶2 第六圖

に着す︒今我が南満洲鐵道の下愚な
ふどう

り︒市街建築物及び埠頭等頗る規模

七192第六

松下輝尼

ゼンニ

の肚大なるを見る︒市街に大山通・

八目7 第六

松下騨尼

ぎ

見玉町・乃木町着の名あるは︑明治
八162第六

十二549図

の

三十七八年戦役の記念たり︒

十454図

こだま

れうやう
むこと約二百哩︑遼陽あり︒

十二561図

十46図

ト
ト

ネ

本

利根川

ネ

利根川

第六課

第六課本

第六課

第六課

だいろっか﹇第六課﹈︹課名︺8第六課

十目7

九145

旅順線は大連の次騨臭水 九目7

騨にして︑大連よりこ＼に至る四百
三十六哩︒

十二347 ︵略V︑縣磨カラモ知事ノ代
理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

十二565図

やたいりく・アフリカたいりく・アメ

子より分れて︑︵略﹀旅順口に達す︒
にうちやん

螢口は一に牛荘港と稽

十1710

我は海の子

我は海の子
第六課

第六課

かまくら

趾鎌倉

かまくら
第山田課 鎌倉
たいわん

第山ハ課

十一一236

十一一目7

十一2010

し︑︵略V︑大連と共に満洲の二大門

大連

十一目7

十一一57図

戸と焦せらる︒

十二575図

たいりく︻大陸﹈︵名︶1 大陸うアジ
リカたいりく・ヨーロッパたいりく

八791図 アジヤ大陸の西︑ヨーロッ
パ大陸の南にある大陸をアフリカと
いふ︒

だいりさま﹇内裏様︼︵名︶一 ダイリ

安東縣は︵略﹀︑大連・

螢口と相並んで︑南満洲の三大門戸

十二586図

サマ

たいわん

日本一の高山は憂麗の新高

現今我が國の耕作地は憂

凡そ百箇慮の測候所あり︒

山野

灘及び樺太を除きて凡そ五百五十萬

からふど

十二443図

町歩あり︒

からふと

又森林は全國の

たほはぬ盧なく︑︵略V樺太・毫灘

十二484図圃

太古より 祝訊望の入らぬ林あり︒

たいわんしゃしんじょう﹇台湾写真帖︼
でふ
藁筆爲眞帖

︵名︶1

十一409團團
當総督府にて出版相
でふ
成候憾辛爲眞帖一部郵便にて差出候

間︑御覧下され度候︒

當毫北市街の如きは︑

たいわんじんじゃ︻台湾神社一︵名︶1

壼濁神社

︵略V︒北方の塵憩神社ユ参葬すれば︑

十一367圖團

そ〜うに當年を追懐するの情にたへ

ず候︒

塵麹より樺太へ

壷

てつばい
十一393國團 ︵略﹀︑是にて竹筏とい

壷濁特有

たいわん︻台湾一︹地名︺7 墓潜 壼 たいわんとくゆう﹇台湾特有︼︵名︶1

十13図

からふとよりたいわんへ
西亜の東清鐵言及びシベリヤ学道を

ふ塵麹特有の船を造り候︒

︵略﹀︑明治二十七八年戦役 たいわんよりからふとへ︹課名︺2

灘より樺太へ

第九課

肉1へ彰

去年の今夜重切殿の御宴に

て︑︵略﹀︑一篇の詩を作りたり︒

の感にたへず︑恩賜の御衣をさ＼げ

はてに住む身に近くあり︒道心今昔

侍し︑︵略V︑その御衣は今なほ西の

九813図

た・う︻耐﹈︵下二︶4 たふ

からふと

からふと

の後︑憂魍の我が領土となりしょり︑

十一目10

憂灘より樺太へ

からふど

富士は第二位に落ちたり︒

第九課
︵略﹀︑四極の猫車︑壷灘

てうせん

南恩義の熱帯地方より北
樺太の寒帯に近き地方まで︑自立に

からふと

十ニー67図

て︑我が大君の食す國と︑︵略﹀︒

南紫黒・溝湖島︑朝鮮八道おしなべ
を

はうこ

十一価10図國

の掠車の如きは唯一輪なり︒
からふと
北は樺太・千島より︑

さくちや

十一252國

十一356

十16図

山なり︒
ろつば

退路

よりて主戦艦隊及び巡洋
︵略Vの諸隊は其の退路を絶

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

十二85図

たいろ﹇退路﹈︵名︶1

にして欧羅巴の申央に入るべし︒

よ

利用せんか︑大連より僅かに二週間

南満洲黒道によりて︑露 濁

と響胴せらる＼日あるべし︒

︵略﹀︑見聞取交へ︑新

十二589図

四734一バン上ノダンニハダ
イリサマヲナラベテ︑︵略V︒

たいりつすうあいたいりっす
十一958圖團

たいりゃく﹇大略︼︵名︶1 大略
版圖の状況大略御報知申上候︒

大旅行家

さぎ︑

ナラノ大ブツ

ナラノ大ブツ

第六

ち︑︵略V全く敵を包鎖せり︒

第六
第六

六目7 第六物サシトマストバカリ

五138

五目7

だいろく﹇第六﹈︹訳名︺8

︵略V伊太利の大旅行家

だいりょこうか﹇大旅行家﹈︵名︶1
十二7410図

マルコ︑ボーロの日本に關する記事
を護み︑︵略︶︒
てうせん

だいれん︻大連﹈︹地名︺8 大連
も じ

を過ぎて︑︵略﹀約二日間にして大連

十二545國 門司にて乗船し朝鮮海挾

たか

たうえ

714

哩を越え︑又︵略﹀の航路をも開く

十一289図 今や全國鐵道の延長六千
に至れり︒國運針展の速なること實
北方の由量潜神社ユ参葬

に驚くにたへたり ︒

十一368國團

すれば︑そgうに享年を追記するの
情にたへず候︒

十﹇694図 活動するのみにて休養す
ることなければ心身いっか勢れて︑
遂には活動にたへざるに至る︒

あり︒氣候の暖なる間絶えず之を産
出するを以て︑︵略﹀︒
ヘル︾

た・える﹇耐︼︵下一︶1

︵略V︑汽船絶えず通航し 十一467

たへる

内一

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

し

や

おほかみ

ナポレオンが︵略︸退軍

アツキヲ見ルモノ︑︵略﹀︒

う

せし時︑露西亜の狼は行くく雪中

十一203図

アラビヤ馬の長途の騎行に 十二659図

タフレル

たへることは實に驚くべき程で︑四

︵略V︒

みのししはどっとたふれ

みのししはどっとたふれ

︵略V︑ただつねは︵略﹀た

ましたが︑たふれるが早いか︑

四193

ましたが︑︵略﹀︒

四193

レル煙

たふれる 倒レル 倒れる 飛ーレ・一

たお・れる﹇倒︼︵下一︶8

て︑遠く近く黒姻の青空にたなびく

肉一

︵略﹀︑中佐ノイキハトゥトゥ

絶エル

に倒る〜佛兵の跡を追ひて︑︵略﹀︒

八909

エ︾号いきたえる

た・える﹇絶﹈︵下一︶3

けるのは珍しくない︒

五日間うち通し︑毎日三十里位をか

アラビヤ人は後をふりかへ

を見る︒

十一482

りく︑絶えず追手と或間隔を保ち
工女ハ常二甘六ノ此剛二立

ながら進んで行く︒
十一863団︺

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

其ノ日ノ煮方二弓削タ︒

油巌は︵略﹀︑其の植物 八913園

チ︑絶エズ綜二目ヲ注ギテ︑︵略﹀︒

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

十一8810﹇図

の汁を吸ひ︑身髄より絶えず甘き汁

たうえ﹇田植﹈︹課名︺2 タウエ

を出すものなれば︑︵略﹀︒

ダエン

︽ース︾

葉ノ形ニハ卵形ト楕圓形が最
タフス

ました︒

五483

レナイ︒

八872

︵略﹀砲弾ノ破片が中佐ノコ

砲弾ニタフレル兵士ハ数ヘキ

て︑そこにたふれました︒

二人は思はず耳に手をあて

ふれてみた木の上へとびのき

︵略V︑夜明頃突撃ノ聲が盛二 四194

三314 十一 タウヱ

十57

起ツテモ︑砲聲・銃聲ハ絶エナイ︒
ダエン
だえんけい﹇楕円形一︵名︶1 楕圓形

八921

三目12 十一 タウエ

然るに炭酸瓦斯が絶えず

絶え絶え

作用も與って大いに力があるのであ

供給されるのは︑︵略﹀︑動物の呼吸

十一一224

事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

ドコデモ田ウエガハジマ

たうえ﹇田植︼︵名︶4 田ウエ 斎う

三316

ゑ 田植

る︒

モ多イガ︑︵略﹀︒

たお・す﹃倒﹈︵四︶一

︵略﹀︒

軍曹一同ジク負傷シテソコニ

恐ろしいのは二百十日頃の大

あらしで︑家は倒れる︑堤は切れる︑

九689

タハツタ︒

倒レテ居タ一兵士トトモニ中佐ヲイ

八896

二倒レタ︒

シニアタツテ︑中佐ハドゥト其ノ場

虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド 八884

たふ

又近ごろは戦場にも犬を用

︽ールル・ーレ彰

タフル

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八739図

水夫等はなほほばしらに抱 n▽けたおす

米を俵に入れて︑︵略﹀なが たえだえ﹇絶絶︼︵形状︶2

ツテヰマス︒

絶えぐ

六171

めた時は︑田うゑや草取りの苦しさ

十695図
り︒

ルが如シ︒

倒る

といふ︒

たか﹇高﹈うあずけだか・きんだか・さ

んしゅつだか・せいぞうだか・とりい

九304m囚カクノ如ク濡事ニタフレタ れだか・とれだか・やまたか・ゆしゅ

ル所ナリ︒

人々ヲ始メ︑︵略﹀忠勇ノ士ヲマツレ

九2710國

維新前後國事ニタフレタル

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

七636図

る

たお・る︻倒﹈︵下二︶4

︿略V︑やうくさがし當て

きつきて︑息も絶えぐに救を呼べ

も︑取入れのいそがしさも︑全くわ
すれてしまひます ︒

植・草取・取入れに 農夫の辛苦共

九523図國 昔の風をそのまΣに︑田

十一586

絶えて

たが︑少年ははや息も絶え絶えであ
る︒

アラビヤに良馬の多く産す

違ふる者絶えてなしといふ︒

十二m7図之を返すにも其の期日を

である︒

土人の絶えてたゆまない丹誠の結果

るのは︑︵略V︒敷千年の久しい間︑

十﹁50一

たえて門絶﹈︵副︶2

にする すげ笠こそはたふとけれ︒
さみだれ
︵略V五月雨は︑農家に取つ

ては大切な雨である︑それはちやう

九684

ど田植の時節であるから︒

たえず﹇絶﹈︵副︶7 絶エズ 絶えず
︵略﹀︑即ち温泉なり︒絶え

ずわき二つるものと︑時を定めてわ

十7110︹図

き出つるものとあ り ︒

十一75﹇図 女王の任務は卵を産むに

715

つだか

わし・た か ・ と び な ど の 様 に ︑

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

四142國

青そら高くそびえたち︑

︵略V︑ふじは日本一の山︒

四155︵略V下にまちかまへてゐ
て︑高いところがらおひおろし
て出るけものを︑弓で いとつ

たかい

タルヤヲケニモ︑竹ノ
タカイ

肉 ー イ・ーウ・ーカッ・一

ビデス︒

それから少し來ると︑高いが
裏門︵略V︒︵略﹀︒時ニハニ

けの上へ出ました︒

五93
五173

音次郎はおどろいて︑道ばた

三尺モ高クトブコトガアリマス︒

五465

の高い木の下へにげこみました︒

︵略V︑かみなりがおちて︑そ

る所へおちるのだ︒

五473園 ﹁かみなりは高いもののあ
五486

見ると丈の高い︑たくましい

の高い木がまつ二つにさけてゐまし
た︒

五771

学べは︵略V︑高い松はしぜん

男である︒

六17

におもしろい枝ぶりになってみる︒

シラガタクサン重り合ツテ︑︵略V︒

ねぎられたら引く積りで︑

︵略﹀︑絹織物のあたひの高い

高くいふ直段がかけねです︒

七133囹
七294

︵略﹀皆ほしいとは思ひまし

のも︑けっしてむりではない︒
七396

十一m4

たがひ

互号お

きせるは身分の高い此程長

いのを用ひる︒

たがい﹇互﹈︵名︶11

六587囹 ﹁われくはたがひにいく

たがい

さをしてみるけれども︑︵略﹀︒

﹂めあひ︑悪しきをいさめよ︑友と

六835図面 ︵略﹀︑善き事たがひにす

友︑人と人︒

たが︑何分にも直が高いので︑誰一

︵略V︑これは鳥目のやうに

に暮すべし︒世はすべて相持なり︒﹂

八724國囹

今より後はたがひに親密

人買はうといふ者がありません︒

七536囹

早くは配達が出來ず︑賃銭も高かつ
たのです︒

八232

せが高く︑目がするどくて︑

日はもう高く上ってゐます︒
ちよつと見ると︑おそろしいが︑い

又にはとり・七面鳥・あひる

たって氣だてのやさしい老人であっ
た︒

八555

などは陸上や水上にばかり居て高く
初は熱があまり高いので︑

飛ばないから︑︵略V︒

八669国

一時はどうなることかと心配いたし
︵略V︑古い銀杏の木が一本︑

ましたが︑︵略V︒
いてふ

十283

︵略﹀︒はうきを立てた様に高く雲を

小山の様な白波が高くくだけ

はらはうとしてみる︒

十651

て︑夕立のやうに降散る︒

る必要がある︒

金ヤギンハ︵略V︑ネダン 十一慨6 室が廣く︑天井が高いと温
りにくいから︑成るべく狭く低くす
高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

モ高ウゴザイマス︒

六256園
六772

八312

森林の樹木はたがひに其の

し な

是は昔︑支那に呉・越と

親子・夫婦・兄弟・姉妹

春雪議員も全村一致して

十二935図

千里比隣の今の世は

家内能く和合して︑互の

當時支那は王室衰へ︑諸

ぜん
揃うて夕の膳に向ふ時︑︵略V︒

心にわだかまりなく︑むつまじく打

十二917図

有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒

十二503図圃

と更になし︒

之を選蓋し︑互に競陣するが如きこ

十一旧5図

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑︵略V︒

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

十一517図

︵略V︒

いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

十一167図

つるを止め︑︵略﹀︒

枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

十810図

如何なりしそ︒

四225園 小サイネエサンバ私ヨ 七828園 ある時には鯨が頭から高く 九495図 たがひに心もとなく思ひ合
ひし父子の︑今無事にて相見し喜は
水けを吹いてみることがあります︒
リモスコシ高イカラ︑クスリユ

ガ高イカラ︑高高ユビデス︒

四223事大キイネエサンバセイ

ビトモイヒマス︒

高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ

﹁︵略V︑マン中ノーパン

たのです︒

高い

四207囹

へて食ふ鳥や︑︵略V鳥は︑総べてつ

ヤネ︒

一255
ス︒

︵略Vタケノコガ︑モウコ

﹁あそこに高い火の見
のはしごが見える︒

四46圏

カクナリマセウ︒

ニ三日タツタラ︑ マダズツトタ

ンナニノビテ︑︵略V︒コレカラ

三284

おとたかく︒

三266圃 あゆめよ︑あゆめよ︑足

タカク上ツテイキマス︒

三178 サヘヅリナガラダンダン

三97 たかい木︹ひらがなのドリル︺

タカイイシダンモミエマ

﹁215 タカイスギノキ︒ヒクイ

い

ク￥n▽こえたかい・こだかい・なだか

高イ

たか・い﹇高︼︵形︶ 3 4

タガガカケテアリマス︒

三306

たが﹇簸﹈︵名︶一 タガ号かねたが

し・たかの類で︑ ︵ 略 V ︒

八578 目の最も恐ろしげなのは︑わ

ちばしがことに鋭くて︑や＼太い︒

八571 わし・たか・とびなどは上く

ばさが大きい︒

八547

たか﹇鷹﹈︵名︶3 たか

たがい
たか

たかし
たがう
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たがふ

肉ーハ彰

同齢其の國によりて互に勢を争ひた
り︒

た が ・ う ﹇ 違 回 ︵ 四 ︶1

十544図囹 年盛日頃申し候に︑﹃戦
場に出でん時は髪を染めんと思ふな
り ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹄ と いひしにたがはず︑墨
を塗りて候︒し

たが・う﹇違﹈︵下二︶3 違フ 違ふ
︽ーフル・一へ彰

あんぴん

たんすゐ

たかさ﹇高一︵名︶14

高サ

高さ

スワツテイラツシヤル高サガ
茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺

五丈三尺五寸︑︵略V︒

五143
五305

高崎

十二618ロ覇凶市匠井然として家屋の高
さ略≧相等し︒

高崎
高シ高し

たかさき﹇高崎﹈︹地名︺1
九17図

たか・し︻高︼︵形︶33
・なだかし

ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

六337図

︵略﹀︑人々忠義を第一に︑

絹織物ニテツクル︒

あふげや︑高き君の恩︑國の恩︒

六825女主

︵略﹀︑心はかならず高く

天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ
高タマキ上ゲサセ︑︵略﹀︒
くすのき

楠木父子の菊水は︑忠義
︵略﹀老木枝をまじへて︑

うれし︑この松の根もと

是金銀ハ便高ク︑保存スル

ふ高き官よりおとされて︑︵略﹀︒

九897図

其の高さは︵略V︑富士山

ニモ都合ヨク︑︵略V︒

十14図

き

そ

ひのき

より高きこと凡そ一千尺なり︒

白雲を

﹁ねだ低く︑たるきは

うなじユまきて︑峯高く

十1110規正囹 ﹁我え元 木曾の檜よ︑

空ユそびえき︒﹂

︵略﹀︑其ノブモトニ大佛殿

興福寺ノ五重塔高ク其ノ北

十1310図國園

高し︒

十943図

ニソビユ︒

十978図

高く鼻つくいその香

・興福寺高クソビエ︑︵略﹀︒

に︑不断の花のかをりあり︒

十一222図圃

美濃の養老瀧は孝子の傳

み の

十﹁777図

しかして供給の需要より

説を以て其の名天下に高し︒

も少きときは物の償は高くなり︑多

十一9110図

︵略V︑其の五人は︵略﹀︑

きときは安くなるなり︒

十一923図

かくて其の家の債は段々

孚ひて高き慣をつくべし︒

高くなりて︑︵略V︒

歌へ歌へ︑しらべ高く歌 十﹁924図

たる人の手に渡るべきなり︒

歌へ歌へ︑しらべ高く歌 十一924図 ︿略V︑最も高き慣をつけ

箱根山ヲ見下サバ︑︵略﹀︒

是は菅原道眞が右大臣とい

︵略V︑靴の慣はにはかに

高くなりて︑︵略﹀︒

十﹇936図

は安くなるものなれども︑︵略V︒

の關係によりて︑或時は高く︑或時

九413図星シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ 十﹇932図物の贋は︵略﹀需要供給

へ︒

九123同士

へ︒

九118図魎

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

八93國題

高く天をつく︒

八53図

のかをりなほ高し︒

七448図圃

七78國

くとも︒

もて︑たとひ身分はひく﹂とも︑輕

︵略﹀︑大斎殿ノ高サ十五丈︑ 六855図圃

霧降瀧は上下二暦に分

最も大なるは第一の漫布
ナイヤガラ爆口は左右二

着物・羽織・バカマ・オビ

名高き金のしゃちほこは ︽ーカリ・ーキ・ーク・ーシ︾号こだかし

グラヰデ︑︿略﹀︒

八941図
石の大鳥居高さ三明絵︑表

︵略﹀︒高さ八尺五寸︑︵略﹀︒

九942國
門を入れば五重塔あり︒
たいわん

り︒

十一896図

最も東なる根子岳は七面

︵略﹀︑其の西にある高岳

四メートル︑︵略V︒

山とも解し︑︵略V︒高さ千四百二十

十二4010図

藁を造り︑︵略﹀︒

間︑高さ三間にも達する小山の如き

熱き地方の白蟻は周園十

つに分れ︑︵略﹀︑高さ各約十六丈あ

十一7710図

にして︑高さ八十鯨丈と過す︒

十一769図

れ︑高さ各十四五丈︑︵略V︒

十一766ロ︒凶

︵略﹀︒

十9610図

尺にして︑︵略V︒

山なり︒其の高さは二禺三千七十鯨

十一705図 約束の時日を違ふるが如 十13﹇図 日本一の高山は士量灘の新高
きは時間の賊なり ︒

十二522図 見本ト現物トヲ異ニシ︑
約束ノ期限ヲ違へ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 商 品 ノ 品

質ヲ下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以
ナリ︒

十二獅6図之を返すにも其の期日を
違ふる者絶えてなしといふ︒
︵略﹀︑打狗の築港も唯

たかお﹇高雄﹈︹地名︺1 打狗
十一376感量
今成皿に工事中に御座候︒

たかお

たかおか﹇▽くろえたかおかあいつぬり
たかお
たかおこう﹇高雄港︼︵名︶1 打狗港
きいるん

十﹁372圓團 南部の打狗港と淡水・
基隆・安平の三港とは本島の四開港

． 場 に こ れ あ り ︑ ︵ 略V︒

近年各國商人︵略﹀︑廣

たがく︻多額﹈︵名︶2 多額
十二527図

十二412図

︵略﹀︒

其の西南なる首山登は高 九665図 ︵略V︑たこの空高く上る︑

しゅざんぱう

は高さ千六百九メートルあり︒

九7810図

十二552図

さ僅かに三百鯨尺の小山なれども︑

︵略﹀各府縣に於て多額

告ノ爲ニハ多額ノ費ヲ投ズルヲ惜シ
マズ︒

の直接國税を納むるもの十五人の中

︵略V︒

十二鵬6図

より一人を互選し︑︵略﹀︒
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たがやす
たかせ

十一9410図

︵略V︑需要増すに随ひて︑

其 の 便 盆 ≧ 高 く な り︑︵略﹀︒

きしま

がく

五月四日

高橋忠一様

し

七191團

︹人名︺1

ぼ

いに恥ぢ︑億万と水魚の交をなすに

ゑ

中岳・烏帽子岳・杵島岳の五濁東よ
至れりとそ︒

高

り西に相連りて突起す︒

たかち

ほ

尚高き

ら
良の高ねの暮の雪︒

セぢて見ん︒

十二拗9図心

あが

たかの羽

上り下りの藤の紋︑さて

さが

たかのは﹇鷹羽︼︵名︶1

七457図圃

はたかの羽・つるの丸︑︵略V︑紋の
数々かぎりなし︒

楠木正行の母が正行を戒 たかのよしたろうあて﹇高野義太郎宛﹈

高千穗艦乗組

ね
學びの高嶺

ル︾

高松

をのみち

鈴木愛吉

高松

うじな

高橋

瀬戸内海の沿岸には高松

たかはま

國民各自の行革をつ﹂

たか・む︻高︼︵下二︶2 高む 肉ーム

多く︑︵略V︒

・多度津・高濱・尾道・宇品等の港

たどつ

十一202國

十一18図

たかまつ︻高松﹈︹地名︺2

に知らぬ顔に過したりといふ︒

たる風なく︑常に一といふ文字をだ

十164図

十一一15図
︵略V誰か御聖徳の山よ 十二412國 ︵略﹀︑其の西にある高岳 たかながしんのう﹇尊良親王﹈︹人名︺
忠一檬
たかなが
たかはま
りも高く︑御仁愛の海よりも深きを
は高さ千六百九メートルあり︒
1 尊命親王
たかはま門高浜︼︹地名︺2高濱高濱
につたよしさだ
たかなが
仰ぎ奉らざらん︒
十二41図 高岳
十二315図新田義貞︑尊慮親王を奉 十一19図高濱
たかち ほ
ゑちぜんのくにかながさき
十二2410野駈
上るや石のきざえしたかちほ﹇高千穂︼︵名︶1 高千旦
じ
て
越
前
國
金
崎
の
城
に
在
り
し
時
︑
十
一202図 瀬戸内海の沿岸には高松
いてふ
たかち ほ
たど つ
たかはま
をのみち
うじな
の ︑ 左 に 高 き 大 銀 杏︑︵略﹀︒
九
1
8
1
0
︵
略
﹀
︑
あ
る
日
我
が
軍
艦
高
千
穗
︵
略
﹀
︒
・多度津・高濱・尾道・宇品等の港
十二264國圃 建長・圓 覚古寺の 山
の一水兵が女手の手紙を住みながら
たかなわ号とうきようたかなわ
多く︑︵略﹀︒
ね
門高き松風に昔の音やこもるらん︒
泣いてみた︒
たかね﹇高根︼︵名︶2 高ね 高嶺
た
か
ぶ
・
る
﹇
高
︼︵四︶1高ぶる肉ーリ︾
八608図圃 春より先に咲く花は︑地
︵略V︑式部は少しも高ぶり
千穗艦

其の時にはおたがひに目ざ

十一一388図 趙の將軍にて武功の聞えたかちほかん﹃高千穂艦﹈︵名︶1
れんぱ

高かりし廉頗之を 見 て ︵ 略 ﹀ ︒

十一一609図

水兵
ほ

め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の子

︵名︶1

しみ︑品格を重んずるは即ち國民の

︵略V︑御筆會下され候 十二981図
はば︑︵略﹀︑本町二丁目高野義太郎

品格を高むる所以なりといへども︑

高徳母こ

我等五千萬の同胞は常に

大帝國の國民たるを思ひ︑一言・一

十二珊10図

︵略﹀︒．

宛御一報下され度候︒

たかのり﹇高徳﹈︹人名︺1

高徳︵略﹀︑行在所の御

行の間にも︑大國民の品格を工むる

十﹁157國

じまたかのり

庭にしのび入り︑︵略﹀︑大文字に詩

タガヤサン

の句を書きつけたり︒

タガヤサン︵名︶一

の用意あるべきなり︒

高虎﹁年老いて其の任にあ たかはしちゅういち﹇高橋忠二︹人名︺

重んじて︑之に封ぜんとす︒

十二377

高野義太郎宛
十﹇6310圓国

たかときうほうじょうだかとき

出でたり︒

忠義の爲には恩愛を図る﹂眞心より

を叱りしが如きは︑保の母と同じく︑

たかち

十二331図

くすのきまさつら

艦乗組水兵﹈︵名︶1

たかちほかんのりくみすいへい︻高千穂

をあげよう︒

ましい働をして︑我が高千言艦の名

︵ 略 V 二 大 な る 建 築 の 数 九235園

々高く中空にそびゆるのみならず︑
︵略﹀︒

ね
十二拗8配給 尚高き 學びの高嶺
セぢて見ん︒

たかせ﹇高瀬﹈︵名︶1 高瀬
船等其の目的により︑大小・構造千

十一268図 荷足・高瀬・茶船・屋根
差萬別あり︒

たかだ︻高田︼︹地名︺1 高田
九25図 高田

たかたかゆび︻高高指︼︵名︶2 高高

新墓弓と
県官秀忠︑高虎の武名を

たかとら﹇高虎﹈︹人名︺4
うどうたかとら

ユビ

四207囹 ﹁︵略V︑マン中ノーパン

十二376國

ひでたド

高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ
ビトモイヒマス︒

ガ高イカラ︑高高ユビデス︒

四224園 大キイネエサンバセイ

らず︒﹂とて之を否む︒
1 高橋忠一
十129図二王 床柱 なげきて語る︑
たかだけ︻高岳︼︹地名︺3 高岳
十二381図園
﹁高虎の嘉明と五悪む 七167團 五月一目 高橋忠一 鈴木
﹁熱き國
しげる林ユ 生ひ立ちし
十二408國 阿蘇山の善噴火口は︵略V
は私の小事なり︒
愛吉様
我︑タガヤサン︑︵略V︒﹂
だけ
にわたり︑此の間に根子岳二局岳・
十二384図 嘉明後此の事を聞きて大 たかはしちゅういちさま﹃高橋忠一様﹈
たがや・す﹇耕﹈︵四・五︶4 タガヤス

たぐいなし
たから
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耕ス

耕す

七262

角ーサ・ーシ・ース彰

︵略﹀︑ 農 夫 が 田 ヲ タ ガ ヤ シ ︑

畠ヲツクルノモ︑ 皆 手 デ ス ル ノ デ ス ︒

又若し外の雀が見つける

たき

瀧

十一773図

デモ上ルコトガアルサウデス︒

ク彰

角一

﹁それではごはんにたく

変と︑︵略Vにする萎は同じ

四326園

﹁︵略﹀︑ごはんにたく萎

ですか︑︵略﹀︒

四334圏

メシヲタク釜モ鐵デス︒

は大洋です︒﹂

六272園

テ︑

オバアサンバ火ヲタイ

松を火にたくみうりのそば

ユフハンノシタクヲシテ

二253

ヰマス︒

七117國

か玄り火をたくは魚を集

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

めんが爲なるのみならず︑心妻をは

十一822図

床下に土石を盛り︑和島の

げます一法たり︒

みぞを造って︑ 一方の口から火をた

十﹇斯5

オンドルにたく薪がない

いて室内を温める︒

十一㎜10

と︑冬が越せないから︑︵略V︒

紫黒瀧は︵略V︑先年大だ・く︻抱︼︵五︶一 ダク 穴ーイ彰

二372m国﹁アカンボノトキニ︑ダ
イテチチヲノマセテクダサツタ
ノハ︑ドナタデスカ︒

︵略V︑その挙式の盛なるこ

と前古たぐひなかりきと申す︒

八37図

し 穴ーカリ彰

︵略V︑其の瀧つぼの深さたぐいな・し﹁類無︼︵形︶1 たぐひな

瀧つぼ

は其の奇勝を見ること能はず︒

風雨の爲︑瀧口の一角崩れ落ち︑今

十一765國

︽ーイ・ーク彫

炭・薪・材木等の森林より た・く︻焚﹈︵四・五︶5 タク たく

生きてゐられぬ︒﹂といふ意味のこ

瀧の後より山路を上るこ

十﹁762図

たきつぼ﹇滝壼﹈︵名︶1
は幾十尺なるを知らず︒

鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ

又一山を越ゆれば︑第三 たきのぼり﹇滝登﹈︵名︶一 タキ上り
五176

た・︿︻炊一︵五︶3 タク たく

上るに発って︑瀧はいよ
神戸市に近き布引瀧は雌

かうぺ

く小︑境は盆之静かなり︒
十一774図

薪

雄二漫あり︒美しき瀧にして︑眞に
白布をさらせるが如し︒

たきぎ

村の人人が︑毎日やさい

十87m囚

まにつんで︑費りにきます︒

やすみやたきぎを馬やくる

四33

たきぎ﹇薪︼︵名︶6

二566ツクタビニ︑ウスノ中
カラオカネヤキモノヤ︑イロイ
ロナタカラモノガデマシタ︒

︵略V︒﹂

タキ

と︑よってたかっていぢめるので︑

八218園

十8310 田を耕させたり︑荷車を引かたか・る︻集一︵五︶1 たかる 肉ーヅ︾
せたり︑︵略﹀︑ 農 家 で は 牛 を 色 々 の
勢働に使役する︒

たき﹇滝︼︵名︶1一

たき﹇炊一号にたき

十一129 又國家全髄カライヘバ︑農
夫ノ田畑ヲ耕シ︑ 大 洗 ノ 家 屋 ヲ 作 り ︑

号うらみのたき・きりふりのたき・け

．︵略︶黒革皆分業二外ナラヌノデア
ル︒

二つることは何人も知れる所なり︒
みたる魚を吐かせ︑︵略V︑又か計り

みエす
十一888﹇図
蛙矧は︵略V︑多量の土 ごんのたき・しじゅうはちだき・ぬの

びきのたき・ようろうのたき

火に薪を添ふるなど︑︵略V︒

此の間に鵜を引上げて呑

鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ

﹁見ごとなたきだ︒﹂

十一808國

を呑込みては之を地上の穴の口に出

五176

五97園

︵略﹀︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ

す︒かくて︵略﹀︑地面に近き土を

十一鵬8図

祭り︑士卒二野シテ︑其ノ附近ノ草

︵略﹀︑朝鮮では﹁米のない

とわざがある︒

のは辛抱も出來るが︑薪がなければ

十一期1

と︑冬が越せないから︑︵略﹀︒

オンドルにたく薪がない

五183 ︵略﹀︑鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑

所々に白いぬのをさらしたや

十一斯10

ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

六31

祝フノデセゥ︒

ズンズンシユツセヲセヨトイフ心デ

デモ上ルコトガアルサウデス︒

ば全く上下にうち返すといふ︒農夫
の田畑を耕すに似たらずや︒

たから︻宝﹈︵名︶1 寳
もりにて︑治め來にけり︑日の二つ

十二22図圃 神代より承けし寳をま
國︒

うなたきや谷川があって︑︵略﹀︒

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑田切レ

十二2910図勝商城に向ひ︑高らかに 九426國 ︵略V︑カ︑リテ生白キトナ

たからか門高︼︵形状︶1 高らか

テハ急流トナリ︑︵略﹀︒

十﹁769局コ凶

たりしが︑︵略﹀︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十﹁764図裏見瀧は後の細道より瀧たきぐち︻滝旦︵名︶1 瀧口

號んで曰く︑﹁諸君︑憂ふることな

タカラモノ

かれ︒︵略﹀︒園 の 解 け ん は 二 三 日 の
内 に あ ら ん ︒ ﹂ と︒

たからもの﹇宝物︼︵名︶3

クルマニツンダタカラ

と四町鯨︑一條の谷川あり︑︵略V︒

の瀧に至る︒

十一772図

第二の瀧あり︒

オヂイサンガソコヲホル 十一771図 更に川に沿ひて上れば︑

モノ︑イヌガヒキダス エンヤラ

﹁383圃
ヤ︒

二524

ト︑︵略﹀︑オカネヤラ︑キモノヤ

ラ︑ソノホカタカラモノガタク
サンデマシタ︒

719
たくさん

タクサン

ノ水ガタクサンニナリマシタ︒

三315アメガフリツヅイテ︑田

へ出てゐます︒

んいただきました︒

それから象をおろして︑その

知ツテヰルガ︑︵略﹀︒

六217

代りに石をたくさんつみました︒

六255囹金ヤギンハ︑︵略﹀︑ドチラ

タクサンアリマスカラ︑︵略﹀︒

﹁ナルホド銅ハタクサンア
ツテ︑虚礼モ立チマセウガ︑︵略V︒

﹁どこでこんなにたく 六267囹

さんおひろひになりました︒﹂

クサンアツテ︑モツト役二立ツモノ

︵略V︑大きな店がたくさ 六268囹 ﹁︵略﹀︑ソレヨリモツトタ

んあります︒

四31

︵略﹀︑たくさんえものが
︵略﹀︑雪がたくさんつも

ありました︒

四158
四624

つて︑どこを見てもまつ白で

サクラノ木ハ︑ヨソノ

クニニハ︑コンナニタクサンア

﹁︵略﹀︑モツトタクサン
︵略V︑人や馬や車がたくさん

大キナコヒガタクサンアツマ
︵略V︑こをたくさん集めて來
すがるは︵略﹀︑たくさんの

角ノアルケモノモタクサン

オ宮戸〆エマガタクサンカケ
五718囹

テアル︒

五694

子どもをもらって︑つれて來ました︒

五375

いとおほせになりました︒

五366

ツテオヨイデヰルノハ︑︵略﹀︒

五156

通ってみるのです︒

五122

ノンダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

四692囹

す︒

ダタクサンアリマス︒

三313竹ノツカヒミチハマダマ

クサンアリマス︒

ゴナド︑竹デ作ツタモノガタ

三30一 フデノヂク︑︵略Vザルカ

ン︒﹂

カラ︑ マダソンナニ ツメマセ

三88囹 ﹁スミレハタクサンナイ

タクサンツミマシタ︒﹂

三84囹﹁ボクハモウコンナニ

ス︒

三44囹﹁︵略﹀ワタクシドモノ
ナカマガタクサンサイテヰマ

リマセン︒

三26

ヲクダサイマシタ︒

二624 ︵略﹀︑タクサンノゴホウビ

七311

大きな翼がたくさんで桑の葉

を食ふ時には︑︵略﹀︒

子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハ

七469囹 ﹁︵略︶︑コノタクサンノ障

ナイカ︒

けれども水をたくさん飲みす

ぎたり︑︵略﹀するのはどくである︒

七656

せて︑たくさん差上げたいと思って

七676團 ︵略﹀︑來年はたくさんなら

居ります︒

せて︑たくさん差上げたいと思って

七677團 ︵略︶︑翌年はたくさんなら

中デォモシロイノハサンゴ

贔類モタクサン居ル︒

り下さいまして︑有りがたう存じま

す︒

七727

︵略︶︑書きそこなって︑紙を
たくさんほこにしたりするやうな︑

︵略V︑畑もたくさんもって︑

︵略﹀一ツノ董ノ上二︑タク

たくさんの本を讃んだ學問の

深い人でも︑︵略V︒

十187

ノデアル︒

サンノ小サナ花が集ツテ咲イテヰル

九103

牛もたくさんかひ︑︵略﹀︒

八192 ︵略﹀︑畑もたくさんもって︑

牛もたくさんかひ︑︵略V︒

八191

ヨイ肥料ニナル︒

ノ他マダタクサンアルガ︑イヅレモ

七754 海草ニモ色々アル︒︵略︶︒コ

形ヲシテヰル︒

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ

七728
こんなにたくさん墨を附けた
高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

卸責といふのは品物をたく

しかし卸費商人で︑問屋を
﹁あなたはそのお美しい花

ございません︒

たほどの大きな花ぶさは見たことが

だけでたくさんでございます︒あな

七219園

してみる場合がたくさんあります︒

七154囹

渡すことで︑︵略﹀︒

さん持ってるて︑小空店へ大口に責

七142園

林ノヤウニ見エル︒

シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ

六773

のも︑その子供たちでございます︒

六736

︵略﹀︒

六711

のお寺やお宮へさんけいした︒

居ります︒
ハ鐵デセウ︒
今年ハ エダガヲレルホ
二525 ︵略V︑ソノホカタカラモノ 四106
ドタクサンナツテヰマス︒
ガタクサンデマシタ︒
六397團 清水寺をはじめ︑たくさん 七683團 見事な桃をたくさんおおく

ツイテヰマス︒

二461 ︵略V︑ ツボミガタクサン

クサンアリマス︒

二447ココニハゥメノ木ガタ 三641囹

タ︒

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン
三613
あそこにはうつくしいか
ロバ︑ニハノ土モミェマセン︒
モ高ウゴザイマス︒
二333 ︵略V︑タヤハタケヲタク ひや小石がたくさんあります︒
銅ハ︵略﹀︑金や銀ヨリモ
三616 ︵略V貝をこんなにたくさ 六257囹
サンモツテヰタ人ガアリマシ

マス︒︵略V︒タクサンチツタトコ

ニー84︵略︸木ノハガトンデキ 三592 ︵略﹀︑舟がたくさんおき

たくさん

たくさん︻沢山﹈︵副︶56

だくさん

だけ

たくまし

720

たくみ

三277

十

タケ
タケ

丈うみのた

アリ︑竹ノカキネモアリマス︒
三304 ︵略V︑竹ノカキネモアリ

タケ

竹﹇▽ひふき

タケニスズメ

タケ

見ると丈の高い︑たくましい

モミジカクナツテ︑︵略V︒

五771

男である︒
たけ︻竹﹈︵名︶2一

一14一

だけ

ダンダンノビルト︑タケノ

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ

三285

ダンダンノビルト︑タケノ

ナリマス︒

三29一

マコトニウツクシイモ

アタラシイ竹ハアヲアヲ

カバガオチテ︑リッパナ竹ニ
ナリマス︒

三292
トシテ︑
ノデス︒

タチマス︒

タケノカバ

ハモノヲツツ

三294竹ハイロイロナヤクニ
三295

ムノニツカバレマス︒

モノホシザヲニモ︑コクキ

タガガカケテアリマス︒

ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ

三31一

ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

三312竹ノツカヒミチハマダマ

ダタクサンアリマス︒

四633やぶの竹は弓のやう

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

にまがって︑︵略﹀︒

六666

塗物はくりたる木又は組合

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

︵略V︒

﹁猫デナイシヨウコニ竹

せたる木・長寿紙などにうるしを塗

七356図

りてつくる︒

八728図解

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カ

ヲ書イテオキ︒﹂トイフコトアリ︒

ラマツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出

十72

テ︑サキニ行ツテーツニ集ツテヰル︒

てつばい

竹にも直脛一尺以上の

ものこれあり︑是にて竹筏といふ毫

十一3810國團

又竹を原料として竹紙

灘特有の船を造り候︒

十︸394國團

を製造致居候︒

ダケ

だけ

こまがたけ・たかだけ・とねだけ・な

たけ︻岳﹈n▽えぼしだけ・きしまだけ・

三298 フデノヂク︑モノサシフ
エツエザルカゴナド︑竹デ作
ツタモノガタクサンアリマス︒
三301 竹馬モ竹デ コシラへ︑
︵略V︒

三302︵略V︑タコノホネモ竹

かだけ・ねこだけ

三304ソノホカ竹ノスダレモ だけ︵副助︶19

デ作りマス︒

マス︒

け

鵜匠は一人にて十二羽の たけ︻丈︼︵名︶2

鵜を使ひ︑︵略﹀︑右往左往思ひく

三582私ガキヨネンマデキテ 三306タルヤヲケニモ︑竹ノ

十

ヰタワタイレハ︑ユキモタケ

に浮沈するを︑たくみにさばきても

十﹁806図

︵略﹀︑色のたくさんまじった たくみ門巧﹈︵形状︶2

美しい給叢や地圖のやうなものは︑

十203

︵略﹀︒

ん集ってみて︑︵略﹀︒

蜜蜂の蜜を吐き︑又たく

つれしめず︒
みつばち

十︸879図
す

みに彙を造るは醸造の業と建築の業
とをかねたりといはんか︒

たくるうひったくる

りゆう
豚は︵略 ﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 ﹀ ︑ 琉

はん
十287 唯あぜの榛の木に雀がたくさ
十868
きう

たくまし

球ではたくさん飼って居った︒

二一シキ︾

たくま・し﹇逞︼︵形︶1

筋骨たくましき若者が たぐ・る﹇手繰︼︵五︶1 たぐる ︽一
ッ彰

十一267図
旛を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさ

ろ

ボートはつなをたぐって︑又

矢を打込む︒

も鯨に近寄り︑今度は銃を以て破裂

よ︒

タクマシイ

十66一
余 ーイ︾

たくまし・い︻邊﹈︵形︶2
たくましい

金鏡ヲ安全二貯フルニハ郵
︵略V成ルベク無用ノ入費

便貯金トナスヲヨシトス︒

九766図

飛ーフル・一へ￥

五732 タクマシイ大キナカリ犬が四 たくわ・う﹁蓄︼︵下二︶3 貯フ 貯ふ
五匹デオツカケテ來マス︒

男である︒

五771 見ると丈の高い︑たくましい
九784國

くみ

たくみ﹇工︼︹人名︺5 工号ひだのた

働蜂中には︵略V︒又之

ヲハブキテ︑一鏡・二銭ヅツニテモ
十一610図

貯ヘンコトヲ心ガクベシ︒

ルコトヲ得ズ︑クチヲシクモエノ笑

八295図幾度カマハリタレドモ︑入

を受取りて貯ふる貯蓄掛あり︒

同正中の蜂は極めて親密

︵略V︑他群の蜂︑我が群
中に入り來れば︑直ちに之をさし殺

十一83図

く之を敵視し︑︵略﹀︒

に生活すれども︑他群の蜂は甚だし

十一82図

数日ノ後︑川成ヨリ﹁見 たぐん︻他群﹈︵名︶2 他群

聲ヲ後ニシテ鰯レ リ ︒

八299図

セ申シ度キ給出來タリ︒御出アリタ
工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ

シ︒﹂ト︑エノモ ト ニ イ ヒ 來 レ リ ︒

八299図

ザ ︑ コ ナ タ へ ︒ ﹂トイフ︒

八304國 工驚キ︑アツト年立テテニ

す︒

三目11

工恐ルく近ヨリテ見レたけ︻竹︼︹課名︺2 タケ

ゲ出島バ︑︵略﹀︒

バ︑︵略V︒

八307國

721
たこく

たけうま

三183 サヘヅルダケサヘヅルト︑

皆サンノ知ツテヰルダケ

イマニマタオリテキマセウ︒

四366
イツテゴランナサイ︒
四793囹
そらをとんでみる鳥

はきっといおとすほどの名人

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ
でございます︒

五524花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ
﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

他ハ皆黄色デアル ︒

ならないのです︒﹂

根モ︵略﹀養分ヲスヒ取ルタ

．二46園

第三

たけがり

竹ハイロイロナヤクニ

それからそこに切ってある

弓とうきようこうじま

ちくたけひらちょう

たけひらちょう

けのこをなべの中へ入れました︒

五211 ︵略﹀︑おはなはざるの中のた

れ︒﹂

たけのこをおなべの中へ入れておく

五207囹

ベラレマス︒

タチマス︒ダイータケノコガタ

タケヲサンニハドレヲ 三295

アゲマセゥ︒﹂

メノモノデハナク︑タぐハナレナイ

二244囹﹁ドコダラウ︑アア︑アノ

七774

木ノ下ニタケヲサンガヰマ
ス︒﹂

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ
ケノ用ヲナスモノデアル︒

八目4

たけがり

駝鳥ははぎも首も長くて︑く たけがり﹇茸狩﹈︹当歳︺2 たけがり

第三

たけがり

いでや︑あの岩の小かげ

﹇2一

︵略﹀︒

タココマ

たこ号えだ

他國

品格の知らる﹂ものなり︒

を見れば︑︵略V︑早くも其の國民の

十一一瓢5図 他意に行きて︑︵略﹀等

たこく﹇他国一︵名︶1

ロヘテ宝達グ様ハマコトニ面白イ︒

七715 ︵略﹀︑タコヤイカノアシヲソ

コ・イカナドガスンデヰル︒

七712

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

四38一 アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑

たこ﹇蛸︼︵名︶3 タコ

皆人の自然の風を利用したるなり︒

九665図︵略V︑たこの空高く上る︑是

デ作りマス︒

ニ306團タコタコアガレ︒
二306圏タコタコアガレ︒
三302 ︵略V︑タコノホネモ竹

タコ

たける号やまとたけるのみこと

たけだかつより

たけだかつより

のぶまさ
天正三年五月奥平信昌︑

たけだかつより︻武田勝頼︼︹人名︺1
武田勝頼

ながしの

十二268ロD凶

︵略﹀長篠城を守る︒武田勝頼大軍
を率みて來り攻むれども︑︵略﹀︒

武田信玄

たけだしんげん

たけだしんげん﹇武田信玄︼︹人名︺2
武田信玄

その相手は武田信玄で︑これ

ニアタマヲ

タケノコ

武闘信玄の國﹇は山尽で︑塩が

も謙信におとらないいくさの上手で

たけだしんげん

六553
あった︒

ない︒

六583

たけのこ

四五日マヘ

たけのこ﹇竹子﹈︵名︶4

三278

ダシタタケノコガ︑モウコンナ
ニノビテ︑︵略﹀︒

こ・じだこ

に︑皆うちよりてえもの数へん︒た
角ーキ︾

たこ﹇凧﹈︵名︶5
たけし

田村麻呂は︵略﹀︑怒る時

たけ・し﹇猛︼︵形︶1

けがりのいさをくらべん︒

八97図團

たけがり︻茸狩︼︵名︶1

其の節別に老人向きの紺 八81

ちばしだけが短い︒

八568
九1210國團
がすり上物十反だけ御見立の上︑二

葉の散果てた冬木立に吹きす

口とも︵略﹀御送り相成度願上候︒

九702

さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも

五793圏

足︑たgつめがわれてるるとみない
物すごい︒

竹馬モ竹デコシラへ︑

タケヲサン

はたけき獣も恐れたり︒

馬場の中程から一騎後れ︑二 九633図

二人湧けの競走となった︒

騎後れ︑︵略﹀︑もはや熊吉と愛作の

九844

だけのちがひだ︒

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ

六648 熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑
アリマス︒

其の工事の総費用は︵略V︑

一里の長さだけ十重金貨を並べたる

七219囹 ︵略V︑私の豆はたべられま 十38國
せん︒まことにおはつかしい次第で

外の者は着物だけは美しか

東京市だけでも︑

つてゐました︒

ある︒

三301

たけうま﹇竹馬一︵名︶1

竹馬

る牛は数千頭にも上るといふことで

十845

一年にほふ

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

十374園

に等しといふ︒

﹁君ラバ表ダケシカ役二立

い花だけでたくさんでございます︒

す︒﹂ゑんどう﹁ あ な た は そ の お 美 し

七475園

﹁手紙は四匁までは三銭で

タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ
ル︒

七516園

すが︑四匁より少しでも重いと︑そ
の倍の六鏡だけ切手をはらなければ
なりません︒

︵略﹀︒

たけおさん︹人名︺3

たけお号わだたけお

七519圏 この手紙は四匁より重いの
に︑差出人が三山しかはっておきま

サア︑タケヲサンカラオ
トビナサイ︒

﹇492

せん︒つまり三銭だけが不足です︒

倍だけを受取人の方で携はなければ

七521園 不足の時には︑その不足の

だす

たこくじん

722

十二982図

︵略﹀︑殊に溶血人の注意

たこくじん﹇他国人﹈︵名︶1 他思人

タコノウタ

を引くものは社會の公徳及び國民の
度量なりとす︒

たこのうた︹課名︺2
二目3 十三 タコ ノウタ
ニ304 十三 タコノウタ
たし︵助動︶19 タシ たし 度シ 度

たし︻足︼号ようたし

コノ 度 ノ 合 戦 ニ ハ ︑ ︵ 略 V

余タキ・タク・タシ呼

七76冷感

﹁ 我︑
此ノゴロ小サキ堂

ト思ヘバ︑ 今一度天顔ヲヲガミテマ
ヰリタシ︒﹂

八282図園

ヲ建テタリ︒ 四方ノカベニ給ヲカキ
テタマハリタシ︒﹂

八298要石 ﹁見毫毛シ度キ斗出來タ
リ︒

﹁見セ申シ度キ維出來タ
八298國園
リ︒ 御 出 ア リ タ シ ︒ ﹂

我等一同申し合せて︑今
八702図画
日より働くことを止むぺければ︑左
︵略﹀︑此の地方には専行

夢心得られたし︒ L

九129國團

よろしかるべしと存ぜられ候間︑な
︵略﹀︑二口とも本月十五

ほ三十反御送り下 さ れ 度 ︑ ︵ 略 V ︒

九132國団

日までに御参り相成度願上候︒

の手紙をした＼めしか︑よくく御

九221圓團 如何ばかりの思にて︑此
察 し こ れ あ り 度 候 ︒﹂

肉ーウル￥

たる者の務なり︒

たしか﹇確﹈︵形状︶1

りつばな人の手紙よりも︑

たしかな保置

たしかな

何よりも︑本人の行がたしかな保謹

十379囹

たしか

得る様に︑極りよく整へ置くは主婦

なく︑暗き時にも手探にて用を足し

一定し︑︵略﹀︑急ぎの場合にも混雑

︵略V御入螢の上は︑品 十一一892図 ︵略﹀︑諸道具の置場慮を

座候間︑御安心下され度候︒
十268囲團
行方正︑職務に忠實にして︑隊中の
模範となられ度︑︵略﹀︒

︵略﹀︑私も明年は是非と

も御仲間入致し度と今より相樂しみ

十269圓国

居り候間︑︵略﹀︒

︵略﹀︑時々螢内の様子御

です︒

第十一課

たしかな保眠

たしかなほしょう︹盛名︺2
十目12

でふ
︵略V毫溝爲眞帖一部 保謹

先は近状御報知申測度か

報知下されたく願上候︒

十271國團

十601圓團
くの如くに御座候︒

十一4010圖團

郵便にて差出候閲︑御覧下され度候︒

第十一課

たしちろう号やまもとやたしちろう

︵略V︑御心安き方々御 十343

他日

田畑の作物には多少の損

害これあり候へども︑其の他にはか

九746圓圏

入螢當時は友人も少く︑

く別の異状これなく︑︵略﹀︒

生活も一攣致し候事とて︑多少不自

十598國團

由を感じ候へども︑︵略﹀︒

季節二依ツテ︑食物ノ選ビ

方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十一654

十二923﹇囚 其の上不時の出費の爲︑

たす ︽ーシ彰

多少の準備を爲し置くを必要とす︒

明後日はこ㌧を立って︑道

た・す﹇足﹈︵五︶1

号かきたす

で用をたして︑この次の水曜日まで

六406團

にはかへる︒

だ・す︻出﹈︵五︶30 ダス 出ス 出す

・うみだす・うりだす・おだしなさる

・うごきだす・うたいだす・うちだす

軍のおきてにした方ひ ︽ーサ・ーシ・tス・ーセ彰母いざりだす
て︑他日我が手に受領せば︑な・σく

だす・のりだす・はきだす・はみだす

とびだす・なきだす・なげだす・なり

す・さしだす・せいだす・つれだす・

いだす・かいだす・かけだす・こぎだ

・おだしもうしあげる・おだす・おも

いたえり養はん︒﹄

十412図圃圏

︵略V︑午後三時西方寺たじつ﹇他言︵名︶1

招待致度と翌翌間︑︵略V︒

十一623圓團
十一629國團

︵略﹀︑御光臨の榮を賜

に於て法定相彩度候間︑︵略﹀︒

十一637婬奔

はり度︑此段御案内申上候︒

︵略﹀︑農商務省の技師田

田島農學士

れあり候︒

デンデンムシムシ

二92

オハナハオキクヲザシキ

ツノ

ツノ

むきだす・もちだす・よびだす・わき

・ひきだす・ふきだす・みつけだす・

だす

虎モ猫モ︵略﹀︑シヅカニ
他獣二近ヨリ︑急二業ビツキテ之ヲ

ダセ ヤリダセ︒

一265翻
多少

多少

ダセ ヤリダセ︒

人生の長短は︵略V︑年 一266調デンデンムシムシ
たしょう﹇多少﹈︵副︶4

歯の多少を以て量るべからず︒

十一685図

たしょう﹇多少︼︵名︶1

捕フ︒

八748図

たじゅう︻他獣︼︵名︶1

他獣

島農學士の耕地整理に關する講話こ

十904國團

1

︵略V︑御灯會下され候たじまのうがくし︻田島農学士︼︹人名︺

はば︑︵略V高野義太郎宛御一報下

十一641國團
され度量︒

﹁不作の後なれば︑成る

べく経費を節約したしとの校長の意

十一凪1國囹

他事

見によりて豫算を編成したるなり︒﹂

業務に從劃する間は熱心

たじ︻他事︼︵名︶1

十一696図

に之を行ひて︑他事に心を心すべか
らず︒

だしうさしだしにん・とぎだしまきえ・
ひきだし

九723圓團 ︵略V︑家族一同無事に御たし・う﹇足得﹈︵下二︶1 足し得

723
たすく

たすう

ヘトホシテ︑オヂヤトォクワシ
ヲダシマシタ︒

ダシタタケノコガ︑モウコンナ

三278 四五日 マヘ ニ アタマヲ

父はしかたなしに又よそへほ

うこうに出しました︒

六451
大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

六775

ル︒

この長い綜を出す轟が百匹も

なければ︑︵略V絹綜は出來ない︒

七289

コトハ出島マスマイ︒

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

くろいけむりを出して走 七277ドンナガクキガアツテモ︑手

ニ ノビテ︑ ︵略﹀︒

三598
つていくきせんもあります︒

し︑四方の山を見おろして︑

四136間あたまを雲の上に出
︵略﹀︑ふじは日本一の山︒
て︑からだを包む︒

ナヘヲウエテヰル女ハ︑

ーケ・ーケヨ︾号あいたすく

助く 輔ク 輔く 肉ーク・ークル・

たす・︿﹇助︼︵下二︶9 タスク 助ク

タスキヲカケテ︑︵略﹀︒

マルイカサヲカブツテ︑アカイ

三333

アラビヤ人はこ﹂に始めて たすき︻裸﹈︵名︶一 タスキ

︵略﹀︑又汁氣ノナイモノノ

馬に全速力を出させて︑雲を霞と逃

十一485
げのびた︒

十﹁666

次ニハ汁物ヲ出シ︑アマイ物ノ後ニ
ハ塩カライ物ヲ配合スル類デアル︒

京城地方の婦人がたまく

着けたり︒父は直ちに勢れ果てたる

十703図 ︵略﹀︑辛くして難破船に漕

十一m8

外出する時には︑うちかけの標なも

親に事へ︑弟を助け︑

下ヲ三分シテ其ノーヲ保タシム︒

遂二備ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天

十一鵬3國 孔明︑劉備二心へ︑︵略V︑
シヨク

家を治めん︑妹我は︒

十一606図圃

水夫を助けて︑ボートにうつす︒

のをかぶって︑目ばかり出してみる︒
︵略﹀︑此ノ脊骨ノ左右カラ

多数

肋骨ヲ出シテ︑段々二組立テテ行ク︒

ロクコツ

十ニー39

たすう︻多数一︵名︶3

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ

イ︒﹂オマツハ太イフデト細イ

四247 ︵略︶フデヲ見セテクダサ 七322 ︵略V︑口から美しい綜を出し

残念千萬ダ︒﹂

備崩ズルニ臨ミ︑後事

ヲ孔明ニユダネテ︑ ﹁我が子若シタ

︵略V︑味ハ人々ノ好ミヲ考 十一m5聖堂
ヘテ︑多轍ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

助

﹁我が子若シタスクベ

スクベクンバ︑之ヲタスケヨ︒

たすかる

孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

盆≧心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ

十一幽1図

凡そ婦人の道は夫を助け

墨シテ攣ラズ︒

景公室りて群臣に告げ

公吏・議員等︵略﹀︑如何

に其の職務に忠實なるも︑一般人民

十二廻4図

に反す︒

君を輔くるに︑我が臣の行ふ所は禮

て曰く﹁魯人は君子の道を以て其の

十二954挙挙

げしむるに在り︒

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

︵略V︑子どもはあやふい命を 十二334図
たすかりました︒

信玄はそのすきにあやふい命
愛作さんのりっぱな心がけ
將軍の愛情と勇氣によつ
一同に鰍喜の聲をあげた︑︵略﹀︒

て︑軍中の花が助かったので︑全軍

十一5810

で︑熊吉の命が助かりました︒

それは氏子の五箇村から子供 九871囹

をたすかった︒

六577

クンバ︑之ヲタスケヨ︒

一定の季節に最も貧寒の 十一鵬6図囹

たすか・る﹇助︼︵五︶4

る地鼠の一種なり︒

移住を見るは︵略Vレミングと構す

十二686國

バナケレバナラヌ︒

十一652

証徴ノ部下ヲ死ナセタ上︑

るが外へ出ると︑すぐにかわいて綜

︵略﹀︑今日このお金を出し

爾の金を出して︑︵略V︒

七428囹

今では切手をはって出しさ

ましたのでございます︒﹂

七537園

八901囹

になるのである︒

そのくだから出すねばったし

フデヲ出シテ︑﹁コノ太イノ
ガ三拝ンデ︑細イノハ三セン
七325

五リンデス︒﹂

イ紙ヲ三ツ出シテ︑﹁三十セン

四262オトミハマルクキツタ白 七408 妻は立って︑鏡箱の中から十
アゲマスカラ︑コレデトツテク
ダサイ︒﹂

すがるは︵略﹀︑﹁天子様の

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

五374園

ますから︑大そう便利です︒﹂

総べて上官の命令を守つ

六242

其の後は︵略V︑下男や下女 かる 一一ッ・ーリ顛

と︑たくさんの子どもをもらって︑

九822

だ︒

て︑自分の職務に精を出すのが第一

九229囹

は早くから畑へ出して働かせ︑︵略﹀︒

八263

おほせだから︑子 を 出 す や う に ︒ ﹂

つれて來ました︒

五567 大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ
︵略﹀後ニハ石ト金ヲウチ合

出シマシタガ︑︵略﹀︒

五568

セテ出スヤウニナリマシタ︒

の騎手を一人つつ出して︑競馬をさ

六291園銅思人二使ハレテヰテモ︑
時々青イ物ヲ出シマセウ︒ソレガヤ

せて︑︵略V︒

外國の或商會で新聞紙に店員
入用の廣告を出した︒

十344

ハリサビデス︒

て︑目せん銀貨を 出 し た か ら ︑ ︵ 略 V ︒

六303 一本着せんつつのを二本買つ

ただ
たすけ

724

の之を暫くるなくんば︑自治追奪の
．圓満なる獲達は得て望むべからず︒

よしなか

タヅヌ

たつ

將義仲の前に行き︑﹁光盛︑曲者の
首取って候︒

飛ーネ︸
中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

尋ぬ

たず・ぬ︻尋扁︵下二︶7
尋ヌ

ガタナシ︒

︽ーコ蝉

中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

タヅネ來ン︒﹂ト︑タマ一人タマナ

七903図園

ク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野ノス
ガタナシ︒

ネマハル

角ーッ・ーリ

すがるは︵略V︑あちらこち

たつねまはる

たずねまわ・る﹇尋回︼︵四・五︶3タヅ

・ーレ︾

五373

らをたつねまはって︑︵略﹀︑たくさ

八86長野
裏山にきのこたつねん︒山深く行き

手かごを持ちて︑いざ︑

ク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野ノス

タヅネ來ン︒﹂ト︑タ寸一人タマナ

七904図

︵略﹀︑越王勾践︵略V︑ ぬ

たすけ﹇助﹈︵名︶2 助 援
十一1610図

苑秀といふ無二の忠臣の助を得て︑
︵略V︑勝商は︵略﹀︑走

遂 に 呉 を 滅 し て ︵ 略﹀︒

十二289図

タ

りて岡崎に到り︑家康に見えて援を
求む︒

たすけたてまつ・る︻ 助 奉 ﹈ ︵ 四 ︶ 一

した︒

んの子どもをもらって︑つれて來ま

山深く行きてたつねん︒

七912図

サレド杉野ハ見アタラズ︒

てたつねん︒

八87図圃

角ーリ︾

八543図 鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

スケ奉ル

タトヘバコ︑二漁夫アリ

﹁今一度︒﹂ト︑中佐ハ三斜ビタヅネ

其の後は︵略﹀︑自分はどう

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲

八264

マハレリ︒

名所・奮蹟ヲアマネク尋ネ

かして白塗を見つけようと︑たつね
まはりました︒

角ーネ・ーネル彰

黒き影は︵略﹀︑ひらり たず・ねる﹇尋﹈︵下一︶12 タヅネル

ンニハ︑置月ノ巡遊モ尚足ラザル感

十鵬1図

ノ農夫ヲタヅネタリトセヨ︒

九883図

角ーケ・ーケル︾

たすける

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ
テ大臣トナシ︑︵略﹀︒

助ける

たす・ける﹇助︼︵下一︶3

六514 秀吉は︵略﹀朝鮮せいばつを
な

アルベシ︒

し

はじめました︒支那からは大兵をお

十二284図

多おたずねる

たつねる

三郎ハ︵略V︑母ノソバ
へ來テ︑﹁︵略﹀︒苦シイコトバ

四676

尋ねる

とばかり身を水中に投入れたり︒縄
んで尋ねんとするに︑︵略﹀︒

の鈴はしきりに鳴る︒敵の衛兵相呼

くって︑朝鮮をた す け ま し た が ︑ も と

より強い日本兵にはかなひません︒

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

九862圏 熊吉の落馬したのにかまは

︵略﹀かもしかの一種は︑

ゴザイマセンカ︒﹂トイツテタヅ

十二684図

冬日河水蓋く氷結するに至れば︑大

勝であったのに︑人の命にはかへら
れないと︑相手を助けてやったのは

︵略﹀よしっねはけらいに

ネマス︒

よしっねはまったつねた︒

﹁こ＼からしろの方へ下りることが

五778

信長は誰かとたつねますと︑

出來るか︒﹂

六464

食ってしまふと︑頭をうこか

木下藤吉郎秀吉と答へました︒

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

七311

︵略﹀︑一豊の馬ははたして信

長の目にとまって︑﹁︵略﹀︒誰の馬

七435

︵略﹀︑若しや白毛が居はしま

か︒﹂とたつねました︒

いかと︑︵略V︑野原の方までも行つ

八228

一週間程たつねたが︑白雀は

てたつねましたが︑影も形も見えま

せん︒

見つかりませんでした︒

八265

︵略﹀︑前の友だちが來て︑﹁ど

うだ︑寝言は見つかったか︒﹂と︑

八272

或人が主人に向って︑︵略﹀︑

笑ひながらたつねました︒

どういふ御見込で︑あの青年を御用

十349

聲を限りに﹁ピエールよ︑

ひになったのかとたつねた︒

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

十﹇586

多々

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑

︵略﹀︒

︵略V︑諸種の経螢追々

たた﹇多多﹈︵副︶1

成功致候へども︑今後尚着手すべき

十一避3國團

事は多々これ有り候︒

七532園 ︵略﹀︑書物や注脚の類は三

ただ﹇徒︼︵名︶2 た〜

この時べんけいは火の明りを
りうどをつれて來た︒

たよりにたつねて行って︑一人のか

五767

した︒

なものはないか︒﹂とたつねま

むかって︑﹁︵略V︒だれか上手

四787

群をなし︑水を尋ねて低地に下り︑
︵略﹀︒

如何にも見上げたりっぱな行だ︒

十一562 ︵略﹀少年鼓手は忽ち谷底
へはき落された︒ ︵ 略 ﹀ ︒ ど う か し て

尋ね出

﹁︵略V︑義仲二歳なりし

たずねいだ・す﹇尋出一︵四︶1
す

宍ーシ単

助ける工夫はあるまいかと︑兵士等

さんとせり︒

を︑敵は畠山に命じ︑尋ね出して殺

十548國囹
たずさふ

は皆氣をもんでみる︒

余1へ顛

たずさ・う﹇携﹈︵下ご︶1

十516図 手塚︑首をたつさへて︑大 たずね・く︻尋来︼︵力変︶一 タヅネ來
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たたかい
ただ

十匁まで二鏡で︑これもた誓の手紙
︵略﹀水音はげしく相成

などよりはよほど安いのです︒
九737國團

り︑犬のなき聲もた讐ならずと思ふ

ぼ

祭の服に

古風ゆかしき我が國の
し

かんむり・烏帽子今は唯

ゑ

九5110図圃

櫻や梅ノ露呈唯一スヂノ太イ

駆りたり︒

十75

藺ハ水草ナリ︒葉ナクシテ

さく
といへども︑四國の猫車︑面桶の掠
﹁幼き身を唯一入敵國

車の如きは唯一輪なり︒

ちや

十一423図囹

︵略﹀︑功業を成し︑公盆

へやらんも心許なし︒

ハ一考ナリ︒

九7410圓團 ︵略V︑先以て不幸中の幸

と喜び居り候︒唯氣の毒なるは隣村

廣い田の面は︵略﹀︑人影の

に御座候︒

十287

見えないのみか︑かΣしの骨も残つ
はん
てるない︒唯あぜの榛の木に雀がた

を廣むるも︑將又無爲にして一生を

くさん集ってみて︑時々群になって

十同681図

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

多大

するとせざるとにあり︒

は飛立つ︒

其の後百年間の獲達は蒸

唯今

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多

十二73図我は急に其の前路をさへ

るを以て︑︵略﹀︒

氣機關の上に多大なる改良を加へた

十︻281図

ただい門多大︼︵形状︶2

︵略V︑書師それより後の
二枚には書がかず︑野里一本目書が

︵略V︑此ノ時ハナホ世人ノ 十一745図

注目スル所トナラズ︑唯一商人アリ

家五戸ありて︑買はんとする人唯一
︵略﹀巡査の一国手の合

人なるときは︑︵略﹀︒

十二606図

大の損害を受け︑︵略V︒

ただいま︻只今︼︵名︶1

十﹁927図之に反して︑同歪なる費

テ︑其ノ中ノ数種ヲ買取リタルノミ
﹁唯一人ふみ止って戦ひ
﹁思ふ標あれば︑名乗る

圖に︑通行の人は行くも止るも唯其

今道に工事中に御座候︒

たΣふ

構ふ

十一377國團 ︵略﹀︑打狗の築港も唯

余一へ︸

たた・う﹇称︼︵下二︶3

人々は唯神曲に心を奪はれ

の命に從ひて︑少しも混雑を生ずる

もしない︒

ることばもうちとけて︑我はた㌧へ

十二854

かの情深い紳士は誰であっ 十396図團昨日の敵は今日の友︑語

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

十一一8310

ことなし︒

まじ︒平首を取って︑大運の見参に

藤

我はたNへっ︑かの防備︒

︵略V︑禮儀は早く唐人

戦弓かいけい

も 稻へし其の名君子等︒

十一m9学徳

かれは稻へつ︑我が武勇︒

十397図團

つ︑かの防備︒

唯

一同は翠玉の仕業とのみ思った︒

た買

︵略﹀︑おきやうなどは何べん

補剛

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

六443

ただ﹇唯︼︵接︶4

其の家は︵略V︑床もなく︑

天井もなし︒唯かづらなどにて︑か

十815図

入れよ︒

十506図囹

．給ふは誰ぞ︒

十503図囹

ナリキ︒

きて︑東國へ出立せり︒

十436薗a凶

唯董アリ︒

十419図

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

た窟

間もなく︑隣村にて早がねを打出し
ただ

候︒

タマ

細イ脈が網ノ目ノ標ニナツテヰル︒
ヰ

唯

ただ﹇唯︼︵副︶26

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

足︑た窒つめがわれてるるとみない

五788園
だけのちがひだ︒

七773 根モ︵略V養分ヲスヒ取ルタ
メノモノデハナク︑タぜハナレナイ
ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ
ケノ用ヲナスモノデアル︒

ナク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野ノ

七904図 中佐ハ︵略V︑タ 一人クマ
スガタナシ︒

やを結びて壁に代へ︑又かやを並べ

八267 其の中に雀のことはいつかわ
すれて︑た9身代を取返す事にばか

て屋根となせり︒
すゑふさ

皆働蜂なり︒

一匹にして︑雄蜂は二三百匹︑鯨は

十一58図雌蜂は女王ともいひ︑唯

房・季房唯二人︒

ふさ

﹁我等はつねにいそがし 十888図園君の御供に仕へしは

ふち

り心がけるやうに な っ て ︑ ︵ 略 V ︒
八698﹇図園

く働けるに︑汝はただ坐して食ふの
﹁諸君は知らずや︑我は

みにて︑少しも我 等 に 報 ゆ る 所 な し ︒

八712図園

た冨坐して食ふ者にあらず︒

をしへてもおぼえません︒た球人が
いくさのはなしをすると︑耳をすま

雄蜂は唯働蜂の集め來
りたる物を食して生活するものにし

たたかい︻戦︼︵名︶3

ハ黒・白・三毛ナド様々アレド︑虎

似鯉ル所甚ダ多シ︒タぜ猫ノ毛色ニ

のたたかい・やしまのたたかい・りょ

かい・すみよしのたたかい・ほうとう

八753図︵略﹀︑ヒデノ太キマデ︑相 ざんのたたかい・かわなかじまのたた

して聞いてゐました︒
︵略﹀︒

を珍し難きを﹁車の三輪の如し︒﹂

十一252図

二物相待つに非ざれば用

て︑何等の勢働をもなさざるを以て︑

蒸氣機關は︵略V︑初の中は 十一72図

アリは︵略﹀︑話相手もな

た窟水をすひ上げる爲に用ひる位で

九309
あった︒

九4510図

く︑た9父にあはんを工みに一日々
々と旅行をつ〜け た り ︒

ただちに
たたかいたまう
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七19図囹 コノ度ノ職︑敵ハ大船イ

うようのたたかい
ニシテ︑味方ハ小高イナリ︒

八887 職ハマス︿ハゲシイ︒
大部分は我が艦隊の爲に︑或は撃沈

十二98國 此の赤日の職に︑敵艦の

角ーフ︾

戦ひ

せられ︑或は捕獲 せ ら れ て ︑ ︵ 略 V ︒

給ふ

たたかいたま・う﹇戦面一︵四︶1

闘ふ

余ーッ・ーハ・ーヒ・

タ・カフ

十503図囹 ﹁唯一入ふみ止って職ひ
給ふは誰ぞ︒

戦ふ

た た か ・ う ﹇ 戦 ﹈ ︵ 四 ・五︶10
戦フ
ーフ︒一へ︾

︑カツテヰルエモアル︒

五697 又日本ヘイガロシヤヘイトタ

たけだかつよひ

トヲ心ガクベシ︒タぜシ貯金センガ
爲二必要ナル費用マデモヲシムが如

武田勝頼大軍を率みて來

り攻むれども︑城兵善く職ひて抜く

十二269図

但シ

あり︒

軍人ノ面目ダ︒

十398國圃

一のたち正していひ出で

ぬ︑﹁此の方面の戦闘に二子を失ひ

給ひつる閣下の心如何にぞ︒﹄と︒

余ーム︾

熊王直ちに河内に行き

たたず・む﹇狩﹈︵四︶1 たΣずむ

十一431図

唯唯

唯丸

て︑赤坂城のほとりにた〜ずむ︒

ただただ﹇唯唯︼︵副︶2

成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激ノ

キ カ
十ニー11下国 ︵略﹀摩下二世モ皆既ノ

常に之を忘れず︑之を模

範として︑唯≧一の誠心を以て報國

十二m6図

極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒﹂

手段・廣告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメ
爲スベキ事ニアラズ︒

正し

壷忠の道にいそしまんとす︒

犬は耳ざとき動物にして︑

時頼が心正シク︑ツネニ節 ただちに﹇直﹈︵副︶22た貸ちに直

チニ 直ちに

一には︑軍人は禮儀を正
上元帥より下一卒に至る
正す

紫式部は︵略V︑兄の書を

ひしを︑清少納言は直ちに其の意を

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給

十177國 是白樂天の詩に︑﹁︵略﹀︒﹂

じ︑︵略﹀︒

薦むを聞きみて︑直ちに之をそらん

十158図

と子供を裏山に立退かせ︑︵略﹀︒

︵略︶︑是は大憂なりと︑直ちに老母

守る所正しければ︑心に 九742圓團 ︵略V︑川上の堤防切れ︑

ちに目をさます︒

眠れる時も人の足音を聞けば︑た9

億ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

殊に集會の時間は正しく

七619図

肉ーシ彰

ノ話ヲ聞キテ︑大イニ喜ビ︑直チニ

十322図︵略﹀︑或時制曾ヨリ此ノ芋

察し奉りしなり︒

﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ御誕生日

タンジヤウ

ダ︒此ノメデタイ日二討死スルノハ

八903

正ス

まで︑︵略﹀上下の分別最も正し︒

十二皿3図

しくすべし︒

十二㎎1図

自由なり︒

憂苦なく︑行ふ所直ければ︑身常に

十二722図

守らざるべからず︒

十一706図

モ︑︵略﹀︒

八186図

だし

脅ーシ︒ーシク・ーシケレ彫師きりつた

正シ

ントスルが如キハ︑正直ナル商人ノ

ル手段ナリ︒︵略V︒但シ不正當ナル

十二5210國

廣告ハ商業圏展ノ有力ナ

其の位置を攣じ︑其の勢力にも消長

︵略﹀を噴出す︒但し此の噴孔は時々

十二419図

こと能はず︑︵略V︒
な

キハ︑ボムベキ事ニアラズ︒
こう
内に二箇の二四ありて︑

き

昔調伊企灘は新羅と職ひ

つきのい

十二303図
て新羅の將に捕へらる︒

貞ーシ彰

たたき

十二394國囹 ﹃爾虎共に闘へば︑勢
共に生きず︒﹄といへり︒

おとす

たたきおと・す﹇叩落﹈︵五︶1

たたく

ただ・し︻正﹈︵形︶5

四643みちをとほる人は︑あし
だのはにはさまった雪をた

タタク

たきおとしながらあるいてゐま
す︒

たた・く﹇叩︼︵五︶5

ミテヰタ人ハミンナ一

たΣく ︽ーイ︾

三163

なが馬のくらをたたいてよ
海の方でもふなばたを

ろこびました︒

四832

︵略V︑大ぜいの神さまがたは

たたいて︑一どにどっとほめま
した︒

五31

愛作方の人々は愛作の肩をた

手をたたいて︑お笑ひになりました︒

九859

タ寸シ

一銭・二銭ヅツニテモ貯ヘンコ

中佐ハ︵略﹀︑形ヲ正シテ︑

ただ・す﹇正﹈︵四・五︶2

ドニテヲ善事イテホメマシタ︒
六494 後には秀吉の馬じるしを見る
四828 をかの方では︵略V︑みん
と︑敵は職はないでにげて行くやう

になりました︒

正行ハ︵略﹀︑花々シク職

ヲ 守 り テ ︑ 敵 ト 職 ヒシガ︑︵略﹀︒

七56図 楠木氏ハソノ後ツネニ皇居
七86図

其 ノ大ナルモノハ︵略V︑

ヒテ︑一族ノ人々トトモニ戦死ヲト
ゲタリ︒
十一333﹇図

時二戦艦ト合同シテ敵ノ主力ト職フ
コトアリ︒

但し

テ︑

九784図

︵略V無用ノ入費ヲハブキ

ただし﹇但︼︵副︶3

︑いて︑﹁感心だく︑えらい子だ︒
みつのり
吉野の朝の頃︑赤松光範︑ たださと号がもうたださと
せつつ

楠木正儀と撮津の住吉に職ひて︑散

くすのきまさのり

十一414図

々に撃破られたり ︒

ビ職ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒

十一鵬3図 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
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たちからおのみこと
ただつね

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

しむ︒

タ寸二

た望に

査ーフ彰

忠元あはれみて︑己が家

た窒よふ

六七十尺の大鯨も今は全く息

ただよ・う﹇漂︼︵四・五︶2

に連鋸り︑︵略﹀︒

十一438図

ようこのすけただもと

テアル︒
四197 よりともはじめ一どうの
ものが︑ただつねをほめるこゑ ただもと﹇忠元︼︹人名︺1 忠元号ひ
は︑︵略︸︒

温泉の諸種の病を治する

みならず︑一つには辺地を輔じて清

十666

は︑た球に其のふくめる鑛物の効の

十二966図其の後孟子出でて學び︑學

新なる空氣を吸ひ︑美麗なる風光に

畳

來らば躍れ︑恐れんや︒

十一237図圃浪にた零よふ氷山も︑

血に紅の波がた窟よふ︒

絶えて︑水面に横たはる︒流れ出る

を卒へずして蹄りし時︑母たまく

タタミ

ち

たち﹇立﹈弓こだち・なかだち・ゆうだ

東大寺ハ︵略V︑タ◎二大佛
ノ大キサノ驚クベキノミナラズ︑大

十969

接するが爲なるべし︒

どいつ

中殿ノ高ナ十五丈︑東西長サニ十九

四363

どもたち・ともだち・わたくしたち

たち﹇太刀一・▽おおだち・こだち

イネノワラデハ︑︵略﹀︒ たちあが・る︻立上一︵五︶2 立上ル

ニナリマセゥ︒

テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ

三344イマニアノナヘガノビたち﹇達︼号おまえたち・きみたち・こ

たたみ﹇畳一︵名︶3

丈︑眞二世界第一ノ木造建築物トス︒

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し
故に下級の者の上官の命

と思ふべく︑︵略V︒

弓にたんのしろうただつね

ノ家二六ケル鶉ノ良馬︑此ノ董ヲア
た

ねは馬からみのししのせなか

タ・ム

水兵は驚いて︑立上ってしば

イ爪デヒツカキマス︒

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

九198

がて頭を下げて︑︵略V︒

又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木たちある・︿﹇立歩︼︵五︶1 立歩く

やうやく立歩くことのでき

飛iム・ーメ・ーン彰

余ーク彰

五343

ノ葉ノ上価ネムツタヤウニシテヰル

る三つ四つの子供が︑︵略﹀︒

十一5010

手力男のみこと

手力男のみことといふ力のつ

たちからを

五36

1

たちからを

たちからおのみこと﹁手力男命﹈︹人名︺

若者かと思へば︑面にお
船渠ノ底ト周り三方ハ石デ
盛ムカ︑コンクリートデ固事ルカシ

早書ー58

びた望しきしわた〜めり︒

十522図心

ノヲ見ルト︑︵略﹀︒

Σむ畳む

たた・む︻畳﹈︵四・五︶3

ミテ造りタルモノナリ︒
た︒

︵略﹀︑ただつねはこしの

︵略﹀︑ただつねはすぐに
へとびのきました︒

そばのたふれてみた木の上

四194

六刀さしとほしました︒

刀をひきぬいて︑つづけて五刀

四188

をにぎって︑のってゐます︒

四182

ただつねはしっかりとを

へうしろむきにとびうつりまし

立上る 角ーッ︾
又タタミ ノトコニシタリ︑ヤ
四175 みのししはまっすぐにた
六646
熊が人中ムカツテ來ル時ニ
ネヲフイタリシマス︒
だっねの方へ下りて來ます︒
ヰ
四176すれちがった時に︑ただつ 十421図 藺ハ水草ナリ︒︵略V︒我等 ハ︑後足デ立上ツテ︑︵略﹀︑スルド

ただつね

を粘くるや︑直ちに陛下の命令なり

十二皿3図

込めば直ちに送り來る︒

十二姻6図

又猫逸にては圖書館の書

孟子を戒めて曰く︑︵略V︒

機上に在り︒直ちに其の機を断ち︑

き︑其の墓を拝して尊く︑︵略︶︒

聖心直ちに泉岳寺に行 十727図

ただに﹇膏︼︵副︶2

勝商事急なればとて直ち

種芋ヲ薩摩ヨリ取寄セテ︑之ヲ試植

に引返す︒

十二292図

セシニ︑︵略﹀︒

夫を助けて︑ボートにうつす︒

十703國 父は直ちに劣れ果てたる水

ルモノニテ︑一小部分ノ傷害モ直チ

十788図身禮ノ構造ハ極メテ複雑ナ 十二8710図

たる

ニ全身ノ元氣二關スルモノナレバ︑
︵略﹀︒

十脚79図 此の時弊・神山を適當な
る所に置けば︑分離したる一群は直
ちに其の中に入る ︒

十一84図 ︵略V︑他山の蜂︑我が群

熊王直ちに河内に行き

中に入り來れば︑直ちに之をさし殺
す︒

十一431図
て︑赤坂城のほとりにた﹂ずむ︒

は直ちに自分の馬にまたがって︑其

十剛481 ︵略V︑大逆の部下の二三入ただつね︻忠常﹈︹人名︺6
の跡を追っかけた ︒

︵略﹀︑又人より訪問を受

用事終れば直ちに 去 る べ く ︑ ︵ 略 V ︒

十一704図人を訪問する時は︵略﹀︑
十一705図

くる時は直ちに出でて慮接すべし︒

十一864図 工女ハ︵略﹀︑咳気ズ紐
二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲ
ツナグ︒

十二55図 東輝司令長官は直ちに全
軍に出動を命じ︑ ︵ 略 V ︒

十一一64図 敵の先頭部隊は直ちに砲
火を開始せしが︑我は之に慮ぜず︑
︵略V︒

お
十二289図 家康直ちに勝商をして織

たちよる
たちこむ
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よい神さまが︑︵略V︑すぐに大神の

九744國團

︵略﹀︑全家立退の用意致

お手をとって︑お出し申し上げまし
立退く

し居り野中︑︵略V︑水は次第に減退

禽一泊・ーキ︾

橘中佐

︿略﹀︑山のやうな雪なだれ

がなだれて來て︑むざんや︑かの勇

十︸555

ましい少年鼓手は忽ち谷底へはき落

明治三十七八年ノ戦役二︑君

された︒

八843

タ軍人ハ大ゼイアツタガ︑ソノ中デ

ノタ．メ國ノタメ︑名巻ノ戦死ヲトゲ

︿略﹀︑はげしく敵を砲撃

攣化極りない妙音は︑忽ち

駝鳥

又忽ち落葉散敷く秋のさびしさに沈

十二839 弘化極りない妙音は︑︵略﹀︑

はせ︑︵略V︒

人の心を百花満開ののどかな春によ

十二838

も戦列を離るΣものあり︒

せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く

十二66図

前二立テバ全身忽チ白シ︒

細片四方二飛散シテ︑︵略V︑機械ノ

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ

モ海軍ノ廣瀬中佐︑陸軍ノ橘中佐ノ

十一847図

ニ人ハ軍神トマデイハレタ︒

橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太

た

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デアツ

八845
タ︒

八925

忽ち

タチマチ

勇氣ニミチ翌桧入デ︑部下ヲアハレ
ム心モ深カッタ︒

忽チ

信玄はふいをうたれておどろ

ませる︒

陸上に居る鳥で︑はぎの長い

だてう
だちょう﹇駝鳥︼︵名︶3 駝鳥

だてう

爆獲ノ聲タチマチ船ゾコニ 八561

駝鳥は鳥類の中で一番大きく

のは駝鳥である︒

一獲ノ砲丸ハタチマチ中佐 八561

駝鳥ははぎも首も長くて︑く

て︑卵も子供の三一ある︒

姉のおつるは立ちよって︑

かげとて立寄れば︑尚袖ぬらす松の

十896図鼠 ︵略﹀︑いかにせん︑頼む

とばやさしくなぐさめる︒

と︑その子のかたに手をかけて︑こ

﹁なんでそんなに泣いてみる︒︵略﹀︒﹂

六605題

よりくださる

る 立寄る ︽！ッ・ーレ彰﹇▽おんたち

たちよ・る﹇立寄月︵四・五︶2 立ちよ

ちばしだけが短い︒

中佐ハマツサキニ立ツテ︑敵 八567

つか・ぬき

︵略V︑数時間の暴雨にもた
梁・棟木

一纏未だ去らざるに︑

して︑また忽ち開く︒

一

・柱何一つ取外すとも︑たちま

十147國圃囹

ちまち大水出で︑︵略﹀︒

十97図

敵ヲ斬り殺シタ︒

中ヘヲドリコンデ︑タチマチ三人ノ

八863

ノ身ヲ梯ヘリ︒

七926図

ヒ寸ク︒

七896図

を引受けた︒

いたが︑たちまち陣立をかへて︑敵

六563

ちまち

たちまち﹇忽︼︵副︶12

︵略V︑ご十八目は終日大

たちの・︿﹇立退﹈︵四︶3

た︒

立ちこむ

致し候︒

たちこ・む﹇立籠回︵下二︶1
余ーメ彰

九728國圏

雲常に立ちこめたれば︑劔の名を天

九46﹇図 かの大蛇の住みし上には叢
暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ
︵略﹀︑此の分ならば︑も

はや心配には及ぶまじと立退きたる

九734國團

く立退きたる者もこれあり︑︵略﹀︒

立去る

叢雲劔と申せり︒

角ーッ︾

たちさ・る﹇立去﹈︵五︶1

︵略V︑川上の堤防切れ︑

者も引返したる程に御座候︒
九743國團

︵略﹀︑是は大円なりと︑直ちに老母
と子供を裏山に立退かせ︑︵略V︒

立ちのぼ

昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少

角ーリ・ール︾

タマヒキ︒

十747國

噴出する時は湯氣立ちのぼ

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

六808図

る 立上ル

たちのぼ・る︻立上︼︵四︶2

九2310 水兵は頭を下げて聞いてみた
が︑︵略﹀︑にっこりと笑って立去つ
た︒

怠りて持蹄らざるものあ

たちどころに﹇立所︼︵副︶1 立ちど
ころに
十﹇72□薗凶

たち

れば︑︵略﹀︑強ひて入らんとすれば
立ちどころにさし殺す︒
たちなら・ぶ﹇立並﹈︵四・五︶4

余ービ・ーベ・ーン 彰

ならぶ 立ちならぶ 立並ブ 立並ぶ

たちばな

りて︑鳴動の音すさまじ︒

五125 まもなく町の中へはいると︑ たちばな﹇橘︼︵名︶1

︵略﹀︑梅ばち・櫻・たち
ばなや︑三がい松にさ＼の雪︑︵略V︑

七454図國

紋の数々かぎりなし︒
タチバナ

橘中佐⁝e

タチバナ

八目12 第二十四

橘中佐

橘中佐

たちばなちゅうさ﹇橘蓮田﹈︹玉名︺4

︵略V港を出て行くと︑立

雨 が は に い へ が た ちならんで︑︵略﹀︒

七819園

ちならんでみる人家も︑段々に小さ
く見える様になります︒

ふ な ば た に 立 並 べ る時︑︵略﹀︒

十一833國 鵜なはを引上げて︑鵜の

ちユ

橘中佐⁝ω

八目13 第二十五

島更に現れ︑水路きはまるが如くに

十一185︹図

十一841図 蒸氣江戸ノカ八二リテ自

八839第二十四 橘中佐 e

違え崩れん︒﹂

動スル機械ハ︑二 士 量 ト ナ ク 立 並 ビ テ

八885第二十五 橘中佐 ⇔
たちばなちゅうさ﹇橘中佐﹈︹人名︺3

タチバナ

日韓スベク︑︵略﹀ ︒

たちのき﹇立退﹈︵名︶1 立退
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たっ
たつ

下露︒

た ・ つ ﹇ 立 一 ︵ 四 ・ 五 ︶55

タツ

たつ

余ータ・ーチ・ーッ・ーツ・

きがついて見ると︑人が二三

ノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシタ︒

五96
人立って︑﹁見ごとなたきだ︒﹂とい

立つ

立ツ

つて︑ながめてゐました︒

︵略V︑大ブツサマノマヘニ立

中ヘヲドリコンデ︑タチマチ三人ノ

ふ︒

櫻木の

之をはうむりし時は︑︵略﹀︑

花をよそにて︑霧深き

十123二戸園

谷

﹁我え元 吉野の杉よ︑

ながく皇城を守護せしめたりとい

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

九642図

レモ川ノ中二立テリ︒

香取・息栖ノーノ鳥居ハ何

敵ヲ斬り殺シタ︒

急に商用が出來て︑明朝六

九181図

つ先に立って︑信玄の本陣に切りこ
私がこΣへまみつたのは︑

んで︑︵略﹀︒

六697

正行ハ︵略﹀︑ツト立チテ

この學校がたった年でございますか
ら︑︵略﹀︒

七34図

カクテハ君ノ御用二立ッ

別室二行キタリ︒

七158團

ベシトモオボエズ︒﹂

﹁︵略V︑私は足の立たない 七47図囹

りあるくものでございます︒

もので︑爾手をついて︑やっとゐざ

五246圏

マス︒

ツテヰル人ガ︑コンナニ小サク見料

五152

ーテ蝉弓うきたつ・おいたつ・おたつ
・おどりたつ・おもいたつ・おもだつ
・さきだつ・そびえたつ・たびだつ・

めだつ・もえたつ

とびたつ・ひきたつ・ひらめきたつ・

ワタクシバオ開白ナツ

テ︑ココニタツテヰマス︒

二224囹

たんぼにはいねがよくみのつ

てるます︒

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

六87

妻は立って︑鏡箱の中から十
七475園

﹁君ラバ表ダケシ重役二立

爾の金を出して︑︵略V︒

七408

ナケレバ何ノ役ニモ立チマセン︒

毛の︵略V︑長きものは羊

︵略V︑見なれない形の家が

急に暴風雨が塗ると︑山の

甲板に立ってるた船長を始

何から何まで役に立って︑不

テ立テリ︒

十一551

畝傍山・香具山・耳無山ノ

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ

中佐ハマツサキ孤立ツテ︑敵 十二310図圃

工女ハ常二其ノ前二立

國を思ふ道に二つはな

チ︑絶エズ縣二目ヲ注ギテ︑︵略﹀︒

僕は時々其の仕事場の前に立 十一863図

前二立テバ全身忽チ白シ︒

細片四方二飛散シテ︑︵略V︑機械ノ

十一847図

ながら︑かひぐしく進んで行く︒

眞先に立って︑太鼓を打ち

三山︑︵略﹀︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合ヒ

十瓢10図

用な部分といふものは一つもない︒

十849

め︑三十五人の若者は︵略V︒

十643

す
子をゆづりました︒

十355囹 談話最中一人の老人がはい
い
つて來ましたが︑すぐに立って︑椅

り︒

言は︑つと立ちてみすをまき上げた

闇ユ立ちき︒﹂
二592 スルトカゼガフイテ︑ハ 六37 ︵略V︑橋の下に立ってつりす
時の汽車で東京へ立ちます︒
る人など︑︵略﹀︒
ヒガパツトタツテ︑川ムカフノ
七285 手バカリ動カシテモ︑チエガ 十1610図 ︵略V︑御前に侍りし清少納

カレ木ノエダニカカツタカ
私をころがすのはだれ

トオモフト︑︵略 ﹀ ︒

三228

﹁︵略﹀︑ナカデ一番人ノ役

タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ

六251園

二立ツノハ︑私ドモノ仲間ノ銅デセ

にもできますが︑たたせること
や︑ ごつかさねることは︑どう

ル︒

八862

つて見てみた︒

八319

様な波が立って︑︵略V︒

七851園

ならんで立ってるます︒

七837囹

るもの︑︵略﹀︑一々数へがたし︒

七609國耳のたれたるもの︑立ちた

に達す︒

の如く︑立ちてもその毛はなほ地面

七604ロコ凶

て︑配達夫は入口に立ちたり︒

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび

ウ︒

﹁ナルホド銅ハタクサンア
﹁︵略Vモツトタクサンア

明後日はこ＼を立って︑道

急に馬に打乗って︑味方のま

七504図

してもできません︒

ウ︒

六278園

六568

にはかへる︒

で用をたして︑この次の水曜日まで

六406團

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

今デハ鐵一銭ノ仲間ニハハ

ツテ︑モツト役二立ツモノハ鐵デセ

六271囹

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︵略﹀︒

六267圏

モノハアリマスマイ︒﹂

三252どちらもたいそうやくに 六265圏 シテ見レバ銅ホド役二立ツ
たつどうぶつでございます︒

三294竹ハイロイロナヤクニ
タチマス︒

三328 子ドモガニ三人アゼニ
タツテ︑ナヘヲ田ノ申ヘナゲ
入レテヰマス︒

四567 白ウサギハ︵略V︑ハマベ
ニタツテ︑ナイテヰマシタ︒

四771 一人のくわんちよがその
下に立って︑さしまねいてゐま
す︒

出テ來テ︑オサキ棚立ツテ︑ヨイミチ

五64 ソノ時ヤタガラストイフ鳥ガ

たっ
たつ

730

富士山の古歌には煙の立

︵略﹀︑軍のにはに立つ

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ
も︒

十二310図翻
も立たぬも︒

十二3910︹図
つ こ と を 歌 へ る も の多く︑︵略﹀︒

断つ

敵を包志せり︒

立

コレカラニ三日タッタラ︑

スミマシタ︒

三283

マダズツトタカクナリマセゥ︒

て︑そのあたりを見まはすと︑︵略﹀︒

イツマデタツテモ勝負ガツカ

鳥ノ方ニツキマシタ︒

ハ︵略﹀︑鳥ノ仲間ダ︒﹂トイツテ︑

五546

鷲が繭を作ってから二十日あ

ナイカラ︑雨方が仲ナホリヲシマシ
タ︒

七328

まりたつと︑︵略﹀︑繭を破って出て
來る︒

二三ケ月立ってから︑前の友
だちが來て︑︵略﹀︑笑ひながらたつ

八269

ねました︒

さっきからもう二時間もたつ
然るに未だ一月もた︑ざ

から︑四五十戸も焼けただらう︒

八431

建ツ

建つ

立ツ

立
飛ーツ・ーツル・ーテ︾

タツ

る内︑又再び引返して一心寺に量れ

十一747□自凶

り︒

つ

た・つ﹇立﹈︵下二︶2一

三491︵略V︑下へもぐって︑しば
らくたつと︑︵略﹀︑水の上へ
出てきます︒

︵略﹀ムラサキ色ノハォリ

う・せきたつ・つみたつ

﹇▽くみたつ・さしたつ・さしたてたま

ソレカラニ三日タツテ︑

八281里謡

﹁我︑此ノゴロ小サキ堂

工驚キ︑アツト聲立テテニ

ヲ建テタリ︒

八304図

虎モ猫モ︵略﹀︑歩ム時音

ゲ出セバ︑︵略V︒

八748図

ヲ立テズシテ︑シヅカニ他説二心ヨ

草薙劔は︵略﹀︑宮を建てて

リ︑︵略V︒

そこにまつれり︒

九67図

八幡様に日参いたし候

も︑そなたがあっばれなるてがらを

九218圓團

五月五日二軍人形ヲカザ

立て候標との心願に候︒

九276口口凶

リ︑ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲ

此ノ神社ノ建テラレタルハ

イノルコト︑︵略﹀︒

九283図

家を建つるには日あたりよ

明治二年ニシテ︑︵略V︒

九613図

き所をえらび︑︵略V︒

を平定して︑大なる売玉を立てたり︒

九629図 ︵略﹀︑挙銭坂上田村麻呂之

﹁︵略﹀︑敵は畠山に命

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

十262図 ︵略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

以ナリ︒

材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

家々に日の丸の旗を立てた

十一679図

講ぜり︒

身を立て︑父母をあらは

學校を建つる等︑厚く保護の方法を

十832図 ︵略﹀︑又政府の費用を以て

ん︒﹄とて︑︵略﹀︒

は﹃いかでか﹂る幼き者に刀を立て

じ︑尋ね出して殺さんとせり︒畠山

六677図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

丁合︵略V︑家ヲタツル材

船ヲ作ルニ用フ︒

十549図圏

ハ︑ノーツマデタツテモ︑色ガカ
三664

︵略V︒

り︒

八43図

ノハダイクニシテ︑︵略V︒

六692図

木トシテハ用ヒラレザレドモ︑︵略V︒

スコシタツテカラ︑ソツト 六684図

ト︑

ウラシマガウミベデツリヲシ
テヰ・ル

四407

ソレカラ十四五日タツテツム

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑
︵略﹀︒

五332

しばらくたって︑顔を上げ

ノヲニ番茶トイヒマス︒

五484

板目ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

ハリマセン︒

三577

ケサウニナツタノデ︑コンドハ﹁私

直ちに其の機を闘ち︑孟 五54一 シバラクタツト︑ケモノが負

子を戒めて曰く︑︵略﹀︒

十二966図

たつ

﹁汝の今田を慶するは

我が此の機を断つが如し︒﹂

十二967図圏
た・つ﹇経﹈︵四・五︶16タツ

下ヘトビオリマス︒
モタタナイゥ

ガ︑モウスコシタツト︑︵略V︑

二206イマハ木ノ上ニヰマス

十二537図 商人ハ軍人ノ戦場二立ツ つ 余ータ・ーツ・ーツ彰
テ︑平和ノ戦孚二從事スベシ︒

ト同ジク︑常二豊 艶 煮 皿 忠 ノ 精 神 ヲ 以

十二605図 されど十字街頭に立てる
︵略﹀︑一月

チニ︑︵略﹀︑大キナ太イ木叩

二554
ナリマシタ︒

巡査の一野手の合圖に︑通行の人は
行くも止るも唯其の命に從ひて︑少

絶つ

三58スコシタツテオサラヒガ

しも混雑を生ずることなし︒
新來の客を眺めて立てり︒

十二796図 ︵略V︑土人は驚きて此の
こかげ

＋二闇木蔭に立ってつくぐと此
の様子を見てみた一人の紳士があっ
た︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十二価2図 心誠ならざれば︑如何な

禮儀も︵略V︑此の心得

何の用にか立たん ︒

十二獅10図

たつ

なくして如何でか日常の社財に立た
んや︒

た・つ﹇断﹈︵四︶5

九817図圃 秋思の詩篇ひとりはらわ

︽ータ・ーチ・ーツ︾

たをたつ︒

九966國 されば一年中遊覧者跡を絶
たず︑︵略﹀︒

の諸隊は其の退路を絶ち︑︵略V全く

十二85國 ︵略﹀︑片岡・瓜生・東郷

731
たて

たっしう

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ
孔明︑︵略﹀︑二二備ヲタ

るも︑︵略V︒

ショク

十一鵬4國

スケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天下ヲ三分前
テ其ノーヲ保タシ ム ︒

孝経に曰く︑﹁身を立て︑

十一m8図 全村農業を以て生計を立
つ︒

十二971図

一時間バカリニシテ三輪町

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

千萬圓ノ金高令達シ︑︵略V︒

十988図
進メバ︑
二達ス︒

︵略V︑坂路ヲ上ルコト一里
タフノミネ

高徳せめても此の所存を

鯨ニシテ︑多武峯ナル豊山神社二日

十㎜6図

ス︒

十﹁157図

子より分れて︑︵略V旅野口に達す︒

十二581図安寝線は奉天より︵略︶
安東縣に達して︑韓藍の縦貫鐵道に

ウヂ

り

か

イツクシマ

タツタ

タツタ

スキヲネラツテ︑タツタ

一ケリデ︑ケハヤヲケタフシマ

シタ︒

龍田

紅葉二名高キ龍田川モ程遠

たったがわ﹇竜田川︼︹地名︺1

川

カラズ︒

十985図

連結す︒

接績都會を合すれば七百三十萬の多

タツタ

︵略V︑若し欧羅巴より西 龍田神社

タツタ

十984図

・龍田神社アリ︒

して︑︵略﹀︒

そんなところでさをを

たつまき

是に於て齊侯魯より奪略

直線を︵略V︑或は縦に︑或

第一圖は縦の線のみを用

三韓は斜の線のみを用ひたるものに

ひ︑第二圖は横の線のみを用ひ︑第

十451図

美しき模様を生ず︒

は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

十449m囚

縦

たて・こんだて・じんだて・でたて・

たて︻立︼号かえりたて・きだて・くみ

せる地数箇塵を返せり︒

十二957國

す 穴ーセ︾

だつりゃく・す﹃奪略﹈︵サ変︶1 奪略

も︑起らば起れ︑驚かじ︒

十一239図團海まき上ぐるたつまき

たつまき﹇竜巻︼︵名︶1

くものか︒

ふりまはしたって︑どうしてとど

三467囹

たって

法隆寺ノ附近ニハ廣瀬神社

たったじんじゃ︻竜田神社一︵名︶一

十二598國倫敦は入口四百八十萬︑
きに達す︒

十二758図

へ向って進まば︑印度に達する前︑

め

達スル 達
さて幾度も幾度も造り直し

角ースル・ーセ︾

來た︒

アカシ

ルナルベシ︒︵略V︒又製菓・橋立・
スマ

通報艦ハ︵略﹀︒最上・

地ヲ以テ名ヅケタルモノニシテ︑

須磨・明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ

︵略﹀︒

三157

たった︵副︶一

たて﹇縦︼︵名︶3

十一303図︵略V我が軍艦ノ名ヲ知レ ほったてこや

分業ノ目的ハ達セラレナイ︒
タツタ
たった︻竜田一︵名︶2 龍田 龍田

ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑

十﹇123

︵略﹀︑ソレみ＼ノ仕事ヲス

て︑終に其の目的を達することが出

九338

する

熱き地方の白蟻は周園十 た？する︻達︼︵ナ変︶2

するに至れり︒

に達し︑始めて亜米利加大陸に上陸

あ

第三回の航海に於て︑オリノコ河口

十二808図其の後コロンブスは︵略﹀ たって︵接助︶1

な

上聞に達せばやとて︑行在所の御庭

翌朝警固の武士ども之を

し

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

日本又は支那に到着するならんと︒

十一896図

達したり︒

見つけて︑︵略﹀︑讃みかねて上聞に

十一163図

句を書きつけたり︒

にしのび入り︑︵略﹀︑大文字に詩の

︵略﹀︑小さき信義を立て

父母をあらはすは 孝 の 終 な り ︒ ﹂ と ︒

十二鵬9國
ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

達し得

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る
べからずと諭し給 ふ ︒

間︑高さ三間にも達する小山の如き

たっし・う︻達得一︵下二︶1
肉一工顛

をつと
︵略﹀こΣに集る脛胸

集を造り︑︵略﹀︒

候︒

獣は数千頭にも達することこれあり

せい

十﹇997國團

十二45図 學問を静むるにも︑事業
に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
の目的は達し得らるべき︒

たっしゃ︻達者﹈︵形状︶1 達者

火山全艘の工むる面積は

茶も喜喜に栽培せられ︑

旅順線は大連の次騨臭水

淀・千早・龍田等ハ之二属ス︒

米國商人ガ︵略﹀廣告二 十一343図

十二566ロロ凶

多キニ達ストイフ︒

費ス金額ハ︑一箇年實二十二億圓ノ

十二529図

輸出慣額年々一千萬圓に達す︒

十二452図

半に達せり︒

︵略﹀︑東西十二里九町︑南北十一里

十二425図

仰せられたり︒

下し給へる勅語の中に︑﹁︵略﹀︒﹂と

十一471 こΣにアラビヤ馬の達者な 十ニー13國 勝報上聞に達し︑陛下の
達す

ことを詮明する面白い話がある︒
達ス

角ーシ・ース・ースル・ーセ︾うあいたっ

たっ・す︻達﹈︵サ変 ︶ 1 8

す

毛の︵略︶︑長きものは羊

の如く︑立ちてもその毛はなほ地面

七605図

に達す︒

八79國 今日のこの日に年來ののぞ
みを達したるは何等の幸そや︒
今日ニチハ︵略﹀︑外記へ
輸出スルモノノミニテモ︑一年間一

八409図

たてる

たていし

732

十一967國團 南北に細長き島を山脈
縦に走り候へば︑ 平 野 少 く 候 へ ど も ︑
︵略﹀︒

二番太鼓の﹁並べ︒﹂のあひつ

九43図

尊﹁こは神出なり︑私すべ
がいせん

十二646図

巴里にもルーブル博物館

然れども地下には各種の

縦横

・凱旋門を始め︑世に聞えたる建物

1

縦横斜三様
︵略﹀︑第七圖は縦・横・斜

︵略﹀︑第四圖は縦・横雨檬

縦横事様

たてよこりようよう︻縦横両様﹈︵名︶

三檬の線を併せ用ひたるものなり︒

十456図

︵名︶1

たてよこななめさんよう﹇縦横斜三様﹈

下をも往來せり︒

華道縦横に貫通し︑テームス河床の

十二6210図

たてよこ﹇縦横︼︵名︶1

きにあらず︒﹂とて︑之を天照大神
奉ル

少からず︒

上ル

に奉り給ふ︒

︽ール・ーレ彰母あおぎたてまつる・い

たてまつ・る︻奉︼︵四︶3

ただきたてまつる・うかがいたてまつ

九839

たていし︻立石﹈︵名︶1 立石
に︑五人の騎手は打連れて︑拝殿の
る・うつしたてまつる・うばいたてま

うまにはたてがみがある まつる・さっしたてまつる・したいた

つる・うやまいたてまつる・がしたて

後 の 大 き な 立 石 の 前に並んで︑︵略﹀︒

三237

たてがみ﹇鑑︼︵名︶1 たてがみ

けれども︑牛にはありません︒
かづきたてまつる・ながしたてまつる

てまつる・したしみたてまつる・ぞん

・なしたてまつる・はいしたてまつる

十453図

の線を用ひ︑︵略﹀︒

アリ︒

奉ルニヨリテ︑入鹿ノ参内スルコト

号おしたてる・きりたてる・くみたて

八517図

すんじたてまつる・わすれたてまつる
た・てる﹇立︼︵下一︶19 タテル たて
カン
サル程二三韓ノ使ミツギヲ る立テル立てる穴ーテ・ーテル︾

うしたてまつる・やきたてまつる・や

じたてまつる・たすけたてまつる・ち

アリ︒︵略﹀︑又 上 下 二 通 ズ ル 大 ナ ル

たてこう﹃縦坑︼︵名︶1 竪坑
カウ
十621図 此ノ銅山ニハ数箇ノ大坑道
・まちたてまつる・みたてまつる・も

タテカウ

竪坑アリ︒

タテカウ

たてつぼ﹇建坪﹈︵名︶1 建坪

立直す

十二349 敷地絡坪数何千坪︑建坪何
百何十坪︑︵略﹀︒

︽ーシ曽

たてなお・す﹇立直︼︵四︶2

孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

ヲタテ

ワタクシヲヒノナカヘ

ドコノイヘ

テ︑トビダシマス︒

二277

オヂイサンハタイヘンニ

ガタテテアリマス︒

四166

︵略﹀︑古イカサト古イモ

︵略﹀大きなみのししで︑

チアリマス︒

モヒキヲキ煮凝カカシガタテ

四112

シテシマヒマシタ︒

ハラヲタテテ︑ソノ犬ヲコロ

二54一

ニモカドマツ

イレルト︑大キナコエ

二215

︵略V其ノ作方︑貯藏ノ方 てる・はやしたてる・ひきたてる

る・せめたてる・そばだてる・とりた

ル︒

社殿ノカ真日ラナル西洋風
日本一の古き建物の今にの
ほふりゆう

我が國の建物はおほむね木
今にのこれるは甚だ少し︒

造なれば︑古社寺等も昔のま﹂にて

十41図

これるは︑大和の法隆寺なり︒

やまと

十310図

イウシウ
ノ建物ヲ遊就館トイヒ︑︵略﹀︒

九293國

建物

︵略V︒︵略︶︒畿スル八双ミ︑表ヲ上

十一醜6﹇図

法等ヲ記シテ幕府二奉レリ︒

十6910図 やがて二人は荒波に打返さ 十338図

る＼船の頭を立直しく︑死力を謹
して漕進む︒

︵略V︒

縦斜爾様

たてもの﹇建物﹈︵名︶4

十6910図 ︵略﹀船の頭を立直しく︑

1

たてななめりょうよう﹇縦斜両様﹈︵名︶

の線を用ひ︑︵略﹀︒

奉

十455図 ︵略V︑第六圖は縦・零雨檬
たての﹇立野日︹地名︺1 立野

十二41図立野
肉ーフ︾

たてまつりたま・う︻奉給一︵四︶1
り給ふ

︿略﹀︑土けむりをたてて︑とんで

︵略﹀︑ソバ ニ 一セン五リン

來ます︒

ソノ左ト右脳ウツクシ

トカイタフダガタテテアリマ

四415

シタ︒

四74一

見ればへさきに長いさを

イシヨクダイヲ立テマシタ︒

四767

大神はおどろいて︑あまの岩

を立てて︑︵略﹀︒

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五17

男ノ子ノアルウチデハ︑五月

になりました︒

五178

大キナ字ヲ書イタ大キナノボ

ノセツクニ鯉ノフキナガシヲ立テマ

ス︒

五673

むねの上には紙のぬさを立て

リガ立テテアル︒

六742

大工が家ヲタテルノモ︑左官

て︑︵略﹀︒

︵略V︑トウ︿山上ノ敵ヲ追

ガカベヲヌルノモ︑︵略﹀︑皆手デス

七259

ルノデス︒

八868

併し今の戦争は昔とちがつ

梯ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

て︑一人で進んで功名を立てる様な

九227園

いてふ

ことは出惜ない︒

︵略V︒はうきを立てた檬に高く雲を

十283 ︵略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

︵略﹀︑そよくと吹く風に︑

はらはうとしてみる︒

十639

海面はさ〜波を立ててみる︒

733
たとえば
だでんす

十855 ︵略V︑將卒と共に戦場をかけ
めぐって︑勇士に軍功を立てさせる
ものは馬である︒

打電す

十一鵬10 貴人の墓には内地の標に石
をたてるけれども ︑ ︵ 略 V ︒

東鰯司令長官此の戦況

だでん・す︻打電︼︵サ変︶1
︽ーシ蝉

十ニー04□蔚凶

を打電し︑其の後に附加して日く︑
︵略﹀︒

たとい﹇仮令︼︵副︶3 たとひ

ば十五銭で費ってよいものを二十銭

アル揚羽ノ蝶ノ羽ニハ美シキ色ドリ

アゲハ

といふやうなものです︒

時間となるべし︒

故に随意に得られざるも

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

随意に得らる︑ものは亦便あること

ことなく︑効用あるものなりとも︑

のなりとも︑効用なきものは贋ある

十︻909図

ナラン︒タトヘバコ・二漁夫アリテ︑

若シ今ノ世塵モナホカ・ル

アルガ如シ︒

のまれて︑品物を費つたり買ったり

問屋といふのは他人からた 九882図

して︑口銭を取る店のことです︒た

七148園

とへばごふく問屋といふのは︑織物

︵略﹀随意に得られざるものなりと

なし︒例へばこΣに一種の石あり︑

も︑飾にも實用にもならざるものな

魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農

らば︑之を買ふものなく︑随って便

夫ヲタヅネタリトセヨ︒

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十484図色の原色は赤・青・黄にし

を賓りたいといふ人にたのまれて︑
それをほかへ費渡してやり︑又︵略V︑

しかして供給の需要より

︵略V︑重て亦便あることなし︒

時計ヲ造ルノニ︑其ノ各部分ヲ造ル

分業ノ目的ハ達士ラレナイ︒例ヘバ

︵略﹀︑孚・ひて高き債をつくべし︒

する人五人あるときは︑其の五人は

に一戸の画家ありて︑之を買はんと

きときは安くなるなり︒例へばこΣ

も少きときは物の便は高くなり︑多

十一9110図

人々ガメイ︿勝手ナ形ヲ造ツタナ

ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑

＋琵3︵略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス

なるが如し︒

︵略﹀随意に得らる﹂ものなれば︑

色を生ず︒例へば赤に青を加ふれば︑

す︒︵略V︒たとへば自分のうちを恐

紫となり︑青に黄を加ふれば︑緑と

それをほかから買取ってやる店のこ
とです︒

宮本は海國でありながら︑

あることなし︒日光・空氣の如きは︑

七882園

ろしがる様なもので︑︵略﹀︒

海を恐れる人の多いのは残念な事で

もて︑たとひ身分はひく﹂とも︑輕

六856図圏 ︵略V︑心はかならず高く
くとも︒

タトヘバボタンノ様一ニリン咲ノモ

ラ︑ソレヲ完全ナ時計二組立テルコ

十一146図園 いでや臨幸の路次に参 九96花ノ附記モ亦ソレぐチガフ．
り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

アリ︑ニンジンノ様ニカラカサヲヒ

トハ出馬ナイ︒

し︑たとひかばねを戦場にさらすと

動物ノ中品ハ其ノ田園ノ物

ロゲタ形二集ツテ咲クノモアル︒

物を製造する費用と相當の利運とを

十一935事物の便は︵略﹀常に其の

も︑名を子孫に傳 ふ べ し ︒ ﹂

十一4110図無 いまだ幼ければ︑敵も 九548図

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

併せたる金額に等しからんとする傾

心をゆるすべく︑たとひ用心きびし

ベク適當二攣化サセテ︑毎日同ジ献

用ふること流行して︑買手にはかに

きあるものなり︒︵略V︒例へば靴を

ソレ故材料モ料理法モ成ル
ノ攣ズルモノアリ︒タトヘバ北國ニ

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ

十一664

くとも︑長き間には必ず討取るべき

イ︒例ヘバ動物質ノ滋養品ニハ植物

増すときは︑靴の便はにはかに高く

スム野ウサギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色
肉一

なりて︑靴屋の利酒非常に多かるべ

ト同ジケレドモ︑雪ノ降ル頃トナレ

たとふ

バ︑全ク白色二憂ジ︑︵略﹀︒

質ノ食物ヲ添へ︑︷略﹀︑アマイ物ノ

し︒

折に出會ふべし︒﹂

たと・う︻讐﹈︵下二︶1
へ︾

後心骨塩カライ物ヲ配合スル類デア
ヨリテ︑形サへ其ノ周園ノ物二似ル

例へば名高き古人の書垂・古器物な

九458図

ル︒

モノノアルコトナリ︒タトヘバ桑ノ

守らざるべからず︒一人の還る﹂爲

どの如きは︑需要増すに随ひて︑其

︵略V︑其ノ動物ノ身ブリニ

が︑木のかげ一つもなき砂原つ望き

に多人数をして貴重の時間を空費せ

の償猛λ高くなり︑︵略﹀︒

さていよく沙漠に入りし 九555図

なれば︑其の苦しさたとへんに物な

木二居ルエダシヤクトリハ︑︵略﹀︑

しむればなり︒例へば六十人の集會

故に人々常に自治制の本

旨を膣し︑協同一致して團禮の福利

十二幽7図

十一708図殊に尊上の時間は正しく 十一949図 ︵略﹀︑供給に限りある物︑

し︒

其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒

に其の中の一人若し十分を後るとせ

七133園 ねぎられたら引く積りで︑

とへば例ヘバ 例へば

たとえば︻例﹈︵副︶17 タトヘバ た

此ノ種ノ七色ヲ警戒色ト名
ハチ
ヅク︒タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ艦

ば︑六十人の時間の損失は合して十

九576図

色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑悪味

高くいふ直段がかけねです︒たとへ

たにん
たどつ

734

を増進せんことを心掛くべし︒例へ
遠く近く黒燗の青空にたなびくを見

等の港多く︑汽船絶えず通航して︑

に一といふ文字をだに知らぬ顔に過

式部は少しも高ぶりたる風なく︑常

うじな

て︑せまい谷へ下りました︒

谷川母ほそ
鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

一そう山

所々に白いぬのをさらしたや

コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂

は︑もう太鼓の音は聞えぬ︒

谷間

﹁乞え元 吉野の杉よ︑

たにま︻谷聞﹈︵名︶1

組木の花をよそにて︑霧深き谷

十123図團囹

間ユ立ちき︒﹂

他人

問屋といふのは他人からた

又病墨壷ノ他ノ場合ニモ︑

ヤシムベシ︒

己ヒトリ樂シトテ︑他人

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

十一5310図他人ノ歓心ヲ買ハントシ

リ︒

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十一538図他人ノ悪事・短所ヲアザ

人ナリ︒

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

十一534図

ベシ︒

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル

九764図

して︑口銭を取る店のことです︒

のまれて︑品物を責つたり買ったり

七146園

たにん﹇他人﹈︵名︶9

十一7610國瀧の後より山路を上るこ

路ヲ上ルコト一里鯨ニシテ︑︿略V︒

十m5図

の景色を引立てる︒

うなたきや谷川があって︑

六32

川ノ中ヘハイリマシタ︒

五708

たにがわ

たにがわ﹁谷川一︵名︶4

陸地の片影だにみとめ難く︑︵略V︒

かくて日敷は重れども︑

ば教育・衛生等自治團鴫の事業は︑

をのみち

山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

カ・リテ心心キトナリ︑ヨドミテハ

九426図
フチトナリ︑又切レテハ急流トナリ︑
︵略﹀︒

旅館は山により︑谷に臨み

て︑山水のながめをほしいま﹂にす

十7410図

と四町蝕︑一條の谷川あり︑︵略V︒

﹁我聞ク︑シ・笠子ヲ生

︵略V︑山のやうな雪なだれ

しむるは其の罪金銭を損失せしむる

十一712図他人をして時間を損失せ

十一555

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七17図囹

吉水神社を出つれば︑谷 たにそこ﹇谷底﹈︵名︶6 谷ソコ 谷底

るを得べし︒

十二7710図

したりといふ︒

谷母あそだに．い

やこそ︑我・づふつかしき住家ふれ︒

︵略﹀︑煙さなびくとま

る︒

つ

十一214図團

地方人民の一般に之を尊重し︑之に

ど

協力するによりて︑始めて其の効果
た

を全うすることを得べきなり︒

たに﹇谷︼︵名︶8

五88

ちのたに・なんこうだに・ゆのたに

たどつ﹇多度津︼︹地名︺2 多度津
多度津

たかはま

そこで大ぜいと旧しよになつ

十一18図多度津
た ど つ

十﹇202図 瀬戸内海の沿岸には高松

たどり行

・多度津・高濱・尾道・宇品等の港

多く︑︵略﹀︒

︽ーク︾

たどりゆ・︿﹇辿行﹈︵四︶1
く

タドン

はや︑かうばしくきのこにほへり︒

八88図圃 たどり行く細径つたひ︑
たどん﹇炭団︼︵名︶一

十一33図

にょいりん
をへだてて向ふの山腹に如意輪寺あ

ニ432囹 ﹁チヨツトオマチナサイ︑

ボクガウチカラタドンヲモラ
り︒

ナポレオンがアルプ山を越

がなだれて曾て︑むざんや︑かの勇

十一559

衆人群集の場虞にて他人

民の爲すべきことにあらず︒

をおしのけ︑︵略Vが如きは︑文明國

十二991図

に渡らんことを恐れて︑︵略﹀︒

は︑其の五人は各其の家の他人の手

之を買はんとする人五人あるとき

しばらくすると︑谷底の方 十一922□D凶 ︵略V一戸の費家ありて︑
深さは幾百丈とも知れない

に太鼓の音がかすかに聞える︒

十一564

谷底︑谷へ下りる細道も雪や氷にと
︵略V︑兵士は止むを得ず將

ざされて︑どこか全く知れない︒

十一583

將軍が谷底へ下りた時に 十二993図 ︵略﹀︑旅館にて夜旧く高

軍を谷底へ下した︒

十一584

よりも重し︒

半で︑山も谷も雪にうづめられて︑

大砲のつなをく＼りつけ

された︒

ましい少年鼓手は忽ち谷底へはき落

深さは幾百丈とも知れない

將軍は上衣をぬぎすてて︑

十一581圏

はや谷へ下りようとする︒

十﹁572

ざされて︑どこか全く知れない︒

谷底︑谷へ下りる細道も雪や氷にと

十一564

︵略V︒

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十一548

ツテキマスカラ︒﹂
たな﹇棚﹈︵名︶1 たな号かみだな・
とだな

七122團 たなのもちひくねずみの音
タナゴコロ

も︑ふけてのきばに雪降積る︒
たなごころ﹇掌﹈︵名︶一

十784図 ︵略V︑大工・カヂや等ノタ

余ーキ・ーク単

タナビク

ナゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用ス
ルヲ以テナリ︒
さなびく

たなび・︿︻棚引﹈︵四︶3
たなびく

だに

て︑早く自分を谷へ下せ︒

だに︵副助︶2

九289図 境内門扉櫻最モ多ク︑春ノ
盛りニハ花ノ聖主ナビキテ︑︵略V︒

十一203図 瀬戸内海の沿岸には︵略﹀ 十165﹇図 是程の才學をもちながら︑

735
たのしむ
たにんずう

聲を襲して︑他人の安眠をさまたぐ
るが如きは︑文明國民の嚇すべきこ
とにあらず︒

たにんずう﹇多人数︼︵名︶3 多人数
十571圓団 多人籔の共同生活に候へ
ば︑是はもとより當然の事に候︒

十一689図
樂し

禽ーシ・ーシカラ・ーシキ・ーシク

路傍の一草・一木も學問 たの・し﹇楽﹈︵形︶8 たのし 樂シ

の種ならぬはなく︑︵略﹀︒

守らざるべからず︒一人の後る︑爲
種芋ヲ薩摩ヨリ取寄セテ︑之ヲ試植

ノ話ヲ聞キテ︑大イニ喜ビ︑直チニ

のしき庭ぞ︒

き庭ぞ︒

九119図圃

コノゴロバクリノオチル

のしみ 認み

ジブンデ︑毎アサ早クオキテ︑

四126

おみやげもおみやげ話も様

行ツテ見ルノガタノシミデス︒

々あるから︑たのしみにして待って

六412團

おいで︒

アリは︵略V︑た雲父にあ

はんを樂みに一目只々と旅行をつ貸

銀行貯金ニチモ︑郵便貯金 九461図
ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

けたり︒

︵略﹀︑見童は︵略﹀︑學

行クハ樂シキモノナリ︒

九782図

緑色そふ林は 汝が樂し

たねあぶら﹇種油﹈︵名︶1 種油
・ーシケレ層母こころたのし
な
アンドンニトボスノハ大テイ 九1010図圖 春風渡る廣野は 汝がた

五594

種芋

ナタネカラトツタ種油デス︒

たねいも﹇種芋︼︵名︶2

に多人敷をして貴重の時間を空費せ
セシニ︑︵略﹀︒

十一707図 殊に集會の時間は正しく 十322図 ︵略V︑或時旅信ヨリ此ノ芋

しむればなり︒

校を思ふ心厚く︑卒業後も尚學校の

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添 十5910圓団 ︵略﹀︑昨今は友入も出來︑ 十一畑4図
三内の生活にもなれ︑目々樂しく暮

十338図

ヘテ︑︵略﹀配布セシカバ︑間モナク

十ニー21 其ノ圖ハ︵略﹀︑多野薮ノ
技師や技手が永クカ・ツテ製圖スル

そ し

門に出入するを樂みとせり︒

まくら

﹁疏食をくらひ︑水を

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

ひぢ

十二726図園

由み亦其の中に在り︒

十一518m囚

のしみおり

親子・夫婦・兄弟・姉妹

禽ーマ・ーミ・ーム・ーメ︸n▽あいた

己ヒトリ樂シトテ︑他人

心樂シケレバ自ラ笑フ︒ たのし・む﹇楽︼︵四︶5 樂シム 樂し
ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開

富貴は人の共に欲する

されば全村頗るゆたかに

所︑貧賎は人の共にいとふ所なりと

むべし︒

先づ苦しみて然る後に樂

中心となりて︑家内一同を秘しまし

十二916︹図 主婦は又常に家庭和樂の

後に苦しむを愚人とす︒

十二706図 ︵略﹀︑先づ心しみて然る

しむを賢者とし︑︵略V︒

十二706図

して︑皆其の家業を歯しめり︒

十一皿6図

ケテ一家ノ貰笑フコト多シ︒

五103

丙1・ーイ夢

是に於て空しく志を抱い たのし・い﹇楽﹈︵形︶2 たのしい

からず︒

いへども︑富貴なる者必ずしも正し

十二721図

入ナリ︒

む

十﹁534図

十一524図

皆樂シ︒

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

身禮健全ナル人ハ︑精神

し居り候︒

同墨入は御承知の通り︑

十一524図

全國二作ラル・二至レリ︒

種物屋

︵略V︑種物屋から西洋西瓜

きたうございます︒

の種を三色ばかり買って來ていた玄

七175團

たねものや︻種物屋︼︵名︶1

カラ︑︵略V︒

カキノタネ

種

ソノ實ハ︵略﹀︑ソノ中ニマ

タネ

一104

たね︻種﹈︵名︶1一

五317
ルイ種ガニツ三ツヅツアリマス︒

︵略﹀︒

十二379図園
りと聞く︒

て西班牙に韓じ︑居ること多年︑遂

たのしい時も

二月二二月花ざかり︑うぐ
ひす鳴いた春の日の

五278圃

羽をひたしました︒

鳥はだのしさうに時々來て︑
に皇后イサベラの知る所となり︑其

十二764図

﹁汝多年嘉明と不和な

通じ︑實地にも明かなる人に候へば︑

多年府縣の技師をも務め︑學理にも

十906圓圏

五506 西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ たねん﹇多年︼︵名︶3 多年
ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

六426樂臨幸ノ種︑苦平安ノ種︒
︵略﹀︑種物屋から西洋西瓜

六426 樂簡要ノ種︑苦口樂ノ種︒
七176團

の種を三色ばかり買って馬ていた窒
きたうございます ︒

八633 綿ノ木ハ畑二作リマス︒種ヲ
綿ノ中ニハ種ガアリマスカ

蒔クノハ五月頃デ ︑ ︵ 略 V ︒

の保護の下に此の大探検を行ふに至

八637

ラ︑綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取

タノクサ

れり︒

一323 アチラデモコチラデモタ ゆめのうち︒
たのしみ﹇楽﹈︵名︶5 タノシミ た
ノクサヲトツテヰマス︒

藍ノ草ハ︵略﹀︒二月頃種ヲ たのくさ︻田草一︵名︶一

去ルノデス︒

八654

不潔もまた病の種となる︒

蒔イテ︑六月頃刈取ルノデス︒
九591□西凶

たのみ一たびたび
736

タノミ

七84図囹 コノ度ノ合戦サダメテナ

たのみ︻頼﹈︵名︶一

十285

田の面

廣い田の面は切株ばかりで︑

たのも︻田面﹈︵名︶1
人影の見えないのみか︑か﹂しの骨
たば一﹀はなたば

も残ってみない︒

頼

ンギナルベケレド︑︿略V︒フカク汝

たのむ

ヲ タ ノ ミ ニ 思 フ ゾ︒﹂

たの・む﹇頼﹈︵四・五︶8

八447

聞けば此の火事は材木屋の小

タバコ︵名︶5煙草
屋から出たので︑多分煙草のすひが

七146國 問屋といふのは他人からた

む ︽ ー マ ・ ー ミ ・ ーム・ーン︾

のまれて︑品物を費つたり買ったり

らずや︒

十一887國

たび

沈んでしまった︒︵略﹀︑又一つの船

次ノ五日目ノ朝モ亦老人二

を造った︒此の度は大丈夫と考へて︑

︵略V︒

先ダタレタリ︒老人怒リテ︑五日目

十242図

ノ朝ヲ約スルコト亦前ノ如シ︒良此

度

農夫の田畑を耕すに似た
タビ

二563ツクタビニ︑ウスノ中

ノ度コソハト︑夜半ヨリ起キテ橋上

な︑おのが治むる國は如何にと︒

十二26図画古の書見る度に思ふか

ふみ

二至レバ︑︵略V︒

ガデマシタ︒

正行コノ度ハサイゴノ合戦

︽ーレ︾

水ノシヅクモ度重ナレバ石

度毎

分業法二依ラズ︑一人デ種

々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑仕事

十一111

たびごと﹇度毎﹈︵名︶1

ヲモウガツトイフ︒

九423図

ル

たびかさな・る︻度重︼︵四︶1 度重ナ

・むかしのたび

たんぼにはいねがよくみのつ たび﹇旅一宇きしゃのたび・みずのたび
てるます︒

七57図

ニシテ︑味方ハ小膝イナリ︒

七19図囹

コノ度ノ戦︑晩蒔大ゼイ

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

六87

ソノタビニ枝ガーツヅツフエル︒

オチルトスグ又新シイノが勤口テ︑

五717囹毎年春ニナルトオチルガ︑

カラ︵略﹀︑イロイロナタカラモノ

うひとたび・ふたたび・みたび

たび﹇度︼︵名︶12

兵舎内にては︵略V︑所

酒・煙草の害は今更に言ふ

らが元だらうといふ話だ︒

九589図

して︑口銭を取る店のことです︒
までもなし︒

七149囹 たとへばごふく問屋といふ
のは︑織物を頁りたいといふ人にた
十5610國国

定以外の場所にて煙草を吸ふ事等堅

のまれて︑それをほかへ責渡してや
り︑︵略V︒

十一m4

煙草の吸ひがらより大火

朝鮮人は煙草を好む︒

く禁ぜられ居り候︒

のは︑︵略﹀︑又 織 物 を 買 ひ た い と い

七152園 たとへばごふく問屋といふ
十二899図

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

七72図囹

ルヤウ︑︵略﹀︒

田畠

事を引起せしこと其の例数ふるにい
田畑

又器具ヲ取換ヘナケレバナラナイノ

ノ移り憂ル度毎二︑居ル場所ヲ憂へ︑

田畑の作物には多少の損

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

九746一国

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ

つく
是は菅原道眞が︵略﹀︑筑

コノ度ノ合戦サダメテナ たびだ・つ﹇旅立﹈︵四︶1 旅立つ

デ︑︵略V︒

中ノーツト思ヘバ︑︵略﹀︒﹂

七82図囹︺

害これあり候へども︑其の他にはか

森林なければ︑土砂附近の

︽ータ︾

ををしみてよめる歌なり︒

秀吉は︵略V︑たびくいく

たびたび︻度度一︵副︶6

度々

ことがありません︒

さをしたけれども︑ 一ぺんもまけた

六488

たびく

紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

し

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

にはの藤の花が咲いて︑風が

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

る︒

︵略﹀︑その間に一日か二日つ

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

七193

九791図
六那良ノ市街ノ西ハ丑ロノ都ノ

ヲ見テスベシ︒

リ︒

七318

つ眠ることが四度ある︒眠る度に皮

十一129

夫ノ田畑ヲ耕シ︑︵略V︑教師ノ生徒

をぬぎかへて︑︵略﹀︒

又國家全艦カライヘバ︑農

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

十976図

と多し︒

十101國

く別の異状これなく︑︵略V︒

たはた﹇田畑﹈︵名︶5

とまあらず︒

ふ人にたのまれて︑それをほかから
買取ってやる店のことです︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八326 僕の家で一度つるべの金たが
があったが︑︵略﹀︒

九344 ︵略﹀︑スチブンソンは其の會
社に頼まれて鐵道を敷き︑其の上を
ア リはそこに行きて︑︵略﹀︑

走る汽車を造った︒
九4810図

ねんごろに同行を頼みしに︑一同快
く引受けたり︒

ここう

かげとて立寄れば︑尚袖ぬらす松の

十896図團 ︵略﹀︑いかにせん︑頼む
下露︒

ヲ敏育スル等ハ皆分業望外ナラヌノ

十二蜘8図 されば朕は汝等を股肱と

デアル︒

︵略V最初の船は︵略﹀直に

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

九319
の親は特に深かるべき︒

737
たまう
たびびと

したりして︑先生にしかられた子供

六716 度々けっせきしたり︑ちこく
もございました︒

聞けば此の火事は︵略﹀︑多

四511

リ・モヅクナドガアリ︑︵略V︒

多望

べては其の種子を方々へまき散すの

十二2010 ︵略V︑人や獣類も果實をた

である︒

たぼう﹇多望一︵形状︶2

︵略V︑ソノママデヤイタ

全煙草のすひがらが元だらうといふ

八447

ナマデソノマ・タベルノハ︑

キ瓜や白瓜ハ︵略﹀︑又ニテ

ヘチマハワカイウチハタベラ
ヘチマハ︵略﹀︑實ガイルト

人込火デ物ヲヤイタリ︑ニタ

相成候︒

十二541國

望ナリ︒

海外貿易ノ將來ハ頗ル多

弾丸n▽あいだ

た ま

玉

カンザシノ玉ヤヲジメニスル

︵略V︑月見のころも近づ

岩にくだくる清流︑雪と散

軍に行かば︑からだを

ぎりめしをたべた時は大そううまう

いましめたまう・いりたまう・うけた

う・あわれみたまう・いたりたまう・

︵略V︑草の上にすわって︑に 貞1へ︾ ﹇▽あがめたまう・あそびたま

たま・う﹇賜﹈︵四︶3 タマフ 賜ふ

な︒

いとへ︒弾丸に死そとも︑病に死そ

た ま

十一601図團

り︑玉と飛ぶ︒

九938図

けば︑萩のうねりにやどる玉︑︵略V︒

はぎ

八371図譜

サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒

七729

ま・あかだま・おとしだま・やさかに
キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ のまがたま

たま宝︼︵名︶4

︵略V︑ニナケレバタベラレナ

く開け︑産業の獲達は盆之多望に

︵略V︑ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベ 十一3610國團 ︵略V︑交通の利便いよ

西瓜心中ヲタベテ外ヲノコ

リ宝玉リシテタベルノデハア

ニ

ヨク人ノタベルモノデ

う・うちたまう・うちほろぼしたまう

まう・かきたまう・かくれたまう・か

・おんいとまごいしたまう・かえした

えたまう・おしみたまう・おちたまう

︵略V︑畠の藤豆さんとはち． ・うつりたまう・おおせたまう・おし

マヅタベラレルモノニハ︑コ
ンブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・ノ

七749

がって︑私の豆はたべられません︒

七217園

ると︑つかれてすぐにねてしまった︒

ドングリノミハタベラレ 六366 ゆにはいって︑ごはんをたべ まう・うけつぎたまう・うしないたま

ございました︒

六108

リシテタベマス︒

五562

タベラレナイ︒

五522

レルガ︑︵略﹀︒

五521

モタベル︒

五52一

モタベル︒

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

五518

アル︒

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ

五515

マクハ瓜ト西瓜デ︑︵略﹀︒

五513

テ中ヲノコス︒

五512

シ︑︵略﹀︒

五511

リマセン︒

たべ

話だ︒

タベル

ダイータケノコガタベラ
うが︵略﹀さかなをとつ

ウマイゴチソウモ毎日タ

ベルト︑シマヒニハイヤニナ

三692

ると︑またすぐにもぐります︒

てるました︒︵略V︒それをたべ

三407

レマス︒

三295

ドナタデスカ︒

ヲタベサセテクダサツタノハ︑

二382園ハシヲモツテ︑ゴハン

る余ーベ・ーベル蝉

た・べる︻食﹈︵下一︶24

八137 ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ ＊たべものうしょくもつ︑
上ツタ︒

九304図 臨時大祭二天皇皇后爾陛下
ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア
リ︒

ず︑︵略﹀︑其の後も度々叛きて︑征

え ぞ
九624國
蝦夷は︵略﹀︑叛服常なら

東將軍をつかはされし直しばくな
りき︒

おうじん

十一51図 ︵略V︑慮神天皇の頃より
な ら

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

︵略V︒

たびびと﹇旅人一︵名︶5 旅人
リマス︒

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

四114今一本ノ木鼻シブカキ

七634図 ある山高にては︑犬のくび
に藥品︒食物などを入れたるかごを

レマセン︒

四128
ス︒

四128

マセン︒

四133

ス︒

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

クリハユデテタベテモ︑

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

クリハユデテタベテモ︑

かけおきて︑つかれたる旅人をすく
はしむることあり ︒

八152 兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ
停車場へ急グ︒
あらみ

九372 箱根と新居とには露見があっ
て︑役人が一々旅人をしらべて通し
た︒

アシノコ

所アリテ︑日暮ヨリ後ハ一切旅人ノ

九391図 山上ナル薦湖ノホトリニ關
通 行 ヲ 差 止 メ タ レ バ︑︵略﹀︒

九4010図 旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨

四508

モ︑浴客ノ多ク集レル今ノ箱根七湯

スガ︑ソノママデヤイタリ

アリマ

タリシテタベルノデハ
セン︒

モ︑︵略﹀︒

たぶん﹇多分一︵副︶1 多分

たまがきこもん一だまる
738

・きりたまう・くだしたまう・くみた

まう・きたまう・ぎょうこうしたまう

したまう・かなしみたまう・かりした

七335

あり程の大きさで︑︵略V︒

七296

一42

卵からかへったばかりの鷲は だま・す﹇騙﹈︵五︶一 ダマス 余ーサ煙

コトリタマゴ

オレニダマサレタナ︒オレハ
ココノヲカへ 來タカツタノ

候︒

まう・けたまう・さしたてたまう・さ

を産んで︑間もなく死んでしまふか

ダ︒﹂トイツテワラヒマシタ︒

たまく

﹁オマヘタチハゥマク

ずけたまう・させたまう・さだめたま
ら︑︵略﹀︒

︵略V︑出て謬ると︑すぐに紙たまたま﹇偶偶︼︵副︶3

四556囹

う︒しめしたまう・しめたまう・しょ
七336

蛾は繭から出ると︑やがて卵

うしたまう・しりたまう・しんらいし

世の海を

をたり

師の賜物の智を徳を︑

かちにゑをりに

十二㎜6図心

て行かん︒

一豊もほしくて︿たまらな

たまらな・い﹇堪一︵形︶1 たまらない

︽ーイ︾

いから︑家へかへって︑﹁︵略﹀︒武

七399

見たい︒﹂と︑思はずひとり言をいひ

士としてはあのくらみな馬をもつて

ました︒

婦人は︿略V︑外出すること

も少い︒京城地方の婦人がたまく

十一m7

七337

外出する時には︑うちかけの檬なも

の上において卵を産みつけさせる︒

鷲卵紙といふ︒

たまう・すべたまう・せいしたまう・

せたまう・たたかいたまう・たてまつ

七338

その卵を産みつけさせた紙を

りたまう・つぎたまう・つくしたまう

産む︒

たまく元の忽必烈に仕

三685

ウラシマハオモシロクテ

カヘルノモワスレテヰマシタ︒

タマリマセンカラ︑︵略﹀︑ウチヘ

三718

バコ

オトヒメハ︵略V︑タマテバ

白ウサギハイタクテタマ

左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

ロクテタマリマセン︒

シキが膏土ルノデ︑文太郎ハオモシ

五454

ナイテヰマシタ︒

リマセンカラ︑ハマベニタツテ︑

四566

クテタマリマセン︒

三732何ダカカナシクテカナシ

へたる伊太利の大旅行家マルコ︑ポ

圖を得て思へらく︑︵略﹀︒

ボーロの旅行記によりて製したる地

ーロの日本に關する記事を讃み︑又

十二749図

たま・る﹇堪一︵五︶4 タマル ︽iリ︾

・つげたまう︒とうそつしたまう・と

駝鳥は︵略﹀︑卵も子供の頭

蜜蜂は︵略﹀︒︵略V︒女

のをかぶって︑︵略﹀︒

うちしたまう・とうとびたまう・とど
程ある︒

八562

一匹でおよそ四五百程の卵を

めたまう・とりたまう・なぎはらいた

十一75図

王の任務は卵を産むにあり︒

其の後孟子出でて學び︑

學を卒へずして婦りし時︑母たま

︵略﹀︑蟻は此の甘き汁を 十二966図

得んが爲に︑油錨の附着せる植物に

く機上に在り︒

十一892図

ふびらい

まう・なしたまう・なのりたまう・の
りたまう・はずかしめたまう・はりか
えたまう・まちたまう・まつりたまう
・まぬがれたまう・みしりたまう・み

集りて之を保護し︑或は其の卵を他

たまう・みやこしたまう・むかいたま
う・めいじたまう︒めしたまう・ゆき

の植物にうつして成長せしむ︒

十﹇皿1図

たまてばこ﹇玉手籟﹈︵名︶2 タマテ

たまう・れたまう

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・醤

何れの家にても卵を阿れ

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

八544図 鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

まる 会ーッ・ーリ浮

たま・る﹇溜︼︵四・五︶2 タマル た

アマリカナシクナツタカ 六227 ある家のにはに大きな水がめ

があって︑雨水が一ぽいたまってゐ

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

ラ︑オトヒメノイツタコトモ

余ーッ彰

だま・る﹇黙﹈︵五︶2 ダマル だまる

ノ土山鵬ノ湖ニシテ︑︷略V︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

九421図

ました︒

春の雨はしめやかに降って︑

玉水

ワスンテ︑タマテバコヲアケテ

三734

シマシタ︒

コトイフリツパナハコヲワタ
油を買ふに蝕あり︒

たまごがた﹇卵形︼︵名︶1 卵形
︵略V︑良雄以下既に死を
ダエン

たましひ

葉ノ形丁字卵形ト楕圓形が最
たましい︻魂︼︵名︶2

モ多イガ︑︵略﹀︒

十57

テ大臣トナシ︑藤 原 ノ 姓 ヲ タ マ ヘ リ ︒

十二8710図
賜へり︒

十二価5干瓢の勅諭は特に軍人に賜
へるものなれども︑︵略﹀︒

見ルト︑︵略V︒

九674

たまみず﹇玉水﹈︵名︶1

刀は武士のたましひといは
れたものだから︑きたへる時は身を

八336園

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

たまがきこもん︻玉垣御門︼︵名︶1

八57図 板垣御門を入りて︑玉垣御

賜物

のきの玉水の音も静かに聞える︒

たまもの﹇賜物﹈︵名︶1

兵器は軍人のたましひに
候へば︑其の手入は最も念入に致し

十566圏團

玉垣御門
門の前にて秤し奉 る ︒

たまご﹇卵﹈︵名︶10タマゴ卵

739
ため

たまわる

六294

天皇はこれをごらんになつ

民うくにたみ

昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少

マタ三番茶・四番茶マデモツ

かり︑それもよのため︑人のため︒

五335

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

デス︒

ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム

とこしへに民安かれとい

︵略V大きな石を持って來て︑
力まかせに投げつけました︒それが

六238

かひあそばすためでございました︒

した︒︵略V︑皇后さまがかひごをお

くさん集めて來いとおほせになりま

五368

昔雄略天皇が︵略﹀︑こをた

タマヒキ︒

八71図國

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大
神︒

十3110図
スベキモノヲト心ガケシガ︑鳥距旅
信ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑︵略﹀︒
し
ち

ため︑かめに大きな穴があいて︑水

︵略﹀獅子︑︵略﹀野牛等

の︑昔の遊牧の民の如く︑食物を追

︵略﹀︑遠き祖先のをしへ

ために働きたりといはば︑︵略﹀︒

八723歯痛 ︵略﹀︑我もまた諸君を養

かくの如く日本を出で︑

ふために嘱したりといはん︒

︵略﹀︑束へ東へと進めば︑身元の日

八803図

本に塗り寄る︒︵略V︒これ世界の圓

明治三十七八年ノ戦役二︑君

きがためにして︑︵略V︒

ノタメ國ノタメ︑名審ノ戦死ヲトゲ

八841

タ軍人ハ大ゼイアツタガ︑︵略︶︒

明治三十七八年差戦役二︑君

ノタメ國ノタメ︑名轡ノ職死ヲトゲ

八841

︵略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

タ軍人ハ大壷イアツタガ︑︵略V︒

八848

二︑帝國ノタメ︑天皇陛下ノ御タメ

守りてつくせ︑家のため︑國

をも

六861図圃

が流れ出ましたから︑︵略︶︒

あらず︒

たむらまろ﹇田村麻呂︼︹人名︺2

田

うて其の居を韓ずるは珍しきことに

十二672図

ゆうりゃく

ト︑茶ノ木ノタメニハヨクナイサウ

六808図

ソノ時鐵ビンハ︑﹁︵略﹀︒銅 たみ﹇民︼︵名︶4

ハ人二二ハレテヰテモ︑時々青イ物
ヲ出シマセウ︒ソレガヤハリサビデ
ス︒シカモソノサビ膨大ソウドクナ
モノデス︒﹂トイヒマシタノデ︑ヤ
﹁それでもだんなが居ない

クワンハダマツテシマヒマシタ︒
六323園

から︑だまってみれば︑誰にも知れ
タマハル

はしない︒﹂

たまわ・る﹇賜﹈︵四 ・ 五 ︶ 7
号ぐんじ

賜はる

肉ーリ︾

たまはる

五385

んにたまわりたるちょくゆ
て︑︵略V︑すがるには小子部といふ
姓をたまはりまし た ︒

ニ︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ
をも

諸君若し我に食物を送る

﹁さらば我汝等のために

ほうたう
﹁聞けば︑そなたは豊島
みかいゑい

其の大蛇を退治せん︒﹂

九34図囹

あった︒

一命をすてて君に報ゆる

﹃一人の子が売家の爲

蒸氣機關は︵略﹀︑初の中は

た雲水をすひ上げる爲に用ひる位で

九309

自由なる事もあらん︒

いくさに出でし事なれば︑定めて不

九212國國囹

爲には候はずや︒

九2010國團

には御出でなされ候ぞ︒

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛

攻撃とやらにもかくべつの働なかり

九208國團
されども重いつくしみ深き人にて︑

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

きとのこと︑︵略V︒何の爲にいくさ

モシ病ニカ︑リテ早ク死

ナイト︑︵略V︒

のため︒

のため︒

タマハリタシ︒﹂

八282図囹 四方ノカベニ糟ヲカキテ 村麻呂弓さかのうえのたむらまろ
寸︑胸の厚さ一尺二寸︑膿重は三十

田村麻呂は身の丈五尺八 六861図圃 ︵略﹀︑遠き祖先のをしへ

九811図 去年の今夜清凍殿の御宴に

貫を越え︑︵略﹀︑力あくまで強き人

七71制禦

九6210図

侍し︑詩を作りて 天 皇 の 御 感 に 入 り ︑

にて︑怒る時はたけき獣も恐れたり︒

守りてつくせ︑家のため︑國

御衣を賜はりて身に絵る面目をほど

是より御いとま賜は

こしたりしが︑︵略﹀︒

十一418図囹

リ︑父ノタ毒心ハ不孝ノ子トナルベ

根モ陸上ノ植物ノヤウニ養分

笑ふ時は子供もなつき親しみたりと

七772

シ︒

將軍田村麻呂の東北の地を

いふ︒

九636図

ヲスヒ取ルタメノモノデハナク︑タ

︵略﹀︑正儀は︵略﹀︑天

かはち
り︑河内に行きて正儀に仕へん︒

征するや︑恩威ならび行はれて︑向

十一448図

皇より賜はりし具足一領を取出して

中臣鎌足コレヲウレヘテ︑

八722図囹

ヒ立チタリ︒

國ノタメ心入鹿父子ヲノゾカント思

八501國

ナカトミノ

與ふ︒

︵略﹀︑思へばつらいことば

ル︒

寸ハナレナイヤウニ︑岩ナリ石ナリ
爲

ヘクツツクダケノ用ヲナスモノデア
ため

ふ所敵なく︑さしもに強かりし蝦夷
タメ

も︑遂に全く皇威に服するに至れり︒

十一461図 熊王︵略V︑正儀より賜は
しやうくわん

号おんため

ため﹇為﹈︵名︶72

五293圃

かり︑それもよのため︑人のため︒

︵略V建碑式翠自証候 五293國 ︵略﹀︑思へばつらいことば

りたる名の正寛を其のま﹂に正寛
法師と名乗れり︒

十一637國團

間︑御光臨の榮を賜はり度︑此段御
案内申上候︒

ため
ため

740

九469図 然るに此の大風の爲に︑今
十552ロロ凶園

されば實盛は義仲の爲に

．温泉の諸種の病を治する

は七箇日の養父︒

十729図
は︑︵略﹀︑

︵略﹀︑一同は行くべき方に

ま で の 売 薬 の 足 跡 消えたれば︑︵略V︒

純なる空缶を吸ひ︑美麗なる風光に

九473國
まよひて︑︵略V︑空しく一日を過せ
接するが爲なるべし︒

一つには又地を轄じて清

り︒之が爲に一行の用意せる水も残

頭ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン
胸部ノ南口ヒノ如キ骨ニテ

犬は夜を守らせる爲︑又はか
犬は夜を守らせる爲︑又はか
︵略V︑猫は鼠を捕らせる爲に

飼ふのである︒

十837

りに使ふ爲に飼ひ︑︵略V︒

十836

りに使ふ爲に飼ひ︑︵略V︒

十836

センが爲ナリ︒

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

十779図

ガ爲ナリ︒

十778國

り少になれり︒

九613図 室内にのみ居て︑外出する
こと少き人の︑色青ざめて元急なき
は︑日光に浴せざるが爲なり︒

九657図 皇所にて火吹竹を使ふも︑
かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空
氣を送りて︑火の勢を口ならしむる
爲にして︑︵略V︒

︵略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

るは空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

九658図

んが爲に呼吸す︒

九661図 我等は常に此の空唾を吸は

我が爲にも父の仇なり︒

家の事をば心にかけ

日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

ず︑御國の爲に行きませ︑いぎや︒

十一．609國國

十一662

其の内寝食・談話・遊戯

アキ易ク︑身農ノ爲ニモヨクナイ︒

十一677図

・病氣等の爲に費す時間は三分の二
を占め︑︵略﹀︒

一人の後る＼爲に多人数

裏見瀧は︵略V︑先年大

をして貴重の時聞を空費せしむれば

十一707図
なり︒

十一765図

風雨の爲︑瀧口の一角崩れ落ち︑今

か貸り火をたくは魚を集

は其の奇勝を見ること能はず︒

十一822図

めんが爲なるのみならず︑又鵜をは
げます一法たり︒

西洋の馬がおとなしくて︑日 十一891図 ︵略﹀︑蟻は此の甘き汁を
得んが爲に︑油贔の附着せる植物に

十8510

本の馬のおとなしくないのは︑育て

集りて之を保護し︑︵略﹀︒

九769図 一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ
スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑郵便切

方・使ひ方にあることで︑日本では

︵略V︑春夏の交産卵の

手ニョリテ貯金スル便利ナル方法ア

い︒

此のオンドルがある爲に︑

十一m7図

露國が連敗の勢を回復せ

一厘の支出を要せざるに

十四五年の後には村民は

りしことあり︑︵略﹀︒

或年暴風雨の爲に不作な

普通の家では冬でも夜具を用ひな

十一㎜9

時は︵略﹀︒

爲︑棘の群をなして海岸近く寄來る

十一992圓團
遡りいぢめた爲に︑おのつから荒々

蜜蜂の群集生活を覆むを

豚はもっぱら食用の爲に飼
十一810図

ふ︒

十864

しくなったのである︒

リ︒

九785図 タ寸シ貯金センが爲二必要
ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ
ムベキ事ニアラズ︒
是全出銀ハ︵略﹀︑又分ムロス

得るは︑︵略﹀︑團膣の爲には身命を

九器8㎜囚

ルコトモタヤスクシテ︑分合ノ爲二

教育の事業も段々進歩

教育の爲︑

十一一48図

至るべし︒

十一伍4図

﹁正儀は主君の敵にて︑

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相

十一417︹図園

座候︒

成農事︑國家の爲眞に大賀の至に御

十一408國國

をしまざるによる︒

︵略﹀︑森林は漁業の爲にも

算段ノ割合ヲ憂ズ ル コ ト ナ ク ︑ ︵ 略 V ︒

十104図

大いなる利盆をあたふ︒

十106図 海岸又は河岸の森林を二十
ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地
方も少からず︒

ん爲︑本圃に於ける海軍の幾んど全

勢力を畢げて組織せる太平洋第二・

第三艦隊は︑︵略﹀︒

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

十二99﹇図 ︵略﹀︑敵艦の大部分は我

は捕獲せられて︑︵略V︒

又ひよやつぐみは美しく熟

してみる果實をついばむ︒それが爲

十二209

におのっと種子をあちらこちらへ散

塗する︒

十二319図園 ﹁二子の君の爲に戦死

︵略﹀が如きは︑保の母

せるは家門の晋なり︒

と同じく︑忠義の爲には恩愛を聰る

十二333図

Σ眞心より出でたり︒

然れども強秦の兵を趙

余の彼を避くるは︑國

國に加へざるは廉頗と我と二人ある

十二394図園

が爲なり︒

家の急を先にして︑私のうらみを後

十二396図囹

近年各國商人︵略V︑廣

にするが爲なり︒﹂

告ノ幸田ハ多額ノ費ヲ投ズルヲ惜シ

十二527図

マズ︒

十一一802図 かくてコロンブスは報告

ばうし
忠實な犬は古帽子をくはへ

の爲︑西班牙に婦航せしが︑︵略﹀︒

て︑あはれな主人の爲に︑道行く人

十二818

其の上不時の出費の爲︑

の投與へる喜捨を待ちわびてみる︒

十二923図

景公よりて魯と好を結ば

多少の準備を爲し置くを必要とす︒

十二9410図

741
たやすし
ためいき

んが爲に魯公と會直す︒

十二995図 老人長者の爲に道をゆづ
り︑︵略V︒

に席を與ふるが如き は ︑ ︵ 略 V ︒

眞に自治の精神に富める

肉ース︾

なでて︑﹁汝の男と生れざりしが口

︵略﹀︑錬の群をなして

︑錦心より出でたり︒
保つ

飲食に注意し︑身髄の清潔
若し空説なからんには︑人

アラビヤ人は後をふりかへ

常二食物ヲ料理スル肇所ハ
罫書の長命を保ちて︑一

日光・空氣の如きは︑入

孔明︑︵略﹀︑遂二備ヲタ

たもと

アル日犬ハオヂイサン

ノタモトヲクハヘテ︑ハタケノ

二513

みんなと橋のたもとに出合つ

スミヘツレテイツテ︑︵略V︒

て︑︵略︸︒

六84

八つばかりの女の子︑た

もとを顔におしあてて︑ひとりしく

六603國

︵略﹀︑吹くや春風たもとも

く泣いてみる︒

黒く︑︵略﹀︒

七97圏

ち

八時宿を出でて︑町を南へ

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒

う

八44図

空氣は︵略﹀︑たもとの中

舞へや舞へや︑たもと輕

たり︒︵略﹀︒舞へや舞へや︑たもと

九109図盛花に宿れる蝶は遍羅さめ

輕く舞へや︒

九114角蝉

く舞へや︒

九648図

鵜なはを引上げて︑鵜の

ある所には︑必ず存在せずといふこ

にも︑︵略﹀︑凡そ少しにてもすき間

と無し︒

たもとを佛ふも快し︒

ふなばたに立並べる時︑︵略V︑川風

十一834図

し

像ーク蝉

︵略V︑本といふものはたやす

タヤスシ

たやす

豚はどんな物でも食ふから︑

たやす・し︵形︶4

飼ふのにたやすい︒

十865

く出來るものではない︒

十186

ーク︾

たやす・い︵形︶2 たやすい 脅ーイ・

他ノ動物ハ︵略V︑タヤス

四一タ・ーチ・ーツ彫

たも・つ︻保一︵四・五︶9

シヨク

タモト

身分相盛の交際は家を保

たもと︻挟﹈︵名︶9

つ上にも必要なり︒

十一一928図

テ其ノーヲ保タシム︒

スケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天下ヲ三分シ

十一鵬4図

に得らるNものなれば︑︵略﹀︒

の生命を保つに必要なれども︑随意

十一913図

生を坐食に費す者あり︒

十一683図

特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

十一669

ながら進んで行く︒

りく︑絶えず追手と或間隔を保ち

十一483

を保つこと能はざるべし︒

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

九663図

を保ち︑適度の運動を怠らず︑︵略V︒

九618図

コトヲ得ルナリ︒

ガ故二︑却ツテ其ノ身ノ安全ヲ保ツ

ク之ヲミトメ︑之二近ヅクコトナキ

九575図

保ツ

と同じく︑忠義の爲には恩愛を忘る

︵略︸が如きは︑保の母

外︑︵略V︑少しも悲しむ色を見せざ

十﹁994國国

海岸近く寄來る時は海水爲に白色を
たも
呈し︑特殊の網を用ひずとも︑撲網
保ち居

にてすくひ取るを得る程にて︑︵略﹀︒

禽1︵リ︶︾

たもちお・り︻保居﹈︵ラ変︶1

︵略﹀︑西海岸の眞二上

のみ唯一の不凍港として僅かに内地

十一965國團

との交通を保ち居候︒

早知うりゅう

十一一332図

りき︒

爲に

をし︒﹂といひたりとそ︒

ために︻為︼︵接︶2
ご爆相並んで雄を争ひ︑

︵略﹀︑春夏の交産卵の

タメラフ

討ツベキ善意ズナリシガ︑恐レテ出

他ノ画人ハ此ノ間二入洛ヲ

デズ︒今シバシタメラババ事アラバ

八532図

禽ーハ︸

ためら・う門躊躇︼︵四︶一

時は海水爲に白色を呈し︑︵略﹀︒

爲︑鯨の群をなして海岸近く寄論る

十國993國團

大地も爲にふるひ︑︵略︸︒

其のひ望き萬雷のと冥ろくが如く︑

十二995図 ︵略V︑幼者・不具者の爲 十一782図
十二皿8図 地方人民協同一致して︑
︵略V︑誠意其の團禮の爲に力を致す
1國

の精神是なり︒

十一一

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適
︵略﹀︑小さき信義を立て

任 者 を 畢 ぐ る を 知 りて︑︵略﹀︒

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

十二鵬9図

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

ひみまよ

べからずと諭し給ふ ︒

リ出デテ︑入鹿ノ肩ヲキリ給フ︒
たも

レントス︒．皇子コラヘカネテ︑ヲド

ためいき﹇溜息﹈︵名︶1 ためいき
老人は︑傾く夕日を望み︑帽子の内

十二823 帽子の中に一文の銭もない たもあみ﹇撫網︼︵名︶1 撚網
を眺めては︑幾度かためいきをつい
て居る︒

ためし︻例︼︵名︶1 例
村は一家の如く和合して︑二十年來

十一価7図 萬事解の有様なれば︑一

タメス

未だ一人の犯罪者をも出したる例な
し︒

ため・す︻試︼︵四︶一

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生 たもつ﹇保一︹人名︺3

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七17図囹

足利氏の大兵來り攻め︑

あしかヨ

十二317図

たもつ

失ひて悲歎にくるΣならんと思ひの

保の母は一時に二子を

城遂に陥り︑保・導音共に戦死す︒

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

ためとき︻為時一︹人名︺1 爲時
く︑︵略﹀︑父の爲 時 は 常 に 其 の 頭 を

十1510図 紫式部は幼き頃より物箆よ 十二318図

たり

たゆ

742

九543図 カクノ如ク動物ノ三色ニハ

其ノ住メル周園ノ物ノ色二似タルモ
ノアリテ︑︵略﹀ ︑ タ ヤ ス ク 他 ノ 動 物
二見附ケラル︑コ ト ナ シ ︒

たかなわせんがくじ

三箇月間は航路殆ど全く絶え︑︵略﹀︒

みくに

皇國

姦ゆみな

前には今尚香花の絶ゆることなし︒

角ーキ︸

たより

飛ーマ彰

十二皿6図

ル︒

國家を護り︑國権を維持

たら

樺太にて最も有望なる
さけ

タラヒ

たらひ

︵略﹀︑母はせい出すあ

︵略﹀︑出ロニハ︵略﹀︑ヲケ・

十一98図

多來加麗

タライカわん︹地名︺1

たらいか

をつどせい

多來加鯉頭に小さき海

かい

多來加語頭

多來加灘

タラヒ・ザルナドヲ費ル荒物屋ガア

七384

何︒

らひ物︒たらひの中にあるは

四704圃

号かなだらい

たらい﹇盟﹈︵名︶2

らず候︒

は漁業にて︑︵略V︑鮭・鱈も亦少か

十一985國團

するは兵力に頼るを以て︑︵略V︒
十二862団＝略V︑東京高輪泉岳寺の墓
たら
たら﹇鱈一︵名︶1 鱈

し

十一m4図圃

たゆむ

同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力急ゆみ

商工業の獲達に

たゆみな・し﹇弛無︼︵形︶1

九573國他ノ動物ハ其ノ髄色ニヨリ
テ︑タヤスク之ヲミトメ︑之二近ヅ
クコトナキが故二︑︵略﹀︒

なき

アラビヤに良馬の多く産す

るのは︑︵略﹀︒数千年の久しい間︑

十一50一

たゆ・む﹇弛﹈︵五︶1

是金銀ハ︵略V︑又分合ス

ルコトモタヤスク シ テ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 貨 幣

九898図
トスルニ最モ便利ナレバナリ︒

十一825図 魚は︵略﹀︑水面近く浮

便り

たより﹇頼︼︵名︶4

たよう弓ごたようちゅう

土人の絶えてたゆまない丹誠の結果

絶

ぶが故に︑鵜は深く沈まずして︑た
たゆ

である︒

タユ

禽 ー エ ・ ーユル︾

︵略﹀︑停車場ニハ汽車ノ獲

たらいか

だらけ﹇▽はいだらけ

数千頭にも達することこれあり候︒

豹島あり︑︵略﹀こ＼に集る温心血は

へう

十一995國團

この時べんけいは火の明りを タライカわんとう︵名︶1

まへからわたしは目がわ

男の冠をかぶり︑其のひも

まだ冠着を行はない者はチ

たり﹇人一﹇▽いくたり

して後へたらしてみる︒

ョンガーといって︑髪を三つ打ちに

十一㎜4

道を通るのを見ると︑︵略﹀︒

を長くたらし︑小馬に乗って︑田舎

十一鵬10

アリは幸にも星によりて方 たら・す﹇垂﹈︵五︶2 たらす 余ーシ彰

カンテラノ光ヲ便りニ数千
止ム時ナシ︒

人ノ坑夫が避寒ヲ掘取ルコト︑書夜

十622図

それを便りに進行せり︒

角を見定むることを知り居たれば︑

九486図

るく︑杖をたよりにあるきます︒

六616働事

りうどをつれて來た︒

たよりにたつねて行って︑一人のか

五767

便り

やすく魚を捕ふることを得るなり︒

絶ゆ

た・ゆ﹇絶一︵下ご︶8
ユ

六821図
着タエズ︒

七784図圃 のきよりおつる雨だれの
たえず休まず打つ時は︑石にも穴
をうがつなり︒

九394図 然ルニ明治維新ノ後ハ大名
ノ往來全ク絶工︑︵略﹀︑今ハ此ノ山
︵略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

坂ヲ越ユルモノ少シ︒
九658図
つレ

るは空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

十416國圃砲音絶えし砲毫に ひら
めき立てり︑日の御旗︒

飛ーッ・ール彫

二385圏 カゼヲヒイタリォナカ
ヲイタクシタリシタトキニ︑

曲事はいくら暗くても︑星 たり︵並助︶64 タリ たり

︵略﹀の頃には度々行幸 たよ・る︻頼﹈︵四・五︶2 便る 頼る

ありしが︑山城へ遷都ありし後は其

十﹇52図

七865園

場所や方角がちゃんと分ります︒

が出てみれば︑それに便って︑居る

の事絶えたり︒

凍 結 し ︑ ︵ 略 ︶ ︑ 一月より三月まで凡そ

十一963直達 ︵略﹀︑海岸も海水厚く

︵略﹀︒

二386圏 カゼヲヒイタリオナカ
ヲイタクシタリシタトキニ︑

︵略V︒

二393圏
キモノヲヌツタリセン
タクシタリシテクダサルノハ︑

ドナタデスカ︒L

キモノヲヌツタリセン

タクシタリシテクダサルノハ︑

二394園

ワタクシバ︵略V︑イモウト

ドナタデスカ︒﹂

ノモリヲシタリ︑オツカヒニ

三112

ワタクシバ︵略﹀︑イモウト

イツタリシマス︒

ノモリヲシタリ︑オツカヒニ

三113

イツタリシマス︒

︵略V︑イロイロナゴチソウ

ヲシタリ︑サマザマノアソビヲ

三683

又タタミノトコニシタ

シテ見住マシタ︒

リ︑ヤネヲフイタリシマス︒

四363

四364 又タタミ ノトコ ニシタ
リ︑ヤネヲフイタリシマス︒

ノデハア

︵略﹀︑ソノママデャイタ

リニタリシテタベル

四5ーエ

リマセン︒

ノデハア

デャイタ
︵略V︑ソノママ

します︒

ゆられて︑
ふねはなみに

リニタリシテタベル

四511

リマセン︒

四775

ゆられて︑
ふねはなみに

上ったり下ったり

四776

743
たり
たり

上ったり下ったりします︒
づんだりして︑およいでゐました︒

したりして︑︵略V︒

度々けっせきしたり︑ちこく

したりして︑︵略﹀︒

五105 魚はうれしさうにういたりし 六716

外の船につきあたったりする様なま

けれども水をたくさん飲みす 七856囹 ︵略﹀︑画筆へ乗上げたり︑

ちがひが出來ます︒

七657

ぎたり︑冷い水の中に長くはいって

又物ヲ洗ツタリフイタリスル
又物ヲ洗ツタリフイタリスル

りします︒

そんな時には海の深さをは

そんな時には海の深さをは

︵略V︑人の肩車に乗ったり

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七859囹

りします︒

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七859囹

ちがひが出嫁ます︒

外の船につきあたったりする様なま

エビノピン︿ハネタリ︑カ 七857圏 ︵略V︑下面へ乗上げたり︑

みたりするのはどくである︒

七732

時二使フ海綿モ︑︵略V︒

七732

ニノ横戸ハツテアルク標子ハ︑︵略﹀︒

問屋といふのは︵略V︑品 七713

問屋といふのは︵略V︑品

取る店のことです︒

物を費つたり買ったりして︑口銭を

七147囹

取る店のことです︒

物を費つたり買ったりして︑口銭を

五106 魚はうれしさうにういたりし 七147囹
づんだりして︑およいでゐました︒

五562 人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ
リシテタベマス︒

リシテタベマス︒

五562 人回転デ物ヲヤイタリ︑ニタ

時二使フ海綿モ︑︵略﹀︒

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

︵略﹀︑垂々ノ魚ヤケモノが浮

ノハ︑︵略﹀︒

七778

リ︑ノミーツデ見事ナホリ物ヲコシ

筆一本デ美シイエヲカイタ

ラヘタリシテ︑人ヲ感心サセルノモ︑

六253囹金ヤギン沖美シクテ︑指ワ 七273
ノ他イロ︿ナカザリ物識ナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

︵略V︒

渡船に乗ったりして渡ったのであっ

︵略V︑様々ノ魚ヤケモノが浮 九364

︵略V︑人の肩車に乗ったり

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

九365

た︒

︵略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

渡船に乗ったりして渡ったのであっ

さて書きはじめてからも︑消

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

十841

さて書きはじめてからも︑消

田を耕させたり︑荷車を引か

田を耕させたり︑荷車を引か

田を耕させたり︑荷車を引か

ぱせたり︑︵略V︒

せたり︑重い物を負はせて遠くへ運

十8310

に使役する︒

ばせたり︑農家では牛を色々の螢働

せたり︑重い物を負はせて遠くへ運

十8310

直すかも知れない︒

したり加へたりして︑︵略﹀︑幾度書

十189

直すかも知れない︒

したり加へたりして︑︵略﹀︑幾度書

十189

た︒

﹁私も子供の時には︵略﹀︑

﹁私も子供の時には︵略V︑

背きりがかΣつたり︑大雪

たりしてみたのです︒

操をしたり︑この講堂でお話を聞い

皆さんと同じ様に︑あの運動場で髄

七809囹

たりしてみたのです︒

操をしたり︑この講堂でお話を聞い

皆さんと同じ様に︑あの運動場で艘

七809園

ノハ︑︵略﹀︒

七779

ノハ︑︵略﹀︒

七779

ガ︑︵略V︒

筆一本デ美シイエヲカイタ

リ︑ノミーツデ見事ナポリ物ヲコシ

七274

ラヘタリシテ︑人ヲ感心サセルノモ︑

六254圏 金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

ノ他イロ︿ナカザリ物ニナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

︵略﹀︒

︵略﹀︑左へ折レタリ︑右へ折

︵略﹀︑左へ折レタリ︑右へ折

出テ來ル︒

ノガアル︒

七853園

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七492囹

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

又きりがか＼つたり︑大雪

なる事もあります︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七854圏
ぎたり︑濯い水の中に長くはいって

なる事もあります︒

けれども水をたくさん飲みす
みたりするのはどくである︒

七657

ノガアル︒

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

七491囹

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

レタリスルト︑知ラズく二出口へ

七379

出テ來ル︒

レタリスルト︑知ラズ︿二出口へ

七379

ガ︑︵略V︒

六702 あくびをしたり︑わき見をし
たりしてみて︑︵略﹀︒

た り し て み て ︑ ︵ 略V︒

六702 あくびをしたり︑わき見をし
六708 字を書くのに︑筆をおとした
り︑すみをこぼしたり︑書きそこな
つて︑紙をたくさんほこにしたりす
るやうな︑そ︑つかしい子供もござ
いました︒

六711 字を書くのに︑筆をおとした
︵略﹀︑書きそこなって︑紙を

り︑すみをこぼし た り ︑ ︵ 略 V ︒

六712

たくさんほこにしたりするやうな︑
そ＼つかしい子供もございました︒

六716 度々けっせきしたり︑ちこく

たり
たり

魍

せたり︑重い物を負はせて遠くへ運
ばせたり︑︵略V︒

十861 又馬が人をけたり︑牛が人を
突いたりするのも︑人に恐れるから
である︒

十862 又馬が人をけたり︑牛が人を
突いたりするのも︑人に恐れるから

掛ル︒

タリ

たり

禽タラ・タ

明治二十七八年及び三十七

たり︵助動︶33
リ・タル・ト彰

八48図
﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑

八年戦役の戦利品たる大砲︑︵略﹀︒

十245図園
遂二王者ノ師タラン︒

百花満開の候には︑外役

︵略V︑螢螢として寸時も休

十一66図
の蜂は

である︒

まず︒

ホパシラ

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ

シ︒

ひ︑︿略﹀︒

か坐り火をたくは︵略﹀︑

十二618図市匿井然として家屋の高
さ略支相等し︒

十二624図此の貼より見れば眞に近
世都市の好模範たり︒

誓事博物館は古書・古物
︵略V︑遠く之を望めば︑

の多きこと世界に冠たり︒

十二639図
十二695図

あたかも洋々たる江流を見るが如き

大帝國の國民たるを思ひ︑︵略﹀︑大

國民の品格を高むるの用意あるべき

なり︒

大いに力を是等の事業に審すべきな

十二塒3図 ︵略﹀︑地方人民たる者は

り︒

︵略V︑議員たる者は至誠

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

十二囎2図

帰すべく︑︵略V︒

︵略V︑國民たる者は皆軍

人たる心得なかるべからず︒

十二囎8図

得なかるべからず︒

大御代︑國民たる者は皆軍人たる心

位人臣の榮を極め︑富天 十二囎8図 ︵略V︑國民皆兵なる今の

肚観を呈することあり︒

十二724図

赤鼻浪士が︵略﹀︑從容

下に冠たるも︑︵略﹀︒
あかほ

十二859國

死に就けるは徳川時代に於ける史上

タリ

たり

父父たり︒

臣湿たり︒

我等五千里の同胞は常に

さり

激

ること鴻毛よりも輕き畳込なかるべ

こう

に忠節を重んじ︑︵略﹀︑身命をすつ

四十七士の統領たる大石 十一一m6國 ︵略﹀︑軍人たる者は一途

の一美談たるのみならず︑︵略V︒

喜劔︵略V︑其の主謀の

からず︒

り 余タラ・タリ・タル・タレ︾号ぐんじ

︵略﹀︑極りよく整へ置く たり︵助動︶姻

﹁君君たり︒臣臣たり︒

十一一944國圏

子子たり︒L
︵略﹀︑世界強國の國民た

十二944図園

十二皿9図

る名讐を負ふものは︑︵略﹀︒

十二977図

十二945國囹

景公に教へたる語なり︒

父父たり︒子子たり︒﹂とは孔子が

十二944図圏

も重し︒

等につきては︑主婦たる人の責任最

ル︒

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹

木綿糸ニテ織りタルモノヲ

麻糸ニテ織りタルモノバカ

︵略﹀︑カラムシノ糸ニテ

織りタルモノバカタビラナドニツク

六348︹図

ヤナドニツクリ︑︵略﹀︒

六347図

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

六346﹇図三又バカラムシノ糸価テ織

木綿織物トイフ︒

六341國

織物トイフ︒

六335図

︵略V︑子供の行儀・作法 んにたまわりたるちょくゆ

は主婦たる者の務なり︒

十二893図

良雄たるを知るに及びて︑︵略V︒

十二875図

良雄は初め京都に在り︒

よしを

︵略V︑其ノ作業ノ速ニシ 十二864図

︷略V︑如何なる事攣に際し

其の噴火口の大きさは日
こだま
市街に大山通・専制町・

満洲政治・交通の中心た
る奉天は︑︵略﹀︒

十二554図

年戦役の記念たり︒

乃木町等の名あるは︑明治三十七八

の ぎ

十二548図

本第一たるのみならず︑︵略V︒

十二405図

は日本女子の美徳なり︒

ても︑自若として其の常を失はざる

十二341

て︑内確固たる志操を持し︑︵略﹀︒

十二3310図

外温順・愛敬の徳を守り 十二915図

進み出でて其の使たらんことを請

十二277図

鳥居勝商といふ者あり︑

テ整然タルニハ︑何人モ驚クナルベ

十一842図

又鵜をはげます一法たり︒

十一823図

神戸市水道の源たり︒

十﹁776︹図市民遊覧の地にして︑又

十ニー49 サテソレカラ船室ヲ分ツタ

︵略V非常ナ手槍ガ

タリ︑機關ヲスエタリ︑細カイ造作
ヲシタリシテ︑
掛ル︒

ホパシラ

サテソレカラ船室ヲ分ツタ

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ

十一一1410

タリ︑機關ヲスエタリ︑細カイ造作

サテソレカラ船室ヲ分ツタ

ヲシタリシテ︑︵略﹀非常ナ二黒ガ
掛ル︒

十ニー5一
ホパシラ

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ
タリ︑機關ヲスエタリ︑細カイ造作

サテソレカラ船室ヲ分ツタ

ヲシタリシテ︑︵略V非常ナ手敷ガ
掛ル︒

十ニー5一
ホパシラ

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ
タリ︑機外ヲスエタリ︑細カイ造作

サテソレカラ船室ヲ分ツタ

ヲシタリシテ︑︵略﹀非常ナ手数ガ
掛ル︒

十ニー5一

ホパシラ

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ
タリ︑機關ヲスエタリ︑細カイ造作
ヲシタリシテ︑︵略﹀非常ナ手癖ガ

745
たり
たり

六356図

︵略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

七18図囹 ナンヂハ年スデニ十歳ヲ
コエタリ︒

七26図囹我が死ニタル後モ︑︵略﹀︑
忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タメニ
ックスベシ︒

七29図圏 汝ノ孝行コレニスギタル
︵略︶ ︒ ﹂ ト ︑ ネ ン ゴ 地 溜 言

コトナシ︒﹂

七31図

ヒフクメテ︑國ヘカヘシタリ︒

七33図 正成ハタシテ戦死シテ︑ソ
正行ハコレヲ見テ︑︵略﹀︑

ノクビ田家早送ラレタリ︒
七34図
ツト立チテ別室二行キタリ︒

タマハリ來リテ我ニツグタルヲ︑汝

七46図囹 ミヅカラ御コトバヲウケ
ハ早クモワスレタルカ︒

七46図囹 ミヅカラ御コトバヲウケ
タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝
ハ早クモワスレタルカ︒

七48図 母ハ走リヨリテ︑正行ノウ
﹁ ︵略﹀︒﹂トテ︑泣ク

︿イマシメタリ︒

デヲオサへ︑

モヲ集メテ︑朝敵 ヲ ホ ロ ボ セ ︒ ﹄

七66図園 ﹃残りタル一門ノモノド

モナハズ︑﹃︵略﹀ ︒ ﹄ ト 申 シ 淺 シ タ リ ︒

七68草肥 父重臣ヲ合戦ノ場ニモト

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

七77図 正行コノ度ハサイゴノ合戦
ルヤウ︑﹁︵略V ︒ ﹂ ト ︑ 涙 ナ ガ ラ ニ 申
シ上ゲタリ︒

七85図

天皇ハコレヲ聞キ︑︵略﹀︑

正行ハソレヨリ戦場二向

﹁︵略﹀︒﹂トオホセ出サレタリ︒

七87図
ヒ︑︵略﹀︑一族ノ人々トトモニ戦死

正行ノ如キハマコトニ忠孝

ヲトゲタリ︒

七89図

時ノ人

番町デ目アキ目ク

ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
︵略﹀︒

七241図
ラニ物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒

アル夜弟子ヲ下闇テ︑書物

ノ講義ヲセシ時︑風ニバカニ吹キテ︑

七243図

保己一ハソレトモ知ラズ︑

トモシビキエタリ︒

七244図

講義ヲツ寸ケタレバ︑︵略﹀︒
保己一ハ笑ヒテ︑﹁︵略V︒﹂

かくして出來たるものをす

トイヒタリトゾ︒

七252図

七351図

やきといふ︒

我らのつねに用ふる︵略﹀
は︑このすやきにうはぐすりをかけ

七353図

て︑ふたΣび焼きたるものなり︒

塗物はくりたる木又は組合
せたる木・三又紙などにうるしを塗

七356図

塗物はくりたる木型は組合

りてつくる︒

七356図

せたる木・竹又紙などにうるしを塗
りてつくる︒

塗物に黄・赤・黒・青など

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

七359図

うるしの上に金又は銀にて

を着けたるなり︒

七361図

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

いほりもかうは孝行の

ぞが
曾我兄弟に知られたり︒

七451國國

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび
母は出で來りて︑︵略﹀︑一

て︑配達夫は入口に立ちたり︒

七504図
七509図

七523図

母はなほ﹁︵略﹀︒﹂といひ

母は﹁︵略V︒﹂と教へたり︒

通の手紙を受取りたり︒
七539図

きかせたり︒

上野公園ニハ廣キ動物園ア

宮城ノ御三ニハ︑カネテ爲

渤工場二入リタルコ・チ

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

七548図
タリ︒

七564國
ス︒

コノ公園ハ︵略﹀︑種々ノ

眞ニテ見知リタルニ重橋力・レリ︒

七576図
七583図

草花ウルハシク咲キミダレタリ︒

八九頭の犬いきほひよく数

たれたるもの︑まきたるもの︑︵略﹀︒

人を乗せたるそりを引きて︑︵略﹀︒

七631國

ある山國にては︑犬のくび

に藥品・食物などを入れたるかごを

七634図

ある山國にては︑︵略V︑つ

かけおきて︑︵略V︒

かれたる旅人をすくはしむることあ

七634國

り︒

又近ごろは戦場にも犬を用

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

七636図

といふ︒

︵略V明治丸の船長は︑一

日その町の學校へまねかれて︑航海

七806図

廣瀬中佐ノ乗レル福井丸

船長は︵略︶︑又その話を

の話をなしたり︒

七846図

つゴけたり︒

リヨジユン

七896図

中佐ハ︵略﹀︑タ寸一人ク

﹁杉野ハ今導火ヲ終ヘタ

ハ︑今旅順ノ豊州ニ進ミタリ︒

タリ︒

中佐ハボートニ坐シテ︑ナ

中佐ハボートニ坐シテ︑ナ

ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

七925國

タリ︒

ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

七925図

シブキニ包マレタリ︒

七924國ボート混水ニオツル砲丸ノ

ノスガタナシ︒

マナク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野

七904図

ルゾ︒

あばら骨の数へらるN程や 七898塗筆
あるく時肉のゆれ動く程こ

せ細りたるものあり︒

七599図
七601図

︵略﹀︒

耳のたれたるもの︑立ちた

え太りたるものあり︒

七609図
るもの︑

︵略﹀︑尾ののびたるもの︑

︵略V︒

七609図耳のたれたるもの︑立ちた．
るもの︑

七611國

たれたるもの︑ まきたるもの︑︵略﹀︒

七611図 ︵略V︑尾ののびたるもの︑
︵略﹀︑尾ののびたるもの︑

たれたるもの︑ まきたるもの︑︵略﹀︒

七612図

たり

たり

746

七927図 中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ
あまてらすおほみかみ

残シテ︑海ノ中ニハウムラレタリ︒

八25図 神代の昔皇祖天照大神︑
に エぎのみこと

填々杵尊をこの國に降したまはんと

せし時︑︵略﹀︑﹁ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お ほ せ ら

れたり︒

八33図 ︵略﹀︑一年中の重だちたる
祭 日 に は 勅 使 を 差立てたまひ︑︵略﹀︒

たる後も︑天皇陛下御参拝あらせら

八35図 明治三十七八年戦役の終り
れ︑平和の成りたるを告げたまひし
が︑︵略V︒

八36図 明治三十七八年戦役の終り
たる後も︑天皇陛下御参辞あらせら
れ︑平和の成りたるを告げたまひし
が︑︵略V︒

八43國 家々に日の丸の旗を立てた
り︒

八47図 画き道の左右に梅・松・櫻
などを植ゑたり︒

八52図 ︵略﹀︑歎千年もへたらんか
と思はる＼老木枝をまじへて︑高く
天をつく︒

八62図 ︵略﹀︑神殿の御屋根はかや

﹁召使ノ中野カ・ル事ヲ

︵略﹀︑ス・ケタル障子ノ破レヲツク
ロヒヰタリ︒

八166図囹
ヨク心得タル者アリ︒

︵略﹀︑オボツカナキ手ツキ

八169図囹 ﹁我モコレ程ノ事ハ心得
タリ︒

八172図
ニテ︑破レタル所ヲ一間ヅツ張レリ︒
﹁︵略﹀︑総べテ物置破レタ

義景雲ネテ︑﹁︵略﹀︒﹂ト

ル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八181図圓

︵略﹀︒﹂

八185図

イヘバ︑﹁︵略﹀︒﹂ト答ヘタリトゾ︒

時頼ガ︵略﹀︑ヨク天下ヲ

ヲサメタルモ︑カ・ル三二養ハレタ

八187図

時頼ガ︵略﹀︑ヨク天下ヲ

ルニヨルナルベシ︒

八187図

︵略﹀︑内野ハ黒ブクレニナ

リテクサリタル死人横タハリテ︑臭

八303図

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

軍勢ラックが如シ︒

八385図

レタレバ︑サ程ニ細思ハザレドモ︑
︵略﹀︒

八389図諸子ハイマダマツチノ製造
場ヲ見タルコトナカルベシ︒

マツチハ今ヨリ凡ソ百年

我が國ニチハ︑初巳モツパ

前︑外國ニテ空明セラレタルモノナ

八405図
リ︒

八406図

ナカトミノ

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑︵略﹀︒

中臣鎌足︵略﹀︑國ノタメ
ニ入鹿父子ヲノゾカント思ヒ立チタ

八502図
リ︒

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑鎌足モ参り

アル日皇子︑寺ノニハニテ
合セタリ︒

八509図

ヲサメタルモ︑カ・ル母二月ハレタ
ヒダノタクミ

ク給フハズミニ︑皇子ノクツヌグタ
リ︒

鎌足等︵略﹀︑アラカジメ
其ノ手ハズヲ定メタリ︒

八521図

︵略V耳は食事の知らせを

聞きても知らぬ風をし︑︵略V︑足は

八706図

諸君若し我に食物を送る

食堂へ行くことを止めたり︒

ために働きたりといはば︑︵略﹀︒

八723荘園

八724図圓 ︵略﹀︑我もまた諸君を養

︵略V︑クビ太ケレバ︑他ノ

虎ト猫トハ最モヨク相似タ

ふために即したりといはん︒

八729國

ル獣ナリ︒

八735図

又其ノ舌熟田内方趣向ツ

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

ニ便ナリ︒

︵略︶︑骨二附キタル肉ヲ食

テハ学業ル太キ毛ノ如キトゲアリ︑

八745図

︵略﹀︒

八745図

此ノ外︵略﹀ヨリ︑︵略﹀

取ル空便ナリ︒

マデ︑相似タル所甚ダ多シ︒

八753図

八785國

早くより工藝・美術の獲達

︵略﹀ドイツは學問のよく

したる國なり︒

八782図

タルモノアリ︑︵略﹀︒

八511國御遊ナカバニシテ︑マリヲ 八755図猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似

ルニヨルナルベシ︒

其ノ友二飛騨工トテ世旧聞
﹁我︑此ノゴロ小サキ堂

エタル大工アリ︒

八278図
八281図園

川成行キテ見ルニ︑小サキ

ヲ建テタリ︒

八286図

八537國

は

か父みの如き

琵琶の形に似たりとて︑

がからさき

名古屋城は︵略V︑徳川家

名古屋は︵略V︑﹁尾張名古

屋は城で持つ︒﹂とうたはれたり︒

八948國

城にして︑︵略V︒

康が諸大名に課して造らしめたる名

やす

八937図

ちゴれたり︒

開けたる國なり︒

四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ戸開口

び

し

水の面︑︵略﹀︒

其の名をおへる湖の

八594図圏

クサカエタリ︒

入鹿ツヒ角界サレタリ︒

にてふき︑︵略﹀ ︑ 爾 は し に 千 木 を う

幾度カマハリタレドモ︑入
﹁見セ申シ度キ絶出町タ

滋賀唐崎の一つ松︑夜の
雨にぞ名を得たる︒

八612國圃

とくがはいへ

八545國藤原氏ノ一門コレヨリナガ 八837図 アフリカ人は皮膚黒く︑髪
︵略﹀︑其ノ戸マタ学費ト閉

キタリ︒

リ︒

八298図画

ルコトヲ得ズ︑︵略V︒

八294図

ヂテ︑南ノ戸開キタリ︒

八293図

ちちがへたり︒

八79図今日のこの日に年來ののぞ
ホウデウトキョリ

みを達したるは何等の幸そや︒

北條時頼ノ母松下軌範︑

︵略﹀︑ス・ケタ ル 障 子 ノ 破 レ ヲ ツ ク

八164図

ロヒヰタリ︒

北條時頼ノ母松下輝尼︑

ホウデウトキョリ

八165図
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八957図

イウシウ
︵略﹀西洋風ノ建物ヲ遊就

九437國團

九438圓團

︵略﹀︑はや朝顔のはちを

ならべて︑昨日は九つ咲きたり︑今

或時旅行先より手紙を送り

朝は十二咲きたりなどと御曽暑に御座
候︒

九452図

て︑︵略V︑荷物を取りに來るべしと

アリは︵略﹀︑年頃かひな

言ひっかはしたり︒

九454図

アリは︵略V︑隊商と共に

らしたる方音に乗り︑︵略V︒

九455図
出立したり︒

アリは︵略﹀︑た尊父にあ

︵略﹀︑翌日風なぎて出立し

︵略V︑人々のねしづまるを

アリは︵略V︑ねんごろに

の隊商の宿れるテントを見たり︒

同行を頼みしに︑一同快く引受けた

九491図

り︒

し

陸

九498図やがて親子打連れて︑乱丁

ゑ ぽ

星の形を打ちたるは

しく獲足したり︒

九503図圃

ばうし

軍兵の帽子にて︑︵略V︒

九521図圃 ︵略﹀ かんむり・烏帽子

︵略Vヒラメ・カレヒノ類

今は唯 祭の服に残りたり︒

九5310図

カクノ如ク動物ノ虹色ニハ

ハ︑其ノ艦ノ一面︑砂ノ無二似タリ︒

九542図

其ノ墨黒ル周團ノ物ノ色二似タルモ

タトヘバ桑ノ木二居ルエダ

ノアリテ︑︵略﹀︒

シヤクトリハ︑其ノ髄色ノ桑ノ木二

九558図

沖縄二上スル木ノ野戦ハ︑

オキナハ

似タル上︑︵略V︒

九593図

︵略﹀或老人に︑長生の方

衣服もよく洗ひて︑よごれ

食ひて︑一命をうしなふ者少からず︒

九587図 ︵略﹀︑くさりたる魚などを

といふ︒

法を問ひしに︑﹁︵略﹀︒﹂と答へたり

九586図

︵略V︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

︵略﹀︑裏面ハ枯葉二世タルが故二︑

然るに此の大風の爲に︑今 九565図

はんを厚みに一日々々と旅行をつ史

九461國
けたり︒

たり︒

九484図

晴れたる大空には無数の星

うか9ひ︑︵略﹀︑そこより逃れ出で

九483図

ひて︑︵略V︒

たれども︑一同は行くべき方にまよ

九471國

までの酪駝の足跡消えたれば︑︵略V︒

︵略V︑ソレヨリ噴出シタル 九4610図

︵略V︑ソレヨリ噴出シタル

︵略﹀︑はや朝顔のはちを

ならべて︑昨日は九つ咲きたり︑今

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔

カクノ如ク國二念タフレタ

︵略﹀︑日暮ヨリ後脳一切旅

︵略﹀大空ヨリ箱根山ヲ見

候︒

館トイヒ︑︵略﹀軍事二尉スル物ヲ

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔

朝は十二咲きたりなどと御喜に御座

止ミタリ︒

九421図

常に無病にして︑瞥者にか

たるをば着ることなかれ︒

九598図
アリは幸にも星によりて方

Σりたることなき人あり︑︵略V︒

かゴやけり︒

九485図

九602図

ノハ藍ノ湖ニシテ︑︵略﹀︒

角を見定むることを知り居たれば︑

し︒﹂と知るべし︒

﹁過ぎたるは及ばざるが如

それを便りに進行せり︒

マシテ幾萬年ノ久シキ間︑

九489図

九425図

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水

︵略﹀︑其の目の夕方︑一組

ノカバハカリ知ルベカラズ︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

九4110図上ノ四山ノ噴火モ今土塁ク

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

九417図

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

九416図

シタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

下サバ︑全禮ノ形ノスリバチヲ倒ニ

九414図

ノ他旅客ノ宿泊スルモノ多ク︑︵略﹀︒

人ノ通行ヲ差止メタレバ︑諸大名其

九391図

アツキヲ見ルモノ︑︵略V︒

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク旦

九305図

造りタルモノニシテ︑︵略V︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ

九296図

造りタルモノニシテ︑︵略﹀︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ

九295図

多ク集メタリ︒

近年新しき港も成りたれ 九294図

ば︑海陸運輸の便 盆 画 開 け ︑ ︵ 略 V ︒

九38図 ︵略﹀︑やΣありてかの大蛇
あらはれ出で︑︵ 略 ﹀ ︑ 酒 を 飲 み で よ
ひふしたり︒

たずたに大蛇を斬り給ひしに︑尾に

九41図 尊時分はよしと︑︵略V︑ず
いたりて︑劔の先少しくかけたり︒

九42國 あやしみて尾をさきて見事
ふに︑一ふりの劔出でたり︒

九46図 かの大蛇の住みし上には叢
雲常に立ちこめたれば︑劔の名を天
叢雲劔と申せり︒

九64図 ︵略V︑蝦夷ども皆恐れて降
参し︑東國ことぐく平ぎたり︒
九107國國 花に宿れる蝶は今眠さめ
たり︒

九267図 二箇旅團の歩兵にそこばく
の騎兵・砲兵・工兵・磐戸兵を加へ
たるものを師團といふ︒

︵略﹀︑其ノ後ノ諸戦役二

人々ヲ始メ︑︵略﹀忠勇ノ士ヲマツ

九2710図 維新前後國書写タフレタル
レル所ナリ︒

九281図

戦死シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナ
リ︒

九283図 此ノ神社ノ建テラレタルハ
明治二年ニシテ︑ ︵ 略 V ︒

九287図 ︵略V︑本殿ニバカシコクモ
天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ︑ゲタリ︒
タル庭アリ︒

九292図 社殿ノ三密ハ美シク作ラレ

たり
たり
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九607図 閉ぢたる室内にはよごれた
る空氣こもる︒

る空氣こもる︒

九608図 閉ぢたる室内にはよごれた
九629図 ︵略V︑將軍坂上田村麻呂之
を平定して︑大な る 功 螢 を 立 て た り ︒

田村麻呂は︵略﹀︑怒る時
︵略﹀︑笑ふ時は子供もなつ

はたけき獣も恐れ た り ︒

九634図
九635図

之 を はうむりし時は︑︵略﹀︑

き親しみたりとい ふ ︒
九643図

ながく皇城を守護せしめたりとい
ふ︒

九666図 帆かけ船の水上を走る︑た
この空高く上る︑是皆人の自然の風
を利用したるなり ︒

九728國團 ︵略V︑二十八日は終日大
暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ
︵略V︑二十八日は終日大

︿立退きたる者も こ れ あ り ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

九7210國團
暴風雨にて︑︵略 ﹀ ︑ 同 夜 は 近 村 の 者

︵略﹀︑此の分ならば︑も

一人も眠につきたる者これなく候︒
九734國團

オキテ︑︵略V郵便切手ヲ買ヒテ墓
九895図
シ

ナ

︵略﹀等ノ字ノ一部二丁ノ

次の門を唐門といふ︒木材

かをる

聞え上げた

問は

字アルハ︑支那ノ古代二巴ヲ用ヒタ

雲ゐまで

︵略﹀︑うぐひすの

紙ニハリツケ︑全部バリ終ヘタル時︑

九9110図幅

ルが故ナリトイフ︒

︵略﹀︑金銭ヲ預ケタル者ニ

之ヲ郵便局二差出シテ︑︵略﹀︒

ば如何にと

九777図

ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡
る

九949図

らん︒

言の葉は︑幾代の春か

ス︒

︵略﹀︑金銭ヲ預ケタル者ニ

いへみつ

べう

は一切唐木を用ひたり︒
︵略﹀︑家光の廟あり︑建築
の善美を上せる亦相似たり︒

︵略﹀︑預ケタル金高ノ次第 九953図

ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡

九778ロコ凶

ス︒

九781︹図

二上リ行クハ樂シキモノナリ︒

天然の美は更に人工の美よ
︵略﹀︑よく人工の美と天然

昔より富士は日本一の高山

海岸又は河岸の森林を伐梯

方も少からず︒

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

十106図

かく保護せられたる森林を

方も少からず︒

十113図

一條天皇の頃には才學すぐ

でう

保安林といふ︒

れたる宮女多かりしが︑︵略V︒

十152図

十153図 ︵略﹀︑最も世に聞えたるは

︵略V︑父の爲時は常に其の

紫式部と清少納言となり︒

頭をなでて︑﹁︵略V︒﹂といひたりと

十162図

そ︒

れて︑上東門院に漢文・漢詩を教へ

十163図夫に別れて後︑宮中に召さ

参らせたり︒

十164図 ︵略﹀︑式部は少しも高ぶり

たる風なく︑常に一といふ文字をだ

十17図

し︒

の美とを併せたるは日光に如くはな

九965図

りも勝れたり︒

︵略V︑道議は﹁︵略﹀︒﹂と 九954図

いふ意味の詩を作りてあたへたりと

九803國

いふ︒

九808図筑紫に到りて後は︑︵略V︑
僅かに詩歌に思をよせて︑ひとり自
らなぐさめ居たり︒

と廻せられしが︑︵略﹀︑豪湧の我が

去年の今夜清涼殿の御宴に

に知らぬ顔に過したりといふ︒

九812図

領土となりしょり︑富士は第二位に

清少納言も︵略﹀︑其の才

︵略V︑御前に侍りし清少納

次ノ五日目ノ朝モ亦老人二

良大イニ喜ビテ︑朝夕之ヲ

護ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

十248図

先ダタレタリ︒

十2310図

の一例にても知るべし︒

十179図萬づに急ききたること︑此

り︒

言は︑つと立ちてみすをまき上げた

十171図

氣を以て知られたりき︒

十168國

だに知らぬ顔に過したりといふ︒

︵略V︑常に一といふ文字を
落ちたり︒

其の工事の総費用は︵略V︑

第一の山といふべく︑︵略V︒

十38図

一里の長さだけ十圓金貨を並べたる

︵略﹀落葉・こけ及び︵略V

に等しといふ︒

十93図

木の根などは︑地上に落ちたる水を
ふくみさ＼ふること︑あたかも海綿

十165図

侍し︑︵略﹀︑御衣を賜はりて身に鯨

︵略﹀︑其の形白扇を倒にか

る面目をほどこしたりしが︑︵略﹀︒

タトヘバコ・二漁夫アリ

けたるが如く美しきは︑なほ我が國

道眞︵略V︑はるかに東方 十19図
を拝し︑一篇の詩を作りたり︒

九815図

費買トイフコトナカリシ遠

キ昔ニハ︑

九87 □薗囚

はや心配には及ぶまじと立退きたる

テ有無相通ジタルニ過ギザリキ︒

︵略V物ト物トヲ取換へ

者も引返したる程に御座候︒

テ︑︵略﹀︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタ

九734國国 ︵略V︑此の分ならば︑も 九884國
はや心配には及ぶまじと立退きたる

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

リトセヨ︒

海岸又は河岸の森林を伐梯

の如くなるを以て︑︵略﹀︒

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

貝・毛皮・穀物・牛馬ヲ用 十106図
ヒタルコトアリ︒

九893図

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒

幸に命を全うしたる者 九892図

者も引返したる程に御座候︒

九753國團

も︑大がいは着のみ着のまΣにて︑
︵略︾︒

九772図 貯金皇紙トイフモノヲ買ヒ
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十2510図後張良・急信共地漢ノ高祖
二仕へ︑︵略V︑遂二高祖ヲシテ其ノ
大業ヲ成サシメタ リ ︒

ハ︑中締ノ入々︑︵略V父母二叉ル・

十329図 サレバ平左衛門ノ三笠シ時
如ク悲シミタリトナリ︒

︵略V畳ノ表ハ︑此ノ董ヲ

に︑死所を得たるを喜べり︒

＋ω3図圏﹃二人の我が子それぐ
十421図

イソザキミンキ

鳥跡ヲ︵略﹀︑其ノ織方ヲ

アミテ造りタルモノナリ︒
十425図

︵略V︑唯一商人アリテ︑

獲明シタルハ岡山縣ノ磯崎眠亀トイ
フ人ナリ︒

十437図

其ノ中ノ数種ヲ買取リタルノミナリ
キ︒

を 用 ひ た る も の にして︑︵略﹀︒

十453図 ︵略V︑第三圖は斜の線のみ

三檬の線を併せ用ひたるものなり︒

りたらん︒﹂

十534図園
の候︒

﹁されば思ひ出したる事
︵略︶︑別館は七日の間手

留置︵略﹀︑此の燈毫附近

ヲ製煉場二送ル︒

十683図

の岩の上に乗上げたる帆前船あり︒

生残れる水夫は破れたる船

ははや大波にさらはれたり︒

十685図船艦二つにくだけて︑一半

十709図

着けたり︒

︵略﹀︑幾度かいそべに出で

︵略﹀︑一寸先をも見分くる

︵略﹀︑ボートは幾度となく

父は直ちに勢れ果てたる水

此の間︵略V︑岩と波との

︵略V︑二人はまた有らん限

水夫は黒く燈毫番の小屋に

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕

十708ロロ凶

働は︑人間業とは見えず︒

間にボートをあやつり居たる少女の

十705図

夫を助けて︑ボートにうつす︒

十703図

くして難破船に漕着けたり︒

打ちもどされ打ちもどさる﹂を︑辛

十703図

たり︒

こと能はず︑心ならずも夜明を待ち

十693図

模様にて︑︵略﹀︒

てながめしが︑墨を流したる如き空

十691図

髄にすがり︑︵略︶救を呼べり︒

あやふき敵の手より救ひ 十685図

もとに置きて︑木曾へつかはしたり︒

十551図囹

十553國囹
義仲之を見て︑﹁︵略V︒﹂

くれたる厚恩︑いかでか掌るべき︒﹂
十555図

と︑さめぐと泣きたれば︑蕗﹀︒
小生の如く平素糠働にな

れたる者には︑術科もつらきことは

十579國團
これなく︑︵略﹀︒

︵略﹀︑又學科も小亭校を

卒業したる者には図りむつかしとも

十581國国

︵略V︑水曜日も其の日の

意え申さず候︒

十585國團

何か不都合なる事あり

課業を終へたる時よりタ食前まで外
出を許され候︒

ぜられ︑︵略﹀︒

︵略﹀等ノ造螢二心ヒタル

数目の後︑水夫は︵略﹀︑各

入れられたり︒

い か

ほ

あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

み

道後に次ぎて早く世に知ら

海・伊香保等あり︒

れたるは有馬の温泉にして︑︵略﹀︒

十738図

よこ
十742図 箱根は︵略﹀︑近く東京・横

濱をひかへたれば︑盛夏の候は何れ

はま

伊香保も亦古くより知られ

の旅館も空室なきに至るを常とす︒

十748図

スベテ重要ナル機關アル部

たる温泉にして︑︵略﹀︒

十777図

胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ

分野︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

リ︒

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

十779図

センが爲ナリ︒

十801図然れども入墨をほどこすこ

あつし織とは︑おひようと

とは今は全く禁ぜられたり︒

十811図

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

物なり︒

り︑一年の間土ひたる後︑之を殺し

十818図あいぬは時々子熊を捕へ來

て︵略﹀︒

殺したる熊の頭は垣にかけ

て︑永く之を保存するを以て︑︵略﹀︒

十8110図

御代に返

御返歌申し︑泣きみたる

やみの天地をまた元の

十898図圃

株︑︵略﹀其ノ奈良櫻ノ名残ヲト寸メ

師範學校門内ノ八重櫻一

すは誰が任ぞ︒

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十719図其の熱氣に罷りたる水の自 十956図

我が家に量りたりとそ︒

重量シタル無下ハ︑︵略﹀坑 十714図

獲掘シタル銅二院︑︵略V︑

タリ︒

十964図

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマロ

泉なり︒

十629図カク選り分ケタルモノハ之 十732図中にも最も世に知られたる

坑外二運ビ出シ︑︵略﹀︒

或ハ坑内二敷キタルレールニヨリテ

十625図

外二運ビ出シ︑之ヲ選鑛場二送ル︒

﹂十624図

ノナリトイフ︒

銅ハ︑大抵此ノ山ヨリ産出シタルモ

十613図

宮盛ノ愚管二巴ヒタル歯軸︑︵略﹀︒

十612図

トウセウ
︵略︶︑江戸城及ビ日光東照

て︑罰に虎せられたる者は外出を禁

十457図 ︵略V︑第七固は縦・横・斜 十594國團
十469図 見よ︑︵略V︑直線・曲線を
併せ用ひたる第十四圖・第十五圖の
模様の如何に麗しきかを︒
︵略﹀︑我等の衣食住には模

様・色どりをほど こ し た る も の 多 し ︒

十499図

十519図圏士かと見れば︑錦のひた
﹂れ着けたり︒

十526図囹 義仲の幼目に見たりし時
も︑すでに白髪ま じ り の 老 人 な り き ︒

十527図園 今は七十にも晦れば︑殊
の 外 白 髪 に は 成 りたらんに︑︵略﹀︒
ひぐち

十529直言 樋口は古き友なり︑見知

たり
たり
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テ︑都ニアリシ時事ノ山二出ヅル月
我が國ノ古美術ハコ︑二其

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︵略﹀︒

十974︹図
シヤウトク

ノ粋ヲ集メタリトイフベシ︒

十﹁142國

かさぎ
︵略V︑主上尚笠置におは

しませし時︑早くも義兵を學げしが︑

︵略V︑笠置も落ちたる由風聞ありし

︵略V︑道も無き山の雲を

かば︑其のま﹂にて止みたり︒

十一154図
しのぎて杉坂に着きたりしに︑主上

十982図 此ノ寺ハ聖徳太子が用明天
皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑
ゐんのしやう

はや院庄に入らせ給ひぬと申す︒
︵略﹀︑千ご百鯨年ヲ経タル
十一159図

翌朝警固の武士ども之を

タツタ

住吉の戦に父の討死し

ざりし名刀を與へて行かしめたり︒

とて受けざりき︒

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた

十一445﹇図 ︵略﹀︑熊王今夜こそ正儀

るに︑︵略V︒

正儀驚きて︑﹁如何に

したるぞ︒﹂と問へば︑︵略V︒

十一455図囹

十一455図 ︵略﹀︑熊王年來包みたる

居合せたる人々涙にくれ

心の中を打明けて︑︵略﹀︒

て動かせず︒

十一689図

つ︒

かくて光範の與へたる

老いある父の望は一

老いたる母の願は一

がら
︵略﹀︑街上に落ちたる硝

十一599遠慮

つ︒

十一595図函

︵略V︒

刀には事の由を書添へて送り返し︑

十一462図

師と名乗れり︒

りたる名の正寛を其のま＼に正寛法

十一461﹇図

熊王︵略﹀︑正儀より賜は
しやうくわん

ながら︑﹁︵略V︒﹂と︑取っておさへ

水雷艇玉響千鳥・︵略V 十一457図

其の氣根の地に入り

みつのり

正儀は河内にて領地を與

なれば︑呼出して召使ひたり︒

十一4310図 ︵略V︑正儀は情深き武士

うばひて︑我を追出したり︒

十一434図園 ︵略﹀︑一族の者領地を

我を追出したり︒

たる後︑一族の者領地をうばひて︑

昔都大路をねり行きたり 十一434図囹

はだは赤銅さながらに︒

十一257m囚

し園圃の車は如何に優美なりけん︒

其の後百年間の獲達は蒸

氣機關の上に多大なる改良を加へた

十一281図

國運獲展の速なること實

るを以て︑︵略V︒

十一289図

ヂ

へんとしたれども︑熊王は﹁︵略﹀︒﹂

尊名ヲ以テ名ヅケラレタ 十一442図

に驚くにたへたり︒
キ

山ノ名ヲ附シタルモノニ

ルモノニハ︑安藝・︵略﹀等アリ︒

ア

十一2910図

十一301図

三笠・︵略﹀等︑川ノ名ヲ附シタル
スミダ

見つけて︑何事を如何なる者の書き

十一302図
スミダ

ウ

御座候︒

十一415図

また我に代りて討死し

︵略V︑﹁さらば是にて本

意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離さ

十一4210﹇図

たる六郎の形見とも思ふものを︒﹂

十一424図園

︵略﹀︑散々に撃破られたり︒

吉野の朝の頃︑赤松光範︑

て︑︵略﹀一大樹を成したるは見事に

十一3810國雷

これあり候︒

に限りて許されたる数多の開港場も

十一374國国

等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒
し な
︵略﹀︑其の外支那形船

十一314図

名ヅケタルモノニシテ︑︵略﹀︒
テイ

石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以テ

シ

イツクシマ
ス マ アカ
十一304﹇図又嚴島・橋立・須磨・明

モノニ隅田・︵略V等アリ︒

︿略V︑川ノ名ヲ附シタル

モノニ隅田・︵略﹀等アリ︒

り︒

十一163図
達したり︒
くわいけい

十一168図

︵略V︑越畳込践︵略﹀︑遂

此の四海峡に包まれたる
︵略V︑百尋・千尋海の
底︑遊びふれミる庭翻し︒

十一2210園圃

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一179図

奉るべきことを聞え上げたるなり︒

勤王の兵を學げ︑必ず御心を安んじ

十一173図︵略V︑やがて忠臣の起りて

得たり︒

に呉を滅して會稽の恥を雪ぐことを

十一171図

會稽山の戦に越の軍を打破りたり︒

︵略﹀︑呉の勢盛になりて︑

見つけて︑︵略﹀︑讃みかねて上聞に

翌朝警固の武士ども之を

たるかと︑罷みかねて上聞に達した

十一163國

の句を書きつけたり︒

庭にしのび入り︑︵略V︑大文字に詩

高徳︵略﹀︑行在所の御

︵略﹀︒

十983図

紀貫之ガ︵略V︒トヨミタ

キノツラユキ

古堂ノ中口ハ手署ノ佛像今尚存ス︒

十998図
リトイフ梅ノ木ハ此ノ廊ノカタハラ
ニアリ︒

廊下ノ爾ガハニ四葬百株ト

全山花の雲に包まれた

ナク牡丹ヲ植込ミ タ リ ︒

ボタン

十9910口︒凶

十一15図

︵略﹀の頃には度々行幸

る吉野山の光景まのあたり見るが如
し︒

十一52図

雄蜂は唯働蜂の集め來

ありしが︑山城へ遷都ありし後は其
の事絶えたり︒

十一73國
りたる物を食して生活するものにし
て︑︿略﹀︒

十一77図 ︵略﹀︑女王は新しく生れ

たる

たる雌蜂に其の位をゆづり︑臣下を
ひきみて分離す︒

十一79図 此の時箱・樽等を適當な
る所に置けば︑分離したる一群は直
ちに其の中に入る ︒

十﹁234図圏吹く塩風に黒みたる

鐵より堅き︐のひふあり︒

十一141図 ︵略V︑事の未だ成らざる 十一232図研幾年こΣにき急へ＆る
に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ
りしかば︑︵略﹀︒
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子の一片を去るも︑公衆の利食なる
十一753図囹

﹁︵略﹀︑之を書添へん

悔することなき者は幸福にして賢き
して︑︵略﹀等其の名世に知られたる

べし︒
とて︑わざく鯖り來りたるなり︒﹂
けごんの
十一698図 爲したる事に過なく︑後 十一759図 日光山には華弦走を始と

人なり︒

裏見事は後の細道より瀧

もの少からず︒

はれたり︒

十一807図

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

鵜の首元は細なはにてし

くはへたる魚をふりかへ
コレ麗麗細小ノ針金ニ

アタカモ人ノ頭髪ヲクシ

十一924図

かくて其の家の償は段々

高くなりて︑最も高き償をつけたる
かくて其の家の慣は段々

人の手に渡るべきなり︒

十一929︹図

安くなりて︑最も債を低くしたる人︑

物の慣は︵略﹀︑常に其

其の家を費ることを得べきなり︒

戦闘旗と共に我が旗艦三笠にかΣげ

十二510図 ﹁︵略﹀︒﹂との信號旗が

敵今は逃れぬところと畳

られたるは午後一時三十分にして︑

︵略V︒

聾したりけん︑︵略﹀其の部下と共に

十二87図

降服せり︒

おほせたるは巡洋艦以下翠煙のみ︒

十ニー01図 ︵略﹀︑三十八隻の中逃げ

十一933図

の物を製造する費用と一戦の利盆と

キ

ヨ

﹁我が聯合艦隊が克ク

カ

ツ

︵略﹀皆此ノ成果ヲ見

所ヲ知ラザルモノノ如シ︒﹂

タルニ及ンデ︑唯唯感激ノ極︑言フ

十島ー11図團

進敢戦シタル堂下砲塁モ︵略﹀︒﹂

カン

十一一111図團 ︵略﹀︑響二導引封シ勇

サキ

ノ致ス所ニシテ︑︵略﹀︒

タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜威

ミ イ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

照臨ー07図團

止れり︒

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に

十ニー03図 我が軍の死傷甚だ少く︑

を併せたる金額に等しからんとする

ロシヤにて早くより開

傾きあるものなり︒

十一㎜9圓国

拓に力を用ひたるは主として五十度
以北に候︒

孔明ハ嚴正ニシテ甚ダ規
後仲達︑孔明ノ陣螢ノ跡

律ヲ重ンジタリ︒

十一鵬7図
十一鵬6図

又官軍ノ導引攻入リシ

ヲ観テ︑﹁孔明ハ天下ノ奇才ナリ︒﹂
ト歎ジタリ︒

十一燭8図

時︑仲達ハ︵略︶︑其ノ附近ノ草ヲ刈

下し給へる勅語の中に︑﹁︵略﹀︒﹂と

十ニー16図勝報上聞に達し︑陛下の

リ︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

べく経費を節約したしとの校長の意

世に・の里やかせ︑我が軍人︒

諸子は中央氣象毫より嚢

天氣圖とは各地に於て同

﹁敵は長銀の計を取れ

十二279図園 ﹁︵略﹀︑若し向ひの山

るに︑我は糧食殆ど角きたり︒

十二274図囹

氣要素を地圖の上に記載し︑︵略﹀︒

時刻に観測したる︵略﹀等一般の天

十ニー93図

行ずる天氣圖を見たることありゃ︒

十日差92図

仰せられたり︒

十一皿1図囹﹁不作の後なれば︑成る

︵略V︑村長は﹁︵略V︒﹂

見によりて玉算を編成したるなり︒﹂
十︻皿2図

と説明したれば︑さらばとて原案の
ま＼に決議せり︒

和合して︑二十年來未だ一人の犯罪

蜜蜂の蜜を吐き︑又たく 十一価7図 ︵略V︑ 一村は一家の如く

みつばち

者をも出したる例なし︒

農夫の田畑を耕すに似た

るく

鍛ひたる劔の光いちじ

みに藁を造るは醸造の業と建築の業

十一888図
らずや︒

十二35図圃

とをかねたりといはんか︒

十一8710図
す

ケヅルニ似タリ︒

十一852図

︵略﹀︒

テ作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑

十一8410図

て︑頭より呑下す早業は︑︵略﹀︒

十一818図

下すことなく︑︵略V︒

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一814図鵜の首元は細なはにてし

下すことなく︑︵略V︒

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一814図

ち︑︵略﹀︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

此の間に鵜を引上げて呑

と︑我が國にては古來廣く諸所に行

十一792図

たりしが︑︵略﹀︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一718図 此の書の出來たる由來こ 十一764図
そ面白けれ︒

十一721図此の給をかける書工久し
く此の寺に寄食してありしが︑︵略﹀︑

︵略﹀︑心構せし様なりし

毎日遊び暮して三年を経たり︒
十一728図
が︑又筆もとらで四五日過ぎたり︒

十一734図 翌日霊工の早朝に起出で

︵略﹀︑前の如く夜もすが

て書がけるを見れば︑皆ふしたる鶴
なり︒

十一737図

ら寝ねずして︑明日はかく書がかん
などひとり言いひ居たり︒
十﹁7310國︵略 ﹀ ︑ 今 度 は ひ ぢ を 張 り ︑

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴
の臥したる様をな せ り ︒

十一742図 夜明けて後︑住持書工に
向 ひ て ︑ ﹁ ︵ 略 ﹀ ︒﹂と︑夜中のぞき見

﹁先に堂且がきたる檜の

﹁そは昨夜のぞき見て

た る 姿 を し て 見 す るに︑︵略﹀︒

知りたり︒﹂

十一744災難

十﹇749図圏

枝に一枝足らぬ所あり︑︵略﹀︒﹂

き枝ぶりの檜を見て︑其の意を得た

十一752図囹﹁︵略V︑箱根山中にてよ

れば︑之を書添へんとて︑わざく
婦 り 來 り た る な り ︒﹂

たり
たり
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にのろしのあがるを見ば︑幸にして
城を出でたりと知 れ ︒

れんぼ
︵略V廉頗之を見て心安

富士山の︵略﹀︑時時破

﹁余は秦王を其の朝に

からず︑﹁︵略﹀︒﹂と言ひ居たり︒

十二389図

たり︒

︵略V安永八年櫻島の破

我が國は︵略﹀︑米・萎

四方の海の底廣く︑魚

きりふ

い

古く其の名を知ら遊たり︒

せざき

たる橋は何れも肚大にして︑︵略﹀︒

︵略﹀︑地球を鯨りに小

ぼるとがる

︵略V︑又果實の附きたる

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

なり︑︵略﹀︒

日々遊出を事として全く

﹁主人は死し︑主家は

出入口に︑はき物の千丁

當時支那は王室衰へ︑諸

しん

︵略V︑駅家に動螢あり又

︵略V︑及び各府縣に於て

其の選に當りて勅任せられたるもの

︵略V十五人の中より一人置互選し︑

十二鵬8國

もの︑︷略V︒

は學識あるものより勅任せられたる

十二鵬6図

町村の三級に分れたり︒

は︑府縣・市の二級或は府縣・郡・

十一一皿3図

我が國の地方自治團鵠

動は藺相如が秦王を叱したるとは異

りんしゃうじよ

十二958図此の會に於ける孔子の行

如何にせば可ならん︒﹂

十二955図囹 我︑罪を砂土に得たり︑

孔子が蔓忍に教へたる語なり︒

十二946図 ﹁君君たり︒︵略﹀︒﹂とは

り︒

雷門其の國によりて互に勢を争ひた

十二935図

多しといへり︒

れたる家には︑盗人のうか雲ふこと

十二886ロコ凶

て良雄に食はしめたり︒

十二877暮雲︵略V︑我が足︑獣とし

るを知らず︑︵略V︒

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二869國圏

復仇の事を忘れたるが如し︒

十二865図

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

十二634図電車の便の最も開けたる 十二788國 ︵略﹀︑又果實の附きたる
倫敦には︵略﹀等世界に

は伯林にして︑︵略V︒

十二638図

英國は皆皆の最も早く開

名を知られたる建築物多し︒
十二641﹇図

けたる國にして︑︵略V︒

十二646図 巴里にも︵略V︑世に聞

たりや

始めて西半球の陸地を獲

えたる建物少からず︒
い

十二737図

︵略﹀︑彼をして其の志を
いすぱにや

見したるは伊太利人コロンブスにし
て︑︵略﹀︒

十二738図

びらい

︵略﹀コロンブスは最も

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ
うなりき︒

十二746図

ふ

たまく元の忽必烈に

熱心に之を考へ居たり︒

外憂トノ交通少カリシ時 十二749國

仕へたる伊太利の大旅行家マルコ︑

り︒

コロンブスは葡萄牙に客

の大柏見を成さしむる基となりしな

さく見たるコロンブスの誤は遂に此

十二7510図

く︑︵略﹀︒

によりて製したる地圖を得て思へら

十二755國

︽略﹀︒

ボーロの日本に關する記事を青み︑

強兵ヲ以テ知ラレタル我

代ニハ︑商業武備ド内國二二ラレタ

十二534図

ガ國ハ富國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ
急務ニシテ︑︵略﹀︒

日露の戦役に於ては︑
︵略V︑我が軍は苦戦十一箇月にして

十二568図

かう
撫順は満洲屈指の炭坑地

之を陥れたり︒

十二578國

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

十二788図

が︑︵略V︒

睡中︑熱心に此の説を主張したりし

此の玉高は日露戦役中に 十二763図
急設したる輕便溢泌にして︑︵略V︒

十二583図

テームスとセーヌとは
︵略﹀︑河幅はるかに廣く︑之に架し

十二595國

︵略V︑又ボーロの旅行記

リキ︒

十二507図

も

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二494國圃

絹織物の産地には︑京

介さまぐ海草の舞の富を藏し

十二482図圃

の栽培は最も早く開けたり︒

十二441図

降らしたりといふ︒

博せし時は︑︵略﹀までも火山灰を

十二433図

上せしことも亦歴史に見えたり︒

十二401図

聾したるもの︒

十二283図 黒き影は︵略V︑ひらり 十二392図園
とばかり身を水中に投入れたり︒

十二287図 しばらくして黒き影は向
ひの岸に現れたり ︒

伊企灘︵略﹀︑幾度責め

らるれども改めず ︑ 遂 に 殺 さ れ た り ︒

十二306図

十二307図 古今勇士の意氣甚だ相似
たらずや︒

く其の思すべき道に慣したる我が國

十二323図 是等の人々は︵略﹀︑能
婦人の實例にして ︑ ︵ 略 V ︒

ふさ
十二325図 孝女お房の幼き身を以て
能く父母に事へたる︑︵略V︑皆後世
炉なふこうけん

女子の模範とすべき徳行なり︒

十二326図 ︵略V︑稻生恒軒の妻の常
に祖先の祭に心を 饗 し た る ︑ ︵ 略 V ︑ 皆

後世女子の模範とすべき徳行なり︒
ぜんに
︵略﹀︑松下騨尼の倹約を

十二327國

もん

守りたる︑︵略V︑皆後世女子の模範
ゑ

︵略︶︑鈴木今右衛門の妻

いま

とすべき徳行なり︒
十二327図

の慈善を行ひたる︑皆後世女子の模
くすのきまさつら

範とすべき徳行なり︒
︵略Vが如きは︑︵略V︑忠義の

十二333図楠木正行の母が正行を戒
め︑

︵略﹀二丁リ︑其ノ席末

爲には恩愛を昂る＼右心より出でた
り︒

十二356図

二列スルヲ得平ルハ余ノ最モ光榮ト
スル所ナリ︒
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だれ
たりょう

是なり︒

十二鵬10図 衆議院は一定の選學資格
を有する臣民の公選したる議員を以
て組織し︑︵略︾︒

十二斯10図 しかして︑法律及び豫算
は帝寒紅會の協賛を経たる後︑天皇

三305タルヤヲケニモ︑竹ノ
タガガカケテアリマス︒
タルナドヲ作ル冒用フルコト多シ︒

國に及ばざるものあるは固よりあや
しむに足らず︒

七608図

耳のたれたるもの︑立ちた

六678図杉ハ︵略﹀︑又ハコ・ヲケ・ た・る﹇垂︼︵下二︶2 たる 貞ーレ彰

十1310図圃園

たるき
﹁ねだ低く︑たるきは

たるき﹇垂木一︵名︶1

たれたるもの︑まきたるもの︑︵略V︒

十一78図 蜜蜂は︵略V︒︵略V︒此の るもの︑︵略V︒
たる
時々・雄島を適密なる所に置けば︑
七611図 ︵略﹀︑尾ののびたるもの︑

禽一

分離したる一群は直ちに其の中に入
足る

高し︒

十二41図

合百

ニ423圏

ダルマサンノ目ハ大

だるまさん︻達磨︼︵名︶2

マツチハーダースノ便三四 だるま・▽ゆきだるま
一箱三四厘ニモ足

だれ

誰

︵略︶︑ダレトスマフヲト

ダレ

﹁ダルマサンニハ︑耳ハ

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ
ウ︒﹂

二442囹

イリマセン︒﹂

ン︒

三227

私をころがすのはだれ

ツテモ︑マケタコトハアリマセ

三137

だれ﹇誰﹈︵代名︶23

あいぬの数︑︵略V︑近年次たれ弓あまだれ

名所・早旦ヲアマネク尋ネ

さねることは︑どうしてもでき

ナリマシタ︒

ニハイルノハイヤデスカラ︑
ミンナガフンパツスルヤウニ

三435

ません︒

にもできますが︑︵略V︑二つか
﹁先に書がきたる檜の

ンニハ︑薄月ノ巡遊モ重事ラザル感
十一7410図囹

濁逸帝國は創建以外年尚

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか﹂り
しが︑︵略﹀︒﹂

十二656図

淺ければ︑首府の肚観の未だ肩馬二

ダレモ右ノ方ノナカマ

アルベシ︒

十二1図

ダルマサン

サレドモコ・ニテ見ユルハ たるたま﹇垂玉﹈︹地名︺1 蘭引

足ル

の裁可を待ちて始めて成立するもの

ラズ︒

九595図

十829図

リ︑︵略﹀︒﹂

十231図圏 ﹁汝ハ教フルニ足ル者ナ

せぐに足らん︒

よき心持のみにても病をふ

銭グラヰナレバ︑

八383図

東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒

七555図

ラ・ール彰

た・る﹇足﹈︵四︶9

る︒

又貴族院及び衆議院は

とす︒

十一．﹇鵬6図

我等は︵略V︑既に祖先

︵略︶の権能を與 へ ら れ た り ︒

十二m6図
の事蹟を學び得たること多し︒

十二囎1図圖 いろはのいをも わき
まへぬ 身のいつしかに 積み得さ
知ら

文字の数︒

︵略︶︑西も東も

る︑︵略V︑世の 人 並 の
十一﹇囎3國翻

ざりし 身のいつしかに 分けねた
道の筋︒

る︑世の人並の 文字の数︒世の人
並の

たりょう︻多量﹈︵名︶2 多量

︵略﹀︑規模極メテ大ナリシ

第に減少して︑今は僅かに二萬人に
足らず︒

︵略﹀︑何レモ多量ノ石炭

ヲ積ミ︑大ナル速度ニテ長時間航海

十﹁333図

十9410図

内一

ガ︑今ハ往時ノ三ノーニモ足ラズ︒

スルコトヲ得︒
みレず
十一885図
蛆矧は︵略﹀︑多量の土

足りル

を呑込みては之を地上の穴の口に出
す︒

た・りる﹇足一︵上一︶1
リ︾

七266 イソガシイ時二手ノ足りナイ
トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ
フコトデス︒

たる
たる︻樽﹈︵名︶3 タル 樽

四786園

ないか︒﹂

だれか上手なものは

﹁それでもだんなが居ない

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六324囹

信長は誰かとたつねますと︑

はしない︒﹂

六464

又ある朝早く信長がかりに

木下藤吉郎秀吉と答へました︒

出ようとして︑﹁誰も居らぬか︒﹂と

六467囹

﹁そんなわるさを誰がし

よびますと︑︵略﹀︒

これを見た人は皆ほしいとは

六621圃囹

た︒﹂

七396

思ひましたが︑何分にも直が高いの

﹁あ＼︑よい馬︑名馬二間︒

で︑誰一人買はうといふ者がありま

せん︒

誰の馬か︒﹂

七434園

婦って見ると︑自分の家は戸

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

八231

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

る様子がありません︒

八233

﹁こちらでは近年にない大

みるのに︑誰も草をやるものがあり

ません︒

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

八457園

を打つたのだらう︒

カクノ如ク國事ニタフレタ

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九306図

アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公

ノ心ヲ起サザラン︒

十503図幅 ﹁唯一人ふみ止って戦ひ

たれる一たんけい
754

給ふは誰ぞ︒名乗り給へや︒

四56太郎﹁うちのまへの川が

四72

四67
太郎﹁いいえ︑六人です︒﹂

太郎﹁さうです︒

あんなにまがりまがって︑とほ
くの方へながれでるます︒

御威徳ヲ仰ガザラン︒

バ其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ

十瑚6國 コ︑ニマウヅルモノ︑誰カ

十﹇107 又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ

四75
太郎這うら

人を入れると︑六人でせう︒﹂

太郎﹁くるまにのってみる

スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス
ル︒

しまたろう・てっかのたろうみつもり

十一249図 上古の舟車と今日の汽車たろう﹇太郎︼︹人名︺3
・汽船とをくらべんには︑誰か人智
・ばんどうたろう

こくら

太郎と次郎が二人目山
これは太郎の

太郎

お花どの

太郎の日記
タワム

タワム

が枝もたわむ程なってみる︒
︽一

一時ハ赤貧洗フが如キ有様ト

俵n▽む

ダン

一団いしだ

だん﹇男﹈号はくしだんしゃく

だん﹇段﹈︵名︶4

ん・さんだんめ・だいいちだん・にだ

八864

︵略︶︑又ソノ次ノダン

さていよく馬を受取る段

︵略V建碑口封行致候

弾丸

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑

敵ノ弾丸ハ雨アラレノ様二飛

︵略﹀︑盛二弾丸ヲ打出ス︒

八856

だんがん﹇弾丸︼︵名︶3

だいにだん

だん﹁弾﹈﹇▽いちだん・だいさんだん・

案内申上裂︒

間︑御光臨の榮を賜はり度︑此段御

十一637圓團

いふ︒

になって︑大將は今少しまけぬかと

十﹁474

ヘテ︑︵略﹀︒

磯回ヒシモチトオゼンヲソナ

四745

イリサマヲナラベテ︑︵略﹀︒

四733一バン上ノダンニハダ

︵略V︑失敗ノ上二失敗ヲ重 んめ・よだんめ

たわ・む﹃挽﹈︵下二︶一
メ専

ネテ︑

十432図

ナレリ︒然レドモ少シモ其ノ志ヲタ

ワメズ︑イヨ︿勇氣ヲフルヒテ考
案ヲ績ケ︑︵略﹀︒

戯れる

やうやく立歩くことのでき

たわむ・れる︻戯﹈︵下一︶1

十﹇511

︽iレ︾

る三つ四つの子供が︑馬の尾を引き︑

タワラ

脚をなでて︑戯れてみると︑︵略V︒

たわら︻俵︼︵名︶6

米を俵に入れて︑その俵をつ
米を俵に入れて︑その俵をつ

ノ下ヲクマリナガラ︑ケハシイガケ

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑弾丸

ンデ來ル︒

ヲカケ下りタ︒

熊ハ︵略V︑人ノ家ノクラノ戸 八889
ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵ヲカツイデ︑

弾丸

庭に一本嘉の木︑弾丸あ

なつめ

︵略V︑刈って︑ひろげて︑ だんがんあと﹇弾丸跡﹈︵名︶1

あと

短径

十二407口凶 阿蘇山の善噴火口は南北

たんけい︻短径一︵名︶1

ユ︑今ぞ相見る二將軍︒

ともいちじるく︑くつれ残れる民屋

日にかわかして︑米にこなして︑俵

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

十387図國
十一843図

につめて︑︵略V︒

七114璽

ニゲテ行クコトガアルトイヒマス︒

六663

み重ねてながめた時は︑︵略﹀︒

六168

み重ねてながめた時は︑︵略︶︒

六168

ドヲ作りマス︒

コモムシロナハワラヂミノナ

太郎きのふは うんどう ぎだわら
四36一 イネノワラデハ︑タワラ
くわいで︑どうにょごしたこの

たろうどの︻太郎殿︼︹人名︺1

はかま︒

四708圃

のはかま︒

四706圏

へのぼりました︒

四38

の進歩の大なるに驚かざらん︒

十一569 此の時﹁自分が行かう︒﹂
とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍マ
︵ 略V︑之を拝領するもの

クドナールである ︒
十ニー4ロ自適

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛
の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

十二378図囹 秀忠﹁さらば誰か然る
べき︒﹂といふ︒

郎どの

たろうのにっき︹課名︺2
第十一
︽ーマ・ーム︾

たわ・む︻携﹈︵五︶2

たわむ

太郎の日記

六416團十二月十六日父より太

十二852 日ははや没して︑燈火の光 どの
が鮎々として此庭彼庭にか貸やいて
みるとは︑今の今まで誰一人も気附
かなかった︒

角一

六357

十二853 かの情深い紳士は誰であっ 六目12 第十一 太郎の日記
たれる

たか︑老人も知ら ぬ ︑ 聴 衆 も 知 ら ぬ ︒

レ︾

た・れる﹇垂︼︵下一︶1

此ノ時中佐ハスデニ第ご弾ヲ
右手二︑第三弾ヲ腹二受ケテ居タガ︑

六151 どこの田を見ても︑稻がよく 八882
じゅくして︑重さうにほをたれてゐ

ソレデモタワマズ︑奮戦ヲツマケテ

ホグシ︑︵略V︒

つたん

物置の後には︑大きなだい たん n▽さんじつたん・じつたん・にじ

くの木があって︑黄色い大きな實

十295

居ルト︑︵略﹀︒

ます︒

たろう﹇太郎﹈︹話し手毬︺5 太郎

のはしごが見える︒

四46 太郎﹁あそこに高い火の見

755
たんす
だんけつ

の長径六里︑東西の短径四里にわた

さん
茄
す
空氣中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐

十m4図

談山神社

若し之を消費するものがな

出す︒

十二214

り︑︵略﹀︒

だんけつ母きょうどうだんけつす

櫻井町ヲ南へ去レバ談山神

社ノーノ鳥居アリ︒
タフノミネ

ければ︑空相申には炭酸瓦斯が段々

路ヲ上ルコト一里蝕ニシテ︑多武峯

男子号にっぽ

コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂

たんけんうだいたんげん
に増加し︑遂には地球上の動物が呼

ナル談山神山烏達ス︒

然るに空氣中の炭酸瓦斯の んだんし
九195園

九276図

婦人の實例にして︑其の志操の固き

は男子にも勝れり︒

短所

のものなれば︑量見は母の感化を受

十二912図男子は外に出でて不在勝

くること最も多し︒

他人ノ悪事・短所ヲアザ

談笑

儀式・公愚心ノ席ニテ談

談笑

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風

十一536図

だんしょう︻談笑︼︵名︶1

リ︒

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十一538図

たんしょ︻短所﹈︵名︶1

我が國は國民皆兵なり︑男

ナリ︒

だんしょう・す﹇談笑︼︵サ変︶1

屋内には中央にみうりを造

たんじょうび︻誕生日︼︵名︶1

り︑一家之を園みて談笑す︒
たんじやう
誕生

十817図

五月五日二軍人形ヲカザ す 余ース彰

れも兵役に服する義務あり︒

子は十七歳より四十歳までの間︑何

九242図

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

軍人となって︑いくさに出

だんし﹇男子﹈︵名︶9

十㎜6図

だんご︻丹後﹈︵名︶1 丹後
吸作用を螢むことが出穂なくなる道

イハミ

理である︒

︵略﹀我が軍艦ノ名ヲ知
サツマ

レルナルベシ︒國名ヲ以テ名ヅケラ

十﹁301図

ス ハウ

アキ

十二216

サガミ

分量が増さないのは︑一方に於て植

レタルモノニハ︑安藝・薩摩・石見
・肥前・相模・周防・丹後等アリ︒
物が之を消費するからである︒

︵略﹀︒

酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出すが︑

十二219

植物も︵略V︑呼吸作用で

酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出すが︑

四338囹 ﹁︵略V︑もちやだんごの 十二218 植物も︵略﹀︑呼吸作用で

だんご﹇団子﹈︵名︶3 だんご

あんは何で作るのですか︒﹂
四343園 ﹁だんごに つける こな
は︒﹂三郎﹁あれも豆です︒﹂

リ︑ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲ

四345圓 ﹁それではあんの豆と︑

其の吐出す炭酸瓦斯の分量は至って

こなの豆と

だんごにつける

人を蚕がけるものにて︑左は男子︑

十796図

リ︒

イノルコト︑我が國古ヨリノ風習ナ
外に同化作用といって︑

少い︒

十二2110

盛に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭
素を養分にして酸素を放つ作用があ
る︒

右は女子なり︒

十一621國團

拝啓︑老父事本年満六

十歳に相達候に付︑來る七月二日の

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑心

たんじやう

ばかりの祝宴相開き︑御心安き方々

あいぬの男子は髪とひげと

御招待致度と金印間︑︵略V︒

若し炭酸瓦斯を供給するも 十796図

を長くのばし︑耳に金属製の輪をは

六693図

材木ヲ用ヒテ︵略V︑ツクエ

キモノナドヲ作ルニ用フ︒

レバ︑ツクエ・本バコ・タンス・ハ

六686郁︒心妻ハ︵略V︑輕クシテ美シケ

ヲナラベ︑︵略﹀︒

四743 又四ダン目ニハ小サナタ
ンスヤナガモチヤヒバチナド

女子は耳に耳輪をはむるこ たんす﹇箪笥﹈︵名︶3 タンス

のがなければ︑空氣中の炭酸瓦斯の

十798國

め︑こしに小刀をさぐ︒
︵略﹀︑空氣中の炭酸瓦斯の

男子も女子も寒き時は犬の

と男子に同じく︑︵略V︒

十806図

皮などにて造れる羽織の如きものを
用ひ︑又あつし織の短きつ＼袖を着︑

然るに炭酸瓦斯が絶えず
供給されるのは︑︵略V︑動物の呼吸

︵略V︒

是等の人々は︵略V︑能
く其の塵すべき道に即したる我が國

十二324図

作用も與って大いに力があるのであ

十二224

は壷く枯死すべきはずである︒

分量が著しく減って︑地球上の植物

十二222

分量が著しく減って︑︵略﹀︒

十二221

是は北海道に住するあいぬ 日号ごたんじょうび

同じですか︑ちがひますか︒﹂
たんこう﹇炭坑︼︵名︶1 炭坑
量産豊富なり︒

十二579図 其の炭坑は改暦厚く︑炭
たんこう︻炭壷﹈︵名︶1 炭磯
十二485國︹圃三池・夕張・大の浦︑
掘れど炭磧限りな く ︑ ︵ 略 V ︒
かう

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

たんこうち﹇炭坑地︼︵名︶1 炭坑地
かう
十二577図 撫順は満洲屈指の炭坑地
たんこうば︻鍛工場︼︵名︶1 鍛工場
イ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

鋼 鐵 ・ 眞 獣 類 ヲ 鋳 ル塵モアリ︑︵略﹀︒

カウチツ シンチユウ

十ニー26

が す
たんさんガス ︵名︶9 炭酸瓦斯 炭

る︒

十二212 動物は呼吸作用によって︑ だんざんじんじゃ﹇黒山神社﹈︵名︶2

酸瓦斯

だんだん
たんず

756

・本箱・タンスナドヲ作ルモノハサ

の意なりとそ︒金銀の光︑丹青の色︑

翌日書工の早朝に起出で

て書がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一734図

目もまばゆきばかりなり︒
︽iジ︾

シモノシナリ︒
歎ズ

なり︒筆勢非凡にして丹青の妙いふ

十一鵬4図 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

たん・ず︻嘆一︵サ変 ︶ 2

ビ職ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス
べからず︒

丹誠

アラビヤに良馬の多く産す

るのは︑︵略V︒数千年の久しい間︑

十一50一

たんせい︻丹誠︼︵名︶1

ルコト七回二及ビシカバ︑賊將歎ジ
テ ︑ ﹁ 公 ハ 天 授 ナ リ︑敵スベカラズ︒﹂

トテ︑マ近心スルコトナカリキ︒
後仲達︑孔明ノ陣螢ノ跡

是なり︒

故に人々常に自治制の本

旨を忙し︑協同一致して團艘の福利

十二脳6図

ダンダラ

を増進せんことを心掛くべし︒
だんだら﹇段﹈︵名︶一

九577國 此ノ種ノ盤色ヲ警戒色ト名
ハチ
ヅク︒タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ艦

段々

ダンダン

色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑︵略﹀︒

段段

ワタクシノウタヲキク

だんく

だんだん﹇段段一︵副︶30

だんだん

十一鵬6ロコ凶

土人の絶えてたゆまない丹誠の結果

マス︒

ス︒

ノビル

ト︑タケノカバ

今にあのあみをだんだ

ガオチテ︑リツパナ竹ニナリマ

ダンダン

三284 コレカラニ三日タツタラ︑
マダズツトタカクナリマセゥ︒

タカク上ツテイキマス︒

三177

サヘヅリナガラダンダン

二3ーイマ日ガデマス︒ミテヰ
ルウチニダンダンノボツテキ

ト︑人ガダンダンオキテキマス︒

ヲ襯テ︑﹁孔明ハ 天 下 ノ 奇 才 ナ リ ︒ ﹂

炭素

植物も︵略﹀︒外に同化作

つ作用がある︒

團膣うじち

其の炭坑は炭層厚く︑炭

だんたい︻団体﹈︵名︶4

亭亭豊富なり︒

十二579國

たんそう︻炭層︼︵名︶1

炭層

其の中の炭素を養分にして酸素を放

用といって︑盛に炭酸瓦斯を取って︑

十二221

たんそ﹇炭素﹈︵名︶1

一一22

談ず

である︒

談ズ

ト歎ジタリ︒

だん・ず﹇談﹈︵サ変︶3
肉ーズル・ーゼ彰

タトヘバコ︑二漁夫アリ

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲

九886國
ノ 農 夫 ヲ タ ヅ ネ タ リトセヨ︒︵略﹀︒

乙ノ農夫モ相撃ヲ望マズバ︑更二子
丁ノ農夫二談ゼザルベカラズ︒

十鋭10図 大和國慰事シキ間皇都ノア
リシ地ニシテ︑昔ナガラノ山河︑一

蜜蜂の群集生活を螢むを

だんたい・ちほうじちだんたい

十一89図

三606

熱湯の海ありと語る者︑

木・一草審ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

得るは︑共同團結して勢働をいとは

十二7610口繭凶

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑乗組

へひきよせてくると︑

はるになって︑だんだん
︵略V︑昔は

のしあはび

をつけたのです︒︵略V︒それが

四433囹

あたたかになると︑︵略﹀︒

四291園

中ヘシヅンデ行ツテ︑︷略﹀︒

だんだんにかはって︑今では
紙で作ったのしをつかふやう

だんく苦ると︑ひろい野は

になりました︒

五101

はじめのうちは遠くの方にき

らへ出ました︒

こえてゐましたが︑だんく近くな

五463

つて︑雨もつよくふってきました︒

ランプニ石油ヲトボスヤウニ

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

五603

スタレテ來マシタ︒

六485 信長はこれを見て︑︵略﹀︑そ

れからだんく重く取立てて︑一方

の大難にしました︒

七299 ︵略﹀︑色もはじめは黒いが︑

︵略︶港を出て行くと︑立

だんくかはって青白くなる︒

七821囹

ちならんでみる人家も︑段々に小さ

おはなさんはしばらく直な

く見える檬になります︒

いうちに︑髪が大そうきれいになり

八127団

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ

ました︒段々おかあさんに似て來ま

す︒

上ツタ︒︵略V︒町ハ段々人通リガ多

八142

十610

れしい︒

八429

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

だんく下火になって來てう

畑の取高も年々に少くなって︑︵略﹀︒

る程の身代でしたが︑牛も段々減り︑

クナツテ︑車モ通り︑馬モ通ル︒
三675ウラシマガヨロコンデ︑カ
八194 初は近所の人にもうらやまれ
メニノルト︑ダンダンウミノ

︵略V︒

んはまべ
我が國の地方自治團盤

何をか自治の精神とい
誠意其の團睡の爲に力を致すの精神

ふ︒地方人民協同一致して︑︷略﹀︑

十二魏8図

國運の獲展を期するは一なり︒

基づきて︑其の園睡の幸福を進め︑

は︑︵略V︒︵略V︑地方自治の精神に

十二皿5図

まざるによる︒

ず︑︵略﹀︑團睡の爲には身命ををし

たんすゐ

員の運命をあはれ む 者 ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 口 々
に語り合へり︒

たんすみ

たかお

たんすい﹇淡水︼︹地名︺1 淡水
あんぴん

基隆・安平の三竿とは本島の四開港

きいるん

十一372鴨團 南部の打憶測と淡水・
場 に こ れ あ り ︑ ︵ 略﹀︒
ひぐらし

たんせい﹁丹青一︵名︶2 丹青
は︑日暮るるまで見れどもあかずと

九946図 此の門一に日暮門の名ある

ち
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だんな

程段々二細クナツテ︑末野ナルト︑

だんな﹇旦那一︵名︶2

だんな

ある日主人は朝から用たし

に出たので︑二人が店のるすをして

六323圏

十223 それ故近年は木版が段々すた
みると︑︵略﹀︒︵略﹀︒﹁それでもだん

肉眼デ下見エナイ程細イ︒

れて︑活版を用ひることが多くなつ
なが居ないから︑だまってみれば︑

い︒﹂

﹁だんながおるすだから︑

たんに﹇単︼︵副︶1

軍に

なほさらまちがひがあってはならな

六325囹

誰にも知ればしない︒﹂

た︒

くなる︒

十663 鯨は段々弱って︑泳ぐ力もな
十一406國国 激育の事業も段々進歩
し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相
成候事︑︵略V︒

に行はる﹂に非ずして︑此の心得な

禮儀も亦盟に軍隊の間

かといふ︒馬主はもう一文も引けぬ

くして如何でか日常の社章に立たん

十一475 ︵略V︑大將は今少しまけぬ 十二価8図
といふ︒段々口論の末︑大圏は怒つ
や︒

だんのうら

て三千圓の金を地に投げつけた︒

田浦

十一566 打鳴らす太鼓の音は段々に だんのうら﹇壇浦﹈︹地名︺2 壇浦
壇浦
だんのうら

六86

肉ースル彰

人生七十年と見るも

談話最中一人の老人がはい

兵舎内にては歌をうたふ

だんわ・す︻談話﹈︵サ変︶1 談話す

つて來ましたが︑︵略﹀︒

十354囹

談話最中

だんわさいちゅう︻談話最中︼︵名︶1

は︵略V︒

め︑實際修學及び業務に用ふる時間

氣等の爲に費す時間は三分の二を占

︵略V︒其の内寝食・談話・遊戯・病

十一677図

たんぽにはいねがよくみのつ だんわ﹇談話︼︵名︶1 談話

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

たんぼのさきにこんもりとし

てるます︒

六87

た森があって︑︵略V︒

村デハ農夫ガクハヲカツイ

デ︑タンボへ出ル時デアル︒

八148

タンポポ

ボクハレンゲヲツム

たんぽぽ﹇蒲公英﹈︵名︶2
タンポ︑

三77囹

カラ︑マサヲサンハタンポポヲ
オツミナサイ︒﹂

タンポ・・ヨメナナドハーリ 十569國團

事︑高聲にて談話する事︑︵略V等

九102

堅く禁ぜられ居り候︒

短命

んじゅうしちはちねんせんえきげきせ

ゆうしんち・のうぎょうち・めいじさ

なち・たんこうち・ちゅうさつち・ち

すう・しゅうさんち・しょざいち・す

こうさくち・しきち・しきちそうつぼ

・かいぐんこんきょち・げんさんち︒

ち﹇地︼︵名︶35

ち

ン咲ノ様二見エルガ︑實ハーツノ董

しちよう

又別に輻重兵ありて︑後方

地算あれち・おんち

ノ上二︑タクサンノ小サナ花が集ツ
テ咲イテヰルノデアル︒

たんめい﹇短命︼︵名︶1

百歳の長命を保ちて︑一
生を坐食に費す者あり︒二三十歳の

︵略V︑屋島・凶悪は源平 十一684図

の昔語に人の感興を動かすこと甚だ

十一206図

︵略V︑其の五人は︵略﹀︑ 十一19図

低くかすかになる ︒
十一924図

争ひて高き償をつくべし︒かくて其
の家の債は段々高 く な り て ︑ ︵ 略 V ︒

霞を後ユ︑いかだして

十124図圃囹

山こむる

都に來けり︒﹂

軍葉

んち・ようがいち

ギザくノ深イノニナルト︑
一枚ノ葉が数枚ノ小サイ葉二分レテ

十67

たんよう﹇単葉回︵名︶1

より兵糧・弾奨等を運ぶ︒

九254図

切なり︒
十一929﹇図 ︵ 略 V ︑ 費 家 の 持 主 五 人 は
短命にして美名を萬世にと冥むる者
たんぱ
あり︒
︵ 略 ﹀ ︑ 争 ひ て 其 の債を低くすべし︒
たんぱ﹇丹波﹈︹地名︺1 丹波
たんぱ
﹁我え元 丹波の松よ︑ だんやく﹇弾薬︼︵名︶1 暉麗

近年は斬髪の風が行はれ

かくて其の家の贋は段々安くなり

て︑︵略﹀︒

十︻鵬7

たんべつ号さくつけたんべつ
タンボたんぼ

ヰル︒︵略V︒普通ノ葉ヲ五葉トイヒ︑

九28図囹

をうち

此の地に八岐の大蛇と

やまた

ワキ出ルモノデ︑︵略V︒

ヒマス︒コレハ地ノ中カラシゼント

ランプニトボスノハ石油トイ

五596
其の炭坑は炭層厚く︑炭

炭量

此ノ種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

量亦豊富なり︒

十二579﹇図

︵略﹀︑川について︑四五町行 たんりょう﹇炭量﹈︵名︶1
出ました︒

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

六85

イキマス︒

三117 オトウサンヤニイサンハ
マイアサハヤクカラタンボヘ

︵略V︑此ノ脊骨ノ左右カラ たんぼ︻田圃︼︵名︶5

て︑冠禮は段段すたれて行く︒
ロクコツ

十ニー39

肋骨ヲ出シテ︑段 々 二 組 立 テ テ 行 ク ︒

十二214 若し之を消費するものがな
ければ︑空氣中には炭酸瓦斯が段々
に増加し︑︵略V︒

物の人々は段々蹄り始める︒

十二822 目は既に西へ傾いて︑祭見

ち

ち

758

イハレ
其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余ノ地ニシ

十﹁財4図

アカ

選ぶ︒

朝鮮の地に上陸して︑第一

又各測候所が此の全國天

開

死人を葬るのに︑小高い所

みづほ

十一m2古製

至る︒

あうう

奉天より志すること約百
八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に

てつれい

十二561國

て︑一日も守なかるべからず︒

十二375団︺會津は奥羽重要の地にし

氣豫報といふ︒

其の地方の天北を豫告するを地方天

氣西霞と其の地の観測とによりて︑

十ニー75國

けぬ地なし︑野も山も︒

瑞穗の國と農業は

で南に面してみる日野りのよい地を

十﹇鵬10

事である︒

に目につくのは︑家の低くて小さい

十﹁鵬10

孔明ハ魏ヲ攻メテ支那中

て八つの頭と八つの尾とある大蛇あ

内海の沿岸及び島々には
都會の地には電車・自動
マ

ヨク笑ハント欲スルモノ

︵略﹀︒

央ノ地ヲ取り漢朝ヲ興復セントシ︑

カシハラ

大和國一口シキ間皇都ノア

十﹇2510図

名勝の地少からず︒

十一205図

リシ地ニシテ︑︵略﹀︒

十瑚9口靹凶

傍・橿原ノ地露出ヅ︒

ビ

ウネ
コ・ヨリ西北へ進メバ︑畝

テ︑︵略﹀︒

ぞ

十皿8図

り︑︵略﹀︒

九173図 霞浦・北浦等ノ合流スルア
タリニハ名勝ノ地少カラズ︒

九274醒 師團司令部のある所は東京
・大阪・名古屋・廣島・熊本等軍事
え

上重要なる地なり ︒

九622図 蝦夷は東北の地に住して︑
叛服常ならず︑︵略﹀︒
ス

二等も次第に多く行はれて︑︵略V︒
タツタ

イツクシマ

九636図 將軍田村麻呂の東北の地を
ヂ

名ヅケタルモノニシテ︑︵略﹀︒
ようじゅ
︵略V︑南部には椿樹も

見受け申候︒其の氣根の地に入りて︑

十一389﹇國団

石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以テ

ウ

十一304図三思島・橋立・須磨・明
シ

征するや︑恩威ならび行はれて︑向
ふ 所 敵 な く ︑ ︵ 略 V︒

にとぼしからざれ ど も ︑ ︵ 略 V ︒

九964図 我が國到るところ名勝の地
十109図 其の他森林は︵略V︑神社・

数幹・数十幹入齪れて一大樹を成し

段々口論の末︑大將は怒つ

たるは見事に御座替︒

十一531図

て三千圓の金を地に投げつけた︒

十﹇476

佛閣又は名勝の地に一種の風景を添

足尾銅山ハ︵略V︑今ヨリ

ふる等︑其の効用あげて数ふべから
ず︒

十609口瞭凶

三百年前︑此ノ地ノ人言メテ之ヲ獲

八713豊漁 ︵略﹀︑胃は一同に向って

我若し食物をこなす事な

なして︑之を血の製造場へ送るにあ

曰く︑﹁︵略﹀︒我の職務は食物をこ

り︒

八715堅魚

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

らるべき︒

食物を送らざるが故に︑新しき搬出

八718煙管 ︵略﹀︑此の数日間少しも

弾ずして︑︵略﹀︒

運動不足なれば︑食物のこ

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身磯

九596図

六七十尺の大鯨も今は全く息

弱りて︑氣分もふさぐ︒

十665

絶えて︑︵略V︒流れ出る血に紅の波

がた買よふ︒

十7510図肺ハ鼻・営門リ吸入ル︑空

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十761図

肺臓二業ル︒

部ヨリ蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ

心臓ハ︵略﹀︑又身艦ノ各

血ヲ全身配送リ︑︵略V︒

露の職役に於ては︑露軍は海軍根振

︵略V旅順口に達す︒日 十762図
地として此の地を死守し︑︵略V︒

十二567國
翠黛ヂズ︑外︑人二恥ヂズ︑内︑己

ハ︑︵略V︑上︑天二恥ヂズ︑下︑地
二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

又皮・骨・ひづめなどからは

の山々は皆我が同胞の血をそ㌧ぎし

箇月にして之を滞れたり︒其の後方

十二569図 ︵略V︑我が軍は苦土十一

にかはが出定︑血や腸は肥料になる︒

十848

一つには又地を轄じて清

かうり

其の後方の山々は皆我が
同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十二569図
し︒

地ならざるはなし︒

︵略Vオレンジの熟する

さる
季節には︑数多の猿遠く数百里の地

︵略V︑大地も爲にふるひ︑ 十二679﹇図

より集り認りて之を食ひ︑︵略V︒

此の心なり︒

十二44図

治に居て齪を忘れざるも

是に於て齊侯魯より奪略 ち︻治﹈︵名︶1 治
ち﹇血﹈︵名︶10血

せる地異箇盧を返せり︒

十二957図

附近敷百歩の地にありては︑器に盛
︵略﹀︑ひたすら此の草の
落つるを待ちて︑其の巣に運び去る︒

成長を保護し︑其の實の熟して地に

十一902図

れる水常に波紋を生ず︒

十一783図

又神戸市水道の源たり︒

︵略V︒︵略﹀︒市民遊覧の地にして︑

十一775図

神戸市に近き布引瀧は

温泉の諸種の病を治する

盗聴リトイフ︒

は︑︵略V︑

十728図
新なる空氣を吸ひ︑美麗なる風光に

伊香 保 も ︵ 略 ﹀ ︒ ︵ 略 V ︒ 此

接するが爲なるべし︒
十751図

の地も亦濫訴だ涼しくして︑暑をさ
くるによろしけれ ば ︑ ︵ 略 V ︒
イハレ

十m2図 三輪町ノ南二三井町アリ︒
其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余ノ地ニシ
テ︑︵略V︒

十蜘3図 三輪町ノ南国櫻井町アリ︒

ち
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同胞すべて六千萬︒

小サイ

小さ

﹁オハナサンバーバン

ヲバサンバ 一バン大キ

こんなに大きいのも︑こ

五153 ︵略﹀︑大ブツサマノマヘニ立

ビデス︒

リモスコシ高イカラ︑クスリユ

しわはよってもわかい氣

ツテヰル人ガ︑コンナニ小サク見エ
マス︒

五295圃

十65

︵略﹀︑一枚ノ葉が数枚ノ小サ
朝鮮の地に上陸して︑第一

イ葉二分レテヰル︒

十一斯1

たらいか

船脚ハ淺シ︒

豹白あり︑︵略V︒

へう

かい

十一996各国多面加湾頭に小さき海

十一一4810乙嫁

生玉え無二

︵略﹀農産牧入何物れ

に目につくのは︑家の低くて小さい

されど挙り小さき事にま

︵略﹀︑地球を障りに小

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

十二716図

の輸出品︒

で︑小さい君らのなかま入︑うんど

小子

是が朝鮮の家の小さくなつ

ど︑小さき愚の吐出す

十一斯8

事である︒

キ瓜ニバカバ随喜サイトゲガ

う會にもついて行く︒

五50一

た重な原因である︒

ソノ他釘や針ノヤウナ小サ ちいさこべ︻小子部︼︹人名︺1

アリ︑カボチヤニハデコボコガアル︒

六274園

しめて盆なし︒

さく見たるコロンブスの誤は遂に此

部

の大害見を成さしむる基となりしな

イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ

前にやるから︑やしなってやるがよ

天皇は︵略V︑﹁その子は皆お 十二7510図
い︒﹂とおほせになって︑すがるには

︵略V︑小さき信義を立て

小サナ

小

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

十二鯛9図

り︒

五384

小さい時の名を日吉丸といひ
私どもの親類で︑小さくて

ちいさこべのすがる︻小子部媒臨﹈

小子部といふ姓をたまはりました︒

ウナ大キナ物マデ︑︵略﹀︒

ました︒

六438
七223囹

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

ちひさこぺ

小子部のすがる

ちひさこぺ

︹課名︺2

べからずと諭し給ふ︒

さな

︵略V︑犬ヲウヅメテ︑ソノ

ノモアリ︑︵略﹀︒

マス︒大キナノモアリ︑小サナ

ニー65︵略﹀木ノハガトンデキ

コヒバヰマセン︒﹂

ニー25圏

﹁コンナ小サナ川ニハ

小さ ちいさな﹇小︼︵連体︶15

大なるは小馬の如く︑小な
小さきありもいそしめ

汽船は︑今の小さき川蒸氣程の大き
サレバ艦量感ク︑小サク︑

さなりしならん︒

十﹇339図

へくる

小さなむしがとんできま

小さな虫がまへ

ほをしてゐます︒

と︑ばくつとくって︑へいきなか

三478

した︒︹ひらがなのドリル︺

三98

ウエマシタ︒

上二小サナマツノ木ヲ一本

﹁我︑此ノゴロ小サキ堂 二547

里の波を渡るなり︒

ば︑塔をもきづき︑つばめさへ 千

七793図圃

るは猫よりも小さし︒

七598図

小サシ

小子部のすがる

ちひさこべ

第十三

ちいさ・し﹇小︼︵形︶11

五364

小さい時分はやはらかな葉を 五目14 第十三 小子部のすがる

くれんげ草でございませう︒﹂

七304

こまかく切ってやるが︑大きくなる

︵略﹀港を出て行くと︑立

翼の口の中には小さいくだが し ︽ーキ・ーク︒ーシ︾

と︑枝のま＼やる︒

七324

一つある︒

七821囹

ちならんでみる人家も︑段々に小さ
それですから小さい時から

く見える様になります︒

七888医

ヲ建テタリ︒

八281図園

川成行キテ見ルニ︑小サキ
四角四面ノ堂アリテ︑︵略﹀︒

この爲眞で見ると︑おかあ 八284図

海になれておくやうにしたいもので
す︒﹂

八129国

さんの小さい時分にそっくりです︒

︵略﹀︑空を飛ぶ必要はないか

ら︑つばさははなはだ小さい︒

八564

などは︵略﹀︑其のつばさが小さい︒

四224囹小サイネエサンバ私ヨ 八556 又にはとり・七面鳥・あひる 十一278図 フルトンの始めて造りし

マス︒

んなに小さいのもあります︒
四206囹
﹁一バン太イノガオヤ
ユビ︑一バン小サイノが小ユビ
デ︑マン中ノーパン高イノハ︑
中ユビトモ︑高高ユビトモイヒ

三618

スコシ大キクシマセウ︒﹂

二412園 ﹁マダ小サイカラ︑モウ

リマス︒

イカラ︑ 一バン小サイノヲト

二64囹

アグマセウ︒

小サイカラ︑一バン大キイノヲ

二61囹

い内ーイ・ーク蝉

ちいさ・い﹇小一︵形 ︶ 2 2

て行かん︒

かちにゑをりに 世の海を 建たり

十二伽6國圃 師の賜物の智を徳を︑

徳え︒

くば︑いかで我が 心に開く︑智え

て︑教へ給ひし 師の君の 導きな

十二捌1図圃 六年の月日 手を取り

歩ゆるみなき

文明古今の粋を抜 く ︒ ︵ 略 ﹀ ︑ 日 進 月

十﹁斯6通盆 智は東西の長を採り︑

ち﹇知﹈︵名︶3智

ちいさな

ちがう
ちえ

760

このまん中に小さな物

がありませう︒

四436園
四655 あんな小さなからだで︑

あんな大きなこゑの出るのが
ふしぎです︒

又四ダン目ニハ小サナタ

ンスヤナガモチヤヒバチナド

四743
ヲナラベ︑︵略V︒

五348 蝶ニ事大キナノモ︑小サナノ
モアリ︑︵略﹀︒

のやうに荷物をつんで來ました︒

五407 えきふが小さな車の上へ︑山
五685 大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石
ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ
鳥居ヲクマルト︑︵略﹀︒

六776 大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ
ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア
ル︒

コギマハツテヰル ︒

六777 小サナ和船モアチラコチラヲ

ス︒

七284

手バカリ動カシテモ︑チエガ
地下

ナケレバ何ノ三山モ立チマセン︒

ちか﹇地下回︵名︶4
みトす
十﹁885口口凶 蛆矧は地下に穴をうがち

水ノ表面二近イ所ヲオヨグモノガア
リ︑︵略V︒

会ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ彰﹇▽くいちが

﹁ああ︑あれですか︒私

う・すれちがう

﹁もちにする米とごは

はまるでちがった方を見てゐ

︵略V︑二二近イ淺イ所カラ五 四54圓

四331囹

﹁それではごはんにたく

んの米はどうちがひますか︒﹂

四311園

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七747

ちがひ

ました︒﹂

チガヒ

ハエテヰル︒

﹁コンドハタヒヤヒラ

違うくいちがい

ちがい﹇違︼︵名︶6

多くは地下 四404圓

て住み︑多量の土を呑込みては之を
地上の穴の口に出す︒

蟻は︵略V︑

変と︑うどんやさうめんにす

十一894図

る萎は同じですか︑

こな

の豆と

﹁それではあんの豆と︑

スコシタツテカラ︑ソツト

﹁ジブンノ角ハジツニリツ

パナ物ダ︒牛ノ角トハチガツテ枝ガ

五715圏

ス︒

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑
何ダカヤウスガチガツテヰマ

四41一

同じですか︑ちがひますか︒﹂

だんごにつける

四347園

ちがひま

メナドハキツトヤラレタニチ

昔東海道といったのは︵略﹀︑

すか︒﹂

らう
に穴をうがちて︑部屋・廊下を造り︑

﹁お前のいふことはまこと

ガヒナイ︒
にもっともだ︒この釜はお前の物に

然れども地下には各種の 五263囹

︵略V︒

鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の

ちがひあるまい︒

十二629國
下をも往來せり︒

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

足︑た買つめがわれてるるとみない

十二881図譜喜劔直ちに泉岳寺に行 五794園

それが東京の今朝の新聞に

だけのちがひだ︒

九359

ひない︒

出たので︑お分りになったのにちが

八461園

き︑其の墓を臥して突く︑﹁我當に

近い角一

萬罪を地下に謝すべし︒﹂と︑刀を
抜き切腹して終る︒

近イ

︵略﹀︑かみなりが鳴り出しま

ちか・い﹇近﹈︵形︶6
五463

イ・ーク蝉

十二日程か﹂つた︒

顔のちがふやうに︑せいしつも色々

六723 十人十色と申しますが︑︵略﹀︑

耳をそばだてて聞けば︑進

ますか︒

七137圏

かけとかけねとは同じです

私はこんな大きななりをし

小責と卸費とはどうちがひ

か︒それは全くちがひます︒

七132囹

かはってゐます︒

アル︒

した︒はじめのうちは遠くの方にき

の急行列車で東京を出立すれば︑晩

十︸561

大憂なちがひではないか︒

それが今は朝

ン咲ノ様二見エルガ︑實ハーツノ莚

九103 タンポ・・ヨメナナドハーリ

こえてゐましたが︑だんく近くな
出ロ二院イ所削孔︑着物・羽
︵略﹀︑御主人織田襟には︑

︽ーフ︾

軍の調である︒ピエールが打ついつ
もの太鼓に愚ない︒
ちかふ

若し過あらば︑深く之を 七217圏

ちか・う﹁誓﹈︵四︶1

近い所ならもっと目方がふ 十一701図

父はこんなにちがふものな

てるますが︑畠の藤豆さんとはちが

七673團

悔いて︑其の過を再びせざらんこと
ちがふ

つて︑私の豆はたべられません︒
チガフ

をちかふべし︒
ちが・う﹇違﹈︵五︶18

魚類ニハイワシ・アヂ・サ
バ・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑

七704

えても︑四鏡で送れます︒

七528圏

ますとのこと︒

近いうちに京都で馬そろへをなさい

七422囹

織ナドヲ費ツテヰル店ガアリ︑︵略﹀︒

七381

つて︑︵略﹀︒

にははや京都に着くことが出懸る︒

ノ上二︑タクサンノ小サナ花が集ツ
テ咲イテヰルノデ ア ル ︒
バセヲ

様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様

ハス

十5エ 植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ
二廣クテ大キナノ モ ア ル ︒

チエ

七283 サルニハ手ノハタラキヲスル

ちえ︻知恵﹈︵名︶2

モノが四本アリマス︒シカシ人ノヤ
ウニ色々ナ物ヲコシラヘルコトハ出
來マセン︒コレハチヱが少イカラデ

761

ちがう一ちかづく

ら︑やしき中の桃の木に皆つぎ木を

ちかごろ︻近頃一︵名︶3

近ゴロ

近

十739図

おはします︒

我が國ハ島國三シテ︑

︵略Vは有馬の温泉にして︑ 近く︑露坐の大佛

︵略﹀︑殊二近クハ人口四億ヲ有スル

十二539図

あふりよく

京都・大阪に近ければ︑浴客多く集

ナ

安奉線は奉天より生口江

支那ノ大國二二ス︒

の江口に近き安東縣に達して︑︵略﹀︒

十二581図

じ や

十一一716図遠き直なければ︑必ず近

あ

き憂あり︒

西端に近しと信じ︑地球を絵りに小

十一一759図亜細亜の東端は欧羅巴の

り

か

︵略V︑亜弗利加の北西岸

あ ふ

さく見たるコロンブスの誤は︵略﹀︒

十二776図

人々始めて陸地の近きを

に近きカナリヤ島に着し︑︵略V︒

知り︑︵略V︒

十二789図

ちかづききた・る︻近付来一︵四︶1 近

シ︒

単二近ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ

十961図神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑

︵略V︑汽船絶えず通航し ヅキ來ル 肉ーリ︾

近き所︑鳴門海峡となる︒

十一203図

かうべ

は せ
︵略﹀︑長谷観音の

堂

八369図圃

鎌足︵略﹀︑大事ヲ成スニ

︵略V︑月見のころも近づ

づく 奈ーカ・ーキ・ーク・ーケ斬

南首書の熱帯地方より北 ちかづ・く︻近付一︵四︶8 近ヅク 近

ナリ︒

皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺

十瓢5図 ︵略﹀︑鎌足が靴ヲサ︑ゲテ

折ヲ得ザリキ︒

道ナシト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル

ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二

八506図

近ヅキ奉ル 余ーリ・ール彫

ちかづきたてまつ・る︻近付奉一︵四︶2
︵略﹀︑百にも近き鵜︑此

神戸市に近き布引瀧は雌

て︑遠く近く黒畑の青空にたなびく
を見る︒

雄二漫あり︒

十﹇774図

十一8210図

からふと

シ

り︑すこぶる繁榮せり︒

ごろ

箱根は︵略V︑近く東京・

横濱をひかへたれば︑︵略﹀︒

よこはま

十742図

すると申してゐます︒
リナ物が正室テ︑火打石や火打金ヲ

七714 エビノピン︿ハネタリ︑カ 五571 近ゴロバ又マツチトイフベン
ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ
使フ人ハメツタニアリマセン︒

目・耳・鼻・ロバ何レモ拶

虫歯スムモノトチガ ハ ナ イ ガ ︑ ︵ 略 V ︒

七743 陸軍スムモノデハ︑象ガマヅ 七466囹 マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ 十771図
アルシ︑書物モ近ゴロバ大テイ西洋
一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

大小ノ燈籠左右二多ク︑其

アリ︒

ノ御陵アリ︒又近ク緩靖天皇ノ御陵

スヰゼイ

畝傍山ノ東北ニハ神武天皇

ノ敷二千二近シ︒

二丁キ位置自在リ︒
ロウ

十959図

紙デコシラヘルヤウニナツタ︒﹂

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

十m2國

といふ︒

ジンム

七839囹 そこに居る人は私たちとは 七635図 又近ごろは戦場にも犬を用
ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ
まるでちがった風をして︑かはった
ことばで話してゐ ま す ︒

十一175図

九95 多クノ花ヲ取ツテシラベテ見 ちか・し︻近︼︵形︶25 近シ 近し内一
ウ・ーキ・ーク・ーケレ・ーシ︾うすいめ

本土の西︑近く九州と相

ルト︑︵略V︒其ノ形モマタ様々デア

接せんとする所︑下關海峡あり︒
あはち
十一178図
淡路島の︵略﹀︑四五に

﹁御前

なるど

んちかし・ほどちかし

天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

︵略﹀︑三韓ノ表文ヲ讃ム

近ウシテ︒﹂ト答フ︒

シミテ﹁何故ゾ﹂ト問ヘバ︑

ニ︑手ワナ・キ聲フルフ︒入賞アヤ

八528図園

タマヒテ︑︵略V︒

高タマキ上ゲサセ︑正行ヲ近ク召シ

七78図

ル︒蕗﹀︒花ノ附方モ亦ソレぐチ
ガフ︒

て︑一人で進んで功名を立てる様な

九226園 併し今の戦孚は昔とちがつ
ことは出來ない︒

九673 さて此の雨風も四季の時候に
つれて︑それぐにちがふ︒
ヂク

十一97 材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ

北極・南極に近き地方にて

方に浮び︑彼方に沈み︑彼虎にかく

八817図

は︑半年は豊にして︑半年は夜なる

コシラヘル者︑︵略V︑揃ヘテ箱二入

レル者︑十二箱ヅツ集メテ紙二包ム

豊野は地下に穴をうがち
地上の穴の口に出す︒かくて敷写の

て住み︑多量の土を呑込みては之を

連目の大雨に候へば︑大 十一887図

れ︑此虚にあらはれ︑︵略﹀︒
みエず

ころ︑︵略﹀︒

九727國團

暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ

く立退きたる者もこれあり︑︵略V︒

十二242図圃

︵略V︑其の御衣は今なほ西 樺太の寒帯に近き地方まで︑︵略﹀︒
のはてに住む身に近くあり︒

九813國

十ニー68図

︵略V︑二十八日は続目大 後には︑地面に近き土をば全く上下
にうち返すといふ︒

川に近き御地は如何と案じ居り候と

九7010國團

所あり︒

号うちちがう・み

者︑皆ソレぐニチガフ．
ちがう

ちがう︻違一︵下二︶

ちがえる尋みちがえる
ちかく﹇▽かいが

もうすこしでよりともの

ちかく﹇近︼︵名︶1

んちかく

四186

ちかくへ吊るかと思ふと︑
︵略﹀︒

ちから

ちかづけもうす
762

ぱぎ

八雛7図
工恐

﹁カク我ノ居ルニ︑何ユエ

ニ入リ給ハザルカ︒﹂トイフ︒

け ば ︑ 萩 の う ね りにやどる玉︑︵略﹀︒

九573國 他ノ動物ハ其ノ若色ニヨリ

虎モ猫モ︵略V︑シヅカニ

ル︿近ヨリテ見レバ︑︵略﹀︒

捕フ︒

十649

手力男のみことといふカのつ

たちからを

五37

の工業まで︑火の力を要することは

大きなきかいの動くのも︑汽

数へきれない程多い︒

八444

車や汽船の走るのも︑忌火の力の利
用によるのである︒

き酪駝の足跡あり︒之に力を得て︑

田村麻呂は︵略V︑力あく

南へくと急がするに︑︵略﹀︒

森林は能く暴風をさΣへ︑

も恐れたり︒

其のカをそぐを以て︑土砂の飛散を

十99図

防ぎ︑︵略V︒

＋㌘國﹃二人の我が子それぐ

に︑死所を得たるを喜べり︒これぞ

船長の落ちついた力のこもつ

武門の面目︒﹄と︑大將答力あり︒

た號令に︑船ははや方向を轄じて︑

十646

強キカヲ要スル部分ニハ強

鯨は段々弱って︑泳ぐカもな

北へ向って走る︒

十663

くなる︒

キ筋肉アリ︒

十781國

又力士ノ如キハ常二全身ニ

カヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

︵略﹀︑耳鳴り︑目暗み︑手 十785図

ク登達セリ︒

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力

︵略V杉坂に着きたりし

力強く肚なるものは外に出でて花の

十一62ロ⊃凶 働蜂の若きものは︵略﹀︑

足なえて︑動くことかなはず︑皮膚

八733図

きにいたれり︒

の色さへ青ざめて︑身燈は全く力な

八709図

まで強き人にて︑怒る時はたけき獣

石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ 九633図

よい神さまが︑︵略V︒

五585

シグマトイフ熊山小馬ホドア

ットッヨイノデ︑︵略V︒

六656

︵略﹀︑なんぎをする人見

ツテ︑カが強ウゴザイマス︒
六848図圃

﹁我聞ク︑シ︑ハ子ヲ生

るときは︑力のかぎりいたはれよ︑
あはれめよ︒

七17國圏

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

ボートはつなをたぐって︑又

も鯨に近寄り︑今度は銃を以て破裂

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

チカラ

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒

ちから﹇力︼︵名︶39

ムカシタイマノケハヤト

カラ︑ ︵略﹀︒

蜜を吸來る︒

に︑主上はや院庄に入らせ給ひぬと

ゐんのしゃう

足モマ白太クシテ︑力強シ︒ 十一155図

強ク︑︵略﹀︒

八738図

三164國

よい人はあるまい︒﹂︹ひらがな

幼き時に参りてこそ︒﹂

申す︒衆皆力を失ひて散りぐに成

軍曹ハ︵略﹀︑アランカギリ

十一428図

ノカヲツクシタガ︑中佐ノイキハト
︵略﹀︑此ノ大ナル湖水ヨリ

と︑しきりに望めば︑力及ばず︑﹁さ

︵略V名刀を與へて行かしめたり︒

とて︑

らば是にて本意を遂げよ︒﹂

夜明くれば︑砂の上に新し

流レ落チタル水ノカバハカリ知ルベ

九488図

カラズ︒

九425図

れり︒

八908

三246
牛は力がつよいけれど
も︑あるくことがおそうござい
ます︒

四222囹 ニイサンバーバン太ツ
テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ
ヤユビデス︒

ウトウ其ノ日ノタ方二絶エタ︒

のドリル︺

﹁おれよりちからのつ

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ

三152シカシスクネモチカラガ

リマシタ︒

イフチカラノツヨイ人ガア

三134

力←おおちから

ちから

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

十一338図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二目 八441 毎日の食物のにたきから種々

矢を打込む︒

十662

内に一頭の鯨に近寄り︑急誉めがけ
もり
て破裂矢をしかけた鈷を打つ︒

漕抜けた一隻は︿略﹀︑見る

他常山近ヨリ︑急二飛ビツキテ之ヲ

八748図

テ︑タヤスク之ヲミトメ︑単二近ヅ
クコトナキが故二︑︵略﹀︒

十701國 岩に近づけば︑波は盆之荒
く︑ボートは幾度となく打ちもどさ
れ打ちもどさる﹂ を ︑ ︵ 略 V ︒

駆逐艦ハ︵略﹀︑敵艦二

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十﹇345図

シ︑︵略﹀︒

十﹇349図水爵田艇ハ︵略﹀︑割敵艦二
近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃
︵略﹀︑イヨイヨ延シテ︑

沈スルヲ任務トス ︒
十﹇8510図

イヨ︿細クシ︑次第ニヨリヲカケ
テ綜ノ形二近ヅカ シ ム ︒

旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ

ツヅミ

十一鵬4図 蜀ノ軍少シモサワガズ︑
ントスルモノノ如シ︒仲達アヘテ近
ヅカズ︒

距離六千メートルに近づきて始めて

十二65國 ︵略V︑我は之に慮ぜず︑

近

慮戦し︑はげしく 敵 を 砲 撃 せ し か ば ︑
︵略﹀︒

余ース彰

ちかづけもう・す︻近付申︼︵四︶1
づけ申す

かはち
︵略﹀︑河内に行きて正

儀に仕へん︒いまだ幼ければ︑敵も

十一426図囹

心をゆるすべく︑︵略V︒﹂︵略﹀︒﹁年

︽ーリ︾

近ヨル

長じては激も近づけ申すまじ︒

近寄る

ちかよ・る﹇近寄︼︵ 四 ・ 五 ︶ 5
近寄ル

763
ちず

ちからいっぱい

十一588

︵略﹀︑兵士等は力を合せて

二人を引上げた︒

一ぱい

力

大いにカを是等の事業に壼すべきな
り︒

動スル機械ハ︑幾皇トナク立並ビテ

十一8310図 蒸氣機關ノカニヨリテ自ちからいっぱい︻力一杯﹈︵副︶1
廻 輻 ス ベ ク ︑ ︵ 略 V︒

十一一214

ちこく
一日もけっせきもせず︑ちこく

十﹇価10図國

てうせん

南山量懸㈹・溝湖島︑朝鮮八道おしなべ

はうこ

を

て︑我が大君の食す國と︑︵略﹀︒

地上

森林の樹木はたがひに其の

森林の樹木は︵略﹀︑印地

︵略V落葉・こけ及び︵略﹀

の如くなるを以て︑︵略V︒

ふくみさ﹂ふること︑あたかも海綿

木の根などは︑地上に落ちたる水を

十93図

上の水分の一時に潮回するを防ぐ︒

十91図

つるを止め︑︵略﹀︒

枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

十91図

ちじょう︻地上﹈︵名︶5

︵略V︑空論中には炭酸瓦斯

が段々に増加し︑遂には地球上の動
物が呼吸作用を忌むことが出血なく

若し炭酸瓦斯を供給するも

なる道理である︒

十二223

は審く枯死すべきはずである︒

のがなければ︑︵略﹀︑地球上の植物

その時信玄のけらいが︑後か

らやり先で謙信の馬のしりをカ一ぽ

六575
いになぐりつけた︒

力ま

︵略﹀︑白つゆむすぶ秋の野

本道を更に南へ進めば︑

竹林

治す

飛ースル︾

温泉の諸種の病を治する

地圖

本の中には字ばかりのもある

天綴圖とは各地に於て同

氣要素を地葺の上に記載し︑︵略﹀︒

時刻に観測したる︵略﹀等一般の天

十ニー94図

らぬ︒

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい蔵書や地圖のやうなものは︑

十204 ︵略﹀︑色のたくさんまじった

のもある︒

が︑鑑や地圖や爲眞のはいってみる

十182

ちず﹇地図︼︵名︶4

みならず︑︵略﹀︒

は︑た雲に其のふくめる鑛物の効の

十727図

ち・す﹇治︼︵サ変︶1

地上の穴の口に出す︒

て住み︑多量の土を呑込みては之を

みエず
十一886図 蛆矧は地下に穴をうがち

泉なり︒

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

又竹を原料として竹紙 十7110図其の熱冷に温りたる水の自

竹紙

ちぐさの花もおもしろや︒

を製造致居候︒

十﹁395國圏

ちくし﹇竹紙︼︵名︶1

の

六61圃

ちぐさ

十一874図 ︵略V︑今上僅カニ六七人

ちからまかせ﹇力任︼︵形状︶1

その時一人遅子どもは大きな

ちぐさ﹇千種︼︵名︶1

置ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱
フコトヲ得ベシ︒加フルニ︵略V︑細

大意ノマ・ニシテ︑手紡ノ如ク不揃

六237

かせ

けました︒

ちぎ﹇千木一︵名︶1

六718

ちこく﹇遅刻回︵名︶1

庭園を以て名高き竹林院あり︒

十一43図

十一2図竹林院

院

︵略﹀︑神殿の御屋根はかや ちくりんいん﹇竹林院︼︵名︶2

雨はしに千木をうちちがへたり︒

むね
にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑

八61図

千木

石を持って來て︑力まかせに投げつ

トナルコトナシ︒機械ノカバ驚クベ
キモノニアラズヤ ︒

十﹁m9國團 ロシヤにて早くより開
拓に力を用ひたるは主として五十度
以北に候︒

十一血4國団 ︵略V︑本島の開拓は我
々國民の最も力を用ふべき所に候︒

我等の住む世界は暴きもの
地球の表面の凡そ三分の二

もしなかった子供もございました︒

度々けっせきしたり︑ちこく

肉ーシ彰

六716

したりして︑先生にしかられた子供
もございました︒

知事
︵略V︑難癖カラモ知事ノ代
理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

十二346

ちじ﹇知事﹈︵名︶1

亜細亜の東端は欧羅巴の

や

する

地球を南北の爾半球に分て ちこく・する︻遅刻﹈︵サ変︶1 ちこく
ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

八811図

は海にして︑三分の一は陸なり︒

八808図

故︑名づけて地球といふ︒

八807図

十一鯉3図 蜀國ノ︵略V︑常二其ノ ちきゅう﹇地球︼︵名︶5 地球
勢力ヲ維持セシバ︑主トシテ孔明ノ
カニヨレリ︒

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

テ︑壷ク蒸氣や電 氣 ノ カ ヲ 利 用 ス ル ︒

十ニー29 イヅレモ大規模二二來テヰ
十一一226

給されるのは︑他にも種々の原因も

十719図

じ

地球の内部には熱氣あり︒

あるが︑動物の呼吸作用も與って大

十二7510図

西端に近しと信じ︑地球を象りに小

あ

いに力があるので あ る ︒

十二824 最早弾く力も壼きて︑傍の

地

さく見たるコロンブスの誤は︵略V︒
球上

八834図
り︒

六億ありて︑其の人種はさまぐな

地球上に住む人類は総数十 ちしま︻千島︼︹地名︺1 千島
からふど
北は樺太・千島より︑

ちきゅうじょう︻地球上︼︵名︶3

石にこしを下し︑額を爾手に支へて
地方 人 民 協 同 一 致 し て ︑

人知れぬ涙をこぼして居る︒
十一一期8図

︵略﹀︑誠意其の 團 鎧 の 爲 に 力 を 致 す
の精神是なり︒

十二鵬4図 ︵略V︑地方人民たる者は

ちぢ

ちせき

764

︵略﹀︑又ボーロの旅行記

オドロキマシタ︑父モ母モシン
デシマツテ︑

十二756図

アリマセン︑︵略﹀︒

ジブンノウチモ

によりて製したる地上を得て思へら

母が父に﹁もうすぐお
いひ

ケヨ︒

︵略﹀︑正行ハ父ノカタミノ

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

七35図

ス︒

﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

子ナレバ︑コレホドノワケノ分ラヌ

七38図園

コトハアルマジ︒

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

でながら︑﹁三郎はこんやは大

正行大イニカンジテ︑コレ

父ハ臣ヲ合戦ノ場ニモト

モシ病ニカ・リテ早ク死
ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

七71図園

ト申シ残シタリ︒

モナハズ︑﹁︵略﹀︑朝敵ヲホロボセ︒﹂

七64図園

臣ハワヅカニ十一歳︑︵略V︒

﹁父正成ノ戦死セシ時︑

日モワスル・コトナカリキ︒

ヨリ後営外ト母トノ教ヲ守りテ︑一

七49図

シミタマヒテニアラズ︒

文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ

﹁コレハトンネルトイ

文太郎ハビツクリシテ︑父ニ 七61図園

お花どの

お寺では﹁こんないたづら者

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ

ざいます︒

七672国

母野豪所デ朝飯ノシタクニカ
用向ヲシラベテヰル︒

︑リ︑父一筋や店ニスワツテ商責ノ

八139

すると申してゐます︒

ら︑やしき中の桃の木に二つぎ木を

ソガノイルカ

︵略V︑蘇我入鹿勢ヲホシイ
エミシ
マ︑ニシテ︑父蝦夷ト共二不忠ノフ

八498図

ルマヒ多カリキ︒

父の手紙を讃みて心勇み︑

九453國アリは十戯ばかりの子供な

りしが︑

︵略V︒

はんを樂みに一日々々と旅行をつゴ

九4510図アリは︵略︶︑た買父にあ

けたり︒

ハッサンもまじれり︒

九493図 ︵略﹀︑其の中にはアリの父

頭をなでて︑ ﹁汝の男と生れざりし

十1510m囚 ︵略﹀︑父の爲時は常に其の

が口をし︒﹂といひたりとそ︒

十547図園 ﹁我が父の討たれ給ひし

︵略V悲鳴の聲に目をさま

時︑義伸二歳なりしを︑︵略﹀︒

し︑眠れる父をゆり起して︑幾度か

十6810図

父は此の大波に何とて行か

いそべに出でてながめしが︑︿略﹀︒

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

十697國

にはげまされて︑ボートを用意す︒

父は直ちに勢れ果てたる水

父はボートに引返し︑二人

夫を助けて︑ボートにうつす︒

は︵略V︑遂に岸べに漕着けたり︒

十706図

住吉の戦に父の討死し

十一436﹇図医 ︵略V︑佛門に入りて父

我を追出したり︒

たる後︑一族の者領地をうばひて︑

十﹁433飢寒

我が爲にも父の仇なり︒

父はこんなにちがふものな 十一417図園 ﹁正儀は主君の敵にて︑

と申して︑父の渡してくれた金でご

みる時︑﹃夫の一大事の折に使へ︒﹄

このお金は私がこちらへま 十703図

シ︒

︵略V︑二人のおや御を大

七421圏

はごめんです︒﹂といって︑うちへ

六828図圃

よそへほうこうに出しました︒

かへしました︒父はしかたなしに又

六448

郎どの

六415国十二月十六日父より太

イヒマシタ︒

ツテ︑山ヲホリヌイタ所デス︒﹂ト

キ・マスト︑

五442

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

五418

いひました︒

そうもの知りになったね︒﹂と

四354父は三郎のあたまをな 七41図囹

ますと︑︵略﹀︒

しなければなりません︒﹂と

正月ですから︑もち米をようい

四303

く︑︵略V︒

ちせき︻治績一︵名︶1 治績
孔子事へて吏となりし

に ︑ 治 績 大 い に 畢 り︑︵略﹀︒

十二9310図
ちそう﹇▽ごちそう

に

ちたるのくに うくわしほこちたるのく

八453 父﹁東京のをぢさんから火事

ちぢ門月一︹話し手名︺5 父
見まひの電報が來 た ︒ ﹂

八457 父﹁︵略V︑誰かすぐに東京へ
父﹁それでは少し長過ぎる︒

電報を打つたのだらう︒
八468

八478 父﹁それでもよいが︵略﹀︑サ
クヤとは書くには及ばない︒

八494 父﹁それでよろしい︒
ちぢ︻父﹈︵名︶42 ちぢ 父うりょこ

うさきのちぢにおくるてがみ

まさをはふしぎさうに︑

三355 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま
せん︒

三366

切に︑思へや︑ふかき父の愛︑母の
マサシゲ

楠木正行ハ正成ノ子ニシ
テ︑父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

七12図

愛︒

みえないの

﹁どうしてもう光らないの でせ

があかるいから︑

う︒﹂といひますと︑父は﹁ここ
です︒︵略﹀︒﹂ と い ひ ま し た ︒

三372父のいふとほり︑そとへ 七14図 正成ノ戦死セシバ正行が十
一歳ノ時ニシテ︑ソノ折父トトモニ

ヨク父ノ言フコトヲ聞分

はなしたら︑あをく光りながら︑

七19図医

戦場貸出デントセシガ︑︵略V︒

ウチヘカヘツテ見ルト︑

しっかにとんでいきました︒

三726

765
ちほう
ちぢ

の後をとぶらはんとて︑かく諸富を
巡り歩くなり︒﹂

ん︒早くく︒﹂とせき立つ︒
父上

増太郎

ち雲める

父

テイ

千葉

マナヅル

カモメウヅラ

水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・

ちば﹇千葉﹈︹地名︺1

千早

千葉

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ヒタリ︒

サギ

雲雀・鶴・雁・鴻・維・鴎・鶉・

ヒバリカサヘギカリガネオホトリキジ

十﹁313國

三54園﹁マサヲサン︑ソンナニ ちどり︻千鳥﹈︵名︶1 千鳥
イツシヨニ ウタ

ウチニバカリヰナイデ︑チツト
ソトヘデテ︑

ちっとも

ヲウタヒマセウ︒﹂

ちっとも︵副︶3

九17図

地腫

上・淀・千早・龍田等ハ之二戸ス︒

十一343図 通報艦ハ︵略﹀︒︵略﹀︒最

ちはや﹇千早︼︵名︶1

四488圃とけいはあさからかつ
所をささずに︑ばんま

青年の氣風を養ひ︑智徳

な

ら

にほひぬと︑

花は千

千尋

氣︑地皮の弱き慮を破りて︑ほどば

しり出つるより起る︒

ちひろ﹇千尋︼︵名︶1

行手定めぬ浪まくら︑百尋・千尋海

地方妙いちぢ

の底︑遊びふれさる庭価し︒

ほう・インドちほう・おんちほう・け

ちほう︻地方﹈︵名︶13

いじょうちほう・ちゅうごくちほうぜ

北極・南極に近き地方にて

んたい・なんぶちほう・ねったいちほ

う

所あり︒

九127圓国

か＼る地方にては︑人は皆

右は地質といひ︑縞がら

まとふに過ぎず︒

はだかにして︑布片を下膨の一部に

八826図

と能はず︒

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ

か﹂る地方にては氣候つね

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

智徳の最も圓満⁝に獲達せ 八817図

をみがくを目的とせる青年會あり︑
︵略V︒

十二9510図

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

今日九重に

九935図圃 ︵略V︑古の 奈良の都の 八818図
八重櫻︑

言の葉の

巡洋艦ハ︵略﹀︒︵略﹀︒
イヅモ

散らざらん︒

つかうまつりし
歳も

属ス︒

筑波・生駒・出雲・千歳ナドハ之二

︵略V︑打狗の築港も唯 十一335図
チツト

十一一427図 火山の破裂は地中の水蒸

四498國われらがねどこで︑やちひ︻地皮︼︵名︶1

でかうして︑かつちん︑かつちん︒

んなじ

曽らば曽らば︑父母曽 ちん︑かつちん︒︵略V︒ちっともお

父母

七月十五日

ちぢうえさま﹇父上様一︵名︶1

肉ーメル彰

雨戸を明けて見ると︑︵略﹀︑

ちぢ・める﹇縮︼︵下一︶1

らば︒弟セらば︑妹をらば︒

十一6010口D自門

ちぢはは︻父母﹈︵名︶1

上檬

九446圓国

十一579園 我が子の死ぬのを見て父 様
老い登る父の望は一

が命を惜しむ理由はない︒

十一595図圃
つ︒義勇の務御國に審し︑孝子の審
﹁腰部孔明ト共闘事二

我が家にあげよ︒

十一鵬9池魚

從ヒ︑之二事フルコト十二事フルガ
如クセヨ︒﹂

九704

すんで居るまも︑ちっとも休ま
ず︑いきをもつがずに︑あさ

﹁君出たり︒臣出たり︒

身を切るやうな寒さに思はず首をち

十二944図囹

父惟たり︒子子たり︒﹂とは孔子が

でございますから︑どうかこれから

七201囹

ん︒

までかうして︑かつちん︑かつち
地中

9めることもある︒

﹁君君たり︒幸臣たり︒ ちぢゆう︻地中一︵名︶1

火山の破裂は地中の水蒸

氣︑二皮の弱き盧を破りて︑ほどば

十二427図

あなたと私は親類ださう 十一229図團鼻腔のろかい操りて︑

景公に敏へたる語 な り ︒

十二944図囹
父 父 た り ︒ 子 子 た り︒﹂

ちぢ︻乳︼︵名︶5 チチ 乳

肉一

十一拠10図

お心安く願ひます︒﹂といふ︒藤は
しり穿つるより起る︒
二373囹﹁アカンボノトキニ︑ダ
﹁私はちっとも存じませんでした︒
イテチチヲノマセテクダサツタ
ちぢゆうかい﹇地中海﹈︹地名︺1 地
ちとく︻知徳﹈︵名︶2 智徳
ノハ︑ドナタデスカ︒
申海

ち認る

フリカ大陸との中間にある地中海を
過ぎ︑︵略︶︒

レ︾

ちぢ・る﹇縮﹈︵下二︶1

︵略﹀ ︑ 山 羊 の 乳 は ︵ 略 V ︒ 殊

に飲料になる︒

十874 ︵略V︑山羊の乳は牛乳のやう 八797國 ︵略﹀︑ヨーロッパ大陸とア
十875

に其の乳の成分は人の乳に似てみる
から︑子供に適す る ︒

ち乱れたり︒

基隆港の大規模の築港

ちっこう﹇築港﹈︵名︶2

ちっと︵副︶一

年盛に工事中に御座候︒

十一377國国

も遠からず落成致すべく︑︵略﹀︒

十一376圓團

築港

ちとせ︻千歳﹈︵名︶2 千戯
十875 殊に其の乳の成分は人の乳に 八837□a凶 アフリカ人は皮膚黒く︑髪
家畜の飼養に至りては︑

似てみるから︑子供に適する︒
十一一466図

せんこと︑實に今日の急務なり︒

︵略﹀︑滋養に富 め る 乳 ・ 肉 等 を 供 給

ちぢうえ︻父上一︵名︶1 父上
れなり︑父上︒早く船を出して救は

十696國囹 少女は之を見て︑﹁あは

ちぼう一ちゃ
766

といひ︑此の地方には薄行よろしか
るべしと存ぜられ 指 間 ︑ ︵ 略 V ︒

智謀

孔明ハ沈着ニシテ︑機二

ちぼう︻知謀一︵名︶1

十一財9図
臨ミ︑憂二慮ジテ︑智謀百出セリ︒

を尊重し︑之に協力するによりて︑

又産業組合を設け︑慈善

始めて其の効果を全うすることを得
べきなり︒

十二鵬3図

事業を起し︑若しくは青年會を組織

或人が主人に向って︑知名

の人の手紙を持って來た者も大勢あ

十347

つたのに︑どういふ御見込で︑あの

茶

青年を御用ひになったのかとたつね

た︒

茶

茶

ちゃ︻茶﹈︹君名︺2

第十一

第十一

して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

五301

五目12

地方人民協同一致して︑

地方人民たる者は大いに力を是等の

心の作興に務むるが如きは︑︵略﹀︑

十二皿8図

地方公共

シヤクトリハ︑︵略V︒︵略﹀︒故二或 ちほうこうきょう﹇地方公共︼︵名︶1

九562図 タトヘバ桑ノ木降居ルエダ
地方ニチハ之ヲドビンワリトイフ︒

自ら地方公共の事に任じ︑誠意其の

十106図 海岸又は河岸の森林を伐梯
團艘の爲に力を致すの精神是なり︒

市町村長・議員等を選墨

︵名︶1

地方天骨温温

ちほうてんきよほう門地方天気予報﹈

茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺

コ︑二茶ノ木ガアリマス︒

・よばんちゃ

・おちゃ・さんぱんちゃ・にばんちゃ

ちゃ﹇茶﹈︵名︶13 茶﹇▽いちばんちゃ

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

十二蝋1図

地方公職

事業に噛すべきなり︒

方も少からず︒

ナリ︒關東ニチハ︵略V︑薩摩ニテ

十305図 甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異 ちほうこうしょく﹇地方公職︼︵名︶1
ハ︵略﹀︑琉球ニ チ ハ 唐 芋 ト イ フ ︒

五305

グラヰデ︑アタ︑カイトコロニヨク

五302

するには︵略︶︒︵略﹀︒眞に自治の精

氣豫報と其の地の観測とによりて︑

又各測候所が此の全手天

十一896図 熱き地方の白蟻は周園主

神に富める者は︑公平無私︑地方公

十ニー76図

間︑高さ三間にも達する小山の如き

ソダツ木デス︒

ヨクソダツタ茶ノ葉ハ長サガ

コレハ茶ノ葉デス︒

大ゼイノ女が茶ヲツンデヰマ

動派シンメノ出ルジブンニ︑

ソノ葉デコシラヘル茶が一番

ヨイ茶ニナリマス︒

五33一

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

五323

ス︒

五321

ニ寸バカリモアリマス︒

五308

其の地方の天氣を謹告するを地方天

地方暴風雨警報
又一地方に荒模様ある時
は︑測候所は地方暴風雨警報を早し

十ニー83図

警報﹈︵名︶1

ちほうぼうふううけいほう﹇地方暴風雨

氣豫報といふ︒

地方

職の爲の適任者を學ぐるを知りて︑
︵略﹀︒

ちほうじち﹇地方自治﹈︵名︶1
自治

︵略﹀︑地方自治の精神に

基づきて︑其の團鎧の幸福を進め︑

十二難4図

武家の運命も今に蓋きな

ちまた

て之を豫議し︑︵略﹀︒

十一137國

ちまた︻巷﹈︵名︶1

か

みき

知名

マタ三番茶・四番茶マデモツ

をまぜてこしらへた物を口に入れな

七644︵略V︑水のまじった物や︑水

デス︒

ト︑茶ノ木ノ野暮ニハヨクナイサウ

ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム

五334

五33一 ソノ葉デコシラヘル茶が一番
地味
すすや
ヨイ茶ニナリマス︒
︵略V︑南部の鈴谷川・

んと︑罵りいきどほる聲ちまたに満
つ︒

るうた

十一969魑国

ちみ﹇地味︼︵名︶2
ないぶち

内淵川・留多加川の流域の如きは︑
地味肥え︑有望の農業地に御座候︒

我が國は氣候温に︑地味

ちめい﹇知名﹈︵名︶1

栽培は最も早く開けたり︒

肥え︑極めて耕種に適し︑米・嬰の

十二4310図

五308

巣を造り︑︵略﹀︒
からふと

十ニー68図 南壷潜の熱帯地方より北
樺太の寒帯に近き地方まで︑全國に

凡そ百箇虞の測候所あり︒
各地の測候所は其の地方

國運の獲展を期するは一なり︒
又各測候所が︵略﹀︑其 ちほうじちだんたい︻地方自治団体︼

の氣象観測を毎日三回中央氣誌略に

十ニー610図

報告し︑︵略﹀︒

十ニー75図

︵名︶1

地方自治團禮

の地方の天氣を豫著するを地方天氣

我が國の地方自治團睡
町村の三級に分れたり︒

は︑府縣・市のこ級或は府縣・郡・

十二皿2図
︵略V︑通常の灰色の鼠の

弘報といふ︒
十二664□繭凶
よ うつぱ

一群大惜して︑印度よりペルシャを

地方人民協同一致して︑

ちほうじんみん﹇地方人民﹈︵名︶3

地方人民

経て欺羅巴に移り︑古來此の地方に
ありし黒色の鼠を全く追丁ひしこと

十二麗7図

自ら地方公共の事に任じ︑誠意其の

あり︒

十二691図 満目の廣野雪に埋れて食

團瞳の爲に力を致すの精神是なり︒

例へば教育・衛生等自治
團膣の事業は︑地方人民の一般に之

十二脳8図

物の訣乏せる頃に至れば︑温暖なる
地方に移らんと欲するもの期せずし
て相集り︑︵略V ︒

767
ちゅうい
ちゃいろ

いことはない︒ゆ・茶・汁・すひ物
はいふまでもない ︒

十一379國團本島産物の重なるもの
しやうなう

は︑御承知の樟脳・米・茶・砂糖等
にて︑︵略V︒

事は多々これ有り候︒

耕地整理は縣下路村に先

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ

十一皿4図
り︒

八48図

か

パロスを出帆して七日目

コ・ハ茶畠デス︒

茶ワン．茶

船等其の目的により︑大小・構造千
差詰別あり︒

ちゃわん﹇茶碗﹈︵名︶5
わん

しゃでんしゃちゅう・きゃくゆうちゆ

ちゅう号きかいこうぎょうちゅう・き

う︒くうきちゅう・ぐんかんちゅう・

こうかいちゅう・こうじちゅう・ごた

うにゆうちゅう・じゅうるいちゅう・

茶わん・土びん・皿・はち ようちゅう・さんばくふちゅう・しゅ

はぐすりをかけて︑ふた﹂び焼きた

︒皿・はちの類は︑このすやきにう

う・はこねさんちゅう・はたらきばち

ちうせんえきちゅう・のうぎょうちゆ

う・どうぐんちゅう・としちゅう・に

七352図我らのつねに用ふる茶わん しょくぎょうちゅう︒じんぶつちゆ

るものなり︒

う・ふんかこうちゅう・ほんぶんちゆ

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方 ぢゆう・ふこうちゅう・ぶつぞうちゆ
ニハ皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ

う・もくぞうけんちくぶつちゅう・ゆ

七364

費ル店ガアリ︑︵略﹀︒

中尉

將校には大將︒中呂・少將

ちゅうい﹇注意︼︵名︶6

少尉あり︒

注意号でん

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

九2510図

ちゅうい︻中尉一︵名︶1

試みに茶わんのそこにしる しゅっぴんちゅう・りょこうちゅう

是茶わんの中に空氣あり
ちゃんと

い

汽車はどんなことがあっても ぼうしたためかたちゅうい・ふちゅう

申隊長殿の何事にも注意

故に飼養者の注意により

季節二依ツテ︑食物ノ選ビ

ことを得べし︒

ては︑次第に其の群の数を増加する

十一710図

候︒

の周密なるは隊中一同感謝致し居り

待ちません︑きまった時間にちゃん
ちゃんとしせいをよくして︑

と出ます︒

た︒

七512圏

方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十﹇654

が出てみれば︑それに便って︑居る

ヲ得︑專ラ教授ノ便ヲ計り︑實用二

通風・採光ニツナガラ其ノヨロシキ

又夜はいくら暗くても︑星 十二366簡図 本校企ロノ建筑不ハ︵略﹀︑
場所や方角がちゃんと分ります︒

七866囹

あしを梯ふのですか︒﹂

切手がはってあるのに︑なぜまたお

﹁これにはちやんと三銭の

はっきりと答へる子供もございまし

氣を附けてみて︑何を聞かれても︑

六705

十592圓團

五415

︵略﹀︑コロンブスは深 ちゃんと︵副︶4

て︑水の進入するを防げばなり︒

九653図

水中に入れよ︒

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

門司にて乗船し︵略V約 九651図

じ

着局

などはやき物にして︑︵略﹀︒

十二584図 此の鐵道は︵略V︑明治四 七346図
十二年忌りこれが改築に着手せり︒
着

︵略﹀︑必要ナ部分ハ實物大

ノ圖ヲ作ツテ︑始メテ製造二着手ス

十ニー25

手スル ︽ースル姫

ちゃくしゅ・する﹇着手︼︵サ変︶1

十一3710國團．茶は主として北部に産
し候︒

輸出債額年々一千萬圓に達す︒

十二451図 茶も亦盛に栽培せられ︑

色

ちゃいろ﹇茶色︼︵名︶4 チヤイロ茶
ルノデアル︒

も

十二799國

ヤ島に着し︑︵略﹀︒

に︑亜二黒加の北西岸に近きカナリ

あ ふ り

十二777図

二日間にして大連に着す︒

十二545図

シ・ース︾

三572 アソコニハオトウサンノ ちゃく・す﹇着︼︵サ変︶3 着す ︽一
︵略﹀︑コンブヤアラメノヤゥ

チヤイロノオビガアリ︑︵略V︒
七764
︵略﹀︑茶色ノモノハソノ中間

ニ 茶 色 ノ モ ノ モ アリ︑︵略﹀︒

七768
︵略﹀︑其の他鼠色・茶色・

ニハエテヰルノデアル︒
十491図
鳶色等︑色の名言 も 亦 千 種 萬 様 な り ︒

とび

し︑漱喜を眼の光に浮べて眞先に上

紅の美服を着し︑西班牙の國旗を持

1 着實温厚

ちゃくじつおんこう︻ 着 実 温 厚 ︼ ︵ 形 状 ︶

陸し︑︵略﹀︒

着着
當総督府の濡雪も着着
承知の通りに候虚︑︵略﹀︒

其の効を見るに至り艶事︑かねて御

十一3510國團

ちゃくちゃく﹇着着﹈︵副︶1

十一皿10國 校長も着實温厚なる入に

着手

して︑生徒を愛すること子の如く︑
︵略V︒

ちゃくしゅ・す﹇着手﹈︵サ変︶4

未だ

五32一

ちゃばたけ︻茶畑﹈︵名︶1

荷足・高瀬・工船・屋根

曳船

茶畠

︵略V石炭暦各所にあ ちゃっきょく﹇着局︼︵名︶1 着局

殆ど無断藏 に 候 へ ど も ︑

十一m8圓團

す ︽ ー シ ・ ー ス ・ ーセ彰

り︑

盛に採掘に着手せらる﹂には至らず
候︒

十一269國

十一皿2國團 ︵略V︑諸種の経管追々 ちゃぶね﹇湯船︼︵名︶1
成功致候へども︑今後尚着手すべき

ちゅうぎ
ちゅういす

768

重キヲ置キ︑其ノ注意ノ周到ナル︑
縣下マレ知見ル所ナルベシ︒

十二905図 衛生上の注意を怠らずし
て︑何人も病にをかされぬ様にすべ
し︒

フコトデアル︒

よ

ちつぱ

市の中央最も繁華なる虞

二週間にして欧羅巴の中央に入るべ
し︒

十二603図

は道幅狭く︑車馬街上に満ちて往來
頗る困難なり︒

我が國には東京に中央氣

中央氣象墓

各地の測候所は其の地方

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

ノモノハソノ中間四白エテヰルノデ

アル︒

フリカ大陸との中間にある地中海を

八797図 ︵略﹀︑ヨーロッパ大陸とア

過ぎ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑人々忠義を第一に︑

忠義

六824図圃

ちゅうぎ﹇忠義﹈︵名︶8

楠木正行ハ正成ノ子ニシ

テ︑父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

あふげや︑高き君の恩︑國の恩︒
マサシゲ

七12國

大人トナリテ︑君ノ御タ

忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タメニ

七27図囹 我が死ニタル後モ︑︵略V︑

ックスベシ︒

七43図圏

﹁親子二代相ツマイテノ

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

ほ

楠木父子の菊水は︑忠義

孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

楠木正行の母が正行を戒

天ジンサマハスガハラノ

ミチザネトイフチユウギナオ

ニ467

ちゅうぎ﹇忠義﹈︵形状︶一 チユウギ

出でたり︒

忠義の爲には恩愛を忘る﹂小心より

を叱りしが如きは︑保の母と同じく︑

め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の子

たかち

十二333図

くすのきまさつら

蓋シテ憂ラズ︒

盒λ心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ

十一秘1図

のかをりなほ高し︒

七448農圃

くすのき

忠義カンズルニアマリアリ︒

七81図囹

の氣象観測を毎日三回中央氣象憂に

十ニー610図

象憂あり︒

十ニー67図

︵名︶5

ちゅうおうきしょうだい︻中央気象台一

下は霧と散り︑雨と飛びで︑︵略V︒

絶壁に水晶のすだれをかく︒中央以

︿略﹀︑直下七十丈の水は

ちゅうおういか︻中央以下︼︵名︶1中

︵略V︑毎目三度ノ食事ニモ︑

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト

十一644

ガ大切デアル︒

ソレ故材料モ料理法モ成ル
央以下

ベク適二二攣化サセテ︑毎日同ジ獄

十一664
立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ

十二982図 ︵略V︑殊に他土人の注意
を引くものは社會の公徳及び國民の

外の者は少しも氣が附かな

するしやう

十一761図

朝鮮人は鯨り衛生に注意し

ちゅういぶか・い﹇注意深﹈︵形︶1注

かはしちゅういちさま

ちゅういち号たかはしちゅういち・た

は感心である︒

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

十﹇m10

ィ︒

注意ス

度量なりとす︒

自ーシ・ーセ︾

ちゅうい・す︻注意︼︵サ変︶4
注意す

九618図 飲食に注意し︑身艦の清潔
なほ病にか︑らば︑是我が罪にあら

を 保 ち ︑ ︵ 略 ﹀ ︑常に日光に浴して︑

ず︒

十366囹

十一525図 笑ハント欲セバ︑衛生二 意深い 憂ーイ︾
注意シ︑身禮ヲ健全ニスベシ︒

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

候所の報告によりて天直撃を作り︑

メントナリ︒

ましたが︑あの青年ははいると直に

︵略V︑向ふ二十四時間の全享宴象の

︵略﹀︑撃払氣象憂は各測

書物を取上げて︑テーブルの上に置

報告し︑︵略V︒

於ケル朝帰ノ高低二注意シ︑需要供

十二515図故二商人ハ常二全世界二

きました︒それで注意深い男といふ

十ニー71図

給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

大勢を豫告す︒

我が國及び附近に風雨の
おそれある時は︑中央氣象墨は全國

十ニー81図

ことを知りました︒

中央母し

暴風雨警報を角して之を豫要す︒

中

諸子は中央氣象亀より獲
行ずる天氣圖を見たることありゃ︒

十ニー92図

なちゅうおう・みなみまんしゅうてつ

屋内には中央にみうりを造
り︑一家之を園みて談笑す︒

十816図

どうちゅうおうていしゃじょう

ちゅうおう︻中央︼︵名︶5

十二896國 凡そ家内の掃除は︵略V︑
便所の隅より下駄箱の奥までも注意
せざるべからず︒

チユ

ウイスル 注意スル 注意する 穴i

ちゅうい・する﹇注意︼︵サ変︶5

六146 曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道ニ

シ・ースル︾

せん

︵略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

中間

日本一の大トンネルは中央

︵略V︑こ﹂に樺太廉のちゅうおうせん﹇中央線︼︵名︶1
央線

とよはら

十一975圓團

所在地豊原あり︑鈴谷川平野の中央

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ
アル︒ヨクチユウイシタモノデハナ

十210図

さきこたうげ

に位し︑︵略﹀︒

︵略V︑大連より僅かに 七768

ちゅうかん︻中間一︵名︶2

線の笹子峠にあり︒

せん

イカ︒

十二5810図

て村の中央に在り︒

十一1110 此ノ様二分業ハ大キナ利盒 十一皿7図村役場と學校とは相並び
ノアルモノデアルガ︑コ︑二注意シ
ナケレバナラナイノハ共同一致トイ

769
ちゅうじつ
ちゅうぎょ

カタヲマツツタノデス︒
十472図

模様には︵略﹀︑草木・花鳥

ちゅうぎょ﹇虫魚﹈︵名︶1 癒魚
︒轟魚等の形を攣じて作れるもの多
し︒

ちゅうくう︻中空︼︵名︶1 中空

十326図

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

エ︑遂ニハ中富地方全膿二及ブニ至
レリトイフ︒

中佐弓たち

中佐ハシヅカニ︑﹁杉野ハ今

ばなちゅうさ・ひろせちゅうさ

ちゅうさ︻中佐﹈︵名︶26
七897図

中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

貼火ヲ終ヘタルゾ︒総員ボートへ︒﹂

傷ヲ受ケタガ︑︵略﹀︒

中佐ハ﹁︵略﹀︒﹂トサケンデ

部下ヲハゲマシ︑敵ヲ撃退スルコト

八875

中佐ハ﹁ア・残念︒︵略﹀︒﹂

︵略﹀︑中佐ノイキハトウトウ

コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬

將校には大將・中道・少將

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

九2510図

少尉あり︒

さつ

満洲内地屈指の市場にし

ちゆう
ちゅうさつぐん﹇筆墨軍﹈︵名︶1
駐

り︒

ちゅうさつ

重要なる駐割地なり︒

ちゅうし﹇忠士︼︵名︶1

こうがう

御代に返すは誰が任ぞ︒金剛

山下に忠士あり︒

せん

忠實

申すまでもなく御入螢の

忠實な犬は古帽子をくはへ

︵略V直接公共の事務に

十二期3図 ︵略﹀︑議員たる者は至誠

︵略﹀︒

も︑一般人民の之を賢くるなくんば︑

赤る者︑如何に其の職務に忠實なる

十二蹴4図

の投與へる喜捨を待ちわびてみる︒

て︑あはれな主人の爲に︑道行く入

十二818

心廣く︑膣ゆたかなり︒
ばうし

ば︑上下の愛敬・信用其の身に集り︑

現在の職務に忠實なれ

隊中の模範となられ度︑︵略V︒

上は︑品行方正︑職務に忠實にして︑

十267國團

ちゅうじつ﹇忠実︼︵形状︶5

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑弾丸

ボツトーイキツク折カラ︑一

元の

中佐ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ 十901図圃 ︵略V やみの天地をまた

忠士

地屈指の市場にして︑我が駐割軍の

ちゅうさつ

地
れうやう
十二551図 ︵略﹀︑遼陽あり︒満洲内

駐割

て︑我が駐望楼の重要なる駐⁝創地な

ちゅうさつ

十二551図

此ノ時中佐ハスデニ第二弾ヲ 劉軍

数度聞及ンダ︒

八879

カタハラニ居タ一軍曹ハ中佐

ちゅうさつち︻駐割地一︵名︶1

︵略V︑間モナク砲弾ノ破片ガ

右手二︑第三弾ヲ腹二受ケテ居タガ︑
︵略﹀︒

八883

中佐ノコシニアタツテ︑中佐ハドウ

七901図

タヅネ來ン︒﹂ト︑タマ一人タマナ

肚大なる建築の数々高く中空にそび

十二609図 佛國の長き歴史を飾れる
ゆるのみならず︑人家も多くは六七

倒レタ︒

八886

八897

︵略﹀︒

八926

クラモアルガ︑︵略V︒

中佐ノ様ナ写方ヲシタ人ハイ

丁二言付ケテ︑﹁︵略V︒﹂トイツタガ︑

八91一

其ノ日ノタ方二絶エタ︒

八908

トイヒナガラ︑︵略V︒

八899

中佐ヲイタハツタ︒

軍曹ハ︵略﹀一兵士トトモニ 十二718図

二又モ中佐ノ胸ヲツラヌキ︑︵略﹀︒

八892

ヲカケ下りタ︒

ノ下ヲクマリナガラ︑ケハシイガケ

八889

二二起上ラウトスル︒

八887

ヲ壕ノ内二黒レテカイハウシタ︒

ホリ

︵略﹀︑中佐ハドウト其ノ場二

ト其ノ場二倒レタ︒

﹁今ハゼヒナシ︒﹂ト︑中佐

中佐ハボートニ坐シテ︑ナ

中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ
︵略﹀︑中佐ハ︵略V︑帝國ノタ

中佐ハマツサキニ立ツテ︑敵
中佐ハハヤ︑右手一ニケ所ノ

八883

ク船内ヲタヅネタレドモ︑︵略V︒

七907図﹁残念ナリ︑今一度︒﹂ト中

層にして︑︵略V︒

ちゅうくん﹇忠君﹈︵名︶1 忠君

﹁杉野定々︒﹂中佐ノスル

佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒
七909図

ドキ聲ハ敵ノウチ出ス砲聲ノ中二聞

︵略﹀︑忠義ヲ壷シテ憂ラズ︒︵略﹀︒

十一脳6図 孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑
獲スルニ臨ミ︑表ヲ上ル︒言々皆忠

タリ︒

七926図

八864

中ヘヲドリコンデ︑︵略﹀︒

八862

イ働ヲシナケレバナラナイト︑︵略﹀︒

メ︑天皇陛下ノ御守メニ︑メザマシ

八847

残シテ︑海ノ中追丁ウムラレタリ︒

七926図

ノ身ヲ梯ヘリ︒

一獲ノ砲丸ハタチマチ中佐

ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

七924図

ハボートニ乗リウツレリ︒

七917図

ビタヅネマハレリ︒

﹁今一度︒﹂ト︑中佐ハ三門

ユ︒

︵略﹀︑遂二二中華地方全艦

七912図

君ノ至情ヨリ畿ス︒

七89図 正行ノ如キハマコトニ忠孝

ちゅうこう﹇忠孝︼︵名︶1 忠孝
ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
二号ノ手本トイフベシ︒

十328図

ちゅうごく﹇中国﹈︹地名︺2 中國
二二ブニ至レリトイフ︒サレバ平左
衛門ノ死セシ時ハ︑中國ノ人々︑知

中

ルモ知ラヌモ父母二別ル︑如ク悲シ
ミタリトナリ︒

十一18図 中塗
ちゅうごくすじ﹇中国筋﹈︵名︶1
國筋
はなむしろ

中二筋の花野︑︵略V︑

輸出年々増すばかり ︒

十二501図圃

ちゅうごくちほうぜんたい︻中国地方全
体︼︵名︶1 中國地方全腫

ちゅうもんじょう

ちゅうじゅん
770

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を
壼すべく︑︵略﹀︒

じゅうがつちゅうじゅん

ちゅうじゅん薪ごがつちゅうじゅん・

上げたるなり︒

中心

當時伊太利は貿易の中心

ちゅうしんち﹇中心地︼︵名︶1
地
十一一7310図

こ

東照宮の西三里ばかり︑男
ちゆうぜんじ

くす
中部の山林には樟・松

十755口己凶 身盤ノ中部亭号ト腹トニシ

テ︑︵略V︒

九955図

艦山のふもとに中置寺湖あり︑周回

しひ

帝國領の中部クスンナ

や

ハ

セ

中腹

おほかみ

どいっ
中部年三

初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

し

ちゅうもく・す﹇注目﹈︵サ変︶1

來りしことあり︒

注目

佛兵の跡を追ひて︑中部猫逸にまで

十二659﹇図 ︵略V︑露西亜の狼は︵略V
どいつ

ろ

ちゅうぶドイツ︹地名︺1

アリ︑︵略V︒

十992図

ちゅうふく︻中腹﹈︵名︶1

イとマヌイとの間は最も狭く︑︵略V︒

十一981遠忌

︿略﹀︒

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

かし

十一387國團

中隊長殿

ひのき

凡そ六里︑湖面鏡の如く︑四方の山
上訴倒に影をうつせり︒

れんたいだいにちゅうたい・いちぢゅ

号ほへいだいしちじゆうに

地にして︑印度地方の寳石・香料・

うたい・しこちゅうたい

ちゅうたい

ちゅうじょう﹇中将﹈︵名︶1 中將
絹布類は盛んにベニス・ゼノア等の
おう

港を経て欧洲へ輸入せり︒

1

ちゅうたいちょうどの︻中隊長殿一︵名︶

ロジェストウェンスキーちゅうじょう

備崩ズルニ臨ミ︑︵略﹀︑

中隊長殿の何事にも注意
の周密なるは隊申一同感謝致し居り

十591圓團

タスケヨ︒若シ不才ナラバ︑歯面ラ

候︒

﹁我が子若シタスクベクンバ︑之ヲ

十一塒7図圏

ちゅうせつ﹇忠節一︵名︶6

忠節

九2510図 將校には大受・中將・少將
・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・
少尉あり︒

ちゅうしん︻中心一︵名︶3 中心
之二代レ︒﹂トイヒシニ︑孔明涙ヲ流

十一543國 ︵略V︑ミダリニ聲色ヲ作
シテ︑

仲達

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

蜀ノ軍少シモサワガズ︑

十436図

ス 角ースル煙

ツヅミ

十一鵬3図

号しばちゅうたつ

ちゅうたつ﹇送達﹈︹人名︺5

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ
ヲ致スベシ︒﹂ト答フ︒

一には︑軍人としては忠

旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ

時ノ人﹁死セル諸葛︑

註文うこ

其ノ商人日豊ミニ之ヲ英・

ちゅうもん﹇注文︼︵名︶2

人ノ注目スル所トナラズ︑︵略﹀︒

出セント試ミシガ︑此ノ時ハナホ世

自ラ花器敷十種ヲ織出シ︑海外二輸

眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑
ントスルモノノ如シ︒

十一鵬4図

如何程技藝に通じ︑學術

十一描5図囹

四達アヘテ近ヅカズ︒

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

後仲達︑孔明ノ陣螢ノ跡

生ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

十一燭5図

ちゅうもん

︵略﹀︑軍人たる者は一途

ヲ観テ︑﹁孔明ハ天下ノ奇才ナリ︒﹂

こう

次第二郎ケ︑︵略﹀︒

ノ諸強気リモ平々註文ヲ受ケ︑販路

十4310図 ︵略﹀︑ドイツ・アメリカ等

文アリシヲ始トシ︑︵略V︒

米二國へ送りシニ︑翌年英國ヨリ註

に忠節を重んじ︑評家の大事に際し

中途

中部

註文状

九目6

九124

第五課

第五課

註文猷

註文猷

然るに印度との交通は長 ちゅうもんじょう門注文状︼︹課名︺2

ちゅうぶ﹇中部一︵名︶3

れば︑︵略﹀︒

日月を要し︑中途の危瞼亦少からざ

十二742図

ちゅうと︻中途︼︵名︶1

伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

令シテ︑其ノ附近ノ草ヲ刈り︑薪ヲ

時︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ祭り︑士卒二

又魏軍ノ艶出攻入リシ

十439図

︵略﹀忠節・禮儀・武勇・

太古以來忠節の心にあっ

十一鵬7図

ト歎ジタリ︒

十二皿8図

画き畳悟なかるべからず︒

ては︑身命をすつること鴻毛よりも

十二m7図

み︒

には︑其の人や全く精神なき人形の

十一一皿3國

節を嘱すを本分と爲すべし︒

十一一皿2図

﹁臣アヘテ死力ヲ蓋シ︑忠節

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

十二554図 満洲政治・交通の中心た
る奉天は︑︵略﹀︑南満洲鐵道中央停
しん

車場のある虚なり︒遷座政府はこ＼

に総督を置きて滞洲全部を選管し︑
︵略﹀︒

中心となりて︑家内一同を潤しまし

十二916図 主婦は又常に家庭和樂の
むべし︒

︵略﹀︑又日曜日等には忠

ちゅうしん﹇忠臣︼︵名︶3 忠臣
十5810遅筆

臣・義士に關する講談等もこれあり︑

信義・質素の五箇條を特に軍人の精

こ

中輝寺湖

ちゆうぜんじ

ちゅうぜんじこ︻中禅寺湖︼︹地名︺ユ

徳にして︑︵略﹀︒

きは︑我が國民の世界に無比なる美

十二鵬6図

︵略V︑越王皇陵︵略V︑ 神と諭し給へる上に︑︵略V︒

面白く有盆に塁上︒
十一1610國

萢譲といふ無二の忠臣の助を得て︑
遂に呉を滅して︵略V︒

十一172図 此の故事を引きて︑やが
て忠臣の起りて勤王の兵を畢げ︑必
ず御心を安んじ奉るべきことを聞え

771
ちょう

ちゅうもんする

角ーシ彫

ちゅうもん・する﹇注文一︵サ変︶1
心する

註

ヨロコ

ちよ

千代号や

ヲ得ルヲ澤ブ︒﹂と仰せられたり︒

ちよ﹇千代﹈︵名︶2

花の宴︒

第十二

な

蝶

蝶

蝶

りん

丁号いちりろく
ちょうしじっけんこしゃく・こだまち

よう・しちょう・しちょうよ・じゅう

長号しちょうそ

んちょう・ちゅうたいちょうどの

ちょう︻長一︵名︶2

鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ

テヰマス︒

五161

智は東西の長を採り︑

文明古今の粋を抜く︒

十一m6図國

ちょう︻朝﹈︵名︶1

朝号ならちょ
壷掘の日ふやう︑﹁余

う・よしののちょう
十一一391図囹

腸母いちょう

は秦王を其の朝に叱したるもの︒

ちょう︻腸﹈︵名︶2

コノ美シイ蝶ガトビマハルノ

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

五354

キモノノモヤウヤ︑カンザ

引立チマス︒

五357

コノカハイラシイ︑美シイ蝶

ソノスガタが山尾イラシイカラデセ

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

ウ︒

五362

ヲツカマヘテイヂメル人ハ︑ドウイ

フ心デセゥ︒

七211圏 ︵略﹀︑花は同じく蝶の形を

︵略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

してゐます︒

七328

北半球にて百花咲きみだれ

になって︑繭を破って出て來る︒

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑南半球に

︵略V︑腸昌昌ニテコナシ霊 八814図

ては︵略V︑轟の鳴く秋の時候なり︒

豆ノ領置蝶ノ形ヲシテヰル

黄色ノ蝶ハ菜種ノ花茎ムラ

黄色ノ蝶ハ菜種ノ花ニムラ

雨のはれた朝︑花の香を発つ

蝶や蜂は花から花へいそが

はち

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

十二204

身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

九6710

ガリ︑白色ノ参究大根畠二集ル︒

九537図

ガリ︑白色ノ蝶ハ大根畠二集ル︒

九536図

蝶の遊ぶ時は今なり︒

九112図圃 舞へや舞へや︑花に草に︒

たり︒

九107図圃花に宿れる蝶は今織さめ

シ︑︵略︶︒

九86

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ
蝶n▽あげはのち

サクラノ花ノ下ニトンデヰル

︵略V︑ナノ畠ニアソンデヰル

蝶ハイツ見テモカハイラシイ
モノデス︒

五345

カト思ヒマス︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五341

思ヒ︑︵略V︒

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

五337

よう・このはちょう

ちょう﹇蝶﹈︵名︶17

ルモノヲ燈外二出ス︒

十764図

支那の昔趙といふ國に藺 十763図 腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒

てう

ちょう﹇帳一うかよいちょう

︵略V︑秋の花草多けれど︑ちょう﹇鳥︼うしちめんちょう

五目13

第十二

ちょう﹇蝶﹈︹課名︺2

五336

し

てう
ちょう﹇趙﹈︹地名︺2 趙

十二386図
しやうじよ

趙の義軍にて武功の聞え

相差といふ賢臣あり︒

よう

ちょう﹇庁︼号いっちょう・からふとち

ひ居たり︒

﹁洋洋にあはば必ず辱しめん︒﹂と言

れんぱ
高かりし廉頗之を見て心安からず︑

十二387図

趙

中にも君の千代八千代三ふや菊の

八364図圃

なりて︑こけのむすまで︒

四98□薗凶團 君がよはちよにや
ちよに︑さざれ石の いはほと

九319 フルトンは之に驚かず︑更に ちよ
新しい機關をイギリスに註文bて︑
又一つの船を造っ た ︒

ちゅうや︻昼夜﹈︵名︶1 乱悪号いっ

十623図 カンテラノ光ヲ便りニ数千

ちゅうや

人ノ坑夫が銅鑛ヲ馬取ルコト︑豊夜
止ム時ナシ︒

ちゅうゆう︻忠勇﹈︵名︶2 忠勇

九281國 維新前後國事ニタフレタル
人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸戦役二戦死
シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

十二m4図 ︵略V︑大君の邊にこそ死
なめ︑顧みはせじ︒といふ忠勇の精
神は我等が祖先の教訓なり︒

ちゅうゆう﹇忠勇︼︵形状︶1 忠勇

十二31図 陛下は忠勇なる我が臣民
を 深 く 信 頼 し 給 ひ て︑︵略﹀︒

ちゅうりゅう︻中流﹈︵名︶1 中流
て︑鵜舟の下り覧るを待つ︒

よう・こちょう・ごろくちょう・さく

十一799図 観客は遊船を中流に浮べ ちょう︻町﹈︵名︶1
ちゅうるい︻虫類︼︵名︶1 党類

にりくちょう・のぎちょう・はせちょ

七727 海ノ中ニハ︵略V色々ノ動物 らいちょう・しごちょう・しちはっち
ン居ル︒中デオモシロイノハサンゴ

蝶ニハ大キナノモ︑小サナノ

ヤサマぐアリマスガ︑ドレヲ見テ

イロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナノ

モアリ︑羽ノ色ニモ︑白イノヤ︑キ

五348
んかいぎいん・ほんちょうみんしょく

うこちょうめ・ふけんぐんしちょうそ

う・ばんちょう・ひがしくひらのちょ

ガ居り︑︵略﹀︒ ︵ 略 V ︒ 轟 類 モ タ ク サ

デ︑︵略﹀︒

ちゅうれつ﹇忠烈﹈︵名︶1 忠烈

ん・みわちょう・よしのちょう

﹁朕ハ汝

の下し給へる勅語の中に︑

十ニー14図圏 勝報上聞に達し︑陛下

モ美シウゴザイマス︒

九40図

丁

等ノ忠烈二巴リ祖宗ノ神簸二封フル

ちょうい一ちホうせん
772

ちょうい﹇長囲一︵名︶2 長團
たけだかつより

の氣象を調査す︒

九17図

銚子

ちょうし﹇調子﹈︵名︶1
︵略﹀︑其のバイオリンを取

聴衆

︵略V︑其のバイオリンを取

ちょうしゅう﹇聴衆﹈︵名︶4
十二834

つて弾始めた︒︵略V︒聴衆は四方か

十﹁426図園

﹁幼き身を唯一人敵國

︵略﹀︒﹂とて

如何程技藝に通じ︑學術

固く止めしが︑ ﹁年長じては敵も近

へやらんも心許なし︒

づけ申すまじ︒

．十二m3図

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

には︑其の人や全く精神なき人形の

︵略V︑聴衆は銭をつかんで︑

ら集って來て︑見る内に人山を碧い
た︒

み︒

十二842

穿って老人のさ＼げた帽子の中へ投

︵略V︑無く浮立つ

重く沈んだ調に

兵潮田の生活は規律正し

幾千の聴衆は帽子をぬいで ちょうせきりょうど﹇朝夕両度一︵名︶

朝夕七度

入れる︒

1

かの情深い紳士は誰であっ 十562囲團

てうせん

く︑︵略V︑又毎日朝夕薗度の人員鮎

呼も御座候︒

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

朝鮮

頂上

︽一

︵略﹀︑其の北なる杵島岳

長ず

てうせん

日本中を平げて︑後には朝鮮

支那からは大兵をおくって︑

朝鮮の地に上陸して︑第一

朝鮮は夏も暑いが︑冬は又

是が朝鮮の家の小さくなつ

オンドルにたく薪がない

なければ生きてゐられぬ︒﹂

といふ

﹁米のないのは辛抱も百聞るが︑薪が

と︑冬が越せないから︑朝鮮では

十一鎚一

た重な原因である︒

十︻欺7

案外に寒い︒

十一斯3

事である︒

に目につくのは︑家の低くて小さい

十一燗10

い日本兵にはかなひません︒

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

六514

人は︑︵略﹀︒
し な

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

六435
︵略V︑四面皆海にして︑

すること少く︑︵略V︒

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

十二455図

を保つこと能はざるべし︒

若し空蝉なからんには︑人ちょうせん﹇朝鮮︼︹地名︺7 朝鮮

鳥獣

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二853

相和して歌った︒

十二848

長時

た調子に︑︿略V︑ふわりくと春霞

テウシ

九662図

︵略V︑何レモ多量ノ石炭ちょうじゅう﹇鳥獣﹈︵名︶2

ちょうじかん︻長時間一︵名︶1

になる︒

の彼方へ連れて行かれるやうな心持

つて弾始めた︒︵略V︒聴衆は︵略V︒

十二836

調子

十二269図 武田勝頼︵略﹀︑攻めあ ちょうし﹇銚子日︹地名︺1 銚子
さく
ぐみて長圃の計を取り︑柵を城外に
なは
廻らし︑縄を城下の河中に張りて︑

﹁激は長圏の計を取れ

城兵のひそかに逃れ四つるを防ぐ︒
十二274図囹
るに︑我は糧食殆ど鑑きたり︒

ちょうおう﹇趙王﹈︵名︶1 趙王
しん
十二387時半敵國秦に使して功ありし
かば︑趙王厚く之を用ふ︒
間

ちょうかいぎいん﹇町会議員﹈︵名︶1
町會議員

銚子港

スルコトヲ得︒

港

九182図

イヌポウ

十一一5510図 奉天より坐すること約百
てつれい

八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に

銚子港ノ東南一里鯨︑犬吠 ちょうしゅん﹇長春﹈︹地名︺3 長春
長

至る︒

然るに印度との交通は長 十一一561図 長春は南満洲鐵道最北の

長春

騨にして︑大連よりこ＼に至る四百

ジ・ーズ︾

ちょう・ず﹇長一︵サ変︶2

も亦頂上に三箇の噴火口を有す︒

十一一422図

ちょうじょう﹇頂上︼︵名︶1

十二57図

日月を要し︑中途の危瞼亦少からざ
長者﹇▽ろ

三十六哩︒

うじんちょうじゃ
老人スデ直面リテ︑

十236図圏
バ︑

大イニ怒リテ︑﹁長者ト約シテ
後ル・ハ禮二非ズ︒

リ︒

良ヲ待テ

五日目ノ朝行キテ見レ

ちょうじゃ﹇長者︼︵名︶1

れば︑︵略﹀︒

十二742図

日月

ちょうじつげつ﹇長日月一︵名︶1

崎戸ハ燈皇アリ︒

ザキ

九182図

産地トシテ知ラル︒

河ロニ銚子港アリ︒醤油ノ

テウシ
ちょうしこう﹇銚子港︼︵名︶2 銚子

ヲ積ミ︑大ナル速度ニテ長時間航海

十一334図

無視學・町長﹂・郡會議員・町會議

十二345 午前九時郡長・警察署長・
員・學務委員・有志者︑其ノ他工事
關係者一同新校舎 二 参 集 シ ︑ ︵ 略 V ︒

ちょうかん﹇▽しれいちょうかん・しれ
いちょうかんいかむりょろくせんにん
・ごとうしれいちょうかん
ちょうけい﹁長径﹈︵名︶1 長穫

十二407図 阿蘇山の奮噴火口は南北
の長径六里︑東西の短径四里にわた
り︑︵略﹀︒

ちょうこく﹇趙国一︹地名︺1 趙國

十二393単信 然れども強秦の兵を趙
國に加へざるは廉頗と我と二人ある
が爲なり︒

調査す

ちょうこく門彫刻︼﹇ ▽ こ ち ょ う こ く

内ース煙

ちょうさ・す﹇調査﹈︵サ変︶1

れも氣象墓・測候所を置きて︑日々

十ニー66図故に文明諸國に煮ては何

773
ちょうりょう

ちょうせんかいきょう

意味のことわざが あ る ︒

十﹁鵬9

朝鮮の風俗

てうせん

第ご十六課

1
はうこ

朝鮮八道

てうせん

かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い

十一鵬1図圃

からふと

てうせん

北は樺太・千島より︑

十一m3 暑い時分汽車に乗って朝鮮 ちょうせんはちどう﹇朝鮮八道一︹地名︺
着物が乾してある ︒

南壁湾・膨湖島︑朝鮮八道おしなべ
を
て︑我が大君の食す國と︑朝日の御

てうせん

︹地名︺3 朝鮮海峡 朝鮮海挾

ちょうせんかいきょう﹇朝鮮海峡一
旗ひるがヘモ

てうせん

てうせん

門司にて乗船し朝鮮海峡

町村

ボセ︒﹂ト申シ淺シタリ︒

長途

アラビヤ馬の長途の騎行

ちょうと﹇長途﹈︵名︶1

十一467

ちやうど

にたへることは實に驚くべき程で︑
︵略V︒

ちょうど﹇丁度一︵副︶2

電報は十五字までが一音信

で︑にごった字は二字に数へるから︑

八493囹

︵略Ψ︑十五字になるやうに書いてご

になります︒﹂

るから︒

る︑それはちやうど田植の時節であ

雨は︑農家に取っては大切な雨であ

さみだ
梅の實の熟する頃豊国く五月

ヤケナイシンルヰブジワダ

らん︒﹂

我が國の地方自治團禮

は︑府縣・市の二級或は府縣・郡・

長短

人生の長短は事業の大小

れ

﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ 九683

長大

一郎﹁かうすると︑ちやうど十五字

十一685國

ちょうたん﹇長短一︵名︶1

ブトイヘドモ︑心事ダ弱シ︒

十2410國囹

ちょうだい︻長大︼︵形状︶1

町村の三級に分れたり︒

十二m2図

ちょうそん︻町村﹈︵名︶1

同胞すべて六千萬︒

十二410図 ︵略V太平洋第二・第三
艦隊は︑朝鮮海峡を経てウラヂオス
トックに向はんと す ︒

十二51図 我が海軍は初より敵を近
海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝
もじ

鮮海峡に集中せし が ︑ ︵ 略 V ︒

十一一544図

朝

を過ぎて︑黄海を西北に航すること
約二日間にして大連に着す︒
ちょうせんじん﹇朝鮮人︼︵名︶2

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

︵名︶1

ちょうないゆうししゃ﹇町内有志者﹈

鮮人

量るべからず︒

有志者ノ寄附金デアル︒

ちょうひ﹇張飛︼︹人名︺1

浮言深ク孔明ヲ信頼シ︑
飛等ノ諸將之ヲヨロコバズ︒

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑關羽・張

十一期9図

張飛

計何萬何千貫︑其ノ内官千圓ハ町内

行くく吉野宮に参拝

頗ル大二︑眺望甚ダ美ナリ︒

直吉と長松は同じ店のでっち

長松

し︑︵略﹀︒眺望いよく開けて︑満

十一18図

目総べて花なり︒

六297

ちょうまつ﹇長松︼︹人名︺4

かへって來ると︑長松は笑つ

であった︒

六313

て︑﹁︵略﹀︑ 一銭まうけておけばよ

かったのに︒﹂といったら︑︵略﹀︒

さらまちがひがあってはならない︒﹂

六327 ﹁だんながおるすだから︑なほ

といっても︑長松はまだ笑ってみた︒

あとになって︑主人はこの事

を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ

六331

て︑長松にはひまをやった︒

ちょうめ号ひがしくひらのちょうこち

長命

ようめ・ほんちょうにちようめ

百歳の長命を保ちて︑一

町立

日本一の長流を信濃川と

張良

張良︑橋上ニテ白髪ノ一老人

長廊壷キテ本堂アリ︒結構 十258図後和良・韓信認二漢ノ高祖

ニアフ︒

十226

ちょうりょう﹇張良﹈︹人名︺2

す︒

十28図

ちょうりゅう﹇長流﹈︵名︶1 長流
しなの

シテハ先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

室・裁縫室モアツテ︑町立ノ學校ト

十二3610激場ノ数ハ十二︑外二職員

ちょうりつ﹇町立﹈︵名︶1

生を坐食に費す者あり︒

十﹇683図

︵略﹀︑之再興シタ経費ハ総
ちょうめい︻長命一︵名︶1

町内有志者

十一m4 朝鮮人は煙草を好む︒

十二3410
午前九時郡長・警察署長・

後︑町長ハ工事ノ報告ヲシタ︒

ちょうふ号ゆうびんきってちょうふ

先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ

關係馬飼同新校舎二参集シ︑︵略﹀︒

員・雷門委員・有志者︑其ノ他工事

郡視學・町長・毒血議員・手早議

十一一345

十圏m10 朝鮮人は鯨り衛生に注意し ちょうちょう︻町長︼︵名︶2 町長
ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと
は感心である︒
ちょうせんせいばつ︻ 朝 鮮 征 伐 一 ︵ 名 ︶

2 朝鮮せいばつ
なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

六513 秀吉はもう日本中に敵がなく 十一一348

蝶々

じゅうまんちょうぶ
十9910図

ちょうぼう︻眺望﹈︵名︶2

眺望

くくじゅうまんちょうぶ・ひゃくはち

ひゃくごじゅうまんちょうぶ・にひや

眠る蝶々︑とび立つひばり︑ ちょうぶ号ごじゅうろくちょうぶ・ご

ちょうちょう﹇蝶蝶一︵名︶1

ちょうちんうぎふぢょうちん
ちょうてき﹇朝敵﹈︵名︶1

父ハ︵略﹀︑﹁残りタル一
門ノモノドモヲ集メテ︑朝敵ヲホロ

七67図園

朝敵

吹くや春風たもとも黒く︑︵略﹀︒

秀吉は馴そうおこって︑︵略﹀︑ 七96囲

をはじめました︒
六527

てうせん

その使を追ひかへして︑二度目の朝
飽せいばつをはじめました︒

てうせん

ちょうせんのふうそく︹課名︺2 朝鮮
の風俗

十一目13 第二十六課 朝鮮の風俗

ちょくゆ

ちょうりょうとかんしん
774

二 等 へ ︑ 良 ハ 内 二 謀ヲ運ラシ︑︵略﹀︑

遂二高祖ヲシテ其ノ大業ヲ成サシメ
タリ︒

ちょうりょうとかんしん︹課名︺2 張
十目8 第七課 張良卜韓信

良ト韓信

十225 第七課 張良ト熱情
ちょうるい﹇鳥類︼︵名︶3 鳥類
て︑卵も子供の頭程ある︒

八561 駝鳥は鳥類の中で一番大きく
十877 廣く家畜といへば︑鳥類まで
も入れて言ふ︒

く農家に飼はれる の は 難 で ︑ ︵ 略 V ︒

十878 鳥類の中で家畜として最も多
ちょうれつ﹇長齢︼︵名︶1 長列

十二693図 時としては幾千官とも数

ラウ

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横
ぎるに︑︵略﹀︒

十994図

ニワウ

ちょうろう﹇長廊︼︵名︶2 長課長廊

ちょきん・す﹇貯金︼︵サ変︶4

貯金ス

︵略V︑郵便切手ニヨリテ貯

穴ースル・ーセ彰

九769図

アリマシタ︒センセイガチヨクゴ

ず︒

︵略V︑或は縦に︑或は横に︑或はな

す 禽ーセ︾

十二鵬5図

曲線は直線よりもやはらか

貴族院は五種の議員を以

ちょくにん・す﹁勅任﹈︵サ変︶2 勅任

模標の如何に麗しきかを︒

併せ用ひたる第十四圖・第十五圖の

十468図 見よ︑︵略﹀︑直線・曲線を

なる感畳を與ふるを以て︑︵略V︒

十458図

なめに並ぶる時は︑美しき模様を生

ヲオヨミニナツテ︑︵略V君ガ
ヨノゥタヲウタヒマシタ︒

か㌦るたふとき御宮なれ

勅使

下し給へる勅語の中に︑﹁︵略﹀︒﹂と

十ニー13図勝報上聞に達し︑陛下の
仰せられたり︒

八33図

ちょくし﹇勅使︼︵名︶3

貯金雲紙トイフモノヲ買ヒ

金スル便利ナル方法アリ︒

オキテ︑貯金セントスル時ニハ︑其

九7610図
ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ壷紙ニ
ば︑

今日は神嘗祭なれば︑夕方

使を差立てたまひ︑︵略﹀︒
かんなめ

一年中の重だちたる祭日には勅

又銀行二貯金スル方法モア

八77図

ハリツケ︑︵略﹀︒

リ︒

九774図
タ寸シ貯金センが爲二必要

り又は學識あるものより勅任せられ

て之を組織す︒︵略﹀︑書家に動螢あ

九785図

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

ノ大祭ニハ必ズ勅使ヲ差立テラレ︑
︵略﹀︒

直接

十二鵬8図

貴族院は五種の議員を

に於て多額の直接國税を納むるもの

以て之を組織す︒︵略﹀︑及び各府縣

十五人の中より一人を互選し︑其の

選に當りて勅任せられたるもの是な

公吏・議員等直接公共の

勅諭は先づ我が國の軍隊

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二m2図

すべからざるものなれ︒

へる勅諭こそ一般法民の寸時も忽に

十二鵬9図．明治十五年軍人に下し給

じんにたまわりたるちょくゆ

勅諭号ぐん

り︒

直接國税

ちょくゆ﹇勅諭﹈︵名︶3

事務に當る者︑如何に其の職務に忠

1

十二鵬6図

に於て多額の直接國税を納むるもの

以て之を組織す︒︵略﹀︑及び各府縣

貴族院は五種の議員を

ちょくせつごくぜい﹇直接国税﹈︵名︶

くんば︑︵略﹀︒

實なるも︑一般人民の之を置くるな

十二醜3図

たるもの︑︵略V︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ

いとも

言

靖國神社ノ︵略︶︒春秋雨度

いふ︒

聞え上げたる

直言

九301図

ムベキ事ニアラズ︒

ちょきんだいし︻貯金台紙一︵名︶1
貯金寄算

さつま

︽ーシ彰

ちょくせつ﹇直接一︵名︶1

貯金憂紙トイフモノヲ買ヒ

ハリツケ︑︵略V︒

雲ゐまで

問はば如何

︵略﹀︑勅なれば

勅

ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ製紙ニ

オキテ︑貯金セントスル時ニハ︑其

九7610図

す

を諭し給ひ︑︵略V︑明治の大御代に

十五人の中より一人を互選し︑其の

十448図

直線を適當の長さに切り︑

線には直線と曲線とあり︒

十二価5図

此の勅諭は特に軍人に賜

しあり︑︵略﹀︒

の制度を定め給へる二二を詳に御諭

選に當りて勅任せられたるもの是な

十448図

直線

あり︑︵略﹀︑一日良雄に面懸し︑反

十二867図

︵略﹀天長セツノシキガ

ちょくせん﹇直線︼︵名︶4

及びて︑復古の政と共に陸海軍の今
チヨクゴ

り︒

四95

勅語母きょういくちょくご

ちょくご﹇勅語﹈︵名︶2

復直言して復仇の事を渤む︒

薩摩の士に喜劔といふ人

ちょくげん・す﹇直言︼︵サ変︶1

の葉は︑︿略﹀︒

にと

かしこし︑うぐひすの

九917図園

初瀬山ノ︵略﹀︑仁王門ヲ ちょく﹇勅﹈︵名︶1

長廊蓋キテ本堂アリ︒

ラウ
入レバ百間二六ル長廊アリ︒

十9910図

ちょうわ︻調和︼︵名︶1 調和

十493図 給書・模様等を色どりする
には︑色の調和を 考 へ ざ る べ か ら ず ︒

ちょきん﹇貯金︼︹画名︺2 貯金

九目9 第二十二課 貯金
九7510 第二十二課 貯金

ちょきん︻貯金回︵名︶1 貯金号ぎん
こうちょきん・ゆうびんちょきん
ス コ ト 能 ハ ザ ル 者 ノ駒引ハ︑︵略﹀︒

九768図 一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ

へるものなれども︑掲り軍人として
百尺〆の材積を得るものもこれあり

ら︑其のバイオリンを取って弾始め

チョンガーの間は人に侮ら
金がなくて︑冠禮の行へな
で︑大人の仲間入が出戸ない︒

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

十一鵬6

れるから︑成るべく早く冠禮を行ふ︒

十一囎4

して後へたらしてみる︒

ョンガーといって︑髪を三つ打ちに

まだ冠禮を行はない者はチ

チョンガー

た︒

ちよつと

十一⁝⁝3

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ チョンガー︵名︶3

候由︑︵略﹀︒

十一844図

の心得なりと思ふべからず︒

ちょぞう﹇貯蔵︼︵名︶1 貯藏
ポウ
ホグシ︑︵略V︑鐵棒ニマキテ︑長サ
ムシロ
四尺バカリ︑直径尺蝕ノ上議トス︒
中学は︵略﹀︑其の火口

烏帽子岳は︵略﹀︑直径

は直径六百メートルの島形をなし︑

十二415図

︵略﹀︒

十二421図

チヨツト

八百メートルの噴火口を有し︑︵略︶︒

︵感︶1

すい

︵略﹀︑あとから馬おひおひ

ちょんくくくすいつ

﹁チヨットオマチナサイ︑ちょんちょんちょんちょんすいっちょん

ボクガウチカラタドンヲモラ

つちよん︒
肉ース︾

ついて︑ちょん＜くく

五625團

ちょん

五188囹

弓ふきちらす・まきちらす

散す

九678

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

ちよつとお出で︒﹂と︑母はだいど
母は﹁ちよつとお待ち︒﹂

チリモツモレバ︑山トナル︒

チリ

めである︒併し此の雨はやがて花を

六428

ちり﹇塵﹈︵名︶一

しい心地がする︒

といって︑切ったさしみをさらの中

ちよつと渡船に乗ってさ

散す雨となるので︑其の時はうらめ

んか︒

八313

く

︵略﹀︑南半球にては木の葉

肉ーキ・ーク彰

ませる︒

に成れり︒

ちりぢり霰越︵形状︶・散りぐ
＋露6図衆皆力を失ひて散りぐ

葉の散果てた冬木立に吹きす

ちりは・てる︻散果﹈︵下一︶2 散果て

内ーテ蝉

九701

る

黄に紅に林をかざってみた木

さむ木枯の風は︑︵略﹀︒

十278

チル散る禽一

の葉も︑大方は散果てて︑︵略V︒

弓とびちる・ふ

︵略﹀︑サクラノハナが一

チル

ノモマタミ

サクラノ花ノ下刈トンデヰル

火のこが花火のやうに散って

恐ろしいのは二百十日頃の大

きさいの宮の

言の葉の

ざらん︒

りし

花は千歳も

仰言︑御

散ら

聲のもとに︑︵略﹀と︑ つかうまつ

九935図圏

稻の花は散る︑︵略V︒

あらしで︑家は倒れる︑堤は切れる︑

九6810

みる︒

八417

思ヒ︑︵略﹀︒

白ノー蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

五338

ゴトデス︒

ラトカゼニ

メンニサキマシタ︒︵略V︒ヒラヒ

三18

ロバ︑ニハノ土モミエマセン︒

マス︒︵略V︒タクサンチツタトコ

ニー84︵略V木ノハガトンデキ

りちる

ッ・ーラ・ーリ・ール彰

ち・る﹇散士︵四・五︶8

攣化極りない妙音は︑︵略V︑

又忽ち落葉散敷く秋のさびしさに沈

十二839

散りしきて︑轟⁝の鳴く秋の時候なり︒

散敷く

ちよつと見ると︑おそろしいが︑い

八815図
た︒

﹁ちよつと貸したまへ︒﹂と言ひなが

つかくと走り寄って︑

たって氣だてのやさしい老人であっ

せが高く︑目がするどくて︑ ちりし・︿﹇散敷﹈︵四・五︶2 散りし

へ︑こはがる者があるではありませ

七878囹

へ入れて︑︵略V︒

五215囹

ころからよびました︒

﹁おはなや︑用があるから︑ ちら・す﹇散﹈︵五︶1

オクリモノニナリマス︒

四512 チヨット見ルト︑リッパ
デハナイガ︑三三デタイ時ノ

ツテキマスカラ︒﹂

二431囹

ちょっと︵副︶7

十337図 ︵略V︑此ノ芋ヲ植ウルニ如
シク其ノ作方︑貯藏ノ方法等ヲ記シ

クハナシト思ヒ︑ ︵ 略 ﹀ ︒ ヨ リ テ ク ハ

テ幕府二時レリ︒

ちょちくがかり﹇貯蓄係﹈︵名︶1 貯
十﹁610図 働蜂中には蜂の集め來る

蓄掛
蜜を検査する検査羽あり︒又之を受
取りて貯ふる貯蓄掛あり︒

貯蓄銀行

ちょちくぎんこう﹇貯蓄銀行︼︵名︶1

九776國 普通ノ銀行ニチハ一度二五
圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド
モ︑貯蓄銀行ニチハ五言ヨリ少キ金
ニチモ預カル︒

ず︒

すだれをかく︒

中には直裡二十尺鯨︑一樹にて千五

十一401國圏 阿里山の檜材は︵略V︑ 十二827囹

ものこれあり︑︵略﹀︒
あ り

十﹇391回訓 竹にも直裡一尺以上の

ガ六尺モアツテ︑︵略﹀︒

十54 熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径

ちょっけい﹇直径﹈︵名︶6 直径
オニバス

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶の

十一761図 最も肚観なるは華嚴にし
するしやう

る︒直下七十丈︑肚観名状すべから

九961國 此の湖の落口は華嚴瀧とな

けごんのたき

ちょっか﹇直下︼︵名︶2 直下

怖
ちる

ちょぞう

九938國 岩にくだくる清流︑雪と散
︵略︶︑直下七十丈の水は

り︑玉と飛ぶ︒
するしやう

十一762図

ちんちろく

ちんちろりん︒

ちんぼつ・す﹇沈没﹈︵サ変︶3

沈没す

くちく
︵略﹀︑績いて我が駆逐隊

機ーシ・ーセ彰

十二75國

情にたへず候︒

うたち正していひ出で
二子を失

ついげき・す︻追撃﹈︵サ変︶1
穴ーセ彰

遂二

遂に

七792図團

終二

終に

など

︵略﹀︑事に動かず︑さそ

かたきもつひ

はれず︑はげみ進むに何事の

成らざらん︑鐵石の

にとほすべし︒

七802図圃 ︵略﹀︑わき目もふらず︑

など

重きも

怠らず︑ふるひ進むに何事か

成らざらん︑ばんじゃくの

つひにうつすべし︒

八536図之ヲ見テ他ノ一人進ミ出デ

尊︵略V近江の賊を討ち給

あふみ

テ︑入鹿ノ足ヲキル︒入歯ツヒニ殺

サレタリ︒

ひしが︑道にて病にかΣり︑遂に伊

敵の司令長官︵略Vは 九66図

勢にてかくれ給へり︒

十二95國

追撃す

すれば︑そ雪うに當年を追懐するの

十一368國国

追懐す

閣下の心如何にぞ︒﹄

﹁此の方面の戦闘に

十3910國愈々
ぬ︑
ひ給ひつる
と︒

＊ついえ号ひ

絶壁に水晶のすだれをかく︒中央以

ついかい・す﹇追懐﹈︵サ変︶1

我が軍の死傷甚だ少く︑

余ースル単

より二回の水雷攻撃を受けて︑敵の
︵略﹀︑敵の爾旗艦は遂に

爾旗艦は遂に沈没し︑︵略﹀︒

止れり︒
ひえ

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に

十ニー03図

るもの多し︒

沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ

十二75図

下は霧と散り︑雨と飛びで︑水姻深

こう

あは

︵略V一駆逐艦に移りしが︑我が駆逐

﹇▽くがっついたち・ごがつつ

かげろふ

艦の漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

さジなみ

細砂を主とし︑鹿の肉は珍味として

ついたち

つひく

いたち・らいげつついたち

ついつい︵副︶1

色色取りまぎれ︑つひ
次いで

く御無音に打過ぎ候︒

十559國團

ついで﹇次一︵接︶1

十六日勝商は再び山上に

ついでに

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

十二294図

するに︑︵略﹀︒

ついでに﹇序︼︵副︶1

つひに

マシテ幾萬年ノ久シキ間︑

將軍田村麻呂の東北の地を

讃ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

十247國 良大イニ士暑ビテ︑朝夕之ヲ

遂二王者ノ師タラン︒

十244用量 ﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑

れり︒

蝦夷も︑遂に全く皇威に服するに至

征するや︑︵略V︑さしもに強かりし

九638図

キ景色トナリシナリ︒

ハ急流トナリ︑遂二今日ノ如キ美シ

ヅリ︑谷ヲウガチ︑︵略﹀︑一切レテ

ノカバハカリ知ルベカラズ︒山ヲケ

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水

九428國

來た︒

て︑終に其の目的を達することが出

さて幾度も幾度も造り直し
遂に捕へらる＼に至れり︒

︽ツ・ツル彰

うれし︑この松の根もと

つ

つ︵格助︶号とおつみおや・ひのもとつ
くに

つ︵助動︶5

八93図國

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

つ差上げます︒

ツヒニ

人のもとりましたから︑賄方一枚つ

て爲眞をとりました︒ついでに私一

葉かげにいねし鳥ははや 八102團 ︵略﹀︑うち中の者がそろつ
ゆめも見あきつ︒

九116図國

昨日の敵は今日の友︑語
ることばもうちとけて︑我はた﹂へ

十396図國

ついては号については
かれは稽へつ︑我が武勇︒ ついに﹇終﹈︵副︶35

つ︑かの防備︒

十397図圃

九337

之を賞美す︒

食物は粟・稗・うばゆりの

北方の壷濁神社ユ参葬

谷をおほひ︑︵略︶︒

﹁朕ハ汝等ノ忠烈ニ

ちん﹇朕﹈︵代名︶4 朕
十ニー14図囹

ヨロコ
依り祖宗ノ神三二封フルヲ得ルヲ澤

ブ︒﹂

こ

十二m7図 朕は汝等軍人の大元帥な
るぞ︒

チンエン

十812図

十二m7図 されば朕は汝等を股肱と ちんみ︻珍味﹈︵名︶1 珍味
頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其
の親は特に深かるべき︒

十二m8國 ︵略﹀︑汝等は朕を頭首と
チンエン

仰ぎてぞ其の親は特に深かるべき︒

キ

十一337図 海防艦山外ラ自国ノ沿岸

ちんえん﹇鎮遠︼︵名︶1 鎭遠
イ

ヲ護ルコトヲ目的トス︒壼岐︒耳遠
・加島等是ナリ︒

ちんせん門賃銭︼︵名︶1 賃鏡
あって︑手紙や品物を配達しました

七536圏 昔はひきゃくといふものが
が︑これは今日のやうに早くは配達
が出來ず︑賃鋒も高かったのです︒

十一胆9図 孔明ハ沈着ニシテ︑機二

ちんちゃく︻沈着一︵形状︶1 沈着
臨ミ︑攣二慮ジテ︑智謀百出セリ︒

ちんちうちんちうちんちろりん︵感︶1

ちんちろくちんちろりん
五611國 あれ︑松轟が鳴いてみる︒

つ

ついに
ちん

776

777
つうこうす
ついばむ

十二521図

を結べりとそ︒

至りて罪を謝し︑つひに無二の親交

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一114

ト︑︵略﹀︑徒二時間ヲ費スコトガナ

分業法二依ツテ︑一人デ一

其ノイホリヲ訪ヒ回心﹁迎ヘテ重臣

十259図 後張良・崇信共二漢ノ高祖 十一皿6図 ︵略V︑劉備ハ三度マデモ
トセリ︒

人生七十年と見るも六十

・遊戯・病氣等の爲に費す時間は三

萬時間に過ぎず︒其の内寝食・談話

百歳の長命を保ちて︑一

生を坐食に費す者あり︒

十︻683図

分の二を占め︑︵略﹀︒

が故に︑次第に行進を早め︑遂に危

︵略﹀︑地球を鯨りに小

らずして突進す︒

害を顧みず︑向ふ塵何物をもは貸か

十二6910図

ィ︒
キハ其ノ極終＝破産ヲマヌカレズ︒
き が
︵略﹀︑飢餓刻々にせまる 十一677図

商人ニシテ信用ヲ失フト

二言へ︑︵略﹀︑ 遂 二 高 祖 ヲ シ テ 其 ノ

十一鵬3図

大業ヲ成サシメタ リ ︒

十311図 原産地ハアメリカニシテ︑
葦牙備ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天

孔明︑劉無二事へ︑︵略V︑
シヨク

︵略V︑支那ヨリ琉球︑琉球ヨリ薩摩
下ヲ三分シテ其ノーヲ保タシム︒

孔明ハ︵略︸翌朝ヲ興復

十二761図

十一一529図 米國商人が新聞屋ノ他ノ

さく見たるコロンブスの誤は遂に此
の大畿見を成さしむる基となりしな

我が海軍は︵略﹀の計を

定め︑全力を朝鮮海峡に集中せしが︑

十二52図

臥煙ラ諸軍ヲ率ヰテ北征ス︒

セントシ︑先ヅ南方ノ説ヲ平ゲ︑遂

十一姻5図

二五バリ︑遂二全國ニヒロガリシナ
リ︒

十326図 隣國ノ人モ野馳ヘテ之ヲ植
エ︑斜面ハ中國地方全禮二及ブニ至
レリトイフ︒

十441図︵略V︑販路次第二開ケ︑此

印刷物二依リテ奔馬二三ス金額ハ︑

︵略﹀︒

り︒

是に於て空しく志を抱

遂に之と會して︑世界史上空前なる

十二765図

ノ業ヲ菅ムモノモ亦追々二増加シ︑

くちく

大海戦となれり︒

つうういっつう

拝啓︑御註文の縞物三十

つううんびん︻通運便︼︵名︶1

赤穗浪士が数年の苦難を 九137食塊

便

いて西班牙に輔じ︑居ること多年︑

あかほ

遂に皇后イサベラの知る所となり︑
︵略﹀︒

十二858図

通運

遂二︑今目ノ盛大ヲ見ルニ至レリ︒

十707図

︵略﹀︑績いて我が騙砲隊

より二回の水雷攻撃を受けて︑敵の

︵略V︑二人はまた有らん限 十二75□萄凶

敵の司令長官︵略﹀は

爾旗艦は遂に沈没し︑︵略V︒

︵略V︑越王勾当つぶさに 十二96ロ覇凶

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕
着けたり︒

反︑本日通運便により汽船平安丸に

十﹇1610図

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

かげろふ

︵略V︑我が騙逐艦の漣・陽炎の二隻

さばなみ

辛苦をなめて報復を圖り︑︵略V︑遂

費

角ースル彰

するに七八分を費す︒

十34図

︵略V關所アリテ︑日暮ヨ

されど十字街頭に立て

つうこう・す﹇通航︼︵ナ変︶1

︵略﹀︒

通航す

は行くも止るも唯其の命に從ひて︑

る巡査の一早手の合圖に︑通行の人

十二605図

バ︑︵略﹀︒

リ後園一切旅人ノ通行ヲ差止メタレ

九391図

通過す

て獲送いたし候︒

ついばむ角一

汽車は此のトンネルを通過

孟子これより感奮・勉勘つうか・す﹇通過﹈︵サ変︶1

死に就けるは︵略V︒

ム︾

費ス

又ひよやつぐみは美しく熟 つうこう︻通行︼︵名︶2 通行

ついば・む﹇啄﹈︵五︶1

して遂に一世の大家となり︑︵略V︒

十二968図

に追撃せられ︑遂に捕へらるNに至
︵略V︑空笹舟には炭酸瓦斯

に呉を滅して會稽の恥を雪ぐことを

十二214

れり︒

アラビヤ人は︵略﹀︑絶え

得たり︒

十﹁484

が段々に増加し︑遂には地球上の動
物が呼吸作用を管むことが出來なく

ず追手と或間隔を保ちながら進んで
行く︒︵略﹀︒遂 に 暮 方 に な っ た ︒ 囲

十二208

してみる曲直をついばむ︒

なる道理である︒

ついや・す﹇費︼︵四・五︶6

ラビや人はこ㌧に始めて馬に全速力

いで城に入らんとするに︑不幸獲見

分業法国依ラズ︑一人デ種
ムダニ時間ヲ費スコトガ多イ︒

々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑︵略﹀︑

十一112

するに七八分を費す︒

十35國

公ース夢

十二295図十六日勝商は︵略﹀︑次
せられて︑遂に敵兵に捕へらる︒
伊企灘︵略﹀︑．幾度責めら

す

を出させて︑雲を霞と逃げのびた︒
ることなければ心身いっか勢れて︑

十二306図

足利氏の大兵來り攻め︑

あしかド

るれども改めず︑遂に殺されたり︒

廉頗︵略﹀︑相如の門に

城遂に陥り︑保・義鑑共に戦死す︒

十二317國

十二397図

汽車は此のトンネルを通過

十一694図 活動するのみにて休養す

網を張らんとする時は︑

遂には活動にたへざるに至る︒
十一883局覇凶

先づ臨監かのや㌧太き綜を渡し︑之
を本として︑次第に細き綜をかけ︑
終に完全なる網を 造 る ︒

つかい
つうじよう

778

貞ーシ彰

十一203図 瀬戸内海の沿岸には︵略V
等の港多く︑汽船絶えず通航して︑
︵略﹀︒

よ

うつぱ

︵略V︑通常の灰色の鼠の

つうじよう﹇通常︼︵名︶1 通常
十二662︹図
一群大畢して︑︵ 略 ﹀ 欧 羅 巴 に 移 り ︑

古來此の地方にありし黒色の鼠を全
く追⁝彿ひしことあり︒

︵略V︑

らに︑やうく杖を見つけ出し︑す

十一317図

諸子ハ戦艦・巡洋艦・海

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ

ぐに拾って取ってやる︒

栗橋ハ東北要道ノ通路ニア
コ・ヨリ江戸川二通ズル

床となる

中佐刮目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ

ツカ つか

つかとなり

五ツカ

何一つ

梁・棟木

つか・ぬき

取外すとも︑たちま

つか

の様を見ては︑刀のつかに手をかく

とすれども︑少しも疑ふ心なき正儀

十一453﹇図 幾度か思ひ直して討たん

つか﹇柄︼︵名︶1

ちユ 家え崩れん︒﹂

・柱

十145図圏圏

身も︑それぐの務をもてり︒

十143身詰園

六75図

つか﹇束﹈︵名︶3

杖二面上ラウトスル︒

八888

しいこと︒﹂とれいいって︑︵略﹀︒

﹁あ﹂︑ありがたうございます︒うれ

めくらは杖を受取って︑

防艦・砲艦・通報艦・過慮艦・水雷

通報里帰主トシテ艦隊ノ

命令・報告等ヲ傅達シ︑或ハ敵ノ軍

十一341図

十一32図通報艦最上

セン

ば︑︵略V︒

六635國

是より一條の大道遠く

艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

十﹇972公国
北へ通じてロシヤ領に入候︒
里道の改修も全く成り︑

村内の重なる道路は荷車・人力車を

十一撫10図

艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑我が
艦隊二報告ス︒故二五高卑ダ輕ク︑
速度亦大ナリ︒

テ︑︵略︶︒

べきやうもなし︒

捕鯨法には︵略V︑又以前につかい︻使﹈︵名︶5使ひ使﹇▽おつ

さんの所へ使ひに行った︒

學校からかへってから︑をば

六376

かい・めしつかい

まへからわたしは目がわ
いまその杖をもぎ取ら
︵略﹀︑少しはなれたくさむ

アリ︒

秀吉は大そうおこって︑︵略﹀︑

カン

サル程三二韓ノ使ミツギヲ

奉ルニヨリテ︑入鹿ノ参内スルコト

八517図

鮮せいばつをはじめました︒

その使を追ひかへして︑二度目の朝

六526

のもって來た文の中に︑︵略﹀︒

くを申しこんで來ましたが︑その使

︵略Vツエザルカゴナド︑ 六517 そこで支那もおそれて︑わぼ

ツエ杖

は鯨の通路に網を張って鈷を打つ方

リマス︒

六633圃

れ︑かへりの道が知れません︒L

六617圃園

るく︑杖をたよりにあるきます︒

六616里並

六427

コロバヌ先ノ杖︒

竹デ作ツタモノガタクサンア

三298

つえ﹇竺︵名︶7

法などもあった︒

十673

通路ニアタレルヲ以テ︑昔ハ人馬ノ

箱根山ハ︵略﹀︒東海道ノ

リテ利根川二通ズル汽船ノ通路ニシ

運河ハ︑東京ヨリ江戸川ヲサカノボ

九167図

タリ︑一大鐵橋力︑レリ︒

九155図

電車の便の最も開けたる つうろ﹇通路︼︵名︶4 通路

又清祥京画線は奉天より

通ずるに至れり︒

十二558図
北京に通ず︒

十二635図
は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

通ずる

如何程技藝に通じ︑學術

虚なく︑︵略V︒

十二皿3図
に長ずとも︑︵略﹀︒

鐵道の通じてみない所でも︑

通讃

本校企ロノ建紳染ハ暫窒糸堅固

往來甚ダ盛ナリキ︒

今は水路に汽船があり︑陸上 九389図

つう・ずる﹇通︼︵サ変︶2

Aフ日の如く通信︷父

つうしんこうつう﹇通信交通﹈︵名︶1
通信交通
十一711面凶

通ず

通の機關獲達し︑社會の活動敏速な
通ズ

る 時 代 に あ り て は︑︵略﹀︒

︽ージ呼

つう・ず︻通︼︵サ変 ︶ 1 2
余 ー ジ ・ ー ズ ・ ー ズル・ーゼ︾号あいつう

九383
九383

にも所々方々に鐵道が通じてみる︒

ず

九166図 コ・ヨリ江戸川二通ズル運
河ハ︑︵略﹀︒

九167國

つうどくいた・す﹇通読﹈︵四︶1

馬車や人力車がある︒
︵略V︑東京ヨリ江戸川ヲサ
＊つうちょう←vかよいちょう

カノボリテ利根川二通ズル汽船ノ通
路 ニ シ テ ︑ ︵ 略 V︒

十936同筆尚々久しく拝借致し居り

九251図 工兵は︵略V︑電信を通ずる 致す ︽ーシ彫
等︑もっぱら技術の事にしたがふ︒

致し候︒

候農業一夕話︑まことに面白く通讃

︵略﹀︒

十二％5ロ凶

通風

十154國 二人共に和漢の學に通じ︑

を通じて︑四時間 よ り 六 時 間 ︑ ︵ 略 V ︒

十574圓團 ︵略V︑術科は午前・午後 つうふう﹇通風﹈︵名︶1

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑通
風・採光ニツナガラ其ノヨロシキヲ
得︑︵略﹀︒

同學士は︵略﹀︑平心に つうほうかん﹇通報艦︼︵名︶3通報艦

十621図 其ノ左右上下更二無数ノ坑
タテカウ
道アリ︑又上下二通ズル大ナル竪坑
アリ︒

十907國團

779
つかう
つかいかた

十二277図 城を抜け出でて岡崎に至
と︒鳥居勝商といふ者あり︑進み出

り︑急を主公に告 ぐ る 者 な き か ︒ ﹂

でて其の使たらんことを請ひ︑︵略﹀︒

十859

︵略﹀︑日本の馬のおとなしく

つかいかた︻使方︼︵名︶1 使ひ方
ないのは︑育て方・使ひ方にあるこ

てう

署す
りん

丙一

のつから荒々しくなったのである︒

とで︑日本では鯨 り い ぢ め た 爲 に ︑ お

し な

つかい・す﹇使﹈︵サ変︶1
シ︾

しやうじよ

しん

十二387図 支那の昔趙といふ國に藺

ツカヒミ

相如といふ賢臣あり︒敵國秦に毒し

て功ありしかば︑︵略﹀︒

チ

つかいみち︻使道﹈︵名︶2

竹ノツカヒミチハマダマ
イネノワラデハ︑︵略﹀︒

ダタクサンアリマス︒

三312
四364

使フ

使ふ

つ

肉ーッ・ーハ・ーヒ・

ツカフ

︵略﹀︒ソノホカッカヒミチハマ
ダイクラモアリマス︒
かふ

つか・う﹇使︼︵四・五︶28

三296

このお金は︵略﹀︑﹃夫の一

十258図後張良・韓信共二漢ノ高祖

二仕へ︑︵略﹀︑遂二高祖ヲシテ其ノ

すゑふさ

是より震いとま賜は

ふち
君の御供に仕へしは 藤

大事の折に使へ︒﹄と申して︑父の

もつれしめず︒

親に事へ︑弟を助け︑

孔明︑劉備山事へ︑出デ

﹁汝ハ孔明ト共二事二

﹁汝ハ孔明ト共二事二

ふ びらい

たまく元の忽必烈に

に︑治績大いに畢り︑︵略﹀︒

孔子事へて吏となりし

ボーロの日本に關する記事を讃み︑

仕へたる伊太利の大旅行家マルコ︑

十二749図

女子の模範とすべき徳行なり︒

能く父母に事へたる︑︵略﹀︑皆後世

ふさ
十一一325図 孝女お房の幼き身を以て

如クセヨ︒﹂

從ヒ︑之二面フルコト父二半フルガ

十一鵬9回忌

如クセヨ︒﹂

從ヒ︑之為事フルコト父二事フルガ

十一鵬9図囹

ショク
ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑︵略﹀︒

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑遂二備

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

十一塒2図

家を治めん︑妹我は︒

十一606國圏

り︑河内に行きて正儀に仕へん︒

かはち

十一419図囹

房・季房唯二人︒

ふさ

十887図國

大業ヲ成サシメタリ︒

西洋紙ハ﹁君ラバ表ダケシ
ニ使バレル︒

カ役二立タナイガ︑僕ラバ裏表トモ

七476園

渡してくれた金でございます︒

七419圏

つか・う﹇仕︼︵下二︶11 仕フ 仕ふ
た︒
四376
マダコノホカニ萎ワラ
七138園
小責といふのは商人から 事フ 事ふ 内ーフル・1へ︾
デ作ツタ物デ︑アツイジブン
十167國 清少納言も亦紫式部と同じ
品物を使ふ人にすぐに費渡すことで
ニツカフ物ガアリマス︒
く宮中に仕へ︑︵略V︒
す︒
四435園︵略﹀︑今では紙で起つ

﹁これは私が毎日使ってゐ

たのしをつかふやうになりま
した︒

五242園

火ヲ使フコトノ出軍ルノ県人

た釜でございます︒

五564
バカリデス︒

偉物ヲ洗ツタリフイタリスル

扇を使へば風起り︑むちを
蜜所にて火吹竹を使ふも︑
︵略﹀︑皆空氣を送りて︑火の勢を盛

九655図

ふるへば音を畿す︒

九645図

ソマツニ工料フベカラズ︒

八403図之ヲ思ババ一本ノマツチモ

時二使フ海綿モ︑︵略﹀︒

鳥ヤケモノハ火ヲ使フコトヲ 七733

知りマセン︒

五565

近ゴロバ又マツチトイフベン

リナ物が出発テ︑火打石や火打金ヲ

五574

石炭ノ火ノカバ︵略Vツヨイ

使フ人口メツタニアリマセン︒

五587

ノデ︑汽車や汽船ヤソノ他ノキカイ

ならしむる爲にして︑︵略﹀︒

犬は夜を守らせる爲︑又はか
︵略﹀︑其の骨や角は色々の細

馬も牛と同様に勢働にも使は
鵜を使ひて魚を捕ふるこ
と︑︵略﹀諸所に行はれたり︒

十一791図

れ︑食用にもなる︒

十851

工物に使ふ︒

十847

りに使ふ爲に飼ひ︑︵略V︒

十836

ひげは細工物に使はれる︒

手にはかりに使ふ弓矢を持つ 十678 其の肉は食用となり︑︵略﹀︑

ナドヲウゴカスノニハ︑皆コレラ使
ヒマス︒

五772
てるる︒

ソノ時鐵ビンハ︑﹁私タチ

ノサビルノハ皆人が器量ナイカラデ

六286囹

ス︒

時々青イ物ヲ出シマセウ︒

六291響銅ハ人二使ハレテヰテモ︑

マス︒

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

タケノカバハモノヲツツ 六287囹 モシセイ出シテ使ツテクレ

ーフ・1へ二号めしつかう

ムノニツカバレマス︒
三312 モノホシザヲニモ︑コクキ

ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ
ヤルサヲニモ︑竹ヲツカビマス︒

これから信長は目をかけて使ひまし

少しのゆだんもなく主人に 十一805図 鵜匠は一人にて十二羽の ︵略﹀︒
四372 妾ワラデハ︵略V︑又赤ヤ 六474
十二9310図
鵜を使ひ︑︵略﹀︑たくみにさばきて
青ヤキ色子 ソメテ︑萎ワラザ
仕へるこ＼ろざしにかんしんして︑
イクニモツカヒマス︒

つき

つかえ

780

つかえ弓おんさしっかえ
つか・える﹇支︼︵下一︶1
余I−ヘル︾

つかへる

フ心デセウ︒

又川バタニ行ツテ︑魚ヲツカ
ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

マヘルコトガアリマス︒

六665

︵略﹀︒

八215囹

八223園

﹁それはめづらしい︒どう

が︑毎年一羽つつしか出て忍ない︒

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

さうしてそれをつかまへる

通シテ︑肩心当ツイデ行キマスガ︑

八591 くじゃくは︵略﹀︒大きなも 六666
のになると︑若し家の中でひろげさ
せたら︑座敷一ぱいになって︑天井
へっかへる程であ る ︒

つかへる

︵略﹀︑木下藤吉郎秀吉と名の

肉tへ・1 ヘ ル ︾

つか・える︻仕︼︵下一︶2
仕へる
お だのぶなが

六457
かして其の雀をつかまへて見たい︒﹂

少しのゆだんもなく主人に つかまつる n▽あんしんつかまつる・は

つて︑織田信長につかへました︒

いけんつかまつる・はいどくつかまつ

六473
る・はっそうつかまつる

ツカミ

仕へるこ﹂ろざしにかんしんして︑

︽ーッ彰

一一

︵略V︑聴衆は鏡をつかんで︑

そにそまって赤くなり︑︵略﹀︒

さうして象の重みで船の水に
︵略﹀石をたくさんつみまし

つかった所にしるしを附けました︒

六213
六222

寄る

いた所まで船が水につかった時に︑

た︒さうして前にしるしを附けてお

つかる

その石をおろして︑︵略V︒
つか・る﹇疲︼︵下二︶2

ある山國にては︑犬のくび

余ーレ彰号あゆみつかる

七634図

十551図園

畠山は︵略V我を此の齋

五

ツキ

ツキ

ツキ

ツキ

月﹇▽うづ

間手もとに置きて︑木曾へつかはし

惣別當のもとに預け︑別當は七日の

たり︒

耳目6

五

つき︻月﹈︹雷名︺2

ニ95

つき︻月一︵名︶15

みかづきなり・みなづき

き・きくづき・ながつき・ひとつき・

デタデタ︑ツキガ︒

ツキクサクモ

マンマル

ニ96圃

アル︒

マルイ

月ガ︒

マルイ

マンマル

︹ひらがな

にはのまつの木の上

ひるはあたたかな日にてらさ

日カサナリテ月トナル︒

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道ニ

まりてかげ清し︒

八605男望

石山寺の秋の月︑雲をさ

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

六144

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二二イ︒

六143

六66﹇図 月カサナリテ年トナル︒

六66國

︵略VQ

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

五108

のドリル︺

へ月がでてゐます︒

三127

イ︑ボンノヤウナ

ニー16圃

ニー12園マタデタ︑月ガ︒

イ︑ボンノヤウナツキガ︒

マルイ

一12一

身膣の勢を直すはよく眠る
診れ果

マルイ

に無品・食物などを入れたるかごを

︽ーテ彰

つかれる

ゆにはいって︑ごはんをたべ

つか・れる﹇疲一︵下一︶1

六366

余ーレ帝

つかはす箇一

ると︑つかれてすぐにねてしまった︒

つかわ・す﹇遣﹈︵四︶2

サ・ーシ︾号いいつかわす
え ぞ
九625図
蝦夷は︵略﹀︑其の後も度

事しばくなりき︒

々叛きて︑征東將軍をつかはされし

ニー03圃

かけおきて︑つかれたる旅人をすく

活動するのみにて休養す

はしむることあり︒

十一694図

ることなければ心身いっか照れて︑

遂には活動にたへざるに至る︒

つ

十703図

父は直ちに要れ果てたる水

つかれは・つ﹇疲果︼︵下二︶1

に如くはなし︒

九603図

熊が四丁ムカツテ來ル時下 つかれ︻疲﹈︵名︶1 螢

つかむ

カ・ツテ︑スルドイ爪デヒツカキマ

ハ︑︵略V︑大キナ手ノヒラデツカミ

六646

カ・ル

つかみかか・る﹇掴掛︼︵五︶一

︵略V︒

使へる︽一

つがへる

活版は︵略︶︑同じ活字を何

つか・える﹇使﹈︵下一︶1
ヘル︾

十219
度でも組立てて使 へ る ︒

つが・える︻番﹈︵下一︶1
ス︒

ン彰n▽ひっつかむ

四821よ一は弓に矢をつがつか・む﹇梱﹈︵四・五︶2

肉一へ単

へ︑よくねらひをさだめ︑弓を

入れる︒

角ーッ蝉

争って老人のさ﹂げた帽子の中へ投

十二843

片手にひつさぐ︒

をへだっれば︑敵は之をつかんで︑

手塚の家電は組ませじと中 夫を助けて︑ボートにうつす︒
十5010國

ツカマヘ

引きしぼって︑︵ 略 V ︒

角1へ・1ヘル彰

みちでほたるを一びき

つかまへる

つかま・える︻捕一︵ 下 一 ︶ 7

ル

三351
つかまへで︑︵略﹀︒

三656 ︵略﹀︑子ドモが大ゼイデ

つか・る﹇浸﹈︵五︶3

つかる﹇付︼号いいつかる
つかる

カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ

もとよりすっぽいこのから
だ︑しほにっかつてからくなり︑し

五286圃

シテヰマス︒
ヲツカマヘテイヂメル人工︑ドウイ

五362 コノカハイラシイ︑美シイ蝶

781
つきひ
つき

アベノナカマ

ロ

十963図 昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ
テ︑都ニアリシ時此ノ山二出ヅル月
ヲ 眺 メ タ ル コ ト ヲ思ヒ出デテ︑︵略V︒

十966図圃天の原ふりさけ見れば︑
春日なる三笠の山に出でし月かも︒
鵜飼は五月中旬に始り︑

十月中旬に終る︒此の間毎夜月なき

十一798図
時をうか玄ひて漁 舟 を 出 す ︒

つき﹇付﹈うかおつき・しょうふだつき
・てつき・もんつき

二方

ツキ

花ノ附方モ亦ソレぐチガ

つきかた・める﹇摘固一︵下一︶一

フ︒

九95

箇村の頭になるといふ定であった︒
おもむきあり︒
やうめい
進んで陽明門に至る︒︵略V︒ つきかた﹇付方︼︵名︶1

次の門を唐門といふ︒

九948図

十2310図次ノ五日目ノ朝モ亦老人二
先ダタレタリ︒

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク
キザンデ︑日ニホシテ︑ソレカラウ

八657

次の圖は其の一二の例を示 カ応否ル 肉ーメ彰
工人のアラビヤ旅行日記の

すものなり︒

十474図
十一507

つぎ木

スニ入レテツキカ画龍マス︒

一昨年つぎ木をしたわか木

やがて五人の騎手は多くの人

つきそ・う︻付添一︵五︶1 附きそふ

九829

肉ーハ蝉

々に附きそはれ︑︵略V︑鳥居の下へ

集って來た︒

角ーフ甲

つぎく

中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ

つきたま・う﹇就給︼︵四︶一 ツキ給フ

八541図

ッキ給フ︒

祖先の遺風つぎく

つ者つ・ぐ﹇継継︼︵四︶1

十一鵬10図圃

貞ーギ彰

て︑同胞すべて六千萬︒

鯨は︵略V︒若者は長い劔を突

父は︵略﹀︑やしき申の桃 つきとお・す︻突通︼︵五︶1 突通す

十663

内ーシ︾

肉！

悲憤の

つきのい

きな

調白磁灘

拝啓︑御註文の縞物三十

き

な

月ノワ

昔調伊企図は新羅と戦ひ

つきのわ﹇月輪﹈︵名︶1

て新羅の將に捕へらる︒

十二303図

つきのい

つきのいきな︻調伊皇室︼︹人名︺1

かね候事と存候︒

御申越の期日までには少々間に合ひ

し候︒次に老人向きの紺がすりは︑

反︑ ︵略﹀汽船平安丸にて獲論いた

九139弓場

つぎに︻次﹈︵接︶1 次に

通し︑幾度となく抜いては又突く︒

の木に皆つぎ木をすると申してゐま
附き﹂り
︵略﹀︑二万匹の翼をかふのに︑

置きす

人一人附き︑りで︑眠るひまもない

七314

つききり﹇付切︼︵名︶1

す︒

七674團

のでございます︒

に︑もうこんなに大きなのがなった

七665團

︵略﹀︑又汁氣ノナイモノノ つぎき﹇接木︼︵名︶2

一節に次の様なことが書いてある︒
十﹁665

次ニハ汁物ヲ出シ︑アマイ物ノ後ニ

かくて次の夜は如何にと

ハ塩カライ物ヲ配合スル類デアル︒

肉ーッ︾

つきあた

さて軍人の心得として次

の五箇條を諭し給へり︒

十二m10図

ねずして︑︵略V︒

うか雲ふに︑前の如く夜もすがら寝

十一735図

つき﹇着﹈号おつき

はじめの日も︑つぎの

つぎ﹇次一︵名︶15 つぎ 次弓ごじゅ
うさんつぎ

四157
日も︑たくさんえものがありま
した︒

る

程いそがしい︒

つき・す﹇尽一︵サ変︶2
セ蝉

こ

わきぬべし︒

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ

やがて五人の騎手は多くの人 六652 熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑
々に附きそはれ︑︵略V︒︵略﹀︒附添

アリマス︒コレラ月ノワトイヒマス︒

九853

つきそいにん﹇付添人一︵名︶1附添人

涙

鑑きせぬ親王のみうらみに

み

十二256図圖鎌倉宮にまうでては︑

も潔きせぬ物語︒

ひるげ

きあたったりする様なまちがひが出

さだのみさき

突出づ

十407図圏爾將書食共にして︑なほ
角iデ︸

十一176國

突出で︑︵略﹀︒

ながい夏の日いつしか暮れ

人も見物人も︑きもを冷してかけよ

月影の小波にくだけ︑漁

十一198國

つて︑︵略V︒

つきひ︻月日一︵名︶2 月日

火の波間に出没する夜景も亦一段の

て︑うゑる手先に月かげ動く︒

七105圃

つきかげ門月影︼︵名︶2

月かげ月影

四國の西には佐田岬長く

つきい・ず︻突出﹈︵下二︶1

來ます︒

くなった時には︑︵略V︑外の船につ

七857囹

きりや雪で︑方角の分らな

つきあた・る︻突当﹈︵五︶1

四212囹﹁オヤユビノ次ノハ人
サ シ ユ ビ デ ︑ ︵ 略V︒﹂

四745 又四ダン目ニハ︵略﹀ナド

ヲナラベ︑又ソノ次ノダン
ニハヒシモチトオゼンヲソナ
ヘテ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑この次の水曜日まで

次のやうに書きました︒

五656 おちよは︵略﹀︑葉書の裏へ
六407国
にはかへる︒

八226 次の朝農夫はいつになく早く
起きて︑︵略﹀︒

九204 大尉はそれを取って見ると︑
それは︵略﹀︑競馬をさせて︑

次の様な事が書いてあった︒
九822

勝つた村は次の祭の日まで︑其の五

つく

つきみ

782

十一441國 月日は流る＼水の如く︑

二274犬モヲヲフツテ︑ツイテ

がりつく・もとつく

・につき・につきて・まきつく・むら

う町をはつれて︑︵略﹀︒

ましたが︑︵略﹀︒

兵士等は氣をあせるのみ

で︑何の工夫もつかぬ︒

ホカノガンバ道アンナイノ行 十一568

に目につくのは︑家の低くて小さい

男の子も氣がつかずにそのま 十一鵬10 朝鮮の地に上陸して︑第一

ク方ヘツイテ行ク︒

六135
六305

︵略V︑又面戸の附きたる

第二に目につくのは白い着

十﹇鵬3

事である︒

﹁︵略V︒今のお客にもう一年上げな

物である︒

︵略﹀︑アノオヤネニハゥ

ければならなかった︒﹂といって︑す

二465

メバチノ大キナモンガツイテ

ホツトーイキツク折カラ︑一

ツク つく 肉一

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

イ・ーク革

つ・︿﹇吐一︵五︶2

どもはこゑをそろへて︑そのあとに

いて居る︒

帽子の中に一文の銭もない

老人は︑︵略V︑幾度かためいきをつ

十二824

弾又モ中佐ノ胸ヲツラヌキ︑︵略V︒

八892
︵略﹀︑サザエ・カキナドハ岩

カキハスグニフエルモノデ︑

こちらの方はどうとも都合 つ・︿﹇突﹈︵四・五︶9 ツク つく

突く ︽ーイ・tク彰

﹁︵略﹀︑私は足の立たない

ゐざりは︵略V︑爾手をつい

︵略﹀︑歎千年もへたらんか

リテクサリタル死人横タハリテ︑臭

八304図︵略V︑内ニハ黒ブクレニナ

天をつく︒

と思はる＼老木枝をまじへて︑高く

八53図

てるざり出しました︒

五267

りあるくものでございます︒

もので︑爾手をついて︑やっとゐざ

五247圏

つてゐます︒

きには︑︵略V︑手をついてすわ

かへるはをかにみると

がっくから︑心配するには及びませ

三475
︵略﹀︑骨小誌キタル肉ヲ食

三十七年ノ四月第二軍ニツイ
テ職地へ向ツタガ︑︵略﹀︒

八847

取ルニ便ナリ︒

八745図

ん︒

八686国

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

七719

ニツイテヰル︒

七718

ついて歌ひました︒

木やりの歌を歌ひ出すと︑わかもの

一人の年取つた男が︵略﹀︑

十二787図

ト

六762

ぐに追っかけて行って︑︵略V︒

をばさんからいただいた

︵略V︑何だか目がまはって︑

ました︒

おとしだまにのしがついてゐ

四421

ヰマス︒

＼かへった︒
二462 アノ太イ木ハ︵略﹀︑ツボ
六307 直吉は後でふと氣が附いて︑
ミガタクサンツイテヰマス︒

イキマス︒

熊王十五歳になりぬ︒
師の君の︵略V︒

十二囎8図面 六年の月日 手を取り
て︑教へ給ひし

つきみ﹇月見一︵名︶1 月見

八369図圃 夕暮に咲く月見草︑月見
はぎ
のころも近づけば︑萩のうねりにや
どる玉︑︵略﹀︒

夕暮 に 咲 く 月 見 草 ︑ ︵ 略 V ︒

つきみそう﹇月見草一︵名︶1 月見草
八368國圃

つきよ﹇月夜︼︵名︶5 月夜

六45 月夜のながめもまた美しい︒
五96

しばらくの聞は何も知らずにゐまし

六145 曇ツタ夜や月ノナイ夜四道ニ
マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

た︒きがついて見ると︑人が二三人

しわはよってもわかい氣

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ
ハ鳥デモケモノデモナイカラ︒﹂

ケンクワヲシタ時︑カウモリハ﹁私

五533

う會にもついて行く︒

で︑小さい君らのなかま入︑うんど

五296圃

立って︑︵略﹀︑ながめてゐました︒

アル︒

七826囹 月夜には波が銀の様に光つ
て︑その美しさは何とも言ひ様があ
りません︒

九703 雨戸を明けて見ると︑明るい
月夜である︑︵略﹀︒

倉一

十二282図 時は十四日の月夜なり︒
蓋きる

イツテ︑ドチラヘモツキマセンデシ

つ ・ き る ﹇ 尽 ﹈ ︵ 上 一︶1

タ︒

葉ノ董踏込ク様子ニモ種々ア
アブラナ・ツバキナドノ葉ハ
︵略V︑ナデシコナドノ葉ハニ
外の者は少しも氣が附かな
いで︑中にはそれをふんだ者もあり

十363園

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

十83

一ツオキ士別二附イテ居り︑︵略﹀︒

十82

ル︒

シバラクタツト︑ケモノが負 十81
鳥ノ方ニツキマシタ︒

ケサウニナツタノデ︑コンドハ︵略﹀︑

五545

十二824 最早弾く力も霊きて︑傍の
つく

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク・

ツク

キ彰

石にこしを下し︑︵略﹀︒

附く

つ・く﹇付﹈︵四・五︶27
附ク

ナイカラ︑外方が仲ナホリヲシマシ

イツマデタツテモ勝負ガツカ
タ︒

五546

つく・きつく・くみつく・ぐらつく・

ーケ︾﹇▽いだきつく・おいつく・きず

こころづく・しょうさつく・ちかづき

六84

て︑川について︑四五町行くと︑も

みんなと橋のたもとに出合つ

きたる・ちかづきたてまつる・ちかづ
く・とびつく・とりつく・については

783
つく
っく

ユウグウノ門ヘツキマシタ︒

ヘシヅンデ行ツテ︑マモナクリ

奉らんとて︑道も無き山の雲をしの

した︒

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

五455

午後京都からおとうさんの手

ト思ヒマシタ︒

六388
紙が着いた︒

六394團昨日六時の汽車に間に合つ
て︑晩の九時二十分に京都に着いた︒

ハトバノ右二着イテヰル汽船

ハ今荷物ヲ自噴シテヰル︒

六79一

ソレヨリニ十分アマリニテ
外國の港に着くと︑見な

上野公園二着ク︒

七546図
七836園

ツク

内ーイ・ーキ

の贔に着いて︑一つの花から他の花
に傳達される︒

ヨイオヂイナンバ︵略﹀︑

つ・︿︻鐘︵五︶3

二562

・ーク蝉

十一一274図囹 ﹁敵は長春の計を取れ

るに︑我は糧食殆ど画きたり︒
さる
︵略﹀︑激多の猿︵略V之

を食ひ︑果實墨くれば︑再び其の故

十二679図

郷に細るを例とす︒

附く 着く 角ーク・iクル・ーケ・

つ・︿﹇付︼︵下二︶13 ツク つく 附

ク

ーケヨ︾うかきつく・ちかづけもうす

六544図

・なつく・はりつく︒みつく

壷く貞i

︵略V︑病は口より入ると

を着けたるなり︒

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

七359図塗物に黄・赤・黒・青など

いふ︒飲食・食物氣を附けよ︑心せよ︒

六853図魍

けよ︒

り︑學びの光を身にそへよ︑身につ

六845國圃 ︵略︶︑昔を考へ︑今を知

ルニ大切ナルモノニシテ︑︵略︶︒

塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク

ウスヲツクツテ︑ソレデ米ヲ
︵略V︑ツクタビニ︑ウス

ツキマシタガ︑︵略V︒

二563

ノ中カラ︵略﹀︑イロイロナタカ

ヨクノフカイオヂイサン

ラモノガデマシタ︒

二573

ハマタコノゥスヲカリテイツ

ニワウ

其ノ艦ノ後ノハシヲ桑ノ木

試みに茶わんのそこにしる

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九651図

ハ︑︵略﹀︒

二附ケ︑禮ヲナ・メニ突出スルトキ

九559図

ル︒

ケ︑其ノカタマルヲ待チテ︑箱二入

トシ︑火繋目ワカシテ︑頭型藥ヲツ

だいや
日光の市街着くる所に大谷 八394國 ︵略﹀︑細クキザミテヂク木

審ク

テ︑米ヲツイテミマシタガ︑
︵略︶︒

つ・︿﹇尽一︵上二︶6

川あり︒

九937図

︵略V︑我が帝國の港を出 キ・ークル・ークレ︾

れない形の家がならんで立ってるま
す︒

八762図

で︑東へ東へと進み行かば︑︵略V
アメリカ大陸に着くべし︒

ラウ

こΣより汽船に乗りて︑ふ 十9910図 ︵略V︑仁王門ヲ入レバ百間
ニ鯨ル長廊アリ︒︵略﹀︒長地塁キテ

武家の運命も今に惹きな

本堂アリ︒

一週間にしてイ

十︻136図

たΣび東へ進めば︑

それが今は朝の急行列車で東

んと︑罵りいきどほる聲ちまたに満

門島未だ去らざるに︑一

京を出立すれば︑晩にははや京都に

十一187図

つ︒

﹁若し明日中に水のある

みしたはしく︑︵略V︒

水中に入れよ︒

一更に現れ︑水路きはまるが如くに
其

るもの聞くものにつけて︑都の空の

九806図 ︵略﹀︑雨の朝︑風の夕︑見

酪駝を殺して︑

所に着かずば︑

して︑また忽ち開く︒かくして島輔

ず︒

の胃の中の水を飲むより外なかるべ

九476図囹

着くことが出來る︒

九358

ギリス國の港に着く︒

八769図

其の時花の中の花粉は是等

氣鼻ラックが如シ︒

即く

汽車が今ていしゃばへっきま 十二205

十664 若者は長い劔を突通し︑幾度

つぼ

五391

ぎて杉坂に着きたりしに︑︵略﹀︒
くわふん

となく抜いては又突く︒
十862 又馬が人をけたり︑牛が人を
である︒

は

うりふ

高く鼻つくいその香

突いたりするのも︑人に恐れるから
十一222図上
で

に︑不断の花のか を り あ り ︒
︵略 ﹀ ︑ 片 岡 ・ 出 羽 ・ 瓜 生

つく

︵略﹀︑多クノデシ保己一ニ

禽ーカ・ーキ・ーク・ーケ︾うお

ツク

・東郷︵少將︶の諸隊は敵の後尾を

十二63︹図

つく︒

就く

つ・︿﹇就︼︵四︶5

つく

七236図
ツ キ テ 學 ビ シ カ バ︑︵略V︒

九13図 代々の天皇の御三に即かせ

︵略﹀︑二十八日は終日大

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け
つぎ給ふ︒

九7210國国
暴風雨にて︑︵略 ︶ ︑ 同 夜 は 近 村 の 者

一入も眠につきたる者これなく候︒
あかほ

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

十二859國 赤穗浪士が激年の苦難を
死に就けるは︵略 V ︒
かまど

十二901國 主婦は寝に就く前︑先つ

つく

竈の下より火消壺までもよく検査し

て︑︵略﹀︒

ツク

余ーイ・ーカ・ーキ・ーク輔

つ ・ ︿ ︻ 着 ︼ ︵ 四 ・ 五︶14
着く

着ク

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち

じ︑海廻りて︑其の墨くる所を知ら

十﹇154図

し︒﹂

三676︵略﹀︑ダンダンウミノ中

n▽いつく・おちつく・のぼりつく

つくす
つく
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かざをりゑぼし

十519図囹 士かと見れば︑錦のひた
︑れ着けたり︒
うじやう

例へばこΣに一戸の費家

をかぶり︑こしみのを着く︒

十一803図 鵜匠は古風の風折烏帽子
十一923﹇図

ありて︑之を買はんとする人五人あ

号あいつぐ・うけつぎたまう・うけつ
ぐ・つぎつぐ
︵略V︑ちっとも休まず︑

いきをもつがずに︑あさまで

四501圃

一昨年つぎ木をしたわか木

かうして︑かつちん︑かつちん︒

七667團

或時齊の臣景公に告げて

るに至りて︑︵略﹀︒

十二947図

重く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を危

景公焦りて群臣に告げて

くすることあらん︒﹂と︒

十二953図

を驚くるに︑我が臣の行ふ所は禮に

曰く﹁魯人は君子の道を以て其の君

に︑︵略V︒いっしよについだ梨の木

ハキモノナドヲ作ル下用フ︒
材木ヲ用ヒテ︵略﹀︑ツク

ガタシ

角ーシ︾

廣キ東京ノ見物ハ一日ニテ

蓋し難し

ハックシガタシ︒

七573図

十一832図 数隻の漁舟相並び︑︵略﹀︑

之を取團みて︑数十隻の遊船︑岐阜

言葉も書し難し︒

提灯の光を水にうつせる奇観は筆も

ぢやうちん

ふ

︽1へ彰

つくしたま・う﹇尽給﹈︵四︶1 零し給

︽ーサ・ーシ︒ース・

つ

誠の一字之を貫くは︑あ

蓋す

ツクス

らゆる修身の徳を一言にて無し給へ

十二鵬9図

るものといふべし︒

をも

我が死ニタル後モ︑一

守りてつくせ︑家のため︑國

六861図國 ︵略V︑遠き祖先のをしへ

ーセ︾n▽こなしつくす・すいつくす

くす 蓋ス

つく・す﹇尽﹈︵四・五︶19

桐ハ︵略V︑輕クシテ美シ

机母ふ

るときは︑其の五人は︵略﹀︑孚ひ

グル・ーゲ・ーゲヨ︾

六693図

エ・本箱・タンスナドヲ作ルモノハ

ミヅカラ御コトバヲウケ

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

七45図園

ツクエ

反す︒︵略﹀︒﹂と︒

其の後をついで︑朝から晩まで相か

六686図

るっくえ

︵略V若いむすごが︑今ではつくえ﹇机﹈︵名︶3

の方は︑今年はまだ實がなりません︒

肉ーケ︾

ケレバ︑ツクエ・本バコ・タンス・

はらず︑﹁︵略︶︒﹂と働いてみる︒

八344

て高き便をつくべ し ︒

十一924図 かくて其の家の慣は段々

高くなりて︑最も高き慣をつけたる
人の手に渡るべき な り ︒

ツク

りわけ衣服・飲食に氣を附︿べし︒

十二907國 四季寒暑の攣り目にはと つ・ぐ︻告︼︵下二︶9 ツグ 告ぐ禽一
つ・︿︻漬一︵下二︶一

ツケ物ハスベテ塩ニテツ

ケ︑ミソモ醤油モ 塩 ヲ 入 レ テ ツ ク ル ︒

六537図

聖算は︵略﹀︑机の引出し

サシモノシナリ︒

九648図

ハ早クモワスレタルカ︒

忠元あはれみて︑己が家

に連蹄り︑様々に劣りて︑かくと正

十一439図

のため︒

飛一

にも︑︵略﹀にも︑凡そ少しにても

次ぐ

七28國園

次グ

つく﹇着﹈︵下二︶号こぎつく

すき間ある所には︑必ず存在せずと

つ・ぐ﹇次︼︵四︶5

儀に告ぐるに︑︵略﹀︒

︵略﹀よめる主な

軍曹ハ︵略V︑アランカギリ

之を過ぎて舞殿あり︑拝殿

ゥトゥ其ノ日ノ暮方二絶エタ︒

ノカヲツクシタガ︑中佐ノイキハト

八908

メニツクスベシ︒

ハ︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タ

門ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間

十一753図甕工﹁︵略V︒﹂とて︑一枝

筑紫

ギ・ーグ︾

つくし

つくし﹇筑紫﹈︹地名︺3

り︒

の後に本殿あり︑いつれも善供し︑

美蓋せり︒

墨せり︒

筑紫に到りて後は︑常に門 九951図 ︵略V︑いつれも善澄し︑美

亦相似たり︒

を閉ぢて出つることまれなりしが︑
ツクシ

九952國 ︵略﹀︑建築の善美を腫せる
つくしがた・し﹇尽難︼︵形︶2

︵略﹀︑都の空のみしたはしく︑︵略﹀︒

九804図

上を深く悲しみしに︑︵略﹀︒

知りし騨長ありて︑道眞の今の身の

九798図

筑紫へ下る道に︑昔より相 九951図

立たんとする時︑

九791國 是は菅原道眞が右大臣とい
つくし
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

筑紫

十738國 道後に次ぎて早く世に知ら

城を抜け出でて岡崎に

を書添へ︑別を告げて出で去れりと

いふこと無し︒

れ た る は 有 馬 の 温泉にして︑︵略﹀︒

しむ︒
十二297図囹

﹁明日城門に行きて︑

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

十二2810図

至り︑急を主公に告ぐる柔なきか︒L
お
家康直ちに勝商をして織

十二276図囹

十﹇332図 巡洋艦ハ︵略V︒其ノ大ナ なん︒

水雷艇ハ︵略﹀︑速度騙

ルモノハ戦艦二次グノ勢力ヲ有シ︑
︵略﹀︒

十一348図
逐艦二次ギ︑︵略﹀ ︒

十一998國團 漁業に次ぎて有望なる
︵略﹀︑岩の細片は火山灰

は農業と林業とにて︑︵略﹀︒

十二429國

げよ︒

﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹄と告

となりて飛散し︑又之に次ぎて眞紅
ようがん

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

十二437図人口やうやく増加し︑自
つぐ飛ーイ・ーが彰

の熔岩噴出するこ と あ り ︒

つ・ぐ﹇継一︵五︶3

7
つくる
つくづく

十6910図

フト水ニウツツタジブンノス

作方

十214

是は活版刷の本の造り方であ
︵略V︑此ノ芋ヲ植ウルニ如

るが︑この外に木版刷の本もある︒
クハナシト思ヒ︑︵略﹀︒ヨリテクハ

十337図

シク其ノ作方︑貯藏ノ方法等ヲ記シ

角ーシ︾

來た︒

さて幾度も幾度も造り直し

造る

肉一

ツクル つ

て︑終に其の目的を達することが出

九337

す

造り直

ガタヲ見テ︑アタマカラ足マデック

ツクバ

筑波

つくりなお・す﹇作直︼︵五︶1

テ幕府二奉レリ︒

メマシタ︒
こかげ

た︒

つくば︻筑波︼︵名︶3

造ル

︵略﹀我が軍艦ノ名ヲ知 つく・る﹇作︼︵四・五︶84

筑波

の様子を見てみた一人の紳士があっ

＋二舘6木蔭に立ってつくぐと此

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

五712

くみ＼

つくづく藝︵副︶2ツクぐつ

らず︒

やがて二人は︵略V︑死力 成し得べからざるものは引受くべか

を卒して漕進む︒

十一542図 花客臨接シテ愛敬ヲ墨ス
義勇の務御國︻に蓋し︑

ハ商人ノ美徳ナレ ド モ ︑ ︵ 略 V ︒
十一596図心

孝子の女盛が家にあげよ︒

十一m7尊命 ﹁臣アヘテ死力ヲ墨シ︑
忠節ヲ致スベシ︒﹂

︵ 略 ﹀ ︑ 忠 義 ヲ 墨 シテ攣ラズ︒

十一廻2図 孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

十二41図 文武道を異にすれども︑
いなふこうけん

國に墨す誠は一な り ︒

十二326國 ︵略V︑稻生恒軒の妻の常 十一302図

作る

筑波山

イネノワラデハ︑タワラ

あんは何で作るのですか︒﹂

四362

コモムシロナハワラヂミノナ

ドヲ作りマス︒

︵略︶︑今では紙で作つ

四375
マダコノホカニ套ワラ
デ作ツタ物デ︑アツイジブン
ニツカフ物ガアリマス︒

ガンハイツデモーシヨニナツ

たのしをつかふやうになりま

四434囹

した︒

六128

着物・羽織・バカマ・オビ

テ︑列ヲツクツテトブ︒

ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

六338図

綿織物ニテツクル︒

︵略V︑カラムシノ糸ニテ

六547ロロ怪船ハ山ヨリモ出ヅレドモ︑

レテツクル︒

六537︹図 ︵略V︑ミソモ醤油モ塩ヲ入

ル︒

織りタルモノバカタビラナドニツク

六352図

ヤナドニツクリ︑︵略︶︒

コレカラアタマヲック 六348図 麻糸ニテ織りタルモノバカ
ヨイオヂイサンハヤガテ

リマセウ︒﹂

二415園
二56一

フデノヂク︑モノサシフ

︵略V︒

コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク
ツテ︑

四338園

﹁︵略V︑もちやだんごの

四322園
それではうどんやさう
めんは何でつくりますか︒﹂

罪作リマシタ︒

ル乱用フ︒

︵略︶家ヲタテ︑橋ヲカケ︑船ヲ作

六677図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

シ︒

三303 竹馬モ竹デコシラへ︑タ ワが國ニチハ海ノ水ヨリツクル︒
六548図 砂糖ハ種々ノモノヨリトレ
コノホネモ竹デ作りマス︒
ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多
四121 去年ハホシテ︑クシガキ

ツタモノガタクサンアリマス︒

エツエザルカゴナド︑竹デ作

三298

絹織物ニテツクル︒

くる

作ル

レルナルベシ︒︵略V︒山ノ名ヲ附シ
イコマ

に祖先の祭に心を 甚 し た る ︑ ︵ 略 V ︑

ツクバ

ッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ贈

イブキ

タルモノニ一二笠・富士・筑波・生駒

一一405園﹁ミンナデユキダルマヲ 六345図 ワレラノ着物ハ多クコノ木

クラマ

皆後世女子の模範とすべき徳行な

・鞍馬・伊吹・淺間等︑︵略﹀︒

十一32図巡洋艦筑波
巡洋艦ハ︵略V︒︵略﹀︒

イヅモ
筑波・生駒・出雲・千歳ナドハ之二

十一335□覇凶

属ス︒

九17図

つぐみ

つくばさん︻筑波山︼︹地名︺1筑波山
つぐみ﹇鵜﹈︵名︶1

又ひよやつぐみは美しく熟
してみる気心をついばむ︒

十二208

造り方

ツクリマセウ︒﹂

り︒

十二鵬4図 ︵略V︑地方人民たる者は

︵略 ﹀ ︑ 議 員 た る 者 は 至 誠

大いに力を是等の事業に霊すべきな
り︒

十一一鵬3図

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を
星すべく︑︵略﹀︒

十二m2図 一には︑軍人としては忠
節を霧すを本文と爲すべし︒

十二皿3図 能く義理をわきまへ︑精

つくりいだ・す︻作出︼︵四︶1

つくりn▽しらきづくり・れんがづくり
作り出

務を塁す人を眞の大勇の人といふべ

︽ース︾

農業は我等が生活に必要

つくりかた︻作方一︵名︶2

家一日もこれなるべからず︒

なる材料を作り出す所以にして︑國

十一一4610国凶

す

神を修養し︑︵略V︑十分に自己の職
しと訓へ給ふ︒

十二鎚6図 信とは我が言を行ひ︑義
とは我が分を卜すをいふ︒

と思はば︑豫め能 く 事 の 成 否 を 察 し ︑

十二朋6図 故に十分に信義を藍さん

つくる
つくる
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六678図杉ハ︵略﹀︑又ハコ．ヲケ．
タルナドヲ作ルニ用フルコト多シ︒

織物ハドウシテ造りマスカ︒

鐵道を敷き︑其の上を走る汽車を造

皮などにて造れる羽織の如きものを

屋内には中央にみうりを造

なめしがは

其の皮は革に製して︑かばん

一箱ノマツチヲ造ル手数モ

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

てつばい

竹にも直径一尺以上の

フルトンの始めて造りし

汽船は︑︵略V︒

十一278図

關車は︑︵略V︒

十一275︹図 スチブンソンの造りし機

徒ヲ教育スル等ハ︵略V︒

大工ノ家屋ヲ作り︑︵略V︑教師ノ生

十一1210 ︵略V︑農夫ノ田畑ヲ耕シ︑

ナ形ヲ造ツタナラ︑︵略V︒

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

十一124

ナ形ヲ造ツタナラ︑︵略V︒

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

十一124

ナ形ヲ造ツタナラ︑︵略﹀︒

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

十一123

ナカ︿複雑ナモノデ︑︵略﹀︒

十一92

の細工物に使ふ︒

や靴などを造り︑其の骨や角は色々

十847

り︑一家之を團みて談笑す︒

十817國

用ひ︑︵略V︒
︵略﹀︑道眞は﹁︵略V︒﹂と

つた︒

九803︹図

いふ意味の詩を作りてあたへたりと

木綿綜ヲ機デ織ツテ造りマ

いふ︒

ス︒

八624

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ様二畑

綿ノ木ハ畑二作リマス︒

六687図 桐ハ︵略﹀︑ツクエ・本バ
八633

去年の今夜清屯倉の御宴に

道眞︵略V︑はるかに東方
二人共に和漢の學に通じ︑
其の作れる文は古文の手本として︑

十155図

を離し︑一篇の詩を作りたり︒

九815図

︵略V︒

侍し︑詩を作りて天皇の御感に入り︑

九8010図

八653
ある土人の如きは氷を以て
どくがはいへ

名古屋城は︵略﹀︑徳川家

尊︑︵略V︑老人夫婦に命じ

それは版下を堅い木にはりつ

今なほひろく愛讃せらる︒

工兵は︵略V︑書道を造り︑ 十216

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

︵略﹀︑此ノ芋ヲ植ウルニ如

男子も女子も寒き時は犬の

十一8410図

︷略V︑ミダリニ聴色ヲ作

コレニハ細小ノ針金二

ノ念ナキモノハ︑︵略﹀︒

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十一543図

濁特有の船を造り候︒

ものこれあり︑是にて竹筏といふ毫

我等ノ家二黒ケル畳ノ表 十一394圓国

間モ

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添
︵略Vへ配布セシカバ︑

十807図

多し︒

鳥・毒魚等の形を憂じて作れるもの

十473國 模様には︵略V︑草木・花

リ︒

ハ︑此ノ董ヲアミテ造りタルモノナ

十421図

ナク全曲二作ラル・二至レリ︒

ヘテ︑

十3310図

リシニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒

クハナシト思ヒ︑或年試ミニ之ヲ作

十336図

リシバ︑︵略﹀︒

日ノ如ク全撃高ル虚二作ラル・二至

十314図 此ノ芋ノ︵略V︒然ルニ今

電信を通ずる等︑もっぱら技術の事

此ノ神社ノ建テラレタルハ

一枚つつ手刷にするのである︒

リ︑︵略V︒

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔

始めて之を船に用ひて汽船を

フルトンが工夫に工夫を重ね

︵略﹀︑スチブンソンは︵略﹀

又一つの船を造った︒

九319 フルトンは之に驚かず︑︵略﹀︑

て造った最初の船は︑︵略︶︒

九316

いふ人︑︵略﹀︒

造ったのは︑アメリカのフルトンと

九3010

造りタルモノニシテ︑︵略V︒

ノ諸大名ノヲサ世論ル大砲ヲ集メテ

九296図

タル庭アリ︒

九291図

社殿ノ後ニハ美シク作ラレ

︵略V︑社殿ハ上古ノ風ヲウツシテ造

九285図

にしたがふ︒

九2410図

て酒を造らせ︑︵略V︒

九35図

城にして︑︵略︶︒

康が諸大名に課して造らしめたる名

やす

八937図

家を造りて住めり︒

八822図

二作リマス︒

コ・タンス・ハキモノナドヲ作ルニ
材木ヲ用ヒテ︵略﹀︑ツク

用フ︒

六693図

エ・本箱・タンスナドヲ作ルモノハ
︵略V︑農夫が田ヲタガヤシ︑

サシモノシナリ︒

七262
畠ヲツクルノモ︑ 皆 手 デ ス ル ノ デ ス ︒

七321 この時木の枝やわらなどで作
つ た ま ぶ し へ う つ してやると︑︵略﹀︒

まりたつと︑︵略﹀︒

七327 慧が繭を作ってから二十日あ
七348図 やき物をつくるには︑土又
は石のこをねりかためてかわかし︑
かまどに入れて焼く︒

せたる木・竹直紙などにうるしを塗

七357図 塗物はくりたる木鼠は組合
りてつくる︒

い すゴ
八27國 ︵略﹀︑後神殿を今の五十鈴

の川上に造り︑︵略V︑皇祖天照大神
をまつりたまへるなり︒

に新しく造らせたまふ御定なりと承

八31國 神殿は︵略V︑二十年ごと
る︒

﹁自分は今こそこんな小刀

や釘などを造って み る が ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

八333圏

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑外ガハニ藥

八396図箱ハウスキ木片ヲ折り︑其
ヲ塗ルナリ︒

八623 皆サンノ着物ニシテヰル木綿 九344

787
つける

つくろい

まゆ

テ作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑
︵略V︒

十﹁877図鷲の綜を吐きて繭を造る
みつばち

は 紡 績 の 業 に 等 し く︑︵略﹀︒

す

十﹇879図 蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
みに巣を造るは醸造の業と建築の業
く

サツマ

ノ薩一歴㎝ハ横須賀︑

造ツテ甲板トスル︒
帝國﹇軍艦

安藝面懸デ造ツタノデアル︒

ア キ

十ニー56

ば︑かならずこれを告げたまふ︒

明治三十七八年戦役の終り

たる後も︑天皇陛下御参拝あらせら

八36図

れ︑平和の成りたるを告げたまひし

︵略﹀︑中央氣象毫は各測

キ瓜や白瓜愚生デ瓜モミニシ

モタベル︒

ケ︑︵略V︒

附ける

着ける

つ・ける﹇付﹈︵下一︶27
附ケル

ツケル

つけ
飛ーケ・

ーケル︾ういいつける・うみつける・

る

ツケ物

十ニー72図

ツク

ワルイオヂイサンバコブ
ヲツケラレテコマリマシタ︒

一45一

つける・ほりつける

る・なぐりつける・なげつける・はり

︵略V松下輝尼︑︵略V︑ス かけつける・きりつける・くくりつけ

余ーヰ︾

ツケ物ハスベテ塩ニテツ

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

五518

つけもの﹇漬物﹈︵名︶2

が︑︵略V︒

じゅしゃくわくりやう

候所の報告によりて天工圖を作り︑
︵略﹀︒

事幕末の儒者林鶴梁の作

つくろひ

ひ
れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

十二883図

リ︒

ヒ彰

つくろ・う﹇第一︵四︶一

ツクロフ畠一

・ケタル障子ノ破レヲツクロヒヰタ

八164図

ロヒヰル

つくろい・いる﹇繕居一︵上一︶一

が︑翌日すぐにこしらへてくれた︒

た時︑つくろひを頼んだ事があった

八325︵略Vつるべの金たががこはれ 六536図

つくろい﹇繕一︵名︶1

蜘蛛は︵略V︒︵略V︑先

も

とをかねたりといはんか︒
十︻883図

づ幾條かのやΣ太き綜を渡し︑之を
本として︑次第に細き綜をかけ︑終
に完全なる網を造 る ︒

々の輿を造れども︑︵略﹀︒

十一894図 蟻は其の種類によりて種
十一895図 蟻は︵略﹀︑多くは地下
其の内面を壁の如くに歪む︒

らう
に穴をうがちて︑ 部 屋 ・ 廊 下 を 造 り ︑

十一897國 熱き地方の白蟻は周面十
間︑高さ三聞にも達する小山の如き

八B2圏﹁我モ後日ハコトぐク

ニキリマシタ︒イロモソノトホ

榮を造り︑︵略V︒

十一腰5 床下に土石を盛り︑数條の

張りカヘント思ヘドモ︑総べテ物ハ

モシナツデアツタラ︑ド

︵略V︑カミヲソノ中型チ

みぞを造って︑一方の口から火をた

四346園

は︒﹂

四343囹

ゥ︒﹂

﹁︵略V︑昔はのしあはび

四424囹 ﹁人に物をあげる時
に︑なぜのしをつけるのです

か︒﹂

四428園

﹁どうしてのしあはびを

をつけたのです︒

︵略﹀︑ふだん品物をや

つけるやうになったのでせ

四442園

う︒﹂

四451囹

のしあはびを

つける

りとりする時には︑なまぐさの

しるしに

のをおくる時には︑のしをつ

やうになったのでせう︒
四454囹 ︵略V︑すべてなまぐさも

︵略V︑そのさをのさきに

けません︒﹂

四768

キモノノモヤウヤ︑カンザ

はひらいた赤い扇がつけてあ

ります︒

五357

さうして象の重みで船の水に

ソノスガタガカハイラシイカラデセ

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

ウ︒

六214

さうして前にしるしを附け

つかった所にしるしを附けました︒

六737

た︒

ちゃんとしせいをよくして︑

こんなにたくさん墨を附けた

はっきりと答へる子供もございまし

氣を附けてみて︑何を聞かれても︑

六705

に︑︵略V︒

ておいた所まで船が水につかった時

ダルマサンノ目ハ大 六221

﹁それではあんの豆と︑

﹁だんごにつけるこな

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ

二426園

ンナイロヲツケタデセウ︒

ニー96

ニー94

いて室内を温める ︒

リニツケマシタ︒

号いいつけ・うえつけ・うけつけ
け・ひづけいん

穴ーヒ・ーフ彰

だんごに

ふ

つげたま・う﹇告給﹈︵四︶2

同じですか︑ちがひますか︒﹂

つけるこなの豆と
八34図

か﹂るたふとき御宮なれ
ば︑︵略V︑皇室及び國家に大事あれ

告げたま

・さくつけたんべつ・じゅうににちづ

つけ

ナリ︒﹂

ヲ︑若キ者生知ラセントテカクスル

キハ︑シバラクハ用ヲナスベキコト

破レタル所ノミツクロヒテ用フルト

十ニー19 船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設
計圖ヲコシラヘル ︒
設計圖が出來上ルト︑︵略︶︑

必要ナ部分ハ蛎船大ノ圖ヲ作ツテ︑

十冠毛24

始メテ製造二着手スルノデアル︒
クワン
︵略V︑汽罐・煙突等ヲ造ル

十ニー27

庭モアリ︑又木製ノ器具類ヲ製造ス
バリ
肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支

ル木工場モアル︒

十ニー42

へ︑外側二板ヲ張り︑梁ノ上矢虫ヲ

つち
っこう

788

のも︑その子供たちでございます︒

細カイ造作ヲシタリシテ︑︵略V︒

こちらの方はどうとも都合

ほそみちづたい

十二667國

り

す

又かつて栗鼠の大群ウラ

七661 又きたない水やくさった水を つこう﹇都A旦︵名︶4都合母ふっこ った・う﹇伝﹈︵四︶1 傳ふ ︽iヒ蝉
八686團

う

ル山中の一都會に現れしが︑︵略V︑
まど
町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓を抜け︑

飲むと︑おそろしい忍泣にかΣるこ
がっくから︑心配するには及びませ

座敷を横ぎり︑︿略﹀︒

ら

仰言︑御

る︒

十﹇27図

乃木口重はおごそかユ︑
大みことのり

ガリシナリ︒

此ノ芋ノ紅霞テ琉球二傳

バ︑

土号かべつち

ハリシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十312図

︵略V︒

つち﹇土﹈︵名︶12

ニハノ土モミエマセン︒

ニー85 タクサンチツタトコロ

二523 オヂイサンガソコヲボル
ト︑土ノ中カラ︑︵略Vタカラ

︹ひらがなのドリ

のぎくは﹁︵略﹀︑ねは

くろい土

モノガタクサンデマシタ︒

三97

ル︺

生きてゐます︒土の中で︑しつ

四286園

かにらい年のはるをまってゐ

ナ

私はもと雨の一しっくです︒

コレハ大昔ハエテヰ三木が土

昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル

は石のこをねりかためてかわかし︑

七348︹図 やき物をつくるには︑土又

シタ︒

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

五605

デ︑︵略V︑石炭トイヒマス︒

ノ中ニウマツテ︑シゼント出來四物

五582

ちました︒

したが︑風にふかれて︑土の上へお

︵略V︑山の木のはの上に休んでゐま

五87

す︒

にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま

四634 やぶの竹は弓のやう

るのです︒
︿略﹀︑たとひかばねを

の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所

べし︒﹂

は孟子なり︒

此の話が傳はつて︑愛作は五

︽⁝ッ・ーリ︾

つたわ・る﹇伝﹈︵四・五︶4
傳はる

となった︒

シ

︷略﹀︑支那ヨリ琉球︑琉球

ヨリ薩摩二傳バリ︑遂二全國ニヒロ

十311図

ンヨリ支那代入リシガ︑︵略V︒

け

アメリカヨリルソンニ傳バリ︑ルソ

原産地ハアメリカニシテ︑

山村はおろか︑近所近ぺんのほめ者

九876

傳ハル

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

十二962図

孔子の孫子思の學説を受

戦場にさらすとも︑名を子孫に傳ふ

十一147図囹

なりと傳ふ︒

塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離

堂前四本の櫻ある慮は大

傳ふれば︑かれかしこみて謝しまつ

長めぐみ深き大君の

十392図圃

ーフレ・一へ︾破ききったう

是金銀ハ工高ク︑保存スル つた・う﹇伝﹈︵下二︶4 傅ふ 飛ーフ・
紙幣ハ︵略﹀︑輕クシテ取扱

追て準備の都合もこ

れ有り候間︑御來會下され候はば︑

十一638圏国

二都合ヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

九9010國

ニモ都合ヨク︑︵略V︒

九897図

ん︒

とがある︒よく氣を附けなければな
らない︒

牛小屋から出て來ました︒どうする

八247 ︵略V下女がばけつをさげて︑
のかと氣を附けてみると︑隣の家の
方へ行きます︒

五箇村の人々は各我が村の
﹁し

騎手に二って︑﹁ 是 非 勝 っ て く れ ︒ ﹂

九836
﹁ 負 け た ら 村 の 名折になるぞ︒﹂

︵略V御一報下され度候︒

つかう

口々

つこうまつ・る﹇仕奉﹈︵四︶1

つかりやってくれ ︒ ﹂ な ど と ︑
に勢をつけてみる ︒

な

きさいの宮の

印刷する紙は︵略V︒それを まつる 余ーリ彫 号おんともっこうま
つる

十2010

折って︑揃へてとちる︒其の上に表

九934図翻

奈良の都の

八
にほひぬと︑つ

音樂

辻

花は千歳

聲のもとに︑古の

言の葉の

も散らざらん︒

かうまつりし

重櫻︑今日九重に

紙をつけて︑機械にかけて固くしめ
る︒

十657 ボートは錆に附けた長いつな
に引かれて︑或は右に或は左に引廻
﹂される︒

突いたりするのも︑人に恐れるから

辻音樂

辻音樂
第二十課

第二十課

十863 又馬が人をけたり︑牛が人を つじおんがく﹇辻音楽﹈︹課名︺2
十二目7

辻音樂師

十二816

つたいうあぜみちづたい・いそづたい・

人の辻音葺師がある︒

路ばたにバイオリンを弾いて居る老

ひ︑やせ衰へた磯を義足に支へて︑

︵略V︑身にはつゴれをまと 十309國

つじおんがくし﹇流音楽師﹈︵名︶1

十二813

である︒氣を附けなければならぬ︒

十一95 ︵略﹀︑乾イタ軸木ノ先へ藥
品ヲ附ケル者︑︵ 略 V ︒

どうぎ
十一盤5 男は︿略V︑胴衣を着けて︑

其の上に長い上衣を着る︒
はかま
ひる様なゆるやかな袴を着ける︒

十一鵬9 女は︵略﹀︑西洋婦人の用
︵略 ﹀ ︑ 倉 庫 ヲ コ シ ラ ヘ タ

リ︑橋ヲ附ケタリ︑闘詩ヲスエタリ︑

ホバシラ

十ニー51

789

つち一つつしむ

かまどに入れて嶢 く ︒
みレす

若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

四191

︵略﹀︑ただつねはこしの

刀をひきぬいて︑つづけて五二

八915囹

砲聲・銃聲ガツ讐クヤウナラ︑我が

きかはりつ〜いさぎよく︑︵略﹀︒

十一615図團

勇み勇みて出で行く兵

を呑込みては之を地上の穴の口に出

十一885図 蛆蛸は︵略﹀︑多量の土

此ノ時中佐ハスデニ第二弾

六刀さしとほしました︒

ヲ右手二︑第三弾ヲ腹二障ケテ居タ

ツ︑ジ

ガ︑ソレデモタワマズ︑奮戦ヲッ￠

ケテ居ルト︑︵略V︒

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

つつじ﹇風隠﹈︵名︶2

ツ︑ジ

先づ着物のほこりを佛ひ︑はいって

からは静かに後の戸をしめた︒きれ

謹む

禽ーミ・ーム・一

つ

十353囹 ﹁あれが此の室にはいる前︑

しみ深い ︽ーイ彫

つつしみぶか・い﹇慎深﹈︵形︶1 つ﹂

九7図

ナイ︒

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

大將かと思へば︑綾く者 九78

畑に績いて︑農家が一けんあ

騎後れ︑つ斎いて三騎までも後れて︑
︵略﹀︒

十292
る︒

なし︒

我は急に其の前路をさへ

十5110図園

十二74図

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸事皆多
くちく

より二回の水雷攻撃を受けて︑敵の

大の損害を受け︑績いて我が駆逐隊

つ雲
︵略﹀︑風ニバカ尾部キテ︑

角ーケ彰号おもいつづく

ツ寸ク

雨旗艦は遂に沈没し︑︵略V︒
績ク

つづ・︿︻続一︵下二︶4
く

いずきで︑つ︑しみ深いことは︑そ

＼しむ 謹ム

メ・ーン彰

ツ︑シム

トモシビキエタリ︒保己一ハソレト

みて︑又その話をつ9けたり︒

九461図

學びのはじめぞ︑つ︑し

めよ︑いましめよ︒

子供らの

アリは︵略V︑たゴ父にあ 六841図圃 ︵略﹀︑いつはりいはぬが

はんを忌みに一日々々と旅行をつ9

十432図然レドモ少シモ其ノ志ヲタ 八664国 謹んで申し上げます︒取分

けたり︒

つつし・む︻慎﹈︵四︶10

れでよく分りました︒
︵略V︒

モ知ラズ︑講義ヲツザケタレバ︑

七244図

八882

軍が苦戦シテヰルト思へ︒

若宮堂の舞の袖︑しつ
かへせし人

千里比隣の今の世は

國の富をば

ひら

つ

馬場の中程から一騎後れ︑ご

士︒はげましつ︑も見送る一家︒

十二504図圃

をしのびつ㌧︒

のをだまきくりかへし

十二254図國

つ︑腹起する標なり︒

障子に身を寄せて︑様々に姿を憂へ

︵略V︑行きてうか玄へば︑ 九843

十一731図
か くて遇・数年の後には︑地

す︒

十﹇887図

面に近き土をば全く上下にうち返す
といふ︒

十一m1 ︵略V︑普通の墓は大抵土を
盛上げるばかりで あ る ︒

つち︻鎚﹈︵名︶2 ツチ つち

ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

4セ︿産業傷みつ〜

八146 ︵略V︑カヂ屋ハッチ︑仕立屋 有無互に相通じ︑世界各国皆市場︒
謁やせかし︒

砲音絶えし砲塁に

イ︿ノ仕事ニカ・ル︒
八317

き・みねつづき

肉ーイ︒ーク彰

つづ・︿﹇続︼︵四・五︶10
績く

ツマク

つづき﹇▽すなはらつづき・てんきつづ

めき立てり︑日の御上︒

十416図團

つエ
﹁トンテンカン︑トンテンカ つつおと︻筒音﹈︵名︶1 高音
つし

ン︒﹂と︑毎朝早くから弟子を相手
につちを打つ音が 聞 え る ︒

九535図 田ニスムカヘルハ土色ニシ

つちいろ︻土色一︵名︶1 土色
テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色
ナリ︒

づく つ望く

←あいつづく・ふりつづく

︵略﹀︑はまべはつ9く松原
枝ぶりすべておもしろや︒

稻は實がいる︑日よりはつ

けおいそがしい中を︑一週間もおひ

ご

ワメズ︑イヨく勇氣ヲフルヒテ考

ふくじゆさう

年のはじめの福浅草︑黄

まをいただきまして︑まことに有り

八349跳馬

金の色の暖く︑つ頂いてかをる梅が

がたう存じます︒︵略V︒二月四日

九53蟻塚

倭姫命此の時天叢雲劔を

御主人様

案ヲ綴ケ︑︵略︶︑ヤゥヤク一種ノ機

肉ーケ︾

淺吉

械ヲ墨画セリ︒

つづける

弓張を持って走る人が︑後か つづ・ける﹇続﹈︵下一︶2 ツ寸ケル
ら後からとつぽいて飛んで行く︒

八418

香に︑うぐひす鳴かぬ里もなし︒

がね

零く︒

七112圃

の

六51圃

どこまでもつづいてるます︒

牛ほどもある大きなゐ 三586 うみの水が青青として︑ 七846図 船長はこつぶの水を一口飲

つちけむり︻土煙︼︵名︶1 土けむり

四166
らくして︑土けむりをたてて︑と

のししで︑．︵略﹀︑はないきをあ
んで來ます︒

十一m3 ︵略V︑普通の墓は大抵土を

つちやま﹇土山一︵名︶1 土山

盛上げるばかりである︒︵略V︑まん
ぢゆうの様に圓く盛上げた土山が敷

知れず並んでみる︒
八365國團 垣根にからむ朝顔の さ

つつ︵接助︶5 つ﹂

つとむ
っつそで

790

つし織の短きつ︑袖を着︑足にもあ

﹁つ︑しみて怠ることな

尊に授け︑

ッッミ

堤

こづつみゆうびん・ひと

つし織のきゃはんをはく︒

ニサキマシタ︒

恐ろしいのは二百十日頃の大

あらしで︑家は倒れる︑堤は切れる︑

九689

ン

上ニモ︑サクラノハナガーメ

三12ヲカノ上ニモ︑ツツミノ

つつみ﹇堤︼︵名︶2

つつみ

﹁病は口より入る︒﹂つ㌧し つつみ﹁包﹈

かれ︒﹂と教へ給へ り ︒

九581図

むべきは飲食なり︒口にうましとて
多く食ふことなかれ︒多く飲むこと
なかれ︒

十一531國 ヨク笑ハント欲スルモノ
ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑上︑天
二一ヂズ︑下︑蓮田恥ヂズ︑外︑人
二恥ヂズ︑内︑己二塁ヂザル工夫ヲ
ナスベシ︒

十一燭3図

魏將司馬仲達聞キテ之ヲ

稻の花は散る︑︵略V︒
ツヅミ
儀式・公會等ノ席ニテ談 つづみ﹇鼓︼︵名︶1 鼓

追フ︒蜀ノ軍少シモサワガズ︑旗ヲ

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風

十一537ロ薗凶

ナリ︒

反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハント

ツヅミ

十二368図 コ・二本校新築落成式ヲ

富次

九月三十日

堤富次

つつみとみじ﹇堤富次﹈︹人名︺1

十二981図

九718國国

十月二日

岡田敬造
ツツム

つ

堤

岡

堤

スルモノノ如シ︒

謹ンデ一言ヲノベテ祝意ヲ表ス︒

塁行セラル・二當リ ︑ ︵ 略 V ︒ ︵ 略 V ︒

しみ︑品格を重んずるは即ち國民の

田敬造様

客引各自の行爲をつ㌧

品格を高むる所以なりといへども︑

1 堤富次標

つつみとみじさま﹇堤富次様︼︹人名︺

九759國国

︵略﹀︒

んじ︑社會﹇の規律を尊び︑公共の物

十二986図 公徳とは公衆の衛生を重

富次檬
つつ・む︻包﹈︵四・五︶16

品を大切にする等︑総べて衆人の利
害を考へて其の行爲をつ〜しむ徳義

つてつつみました︒

のは︑

三381

たる心の中を打明けて︑︵略﹀︒

十二610図 ︿略﹀︑敵艦績々火災を起

し︑火煙海をおほひて敵を包めり︒

り合す

余ースル︾

つづりあわ・す﹇綴合﹈︵下二︶1 つ窒

がくかうへもって行くも
みんなこのふろしきの

ツツンデ︑ワタシナガラ︑

オマツハ糸トフデヲ

中につつんであります︒
紙ニ

四255

をつ窟り合するは裁縫の業に同じ︒

十一878﹇図 ︵略﹀︑葉雀轟⁝の綜にて葉

つ玄れ

頭には霜をいた覗き︑身に

ツト

つと

角ーム・ームル・iメ煙

又産業組合を設け︑慈善

して︑産業の下達︑風俗の改善︑人

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十二鵬1図

はよく時間を利用する所以なり︒

十一695図 ﹁よく勉め︑又よく遊ぶ︒﹂

勤む

つと・む﹇努一︵下二︶3 勉む 務む

上げたり︒

清少納言は︑つと立ちてみすをまき

に︒﹂と仰せられしに︑御前に侍りし

かうろほう
十1610図 ︵略V︑﹁香櫨峯の雪は如何

タリ︒

サノアマリ︑ツト立チテ別室二行キ

七34図正行ハコレヲ見テ︑カナシ

つと︵副︶2

師がある︒

義足に支へて︑︵略V老人の辻音樂

はつ9れをまとひ︑やせ衰へた膣を

十二814

つづれ門綴︼︵名︶1

翼が︵略﹀︒︵略V︒この時︵略﹀

﹁︵略V︒﹂

七323

まぶしへうつしてやると︑口から美
しい縣を出して︑からだを包む︒
シブキニ包マレタリ︒

七923図ボートハ水ニオツル砲丸ノ
表紙には紙ばかりのもあり︑

骨ハ筋肉二塁マレ︑皮膚更

紙の上を布で包んだのもある︒

十212

十757図

二其ノ上ヲオホフ︒

スベテ重要ナル機中アル部
分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

十777図
リ︒

全山花の雲に包まれた
る吉野山の光景まのあたり見るが如

十一15図
し︒

︵略﹀︑十二箱ヅツ集メテ紙

此の四海峡に包まれたる

二死ム者︑︵略﹀︒

十﹇96

十一178図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

春は島山霞に包まれて眠
るが如く︑︵略V︒

十一188図

正儀驚きて︑﹁如何にし

たるぞ︒﹂と問へば︑熊王年來包み

リ︒
三352
みちでほたるを一びき
十一455図
つかまへて︑母からかみをもら

べし︒

下は上を敬し︑上は下を

あはれみ︑ 一致協同して王事に勤む

十二皿7図

三296 タケノカバ ハモノヲツッ 十一321図 戦艦ハ︵略V︒︿略V︑又 心の作興に務むるが如きは︑皆公共
カウ
心の響動にして︑︵略V︒
艦ノ要部ハ極メテ厚キ鋼鐵ニテ包メ
ムノニツカバレマス︒

︽ーマ・ーミ・ーム・

ーメ・iン彰

つむ 包ム

男子も女子も︵略V︑又あ

包む

をいふ︒
へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

十二鵬10図 明治十五年軍人に下し給

すべからざるものなれ︒今謹みて其
の大意を述べん︒

十808図

つつそで︻筒袖﹈︵名︶1 つ︾袖

791
つねに

っとむ

務む

内ーメ贈

ツナ

つな

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

十907國團 同仁士は御承知の通り︑ つな﹇綱﹈︵名︶5

っ と ・ む ︻ 務 ︼ ︵ 下 二︶1

ツナ

箱根は︵略﹀︑盛夏の候は

しばくなりき︒
十743図

十一829図

す︒
︵略V︑漁夫は一時間餓に

クルマニツンダタカラ 何れの旅館も空室なきに至るを常と

モノ︑︵略V︒︵略V︒キジガ

一395圖
ヒク

多年府縣の技師をも務め︑學理にも
通じ︑實地にも明 か な る 人 に 候 へ ば ︑

村会﹇にて村費を議するに

ザシキノウチニイクスヂ して数千百尾の鮎を得るを常とす︒
ウチヂユウ

十﹇鵬7図

常

ツネニ

るは日本女子の美徳なり︒

常に

つねに﹇常﹈︵副︶46

常二

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居

モ︑︵略V︒

か﹂らば︑是正が罪にあらず︒

九66ーロa凶 我等は常に此の園圃を吸は

筑紫に到りて後は︑常に門

んが爲に呼吸す︒

森林は︵略V︑土砂の飛散

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

九804図

︵略﹀︒

を防ぎ︑又常に土地をうるほして︑

十910図

土砂を落付かしむ︒

頭をなでて︑ ﹁汝の男と生れざりし

十161國 ︵略﹀︑父の爲時は常に其の

︵略V︑式部は少しも高ぶり

が口をし︒﹂といひたりとそ︒

たる風なく︑常に一といふ文字をだ

十165図

又力士ノ如キハ常二全身二

に知らぬ顔に過したりといふ︒

身盟ノ構造ハ極メテ複雑ナ

身艦ノ健全ナルトキハ精神

ザルベカラズ︒

四面豊海ナル我が帝國

ざりし名刀を與へて行かしめたり︒

意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離さ

十一4210図

︵略V︑﹁さらば是にて本

ハ︑︵略V︑常＝強大ナル海軍ヲ有セ

十一354図

禦にも常に之を用ふ︒

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

働蜂の武器は禮の後方に

モ亦常二快活ニシテ︑︵略V︒

十791図

ニシ︑之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

ルモノニテ︑︵略﹀︑常二身禮ヲ大切

十789國

ク獲達セリ︒

力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

我らのつねに用ふる茶わん 十785図
時頼が心正シク︑ツネニ節

かの大蛇の住みし上には叢
常に無病にして︑富者にか
︵略︶︑早く履ね︑早く起き︑

︵略﹀︑常に日光に浴して︑なほ病に

九619図

＼りたることなき人あり︑︵略﹀︒

九597図

雲常に立ちこめたれば︑︵略﹀︒

九46図

と能はず︒

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ

か﹂る地方にては氣候つね 十一87図

みにて︑︵略﹀︒

く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

八698國園

﹁我等はつねにいそがし

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

八186図

・皿・はちの類は︑︵略V︒

七351図

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑︵略V︒

七55図

つねに

しても︑自若として其の常を失はざ

︵略V︑如何なる事憂に際

モツナヲハツテ︑

ぞ

十二341國

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

ス︒

される︒

十66一

ツナグ

肉ーグ・

大砲のつなをくΣりつけ

つな・ぐ︻繋﹈︵四︶4

て︑早く自分を谷へ下せ︒

十一581園

も鯨に近寄り︑︵略﹀︒

ボートはつなをたぐって︑又

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

十657

ボートは錆に附けた長いつな

ノ人ノキモノガホシテアリマ

三562

エンヤラヤ︒

︵略V︒

塗込められ

つとめ﹇勤﹈︵名︶3 務弓しゅふのつ

とめ
かべ土ユ

てあらはれぬぬきもあるなり︒つ

十144ロ自凶圃園

務をもてり︒

老いムる父の望は一

かとなり 床となる身も︑それぐ
の

十一596國圃
つ︒義勇の務御國に廉し︑孝子の春
︵略﹀︑諸道具の置場虞を

我が家にあげよ︒

十二893図

ふたをし︑錠を下すべき塵には錠を
ーゲ単

一定し︑︵略﹀︑ ふ た を す べ き 物 に は
ちやう

時にも手探にて用を足し得る様に︑

下し︑急ぎの場合 に も 混 雑 な く ︑ 暗 き

又多クノホリアリテ︑川ト
︵略﹀︑罪人ドモハ魚類・果
スルモノ年々少カラザリキ︒

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死

十333図

川トヲツナゲリ︒

六816図

極りよく整へ置くは主婦たる者の務
なり︒

力めて

つとめて﹇努︼︵副︶3 勉メテ勉め
て

二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲ

工女ハ︵略V︑絶エズ綜 八819図

トアレバ︑勉メテ鉄芯笑フトモ︑心

十一529図内置碁ミテ︑ヤマシキコ 十一864図
ツナグ︒

上手ナル者ハ一分時ニヨ

中ノ苦ヲ如何ニセ ン ︒

え

蝦夷は東北の地に住して︑
叛きて︑征東將軍をつかはされし事

叛服常ならず︑︵略﹀︑其の後も度々

九622図

つね﹇常︼︵名︶5

ク十数本ノ綜ヲツナグトイフ︒

れんぱ
︵略V廉頗之を見て心安 十一867図

﹁相如 に あ は ば 必 ず 辱 し め

十二389図
からず︑

ん︒﹂と言ひ居たり︒相如聞きて︑

力めて之を避け︑廉頗の來るを見れ
人をねたまんよりは︑勉

ば︑車を韓じて逃 ぐ ︒

十二713﹇図

︵略﹀︑市町村長・参事會

員等の其の事務を慮理するも︑議員

十二鵬4図

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
いなふこうけん

︵略V︑丹生恢軒の妻の常
平時に顧て常に之に附す

農業に從忘するものは多

故に人々常に自治制の本

︵略﹀︑上官の者は常に下

信義は︵略﹀最も大切な

ツノ

︵略﹀︑行ふ中直ければ︑

主婦は又常に家庭和習の

デンデンムシムシ
ヤリダセ︒

︻265圃

︵略V︒

三136

角

ツノ

ウシノツノヤ︑シカノ

三136 ウシノツノヤ︑シカノ
ツノデモヲツテシマフホドデ︑

ダセ

つの

︵略V報國壷忠の道にい

常に之を忘れず︑之を模

つの︻角﹈︵名︶13

そしまんとす︒

範として︑

十二m6図

に之を重んぜざるべからず︒

る事にして︑商工業の人としても常

十ニコ66図

侮の念を有すべからず︒

級の人をいたはりて︑いさΣかも輕

十二囎4図

を増進せんことを心掛くべし︒

旨を修し︑協同一致して團髄の福利

十二鰻5図

なる精神を以てすべし︒

の経費を議するも︑亦常に此の公平

に健全なり︒

十二514國

給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

於ケル物償ノ高低二注意シ︑需要供

島台商人ハ常二全世界二

吸し︑筋肉を面するが故に︑身禮常

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

十二472図

て心亘れ︑︵略﹀︒

るの道を毘移し置かずば︑時に臨み

十一一337図

に祖先の祭に心を鑑したる︑︿略﹀︒

十二326図

の目的は達し得らるべき︒

十一524國故二笑フベシ︑常二笑フ 十二45図 學問を修むるにも︑事業
ベシ︒

十一5210國 ヨク笑ハント欲スルモノ
外︑人二二ヂズ︑内︑己二恥ヂザル

ハ︑常＝其ノ行ヲ ツ ︑ シ ミ ︑ ︵ 略 V ︑

工夫ヲナスベシ︒

特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

十一669 常二食物ヲ料理スル墓所ハ
潟n︵略﹀︑常＝清潔⁝ニ

︵ 略﹀︑大地も爲にふるひ︑

工女ハ常二其ノ前二立

故二商業二仏事スルモノ

．ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

蓋忠ノ精神ヲ以テ︑平和ノ冠着二從

常に前を望みて︑徒に後

事スベシ︒

十二916図

身常に自由なり︒

十二723図

を顧みることなかれ︒

十二715図

の物を製造する費用と相當の三盆と

傾きあるものなり ︒
ギ

村長は︵略V︑幾度の改

ノ角ハジツニリツパナ物ダ︒

五715園

ル︒

牛ノ角トハチガツテ枝ガア

知ツテヰルガ︑︵略﹀︒

五718園角ノアルケモノモタクサン

五722囹 ︵略﹀︑コンナリツパナ角ヲ

カハイサウニ美シイ角が木ノ

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

枝ニヒツカ・ツテ︑︵略﹀︒

五736

ツノマタ

︵略V︑其の骨や角は色々の細工物に

十847 ︵略﹀︑一年にほふる牛は︵略V︒

使ふ︒

つのまた﹇角叉﹈︵名︶一

ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ

ツバキ

リニスルモノニハ︑フノリ・ツノマ

七752 海草ニモ色々アル︒︵略﹀︑ノ

タ︑︵略﹀︒

五316

つばき﹇椿一︵名︶2

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

カタクテ︑︵略︶︒

十8一

つばさ

．一ツオキニ自営附イテ居り︑︵略V︒

つばさ﹃翼一︵名︶3

他の鳥をとらへて食ふ鳥や︑︵略﹀︑

八551 ︵略V︑大空を飛びまはって︑

氣候によってすむ所をかへる鳥は︑

又にはとり・七面鳥・あひる

総べてつばさが大きい︒

などは︵略﹀高く飛ばないから︑其

八556

のつばさが小さい︒

つばめ﹇燕﹈︵名︶7

小さい︒

ツバメ つばめ

必要はないから︑つばさははなはだ

牛にはつのがあるけれど 八564 駝鳥は︵略﹀︒︵略V︑空を飛ぶ

ツノデモヲツテシマフホドデ︑
︵略﹀︒

も︑うまにはありません︒

三236
大帝國の國着たるを思ひ︑一言・一

五714圏

我等五千萬の同胞は常に

中心となりて︑家内一同を樂しまし
むべし︒

行の聞にも︑大國民の品格を高むる

十二皿9図

てよみ出でさせ給へる御製にも︑常

の用意あるべきなり︒

陛下が︵略V︑折にふれ

に國家を思ひ︑臣民をあはれみ給ふ

鹿ガ︵略V︒︵略﹀︒﹁ジブン

大 御 心 の 拝 察 せ らる﹂は︑︵略﹀︒

十ニー7ロロ凶

間勤績せり︒

選にも常に選學せられて︑二十鯨年

十一皿9図

バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

十一脳2図蜀國ノ魏・呉二強國ト相

を併せたる金額に等しからんとする

一93 シカウシツノ
モムク所ヲ察セザルベカラズ︒
所を選びて住み︑︿略﹀︒
商人ハ︵略V︑常二報國 一94 シカノツノ
十一932図 物の債は︵略﹀︑常に其 十二537図
一95 ウシノツノ

るを以て︑常に此の草の多く生ずる

十一8910図 一種の草の實を食用とす 十二518図

チ ︑ 絶 エ ズ 綜 二 目ヲ注ギテ︑︵略﹀︒

十一862図

れる水薬に波紋を 生 ず ︒

附近数百歩の地にありては︑器に盛

十﹁784図

シテ置カナケレバナラヌ︒

−†一672
士量

つばめ
つの

792

793
つみ

つぶさに

つばめ

燕

一146 ヤナギニツバメ
六122 ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ
ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ
タドコカヘトンデ行ク︒

六124 ガンハツバメノカヘルジブン

ひらいて見ると︑︵略﹀︒

つぼ﹇坪﹈号たてつぼ・なんぜんつぼ・

なんびやくなんじつつぼ
つぼn▽たき

アサイハチフカイツボ

ツボ

一184
︵略﹀︑さざえのやうに︑

つぼ・ひけしつぼ

つぼ︻壷﹈︵名︶2

三624

いま

ゑ

もん

︵略﹀︑鈴木今右衛門の妻

後世女子の模範とすべき徳行なり︒
十一一327図

の慈善を行ひたる︑皆後世女子の模

勅諭は︵略﹀︑明治の大

御代に及びて︑復古の政と共に陸海

十二m5図

に御諭しあり︑︵略﹀︒

軍の今の制度を定め給へる由來を詳

毛のいたって短きものは指

この手紙は四匁より重いの

つまる 飛ーラ︾

︵略V悪い子供は︑おとなに

なってゐます︒

なってから︑大ていつまらない人に

六728

つま・る﹇詰︼︵五︶1

せん︒つまり三銭だけが不足です︒

に︑差出人が三銭しかはっておきま

七519圏

つまり︻詰︼︵副︶1 つまり

ものは羊の如く︑︵略﹀︒

さきにてもつまめぬ程なれど︑長き

七603図

肉ーメ︾

かの山内一豊の妻が貧苦 つま・める﹃撮︼︵下一︶1 つまめる

かすとよ

範とすべき徳行なり︒
十一一328図

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑
︵略﹀︒

名讐を全うせる背黒の妻と其の徳を

十二3210図

ニ來テ︑ ︵略V︒

ふかいつぼのかたちになって

︵略︶︑戦陣の際に良人の

みるのもあります︒

︵略﹀︑初瀬川ニソヒテ爪先

つまつく一一

ばかばか︑ばかばか︑走れ

九6110図

つみ﹇罪︼︵名︶7 罪

道眞は罪もなきに官を下げ

よりも重し︒

他人をして時間を損失せ

廉頗之を聞きて︑深く其

しむるは其の罪金鏡を損失せしむる

十一713図

かども︑︵略︶︒

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

九794図

ず︒

なほ病にか﹂らば︑是我が罪にあら

を保ち︑︵略﹀︑常に日光に浴して︑

飲食に注意し︑身膣の清潔

よ︑小馬︒けれどもいそいでつま
︵略﹀︑熊吉の馬はつまついて

爪弾

質素を旨とせざればいつ

に至るべし︒

も忘れ果てて︑世人の爪弾を高くる

しか文弱に流れ︑︵略V︑節操も武勇

十二恨4図

つまはじき︻爪弾一︵名︶1

前足を折った︒

九847

つくまいそ︒

三272團

イ・ーク︾

つまず・︿﹇蹟︼︵五︶2

上り贈与ケバ︑初瀬四二至ル︒

十9810図

爪先上リ

つまさきあがり︻爪先上﹈︵形状︶1

同じうすとやいはん︒

ジブンニカヘル︒
ツボミ

アノ太イ木ハ︵略﹀︑ツボ

ずとよのつま

妻はこれを聞いて︑夫に向つ

﹁その馬の直はいか程でござい

妻は立って︑鏡箱の中から十
一豊は妻に禮をのべて︑その

両の金を出して︑︵略V︒

七408

ます︒﹂

て︑

七404

妻うやまのうちか

ミガタクサンツイテヰマス︒

ニ46一

つぼみ﹇蕾一︵名︶一

小さきありもいそしめ つぼすう号しきちそうつぼすう

六124 ガンバ︵略V︑ツバメノ來ル
七794図示
ば︑塔をもきづき︑つばめさへ 千
里の波を渡るなり︒

雁の秋來りて春去るが如く︑︵略V︑

つま﹁妻︼︵名︶10

八548 ︵略V︑つる・がん・つばめな

どの様に︑氣候によってすむ所をか
つばめ

へる鳥は︑総べてつばさが大きい︒
がん

十二675図 高炉の春望りて秋去り︑

毎年一定の季節に其の居を移すもの
少からず︒
つぶさに

十一169図 此のうらみ忘れ難く︑越 七431

つぶさに︻具︼︵副︶1

馬をもとめました︒
﹁成程これではいけない︒﹂

と︑すぐ家の中へかけこんで︑まだ

八255

ねてみた妻を呼起して︑︵略﹀︒

私には妻も子もありませ

詳

言忌に行きて︑︵略V︑道

つまびらか︻詳﹈︵形状︶2

形態の妻︑夫を働まし 十二瓢7図

を謝し︑つひに無二の親交を結べり

の非をさとり︑相如の門に至りて罪

十二397國

とそ︒

行く人の容儀等を見れば︑未だ其の
つる

交へずして︑早くも其の言忌の品格

て︑︵略V︑自ら劔を帯び︑侍女数人

の知らる﹂ものなり︒

國情を詳にせず︑其の國人と一語を
いなふこうけん

︵略V︑稻生恒軒の妻の常
に祖先の祭に心を漉したる︑︵略﹀︑皆

十二326図

と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒

十二3010図

ん︒

う ら や ま 九1910圏

つぶやく飛一

王勾践つぶさに辛苦をなめて報復を
冠り︑︵略V︒

﹁さはいへど

つぶや・く︻眩﹈︵四︶1
ク︾

十138踊躍

ひとりつぶやく︒
つぶる

禽ーッ彰

休む言なし︒﹂

しきえ 身も轟き 君︑床柱︒あは
角柱

れ我︑︵略V片時も
と

つ ぶ ・ る ﹇ 瞑 ﹈ ︵ 五 ︶1

しばらく目をつぶって︑

神さまにいのってから︑ 目を

四815

つめる
つみ

794

マキトラシム︒

十一8610図

ムコトガアリマスガ︑︵略﹀︒

積ム

余i

ヤ︒

四33

つむ

︵略﹀︑あちらこちらに桑つ
ツム

村の人人が︑毎日やさい

やすみやたきぎを馬やくる

昔ノ綜車輪テ紡グ時ハ︑

木綿綜ニナリマス︒

爪

牛のつめは二つにわれ

つめ

一本ノツムニ一人ヲ要スベキニ︑

十一869図

︵略V︒

三243

つめ﹇爪﹈︵名︶6

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

てるますが︑︵略﹀︒

熊が人ニムカツテ來ル時ニ

だけのちがひだ︒

又字を書くときに︑指先を

足ノ先二二鋭クシテ曲レル

ハ︑︵略﹀︑スルドイ爪デヒツカキマ

六647

ス︒

爪アリ︒

︵略V︑にもつをつんだ船が通 八741國

まにつんで︑冠りにきます︒
五128

つてみたのです︒

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

えきふが小さな車の上へ︑山 十373圏

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

外の者は着物だけは美しか
した︒︵略﹀︒︵略﹀︑その代りに石を

つめか

﹁今年の競馬はさぞ面白から

つてみたりするのはどくである︒

七657 ︵略V︑ム87い水の中に長くはい

つめた・い﹃冷﹈︵形︶1 冷い 飛ーイ専

めかけた︒

い見物人が朝早くから宮の境内へつ

う︒﹂と︑祭の當日には︑おびた雲し

九828

ける ︽ーケ彰

︵略﹀︑何レモ多量ノ石炭 つめか・ける﹇詰掛﹈︵下一︶1

つてゐました︒
十一334価コ凶

たくさんつみました︒

六218 ︵略V︑まつ象を船にのらせま 十374園

のやうに荷物をつんで來ました︒

五408

足︑たゴつめがわれてるるとみない

クルマニツンダタカラ 五788囹

︽ーミ︒ーン彰

つ・む﹇積﹈︵四・五︶7

むをとめ︑︵略﹀︒

七98圃

木ノタメニ演台クナイサウデス︒

サテ最後二精紡機船移シ 五334 ︵略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ

つむ

モノ︑イヌガヒキダス エンヤラ

︵略V︑今ハ僅カニ六七人 一382圃

フコトヲ得ベシ︒
つ・む﹇摘﹈︵五︶12

﹁コレカラハナヲッミ

ボクハレングヲツム
﹁ソレデハワタクシハス

︵略V︒﹂

ソレカラ三人デツンダ

ヲ積ミ︑大ナル速度ニテ長時間航海

トイフモノヲ置ク︒

ツムグ紡グ

ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ上二先ヅ龍骨

︵略﹀︑船霊ノ上二般皿木ト呼
リュウコツ

バンギ

ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ

茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

大ゼイノ女が茶ヲツンデヰマ

スルコトヲ得︒

五321
ス︒

五325

つむぎ号てつむぎ
︽ーギ・ーグ彰

六355図
八626

綿ヲ機械ニカケテツムグト︑

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

サヲ知レ︒

六424

ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ

︵略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ つめ・る﹇撫﹈︵五︶一 ツメル 角ーッ曽

︵略﹀︑一バンハジメニツムノ つむ・ぐ﹇紡﹈︵四・五︶3

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

五327

ソレカラ十四五日タツテツム

ヲ一番茶トイヒマス︒

五332

マタ三番茶・四番茶マデモツ

ノヲニ番茶トイヒマス︒

五333

十ニー36

ヲコシラヘマシタ︒

三92

タクサンツミマシタ︒﹂

三85園﹁ボクハモウコンナニ

ミレヲツミマセゥ︒﹂

三82園

カラ︑

三76囹

マセウ︒

三75園

ミ・ーム・ーン煙n▽おつみなさる

ツム

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十一871図

︵略﹀︒

一本ノツムニ一人ヲ要スベキニ︑

昔ノ零時ニテ紡グ時ハ︑

テ︑︵略V︑更ニヨリヲカケ︑ツムニ

十一861図

十二797図 船員二言結して︑コロン つむ﹁錘﹈︵名︶3 ツム
ブスの身邊を薦み︑孚ひてこれまで
の不帰順なりし罪 を 謝 せ り ︒

十二878図囹 我が心の良雄を獣待せ
我︑罪を町君に得た

し は 罪 死 に 當 れ り︒﹂

十二954二丁
り︑如何にせば可 な ら ん ︒ ﹂

わき

積み得︽一

つみ﹇積﹈n▽ごひやっこくづみ・せんご
くづみ

つみ・う﹇積得﹈︵下二︶1
工暫

いろはのいをも

つみ

文字の激︒

まへぬ 身のいつしかに 積み得さ

十一一⁝⁝1図圃

る ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ 世 の人並の

つみかさ・ねる﹇積重﹈︵下一︶1
肉ーネ︾

六171 米を俵に入れて︑その俵をつ

重ねる

積ミコム

み 重 ね て な が め た時は︑︵略﹀︒

飛ーン彰

つみこ・む﹁積込﹈︵五︶1

積立ツ

六792 左手ノ汽船附録荷物ヲ積ミコ
ンデヰル︒

肉ーツル悟

つみた・つ門積立﹈︵下二︶1

九761図 一日一二鏡・ご銭ヅツニテ
モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ
ツミ

ハ︑三二ノ金高ト ナ リ テ ︑ ︵ 略 V ︒

︽ーメ︾

つみはじ・める︻摘始 ︼ ︵ 下 一 ︶ 一
ハジメル

一バンハジ メ ニ ツ ム ノ ヲ 一 番 茶

五326 五月ゴロカラツミハジメマス
ガ︑

トイヒマス︒

795
つらい
つめる

つ ・ め る ︻ 詰 一 ︵ 下 一︶1

つめる

ツメル

肉一

肉一

︵略﹀︑米にこなして︑俵に

メ︾号おいつめる
七114圃
つめて︑︵略V︒

つ ・ め る ﹇ 摘 ︼ ︵ 下 一︶一
メ︾

露

﹇▽した

びやく
︵略﹀︑にごりにしまぬ白

君は御袖に降りか︑る露

巻葉をもる﹂つゆ比し︒

八367図團
蓮の

れん

十892國圃

五η7囹

出遊ルコトナラ︑モツト太
︵略﹀︑強いものばかり三千人

クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

五757

梯はせて︑さして行く笠置の山を出

をすぐつて︑こっそりと裏道からひ

つよい

六552

︵略﹀︑もとより強い目凶事に

︿︑商船多し︒

田村麻呂は︵略V︑力あく

まで強き人にて︑怒る時はたけき獣

九633國

も恐れたり︒

九637応載凶 ︵略﹀︑さしもに強かりし蝦

夷も︑遂に全く皇威に服するに至れ

り︒

然れども空氣の流通鯨りに

強キカヲ要スル部分ニハ強

強き時は︑却って火の消ゆることあ

九659図

るべし︒

︵略V上杉謙信は強い三園で 十781図

はかなひません︒

六515

ぶりになってみる︒

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

海べはふだん強い風がふくか

よどりこえに撃つた︒

ツヨイ

角ーイ・ーウ・ーク彰

六17

でしより︑天が下にはかくれがもふ
し︒

強い

牛は力がつよいけれど

つたが︑又なさけぶかい人であった︒

シグマトイフ熊ハ︵略﹀︑カ

又冷水浴や海水浴はひふを強

強し︽一

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力

キ筋肉アリ︒

ノ足ノ強キ︑︵略V︑ヨク之ヲ使用ス

働蜂の︵略﹀︑力強く肚

ルヲ以テナリ︒

書聞は赤球を以て風の強

なるものは外に出でて花の蜜を吸來

十︻62図

る︒

十ニー85図

きを示し︑︵略V︒
ゑんとうけい

ノガナイ︒

日本紙ハ﹁イやく︑君ラ

バ破レ易クテ︑少シモ強ミトイフモ

七479囹

つよみ﹇強﹈︵名︶1 強ミ

それあるを示す︒

の強きを︑圓錐形を以て暴風雨のお

ゑんすみけい

あ﹂︑火の勢が一そう強くな 十ニー86図 ︵略﹀︑圓筒形を以て風雨
強シ

正成職死シテ後ハ︑敵ノイ
八734ロ覇凶

キホヒマス︿強ク︑︵略V︒

七53図

カリ．ーキ・ーク・ーシ︾

つよ・し﹇強︼︵形︶13

つた︒

八422

くし︑心をさわやかにする︒

バーバン太ツ 七653 ︵略﹀︑したがってからだを強

くし︑︵略﹀︒

七652

ガ強ウゴザイマス︒

六656

強イノハ熊デス︒

シカシスクネモチカラガ 六644 日本二居ルケモノノ中デ一番 十783図 ︵略V︑郵便配達夫・車夫等

カラ︑︵略﹀︒

三164囹
のドリル︺

四222園

ます︒

︵略﹀︑雨もつよくふってきま

余ーイ彰

︵略V︑しほにっかつてから

くなり︑しそにそまって赤くなり︑

五292圃

つら・い︻辛﹈︵形︶1 つらい

イギリスは︵略V︑海軍強

足モマタ太クシテ︑力強シ︒

強ク︑︵略V︒

五585

八774図

八738図

石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ
ットッヨイノデ︑︵略﹀︒

した︒

五464

よい神さまが︑︵略﹀︒

五37

たちからを

手力男のみことといふ力のつ

も︑あるくことがおそうござい

三246

ヤユビデス︒

テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ

ニイナン

よい人はあるまい︒﹂︹ひらがな

﹁おれよりちからのつ

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ

三153

リマシタ︒

三135ムカシタイマノケハヤト あった︒
キ筋肉アリ︒
イフチカラノツヨイ人ガア
六581 上杉謙信はこんな強い人であ 十781図強キカヲ要スル部分ニハ強

強イ

つよ・い﹇強﹈︵形︶19

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

三91囹 ﹁スミレハタクサンナイ つゆ﹇露﹈︵副︶1 つゆ
カラ︑マダソンナニッメマセ
九219國国 母も人間なれば︑我が子
ン︒﹂

つもり︻積﹈︵名︶3 積り 積り 積
高くいふ直段がかけねです︒

七133囹 ねぎられたら引く積りで︑

八917囹 其ノ時ハオレノ死燈ヲセオ
ツテ蹄ル積りデカケツケヨ︒L

つもる

九347 中には汽車と競走する積で︑
ツモル

馬に乗って來た人もある︒
つも・る門積︼︵五︶3

︵略﹀︑雪がたくさんつも

偏 ー ッ ． ー セ ︾ n ▽ふりつもる

四625

つて︑どこを見てもまつ白で
す︒

六381 朝おきると︑雪が五六寸つも
つてみた︒

コレハ茶ノ葉デス︒︵略﹀︒ツ

ツヤ

六428 チリモツモレバ︑山トナル︒
五312

つや︻艶﹈︵名︶一

ヤガアツテ︑色ハ コ イ ミ ド リ 色 デ ス ︒

つやつや︻艶艶﹈︵副︶1 つやく

つゆ

十522図囹 老人かと見れば︑髪つや
くと黒し︒
つゆ﹇露︼︵名︶2

つゆ︒しらつゆ・よつゆ

つるりと
つらし

796

七月・八月あついころ︑三日三ばん
つりする

︵略﹀︑橋の下に立ってつりす

つり・する﹇釣﹈︵サ変︶1

六37

憂ースル彰

てるる︒

︵略V︒

形名の妻︑夫を拗まして︑

つる

つる

鶴﹇▽

豆類にはつるになるのとな

らぬのがあります︒﹂

七213囹

五526瓜ノツルニハナスビハナラヌ︒

ツル

聞きて︑城中兵尚多からんと思ひ︑

︵略V︑自ら劔を帯び︑侍女敷人と弓
つる
を取りて盛に弦を鳴らせり︒賊之を

十二313図

つる
つる︻弦﹈︵名︶1 弦

る人など︑それぐ川の景色をそへ

の土用ぼし︑思へばつらいことばか
余ーキ︾

り︑︵略﹀︒

つらし

十5710囲国 小生の如く平素庭働にな

つ ら ・ し ﹇ 辛 ﹈ ︵ 形 ︶1

ツラヌク

れたる者には︑術科もつらきことは
これなく︑︵略﹀︒

つらぬ母かきつらぬ

つらなる号あいつらなる

︽ーキ・ーク︾

つ ら ぬ ・ ︿ ﹇ 貫 ﹈ ︵ 四・五︶2
貫く

︵略Vの五箇條を特に軍

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

八893 ︵略V︑一揮又モ中佐ノ胸ヲツ つる﹇蔓一︵名︶2
十二田9図
人の精神と諭し給へる上に︑此の五

ツル

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴
の臥したる様をなせり︒

かの大蛇の住みし上には叢

ふに︑ 一ふりの劔出でたり︒

九46図

之をはうむりし時は︑よ

﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ

鍛ひたる劔の重いちじ

七里み濱のいそ傳ひ︑

世に・の買やかせ︑我が軍人︒

劔山

劔山

稻村が崎︑名將の劔投ぜし古戦場︒

十二239図圃

るく

十二35﹇図圃

ブトイヘドモ︑心骨ダ弱シ︒

十251図圏

といふ︒

︵略V︑ながく皇城を守護せしめたり

うひ・劔・弓・矢等を共にをさめ︑

九641図

て草薙劔と申す︒

これより此の劔の名を改め

雲常に立ちこめたれば︑劔の名を天

﹁今日書き給はん鶴の

︽ーレ彰

九62図

十一741図園

︽ーッ︾

叢雲劔と申せり︒
つる

姿はかやうなるべし︒﹂

連る

︵略﹀︑魚をつってみる舟

つ・る﹇釣一︵五︶1

三603
です︒

号うちつる

劔﹇▽あ

六797

オロス

我が兵書物トモセズ敵陣メガ つるしおろ・す﹇吊降心︵五︶一 ツルシ

十一18図

つるぎさん﹇剣山﹈︹地名︺1

︵略V︑其の子のアリに酪駝

つ・る﹇連︼︵下二︶2

九451図

を連れて︑荷物を取りに來るべしと

︵略V︑其の後時世の移り

言ひっかはしたり︒

十二m3図

ツルギ

憂るに連れて︑兵制にも憂遷あるこ
と︑︵略﹀︒

つるぎ﹃剣一︵名︶12

まなづる

︿略V︑つる・がん・つばめな 八861

アサヒマツツル

つる﹇鶴︼︵名︶8

一83

箇條を行はんには一の誠心こそ大切
なれと仰せ給へり︒︵略V︒誠の一字

八548

めのむらくものつるぎ・くさなぎのつ

之を貫くは︑あらゆる修身の徳を一

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

るぎ

言にて黒縛し給へ る も の と い ふ べ し ︒

どの標に︑氣候によってすむ所をか

あが

さが

つるの丸

の名多ければ︑紋の激々かぎりなし︒

さてはたかの羽・つるの丸︑家の氏

七457図圃 ︵略﹀︑上り下りの藤の紋︑

つるのまる門鶴丸︼︵名︶1

ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ

余ーシ当

つらゆき﹇▽きのつら ゆ き

以テムカヘタ︒
あめのむらくものつるぎ

へる鳥は︑総べてつばさが大きい︒

此の劔初は天叢雲劔と

あやしみて尾をさきて見給

つるりと

九848 ︿略﹀︑熊吉の馬はつまついて

つるりと︵副︶1

があったが︑︵略﹀︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八324

尊時分はよしと︑おびさせ つるべ︻釣瓶一︵名︶1 つるべ．
僕の家で一度つるべの金たが

いでや此の劔の由來をかた

となれり︒

申し︑後に改めて草薙劔と申すこと

九15國

つり﹇釣﹈︵名︶3 ツりつり

其の座敷の一間の杉戸に

九16國
らん︒

九39図

給へる劔を抜きて︑ずたずたに大蛇

翌日豊工の早朝に起出で
て蜜がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

︵略﹀︑今度はひぢを張り︑ 九42図

先少しくかけたり︒

︵略V︑十日鯨にして鶴二 九310図 ︵略﹀︑尾にいたりて︑劔の

を斬り給ひしに︑︵略V︒

十一7310図

十四五羽を蚕がけり︒

十一737図

なり︒

十一734図

ばかり書がけり︒

は︵略﹀︑他の一間には鶴二十五羽

十一717図

をあるく鳥ははぎが長い︒

三665︵略V︑ウラシマガウミベデ 八557 鶴・さぎ・くひななど水の中

ツリヲシテヰルト︑大キナカ
メガ出テキテ︑︵略﹀︒

アゲマスカラ︑コレデトツテク

四265 オトミハ︵略﹀︑﹁三十セン

ダサイ︒﹂ オマツハツリヲワタ
シテ︑﹁︵略﹀︒﹂

六304 一本渇せんつつのをご本筋つ
て︑十せん銀貨を出したから︑直吉
は︵略Vそのつりに一せんの銅貨を
三枚渡した︒

797
て

つれ

前足を折った︒熊吉はつるりとすべ

連鈍る

つて︑そのはずみにころころと韓が
つて︑︵略V︒

つれ弓みちつれ
づれかえ・る﹇連帰﹈︵四︶1
余ーリ彰

に 連 館 り ︑ 様 々 に 彫りて︑︵略﹀︒

十一438図 忠元あはれみて︑己が家
つれ出す

︵略︸︒

友吉は

音次郎は︵略V高い木の下

つれだ・す︻連出︸︵五︶1

五476

貞ーシ彰

へにげこみました︒

連れる

公ーレ︾

ツレル

つれ

﹁ ︵ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い って︑むりに手をひつ

ばつてつれ出しました︒
る

つ・れる︻連﹈︵下一 ︶ 1 3

ホレ︑

ワンワンワ

ハタケノスミヘツレテ

イツテ︑﹁ココ

二514
ン ︒ ︵ 略 ︸ ︒ ﹂ ト ヲシヘマシタ︒

二532 サウシテソノ犬ヲツレテ
イツテ︑ ハタケノスミヲホツ
テミマシタガ︑︵略V︒

て來ました︒

文太郎二戸ニツレラレテ︑ハ

タタイテホメマシタ︒
あしもありません︒

三223わたくしには︵略﹀︒手も

デ︑︵略︶︒

かへるはをかにみると

てるる︒

五771

手にはかりに使ふ弓矢を持つ

︵略﹀︑その子のかたに手をかけて︑

六611國姉のおつるは立ちよって︑

わたしの手からもぎ取って︑は

﹁わるい子どもが大ぜい

ことばやさしくなぐさめる︒

で

六623國囹

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投

ふった音はしましたが︑︵略﹀︒﹂

七254

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒

七255

ラヰ不自由デセウ︒

農夫が田ヲタガヤシ︑畠ヲツクルノ

七262 大工が家ヲタテルノモ︑︵略V︑

七264

色々ナキカイガアツテモ︑

モ︑魔手デスルノデス︒

ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
︵略﹀女の神さまのまひがお

ソレヲハタラカセルノハヤハリ手デ

手ハスベテノ仕事ノモトデ

イソガシイ時二手ノ足りナイ

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

七266

ス︒

七265

がたは手をたたいて︑お笑ひになり
﹁手がなまぐさいから︑そ

ス︒

くれ︒﹂

五223

家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

フコトデス︒

カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ

七268
むりに手をひっぱってつれ出しまし

友吉は﹁︵略V︒﹂といって︑

た︒

筆一本デ美シイエヲカイタ

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

七276ドンナガクキガアツテモ︑手

手ノハタラキデセウ︒

ラヘタリシテ︑人ヲ感心サセルノモ︑

リ︑ノミーツデ見事ナホリ物ヲコシ

二人は思はず耳に手をあて 七275
音次郎は友吉のかたに手をか

といひました︒

ら︑僕は死んでしまったのだらう︒﹂

けて︑﹁︵略V︒もし君が居なかつ︑た

五487

て︑そこにたふれました︒

五483

マス︒

五476

で︑母の手にかけました︒

おはなは水がめから水をくん

のひしゃくを取って︑水をかけてお

五218囹

ました︒

もしろかったから︑大ぜいの神さま

五31

四203園﹁次郎︑オマヘハ手ノ

つてゐます︒

きには︑︵略﹀︑手をついてすわ

三475

ガ北デス︒

三451

︵略V︑左ノ手ノサス方

三448右ノ手ノサス方が南

ヒロゲテゴランナサイ︒

おはなさんもつれて一しょ 三446アサ日ニムカツテ︑手ヲ

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

五418
五638国
オチヨトオハナハアネニツレ

にお出でなさい︒

五682
この延べんけいは︵略﹀︑一

ラレテ︑オ宮ニサンケイシタ︒
五768

人のかりうどをつれて來た︒

さて此の雨風も四季の時候に
犬を連れた男が銃を肩にし

つれて︑それぐにちがふ︒

九673
十299

︵略V︑輕く浮立つた調子

かげ
て︑森の蔭から出て來て︑︵略﹀︒

十二837

に︑野越え︑山越え︑ふわりくと
春霞の彼方へ連れて行かれるやうな
心持になる︒

らて・おって・おて・おんなで・かい
どう・ひだりて・ひとで・ふたて・ふ

昔みなもとのよりともが て・かたて・くちみみめてあしらいち

けらいをつれて︑︵略Vまきがり

ソロソロオアルキナサイ︒

﹁ボクモモウ．テニーパ

三162ミテヰタ人気︵略Vテヲ

イニナリマシタ︒﹂

三86囹

テヲヒイテアゲマス︒

一224

をしました︒
ワニザメハ︵略﹀︑スグニ
すがるは︵略﹀︑﹁天子様のお

たくさんの子どもをもらって︑つれ

ほせだから︑子を出すやうに︒﹂と︑

五376

ナカマヲ大壁イツレテ來マシタ︒

四535

ところで・みぎて・ゆくて・りょうて

四153

ツレテ行ツテアゲマセゥ︒

三671園オレイニリユウグウヘ て﹇手︼︵名︶59 テ手号あいて・あ

て

て
て

798

コト戸出來マスマ イ ︒

七277 何事ニヨラズ手ノハタラキノ
ヨ イ ノ ヲ 上 手 ト イ ヒ︑︵略﹀︒

七278 ︵略V︑手ノハタラキノワルイ
ノヲ下手トイヒマス︒

七28一 サルニ野手ノハタラキヲスル
モノが四本アリマス︒

七284 手バカリ動カシテモ︑チエガ
ナケレバ何ノ役ニモ立チマセン︒

八55図 五十鈴川の水に口す㌧ぎ手
洗ひて左へ行き︑︵略﹀御宮の前に
いたる︒

かたく友だち

農夫は﹁︵略﹀︒御恩は一生忘

れ な い ︒ ﹂ ﹁ と い って︑

八274
の手を握りしめました︒

八401國 ︵略V︑一箱ノマツチが我等

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手
ヲ要スルカヲ知ラズ︒

八527國 ヤガテ同志ノ一人御前二進
ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワナ
︵略﹀︑手は食物を口に入る

・キ聲フルフ︒
八705図

カウチ
﹁一 度 占 領 シ タ 此 ノ 高 地 ︑

＼ことを止め︑足は食堂へ行くこと
を止めたり︒
八877囹

全滅スルトモ敵ノ手帳ワタスナ︒

九222 大尉は之を讃んで︑思はずも
涙を落し︑．水兵の手を握って︑﹁わ

水兵は︵略V︑やがて手をあ

たしが悪かった︒

九239

げて敬博して︑にっこりと笑って立
去った︒

九592図

よごれし手にて目をこすり

て目をわづらひし人あり︒

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ

とすれども︑︵略﹀正儀の様を見て

んでから・さだめて・しいて・したが

めて・けっして・こぞって・これがす

れて・すべて・せめて・そうして・た

って・してみれば・しゅとして・すぐ

は︑刀のつかに手をかくべきやうも
十一739図

て・において・については・につきて

えて・つとめて・どうして・ときとし

なし︒

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴

︵略﹀︑今度はひぢを張り︑

の臥したる様をなせり︒

て・わけて

・はじめて・はたして・まして・より

軍のおきてにしたみひ

本ノ盧カラ手ノ指ノヤウ除霜レテヰ

十79
ル︒

の家の他人の手に渡らんことを恐れ

十一922図

十412図圃圏
て︑他日我が手に受領せば︑なみく

︵略﹀︑其の五人は各其

いたえり養はん︒﹄

一202トンボガトンデヰマス︒

セミガナイテヰマス︒
かくて其の家の慣は段々

て︑争ひて高き便をつくべし︒

十一924國

一204

あやふき敵の手より救ひ

オヤドリガココココトヨ

テヲヒイテアグマス︒

くれたる厚恩︑いかでか忘るべき︒﹂

一243

一225

十553図画

高くなりて︑最も高き慣をつけたる

ンデヰマス︒

︵略V︑男勝りの大力にて

人の手に渡るべきなり︒

一246ヒヨコガピヨピヨピヨト

十711図

ボートをあやつりしダーリングの手

を織ること行はれ︑十二三歳の少女

十一囎5図

テツツヰ
何千貫トイフ大鐵鎚モ一人

又萎稗眞田を編み︑花錘

はなむしろ

は︑今ややさしきをとめの手にかへ

ばくかんさなだ

りて︑︵略﹀︒

ナイテヰマス︒
十ニー210

ノ手デ自由二運轄スルコトが出石︑
︵略﹀︒

︵略V︑先頭の一艦が畿せ
る號砲に︑人々喜びて︑手の舞ひ︑

十二793図

や＼あって紳士はしばらく

足のふむ所を知らず︒

十二842

んで︑︵略V帽子の中へ投入れる︒

弾く手を止めると︑聴衆は銭をつか

導きな
←あえて・

師の君の
て

ヰマス︒

一333

ニイサンガジヲカイテ

ヘイタイガナランデキマ

一36一

アカイノヤシロイノヤ

ソラガクモツテキマシタ︒

イロイロマジツテヰマス︒

一405

タツテヰマス︒

︵略Vオモシロイウタヲウ

一324︵略﹀タノクサヲトツテ

ス︒

一282

ヰマス︒

一276

マス︒

一273ネエサンガエヲミテヰ

も手を空しうする者なきに至れり︒

︵略﹀ダーリングの手は︑今

ややさしきをとめの手にかへりて︑

十712図

半死半生の水夫を親切に看護せり︒

十713図敷日の後︑水夫は此の少女
の手に熱き感謝の涙をそ﹂ぎて︑各
︵略V︑左右ノ手ハ肩ヨリ分

我が家に鋸りたりとそ︒

十756図

レ︑ご本ノ足ハ全身ヲ支フ︒

拶ハ︵略﹀︑手・足・口等
二命令シテ活動セシム︒

十774図

て︑教へ給ひし

撃劔家・水夫等ノ手ノ太 十二㎜8零露 六年の月日 手を取り

て

キ︑︵略﹀︑大工・カヂや等ノタナゴ

十783國

テ

あらためて・いたって・えて・おしな

ヨイオヂイサンバコブヲ

ア二士テ五ヒキデス︒

﹇432

一413 イクツサイタカ︑カゾヘテ
ゴランナサイ︒

﹇442

かくて・かさねて・がっこうへもって
いくもの・かねて・からくして・きわ

べて・おって・かえって・かくして・

て︵接助︶㎜

くば︑︿略V︒

ツテ

若シ一人ノ手デ製造スルナ

コロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用スルヲ
以テナリ︒

十一103

ラバ︑ 一包三銭ヤ三銭五厘二曹

幾度か思ひ直して討たん

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

十一453図

799

て一て

トラレテヨロコビマシタ︒

一45一 ワルイオヂイサンバコブ
ヲツケラレテコマリマシタ︒

一463 ピケシガトンデイク︒

ノデセウ︒﹂

U犬ガサカナヲクハヘテ︑

ワントーコエホエマ

ハシノウヘニキマシタ︒
ニー53 ソノサカナモホシクナツ
︵略V︑

マス︒

二212

ワタクシノカラダハ︑日

ニヤケタヤウナイロヲシテ
ヰマス︒

テ︑

ニオチテ︑フ

トモキチハヨロコンデ︑ト

ンデイキマシタ︒

ンデイキマシタ︒

二273

二274犬モヲヲフツテ︑ツイテ

イキマス︒

ドコノイヘニモカドマツ

二274犬モヲヲフツテ︑ツイテ

イキマス︒

ガタテテアリマス︒

ニウゴイテヰマス︒

ワタクシバオニニナツ 二283 コクキハヒラヒラトカゼ

マス︒

V

マデアガレ︒

二312圃

アソンデヰ

カゼヨクウケテ︑クモ

﹁︵略﹀︒﹂トアイサツシテヰマス︒

アソコデモ︑ココデモ︑

モ︑オモシロサウニ

ワタクシバオニニナツ 二293 ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子

テハイケマセン︒

オバアサンバ

ヘオトウサンガカヘ

リマシタ︒

タ︒

オモシロガツテヰマシ

オモシロガツテヰマシ

アル日トモダチニユミノ

﹁カガミモチヲマトニ

シテ︑イテミマセゥカ︒﹂

二346園

マシタ︒

ジマンヲシテ︑﹁︵略V︒﹂トイヒ

二345

タ︒

コロシテ︑

二337

︵略﹀︑トリヤケモノヲイ

コロシテ︑

二337

︵略V︑トリヤケモノヲイ

ヲタクサンモツテヰ画人ガア

火ヲタイ 二333 ムカシ︵略﹀︑タヤハタケ

ユフハンノシタクヲシテ

二253
テ︑
ヰマス︒

オバアサンバ

ユフハンノシタクヲシテ

二254
テ︑

オヂイサンハウマニカヒ
オカアサンバヰドバタデ
トモキチハシンパイシテ︑
トモキチハシンパイシテ︑
ソコ

二272トモキチハヨロコンデ︑ト

ツテキマシタ︒

二27一

カドグチヘデテミマシタ︒

二266

カドグチヘデテミマシタ︒

二265

水ヲクンデヰマス︒

二262

バヲヤツテヰマス︒

二257

ヰマス︒

火ヲタイ

テ︑ココニタツテヰマス︒
二234囹 ﹁イイエ︑イツシヨニヰ

二224囹

テ︑ココニタツテヰマス︒

二224園

ビマセウ︒

二222囹﹁カクレンボヲシテアソ 二277

大キナコエ ヲタテ

一465 ポンプヲヒイテハシル︒

ワタクシヲヒノナカヘ

イレルト︑

U

シタ︒

︵略﹀︑クハヘテヰタサカナ

カゼガフイテ︑イロイロナ

ニー64カゼガフイテ︑イロイロナ

木ノハガトンデキマス︒

ニー63

ハミヅノナカヘオチマシタ︒

ニー57

ナカヘオチマシタ︒

クハヘテヰタサカナハミヅノ

一472 ハシゴヲカツイデイソグ︒

︵略﹀︑カアカア︑カラス

ガナイテイク︒

一536魎

ミテヰルウチニダンダン

二22
ワタクシノウタヲキク
ト︑人ガダンダンオキテキマ
ス︒

クルクルマハツテ︑クモノ

木ノハガトンデキマス︒
ニー7一

ミヅノウヘ

スニカカルノモアリマス︒
ネノヤウニナツテ︑ハシルノ

ニー8一

ソレヲモツテ︑ウチ

ソレヲモツテ︑ウチ
ヲソノ カタチ

トビオリ

一一

二27
ミテヰルウチニダンダン

ノボツテキマス︒

二32
ノボツテキマス︒

サア︑ミンナデーポン

ヅツモツテ︑キミガヨ ヲウタヒ

二67囹
マセウ︒﹂

モアリマス︒

ニー92

ヘツテ︑︵略V︒

ニー9一

テ︑ハシルノモアリマス︒

二75オハナトオキクガアソン ニー82 ︵略V︑フネノヤゥニナツ
オキクガイマオキヤクニ

デヰマス︒

二8一

オハナハオキクヲザシキ

ナツテキマシタ︒

X一

ヘツテ︑カミ

一カカ
ハエテヰ

ワタクシノキモニ
ノハ︑

キリマシタ︒

マス︒

キモノヲヌイデ︑下へ

二206

︵略﹀︑モウスコシ
タツト︑

ホソイハリガーパイ

二203

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

ニー32園﹁コノ川目ドコカラナ
ガレテクルノデスカ︒﹂

ニー34園﹁アノ山ノォクカラナ
ガレテクルノデス︒﹂

ニー35園 ﹁ドコヘナガレテイク

へ

へ

Q9

イテイク︒

テ︑トビダシマス︒

一一

一｝

一523圃カアカア︑カラスガナ ニー56 ホエルト︑ロガアイテ︑

Q1

P4

ヲダシマシタ︒

一一

て一て
800

﹁カガミモチヲマトニ

シテ︑イテミマセゥカ︒﹂

二347囹
マス︒

ヂイノォハナシガカイテアリ

ハ︑ドナタデス

オヂイサンハタイヘンニ

ホカニハナンニモデテキマセン︒

二542

ハラヲタテテ︑ソノ犬ヲコロ

オヂイサンバ︵略﹀︑ソノ

シテシマヒマシタ︒

ヨイオヂイサンバコレヲ

ヨイオヂイサンバ︵略﹀︑

メテ︑︵略Vマツノ木ヲ一本ウ

二546 ヨイオヂイサンバ︵略V︑
タイソウカナシンデ︑犬ヲウヅ

ミテ︑タイソウカナシンデ︑︵略V︒

二546

犬ヲコロシテシマヒマシタ︒

ヨイオヂイサンバ白イ犬 二542
子ドモノヤ

︵略﹀︑子ドモノヤウニカ

アル日犬型オヂイサン

エマシタ︒

犬ヲウヅメテ︑ソノ上二小サ

二547

ナマツノ木ヲ一本ウエマシタ︒

二553 ソノマツノ木ハズンズ

一月モタタナ

ン大キクナツテ︑

アル日犬ハオヂイサン

イウチニ︑︵略﹀︑大キナ太イ木

ヨイオヂイサンハヤガテ

ノタモトヲクハヘテ︑ハタケノ

ハタケノスミヲボツ

ハタケノスミヲホツ

二573

︵略﹀︒

ヨイオヂイサンハヤガテ

ヨクノフカイオヂイサン

ヨクノフカイオヂイサン

テ︑米 ヲ ツイテ ミマシタガ︑

ハマタコノゥスヲカリテイツ

二573

ガ︑︵略V︒

コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク
ツテ︑ソレデ米ヲツキマシタ

二562

ガ︑︵略﹀︒

コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク
ツテ︑ソレデ米ヲツキマシタ

ワルイオヂイサ 二56一

スミヘツレテイツテ︑﹁︵略V︒﹂

トナリノ

ニナリマシタ︒

イツテ︑

二532サウシテソノ犬ヲツレテ

テミマシタガ︑︵略V︒

イツテ︑

二532サウシテソノ犬ヲツレテ

ニキマシタ︒

ンバソレヲキイテ︑犬ヲカリ

二527

トヲシヘマシタ︒

二514

スミヘツレテイツテ︑︵略﹀︒

二514
アル日犬ハオヂイサン
ノタモトヲクハヘテ︑ハタケノ

スミヘツレテイツテ︑︵略﹀︒

ノタモトヲクハヘテ︑ハタケノ

二513

ハイガツテヰマシタ︒

二511

ゥニ労協イガツテヰマシタ︒

ヲーピキカツテ︑

二507

デミマセゥ︒

コレカライツシ立師ヨン

リヲノマセテクダサツタノハ︑

ノ

キモノヲヌツタリセン

オカアサンバワタクシ
﹁︵略﹀︑ボクガウチカラ

コハサウナ目ヲシテ︑

アリマセン

アノオヤネニハウ

二497

ドナタデスカ︒

カ︒﹂

ニランデヰルデハ

二435圏

タドンヲモラツテキマスカラ︒﹂

二433囹

ヲ雪下イガツテクダサイマス︒

二401囹

ドナタデスカ︒﹂

タクシタリシテクダサルノハ︑

二394圏

カ︒

クダサツタ

二355圏 ﹁モチハ︵略V︑イテハ 二387園 ︵略﹀︑クスリヲノマセテ
イケマセン︒﹂

二357 トモダチハ﹁︵略V︒﹂ト︑ト
メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

二363 アタルト︑モチハ白イト
リニナツテ︑パットトンデイキ
マシタ︒

二363 アタルト︑モチ月白イト
リニナツテ︑パツトトンデイキ
マシタ︒

二372囹﹁アカンボノトキニ︑ダ
イテチチヲノマセテクダサツタ
ノハ︑ドナタデスカ︒

カ︒﹂

二462

︵略﹀︑

︵略﹀︑ドコノテンジンサ

ワタクシバ本ヲ五サツ

テミマシタガ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑キタナイドロ水ノ

テミマシタガ︑︵略V︒

コレニハ︵略V︑ハナサカヂ 二536

ナシガカイテアリマス︒

二494 コレニハウツクシイエガ 二533サウシテソノ犬ヲツレテ
イツテ︑ 迫真ケノスミヲホッ
アツテ︑ハナサカヂヂイノオハ

モツテヰマス︒

二483

ガウエチアリマス︒

マノオヤシロニモ︑ウメノ木

二476

ヰマス︒

メバチノ大キナモンガツイテ

二465

ミガタクサンツイテヰマス︒

アノ太イ木ハ︵略﹀︑ツボ

二373囹 ﹁︵略﹀︑ダイテチチヲノ 二436園 コハサウナ目ヲシテ︑
ニランデヰルデハ アリマセン

マセテクダサツタノハ︑ドナタ

デスカ︒

二376囹 アタタカイフトコロ ノ

中ヘイレテ︑ネンネコウタヲゥ
タツテクダサツタノハ︑ドナタ
デスカ︒

タツテクダサツタノハ︑ドナタ

二377囹︵略﹀︑ネンネコウタヲウ
デスカ︒

二382園 ハシヲモツテ︑ゴハン
ヲタベサセテクダサツタノハ︑
ドナタデスカ︒
二383圏 ︵略﹀︑ゴハンヲタベサセ

テクダサツタノハ︑ドナタデス
カ︒

二387園 ︵略V︑シイパイシテ︑クス 二495

801

て一て

テ︑米ヲ ツイテミマシタガ︑

ハマタコノゥスヲカリテイツ
カレ木ノエダニカカツタカ

ヲ

カゴ

ニ

イレテ︑

オヂイサンバヨロコンデ︑

カゴ

ニ

イレテ︑

オヂイサンバヨロコンデ︑
ヲ

二611圏 ハナヲサカセテミヨ︒﹂
二613 ハヒヲトツテ︑カレ木ニ

ニナリマシタ︒

リニナツテ︑﹁︵略﹀︒﹂トオホセ

テヰタ

ハヒ

ヲカキアツメテ︑

︵略V︑トノサマノ風詠ヘリヲマ

ノコツテヰタハヒヲ

ヨクノフカイオヂイサン

ツテヰマシタ︒

二632

バ︵略V︑

ヨクノフカイオヂイナン

カキアツメテ︑︵略﹀︒

二633

二634 ヨクノフカイオヂイサン
バ︵略﹀︑カレ木ノ上ニノボツ
テ︑トノサマノオカヘリヲマツ
テヰマシタ︒

コンドハ

ウツクシイ小ト

リガマドノソトカラノゾイ

三52

テ︑﹁マサヲサン︑︵略﹀︒﹂

三54園﹁マサヲサン︑ソンナニ

イツシヨニウタ

ゥチニバカリヰナイデ︑チツト

ソトヘデテ︑

ヨクノフカイォヂイサン

バ︵略﹀︑トノサマノオカヘリヲ

ヲウタヒマセゥ︒﹂

二635

マツテヰマシタ︒

セウ︒﹂

二637︿略Vトノサマガオトホリ 三54圏 ﹁︵略V︑チツトソトヘデ
テ︑イツシヨニウタヲウタヒマ
ニナツテ︑﹁︵略V︒﹂トオホセニ

ナリマシタ︒

二657

︵略﹀︑ワルイオヂイサンハ

ハルノアタタカイ目二︑

トウトウシバラレテシマヒマシ
タ︒

R5

マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

ウツクシイサクラノハナ
ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

三37

﹁マサヲサン︑︵略V︒︵略﹀︒﹂

三45囹﹁マサヲサン︑ノニモ山
ニモワタクシドモノナカマ
デテキテ︑イツシヨ

タクサンサイテヰマス︒

三45囹

イキマ

マサヲハミムキモシナイ

アソビマセンカ︒﹂

デテキテ︑イツシヨ

アソビマセンカ︒﹂

S5園
三47

デ︑﹁コレガスンデカラ
セウ︒﹂

ノコツテヰタハヒヲ

カキアツメテ︑カレ木ノ上ニノ

ガ
マサヲハ︵略V︑﹁コレ

スンデカライキマセウ︒﹂

三48囹
マツテヰマシタ︒

ボツテ︑トノサマノォカヘリヲ

バ︵略V︑

セテミョ︒﹂

スンデカ

マサヲハ︵略V︑﹁コレガ

スコシタツテオサラヒガ

ソコヘトモダチガサソヒ

ニア

ニハ︑ ︵略V︑イロイ

︵略V三人デノハラ

ノハラ

アカトキイロトムラサキ

小さなむしがとんできま

した︒︹ひらがなのドリル︺

三98

ト三イロソロツテキレイデス︒

三95

ヲコシラヘマシタ︒

三93
ソレカラ三人デツンダ
ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ

ロナハナガサイテヰマス︒

V3

ソンデヰマス︒

三67

キマシタ︒

ツシヨニノハラヘアソビニイ

ニキマシタカラ︑ヨロコンデイ

三62

スミマシタ︒

三58

スンデカライキマセウ︒﹂

三57園

ライキマセゥ︒﹂

モシナイデ︑﹁コレガ

二606トノサマガココヲオトホ 二642囹 ﹁モウードハナヲサカ 三56 マサヲハヤツパリミムキ

トヨンデアルキマシタ︒

二604 オヂイサンバ︵略V︑﹁︵略V︒﹂

﹁︵略﹀︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

ソノ ハヒ

二597

﹁︵略﹀︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

ソノ ハヒ

二596

トオモフト︑︵略﹀︒

︵略﹀︒

二573 ヨクノフカイオヂイサン

ハマタコノウスヲカリテイツ
テ︑米ヲツイテミマシタガ︑
︵略﹀︒

ヨイモノハナ

二575 ︵略V︑ヤツパリキタナイモ

ノバカリデテ︑
ンニモデマセン︒

マタォコツテ︑ソノウス

ヲコハシテ︑火山クベテ︑ヤイ

二577
テシマヒマシタ︒

黶@ マタォコツテ︑ソノウス

﹁︵略﹀︒﹂トオホメニナツ

ナゲカケマスト︑︵略V︒

二624

テ︑タクサンノゴホウビヲクダ

マタォコツテ︑ソノウス

サイマシタ︒

マタオコツテ︑ソノウス

ヲコハシテ︑火ニクベテ︑ヤイ
二582

ヲコハシテ︑火ニクベテ︑ヤイ
テシマヒマシタ︒

二586 ヨイォヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑カマドノ
下ニオキマシタ︒

二586 ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑カマドノ
下ニオキマシタ︒

二59ースルトカゼガフイテ︑ハ
ヒガパツトタツテ︑︵略﹀︒

ヒガパツトタツテ︑川ムカフノ

二63一 ヨクノフカイオヂイサン
バコノハナシヲキイテ︑ノコツ

テシマヒマシタ︒

二58一

テシマヒマシタ︒

ヲコハシテ︑火ニクベテ︑ヤイ

一一

二592スルトカゼガフイテ︑ハ

ニ
ニ

一二

ガ

一二

一二

T8

三101

大きなうまがはしってき

ました︒︹ひらが な の ド リ ル ︺

イマ ヘイタイニイツテヰマス︒

三106 一バン上ノニイサンハ
三112 ワタクシバオカアサンノ
イヒツケヲヨクキイテ︑イモウ

トノモリヲシタリ︑オツカヒ
ニイツタリシマス︒
三115
オトウトハ︵略V︑イツモ
ブチトアソンデヰマス︒
三124 ︵略︶︑オヂイサンハイロイ

ロナオモシロイハナシヲキカセ
テクダサイマス︒

に はのまつの木の上

にはとりはとやでねて

へ月がでてゐます︒︹ひらがな

三128
のドリル︺

三131
ゐます︒︹ひらが な の ド リ ル ︺

カラ︑︵略﹀︒

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ
デセウ︒

デ︑ドンナニマツテヰルコト

ません︒

三245

うまはからだがほそく
牛はからだが太くて︑足

牛のつめは二つにわれ
︵略﹀︑うまのはわれてゐ

てるますが︑︵略﹀︒

三244

がみじかうございます︒

三243

て︑足がながうございます︒

三241

三157︵略V︑スキヲネラツテ︑タ 三232私はそとがかたくて︑中
がやはらかです︒
ツターケリデ︑ケハヤヲケタフ

ミテヰ夢人ハミンナー

シマシタ︒

ミテヰ召人ハミンナー

テヲタタイテホメマシタ︒

テヲ月寒イテホメマシタ︒
﹁︵略﹀︒﹂といって︑けはや

がじまんをしました︒︹ひらがな
のドリル︺

三168

三18一 モウコエバカリキコエテ︑
スガタハミエマセン︒

三185 サヘヅルダケサヘヅルト︑
イマニマタオリテキマセウ︒

三187 オリルトキニハ︑オチル
ヤウニハヤクォリテキマス︒
ユフガタニナツテモ︑オ

ヤドリガオリテコナイトキニ

三196
ハ︑︵略﹀︒

くまいそ︒

三281

馬ニマグハヲヒカセテ︑

田ヲカキナラシテヰル人モア

三321

リマス︒

三323 ナハシロデナヘヲトツテ
ヰル人モアリマス︒
三325
ナヘカゴニナヘヲ入レ

ナヘカゴニナヘヲ入レ

テ︑ハシツテイク人モアリマス︒

三326

子ドモガニ三人アゼニ

テ︑ハシツテイク人モアリマス︒

タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ

三328

入レテヰマス︒

ス︒

アカイタスキヲカケテ︑

コエヲソロヘテ︑ウタツテヰマ

ツテ︑

三333

︵略V︒

︵略Vタケノコガ︑モウコ 三332

ンナニノビテ︑私ノセイトオ
ダンダンノビルト︑タケノ

ナジクラヰニナリマシタ︒

三285

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ

リマス︒

馬ニマグハヲヒ月比テ︑

田ヲカキナラシテヰル人モア

三318

ツテヰマス︒

三315 アメガフリツヅイテ︑田
ノ水ガタクサンニナリマシタ︒
三317 ドコデモ田ウエガハジマ

タガガカケテアリマス︒

三306タルヤヲケニモ︑竹ノ

ノデス︒

ス︒

三334

ヲソロヘテ︑ウタツテ

ナヘヲウエテヰル女ハ︑

コエヲソロヘテ︑ウタツテヰマ

︵略V︑マルイカサヲカブ
三292 アタラシイ竹ハ アヲアヲ 三334
ツテ︑ アカイタスキヲカケテ︑
トシテ︑ マコトニウツクシイモ

ナリマス︒

︵略﹀︑マルイカサヲカブ

それでけはやはわらはれ 三271圃 けれどもいそいでつまつ 三331 子ドモガ︵略V︑ナヘヲ田
ノ中ヘナゲ入レテヰマス︒
ナヘヲウエテヰル女ハ︑

て︑すくねはほめられました︒︹ひ
らがなのドリル︺

アタタカイカゼガソヨソ

ヨトムギノホノ上ヲフイテ

三174
ヰマス︒

サヘヅリナガラダンダン

サヘヅツテヰマス︒

いぬはおきて︑ないてゐ 三175 ヒバリガオモシロサウニ

ます︒︹ひらがな の ド リ ル ︺

三132

ヰマシタ︒

引受ク上ツテイキマス︒

いぬはおきて︑ないてゐ 三178

三136
ウシノツノヤ︑シカノ
ツノデモヲツテシマフホドデ︑

ます︒︹ひらがな の ド リ ル ︺

三132

2

キニナツテ︑ノミノスクネト
イフ人トスマフヲォトラセニ

ソレヲ天子サマガオキ

三144 ソレデ﹁︵略V︒﹂トイバツテ

︵略﹀︒

二

ナリマシタ︒

三146

16

16ド16ド
6
3

三153シカシスクネモチカラガ 三197 ︵略V︑子ヒバリハスノ中

ヲウエテヰル女ハ︑

エ

ヲソロヘテ︑ウタツテ

エヘ

サイテ︑

ミチノ小グサ

﹁コトシ ハホウネン︑ホ

、．ニコ

て一て
802

803
て

て

イマニアノナヘガノビ

モ 米ガナル︒﹂

三344
テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ
あるばんまさをははは

ニナリマセゥ︒

三348

といつしょによそからかへっ
てきました︒

三351
みちでほたるを一びき
つかまへて︑母からかみをもら

三381

がくかうへもって行くも

をして︑

ゐます︒

ゐます︒

をして︑

ゐます︒

手をついてすわって

︵略﹀︑ばくつとくって︑へ

をして︑手をついてすわって

かへるは︵略V︑大きな目

手をついてすわって

︵略﹀︑がぶがぶと水をの 三475 かへるは︵略﹀︑大きな目

一つやって見よう︒﹂

の中へはいりましたが︑︵略﹀︒
三415囹

みんなこのふろしきの

のは︑

た︒

三421

んで︑とうとうしんでしまひまし

︵略﹀︑がぶがぶと水をの 三476

んで︑とうとうしんでしまひまし

三421

これで︵略︸や︑せんせい

中につつんであります︒
三385

︵略﹀︑目はいつもはっき

の見せてくださるいろいろなも
のを見るのです︒
三393

た︒

︵略V︑目はいつもはっき 三428 ︵略﹀︑ユフハンニハ︑ケラ 三482

りしてみて︑よく見えます︒

三393

ん︒

うが川の中でさかな

ヒロゲテゴランナサイ︒

︵略﹀そらをむいて︑なが

ヒロゲテゴランナサイ︒

三447アサ日ニムカツテ︑手ヲ
三457

︵略﹀そらをむいて︑なが

いさををふりまはしてゐました︒

見てみるうちにまた一 三457

一びきくはへて︑でて

今もぐつたかとおもふ

一びきくはへて︑でて

今もぐつたかとおもふ

をとってゐました︒

三404
三406
と︑すぐに
きます︒

と︑すぐに

三406
きます︒

三408

ヲ左ノ方ニナラベテ︑アマリ
ハタラキノナカツタモノヲ右
ノ方ニナラベタノデス︒
三446アサ日ニムカツテ︑手ヲ

三472

ともだちは﹁︵略﹀︒﹂とい

へもぐって︑︵略V︒

へもぐって︑しばらくたつと︑

三491又さかさまになって︑下

︵略﹀︑ひとりでにうかぶ

︵略﹀︑水の上へ出てきます︒

︵略﹀︑ひとりでにうかぶ

やうにして︑水の上へ出て

三492

きます︒

やうにして︑水の上へ出て

三493

きます︒

三494 水の上で足をのばし

て︑ぼんやりうかんでみること

もあります︒

て︑ぼんやりうかんでみること

三495 水の上で足をのばし

もあります︒

三498こひやふななどは水か

しだれやなぎにとびつく

ら出ると︑しんでしまひます︒

かへるは︵略V︑大きな目 三507圃

つてわらひました︒

三475

三488又さかさまになって︑下

つてつつみました︒
りしてみて︑よく見えます︒
いきなかほをしてゐます︒
イノ人ヲ右ト左ニワケテ︑
三352 ︵略﹀︑母からかみをもら 三394 耳もよくきこえて︑きき
三
482 ︵略V︑ばくつとくって︑へ
ス
ワ
ラ
セ
マ
シ
タ
︒
おとすやうなことはありませ
三432 ︵略﹀テガラノアツタモノ
いきなかほをしてゐます︒

あをいひかりがかみの

つてつつみました︒

三354
上からすいてみえます︒

﹁おや︑にげたのかしら

三355 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま
せん︒

三358
ん︒﹂と︑いそいでかみをあけて

﹁おや︑にげたのかしら

みると︑︵略︸︒

三358
ん︒﹂と︑いそいでかみをあけて

いさををふりまはしてゐました︒

見てみるうちにまた一 三458 そこへともだちがきて︑

びきくはへて︑ういて出ます︒

﹁︵略﹀︒﹂ときくと︑︵略﹀︒

のだ︒﹂

見てみるうちにまた一 三461園 ﹁おい︑なにをしてみる

から見てみて︑﹁︵略﹀︒﹂と︑川

の中へはいりましたが︑︵略﹀︒

それをからすが木の上
から見てみて︑﹁︵略﹀︒﹂と︑川

三413

へあがってはたけ︒﹂

三413それをからすが木の上 三471囹 それよりはやねの上

びきくはへて︑ういて出ます︒

くらいところへはなし 三411

びきくはへて︑ういて出ます︒

けれども光ってはみませ 三411

みると︑︵略﹀︒

三362
ん︒

三368囹
てごらん︒﹂

三374 ︵略﹀︑あをく光りながら︑

がくかうへもって行くも

しっかにとんでいきました︒

三378

のは︑ みんなこのふろしきの
中につつんであります︒

て一て
804

かへる︑とんではおち︑おちて
はとび︑︵略V︒

かへる︑とんではおち︑おちて

三508園 しだれやなぎにとびつく
はとび︑︵略V︒

す

三 5 2 1 國 か ぜふく小えだにす
をはる小ぐも︑はってはきれ︑
きれてははり︑︵ 略 ﹀ ︒

三522圃 かぜふく狂えだに
をはる小ぐも︑はってはきれ︑
きれてははり︑︵ 略 ︶ ︒
︵ 略 V︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

︵ 略 V︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

トイツテ︑ナカナカスグ辻占行

三542

キマセン︒

三553

トイツテ︑スグニハキマセンデ

︵略﹀︒

カラソノカメラ買ツテ︑ウミ

三583 ︵略Vワタイレハ︑ユキモ 三607 今にあのあみをだんだ
買ツテ︑︵略﹀︒
タケモミジカクナツテ︑モウキ
んはまべ へひきよせてくると︑
三662 ウラシマハ︵略V︑子ドモ
ラレマセン︒

三612はまべのまつの木の下

あげます︒

テヰルト︑︵略﹀︒

ウラシマガウミベデツリヲシ

三585うみの水が青青として︑ 三608 ︵略﹀︑女や子どもも大ぜ
ヘハナシテヤリマシタ︒
どこまでもつづいてるます︒
い出て︑いっしよになってひき
三662 ウラシマハ︵略V︑子ドモ
かうソノカメラ買ツテ・ウミ
三586 うみの水が青青として︑
あげます︒
どこまでもつづいてるます︒
三608 ︵略V︑女や子どもも大ぜ ヘハナシテヤリマシタ︒
三587
とほくの方では青そら
い出て︑いっしよになってひき
三664 ソレカラニ三日タツテ︑
といつしょになってみるやう
に見えます︒

つていくきせんもあります︒

三602 左の方にはなればなれ
になってみるのは︑魚をつつ
てるる舟です︒

三603 左の方にはなればなれ
になってみるのは︑魚をつつ

ろしてるるのです︒

みるのもあります︒
三635 そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑︵略V

︵略﹀︑大キナカメが出テ

テヰルト︑︵略V︒

三666

︵略﹀︑大キナカメが出テ

キテ︑﹁︵略V︒﹂トイヒマス︒

キテ︑﹁︵略﹀︒﹂トイヒマス︒

三666

マ

ウラシマガヨロコンデ︑カ

ノルト︑︵略﹀︒

シヅンデ行ツテ︑︵略﹀︒

シヅンデ 行ツテ︑ マモナクリ

リュウグウ垣壁︵略﹀キレ

ノ來タノヲタイソウヨロコ

イナオヒメサマ ガ居テ︑ウラシ

三68一

ユウグウ ノ門ヘツキマシタ︒

へ

三676 ︵略﹀︑ダンダンウミノ中

中へ

メニ ノルト︑ダンダンウミノ

三675ウラシマが二野コンデ︑カ

メニ

三674

ツレテ行ツテアグマセゥ︒

三671園オレイニリユウグウヘ

ツレテ行ツテアゲマセゥ︒

そのうづまきに︑︵略Vと︑ 三671圏オレイニリユウグウヘ

と︑ふたいろあります︒

三637

左から右へまはってみるの
と︑ふたいろあります︒

へ出テ見

貝ざいくを賓るみせで
アル日ウミベ

買ってきたのです︒﹂

三645圏
三655

︵略V︑子ドモが大童イデ

ルト︑︵略V︒

三657

カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ

カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ

思ツテ︑子ドモカラソノカメヲ

三605 右の方に五六そうかた シテヰマス︒
まってみるのは︑今あみをお
三66一 ウラシマハカハイサウニ

ろしてるるのです︒

三604 右の方に五六そうかた シテヰマス︒
まってみるのは︑今あみをお
三658 ︷略﹀︑子ドモが大義イデ

てるる舟です︒

ふかいつぼのかたちになって

三593 今日は︵略V︑舟がたくさ へ行って見ませう︒
三665
ソレカラニ三日タツテ︑
んおきへ出てゐます︒
三625
︵略V︑さざえのやうに︑
ウラシマガウミベデツリヲシ

三594ほをかけてみるのもあ
り︑︵略V︒

三596ほを︵略﹀︑かけてみない
のもあります︒

くろいけむりを出して走

三598

ヲトツテ︑ニゲテ行キマシ

私ガキヨネンマデキテ

つていくきせんもあります︒

シタ︒

三601くろいけむりを出して走

三555 ︵略﹀ネコガダイジナキン
ヲトツテ︑ニゲテ行キマシ
ギヨ

タ︒

ギヨ

三555 ︵略Vネコガダイジナキン
タ︒

ウチヂユウノ人ノキモ

三562 ︵略Vイクスヂモツナヲ
ハツテ︑

ノガホシテアリマス︒

三564 ︿略﹀イクスヂモツナヲ
ハツテ︑ウチヂユゥノ人ノキモ
三58一

ワタイレハ︑︵略﹀︑モウキ

ノが ホシテアリマス︒
ヰタ

ラレマセン︒

805
て

て

ンデ︑︵略﹀︑サマザマ

ヲシテ見セマシタ︒

ノアソビ

ヲタイソウヨロコンデ︑イロイロ

三682 ︵略﹀︑ウラシマノ來タノ

ナゴチソウヲシタリ︑サマザマ
ノアソビヲシテ見セマシタ︒
ヲシタリ︑サマザマノアソビヲ

三684 ︵略﹀︑イロイロナゴチソウ

シテ見セマシタ︒
タマリマセンカラ︑︵略V︑ウチヘ

三685 ウラシマハオモシロクテ
カヘルノモワスレテヰマシタ︒
三687 ウラシマハ︵略﹀︑リユウグ

チヘカヘルノモワスレテヰマ

ゥノォキヤクサマニナツテ︑ウ
シタ︒

三687 ウラシマハ︵略︶︑ウチヘ

﹁イロイロ避暑ワニナ

カヘルノモワスレテヰマシタ︒
三695 オモシロイアソビモ毎日
見ルト︑シマヒニハアキテキマ
ス︒

三701圏

ツテ︑アリガタウゴザイマスガ︑
︵略﹀︒

ツテ︑タマテバコトイフリツパ

三718 オトヒメハ﹁︵略﹀︒﹂トイ

ナハコヲワタシマシタ︒

ノツ

三723 ウラシマハ ハコヲモラツ

テ︑マタカメノセナカニ

ウラシマハ︵略﹀︑マタカ

テ︑海ノ上へ出テ來マシタ︒
三724

メノセナカニノツテ︑海ノ上

へ出テ來マシタ︒

けいさつしょのよこを北

オヂイサンニナツテシマヒマシ
タ︒

四21

ウラシマハ︵略﹀︑マタカ

メノセナカニノツテ︑海ノ上

三725

まがって︑すこし行くと︑

︵略﹀︒

へ

へ出テ來マシタ︒
三725 ウチヘカヘツテ見ルト︑

村の人人が︑︵略﹀を馬

やくるまにつんで︑懸りにき

四33

︵略V雨がふりさうにな

つたので︑いそいで山を下りま

四82

した︒

ノハ︑イ

日ノマルノコクキガアサ

日日カガヤイテヰル

四88

サマシイデハアリマセンカ︒

センセイガチヨクゴヲオ

︵略ζさざれ石のいは

ほとなりて︑こけのむすまで︒

四102図圃

トモーシヨニ君ガヨノウタ

四95

ヨミニナツテ︑センセイモセイ

オドロキマシタ︑︵略﹀︒

三726 ︵略﹀︑父モ母モシンデ
シマツテ︑ジブンノウチモアリ

ヲゥタヒマシタ︒

シマツテ︑ジブンノウチモアリ

を見てゐました︒﹂

四107 今年ハエダガヲレルホ
﹁うちのまへ

﹁それでは着くるまの

︵略Vカカシガタテテアリ

サハストアマクナツテ︑

去年ハホシテ︑クシガキ

︵略V︑毎アサ早クオキテ︑

︵略﹀︑毎アサ早クオキテ︑

クリハユデテタベテモ︑

クリハユデテタベテモ︑

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

四128

ス︒

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

四127

來マシタ︒

行ツテ見ルノガタノシミデス︒
四127 ケサモ五十ホドヒロツテ

四125

行ツテ見ルノガタノシミデス︒

四125

ニ作リマシタ︒

四121

タイソゥウマイカキデス︒

四116

マス︒

ドタクサンナツテヰマス︒

四58囹

﹁うちのまへの川が

四113

四61囹

あんなにまがりまがって︑とほく
の方へながれでるます︒

の川が

マセン︑︵略﹀︒
四35 又町からは︑︵略﹀など
︵略V︑父モ母モシンデ を買ってかへります︒
四55囹 私はまるでちがった方

ます︒

三727

︵略﹀︑トモダチモミンナ

マセン︑︵略﹀︒

三728

︵略﹀︑トモダチモミンナ

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
ハ一人モアリマセン︒
三731

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
ハ一人モアリマセン︒

あの川むかふの木の

あんなにまがりまがって︑とほく
の方へながれでるます︒

四64園

のもりです︒﹂

しげってみるのが︑八まんさま

三732何ダカカナシクテカナシ 四62囹
クテタマリマセン︒
クテタマリマセン︒

三732何ダカカナシクテカナシ

とほつてみる長いはしが︑八ま
んさまのまへのはしですね︒﹂
︵略﹀︑オトヒメノイツタ

四68囹今あのはしの上を人

三734

コトモワスレテ︑タマテバコヲ
︵略V︑オトヒメノイツタ

アケテ見ルト︑︵略V︒

三735

人を入れると︑六人目せう︒﹂

四75囹 ﹁くるまにのってみる

がいくたりとほつてゐますか︒﹂

コトモワスレテ︑タマテバコヲ

二人はまだ方方ながめ
四78

ス︒

二人はまだ方方ながめ
て︑あそんでゐましたが︑︵略﹀︒

て︑あそんでゐましたが︑︵略﹀︒

四78

アケテ見ルト︑︵略﹀︒

︵略﹀︑申カラ白イケムリ

ガ出テ︑ウラシマハニバカニオ

三736

︵略﹀︑ウラシマハニバカニ

ヂイサンニナツテシマヒマシタ︒
三737

て一て
806

四137團 ︵略V︑四方の山を見お
きく︑ふじは日本一の山︒

ろして︑ かみなりさまを下に

ではいとれません︒

馬をとばして︑そのておひじし

だっねの方へ下りて來ます︒

イツテ︑ニツコリワラヒマシタ︒

クダサイ︒﹂

ソレカラフデヲ見セテ

︵略﹀︒

こってみるのぎくを見つけて︑

﹁︵略﹀︑かうさむくなつ

むくなっては︑しかたがありま

﹁おきくさん︑おきくさん︑かうさ

すまい︒

オマツハ太イフデト細
イフデヲ出シテ︑﹁コノ太イノ

四248

四278園

﹁︵略﹀枯れたやうに見

えても︑ねは生きてゐます︒

四286園

てい枯れてしまったやうです︒

四281園あなたのおなかまは大

ては︑しかたがありますまい︒

ガ五センデ︑細イノ一三セン
フデヲ
ワタシナガラ︑

オマツハ糸ト

五リンデス︒﹂

﹁︵略﹀︒﹂

四262

はるになって︑だんだん

四288下土の中で︑しっかにら
い年のはるをまってみるの

です︒

﹁三十センアゲマスカラ︑ 四288囹

あたたかになると︑︵略﹀︒

せます︒

四293圏

四301

︵略﹀夕はんが今すんで︑

いなはなをさかせて見せます︒

︵略V︑そのうちにきれ

にきれいなはなをさかせて見

まためをふき出して︑そのうち

オマツハツリヲワタシテ︑ 四292囹 ︵略﹀︑枯れたあとから︑
さむい北かぜがふいて︑

︵略V︑のはらのくさやは
なは大ていかれてしまひました︒

四271

かれてしまひました︒

のはらのくさやはなは見てい

四268

﹁毎ドアリガタウゴザイマス︒﹂

四265

コレデトツテクダサイ︒﹂

四264園

ダサイ︒﹂

アゲマスカラ︑コレデトツテク

イ紙ヲ三ツ出シテ︑﹁三十セン

オトミハマルクキツタ白

紙ニツツンデ︑

みのししはますますあば 四256

ただつねはしっかりとを

れてかけおります︒

四181

四184

をにぎって︑のってゐます︒

ただつねはしっかりとを

をにぎって︑のってゐます︒

四184

︵略V︑ただつねはこしの

刀をひきぬいて︑つづけて五刀

四191

︵略﹀︑ただつねはこしの

六刀さしとほしました︒

四191

刀をひきぬいて︑つづけて五日
︵略V︑ただつねはすぐに

六刀さしとほしました︒

四204園﹁次郎︑オマヘハ手ノ

へとびのきました︒

そばのたふれてみた木の上

四195

四244囹

四167 早くて早くて︑とても弓矢 四235 オマツガオトミトアキナ 四275 一びきのきつねがさきの
ヒノアソビヲシテヰマス︒
ではいとれません︒
こってみるのぎくを見つけて︑
四237オマツノ店ニハ︑︵略﹀ガ
︵略V︒
ナラベテアリマス︒
四276 一びきのきつねがさきの

ものきて︑ かすみのすそをと

四145圃︵略﹀︑からだに雪のき 四173 ︵略﹀︑弓矢をなげすてて︑
にむかひました︒

にむかひました︒

馬をとばして︑そのておひじし

昔みなもとのよりともが 四173 ︵略﹀︑弓矢をなげすてて︑

ほくひく︑ふじは日本一 の山︒

四153
けらいをつれて︑ふじ のすそ
のでまきがりをしました︒
ちかまへてみて︑︵略﹀けものを︑

四155大ぜいのものが下にま 四176 みのししはまっすぐにた

大ぜいのものが下にま

弓でいとったのです︒

四155
ちかまへてみて︑︵略﹀けものを︑

弓でいとったのです︒
︵略﹀︑高いところがらお

ひおろして写るけものを︑弓で

四156

︵略Vみのししが︑︵略Vよ

いとったのです︒
四163

りともの居る方へかけおりて
來ました︒

四165 ︵略﹀︑きばをむき出して︑

をたてて︑とんで來ます︒

はないきをあらくして︑土けむり
四166 ︵略﹀︑きばをむき出して︑

をたてて︑とんで來ます︒

はないきをあらくして︑土けむり

四232

オヂイサンバ﹁︵略﹀︒﹂ト

ヤユビデス︒

くさのかげにないてゐ
た虫も死んでしまったのか︑

四273

四302

︵略V︑みんなあつまって︑

色色なはなしをしてゐます︒

四272 くさのかげにないてゐ みんなあつまって︑色色なはなし
ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
四166︵略V︑土けむりをたてて︑
をしてゐます︒
た虫も︵略V︑もうなくこゑも
四221圏 ニイサンバーバン太ツ
きこえません︒
テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ
四301 ︵略﹀︑みんなあつまって︑
とんで來ます︒

四166 ︵略V︑土けむりをたてて︑

とんで來ます︒

四167 早くて早くて︑とても弓矢

807

て一て

色色なはなしをしてゐます︒

サザエハスグカラノ中

ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑

四402
﹁︵略﹀︒﹂トイツテ︑スマシテヰマ

四307 ︵略﹀︑三郎はそれをきい
シタ︒

︵略︸︑﹁︵略V︒﹂トイツテ︑

の米はどうちがひますか︒﹂

︵略﹀︒

シタ︒

皆さんはとけいの見方

を知ってゐますか︒

四457

アル日ハマベ

へ出テ見

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

︵略V︒

ワニザメハ﹁︵略V︒﹂ト答

ワニザメハ﹁︵略﹀︒﹂ト答

白ウサギハコレヲ見テ︑

オマヘタチノセナカノ
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル

﹁︵略︶︒﹂トイヒマシタ︒

︵略﹀︑あさまでかうし 四537

レテ來マシタ︒

ヘテ︑スグニナカマヲ大毒イツ

四536

レテ來マシタ︒

ヘテ︑スグニナカマヲ大ゼイツ

おんなじひびきで︑うこ 四535

四461 皆さんはとけいにかいて 四531園
﹁︵略﹀︑ドツチが多イ
ある字がよめますか︒
カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂
四487圃

︵略﹀︑ばんまでかうし

いて居れども︑︵略﹀︒

四492國

て︑かつちん︑かつちん︒

四526

シタ︒

一ツニツト

︵略﹀︑ムカフノヲカマ

白ウサギハ

白ウサギハ

ワニザメ

一ツニツト

ハ︵略﹀︑大ソウ

ヲミンナムシリトツテシマヒマ

オコツテ︑︵略﹀︑白ウサギノ毛

四562

トイツテワラヒマシタ︒

四561 白ウサギハ︵略V︑﹁︵略V︒﹂

︵略﹀︒

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四553

︵略﹀︒

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四553

デナランデ見ヨ︒﹂

四546囹

カラ︑︵略﹀︒﹂

四544囹 オマヘタチノセナカノ
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル

カラ︑︵略V︒﹂

︵略V︑ソノママデヤイタ 四544囹

今ハ死ンデヰマスガ︑

︵略V︑モトハ海ノ中デ
︵略﹀︑今ハスコシ長イ名
アテテゴランナサイ︒
︵略V白ウサギガ︑ムカフ

︵略V︑ムカフノ大キナヲ

カへ行ツテ見タイト思ツテ︑
海ヲワタルクフゥヲカンガヘ

四525

ト思ツテ︑︵略V︒

ノ大キナヲカへ行ツテ見タイ

四524

四518

ヲモツテヰマス︒

四518

再呈イデヰマシタ︒

四516

︵略V︒

四515

リマセン︒

リニタリシテタベルノデハア

四511

て︑かつちん︑かつちん︒

四502圏

すんで居るまも︑︵略V︒

スコシタツテカラ︑ソツト 四497間われらがねどこで︑や

スコシタツテカラ︑ソツト

コレハヲカシイトオモツ
︵略﹀︑ソバ高層セン五リン

トカイタフダガタテテアリマ

四415

テ︑ヨクヨク見ルト︑︵略V︒

四412

チガツテヰマス︒

四411

︵略﹀︑何ダカヤウスガ

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑

四408

︵略V︒

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑

四407

スマシテヰマシタ︒

四406 ︵略﹀︑﹁︵略V︒﹂トイツテ︑

スマシテヰマシタ︒

四406

て︑ ﹁もちにする米とごはん
四323囹 ﹁知ってゐますとも︒

皆サンノ知ツテヰルダケ
皆サンノ知ツテヰルダケ

不ツテゴランナサイ︒

四366
四366
︵略V︑又赤や青ヤキ色

イツテゴランナサイ︒

四371

アル日タヒヒラメサバ

ニソメテ︑変ワラザイク ニモ ツ
ガヒマス︒

四382
タコナドガオヨイデヰルト︑
︵略﹀︒

四384 ︵略︶︑サザエが岩ノカゲ
カラヨビトメテ︑﹁︵略V︒﹂トイ

ボクラバカゥイフカ

ツテ︑ジマンバナシヲシマシタ︒

四392園
タイヨロヒヲキテヰルカラ︑
︵略﹀︒﹂

をばさんからいただいた

テ︑内カラトヲシメテヰサヘ

四394囹 ︵略V︑コノ中ヘハイツ 四421

おとしだまにのしがついてゐ
おちよはそれを見て︑母

して︑

テヰマシタ︒

をつかふやうになりました︒

四434園 それがだんだんにかは 四526 ︵略﹀︑海ヲワタルクフウ
つて︑今では紙で作ったのし
ヲカンガヘテヰマシタ︒

紙のやうにうすくした
ものです︒

四432囹︵略﹀︑あはびの肉をの

に﹁︵略﹀︒﹂と問ひました︒

四422

ました︒

ハイツ

スレバ︑アンシンナモノデス︒﹂
︵略﹀︑コノ中へ

テ︑内カラトヲシメテヰサヘ

四394園

﹁ ︵ 略 ﹀︒﹂トイツテ︑ジマン

スレバ︑アンシンナモノデス︒﹂
四396

バナシヲシマシタ︒

四40一 サザエ ハスグカラノ中
ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑
︵略V︒

白ウサギハイタクテタマ

ンナムシリトツテシマヒマシタ︒

四564 ︵略V︑白ウサギノ毛ヲミ

四566
リマセンカラ︑︵ 略 V ︒

ニタツテ︑ナイテヰマシタ︒

四567 白ウサギハ︵略V︑ハマベ
四567 白ウサギハ︵略V︑ハマベ
ソコ ヘカミサマガタガ

ニタツテ︑ナイテヰマシタ︒
四肝一

﹁ソレナラ海ノ水ヲア

トオタヅネニナリマシタ︒

オ ト ホ リ ガ カ リ ニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂

四575囹
ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

四575園﹁ソレナラ海ノ水ヲア

ナホナホクル

ヨリモカヘツ
︵略V ︑ マ ヘ

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂
四582

テイタクナツテ︑
シンデヰマシタ︒

ナホナホクル

︵略﹀︑マヘ ヨリモカヘツ

テイタクナツテ︑

四582

シンデヰマシタ︒

︵略︶︒

四59一 アニ神サマガタノォトモ
ヲカツイデイラ

ヲシテ︑フクロ

ツシヤツタノデ︑

︵略﹀︒

ヲカツイデイラ

ガタノオトモ
四592 アニ神サマ
ヲシテ︑フクロ
ツシヤツタノデ︑

テ︑又ソノワケ ヲ申シ上ゲマシ

目 ヲ コスツ
四597 白ウサギ ハ

タ︒

ホケ

ノナイ水デカラダヲア

四602囹 ハヤク川へ行ツテ︑シ

ラツテ︑

ノ

コロガ

ガマ

︿略﹀︑シホケノナイ水

︵略V︒﹂

四603圏
デカラダヲアラツテ︑

ニ

をとびあるいてゐます︒

モツトタクサンノン

﹁ソンナニ少シヅツノ

ノンデ上ゲマセウ︒﹂

はれぎ︒

この

ひなさ

﹁サウードニノンデハ︑

おはるあしたは

ままつり︒きせてやりたい

四726圃

カヘツテワルイノデス︒

四694園

ダラ︑早クナホリマセゥ︒﹂

マナイデ︑

四642犬はよろこんで︑雪の中 四69エ園
︵略﹀雪をたたきおとしな

をとびあるいてゐます︒

四644

今日は早くから母校へ

がらあるいてゐます︒

うぐひすがないてゐます︒

オハル

リマシタ︒

ハ

アネニテツダツ

テモラツテ︑オヒナサマヲカザ

四73一

リマシタ︒

テモラツテ︑オヒナサマヲカザ

今あのうめの木の枝 四73一 オハルハアネニテツダツ

といって︑うめの花のさくじ

から枝へとんでゐます︒
四664
昔からうめにうぐひす

四654

四651

せう︒

行って︑みんなで雪なげをしま

︵略V︑ガマノホヲシイ 四645

ホヲシイテ︑ソノ上
レ︒﹂

四604囹
テ︑ソノ上戸コロガレ︒﹂
ハ︑﹁︵略﹀︒﹂

トヲシヘテクダサイマシタ︒

四605 スルト神サマ

ニ行ツ

ヨロコンデォホクニヌシノ

ヨロコンデォホクニヌシノ

ミコトノ所ヘオレイ

四608

テ︑︵略﹀︒

四61一

ぶんから︑あんなうつくしいこ

ニ行ツ

ミコトノ所ヘオレイ

三郎ノ母ハ︵略V風ヲ

右ニウツクシイシヨクダイヲ

イリサマヲナラベテ︑ソノ左ト

五人バ

ニダン目ニバクワンヂヨ

立テマシタ︒

三郎ハシンパイシテ︑ヒマ 四742

ヲスエテ︑三ダン目ニハ

︵略V︑又ソノ次ノダン

ヤシヲオキマシタ︒

ニハ

ヒシモチトオゼンヲソナ

ヘテ︑花イケニハ︵略Vヲイケマ

へ來テ︑﹁︵略﹀︒﹂

シタ︒

四748

スツカリカザツテカラ︑母

四754母ハ來テ見テ︑︵略﹀︒

ヒマシタ︒

ノ所へ行ツテ︑﹁︵略V︒﹂トイ

四75一

ノ所へ行ツテ︑︵略V︒

スツカリカザツテカラ︑母

レバ︑母ノソバ

三郎ハ︵略﹀︑﹁︵略V︒﹂ト

グココへ來テヰル所デス︒
四677今モ外カラカヘツテ︑
グココへ來テヰル所デス︒

四677今モ外カラカヘツテ︑ス

イツテタヅネマス︒

四676

トイツテタヅネマス︒

四673三郎ハ︵略﹀︑ヒマサヘア 四746

テ︑︵略﹀︒

サヘアレバ︑母ノソバへ來

四672

ヒイテネテヰマス︒

四671

ヒイテネテヰマス︒

三郎ノ母ハ︵略V風ヲ 四736 一バン上ノダンニハダ

ゑでなきはじめます︒

どこを見てもまつ白で

四671

テ︑﹁︵略﹀︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒

四623けさおきて見ると︑︵略V︒
つて︑

四625 ︵略V︑雪がたくさんつも
す︒

四628 ゆふべは風がなくてし
つかなばんでしたから︑︵略﹀︒

四634
やぶの竹は弓のやう
にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま
す︒

︵略﹀︑中にはさきが土

までとどいてみるのもありま

四634
す︒

四638はのおちた木もみんな
まつ白になって︑はながさいた
やうです︒

四641犬はよろこんで︑雪の中 四685囹苦ケレバ私ガカハリ

ス
二

て
て

808

809
て
し
岬

四754 母三無テ見テ︑﹁︵略V︒﹂

オチヨサンヤオマツサ

トイヒマシタ︒

ンヲヨンデ來テ︑オアソビナサ

四757園
イ︒﹂

オチヨサンヤオマツサ

ンヲヨンデ來テ︑オアソビナサ

四757囹
イ︒﹂

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

ぐるまはってゐます︒

一人がすすみ出

るいことをはじめました︒

よい神さまがたは︑どうかし

︵略﹀︑一同あまの岩戸の外に

なりました︒

あつまって︑おかぐらをおはじめに

五25

色色ごさうだんの上︑︵略﹀︒

て大神にまた出ていただきたいと︑

五24

色色ごさうだんの上︑︵略V︒

て大神にまた出ていただきたいと︑

よ一は︵略﹀︑弓を引きし 五23 よい神さまがたは︑どうかし

おちついて見えます︒

した︒

四824

赤い扇は︵略﹀︑そらに

まはって︑波の上におちまし

まひ上って︑ひらひらと二つ三つ

四825

て︑︵略V︒

をいきられて︑そらにまひ上つ

赤い扇はかなめのきは

ぼって︑ひようと一矢いはなしま

扇は︵略﹀︑ぐるぐるまは 四823
︵略﹀よしっねはけらいに

つてゐます︒

四777
四783

その時

むかって︑﹁︵略﹀︒﹂とたつねまし
た︒

四788
て︑﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

そらをとんでみる鳥

︵略﹀︑大神がはたをおらせて

︵略﹀へおなげ入れになりました︒

五15

いらっしゃる所へおなげ入れになり
ました︒

大神はおどろいて︑あまの岩
戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五16

大神はおどろいて︑あまの岩

になりました︒

五17

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ
になりました︒

︵略Vせかいがくらやみにな
つて︑わるい神さまがさまざまのわ

五21

︵略V︑大神は少しばかり戸を

あけて︑おのぞきになりました︒

五35

︵略V︑オトホリスヂノミチガ

ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ

ソノ時ヤタガラストイフ烏

︵略V︑オサキニ立ツテ︑ヨイ

︵略﹀金色ノトビガトンデ來

︵略V金色ノトビガトンデ來

テ︑白雪ノサキニトマリマシタ︒

五67

テ︑オ弓ノサキニトマリマシタ︒

五67

タ︒

ミチノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシ

五64

タ︒

ミチノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシ

ガ出テ來テ︑オサキニ立ツテ︑ヨイ

五64

出テ來テ︑︵略V︒

五63

イマシタ︒

ケハシクテ︑オコマリノコトガゴザ

五62

つて︑お出し申し上げました︒

︵略﹀︑みんなが馬のくら 五41 ︵略︶︑すぐに大神のお手をと
をたたいてよろこびました︒

四831

におちました︒

と二つ三つまはって︑波の上

よ一は︵略﹀︑もしこれを
た︒
五31 ︵略﹀︑大ぜいの神さまがたは
いそこなったら︑生きてはみま
四826 赤い扇は︵略﹀︑ひらひら
手をたたいて︑お笑ひになりました︒

よ一は︵略Vとかくごを

中へのり入れました︒

きめて︑馬にまたがって︑海の

四808

いとかくごをきめて︑︵略﹀︒

四807

でも︑︵略﹀︒

四758 緯距ルハヨロコンデ︑友ダ 四792囹

︵略Vげんじはをか︑へい

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

四76一 オハル月半ロコンデ︑友ダ
四764

けは海で︑むかひあってみた
時︑︵略V︒

四766 ︵略﹀︑へいけ方から識そう

のふねをこぎ出して來ました︒

四811 よ一は︵略﹀︑馬にまたが 四832海の方でもふなばたを

︵略﹀︑船がゆれて︑まと

しばらく目をつぶって︑

しばらく目をつぶって︑

︵略︶︑目をひらいて見る

と︑こんどは扇が少しおちつ

四817

ひらいて見ると︑︵略﹀︒

神さまにいのってから︑目を

四816

ひらいて見ると︑︵略﹀︒

神さまにいのってから︑目を

四816

がさだまりません︒

四814

四767 見ればへさきに長いさを つて︑海の中へのり入れました︒
たたいて︑ 一どにどっとほめま
した︒
を立てて︑そのさをのさきに
四813 弓をとりなほして︑むかふ
はひらいた赤い扇がつけてあ
を見わたすと︑︵略﹀︒
五14 ある時生馬のかはをはいで︑
ります︒

四768 ︵略V︑そのさをのさきに

はひらいた赤い扇がつけてあ
ります︒

四772 一人のくわんちよがその
下に立って︑さしまねいてゐま
す︒

四772 一人のくわんちよが︵略V︑
さしまねいてゐます︒

四775 ふねはなみにゆられて︑

いて見えます︒

扇は風にふかれて︑ぐる 四818 ︵略﹀︑こんどは扇が少し

上ったり下ったりします︒

四776

て

て
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五68 ソノ光ガキラ︿トシテ︑ワ
ルモノドモハ目ヲアケテヰルコトガ
デキマセン︒

五71 ︵略﹀︑ワルモノドモ品目ヲア
ケテヰルコトガデキマセン︒

五74 ソノ光ニオソレテ︑皆ニゲテ
行キマシタ︒

五74 ソノ光ニオソレテ︑皆ニゲテ
行キマシタ︒

天皇ハ國ノ中ノワルモノド

モヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑

五78
天皇ノオクラヰ工費ツキニナリマシ
タ︒

五82 ︵略V︑コノ日ヲキゲンセツト
申シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデ
ゴザイマス︒

五86 そらからふって︑山の木のは
の 上 に 休 ん で ゐ ましたが︑︵略﹀︒

の 上 に 休 ん で ゐ ましたが︑︵略﹀︒

五86 そらからふって︑山の木のは
五87 ︵略V︑風にふかれて︑土の上
へおちました︒

五88 そこで大ぜいと一しょになつ

きがついて見ると︑︵略﹀︒

ごとなたきだ︒﹂といって︑ながめて

︵略﹀︑人が二三人立って︑﹁見

ゐました︒

五97
ごとなたきだ︒﹂といって︑ながめて

鳥はだのしさうに時々來て︑

ゐました︒

五104

魚はうれしさうにういたりし

羽をひたしました︒

五106
づんだりして︑およいでゐました︒

五128

︵略V︑何かと思ったら︑にも

けれども重い物は皆そこへし

つをつんだ船が通ってみたのです︒

五133

づめてしまって︑︵略V︒

けれども重い物は皆そこへし

づめてしまって︑番い物は一しょに

五133

︿略V︑輕い物は崩しよにここ

ここまでもって來ました︒

五134

までもって來ました︒

五重ミへ満て見ると︑ひろぐ

スワツテイラツシヤル高サガ

ナラノ大ブツトイツテ名高イ

として︑どちらを見ても水ばかりで
す︒

五142

モノデス︒

五143

五礼三尺五寸︑︵略V︒

︵略V︑大ブツサマノマヘニ立

池ノ中デコヒガオヨイデヰル

ツテヰル人ガ︑コンナニ小サク見エ

五152
マス︒

五155

大キナコヒガタクサンアツマ

ノヲ見タコトガアリマセウ︒

五157

大キナコヒガタクサンアツマ

ツテオヨイデヰルノハ︑︵略﹀︒

五163

鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ

︵略Vウロコが三十六枚ヅツ

ウロコが三十六枚ヅツナランデヰマ

ツテヰテ︑︵略︶︑クロイテンノアル

ス︒

五165

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

ナランデヰマス︒

五166

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆

目ハ大キクテ︑ロノ右左ニハ

︵略﹀︑皆金色ヲオビテヰマス︒

金色ヲオビテヰマス︒

五167

太イヒゲガアリマス︒

五167

轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル

ト︑︵略V︒

五172

又ドンナ流ノ早イ川デモ︑オ

︵略V︑バネ上ツテトツテ食ヒ

五172 ︵略﹀︑バネ上ツテトツテ食ヒ

マス︒

五173

マス︒

五175

鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ

ヨイデノボリマス︒

五176

デモ上ルコトガアルサウデス︒

五182鯉ノヤゥニゲンキガヨク︑大

シユツセヲセヨトイフ心デ祝フノデ

キクナツテカラハ︑︵略﹀︑ズンズン

セウ︒

︵略V︒

五195 ︵略V︑いそいで行って見ると︑

︵略﹀︒

五195 ︵略﹀︑いそいで行って見ると︑

五198

︵略V︑まないたに魚をのせて︑

さしみをこしらへてゐます︒

ウロコハカハラヲフイタヤゥ 五197 ︵略﹀︑まないたに魚をのせて︑
ウロコハ︵略﹀カサナリ合

ニカサナリ合ツテヰテ︑︵略﹀︒

五163

テヰマス︒

五161

ツテオヨイデヰルノハ︑︵略﹀︒

︵略V︑人や馬や車がたくさん 五157
︵略﹀︑爾がはにいへがたちな

らんで︑人がいそがしさうにあるい

五125

︿略﹀︑人がいそがしさうにあ

てるました︒

るいてるました︒

五126

として︑︵略V︒

魚はうれしさうにういたりし 五B5こ＼へ來て見ると︑ひろぐ
そばを通る人が﹁美しい川

づんだりして︑およいでゐました︒

五106
五112

それから田や畠の間を通って

だ︒﹂といって︑ほめました︒

五115
量るうちに︑︵略V︒

︵略﹀︑右からも︑左からも︑

︵略V︑右からも︑左からも︑

なかまがあつまって來て︑︵略V︒

五117

五117

なかまがあつまって來て︑いよく

︵略V︑はしがかけてあって︑

︵略V︑はしがかけてあって︑

にぎやかになりました︒

五122
︵略﹀︒

五122

です︒

人や馬や車がたくさん通ってみるの
五123

て︑せまい谷へ下りました︒

しばらくの間は何も知らずにゐまし

︵略V︑人が二三人立って︑﹁見

通ってみるのです︒

五95 ︵略V︑何だか目がまはって︑

五96

た︒

五96

ごとなたきだ︒﹂ と い っ て ︑ な が め て

︵略V︑人が二三人立って︑﹁見

ゐました︒

五97

811
て
て

母は戸だなの方をさして︑

さしみをこしらへ て ゐ ま す ︒

五201
﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

﹁そこにおさらがあるから︑

取っておくれ︒﹂

五202囹

さらを持って來ま し た ︒

五205 おはなは︵略V一ばん大きな

しかたがないから︑うったへ

うしてもかへしません︒

うとすると︑﹁︵略﹀︒﹂といって︑ど

五237
やく人はこ人をよび出して︑

て出ました︒

五238
その釜を前において取りしらべまし
た︒

やく人は︵略V︑その釜を前
﹁これは私が毎日使ってゐ

役人は︵略V︑﹁︵略﹀︒﹂とい

﹁︵略V︒﹂といって︑︵略﹀︒

五273

つて︑下役どもに言ひつけて︑しば
役人は︵略﹀︑下役どもに言

らせました︒

五273

五月・六月實がなれば︑枝

ひつけて︑しばらせました︒

五282圃

からふるひおとされて︑きんじよの
町へ持出され︑何升何合はかり費︒
︵略﹀︑しほにっかつてから
︵略﹀︑しそにそまって赤く

くなり︑︵略﹀︒

五286圃

五317

蝶ヲ見ルト︑︵略﹀︒

五341 ︵略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木

ノ葉ノ上図ネムツタヤウニシテヰル

五343

︵略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上

ノヲ見ルト︑︵略V︒

ニネムツタヤウニシテヰルノヲ見ル

五344

ト︑︵略V︒

五345 ︵略﹀︑ドンナユメヲ見テヰル

キモノノモヤウヤ︑カンザ

ノカト思ヒマス︒

五357

︵略V蝶ヲツカマヘテイヂメ

シナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

︵略V︒

昔雄略天皇がすがるといふ人

︵略V︑こをたくこん集めて來

すがるは︵略﹀︑あちらこち

︵略V︑たくさんの子どもをも

らって︑つれて來ました︒

五376 ︵略﹀︑たくさんの子どもをも

て來ました︒

たくさんの子どもをもらって︑つれ

らをたつねまはって︑﹁︵略V︒﹂と︑

五373

いとおほせになりました︒

五366

になりました︒

をおめしになって︑ ︵略Vとおほせ

五366

ゆうりゃく

ル人心︑ドウイフ心デセウ︒

︵略V︑うんどう會にもつい 五362
ましていくさのその時は︑

ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ
ツヤガアツテ︑色心コイミド
花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ
ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ

イニホヒガシマス︒

五315

リ色デス︒

五312

枝モ見エマセン︒

五303

なくてはならぬこのわたし︒

五298圃

て行く︒

五296圃

なり︑︵略﹀︒

﹁︵略V︑私は︵略V︑馬手を 五287圃

その釜は私が前から持って

ゐざりにむかって︑

役人はしばらく考へてるまし
︵略V

さっそく持ってかへれ︒﹂
ゐざりは大そうよろこんで︑

カタクテ︑ソノ中子マルイ種ガニツ

五376

天皇はこれをごらんになつ

らって︑つれて來ました︒

五382園

︵略﹀︒

﹁その子は皆お前にやるか

て︑大そうお笑ひになりましたが︑

ソレカラ十四五日タツテツム 五381
サクラノ花ノ下ニトンデヰル
白イ蝶ヲ見ルト︑︵略V︒

五337

ノヲニ番茶トイヒマス︒

五332

大型イノ女が茶ヲツンデヰマ

三ツヅツアリマス︒

︵略﹀︑春野をついてゐざり出

役人は後からこゑをかけて︑

ス︒

︵略V︑その釜をあたまにかぶ 五321

その釜をあたまにかぶって︑爾手を

五268

しました︒

五267

た︒

つて︑爾手をついてゐざり出しまし

五267

ついてゐざり出しました︒

五266

五264囹

﹁︵略﹀︒﹂と申しわたしました︒

五261

たが︑︵略V︑

五257

みたのでございます︒﹂

五254囹

が持って行かれませう︒

五252囹どうして釜のやうな重い物

ございます︒

ついて︑やっとゐざりあるくもので

五247圏

た釜でございます︒

五242囹

において取りしらべました︒

五206囹 それからそこに切ってある 五241
たけのこをおなべの中へ入れておく
れ︒﹂

五207囹 それからそこに切ってある

母 は ﹁ ︵略V︒﹂といって︑切つ．

たけのこをおなべの中へ入れておく
れ︒﹂

五216
たさしみをさらの中へ入れて︑︵略﹀︒

五217 母は︵略V︑切ったさしみを
さらの中へ入れて︑﹁︵略﹀︒﹂といひ
ました︒

五221囹 ﹁︵略V︑そのひしゃくを取
つて︑水をかけて お く れ ︒ ﹂
﹁ ︵略﹀︑そのひしゃくを取

つて︑水をかけて お く れ ︒ ﹂

五221園

五223 おはなは水がめから水をくん
で︑母の手にかけ ま し た ︒

ぬす人はきんじよに住んで

みるゐざりだといふうはさがあるの

五227

︵略﹀︑行って見ると︑なるほ

で︑︵略﹀︒

五228

どそのかまがあり ま し た ︒

うとすると︑︵略V︒

五231 大そうおこって︑取りかへさ
五236 黙そうおこって︑取りかへさ

て
て

812

ら︑やしなってや る が よ い ︒ ﹂
天皇は︵略﹀︑﹁︵略﹀︒﹂とお

ほせになって︑すがるには小子部と

五384

いふ姓をたまはり ま し た ︒

五413

まだむかふからいそいで走つ
文太郎脚立ニツレラレテ︑ハ

て來る人があります︒

五418

文太郎ハビツクリシテ︑父ニ

テヰマシタ︒

五442

キ・マスト︑︵略V︒

五448

︵略﹀︑又暗クナツテ︑何モ見
︵略﹀︑文太郎ハオモシロクテ

エマセン︒

五454
タマリマセン︒

︿略﹀︑にはかに雲が出て︑か

︵略V︑だんく近くなって︑

音次郎はおどろいて︑道ばた

友吉は﹁︵略﹀︒﹂といって︑そ

友吉は﹁︵略V︒﹂といって︑

そのあたりを見まはすと︑︿略V︒

五484 しばらくたって︑顔を上げて︑

五484 しばらくたって︑顔を上げて︑

︵略V︑かみなりがおちて︑そ

そのあたりを見まはすと︑︵略﹀︒

︵略V︑かみなりがおちて︑そ

音次郎は友吉のかたに手をか

もし君が居なかったら︑僕

西瓜輪中ヲタベテ外ヲノコ

︵略V︑ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベ

ツケ物ニシテモタベ︑︵略V︒

ツケ物ニシテモタベ︑︵略V︒

瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ

瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ

花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ

テヰルノガアル︒

五523

テヰルノガアル︒

五523

モタベル︒

五518キ瓜や白瓜ハ ︵略﹀︑又ニテ

テモ︑

五518キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ

テモ︑

かみなりの鳴る時には︑そ 五517キ瓜や白瓜塾生デ瓜モミニシ

テ中ヲノコス︒

五512

シ︑︵略V︒

︵略V︑雨もつよくふってきま 五511

は死んでしまったのだらう︒﹂

五491圏

けて︑﹁︵略﹀︒﹂といひました︒

はじめのうちは遠くの方にき 五487

た︒

の高い木がまつ二つにさけてゐまし

五486

た︒

の高い木がまつ二つにさけてゐまし

︵略V︑文太郎ハモツトノツテ 五485

ある日友吉と音次郎の二人が

ヰタイト思ヒマシタ︒

五456

た︒

︵略V目がくらむやうないな

他ハ皆黄色デアル︒

五524

トイツテ︑ドチラヘモツキマセンデ

二コ口思はず耳に手をあて 五533 ︿略﹀︑カウモリハ﹁︵略V︒﹂
て︑そこにたふれました︒

五483

そろしいかみなりが鳴りました︒

びかりがして︑耳がさけるやうなお

五481

つれ出しました︒

五476

︵略﹀︑むりに手をひっぱって

むりに手をひっぱってつれ出しまし

五476

こをのかせようとしましたが︑︵略V︒

五471

んな所にみてはあぶない︒﹂

五468圏

の高い木の下へにげこみました︒

五465

した︒

五464

雨もつよくふってきました︒

五464

こえてゐましたが︑︵略﹀︒

五463

みなりが鳴り出しました︒

五461

よそからかへって來る道で︑︵略V︒

︵略V︑山モ川モ野原モ林モ後 五461

マドカラ外ヲ見テヰルト︑

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

︵略V︒

五422

︵略﹀︒

︵略﹀︒

五426

︵略V今見巡タカト思フト︑

走ツテヰル汽車ガスレチガフ
︵略﹀︑向フノ汽車ニノツテヰ

見ルト︑︵略﹀︒

文太郎ハフシギニ思ツテ外ヲ

ル人ノカホハヨク見エマセン︒

五433

時ニハ︑︵略﹀︒

五432

スグ後追ナツテシマヒマス︒

五431

︵略﹀︑道ヲ通ツテヰル人モ︑

五425 田デハタライテヰル人モ︑

ノ方ヘトンデ行クヤウ通見エマス︒

五424

みやのそばでやしなって居ったと申
下りる人もあり︑︿略Vもあ

五386 すがるはその大ぜいの子をお
します︒

五394
り︑︵略﹀もあり︑見おくりに來た
人もあって︑大そうこみ合ってゐま
す︒

五394 ︵略V︑大そうこみ合ってゐま
す︒

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五395 下りる人がまだ下りてしまは
りました︒

五397 かばんを持って走って行く人
もあります︒

もあります︒

五397 かばんを持って走って行く人 五437

あります︒

五398 まだきつぶを買ってみる人も 五438 ︵略﹀︑汽車ハハシノ上ヲ通ツ
五402 かいさつ口では切符をしらべ
てるます︒

トンネルヲ出ルト︑マ前明ル

山ヲホリヌイタ所デス︒﹂

五404 ︵略V︑これからのる人の切符 五443園 ﹁コレハトンネルトイツテ︑
を切ってみるのです︒

クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒

五406 ︵略V︑今下りた人の切符をう 五446
け取ってみるのです︒

海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑︵略﹀︒

えきふが︵略V︑山のやうに 五447 文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑

荷物をつんで來ました︒

五408

海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑︵略V︒

五413 まだむかふからいそいで四つ 五448 文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑
て奉る人があります︒

813
て
て

シタ︒

五535 ソノ中脳ケモノが勝チサウニ

おちよは取上げて讃んで見る
おちよは取上げて讃んで見る

と︑︵略︶︒

五635

と︑︵略V︒

大昔幼木ト木ヲコスツテ火ヲ 五635
︵略﹀︑ソレカラ後ニハ石ト

出シマシタガ︑︵略V︒

五567
五568

金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ

ナツタノヲ見テ︑ニバカニ﹁︵略﹀︒﹂

トイツテ︑ケモノノミカタニナリマ

おはなさんもつれて一しょ

にお出でなさい︒

五638團

子ドモハフダンヨリハ美シイ

着物ヲ着テアソンデヰル︒

五678

オチヨトオハナハアネニツレ

着物ヲ着テアソンデヰル︒

五682

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

ラレテ︑オ宮ニサンケイシタ︒

五684

おちよはよろこんで︑母には 五685

︵略︶と書いてあります︒

近ゴロバ又マツチトイフベン

五644

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

ダンノ道ヲ上ツテ︑︵略﹀︒

五644

︵略﹀︑二人とも行ってお出

それから今すぐにへんじを
﹁︵略︶︑どう書いてよいか

おちよはしばらく考へて︑葉
お手紙をいた貸いて︑まこ
そのおしまひのあいてみる
そのおしまひのあいてみる
それから表の方へあて名を
大キナ字ヲ書イタ大キナノボ
イサマシイタイコノ音が森ノ
道ノ爾ガハニハ︑︵略﹀ナド
子ドモハフダンヨリハ美シイ

．五688
テヰル︒

サンケイスル人日直面ハル

オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ

オチヨモオハナモ鈴ヲ鳴ラシ

オ宮ニハエマガタクサンカケ

又日本ヘイガロシヤヘイトタ

二宮ノ裏デハ今スマフガハジ

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

フト水ニウツツタジブンノス

︵略V︑アタマカラ足マデツク

メマシタ︒

五715圏

牛ノ角トハチガツテ枝ガア

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

五713

メマシタ︒

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

ガタヲ見テ︑アタマカラ足マデツク

五712

川ノ中ヘハイリマシタ︒

五708

マツテヰル︒

五70一

︑カツテヰルエモアル︒

五697

テアル︒

五694

テヲガンダ︒

五692

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒

五69一

鳥居ヲクマルト︑︵略V︒

ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

リナ物が出血テ︑火打石や火打金ヲ

五678

ガ店ヲナラベテヰル︒

五677

中カラキコエテクル︒

五675

リガ立テテアル︒

五673

書いてお出しなさい︒﹂

五667園

所へ︑﹃︵略﹀︒﹄と書きたして下さい︒

五666圏

所へ︑﹃︵略V︒﹄と書きたして下さい︒

五665囹

とにうれしうございます︒

五658国

書の裏へ次のやうに書きました︒

五656

わかりません︒﹂

五652囹

書いてお出しなさい︒﹂

五648園

でなさい︒

五647園

なしますと︑︵略﹀︒

使フ人ハメツタニアリマセン︒

五573

タ︒

﹁私バカラダガネズミ星占

シタ︒

五536囹

︵ 略 ﹀︑ニバカニ﹁︵略V︒﹂ト

テヰルカラ︑ケモ ノ ノ 仲 問 ダ ︒ ﹂
五538

︵略V炭田︑木ヲヤイテコシ

ラヘタモノデス︒

五577

コレハ大昔ハエテヰタ木が土

コレハ大昔ハエテヰタ木が土

︵略V︑石ノヤウニ三賀クナツ
︵略V︑ワキ出タママノハニゴ

ツテヰマスガ︑︵略﹀︒

五601

テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒

五584

デ︑︵略﹀︒

ノ中ニウマツテ︑シゼント出來タ物

五583

デ︑︵略﹀︒

ノ中ニゥマツテ︑シゼント導流義手

︵ 略 ﹀︑コンドハ﹁︵略V︒﹂ト 五582

イツテ︑ケモノノミ掌記ニナリマシ
タ︒

五545

イツテ︑鳥ノ方ニツキマシタ︒

五552 ソノ時カウモリガケモノノ方

ア

又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ

仲間へ入レマセン ︒

へ行キマスト︑﹁︵ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト イ ツ テ ︑

五555
前ハケモノダラウ ︒ ﹂ ト イ ツ テ ︑

︵略﹀︑アヒテニシテクレマセ

ヒテニシテクレマ セ ン ︒

五555
ン︒

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

ランプニ石油ヲトボスヤウニ

ノゥロや穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜

スタレテ來マシタ︒

五557 シカタナシニ︑ヒルノ間端山 五603
ニナルト出テ︵略 V ︒

あれ︑松轟が鳴いてみる︒

スタレテ來マシタ︒

五608團

クレテヰテ︑夜ニナルト出テ空ヲト

五557 ︵略V︑ヒルノ間ハ︵略Vニカ 五604 ︵略﹀︑アンドンハダンダンニ
ビアルクヤウニナツタトイフハナシ

あとから馬おひおひつい

すいつち

五624圖
よん︒

五633囹讃んでごらんなさい︒﹂

が來てるます︒

五632圏

﹁ねえさんの所からお手紙

て︑ちょんくくく

デス︒

五557 ︵略V︑夜ニナルト出テ空ヲト
ビアルクヤウニナツタトイフハナシ
デス︒

五562 人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ
リシテタベマス︒

て
て

814

ル︒

︵略﹀︑オチルトスグ又新シ

イノガハェテ︑ソノタビニ枝ガーツ

五717圏
ヅツフエル︒

五718園 角ノアルケモノモタクサン
知 ツ テ ヰ ル ガ ︑ ︵略V︒

︵略﹀︑コンナリツパナ角ヲ

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

五723圏

五726囹 ケレドモコノ足ハ細クテ︑
イカニモ弱サウニ見エル︒

五727囹 出來ルコトナラ︑モツト太
クテ強イ足ガホシイモノダ︒L

︵略Vカリ犬が四五匹デオツ

五752

︵略﹀︒

よしっねはよろこんで︑刀や
﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

よしっねはこれを聞くと︑

よしっねはこ︑ぞと思って︑

︿略V︑馬もこはがってすくん
でしまひ︑︵略﹀︒

五808

でしまひ︑︵略﹀︒

五808

︵略V︑馬もこはがってすくん

﹁進めく︒﹂とさしづをしたが︑

五807

がけの上まで出た︒

﹁︵略﹀︒﹂と言ひつけて︑夜のうちに

五801

だけのちがひだ︒

足︑た貸つめがわれてるるとみない

五791園

ようひをやってけらいにした︒

げんじは二手に分れて︑の 五774

何でも裏からまはって︑て

よしっねのぐんぜいは西の門へ向つ

りよりのぐんぜいは東の門へ向ひ︑

た︒

五756園
きのふいをうたなければならぬ︒﹂

しかしよしっねは﹁︵略V︒﹂

と考へて︑︵略︶︑こっそりと裏道か

五757
らひよどりこえに向つた︒

︵略﹀︑強いものばかり三千人

をすぐつて︑こっそりと裏道からひ

五758

ひよどりこえはしろの北の方

よどりこえに向つた︒

惹︒

五764

五768

そのうちに日が暮れて︑まつ

この時よしつねは︑︵略﹀︑馬

うとはしない︒

五814

に一むちあててかけ下りた︒

そのうちに日が暮れて︑まつ 五816 ︵略︶︑どっと一時にかけ下り
て︑城の中へ攻めこんだ︒

みる︒

はえてみるのは目がさめるやうな心

六26松・杉・ひのきなどが一面に

︵略﹀たきや谷川があって︑

持がする︒

一そう山の景色を引立てる︒

六32

早い流をいかだの下って行く

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

六35

早い流をいかだの下って行く

て行くのは︑︵略﹀︒

六36

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

︵略﹀︑橋の下に立ってつりす

て行くのは︑︵略V︒

六37

川の上にかけた橋︑︵略Vな

る人など︑︵略V︒

ど︑それぐ川の景色をそへてみる．

六38

わけてさくらの吉野山︑一

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美

六63圃

日カサナリテ月トナル︒

しや︒

六66図

月カサナリテ年トナル︒

みんなと橋のたもとに出合

六66図

つて︑川について︑四五町行くと︑

へいけはふいを打たれて︑ど 六84
うすることも出來ない︒

この時べんけいは火の明りを 五817

六24

四方は海にとりまかれてる
海岸には︵略﹀︑平たい砂原
︵略﹀︑高い松はしぜんにおも

どの山にも木がよくしげつて

しろい枝ぶりになってみる︒

六18

になってみる所が多い︒

六14

る︒

六13

六87

︵略V︑もう町をはつれて︑た

たんぼにはいねがよくみのつ

︵略V︑風のふくたびに黄色な

てるます︒

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

六86

んぼへ出ました︒

六85

くと︑︵略V︒

︵略V︒
この時べんけいは火の明りを 五818 三方から攻立てられて︑さん
ぐにうちやぶられた︒
六84 ︿略V︑川について︑四五町行

この時べんけいは︵略V︑一

りうどをつれて來た︒

たよりにたつねて行って︑一人のか

五768

たよりにたつねて行って︑︵略﹀︒

五768

暗になってしまった︒

五766

暗になってしまった︒

五765

か分らない︒

︵略V︑どこをどう行ってよい 五811 ︵略﹀︑人も顔を見合せて進ま

にあって︑よつぼどけはしい所であ

五732 ︵略V︑オドロイテカケ出シマ 五762
シタ︒

五733
カケテ來マス︒

鹿ハ輕イ足デズン︿ニゲ

テ︑林ノ中ヘカケコミマシタ︒

五734
︵略﹀角が木ノ枝ニヒツカ・

ツテ︑イクラモガイテモハヅレマセ

五736

ン︒

のしろを守ってみる︒

五744 へいけのぐんぜいがふくはら

までの問︑︵略﹀ ︑ 人 や 馬 で ふ さ が つ

五746 東生田の門から西一の谷の門
てるる︒

五747 又海には一面にいくさ船がな

手にはかりに使ふ弓矢を持つ

人のかりうどをつれて來た︒

てるる︒

五772

らんでるて︑︵略﹀︒

らんでるて︑︵略V何千本の赤はだ

よしっねはよろこんで︑刀や
ようひをやってけらいにした︒

五774

五747 又海には一面にいくさ船がな
は︑まるで火のもえたったやうに見
える︒

815
て
て

波が立ってるます ︒

六88 たんぼのさきにこんもりとし
た森があって︑森の間からはお社の
赤い鳥居が見えま す ︒

の橋を渡ると︑︵略﹀︒

六94 あぜ道を七八町通って︑小川
六96 まつ御社にさんけいして︑し
ばらくそこで休みました︒

︵略﹀︒

六98 それは細くてけはしい道で︑

花が咲きみだれてゐます︒

ガンハイツデモーシヨニナツ
ガンハイツデモーシヨニナツ

テ︑列ヲツクツテトブ︒

六128
六13一
テ︑列ヲツクツテトブ︒

かつてゐます︒

それで取入れの時は大へんに

刈った稻はさをや木にかける

かわくと︑それを稻こきでこ
そのもみを又よく日にかわか

そのもみを又よく日にかわか

して︑すりうすですって︑もみがら

米を俵に入れて︑その俵をつ

をのけると︑︵略﹀︒

六168

米を俵に入れて︑その俵をつ

み重ねてながめた時は︑︵略V︒

六227

︵略﹀︑田うゑや草取りの苦し

一人の子どもが水がめのふち

ゐました︒

六228

一人の子どもが水がめのふち

へ上って︑遊んでみるうちに︑︵略V︒

︵略﹀ふみはっして︑かめの

へ上って︑遊んでみるうちに︑︵略︸︒

六228

六231

すてておけば︑すぐ死んでし

中へおちました︒

︵略V皆うろたへてさわぎま

すてておけば︑すぐ死んでし

まひます︒

六232

六234

した︒

六236

︵略V大きな石を持って來て︑

それがため︑かめに大きな穴

金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

銅ハソレニヒキカヘテ︑金

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

六257囹

ナカザリ物ニナリマスガ︑︵略V︒

ニナツタリ︑︵略﹀︑ソノ他イロ︿

六253囹

︵略﹀︒

があいて︑水が流れ出ましたから︑

六241

力まかせに投げつけました︒

六237

けました︒

石を持って穿て︑力まかせに投げつ

その時一人の子どもは大きな

まひます︒

︵略V象の目方をはからうと 六232

︵略﹀︑どうしてはかってよい
﹁そんなら私がはかって見

その時そこに居た一人の子ど

それから象をおろして︑その
さうして前にしるしを附け

︵略﹀︑その石をおろして︑な

︵略﹀︒

ハ鐵デセウ︒

クサンアツテ︑モツト二二立ツモノ

六271園 ﹁︵略﹀︑ソレヨリモツトタ

﹁ナルホド銅ハタクサンア
︵略V︑なんどにもはかりにか 六267圏
ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︵略V︒
︵略﹀大きな水がめがあって︑
︵略﹀︑雨水が一ぽいたまって

雨水が一ぽいたまってゐました︒

六226

けて︑その目方を知りました︒

六223

を知りました︒

んどにもはかりにかけて︑その目方

六222

に︑︵略V︒

ておいた所まで船が水につかった時

六221

代りに石をたくさんつみました︒

六216

船にのらせました︒

もが︑﹁︵略V︒﹂といって︑まつ象を

六211

ませう︒﹂

六208囹

か分りませんでした︒

六205

りませんでした︒

したが︑どうしてはかってよいか分

六205

わすれてしまひます︒

さも︑取入れのいそがしさも︑全く

六173

み重ねてながめた時は︑︵略V︒

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ 六171
ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六132
六133
ハナレテ︑少シ先ノ翌翌トンデ行ク︒

ホカノガンバ道アンナイノ行

ク方ヘツイテ行ク︒

六135
ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

六103 ︵略V︑道ばたにはきれいな草 六143

︵略V︑稻がよくじゅくして︑
︵略﹀︑人が大ぜい出て︑稻を

かつてゐます︒

六152

重さうにほをたれてゐます︒

六151

重さうにほをたれてゐます︒

六106 ︵略V足もだいぶくたびれて︑ 六148 ︵略V︑稻がよくじゅくして︑
︵略﹀︑草の上にすわって︑に

はらもすっかりすきました︒
六108
ぎりめしをたべた時は︵略V︒

六116 それから又方々であそんで︑
うちへかへったのは夕方でした︒
て︑けさまで一眠に眠りました︒

六118 晩にはくたびれた足をのばし 六152 ︵略﹀︑人が大ぜい出て︑稻を

六165

をのけると︑︵略﹀︒

して︑すりうすですって︑もみがら

六164

いてもみを取ります︒

六162

にかわかします︒

か︑地面にひろげるかして︑よく日

六158

ほどです︒

いそがしくて︑夜も十分に眠れない

六122 ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ 六156
ラ カ ト ン デ 來 テ ︑ ︵略﹀︒

六123 ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ
ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ
タドコカヘトンデ行ク︒
ツバメハ︵略﹀︑涼シクナル

ト︑マタドコカヘトンデ行ク︒

六123

六124 ガンハツバメノカヘルジブン
ニ來テ︑ツバメノ來ルジブンニカヘ
ル︒

オヒオヒトンデ來ル︒

六127 モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ

て
て

816

六282

ヤクワンハソレヲ聞イテ︑

﹁︵略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

六283囹 ﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ
テ︑赤クナルデハ ア リ マ セ ン カ ︒ ﹂

サヘスレバ︑︵略﹀ ︒

六287園 モシセイ出シテ使ツテクレ
六287園 モシセイ出シテ使ツテクレ
サヘスレバ︑︵略V︒

六288園 モシセイ出シテ使ツテクレ
サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ
マス︒

六291囹銅壷人二駐屯レテヰテモ︑
時々青イ物ヲ出シマセゥ︒
︵略﹀︑ヤクワンハダマツテシ

マヒマシタ︒

六294

ほんとのまうけでない金は

ばよかったのに︒L

六321園
﹁︵略V︑だまってみれば︑

一厘でも取ってはならない︒﹂

六323囹

﹁だんながおるすだから︑

誰にも知ればしない︒﹂

六326園

なほさらまちがひがあってはならな
い︒﹂

六327 ﹁︵略﹀︒﹂といっても︑長松は

あとになって︑主人はこの事

まだ笑ってみた︒

六328

︵略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ

今日は天氣がよくて暖いか

て︑紙などをそまつにしてはならな
いと思った︒

︵略﹀︑紙などをそまつにして

はならないと思った︒

六371

朝おきて見ると︑池に氷がは
朝おきて見ると︑池に氷がは

つてみた︒

六372
六373

た︒

︵略V︑道で用をたして︑こ

にはかへる︒

六406国

︵略V︑たのしみにして待つ

︵略V︑たのしみにして待つ

の次の水曜日までにはかへる︒

六412団

ておいで︒

六413国

ておいで︒

日本中を平げて︑後には朝鮮

てうせん

ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ

六422 人ノプリ見テ︑ワガプリ直刀︒

ました︒

六446

てうせん

日本中を平げて︑後には朝鮮

︵略V︑耳をすまして聞いてゐ

お寺では﹁︷略﹀︒﹂といって︑

けれども日吉丸は︑どうかし

うちへかへしました︒

六448

てるたのです︒

︵略V武士になりたいと思つ

六445 ︵略﹀︑耳をすまして聞いてゐ

ました︒

六444

人は︑︵略V︒

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

六435

人は︑︵略V︒

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

學校からかへってから︑をば 六435

學校で雪投をして遊んだ︒

堕せんの花を見てゑをかい

六393国昨日六時の汽車に間に合つ
第一番に御所ををがんで︑

て︑晩の九時二十分に京都に着いた︒

六396国

かく
明日は銀閣寺を見て︑それ

それから東山の方へ行った︒

て︑︵略V︒

六403團

けれども日吉丸は︑どうかし

だのぶなが

つて︑織田信長につかへました︒

お

六457 ︵略﹀︑木下藤吉郎秀吉と名の

ゐましたから︑︷略︶︒

てりつぼな武士になりたいと思って

六453

ゐましたから︑︵略V︒

てりつばな武士になりたいと思って

かく
明日は銀閣寺を見て︑それ 六452
から北山の方へ行って︑金閣寺を見
て︑︵略﹀︒

けいする︒

で用をたして︑この次の水曜日まで

六406團

明後日はこ＼を立って︑道

金閣寺を見て︑北野の天神様へさん

︵略V︑つかれてすぐにねてし 六404国 明日は銀閣寺を見て︑︵略﹀︑
︵略﹀︑つかれてすぐにねてし

學校で徳川光囲の話を追い

どくがはみつくに

サヲ知レ︒

北風が一日ふき通して寒かつ 六424

つてみた︒

六374
た︒

六376

朝おきると︑雪が五六寸つも

さんの所へ使ひに行った︒

六382

つてみた︒

︵略V︑主人はこの事を聞いて︑ 六381

を聞いて︑︵略﹀︒

六328

直吉は正直ものだとほめて︑長松に
はひまをやった︒

六361

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

六355図

めて︑長松にはひまをやった︒

六301 ︵略V︑二人が店のるすをして 六331 ︵略V︑直吉は正直ものだとほ 六385
みると︑︵略﹀︒

六303 一本三せんつつのを二本買つ
て ︑ 組 せ ん 銀 貨 を 出したから︑︵略﹀︒

六307 直吉は後でふと氣が附いて︑

ゆか下から去年なくしたこま
ゆにはいって︑ごはんをたべ

から北山の方へ行って︑金閣寺を見

僕も手ぬぐひをかぶって︑手 六402團

ら︑うちではすΣはきをした︒

六366

まった︒

六366

ると︑つかれてすぐにねてしまった︒

六365

が出てうれしかった︒

六363

つだひをした︒

直 吉 は ︵ 略 ﹀ ︑ ﹁ ︵ 略 V ︒ ﹂ と い 六362

﹁︵略V︒﹂といって︑︵略﹀︒

六312

つて︑すぐに追っかけて行って︑残
りの一銭を渡した ︒

六312 ︵略V︑すぐに追っかけて鞭つ
て︑残りの一銭を渡した︒

六312 ︵略V︑すぐに追っかけて行つ
かへって 來 る と ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

て︑残りの一銭を渡した︒
六313

六314 かへって坐ると︑長松は笑つ

まった︒

﹁ ︵ 略 V ︑ 一 銭 ま う け て お け 六368

て︑﹁︵略﹀︒﹂と い っ た ら ︑ ︵ 略 V ︒

六315圏

817
て
て

てるる者がありま す ︒

六463 ︵略V︑はや︑馬を乗りまはし

敵を攻めに行ってみた間の事でした
が︑︵略﹀︒

秀吉が信長に言ひっかつて︑

敵を攻めに行ってみた間の事でした

六497

ようとして︑﹁︵略V︒﹂とよびますと︑
が︑︵略V︒

六466 又ある朝早く信長がかりに出

︵略﹀︒

秀吉は︵略V︑すぐに敵とわ
秀吉は︵略﹀︑すぐに敵とわ

ぼくしてかへって來て︑︵略﹀︒

六502

し

秀吉は︵略﹀︑すぐに敵とわ

︵略﹀勝家などはこれをきら

な

︵略﹀勝家などはこれをきら

支那からは大兵をおくって︑

そこで支那もおそれて︑わぼ
そこで支那もおそれて︑わぼ
くを申しこんで來ましたが︑︵略﹀︒

六517

くを申しこんで富ましたが︑︵略﹀︒

六516

朝鮮をたすけましたが︑︵略﹀︒

六514

になりました︒

大名が皆秀吉の言ふことをきくやう

ほろぼされて︑しまひには日本中の

つて︑てきたひましたが︑かへって

六507

つて︑てきたひましたが︑︵略﹀︒

六506

ほろぼしました︒

ぼくしてかへって來て︑光秀をうち

六502

ぼくしてかへって來て︑︵略﹀︒

︵略V主人に仕へるこΣろざ 六502

て居ります︒﹂

六471囹 ﹁藤吉郎秀吉こ﹂にひかへ
六473
しにかんしんして︑これから信長は
目をかけて使ひま し た ︒

︵略﹀︑これから信長は目をか

けて使ひました︒

六474

六478 信長はとうとう秀吉にいひつ
けて︑直させることにしました︒
けて︑一組に十間つつわりあてて︑

六482 秀吉は大ぜいの人を十組に分
仕 事 を い そ が せ ま したから︑︵略﹀︒

六482 秀吉は大ぜいの人を十組に分
けて︑一組に十間つつわりあてて︑
仕 事 を い そ が せ ま したから︑︵略﹀︒

六484 信長はこれを見て︑ますく
か ん し ん し て ︑ ︵ 略V︒

六484 信長はこれを見て︑ますく
かんしんして︑それからだんく重
く取立てて︑︵略V︒

た︒

ひました︒

六531
六537図

︵略﹀病氣でなくなってしま
︵略﹀︑ミソモ醤油モ塩ヲ入

謙信はそれを聞いて︑﹁︵略﹀︒﹂

思って︑塩を送らせないことにした︒

六586

﹁われくはたがひにいく

といって︑じぶんの國から塩を送ら

せた︒

六592 謙信はそれを聞いて︑﹁︵略﹀︒﹂

さをしてみるけれども︑︵略﹀︒

ある時謙信が山の上に陣取つ 六587園

レテツクル︒

六555

︵略﹀︑信玄は兵を右と左と二

てるると︑︵略﹀︒

といって︑じぶんの國から塩を送ら

六556

手に分けて︑はさみうちにしようと

せた︒

それから信玄が死んだと白い

した︒

た時︑謙信は﹁︵略V︒﹂といってな

謙信はそれを知って︑こちら 六595
から先がけをしょうと︑夜の問に信

六557

︵略V︑たもとを顔におしあ

︵略V︑たもとを顔におしあ

姉のおつるは立ちよって︑

﹁なんでそんなに泣いて

涙をふいて女の子︑﹁い﹂

︵略﹀︑やうく杖を見つけ

︵略﹀︑やうく杖を見つけ

出し︑すぐに拾って取ってやる︒

六634圃

出し︑すぐに拾って取ってやる︒

六634國

が︑︵略V︒﹂

もぎ取って︑はふった音はしました

﹁︵略﹀ わたしの手から

え︑さうではありません︒

六613圃

かけて︑ことばやさしくなぐさめる︒

六611圃 ︵略﹀︑その子のかたに手を

みる︒

六606三園

なぐさめる︒

﹁︵略V︒﹂と︑︵略﹀︑ことばやさしく

六605圃

てて︑ひとりしくく泣いてみる︒

六604國

てて︑ひとりしくく泣いてみる︒

六603圃

玄の陣に攻入った︒

信玄はふいをうたれておどろ

げいた︒

六562

︵略﹀︑たちまち陣立をかへて︑

いたが︑︵略﹀︒

︵略﹀いくさがはげしくなる

敵を引受けた︒

六563

六567

急に馬に打乗って︑味方のま

と︑じっとしては居られない︒

六568

つ先に立って︑信玄の本陣に切りこ
︵略﹀︑味方のまつ先に立って︑

んで︑︵略V︒

六571

信玄の本陣に切りこんで︑︵略﹀︒

︵略﹀︑信玄の本陣に切りこん

︵略﹀︑えが折れて︑かた先へ

︵略V︑信玄に打ってか︑つた︒ 六623圃囹

で︑信玄に打ってか㌧つた︒

六571

六573

︵略V信玄をこまらせようと

塩はとなりの國から買ってゐ

馬はおどろいてとび上った︒

切りつけられた︒

六576

六585

た︒

︵略V︑その使を追ひかへして︑ 六584

二度目の朝鮮せいばつをはじめまし

六526

その使を追ひかへして︑︵略﹀︒

六523 秀吉は大そうおこって︑︵略︶︑

の中に︑︵略﹀︒

六485 ︵略V︑それからだんく重く 六517 ︵略V︑その使のもって來た文 六571
一 方 の大工にしました︒

︵略﹀︑敵は戦はないでにげて

取立てて︑

六494

︵略﹀︑敵は戦はないでにげて

行くやうになりま し た ︒

六495

行くやうになりま し た ︒

六496 秀吉が信長に言ひっかつて︑

て
て

818

めくらは杖を受取って︑

﹁︵略﹀︒﹂とれいいって︑︵略﹀︒

六635圃
︵略﹀︑﹁︵略﹀︒﹂とれいいつ

て︑見えぬ目ながらふりかへり︑二

六637圏

熊が人ニムカツテ來ル時ニ

人 の 行 く へ 見 送 れば︑︵略﹀︒

六645
ハ︑︵略﹀︒

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

︵略﹀︑後カラーツヅツヌケテ

通シテ︑肩馬カツイデ行キマスガ︑

六667

︵略V︒

六668
オチルノヲ知りマセン︒

ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル

︵略V紅板又ハ柱トシテ家

コトガアリマス︒

六67一

た︒

材木ヲヒキテ︑板又ハ柱ト
材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

あくびをしたり︑わき見をし

あくびをしたり︑わき見をし

︵略V︑先生に何か聞かれても︑

ちゃんとしせいをよくして︑
ちゃんとしせいをよくして︑
ちゃんとしせいをよくして︑

たくさんほこにしたりするやうな︑

六711

︵略﹀︒

六713

よくおちついてみて︑少しも

書きそこなひなどをしない子供もご

よくおちついてみて︑少しも

ざいました︒

六713

書きそこなひなどをしない子供もご

度々けっせきしたり︑ちこく

ざいました︒

六716

したりして︑先生にしかられた子供
︵略V︑顔のちがふやうに︑せ

もございました︒

六724

︵略﹀善い子供は︑おとなに

いしつも色々かはってゐます︒
六726

︵略﹀悪い子供は︑おとなに

なってから︑りっぱな人になりまし
た︒

六728

なってから︑大ていつまらない人に
なってゐます︒

︵略﹀悪い子供は︑おとなに
なってから︑大ていつまらない人に

六731

むねの上には紙のぬさを立て

なってゐます︒

六742

て︑色どった大きな弓矢や扇車がか
︵略V︑色どった大きな弓矢や

ざつてあります︒

六743

ぬさの前にはおみきやもちや

扇車がかざってあります︒

六745

男や女や年よりや子供も大ぜ

魚がそなへてあります︒

六746

い集ってゐますが︑︵略V︒

︵略V︑新しいしるしばんてん
を着てみる大工が一番目立ちます︒

︵略V︑書きそこなって︑紙を 六747

はっきりと答へる子供もございまし

氣を附けてみて︑何を聞かれても︑

六706

氣を附けてみて︑︵略V︒

六705

氣を附けてみて︑︵略﹀︒

六705

する子供もございました︒

答へることが出來ないで︑顔を赤く

六704

も︑答へることが出來ないで︑︵略﹀︒

たりしてみて︑先生に何か聞かれて

六702

も︑答へることが出來ないで︑︵略V︒

たりしてみて︑先生に何か聞かれて

六702

ノハダイクニシテ︑︵略﹀︒

六692図

ナスモノハコビキナリ︒

六691図

ヲタテ︑橋ヲカケ︑船ヲ作ルニ用フ︒

六646 ︵略V︑後足デ立上ツテ︑大キ 六676図
ナ手ノヒラデツカミカ・ツテ︑スル
︵略﹀︑大キナ手ノヒラデツカ

ドイ爪デヒツカキマス︒
六647

ミカ・ツテ︑スルドイ爪デヒツカキ
マス︒

六656 シグマトイフ熊ハ小馬ホドア
．ツテ︑カが強ウ ゴ ザ イ マ ス ︒

六658 大テイノケモノハ一打デコロ
サレテシマヒマス︒

六662 熊ハ︿略﹀︑人ノ家ノクラノ
戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵ヲカツイ

熊ハ︵略﹀︑カズノ子ノ俵ヲ

デ︑ニゲテ行クコトガアルトイヒマ
ス︒

六663

カツイデ︑ニゲテ行クコトガアルト
イヒマス︒

カツイデ︑ニゲテ行クコトガアルト

六663 熊ハ︵略﹀︑カズノ子ノ俵ヲ
イヒマス︒

マヘルコトガアリマス︒

六665 又川バ気病行ツテ︑魚ヲツカ
六667 ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二
通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑
︵略﹀︒

れを拾ひました︒

六751 ︵略﹀︑大ぜいがあらそってそ

これがすむと︑むしろをしい

一人置年取つた男がこゑをは

て︑お祝ひのさかもりがはじまりま

六754

した︒

り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑

六758

︵略﹀︒

そろへて︑そのあとについて歌ひま

六761 ︵略﹀︑わかものどもはこゑを

した︒

︵略V︑わかものどもはこゑを

歌がすむと手打をして︑口々

そろへて︑そのあとについて歌ひま

六762

した︒

に﹁︵略V︒﹂といひました︒

六763

羽織・はかまの主人は一同に

向って︑うれしさうに︑﹁︵略﹀︒﹂と

六766

︵略﹀ホバシラガタクサン重

廣イ港が船デーパイニナツテ

あいさつしました︒

六772

ヰル︒

六774

︵略V︑煙ヲ出シナガラ早ク走

リ合ツテ︑マルデ林ノヤウニ見エル︒

小サナ和船モアチラコチラヲ

ツテ行ク小サナ船ガアル︒

六776

六778

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

コギマハツテヰル︒

︵略︶帆カケ船モイクツトナ

ハイツテ來ル︒

六782

六784

︵略﹀汽船ハシキリニキテキ

クハイツテ來ル︒

六787

819
て

て

ヲ鳴ラシテヰル︒

六79一 ハトバノ右二着イテヰル汽船
ハ今荷物ヲ野口シテヰル︒
ハ今荷物ヲオロシテヰル︒

六792 ハトバノ右二着イテヰル汽船
六793 左手ノ汽船ハ今荷物ヲ積ミコ
︵略﹀︑ドンナ重イ荷物デモラ

ンデヰル︒

六794

クくト上ゲオロシヲシテヰル︒
六80一 オロシタ荷物ハスグニ車ニノ
セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

六80一 オロシタ荷物ハスグニ車ニノ
セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒
ナニハ
六804図 大阪ハ三戸難波トイヒテ︑

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナ

ニントク

リ︒

見ンコトバカ心迷ルベシ︒
ハ早クモワスレタルカ︒

正行大イニカンジテ︑コレ

︵略﹀︑コレヨリ後ハ父ト母

正行戦死シテ後ハ︑敵ノイ
七55図

︵略﹀︑アル年敵ノ大脳高

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居

ム︒

サレタリ︒

七81國園

﹁残りタル一門ノモノド

モシ病ニカ︑リテ早ク死

天皇ハ︵略V︑正行ヲ近ク

︵略V︑進ムモ退クモ時ヲ
正成ハ︵略V︑花々シク戦
ヒテ︑一族ノ人々トトモニ戦死ヲト

七86図

見テスベシ︒

七83図画

忠義カンズルニアマリアリ︒

﹁親子二代相ツマイテノ

召シタマヒテ︑﹁︵略﹀︒﹂トオホ日出

七79図

ミテマヰリタシ︒﹂

七75図囹︵略﹀︑今一度天顔ヲヲガ

ナバ︑︵略﹀︒

七69國園

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹂

七67図園

ルヤウ︑︵略V︒

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

七58図

正行コノ度ハサイゴノ合戦

師直六万人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻

モロナホ

ヲ守りテ︑敵ト職ヒシガ︑︵略V︒
カウノ

七57図

キホヒマス︿強ク︑︵略﹀︒

七53図

トナカリキ︒

トノ教ヲ守りテ︑一日モワスル・コ

七49図

日モワスル︑コトナカリキ︒

ヨリ後ハ父ト母トノ教ヲ守りテ︑一

︵略V︑一門ノ者一人ニテ 七49図

モ生キ残りテアル間ハ︑︵略V︒

七27図園
︵略﹀︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑

天皇ノ御タ重氏ツクスベシ︒

七28図囹

﹁︵略V︒﹂ト︑ネンゴロニ言

正成ハタシテ戦死シテ︑ソ

ヒフクメテ︑國ヘカヘシタリ︒

七31図

七32図
正行ハコレヲ見テ︑カナシ

ノクビ八家二送ラレタリ︒

七33図

正行ハ︵略﹀︑ ツト立チテ

サノァマリ︑ツト立チテ別室二行キ
タリ︒

七34図
別室二行キタリ︒

母アヤシミテ︑ ソノ室ヲウ
︵略V︑
正行小父ノカタミノ

力寸フニ︑︵略V︒

七34図
七36図

刀ヲ抜キテ︑ 今ニモハラヲ切ラント

六808図 昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少

ス︒

デヲオサへ︑︵略﹀︒

七37國母ハ走リヨリテ︑正行ノウ

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

今ハ工業モ大イニヒラケ

タマヒキ︒

六812図
テ︑エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

大人トナリテ︑君ノ御タ

大人トナリテ︑君ノ御タ

ミヅカラ御コトバヲゥケ
タマハリ來リテ我ニツグタルヲ︑汝

七45図圏

メントナリ︒

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

七44図囹

メントナリ︒

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平グシ

七43図園

シミタマヒテニアラズ︒

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

六815図淀川ハイクスヂニモ分レテ 七42軸重父ノ汝ヲカヘシタマヒシ
海ニソ・グ︒

六816図 又多クノホリアリテ︑川ト
川トヲツナゲリ︒

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生

をも 守りてつくせ︑家のため︑國

六861國圃 ︵略V︑遠き祖先のをしへ
のため︒

七17図園

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ
トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

七24図囹 我が生キテフタ・ビ汝ヲ

ゲタリ︒

道をはさんで畠一面に︑萎

ながい夏の日いつしか暮れ

はほが出る︑菜は花盛り︒

七94圃

七104圃

二百十日も事なくすんで︑

て︑うゑる手先に月かげ動く︒

村の祭のたいこがひゴ︿︒

七109圏

刈って︑ひろげて︑日にか

刈って︑ひろげて︑日にか

わかして︑米にこなして︑俵につめ

七113團

て︑︵略V︒

七113圃

刈って︑ひろげて︑日にか

わかして︑米にこなして︑俵につめ

て︑︵略﹀︒

わかして︑米にこなして︑俵につめ

七113圃

て︑︵略V︒

刈って︑ひろげて︑日にか

刈って︑ひろげて︑日にか

わかして︑米にこなして︑俵につめ

七114圃

て︑︵略V︒

七114圃

わかして︑米にこなして︑俵につめ

て︑家内そろって︑ゑ顔にゑ顔︒

たなのもちひくねずみの音

七115圃 ︵略﹀︑家内そろって︑ゑ顔

にゑ顔︒

七123圃

も︑ふけてのきばに雪降積る︒

後になって代金を受取るのがかけで

七128囹 ︵略V︑品物を渡しておいて︑

す︒

後になって代金を受取るのがかけで

七128囹 ︵略V︑品物を渡しておいて︑

す︒

て
て

820

︵ 略 ︶ ︑品物を渡しておいて︑

後になって代金を受取るのがかけで

七128園

す︒

いものを二十銭といふやうなもので

七134囹 たとへば十五銭で責ってよ
す︒

七142園 卸責といふのは品物をたく
さん持ってるて︑小頁店へ大口に責
渡すことで︑︵略﹀︒

急に商用が出來て︑明朝六

してみる場合がたくさんあります︒

七157團
時の汽車で東京へ立ちます︒

︵略V︑何かあちらでと＼の
︵略V︑御ゑんりよなくおつ

へて來る物がございますなら︑︵略V︒

七163国
七165團

おほせにあまえて申し上げ

しゃつて下さい︒

七174国

︵略V西洋西瓜の種を三色

ますが︑︵略V︒

七176團
ばかり買って來ていた旧きたうござ

七142園 卸費といふのは品物をたく
さん持ってるて︑小質店へ大口に責

西洋西瓜の種を三色

います︒

︵略﹀

渡すことで︑︵略﹀︒

七176團

﹁とくに申し上げようと思

つてゐました︒

七196圏

﹁あなたと私は古そう似て

みるではありませんか︒

七207圏

七211m厚葉は羽形で︑二枚つつ向ひ

アル夜弟子ヲ鼠輩テ︑書物
︵略﹀︑風ニバカニ吹キテ︑

保己一ハ笑ヒテ︑﹁︵略V︒﹂

フトコロ手バカリシテヰル人

一匹の翼の口から出る綜をの

ばして見ると︑五六町もあるといふ

七287

翼をかつて絹綜を取り︑絹綜

ことである︒

七29エ

を織って絹織物にするまでには︑大

︵略V︑絹綜を織って絹織物に

そうな手間がか＼る︒

かへりたてから︑しきりに食

かへりたてから︑しきりに食

小さい時分はやはらかな葉を

食ってしまふと︑頭をうこか

眠る度に皮をぬぎかへて︑し

七319 ︷略﹀︑しまひにはからだがす

る︒

まひにはからだがすきとほつて見え

七318

りに桑の葉をたつねる︒

七309 ︵略﹀︑頭をうごかして︑しき

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

七308

と︑枝のま＼やる︒

こまかく切ってやるが︑大きくなる

七306

すぐ食ひはじめる︒

物をさがしてみて︑桑の葉をやると︑

七303

物をさがしてみて︑︵略﹀︒

七303

だんくかはって青白くなる︒

七301 ︵略V︑色もはじめは黒いが︑

る︒

するまでには︑回そうな手間がか﹂

︵略V︑花は同じく蝶の形を 七292

合ってゐますし︑︵略﹀︒

七211園

してゐます︒

私はこんな大きななりをし
︵略﹀︑畠の藤豆さんとはち

てるますが︑︵略﹀︒

七216園
七217圏

︵略﹀れんげ草

私どもの親類で︑小さくて

がって︑私の豆はたべられません︒

七223囹

かはいらしいのは︑

七146園 問屋といふのは他人からた

でございませう︒﹂

保己一ハ︵略V︑人二書物

ばかり買って來ていた窒きたうござ

七231図

います︒

︵略﹀︑なるべく大きくてう

一心二勉

︵略V︑多クノデシ保己一ニ

ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑

七27一

トイヒタリトゾ︒

七248図

トモシビキエタリ︒

七243図

ノ講義ヲセシ時︑︷略V︒

七242國

ツキテ學ビシカバ︑︵略﹀︒

七236國

強セシカバ︑︵略﹀︒

七B幽又景かねぐめづらしい

まい實のなるやうなのをお願ひ申し

七179團

のまれて︑品物を頁つたり買ったり
︵略﹀︑品物を責つたり買つ

して︑口銭を取る店のことです︒
七147圏
たりして︑口銭を 取 る 店 の こ と で す ︒

草花をほしいくと申して居ります

ます︒

のは︑織物を頁りたいといふ人にた

から︑︵略V︒

七149園 たとへばごふく問屋といふ
のまれて︑それをほかへ頁渡してや

︵略﹀︑これも二三種買って
︵略﹀︑これも二三種買って
來ていたゴきたうございます︒

七185團

來ていた皮きたうございます︒

七185團

り︑︿略V︒

七151園 たとへばごふく問屋といふ
のは︑織物を費りたいといふ人にた

のまれて︑それをほかへ費渡してや
り︑︵略﹀︒

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

にはの藤の花が咲いて︑風が

いふ人にたのまれて︑それをほかか

七152圏 ︵略V︑又織物を買ひたいと 七193

この時︵略Vまぶしへうつし

きとほって見える︒

︵略V︑口から美しい紐を出し

て︑からだを包む︒

七322

てやると︑︵略V︒

筆一本デ美シイエヲカイタ 七322

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒

︵略V︒

ラヘタリシテ︑人ヲ感心サセルノモ︑

リ︑ノミーツデ見事ナホリ物ヲコシ

︿略V︑風が吹く度にむらさき 七274

畠のゑんどうがかきの外から
こゑをかけて︑﹁︵略V︒﹂といふ︒

七195

のふさが動いてみる︒

七194

る︒

︵略﹀︑又織物を買ひたいと

ら買取ってやる店のことです︒
七153圏

いふ人にたのまれて︑それをほかか
ら買取ってやる店のことです︒

七154園 しかし卸費商人で︑問屋を

821
て

て

て繭になる︒

まゆ

のなり︒

七357図

︵略V︑かまどに入れて焼く︒

レタリスルト︑知ラズ︿二出口へ

織ナドヲ費ツテヰル店ガアリ︑︵略﹀︒

七385

一豊もほしくてくたまらな
一豊も︵略V︑家へかへって︑

せう︒

このお金は私がこちらへま

このお金は︵略︸︑父の渡

︵略V︑主人のお目にとまる

一豊は妻に禮をのべて︑その

やがて馬そろへの日となつ

︵略﹀︑一豊の馬ははたして信

﹁日ごろ貧しい暮しをして

︵略﹀︑信長は偉そう感心して︑

これが一豊の出世のもとになったと

七442

を買ひもとめた︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七438囹

ねました︒

長の目にとまって︑﹁︵略V︒﹂とたつ

七433

とまって︑︵略﹀︒

て︑一豊の馬ははたして信長の目に

七432

馬をもとめました︒

七431

ございます︒﹂

て︑今日このお金を出しましたので

やうになされるのが大事と考へまし

七428囹

して︑︵略V︒﹂

るやうになされるのが大事と考へま

よい馬にめして︑主人のお目にとま

七426囹

あなた榛にも︑その折には

馬に乗ってお集りのことでございま

一豊もほしくてくたまらな 七425園 さだめて皆様は御じまんの

してくれた金でございます︒

馬の主は馬を引いてかへらう 七421園

してくれた金でございます︒

みる時︑﹃︵略V︒﹄と申して︑父の渡

七421園

つた︒﹂

みるなら︑なぜあるとこ言いはなか

日用品ナラバ︑マヅ何デモア 七416園 ︵略﹀︑こんな大金を持って

ルトイツテヨロシイ︒

店ニハ番人が居テ︑買ハウト
何モ買フモノガナケレバ︑ソ

思フ物ハスグニ買ヘル︒

七387

ました︒

七403囹

妻はこれを聞いて︑夫に向つ
﹁その馬の直はいか程でござい

妻はこれを聞いて︑夫に向つ
﹁その馬の直はいか程でござい

妻は立って︑鏡箱の中から十
妻は立って︑鏡箱の中から十
﹁どうぞこれでそ

一豊はおどろいて︑﹁これは

これまで貧しい暮しをして
みるのに︑︵略﹀︒﹂

七414園

又どうした金か︒

七412

の馬をおもとめあそばしませ︒﹂

爾の金を出して︑

七408

爾の金を出して︑﹁︵略V︒﹂

七408

ます︒﹂

て︑

七405

ます︒﹂

て︑

七405

馬をもつて見たい︒﹂

武士としてはあのくらみな

﹁︵略﹀︒﹂と︑思はずひとり言をいひ

七401

いから︑︵略﹀︒

七399

いから︑︵略V︒

七399

としました︒

七398

ノマ︑カヘツテモヨイ︒

かくして出居たるものをす 七389
︵略﹀︑このすやきにうはぐ

︵略﹀ナドノ店ヲ見テ︑右へ
︵略﹀︑ソコニ言草紙屋・ゲタ

ドノ店ニモ品物ガキレイニナ

店ハ爾ガハニアツテ︑マン中
︵略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン

デ行ツテ︑︵略﹀︒

七374

ノ道ハセマイガ︑︵略V︒

七372

ラベテアル︒

七37一

屋・オモチや屋ナドガナランデヰル︒

七369

折レルト︑︵略V︒

七367

を塗りてつくる︒

塗物は︵略Vなどにうるし

すりをかけて︑ふた﹂び焼きたるも

七353國

やきといふ︒

七351図

七349図

焼く︒

かためてかわかし︑かまどに入れて

七323 それが二三日の内に出來上つ 七349國 ︵略﹀︑土産は石のこをねり

ぐにかわいて綜になるのである︒

七326 ︵略Vしるが外へ出ると︑す
七327 獄が繭を作ってから二十日あ
まりたつと︑︵略V︒

︵略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

になって︑繭を破って出て与る︒

七329

七329 ︵略V︑さなぎが蝶のやうな形
になって︑繭を破って出て來る︒

七329 ︵略V︑さなぎが蝶のやうな形
︵略V︑ ま だ 出 な い 内 に む し て ︑

になって︑繭を破って出て罵る︒
七333

︵略V︑ ま だ 出 な い 内 に む し て ︑

さ な ぎ を こ ろ し ておいて︑︵略﹀︒

七333
さ な ぎ を こ ろ し ておいて︑︵略﹀︒

七333 ︵略V︑さなぎをころしておい

︵略﹀︑それから繭をにて︑綜

て︑それから繭をにて︑綜を取るの
である︒

七334
を取るのである︒

︵略V︑人ハ湯前へ前ヘト進ン
デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ

七374

ラ︑︵略﹀︒

七335 蛾は繭から出ると︑やがて卵
を産んで︑間もなく死んでしまふか

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ
ラズ︿二出口へ出テ來ル︒

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

七378

ら︑︵略V︒

を産んで︑間もなく死んでしまふか

七335 蛾は繭から出ると︑やがて卵
ら︑︵略V︒

ぐに紙の上において卵を産みつけさ

出テ來ル︒

七336 蛾は︵略V︑出て曲ると︑す 七381 ︵略V︑左へ折レタリ︑右へ折
せる︒

おいて卵を産みつけさせる︒

七336 蛾は︵略V︑すぐに紙の上に 七382 出戸ニ近イ所ニハ︑着物・羽

て
て

822

西洋紙が日本紙二向ツテ︑

いふことでありま す ︒

七462
﹁世 ノ 中 ガ ヒ ラ ケ テ カ ラ ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイフト︑︵略﹀︒

七463圏

︵略V︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイニ用

﹁ ︵略﹀︑コノタクサンノ障

ヒラレルヤウニナツタカト思フ︒
七471囹

子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハ
ナイカ︒

﹁イヤ︿︑君ラバ破レ易

クテ︑少シモ強ミ ト イ フ モ ノ ガ ナ イ ︒

七479園
七481園 日本紙ハコヨリニシテ物ヲ
シバルコトが出來 ル ︒
日本紙ハ 笑 ツ テ ︑ ﹁ ︵ 略 V ︒ 水 ニ

ヌレルグラヰハ何 デ モ ナ イ コ ト ダ ︒ ﹂

七489

︵略﹀︑日本紙ハ神ダナヲ指サ

シテ︑﹁︵略V︒﹂トイヒ℃シタ︒

七497
﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび
お花は﹁はい︒﹂と答へて

て︑配達夫は入口に立ちたり︒

七504図
七506國
﹁おかあさんをよんで下さ

受取らんとせしが︑︵略﹀︒

七507園
い︒﹂

七508國 母は出で揚りて︑やがて六
銭をはらひて︑一通の手紙を受取り
たり︒

七509図 母は出で來りて︑やがて六
一通の手紙を受取り

﹁これにはちやんと三銭の

切手がはってあるのに︑なぜまたお
あしを梯ふのですか︒L

この手紙は四匁より重いの

昔はひきゃくといふものが

に︑差出人が三銭しかはっておきま

七518園
せん︒

七534囹

今では切手をはって出しさ

あって︑手紙や品物を配達しました
が︑︵略V︒

七537園
新橋停車場ヲ出デテ︑上野

へすれば︑︵略﹀︒L

七542図

右ノ方ハ魚市場ニテ︑責買

行ノ電車二乗ル︒

七545図

上野公園ニハ廣キ動物園ア

ノコエカマビスシ︒

七547図

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ
タリ︒

上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行
雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観

ノ電車二乗ル︒

七558図
七561図

雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観

音堂二向ツテ行ケバ︑︵略V︒

七562図

シバ
明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

クリニテリツパナリ︒

七594図

︵略V︑あるものは顔長くと

ヨリ四十七士ノ生口マウデントス︒
七608ロコ凶

︵略﹀︑かりに用ひて︑えも

がりて︑狐の如し︒

七623國

ご三匹の犬︑︵略﹀を追ひま

のをさがさしむるに適す︒
七627図

八九頭の犬︵略﹀そりを引

はして︑主人の行く方へ行かしむと
いふ︒

七631図

きて︑雪の道を走り行くさま︑まこ
とにいさまし︒

︵略﹀︑犬のくびに︵略﹀か

ごをかけおきて︑つかれたる旅人を

七634図

又近ごろは戦場にも犬を用

すくはしむることあり︒

七636図

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ
といふ︒

七642

︵略﹀︑水がなければ︑生きて

七677團

︵略V︑來年はたくさんなら

せて︑たくさん差上げたいと思って

居ります︒

見事な桃をたくさんおおく

せて︑たくさん差上げたいと思って

七678団 ︵略﹀︑養浜はたくさんなら

居ります︒

七684團

母はこんな美しい大きな桃

り下さいまして︑有りがたう存じま

す︒

は︑はじめて見たと申して︑おとな

七688国

︵略V︑こんな見事な桃がな

りへもおすそ分けをいたしました︒

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

七693国

ります︒

七693團 ︵略﹀︑こんな見事な桃がな

その内参上してお禮を申し

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

ります︒

上げます︒

七694團

︵略V︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

エビノピン︿ハネタリ︑カ

︵略V︑タコヤイカノアシヲソ

︵略V︑サザエ・カキナドハ岩

中デォモシロイノハサンゴ

デ︑タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ

七728

ニツイテヰル︒

七718

ロヘテオヨグ様ハマコトニ面白イ︒

七715

ニノ横ニハッテアルク様子ハ︑︵略﹀︒

七714

コ・イカナドガスンデヰル︒

七712

ヰルモノモアル︒

ナドノヤゥニ︑ソコノ砂地二塁ンデ

︵略V︑水をまぜてこしらへた 七711
くだ物も水をふくんで居り︑

物を口に入れないことはない︒

七646
七655

やさいにも水けがある︒

仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ

ニワウ

音堂二向ツテ行ケバ︑︵略V︒

七565國

︵略V︑やしき中の桃の木に

引そう手入をして︑盛年は

皆つぎ木をすると申してゐます︒

七675国

つてみたりするのはどくである︒

︵略V︑冷い水の中に長くはい

みることは出平ない︒

七657

拝シ︑ソレヨリ水族館ヲ見ル︒

スミダ
コ・ヲ一一グリシテ隅田川
ノポトリニ出ヅ︒

七569図

川ノ向フガハハ向島ニテ︑

イヅレモ洋風ノレングワヅ

たくさんならせて︑︵略V︒

今日ハマヅ丸ノ内二行キテ 七676團

櫻ノ名所ナリ︒

七571図

七587図

宮城ヲ葬シ奉ル︒

お 花 はあやしみて︑﹁︵略V︒﹂ 七575図

銭をはらひて︑
たり︒

七511図
と問へり︒

七512圏

8
て

て

形ヲシテヰル︒

七729 ︵略V︑タクサン集ツテ︑木ノ
︵略V海綿モ︑ヤハリ海ノソ

枝ノ様ナ形ヲシテ ヰ ル ︒

七734

海ニ井目ケモノガスンデヰ

コノ岩ナド物取リツイテヰル轟ノ骨
デアル︒

七736
ル︒

七748 ︵略V︑岸二近イ淺イ所カラ五
十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ
ハエテヰル︒

︵略﹀︑ゼンタイが細カニ分レ

レバ︑︵略V︒

七757 オビノ様二廣クテ長イノモア
七758
︵略﹀︑ゼンタイが細カニ分レ

テ︑枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒
七759
︵略﹀︑マヅ緑色ノモノ創造イ

テ︑枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒
七768
所二︑︵略﹀︑茶 色 ノ モ ノ ハ ソ ノ 中 間

ニハェテヰルノデアル︒
草ガヒラヒラト動 ク 間 ヲ ︑ ︵ 略 V ︒

七777 波ニユラレテ︑色ノ美シイ海
︵略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

七779

ノハ︑︵略﹀美シ イ 景 色 デ ア ラ ウ ︒

七786図圃 我等は人と生れきて︑一
たん心定めては︑事に動かず︑さそ
はれず︑︵略V︒

七787図圃 我等は人と生れきて︑一
たん心定めては︑事に動かず︑さそ
はれず︑︵略﹀︒

七796図團 ましてや人と生れ討て︑

一たんめあて定めては︑わき目もふ
らず︑怠らず︑︵略﹀︒

ましてや人と生れ來て︑

一たんめあて定めては︑わき目もふ

七797國園

長き航海を終へて早り零れ

らず︑怠らず︑︵略﹀︒

七804図
︵略﹀︑一日その町の學校へ

る明治丸の船長は︑︵略V︒

七805図
まねかれて︑航海の話をなしたり︒
﹁私も子供の時には毎日こ

㊨學校へ通って︑︵略V︑あの運動場

七807園

で燈操をしたり︑この講堂でお話を
﹁︵略﹀︑あの運動場で禮操

聞いたりしてみたのです︒
七809圏

をしたり︑この講堂でお話を聞いた

今日このなつかしい學校へ

りしてみたのです︒

七811囹

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

私は年中航海をしてみるも

よりもうれしうございます︒

七813園

のですから︑少しそのお話をいたし
ませう︒

私の乗ってみる明治丸とい
ふのは︑長さが六十間程もある乏き

七816園

まついかりをぬいて港を出

な汽船で︑︵略V︒

七819園

まついかりをぬいて港を出

て行くと︑︵略﹀︒

七819囹

て行くと︑︵略V︒

︵略﹀︑立ちならんでみる人

家も︑段々に小さく見える様になり

七821囹

ます︒

七823園

海岸の松原も次第に遠くな

︵略V日光が波にうつって︑

つて︑しまひにはもう何も見えなく
なります︒

七825囹

水の色が金色になります︒

七827囹月夜には波が銀の様に光つ

ある時には鯨が頭から高く

て︑その美しさは何とも言ひ様があ
りません︒

七829囹

︵略Vいるかがおよいでゐ

水けを吹いてみることがあります︒

七832園

外國の港に着くと︑見な

るのを見ることもあります︒

七837圏

外記の港に着くと︑見な

れない形の家がならんで立ってるま
す︒

七837囹

そこに居る人は私たちとは

れない形の家がならんで立ってるま
す︒

七841囹

まるでちがった風をして︑かはった
そこに居る人は︵略V︑か

ことばで話してゐます︒

七841園

船長はこつぶの水を一口飲

はったことばで話してゐます︒

七845図

があって︑それで方角をとって進ん

︵略V︑それで方角をとって

で行くのです︒

︵略V︑それで方角をとって

進んで行くのです︒

七862圏

七863園

︵略V︑星が出てみれば︑そ

進んで行くのです︒

れに便って︑居る場所や方角がちや

七864園

んと分ります︒

︵略V︑星が出てみれば︑そ

ひ終へて︑一

れに便って︑居る場所や方角がちや

七865囹

船長はかく

んと分ります︒

七874図

船長は︵略﹀︑一段と聲を

段と聲をはり上げて︑﹁︵略﹀︒

はり上げて︑ ﹁さておしまひに一つ

七875図

﹁さておしまひに一ついつ

いっておきたい事があります︒

七876囹

ちよつと渡船に乗ってさ

ておきたい事があります︒

へ︑こはがる者があるではありませ

七879囹

んか︒

皆さんの中にも︑大きくな

つてから外國へ︵略﹀出かける人も

七885囹

それですから小さい時から

ありませう︒

リ︒

七914図

ボートハヤガテ福井丸ノカ

船櫓次第二沈ミ行キテ︑水

タハラニ卸サレテ︑一同乗リウツレ

七901図

す︒﹂

海になれておくやうにしたいもので

︵略V︑山の様を波が立って︑ 七889園

みて︑又その話をつゴけたり︒
七851囹

又きりがか︑つたり︑大雪

船は今にも沈むかと思ふ様になりま
す︒

七854園

が降ったりして︑一寸先も見えなく
船にはらしんぎといふもの

なる事もあります︒

七862圏

て
て

824

ハスデニ甲板ヲヒ 馬 脚 リ ︒

四隻ノ船泊皆爆沈シテ︑

乗員ハ思ヒ︿ニコギサラントシ︑

七918図

︵略﹀︒

七924図 中佐ハボートニ坐シテ︑ナ
ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ
タリ︒

残シテ︑海ノ中ニハウムラレタリ︒

七927図 中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ
八16図 ︵略﹀︑國民もまた深くうや

八57図

板垣御門を入りて︑玉垣御
︵略V︒の御製を思ひ出でて︑

門の前にて葬し奉る︒

八73図

我が國膿のたふとさ︑いよいよ身に
︵略﹀︑我が國艦のたふとさ︑

しみておぼゆ︒

八74図

宿に早りて一休みの後︑外

いよいよ身にしみておぼゆ︒

手かごを持ちて︑いざ︑

宮に参拝す︒

八75図
八85図圃
山深く行きてたつねん︒

裏山にきのこたつねん︒

八87図團

いでや︑あの岩の小かげ

い せ

まひ奉りて︑一生に一度は︑かなら
ず伊勢に参拝せんと心がけざるもの

八96漸増
あまてらすおほみかみ

この間にいさんがかへって

おはなさんも一人の分はほ

んにお目にかΣつたやうな氣がしま
す︒

八122国

んとによく寓ってゐます︒

なるほど皆さんと一しょの

おはなさんは︵略﹀︑髪が

分は︑︵略﹀少しまじめになってゐ

八125国
ます︒

八128團

大そうきれいになりました︒段々お

爲眞を見て︑急に皆さんに

かあさんに似て來ます︒

八144

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛
乳ヲ家々二配達シテアルク︒

村デ司農夫ガクハヲカツイ

テ︑メイ︿ノ仕事ニカ・ル︒

八夢蕗﹀︑ソレぐノ道具ヲ持ツ
八148

︵略V︑上カラ下マデ一同ソロ

デ︑タンボへ出ル時デアル︒

八151

ツテ事務二取リカ︑ル︒

︵略V︑皆メイ︿ノ仕事ヲシ

テ︑毎日働イテヰルノデアル︒

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

テ︑毎日働イテヰルノデアル︒

八155

八158

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

樂ナヤウニ見エルガ︑︵略V︒

八158

樂ナヤウニ見エルガ︑︵略﹀︒
ヨシカゲ

八165︹図 輝尼ノ兄義景コレラ見テ︑

切張ハマダラニナリテ見

﹁︵略﹀︒﹂トイヒシニ︑︵略V︒

苦シ︒L

八177図圏

八182図園 ﹁︵略﹀︑総べテ物ハ破レタ

近心が心正シク︑ツネニ節

ル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

︵略﹀︒﹂

親類や友だちは大そう心配し

く考へてるました︒

まして︑どうしたらよいかと︑いろ

八197

によほど財産を減らしました︒

高も年々に少くなって︑五六年の中

八195 ︵略﹀︑牛も段々減り︑畑の取

農夫がありました︒

八192 ︵略﹀︑何不足なく暮してみた

てるた農夫がありました︒

牛もたくさんかひ︑何不足なく暮し

八191 ︵略V︑畑もたくさんもって︑

モ︑︵略﹀︒

像ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

︵略V︑父ハハや店ニスワツテ 八186國

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ

お目にか﹂りたくなりました︒

八131團
八137
上ツタ︒

八141

︵略V︑父ハハや店ニスワツテ

商費ノ用向ヲシラベテヰル︒

町ハ段々人通リガ多クナツ

商費ノ用向ヲシラベテヰル︒

︵略V︑うち中の者がそろつ 八141

︵略﹀︑寓眞でも笑

三郎は︵略V︑寓眞でも笑
︵略﹀︑にいさんによそ行の

一人の分はうっかりしてゐ

人ノ職業ニハイロ︿アツ 八198 親類や友だちは ︵略V︑どう

したらよいかと︑いろく考へてる

八154

ました︒

ある日一人の友だちは︑この

テ︑皆メイ︿ノ仕事ヲシテ︑毎日

︵略﹀︑皆メイくノ仕事ヲシ 八201

働イテヰルノデアル︒

よく寓ってみるので︑皆さ 八155

伯母様お笑ひになってはい

テ︑車モ通り︑馬モ通ル︒

三郎はいつもにこくして 八142

て寓眞をとりました︒

八101團

來ましたので︑︵略V︒

八99團

に︑皆うちよりてえもの数へん︒

なし︒

八24図 神代の昔皇祖天照大神︑
やたの

︵略﹀︑八腿鏡を授けたまひて︑﹁この

鏡を見ること我を 見 る が 如 く せ よ ︒ ﹂
とおほせられたり ︒

八25図その神勅によりて︑代々の
天皇はこれを宮中にあがめたまひし

八104團

三郎は

ゐますから︑寓眞でも笑って爲って
ゐます︒

が︑︵略﹀︒

八28図 ︵略﹀︑この御鏡を御神膿と

八105團

八117團

けませんよ︒

八113團

る問に篤されましたので︑︵略V︒

八109團

顔だといって笑はれました︒

八108團

つて寓ってゐます︒

八105国

つて鳥ってゐます︒

して︑皇祖天照大神をまつりたまへ
るなり︒

八41図 雨は夜中にはれて︑今日は
うら＼かなる天蛾 な り ︒

行けば︑︵略V︒

八43図 八時宿を出でて︑町を南へ
ゑん

︵略 V 老 木 枝 を ま じ へ て ︑

八46図 橋を渡りて神苑に入る︒
八53□︒凶

高く天をつく︒

八55図 五十鈴川の水に口す＼ぎ手
洗ひて左へ行き︑︵略﹀︒

猫
て
て

く世間話をしてみたが︑︵略﹀︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ
いふことだ︒﹂

ゑをさがして︑すぐ瞬ってしまふと

れはめづらしい︒︵略﹀︒﹂と思ひま

農夫は此の話を聞いて︑﹁そ

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八201 ある日一人の友だちは︑この 八222

ん︒

八229

八231

その中に下男が変事をかつい

で︑裏門から出て來ました︒

八236

水車場へ行くのかと思って見

で︑裏門から出て來ました︒

八236

てるると︑︵略﹀︒

水車場へ行くのかと思って見

てるると︑︵略﹀︒

︵略V︑すぐ家の中へかけこ

を引ったくりました︒

んで︑まだねてみた妻を呼起して︑

八255

︵略V︒

んで︑

まだねてみた妻を呼起して︑

八255 ︵略﹀︑すぐ家の中へかけこ

︵略﹀︒

た︒

朝ねをしてみる間に︑身代

朝ねをしてみる間に︑身代

見た事をすっかり話して聞かせまし

八259 ︵略︶︑﹁︵略V︒﹂といって︑今

が減って行くのだ︒﹂

八258囹

が減って行くのだ︒﹂

八257圏

して︑ ﹁︵略﹀︒﹂といって︑︵略V︒

此の男は居酒屋に酒代の借が 八256︵略V︑まだねてみた妻を呼起
とするのです︒

あるので︑其のかたに持って行かう

どうかして其の雀をつかま 八239
次の朝農夫はいつになく早く

農夫は驚いて︑其の褒誉を取

︵略﹀下女がぼけつをさげて︑

どうするのかと氣を附けてゐ
此の下女は毎朝かうして︑主

人の目をかすめて︑牛乳を頁ってゐ

此の下女は毎朝かうして︑主

たのです︒

八251

其の後は毎朝必ず早く起き

︵略V︑下男や下女は早くから

︵略﹀︑自分はどうかして白雀

其の中に雀のことはいつかわ

︵略V︑た買身代を取返す事に

豊もよく働きました︒

ばかり心がけるやうになって︑夜も

八268

り心がけるやうになって︑︵略﹀︒

すれて︑た窒身代を取返す事にばか

八266

た︒

を見つけようと︑たつねまはりまし

八264

畑へ出して働かせ︑︵略﹀︒

八263

て働かせ︑︵略V︒

て︑下男や下女は早くから畑へ出し

八262

して聞かせました︒

︵略V下女がぼけつをさげて︑ 八259 ︵略﹀︑今見た事をすっかり話

取りもどして鋸って駈ると︑

取りもどして蹄って來ると︑

りもどしました︒

八241

八249

ると︑︵略﹀︒

八247

牛小屋から出て來ました︒

八246

牛小屋から出て來ました︒

八245

︵略V︒

八243

︵略﹀︒

︵略V︑屋敷のまはりを見まは 八243

︵略V︑野原の方までも行って

激って見ると︑自分の家は戸
︵略︶︑自分の家は戸がまだし

がまだしまってみて︑︵略﹀︒

八231

がまだしまってみて︑︵略V︒

錦って見ると︑自分の家は戸

たつねましたが︑影も形も見えませ

八228

ましたが︑︵略﹀︒

つて︑野原の方までも行ってたつね

八228

はって︑︵略︶︒

起きて︑︵略﹀︑屋敷のまはりを見ま

八226

へて見たい︒﹂

八223圏

へて見たい︒﹂

どうかして其の雀をつかま 八236

した︒

﹁居るさう

八223園

く世間話をしてみたが︑︵略V︒
︵略﹀︑そこらあたりに飛んで
︵略﹀︑そこらあたりに飛んで

みた雀を見て︑︵略 ﹀ ︒

八202
八202
みた雀を見て︑雀といふものは︵略V
ものだといふことを話しました︒

八205 農夫は之を聞いて︑近年変の
取高の少いのは︑この雀のせいでは
﹁ ︵ 略 ﹀︒﹂と︑ふしぎさうな顔

あるまいかと思ひ ま し た ︒
八213

友だちは答へて︑

附をして︑農夫は問返しました︒
八214
だ︒

又若し外の雀が見つける

八217囹 ︵略V︑毎年一羽つつしか出
て來ない︒

八218囹
と︑よってたかっていぢめるので︑
︵略﹀︒﹂

又若し外の雀が見つける

人の目をかすめて︑牛乳を責ってゐ

八218囹

たのです︒

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

日はもう高く上ってゐます︒

此の下女は毎朝かうして︑主

まってみて︑誰も起きてみる様子が

八232

八251

ありません︒

︵略﹀︑誰も起きてみる様子が

八233

ありません︒

八231

と︑よってたかっていぢめるので︑
︵略﹀ ︑ 毎 朝 早 く す を 出 て ︑

︵略﹀︒﹂

八219囹

ゑをさがして︑すぐ隔ってしまふと
︵略﹀ ︑ 毎 朝 早 く す を 出 て ︑

いふことだ︒﹂

八219圏

ゑをさがして︑すぐ錦ってしまふと

農夫はおこって︑其のばけつ

人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ

八252

みるのに︑誰も草をやるものがあり

その中に下男が書舗をかつい

たのです︒

八235

ません︒

︵略V︑毎朝早くすを出て︑

いふことだ︒﹂

八219園

て
て
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八269 二三ケ月立ってから︑前の友
だ ち が 來 て ︑ ﹁ ︵略﹀︒﹂と︑笑ひなが
らたつねました︒

八269 ご三ケ月立ってから︑前の友
だ ち が 來 て ︑ ﹁ ︵略﹀︒﹂と︑笑ひなが

農 夫 は ﹁︵略﹀︒﹂といって︑か

らたつねました︒
八274

一日川成二向ヒテ︑﹁︿略﹀︒﹂

たく友だちの手を握りしめました︒
八279図
トイヘリ︒

八282図圏 四方ノカベニ絡ヲカキテ
タマハリタシ︒﹂

八284図 川成行キテ見ルニ︑小サキ
四角四面ノ堂アリテ︑︵略﹀︒

八304図

工驚キ︑アツト聲立テテニ

ゲ出セバ︑︵略﹀︒

︵略V︑川成腹ヲカ︑ヘテ笑

ヒナガラ︑︵略V︒

八305図

工恐ル︿近ヨリテ見レ

バ︑︵略﹀︑カノ死人ト見エシバ︑フ

八307國

せが高く︑目がするどくて︑

スマニエガケル糟ナリシナリ︒

八313
おそろしいが︑

僕は時々其の仕事場の前に立

ちよつと見ると︑
︵略V︒

八319

僕は時々其の仕事場の前に立

つて見てみた︒

八319
つて見てみた︒

八344

テムシ︑

︵略﹀︒

里もな

八393図 ︵略V︑ケヅリテウス板トシ︑
︵略﹀︒

八393図 ︵略︶︑細クキザミテヂク木

二藥ヲツケ︑︵略﹀︒

八394図
︵略﹀︑火ニカワカシテ︑頭

トシ︑ ︵略V︒

弓張を持って走る人が︑後か

︵略V︑角の呉服屋が焼けてゐ

長い天氣つ穿きで︑かわきき

だんく下火になって來てう

叔父さんのうちへ見まひに行

分らない︒

八429

れしい︒

れしい︒

八429

らん︒﹂

火は一目も無くてはならぬも

︵略V︑うちの名の和田を入

れて︑十五字になるやうに書いてご

八491圏

お前一つ書いてごらん︒﹂

八463圏 ︵略﹀早く返事を上げよう︒

のである︒

八439

つたにいさんが蹄っての話に︑︵略﹀︒

八434

だん︿下火になって填てう

八426 ︵略﹀︑どこまで焼けて行くか

つてみる上に︑︵略V︒

八425

るのださうだ︒

八421

けてるるのださうだ︒

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼

火元は裏町通の材木屋で︑も

て飛んで行く︒

八418 ︵略﹀︑後から後からとつ雷い

て飛んで行く︒

八418 ︵略﹀︑後から後からとつ買い

ら後からとつ貸いて飛んで行く︒

︵略V︑今では其の後をついで︑ 八417

朝から晩まで相かはらず︑﹁︵略﹀︒﹂

︵略V︑朝から晩まで相かはら

と働いてみる︒

八345

ず︑﹁トンテンカン︑トンテンカン︒﹂
と働いてみる︒

鳴かぬ

︵略V︑つ好いてかをる梅 八421

ひなの祭の桃の花 ほこ

が香に︑うぐひす

八349図圃
し︒

八355図團

櫻も咲けば︑

いつしか木々もうらがれ

ろびそめて︑山々の
︵略V︒

カクノ如ク債ノ安キモノニ

さびしきにはのさざん花や︑

八376図圏
て︑
︵略﹀︒

八384図

テ︑カクノ如ク便利ナルモノハ淡口

かま

八322ある時は鎌をきたへてみた︒

﹁自分は今こそこんな小刀

刀は︵略V︑きたへる時は

︵略﹀︑其ノカタマルヲ待チ
テ︑箱二入ル︒

八395國

八396図

八495囹

らん︒﹂

こ㌧に頼信紙があるから︑

れて︑十五字になるやうに書いてご

箱ハウスキ木片ヲ折り︑其 八491囹 ︵略﹀︑うちの名の和田を入
火のこが花火のやうに散って

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑︵略﹀︒

みる︒

其の時分までよそへ奉公に行 八417

︵略﹀︑去年の暮に死んでしま

八392國マヅ木材ヲ切りテ︑亭々二

少カルベシ︒

八342

だ︒﹂

身を清めて︑一心不齪に打つたもの

八337囹︺

や釘などを造ってみるが︑︵略﹀︒

八334園

暮方まで働いてみた︒

八331 夏のどんな暑い日でも︑︵略﹀︑

くれた︒

八328 ︵略V︑翌日すぐにこしらへて

つた︒

八323又車のわを打ってるた事もあ

た︒

八285図 ︵略V︑小サキ四角四面ノ堂 八319 ある時は釘をこしらへてゐ
﹁入 り テ 見 給 へ ︒ ﹂

アリテ︑四方ノ戸〆開キタリ︒
八287図園

︵略﹀︑何心ナクエンニ上リ

テ︑南ノロヨリ入ラントスレバ︑其

八289図

ノ臣事タト閉ヅ︒

八291國 驚キテ西ノロヨリ入ラント
︵略﹀︑其ノ戸マタハタト閉

スレバ︑︵略﹀︒

八292國

︵略﹀︑クチヲシクモエノ笑

ヂテ︑南ノ戸開キ タ リ ︒

八296図
聲ヲ後ニシテ蹄レ リ ︒

八303﹇図︵略V︑内鼠ハ黒ブクレニナ
リテクサリタル死人横タハリテ︑臭

つた︒

氣鼻ヲツクが如シ ︒

八303國︵略﹀︑内ニ歯黒ブクレニナ

八343

つて居った若いむすごが︑︵略﹀︒

リテクサリタル死人横タハリテ︑臭
氣 鼻 ラ ッ ク が 如 シ︒
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て
て

ソガ ノ イ ル カ

書いてお出し︒﹂

八498図

︵略︸︑蘇我入鹿勢ヲホシイ
エミシ

マ︑ニシテ︑父蝦夷ト共二不忠ノフ
ルマヒ多カリキ︒
ナカトミノ

國ノタメ移入鹿父子ヲノゾカント思

八501図 中臣鎌足コレヲウレヘテ︑
ヒ立チタリ︒

八512図 鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ
キテ皇子ニサ︑ゲ シ ニ ︑ ︵ 略 V ︒

︵略﹀︑皇子モマタヒザマヅ

キ テ 皇 子 ニ サ ︑ ゲ シニ︑︵略﹀︒

八512図 鎌足之ヲ拾ヒテ︑ヒザマヅ
八513図
キテ︑之ヲ受ケ給 ヘ リ ︒

八515図 コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ
ミ奉ルコトヲ得テ ︑ ︵ 略 ﹀ ︑ ヒ ソ カ ニ

︵略﹀︑同志ノ人々ヲモカタ

時ノイタルヲ待テ リ ︒

八515図

カン

サル程二一二韓ノ使ミツギヲ

ラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ待テ
リ︒

八517図
奉ルニヨリーア︑ 入 鹿 ノ 参 内 ス ル コ ト
アリ︒

八531國他ノニ人ハ︵略﹀︑恐レテ
出デズ︒

入鹿ノ肩ヲキリ給フ︒

八533図
皇子コラヘカネテ︑ヲドリ
出デテ︑

入鹿ノ肩ヲキリ給フ︒

八533図
皇子コラヘカネテ︑ヲドリ
出デテ︑

入鹿ノ足ヲキル︒

八535図
之ヲ見テ他ノ一人進ミ出デ
テ︑

入室ノ足ヲキル︒

八535図
之ヲ見テ他ノ一人進ミ出デ
テ︑

︵略﹀︑天皇重ク用ヒテ大臣

奉りテ功アリシカバ︑︵略﹀︒

八543図
鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ
S図

八562

︵略﹀︑大空を飛びまはって︑

︵略﹀︑大空を飛びまはって︑

︵略﹀︑氣候によってすむ所を

駝鳥は鳥類の中で一番大きく

かり居て高く飛ばないから︑︵略﹀︒

八555．︵略﹀などは陸上や水上にば

かへる鳥は︑︵略﹀︒

八549

他の鳥をとらへて食ふ鳥や︑︵略V︒

八548

他の鳥をとらへて食ふ鳥や︑︵略﹀︒

八548

トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

T4

シタガヘリ︒

八527図 ヤガテ同志ノ一人御前二進
ミ テ ︑ 三 韓 ノ 表 文 ヲ讃ムニ︑︵略﹀︒

八528図 入鹿アヤシミテ﹁何故ゾ﹂
ト問ヘバ︑︵略﹀︒

くて︑くちばしばかりが長い︒

水鳥のくちばしは平たくて先
︵略﹀︑陸鳥のくちばしは圓く
細くて︑先がとがって居る︒

八569

が圓く︑︵略﹀︒

八569

ちばしだけが短い︒

八571

︵略﹀︑陸鳥のくちばしは圓く

わし・たか・とびなどは即く

細くて︑先がとがって居る︒

八573

いすかのくちばしは上と下が

ちばしがことに鋭くて︑や︑太い︒

八574

くじゃくは時時尾を扇形にひ

くひちがってみる︒

八588

︵略﹀︑座敷一ぽいになって︑

ろげて見せる︒

八591

あはつ

天井へつかへる程である︒
すまぬ空ののどけさよ︒

石山寺の秋の月︑雲をさ

綿ノ木ハ︵略﹀︒︵略V︑七月

三二花が咲イテ︑九月カラ十月ノ初

八634

實が熟スルト︑サケテ中カラ

二二實が熟シマス︒

白イ綿ガハミ出シマス︒

八635

ソレヲ取去ルノデス︒

八637 ︵略V︑綿クリ機械ニカケテ︑

木綿織物言︵略﹀色々ナ縞ガ

アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ

八641

スカ︒

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク

︵略V︑ソレカラウスニ入レテ

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオク

其ノ中へ白縣や白布ヲ入レ

八664圏

︵略V︑一週間もおひまをい

謹んで申し上げます︒

病中の祖母も大そうよろこ

て居ります︒

八668国 ︵略﹀︑有りがた涙をこぼし

ります︒

びまして︑有りがた涙をこぼして居

八668国

存じます︒

ただきまして︑まことに有りがたう

八666團

テ︑紺や淺黄二染メルノデス︒

八661

ト︑紺色ノ汁が出マス︒

八658

ツキカタメマス︒

八657

ス︒

ソレカラウスニ入レテツキカタメマ

八656 ︵略﹀キザンデ︑日ニホシテ︑

キザンデ︑目ニホシテ︑︵略﹀︒

八656

取ルノデス︒

八602全章粟津の松の色はえて︑か 八655 ご月頃種ヲ蒔イテ︑六月頃刈
八606図圃

白帆を

三つ四つ五つうち連れ

まりてかげ清し︒

八616図圃
やばせ

て︑矢走をさして婦り行く

白帆を

三つ四つ五つうち連れ

送る夕風に︑︵略﹀︒
やばせ

八617図南

て︑矢走をさして婦り行く

皆サンノ着物ニシテヰル木綿

送る夕風に︑︵略﹀︒

八622

木綿綜ヲ機デ織ツテ造りマ

︵略V木綿織物ハドウシテ造

織物ハドウシテ造りマスカ︒

八623
リマスカ︒

八624
ス︒

綿ノ木馬ドコニ出來マスカ︒
又ドウシテ出來マスカ︒

八631

木綿綜ニナリマス︒

八626綿ヲ機械ニカケテツムグト︑

カ︒

八525図 鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御後ニ 八567 駝鳥ははぎも首も長くて︑く 八625 木綿綜ハドウシテ出來マス

カグ撃茎クレ給フ ︒

ヂサセ︑︵略﹀︒
て︑卵も子供の頭程ある︒
八524図 ︵略V︑長キヤリヲトツテ物 八566 併しかはせみははぎも首も短

八524図 中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉

．八

て
て
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下って︑ 食 事 も 進 み ま す か ら ︑ ︿ 略 V ︒

昨朝あたりから熱がずっと
八673国

手紙を見 て 安 心 し ま し た ︒

其の後どうかと思ってゐま
八684團
したが︑

八685団 ︵略﹀︑手紙を見て安心しま
した︒

上げなさい︒

八689国 ︵略V︑ゆっくり看病してお
八692團 ︵略V︑何かすきな物を買つ
て上げて下さい︒

こ︑において︑胃は一同に

て︑血塗は全く力なきにいたれり︒

八711國
向って曰く︑︵略﹀︒

八712図園 ﹁︵略V︑我はた玄坐して
我の職務は食物をこなし

食ふ者にあらず︒

八713鳳凶囹

我若し食物をこなす麗な

て︑之を血の製造器へ送るにあり︒

八715國囹

諸君我を苦しめんとし

くば︑全身を養ふ血は如何にして得
らるべき︒

︵略﹀︒

八749國

﹁猫デナイシヨウコニ竹

猫ノロ心心︵略V鋭キ牙ア
又其ノ舌ニハ内方二向ツテ

我等若し汽船に乗りて︑我

我等の住む世界は圓きもの

洋を渡りて︑東へ東へと進むなり︒
八807□︒凶

故︑名づけて地球といふ︒

北半球にて百花咲きみだれ
︵略﹀︑南半球にては木の葉

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑︵略V︒

八814國
八815図

ある土人の如きは氷を以て

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

八822図

家を造りて住めり︒

敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲

梯ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

八871

アラテ
之ヲ見タ敵ハ郵船新手ヲ加へ

ヲウチカケタ︒

︵略V︑フタ・ビ攻メヨセテ來

テ︑ブタ︑ビ攻メヨセテ來タ︒

八874

タ︒

八874

八878 中佐ハ﹁︵略﹀︒﹂トサケンデ

此ノ時中佐ハスデニ第二弾ヲ

部下ヲハゲマシ︑︵略V︒

︵略V︑ソレデモタワマズ︑奮

戦ヲツぐケテ居ルト︑︵略V︒

八882

︵略V︒

右手二︑第三弾ヲ腹二受ケテ居タガ︑

︵略V︑雪月花のながめも折 八88エ
地球上に住む人類は総数十

節にかはりて面白く︑︵略﹀︒

八832図
八834﹇囚

六億ありて︑其の人種はさまぐな
り︒

︵略V砲弾ノ破片が中佐ノコ

ホリ
︵略V一軍曹ハ中佐ヲ壕ノ内

中佐ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑弾丸

杖二起上ラウトスル︒

八888

玉入レテカイハウシタ︒

八887

二倒レタ︒

シニアタツテ︑中佐ハドウト其ノ場

三十七年ノ四月第ご遺墨ッイ 八883
︵略﹀︑部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑

テ戦地へ向ツタガ︑︵略V︒

八847
八852

勢鋭ク進撃シタ︒

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑
上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑

八854

敵ノ弾丸ハ雨アラレノ馬路飛

二人ハ投ゲ出サレテユメゥツ

軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ

軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ

地ヲ取返サレテ残念千萬ダ︒﹂

八902圏 ︵略﹀︑セツカク占領シタ陣

倒レテ居タ一兵士トトモニ︵略﹀︒

八896

倒レテ居タ一兵士トトモニ︵略﹀︒

八896

︑︒

八894

ヲカケ下りタ︒

ノ下ヲクぐリナガラ︑ケハシイガケ

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ 八889

盛二弾丸ヲ打出ス︒

八859

ケテ突撃シタガ︑︵略V︒

中佐ハマツサキニ立ツテ︑敵
中ヘヲドリコンデ︑︷略﹀︒

八862

ンデ來ル︒

八864

タチマチ三人ノ敵ヲ斬り殺シタ︒

こ﹂より汽船に乗りて︑ふ 八863 ︵略﹀︑敵申ヘヲドリコンデ︑
フランスは海をへだててイ
ギリスの南にあり︒

八781︹図

た﹂び東へ進めば︑︵略V︒

八768図

行かば︑︵略V︒

が聖別の港を出で︑東へ東へと進み

八759図

リ︑急二季ビツキテ之ヲ捕フ︒

︵略V︑シヅカニ他獣二近ヨ

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑

八744図

リテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八743國

ヲ書イテオキ︒﹂トイフコトアリ︒

八728國圃

るが故に︑︵略V︒

て︑此の数日間少しも食物を送らざ

八692国 ︵略V︑何かすきな物を買つ 八716國囹
て上げて下さい︒

八696図ある時口・耳・目・手・足
等一同申し合せて︑胃に向っていふ
やう︑︵略︶︒

八697図ある時口・耳・目・手・足
等一同申し合せて︑胃に向っていふ
やう︑︵略︶︒

﹁︿略﹀︑汝はただ坐して

﹁︵略﹀︑汝はただ坐して

食ふのみにて︑少しも我等に報ゆる

八699図圏

所なし︒

八699選分

食ふのみにて︑少しも我等に報ゆる
所なし︒

八701図園 我等一同申し合せて︑今
日より働くことを止むぺければ︑左
︵略﹀︑目は食物を見ても見

様心得られたし︒﹂

八705図

ぬふりをして過し ︑ ︵ 略 V ︒

︵略V︑トウく山上ノ敵ヲ追

下ノ兵士ヲハゲマシく︑︵略V︒
︵略V地中海を過ぎ︑印度 八867

東北にあるドイツは︵略V︒

八708図︵略V︑耳鳴り︑目暗み︑手 八784図 フランスの隣國にて︑其の 八866 ︵略﹀︑左手二軍刀ヲ持ツテ部
足なえて︑動くこ と か な は ず ︑ ︵ 略 V ︒

八709國 ︵略V︑皮膚の色さへ青ざめ 八798國

829

て一て

ラ︑形ヲ正シテ︑﹁今日ハ我が皇太

八903 中佐ハ﹁︵略V︒﹂トイヒナガ 八943図 ︵略﹀︑朝目・夕日にか買や
きて︑遠く数里の外よりも望み見る

タンジヤウ

八956図
なれり︒
あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

︵略V︑夫婦の老人一人のむ

︵略V︑毎年來りて︑我が

尊︑﹁︵略﹀︒﹂とて︑老人夫

︵略V︑其のほとりに娘を坐

婦に命じて酒を造らせ︑︵略﹀︒

九35図

娘を取立ひ︑︵略﹀︒

九31図圏

見給ふ︒

すめを申にすゑて泣きかなしめるを

九21図

なれり︒

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九15図

九37図

︵略V︑やΣありてかの大蛇

︵略V︑おびさせ給へる劔を

︵略︶︑酒を飲みでよひふし

あらはれ出で︑︵略﹀︒

たり︒

九38図

九39図

抜きて︑ずたずたに大蛇を斬り給ひ

ふに︑︵略﹀︒

九410図

やまどたけるのみこど

︵略﹀︑天皇日本武尊に
い

せ

命じて︑之を討たしめ給ふ︒

尊は先づ伊勢にいたりて神

宮を拝し︑︵略︶︒

﹁つΣしみて怠ることな
するが

尊之を受けて︑進みで駿河
するが

尊之を受けて︑進みで駿河

の國に至り給ひしに︑︵略V︒

九55図
九55國

︵略︸︑ここにありし賊ども

の國に至り給ひしに︑︵略﹀︒

九57國

いつはり降り︑﹁︵略V︒﹂と冷めて︑

︵略V︑尊の野に入り給ふを

尊をいざなひ︑︵略﹀︒

九58図

見て︑火を放ちて焼き奉らんとせり︒

︵略V︑火を放ちて焼き奉ら

尊こΣにおいて天叢雲劔を

んとせり︒

九58図

九59図

︵略﹀︑尊は難をまぬかれ給

抜きて︑草を薙梯ひ給ふに︑︵略﹀︒

九61國

これより此の劔の名を改め

ひなほ進みで賊を討滅し給へり︒

九62図

尊はなほも進みで北に向ひ

て草薙劔と申す︒

九63図

尊これより引返して近江の

あふみ

︵略V︑蝦夷ども皆恐れて降

給ひしに︑︵略﹀︒

つれり︒

九67図

︵略V︑宮を建ててそこにま

賊を討ち給ひしが︑︵略V︒

九65図

参し︑︵略﹀︒

︵略V大蛇を斬り給ひしに︑ 九64図

しに︑︵略︶︒

九310図

あやしみて尾をさきて職給

尾にいたりて︑劔の先少しくかけた
り︒

九41図

あやしみて尾をさきて見給

ふに︑︵略﹀︒

九41図

かれ︒﹂

今合して名古屋市の一部と 九53図圏

て名高く︑︵略V︒

名古屋は此の城あるにより 九51図

ことを得べし︒

トイツタ

八946図

子殿下ノ御誕生日 ダ ︒

八907 軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘
レテ︑アランカギリノカヲツクシタ
ガ︑︵略﹀︒

﹁︵略V︒﹂

八91一 コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬
丁三言付ケテ︑
ガ︑︵略︶︒

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

八912囹
事職敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

イ︒

︵略﹀︑砲戦・銃聲ガツ寸ク

八914圓 其ノ時ハスグ馬ヲ引イテ來
八916園

ヤウナラ︑我が軍が苦戦シテヰルト
思へ︒

徳川家

せしめて待ち給ひしに︑︵略﹀︒

八917囹 其ノ時上月レノ死髄ヲセオ 九36図
ツテ鋸ル積りデカ ケ ツ ケ ヨ ︒ ﹂

様 子 ノ 分 ル ノ ヲ 待 ツテ居タガ︑︵略V︒

八922 馬丁ハ︵略﹀心配シナガラ︑
︵略﹀ 戦 死 サ レ タ ト 聞 イ テ ︑

カケツケテ其ノ死ガイニ取リスガツ

八923

テ泣イタ︒

八923 ︵略V戦死サレタト聞イテ︑
カケツケテ其ノ死ガイニ取リスガツ
テ泣イタ︒

ツテ泣イタ︒

名古屋城は︵略﹀︑

とくがはいへ

八924 ︵略V其ノ死ガイニ取リスガ

やす

八937國

城にして︑︵略﹀︒

康が諸大名に課して造らしめたる名

九71

ベン

櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツ

︵略V︑辮ノ大キサガヨク揃ツ

テ︑辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

九71

又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ

テヰル︒

九72

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

ヰルカラ︑︵略V︒

九77

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︵略﹀︒

九79

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑成書揃

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

︵略﹀︒

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

九79

︵略V︒

︵略﹀︑辮ハ︵略﹀︑皆一ツニ

ナツテヰテ︑引キサカナケレバ取離

九710

スコトガ出來ナイ︒

︵略﹀︒

九83多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

ルト︑

︵略V︑カウイフ工合ニソレ

︵略﹀︒

九83多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

ルト︑

豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰル

ぐ憂ツテヰル︒

九84

九86

︵略V︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ

シ︑ ︵略﹀︒

様ナ形ヲシテヰル︒

九87

九88菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ

︵略﹀︑辮が四ツ揃ツテ︑十字

四ツ揃ツテ︑ 十字形ニナツテヰル︒

九89

︵略V︑ニンジンノ様ニカラカ

形ニナツテヰル︒

九98

て

て

830

サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア
ル︒

九165図

︵略﹀少シク下流ニアタリ
︵略﹀︑東京ヨリ江戸川ヲサ

テ船戸アリ︒

カノボリテ利根川二通ズル汽船ノ通

九166図

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑
路ニシテ︑︵略﹀︒

九910 又萎ノホノ様ナ形ニナツテ咲
︵略V︒

タンポ・・ヨメナナドハ︵略﹀

ヒタチ
本流西下リテ︑下総・常陸

大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ
︵略﹀一水兵が女手の手紙を

悼みながら泣いてみた︒

九191

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

九187図

ノ國境ヲ流レテ太平洋二入ル︒

九168図

ヒタチ
九101 ︵略V︑総ノ形ニナツテ咲クモ 九168図 本流灯下リテ︑下総・常陸
ノ國境ヲ流レテ太平洋二入ル︒
ノニハ藤ナドガアル︒
九104

一ツノ董ノ上二︑タクサンノ小サナ
花が集ツテ咲イテヰルノデアル︒

九104 タンポ・・ヨメナナドハ︵略V
一ツノ董ノ上二︑タクサンノ小サナ
花が集ツテ咲イテヰルノデアル︒

ふと通りか＼つた大尉が之を

思って︑︵略﹀︒

見て︑あまりに女々しいふるまひと

︵略V細谷川ハ︑流レ下ル 九191

アガツマ

ニシタガヒテ︑敷多ノ小流ヲ急募︑

九149図
ヌマ

沼田町二至ル︒

セ︑︵略﹀︒

︵略V︒

軍人となって︑いくさに出
水兵は驚いて︑

水兵は驚いて︑

立上ってし

立上ってし

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

九198

たのを男子の面目とも思はず︑︵略﹀︒

九194園

しかった︒

まひと思って︑﹁︵略V︒﹂と言葉鋭く

九1410図 是ヨリ南流シテ吾妻川ヲ合 九192 ︵略﹀︑あまりに女々しいふる

九154図 更二東南二流レテ︑上野・
武藏⁝ノ國境ヲ過ギ︑︵略V︒
ワタ ラ セ

ムサシ

九155図 ︵略V︑渡良瀬川ヲ合セテ栗
橋二等ル︒

九157図 栗橋ヲ過ギテ︑間モナクニ
ツニ分ル︒

︵略﹀︒

九199
︵略V︒

九199

立上ってし

やがて頭を下げて︑
﹁︵略﹀︒﹂といって︑其の手紙を差出

︵略V︑

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

水兵は驚いて︑

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

九159図 ︵略V︑一二東南二流レテ利 九198
根 ノ 本 流 ヲ ナ シ ︑ ︵略﹀︒

︵略﹀︑一ハ西南二向ヒ︑権

江戸川ハ南流シテ海二入

現相川二合シテ江戸川トナル︒

九161図

九161図
ル︒
ヌ

テ鬼怒川・小貝川ヲ合セ︑︵略V︒

キ

九163図 利根川ノ本流ハ東南二流レ

した︒

水兵は︵略﹀︑﹁︵略V︒﹂とい

大尉はそれを取って見ると︑

つて︑其の手紙を差出した︒

九203

九204

次の標な事が書いてあった︒

大尉はそれを取って見ると︑

次の様な事が書いてあった︒

九204

一命をすてて君に報ゆる

爲には候はずや︒

九209國團

何にてもゑんりよなく
︵略﹀︑そなたのふがひな

九213圓團園
言へ︒﹄

九216圓団

きことが思ひ出されて︑此の胸は張
︵略﹀︑此の胸は張りさく

りさくるばかりにて候︒
九216圓國

るばかりにて候︒

て君に報いよ︒﹄といって居られる

が︑︵略V︒

九231囹 おつかさんは﹃︵略﹀︒﹄と

豊島の戦に出なかったこと

いって居られるが︑︵略V︒

九233囹

は海中一同残念に思ってみる︒

九235園 ︵略﹀目ざましい働をして︑

此のわけをよくおつかさ

我が高千転艦の名をあげよう︒

九237圏

此のわけをよくおつかさ

んにいって上げて︑安心させるがよ

い︒﹂

水兵は頭を下げて聞いてみた

んにいって上げて︑安心させるがよ

九237圏

い︒﹂

九239

水兵は頭を下げて聞いてみた

が︑︵略︶︒

︵略V︒

につこりと笑って立去った︒

かしこくも天皇陛下は自ら

又別に輔重兵ありて︑後方

しちよう

の前方に出でて田歌をさぐる︒

九248図 騎兵は ︵略﹀︑多くは友軍

すべ給ふ︒

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

九244図

つた︒

九2310 ︵略︶︑にっこりと笑って立去

して︑

九2310 ︵略V︑やがて手をあげて敬禮

して︑

九231︵
0略V︑ やがて手をあげて敬禮

が︑︵略﹀︒

大尉は之を讃んで︑思はずも 九239
涙を落し︑︵略V︒

九222

大尉は︵略﹀︑水兵の手を握
併し今の戦孚は昔とちがつ

つて︑﹁︵略V︒﹂といひ聞かせた︒

九223
九226園

て︑一人で進んで功名を立てる様な
併し今の戦孚は︵略﹀︑一

ことは出來ない︒
九226囹

將校も兵士も皆一つになつ

人で進んで功名を立てる様なことは
出來ない︒

九228圏

総べて上官の命令を守つ

て働かなければならない︒

九229園

より兵糧・弾藥等を運ぶ︒

九253図

このゑ
おつかさんは﹃一命をすて 九271図 ︵略﹀︑外に近衛師團を合せ

て︑自分の職務に精を出すのが第一
だ︒

九2210圏

831
て

て

て十九箇師團となれり︒
之を聞いて︑

是までフルト

の一部に故障があったので︑︵略﹀︒

︵略﹀︒

の成功を喜んだといふことである︒

︵略V大いに感心して︑皆其

ンを笑った人々も大いに感心して︑

九276図 ︵略V軍人形ヲカザリ︑ ノ 九329
ボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲイノル
コト︑我が國古ヨリノ風習ナリ︒

ツシテ造り︑︵略﹀ ︒

九285図 ︵略V︑社殿ハ上古ノ風ヲウ 九331

タ ナ ビ キ テ ︑ ﹁ 花ハ櫻木︑人ハ武士︒﹂

來た︒

九342

九355

さて幾度も幾度も造り直し

︵略V︑スチブンソンは其の會

いよく鐵道が出來て︑汽車
いよく鐵道が出來て︑汽車
中には︵略V︑馬に乗って來
︵略﹀︑馬上の人はしきりにむ

︵略V︑馬上の人はしきりにむ

人の肩車に乗ったり

一日の旅程を十里つつと見て︑

つて︑重な宿場が五十三あった︒
九357
︵略V︑

十二日程か﹂つた︒
九365

︵略﹀︑水のひくまでは幾日で

渡船に乗ったりして渡ったのであっ
た︒

九369

も泊って待ってるなければならなか
つた︒

ク明治ノ御代ト共引金≧サカエテ︑

浴客年学事ノ数ヲ加フ︒

︵略V︑ソレヨリ噴出シタル

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

九417図

噴火一タン止ミテ後︑其ノ

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

九418図

︵略V︑湖水ノアフレテ流ル

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

リ︒

九422図

れ居り候︒

姉上も最早御全快にて︑

四五日前より起きて慧の世話をなさ

九433國團

リ︑︵略﹀︒

九427図 ︵略﹀︑又切レテハ急流トナ

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑︵略V︒

九427図 ︵略﹀︑カ︑リテハタキトナ

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑︵略﹀︒

九426図 ︵略﹀︑カ・リテハタキトナ

︵略V幾日でも泊って待って ︑モノハ即チ早川ナリ︒
みなければならなかった︒

九3610

︵略Vには画所があって︑役
︵略V︑役人が一々旅人をしら

人が一々旅人をしらべて通した︒

九373

若し其の慢罵をよけて︑わき

べて通した︒

九373

道を通る様なことをすれば︑︵略﹀︒

︵略V︑關所破といって︑其の

候︒

祖父様はいつもの通り朝

ならべて︑︵略︶などと御喜に御座

九436筆墨 ︵略﹀︑はや朝顔のはちを

︵略V︒

は︑ はや朝顔のはちをならべて︑

起にて︑私どもの目をさまし候頃に

九435圓團

て羅の世話をなされ居り候︒

馬は馬子が引いて︑ゆるく 九433勾欄 ︵略V︑四五日前より起き

ものは重い罰を受けた︒

九374

九377

かごも人の肩でかいて︑休み

歩むのだから︑早いことはない︒

九379

今は水路に汽船があり︑陸上

く行くのだから︑早くもないし︑
︵略V︒

九383

鐵道の通じてみない所でも︑

にも所々方々に鐵道が通じてみる︒

九383

或時旅行先より手紙を送り

て︑︵略Vと言ひっかはしたり︒

九4410図

仲間に加り︑︵略﹀︒

山上ナル藍湖ノホトリニ關 九449図 ︵略﹀︑酪駝に乗りて隊商の

アシノコ

馬車や人力車がある︒

九3810図

所アリテ︑日暮ヨリ後ハ一切旅人ノ
︵略V箱根七曜ハ︑開ケ行

通行ヲ差止メタレバ︑︵略﹀︒

︵略V︑其の間に五十三次とい 九399図

ちを打ってあせって見たが︑︵略﹀︒

九349

ちを打ってあせって見たが︑︵略﹀︒

九349

た人もある︒

九347

の運韓をして見る日になると︑︵略V︒

九345

の題言をして見る日になると︑︵略V︒

九345

走る汽車を造った︒

社に頼まれて鐵道を敷き︑其の上を

九344

車を造った︒

︵略︶鐵道を敷き︑其の上を走る汽

いふことになって︑スチブンソンは

︵略﹀汽車を用ひて見ようと

なって︑︵略V︒

た汽車を用ひて見ようといふことに

︵略V︑スチブンソンの獲明し 九372

て︑終に其の目的を達することが出

九337

てるた︒

九289図 ︵略V︑春ノ盛りニ三雲ノ雲 九336 ︵略﹀︑日夜半の事ばかり考へ
ノコトワザモ自ラ思ヒ出デラル︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ

九296図 社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔

︵略︶︑種々ノ鯨興モ行ハレ

造 り タ ル モ ノ ニ シテ︑︵略﹀︒

九302図
テ甚ダニギヤカナ リ ︒

︵略﹀︑ 又 之 を 車 に 慮 黒 し て ︑

造ったのは︑︵略V︒

九3010 始めて之を船に用ひて汽船を 九343
九311
汽 車 を こ し ら へ たのは︑︵略﹀︒

九316 フルトンが工夫に工夫を重ね
︵略﹀︑不幸にも直に沈んでし

て 造 っ た 最 初 の 船は︑︵略﹀︒

九317
まった︒

新しい機影をイギリスに註文して︑

九319 フルトンは之に驚かず︑更に

此の度は大丈夫と考へて︑

又一つの船を造っ た ︒

九3110

其の日になって乗船

﹁︵略V︒﹂とい ふ こ と を 新 聞 紙 に 廣 告
したが︑︵略﹀︒

︵略﹀ ︑

︵略﹀︑しらべて見ると︑機關

したものは僅か十二人に過ぎなかつ

九322

た︒

九325

て
て

832

九451図

︵略﹀︑其の子のアリに酪駝

を連れて︑荷物を取りに駆るべしと
言ひっかはしたり ︒

星の形を打ちたるは

陸

やがて親子打連れて︑心樂

頼みしに︑︵略﹀︒

九497國

ばうし

しく獲足したり︒

帽︒

九511三斜
書ハ暗キ所ニヒソミ︑日暮

如ク見ユ︒

九568國

或動物戸惑二反シテ︑周團

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ
ヤカナル艦色ヲ有ス︒

九572図心ノ動物ハ其ノ盤色ニヨリ
テ︑タヤスク之ヲミトメ︑之二四ヅ
ハチ
タトヘバ上汁ヲ有スル蜂ノ

クコトナキが故二︑︵略﹀︒

九578図
アゲハ

三色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑悪
味アル揚羽ノ蝶ノ羽ニハ美シキ色ド

八十裁を越えて病を知らざ

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ

九6010國

衣服もよく洗ひて︑よごれ

︵略V︑折々野外に出でて︑

新しき空氣をすひ︑又︵略﹀公園等
︵略﹀︑当朝早く起きて︑木

を散渉すべし︒

九611図

室内にのみ居て︑外出する

卑しげき公園等を散歩すべし︒

九612國

室内にのみ居て︑外出する

こと少き人の︑色青ざめて元畜なき

は︑︵略﹀︒

こと少き人の︑色青ざめて元氣なき

九613図

は︑︵略V︒

日光に浴して︑なほ病にかΣらば︑

九6110図 飲食に注意し︑︵略V︑常に

是我が罪にあらず︒

え ぞ
九622□薗凶 蝦夷は東北の地に住して︑

︵略﹀︑其の後も度々叛きて︑

叛服常ならず︑︵略V︒

征東將軍をつかはされし訂しばく

九624図

なりき︒

て︑

︵略V︑力あくまで強き人に

されども悪いつくしみ深き

︵略﹀︒

必ず存在せずといふ

水の進入するを防げばなり︒

九653図 是茶わんの中に空氣あり

水中に入れよ︒

しをつけ︑ 之を倒にして︑しっかに

九652図試みに茶わんのそこにしる

こと無し︒

間ある所には︑

九649図 ︵略﹀︑凡そ少しにてもすき

向ひて立たせ︑

かばねを宮城の方に
九642図 ︵略V︑

向ふ所敵なく︑︵略﹀︒

九637図 ︵略V︑恩威ならび行はれて︑

みたりといふ︒

人にて︑笑ふ時は子供もなつき親し

九634図

て︑怒る時はたけき獣も恐れたり︒

九633図

を平定して︑大なる功螢を立てたり︒

︵略Vなどを食ひて︑一命 九628図 ︵略﹀︑二軍坂上田村麻呂之
きたなき水を飲みで︑恐ろ
よごれし手にて目をこすり
九593︒薗凶

て目をわづらひし人あり︒

九592図

しき病にか＼る者多し︒

九589図

をうしなふ者少からず︒

九588図

る或老人に︑︵略V︒

九584國

リアルが如シ︒
カクノ如ク動物ノ膣色ニハ

︵略V︑自ラ其ノ周團ノ物ノ

動物ノ中ニハ其ノ周園ノ物

運動不足なれば︑︵略﹀︑身

たるをば着ることなかれ︒
九597図

早く寝ねて早く起くべし︒

艘弱りて︑氣分もふさぐ︒

九606図

時々障子を明放ちて︑新し

く略V︑其ノ動物ノ身ブリニ
ヨリテ︑形サへ其ノ周團ノ物即事ル

九609図
テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

ヲカケ︑落シテワルコトアリ︒

︵略V︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ

枝切トマルトキハ︑サナガラ枯葉ノ

き空眠を流通せしむべし︒

モノノアルコトナリ︒

九554図

ノ攣ズルモノアリ︒

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

九548図

見附ケラル・コトナシ︒

色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二．

九543國

クラル︑コトナシ︒

マギレテ︑タヤスク他ノ動物二見附

ノアリテ︑自ラ其ノ周團ノ物ノ色ト

其ノ住メル周園ノ物ノ色二選タルモ

九542ロコ凶

シテ︑︵略﹀︒

九538図

花をかざりてうるはしく︑︵略﹀︒

西洋婦人のボンネット

軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵

アリは︵略V︑父の手紙を 九504図圏
︵略﹀︑飲用水其の外何くれ

讃みて心勇み︑︵略﹀︒

九454図
九455國
と用意して︑隊商 と 共 に 出 立 し た り ︒

九459図 日暮るれば︑一同テントを
張りて夜を過す︒

九462図 四日目の正午頃︑大風吹起
りて︑砂煙は天をおほへり︒
て︑風のをさまるを待てり︒

九464図 一同は︿略﹀︑進行を止め
九471図 ︵略V︑翌日風なぎて出立し
たれども︑︵略﹀︒

九472図 ︵略V︑一同は行くべき方に

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空
しく一日を過せり︒
て︑人々のかたる を 聞 け ば ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

九474國 其の夜アリふと目をさまし

︵略﹀︑ひそかに国鳥にうち

九477図囹 ﹁︵略V︑酪駝を殺して︑
其の胃の中の水を飲むより外なかる．
べし︒﹂

九482図

乗りて︑そこより逃れ出でたり︒

アリ︒

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

角を見定むることを知り居たれば︑

九485図 アリは幸にも星によりて方． 九561図

︵略﹀︒

急がするに︑︵略 V ︒

九488図之に力を得て︑南へくと 九562國 農夫ナドハ ︵略V︑土ビン

し事を物がたり︑ねんごろに同行を．

九4810國 アリはそこに行きて︑あり 九566図

833

て一て

九656図

︵略﹀︑皆空氣を送りて︑火

の 勢 を 盛 な ら し む る爲にして︑︵略﹀︒

九666図．二人は空氣を動かし︑風を

月夜である︑︵略﹀︒

夜が更けて︑雨の音が静かに

なったから︑止んだことと思ってゐ

九705

起して︑種々の用に供す︒
ると︑︵略V︒
たうみ
︵略V︑唐箕の車をまはして︑ 九706 夜が更けて︑雨の音が静かに

なったから︑止んだことと思ってゐ

九668図

もみとしひなとをあふぎ黒くるが如
︵略V︑翌朝起きて見れば︑何

ると︑︵略V︒

時の間に雪に憂つたか︑そこら一面

九706

き皆然り︒

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

九671 五風十雨といって︑五日毎の
様である︒

九755國国

︵略﹀︑當村に引取りて保

護を致し居り候者も百二三十名の多

一日二一銭・二銭ヅツニテ

きに上り候︒

九761図

モ積立ツル時ハ︑︵略V︒

︵略V︑五年・十年ノ後ニハ︑

鯨程ノ金高トナリテ︑ヤ・高債ナル

九762図

︵略V︑郵便切手ニヨリテ貯

必要品モ買フコトヲ得ベク︑︵略﹀︒

九769國

つくし
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

立たんとする時︑︵略Vよめる歌なり︒

九793図 是は菅原道眞が︵略﹀︑庭の

梅に別ををしみてよめる歌なり︒

ありて︑道眞の今の身の上を深く悲

九7910図 ︵略﹀︑昔より相知りし理解

しみしに︑︵略V︒

筑紫に到りて後は︑常に門

いふ意味の詩を作りてあたへたりと

九803個年︵略﹀︑道眞は﹁︵略V︒﹂と

いふ︒

貯金毫紙トイフモノヲ買ヒ 九804図

金スル便利ナル方法アリ︒

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

九7610図

オキテ︑貯金セントスル時ニハ︑其

︵略﹀︑翌朝起きて見れば︑何

時の間に雪に攣ったか︑そこら一面

︵略V︒

︵略V︑見るもの聞くものに

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

筑紫に到りて後は︑常に門

銀世界になってみることもある︒
︵略﹀︑御地方は非常の出

︵略V︑其ノ金銭ニテ郵便切

︵略﹀︑貯蓄銀行ニチハ五圓

いっか秋のなかばも過ぎ

︵略V︑御衣を賜はりて身に

九818図圖

︵略V︑恩賜の御衣をさNげ

を作りたり︒

さ﹂げ持ちて毎日鯨香を

て︑はるかに東方を拝し︑ 一篇の詩

九814図

蝕る面目をほどこしたりしが︑︵略﹀︒

九811図

面目をほどこしたりしが︑︵略﹀︒

感に入り︑御衣を賜はりて身に鯨る

九8010図 ︵略V︑詩を作りて天皇の御

て︑九月十日の夜となれり︒

九809図

せて︑ひとり自らなぐさめ居たり︒

九807図 ︵略﹀︑僅かに詩歌に思をよ

︵略﹀︒

つけて︑ 都の空のみしたはしく︑

︵略V︑之ヲ郵便局二差出シ 九806図

手ヲ買ヒテ璽紙ニハリツケ︑︵略V︒

九772図

九776図

銀行貯金ニチモ︑郵便貯金

ヨリ少キ金ニチモ預カル︒

九781図

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ
行ク二葉シキモノナリ︒

銀行貯金ニチモ︑郵便貯金
ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

九781図

︵略﹀無用ノ入費ヲハブキ

行クハ樂シキモノナリ︒

九783図

テ︑一銭・国警ヅツニテモ貯ヘンコ
トヲ心ガクベシ︒

︵略V︑一週・二銭ヅツニテ

是は菅原道眞が右大臣とい

モ貯ヘンコトヲ心ガクベシ︒

九784図

九791図

九804國

︵略﹀︒

九713國團

水にて︑死傷も少からざる由承知致

︵略﹀︑夜も明けはなれて︑

テ︑郵便貯金トスルナリ︒

︵略V︑二十八日は終日大 九773國

し驚き入り候︒

九727多言

暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ
く立退きたる者もこれあり︑︵略V︒

明けて二十九日には雨も
︵略﹀雨も止み︑風も静ま

止み︑風も静まりて︑︵略﹀︒

九731圓團
九732圓国

ハリツケ︑︵略﹀︒

ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ壼紙ニ

九708

銀世界になってみることもある︒

九673 さて此の雨風も四季の時候に
春の雨はしめやかに降って︑．

つれて︑それぐにちがふ︒
九674
のきの玉水の音も静かに聞える︒

九679 雨のはれた朝︑花の香を送つ
て︑そよくと吹く春風には︑︵略V︒
さ み だれ

九682 ︵略﹀五月雨は︑農家に取つ
て は 大 切 な 雨 で あ る︑︵略﹀︒

九685 一天にはかにかき曇って︑ほ
し物を取込むひまもない夕立は︑さ
わがしい中に勇ましい︒
︵略﹀︑一年中の農夫の辛苦が

りて︑日の光さへ見え出し候へば︑

九692

一夜の中にむだになってしまふこと

驚きて飛出し候へば︑川

もある︒

九745國團

上の堤防切れ︑︵略﹀︒

九739國国

︵略V︒

秋の田の上を吹渡る風が鳴子を動か

九693 今年は何事もなくて︑︵略V
すと︑むら雀のぱっと飛立つのは面
白い︒

︵略V︑大がいは着のみ着

水は次．第に減退致し候︒

のま＼にて︑二村に引取りて保護を

九754國団

致し居り小者も百二三十名の多きに

九697 秋の末になって︑風の吹散し
た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの

上り候︒

は︑︵略V︒

九702 雨戸を明けて見ると︑明るい

て一て
4

鐸す︒

︵略V子供の騎手を一人つつ

出 し て ︑ 競 馬 を さ せて︑︵略﹀︒

九822

て︑拝殿の後の大きな立石の前に並
んで︑︵略﹀︒

九839 ︵略﹀︑五人の騎手は打連れて︑

︵略﹀立石の前に並んで︑馬の頭を
揃へて︑三番太鼓を今やおそしと待

︵略﹀子供の騎手を一人つつ

︵略﹀︑

出して︑競馬をさせて︑勝つた村は

九822

︵略﹀︑五人の騎手は

構へてるる︒

︵略V︑すぐに熊吉の

つつかんで︑︵略﹀︒

愛作は

えりを引つつかんで︑ぐっと岸へ引

九852

附添人も見物人も︑きもを冷

きよせた︒

九854

附添人も見物人も︑きもを冷

してかけよって︑︵略﹀︒

九855

ある︒

してかけよって︑熊吉に水を吐かせ

︵略﹀︑

るやら︑︿略V︑上を下へのさわぎで

︵略V︑五人の騎手は

馬の頭を揃へて︑三番太鼓を今やお

九8310

︵略﹀︑相手を助けてやつ

＼いて︑﹁︵略V︒﹂といった︒

九859

愛作方の人々は愛作の肩をた

そしと待構へてるる︒

九8310

次の祭の日まで︑其の五箇村の頭に
なるといふ定であった︒

九825 一人は熊吉︑一人は愛作とい
つて︑年は同じく十五歳︒

三番太鼓を今やおそしと待構へてる

九829 やがて五人の騎手は︵略V︑
る︒

九862囹

たのは如何にも見上げたりっぱな行

馬場の中程から一騎後れ︑二

騎後れ︑つ築いて三騎までも後れて︑

だ︒

いて三騎までも後れて︑もはや熊吉

り直しをしてもらはなければなるま

︵略﹀︑そのはずみに

下さい︒﹂

此の話が傳はつて︑

愛作は
︵略V︑近所近ぺんのほめ者となった︒

九876

下さい︒L

村の頭になって︑御支配をなさって

九873園

︵略﹀︑あなた方の村が五箇

二人の馬は五分々々に進んで 九873園 ︵略﹀︑あなた方の村が五箇
村の頭になって︑御支配をなさって
︵略﹀︑熊吉の馬はつまついて

熊吉はつるりとすべって︑そ

熊吉は

の中へ落ちこんだ︒

のはずみにころころと韓がつて︑池

九848

前足を折った︒

九847

行ったが︑︵略﹀︒

九846

い︒L

︵略﹀︑いつれ又改めてや

︵略﹀︒

九843

静々馬を歩ませて︑鳥居の下へ集つ
やがて五人の騎手は︵略V︑

て來た︒

九8210

のりど

静々馬を歩ませて︑鳥居の下へ集つ
て填た︒

だいこ
︵略﹀一番太鼓

︵略﹀︑第二の

と愛作の二人だけの競走となった︒

九831 神主は先づ神前で祝詞を上げ 九844 馬場の中程から︵略V︑ つ玄 九865圏
て︑それがすむと︑
を打鳴らした︒

五人の騎手は

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

九833 五人の騎手は神に勝利をいの
みる︒

九834

あひつを待ちかまへてみる︒
手 に 向 っ て ︑ ﹁ ︵ 略︶︒﹂などと︑口々

九835 五箇村の人々は各州が村の騎

九849

トヲ取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギ

に勢をつけてみる︒

ころころと韓がつて︑池の中へ落ち

ザリキ︒

カクテ持チアルク中ニハ︑

其ノ魚ハ腐リテ︑一合ノ米ニモ換へ

九887図

難キニ至ルベシ︒

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

九8810國 ︵略V︑或種類ノ物品ヲ定メ

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

スル不便ヲ省クニ至レリ︒

九892國

紅梅の

枝

之ヲ日本銀行二並行カバ︑

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒

九913國

色香も深き

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得

ベシ︒

九917図圃

言の葉は︑︵略﹀︒

宮人の

にむすびて︑︵略﹀ と 雲ゐまで

聞え上げたる

みすのうちより

︵略V︑天の橋立

あま

末かけ

袖引止めて︑︵略﹀といひし言の

九924図團

葉は︑︿略V︒

いへ
是より西南にあたりて︑家

之を過ぎて拝殿あり︑︵略V︒

進んで陽明門に至る︒

やうめい

川を渡りて坂路を上れば︑

て︑後の世永く くちざらん︒

九927図題

九941図

︵略﹀︒

九9410図

九943図

べう

光の廟あり︑︵略V︒

みつ

九952図

さちのうみ

九9510図 ︵略V︑其の風景を賞し給ひ

然れども四時雪をいたgき

て潔く︑︵略V︒

十18図

せざるものなし︒

必ずこ㌧に遊びて︑日光の結構を賞

九969︒蔚凶 外國人の我が國に計る者亦

︵略V︑必要ノ場合二物ト物 て︑幸湖の名を下し賜へり︒

﹁是非 勝 っ て く れ ︒ ﹂

こんだ︒

九8710図

九835園

﹁しっ か り や っ て く れ ︒ ﹂

タトヘバコ・二漁夫アリ
ノ農夫ヲタヅネタリトセヨ︒

テ︑魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲

九883図

九836圏

愛作は驚いて︑ひらりと馬か

ら飛下りて︑すぐに熊吉のえりを引

九8410

ら飛下りて︑︵略V︒

九836 五箇村の入々は各戸が村の騎 九8410 愛作は驚いて︑ひらりと馬か

五人の騎手は打連れ

手に向って︑﹁︵略 V ︒ ﹂ な ど と ︑ 口 々

︵略V ︑

に勢をつけてみる︒
九839

835

て一て

ぎられ︑かすみにへだてられて︑其

十24図 いっこより見ても山にさへ
の全景を見ること能はず︒
よど

十26國 ︵略V︑湖水より出つる瀬田
う ち

川は下流宇治川となり︑淀川となり
う

ち

て︑大阪に至りて海に注ぐ︒
十27図
︵略﹀下流宇治川となり︑
ま
淀川となりて︑大阪に至りて海に注
ぐ︒

ゑち

十29國 信濃の東南部より聾し︑越
にひがた

後の新潟に至りて海に入る︒

ご

クナツテ︑末ニナルト︑肉眼デハ見

塵二集ツテ︑董ノ霊園ヲ取雀イテヰ

て︑折からの

そ

︵略V︑兄の書を

夜半のあらしに

エナイ程細イ︒

紫式部は

讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

十158図

ののちは 音もきこえず︒

森林の樹木はたがひに其の

じ︑少しも忘るΣことなかりしかば︑

れて︑︵略﹀︒

十162図夫に別れて後︑宮中に召さ

そ︒

頭をなでて︑﹁︵略﹀︒﹂といひたりと

十161図 ︵略﹀︑父の爲時は常に其の

つるを止め︑︵略﹀一時に葦登するを

森林は︵略﹀︑又常に土地

︵略V︒

十910図

防ぐ︒

枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

十810図

ル︒

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カ

︵略﹀幾ス

ラマツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出

十74

竹ノ葉ヲ見ルト︑

テ︑︵略﹀︒

十74
ヂカノ脈が並ンデ出テ︑サキニ行ツ

森林なければ︑土砂附近の

をうるほして︑土砂を落付かしむ︒

十102図

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

︵略﹀幾スヂカノ脈が並ンデ

テーツニ佳木ツテヰル︒

出テ︑サキニ行ツテーツニ集ツテヰ

と多し︒

十74

ル︒

き

そ

﹁我え元

ひのき

木曾の檜よ︑

吉野の杉よ︑

うなじユまきて︑峯高く
﹁我え元

谷
たんぱ
﹁我え元 丹波の松よ︑

花をよそにて︑霧深き
十126図無園

間ユ立ちき︒﹂

鰹木の

十122図圏園

空ユそびえき︒﹂

白雲を

十119︹図圃囹

べからず︒

り︒

十174図圃

是白樂天の詩に︑ ﹁香櫨

てみすをまき上げたり︒

十171図 ︵略﹀清少納言は︑つと立ち

と仰せられしに︑︵略﹀︒

御庭の雪景色を御覧じて︑﹁︵略V︒﹂

十169図

ある雪の朝︑皇后は美しき

東門院に漢文・漢詩を激へ参らせた

十75 ︵略V幾スヂカノ脈が並ンデ 十1010國 ︵略﹀︑其の効用あげて数ふ 十162図 ︵略﹀︑宮中に召されて︑上
出テ︑サキニ行ツテーツニ集ツテヰ

十44図 然るに此の寺は今より凡そ

ル︒

︵略﹀太イ脈ガマン中二通ツ

︵略﹀︑ソレカラ出タ細イ脈ガ

モミヂノ姦濫幾スヂカノ脈ガ

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給

峯の雪はすだれをか＼げて見る︒﹂

霞を後ユ︑いかだして

我が友ユ

むなぎ

豊や地圖

我々は毎日本を讃んで色々な

本の中には︵略V︑

運んでみる間は中に書いて

ある事ばかりを一心に考へてるるか

十183

や爲眞のはいってみるのもある︒

十183

事を畳える︒

十181

ひしを︑︵略V︒

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給

ひとり離れ 十176図 是白樂天の詩に︑﹁︵略﹀︒﹂

床柱なげきて語る︵略﹀︑

十1210二五囹

はり

あはれ我︑梁や棟木や

て︑はるぐと吾重のしほ路︑
︵略﹀︒﹂

けた

片時

迷うなづき

ぬきもあるなり︒

げにくと

あらはれぬ

かべ土ユ 塗込められ

休む間なし︒﹂

桁どもを

いつもせおひて

十136図上囹
も

て

十141図圃囹

十148図圃

ひしを︑︵略﹀︒

山こむる

︵略﹀︑ナデシコナドノ葉ハニ
︵略﹀︑ナデシコナドノ葉理ニ

又車ユリナドハ多クノ葉が一

十127図圃

都に來けり︒﹂

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

本ノ威カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

ル︒

駐車ユリナドハ多クノ葉が一

虚二皮ツテ︑董ノ周園ヲ取雀イテヰ

十84

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

十83

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

十83

一ツオキニ董二附イテ居り︑︵略﹀︒

十82

ル︒

十710

網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

十78

様ニナツテヰル︒

テ︑ソレカラ出タ細イ脈が網ノ目ノ

十77

一千二百年以前のものにて︑日なが
バ

らの形を存せり︒
ハス

十52 植物ノ葉ニハ︵略V︑ 蓮・芭
セヲ

蕉ノ様二廣クテ大キナノモアル︒
オニバス

十54 熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径
ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア
ルカラ︑︵略﹀︒

尖ツテヰル葉モア リ ︑ ︵ 略 V ︒

十510 サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

一包ニスべくシテヰルノモ

︵略Vギザくノアルノモア

ヘ コ ン デヰル葉モアル︒

十61 サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑
︵略﹀︑

十63
レバ︑
アル︒

一 枚 ノ 葉 が 遇 ・ 数 枚ノ小サイ葉二分レテ

十65 ギザくノ深イノニナルト︑
ヰル︒

十610 本ノ方が太クテ︑サキへ行ク
程 段 々 二 コ 口 ナ ツ テ︑︵略﹀︒

十610 ︵略V︑サキへ行ク程段々口細 十85

て
て

836

ら︑︵略V︒

十183

讃んでみる間は中に書いて

護んでみる間は中に書いて

ある事ばかりを一心に考へてるるか
ら︑︵略﹀︒

十184
ある事ばかりを一心に考へてるるか
ら︑︵略﹀︒

十184 護んでみる間は︵略﹀︑どう
して出來るものかといふ事は深く考
へないが︑︿略V︒

十189 さて書きはじめてからも︑消
し た り 加 へ た り し て︑︵略﹀︒

十189 さて書きはじめてからも︑消

刷にか㌧るのである︒

十206又極上品なものになると︑機
械では刷らないで︑手刷にする︒

印刷が出來上ってから本にと

ちるまでにも︑まだ中々手数がか︑

十207

十234図

五日目ノ奉行キテ見レバ︑
︵略V︑老人スデ副将リテ︑

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒
十235図

大イ物象リテ︑﹁︵略﹀︒﹂ト

良ヲ待テリ︒
十236﹇図

それを折って︑揃へてとちる︒

禮二非ズ︒

十236図園

老人怒リテ︑五日目ノ朝ヲ

﹁長者ト約シテ後ル・ハ

イフニ︑良ヤムヲ得ズシテ館レリ︒

十209
それを折って︑揃へてとちる︒

る︒

十209

良ヲカヘリミ

良臣ノ度コソハト︑夜半ヨ

約スルコト亦前ノ如シ︒

其の上に表紙をつけて︑機械 十241図

︵略﹀︑同じ活字を何度でも組
︵略V木版が段々すたれて︑

老人︵略V︑

良︵略﹀︑命ノマ・二拾ヒ
老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑ヒ
驚キテ目送スレバ︑︵略﹀︒

止マズ︒

十255図

の葉も︑大方は散果てて︑︵略﹀︒

︵略V木の葉も︑大方は散果

てて︑見渡せば四方の山々のいた窒

十279

きは︑はやまつ白になってみる︒

十2710 ︵略﹀︑見渡せば四方の山々の

山おろしの風は身にしみて寒

いた起きは︑はやまつ白になってゐ

る︒

い︒

十2710

いてふ
十282 ︵略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

も残ってみない︒
いてふ

︵略V︑シバラクアリテ︑カ 十283 ︵略V︑古い銀杏の木が一本︑

はうきを立てた様に高く雲を

︵略﹀︑今は葉一枚も残ってみない︒

十284

中程の枝の上に烏が二羽止つ

はらはうとしてみる︒

フトコ汗除リ一巻ノ書ヲ取 十284
︵略﹀︑其ノ書ヲ與ヘテ去レ

言い田の面は︵略﹀︑か＼し

て︑さっきから少しも動かない︒

受ケテ見レバ︑世盛モ得難 十286

唯あぜの榛の木に雀がたくさ

の骨も残ってみない︒
はん

良大イニ喜ビテ︑朝夕之ヲ 十287

唯あぜの榛の木に雀がたくさ

ん集ってみて︑︵略﹀︒
はん

︵略﹀雀がたくさん集ってゐ

畑には萎がもう一寸程にのび

それと隣り合って︑ねぎや大

黄に紅に林をかざってみた木 十2810 ︵略﹀︑ねぎや大根が青々．とう

根が青々とうねをかざって︑︵略﹀︒

十2810

てるる︒

十289

て︑時々群になっては飛立つ︒

十288

立つ︒

ん集ってみて︑時々群になっては飛

韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行 十287

ヤガテハラバ

無頼ノ少年等口々二罵リテ

ヒテ謄ノ下ヲクグル︒

韓信︵略V︑

十2410図

ク︒

十249図

讃ミ︑忌中兵法ヲ心得シタリ︒

十247図

キ兵書ナリ︒

十246図

リ︒

十246図

出シテイフヤウ︑﹁︵略﹀︒

十244國

ノ老人來レリ︒

十243図

リ起キテ橋上二至レバ︑︵略﹀︒

其の上に表紙をつけて︑機械 十242図

にかけて固くしめる︒

十2010
十2010

それは版下を堅い木にはりつ

にかけて固くしめる︒

十215

一枚つつ手刷にするのである︒

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

︵略﹀︑其の上から彫って版木

したり加へたりして︑︵略V︑幾度書

テ去ル︒

十229國

取りテサ︑グ︒

十229図

テ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂トイフ︒

十227図

活版を用ひることが多くなった︒

十223

立てて使へる︒

十219

を造り︑︵略V︒

十216

直すかも知れない ︒

版所へ渡す︒

十194 かうして出寺上つたものを活

を孕みながら︑活 字 を 拾 っ て 並 べ る ︒

十197 活版所では︑活字拾ひがそれ

爲眞は銅版に彫りつけて︑相馬の場

十199 圖や書は別に堅い木に彫り︑
所に入れる︒

て見て︑︵略﹀︒

十1910 さてかりに印刷して︑讃合せ

て見て︑︿略V︒

十1910 さてかりに印刷して︑讃合せ
︵略︶ ︑ 讃 合 せ て 見 て ︑ 誤 が あ

十2210図

十1910

れば︑幾度でも其の活字を抜きかへ

十278

テ其ノ大業ヲ成サシ紙冠リ︒

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑遂二高祖ヲシ

驚キテ目送スレバ︑ヤ︑ア 十259図 ︵略V︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑
︵略﹀︑﹁︵略﹀︒﹂トイヒ捨テ

テ去レリ︒

十233國

リテ引返シ來リ︑︷略﹀︒

十2210図

︵略﹀︑誤があれば︑幾度でも

て植直す︒

十201

其の活字を抜きかへて植直す︒

十202 一字も誤がなくなってから本

837
て
て

ねをかざって︑こ︑ばかりは冬を知
ナリ︒

十305図

談話最中一人の老人がはい
い す
︵略﹀︑すぐに立って︑椅子

をゆづりました︒

十355囹

つて來ましたが︑︵略V︒

甘藷ノ名山地方ニヨリテ異 十354囹
イハミ
平左衛門ハ石見ノ國ノ役人

隣國ノ人モ聞書ヘテ之ヲ植

︵略﹀︒

十372囹

はきくしてるて︑禮儀・

はきくしてるて︑禮儀・

つばりしたものを着て︑歯もよく磨

︵略V︑歯もよく磨いてゐま

いてるました︒

した︒

十372園

十373園 ︵略﹀︑指先を見ると︑爪は

短く切ってゐました︒

十375園外の者は︵略V︑爪の先は

かういふやうな色々な美質

みんなまつ黒になってゐました︒

十376囹

をもってみることをよく見定めまし

た上︑︵略﹀︒

べて雇ふことに致しました︒

十378囹 ︵略﹀︑なほ平生の行をしら

乃木大正と會見の

の ぎ

︵略V大みことのり傳ふ

︵略﹀︑語ることばもう︑ち

一のたち正していひ出で

軍のおきてにしたみひ

アミテ造りタルモノナリ︒

十421口q凶 ︵略﹀畳ノ表門︑此ノ董ヲ

ろユ︑別れて行くや右左︒

十415図圃 ﹃さらば﹄と︑握手ねんご

いたえり養はん︒﹄

て︑他日我が手に受領せば︑なみく

十411國圃園

も尽きせぬ物語︒

十406図圃爾將斎食共にして︑なほ

下の心如何にぞ︒﹄と︒
ひるげ

ぬ︑﹃︵略﹀二子を失ひ給ひつる 閣

十398図圏

とけて︑我はたNへっ︑かの防備︒

十395図國

れば︑かれかしこみて謝しまつる︒

十393図圃

盧はいつ訊水師螢︒

將軍ステッセル

はきくしてるて︑極寒・ 十382図工 旅順開城約成りて︑敵の

私はわざと一巻の書物を床
外の者は少しも氣が附かな

︵略﹀︑あの青年ははいると

人が大勢込合ってみる中

あれの温順なことをよく現

又着物はそまつながら︑さ

して居ります︒

十3610囹

待ってるました︒

主人は答へて︑﹁︵略﹀︒とい 十369圏

﹁あれが此の室にはいる前︑

︵略﹀︑静かに自分の順番を

で︑少しも人に先んじようとはせず︑

十368囹

に置きました︒

直に書物を取上げて︑テーブルの上

十365囹

ましたが︑︵略V︒

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

十363園

の上に投げておきました︒

十362囹

ですっかり分りました︒

作法をわきまへてみることも︑それ

十3510囹

ですっかり分りました︒

作法をわきまへてみることも︑それ

十359囹

ですっかり分りました︒

作法をわきまへてみることも︑それ

十359囹

はいひません︒

明白に答へて︑しかもよけいなこと

︵略V︑或時旅信ヨリ此ノ芋 十358園 ︵略﹀︑何を聞いても︑一々

ノ話ヲ聞キテ︑大イニ喜ビ︑︵略﹀︒

十322図

ニテ︑百七十蝕年程前ノ人ナリ︒

十319図

らないやうに活々とした色を見せて
みる︒

ないやうに是々とした色を見せてゐ

十292 ︵略V︑こ﹂ばかりは冬を知ら

る︒

十326図

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑︵略﹀︒

十292 畑に謡いて︑農家が一けんあ 十322図 ︵略V︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ
る︒

十293 霜にやけて︑赤くなった杉垣
の中には︑︵略﹀︒
エ︑︵略﹀︒

︵略﹀︑罪人ドモハ魚類・果

︵略﹀其ノ作方︑貯金ノ方

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

或人が主人に向って︑︵略V︑
ひになったのかとたつねた︒

どういふ御見込で︑あの青年を御用

十347

鳶凧シカバ︑︵略﹀︒

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

十339図

法等ヲ記シテ幕府酒器レリ︒

十338図

スルモノ年々少カラザリキ︒

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死

十334図

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︵略﹀︒

當時ハ遠島ト講シテ︑罪人

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

十294 ︵略V︑寒菊が今を盛りと遣い 十3210図 昆陽ハ有名ナル導者ニテ︑
て．みる︒

くの木があって︑黄色い大きな實

十295 物置の後には︑ 大きなだい 十331図

︵略﹀︑黄色い大きな實が枝も

が枝もたわむ程なってみる︒
十295
たわむ程なってみる ︒

十296 家の横に水のよくすんだ小川
二三羽のあひるが︵略﹀︑し

が流れてみる︒

十298

犬を連れた男が銃を肩にし

きりにゑをあさってみる︒

十299
かげ

犬を連れた男が銃を肩にし

て ︑ 森 の 蔭 か ら 出 て來て︑︵略︶︒

十299

かげ
て ︑ 森 の 蔭 か ら 出 て來て︑︵略﹀︒

︵略﹀︑知名の人の手紙を持つ

をしめた︒

︵略﹀︑はいってからは静かに後の戸

十352囹

つた︒

十3410

て來た者も大勢あったのに︑︵略﹀︒

犬を連れた男が︵略﹀︑森の 十347

蔭から出て來て︑あぜ道傳ひにあち

かげ

十2910

らの岡へ向つた︒

へ逃げて行く︒

十302 銀杏の木の烏は急いで山の方

へ逃げて行く︒

十302 銀杏の木の烏は急いで山の方

て一て
838

等ノ美シキ模様ヲ織出セル花錘ハ我

十422図 又此ノ董ヲ染分ケテ︑花鳥

︵略 ﹀ ︑ 失 敗 ノ 上 二 失 敗 ヲ 重

ガ國輸出品ノーナ リ ︒
十4210國

ネテ︑一時ハ赤貧洗フが如キ有様ト
ナレリ︒

十432図 ︵略﹀︑イヨ︿勇氣ヲフル
ヒテ考案ヲ績ケ︑︵略︶︒

十434図 眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑
︵略﹀︑

唯一商人アリテ︑

自 ラ 花 錘 数 十 種 ヲ 織出シ︑︵略﹀︒
十436國

其ノ中ノ数種ヲ買取リタルノミナリ

︵略﹀︑敵は之をつかんで︑

十512図

敵は手塚の家來を押へ︑刀

三人組合ひて馬より落つ︒

片手にひつさぐ︒

十511図

十513國
を抜きて首をかく︒

︵略﹀︑やがて打ちまたがっ

て首をかく︒

十515図

よしなか

十516図手塚︑首をたつさへて︑大

名乗れと申せば︑﹃︵略﹀︒﹄

﹁光盛︑曲者の首取って

將義仲の前に行き︑﹁︵略﹀︒

候︒

十517図園

十518図囹

四時間より六時間︑學科は夜分又は
雨天等を利用して學習致し候︒

︵略V︑術科は午前・午後
︵略﹀︑漸落は夜分又は雨

を通じて︑四時間より六時間︑︵略V︒

十574團團
十576圓国

天等を利用して學習致し候︒

十577國團此の頃の術科は分隊教練
にて︑學科は讃法の講義及び亀目の
術科に託する説明に御座候︒

外出日は日曜日・祝日及
び大祭日にて︑水曜日も︵略﹀まで

十584魍團

何か不都合なる事あり

外出を許され候︒

十594國團

て︑罰に虞せられたる者は外出を禁

といひて名乗らず︒
何者にてか候ふらん︒﹂

キ︒

十523図囹

む

十444図 眠亀が一身一家ヲ忘レテ︑

ぜられ︑︵略﹀︒

バ︑︵略V︒

十618國

畿掘シタル銅韓土︑︵略﹀︑

︵略﹀︑此ノ機械ニカケテ︑

ロ

昨夜の風雨は名淺なくをさま

つて︑そよくと吹く風に︑海面は

十638

一隻の捕鯨船が今翻かに波を

︵略V︑海面はさ買波を立てて

さ窒波を立ててみる︒

十639

みる︒

一隻の捕鯨船が今静かに波を

切って進んで行く︒

十6310

十6310

見張人が︵略﹀北の方を指ざ

切って進んで行く︒

甲板に立ってるた船長を始

して聲高く呼んだ︒

十641

十643

︵略﹀︑船ははや方向を轄じて︑

め︑三十五人の若者は︵略V︒

北へ向って走る︒

十647

十647 ︵略V︑船ははや方向を韓じて︑

四五隻のボートは母船を離れ

北へ向って走る︒

十648

四五隻のボートは母船を離れ

て︑我先にと漕いで行く︒

て︑我先にと漕いで行く︒

十648

漕抜けた一隻は勇氣をふるつ

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑︵略﹀

十649

鈷を打つ︒

もり

もり

十6410 ︵略V︑急庭めがけて破裂矢を

小山の様な白波が高くくだけ

しかけた鈷を打つ︒

破裂矢は鯨の艦内に深く食込

ボートは︵略﹀つなに引かれ

て︑或は右に或は左に引廻される︒

十658

んで破裂した︒

十656

て︑夕立のやうに降散る︒

製煉場ニハ殊二大イナル櫨 十651

此ノアタリ︑︵略V次第二
萬ヲ有スルー都會トナリ︑︵略﹀︒

獲達シテ︑今や足尾町ハ人口凡ソ三

十633図

リ︒

アリテ︑銅鑛ヨリ銅ヲフキ分クルナ

十6210価薗凶

一々其ノ良否ヲ選り分ク︒

十627國

坑外二運ビ出シ︑︵略V︒

或ハ坑内財界キタルレールニヨリテ

十625﹇図

産出高モ著シク増加シ︑︵略﹀︒

以來︑大イニ人力ヲ省クコトヲ得テ︑

︵略V︑新式ノ機械ヲ用ヒシ

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

十614図鑑レドモ其ノ頃ハ墨取リテ

義仲之を聞きて︑﹁そは武

樋口は一目見て︑﹁あな︑

﹁あな︑むざんや︑實盛

︵略﹀︒﹄といひしにたが

義仲之を見て︑﹁︵略﹀︒﹂と︑

﹁︵略﹀︑敵は畠山に命じ︑

︵略V︑別當は七日の間手

課業は術科と學科との二
つにて︑術科は午前・午後を通じて︑

十573國團

もとに置きて︑木曾へつかはしたり︒

十551図園

尋ね出して殺さんとせり︒

十548図園

さめぐと泣きたれば︑︵略﹀︒

十546図

はず︑墨を塗りて候︒﹂

十544図囹

髪を見て侮る心あり︒

十539図園平生にても︑若き人は白

にて候︒﹂

十531図囹

むざんや︑實盛にて候︒﹂

十5210図

藏の齋藤別當にはあらずや︒

さし

十524図

︵略V︒

︵略﹀︑

一定の間合

熱心二此ノ業二志 シ ︑ 機 械 ヲ 獲 明 シ ︑
家産ヲ廣メシバ

直線を

を置きて︑或は縦に︑或は横に︑或

十449図

はななめに並ぶる 時 は ︑ ︵ 略 V ︒

十473図模様には︵略﹀︑草木・花
鳥・巌魚等の形を憂じて作れるもの
多し︒

︵ 略 ﹀ ︑赤と黒とを並ぶれば︑

緑もよく引立ちて 見 ゆ れ ど も ︑ ︵ 略 V ︒

十49窃図 赤と緑とを並ぶれば︑赤も
十496図

﹁唯一人ふみ止って戦ひ

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒
十503図囹
給ふは誰ぞ︒

十506図園 鶴首を取って︑大喜の見
参に入れよ︒
﹁ ︵ 略﹀︒﹂といふまΣに︑は

や弓を捨てて進み寄る︒

十509國

脚
て
て

十66一 ポートはつなをたぐって︑又
も 鯨 に 近 寄 り ︑ ︵ 略V︒

くなる︒

十663 鯨は段々弱って︑泳ぐ力もな
十664 若者は長い劔を突通し︑幾度
となく抜いては又 突 く ︒

十665 六七十尺の大鯨も今は全く息
他のボー ト を 見 れ ば ︑ ︵ 略 ﹀ ︑

絶えて︑水面に横たはる︒

人を書がけるものにて︑左は男子︑

︵略﹀︑眠れる父をゆり起し

むね火山の附近に在りて︑四園の風

十691図

右は女子なり︒

ルモノヲ禮外二出ス︒

又身艦ノ各

十773図目ハ色・形ヲ見︑︵略V︑ロ

足らず︒

あつし織とは︑おひようと

唯かづらなどにて︑かやを

︵略V︑又かやを並べて屋根

︵略V︑ 一家之を燐みて談笑

一年の間

︵略V︑垣の上には多くの頭

第に減少して︑今は僅かに二萬人に

十829図あいぬの数︑︵略V︑近年次

骨︑風雨にさらされて残れり︒

十822國

て︑永く之を保存するを以て︑︵略﹀︒

十821図殺したる熊の頭は垣にかけ

式を行ふことあり︒

養ひたる後︑之を殺して盛大なる儀

十819図あいぬは︵略﹀︑

す︒

十817︹図

となせり︒

十816図

結びて壁に代へ︑︵略V︒

十815図

物なり︒

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

十8010図

様に至りても異なる所多し︒

其の衣服・食物・家屋の有

光麗しく︑神政自らさわやかなるを

死力を算して漕進む︒

父は直ちに継れ果てたる水
夫を助けて︑ボートにうつす︒

十704國

拶一手ノ報告ニヨツテ判別

バ味ヲ味ハヒテ︑丁零ヲ拶二報告ス︒

十773図

︵略﹀︒

十795國

又筋肉駅手ヲ用フルニシタ

一小部分ノ傷害モ直チ

歯髄ノ構造月極メテ複雑ナ

是は北海道に住するあいぬ

ニ全身ノ元氣二關スルモノナレバ︑

ルモノニテ︑

十787図

ガヒテ笹生ス︒

十782図

二命令シテ活動セシム︒

十841

其の皮は革に製して︑かばん

︵略﹀︑重い物を負はせて遠く

何から何まで役に立って︑不

用な部分といふものは一つもない︒

十849

や靴などを造り︑︵略V︒

へ運ばせたり︑︵略﹀︒
なめしがは

十846

つる等︑厚く保護の方法を講ぜり︒

と回する法律ありて︑︵略﹀學校を建

十774図拶ハ︵略V︑手・足・口等十8210図 されば北海道奮土人保護法

シ︑︵略﹀︒

十805図

て︑幾度かいそべに出でてながめし

︵略V︑一つには又地を輻じ

毘ゆ︒

十728図

て清新なる空々を吸ひ︑美麗なる風

︵略﹀︑墨を流したる如き空模

が︑︵略V︒

様にて︑一寸先をも見分くること能

光に接するが爲なるべし︒

十691

はず︑︵略︶︒

噴出する時は湯氣立ちのぼ
旅館は山により︑谷に臨み

心臓ハ

るを得べし︒
十762図

肺臓二塁ル︒

部ヨリ鰯リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ

︵略﹀︑

て︑山水のながめをほしいま﹂にす

十7410図

りて︑鳴動の濁すさまじ︒

十747國

れたるは有馬の温泉にして︑︵略V︒

十693図夜明けて見れば︑岩の上に 十738図 道後に次ぎて早く世に知ら
水夫等はなほほぼしらに抱

一隻の難破船横たはれり︒

十695國

きつきて︑息も絶えぐに救を呼べ

十668

鈷を打って鯨に引廻されてみるもの
り︒

少女は之を見て︑﹁︵略﹀︒﹂

早く船を出して救はん︒
︵略V︑娘のやさしき心には

げまされて︑ボートを用意す︒

十699︹図

十696図圓

とせき立つ︒

十696図

もある︒

他のボー ト を 見 れ ば ︑ ︵ 略 ﹀ ︑

鈷を打って鯨に引廻されてみるもの

十668

もある︒

十669 あちらこちら入隠れて戦場の
やうである︒

網を張って鈷を打つ方法などもあっ

乙夜にはかの嵐に吹かれ

︵略﹀︑二人はまた有らん限

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕

十707図

着けたり︒

温泉のわき出つる塵はおほ

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十673 捕鯨法には︵略V鯨の通路に 十6910図 ︵略﹀船の頭を立直しく︑ 十765図 ︵略﹀︑頭目胃ニテコナシ蓋
た︒

十683図
て︑此の燈毫附近の岩の上に乗上げ
たる帆前船あり︒

十684図船膿二つにくだけて︑一半

︵略﹀ダーリングの手は︑今
ややさしきをとめの手にかへりて︑

十712図

半死半生の水夫を親切に看護せり︒

ははや大波にさらはれたり︒

まく波にもまれて聲を限りに救を呼

数日の後︑水夫は此の少女

絶えずわき出つるものと︑

我が家に婦りたりとそ︒

の手に熱き感謝の涙をそ﹂ぎて︑各

十714図

十686図 ︵略﹀船髄にすがり︑さか
べり︒

十689図 波風にまじりて聞ゆる悲鳴
の聲に目をさまし︑︵略﹀︒

十724図

時を定めてわき出つるものとあり︒

︵略﹀︑眠れる父をゆり起し 十721國

て︑幾度かいそべに出でてながめし

十6810図

が︑︵略﹀︒

て
て

840

︵略﹀︑將卒と共に戦場をかけ

ならぬもので︑︵略﹀︒

十853 其の臨戦孚には必ず無くては
十855

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる
ものは馬である︒

十859 西洋の馬がおとなしくて︑日
本 の 馬 の お と な し くないのは︑︵略﹀︒

十866 豚肉はあぶらに富んでみて︑
養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十866 豚肉はあぶらに富んでみて︑
養分の多いことは牛肉におとらぬ︒
りゅうき う

十868 ︵略V︑琉球ではたくさん飼つ
て居った︒

十872 長くのびると︑刈取って毛織
物の材料にする︒

十876 殊に其の乳の成分は人の乳に
似てみるから︑子供に適する︒
も入れて言ふ︒

十878 廣く家畜といへば︑鳥類まで

︵略V︒

停車場ヲ出デテ︑三二開化

ひ合せの上︑御隠會相成候ては如何︒
カイクワ

十942図
サルサハ

帝室博物館ヲ観覧シテ︑老

天皇ノ陵ヲ拝シ︑猿澤ノ池二至ル︒

十957図
樹路ヲサシハサミテ圭旦尚小暗キ間ヲ
︵略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

行ケバ︑︵略﹀︒

十957図
テ中之小暗キ間ヲ行ケバ︑︵略﹀︒

來リテ食ヲ求ムルモ愛ラシ︒

十期5図

︵略﹀︑鎌足が靴ヲサ・ゲテ

皇子二子ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺
ナリ︒

畝傍山・香具山・耳無山ノ

三山︑︵略﹀︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合ヒ

十瓢10図
テ立テリ︒

コ︑ニマウヅルモノ︑誰カ

バ其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ

十期7口覇凶

六田の渡を渡りて上り行

十一510ロロ凶 終日螢聾して︑ 一群の生

働蜂の若きものは内に居

計を維持するものは働蜂なり︒

十一61図

︵略V︑力強く肚なるもの

て幼贔を育て︑︵略﹀︒

十一63國

︵略﹀︑外役の蜂は朝より

は外に出でて花の蜜を吸判る︒

又之を受取りて貯ふる貯

夕に至るまで︑螢螢として寸時も休

十一66図

まず︒

十一610図

蓄掛あり︒

雄蜂は唯働蜂の集め來

眺望いよく開けて︑満 十一610図 怠りて持蹄らざるものあ

れば︑︵略﹀︒

十一73図

りたる物を食して生活するものにし

︵略﹀大塔宮の吉野を落
ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞

︵略V︑女王は︵略V其の

故に飼養者の注意により

︵略V︑共同團結して勢働

︿略﹀︑有力なる武器を備

へて敵軍にあたり︑︵略V︒

十一89図

をいとはず︑︵略V︒

十﹁88図

ことを得べし︒

ては︑次第に其の群の数を増加する

十一710図

位をゆづり︑臣下をひきみて分離す︒

十一78﹇図

て︑︵略﹀︒

︵略﹀︑谷をへだてて向ふ
︵略﹀︑北方の天を望みて

︵略﹀︑涙わき出でて禁じ
ふもと

ヂク

材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ

分シテスルノデアル︒

十一96

︵略V︒

︵略V︑十二箱ヅツ集メテ紙

十﹁96 ︵略V︑揃ヘテ箱二入レル者︑

コシラヘル者︑︵略﹀︒

︵略V︑麓の花︑中の花の 十一94

蜜蜂は群を爲して共同の
生活を螢み︑︵略﹀︒

十﹇56図

では︑︵略V︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一48図

に山上に及び︑︵略﹀︒

十一47図花は麓より咲初めて次第 十一93 ︵略﹀︑ソレヲ大勢ノ人が手

難し︒

十一41國

わき出でて禁じ難し︒

崩御ありし御心事を察し奉れば︑涙

十一310図

の山腹に如意輪寺あり︒

にょいりん

十一33図

よし水設まくらのもとユ石走る音︒

十﹇31図圃花ユねてよしや吉野の

をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

十一26図

目総べて花なり︒

十﹁19図

く坂路の左右すでに櫻多し︒

十一17図

十961図神鹿ノ︵略V︑人肥近ヅキ 御威徳ヲ仰ガザラン︒
ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマ

十963図

テ︑都ニアリシ時此ノ山田出ヅル月
トヨメルコト人ノヨク知ル所ナリ︒

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︵略V︒
ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカマ

十964図

トヨメルコト人ノヨク知ル所ナリ︒

テ︑︿略﹀コトヲ思ヒ出デテ︑︵略﹀︒

春日神社ヨリ西北下向ヒテ

東大寺二到ル︒

十968図

ホプリユウ

奈良見物ヲ終ヘテ法隆寺二
奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ
三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠
︵略V︑初瀬川ニソヒテ爪先

長廊壷キテ本堂アリ︒

コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂

撃て見ればこ﹂も櫻の峯
つ雲き︑吉野初瀬の花の中宿︒

十m9図題

路ヲ上ルコト一里鯨ニシテ︑︵略﹀︒

十㎜5図

十9910國

上りニ行ケバ︑初瀬町二至ル︒

十9810︹図

緑シタ︑ルが如シ︒

十988図

進メバ︑︵略﹀︒

十987図

向フ︒

夜 圭 旦 三 日 供 御 も な く ︑ 歩 十981図

みつか珪て松かげに いこはせ給ふ

十8810図圃

かしこさよ︒

さして行く笠置の山を出

十892図圃 君は御袖に降りか＼る露
梯はせて︑

でしより︑ 天が下にはかくれがもふ
し︒

でしより︑

十893図圃さして行く笠置の山を出

いかにせん︑頼むかげ

十895図圃御歌かしこみ︑営外は聲
くもらせて︑

とて立寄れば︑尚 袖 ぬ ら す 松 の 下 露 ︒

十914國団 ︵略V︑有志の方々御さそ
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て
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二包ム者︑︵略︶︒

十一97 此ノ舟釣大勢ノ人が手分ヲ
シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業
トイフ︒

十一101 ︵略V︑分業デスル方が品物

︵略﹀マツチノ慣ノ安イノ

ノ出町バエが良クテ︑製造高モハル
カニ多イ︒

十一102

︵略﹀︑一包三銭ヤ三銭五厘

モ︑分業二二依ツテ製造スルカラデ
アル︒

十一104

二巴ツテハ︑トテモ引合フモノデナ
イ︒

十一105 人ハ其ノ身性・才能ナドニ
ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十國108 随ツテ良イ品物が悪善テ︑
製造高モ多クナル ︒

身を殺して仁を成すこ

めて仁を害することなし︒

十﹁144図囹

︵略V︑君をうばひ奉り

義を見てせざるは勇無

とあり︒﹄とかや︒

十︻145図園
きなり︒

十一146図囹
︵略﹀山陰道へか﹂りて

て義軍を起し︑︵略﹀︒﹂

十一153図
遷幸をなし奉るといふ︒
︵略V︑道も無き山の雲を

しのぎて杉坂に着きたりしに︑︵略﹀︒

十一154ロコ凶

︵略﹀︑大いなる櫻の木の

＋露6図衆圧力を失ひて散りぐ
に成れり︒

十一158図

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書
きつけたり︒

見つけて︑

︵略V︑讃みかねて上聞に

十一162図翌朝警固の武士ども之を

十一113 分業法二依ツテ︑一人デ一

達したり︒

ぬ︒

︵略﹀︒

くわいけい

十一168図

十一1610國

な

︵略﹀︑越轟轟践つぶさに

忠臣の助を得て︑遂に呉を滅して會
︵略﹀︑遂に呉を滅して會

稽の恥を雪ぐことを得たり︒
十﹁171図

此の故事を引きて︑︵略﹀︑

稽の恥を雪ぐことを得たり︒
十一172國

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞
え上げたるなり︒

︵略﹀︑やがて忠臣の起

りて勤王の兵を學げ︑必ず御心を安

十一172図

さだのみさき

んじ奉るべきことを聞え上げたるな
り︒

十一176図

生れてしほに浴して︑

浪を子守の歌と聞き︑︵略V︒

十﹇217図心

浪を子守の歌と聞き︑︵略V︒

十一2110図團 ︵略﹀︑千里寄せくる海

丈蝕のろかい操りて︑

の氣を吸ひてわらべとふりにけり︒

行手定めぬ浪まくら︑︵略﹀︒

十﹁227図圃

我は拾はん︑海の富︒

十一242図團 いで︑大船を乗出して︑

我は護らん︑海の國︒

十一244図圃 いで︑軍艦に乗組みて︑

︵略﹀電車・自動車等も

ろ
︵略﹀若者が艦を揃へて

和船の大なるは五百石積

大小幾多の軍艦は︵略﹀︑

?ﾍハ︵略V︑勘⁝艦二

水雷艇ハ︵略﹀︑敵艦二

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

十﹇349図

シ︑︵略V︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十一346図

我が艦隊二報告ス︒

ノ軍艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑

十﹇組2m凶 通報艦ハ︵略 V︑或ハ敵

テ敵ノ主力ト戦フコトアリ︒

十一332図 ︵略﹀︑時二職艦ト合同シ

をか貸やかせり︒

遠く四方に航行して︑到る慮に國光

十一292口自凶

ども︑︵略V︒

・千石積寒ありて︑近海を航行すれ

十一271國

漕ぎ出す漁船の勇ましさよ︒

十﹁267國

を競ふ世とはなれり︒

次第に多く行はれて︑ひとへに速力

︵略V佐田岬長く突出で︑ 十﹁262図
ほうよ

かくして島轄じ︑海廻り

九州にせまりて豊豫海峡をなす︒

十﹇187図

春は島山霞に包まれて眠

て︑其の壷くる所を知らず︒

十﹇188図

まうせん

雨岸及び島々︑見渡す限

るが如く︑︵略V︒

十一193図

︵略﹀︑朝日・夕日を負ひ

り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが
如く︑︵略V︒

十一197図

︵略﹀︑汽船絶えず通航し

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか
なり︒

十一203図

て︑遠く近く黒酒の青空にたなびく
いつくしま

を見る︒

十﹇206ロ︒凶嚴島は古より日本三景の
︵略﹀西洋人は此の瀬戸

一に数へられて殊に名高く︑︵略V︒

十一208図

内海の風景を賞して︑世界海上の一
生れてしほに浴して︑

大公園なりといへり︒
︵略﹀︑甲南といふ無二の 十﹇217國圃

辛苦をなめて報復を圖り︑︵略﹀︒

十一1610図

無稽山の職に越の軍を打破りたり︒

︵略V︑呉の勢盛になりて︑

いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

十一167図
是は昔︑支那に呉・越と

し

ありて︑ 天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

十一164國主上は詩の心を御さとり

達したり︒

十︻163図 ︵略﹀︑讃みかねて上聞に

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル
︵略V ︑ ソ ン ナ 手 数 が 省 ケ テ ︑

ト︑︵略V︒

十﹇114

徒二時間ヲ費スコトガナイ︒

ニ バ カ リ 掛 ツ テ 居ルト︑︵略﹀︒

十一116 又分業二依ツテーツノ仕事
十一116 又分業二依ツテーツノ仕事

︵略V︑分業法言依ラナイ

︵ 略 ﹀︑分業ハ盆之解職シテ︑

ニ バ カ リ 掛 ツ テ 居ルト︑︵略﹀︒
十一127

今日デハ

︵略﹀と聞き︑一族共を集

コトハホトンドナ イ ︒

十一143図

﹁﹃志士・仁人は生を求

め て い へ る や う ︑︵略V︒

十一144学課

騙脳

て一て
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潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

沈スルヲ任務トス ︒

十一3410図

し な
︵略﹀︑其の外支那形船

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目
的トス︒

十︸374歪計

に限りて許されたる数多の開港場も
これあり候︒

十一379國国 本島産物の重なるもの
しやうな う

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖等

くわんどん

にて︑樟彊は世界産額の八分の五を
占むる由に御座候 ︒

人が隊を成して草取を爲す有様は殊

十一415図
せつつ

みつのり

くすのきまさ

︵略﹀︑赤松光範︑楠木正

儀と撮津の住吉に戦ひて︑散々に撃

のり

破られたり︒
︵略﹀︑一日光範に向ひて︑

﹁正儀は主君の敵にて︑

﹁︵略V︒﹂と涙を流していふ︒

十一416□︒凶

十一417︹図囹

是より御いとま賜は

如何にもして討取り申

我が爲にも父の仇なり︒

十﹁418図囹
すべし︒

十一419図囹
かはち

り︑河内に行きて正儀に仕へん︒

ふ︒

十一424図囹

﹁年長じては敵も近づ
幼き時に参りてこそ︒﹂
︵略﹀︑常に身を離さざり

熊王直ちに河内に行き
正儀の臣兵庫介忠元あや

ひやうこのすけただもと

しみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑︵略V︒

十一432図

て︑赤坂城のほとりにた﹂ずむ︒

十戸431図

し名刀を與へて行かしめたり︒

十一4210國

十一426図囹

け申すまじ︒

十一426図圏

たる六郎の形見とも思ふものを︒﹂

また我に代りて討死し

十﹁385國團 ︵略V︑又平田に廣東婦 十一422國 ﹁︵略V︒﹂と涙を流してい

其の氣根の地に入り

に興味を覧え申候 ︒

十一389國圏
て︑数幹・数十幹入齪れて一大樹を
︵略﹀︑敏幹・数十幹入

成したるは︵略V ︒

十一389國團
群れて一大樹を成 し た る は ︵ 略 ﹀ ︒

十一395國圖 又請を原料として竹紙
を製造致居候︒

り

て︑附近に名所・奮蹟の多き所に御

十﹇397圖国 毫南は南部の大都會に
座候︒

あ

光範と心を併せての事
︵略﹀︑佛門に入りて父

︵略﹀︑様々に濁りて︑か

に連翻り︑︵略﹀︒

十一438図

︵略﹀︑正儀は情深き武士

くと正儀に告ぐるに︑︵略﹀︒

いよく忌日になりて︑

なれば︑呼出して召使ひたり︒

十︸4310図

十一444図

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと
り心に思ひ定めたるに︑︵略V︒
︵略V︑もとゴりを上げて︑
まさひろ

十一447図

居合せたる人々︵略﹀︑

き切らんとす︒

十一458図

居合せたる人々︵略V︑

取っておさへて動かせず︒

十一459國

︵略﹀︑さて往生院に入り

取っておさへて動かせず︒

十一4510國

かくて光範の與へたる

て檜となり︑︵略﹀︒

十一462図

飲まず食はずに終日・終夜

刀には事の由を書添へて送り返し︑

︵略V︒

十﹁469

さていよく馬を受取る段

段々口論の末︑大平は怒つ

馬主はしばらく大將の顔を

︵略V直ちに自分の馬にま

︵略V馬に全速力を出させ

て︑雲を霞と逃げのびた︒

十一485

を保ちながら進んで行く︒

十一483 ︵略﹀︑絶えず追手と或間隔

たがって︑其の跡を追っかけた︒

十一481

散にかけ出した︒

十一479 ︵略﹀︑ひらりと飛乗って一

何事か話してみるかと思ふと︑︵略﹀︒

十一478 ︵略﹀︑馬の耳に口を寄せて︑

何事か話してみるかと思ふと︑︵略﹀︒

十一478 ︵略﹀︑馬の耳に口を寄せて︑

見つめてみたが︑︵略V︒

十一477

て三千圓の金を地に投げつけた︒

十﹇475

いふ︒

になって︑大塔は今少しまけぬかと

十一474

走っても尚平然として居るといふこ

︵略﹀具足一領を取出し

とである︒

夜に入りて︑討つべきは

熊王恩に感じて︑涙せき

和田小次郎正寛と名乗らせ︑︵略V︒

十一448図
て與ふ︒

十一449図
あへず︒

十一449図

︵略﹀︑年頃の恩愛︑殊に

今なりと︑心を取直せども︑︵略﹀︒

は今日の元服の事等思ひ績けては︑

十一451図

幾度か思ひ直して討たん

如何でか討たるべき︒

十﹇451國

︵略V︑少しも疑ふ心なき

とすれども︑︵略V︒

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

十一452國

正儀驚きて︑﹁如何にし

思はず大聲をあげて泣號

かくべきやうもなし︒

十一454図
びぬ︒

十﹇455図

︵略﹀︑熊王年來包みたる

たるぞ︒﹂と問へば︑︵略﹀︒

十一456國

︵略V︑刀を取直して腹か

刀を取直して腹かき切らんとす︒

十一457図

心の中を打明けて︑﹁︵略﹀︒﹂とて︑

忠元あはれみて︑己が家

の後をとぶらはんとて︑かく諸軍を

十一438國

巡り歩くなり︒﹂

十一436國園

とて︑如何ともし難ければ︑︵略V︒L

十一435図圏

うばひて︑我を追出したり︒

十﹇3910國團 阿里山の檜材は世界無 十一434図無 ︵略﹀︑ 一族の者領地を
一樹にて千五百

比の良材と稻せらる﹂ものにて︑中
には直径二十尺鯨 ︑

尺〆の材積を得るものもこれあり候
由︑︵略﹀︒

其の中内地人は八萬

鯨︑蕃人は此の外にて約十一萬と申

ばんじん

十﹇405國国
す事に候︒
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間もなく日は暮れて︑夜

空 し く 蠕って︑﹁︵略︶︒﹂と

のとばりは全く馬主の行方をかくし

十一486
た︒

十一489

報告する外はない ︒

十一489囹 ﹁騎者・騎馬・黄金︑三
つとも失ってしま ひ ま し た ︒ ﹂

十一491 三日目の夕方一同半死半生
の艦になって蹄って來た︒
の膣になって館って來た︒

十一491 三日目の夕方一同半死半生
十一494 四日目の朝︑大將は何心な
く 外 を 眺 め て み る と︑︵略﹀︒

︵略﹀︑前の馬主が再び馬を
︵略﹀︑前の馬主が再び馬を

ひ い て 來 て ︑ ︵ 略 V︒

十一495
十一495
ひいて來て︑﹁︵略﹀︒﹂といった︒

十一4910 アラビヤに良馬の多く産す
るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ
るばかりではない︒

の一員と考へて︑家長は之を自分の

十一503 古來アラビヤ人は馬を家族
子供と同じ様にかはいがる︒

十﹇505 馬もよく飼主になれて︑其
の家族一同と親しんでみる︒

十一506 馬もよく飼主になれて︑其
の家族一同と親しんでみる︒

﹁馬が子供と遊んでみるの

一節に次の様なことが書いてある︒

十一508 島人のアラビヤ旅行日記の
十一509

を見たことがある︒

十一511 ︵略﹀三つ四つの子供が︑

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて
みると︑︵略V︒

︵略V三つ四つの子供が︑

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

十一511

︵略﹀︑馬は︵略﹀︑口でお

みると︑︵略﹀︒

十一512

︵略﹀︑馬は︵略V︑口でお

もちやをさ﹂げて︑其の子供をあや
してみた︒

十一512

親子・夫婦・兄弟・姉妹

もちやをさ﹂げて︑其の子供をあや
してみた︒

十一517図

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ十寸
︵略V︑家運自ラ開ケテ一

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑︵略V︒

十一518図

家ノ内笑フコト多シ︒

一家和合セザル時ハ家道

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ

十一521図

︵略V︑身髄ノ健全ヲ害ス

ル︑事ナカルベシ︒

十一527図

レバ︑意氣モ亦オトロヘテ笑フコト
少シ︒

︵略﹀︑ミダリニ衰色ヲ作

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︵略﹀︒

十一543図

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切
ノ念ナキモノハ︑︵略V︒

ナポレオンがアルプ山を越

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十一547

おくれ﹂ばピエールはこぼ

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

十一565 ︵略﹀︑谷へ下りる細道も雪

ない︒

十一567

蟹隈は上衣をぬぎすてて︑

えて死ぬであらう︒

十一572

兵士等はあわてて異口同音

はや谷へ下りようとする︒

と︑︵略V︒

兵士等はあわてて異口同音

大砲のつなをくΣりつけ

早くしないと︑ピエール

手早く帯をほどいて︑ピエ

ールの膿にくNりつけて鳳至をする

十一587

くさがし當てたが︑︵略﹀︒

十一586 ︵略﹀︑方々を尋ねて︑やう

が死んでしまふ︒﹂

十一582圏

て︑早く自分を谷へ下せ︒

十一581囹

が命を惜しむ理由はない︒

十一579園我が子の死ぬのを見て父

に︑﹁︵略V︒﹂といって引止める︒

十一575

に︑﹁︵略V︒﹂といって引止める︒

︵略V︑山も谷も雪にうづめ 十一573

半で︑︵略﹀︒

十一548

られて︑吹く風は身を切るやうに寒
かった︒

かひぐしく進んで行く︒

十﹇551眞先に立って︑太鼓を打ち
ながら︑

かひぐしく進んで行く︒

十一552眞先に立って︑太鼓を打ち
ながら︑

十一554 ︵略﹀雪なだれがなだれて

︵略﹀雪なだれがなだれて

來て︑︵略V少年鼓手は忽ち谷底へは
き落された︒

十一555

來て︑︵略﹀少年鼓手は忽ち谷底へは
き落された︒
﹁︵略﹀︒﹂と聲を揃へて呼ん

だが︑何の答もない︒

十一557

軍の調である︒

十一562
はならぬ︒

あの勇ましい少年を殺して
どうかして助ける工夫はあ
どうかして助ける工夫はあ

るまいかと︑︵略V︒

十一562
十一563

るまいかと︑兵士等は長言をもんで
みる︒

十一614図圏

將軍の愛情と勇氣によつ

武勇のはたらき命さ﹂

勇み勇みて出で行く兵

げて︑御國の敵を討ちなん︑我は︒

十一612図圃

て︑軍中の花が助かったので︑︵略V︒

十一5810

二人を引上げた︒

十一588 ︵略﹀︑兵士等は力を合せて

と︑︵略﹀︒

ールの禮にく＼りつけて合圖をする

十一529図内二省ミテ︑ヤマシキコ 十一5510 耳をそばだてて聞けば︑進 十一588 手早く帯をほどいて︑ピエ
トアレバ︑︵略﹀︒

イハンや我諭告レル人ヲ

テ笑フベカラザルコトアリ︒

十一533図︵略V︑時ト場合トニョリ 十一561 さては生きてみるのか︒
十一5310図

ネタミ︑其ノ聲巻ヲ傷ツケントシテ
他人ノ五心ヲ町触ントシ

笑フ者二於テヲヤ︒

十一541図

花客二接シテ愛敬ヲ審ス

テヘツラヒ笑フハ︑︵略﹀︒

十一542図

て
て
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士︒

十一645 同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅

十一693図

活動するのみにて休養す

︵略V心身いっか零れて︑

ることなければ心身いっか己れて︑
︿略﹀︒

十一694図

十一697図

らず︒

業務に從隠する間は熱心

又事既に過ぎて︑思ふも

に之を行ひて︑他事に心を螢すべか

十﹇696図

︵略V︑料理ノ方法ニヨツテ 遂には活動にたへざるに至る︒

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ
レ︑︵略V︒

．十一646

ハ︑其ノ経濟ノ上ニモ大イナル得失
ガアル︒

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

十﹁6410 衛生上ヨリハ︑成ルベク滋
ブベク︑︵略﹀︒

若し過あらば︑深く之を

盆なき事に心を面するは︑︵略﹀︒

悔いて︑其の過を再びせざらんこと

十︸652 ︵略V︑味ハ人々ノ好ミヲ考 十一6910図

ヘテ︑多数ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

︵略﹀︑又人より訪問を受

をちかふべし︒

十一712図

︵略V︑六十人の時間の損
︵略﹀︑今日の如く通信交

失は合して十時間となるべし︒

十一7010國

くる時は直ちに出でて慮接すべし︒

十一705図

バナケレバナラヌ︒

十一654 季節二依ツテ︑食物ノ選ビ
︵ 略 ﹀︑暑イ時分ハ︵略﹀︑ア

方二多少ノ注意ヲ要スル︒
十一658

ツサリトシテ消化シ易イモノヲ取ル
ノガヨイ︒

︵略﹀季節ノ物ヲ用ヒルト︑

る時代にありては︑時間は金銭より

十一659

味モヨクテ︑消化モヨク︑又人々ノ

も貴し︒

通の機關獲達し︑社會の活動敏速な

好ミニモ適スル︒

常二清潔ニ

日盛ジ献立ヲクリカヘサヌ落日注意

り︒

十一725國圏

︵略﹀︑何一つ書がくこと

出でて遊び給へ︒

十一724鳳己凶囹

へば︑︵略V︒

愚管も所用ありて京

︵略﹀︑何威へなりとも

て︑或時庭工に向ひ︑﹁︵略V︒﹂とい

住持は心得ぬ事に思ひ

もなく︑毎日遊び暮して三年を経た

十一7110図

く此の寺に寄食してありしが︑︵略﹀︒

十一663︵略V適當二輪化サセテ︑毎 十一719図 此の縮をかける書工久し

壁所ハ︵略﹀︑

スルガヨイ︒
十一672
シテ置カナケレバナラヌ︒

ク人ガ︑︵略﹀︒

十一673 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置 十一721図
︿略﹀︑毫所ヲ不潔ニシテカ

ヘリミナイノハヲカシイ話デアル︒

十一674

生を坐食に費す者あり︒

十一683図 百歳の長命を保ちて︑一

へ上り︑
し︒﹂

さらば年來の謝恩に何

一二年在京せんもはかり難

十一727図圏

雪夜小信住持の居間に來

か書きて参らすべし︒﹂

十一729國

﹁かしこに行きて︑彼

りて︑﹁︵略﹀︒﹂とささやくに︑︵略﹀︒

十﹁729毒忌

︵略V︑行きてうか穿へば︑

の童邑師の有標を見給へ︒﹂

十︸7210図

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ
つ＼寝起する様なり︒
︵略﹀︑行きてうか貸へば︑

障子に身を寄せて︑様々に姿を憂へ

十一7210図

つ＼寝起する様なり︒

さまたげせんも心なしと
思ひて︑其のま﹂寝間に論れり︒

十一732國

翌日書工の早朝に起出で
住持は知らぬ顔して過せ

て圭旦がけるを見れば︑︵略﹀︒

十一733図
十一737図
しに︑︵略V︒

十一738図其の後又夜更けてうか〜
︵略V︑今度はひぢを張り︑

ひ見るに︑︵略﹀︒

十一739︹図

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴
の臥したる様をなせり︒

夜明けて後︑住持豊工に

夜明けて後︑住持叢工に

向ひて︑︵略﹀︒

十﹇7310図

十一741國

向ひて︑﹁︵略V︒﹂と︑夜中のぞき見
たる姿をして零するに︑︵略V︒

十一742図

︵略﹀︑書師は驚きて︑

﹁我が書がかんと思ひ

﹁︵略V︒﹂と問ふ︒

︵略V︑唯檜一本を畏がき

﹁そは昨夜のぞき見て

構へしことを如何にして知り給へる

十﹁743図圏

か︒﹂

十一744図圏

知りたり︒﹂

十一745図

然るに未だ一月もた㌧ざ

て︑東國へ出立せり︒

住持は驚きて︑﹁︵略﹀︒﹂

る内︑又再び引返して一発寺に蹄れ

十一747図

り︒

十一748図

﹁︵略V︑箱根山中にて

と問へば︑︵略V︒

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

十一751図園

日光山には華塩素を始と

けごんの

︵略V︑別を告げて出で去

たれば︑︵略﹀︒﹂

十一753図

れりとなん︒

して︑ ︵略﹀等其の名世に知られた

十一758図

るもの少からず︒

と飛びで︑水燗深谷をおほひ︑︵略﹀︒

十一762口︒凶 中央以下は霧と散り︑雨

十一7610図 ︵略﹀︑この水即ちかΣつ

更に川に沿ひて上れば︑

て第一の漫布を成すなり︒

十﹇771画面

上るに随って︑瀧はいよ

第二の瀧あり︒

く小︑境は盆≧静かなり︒

十一772図

︵略﹀︒

︵略V︑夜中のぞき見たる 十一7710図 二爆相並んで雄を争ひ︑．
姿をして見するに︑︵略﹀︒

十一742図
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十﹁783図 ︵略V︑附近数百歩の地に
ありては︑器に盛れる水常に波紋を
生ず︒

十﹇786図 又嚴冬の頃は爆水落つる

︵略﹀︑水のしぶき枯木に

に随ひ氷結して︑ 一 面 玉 山 銀 士 量 と な
り︑︵略﹀︒

十一788図
氷結して︑水晶の花を咲かす︒

十一791図 鵜を使ひて魚を捕ふるこ
と︑︵略﹀古來豪く諸所に行はれた
り︒

十一795図市を出でて橋を渡れば長
良村あり︒

十︻799図 此の間毎夜月なき時をう
か窒ひて漁舟を出 す ︒

十一7910図 観客は遊船を中流に浮べ
て︑鵜舟の下り來るを待つ︒

十一801國 川上にか玄り火の明り先

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を
聞く内に︑︵略﹀︒

︵略﹀思ひくに浮沈す

るを︑たくみにさばきてもつれしめ

十一807図
ず︒

みたる魚を吐かせ ︑ ︵ 略 V ︒

十一807國 此の間に鵜を引上げて呑

魚は火の光を追ひて集り

巻附かれ︑持て曝して見ゆるもをか
し︒

來り︑︵略﹀︒

十一824図

︵略﹀ブラッシノ仕掛ア

ルフが如ク︑︵略﹀︒

十一851図

リテ︑設立ヲ引延シナガラ細カキ雑
物ヲ去ル︒

十一824活魚は︵略﹀︑水底にうつ 十一854図 ︵略V︑四尺程ノ幅トナリ
テ進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見

此ノ流ハ自ラ集メラレ

ルが如シ︒
シノ

十一855図

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが

ぢやうちん

︵略﹀︑之を取置みて︑数

故に︑︵略﹀︒

十一831図

テ︑親指大ノ轡形トナリテ鐵管ノ中
シノ
︵略V︑親指大ノ篠形トナ

十隻の遊船︑岐阜提灯の光を水にう

クシ︑︵略﹀︒

十一859図

く

既二鐵管二温⁝ツレバ︑コ

︵略﹀︑又更二三ノ機械二

も

まゆ

は紡績の業に等しく︑︵略V︒

して網を張る︒

十一881図蜘蛛は其の膿より綜を出

之を本として︑次第に細き綜をかけ︑

十一883図 ︵略︶や︑太き綜を渡し︑

︵略﹀︒

蛆矧は地下に穴をうがち

みおす

十一885図

多量の土

蛆矧は︵略V︑

め
油轟は植物の若芽・若葉

を呑込みては之を地上の穴の口に出

て住み︑︵略V︒
みトす

十一885國

す︒

などに群り着きて︑其の植物の汁を

十一8810図

吸ひ︑︵略V︒

十﹁892図 ︵略V︑蟻は︵略﹀︑油轟の

附着せる植物に集りて之を保護し︑

︵略V︒

植物にうつして成長せしむ︒

十一893図 ︵略﹀︑或は其の卵を他の

蟻は其の種類によりて種

らう

︵略V︑多くは地下に穴を

々の巣を造れども︑︵略V︒

十一894図

十一907図

る︒

︵略﹀︑常に此の草の多く

︵略V︑周園の雑草を食切

︵略V︑其の實の熟して地

︵略﹀︑其の實の熟して地

物の慣は効用あること

に落つるを待ちて︑其の彙に運び去

十一903図

に落つるを待ちて︑︵略V︒

十一902図

し︑︿略V︒

りて︑ひたすら此の草の成長を保護

十一902図

生ずる所を選びて住み︑︵略﹀︒

十一901﹇図

内面を壁の如くに固む︒

うがちて︑部屋・廊下を造り︑其の

︵略V︑次第二丁リヲカケ 十一895図

移シ︑イヨイヨ延シテ︑イヨ︿細

十一859図

或ハ合シ︑或ハ延シ︑︵略﹀︒

レヲ練篠機ト稽スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十一858図

リテ鐵管ノ中二入ル︒

十一855図

二入ル︒

鵜なはを引上げて︑鵜の

つせる奇観は︵略﹀︒

十一833図

ふなばたに立並べる時︑︵略V︒
きんくわ
︵略﹀︑半月金華山の上に

年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

出でて︑川風たもとを梯ふも快し︒

十一834國

十﹇838図

シテ︑受壷又ハ綿布トシ︑︵略V︒

︵略﹀︑内國ノ所用ヲミタ

シテ︑尚海外二輸出スルモノ五千萬

十一838國

圓以上二及ブ︒

紡績工場二入リテ見ヨ︒

テ綜ノ形二近ヅカシム︒
十一8310図

サテ最後二精紡機二移シ
テ︑適當ノ太サトナシテ︑︵略﹀︒

蒸春機關ノカニヨリテ自 十一8510図
動スル機械ハ︑︵略﹀︒

十一8310図

十一841図蒸氣機關ノカニヨリテ自 十一861図 サテ最後二精紡機二移シ
テ︑適當ノ太サトナシテ︑更ニヨリ
︵略﹀︑絶エズ綜

ヲカケ︑ツムニマキトラシム︒
工女ハ

動スル機械ハ︑幾皇トナク立並ビテ

皆機械ニヨリテナサル︒

翼の綜を吐きて繭を造る

二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲ

十一864図

廻韓スベク︑︵略V︒

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

十一845図

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ
細片四方二飛散シテ︑吹雪ノ風ニク

十﹁846図

ポウ
十一844國 ︵略V︑鐵棒ニマキテ︑長 ツナグ︒
ムシロ
十一877図
サ四尺バカリ︑直径晒鯨ノ引綿トス︒

ホグシ︑︵略﹀︒

︵略V火のこの光にはげ 十一843國

まされて︑鵜は盛 に 活 動 し ︑ ︵ 略 V ︒

十一811図

十一819図 くはへたる魚をふりかへ
て ︑ 頭 よ り 呑 下 す早業は︑︵略﹀︒
うなぎ

十﹇821図 鰻をくはへてくちばしに
巻附かれ︑︵略﹀︒

うなぎ
十一821﹇囚 鰻をくはへてくちばしに

て
て

846

と︑随意に得られざることとにより．
て生ずるものなり ︒

十一919図物の償の高下は主として
需要と供給との關係によりて定まる
ものなり︒

十一921図例へばこ㌧に一戸の質家
ありて︑之を買はんとする人五人あ
︵略V其の家の他人の手

るときは︑︵略V︒

十一923図
に渡らんことを恐 れ て ︑ 箏 ・ ひ て 高 き

︵略 V ︑ 其 の 五 人 は ︵ 略 ﹀ ︑

慣をつくべし︒

十一923図
孚ひて高き便をつ く べ し ︒

或時は安くなるものなれども︑︵略V︒

︵略V︑靴の便はにはかに

行して︑買手にはかに増すときは︑

十﹇935図例へば靴を用ふること流
︵略﹀︒

十一936図

か＼る時は靴屋は更に多

高くなりて︑靴屋の利盆非常に多か
るべし︒

十一947図

即ち物の債は普通の慣を
︿略﹀などの如きは︑需

本として上下すと知るべし︒
十一9410図

てすくひ取るを得る程にて︑實に肚
快なるものに御座候︒

︵略V︑夏より秋にかけ
をつとせい

十一996塵団

漁業に次ぎて有望なる

てこ＼に集る肥胸獣は︵略V︒
十一998國﹇匿

漁業に次ぎて有望なる

は農業と林業とにて︑︵略V︒

十一999弔意

は農業と林業とにて︑農産物の種類
︵略﹀︑天下麻ノ如ク齪レ

は北海道と大差なく︑︵略﹀︒

十一皿2図

テ︑英雄四方二起レリ︒

ヲ事トセシガ︑︵略﹀︒

十︸皿5図 ︵略﹀︑民間装画リテ耕作

孔明︑警備二事へ︑出デ

孔明︑劉二二事へ︑出デ︑

孔明︑劉備二事へ︑出デ

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

備二選ノ子二割ヒテ︑

孔明︵略﹀︑盆≧心ヲ用

孔明︵略﹀︑盆≧心ヲ用

ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ蓋シテ憂ラ

十一脳2図

ズ︒

ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ墨シテ攣ラ

十一脳1図

﹁︵略V︒﹂トイフ︒

十一鵬8図

﹁︵略V︒﹂ト答フ︒

十一鵬7図 ︵略V︑孔明涙ヲ流シテ︑

ニ︑︵略︶︒

孔明ニユダネテ︑﹁︵略V︒﹂トイヒシ

十一鵬5図

ノーヲ保タシム︒

十一鵬4図 ︵略﹀︑天下ヲ三分シテ其

蜀ノ國ヲ建テ︑︵略﹀︒

ショク

十一鵬3図 ︵略﹀︑遂二備ヲタスケテ

相トナリテ政ヲ行ヒ︑︵略﹀︒

十一鵬3図 孔明︑︵略﹀︑入ツテハ首

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑︵略﹀︒

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

十一鵬3図

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑︵略V︒

十一鵬2図

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑︵略V︒

十﹇鵬2図

ト︒

十一期9図 備サトシテ日ク︑﹁︵略﹀︒﹂

︵略﹀︑劉備ハ︵略V︑遂

要増すに随ひて︑其の慣盆丸高くな

二迎ヘテ重臣トセリ︒

−†一⁝脳7﹇図

是より一條の大道遠く

り︑︵略﹀︒

十︸972國團

︵略︶︑東西三十三里︑

北へ通じてロシヤ領に入候︒
十一9710國国

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一938図

四箇所に境界石を置きて︑分明に相

ます

樺太にて最も有望なる

成居候︒

多く︑︵略V︒

は漁業にて︑鯨と鱒との漁利は殊に

にしん

十一984圓團

造すべく︑︵略V︒

︵略﹀︑又他の職業に從事

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

十一939図

に韓業するに至るべし︒

び亜庭面︑鱒の主産地は東海岸にて︑

鯨の主産地は西海岸及
春夏の交産卵の爲︑鯨の群をなして

あには

︵略V︑靴の儂はやうやく 十﹁991國国

安くなりて︑普通の償に復するか︑

海岸近く寄來る時は︵略V︒

十一941図

高くなりて︑最も高き贋をつけたる

場合によりては尚それ以下に下るべ

十一924図 かくて其の家の贋は段々

し︒

春夏の交産卵の爲︑
鯨の群をなして海岸近く寄來る時は

︵略V︑普通の便に復する 十一992圓團

か︑場合によりては尚それ以下に下

又之と反封に︑憤次第に

︵略V︒

十一943図

安くなりて︑普通の債よりも下るに
︵略V︑次第に其の製造高

至る時は︑︵略V︒

十一945図

︵略﹀︑供給も随って減じ

を滅ずるが故に︑供給も随って減じ
て︑︵略V︒

十一945因

て︑又普通の便に復するか︑場合に
よりては尚それ以上に上るべし︒
︵略﹀︑又普通の便に復す

るか︑場合によりては尚それ以上に

十一945図

上るべし︒

十﹁994國團 ︿略﹀︑鯨の群をなして
たも
海岸近く寄來る時は︵略V︑ 撚網に

るべし︒

十﹁941︹図

人の手に渡るべき な り ︒

十一926図 之に反して︑同様なる責
家五戸ありて︑買はんとする人唯一
人なるときは︑︵略﹀︒

十一926國 之に反して︑同様なる費
家五戸ありて︑買はんとする人唯一

︵略V其の家の留れざら

人 な る と き は ︑ ︵略V︒

十一928図

んことを恐れて︑孚ひて其の便を低
くすべし︒

︵略﹀︑費家の持主五人は
かくて其の家の贋は段々

︵ 略 ﹀ ︑ 争 ひ て 其の贋を低くすべし︒

十︸928図
十一929﹇図

安くなりて︑最も 便 を 低 く し た る 人 ︑

物の贋はかくの如く需要

其の家を費ることを得べきなり︒
十一931︹図

供給の關係によりて︑或時は高く︑

847

て一て

ズ︒

十﹁鰻2図

ギ
蜀國ノ魏・呉二強國︻ト相

封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ
バ︑︵略﹀︒

十﹁鯉4國 孔明ハ魏ヲ攻メテ支那中

十﹁鵬1図

クワン

蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國

蜀ノ軍︵略﹀︑旗ヲ反シ︑

魏將司馬仲達聞キテ之ヲ

二婦ラントス︒

十一鵬2図
追フ︒

十﹁鵬3図
ツヅミ

央ノ地ヲ取り漢朝ヲ興復セントシ︑

鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハントスルモ

後浄達︑孔明ノ陣螢ノ跡

ノノ如シ︒

十一螂6図

︵略﹀︒

十﹁廻5図 孔明ハ︵略V︑遂二自ラ
︵略﹀︑仲専制孔明ノ墓ヲ

ヲ観テ︑﹁︵略﹀︒﹂ト歎ジタリ︒

十﹁鰯7図

祭り︑士卒二令シテ︑其ノ附近ノ草

後人日ク︑﹁出師ノ表

諸軍ヲ率ヰテ北征 ス ︒

ヲ見テ泣カザルモ ノ ハ 人 二 非 ズ ︒ ﹂

十一脳7図園

ト︒

朝鮮の地に上陸して︑第一
朝鮮の地に上陸して︑第一

はかま
婦人の用ひる檬なゆるやかな袴を着
ける︒

男の冠をかぶり︑其のひも

を長くたらし︑小馬に乗って︑田舎

十一㎜1

まだ冠禮を行はない者はチ

道を通るのを見ると︑︵略︸︒

十一鵬3

ョンガーといって︑髪を三つ打ちに
︵略﹀チョンガーといって︑

して後へたらしてみる︒

十﹇鵬4

髪を三つ打ちにして後へたらしてゐ
る︒

︵略Vチョンガーといって︑

金がなくて︑冠禮の行へな

髪を三つ打ちにして後へたらしてゐ

十﹁四4

る︒

十一m5

選ぶ︒

十一m3

近年は斬髪の風が行はれ
死人を葬るのに︑小高い所

とも少い︒

とも少い︒

婦人は室内に引込んでゐ

て︑來客に會ふことも︑外出するこ

十一m6

婦人は室内に引込んでゐ

て︑來客に會ふことも︑外出するこ

十一m6

山が敷知れず並んでみる︒

︵略V外出する時には︑う

ちかけの様なものをかぶって︑目ば

十﹁m8

︵略V︑うちかけの様なもの

かり出してみる︒

十﹇m8

上流の婦人は四方を閉ぢた

をかぶって︑目ばかり出してみる︒

︵略﹀冬の日でも︑氷の下

輿に乗って︑外から見られない榛に

こし

十︸m9

する︒

十﹁皿2

暑い時分汽車に乗って朝鮮

の水をくんでせんたくする︒

十一m3

かげ
︵略﹀︑どこの山陰にも白い

を旅行すると︑︵略V︒

十一m4

秋の夜長には衣打つきぬた

着物が乾してある︒

十﹇m5

︵略V︑自ら先んじて耕作

の音が村々相憲じて聞える︒

十一皿9図

・養鷲・養難・養魚等の模範を示せ

ふな
池には大抵鯉・鮒等を養

しを以て︑︵略﹀︒

ひて︑二年毎に之を選るに︑其の利

十一皿3図

少からず︒

村役場と學校とは相並び

て村の中央に在り︒

十一皿7図

︵略V︑見童は皆よく之に

なつきて︑三校を思ふ心厚く︑︵略V︒

十一協3図

︵略﹀︒

範として︑職務に勉勘するが故に︑

十︻B2図其の他の教員も校長を模

り︒

に選塞・せられて︑二十鯨年間勤績せ

︵略V山や岡には︑︵略V土 十一皿9図 ︵略﹀︑幾度の改選にも常

で南に面してみる目怠りのよい地を

十一鵬9

て︑冠禮は段段すたれて行く︒

十一㎜8

て︑冠禮は段段すたれて行く︒

近年は斬髪の風が行はれ

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

床下に土石を盛り︑数條の
一方の口から火をた

︵略﹀︑一方の口から火をた

︵略V︑朝鮮では﹁米のない
といふ意味のこ
もエひき

男はゆるやかな股引をは

女は短い上衣を着て︑西洋

十一m7

で︑︵略﹀︒

家の構造は主として寒さを

に目につくのは︑家の低くて小さい

十︻駕8

衣を着る︒

き︑胴衣を着けて︑其の上に長い上

どうぎ

十一鵬5

とわざがある︒

生きてゐられぬ︒﹂

のは辛抱も出陣るが︑薪がなければ

十一窩2

いて室内を温める︒

十一斯5

いて室内を温める︒

みぞを造って︑

十一斯5

防ぐ様に出來てるる︒

十一∬4

事である︒

十﹁鵬10

に目につくのは︑︵略Vである︒

十一鵬10

ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

︵略﹀︑蜀軍ノ陣螢ヲ示シ

臨ミ︑憂二慮ジテ︑智謀百出セリ︒

十一継9図孔明ハ沈着ニシテ︑機二
十一鵬1図
孟獲答ヘテ日ク︑﹁此ノ

テ ︑ ﹁ 此 ノ 軍 備 ヲ 何ト見ル︒﹂ト問フ︒

十一鵬2図
如シト知ラバ何ゾ 敗 レ ン ︒ ﹂ ト ︒

十一塒3図 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
ビ職ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒
︵略﹀︑再ビ戦ハシメテ再

マタ反

︵ 略 ﹀︑賊將歎ジテ︑﹁公

ビ之ヲ捕フ︒

十一鵬3図

十﹁鵬4図
ハ 天 授 ナ リ ︑ ︵ 略 ﹀︒﹂トテ︑

スルコトナカリキ ︒
パシヨク

十一価8図 長時將軍馬護︑孔明ノ軍
孔明︑︵略﹀︑軍律ヲ齪サ

令ニソムキテ大敗 ス ︒

十︻鵬9図

︵略 ﹀ ︑ 又 自 ラ 責 ヲ 引 イ テ

ンコトヲ恐レ︑涙ヲフルツデ之ヲ斬
リ︑︵略V︒

十一鵬10國

位三等ヲ下セリト ゾ ︒

て
て
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十一田5図 村會議員も全村一致して
之を選畢し︑︵略﹀ ︒

︵ 略V︑村會にては其の豫

算の不足なるべきをうれへて︑之を

十一田9億薗凶

増加せんとせしに︑︵略﹀︒

十一里1図囹﹁︵略﹀との校長の意見
によりて豫算を編 成 し た る な り ︒ ﹂

十一皿4図 耕地整理は三下諸村に先
んじて着手し︑昨年既に之を完成せ
り︒

十一m5図 之によりて用水路の改修
はい

︵略﹀︑灌瀧・排水其のよ

行はれ︑︵略﹀︒
くわんがい

人も

歴史

祖先の遺風つぎく

稽へし其の名君子胤︒

十一聡10図圓
建仁以來三千年

て︑同胞すべて六千萬︒

十一田7図國
同胞すべて六千萬︒

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ
なき

上下心残一にして︑同

胞すべて六千萬︒

十一囎2唱導
大みことのりたふとび

陛下が︵略V︑折にふれて

て︑同胞すべて六千萬︒

十﹇鵬6図園
十生月7図

神代より承けし寳をま

よみ出でさせ給へる御製にも︑︵略﹀︒

十二22図圓

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十一拠6図

國︒

祖宗の大業を承けて︑明

ろしきを得て︑水田は乾田となり︑

きに非ず︒

十二210図

らず︒

給へり︒

此の御製を

拝讃しては︑

を深く信頼し給ひて︑︵略﹀︒と仰せ

十二31図

陛下は忠勇なる我が臣民

協同して︑此の國家を護らざるべか

我等臣民も︵略﹀︑一致

治の上世を開かせ給へる御盛運故な

十二28図

︵略﹀︒

︵略﹀︑作物の獲育も目立
︵略﹀︑作物の獲育も目立

ちてよくなりて︑︵略﹀︒

十一皿8図
十一撫8図

ちてよくなりて︑村人の喜一方なら
ず︒

十一m3図 ︵略﹀︑其の利盆を以て學
一村共同の有盆なる費用にあっるこ

校の基本金とし︑其の一部をさきて︑
ととせり︒

十二37國

何人も義勇の心にをどり立つなるべ

十一価6図 ︵略V︑一村は一家の如く

和合して︑二十年來未だ一人の犯罪

十二49図

・水雷艇隊は砲火をくゴつて敵艦に

てい

力を畢げて組織せる太平洋第二・第

せまり︑︵略﹀︒

てうせん

明くれば二十八日︑天よ

うつりよう

我が艦隊は︵略V︑欝陵

︵略︶︑東方に當りて︑は

よりて主戦艦隊及び巡洋

︵略﹀︑ネボカトフ少將は

畢げて其の部下と共に降服せり︒

︵略﹀︑戦艦ニコライ一世以下四隻を

十二810団﹈

さぎ︑︵略﹀︒

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

十二84図

るかに平虫の黒煙を見る︒

十二81國

島附近に集りて敵を待ちしが︑︵略V︒

十二710図

く晴れて海波静かなり︒

十二79図

せまり︑︵略V︒

・水雷艇隊は砲火をく二って敵艦に

てい

十二77ロ︒凶 夜に入りて︑我が駆逐隊

三艦隊は︑︵略V︒

︵略﹀︑朝鮮海峡を維てウ

ラヂオストックに向はんとす︒

十二410図

︵略﹀︑遂に之と焦して︑

世界史上空前なる大海戦となれり︒

十二52國

︵略﹀︑東郷司令長官は三

笠以下六隻の主戦艦隊を率みて︑上

十二61図

村艦隊と共に先頭にある敵の主力に
︵略﹀︑我は之に慮ぜず︑

當り︑︵略﹀︒

十二65國

距離六千メートルに近づきて始めて
慮戦し︑︵略V︒

風號び海怒りて︑波浪山
の如くなれども︑︵略V︒

十二68図

︵略V︑打出す砲弾よく命

東郷司令長官此の戦況

ヨ

﹁我が聯合艦隊が克ク

カ

︵略V鷹下斜里モ皆此

將卒之を聞きて感泣せざ

るはなかりき︒

十日ー16図

ノ極︑︵略﹀︒﹂

ノ成果ヲ見学ル歯剥ンデ︑唯唯感激

十ニー11図團

タルモノハ︑︵略V︒
キ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

十四ー06國国

︵略﹀︒

を打電し︑其の後に附加して帯く︑

十一一104図

おほせたるは巡洋艦以下聖篭のみ︒

は捕獲せられて︑三十八隻の中逃げ

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

︵略V︑火煙海をおほひて 十一一910ロコ凶 ︵略﹀︑敵艦の大部分は我

畏して︑敵艦輝々火災を起し︑︿略﹀︒

十二69図
十二610國

敵を包めり︒

十二72思至はかなはじと︑にはか
に路を憂へて逃れ去らんとせり︒

我は急に其の前路をさへ
ぎりて攻撃せしかば︑︵略V︒

十二73︹図
十一一74図

︵略V︑敵の諸艦皆多大の
くちく

損害を受け︑績いて我が駆逐隊より

二回の水雷攻撃を受けて︑︵略V︒
くちく

十二75國︵略﹀我が騙逐隊より二
回の水雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦

︵略V︑其の他にも相つい

は遂に沈没し︑︵略﹀︒

︵略Vにも︑常に此の心あ 十二75図

で沈没せるもの多し︒

露國が︵略V幾んど全勢 十二76図 夜に入りて︑我が騙逐隊

りてぞ其の目的は達し得らるべき︒

十二45図

此の心なり︒

治に居て齪を忘れざるも

し︒

ち

十二44図

者をも出したる例なし︒

十一m4図圃 ︵略﹀ 君臣分は定まり

くはしほこ

て︑萬世一系動きなき 我が皇室の
大みいつ︒

足の國の名に負ひて︑禮儀は早く唐

たる

十一螂8図圏 武勇のほまれ細業 千

849
て
て

十二ー21

︵略V︑多人数ノ技師や技手

ガ永クカ・ツテ製圖スルカラ︑︵略﹀︒

十ニー24 ︵略V構造分圖ヲ各工場二
廻シ︑必要ナ部分ハ野物大ノ圖ヲ作
ツテ︑始メテ製造二着手スルノデア
ル︒

テ︑︵略V︒

十ニー29 イヅレモ大規模二号來テヰ
十ニー29 イヅレモ大規模面出來テヰ
バンギ

︵ 略 ﹀ ︑船由量ノ上二盤木ト呼
リュウコツ

テ︑霊ク蒸氣や電 氣 ノ カ ヲ 利 用 ス ル ︒
十ニー36

ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ上二先ヅ龍骨
︵略V︑此ノ脊骨ノ左右カラ

トイフモノヲ置ク ︒
ロクコツ

十ニー39

︵略V ︑ 此 ノ 脊 骨 ノ 左 右 カ ラ

肋骨ヲ出シテ︑段 々 二 組 立 テ テ 行 ク ︒

感量ー310
ロクコツ

︵略V︑梁ノ上二床ヲ造ツテ

肋骨ヲ出シテ︑段 々 二 組 立 テ テ 行 ク ︒

十ニー42
甲板トスル︒

サテソレカラ船室ヲ分ツタ

リ ︑ ︵ 略 V ︑ 細 カ イ造作ヲシタリシテ︑

十ニー5一

スツカリ出來上ルマデニハ非常ナ手
数が掛ル︒

十馬差59 船渠ノ底ト周り三方ハ石デ
畳ムカ︑コンクリートデ固メルカシ
テアル︒

十命毛59 船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ
トビラ

︵ 略 ﹀︑其ノ水ヲポンプデカ

扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲポンプデヵイ出
シテ︵略﹀︒

十ニー510

︵略﹀氣象毫・測候所を

イ出シテ工事旧情ルノデアル︒
十ニー65図

置きて︑日々の氣象を調査す︒
︵略﹀︑中央氣象璽は各測

又各測候所が︵略︶によ

候所の報告によりて天氣圖を作り︑

十ニー71図

︵略︶︒

十一﹇175図

十二212
さん

動物は呼吸作用によって︑
が す

空冷中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐
出す︒

外に同化作用といって︑

盛に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭

十二2110

素を養分にして酸素を放つ作用があ
︵略﹀︑盛に炭酸瓦斯を取つ

りて︑其の地方の天氣を豫毒するを

十二2110

る︒

︵略V︑我等は之を見て︑

地方天氣豫報といふ︒

て︑其の中の炭素を養分にして酸素

十ニー78図

明日の天氣如何を豫黙することを得

︵略﹀︑盛に炭酸瓦斯を取つ

ゆ ひ

はちまん

十一一246農圃由比の濱べを右に見

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御

社︒

七百年︑

悲憤の

鎌倉宮にまうでては︑

蓋きせぬ親王のみうらみに

み こ

十二255図圃

歴史は長き

涙 わきぬべし︒

のぶまさ

徳川家

いへ

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

十二261図圏

け蒸しぬ︒

ながしの

十二267図 ︵略﹀奥平信昌︑

たけだかつより

康の命を受けて長篠城を守る︒

やす

り攻むれども︑︵略V︒

十二268図武田勝頼大軍を率みて來

︵略V︑攻めあぐみて長園

十一一2610図 ︵略V︑柵を城外に廻らし︑

さく

の計を取り︑︵略V︒

十二269図

くこと能はず︑︵略﹀︒

︵略V︑空氣中の炭酸瓦斯の 十二269図 ︵略﹀︑城兵善く戦ひて抜

︵略﹀︑動物の呼吸作用も與

縄を城下の河中に張りて︑城兵のひ

なは

信昌將士を集めていふや

そかに逃れ三つるを防ぐ︒

城を抜け出でて岡崎に

至り︑急を主公に告ぐる罪なきか︒﹂

十二275図囹

う︑︵略﹀︒

︵略V︑二三日も水を取換へ 十二273図

是は水中にとけてみる酸素
が吸審されるからである︒

十二228

ないと︑金魚は死んでしまふ︒

十二228

二三日も水を取換へないと︑︵略﹀︒

十二227金魚を細口のびんに入れて︑

つて大いに力があるのである︒

十二225

は壷く枯死すべきはずである︒

分量が著しく減って︑地球上の植物

十二223

を放つ作用がある︒

て︑其の中の炭素を養分にして酸素

十二221

を放つ作用がある︒
︵略﹀︑中央氣象毫は全國

べく︑︵略﹀︒

十ニー82図

暴風雨警報を費して之を斎忌す︒
︵略V︑測候所は地方暴風

信號は警報の種類により

雨警報を指して之を豫告し︑︵略V︒

十ニー83図

て異なり︒

十ニー85図

故に今より出帆せんと

する船は︑之を見て蛸壷を見合せ︑

十ニー89図

︵略V︒

︵略﹀︑又航海中の船は早

はち

蝶や蜂は花から花へいそが

く港に入りて難を避くることを得る

十不出91國

なり︒

十二204

くわふん

十二284図

三日を過ぎなば︑又山

敵の衛兵相呼んで尋ねん

上に繁りて援軍の消息を示さん︒﹂

十二2710立憲

︵略︶︒

たらんことを請ひ︑約していふやう︑

十二277図 ︵略﹀︑進み出でて其の使

たらんことを請ひ︑︵略﹀︒

若し其の申に青い水草を入 十一一277図 ︵略﹀︑進み出でて其の使
︵略﹀︑水を取換へなくても

此の外︑動物は植物の果實
︵略﹀︑植物は動物質の腐敗
物を肥料として成長する等︑︵略V︒

十二234

・根・葉鞘を食って艦を養ひ︑︵略V︒

十二233

金魚は割合に長く生きてみる︒

十二231

れて置けば︑︵略﹀︒

花粉は是等の轟に着 十二2210

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

︵略V

又ひよやつぐみは美しく熟

いて︑一つの花から他の花に傳達さ

十二205
れる︒

十二208

︵略﹀︑人や獣類も果實をた

してみる果實をついばむ︒
十二2010

べては其の種子を方々へまき散すの
である︒

て
て

850

とするに︑︿略﹀︒

ひの岸に現れたり ︒

十二287図 しばらくして黒き影は向
︵略﹀︑勝商は山に上りて

︵ 略 ﹀︑走りで岡崎に到り︑

の ろ し を あ げ ︑ ︵略V︒

十二288図

十二288國

家康に見えて援を求む︒

求む︒

十二289図 ︵略V︑家康に見えて援を

だのぶなが

お
十二2810図 家康直ちに勝商をして織

﹁我︑明日大軍を率ゐ

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

しむ︒

て出獲せんとす︒

十二291図圓

︵ 略﹀︑不幸登見せられて︑

十二292図囹汝も止りて我と共に行
け︒﹂

十二295図

遂に敵兵に捕へら る ︒

﹁明目城門に行きて︑

十二296図勝頼︑勝商に向ひていふ︑
﹁︵略V︒﹂と︒

十二296図囹
﹃︵略︶︒﹄と告げよ︒

十二299図 翌日壮士十証人︑勝商を
組みて城門に到る ︒

十二2910國勝商城に向ひ︑高らかに
號んで曰く︑﹁︵略V︒﹂と︒

率みて︑既に出獲せらる︒

十二301図囹 徳川・織田二公大軍を

き

な

昔調伊企灘は新羅と戦ひ

つきのい

十一一303國

十二302図 勝頼怒りて之を殺せり︒
て新羅の將に捕へらる︒

十二304図 其の將伊企難をして日本

に向って︑﹁︵略﹀︒﹂と號ばしむ︒

伊企難却って﹁︵略﹀︒﹂

といひて︑幾度責めらるれども改め

十二306國

えぞ

上毛童形名︑蝦夷を討ち

かみつけぬのかたな

ず︑︵略V︒

十二309國
︵略﹀︑兵皆四散せしかば︑

て利あらず︑︵略﹀︒

十二3010図

事にあひて心を取齪さず︑能く其の
庭すべき道に虚したる我が國婦人の
實例にして︑︵略﹀︒

かすとよ
かの山内一豊の妻が貧苦

凡そ婦人の道は夫を助け

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十一一329図

︵略V︒

十一一334図

凡そ婦人の道は︵略V︑子

て家政を治め︑︵略﹀に在り︒

あらん︒

︵略﹀︑時に臨みて心齪れ︑

︵略﹀︑時に臨みて心至れ︑

十二3310図

︵略﹀︑如何なる事憂に際

昨年ノ夏カラ建築ニカ︑ツ
︵略﹀學校が落成シテ︑前週
ノ土曜日ニハ落成式が翠行サレタ︒

十二343

テヰタ學校が落成シテ︑︵略V︒

十二343

るは日本女子の美徳なり︒

しても︑自若として其の常を失はざ

十二341図

て︑内確固たる志操を持し︑︵略V︒

外温順・愛敬の徳を守り

氣まどひて︑見苦しき行を陣すこと

十二339図

あらん︒

氣まどひて︑見苦しき行を爲すこと

十二338図

に教へて家名をあげしむるに在り︒

︵略V城をすてて逃れん 十二334図

夜に乗じて城をすてて逃れんとす︒

照照の妻︑夫を働まして︑

十二3010國
とす︒

十二311図

﹁︵略﹀︒﹂と︑自ら劔を帯び︑︵略﹀︒

﹁良人今猫り身を全う

︵略V︑侍女数人と弓を取

して︑祖先以來の勇名を辱しめ給ふ

十二311図圏

か︒﹂

つる

十二312図

りて盛に弦を鳴らせり︒

賊塞を聞きて︑︵略V︑其

多からんと思ひ︑其の夜園を解きて

十二313乱賊之を聞きて︑城中兵尚
去れり︒

十二314図

たかなが

新田義貞︑撃発親王を

につたよしさだ

の夜園を解きて去れり︒

十二315図

ゑちぜんのくにかながさき

ぎかん

ヲ表ス︒

階圃ツテ墨・齢臼乃土里ノ勤淋残年

謹ンデ二言ヲノベテ祝意

教場ノ数ハ十二︑外二職員

式終ツテ︑一同校舎ヲ巡覧

十二368図

ヲ表ス︒

十二369

シタ︒．

十二3610

室・裁縫室モアツテ︑︵略﹀先ヅ申分

よしあきら

昔藤堂高虎・加藤嘉明事

ノナイ設備デアル︒

築三秀忠︑高虎の武名を

ひでたぼ

によりて相悪みし頃︑︵略﹀︒

十二374図

十二377國

﹁年老いて其の任にあ

重んじて︑之に封ぜんとす︒

らず︒﹂

十二377國囹

﹁︵略﹀︒﹂と問ふ︒

十二379図 ︵略﹀︑秀忠あやしみて︑

十一一383図 秀忠大いに感じて其の言

嘉明後此の事を聞きて大

︵略﹀︑嘉明を畢げて會津

に随ひ︑︵略V︒

十二383図

に封ぜり︒

十二384ロ︒凶

敵討秦に重して功ありし

いに恥ぢ︑︵略V︒
しん

かば︑︵略V︒

十二387図

趙の將軍にて武功の聞え

︵略﹀廉頗之を見て心安

れんぱ

高かりし廉頗之を見て心安からず︑

れんぱ

十二388図

︵略﹀︒

十二388図

相如聞きて︑力めて之を

からず︑︵略V︒

避け︑︵略V︒

十二389図

ば︑車を轄じて逃ぐ︒

十二368図謹ンデ一言ヲノベテ祝意 十二3810國 ︵略V︑韓藍の來るを見れ

ト日一日ヨリ急ナリ︒

々増加シテ︑母校ノ増設ヲ要スルコ

十二361口凶

年ヲ追ウテイヨ︿盛二︑︵略﹀︒

︵略V︑瓜生保全の弟義鑑 十二358口凶 ︵略﹀︑教育ノ普及登達ハ

うりふたもつ

奉じて越前國金崎の城に在りし時︑
︵略V︒

そま

十二316図

等と共に杣山に旗あげして義貞に慮
ず︒

保の母は一時に二子を

是等の人々は皆非常の大

失ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの

十二318図

外︑︵略﹀︒

十二322國

851

て一て

家の急を先にして︑私のうらみを後

十二395図囹 余の彼を避くるは︑國
にするが爲なり︒﹂

十二396図 廉頗之を聞きて︑深く其
の非をさとり︑︵略﹀︒

罪を謝し︑︵略﹀︒

十二397図 ︵略V︑相如の門に至りて

がく

十二409図 ︵略Vの五岳東より西に
相塗りて突起す︒

盛に水蒸氣と︵略﹀とを噴出す︒

こう
十二418図 内に二箇の噴孔ありて︑

在りて︑直径八百メートルの噴火口

十二421図 烏帽子岳は其の西南方に
を有し︑︵略V︒

十二427図 火山の破裂は地中の水蒸
氣︑地皮の弱き盧を破りて︑ほどば
しり三つるより起 る ︒

十二429図 其の破裂するや︑土地は
ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて
飛散し︑︵略V︒

十二429図 ︵略V︑又之に次ぎて眞紅
ようがん

の熔岩噴出することあり︒

十二431図 熔岩の光︑火山灰及び水

︵略﹀︑動物を飼養し︑又

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

十二438図

現今我が國の耕作地は由量

ることを工夫するに至れり︒
十二443図
からふと

作物は米・変其の大部分

濁及び樺太を除きて凡そ五百五十萬
町歩あり︒

十二444図
を占めて︑米の作付反別は︵略﹀︑萎
の作付反別は︵略﹀︒

養蟹も亦早くより開け

び急貸し︒

さ ど
十二488図翻 古く知らるΣ佐渡・生
かう
野︑其の他無数の磯坑は 山をうみ
い
ちて山を鋳る︒

世界無比なる七費の

名は海外にギ貸うけり︑やぎ出し蒔

十二4910図圃

給の精巧も我が工業のほこりにて︒

近年各局商人皆孚ヒテ其
米國商人が新聞其ノ他ノ

管口は︵略﹀︑雨雲の河

子より分れて︑︵略V旅蔭口に達す︒

十二573図

安奉線は奉天より︵略﹀

口にありて︑遼河水運の起貼なれば︑

︵略V︒

安東縣は︵略﹀︑大連・

安東縣に達して︑韓國の縦貫鐵道に

十二582図

連結す︒

十二615図

ことなし︒

南満洲二道によりて︑露

倫敦にはテームス河︑巴

︵略﹀行くも止るも唯其

︵略V左右二列の緑樹は

の命に從ひて︑少しも混雑を生ずる

十二606図

墨汁頗る困難なり︒

十二604図 ︵略﹀︑車馬街上に満ちて

河ありて各週の市街を貫流す︒

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二593図

利用せんか︑︵略V︒

西亜の東清鐵道及びシベリヤ鐵道を

十二588図

と廻せらるΣ日あるべし︒

螢口と相並んで︑南満洲の三大門戸

︵略V︑需要供給ノ原則ニ 十二587図
ヨリテ物慣ノ高下スルモ亦相同ジ︒

十二513國

人種・風俗ノ異ナル醐汁
︵略V︑平素ノ愛顧ニナレ

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

十二516図

十二529図

ノ方法ヲ講ジ︑︵略﹀︒

十二527図

ヲ害スル所以ナリ︒

テ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信用

繭の取入高は年々増加し 十一一522図

て︑今尚盆≧盛なり︒

十二449國
まゆ

十二4410﹇図

て近年三百五十萬石を越え︑︵略V︒

︵略V︑生綜は輸出品の首

位を占めて︑其の憤額一億圓以上に

十二451図
及ぶ︒

︵略﹀︑又衣服の原料も綿

印刷物準依リテ廣異境費ス金額ハ︑

十二456図

・麻・生綜に仰ぎて︑家畜の毛に求

富貴ト強兵ト相待ツテ始

︵略﹀︒

てうせん
︵略﹀朝鮮海峡を過ぎて︑

とゴきて︑衛生・消防を始め︑︵略﹀

街路は掃除最もよく行き

市颪井然として家屋の高

枝を交へて︑雅椎茸なし︒

十二618図

大連より︵略V等の戦蹟

して大連に着す︒

しん

十二549図

十二6110図
やう

陽あり︒

さ略λ相等し︒

れう
を経て︑北へ進むこと約二百哩︑遼

黄海を西北に航すること約二日間に

十二544ロ凶

メテ國家ノ盛大ヲ致ス︒

十二533図

むること少かりしによる︒

更に之を盛にし︑︵略﹀等を供給せ

十二464図家畜の飼養に至りては︑

古

農業に從黙するものは多

んこと︑實に今日の急務なり︒

十二471図

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

沖縄諸島合せてぞ︑

我が大目本帝國の

齢し︑筋肉を勢するが故に︑︵略﹀︒

十二478図國

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき
︵略﹀︑魚鳥を捕へ︑果断

十二486図圏

銅の産額た

︵略﹀︑東に小坂︑西別

子︑足尾併せて三山は

十二5510図

の地に至る︒

十二565図

旅順線は大連の次騨臭水

十二651図

す︒

凱旋門は有名なるナポレ

府は三つ︑縣は四十三︒
十二556國 千古政府はこΣに総督を
百般の設備皆具れり︒
ひろこうち
十二4710図圃
温熱黒帯にま激がり
置きて満洲全部を総比し︑︵略﹀︒
十二634図 ︵略V︑殊に公園・廣小路
てつれい
︵略﹀︑鐵嶺を過ぎて長春
の如きは十敷墓列をなして前後相接
て︑天産多きうまし國︒

き六十八國ユ

おきなは

光景を呈す︒

十二436図

を採りて食物とせ り ︒

︵略﹀︑自然に生ずる物の

みにては不足を告ぐるに至りて︑動

十二437図

物を飼養し︑又植物を栽培して︑衣
食住の材料を得ることを工夫するに
至れり︒

て
て

852

到の計書に成れるものにて︑壮大
し

や

おほかみ

︵略 V ︑ 露 西 亜 の 狼 は ︵ 略 ﹀

う

なること世界第一と構せらる︒
十二659國

どいつ
佛兵の跡を追ひて︑中部猫逸にまで
︵略﹀︑通常の灰色の鼠の

來りしことあり︒

十二663図
よ うつば

一群大点して︑印度よりペルシャを
経て欧羅巴に移り ︑ ︵ 略 V ︒

︵略﹀︑印度よりペルシャ

よ うつば

十二663図
を経て欧羅巴に移 り ︑ ︵ 略 V ︒

時としては幾千萬とも敷

物の薄曇せる頃に至れば︑︵略﹀︒

十二694図
知れぬ大群︑長閑をなして枯野を横．
ぎるに︑︿略V︒
︵略﹀︑果轡貝・草根を始め︑

されば河水・湖水におぼ

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど

十二696図

冒す所なし︒

十二701図
れて魚腹に葬らる﹂もの︑︵略V︑其

︵略V︑野獣の爪牙にさか

の数を知らず︒

れて食はる㌧もの︑其の数を知らず︒

十二667図 ︵略V︑人々の驚き恐れて 十二702図
逃げかくる＼中︑︵略﹀︒

同一の進路を取り て ︑ 山 あ れ ば 越 え ︑

︵略﹀︑先づ廉しみて然る

少肚有爲の間を徒に遊び

世を憤り︑人をねたみ︑

世を憤らんよりは︑進み
常に前を望みて︑徒に後
︵略V︑却って心を苦しめ

まくら

水を

︵略V︑自ら省みてやまし

樂み亦其の中に在り︒

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

ひぢ

き所ある者は︑苦多く︑樂少し︒
そ し
十二726図園 ﹁二食をくらひ︑

十二724図

て盆なし︒

十二717図

を顧みることなかれ︒

十二715図

て之を救平すべし︒

十二712図

身をはかなみて自ら苦しむは︑︵略﹀︒

十一一711図

るべし︒

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

十二709図

後に苦しむを愚人とす︒

十二706國

しむを賢者とし︑︵略V︒

十二729図

︵略﹀︑此の事は必ず成る

べしと魔得して︑熱心に其の事に從

引込思案の人は徒に其の

ふを以て︑︵略V︒

十二731國

結果を思ひわづらひて︑優柔不断其
の事業に取掛らざる中に︑︵略﹀︒

︵略V︑印度地方の寳石・

香料・絹布類は︿略﹀等の港を経て

十二741図
おう

欧洲へ輸入せり︒

ゼノアに生れて幼時より

ろつば

海事を好み︑十四歳の時より既に航

十二744図

よ

︵略V︑欧羅巴の西海岸よ

営業に從事せるコロンブスは︵略V︒

く︑︵略﹀︒

十二757図

く︑︵略﹀︒

十二778図

︵略﹀︑又ボーロの旅行記

︵略﹀︑何人も一笑に附し

是に立て空しく志を抱い

パロスを出帆して七日目
︵略﹀︑九月六日更に西へ

に︑︵略V遠写叫浦島に着し︑︵略﹀︒

十二776図

は︵略﹀と語れり︒

くれ行くを見送りて︑数萬の見物人

十二774図船の次第に朝霧の中にか

て西班牙に韓じ︑︵略﹀︒

十二764図

て顧みるものなかりき︒

十二763図

へ向って進まば︑︵略V︒

十二757図

︵略﹀︑若し欧羅巴より西

によりて製したる地圖を得て思へら

︵略﹀︑又ボーロの旅行記

によりて製したる地塁を得て思へら

十二754図

り西を指して進まば︑︿略﹀︒

十二669図 ︵略V︑何れも南より北へ 十二706図先づ苦しみて然る後に樂 十二748図

︵略﹀︑食物を追うて其の

河 あ れ ば 泳 ぎ ︑ ︵略V︒

十二673図
居を轄ずるは珍しきことにあらず︒
つばめ

がん

十二675図 又燕の春來りて秋去り︑
雁の秋根りて春去 る が 如 く ︑ ︵ 略 V ︒
つばめ

がん

十二675國 又燕の春送りて逃去り︑
雁の秋蔭りて春去 る が 如 く ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

︵略﹀︑獣類中にも食物を

求め︑僑居を追ひて︑毎年一定の季

十二676図

さる

︵略﹀︑数多の猿遠く数

節に其の居を移すもの少からず︒
十二679︹図

百里の地より集り贈りて之を食ひ︑
︿略﹀︒

︵略﹀︑大群をなし︑水を
︵略﹀︑春を待ちて再び山

尋ねて低地に下り ︑ ︵ 略 V ︒

十二684図
十二685図
谷に入る︒

十二691図 満目の廣野雪に埋れて食

︿略V︑朝の風を聞きては

向って航行せり︒

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

十二781図

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

ず︒

十二781□a凶 ︵略V︑朝の風を聞きては

へるも︑幾度なるを知らず︒

コロンブ

︵略﹀︑夕の雲を見ては陸の影かと疑

船員は︵略V︑

スを海に投じて蹄当せんと謀るに至

十二783図

れり︒

感じて命令に服せざるを得ざりき︒

十二785図 ︵略﹀︑船員も其の勇氣に

十二793図 ︵略﹀︑人々喜びて︑手の

︵略﹀︑前面の一島草木

舞ひ︑足のふむ所を知らず︒

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑

十二794図

︵略V︒

︵略V︑土人は驚きて此の

新來の客を眺めて立てり︒

十二795図

船員皆歓喜して︑コロン

新來の客を眺めて立てり︒

十二796図 ︵略﹀︑土人は驚きて此の

十二796図

の不從順なりし罪を謝せり︒

ブスの身邊を園み︑孚・ひてこれまで

︵略V︑漱喜を眼の光に浮

孚ひてこれまでの不從順なりし罪を

十二797図 船員皆紅嘱して︑︵略V︑

謝せり︒

十二799図

︵略﹀︑皆孚ひて劃剴

べて眞先に上陸し︑︵略V︒

十二804図

スを漱棄し︑︵略V︒

853
て

て

こかげ

＋二誓木蔭に立ってつくぐと此
の様子を見てみた一人の紳士があっ

︵略︶︑皇后も亦コロンブ

スを引見して︑厚く其の勲功を賞せ

十二805図

り︒

＋二習木蔭に立ってつくぐと此

こかげ

た︒

ほうでう

の様子を見てみた一人の紳士があっ

十二811図 ︵略V︑北條早雲が小田原
城に擦りて︑次第に其の権力を四隣
た︒

つかくと走り寄って︑

に張らんとせる頃なりき︒

︵略V︑聴衆は銭をつかんで︑

老人は之を袋に移して︑再

び帽子を差出す︒

幾千の聴衆は帽子をぬいで
幾千の聴衆は帽子をぬいで

相和して歌った︒

十二849
十一一849

相当して歌った︒

︵略﹀︑燈火の光が貼々とし

赤穂浪士が数年の苦難を

日々遊樂を事として全く

︵略﹀︑一日良雄に面毒し︑

良雄一笑して更に耳を傾
喜劔大いに罵って曰く︑

獣ならば︑かくして食

へ︒﹂と︑足の指に魚肉数週をはさ

十二871図囹

みて良雄の面前に出す︒

十二871図 ︵略﹀︑足の指に魚肉数十

良雄平然頭を低くして之

をはさみて良雄の面前に出す︒

︵略V︑其の主謀の良雄

︵略V︑其の主謀の良雄

是より暇を請ひて郷里に

是より暇を請ひて乱丁に

喜劔直ちに泉岳寺に行

時の人其の志を肚として

︵略V︑諸道具の置場虎を

︵略V日々のふき掃除も

必ず行届きて清潔なるものなり︒
かまど
十二902図 ︵略﹀︑先づ竈の下より火

十二895図

下すべき虚には錠を下し︑︵略﹀︒

ふたをすべき物にはふたをし︑錠を

一定し︑前後左右次第よく並べて︑
ぢやう

十一一8810図

之を義士の墓側に葬れりといふ︒

十二882図

終る︒

十二882図 ︵略﹀︑刀を抜き切腹して

き︑其の墓を為して日く︑︵略V︒

十二881図

に出つれば︑︵略﹀︒

漁り︑公私の用を終へて︑再び江戸

十二879國

に出つれば︑︵略V︒

蹄り︑公私の用を終へて︑再び江戸

十二878図

︵略﹀︒

たるを知るに及びて︑驚いて堅く︑

十二875図

︵略V︒

たるを知るに及びて︑驚いて曰く︑

十二875図

を食ひ︑︵略V︒

︵略﹀︑紳士はバイオリンを 十二872図

日ははや比して︑燈火の光

老人に渡し︑目禮して何回へか行つ

十二8410

た︒

かった︒

十二851

た︒

︵略﹀︒

十二868億⊃凶

けず︒

十二868図

反復直言して復仇の事を勧む︒

十二867図

復仇の事を忘れたるが如し︒

十二865ロロ凶

死に就けるは︵略V︒

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

十二858図

あかほ

シェーであったとは後になって分つ

十二856︵略Vアレキサンドル︑ブー

︵略﹀︒

て此塵彼虎にか望やいてるるとは︑

十二851

︵略﹀︒

て此虚彼等にか買やいてるるとは︑

︵略﹀︑燈火の光が貼々とし

みるとは︑︵略﹀誰一人も三野かな

が黙々として此盧調製にかゴやいて

︵略V︑其のバイオリンを取 十二851
老人は︑︵略V不思議さう

聴衆は四方から集って來
男衆は四方から集って來
︵略V︑輕く浮立つた調子に︑

人々は唯神曲に心を奪はれ

や㌧あって紳士はしばらく

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

十二8310

やうな心持になる︒

︵略﹀春霞の彼方へ連れて行かれる

十二837

て︑見る内に人山を築いた︒

十二834

て︑見る内に人山を築いた︒

十二834

ちまもって居た︒

に︑バイオリンと紳士の手つきを打

十二833

つて弾始めた︒

十二828

﹁︵略V︒﹂と言ひながら︑︵略V︒

十二815 頭には霜をいた望き︑身 十二827
にはつ賃れをまとひ︑やせ衰へた膿
を義足に支へて︑路ばたにバイオリ

︵略﹀︑路ばたにバイォリ

ンを弾いて居る老人の辻音樂師があ
る︒

十一一815

ばうし
忠實な犬は古帽子をくはへ

ンを弾いて居る老人の辻音楽師があ
る︒

十一一818
て︑︵略V喜捨を待ちわびてみる︒
ばうし
忠實な犬は古帽子をくはへ

て︑︵略V喜捨を待ちわびてみる︒

十一一819

十二821 日は既に西へ傾いて︑祭見
物の人々は段々蹄り始める︒
︵ 略﹀老人は︑︵略﹀︑帽子

もしない︒

入れる︒

十二846

入れる︒

争って老人のさΣげた帽子の中へ投

十二843

︵略﹀︑聴衆は銭をつかんで︑

争って老人のさ﹂げた帽子の中へ投

十二843

弾く手を止めると︑︵略V︒

︵ 略 V 老 人 は ︑ ︵ 略 V ︑ 帽 子 十二842

の内を眺めては︑幾度かためいきを

十二823

ついて居る︒

十二824

の内を眺めては︑幾度かためいきを
ついて居る︒

︵略﹀︑額を極手に支へて人

石にこしを下し︑︵略﹀︒

十二824 最早弾く力も空きて︑傍の
十二825

知れぬ涙をこぼして居る︒
知れぬ涙をこぼして居る︒

十二825 ︵略V︑額を買手に支へて人

て
て
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十二939図

つぼ

消壷までもよく槍生して︑戸締を爲
図

子其の遺言を奉じて︑往
孔子事へて吏となりし
或時齊の臣景公に告げて

其の時齊の有司進みて戯
景公細りて群臣に告げて
景公道りて群臣に告げて
齊の臣答へて︑﹁君子は

公徳とは︵略V︑総べて

はすは孝の終なり︒﹂

十二985︹図

衆人の利害を考へて其の行爲をつ＼
しむ徳義をいふ︒

︵略﹀︑旅館にて前晩く高

聲を獲して︑他人の安眠をさまたぐ

十二993図

︵略﹀等の交通機關︑︵略﹀

るが如きは︑︵略﹀︒

十二999図

等の公共螢造物に在りては︑敏速と
國力競に劣れる國民を見

規律とを尊ぶものなれば︑︵略V︒

十二鵬10図

て︑や﹂もすれば輕侮の念を以て之
を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば
他國に行きて︑其の︵略V

ざるが如きは︑︵略V︒

事業を起し︑若しくは青年會を組織

して︑産業の獲達︑︵略﹀に務むる

が如きは︑︵略V︒

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

十二鵬10國 ︵略﹀︑天皇は國務大臣の

せ給ふ︒

︵略V︑別に帝國議會を設

︵略V十五人の中より一

けて︑廣く衆議を聴く機關に供せさ

十二鵬2國

せ給へり︒

人を互選し︑其の選に遣りて勅任せ

十二鵬8國

︵略﹀︑天皇の裁可を待ち

られたるもの是なり︒

十一一駕1薗︒凶

又貴族院及び衆議院は各

て始めて成立するものとす︒

十二鵬5図

濁立して上奏し︑建議し︑且臣民の請

十一一餅5図

等の状況︑︵略V乗客の畢止︑道行く

孔子の孫子思の學説を受

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

︵略V︑建議とは文書を政

今謹みて其の大意を述べ

︵略﹀︑明治の大御代に及

漁るに連れて︑兵制にも攣遷あるこ

十一一m3図 ︵略﹀︑其の後時世の移り

ん︒

十二鵬10図

府に提出して意見を述ぶるをいふ︒

十二鵬7図

願を受くるの蟹田を與へられたり︒
︿略﹀︑地方自治の精神に

人の容儀等を見れば︑︵略V︒

十二皿5図

基づきて︑其の團膿の幸福を進め︑

孟子の幼時母は︵略﹀︑市

國運の獲展を期するは一なり︒

地方人民協同一致して︑
︵略V︑地方公職の爲の適

と︑︵略V︒

十一一㎜4図

びて︑復古の政と共に陸海軍の今の

制度を定め給へる由來を詳に御諭し

︷略V自治制の本旨を膣

されば朕は汝等を股肱と

こ こう

し︑協同一致して團膣の福利を増進

十一一鵬6國

何等の私心を有せざるなり︒

任者を畢ぐるを知りて︑其の他には

十二脳2図

自ら地方公共の事に任じ︑︵略﹀︒

十二皿7図

井の感化を恐れて︑三度其の居を遷
其の後孟子出でて學び︑
學を卒へずして婦りし時︑︵略﹀︒

十二965図

せりといふ︒

十二964図

は孟子なり︒

十二962図

過あれば謝す︒︵略V︒﹂と︒

十二955図

曰く﹁︵略V︒﹂と︒

十二953図

日く﹁︵略﹀︒﹂と︒

十二953図

樂を奏せしかば︑︵略﹀︒

十二951図

曰く︑﹁︵略﹀︒﹂と︒

十一一947図

に︑治績大いに穿り︑︵略﹀︒

十二93

すと共に火の用心を忘れざる標にす
︵略﹀︑釘事にても少しの

いて學べり︒

べし︒

十二907図

︷ 略﹀︑近虎・隣へ⁝拝して

不注意は大いなる禍を招く︒
十二909園

︵略﹀︑世聞へ封しても相

も 申 し わ け な く ︑︵略V︒

十二9010図
濟まぬ次第ならず や ︒

の も の な れ ば ︑ ︵略V︒

十二912國 男子は外に出でて不在勝

を 察 せ よ ︒ ﹂ と いへるが如く︑︵略V︒

十二913図 ﹁其の母によりて其の子

中心となりて︑家内一同を寵しまし

十二916図 主婦は五常に家庭和樂の
むべし︒

心にわだかまりな く ︑ ︵ 略 V ︒

十二917國 家内能く和合して︑互の

ぜん

︵略﹀︑一日の勢苦は忘れ

て夕の膳に向ふ時 ︑ ︵ 略 V ︒

十二918図 ︵略V︑むつまじく打揃う
十二919國
られて︑更に明日 の 活 動 を 思 ふ な り ︒

孟子これより感奮・勉拗
して遂に一世の大家となり︑︷略﹀︒

十二968國

子を戒めて日く︑﹁︷略﹀︒﹂と︒

十二9110図 日々の暮しは﹁入るを計 十一一967図 直ちに其の機を漸ち︑孟
つて出つるを制す ︒ ﹂ を 第 一 義 と す ︒

十二921図 家の倉入を基として︑豫
め 其 の 支 出 を 定 め︑︵略﹀︒

十二即8図

あり︑︵略﹀︒

︵略V之を尊重し︑之に

せんことを心掛くべし︒

︵略﹀︑國家の大事に際し

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二m7図

協力するによりて︑始めて其の効果

又産業組合を設け︑慈善

の親は特に深かるべき︒

十二燭1國

を全うすることを得べきなり︒

孟子死して二千鯨年︑孔 十二幽9図
﹁身を立て︑道を行ひ︑

名を後世にあげて︑以て父母をあら

十二971図

子と共に其の名盆λあらはる︒

十二9610医

りて︑専ら聖人の道を講ぜり︒

十二935図 ︵略V︑諸侯各藩の國によ 十二969図 ︵略﹀︑戦國孚奪の世に在
りて互に勢を孚ひたり︒

十二937図 魯の重臣某の病死せんと
子爵の遺言を奉じて︑往

せ し 時 ︑ 其 の 子 に教へて曰く︑︵略﹀︒

いて學べり︒

十二939ロロ凶
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で一で

範として︑唯k一の誠心を以て報國

2た

導きな

手を取り

ね

學びの高嶺

うそこで・それ

尚高き

で

錦

こう
ては︑身命をすつること鴻毛よりも

師の君の

六年の月日

春にほふ

墨忠の道にいそしまんとす︒

柳櫻の

輕き畳悟なかるべ か ら ず ︒

くば︑︵略V︒

デ

︵略﹀世の海を

て︑敏へ給ひし

十二四8國圃

を静︑へて︑野も山も︒

︵略V︑時に臨みて或は 十二囎7図團

不畳の名を取ることあらんと戒め給

十二m9図
ふ︒

によ

十二皿2図 上元帥より下一五に至る
まで︑官職の高下 ︑ 就 職 の 新 冠

十二拗8図國
りて行かん︒

りて上下の分別最も正し︒

十二皿5図 ︵略V︑上官の者は常に下
十二㎜9口a凶圃

で・なんで

で︵格助︶臨

で﹇出﹈号ひので

芝ぢて見ん︒

級の人をいたはりて︑いさ＼かも輕
侮の念を有すべか ら ず ︒

十二皿6図 下は上を敬し︑上は下を
あはれみ︑一致協同して王事に勤む
べし︒

二405囹﹁ミンナデユキダルマヲ
モデキ

だい一には目です︒これ

つかまへて︑︵略﹀︒

で本の中のじゃ︵略﹀を見

三383

るのです︒

へおよぎまはります︒

をかきながら︑あちらこちら

三485水の中ではあと足で水

くものか︒

ふりまはしたって︑どうしてとど

三467囹そんなところでさをを

をとってゐました︒

三403うが川の中でさかな

口ではっきりこたへます︒

﹁コレデ目モデキマシ 三397 なにをきかれても︑この

﹁コレデアタマ

ツクリマセゥ︒﹂

マシタ︒

二417園

タ︒

︵略﹀︑ウスヲツクツテ︑ソ

二434囹
二562

レデ米ヲツキマシタガ︑︵略﹀︒

ソレカラ三人デツンダ

三67 マサヲトトモキチトオハ
ナが三人デノハラニアソンデ
ヰマス︒

三92

バンノゴハンノスンダ

ノヲイツシヨニシテ︑︵略﹀︒

三122

︵略﹀︑タツターケリデ︑ケ

ゐます︒︹ひらがなのドリル︺

三158

ハヤヲケタフシマシタ︒

三197︵略︶︑子ヒバリハスノ中
デ︑ドンナニマツテヰルコト

ノガタクサンアリマス︒

三351みちでほたるを一びき

て︑ぼんやりうかんでみること

もあります︒

といつしょになってみるやう

三586とほくの方では青そら

又あはびの貝のやう

に見えます︒

三627

ます︒

こんなに

さんおひろひになりました︒﹂

三641園

買ってきたのです︒L

シテヰマス︒

たく

三322 ナハシロデナヘヲトツテ 三656 ︵略V︑子ドモが大毛イデ
カメヲツカマヘテ︑オモチヤニ
ヰル人モアリマス︒

デ作りマス︒

三302︵略V︑タコノホネモ竹 三645園 貝ざいくを費るみせで

︵略﹀︒

三302竹馬モ竹デコシラへ︑

﹁どこで

三298︵略Vナド︑竹デ作ツタモ に︑一つでひらたいのもあり

デセウ︒

をかきながら︑︵略︶︒

三486水の中ではあと足で水
アトデ︑オヂイサンバ︵略Vハナ

一32一 アチラデモコチラデモタ
ノクサヲトツテヰマス︒

ヲウタヒ

アソコデモ︑ココデモ︑
﹁モチハタイセツナオ米

シヲキカセテクダサイマス︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

三494水の上で．足をのばし

十二皿10図 血氣にはやりて︑粗暴の

一322アチラデモコチラデモタ 三131 にはとりはとやでねて

︵略V︒﹂

デコシラヘタモノデスカラ︑

二353園

﹁︵略﹀︒﹂トアイサツシテヰマス︒

二295

﹁︵略﹀︒﹂トアイサツシテヰマス︒

二26一 オカアサンバヰドバタデ
水ヲクンデヰマス︒
二295 アソコデモ︑ココデモ︑

マセウ︒﹂

ヅツモツテ︑キミガヨ

二66囹サア︑ミンナデーポン

ヲウタツテヰマス︒

一326

ノクサヲトツテヰマス︒
ドコデモオモシロイウタ

正の軍人にあらず ︒

十二期9図 初より事の順逆・理非を
ふみまよ

熟考して︑︵略﹀大いなる順逆を誤
り︑又は公道の理非に踏迷ふが如き
こと有るべからずと諭し給ふ︒
︵略﹀いつしか文弱に流

れ︑輕浮の風にそみ︑心も無下に賎

十二脳4図

しくなりて︑節操も武勇も忘れ果て
て︑︵略﹀︒

︵略﹀︑節操も武勇も忘れ

果てて︑世人の爪弾を受くるに至る

十二理4図

べし︒

十二廻5図 此の風一度軍人の間に起
りては︑士氣も兵 書 も 衰 ふ ぺ け れ ば ︑
︵略V︒

十二田6國 常に之を忘れず︑之を模

で
で

856

町中で一ば

アリマ

みました︒

しませう︒

四656

イマ一足デヲカへ上ラ

︵略﹀︑シボケノナイ水
﹁オカグサマデ︑カラダ

ふしぎです︒

あんな大きなこゑの出るのが

あんな小さなからだで︑

ハコノトホリニナホリマシタ︒
四646 ︵略﹀︑みんなで雪なげを

四612囹

デカラダヲアラツテ︑︵略﹀︒﹂

四602囹

ツテワラヒマシタ︒

ウトイフ所デ︑﹁︵略V︒﹂トイ

今年はもうこれです 四555

三郎のうちでは夕はん
それではうどんやさう

イネノワラデハ︑タワラ

萎ワラデハヤネヲフキマ

ツカフ物

﹁イイエ︑オクスリハ

ゑでなきはじめます︒
四687園

朝早くから

ゐどばた

ブンデノマナケレバ︑何ニモナ
リマセン︒﹂

四701圃

ろこびました︒

一どにどっとほめま

海の方でもふなばたを

山で鳴く︑里で鳴く︑野で

山で鳴く︑里で鳴く︑野で

山で鳴く︑里で鳴く︑野で

鳥がなく︑鳥がなく︑どこ

たたいて︑

四831

した︒

五53國

でなく︒

も鳴く︒

五54國

五54圃

も鳴く︒

も鳴く︒

五55團

そこで大ぜいと冒しよになって︑せ

ある時上の方でさわがしいお

まい谷へ下りました︒

とがするから︑見上げると︑︵略﹀︒

五121

池ノ中デコヒガオヨイデヰル

ノヲ見タコトガアリマセウ︒

五155

祝フノデセゥ︒

ズンズンシユツセヲセヨトイフ心デ

五186 ︵略V︑鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑

ス︒

ノセツクニ鯉ノフキナガシヲ立テマ

うんどう 五177 男ノ子ノアルウチデハ︑五月

あらひ物︒

太郎きのふは

で︑母はせい出す

四711圃

︵略﹀げんじはをか︑へい

くわいで︑どうにょごしたこの
はかま︒

のうち で︑

とすことは︑なかなかむつかし
さうです︒

よ一は心

ソノ葉デコシラヘル茶が一番

ヨイ茶剤ナリマス︒

五33一

みをこしらへてゐます︒

︵略V︑これを一矢でいお 五196 母は流しもとで︑︵略V︑さし

時︑︵略V︒

けは海で︑むかひあってみた

四764

ジ

︵略V萎ワラデ作ツタ物 四666 ︵略V︑あんなうつくしいこ 五88 ︵略﹀︑土の上へおちました︒

ガアリマス︒

デ︑アツイジブンニ

四375

スガ︑︵略﹀︒

四368

︵略Vナドヲ作りマス︒

四36一

あんは何で作るのですか︒﹂

四338年半﹁︵略V︑もちやだんごの

めんは何でつくりますか︒﹂

四321圏

が今すんで︑︵略﹀︒

四298

三665 ︵略V︑ウラシマガウミベ 四294圏
デツリヲシテヰルト︑︵略V︒

このへんは

のぼりました ︒

太 郎と次郎が二人で山

んにぎやかなところで︑︵略V︒

四26

へ

四38
一年中デコ

トニォメデタイ日デス︒

四85 十一月三日ハ

ケサ天長セツノシキガ

四93私ドモノガクカウデモ︑
シタ︒

きがりをしました︒

四153 ︵略﹀︑ふじのすそのでま

つたのです︒

四156 ︵略Vけものを︑弓でいと

した︒

四434園
した︒

いて居れども︑︵略﹀︒

四486圃

おんなじひびきで︑うこ

たのしをつかふやうになりま

︵略﹀︑今では紙で作つ

たのしをつかふやうになりま

四167 早くて早くて︑とても弓矢 四434園︵略﹀︑今では紙で作つ

もうすこしでよりともの

ではいとれません︒

四185

ちかくへ來るかと思ふと︑
︵略V︒

四217園 ﹁ウチノニイサン ヤネ

エサンヲアハセルト︑ミンナデ

リマセン︒

四516

︵略V︑モトハ海ノ中デ 四807

リニタリシテタベルノデハア

︿略V︑ソノママデヤイタ 四778

すんで居るまも︑︵略﹀︒

ミンナデイクラニナリ 四496圃 われらがねどこで︑や

五人デスカラ︑︵略V︒

四254園
マスカ︒﹂

センニナリマス︒﹂

四258囹﹁︵略﹀︑ミンナデニ十一 四511
四263園 ﹁三十センアゲマスカラ︑
コレデトツテクダサイ︒﹂

ウトイフ所デ︑︵略﹀︒

なが馬のくらをたたいてよ

します︒

四287園土の中で︑しっかにら オヨイデヰマシタ︒
︵略﹀とかくごをきめて︑︵略V︒
五386 すがるはその大ぜいの子をお
い年のはるをまってみるの
四554 イマ一足デヲカへ上ラ 四827をかの方では︵略﹀︑みん
みやのそばでやしなって居ったと申
です︒

857
で
で

五401 かいさつ口では切符をしらべ
てるます︒

ヲ通ツテヰル人モ︑︵略﹀︒

六116
︵略V︒

それから又方々であそんで︑

かわくと︑それを稻こきでこ

いてもみを取ります︒

五425 田デハタライテヰル人モ︑道 六161
そのもみを又よく日にかわか
昔ある國で大きな象の目方を
さうして象の重みで船の水に

直吉は後でふと氣が附いて︑

す︒

︵略V︒

六727

ヰル︒

六772

學校でいつも先生にほめら

大キナキカイデ︑ドンナ重イ

廣イ港が船デーパイニナツテ

ちにもきらはれた悪い子供は︑︵略﹀︒

學校で先生にしかられ︑友だ

れ︑友だちにもすかれた善い子供は︑

お寺では﹁︵略Vごめんです︒﹂ 六724

いと思ってみたのです︒
六447

といって︑うちへかへしました︒
みつひで
︵略﹀︑信長は京都で光秀とい

六497

ふけらいにころされました︒

をしいことに︑そのいくさの

終らない中に病藪でなくなってしま

六531

日本二居ルケモノノ中一7一番

熊が人ニムカツテ來ル時ニ
︵略﹀︑大キナ手ノヒラデツカ

︵略V︑スルドイ爪デヒツカキ

大テイノケモノハ一打デコロ

︵略V︑今年で三十年になりま

右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ

ならぶすげがさ凍しいこゑ

商費上でげんきんといひ︑

ねぎられたら引く積りで︑

たとへば十五銭で費ってよ

用事は四五目ですむはずで

どういふわけで︑おたがひ

に親類の間がらでございますか︒﹂

七203園

へて來る物がございますなら︑︵略V︒

七163團 ︵略﹀︑何かあちらでとΣの

すが︑︵略﹀︒

七159国

京へ立ちます︒

七158團 ︵略﹀︑明朝六時の汽車で東

す︒

いものを二十銭といふやうなもので

七134圏

高くいふ直段がかけねです︒

七133園

かけといふのは何の事ですか︒

七125囹

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

七117雄松を火にたくみうりのそば

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒

七102圃

ラ牛ヲ何匹トナクツルシ三毛シタ︒

六795

テヰル︒

荷物デモラク︿ト上ゲオロシヲシ

川中島の戦で名高い上杉謙信 六793

ひました︒

六552

は強い大鑑であった︒

ぐんばいうちはでふせいだ
︵略﹀︑後からやり先で謙信

ところがとなり國では信玄を

﹁わるい子どもが大ぜい

わたしの手からもぎ取って︑は

マス︒

六647

ミカ︑ツテ︑︵略V︒

六646

ハ︑後足デ立上ツテ︑︵略﹀︒

六645

強イノハ熊デス︒

S

ふった音はしましたが︑︵略﹀︒﹂

で

六622國圏

ないことにした︒

こまらせようと思って︑塩を送らせ

六585

た︒

の馬のしりを力一ぱいになぐりつけ

六575

が︑︵略﹀︒

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ 六573

﹁金目ハイロ︿アリマス

シヲシマシタ︒

ントテツビンガメイ︿ジマンバナ

六245

つかった所にしるしを附けました︒

六213

はからうとしたが︑︵略V︒

六204

して︑すりうすですって︑︵略V︒

五436 ソノウチニ下ノ方デカミナリ 六164
︵略﹀よそからかへって亘る

ノヤウナ音ガシマ シ タ ︒

五461

道で︑にはかに雲が出て︑かみなり
が鳴り出しました ︒

五513 ナマデソノマ・タベルノハ︑
マクハ瓜ト西瓜デ︑︵略﹀︒

テ モ ︑ ツ ケ 物 ニ シテモタベ︑︵略﹀︒

五517 キ瓜や白瓜羽生デ瓜モミニシ

︵略V︒

六307

イレマセンガ︑︵略﹀︒﹂

六277園今デ監事心事ノ仲間ニハハ

私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

五562 人馬火デ物ヲヤイタリ︑ニタ 六248囹
﹁よく出來ました︒これで

リシテタベマス︒

五664圏
よくわかります︒

五70一 オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ
マツテヰル︒

五703 見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ

﹁先では知らないのだから︑

學校で徳川光囲の話を聞い

どくがはみつくに

︵略V︑うちではす＼はきをし

一曲まうけておけばよかったのに︒﹂

六315園

六361
た︒

六368

學校で雪投をして遊んだ︒

て︑︵略﹀︒

六381

午前六時の汽車で︑おとうさ
んが京都へお立ちになった︒

六698

ナレテシマヒマス︒

︵略V︑道で用をたして︑こ 六657

じぶんの心では武士になりた

の次の水曜日までにはかへる︒

六406圏

六445

占ハ

ラ︑︵略﹀︒

五704 ︵略V︑フエ・タイコデハヤシ
タテル音ヤラ︑︵略﹀︒

︵略﹀カリ犬が四五匹デオツ

鹿ハ輕イ足デズン︿ニゲ

カケテ來マス︒

五733

テ︑︵略V︒

五734

までの間︑︵略﹀ ︑ 人 や 馬 で ふ さ が つ

五746 東生田の門から西一の谷の門 六384
てるる︒

六96 まつ御社にさんけいして︑し
ばらくそこで休みました︒

U4

で

で

858

七223囹 私どもの親類で︑小さくて
かはいらしいのは︑︵略﹀れんげ草
でございませう︒ L

今風デアカリが消エマシ

七238図團番町デ目アキ目クラニ物
ヲキ︑︒

タ︒﹂

七246圏

モ︑毒手デスルノ デ ス ︒

七262 大工が家ヲタテルノモ︑︵略V

七268 家デモ國デモ手ヲヨクハタラ
カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ
マス︒

七268 家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

筆一本デ美シイエヲカイタ

カセル人が多ケレバ多イ判決ニナリ
マス︒

七273
リ︑︵略﹀︒

七273 ︵略V︑ノミーツデ見事ナホリ
物 ヲ コ シ ラ ヘ タ リシテ︑︵略﹀︒

七311 大きな翼がたくさんで桑の葉
︵略﹀︑入一人附き＼りで︑眠

を食ふ時には︑︵略﹀︒

七314
るひまもない番いそがしい︒

七321 この時木の枝やわらなどで作
つ た ま ぶ し へ う つしてやると︑︵略﹀︒

産む︒

七338 一匹でおよそ四五百程の卵を
七391 又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

︵略 ﹀ 十 雨 の 金 を 出 し て ︑

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利
デアル︒

七409園

﹁どうぞこれでその馬をおもとめあ

そばしませ︒﹂

七423園

︵略V京都で馬そろへをな
︵略V︑書物モ近ゴロバ大

さいますとのこと︒

七467園

﹁︵略﹀障子ハ皆僕ラノ仲間

テイ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ
タ︒﹂

七471園

不足の時には︑その不足の

デハツテアルデハナイカ︒

七521囹
倍だけを受取人の方で梯はなければ
ならないのです︒﹂

﹁小包郵便は二百匁までは

近い所ならもっと目方がふ

︿略﹀︑八銭でよいのです︒

七528園

七529園

今では切手をはって出しさ

えても︑四銭で送れます︒

七536園

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

愚類モタクサン居ル︒中デオ

ますから︑︿略V︒﹂

七727

モシロイノハサンゴデ︑︵略﹀︒

陸餌スムモノデハ︑象ガマヅ
海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ

一番大キイガ︑︵略﹀︒

七741
七775

︵略﹀︑陸上デハ見ルコトノ出

スヒ取ル︒

七779

七855園

きりや雪で︑方角の分らな

くなった時には︑︵略﹀︒

があって︑それで方角をとって進ん

七862囹︺船にはらしんぎといふもの
で行くのです︒

海の波を見たばかりで︑

︵略﹀︑こんなことではどう

恐ろしがる人があるではありません

七881園

か︒

七884囹

八343

︵略V若いむすごが︑今では

火事場でさわぐ人の聲がここ

其の後をついで︑︵略﹀︒

︵略V此のはげしい風では︑

までも聞える︒

八423

八426

︵略V︑やうく米屋の土藏で

どこまで焼けて行くか分らない︒

八434

﹁こちらでは近年にない大

とまったが︑︵略﹀︒

八457圏

火事だから︑︵略﹀︒

陸上に居る鳥で︑はぎの長い

駝鳥は鳥類の中で一番大きく

︵略﹀木綿織物ハドウシテ造

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染

リマスカ︒木綿綜ヲ機デ織ツテ造り

八624

せたら︑座敷一ぽいになって︑︵略﹀︒

八589 ︵略︶︑若し家の中でひろげさ

て︑卵も子供の頭程ある︒

八562

のは駝鳥である︒

だてう

八559

︵略V外國へ商賞その他の 八468園 ﹁それでは少し長過ぎる︒

して海國の國民といはれませう︒

七886園

三郎は︵略V︑寓眞でも笑

用事で出かける人もありませう︒

八105国

つて寓ってゐます︒

この寓眞で見ると︑おかあ
さんの小さい時分にそっくりです︒

八128團

母ハ座所デ朝飯ノシタクニカ
村デハ農夫ガクハヲカツイ

・リ︑︵略V︒

八139
八147

マス︒

又色々二染メタ綜デ織ツタノ

ガ縞物デス︒

八648

メマス︒

學校デハモウ授業ガハジマツ 八643

デ︑タンボへ出ル時デアル︒

タ︒

八149

役所デモ︑會社デモ︑︵略﹀

さい︒

其ノ時ハオレノ死膣ヲセオ

ツテ婦ル積りデカケツケヨ︒﹂

八917圏

︵略﹀ノニ人ハ軍神トマデイハレタ︒

人ハ大ゼイアツタガ︑ソノ中デモ

八843

︵略V︑名巻ノ戦死ヲトゲタ軍

るまで︑ゆっくり看病してお上げな

役所デモ︑會社デモ︑︵略V 八688團 ︵略﹀︑一人でね起きの出來

一同ソロツテ事務二取リカ︑ル︒

八149

八151

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ

一同ソロツテ事務刈取リカ︑ル︒

﹁おかげで目がさめた︒

僕の家で一度つるべの金たが
があったが︑︵略﹀︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八324

八273園

出ス外ハナイ︒

﹁︵略V︑あの運動場で艦操 八157

來ナイ美シイ景色デアラウ︒

七808囹

﹁︵略V︑この講堂でお話を

をしたり︑︵略﹀︒

七809園

そこに居る人は︵略﹀︑か

聞いたりしてみたのです︒

七841園

はったことばで話してゐます︒

859
で
で

八948圏

︵ 略 ﹀︑﹁尾張名古屋は城で

持 つ ︒ ﹂ と う た は れたり︒

併し今の職事は︵略﹀︑一人

︵略﹀︑一度や二度の不成功で

で進んで功名を立てる様なことは出

九226囹

來ない︒

九314

︵略﹀︑百五十マイルを三十ご

氣をくじく様では出來上るものでは
無い︒

九328
︵略﹀︑すべりのよい車をすべ

時間で走った︒

九335

りのよいレールの上で走らせる様に
したらよからうと︑︵略﹀︒

其の頃イギリスのある會社

︵略V︑機械では刷らないで︑

を讃みながら︑活字を拾って並べる︒

十206

表紙には紙ばかりのもあり︑

手刷にする︒

十211

十845

東京市だけでも︑

一年にほふ

死んだ後で︑身偏の全部にす

る牛は数千頭にも上るといふことで
ある︒

十852

たりのないことも︵略︶︒

である︒

十867

︵略﹀︑馬は︵略﹀︑口でお

で買ふ約束をした︒

此の一事でアラビヤに名馬

もちやをさ﹂げて︑其の子供をあや

十一512

してみた︒

十一513

︵略V︑普通の家では冬でも

の産する所以が分つた︒﹂

夜具を用ひない︒

十一㎜9

十一期1

鳥類の中で家畜として最も多
︵略﹀︑ソレヲ温室デ乾カス

︵略﹀︑分業デスル方が品物

一人デ種々ノ仕事ヲ

若シ一人ノ手デ製造スルナ
︵略﹀︑

分業法二重ツテ︑一人デ一

︵略V一頭の名馬を三千圓

コレデ船ノ大老ノ形が出門

︵略﹀︑大キナ船デハ船底モ

十ニー53

又私設デハ三菱・川崎等ノ

我が國ノ造船所デ︑最モ規
シヤウ

キ

船渠ノ底ト周り三方ハ石デ

︵略V石デ畳ムカ︑コンタ

イ出シテ工事二掛ルノデアル︒

十ニー510 ︵略V︑其ノ水ヲポンプデカ

︵略V︑今日一アハ︵略V︑分業 リートデ酒乱ルカシテアル︒

十ニー58

テアル︒

畳ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

十ニー58

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

ア

十ニー56 帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

サツマ

造船所が最モ大キイ︒

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑︵略﹀︒
ミツビシ

十ニー54

爾側モニ重張ニスル︒

十ニー47

ル︒

十ニー43

︵略V︒

ノ手デ自由二二韓スルコトが出品︑

枚モアルトイフ︒
テツツヰ
十ニー210 何千貫トイフ大寺鎚モ一人

といふ意味のことわざがある︒

︵略︶︑朝鮮では﹁︵略﹀︒﹂

内地では昔から鯨り多くは飼

十ニー22 ︵略﹀︑設計圖バカリデ数百

はなかったが︑︵略﹀︒
りゅうきう

十一95

く農家に飼はれるのは難で︑︵略V︒

十878

て居った︒

十868

︵略︶︑琉球ではたくさん七つ

爲に︑おのつから荒々しくなったの

木版では一枚門々彫らなけれ 十8510 ︵略V︑日本では載りいぢめた

紙の上を布で包んだのもある︒

十2110
木版では一枚つつ彫るから︑

ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十222
手間が幾層倍もかΣる︒

外國の或商會で新聞紙に店員

入用の廣告を出した︒

十344

︵略V︑主人は其の中で一人の
︵略﹀︑どういふ御見込で︑あ

青年をやとひ入れることにきめた︒

十346
十348

の青年を御用ひになったのかとたつ

九341
で︑馬車鐵道をこしらへようといふ

同ジ人数デ同ジ時間二物ヲ

者︑︵略V︒

ト︑︵略V︒

十一473

法二世ラナイコトハホトンドナイ︒

十一127

一部分デアルカラ︑︵略V︒

十一121

分業デスル仕事ハ皆全農ノ

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一113

スルコトニナルト︑︵略V︒

十一1010

ラバ︑︵略V︒

十﹇103

ノ出來バエが良クテ︑︵略V︒

十一910

製造スルノニ︑︵略﹀︒

きれいずきで︑つ㌧しみ深 十﹁99

ねた︒

人に親切なことは是でも知
はきくしてるて︑禮儀・
作法をわきまへてみることも︑それ

十3510囹

れると思ひました︒

十356圏

いことは︑それでよく分りました︒

十353囹

話があったが︑︵略﹀︒

九347 中には汽車と競走する積で︑
馬に乗って來た人もある︒

九358 それが今は朝の急行列車で東
京 を 出 立 す れ ば ︑ ︵略V︒

く行くのだから︑︵略﹀︒

九379 かごも人の肩でかいて︑休み

それで注意深い男といふこ

ですっかり分りました︒

十366園

九386 ︵略V︑僅かの旅費︑僅かの日
数で︑女子供でも安樂に旅行が出來

︵略︶︑農家では牛を色々の螢
︵略﹀︑今では全馬食はぬ塵が
なくなった︒

十844

働に使役する︒

十841

︵略﹀︒

で︑少しも人に先んじようとはせず︑

人が大勢込合ってみる中

とを知りました︒

十368囹

る︒

のりと
九831 神主は先づ神前で祝詞を上げ
て︑︵略V︒

九8610圏 愛作さんのりっぱな心がけ
で︑熊吉の命が助かりました︒

イ︒

十71 ︵略V︑肉眼デ協動エナイ程細
十195 活版所では︑活字拾ひがそれ

ていしゃば
で

860

心霊ー61 我が國デ一番大キイノ同船
世 保 海 軍 工 廠 ノ 船 渠デ︑︵略﹀︒

1
﹁︵略V︒﹂といふに︑手足等

手足等一同

八726図
一同成程と感心せり︒

手當り次第

てあたりしだい︻手当次第﹈︵副︶1

十二218 植物も︵略V︑呼吸作用で
酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出すが︑
︵略﹀︒

︵略﹀︑聴衆は銭をつかんで︑

二︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

ナイト︑︵略V︒

九196園

四面皆海ナル我が帝國

は帝國の恥だぞ︒L

十一353國

帝國議會の協賛は君家の

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

十二m1﹇図

及すものなれば︑議員たる者は至誠

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

蓋すべく︑︵略V︒

ていこくぐんかん﹇帝国軍艦一︵名︶1

十二844

ハ︑実家防禦ノ無明リイフモ︑商業

で︵接助︶1 で

保護ノ上ヨリイフモ︑常二強大ナル

銅貨と

キ

︵略V帽子の中へ投入れる︒

十︻728図 さらば年來の謝恩に何か

ア

帝國軍艦
サツマ
十耳当55 帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

ていこくりょう﹇帝国領︼︵名︶1

國領

帝

海軍ヲ有セザルベカラズ︒

成功致候へども︑︵略﹀︒

領土となりしょり︑諸種の経螢追々

五十度以南我が帝國の

いはず︑金銀貨といはず︑雨の降る

三日目の夕方一同半死半生

十一血1國團

書きて参らすべし ︒ ﹂ と て ︑ 心 構 せ し

十一4810

髄

様に手怒り次第に投込む︒

出合ふ

てい﹇体﹈︵名︶1

様なりしが︑又臥もとらで四五日過
ぎたり︒

であ・う﹇出会﹈︵四 ・ 五 ︶ 4

十一9710國團帝國領の中部クスンナ

帝室

東大寺ノ境内二正倉院ア

ていしつはくぶつかん﹇帝室博物館﹈

賓器ヲ藏ス︒

リ︒帝室ノ御有心シテ︑多ク古代ノ

十972﹇図

イとマヌイとの間は最も狭く︑気山

脈低くして︑︵略V︒

ていこくぎかい﹇帝国議会﹈︹課名︺2

帝國讃議金口

の睡になって蹄って來た︒

第ご十六課

︽ーッ・！ハ・ーフ彫

−†二目13

出會ふ

いたい・せんすいてい・だいなんこう

てい﹇艇︼﹇▽すいらいてい・すいらいて

ていしつ﹇帝室︼︵名︶1
帝國議會
るの聖旨に基づき︑別に帝國議會を

十二鵬1図

しかして萬機公論に決す

ていこくぎかい﹇帝国議会﹈︵名︶6

帝國議會

︵略﹀︒そこで大 ぜ い と 一 し ょ に な つ

五91 私はもと雨の卜しつくです︒
てい

帝國議會

て︑せまい谷へ下りました︒私ども

第二十六課
庭園

本道を更に南へ進めば︑
座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置

ク人ガ︑壁所ヲ不潔ニシテカヘリミ

十957國

︵名︶1

樹路ヲサシハサミテ心裏小暗キ間ヲ
カスガ
行ケバ︑官幣大社春日神社二到ル︒

帝室博物館ヲ観覧シテ︑老

帝室博物館

設けて︑廣く衆議を沸く機關に供せ

薬理議會は貴族院・衆議

十二期3図帝國議會の主要なる任務

よう・ならていしゃじょう・みなみま

第十四

ていしゃば

ていしゃば

第十四

ていしゃば︻停車場︼︵名︶6

五388

五目2

しやぼ

ていしゃば﹇停車場︼︹課名︺2

じょう

ていし

てい

んしゅうてつどうちゅうおうていしゃ

ていしゃじょう﹇▽しんばしていしゃじ

しかして︑法律及び誤算
は帝國議會の協賛を経たる後︑天皇

十二獅9図

するにあり︒

は法律及び歳出・歳⁝入の運算を議定

院の爾院より成る︒

十二鵬3図

させ給へり︒

鄭家

ナイノハヲカシイ話デアル︒

十一673

庭園を以て名高き竹林院あり︒

十一43図

ていえん﹇庭園︼︵名︶2

十二鵬8

のなかまは︑出合ふとすぐに一しょ
になるのがきまり で す ︒

六84 私は︵略V︑二三人の友だちと
遠足に出かけました︒みんなと橋の
たもとに出合って︑川について︑四
五重行くと︑︵略﹀ ︒

九231園 おつかさんは﹃一命をすて ていかとん﹇鄭家島︼︹地名︺1

十二57図主家起

屯

といって居られる

が︑まだ其の折に食下はないのだ︒

て君に報いよ︒﹄

帝國弓だい
ていこく・だいにっぽんていこく・ド

十一421図心 ︵略﹀︑たとひ用心きび ていこく﹇帝国﹈︵名︶5

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

我等若し汽船に乗りて︑我

イツていこく・にっぽんていこく

か くて二三日を過せしに︑

の裁可を待ちて始めて成立するもの

とす︒
若し爾院の決議一致せざ
るときは︑帝軍議會の協賛にあらず︒

︵略V︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸 十二齪2図
二︑帝國ノタメ︑天皇陛下ノ御タメ

八848

行かば︑︵略V︒

が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

八759図

き 折 に 出 會 ふ べ し ︒﹂

八707口D凶

てあし﹇手足﹈︵名︶1 手足
耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑動く
こ と か な は ず ︑ ︵ 略V︒

てあしらいちどう﹇手 足 等 一 同 ︼ ︵ 名 ︶

861
てかず

ていしゅつす

やば 停車場
爲に白色を呈し︑︵略﹀︒

多しといへり︒

十二887図

築物なり︒

然れども地下には各種の

出入口の混雑せる程なれ テームスかしょう︵名︶一 テームス河

十二6210図

床

熔岩の光︑火山灰及び水

ば︑一事が逸事︑総べて家内に不整

下をも往來せり︒

流す︒

ておひ

里には︵略﹀ありて気重の市街を貫

倫敦にはテームス河︑巴

テームス河

鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の

頓・不始末の事多きが故なるべし︒
出入す

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき

とせり︒

手入

︵略﹀︑にたんの四郎ただ

やしき中の桃の木に皆つぎ ておいじし︻手負猪﹈︵名︶1

四174

じし

私は︵略﹀︑二三人の友だち

ある日信長が夜明け前に出か

︵略V外國へ商費その他の

手数うおてか

マツチノ製造酉市驚クベキ

手轍ノカ・ルモノナリ︒

八391図

ず・おんてかずながら

てかず︻手数一︵名︶7

ちて︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒

八85図團友よ︑來よ︒手かごを持

手かご

又漁業その他海の仕事に出

かける人もありませう︒

七887囹

用事で出かける人もありませう︒

七886圏

けようとすると︑︵略﹀︒

六462

と遠足に出かけました︒

六82

宍ーケ・ーケル悼

でか・ける﹁出掛︼︵下一︶4 出かける

ておひじしにむかひました︒

つねといふぶしが︑︵略V︑その

木をすると申してゐます︒一そう手

︵略﹀︒

十566國團
候︒

候へば︑其の手入は最も念入に致し

兵器は軍人のたましひに

入をして︑來年はたくさんならせて︑

七675團

ていれ︻手入﹈︵名︶2

十二592図

︵略V︑児童は︵略V︑卒 テームスがわ︹地名︺一

でいり・す︻出入一︵サ変︶1
︽ースル輔

︵略﹀︑遠く之を望めば︑

あたかも洋々たる江流を見るが如き

十﹁田4國

帝都

東南シベリヤの高地に住

めるかもしかの一種は︑︵略﹀︑水を

十二684図

道後は︵略﹀︒︵略﹀︑

帝都

尋ねて低地に下り︑︵略﹀︒

十735図

ていと﹇帝都﹈︵名︶1

をさること遠けれども︑古代より世

業後も尚世世の門に出入するを樂み

旧観を呈することあり︒

十二695図

光景を呈す︒

五391 汽車が今ていしゃばへっきま 十二431図
した︒

六80一 アレハ停車場へ送ルノデアラ
ウ︒

六818図港ニハ船ノ出入シゲク︑停
車場朝州汽車ノ獲着タエズ︒

カイクワ

八152 兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ ていち︻低地﹈︵名︶1 低地
停車場へ急グ︒

十941図 停車場ヲ出デテ︑左註開化
サ ルサハ

天皇ノ陵ヲ拝シ︑猿澤ノ池二至ル︒

物 を 短 く る に 合 札 を要せず︑︵略﹀︒

十二姻2図 英國にては停車場に手荷
提出

に著れ︑往昔天皇の行幸し給ひしこ

ていしゅつ・す﹇提出﹈︵サ変︶3
す内ーシ・ースル彰

ていねい

むねあげ︵略V︒歌がすむと

テーブル

テームスとセーヌとはス

てかご︻手籠﹈︵名︶1

︵略V︑あの青年ははいると
に置きました︒

直に書物を取上げて︑テーブルの上

十365囹

テーブル︵名︶一

おめでたう︒﹂といひました︒

手打をして︑口々に﹁おめでたう︑

六763

サクヤノクワジニウチハヤ てうち﹇手打︼︵名︶1 手打

ダサイ︵略﹀︒﹁︵略﹀︒又ことばも電

ケマセンデシタ︵略Vゴアンシンク

八473囹

ていねい﹇丁寧﹈︵形状︶2

とも敷回に及べり︒

は法律及び歳出・歳入の豫算を議定

十二斯6図 帝國議會の主要なる任務
するにあり︒豫算案は政府之を提出
し︑︵略V︒

︵ 略 ﹀ ︑法律案は政府の外︑

報だから︑そんなにていねいに書く

十二斯8図

ことはいらない︒﹂

堤防

く︑︵略﹀︒

︵略﹀︑テームス河岸の國

會議事堂は第一に観客の目を引く建

十二642國

テームスかがん︵名︶一

テームス河岸

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣

十二594図

九7310國團驚きて飛出し候へば︑川テームス︹地名︺一 テームス

ていぼう﹇堤防︼︵名︶1

で︑少しも生意氣な風がなく︑︵略﹀︒

十357囹あいさつをしてもていねい

貴族院・衆議院共に各之を提出する
︵略﹀︑建議とは文書を政

を得︒

十二鵬7図

府に提出して意見を翫ぶるをいふ︒
︵略﹀に程近き寺院の庭上

ていじょう﹇庭上︼︵名︶1 庭上
十715図

上の堤防切れ︑隣村は大半水中にあ
＊でいりn▽しゅつにゅう

り︑︵略﹀︒

飛ーシ・

には︑右手にかいを握れる少女の銅
呈す

出入口に︑はき物の置働
れたる家には︑盗人のうか買ふこと

十二886図

でいりぐち﹇出入口﹈︵名︶2

出入口

像あり︑︵略﹀︒

ース・ースル彰

︵略﹀産卵の爲︑鯨の

て い ・ す ︻ 呈 ﹈ ︵ サ 変 ︶3

十一993國團

群をなして海岸近く寄來る時は海水

てき

てがぬま

862

八399図 此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出
わせのてがみ・ももをおくるてがみ・

み・しゃしんをおくるてがみ・といあ

み・おんてがみ・きょうとからのてが
九203

みた︒

兵が女手の手紙を讃みながら泣いて

來てるます︒︵略﹀︒﹂と︑母は手紙

をおちよにわたしました︒
おちよ﹁それでも私はまだ

手紙の書き方を習ひませんから︑ど

五651囹

へいけ方はがけの上から︑て

きのふいをうたなければならぬ︒L

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五805

後には秀吉の馬じるしを見る

も思はない︒

と︑敵は戦はないでにげて行くやう

如何ばかりの思にて︑此 六494

秀吉が信長に言ひっかつて︑

になりました︒

敵を攻めに行ってみた間の事でした

五時旅行先より手紙を送り 六496
て︑其の子のアリに︵略Vと言ひつ

九4410図

察しこれあり度候︒﹂

の手紙をした﹂めしか︑よくく御

九2110髭面

いって︑其の手紙を差出した︒

どうぞ之を御覧下さい︒﹂と

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手勲
りょこうさきのちぢにおくるてがみ

マデ数へ上グレバ︑︵略﹀︒

十208 印刷が出來上ってから本にと
五634

﹁ねえさんの所からお手紙が

ちるまでにも︑まだ中々軽罪がかΣ
る︒

十一92 一箱ノマツチヲ造ル手籔モ
ナカ︿複雑ナモノデ︑︵略V︒

十一101 手数ノカ・ツタマツチノ贋

秀吉は︵略﹀︑すぐに敵とわぼ

が︑︷略V︒

︵略V日本中の大名が皆秀吉

信玄は︿略V︑たちまち陣立

コノ度ノ戦︑五色大ゼイ

正成戦死シテ後車︑敵ノイ

七55図

︵略﹀︑アル年金ノ大息高

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居

ム︒

師直六万人目大兵ヲヒキヰテ來リ攻

モロナホ

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑︵略V︒
カウノ

七56図

キホヒマス︿強ク︑︵略V︒

七53図

ニシテ︑味方過小ゼイナリ︒

七19図園

には何のうらみもない︒

さをしてみるけれども︑敵の國の人

六588囹 ﹁われくはたがひにいく

をかへて︑敵を引受けた︒

六564

つたから︑︵略V︒

た︒秀吉はもう日本中に敵がなくな

の言ふことをきくやうになりまし

六512

くしてかへって來て︑︵略V︒

六50エ

かはしたり︒

う書いてよいかわかりません︒﹂

讃みて心勇み︑︵略V︒

九453図

母

ノ安イノモ︑分業法二依ツテ製造ス
﹁お話をする通りに書けばよいので

アリは︵略﹀︑父の手紙を

す︒

︵略﹀︑仕事ノ移り攣ル度毎

當日参上御見送致すはず

︵略﹀︑知名の人の手紙を持つ

て來た者も大勢あったのに︑どうい

十347

り候へば︑手紙を以て御祝ひ申上候︒

に候へども︑手放し難き商用これあ

十274圏團

ルカラデアル︒

十一114

六388

母は出で乗りて︑やがて六

おとうさんの手紙が着いた︒

二︑居ル場所ヲ憂へ︑又器具ヲ取換

七509図
たり︒

ふ御見込で︑あの青年を御用ひにな

です︒

てがら

ソノ日ノイクサニテガ

てがら﹇手柄︼︵名︶2

ナラベテ︑︵略V︒
はちまん

八幡様に日参いたし候

ラノアツタモノヲ左ノ方ニ

書物や爲 三43一

テガラ

何よりも︑本人の行がたしかな保誼

りっぱな人の手紙よりも︑

すが︑四匁より少しでも重いと︑そ

七515囹

この手紙は四匁より重いの

又新聞は︵略V︑

十378囹

つたのかとたつねた︒

七532圏

せん︒

に︑差出人が三銭しかはっておきま

七517園

なりません︒

の倍の六銭だけ切手をはらなければ

﹁手紙は四匁までは三銭で

銭をはらひて︑一通の手紙を受取り

ヘナケレバナラナイノデ︑ムダニ時
間ヲ費スコトガ多イ︒︵略V︑一人デ

一種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナ
ルト︑ソンナ手籔が省ケテ︑徒二時
間ヲ費スコトガナ イ ︒
ホパシラ

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附ケ

十ニー52 サテソレカラ船室ヲ分ツタ
タリ︑機關ヲスエタリ︑細カイ造作

ガヌマ

ヲシタリシテ︑スツカリ出国上ルマ
テ

デニハ非常ナ手轍が掛ル︒

てがぬま﹇手賀沼一︹地名︺2 手賀沼

眞の類は︵略﹀で︑これもたゴの手
インパ

手賀沼
ガヌマ

紙などよりはよほど安いのです︒

テ

九217國国

も︑そなたがあっばれなるてがらを

昔はひきゃくといふものが
あって︑手紙や品物を配達しました

其の後どうかと思ってゐま てき︻的﹈ういちじてきいじゅう

立て候様との心願に候︒

九1810

てき﹇敵一︵名︶73 てき 敵
七909図 中佐ノスルドキ聲ハ敵ノウ
したが︑手紙を見て安心しました︒
たかち ほ
チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒
︵略V我が軍艦高千穗の一水 五756圏 何でも裏からまはって︑て

八685團

が︑︵略﹀︒

七534圏

九169図 下総ノ手賀沼・印旛沼・長
沼等ノ水ハ南ヨリ 之 二 注 ギ ︑ ︵ 略 V ︒

九17図 手賀沼

八目7 第十九 手紙

てがみ﹇手紙一︹課名︺2 手紙

八662 第十九 手紙
てがみ︻手紙﹈︵名︶17 手紙うおてが

8
てき
てき

︵略V︑敵ノ砲毫ヨリ山砲

丸ヲアビセカクルコトイヨ︿盛ナ

七919図
リ︒

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

七922國 中ニモ福井丸ノボートニハ

︵略V幾重モノ陣地ヲ布キ︑盛二弾

八854 敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑
丸ヲ打出ス︒

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

八861 我が兵旧物トモセズ敵陣メガ
以テムカヘタ︒

八863 中佐ハ︵略V︑敵中ヘヲドリ
コンデ︑タチマチ三人ノ敵ヲ斬り殺
シタ︒

八864 敵ノ弾丸ハ雨アラレノ二二飛
ンデ來ル︒

八867 中佐ハ︵略﹀︑トウ︿山上
ノ敵ヲ追梯ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立
テタ︒

八871 敵軍之ヲ見テ︑三方カラ大砲
ヲウチカケタ︒

真皮・銃聲が絶エタラ︑見事二十ノ

砲兵は大砲を以て遠方より

陣地ヲ取ツタト思へ︒

九249國
敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし
む︒

カクノ如ク動物ノ膿色ニハ

其ノ住メル周全ノ物ノ色二審タルモ

九544図
ノアリテ︑︵略V︒シタガツテ敵ニオ

シタガツテ息合オソハル︑

ソハル・ウレへ少ク︑︵略﹀︒

九545図

ウレへ少ク︑我ヨリ敵ヲオソフニハ
便ナリ︒

敵は手塚の重圏を押へ︑刀
を抜きて首をかく︒

手塚其の間に敵の草ずりを

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑や

十514図

がて打ちまたがって首をかく︒
﹁我が父の討たれ給ひし

時︑義仲二歳なりしを︑敵は畠山に

十547図園

あやふき敵の手より救ひ

命じ︑尋ね出して殺さんとせり︒

十553図圏

くれたる厚恩︑いかでか忘るべき︒﹂

巡洋艦ハ︵略﹀︑戦艦ト

戦スルヲ目的トス︒

け申すまじ︒

十一426國園

十一605図圃

﹁年長じては敵も近づ

出征兵士の弟ぞ︑我は︒

武勇のはたらき命さΣ

︵略V︒兄弟共に敵をば討さん︒

十﹁613図圖

我が海軍は初より敵を近

げて︑御國の敵を討ちなん︑我は︒

十一一51図

︵略V︑東灘司令長官は

海に迎へ撃つの計を定め︑︵略V︒

で

は

うり

︵略V︑片岡・出羽・瓜

敵の先頭部隊は直ちに砲

︵略V︑敵艦神々火災を起

︵略﹀︑敵の諸艦皆多大の

十二87﹇囚

十二86図

︵略V︑敵の雨旗艦は遂に

うつりよう

我が艦隊は︵略﹀︑欝陵

敵今は逃れぬところと畳

︵略﹀全く敵を包示せり︒

島附近に集りて敵を待ちしが︑︵略﹀︒

十二710図

沈没し︑︵略V︒

十二75︹図

損害を受け︑︵略﹀︒

十二73図

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

十一一71︹図 敵はかなはじと︑にはか

し︑火煙海をおほひて敵を包めり︒

十一一610図

早くも戦列を悟る﹂ものあり︒

十二66図 ︵略﹀︑敵の艦列忽ち齪れ︑

せしかば︑︵略V︒

十一一66図 ︵略﹀︑はげしく敵を砲撃

火を開始せしが︑︵略V︒

︵略﹀︑或ハ敵ノ運送船・ 十二64図

つく︒

生・東郷︵少將︶の諸隊は敵の後尾を

ふ

十一一62図

の主力に當り︑︵略﹀︒

︵略V︑上村艦隊と共に先頭にある敵

十一319図戦艦ハ︵略﹀堂々敵ト決 十二62図
十一326図

共二敵二當リ︑︵略﹀︒

寄り︑︵略V︒

騙逐艦ハ︵略﹀︑又敵ノ
﹁正儀は主君の敵にて︑

いまだ幼ければ︑敵も
心をゆるすべく︑︵略﹀︒﹂

十一419学部

我が爲にも父の仇なり︒

十一417図囹

水雷艇ヲ駆逐・撃破スルヲ目的トス︒

十一346図

︵略V︒

ノ軍艦粗目沿海ノ情勢ヲサグリテ︑

十一341﹇図 通報雄㎜ハ︵略V︑或ハ敵

ヲ攻撃スルモノナリ︒

十一339図

砲艦ハ︵略V︑敵ノ陣地

十一338図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二近

テ敵ノ主力ト職フコトアリ︒

十一332図︵略V︑時二戦艦ト合同シ

捕獲ス︒

商船口座之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・

十一3210図

軍艦ノ情勢ヲサグリ︑︵略V︒

九637國將軍田村麻呂の東北の地を 十一327図 ︵略V︑或ハ敵ノ着崩及ビ

ぎ

征するや︑恩威ならび行はれて︑向

の

旅順開城約成りて︑敵の

ふ所敵なく︑︵略﹀︒

十383図團

乃木大国と會見の

虞はいつ訊水師管︒

將軍ステッセル

ることばもうちとけて︑我はた﹂へ

十394図圃昨日の敵は今日の友︑語

しなの

手塚の難場は組ませじと中

手塚は家塾を討たせじと︑
敵に組みつく︒

十511図

片手にひつさぐ︒

をへだっれば︑敵は之をつかんで︑

十5010図

人︑手塚太郎光盛なり︒よき敵ぞ︑

みつもり

かく申すは信濃の國の住

つ︑かの防備︒

十505図園
てづかの

アラテ
八873 之ヲ影響緯距蜂師新手ヲ加へ

組み給へ︒﹂

テ︑フタ︑ビ攻メヨセテ玉山︒
カウチ

﹁一 度 占 領 シ 襲 撃 ノ 高 地 ︑

八876囹

申佐ハ﹁︵略﹀︒﹂トサケンデ

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒
八878

部下ヲハゲマシ︑敵ヲ撃退スルコト
数度二及ンダ︒

八897 敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒
ルノデアラウ︒

﹁︵略 V ︑ 突 撃 ノ 聲 が 聞 エ テ ︑

十513ロ蔚凶

八898 陣地ハフタ・ビ敵壮齢返サレ 十512図 敵は一人︑此方は二人︒
八913囹

てきとう
でき

864

糾 し た り け ん ︑ ︵ 略V︒

十二92図敵の司令長官ロジェスト
ウ ェ ン ス キ ー 中 景 は︵略﹀︒

十富山01國 敵の死傷及び捕虜は司令
サキ

長官以下無慮六千 人 ︒
︵略﹀︑饗二敵二度シ勇

キ カ

進 敢 戦 シ タ ル 庵 下 翼卒モ︵略﹀︒﹂

カン

十ニー010図書

るに︑我は糧食殆ど壼きたり︒

十二274里雪 ﹁敵は長雨の計を取れ

とするに︑︵略V︒

騎兵は進退敏活にして︑多

敵状

に入り來れば︑直ちに之をさし殺す︒

る︒

くは友軍の前方に出でて敵歌をさぐ

九248図

てきじょう﹇敵状︼︵名︶1

︵略V故近藤大尉記念

設計圖が出來上ルト︑細密

碑︑いよく出置上り候については︑

ひ

十一634衝重

︵略﹀︒

十ニー23
ナ構造分圖ヲ各工場二廻シ︑︿略V︒

敵陣

ケテ突撃シタガ︑上半ツルギノ林ヲ

我が兵旧物トモセズ敵陣メガ

以テムカヘタ︒

八859

サテソレカラ船室ヲ分ツタ てきじん﹇敵陣﹈︵名︶1

スツカリ出來上ルマデ公聴非常ナ手

リ︑︵略V︑細カイ造作ヲシタリシテ︑

十ニー52

数が掛ル︒

余1︵りと

十︻976圓国
居候︒

てきかんたい﹃敵艦隊﹈︵名︶2

出來居

敵艦

自在にして︑︵略﹀︑輕便野道も出來

其の南部は車馬の往來

できお・り﹇出来居﹈︵ラ変︶1

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒

十一89図

候︒

十一鵬4︹図囹

農産物の種類は北海道

是我が國の氣候・風土の

孔明︵略﹀︑再ビ戦ハ

蜜蜂の群集生活を告口むを てき・す﹇敵︼︵サ変︶1 敵ス ︽ース彰

牧畜に適せざるにあらず︑︵略﹀︒

十二454図

肥え︑極めて耕種に適し︑︵略V︒

十二4310図

穴ーシ・iスル彰

殊に其の乳の成分は人の乳に

似てみるから︑子供に適する︒

十876

分業法二依ルト︑人々ガ

︵略V︑其ノ仕事二適スル器

其ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナ

十一106

ル︒

具ノ改良や畿明ヲスルコトモアル︒

十一117

アラビヤに良馬の多く産す

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十﹁4910

又魚類や野菜一撃其ノ季節

るばかりではない︒

十一6510

ノ物ヲ用ヒルト︑︵略V︑又人々ノ好

ミニモ適スル︒

角ーヒ︾

てきた・う︻敵対︼︵五︶1 てきたふ

んに日一日と盛になりました︒信長

の古いけらいの勝家などはこれをき

らって︑てきたひましたが︑かへっ

てほろぼされて︑︵略V︒

敵中

中佐ハマツサキニ立ツテ︑敵

十一79國

適度

言語

直線を適當の長さに切り︑

︵略﹀並ぶる

此の時箱・等等を適當な

たる

時は︑美しき模様を生ず︒

一定の間合を置きて︑

十448図

てきとう﹇適当﹈︵形状︶5

にあらず︒

︵略﹀︑なほ病にか﹂らば︑是我が罪

九618﹇図 ︵略V︑適度の運動を怠らず︑

てきど﹇適度﹈︵名︶1

中ヘヲドリコンデ︑︵略V︒

八862

我が國は下闇温に︑地味てきちゅう︻敵中﹈︵名︶1

と大差なく︑︵略﹀︑又牧畜にも適し

十﹇㎜2圓国

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八744図猫ノロニハ上下二二本目ツ 六506 ︵略V秀吉のいきほひは︑しぜ

がさしむるに適す︒

もって︑かりに用ひて︑えものをさ

鼻はよく物のにほひをかぎ画くるを

七624図 犬は︵略﹀︒︵略﹀︒又その

︽ーシ・ース・ーセ姫

十二284図 敵の衛兵相呼んで尋ねん 十二352 ︵略﹀︑今新校舎ノ出來上ツ てき・す﹃適︼︵サ変︶5 適ス 適す

︵略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

でき﹇出来﹈︵名︶1 出島
十323図

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑其ノ

︽ーッ・ーリ・ール︾

出

出來非常二良カリ シ ヲ 以 テ ︑ ︵ 略 V ︒

出生上る

できあが・る﹇出来上﹈︵四・五︶9
來上ル

︵略﹀︑先づ小軍艦をして

敵艦隊を沖島附近に誘ひ寄せしむ︒

おきのしま

十二56図

六483 秀吉は大ぜいの人を十組に分 隊
から︑すぐに出來上りました︒

けて︑︵略﹀︑仕 事 を い そ が せ ま し た

︵略V敵艦にせまり︑無
分国裂の有標となれり︒

二無三に攻撃せしかば︑敵艦隊は四

七323 ︵略V︑口から美しい綜を出し 十二78國
て︑からだを包む︒それが二三日の
まゆ
内に出來上って繭になる︒
の不成功で氣をくじく様では出町上

九315 如何なる獲明も︑一度や二度 てきぐん︻敵軍﹈︵名︶1 敵軍
得るは︑︵略﹀︑有力なる武器を備へ

シメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクスルコト

るものでは無い︒

て敵軍にあたり︑團髄の爲には身命

︵略﹀︑我我の讃む様なものに

七回二及ビシカバ︑墨黒歎ジテ︑﹁公

十194

ををしまざるによる︒

ハ天授ナリ︑敵スベカラズ︒﹂トテ︑

てきし・す﹇敵視﹈︵サ変︶1

敵視す

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

マタ反スルコトナカリキ︒

する

︵略V︑他群の蜂は甚だし てき・する﹇適﹈︵サ変︶5適スル適
く之を敵視し︑発墨の蜂︑我が群中

十一83図

角ーシ彰

ない︒︵略﹀︒か う し て 出 二 上 つ た も
のを活版所へ渡す ︒

ちるまでにも︑︿略﹀︒

十207 印刷が出機上ってから本にと

865
できる

てきにん

る所に置けば︑分離したる一群は直
ちに其の中に入る ︒

寒イ時ハ特二艦温ヲ維持

スル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他ア

十一656
ブラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑

で

五583

出來ルコトナラ︑モツト太

は﹁よく出來ました︒

五726圓

クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

﹁こ＼からしろの方へ下り

へいけはふいを打たれて︑ど

﹁とても出來ません︒

ることが出來るか︒﹂

五781囹
五783圏

五817

うすることも出來ない︒

ソレデゼ一＝一ナルコトモ出

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六262園

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

﹁先では知らないのだから︑

出來るものか︒

といったら︑直吉は︑﹁そんな事が

一銭まうけておけばよかったのに︒﹂

六318園

シラヘルコトが出來マセン︒

︵略V︑たたせることや︑二 六277園 ︵略V︑皆鐵ガナケレバ︑コ

できませ

初はひくい役目で︑信長の
目通りへ出ることも二上ませんでし

六458
た︒

急に商用が玉込て︑明朝六

する子供もございました︒

七157團

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

時の汽車で東京へ立ちます︒

ラヰ不自由デセウ︒ハシヲ持ツコト

七256

カユイ所ヲカクコトモ︑イ

オビヲムスブコトモ出來マセ

モ出営マセン︒

七257

ン︒

タイトコロヲサスルコトモ出來マセ

七258

ン︒

ドンナガクキガアツテモ︑手

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

七277

サルニハ︵略﹀︒シカシ人ノ

コトハ出來マスマイ︒

七283

ヤウニ色々ナ物ヲコシラヘルコトハ

この長い綜を出す轟が百匹も

出軍マセン︒

なければ︑木綿はゴ一尺の絹織物を

七291

町ノニギヤカナ所二軸シイ勧

織る荒田は出來ない︒

七363

目本紙ハコヨリニシテ物ヲ

工場が出來タ︒

シバルコトが出來ル︒

七482圏

モトユヒや水引ノヤゥナ︑

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ

七484囹

昔はひきゃくといふものが

出來ナイ︒L

早くは配達が出來ず︑︵略V︒

あって︑︵略﹀︑これは今日のやうに

﹁︵略V︑かなしいことに 七535園
目が見えず︑さがすことさへ出陣ま

六626参上

せん︒﹂

答へることが出來ないで︑顔を赤く

火ヲ使フコトノ出來ルノハ人 六703 ︵略V︑先生に何か聞かれても︑
近ゴロバ又マツチトイフベン
コレハ大昔ハエテヰタ木が土

リナ物が出語テ︑︵略﹀︒

五573

バカリデス︒

十六日勝商は︵略﹀城に 五564

デキル

入らんとするに︑不幸獲見せられて︑

十二295図
遂に敵兵に捕へらる︒

漁ーキ・ーキル

で・きる︻出来︼︵上一︶70
出來る

ノ中ニゥマツテ︑シゼント出來下物

出世ル

デ︑︵略﹀︒

きる
・ーキレ彰

五664園

︵略V︒

ウツクシイ日ノデヲミルコト

二43オソクオキル人ハ︑コノ

﹁ヤツトカラダガデキマ
モデキ

私をころがすのはだれ

﹁コレデ目モデキマシ 六262囹 ソレデゼニニナルコトモ出

﹁コレデアタマ

それを母に見せますと︑母

ベク適當二攣化サセテ︑毎日同ジ献

ん︒

ソノ光ガキラ︿トシテ︑ワ
デキマセン︒

ルモノドモ二目ヲアケテヰルコトガ

五72

きるのです︒

をかの上にもすむことがで

三503

かへるは水の中にも︑

にながく居ることは

三497人や犬などは水の中

できません︒

つかさねることは︑どうしても

三231

にもできますが︑︵略V︒

三227

タ︒

二434圏

マシタ︒

︻一417園

シタ︒

二414園

ツタトイヒマス︒

ハ︑二面ガスコシモデキナクナ

二366ソレカラコノ人ノ絶唱

ガデキマセン︒

十一663 ソレ故材料モ料理法モ成ル
立ヲクリカヘサヌ檬二注意スルガヨ
イ︒

十一8510図 サテ最後二精紡機二移シ
テ︑南桑ノ太サト ナ シ テ ︑ ︵ 略 V ︒

てきにん﹇適任一︵形状︶1 適任
︵略V ︑ 一 般 選 七 人 も ︵ 略 ﹀

参政の公職に最も適任なる人物を選

十二囎4図

出せざるべからず ︒

てきにんしゃ﹇適任者一︵名︶1 適任
者

十二鯉1図 眞に自治の精神に富める
者は︑公平無私︑地方公職の爲の適
任者を犀ぐるを知 り て ︑ ︵ 略 V ︒

︵略﹀︑分業デスル方が品物

できばえ﹁出来映︼︵名︶1 出來バエ
十一910

ノ出來バエが良クテ︑製造高モハル
カニ多イ︒

てきふてき﹇適不適﹈︵名︶1 適不適
ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一105人ハ其ノ身罷・才能ナドニ
てきへい﹇敵兵一︵名︶2 敵兵
かさぎ

る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち

十885図画 笠置の山の行在所︑寄す

給ふ︒

てくび
てぎわ

866

さて幾度も幾度も造り直し

いよく鐵道が出塁て︑汽車

て︑終に其の目的を達することが出

九339

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功名を立てる様な

七645酒やすや醤油も︑︵略Vも︑水 九227圏 併し今の戦争は昔とちがつ
がなければ出來な い ︒

七656 水がなければ︑生きてみるこ
一ガイニイフコト斗出來ナ

とは出來ない︒

來た︒

七766
イガ︑マヅ緑色ノモノハ淺イ所二︑

九345
︵略﹀︑馬上の人はしきりにむ

それが今は朝の急行列車で東

︵略﹀︑僅かの旅費︑僅かの日

着くことが出象る︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九359

て競走が出來よう︒

に十五マイルも走る汽車とはどうし

ちを打ってあせって見たが︑一時間

九3410

の運轄をして見る日になると︑︵略V︒

︵略﹀︑茶色ノモ ノ ハ ソ ノ 中 間 ニ ハ エ
テヰルノデアル︒

︵略﹀シテヰルノハ︑陸上デ

︵略﹀︑悪くすると︑淺瀬へ

ハ見ルコトノ出來ナイ美シイ景色デ

七781

アラウ︒

七858園

乗上げたり︑外の船につきあたった
りする様なまちがひが出來ます︒

八446 これ程有用な火でも︑ひよつ
九386

数で︑女子供でも安寧に旅行が出來

とまちがふと大へんな事が星型る︒
聞けば此の火事は︵略V︑多分煙草の

オニバス

︿略﹀大鬼蓮ハ直径が六尺モ

る︒

木綿綜ハドウシテ出語マス 十56

すひがらが元だらうといふ話だ︒

八625

にかはが出來︑血や腸は肥料になる︒

其ノ各部分ヲ造ル

随ツテ良イ品物が出來テ︑

製造高モ多クナル︒

十一108
︵略﹀︑

かまどに入れて焼く︒かくして西下

﹁見セ申シ度キ給出眼下

たるものをすやきといふ︒

八298図囹

︵略V︑此の数日間少しも

リ︒御出アリタシ︒﹂

八718國園

食物を送らざるが故に︑新しき選出

人々ガメイ︿勝手ナ形ヲ造ツタナ

十一125

ラ︑ソレヲ完全ナ時計二組立テルコ

︵略V︒

此の書の出來たる由來こ

︵略V︑近年作物の改良も

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

でぐち﹇出口﹈︵名︶3

出ロニ近イ所ニハ︑着物・羽

︵略﹀︑出ロニハ︵略﹀ナドヲ

物屋ガアル︒

てくび﹇手首晶︵名︶1

り︒

手首・手の甲等には入墨をほどこせ

十799璽 女子は︵略﹀︑野口の周園︑

手首

費ル金物屋ト︑ ︵略﹀ナドヲ費ル荒

七383

織ナドヲ賞ツテヰル店ガアリ︑︵略V︒

七381

ラズ︿二至心へ出テ來ル︒

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

七381

出口

出來︑又桑を植ゑ︑盤を養ふ者多く︑

十一m10図

そ面白けれ︒

十一718図

螢内の生活にもなれ︑︵略V︒

十599空誉 ︵略﹀︑昨今は友人も素干︑

出來ザル荒地多ケレバ︑︵略﹀︒

十332ロ凶 ︵略﹀︑是等ノ島ニハ作物ノ

電車サへ開通セリ︒

温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出土︑︵略﹀

今ハ此ノ七湯ノ外二新シキ

來ずして︑︵略﹀︒

︵略﹀︑空脳中には炭酸瓦斯

やき物をつくるには︑土又
は石のこをねりかためてかわかし︑

ヲンセン

やうやく立歩くことのでき 九403図

トハ出來ナイ︒

十一5010

家の構造は主として寒さを

る三つ四つの子供が︑︵略﹀︒

十一斯4

防ぐ様に出撃てるる︒

十一薦1﹁米のないのは辛抱も出馬る
金がなくて︑冠禮の行へな

が︑薪がなければ生きてゐられぬ︒﹂

十一鵬7

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー
イヅレモ大規模二出盛テヰ

で︑大人の仲間入が出來ない︒

十ニー29

何千貫トイフ大鐵鎚モ一人

テ︑黒皿ク蒸氣や電氣ノカヲ利用スル︒
テツツヰ

十ニー210

ノ手デ自由二士韓スルコトが出來︑

カ︒

アツテ︑葉ノ質モ丈夫デアルカラ︑

ル︒

母がてぎはの大こんなま

てぎは

むことが出來なくなる道理である︒

が段々に増加し︑︵略V呼吸作用を螢

十二215

コレデ船ノ大盤ノ形が出來

︵略V︒

又皮・骨・ひづめなどからは

七351図

又活字は何時でも直に植ゑる で・く﹇出来﹈︵上二︶8 出來 飛ーキ悼

す︑これがみなかの年こしざかな︒

七119國

てぎわ﹇手際一︵名︶1

︵略V︑本といふものはたやす

活版は印刷が終れば︑其の活

十ニー43
コトモ必聴ルサウデアル︒

其ノ上二一二四歳位ノ子供ヲ坐ラセル

十848

ことが出写るが︑︵略︶︒

十222

字を取離すことが出置るから︑︵略V︒

十218

く出慮るものではない︒

十186

へないが︑︵略V︒

して出仕るものかといふ事は深く考

讃んでみる間は︵略V︑どう

八631 綿ノ木ハドコニ出直マスカ︒

一ツヅツニ取離スコトガ

十184

八631 綿ノ木ハドコニ出馬マスカ︒
又ドウシテ出來マスカ︒

八688團 ︵略V︑一人でね起きの出來
るまで︑ゆっくり看病してお上げな
さい︒

ヰルカラ︑

九73 又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ
出來ル︒

九81 ︵略V︑皆一ツニナツテヰテ︑
引キサカナケレバ取離スコトガ出來
ナイ︒

867
です

でこぼこ

でこぼこ﹇凸凹﹈︵名︶一

デコボコ

アリ︑カボチや一 代 デ コ ボ コ ガ ア ル ︒

五502 キ瓜ニバカバニ小サイトゲガ

七105圏 ︵略V︑歌ひながらにうゑ行

てさき︻手先︼︵名︶1 手先
くさなへ︒ながい夏の日いつしか暮
れて︑うゑる手先に月かげ動く︒

てさぐり﹇手探﹈︵名︶1 手探
︵略﹀︑諸道具の置場虞を

一定し︑前後左右次第よく並べて︑

十二892図

得る様に︑極りよく整へ置くは主婦

︵略﹀︑暗き時に も 手 探 に て 用 を 足 し

たる者の務なり︒

七235﹇図

︵ 略﹀︑多クノデシ保己一ニ

でし﹇弟子﹈︵名︶4 デシ 弟子
ツ キ テ 學 ビ シ カ バ︑︵略﹀︒

七242図 アル夜弟子ヲ集メテ︑書物
︵略﹀︑毎朝早くから弟子を相

ノ講義ヲセシ時︑︵略﹀︒

八317
手につちを打つ音が聞える︒

十二941國

一35一

サカナヤノトナリハコマ
アハセテ五ヒキデス︒

モノヤデス︒

一433

クイラツシヤイマシタ︒﹂

ニー32園﹁コノ出陣ドコカラナ
ガレテクルノデスカ︒﹂

ニー34圏﹁アノ山ノオクカラナ
T園

﹁ドコ

ヘ

ナガレテイク

ガレテクルノデス︒﹂
ノデセウ︒﹂

﹁アチラノ大キナ川へ

ナガレコムノデス︒﹂

ニー41圏

﹁モチハタイセツナオ米

ニー96 モシナツデアツタラ︑ド
ンナイロヲツケタデセウ︒
二354囹

デコシラヘタモノデスカラ︑
イテハイケマセン︒﹂

禽デシ・デ

二381囹

︵略﹀︑ネンネコウタヲウ

︵略V︑ゴハンヲタベサセ

タツテクダサツタノハ︑ドナタ
デスカ︒

二384囹

︵略V︑クスリヲノマセテ

テクダサツタノハ︑ドナタデス
カ︒

二391囹

クダサツタノハ︑ドナタデス
カ︒

二395囹キモノヲヌツタリセン がやはらかです︒
三234 私はなんでせう︒
三293 アタラシイ竹ハ アヲアヲ
タクシタリシテクダサルノハ︑

ドナタデスカ︒﹂

ロデス︒

二486

モマタミゴトデス︒

サマ

アレモサクラノ

のでせう︒﹂

みえないのです︒

ノオ 三368園 ﹁ここがあかるいから︑

ハナデ

ノートニデス︒
三2一 ヒラヒラトカゼニチルノ

三24
ス︒

リ︑

ツタ

ケルコトガマコト景品ヤカ
ノデス︒

三154シカシスクネモチカラガ
ツヨクテ︑ スバシコイ人デシタ
カラ︑ ︵略V︒

デ︑

私は
そとがかたくて︑申

ドンナニマツテヰルコト

三198︵略﹀︑子ヒバリハスノ中
デセウ︒

三233

ソレデイツデモイクサニ
カツタトイフコトデス︒

きるのです︒

三503かへるは水の申にも︑
をかの上にもすむことがで

ス︒

デ︑左ノ手ノサス方が北デ

三452右ノ手ノサス方が南

ス︒

デ︑ユフ日ノ入ル方が西デ

三444アサ日ノ上ル方が東

三44一

︵略V︒

ニハイルノハイヤデスカラ︑

ヲ左ノ方ニナラベテ︑アマリ
ハタラキノナカツタモノヲ右
ノ方ニナラベタノデス︒
三436 ダレモ右ノ方ノナカマ

ナガオスキデシタカラ︑︵略﹀︒
三396 だい三には口です︒
︑ツ ノ トクホン 三434 ︵略Vテガラノアツタモノ
︵略V︑ニサ

二471 天ジンサマハスガハラノ 三383だい一には目です︒
三386これで本の中のじゃ
ミチザネトイフ チユウギナオ
︵略﹀を見るのです︒
カタヲマツツタノデス︒
二474 コノォカタハゥメノ ハ 三387 だい二には耳です︒

ヤシロデス︒

二446

コレ仰天ジン

トシテ︑マコトニ ウツクシイモ
一516 オヤニシンパイヲカケル 二396園 ﹁ソレ ハ オカアサンデ
ノデス︒
ス︒
ノハワルイコトデス︒
W4園 ﹁オキクサンデスカ︒ヨ 二422園コレガハナデ︑コレガ 三365園 ﹁どうしてもう光らない
一一

一一

孔子︵略V︑職を退きし 二374園﹁アカンボノトキニ︑ダ 三95 アカトキイロトムラサキ
ト三イロ ソロツテキレイデス︒
イテチチヲノマセテクダサツタ
ノハ︑ドナタデスカ︒
三15一 ケハヤハソノナノトホ

後も弟子の道を問ふもの盒≧多かり
き︒

でしども︻弟子共﹈︵名︶1 弟子ドモ
七244図 保己一ハソレトモ知ラズ︑

です

講義ヲツぐケタレバ︑弟子ドモハ︑

デス

﹁︵略﹀︒﹂トイフ︒

です︵助動︶脇

コメヤノトナリハサカナ

一286 アレガグンキデス︒

ス・デセ彰号それですから

一343
ヤデス︒

P3

です
です

868

三546 ﹁ハヤクォサラヒ ヲナサ

のまへ

のはしです

四66年前﹁︵略V長いはしが︑八ま

んさま

﹁ハイ︑今

イ︒﹂トイハレテモ︑

ノアヒダノガクスリユビデ
ス︒﹂

から︑もち米をよういしなければ

なりません︒L

﹁さうです︒

四217園 ﹁ウチノニイサン ヤネ
四
313囹 ﹁おもちにするのはも
エサンヲアハセルト︑ミンナデ
ち米といふ米です︒
四318囹 ﹁三郎さんはまだそれ

ね︒﹂

四67囹

四221園

スグニ︒﹂ト コタヘルバカリデ
﹁五人です︒﹂

三553

︵略﹀︑ ﹁ ハ イ ︑ 今 ス グ ニ ︒ ﹂

﹁いいえ︑六人です︒﹂

ス︒

四71園

バ

一バン太ツ

﹁︵略V︑カタ手ノユビノ
ニイサン

カズト同ジデス︒
四222園

テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ
大キイネエサンバセイ

ヤユビデス︒

四224園

小サイネエサンバ私ヨ

ガ高イカラ︑高高ユビデス︒

四226囹

ソノトホリ

三斜ン五リンデ

四324圏

褻です︒﹂

四331圏うどんやさうめんにす
る萎は同じですか︑ちがひま

すか︒﹂

︵略﹀︑ごはんにたく萎

四332圏 ﹁同じです︒﹂

四335囹

﹁︵略﹀︑もちやだんごの

は大変です︒L

あんは何で作るのですか︒﹂

四341囹

四344囹

﹁あれも豆です︒﹂

こなの豆と

﹁それではあんの豆と︑

つける

皆サン何デセウ︒

ノデス︒L

四395調 ︵略V︑内カラトヲシメ
テヰサヘスレバ︑アンシンナモ

四377

は大豆といふ豆です︒﹂

四353園 ﹁︵略V︑こなに する の

同じですか︑ちがひますか︒﹂

だんごに

四346囹

ソレカラ私ハ人サシユ 四342園 ﹁豆です︒﹂

リモスコシ高イカラ︑クスリユ
ビデス︒

四227囹

﹁ナルポド︑

一カケノーク

﹁ソノ糸

ハ

ビデ︑三郎ハ小ユビデス︒﹂
四231園
デス︒﹂

四238囹

ハ

﹁コノ太イノが五葉ン

﹁三センデス︒﹂

ラデスカ︒﹂
四241園

四252圏
デ︑細イノ
ス︒﹂

を知らなかったのですか︒

四72園

﹁︵略﹀︑やっぱり五人で

﹁ああ︑さうです︑さうで

一年中デコ

﹁ああ︑さうです︑さうで

十一月三日ハ

五人デスカラ︑︵略V︒

トイツテ︑スグニハキマセンデ
四74囹

今日ハウチノ虫ボシデ

四77囹

す︒﹂

四77園

人を入れると︑六人目せう︒﹂

四76園﹁くるまにのってみる

す︒﹂

シタ︒

三558
ス︒

アノキモノトバカマハ

ニイサンノデス︒

三568
コノ赤イジユバンハイモ
す︒﹂

ウトノデス︒

三572

三 6 0 3 左 の方にはなればなれ
四86

トニォメデタイ日デス︒

になってみるのは︑魚をつつ
てるる舟です︒

まってみるのは︑今あみをお

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

三605右の方に五六そうかた 四114今一本ノ木ハシブカキ
レマセン︒

︵略V︑毎アサ早クオキテ︑

クリハユデテタベテモ︑

四282圏あなたのおなかまは大

とです︒L

か︒﹂

をつけたのです︒
四433園 ︵略V︑紙のやうにうす

三日目のくれがたのこと 四288圏︺ ︵略V︑しっかにらい年の 四431園 ﹁︵略V︑昔はのしあはび
﹁もうすぐお正月です

はるをまってみるのです︒
四215園﹁︵略V︑中ユビト小ユビ 四304圏

です︑︵略V︒

四161

いとったのです︒

四157 ︵略V︑高いところがらお
て
い
枯
れ
て
し
ま
っ
た
や
う
で
す
︒
四
424蜀 ﹁人に物をあげる時
ひおろして來るけものを︑弓で
四283囹 まことにおきのどくなこ
に︑なぜのしをつけるのです

ス︒

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

四13一

行ツテ見ルノガタノシミデス︒

四126

タイソウウマイカキデス︒

みんなめづらしい貝ばか 四118 サハストアマクナツテ︑

ろしてるるのです︒

三617
りです︒

三646圏 貝ざいくを費るみせで
買ってきたのです︒

の

四17 がくかうの西どなりはや
くばで︑やくばのまむかひが
けいさつしょです︒

四45囹 うちはどれでせう︒﹂
四52園 あれがうちです︒﹂
四53圏 ﹁ああ︑あれですか︒

あの川むかふの木

しげってみるのが︑八まんさま

四63圏

のもりです︒﹂

869

です一です

四773

五85

さをのさきの扇を

い

私どものなかまは︑出合ふ

私はもと雨の一しっくです︒

さうです︒

野はらは平ですから︑ゆつく
︵略V︑はしがかけてあって︑

五307

茶ノ木ノ︵略V︑アタ︑カイ 五558

五32一

茶ハ︵略﹀︑ソノデタテノ葉

コ・ハ茶畠デス︒

︵略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ

蝶ハイツ見テモカハイラシイ
︵略Vナドニ蝶ノ形ノツケテ
イカラデセウ︒

五363

シカタナシニ︑︵略V︑夜ニナ

︵略V炭ハ︑木ヲヤイテコシ

バカリデス︒

五578

アンドンニトボスノハ大テイ

ラヘタモノデス︒

ナタネカラトツタ種油デス︒

五594

五602 ︵略﹀︑シアゲルト︑スキトボ

あさっては八まんさまのお

ツタ油ニナルノデス︒

まつりですから︑朝早くからあそび

五637團

こちらの方のは︑これからの 五654囹

ル人ハ︑ドウイフ心デセウ︒

五404

﹁お話をする通りに書けば

きのふは日本ばれのよい天氣

よいのです︒

あの人はもう間に合はないで 六93

した︒

あれは今のつた人の手荷物で 六83

その松山へのぼらうといふの

家を出たのは朝の七時ごろで

でした︒

あちらの方のは︑今下りた人 六78

る人の切符を切ってみるのです︒

五406

い︒

にいらっしゃい︒
アルノモ︑ソノスガタガカハイラシ
五646園 ﹁あさっては學校がお休で
︵略V蝶ヲツカマヘテイヂメ すから︑二人とも行ってお出でなさ

五358

モノデス︒

五347

木ノタメニハヨクナイサウデス︒

五335

ヲツムノデス︒

五325

リ色デス︒

ルト出テ空ヲトビアルクヤウニナツ
トコロニヨクソダツ木デス︒
よといふのでせう︒
これがのしあはびのか
タトイフハナシデス︒
四781 ︵略﹀︑これを一矢でいお 五308 コレハ茶ノ葉デス︒
五313 ツヤガアツテ︑色ハコイミド 五565 火ヲ使フコトノ出來ルノハ入
とすことは︑なかなかむつかし

くしたものです︒

四438園
はりです︒﹂

でせ

四443囹 ﹁どうして のしあはびを

つけるやうになったの
う︒﹂

す︒

とすぐに一しょになるのがきまりで

四447園 ﹁︵略﹀おめでたくない時 五92

には︑なまぐさものをもちひな
いことがおほいのです︒

です︒

こ﹂へ干て見ると︑︵略﹀︑ど

ナラノ大ブツトイツテ名高イ

モノデス︒

五143

ちらを見ても水ばかりです︒

五136

つをつんだ船が通ってみたのです︒

五128

︵略﹀︑何かと思ったら︑にも

人や馬や車がたくさん通ってみるの

五123

りあるきました︒

四452園 ︵略﹀︑なまぐさのしるし 五102

にのしあはびをつけるやうに
なったのでせう︒

四508ヨク人ノタベルモノデ
スガ︑︵略﹀︒

四59一 コノ神サマハ︵略Vノ弟

四518 何デセウ︒

ノ方デス︒
四593 ︵略︸︑フクロ ヲカツイデ

イラツシヤツタノデ︑オソクオ
ナリニナツタノデス︒

五411
五414

ヰルノハ︑マコトニミゴトナモノデ
鯉ハマコトニヰセイノヨイ魚

せう︒

五171

ス︒

四627︵略V︑どこを見てもまつ 五158 大キナコヒガ︵略Vオヨイデ の切符をうけ取ってみるのです︒
白です︒
つかなばんでしたから︑︵略﹀︒

四631ゆふべは風がなくて︑し

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

かか＼りませんでした︒

︵略V︑うちへかへったのは夕

方でした︒

六117
﹁コレハトンネルトイツテ︑

五444圏
︵略﹀︑ズンズンシユツセヲセ

六156 それで取入れの時は︵略﹀︑
︵略V︑カウモリハ﹁︵略V︒﹂

五533

夜も十分に眠れないほどです︒

五186

﹁はい︑これですか︒﹂

六167

山ヲホリヌイタ所デス︒﹂
五208囹

トイツテ︑ドチラヘモツキマセンデ

︵略﹀︑もみがらをのけると︑

シタ︒

ヨトイフ心デ祝フノデセウ︒

デモ上ルコトガアルサウデス︒

です︒
せう︒
四638 ︵略︸みんなまつ白になつ デス︒
五177 鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ 五435 向フノ汽車カラコチラノ汽車 六115 ︵略﹀︑下りる時には二時間し
て︑はながさいたやうです︒

四661 ︵略V︑あんな大きなこゑ

の出るのがふしぎです︒

四678今モ外カラカヘツテ︑ス
グココへ來テヰル所デス︒

﹁この釜は昔から私のうち
四695園 ﹁サゥードニノンデハ︑ 五233圏
にある釜です︒
カヘツテワルイノデス︒

です
です

870

七255

ねぎられたら引く積りで︑

ス︒

ス︒

七265

ス︒

七275

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投

大工が家ヲタテルノモ︑︵略﹀

色々ナキカイガアツテモ︑

︵略V手ノ足りナイトイフノ

﹁︵略V三差の切手がはって

コレハチヱが少イカラデス︒
七513園

七284

ノモ︑手ノハタラキデセウ︒

︵略Vシテ︑人ヲ感心サセル

ハ︑ハタラク人ノ少イトイフコトデ

七267

手ハスベテノ仕事ノモトデ

ソレヲハタラカセルノハヤハリ手デ

七264

モ︑皆手デスルノデス︒

七262

ラヰ不自由デセウ︒

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

グルナドハ皆手ノハタラキデス︒

です︒﹂

はじめて米になるのです︒
強イノハ熊デス︒
六206 ︵略V︑どうしてはかってよい 七126園 商母上でげんきんといひ︑

七256

す︒

七131囹
か︒

たとへば十五銭で費ってよ

小市といふのは商人から

問屋といふのは何の事です
問屋といふのは︵略﹀︑晶

です︒

七533圏

︿略V︑これもた窒の手紙な

︵略﹀︑これは今日のやうに

どよりはよほど安いのです︒

七536園

今では︵略﹀︑どんな遠い

早くは配達が出來ず︑賃銭も高かつ

たのです︒

七538囹

桃がじゅくしましたから︑

所へもとどきますから︑大そう便利

です︒L

七664国

﹁私も︵略V︑あの運動場で

少しばかりですが︑差上げます︒

七811囹

膿操をしたり︑この講堂でお話を聞

私は年中航海をしてみるも

いたりしてみたのです︒

見るもの聞くもの総べてめ

どちらを向いても青い水ば

汽船も軍艦も御存じでせ

皆さんは海を御存じでせ

のですから︑少しそのお話をいたし

七814囹

ませう︒

う︒

七815囹

七816圏

う︒

七824囹

かりです︒

つまり三銭だけが不足で 七843囹

﹁航海といふものはかうい

づらしいものばかりです︒﹂

船にはらしんぎといふもの

この星を見分けることや︑

︵略Vことは︑船に乗る者には大切

七873囹

で行くのです︒

があって︑それで方角をとって進ん

七863医

ふ面白いものですが︑︵略V︒

︵略V︑その不足の倍だけを 七847圏

すが︑︵略V︒

七519圏
す︒

のです︒﹂

七524圏

﹁小包郵便は二百匁までは

どんなに遠い所でも︑八銭でよいの

七528園

までが三銭ですか︒﹂

﹁小包郵便でもやはり四匁

受取人の方で佛はなければならない

七522囹

﹁手紙は四匁までは三銭で

あるのに︑なぜまたおあしを携ふの

用事は四五日ですむはずで

七515園

物を責つたり買ったりして︑口銭を

たとへばごふく問屋といふ

取る店のことです︒

七159團

てやる店のことです︒

のは︑︵略﹀︑それをほかから買取つ

七153園

ですか︒﹂

七148園

か︒

七145園

す︒

品物を使ふ人にすぐに費渡すことで

七139囹

す︒

いものを二十銭といふやうなもので

七135園

高くいふ直段がかけねです︒

七133園

かけとかけねとは同じです

後になって代金を受取るのがかけで

か分りませんでした︒
かけといふのは何の事ですか︒
六251園 ﹁︵略V一番人ノ役二立ッノ 七129園 ︵略﹀︑品物を渡しておいて︑
﹁︵略﹀︑ソレヨリモツトタ

ハ︑私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒
六271園

クサンアツテ︑モツト役二立ツモノ
ハ鐵デセウ︒

六272園 メシヲタク釜モ鐵デス︒

六272寄物ヲニル鍋モ鐡デス︒
六274囹 ユヲワカス私モ︑私ノノル
︵略﹀︑人ノ役二立ツコトハ

五トクモ鐵デス︒

六281園
﹁私タチノサビルノハ皆人

銅ヨリモマダ上デ ス ︒ ﹂

六287囹
ガ使ハナイカラデス︒

六292園 ソレガヤハリサビデス︒

六293圏 シカモソノサビハ大ソウド
クナモノデス︒﹂

いと思ってみたのです︒

六446 じぶんの心では武士になりた
六447園 ﹁こんないたづら者はごめ
んです︒﹂

年が十八のころです︑︵略V︒

は居つきませんでした︒

六455 ︵略V︑どこへ行ってもながく
六456

まことにおはつかしい次第

︵略﹀などはすべて私ども

﹁私はちっとも存じません

宿はいつもの所です︒

すが︑十日ばかりはあちらに居ます︒

六461 ︵略V︑信長の目通りへ出るこ 七166團

でした︒

七202園
七213園

とも出工ませんでした︒

敵を攻めに行ってみた間の事でした

七218医

の親類です︒

六497 秀吉が信長に言ひっかつて︑

が︑︵略﹀︒

六645 日本二居ルケモノノ中デ一番

871

てすう一てっかん

な事です︒﹂

七878圏 日本は海賦でありながら︑
海を恐れる人の多いのは残念な事で
す︒

七891囹 それですから小さい時から
海になれておくやうにしたいもので
す︒﹂

さんの小さい時分にそっくりです︒

八131国 この寓眞で見ると︑おかあ

る 程 の 身 代 で し た が︑︵略﹀︒

八194 初は近所の人にもうらやまれ
八239 此の男は居酒屋に酒代の借が
あるので︑其のかたに持って行かう
とするのです︒

八251 此の下女は毎朝かうして︑主
人の目をかすめて︑牛乳を三ってる
たのです︒

八266 一週間程たつねたが︑正雀は

八647

茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

鐵

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

五324

又所々白ク染メ残シタノガカ でたて﹇出立﹈︵名︶一 デタテ
又色々二染メタ綜デ織ツタノ

スリデス︒

八649
てつ﹇鉄﹈︵名︶11

﹁ナルホド面目タクサンア

唯首を取って馬大野の見

手塚の家來は組ませじと中

参に入れよ︒︵略V︒組めや手塚︒﹂

十508図園

十509図

手塚は家來を討たせじと︑

をへだっれば︑︵略﹀︒

敵に組みつく︒

十511図

十513図

敵は手塚の家來を押へ︑刀

リモツトタクサンアツテ︑モツト役

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑ソレヨ

藍ハ何カラ取りマスカ︒藍ノ 六271囹

ガ縞物デス︒

八652
綿ハ實カラトリマスガ︑藍ハ

草カラデス︒

八654

手塚其の間に敵の草ずり

を抜きて首をかく︒

手塚︑首をたつさへて︑大
よしなか
將義仲の前に行き︑﹁光盛︑曲者の

みつもり

手塚太郎光盛
しなの
かく申すは信濃の國の住

みつもり

人︑手塚太郎光盛なり︒よき敵ぞ︑

モシセイ出シテ使ツテクレ

手塚

モ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切漸ス
ル︒

てっか︻手塚﹈︹人名︺6

シ︑︵略﹀︒

此ノ流ハ ︵略﹀︑親指大

既二鐵管二毛⁝ツレバ︑コ

敵艦

騙逐艦ハ︵略﹀︑敵艦二

沈スルヲ任務トス︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

十一348図

水雷艇ハ︵略﹀︑敵艦二

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十一345國

てっかん﹇敵艦︼︵名︶7

︵略﹀︒

レヲ練餌機ト構スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十一857図

ノ篠形トナリテ鐵管ノ中二入ル︒

シノ

鐵管

組み給へ︒﹂

てづかの

Aユアハ鐵ハ銭ノ争闘囲ニハハ 十504図囹

︹人名︺1

てづかの

てっかのたろうみつもり︻手塚太郎光盛一

首取って候︒

十516図

︵略﹀︒

を上げ︑こぶしも通れとさし通し︑

十514図

二立ツモノハ鐡デセゥ︒

ユヲワカス私モ︑私ノノル
五トクモ鐵デス︒

其ノ中へ白綜や白布ヲ入レ 六273圏

六272囹物ヲニル鍋モ鐵デス︒

二月頃種ヲ蒔イテ︑六月頃刈 六272圏 メシヲタク釜モ鐵デス︒

葉ト董カラ取ルノデス︒

八655
取ルノデス︒

八661
テ︑紺や淺黄二染メルノデス︒

ソノ他釘や針ノヤウナ小サ
イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ

︵略﹀︑勝手がましい御願で 六276園

すが︑どうか今四五日のところ御ゆ

八677国

ウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ︑

手刷にするのである︒

十一855図

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ てっかん︻鉄管︼︵名︶2

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

マス︒

十一233図圏

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑
イ
鋼鐵・眞鍮類ヲ鋳ル虞モアリ︑︵略V︒
インチ

カウテツ
シンチュゥ

十ニー26

鐵より堅き・のひふあり︒

幾年こ︑にき会へさる

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

六288囹

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六283圓

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

山ハ277囚囚

コシラヘルコトが出過マセン︒

るしを願ひ遇う御座います︒

八691團此のかはせの金は︑ほんの
僅かですが︑何かすきな物を買って
上げて下さい︒

九1910囹﹁それは鯨りな御言葉です︒
勝はあなた方のものです︒
九8610園

﹁どうしてそんなに早く伯 九201園私も日本男子です︒

見つかりませんでした︒
八456囹
父さんに分つたの で せ う ︒ ﹂

＊てすう母てかず

です︒

何よりも︑本人の行がたしかな保工

十379圏りっぱな人の手紙よりも︑

のです︒

八465團 サクヤノクワジニウチハヤ 九872圏愛作さんは實に見上げたも
ケマセンデシタ
綿ノ中ニハ種ガアリマスカ

八465團 シンルヰミナブジデス
八638

ラ︑綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取
去ルノデス︒

械では刷らないで︑手刷にする︒

十206植下上品なものになると︑機 十ニー31︵略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板デ

八641 木綿織物二︵略﹀色々ナ縞ガ てずり﹇手刷︼︵名︶2 手刷
アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ
スカ︒

ノが淺黄デス︒

八645 コク染メタノが紺デ︑ウスイ 十216 ︵略﹀版木を造り︑ 一枚つつ

十﹁3410図 潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進

てつどう・とうしんてつどう・とうほ

ゅうかんてつどう・せいぶじゅうかん

むに何事の

など成らざらん︑浮石

の

くてつどう・ばしゃてつどう・みなみ

イカニ心ハ堅クテモ︑身包鐵 まんしゅうてつどう・みなみまんしゅ

かたきもつひにとほすべし︒

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目
しなの

的トス︒
せう

うてつどうちゅうおうていしゃじょう

十二54図 ︵略V︑哨艦信濃丸は﹁敵 八872
艦見ゆ︒﹂と報告 す ︒

六683図

下をも往來せり︒

︵略V︑一道開通後ハ旅客ハ

鐵道開通商

てつどうかいつうご﹇鉄道開通後︼︵名︶

1

九394図

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今日此ノ

てっぱい﹇竹筏﹈︵名︶1

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒
てつばい
竹筏

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ鐵道ノ

一212

鐵ビン﹇▽やかんとてつびん

九2410図

開き︑橋をかけ︑墾道を造り︑電信

六245

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

テツビンヒノシコテ

を通ずる等︑もっぱら技術の事にし

ントテツビンガメイ︿ジマンバナ

テツビンハ︑﹁ナルホド銅ハ

シヲシマシタ︒

︵略V︑ソレヨリモツトタクナンアツ

六266

テ︑モツト役二立ツモノハ鐵デセウ︒

ビルノハ皆人が使ハナイカラデス︒

六285 ソノ時鐵ビンハ︑﹁私タチノサ

ン．火バシナドヲ費ル金物屋ト︑︵略︶

七383 ︵略﹀︑出ロニハ鍋・釜・鐵ビ

ガアル︒

ポウ
陪臣

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ
ポウ

手紡

︵略V太キ綜︑︵略﹀細キ

驚クベキモノニアラズヤ︒

ク不揃トナルコトナシ︒機械ノカバ

綜︑細大意ノマ・ニシテ︑手紡ノ如

十一873図

てつむぎ﹃手紡﹈︵名︶1

ホグシ︑︵略﹀︑鐵捧ニマキテ︑︵略V︒

十一844図

てつぼう﹇鉄棒︼︵名︶1

︵略V︑スチブンソンは其の會

いよく鐵道が出陣て︑汽車
今は水路に汽船があり︑陸上
鐵道の通じてみない所でも︑

今や全國鐵道の延長六千
此の三道は日露戦役中に

然れども地下には各種の
鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の

十二629図

急設したる輕便鐵道にして︑︵略﹀︒

十一一582図

哩を越え︑︵略V︒

十﹁286図

の汽船もなかりしなり︒

には︑我が國に一重の二道も︑一隻

十﹁285︹図思へば今より六十年以前

馬車や人力車がある︒

九383

にも所々方々に鐡道が通じてみる︒

九382

の分轄をして見る日になると︑︵略﹀︒

九345

走る汽車を造った︒

社に頼まれて山道を敷き︑其の上を

九344

たがふ︒

テツビン

ものこれあり︑是にて竹筏といふ蔓

てつぽい

竹にも直径一尺以上の

十﹁392弾弓
︵略V︑鐵道の開通せしょ

マクラ木ナドトス︒

栗バカタクシテ︑ナガクク

石デナイ︒砲弾ニタフレル兵士ハ数

た︒僕も手ぬぐひをかぶって︑手つ

外國にては︑犬をして牛か

だひをした︒

七625図

ひ．羊かひの手つだひをなさしむ︒
テツダフ

オハルハアネニテツダツ

てつだ・う﹇手伝回︵五︶一

四73一

余一ど

でっち母よい

テモラツテ︑オヒナサマヲカザ
リマシタ︒

でっち

でっち﹇丁稚︼︵名︶1

直吉と長松は同じ店のでっち
であった︒

六297

てっつい←vだいてっつい

手績

上奏とは文書を天皇に奉

てつづき﹃手続一︵名︶1

十二囎9図

呈し︑建議とは文書を政府に提出し
て意見を述ぶるをいふ︒上奏といひ︑

建議といひ︑請願といひ︑其の手明
県道母あん

に於て各相異なりといへども︑︵略﹀︒

てつどう﹇鉄道﹈︵名︶11

ぼうてつどうかいちくらくせい・けい
べんてつどう・シベリヤてつどう・じ

り︑商工業の獲達著しく︑︵略﹀︒
濁特有の船を造り候︒
工兵は陣地をきづき︑道をてつびん﹇鉄瓶﹈︵名︶5

︵略V︑うちではす﹂はきをし 八953図

手つだひ

ヘキレナイ︒

てつだい︻手伝一︵名︶2

十二69図 ︵略V︑打出す砲弾よく命
中して︑敵艦績々 火 災 を 起 し ︑ ︵ 略 V ︒

︵ 略 ﹀︑一たん心定めては︑

六362

十二77図 夜に入りて︑我が騙逐隊 ﹇▽ははのてつだい
てい

・水雷艇隊は砲火をく玄って敵艦に
せまり︑無二無三に攻撃せしかば︑
︵略﹀︒

十二98図 此の爾日の戦に︑敵艦の
大部分は我が艦隊の爲に︑或は撃沈
せられ︑或は捕獲 せ ら れ て ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

﹁我モコレ程ノ事ハ心得タ

てつき﹇手付﹈︵名︶2手ツキ手つき
八172國

リ︒︵略V︒﹂トテ︑オボツカナキ手
ツキニテ︑破レタル所ヲ一間ヅツ張
レリ︒

十二832 老人は︑どうしてあのバイ
と不思議さうに︑バイオリンと紳士

オ リ ン か ら ︑ あ ん な音が出るか︑︵略﹀

の手つきを打ちまもって居た︒

てっきょう号いちだいてっきょう
てっこく﹃敵国︼︵名︶2 敵國
﹁幼き身を唯一人敵國

へやらんも心許な し ︒

十一423三夕

＋二器6図唾壷の直訴いふ國に灘
しん

相如といふ賢臣あり︒敵蓋置に使し

しやうじよ

て 功 あ り し か ば ︑ ︵略V︒

七791三三

てっせき﹇鉄石一︵名︶2 鐵石

てつき一てつむぎ
872

873
ても

てつれい

てつぬい

てつれい﹇鉄王﹈︹地名︺2 鐵嶺鐵

熊が人ニムカツテ來ル時ニ

ハ︑︵略V︑大キナ手ノヒラデツカミ

六646

嶺

ユビ

手ノユビ

手ノ
七

四目8 七
四202
では号それでは
手ハズ

てのゆび︹嘉名︺2 哲ノユビ

カ︑ツテ︑︵略V︒

てつれい

八十八哩︑鐡嶺を過ぎて長春の地に

十二5510図 奉天より北すること約百

至る︒

十二57図鐵干

﹇手筈︼︵名︶2

デズ︒

討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出

八531他
聖ノニ人聞此ノ間二黒鹿ヲ

ハズヲ定食タリ︒

オコナハントシ︑ アラカジメ其ノ手

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ
八519図

てはず

五411 えきふが小さな車の上へ︑山 てばこ弓たまてばこ

てにもつ﹇手荷物︼︵名︶2 手荷物
のやうに荷物をつんで來ました︒あ
れは今のつた人の手荷物でせう︒

十二卿2図 英語にては停車場に手荷
物を預くるに合札を要せず︑旅客は
下車騨にて各自に荷物を受取るに︑
間違の起ること殆ど無し︒

七91図

正行ノ如キハマコトニ忠孝

ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
二人共に和漢の學に通じ︑

國民ノ手本トイフベシ︒
十155図

其の作れる文は古文の手本として︑

手間

今なほひろく愛護せらる︒

てま︻手間﹈︵名︶2

上をとびまはっても︑見むきも

しません︒

三511圏 おちても︑おちても︑ま
たとぶ ほどに︑とうとうやな

おちても︑おちても︑ま

ぎにとびついた︒

たとぶ ほどに︑︵略﹀︒

三512圃

きれても︑きれても︑ま

だにすをはった︒

七293 鷲をかつて絹綜を取り︑絹綜 三523圃 きれても︑きれても︑ま
たはる ほどに︑とうとう小え
を織って絹織物にするまでには︑大

三538

何ヲ言ヒツケラレテモ︑

﹁︵略﹀︒﹂トヨバレテモ︑

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

三532

たはるほどに︑︵略﹀︒

又活字は何時でも直に植ゑる 三523圃

そうな手間がか＼る︒

十222

ことが出來るが︑木版では一枚つつ
彫るから︑手間が幾層倍もか﹂る︒

てもうどうし
イクラバヒ ヲ

テモ
コンドハ

ても︵接助︶66
二645

ても

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ナ

六362 ︵略V︑うちではす﹂はきをしてばなしがた・し﹇手放難︼︵形︶1 手

てぬぐい﹇手拭︼︵名︶2 手ぬぐひ

フリカケテモ︑ハナハスコシモ

アツテモ︑日本ノサクラノヤ
ウナウツクシイハナハサキマ
セン︒

三137 ︵略﹀︑ダレトスマフヲト
ツテモ︑マケタコトハアリマセ

三478

の

なにをきかれても︑この

とんぼなどがあたま

口ではっきりこたへます︒

三396

ハ︑︵略V︒

﹁︵略V︒﹂トイハレテモ︑

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂ト コタヘル

︵略﹀ムラサキ色ノハォリ

バカリデス︒

ハ︑イツマデタツテモ︑色ガカ

三577

ハリマセン︒

四128 クリハユデテタベテモ︑
ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

﹁いいえ︑私たちは枯れ

たやうに見えても︑ねは生き

四286園

ス︒

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

三195 ユフガタニナツテモ︑オ ス︒
ヤドリガオリテコナイトキニ
四128 クリハユデテタベテモ︑

ン︒

ハ行キマセン︒

放し難し

内ーキ︾

た︒僕も手ぬぐひをかぶって︑手つ

カナカスグニ

手本

三544

サキマセン︒

手早い

テホン

三26 ︵略V︑ヨソノクニ阿片︑
コンナニタクサンアリマセン︒

十273圓團當日参上御見送致すはず

角ーク︾

アリマス︒
五813園

に一むちあててかけ下りた︒

を手本にせよ︒﹂といひながら︑馬

この時よしつねは︑﹁われ

﹇193テホンガアリマス︒フデガ

号おてほん

てほん﹇手本一︵名︶4

と︑︵略﹀︒

ールの禮にく＼りつけて合圖をする

十一587

手早く帯をほどいて︑ピエ

てばや・い﹇手早︼︵形︶1

り候へば︑手紙を以て御祝ひ申上候︒

に候へども︑手放し難き商用これあ

だひをした︒

かぶり物にはあらねど

も︑手ぬぐひ三尺引きしぼり︑頭に

九531図圃
結ぶはち巻は 次第送々にすたれ行
く︒

女子は︵略﹀︑又口の周園︑

てのこう﹇手甲︼︵名︶1 手の甲
十799図

手首・手の甲等には入墨をほどこせ
り︒

てのはたらき︹課名︺2 手ノハタラキ

七目9 第八 手ノハタラキ
七253 第八 手ノハタラキ
てのひら﹇手平﹈︵名︶2 手ノヒラ
六寸︑中指ノ長サガ五尺アリマス︒

五147 ︵略﹀︑手ノヒラノ長サガ五尺

でも
ても

874

てるます︒
ます︒

四626︵略﹀︑雪がたくさんつもつ 六291辺塞ハ人二心ハレテヰテモ︑

しわはよってもわかい氣

らを見ても水ばかりです︒

︵略﹀︑おきやうなどは何べん

︵略V︑どこへ行ってもながく
︵略V︑先生に何か聞かれても︑

七605図

︵略﹀︒

十一126

とである︒

十一492圏

秋・冬の花少き季節に入

思ひても返らぬことをく

金を佛っても惜しくはない︒﹂

﹁あれ程の名馬はいくら

走っても尚平然として居るといふこ

飲まず食はずに終日・終夜

仕事ハ何ニモナラナイ︒

セツカク苦言シテモ︑其ノ

りても︑食物に不足することなきは︑

︵略V︑長きものは羊の如く︑ 十﹁67図

水を飲まないことはあって

立ちてもその毛はなほ地面に達す︒

七641

も︑水のまじった物や︑︵略﹀を口

又夜はいくら暗くても︑星

どちらを向いても青い水ば 十︸469

に入れないことはない︒

七824囹
かりです︒

七864囹

が出てみれば︑それに便って︑居る
場所や方角がちゃんと分ります︒

金がなくて︑五山の行へな

むべき事なり︒

︵略﹀青い水草を入れて置

理に外れても︑費用を惜しむは賎し

十二927図 ︵略﹀︑人情にそむき︑義

るは日本女子の美徳なり︒

しても︑自若として其の常を失はざ

十二3310図 ︵略V︑如何なる事憂に際

合に長く生きてみる︒

けば︑水を取換へなくても金魚は割

十二2210

で︑︵略V︒

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

十﹁囎6

よくと心配するは︑︵略V︒

︵略V耳は食事の知らせを 十一70エ國
聞きても知らぬ風をし︑︵略﹀︒

八704図

イカ私心ハ堅クテモ︑身七四
若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

︵略V︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

いっこより見ても山にさへ

︵略﹀︑何を聞いても︑

一々

で︑少しも生意氣な風がなく︑︵略V︒
十358園

明白に答へて︑しかもよけいなこと
はいひません︒

も・なんでも

ウシノツノヤ︑

ツノデモヲツテシマフホドデ︑

三136

三257圃 山でも︑さかでも︑ずん
ずんあゆめ︒

︵略V︒

モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ

三257國

山でも︑さかでも︑ずん

モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

十792図身禮ノ健全ナルトキハ精神

シカノ

十357囹あいさつをしてもていねい でも︵副助︶45 デモ でも号それで

の全景を見ること能はず︒

ぎられ︑かすみにへだてられて︑其

十23図

起ツテモ︑砲聲・電電ハ絶エナイ︒

八919

軍が苦戦シテヰルト思へ︒

五二・銃聲ガツ寸クヤウナラ︑我が

八915園

石デナイ︒

八872

ぬふりをして過し︑︵略﹀︒

︵略V︑何を聞かれても︑はつ 八704図 ︵略﹀︑目は食物を見ても見
色々ナキカイガアツテモ︑

手バカリ動カシテモ︑チエガ
ナケレバ何ノ単三モ立チマセン︒

七284

コトハ出雲マスマイ︒

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

七276ドンナガクキガアツテモ︑手

ス︒

ソレヲハタラカセルノハヤハリ手デ

七263

きりと答へる子供もございました︒

六706

答へることが出來ないで︑︵略﹀︒

六703

は居つきませんでした︒

六454

をしへてもおぼえません︒

六443

といっても︑長松はまだ笑ってみた︒

さらまちがひがあってはならない︒﹂

て︑どこを見てもまつ白です︒
時々青イ物ヲ出シマセウ︒
五B6︵略V︑ひろぐとして︑どち 六327 ﹁だんながおるすだから︑なほ
五294圃
で︑小さい君らの な か ま 入 ︑ ︵ 略 ﹀ ︒

五346 蝶ハイツ見テモカハイラシイ
モノデス︒

五山蝶ニハ︵略Vサマぐアリマ
スガ︑ドレヲ見テモ美シウゴザイマ
ス︒

五415 汽車はどんなことがあっても
待ちません︑︵略﹀︒

五435 向フノ汽車カラコチラノ汽車
ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

五453 左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ
シ キ ガ カ ハ ル ノ デ︑︵略﹀︒

五453 左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ
シキガカハルノデ ︑ ︵ 略 V ︒

五546 イツマデタツテモ勝負ガツカ
ナイカラ︑︵略﹀︒

﹁マヅコノザシキヲ見渡シ

テモ︑コノタクサンノ障子ハ皆僕ラ

七469園

ノ仲間デハツテアルデハナイカ︒

五737 重工イサウニ美シイ角が木ノ
枝ニヒツカ︑ツテ︑イクラモガイテ

﹁︵略V︑僕等ハ少シグラヰ
水ニヌレテモ︑裏へ掛口ラナイ︒﹂

七487圏

モハヅレマセン︒

六22 白い砂に青い松︑どこのはま
べを見ても︑美しい景色である︒

﹁ソンナニイバツテモ︑ア

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

七498園

イ︒﹂

六138 モシ列ニハナレルヤウナコト
ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

近い所ならもっと目方がふ
えても︑四銭で送れます︒

七529園

スグ二二加ルノデ ア ル ︒

六148 どこの田を見ても︑稻がよく
じゅくして︑重さうにほをたれてゐ

875
てら

てもと

ドコデモ田ウエガハジマ

ずんあゆめ︒

三316
ツテヰマス︒

ドンナウチデモオイハヒ

三438 ソレデイツデモイクサニ
カツタトイフコトデス︒

四86

六321圏

ほんとのまうけでない金は
もしおなかでもいたいの

一厘でも取ってはならない︒﹂

六607圃囹

もしおなかでもいたいの

か︑おとし物でもしたのか︒﹂と︑
︵略V︒

六608圖圏

︵略﹀︑ドンナ重イ荷物デモラ

か︑おとし物でもしたのか︒﹂と︑
︷略﹀︒

ヲシナイトコロ ハアリマセン︒

四393園︵略﹀︑ドンナ時デモ︑コ
六794

七385

︵略V︑おてかずでも︑これ

花の種類は何でもよろしう
日用品ナラバ︑マヅ何デモア

ございます︒

七187團

ざいます︒

も二三種買って來ていた難きたうご

七184国

ク︿ト上ゲオロシヲシテヰル︒

ノ中ヘハイツテ︑内カラトヲ
シメテヰサヘスレバ︑アンシン
ナモノデス︒﹂

四452囹 今でも︵略Vなまぐさも

のをおくる時には︑のしをつ
けません︒﹂

ちん︑かつちん︒

四494團とけいはばんでもかつ

七516園

﹁手紙は︵略﹀︑四匁より少

ナイコトダ︒﹂

﹁小包郵便は二百匁までは

五日でも十日でも︑︵略﹀︑

ゆっくり看病してお上げなさい︒
八688国

ゆっくり看病してお上げなさい︒
といふ歌

﹁箱根八里は馬でも越すが︑

越すに越されぬ大井川︒﹂

九366圃

大水などの時には︑水のひく

などもあった︒

九369

までは幾目でも泊って待ってるなけ
鐵道の通じてみない所でも︑

ればならなかった︒

九383

馬所も無ければ︑川止も無い

馬車や人力車がある︒

九386

から︑︵略﹀︑女子供でも安樂に旅行
が出上る︒

︵略﹀木枯の風は︑音を聞く
だけでも物すごい︒

九702

上衣と股引は冬でも多くは

白いのを用ひる︒

十一鵬6

十一m2 寒風身を切る様な冬の日で
も︑氷の下の水をくんでせんたくす

る︒

モ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切漸ス

インチ
十日ー31 ︵略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板デ

ル︒

十551﹇図囹

﹁我が父の討たれ給ひし

てもと﹇手元一︵名︶1 手もと

別當は七日の間手もとに置きて︑木

時︑義仲二威なりしを︑︵略﹀︒︵略﹀︑

曾へつかはしたり︒

寺うあすかでら．

おてら・きよみずでら・ふるでら

いしやまでら・うじでら・おかでら．

てら︻寺一︵名︶8

︵略V︑誤があれば︑幾度でも

活版は︵略V︑同じ活字を何
又活字は何時でも直に植ゑる
豚はどんな物でも食ふから︑
飼ふのにたやすい︒

十864

ことが出阿るが︑︵略﹀︒

十221

度でも組立てて使へる︒

十219

其の活字を抜きかへて植直す︒

十1910

ければならぬ︒

フ ヒ ト

興福寺ノ︵略V︒此ノ寺ハ

︵略V法隆寺蓼川フ︒此ノ

寺ハ聖徳太子が用明天皇ノ御二二建

シヤウトク

十981図

立セシトコロ︑︵略﹀︒
ホプリユウ

藤原氏ノ氏寺ニシテ藤原不比等ノ建

十944図

の形を臥せり︒

千二百年以前のものにて︑昔ながら

︵略︶︒然るに此の寺は今より凡そ一

十43図 ︵略﹀︑大和の法隆寺なり︒

十187
︵略V遣外の深い人でも︑筆 八508図 アル日皇子︑寺ノニハニテ
ルトイツテヨロシイ︒
四778 いくら弓の名人でも︑こ
ケマリノ會ラナシ給ヒ︑︵略﹀︒
をとる前には十分に其の考を練らな
七493囹水制ヌレルグラヰハ何デモ
れを一矢でいおとすことは︑
やまと ほふりゆう

なかなかむつかしさうです︒

そらをとんでみる鳥

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

四792囹

手をはらなければなりません︒
﹁小包郵便でもやはり四匁

はきっといおとすほどの名人

です︒

を流しながら︑暮方まで働いてみた︒

八329

レ︑︵略V︒

ノ寺ナリ︒

ゲテ皇子二上ヅキ奉りシバ︑即チ此

ノ跡ニシテ︑︵略﹀︑鎌足が靴ヲサ︑

立シタルモノニシテ︑︵略﹀︒
夏のどんな暑い日でも︑あせ 十一645 同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅
アンゴ
十瓢6図
︵略V安居院ハ古ノ飛鳥寺
ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

どんなに遠い所でも︑八鏡でよいの

七528園

までが三銭ですか︒﹂

七524圏

でも︑ 三羽ねらへば︑二羽だけ
でございます︒
五175 又ドンナ流ノ早イ川デモ︑オ
ヨイデノボリマス︒
デモ上ルコトガアルサウデス︒

五176 鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ

テ︑列ヲツクツテトブ︒

六128 ガンハイツデモーシ二丁ナツ

八445

十一斯9此のオンドルがある爲に︑普

これ程有用な火でも︑ひよつ
とまちがふと大へんな事が出來る︒

六288囹 モシセイ出シテ使ツテクレ

八687團

通の家では冬でも夜具を用ひない︒

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

五日でも十日でも︑︵略V︑
マス︒

でる

てらす

876

十一39図寺の上の小高き所に後門
醐天皇の陵あり︒
さ かひ

飛ーサ蝉

︵略﹀︑ヨイモノハナンニ

モデマセン︒

二576

デテキテ︑イツシヨニ

デテ︑イ

オルスヰヲナサイマス︒

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

三118ウチノ人ガミンナソト

ツシヨニウタヲウタヒマセゥ︒﹂

ナイデ︑チツトソトヘ

三54國 ﹁︵略﹀ウチニバカリヰ

アソビマセンカ︒L

十一716國泉州堺に一下寺といふ寺 三45圏
あり︒

十一719図 此の給をかける書工久し
てらす

く此の寺に寄食してありしが︑︵略﹀︒

て ら ・ す ︻ 照 一 ︵ 五 ︶1

五107 ひるはあたたかな日にてらさ
れ︑夜は美しい月をうかべながら︑
休なしにあるきま し た ︒

ヲツカマヘテ︑︵略﹀︒

五416

汽車は

︵略V︑きまった時間

ルト︑ワニザメが居マシタカ

イフハナシデス︒

出テ空ヲトビアルクヤウニナツタト

穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜ニナルト

五557 ︵略﹀︑ヒルノ間ハ木ノウロヤ

鳴りました︒

もなく︵略﹀おそろしいかみなりが

五478音次郎が木の下を出ると︑間

みなりが鳴り出しました︒

マタカ 五461 ︵略﹀︑にはかに雲が出て︑か

クナツテ︑︵略﹀︒

三666︵略V︑ウラシマガウミベ
にちやんと出ます︒
デツリヲシテヰルト︑大キナ
五446 トンネルヲ出ルト︑マタ明ル
︿略V︑

カメが出テキテ︑﹁︵略﹀︒

ウラシマハ

メノセナカニノツテ︑海ノ上

三725

へ出テ來マシタ︒
︵略﹀︑タマテバコヲアケテ

見ルト︑中カラ白イケムリガ

三736

出テ︑︵略﹀︒

ラ︑︵略﹀︒

三128にはのまつの木の上 四526 アル日ハマベへ出テ見
へ月がでてゐます︒︹ひらがな

てり号ひでり
のドリル︺

しかたがないから︑うったへ
茶ハシンメノ出ルジブンニ︑
もう汽車が出ます︒

六458

家を出たのは朝の七時ごろで

︵略V︑川について︑四五上行

あぜ道を七八町通って︑小川

今日は天氣もよいから︑人が

︵略V︑うちではす﹂はきをし

初はひくい役目で︑信長の

こまが出てうれしかった︒

た︒︵略V︒ゆか下から去年なくした

六363

ると︑︿略﹀︒

出たので︑二人が店のるすをしてゐ

だんく來ると︑ひろい野は 六298 ある日主人は朝から用たしに

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

六152

の橋を渡ると︑御社の前へ出ました︒

六95

出ました︒

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

六85

した︒

六83

で出た︒

言ひつけて︑夜のうちにがけの上ま

さあ︑あんないをせよ︒﹂と

でる︻出一︵下一︶75 デル でる 出

三406うが川の中で︵略V︒今四658 あんな小さなからだで︑あ

ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ

それから少し來ると︑高いが

五801

てる母あまてらすおおみかみ
肉デ・デ ル 彫 う す す み で る ・

んな大きなこゑの出るのが

出る

もぐったかとおもふと︑すぐ

ル

ながれでる・わきでる

︵略﹀︑どうかして大神にまた

ふしぎです︒

五412

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

五323

て出ました︒

五237

らへ出ました︒

五102

けの上へ出ました︒

五93

アンナイ申シ上ゲマシタ︒

出テ來テ︑︿略V︑ヨイミチノ方へ御

五63

らをおはじめになりました︒

まの岩戸の外にあつまって︑おかぐ

出ていただきたいと︑︵略V︑一同あ

五24

に一びきくはへて︑でてきます︒

見てみるうちにまた一

こひやふななどは水か

やうにして︑水の上へ出て

三493︵略V︑下へもぐって︑しば
らくたつと︑ひとりでにうかぶ

びきくはへて︑ういて出ます︒

三412

ニー4 ヒノデナイウチニ︵略﹀︒

二27イマ日ガデマス︒
一一96園 デタデタ︑ツキガ︒

二96國 デタデタ︑ツキガ︒
ニー12圃マタデタ︑月ガ︒
二266 トモキチハシンパイシテ︑

きます︒

︵略V︑舟がたくさんおき
︵略﹀あみをだんだんはま

アル日ウミベへ出テ見
ルト︑子ドモが大ゼイデカメ

三654

になってひきあげます︒

子どもも大ぜい出て︑いっしよ

ベ へひきよせてくると︑女や

三608

へ出てゐます︒

三593

ら出ると︑しんでしまひます︒

オヂイサンガソコヲホル 三498

カドグチヘデテミマシタ︒

二525

ト︑土ノ中カラ︑ ︵略﹀タカラ

キタナイドロ水ノホカニ

モノガタクサンデマシタ︒

二536

ツクタビニ︑ウスノ中

ハナンニモデテキマセン︒

二566

カラ︵略﹀耳垂ラモノガデマシタ︒
二575 ︵略﹀︑ヤツパリキタナイモ

ノバカリデテ︑ヨイモノハナ
ンニモデマセン︒

877
でんえん
でわ

目通りへ出ることも出來ませんでし
た︒

六466 又ある朝早く信長がかりに出
ようとして︑︵略︸ ︒

七95圃 道をはさんで畠一面に︑褒
はほが出る︑菜は花盛り︒

七287 一匹の鷲の口から出る綜をの
ば し て 見 る と ︑ ︵略V︒

七326 そのくだから出すねばったし
るが外へ出ると︑すぐにかわいて綜
︵略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

になるのである︒

七329
になって︑繭を破って出て來る︒

七332 蛾が出ると︑綜が取れないか
ら︑︵略V︒

て來ない︒

八219囹

︵略V︑苺朝早くすを出て︑

ゑをさがして︑すぐ錦ってしまふと

その中に下男が萎俵をかつい

いふことだ︒﹂

八235

で

は

は

出羽
うりふ

弾く時にはあんな音が出ないのかと
︵略V︒

で

でわ︻出羽一︹人名︺1

︵略﹀︑片岡・出羽・瓜生

此ノ聖旨大勢ノ人が手分ヲ

手分

︒東郷︵少將︶の諸隊は敵の後尾を

十二62図
つく︒

トノ・フ︒

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十﹇97

︵略﹀︑今度は下女がぼけつを てわけ﹇手分﹈︵名︶1

で︑裏門から出て來ました︒
八246

聞けば此の火事は材木屋の小

さげて︑牛小屋から出て來ました︒

八447
屋から出たので︑︵略V︒

ル

歯ーシ彰

こちらでは近年にない大火 てわけ・する﹇手分︼︵サ変︶1 手分ス

事だから︑︵略V︒それが東京の今朝

八459園

一箱ノマツチヲ造ル手数モ
ノ人が手分シテスルノデアル︒

ナカ︿複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢

十一93

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオク

の新聞に出たので︑︵略︸︒

八659

戦にも出ず︑︵略﹀とのことと︑︵略﹀︒

豊島の戦に出なかったこと
は艦中一同残念に思ってみる︒

九232囹

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方ガ
ラマツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出

十74

櫻や梅ノ葉鞘唯一スヂノ太イ

テ︑︵略﹀︒

十77

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

犬を連れた男が銃を肩にし

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

天

マデ

アガ

タコタコアガレ︒︵略﹀︑
アガレ︒

クモマデアガレ︒ 天 マ

より三年︑北方の天を望みて崩御あ

天︑恕罪を空しうする

りし御心事を察し奉れば︑︵略V︒
こうせん

なかれ︒

十一1510國圃

十一531図 ︵略﹀︑常二其ノ行ヲツ︑

シミ︑上︑無二恥ヂズ︑下︑地二恥

ヂズ︑外︑人二黒ヂズ︑内︑己二恥

明くれば二十八日︑天よ

ヂザル工夫ヲナスベシ︒

十二79図

く晴れて海波静かなり︒

テン．貼うしゅつ

りやごふくてんおんちゅう・こうりて

てん﹇店︼号おわりやごふくてん・おわ

ん

てん﹇点︼︵名︶2

ばつてん・れんけつでん

五164 ︵略﹀︑クロイテンノアルウロ

街路は掃除最もよく行き

コが三十六枚ヅツナランデヰマス︒

十二623図

百般の設備皆具れり︒此の馳より見

と穿きて︑衛生・消防を始め︑︵略﹀

れば眞に近世都市の好模範たり︒

だいごくでん・だいぶつでん

でん母かぐらでん・せいりょうでん・

︵略﹀︑・天マデトドクカト てんn▽ところてん

天皇のこΣに行幸ありし

まうせん

爾岸及び島々︑見渡す限

田園

外國の或商會で新聞紙に店員

店員入用

如く︑︵略﹀︒

り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが

十﹇193図

でんえん︻田園︼︵名︶1

入用の廣告を出した︒

十344

1

大砲ノヒマキハ︑天モオチ︑ てんいんにゅうよう﹇店員入用︼︵名︶

︵略﹀︑数千年もへたらんか
天をつく︒

九462図
十﹇310図

りて︑砂煙は天をおほへり︒

四日目の正午頃︑大風吹起

と思はる＼老木枝をまじへて︑高く

八53図

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七893図

ニナリマシタ︒

オモフヤウナ︑大キナ太イ木

二554

デアガレ︒

二323圃

レ︒

クモマデ

二314圏

軍人となって︑いくさに出 てん﹇天︼︵名︶10 天

ト︑紺色ノ汁が出マス︒

たのを男子の面目とも思はず︑︵略﹀︒
ほうたう

七332 蛾が出ると︑綜が取れないか 九194囹
ら︑まだ出ない内 に む し て ︑ ︵ 略 V ︒

を産んで︑︵略V︒

七334 蛾は繭から出ると︑やがて卵 九206今立 ﹁聞けば︑そなたは豊島の

ぐに紙の上において卵を産みつけさ

七336 蛾は︵略﹀︑出て來ると︑す
せる︒

七381色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ
折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

ラズく二出口へ出テ來ル︒
七819圓 まついかりをぬいて港を出
て行くと︑︵略︶︒

七864囹 又夜はいくら暗くても︑星 十299
かげ

て︑森の蔭から出て來て︑︵略︶︒

︵略﹀︑どうして又自分の

リンから︑あんな音が出るか︑︵略﹀︒

村デハ農夫ガクハヲカツイ 十二831老人は︑どうしてあのバイオ

が 出 て み れ ば ︑ ︵略V︒

八148

デ︑タンボへ出ル時デアル︒

八217囹 ︵略V︑毎年一羽つつしか出 十二832

でんじ

てんか

878

てんか﹇天下一︵名︶7 天下

八186図 時頼が心正シク︑ツネニ節

の

像ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル
み

モ︑︵略﹀︒

十﹇777図 美濃の養老瀧は孝子の傳
シ

ナ

説を以て其の名天 下 に 高 し ︒

十一皿2國 支那ノ昔後漢ノ末︑天下
麻ノ如ク説レテ︑ 英 雄 四 方 霜 起 レ リ ︒

スケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天下ヲ三分シ

ショク

十一鵬4図 孔明︑︵略V︑遂二備ヲタ

位人臣の榮を極め︑富天

﹁孔明ハ天下ノ奇才ナ

テ其ノーヲ保タシ ム ︒

リ︒﹂

十一鵬6図圓
十一一724図
快活なる精神を以て熱心

下 に 冠 た る も ︑ ︵略V︒

十一一733図

に其の事業に從事せば︑天下何事か
成らざるを憂へん ︒

下火ス

﹁杉野ハ今寺火ヲ終ヘタ

てんか﹇点火﹈︵名︶1 聖火
七898﹇雪袴
ル ゾ ︒ 総 員 ボ ー トへ︒﹂

でんか多こうたいしでんか
︽ース︾

てんか・す︻点火﹈︵サ変︶1

ノ敷二千二近シ︒毎年節分ノ夜審ク

氣ジカケ

きのふは日本ばれのよい天氣
今日は天氣もよいから︑人が

其

氣豫報

し︒

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ

獲掘シタル銅鑛ハ︑或ハ電 零墨ー79図 ︵略﹀︑又其の日の天氣豫
仏学圖

︵略﹀︑中央氣象亀は各測 てんきよほうおよびぼうふううけいほう

テングサ

天賜豫報及び暴風

天氣尊報及び暴風

天華豫報及び暴風雨警報

第四課

ノモノモアル︒

間に鮎在す︒

天氣圖とは︵略﹀一般の

まう
︵略V田園よく開けて︑毛

毯を敷けるが如く︑白壁の民家其の

せん

十一195図

角ース彰

てんざい・す﹇点在一︵サ変︶1 貼在す

り︒

一目に全國天候の如何を示すものな

天氣要素を地圖の上に記載し︑︵略V︑

十ニー96図

てんこう﹇天候﹈︵名︶1

出撃圖に用ふる普通の符 てんこn▽じんいんてんこ

韓業
︵略﹀︑又他の職業に從事

天候

七765 ︵略﹀︑テングサノヤウニ紅色

ニハ︑テングサガアル︒

七753 ︵略﹀︑トコロテンニスルモノ

てんぐさ﹇天草﹈︵名︶2

雨警報

十ニー63

第四課

︹課名︺2

天氣圖とは各地に於て同

雨警報

十二目5
諸子は中央環象皇より獲

候所の報告によりて天白圖を作り︑

つ玄き

八425

穴ースル彰

に二業するに至るべし︒

氣要素

てんぎょうそ﹇天気要素﹈︵名︶1

温熱二帯にまムがり

田地

御村も當村と同じく水利

の良き割合には田地少く︑︵略﹀︒

十911圓團

でんじ︻田地﹈︵名︶1

て︑天産多きうまし國︒

十二4710図圃

天 てんさん﹇天産︼︵名︶1 天産

する人も靴屋の利上あるを見て︑之

十一939図

す

てんぎょう・す﹁転業︼︵サ変︶1

つてみる上に︑︵略V︒

長い天氣つ讐きで︑かわきき

てんきつづき﹇天気続一︵名︶1 天氣

號は左の如し︒

十ニー97図

に硝石天候の如何を示すものなり︒

天上より下界を見下すが如く︑一目

要素を地圖の上に記載し︑あたかも

風の方向・強弱︑温度等一般の天氣

時刻に観測したる晴・曇・雨・雪︑

十一一193図

行ずる天氣圖を見たることありゃ︒

十ニー92図

︵略VQ

十ニー72図

てんきず﹇天気図﹈︵名︶4

氣ジカケノ機械ニテマキ上ゲ︑︵略﹀︒

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

ぜんこ

十624図
天氣

ぬ︒

てんき︻天気一︵名︶8

六78

くてんきょほう・ちほうてんきよほう
でした︒

六151
大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒
︵略﹀︑天竺のよい間に取入れ

今日は天工がよくて暖いか

なければなりません︒

六154

六358

雨は夜中にはれて︑今日は

ら︑うちではす猿はきをした︒

八42國

﹁我は天盛にも相談せず︑

うら﹂かなる天爵なり︒

九599図園

︵略﹀︑

日々の天氣は我等の生活

毎目運動するが故に︑︵略﹀︒﹂

十ニー64□□凶

又各測候所が

に大なる關係あり︒
十ニー75國

電氣

の地方の天氣を豫告するを地方天氣
豫報といふ︒

でんき︻電気一︵名︶1

工場ニハ色々アル︒︵略︶︒

イヅレモ大規模二出目テヰテ︑霊ク

十ニー29

蒸氣や電氣ノカヲ利用スル︒

是等の豫報は︵略﹀に掲
示せらるΣを以て︑我等は之を見て︑

十ニー78図

氣如何

てんきいかん﹇天気如何︼︵名︶1天

ロウ
十9510図 大小ノ燈籠左右二塁ク︑其

之二業火ストイフ ︒

てんがん﹇天顔﹈︵名︶2 天顔

︵略V晴・曇・雨・雪︑
風の方向・強弱︑温度等一般の天氣

十ニー94図
明日の悪騒如何を豫知することを得

七75國圏 正行︵略︶︑皇居ニマヰ
リ テ 申 シ ア グ ル ヤウ︑﹁︵略V︒︵略V︑

要素を地圖の上に記載し︑︵略V︒

天

べく︑︵略﹀︒

電 てんきよほう︻天気予報︼︵名︶1

今一度天顔ヲヲガ ミ テ マ ヰ リ タ シ ︒ ﹂

十一164図 主上は詩の心を御さとり でんきじかけ﹇電気仕掛﹈︵名︶1

879

てんしさま一てんずる

天子様

てんしさま﹇天子様﹈︵名︶2 天子サ
マ

三145 ソレヲ天子サマ ガオキ
キニナツテ︑ノミノスクネト
イフ人トスマフヲオトラセニ
ナリマシタ︒
すがるは︵略﹀︑﹁天子檬の

おほせだから︑子 を 出 す や う に ︒ ﹂

五374圏

と︑︵略V︒

てんじてんのう︻天智天皇﹈︹人名︺一
天智天皇

テンヂ

だ好し︒

十二998図

汽車・汽船・電車等の交

通機關︑博物館・辞書下等の公共螢

天授

造物に在りては︑敏速と規律とを尊
ぶものなれば︑︵略V︒

てんじゅ︻天授﹈︵名︶1
孔明︵略V︑再ビ戦ハ

シメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクスルコト

十一塒4ロロ凶囹

七回二面ビシカバ︑賊子歎ジテ︑﹁公
ハ天授ナリ︑敵スベカラズ︒﹂トテ︑
マタ反スルコトナカリキ︒

天守

名古屋城は︵略﹀︑其の天守

天上
天氣圖とは︵略﹀一般の

かも天上より下界を見下すが如く︑

天爵要素を地圖の上に記載し︑あた

十ニー95図

てんじょう﹇天上﹈︵名︶2

の天守閣の棟の雨はしにあり︒

八939図 名高き金のしゃちほこは此
むね

閣は加藤清正のきづきしものなり︒

かとうきよまさ

八938図

八541図 中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ てんしゅかく︻天守閣﹈︵名︶2
テンヂ
ツキ給フ︒天智天皇ト申シ奉ルハ即
閣
チ此ノ御方ナリ︒

でんしゃ﹇電車︼︵名︶8 電車n▽きし

七542図 新橋停車場ヲ出デテ︑上野

ゃでんしゃちゅう
行ノ電車二乗ル︒

雷 門ニテ電車ヲ下りテ︑観

七558図 上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行
ノ電車二乖ハル︒

七561障コ凶

︿︑床もなく︑天井もなし︒︵略﹀︑

かやを結びて壁に代へ︑又かやを並

室が響く︑天井が高いと温

べて屋根となせり︒

十一皿6

りにくいから︑成るべく狭く低くす
る必要がある︒

てんしょうさんねんごがつ﹇天正三年五
月︼︵名︶1

天正三年五月奥平信昌︑

天正三年五月
のぶまさ

十二267図

ながしの

か

いへやす

電信

東洋平和の天職は

天職

徳川家康の命を受けて長篠城を守
る︒

十一m10図團

てんしょく﹇天職﹈︵名︶1
＼る︑我等の肩の上︒

でんしん︻電信︼︵名︶1

工兵は陣地をきづき︑道を

ノテンジンサマノオヤシ二型
モ︑ウメノ木ガウエテアリマ

ス︒

デ

六404團 ︵略﹀︑北野の天神檬へさん

けいする︒

でんしんばしら︻電信柱︼︵名︶一

六677図杉ハデンシン柱二項ヒ︑又

ンシン柱

ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ルニ用フ

ルコト多シ︒

温泉の諸種の病を治する

てん・ず︻転︼︵サ変︶5 輔ず 角ージ・

十728図

ーズル彰

新なる空事を吸ひ︑美麗なる風光に

は︑︵略V︑一つには又地を韓じて清

一島未だ去らざるに︑一

接するが爲なるべし︒

十一186図

島更に現れ︑︵略V︒かくして島騨じ︑

開き︑橋をかけ︑鐵道を造り︑電信

九251図

を通ずる等︑もっぱら技術の事にし

天ジンサマ

天神様

じて逃ぐ︒

か

︵略V︑亜蓬蓬加・印度の

あ め り か

ぼるどがる

コロンブスは葡萄牙に客

是に於て空しく志を抱

遊中︑熱心に此の説を主張したりし

十二764図

きことにあらず︒

食物を追うて其の居を韓ずるは珍し

獅子︑南亜米利加の野牛等の︑︵略﹀︑

し ち

十二673図

あ ふ り

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を蘇

相如聞きて︑力めて之を

海廻りて︑其の蓋くる所を知らず︒

ジンサマ

スガハラノ

天ジンサマ ノオ
ハ

十二3810図

たがふ︒

ジンサマ

てんじんさま﹇天神様﹈︹課名︺2 天

上の音樂の様な美しい音がわき出し

コレ
くじゃくは

ハ

二445
八591

ヤシロデス︒

た︒

音 堂 二 向 ツ テ 行 ケ バ︑︵略V︒
一目に全國天候の如何を示すものな
番目7 十七 天ジンサマ
り︒
七589図 電車ニテ九段坂ノ上州イタ
ニ444 十七 天ジンサマ
ヤスクニ
リ︑靖國神社ニサ ン ケ イ ス ︒
十二829弓が一度綜にふれると︑天 てんじんさま﹇天神様﹈︵名︶4 テン

九404図 ︵略V︑山ノフモトナル湯本
マデハ電車サへ開 通 セ リ ︒

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

天ジンサマ

が︑ ︵略﹀︒

てん・ずる﹇転︼︵サ変︶1 輻ずる

いて西班牙に醇じ︑居ること多年︑

ミチザネトイフ

チユウギナオ
のになると︑若し家の中でひろげさ

︵略﹀︒

ナガオスキデシタカラ︑ドコ

二475

カタヲマツツタノデス︒
コノォカタハゥメ ノ ハ
ある︒

十814図

其の家はほったて小屋の如

せたら︑︵略V︑天井へつかへる程で

︵略V︒大きなも 一一466

十一261図 都岡の地には電車・自動 てんじょう﹇天井一︵名︶3 天井
に速力を競ふ世とはなれり︒

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二634図 電車の便の最も開けたる

慮なく︑車内亦清潔にして乗心地甚

てんせい一てんのう
880

︽ージ︾

りん

道︑人倫の常経なり︒

長セツ

てんちょうせつ︻天長節一︵名︶1

十647 船長の︵略﹀號令に︑船はは ＊でんち号でんじ
や方向を蝉じて︑北へ向って走る︒

てんせい﹇天性一︵名︶1 天性

シタ︒

てんてんと﹇点点﹈︵副︶1

黙々と

天

十一526國 天性快活ナル人モ︑身膣 四93 私ドモノガクカウデモ︑
ケサ天長セツノシキガアリマ
ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

の

ヘテ笑フコト少シ ︒
み

十一777図美濃の養老瀧は孝子の傳 十二851 日ははや没して︑燈火の光

でんせつ﹇伝説﹈︵名︶1 傳説

とど

十﹁m3國国
しらかば

え

ぞ

か

ら

森林は︵略﹀廣大なる

天然林にして︑椴松・蝦夷松・落葉
まつ

松・白樺等一面に生ひ茂り︑︵略﹀︒

天皇号いち

じょうてんのう・おうじんてんのう・

てんのう﹃天皇︼︵名︶28

天皇はこれをごらんになつ

︵略﹀︑天皇ハ吉野山ノカリ

天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

高タマキ上ゲサセ︑正行ヲ近ク召シ

タマヒテ︑︵略V︒

ふとびたまふこときはめてあつく︑

八12廓︒凶代々の天皇は皇大神宮をた

︵略﹀︒

天皇大極殿二手デサセ給

ダイゴク

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

が︑︵略﹀︒

八25國その神勅によりて︑代々の

八522図

かいかてんのう・かんむてんのう・け
・ごだいこてんのう・ごだいこてんの

いこうてんのう・こうぎょくてんのう
うりょう・ごつちみかどてんのう・さ
いめいてんのう・しょうむてんのう・

コノ天皇ガワルモノドモヲ御
天皇ハ國ノ中ノワルモノド

十﹇39図

中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

代々の天皇の三位に即かせ

やまとたけるのみこと

︵略﹀︑天皇日本武尊に命

道後は︵略V︒︵略V︑古代

天皇のこ＼に行幸ありし

ひしことも敷回に及べり︒

より世に著れ︑往昔天皇の行幸し給

十736図

面目をほどこしたりしが︑︵略V︒

感に入り︑御衣を賜はりて身に蝕る

九8010國 ︵略﹀︑詩を作りて天皇の御

は深く之ををしみ給ひき︒

九6310図 ︵略﹀︑其の嘉ぜし時︑天皇

故︑天皇の御信任も厚く︑︵略﹀︒

かばかりの大功ありし人

じて︑之を討たしめ給ふ︒

九410國

つぎ給ふ︒

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

九13図

トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

八543図 ︵略﹀︑天皇重ク用ヒテ大臣

奉りテ功アリシカバ︑︵略V︒

八543図

ヒ︑入山カタハラニ侍ス︒

が緊々として土工彼某にか皮やいて

ツキ給フ︒

八541図

説を以て其の名天下に高し︒

じんむてんのう・すいぜいてんのう・

デンデンム

みるとは︑︵略﹀︒

でんでんむしむし︵名︶一

てんじてんのう・にんとくてんのう・

でんせんびょう﹇伝染病﹈︵名︶1 傳
染病

キノエダニカタツムリ

︵略﹀︒

七77図

ノ皇居ニウツリタマヘリ︒

七54図

ックスベシ︒

忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御三メニ

七28図圏我が死ニタル後モ︑︵略﹀︑

姓をたまはりました︒

て︑︵略︶︑すがるには小子部といふ

五378

ヰニオツキニナリマシタ︒

五78

天皇ハ︵略V︑天皇ノォクラ 九639図

モヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑

五76

セイバツニナツタ時︑︵略V︒

五58

神武天皇ト申シ上ゲマス︒

五57

う

ゆうりゃくてんのう・ようめいてんの

一264圃

ガヰマス︒デンデンムシムシツ

﹂るものあらば︑近虚・隣へ些して

ノダセ

テント

さていよく沙漠に入りし

︵略V︑其の日の夕方︑一組
天然

天然の美は更に人工の美よ

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

十二908図若し家内に傳染書画にか シムシ
も申しわけなく︑世間へ幽しても相

九954図

てんねん﹇天然﹈︵名︶2

の隊商の宿れるテントを見たり︒

九489図

を張りて夜を過す︒

が︑︵略﹀︒日暮るれば︑一同テント

九459図

テント︵名︶2

ヤリダセ︒

濟まぬ次第ならず や ︒

1 電第一〇號
傳達ス

でんだいじゅうこう﹇ 電 第 十 号 回 ︵ 名 ︶

八48図電第一〇號
角ーシ甲

でんたつ・す﹁伝達﹈︵サ変︶1

命 令 ・ 報 告 等 ヲ 傳達シ︑︵略﹀︒

傳達

十一341図 通報艦属望トシテ艦隊ノ
でんたつ・する︻伝達﹈︵サ変︶1
くわふん

りも勝れたり︒東照宮の西三里ばか

余ーサ彰

十二206 其の時花の中の花粉は是等

︵略﹀︒

する

一つの花から他の花

九965図
し︒

林

てんねんりん﹇天然林一︵名︶1

天然

の美とを併せたるは日光に如くはな

︵略V︑よく人工の美と天然

り︑男髄山のふもとに中脚寺湖あり︑

の鍛に着いて︑
に傳達される︒

﹁此の五箇條は天地の公

御代に返すは誰が任ぞ︒

十899図國 ︵略V やみの天地をまた

てんち﹇天地﹈︵名︶2 天地
元の

十二m3図

881

てんのうごうごうりょうへいか一でんりゅうがわ

より三年︑北方の天を望みて崩御あ

ではないか︒﹂と︑その使を追ひか

見バ︑世ノ韓墾ノ如何二甚ダシキニ

八48図

報料

天皇陛下の御製

天皇陛下の御製

電報
電報

天龍川

でんりゅう

電報料

甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異

でんりゅう

でんりゅうがわ﹇天竜川︼︹地名︺1

セシコトヲ知ルベシ︒

テモ︑此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來

ナリ︒︵略﹀︒名禰ノカク異ナルヲ以

十308図

余ーセ︾

然レドモ自然ノ三針ハ更二 でんらい・す﹇伝来一︵サ変︶1 傳來ス

驚クナラン︒

八35國

是ヨリモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ

九409図

へして︑︵略﹀︒

十一447図

たる後も︑天皇陛下御参拝あらせら
ヤ︒

明治三十七八年戦役の終り

皇より賜はりし具足一領を取出して
れ︑平和の成りたるを告げたまひし

︵略﹀︑正儀は︵略﹀︑天

りし御心事を察し奉れば︑︵略V︒

與ふ︒

第十四
第十四

﹁東京のをぢさんから火事

電報

電報

が︑︵略V︒

ヨ

天皇陛下を大元帥と仰ぎ
國民皆兵なる今の大御代︑

第一課

川なども︑其の頃は橋が無かったか

九362 ︵略﹀︑富士川・大井川・天龍

ら︑人の肩車に乗ったり渡船に乗つ

﹁こちらでは近年にない大

たりして渡ったのであった︒

電報の文は成るべく短く書

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

八468囹

を打つたのだらう︒

八458園

見まひの電報が來た︒﹂

八453囹

でんぼう﹇電報﹈︵名︶5

八452

八目2

でんぽう︻電報﹈︹課名︺2

十二鵬9図 我が國は二世一系の天皇
八848

︵略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

之を統治し給ひ︑︵ 略 ﹀ ︒

ニ︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ

二︑帝國ノタメ︑天皇陛下ノ御タメ

︵略﹀︑天皇は三二大臣の

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

かしこくも天皇陛下は自ら

ナイト︑︵略︶︒

十二塒9図

せ給ふ︒

九244図

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

十二卿10図 しかして︑法律及び測算
は帝國議會の協賛を経たる後︑天皇
すべ給ふ︒

︵略﹀︑本殿ニバカシコクモ

の名を下し賜へり︒

電報は十五字までが一音信

電報認方注意

でんぼうりょう﹇電報料一︵名︶1

1 電報頼信紙
八48図電報頼信紙
電

でんぼうらいしんし﹇電報頼信紙﹈︵名︶

八48図電報逡達

電報逞達

でんぼうそうたつ﹇電報送達一︵名︶1

八48図電報認方注意

方注意﹈︵名︶1

でんぼうしたためかたちゅうい﹇電報認

︵略V︒﹂

で︑にごった字は二字に数へるから︑

八482園

い︒﹂

んなにていねいに書くことはいらな

かなければならない︒
九957図 天皇陛下かつてこ﹂に行幸
さちのうみ
八473囹 又ことばも電報だから︑そ
あり︑其の風景を賞し給ひて︑幸湖

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒

九286図

の裁可を待ちて始めて成立するもの

とす︒

上奏とは文書を天皇に奉

天皇の裁可を経ざれば其の効力を生

十二鵬3図 爾院の決議一致すとも︑
ぜざるなり︒

十一一鵬7図

﹁我が聯合艦隊が克ク

十ニー07図團

ツ

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

イ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧痴言

︵略V︒

奉り︑

十二鵬7図

ノ致ス所ニシテ︑︵略﹀︒

タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜威

ミ

て意見を述ぶるを い ふ ︒

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二m2図 勅諭は先づ我が國の軍隊
を 諭 し 給 ひ ︑ ︵ 略V︒

后両陛下︼︵名︶1 天皇皇后爾陛下

てんのうごうごうりょうへいか︻天皇皇

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

十二目2

九303図 臨時大祭二天皇皇后雨陛下 てんのうへいかのぎょせい︹墨書︺2
リ︒

天皇陛下の御製
韓攣

第一課

︵略﹀︑若シ逃道ノ今ノサビ

シサト︑昔ノニギハシサトヲクラベ

九408國

てんぺん﹇転変︼︵名︶2

十ニー2

天皇へいか 天皇陛下

てんのうへいか︻天皇陛下﹈︵名︶8
秀吉は大そうおこって︑﹁日

本國には天皇へいかがいらっしゃる

六524圏

記
後

882

後

の八月であった︒

編集の経過と担当者

副主幹飛田良文

補助員斎藤純子

第二期に関する作業にたずさわったのは次の通りである︒
昭和五十六年度

主幹斎賀秀夫
豪紀・木村睦子・湯浅茂雄・村山昌俊・碁石雅利

調査員林大・見坊豪紀・木村

昭和五十七年度から昭和六十一年度まで

研究員高梨信博

ら今日まで︑用例を採集する文献の目録を作成する作業と︑用例採集の

また︑このほか昭和五十四年度に国語辞典編集準備室が開設されてか

解説は飛田良文が執筆した︒

た︒

順子・妹尾和子・山川淑子・山下かおり・吉野美奈子がこの作業を助け

なお︑久池井紀子・伊藤眞一郎・平澤啓・木下哲生・吉竹孝介二二宅

月から︶

ら︶・貝美代子︵昭和六十一年九月から︶・服部隆︵昭和六十二年二

麻砂彦︵昭和五十八年三月まで︶・加藤信明︵昭和五十八年四月か

睦子・瀧本典子︵昭和六十年三月まで︶・中田恵美子︵同上︶・二戸

主幹飛田良文

調査員見坊

記した通りである︒完成原稿を三省堂に渡しはじめたのは昭和六十一年

稿作成の作業に入った︒作業の手順は﹃国定読本用語総覧1﹄の後記に

昭和六十年四月からは﹃国定読本用語総覧2﹄の編集作業を開始し原

成を行い︑四月からカード採集をはじめた︒

五十七年三月から手作業総索引方式による作業原本作成・複写カード作

﹃尋常小学読本﹄︵いわゆるハタタコ読本︶に関する作業に入った︒昭和

国語辞典編集準備室では昭和五十六年度から第二期国定読本すなわち

記

︵千石喬・池上嘉彦・佐藤純一・田島宏・

方法についての実験が継続している︒以下の成果が国語辞典編集準備資

0国語辞典覚書︵林大︶

料として完成している︒

1諸外国における大辞典
石綿敏雄ほか︶

茂雄・柏木成章︶

2用例採集のための主要文学作品目録︵飛田良文・清水康行・湯浅

3用例採集のための主要雑誌目録︵飛田良文・高梨信博・見坊豪紀・

荒尾禎秀・村山昌俊・斎藤純子︶

豪紀・村山昌俊・斎藤純子・瀧本典子︶

4用例採集のためのベストセラー目録︵飛田良文・高梨信博・見坊

5用例辞典編集作業のためにe◎︵見坊豪紀︶
飛田良文︶

6現代語用例辞典の構想−用例採集法を中心として一︵林大・

7用語総索引作成のための電算機利用方式︵木村睦子︶
国語辞典編集準備室所蔵

見坊文庫目録

8スカウト式用例採集の手引き︵見坊豪紀︶
別冊

︵飛田良文記す︶

CONCORDANCE 2 OF KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 2 is the result of work done by the Seetion for Dictionary Re‑

search of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 2 is published as part of the basic researeh materials to be used
for the Historical Japanese Dictionary being planned.

3. The making of CONCORDANCE 2 was done manually, although our future works
will be computerized.

4. .lfokutei Tbkuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
of Education. These were used in all elementary sehools nationwide for 45 sehool years

from April 1904 to March 1949.

5. CONCORDANCE 2 covers the second Kokutei Tbkuhon, called the Zinzy6 Sy6gaku
1lok2thon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes
were used for the six grades of eompulsory edueation from April 1910 to March
1918.

6. The finzy6 Sy6gaku Tbk2ehon was revised several times. The text ehosen for
CONCORDANCE 2 is an earlier version published in the years 1909 and 1910 and is
now in the possession of the NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN (RiSZt21t5t#pm).
7. CONCORDANCE 2 covers the first half of the vocabulary of the seeond1kokutei
Tbkzehon or words from A (to) to TE ('C); the latter half of the words from TO (t)

to N (/L) will be covered by CONCORDANCE 3.
8. The introduction explains the following:

the transition from the first to the second Kbkutei Tbkuhon;
the characteristies of the second Kok2etei Tbk2ehon;
the editorial poliey of the second Kok2etei Tbkuhon; and
the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 3.
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