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刊行のことば

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

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

時代をかりに三百年︑百五十年︑五十年年に区切って見るとき︑一八五一年以後の時期は︑日本語が近代的発展をとげ

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

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

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

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

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

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

昭和二十二年より使用﹃こくご﹄

一〜四﹃国語﹄第三学年︵上下︶第四〜六学年︵各上中下︶︵今日みんな

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

昭和八年より使用﹃小学国語読本﹄︵今日サクラ読本と俗称︶巻一〜十二

大正七年より使用﹃梼中国語読本﹄︵今日ハナハト読本と俗称︶巻一〜十二

明治四十三年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日ハタタコ読本と俗称︶巻一〜十二

第第第第第第
六五四三ニー
期期期期期期

いいこ読本と俗称︶

あ〜ん︶を︑第二期国定読本については二分冊とし︑第

あ〜て︶として刊行したが︑第二分冊についても編集を完了したので︑﹃国定

第一期国定読本については︑﹃国定読本用語総覧1﹄︵第一期
一分冊を﹃国定読本用語総覧2﹂︵第二期

読本用語総覧3﹄として刊行することにした︒これには第二期の用語﹁と〜ん﹂の部を収める︒

この﹃国定読本用語総覧3﹄の編集作業及び諸本の調査にあたったのは︑主幹飛田良文︵言語変化研究部長︶︑主任研

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

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

国立公文書館︑国立教育研究所附属教育図書館︑直書文庫︑大分県立大分図書館︑福岡県教育センター︑藤沢市文書

館︑横須賀市教育研究所︑御宿町歴史民俗資料館︑財団法人五倫文庫︑愛知教育大学附属図書館︑滋賀大学附属図書

館教育学部分館︑筑波大学学校教育部︑奈良女子大学附属図書館︑福岡教育大学附属図書館︑東京都文京区立誠之小

学校︑増穂町教育委員会︑増穂小学校創立百周年記早教育資料国里行委員会︑文化庁文化部国語課主任国語調査官安

雄

永実︑同国語調査官西田絢子︑国立教育研究所附属教育図書館事務室長中村紀久二︑滋賀大学教授鈴木博︑山梨大

学教授松井栄一︑岐阜大学助教授梶山雅史︑福岡大学助教授安井篤︑筑波大学専任講師塩澤和子
また︑前二巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

昭和六十三年二月五日

元 菊

国立国語研究所長

野

例
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凡

凡

例
j内容

︵二︶底本

︵三︶用語採集の範囲

︵四︶見

︵五・一︶見出し

︵五・三︶品詞 ︵五・四︶人名・地名などの注記

︵五︶見出し語の注記

︵五．二︶漢字
︵六︶見出し

︵七・二︶所在

︵五・七︶活用形

︵五・六︶表記

︵八︶﹃国定読本用語総覧2﹄の訂正

︵七︶用例と所在 ︵七・一︶用例文

j内容

︵七．三︶層別

語 の排列

︵五．五︶度数

出し語の立て方

（一

その全用例のうちトからンの部までを収めたものである︒

︵二︶底 本
国立公文書館内閣文庫所蔵のもの︵函架番号三七五・四七︶
して用いた︒︵﹃国定読本用語総覧2﹄所収の解説参照︶

︵三︶ 用語採集の範囲
底本のうち︑

①目録
②本文
③図版

を底本と

本﹄︵いわゆるハタタコ読本︒全十二冊︒︶の全用語を五十音順に排列し︑

本書は︑明治四十三年度から用いられた第二期国定読本﹃尋常小學讃

（一

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は
除いた︒

表紙．扉・ページを示す数字・奥付などの部分は︑用語採集の対象と
しない︒

なお︑本文の上部欄外に示された︑仮名・漢字の新出と読み替えの表

見出し語の立て方

示は︑別にまとめて付録とした︒

︵四︶

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

とし︑助詞．助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞−用法と実例﹄︵国立

国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

または体言相当のものにじかに接続している場合は切り離さな

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言
い︒

う︒

③助詞・助動詞を構成要素に持つ副詞・接続詞等の処理は別に行

④動植物名や固有名詞︵人各・地名・戦争名・課名・題名など︶は
全体で一単位とする︒

異なるものは別見出しとして扱った︒ただし︑﹁会う﹂のように口

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑口語・文語などで活用の

語五段活用と文語四段活用の終止形が同形で併存するものは︑一
つの見出しにまとめた︒

なお︑単位決定の詳細については︑別に問題語一覧を作成する予定で
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ある︒

複合語などの後部にあらわれる要素については︑次のように切り出し
て見出しに立て︑﹇▽で︑主となる見出しを参照させて検索できるように
した︒

あいて n▽いくさあいて・はなしあいて

また見出し語のうち︑以下にあげるように︑国定読本に用いられた語
形が︑現代語として一般的な語形と異なっていたり︑漢字表記の語で︑

読みに二通りの可能性があったりして︑検索に支障をきたすおそれのあ
るものや︑相互に参照することが望ましいと思われるものは︑＊印をつ
．いりよう ←にゅうよう︵入用︶

注記

度数

寄島

表記

けた空見出しをもうけ︑参照すべき項目を示した︒
＊かねだか ←・きんだか︵金高︶
．そぼ ﹇▽おば︵祖母︶

︵五︶ 見出し語の注記

漢字

︹地名︺2 嚴島

いつくしま

各見出し語ごとに︑ 次のような事項を記した︒

例
見出し

笹島

﹇厳島﹈

十一19図

いつくしま

用例
いつくしま

層別

十一205図嚴島は古より日本三景の一に数へられて殊
に名高く︑︿略﹀︒
所在︵巻・ページ・行︶

見出し

品詞

祝フ

祝ふ

活用形

︽ーフ︾

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズンズンシユツセヲセヨ

トイフ心デ祝フノデセウ︒

五186

いわ・う﹇祝﹈︵四・五︶2

︵五・一︶

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し

見出し語にあたる漢字を注記した︒

活用語は終止形を見出しとし︑活用しない部分と活用する部分との間

た︒

に・︵中点︶を入れた︒

︵五・二︶漢字

詞

語の識別のため︑必要に応じて︑

品

助詞

動詞

副詞︵副︶

品詞は次の通りとし︑後に記すような略号を用いて示した︒なお︑助

︵五・三︶

感動詞︵感︶

代名詞︵代名︶ 形状詞︵形状︶

詞と動詞は︑さらに細分類を行った︒

名詞︵名︶

接続詞︵接︶
助動詞︵助動︶

連体詞︵連体︶
形容詞︵形︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒

接続助詞

終助詞︵終助︶

係助詞︵係助︶

準体助詞︵一助︶

副助詞︵副助︶
並立助詞︵並助︶

格助詞︵格助︶
︵三助︶

間投助詞︵三助︶

五段︵五︶

上二段︵上二︶

上一段︵上一︶

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒

四段︵四︶

例
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︵サ変︶

下一段︵下一︶

人名・地名などの注記

ナ行変格︵ナ変︶

下二段︵下二︶

︵五・四︶

力行変格︵力変︶
ラ行変格︵ラ変︶

︵用例の数︶を記した︒

サ行変格

見出し語の意味・用法について︑必要に応じて︑﹁人名・地名・課名・

数

話し手名﹂などの注記を加えた︒

︵五・五︶度
見出し語ごとに︑その使用度数

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

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

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

⑦アラビア数字

⑥漢字︵振り仮名なし︶

⑧ローマ数字

活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部

分︶は一で記し︑活用する部分を︑原文通りの仮名遣いで︑片仮名によっ
て示した︒

見出し語の排列

また︑二つ以上の活用形がある場合は︑五十音順に並べた︒

︵六︶

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

つやゆよ︶は普

通の仮名に︑長音符号﹁i﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換え

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

たものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒

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

①清音←濁音←半濁音

②小文字←大文字

すなわち︑拗音←直音︑促音←直音

③普通の仮名←長音符号

以上によっても排列の決まらないものは︑次の各項を順に適用して排
列する︒

名詞←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←

①次の品詞順とする︒
動詞←形容詞←助動詞

a名詞のなかでは次の順とする︒

課名←話し手名←人名←地名←それ以外の名詞

格助詞←副助詞←係助詞ゆ接続助詞←並立助詞←準体助詞←終

b助詞のなかでは次の順とする︒

た︒ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別

助詞←間投助詞

活用のある見出し語の用例について︑活用形の異なるものを列挙し

︵五・七︶ 活用形

ではなく︑語形上の異なりをさす︒

例

凡
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四段←五段←上二段←上一段←下二段←下一段←力変←サ変←

c動詞のなかでは次の活用順とする︒
ナ変←ラ変

②漢字表記の付けられるもの︑付けられないものの順とする︒

六目2

なお︑目録と図版中の語は︑それぞれ

七25図

︵七・三︶層別

のように記し︑目録または図版中の語であることが分かるようにした︒

ら多いものの順とする︒字数が同じ場合は︑一字目の画数順と

a漢字表記の付けられるものについては︑字数の少ないものか

用例文の文体上の性格を次の三百八種に分類した︒

い︒

示した︒

﹃国定読本用語総覧2﹄の訂正

﹃国定読本用語総覧2﹄ ︵あ〜て︶の訂正を本文のあと︵脚ページ︶に

︵八︶

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

た︒

上記の分類の第一字目によって︑図國圏團園のように区分を示し

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

③地の文会話文

①口語文文語文候文
②散文韻文手紙文

し︑一字目が同画数の場合は︑﹃康煕字典﹄の順に並べ︑同字は

まとめたうえで︑二字目の画数順とする︒

用例と所在

平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

b漢字表記の付けられないものについては︑

︵七︶
︵七・一︶ 用例文

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒

用例の長さは︑五十字︵本書の三行︶程度を目安として︑一文を採用

漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

したが︑必要に応じて長短がある︒用例文の一部を省略する場合は︑
︿略﹀のように示した︒

同一見出し語に含まれる用例は︑底本における出現順に排列した︒
用例中︑見出し語にあたる部分は太字で示した︒
なお︑五十音図・いろはは︑本文ではそれぞれ一部分を示すにとどめ︑
付録に全体の形を示した︒

︵七・二︶所在
用例は︑見出しにあたる語のはじまる位置によって︑ 底本の巻・ぺ一
ジ・行の順で所在を示した︒

1

と一と

と

と
﹇戸﹈︵名︶13

ト

あまのいわと・すぎど

戸﹇▽あまど・

四394園 ︿略﹀︑サザエガ︿略﹀︑

﹁︿略﹀︒ボクラバカウイフカタ

イヨロヒヲキテヰルカラ︑ド
ンナ時デモ︑コノ中ヘハイツ
テ︑内カラトヲシメテヰサヘ

入ラントスレバ︑其ノ戸戸タト閉ヅ︒

・ひょっと・ひらりと・ふたつとや・

スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

とや・わあっと・わざと

や・むっつとや・やっつとや・よっつ

八292図心キテ西ノロヨリ入ラント ふと︒へいぜんと・ほっと・みっつと
南ノ戸開キタリ︒

オヤドリガココココトヨ

ニナリマシタ︒

S ︿略V︑ハヒガパツトタツ
テ︑川ムカフノカレ木ノエダ
ニカカツタカトォモフト︑ウ

オヂイサンバヨロコンデ︑

ツクシイハナガサキマシタ︒

二604

ンデヰマス︒

一242

スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

︿略﹀︑﹁︿略﹀︑カレ木鼠ハナヲ

と﹇▽いつつとや・

二612 トノサマガ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒

ハナヲサカセテミヨ︒﹂トオホ

﹁コレハメヅラシイ︒ミゴ

セニナリマシタ︒

タ︒

テミ

︿略﹀︑

ヨ︒﹂トオホ指導ナリマシ

﹁モウードハナヲサカセ

二643ソノウチニトノサマカ

︿略﹀︒

ト︑ミゴトQ﹂トオホメニナツテ︑

︿略V︑﹁シンネンオメデタ 二624
ウ︒﹂﹁シンネンオメデタウ︒﹂ト

二297

︿略﹀︑﹁カガミモチヲマト

アイサツシテヰマス︒
二351

ニシテ︑イテミマセゥカ︒﹂ト
トモダチハ﹁モチハ︿略V︑

イヒマシタ︒

二655﹁コレハニセモノダ︒ニク

トウトウシバラレテシマヒ

ヤツダ︒﹂ト︑ワルイオヂイサ

ンハ

イ

リマシタ︒

ムカシタイマノケハヤト

イフチカラノツヨイ人ガア

三134

イツモブチトアソンデヰマス︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ
マシタ︒
ツタトイヒマス︒
三17 ヒラヒラトカゼニチルノ
二467 天ジンサマハスガハラノ モマタミゴトデス︒
ミチザネトイフチユウギナオ
三114オトウト定言ガスキデ︑

二367ソレカラコノ人ノタニ

シタガ︑キカナイデイマシタ︒

イテハイケマセン︒﹂卜︑トメマ

U

マシタ︒

南ノ戸開キタリ︒

︿略﹀︑ハシノウヘカラ︑

サカセマセウ︒﹂トヨンデアルキ
ニー54

一245ヒヨコガピヨピヨピヨト

八293図驚キテ西ノロヨリ入ラント

一一

ナイテヰマス︒

八293図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑
東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

ト

ニゥゴイテヰマス︒

八294図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑ ワントーコエホエマシタ︒
二282 コクキハヒラヒラトカゼ
東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

先づ着物のほこりを佛ひ︑はいって

﹁あれが此の室にはいる前︑

からは静かに後の戸をしめた︒

十352囹

スレバ︑アンシンナモノデス︒﹂

一家和合セザル時ハ家道

トイツテ︑︿略﹀︒

十一521図

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五16 大神はおどろいて︑あまの岩

斗

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ

1

︵格助︶π

石トイヒ︑︿略V︒

六191図升ノ十倍ヲ斗︑斗ノ十倍ヲ

石トイヒ︑︿略﹀︒

六191図升ノ十倍ヲ斗︑斗ノ十倍ヲ

︹斗﹈︵名︶2

ル・事ナカルベシ︒
と

と

になりました︒

大神は少しばかり戸をあけて︑おの

五35 おまりおもしろさうなので︑
ぞきになりました︒

六662 熊ハイタヅラモノデ︑人ノ家
ノクラノ戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵
ヲカツイデ︑ニゲテ行クコトガアル

ぐっと・ここのつとや・ざぷんと・

いまかいまかと︒おのずと・きっと・

八231 蹄って見ると︑自分の家は戸

カタヲマツツタノデス︒
イツテ︑﹁︿略﹀︒ココホレ︑ワンワ

じっと・しゅとして・ずっと・ずどん

八286図川成行キテ見ルニ︑小サキ

ちっとも・ちゃんと・ちょっと・つる

ンワン︒﹂トヲシヘマシタ︒

ツレテ
りと・てんてんと・どうと・とおとや

ハタケノスミヘ
・ときとして・どっと・ななつとや・

と・そっと・それはそうと︒ちっと・

トイヒマス︒

T9

二555︿略﹀︑天マデトドクカト 三137 ︿略﹀︑ダレトスマフヲト
ツテモ︑マケタコトハアリマセ
オモフヤウナ︑大キナ太イ木

二52一

四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ戸皆開

たと︒ぱっと・ひとつとや︒ひょうと

﹁入りテ見給へ︒﹂トイフニ︑ なんとなく・なんども・ぱくっと・は

何心ナクエンニ上リテ︑南ノロヨリ

キタリ︒

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

一一

八291図

る様子がありません ︒

R5

と一と
2

ン︒

三144

ソレデ﹁︿略﹀︑ジブンノア

ヒテニナルモノハ一人 モナ
イ︒﹂ト︑イバツテヰマシタ︒
三146 ︿略﹀︑ノ ミ
ノスクネトイ
フ人トスマフ ヲオトラセニ
ナリマシタ︒

三146 ︿略﹀︑ノミノスクネトイ
フ人トスマフ ヲォトラセニ
ナリマシタ︒

人はあるまい︒﹂と いって︑け

三366 まさをはふしぎさうに︑
﹁どうしてもう光らないのでせ
う︒﹂といひますと︑︿略﹀︒

くらいところへはなして

ごらん︒﹂といひました︒

三372

一びきくはへて︑でて

今もぐつたかとおもふ

一つやって見よう︒﹂と︑

と︑すぐに

三405
きます︒

三417

川の中へはいりましたが︑
︿略﹀︒

三418︿略﹀︑川の中へはいりま
したが︑がぶがぶと水をのんで︑

い

ちからのつよ
三166 ﹁おれより
はやがじまん を しました︒︹ひ

とうとうしんでしまひました︒

オナジ

クラヰニナ

三472

した︒

そこへともだちがきて︑

︿略﹀︑﹁あまりほしがきれ

あがってはたけ︒﹂といってわ
らひました︒

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

﹁モウゴハンダカラ︑オイ
︿略﹀︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

デナサイ︒﹂トヨバレテモ︑︿略﹀︒

三538
三542

﹁ハヤクオサラヒヲナサ

トイツテ︑ナカナカスグニハ行
キマセン︒

三544

︿略﹀︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

イ︒﹂トイハレテモ︑︿略﹀︒
三546

トコタヘルバカリデス︒

︿略﹀︑イツモノトホリ︑

ク︒﹂トヨンダノニ︑︿略﹀︒

三553

グニハキマセンデシタ︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ス

どこまでもつづいてるます︒

の方では青そらといつしょ

フ人ガアリマシタ︒

三673私ノセナカヘオノリナ

リユウグウニハォトヒメ

サイ︒﹂トイヒマス︒

トイフキレイナオヒメサマガ

三678

︿略﹀︑﹁︿略﹀︑アマリナガク

居テ︑︿略﹀︒

三705

ナリマスカラ︑モウウチヘカ

シカシケツシテフタヲオ

ヘリマセウ︒﹂トイヒマシタ︒

アケナサイマスナ︒﹂トイツテ︑

三718

タマテバコトイフリツパナハコ

︿略V︑タマテバコトイフ

ヲワタシマシタ︒

リツパナハコヲワタシマシタ︒

三721

ちよに︑さざれ石の

いはほと

四102図圃君がよはちよにや

なりて︑こけのむすまで︒

四172この時よりとものそば

に居た︑にたんの四郎ただつね

といふぶしが︑︿略V︒

もうすこしでよりともの

︿略﹀︑ただつねをほめる

高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ

四207圏﹁︿略﹀︑マン中ノーパン

あったといひます︒

こゑは︑山もくつれるほどで

四201

いて︑︿略V︒

ただつねはこしの刀をひきぬ

ちかくへ寄るかと思ふと︑

四187

をにぎって︑のってゐます︒

三587うみの水が︿略﹀︒とほく 四183ただつねはしっかりとを
になってみるやうに見えます︒
三643私はをぢさんに︑﹁どこ
でこんなにたくさんおひろひ
になりました︒﹂ときさましたら︑
︿略V︒

貝ざいくを責るみせで
買ってきたのです︒﹂とおつし

三647

やいました︒

それよりはやねの上へ 三652 ムヵシゥラシマ太郎トイ

いだから︑二つ三つはたきおと
さうと思ふのだ︒﹂とこたへま

三465

三464園 ﹁あまりほしがきれい
だから︑二つ三つはたきおとさ
うと思ふのだ︒﹂

ときくと︑︿略＞〇

﹁おい︑なにをしてみるのだ︒﹂

三462

方トイヒマス︒

三453東ト西ト南ト北ヲ四 三585うみの水が青青として︑

三438 ソレデイツデモイクサニ
カツタトイフコトデス︒

タトキ︑︿略﹀︒

フタイシヤウガイクサニ行ツ

三425ミナモトノヨシイヘトイ 三55一 アル 日母ガ﹁早ク︑早

らがなのドリル︺

三173 ア公魚カイ
カゼガソヨソ
ヨトムギノホ ノ 上 ヲ ブ イ テ
ヰマス︒

ノセイト

三282︿略﹀タケノコ ガ︑︿略﹀︑私
リマシタ︒

マコトニ ウツクシイモ

三292アタラシイ竹 ハ アヲアヲ
トシテ︑
ノデス︒

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

かへ
へって︑ ちぢに
三355 うち
みせようとしたら︑光が みえま
せん︒

にげた のかしら
三358 ﹁おや︑
かみをあけて
ん︒﹂と︑し
︑そ︑
しで

みると︑︿略﹀︒

3

と一と

ビトモイヒマス︒

四208園﹁︿略﹀︑マン中ノーパン

高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ
ビトモイヒマス︒
四218園 ﹁︿略﹀︑ミンナデ五人デ

スカラ︑カタ手ノユビノカズ
ト同ジデス︒
ソノトホリデス︒﹂トイツテ︑ニ

四232 オヂイサンバ﹁ナルホド︑
ツコリワラヒマシタ︒

四234 オマツガオトミトアキナ
ヒノアソビヲシテヰマス︒
四284 まことにおきのどくなこと
です︒﹂といひました︒

四406

カラノナイモノバカハ

イサウナモノダ︒﹂トイツテ︑ス
マシテヰマシタ︒

コレハヲカシイトオモツ
一セン五リン

テ︑ヨクヨク見ルト︑︿略V︒

四412
ニ

トカイタフダガタテテアリマ

四415 ︿略﹀︑ソバ

シタ︒

四425．母に﹁人に物をあげる
時に︑なぜのしをつけるので
すか︒﹂と問ひました︒

﹁︿略﹀︒︿略﹀︑ムカフノヲカマデ

一ツニツト

ナランデ見ヨ︒﹂トイヒマシタ︒

白ウサギハ

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四553
︿略﹀︒

ハココ

ウトイフ所デ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

四555イマ一足デヲカへ上ラ

︿略﹀︑﹁︿略V︑オレ

ツテワラヒマシタ︒
四561

ノヲカへ來タカツタノダ︒﹂ト
イツテワラヒマシタ︒

ソコヘカミサマガタガ
オトホリガカリニナツテ︑﹁ナゼ

のしあはびといふのは︑ 四573

あはびの肉をのして︑紙のや

四431園

ヘオホクニヌシノミコ

ニナリマシタ︒

ソコ

四664 昔からうめにうぐひす
といって︑うめの花のさくじ

ぶんから︑あんなうつくしいこ

三郎ハシンパイシテ︑︿略V︑

ゑでなきはじめます︒

四676

ンカ︒﹂トイツテタヅネマス︒

﹁︿略﹀︒苦シイコトバゴザイマセ

サマヲカザリマシタカラ︑ゴラ

四754 ︿略﹀︑﹁オカアサマ︑オヒナ

母ハ來テ見テ︑﹁タイソウ

ン下サイ︒﹂トノーヒマシタ︒

ヨクカザレマシタ︒︿略﹀︒﹂トイ

四758

ヒマシタ︒

よといふのでせう︒

四773 さをのさきの扇をい

四787

︿略﹀よしっねはけらいに

ものはないか︒﹂とたつねまし

むかって︑﹁︿略﹀︒だれか上手な

た︒

﹁なすのよ一と申すも

その時一人がすすみ出て︑

よしっねは﹁それをよ

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四798

ざいません︒﹂といひました︒

﹁︿略﹀︒これにまさるものはご

四796

のがございます︒

コノ神サマモ︑﹁ナゼナク 四791園

スルト神サマハ︑﹁︿略﹀︒

ダサイマシタ︒

上北コロガレ︒﹂トヲシヘテク

︿略﹀︑ガマノホヲシイテ︑ソノ

四605

タカラ︑︿略﹀︒

ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ

四596

ナリマシタ︒

トトイフ神サマガオ出デニ

四583

トオヲシヘ

四577︿略﹀︑﹁ソレナラ海ノ水 四785園 あれをいないといふ
のもざんねんだ︒
ヲアビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

マシタ︒

ナクノカQ﹂トオタヅネニナリ

これがのしあはびのかは

うにうすくしたものです︒

おちよは又︑﹁どうしての

︿略﹀︑すべてなまぐさもの

ツテ見タイト思ツテ︑︿略﹀︒

四524 島ノ上下居タ白ウサギ
ガ︑ムカフノ大キナヲカへ行

ません︒﹂と答へました︒

をおくる時には︑のしをつけ

四455

たのでせう︒﹂と問ひました︒

しあはびをつけるやうになつ

四444

りです︒﹂と答へました︒

らい年またお目にかかり 四441

ませう︒﹂とこたへました︒

四296

をよういしなければなりません︒﹂

四306 母が父に﹁︿略﹀︑もち米
といひますと︑︿略﹀︒

四312園﹁おもちにするのはも
ち米といふ米です︒
四351園 ﹁あんにするのはあづ
きといふ豆で︑︿略﹀︒﹂

は大豆といふ豆です︒﹂

四352園 ﹁︿略﹀︑こなにするの

マシタ︒

四535
四547

白ウサギハコレヲ見テ︑

シロカラウ︒﹂ト答ヘテ︑︿略﹀︒

ゲマシタ︒

四616 アナタハノチニハ︑キツ ました︒
四808よ一は心のうちで︑も
ワニザメハ﹁ソレハオモ ト兄サマガタヨリモ︑オエラク
しこれをいそこなったら︑生き
オナリニナリマス︒﹂ト申シ上
てはみまいとかくごをきめて︑

イカ︑クラベテ見ヨウ︒﹂トイヒ

四357 父はく略V︑﹁三郎はこん 四533︿略﹀︑﹁オマヘノナカマト
ォレノナカマト︑ドツチが多
やは零そうもの知りになった
ね︒﹂といひました︒
カラヨビトメテ︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑

四396 ︿略﹀︑サザエが岩ノカゲ

ジマンバナシヲシマシタ︒

アンシンナモノデス︒﹂トイツテ︑

と一と
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︿略V︒

四825

ザイマス︒

五127

きがついて見ると︑人が二三

こ＼を人が海といひます︒

五211

﹁はい︑これですか︒﹂と︑お

はなはざるの中のたけのこをなべの
中へ入れました︒

母は﹁ちよつとお待ち︒﹂と

いって︑切ったさしみをさらの中へ

五216
入れて︑︿略V︒

ぬす人はきんじよに住んでゐ

ソレカラ十四五日タツテツム

ヲ一番茶トイヒマス︒

五333

サクラノ花ノ下ニトンデヰル

ノヲニ番茶トイヒマス︒

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

五338

思ヒ︑︿略﹀︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五342 ︿略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

︿略V︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ

カト思ヒマス︒

五345

ドンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマ

昔雄略天皇がすがるといふ

人をおめしになって︑︿略﹀︒

五365

ス︒

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

平そうおこって︑取りかへさ

るみざりだといふうはさがあるので︑

五232

うとすると︑︿略﹀︑どうしてもかへ
しません︒

役人は後からこゑをかけて︑

︿略﹀︑一バンハジメニツムノ

五387

こといふのはかひこのことで︑

すがるはさうとは心づかず︑

︿略V︑﹁天子様のおほせだか

すがるはその大ぜいの子をお

ふ姓をたまはりました︒

五384 ︿略﹀︑すがるには小子部とい

い︒﹂とおほせになって︑︿略﹀︒

前にやるから︑やしなってやるがよ

五384 天皇は︿略﹀︑﹁その子は皆お

した︒

んの子どもをもらって︑つれて來ま

ら︑子を出すやうに︒﹂と︑たくさ

五375

︿略﹀︒

あちらこちらをたつねまはって︑

五372

︿略V︒

五367

いとおほせになりました︒

︿略V︑﹁この釜は昔から私の 五366 ︿略﹀︑こをたくさん集めて來
うちにある釜です︒︿略﹀︒﹂といつ

五236

て︑どうしてもかへしません︒
うったへた人は︑﹁︿略﹀︒そ

れを私のるすにこのみざりがぬすん

五245

ゆうりゃく

行って見ると︑︿略﹀︒

五227

かけておくれ︒﹂といひました︒

から︑そのひしゃくを取って︑水を

そばを通る人が﹁美しい川 五222 母は︿略﹀︑﹁手がなまぐさい
やがて重い物が私どもの上へ

だ︒﹂といって︑ほめました︒

五112

つて︑ながめてゐました︒

人立って︑﹁見ごとなたきだ︒﹂とい

五97

て︑せまい谷へ下りました︒

赤い扇はかなめのきは 五88 そこで大ぜいと一しょになつ

をいきられて︑︿略﹀︑ひらひらと

二つ三つまはって︑波の上に
おちました︒

天照大神の御念に︑すさの

あまてらすおほみかみ

五12
をのみことといふきのあらい神さま
がありました︒

來ましたから︑何かと思ったら︑に

五24 よい神さまがたは︑どうかし
て大神にまた出ていただきたいと︑
もつをつんだ船が通ってみたのです︒

五136

ナラノ大ブツトイツテ名高イ
鯉建仁カラ川魚ノ長トイハレ
鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ

又ゐざりは﹁︿略﹀︒その釜は

だのでございます︒﹂と申します︒
︿略﹀︑鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ 五256

私が前から持ってるたのでございま

五186

デモ上ルコトガアルサウデス︒

五176

テヰマス︒

五161

モノデス︒

五142

す︒

として︑どちらを見ても水ばかりで

吾5こえ來て見ると︑ひろぐ

色色ごさうだんの上︑︿略﹀︑おかぐ
らをおはじめになりました︒

五27 その時あめのうずめのみこと
といふ女の神さまのまひがおもしろ
たちからを

か っ た か ら ︑ ︿ 略 V︒

手力男のみことといふ力の

つよい神さまが︑ ︿ 略 V ︒

五37
五43 それでせかい中がまたもとの
とほりあかるくなったと申します︒

五57 日本ノーバンハジメノ天皇ヲ
神武天皇卜申シ上ゲマス︒

ズンズンシユツセヲセヨトイフ心デ

五63 ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ
出テ來テ︑オサキニ立ツテ︑ヨイミ

役人はしばらく考へてるまし

す︒﹂と申します︒

五328

つけて︑しばらせました︒

たぞ︒﹂といって︑下役どもに言ひ

﹁︿略﹀︒釜ぬす人はその方にきまつ

五273

てかへれ︒﹂と申しわたしました︒

たが︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒さっそく持つ

五265

祝フノデセウ︒

﹁おはなや︑用があるから︑

おはなは﹁はい︒﹂といひな
がら︑いそいで行って見ると︑︿略﹀︒

五194

ころからよびました︒

ちよつとお出で︒﹂と︑母はだいど

五191

チノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシタ︒

五66 又アル時ドコカラトモナク一

ソノ光ガキうくトシテ︑ワ

羽ノ金色ノトビガ ト ン デ 來 テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五68

ルモノドモハ目ヲアケテヰルコトガ
デキマセン︒

母は戸だなの方をさして︑
﹁そこにおさらがあるから︑取って

五203

マスカラ︑コノ日ヲキゲンセツト申

おくれ︒﹂といひました︒

五82 ソノ日ハニ月十一日ニアタリ
シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデゴ
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みやのそばでやしなって居ったと申
します︒

とする人もあり︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 魅 そ う こ み

五392 下りる人もあり︑のりこまう
Aロってゐます︒

五428 ︿略﹀モ︑馬モ車モ今見エタ
カト思フト︑スグ後ニナツテシマヒ
マス︒

山ヲホリヌイタ所 デ ス ︒ ﹂

五443園﹁コレハトンネルトイツテ︑

五533

︿略﹀︑カウモリハ﹁私ハ鳥デ

モケモノデモナイカラ︒﹂トイツテ︑

︿略﹀﹁私バカラダガネズミニ

ドチラヘモツキマセンデシタ︒
五538

五596
ヒマス︒

ランプニトボスノハ石油トイ
コレ公地ノ中カラシゼントワ
昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル

キ出ルモノデ︑︿略V︒

五597
五606

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

ニテヰルカラ︑ケモノノ仲間ダ︒﹂

トイッテ︑ケモノノミカタニナリマ

﹁ねえさんの所からお手紙が

シタ︒

︿略V﹁私ハ羽ガアルカラ︑鳥 五634

シタQ

五545

をおちよにわたしました︒

來てるます︒︿略﹀︒﹂と︑母は手紙

おちよさま

あねよ
と書いてあります︒

あさってはおはなさんと一

アル︒

でも裏からまはって︑てきのふいを

五757しかしょしつねは﹁︿略﹀︒何

うたなけれぽならぬ︒﹂と考へて︑

︿略﹀︒

をすぐつて︑こっそりと裏道からひ

五758 ︿略﹀︑強いものばかり三千人

よどりこえに向つた︒

﹁十七﹂と答へた︒

五773 ﹁年はいくつか︒﹂と問へば︑

鹿の通れる所を馬の通れな

﹁十七﹂と答へた︒

五773 ﹁年はいくつか︒﹂と問へば︑

五796園

よしっねはこれを聞くと︑

いといふことがあるものか︒

﹁︿略﹀︒さあ︑あんないをせよ︒﹂と

五801

へいけ方はがけの上から︑て

言ひつけて︑夜のうちにがけの上ま

︿略﹀︒

よしっねはこ＼ぞと思って︑

︿略V︑馬もこはがってすくん

この時よしつねは︑﹁われを

手本にせよ︒﹂といひながら︑馬に

五814

とはしない︒

でしまひ︑人も顔を見合せて進まう

五811

︿略﹀︒

﹁進めく︒﹂とさしづをしたが︑

五807

よしっねはこ＼ぞと思って︑

﹁進めく︒﹂とさしづをしたが︑

五807

も思はない︒

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五806

所へ︑﹃おかあさんからもよろし
それを母に見せますと︑母は

で出た︒

した︒

五697

唐門ナルト︑花火が上ルトイ
鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷
︿略﹀︑アタマカラ足マデツク

メマシタ︒

パナ物ダ︒牛ノ角トハチガツテ枝ガ

五715園

﹁ジブンノ角帽ジツニリツ

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

五712

川ノ中ヘハイリマシタ︒

五708

フ話デアル︒

五705

タ︑カツテヰルエモアル︒

又日本ヘイガロシヤヘイト

﹁よく出來ました︒︿略﹀︒﹂といひま

五671

く︒﹄と書きたして下さい︒

五666園そのおしまひのあいてみる

しょにきっとまみります︒

五662国

り

お出でなさい︒九月十三日

おはなさんもつれて一しょに

ノ仲間ダ︒﹂トイツテ︑鳥ノ方ニツ

シ雨冷ナシニ︑ヒルノ間正木

近ゴロバ又マツチトイフベン
︿略﹀炭ハ︑木ヲヤイテコシ

五644

キマシタ︒

へ行キマスト︑﹁戸前ハ鳥デハナイ

又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ

レハトンネルトイツテ︑山ヲホリヌ

五445︿略V︑父ニキ・マスト︑﹁コ 五552 ソノ時カウモリガケモノノ方

ヒマス︒

五58一

コレハ大昔ハエテヰタ木が土

︿略﹀︑石ノヤウニカタクナツ
テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒

五584

デ︑︿略﹀︒

ノ中山ウマツテ︑シゼント出石タ物

五583

アリマス︒

ソノホカニ石炭トイフモノガ

ラヘタモノデス︒ソレユエ木炭トイ

五578

リナ物が出來テ︑︿略﹀︒

五572

ナツタトイフハナシデス︒

ニナルト出テ空ヲトビアルクヤウニ

ノウロや穴ノ中戸カクレテヰテ︑夜

五558

ヒテニシテクレマセン︒

前ハケモノダラウ︒﹂トイツテ︑ア

五555

カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑

イタ所デス︒﹂ト イ ヒ マ シ タ ︒

五448
海 ダ ︒ ﹂ ト イ ツ テヰルウチニ︑︿略﹀︒

五456 汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ
タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ
ト思ヒマシタ︒

五471 友吉は﹁早くこっちへ來たま
へ︒︿略﹀︒﹂と い っ て ︑ そ こ を の か
せ よ う と し ま し たが︑︿略﹀︒

五471 友吉は﹁早くこっちへ來たま
へ︒︿略﹀︒﹂と い っ て ︑ そ こ を の か
せ よ う と し ま し たが︑︿略﹀︒

五476 友吉は﹁かみなりは高いもの
のある所へおちる の だ ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

音次郎は︿略﹀︑﹁あ＼︑あぶ

いって︑︿略﹀︒

五492

な か っ た ︒ ︿ 略 ﹀︒しといひました︒

五495 キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔
・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマ
ナドヲ瓜トイフ︒

と一と
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一むちあててかけ下りた︒

六66図 日暮サナリテ月トナル︒

六81 私は︿略﹀︑二三人の友だち

六66懐手カサナリテ年トナル︒
と遠足に出かけました︒

六84 みんなと橋のたもとに出合つ
て︑川について︑四五町行くと︑
︿略﹀︒

六88 たんぼのさきにこんもりとし
た森があって︑︿略﹀︒

六93 その松山へのぼらうといふの
です︒

六136 又トブ時ニハガアくト鳴合
フ︒

トス︒

︿略﹀一人の子どもが︑﹁そん

なら私がはかって見ませう︒﹂とい

六211

ヤクワンハソレヲ聞イテ︑

つて︑︿略﹀︒

日本中を平げて︑後には朝鮮

チリモツモレバ︑山トナル︒
てうせん

紙などをそまつにしてはならないと
思った︒

六428

六436

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

六285
﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビテ︑赤ク

小さい時の名を日吉丸といひ
じぶんの心では武士になりた

いと思ってみたのです︒

六446

ました︒

六438

人は︑︿略﹀︒

ソノ時鐵ビンハ︑﹁︿略﹀︒シ

ナルデハアリマセンカQ﹂トイヒマ
シタ︒

六294

カモソノサビハ大ソウドクナモノデ
ス︒﹂トイヒマシタノデ︑︿略﹀︒

お寺では﹁こんないたづら者

ふけらいにころされました︒

みつひで
六498 ︿略﹀︑信長は京都で光秀とい

秀吉はこの知らせを聞くと︑

それからは秀吉のいきほひは︑

すぐに敵とわぼくしてかへって來て︑

六501

︿略﹀︒

しぜんに日一日と盛になりました︒

六505

六518 ︿略﹀︑秀吉を日本國王にする

秀吉は大そうおこって︑﹁日

といふぶれいなことばがありました︒

本國には天皇へいかがいらっしゃる

六526

ではないか︒﹂と︑その使を追ひか

六448

へして︑︿略﹀︒

直吉は後でふと氣が附いて︑

はごめんです︒﹂といって︑うちへ

六312

かへしました︒

麻又バカラムシノ糸ニテ織
︿略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ
とくがはみつくに

學校で徳川霊告の話を聞いて︑

だのぶなが

ようとして︑﹁誰も居らぬか︒﹂とよ

手に分けて︑はさみうちにしようと

した︒

から先がけをしょうと︑夜の間に信

玄の陣に攻入った︒

ところがとなり國では信玄を

こまらせようと思って︑塩を送らせ

六585

ないことにした︒

六592 謙信はそれを聞いて︑﹁︿略﹀︒

それから信玄が死んだと聞い

といって︑じぶんの國から塩を送ら

それを苦しめるのはかはいさうだ︒﹂

せた︒

六593

た時︑︿略﹀︒

六608圃姉のおつるは立ちよって︑

なげいた︒

くさ相手がなくなった︒﹂といって

︿略﹀︑﹁誰も居らぬか︒﹂とよ 六595 ︿略﹀︑謙信は﹁︿略﹀︒よいい

びますと︑︿略﹀︒

六468

︿略﹀︑﹁藤⁝士q郎秀士口こ﹂にひ

びますと︑︿略﹀︒

かへて居ります︒﹂と答へました︒

六472

六557 ︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

﹁︿略﹀︒今のお客にもう一鏡上げな

けれども日吉丸は︑どうかし

お

年が十八のころです︑木下藤 六558 謙信はそれを知って︑こちら

ある日信長が夜明け前に出か
けようとすると︑︿略V︒

六462

かへました︒

吉郎秀吉と名のって︑織田信長につ

六456

ゐましたから︑︿略V︒

てりっぱな武士になりたいと思って

六453

ければならなかった︒﹂といって︑
︿略﹀︒

一鏡まうけておけばよ

﹁だんながおるすだから︑な

︿略﹀︑主人はこの事を聞いて︑

信長は誰かとたつねますと︑
木下藤吉郎秀吉と答へました︒

六464

木下藤吉郎秀吉と答へました︒

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹 六465 信長は誰かとたつねますと︑
織物トイフ︒

六336図

はひまをやった︒

直吉は正直ものだとほめて︑長松に

六331

い︒﹂といっても︑︿略﹀︒

ほさらまちがひがあってはならな

六327

かったのに︒﹂といったら︑︿略﹀︒

て︑﹁︿略﹀︑

六176図長サヲバカルニ胃弱ヲモト 六317 かへって生ると︑長松は笑つ
六178図 尺ノ十倍ヲ丈︑尺ノ十分ノ
一ヲ寸︑寸ノ十分ノーヲ分︑分ノ十
分ノーヲ厘トイフ︒

六188図 カサヲバカルニハ升ヲモト
トス︒

六191図 升ノ十倍ヲ斗︑斗ノ十倍ヲ
石トイヒ︑︿略﹀︒

合ノ十分ノーヲ勺トイフ︒

六193図︿略﹀︑升ノ十分ノーヲ合︑

六371

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

六356図

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

六347図

木綿織物トイフ︒

六197図重サヲバカルニハ貫ヲモト 六343図 木綿糸ニテ織りタルモノヲ 六466 又ある朝早く信長がかりに出
トス︒

六201図 貫ノ千分ノーヲ匁︑匁ノ十
分ノーヲ分︑分ノ十分ノ︸ヲ厘トイ
フ︒

は か ら う と し た が ︑︿略﹀︒

六204 昔ある國で大きな象の目方を
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羽織・はかまの主人は︿略﹀︑

﹁どうも御苦螢︑御苦螢︒﹂とあいさ

六768

つしました︒

﹁ な ん で そ ん な に泣いてみる︒︿略﹀︑

ことばやさしくなぐさめる︒

白イ帆ヲアゲタ遊歩ケ船モイ

お と し 物 で も し たのか︒﹂と︑︿略﹀︑

テヰル︒

六796

レリ︒

大キナキカイデ︑ドンナ重イ

六814図
フ︒

るといふ︒

七14図

ナニ

ハ

大阪ハ昔ハ難波トイヒテ︑

秀吉コ・二王ヲキヅキシヨ

八つとや︑病は口より入

一歳ノ時ニシテ︑ソノ黒歯トトモニ

正成ノ戦死セシバ正行が十

六852図圏

ヨド
市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ

リ︑次第二事業ノ盛ナル大都會トナ

六806図

ヒデヨシ

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒

ニントク

六804図

ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ

荷物デモラクくト上ゲオロシヲシ

六794

クツトナクハイツテ來ル︒

六631圃 それを聞くより妹の おふ 六784
みはいそぎ道ばたを そこかこ＼か
と さ が す う ち ︑ ︿略V︒

六637圏 めくらは杖を受取って︑
﹁あ＼︑ありがた う ご ざ い ま す ︒ う れ
し い こ と ︒ ﹂ と れいいって︑︿略﹀︒

六653 熊ノ毛色ハ︿略V︑ムネノ所
ダケ三日月ナリノ白イ毛ガアリマス︒
コレラ月ノワトイヒマス︒

六655 シグマトイフ熊ハ小馬ホドア
ツテ︑カが強ウゴザイマス︒

六664 熊ハイタヅラモノデ︑人ノ家
ノクラノ戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵
ヲカツイデ︑ニゲテ行クコトガアル
トイヒマス︒

六676図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ
板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑
船ヲ作ルニ用フ︒

︿略﹀︑ソノ折父トトモニ職

汝ノ孝行コレニスギタルコ

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

七36図︿略﹀︑正行ハ父ノカタミノ

メテ︑國ヘカヘシタリ︒

トナシ︒﹂ト︑ネンゴロニ言ヒフク

七31図

トシテ︑ソノカヲ口耳ストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七17図園﹁我聞ク︑シ・戸冠ヲ生

場圧出デントセシガ︑︿略﹀︒

七15図

六683図栗ハ︿略V︑家ノドダイ又 戦場二出デントセシガ︑︿略﹀︒
ハ鐵道ノマクラ木ナドトス︒

六691図 材木ヲヒキテ︑板石ハ柱ト
ナスモノハコビキナリ︒
︿略﹀︑何を聞かれても︑はつ

きりと答へる子供もございました︒

六706

六722 十人十色と申しますが︑まこ
と に そ の 通 り で ︑︿略﹀︒

六765 歌がすむと手打をして︑口々
に﹁おめでたう︑おめでたう︒﹂と
いひました︒

ス︒

大人トナリテ︑君ノ御タ

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

七43図園
メントナリ︒

大人トナリテ︑君ノ御タ

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

七44図圏
メントナリ︒

カクテハ君ノ御用二立ツ
楠木氏ハソノ後ツネニ皇居

ベシトモオボエズ︒﹂

七47図園
七56図

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑︿略﹀︒

七68図園父ハ︿略V︑﹃残りタル一
門ノモノドモヲ二二テ︑朝敵ヲホロ

モシ病ニカ・リテ早ク死

ボセ︒﹄ト申シ残シタリ︒

七71図囹

ナバ︑君ノ御壷メニハ不忠ノ臣トナ

モシ病ニカ・リテ早ク死

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ
シ︒

七72図園

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ
シ︒

七75図面

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ
クビヲカレラ日取ラスルカ︑ニツノ
正行︿略﹀︑﹁︿略﹀︒︿略﹀︑

中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂
七77図

今一度天顔ヲヲガミテマヰリタシ︒﹂

ト︑涙ナガラニ申シ上ゲタリ︒

正行ハ︿略﹀︑花々シク戦

ヒテ︑一族ノ人々トトモニ戦死ヲト

七86図

ゲタリ︒

ノ手本トイフベシ︒

七91図正行ノ如キハ︿略﹀︑國民

七125囹商責上でげんきんといひ︑

商費上でげんきんといひ︑

かけといふのは何の事ですか︒

かけといふのは何の事ですか︒

七125囹

七127園品物と引きかへに代金を受

たとへば十五鏡で費ってよ

取るのが現金で︑︿略﹀︒

小責といふのは商人から品

いものを二十鑓といふやうなもので

七134園

す︒

七138園

小費をする商人を乱費商人

物を使ふ人にすぐに費渡すことです︒

といひます︒

七141囹

卸責といふのは品物をたく

さん持ってるて︑小仏店へ大口に責

七141園

渡すことで︑︿略﹀︒

七143園 ︿略﹀︑卸費をするものを卸

問屋といふのは何の事です

費商人といひます︒

か︒

七145囹

問屋といふのは他人からた

のまれて︑品物を費つたり買ったり

七146囹

たとへばごふく問屋といふ

して︑口銭を取る店のことです︒

のは︑織物を下りたいといふ人にた

七148囹

のまれて︑それをほかへ責渡してや

天皇ハコレヲ聞キ︑︿略V︑

り︑︿略﹀︒

七85図

﹁︿略﹀︒

フカク汝ヲタノミニ思フ
ゾ︒﹂トオホ二二サレタリ︒

と一と
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七149園 たとへばごふく問屋といふ
のは︑織物を費りたいといふ人にた
のまれて︑それをほかへ費渡してや
り︑︿略﹀︒

七241図

時ノ人

番町デ目アキ目ク

保己一ハソレトモ知ラズ︑

ラニ物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒

七244図
講義ヲツでケタレバ︑︿略V︒
︿略﹀︑弟子ドモハ︑﹁先生︑

少シオ待チ下サイマセ︒︿略﹀︒﹂ト

七248図

イフ︒

︿略﹀︑又織物を買ひたいと

いふ人にたのまれて︑それをほかか

七152園
ら買取ってやる店のことです︒

﹁サテく︑目アキトイフ
保己一ハ笑ヒテ︑﹁サテ

慧をかふのは春と夏と秋の三

かくして出來たるものをす

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

七342
ある︒

七351図

うるしの上に金融は銀にて

やきといふ︒

︿略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

七361図
七374

デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ
日用品ナラバ︑マヅ何デモア

ラ︑︿略﹀︒

七385

ルトイツテヨロシイ︒

これを見た人は皆ほしいとは

人織田様には︑近いうちに京都で馬

七423園人の話によりますと︑御主

あなた様にも︑その折には

そろへをなさいますとのこと︒

よい馬にめして︑主人のお目にとま

七427園

るやうになされるのが大事と考へま

やがて馬そろへの日となって︑

して︑︿略﹀︒﹂

一豊の馬ははたして信長の目にとま

七432

︿略﹀︑一豊の馬ははたして信

つて︑︿略＞Q

七435

名馬々々︒誰の馬か︒﹂とたつねま

長の目にとまって︑﹁あ﹂︑よい馬︑

した︒

けらいのものが︑﹁これは一

豊の馬でございます︒﹂といひます

七437

と︑︿略﹀︒

七442 ﹁︿略﹀︒見上げた志のもの︑

りっぱな武士︒﹂と︑信長は聴そう

これを見た人は皆ほしいとは
思ひましたが︑︿略﹀︑誰一人買はう

七468

﹁︿略﹀︑ドウモ君タチノ仲

西洋紙が日本紙二向ツテ︑

乱用ヒラレルヤウニナツタカト思フ︒

間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ

七465園

とになったといふことであります︒

七443 ︿略V︑これが一間豆の出世のも

感心して︑︿略V︒

馬の主は馬を引いてかへらう
一幽豆も︿略﹀︑家へかへって︑

︿略﹀︑こんな大金を持って

イ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

天心﹀︒︿略﹀︑書物モ近ゴロバ大テ

︿略﹀︑日本紙ハ﹁︿略﹀︒コ・

タ︒﹂トイフト︑︿略＞Q

ニアル扇モウチハモヤハリサウダ︒﹂

七474

大事の折に使へ︒﹄と申して︑父の

トイヒマス︒

このお金は︿略﹀︑﹃夫の一

渡してくれた金でございます︒

七419園

つた︒﹂

みるなら︑なぜあると一言いはなか

七416囹

いひました︒

い︒︿略﹀︒﹂と︑思はずひとり言を

﹁あ＼︑金がない程残念なことはな

七404

としました︒

七398

といふ者がありません︒

七397

といふ者がありません︒

思ひましたが︑︿略﹀︑誰一人買はう

七395

思フ物ハスグニ買ヘル︒

保己一口受ヒテ︑﹁サテ 七387 店主ハ番人が居テ︑買ハウト

イソガシイ時二手ノ足りナイ

イソガシイ時二手ノ足りナイ

何事ニヨラズ手ノハタラキノ
︿略﹀︑手ノハタラキノワルイ

一匹の獄の口から出る綜をの
ことである︒

ばして見ると︑五六町もあるといふ

七288

ノヲ下手トイヒマス︒

七279

ヨイノヲ上手トイヒ︑︿略﹀︒

七278

フコトデス︒

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

七267

フコトデス︒

トイフノハ︑寒心ラク人ノ少イトイ

七266

モノダ︒﹂トイヒタリトゾ︒

く︑目アキトイフモノハ不自由ナ

七252図

モノダ︒﹂トイヒタリトゾ︒

く︑目アキトイフモノハ不自由ナ

七252図

モノハ不自由ナモノダ︒﹂

七171團 ぶじお着のことと存じます︒ 七249園

草花をほしいくと申して居ります

七B3国又母がかねぐめづらしい
から︑︿略V︒

七196圏 ﹁とくに申し上げようと思
つてゐました︒

七199 畠のゑんどうがかきの外から
こ ゑ を か け て ︑ ﹁︿略﹀︒︿略﹀︑どう

藤は﹁︿ 略 ﹀ ︒ ど う い ふ わ け で ︑

かこれからお心安く願ひます︒﹂と
いふ︒

七206

おたがひに親類の間がらでございま
︿略﹀︑畠の藤豆さんとはち

すか︒﹂と問へば︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七217園
がって︑私の豆はたべられません︒

七227図目一見ユレドモ︑字ノ讃メ
ザル人ヲアキメクラトイフ︒

七227図シカルニ目ハ見エズシテ︑
大 乱 者 ト ナ リ シ 人アリ︑︿略﹀︒

七229図保己一ハ五歳ノ直直クラト
ナリシガ︑︿略﹀︒

が

これを量の蛾といふ︒

繭の中の鷺はさなぎとなる︒
七331

その卵を産みつけさせた紙を
量卵紙といふ︒

七338

七232図 く略V︑後ニハ名高キ評者ト 七327
ナリ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒

七241図 時ノ人 番町デ目アキ目ク
ラニ物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒
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七478

西洋紙ハ﹁︿略﹀︒便利ニオイ

テハトテモカナフマイ︒﹂トイヒマ
ス︒

七479園 ﹁イやく︑君ラバ破レ易

エビノピンくハネタリ︑カ

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

七714

川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略V︒

又眞珠貝トイフモノガアル︒

昔はひきゃくといふものが

り四匁までが三銭ですか︒﹂と問ふ
に︑︿略﹀︒

七723

七533園
あって︑手紙や品物を配達しました

波ニユラレテ︑色ノ美シイ海

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑様々ノ魚

七778
﹁︿略﹀︒今では切手をはつ

が︑︿略﹀︒

ヤケモノが浮イタリ沈ンダリ江戸イ

七539図

て出しさへすれば︑どんな遠い所へ

ダリシテヰルノハ︑︿略﹀︒

日本紙ハ﹁︿略﹀︒モトユヒヤ

クテ︑少シモ強ミトイフモノガナイ︒

水引ノヤウナ︑アンナ丈夫ナ物五日

もとどきますから︑上そう便利で

七485

本紙デナケレバ出身ナイ︒﹂トジマ

七808圏

ましてや人と生れ來て︑

﹁私も︿略﹀︑皆さんと同じ

らず︑怠らず︑︿略V︒

一たんめあて定めては︑わき目もふ

七796図圃

はれず︑︿略﹀︒

たん心定めては︑事に動かず︑さそ

七786図圏我等は人と生れきて︑一

ンシマス︒

サレドモコ・ニテ見ユルハ
シバ

明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ
昔より﹁犬は三日かへば︑

檬に︑あの運動場で膿操をしたり︑

この講堂でお話を聞いたりしてみた

二三匹の犬︑よく二三百頭

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

七816囹私の乗ってみる明治丸とい

のです︒

又近ごろは戦場にも犬を用
ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

ふのは︑長さが六十前程もある大き

︿略﹀︑こんな見事な桃がな

す︒

七839園

﹁航海といふものはかうい

七861園船にはらしんぎといふもの

す︒

船は今にも沈むかと思ふ様になりま

があって︑それで方角をとって重ん

で行くのです︒

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

七869園海岸には燈塁がありますか

船長はかくいひ終へて︑一

いふことが分ります︒

七874図

段と聲をはり上げて︑︿略﹀︒

七884園︿略﹀︑こんなことではどう

大砲ノヒぐキハ︑天モオチ︑

して海國の國民といはれませう︒

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七893図

中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

タヅネ來ン︒﹂ト︑タ寸一人タマナ

七904図

ク船内ヲタヅネタレドモ︑︿略﹀︒

七907図 ﹁残念ナリ︑今一度︒﹂ト︑

中佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒

ビタヅネマハレリ︒

七912図 ﹁今一度︒﹂ト︑中佐一三タ

七917図 ﹁今ハゼヒナシ︒﹂ト︑中佐

四隻ノ戸口皆爆沈シテ︑乗

ハボートニ乗リウツレリ︒

︿略﹀︑一生に一度は︑かな

口貝ハ思ヒくニコギサラントシ︑

七919図

︿略﹀︒

せ

神代の昔皇祖天照大神︑

あまてらすおほみかみ

らず伊勢に参逸せんと心がけざるも

い

八17図

のなし︒

トぎのみこと

八23図

忙々蛇骨をこの國に降したまはん

に

やたの

く略V︑八畑違を授けたまひ

如くせよ︒﹂とおほせられたり︒

て︑﹁この鏡を見ること我を見るが

八24図

七851園く略V︑山の様な波が立って︑ とせし時︑︿略V︒

ふ面白いものですが︑︿略﹀︒

七847園

まるでちがった風をして︑︿略﹀︒

そこに居る人は私たちとは

およいでみるのを見ることもありま

父は︿略﹀︑やしき中の桃 七829園 何等とも知れないいるかが

な汽船で︑︿略﹀︒

す︒

七677国

↓そう手入をして︑有年は

の木に皆つぎ木をすると申してゐま

七675国

といふ︒

七637図

主人の行く方へ行かしむといふ︒

七628図

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

七617図

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

七595図

東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒

七556図

す︒﹂といひきかせたり︒

紙ナドハ皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂トイ

七497 西洋紙ハ又﹁葉書や切手や印

︿略﹀︑日本紙ハ神ダナヲ指サ

ヒマスト︑︿略﹀︒

七騎1

神ダナノ御札ヤゴヘイ一朝ナレマ

シテ︑﹁ソンナニイバツテモ︑アノ

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび

イ ︒ ﹂ ト イ ヒ マ シ タ︒

七504図
て︑配達夫は入口に立ちたり︒

受 取 ら ん と せ し が ︑︿略﹀︒

七506図 お花は﹁はい︒﹂と答へて
七506図 お花は﹁はい︒﹂と答へて
受 取 ら ん と せ し が ︑︿略﹀︒

七508図 く略V︑配達夫は﹁おかあさ
んをよんで下さい︒ ﹂ と い ふ ︒
お 花 は あやしみて︑﹁︿略﹀︑

たくさんならせて︑たくさん差上げ

七514図

なぜまたおあしを彿ふのですか︒﹂

母はこんな美しい大きな桃

たいと思って居ります︒

ります︒

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

七693團

は︑はじめて見たと申して︑︿略﹀︒

母 は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ 不 足 の 時 に は ︑ 七688困

と問へり︒

七523図

その不足の倍だけを受取人の方で彿
はなければならないのです︒﹂と教
へたり︒

七526図 お花は﹁小包郵便でもやは

と一と
10

ヨシカゲ

揮尼ノ兄義景コレラ見テ︑

﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲヨク心得タ

八168図
ル者アリ︒ソレ託泣ジタマへ︒﹂ト

八28図 ︿略﹀︑この御鏡を御神上と
して︑皇祖天照大神をまつりたまへ
イヒシニ︑︿略﹀︒

るなり︒

八31図 神殿は︿略﹀︑二十年ごと
八178図

義景重ネテ︑﹁サラバコト

に新しく造らせたまふ御定なりと承
ぐク張りカへ給へ︒︿略﹀︒﹂トイ

ました︒

八199

﹁︿略﹀︑シバラク日用ヲナ

天略﹀︑シバラク日用ヲナ

親類や友だちはく略V︑どう

人の友だちは︑この

農夫は問返しました︒

さうしてそれをつかまへる

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

八216園

︿略﹀︑毎朝早くすを出て︑

が︑毎年一羽つつしか出て斜ない︒
八221園

ゑをさがして︑すぐ蹄ってしまふと
いふことだ︒﹂

農夫は此の話を聞いて︑
﹁︿略﹀︒どうかして其の雀をつかま

八223

次の朝農夫は︿略﹀︑若しや

へて見たい︒﹂と思ひました︒

八227

白雀が居はしまいかと︑屋敷のまは
りを見まはって︑野原の方までも行

水車場へ行くのかと思って見

つてたつねましたが︑︿略﹀︒

八236

此の男は居酒屋に酒代の借が

てるると︑︿略﹀︒

八239

あるので︑其のかたに持って行かう
とするのです︒

どうするのかと氣を附けてゐ

笑ひながらたつねました︒

﹁どうだ︑論理は見つかったか︒﹂と︑

八274 農夫は﹁︿略﹀︒御恩は一生忘

昔百濟川成トイフ名高キ豊

ダラノ

れないQ﹂といって︑︿略﹀︒

ク

八277図

一日川成二向ヒテ︑﹁︿略﹀︒

工アリキ︒

四方ノカベニ檜ヲカキテタマハリタ

八283図

シ︒﹂トイヘリ︒

何心ナクエンニ上リテ︑南ノロヨリ

八288図 ﹁入りテ見給へ︒﹂トイフニ︑

入ラントスレバ︑︿略﹀︒

八291図 ︿略﹀︑何心ナクエンニ上リ

テ︑南ノロヨリ入ラントスレバ︑其

驚キテ西ノロヨリ入ラント

ノ戸ハタト閉ヅ︒

敷日ノ後︑川成ヨリ﹁見セ

スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

八292図

︿略﹀︒

申シ度キ絶出來タリ︒御出アリタ

八299図

シ︒﹂ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ

サラバトテ入ラントスルニ︑

内ニハ黒ブクレニナリテクサリタル

八302図

ザ︑コナタへ︒﹂トイフ︒

﹁成程これではいけない︒﹂と︑ 八302図

ると︑隣の家の方へ行きます︒

八247
八255

すぐ家の中へかけこんで︑まだねて

︿略﹀︑雀といふものはすぐふ

えるもので︑又大そう作物を荒すも

みた妻を呼起して︑︿略﹀︒

死人横上ハリテ︑臭乱戦ヲツクが如

︿略V︑雀といふものはすぐふ 八259 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒朝ねをしてゐ
る間に︑身代が減って行くのだ︒﹂

く略V︑川成腹ヲカ・ヘテ笑

エニ入リ給ハザルカ︒﹂トイフ︒

ヒナガラ︑﹁カク我ノ居ルニ︑何ユ

八307図

ゲ出セバ︑︿略V︒

工驚キ︑アツト聲立テテニ

えるもので︑又籍そう作物を荒すも

︿略V︑自分はどうかして白雀

︿略﹀︑前の友だちが來て︑

八304図

シ︒

八272

た︒

を見つけようと︑たつねまはりまし

八264

て聞かせました︒

といって︑今見た事をすっかり話し

農夫は之を聞いて︑近年愛の

﹁︿略﹀︒白い雀が實際居るの
か︒﹂と︑ふしぎさうな顔附をして︑

八213

あるまいかと思ひました︒

取高の少いのは︑この雀のせいでは

八206

のだといふことを話しました︒

八204

のだといふことを話しました︒

八202

く世間話をしてみたが︑︿略﹀︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

ある日

したらよいかと︑いろく考へてる

八197

テカクスルナリ︒﹂ト答ヘタリトゾ︒

スベキコトヲ︑若キ者二知ラセント

八185園

テカクスルナリ︒﹂ト答ヘタリトゾ︒

スベキコトヲ︑若キ者二知ラセント

八185図

張りカヘント思ヘドモ︑︿略﹀︒﹂

八B・圏義モ後ニハコトぐク

ヘバ︑︿略﹀︒

る︒

八38図 ︿略﹀︑その御式の盛なるこ
と前古たぐひなかりきと申す︒

八52図 ︿略﹀︑数千年もへたらんか

と思はる＼老木枝をまじへて︑高く
天をつく︒

八57図 そこの御門を板垣御門とい
ふ︒

八64図 ︿略﹀︑金色の金物きらく
と日にかゴやけり ︒

八71図圃 とこしへに民安かれとい
のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大
神︒

八76図神殿の御有様︑おほよそ内
か ん なめ

宮に同じと見送る︒

には内宮へ勅使の参秤もあるべしと

八78図 今日は神嘗祭なれば︑夕方
いふ︒

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

八93図圃 うれし︑この松の根もと
八106囲 私もみんなと一しょの分は
まじめになり過ぎ ま し た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑にいさんによそ行の

顔だといって笑はれました︒

八108囲

八123囲 なるほど皆さんと一しょの
分は︑おはなさんも次郎さんも少し
まじめになってゐます︒

11
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八308図

︿略﹀ ︑ カ ノ 死 人 ト 見 エ シ バ ︑

フスマニエガケル檜ナリシナリ︒

八316 ﹁トンテンカン︑トンテンカ
ン︒﹂と︑毎朝早くから弟子を相手
につちを打つ音が聞える︒
﹁︿略﹀︑元は少しは人に知

られた刀かちで︑若い時から何十本

八335囹

焼けない事さへいへば︑御

分煙草のすひがらが元だらうといふ
話だ︒

八472園
安心なさるから︑ゴアンシンクダサ
イと書くにも及ばない︒
﹁︿略﹀︑火事の昨夜あった

ことはもう御存じだから︑サクヤと

八479園

八481十三ヤケナイといへば︑うち

となく大太刀・小太刀をきたへた︒

の焼けなかったことも分るから︑ウ

は書くには及ばない︒

八336囹 刀は武士のたましひといは
チもいらない︒

電報上達の際獲信人居所氏

れたものだから︑きたへる時は身を
八48図図

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂
ある時の話に︑﹁︿略﹀︒刀は

名を途達紙の外部に表はさんとする

八339

武士のたましひといはれたものだか

嚢信人の居所氏名を受信人

ものは其居所氏名を此虞へ記すべし

本文中の数字は片無名と分
ソガノイルカ

エ

ミシ

︿略﹀︑蘇我入国勢ヲホシイ

八519図

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ

オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

サテイヨく其ノ日トナレ

ハズヲ定メタリ︒

リ︒

八522図

入鹿アヤシミテ﹁何故ゾ﹂

ト問ヘバ︑︿略﹀︒

八528図

諸君若し我に食物を送る

此の数日間少しも食物を送らざるが

故に︑︿略﹀︒

八723図園

ために働きたりといはば︑︿略﹀︒

八724図園 ︿略﹀︑我もまた諸君を養

世はすべて相持なり︒﹂と

ふために勢したりといはん︒

八726図

我等若し汽船に乗りて︑我

北引には合土取とい

首府をパリーといひ︑世界

アジヤ大陸の西︑ヨーロッ

ヨーロッパより船にて日本

かくの如く日本を出で︑海

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八802図

り︒

印度洋を渡りて︑東へ東へと進むな

へ蹄るには︑︿略﹀地中海を過ぎ︑

八798図

いふ︒

パ大陸の南にある大陸をアフリカと

八792図

中最も美しき都なり︒

八783図

る都會をニューヨークといふ︒

八766図此の國にて商業の最も盛な

ふ國あり︒

八764図

行かば︑︿略﹀︒

が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

八761図

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

八756図猫ノ中戸モ其ノ毛色虎二似

書イテオキ︒﹂トイフコトアリ︒

﹁猫デナイシヨウコニ竹ヲ

︿略﹀︑手足等一同成程と感

いふに︑手足等一同成程と感心せり︒

八726図

入鹿アヤシミテ﹁何故ゾ﹂
ト問ヘバ︑﹁御前近ウシテ︒﹂卜答フ︒

八529図

併し老病の事故︑よほど大
其の後どうかと思ってゐま
こちらの方はどうとも都合

八728図

冒せり︒

バレントス︒

八532図今シバシタメラババ事アラ
テンヂ

天智天皇ト申シ奉ルハ即チ
此ノ御方ナリ︒

八542図

天皇重ク用ヒテ大臣トナシ︑藤原ノ

八544図鎌足く略V功アリシカバ︑

それで﹁いすかのはしのくひ

姓ヲタマヘリ︒

八575

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ檬二畑

ちがひ︒﹂といふことがある︒

八652

二作リマス︒

八658

ま

ん︒

八716図園

諸君我を苦しめんとして︑

がっくから︑心配するには及びませ

八686園

したが︑︿略﹀︒

八684囲

事にしなければならぬと存じます︒

八675国

ましたが︑︿略﹀︒

一時はどうなることかと心配いたし

ソレヲ藍玉トイヒマス︒

マ・ニシテ︑父蝦夷ト斜月不忠ノフ

八671團初は熱があまり高いので︑

︿略﹀︑大事ヲ成スニハ此ノ

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ
ミ奉ルコトヲ得テ︑︿略﹀︒

八514図

ト思ヒシガ︑︿略﹀︒

皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二道ナシ

八506図

カシコキ皇子アリキ︒

八503図此ノ頃中大兄皇子ト申ス

ナカノオホェノ

ヒ立チタリ︒

國ノタメニ入鹿父子ヲノゾカント思

八501野中臣鎌足コレヲウレヘテ︑

ナカトミノ

ルマヒ多カリキ︒

八498図

別し易き様大書すべし

八48図図

にて記すべし

に知らせんとする時は︿略﹀片假名

八48図図

ら︑きたへる時は身を清めて︑一心
︿略﹀︑朝から晩まで相かはら

不乱に打つたもの だ ︒ ﹂ と い っ た ︒

八345

ず︑﹁トンテンカン︑トンテンカ
ン ︒ ﹂ と 働 い て み る︒

八393図 マヅ木材ヲ切りテ︑湯氣ニ
テムシ︑ケヅリテウス板トシ︑細ク
キ ザ ミ テ ヂ ク 木 ト シ︑︿略﹀︒

テムシ︑ケヅリテウス板トシ︑細ク

八394図 マヅ木材ヲ切りテ︑湯寧日
キ ザ ミ テ ヂ ク 木 ト シ︑︿略﹀︒

八411図今日ニチハ其ノ製造ハナハ
ダ盛ニシテ︑︿略﹀︑我が國輸出品中
ノ重要ナルモノノーツトナレリ︒

八418 弓張を持って走る人が︑後か
ら後からとつゴいて飛んで行く︒
であったといふことだ︒

八437 一切の書類や記録類も皆ぶじ

八448聞けば此の火事は︿略﹀︑多

と一と
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レノ死膿ヲセオツテ編ル積りデカケ

丁三言付ケテ︑天略﹀︒其ノ時ハオ

ツケヨ︒﹂トイツタガ︑︿略﹀︒

ば︑︿略﹀︒

八808図 我等の住む世界は圓きもの
馬丁ハドウナルコトカト心配

馬丁ハ︿略﹀︑トウく戦死

︿略﹀︑軍神トイハレル程ニウ

八957図

名古屋は此の城あるにより

あっ
名古屋の南に熱田あり︒今

つ︒﹂とうたはれたり︒

て名高く︑﹁尾張名古屋は城で持

八948図

ツパデアツタカラデアル︒

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八927

ガイニ取リスガツテ泣イタ︒

サレタト聞イテ︑カケツケテ其ノ死

八923

タガ︑︿略﹀︒

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

八922

八803図西へ西へと進むもまた同じ︒

︿略﹀︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬

故︑名づけて地球といふ︒
八844

中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ蘭越軍神ト
マデイハレタ︒
︿略V︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸．

二︑︿略﹀︑メザマシイ働ヲシナケレ

八849
レウヤウ

バナラナイト︑八月末ノ遼陽ノ戦ニ
ハ︑部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑馬脚ク
進撃シタ︒

・八858 我が兵二物トモセズ敵陣メガ
ケ テ 突 撃 シ タ ガ ︑ ︿略﹀︒

中佐ハ﹁︿略﹀︒一足モ退却ス

合して名古屋市の一部となれり︒

ルナ︒﹂トサケンデ部下ヲハゲマシ︑

八878

︿略﹀︒

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

．九15図

此の原初は天叢雲劔と申

あめのむらくものつるぎ

杖二起上ラウトスル︒

あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申
し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九15図

なれり︒

八888 中佐ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ
八896 軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ
倒レテ居タ一兵士トトモニ中佐ヲイ
タハツタ︒

あめのむらくものつるぎ

九16図此の劔初は天叢雲劔と申

なれり︒

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

中佐ハ﹁ア・残念︒︿略﹀︑セ

ツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ残

なれり︒

八903

念千萬ダ︒﹂トイヒ ナ ガ ラ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九26図

れをかなしみ申すなり︒﹂と答ふ︒

尊時分はよしと︑おびさせ

給へる劔を抜きて︑ずたずたに大蛇

九39図

やさかにの

天照大神︑八腿鏡・八坂環

やたのかがみ

を斬り給ひしに︑︿略﹀︒
まがたま

九44図

やたのかがみ

やさかにの

曲玉と土ハに之を皇孫に授け給ひしか

ば︑︿略＞Q

曲玉と土ハに之を皇孫に授け給ひしか

まがたま

九45図天照大神︑八割鏡・八坂硬
ば︑これより三種の神器の一となれ
りQ

かの大蛇の住みし上には叢
黒質に立ちこめたれば︑劔の名を天

九47図

叢雲劔と申せり︒

倭姫命︿略﹀︑﹁つ﹂しみて
怠ることなかれ︒﹂と教へ給へり︒

九53図

︿略﹀︑ここにありし賊ども

といひ︑此の地方には士買行よろしか

九128魍團右は地質といひ︑縞がら

るべしと存ぜられ直間︑︿略﹀︒

は︑御申越の期日までには少々間に

九141圓囲次に老人向きの紺がすり

合ひかね候事と存候︒

北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南

ナルヲ椹現砂川トイフ︒

ゴンゲン

九158図

九158図北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南

ゴンゲン

赤堀川ハ關宿ノ北ニテフ

セキヤド

ナルヲ権現堂川トイフ︒

九161図

トリ

イキ

ス

二向ヒ︑権現長川二合シテ江戸川ト

タ・ビニツニ分レ︑︿略﹀︑一転西南

ナル︒

カ

シマ

北浦ノポトリナル鹿島トトモ三二社

カ

九177書中ニモ香取・塁打ノ爾社バ

ふと通りか＼つた大尉が之を

ノ名アリ︒

九192

見て︑あまりに女々しいふるまひと

いつはり降り︑﹁此のあたりには鹿

九57図

多し︒かりし給へ︒﹂と勧めて︑

軍人となって︑いくさに出

思って︑︿略﹀︒

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九195囹軍人となって︑いくさに出

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九194園

︿略﹀︒

︿略﹀︑尊の野に入り給ふを

これより此の劔の名を改め

見て︑火を放ちて焼き奉らんとせり︒

九58図

九62図

て草薙劔と申す︒

又ユリヤアヤメノ花軍韓ノ色
ガ辮トーツ色デアル︒

九82

といひ︑此の地方には費行よろしか

と言葉鋭くしかった︒

見て︑︿略﹀︑﹁こらどうした︒︿略﹀︒﹂

九126圓囲右は地質といひ︑縞がら 九197 ふと通りか㌧つた大尉が之を
るべしと存ぜられ眼間︑︿略﹀︒

といひ︑此の地方には費行よろしか

つて︑其の手紙を差出した︒

は餓りな御言葉です︒︿略﹀︒﹂とい

︿略﹀大蛇あり︑毎年來
りて︑我が娘を取食ひ︑今また残り

るべしと存ぜられ記帳︑︿略﹀︒

九32図圏

なしむぞ︒﹂と問はせ給へば︑︿略V︒

尊は﹁何故にかくは泣きか

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

八913闘 ﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ
無二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

砲聲・銃聲ガツ寸クヤウナラ︑我が

の一人をも食はんとす︒

八916園 若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑
軍が苦戦シテヰルト思へ︒

九126圏圃右は地質といひ︑縞がら 九203 水兵は驚いて︑︿略V︑﹁それ

八919 コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬 九33図 ︿略﹀︑おきなは﹁︿略﹀︒そ
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ほうたう

九207國国 ﹁聞けば︑そなたは豊島
すべ給ふ︒

歩兵は平時凡そ百五十人を

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

九264図

みかいゑい

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛

四箇中隊を大隊︑三箇大隊
二箇旅團の歩兵にそこばく

︿略﹀︑我が國の陸軍は僅か

︿略﹀︑三十七八年の戦役後

スチブンソンは︿略﹀︑すべ

其の成功を喜んだといふことである︒

りのよい車をすべりのよいレールの

九335

上で走らせる様にしたらよからうと︑

其の頃イギリスのある會社で︑

日夜其の事ばかり考へてるた︒

九341

馬車七道をこしらへようといふ話が
︿略﹀︑スチブンソンの爽明し

あったが︑︿略﹀︒

九343

た汽車を用ひて見ようといふことに
中には汽車と競走する積で︑

なって︑︿略﹀︒

九347

走る汽車とはどうして競走が出來よ

昔東海道といったのは江戸か

昔東海道といったのはく略﹀︑

一日の旅程を十里つつと見て︑
﹁箱根八里は馬でも越すが︑

越すに越されぬ大井川︒﹂といふ歌

九367

十二日程か＼つた︒

九356

場が五十三あった︒

其の間に五十三次といって︑重な宿

九355

里︑︿略﹀︒

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四

九354

︿略﹀︑一時間に十五マイルも

う︒

馬に乗って來た人もある︒

は第一師團より第十八師團に至る十
このゑ
八箇師團︑外に近衛師團を合せて十

イウシウ

ノ建物ヲ遊就館トイヒ︑︿略﹀︒

始めて之を船に用ひて汽船を
造ったのは︑アメリカのフルトンと

九311

いふ人︑︿略﹀︒

九3410

九箇師團となれり︒

九272図

十三箇三主となり︑︿略﹀︒

に七箇師團に過ぎざりしが︑職役馬

九2610図

たるものを師團といふ︒

の騎兵・砲兵・工兵・二重兵を加へ

九267図

を聯隊︑二箇聯隊を南南とす︒

れん

九266図

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

攻撃とやらにもかくべつの働なかり
きとのこと︑︿略﹀︒

ほうたう

九208圓国 ﹁聞けば︑そなたは豊島
みかいゑい

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛
攻撃とやらにもかくべつの密なかり
きとのこと︑︿略﹀︒

九211國国村の方々は朝に夕に色々
とやさしく御世話下 さ れ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

何にてもゑんりよなく言へ︒﹄と親

九213圓困村の方々はく略V︑﹃︿略﹀︒

切におほせ下され候︒
はちまん

そなたがあっばれなるてがらを立て

九218國圏 八幡様に日参いたし候も︑
候様との心願に候︒

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九219属国 母も人間なれば︑我が子 九293図 社殿ノカ目隠ラナル西洋風

て︑一人で進んで功名を立てる急な

九226園併し今の職工は昔とちがつ
ことは出來ない︒

九2210園

︿略﹀︑又之を車に鷹貢して︑

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

おつかさんは﹃一命をすて 九312

て君に報いよ︒﹄といって居られる

此の度は大丈夫と考へて︑

スチブンソンといふ人である︒

九3110

が︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九238 大尉は之を讃んで︑︿略﹀︑
﹁︿略﹀︒此のわけをよくおつかさん

などもあった︒

若し其の置所をよけて︑わき

其の頃之を川止といった︒

︿略﹀︑﹁何月何日初航海をす

九371

九321

九374

︿略﹀箱根七二ハ︑開ケ行

ク明治ノ御代ト共二盆く・サカエテ︑

九399図

キ

ガ

浴客年二其ノ数ヲ加フ︒
サハ
七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂

ソコクラ

九3910図

ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ盧ノ

湯ライフ︒

ヲモウガツトイフ︒

九424塩水ノシヅクモ度重ナレバ石

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑又切レ

九426図 ︿略﹀︑カ・リテハタキトナ

テハ急流トナリ︑︿略﹀︒

九427図 ︿略﹀︑カ・リテハタキトナ

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑又切レ

テハ急流トナリ︑︿略﹀︒

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑適切レ

九427図︿略﹀︑カ・リテハタキトナ

テハ急流トナリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑遂二今日ノ如キ美シキ景色ト

九428三山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

ナリシナリ︒

祖父様はく略V︑はや朝

顔のはちをならべて︑昨日は九つ咲

九438國国

きたり︑今朝は十二咲きたりなどと

御喜に御座候︒

ンといふ者あり︑︿略﹀︒

九448下寺アラビヤの或町にハッサ

荷物を取りに來るべしと言ひっかは

て︑其の子のアリに賂駝を連れて︑

或時旅行先より手紙を送り

仲間に加り︑大沙漠を往來するを業

九4410図 ︿略﹀︑駆駝に乗りて隊商の
さばく

とせり︒

といって︑其のものは重い罰を受け

九451図
た︒

道を通る様なことをすれば︑關所破

るから︑何人にも乗船の望に煎じ

之を聞いて︑是までフルトン
を笑った人々も大いに感心して︑皆

九331

たが︑︿略﹀︒

る︒﹂といふことを新聞紙に廣無し

にいって上げて︑安心させるがよ
い ︒ ﹂ と い ひ 聞 か せた︒

九2310 水兵はく略V︑やがて手をあ
げて敬蓋して︑にっこりと笑って立
去った︒

九244図 かしこくも天皇陛下は自ら

と一と
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したり︒

ドモ︑︿略﹀︒

外何くれと用意して︑隊商と土ハに出
全ク白色二攣ジ︑︿略﹀︒

ギハ︑︿略﹀︑雪ノ降ル頃トナレバ︑

といへり︒

九6410図

よく働かんとするものはよ

夜が更けて︑雨の音が静かに

は︑我が身も蝶の様に飛立ちたくな

る︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九706

ると︑︿略﹀︒

ころ︑︿略﹀︒

九716圏困

もはや新聞紙にて御承知

一日一二鏡・二巴ヅツニテ

く略V︑家業ノ元手ノ一部分

︿略﹀︑そよくと吹く春風に 九767黒金鏡ヲ安全二貯フルニハ郵

便貯金トナスヲヨシトス︒

九766図金鑓ヲ安全二貯フルニハ郵

トモナスコトヲ得ベシ︒

九763図

ハ︑齢程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後目

九762図

と喜び居り候︒

の異状これなく︑先以て不幸中の幸

九749圏國︿略﹀︑其の他にはかく別

︿略﹀︒

直ちに老母と子供を裏山に立退かせ︑

九742國国 ︿略﹀︑是は大攣なりと︑

がねを打出し候︒

ならずと思ふ間もなく︑隣村にて早

九738國国く略V︑犬のなき聲もた買

者も引返したる程に御座候︒

はや心配には及ぶまじと立退きたる

九734財団 ︿略﹀︑此の分ならば︑も

の事とは存候へども︑︿略﹀︒

九724洋帆

勢の事故如何と御案じ申し居り候︒

御老人・御子供衆も御大

川に近き御地は如何と案じ居り候と

﹁夜半十二時前一時間の眠 九711圓国連日の大雨に候へば︑大

西洋のことわざにも﹁よく

されども又いつくしみ深き

空氣は︿略﹀︑凡そ少しに

ながく皇城を守護せしめたりといふ︒

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

九643図之をはうむりし時は︑︿略﹀︑

みたりといふ︒

人にて︑笑ふ時は子供もなつき親し

九635図

ず︒﹂といへり︒

日光の見舞ふ家には署者は見舞は

九616図

といへり︒

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

九605図

く眠るべし︒

九603図

し︒﹂と知るべし︒

九455図 アリはく略V︑飲用水其の 九5410図 タトヘバ北語調スム野ウサ 九602図 ﹁過ぎたるは及ばざるが如
浮したり︒

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

九561図農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

見ユ︒

ナドニ附着スル時ハ岩石ト同ジ色二

九455図 アリは︿略﹀︑隊商と共に 九552図 ︿略﹀︑イカバ︿略﹀︑岩石
出立したり︒

九461図 アリは︿略﹀︑たゴ父にあ
はんを樂みに一日々々と旅行をつ曳
けたり︒

ンワリトイフ︒

九563図故二或地方ニチハ之ヲドビ

九4710図 又一人︑﹁然らばかの子供 アリ︒
の乗れる驕駝を殺さん︒﹂といふ︒

九481図 ︿略﹀︑さては此のま＼にて

或動物ハ之二反シテ︑周圃

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

九568図

うかゴひ︑︿略﹀︑そこより逃れ出で
ヤカナル髄色ヲ有ス︒

は過されじと︑人々のねしづまるを
たり︒

口にうましとて多く食ふこ

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

九583図

ヅク︒

九488図之に力を得て︑南へくと 九576図 此ノ種ノ膿色ヲ警戒色ト名
急がするに︑︿略﹀︒

となかれ︒︿略﹀︒今一口といふ所に

ずといふこと無し︒

九502図圃路行く人のかぶりもの︑
中折・鳥打・山高や︑シルクハット

て止めよ︒

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

︿略﹀或老人に︑長生の方 九671 五風十雨といって︑五日毎の

と類多し︒

法を問ひしに︑﹁やはらかなるもの

九515図圏 赤き帽子のトルコ人︑長 九586図

き白布くるくと 頭に巻ける印度

春の初に降るのは一雨毎に花

様である︒

九676

も二十七度かめ︒﹂と答へたりとい
ふ︒

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

をもよほすかとうれしい︒

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

九676

めである︒

法を問ひしに︑﹁やはらかなるもの

九586図

︿略﹀或老人に︑長生の方

人︑︿略﹀︒

九528図圃 づきんにおこそ・大黒と
其の名立の類亦多し︒

も二十七度かめ︒﹂と答へたりとい

九543図︿略﹀︑自ラ其ノ空身ノ物ノ
色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二

併し此の雨はやがて花を散す

ふ︒

九6710

心地がする︒

雨となるので︑其の時はうらめしい

九678

見附ケラル・コトナシ︒

︿略﹀︑平生の養生法を問へ

智者にも相談する必要なきなり︒﹂

ば︑﹁︿略﹀︑毎日運動するが故に︑

九5910図

九546図 此ノ種ノ冷色ヲ保護色ト名 九591図 不潔もまた病の種となる︒
ヅク︒

ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ

九549図 タトヘバ北國ニスム野ウサ
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便貯金トナスヲヨシトス︒

九7610図 貯金皇紙トイフモノヲ買ヒ
︿略﹀︑貯金セントスル時ニ

オキテ︑︿略﹀︒

九771図

ハ︑其ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ
︿略﹀︑ 全 部 バ リ 終 ヘ タ ル 時 ︑

皇紙ニハリツケ︑︿略﹀︒

九773図

之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト
スルナリ︒

九7810図 是は菅原道眞が右大臣とい

紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

し

人が朝早くから宮の境内へつめかけ
た︒

五箇村の人々は各我が村の騎

神主は︿略﹀︑﹁支度︒﹂とい
だいこ
ふあひつの一番太鼓を打鳴らした︒

九832

九836
手に向って︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁し

つかりやってくれ︒﹂などと︑口々
︿略﹀︑五人の騎手は︿略﹀︑

に勢をつけてみる︒
九8310

馬の頭を揃へて︑三番太鼓を今やお

熊吉は︿略﹀︑そのはずみに

ひぐらし

此の全一に日暮門の名あ

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

タトヘバコ・二漁夫アリテ︑ 九945図

魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農

九884図

ひぐらし

との意なりとそ︒

九946図此の門一に日暮門の名あ

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

︿略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メ

夫ヲタヅネタリトセヨ︒

との意なりとそ︒

九8810図

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

此の湖の落口は華嚴瀧と

けごんのたき

次の門を唐門といふ︒

昔より富士は日本一の高山

と構せられしが︑︿略﹀︒

十15図

なる︒

九961図

九948図

スル不便ヲ省クニ至レリ︒

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

ナ

く略V等ノ字ノ一部二貝ノ

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒

九892図

シ

九895図

字アルハ︑支那ノ古代二野ヲ用ヒタ
ルが故ナリトイフ︒

九913図之ヲ日本銀行二二行カバ︑

責買トイフコトナカリシ遠

聞え上げた

︿略﹀︒

にほひぬと︑
言の葉の

八重櫻︑今日九重に
つかうまつりし

り︑玉と飛ぶ︒

九938図岩にくだくる清流︑雪と散

り︑玉と飛ぶ︒

九938図岩にくだくる清流︑雪と散

︿略﹀︑なほ我が國第一の山

︿略﹀︑なほ我が國第一の山

よど

︿略﹀︑湖水より出つる瀬田

ち

ち

よど

︿略﹀︑湖水より出つる瀬田

十28図

其の工事の総費用は︿略﹀︑

しなの
日本一の長流を信濃川とす︒

十67

普通ノ葉ヲ輩葉トイヒ︑此ノ

子が日本一と思ふ物を敷へ見よ︒

十49図諸子よ︑試みに此の外に諸

に等しといふ︒

一里の長さだけ十圓金貨を並べたる

十39図

て︑︿略﹀︒

川は下流宇治川となり︑淀川となり

う

十26図

て︑︿略﹀︒

川は下流宇治川となり︑淀川となり

う

十26図

も稻すべし︒

といふべく︑むしろ世界一の名山と

十21図

も構すべし︒

といふべく︑むしろ世界一の名山と

十19図

りしより︑富士は第二位に落ちたり︒

九8910図是金銀ハ甲高ク︑︿略﹀︑直 十17図 ︿略﹀︑塁湾の我が領土とな
段ノ饗動モ少キ等︑貨幣トスルニ最
モ便利ナレバナリ︒

紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得

ノニシテ︑︿略﹀︒

九908図

九862園︿略﹀︑人の命にはかへられ

ベシ︒

雲ゐまで

九919図圃︿略﹀︑うぐひすの 問は

ないと︑相手を助けてやったのは如
愛作方の人々は︿略﹀︑﹁感心

ば如何にと

遠ければ︑ふみ見ずといひし
言の葉は︑︿略﹀︒

道の

九926図引︿略﹀︑大江山 いく野の

言の葉は︑︿略﹀︒

る

熊吉方の人々は︑﹁もう改め

だく︑えらい子だ︒︿略﹀︒﹂とい

いった︒

九877

ナラン︒

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

九881図若シ今ノ世ニモナホカ・ル

キ昔ニハ︑︿略﹀︒

九879図

近所近ぺんのほめ者となった︒

な
ら
︿略V︑愛作は五箇村はおろか︑ 九933図圃︿略﹀︑古の奈良の都の

て勝負には及びません︒︿略﹀︒﹂と

九875

つた︒

九867

何にも見上げたりっぱな行だ︒

こんだ︒

ころころと轄がつて︑池の中へ落ち

九849

人だけの競走となった︒

ふ 高 き 官 よ り お と されて︑︿略﹀︒
そしと待構へてるる︒
つく
九791．図 是は菅原道眞が︿略﹀︑筑 九845 ︿略﹀︑もはや熊吉と愛作の二

ををしみてよめる歌なり︒
︿略﹀︑道眞は﹁騨長驚くな

かれ︑時の愛り改るを︒︿略﹀︒﹂と

九802図

︿略﹀︑ 道 眞 は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

いふ意味の詩を作りてあたへたりと
いふ︒

九803図

いふ意味の詩を作りてあたへたりと
いふ︒

九809図 いっか秋のなかばも過ぎて︑
九月十個口夜となれり︒

それはく略﹀︑競馬をさせて︑

といふ事があった ︒

九8110 昔或氏神のお祭に競馬の神事
九823

勝つた村は次の祭の日まで︑其の五
箇村の頭になるといふ定であった︒

九825 一人は熊吉︑一人は愛作とい
つて︑年は同じく十五歳︒
う︒﹂と︑︿略﹀︑おびた望しい見物

九826 ﹁今年の競馬はさぞ面白から

と一と
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種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

十68 普通ノ葉ヲ輩葉トイヒ︑此ノ
種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

ガアル︒

十69 葉身ハスベテ葉脈トイフモノ
十113図 かく保護せられたる森林を
保安林といふ︒

十131室温園﹁︿略﹀︑我が友ユ・ひ

はり

むなぎ

空なつかしや︒﹂

とり離れて︑はるぐと筆工の
しほ路︑故里の

十165図

︿略﹀︑式部は︿略﹀︑常に

一といふ文字をだに知らぬ顔に過し
たりといふ︒

清少納言も亦紫式部と同じ

ある雪の朝︑皇后は︿略﹀︑

く宮中に仕へ︑其の才氣を以て知ら

十167図
れたりき︒
かうろほう

十169図
﹁香櫨峯の雪は如何に︒﹂と仰せられ

十242図

良此ノ度コソハト︑夜半ヨ

リ起キテ橋上二至レバ︑︿略﹀︒

十253図其ノ中ノ一人日ク︑﹁︿略﹀︒

若シ勇氣アラバ我ヲ殺セ︒殺ス能ハ
マタ

はうきを立てた様に高く雲を
それと隣り合って︑ねぎや大

それと隣り合って︑ねぎや大
︿略V︑こ＼ぽかりは冬を知ら

サツ

マ

イモ

關東ニチハ薩摩芋トノーヒ︑

ウエジニ
︿略﹀︑不作ノ年餓死スル人

ハレミ︑之ヲ救ハントスル義心ヨリ

起レリ︒

ノ多キヲアハレミ︑之ヲ救ハントス

十317図

ル義心ヨリ起レリ︒

隣國ノ人モ画譜ヘテ之ヲ植

サレバ平左衛門ノ死セシ時

それで注意深い男といふこ

主人は答へて︑﹁︿略﹀︒りつ

ぱな人の手紙よりも︑何よりも︑本

十3710

かに自分の順番を待ってるました︒

少しも人に先んじようとはせず︑静

十369無人が大勢込合ってみる中で︑

とを知りました︒

十366園

れると思ひました︒

十356偉人に親切なことは是でも知

ひになったのかとたつねた︒

どういふ御見込で︑あの青年を御用

十349 或人が主人に向って︑︿略﹀︑

ノ面二﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

十342図東京ノ西南︑目黒ナル墓石

︿略﹀︒

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑

十335図昆陽ハ之ヲ救フニハ︑此ノ

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︿略﹀︒

十331図當時ハ遠島ト構シテ︑罪人

母二二ル・如ク悲シミタリトナリ︒

ハ︑中出ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父

十329図

レリトイフ︒

エ︑遂ニハ中國地方全艦二及ブニ至

十327図

スベキモノヲト心ガケシガ︑︿略V︒

︿略﹀御入螢の上は︑品 十321図 日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

ズバ︑我が跨ノ下ヲク寸レ︒﹂ト︒

十268魍国

行方正︑職務に忠實にして︑隊中の
︿略﹀︑私も明年は是非と

模範となられ度︑︿略﹀︒

も御仲間入致し度と今より相益しみ

十2610囲團

皇后の御感一入なりきとそ︒

しに︑︿略V︒

十172図

宮の森のこんもりと茂った間

居り候間︑︿略﹀︒

る︒

十293
てるる︒

リウキウ
︿略﹀︑薩摩ニチハ琉球芋ト
︿略﹀︑琉球ニチハ唐芋トイ

二人が之ヲヒロメントセシ
ウエジニ

ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

十316図

フ︒

十307図

イヒ︑︿略﹀︒

十306図

︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁︿略﹀︑五日目ノ朝 十306図

﹁長者ト約シテ後ル・ハ

︿略﹀︑寒菊が今を盛りと早い

ないやうに活々とした色を見せてゐ

老人片足ノ靴ヲ橋下二落シ︑ 十291

根が青々とうねをかざって︑︿略V︒

十2810

根が青々とうねをかざって︑︿略﹀︒

十289

はらはうとしてみる︒

十284

から︑︿略﹀︒

十281

是白樂天の詩に︑﹁香櫨峯

の雪はすだれをか＼げて見る︒﹂と

十175図
いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

けた

十137図圃 あはれ我︑梁や棟木や
休む間なし︒﹂と 角柱 ひとり

讃んでみる間は︿略﹀︑どう

︿略﹀︑本といふものはたやす

禮二非ズ︒

十236図園

捨テテ去レリ︒

此ノ庭ニテ我ヲ待ツベシ︒﹂トイヒ

十233図

︿略﹀︒

十228図良無韻ナリトハ思ヘドモ︑

フ︒

良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂トイ

十227図

く出身るものではない︒

十185

へないが︑︿略V︒

して出身るものかといふ事は深く考

十185

しを︑︿略﹀︒

桁どもを いつもせおひて 片時も

つぶやく︒

十143図圏園 つかとなり 床となる

身も︑それぐの務をもてり︒
十143図参与 つかとなり 床となる

身も︑それぐの務をもてり︒
皆うなづき

︿略 ﹀ ︑ 父 の 爲 時 は く 略 V ︑

十148図圃 げにくと
て︑︿略V︒

十161図囹

﹁汝の男と生れざりしが口をし︒﹂と
いひたりとそ︒
︿略﹀ ︑ 父 の 爲 時 は ︿ 略 ﹀ ︑

﹁汝の男と生れざりしが口をし︒﹂と

十162図

︿略﹀︑父の爲時はく略V︑

いひたりとそ︒
十162図

﹁汝の男と生れざりしが口をし︒﹂と
いひたりとそ︒

大イニ怒リテ︑﹁︿略﹀︒今
ヨリ後五日目ノ朝再ビ來ルベシ︒﹂

十238図

トイフニ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑式部は︿略﹀︑常に

一といふ文字をだに知らぬ顔に過し

十165図

たりといふ︒

17
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︿略﹀︑敵の將軍ステッセ

人の行がたしかな保養です︒といつ
た︒
ぎ

十487図

︿略﹀︑青に黄を随ふれば︑

緑となるが如しQ

種々の模様を工夫し︑又麗

しき色どりを案ずるは︑工専・美術

十501図
においては極めて大切なる事とす︒
天略﹀︒組めや手塚︒﹂とい

手塚の家來は組ませじと中
手塚は家來を討たせじと︑

手塚其の間に敵の草ずりを

名乗れと申せば︑﹃存ず

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑

十515図

敵に組みつく︒

十511図

をへだっれば︑︿略﹀︒

十5010図

ふま﹂に︑はや弓を捨てて進み寄る︒

一の一たち正していひ出でぬ︑ 十509図

川 乃木大患と會見の 庭はいつ訊

の

十384図圏

水師管︒

十401図圃

これぞ武門の面目︒﹄と︑

閣下の心 如 何 に ぞ ︒ ﹂ と ︒

﹃此の方面の戦闘に 二子を失ひ給
ひつる

十404五韻
﹃さらば﹂と︑握手ねんご

大將風力あり︒

十414図圃

イソザキミンキ

︿略﹀︑其ノ織方ヲ無明シタ

ろユ︑別れて行くや右左︒
十426図
︿略﹀︒

十517図園

る由あり︒木曾殿見知り給ふ︒﹄と

︿略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重

ルハ岡山縣ノ磯崎眠亀トイフ人ナリ︒

ネテ︑一時ハ赤貧洗フが如キ有様ト

いひて名乗らず︒

十431図

ナレリ︒

十435図眠亀ハ︿略﹀︑自ラ花錘敷 十518図上名乗れと申せば︑﹃存ず
る由あり︒木曾殿見知り給ふ︒﹂と

士かと見れば︑錦のひ

十種ヲ織出シ︑海外二輸出セント試

くと黒し︒

十522図園

くと黒し︒

十522図囹

大勢かと思へば︑引く者

老人かと見れば︑髪つや

老人かと見れば︑髪つや

びた〜しきしわた＼めり︒

十521図園若者かと思へば︑面にお

ば︑坂東聲なり︒

十5110図園京家・西國の者かとすれ

なし︒

十519図園

た＼れ着けたり︒

十519図園

いひて名乗らず︒

︿略﹀︑此ノ時ハナホ世人ノ

ミシガ︑︿略﹀︒

十436図

︿略﹀︑翌年上世ヨリ註文ア

注 目 ス ル 所 ト ナ ラ ズ︑︿略﹀︒

十439図

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等
ノ古酒ヨリモ績々 註 文 ヲ 受 ケ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十443図 近年ノ輸出高田年々五六百
髪上ヲ下ラズトイフ︒

十445図 眠亀ガ︿略﹀︑熱心二村ノ
業二志シ︑機械ヲ嚢明シ︑國産ヲ廣
メシバ大イナル指穴トイフベシ︒

紫となり︑︿略﹀︒

十486図葉へば赤に青を加ふれば︑

十537図題

﹃戦場に出でん時は髪を

染めんと思ふなり︒

まして戦場にては︑進ま

まして戦場にては︑進ま

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

十5310図園

︿略﹀︒

十541藁筆

まして戦場にては︑︿略﹀︑

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑
︿略V︒

十542図囹

退く時には︑今はかなふまじとそし
る︒

白髪頭にて若き人と先を
孚ふもはゴかりあり︒

十542図園

見セリトイフ︒
トウセウ
十613図 ︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

宮等ノ造螢服用ヒタル銅ハ︑大抵此

ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイフ︒

シ︑コ・二始メテ世界有敷ノ大銅山

十619図 ︿略﹀︑産出高モ著シク増加

トナレリ︒

十634図︿略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

︿略﹀︑そよくと吹く風に︑

ソ三国ヲ有スルー都會トナリ︑︿略﹀︒

十638

四五隻のボートは母船を離れ

海面はさゴ波を立ててみる︒

て︑我先にと漕いで行く︒

十648

若者は長い劔を突通し︑幾度

其の肉は食用となり︑あぶら

となく抜いては又突く︒

十664

實盛日頃申し候に︑ 十6510 今にも沈むかと冷々する︒
﹃︿略﹀︒悲しきは老の白髪なり︒﹄と

十543図園

いひしにたがはず︑墨を塗りて候︒﹂

昔は大鯨一頭を捕へると︑人

父は此の大波に何とて行か

く略V︑ボートは幾度となく

間業とは見えず︒

トをあやつり居たる少女の働は︑人

十706図 ︿略﹀︑岩と波との間にボー

くして難破船に漕着けたり︒

打ちもどされ打ちもどさる＼を︑辛

十701図

るべきと思ひしが︑︿略﹀︒

十698図

とせき立つ︒

早く船を出して救はん︒早くく︒﹂

十697図 少女は之を見て︑﹁︿略﹀︒

支へ得ると言ったものである︒

口敷百人の一村︑一箇月の生活費を

十679

は機械油になり︑︿略V︒

く略V︑墨を塗りて候︒﹂と 十677
﹁︿略﹀︑義仲二歳なりし

て︑之を洗ふに白髪の頭となれり︒

十545図
十548図園

を︑敵は畠山に命じ︑尋ね出して殺
さんとせり︒

義仲之を見て︑﹁︿略﹀︒あ

やふき敵の手より救ひくれたる厚恩︑

十555図

いかでか忘るべき・﹂と︑さめぐ
義仲之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

と泣きたれば︑︿略﹀︒

十555図

︿略﹀︑又學科も小學校を

さめぐと泣きたれば︑︿略﹀︒
十582國国

卒業したる者には苦りむつかしとも
畳え申さず候︒

足尾銅山ハ︿略﹀︑今ヨリ

三百年前︑此ノ地ノ人並メテ之ヲ爽

十6010図

と一と
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十7010図山なす大波を物ともせず︑
男勝りの大力にてボートをあやつり
し ダ ー リ ン グ の 手 は︑︿略﹀︒

十714図 六日の後︑水夫は此の少女
の手に熱き感謝の涙をそ＼ぎて︑各
我が家に鋸りたりとそ︒

十743図 箱根はく略V︑盛夏の候は

︿略﹀︑大湯と号するは一書

何れの旅館も空室なきに至るを常と
す︒

十746図
夜に敷回噴出す︒

十791図 西洋ノ古語二日ク︑﹁健全
ナル精神ハ健全ナル肩車二宿ル︒﹂
ト〇

ても既に内地人と同じからず︒

十803図 あいぬの風俗はこれのみに
十8010図 あつし織とは︑おひようと

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織
物なり︒

ひえ

なれるものもあり︒

されば北海道奮土人保護法
︿略﹀︑農業を螢まんとする

と稻する法律ありて︑︿略﹀︒

十8210図
十8210図
ものには土地を與へ︑︿略﹀︒

東京市だけでも︑一年にほふ

る牛は敷千頭にも上るといふことで

十846
ある︒

タイ

師範學校門内ノ八重櫻一株︑ 十一22図 叙唱え一くとば一・の を一花設
フ

吉野山︒といひし古人の句我をあざ

十955図
セ

むかず︒

イ

なりと傳ふ︒

ばあつさ弓

十一36図翻

とgむる︒

なき敷にいる名をぞ

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

陵に至る路のあたり櫻樹

此の附近にも亦櫻樹多し︒

︿略﹀︑麓の花︑中の花の

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一49図︿略﹀︑麓の花︑中の花の

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一48図

之を奥の千本といふ︒

十一45図

多し︒之を中の千本といふ︒

十一42図

残せるは此の所なり︒

連ね︑︿略﹀︒といふ一首の和歌を書

決死の士百四十三名の名字を壁に書

十一38図

φへらじとφねて思へ

・の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所

塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離︑

堂前四本の櫻ある虜は大

こ＼を口の千本といふ︒

ト︑伊勢大輔ノヨミシ其ノ奈良櫻ノ

十一22図

︿略﹀︑今日九重ににほひぬるかな︒
名残ヲト寸メタリ︒

ロ

毎年節分ノ夜墨ク之二酉火 十︸27図
マ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

ベノナカ

十9510図
ア

ストイフ︒

十967図

テ︑︿略﹀︑天の原ふりさけ見れば︑

︿略﹀︑大上殿ノ高サ十五丈︑

我が國ノ古美術ハコ・二其
奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ

人はいさ心も知
花ぞ昔の香ににほひ

紀貫之ガ

キノッラユキ

ニアリ︒

リトイフ梅ノ木画此ノ廊ノカタハラ

十998図

キノツラユキ

︿略V︒

紀貫之ガ︿略﹀︒トヨミタ

ける︒トヨミタリトイフ梅ノ木ハ

らず︑故里は

十998図

リ︒

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

十976図

ノ梓ヲ集メタリトイフベシ︒

十974図

木造建築物トス︒

東西長サニ十九丈︑眞二世界第一ノ

十971図

ト黒焦ルコト人ノヨク知ル所ナリ︒

何から何まで役に立って︑不 春日なる 三笠の山に出でし月かも︒
馬も牛と同様に図面にも使は

用な部分といふものは一つもない︒

十8410
十851
れ︑食用にもなる︒

死んだ後で︑志望の全部にす

たりのないことも牛と同じである︒

十852

︿略﹀︑心志と共に戦場をかけ

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

十854

ものは馬である︒

羊の肉も亦食用となり︑山羊

の乳は牛乳のやうに飲料になる︒

十873

︿略﹀︑其の講話は定めて

御駕も當村と同じく水利

相成るべしと存候︒

門家の講話を承るは︑大いに参考に

十929圓團︿略﹀︑此の幽閉の道の專

︿略V︒

の上善行せんと申合せ居り望事とて︑

理の必要これあり︑︿略V︑何れ熟考

ポ

タン

昔ノ人ノ

去て見ればこ＼

ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒

倉主1図

も櫻の峯つゴき︑吉野初瀬の花の中

遜譲えくとばのマ花

宿︒ト歌ヒシバコ・ナリ︒

設吉野山︒

十一21図圏

雌蜂は女王ともいひ︑唯

く略V︑検査掛は内に入る

ちどころにさし殺す︒

を許さず︑強ひて入らんとすれば立

十一71図

一匹にして︑︿略﹀︒

十﹁58図

なりしは人の能く知る所なり︒

十927㈱浜玉の如く本村にも耕地整 十999図 廊下ノ雨ガハニハ幾論罪ト 十一52図 其の後吉野の朝の皇居と

の良き割合には田地少く︑︿略﹀︒

十9010囲國

有盆なる事と存候︒

十909國團

も入れて言ふ︒

十8010図あつし織とは︑おひようと 十877 廣く家畜といへば︑鳥類まで

あは

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織
物なり︒

根等を主とし︑︿略﹀︒

十812図 食物は粟・稗・うばゆりの

十816高く略V︑又かやを並べて屋根
となせり︒

︿略﹀ ︑ 今 は 内 地 人 と 同 じ く ︑

全く異なり︒

十823図あいぬの言語は日本語とは
十825図

讃み書き・計算をもなし得るものあ
︿略﹀︑中には小愛校教員と

るに至り︑︿略V︒

十826図
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十一98 此ノ十二大勢ノ人が手分ヲ

︿略 ﹀ ︑ コ ・ 二 注 意 シ ナ ケ レ

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業
トイフ︒

十一1110
バ ナ ラ ナ イ ノ ハ 土 ハ同一致トノーフコト
デアル︒

十一136図 武家の運命も今に蓋きな
んと︑罵りいきどほる聲ちまたに満
つ︒

十一139図 此の頃備前の國に見島高
徳 と い ふ 武 士 あ り ︑︿略﹀︒

十一143図 然るに今︑主上隠岐に遷
され給ふと聞き︑一族共を集めてい
﹁﹃志士・仁人は生を求

へるやう︑︿略﹀︒

十一145図囹

めて仁を害することなし︒身を殺し
て仁を成すことあ り ︒ ﹄ と か や ︒

り︒

し な
是は昔︑支那に呉・越と

二物相待つに非ざれば用

いみじき樂と我は聞く︒

十一252図

を爲し難きを﹁車の雨輪の如し︒﹂

十一167図
いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

都會の地には電車・自動

といへども︑︿略﹀︒

十一263図

︿略﹀︒

︿略﹀︑越王勾践︿略﹀︑

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一1610図

茅野といふ無二の忠臣の助を得て︑

大小幾多の軍艦は海上の
浮城とも照すべく︑︿略﹀︒

十一292図

に速力を競ふ世とはなれり︒

本土の西︑近く九州と相

遂に呉を滅して︿略﹀︒

十一175図
接せんとする所︑下県海峡あり︒

船の其の間を行くとき︑
船の其の間を行くとき︑

ノモ多シ︒

コトアリ︒

人智の進歩は際限なしと

戦艦ハ︿略﹀︑其ノ名ノ
職盲縞︿略﹀︑其ノ名ノ
巡洋艦ハ︿略﹀︑職艦ト

時二戦艦ト合同シテ敵ノ主力ト戦フ

十一332図其ノ大ナルモノハ︿略﹀︑

コトアリ︒

時二戦艦ト合同シテ敵ノ主力ト戦フ

十一332図其ノ大ナルモノハ︿略﹀︑

共二言二當リ︑︿略﹀︒

十一326図

如ク堂々敵ト決戦スルヲ且的トス︒

十一319図

如ク堂々敵ト降職スルヲ目的トス︒

十一319図

又第何號艇トノミイフモ

ル有様モオモヒ見ルベク︑︿略﹀︒

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮ナ

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十一謎7︹図 駆逐艦ハ︿略﹀︑敵艦二

水雷艇ハ︿略﹀︑敵艦二

シ︑碁敵ノ水雷艇ヲ騙逐︒撃破スル

ヲ目的トス︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十一349図

スルヲ任務トス︒

潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

御地は今尚冬の季節と

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目

十一351図

的トス︒

十一3510上平

存候︒

てつばい
十一393圏團 ︿略﹀︑是にて竹筏とい

せつ つ

又竹を原料として竹紙

阿里山の檜材は世界無

全島の住民は約三百齢

其の中内地人は八萬饒︑

みつのり

くすのき

︿略﹀︑赤松光範︑楠木

う の

此の時討死せる宇野六郎

の一子に熊王といふ者あり︑︿略﹀︒

十一416図

撃破られたり︒

正儀と囁津の住吉に戦ひて︑散々に

まさのり

十一414図

に候︒

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

ばんじん

十一406囲国

萬と申候︒

十一404囲囲

ても無蓋藏と申すべく候︒

十一403圓團 ︿略﹀︑山林の富のみに

︿略﹀︒

比の良材と見せらる＼ものにて︑

十一3910影踏

を製造致居候︒
あ り

十一395畑島

十一3010図雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物 ふ海湾特有の船を造り候︒

いふべし︒

十一296図

て座上の空談にあらざらんとす︒

又其の軍事上に磨零せらる＼も決し

十一175図本土の西︑近く九州と相 十一296図空中の交通開始せられ︑
淡路島の北方︑本土と相

接せんとする所︑下士海峡あり︒
あはち

あかし

十一177図

淡路島の北方︑本土と相

あはち

望む所︑明石海峡となり︑︿略﹀︒

十一177図

淡路島の︿略﹀︑四國に

あかし
望む所︑明石海峡となり︑︿略﹀︒
あはち

なると

十一178図

近き所︑鳴門海峡となる︒

島なり︒

生れてしほに浴して︑
︿略﹀︑千里寄せくる海

吸ひてわらべとふりにけり︒

十一225図圏ふぎさの松に吹く風を 十一336図 海防艦ハ專ラ自酌ノ沿岸

の氣を

十一2110図圏

浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

十一218図圃

海上の一大公園なりといへり︒

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一209図

我が國に遊べる西洋人は

島かと見れば岬なり︒岬かと見れば

十一183図

島かと見れば岬なり︒

十一182図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一147図 く略V︑たとひかばねを戦 十一179図此の四海峡に包まれたる 十一315図
場にさらすとも︑名を子孫に傳ふべ
いまじゅく

し︒﹂といへば︑︿ 略 ﹀ ︒

十一152図 ︿略﹀︑播磨の今宿とい

いまじゅく

ふ所より山陰道へか＼りて遷幸をな
し奉るといふ︒

十一153図 く略V︑播磨の今宿とい
ふ所より山陰道へか＼りて遷幸をな
し奉るといふ︒

十一155図 ︿略﹀杉坂に着きたりし
ゐんのしやう

に︑主上はや院庄に入らせ給ひぬ
と申す︒

十一163図 翌朝警固の武士ども之を
見つけて︑何事を如何なる者の書き
たるかと︑讃みかねて上聞に達した

と一と
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︿略﹀熊王といふ者あり︑

一 日 光 範 に 向 ひ て︑﹁︿略﹀︒︿略V︑

十一422図

長き間には必ず討取るべき折に上下
ふべし︒﹂と涙を 流 し て い ふ ︒

たる六郎の形見と も 思 ふ も の を ︒ ﹂

十一424図園 また我に代りて討死し
十一428図 ﹁年長じては敵も近づけ
申すまじ︒幼き時に参りてこそ︒﹂
ひやうこのすけただもと

と︑しきりに望め ば ︑ ︿ 略 V ︒

まさひろ

夜に入りて︑討つべきは

て︑和田小次郎正寛と名乗らせ︑
︿略﹀︒

十一449図
今なりと︑心を取直せども︑︿略﹀︒

とすれども︑︿略﹀︑刀のつかに手を

十一452図幾度か思ひ直して討たん

正儀驚きて︑﹁如何にし

かくべきやうもなし︒

十一455図
たるぞ︒﹂と問へば︑︿略﹀︒

十一482

アラビヤ人は︿略﹀︑絶え
ず追手と或間隔を保ちながら進んで
行く︒

アラビヤ人は︿略﹀︑雲を
追手のトルコ人は如何とも

霞と逃げのびた︒

十一486
十一488

馬もよく飼主になれて︑其

﹁馬が子供と遊んでみるの

ヤシムベシ︒

笑ハント欲セバ︑一家ノ

笑ハント欲セバ︑衛生二

ヨク笑ハント欲スルモノ

イハンや我二号レル人ヲ

他人ノ歓心ヲ買ハントシ

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

十一541図

笑フ者二於テヲヤ︒

ネタミ︑其ノ聲蟹ヲ傷ツケントシテ

十一5310図

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑︿略﹀︒

十一5210図

注意シ︑身膿ヲ健全ニスベシ︒

十一525図

和合ヲ計ルベシ︒

十一519図

イヘリ︒

十一・516図 ﹁笑フ門ニハ福來ル︒﹂ト

を見たことがある︒

十一509

の家族一同と親しんでみる︒

十︸506

供と同じ様にかはいがる︒

さていよく馬を受取る段 十一504 ︿略﹀︑家長は之を自分の子

馬主は︿略﹀︑馬の耳に月

馬主はもう一文も引けぬと

になって︑大將は今少しまけぬかと

十一474
いふ︒

十︸475
いふ︒

十一479

を寄せて︑何事か話してみるかと思

馬主は︿略﹀一散にかけ出

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ
出した︒

した︒﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂とい

十一4710

心の中を打明けて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

ふので︑大甘の部下の二一二人は︿略﹀︑

十一432図正儀の臣兵庫介忠元あ 十一457図 ︿略﹀︑熊王年來包みたる
やしみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑
刀を取直して腹かき切らんとす︒

﹁何とて命を捨つるに及ぶべき︒﹂と︑

熊王︿略﹀︑さて往生院

取っておさへて動かせず︒

十一4510図

︿略﹀︑正儀より賜はりた

に入りて檜となり︑︿略﹀︒

十一461図

しやうくわん

る名の正寛を其のま＼に正寛法師

すべき方法が無い︒

馬・黄金︑三つとも失ってしまひま

頃十三四ばかりの少年鼓手があった︒

ふと山のいた〜きの方にす

︿略﹀︑山のやうな雪なだれがなだれ

さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑

十一553
名馬はいくら金を彿っても惜しくは

︿略﹀︑一方には﹁あれ程の

には事の由を書添へて送り返し︑

アラビヤ馬の長途の騎行に

十一493

した︒﹂と報告する外はない︒

十一469

出でざりきとそ︒

︿略﹀︑其の後は一度も院の門外へは

十一464図かくて光範の與へたる刀 十一489 空しく臨って︑﹁読者・騎 十一5410 隊中にピエールといふ年の

と名乗れり︒

其の跡を追っかけた︒

︿略﹀︒

と て ︑ 如 何 と も し難ければ︑︿略﹀︒﹂

十一435図園光範と心を併せての事 十一458図 居合せたる人々︿略﹀︑
十一435図囹 光範と心を併せての事
とて︑如何ともし 難 け れ ば ︑ ︿ 略 V ︒ ﹂

の子なり︒︿略﹀︒﹂と答ふ︒

十一438図 ﹁赤松光範の臣宇野六郎

十一439図忠元あはれみて︑己が家
に連蹄り︑様々に螢りて︑かくと正
儀に告ぐるに︑︿略﹀︒

十一442図 正儀は河内にて領地を與
へんとしたれども︑熊王は﹁何の戦
功もなければ︒﹂ と て 受 け ざ り き ︒

十一445図 いよく忌日になりて︑

︿略V︑百雷の一時に落ち

て來て︑︿略﹀︒

︿略V︑前の馬主が再び馬を 十一554

ない︒﹂と︑口々にほめた︒

十一498

か＼る様なひゴきと共に︑山のやう

たへることは實に驚くべき程で︑

ひいて來て︑﹁閣下︑三千金が惜し

︿略﹀︒飲まず食はずに終日・終夜走

つても尚平然として居るといふこと

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと
︿略﹀︑熊王今夜こそ正儀

﹁ピエールよ︑少年鼓手

な雪なだれがなだれて來て︑︿略﹀︒

よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の

十一557
の一員と考へて︑家長は之を自分の

答もない︒

三面アラビヤ人は馬を家族

う御座いますか︒︿略﹀︒﹂といった︒

走っても尚平然として居るといふこ

子供と同じ様にかはいがる︒

飲まず食はずに終日・終夜 十︸503
とである︒

十一4610

である︒

り心に思ひ定めた る に ︑ ︿ 略 V ︒

十一446図

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた
︿ 略﹀︑﹁今日は吉日なり︑

るに︑正儀はかくとも知らず︑︿略V︒
十一447図

元服せよ︒﹂とて︑もとゴりを上げ
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人生七十年と見るも六十
思ひても返らぬことをく

なる人のする事なり︒

よくと心配するは︑未練にして愚

十一701図

萬時間に過ぎず︒

十一563 どうかして助ける工夫はあ 十一676図
るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで
みる︒

十一564 深さは幾百丈とも知れない
谷底︑︿略﹀︒

の中の一人若し十分を後るとせば︑

十一709図例へば六十人の集會に其

とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍マ

十一569 此の時﹁自分が行かう︒﹂

﹁時は金なり︒﹂といふ古

十一743図園

﹁我が圭里がかんと思ひ

︿略﹀︑壼師は驚きて︑

構へしことを如何にして知り給へる
か︒﹂

り︑︿略＞Q

ながら

︿略﹀長良川の鵜飼は最

も名高く︑鵜飼といへば長良川をお

十一793図

く略V︑鵜飼といへば長良

もひ︑長良川といへば鵜飼をおもふ

に至れり︒

十一743図

﹁我が室里がかんと思ひ構へしことを

鵜飼を業とする漁夫は皆

川上にかゴり火の明り先

ふなばたを打つ音︑ほう

十一817図 ︿略﹀︑大なる鵜は能く十
のど
二三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒

くと呼ぶ聲︑︿略﹀︒

十一8010図

聞く内に︑︿略﹀︒

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

十一801図

此の二村に住めり︒

十一796図

おもふに至れり︒

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

十一793図

﹁そは昨夜のぞき見て知

如何にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒

十一744図

﹁東金へ行き給ふと聞

りたり︒﹂といへば︑︿略﹀︒

ぞ︒﹂

十一749図

︿略﹀︑垂工﹁︿略﹀︒﹂とて︑

れしは何故ぞ︒﹂と問へば︑︿略V︒

行き謂ふと聞きしに︑再び婦り來ら

住持は驚きて︑﹁東琴へ

きしに︑再び曲り來られしは何故

︿略﹀︑六十人の時間の損 十一748里芋

︿略V︒

十一7010図

泉州堺に一筆寺といふ

寺あり︒

十一753図

一枝を書添へ︑別を告げて出で去れ

十一724図囹

あらざれども︑何虜へなりとも出で

けごんの

はんにゃ

其の名世に知られたるもの少からず︒

十一841図

十一838図年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

して敷千百尾の鮎を得るを常とす︒

日光山には華秘画を始 十一829図 ︿略﹀︑漁夫は一時間齢に

を日光の三大勢布と樗す︒

として︑霧降・裏話・方等・般若等

住持は心得ぬ事に思ひて︑ 十﹇758図

りとなん︒

︿略V︒

十一729図

りて︑﹁かしこに行きて︑彼の壷師

さまたげせんも心なしと

の有様を上宿へ︒﹂とささやくに︑
︿略﹀︒

十一732図

思ひて︑其のま＼寝間に護れり︒

かくて次の夜は如何にと
夜明けて後︑住持書工に

うか江ふに︑︿略﹀︒

十一741図

︿略﹀︑直下七十丈の水は

中央以下は霧と散り︑雨
最も大なるは第一の上布
又三冬の頃は漫水落つる
に随ひ氷結して︑一面玉山銀毫とな

十一787図

にして︑高さ八十饒丈と構す︒

十一769図

と飛びで︑水水深谷をおほひ︑︿略﹀︒

十一762図

深谷をおほひ︑︿略﹀︒

以下は霧と散り︑雨と飛びで︑水干

絶壁に水晶のすだれをかく︒中央

するしやう

十一762図

ポウ

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

ソ

メン

流綿機ヨリ出ヅル綿花ハ
十一853図

ニカク︒

十一848図既二三綿トナレバ硫綿機

ス︒

十一845図之ヲ紡績作業ノ第一段ト

四尺バカリ︑直樫尺齢ノ錘綿トス︒

ムシロ

ホグシ︑︿略V︑鐵棒ニマキテ︑長サ

十一844図

廻轄スベク︑︿略﹀︒

動スル機械ハ︑幾塁トナク立並ビテ

聖夜小僧住持の居間に來 十一7510図中にも華嚴・霧降・下見 シテ︑綿綜又ハ綿布トシ︑︿略﹀︒
蒸氣機關ノカニヨリテ自

或時壼工に向ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一725図

て遊び給へ︒

我衣食の費をいとふに

言あれども︑︿略﹀︒
さかひ

十一716図

失は合して十時間となるべし︒

十一7010図

クドナールである ︒

十一569 此の時﹁自分が行かう︒﹂
とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍マ
クドナールである ︒

十一57一 マクドナールは︿略﹀︑突
貫將軍といふあだ名をもつた毛母で
ある︒

十一573 將軍は上衣をぬぎすてて︑
はや谷へ下りようとする︒

十一575 兵士等はあわてて異口同音
に︑﹁︿略﹀︒ピエールは我々にお任
せ下さい︒﹂とい っ て 引 止 め る ︒

十一582 早くしないと︑ピエールが
死んでしまふ︒﹂と︑しかる様にい
ふので︑︿略﹀︒

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

十一585 聲を限りに﹁ピエールよ︑

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑
︿略﹀︒

相開き︑御心安き方々御招待二度と

十一623圏團 ︿略﹀︑心ばかりの祝宴 十一735図

存候間︑︿略﹀︒

かやうなるべし︒﹂と︑夜中のぞき

向ひて︑﹁今日書き給はん鶴の姿は
見たる姿をして証するに︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 暑 イ 時 分 ハ ︿ 略 ﹀ ︑

アツサリトシテ消化シ易イモノヲ取

十一658

ルノガヨイ︒

と一と
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小山の如き巣を造り︑木質にて内部

熱き地方の白蟻は︿略﹀

を圏むといふ︒

十一897図

進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ
ガ如シ︒

アメリカの一地方に産す
一種の草の實を食用とす

大泊は樺太島の入口

おほとまり

のみ︿略﹀僅かに内地との交通を保
ち居候︒

十一971隈国

え

ぞ

︿略﹀︑農産物の種類は

とも申すべく︑全島第一の良港に候︒
十一9910國圏

とど

北海道と大差なく︑︿略﹀︒
らまつ

しらかば

落葉松・白樺等一面に生ひ茂り︑之

か

十一㎜5國國模擬﹀︑椴松・蝦夷松・

るを以て︑常に此の草の多く生ずる

を伐採せば少からぬ牧盆と相成るべ

成功致候へども︑︿略﹀︒

領土となりしょり︑諸種の特認追々

の費家 十一捌1塵困 五十度以南我が四丁の

く︑︿略﹀︒

るときは︑︿略﹀︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ

十一921醇風へばこ＼に＝

所を選びて住み︑︿略﹀︒

十一8910図

る蟻の一種に牧穫蟻といふものあり︒

十一899図

熟練なる土木技師ともいふべし︒

十一855図此ノ流雛自ラ集メラレテ︑ 十一898図 熱き地方の白蟻は︿略﹀︒
シノ

コ

親指大ノ篠形トナリテ鐵管ノ中二入
ル︒
餌晒骨鐵管座主⁝ツレバ︑

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十一％7︹図

︿略﹀︒

十一861図 サテ最後二精紡機二移シ
テ ︑ 適 當 ノ 太 サ ト ナシテ︑︿略﹀︒

十一867図 上手ナル者ハ一分時ニヨ
ク十数本ノ縣ヲツナグトイフ︒
ラフソク

ク

モ

十一872図加フルニ彼ノ蝋燭ノ心ト 十一926図之に反して︑同様なる費 十一梱5國團住めば都とやら︑此の
極北の寒地も今ははや生れ故郷の如

此ノ時諸葛孔明トイフ人
此ノ時諸葛孔明トイフ人

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

相トナリテ政ヲ行ヒ︑︿略﹀︒

孔明ニユダネテ︑﹁我が子若シタス

十︸鵬6図

クベクンバ︑之ヲタスケヨ︒︿略﹀︒﹂

トイヒシニ︑︿略﹀︒

﹁臣アヘテ死力ヲ壼シ︑忠節ヲ致ス

十一鵬8図 ︿略﹀︑孔明涙ヲ流シテ︑

ベシ︒﹂ト答フ︒

﹁汝ハ孔明ト共二事二

備尊重ノ子二念ヒテ︑

從ヒ︑之旧事フルコト父忌事フルガ

十一旧8図園

如クセヨ︒﹂

十一鵬9図

﹁一心孔明ト共二黒二從ヒ︑之二事

ギ
蜀國ノ魏・呉二強國ト相

フルコト父二心フルが如ク魚偏︒﹂

トイフ︒

十一悩2図

孔明ハ魏ヲ心許テ支那中

封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

バ︑︿略﹀︒

後人日ク︑﹁出師ノ表ヲ

央ノ地ヲ取り漢朝ヲ興復セントシ︑

十一脳5図

︿略﹀︒

見テ泣カザルモノハ人二非ズ︒﹂ト︒

十一悩8図

マウクワク

十︸価1図囹 ︿略﹀︑孔明謀ヲ以テ其

ノ將混獲ヲ捕へ︑蜀軍ノ陣螢ヲ示

︿略﹀︑警備ハ三度マデモ

其ノイホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣

十一価2図

孟獲答ヘテ日ク︑﹁此

孟獲答ヘテ日ク︑﹁此ノ

ノ如シト知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒

十一価2禁園

軍備ヲ何ト見ル︒﹂ト問フ︒

十一価1図 ︿略﹀︑孔明︿略﹀︑﹁此ノ

フQ

シテ︑﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂ト問
備サトシテ日ク︑﹁︿略﹀︒

孔明︑︿略﹀︑出デテハ軍

師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツテハ首

十一佃3図

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑︿略﹀︒

十一鵬2図孔明︑守備二事へ︑出デ

願バクハ再ビイフコトナカレ︒﹂ト︒

十︸鵬1図

トセリ︒

十一槌7図

ガ︑︿略＞Q

アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ

十一撹5図

アリ︑︿略V︒

十一湿4図

同じことと血書︒

極帯暑熱の御地にても

き心持に相突眼︒

本として上下すと知るべし︒

く略V︑西海岸の眞岡港

十一棚8圓国

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

物の償は︿略﹀︑常に其

人なるときは︑︿略V︒

十一934図

スル太キ縣︑蜘蛛ノイノ如キ細キ綜︑
︿略﹀︑細大意ノマ・ニシ

細 大 意 ノ マ ・ ニ シ テ︑︿略﹀︒

十一874図

の物を製造する費用と相當の利目と

みつばち

テ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナシ︒

を併せたる金額に等しからんとする

す

又之と反封に︑償次第に

即ち物の債は普通の償を
本として上下すと知るべし︒

十一947図

至る時は︑︿略﹀︒

安くなりて︑普通の償よりも下るに

十一943図

ふ︒

十一934図此の金額を普通の償とい

傾きあるものなり︒

十︸8710図 蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
みに巣を造るは醸造の業と建築の業
とをかねたりといはんか︒

十一881図 網を張らんとする時は︑

先づ幾等かのや＼太き縣を渡し︑
︿略﹀︒

十一882図 く略V︑先づ幾條かのや﹂

太き縣を渡し︑之を本として︑次第
に細き綜をかけ︑︿略﹀︒

漁業の類とも見るべし︒

十一884図此の網にて轟を捕ふるは 十一947図 即ち物の償は普通の償を

十一964國囲

は一定の償なしといふべし︒

十一887図 かくて敷面の後には︑地 十一952図 即ち供給に限りあるもの
面に近き土をば全く上下にうち返す
といふ︒
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如シト知ラバ何ゾ 敗 レ ン ︒ ﹂ ト ︒

シカド︑︿略﹀︑涙ヲフルツテ之ヲ斬

十一鵬10図 孔明︑護ノ馳駆ヲ惜シミ
リ︑又自ラ責ヲ引イテ位三等ヲ下セ
リトゾ︒

クワン
蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國

十一鵬1図 孔明魏軍ト封陣ノ中二卒
ス︒

十一⁝陶2図
蜀ノ軍︿略﹀︑旗ヲ反シ︑

二蹄ラントス︒
ツヅミ

十一鵬3図

鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハントスル

モノノ如シ︒

ケル仲達ヲ走ラス ︒ ﹂ ト イ ヘ リ ︒

十一鵬5図時ノ人﹁死セル諸葛︑生
十一鵬6図 後学達︑孔明ノ陣螢ノ跡
ヲ観テ︑﹁孔明ハ 天 下 ノ 奇 才 ナ リ ︒ ﹂
ト歎ジタリ︒

十一柵8図 又画図ノ蜀二攻入リシ時︑

十一佃2図

其の他の教員も校長を模

︿略﹀︑見童は︿略﹀︑卒

範として︑職務に勉働するが故に︑
︿略﹀︒

十一佃4図

村會にて村費を議するに

業後も尚黒土の門に出入するを樂み
とせり︒

十一備7図
︿略﹀︑村會にては其の豫

も︑大抵原案を可決するを常とす︒
十一冊10図

皇國

みくに

同胞すべて⊥山千萬︒

を
て︑我が大君の食す國と︑朝日の御
旗ひるがへ受

十一柵3図圏商工業の獲達に

修身の徳是なりと︑教

同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力急ゆみ
なき

十一佃4図翻
ぼしん

育勅語のり給ひ︑戦後纏螢かくこそ

修身の徳是なりと︑教

と︑戊申の詔書かしこしや︒

十一佃5善管

育勅語のり給ひ冠戦後纏管かくこそ
ぼしん

算の不足なるべきをうれへて︑之を

十ニー9図

︿略﹀︑常に國家を思ひ︑

と︑戊申の詔書かしこしや︒

﹁不作の後なれば︑成

増加せんとせしに︑︿略﹀︒

十一桝1図園

らる＼は︑かしこしともかしこき極

臣民をあはれみ給ふ大御心の拝察せ

ふみ

みおや

陛下は︿略﹀︑國民は一

︿略﹀太平洋第二・第三

我が海軍は初より敵を近
海に迎へ撃つの計を定め︑︿略﹀︑遂

十二52図

トックに向はんとす︒

艦隊は︑朝鮮海峡を纒てウラヂオス

てうせん

十二410図

を︒と仰せ給へり︒

つ心に守りけり︑遠つ御祖の神の教

十一一34図

な︑おのが黒むる國は如何にと︒

十二27図最古の書見る度に思ふか

みなり︒

意見によりて豫算を編成したるな
︿略﹀︑村長は﹁︿略﹀校

るべく経費を節約したしとの校長の

り︒﹂

十一M2図

長の意見によりて増歯を編成したる
なり︒﹂と説明したれば︑︿略﹀︒
はい

之によりて用水路の改修
くわんがい

十一掘6図

行はれ︑灌概・排水其のよろしき

仲戸棚孔明ノ墓ヲ祭り︑士卒丁令シ
テ︑其ノ附近ノ草ヲ刈り︑薪ヲ伐ル

青年の氣風を養ひ︑智徳

を得て︑水田は乾田となり︑︿略﹀︒

十一価1図

ヲ禁ジタリトイフ︒

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十一研6 床下に土石を盛り︑五條の
みぞを造って︑一方の口から火をた

︿略﹀︑其の一事業として

︿略﹀︑遂に之と議して︑

に之と乏して︑世界史上空前なる大

十二58図

せう

しなの

く略V︑哨艦信濃丸は﹁敵
﹁皇國の濃紫比の一戦に

艦直ゆ︒﹂と報告す︒

十二55図

世界史上空前なる大海戦となれり︒

十二53図

杉・蚕下の植林を重み︑其の利盆
︿略﹀︑其の一部をさきて︑

海戦となれり︒
十一価4図

を以て學校の基本金とし︑︿略﹀︒

ひのき

十︸価2図

︿略﹀︒

︿略﹀︑朝鮮では﹁米のない

いて室内を温める︒之をオンドルと
いふ︒

十一佃2

のは辛抱も出始るが︑薪がなければ
生きてゐられぬ︒﹂といふ意味のこ

からふと

南垂湾・膨湖島︑朝鮮八道おしなべ

てうせん

北は樺太・千島より︑

一村土ハ同の有盆なる費用にあっるこ
ととせり︒

とわざがある︒

十一欄3 まだ冠禮を行はない者は

十一柵1図圏
はうこ

チョンガーといって︑髪を三つ打ち
にして後へたらしてみる︒

の県営旗がく略V旗艦三笠にか＼げ

あり︒各員一層奮働努力せよ︒﹂と

られたるはく略﹀︒

闘旗と土ハに我が旗艦三笠にか＼げら

十二59図 ﹁︿略﹀︒﹂との信號旗が職

︿略﹀︑東郷司令長官は

れたるはく略﹀︒

︿略﹀︑上村艦隊と共に先頭にある敵

十二61図

の主力に當り︑︿略﹀︒

風號び海怒りて︑波浪山

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

十一一69図

は物ともせず︑打出す砲揮よく命中

敵はかなはじと︑にはか

して︑︿略﹀︒

十二71図

敵はかなはじと︑にはか

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

十一一72図

夜に入りて︑我が駆逐隊

・水雷艇隊はく略V︑無二無三に攻

テイ

十一一78図

敵今は逃れぬところと畳

験せしかば︑敵艦隊は四分五裂の有

様となれり︒

十二87図

く略V︑ネボカトフ少將は

慰したりけん︑︿略﹀︒

︿略﹀其の部下と共に降服せり︒

十二810図

敵の司令長官ロジェスト

ウェンスキー中將は︿略﹀︑幕下と

十二94図

共に一駆逐艦に移りしが︑︿略﹀︒

依ルモノト信仰スルノ外ナク︑

カウ

十ニー010図国殊二我が軍ノ損失・死
レイ
傷ノ僅少ナリシバ歴代神飯ノ加護ニ

︿略V︒﹂

と一と
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十ニー13図 東郷司令長官此の戦況を
打電し︑其の後に附加して曰く︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

糸田ー16図︿略﹀︑陛下の下し給へる
ヨロコ

勅語の中に︑﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依

リ祖宗ノ神露二封フルヲ得ルヲ澤
︿略 ﹀ ︑ 大 キ ナ 戦 艦 ナ ド ニ ナ

ブ ︒ ﹂ と 仰 せ ら れ たり︒

十一一123

ルト︑設計圖バカリデ敷百枚モアル
トイフ︒

テツツヰ

十一一129 何千貫トイフ大過鎚モ一人

インチ

ノ手デ自由二巴轄スルコトが出來︑
︿略V︒

デモ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切断

十ニー31 ︿略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板
スル︒

一般

故に今より出帆せんとす

の地方の天氣を豫馴するを地方天氣
豫報といふ︒

る船は︑之を見て出目を見合せ︑

十ニー88図

︿略﹀︒

天氣圖とは︑︿略﹀

の天氣要素を地固の上に記載し︑

十一一193図

の消息を示さん︒﹂と︒

一老丘ハのいふ︑

敵の衛兵相呼んで尋ねん
く略V︑

とするに︑︿略＞Q

十二284図
十二286〜図

﹁水方にみなぎれり︒流をさかのぼ

﹁我︑明日大軍を率ゐ

る鰭の縄にふる＼ならん︒﹂といへ

すどき
ば︑︿略V︒

十二291図園

て出爽せんとす︒

け︒﹂

十二292図

十六日勝商は再び山上に

かみつけぬのかたな

がしりを食へ︒﹂といひて︑︿略﹀︒

乗じて城をすてて逃れんとす︒

十二3010図 上毛野形名︑︿略﹀︑夜に

﹁︿略﹀︑祖先嬉戯の勇名を辱しめ給

十一一312図 形名の妻︑夫を働まして︑

ふか︒﹂と︑自ら劔を帯び︑︿略﹀︒

賊之を聞きて︑城中兵尚

十二312図 形名の妻︑︿略﹀︑侍女数
つる
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒

うりふたもつ

ぎ

多からんと思ひ︑其の夜團を解きて

十二313図

去れり︒

そま

鑑等と共に杣山に旗あげして義貞に

かん

十二316図︿略﹀︑瓜生保養の弟義

感ず︒

十二319図保の母は一時半二子を失

もん

ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの外︑

ゑ

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

いま

︿略﹀︑鈴木今右衛門の妻

の慈善を行ひたる︑皆後世女子の模

十二328図

︿略V︒

﹁明日城門に行きて︑

範とすべき徳行なり︒
かずとよ

︿略V形名の妻と其の徳を同じうす

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

な

くすのきまさつら

を同じうすとやいはん︒

十二331図

く略V形名の妻と其の徳

﹁︿略﹀︒さらば我必ず重く汝を平せ

十二302図勝商城に向ひ︑高らかに
畏んで乏く︑﹁︿略﹀︒園の解けんは
き

ほ

子を叱りしが如きは︑保の母と同じ

戒め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の

たかち

昔調伊企灘は新羅と職 十二332図 楠木正行の母が正行を

い

こ三日の内にあらん︒﹂と︒
つきの

十二303図

ひて新羅の將に捕へらる︒

く︑忠義の爲には恩愛を殴る＼眞心

其の將伊企灘をして日本

人世には思はぬ不幸︑驚

より出でたり︒

上申灘却って﹁新羅王我 十二337図

に向って︑﹁日本の將我がしりを食

十二305図

へ︒﹂と號ばしむ︒

十二305図

とやいはん︒

ん︒﹂と︒

十二298図勝頼︑勝商に向ひていふ︑ 十二3210図 かの山内一豊の妻が貧苦

げよ︒

﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹂と告

十二297図囹

するに︑︿略﹀︒

十二295図

に行け︒﹂と︒

且いふ︑﹁︿略﹀︒汝も止りて我と土ハ

信長︑勝商の勢を賞し︑

又風の方向は矢を以て示 十二292図圏汝も止りて我と共に行

︿略﹀︑一目に全國天候の如何を示す
ものなり︒

十一一201図
し︑矢の上へ向ふは南風︑右へ向ふ
は西風︑下へ向ふは北風︑左へ向ふ
は東風とす︒

植物も動物と同じく︑呼吸

外に同化作用といって︑盛

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出

十二218

すが︑︿略﹀︒

十二2110

に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭素

バンギ

十ニー36 船ヲ組立テルニハ︑船毫ノ

を養分にして酸素を放つ作用がある︒

物を肥料として成長する等︑︿略﹀︒

︿略﹀︑植物は動物質の腐敗

船ヲ組 立 テ ル ニ ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

ボネ

十二234

上二盤木ト呼ブ木 材 ヲ 積 ン デ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十ニー37
リュウコツ

セ

其ノ上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置
ク︒

う︑天略﹀︒︿略V︑急を主公に告ぐ

ロクコツ

十ニー310 コレ里人ノ骸骨ノ様ナモノ 十一一276図 信唖聾士を集めていふや

る者なきか︒﹂と︒

鳥居勝商といふ者あり︑
﹁︿略﹀︑若し向ひの山

鳥居勝商といふ者あり︑

日を過ぎなば︑又山上に孕りて援軍

︿略V︑約していふやう︑﹁︿略V︒三

十二2710図

城を出でたりと知れ︒

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

十二279図園

︿略V︒

十二276図

デ︑此ノ塗骨ノ左右カラ肋骨ヲ出シ

肋材寸陰ヲ以テ内カラ支へ︑

テ︑段々二組立テテ行ク︒之ヲ肋材
トイフ︒

十ニー42

外側腹板ヲ張り︑梁ノ上山盛ヲ造ツ
テ甲板トスル︒
センキョ

十一一157 船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等
之を全回天氣豫報といふ︒

ヲスル庭ヲ船渠トイフ︒
十ニー74園

十ニー76図 又各測候所がく略V︑其
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くべき事攣の何時起り來らずとも限
らず︒

︿略﹀︑コ・二新校舎ノ落

ヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル所ナ

十二356図 く略V︑其ノ席末二列スル
リ︒

十二363図

成ヲ見ルニ至レルハ︑國民教育ノ一
慶事トイフベシ︒

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑

十二364図 本校舎ノ建築ハ質素堅固

︿略﹀︒

十一一374図 古語に﹁私事を以て公事
を す て ず ︒ ﹂ と い へり︒
ひ で たソ

十二377図 將軍秀忠︑高虎の武名を
重んじて︑之に封ぜんとす︒

十二378図 秀忠﹁さらば誰か然るべ
き︒﹂といふ︒

十二379図 ﹁嘉明に如く者はあら
じ︒﹂と答ふるに︑︿略V︒

な

な

てう

てう

りん

りん

支那の昔趙といふ國に藺

いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに

十二385図嘉明準急の事を聞きて大

し

至れりとそ︒

十二386図
しやうじよ

し

相如といふ賢臣あり︒

しやうじよ

陰・東海道までも火山灰を降らした
りといふ︒

太古人口少く︑人智も開

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

十二436図

西洋諸國の耕地が其の絡

採りて食物とせり︒

せざき

長春は︿略﹀︒露西亜の

テ︑平和ノ戦孚二從事スベシ︒
う し や

十二562図

東清今道との連結鮎とす︒
う し や
十一一563図 長春は︿略﹀︒露西亜の

螢口は︿略﹀︑大連と共

管口は一に牛荘港と構

にうちゃん

東清鐵道との連結鮎とす︒

十二572図

し︑︿略﹀︒

い

うんどん

十二592図

螢口はく略V︑大連と共

安東縣は︿略﹀︑大連・

べるりん

倫敦・巴里・伯林を欧羅

ばり

と構せらる＼日あるべし︒

螢口と相並んで︑南滞洲の三部門戸

十一一587図 安東縣は︿略﹀︑大連・

と構せらる㌧日あるべし︒

螢口と相並んで︑南満洲の三大門戸

十二586図

に満洲の二大門戸と構せらる︒

十二576図

に満洲の二大門戸と構せらる︒

十二575図
﹁農は人の職業中最も健

面積の二割より六割に及べるに比す

ふべし︒
きりふ

外國トノ交通少カリシ時

く略V︑首府の人口も

巴の三大都とす︒

︿略﹀千里比隣ノ如キ今 十二602図

︿略﹀︑其の巴里と同敷に至るも亦甚

十二508図

リキ︒

代柳篭︑商業ハ殆ド内國二上ラレタ

十二506図

も古く其の名を知ら窪たり︒

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二493図圏

絹織物の産地には︑京

り︒﹂といへるワシントンの言味は

全︑︿略﹀︑又最も有盆なるものな

十二474図

︿略﹀︒

れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑

十一一386図支那の昔趙といふ國に藺 十二461図
相如といふ賢臣あり︒
れんぱ
︿略﹀廉頗之を見て心安

十二389図
からず︑﹁相如にあはば必ず辱しめ
ん︒﹂と言ひ居たり︒

﹃工費共に圖へば︑勢

共に生きず︒﹄といへり︒

十二394荘園

十二396図余の彼を避くるは︑國家
の急を先にして︑私のうらみを後に

廉頗之を聞きて︑深く其

するが爲なり︒﹂といふ︒

十二398図

の非をさとり︑相如の門に至りて罪

就中噴火口の最も大なる

を謝し︑つひに無二の親交を結べり
とそ︒

日二於テハ商業ハ世界ヲ相手ノ商業

シャンゼリゼーの大通の

如きは︑世界華美の街路と構せらる︒

十二612図

だ遠からざるべし︒

故二日ク︑﹁正直ハ最善

トナレリ︒

十二525図

ば︑古風の乗Aロ馬車を以て主なる交

米國商人ガ︿略﹀上告二 十一一628図 倫敦は︿略﹀街路狭けれ

壮麗なる馬車・自動車の

費ス金額ハ︑一箇年實二十二億圓ノ

十二5210図

最も東なる根子岳は七面 ノ商略ナリ︒﹂ト︒
︿略﹀︑盛に水聖堂とよな

十二632図

通粗玉とす︒

但シ不正當ナル手段・廣

多キニ達ストイフ︒

多きは巴里を第一とし︑市中到る庭

十二531図

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

其の破裂するや︑土地は
ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて

凱旋門は︿略﹀︑壮大な

ること世界第一と構せらる︒

十二651図

其の往來織るが如く︑︿略﹀︒

ト同ジク︑常二報國書忠ノ精神ヲ以

商人ハ軍人ノ戦場二立ツ

ガ如キハ︑︿略﹀︒

裂せし時は︑九州・四國・山陽・山

く略V安永八年櫻島の破 十二537図

飛散し︑︿略﹀︒

十二429図

と構する火山灰とを噴出す︒

十一一419図

山とも堅し︑︿略＞〇

十二4010図

︿略﹀︑亦實に世界第一と構せらる︒

其の噴火口の大きさは

を肥後の阿蘇山とす︒

十二3710直言 ﹁汝多年嘉明と不和な 十二405図
りと聞く︒

︿略﹀︑秀忠あやしみて︑

十二3710図囹 ﹁汝多年嘉明と不和な 十二406図
りと聞く︒

十二3710図

﹁︿略﹀︒今之を白墨するは如何に︒﹂
と問ふ︒

は私の小事なり︒

十二381図園 ﹁高虎の嘉明と相悪む

十二382図 何ぞ私事を以て公事を害
せんや︒﹂と答ふ︒

の交をなすに至れりとそ︒

十一一384図 嘉明︿略﹀︑高虎と水魚 十一一433図
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り

す

十二6610図 又かつて栗鼠の大群ウラ
道に當るもの一として之をさまたぐ

ル山中の一都會に 現 れ し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

日月を要し︑︿略﹀︒

コロンブスは初より世界

は球形なりと信じ︑︿略﹀︒

十二747図

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

と思ふと︑︿略V︒

の底へ引込まれるやうな氣がするか

船員は失望の齢り︑訓司 十二837 ︿略﹀︑輕く浮立つた調子に︑

ず︒

十二783図

︿略﹀︑ふわりくと春霞の彼方へ連

よロ
コロンブスは︿略﹀︑欧

ンブスを海に投じて鶴戻せんと謀る

十二749図

れて行かれるやうな心持になる︒

ること能はざりきといふ︒
に至れり︒

ろつば

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

さる

︿略﹀︑巻心の猿遠く数百
十二791図

十二6710図

印度の東海岸に到着すべしとの意見

﹁何虞ぞ︒﹂﹁すぐ其慮

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑前面の一往草木

コロンブスは

コロンブスの遠征時代は

はず︑雨の降る様に手詐り次第に投

込む︒

銅貨といはず︑金銀貨とい

︿略V︑燈火の光が品々とし

はず︑雨の降る様に手當り次第に投

十二844

込む︒

十二852

て此庭彼虜にかゴやいてみるとは︑

今の今まで誰一人も氣附かなかった︒

つた︒

十一一854 一同は唯神の仕業とのみ思

佛蘭西のバイオリンの名手

ふらんす

アレキサンドルブーシェーであっ

十一一855

たとは後になって分つた︒
あかほ

忽び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

木蔭に立ってつくぐと此 十二8510図 赤穂浪士が数年の苦難を

る頃なりき︒
こかげ

死に就けるはく略﹀︑日本武士道の

十二865図

薩摩の士に喜劔といふ人

日々遊樂を事として全く

十二866図

薩摩の士に喜劔といふ人

さつま

あり︑︿略﹀︒

復仇の事を忘れたるが如し︒
さつま

十二866図

精華を獲思せるものといふべし︒

の様子を見てみた一人の紳士があっ

つかくと走り寄って︑
︿略﹀︑﹁ちよつと貸したま

老人は︑︿略﹀︑どうして又

あり︑未だ良雄と相識らざりしが︑

仇を報ずるを知らず︑人面獣心とは

﹁︿略﹀︑汝家老として

自分の揮く時にはあんな音が出ない

重く沈んだ調に暗いく海

十二8610図圏

︿略﹀︒

十二836

紳士の手つきを打ちまもって居た︒

のかと不思議さうに︑バイオリンと

十二832

ンを取って弾始めた︒

へ︒﹂と言ひながら︑其のバイオリ

十二828

︿略﹀︒

十二827

た︒

十二826

次第に其の権力を四隣に張らんとせ

︿略﹀︑北條早雲が小田原城に接りて︑

ほうでう

十二812図

ルバドルと命名せり︒

︿略﹀︑此の西班牙の新領地をサンサ

十二801図

︿略﹀︑

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑

十二794図

に︒﹂といふ聲かまびすしく︑︿略V︒

︿略﹀思へらくへ若し欧 十一一791図

西端に近しと信じ︑地球を齢りに小

熱湯の海ありと語る者︑

十一一844 銅貨といはず︑金銀貨とい

里の地より集り冠りて之を食ひ︑果
を抱けり︒

十二759﹇図

さく見たるコロンブスの誤は︿略﹀︒

く見たるコロンブスの誤は遂に此の

まくら

︿略﹀︑朝の二時頃﹁陸﹂

實墨くれば︑再び其の故郷に障るを
例とす︒

羅巴より西へ向って進まば︑印度に
な

達する前︑日本又は支那に到着する

し

移住を見るはく略﹀レミングと構す
や

十二689図 一定の季節に最も多数の

じ

ならんと︒
あ

る地鼠の一種なり︒

に至れば︑温暖なる地方に移らんと

十二692図 ︿略﹀食物の映乏せる頃 十二7510図 亜細亜の東端は歓羅巴の
欲するもの期せず し て 相 集 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

大店見を成さしむる基となりしなり︒

十二693図 時としては幾千萬とも数 十二761図 ︿略﹀︑地球を鯨りに小さ
ぎるに︑︿略﹀︒

の大才楡を行ふに至れり︒

の知る所となり︑其の保護の下に此

十一一706図引づ苦しみて然る後に樂 十二765図 ︿略﹀︑遂に白王后イサベラ
︿略﹀︑先づ面しみて然る

し む を 賢 者 と し ︑ ︿略﹀︒

十二707図

ひぢ

十一一7610図

口々に語り合へり︒

十二769﹇図 熱湯の海ありと語る者︑
後に苦しむを愚人とす︒
そ し
舟を呑む海獣ありと談ずる者︑︿略﹀︑
十一一726図囹 ﹁疏食をくらひ︑水を

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑
こロつ し

樂み亦其の中に在り︒

︿略﹀︑数学の見物人は再

︿略﹀︑朝の風を聞きては

び此の船を見ること能はざるべしと

十二775図

口々に語り合へり︒

十二727図 孔子曰く︑﹁︿略V︒不義 舟を呑む海獣ありと談ずる者︑︿略﹀︑
にして富み且貴きは︑我に於て浮雲
の如し︒﹂と︒

語れり︒

十二729図 進取の氣象に富める人は
︿略﹀︑此の事は必ず成るべしと畳悟

十二781図

鳥の聲かと疑ひ︑︿略V︒

して︑熱心に其の事に從ふを以て︑
︿略V︒

十二742図 然るに印度との交通は長 十二782図︿略﹀︑夕の雲を見ては陸
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汝の事なるべ・し︒

十二871図 喜劔大いに罵って曰く︑

と︑足の指に魚肉三尊をはさみて良

﹁︿略﹀︒獣ならば︑かくして食へ︒﹂

雄の面前に出す︒

十二872図 良雄︿略﹀︑からくと
打笑へり︒

喜劔︿略﹀︑驚いて日く︑

﹁︿略V︒我が心の良雄を獣待せしは

十二878図

十一一923図

其の上不時の出費の爲︑

魯の重臣某の病死せんと

りんしゃうじよ

しん

動は藺相如が秦王を叱したるとは
孟子の幼時母は深く意を

異なり︑︿略﹀︒

十二979図

を引くものは社會の公徳及び三民の
度量なりとす︒

公徳とは︿略﹀︑絡べて
しむ徳義をいふ︒

之を返すにも其の期日を
違ふる者絶えてなしといふ︒

十二柵7図

意力我に劣れる國民を見

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

十一一川1図

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば
ざるが如きは︑︿略V︒

他國に行きて︑︿略﹀︑道
行く人の容儀等を見れば︑︿略﹀︑其

十二棚7図

の國人と一語を交へずして︑早くも

其の國民の品格の知らる＼ものなり︒

十一一鯉7図 何をか自治の精神といふ︒

十一一鵬9図 第三種・第五種の議員の

第三種・第五種の議員の

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

十二m5図

︿略﹀︒

しかして︑法律及び豫算

上奏とは文書を天皇に奉

上奏とは文書を天皇に奉

上奏といひ︑建議といひ︑

上奏といひ︑建議といひ︑

天皇陛下を大元帥と仰ぎ

︿略﹀︑明治の大御代に及

奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑

十二欄7図

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

請願といひ︑︿略﹀︑要は下情上達の

十二佃8図

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

請願といひ︑︿略﹀︑要は下情上達の

十一一佃8図 上奏といひ︑建議といひ︑

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

請願といひ︑︿略﹀︑要は下情上達の

十二佃8図

て意見を述ぶるをいふ︒

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

十二佃7図

て意見を述ぶるをいふ︒

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

十二佃6図

とす︒

の裁可を待ちて始めて成立するもの

は帝軍議會の協賛を纒たる後︑天皇

十二鵬1図

す︒

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

十二柵9図

く略V︑孟子を戒めて曰く︑ す︒

孟子これより感奮・勉働
孟子死して二千吸上︑孔
孝纒に日く︑﹁身を立て︑

國民は個人の集合より成

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

十一一972図

子と共に其の名盆くあらはる︒

十二9610図

して遂に一世の大家となり︑︿略﹀︒

十二968図

断つが如し︒﹂と︒

﹁汝の今學を屡するは我が此の機を

十一一968図

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

孔子は魯といふ國に生れ︑ 十二964図

多少の準備を爲し置くを必要とす︒
ろ

︿略﹀︒

十一一935図

十二937図
せし時︑其の子に教へて曰く︑︿略﹀︒

﹁孔子は年少にして禮

を好めり︒我死せば︑汝必ず之を師

十二938図園

とせよ︒﹂

せし時︑其の子に教へて覗く︑

魯の重臣某の病死せんと

﹁︿略﹀︒我死せば︑汝必ず之を師と

十一一938図

十二881図 喜劔︿略﹀︑其の墓を辞

せよ︒﹂と︒

罪 死 に 垂 れ り ︒ ﹂ と︒

して日く︑﹁我當に萬罪を地下に謝

孔子事へて吏となりしに︑

﹁国君たり︒適適たり︒

父父たり︒子子たり︒﹂とは孔子が

るものなれば︑國民の品格といふも

重く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を危

︿略﹀︑殊に他怪人の注意

亦各個人の品格の外に出でず︒

くすることあらん︒﹂と︒

十一一983図

景公に教へたる語なり︒

十二945図

治績大いに墾り︑︿略﹀︒

十二9310図

すべし︒﹂と︑刀を抜き切腹して終
る︒

之を義士の墓側に葬れりといふ︒

十二882図 時の人望の志を壮として
十一一883野臥の人其の志を壮として
之を義士の墓側に葬れりといふ︒

れたる家には︑盗人のうかゴふこと

十一一887図出入口に︑はき物の置齪 十二949図 或時齊の臣景公に告げて
多しといへり︒

んが爲に魯公と會見す︒

景公彫りて群臣に告げて

衆人の利害を考へて其の行爲をつ＼

景公よりて魯と好を結ば 十二984図
んが爲に魯公と會著す︒

十一一898図 ︿略﹀何事にも清潔を旨 十二9410図
とするは衛生上にも必要なる事なり︒

を 察 せ よ ︒ ﹂ と い へるが如く︑︿略﹀︒

十二914図 ﹁其の母によりて其の子 十二951図 景公よりて魯と好を結ば
十二955図

丸く﹁︿略﹀︒我︑罪を魯君に得たり︑

十二916図 主婦は又常に家庭和樂の

如何にせば可ならん︒﹂と︒

齊の誤答へて︑﹁君子は

十一一958比熱の會に於ける孔子の行

よ︒﹂と︒

過あれば謝す︒君︑實を以て謝せ

十二956図

中心となりて︑家内一同を嘉しまし
日々の暮しは﹁入るを計

むべし︒

十一一田10図

つて江つるを制す︒﹂を第一義とす︒

め 其 の 支 出 を 定 め ︑︿略﹀︒

十一一921図 家の牧入を基として︑豫
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びて︑復古の政と共に陸海軍の今の

こ

こ

つ

制度を定め給へる渋墨を詳に御諭し
あり︑︿略﹀︒

こ

こ

ワ

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二柵8図 されば朕は汝等を股肱と
の親は特に深かるべき︒

信とは我が言を行ひ︑義

とは我が分を果すをいふ︒

十二冊6図
とは我が分を覚すをいふ︒

十二柵7図故に十分に信義を書さん
︿略﹀︑小さき信義を立て

と思はば︑︿略﹀︒

十二柵10図

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

一には︑軍人は質素を旨

質素を旨とせざればいつ
︿略﹀︑ゆめ此の訓を忘る

犯行かば水つくかばね︑

來のほこりとなす所なり︒

十二描4図

山行かば草蒸すかばね︑︿略V︒とい

信義は人と交り世に下す

ふ忠勇の精神は︿略﹀︒

十二備5図

平常質素を旨とすべきは

るに著て最も大切なる事にして︑
︿略﹀︒

十二備7図

︿略﹀何人にも最も大切なること言
を待たず︒

らゆる修身の徳を一言にて蓋し給へ

十二備10図誠の一字之を貫くは︑あ

されば陛下も﹁此の五箇

るものといふべし︒

十二柵4図

りん
條は天地の公道︑人倫の常経なり︒

︿略﹀︒﹂と諭し給へるなり︒

U

︿略﹀︑モウスコシタツト︑

キモノヲヌイデ︑下ヘトビオリ

T ワタクシヲヒノナカヘ

マス︒

イレルト︑大キナコエヲタテテ︑

Q

アタルト︑モチハ白イト

トビダシマス︒

リニナツテ︑パツトトンデイキ

マシタ︒

二523 オヂイサンガソコヲホル
ト︑土ノ中カラ︑︿略﹀タカラ

モノガタクサンデマシタ︒

二594︿略﹀︑ハヒガパツトタツ
テ︑川ムカフノカレ木ノエダ
ニカカツタカトオモフト︑ウ

ツクシイハナガサキマシタ︒

ハヒヲトツテ︑カレ木ニ
十二柵6図常に之を忘れず︑之を模

ミゴトナハナザカリニナリマシ

ナゲカケマスト︑︿略﹀︑ 一メン ニ

二614

禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を

範として︑臨く一の誠心を以て報國

ト

とεすると

ナリマス︒

三405

ダンダンノビルト︑タケノ

まさをはふしぎさうに︑

今もぐつたかとおもふ

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と いひますと︑父は

三366

中にゐます︒

けてみると︑ほたるはやはり

三358

︿略﹀︑いそいでかみをあ

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ

三284

三184 サヘヅルダケサヘヅルト︑
イマニマタオリテキマセウ︒

タ︒

特に軍人の精神と諭し給へる上に︑

︿略﹀︑唯く一の誠心を以

︵接助︶脳

て報冠婚皿忠の道にいそしまんとす︒

十二柵7図

と

一504 ハヤクカヘラナイト︑オカ
アサンガシンパイシマス︒

ガヰマス︒

一一156

ナカヘオチマシタ︒

クハヘテヰタサカナハミヅノ

ホエルト︑ロガアイテ︑

ニー47 シタヲミルト︑ミヅノ
ナカニモサカナヲクハヘタ犬

ト︑人ガダンダンオキテキマス︒

ワタクシノウタヲキク

一一2一
此の五箇條を行ふも︑結

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

︿略﹀︒

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十二価3図

︿略﹀︒

十二価3図心の五箇條を行ふも︑結

給へり︒

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十一一榊10図︿略﹀︑此の五箇條を行は

蓋忠の道にいそしまんとす︒

以上の五箇條即ち忠節・

一一

一一

一一

︿略﹀︒

十二脳9図

なと︑ねんごろに戒め給ふ︒

十二榊6図

しか文弱に流れ︑︿略﹀︒

十二掴2図

とすべし︒

十二掴2図

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二柵8図 されば朕は汝等を股肱と

朕は

べからずと諭し給ふ︒

︿略 ﹀ ︑ か し こ く も

の親は特に深かるべき︒
十二柵10図

汝等軍人の大元帥なるぞ︒︿略﹀︒と
のたまへり︒

十二川2図 一には︑軍人としては忠
節を下すを本分と記すべし︒

のは︑時に臨みて或は不予の名を取

十二川10図 平生より此の覧悟なきも
ることあらんと戒め給ふ︒

十二襯4図故に下級の者の上官の命
を避くるや︑直ちに陛下の命令なり
と思ふべく︑︿略﹀︒

十二麗8図 這這を守る心得を鉄ける
軍人は國家としても許し難き罪人ぞ
︿略﹀︑小敵を侮らず︑大

と諭し給ふ︒

十二佃3図

敵を恐れず︑十分に自己の職務を蓋
す人を眞の大勇の人といふべしと訓
へ給ふ︒

十二佃4図︿略﹀︑小敵を侮らず︑大

軍人としての心得なりと思ふべから

十二価6図此の勅諭は︿略﹀︑濁り

武勇の精神も亦國民が古

敵を恐れず︑十分に自己の職務を蓋

十二柵1図

ず︒

す人を眞の大勇の人といふべしと訓
へ給ふ︒

十二稲5図 信とは我が言を行ひ︑義

Q0

Q1

R6
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ウチヘカヘツテ見ルト︑

テ︑外ヲ見ルト︑何ダカヤウ

︿略﹀︑ソツトフタヲアケ
スガチガツテヰマス︒

四408

メテ︑︿略﹀︒

四382 アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑
サザエが岩ノカゲカラヨビト

て︑﹁︿略﹀︒﹂

ひますと︑三郎はそれをきい

五91

︿略﹀︑神さまにいのって

手力男のみことといふ力の

私どものなかまは︑出合ふと

お出し申し上げました︒

ると︑すぐに大神のお手をとって︑

つよい神さまが︑これをごらんにな

五41

えます︒
たちからを

んどは扇が少しおちついて見

から︑目をひらいて見ると︑こ

四817

と︑すぐに 一びきくはへて︑でて
ベルト︑シマヒ ニハ イヤ ニナ
とから︑まためをふき出して︑
もまつ白です︒
きます︒
リマス︒
︿
略
﹀
き
れ
い
な
は
な
を
さ
か
せ
て
四
814弓をとりなほして︑むかふ
三407それをたべると︑またす 三694 オモシロイアソビモ毎日
見せます︒
を見わたすと︑船がゆれて︑
見ルト︑シマヒニハアキテキマ
四306母が父に﹁︿略﹀︒﹂とい まとがさだまりません︒
ぐにもぐります︒

ス︒

三726
オドロキマシタ︑父モ母モシン

﹁おい︑なにをしてみるのだ︒﹂

三462 そこへともだちがきて︑
ときくと︑﹁︿略﹀︒﹂とこたへま

︿略﹀︑タマテバコヲアケテ

出テ︑ウラシマハニバカニオヂ

四21けいさつしょのよこを北
へまがって︑すこし行くと︑左
がはにいうびんきよくがありま
す︒

一思ひにとび下りると︑何だ

けの上へ出ました︒

五94

か目がまはって︑しばらくの間は何

チヨツト見ルト︑リッパ

も知らずにゐました︒

だんく泊ると︑ひろい野は

らへ出ました︒

五101

つて︑ながめてゐました︒

人立って︑﹁見ごとなたきだ︒﹂とい

アル日ハマベへ出テ見 五96 きがついて見ると︑人が二三

デハナイガ︑オメデタイ時ノ

︿略﹀︒

四562

ワニザメハソレヲキク

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

四527

オクリモノニナリマス︒

四512

カナヤノ店デ︑︿略﹀︒

四413 コレハヲカシイトオモツ すぐに一しょになるのがきまりです︒
テ︑ヨクヨク見ルト︑ソコハサ
五93 それから少し來ると︑高いが

イサンニナツテシマヒマシタ︒

見ルト︑中カラ白イケムリガ

三735

ァリマセン︑︿略﹀︒

デシマツテ︑ジブンノウチモ

小さな虫がまヘへくる

した︒

三481
と︑ばくつとくって︑へいきなか

ほをしてゐます︒
三491 ︿略﹀︑下へもぐって︑しば

やうにして︑水の上へ出て

らくたつと︑ひとりでにうかぶ
きます︒

こひやふななどは水か

一目に見えますね︒

﹁くるまにのってみる
人を入れると︑六人目せう︒﹂

四76園

ると︑町が

今にあのあみをだんだ 四43囹﹁にいさん︑ここから見

ら出ると︑しんでしまひます︒

三498

三607
んはまべへひきよせてくると︑
︿略﹀︑いっしよになってひきあ
げます︒﹂

三655

サハストアマクナツテ︑
タイソウウマイカキデス︒

アル日ウミベへ出テ見 四115

ルト︑子ドモが大ゼイデカメ

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

五122 ︿略﹀︑見上げると︑はしがか

けてあって︑人や馬や車がたくさん

ト︑大ソウオコツテ︑︿略﹀︒

通ってみるのです︒

モトノヤウニナホリマシタ︒

いそがしさうにあるいてゐました︒

四291園はるになって︑だんだん 四624 けさおきて見ると︑雪が 五B5こえ來て見ると・ひろぐ
あたたかになると︑枯れたあ
たくさんつもって︑どこを見て
として︑どちらを見ても水ばかりで

五人デスカラ︑︿略﹀︒

四217囹 ﹁ウチノニイサンヤネ 四606 白ウサギガソノトホリニ 五124 まもなく町の中へはいると︑
エサンヲアハセルト︑ミンナデ
シマスト︑カラダハ スツカリ
雨がはにいへがたちならんで︑人が

四574

﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘニナリマシ

︿略﹀よりとものちかくへ

タ︒

四188

來るかと思ふと︑ただつねは
こしの刀をひきぬいて︑つづ

ヲツカマヘテ︑オモチヤニシテ
三665 ︿略﹀︑ウラシマガウミベ

けて五刀六刀さしとほしました︒

ヰマス︒

デツリヲシテヰルト︑大キナ
カメが出テキテ︑︿略﹀︒

三674 ウラシマガヨロコンデ︑カ

メニノルト︑ダンダンウミノ
ウマイゴチソウモ短日タ

中ヘシヅンデ行ツテ︑︿略﹀︒

三692

と一と
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す︒

ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒

五172 轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル

五195 おはなはく略V︑いそいで行
つ て 見 る と ︑ 母 は 流しもとで︑︿略﹀︑

さしみをこしらへてゐます︒

文太郎ハビツクリシテ︑父ニ

見ルト︑汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰ
マシタ︒

五442
トンネルヲ出ルト︑マタ明ル

キ・マスト︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

五446
音次郎が木の下を出ると︑間

クナツテ︑ヒロイ海が見所マス︒

五478
もなく目がくらむやうないなびかり
／

五228 ぬす人は︿略﹀ゐざりだとい
ふうはさがあるので︑行って見ると︑
がして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑顔を上げて︑そのあた

りを見まはすと︑かみなりがおちて︑

五485

なるほどそのかまがあります︒

う と す る と ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂といって︑ど

五232 大そうおこって︑取りかへさ

ヘチマハワカイウチハタベラ

その高い木がまつ二つにさけてゐま
した︒

うしてもかへしません︒

五334 マタ三番茶・四番茶マデモツ
五522

シバラクタツト︑ケモノが負

ソノ時分ウモリガケモノノ方

と︑︿略﹀

と書いてあります︒

おちよはよろこんで︑母には

なしますと︑母は﹁︿略﹀︑二人とも

五645

それを母に見せますと︑母は

行ってお出でなさい︒

五663

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

﹁よく出來ました︒︿略V︒﹂といひま
した︒

五686

ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

勝負が一番スムト︑ワアツト

鳥居ヲクぐルト︑オ宮ガアル︒

五702

ホメルコエガキコエル︒

五705晩ニナルト︑花火が上ルトイ
毎年春ニナルトオチルガ︑

フ話デアル︒

五716圓

オチルトスグ別室シイノガハエテ︑
︿略﹀︒

毎年春ニナルトオチルガ︑

見ると丈の高い︑たくましい

オチルトスグ又新シイノガハエテ︑

五716園

︿略﹀︒

五548

ニツキマシタ︒

ケサウニナツタノデ︑︿略﹀︑鳥ノ方

五54一

レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム
ト︑茶ノ木ノタメニハヨクナイサウ
デス︒

五338 サクラノ花ノ下ニトンデヰル
白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

五771

思ヒ︑︿略﹀︒

へ行キマスト︑﹁オ前ハ鳥デハナイ

︿略﹀︑ヒルノ間厚木ノウロヤ

コレハ︿略﹀︑ワキ出タママ

おちよは取上げて讃んで見る

よしっねはこれを聞くと︑

︿略V︑川について︑四五準行

あぜ道を七八町通って︑小川
ツバメハ三州ナルト︑ドコカ
ラカトンデ來テ︑︿略﹀︒

六122

の橋を渡ると︑御社の前へ出ました︒

六94

出ました︒

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

六85

がけの上まで出た︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけて︑夜のうちに

五787

男である︒

カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ．

五635

スキトホツ十三ニナルノデス︒

ノ耳印ゴツテヰマスガ︑シアゲルト︑

五60一

イフハナシデス︒

出テ空ヲトビアルクヤウニナツタト

穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜ニナルト

五557

ヒテニシテクレマセン︒

前ハケモノダラウ︒﹂トイツテ︑ア

五553

五341 ︿略V︑ナノ畠ニアソンデヰル

︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上帯

カト思ヒマス︒

五344

ドンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマ

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

ス︒

五422 マドカラ外ヲ見テヰルト︑山
モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行
クヤウニ見エマス︒
︿略﹀︑馬モ車モ量見エ宵覗ト

思フト︑スグ後ニナツテシマヒマス︒

五428

五438 文太郎ハフシギニ思ツテ外ヲ

六123

ツバメハ︿略V︑涼シクナル

モシ列ニハナレルヤウナコト

ト︑マタドコカヘトンデ行ク︒

六14一

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

かった稻が雨にぬれると︑米

スグ列二加ルノデアル︒

かわくと︑それを稻こきでこ

がわるくなるから︑︿略＞Q

六153

六161

そのもみを又よく日にかわか

いてもみを取ります︒

して︑すりうすですって︑もみがら

六166

をのけると︑はじめて米になるので

す︒

かへって來ると︑長松は笑つ

みると︑一人の男の子がふでを買ひ

六301 ︿略﹀︑二人が店のるすをして

に來た︒

六313

ゆにはいって︑ごはんをたべ

て︑﹁︿略﹀︒﹂といったら︑︿略﹀︒

六366

朝おきて見ると︑池に氷がは

ると︑つかれてすぐにねてしまった︒

六373

朝おきると︑雪が五六寸つも

つてみた︒

六378

たゴ人がいくさのはなしをす

つてみた︒

六444

ある日信長が夜明け前に出か

ると︑耳をすまして聞いてゐました︒

六463

けようとすると︑はや︑馬を乗りま

信長は誰かとたつねますと︑

はしてみる者があります︒

又ある朝早く信長がかりに出

木下藤吉郎秀吉と答へました︒

六464

六468

31

と一と

ようとして︑﹁誰 も 居 ら ぬ か ︒ ﹂ と よ
びますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

︿略﹀︑桑の葉をやると︑すぐ

食ひはじめる︒

七304

小さい時分はやはらかな葉を

こまかく切ってやるが︑大きくなる

六494 後には秀吉の馬じるしを見る 七307
と︑敵は戦はないでにげて行くやう

食ってしまふと︑頭をうこか

と︑枝のま＼やる︒

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

七381

ラズく二出口へ出テ來ル︒

もとからある分にくらべる

と︑實も大きく︑味もよほどよろし

七671囲

うございます︒

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七422園人の話によりますと︑御主 七742 陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

まついかりをぬいて港を出

ない形の家がならんで立ってるます︒

七836面外國の港に着くと︑見なれ

さく見える様になります︒

て行くと︑︿略﹀人家も︑段々に小

七819園

人織田様には︑近いうちに京都で馬

けらいのものが︑﹁これは一

そろへをなさいますとのこと︒

七437

と︑﹁︿略﹀︒﹂と︑信長は施そう感心

豊の馬でございます︒﹂といひます

して︑︿略﹀︒

そのころになると︑二万匹の

騒をかふのに︑人一人附き＼りで︑

西洋紙が日本紙二八ツテ︑

様な波が立って︑船は今にも沈むか

七849園急に暴風雨が來ると︑山の

この驚く略Vまぶしへうつし 七468

﹁︿略﹀︒︿略﹀︑書物モ近ゴロバ大テ

と思ふ様になります︒

乗上げたり︑外の船につきあたった

七856園︿略﹀︑悪くすると︑淺瀬へ

りする歪なまちがひが出來ます︒

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

西洋紙ハ又﹁葉書や切手や印 七868園海岸には燈塁がありますか

手紙は四匁までは三銭です

時々湯にはいらないと︑から

八237

さうしてそれをつかまへる

飼って見ると︑自分の家は戸

水車場へ行くのかと思って見

る様子がありません︒

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

八229

すぐ露ってしまふといふことだ︒﹂

よってたかっていぢめるので︑︿略﹀︑

八218園又若し外の雀が見つけると︑

が︑︿略﹀︒

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

八215園

さんの小さい時分にそっくりです︒

この窺眞で見ると︑おかあ

紙ナドハ皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂トイ

七649

きたなくなると︑病氣にか＼

だがきたなくなる︒

七651

八129国

いふことが分ります︒

七516園

トイヒマシタ︒

ヒマスト︑日本紙ハ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

七497

グニベタくニナルガ︑︿略﹀︒﹂

七486園﹁君等ハ水帖ヌレルト︑ス

トイヒマス︒

タ︒﹂トイフト︑日本紙ハ﹁︿略﹀︒﹂

てやると︑口から美しい縣を出して︑

そのくだから出すねばったし

イ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

七326

からだを包む︒

七322

眠るひまもない程いそがしい︒

七313

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

七308

になりました︒

六501 秀吉はこの知らせを聞くと︑
すぐに敵とわぼくしてかへって來て︑
光秀をうちほろぼしました︒

てるると︑信玄は︿略﹀︑はさみう

六555 ある生血信が山の上に陣取つ
ちにしようとした ︒

六567 謙信は︿略﹀いくさがはげし
くなると︑じっとしては居られない︒

るが外へ出ると︑すぐにかわいて縣

六748 間もなくむねの上からもちを
投げると︑大ぜいがあらそってそれ

量が繭を作ってから二十日あ

になるのである︒

七328

を拾ひました︒

まりたつと︑さなぎが蝶のやうな形

六753 これがすむと︑むしろをしい
て︑お祝ひのさかもりがはじまりま

になって︑繭を破って出て劣る︒

蛾が出ると︑縣が取れないか
蛾は繭から出ると︑やがて卵

が︑四匁より少しでも重いと︑その

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方

りません︒

を産んで︑間もなく死んでしまふか
︿略﹀︑出て來ると︑すぐに紙

倍の六銭だけ切手をはらなければな

七364

の上において卵を産みつけさせる︒

七336

ら︑︿略﹀︒

七335

ら︑︿略﹀︒

七332

した︒

六761 一人の年取つた男が︿略﹀︑
木やりの歌を歌ひ出すと︑わかもの
どもはこゑをそろへて︑そのあとに
ついて歌ひました ︒

六763 歌がすむと手打をして︑口々
に﹁おめでたう︑おめでたう︒﹂と
いひました︒

七287 一匹の翼の口から出る綜をの

ニハ皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ

飲むと︑おそろしい病氣にか＼るこ

又きたない水やくさった水を
七368︿略﹀︑右へ折レルト︑ソコニ

とがある︒

ばして見ると︑五六町もあるといふ

り易い︒

章草紙屋・ゲタ屋・オモチや屋ナド

七659

七293 それを考へると︑絹織物のあ

ガナランデヰル︒

責ル店ガアリ︑︿略﹀︒

たひの高いのも︑けっしてむりでは

ことである︒

ない︒

と一と
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てるると︑水車場の方へは行かずに︑
居酒屋の方へ行きます︒
八244 取りもどして蹄って來ると︑

今度は下女がぼけつをさげて︑牛小
屋から出て來ました︒

八247 どうするのかと氣を附けてゐ
ると︑隣の家の方へ行きます︒

ルト︑カウイフ自重ニソレぐ攣ツ
菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ

テヰル︒

九88
大尉はそれを取って見ると︑

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

九204
次の様な事が書いてあった︒

︿略﹀︑しらべて見ると︑機關

の一部に故障があったので︑すぐに

九325
それを直した︒

︿略﹀︑ちよつと見ると︑おそ

ろしいが︑いたって氣だてのやさし

いよく鐵道が出來て︑汽車

八313

九346
の運轄をして見る日になると︑四方

い老人であった︒

八445 これ程有用な火でも︑ひよつ

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ

を寄せて︑何事か話してみるかと思

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ

十72

マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑

四日目の朝︑大上は何心な

出した︒

た︒

︿略﹀三つ四つの子供が︑

び馬をひいて來て︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

く外を眺めてみると︑前の馬主が再

十一494

サキニ行ツテーツニ集ツテヰル︒

又極上品なものになると︑機
又りっぱなものになるとハ革

械では刷らないで︑手刷にする︒

十206
十212

をきせたのもある︒

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

︿略﹀︑あの青年ははいると． 十一511

直に書物を取上げて︑テーブルの上

十365園

みると︑馬は︿略﹀︑口でおもちゃ

た︒

をさ㌧げて︑其の子供をあやしてゐ

に置きました︒

平字を書くときに︑指先を
見ると︑爪は短く切ってゐました︒

十373園

さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑

十678昔は大聖一頭を捕へると︑人 十一553 ふと山のいたゴきの方にす

︿略﹀︑山のやうな雪なだれがなだれ

やがて汽車が動き出すと︑馬

からの見物人は雲の如く集った︒

口承百人の一村︑一箇月の生活費を

九348

とまちがふと大へんな事が出來る︒

支へ得ると言ったものである︒

八493園 ﹁かうすると︑ちやうど十

上の人はしきりにむちを打ってあせ

しばらくすると︑谷底の方

早くしないと︑ピエール

手早く帯をほどいて︑団

又魚類や野菜ハ楽士ノ季節

ると︑兵士等は力を合せて二人を引

エールの髄にく＼りつけて合圖をす

十一588

が死んでしまふ︒﹂

十一582囹

に太鼓の音がかすかに聞える︒

十︸559

て來て︑︿略﹀︒

つて見たが︑︿略﹀︒

長くのびると︑刈取って毛織
分業法二依ルト︑人々が其

分業法二依ラズ︑一人デ

分業法二依ツテ︑一人デ一

上げた︒

十一114

︿略﹀︑ムダニ時間ヲ費スコトガ多イ︒

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑

十一111

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒

十一106

物の材料にする︒

十872

五字になります︒﹂

︿略V風が鳴子を動かすと︑
雨戸を明けて見ると︑明るい

月夜である︑︿略V︒

九702

むら雀のぱっと飛立つのは面白い︒

九695

八589 大きなものになると︑若し家
の中でひろげさせたら︑︿略V︑天井
へっかへる程であ る ︒

木綿縣ニナリマス︒

八626 綿ヲ機械ニカケテツムグト︑

︿略﹀︑止んだことと思ってゐ

こら一面銀世界になってみることも

ると︑翌朝起きて見れば︑︿略﹀︑そ

九706

ある︒

白イ綿ガハミ出シマス︒

八635 實が熟スルト︑サケテ中カラ
八658 藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑
︿略﹀ ︑ 奮 戦 ヲ ツ 寸 ケ テ 居 ル ト ︑

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一659

九831

ト︑ソンナ手敷が省ケテ︑徒二時間

馬主はく略V︑馬の耳に口

日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

室が即く︑天井が高いと温

る必要がある︒

りにくいから︑成るべく狭く低くす

十一研6

アキ易ク︑身髄ノ爲ニモヨクナイ︒

十一661

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

すむと︑﹁支度︒﹂といふあひつの一
こ

十一479

ルコトモアル︒

仕事二適スル器具ノ改良や獲明ヲス

精神ヲコラスコトニナルカラ︑其ノ

ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

又分業二依ツテーツノ仕事

ヲ費スコトガナイ︒

だい

一枚ノ葉が敷枚ノ小サイ葉二分レテ

十64 ギザくノ深イノニナルト︑

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

十︻H6

番太鼓を打鳴らした︒

のりと
︿略﹀祝詞を上げて︑それが

紺色ノ汁が出マス︒
．八882

間モナク砲弾ノ破片が中佐ノコシニ
アタツテ︑中佐ハドウト其ノ場二倒
レタ︒

ヰル︒

九78 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑纏ハ揃
ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

十610

肉眼デハ見エナイ程細イ︒

程段々二細クナツテ︑末ニナルト︑

引キサカナケレバ取離スコトガ出來
ナイ︒

九83 多クノ花ヲ取ツテシラベテ見
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オンドルにたく薪がないと︑

冬が越せないから ︑ 朝 鮮 で は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︑

十一柳10

薪がなければ生きてゐられぬ︒﹂と
いふ意味のことわざがある︒

十一佃1男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小

弾く手を止めると︑聴衆は鏡をつか
ヰマス︒

ナが三人デノハラニアソンデ

へのぼりました︒

四38 太郎と次郎が二人で山

ナが三人デノハラニアソンデ

チアリマス︒

モヒキヲキセタカカシガタテ

︿略﹀︑オトウトトイモウト

ス︒﹂

ツツンデ︑ワタシナガラ︑

四326園

﹁それではごはんにたく

んの米はどうちがひますか︒﹂

四308園﹁もちにする米とごは

﹁︿略V︒﹂

ニ

四255オマツハ糸トフデヲ紙

イフデヲ出シテ︑﹁︿略﹀︒﹂

四247

オマツハ太イフデト細

三94アカトキイロトムラサキ 四214圓﹁︿略﹀︑中ユビト小ユビ
ノアヒダノガクスリユビデ

ヰマス︒

三66マサヲトトモキチトオハ 四111 ︿略﹀︑古イカサト古イモ

んで︑︿略﹀帽子の中へ投入れる︒

歌が終ると︑紳士はバイオ

リンを老人に渡し︑目禮して何庭へ

十二849
か行った︒

と﹇▽あめとかぜ・

ト三イロソロツテキレイデス︒

ト

三94アカトキイロトムラサキ

︵並助︶鋤

いとしんたい・うしとうま︒うとから

と

す・おはなとおきく・かえるとくも・

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る
と︑昔の人に會つた様な氣がする︒

アカトキイロトムラサキ

ト三イロソロツテキレイデス︒

三104

ト三イロソロツテキレイデス︒

三94

かきとくり︒きつねとのぎく・くるま

いようしとにっぽんし・ちょうりょう

し・しおとさとう・すみとあぶら・せ

とふね・こうじとしじ・こうしともう

十一川3 暑い時分汽車に乗って朝鮮
かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い
着物が乾してある ︒

︿略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

ルト︑設計圖バカリデ敷百枚モアル

十ニー22

︿略﹀︑ユフハンニハ︑ケラ

ガ一人ヅツアリマス︒

イノ人ヲ右ト左ニワケテ

三427

かんけい・とらとねこ・みぎとひだり

スワラセマシタ︒

とかんしん・どうぶつとしょくぶつの
・みずとからだ︒むらさきしきぶとせ

トイフ︒

十ニー23 設計圖が出血上ルト︑細密

いしょうなごん・ものさしとますとは

︿略﹀︑ニサツハトクホン

たいろあります︒

﹁それではあんの豆と︑

る変は同じですか︑ちがひま

すか︒﹂

四345園

同じですか︑ちがひますか︒﹂

はりますか︒

四531園

﹁オマヘノナカマトオ

三637そのうづまきに︑右から 四528園 ﹁オマヘノナカマトオ
レノナカマト︑ドツチが多イ
左へまはってみるのと︑左か
カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂
ら右へまはってみるのと︑ふ

たいろあります︒

三567 アノキモノトバカマハ 四346園 ﹁それではあんの豆と︑
ニイサンノデス︒
だんごにつけるこなの豆と
三636そのうづまきに︑右から 同じですか︑ちがひますか︒﹂
四463 とけいの長いはりとみ
左へまはってみるのと︑左か
ら右へまはってみるのと︑ふ
じかいはりはどちらが早くま

方トイヒマス︒

三453東ト西ト南ト北ヲ四 だんごにつけるこなの豆と

方トイヒマス︒

三453東ト西ト南ト北ヲ四

方トイヒマス︒

三453東ト西ト南ト北ヲ四 委と︑うどんやさうめんにす

ナ構造鳶職ヲ各工場二二シ︑必要ナ

ニ91オハナハ︿略﹀︑オチヤト

デ ヰマス︒

二74オハナトオキクガアソン

一135
ナストウリ

一132
ナシトミカン

一115
クシトカガミ

一112ハサミトモノサシ

一10ーサルトカニ

ん︒やきものとぬりもの

かり・もようという︒やかんとてつび

部 分 ハ 濯 物 大 ノ 圖 ヲ作ツテ︑︿略﹀︒

船子ノ材料ガホぐ整フト︑

組立二身リカ・ル ︒

十ニー33

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

十二207 植物の花には︑同種の他の
ものがある︒

十二228 金魚を細口のびんに入れて︑
二三日も水を取換へないと︑金魚は
死んでしまふ︒

上の音樂の様な美しい音がわき出し

十二829 弓が一度綜にふれると︑天

U

オクワシヲダシマシタ︒

︿略﹀︑ヨイオヂイサント

三66マサヲトトモキチトオハ

ワルイオヂイサンガアリマシタ︒

二503

ノートニデス︒

一一

た︒

十二836 ︿略﹀暗いく海の底へ引
︿略﹀︑ふわりくと春霞の彼方へ連

込まれるやうな氣がするかと思ふと︑

や﹂あって紳士はしばらく

れて行かれるやうな心持になる︒
十一一842

S8

と一と
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カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

レノナカマト︑ドツチが多イ
だけのちがひだ︒

足︑たゴつめがわれてるるとみない

した︒

高シ︒

物サシニバカネ尺トクヂラ

︿略﹀︑ヤクワントテツビンガ

直吉と長松は同じ店のでっち

︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

モツトモ多ク用フルモノハ
呼野クノホリアリテ︑川ト
又多クノホリアリテ︑川ト

六832図譜

三つとや︑みきは一つの

ひ

四つとや︑善き事たがひ

枝と枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六836図圏

にす﹂めあひ︑悪しきをいさめよ︑
四つとや︑善き事たが

友と友︑人と人︒

六836図醐

にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑

︿略﹀︑コレヨリ後ハ父ト母

友と友︑人と人︒

七49図

トノ教ヲ守りテ︑一日モワスル・コ

く略V︑コレヨリ後ハ父ト母

トナカリキ︒

七49図

トノ教ヲ守りテ︑一日モワスル・コ

七384 ︿略﹀︑出ロニハ︿略﹀ナドヲ

おほよそ家の紋どころ︑

士買ル金物屋ト︑︿略﹀ナドヲ責ル荒

物屋ガアル︒

いふもかしこし︑菊と桐︒

七446図圏

倉男スムモノデハ︑象ガマヅ

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七743

いすかのくちばしは上と下が

人卜赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

八574

くひちがってみる︒

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク

八654 ︿略﹀︑発馬葉ト董カラ取ルノ

デス︒

アメリカ大陸は北アメリカ

虎ト猫トハ最モヨク相似タ

虎ト猫トハ最モヨク相似タ

キザンデ︑︿略﹀︒

八655

八729図

八729図

ル獣ナリ︒

かけとかけねとは同じです

八763図

八763図

アメリカ大陸は北アメリカ
小費と下士買とはどうちがひ

八797図 ︿略﹀︑ヨーロッパ大陸とア

北半球と南半球とは時候全

北半球と南半球とは時候全

く相反し︑︿略﹀︒

八812図

く相反し︑︿略﹀︒

八812図

過ぎ︑︿略V︒

フリカ大陸との中間にある地中海を

八797図 ︿略﹀︑ヨーロッパ大陸とア

過ぎ︑︿略﹀︒

フリカ大陸との中間にある地中海を

と南アメリカとに分る︒

あなたと私は親類ださうで

と南アメリカとに分る︒

ル獣ナリ︒

小風と卸費とはどうちがひ

かけとかけねとは同じです

トナカリキ︒

七B1囹
か︒

か︒

七131園
七137圏
ますか︒

ますか︒

七137園

七197園

ございますから︑︿略﹀︒﹂

﹁あなたと私は大そう似て
みるではありませんか︒

七207園

七214園豆類にはつるになるのとな
らぬのがあります︒﹂

度で︑︿略﹀︒

度で︑︿略﹀︒

六816図書ト橋トノ多キヲモツテ名 七341 慧をかふのは春と夏と秋の三

高シ︒

六816図堀ト橋トノ多キヲモツテ名 七341 穏をかふのは春と夏と秋の三

川トヲツナゲリ︒

六816図

川トヲツナゲリ︒

六816図

松ト杉トニシテ︑︿略﹀︒

六674図

松ト杉トニシテ︑︿略﹀︒

六674．図

モツトモ多ク用フルモノハ

手に分けて︑はさみうちにしようと

六556

した︒

手に分けて︑はさみうちにしようと

六556

ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略﹀︒

六543図書ト砂糖ト竪物ノ味ヲ附ク

ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略﹀︒

六543図塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク

であった︒

六297

メイくジマンバナシヲシマシタ︒

六245

尺トアリ︒

六182図

尺トアリ︒

四736ソノ左ト右ニウツクシ 六181弾物サシニバカネ尺トクヂラ
イシヨクダイヲ立テマシタ︒

四746︿略﹀︑又ソノ次ノダン
日野ヒシモチトオゼンヲソナ
ヘテ︑︿略﹀︒

花トヒガンザクラヲイケマシタ︒

四747 ︿略﹀︑花イケ気上モモノ
五458 ある日友吉と音次郎の二人が
よそからかへって 來 る 道 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五514 ナマデソノマ・タベルノハ︑
︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

マクハ瓜ト西瓜デ ︑ ︿ 略 V ︒

五516

イノハ︑カポチヤトトウ瓜トタ顔デ
アル︒

︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ

五516

アル︒

五528 昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ
ケ ン ク ワ ヲ シ 七 時︑︿略﹀︒

五567 大昔心木ト木ヲコスツテ火ヲ
︿略﹀︑ソレカラ後ニハ石卜金

出シマシタガ︑︿略﹀︒

五568

ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシタ︒

五68一 オチヨトオハナハアネニツレ
︿略﹀︑海とをかとにおし立て

ラレテ︑オ宮ニサンケイシタ︒
五747

︿略﹀︑海とをかとにおし立て

た 何 千 本 の 赤 は だは︑︿略﹀︒

五748

た 何 千 本 の 赤 は だは︑︿略﹀︒

五792園 ﹁鹿も四つ足なら馬も四つ
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八934図

︿略﹀︑最も多く衆人の目を

九577図

ハチ
タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ

膿色ハ黄卜黒トノダンダラニテ︑

き卒然り︒

たうみ

ダエン

葉ノ形ニハ卵形卜楕圓形が最

の美とを併せたるは日光に如くはな
し︒

十57

︿略﹀︑最も世に聞えたるは

モ多イガ︑︿略﹀︒

十153図

︿略﹀︑最も世に聞えたるは

紫式部と清少納言となり︒

モン

十315図

コンヤウ

コンヤウ

十721図

絶えずわき出つるものと︑

絶えずわき二つるものと︑

時を定めてわき出つるものとあり︒

十722図

身髄ノ中部ハ胸ト腹トニシ

身艦ノ中部ハ胸ト腹トニシ

時を定めてわき出つるものとあり︒

十755図

テ︑︿略﹀︒

テ︑︿略﹀︒

十755図

十763図腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒

あいぬの男子は髪とひげと

を長くのばし︑︿略﹀︒

十797図

を長くのばし︑︿略﹀︒

十763光陰ノ中型ハ胃ト腸トアリ︒
門ト青木昆陽トノ蓋力ニヨル︒
ヘイザ エ
く略V︑主トシテ井戸平左衛 十796図 あいぬの男子は髪とひげと

モン

十315図

紫式部と清少納言となり︒
ヘイザ エ
︿略﹀︑主トシテ井戸平左衛

︿略﹀︑唐箕の車をまはして︑ 十153図

たうみ

もみとしひなとをあふぎ分くるが如

九668図

︿略﹀︒

翌翌ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑

ハチ
タトヘバ瀬野ヲ有スル蜂ノ

︿略﹀︒

をうち

九577図

ひくものは︑富士山と名古屋城の金
︿略﹀︑最も多く衆人の目を

のしやちほことなるべし︒
八934図

をうち

ひくものは︑富士山と名古屋城の金
やまた

のしやちほことなるべし︒

九29図上 此の地に八章の大蛇とて

やまた

八つの頭と八つの尾とある大蛇あり︑
︿略﹀︒﹂

もみとしひなとをあふぎ分くるが如

九210図年年の地に八岐の大蛇とて 九668図 ︿略﹀︑唐箕の車をまはして︑
八つの頭と八つの尾とある大蛇あり︑

線には直線と曲線とあり︒

門ト青木昆陽トノ蓋力ニヨル︒

︿略﹀︑直ちに老母と子供 十448図

き空然りつ

九742圓団

︿略﹀遠キ昔ニハ︑必要ノ

赤と緑とを並ぶれば︑赤も

其の上牛肉と牛乳は飲食物と

る獣である︒

はりま
さらばとて備前と播磨と

しても大切である︒

十842

︿略﹀︑赤と黒とを並ぶれば︑ 十一149図

はりま
さらばとて備前と播磨と

の境なる舟坂山にかくれ︑︿略﹀︒

の境なる舟坂山にかくれ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑赤と黒とを並ぶれば︑ 十一149図

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

十495図

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

十495図

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︿略﹀︒

︿略﹀遠キ昔十一︑必要ノ 十494図

線もよく引立ちて見ゆれども︑︿略﹀︒

十494図赤と緑とを並ぶれば︑赤も 十835 犬と猫は最も多く家に飼はれ

線には直線と曲線とあり︒

︿略﹀︑もはや熊吉と愛作の二

九965図

し︒

︿略﹀︑よく人工の美と天然

︿略﹀︑よく人工の美と天然

の美とを併せたるは日光に如くはな

九965図

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

ノ進ムニシタガヒ︑︿略﹀︑物ト物ト

九8810図サレバ何レノ國ニチモ︑世

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

ノ進ムニシタガヒ︑︿略﹀︑物ト物ト

課業は術科と學科との二

︿略﹀︑岩と波との間にボー

間業とは見えず︒

トをあやつり居たる少女の働は︑人

十705図

間業とは見えず︒

トをあやつり居たる少女の働は︑人

十705図︿略﹀︑岩と波との間にボー

つにて︑︿略﹀︒

十573薩囲

つにて︑︿略﹀︒

あんぴん

あんぴん

上古の舟車と今日の汽車

たんすゐ

南部の打狗港と淡水・

たかお

たんすゐ

南部の打狗港と淡水・

たかお

場にこれあり︑︿略﹀︒

基隆︒安平の三港とは本島の四開港

きいるん

十一373魍団

場にこれあり︑︿略V︒

基隆・安平の三面とは本島の四開港

きいるん

十一372陵丘

・汽船とをくらべんには︑︿略﹀︒

十一249図

・汽船とをくらべんには︑︿略﹀︒

九8810図サレバ何レノ國ニチモ︑世 十573塵團 課業は術科と學科との二 十一248図 上古の舟車と今日の汽車

ジタルニ過ギザリキ︒

場合二物ト物トヲ取換ヘテ有無相通

九8710図

ジタルニ過ギザリキ︒

場合二物ト物トヲ取換ヘテ有無相通

九8710図

人だけの競走となった︒

九844

を裏山に立退かせ︑︿略﹀︒

十448園

︿略﹀︒﹂

九351 見物人一同は其の早いのと其
の勢のすさまじいのに驚いた︒
あらみ

あらみ

九372 箱根と新居とには關所があっ
て︑︿略V︒

九372 箱根と新居とには關所があっ
て︑︿略V︒

九376 昔の道中には馬とかごがあっ
た︒

九407図 昔ヲ知レル人︑若シ三道ノ
今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト
ヲクラベ見バ︑︿略﹀︒

九408図 昔ヲ知レル人︑若シ奮道ノ
今ノサビシサト︑昔ノニ冒用シサト
ヲクラベ見バ︑︿略﹀︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

九4110図 是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

ノハ蕾皿ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

九421図 是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ
ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ
ノハ蕾皿ノ湖沢シテ︑︿略﹀︒

と一と
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十一533図 ︿略﹀︑時ト場合トニヨリ
テ笑フベカラザルコトアリ︒

十一533図 ︿略﹀︑時ト場合トニヨリ
テ笑フベカラザルコトアリ︒

ものなり︒

十一918直物の債の高下は主として
需要と供給との關係によりて定まる
ものなり︒

十ニー3図

ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑

我等が身を修め︑世に慮するの道を
示し給へるものにして︑︿略﹀︒

ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑

我等が身を修め︑世に摩するの道を

十ニー3図

ス

カ

クレ

︿略﹀︑中．ニモ横須賀ト呉ノ

ヨコ

示し給へるものにして︑︿略﹀︒
十一一154

ガ最大ナモノデアル︒

物の償は︿略﹀︑常に其 十ニー58 船渠ノ底ト周り三方ハ石デ
畳ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

村役場と三校とは相並び
村役場と學校とは歯並び

十二419図

古

︿略﹀︑盛に水蒸氣とよな

と構する火山灰とを噴出す︒

おきなは

十一一479図圃我が大日本帝國の

府は三つ︑縣は四十三︒北海道の一

き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

磨と︑外に南北新領土︒

茶は静岡・三重・京都

︿略﹀︒

十一一489図圃 米と妾とは全國に︑製

十二489宿罪米と妾とは全國に︑製

茶は静岡・三重・京都 ︿略﹀︒
はなむしろ

はなむしろ

縣とまつちとは︑輸出年々増すばか

十二501事業中國筋の花錘︑紡績

り︒

中卒筋の花莚︑紡績

見本ト現物トヲ異ニシ︑

縣とまつちとは︑輸出年々増すばか

十二501図画

り︒

十二521図

富國ト強兵ト相待ツテ始

富國ノ實ノ暴ルト學ラザ

ノ如何二宮ス︒

ルト四王が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二541図

ノ如何二乗ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二541図富國ノ實ノ暴ルト墨ラザ

メテ権家ノ盛大ヲ致ス︒

然れども強秦の兵を趙 十二533図

メテ國家ノ盛大ヲ致ス︒

十二533図富饒ト強兵ト相待ツテ始

用ヲ害スル所以ナリ︒

︿略﹀︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信

見本ト現物トヲ異ニシ︑

︿略﹀︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信

︿略﹀︑生存上動物と植物の

十二522図

方の天氣を豫溶するを地方天枝下報
是は前にいった様な關係が

用ヲ害スル所以ナリ︒

が爲なり︒

が爲なり︒

と構する火山灰とを噴出す︒

十二418図

︿略﹀︑盛に水蒸氣とよな

國に加へざるは廉頗と我と二人ある

十二393図園

然れども強秦の兵を趙

國に加へざるは廉頗と我と二人ある

十二393図園

關係は極めて密接なものである︒

十二235

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十一一231

といふ︒

と其の地の観測とによりて︑其の地

十ニー75図︿略﹀此の全國天意豫報

といふ︒

方の天氣を豫画するを地方天女豫報

と其の地の観測とによりて︑其の地

︿略﹀此の全國天氣豫報

の物を製造する費用と相當の利目と

7図

開

十ニー75図

テアル︒

帝國領の中部クスンナ
帝國領の中部クスンナ
ます

ます

︿略﹀︑鯨と鱒との漁利

にしん

にしん

は殊に多く︑︿略﹀︒

十一984國團

イとマヌイとの間は最も狭く︑︿略﹀︒

十一981囲團

イとマヌイとの間は最も狭く︑︿略﹀︒

十一981囲国

傾きあるものなり︒

を併せたる金額に等しからんとする

十一933図

傾きあるものなり︒

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相當の利盆と

十一5810 男工の愛情と勇氣によって︑十一933図物の債は︿略﹀︑常に其
軍中の花が助かっ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一682図 ︿略﹀︑功業を成し︑公言

を廣むるも︑丁重無爲にして一生を
終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用
するとせざるとにあり︒

を廣むるも︑二又無爲にして一生を

十一682図 ︿略﹀︑功業を成し︑公盆

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用
するとせざるとにあり︒

十一865図 熟練ト機敏トヲ要スルコ
ト大ナリ︒

十一865図 熟練ト機敏トヲ要スルコ
みつばち

ト大ナリ︒

す

漁業に次ぎて有望なる
漁業に次ぎて有望なる
は農業と林業とにて︑︿略﹀︒

十一999國團

は農業と林業とにて︑︿略﹀︒

十一999圓圃

は殊に多く︑︿略﹀︒

十一879図 蜜蜂の蜜を吐き︑出たく 十一985圓團 ︿略﹀︑鯨と鱒との漁利
みに巣を造るは醸造の業と建築の業
とをかねたりといはんか︒
みつばち

十一8710図 蜜蜂の蜜を吐き︑出たく
す

みに巣を造るは醸造の業と建築の業
とをかねたりといはんか︒

十一

て村の中央に在り︒

十一穐7図

白いのを用ひる︒

十一906官物の償は効用あることと︑ 十一佃6 上衣と股引は冬でも多くは
随意に得られざることとによりて生
ずるものなり︒

随意に得られざることとによりて生

十一906下物の償は効用あることと︑
ずるものなり︒

て村の中央に在り︒
みつほ

予感の國と農業は
けぬ地なし︑野も山も︒

十一918闇物の償の高下は主として 十一宙2図圏
需要と供給との四望によりて定まる
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ど一ドイツていこく

十二594︹図

テームスとセーヌとはス

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣
く︑︿略﹀︒

と小勇との匿別あり︒

さはあれ︑勇氣には大勇

と小勇との厘別あり︒

十二擢10図

﹇度﹈5いくど︒いちど・ごじゅう

︵接助︶9

ド

ど﹇▽されど

コノ度ノ合戦サダメテナ

茶は静岡・三重・京都

︵接心︶7

農産牧入何

なりといへども︑要は下情上達の道

請願といひ︑其の手績に於て各相異

した︒

ど いつ

さうな顔附をして︑農夫は問返しま

い雀が實際居るのか︒﹂と︑ふしぎ

八213﹁いや︑見たことがない︒白

︽ーシ︾

といかえ・す ﹇問返﹈︵五︶1 問返す

を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

生縣え
問合

トイヘドモ

問合の手紙

問合の手紙

︹課名︺2

物れど︑小さき轟の吐出す
無二の輸出品︒

といえども

ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒

ちゅうぶドイツ

十251図園﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ ドイツ ︹地名︺4 ドイツ 猫逸﹇▽

といへども

第五

第五

といあわせのてがみ

の手紙

テームスとセーヌとはス ど

どいなん・ごじゅうどいほく︒さんど

七目6

十二594⁝図

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣
・すうど・なんど︒にじゅうしちど・
ど

七83図囹
ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

木多カラザレド︑種々ノ草花ウルハ

甚だ大ならず︑其の建築も亦新し︒

會議事堂なりといへども︑其の規模

ども︑富貴なる者必ずしも樂しから

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

七604鞭毛のいたって短きものは指 十二721図富貴は人の共に欲する所︑

シク咲キミダレタリ︒

︿略﹀︒

フランスの万言にて︑其の

其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・

又濁逸にては言書館の書

どいつ

カ等ノ三具ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑

文アリシヲ始トシ︑ドイツ・アメリ

米二國へ送りシニ︑翌年英國ヨリ註

十439図

たる國なり︒

東北にあるドイツは學問のよく開け

八785図

ス・ドイツ・ロシヤ等の國々あり︒

七582図コノ公園ハ新シクシテ︑古 十二653図 最も人目を引くものは國 八779図 ヨーロッパ大陸にはフラン

ヲ見テスベシ︒

七156

く︑︿略﹀︒

なる左右二列の重工は枝を交へて︑

十二614図く略V︑人道と車道との間にど・にどめ・よど
雅麗比なし︒

なる左右二列の緑樹は枝を交へて︑

十二614図 ︿略﹀︑人道と車道との問
雅逆比なし︒

十一一639図英蘭銀行は設立の古きと︑
資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑
其の右に出つるものなし︒

さきにてもつまめぬ程なれど︑長き

英蘭銀行は設立の古きと︑

ものは羊の如く︑立ちてもその毛は

ず︒貧賎なる者必ずしも苦しからず︒

十二6310図
資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑

なほ地面に達す︒

︿略﹀︑相如は氣を以て人

て人を動かせしなり︒

を服せりといへども︑孔子は義を以

十一一959図

其の右に出つるものなし︒

︿略﹀︑ききやう・かるか
や・をみなへし︑秋の花草多けれど︑

英蘭銀行は設立の古きと︑ 八373図圃

資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑

中にも君の千代八千代祝ふや菊の

十二6310図
其の右に出つるものなし︒

國民各自の行爲をつ＼し 十二欄4図

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し

十一一982図

込めば直ちに送り罷る︒之を返すに

花の宴︒

み︑品格を重んずるは即ち國民の品

老人は︑︿略﹀︑バイオリン

八754図タず猫ノ毛色温品黒・白・

十二832

と紳士の手つきを打ちまもって居た︒

も其の期日を違ふる者絶えてなしと

十二654図

ドイツていこく

心逸帝國

猫逸帝國は創建以來年下

︹地名︺1

年々著しく増加する勢なれば︑︿略﹀︒

盛に爽呈すると土ハに︑首府の人口も

十二5910図

其の土地に面差の差あり︑ ドイツこくりょく

いふ︒

十二湿4図

公徳及び國民の度量なりとす︒

格を高むる所以なりといへども︑殊
君︑床柱︒

うらや

に他國人の注意を引くものは社會の
身も驚き

﹁さはいへど

三毛ナド様々アレド︑虎ハ一様ナリ︒
ましきえ

十133総額園

孔明︑護ノ善功ヲ惜シミ

地方自治の精神に基づきて︑其の團

其の組織に繁簡の別ありといへども︑

十一価9図

シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑

禮の幸福を進め︑國運の書展を期す

涙ヲフルツテ之ヲ斬り︑︿略﹀︒

十二485落話三池・夕張・大の浦︑

上奏といひ︑建議といひ︑

るは一なり︒

米と愛とは買価に︑製 十二佃9図

掘れど炭磧限りなく︑︿略﹀︒

十二4810図圃

どいつ
︵名︶1 掲逸國力
どいつ
然れども近年猫逸二丁の

十二999図 ︿略﹀等の交通機關︑
敏速と規律とを尊ぶものなれば︑

︿略﹀等の公共螢造物に在りては︑

︿略﹀︒

十一一999図 ︿略﹀等の交通機關︑
︿略﹀等の公共螢造物に在りては︑

さはあれ︑勇氣には大勇

敏速と規律とを尊ぶものなれば︑
︿略﹀︒

十一一麗10図

といや一とう
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淺ければ︑首府の壮観の未だ英佛二

問屋﹇▽ごふ

國に及ばざるものあるは固よりあや
しむに足らず︒

﹇問屋﹈︵名︶3

くどいや

といや

七145園 問屋といふのは何の事です
か︒

七146園 問屋といふのは他人からた
のまれて︑品物を士買つたり買ったり
して︑口封を取る店のことです︒

七154囹 しかし卸費商人で問屋をし
てるる場合がたくさんあります︒
﹇灯﹈←こうりょくにとう

八779図

ヨーロッパ大陸にはフラン
アジヤ大陸には印度・支那

ス・ドイツ・ロシヤ等の些々あり︒
し
な

かんこく

八789図
︿略﹀︑商工業の襲達著しく︑

・韓語等あり︒
八954図

インバ

焼物・塗物・扇・綿綜・織物等の産
ガヌマ

下総ノ手賀沼・印旛沼・長

テ

出すこぶる盛なり︒

九169図
勝浦・北浦等ノ合流スルア

沼等ノ水ハ南ヨリ之二注ギ︑︿略﹀︒

九171図
工兵は陣地をきづき︑道を

タリ謹話名勝ノ地少カラズ︒

九251図

開き︑橋をかけ︑火道を造り︑電信

し

ちょう

又別に輻重兵ありて︑後

を通ずる等︑もっぱら技術の事にし
たがふ︒

とう

という5じゅうにんという
とう ﹇島﹈←いっとう︒うつりょうと

九254図
九274図

師團司令部のある所は東京

方より兵糧・弾藥等を運ぶ︒

うふきん︒かいひょうとう・カナリヤ
塔﹇▽きねんほう

とう︒からふととう・ほうことう
﹇塔﹈︵名︶1

・大阪・名古屋・廣島・熊本等軍事

とう

しんとう・ごじゅうのとう

人多き十三に住む者は︑

上重要なる地なり︒

九8910図

︿略V︒

之をはうむりし時は︑よう

費ル・買フ︑財産ノ財︑貨

是金銀ハ飯高ク︑保存スル

幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アルハ︑

九894図

ヒタルコトァリ︒

九893図貝・毛皮・穀物・諸等ヲ用

︿略﹀︒

ひ・劔・弓・矢等を共にをさめ︑

九641図

公園等を散歩すべし︒

︿略﹀︑又朝早く起きて︑木立しげき

九611図

七794三囲小さきありもいそしめば︑
塔をもきづき︑つばめさへ 千里の
波を渡るなり︒
﹇湯﹈且vしち と う ・ は こ ね し ち と う

﹇等﹈εくらいさんとう

とう

とう

﹇頭﹈且vいっとう︒じっとう︒す

うせんとう・タライカわんとう・にさ

とう

等

んぜんとう・にさんびやくとう・はっ
﹇等﹈︵副助︶ 魍

くとう
とう

八399図此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出
シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手敷
マ デ 敷 へ 上 グ レ バ ︑︿略﹀︒

ニモ都合ヨク︑︿略﹀︑直段ノ攣動モ

種母様なり︒

とび
色・茶色・鳶色等︑色の名君も亦千

等ナリ︒

兵舎内にては歌をうたふ

︿略﹀︑學科は夜分又は雨

兵螢内の酒保には日用品

ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイフ︒

宮等ノ造螢二用ヒタル銅ハ︑大抵此

十612図

トウセウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

二丁ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

十608黒氏が國銅山ノ中ニテ最モ盛

︿略﹀︒

臣︒義士に湿する講談等もこれあり︑

十591國囲︿略﹀︑又日曜日等には忠

︿略﹀︒

臣・義士に關する講談等もこれあり︑

十5810囲團く略V︑又日曜日等には忠

︿略﹀︒

・飲食物等を学費致し居り候へば︑

十587魑團

天等を利用して學習致し候︒

十575㈱団

られ居り候︒

の場所にて煙草を吸ふ事等堅く禁ぜ

事︑高欄にて談話する事︑所定以外

十5610圓国

には︑色の調和を考へざるべからず︒

十493図 絶圭旦・模様等を色どりする

少キ等︑貨幣トスルニ最モ便利ナレ
バナリ︒

着なれば︑古社寺等も昔のま＼にて

十42図我が國の建物はおほむね木

炭・薪・材木等の森林より

今にのこれるは甚だ少し︒

十87図

其の他森林は氣候を和げ︑

出つることは何人も知れる所なり︒

土砂の流出を防ぎ︑︿略﹀一種の風

十109図

︿略﹀︑是等ノ島ニハ作物ノ

景を添ふる等︑其の効用あげて数ふ
べからず︒

出来ザル荒地多ケレバ︑罪人ドモハ

十333図

ヨリテクハシク其ノ作方︑

魚類・果實等ニテ命ヲツナグノミニ
テ︑︿略﹀︒

十337図

又此ノ董ヲ染分ケテ︑花鳥

貯藏ノ方法等ヲ記シテ幕府二奉レリ︒

十422図

等ノ美シキ模様ヲ織出セル花錘ハ我
花錘ヲ最モ多ク産スルハ岡

ガ國輸出品ノーナリ︒

十424図

オホイタ

山・廣島・福岡・大分等ノ諸等ニシ
テ︑︿略﹀︒

十635図 く略V︑今や足尾町ハ︿略﹀

︿略﹀︑翌年英國ヨリ註文ア

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等

十439図

い か

ほ

十774図

拶ハ︿略﹀︑手・足・口等

海・伊香保等あり︒

み

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

皆備ラザルナシ︒

﹈都會トナリ︑學校・病院・銀行等
模様には︿略﹀︑草木・花

ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑︿略﹀︒

鳥・法器等の形を点じて作れるもの

十473図
多し︒

實の名より取れる︿略﹀︑其の他鼠

十491図花の名より取れる︿略﹀︑
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とう一とう

二命令シテ活動セシム︒

ちに其の中に入る︒

又國家全膿血ライヘバ︑農

ノ

ワキ

ハヤ

テ

風・春風・朝風・疾風・松風・追風

かし

しひ

くす
中部の山林には樟・松

も年々其の産額を増加する模様に御

座候︒

ひのき

雨ニハ春雨・時雨・夕立 十一387國国

・野分等アリ︒

十一309図

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

サツマ

イコマ

モがミ

トネ

イハミ

クラマ

ヨド

モガミ

ヨド

ス

マ

イ

テイ

ウヅキ

ミナヅキ

カサヘギカリガネオホトリ

キジ

マナヅル

カモメ

ウヅラ

海防艦ハ︿略﹀︒関学・

藝・薩摩・鹿島︒香取等是ナリ︒
イ
キ
チンエン

砲艦ハ︿略﹀︒︿略﹀︒宇

鎭遠・見島等是ナリ︒
十一．3310図

通報艦ハ主トシテ艦隊ノ

治・隅田等是ナリ︒

十﹇341図

通報艦ハ︿略﹀︒︿略﹀︒

命令・報告等ヲ傳達シ︑︿略﹀︒

十﹇343図

以上ノ外︑尚水雷母艦・

最上・淀・千早・龍凪海胆之二屡ス︒

十一351図

工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ
本島産物の重なるもの

有スルモノアリ︒
しやうなう

十一379國國

儀式・公會等ノ席ニテ談

其の内寝食・談話・遊戯

を占め︑︿略﹀︒

らまつ

︿略﹀︒

はだか

はんにゃ

日光山には平行瀧を始

なたね

じゃがたらいも

︿略﹀︑大変・小変・

とど

しらかば

え

ぞ

ふな
池には大抵鯉・鮒等を養

ひて︑︿略﹀︒

十一麗3図

しを以て︑︿略﹀︒

・養母・養難・養魚等の模範を示せ

十一川9図 ︿略﹀︑自ら先んじて耕作

飛上ノ諸將之ヲヨロコバズ︒

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑關羽・張

十一腿9図

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

落葉松・白樺等一面に生ひ茂り︑

か

十一欄4國国 ︿略﹀︑椴松・蝦夷松・

候︒

黒豆等の牧穫多く︑又牧畜にも適し

ゑんどう

燕変・裸愛・藝墓・麻・馬鈴薯・

からす

十一㎜1圏囲

其の名護に知られたるもの少からず︒

として︑霧降・尊見・方等・般若等

十一758図

けごんのたき

・近影等の爲に費す時間は三分の二

十一677図

ナリ︒

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風

十一536図

如何でか討たるべき︒

は今日の元服の平等思ひ績けては︑

十一4410図 ︿略﹀︑年頃の恩愛︑殊に

︿略﹀︒

うじな

リ

艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

セン

防艦・砲艦・通報艦・駆逐艦・水雷

十﹁318図諸子ハ戦艦・巡洋艦・海

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

雲雀・鵠・雁・鴻・維・鵬・鶉・

ヒバ

十一313図水雷艇ニハ千鳥・真鶴・

等アリ︒

・彌生・卯月・水無月・長月・菊月

ヤヨヒ

十一3010図季節ノ名官ハ初春︒如月

キサラギ

其ノ外白雲・白露・初霜・朝霜等ア
をのみち

都會の地には電車・自動
荷足・高瀬・季世・屋根

リ○

・村雨︑窒素ハ初雪・白雪・吹雪︑

たかはま

瀬戸内海の沿岸には高松

ヲ教育スル等ハ皆分業車外ナラヌノ

たどつ

十﹁202図

デアル︒

夫ノ田畑ヲ耕シ︑︿略V︑教師ノ生徒

十782図 撃劔家・水夫等ノ手ノ太キ︑ 十一131
︿略﹀︒

︿略﹀︑郵便配達夫・車夫等

ノ足ノ強キ︑︿略﹀ ︒

十783図
︿略﹀︑大工・カヂや等ノタ

・多度津・高濱・尾道・宇品等の港

十784図

ナゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用ス
多く︑︿略﹀︒

我が國に最も普通なるは

ルヲ以テナリ︒

ひえ

差弁別あり︒

ちょう

軍事上に用ふる車には︑

・千石積量ありて︑︿略﹀︒

十一271図

し

十一2810図

キ

贈名ヲ以テ名ヅケラレタ

砲車・材料車・輻重唇音種々あり︒

十一301図
ア

スハウ

ルモノニハ︑安藝・薩摩・石見・肥
サガとコ

前・相模・周防・丹後等アリ︒
ツクバ

十一302図山ノ名ヲ附シタルモノニ
三笠・富士・筑波・生駒・鞍馬・伊
ブキ

スミダ

イツクシマ

モノニ隅田・利根・最上・淀等アリ︒
タツタ

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖

ウヂ

明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以

等にて︑︿略﹀︒

十一307図風ノ名ヲ負ヘルモノニ神 十一381國囲 其の幽門・材木・塩干

テ名ヅケタルモノニシテ︑︿略﹀︒

アカシ

十一303図経書島・橋立・須磨・

十一337図

和船の大なるは五百石積 十一322図 戦艦ハ︿略V︒︿略﹀︒安

平等其の目的により︑大小・構造千

十一269図

車等も次第に多く行はれて︑︿略﹀︒

十﹁261図

荷車・人力車等にして︑︿略﹀︒

十799図 く略V︑烏口の呼号︑手首・ 十一255図
あは

手の甲等には入墨をほどこせり︒

十812図 食物は粟・稗・うばゆりの
楽土を主とし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑農業を螢まんとする

ものには土地を與へ︑農具・種子等

十831図

を給し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑又政府の費用を以て

學校を建つる等︑厚く保護の方法を

十832図

講ぜり︒

十839 ︿略﹀︑家畜としてもっと大切
なものは牛・馬・羊・豚等である︒

十951図 縣磨・裁判所・師範學校・
高等女學校等ノ敷地ハ影響ノ興福寺
ノ境内二在リ︒

十977図 コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春

ネ

吹︒淺二等︑川ノ名ヲ附シタルモノ
ト

日・三笠・若草等ノ山々相連リ︑

ニ隅田・利根・最上・心馳アリ︒

スミダ

︿略V︒

みくまり

十978図 ︿略﹀︑西ニハ西大寺・藥師 十一303図︿略﹀︑川ノ名ヲ附シタル
寺等ノ堂塔アリ︒
きんぷ

たる

十一44図 尚進めば︑水分神社・
金峰神社等あり︒

十一78図此の時箱・樽等を適當な
る所に置けば︑分離したる一群は直

とう一とう

40

ひのき

十一価2図

︿略﹀︑其の一事業として

杉・檜等の植林を 重 み ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

乃木町等の名あるは︑明治三十七八

の ぎ

年戦役の記念たり︒

をいふ︒

十二987図

市街・道路を不潔にし︑

官製・學校・神社・佛優等の建築物
をけがし︑公園の樹木を折取るが如

大連より南山・得利寺・

大石橋等の職蹟を纏て︑北へ進むこ

十島ー110 其ノ圖一子ノ切断面及ビ構 十二549園
と約二百哩︑遼陽あり︒
らん

十一一637図

か

ふ

り

問ふ

十二悩7図例へば教育・衛生等自治

﹇問﹈︵四・五︶22 問フ

團盤の事業は︑︿略﹀︒

︽ーハ・ーヒ・ーフ・1へ︾

と・う

時に︑なぜのしをつけるので

四425母に﹁人に物をあげる

しあはびをつけるやうになつ

おちよは又︑﹁どうしての

すか︒﹂と問ひました︒

たのでせう︒﹂と問ひました︒

汽車・汽船・電車等の交 四444

通機關︑博物館・圖書優等の公共螢

藤は﹁︿略﹀︒どういふわけで︑

お花はあやしみて︑﹁これ

お花は﹁小包郵便でもやは

入鹿アヤシミテ﹁何故ゾ﹂

ト問ヘバ︑﹁御前近ウシテ︒﹂ト答フ︒

八528図

に︑︿略V︒

り四匁までが三銭ですか︒﹂と問ふ

七526図

すか︒﹂と問へり︒

るのに︑なぜまたおあしを彿ふので

にはちやんと三銭の切手がはってあ

七514図

すか︒﹂と問へば︑︿略﹀︒

おたがひに親類の間がらでございま

七206

﹁十七﹂と答へた︒

汽車・汽船・電車等の交 五773 ﹁年はいくつか︒﹂と問へば︑

他國に行きて︑其の市街

︿略﹀︑市町村長・参事會

市町村長・議員等を選墨

尊は﹁何故にかくは泣きか

九26園

八十歳を越えて病を知らざ﹂

常に無病にして︑警者に

養生法を問へば︑︿略V︒

か＼りたることなき人あり︑平生の

九599図

︿略﹀︒

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

九585図

するには専ら其の人物に重きを置き︑

まして威力を以て強制し︑

なしむぞ︒﹂と問はせ給へば︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑

十二欄9図

︿略﹀︒

十二鵬6図

員等の其の事務を庭理するも︑︿略﹀︒

十二榴3図

等を見れば︑︿略﹀︒

於ける乗客の墨止︑道行く人の容儀

・建築物等の状況︑汽車・電車中に

十二梱6図

等を見れば︑︿略V︒

於ける乗客の塞止︑道行く人の容儀

・建築物等の状況︑汽車・電車中に

十二川5図他面に行きて︑其の市街

造物に在りては︑︿略﹀︒

通機關︑博物館・圖書館等の公共螢

十二998図

造物に在りては︑︿略﹀︒

十二998図

にて我搦り重き場慮を占領し︑︿略﹀︒

倫敦には英國博物館・英 十二992図

れうやう

成等ヲ何十分ノーニシタ縮圖デ︑

イ

り

︿略﹀︑亜弗利加・印度の

か

蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知

め

あ

られたる建築物多し︒
あ

十二672図
ト

獅子︑亜米利加の野牛等の︑︿略﹀︑

し

食物を追うて其の居を点ずるは珍し
︿略﹀︑印度地方の寳石・

きことにあらず︒

十二741図

其の他食器・衣服等何事

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
おう
等の港を纒て欧洲へ輸入せり︒

十二897図

にも清潔を旨とするは衛生上にも必
要なる事なり︒

若し家内に傳染病等に

か＼るものあらば︑近虜・隣へ憎し

十二909図

ても申しわけなく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑子供の行儀・作法

︿略﹀︑汽車・汽船等の中

︿略﹀︒

ンンチユウ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

きは︑︿略﹀︒

カウテツ

十ニー27

鋼鐵・眞鍮類ヲ鋳ル庭モアリ︑汽

クワン

鐘・煙突等ヲ造ル 庭 モ ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
ミツビシ

十ニー55 又私設デハ三菱・川崎等ノ
造船所が最モ大キイ︒
船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等

ヲスル虜ヲ船渠トイフ︒

センキヨ

十一一157

十三ー77図 是等の豫報は単側塁・測
候所を始め︑官磨・諸役所等の前に
掲 示 せ ら る ＼ を 以 て︑︿略﹀︒

十九ー94図︿略﹀晴・曇・雨・雪︑
風の方向・強弱︑温度等一般の天氣
要 素 を 地 響 の 上 に 記載し︑︿略﹀︒

・根・葉等を食っ て 膿 を 養 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二233 此の外︑動物は植物の果實
十二234 此の外︑動物は植物の果實

十二914図

等につきては︑主婦たる人の責任最

・根・葉等を食って禮を養ひ︑植物

も重し︒

官位・門地・技術・財産

は動物質の腐敗物を肥料として成長

十二975図

する等︑生存上動物と植物の關係は
︿略﹀︑善良なる耕作用の

極めて密接なものである︒
十二466図

としても自ら高尚なる品格を要する

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

牛馬︑強健なる軍用の馬匹︑滋養に

公徳とは公衆の衛生を重

が如く︑︿略V︒

十二985図

富める乳・肉等を供給せんこと︑實

事務に當る者︑如何に其の職務に忠

に今日の急務なり︒

ふとう
十二546図 市街建築物及び埠頭等頗

んじ︑呈露の規律を尊び︑公共の物

實なるも︑︿略﹀︒

公吏・議員等直接公共の
品を大切にする等︑総べて衆人の利

十二脳3図
害を考へて其の行爲をつ＼しむ徳義

る規模の壮大なるを見る︒

こだま
十二547図 市街に大山通・曲玉町・
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九919図書

︿略﹀︑勅なれば

いとも

かしこし︑うぐひすの 問はば如何
にと 雲ゐまで 聞え上げたる 言

子の道を問ふもの響く多かりき︒

問へり︒

せい
十二943図 齊の三思も亦道を孔子に

外國人に接するに人種・

宗教・風俗の如何を問はず︑いはゆ

十二欄8図
る四海兄弟の精神を以て等しく之を

の葉は︑︿略﹀︒

十176図 是白樂天の詩に︑﹁香魚峯
親愛するは大國民の度量なり︒
堂﹇▽うきみどう

の雪はすだれをか＼げて見る︒﹂と
﹇堂﹈︵名︶3

・かんのんどう︒こっかいぎじどう︒

どう

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

しを︑清少納言は直ちに其の意を察
ひやうこのすけただもと

し奉りしなり︒

やしみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑

・わかみやどう

﹁我︑此ノゴ石馬サキ堂

十一432図 正儀の臣兵庫介忠元あ ざおうどう︒さんじゅうさんげんどう
八281図囹

十二487図圃

たか︒﹂

親類や友だちは大そう心配し

どうするのかと氣を附けてゐ

八271囹

﹁どうだ︑紅雀は見つかつ

ると︑隣の家の方へ行きます︒

八246

く考へてるました︒

まして︑どうしたらよいかと︑いろ

︿略﹀︑東に小坂︑西別 八197

どう

銅の産額た
ドウ

﹁耳ハドウシマセウ︒﹂

﹇如何﹈︵副︶26

び急ゴし︒

子︑足尾併せて三山は
どう

二441囹

﹁ダルマサンニハ︑耳ハイリマ
セン︒﹂

﹁これは又どうした金か︒

に親類の間がらでございますか︒﹂

七413園

皆サンノ着物ニシテヰル木綿

八625

綿ノ木町ドコニ出來マスカ︒

木綿縣ハドウシテ山沢マスカ︒

十184

か︒

木綿織塩田紺や淺黄ヤカスリ

こちらの方はどうとも都合

馬丁ハドウナルコト早昼心配

﹁こらどうした︒命がをし

薦んでみる間は中に書いてあ

くなったか︑妻子がこひしくなった

九193園

タガ︑︿略﹀︒

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

八921

ん︒

がっくから︑心配するには及びませ

八686囲

したが︑手紙を見て安心しました︒

八684囲其の後どうかと思ってゐま

ましたが︑︿略﹀︒

一時はどうなることかと心配いたし

八671國初は熱があまり高いので︑

シテコシラヘルノデスカ︒

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドウ

八641

又ドウシテ出來マスカ︒

八631

織物ハドウシテ造りマスカ︒

八622

さんのうちはどうだらう︒

四311園﹁もちにする米とごは 八428 仕合に風上で安心だが︑叔父
んの米はどうちがひますか︒﹂
コノ壁面イラシイ︑美シイ蝶
ヲツカマヘテイヂメル人和︑ドウイ

五363

﹁それでも私はまだ手紙の

フ心デセウ︒

五652囹

書き方を習ひませんから︑どう調い
てよいかわかりません︒﹂

ふだんは人も通らない道だか
ら︑どこをどう行ってよいか分らな・

五764
い︒

馬の通れる所ではございません︒﹂

五785呈しろの後はけはしい阪で︑
﹁鹿はどうだ︒﹂﹁鹿はをりく通り

堂

川成行キテ見ルニ︑小サキ

おはします︒

は せ
︿略﹀︑長谷観音の

近く︑露坐の大佛

十二242図圏

キタリ︒

四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ戸浜開

八285図

ヲ建テタリ︒

﹁︿略V︒﹂と答ふ︒

十一455図 正儀驚きて︑﹁如何にし
たるぞ︒﹂と問へば︑熊王年上包み
た る 心 の 中 を 打 明 けて︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 書 一 日 は 驚 き て ︑

﹁我が圭里がかんと思ひ構へしことを

十一744図

如何にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒

しどう・ほっかいどう・ほっかいどう

どう・とうかいどういち・にっぽんぶ

十一749図 住持は驚きて︑﹁東台へ どう ﹇道﹈n▽さんいんどう・とうかい
行き給ふと聞きしに︑再び錦り來ら

へいけはふいを打たれて︑ど

昔ある國で大きな象の目方を

うすることも出來ない︒

五817

れ し は 何 故 ぞ ︒ ﹂ と問へば︑︿略﹀︒

銅

我が國銅山ノ中ニテ最モ盛

﹇銅﹈︵名︶4

ます︒﹂

どう

きゅうどじんほこほう

︿略﹀︑孔明謀ヲ以テ其ノ

十607図

將里雪ヲ捕へ︑蜀軍ノ陣管ヲ示シ

マウクワク

十一価1図

テ︑﹁此ノ軍備ヲ 何 ト 見 ル ︒ ﹂ ト 問 フ ︒

六205

はからうとしたが︑どうしてはかつ

小獣と卸費とはどうちがひ

てよいか分りませんでした︒

七137囹

トウセウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

宮等ノ造畢汎用ヒタル銅ハ︑大抵此

ますか︒

リ︒

アリテ︑銅鑛ヨリ銅ヲフキ分クルナ

ロ
十6210図製煉場ニハ殊二大イナル櫨七202園 どういふわけで︑おたがひ

ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイフ︒

十612図

二月ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子
等ナリ︒

︿略﹀︑秀忠あやしみて︑

十二251図圏上るや石のきざえしの︑
いてふ
左に高き大銀杏︑問はばや︑遠き世
々の跡︒
十一一3710図

﹁汝多年嘉明と不和なりと聞く︒今
之を推乱するは如何に︒﹂と問ふ︒

十二941図 孔子事へて吏となりしに︑

治績大いに猛り︑職を退きし後も弟

どういつ一とうきよう

42

アル︒

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ
銅貨

どうして出帰るものかといふ事は深
﹇銅貨﹈︵名︶4
︿略﹀︑直吉は何の氣なしにそ

現今我が國ノ貨幣ニハ金貨

るしを願ひ度う御座います︒

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

同

をも務め︑書信にも通じ︑望地にも

﹇同化作用﹈︵名︶1

明かなる人に候へば︑︿略﹀︒

化作用

どうかさよう

どうがしま ﹇堂島﹈︹地名︺2 堂が島

つ作用がある︒

其の中の炭素を養分にして酸素を放

用といって︑盛に炭酸瓦斯を取って︑

どうかして助ける工夫はあ 十一一2110 植物も︿略﹀︒外に同化作

るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで

十一562
みる︒

海道

ソコクラ

キ

ガ

サバ
東海道の旅行中︑最も多く 九3910図 七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂ガ

島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ盧ノ湯

とうがん

﹇東岸﹈︵名︶1 東岸

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四

昔東海道といったのは江戸か 九40図 堂が島
里︑其の間に五十三次といって︑重

胴衣を着けて︑其の上に長い上衣を

どうぎ

箱根山ハ︿略﹀︒東海道ノ 十﹁佃5 男はゆるやかな股引をはき︑

着る︒

︹人名︺1

︿略﹀信長が︿略﹀︑﹁誰も

藤吉郎秀吉

急に商用が出來て︑明朝六

このよい時節に東京へお上

りはおうらやましい事でございます︒

七172團

時の汽車で東京へ立ちます︒

七158囲

とうきょう ﹇東京﹈︹地名︺16 東京

答へました︒

秀吉こ＼にひかへて居ります︒﹂と

居らぬか︒﹂とよびますと︑﹁藤吉郎

六471囹

とうきちろうひでよし ﹇藤吉郎秀吉﹈

ひでよし

く略V安永八年櫻島の破とうきちろう﹇▽きのしたとうきちろう

往三野ダ盛ナリキ︒

通路ニアタレルヲ以テ︑昔ハ人馬ノ

九388図

な宿場が五十三あった︒

十744図 熱海は伊豆の東岸にあり︒
どうぎ
どうぎ ﹇胴着﹈︵名︶1 胴衣
もヒひき

九354

ライフ︒

レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少

銅貨といはず︑金銀貨とい

よい神さまがたは︑どうかし

衆人の目をひくものは︑富士山と名

八933図

十二844
はず︑雨の降る様に墨黒り次第に投
込む︒

五23

て大神にまた出ていただきたいと︑
色色ごさうだんの上︑︿略﹀︑おかぐ

けれども日吉丸は︑どうかし

らをおはじめになりました︒

六452

十二433図

診せし時は︑九州・四馬・山陽・山

名古屋は︿略﹀︒四通八達

同下士
︿略﹀田島曲辰學士の耕地

﹇同学士﹈︵名︶1

士は御承知の通り︑多年府縣の技師

整理に湿する講話これあり候︒同學

十906便国

どうがくし

東海道一の大都會なりしが︑︿略﹀︒

の要路にあたれるを以て︑早くより

八952図

東海道︸

とうかいどういち

りといふ︒

陰・東海道までも火山灰を降らした

あなたと私は親類ださうで

ゐましたから︑ほうこうの方には身

七198園

ございますから︑どうかこれからお

﹁それはめづらしい︒どう

心安く願ひます︒﹂

八222圏

︿略﹀︑自分はどうかして白雀

かして其の雀をつかまへて見たい︒﹂
八263

︿略﹀︑勝手がましい御願で

を見つけようと︑たつねまはりまし
た︒

八678国

すが︑どうか今四五日のところ御ゆ

﹇東海道＝︵名︶1

が入りません︑︿略﹀︒

てりっぱな武士になりたいと思って

古屋城の金のしゃちほことなるべし︒

シ︒

九904図銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル とうかいどう ﹇東海道﹈︹地名︺4 東
／

・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九903図

のつりに一せんの銅貨を三枚渡した︒

六304

どうか

る事ばかりを一心に考へてるるから︑

く考へないが︑︿略﹀︒

十348 或人が︿略﹀︑どういふ御見
込で︑あの青年を御用ひになったの
かとたつねた︒

どういつ﹇同＝︵形状︶1同一
り す
又かつて栗鼠の大群ウラ

ル山中の一都會に 現 れ し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

十一一668図

﹇同一国民﹈︵名︶1

何れも南より北へ同一の進路を取り
て︑︿略VQ

どういつこくみん

同一國民
時々ノ攣遷アリ︒

十二517図 同一國民ノ嗜好ニモ亦 どうか ﹇如何﹈︵副︶8 どうか
どうおん←いくどうおん
燈火

十二7810図十時頃はるかに一嵩の燈

とうか．﹇灯火﹈︵名︶2
火をみとめしが︑朝の二時頃﹁陸﹂
﹁ 陸 ﹂ ﹁ 陸 ﹂ と 呼 ぶものあり︒

が諾々として此慮彼庭にかゴやいて

十一一851 日ははや波して︑燈火の光

トウ瓜

みるとは︑今の今まで誰一人も氣附
かなかった︒

﹇冬瓜﹈︵名︶3

五494 キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔

とうが

・西瓜・トウ瓜・カボチャ︒ヘチマ
ナドヲ瓜トイフ︒

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ導引太ク︑

五496 マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

カボチヤハ平タイ ︒

五516

43
とうきょうくだんざか一とうこうしれいちょうかん

七234図 保己一ノ家計今ノ東京︑ソ
ノコロノ江戸ノ番町 ニ ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七555図 櫻が岡ヨリ見下図バ︑見ユ
﹇東京九段坂﹈

八146

ほ

同豊中の蜂は極めて親密

うりふ

東郷

うりふ
︿略﹀︑片岡・瓜生・東郷

・東郷︵弓場︶の諸隊は敵の後尾を

つく︒

十二84図

の諸隊は其の退路を絶ち︑︿略﹀︒

つく︒

カンテラノ光ヲ便りニ数回

心事シタル銅鑛ハ︑︿略﹀

ロ

製煉場ニハ殊二大イナル櫨

は

うりふ

︿略﹀︑片岡・出羽・瓜生

で

東郷︵少將︶

東郷司令長官

とうこうしれいちょうかん

東郷司令長官は直ちに全

長官﹈︹人名︺4

村艦隊と共に先頭にある敵の主力に

笠以下六隻の主戦艦隊を率みて︑上

十二510図 ︿略﹀︑東郷司令長官は三

敵艦隊を沖島附近に誘ひ寄せしむ︒

おきのしま

軍に出動を命じ︑先づ小軍艦をして

十一一55図

﹇東郷司令

・東郷︵寒心︶の諸隊は敵の後尾を

十二62図

名︺1

とうごうしようしょう ﹇東郷少将﹈︹人

リ︒

アリテ︑心打ヨリ銅ヲフキ分クルナ

十6210図

坑外二運ビ出シ︑之ヲ選鑛場二送ル︒

十624図

止ム時ナシ︒

人ノ坑夫が銅鑛ヲ建業ルコト︑書夜

十622図

どうこう ﹇銅鉱﹈︵名︶3 銅鑛

に︑一同快く引受けたり︒

て︑︿略V︑ねんごろに同行を頼みし

テントを見たり︒アリはそこに行き

九4810図 く略V︑一組の隊商の宿れる

どうこういたす

どうこう ﹇同行﹈︵名︶1 同行﹇▽ご

大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑

ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

石屋ハノミ︑カヂ屋ハッチ︑仕立屋

﹇東宮武官﹈︵名︶1

イくノ仕事ニカ・ル︒
東宮武官

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デアツ

八845

橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太

とうぐうぶかん

我が國には東京に中央氣

れの旅館も空室なきに至るを常とす︒

象皇あり︒

十一一167図
とうきょうくだんざか

靖國神社ハ東京九段坂ノ上

東京九段坂

ルカギリハ皆人家ナリ︒サレドモ
コ・ニテ見ユルハ東京ノ三分ノ＝一
︹地名︺1

﹇東京見物﹈︹旧

九279図
とうきょうけんぶつ

ニアリ︒

モ足ラズトイフ︒

ハツクシガタシ︒

七573図 廣キ東京ノ見物ハ一日ニテ

タ︒

群中

どうぐんちゅう

十﹁82園

凍結

御承知の通り︑冬は寒

﹇凍結﹈︵サ変︶1

とうげ﹇▽ささことうげ

︽ーシ︾

とうけつ・す
す

十一961國囲

氣嚴しく︑地面は三尺の下まで凍り︑
道後

温泉の多きこと實に世界第

﹇道後﹈︹地名︺3

海岸も海水厚く凍結し︑︿略﹀︒

どうご

十733図

か

一なり︒中にも最も世に知られたる
あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱
い

海・伊香保等あり︒

い よ
道後は四國の音聾にあり︒

道後に次ぎて早く世に知ら

は

︿略﹀︑片岡・出羽・瓜生

で

﹇東郷﹈︹人名︺2

十二62図

とうこう

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︒

十738図

の行幸し給ひしことも敷回に及べり︒

︿略﹀︑古代より世に著れ︑往昔天皇

十734図

み

同

に生活すれども︑他群の蜂は甚だし

名︺1 東京高輪

どうぐ・りょうりどうぐ

﹇同手中﹈︵名︶1

八453園 ﹁東京のをぢさんから火事 名︺4 東京見物
見まひの電報が來た ︒ ﹂
七目4 第十六 東京見物⁝↓
八458園 ﹁こちらでは近年にない大 七目5 第十七 東京見物・．・⊂
火事だから︑誰かすぐに東京へ電報
七541第十六 東京見物 ↓
七574第十七 東京見物 ⊂
を打つたのだらう︒

いち

﹇東京麹町区竹平二一﹈︹地名︺

く之を敵視し︑︿略﹀︒

出たので︑お分りになったのにちが

東京麹町区々平町一

一年にほふ

東

八459園 それが東京の今朝の新聞に とうきょうこうじまちくたけひらちょう
1

東京市だけでも︑

﹇東京市﹈︹地名︺1

八48図東京麹町区竹平町一

ひない︒

九166図 コ・ヨリ江戸川二通ズル運
京市

とうきようし
十844

河ハ︑東京ヨリ江戸川ヲサカノボリ
テ利根川二通ズル汽船ノ通路ニシテ︑

る牛は敷千頭にも上るといふことで

︿略﹀︒

九17図 東京
九25図 東京

ある︒

・大阪・名古屋・廣島・熊本等軍事

たかなわ

九273図師團司令部のある所は東京とうきょうたかなわ ﹇東京高輪﹈︹地
十二862図

四十七士の事蹟は︿略﹀︑

上重要なる地なり︒

たかなわせんがくじ

東京高輪泉岳寺の墓前には今尚香花
﹇東京湾﹈︹地名︺1東

の絶ゆることなし︒
京湾

九17図

東京潜

とうきょうわん

九358 それが今は朝の急行列車で東
京を出立すれば︑晩にははや京都に
着くことが出島る︒

ノ面二﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

十341図 東京ノ西南︑目黒ナル墓石

横濱をひかへたれば︑盛夏の候は何

よこはま

十742図 箱根は︿略﹀︑近く東京・ どうぐ ﹇道具﹈︵名︶1 道具﹇▽しょ

とうごく一どうして
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亙り︑︿略﹀︒

う つ り よう

十二710図 我が艦隊は東郷司令長官
の命により︑欝陵島附近に集りて
敵を待ちしが︑︿略﹀︒

十ニー04図 東郷司令長官此の職況を

﹇東国﹈︵名︶5

東國

打電し︑其の後に附加して曰く︑
︿略﹀︒

とうごく
やま

を一文字に森林を伐りすかし︑東西

帝國領の中部クスンナ

三十三里︑︿略﹀︒

十一982㈱團
トとマヌイとの間は最も狭く︑難山
る所に御座候︒

脈低くして︑東西の交通最も便利な
十一柵6虫卵智は東西の長を採り︑
阿蘇山の善噴火口は南北

文明古今の梓を抜く︒
十二407図
の長骨六里︑東西の短樫四里にわた

え そ

九49図 人皇第十二代徳行天皇の御
代︑亭亭の蝦夷叛きしかば︑天皇日
とたけるのみこと

火山星食の占むる面積は

り︑︿略﹀︒

半に達せり︒

昆陽ハ︿略﹀︑平左衛門ヨ

しを申上瓦︒

十331図

リハ少シ後ノ人ナリ︒當時ハ遠島ト

構シテ︑罪人ヲ遠キ島二流スコトア
シヤウトク

ま

風の方向・強弱︑温度等一般の天氣

要素を地圖の上に記載し︑︿略﹀︒

く略Vかもしかの一種は︑

とうじつ ﹇冬日﹈︵名︶1 冬日

冬日河水葺く氷結するに至れば︑大

十二682図

群をなし︑水を尋ねて低地に下り︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑祭の當日には︑おび

舞啓︑いよく心月一日

難き商用これあり候へば︑手紙を以

御見送致すはずに候へども︑手放し

より御入螢︑︿略V︒︿略﹀︒當日参上

十272薩國

内へつめかけた︒

たゴしい見物人が朝早くから宮の境

九827

とうじつ ﹇当日﹈︵名︶3 當日

此ノ寺ハ聖徳太子が用明

リシガ︑︿略﹀︒

十983図

天皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

千二百齢年ヲ経タル古堂ノ中ニハ當
ごだいご
︿略﹀吉水神社は後醍醐

時ノ佛像今尚存ス︒

十一210図

花ユねてよしや吉野のよし水詠

天皇の行宮の跡なり︒當時の御製に︑

くらのもとユ石走る音︒
始めて西半球の陸地を獲
たりや

︵名︶1

﹇同日午後五時﹈

同日午後五時

どうじつこごごじ

参會致すべく候︒

の重なる人々も精々誘ひ合せ︑是非

候由にて︿略﹀︒︿略V︒當日は本村

十929新鶴來る八日講話會これあり

見したるは伊太利人コロンブスにし

い

十一一7310図

同志

たんじやう

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ 十一623擁團 ︿略﹀︑睡る七月二日の

﹇同志﹈︵名︶2

八515図

どうし

りて互に勢を事ひたり︒

支那は王室衰へ︑諸侯各其の國によ

年前︑支那の春秋時代に生る︒當時

孔子は凡そ二千四百六十

て御祝ひ申上子︒

十二507図

我が國銅山ノ中ニテ最モ盛

此ノ銅山ハ外見ノ當初ヨリ

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子
等ナリ︒

十6ーノ図

心ばかりの祝宴相開き︑御心安き

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑

存候︒

どうして

三467園

どうして

そんなところでさをを

﹁どうしてもう光らない

のでせう︒﹂

三365囹

︵副︶9

五時御丸來下され候はば光榮の至に

方々御招待致度と存謡曲︑同日午後

ミ奉ルコトヲ得テ︑同志ノ人々ヲモ

ヤガテ同志ノ一人御前二進

カタラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ
待テリ︒

八526図

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワ
ナ・キ聲フルフ︒

同時刻

天氣圖とは各地に発て同

﹇同時刻﹈︵名︶1

時刻に観測したる晴・曇・雨・雪︑

十ニー93図

どうじこく

カウ
此ノ銅山ニハ年下ノ大坑道

三時﹇▽にゅ

銅山ノ盛ナルコト︑是ニテ

産出高スコブル多ク︑︿略＞Q

十6110図
アリ︒

十635図

モオシバカラルベシ︒
﹇当時﹈︵名︶6

もはや新聞紙にて御承知

十二934図

て︑︿略﹀︒當時伊太利は貿易の中心

銅山﹇▽あ

地にして︑︿略﹀︒

﹇銅山﹈︵名︶4

比隣ノ如キ今日二於テハ商業ハ世界
どうざん

ヲ相手ノ商業トナレリ︒

東西ノ交通盛ニシテ千里

︿略﹀︑東西十二里九町︑南北十一里

十二425図

本武尊に命じて︑之を討たしめ

給ふ︒

九64図尊はなほも進みで北に向ひ
給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑

東國ことぐく平ぎたり︒
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い へ ば ︑ 書 師

それより後の二枚には書がかず︑唯

十一745図

檜一本を蜜がきて︑東國へ出立せり︒

東西

十607図

十﹇748図圏 ﹁東予へ行き給ふと聞 しおどうざん・だいどうざん

きしに︑再び鋸り來られしは何故
ぞ︒﹂

十一7410図園 天略﹀︑東國へ下る路
すがら︑箱根山中にてよき枝ぶりの
檜を見て︑其の意を 得 た れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

﹇東西﹈︵名︶8

わざく錦り來りたるなり︒﹂
とうざい

五803 東西の二型は今いくさのまつ
さい中である︒

く略V︑大高殿ノ高サ十五丈と
︑うじ

うえいとうじ

十9610図

東西長サニ十九丈︑眞二世界第一ノ

九725國國

の事とは存候へども︑當時のあらま

木造建築物トス︒

十一979腐心 日・露の境は幅五型鯨
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どうしても一どうぞう

ふりまはしたって︑どうしてとど
きらひな子供が七八人ございました︒

いますが︑三十年の間にどうしても

兵士等はあわてて異口同音

軍はどうしてもきかぬ︒
同爵

に︑﹁︿略﹀︒﹂といって引止める︒將

十一575

くものか︒
四442園 ﹁どうしてのしあはびを

つ け る や う になったのでせ
う︒﹂

こ

つ

皇族・公侯爵︑同爵の互

﹇同爵﹈︵名︶1

選せる伯子男爵︑︿略﹀︒

十二伽4図

︿略﹀︑私は足の立たないも どうしゃく

ので︑︿略﹀︒どうして釜のやうな重

五248園
い物が持って行かれませう︒
こ

されば朕は汝等を股肱と

﹇東清士﹈︵名︶1

れも此の議に同ず︒

し︒

と同数に至るも亦甚だ遠からざるべ

著しく増加する勢なれば︑其の巴里

十二602図 ︿略﹀︑首府の人口も年々

東清 どうすう ﹇同数﹈︵名︶1 同敷

ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイフ︒

とうしんせん
線

ろ

し

や

兵舎内にては歌をうたふ

の場所にて煙草を吸ふ事等堅く禁ぜ

事︑高恩にて談話する事︑所定以外

十572國国

長春は南満洲鐵道最北の とうぜん ﹇当然﹈︵形状︶1 當然

﹇東清鉄道﹈︵名︶2

十二57図東清線
東清画道

とうしんてつどう

十二562図

騨にして︑︿略﹀︒露西亜の東清遠道

南満洲鐵道によりて︑露

との連結貼とす︒

十二588図

られ居り候︒多人敷の共同生活に候

紙型ぜし古戦場︒

七里方濱のいそ傳ひ︑

船員は失望の反り︑訓

同ず

︽一

十一24図吉野の町に入れば前王堂

別離の宴を張りて舞をまはしめ給ひ

あり︒堂前四本の櫻ある虜は︿略﹀︑

し所なりと傳ふ︒

トオクワシヲダシマシタ︒﹁ドウ

二93囹オハナハ︿略V︑オチヤ

ゾオアガリクダサイ︒﹂

十両の金を出して︑﹁どうぞこれで

七409園妻は立って︑鏡箱の中から

その馬をおもとめあそばしませ︒﹂

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

九202園水兵は驚いて︑立上ってし

︿略﹀︒どうぞ之を御覧下さい︒﹂と

︿略﹀︑﹁それは饒りな御言葉です︒

いって︑其の手紙を差出した︒

正成ノ銅像アリ︒

マサシゲ

七578図宮城ノ前ノ廣場専一楠木

クスノ キ

どうぞう ﹇銅像﹈︵名︶3 銅像

く略V︑世間の交際をも外

﹇同﹈︵サ変︶1

し︒﹂といへば︑心ある者どもいつ

にさらすとも︑名を子孫に傳ふべ

義軍を起こし︑たとひかばねを職場

十一148図︿略﹀︑君をうばひ奉りて

ズ︾

どう・ず

ずべく︑︿略V︒

さず︑慈善の事業にも磨分の資を投

十一一929図

に至れり︒

ンブスを海に投じて忌寸せんと謀る

十一一783図

マズ︒

告ノ三八ハ多額ノ費ヲ投ズルヲ惜シ

十二527図近年各國商人︿略﹀︑廣 どうぞ ︵副︶3 ドウゾ どうぞ

稻村が崎︑名士の

十二239図圖

どうぜん ﹇堂前﹈︵名︶1 堂前
ざわう

へば︑是はもとより當然の事に候︒
ろつば

にして欧羅巴の中央に入るべし︒

よ

西亜の東清官道及びシベリヤ鐵道を

同種

利用せんか︑大連より僅かに二週間

﹇同種﹈︵名︶1

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其
どうしゅ

の親は特に深かるべき︒

十二㎜8図

七884囹 たとへば自分のうちを恐ろ とうしゅ ﹇頭首﹈︵名︶1 頭首
しがる様なもので︑こんなことでは
どうして海國の國民といはれませう︒

八455園 ﹁どうしてそんなに早く伯
父さんに分つたので せ う ︒ ﹂

人ナリ︒
とうせう

東照宮

こ

︽ージ・ーズ・ーズル・ーゼ︾

植物の花には︑同種の他の とう・ず ﹇投﹈︵サ変︶4 投ズ 投ず

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

︿ 略 ﹀ ︑ 一 時 間 に 十 五 マ イ ル も 十二206

走る汽車とはどうして競走が出來よ

九3410

う︒

ものがある︒

己ヒトリ樂シトテ︑他人

﹇同情﹈︵名︶1

産出高スコブル多ク︑︿略﹀︒

どうじょう

セゥ

東照宮

川を渡りて坂路を上れば︑

ちゆうぜんじ

東照宮の西三里ばかり︑男

トウセウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

宮等ノ首書二用ヒタル銅ハ︑大抵此

十612図

︿略﹀︒

禮山のふもとに中帯寺湖あり︑

九954図

東照宮の正面に出づ︒

とうせう

九941図

照宮

とうしょうぐう﹇東照宮﹈︵名︶3東

トウ

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

十一535図

同情

十611図此ノ銅山ハ嚢見ノ當初ヨリ

十二8210 老人は︑どうしてあのバイとうしょ ﹇当初﹈︵名︶1 両鶴

オリンから︑あんな音が出るか︑
︿略﹀不思議さうに︑バイオリンと
紳士の手つきを打ちまもって居た︒
︿略﹀︑どうして又自分の揮

く時にはあんな音が出ないのかと不

十二831

思議さうに︑バイオリンと紳士．の手
つきを打ちまもって居た︒

どうしても ︵副︶4 どうしても

や︑二つかさねることは︑どう

三231私を︿略﹀︑たたせること
してもできません︒

五236 大そうおこって︑取りかへさ
うしてもかへしません︒

う と す る と ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂といって︑ど

六733 私は一たい子供がすきでござ

とうそうとくふ一とうとう
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九298図 大鳥居ノ前ノ大廣場国難大
村盆次郎ノ銅像アリ︒

島農學士の耕地整理に關する講話こ
れあり候︒

十716図 グレース ダーリングの生 とうだい ﹇灯台﹈︵名︶4 壁土

帆前船あり︒

︵名︶1

﹇当台北市街﹈

當墓北市街

とうたいほくしがい

七867囹海岸には燈墓がありますか 十﹁363解団 當蔓北市街の如きは︑

ろっ

ば

印度の東海岸に到着すべしとの意見

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

を抱けり︒

十一一759図 ︿略﹀思へらく︑若し欧

羅巴より西へ向って進まば︑印度に

家に程近き寺院の庭上には︑右手に

達する前︑日本又は支那に到着する

や

亜細亜の東端は欧羅巴の

十川6図

アンゴ

コ・二程近キ飛鳥ノ安居院

アスカ

どうちゅう ﹇堂中﹈︵名︶1 堂中

ハサ・ヤカナル堂中二古キ丈六ノ佛

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︿略﹀︒今

じ

西端に近しと信じ︑地球を困りに小

あ

な

近年島陰を改正し︑街路井然︑総督

燈塁

十﹇357囲團

去月二十五日御差出の縞

ア

昔の道中には馬とかごがあっ

マ

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土歌アリ

ベノナカ

ト其ノ場昏倒レタ︒

中佐ノコシニアタツテ︑中佐ハドウ

八884 ︿略﹀︑間モナク砲揮ノ破片ガ

どうと ︵副︶一 ドゥト

ヲ妄挙タルコトヲ思ヒ出デテ︑︿略﹀︒

テ︑都ニアリシ時此ノ山創出ヅル月

十963図

とうど ﹇唐土﹈︵名︶1 唐土

た︒

九376

當地にてはとくに苗の どうちゅう ﹇道中﹈︵名︶1 道中
植付も終り︑南部にてははや稻の花
﹇統治給﹈︵四︶1

盛りの由に御座候︒

九126國囲

よりも貴い︒

音に︑﹁蓋置の命は我々千萬人の命

十一574園兵士等はあわてて異口同

イ︾

とうと・い ﹇尊﹈︵形︶1 貴い ︽一

十二日附の御手紙今朝到

物二十反本日到着︒

燈垂番の娘にグ嵐﹁ 九4210外囲

﹇灯台番﹈︵名︶2

し

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

ならんと︒

てい

かいを握れる少女の銅像あり︑永く

官邸をはじめ建築物の壮大なる︑内

この星を見分けることや︑

地にても見る能はざる程に御座候︒

とうだいばん

十688図

番

着拝見仕候︒

ノミ残レリ︒

さく見たるコロンブスの誤は︿略﹀︒

十二759図

とうたん

東端

いふことが分ります︒

七871園
燈皇のあかりを知ることは︑船に乗
イヌボウ

銚子港ノ東南一里鯨︑犬吠

る者には大切な事です︒﹂

り︒

十682図英國東海岸の一碧に燈皇あ とうち ﹇当地﹈︵名︶1 當地

崎ニハ燈蔓アリ︒

ザキ

﹇東端﹈︵名︶1

此の勇ましく︑やさしく︑且は麗し
﹇当総督府﹈︵名︶2

き昔物語を語れり︒
とうそうとくふ

怪怪督府

其の効を見るに至り馬事︑かねて御

十一3510圓團 當総督府の頚玉も着着 九183図
承 知 の 通 り に 候 虜 ︑︿略﹀︒

十一408閥国 當総督府にて出版相成

東大寺

春日神社ヨリ西北二向ヒテ

﹇東大寺﹈︵名︶3

とうちしたま・う

東大寺ハ聖武天皇ノ建立 統治し給ふ ︽ーヒ︾

東大寺二到ル︒
シヤウ ム

十968図

十968図

でふ
候塁湾寓眞帖一部郵便にて差出候間︑ とうだいじ

御覧下され度候︒
﹇統率給﹈︵四︶1

︽ーフ ︾

とうそつしたま・う
統率し給ふ

ニシテ︑用量二大佛ノ大キサノ驚ク

我が國は萬世一系の天皇

ベキノミナラズ︑大佛殿ノ高サ十五

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

之を統治し給ひ︑天皇は國務大臣の

が古墨天皇の統率し給ふ所なること

十二㎜2図 国論は先づ我が國の軍隊

丈︑東西長サニ十九丈︑眞二世界第

十二価9図

を諭し給ひ︑︿略﹀︒

野村

せ給ふ︒

﹇当村﹈︵名︶2

一ノ木造建築物トス︒

とうそん
し居り候者も百二一二十名の多きに上

九754國囲 當村に引取りて保護を致 十971図 東大寺ノ境内二正倉院アリ︒とうちゃく ﹇到着﹈︵名︶2 到着
り候︒

ダーリングとて心やさしき少女あり︒

︽ース・ースル・ーセ︾

トウく

とうとう

とうく

か＼る間に︑又向ふより一 とうとう ﹇到頭﹈︵副︶10 トウトウ

十一一748図

二656 ︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ
りの父ハッサンもまじれり︒
よ
コロンブスはく略V︑欧
トウトウシバラレテシマヒマシ

組の隊商到着せしが︑其の中にはア

九492図

着す

水夫は蓋く燈立番の小屋に とうちゃく・す ﹇到着﹈︵サ変︶3 到
﹇灯台付近﹈︵名︶1

入れられたり︒

十709図

燈毫附近

とうだいふきん

十9010圖国 御村も當村と同じく水利
の良き割合には田地少なく︑整理の

﹇当村小学校﹈

必要これあり黒黒存ぜられ候間︑
︿略﹀︒

とうそんしょうがっこ う

此の燈蔓附近の岩の上に乗上げたる

十903寺巡稗啓︑來る八日く略V當十683図 或夜にはかの嵐に吹かれて︑

︵名︶1 當村小里校
村小昏昏に於て︑農商務省の技師田
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どうとう一とうのさわ

タ︒

したが︑がぶがぶと水をのんで︑

堂塔

コ・ヨリ眺ムレバ︑︿略﹀︑

﹇堂塔﹈︵名︶1

十978図

どうとう

堂々

西ニハ西大寺・藥師寺等ノ堂塔アリ︒
﹇堂堂﹈︵副︶1

戦艦ハ軍艦中最モ優勢ナ

ト決戦スルヲ目的トス︒

ルモノニシテ︑其ノ名ノ如ク堂々敵

十一319図

どうどう

三421︿略﹀︑川の中へはいりま
とうとうしんでしまひましたQ

も︑またとぶほどに︑とうとう

三515圃 ︿略﹀︑おちても︑おちて
やなぎに とびついた︒

時間の貴きを知れる者は
︿略﹀︑今日の如く通信交

無爲に苦しむことなし︒

十一691図
十一712図

通の機關嚢達し︑官事の活動敏速な

し

孔子曰く︑﹁︿略﹀︒不

る時代にありては︑時間は金釘より
も貴し︒
こヒつ

十二727図心

義にして富み且貴きは︑我に穿て浮
雲の如し︒﹂と︒

ム

サシ

赤堀川ハ關宿ノ北ニテフ

セキヤド

武藏ノ國境ヲ過ギ︑︿略V︒

九159図

タ・ビニツ山分レ︑一切東南二流レ

利根川ノ本流ハ東南二流レ

テ利根ノ本流ヲナシ︑︿略﹀︒

ヌ

テ鬼怒川・小貝川ヲ合セ︑盆く其ノ

キ

九163図

イヌポウ

銚子港ノ東南一里齢︑犬吠

大イサヲ増ス︒

ザキ

九183図

三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初

三二ハ燈塁アリ︒

十9810図

瀬川ニソヒテ爪先上リニ行ケバ︑初

此ノ寺門︿略﹀︑昔ハ境内 とうとびたま・う ﹇尊給﹈︵四︶1 た
ふとびたまふ

︽ーフ︾

方四町︑堂塔雑舎ノ敷百七十五アリ︑

公徳とは公衆の衛生を重

東南シ

東南シベリヤの高地に住

︹地名︺1

又畝傍山ノ東南二橿原神宮

とうなんシベリヤ

アリ︒

昏昏4図

瀬町所至ル︒

︿略﹀︒

ふとびたまふこときはめてあつく︑

八13図代々の天皇は皇大神宮をた

﹇藤堂高虎﹈︹人名︺
よしあきら

昔藤堂高密・加藤嘉明 とうと・ぶ ﹇尊﹈︵四︶4 たふとぶ

ベリヤ
︽ービ・ーブ︾

尚ぶ

をいふ︒

十二999図

く氷結するに至れば︑大群をなし︑

水を尋ねて低地に下り︑︿略﹀︒

十28図

日本一の長流を信濃川とす︒

とうなんぶ ﹇東南部﹈︵名︶1 東南部
しなの

信濃の東南部より讃し︑︿略﹀︒

塔ノ澤

湯ライフ︒

北方の塁湾神社コ参辞

キ

ガ

ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ盧ノ

ソコクラ

九3910図

サバ
七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂

情にたへず候︒
サハ
とうのさわ ﹇塔沢﹈︹地名︺2 塔ノ澤

すれば︑そ望うに當年を追懐するの

十一368國團

汽車・汽船・電車等の交とうねん ﹇当年﹈︵名︶1 當年

害を考へて其の行宮をつ＼しむ徳義

品を大切にする等︑総べて衆人の利

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

十二984図

て︑同胞すべて六千萬︒

尊ぶ

あひづ
事によりて相悪みし頃︑會津の城主

がまふたソさと

十二6710図
﹇尊﹈︵名︶1

諸子は皇大神宮のかくばか

通機關︑博物館・賢聖館等の公共螢
ぶものなれば︑之に必要なる諸種の

造物に在りては︑敏速と規律とを尊
規則あり︒

か＼るたふとき御宮なれば︑

りたふときいはれを知れりや︒

一年中の重だちたる祭日には勅使を

十一一麗9図

八32図

めるかもしかの一種は︑冬日河水書

十一佃6図圏大みことのりたふとび

とうとさ

たふとさ

蒲生平郷死せり︒

十二374図

1 藤堂高虎

とうどうたかとら

規模極メテ大ナリシガ︑︿略﹀︒

十947図

堂塔雑舎

三526翻 ︿略﹀︑きれても︑きれて どうとうぞうしゃ ﹇堂塔雑学﹈︵名︶1

も︑またはるほどに︑とうとう
小えだに すをはった︒
五737 ︿略﹀角が木ノ枝ニヒツカ・
ツテ︑イクラモガイテモハヅレマセ

けらいが大ぜい直し．にか＼り

ン︒トウく犬二追ヒツメラレマシ
タ︒

六477

ましたが︑中々はかどりません︒信
長はとうとう秀吉にいひつけて︑直
させることにしました︒

我が國艦のたふとさ︑いよいよ身に

むね

とまったが︑二棟の継承の中︑一棟

しみておぼゆ︒

八435 ︿略V︑やうく米屋の土風で 八73図 ︿略﹀︒の御製を思ひ出でて︑
はとうく焼けおちたさうだ︒

貴し

八867 中佐ハ︿略﹀︑少シモヒルマ とうと・し ﹇尊﹈︵形︶6 たふとし
ズ︑左手二軍刀ヲ持ツテ部下ノ兵士

八21図

︽ーキ︒ーケレ・ーシ︾

ヲハゲマシく︑トウく山上ノ敵
ヲ追彿ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

差立てたまひ︑皇室及び黒黒に大事

八908 軍曹ハ︿略﹀︑アランカギリ
ノカヲツクシタガ︑中佐ノイキハト

あれば︑かならずこれを告げたまふ︒

一には︑軍人は武勇を尚

ウトウ其ノ日ノタ方二絶エタ︒

東南

更二東南二流レテ︑上野・

﹇東南﹈︵名︶6

九154図

とうなん

八923 馬丁ハ︿略﹀︑様子ノ分ルノ

農夫の辛苦共

ぶべし︒

植・草取・取入れに

九525図圏昔の風をそのま＼に︑田
にする

ヲ待ツテ居タガ︑トウく戦死サレ
タト聞イテ︑カケツケテ其ノ死ガイ

すげ笠こそはたふとけれ︒
ニ取リスガツテ泣イタ︒

とうのみね一どうほう
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九40図

塔ノ澤

峯 多武峯

ミネ

タ

フノ

フノミネ

とうのみね ﹇多君恩﹈︹地名︺2 多武

タ

十欄6図 コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂
路ヲ上ルコト一里饒ニシテ︑多武士
ナル談叢神社目撃ス︒

リ︒

﹇頭髪﹈︵名︶1

頭髪

十棚2図 多武峯ヲ西へ下レバ岡寺ア
とうはつ

銅版

十一852図 アタカモ人ノ頭髪ヲクシ
﹇銅版﹈︵名︶1

ケヅルニ薫製リ︒
どうばん

鴬眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

十199 圖や垂は別に堅い木に彫り︑
所に入れる︒

モアル︒

コンナ所ニハ動物モゴクマレ

廣イ海ニハ︑コノ通り望粥ク

デ︑植物ハマツタクナノーガ︑︿略﹀︒

七746

七776
カクノ如ク動物ノ盟色ニハ

ノ動物や植物ガアル︒

九541図
其ノ住メル薫製ノ物ノ色二似タルモ

カクノ如ク動物ノ艦色ニハ

ノアリテ︑︿略﹀︒

九543図

さん

が

す

︿略﹀︑空氣中には炭酸瓦斯

空氣中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐
出す︒

十二214

が段々に増加し︑遂には地球上の動
物が呼吸作用を含むことが出來なく

し

や

おほかみ

︿略﹀︑露西亜の狼は

十一664

ソレ故材料モ料理法モ成ル

バ動物質ノ滋養品ニハ植物質ノ食物

ベク適含量理化サセテ︑︿略﹀︒例へ

ヲ添へ︑︿略﹀︒

物を肥料として成長する等︑生存上

十一一234 ︿略﹀︑植物は動物質の腐敗

動物と植物の關係

︹匿

動物と植物の翠黛は極めて密接なも

のである︒

どうぶつとしょくぶつのかんけい

植物も動物と同じく︑呼吸

なる道理である︒

十一一218

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出
すが︑︿略﹀︒

第五課

十二目6

動物と植物の点点

十一一203 第五課 動物と植物の關係

然るに炭酸瓦斯が絶えず供 名︺2
給されるのは︑︿略﹀︑動物の呼吸作

十二225

用も與って大いに力があるのである︒

其ノ住メル周園ノ物ノ色二点差ルモ
ノアリテ︑︿略﹀︑タヤスク他ノ動物

︿略﹀︑動物を飼養し︑又

う

いつ

上野公園ニハ廣キ動物園ア

十二83図

る︒

動物ノ髄色

うつりよう

我が艦隊は︿略﹀︑欝陵

よりて主戦艦隊及び巡洋

に當りて︑はるかに敷條の黒煙を見

島附近に集りて敵を待ちしが︑東方

十二81図

を抄し︑一篇の詩を作りたり︒

賜の御衣をさ＼げて︑はるかに東方

九814図道眞今昔の感にたへず︑恩

にして日本に蹄着することを得べし︒

道にて東方へ向はば︑二週間あまり

ヨーロッパよりシベリヤ鐵

﹇東方﹈︵名︶4 東方

第十六課

動物ノ膿色

︹署名︺2 動

二見附ケラル・コトナシ︒

物ノ膿色

此の外︑動物は植物の果實どうぶつのたいしょく
・根・葉等を食って艦を養ひ︑植物

動物ノ中ニハ其ノ周圏ノ物 十二233

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

九目3

九547図

九534

七547図

園

第十六課
は動物質の腐敗物を肥料として成長

ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

八793図

︿略﹀︑生存上動物と植物の とうほう

する等︑︿略﹀︒

ソレヨリモナホ面白キハ︑

り︒

り︒此の如きは動物の一時的移住な

︿略﹀︑中部濁逸にまで肖りしことあ

ど

十二6510図

ることを工夫するに至れり︒

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

十二437図

關係は極めて密接なものである︒

十一一235

ノ攣ズルモノァリ︒

九554図

其ノ動物ノ身ブリニヨリテ︑形サへ

とうぶ ﹇東部﹈︵名︶1 東部←にっ
ぽんとうぶ

或動物ハ之二反シテ︑周園

其ノ周圏ノ物二似ルモノノアルコト

九568図

ナリ︒

八786図 ロシヤはヨーロッパ大陸の
どうぶつ

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

﹇動物﹈︵ 名 ︶ 2 2

東部にひろがれる 國 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ヤカナル諸色ヲ有ス︒

どうぶつ

三252うまは牛よりよわいけれ

是等ハ多クハ他ノ動物ノ恐
・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑︿略V︒

ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

九5610図

動物

やくにたつどうぶつでござい

ども︑︿略﹀︒どちらもたいそう
ます︒

・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑︿略﹀︒

どうぶつえん ﹇動物園﹈︵名︶1 動物
七547図 上野公園ニハ廣キ動物園ア 九5610図是等ハ多クハ他ノ動物ノ恐

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

同胞

十﹇描2図魍 ︿略﹀︑朝日の御旗ひる

どうほう ﹇同胞﹈︵名︶9

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ
動物

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ
﹇動物質﹈︵名︶2

さぎ︑︿略﹀︒

質

どうぶつしつ

九572図他ノ動物ハ其ノ膿色ニヨリ
テ︑タヤスク之ヲミトメ︑之二近ヅ
動物は呼吸作用によって︑

クコトナキが故二︑︿略﹀︒

十二212

タリ︒

タリ︒

七618図犬は耳ざとき動物にして︑
︿略﹀︒

色々ノ動物が居り︑サマぐノ植物

七699 海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外

49
どうほうすべてろくせんまん一とおか

がヘキ

同胞すべて六千萬︒

十一備6図圏 あまねき光仰ぎ見る
同胞すべて⊥ハ喫煙 ︒

フランスの隣國にて︑其の 七463世世ノ中ガヒラケテカラ︑ド
ウモ上部チノ仲間ヨリモ︑僕ラノ仲

八784図

間ノ方ガヨケイニ用ヒラレルヤウニ

ぞ

ム

﹇同夜︺︵名︶1

︿略﹀︑二十八日は終日大

﹇同様﹈︵形状︶3

同様

馬も牛と同檬に勢働にも使は

人なるときは︑︿略﹀︒

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

十一柵10図圃

東洋平和

道理

東洋平和の天職は
か＼る︑我等の肩の上︒
﹇道理﹈︵名︶1

便利に相成候︒

里道の改修も全く成り︑

村内の重なる道路は荷車・人力車を

十一掴9図

市街・道路を不潔にし︑

通ずるに至れり︒

︿略V︑公園の樹木を折取るが如きは︑

十二986図

公徳の低きを示し︑大國民の品格を

敷二千二近シ︒

到ル︒大小ノ燈籠左右二多ク︑其ノ

ロウ

傷つくるものなり︒
ロウ
とうろう ﹇灯籠﹈︵名︶1 燈籠
カ スガ
十959図 ︿略﹀︑官幣大社春日神社ニ

若し之を消費するものがな

四十七士の統領たる大石
道路

︿略﹀︑かすみのすそを

﹁小包郵便は二百匁までは

今では切手をはって出しさ

まついかりをぬいて港を出

火事だ︑火事だ︒どこだらう︑

静かな山の中に流れる水の

音が遠く聞えるばかり︒

十一558

あまり遠くはないらしい︒

八415

に遠くなって︑︿略V︒

て行くと︑︿略﹀︒海岸の松原も次第

七822園

ますから︑坐そう便利です︒﹂

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七537園

です︒

どんなに遠い所でも︑八銭でよいの

七527園

山︒

とほくひく︑ふじは日本一の

四147圖

︽ーイ・ーク︾

とお・い ﹇遠﹈︵形︶6 とほい 遠い

十一926図之に反して︑同檬なる責

ある︒

十一577園兵士は引率が子も同檬で

れ︑食用にもなる︒

十851

どうよう

一人も眠につきたる者これなく候︒

暴風雨にて︑︿略﹀︑同夜は近村の者

九729囲囲

どうや

ナツタカト思フ︒

東北にあるドイツは學問のよく開け
え

將軍田村麻呂の東北の地を

ジン

﹇東北鉄道﹈︵名︶1

同夜

たる國なり︒

れり︒

十棚10図
唐木

次の門を唐門といふ︒木材

﹇唐木﹈︵名︶1

東北鐵道

九155図

東北部

上野ノ東北部︑越後ノ國境

エチゴ

﹇東北部﹈︵名︶1
カウヅケ

ネダケ

どうり

十一一215

ければ︑空氣中には炭酸瓦斯が段々
に増加し︑遂には地球上の動物が呼

よしを

十二864図

良雄は初め京都に在り︒
﹇道路﹈︵名︶3

又豊原より眞岡に至るとおか ﹇十日﹈︵名︶2 十日﹇▽くが
つとおか・じゆうにがっとおか・はち
間も近時道路新に開け︑交通大いに

十一977事事

どうろ

統領

吸作用を窄むことが出血なくなる道

どうも

﹇統領﹈︵名︶1

もみとしひなとをあふぎ幽くるが如

ドウモ

とうりょう

理である︒

︵副︶2

した︒

御塚原︑御苦軸労︒﹂とあいさつしま

に向って︑うれしさうに︑﹁どうも

六767園羽織・はかまの主人は一同

どうも

とうむしゃ﹇▽そうしんとうむしゃ

き皆然り︒

︿略﹀︑唐箕の車をまはして︑

たうみ

細谷川ハ︑︿略﹀︒

ナル利根岳ヨリ爽スルサ・ヤカナル

ト

九148図

とうほくぶ

タリ︑一大鐵橋力・レリ︒

栗橋ハ東北心志ノ通路ニア とうようへいわ ﹇東洋平和﹈︵名︶1

とうほくてつどう

は一切唐木を用ひたり︒

九949図

とうぼく

ノ御陵アリ︒

畝傍山ノ東北ニハ神武天皇

蝦夷も︑遂に全く皇威に服するに至

征するや︑︿略V︑さしもに強かりし

九636図

叛服常ならず︑︿略﹀︒

十一描10図囲 祖先の遺風つぎくて︑ 九622図 蝦夷は東北の地に住して︑

同胞すべて六千萬︒

︿略﹀︑日進月歩ゆるみ

同胞すべて六千萬︒

︿略﹀︑勤勉・努力急ゆ

同胞すべて六千萬︒
みなき

十一柵4図圃

なき

十一柵8図圏

十一佃2図圃 上下心銭一にして︑同
幸すべて六千萬︒

十一佃6図國大みことのりたふとび
其の後方の山々は皆我が

て︑同胞すべて六千萬︒
十一一569図

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな
し︒

十二棚9図 我等五千萬の同胞は常に
大帝國の國民たるを思ひ︑︿略﹀︑大

︹盛名︺

翁忌の品格を忌むるの用意あるべき
なり︒

2 同胞すべて六千萬

どうほうすべてろくせんまん

東北

九668図

たうみ
十一目15 第二十八課 同胞すべて六 とうみ ﹇唐箕﹈︵名︶1 唐箕
千萬

﹇東方文明﹈︵名︶1

十一価8 第二十八課 同胞すべて六
千萬
とうほうぶんめい

東方文明

﹇東北﹈︵名︶4

任務は重き日本國︒

か＼る︑我等の肩の上︒東方文明先

十一佃1図圃 東洋平和の天職は
進の
とうほく

とおかごと一とおり
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がっとおか
︽iル︾

ずや︒

とお・し

おし

これ世界の圓きがためにし

遠シ

遠し

遠く四方に航行して︑到る虜に國光
是より一條の大道遠く

をかゴやかせり︒

十一972團團

北へ通じてロシヤ領に入候︒

︿略﹀大群︑長列をなし

く敷百里の地より集り怠りて之を食
ひ︑︿略﹀︒

十一一694図

て枯野を横ぎるに︑遠く之を望めば︑

あたかも洋々たる江流を見るが如き

遠き慮なければ︑必ず近

壮観を呈することあり︒

十二716図
き憂あり︒

一一9ーオハナハオキクヲザシキ
ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

ヲダシマシタ︒

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

︿略﹀︑一たん心定めては︑

通シテ︑肩山カツイデ行キマスガ︑

六666

︿略﹀︒

七792図圃

進むに何事のなど成らざらん︑鐵

事に動かず︑さそはれず︑はげみ

箱根と新居とには關所があっ

石の かたきもつひにとほすべし︒
あらみ

九373

て︑役人が一々旅人をしらべて通し

た︒

御祖

みおや

値鞘は一つ心に守りけ

り︑遠つ御祖の神の教へを︒

みおや

十二33憂慮

六857図圏

十とや︑遠き祖先のをし

とおとや ﹇十﹈︵感︶1 十とや

へをも 守りてつくせ︑家のため︑

國のため︒

通り且Vうらまちどおり・お

﹇通﹈︵名︶20 トホリ とほり

おどおり・おおやまどおり・ぎんざど

通り

されど懸り小さき事にま とおり

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

十一一717図
しめて盆なし︒

ちょうどおり・めどおり・やくそくど

現在の職務に忠庵なれば︑ おり︒ひととおり・ひとどおり・ほん
上下の愛敬・信用其の身に集り︑心

ニー94

おり

ニキリマシタ︒イロモソノトホ

︿略﹀︑カミヲソノカタチ

廣く︑健ゆたかなり︒是即ち遠きを
トホス

と

慮る所以なり︒

十二719図

とおつみおや ﹇遠御祖﹈︵名︶1 三つ

十二251図圃 上るや石のきざくしの︑
いてふ

左に高き大銀杏︑問はばや︑遠き

世々の跡︒

︿略﹀︑首府の人口も年々

著しく増加する勢なれば︑其の巴里

十二602図

と同敷に至るも亦甚だ遠からざるべ

六858図韻

し︒

守りてつくせ︑家のため︑

高さ八尺五寸︑朝日・夕日

へをも

八943図

瀬戸内海の沿岸には

十一一679図 南亜米利加の森林にオレ
さる
ンジの熟する季節には︑敷多の猿遠

國のため︒

十とや︑遠き祖先のをし

︽ーカラ・ーキ・ーク・！ケレ︾εほどと

﹇遠﹈︵形︶17

く程出獲黙に遠ざかるべきはずなら

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

八805図

すが︑十日ばかりはあちらに居ます︒

七159囲 用事は四五日ですむはずで

八687国五日でも十日でも︑↓人で
ね起きの出來るまで︑ゆっくり看病
してお上げなさい︒

九671 五風十雨といって︑五日毎の

とおかごと ﹇十日毎﹈︵名︶1 十日毎

十日饒

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有
﹇十日余﹈︵名︶1

様である︒

とおかよ

十一737図 住持は知らぬ暮して過せ

にかゴやきて︑遠く敷里の外よりも
︿略﹀箱根騨モ︑︿略﹀箱根

︿略﹀︑大江山・いく野の

弓隠ハ遠島ト構シテ︑罪人
い よ
道後は四國の伊豫にあり︒

十︸203図

︿略﹀︒

︿略V︑帝都をさること遠けれども︑

十736図

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︿略﹀︒

十331図

言の葉は︑︿略﹀︒

道の遠ければ︑ふみ見ずといひし

九925図圃

キ昔ニハ︑︿略﹀︒

九879図費買トイフコトナカリシ遠

山ナリシナリ︒

七湯モ︑遠キ昔調帯二国守シキ噴火

九412図

しに︑十日齢にして鶴二十四五羽を
遠からず

望み見ることを得べし︒

﹇遠﹈︵副︶1

豊がけり︒

とおからず

十一376与国 基隆港の大規模の築港

とほく

遠く

も遠からず落成致すべく︑打狗の築
﹇遠﹈︵名︶4

港も唯今盛に工事中に御座候︒
とおく

三586 とほくの方では青そら
といつしょになってみるやう
に見えます︒

四58園﹁うちのまへの川が
の方へながれでるます︒

あんなにまがりまがって︑とほく
五462 はじめのうちは遠くの方にき

こえてゐましたが︑だんく近くな
つて︑雨もつよくふってきました︒

﹇通﹈︵四・五︶4

リニツケマシタ︒

リ︑ケルコトガマコトニハヤカ

三148ケハヤハソノナノトホ

ス︾n▽う

とお・す

︿略﹀︑重い物を負はせて遠く

︽ーシ・

︿略﹀港多く︑汽船絶えず通航して︑

十841

通す

ほす

なきとおす・ふきとおす

通ス

遠く近く黒土の青空にたなびくを見
大小幾多の軍艦は︿略﹀︑

へ運ばせたり︑農家では牛を色々の

十一292図

ちとおす・さしとおす・つきとおす・
遠ざかる

る︒

﹇遠﹈︵四︶1

螢働に使役する︒

とおざか・る
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とおりかかる一とおる

ツタノデス︒
でございます︒

思って︑﹁︿略﹀︒﹂と言葉鋭くしかつ
た︒

とおりすじ﹇▽おとおりすじ

ケレドモコンドハミジカイト

︽ーケ︾

十人十色と申しますが︑まこ とおりぬ・ける ﹇通盆﹈︵下一︶1 通
五452

リヌケル

とおりみち

﹇通道﹈︵名︶1

通り道

ンネルデ︑スグニ通リヌケマシタ︒

とにその通りで︑顔のちがふやうに︑

廣イ海況ハ︑コノ通りニ多ク

ノ動物や植物ガアル︒

七776

せいしつも色々かはってゐます︒

六722

よいのです︒

三372父のいふとほり︑そとへ 五654園 ﹁お話をする通りに書けば
はなしたら︑あをく光りながら︑
しっかにとんでいきました︒

ヨンダノニ︑イツモノトホリ︑

三55ーアル日母ガ﹁︿略﹀︒﹂ト
﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ス

グニハキマセンデシタ︒

ました︒

五123

︿略V︑見上げると︑はしがか

けてあって︑人や馬や車がたくさん

やがて重い物が私どもの上へ

通ってみるのです︒

來ましたから︑何かと思ったら︑に

五128

町の中を通る時にきたない物

もつをつんだ船が通ってみたのです︒

ノ道ハセマイガ︑人ハ皆前へ前ヘト

をなげつけられるのにはこまりまし

五128

起にて︑私どもの目をさまし候頃に

五438

文太郎ハフシギ聞込ツテ外ヲ

全国ナツテシマヒマス︒

た︒

テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ

四231圏 ニイサンバ 一バン太ツ 九434塵国 祖父様はいつもの通り朝 七375 店ハ両ガハニアツテ︑マン中

馬モ車モ今見工タカト思フト︑スグ

五426 ︿略﹀︑道ヲ通ツテヰル人モ︑

﹇通﹈︵四・五︶25

通

進ンデ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナ

とお・る

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・一

見ルト︑汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰ
通る

ル

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

ふだんは人も通らない道だか

鳥居ヲク．・ルト︑早宮ガアル︒

ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

五684

マシタ︒

のはしです

﹁鹿はをりく通ります︒﹂

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五763

い︒

五786園

六112

かへりには同じ道を通らずに︑

別の道から下りました︒

西洋紙ハナホマケズニ︑

﹁︿略﹀︑僕等ハ少シグラヰ水戸ヌレ

七488園

ラズく二出口へ出テ來ル︒

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

そばを通る人が﹁美しい川 七378 色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ
それから田や畠の間を通って

つて來て︑いよくにぎやかになり

罵るうちに︑︿略﹀︑なかまがあっま

五115

だ︒﹂といって︑ほめました︒

五111

す︒

たきおとしながらあるいてゐま

四642みちをとほる人は︑あし 六94 あぜ道を七八町通って︑小川
の橋を渡ると︑御社の前へ出ました︒
だのはにはさまった雪をた

か︒﹂

がいくたりとほつてゐます

四68園今あのはしの上を人

ね︒﹂

んさまのまへ

四64囹 ﹁それでは今くるまの
とほつてみる長いはしが︑八ま

レ︾且vおとおる・すきとおる

とほる

イカラ︑通り道ノセマイ割合ニハコ

御承知の通り︑冬は寒

みた︒ふと通りか㌧つた大尉が之を

ンザツシナイ︒

は︑はや朝顔のはちをならべて︑
︿略﹀︒

又改めてやり直しをしてもらはなけ

今日の勝負はきまらないが︑いつれ

九864園

相手の熊吉があの通りで︑

ヤユビデス︒︿略V︒﹂オヂイサン
バ﹁ナルポド︑ソノトホリデス︒﹂

ワニザメ扇動ウサギノイ

トイツテ︑ニツコリワラヒマシタ︒

四55一
フトホリニナラビマシタ︒

︿略﹀︒

十一959囲困

承知の通りに候庭︑︿略﹀︒

其の効を見るに至り事事︑かねて御

十一362國国

當総督府の纒螢も着着

通じ︑實地にも明かなる人に候へば︑

多年府縣の技師をも務め︑學理にも

ればなるまい︒﹂
四606 白ウサギガソノトホリニ
シマスト︑カラダハスツカリ
十906寒国 同學士は御承知の通り︑

モトノヤウニナホリマシタ︒
四612園 ﹁オカゲサマデ︑カラダ
ハ コノトホリニナホリマシタ︒

四618 ソノノチオホクニヌシノミ

コトハ白ウサギノイツタトホ
リ︑エライオ方ニオナリニナ
リマシタ︒

通り

氣出しく︑地面は三尺の下まで凍り︑
海岸も海水厚く凍結し︑︿略﹀︒

﹇通掛﹈︵五︶1
か﹂る︽ーッ︾﹇▽おとおりかかる
たかち ほ

︿略﹀我が軍艦高千穗の一水

見て︑あまりに女々しいふるまひと

兵が女手の手紙を讃みながら泣いて

九191

とおりかか・る

オイシヤサマノオツシ

ヤルトホリノマナケレバナリマ

四696園
セン︒﹂

五43 それでせかい中がまたもとの
とほりあかるくなったと申します︒

り︑私は足の立たないもので︑両手

五246圏 ﹁お役人さま︑ごらんの通
をついて︑やっとゐざりあるくもの

とおれる一とき
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テモ︑裏へ人通ラ ナ イ ︒ ﹂
かぐら

洗ひて左へ行き︑神樂殿・御馬屋の

八56図 五十鈴川の水に了す﹂ぎ手

とかい・せつぞくとかい・だいとかい
る都會をニューヨークといふ︒

八766図此の國にて商業の最も盛な

カゼヲヒイタリオナカ

時

尖

ヤウニ

オリルトキニハ︑オチル
ハヤクオリテキマス︒

た︒

その時あねのおはるは︑

﹁三郎さんはまだそれを知ら

四316

﹁コノアヒダ大キナフカ

なかったのですか︒

ガ來タ時二︑君ラハズヰブ

四387園

ンアワテマシタネ︒

ノ中ヘハイツテ︑内カラトヲ

四393肯く略V︑ドンナ時デモ︑コ

シメテヰサヘスレバ︑アンシ．ン

ヒバリハオリルトキニハ︑

ナモノデス︒﹂

四423園 ﹁人に物をあげる時

ケツシテスノアルトコロヘハ
ケレドモ上ルトキニハ︑

タトキ︑ユフハンニハ︑ケライ

ノ人ヲ右ト左ニワケテスワ
ラセマシタQ

かへるはをかにみると
きには︑大きな目をして︑手

三474

この時よりとものそば

をついてすわってゐます︒

四171

に居た︑にたんの四郎ただつね
といふぶしが︑︿略﹀︑そのて

しをつけません︒﹂

四454園 今でも︿略﹀︑すべてな
まぐさものをおくる時には︑の

やうになったのでせう︒

しるしにのしあはびをつける

四448圏 ︿略﹀︑ふだん品物をや
りとりする時には︑なまぐさの

には︑なまぐさものをもちひな
いことがおほいのです︒

スカラスグトビタチマス︒
に︑なぜのしをつけるのです
三196 ユフガタニナツテモ︑オ か︒﹂
ヤドリガオリテコナイトキニ
四445園﹁人の死んだ時などの
おめでたくない時には︑なまぐ
ハ︑子ヒバリハ︿略V︑ドンナニ
さものをもちひないことがお
マツテヰルコトデセウ︒
三426 ミナモトノヨシイヘトイ ほいのです︒
フタイシヤウガイクサ品行ツ
四446園 ﹁︿略﹀おめでたくない時

三193

オリマセン︒

三19一

へうしろむきにとびうつりまし

おひじしにむかひました︒
二372園 ﹁アカンボノトキニ︑ダ
イテチチヲノマセテクダサツタ
四176すれちがった時に︑ただつ
ノハ︑ドナタデスカ︒
ねは馬からみのししのせなか

二386園

ヲイタクシタリシタトキニ︑

人多き都塵に住む者は︑

折々野外に出でて︑新しき空氣をす

ツタノハ︑ドナタデスカ︒

︿略﹀︑クスリヲノマセテクダサ

九609図
ひ︑又朝早く起きて︑木立しげき公

前を通り︑御宮の前にいたる︒
八142 町ハ段々人通リガ多クナツテ︑
園等を散歩すべし︒

三118ウチノ人ガミンナソト

車モ通り︑馬モ通ル︒
純金日の地には電車︒自動

老人ノ言ナレバ︑命ノマ・二拾ヒ取

とがる

ヲトガメズ︑信や少年ノ笑罵二丁ラ

リテサ・グ︒︿略﹀︒良や老人ノ無禮

﹇尖﹈︵四・五︶3

ズ︑︿略V︒

とが・る

︿略﹀︑あるものは顔長くと

︽ーッ・ーリ︾

七608図

ル

︿略﹀︑陸鳥のくちばしは圓く

がりて︑狐の如し︒
八571

細くて︑先がとがって居る︒

とき

三185

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

とかく

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ
﹇兎角﹈︵副︶1

オルスヰヲナサイマス︒

とかく

に速力を競ふ世とはなれり︒

十一2510図

八142 町ハ段々人通リガ多クナツテ︑

車モ通り︑馬モ通ル︒
九374 若し其の關所をよけて︑わき
道を通る様なことをすれば︑魔所破
といって︑︿略﹀︒

すべて家畜はよく勢らなけれ

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

十857

に通りし駆駝の足跡を目あてに行く
風がある︒

九467図 すべて沙漠の旅行は︑以前
なり︒

メ︾n▽おもいとがむ

十76 櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ とが・む ﹇処口﹈︵下二︶一 トガム ︽一
脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ
十2510図

通れる

良無禮ナリトハ思ヘドモ︑

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

十514図 手塚其の間に敵の草ずりを
上げ︑こぶしも通れとさし通し︑
︿略﹀︒

十一鵬1男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小
馬に乗って︑田舎道を通るのを見る
﹇通﹈︵下一︶3

と︑昔の人に會つた様な氣がする︒
とお・れる

五784騙しろの後はけはしい阪で︑

︽ーレ・ーレル︾

馬の通れる所では ご ざ い ま せ ん ︒ ﹂

葉モアル︒

﹇時﹈︵名︶洲

﹇▽いっとき・おんとき・かたとき

とき

トキ

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

五795園 鹿の通れる所を馬の通れな 十510 サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑
いといふことがあるものか︒

五796圏 鹿の通れる所を馬の通れな
いといふことがあるものか︒

とかい ﹇都会﹈︵名︶3 都會εいち
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四465とけいがなる時には︑長
いはりはどこにありますか︒
には︑みじかいはりがどの字

四471皆さんがあさおきる時
の所にありますか︒

四474皆さんがよるねる時に
は︑みじかいはりがど．の字の
所にありますか︒

四513 チヨツト見ルト︑リッパ

デハナイガ︑主翼デタイ時ノ
オクリモノニナリマス︒

四517海ニヰタ時ヨリモ︑今
ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
ス︒

又アル時ドコカラトモナク一

チノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシタ︒

五66
羽ノ金色ノトビガトンデ來テ︑オ弓

ある時上の方でさわがしいお

ノサキニトマリマシタ︒

五118
とがするから︑見上げると︑はしが
かけてあって︑︿略V︒

町の中を通る時にきたない物

たのしい時も

二月・三月花ざかり︑うぐ

をなげつけられるのにはこまりまし

五131

た︒

五278圃
ひす鳴いた春の日の

ましていくさのその時は︑

ゆめのうち︒

五297圃

ソノ時後ノ方カラカリウドノ

來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ

五73一

この時べんけいは火の明りを

出シマシタ︒

五767

たよりにたつねて行って︑一人目か
りうどをつれて來た︒
この時よしつねは︑﹁︿略﹀︒﹂

さうして前にしるしを附けて

船にのらせました︒

六222

その石をおろして︑なんどにもはか

おいた所まで船が水につかった時に︑

一人の子どもがく略﹀︑かめ

りにかけて︑その目方を知りました︒

の中へおちました︒︿略﹀︒その時一

六235

人の子どもは大きな石を持って來て︑

五812

力まかせに投げつけました︒

たが︑下りる時には二時間しかか＼

︿略﹀豊臣秀吉といふ人は︑

ある時謙信が山の上に陣取つ

信玄はく略V︒︿略﹀︑かた先

それから信玄が死んだと卜い

熊が人ニムカツテ來ル時ニハ︑

六847図圏七つとや︑なんぎをする

ツテ︑スルドイ爪デヒツカキマス︒

︿略﹀︑大キナ手ノヒラデツカミカ・

六645

た︒

手がなくなった︒﹂といってなげい

た時︑謙信は﹁︿略﹀︒よいいくさ相

六593

一ぽいになぐりつけた︒

らいが︑︿略﹀謙信の馬のしりを力

へ切りつけられた︒その時信玄のけ

六574

ちにしようとした︒

てるると︑信玄は︿略﹀︑はさみう

六555

うにやられましたが︑︿略﹀︒

六441 ︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

ました︒

︿略﹀︒小さい時の名を日吉丸といひ

六438

テシマヒマシタ︒

イヒマシタノデ︑ヤクワンハダマツ

六285 ソノ時下ビンハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

といひながら︑馬に一むちあててか
すゴしい風にふかれながら︑

け下りた︒

六108

草の上にすわって︑にぎりめしをた

のぼる時には三時間もか＼つ

べた時は大そううまうございました︒

六113

たが︑下りる時には二時間しかか＼

時ニハ︑向フノ汽車ニノ︑ツテヰル人

りませんでした︒

りませんでした︒
四764 やしまのたたかひにげん なくてはならぬこのわたし︒
五432 走ツテヰル汽車ガスレチガフ 六H4 のぼる時には三時間もか㌧つ
じはをか︑へいけは海で︑む

かひあってみた時︑へいけ方か

ノカホハヨク見エマセン︒

トブ︒ソノ時眉山一羽ノガンバ列ヲ

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ 六13一 ガンバ︿略﹀︑列ヲツクツテ
タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタノー

又トブ時ニハガアくト鳴合

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒
フQ

かみなりの鳴る時には︑そ 六136
んな所にみてはあぶない︒﹂

五468囹

ト思ヒマシタ︒

五455

ら 一そうのふねをこぎ出して
來ました︒

四787その時一人がすすみ出て︑
﹁︿略﹀︒﹂といひ ま し た ︒

︿略﹀おなげ入れ に な り ま し た ︒

五13 ある時生馬のかはをはいで︑

それで取入れの時は大へんに
いそがしくて︑夜も十分に眠れない

塁壁ノ仲間トケモノノ仲間ガ 六155

ほどです︒

五531

ケンクワヲシタ時︑カウモリハ︿略V︑

五26 その時あめのうずめのみこと

ドチラヘモツキマセンデシタ︒

米を俵に入れて︑その俵をつ

といふ女の神さまのまひがおもしろ

六171

れのいそがしさも︑全くわすれてし

み重ねてながめた時は︑︿略﹀︑取入

︿略﹀︑両方が仲ナホリヲシマ

シタ︒ソノ時カウモリガケモノノ方

五548

かったから︑︿略﹀ ︒

へ行キマスト︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑

五6一 コノ天皇ガワルモノドモヲ御
セイバツニナツタ時︑オトホリスヂ

その時そこに居た一人の子ど
もが︑﹁︿略V︒﹂といって︑まつ象を

六207

まひます︒

ノミチガケハシクテ︑オコマリノコ

又サムイ時論ハ火ニアタリマ

仲間へ入レマセン︒

ス︒

五563

トガゴザイマシタ ︒

出テ來テ︑オサキニ立ツテ︑ヨイミ

五63 ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ
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人見るときは︑力のかぎりいたはれ
みる時︑﹃夫の一大事の折に使へ︒﹄

海になれておくやうにしたいもので
あまてらすおほみかみ

す︒﹂

神代の昔皇祖天照大神︑

と申して︑父の渡してくれた金でご
しぎのみこと

野べも山べも新緑の

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

八362図書

ばた︒

風

昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二其ノ便

八387図︿略﹀︑此ノモノノナカリシ

に

八23図

七521園不足の時には︑その不足の

島々杵尊をこの國に降したまはん
やたの

とせし時︑八腿鏡を授けたまひて︑

獲信人の居所氏名を受信人

利ナルニ驚カル・ナリ︒

八48図図

に知らせんとする時は本文の終り又

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ

は受信人居所氏名の下に片蓋名にて

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ

ミ奉ルコトヲ得テ︑同志ノ人々ヲモ

八515図

記すべし

カツイデ︑タンボへ出ル時デアル︒
﹁︿略﹀︑総べテ物ハ破レ

カタラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ

八696図ある時口・耳・目・手・足

待テリ︒

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

僕は時々其の仕事場の前に立

等一同申し合せて︑胃に向っていふ

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

八735図︿略﹀︑クビ太ケレバ︑他ノ

やう︑﹁︿略＞o

僕の家で一度つるべの金たが

かま
ある時は鎌をきたへてみた︒

八742図

虎モ猫モ︿略V︑歩ム濁音

ヲ立テズシテ︑シヅカニ他三二近ヨ

八747図

虎モ猫モ相同ジ︒

用ナキ時之ヲカクスコト︑

八321

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事
があったが︑︿略﹀︒

ある時の話に︑﹁自分は今こ
が︑元は少しは入に知られた刀かち

そこんな小刀や釘などを造ってみる

八332

ニ便ナリ︒

八325

た︒

つて見てみた︒ある時は釘をこしら
かま
へてみた︒ある時は鎌をきたへてゐ

八319

キ者二知ラセントテカクスルナリ︒﹂

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八182図園

上ツタ︒︿略﹀︒村デハ農夫ガクハヲ

八148

倍だけを受取人の方で彿はなければ

あるく時肉のゆれ動く程こ

﹁︿略﹀︒﹂とおほせられたり︒

す︒

七733

のきよりおつる雨だれの

﹁私も子供の時には毎日こ

ある時には鯨が頭から高く
又ある時にはとび魚が甲板
の上へとび上ることもあります︒

七833園

水けを吹いてみることがあります︒

七828園

お話を聞いたりしてみたのです︒

の學校へ通って︑︿略﹀︑この講堂で

七807園

をうがつなり︒

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

七784図翻

ル︒

時二使フ海綿モ︑︿略﹀轟ノ骨デア

二物ヲ洗ツタリフイタリスル

の足音を聞けば︑た冒ちに目をさま

七619図犬は︿略﹀︑眠れる時も人

え太りたるものあり︒

七599図

ならないのです︒﹂

ざいます︒

よ︑あはれめよ︒

一歳ノ時ニシテ︑︿略﹀︒

七14図正成ノ職死セシバ正行が十
七62図園 ﹁父正成ノ戦死セシ時︑
臣 ハ ワ ヅ カ ニ 十 一 歳︑︿略﹀︒

七83図園 コノ度ノ合戦サダメテナ
ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時
ヲ見テスベシ︒

ニシテ︑正行ガニ十三歳ノ時ナリキ︒

七88図 コレ正成戦死ノ後十三年目
七229図 保己一ハ五歳ノ時メクラト
ナリシガ︑︿略﹀︒

ラニ物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒

七237図 時ノ人 番町デ目アキ目ク

七242図 アル夜弟子ヲ集メテ︑書物
ノ講義ヲセシ時︑風ニバカニ吹キテ︑
トモシビキエタリ ︒

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

七265 イソガシイ時二手ノ足りナイ
フコトデス︒

を食ふ時には︑木の葉に雨が降り

七312 大きな量がたくさんで桑の葉
か＼るやうな音がする︒

此ノ時中佐ハスデニ第二弾ヲ

八914園 ︿略﹀︑突撃ノ聲が聞エテ︑

居ルト︑︿略V︒

ソレデモタワマズ︑奮戦ヲツ寸ケテ

右手二︑第三揮ヲ二三受ケテ居タガ︑

八879

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八868時ハ八月三十一日ノ朝日モマ

リ︑急二飛ビツキテ之ヲ捕フ︒

刀は︿略﹀︑きたへる時は

﹁自分は︿略﹀︑元は少しは

人に知られた刀かちで︑若い時から

で︑︿略﹀︒﹂といった︒

くなった時には︑︿略﹀︑外の船につ

何十本となく大太刀・小太刀をきた

だ︒﹂

身を清めて︑一心不齪に打つたもの

八337園

へた︒

八335園

きあたったりする檬なまちがひが出

きりや雪で︑方角の分らな

きとほって見える︒この時︿略﹀ま

來ます︒

七321 ︿略V︑しまひにはからだがす 七856園

ぶしへうつしてやると︑口から美し

そんな時には海の深さをは

い綜を出して︑からだを包む︒

七858國

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七389 又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ
イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利

それですから小さい時から

りします︒

七889園

デアル︒

七419園 このお金は私がこちらへま
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砲聲・智謀が絶エタラ︑︿略V︒其ノ
時ハスグ馬ヲ引イテ來イ︒

八916園 若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

昼時旅行先より手紙を送り

オキテ︑貯金セントスル時ニハ︑其
ノ金鏡三ア郵便切手ヲ買ヒテ皇紙ニ

九4410図
ハリツケ︑︿略﹀︒

クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ

︿略V︑池の右手へさしか＼つ

つる秋あり︒﹂

九847

た時︑熊吉の馬はつまついて前足を
折った︒

又字をかくときに︑指先を

ル・如ク悲シミタリトナリ︒

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

十372園

出セント試ミシガ︑此ノ時ハナホ世

人ノ注目スル所トナラズ︑︿略V︒

十4410図直線を︿略﹀︑或は縦に︑

或は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

若し此の模様に種々の色ど

美しき模様を生ず︒

義仲の幼目に見たりし時

りを加ふるときは︑一層其の美しさ

十477図

を増すべし︒

十526図園

﹃戦場に出でん時は髪を

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

十536図園

まして戦場にては︑進ま

染めんと思ふなり︒

十541図取

﹁我が父の討たれ給ひし

退く時には︑今はかなふまじとそし

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

る︒

課業を終へたる時より夕食前まで外

十585圓囲 ︿略﹀︑水曜日も其の日の

時︑義仲二歳なりしを︑︿略﹀︒

十547池園
り荒す時は︑敷時間の暴雨にもたち

故に若しみだりに森林をき
まち大水出で︑離日のひでりにも河

︿略﹀数千人ノ坑夫が銅鑛

ヲ暫時ルコト︑引引止ム時ナシ︒

十623図

出を許され候︒

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

絶えずわき出つるものと︑

時を定めてわき出つるものとあり︒

十721図

りて︑鳴動の評すさまじ︒

サレバ平左衛門ノ死セシ時 十747図 噴出する時は湯浴たちのぼ

ハ︑中心ノ人々︑︿略V父母二世

十328図

喜ビ︑︿略﹀︒

僧ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ

スLベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

十321図

水全くかれはつべし︒

十96図

自ラ花部数十種ヲ織出シ︑海外二丁

く略V︑全部バリ終ヘタル時︑ 十435図心亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

て︑︿略﹀︑荷物を取りに実るべしと

九772図

言ひっかはしたり︒

︿略﹀︑イカバ水中ニ京口グ

之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト

九552図

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着

スルナリ︒

砲聲・銃聲ガツぐ ク ヤ ウ ナ ラ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

其ノ時ハオレノ三遍ヲセオツテ蹄ル
スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

其ノ膿ノ後ノハシヲ桑ノ木 九779図此ノ通帳ハ此ノ後金鏡ヲ預

二附ケ︑膿ヲナ・呼出突出スルトキ
オキナハ

此ノ通帳ハ此ノ後金銭ヲ預

ハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒

九5510図

積 り デ カ ケ ツ ケ ヨ ︒﹂

九13図代々の天皇の遠位に即かせ

やまと

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け
つぎ給ふ︒

九779図

クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ

尊はく略V︑又御叔母倭 九566図沖縄二産スル木ノ図画ハ︑
︿略﹀︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマ

ひめのみこと

九52図
馬込に御いとまごひし給ふ︒倭姫

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

是は菅原道眞が右大臣とい
つくし
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

ルトキハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒
はたけき獣も恐れたり︒

然れども空氣の流通齢りに

空氣流動する時は風を生ず︒

攣り改るを︒花咲く春あれば︑群落

︿略﹀︑其の莞ぜし時︑天皇 九801図翻﹁面長驚くなかれ︑時の

みてよめる歌なり︒

立たんとする時︑庭の梅に別ををし

九792図

命此の時天叢雲劔 を 尊 に 授 け ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

蝶の遊ぶ時は今なり︒

九112図圏舞へや舞へや︑花に草に︒ 九633図 田村麻呂は︿略﹀︑怒る時

九659図

ながく皇城を守護せしめたりといふ︒

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

九641図之をはうむりし時は︑︿略﹀︑

は深く之ををしみ給ひき︒

九6310図

き親しみたりといふ︒

九121図筆画へ歌へ︑枝にこずゑに︒ 九635図 ︿略﹀︑笑ふ時は子供もなつ

ほ

鳥の遊ぶ時は今なり︒
たかち

つた︑︿略﹀高千穂の一水兵が女手

九189 明治二十七八年戦役の時であ
の手紙を讃みながら泣いてみた︒

九234囹其のうちには花々しい職孚
もあるだらう︒其の時にはおたがひ

に目ざましい働をして︑我が高千穗

るべし︒

強き時は︑却って火の消ゆることあ
九664図

併し此の雨はやがて花を散す

艦の名をあげよう︒
やがて動かなくなったが︑︿略﹀︑機

九324 此の時も少し進んだきりで︑

九678

一日一二銭・二銭ヅツニテ

九771図貯金皇紙トイフモノヲ買ヒ

ハ︑齢程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

モ積立ツル時ハ︑五年・十年差後ニ

九761図

心地がする︒

雨となるので︑其の時はうらめしい

關の一部に故障があったので︑すぐ
それを直した︒

九333 スチブンソンは若い時から機
關 の 事 に 明 る か っ たが︑︿略﹀︒

九368 大水などの時には︑水のひく
までは幾日でも泊って待ってるなけ
ればならなかった︒

とき一とき
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モ 亦 常 二 快 活 ニ シ テ︑︿略﹀︒

十791図 身膿ノ健全ナルトキハ精神
十807図 男子も女子も寒き時は犬の
皮などにて造れる羽織の如きものを
ア ベノナカ マ ロ

用ひ︑︿略﹀︒

て高き債をつくべし︒

るときは︑其の五人は︿略﹀︑孚ひ

住持は心得ぬ事に思ひて︑

鵜なはを引上げて︑鵜の

物の償はかくの如く需要

弱して︑買手にはかに増すときは︑

十﹁936図例へば靴を用ふること流

或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

供給の關係によりて︑零時は高く︑

十一932造物の償はかくの如く需要

或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

供給の關係によりて︑或時は高く︑

十一931図

︿略﹀︑箏ひて其の償を低くすべし︒

人なるときは︑費家の持主五人は

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

十一927図 之に反して︑同様なる士買

さまたげざる時間を選び︑用事終れ
︿略﹀︑又人より訪問を受

ば直ちに去るべく︑︿略﹀︒

う の

十一833図

かゴひて漁舟を出す︒

十一799図此の間毎夜月なき時をう

︿略V︒

或時旧里工に向ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

笑ハ心身ノ二尊ナレドモ︑ 十︸721図

時間は金鏡よりも貴し︒

會の活動敏速なる時代にありては︑

言あれども︑今日の如く＜略﹀︑社

十一7010図﹁時は金なり︒﹂といふ古

くる時は直ちに出でて慮接すべし︒

十一704図

散々に撃破られたり︒此の時討死せ

﹁年長じては敵も近づ

る宇野六郎の︼子に熊王といふ者あ
り︑︿略﹀︒

十一426図園
け申すまじ︒幼き時に参りてこそ︒﹂

コトアリ︒

時ト場合トニヨリテ笑フベカラザル

十一533図

ル・事ナカルベシ︒

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ

十963図 昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ 十一5110図 一家和合セザル時ハ家道
テ︑都ニアリシ時此ノ山型出ヅル月
ヲ眺メタルコトヲ 思 ヒ 出 デ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞

十一26図 ︿略﹀大塔宮の吉野を落
をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

ナポレオンがアルプ山を越

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十﹁548
半で︑︿略V︒

十一77図 其の数量りに多くなる時
は︑女王は新しく生れたる雌蜂に其

靴の償はにはかに高くなりて︑靴屋

きんくわ

ふなばたに立並べる時︑半月金華山

の利盆非常に多かるべし︒

此の時﹁自分が行かう︒﹂

の上に出でて︑川風たもとを彿ふも

か＼る時は靴屋は更に多

とさけぶ人を誰かと見れば︑七里マ

りて︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

か＼る時は靴の供給次第

るが故に︑供給も六って減じて︑

至る時は︑次第に其の製造高を減ず

安くなりて︑普通の償よりも下るに

十一944図

又之と無封に︑償次第に

に増來り︑靴の償はやうやく安くな

十一9310図

造すべく︑︿略﹀︒

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一937図
快し︒

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑

將軍が谷底へ下りた時には︑ 十一869図昔ノ縣車ニテ紡グ時ハ︑

もう太鼓の音は聞えぬ︒

十一584

クドナー川である︒

十一569

の位をゆづり︑臣下をひきみて分離
す︒

十一78図 ︿略﹀︑女王は︿略﹀︑臣
たる
下をひきみて分離す︒此の時箱・樽
等を適當なる所に置けば︑分離した
る一群は直ちに其の中に入る︒

先づ幾條かのや＼太き綜を渡し︑之

十一882図網を張らんとする時は︑

十一85図 されば気候不順にして︑

モナク︑短日三度ノ食事ニモ︑其ノ

︿略V︒

材料及ビ料理単二注意スルコトが大

人ヲ招待スル時ハイフマデ

花のとぼしき時は蜂合戦の起ること

十一643

珍しからず︒

を本として︑︿略V︑終に完全なる網
を造る︒

しかして供給の需要より
も少きときは物の償は高くなり︑多

十一919図

きときは安くなるなり︒

の群をなして海岸近く寄來る時は海

春夏の交産卵の爲︑鯨
も少きときは物の償は高くなり︑多

水爲に白色を呈し︑︿略﹀︒
シ ナ

ありて︑之を買はんとする人五人あ

麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方寸寸レリ︒

十一922図例へばこ＼に＝ の主家 十一撹4図支那ノ提琴漢ノ末︑天下

きときは安くなるなり︒

しかして供給の需要より 十﹁992圓困

ラ氣ノ多イ食物が適量デアルガ︑
︿略﹀︑暑イ時分ハ其ノ必要

人を訪問する時は業務を

十一9110図

︿略﹀︒

ル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他アブ

十﹁1310図 ︿略﹀見島高徳といふ武 切デアル︒
かさぎ
十一655 寒イ時ハ特二膿温ヲ維持ス
士あり︑主上尚笠置におはしませし
時︑早くも義兵を墨げしが︑︿略V︒
こうせん

なかれ︒時︑萢叢無きにしもあらず︒

はんれい

十﹇161図心 天︑巌壁を空しうする

十一657

ナク︑且胃腸ノ弱り易イ時デアルカ

十﹁182図譜の其の間を行くとき︑
島かと見れば岬なり︒岬かと見れば

ラ︑アツサリトシテ消化シ易イモノ

十﹁703図

ヲ取ルノガヨイ︒

島なり︒
つ

みつのり
十一415図 吉野の朝の頃︑赤松光範︑
せつ

楠木正儀と撮津の住吉に戦ひて︑

くすのきまさのり
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パ

シヨク

︿略﹀︒此ノ時諸 葛 孔 明 ト イ フ 人 ア リ ︑
︿略﹀︒

十一価7図 或七絶軍馬護︑孔明ノ
軍令ニソムキテ大敗ス︒

十一鵬4二時ノ人﹁死セル諸葛︑生
ケル仲達ヲ走ラス ︒ ﹂ ト イ ヘ リ ︒

十一柵7図 又魏軍ノ蜀血腫入リシ時︑
仲 達 ハ 孔 明 ノ 墓 ヲ 祭り︑︿略﹀︒

十一佃7 京城地方の婦人がたまく
外出する時には︑うちかけの様なも
のをかぶって︑目ばかり出してみる︒

おそれある時は︑中央氣寸毫は全國

十ニー81図 我が國及び附近に風雨の
暴風雨警報を爽して之を豫告す︒

曰く︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

景公よりて魯と好を結ば

んが爲に魯公と會見す︒其の時齊の

十二951図

有司進みて無智を奏せしかば︑︿略﹀︒

太古人口少く︑人智も開

陰・東海道までも火山灰を降らした
りといふ︒

十二965図

十二435図
けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

や

おほかみ

く略V︑急ぎの場合にも混

之を義士の墓側に葬れりといふ︒

十二892図

や︒

若し公衆の間に︑規則を

自治制の如き最良の制度

平生より此の覧悟なきも
ることあらんと戒め給ふ︒

のは︑時に臨みて或は不覧の名を取

十二川9図

るときは︑帝國壮重の協賛にあらず︒

十二佃2図

若し雨院の決議一致せざ

いづくんぞ其の美果を黒むるを得ん

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

十二価6図

ること能はず︒

是等文明の利器も其の運用を全くす

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二欄1図

く機上に在り︒

學を卒へずして蹄りし時︑母たま

其の後孟子出でて學び︑

採りて食物とせり︒

商人ニシテ信用ヲ失フト

し

ナポレオンがモスコーよ

キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

十一一521図

ろ

十一一658図
どいつ

り退軍せし時︑露西亜の狼は︿略﹀︑
︿略﹀︑十四歳の時より既

中部濁世にまで重りしことあり︒
十二745図

に航海業に朝事せるコロンブスは最
も熱心に之を考へ居たり︒
老人は︑︿略﹀︑どうして又

のかと不思議さうに︑バイオリンと

自分の揮く時にはあんな音が出ない

十二831

紳士の手つきを打ちまもって居た︒

雄壮ー83図 又一地方に荒模様ある時
は︑測候所は︿略﹀之を豫遺し︑警
はち

報の信號を各信號所に掲ぐ︒

ふ︒其の時花の中の花粉は是等の轟

くわふん

十二205蝶や蜂は︿略﹀花の汁を吸 十二882図解の人中の志を壮として
に着いて︑一つの花から他の花に傳

とぎだしまきえ

魯の重臣某の病死せんと

世界無比なる七寳の
我が工業のほこりにて︒

名は海外にぞゴうけり︑やぎ出し蒔
給の精巧も

時々

春は花︑秋はもみちで︑山の

﹇時時﹈︵名︶2

鳥はだのしさうに時々來て︑

﹇時時﹈︵副︶13 時時 時々

七649

時々湯にはいらないと︑から

又時々湯にはいる︒

軍カンや汽船ハ時々カキヲカ

僕は時々其の仕事場の前に立

くじゃくは時時尾を扇形にひ

閉ぢたる室内にはよごれた

唯あぜの榛の木に雀がたくさ

あいぬは時々子熊を捕へ來

但し此の噴孔は時々其の

位置を愛じ︑其の勢力にも消長あり︒

十一一419図

せしことも亦歴史に見えたり︒

つことを歌へるもの多く︑時時破裂

十二3910図富士山の古歌には煙の立

て盛大なる儀式を行ふことあり︒

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

十818図

立つ︒

ん集ってみて︑時々群になっては飛

十288

されたく願上候︒
はん

居り候間︑時々管内の様子御報知下

も御仲間入致し度と今より相心しみ

十2610國団 ︿略﹀︑私も明年は是非と

新しき空氣を流通せしむべし︒

る空氣こもる︒時々障子を明放ちて︑

九608図

ろげて見せる︒

八587

つて見てみた︒

八318

キオトサナケレバナラナイ程デアル︒

七721

だがきたなくなる︒

七648

時々青イ物ヲ出シマセウ︒

六291園銅ハ人二墨染レテヰテモ︑

羽をひたしました︒

五104

ときどき

同一國民ノ嗜好ニモ亦

ヲ察セザルベカラズ︒

ルモノハ︿略﹀︑流行ノオモムク所

時々ノ攣遷アリ︒故国商業二些事ス

十二517図

ながめは時々かはる︒

六28

ときどき

是孔子が十七歳の時なり

汐時齊の臣景公に告げて

﹇研出蒔絵﹈︵名︶ー

雑なく︑暗き時にも手探にて用を足

十二4910図圃

やぎ出し三絶

達される︒

し得る様に︑極りよく整へ置くは主

たかなが

婦たる者の務なり︒

につたよしさだ

家内能く和合して︑︿略﹀︑

ぜん

十二282図 時は十四日の月夜なり︒
ゑちぜんのくにかながさき

十二918図

十二316図新田義貞︑尊重親王を奉
そま

じて越前國金崎の城に在りし時︑

むつまじく打揃うて夕の膳に向ふ時︑

うりふたもつ

瓜生保く略V杣山に旗あげして義

一日の螢苦は忘れられて︑更に明日

十二947図

き︒

十二9310図

せし時︑其の子に教へて日く︑︿略﹀︒

十二937図

の活動を思ふなり︒

貞に鷹ず︒

十二338図平時に於て常に之に盧す
るの道を畳早し置かずば︑時に臨み
て心降れ︑氣まどひて︑見苦しき行
を爲すことあらん ︒

十二432図 ︿略﹀安永八年櫻島の破
呈せし時は︑九州・四國・山陽・山

ときとして一とくしゅ
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煙出が心正シク︑ツネニ節
十二301図園

勝商城に向ひ︑高らか

に號んで曰く︑﹁諸君︑憂ふること

八186図

なかれ︒︿略﹀︒團の解けんは二三日

ときとして ﹇時﹈︵副︶2 時として
倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

遂ぐ

モ︑カ・ル母野養ハレタルニヨルナ

トグ

︿略﹀償あることなし︒水の如きも
﹇遂﹈︵下二︶2

︹人名︺1

﹁諸君︑憂ふることな

徳川・織田二公

かれ︒徳川・織田二公大軍を率みて︑

十二2910翌翌

既に出解せらる︒

あかほ

とくがわじだい ﹇徳川時代﹈︵名︶1

徳川時代

ニ戦死ヲトゲタリ︒

花々シク戦ヒテ︑一族ノ人々トトモ

の一美談たるのみならず︑日本武士

死に就けるは徳川時代に於ける史上

七87図正行ハソレヨリ戦場回向ヒ︑ 十二859図 赤穂浪士が︿略﹀︑從容

︽ーゲ・ーゲヨ︾

と・ぐ

十一916図 日光・空喜の如きは︑

徳

の内にあらん︒﹂と︒

﹇徳﹈︵名︶6

ルベシ︒

とく

亦然り︒されど水は大都會などにて
は︑時として償を生ずることあり︒

知れぬ大群︑西霞をなして枯野を横
かの山内一豊の妻が貧苦

育勅語のり給ひ︑︿略﹀︒
かずとよ

十二3210図

十二693図時としては幾白雪とも敷 十一佃4図圃 修身の合子なりと︑敏
ぎるに︑︿略﹀︑あたかも洋々たる江
に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

とくがはみつくに

とくぎ ﹇徳義﹈︵名︶1 徳義

思った︒

紙などをそまつにしてはならないと

學校で徳川光固の話を聞いて︑

とくがはみつくに

徳川三囲

﹇徳川光囲﹈︹人名︺

道の精華を獲揮せるものといふべし︒

にも父の仇なり︒如何にもして討取

﹁正儀はく略V︑我が爲
り申すべし︒︿略﹀︒﹂と︑しきりに

十一429図書

名の妻と其の徳を同じうすとやいは

とくがわみつくに

ん︒

流を見るが如き壮観を呈することあ
時に

1

戦陣の際に良人の名讐を全うせる形
時二

六368

外温順・愛敬の徳を守り

どく﹇▽

本意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離
ドク

品を大切にする等︑総べて衆人の利

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

十一一986図 公徳とは公衆の衛生を重
時々青イ物ヲ出シマセウ︒︿略﹀︒シ

をいふ︒

害を考へて其の行爲をつ＼しむ徳義

いへやす

﹇徳川家康﹈︹人名︺

徳川家康

﹇徳川織田二公﹈

徳島

特殊

く略V︑鯨の群をなして

るを得る程にて︑︿略﹀︒

海岸近く寄照る時は︿略﹀︑特殊の
たも
網を用ひずとも︑撞網にてすくひ取

十一993㈱囲

とくしゅ ﹇特殊﹈︵形状︶1

十一18図徳島

とくしま ﹇徳島﹈︹地名︺1

モ大イナル得失ガアル︒

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纒濟ノ上ニ

十︸647 同ジ材料デモ︑︿略﹀︑料理

けれども水をたくさん飲みす とくしつ ﹇得失﹈︵名︶1 得失

徳川家康

とくがはいへやす

名古屋城は今より凡そ三百
らしめたる名城にして︑︿略﹀︒
のぶまさ

ながしの

天正三年五月奥平豊平︑
とくがわおだにこう

徳川家康の命を受けて長篠城を守る︒

いへやす

十二267図

年前︑徳川家康が諸大名に課して造

とくがはいへやす

八936図

2

とくがわいえやす

みたりするのはどくである︒

ぎたり︑冷い水の中に長くはいって

七658

ス︒﹂

カモソノサビハ大ソウドクナモノデ

六293園信号人二等ハレテヰテモ︑

おきのどく・きのどく

﹇毒﹈︵形状︶2

て︑内確固たる志操を持し︑︿略V︑

心に開く︑智え

どく

さざりし名刀を與へて行かしめたり︒

誠の一字之を貫くは︑あ

るものといふべし︒

十一一伽1図圃六年の月日

手を取り

らゆる修身の徳を一言にて黒し給へ

十一一稲9図

女子の美徳なり︒

自若として其の常を失はざるは日本

十二339図

望めば︑力及ばず︑﹁さらば是にて

り︒

﹇時﹈︵副︶2

十一332図 其ノ大ナルモノハ戦艦二

ときに

次グノ勢力ヲ有シ︑時一一戦艦ト合同
シテ敵ノ主力ト戦フコトアリ︒

し︑火煙海をおほひて敵を包めり︒

十二610図 ︿略﹀︑敵艦績々火災を起

時に午後二時四十五分︑勝敗の敷は
既に定まれり︒

ときには ﹇時﹈︵副︶2 時ニハ 時に
は

くば︑いかで我が

て︑教へ給ひし師の君の導きな
了え︒

五173 轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル
ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒時

智を徳を︑
2たり
︽iキ︾

世の海を
解く

賊之を聞きて︑城中兵尚

﹇解﹈︵四︶1

十二314図

と・︿

て行かん︒

かちにゑをりに

十二㎜6図翠玉の賜物の

ニハニ三尺モ高クトブコトガアリマ
ス︒

ふ面白いものですが︑臨時にはおそ

七848園 ﹁航海といふものはかうい
ろしい目にあふこともあります︒

ときより ﹇時頼﹈︹人名︺2 時頼尋

多からんと思ひ︑其の夜團を解きて

ホウデウトキヨリ

︽ーケ︾

ほうじょうときより

解く

去れり︒

皿﹀うちとく

と・︿ ﹇解﹈︵下二︶1

八163図 北條時頼ノ母松下暉尼︑ア
ル日時頼ヲ招待セントテ︑ス・ケタ
ル障子ノ破レヲツクロヒヰタリ︒
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とくしゅとりあつかいりょう一とこ

とくしゅとりあつかいりょう ﹇特殊取

毒汁

扱料﹈︵名︶1 特殊取扱料
﹇野臥﹈︵名︶1

八48図 特殊取扱料
どくじる

ハチ
九577図 タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ

﹇徳太郎﹈︹人名︺1

徳太

膿色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑
︿略﹀︒

とくたろう
郎

とくゆうn▽たいわんとくゆう
得利寺

大連より南山・得利寺・

れうやう

十一一57図

得利寺

と約二百哩︑遼陽あり︒

大石橋等の職蹟を纒て︑北へ進むこ

十二549図

﹇得利寺﹈︹地名︺2

へるものなれども︑濁り軍人として
とくに

とくりじ

﹇疾﹈︵副︶2

の心得なりと思ふべからず︒
とくに

七196囹畠のゑんどうがかきの外か
らこゑをかけて︑﹁とくに申し上げ
ようと思ってゐました︒

十一358國囲當地にてはとくに苗の どくりつ・す ﹇独立﹈︵サ変︶1 濁立
又貴族院及び衆議院は各

讃法

トクホン

つちん︑

かつちん︒

かつちん︒

か

︑ まり はどこにありますか︒
し
四484圃とけいはあさから か

つちん︑

四494圃とけいはばんでも

ニナツタリ︑ トケイニナツタリ︑ソ

六253園金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

ノ他イロくナカザリ物ニナリマス

ガ︑︿略﹀︒

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイく勝手

十一123例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其

植付も終り︑南部にてははや稻の花

︽ーシ︾

猫心して上奏し︑建議し︑且臣民の

十二佃5図

﹇読法﹈︵名︶1

此の頃の術科は分隊教練

﹇読本﹈︵名︶2

五50一

キ瓜ニバカバニ小サイトゲガ

瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ

アリ︑カボチヤニハデコボコガアル︒

五523

計二組立テルコトハ出來ナイ︒

︹課名︺2

とけいのう

組立テルコトハ出來ナイ︒

十一125 ︿略﹀︑ソレヲ完全ナ時計二

とけいのうた

とけいのうた

とけいのうた

十五

十五

︿略V︑二三日も水を取換へ

ないと︑金魚は死んでしまふ︒是は

十二228

ケ︾

と・ける ﹇溶﹈︵下一︶1 とける ︽一

四目3

とけ

とけい

四483

とけい

水中にとけてみる酸素が吸蓋される

時計

トゲル ︽︑一

い

﹇時計﹈︵名︶9 トケイ

十四

とけい

﹇時計﹈︹下名︺2

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑骨
とけい

二業キタル肉ヲ玉取ルニ便ナリ︒

八745図書其ノ舌ニハ内方二巴ツテ た

テヰルノガアル︒

ナ形ヲ造ツタナラ︑ソレヲ完全ナ時

請願を受くるの権能を與へられたり︒

す

とくほん

術科に關する説明に御座候︒

にて︑學科は讃法の講義及び毎日の

十577國囲

どくほう

有スルモノアリ︒

工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ

以上ノ外︑尚水雷母艦・ とげ ﹇刺﹈︵名︶3 トゲ

﹇特別任務﹈︵名︶1

盛りの由に御座候︒

とくべつにんむ

特に

特別任務

十一411星団 五月二十日 徳太郎
とくたろうさま

仁吉様
﹇徳太郎様﹈︹人名︺1

十一352図

罐太郎檬
太郎榛
﹇特﹈︵副︶6

特二

十一棚10立国 九月二十日 仁吉 徳
とくに

十一655 寒イ時ハ特二髄温ヲ維持ス
ラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑

ル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他アブ

讃本且vじんじょうしょうがくとくほ

四目2

︿略﹀︒

んまきく・じんじょうしょうがくとく

四456

十四

十一669 常二食物ヲ料理スル毫所ハ

ほんまきじゅう・じんじょうしょうが

つ

ゲ︾

四363

イネノワラデハ︑︿略﹀︒

とこ ﹇床﹈︵名︶一 トコ呂ねどこ

タ軍人ハ大志イアツタガ︑︿略﹀︒

ノ撃手國ノタメ︑名立ノ戦死ヲトゲ

八842

明治三十七八年ノ戦役二︑君

と・げる ﹇遂﹈︵下一︶一

からである︒

よめますか︒

四465とけいがなる時には︑長

はりますかO

あ
まりはどちらが早くま
じカへし一

四463とけいの長いはりとみ

ある字が

四461皆さんはとけいにかいて

を知って ゐますか︒

四457皆さんはとけいの見方

とけい

くとくほんまきじゅういち・じんじょ

壁皿清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

ワ

うしょうがくとくほんまきじゅうに

かう
十二578図 着順は満洲屈指の炭坑地
こ

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

ワタクシバ本ヲ五サツ
モツテヰマス︒一サツハシウシ

二486
ンノ本︑

十二m8図 されば朕は汝等を股肱と
頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

事蹟を學び得たること多し︒

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の

十二帯5図我等は修身書に於て︑歴

一トニデス︒

オテホン︑ニサツハトクホンノ

一サツバカキカタノ

の親は特に深かるべき︒

十一一M9図 以上の五箇條即ち忠節・
禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を
特に軍人の精神と諭し給へる上に︑
︿略﹀︒

十二価5図此の勅諭は特に軍人に賜

どこ一ところ

60

五48圃

ヘ

ナガレテイク
い︒

六21

ます︒

花がさく︑花がさく︑どこ
鳥がなく︑鳥がなく︑どこ

海岸には二三がありますか

ンガアリマシタ︒

三23ムカフノ山ニハ︑ユキガ

綿ノ木ハドコ吊出來マスカ︒

十︸565︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

フツタヤウニ白クナツタトコ

八631

ロガミエマスQ

ヘ

ハ

くらいところへはなし

そんなところでさをを

このへんは町中で

くものか︒

一ば

ふりまはしたって︑どうしてとど

三466園

てごらん︒﹂

三368園

オリマセン︒

ケツシテスノアルトコロ

ヒバリ人骨リルトキニハ︑

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

とこしへに民安かれとい

床の間

三192

ない︒

暑い時分汽車に乗って朝鮮
かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い

十一川3

着物が乾してある︒

神︒

とこのま

皆さんがあさおきる時

四475皆さんがよるねる時に

には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒

四472

す︒

けものを︑弓でいとったので

四155 大ぜいのものがく略﹀︑高
いところからおひおろして來る

ヲシナイトコロハアリマセン︒

ドンナウチデモオイハヒ

んにぎやかなところで︑大きな

ところ

四87

戸棚に至るまで︑諸道具の置場虜を

生ひ立ちし

なげきて語る︑

床柱

一定し︑︿略﹀︑極りよく整へ置くは

床柱

﹇床柱﹈︵名︶2

しげる林ユ

トコロ

君︑床柱︒

﹁さはいへど うらや
身も輕き
﹇所﹈︵名︶燭

ろ・ひとところ・もんどころ

所虜εいたるところ・だいどこ

ところ

ましきえ

十134図圏園

我︑タガヤサン︑︿略V︒﹂

﹁熱き國

十127図蟹

とこばしら

主婦たる者の務なり︒

店がたくさんあります︒

とだな

十二889図座敷の床の間より皇所の 四27

﹇床間﹈︵名︶1

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

八71図圃

ふだんは人も通らない道だか とこしえ ﹇常﹈︵形状︶1 とこしへ

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ

どこの田を見ても︑稻がよく

七869園

は居つきませんでした︒

入りません︑どこへ行ってもながく

六454

︿略V︑ほうこうの方には身が

じゅくして︑重さうにほをたれてゐ

六148

タドコカヘトンデ行ク︒

ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ

六123

タドコカヘトンデ行ク︒

ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ

六122

べを見ても︑美しい景色である︒

白い砂に青い松︑どこのはま

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五764

ノサキニトマリマシタ︒

羽ノ金色ノトビガトンデ來テ︑オ弓

五66又アル時ドコカラトモナク一

でなく︒

にさく︒

又タタミノトコニシタリ︑ヤ
ネヲブイタリシマス︒
五53圏

ドコ

どこ

﹇何処﹈︵代名 ︶ 2 8

一326 ドコデモオモシロイウタ

どこ

ヲウタツテヰマス︒
イク︒

一525鴎 カラスカラス︑ドコヘ

ニー31園﹁コノ川ハドコカラナ
﹁ドコ

ガレテクルノデスカ︒﹂
一一135園
ノデセゥ︒﹂

二242園 ﹁ドコダラウ︑アア︑アノ

ドコノイヘニモカドマツ

木 ノ 下 目 タ ケヲサンガヰマ
ス︒﹂

二276
ガタテテアリマス︒
二474 ︿略﹀︑ドコノテンジンサ
マノオヤシロ ニモ︑ウメノ木

ドコデモ田ウエガハジマ

ガウエチアリマス︒

三316
ツテヰマス︒

どこまでもつづいてるます︒

三585うみの水が青青として︑
﹁どこでこんなにたく

さんおひろひになりました︒﹂

三641圏

い︒

︿略﹀︑今夜の此のはげしい風

では︑どこまで嶢けて行くか分らな

八426

あまり遠くはないらしい︒

イオヂイサントワルイオヂイサ

うして︑かつちん︑かつちん︒

ウトイフ所デ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

二502 ムカシアルトコロニ︑ヨ 四555イマ一足デヲカへ上ラ

客人ガアリマシタ︒

ニー84 タクサンチツタトコロバ︑
四467とけいがなる時には︑長 ら︑それを見ると︑あれはどこだと
は︑みじかいはりがどの字の
いふことが分ります︒
いはりはどこにありますか︒
ニハノ土モミエマセン︒
所にありますか︒
四625 ︿略﹀︑雪がたくさんつも 八415 火事だ︑火事だ︒どこだらう︑ 二332 ムカシアルトコロニ︑タ 四491醐 ︿略﹀︑ちっともおんなじ
所をささずに︑ばんまでか
ヤハタケヲタクサンモツテヰ

つて︑どこを見てもまつ白で

す︒

五45圃 春が來た︑春が來た︑どこ
に來た︒

61
ところ一ところ

ツテワラヒマシタ︒

四61一 ヨロコンデオホクニヌシノ

ミコトノ所ヘオレイ五行ツテ︑
﹁︿略﹀︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒

五795囹

鹿の通れる所を馬の通れな

いといふことがあるものか︒

海岸には︿略﹀︑平たい砂原

になってみる所が多い︒

六14

おいた所まで船が水につかった時に︑

ハ

﹁小包郵便は二百匁までは

近い所ならもっと目方がふ

ますから︑大そう便利です︒﹂

へる鳥は︑総べてつばさが大きい︒

るしを願ひ度う御座います︒

すが︑どうか今四五日のところ御ゆ

魚類ニハ︿略﹀ナドノヤウニ︑ 八678團 ︿略﹀︑勝手がましい御願で

水ノ表面二身イ所ヲオヨグモノガア

七704

リ︑︿略﹀︒

海ノ深イ所ハ点描ヒロモアル︒

︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラ五

︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラ五

︿略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

みにて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

八719図園 ︿略﹀︑新しき血城下ずし

て︑諸君は皆却って自ら苦しむにい

此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑

たれり︒これ諸君の自ら招く所なり︒

尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ

八753図

首府ロンドンは世界の都市

ル所甚ダ多シ︒

八776園

北極・南極に近き地方にて

中にて︑人口最も多きところなり︒

八818図

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

﹁︿略﹀︑縮ベテ物ハ破レ

師團司令部のある所は東京

真像神社ハ︿略V︒︿略﹀忠

下道の通じてみない所でも︑

レル所記大ナル噴火ロニシテ︑︿略﹀︒

九415図此ノスリバチノソコニアタ

馬車や人力車がある︒

九383

勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

九282図

上重要なる地なり︒

・大阪・名古屋・志念・熊本等軍事

九273図

る所なるべし︒

も上官の命令を守るは諸子の能く知

九263図上下の別明かにして︑何れ

ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

九164図鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ
︿略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

所あり︒

アル︒

︿略﹀︒

た︒

どの様に︑氣候によってすむ所をか

八549

︿略﹀︑つる・がん・つばめな

不足なく暮してみた農夫がありまし

八191

昔西洋のある所に︑︿略﹀︑何

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八182図園

ニテ︑破レタル所ヲ一間ヅツ張レリ︒

八172図

︿略﹀︑オボツカナキ手ツキ

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ

所二︑紅色ノモノ沼牛イ所二︑茶色

七768

アル︒

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

七767

ハエテヰル︒

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七747

ハエテヰル︒

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七747

物ハマツタクナイガ︑︿略﹀︒

コンナ所伝ハ動物モゴクマレデ︑植

七745

四677今モ外カラカヘツテ︑ス 六214 さうして象の重みで船の水に 七745 海ノ深イ所述何千ヒロモアル︒ 701三園 ﹁我等はつねにいそがし
八
グココへ來テヰル所デス︒
く働けるに︑汝はただ坐して食ふの
つかった所にしるしを附けました︒

ノ所へ行ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

四748 スツカリカザツテカラ︑母 六221 さうして前にしるしを附けて

學校からかへってから︑をば

︿略﹀︒

熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑

ナニ

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ

六648

さんの所へ使ひに行った︒

六376

ヒマシタ︒

五15 ある時生馬のかはをはいで︑
大神がはたをおらせていらっしやる
所へおなげ入れになりました︒

アリマス︒

五306 茶ノ木ノ高サバ︿略﹀︑ア
タ・カイトコ一門ヨクソダツ木デス︒

大阪ハ昔ハ難波トイヒテ︑

カユイ所ヲカクコトモ︑イタ
カユイ所ヲカクコトモ︑イタ
町ノニギヤカナ所二新シイ勧
出急用近イ所ニハ︑着物・羽

七527囹

織ナドヲ貢ツテヰル店ガアリ︑︿略﹀︒

七詔2

工場が出來タ︒

七363

イトコロヲサスルコトモ出來マセン︒

七258

イトコロヲサスルコトモ出來マセン︒

七257

七166二三はいつもの所です︒

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒

ニントク

六805図

イリマシタ︒

五必1 汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ
五言4園﹁コレハトンネルトイツテ︑
山ヲホリヌイタ所デ ス ︒ ﹂

五468園 かみなりの鳴る時には︑そ
んな所にみてはあぶ な い ︒ ﹂

五473園 ﹁かみなりは高いもののあ
る所へおちるのだ︒

が來てるます︒

五632園 ﹁ねえさんの所からお手紙

所へ︑﹃おかあさんからもよろし

五665園 そのおしまひのあいてみる

です︒

どんなに遠い所でも︑八銭でよいの

七528園

く︒﹄と書きたして 下 さ い ︒

にあって︑よつぼどけはしい所であ

今では切手をはって出しさ
へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七537園

えても︑四銭で送れます︒

五763 ひよどりこえはしろの北の方
る︒

五784園 しろの後はけはしい阪で︑
馬の通れる所ではご ざ い ま せ ん ︒ ﹂

ところ一ところ
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九476図園 ﹁若し明日中に水のある
所に着かずば︑︿略﹀ ︒ ﹂

九517園圃 赤き帽子のトルコ人︑長

き白布くるくと 頭に巻ける印度
人︑所攣れば様々に 攣るよそほひ
面白や︒

九537図書ハ暗キ三脚ヒソミ︑日暮

ものなるを以て︑︿略﹀︒

﹁汝ハ教フルニ足ル者ナ

旅立開城約成りて︑敵の
ぎ

乃木大平と會見の

の

リ︑五日目ノ朝此ノ虞ニテ我ヲ待ツ

十232耳標

ベシ︒﹂

十385図圏
將軍ステッセル
庭はいつ訊水師管︒

トヨメルコト人ノヨク知ル所ナリ︒
イハ レ
ジングウ

其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余

ノ地ニシテ︑神功皇后以後︑シバ

十㎜4図

堂前四本の櫻ある虚は大

く皇居ヲ定メ給ヒシトコロ︒

て︑其の篤くる所を知らず︒

墓南は南部の大都會に

皇所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑

て︑附近に名所・蕾蹟の多き所に御

十一398國困

節候︒

十一671

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

十一24図

ラ︑︿略﹀︑常二清潔ニシテ置カナケ

正平の昔︑楠木正行が
決死の士百四十三名の名字を壁に書
連ね︑︿略﹀︒といふ↓首の和歌を書
残せるは此の所なり︒

十一39図寺の上の小高き所に後醍
其の後吉野の朝の皇居と

醐天皇の陵あり︒

十一53図

たる

なりしは人の能く知る所なり︒

十一79図此の時箱・樽等を適當な
る所に置けば︑分離したる一群は直
ちに其の中に入る︒

︿略﹀︑警固の武士︑播磨

の今宿といふ所より山陰道へか﹂

いまじゅく

十一152図

本土の西︑近く九州と相

りて遷幸をなし奉るといふ︒

十一175図

あはち

接せんとする所︑下草海峡あり︒

一種の草の實を食用とす

帝國領の中部クスンナ

︿略﹀︑本島の開拓は

死人を葬るのに︑小高い所

旗をか＼げ︑︿略﹀降服せり︒

悟したりけん︑ネボカトフ少將は白

十二87豊野今は逃れぬところと賢

選ぶ︒

で南に面してみる日當りのよい地を

十一欄9

我々國民の最も力を用ふべき所に候︒

十一棚5閥困

交通最も便利なる所に御座候︒

イとマヌイとの間はく略V︑東西の

十﹇983陳國

所を選びて住み︑︿略﹀︒

るを以て︑常に此の草の多く生ずる

十一901図

ざく露り來りたるなり︒﹂

しが︑︿略﹀︑之を書添へんとて︑わ

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか＼り

十一7410図圏 ﹁先に書﹈がきたる檜の

レバナラヌ︒

塔宮の︿略﹀︑別離の宴を張りて舞

堂前四本の櫻ある慮は大

をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

眠亀ハ︿略﹀︑自ラ花二上 十一27図

塔宮の︿略﹀︑別離の宴を張りて舞

十436図
十種ヲ織出シ︑海外二輸出セント試

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ
シテ︑ ︿略﹀︒

をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒
くすのきまさつら

ル所トナラズ︑唯一商人アリテ︑其

ミシガ︑此ノ時ハナホ世人ノ注目ス

十768図彊ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑
全身ヲ支配ス︒

十一38図

となかれ︒︿略﹀︒今一口といふ所に
ノ中ノ全種ヲ買取リタルノミナリキ︒

九583図 口にうましとて多く食ふこ
て止めよ︒

湯のわき出つる虚二十鯨箇

所︑大湯と鼓するは一書夜に敷回噴

十745図

光麗しく︑︿略V︒

むね火山の附近に在りて︑四園の風

九614葛家を建つるには日あたりよ 十723図 温泉のわき出つる虜はおほ
き所をえらび︑︿略﹀︒

九637図 將軍田村麻呂の東北の地を
征するや︑恩威ならび行はれて︑向
ふ所敵なく︑︿略﹀︒

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

九6410図 空耳はく略V︑凡そ少しに 出す︒
ずといふこと無し︒

の衣服・食物・家屋の有様に至りて

九885図其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑ 十806図 あいぬの風俗は︿略﹀︒其
も異なる所多し︒

維新前までは牛肉を食ふ人は

更二丁ノ農夫ノ所二行カザルベカラ

︿略﹀︒

ヒ

ト

アベノナカ

十967図

春日なる

マ

ロ

三笠の山に出でし月かも︒

テ︑︿略﹀︑天の原ふりさけ見れば︑

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

テ藤原不比等ノ建立セシトコロ︑

フ

と

十一187図

淡路島の北方︑本土と相

かくして島轄じ︑海廻り

き所︑鳴門海峡となる︒

なる

望む所︑明石海峡となり︑四國に近

あかし

十﹇178図

あはち

望む所︑明石海峡となり︑︿略﹀︒

あかし

イ

ツ

カ

︿略﹀鷹下將卒モ皆此

キ

ノ成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激

十一一112図困

爲ノ能クスベキニアラズ︒

ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人

ミ

ヲ牧メ得タルモノハ︑＝一天皇陛下

十946図此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺ニシ 十一177図 淡路島の北方︑本土と相 十ニー07図国 只略V前記ノ如キ奇績

ぬ虚がなくなった︒

至って少かったが︑今では全國食は

十844

ズ︒

川あり︒

だいや
九937図 日光の市街蓋くる所に大谷

本ノ虚カラ手ノ指ノヤウ感心レテヰ

十79 モミヂノ痛罵幾スヂカノ脈ガ
ル︒

十88図 炭・薪・材木等の森林より
出つることは何人も︑知れる所なり︒

森林の影さす水中には多く集り來る

十103図 総べて魚類は暗き虚を喜び︑

63
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ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如
シ︒﹂

イ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

シンチユウ

クワン

鋼鐵・眞鍮類ヲ鋳ル虞モアリ︑

カウテツ

十ニー27

︿略﹀︒

十ニー27 ︿略V︑汽錘・煙突等ヲ造
ル虞モアリ︑又木製ノ器具類ヲ製造
スル木工場モアル︒
センキョ

十ニー57 船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等
ヲスル虚ヲ船渠トイフ︒
︿略﹀︑其ノ席末二列スル

り︒

十二635図

電車の便の最も開けたる

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる
過ぐる虎の沿路︑︿略﹀︑

虜なく︑︿略﹀︒

十二696図

過ぐる慮の沿路︑︿略﹀︑

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど
直す所なし︒
十一一697図

お

うい

ん

虞は懊太利の首府維也納の

すとりや

舞ひ︑足のふむ所を知らず︒

十二816

ぢやう
︿略﹀︑錠を下すべき虚に

大公園︑︿略﹀︒

十二891図

﹁魯人は君子の道を以

は錠を下し︑︿略﹀︒

十二954図無

て其の君を輔くるに︑我が臣の行ふ
所は禮に反す︒

十一一佃2図勅諭は先づ我が國の軍隊
が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二備1図武勇の精神も車借民が古

︿略﹀︑次第に行進を早め︑ を諭し給ひ︑︿略﹀︒

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど
饒す所なし︒

十二6910図

遂に危害を顧みず︑向ふ虞何物をも

十二356図

ヲ得タル魅了ノ最モ三富トスル所ナ

來のほこりとなす所なり︒

九711圏困連日の大雨に候へば︑大

ところ ︵接助︶3 ところ 虜
十二7110図富貴は人の共に欲する所︑

はゴからずして突進す︒
︿略﹀︑專ラ教授ノ便ヲ計

リ︒

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

十二367図

リ︑實用二重キヲ置キ︑其ノ注意ノ

川に近き御地は如何と案じ居り候と
ころ︑︿略﹀︑御地方は非常の出水に

て︑死傷も少からざる由承知致し驚

富貴は人の共に欲する所︑

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

き入り候︒

憂苦なく︑行ふ所早ければ︑身受に

したる程に御座候︒然るところ翌朝

まりて︑︿略﹀立退きたる者も引返

憂苦なく︑行ふ所直ければ︑身常に

︿略﹀︒

ン

まらせようと思って︑塩を送らせな

いことにした︒

ところてん ﹇心太﹈︵名︶一 トコロテ

コロテンニスルモノニハ︑テングサ

七753 海草ニモ色々アル︒︿略﹀︑ト

ガアル︒

所々に白いぬのをさらしたや

ところどころ ﹇所所﹈︵名︶2 所々

うなたきや谷川があって︑一そう山

六31

の景色を引立てる︒

又所々白ク染染残シタノガカ

スリデス︒

八645

︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

とざ・す ﹇閉﹈︵五︶1 とざす ︽一

サ︾

年εことし・は

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

十一565

﹇年﹈︵名︶23

ない︒

とし

﹁十七﹂と答へた︒

五772園 ﹁年はいくつか︒﹂と問へば︑

日カサナリテ月トナル︒月

カサナリテ年トナル︒

六66図

ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

六475

六456 年が十八のころです︑︿略﹀︒

私がこ＼へまみつたのは︑こ

今年で三十年になります︒

の學校がたった年でございますから︑

六697

りこはれた事がありました︒

ある年︑城のへいが百間ばか

承知の通りに候虞︑．いよく堅地見

︵接︶1

驚入候︒

ところが

塩はとなりの國から買ってゐ
た︒ところがとなり國では信玄をこ

六584

ところが

聞症候へば︑︐聞きしにまさる進歩に

其の効を見るに至り候事︑かねて御

十一362國囲

當絡督府の纏螢も着着 六75図・十二月ノ衣嚢リアクル年ノ

三時頃急に水音はげしく相成り︑

自由なり︒

十二722図守る所正しければ︑心に 九736圏囲 ︿略﹀雨も止み︑風も静 んとし

ども︑︿略﹀︒

十二7110図

ども︑︿略﹀︒

火山の破裂は地中の水蒸

周到ナル︑縣下マレニ見ル所ナルベ
シ︒

十一一427図

氣︑地声の弱き虞を破りて︑ほどば
しり出つるより起る︒

たほはぬ虜なく︑︿略﹀︒

十二483自惚 又森林は全國の 山野

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二519図故二商業二從事スルモノ 十一一723図 守る所正しければ︑心に

︿略﹀︑自ら省みてやまし

自由なり︒

︿略﹀︑居ること多年︑遂

十二793図︿略﹀︑人々喜びて︑手の

れり︒

の保護の下に此の大探検を行ふに至

に皇后イサベラの知る所となり︑其

十一一765図

き所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

十二724図

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

十二555図 ︿略﹀奉天は︑遼陽の北
約四十哩︑南満洲鐵道中央停車場の
ある塵なり︒

しゃか
十一一559図 奉天の南方些細の名も永
く世人の忘れざる所なるべし︒

は道幅狭く︑︿略﹀往來頗る困難な

十一一604図市の中央最も繁華なる虚

とし一として
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コエタリ︒

﹇都市中﹈︵名︶1

としだま﹇▽おとしだま

としちゅう

として

︵格助︶35

トシテ

都市中

として

中にて︑人口最も多きところなり︒

ソモく明治五年學革嚢 八775図 首府ロンドンは世界の都市

りしことあり︑︿略﹀︒

七18図園ナンヂハ年スデ四十歳ヲ 十一柵7図 或年暴風雨の爲に不作な
カウノ

布以來︑教育ノ普及口達一年ヲ追ウ

モロナホ

七56図 ︿略﹀︑アル年差ノ大望高 十二358図
師直六万人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻
こ

テイヨく盛二︑︿略﹀〇
ふくじゆさう

ム︒

猫逸帝國は創建以來年尚

淺ければ︑︿略﹀︒

十二655図

にあらず︒﹂とて之を否む︒

都市・村落の周園の山や岡

八845

武士としてはあのくらみな
橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太

馬をもつて見たい︒﹂

七402園

ナドヲ作ルニ用フ︒

ツクエ・本バコ・タンス・ハキモノ

木トシテハ用ヒラレザレドモ︑︿略﹀︑

八347図圃年のはじめの福壽草︑黄 十二377図圓高野﹁年老いて其の任 六685図筆管︿略﹀︑家ヲタツル材
︿略﹀︑北風寒きやぶかげ

金の色の暖く︑︿略﹀︒

がね

八379図圏
に︑びはの花咲く年の暮︒

十一柵1

いとし

九399図 ︿略﹀箱根七二ハ︑開ケ行 とし ﹇都市﹈︵名︶2 都市﹇▽きんせ
ク明治ノ御代ト共二面くサカエテ︑

シ

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デアツ
テウ

二人共に和漢の學に通じ︑

あは

ひえ

食物は粟・稗・うばゆりの

是等も家畜の中に数へられる

其の上牛肉と牛乳は飲食物と
鳥類の中で家畜として最も多

しても大切である︒

十842

牛・馬・羊・豚等である︒

が︑家畜としてもっと大切なものは

十838

之を賞美す︒

根等を主とし︑鹿の肉は珍味として

十813図

今なほひろく愛讃せらる︒

其の作れる文は古文の手本として︑

十155図

産地トシテ知ラル︒

河ロニ銚子港アリ︒醤油ノ

には︑まんぢゆうの様に圓く盛上げ

︽ーク︾

九182図

タ︒

倫敦は世界第一の大都會

交通下平とす︒
とし

れば︑古風の乗合馬車を以て主なる

なれども︑古き都市にして街路狭け

十二626図

た土山が数知れず並んでみる︒

浴客鉢山其ノ敷ヲ加フ︒

九824 或年選ばれた子供の中に︑す
ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九825 一人は熊吉︑一人は愛作とい
つて︑年は同じく十五歳︒
ウエジニ

ノ多キヲアハレミ︑之ヲ救ハントス

け︑我が子︒

としこしざかな﹇年越肴﹈︵名︶1年

行けや行けや︑とく行

と・し ﹇疾﹈︵形︶1

十317図 ︿略﹀︑不作ノ年餓死スル人
ル義心ヨリ起レリ︒

ノ年ニモ︑墓誌一人ノ餓死スルモノ

十325図 ︿略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作 十一594図圏
ナキニ至レリ︒

年頃

アリはく略V︑年頃かひな

﹇年頃﹈︵名︶2

十878

ほうでう

ごだいご

く農家に飼はれるのは難で︑︿略V︒

無道の極みなり︒

十一722図園

﹁君は壼家として一家

を成せる人なるに︑三年の間未だ一

の不凍港として僅かに内地

︿略﹀︑西海岸の眞岡港

度も書筆を取り給ひしことなし︒

のみ唯

十一964圏團

との交通を保ち居候︒

ひのき

︿略﹀青年會あり︑其の

一事業として杉・檜等の植林を螢

十一価1図

み︑︿略﹀︒

︿略﹀︑縣七情ラモ知事ノ代

理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

十二347

立ノ學校トシテ下降ヅ申分ノナイ設

十二3610教場ノ敷ハ十二︑︿略﹀︑町

備デアル︒

ぶじゆん

南滞洲の支線としては旅

陸墨・螢口線・芋台線・撫順線・

えんだい

十二564図

上躯線あり︒

︿略﹀︑露軍は海軍根野地

として此の地を死守し︑我が軍は苦

十二567図

戦十一箇月にして之を陥れたり︒

管口は︿略﹀︑商業港と
かす
して︑豆類・豆油・豆粕の輸出甚だ

十二574図

盛に︑︿略﹀︒

十二648図 ルーブル博物館は︿略﹀︑

︿略﹀︑山あれば越え︑河

美術博物館として世界無比の名あり︒

十二669図

あれば泳ぎ︑道に掌るもの一として

之をさまたぐること能はざりきとい

ふ︒

十一一869図園 ﹁主人は死し︑主家は

︿略﹀︑北條高望︑後醍醐
天皇を隠岐へ流し奉る︒臣下として

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

き

は今日の元服の事等思ひ曝けては︑

一天萬乗の君を遠國へ遷し奉ること

お

く略V︑年頃の恩愛︑殊に 十一135図
如何でか討たるべき︒

十一4410図

共に出立したり︒

らしたる酪駝に乗り︑︿略V︑隊商と

九454図

としごろ

これがみなかの年こしざかな︒

七121圃母がてぎはの大こんなます︑

十336図 く略V︑翌年試ミニ之ヲ作り こしざかな
シニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒

十一426図囹 光範﹁幼き身を唯一人
敵國へやらんも心許 な し ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

とて固く止めしが︑﹁年長じては敵
も近づけ申すまじ︒

十一444図あくる年は六郎の七回忌
なり︒

頃十三四ばかりの少年鼓手があった︒

十﹁5410 隊中にピエールといふ年の
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としとる一とず

るを知らず︑人面獣心とは汝の事な

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ
と多し︒

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

ヂル︾

印刷が出來上ってから本にと

印刷する紙は︿略﹀︒それを

折って︑揃へてとちる︒

十2010

る︒

ちるまでにも︑まだ中々手敷がか㌧

と諭し給ふ︒

土砂の流出を防ぎ︑︿略﹀一種の風

其の他森林は氣候を和げ︑

へるものなれども︑搦り軍人として
べからず︒

景を添ふる等︑其の効用あげて敷ふ

信義は人と交り世に虞す

圖書館

八821図北極・南極に近き地方にて

ほう

じん・ほっかいどうきゅうどじんほこ

アメリカどじん・なんようフィジーど

十一843図面ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ どじん ﹇土人﹈︵名︶3 土人←きた

﹇図書館﹈︵名︶2

ホグシ︑土砂其ノ他ノ雑物ヲ去り︑
︿略﹀︒

としょかん

汽車・汽船・電車等の交

氷を以て家を造りて住めり︒

は︑︿略﹀︒︿略﹀︒ある土人の如きは

十二998図

造物に在りては︑敏速と規律とを尊

立てり︒

︿略﹀︑前面の一島草木

土人は驚きて此の余響の客を眺めて

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑

十二795図

である︒

土人の絶えてたゆまない丹誠の結果

るのは︑︿略﹀︒敷千年の久しい間︑

アラビヤに良馬の多く産す

通機關︑博物館・証書館等の公土ハ螢

十二㎜5図

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し
年より

男や女や年よりや子供も大ぜ

﹇年寄﹈︵名︶2

込めば直ちに送り來る︒
としより

六745

閉

﹁入りテ火曜へ︒﹂トイフニ︑

カクレ給フ︒

ヂサセ︑長キヤリヲトツテ物カゲニ

八524図中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉

南ノ戸開キタリ︒

スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

八292図驚キテ西ノロヨリ入ラント

入ラントスレバ︑其ノ戸ハタト閉ヅ︒

何心ナクエン運上リテ︑南ノロヨリ

八291図

︽ーヂ・ーヅ︾

僕の近所に年よりのかち屋が と・ず ﹇閉﹈︵上二︶6 閉ヅ 閉づ

い集ってゐますが︑︿略﹀︒

八312

閉ヂル

上流の婦人は四方を閉ぢた

︽ーヂ︾

﹇閉﹈︵上一︶2

あった︒

ぢる
こし

十一柵9

森林なければ︑土砂附近の と・じる ﹇綴﹈︵上一︶2 とちる ︽一

出シテ工事二掛ルノデアル︒

扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲポンプデカイ

船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

輿に乗って︑外から見られない様に
する︒

十ニー59
トピラ

十一4910

て︑軍人として始めて守るべき事に

戸

どいつ

非ず︒

﹇年取﹈︵五︶1

一人の年取つた男がこゑをは

じまり

戸締

雄猫逸にては圖書館の書

ぶものなれば︑之に必要なる諸種の

としと・る

六756

︽ーッ︾

と

﹇戸締﹈︵名︶2

り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑
︿略﹀︒

とじまり

じまり

規則あり︒

年取る

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二宙2図此の五箇條は即ち皆我等

るべからず︒

工業の人としても常に之を重んぜざ

るに於て最も大切なる事にして︑商

十一一備6図

の心得なりと思ふべからず︒

十108図

るべし︒

な

十一一価6図面の勅諭は特に軍人に賜

十207

十二876華言 我が目︑獣として良雄
を視︑︿略﹀︒

︿略﹀︑我が足︑獣とし

て良雄を罵り︑︿略﹀︒

十二876図園︿略﹀︑我が舌︑獣とし
十一一877王土
し

て良雄に食はしめたり︒

大聖として徳化の尚今日に著しきも

十一一932図面急心千年問の人物中︑
の︑孔子に如くはなし︒

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

十二975図 官位・門地・技術・財産
としても自ら高尚なる品格を要する
︿略﹀︑世界強國の國民た

が如く︑︿略﹀︒

十二977図

る名碁を負ふものは︑國民としても
之に相話する品格を備へざるべから
ず︒

と

戸締の用心よりも火の

森林はく略V︑又常に土地

と・じる

主婦は寝に就く前︑︿略﹀︑

﹇土砂﹈︵名︶5

る様にすべし︒

どしゃ

森林は能く暴風をさ＼へ︑

十101図

をうるほして︑土砂を落付かしむ︒

十910図

防ぎ︑︿略﹀︒

其の力をそぐを以て︑土砂の飛散を

十99図

土砂

戸締を爲すと共に火の用心を忘れざ

十二902図

用心は一層大切なり︒

十二899図

十二996図 ︿略﹀︑幼者・不具者の爲 締
に席を與ふるが如きは︑個人として
も︑國民としても︑其の心の奥ゆか
︿略﹀︑幼者・不具者の爲

しきを感ぜずや︒
十一一996図

に席を與ふるが如きは︑個人として
も︑國民としても︑其の心の奥ゆか
さて軍人の心得として次

しきを感ぜずや︒

十一一柵10図

の五箇條を諭し給へり︒

十二川2図 一には︑軍人としては忠
節を墨すを本分と奏すべし︒

十二麗7図 禮儀を守る心得を潮ける

とせ一とっしんす
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オキナハ
Sハ

︿略﹀︑流シ︸兀・百

ダナヲハジメ︑料理道具・食器・フ

十一㏄−

︿略﹀︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマ

九566図沖縄士籍スル木ノ葉蝶ハ︑

土石

ドダイ

︿略﹀︒

森林は︿略﹀︑土砂の飛散

﹇土地﹈︵名︶5

やくにたつどうぶつでござい

ども︑︿略﹀︒どちらもたいそう
ます︒

タQ

六255園

マクドナールは此の隊の司

突貫將軍

だけ
く略V︑此の間に根子岳・高岳・中富
ゑぼし
きしま
がく
・鳥帽子岳・杵島岳の五岳東より西

に相遡りて突起す︒

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

聞エテ︑砲聲・銃聲が用心タラ︑見

事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

砲聲・銃手ガツぐクヤウナラ︑我が

八914園圃シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

︿略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

軍が苦職シテヰルト思へ︒

起ツテモ︑砲聲・銃聲登用エナイ︒

八919

とつげき・する ﹇突撃﹈︵サ変︶1 突

もん

我が兵四物トモセズ敵陣メガ

いなふこうけん

ふさ
孝女お房の幼き身を以て

﹇徳行﹈︵名︶1 徳行

す ︽iス︾

いま

其ノ膿ノ後ノハシヲ桑ノ木

とっしん・す ﹇突進﹈︵サ変︶1

ハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒

突進

二附ケ︑禮ヲナ・メニ突出スルトキ

九559図

出ス ︽ースル︾

とっしゅつ・す ﹇突出﹈︵サ変︶1 突

女子の模範とすべき徳行なり︒

衛門の妻の慈善を行ひたる︑皆後世

ゑ

下暉尼の倹約を守りたる︑鈴木今右

ぜんに

の常に祖先の祭に心を煮繭したる︑松

能く父母に事へたる︑稻生恒軒の妻

十二328図

とっこう

以テムカヘタ︒

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

八861

金ヤギンハ︿略V︑ドチラ 撃スル ︽ーシ︾
モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

海岸の松原も次第に遠くな

モ高ウゴザイマス︒

七824園

徳化

つて︑︿略V︒どちらを向いても青い
﹇徳化﹈︵名︶1

水ばかりです︒

とっか

八912園

四464 とけいの長いはりとみとつげき ﹇突撃﹈︵名︶4 突撃
じかいはりはどちらが早くま
八897敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒
はりますか︒

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

として︑どちらを見ても水ばかりで

五B5こ＼へ來て見ると・ひろぐ
す︒

五533

ケンクワヲシタ時︑カウモリハ﹁私

熔岩噴出することあり︒

ふるひ︑︿略﹀︑又之に次ぎて眞紅の
ようがん

イツテ︑ドチラヘモツキマセンデシ

を防ぎ︑亭亭に土地をうるほして︑

森林なければ︑土砂附近の

ハ鳥デモケモノデモナイカラ︒﹂ト

と多し︒

ものには土地を與へ︑農具・種子等

十831図

︿略﹀︑農業を螢まんとする

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

十102図

土砂を落付かしむ︒

十910図

土地

一定し︑前後左右次第よく並べて︑

戸棚に至るまで︑諸道具の置場虞を

とだな

十二889図座敷の床の間より勘所の

テ平心ナケレバナラヌ︒

キンナドニ至ルマデ︑常二清潔ニシ

を閉ぢて出つることまれなりしが︑
︿略﹀︒

﹇土石﹈︵名︶1

﹇▽いくとせ・ ち と せ ・ む と せ

どせき

とせ

十一柳4 床下に土石を盛り︑導車の

土藏

みぞを造って︑一方の口から火をた
﹇土蔵﹈︵名︶2

いて室内を温める︒

どぞう

八434 ︿略﹀︑やうく米屋の土藏で
むね
とまったが︑二棟の土藏の中︑一棟

﹇土台﹈︵名︶2

支那幾千年間の人物中︑

な

大聖として徳化の尚今日に著しきも

し

︿略﹀︒其の土地に輝輝の差あり︑其

十二932図

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ鐵道ノ

1

うまは牛よりよわいけれ 十二409図 阿蘇山の茜噴火口は

︽ース︾

ニジダコ︑ドチラ とっき・す ﹇突起﹈︵サ変︶1 突起す

つた勇將である︒

令官で︑突貫將軍といふあだ名をも

十一57一

﹇突貫将軍﹈︵名︶

の︑孔子に如くはなし︒

ちら

エダコ

とっかんしようぐん

の組織に繁簡の別ありといへども︑
︿略﹀︒

十二41図栃木

﹁そこにおさらがあるから︑取って

三252

モマケズ︑クモマデアガレ︒

二321團

ん大きなさらを持って來ました︒

五204 おはなは戸だなの中から一ば

おくれ︒﹂といひま し た ︒

五201 母は戸だなの方をさして︑ どちら ﹇何方﹈︵代名︶7 ドチラ ど

な 戸棚

だな

とだな ﹇戸棚﹈︵名︶4 戸ダナ 戸だ とちのき ﹇栃木﹈︹地名︺1 栃木

六75図 一 ドダイ

マクラ木ナドトス︒

六683図 栗バカタクシテ︑ナガクク 十二湿3図 我が國の地方自治團膿は︑

どだい

はとうく焼けおちたさうだ︒

八435 ︿略V︑やうく米屋の土研で を給し︑︿略﹀︒
むね
とまったが︑二棟の土藏の中︑一棟
十二428図 其の破裂するや︑土地は

はとうく焼けおちたさうだ︒

とち

九804図 筑紫に到りて後は︑常に門

る空晶こもる︒

九607図 閉ぢたる室内にはよごれた

ルトキハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

士彫
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十二701図

︿略﹀ ︑ 次 第 に 行 進 を 早 め ︑

ドツチ

遂に危害を顧みず︑向ふ虜何物をも
﹇何方﹈︵代名 ︶ 一

はゴからずして突進す︒
どっち

四531園 ﹁オマヘノナカマトオ
レノナカマト︑ドツチが多イ
カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

トテ︑オボツカナキ手ツキニテ︑破
﹁︿略﹀︑総べテ物ハ破レ

レタル所ヲ一問ヅツ張レリ︒
八184図園

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

ヒダノタクミ

其ノ友二飛騨工トテ世二

キ十二知ラセントテカクスルナリ︒﹂

八278図
墨画タル大工アリ︒

内合ハ黒ブクレニナリテクサリタル

みのししはますますあば 八302図 サラバトテ入ラントスルニ︑

れ て か け お り ま す ︒︿略﹀︒︿略﹀︑

水の面︑︿略﹀︒

其の名をおへる湖の

かゴみの如き

八594図圏琵琶の形に似たりとて︑

死人横タハリテ︑︿略﹀︒
び は

海の方でもふなばたを

九883図

タトヘバコ・二漁夫アリテ︑

魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農
夫ヲタヅネタリトセヨ︒

奉らんとて︑道も無き山の雲をしの

高徳せめても此の所存を

ぎて杉坂に着きたりしに︑︿略﹀︒

上聞に達せばやとて︑行在所の御庭

十一157図

にしのび入り︑︿略﹀︑大文字に詩の

︿略﹀︑﹁汝ヨク此ノ書ヲ學

ババ︑遂二王者ノ師タラン︒十鯨年

十246図

今や西部縦貫鐵道も全

句を書きつけたり︒

光範﹁幼き身を唯一人敵

正儀は河内にて領地を與

功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

へんとしたれども︑熊王は﹁何の職

十一443図

巡り歩くなり︒﹂

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を

十一436図囹︿略﹀︑佛門に入りて父

かく諸國を巡り歩くなり︒﹂

とて︑如何ともし難ければ︑︿略﹀︑

十一435図園光範と心を併せての事

ざりし名刀を與へて行かしめたり︒

意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離さ

十一4210図 ︿略﹀︑﹁さらば是にて本

て固く止めしが︑︿略﹀︒

國へやらんも心許なし︒︿略﹀︒﹂と

十一425図

く開け︑︿略﹀︒

部開通致候事とて︑交通の利便いよ

十﹁369國囲

ノ後︑我マタ汝ヲ見ルベシ︒﹂トテ︑

﹁されば思ひ出したる事の

其ノ書ヲ與ヘテ去レリ︒

十545図

候︒︿略V︒︿略﹀︑墨を塗りて候︒﹂

とて︑之を洗ふに白髪の頭となれり︒

畠山は﹃いかでか㌦る幼
き者に刀を立てん︒﹄とて︑ひそか

十549図園

に我を此の齋藤別當のもとに預け︑
︿略﹀︒

我等一同申し合せて︑今日 十598囲困 入螢同時は友人も少く︑
生活も一件致し候事とて︑多少不自

八703図

より働くことを止むぺければ︑左檬

由を感じ候へども︑︿略V︒

燈皇番の娘にグ測一

心得られたし︒﹂とて︑これより後

十688図

は耳は食事の知らせを聞きても知ら

あいぬの熊祭とて有名なり︒

ダーリングとて心やさしき少女あり︒
十8110図

をうち

九29図囹此の地に八岐の大蛇とて

やまた

どっと一時にかけ下りて︑城の中へ
とて

五815 これを見た三千人の軍ぜいは︑

トテ

ぬ風をし︑︿略V︒

︵接点︶47

︿略﹀︑いかにせん︑頼む

下露︒

かげとて立寄れば︑尚袖ぬらす松の

十896図圏
︿略﹀︒

八つの頭と八つの尾とある大蛇あり︑

デヲオサへ︑﹁︿略﹀︒カクテハ君ノ

尊︑﹁さらば我汝等のため

仰の如く本村にも耕地整

らず︑﹁今日は吉日なり︑元服せ

十一447図 ︿略﹀︑正儀はかくとも知

十927陳國

の上實行せんと申合せ居り候事とて︑

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち

十一463図

く略V︑心の直ることもあ

を取直して腹かき切らんとす︒

自ら死ぬるより外なし︒﹂とて︑刀

十一456図 ︿略﹀︑熊王︿略﹀︑﹁今は

田小次郎正寛と名乗らせ︑︿略﹀︒

まさひろ

よ︒﹂とて︑もとゴりを上げて︑和

理の必要これあり︑︿略﹀︑何れ熟考

此の当無の道の專門家の講話を承る

尊﹁こは神劔なり︑私すべ
きにあらず︒﹂とて︑之を天照大神

十一154図

と待ち奉れり︒

の境なる舟坂山にかくれ︑今かく

十一148図

に奉り給ふ︒

口にうましとて多く食ふこ
ち

よ梅の花︑主なしとて春を巡るな︒

九789図圏東風吹かばにほひおこせ

こ

となかれ︒

九582図

は︑大いに参考に相成るべしと存候︒
はりま
さらばとて備前と播磨と

九43図

人夫婦に命じて酒を造らせ︑︿略﹀︒

に其の大蛇を退治せん︒﹂とて︑老

九34図

︿略﹀︑﹁我モコレ程ノ事ハ
心得タリ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂

八172図

ル障子ノ破レヲツクロヒヰタリ︒

ル日時頼ヲ招待セントテ︑ス・ケタ

八164図 北條時頼ノ母松下潭尼︑ア

ホウデウトキヨリ

ルヤウ︑︿略﹀︒

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

七58図正行コノ度ハサイゴノ合職

テ︑泣クくイマシメタリ︒

御用二立ツベシトモオボエズ︒﹂ト

七48図母ハ走リョリテ︑正行ノウ

とて

攻めこんだ︒

した︒

たたいて︑ 一どにどっとほめま

四832

たふれましたが︑︿ 略 ﹀ ︒

とほしました︒みのししはどっと

ただつねはく略﹀五重六刀さし

四193

どっと ︵副︶3 どっと

どっち一とて

とても一とともに
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るべきかとて︑其の後は一度も院の
門外へは出でざりきとそ︒

十二378図

高虎﹁年老いて其の任に

あらず︒﹂とて之を否む︒

が遠征隊出獲の日なりとて︑西班牙

十一534図 己ヒトリ樂シトテ︑他人 十一一768図 ︿略﹀︑今日はコロンブス
パロスの港は未明より人の山を築け
り〇

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ
︿略 ﹀ ︑ 金 工 ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ さ ら

﹇連︺︵副︶4

トテモ

ものありとて之を止めしむ︒

とても

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる

十二952図

其の時齊の有司進みて戯

人ナリ︒

十一727図

ば年來の謝恩に何か書きて参らすべ
し︒﹂とて︑心構せし様なりしが︑
︿略﹀︒

上へあがってはたけ︒﹂

らまつ

は是のみには止らず︒

﹁我︑明日大軍を率ゐ

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に

十ニー03図我が軍の死傷甚だ少く︑

止れり︒

十二292図園

ト寸ム

て出感せんとす︒汝も止りて我と共

﹇止﹈︵下二︶5

に行け︒﹂

タイ

フ

師範學校門内ノ八重櫻一株︑

セ

ばあつさ弓

十一37図心

二三十歳の短命にして美

なき激にいる名をぞ

みへらじと一のねて思へ

良筆ノ名残ヲトでメタリ︒

︿略﹀︒ト︑伊勢大輔ノヨミシ其ノ奈

イ

十955図

ヲ止ムルノミ︒

九397図昔ノ關所ハ僅カニ其ノアト

と窟む止ム ︽ームル・ーメ︾

とど・む

四634やぶの竹は弓のやう

ノ
今では切手をはって出しさ

にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま
す︒

七537園

整フ

︽一

へすれば︑どんな遠い所へもとどき
﹇整﹈︵五︶1

ますから︑大そう便利です︒﹂

ととの・う
フ︾

早くて早くて︑とても弓矢 十一︻133 船膿ノ材料ガホぐ整フト︑
組立二取リカ・ル︒

︿略﹀︑諸道具の置場庭を

﹁こ㌦からしろの方へ下り ととのえお・＜ ﹇整置﹈︵四︶1 整へ
置く

︽ーク︾

ることが出來るか︒﹂﹁とても出來ま

十二893図

一定し︑前後左右次第よく並べて︑

と球むる︒

﹁君ラバ表ダケシカ役二立

︿略﹀︑暗き時にも手探にて用を足し

七476園

の通れる所ではございません︒﹂

せん︒しろの後はけはしい阪で︑馬

五783囹

ではいとれません︒

四167

十一752三差−﹁︿略﹀︑箱根山中にてとても

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

たれば︑之を書添へんとて︑わざ
壷工﹁︿略﹀︑之を書添へ

く射り計りたるなり︒﹂
十一753図
一枝を書添へ︑別を告

んとて︑わざく蹄り來りたるな
り︒﹂とて︑

十一684図

げて出で去れりとなん︒

得る様に︑極りよく整へ置くは主婦

︿略﹀︑賊將歎ジテ︑﹁公

タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ

十︻榔㎜5ロロ凶

たる者の務なり︒

か

︽ーラ

其の時齊の有司進みて戯

ものありとて之を止めしむ︒

︵接助︶3

あふみ

ト平面

と共に

此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

オモムクト共二次第二妻達シテ︑

ビシキ村落ナリシガ︑鑛業ノ盛大ニ

十633図

とともに

建ててそこにまつれり︒

尾張の國にと長め給ひしかば︑宮を

賊を討ち給ひしが︑︿略﹀︒草薙劔は

九67二尊これより引返して近江の

め給ふ ︽ーヒ︾

とゴ

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる

十一一952図

名を萬世にとぜむる者あり︒

ル︒便利ニオイテハトテモカナフマ

と＼の

ハ天授ナリ︑敵スベカラズ︒﹂トテ︑

﹇整﹈︵下一︶1

ぞ

止る

とどめたま・う ﹇止給﹈︵四︶1

く略V︑何かあちらでと︑の
へて來る物がございますなら︑御ゑ

七163囲

若シ一人ノ手デ製造スルナ へる ︽一へ︾

ととの・える

イ︒﹂

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

ラバ︑一包三鏡ヤ三銭五厘二士買ツテ

十﹇104

マタ反スルコトナカリキ︒
︿略﹀ ︑ 村 長 は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

と説明したれば︑さらばとて原案の

十一榊2図

ま＼に決議せり︒

森林は内地及び北海道

んりよなくおっしゃって下さい︒
とど
﹇椴松﹈︵名︶1 椴松
とどまつ

二555ソノマツノ木ハズンズ

く

︽ーイ・ーキ・ーク︾﹇▽ゆきとどく

十二286図 敵の衛兵相呼んで尋ねん とど・く ﹇届﹈︵五︶4 トドク とど
といへば︑﹁さも あ ら ん ︒ ﹂ と て 止 む ︒

十一糊3陳國

え

に於ては見るを得ざる廣大なる天然
とど

ン大キクナツテ︑︿略V︑天マデ

﹇止﹈︵四︶3

白樺等︸面に生ひ茂り︑︿略﹀︒

しらかば

林にして︑椴松・蝦夷松・落葉松・

キナ太イ木ニナリマシタ︒

トドクカトオモフヤウナ︑大

とするに︑一老兵のいふ︑﹁︿略﹀︒﹂

十二292図 勝商事急なればとて直ち
に引返す︒

十二3110図保の母は︿略﹀︑﹁二子の

そんなところでさををとどま・る
十89図

．ーリ．ーレ︾﹇▽ふみとどまる

三468圏

くものか︒それよりはやねの

ふりまはしたって︑どうしてとど

君の爲に戦死せるは家門の讐なり︒
︿略﹀︒﹂とて︑少しも悲しむ色を見

されど森林のあたふる利盆
せざりき︒
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とどろく一どの

︿略﹀︒

どいつ
然れども近年搦逸國力の

一一526

いことにした︒

シテ︑全長凡ソ七十三里︑古ヨリ坂

利根川ノ本流ハ東南二流レ

東太郎ノ名アリ︒

ヌ

テ鬼怒川・小貝川ヲ合セ︑寒く其ノ

キ

九163図

大イサヲ増ス︒

︿略﹀︒

テ利根川二通ズル汽船ノ通路ニシテ︑

河ハ︑東京ヨリ江戸川ヲサカノボリ

コ・ヨリ江戸川二通ズル運

九166図

ナ

トナリム

︿略﹀︑殊二近クハ人口四億ヲ有スル

隣村

﹇隣村﹈︵名︶4

支那ノ大國小亭ス︒

サカナヤノトナリハコマ 十二5310図 我が國ハ島國ニシテ︑
シ

ラ

となりむら

トナりノワルイオヂイサ

ンバソレヲキイテ︑犬ヲカリ
ニキマシタ︒

九17図利根川

ヲ貫流シ︑本流・支流ノ長サヲ合ス

ル多シ︒

此ノ川ヲ上下シテ︑運輸ノ便スコブ

に水音はげしく相成り︑︿略V︑隣村

利根

ト

ネダケ

利根川ハ︿略﹀︒上野ノ東

スルサ・ヤカナル細谷川ハ︑︿略V︒

北部︑越後ノ國境ナル利根岳ヨリ獲

エチゴ

九148図

カウヅケ

ト ネダケ
とねだけ ﹇利根岳﹈︹地名︺2 利根岳

驚きて飛出し候へば︑川

レバ︑一千中里二及ブ︒大小ノ船舶

り︑︿略﹀︒

上の堤防切れ︑隣村は大半水中にあ

九7310國国

にて早がねを打出し候︒

九738圓団然るところ翌朝三時頃急 九185図 利根川ハイハユル關東平野

ナリムラヘオヨメニイキマシタ︒

ソノウチニ︑トナリノネ 三107ネェサンバコノアヒダト

コガダイジナキンギヨヲトツ

三554

武田信玄の國は山國で︑塩が

テ︑ニゲテ行キマシタ︒

六583

どうするのかと氣を附けてゐ

ない︒塩はとなりの國から買ってゐ
た︒

八247

﹇利根﹈︹地名︺1

座候︒

とね

セキヤド

あ＼︑火の勢が一そう強くな 九7410圏冬営氣の単なるは隣村に御 利根岳

ると︑隣の家の方へ行きます︒

八422

つた︒又隣へうつ＼たのかも知れな
い︒

ス︾

コメヤノトナリハサカナとなり・す ﹇隣﹈︵サ変︶1 隣ス ︽一

隣与おとなり・にしどなり

一342
ヤデス︒

十一一601図

盛に護達すると共に︑首府の人口も

一345

ドナタ

モノヤデス︒

年々著しく増加す る 勢 な れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
主婦は 寝 に 就 く 前 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

と貸ろく

戸締を要すと共に火の用心を忘れざ

十二⑳2図

﹇轟﹈︵四︶2

る様にすべし︒

とどろ・く
︽ ー ク ・ ーケ︾

十一781図 二爆相並んで雄を孚ひ︑

ヤgろく

世界無比なる七寳の

其のひgき萬雷のと球ろくが如く︑
︿略﹀︒

十一一499図魍
﹇何方﹈︵代名︶5

名は海外にヤ讐う け り ︑ ︿ 略 V ︒

どなた

一一374囹 ﹁アカンボノトキニ︑ダ

イテチチヲノマセテクダサツタ
ノハ︑ドナタデスカ︒
一一377園 アタタカイフトコロノ

﹇殿﹈←あさきちどの・おはなど

九17図利根岳

どの

皆さんがあさおきる時

ドノ

の・きそどの・たろうどの・ちゅうた

どの

若し家内に三園病理に 九1510図 赤堀単二關宿ノ北開テフ
タ・ビニツ此分レ︑一ハ東南二流レ

十二909図

か＼るものあらば︑近虜・隣へ封し

中ヘイレテ︑ネンネコウタヲゥ
タツテクダサツタノハ︑ドナタ

利根

六23

日本には山が多い︒どの山に

所にありますか︒

は︑みじかいはりがどの字の

四475皆さんがよるねる時に

には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒

四472

︵連体︶5

諸子ハ敷多アル我が軍艦 いちょうどの

﹇利根﹈︵名︶1

テ利根ノ本流ヲナシ︑︿略﹀︒
ト
ネ

ヨド

ノ名ヲ知レルナルベシ︒︿略﹀︒︿略﹀︑ どの
スミダ
ト ネ
モガミ

UT艮
壬→ま
JU

川

川ノ名ヲ附シタルモノニ隅田︒利根

十一303図

とね

ても申しわけなく︑世間へ過しても
﹇隣合﹈︵五︶1

相濟まぬ次第ならずや︒

︽ーッ︾

となりあ・う
ふ

畑には愛がもう一寸程にのび

隣り合

デスカ︒

二383園ハシヲモツテ︑ゴハン
ヲタベサセテクダサツタノハ︑
ドナタデスカ︒

十躯9

﹇利根川﹈︹課名︺
ト
ネ

5

利根川

ネ

利根川

・最上・淀等アリ︒
とねがわ

ト

第六課

第⊥ハ課

九145

九目7

﹇利根川﹈︹地名︺

九146図利根川ハ日本東部ノ大川二

とねがわ

根ネ

︿略 ﹀ ︑ シ ン パ イ シ テ ︑ ク ス

てるる︒それと隣り合って︑ねぎや
大根が青々とうねをかざって︑︿略﹀︒

塩はとなりの國から買ってゐ
た︒ところがとなり國では信玄をこ

まらせようと思って︑塩を送らせな

利・

一一391囹

リヲノマセテクダサツタノハ︑
ドナタデスカQ

となり

六584

キモノヲヌツタリセンとなりぐに ﹇隣国﹈︵名︶1 となり國

トナリ

タクシタリシテクダサルノハ︑

二394園

﹇隣﹈︵名︶8

ドナタデスカ︒﹂
となり

2

とのさま一とびちる

70

も木がよくしげつてみる︒

七255 モシ手ガナカツタラ︑ドノク
ラヰ不自由デセウ︒

七369 ドノ店ニモ品物ガキレイニナ
トノサマ

トノサマガココヲオトホ

﹇殿様﹈︵名︶4

ラベテアル︒

とのさま

ニ605
リニナツテ︑﹁︿略﹀︒ハナヲサ

羽ノ金色ノトビガトンデ來テ︑オ弓
﹇飛移﹈︵五︶1

とび下りる

飛下りる

﹇飛下﹈︵上一︶3

︽一

トビ

へうしろむきにとびうつりまし
た︒

オリル

とびお・りる

リ・ーリル︾

二207イマ馬木ノ上ニヰマス
ガ︑モウスコシタツト︑キモノ
一思ひにとび下りると︑何だ

ヲヌイデ︑下ヘトビオリマス︒
五94

とびこむ

イレルト︑大キナコエヲタテテ︑

トビダシマス︒

十303

立つ︒

とび立つ

飛立つ

︽一

︿略V︑ナノ畠ニアソンデヰル

眠る蝶々︑とび立つひばり︑

雨のはれた朝︑花の香を送つ

はん
唯あぜの榛の木に雀がたくさ

榛の木の雀は一度にぱっと飛

ん集ってみて︑時々群になっては飛

十288

むら雀のぽっと飛立つのは面白い︒

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九696 ︿略﹀︑黄色に實のつた秋の田

身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

九6710

吹くや春風たもとも歩く︑︿略﹀︒

七96鶴

カト思ヒマス︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五341

三194 ケレドモ上ルトキ早引︑
スカラスグトビタチマスQ

チ・ーッ・ーツ︾

トビ立ツ

とびう とびた・つ ﹇飛立﹈︵五︶7 トビタツ

の上へとび上ることもあります︒

七833囹又ある時にはとび魚が甲板

わし・たか・とびなどの様に︑とびうつ︒る

ノサキニトマリマシタ︒

八547
つる

とび上

トビア

︽ーリ︾

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

四178 すれちがった時に︑ただつ
ねは馬からみのししの．せなか

すむ所をかへる鳥は︑総べてつばさ

へて食ふ鳥や︑︿略V︑氣候によって

わし・たか・とびなどは避く

が大きい︒

八572
﹇飛上﹈︵五︶2

ちばしがことに鋭くて︑や＼太い︒

とびあが・る

ヨクノフカイオヂイサン る︽ーッ・ール︾

カセテミヨQ﹂トオホセニナリ
マシタ︒

二634
六576

馬はおどろいてとび上った︒

バコノハナシヲキイテ︑︿略﹀︑

﹇飛歩﹈︵五︶2

︽ーイ︒ーク︾

か目がまはって︑しばらくの間は何

とびあるく

ルク

愛作は驚いて︑ひらりと馬か

﹇飛込﹈︵五︶1

︽ースル︾

又暑夏に過ぎて︑思ふも
費すること甚だし︒

ワタクシヲヒノナカへ

︿略﹀︑其の他鼠色・茶色・ とびだ・す ﹇飛出﹈︵五︶一 トビダス
︽ーシ︾

二216

リ・ール︾

︿略﹀︒

森林なければ︑土砂附近の

ふなばたを打つ音︑ほう

光にはげまされて︑鵜は盛に活動し︑

くと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこの

十一8010図

と多し︒

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

十101図

︽

三484 思ひだしたやうにざぶん 立つた︒
とびち・る ﹇飛散﹈︵四︶2 飛散る
と水の中へとびこみます︒

︽ーミ︾

とびこ・む

つつかんで︑ぐっと岸へ引きよせた︒

ら飛下りて︑すぐに熊吉のえりを引

九8410

も知らずにゐました︒

シ手鉾ナシニ︑ヒルノ間柚木

ナツタトイフハナシデス︒
﹇飛出﹈︵四︶1

上の堤防切れ︑隣村は大半水中にあ

十491図

鳶色等︑色の名構も亦千種萬様なり︒

とび

盆なき事に心を紳労するは︑時間を徒

十一698図

驚きて飛出し候へば︑川 とひ・す ﹇徒費﹈︵サ変︶1 徒費す

飛出す

ニナルト出テ空ヲトビアルクヤウニ

ノウロや穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜

五557

をとびあるいてゐます︒

四641犬はよろこんで︑雪の中

とびある・く

の上へとび上ることもあります︒

七834園又ある時にはとび魚が甲板

ソノウチニトノサマガ

マノォカヘリヲマツテヰマシ

カレ木ノ上ニノボツテ︑トノサ
タ︒

二636
ニナツテ︑﹁︿略V︒﹂ト

オホ蛇心ナリマシタ︒

ォトホリ

ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ

二646トノサマヤ︑オトモノ人

とび

故︑︿略﹀︒

り︑救をもとむる聲かまびすしく候

九739國團

︽ーシ︾

とびいだ・す

﹇飛﹈︵五︶1 とばす ︽1

ケニナリマシタ︒
とば・す

四173 ︿略V︑にたんの四郎ただ

シ︾

とばり

そのておひじしに

つね といふぶしが︑︿略﹀︑馬
を とばして︑
﹇帳﹈︵名︶1

むかひました︒

とばり

トビ

とばりは全く馬主の行方をかくした︒

とび
十一486 間もなく日は暮れて︑夜の とびいろ ﹇鳶色﹈︵名︶1 鳶色
﹇鳶﹈︵名︶3

五67 又アル時ドコカラトモナク一 とびうお ﹇飛魚﹈︵名︶1 とび魚

とび

71

とびつく一とぶ

とびつ・︿

﹇飛付﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 3

とびつ

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら
すむ所をかへる鳥は︑総べてつばさ

︽ ー イ︒ーキ・ーク︾

へて食ふ鳥や︑︿略﹀︑墨壷によって

飛ビツク

はち
蝶や蜂は花から花へいそが

三506圏 しだれやなぎに とびつ

とびら

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒
トビラ
﹇扉﹈︵名︶1 扉

十二204

が大きい︒

く

くかへる︑︿略﹀︒

三516圃 ︿略﹀︑おちても︑おちて

も︑またとぶほどに︑とうとう
やなぎにとびついた︒
畳ムカ︑コンクリートデ固メルカシ
扉ヲ閉ヂ︑︿略﹀︒

トビラ

レバ︑︿略﹀︑シ ヅ カ ニ 他 獣 二 近 ヨ リ ︑

八748図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ 霊亀ー59 船渠ノ底ト周り三方ハ石デ

とびのく

土び

テアル︒船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

﹇飛退﹈︵五︶1
﹇土瓶﹈︵名︶2

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

九561図

などはやき物にして︑︿略﹀︒

七346図茶わん・土びん・皿・はち

ん

どびん

みのししはどっとたふれ

飛乗る

土ビン

急二飛ビツキテ之ヲ捕フ︒
とびの・く
︽ーキ︾

四195
ましたが︑たふれるが早いか︑
ただつねはく略﹀たふれてみた
﹇飛乗﹈︵五︶1

木の上へとびのきました︒
とびの・る
アリ︒

十一479 馬主は︿略﹀︑馬の耳に口 どびんわり ﹇土瓶割﹈︵名︶一 ドビン

︽ーッ︾

ワリ

︿略﹀エダシヤクトリハ︑
土ビンヲカケ︑落シテワルコトアリ︒

︿略﹀︒農夫ナドハ小枝ト見チガヘテ︑

を寄せて︑何事か話してみるかと思

トビマ

九563図

﹇飛回﹈︵五︶4

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ
出した︒

故二恩地方ニチハ之ヲドビンワリト

とびまわ・る

ハル とびまはる 飛びまはる 飛廻

イフ︒

とぶ

る︽ーッ・ール︾

トブ

︽ーバ・ービ・ーブ・ーン︾

﹇飛﹈︵四・五︶30
飛ぶ

木ノハガトンデキマス︒
トモキチハヨロコンデ︑ト

ンデイキマシタ︒犬モヲヲフ

二272

ツテ︑ツイテイキマス︒

六123

ツバメハ︿略V︑涼シクナル

モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ

ト︑マタドコカヘトンデ行ク︒

六127

オヒオヒトンデ來ル︒

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

又トブ時人ハガアくト鳴合

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道ニ

︿略﹀︑そこらあたりに飛んで

弓張を持って走る人が︑後か

ら後からとつ窟いて飛んで行く︒

八418

みた雀を見て︑︿略﹀︒

八202

アル︒

マヨフカラ︑大テイ月夜二トブノデ

六145

フ︒

六136

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六133

二363 アタルト︑モチハ白イト 六13一 ガンハイツデモーシヨニナツ
テ︑列ヲツクツテトブ︒
リニナツテ︑パツトトンデイキ
マシタ︒

小さなむしがとんできま
した︒︹ひらがなのドリル︺

三98

︿略﹀︑そとへはなしたら︑

あをく光りながら︑しっかにと

三374

んでいきました︒

四166牛ほどもある大きなゐ
のししで︑︿略﹀︑土けむりをた
てて︑とんで來ます︒

一羽ノ金色ノトビガト

駝鳥は︿略﹀︒走ることは馬

北半球にて百花咲きみだれ

敵ノ揮丸ハ雨アラレノ様二三

ンデ來ル︒

八864

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑︿略﹀︒

八814図

いから︑つばさははなはだ小さい︒

よりも早いので︑空を飛ぶ必要はな

八563

飛ばないから︑其のつばさが小さい︒

などは陸上や水上にばかり居て高く

そらをとんでみる鳥 八555 又にはとり・七面鳥・あひる

から枝へとんでゐます︒

四654今あのうめの木の枝

︿略﹀

でも︑︿略﹀︒

四792園
五67

轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル

ンデ來テ︑オ弓ノサキニトマリマシ
タ︒

五172

サクラノ花ノ下ニトンデヰル

ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒

五337

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト
思ヒ︑︿略﹀︒

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色．ニ

マドカラ外ヲ見テヰルト︑山 九538図書ハ暗キ所ニヒソミ︑日暮

シテ︑︿略﹀︒

五423

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

トンボガトンデヰマス︒

り︑玉と飛ぶ︒

九938図岩にくだくる清流︑雪と散

一202

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ
ラカトンデ來テ︑︿略﹀︒

六122

クヤウ夢見エマス︒

ンデイク︒

一463カネガナル︒ピケシガト

﹇▽おとびなさる

飛ブ

とんぼなどがあたまの と・ぷ

上をとびまはっても︑見むきも

三477
しません︒

五354 コノ美シイ蝶ガトビマハルノ
デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ
引立チマス︒

八547 わし︒たか・とびなどの様に︑ ニー64カゼガブイテ︑イロノーロナ

とぶ一とみじ

72

十一762図 中央以下は霧と散り︑雨

︽一

︽ーシカラ・ーシカリ・ーシキ・ーシ

ランプニ石油ヲトボスヤウニ

とまや

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

五603
スタレテ來マシタ︒
﹇苫屋﹈︵名︶1

是等は現時噴火の止れる

モ︑秘事ノ命令ニヨル︒

十二402図

︿略﹀巡査の一墨田の合

火山なれども︑︿略﹀︒

圖に︑通行の人は行くも止るも唯其

十二606図

の命に從ひて︑少しも混雑を生ずる

我は海の子︑白浪試

らなかった︒

幾日でも泊って待ってるなければな

大水などの時には︑水のひくまでは

九369 昔の旅行には︿略﹀︒︿略V︒

とま・る ﹇泊﹈︵五︶1 泊る ︽ーッ︾

ことなし︒

と

さわぐいそべの松原に︑煙さなびく
れ︒

トマル

︽ーッ・ーリ・ール・

﹇止﹈︵四・五︶9

とまやこそ︑我みぶっかしき住家ふ

十一214図囲

とまや

我が國到るところ名勝の地

にとぼしからざれども︑よく人工の

ク︾

とぶ

九964図

トブ

と飛びで︑水蚤深谷をおほひ︑其の
﹇跳﹈︵五︶4

瀧つぼの深さは幾十尺なるを知らず︒
と・ぶ

美と天然の美とを併せたるは日光に

彼等は元は讃み書きも知ら

ビ・ーブ︒ーン︾

十824図

如くはなし︒

くかへる︑とんではおち︑おち

三507園 しだれやなぎに とびつ
ず︑算敏の考もとぼしかりしが︑今

とま・る

てはとび︑︿略V︒
は内地人と同じく︑讃み書き・計算

止る

︿略V一羽ノ金色ノトビガト

止ル

三508團 しだれやなぎ に とびつ

︽ーシ

沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

中程の枝の上に鳥が二羽止つ

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ嚢スル

申すべく候︒

たり︒

いで︑大船を乗出して︑

阿里山の牛馬は世界無

皇國

みくに

4セく産業働みつ＼

國の富をばぬやせかし︒

十二504図魍

位人臣の榮を極め︑富天

下に冠たるも︑自ら省みてやましき

十一︻724図

所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

さま

十775図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止 とみじ且vつつみとみじ・つつみとみじ

て︑さっきから少しも動かない︒

十284

ルトキハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

︿略V︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマ

九566図

オキナハ

︿略V︑やうく米屋の土塗で 十二482図翻 四方の海の底魚く︑魚

なき 同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力ム．ゆみ

十＝川3図圃

商工業の会議に

︿略﹀︑山林の富のみにても無蓋藏と

比の良材と呈せらる＼ものにて︑

十一403塵囲

あ り

我は拾はん︑海の富︒

十一243図書

とみ ﹇富﹈︵名︶6 富

く略V︑その折にはよい馬に

ンデ來テ︑オ弓ノサキニトマリマシ

五67

ーレ︾

まる

されば氣候不順にして︑

をもなし得るものあるに至り︑︿略﹀︒

珍しからず︒

タQ

七427園

めして︑主入のお目にとまるやうに

ては︑時として償を生ずることあり︒

十一916図

されど水は大都會などに

花のとぼしき時は蜂合戦の起ること

十一84図

くかへる︑とんではおち︑おち
てはとび︑︿略﹀︒

三513圃 ︿略﹀︑おちても︑おちて

も︑またとぶほどに︑とうとう
やなぎに とびついた︒

是飲料水とぼしくして︑意のま＼に

五173 鯉ハ︿略﹀︒轟ナドが水ノ上
ヲトンデヰルト︑バネ上ツテトツテ

やがて馬そろへの日となって︑

なされるのが大事と考へまして︑
七433

︿略﹀︒﹂

之を得ること能はざればなり︒

若し公衆の間に︑規則を

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二㎜1図

食ヒマス︒時ニ一語三尺モ高クトブ
とぶらふ

一豊の馬ははたして信長の目にとま

﹇弔﹈︵ 四 ︶ 2

コトガアリマス︒

是等文明の利器も其の運用を全くす

つて︑﹁あ＼︑よい馬︑名馬二心︒

とぶら︒う
︽ーハ︒ーフ︾

ること能はず︒

よしてる

十一18図 行くく吉野宮に参拝し︑

トボス

八434

誰の馬か︒﹂とたつねました︒

自治制の如き最良の制度

介さまぐ海草の無限の富を藏し
﹇点﹈︵五︶4

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

むね
とまったが︑二棟の土藏の中︑一棟

十二価6図

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん

はとうく焼けおちたさうだ︒

村上義光の墓をとぶらふ︒

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を

や︒

十一436図園 ︿略﹀︑佛門に入りて父
巡り歩くなり︒﹂

・ース︾

とぼ・す

夜ニナレバ火ヲトボシマス︒

土木

五564

アンドンニトボスノハ大テイ

﹇土木技師﹈︵名︶1

十一898図 熱き地方の白蟻は周二十

五593

技師

どぼくぎし

間︑高さ三間にも達する小山の如き

ランプニトボスノハ石油トイ

ナタネカラトツタ種油デス︒

五595

巣を造り︑木質にて内部を園むとい
ふ︒熟練なる土木技師ともいふべし︒
とぼし

ヒマス︒

﹇乏﹈︵形︶6

乏し

とぼ・し
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とみに一とも

とみに

﹇頓﹈︵副︶ 一

やみに
とやま

十二495図圃 近年やみに産額の 増
ほくろく

羽二重織の輸出品︒
富ム

富む

大せしは北陸の 福井・石川・富山
なる
﹇富﹈︵四・ 五 ︶ 7

︽ーミ・ーメ・ーン︾

と・む

八765図農業・工業・商業共に盛に
して︑國甚だ富めり︒

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

森林の樹木はたがひに其の

て止めよ︒

十91図
枝をまじへて︑雨の一度に地上に落
つるを止め︑︿略﹀︒

光範﹁幼き身を唯一論敵

﹇止﹈︵下一︶2

トメル

止

國へやらんも心許なし︒︿略﹀︒﹂と

十一425図
て固く止めしが︑︿略﹀︒

．とむらう←とぶらう

と・める

十866 豚肉はあぶらに富んでみて︑ とめ﹇▽かわどめ・えりどめ

よびとめる

十一6410衛生上々リハ︑成ルベク滋 める ︽ーメ・ーメル︾﹇▽ひきとめる・
養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

トモダチハ﹁モチハ︿略﹀︑

ハイケマセン︒﹂ト︑トメマ

二356

生ひ立ちし

我︑タガヤサン︑我
空なつ

が友ユひとり離れて︑はるぐと
五百重のしほ路︑故里の
かしや︒﹂

れり︒

カ

トリ

カ

イキ

シマ

ス

九177図中ニモ香取・鷹栖ノ雨社バ

北浦ノホトリナル鹿島トトモ三二社

ノ名アリ︒

ることばもうちとけて︑我はた＼へ

浴客年二其ノ敷ヲ加フ︒

ク明治ノ御代ト共二盆くサカエテ︑

十394図圏昨日の敵は今日の友︑語 九399図 ︿略﹀箱根七里ハ︑開ケ行
っ︑かの防備︒
ひぐち

共←おと

十一326図

巡洋艦ハ︿略﹀︑戦艦ト

ものは馬である︒

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

十854 ︿略﹀︑毎毎と共に戦場をかけ

と用意して︑隊商と共に出立したり︒

りしが︑︿略﹀︑飲用水其の外何くれ

十528図園樋口は古き友なり︑見知 九455図 アリは十歳ばかりの子供な
りたらん︒﹂

十9510図神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑
人即事ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ
シ︒

トモ

我が着込らば︑健かユ︒

船・商船又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃

共二敵二當リ︑︿略﹀︑或ハ敵ノ運送

﹇共﹈︵名︶2一

十二捌1図案

も・おんともっこうまつる・ぜひとも

とも

・ふたくちとも︒ふたりとも・みっつ

にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑
友と友︑人と人︒

一歳ノ時令シテ︑ソノ折父トトモニ

な雪なだれがなだれて來て︑︿略﹀︒

か＼る檬なひ〜きと共に︑山のやう

花々シク職ヒテ︑一族ノ人々トトモ

從ヒ︑之二事フルコト父歳事フルガ

十二59図 ﹁︿略﹀︒﹂との信號旗が職

如クセヨ︒﹂

七86図正行ハソレヨリ戦場二向ヒ︑ 十一佃8耳管 ﹁汝ハ孔明ト共二事二

戦場二出デントセシガ︑︿略﹀︒

沈・捕獲ス︒

七14図正成ノ戦死セシバ正行が十 十一554 ︿略﹀︑百雷の一時に落ち

とも

や＼あって紳士はしばらく

揮く手を止めると︑聴衆は鏡をつか

友←にゅうえい

んで︑︿略﹀帽子の中へ投入れる︒

十二842

シタガ︑キカナイデイマシタ︒

イテ

ブベク︑︿略﹀︒

︿ 略﹀︑滋養に富める乳・

肉等を供給せんこと︑實に今日の急

十一一466図

務なり︒

は︑我に着て浮雲の 如 し ︒ ﹂

十二727図園 不義にして富み且貴き

﹇友﹈︵名︶9

するともにおくる

十二728図 進取の氣象に富める人は とも
何事を爲すにも︑此の事は必ず成る

六836図圏

四つとや︑善き事たがひ

べしと畳着して︑熱心に其の事に從
ふを以て︑成功は期せずして到る︒

十二欄10図 眞に自治の精神に富める

ソガノイルカ

ニ職死ヲトゲタリ︒
シ

れたるは午後一時三十分にして︵

圖旗と共に我が旗艦三笠にか＼げら

エミ

六836図録四つとや︑善き事たがひ 八498図 ︿略﹀︑蘇我入鹿勢ヲホシイ
マ・ニシテ︑父蝦夷ト共二不忠ノフ

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

ルマヒ多カリキ︒

八85昏昏友よ︑來よ︒手かごを持

ゃさか

十二810図 ︿略﹀︑ネボカトフ少將は

當り︑︿略﹀︒

村艦隊と共に先頭にある敵の主力に

笠以下六隻の主戦艦隊を率みて︑上

十二61図

︿略﹀︑東郷司令長官は三

にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑
︽ーメ・

やたのかがみ

天照大神︑八連打・八坂

倒レテ二巴一兵士トトモニ中佐ヲイ
タハツタ︒

九44図
にのまがたま

硬曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし
かば︑これより三種目神器の一とな

︿略﹀︒

友と友︑人と人︒
止む

ダノククミ

軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ

任者を跨ぐるを知りて︑其の他には
﹇止﹈︵下二 ︶ 4

クダラノ

ちて︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒
ヒ

昔百濟川成トイフ名高キ書

しげる林ユ

エアリキ︒其ノ友二飛騨工トテ世

八277図

﹁熱き國

二聞エタル大工アリ︒

十1210図蟹園

八896

何等の私心を有せざるなり︒
と・む

ーメヨ︾﹇▽さしとむ ︒ ひ き と む

行を止めて︑風のをさまるを待てり︒

九464図 一同はやむことを得ず︑進
九583図 口にうましとて多く食ふこ
となかれ︒︿略V︒今一口といふ所に

とも一ども
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暴げて其の部下と共に降服せり︒

︿略﹀︑職艦ニコライ一世以下四隻を
直段ノ攣動モ少キ等︑貨幣トスルニ

地異ナリトモ︑成分二異同ナクシテ︑

ることなし︒

十一911図

︿略﹀︑極めてまれにして

にも實用にもならざるものならば︑

随意に得られざるものなりとも︑飾

梁・棟木

つか・ぬき

最モ便利ナレバナリ︒

之を買ふものなく︑随って債あるこ

十146公署園
取外すとも︑たちま

ウェンスキー中將はく略V︑幕下と

十二94図 敵の司令長官ロジェスト
・柱

何一つ

共に一騙逐艦に移りしが︑︿略﹀︒

十588圏團
・飲食物等を濫費致し居り候へば︑

少壮有爲の間を徒に遊び

爾院の決議一致すとも︑
ぜざるなり︒

天皇の裁可を纒ざれば其の効力を生

十二佃3図

るべし︒

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

十二7010図

にてすくひ取るを得る程にて︑︿略V︒

海岸近く寄來る時は海水爲に白色を
たも
呈し︑特殊の網を用ひずとも︑撹網

ども

おんなじひびきで︑うこ

いて居れども︑ちっともおんなじ

四487圃

所をささずに︑︿略﹀︒

六546図塩ハ山酔リモ出ヅレドモ︑

砂糖ハ種々ノモノヨリトレ

ワが國ニチハ海ノ水戸リツクル︒

シ︒

中佐ハ︿略﹀︑タぐ一人ク

破レタル所ノミツクロヒテ用フルト

張りカヘント思ヘドモ︑絡ベテ物ハ

八㎎・図囹﹁我モ三尉ハコトぐク

ノスガタナシ︒

マナク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野

七904図

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

七226図目ハ見ユレドモ︑字ノ讃メ

モノナドヲ作ルニ用フ︒

バ︑ツクエ・本バコ・タンス・ハキ

ヒラレザレドモ︑輕クシテ美シケレ

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用

六685図

焦焦ヤハラカクシテ弱キ木

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

く略V︑錬の群をなして 六548図

となし︒

そま

十一994國国

ちユ・家え崩れん︒﹂

ぎ

兵火内の酒保には日用品

十二292図圏 ﹁我︑明日大軍を率ゐ

うりふたもつ

て出獲せんとす︒汝も止りて我と共
に行け︒﹂
かん

さず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑たとひ用心きび

如何程技藝に通じ︑学術
に長ずとも︑一片忠節の心なからん

十二棚3図

十﹁529図内二省ミテ︑ヤマシキコ

には︑其の人や全く精神なき人形の
とも

み︒

︵終助︶1

トアレバ︑勢至テ面二選フトモ︑心

︿略﹀︑ミダリニ緑色ヲ作 とも

中ノ苦ヲ如何ニセン︒

き折に出島ふべし︒﹂

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

十一4110図圏

も︑名を子孫に傳ふべし︒﹂

し︑たとひかばねを戦場にさらすと

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

十一147図園

いでや臨幸の路次に参

十一一316図く略V︑瓜生保其の弟義 外出せずとも少しも不自由を感じ申
鑑等と共に杣山に旗あげして義貞に

磨ず︒

十二575図 螢口は︿略﹀︑大連と共
孟子死して二千丁年︑孔

に漏洲の二大門戸と構せらる︒
十一一9610図
子と共に其の名盤 く あ ら は る ︒

十二描5図 勅諭は︿略﹀︑明治の大
御代に及びて︑復古の政と共に陸海

トモ

とも

軍の今の制度を定め給へる由來を詳
︵接助︶19

に御諭しあり︑︿略﹀︒

とも

十一544図

キハ︑シバラクハ用ヲナスベキコト

六856壷網 九つとや︑心はかならず

ヲ︑若キ者二知ラセントテカクスル

それではうどんやさう
リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

めんは何でつくりますか︒﹂三

四323圏

高くもて︑たとひ身分はひく＼とも︑

郎﹁知ってゐますとも︒餐です︒﹂

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト

レタレバ︑サ程ニ一思ハザレドモ︑

八386図

︿略﹀︒

マハリタレドモ︑入ルコトヲ得ズ︑

東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒幾度カ

八294図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑

ナリ︒﹂

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

軍・に行かば︑からだを ども ﹇共﹈ ﹇▽いちぞくども・えぞども

・けたども・ざいにんども・したやく

ま

いとへ︒揮丸に死屯とも︑病に死そ

ども・ぞくども・でしども・ぶしども
故に随意に得られざるも ・ものども・わかものども・わたくし

ども・わたくしどものまち・わるもの
ども﹇▽けれ

ども

ドモ

のなりとも︑効用なきものは償ある

︵接助︶64

ども・されども・しかれども・といえ

︿略﹀︑効用あるものなり ども

とも︑随意に得らる＼ものは亦贋あ

十一909図

ことなく︑︿略﹀︒

十﹁908価口凶

な︒

た

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

チ

十一601図圃

輕くとも︒

六856図工 九つとや︑心はかならず
高くもて︑たとひ身分はひく＼とも︑
輕くとも︒

カウ

子ナレバ︑コレポドノワケノ分ラヌ

七38図圏 ﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ
コトハアルマジ︒

八876園 ﹁一度占領シ灯心ノ高地︑
全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒

九899図 是金銀ハ贋高ク︑︿略﹀︑産
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ども一ども

ル・ナリ︒

キハ︑今更二其ノ便利ナルニ驚カ
ニチモ預カル︒

モ︑貯蓄銀行ニチハ五苦ヨリ少キ金

︿略﹀︑帝都をさること遠け

なれ︑日々干しく暮し居り候︒

今なりと︑心を取直せども︑年頃の

十一4410図夜に入りて︑討つべきは

恩愛︑殊には今日の元服の隆盛思ひ

十736図

績けては︑如何でか討たるべき︒

道眞は罪もなきに官を下げ

れども︑古代より世に著れ︑往昔天

九796図

皇の行幸し給ひしことも敷回に及べ

︿略﹀︑翌日風なぎて出立し

たれども︑一同は行くべき方にまよ

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

九471図

り︒

とすれども︑少しも疑ふ心なき正儀

十一452図幾度か思ひ直して討たん

かども︑少しも世をいきどほり︑人

箱根は温泉場の数も多く︑

をうらむる心なかりき︒

の様を見ては︑刀のつかに手をかく

十742図

ひて︑右に往き︑左に往き︑空しく

廣大なる旅館も少からざれども︑

か ぶ り 物 に は あ ら ね ど も ︑ 九905図

べきやうもなし︒

て遊び給へ︒

花客二接シテ愛敬ヲ蓋ス

我衣食の費をいとふに

日光・空氣の如きは︑人

の生命を保つに必要なれども︑随意

十一913図

の如くに憎む︒

穴をうがちて︑︿略V︑其の内面を壁

種々の巣を造れども︑多くは地下に

十一894図

蟻は其の種類によりて

あらざれども︑何虜へなりとも出で

十一724図囹

時間は金銭よりも貴し︒

會の活動敏速なる時代にありては︑

言あれども︑今日の如く＜略﹀︑社

十一7010図 ﹁時は金なり︒﹂といふ古

下され候はば︑有り難く存じ奉り候︒

御多用中恐入江へども︑御参列成し

十一629國団 ︿略﹀法會相底豆網間︑

實ノ心アルモノニ如カズ︒

モノハ︑ムシロ不愛敬ナリトモ︑信

ラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切ノ念ナキ

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︿略﹀ヘツ

十一542図

コトアリ︒

時ト場合トニヨリテ笑フベカラザル

笑ハ心身ノ良藥ナレドモ︑

︿略﹀︑盛夏の候は何れの旅館も空室

和船の大なるは五百石積

其ノ艦燈二大小ノ差アレ

十一533図

レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少

同群中の蜂は極めて親密

二物相待つに非ざれば用
を爲し難きを﹁車・の両輪の如し︒﹂

十一333図

ども︑橋はおほむね一本なり︒

ほばしら

・千石高等ありて︑近海を航行すれ

十一271図

車の如きは唯一輪なり︒

ちや

さく
といへども︑四國の猫車︑毫湾の掠

十一252図

く之を敵視し︑︿略﹀︒

に生活すれども︑絶群の蜂は甚だし

十一82図

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ翌︒

吉野山霞の奥は知らね

なきに至るを常とす︒

ひぐらし

シ︒

銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル

一日を過せり︒

九5210図圏
次第々々にすたれ行く︒

手ぬぐひ三尺引きしぼり︑頭に結ぶ
はち巻は

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

九549図 タトヘバ北國ニスム野ウサ 九945図此の門一に日暮門の名あ 十一13図圃
ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ
との意なりとそ︒

我が國到るところ名勝の地

にとぼしからざれども︑よく人工の

九964図

ドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑全ク白
︿略﹀︑イカバ水中買気ヨグ

色価攣ジ︑︿略﹀︒

美と天然の美とを併せたるは日光に

九551図

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着
如くはなし︒

オキナハ

良無意ナリト三思ヘドモ︑

リテサ・グ︒

當日参上御見送致すはず

老人ノ言ナレバ︑命ノマ・二拾ヒ取

十228図

スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シキ色ドリア

九565図沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑
レドモ︑裏面ハ枯葉二様タルが故二︑

十272國國

に候へども︑手放し難き商用これあ

︿略﹀︒

九647図 面面は形もなく︑色もなけ

模様には全く無意味なるも

ナル速度ニテ長時間航海スルコトヲ

ドモ︑何レモ多量ノ石炭ヲ積ミ︑大
あれども︑草木・花鳥・轟魚等の形

水雷艇ハ血膿甚ダ小ナレ

得︒

ドモ︑速度駆逐艦二次ギ︑敵艦目近

十一348図
緑もよく引立ちて見ゆれども︑赤と

ヅキ︑︿略﹀︑之ヲ撃沈スルヲ任務ト

赤と緑とを並ぶれば︑赤も
黒とを並ぶれば︑赤の黒ずみて見ゆ

正儀は河内にて領地を與

ス︒

へんとしたれども︑熊王は﹁何の戦

十一442図
︿略﹀︑多少不自由を感じ候へども︑

功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

入螢當時は友人も少く︑

昨今は友人も出來︑螢内の生活にも

十599團団

るが如し︒

十495図

を愛じて作れるもの多し︒

十472図

り候へば︑手紙を以て御祝ひ申上下︒

凡そ少しにてもすき間ある所には︑

れば︑目には見え ざ れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

必ず存在せずといふこと無し︒

の事とは存候へども︑當時のあらま

九725圏団 もはや新聞紙にて御承知
しを申上候︒

九747圏国 田畑の作物には多少の損
害これあり候へども︑其の他にはか
く 別 の 異 状 こ れ なく︑︿略﹀︒

九775図普通ノ銀行ニチハ一度二五
圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

ともえ一ともだち
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に得らる﹂ものなれば︑之を買ふ必
要なく︑随って潮汐あることなし︒

十一932図 物の償は︿略﹀︑或時は
高く︑或時は安くなるものなれども︑

常に其の物を製造する費用と相當の
利盆とを併せたる金額に等しからん
とする傾きあるものなり︒

十一948島物の債はかく上下するも
のなれども︑供給に限りある物︑例

たけだかつより

して︑︿略V︒

陸地の片影だにみとめ難く︑︿略﹀︒

音次郎は友吉のかたに手をか

ら︑僕は死んでしまったのだらう︒﹂

けて︑﹁︿略﹀︒もし君が居なかった

五487

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

十二268図武田勝頼大軍を率みて來 十一一926図 倹約を守るは大切なれど
り攻むれども︑城兵善く職ひて抜く

り

か

か

一

トモキチ

﹇友士口﹈︹人名︺7

パイニナリマシタ︒﹂
トモキチ

燈

アル夜弟子ヲ集メテ︑書物

如き是なり︒

．ともす﹇▽とぼす

ともだち

友だち

アル日トモダチニユミノ

友ダチ

ともだち ﹇友達﹈︵名︶16

マシタ︒

ジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

二342

トモダチ

九6510図燈の火の風に吹消さる＼が

トモシビキエタリ︒

ノ講義ヲセシ時︑風ニバカニ吹キテ︑

七243図

﹇灯火﹈︵名︶2 トモシビ

といひました︒

め

ともしび

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒

あ

ソコ ヘトモダチガサソヒ
ニキマシタカラ︑ヨロコンデイ

ました︒

三728

そこへともだちがきて︑

ともだちは﹁ばかなこと

︿略V︑トモダチモミンナ

をいふ︒︿略﹀︒﹂といってわらひ

三465

した︒

ときくと︑﹁︿略V︒﹂とこたへま

﹁おい︑なにをしてみるのだ︒﹂

三458

キマシタ︒

ツシヨニノハラヘアソビニイ

三6一

シタガ︑キカナイデイマシタ︒

イテ ハ イケマセン︒﹂ト︑トメマ

トモキチハヨロコンデ︑ト 二352 トモダチハ﹁モチハ︿略﹀︑
ンデイキマシタ︒

二272

カドグチヘデテミマシタ︒

二265トモキチハシンパイシテ︑

友吉

是等は現時噴火の止れる ともきち

二

三86 トモキチ﹁ボクモモウテ

ツミマセウ︒

トモキチ﹁コレカラハナヲ

︹話し手盛︺2

ともえ﹇▽ふたつどもえ・みつどもえ

の心得なりと思ふべからず︒

へるものなれども︑濁り軍人として

十二価5図郭の勅諭は特に軍人に賜

こと能はず︑︿略﹀︒

伊企灘却って﹁新羅王我

がしりを食へ︒﹂といひて︑幾度責

十二306図
めらるれども改めず︑遂に殺された
り︒

十二403図

火山なれども︑現に噴火せる火山の

耕地の面積廣大なるが如

敷も全國に於ては五十座を下らず︒

十二459図

三74

本校舎ノ建築ハ質素堅固 ともきち

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑通

十一一365図

風・採光ニツナガラ其ノヨロシキヲ

へばく略﹀などの如きは︑需要増す
に随ひて︑其の償盆く高くなり︑

得︑專ラ教授ノ便ヲ計り︑實用二重

るうた か

キヲ置キ︑︿略＞Q

︿略﹀︑決して安 く な る こ と な き な り ︒

れ︑鯨り旅行も致さず候へども︑見

十一957國團其の後日々業務に追は
聞取交へ︑新版圖の状況大略御報知
申上甑︒
ないぶち

︿略﹀︑平野少く候へど

くなれども︑総面積の約一割五分に

すすや

十一968圖囲

過ぎず︒

みき

も︑南部の鈴谷川・内淵川・留多加

しゅざんぱう
其の西南なる首山保土は高

ある日友吉と音次郎の二人が

三66 マサヲトトモキチトオハ
ナが三人デノハラニアソンデ
ヰマス︒

五458

よそからかへって來る道で︑にはか

倫敦は世界第一の大都會
なれども︑古き都市にして街路狭け

に雲が出て︑かみなりが鳴り出しま

り

友吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

れば︑古風の乗合馬車を以て主なる

ふ

五466

した︒

ミ

そこをのかせようとしましたが︑音
し

稀に見ることなれども︑亜弗利加・

た︒

むりに手をひっぱってつれ出しまし

友吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

次郎はなかくき＼ません︒
︿略﹀︑食物を追うて其の居を轄ずる
かくて日数は重れども︑

は珍しきことにあらず︒
十二7710図

五472

印度の獅子︑南亜米利加の野牛等の︑

あ

十二671図此の如く全然移住するは

交通機關とす︒

十二626図

遼陽防備の要害地にして︑︿略﹀︒

さ僅かに三百忌寸の小山なれども︑

十一一552図

川の流域の如きは︑地味肥え︑有望
の農業地に御座候 ︒

︿略﹀︑又山脈の爾がは

には石炭層各所にあり︑殆ど無蓋藏

十一㎜7國囲

に候へども︑未だ盛に採掘に着手せ
らる＼には至らず候︒

十一梱2圓囲 く略V︑諸種の女面追々

成功致候へども︑今後尚着手すべき
事は多々これ有り候︒

十二41図 文武道を異にすれども︑
國に蓋す誠は一なり︒

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

十二68図 風號び海怒りて︑波浪山
は物ともせず︑打出す砲揮よく命中
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ともなう一とよはら

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
ハ一人モアリマセン︒
チヲヨ．ビアツメテアソビマシタ︒

四758 耳輪ルハヨロコンデ︑友ダ

トモナフ

二仕へ︑︿略﹀︑遂二高祖ヲシテ其ノ

大業ヲ成サシメタリ︒

清潔検査これあり候︒

十一635國團 ︿略﹀︒來る六月三十日

︵土曜日︶午後二時建碑式墨行致候

﹇伴﹈︵四︶一

かたく友だちの手を握りしめました︒

間︑御光臨の榮を賜はり度︑︿略﹀︒

ともな・う

十406図圏雨將書食共にして︑なほ

ひるげ

も蓋きせぬ物語︒

テヰタ學校が落成シテ︑前週ノ土曜

七65図圏父ハ臣ヲ合戦ノ場ニモト
十二317図

十一605図圏兄弟共に敵をば討さん︒ 十二344 昨年ノ夏カラ建築ニカ・ツ

︽ーハ︾

モナハズ︑﹃残りタル一門ノモノド

共に←とともに

し

﹃迎人共に岡へば︑勢 どようぼし ﹇土用干﹈︵名︶1 土用ぼ

富貴は人の共に欲する所︑

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

そにそまって赤くなり︑七月・八月

︿略﹀︒

あついころ︑三日三ばんの土用ぼし︑
ども︑︿略﹀︒

貧賎は人の土ハにいとふ所なりといへ

十二7110図

共に生きず︒﹄といへり︒

﹃両虎共に圃へば︑勢 五291蟹 もとよりすっぽいこのから

共に生きず︒﹄といへり︒

十二394図園

足利氏の大兵來り攻め︑

あしかサ

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹄ト

二三人の友だちと遠足に出かけまし

六81 私はかねてのやくそく通り︑

日ニハ落成式が墨行サレタ︒

申シ残シタリ︒

城遂に陥り︑保・義鑑共に戦死す︒

た︒

七476園

六725 學校でいつも先生にほめられ︑ともに ﹇共﹈︵副︶16 トモニ 共二
友だちにもすかれた善い子供は︑お

ル︒

して︑國甚だ富めり︒

八765図

農業・工業・商業共に盛に

タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ

﹁君ラバ表ダケシカ役二立 十二394図園

となになってから︑りっぱな人にな
りました︒

六727 下校で先生にしかられ︑友だ
ちにもきらはれた悪い子供は︑おと
なになってから︑大ていつまらない

とよとみひでよし

とよとみひでよし

︶

とよとみひでよし ﹇豊臣秀吉﹈︹課名︺
富貴は人の共に欲する所︑

六目2

4

豊臣秀吉

十二7110図

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨

ども︑︿略﹀︒

九412図

モ︑浴客ノ多ク集レル今ノ箱根七湯

人になってゐます ︒

モ︑遠キ昔ハ共一一恐ロシキ噴火山ナ

豊臣秀吉

まして︑どうしたらよいかと︑いろ

八196 親類や友だちは大そう心配し

原

X

てうせん

﹇豊臣秀吉﹈︹人名︺

く

第十四豊臣秀吉 一
X
第十五豊臣秀吉 二

豊臣秀吉

とよはら
とよはら ﹇豊原﹈︹地名︺3 豊原 豊

九25図豊橋

とよはし ﹇豊橋﹈︹地名︺1 豊橋

人でございました︒

人は︑もとはいたって身分のひくい

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

六43日
6本中を平げて︑後には朝鮮

1

とよとみひでよし

第十四 豊臣秀吉：二
X
第十五 豊臣秀吉⁝二

六434

六目3
貴族院・衆議院共に各之を提出する

土曜
土曜日

土曜 雨

とよとみひでよし

六487
とや

にはとりはとやでねて

﹇鳥屋﹈︵名︶1

を得︒

とや

三131

増
福井・石川・富山

とやま

近年やみに産額の

ゐます︒︹ひらがなのドリル︺
とやま
﹇富山﹈︹地名︺1 富山

とやま

ほくろく

﹇土曜﹈︵名︶1

羽二重織の輸出品︒

大せしは北陸の

十二496図圃
なる

十二月十六日
﹇土曜日﹈︵名︶3

六386

自在にして︑こ＼に樺太磨の所在地

毎週土曜日の午後には居 十一974國国 其の南部は車馬の書下
室・兵器・寝具其の他一切所持品の

十563國囲

どようび

後精良・韓信共一一漢ノ高祖

く略V︑法律案は政府の外︑

リシナリ︒

れに

十二研7図

く考へてるました︒

こそはたふとけれ︒

すげ笠

八199 ある日一人の友だちは︑この 九524図圏 ︿略﹀︑田植・草取・取入
農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

農夫の辛苦共にする

く世間話をしてみたが︑︿略﹀︒

ひ・劔・弓・託言を共にをさめ︑

八207 友だちはふと思ひ出したやう 九尊1図之をはうむりし時は︑よう
に︑﹁それはさうと︑君は白い雀を

二人共に和漢の學に通じ︑

どよう

此ノ通帳ハ此ノ後金鏡ヲ預

︿略﹀︑ながく皇城を守護せしめたり

十258図

今なほひろく愛古せらる︒

其の作れる文は古文の手本として︑

十154図

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

クル時又ハ引出ス時季二必要ナルモ

九779図

といふ︒

見 た こ と が あ る か ︒﹂

だ︒

八214 友だちは答へて︑﹁居るさう

だちが來て︑﹁どうだ︑白雀は見つ

八269 二三ケ月立ってから︑前の友
かったか︒﹂と︑笑ひながらたつね
ました︒

御恩は一生忘れない︒﹂といって︑

八274 農夫は﹁おかげで目がさめた︒

とら一とり

78

リ︒

地ヘノ渡仁心其ノ畦織鯨年ノコトナ

撃せられ︑遂に捕へらる＼に至れり︒

共に一駆逐艦に移りしが︑︿略﹀追

とよはら

豊原あり︑鈴谷川平野の中央に位し︑

十六日勝商は︿略﹀城に

つきの

十二303図

き

な

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

﹇捕﹈︵下一︶2

とらへる

て盛大なる儀式を行ふことあり︒
とら・える

八546

第十六

鳥

とり ﹇取﹈﹇▽うけとりにん・くさとり

・ほしとり・やりとりする

丑vおおとり・おやどり・ことり・ちど

とり ﹇鳥﹈︵名︶33 トリ とり 鳥

わし・たか・とびなどの様に︑

捕へる︽一へ・ーヘル︾

八548

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

昔は大学一頭を捕へると︑人

へて食ふ鳥や︑︿略﹀︒

十678

口数百人の一村︑一箇月の生活費を

虎ト猫

支へ得ると言ったものである︒

第十⊥ハ

鳥

でなく︒

五103

アタルト︑モチハ白イト

とりなく︒︹ひらがなのドリ

感興ノ仲間トケモノノ仲間ガ

五532園 ︿略﹀︑カウモリハ﹁私ハ鳥

ケンクワヲシタ時︑︿略﹀︒

五528

羽をひたしました︒

鳥はだのしさうに時々來て︑

五53圏鳥がなく︑鳥がなく︑どこ

でなく︒

五53圃鳥がなく︑鳥がなく︑どこ

でございます︒

はきっといおとすほどの名人

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ

四792囹そらをとんでみる鳥

る時には︑のしをつけません︒﹂

や︑すべてなまぐさものをおく

四453圏今でも魚や貝や鳥

ル︺

三64

マシタ︒

リニナツテ︑パツトトンデイキ

一一362

オモシロガツテヰマシタ︒

デ︑トリヤケモノヲイコロシテ︑

二336

ユミヲイルコトガスキ

りこえのさかおとし・みずとり・やま

話調伊企灘は新羅と職 り・にわとり・ひよどりこえ・ひよど

い

遂に敵兵に捕へらる︒

入らんとするに︑不幸嚢見せられて︑

十二295図

大泊より十里︑輕便劇道も出來居候︒

十一976属国 又豊原より眞岡に至る とら・う ﹇捕﹈︵下二︶13 トラフ 捕
︽ーフ・ーフル・一へ︾

フ

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力

ひて新羅の將に捕へらるQ

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

採りて食物とせり︒

あいぬは時々子熊を捕へ來

八749図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ とらえきた・る ﹇早来﹈︵四︶1 捕へ

ルが如シ︒

八739図割高前足ノ一撃ニテ鹿ナド 十二435図 太古人口少く︑人智も開 どり

ラヘタル時︑之ヲ運ビ去ルニ便ナリ︒

強ク︑クビ太ケレバ︑他ノ獣類ヲト

云ふ

間も近時道路新に開け︑交通大いに

八735図
虎

便利に相成候︒

﹇虎﹈︵名︶9

十一98図豊原
とら

八729図 虎ト猫トハ最モヨク相似タ
ル獣ナリ︒

八738図外心前足ノ一撃ニテ鹿ナド

八732図 虎モ猫モアゴ短ク︑首太シ︒

十818図

來る

︽ーリ︾

急二飛ビツキテ之ヲ捕フ︒

︿略﹀︑鵜は深く沈まずし

も

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

レバ︑︿略﹀︑シヅカニ他十二近ヨリ︑

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

はれたり︒

く

︹課名︺2

とらとねこ

とらせるεおとらせる

虎猫

虎ト猫

虎ト猫
第二十一

第二十一

﹇虎猫﹈︵名︶1

八755図猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似

とらねこ

八727

八目9

の網にて轟を捕ふるは漁業の類とも
︿略﹀︑孔明謀ヲ以テ其ノ

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

八目4

敵の司令長官ロジェスト とり ﹇鳥﹈︹課名︺2 鳥
ウェンスキー中將はく略V︑幕下と

十二96図

ビ職ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒

十一価3図

テ︑﹁︿略﹀︒﹂ト問フ︒

將孟獲ヲ捕へ︑二軍ノ陣螢ヲ示シ

マウクワク

十一価1図

見るべし︒

十一884図蜘蛛は︿略﹀︒︿略V︒此

なり︒

て︑たやすく魚を捕ふることを得る

十﹁825図

下すことなく︑︿略﹀︒

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一814図

鵜の首元は細なはにてし

と︑我が國にては古來轟く諸所に行

十一791図

ルが如シ︒

虎モ猫モ相同ジ︒

八742図 用ナキ時之ヲカクスコト︑

八746図猫ノロニハ上下二二本ヅツ
押送ノ舌ニハ︿略V太キ毛ノ如キト

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

ゲアリ︑骨壺附キタル肉ヲ食取ルニ
便ナリ︒虎モマタ同ジ︒

八747図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ
レバ︑︿略V︑シヅカニ他獣二近ヨリ︑
急二飛ビツキテ之ヲ捕フ︒

八749図 虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木
ニヨヂ上ルコトヲ得︒
タ︑・猫ノ毛色ニハ黒・白・

三毛ナド様々アレド︑虎ハ一様ナリ︒

八754図

八755註脚ノ再試モ其ノ毛色虎二似
渡來

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒
﹇渡来﹈︵名︶1

十313図此ノ芋ノ始メテ琉球二傳ハ

とらい

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑内

79
とりあえず一とりいそぐ

デモケモノデモナイカラ︒﹂トイッ
テ︑ドチラヘモツキマセンデシタ︒

五543囹 ﹁私ハ羽ガアルカラ︑鳥ノ
︿略﹀︑ケモノが負ケサウニナ

仲間ダ︒．﹂

五545

ツタノデ︑コンドハ﹁私ハ羽ガアル

カラ︑鳥ノ仲間ダ︒﹂トイツテ︑鳥
ノ方ニツキマシタ︒

八559
だてう

取りあへず

御老人・御子供衆も御大

︵副︶2

トリヰ

鳥居

ノ生徒ヲ教育スル等ハ皆分業二外ナ

︿略﹀︑官公吏ノ事務ヲ取扱ヒ︑教師

﹇鳥居﹈︵名︶6

ラヌノデアル︒

とりい

アカイトリヰガミエマス︒

﹇▽いちのとりい・おおとりい

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

五635

︿略﹀︑母は手紙をおちよにわ

たしました︒おちよは取上げて讃ん
で見ると︑︿略﹀︒と書いてあります︒

取扱

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

鳥居ヲク寸ルト︑オ宮ガアル︒

ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

五686

鳥居ヲクぐルト︑オ宮ガアル︒

やがて五人の騎手は︿略﹀︑

かつあき

第七課鳥居勝商

かつあき
十一一266 第七課 鳥居勝商

十二目8

鳥居勝商

かつあき

とりいかつあき ﹇鳥居勝商﹈︹課名︺2

て來た︒

静々馬．を歩ませて︑鳥居の下へ集つ

九829

ノ大鳥居ナリ︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ
カネ
造りタルモノニシテ︑日本第一ノ金

九295図社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔

い鳥居が見えます︒

巻の書物を床 六91 ︿略﹀︑森の間からはお社の赤

﹇取扱﹈︵名︶2

て︑テーブルの上に置きました︒

の青年ははいると直に書物を取上げ

の上に投げておきました︒︿略﹀︑あ

十365官私はわざと

ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

一253

當日は本村の重なる人々

取りあへず御見舞まで︒

勢の事故如何と御案じ申し居り候︒

九716國團

陸上に居る鳥で︑はぎの長い とりあえず

のは駝鳥であるQ

はぎの長い鳥は首も長く︑首

の長い鳥は大ていくちばしも長い︒

八564
八565

ウヅラ

取上

も精々誘ひ合せ︑是非参會致すべく
﹇取上﹈︵下一︶2

五683

とりあ・げる

候︒取りあへず御返事まで︒

はぎの長い鳥は首も長く︑首 十931囲国

の長い鳥は撃ていくちばしも長い︒
ゆめも見あきつ︒

九116図圏葉かげにいねし鳥ははや

其の外あひるや七面鳥なども

箱根山ヲ見下サバ︑︿略﹀︒

マナヅル

カモメ

とりあつかい

九413図若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ

鳥の遊ぶ時は今なり︒

五551園 ソノ時カウモリガケモノノ 九121図圃歌へ歌へ︑枝にこずゑに︒ げる ︽ーゲ︾
方へ行キマスト︑﹁オ前ハ鳥デハナ
イカ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセ
ン︒

テイ

キジ

水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・

カサヘギカリがネオホトリ

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒
テイ

サギ

雲雀・鵠・雁・鴻︒堆・鵬・鶉・

ヒバリ

十一313図

家に飼はれる鳥である︒

五552 又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ 十882
前ハケモノダラウ︒﹂トイツテ︑ア
ヒテニシテクレマセン︒

五565 鳥ヤケモノ議員ヲ使フコトヲ
知りマセン︒

十一314図水雷艇ニハ︿略V鳥ノ名﹇▽とくしゅとりあつかいりょう
ヲ用ピタリ︒其ノ敏速ナル行動ハ鳥

事になった︒火は實に恐ろしいもの

六43日本の國には春・夏・秋・冬

ノ空中ヲ飛行スル如クナレバナルベ

らぬ︒

紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ
コト国貨園田マサレリ︒

ノニシテ︑輕クシテ取扱二都合ヨキ

九909図

一服のすひがらがこんな大火

かはるぐ色々な花がさき・色々な

シ︒

類も果實をたべては其の種子を方々

八451

鳥が鳴く︒

六432 烏ナキ里ノカウモリ︒

だ︒火の取扱は大切にしなければな

へまき散すのである︒

鳥ばかりではない︑人や獣

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

八548 わし・たか・とびなどの様に︑ 十二2010
へて食ふ鳥や︑︿略﹀︒

八548 わし・たか・とびなどの様に︑ 十一一781図 ︿略﹀︑朝の風を聞きては

とりあっか・う

︽ーヒ・一へ︾

鳥居勝商

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

取扱フ

とりいかつあき ﹇鳥居勝商﹈︹人名︺1

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

九775図普通ノ銀行ニチハ一度二五 十一一276図 鳥居勝商といふ者あり︑

リアツカフ

取

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

﹇取扱﹈︵四・五︶2

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

ず︒

︿略﹀︑つる・がん・つばめな

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

︿略﹀︑前面の一言草木

取急ぐ

約していふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

︽ーギ︾

とりいそ・ぐ ﹇取急﹈︵四︶1

モ︑貯蓄銀行ニチハ五圓ヨリ少キ金

又國家全髄カライヘバ︑

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑

十一131

ニチモ預カル︒
立てり︒

土人は驚きて此の新來の客を眺めて

十二795図

へて食ふ鳥や︑︿略﹀︒

八551

どの様に︑氣候によってすむ所をか
へる鳥は︑絡べてつばさが大きい︒
をあるく鳥ははぎが長い︒

八558 鶴・さぎ・くひななど水の中

とりいだす一とりたてる
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九756圓団 田村に引取りて保護を致
れる

かった稻が雨にぬれると︑米

︽ーレ︾

六154

アラウ︒

八902園

多敷ノ部下ヲ死ナセ織上︑

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ

し居り悪者も百二一二十名の多きに上

がわるくなるから︑天氣のよい間に

十一831図 敷隻の漁舟相並び︑︿略﹀︑

之を取園みて︑敷十隻の遊船︑岐阜

提灯の光を水にうつせる奇観は筆

ぢやうちん

も言葉も蓋し難し︒

毎年上りて︑我が娘を溶食ひ︑今ま

此の地に︿略﹀大蛇あり︑

取換 とりくら・う ﹇取食﹈︵四︶1 取食ふ

り候︒取急ぎ御忌かたがた右御報申

﹇取替﹈︵下一︶3

︽ーヒ︾

た残りの一人をも食はんとす︒

︿略﹀︑仕事ノ移り攣ル度毎 九31包帯

二︑居ル場所ヲ饗へ︑又器具ヲ取換

取掛る

トリ

︽ーラ・

一天にはかにかき曇って︑ほ

綿ノ中里ハ種ガアリマスカラ︑

やく人は二人をよび出して︑

馬丁ハ︿略﹀︑トウく職死

︽ーッ︾

てる ︽iテ︾

とりた・てる ﹇取立﹈︵下一︶1 取立

．とりだか﹇▽とれだか

ガイニ取リスガツテ泣イタ︒

サレタト聞イテ︑カケツケテ其ノ死

八924

ガル

とりすが︒る ﹇取綻﹈︵五︶1 取りス

た︒

その釜を前において取りしらべまし

五241

りしらべる︽ーベ︾

とりしら・べる ﹇取調﹈︵下皿︶1 取

ノデス︒

綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取去ル

八638

︽ール︾

とりさ・る ﹇取去﹈︵五︶1 取去ル

わがしい中に勇ましい︒

し物を取込むひまもない夕立は︑さ

九686

︽ーム︾

とりこ・む ﹇取込﹈︵五︶1 取込む

ヘナケレバナラナイノデ︑ムダニ時

十一111

ヘル取換へる︽i・へ︾

とりか・える

残念千萬ダ︒﹂

鳥打

路行く人のかぶりもの︑

﹇鳥打﹈︵名︶1

九501図圏

とりうち

取入れなければなりません︒
取出ス

上候︒

﹇取出﹈︵四︶2

余iシ︾

とりいだ・す
取出す

取換フ

中折・鳥打・山高や︑シルクハット
﹇取替﹈︵下二︶2

と類多し︒

間ヲ費スコトガ多イ︒

取りカ・ル

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

三535何ヲ言ヒツケラレテモ︑

ーリ・ール︾

妙妙ル

﹇取掛﹈︵四・五︶4

魚は割合に長く生きてみる︒

れて置けば︑水を取換へなくても金

若し其の中に青い水草を入

二三日も水を取換へないと︑金魚は

︽ーサ・ース︾

十一一2210

死んでしまふ︒

取返す

とりかか・る

タトヘバコ・二漁夫アリテ︑

キ寺田ハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

取返ス

﹇取返﹈︵五︶4

夫ヲタヅネタリトセヨ︒

へす

とりかえ・す

ぬす人はきんじよに住んでゐ
るみざりだといふうはさがあるので︑

五231

取りか

魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農

九883図

キ︒

取換ヘテ有無相通ジタルニ華甲ザリ

九8710図費買トイフコトナカリシ遠 十二227 金魚を細口のびんに入れて︑

︽一へ︾

とりか・う

十244図 フトコ開心リ一巻ノ書ヲ取
出 シ テ イ フ ヤ ウ ︑ ﹁︿略﹀︒﹂トテ︑其

ノ書ヲ與ヘテ去レリ︒

十一姐8図 ︿略﹀︑正儀は︿略﹀︑天

取入れ

取入れ

﹇取入﹈︹学名︺2

皇より賜はりし具足一領を取出して
與ふ︒

とりいれ

六目6 第五 取入れ
六147第五 取入れ
﹇取入﹈ ︵ 名 ︶ 3

六155かった稻が雨にぬれると︑米

とりいれ

入れの時は大へんにいそがしくて︑

がわるくなるから ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ そ れ で 取

夜も十分に眠れないほどです︒

六172 米を俵に入れて︑その俵をつ

行って見ると︑なるほどそのかまが

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒

み重ねてながめた時は︑田うゑや草

下マデ︻同ソロツテ事務二取リカ・

役所デモ︑會社デモ︑上カラ
あります︒大そうおこって︑取りか

ル︒

八151

取りの苦しさも︑取入れのいそがし

どうしてもかへしません︒

へさうとすると︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

︿略﹀︑五六年の中によほど財 十島ー34 船膣ノ材料ガホぐ整フト︑
組立二取リカ・ル︒

引込思案の人は︿略﹀︑
優柔不断其の事業に取掛らざる中に︑

十二731図

り心がけるやうになって︑夜も書も

良好なる時機を失ふこと多し︒

︽ーミ︾

敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒ とりかこ・む ﹇取囲﹈︵四︶1 取園む

陣地ハフタ・ビ敵二取返サレルノデ

八898

よく働きました︒

く略V︑たゴ身代を取返す事にばか

産を減らしました︒︿略﹀︒其の中に

八267

さも︑全くわすれてしまひます︒

九523図團 ︿略﹀︑田植・草取・取入

れに 農夫の辛苦共にする すげ笠
こそはたふとけれ︒

とりいれだか ﹇取入高﹈︵名︶1 取入
高

まゆ
十二449図 繭の取入高は年々増加し
て近年三百五十萬石を越え︑︿略V︒

とりい・れる ﹇取入﹈︵下一︶1 取入
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とりたまう一とる

取離す ︽ース︾

一ツヅツ鼻取離スコトガ

︿略﹀︒又其ノ鱒ハ全ク別々ニナツテ

九73
ヰルカラ︑

﹇取巻﹈︵五︶2

とりまく

又車ユリナドハ多クノ葉が一

取交

まとめ︑全家立退の用意致し居り候

ざるが如きは︑却って我が國民の度

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

して︑︿略﹀︒

量の狭く︑品格の低きを示す所以に

中︑︿略﹀︑水は次第に減退致し候︒

︽ーサ︾

十二322園

んれいどりよくす

︿略﹀︑或時旅信ヨリ此ノ芋

ノ話ヲ聞キテ︑大イニ喜ビ︑直チニ

十322図

︽iセ︾

とりよ・す ﹇取寄﹈︵下二︶1 取寄ス

なき 同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力みゆみ

みくに
商工業の襲達に 皇國

事にあひて心を取齪さず︑能く其の

十一柵4面出

︽ーシ︾

﹇取戻﹈︵五︶2

墨壷にして︑︿略﹀︒

どす

とりもど・す

その中に下男が委俵をかつい

種芋ヲ薩摩ヨリ取耳払テ︑之ヲ試植

取分けおいそがしい中を︑

まことに有りがたう存じます︒

一週間もおひまをいただきまして︑

八664国

取分け

とりわけ ﹇取分﹈︵副︶2 とりわけ

セシニ︑︿略＞Q

農夫は驚いて︑其の垂直を取りもど
取りもどして昂って來ると︑

﹇度量﹈︵名︶4

屋から出て來ました︒
どりょう

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

四季寒暑の攣り目にはと

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

十二906図

と・る ﹇取﹈︵四・五︶66 トル とる

る・うちとりもうす・うちとる・おり

・ーリ・ール・ーレ︾5いとる・うけと

︿略﹀︑殊に他國人の注意 取ル 取る 採る 捕る ︽ーッ・ーラ

を引くものは社會の公徳及び封手の

とる・かいとる・かりとる・きりとる

度量なりとす︒

十二983図

其ノ度量ノ廣大ナルヲ知ルベシ︒

テ︑︿略﹀︑マタ反スルコトナカリキ︒

ルコト七回二重ビシカバ︑賊將歎ジ

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

十一価5図

度量

今度は下女がばけつをさげて︑牛小

八243

しました︒

で︑裏門から出てきました︒︿略﹀︒

八242

取りも

虜すべき道に虜したる我が國婦人の

是等の人々は皆非常の大 どりょく ﹇努力﹈︵名︶1 努力n▽ふ

ペン
櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツテ︑ とりみだ・す ﹇取乱﹈︵四︶1 取齪す

六485 信長はこれを見て︑ますく とりはな・す ﹇取離﹈︵五︶3 取離ス
かんしんして︑それからだんく重
く取立てて︑一方の大弓にしました︒

ふ

︽ーヒ︾

とりたま・う ﹇取給﹈︵四︶1 取り給

ナイ︒

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ツテヰルガ︑二一ツニナツテヰテ︑

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

出來ル︒

取りック

九710

十一723図園 ﹁君は童里家として一家
を成せる人なるに︑三年の間未だ一
﹇取付﹈︵五︶1

度も書筆を取り給ひしことなし︒

︽ーイ︾

とりつ・︿

活版は印刷が終れば︑其の活

取り

字を取離すことが出來るから︑同じ

十218

︽iレ︾

﹇取紛﹈︵下二︶1

活字を何度でも組立てて使へる︒

まぎる

とり とりまぎ・る

コノ岩ナド隈取リツイテヰル轟ノ骨

七734 ︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ
デアル︒

︽ ーシ・ーセ︾

﹇取直 ﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 3

取直す

とりなお・す
なほす

ル︒

﹇取交﹈︵下二︶1

七二集ツテ︑董ノ周園ヲ取巻イテヰ

十85

は海にとりまかれてるる︒

六12 わが日本は重美である︒四方

取巻ク ︽ーイ・ーカ︾

とりま・︿

四813弓をとりなほして︑むかふ 十559重量 色色取りまぎれ︑つひ
く御無音に打過ぎ候︒
を見わたすと︑船がゆれて︑
まとがさだまりません︒
十一4410図 熊王恩に感じて︑涙せき

あへず︒夜に入りて︑討つべきは今
なりと︑心を取直せども︑年頃の恩

愛︑殊には今日の元服の事再思ひ績
けては︑如何でか討たるべき︒

とりまじ・う

十一457図 く略V︑熊王年來包みたる
心の中を打明けて︑﹁今は自ら死ぬ

︽一へ︾

ふ

・くいとる・じんどる︒すいとる︒す

外國人に接するに人種・

宗教・風俗の如何を問はず︑いはゆ

︿略﹀︑潜り旅行も致さ 十二欄10図

ず候へども︑見聞取交へ︑新版圖の

くいとる・としとる︒ひきとる︒ひろ

るより外なし︒﹂とて︑刀を取直し
取外す

いとる・ほりとる︒まきとる・むしり

十一958圏囲

﹇取外﹈︵四︶1

る四海兄弟の精神を以て等しく之を

一324

アチラデモコチラデモタ

とる︒もぎとる

親愛するは大國民の度量なり︒

國力我に劣れる自民を見
て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

十二棚2図

状況大略御報知申上盤︒

て腹かき切らんとす︒
とりはず・す
︽ース︾

九744圏国︿略﹀︑必要書類など取り

まとむ ︽ーメ︾

十146図圏園 梁︒棟木 つか・ぬきとりまと・む ﹇取纏﹈︵下二︶1 取り
食え崩れん︒ ﹂

・柱何一つ取外すとも︑たちま
ちユ

とる一とる
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一バン大キ

食ヒマス︒

五202園

五588

くれ︒﹂

﹁手がなまぐさいから︑そ

油ニモ色々アリマス︒魚カラ

のひしゃくを取って︑水をかけてお

五218園

取っておくれ︒﹂

﹁そこにおさらがあるから︑

ノクサヲトツテヰマス︒
五172 鯉ハ︿略﹀︒轟ナドが水ノ上
一442 ヨイオヂイサンバコブヲ ヲトンデヰルト︑バネ上ツテトツテ
ヲバサンバ

トラレテヨロコビマシタQ

U5囹

皿メンニ

トツタモノモアリ︑ケモノカラトツ
タモノモアリ︑シヨクブツカラトツ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

クビヲカレラ日取ラスルカ︑ニツノ
中ノ↓ツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

七74魚島

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ
中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

問屋といふのは他人からた

のまれて︑品物を費つたり買ったり

七147園

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投

して︑口銭を取る店のことです︒

七254

慧をかつて絹綜を取り︑絹綜

ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒

綿ハ實カラトリマスガ︑藍ハ

葉ト董カラ取ルノデス︒

八654

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

葉ト董カラ取ルノデス︒

聞エテ︑砲聲・参画が絶エタラ︑見

八913園

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

大尉はそれを取って見ると︑

ルト︑カウイフ歩合ニソレぐ響

九83

テヰル︒

九204

或時旅行先より手紙を送り

次の様な事が書いてあった︒

て︑其の子のアリに驕駝を連れて︑

九451図

荷物を取りに來るべしと言ひっかは

魚雷ラトツタモノモアリ︑ケ 七292

タノモアリマス︒

を織って絹織物にするまでには︑大

五591

モノカラトツタモノモアリ︑シヨク

︿略﹀五月雨は︑農家に取つ

れ

したり︒

さみだ

そうな手間がか＼る︒

ては大切な雨である︑それはちやう

九682

ブツカラトツタノモアリマス︒

て︑それから繭をにて︑縣を取るの

魚カラトツタモノモアリ︑ケ 七334 ︿略﹀︑さなぎをころしておい

モノカラトツタモノモアリ︑シヨク

五592

刈った稻は︿略﹀︒かわくと︑

ナタネカラトツタ種油デス︒

それを稻こきでこいてもみを取りま

六162

本アリマス︒︿略﹀︒カラスガ毎

す︒

ほんとのまうけでない金は
一厘でも取ってはならない︒﹂

六321園

砂糖ハ種々ノモノヨリトレ
ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

六547図
シ︒

があって︑それで方角をとって進ん

其の考を練らなければならぬ︒

深い人でも︑筆をとる前には十分に

花の名より取れる桃色・紅

も亦千種五竜なり︒

梅色・藤色・櫻色︑︿略﹀︑色の名構

十488図

左の第九圖を得︑︿略﹀︒

この間にいさんがかへって 十462図右の第八圖の角を取れば︑

で行くのです︒

八102國

來ましたので︑うち中の者がそろつ

ついでに私一人のもとりま

て窺眞をとりました︒

八103国

したから︑両方一枚つつ差上げます︒

かき

綿ノ木カラトリマス︒

綿ハ何カラトリマスカ︒

ぷだう

榿色・柿色・葡萄色・小豆色︑

だいく

中大兄皇子︿略﹀︑長キヤ 十4810図 ︿略﹀︑實の名より取れる
八628

リヲトツテ物カゲニカクレ給フ︒

八524図

八629

三脚實カラトリマスガ︑堂下 十517図園

藍ハ何カラ取りマスカ︒

参に入れよ︒

十506図園

﹁光盛︑曲者の首取って

唯首を取って︑大患の見

︿略﹀︑色の二等も亦千種萬様なり︒

らに︑やうく杖を見つけ出し︑す

八651

コノ度ノ合戦ニハ︑師号

八653

七73図圏

ぐに拾って取ってやる︒

︿略﹀︑少しはなれたくさむ

ハツリヲワタシテ︑﹁短ドアリ
たちからを

つよい神さまが︑︿略﹀︑すぐに大神

五41 手力男のみことといふ力の
のお手をとって︑お出し申し上げま
した︒

六634圏

ガタウゴザイマス︒﹂

コレデトツテクダサイ︒﹂オマツ

四263園 ﹁三十センアゲマスカラ︑

カシガタテテアリマス︒

日トリ卍巴マスカラ︑︿略Vカ

四 1 1 ー ウ チ ニバカキノ木ガニ

テ︑ニゲテ行キマシタ︒

三555 ソノウチニ︑トナリノネ ブツカラトツタノモアリマス︒
である︒
ど田植の時節であるから︒
コガダイジナキンギヨヲトツ
五594 アンドンニトボスノハ大テイ 七862囹船にはらしんぎといふもの 十187 たくさんの本を讃んだ學問の

をとってゐました︒

三40卜うが川の中でさかな

三323 ナハシロデナヘヲトツテ
ヰル人モアリマス︒

ンQ

三137 ︿略﹀︑ダレトスマフヲト
ツテモ︑マケタコトハアリマセ

タ︒

ミゴトナハナザカリニナリマシ

ナゲカケマスト︑ ︿ 略 ﹀ ︑

二613 ハヒヲトツテ︑カレ木曽

リマス︒

イカラ︑一バン小サイノヲト

一一

83
トルコーどんな

候︒

十774図 取ルモ捨ツルモ︑行クモ止
ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ爽スル
モ︑皆磯ノ命令ニヨル︒
︿略﹀︑猫は鼠を捕らせる爲に

飼ふのである︒

十837
︿略﹀︑熊王︿略﹀︑刀を

るに︑我は糧食殆ど書きたり︒
形名の妻︑︿略﹀︑自ら劔

を帯び︑侍女隼人と弓を取りて盛に

十一一312図
つる

弦を鳴らせり︒

極るよそほ

追手のトルコ人は如何とも

︿略﹀︑所攣れば様々に
ひ面白や︒

十一488

すべき方法が無い︒

ス︒

タケヲサンニハドレヲ

取高

七717

アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ

泥ノ上二居リ︑サザエ・カキナドハ

岩脇ツイテヰル︒

キタナイドロ水ノホカニ

どうみず ﹇泥水﹈︵名︶一 ドロ水

ハナンニモデテキマセン︒

二534

トン且vしまんトンぜんご

︵感︶2

僕の近所に年よりのかち屋が

︿略﹀若いむすこが︑今では

其の後をついで︑朝から晩まで相か

八344

子を相手につちを打つ音が聞える︒

ンテンカン︒﹂と︑毎朝早くから弟

あった︒︿略﹀︒﹁トンテンカン︑ト

八316

トンテンカン︑トンテンカン

とんてんかんとんてんかん

マセン︒

四132 クリ林ノ中ニハ︑ドング
リノ木モ五六本アリマス︒
四133 ドングリノミハタベラレ

﹁オトヨサンノハドレ どんぐり ﹇団栗﹈︵名︶2 ドングリ
﹁にいさん︑ここから見
一目に見えますね︒

﹇取高﹈︵名︶2

スガ︑ドレヲ見テモ美シウゴザイマ

嘉3蝶ニハ︿略﹀サマぐアリマ

うちはどれでせう︒﹂

ると︑町が

四44園

ニシマセウ︒﹂

二54園

アゲマセゥ︒﹂

二47囹

十一一436図太古人口少く︑人智も開 どれ ﹇何﹈︵代名︶4 ドレ どれ
けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を
︿略﹀︑何れも南より北へ

採りて食物とせり︒

同一の進路を取りて︑山あれば越え︑

十一一668図

河あれば泳ぎ︑︿略﹀︒

取直して腹かき切らんとす︒居合せ

十一458図

に及ぶべき︒﹂と︑取っておさへて

過ぐる庭の沿路︑果實・

︿略﹀︑﹁ちよつと貸したま

とれだか

︿略﹀︑牛も段々減り︑畑の取
高も年々に少くなって︑五六年の中

︿略﹀︑慈善の事業にも磨 八194

分の資を投ずべく︑公共の事業にも

によほど財産を減らしました︒

農夫は之を聞いて︑近年変の

後れを取るべからず︒

十二9210図

ンを取って弾始めた︒

へ︒﹂と言ひながら︑そのバイオリ

十一一828

きものは殆ど鯨す所なし︒

草根を始め︑凡そ取って以て食ふべ

十二696図

たる人々︿略﹀︑ ﹁ 何 と て 命 を 捨 つ る

動かせず︒

十一658 ︿略V︑暑イ時分ハ︿略V︑
且胃腸ノ弱り易イ時デアルカラ︑ア

︿略﹀︑圭里工﹁︿略﹀︒さら

ツサリトシテ消化シ易イモノヲ取ル
ノガヨイ︒
十一728図

ば年來の謝恩に何か書きて参らすべ
し︒﹂とて︑心構せし檬なりしが︑
又筆もとらで四五日過ぎたり︒

八205

はらず︑﹁トンテンカン︑トンテン

平生より此の畳悟なきも

カン︒﹂と働いてみる︒

十二川9図

取高の少いのは︑この雀のせいでは

十一悩4図 孔明一々ヲ攻勢テ支那中

あるまいかと思ひました︒

どう

泥

三414園

デセウ︒

﹁水の中へはいったら︑

三197︿略﹀︑子ヒバリハスノ中
デ︑ドンナニマツテヰルコト

ニー95 モシナツデアツタラ︑ド
ンナイロヲツケタデセウ︒

︽i どんな ︵形状︶15 ドンナ どんな

のは︑時に臨みて或は不魔の名を取

取れる

蛾が出ると︑縣が取れないか

﹇泥﹈︵名︶2

のはかま︒

ヲシナイトコロ

ハアリマセン︒

四712圏 太郎きのふは うんどう どんな・いもちだらうQ
くわいで︑どうにょごした こ
四86 ドンナウチデモオイハヒ

どう

て︑綜を取るのである︒

をころしておいて︑それから繭をに

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ

七332

レ︾﹇▽いとれる

﹇取﹈︵下一︶1

ることあらんと戒め給ふ︒

心に開く︑智え

と・れる

央ノ地ヲ取り漢朝ヲ興復セントシ︑

徳え︒

︹地名︺一

トルコ

くば︑いかで我が

十二佃8図韻六年の月日 手を取り
て︑教へ給ひし師の君の導きな

︿略﹀︒

十︸柵6図圃 智は東西の長を採り︑
文明古今の梓を抜く︒

に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭素

トルコ

十二2110 外に同化作用といって︑盛

たけだかつより

を養分にして酸素を放つ作用がある︒

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

十二269図武田勝頼く略V︑攻めあ 十一472 昔トルコの或大唐がアラビ
なは

さく
ぐみて長園の計を取り︑柵を城外に

トルコ人

赤き帽子のトルコ人︑

︵名︶2

約束をした︒

九514図圃

トルコじん

廻らし︑縄を城下の河中に張りて︑
城兵のひそかに逃れ出つるを防ぐ︒

十二274図園 ﹁敵は上姓の計を取れ

とんにく一な

84

な

豚肉はあぶらに富んでみて︑
し

トンネル5だいト

隣國の支那人は最も多く豚肉

︵名︶4

四203圏

﹁次郎︑オマヘ ハ手ノ

ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂

ました︒

七342

覧をかふのは春と夏と秋の三

さが

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が
あが

︿略﹀︑上り下りの藤の紋︑

がからさき

かゴみの如き

かの大蛇の住みし上には叢

これより此の劔の名を改め
利根川ハ日本東部ノ大川ニ

カ

トリ

イキ

ス

北浦ノホトリナル鹿島トトモ三二社

カ シマ

九178図中ニモ香取・争点ノ両社バ

ノ名アリ︒

ましい働をして︑我が高千穗艦の名

星の形を打ちたるは

陸

九235園其の時にはおたがひに目ざ

をあげよう︒

ばうし

九505図圃

車夫のかぶるは形より

軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵

帽︒

づきんにおこそ・大黒と

まんぢゆう笠の名もをかし︒

九527図圏

九529図圏

其の名其の類亦多し︒
ひぐらし

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

九944図此の門一に日暮門の名あ

との意なりとそ︒

天皇陛下かつてこ＼に行幸
さちの

甘藷ノ名ハ地方的ヨリテ異

ぶだう

︿略﹀︑實の名より取れる

かき

正平の昔︑楠木正行

なき敷にいる名をぞとゴむ

る︒といふ一首の和歌を書残せるは

つさ弓

書連ね︑・のへらじとみねて思へばあ

が決死の士百四十三名の名字を壁に

十一37図圃

︿略V︑色の名構も亦千種萬様なり︒
くすのきまさつら

榿色・柿色・葡萄色・小豆色︑

だいく

十489図

も亦千種萬様なり︒

梅色・藤色・櫻色︑︿略﹀︑色の名手

十488図花の名より取れる桃色・紅

ナリ︒

十305図

湖の名を下し賜へり︒

うみ

あり︑其の風景を賞し給ひて︑幸

にごった字は二字に敷へる 九9510図

は

五字になるやうに書いてごらん︒﹂

リ○

シテ︑︿略﹀︑古ヨリ坂東太郎ノ名ア

九147図

て草薙劔と申す︒

九62図

叢雲劔と申せり︒

雲常に立ちこめたれば︑劔の名を天

九46図

雨にぞ名を得たる︒

八612図圏滋賀唐崎の一つ松︑夜の

し

水の面︑︿略﹀︒

其の名をおへる湖の

八595図圃琵琶の形に似たりとて︑

び

から︑うちの名の和田を入れて︑十

八488園

の名多ければ︑紋の昌々かぎりなし︒

さてはたかの羽・つるの丸︑家の氏

七458図圏

ある︒

大

四517海ニヰ男時ヨリモ︑今

わけて名におふ松島の

ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
ス︒

六53囲

島・小島その中を通ふ白ほの美し

名﹇▽あだな・

小さい時の名を日吉丸といひ

ンネル

トンネルヲ出ルト︑マ丸明ル
ケレドモコンドハミジカイト

とん

汽車は此のトンネルを通過
トンボ

とんぼなどがあたまの

トンボガトンデヰマス︒

﹇蜻蛉﹈︵名︶2

な
︵名︶5一

六438

や︒

とんぼ

するのに七八分を費す︒

十34図

ンネルデ︑スグニ通リヌケマシタ︒

五452

クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒

五446

山ヲホリヌイタ所デス︒﹂

五443園﹁コレハトンネルトイツテ︑

トンネル

を食ふ國民である︒

十869

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十866

四393園 ボクラバ︿略﹀︑ドンナ とんにく ﹇豚肉﹈︵名︶2 豚肉

時デモ︑コノ中ヘハイツテ︑内

カ ラ ト ヲ シ メテヰサヘスレ
バ︑アンシンナモノデス︒﹂

五175 又ドンナ流ノ早イ川デモ︑オ
︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ

ヨイデノボリマス ︒

五344
ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

ドンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマ
ス︒

五414 汽車はどんなことがあっても
待ちません︑きまった時間にちゃん
と出ます︒

荷物デモラクくト上ゲオロシヲシ

六793 大キナキカイデ︑ドンナ重イ
テヰル︒

三477

一20一

七275ドンナガクキガアツテモ︑手 ぼ
ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

しません︒

﹇名﹈

．とんや﹇▽といや

な

あてな

マコトニハヤカ

ソノナノトホ

ナ

上をとびまはっても︑見むきも

コトハ出來マスマイ︒

七527園 ﹁小包郵便は二百匁までは
どんなに遠い所でも︑八鏡でよいの
です︒

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七537園 今では切手をはって出しさ
ますから︑大そう 便 利 で す ︒ ﹂

八328夏のどんな暑い日でも︑あせ
を流しながら︑暮方まで働いてみた︒

十864 豚はどんな物でも食ふから︑
飼ふのにたやすい︒

ノデス︒

ケルコトガ

三148ケハヤハ
ツタ

リ︑

︿略﹀︑今日デハドンナ品物

ヲ製造スルニモ︑分業法二依ラナイ

十一127

コトハポトンドナイ︒

85
な一ない

此の所なり︒

師と名乗れり︒
けごんの

はんにゃ

世界無比の名あり︒

日光山には三関瀧を始 十二963図 孔子の孫子思の言説を受

シカシケツシテフタヲ

ナ︑イトヲ︒

三717囹

オアケナサイマスナ︒﹂

十一759図

四557園

︿略﹀︑君をうばひ奉り

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

十﹇147図園

は孟子なり︒

ミナヅキ

マナヅル

の裏面を望み見るを以て此の名を得

美濃の養老瀧は孝子の傳

たりしが︑︿略﹀︒
み の

十一777図

武勇のほまれ細父

説を以て其の名天下に高し︒
くはしほこ

十一備8図圃
ちたる

千足の國の名に負ひて︑禮儀は早く

武勇のほまれ細註

構へし其の名君子宝︒
くはしほこ

きりふ

い

みつ

せざき

世界無比なる七寳の

も古くその名を知ら珪たり︒
十二499図齪

名は海外にヤ這うけり︑︿略﹀︒

こだま
市街に大山通・国玉町・

カウ チ

﹁一度占領シ即知ノ高地︑

全滅スルトモ敵ノ手爪ワタスナ︒

八877園

孟子死して二千齢年︑孔 オレニダマサレタナ︒

子と共に其の名盆くあらはる︒

十一一971図孝纏に日く︑﹁身を立て︑

八877園

汝

た

ま

軍に行かば︑からだを

うれしうれしや︑う迭

うれしうれしや︑うれ

うれしうれしや︑うれ

﹇内﹈与へいえいない・へいえい

しやな︒

十二伽5図圃

しやな︒

十一一佃7図囲 うれしうれしや︑うれ

しやな︒

十二佃9図圃

しやな︒

十二佃1図圏

戒め給ふ︒

ゆめ此の訓を忘るなと︑ねんごろに

りては︑士氣も兵氣も衰ふぺければ︑

十二描6図此の風一度軍人の間に起

な︒

いとへ︒弾丸に死そとも︑病に死そ

十一601三豊

よ梅の花︑主なしとて春を震るな︒

東風吹かばにほひおこせ

ち

一足モ退却スルナ︒﹂

九789図圃

汝

な

こ

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

平生より此の畳悟なきも

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

十二川9図

のは︑時に臨みて或は不畳の名を取
ることあらんと戒め給ふ︒

な﹇菜﹈︵名︶3ナ菜←あぶらな
・よめな

︿略V︑ナノ畠ニアソンデヰル
蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五338

カト思ヒマス︒

はほが出る︑菜は花盛り︒

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ
﹇汝﹈︵代名︶2

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

九87
な

汝がたのしき庭ぞ︒

な

かに歌へ︒︿略﹀︒緑色そふ林は

汝

ゆめも見あきつ︒歌へ歌へ︑心ゆた

︽ーイ・ーカッ・ーク・ーケレ︾﹇▽き

・なにごころない

わまりない・ぞうさない・なごりない

い

な・い ﹇無﹈︵形︶捌 ナイ ない 無

しゅうないくっし

九119図確乎かげにいねし鳥ははや ないのせいかつ︒へいしゃない・まん

ない

九1010首回花に宿れる蝶は今眠さめ
たり︒舞へや舞へや︑すがたやさし

の ぎ

十二547図

乃木算勘の名あるは︑明治三十七八

な

く舞へや︒︿略﹀︒春風渡る廣野は
年戦役の記念たり︒
しゃか
奉天の南方沙河の名も永

十一一558図

く世人の忘れざる聖なるべし︒

倫敦には英國博物館・英
蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知

らん

十二637図

﹁オマヘタチハウマク

として︑霧降・裏見・方等・般若等

ヨド

唐人も

十一描9図圏

構へし其の名君子國︒

千足の國の名に負ひて︑禮儀は早く

ちたる

唐人も
ほ

穗の國の名ある所以なり︒

十二9610図

其の名世に知られたるもの少からず︒

モガミ

正見瀧は後の細道より瀧

にさらすとも︑名を子孫に傳ふべ

ト ネ

十一764図

て義軍を起し︑たとひかばねを戦場

し︒﹂

十一299図 諸子日歯多アル我が軍艦
ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一301図山ノ名ヲ附シタルモノニ
ツクパイコマクラマイ
三笠・富士・筑波・生駒・鞍馬・伊

ブキ

吹・盛事等︑︿略﹀︒
スミダ

十一302図︿略﹀︑川ノ名ヲ附シタル
シマ

︿略﹀︑鹿島・香取ハ何レ

カ

モノニ隅田・利根・最上・淀等アリ︒
十﹇305図

チク

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ
リ︒

ク

十一306和事逐艦ノ名コソ無二優美 十一一441図 我が國﹇はく略﹀︒玉楼瑞
ナレ︒

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

ノ ワキ

キサラギ

十一306図風ノ名ヲ負ヘルモノ二神 十二494図圃 絹織物の産地には︑京 七95圏道をはさんで白里面に︑変
ハヤテ
風・春風・朝風・疾風・松風・追風

・野分等アリ︒
ウヅキ

十一309図 季節ノ名ニハ初春・如月
ヤヨヒ

テイ

・彌生・卯月・水無月・長月・菊月
等アリ︒

雲雀・鵠・雁・鴻・維・鵬・鶉︒

ヒバリ カサヘギカリガネオホトリ キジ カモメ ウヅラ

十一314図 水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・
鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

サギ

十一319図 戦艦ハ軍艦中指モ優勢ナ
ルモノニシテ︑其ノ名ノ如ク堂々敵
ト戸井スルヲ目的トス︒

が樂しき庭ぞ︒

ナ

アレアレ︑アガル︒ハナス

︵終助︶12

二327囲

ルーブル博物館は名馬里・ な

古彫刻最も多く︑美術博物館として

十二649図

十一461図 熊王く略V︑さて往生院 られたる建築物多し︒
しやうくわん

たる名の正寛を其のま＼に正寛法

に入りて僧となり︑正儀より賜はり

ない一ない
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三88園

﹁スミレハタクサンナイ

カラ︑マダソンナニツメマセ
ン︒﹂

のはないか︒

だれか上手なものは

又アル時ドコカラトモナク一

ないか︒﹂

四786園
五66
羽ノ金色ノトビガトンデ來テ︑オ弓

三143圏 ﹁日本中ニハヨワイモノ

バカリデ︑ジブンノアヒテニ
ノサキニトマリマシタ︒

しかたがないから︑うったへ

ナルモノハ一人モナイ︒﹂
て出ました︒

．三387 これがなければ︑せんせい 五237

のおっしゃることや︑みんな

ヲ右ノ方ニナラベタノデス︒

レバ︑コシラヘルコトが出仕マセン︒

ほんとのまうけでない金は
おちいさんもおばあさんも

一厘でも取ってはならない︒﹂

六321圏
六392国
おかはりはないか︒

少しのゆだんもなく主人に仕

へるこ㌧ろざしにかんしんして︑

六472

︿略﹀︒

ひかへして︑︿略﹀︒

﹁われくはたがひにいく

武田信玄の國は山國で︑塩が

﹁かみなりは高いもののあ 六572 信玄は刀を抜くひまがない︒
六583
ない︒

六591園

さをしてみるけれども︑敵の國の人

︿略﹀︑カウモリハ﹁私闘鳥

デモケモノデモナイカラ︒﹂トイッ

には何のうらみもない︒

へて逸る物がございますなら︑御ゑ

この長い綜を出す轟が百匹も

なければ︑木綿は望一尺の絹織物を

七289

織る絹綜は出來ない︒

それを考へると︑絹織物のあ

卵からかへったばかりの慧は

たひの高いのも︑けっしてむりでは

七295

ない︒

七297

あり程の大きさで︑長さは一分置か

りしかない︒

人一人附き＼りで︑眠るひまもない

七314 ︿略﹀︑二万匹の慧をかふのに︑

何モ買フモノガナケレバ︑ソ

品物ハ皆正札附デ︑カケ直ガ

程いそがしい︒

七386

ナイ︒

﹁あ＼︑金がない程残念な

ノマ・カヘツテモヨイ︒

七388

七402園

﹁あ＼︑金がない程残念な

ことはない︒

﹁マヅコノザシキヲ見渡シ

モトユヒや水引ノヤウナ︑

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ

七483園

クテ︑少シモ強ミトイフモノガナイ︒

七481圏﹁イやく︑君ラバ破レ易

ノ仲間デハツテアルデハナイカ︒

テモ︑コノタクサンノ障子ハ下僕ラ

七472園

ことはない︒

白イ帆ヲアゲタ帆カケ船モイ 七402囹
右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ

クツトナクハイツテ來ル︒

ソノ昏昏ウモリガケモノノ 六784
六797

ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

出來ナイ︒﹂

七493風水ニヌレルグラヰハ何デモ

われくは一日も水を飲まな

ナイコトダ︒﹂

いことはない︒

手バカリ動カシテモ︑チエガ 七639
ナケレバ何ノ在陣モ立チマセン︒

七284

コトハ出來マスマイ︒

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

七276ドンナガクキガアツテモ︑手

ラヰ不自由デセウ︒

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道下 七255

んりよなくおっしゃって下さい︒

アル︒

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

六144

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

五724兎角ノアルケモノモタクサン 七165囲︿略﹀︑何かあちらでと＼の

ン︒

イカ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセ

方へ行キマスト︑﹁オ前ハ鳥デハナ

五551園

テ︑ドチラヘモツキマセンデシタ︒

五532園

つしゃつたではないか︒﹂

る所へおちるのだ︒この間先生がお

五474園

木ノタメニハヨクナイサウデス︒

五298圏 ましていくさのその時は︑
の言ふことがわかりません︒
六525園 秀吉は大そうおこって︑
三433ソノ日ノイクサニ︿略﹀︑ なくてはならぬこのわたしQ
﹁日本國には天皇へいかがいらっし
五335 ︿略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ
アマリハタラキノナカツタモノ
やるではないか︒﹂と︑その使を追

三644園 ﹁いいえ︑これはひろつ
たのではない︒
ヒラ
ヤ

カラノナイモノ
バカ

メナドハキツトヤラレタ ニチ

四404園 ﹁コ＼
ンドタ
ノヒ
ガヒナイ︒

四405園
ハイサウナモノダ︒﹂

四446園 ﹁︿略﹀おめでたくない時

には︑なまぐさものをもちひな
いことがおほいのです︒

デハナイガ︑オメデタイ時ノ

四513 チヨツト見ルト︑リッパ
オクリモノニナリマス︒

四602圏ハヤク川へ行ツテ︑シ
ホ ケ ノ ナ イ 水デカラダヲア
ラツテ︑︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑キクワン車・軍議ン

ノヤウナ大キナ物マデ︑皆野ガナケ

六276園

四628 ゆふべは風がなくて︑し 六146 ヨクチユウイシタモノデハナ
イカ︒
つかなばんでしたから︑少しも
知らずにゐました︒

四784園﹁あの扇をいおとすも

87
ない一ない

︿略V︒

八257囹

︿略﹀︑水のまじった物や︑水

をまぜてこしらへた物を口に入れな

七643

八318

﹁朝ね程損なものはない︒

↓日も休んだ事がない︒
﹁︿略﹀︑元は少しは人に知

火事だ︑火事だ︒どこだらう︑

イカニ心慰堅クテモ︑身ハ鐵
おつかさんの精神は感心の
併し是も仕方がない︒

如何なる獲明も︑一度や二度

其の後は何の障もなく︑百五
大詔なちがひではないか︒

てん
︿略﹀︑富士川・大井川・天

龍川なども︑其の頃は橋が無かつ

りゆう

九363

昨夜の風雨は名残なくをさま

つて︑そよくと吹く風に︑海面は

十638

さゴ波を立ててみる︒

馬は馬子が引いて︑ゆるく 十664 若者は長い劔を突通し︑幾度

たから︑︿略V︒

九378

鯨は︿略﹀︑長さは十五問︑

となく抜いては又突く︒

かごも人の肩でかいて︑休み 十676

歩むのだから︑早いことはない︒

即ち九十尺にも及ぶものも珍しくは

九3710

く行くのだから︑早くもないし︑

イ︒

死んだ後で︑身腔の全部にす

其の上職争には必ず無くては

西洋の馬がおとなしくて︑日

︿略V︑難卵や難肉の養分の多

十一122

若シ一人ノ手デ製造スルナ

分業法即決ツテ︑一人デ一

分業デスル仕事ハ皆全膿ノ

ト︑︿略﹀︑徒二時間ヲ費スコトガナ

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一115

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

ラバ︑一包三鏡ヤ三鏡五厘二費ツテ

十一104

いことは知らぬ人はない︒

十881

方・使ひ方にあることで︑︿略﹀︒

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十859

立てさせるものは馬である︒

ならぬもので︑︿略﹀︑勇士に軍功を

十853

たりのないことも牛と同じである︒

十852

用な部分といふものは一つもない︒

何から何まで役に立って︑不

ない︒

關所も無ければ︑川止も無い

て︑黄色に實のつた秋の田の上を吹

あらしで︑︿略﹀︒今年は何事もなく

社の森を離れるまでは︑遡り

渡る風が鳴子を動かすと︑︿略﹀︒

九842

甲乙はなかった︒

︿略﹀︑本といふものはたやす
く出早るものではない︒

十186

書をかく人︑圖を引く人︑爲

ノ考ガナケレバ︑分業ノ目的ハ達セ

一部分デアルカラ︑︿略﹀︑共同一致

十一129 ︿略﹀︑今日デハドンナ品物

ラレナイ︒

眞をうつす人の苦心も世一通りでは

あいさつをしてもていねい
で︑少しも生意異な風がなく︑︿略﹀︒

十358園

ない︒

十193

十8410

又そんなに樂でも無かった︒

﹁こちらでは近年にない大 九385

又そんなに樂でも無かった︒

火は一日も無くてはならぬも 九381 かごもく略﹀︑早くもないし︑

のである︒

八439

あまり遠くはないらしい︒

八415

となく大太刀・小太刀をきたへた︒

られた刀かちで︑若い時から何十本

八335園

いことはない︒

七644 ゆ・茶・汁・すひ物はいふま
でもない︒

七645 酒やすや醤油も︑めしやもち
︿略﹀︑水がなければ︑生きて

やくわしも︑水がなければ出來ない︒
七655
みることは出辱な い ︒

七746 コンナ所ニハ動物モゴクマレ
八457園

から︑僅かの旅費︑僅かの日敷で︑

デ ︑ 植 物 ハ マ ツ タ クナイガ︑︿略﹀︒

七763 色モ一檬デハナイ︒

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

關所も無ければ︑川止も無い

女子供でも安樂に旅行が出來る︒

から︑僅かの旅費︑僅かの日光で︑

それが東京の今朝の新聞に 九385

を打つたのだらう︒

出たので︑お分りになったのにちが

女子供でも安樂に旅行が出契る︒

一天にはかにかき曇って︑ほ
し物を取込むひまもない夕立は︑さ

走ることは馬よりも早いので︑ 九686

空を飛ぶ必要はないから︑つばさは

わがしい中に勇ましい︒

九359

十マイルを三十二時間で走った︒

九327

るものでは無い︒

の不成功で氣をくじく様では出胴上

九315

九233園

外はない︒

九225園

石デナイ︒

八872

ヲ書イテオキ︒﹂トイフコトアリ︒

八728図書﹁猫デナイシヨウコ四竹 九693 恐ろしいのは二百十日頃の大

はなはだ小さい︒

八563

ひない︒

八461園

七772 根モ陸上ノ植物ノヤウニ養分
ヲスヒ取ルタメノモノデハナク︑
タ寸ハナレナイヤウニ︑岩ナリ石ナ
リヘクツツクダケノ用ヲナスモノデ
アル︒

八156 働クコトガナケレバ︑食物モ
買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ
ナイ︒

八158 人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ
昔西洋のある所に︑︿略﹀︑何

出ス外ハナイ︒

八192

不足なく暮してみた農夫がありまし
た︒

﹁︿略﹀︑君は白い雀を見た

ことがあるか︒﹂ ﹁ い や ︑ 見 た こ と が

八211園

ない︒

八226次の朝農夫はいつになく早く
起きて︑若しや白蜜が居はしまいか
と︑屋敷のまはりを見まはって︑野
原の方までも行ってたつねましたが︑

ない一ない
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ヲ製造スルニモ︑分業三二依ラナイ

ル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他アブ

シテハ先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

室・裁縫室モアツテ︑町立ノ偶吟ト

ライキマセウ︒﹂

三196 ユフガタニナツテモ︑オ
ヤドリガオリテコナイトキニ

ハ︑子ヒバリハ︿略V︑ドンナニ

見る物の多い今日の祭日に︑

︽ナイ・

のでせう︒﹂

﹁ここがあかるいから︑

︿略V︑トモダチモミンナ

ハアリマセンQ

ドンナウチデモオイハヒ

﹁もうすぐお正月です

には︑なまぐさものをも・ちひな

四446圏天略﹀おめでたくない時

四317園 ﹁三郎さんはまだそれ
を知らなかったのですか︒

なりません︒﹂

から︑もち米をよういしなければ

四305園

レマセン︒

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

四114今一本ノ木ハシブカキ

ヲシナイトコロ

四87

ハ一人モアリマセン︒

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ

三728

り︑かけてみないのもあります︒

三596ほをかけてみるのもあ

みえないのです︒

三367園

﹁どうしてもう光らない

時代後れの下手な音曲に耳を傾ける

ない

一月モタタナイウチニ︑︿略﹀︑

マサヲハミムキモシナイ

大キナ太イ木ニナリマシタ︒

三47

デ︑﹁コレガスンデカライキマ
セウ︒﹂

四542園

﹁イイエ︑オクスリハジ

オレノ方が少イカモ

いことがおほいのです︒
ウチニバカリヰナイデ︑チツト

リマセン︒﹂

ブンデノマナケレバ︑何ニモナ

四687園

知レナイ︒

三56 マサヲハヤツパリミムキ
モシナイデ︑﹁コレガスンデカ

ヲウタヒマセウ︒﹂

ソトヘデテ︑イツシヨニウタ

三54囹﹁マサヲサン︑ソンナニ

三365園

マツテヰルコトデセウQ

老人は︑︿略﹀︑帽子の内を眺めては︑

ナイ

幾度かためいきをついて居る︒
︵助動︶鵬

ハヤクカヘラナイト︑オカ

ヒノデナイウチニナン
ベンモウタヲウタヒマスQ

ニー4

アサンガシンパイシマス︒

︻504

ナカッ・ナク・ナケレ︾←たまらない

ない

十二822．帽子の中に一文の銭もない

者は一人もない︒

十一一821

ラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑暑
日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

アキ易ク︑身膿ノ爲ニモヨクナイ︒

十一662

イ時分ハ其ノ必要ナク︑︿略﹀︒

コトハポトンドナイQ
間うち通し︑毎日三十里位をかける

十一468 アラビヤ馬の︿略﹀︑四五日
のは珍しくない︒
次ニハ汁物ヲ出シ︑︿略﹀︒

十一488 追手のトルコ人は如何とも 十一665 ︿略﹀︑又汁氣ノナイモノノ
すべき方法が無い ︒

︿略V﹁米のないのは辛抱も

︿略﹀﹁米のないのは辛抱も

トモダチハ﹁︿略﹀︑イテハ
イケマセン︒﹂ト︑トメマシタガ︑

二357

れぬ︒﹂といふ意味のことわざがあ

二366ソレカラコノ人ノタニ

キカナイデイマシタ︒
金がなくて︑冠禮の行へな

す

吐出す︒若し之を消費するものがな

ソノマツノ木山︿略﹀︑

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

が

ければ︑︿略﹀︑遂には地球上の動物

二554

ツタトイヒマス︒
鳥ばかりではない︑人や獣

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー
十一一2010

で︑︿略﹀︒

十一㎜⁝5

る︒

出渋るが︑薪がなければ生きてゐら

十一鵬1

る︒

れぬ︒﹂といふ意味のことわざがあ

出計るが︑薪がなければ生きてゐら

十一柵1

冬が越せないから︑︿略﹀︒

十一4810 空しく二って︑﹁騎者．騎 十﹁柳10 オンドルにたく薪がないと︑
馬・黄金︑三つとも失ってしまひま
した︒﹂と報告す る 外 は な い ︒

十一493園 ﹁あれ程の名馬はいくら
金を二っても惜し く は な い ︒ ﹂

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十一4910 アラビヤに良馬の多く産す
るばかりではない︒

十一558 ﹁ピエールよ︑少年鼓手
よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の
答もない︒

十一561 耳をそばだてて聞けば︑進
軍の調である︒ピエールが打ついつ
もの太鼓に違ない︒

へまき散すのである︒

十一5710圏我が子の死ぬのを見て父 類も果實をたべては其の種子を方々
が命を惜しむ理由はない︒

モナク︑毎日三度ノ食事ニモ︑其ノ

十一643 人ヲ招待スル時ハイフマデ 十二213 動物は︿略﹀︑炭酸瓦斯を
材料及ビ料理法国注意スルコトが大

若し炭酸瓦斯を供給するも

る道理である︒

が呼吸作用を螢むことが出來なくな
︿略﹀︑纒玉上ヨリハ︑成ル

切デアル︒
十一652

十二222

のがなければ︑︿略﹀︑地球上の植物

ベク償ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成
ルベクスタリノナイ二二用フベク︑

は書く枯死すべきはずである︒

十二371教場ノ敷ハ十二︑外二職員

︿略﹀︒

十一657 寒イ時ハ特二膿温ヲ維持ス
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四691囹 ﹁ソンナニ少シヅツノ
マナイデ︑モツトタクサンノン
ダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

四696園 オイシヤサマノオツシ
ヤルトホリノマナケレバナリマ
セン︒﹂

あれをいないといふ

のもざんねんだ︒

四785囹
﹁︿略﹀︑私は足の立たない

もので︑両手をついて︑やっとゐざ

五247園

りあるくものでございます︒

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五395 下りる人がまだ下りてしまは
ります︒

せう︒

五414 あの人はもう間に合はないで
五488園 もし君が居なかったら︑僕
は死んでしまった の だ ら う ︒ ﹂

︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ

五514

アル︒

五515

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ
アル︒

五522 ヘチマハワカイウチハタベラ
レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

ら︑どこをどう行ってよいか分らな
い︒

六315囹

﹁先では知らないのだから︑

一銭まうけておけばよかったのに︒﹂

ほんとのまうけでない金は
﹁それでもだんなが居ない

答へることが出來ないで︑顔を赤く

よくおちついてみて︑少しも

する子供もございました︒

書きそこなひなどをしない子供もご

六714

一日もけっせきもせず︑ちこ

ざいました︒

六718

︿略﹀悪い子供は︑おとなに

くもしなかった子供もございました︒

六731

なってから︑大ていつまらない人に

﹁それでもだんなが居ない
から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六324園

はしない︒﹂

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六323園

一厘でも取ってはならない︒﹂

ふだんは人も通らない道だか 六321園

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五765
い︒

五792囹
足︑たゴつめがわれてるるとみない

鹿の通れる所を馬の通れな

だけのちがひだ︒

五796園

イソガシイ時二手ノ足りナイ

なってゐます︒

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

この長い綜を出す轟が百匹も

フコトデス︒

蛾が出ると︑綜が取れないか

織る絹綜は出來ない︒

なければ︑木綿はゴ一尺の絹織物を

學校で徳川光耀の話を聞いて︑ 七291

とくがはみつくに

七266

はしない︒﹂

思った︒

六494

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ

七332

蛾が出ると︑綜が取れないか

をころしておいて︑︿略﹀︒

七332

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ

をしいことに︑そのいくさの
終らない中に病氣でなくなってしま
たけだしんげん

その相手は武田信玄で︑これ

ところがとなり國では信玄を

︿略﹀︑先生に何か聞かれても︑ 七475囹

つた︒﹂

﹁君ラバ表ダケシカ図引立

みるなら︑なぜあると一言いはなか

七417園 ︿略﹀︑こんな大金を持って

ハコンザツシナイ︒

七377 ︿略﹀︑通り道ノセマイ割合ニ

ツシナイ︒

ラ︑通り道ノセマノー割合ニハコンザ

デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ

七375︿略﹀︑虫下皆前へ前ヘト進ン

をころしておいて︑︿略V︒

あったQ

六567

六704

ないことにした︒

こまらせようと思って︑塩を送らせ

六586

ては居られない︒

いくさがはげしくなると︑じっとし

謙信は勝氣な人で︑いよいよ

も謙信におとらないいくさの上手で

六554

ひました︒

六531

になりました︒

と︑敵は戦はないでにげて行くやう

後には秀吉の馬じるしを見る

紙などをそまつにしてはならないと

六371

い︒﹂

なほさらまちがひがあってはならな

見下せば︑しろは点字丈ある 六326囹 ﹁だんながおるすだから︑

いといふことがあるものか︒

五803

へいけ方はがけの上から︑て

か知れないがけの下にある︒

五806

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに
︿略﹀︑馬もこはがってすくん

も思はない︒

五811

でしまひ︑人も顔を見合せて進まう
とはしない︒

へいけはふいを打たれて︑ど
うすることも出來ない︒

五818

六154かつた稻が雨にぬれると︑米
がわるくなるから︑天氣のよい間に

それで取入れの時は大へんに

取入れなければなりません︒

六156

いそがしくて︑夜も十分に眠れない
ほどです︒

﹁私費チノサビルノハ皆人
今のお客にもう一銭上げな
今のお客にもう一銭上げな
ければならなかった︒﹂

六311園

ければならなかった︒﹂

六311園

ガ使ハナイカラデス︒

五547 イツマデタツテモ勝負ガツカ 六286園
ナイカラ︑雨方が仲ナホリヲシマシ
タ︒

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

五764 ふだんは人も通らない道だか

ない一ない
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タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ
ル︒

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ

七484圏 モトユヒや水引ノヤウナ︑
出來ナイ︒﹂

い︒

七661

よく氣を附けなければならな

きりや雪で︑方角の分らな

くなった時には︑︿略﹀︒

七855囹

いうちに︑髪が大そうきれいになり

エビノピンくハネタリ︑カ 八126国 おはなさんはしばらく見な

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ
ました︒

七715
川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

八156

海草ハ大テイ花が咲カナイ︒

かなければならない︒

八469園電報の文は成るべく短く書

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八469園嶢けない事さへいへば︑御

イと書くにも及ばない︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八472園嶢けない事さへいへば︑御

イと書くにも及ばない︒

八474園丁ことばも電報だから︑そ

んなにていねいに書くことはいらな

働クコトガナケレバ︑食物モ
買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

サクヤウチヤケナイシンル

八254園

﹁成程これではいけない︒﹂

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八481囹又ヤケナイといへば︑うち

は書くには及ばない︒

ことはもう御存じだから︑サクヤと

八481園 ﹁︿略﹀︑火事の昨夜あった

ヰミナブジ

八475国

い︒﹂

何モシナイデ遊ンデヰルノハ
モノデアル︒

樂ナヤウニ見エルガ︑却ツテ苦シイ

八158

ナイ︒

八157

ナイ︒

買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

働クコトガナケレバ︑食物モ

カキハスグニフエルモノデ︑

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

七488園 ﹁︿略﹀︑僕等ハ少シグラヰ 七719
水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂

軍カンや汽船ハ時々カキヲカ
一ガイニイフコトハ出來ナイ

七771

ガ︑︿略V︒

七766

キオトサナケレバナラナイ程デアル︒

七722

キオトサナケレバナラナイ程デアル︒

七517圏 ﹁手紙は四匁までは三銭で 七722 軍カンや汽船ハ時々カキヲカ
すが︑四匁より少しでも重いと︑そ
の倍の六鏡だけ切手をはらなければ
なりません︒

七522園 不足の時には︑その不足の
倍だけを受取人の方で彿はなければ
ならないのです︒﹂

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

さうしてそれをつかまへる
が︑毎年一羽つつしか出て來ない︒

八217囹

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ

根モ︿略﹀︑タぐハナレナイ

ケノ用ヲナスモノデアル︒

七773

倍だけを受取人の方で彿はなければ

七522園 不足の時には︑その不足の
ならないのです︒﹂

チもいらない︒

又ヤケナイといへば︑うち

御恩は一生忘れない︒﹂

ヤケナイシンルヰブジワ

ヤケナイシンルヰブジワダ

又にはとり・七面鳥・あひる

八675国併し老病の事故︑よほど大

のつばさが小さい︒

などはく略﹀高く飛ばないから︑其

八555

八492囲

ダ

八48西国

チもいらない︒

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八482園又ヤケナイといへば︑うち

チもいらない︒

の僥けなかったことも分るから︑ウ

八481囹

八273囹

︿略﹀︑今夜の此のはげしい風

又隣へうつ＼たのかも知れな

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

八427

い︒

八423
海岸の松原も次第に遠くな

美シイ景色デアラウ︒

ノハ︑陸上デハ見ルコトノ出來ナイ

七639 われくは一日も水を飲まな 七781 ︿略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮
いことはない︒

七641 水を飲まないことはあっても︑
︿略﹀︒

では︑どこまで僥けて行くか分らな

七642 ︿略﹀︑水のまじった物や︑水 七823圏

つて︑しまひにはもう何も見えなく

役場は幸に焼けなかった︒

をまぜてこしらへた物を口に入れな

八436

い︒

背縫とも知れないいるかが

火の取扱は大切にしなければ

かなければならない︒

八469園電報の文は成るべく短く書

ならぬ︒

八451

数へきれない程多い︒

の工業まで︑火の力を要することは

毎日の食物のにたきから種々

なります︒

七831圏

およいでみるのを見ることもありま
す︒

一寸先も見えなく

又きりがか＼つたり︑大雪

ない形の家がならんで立ってるます︒

七836園外國の港に着くと︑見なれ
七854園

が降ったりして︑
なる事もあります︒

八442

いことはない︒

七646 酒やすや醤油も︑めしやもち
やくわしも︑水がなければ出來ない︒

七649 時々湯にはいらないと︑から
︿略﹀︑水がなければ︑生きて

だがきたなくなる︒
七656

みることは出來ない︒

い︒

七661 よく氣を附けなければならな
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事にしなければならぬと存じます︒
︿略﹀︑中佐ハ︿略﹀︑帝國ノ

タメ︑天皇陛下ノ御タメニ︑メザマ

八849

シイ働ヲシナケレバナラナイト︑
︿略﹀︑中佐ハ︿略﹀︑藩臣ノ

︿略﹀︑勢鋭ク進撃シタ︒

八849

タメ︑天皇陛下ノ御宝メニ︑メザマ

シイ働ヲシナケレバナラナイト︑
︿略V︑勢鋭ク進 撃 シ タ ︒

豊島の戦に出なかったこと

が︑まだ其の折に出会はないのだ︒

九232園
︿略﹀︑其の日になって乗船し

は艦中一同残念に思ってみる︒
九323

此の時も少し進んだきりで︑

たものは僅か十二人に過ぎなかった︒

九324

上下八里の箱根山も越えなけ

やがて動かなくなったが︑︿略﹀︒

九361
ればならず︑︿略﹀︒

十188

︿略﹀學問の深い人でも︑筆

をとる前には十分に其の考を練らな
︿略﹀︑我我の讃む様なものに

ければならぬ︒

十191

︿略﹀︑色のたくさんまじった

なるまでには︑幾度書直すかも知れ
ない︒

十205

美しい雨露や地圖のやうなものは︑

幾度も幾度も印刷を重ねなければな
らぬ︒

又極上品なものになると︑機
械では刷らないで︑手刷にする︒

十206

木版では一枚面々彫らなけれ
ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒
いてふ

︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

中程の枝の上に鳥が二羽止つ
無い田の面は︿略﹀︑人影の

意い田の面は︿略﹀︑人影の

すべて家畜はよく勢らなけれ

鯨の一群は影も形も見えなく

ましたが︑︿略＞q

十653

なった︒

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

十857

氣を附けなければならぬ︒

風がある︒

十863

内地では昔から鯨り多くは飼

はなかったが︑琉球ではたくさん

りゅうきう

十868

飼って居った︒

︿略﹀︑仕事ノ移り攣ル度毎

二︑居ル場所ヲ攣へ︑又器具ヲ取換

十一H2

︿略﹀︑仕事ノ移り攣ル度毎

ヘナケレバナラナイノデ︑︿略﹀︒

十一H2

二︑居ル場所ヲ愛へ︑又器具ヲ取換

ヘナケレバナラナイノデ︑︿略﹀︒

バナラナノーノハ共同一致トイフコト

十一1110 ︿略﹀︑コ・二注意シナケレ

デアル︒

分業デスル仕事ハ皆全膿ノ

バナラナイノハ共同一致トイフコト

十一1110 ︿略﹀︑コ・二注意シナケレ

デアル︒

十一123

ノ考ガナケレバ︑分業ノ目的ハ達セ

ラレナイ︒

一部分デアルカラ︑︿略﹀︑共同一致

︿略V︑ねぎや大根が青々とう

見えないのみか︑か＼しの骨も残つ
十291

仕事一三ニモナラナイ︒

セツカク苦寒シテモ︑其ノ

トハ出石ナイ︒

ラ︑ソレヲ完全ナ時計二組立テルコ

︿略Vメイく勝手ナ形ヲ造ツタナ

十一125

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑

てるない︒

十287

てるない︒

見えないのみか︑か＼しの骨も残つ

十286

て︑さっきから少しも動かない︒

十285

も残ってみない︒

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

十283

大水などの時には︑水のひく 十2110

ればならなかった︒

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九3610

ればならなかった︒

までは幾日でも泊って待ってるなけ

八869時ハ八月三十一日ノ朝日モマ 九3610 大水などの時には︑水のひく
ダ上ラナイ頃デアツタ︒

︿略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

八873 砲弾ニタフレル兵士ハ数ヘキ
レナイ︒

八921
起ツテモ︑砲聲・銃富盛絶エナイ︒

く略V︑今日の勝負はきまら
してもらはなければなるまい︒﹂

ないが︑いつれ又改めてやり直しを

九864園

何にも見上げたりっぱな行だ︒

ないと︑相手を助けてやったのは如

九862園︿略﹀︑人の命にはかへられ

馬車や人力車がある︒

九710 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃 九383 鐵道の通じてみない所でも︑
引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

ナイ︒

九8一 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃
引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

ナイ︒

︿略﹀︑今日の勝負はきまら
ないが︑いつれ又改めてやり直しを

九865園

してもらはなければなるまい︒﹂

九227園 併し今の戦争は昔とちがつ
て︑一人で進んで功名を立てる様な

︿略﹀︑サキへ行ク程段々二細

らないやうに活々とした色を見せて

ねをかざって︑こ＼ばかりは冬を知
クナツテ︑皇恩ナルト︑肉眼デハ見

みる︒

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

十363園外の者は少しも氣が附かな 十一126

営んでみる間は︿略﹀︑どう 十297 魚の影は一つも見えない︒
へないが︑︿略﹀︒

して出塗るものかといふ事は深く考

十185

エナイ程細イ︒

十71

ことは出來ない︒

九228合評校も兵士も皆一つになつ
て働かなければならない︒
て働かなければならない︒

九228囹將校も兵士も皆一つになつ
九231園 おつかさんは﹃一命をすて
て君に報いよ︒﹄といって居られる

ないかい一ないちじん
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十一128 ︿略﹀︑今日デハドンナ品物

ヲ製造スルニモ︑分業法二依ラナイ
コトハポトンドナイ︒

絶えてたゆまない丹誠の結果である︒

十一501 敷千年の久しい間︑土人の
十一564 深さは幾百丈とも知れない
谷底︑︿略﹀︒

十一565 ︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

や氷にとざされて︑どこか全く知れ
ない︒

十一582圏 早くしないと︑ピエール
が 死 ん で し ま ふ ︒﹂

先ヅ衛生・纏濟・味ノ三方面ヨリ考

十﹁649 材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑
ヘナケレバナラヌ︒

十一653︿略﹀︑味ハ人々ノ好ミヲ考
ヘテ︑多敷ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選
バナケレバナラヌ︒
︿略﹀︑流シ元・戸ダナヲハ

ジメ︑料理道具・食器・フキンナド

十一672

ニ至ルマデ︑常二清潔ニシテ置カナ
ケレバナラヌ︒

ク人ガ︑塁所ヲ不潔ニシテカヘリミ

十︸674 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置
ナイノハヲカシイ話デアル︒

十一研10此のオンドルがある爲に︑
オンドルにたく薪がないと︑

普通の家では冬でも夜具を用ひない︒
十一柳10

冬 が 越 せ な い か ら︑︿略﹀︒

十一鵬3 まだ冠禮を行はない者は
チ ョ ン ガ ー と い って︑︿略﹀︒

十一㎜⁝6金がなくて︑冠禮の行へな

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

みるとは︑今の今まで誰一人も氣附

ヲ製造スルニイタレリ︒

リシガ︑明治八年ヨリ内地ニチモ之

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

りゆう

豚肉はく略﹀︒内地では昔か

森林は内地及び北海道

え

ぞ

からまつ

朝鮮は︿略﹀︒︿略V︒貴人

﹇内地人﹈︵名︶3

ばかりである︒

十825図

あいぬの︿略﹀︒︿略﹀︑今

ても既に内地人と同じからず︒

十803血あいぬの風俗はこれのみに

内地人

ども︑普通の墓は大抵土を盛上げる

の墓には内地の様に石をたてるけれ

十一佃10

白樺等一面に生ひ茂り︑︿略﹀︒

しらかば

林にして︑椴松・蝦夷松・落葉松・

とど

に於ては見るを得ざる廣大なる天然

十一㎜2囲團

して僅かに内地との交通を保ち居候︒

西海岸の眞岡港のみ唯一の不凍港と

十一964囲團 樺太より皇尊へ ︿略﹀︒

からふと

に御座候︒

大なる︑内地にても見る能はざる程

十一366囲團 當毫北市街の如きは︑
てい
︿略﹀︑総督官邸をはじめ建築物の肚

球ではたくさん飼って居った︒

き つ

ら鯨り多くは飼はなかったが︑琉

十867

ル・二至レリ︒

布セシカバ︑間モナク全量二作プ

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

十339図

リ︒

地ヘノ渡豊科其ノ後百雄志ノコトナ

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑内

十313図此ノ芋ノ始メテ琉球二傳ハ

かなかった︒

﹇内外古今﹈︵名︶1

内宮

内地

ないちじん

く略V︑内外古今ノ武器其ノ

﹇内宮﹈︵名︶2

そ内宮に同じと見奉る︒

宮に参事す︒神殿の御有様︑おほよ

八76露宿に蹄りて一休みの後︑外

ないくう

他軍事二百スル物ヲ多ク集メタリ︒

九293図

内外古今

ないがいここん

金がなくて︑久井の行へな ないかい﹇▽せとないかい

で︑︿略﹀︒

十一佃7
い者は︑三十を過ぎてもチョンガー
上流の婦人は四方を閉ぢた

で︑大人の仲間入が出來ない︒
こし

十一柵10
輿に乗って︑外から見られない様に

する︒

朝鮮人は鯨り衛生に注意し

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

十﹁柵10
は感心である︒

かんなめ

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

今日は神嘗祭なれば︑夕方
いふ︒

︿略V︑遂には地球上の動物 八77図

が呼吸作用を螢むことが出嫁なくな

十一一215

る道理である︒

易モ︑有無相通ズルノ理法二二ヅケ

十一一512図内國ノ商業モ︑海外ノ貿

リキ︒

代退口︑商業田荘ド内國二限ラレタ

十二506図外國トノ交通少カリシ時

ノ五千萬圓以上出撃ブ︒

用ヲミタシテ︑尚海外二輸出スルモ

シテ︑綿綜又ハ綿布トシ︑内國ノ所

十一838図年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

然るに空南中の炭酸瓦斯の ないこく ﹇内国﹈︵名︶3 内訓

分量が増さないのは︑一方に於て植

十二216

金魚を細口のびんに入れて︑

物が之を消費するからである︒
十一一227

二一二日も水を取換へないと︑金魚は

若し其の中に青い水草を入

死んでしまふ︒

十二2210

れて置けば︑水を取換へなくても金
老人は︑︿略﹀︑どうして又

魚は割合に長く生きてみる︒

ルハ相同ジク︑需要供給ノ原則ニヨ

十一一832

自分の揮く時にはあんな音が出ない

内臓

リテ物償ノ高下スルモ亦相同ジ︒
﹇内臓﹈︵名︶1

﹇内地﹈︵名︶8

マツチハ︿略V︒我が國ニ
テハ︑初ハモツパラ輸入品ヲ用ヒタ

八406図

ないち

︿略﹀︒此ノ外腹ニハ種々ノ内臓アリ︒

十766図腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒

ないぞう

のかと不思議さうに︑バイオリンと

人々は唯神曲に心を奪はれ

紳士の手つきを打ちまもって居た︒

十二841

て︑妙音の外には何物も見えも聞え
もしない︒

日ははや崩して︑燈火の光
が営々として此慮彼庭にかゴやいて

十二852
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十一778図

ナイヤガラ漫布は左右二

ナイ︒︿略﹀︒﹂トジマンシマス︒西

去年の今夜清涼に侍す︒

む身に近くあり︒

九817図圃

秋思の詩篇ひとりはらわたをたつ︒

は内地人と同じく︑讃み書き・計算

洋紙ハナホマケズニ︑﹁君等ハ水ニ

つに分れ︑左爆は幅三百鯨丈︑右爆

をもなし得るものあるに至り︑中に

恩賜の御衣なほこ＼に在り︒

ナヘカゴニナヘヲ入レテ︑

シイタヤウ

取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギザリ

キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

キ︒若シ今ノ世ニモナホカ・ル事ア

お花は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と

問へり︒母は﹁︿略﹀︒﹂と教へたり︒

二人共に和漢の學に通じ︑

今なほひろく愛讃せらる︒

其の作れる文は古文の手本として︑

十156図

べく︑︿略﹀︒

しきは︑なほ我が國第一の山といふ

其の形白扇を倒にかけたるが如く美

然れども四時雪をいたゴきて潔く︑

りしより︑富士は第二位に落ちたり︒

十19図

ン︒

リトセバ︑其ノ不便如何バカリナラ

毛の︿略﹀︑長きものは羊

お花は﹁︿略﹀︒﹂と問ふに︑母はな

七605図

の如く︑立ちてもその毛はなほ地面
に達す︒

︿略﹀︑尊は難をまぬかれ給

︿略﹀縞物二十反本日到

ひ︑なほ進みで賊を討滅し給へり︒

九61図

九128國団

着︒右は︿略﹀︑此の地方には責行
よろしかるべしと存ぜられ客間︑な
ほ三十反御送り下され度︑︿略﹀︒

九554図保護色ノ攣ズルハスデニ面

︿略﹀︑垂湾の我が領土とな

ほ﹁︿略﹀︒﹂といひきかせたり︒

七526図

九881図費買トイフコトナカリシ遠

ヌレルト︑スグニベタくニナルガ︑

三325
ハシツテイク人モアリマス︒

︑︑
ナヘヲウエテヰル
女ノ

︿略V︑アカイタスキヲカケテ︑

タタミヲ

イマニアノナヘガノビ

コエヲソロヘテ︑ウタツテヰマ．
ス︒

テ︑アヲイ

三344

ニ ナリマセゥ︒

ヘハ通ラナイ︒﹂

僕等四丁シグラヰ水ニヌレテモ︑裏

ナハシロデナヘヲトツテ

は百方丈︑高さ各約十六丈あり︒
は小止校教員となれるものもあり︒
からふと
云為より樺太へ ︿略﹀︒なえ ﹇苗﹈︵名︶6 ナへ 苗﹇▽さな

十一405書芸

三胆2

え

ばんじん

全島の住民は約三百齢萬と申候︒其

内部

ヰル人モアリマス︒

の中内地人は八萬齢︑蕃人は此の外
﹇内部﹈︵名︶2

にて約十一萬と申す事に候︒
ないぶ

十719図 地球の内部には熱氣あり︒

十一897図熱き地方の白蟻は︿略﹀

三328 子ドモガニ三人ア三唱
タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ

みき

入レテヰマス︒

小山の如き巣を造り︑木質にて内部

三332

るうた か

すすや
︿略﹀︑南部の鈴谷川・

を温むといふ︒
ない
﹇内淵川﹈︹地名︺2 内

淵川 内淵川

ぶち

ないぶちがわ

ないぶち

十一968里国
内淵川・留多加川の流域の如きは︑

内淵川

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒
十．一98図

内方

をもってみることをよく見定めまし

かういふやうな色々な美質

た上︑なほ平生の行をしらべて雇ふ

﹇内方﹈︵名︶1

十一358國国當地にてはとくに苗の

形サへ其ノ周團ノ福二似ルモノノア

キハ︑其ノ動物ノ身ブリニヨリテ︑

十377園

八744図 又其ノ舌ニハ内方二向ツテ

植付も終り︑南部にてははや稻の花

ノ日キコトナリ︒ソレヨリモナホ面白

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑骨

ナヘカゴ

二附キタル肉ヲ食取ルニ便ナリ︒

﹇苗籠﹈︵名︶一

なお﹇猶﹈︵副︶40ナホなほ尚

寝ね︑早く起き︑新しき空爆をすひ︑

人ノ注目スル所トナラズ︑︿略﹀︒

出セント試ミシガ︑此ノ時ハナホ世
くすのき

8図圃

バ︑産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スル

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

十614全然レドモ其ノ頃ハ看取リテ

常に日光に浴して︑なほ病にか＼ら

七

義のかをりなほ高し︒

りて天皇の御感に入り︑御衣を賜は

コト多カリシナリ︒

去年の今夜︿略﹀︑詩を作
りて身に配る面目をほどこしたりし

西洋紙ハ﹁︿略﹀︒便利ニオイ 九812図
テハトテモカナフマイ︒﹂トイヒマ

が︑その御衣は今なほ西のはてに住

夜明けて見れば︑岩の上に

ス︒日本紙ハ﹁イやく︑君ラバ破

十694図
レ易クテ︑少シモ強ミトイフモノが

七485

ば︑是我が罪にあらず︒

楠木父子の菊水は︑忠

三324 ナヘカゴニナヘヲ入レテ︑ 九6110図 飲食に注意し︑身膿の清潔 十435図 眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑
自ラ花忌数十種ヲ織出シ︑海外二輸
を保ち︑適度の運動を怠らず︑早く
ハシツテイク人モアリマス︒

なえかご

ことに致しました︒

内面．

ルコトナリ︒

﹇内面﹈︵ 名 ︶ 1

︹地名︺一

如くに固む︒

ナイヤガラ

ガラ爆布

ナイヤガうばくふ ︹地名︺一 ナイヤ

合衆國のナイヤガラなり︒

十一778図 世界第一の大乱布は北米

ナイヤガラ

部屋・廊下を造り︑其の内面を壁の

ロリロつ

れども︑多くは地下に穴をうがちて︑

十一895図 蟻は︿略﹀種々の巣を造

ないめん

盛りの由に御座候︒

ないほう

ないぶ一なお

なお一なおす
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一隻の難破船横たはれり︒水夫等は

十一941図

︿略﹀︑靴の償はやうやく

場合によりては尚それ以下に下るべ

安くなりて︑普通の償に復するか︑

し︒

なほほぼしらに抱きつきて︑息も絶
︿略﹀︑いかにせん︑頼む
十一946図

國に及ばざるものあるは固よりあや

を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ

﹁それでもだんなが居ない

冬の雨の日は︑短い日がなほ

更早く暗くなる︒

九704

い︒﹂

なほさらまちがひがあってはならな

はしない︒﹂﹁だんながおるすだから︑

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六325園

﹇尚更﹈︵副︶2 なほさら

て︑長松にはひまをやった︒

な

支那幾千年間の人物中︑

︿略﹀田島農園士の耕地

なほ更

︿略﹀︑東京高輪泉岳寺の なおさら

たかなわせんがくじ

しむに足らず︒
十一一862図
し

墓前には今尚香花の絶ゆることなし︒

十二932図

ね
學びの高嶺

大聖として徳化の尚今日に著しきも
尚古同き

の︑孔子に如くはなし︒

十二伽8図圏

て︑又普通の償に復するか︑場合に
︿略﹀︒諸種の纒螢追々

セぢて見ん︒

十916圓國

なお﹇猶﹈︵接︶2なほ尚

なおし ﹇直﹈︵名︶←やりなおし

︿略﹀︑見出は︿略﹀︑學

校を思ふ心厚く︑卒業後も尚振回の

守る所正しければ︑心に

なお・し ﹇直﹈︵形︶1 直し ︽ーケ

十二723図

レ︾

御道筋の事故御立寄下され候はば︑

小生も御同行致すべく候︒なほ縣廉

全期に凡そ百箇庭の測候所あり︒

︿略﹀︑直吉は何の氣なしにそ

直吉は後でふと氣が附いて︑

あとになって︑主人はこの事

六476

ある年︑城のへいが百工ばか

人ノブリ見テ︑ワガブリ直セ︒

信長はとうとう秀吉にいひつ

︿略﹀︑機關の一部に故障があ

身膿の勢を直すはよく眠る

に如くはなし︒

九604園

つたので︑すぐそれを直した︒

九326

けて︑直させることにしました︒

六478

中々はかどりません︒

が大ぜい直しにか＼りましたが︑

りこはれた事がありました︒けらい

六422

なおす・つくりなおす・とりなおす

す・おもいなおす・かきなおす・たて

︽ーサ︒ーシ︒ース・ーセ︾←・うえなお

なお・す ﹇直﹈︵四・五︶5 直ス 直す

自由なり︒

憂苦なく︑行ふ所轟ければ︑身常に

よりは小杉事務官も御臨席のはずに

整理に壊する講話これあり候︒︿略﹀︒

承けつぎし國の柱の動

榮えゆく代を尚いのるかな︒

尚細辛・清國にも二十饒箇虚を置け

しん

賊之を聞きて︑城中兵尚多からんと

り︒

直吉と長松は同じ店のでっち

﹇直吉﹈︹人名︺5

六307

のつりに一せんの銅貨を三枚渡した︒

六303

であった︒

六297

なおきち

十一一3110図囹﹁二子の君の爲に戦死
せるは家門の讐なり︒尚三子あれば
更に星食を圖るべし︒﹂

養慧も亦早くより開けて︑
今尚響く盛なり︒

十二449図

耕地の面積廣大なるが如

直吉

思ひ︑其の夜團を解きて去れり︒

十二313図 形名の妻︑︿略﹀︑侍女敷
御座候︒
つる
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒
十一一169図 我が國には︿略﹀︒︿略﹀︑

きなく

十二25図圏

門に出入するを蝕みとせり︒

十一佃4ロロ凶

事は多々これ有り候︒

成功致候へども︑今後尚着手すべき

十一梱2魍團

よりては尚それ以上に上るべし︒

︿略﹀︑供給も随って減じ

えぐに救を呼べり︒
十897図圃

︿略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

かげとて立寄れば︑尚袖ぬらす松の
下露︒

十958図

テ書証小暗キ間ヲ行ケバ︑官幣大社
カ スガ

春日神社二到ル︒

︿略﹀︑千二百齢年ヲ纏タル

古堂ノ中ニハ當時ノ佛像今尚存ス︒

十983図

十佃1図 名所・菖蹟ヲアマネク尋ネ
ンニハ︑幾月ノ巡遊モ早足ラザル感
アルベシ︒

十一44図 本道を更に南へ進めば︑
みくまり
︿略﹀竹林院あり︒尚進めば︑水分
きんぷ

神社・金峰神社等あり︒

十一139図 此の頃備前の國に見島高
かさぎ
徳といふ武士あり︑主上尚笠置にお
はしませし時︑早くも義兵を塞げし
が︑︿略﹀︒

十一351図 以上ノ外︑尚水雷母艦・
工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ
有スルモノアリ︒

十一3510乱国 御地は今尚冬の季節と 十二461図

くなれども︑総面積の約一割五分に

て行って︑残りの一塁を渡した︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに追っかけ

存候︒

過ぎず︒西洋諸國の耕地が其の絡面

︿略﹀︑直吉は︑﹁そんな事が

積の二割より六割に及べるに比すれ

六328

い金は一厘でも取ってはならない︒﹂

出來るものか︒ほんとのまうけでな

六317

走っても尚平然として居るといふこ

濁逸帝國は創建以來年尚
淺ければ︑首府の壮観の未だ英佛二

十二655図

︿略﹀︒

ば︑冬田だ狭小なりといふべく︑

十一469 飲まず食はずに終日︒終夜
とである︒

シテ︑尚海外二輸出スルモノ五千萬

十一838図 く略V︑内國ノ所用ヲミタ
圓以上二及ブ︒

95
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なおなお ﹇猶猶﹈︵副︶2 ナホナホ

四674園

三郎ノ母パ四五日マ

﹁マダナホリマセンカ︒苦シイコ

ヘカラ風ヲヒイテネテヰマス︒
三郎ハ︿略﹀︑母ノソバ へ來テ︑

ヲアビマシタガ︑ マヘ ヨリモ

トバゴザイマセンカ︒﹂

尚々
四582 白ウサギハスグ海ノ水
カヘツテイタクナツテ︑ナホナホ

なほも

名折

五箇年の人々は各我が村の

﹁負けたら村の名折になるぞ︒﹂

騎手に向って︑﹁是非勝ってくれ︒し

九835園

﹇名折﹈︵名︶1

ダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

か・くちなかおくのせんぼん・せなか

とうとうしんでしまひました︒

二523 オヂイサンガソコヲホル 三417︿略﹀︑川の中へはいりま
ト︑土ノ中カラ︑︿略﹀タカラ
したが︑がぶがぶと水をのんで︑
モノガタクサンデマシタ︒

三485水の中ではあと足で水

と水の中へとびこみます︒

二564ツクタビニ︑ウスノ中 三484 思ひだしたやうにざぶん
カラ︿略﹀︑イロイロナ翌日ラモノ

をかきながら︑あちらこちら

へおよぎまはります︒

三496人や犬などは水の中

にながく居ることはできませ

ん︒

をかの上にもすむことがで

︿略﹀︑子ヒバリハスノ中 三502かへるは水の中にも︑

きるのです︒

三232私はそとがかたくて︑中 三675 ウラシマガヨロコンデ︑カ

デセゥ︒

デ︑ドンナニマツテヰルコト

三197

なりました︒︹ひらがなのドリル︺

三125へやの中まであかるく

ガサイテヰマス︒

ノ中二︑︿略﹀︑イロイロナハナ

クルシンデヰマシタ︒
四692囹﹁ソンナニ少シヅツノ
ガデマシタ︒
十935圓團 取りあへず御返事まで︒
マナイデ︑モツトタクサンノン 三68 ノハラニハ︑アヲイクサ
謹言︒︿略﹀尚々久しく拝借致し居

ナホモ

り候農業一夕話︑まことに岡宮く通 なおれ
﹇猶﹈︵副︶4

讃致し候︒
なおも

尚も
ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

︒のなかみち・まよなか・まんなか・

七924図中佐ハボート下町シテ︑ナなか﹇中﹈︵名︶圏ナカ中εおな
タリ︒

ナホル

︽一

ワタクシハ

トビダシマス︒

二237園

デスカ︒

アタタカイフトコロノ
タツテクダサツタノハ︑ドナタ

中ヘイレテ︑ネンネコウタヲウ

一一375囹

キノ中ヘカクレマス︒﹂

アノモノオ

二214 ワタクシヲヒノナカへ
イレルト︑大キナコエヲタテテ︑

です︒

ゑや︑︿略﹀いろいろなものを

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑

ラトヲシメテヰサヘスレバ︑

︿略﹀︑コノ中ヘハイツテ︑内カ

アンシンナモノデス︒﹂

ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑

﹁水の中へはいったら︑ 四40ーサザエハスグカラノ中
どんな心もちだらう︒

三414園

をとってゐました︒

三403うが川の中でさかな

見るのです︒

三384これで本の中のじゃ 四393園 ボクラバカウイフカ

中につつんであります︒

九63図尊はなほも進みで北に向ひ︑よなかごろ・よのなか
がやはらかです︒
メニノルト︑ダンダンウミノ
給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑
一25一 モリノナ概定オミヤガ
三331 子ドモガニ三人アゼニ
中ヘシヅンデ行ツテ︑︿略﹀︒
東宮ことぐく平ぎたり︒
アリマス︒
タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ
三735 ︿略﹀︑タマテバコヲアケテ
ひるげ
十407図圏 爾寸書食上にして︑なほ
ニー5一 シタヲミルト︑ミヅノ
入レテヰマス︒
見ルト︑中カラ白イケムリガ
も蓋きせぬ物語︒
ナカニモサカナヲクハヘタ犬
三361︿略﹀︑いそいでかみをあ 出テ︑︿略﹀︒
十一739図其の後又夜更けてうかゴ
ガヰマス︒
けてみると︑ほたるはやはり
四132 クリ林ノ中ニハ︑ドング
ひ見るに︑今度はひぢを張り︑足を
ニー61 ︿略﹀︑クハヘテヰタサカナ
中にゐます︒
リ
ノ木モ五六本アリマス︒
のべ︑手を口にあてて︑尚も鶴の臥
ハミヅノナカヘオチマシタ︒
三
3
8
1
が
く
か
う
へ
も
っ
て
行
く
も
四
287園土の中で︑しっかにら
のは︑みんなこのふろしきの
い年のはるをまってみるの

﹇直﹈︵五︶4

したる様をなせり︒
なおり←なかなおり
なお・る

リ︾

四608白ウサギガソノトホリニ
シマスト︑カラダハスツカリ

モトノヤウニナホリマシタ︒
四613囹 ﹁オカゲサマデ︑カラダ
バ コノトホリニナホリマシタ︒

なか一なか
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︿略﹀︒

ト 山 海 ノ 中 デオヨイデヰマ

四516今ハ死ンデヰマスガ︑モ

五211

︿略﹀︑おはなはざるの中のた
︿略﹀︑おはなはざるの中のた

けのこをなべの中へ入れました︒
五212

母は︿略﹀︑切ったさしみを

けのこをなべの中へ入れました︒

五216

シタ︒

四634やぶの竹は弓のやう
五317

︿略﹀美シイ眞珠ハ︑コノ貝

色々ノ動物が居り︑サマぐノ植物

モアル︒

︿略﹀︑強いものばかり三千人

七726

五761

をすぐつて︑こっそりと裏道からひ

七885園皆さんの中にも︑大きくな

モシロイノハサンゴデ︑︿略﹀︒

轟類モタクサン居ルσ中デオ

ノカラノ中ニアルノデアル︒

よどりこえに向つた︒この中にはべ

大

これを見た三千人の軍ぜいは︑ 七727

んけいも居った︒

五816

わけて名におふ松島の

︿略V︑城の中へ攻めこんだ︒

つてから外國へ商責その他の用事で

︿略﹀︑敵ノ砲皇ヨリハ砲丸

ヲアビセカクルコトイヨ︿盛ナリ︒

七921図

チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒

中佐ノスルドキ聲ハ敵ノウ

島・小島その中を通ふ白ほの美し

つして︑かめの中へおちました︒

中印モ福井丸ノボートニハ敵ノ砲丸

﹁金ニハイロくアリマス

中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ

雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

井ノ中ノカバヅ大海ヲ知ラズ︒ 七927図

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

六433

菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ
日本二居ルケモノノ中デ一番

海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外

﹁召使ノ中五重・ル事ヲ

鶴・さぎ・くひななど水の中

駝鳥は鳥類の中で一番大きく

大きなものになると︑若し家

になって︑天井へつかへる程である︒

の中でひろげさせたら︑座敷一ぽい

八589

て︑卵も子供の膝撃ある︒

八561

をあるく鳥ははぎが長い︒

八557

花の宴︒

中にも君の千代八千代祝ふや菊の

八374図魍︿略﹀︑秋の花草多けれど︑

みた妻を呼起して︑︿略﹀︒

すぐ家の中へかけこんで︑まだねて

八255 ﹁成程これではいけない︒﹂と︑

ヨク心得タル者アリ︒

八166図園

残シテ︑海ノ中ニハウムラレタリ︒
︿略﹀︑その使のもって出た文

六644

ザルモノ少シ︒

六538図

ふぶれいなことばがありました︒

の中に︑秀吉を日本國王にするとい

六518

私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

六248園

七909図

カタクテ︑ソノ中ニマルイ種ガニツ

一人の子どもが水がめのふち

出かける人もありませう︒

カボチや山中が黄色デ︑西瓜

へ上って︑遊んでみるうちにふみは

カボチヤハ中が黄色デ︑西瓜 六231

や︒

五506

心中が赤イ︒

五505

三ツヅツアリマス︒

ソノ直柄ツバキノ實ノヤウニ 六54圏

さらの中へ入れて︑︿略﹀︒

にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま
す︒

四641犬はよろこんで︑雪の中
をとびあるいてゐます︒

四704魍たらひの中にあるは
何︒

西瓜個中ヲタベテ外ヲノコシ︑

田中が赤イ︒

︿略﹀︒

五511

︿略﹀︑ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベ

テ中ヲノコス︒

五512

四811 よ一は︿略﹀︑馬にまたが
つて︑海の中へのり入れました︒
戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五17 大神はおどろいて︑あまの岩
になりました︒

シカタナシニ︑ヒルノ闇心木

ノウロや穴ノ中川カクレテヰテ︑

五556

︿略﹀︒

五76 天皇ハ國ノ中ノワルモノドモ
ヲノコラズ一画ヒラゲニナツテ︑天
皇ノオクラヰニオツキニナリマシタ︒

コレハ大昔ハエテヰ千木が土

慧の口の中には小さいくだが

強イノハ熊デス︒

ランプニトボスノハ石油トイ 七324

妻は立って︑鏡箱の中から十

繭の中の騒はさなぎとなる︒

一つある︒

七327

イサマシイタイコノ音が森ノ 七408

けれども水をたくさん飲みす

爾の金を出して︑﹁︿略﹀︒﹂

七699

みたりするのはどくである︒

ぎたり︑冷い水の中に長くはいって

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷 七657

鹿ハ輕イ足デズンくニゲテ︑
林ノ中ヘカケコミマシタ︒

五735

川ノ中ヘハイリマシタ︒

五708

中カラキコエテクル︒

五674

ワキ出ルモノデ︑︿略﹀︒

ヒマス︒コレハ地ノ中カラシゼント

五597

デ︑︿略﹀︑石炭トイヒマス︒

ノ中ニウマツテ︑シゼント出來囲物

五582

爾がはにいへがたち な ら ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五124 まもなく町の中へはいると︑

をなげつけられるのにはこまりまし

五128 町の中を通る時にきたない物
た︒

五155 池ノ中デコヒガオヨイデヰル
ノヲ見タコトガアリマセウ︒

五204 おはなは戸だなの中から一ば
ん大きなさらを持って來ました︒

五207園 それからそこに切ってある
たけのこをおなべの中へ入れておく
れ︒﹂

97
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八636 實が熟スルト︑サケテ中カラ
白イ綿ガハミ出シマス︒

八636 綿ノ中ニハ種ガアリマスカラ︑
綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取去ル
ノデス︒

八658 藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑
紺色ノ汁が出マス︒
︿略﹀︑紺色ノ汁が出マス︒其

ノ中へ白面や白布ヲ入レテ︑紺や淺

八659

廿頁二亀目ルノデス︒

八665困 取分けおいそがしい中を︑
一週間もおひまをいただきまして︑
まことに有りがたう存じます︒

八755図猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似
タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

モ三二社ノ名アリ︒

熊吉は︿略﹀︑そのはずみに

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

温泉の多きこと實に世界第

敵は之をつかんで︑片手にひつさぐ︒

十732図

い か ほ

一なり︒中にも最も世に知られたる
あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

海・伊香保等あり︒

み

十763図腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒

本の中には字ばかりのもある

が︑書や地圖や窺眞のはいってみる

無頼ノ少年等口々二二リテ

十837

是等も家畜の中に敷へられる

るものもあり︒

るに至り︑中には小再校教員となれ

讃み書き・計算をもなし得るものあ

十826図 く略V︑今は内地人と同じく︑

ハ拶アリ︒

十767図身髄ノ最上部ナル頭ノ中ニ
甘んでるる間は中に書いてあ

十2410図

︿略﹀︒

る事ばかりを一心に考へてるるから︑

十183

のもある︒

十181

こんだ︒

ころころと轄がつて︑池の中へ落ち

香取・息栖ノーノ鳥居ハ何 九849

レモ川ノ中二立テリ︒

九1710図
︿略﹀︑四方からの見物人は雲

の如く集った︒中には汽車と競走す

九346

﹁︿略﹀︑酪駝を殺して︑

る積で︑馬に乗って來た人もある︒
九477図園

一組の隊商到着せし

其の胃の中の水を飲むより外なかる
べし︒﹂

︿略﹀

霜にやけて︑赤くなった杉垣

止マズ︒其ノ中ノ一人日ク︑︿略﹀︒

十293

が︑家畜としてもっと大切なものは

動物ノ中日ハ其ノ周園ノ物

が︑其の中にはアリの父ハッサンも

九493図

まじれり︒

の中には︑寒菊が今を盛りと咲いて

九547図

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

牛・馬・羊・豚等である︒

く略V︑麓の花︑中の花の

此の脳底・軸重を適當な

る所に置けば︑分離したる一群は直

十一79図

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒
たる

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一47図

古堂ノ中ニハ當時ノ佛像今尚存ス︒

十983図く略V︑千二百鯨年ヲ経タル

く農家に飼はれるのは難で︑︿略﹀︒

鳥類の中で家畜として最も多

みる︒

が︑主人は其の中で一人の青年をや

十878

ノ攣ズルモノアリ︒

にも︑節穴の中にも︑握りこぶしの

空氣は︿略﹀︑たもとの中 十345 志望者は五十人ばかりも來た

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

八823図 又世界の中には︑年中夏の 九648図

とひ入れることにきめた︒

ましたが︑︿略﹀︒

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

十363園外の者は少しも氣が附かな

間にも︑凡そ少しにてもすき間ある

九648図︿略﹀︑たもとの中にも︑節

し︒

所には︑必ず存在せずといふこと無

知らざる國あり︒

八843 明治三十七八年ノ戦役二︑君
ノタメ國ノタメ︑名轡ノ戦死ヲトゲ
タ軍人一大ゼイアツタガ︑ソノ中デ
モ海軍ノ廣瀬中佐︑陸軍ノ橘中佐ノ

十368園主が大勢込合ってみる中で︑
少しも人に先んじようとはせず︑
︿略﹀︒

中には直訴二十尺齢︑一樹にて千五

十一401圓団 阿里山の檜材は︿略﹀︑

あ り

ちに其の中に入る︒

自ラ花莚敷十種ヲ織出シ︑海外二輸

百尺〆の材積を得るものもこれあり

十437図眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑
出セント試ミシガ︑︿略﹀︑唯一商人

候由︑︿略﹀︒

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

アリテ︑其ノ中ノ敷種ヲ買取リタル
︿略﹀︑ほし物を取込むひまも

に︑はや弓を捨てて進み寄る︒手塚

たる心の中を打明けて︑︿略﹀︒

たるぞ︒﹂と問へば︑熊王受益包み

正儀驚きて︑﹁如何にし
の家中は組ませじと中をへだっれば︑

組めや手塚︒﹂といふま＼ 十一456図

ノミナリキ︒

九687

或年選ばれた子供の中に︑す

ない夕立は︑さわがしい中に勇まし
い︒

九824

十5010図

めである︒

九677

水の進入するを防げばなり︒

是茶わんの中に空氣ありて︑

穴の中にも︑握りこぶしの間にも︑

カシマ

九653図

︿略﹀︒

ひ の かは

ニ人賦軍神トマデイハレタ︒

九21図︿略﹀︑簸川のほとりにて︑
夫婦の老人︸人のむすめを中にすゑ
て泣きかなしめるを見給ふ︒

九38図 ︿略﹀かの大蛇あらはれ出
で︑八つの頭を八つの槽の中に入れ︑
酒を飲みでよひふしたり︒

九174図 霞浦・北浦等ノ合流スルア
イキス

タリニハ名勝ノ地少カラズ︒中ニモ
香取・息栖ノ両社ハ︿略﹀鹿島トト

カトリ

なか一ながい
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十一558 静かな山の中に流れる水の
音が遠く聞えるばかり︒

十一708図心へば六十人の集會に其

けごんの

の中の一人若し十分を坐るとせば︑
︿略﹀︒

はんにゃ

十﹇759図日光山には華感気を始
として︑霧降・裏見・方等・般若等
其の寒帯に知られたるもの少からず︒

中にも華甲・霧降・裏見を日光の三
大麻布と黙す︒

十一792図 鵜を使ひて魚を捕ふるこ
み

の

ながら

と︑我が國にては古來全く諸所に行
はれたり︒中にも美濃の長良川の鵜
飼は最も名高く︑︿略﹀︒

て︑其の中の炭素を養分にして酸素

ナガイ

なが

枝と枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

﹇長﹈︵形︶35

なが﹇▽よなが

金魚を細口のびんに入れて︑

を放つ作用がある︒

．十二229
なが・い

二三日も水を取換へないと︑︿略﹀︒

長い︽ーイ．ーウ．一

い

長イ

三241

ク︾﹇▽ほそながい

永7

︿略﹀︒若し其の中に青い水草を入れ

︿略V︑又大きな松がならんだ

長い松原もある︒

六16

入りません︑どこへ行ってもながく

六455 ︿略﹀︑ほうこうの方には身が

は居つきま・せんでした︒

ばして見ると︑五六町もあるといふ

一匹の頚の口から出る綜をの

て︑うゑる手先に月かげ動く︒

ことである︒この長い綜を出す轟が

七288

らをむいて︑ながいさををふ

三457あるばん一事業男がそ

足がながうございます︒

うまはからだがほそくて︑ 七104圃 ながい夏の日いつしか暮れ

て置けば︑︿略﹀︒

是は前にいった様な關係が

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十二231
るからである︒

三703囹

︿略﹀︑アマリナガクナリ

﹁それでは曳くるまの

マスカラ︑モウウチヘカヘリマ
セウ︒﹂

四65園

のはしです

とほつてみる長いはしが︑八ま

んさまのまへ

はりますか︒

海草ノ形ハ様々デアル︒オビ

つてみたりするのはどくである︒

七657 ︿略﹀︑早い水の中に長くはい

七757

長い天氣つゴきで︑かわきき

ノ様二廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︒

鶴・さぎ・くひななど水の中

つてみる上に︑︿略﹀︒

八425

八559

てう

陸上に居る鳥で︑はぎの長い

をあるく鳥ははぎが長い︒

だ

八561

︿略V︒

四463 とけいの長いはりとみ のは駝鳥である︒
八564 はぎの長い鳥は首も長く︑
じかいはりはどちらが早くま

ねQ﹂

百匹もなければ︑︿略V︒

りまはしてゐました︒

三496人や犬などは水の中

り す
又かつて栗鼠の大群ウラ

まくら

帽子の中に一文の銭もない

くれ行くを見送りて︑︿略﹀︒

十二822

老人は︑︿略V︑帽子の内を眺めては︑
︿略﹀︑聴衆は鏡をつかんで︑

幾度かためいきをついて居る︒
十二843

にながく居ることはできませ

ル山中の一都會に現れしが︑︿略﹀︑

十二667図

し

ん︒

そ

人々の驚き恐れて逃げかくる㌦中︑
まど
町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓を抜け︑
︿略﹀︒

ひぢ

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

シノ

†一855図此ノ風懐自ラ集メラレテ︑ 十一一726証言 ﹁二食をくらひ︑水を
親指大ノ篠形トナリテ鐵管ノ中二入

樂み亦其の中に在り︒

クレ

十二773図船の次第に朝霧の中にか

ル︒

十一一113図勝報上聞に達し︑陛下の
下 し 給 へ る 勅 語 の 中に︑﹁︿略﹀︒﹂と

仰せられたり︒

シヤウ

十ニー54 我が國ノ造船所デ︑最モ規
ヨコ ス カ

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中
ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア

く略V各府縣に於て多額

にて我濁り廣き場庭を占領し︑︿略V︒

十二鵬7図

の直接國税を納むるもの十五人の中
より一人を互選し︑︿略﹀︒

仲

三つとや︑みきは一つの

﹇仲﹈︵名︶1

見ればへさきに長いさを
マクハ瓜ヤタ顔や西瓜ニハ︑
マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五498

を立てて︑︿略﹀︒

四766

ス︒

八567

︿略﹀︑首の長い鳥は大ていく

併しかはせみははぎも首も短

駝鳥ははぎも首も長くて︑く

くて︑くちばしばかりが長い︒

八567

ちばしも長い︒

八566

四466とけいがなる時には︑長 八565 はぎの長い鳥は首も長く︑
孚って老人のさ＼げた帽子の中へ投
ル︒
︿略﹀︒
いはりはどこにありますか︒
十一一159 船渠ノ底ト周り三方山石デ 入れる︒
十二992画く略V︑汽車・汽船等の中 四517 海士ヰタ時ヨリモ︑今 八565 ︿略﹀︑首の長い鳥は填ていく
畳ムカ︑コンクリートデ固メルカシ
ちばしも長い︒
ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
くわふん

テアル︒船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

トビラ

扉ヲ閉ヂ︑︿略﹀︒

十二205 其の時花の中の花粉は是等
の轟に着いて︑一つの花から他の花

なか

︿ 略﹀︑盛に炭酸瓦斯を取つ 六833図圃

に傳達される︒
十一一2110
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ながいき一ながし

ちばしだけが短い ︒

なかおれ

﹇中折﹈︵名︶1

中折

日本一の大トンネルは中央

︿略﹀︒長さ九十四里︒

五千二百七十六択︑即ち一里六町四

線の笹子峠にあり︒其の長さ一萬

さしこたうげ

中折・鳥打・山高や︑シルクハット

せん

八586 尾の短いのはかはせみ・あひ 九501図圏路行く人のかぶりもの︑ 十31図
るなどで︑長いのはきじ・山鳥・く

十37図

十間五尺︒

と類多し︒

中川

一里の長さだけ十圓

其の工事の総費用は百九十

じやくなどである ︒

一一247

十657 ボートは錆に附けた長いつな なかがわ ﹇中川﹈︹人名︺1 中川
に 引 か れ て ︑ ︿ 略 V︒

萬圓饒にして︑

直線を適當の長さに切り︑
︿略﹀︑或は縦に︑或は横に︑或はな

十448図

カリ︑短キハ唐尺位ナルモアリ︒

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ鐵道ノ

マクラ木ナドトス︒

あるものは頭大きくまるく

の如く︑立ちてもその毛はなほ地面

七604由仁の︿略﹀︑長きものは羊

に達す︒

して︑し＼の如く︑あるものは顔長

七607図

くとがりて︑狐の如し︒

長き航海を終へて集り計れ

中大兄皇子︿略﹀︑長キヤ

る明治丸の船長は︑︿略﹀︒

七804図

ものなど︑一々数へがたし︒

十4110図董ハ圓クシテ︑長サ五尺バ 七612図︿略﹀︑足の短きもの︑長き

︿略﹀︑カホノ長サガ一億六尺︑ 金貨を並べたるに等しといふ︒

︿略﹀︑耳ノ長サガ八尺五寸︑

︿略﹀︑目ノ長サガ三尺九寸︑

八524図

藤原氏ノ一門コレヨリナガ

リヲトツテ物カゲニカクレ給フ︒

クサカェタリ︒

鯨は獣類中質も大きなもので︑ 八545図

なめに並ぶる時は︑美しき模様を生

︿略V︑手ノヒラノ長サガ五尺 ず︒
十675

八752図題ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑

ル所甚ダ多シ︒

︿略﹀︑大佛殿ノ高サ十五丈︑ 尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ

東西長サニ十九丈︑︿略﹀︒

十9610図

ものも珍しくはない︒

︿略﹀︑中指ノ長サガ五尺アリ 長さは十五間︑即ち九十尺にも及ぶ

ヨクソダツタ茶ノ二階長サガ

ニ寸バカリモアリマス︒

五31一

マス︒

五151

六寸︑中指ノ長サガ五尺アリマス︒

五148

︿略﹀︑中指ノ長サガ五尺アリマス︒

五146

︿略﹀︑中指ノ長サガ五尺アリマス︒

五144

︿略﹀︑中指ノ長サガ五尺アリマス︒

五144

十663 若者は長い劔を突通し︑幾度 ながさ ﹇長﹈︵名︶20 長サ 長さ
となく抜いては又 突 く ︒

や ぎ
十871 羊や山羊は毛が必要である︒

もトひき

長くのびると︑刈取って毛織物の材

料にする︒
胴衣を着けて︑其の上に長い上衣を

どうぎ

十一佃5 男はゆるやかな股引をはき︑

着る︒
十一鵬10 男の冠をかぶり︑其のひも
を長くたらし︑小馬に乗って︑田舎
道 を 通 る の を 見 る と︑︿略﹀︒

いのを用ひる︒

十﹁柵4 きせるは身分の高い人店長

世保海軍工廠ノ船渠デ︑長サ百三十

十ニー61我が國デ一番大キイノハ佐

尺バカリ︑直筆尺饒ノ莚綿トス︒

ボウ
ホグシ︑︿略﹀︑鐵棒ニマキテ長サ四
ムシロ

がし
なが・し

ナガシ

なが

︿略﹀︑大江山

あま

いく野の

末かけて︑

遠ければ︑ふみ見ずといひし

軍のおきてにしたみひ

くちざらん︒

十716図 ︿略﹀︑右手にかいを握れる

いたえり養はん︒﹄

て︑他日我が手に受領せば︑なぢく

十413図圏園

後の世永く

言の葉は︑天の橋立

道の

九928図圏

ながく皇城を守護せしめたりといふ︒

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

九642図之をはうむりし時は︑︿略﹀︑

と 頭に巻ける印度人︑︿略﹀︒

六175直物ノ長サバ物サシニテバカ 十一844図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ 九515図圃 ︿略﹀︑長き白布くるく
ル︒

卵からかへったばかりの鷲は

︿略﹀︑多人造ノ技師や技手 六175面長サヲバカルニハ尺ヲモト

十一m5 きせるはく略﹀︒長いのは
四尺もある︒

十一一121

トス︒

四間︑渠ロノ幅十九間土︑深サ八間

七297

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

ふのは︑長さが六十間程もある古き
な汽船で︑︿略﹀︒

﹇長﹈︵形︶20

七817囹私の乗ってみる明治丸といながし ﹇流﹈﹇▽あらいながし・ふきな

饒アル︒

ガ永クカ・ツテ芋窪スルカラ︑大キ

長生

りしかない︒

ナ戦艦ナドニナルト︑設計圖バカリ
デ敷百枚目アルトイフ︒

れて置けば︑水を取換へなくても金

十二2210 若し其の中に青い水草を入

﹇長生﹈︵名︶1

魚は割合に長く生きてみる︒
ながいき

キ︒ーク︾←ほそながし

日本一の長流を信濃川とす︒ 六682図 栗バカタクシテ︑ナガクク

ノ長サヲ合スレバ︑一千美里二及ブ︒
しなの

十29図

九585図 八十歳を越えて病を知らざ 九186図 利根川ハ︿略﹀︑本流・支流 し な・づし 永し 長シ 長し ︽一
る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑
︿略﹀︒

ながしたてまつる一ながぬま
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少女の銅像あり︑永く此の勇ましく︑
やさしく︑且は而鹿しき昔物語を語れ
り︒

を長くのばし︑︿略﹀︒

十797図 あいぬの男子は髪とひげと

て︑永く之を保存するを以て︑垣の

十821図 殺したる熊の頭は垣にかけ
上には多くの頭骨︑風雨にさらされ
て残れり︒
さだのみさき

十一176図 四國の西には佐田岬長

流しもと

母は流しもとで︑まないたに

﹇流元﹈︵名︶2

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

しむ︒

ながしもと

流シ元

五196
魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ
ます︒

毫所ハ︿略﹀︑流シ元・戸

ダナヲハジメ︑料理道旦ハ・食器・フ

十一671

流ス

夏のどんな暑い日でも︑あせ

流す

キンナドニ至ルマデ︑常二清潔ニシ
テ置カナケレバナラヌ︒
﹇流﹈︵四・五︶5

八468園

︿略﹀熊王といふ者あり︑

﹁それでは少し長過ぎる︒
電報の文は成るべく短く書かなけれ
ばならない︒

なかだけ

中岳

阿蘇山の奮噴火口は

﹇中盤﹈︹地名︺3

十二408図
ゑ

ぼ

し

きしま

がく

だけ
︿略﹀︑此の間に根子岳・高岳・中岳

・烏帽子岳・杵島岳の五岳東より西

に相苦りて突起す︒

中岳は現今活動せる部分

にして︑其の火口は直脛六百メート

十二413図

仲ダチ

ルの圓形をなし︑深さ百二十五メー
トルあり︒

﹇仲立﹈︵名︶1

十一一41空中岳
なかだち

或種類ノ物品ヲ定メテ之ヲ仲ダチト

九8810図︿略﹀︑世ノ進ムニシタガヒ︑

キサラギ

シ︑物ト物トヲ交換スル不便ヲ省ク
ニ至レリ︒

ウヅキ

等アリ︒

ナヅキ

季節ノ名ニハ初春︒如月
ミ

中臣鎌足

ソガノイルカ

︿略﹀︑蘇我入鹿︿略﹀不忠
ナカトミノ

三154

シカシスクネモチカラガ

カラ︑ナカナカケハヤニハケラ

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ

レマセン︑︿略﹀︒

三534何ヲ言ヒツケラレテモ︑

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒

トイツテ︑ナカナカスグ下戸行

三542 ︿略﹀︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

キマセン︒

れを一矢でいおとすことは︑

四781いくら弓の名人でも︑こ

なかなかむつかしさうです︒

友吉は﹁早くこっちへ來たま

へ︒︿略﹀︒﹂といって︑そこをのか

五472

けらいが大ぜい直しにか＼り

くき㌦ません︒

せようとしましたが︑音次郎はなか

六477

カキハスグニフエルモノデ︑

ましたが︑中々はかどりません︒

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

七719

七852囹 ︿略﹀︑山の様な波が立って︑

す︒しかし船はなかく沈むもので

なかなか

中々

ナカナカ

なかく

﹇中中﹈︵副︶10

印刷が出來上ってから本にと

︸箱ノマツチヲ造ル手数モ

ながぬま ﹇長沼﹈︹地名︺2 長沼

ノ人が手分シテスルノデアル︒

ナカく複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢

十一92

る︒

ちるまでにも︑まだ中々手数がか＼

十208

はありません︒

船は今にも沈むかと思ふ様になりま

﹇仲直﹈︵名︶1

不二ノ仲間トケモノノ仲間ガ

仲ナポリ

ノフルマヒ多カリキ︒中臣鎌足コ

ナカく

なかなか

爾方が仲ナホリヲシマシタ︒

ツマデタツテモ勝負ガツカナイカラ︑

ケンクワヲシタ時︑︿略﹀︒︿略﹀︒イ

五547

なかなおり

ヲノゾカント思ヒ立チタリ︒

レヲウレヘテ︑國ノタメ絶入鹿父子

八499図

名︺1

ナカトミノ

なかとみのかまたり

﹇中臣鎌足﹈︹人

・彌生・卯月・水無月・長月・菊月

ヤヨヒ

十一309図

當時合遠島ト稻シテ︑罪人 ながつき ﹇長月﹈︵名︶1 長月
︿略﹀︑墨を流したる如き空

十一422図

能はず︑心ならずも夜明を待ちたり︒

模檬にて︑一寸先をも見分くること

十691図

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︿略﹀︒

十331図

を流しながら︑暮方まで働いてみた︒

八329

︽ーシ・ース︾且Vおしながす

なが・す

︿略﹀︑たとひ用心きび

ほうよ
く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

をなす︒

十一4110図心

しくとも︑長き間には必ず討取るべ
き 折 に 出 會 ふ べ し ︒﹂

亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこけ

十二259図示 歴史は長き七百年︑興
蒸しぬ︒

しゃか
十一一558図 奉天の南方沙河の名も永
く世人の忘れざる所なるべし︒

十二608図 佛國の長き歴史を飾れる

一日光範に向ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と涙を

︿略﹀︑孔明涙ヲ流シテ︑

壮大なる建築の敷々高く中空にそび

十一鵬7図

流していふ︒

﹇亀卜﹈︵四︶1

ゆ る の み な ら ず ︑ ︿略﹀︒

ながしたてまつ・る

﹁臣アヘテ死力ヲ蓋シ︑忠節ヲ致ス
ほうでう

ベシ︒﹂ト答フ︒

︽ール︾

げんこう

十一134図 元弘二年三月︑北條平時︑
おき

流し奉る
ごだいこ

しの

ながす・ぎる ﹇二面﹈︵上一︶1 長過
後醍醐天皇を隠岐へ流し奉る︒
なが
ながしのじょう ﹇長篠城﹈︵名︶2 長
ぎる ︽ーギル︾

ながしの

篠城 長篠城
のぶまさ
十二267図 天正三年五月奥平信昌︑
いへやす

徳川家康の命を受けて長篠城を守る︒

お
十二2810図 家康直ちに勝商をして織︑なかそら3ちゅうくう
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テ

がヌマ

インパ

長野

沼等ノ水ハ南ヨリ之 二 釜 山 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
に寒かった︒

半で︑︿略﹀︑吹く風は身を切るやう

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

九169図 下戸ノ手賀沼・印旛沼・長 十一548 ナポレオンがアルプ山を越
九17図 長沼
﹇長野﹈︹地名︺1

三月六日

中林作之助

十933圓団

︹人名︺1

中林作之助

十一一492旧恩 養受業の盛大は 長野なかばやしさくのすけ ﹇中林作之助﹈

ながの

﹇中大兄皇子﹈

・埼玉曽て群馬︑海なき縣に著し︒
ナカノオホエノ

カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

すぐに一しょになるのがきまりです︒

中 五116 ︿略﹀︑右からも︑左からも︑

なかまがあつまって來て︑いよく
にぎやかになりました︒

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

ルヤウニナツ長野ト思フ︒

﹁︿略﹀︑ドウモ君タチノ仲間ヨリモ︑

七464囹西洋紙が日本紙乱臣ツテ︑

ルヤウニナツタカト思フ︒

僕ラノ仲間ノ方ガヨケイニ用ヒラレ

七471園 ︿略﹀︑日本紙ハ﹁マヅコノ

ノ障子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアル

ザシキヲ見渡シテモ︑コノタクサン

日本紙ハ笑ツテ︑﹁僕等ノ

デハナイカ︒

とせり︒

西洋紙ハ又﹁葉書や切手ヤ

九449図 ︿略﹀︑酪駝に乗りて隊商の
さばく
仲間に加り︑大沙漠を往心するを業

印紙ナドハ皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂

七495園

ニナツタリスルモノガアル︒

仲間ニバカラカサニナツタリ︑合羽

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ 七491園
昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

ケンクワヲシタ時︑︿略﹀︒

五528
五528

︿略﹀︑カウモリハ︿略﹀︒

ケンクワヲシタ時︑︿略﹀︒

五537園

︿略﹀﹁私バカラダガネズミニニテヰ

ルカラ︑ケモノノ仲間ダ︒﹂トイツ

く略V﹁私ハ羽ガアルカラ︑ なかまいり ﹇仲間入﹈︵名︶2 なかま

テ︑ケモノノミカタニナリマシタ︒
五543園

僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ民用ヒラレ

四528園 ﹁オマヘノナカマトオ 七463園西洋紙が日本紙二向ツテ︑
天略﹀︑ドウモ君タチノ仲間ヨリモ︑
レノナカマト︑ドツチが多イ
カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

四535 ワニザメハ︿略﹀︑スグニ
ナカマヲ大壁イツレテ來マシタ︒

四538囹 ﹁ナルホド︑オマヘノナ
カマハズヰブン多イ︒

ナカノオ ホ エ ノ

藤村孝藏密

︹人名︺4 中大兄皇子中大兄皇子

中

藤村孝心
中ほど

馬場の中程から一騎後れ︑二

なか

中程の枝の上に烏が二羽止つ
ナカマ

私どものなかまは︑出合ふと

五91

三月三日

助様﹈︹人名︺1
十9110國困

カシコキ皇子アリキ︒

八523図 中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉
﹇中程﹈︵名︶3

林作之助檬

十284

二人だけの競走となった︒

騎後れ︑︿略V︑もはや熊吉と愛作の

九843

の中ほどにあります︒

四12私どものがくかうは町

程

なか．ほど

ヂサセ︑長キヤリヲトツテ物カゲニ
カクレ給フ︒

テンヂ

ケ マリ

ツキ給フ︒天智天皇ト申シ奉ル相即

八541図 中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ

ナカノオホエノ

チ此ノ御方ナリ︒

ノ遊ヲナシ給ヒ︑鎌足が靴ヲサ・ゲ

十棚4図︿略﹀︑中大兄皇子が蹴鞠
テ皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ
寺ナリ︒

﹇仲間﹈︵名︶2一

て︑さっきから少しも動かない︒
なかま

入

﹇中千本﹈︹地名︺2

中ノ千本中の千本

鳥ノ仲間ダ︒﹂トイツテ︑鳥ノ方ニ

へ行キマスト︑﹁オ前ハ鳥デハナイ
カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

金がなくて︑冠禮の行へな

なかまろ﹇▽あべのなかまう

で︑大人の仲間入が出來ない︒

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

十一欄6

にもついて行く︒

小さい君らのなかま入︑うんどう會

しわはよってもわかい氣で︑

仲間入←おんなかまいりいたす

ま

仲間ひおなかま

十一2図 中ノ千本

五295圃

ニモワタクシドモノナカマガ
タクサンサイテヰマス︒

ソノ時カウモリガケモノノ方

ツキマシタ︒

ナカバ

五552

三42園﹁マサヲサン︑ノニモ山

﹇半﹈︵名︶3

多し︒之を中の千本といふ︒
なかば

三435ダレモ右ノ方ノナカマ

ガ︑ナカデ一番人ノ二二立ツノハ︑

半

私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

﹁金ニハイロくアリマス

ニハイルノハイヤデスカラ︑
ミンナガフンパツスルヤウニ

﹁オマヘノナカマトオ 六277園 今デハ鐵日子ノ仲間ニ二一 なが・む ﹇眺﹈︵下二︶4 ながむ 眺
ム 眺む ︽ームレ・ーメ︾
イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ
レノナカマト︑ドツチが多イ

六251園
ナリマシタ︒

八509図御遊ナカバニシテ︑マリヲ
ケ給フハズミニ︑皇子ノクツヌゲタ

九月十日の夜となれり︒

九809図 いっか秋のなかばも過ぎて︑ 四528圏

リ︒

なかば

十一42図陵に至る路のあたり櫻樹

なかのせんぼん

中林作之助様

八503図心ノ頃中大兄皇子ト申スなかばやしさくのすけさま ﹇中林作之

なかのおおえのおうじ

ながの一ながむ

ながめ一ながら
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十691図︿略﹀︑幾度かいそべに出で 十751図
マシタ︒

﹇中宿﹈︵名︶1

中宿

つゴき︑店野初瀬の花の中宿︒
なかやま

中山
中ユビ

︹人名︺1
︵名︶3

中

十糊10図圏來て見ればこ﹂も櫻の峯

なかやど

旅館は山により︑谷に臨み

ナガメル

てながめしが︑墨を流したる如き空

︽ーメ︾

﹇眺﹈︵下一︶6
眺める

ス︒﹂

︵接助︶35

ナガラ

ながら﹇▽

六寸︑中指ノ長サガ五尺アリマス︒

五151

︿略﹀︑手ノヒラノ長サガ五尺

ノアヒダノガクスリユビデ

四214園天略﹀︑中ユビト小ユビ

ビトモイヒマス︒

四207園﹁︿略V︑マン中ノーパン
高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ

指

なかゆび

二人はまだ方方ながめて︑ 二247

︿略﹀︑人が二三人立って︑

フト水ニウツツタジブンノス

ガタヲ見テ︑アタマカラ足マデツク

五712

めてゐました︒

﹁見ごとなたきだ︒﹂といって︑なが

五97

いで山を下りました︒

あそんでゐましたが︑︿略﹀︑いそ

四78

ながめる

なが・める

て︑山水のながめをほしいま＼にす

ロ

るを得べし︒

マ

模様にて︑一寸先をも見分くること
能はず︑︿略﹀︒
アペノナカ

十964図 昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ
テ︑都ニアリシ時此ノ山歩出ヅル月
ヲ眺メタルコトヲ 思 ヒ 出 デ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十976図 奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ
東二春日・三笠・若草等ノ山々相連

跡ニシテ︑︿略＞Qコ・ヨリ眺ムレバ︑
リ︑︿略﹀︑西二二西大寺・藥師寺等
ノ堂塔アリ︒

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

十二795図 明け行くま＼に見渡せば︑
前面の一島草木青々として︑花開き︑

米を俵に入れて︑その俵をつ

ながら

れのいそがしさも︑全くわすれてし

サヘヅリナガラダンダン

﹁︿略V︑ミンナデニ十ニセンニ

ナリマス︒﹂

四354父は三郎のあたまをな

でながら︑﹁三郎はこんやは大
そうもの知りになったね︒﹂と

いひました︒

四644みちをとほる人は︑あし
だのはにはさまった雪をた

ひるはあたたかな日にてらさ

たきおとしながらあるいてゐま

す︒

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

五108

おはなは﹁はい︒﹂といひな

忍なしにあるきました︒

五194

この時よしつねは︑﹁われを

がら︑いそいで行って見ると︑︿略﹀︒

五814

手本にせよ︒﹂といひながら︑馬に

すゴしい風にふかれながら︑

一むちあててかけ下りた︒

草の上にすわって︑にぎりめしをた

六107

めくらは杖を受取って︑

べた時は大そううまうございました︒

六638韻

二人の行くへ見送れば︑二人も後ふ

︿略﹀︑見えぬ目ながらふりかへり︑

︿略﹀︑そとへはなしたら︑

あをく光りながら︑しっかにと

ツツンデ︑

ワタシナガラ︑

ル︒

七103翻

大キナ汽船ノ聞ヲ︑煙ヲ出シ

日本は海國でありながら︑

海を恐れる人の多いのは残念な事で

七877園

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒

ならぶすげがさ涼しいこゑ

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

六775

りかへる︒

んでいきました︒

三373

タカク上ツテイキマス︒

三177

おんてかずながら・さながら・なみだ

四日目の朝︑大物は何心な

ながら・ふたつながら・むかしながら

た︒

三486水の中ではあと足で水

ニ

四256オマツ一糸トフデヲ紙

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

三534何ヲ言ヒツケラレテモ︑

を眺めては︑幾度かためいきをつい
ナガモチ

をかきながら︑あちらこちら
﹇長持﹈︵名︶一

へおよぎまはります︒

老人は︑傾く夕日を望み︑帽子の内

十二823

帽子の中に↓文の銭もない

び馬をひいて來て︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

く外を眺めてみると︑前の馬主が再

十一494

まひます︒

み重ねてながめた時は︑︿略﹀︑取入

六171

メマシタ︒

ながめ

鳥さへづり︑土人は驚きて此の新來
の客を眺めて立てり︒
﹇眺﹈︵名︶7

六28 春は花︑秋はもみちで︑山の

ながめ

ながめは時々かはる︒

六46 月夜のながめもまた美しい︒

一
」」

て居る︒

ながもち

八358図圃 く略V︑山々の 櫻も咲け

は

うるはしさ︒

ば︑梨・すも﹂ 皆一時に紅白の
花のながめの
び

其の名をおへる湖の かゴみの如き

八597図圏 琵琶の形に似たりとて︑
水の面︑あかぬながめは八つの景︒

八832図 我が日本の國の大部分は︑
︿略﹀︑雪月花のながめも折節にかは

四744 又四ダン目ニハ小サナタ
ンスヤナガモチヤヒバチナド

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

モノ花トヒガンザクラヲイケ

ヲナラベ︑︿略V︑花イケニハモ

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

りて面白く︑山川の風景もうるはし︒

めである︒

九677

冨踊

103
ながらがわ一ながれ

す︒

さってみる︒

又着物はそまつながら︑さ

つばりしたものを着て︑歯もよく磨

八272 二三ケ月立ってから︑前の友 十371園
だちが來て︑﹁どうだ︑白雀は．見つ

さきのボートは鯨を引きなが

いてるました︒

ず︒

居合せたる人々涙にくれ

べき︒﹂と︑取っておさへて動かせ

ながら︑﹁何とて命を捨つるに及ぶ

十一458図

ら母船の方へ急ぐ︒

十6610

かったか︒﹂と︑笑ひながらたつね
ました︒

八305図 工驚キ︑アツト筆立テテニ
ゲ出血バ︑川成腹ヲカ・ヘテ笑ヒナ
ガラ︑﹁︿略﹀︒﹂ ト イ フ ︒

八329夏のどんな暑い日でも︑あせ
を流しながら︑暮方まで働いてみた︒

み

の

ながら

ふ

月日は流る︑水の如く︑

ル・モノハ即チ早川ナリ︒

十一441図

長良川は岐阜市の北を東

より西へ流る︒

熊王十五歳になりぬ︒
ぎ ふ

十一795図

をごりに流るるは易く︑

をごりより倹約に進むは難し︒

十二924図

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十二⁝川3図 質素を旨とせざればいつ

心も無下に賎しくなりて︑節操も武

勇も忘れ果てて︑︿略V︒

ながれ ﹇流﹈︵名︶7 流

十一792図中にも美濃の長良川の鵜
︿略﹀︑鵜飼といへば長良

飼は最も名高く︑︿略﹀︒

十一793図

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を
おもふに至れり︒

︿略﹀︑鵜飼といへば長良

ふ

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

十一793図

ぎ

長良川は岐阜市の北を東

おもふに至れり︒

十﹁794図

より西へ流る︒

ば長良村あり︒
﹇流﹈︵下二︶11

流ル

流る

ヨド
市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ
是ヨリア
南ガ
流ツ
シマ
テ吾妻川ヲ合

︽ール・ールル・ーレ︾

なが・る

六814図
フρ

．九151図

ワタラ

セ

赤堀三唱︿略﹀︑一ハ東南
利根川ノ本流ハ東南二流レ

ル︒

早い流をいかだの下って行く

すゴ

江戸川ハ南流シテ海二入ル︒

シノ
親指大ノ篠形トナリテ鐵管ノ中二入

十一855図此ノ流ハ自ラ集メラレテ︑

ガ如シ︒

進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ

十一854図杭綿機ヨリ出ヅル綿花ハ

其ノ流ハ下総・武藏ノ國境ヲナセリ︒

シモフサ

九162図

清らかなり︒

八45図五十鈴川は流早くして︑水

い

である︒

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

六34

ヨイデノボリマス︒

長良川は岐阜市の北を東 五175 又ド．ンナ流ノ早イ川デモ︑オ

ぎ

アラビヤ人は後をふりかへ ながらむら ﹇長良村﹈︹地名︺1 長良
十一795図

村

⁝方にはアラビヤ人の不實

りく︑絶えず追手と或間隔を保ち
十一492

を罵りながら︑一方には﹁あれ程の
名馬はいくら金を七っても惜しくは

眞先に立って︑太鼓を打ち

ない︒﹂と︑口々にほめた︒

十一551

ながら︑かひぐしく進んで行く︒

より西へ流る︒市を出でて橋を渡れ

ながら進んで行く︒

八331 仕事をしながら︑僕に色々な 十一483
話をした事もある︒

ノ下ヲクずりナガラ︑ケハシイガケ

八891 軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑揮丸
ヲカケ下りタ︒
中佐ハ﹁︿略﹀︒︿略﹀︑セッカ．

ク占領シタ陣地ヲ取返サレテ残念千

八903

萬ダ︒﹂トイヒナガラ︑形ヲ正シテ︑
﹁︿略﹀︒﹂

八922 馬丁ハドウナルコトカト心配 十一585 聲を限りに﹁ピエールよ︑

セ︑赤城・榛名ノニ山ノ間ヲ流レ︑

ハルナ

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

アカギ

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

ヌ

九422図

︿略﹀︑湖水ノアフレテ流

ノ國境ヲ流レテ太平洋二入ル︒

ん︒﹂

流をさかのぼる鯖の縄にふる＼なら

すゴき

九168図本流ハ下リテ︑下総・常陸 十二285図園 ﹁蘭方にみなぎれり︒

テ鬼怒川・小貝川ヲ三二︑︿略V︒
ヒ タチ

キ

九163図

二流レテ利根ノ本流ヲナシ︑︿略﹀︒

九159図

テ栗橋二至ル︒

武藏ノ國境ヲ過ギ︑渡良瀬川ヲ丁丁

ムサシ

更二東南二流レテ︑上野・

前橋市ノ西ヲ過グ︒

つかくと走り寄って︑

九154図

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑
︿略﹀︒

た︒

ら︑其のバイオリンを取って弾始め

﹁ちよつと貸したまへ︒﹂と言ひなが

十二828

綿ヲ引延シナガラ細カキ雑物ヲ去ル︒

作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑錘

十一851図

コレ二一細小ノ針金一一テ

タガ︑︿略﹀︒

九1810 ︿略V一水兵が女手の手紙を
讃みながら泣いてみた︒

十164図 是程の才學をもちながら︑

式部は少しも高ぶりたる風なく︑常
に一といふ文字をだに知らぬ顔に過
したりといふ︒

十196 活版所では︑活字拾ひがそれ
を讃みながら︑活字を拾って並べる︒

十298

ながら
﹇長良川﹈︹地名︺4 長良

川長良川

二三羽のあひるが岸の霜柱を ながらがわ
ふみくだきながら︑しきりにゑをあ

ながれいず一なく

104

ながれい・ず

﹇流出﹈︵下二︶1

︽ーデ︾

流れ

若者は長い劔を突通し︑幾度

子どもはあやふい命をたすかりまし
た︒

十665
となく抜いては又突く︒六七十尺の

十95図 ︿略﹀落葉・こけ及びく略V

出づ

木の根などは︑地上に落ちたる水を
大鷺も今は全く息絶えて︑︿略﹀︒流

流れ寄

十月十一日︑河中に生ず

﹇流寄﹈︵四︶1

ふくみさ＼ふること︑あたかも海綿

︽ーリ︾

十二787図

る

ながれよ・る

れ出る血に紅の波がたゴよふ︒

流レ

の如くなるを以て︑水をして少しつ
つ 静 か に 流 れ 出 ．でしむ︒
﹇流落﹈︵上一．一︶1

︽ーチ︾

る水草流れ寄り︑又果實の附きたる

落ツ

ながれお・つ

九425図 マシテ幾萬年ノ久シキ間︑

枝の波のまにく浮べるを見たり︒
ナガレル

︽ーレ・ーレル︾

﹇流﹈︵下一︶6
流れる

ニー31園﹁コノ川ハドコカラナ

ながれる

なが・れる

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水
ノカバハカリ知ルベカラズ︒

ながれ・く ﹇流来﹈︵力変︶1 流れ來
︽ークル︾

ヘ

ナガレテイク

﹁アノ山ノオクカラナ

ガレテクルノデスカ︒﹂

ニー33園

﹁ドコ

ガレテクルノデス︒﹂
ニー35園

ノデセウ︒﹂

四61園﹁うちのまへの川が
の方へながれでるます︒

あんなにまがりまがって︑とほく

なきあ・う

六136

︽ーフ︾

﹇鳴A口﹈︵五︶1

鳴合フ

す

︽−・ス︾

あきの夜長を鳴き通す︑あ

ナギナタ

秋の夜長を鳴き通す︑あ﹂︑

＼︑おもしろい轟のこゑ︒

五616圃

五627圏

おもしろい轟のこゑ︒

フェカタナナギナタ

﹇薙発給﹈︵四︶1

︽ーフ︾

尊こ＼において天叢雲劔を

つて賊の方に向ひ︑︿略﹀︒

抜きて︑草を薙携ひ給ふに︑火勢却

九59図

薙彿ひ給ふ

なぎはらいたま・う

こゑでなきはじめます︒

じぶんから︑あんなうつくしい

四666︿略﹀︑うめの花のさく

きはじめる ︽tメ︾

なきはじ・める ﹇鳴始﹈︵下一︶1 な

一315

なぎなた ﹇長刀﹈︵名︶一

又トブ岩国ハガアくト工合
泣きゐ

泣き

御代に返

御返歌申し︑泣きみたる

﹇泣居﹈︵上一︶1

フ︒ソレハアヒヅデアル︒

なき・いる
︽ーヰ︾

十898図圃

る

やみの天地をまた元の
すは誰が任ぞ︒

﹇泣悲﹈︵四︶2

︿略﹀素菱鳴尊︿略﹀︑夫

すさのをのみこと

︽ーム・ーメ︾

なきかなし︒む
かなしむ

九21図

婦の老人一人のむすめを中にすゑて

なき聲

﹁何故にかくは泣きかな

泣きかなしめるを見給ふ︒

九24図園
しむぞ︒﹂

︿略﹀翌朝三時頃急に水 な︒く ﹇泣﹈︵四・五︶10 ナク 泣ク

﹇鳴声﹈︵名︶1

九737國團

なきこえ

四567

泣く

ナイテヰマシタ︒

リマセンカラ︑ハマベニタツテ︑

白ウサ別面イタクテタマ

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

音はげしく相成り︑犬のなき聲も

ふぎさ

たゴならずと思ふ間もなく︑隣村に
﹇汀﹈︵名︶1

て早がねを打出し候︒
なぎさ

﹇鳴通﹈︵五︶2

鳴き通

コノ神サマモ︑﹁ナゼナ
クノカ︒﹂トオタヅネニナリマ

みる︒

六606偉勲

八つばかりの女の子︑た

﹁なんでそんなに泣いて

く泣いてみる︒

もとを顔におしあてて︑ひとりしく

六604醐

シ巴瓦ラ︑︿略﹀︒

四595園

家の横に水のよくすんだ小川 十一224図圏 ふ▼．ぎさの松に吹く風を 四572園 ︿略﹀︑﹁ナゼナクノカ︒﹂
トオタヅネニナリマシタ︒
いみじき樂と我は聞く︒
が流れてみる︒

十296

︽ービ︾

びぬ︒

十﹇454図

思はず島忠をあげて泣號

静かな山の中に流れる水の なきさけ・ぶ ﹇泣叫﹈︵四︶1 泣號ぶ
就中

音が遠く聞えるばかり︒

十一558

︵副︶1

︽ーシ︾

五613圃
なきとお・す

あれ︑鈴墨も鳴き出した︒

の敷も全國に於ては五十座を下らず︒ なきだ・す ﹇鳴出﹈︵五︶1 鳴き出す

十二404図︿略﹀︑現に噴火せる火山

なかんずく

十一961薩国 ︿略﹀︑海岸も海水厚く

ダケ

流レ

凍結し︑流氷の流れ古る事もこれあ

ネ

﹇流下﹈︵四︶1

り候へば︑︿略﹀︒

ト

︽ール︾

ながれくだ・る
下ル

九149図 ︿略﹀利根岳ヨリ嚢スル

ナガレ

サ・ヤカナル細谷川下︑流レ下ルニ
シタガヒテ︑数多ノ小流ヲ集メ︑潔

﹇流込 ﹈ ︵ 五 ︶ 一

田町二至ル︒
ながれこ・む
︽ーム︾

八二37園 ﹁ドコ ヘ ナガレテイク

コム

流れ

ノデセウ︒﹂﹁アチラノ大キナ川
﹇流出﹈︵下一︶2

ヘナガレコムノデス︒﹂
ながれ・でる

就中噴火口の最も大なるを肥後の阿

︽ ー デ ・ ー デル︾

出る

蘇山とす︒

なぎ几Vくさなぎのつるぎ

六241 それがため︑かめに大きな穴
があいて︑水が流れ出ましたから︑

八924 馬丁ハ︿略﹀︑トウく戦死
サレタト聞イテ︑カケツケテ其ノ死
ガイニ取リスガツテ泣イタ︒

九1810 ︿略﹀一水兵が女手の手紙を
義仲之を見て︑︿略﹀︑さめ

噛みながら泣いてみた︒
十555図

ぐと泣きたれば・一座皆ようひの
袖をしぼらざるはなかりき︒

十一個7図園 後人日ク︑﹁出師ノ表

︿略 ﹀ ︑ 前 の そ し り し 者 ︑

ヲ見テ泣面ザルモノハ人二二ズ︒﹂
ト〇

ます︒︹ひらがなのドリル︺

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩許多イ︒

上ツタ︒

が出てうれしかった︒

デヲオサへ︑﹁︿略﹀︒カクテ二君ノ

七48図母ハ走リヨリテ︑正行ノウ

くさのかげにないてゐ 八137 ニハトリが度々鳴イテ︑日ガなくなく ﹇泣泣﹈︵副︶1 泣クく

た虫も死んでしまったのか︑

四272

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

テ︑泣クくイマシメタリ︒

御用二立ツベシトモオボエズ︒﹂ト

八233

みるのに︑誰も草をやるものがあり

︽ーイ︾

秀吉はもう日本中に敵がなく

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

六512

をしいことに︑そのいくさの

をはじめました︒

六531

それから信玄が死んだと聞

終らない中に病人でなくなってしま

ひました︒

いた時︑謙信は﹁︿略﹀︒よいいくさ

六594囹

さてかりに印刷して︑讃合せ

相手がなくなった︒﹂といってなげ

いた︒

活字を抜きかへて植直す︒一字も誤

て見て︑誤があれば︑幾度でも其の

十201

がなくなってから本刷にか＼るので

十663

くなる︒

維新前までは牛肉を食ふ人は

その時信玄のけらいが︑後か

らやり先で謙信の馬のしりを力一ぱ

六576

ぐりつける ︽ーケ︾

なぐりつ・ける ﹇殴付﹈︵下一︶1 な

ぬ虜がなくなった︒

至って少かったが︑今では全逆罪は

十844

鯨は段々弱って︑泳ぐ力もな

に思をよせて︑ひとり自らなぐさめ

︽ーメル︾

﹁︿略﹀︒もしおなかでもいたいのか︑

ある︒

居たり︒

都の空のみしたはしく︑僅かに詩歌

︽ーッ・ール︾

く略V︑つゴいてかをる梅なくな・る ﹇無﹈︵五︶6 なくなる

が香に︑うぐひす鳴かぬ里もなし︒

八352図圏

ません︒

もうなくこゑもきこえません︒

た虫も死んでしまったのか︑

四273くさのかげにないてゐ

うぐひすがないてゐます︒

もうなくこゑもきこえません︒
四651

︿略﹀︑南半球にては木の．葉

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

四662羽の色はあまりうつく 八815図

﹇無﹈﹇▽ことなく・なんとなく・

まもなく

なく

︿略﹀︑翌日風なぎて出立し

ひて︑︿略﹀︒

たれども︑一同は行くべき方にまよ

九471図

鳥がなく︑鳥がなく︑どこ な・ぐ ﹇凪﹈︵四︶1 なぐ ︽ーギ︾

しくはありませんが︑なくこゑ
はまことにかはいらしうござい
ます︒

五53圃

十二804図

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆
でなく︒

鳥がなく︑鳥がなく︑どこ

ぐさめ居る

五53春鳥がなく︑鳥がなく︑どこ なぐさめ・いる ﹇慰居﹈︵上一︶1 な
でなく︒

も鳴く︒

五54圖山で鳴く︑里で鳴く︑野で 九807図 筑紫に到りて後は︑︿略﹀︑

も口
鳥く︒

五54落日で鳴く︑里で鳴く︑野で

たのしい時も

二月・三月花ざかり︑うぐ 六612翻姉のおつるは立ちよって︑

める

五55圏山で鳴く︑里で鳴く︑野で なぐさ・める ﹇慰﹈︵下一︶1 なぐさ
も口
烏く︒

五277醐

ひす鳴いた春の日の

おとし物でもしたのか︒﹂と︑その
子のかたに手をかけて︑ことばやさ

あれ︑松年が鳴いてみる︒

ゆめのうち︒

五608蟹

しくなぐさめる︒

︽一

ゆか下から去年なくしたこま

なくす

六44 日本の國には春・夏・秋・冬

六363

シ︾

﹇無﹈︵五︶1

キコエマス︒

ウレシサウニ

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

なく・す

かはるぐ色々な花がさき︑色々な
六143

鳥が鳴く︒

さく︒ とりなく︒︹ひ
はな

三132 いぬはおきて︑
ないてる

らがなのドリル︺

三64

でなく︒

孚ひてコロンブス を 歓 迎 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽ーイ・ーカ・ーク︾

ナク

五53圏

鳴く

﹇ 鳴 ﹈ ︵ 四 ・五︶26

なく

鳴ク

な・︿

一204セミガナイテヰマス︒
一246 ヒヨコガピヨピヨピヨト
ナイテヰマス︒

︸523差脚アカア︑カラスガナ
イテイク︒

一536韻︿略﹀︑カアカア︑カラス

ケサハカラスノナクコ

ガナイテイク︒

二285

ケサハ カラスノナクコ

キコエマス︒

エモ︑スズメ ノナクコエモ︑

U

ウレシサウニ
一一

エモ︑スズメ ノナクコエモ︑

Q8

105
なく一なぐりつける

なげ一なさけ
106

なげ・く

﹇嘆﹈︵四・五︶2

︽ーイ・ーキ︾

いになぐりつけた ︒

なげ←ゆきなげ
六595

なげく
た︒

上重要なる地なり︒

屋市

なごやじょう

古屋城

﹇名古屋城﹈︵名︶2

東海道の旅行中︑最も多く

名古屋城は今より凡そ三百

は加藤清正のきづきしものなり︒

かとうきよまさ

らしめたる名城にして︑其の天守閣

年前︑徳川家康が諸大名に課して造

とくがはいへやす

八936図

古屋城の金のしゃちほことなるべし︒

衆人の目をひくものは︑富士山と名

八934図

名

あっ
名古屋の南に熱田あり︒今

その時一人の子どもは大きな なごやし ﹇名古屋市﹈︹地名︺1 名古

石を持って來て︑力まかせに投げつ

八956図

六237
けました︒

て三千圓の金を地に投げつけた︒

間もなくむねの上からもちを

︽ーゲ・ーゲル︾

六748

投げると︑大ぜいがあらそってそれ

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投

を拾ひました︒

七254

ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒

名残←おな

昨夜．の風雨は名残なくをさま

﹇名残﹈︵名︶2

十955図

師範學校門内ノ八重櫻一株︑

さゴ波を立ててみる︒

つて︑そよくと吹く風に︑海面は

十638

ごりおしい

なごり

十362圏私はわざと一巻の書物を床
の上に投げておきました︒

名古屋

名古屋
名古屋

名古屋

第二十六

第二十六

﹇名古屋﹈︹課名︺2

八932

八目14

﹇名古屋﹈︹地名︺5

セ

タイ

フ

にほひぬるか．な︒ト︑伊勢大輔ノヨ

イ

古の奈良の都の八重櫻︑今日九重に

て名高く︑﹁尾張名古屋は城で持

ミシ其ノ奈良櫻ノ名残ヲト寸昏夢リ︒

︿略﹀︑何虜へなりとも

名古屋は平野の間にあり︒ なごりお・し ﹇名残惜﹈︵形︶1 名残

十一726図圏

をし

︽ーシキ︾

りしが︑書道の開通せしょり︑商工

︿略﹀︑早くより東海道一の大都會な

八951図

つ︒﹂とうたはれたり︒

名古屋は此の城あるにより

合して名古屋市の一部となれり︒

十一476

なげ

げる

なげきて語る︑ な・げる ﹇投﹈︵下一︶3 投ゲル 投

﹇投捨﹈︵下一︶1

なごや

︿略V︑一揮又モ中佐ノ胸ヲツ

八945図

︿略﹀︑にたんの四郎ただ ←おわりなごや

つねといふぶしが︑弓矢をな
げすてて︑馬．をとばして︑その

ておひじしにむかひました︒
︽ーサ︾

出でて遊び給へ︒愚僧も所用ありて

名残をしき事なり︒

京へ上り︑︸二年在京せんもはかり

業の獲達著しく︑焼物・塗物・扇・

名古屋

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒二

九25図

八956図

難し︒﹂といへば︑書工﹁そはいと
なげ

人ハ投ゲ出サレテユメウツ・︒

︽ーケ︾

﹇投付﹈︵下一︶3
投げつける

・大阪・名古屋・厨口・熊本等軍事

さけ

町の中を通る時にきたない物 九273図師團司令部のある所は東京なさけ ﹇情﹈︵名︶2 情﹇▽ひとのな
をなげつけられるのにはこまりまし

五131

つける

なげつ・ける

綿縣・織物等の産出すこぶる盛なり︒
あっ
名古屋の南に熱田あり︒

八893

段々口論の末︑大將は二つ

た時︑謙信は﹁︿略﹀︒よいいくさ相

た︒

十127図圃
ひとり離れて︑

投込む

はるぐと吾重のしほ路︑故里

ズ略﹀︑我が友ユ

床柱

手がなくな−つた︒﹂といってなげい

それから信玄が死んだと幽い

なげあた・える﹇投与﹈︵下一︶1投
與へる︽1ヘル︾
ばうし
十二819 忠實な犬は古帽子をくはへ

投入る

て︑︿略﹀︑道行く人の投與へる喜捨
﹇投入﹈︵下二︶1

を待ちわびてみる︒
なげい・る
︽ーレ︾

の

﹇投込﹈︵五︶1

空なつかしや︒﹂

十二283図 黒き影は城の一方より現

ナゲ

なごや

︿略﹀︑聴衆は鏡をつかんで︑

孚って老人のさ﹂げた帽子の中へ投

十二845

︽ーム︾

なげこ・む

ナゲ

れ出で︑ひらりとばかり身を水中に
﹇投入﹈︵下一︶2

投入れたり︒

なげい・れる

入れる︒銅貨といはず︑金銀貨とい

投入れる︽ーレ・ーレル︾﹇▽

おなげいれる

入レル

込む︒

なげす・てる

はず︑雨の降る様に手古り次第に投

三331 子ドモガニ三人アゼニ
タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ
入レテヰマス︒

ナゲ

四173

︿略﹀︑聴衆は鏡をつかんで︑ すてる ︽ーテ︾

﹇投掛﹈︵下一︶一

箏って老人のさ﹂げた帽子の中へ投

十二843

入れる︒

なげか・ける
︽ーケ︾

ー

ナリマシ

ニ

二613 ハヒヲトツテ︑カレ木ニ なげだ・す ﹇投出﹈︵五︶1 投ゲ出ス

カケル

ミゴトナハナザカリニ

ナゲカケマスト︑︿略﹀︑一メン

タ︒

﹇平居﹈︵上一︶

︽ーヰ︾

なげき・いる

キヰル

七925中
図佐ハボートニ坐シテ︑ナ
ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ
タリ︒

107
なさけぶかい一なし

士︒はげましつ＼も見送る一家︒勇

十一616図蟹 勇み勇みて出で行く兵

おつみなさる・おとびなさる・おのり

さる・おききなさる︒おだしなさる・

きなさる・おいでなさる︒おかくれな

あげなさる・おあそびなさる・おある

ながめの

梨・すも＼

八356図圃

七668団

一13ーナシトミカン

花の

︿略﹀︑山々の櫻も咲けば︑

方は︑今年はまだ實がなりません︒

なし

皆一時に紅白の
うるはしさ︒

ナシ

せ

︿略﹀︑國民もまた深くうや

が香に︑うぐひす

鳴かぬ

里もな

八353図翻く略V︑つゴいてかをる梅

しこく︑かたじけなし︒

なき質素なる御かまへ︑かへってか

ず伊勢に参辞せんと心がけざるもの

い

まひ奉りて︑︼生に一度は︑かなら

八18図

ノスガタナシ︒

マナク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野

中佐ハ︿略﹀︑タぐ一人ク

氣は彼に︑情は是に︑勇まし︑やさ
なさる・おまちなさる・おもちなさる

なし︒

その他には何の御かざりも

その神々しさいはん方なし︒
﹇無﹈︵形︶麗

七905図

し︑を＼しの別︒

・ごあんしんなさる・ごらんなさる

九76梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

八54図

な・し

カル・ーカレ・ーキ・ーク︒ーケレ・ーシ︾

﹁ハヤクオサラヒヲナサ し 無シ 無し ︽ーカラ・ーカリ・一

イ︒﹂トイハレテモ︑﹁ハイ︑今

﹇▽おとなげなし・かいなし・かぎりな

し︒こころもとなし・しかたなし・ぜ

昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二其ノ便

八386図 ︿略﹀︑此ノモノノナカリシ

きなし・ふがいなし・やすみなし

なさ

六545図塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク
ルニ大切ナルモノニシテ︑コノニツ

汝ノ孝行コレニス重唱ル

ノ物ナケレバ︑物ノ味ハウマカラズ︒

七29図囹

正行大イニカンジテ︑コレ

コトナシ︒﹂

七51図

ヨリ後ハ父ト母トノ教ヲ守りテ︑一
日モワスル・コトナカリキ︒

鎌足︿略﹀︑大事ヲ成スニ

﹁我等はつねにいそがし

みにて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

八701図囹

折ヲ得ザリキ︒

道ナシト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル

ハ此ノ皇子ライタマキ奉ルヨリ他二

八506図

場ヲ見タルコトナカルベシ︒

八391図諸子ハイマダマツチノ製造

利ナルニ驚カル・ナリ︒

し︒

人織田様には︑近いうちに京都で馬

ひなし・せんかたなし・たぐいなし・

七423二人の話によりますと︑御主 し・かくれなし・くまなし・こころな

スグニ︒﹂トコタヘルバカリデス︒

三543圏

いっしよについだ梨の木の

て︑教へ給ひし師の君の導きな

三12ーウチノ人ガミンナソト

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

奪え︒思へばうれし︑師の情︒
なさ

十二伽2障囲 六年の月日 手を取り
くば︑いかで我が 心に開く︑智え

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

八66図

︽ーイ︾

﹇情深﹈︵形︶2

情深い

オルスヰヲナサイマス︒

ふ一

けぶかい

なさけぶか・い

六581 上杉謙信はこんな強い人であ
つたが︑又なさけぶかい人であった︒

の人には何のうらみもない︒それを

︿略﹀︒謙信は︿略﹀︑﹁︿略﹀︑敵の國

苦しめるのはかはいさうだ︒﹂とい

そろへをなさいますとのこと︒

たゆみなし・なにごころなし・なんの
六432

九873園どうか今日から一年の間︑
あなた方の村が五箇村の頭になって︑

﹇為居﹈︵ラ変︶1

鳥ナキ里ノカウモリ︒

御支配をなさって下さい︒﹂

なされお・り

なさる ﹇為﹈︵下二︶﹇▽おんいでなさる

︿略 ﹀ ︑ 其 の バ イ オ リ ン を 取

つて︑じぶんの國から塩を送らせた︒
十一一852

銭をつかんで︑孚って老人のさ＼げ

つて弾始めた︒︿略﹀︒．︿略﹀︑聴衆は

た帽子の中へ投入 れ る ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ か の

れ居り候︒

﹇為﹈︵下一︶1

なされる

四五日前より起きて量の世話をなさ

︽ーリ︾

九434国国姉上も最早御全快にて︑

れ居り

情深し

情深い紳士は誰であったか︑老人も
﹇情 深 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

知らぬ︑聴衆も知らぬ︒
なさけぶか・し
︽ーキ︾

︽ーレル︾

︿略﹀︑県門に入りて父の なさ・れる

さへ青ざめて︑身髄は全く力なきに

︿略﹀︑動くことかなはず︑皮膚の色

後をとぶらはんとて︑かく諸國を巡

十一439図

七427園あなた様にも︑その折には

セバ︑コ・モマタ見渡スカギリ︑人

七593図力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下 八709図 かくて二三日を過せしに︑

り歩くなり︒﹂と答ふ︒忠元あはれ

よい馬にめして︑主人のお目にとま

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八715楽園

いたれり︒

みて︑︿略V︑か く と 正 儀 に 告 ぐ る に ︑

ボートハヤガテ福井丸ノカ

家ナラザルハナシ︒

七901図

タハラニ卸サレテ︑一同乗リウツレ
リ︒見渡セバ杉野ナシ︒

我若し食物をこなす事な

るやうになされるのが大事と考へま
でございます︒﹂

して︑今日このお金を出しましたの
なさ

﹇梨﹈︵名︶4

梨

正儀は情深き武士なれば︑呼出して
ナサル

なし

ナシ

召使ひたり︒

﹇為﹈︵五︶4

︽ ー イ ・ ー ッ ︾ ﹇▽おあけなさる・お

なさ・る
る

なし一なし
108

らるべき︒

八742図 用ナキ時之ヲカクスコト︑
虎モ猫モ相同ジ︒

九53図園 倭姫命此の時天叢雲劔を

ほうたう

尊に授け︑﹁つ＼しみて怠ることな
か れ ︒ ﹂ と 教 へ 給 へり︒

みかいゑい

︿略﹀︑自ラ其ノ周圏ノ物ノ

色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二

九544図
見附ケラル・コトナシ︒

てもすき間ある所には︑必ず存在せ
ずといふこと無し︒

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九653図試みに茶わんのそこにしる
水中に入れよ︒其のしるしは水にぬ

九574図他ノ動物早早ノ禮色ニヨリ
テ︑タヤスク之ヲミトメ︑之二半ヅ

るることなかるべし◎

若し空氣なからんには︑

と能はざるべし︒

︿略﹀多くの生物は其の生を保つこ

九662図

九655図火は空手なければ燃えず︒

クコトナキが故地︑︿略﹀︒

となかれ︒

口にうましとて多く食ふこ

九207囲團 ﹁聞けば︑そなたは豊島 九582図 口にうましとて多く食ふこ
の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛
九582図
となかれ︒多く飲むことなかれ︒

攻撃とやらにもかくべつの働なかり
きとのこと︑︿略﹀︒

常に無病にして︑醤者に

無く︑家族一同無事に御座候爵︑御
安心下され度忘︒
︿略﹀︑同夜は近村の者一

︿略﹀水音はげしく相成

人も眠につきたる者これなく候︒

九72！0國国

九738㈱團

候︒

間もなく︑隣村にて早がねを打出し

り︑犬のなき聲もたゴならずと思ふ

毎日運動するが故に︑学者にも相談

﹁我は塩竃にも相談せず︑

する必要なきなり︒﹂

九5910図園

か＼りたることなき人あり︑︿略﹀︒

九598図

たるをば着ることなかれ︒

九594図衣服もよく洗ひて︑よごれ

までもなし︒

九213圏團囹 ﹃一人の子が國家の爲 九5810図 酒・煙草の害は今更に言ふ 九722年豆幸に異方は左程の損害も
いくさに出でし事なれば︑定めて不
自由なる事もあらん︒何にてもゑん
りよなく言へ︒﹄

九258図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・
輻重兵は何れも職箏に必要にして︑

其の任務には輕重の別あることなし︒

九431圓団少しも御障なく入らせら
れ候由︑一同安心仕候︒

が︑木のかげ一つもなき砂原つゴき

︿略﹀︑外出すること少き入

に如くはなし︒

九613図

浴せざるが爲なり︒

九637図將軍田村麻呂の東北の地を
征するや︑恩威ならび行はれて︑向

きQ

九801着発

﹁騨長驚くなかれ︑時の

攣り改るを︒花咲く春あれば︑転落

つる秋あり︒﹂

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

九805図筑紫に到りて後は︑常に門

片時も君を忘れ奉ること無く︑︿略﹀︒

キ昔田田︑必要ノ場合二物ト物トヲ

九879図士買買トイフコトナカリシ遠

取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギザリ

キ︒

是金銀ハ︿略﹀︑又分合ス

ルコトモタヤスクシテ︑分合ノ爲二

九899図

是金銀ハ︿略V︑産地異ナ

直段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑︿略V︒

九899図

︿略﹀︑よく人工の美と天然

リトモ︑成分二異同ナクシテ︑︿略﹀︒

の美とを併せたるは日光に如くはな

九966図

し︒

森林なければ︑土砂附近の

必ずこ＼に遊びて︑日光の結構を賞

十101図

害これあり候へども︑其の他にはか
悪病氣其ノ他ノ場合ニモ︑

せざるものなし︒

九765図

むなぎ

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

はり

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル
ち

と多し︒
こ

ベシ︒

よ梅の花︑主なしとて春を贈るな︒

桁どもを

いつもせおひて

片時

紫式部はく略V︑兄の書を

休む間なし︒﹂

︿略﹀︒

じ︑少しも忘る＼ことなかりしかば︑

讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

十1510図

も

けた

九789図囲東風吹かばにほひおこせ 十137図工圏 あはれ我︑梁や棟木や

道眞はく略V︑少しも世を
いきどほり︑人をうらむる心なかり

九798図

かども︑︿略﹀︒

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

空氣は形もなく︑色もなけ 九794図道眞は罪もなきに官を下げ

ふ所敵なく︑︿略﹀︒

九647図

れば︑目には見えざれども︑︿略﹀︒

空氣は形もなく︑色もなけ
空言は︿略﹀︑凡そ少しに

れば︑目には見えざれども︑︿略﹀︒

九647図
九6410図

く別の異状これなく︑︿略﹀︒

九457図 さていよく沙漠に入りし 九604図 身軽の勢を直すはよく眠る 九748魑團 田畑の作物には多少の損 九969図 外國人の我が國に孕る者亦
なれば︑︿略﹀︒

砂原つゴきなれば︑其の苦しさたと

九458図く略V︑木のかげ一つもなき の︑色青ざめて元氣なきは︑日光に

アリは子供のことなれば︑

へんに物なし︒

九4510図

話相手もなく︑た〜父にあはんを樂
みに一日々々と旅行をつ〜けたり︒

九477図園 ﹁若し明日中に水のある

胃の中の水を飲むより外なかるべ

所に着かずば︑驕駝を殺して︑其の

し︒﹂
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十164図︿略﹀︑式部は少しも高ぶり
たる風なく︑常に一といふ文字をだ
に知らぬ顔に過したりといふ︒

箱根は︿略﹀︑盛夏の候は

何れの旅館も空室なきに至るを常と

十743図
す︒

く︑床もなく︑天井もなし︒

十257図見ル者アザケリ笑ハザルハ 十814図 其の家はほったて小屋の如
ナシ︒

上は︑品行方正︑職務に忠實にして︑

いこはせ給ふ

夜警三日供御もなく︑歩

く︑床もなく︑天井もなし︒

十889図圏
みつか琶て松かげに
かしこさよ︒

︿略﹀︑さして行く笠置の

山を出でしょり︑天が下にはかくれ

十894図圃

がもホし︒

︿略﹀︑御差支これなく候

はば︑有志の方々御さそひ合せの上︑

十912圓国

御來會相成候ては如何︒

﹁﹃志士・仁人は生を求

めて仁を害することなし︒・身を殺し

十一144図園

義を見てせざるは勇無

て仁を成すことあり︒﹄とかや︒

きなり︒

十一145図園

天︑勾践を空しうする

時︑萢叢無きにしもあ

はんれい

しのぎて杉坂に着きたりしに︑︿略﹀︒
こうせん

らず︒

十﹁166図

いふべし︒

十一296図

一家和合セザル時ハ家道

て腹かき切らんとす︒

十一521図

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ

公明正大ニシテ︑心中一

ル・事ナカルベシ︒

十一528図

己ヒトリ樂シトテ︑他人

嵩ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

十一535図

︿略﹀︑ミダリニ三色ヲ作

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

人ナリ︒

十一543図

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

路傍の一草・一木も學問

ノ念ナキモノハ︑︿略﹀︒

の種ならぬはなく︑︿略﹀︒

十一689図

十一723図園

活動するのみにて休養す

理事既に過ぎて︑思ふも

曝したる事に過なく︑後

此の絶をかける書工

﹁君はく略V︑三年の間

日遊び暮して三年を経たり︒

︿略﹀︑何一つ壼がくこともなく︑毎

十一7110図

人なり︒

超することなき者は幸福にして賢き

十一699図濡したる事に過なく︑後

人なり︒

悔することなき者は幸福にして賢き

十一698図

費すること甚だし︒

盆なき事に心を螢するは︑時間を徒

十一697図

遂には活動にたへざるに至る︒

ることなければ心身いっか勢れて︑

十一693図

無爲に苦しむことなし︒

思へば今より六十年以前 十一692図 時間の貴きを知れる者は

︿略﹀︑﹁今は自ら死ぬ

るより外なし︒﹂とて︑刀を取直し

十一456図園

かくべきやうもなし︒

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

十一453図︿略﹀︑少しも疑ふ心なき

かくべきやうもなし︒

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

十一452図︿略﹀︑少しも疑ふ心なき

職功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

與へんとしたれども︑熊王は﹁何の

正儀は河内にて領地を

一別丁霊御愛りもこれ

人智の進歩は際限なしと

の汽船もなかりしなり︒

には︑我が國に一哩の鐵道も︑一隻

十一286図

こともなかりき︒

味を知らざりしかば︑思ひとがむる

されど武士どもは其の意

十一161図圃

なかれ︒

十一1510図圃

十266㈱團申すまでもなく御入螢の 十814図其の家はほったて小屋の如 十一154図 ︿略﹀︑道も無き山の雲を
転 手 の 模 範 と な ら れ度︑︿略﹀︒

十325図 ︿略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作

ノ年ニモ︑國中︼人ノ餓死スルモノ
ナキニ至レリ︒

十335図昆陽ハ之ヲ救フ二死︑此ノ

ヰ

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑
︿略﹀︒

唯董アリ︒

十419図 県主水草ナリ︒葉ナクシテ

大和國ハ︿略V︑昔ナガラ
木・一草書ク上古ヲ談ゼ

ノ山河︑

無く候や︒

なき敷にいる名をぞ

秋・冬の花少き季節に入

御供仕うまつれる警固の

十一443配置

十一357瞬団

ばあつさ弓

みへらじとうねて思へ

ザルナシ︒

義 仲 之 を 見 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ さ め ︑ 十瀧10図

ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒

ボタン

f5110図園 大乱かと思へば︑績く者 十999図廊下ノ爾ガハニ丁幾百済ト
なし︒

十556図

ぐと泣きたれば︑一座皆ようひの
袖をしぼらざるはなかりき︒

れたる者には︑術科もつらきことは

とゴむる︒

十5710國団 小生の如く平素勢働にな 十一37図圏
これなく︑︿略﹀︒

かりき︒

武士もようひの袖をしぼらざるはな

十一138図

一に其の勢役の結果なり︒

りても︑食物に不足することなきは︑

十一67図

本の外︑到る早起樹あらざるなし︒

十623図 ︿略﹀藪千人ノ坑夫が銅鑛 十﹁46図吉野山は口・中・奥の千
ヲ掘取ルコト︑書夜止ム時ナシ︒

ソ三萬ヲ有スルー都會トナリ︑學校

十635図︿略﹀︑今や足尾町ハ人口凡
・病院・銀行等量備ラザルナシ︒

十701図 岩に近づけば︑波は盆く荒
く︑ボートは幾度となく打ちもどさ
れ 打 ち も ど さ る ＼ を︑︿略﹀︒

なし一なし
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未だ一度も書展を取り給ひしことな
し︒

十一756図 水の奇観は等方に如くは
なし︒

十一799図此の間毎夜月なき時をう
かゴひて漁舟を出す︒

十一914図

日光・鶴野の如きは︑

︿略﹀︑之を買ふ必要なく︑随って亦

日光・冠注の如きは︑

償あることなし︒

十一915図
︿略﹀︑之を買ふ必要なく︑随って亦
償あることなし︒

需要の減ずるに非るよりは︑決して

の書書丁古器物などの如きは︑︿略﹀︑

十一815図 鵜の首元は細なはにてし 十一951図 ︿略﹀︑例へば名高き古人
ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

即ち供給に限りあるもの

は一定の償なしといふべし︒

十﹇952図

安くなることなきなり︒

下すことなく︑︿略﹀︒

なくして浮び出つること少ければ︑

十一827図 鵜はくゴり入る毎に獲物
︿略V︒

十一備7図

︿略﹀︑二十年來未だ一人

神代はるけき昔より

の犯罪者をも出したる例なし︒

十一備5図圏

みつほ

我が皇室の大みいつ︒

開

君臣分は定まりて︑萬世一系動きな
き

瑞穗の國と農業は

けぬ直なし︑野も山も︒

十︻⁝川2図圏

建國馬鎧三千年 歴史
同胞すべて六千萬︒

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ

十一柵8図圏
なき

榮えゆく代を商いのるかな︒

十二24図圃承けつぎし國の柱の動
きなく

國を思ふ道に二つはな

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な
きに非ず︒

と大差なく︑︿略V︒

十﹇841図蒸氣機關ノ当山ョリテ自 十一9910國困 農産物の種類は北海道 十二29図 祖宗の大業を承けて︑明
動スル機械ハ︑幾塁トナク立並ビテ

十一佃1図園備サトシテ日ク︑﹁我

十二39図翻

廻轄スベク︑︿略﹀︒

如シ︒願バク一再ビイフコトナカ

ノ孔明アルハアタカモ魚ノ水アルガ

シカバ︑賊將歎ジテ︑︿略﹀︑マタ反

之を選捌し︑互に競伍するが如きこ

もQ
十ニー010近国

︿略＞Q﹂

十ニー16図

かれ︒

十一一376図

城を抜け出でて岡崎に
﹁諸君︑憂ふることな
あうう

一日も守なかるべからず︒

き職業の如く思ふものなきにあらず︒

十二468図世には農業を以ていやし

て︑

會津は奥羽重要の地にし

十二2910図園

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

十二276図園

るはなかりき︒

將卒之を聞きて感泣せざ

依ルモノト信仰スルノ外ナク︑

カウ

傷ノ僅少ナリシバ歴代神塞ノ加護ニ

殊二重が軍ノ損失・死
レイ

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

十一874図 ︿略﹀︑細大意ノマ・ニシ
レ︒﹂ト︒

是ヨリ諸將マタイフ者ナ

テ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナシ︒

十﹁908図故に随意に得られざるも
十﹇旧1図
カリキ︒

のなりとも︑効用なきものは償ある
ことなく︑︿略＞Q

のなりとも︑効用なきものは償ある

スルコトナカリキ︒

十一908図故に随意に得られざるも 十一価5図 カクスルコト七回二極ビ
ことなく︑︿略﹀︒

はな

少女も手を空しうする者なきに至れ

錘を織ること行はれ︑十二一二歳の

むしろ

十一麗5図画萎桿眞田を編み︑花

ばくかんさなだ

養ふ者多く︑難を飼はざる家なし︒

十一909図 ︿略﹀︑効用あるものなり 十一椛1図 ︿略﹀︑又桑を植ゑ︑騒を

とも︑随意に得らる＼ものは無償あ
ることなし︒

らざるものならば︑之を買ふものな

り︒

十一912図 く略V︑飾にも實用にもな
く︑随って償あることなし︒

と更になし︒

村會議員も全村一致して

らざるものならば︑之を買ふものな

十一912図 ︿略﹀︑飾にも實用にもな 十一佃6図
く︑三って償あることなし︒

十二4610図

農業は我等が生活に必要

なる材料を作り出す所以にして︑國

家一日もこれなかるべからず︒

︿略﹀︒

そ

養量業の盛大は

長野

たほはぬ庭なく︑殊に名高き木曾・

き

十二483図圃 又森林は全國・の 山野

吉野

十二492図面

其の後方の山々は皆我が

・埼玉曽て群馬︑海なき縣に著し︒

十二569図

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

し︒

止るも唯其の命に從ひて︑少しも混

十二607図 ︿略﹀︑通行の人は行くも

雑を生ずることなし︒

爾側には白色の高屋相並

び︑人道と車道との間なる左右二列

十二616図

の線樹は枝を交へて︑雅麗比なし︒

電車の便の最も開けたる

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二635図

虜なく︑︿略V︒

資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑

十一一6310図 英蘭銀行は設立の古きと︑

伯林には世界にほこるべ

其の右に出つるものなし︒

き程の大建築物なし︒

十二652図

過ぐる庭の沿路︑︿略﹀︑

世を憤り︑人をねたみ︑

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど

十二697図

饒す所なし︒

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

十二712図

あるも一利なし︒

十二715図郭に前を望みて︑徒に後
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遠き慮なければ︑必ず近

を顧みることなかれ︒
十一一716図
き憂あり︒

されど饒り小さき事にま

守る所正しければ︑心に

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

十一一717図
しめて盆なし︒

十一一723図

︿略 ﹀ ︑ 熱 心 に 此 の 説 を 主

憂苦なく︑︿略＞Q

十一一763図

敵したりしが︑何人も一笑に附して
顧みるものなかりき︒

ことなき大洋なれば︑乗組の人々も

十二779図 是より先は未だ航行せし
次第に不安の念を生ぜり︒

十二862図 四十七士の事蹟は気持・
︿略﹀︑東京高輪泉岳寺の

たかなわせんがくじ

走井も之を知らざる は な く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二863図
墓前には今尚香花の絶ゆることなし︒

十二922図

家の注入を基として︑豫

十一爾10図書六年の月日
て︑教へ給ひし

手を取り

十一153図

し奉る

八508図

フ ︽ーヒ︾

なしたま・う

︿略﹀︑警固の武士︑播磨

アル日皇子︑寺ノニハニテ

﹇為給﹈︵四︶2 ナシ給

りて遷幸をなし奉るといふ︒

の今宿といふ所より山陰道へか＼

いまじゅく

︽ール︾

導きな

なし得

心に開く︑集え

師の君の

くば︑いかで我が

な

﹇為得﹈︵下二︶3

め其の支出を定め︑衣服・飲食の費
し

なし・う

徳え︒

皆其の開園を越ゆることなかるべし︒

支那幾千年間の人物中︑

大聖として徳化の尚今日に著しきも

十二933図

彼等は元は重み書きも知ら

︽ーウ・ーウル︾

十825図

成し得

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑鎌足モ参り

早旦にてはく略﹀︑旅客

の︑孔子に如くはなし︒

ず︑算敷の考もとぼしかりしが︑今

十二㎜4図
は下車騨にて各自に荷物を受取るに︑

ケマリ

︿略﹀︑中大兄皇子が蹴鞠

ナヵノォホエノ

合セタリ︒

ノ遊ヲナシ給ヒ︑鎌足が靴ヲサ・ゲ

十棚5図

は内地人と同じく︑讃み書き・計算
く略V︑水田は乾田となり︑

テ皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ

爲し難

る

ナストウリ

爲ス 令す ︽ーサ・ーシ

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

七626図外國にては︑犬をして牛か

ナスモノハコビキナリ︒

六691図

材木ヲヒキテ︑板又ハ柱ト

︒ース︒ーセ︾﹇▽ごさんれつなしくださ

成ス 成す

な・す ﹇為﹈︵四・五︶49 ナス なす

一134

﹇茄子﹈︵名︶一 ナス

寺ナリ︒

﹇為難﹈︵形︶1

なす

二毛作をなし得る良田五十六町歩を

故に十分に信義を蓋さん
と思はば︑豫め能く事の成否を察し︑

十二柵7図

得るに至れり︒

十一掴6図

をもなし得るものあるに至り︑︿略﹀︒

間違の起ること殆ど無し︒
違ふる者絶えてなしといふ︒

十二㎜7図之を返すにも其の期日を
︿略﹀︑一般人民の之を助

くるなくんば︑自治血紅の臆意なる

十二悩4図

︿略﹀︑翰墨皆兵なる今の

獲達は得て望むべからず︒
十二佃8図

成し得べからざるものは引受くべか

其の上不時の出費の爲︑

爲し置く

らず︒

︽ーキ︾

︿略﹀明治丸の船長は︑一

﹁︿略﹀︑総べテ物ハ破レ

シバラク一眸ヲナスベキコトヲ︑若

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八183養畜

の話をなしたり︒

日その町の學校へまねかれて︑航海

七806図

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ

二物相待つに非ざれば用 七774 根モ︿略﹀︑タ寸ハナレナイ

成

を乏し難きを﹁車の雨輪の如し︒﹂
﹇以下﹈︵下二︶1

ケノ用ヲナスモノデアル︒

なしくださ・る

といへども︑︿略﹀︒

十一251図

し

なしがた・し

多少の準備を爲し置くを必要とす︒

十二923図

﹇為置﹈︵四︶1

大御代︑國民たる者は皆軍人たる心

︿略﹀︑一片忠節の心なか

︽ーク︾

︿略﹀︑一片忠節の心なか なしお・く

得なかるべからず︒

形のみ︒

らんには︑其の人や全く精神なき人

十一一m3図

十二川4図

十二892図 急ぎの場合にも混雑なく︑

暗き時にも手探にて用を足し得る檬

形のみ︒

平生より此の畳悟なきも

輕き覧悟なかるべからず︒

ては︑身命をすつること鴻毛よりも

十一一川8図

︿略﹀︑國家の大事に際し
こロつ

らんには︑其の人や全く精神なき人

に︑極りよく整へ置くは主婦たる者
の務なり︒

十二904図 一家中に病人なき程仕合
なる事なし︒

十二904図 一家中に病人なき程仕合
なる事なし︒

し下さる

十一一9010図 若し家内に傳染病的に 十二川9図

のは︑時に臨みて或は不二の名を取

︽ーレ︾

か＼るものあらば︑近虜・隣へ具し

何とぞ御身御大切に成し

﹇為奉﹈︵四︶1

上︑御社りの程御待ち申上町︒
なしたてまつ・る

な

下され︑一日も早く御用御すましの

九442國団

んや︒

なくして如何でか日常の社會に立た

十二備9図聖主も︿略﹀︑此の心得

ることあらんと戒め給ふ︒
家内能く和合して︑互の

て も 申 し わ け な く ︑︿略﹀︒

十一一918図

心にわだかまりなく︑むつまじく打
ぜん
揃 う て 夕 の 膳 に 向 ふ時︑︿略﹀︒

なす一なす
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キ者二季ラセントテカクスルナリ︒﹂

皇子ライタぐキ奉ルヨリ他二道ナシ

八505図 く略V︑大事ヲ成ス鳴戸此ノ

ト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル折ヲ得
ザリキ︒

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

八544図 鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ
テ大臣トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

十一6710図

︿略﹀︑功業を成し︑公盆 十一一384図 嘉明後此の事を聞きて大

いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに

山なす大波を物ともせず︑

至れりとそ︒

十709図

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用
我等の周園には窪むべき

十二531図

但シ不正當ナル手段・廣

深さ百二十五メートルあり︒

は直樫六百メートルの圓形をなし︑

論結は︿略﹀︑其の火口

を廣むるも︑將虚無爲にして一生を

十一691図

書多く︑學ぶべき物多く成すべき事
限りなし︒

事ニアラズ︒

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

悔することなき者は幸福にして賢き

﹁君は圭里家として↓家 十一一634図壮麗なる馬車︒自動車の

ひろこうち

を成せる人なるに︑三年の間未だ一

公園・廣小路の如きは︑三園皇列を

多きは巴里を第一とし︑︿略﹀︑殊に

︿略﹀かもしかの一種は︑

時としては幾千三とも敷

始めて西半球の陸地を襲

たりや

見したるは伊太利人コロンブスにし

い

十二738図

到る︒

事に從ふを以て︑成功は期せずして

何事を爲すにも︑︿略﹀︑熱心に其の

十二728図進取の氣象に富める人は

ぎるに︑︿略﹀︒

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

十二694図

︿略﹀︒

群をなし︑水を尋ねて低地に下り︑

冬日河水書く氷結するに至れば︑大

十一一683図

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑ なして前後相接す︒

︿略﹀︑一條の谷川あり︑

サテ最後二精紡機二移シ

︿略﹀︑春夏の交産卵の

いすばにや

て︑彼をして其の志を成さしめたる
るの道を畳介し置かずば︑時に臨み

く見たるコロンブスの誤は遂に此の

十二761図︿略﹀︑地球を饒りに小さ

は西班牙の皇后イサベラなりき︒
て心齪れ︑︿略﹀︑見苦しき行を爲す

十二339図平時に於て常に之に虜す

時は海水爲に白色を呈し︑︿略﹀︒

爲︑鯨の群をなして海岸近く寄來る

十一992魑國

ヲカケ︑ツムニマキトラシム︒

テ︑曲芸ノ太サトナシテ︑更ニヨリ

十一861図

ス︒︿略﹀︒皆機械ニヨリテナサル︒

十一845図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ
ムシロ
ホグシ︑︿略﹀︑直樫尺齢ノ莚綿ト

すなり︒

この水即ちか＼つて第一の真布を成

十一771図

の臥したる様をなせり︒

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴

十一7310図

度も壷筆を取り給ひしことなし︒

十一722図園

人なり︒

十︸698図爲したる事に過なく︑後

十二417図

男勝りの大力にてボートをあやつり

婦人が隊を成して草取を醸す有様は

敷幹・数十幹入齪れて一大樹を成し

するとせざるとにあり︒

しダーリングの手は︑︿略﹀︒

身龍ノ健全ナルトキハ精神

モ常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテモ

十792図

唯かづらなどにて︑かやを

良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

十816図
結びて壁に代へ︑又かやを並べて屋

蜜蜂は群を爲して共同の

雄蜂は︿略﹀︑何等の螢

﹁﹃志士・仁人は生を求

て仁を成すことあり︒﹄とかや︒
さだのみさき

めて仁を害することなし︒身を殺し

十一144丹青

皆働蜂にさし殺さる︒

働をもなさざるを以て︑秋の初には

十一74図

生活を螢み︑︿略﹀︒

十一56図

九1510図 赤堀掛字︿略Vニツニ分レ︑ 根となせり︒

一軒西南兜蟹ヒ︑椹現高川二合シテ

一ハ東南二流レテ利根ノ本流ヲナシ︑

江戸川トナル︒
シモフサ

九162図 江戸川ハ南流シテ海二入ル︒
其ノ流ハ下総・武藏ノ國境ヲナセリ︒
︿略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

物ノ四方ニナダレテ︑冷至芸タマリ

九417図

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

四國の西には佐田岬長

ほうよ
く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

︿略﹀︑五年・十年ノ後ニハ︑ 十一177図

里程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︑家業ノ

九764図

をなす︒

くわんとん

元手ノ一部分トモナスコトヲ得ベシ︒
便貯金トナスヲヨシトス︒

九766図 金鏡ヲ安全二貯フルニハ郵 十一385尉官︿略﹀︑又平田に廣東

くわんとん

︿略﹀︑又平田に廣東

殊に興味を畳え申言︒

婦人が隊を成して草取を爲す有様は

十一385塵困

手ニヨリテ貯金スル便利ナル方法ア

殊に興味を畳え申候︒

スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑郵便切

九768図 一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ

リ︒

下七十丈︑壮観名状すべからず︒此

たるは見事に御座候︒

九963図 此の湖の落口は︿略﹀︒直 十︻3810墨隈 其の氣根の地に入りて︑
の水即ち大谷川の上流を成せり︒

ことあらん︒

ヨク笑ハント欲スルモノ
ハ︑︿略V︑外︑人二恥ヂズ︑内︑己

後 張 良 ・ 韓 信 土 ハ ニ 漢 ノ 高 祖 十一532図

二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

十2510図

二仕へ︑︿略﹀︑遂三局祖ヲシテ其ノ

大獲見を成さしむる基となりしなり︒

大業ヲ成サシメタリ︒
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なず一なだれる

なつむ

︽一

栽培法の如きも︑奮法に

﹇泥﹈︵四︶1

十一一463図

マ︾

主婦は寝に就く前︑︿略﹀︑なず・む

戸締を爲すと共に火の用心を忘れざ

十一一902図

る様にすべし︒

なづまず︑能く學理を磨用せば︑一
なぜ

層其の牧穫を増加することを得ん︒
ナゼ

︽ーキ・ーク・ーシ︾

﹇名高﹈︵形︶14

馬の産地である︒

名高し

なだか・し

名高シ

大阪ハ︿略﹀︒︿略﹀︒堀ト

橋トノ多キヲモツテ名高シ︒

六817図

保己一ハ︿略﹀︑後山ハ名

高キ學者トナリ︑多クノ書物ヲアラ

七232図

﹁ナゼナクノカ︒﹂

八938図

工アリキ︒

き

そ

又森林は全國の

山野

の図書・古器物などの如きは︑︿略﹀︒

十二483五重

なたね

倫敦の市街は繁盛を以て

たほはぬ庭なく︑殊に名高き木曾・

吉野︿略﹀︒

十二603図

名高し︒

なたね ﹇菜種﹈︵名︶3 ナタネ 藝墓

アンドンニトボスノハ大テイ

五593

菜種

昔百濟川成トイフ名高キ壷

九536図黄色ノ蝶ハ菜種ノ花ニムラ
名古屋は此の城あるにより

なたね

じゃがたらいも

の牧穫多く︑︿略﹀︒

ゑんどう

裸萎・藝蔓︒麻・馬鈴薯・碗豆等

はだか

十一9910國団 農産物の種類は北海道
からす
と大差なく︑大変・小変・燕・変・

ガリ︑白色ノ蝶ハ大根畠二面ル︒

ナタネカラトツタ種油デス︒

名高き金のしゃちほこは此

クダラノ

パセリ︒

四572園
﹁ナゼナクノカ︒﹂

八277図

四595園

八946図

むね
の天守閣の棟の爾はしにあり︒

これまで貧しい暮しをして

て名高く︑﹁尾張名古屋は城で持
イヌポウザキ

つ︒﹂とうたはれたり︒

﹁これにはちやんと三銭の 九184図 ︿略﹀︑犬吠崎ニハ燈皇アリ︒

大豆・小豆・さ＼げ・そら

︽一

豆・なた豆などはすべて私どもの親

七212囹

なたまめ ﹇塩豆﹈︵名︶1 なた豆

︿略﹀カノ名高キ箱根七湯

﹇傾﹈︵下二︶一 ナダル

類です︒

なだれ←ゆきなだれ

根山ヲ成セルナリ︒

レテ︑冷エカタマリタルガ︑今ノ箱

ソレヨリ噴出シタル物ノ四方ニナダ

九416図︿略﹀大ナル噴火ロニシテ︑

レ︾

なだ・る

紅葉二名高キ龍田川モ程遠

ながら

嚴島は古より日本三景

いつくしま

十一206図

の

飼は最も名高く︑鵜飼といへば長良

十一554

︽ーレ︾

︿略﹀︑山のやうな雪なだれ

中にも美濃の長良川の鵜なだ・れる ﹇傾﹈︵下一︶1 なだれる

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒
み

庭園を以て名高き竹林院あり︒

十一43図本道を更に南へ進めば︑

カラズ︒

十985図

サカエテ︑浴客年二其ノ数ヲ加フ︒

ハ︑開ケ行ク明治ノ御代ト共二目く

九398図

東太平洋二面シ︑風景ノ美ヲ以テ名

川中島の戦で名高い上杉謙信

がなだれて來て︑むざんや︑かの勇

アラビヤは世界に名高い良 十一949灼く略V︑例へば名高き古人 ましい少年鼓手は忽ち谷底へはき落

おもふに至れり︒

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

ナラノ大ブツトイツテ名高イ 十一792図

名高イ

なぞ

高シ︒

ナゾ

ナゾ
ナゾ

ナゾ

切手がはってあるのに︑なぜまたお
﹇謎﹈︹課名︺6

九

十六
十六

﹇名高﹈︵形︶3

十一466

は強い大將であった︒

六552

モノデス︒

五142

名高い ︽ーイ︾

なだか・い

四504

四目4

三目8七なぞ
三221七なぞ

一一201

二目−〇九ナゾ

なぞ

あしを彿ふのですかp﹂

七513園

た︒﹂

なら︑なぜあると＝言いはなかつ

みるのに︑こんな大金を持ってるる

七416園

か︒﹂

に︑なぜのしをつけるのです

四423園﹁人に物をあげる時

﹇何故﹈︵副︶5

をおしのけ︑︿略﹀︑旅館にて夜晩く

ナスビ

なぜ

十一一994図 衆人群集の場庭にて他人
高聲を獲して︑他人の安眠をさまた

一に は ︑ 軍 人 と し て は 忠

ぐるが如き．は︑文明國民の零すべき
ことにあらず︒
十一一川2図

節を蓋すを本分と爲すべし︒

なつ

︽ーデ︾

十二備1図武勇の精神も亦区民が古
﹇ 撫 ﹈ ︵ 下 二 ︶1

來のほこりとなす所なり︒
な・ず

十161図 紫式部は幼き頃より重畳よ
なでて︑﹁汝の男と生れざりしが口

く︑︿略﹀︑父の爲時は常に其の頭を

﹇那須与＝︹課名︺ 4

をし︒﹂といひたり と そ ︒

なすのよ一

なすのよいち

四目12 二十四 なすのよ一
四目13 二十五 なすのよ一
四762 二十四 なすのよ一
﹇ 那 須 与一﹈︹人名︺

四801 二十五 なすのよ一
なすのよいち

﹇茄子﹈︵名︶ 一

五526瓜ノツルニハナスビハナラヌ︒

なすび

の名人でございます︒

申すも
四791園 ﹁なすのよ一と
のがございます︒そらを とんで
みる鳥でも︑ 三羽ねらへば︑二
羽だけはきっといおとす ほど

なすのよ一

（二）（一）（二）（一）
1

なちさん一など

l14

された︒

﹇夏﹈︵名︶20

ナツ

夏

九966図

テ名ヅケタルモノニシテ︑︿略﹀︒

七341

駿をかふのは春と夏と秋の三

なつご ﹇夏蚕﹈︵名︶1 夏ご

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

﹁私も子供の時には毎日こ

されば一年中遊覧者跡を絶なつかし・い ﹇懐﹈︵形︶1 なつかし
七811園

い

の學校へ通って︑︿略﹀︒今日このな

︽ーイ︾

たず︑夏の盛りの頃︑秋の紅葉の折
前面は海に臨み︑後は山を

には來り遊ぶもの最も多し︒

十745図

なつ

なちさん且vきいのくになちさん

ニー95モシナツデアツタラ︑ド

庭に一本喪の木︑弾丸

屋ユ︑今ぞ相見る全章軍︒

あともいちじるく︑くつれ残れる民

十386皆労

なつめ
なつめ ﹇喪﹈︵名︶1 喪
なつめ

ある︒

な

つかしい學校へ來て︑皆さんにお話

﹇懐親﹈︵四︶1

をするのは︑何よりもうれしうござ
います︒

なつきしたし︒む

春は島山霞に包まれて眠 つき親しむ ︽ーミ︾

其の他の教員も︿略﹀︑

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

一ツオキニ董二附イテ居り︑ナデシ

︽一

コナドノ葉ハ事事ヅツ向ヒ合ツテ附

イテヰル︒

デ︾

な・でる ﹇撫﹈︵下一︶2 なでる

でながら︑コニ郎はこんやは大

サツマ

タツタ

イハミ

ス

やうやく立歩くことのでき

ばんじゃくの

など成らざらん︑鐵石

重きもつひにうつす

るひ進むに何事か など成らざらん︑

ては︑わき目もふらず︑怠らず︑ふ

七801園圃︿略﹀︑一たんめあて定め

の かたきもつひにとほすべし︒

むに何事の

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進

七791図圃 ︿略﹀︑一たん心定めては︑

此ノ種ノ三色ヲ保護色ト名 など ﹇何﹈︵副︶2 など

脚をなでて︑戯れてみると︑︿略﹀︒

る三つ四つの子供が︑馬の尾を引き︑

十一511

いひました︒

そうもの知りになったね︒﹂と

四354 父は三郎のあたまをな

名ヅク

職務に勉働するが故に︑見童は皆よ

﹇名付﹈︵下二︶5

我等の住む世界は圓きもの

︽ーク・ーケ︾

ヅク︒
アキ

十一2910図

スハウ

イツクシマ

前・相模・周防・丹後等アリ︒
ウヂ

明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以

アカソ

十一304図又青島・橋立・須磨・

マ

ルモノ一士︑安藝・薩摩・石見・肥
サがミ

國名ヲ以テ名ヅケラレタ

九576図此ノ種ノ黄色ヲ警戒色ト名

ヅク︒

九546図

故︑名づけて地球といふ︒

八807図

名づく

なつ・く

︿略﹀︒

く之になつきて︑學校を思ふ心厚く︑

十一佃3図

十82

九635図︿略﹀︑怒る時はたけき獣も なでしこ ﹇撫子﹈︵名︶一 ナデシコ
き人にて︑笑ふ時は子供もなつき親

恐れたり︒されども又いつくしみ深

かい

併し夏は氣候温和にし

むるばかりあざやかなり︒

しみたりといふ︒

たらいか

十一965丸餅
しの
て︑至って凌ぎよく候︒

るが如く︑夏は山海皆緑にして目畳

十一189図

時浴客あふる＼ばかりなり︒

て︑暑をさくるによろしければ︑夏

此の地も亦夏甚だ涼しくし

負ひ︑冬暖に夏涼し︒

十752図

かはるぐ色々な花がさき・色々な

ンナイロヲツケタデセウ︒
六41日本の國には春・夏・秋・冬
鳥が鳴く︒

六67図 一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四
季二分ツ︒

ハ夏ナリ︒

六72図六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ
六73図 春ハアタタカク︑夏干暑シ︒

空なつ

我は海の子︑白浪試

キ︾

多來加湾頭に小さき海 なつ・く ﹇懐﹈︵四︶1 なつく ︽一

朝鮮は夏も暑いが︑冬は又
昨年ノ夏カラ建築ニカ︑ツ

テヰタ學校が落成シテ︑︿略﹀︒

十二343

案外に寒い︒

十一柳3

をつとせい
集る膿再転は︿略﹀︒

豹島あり︑夏より秋にかけてこ﹂に

へう

七104團 ︿略﹀︑歌ひながらにうゑ行 十一996國囲

くさなへ︒ながい夏の日いつしか暮
れて︑うゑる手先に月かげ動く︒

七341 慧をかふのは春と夏と秋の三
度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が
ある︒

八328 夏のどんな暑い日でも︑あせ

しげる林ユ

我︑タガヤサン︑我

﹁熱き國

︽ーシ・ーシキ︾﹇▽おんなつ

を流しながら︑暮方まで働いてみた︒ なつか・し ﹇懐﹈︵形︶2 なつかし
5︑つかし

十132図圏園

かし

八813図 北半球と南半球とは時候全
く相反し︑北半球の夏は南半球の冬

れ︒

とまやこそ︑我みぶっかしき住家ふ

さわぐいそべの松原に︑煙さなびく

十一215図圏

かしや︒﹂

五百重のしほ路︑故里の

が友ユひとり離れて︑はるぐと

生ひ立ちし

なり︒

八823図 又世界の中には︑年中夏の
野掛にして甚だ暑く︑少しも氷雪を
知らざる國あり︒

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

八831図 我が日本の國の大部分は︑

く暑からず︑︿略﹀︒
き やうぎ

見るにもいとゴ輕げなり︒

九508図團 夏の纒木や萎わらは

115

べし︒

︵副助︶㎜

ナド

など

とんぼなどがあたまの

五171

フランネル・ラシャ︒メリ

ンスナドノ如ク︑ケモノノ毛ヲツム

轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル 六354図

ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒

ノスガタガカハイラシイカラデセウ︒

キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔

・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマ

五495
ナドヲ瓜トイフ︒

五576火バチナドニ入レル炭ハ︑木
ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

︿略﹀︑おきやうなどは何べん

紙などをそまつにしてはならないと
思った︒

六442

をしへてもおぼえません︒たg人が
いくさのはなしをすると︑耳をすま

信長の古いけらいの勝家など

して聞いてゐました︒

六506

はこれをきらって︑てきたひました

︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

が︑かへってほろぼされて︑︿略﹀︒

五586

キカイナドヲウゴカスノニハ︑皆コ

材木ニハ松・杉・ヒノキ・

レヲ使ヒマス︒

︿アリ︒

類です︒

七254

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投

つたまぶしへうつしてやると︑︿略﹀︒

などはやき物にして︑︿略﹀︒

七346図茶わん・土びん・皿・はち

重箱などはぬり物なり︒

七347図 ︿略﹀︑ぜん・わん・ぼん・

花鳥・山水・人物などのも

やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ

七354図

がく︒

七357図塗物はくりたる木鼠は組合

せたる木・竹又紙などにうるしを塗

りてつくる︒

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方

カンザシナドノ店ヲ見テ︑︿略﹀︒

七367筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・

・ハシナドノ塗物ヲ費ル店ガアル︒

七366 ︿略﹀︑左ノ方ニハゼン・ワン

責ル店ガアリ︑︿略﹀︒

塩町皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ

七365

ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ルニ用フ

栗ハ︿略﹀︑家ノドダイ又

を着けたるなり︒

用フ︒

スナドヲ作ルモノハサシモノシナリ︒

六693図

︿略﹀︑ツクエ・本箱・タン

コ・タンス・ハキモノナドヲ作ルニ

六687前桐ハ︿略﹀︑ツクエ︒本バ

ハ鐵道ノマクラ木ナドトス︒

六683図

ルコト多シ︒

六678図工ハデンシン二二用ヒ︑又 七358図塗物に黄・赤・黒・青など

栗・ケヤキナドアリ︒

道ノ雨ガハニハ︑アメヤ︒オ 六673図

モチヤヤ・クダモノヤ︒クワシヤナ

五676

ドが店ヲナラベテヰル︒

はえてみるのは目がさめるやうな心

イネノワラデハ︑タワラ 六25松・杉・ひのきなどが一面に

コモムシロナハワラヂミノナ

川の上にかけた橋︑橋の下に
の景色をそへてみる︒

立ってつりする人など・それぐ川

六38

持がする︒

ヲナラベ︑︿略﹀︒

麻糸ニテ織りタルモノバカ

絹織物ニテツクル︒

六348図

リタルモノバカタビラナドニツクル︒

正直な商人はかけねなどは

ざいました︒

七135園

豆・なた豆などはすべて私どもの親

屋・オモチや屋ナドガナランデヰル︒

七369 ︿略﹀︑ソコニ絶草紙屋・ゲタ

七383 ︿略﹀︑出ロニハ鍋・釜・鐵ビ

四744 又四ダン目ニハ小サナタ ヤナドニツクリ︑︿略﹀︒
いひません︒
七382 出ロニ近イ所ニハ︑着物・羽
ンスヤナガモチヤヒバチナド
六352図 ︿略﹀︑カラムシノ糸ニテ織 七212園大豆・小豆・さ＼げ・そら 織ナドヲ責ツテヰル店ガアリ︑︿略﹀︒

ほいのです︒

さものをもちひないことがお

四445園 ﹁人の死んだ時などの 六337図 着物・羽織・バカマ・オビ 六714 よくおちついてみて︑少しも 七367 筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・
おめでたくない時には︑なまぐ
書きそこなひなどをしない子供もご
ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ
カンザシナドノ店ヲ見テ︑︿略﹀︒

ガヒナイ︒

四403園 ﹁コンドハタヒヤヒラ 六335図 織物ニハキヌ織物・モメン
織物・アサ織物・毛織物ナドイロ
メナドハキツトヤラレタニチ

︿略﹀︒

四38一 アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑

ドヲ作りマス︒

四362

かへります︒

まものやさかななどを買って

四35言出からは︑きれやこ

ら出ると︑しんでしまひます︒

三498こひやふななどは水か

ん︒

にながく居ることはできませ

三496人や犬などは水の中

しません︒

上をとびまはっても︑見むきも

三477

ツタモノガタクサンアリマス︒

三298 フデノヂク︑モノサシフ 五356 キモノノモヤウヤ︑カンザシ
ゲルナドハ山手ノハタラキデス︒
ギテ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒
とくがはみつくに
エツエザ．ルカゴナド︑竹デ作
六368 學校で徳川光囲の話を聞いて︑ 七321 この宝木の枝やわらなどで作
ナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑ソ

など

など一など

など一など
l16

ン・火バシナドヲ費ル金物屋ト︑ヲ

︿略﹀︑ヲケ・タラヒ・ザルナ

ケ・タラヒ・ザルナドヲ責ル荒物屋
ガアル︒

七384
ドヲ責ル荒物屋ガアル︒

七495園 ﹁葉書や切手や印紙ナドハ
︿略﹀︑書物や窩眞の類は三

皆 僕 等 ノ 仲 間 ダ ゾ ︒﹂

アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ

泥ノ上二塁リ︑︿略﹀︒

七717
︿略﹀︑サザエ・カキナドハ岩

指ワヤエリドメナドニハメル

ニツイテヰル︒

七718

七724
美シイ眞珠ハ︑コノ貝ノカラノ中ニ

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ

アルノデアル︒

七734
コノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨

七532園

十匁まで二鏡で︑これもたゴの手紙
陸ノケモノニニタモノニハ︑

デアル︒

七738

などよりはよほど安いのです︒

七548図 ソノ他博物館・パノラマナ

マヅタベラレルモノニハ︑コ

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑
︿略﹀︒

ドアリ︒

七613図耳のたれたるもの︑立ちた
七75一

八47図

このあたり御山国細工・貝
廣き道の左右に梅・松・櫻

細工などを責る店多し︒

八45図

リ・モヅクナドガアリ︑︿略﹀︒

ンブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・ノ

るもの︑尾ののびたるもの︑たれた
るもの︑まきたるもの︑足の短きも
の︑長きものなど︑一々数へがたし︒

七633図ある山辺にては︑犬のくび
に藥品・食物などを入れたるかごを
かけおきて︑︿略﹀︒

明治二十七八年及び三十七

などを植ゑたり︒

八年戦役の生利品たる大砲︑日本海

八49図

ノ表面二近イ所ヲオヨグモノガアリ︑

海外の記念砲身塔など︑またいつれ

・マグロ︒カツヲナドノヤウニ︑水

七703 魚類ニハイワシ・アヂ・サバ

︿略﹀︒

﹁自分は今こそこんな小刀

も神苑の内にあり︒

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八333圏

は人に知られた刀かちで︑︿略V︒

ハモ・コチ・キスナドノヤウニ︑岩

七706 魚類ニハ︿略V︑タヒ・ボラ・
ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガア

又にはとり・七面鳥・あひる

へる鳥は︑︿略﹀︒

八554

などは陸上や水上にばかり居て高く
鶴・さぎ・くひななど水の中

飛ばないから︑︿略﹀︒

八557

をあるく鳥ははぎが長い︒

﹁箱根八里は馬でも越すが︑

越すに越されぬ大井川︒﹂といふ歌

九367

大水などの時には︑水のひく

などもあった︒

九368

までは幾日でも泊って待ってるなけ

祖父様は︿略﹀︑はや朝

ればならなかった︒

見ユ︒

︿略﹀︑イカバ︿略﹀︑岩石

熟せざるくだ物︑生にえの

命をうしなふ者少からず︒

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑一

九587図

アリ︒

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

九561図

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

ナドニ附着スル時ハ岩石ト同ジ色二

九551図

御喜に御座候︒

きたり︑今朝は十二咲きたりなどと

顔のはちをならべて︑昨日は九つ咲

わし・たか・とびなどは上く 九438圏国
︿略﹀︑からだの割合に目の最

ちばしがことに鋭くて︑や＼太い︒

八572
八583

も大きいのはふくろふ・みみつくな
どである︒

尾の短いのはかはせみ・あひ
るなどで︑︿略﹀︒

八586

︿略﹀︑長いのはきじ・山鳥・
くじゃくなどである︒

八587

虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド
ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八738図
ルが如シ︒

直ちに老母と子供を裏山に立退かせ︑

九743毒舌 ︿略﹀︑是は大攣なりと︑

八754図タ寸猫ノ毛色ニハ黒・白・
三毛ナド様々アレド︑虎ハ一様ナリ︒

五箇村の人々は︿略﹀︑﹁是非

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

︿略﹀︑ナデシコナドノ七十ニ

又車ユリナドハ多クノ葉が一

虞二七ツテ︑董ノ第七ヲ取巻イテヰ

十84

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

十83

⁝ツオキニ単二附イテ居り︑︿略﹀︒

十82

などと︑口々に勢をつけてみる︒

なるぞ︒﹂﹁しっかりやってくれ︒﹂

勝ってくれ︒﹂﹁負けたら村の名折に

九836

必要書類など取りまとめ︑︿略﹀︒

九76梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ
又委ノホノ様ナ形ニナツテ咲

ウニ鱒ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

九101

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑
︿略V︒

︿略V︑絡ノ形ニナツテ咲クモ
ノ詞曲藤ナドガアル︒

九102

タンポ・・ヨメナナドハーリ
てん
︿略﹀︑富士川・大井川・天

たから︑︿略﹀︒

龍川なども︑其の頃は橋が無かつ

りゆう

九362

ン咲ノ様二見エルガ︑︿略﹀︒

わし・たか・とびなどの様に︑ 九102

︿略﹀︑つる・がん・つばめな

どの様に︑氣候によってすむ所をか

八549

へて食ふ鳥や︑︿略V︒

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

八547

リ︑︿略V︒

︿略﹀︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

ナドノヤウニ︑ソコノ砂地二言ンデ

七709

ヰルモノモアル︒

コ・イカナドガスンデヰル︒

七712 魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ
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ななつとや一なに

ル︒

十93図 ︿略﹀落葉・こけ及び網の
如くひろがれる木の 根 な ど は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

水をして少しつつ静かに流れ出でし
む︒

十673 捕鯨法にはく略V︑又以前に
は鯨の通路に網を張って錆を打つ方
法などもあった︒

十807図 男子も女子も寒き時は犬の
皮などにて造れる羽織の如きものを
用ひ︑︿略﹀︒

ち︑又かゴり火に薪を添ふるなど︑

め
油轟は植物の若芽・若葉

其の手練實に驚くべし︒

十一889図
されど水は大都會などに

などに群り着きて︑︿略﹀︒

十﹁915図
︿略﹀︑供給に限りある物︑

ては︑時として償を生ずることあり︒
十一949図

例へば名高き古人の書豊・古器物な
︿略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

どの如きは︑︿略﹀︒

十ニー22

﹇七﹈︵感︶1七つとや

ルト︑設計圖バカリデ敷百枚モアル
トイフ︒

三396

なにをきかれても︑この

僅かですが︑何かすきな物を買って

上げて下さい︒

つか・ぬき

なる事もあらん︒何にてもゑんりよ

﹁おい︑なにをしてみる 九213國国章 ﹃︿略﹀︑定めて不自由

口ではっきりこたへます︒
三461園

なく言へ︒﹂

のだ︒﹂

梁︒棟木

何一つ

取外すとも︑たちま

・柱

三531何ヲ言ヒツケラレテモ︑
あるは

十146図圃圏

たらひの中に

ずどんと一夕︒何を撃つたの

家え崩れん︒﹂

だらう︒

十301

ちユ

︿略﹀︑ナカナカトリカカリマセン︒

四705幽
何︒

四721團ひざの上には何が
ある︒

はいひません︒

明白に答へて︑しかもよけいなこと

やがて重い物が私どもの上へ 十358園 ︿略﹀︑何を聞いても︑一々
來ましたから︑何かと思ったら︑に

五127

もつをつんだ船が通ってみたのです︒

何か不都合なる事ありて︑

何よりも︑本人の行がたしかな保誰

十593圓団

答へることが出來ないで︑顔を赤く
︿略﹀︑氣を附けてみて︑何を

罰に虜せられたる者は外出を禁ぜら

何から何まで役に立って︑不

さらば年來の謝恩に何

農産寝入何

物．れど︑小さき轟の吐出す 生惑え

茶は静岡・三重・京都

十二4810図圏米と委とは全國に︑製

か書きて参らすべし︒﹂

十一727図園

て三年を纏たり︒

つ書がくこともなく︑毎日遊び暮し

く此の寺に寄食してありしが︑何一

十一7110図 此の絶をかける圭里工久し

用な部分といふものは一つもない︒

十849

用な部分といふものは一つもない︒

何から何まで役に立って︑不

聞かれても︑はっきりと答へる子供

綿ハ何カラトリマスカ︒

十849

れ︑︿略V︒

︿略﹀︑何かあちらでと＼の

昔西洋のある所に︑畑もたく

八628

藍ハ何カラ取りマスカ︒

八691同仁のかはせの金は︑ほんの

八651

た︒

不足なく暮してみた農夫がありまし

さんもって︑牛もたくさんかひ︑何

八192

よりもうれしうございます︒

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

七812園今日このなつかしい學校へ

んりよなくおっしゃって下さい︒

へて來る物がございますなら︑御ゑ

七162国

もございました︒

六706

人見るときは︑力のかぎりいたはれ
ななめ

です︒

ナ・メ

する子供もございました︒

﹇斜﹈︵名︶3

直線を適當の長さに切り︑
なめに並ぶる時は︑美しき模様を生

︿略﹀︑或は縦に︑或は横に︑或はな

十449図

ハ︑其ノ細心ノ小枝二異ナラズ︒

二戸ケ︑膿ヲナ・メニ突出スルトキ

九559図其ノ艦ノ後ノハシヲ桑ノ木

うよう

よこななめさんよう・よこななめりょ

斜﹇▽たてななめりょうよう︒たて

ななめ

よ︑あはれめよ︒

六846図面七つとや︑なんぎをする 六703 ︿略﹀︑先生に何か聞かれても︑ 十379囹 りっぱな人の手紙よゆも︑

ななつとや

十815図唯かづらなどにて︑かやを
結びて壁に代へ︑︿略﹀︒
なめしがは

十847 其の皮は革に製して︑かば
んや靴などを造り︑ ︿ 略 V ︒

にかはが出來︑血や腸は肥料になる︒

十848 又皮・骨・ひづめなどからは
十881 其の外あひるや七面鳥なども
家に飼はれる鳥である︒

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一105 人ハ其ノ身髄・才能ナドニ
イヅモ
十一335図 筑波・生駒・出雲・千歳
ナドハ之二属ス︒

︿略﹀︑流シ元・戸ダナヲハ

ニ至ルマデ︑常二清潔ニシテ置カナ

ず︒

ジメ︑料理道具︒食器・フキンナド

十一672

ケレバナラヌ︒

第二圖は横の線のみを用ひ︑第三圖

十一736図 く略V夜もすがら寝ねず 十452図第一圖は縦の線のみを用ひ︑

何

は斜の線のみを用ひたるものにして︑

﹇何﹈︵代名︶26

なに

して︑明日はかく書がかんなどひと

なに

︿略﹀︒

り言いひ居たり︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

十一809図 此の間に鵜を引上げて呑

なにがし一なにゆえ
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無二の輸出品︒

﹇某﹈︵名︶ 生

某

十二倣7図 何をか自治の精神といふ︒
なにがし

たのを男子の面目とも思はず︑其の

恐ろしいのは二百十日頃の大

有様は何事だ︒

九693

十一一907図

つて︑しまひにはもう何も見えなく

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

なります︒

樂ナヤウニ見出ルガ︑却ツテ苦シイ

八158

モノデアル︒

もしない︒

人々は唯神曲に心を奪はれ

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

十二841

はゴからずして突進す︒

遂に危害を顧みず︑向ふ庭何物をも

十二6910図 ︿略﹀︑次第に行進を早め︑

なにもの ﹇何物﹈︵名︶2 何物

病氣のみに限らず︑何事

何事

何事も精神

何事も精神

︹課名︺2

にても少しの不注意は大いなる禍を
招く︒

苦が一夜の中にむだになってしまふ

あらしで︑︿略﹀︑一年中の農夫の辛

なにごともせいしん

十二937図 魯の重臣某の病死せんと
も精神
第二十三

七目11

何くれ

第二十三

こともある︒今年は何事もなくて︑

﹇何﹈︵副︶1

七782

何とぞ

何とぞ御身御大切に成し

﹇何卒﹈︵副︶1

九441圓国

なにとぞ

下され︑︼日も早く御用御すましの

中隊長殿の何事にも注意

の周密なるは隊中一同感謝致し居り

上︑御蹄りの程御待ち申上候︒

にはげまされて︑ボートを用意す︒

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

八306図園

故

老人かと見れば︑髪つや

正儀の臣兵庫介忠元

ひやうこのすけただもと

工驚キ︑アツト気立テテ

なにゆえ﹇何故﹈︵副︶4何ユエ何

︿略﹀︒

あやしみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑

十一432図園

くと黒し︒何者にてか候ふらん︒﹂

十522図圏

十697図父は此の大波に何とて行か なにもの ﹇何者﹈︵名︶2 何者

身燈ノ健全ナルトキハ精神 なにとて ﹇何﹈︵副︶2 何とて

翌朝警固の武士ども之を

居合わせたる人々
︿略﹀︑﹁何とて命を捨つるに及ぶべ

十一458図面

き︒﹂と︑取っておさへて動かせず︒
何分

これを見た人は皆ほしいとは

﹇何分﹈︵副︶1

ニゲ出セバ︑川成腹ヲカ・ヘテ笑ヒ

八528図園

ヤガテ同志ノ一人御前二

導入リ下平ザルカ︒﹂トイフ︒

ナガラ︑﹁カク我ノ居ルニ︑何ユエ
何も

思ひましたが何分にも直が高いので︑
何モ

ナ・キ聲フルフ︒入鹿アヤシミテ

進ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワ

一思ひにとび下りると︑何だ

﹇何﹈︵副︶5

か目がまはって︑しばらくの間は何

海岸の松原も次第に遠くな

︿略﹀︒

尊は︑﹁何故にかくは泣

きかなしむぞ︒﹂と問はせ給へば︑

九24図園

テ︒﹂ト答フ︒

﹁何故ゾ﹂ト問ヘバ︑﹁御前近ウシ

も知らずにゐました︒

五95

なにも

誰↓人買はうといふ者がありません︒

七396

なにぶん

馬主はく略V︑馬の耳に口 ︒なにびと且▽なんびと

たるかと︑讃みかねて上聞に達した

見つけて︑何事を如何なる者の書き

十一162図

モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ

十792図

候︒

十592囲國

風が鳴子を動かすと︑︿略﹀︒

黄色に實のつた秋の田の上を吹渡る

せし時︑其の子に教 へ て 曰 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

なにくれ

九455図 アリは︿略﹀︑年頃かひな
らしたる驕駝に乗り︑飲用水其の外

﹇何心無﹈︵形︶1

何くれと用意して︑隊商と共に出立
したり︒

なにごころな・い
︽ーク︾

十一494 四日目の朝︑大呂は何心な

何心ない

く外を眺めてみると︑前の馬主が再

﹇何心無﹈︵形︶1

び 馬 を ひ い て 來 て ︑﹁︿略﹀︒﹂といつ
た︒

り︒

﹁ 入 り テ見高へ︒﹂トノーフニ︑ 十一478

︽ーク︾

なにごころな・し
何心ナシ
八288図

を寄せて︑何事か話してみるかと思

進取の事象に富める人は

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ
十一一728図

出した︒

何心ナクエンニ上リテ︑南ノロヨリ
何事

入ラントスレバ︑其ノ戸ハタト閉ヅ︒
﹇何事﹈︵ 名 ︶ 1 3

事に從ふを以て︑成功は期せずして

何事を爲すにも︑︿略﹀︑熱心に其の

七277 何事ニヨラズ手ノ一会ラキノ

なにごと

ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ

到る︒

十一一733図

︿略﹀︑又暗クナツテ︑何モ見
エマセン︒

五448

何モ買フモノガナケレバ︑ソ
七823園

ノマ・カヘツテモヨイ︒

其の他食器・衣服等何事 七388
要なる事なり︒

にも清潔を旨とするは衛生上にも必

十二897図

成らざるを憂へん︒

に其の事業に從曝せば︑天下何事か

快活なる精神を以て熱心

ノワルイノヲ下手トイヒマス︒

七789図工 ︿略﹀︑はげみ進むに何事

の など成らざらん︑出石の かた
きもつひにとほすべし︒

七799図魍 く略V︑ふるひ進むに何事
か など成らざらん︑ばんじゃくの
重きもつひにうつすべし︒

九195園軍人となって︑いくさに出
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十﹁749図法 住持は驚きて︑﹁東國

ハ

難波

へ行き給ふと聞きしに︑再び下り來

ナニ

﹇難波﹈︹地名︺1

ら れ し は 何 故 ぞ ︒ ﹂と問へば︑︿略﹀︒
ナニ ハ

なにわ
ニントク

六804図 大阪ハ争心難波トイヒテ︑
﹇七日﹈︵名︶1

七日﹇▽ごが

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒

なのか

まじ︒
ろ

十一一658図
や

おほかみ

ナポレオンがモスコーよ
し

り退軍せし時︑露西亜の狼は行く
く雪中に翻る＼良兵の跡を追ひて︑

名乗れと申せば︑﹃存ず

中部濁逸にまで回りしことあり︒

十517領導
る由あり︒木曾殿見知り給ふ︒﹄と

ナマデソノマ・タベルノハ︑

マクハ瓜ト西瓜デ︑ニナケレバタベ
ラレナイノハ︑カボチヤトトウ瓜ト
タ顔デアル︒

や︑すべてなまぐさものをおく

四453園今でも魚や貝や鳥

る時には︑のしをつけません︒﹂

なます且vだいこんなます

熟せざるくだ物︑生にえの

なまにえ ﹇生煮﹈︵名︶1 生にえ

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑一

九587図

命をうしなふ者少からず︒

なみ ﹇並﹈←ひとなみ・よのひとなみ

キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ なみ ﹇波﹈︵名︶20 なみ 波 浪﹇▽

あらなみ・おおなみ・さざなみ・しら

五517

なみ・ふじなみ

ゐます︒

三591 今日はなみがおだやか
で︑舟がたくさんおきへ出て

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ
生意氣

モタベル︒

﹇生意気﹈︵形状︶1

あいさつをしてもていねい

四775 ふねはなみにゆられて︑
なまぐさ ﹇生臭﹈︵名︶1 なまぐさ
四451園 ︿略﹀︑ふだん品物をや 上ったり︑下ったりします︒
四826 赤い扇は︿略﹀︑そらに
りとりする時には︑なまぐさの

で︑少しも生意氣な風がなく︑︿略﹀︒

十357園

なまいき

︿略﹀︑正儀は︿略﹀︑﹁今

なべ

五513

名乗れと申せば︑﹃存ず なま ﹇生﹈︵名︶2 ナマ 生

どいつ

いひて名乗らず︒

十一447図

いひて名乗らず︒

る由あり︒木曾殿見知り給ふ︒﹄と

十518図園

十5410美園 畠山はく略V︑ひそかに

つなのか
日は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑
まさひろ
もとゴりを上げて︑和田小次郎正寛

熊王︿略﹀︑正儀より賜
しやう

我を此の齋藤別當のもとに預け︑別

くわん

﹇鍋﹈︵名︶4

寛法師と名乗れり︒
鍋﹇▽おな

はりたる名の正寛を其のま＼に正

十一461図

と名乗らせ︑︿略﹀︒

七日目

當は七日の間手もとに置きて︑木曾
﹇七日目﹈︵名︶1

へっかはしたり︒

なのかめ
あ ふ り か

︿略﹀︑おはなはざるの中のた

まはって︑波の上におちまし

まひ上って︑ひらひらと二つ三つ

た︒

波ニユラレテ︑色ノ美シイ海

ダリシテヰルノハ︑︿略﹀︒

ヤケモノが浮イタリ沈ンダリオヨイ

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑様々ノ魚

七777

てるます︒

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

六87

たんぼにはいねがよくみのつ

しるしにのしあはびをつける
ノ

なまぐ

やうになったのでせう︒
﹇生臭﹈︵形︶1
︽ーイ︾

けておくれ︒﹂

ら︑そのひしゃくを取って︑水をか

の中へ入れて︑﹁手がなまぐさいか

五218園︿略﹀︑切ったさしみをさら

さい

なまぐさ・い

︿略V︑出ロニ心事・釜・鐵ビ

畝傍山・香具山・耳無山ノ

︹人名︺3

テ立テリ︒

ナポレオン

ぐさもの

ナポレオンがアルプ山を越なまぐさもの ﹇生臭物﹈︵名︶2 なま

ほいのです︒

さものをもちひないことがお

七825園

日の出や日の入には日光が

波を渡るなり︒

四446園 ﹁人の死んだ時などの 七795図圃小さきありもいそしめば︑
塔をもきづき︑つばめさへ 千里の
おめでたくない時には︑なまぐ
オンの計蚤に成れるものにて︑壮大

凱旋門は有名なるナポレ
なること世界第一と構せらる︒

十二6410図

半で︑︿略﹀︒

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十一547

ナポレオン

三山︑︿略﹀︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合ヒ

十梱10図

︿略﹀荒物屋ガアル︒

ン・火バシナドヲ責ル金物屋ト︑

七383

六272園物ヲニル鍋モ鐵デス︒

けのこをなべの中へ入れました︒

五211

べ

なべ

十一一776図 パロスを出帆して七日目
に︑亜弗利加の北西岸に近きカナリ
ナノハナ

︿略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

﹇菜花﹈︵名︶2

ヤ 島 に 着 し ︑ ︿ 略 V︒

ナノ花

なのはな
五341

名

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ
カト思ヒマス︒

九8図 ナノハナ
﹇名乗給﹈︵四︶1

︽1へ︾

給ふは誰ぞ︒名乗り給へや︒
﹇名乗﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 6

︽ーッ・ーラ・ール・ーレ︾
だのぶなが

十506図園 ﹁思ふ様あれば︑名乗る

かへました︒

吉郎秀吉と名のって︑織田信長につ

お

六456 年が十八のころです︑木下藤

名乗る

なの・る

名のる

十503美園 ﹁唯一云ふみ止って戦ひ

乗り給ふ

なのりたま・う

なにわ一なみ

なみうちぎわ一なら
120

波にうつって︑水の色が金色になり
ます︒

て︑その美しさは何とも言ひ様があ

七826圏 月夜には波が銀の様に光つ
りません︒

十一829図

敷隻の漁舟相並び︑波に

︿略﹀︑又果實の附きたる

き鵜︑此方に浮び︑彼方に沈み︑

くだくるかゴり火の下に︑百にも近

︿略﹀︒

十二788図

﹇波打際﹈︵名︶1

波打

枝の波のまにく浮べるを見たり︒
ぎは

なみうちぎわ

七849園急に暴風雨が來ると︑山の
様な波が立って︑船は今にも沈むか
と思ふ檬になりま す ︒

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ
波風

波風にまじりて聞ゆる悲鳴

﹇波風﹈︵名︶2

がってみる︒

なみかぜ

十689図

の聲に目をさまし︑眠れる父をゆり
起して︑幾度かいそべに出でてなが

波風のゑつかなる日も

めしが︑︿略V︒

十二42図圃

涙εありがた

かちに心を許さざらなん︒

﹇涙﹈︵名︶11

船人は

なみだ
なみだ

りし御心事を察し奉れば︑涙わき出

より三年︑北方の天を望みて崩御あ

悲憤の

鎌倉宮にまうでては︑

月影の小波にくだけ︑漁

火の波間に出没する夜景も亦一段の

十一199図

り︒

丈齢のろかい操りて︑

な・む ﹇嘗﹈︵下二︶1

︽ーメ︾

︿略﹀︑一年にほふる牛は敷千

を造り︑︿略﹀︒

皮は革に製して︑かばんや靴など

なめしがは

頭にも上るといふことである︒其の

十846

恥を雪ぐことを得たり︒
なめしがは
なめしがわ ﹇靱革﹈︵名︶1 革

圖り︑︿略﹀︑遂に呉を滅して會稽の

王勾欄つぶさに辛苦をなめて報復を

十一169図此のうらみ忘れ難く︑越

なむ

多し︒唐草模様・波銭檬の如き是な

鳥・轟魚等の形を攣じて作れるもの

模様には︿略﹀︑草木・花

なみもよう ﹇波模様﹈︵名︶1 波模様

の底︑遊びふれさる庭噂し︒

行手定めぬ浪まくら︑百尋・千尋海

十﹁228図圏

でて禁じ難し︒
おもむきあり︒
う の
十一422図此の時討死せる宇野六郎なみまくら ﹇波枕﹈︵名︶1 浪まくら

の一子に熊王といふ者あり︑一日光
範に向ひて︑﹁︿略V︒如何にもして
討取り申すべし︒︿略﹀︒﹂と涙を流
し．ていふ︒

あへず︒

︿略﹀︑孔明涙ヲ流シテ︑

孔明︑護ノ蕉功ヲ惜シミ

こ

五503

キ瓜ニバカバニ小サイトゲガ

なめらか ﹇滑﹈︵形状︶一 ナメラカ

アリ︑カボチヤニハデコボコガアル︒

最早弾く力も煮皿きて︑傍の

ソノ他ノ瓜ハ大テイナメラカデアル︒

かくて二三日を過せしに︑

﹇萎﹈︵下二︶1 なゆ ︽ーエ︾

八708図

な・ゆ

石にこしを下し︑額を爾手に支へて
涙ナガラ

人知れぬ涙をこぼして居る︒

十二825

涙わきぬべし︒

蓋きせぬ親王のみうらみに

み

十一一257壷草

涙ヲフルツテ之ヲ斬り︑︿略﹀︒

シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑

十一価9図

ベシ︒﹂ト答フ︒

﹁臣アヘテ死力ヲ蓋シ︑忠節ヲ致ス

十一鵬7図

ず︒

べき︒﹂と︑取っておさへて動かせ

ながら︑﹁何とて命を捨つるに及ぶ

十一457図

居合せたる人々涙にくれ

七881囹 海の波を見たばかりで︑恐 五745 ︿略﹀︑北は山のふもとから南 十一449図熊王恩に感じて︑遭せき 十473図
ろしがる人があるではありませんか︒

切って進んで行く ︒

十6310 一隻の捕鯨船が今静かに波を
十666 流れ出る血に紅の波がたゴよ
ふ︒

十686乱酔残れる水夫は破れたる船
膿にすがり︑さかまく波にもまれて
聲を限りに救を呼べり︒

く︑ボートは幾度となく打ちもどさ

十701図 岩に近づけば︑波は盆く荒
れ 打 ち も ど さ る ＼ を︑︿略﹀︒

六613圏姉のおつるは立ちよって︑
︿略﹀︑ことばやさしくなぐさめる︒

十704図 此の聞岩にも當てず︑波に
もまかせず︑岩と波との間にボート

涙をふいて女の子︑﹁いいえ︑さう

大尉は之を讃んで︑思はずも

ではありません︒

をあやつり居たる 少 女 の 働 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十705丸払の間岩にも當てず︑波に

九222

涙を落し︑水兵の手を握って︑﹁わ

もまかせず︑岩と波との間にボート
をあやつり居たる 少 女 の 働 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

﹇涙﹈︵副︶1

正行コノ度ハサイゴノ合戦

耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑動く

七77図

なみだながら

十713図益男の後︑水夫は此の少女

ラ
奈良

ことかなはず︑︿略﹀︑身髄は全く力

なきにいたれり︒
ナ
なら ﹇奈良﹈︹地名︺9 ナラ

一度天顔ヲヲガミテマヰリタシ︒﹂

天皇のこ＼に行幸ありし なみま ﹇波間﹈︵名︶1 波間

ト︑涙ナガラニ申シ上ゲタリ︒

セントテ︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒︿略﹀︑今

十一41図

我が家に軋りたりとそ︒

の手に熱き感謝の涙をそ＼ぎて︑各

は感心の外はない︒

たしが悪かった︒おつかさんの精神

浪を子守の歌と聞き︑千里寄せくる

十﹁218図圃生れてしほに浴して︑
海の氣を 吸ひてわらべとふりにけ
り︒

來らば來れ︑恐れんや︒

十﹁237図圏 浪にたゴよふ氷山も︑

121

な

ら

奈良 奈良
二向フ︒

十955図

五141 日本一ノ大キナホトケサマハ︑ならざくら
ナラノオ寺ニアリマス︒

﹇奈良桜﹈︵名︶1

タイ

奈良櫻

フ

奈良

奈良市街ハ奈良停車場ノ東

﹇奈良市街﹈︹地名︺1

ず

︿略V︑自ら劔を帯び︑侍女敷人と弓
つる
を取りて盛に弦を鳴らせり︒

奈良線
ラ

十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良参入

ならせん

﹇奈良線﹈︵名︶1
ナ

師範學校門内ノ八重櫻一株︑ならず﹇▽こころならず・しかのみなら
セ

古の奈良の都の八重櫻︑今日九重に

ニアリ︒

ならじだい
時代

﹇奈良時代﹈︵名︶1

十941図

良市街

ならしがい

にほひぬるかな︒ト︑伊勢大輔ノヨ

イ

五142 ナラノ大ブツトイツテ名高イ
ミシ其ノ奈良櫻ノ名残ヲト寸メタリ︒

モノデス︒

にほひぬと︑

な ら

ラ

ら

り︒

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

な

十一410図

奈
ルニハ奈良線画ヨルベク︑︿略V︒
な
ら
ならちょう ﹇奈良朝﹈︵名︶1 奈良朝
おうじん
︿略﹀︑半神天皇の頃より

な ら
九932昏昏︿略﹀︑古の 奈良の都の
八重櫻︑今日九重に
散らざらん ︒

つかうまつりし 言の葉の 花は千
歳も

十47図 全國無念の佛像中奈良の大

ナ

佛の大きさの日本一なることは諸子
すでに之を知れり ︒

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

ニアリ︒

奈良市街ハ奈良停車場ノ東

奈良停車場

十941図

︵名︶1

十979図人ヲシテソ寸ロニ佛教ノ盛 ならていしゃじょう ﹇奈良停車場﹈

ならす ﹇慣﹈﹇▽かいならす

︿略﹀︑大阪ヨリ奈良二至ル ならす ﹇均﹈﹇▽かきならす

ル ニ ハ 奈 良 線 ニ ヨ ルベク︑︿略﹀︒

十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良二号
十9310図

ニハ關西線ニヨルベシ︒
今日九重ににほひぬるかな︒
らす

︽ーシ・ーセ︾且vうちならす

八議ノ正面二大キナ鈴が下ツ

そんな時には海の深さをは

ブツ

五目7

﹇並行﹈︵下二︶1

ナラノ大ブツ

ナラノ大ブツ
第六

︽ーレ︾

將軍田村麻呂の東北の地を

上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル
カラ︑ムカフノヲカマデナラン

デ見ヨ︒﹂

四55一 ワニザメハ白ウサギノイ
フトホリニナラビマシタ︒

五165 ︿略﹀︑両ワキニアタマカラヲ

マデーレツニ︑クロイテンノアルウ

又海には一面にいくさ船がな

ロコが三十⊥ハ枚ヅツナランデヰマス︒

︿略﹀︑又大きな松がならんだ

らんでるて︑︿略﹀︒

五747

六16

ならぶすげがさ涼しいこゑ

長い松原もある︒

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒

七102圏

糟草紙屋・ゲタ屋・オモチや屋ナド

七369︿略﹀︑右へ折レルト︑ソコニ

ガナランデヰル︒

七837園外國の港に着くと︑見なれ

二番太鼓の﹁並べ︒﹂のあひ

ない形の家がならんで立ってるます︒

つに︑五人の騎手は打連れて︑舞殿

九838

の後の大きな立石の前に並んで︑馬

の頭を揃へて︑︿略﹀︒

辞殿の後の大きな立石の前に並んで︑

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ

サキニ行ツテーツ四聖ツテヰル︒

マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑

十74

馬の頭を揃へて︑︿略﹀︒

九839 ︿略﹀︑五人の騎手は打連れて︑

︽ービ・ーブ・一べ・

オマヘタチノセナカノ

十一m3

都市・村落の周忌の山や岡

べるも亦様愛れり︒

ヘイタイガナランデキマ 十一253図 自活車の爾輪が前後に並

な

征するや︑恩威ならび行はれて︑向
く皇威に服するに至れり︒

並ぶ

﹇並﹈︵四・五︶14
並ブ

なら・ぶ

ス︒

一282

ーン︾﹇▽あいならぶ・たちならぶ

らぶ

ナラブ

ふ所敵なく︑︿略V蝦夷も︑遂に全

九636図

ならび行はる

ならびおこなわ・る

五138

第六

十953図圃古の奈良の都の八重櫻︑ なら・す ﹇鳴﹈︵四・五︶6 鳴ラス 鳴 ならのだいぶつ ︹童名︺2 ナラノ大
十975図 奈良ノ市街ノ西田昔ノ都ノ

五69一

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒

テヰル︒サンケイスル人ハ皆カハル

︿略﹀汽船ハシキリニキテキ

りします︒

旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ

ツヅミ

十一欄3図

蜀ノ軍少シモサワガズ︑

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七859園

ヲ鳴ラシテヰル︒

六787

テヲガンダ︒

オチヨモオハナモ鈴ヲ鳴ラシ

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

習ふ

五692

リ︒

十987図 奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

﹇ 習 ﹈ ︵ 五 ︶1

︽ーヒ︾

進メバ︑一時間バカリニシテ一二輪町
四達ス︒

なら・う

なら﹇▽それなら・そんなら

五651囹 ﹁それでも私はまだ手紙の
書き方を習ひませんから︑どう奇い
てよいかわかりま せ ん ︒ ﹂

良見物

ントスルモノノ如シ︒

十981図 奈良見物ヲ終ヘテ法隆寺 十二313図 形名の妻︑夫を働まして︑ 四騒5園

ホブリユウ

ならけんぶつ ﹇奈良見物﹈︵名︶1 奈

なら一ならぶ

ならぶ一なり
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には︑まんぢゆうの様に点く盛上げ
た土山が敷知れず並んでみる︒

︽ ー ブ ル ・ t プ レ・ーベ︾

なら・ぶ ﹇並﹈︵下二︶8 ならぶ 並
ぶ

にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑

八61図 ︿略﹀︑神殿の御屋根はかや
むね
爾はしに千木をうちちがへたり︒

﹇並﹈︵下一︶8

ガ入用デアル︒

ナラベル

︿略﹀︑アマリ常山ラキノ

ナラベテ︑︿略﹀︒

三433

ナカツタモノヲ右ノ方ニナ
ラベタノデス︒

ナリ

根モ︿略﹀︑タ寸ハナレナイ

︵並助︶2

て遊び給へ︒

なり

七773

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ

根モ︿略﹀︑タ寸ハナレナイ

ケノ用ヲナスモノデアル︒

一 ナリ なり 5．一り
︽ナラ・ナリ・ナル・ナレ・二︾﹇▽へ

︵助動︶観

ケノ用ヲナスモノデアル︒

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ

七773

ユ

六71図三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ

いわなるむら・あいことなり

六72図六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ

ハ春ナリ︒

キレヤフデヤカミガナラベテ

一バン上ノダンニハダ

道ノ両ガハ日干︑アメヤ・オ

ドが店ヲナラベテヰル︒

モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ

五676

ヲナラベ︑︿略﹀︒

﹇形﹈︵名︶1

︵係助︶1

なり

なりOうちわな

あらざれども︑何庭へなりとも出で

モツトモ多ク用フルモノハ
く略V︑上品ナルハヒノキ︑

︿略﹀︒上品ナルハヒノキ︑

材木ヲ山ヨリキリ出スモノ

材木ヲヒキテ︑板又甥柱ト

ハソマナリ︒

六688図

六692図

材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

ナスモノハコビキナリ︒

ノハダイク＝シテ︑︿略﹀︒

六693図

六694図 ︿略﹀︑ツクエ・本箱・タン

大阪ハ昔ハ難波トイヒテ︑

ナニ ハ

スナドヲ作ルモノハサシモノシナリ︒

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒

ニントク

六805図

秀吉コ・二城ヲキヅキシヨ

ヒデヨシ

二つとや︑二人のおや御

リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ

六806図

レリ︒

六827図圃

マサンゲ

を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑

母の愛︒

七12図楠木正行ハ正成ノ要理シテ︑

父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒
マサシゲ

楠木正行ハ正成ノ子ニシテ︑

父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

七13図

コノ度ノ職︑敵工大ゼイ

﹁歳ノ時ニシテ︑︿略﹀︒

七14図正成ノ戦死セシバ正行が十

七21図圏

コノ度ノ戦︑敵ハ大田イ

ニシテ︑味方ハ小ゼイナリ︒

ニシテ︑味方ハ小窯イナリ︒

七23図園

汝ノ孝行コレニスギタルコ

トナシ︒﹂ト︑ネンゴロニ言ヒフク

七31図

メテ︑國ヘカヘシタリ︒

ヒラレザレドモ︑︿略﹀︒

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用

コトハアルマジ︒

子ナレバ︑コレポドノワケノ分ラヌ

六684図桐ハヤハラカクシテ弱キ木 七38図園﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

カタキハ栗ナリ︒

六675図

カタキハ栗ナリ︒

六675図

松ト杉トニシテ︑︿略﹀︒

六674図

ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略﹀︒

六544図塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク

ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略﹀︒

六544図塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク

ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

六76図十二月ノ初手リアクル年ノ

デハ秋ナリ︒

四744 又四ダン目ニハ小サナタ 馬券ナリ︒
六74図 九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ
ンスヤナガモチヤヒバチナド

イリサマヲナラベテ︑︿略﹀︒

四735

アリマス︒

四236オマツノ店ニハ︑糸ヤ

なり

三432 ソノ日ノイクサニテガ
ラノアツタモノヲ左ノ方ニ

並べる ︽ーベ・ーベル︾

なら・べる

九436㈱団 祖父様は︿略﹀︑はや朝
顔のはちをならべて︑昨日は九つ咲
きたり︑今朝は十二咲きたりなどと
御喜に御座候︒

十38図 其の工事の総費用は︿略﹀︑

一里の長さだけ十圓金貨を並べたる
直線を適當の長さに切り︑

に等しといふ︒

十4410図

なめに並ぶる時は︑美しき模様を生

︿略﹀︑或は縦に︑或は横に︑或はな

ず︒

緑もよく引立ちて 見 ゆ れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十494古筆と緑とを並ぶれば︑赤も

ドノ店ニモ品物ガキレイニナ
ラベテアル︒

︿略﹀︑赤と黒とを並ぶれば︑ 七37一

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

十495図

なり

を讃みながら︑活字を拾って並べる︒

十816図 唯かづらなどにて︑かやを 十197 活版所では︑活字拾ひがそれ
結びて壁に代へ︑又かやを並べて屋
根となせり︒

なり

つて︑私の豆はたべられません︒

てるますが︑白田の藤豆さんとはちが

七216園私はこんな大きななりをし

十二8810図座敷の床の間より墓所のり・みかづきなり
戸棚に至るまで︑諸道旦ハの置場庭を

とだな

一定し︑前後左右次第よく並べて︑
︿略﹀︒

ならべかた ﹇止方﹈︵名︶1 並べ方

配合二至ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫

十一667 其ノ他切方・並べ方︑色ノ 十一724図圏 我衣食の費をいとふに
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バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

七42図園山ノ汝ヲカヘシタマヒシ
シミタマヒテ一一アラズ︒

七44図園 大人トナリテ︑君ノ御タ
メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ
メントナリ︒

七63図囹 ﹁父正成ノ戦死セシ時︑
臣 ハ ワ ヅ 主 点 十 ↓歳︑︿略﹀︒

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七82図園 コノ度ノ合戦サダメテナ
ヲ見テスベシ︒

り︒

七545図右ノ方ハ魚市場一一テ︑費買
櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ

ノコエカマビスシ︒

七553図
川ノ向フガハハ向島ニテ︑

ルカギリハ皆人家ナリ︒

七571図
川ノ向フガハハ向島ニテ︑

櫻ノ名所ナリ︒

七572図

イヅレモ洋風ノレングワヅ

櫻ノ名所ナリ︒

七587図
クリ一一テリツパナリ︒

クリニテリッパナリ︒

七87図 コレ正成職死ノ後十三年目 七588図 イヅレモ洋風ノレングワヅ
ニシテ︑正行ガニ十三歳ノ時ナリキ︒
ニシテ︑正行ガニ十三歳ノ時ナリキ︒

七894図

大なるは小馬の如く︑小な
大なるは小馬の如く︑小な

のきよりおつる雨だれの

千里の

中佐ハシズカニ︑﹁杉野ハ

海モサクルカト思フバカリナリ︒

とこしへに民安かれとい

かへってかしこく︑かたじけなし︒

八71図圃

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

七897図

今鮎火ヲ終ヘタルゾ︒絡員ボート

ラズ︒

時頼が心血シク︑︿略﹀︑ヨ

工恐ルく近ヨリテ見レバ︑

マツチハーダースノ償三四

カクノ如ク償ノ安キモノニ

少カルベシ︒

テ︑カクノ如ク便利ナルモノハ世二

八384図

少カルベシ︒

テ︑カクノ如ク便利ナルモノ現世二

八384図

カクノ如ク償ノ安キモノニ

銭グラヰナレバ︑一箱三四厘ニモ足

八382図

フスマニエガケル給ナリシナリ︒

八309図 ︿略﹀︑カノ死人ト見エシバ︑

フスマニエガケル給ナリシナリ︒

コハ如何二︑カノ死人ト見エシバ︑

八309図

養ハレタルニヨルナルベシ︒

ク天下ヲヲサメタルモ︑カ・ル母二

八188図

キ者二極ラセントテカクスルナリ︒﹂

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八184図園 ﹁︿略﹀︑総べテ物ハ破レ

苦シ︒﹂

八177図園 切張ハマダラ一一ナリテ見

風暖にさてもよき日や︒

八83図圏秋の日の空すみわたり︑

いふ︒

には内宮へ勅使の参舞もあるべしと

今日は神嘗祭なれば︑夕方

かんなめ

神︒

すゴ

五十鈴川は流早くして︑水

八77図

へ︒﹂

中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

タヅネ來ン︒﹂ト︑タぐ一人前マナ

七902図

﹁残念ナリ︑今一度︒﹂

ク船内ヲタヅネタレドモ︑︿略﹀︒

七906図園

︿略﹀︑敵ノ砲奎ヨリハ砲丸

ヲアビセカクルコトイヨく盛ナリ︒

七921図

︿略﹀敵ノ砲丸雨ノ如クニ
降りソ・ゲリ︒

七922図

︿略﹀︑この御鏡を御神艦と

神殿は昔ながらの白木造に

して︑皇祖天照大神をまつりたまへ

八28図
るなり︒

八29図

して︑二十年ごとに新しく造らせた
︿略﹀︑二十年ごとに新しく

まふ御定なりと承る︒

八31図

造らせたまふ御定なりと承る︒

一年中の重だちたる祭日には勅使を
︿略﹀︑その御式の盛なるこ

差立てたまひ︑︿略﹀︒

八37図

雨は夜中にはれて︑今日は

と前古たぐひなかりきと申す︒

八42図

雨は夜中にはれて︑今日は

うら＼かなる天喜なり︒

八42図
い

うら︑かなる天皇なり︒

八46図

︿略﹀質素なる御かまへ︑

清らかなり︒

大砲ノヒ寸キハ︑天モオチ︑ 八67図

波を渡るなり︒

塔をもきづき︑つばめさへ

七795図圏小さきありもいそしめば︑

をうがつなり︒

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

七785図圃

ちに目をさます︒

眠れる時も人の足音を聞けば︑たゴ

七618図犬は耳ざとき動物にして︑

さきにてもつまめぬ重なれど︑︿略﹀︒

七603図毛のいたって短きものは指 八32図 か＼るたふとき御宮なれば︑

るは猫よりも小さし︒

七598図

るは猫よりも小さし︒

七597図

家ナラザルハナシ︒

セバ︑コ・モマタ見渡スカギリ︑人

七88図 コレ正成戦死ノ後十三年目 七593心力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下
七91図 正行ノ如キハマコトニ忠孝
ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
︿略﹀︒

七228図シカルニ目下見エズシテ︑

︿ 略 ﹀︑風ニバカ一一吹キテ︑

大學者トナリシ人アリ︑塙保己一コ
レナリ︒

トモシビキエタリ ︒

七243図

七346図茶わん・土びん・皿・はち
︿略﹀︑ぜん・わん・ぼん・

な ど は や き 物 に して︑︿略﹀︒

七347図

重箱などはぬり物なり︒

七354図 ︿略﹀茶わん・皿・はちの
類は︑このすやきにうはぐすりをか
けて︑ふた＼び嶢きたるものなり︒

七蓼図塗物に︿略﹀さまぐの色
あるは︑皆うるしに色を着けたるな

なり一なり
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昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二障ノ便
八712図園

所なし︒

八725偏傍

﹁︿略﹀︑我はたゴ坐して

これ諸君の自ら招く所な
諸君は今にして諸君の誤
今より後はたがひに親密

れるをさとりしならん︒

八721図工

り︒

八719図園

食ふ者にあらず︒

八387図︿略﹀︑此ノモノノナカリシ
利ナルニ驚カル・ナリ︒

八388図︿略﹀︑此ノモノノナカリシ
昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二其ノ便
利ナルニ驚カル・ナリ︒

八392図 マツチノ製造ニハ驚クベキ
甘言ノカ・ルモノナリ︒
世はすべて相持なり︒﹂

八725美園

に暮すべし︒

八729図虎ト猫トハ最モヨク相似タ

八397図 弓田ウスキ木片ヲ折り︑其
ノ上二紙ヲ張りテ造り︑外が網野藥

ミ

シ

ニ便ナリ︒

八746図

︿略﹀︑シヅカニ他獣二近ヨ

タ寸猫ノ毛色ニハ︿略﹀

して︑國甚だ富めりQ

八765図農業・工業・商業共に盛に

陸の東の海中にある島國なり︒

八759図研が大日本帝國はアジヤ大

様々アレド︑虎ハ一様ナリ︒

八754図

リ︑急二飛ビツキテ之ヲ捕フ︒

八748図

カ一一他獣二近ヨリ︑︿略﹀︒

レバ︑歩ム時音ヲ立テズシテ︑シヅ

八748図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ

カニ他獣二近ヨリ︑︿略﹀︒

レバ︑歩ム時音ヲ立テズシテ︑シヅ

八747図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ

平取ルニ便ナリ︒

ノ如キトゲアリ︑再臨附キタル肉ヲ

又其ノ舌ニハ︿略﹀太キ毛

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

八736図︿略﹀︑クビ太ケレバ︑他ノ

ル獣ナリ︒

ヲ塗ルナリ︒

八403図之ヲ思ババ一本ノマツチモ
ソマツニ駆使フベカラズ︒

外師承テ獲明車ラレタルモノナリ︒

八405図 マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑

八408図 今日ニチハ其ノ製造ハナハ
ダ盛ニシテ︑︿略﹀︒

八411図 く略V︑我が國輸出品中ノ重

エ

︿略﹀︑蘇我入鹿勢ヲホシイ

ソガ ノ イ ル カ

要ナルモノノーツトナレリ︒
八498図
マ・＝シテ︑父蝦夷ト土ハニ不忠ノフ
︿略﹀︑同志ノ人々ヲモカタ

ルマヒ多量リキ︒
八515図

ラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ待テ
リ︒

テン ヂ

討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出

八531図他ノニ人ハ此ノ間国入鹿ヲ
デズ︒

﹁︿略﹀︑汝はただ坐して

此ノ御方ナリ︒

八542図 天智天皇ト申シ奉ルハ即チ
八699図園

食ふのみにて︑少しも我等に報ゆる

此の國にて商業の最も盛な

る都會をニューヨークといふ︒

八766図

イギリスは我が日本帝國の

如き島國にして︑商業・工業・いつ

八772図

︿略﹀︑商業・工業いつれも

れも盛に︑海軍強く︑商船多し︒
八773図

首府ロンドンは世界の都市

盛に︑海軍強く︑商船多し︒

八777図

早くより工藝・美術の議達

中にて︑人口最も多きところなり︒

八783図

首府をパリーといひ︑世界

したる國なり︒

八784図

フランスの養毛にて︑其の

中最も美しき都なり︒

八784図

東北にあるドイツは︿略﹀︒

八785図︿略﹀ドイツは學問のよく開
ロシヤはヨーロッパ大陸の

けたる國なり︒

行けば行く馬出爽嵩に遠ざかるべき

はずならずや︒

行けば行く馬出一念に遠ざかるべき

八805図 ︿略﹀︑若し平たき物ならば︑

地球の表面の凡そ三分の二

はずならずや︒

八808図

地球の表面の凡そ三分の二

は海にして︑三分の一は陸なり︒

は海にして︑三分の一は陸なり︒

八809図

北半球にてく略V︑蝶の飛

八813図︿略﹀︑北半球の夏は南半球

の冬なり︒

ぶ春の時節は︑南半球にては木の葉

八816図

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

北極・南極に近き地方にて

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

八817図北極・南極に近き地方にて

所あり︒

八818図

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

八787図

東部にひろがれる國にして︑其の領

か＼る地方にては氣候つね

所あり︒

り︒

か＼る地方にては︑人は皆

地球上に住む人類は総数十

六億ありて︑其の人種はさまぐな

八835図

まとふに過ぎず︒

はだかにして︑布片を身艦の一部に

八827図

あり︒

甚だ暑く︑少しも氷雪を知らざる國

八824図 ︿略﹀︑年中夏の氣候にして

と能はず︒

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ

八819図

地甚だ廣く︑︿略﹀︒

ロシヤは︿略﹀︑其の領地甚

だ廣く︑アジヤ大陸のシベリヤもま

八788図

た其の一部なり︒

ヨーロッパより船にて日本
へ躍るには︑︿略﹀地中海を過ぎ︑

八798図

これ世界の鳴きがためにし

印度洋を渡りて︑東へ東へと進むな
り︒

八804図

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

︿略﹀︑若し平たき物ならば︑

く再出嚢嵩に遠ざかるべきはずなら
ずや︒

八804図
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蝶の遊ぶ時は今なり︒

八838図 我等日本人は髪も黒く︑目 九112図圃舞へや舞へや︑花に草に︒
も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

九122図圏歌へ歌へ︑心ゆたかに歌

鳥の遊ぶ時は今なり︒

九121図圏歌へ歌へ︑枝にこずゑに︒

へ︒

八935図 東海道の旅行中︑最も多く 九117図圃歌へ歌へ︑心ゆたかに歌
衆人の目をひくものは︑富士山と名
とくがはいへ

古屋城の金のしゃちほことなるべし︒

八937図 名古屋城は︿略﹀︑徳川家
康が諸大名に課して造らしめたる名

やす

ノ名アリ︒

九208國国
念に思ひ候︒

﹁︿略﹀︑母は如何にも残

一命をすてて君に報ゆる

爲には候はずや︒

九2010國團

九253図

し ちょう

又別に石盤兵ありて︑後

︿略﹀何れも単二に必要に

方より凹凸糧・撰択等を運ぶ︒

して︑其の任務には輕重の別あるこ

九257図

となし︒

も上官の命令を守るは諸子の能く知

﹃一人目子が國家の爲 九262図上下の別明かにして︑何れ

いくさに出でし事なれば︑定めて不

九212國国園

も上官の命令を守るは諸子の能く知

上下の別明かにして︑何れ

る所なるべし︒

る所なるべし︒

九263図
いくさに出でし事なれば︑定めて不

エチゴ

上野ノ東北部︑越後ノ國境

︿略﹀︒

九242図

く略V︑そなたがあっばれ

我が國は國民皆兵なり︑

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

ス

大元帥なるぞとおほせて︑︿略﹀︒

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

師團司令部のある所は

に過ぎざりしが︑︿略﹀︒

九274図

三食司令部のある所は

︿略﹀軍事上重要なる地なり︒

九274図

五月五日二軍人形ヲカザリ︑

︿略﹀軍事上重要なる地なり︒

ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲイノ

九277図

ルコト︑我が國聖像リノ風習ナリ︒

る︒

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ

造りタルモノニシテ︑︿略﹀︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ

九247図騎兵は進退敏活にして︑多 九295図 社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔

ノ建物ヲ遊就館トイヒ︑︿略﹀︒

イウシウ

九293図社殿ノカタハラナル西洋風

ゲタリ︒

シコクモ天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・

明治二年一一シテ︑︿略﹀︑本殿ニバカ

九284図此ノ神社ノ建テラレタルハ

勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

九218國国母も人間なれば︑我が子 九282図 靖國神社ハ︿略V︒︿略﹀忠

なるてがらを立て直様との心願に候︒

九218國国

なるてがらを立て直様との心願に候︒

九217國囲︿略﹀︑そなたがあっばれ

るばかりにて候︒

九216國国︿略﹀︑此の胸は張りさく

おほせ下され候︒

九214國團村の方々は︿略﹀親切に

言へ︒﹄

九213圏団園何にてもゑんりよなく 九269図 明治二十七八年の戦役まで

自由なる事もあらん︒

利根川ハ日本東部ノ大川＝

がすり上物十反だけ御見立の上︑

カウヅケ

シテ︑全長凡ソ七十三里︑︿略﹀︒

九146図

︿略V御送り相成度願上童︒

城にして︑︿略﹀︒
へ︒
自由なる事もあらん︒
かとうきよ
八938図 く略V︑其の天守閣は加藤清 九129興国其の節別に老人向きの紺 九213國国際 ﹃一人の子が國家の爲

正のきづきしものなり︒

まさ

八953図 四通八達の要路にあたれる
を以て︑早くより東海道一の大都會
なりしが︑︿略V︒
ネダケ

ナル利根岳ヨリ爽スルサ・ヤカナル

ト

八 9 5 5 図 ︿ 略 ﹀ ︑ 商 工 業 の 登 達 著 し く ︑ 九148図

焼物・塗物・扇・綿綜・織物等の産

︿略﹀利根岳ヨリ爽スル

細谷川ハ︑︿略﹀︒
ト ネ ダケ

前橋市ハ︿略﹀︑有名ナル
前橋市ハ︿略﹀︑有名ナル

ゴンゲン

イキ

其の敷最も多し︒

コ・ヨリ江戸川二通ズル運 九246図 歩兵は戦孚の主力にして︑

トリ

シマ

北浦ノポトリナル鹿島トトモニ三社

カ

九176図中国モ香取・息栖ノ雨社バ

カ

通路一一シテ︑水運ノ便少カラズ︒

河ハ︑︿略﹀利根川二通ズル汽船ノ

九167図

ナルヲ権現落川トイフ︒

ゴンゲン

九158図北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南 九244図 かしこくも天皇陛下は自ら

トイフ︒

ヲ赤堀川トイヒ︑南ナルヲ椹品等川

九157図︿略﹀ニツニ分ル︒北ナル

生端ノ市場ナリ︒

九153図

生縣ノ市場ナリ︒

九152図

サ・ヤカナル細谷川ハ︑︿略﹀︒

九149図

出すこぶる盛なり ︒

けつぎ給ふ︒草薙劔は即ち其の一な

九14図 ︿略﹀︑必ず三種の神器を受
り︒

りて︑我が娘を取食ひ︑今また残り

九32図囹 ﹁︿略﹀大蛇あり︑毎年來
の一人をも食はんとす︒それをかな
しみ申すなり︒﹂

を斬り給ひしに︑︿略﹀︒

九310図 尊︿略﹀︑ずたずたに大蛇

九42図囹 ﹁こは神恵なり︑私すべ
きにあらず︒﹂

きにあらず︒﹂

九42図工 ﹁こは神劔なり︑私すべ
九68図 草薙劔は︿略﹀︑宮を建て
あっ
てそこにまつれり︒今の熱田神宮即
ち是なり︒

なり一なり
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九296図 社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔
造 り タ ル モ ノ ニ シテ︑︿略﹀︒

カネ

︿略﹀︑日本第一 ノ 金 ノ 大 鳥 居 ナ リ ︒

九297図 社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑

螢多カリシ人ナリ︒

九299図 盆次郎ハ維新ノ際軍事二功

使ヲ差立テラレ︑︿略﹀︑種々ノ饒興

九303図 春秋急度ノ大祭ニハ必ズ勅
モ行ハレテ甚ダニギヤカナリ︒

九3810図 東海道ノ通路ニアタレルヲ
アシノ

コ

以テ︑昔ハ人馬ノ往來甚ダ盛ナリキ︒

九3810図 山上ナル藍湖ノポトリニ
︿略﹀︑湖水ノポトリニハニ

關所アリテ︑︿略﹀︒

九393図
ギヤカナル市街アリキ︒

九396図 昔ノ営所ハ僅カニ其ノアト
ヲ止ムルノミ︒

九403図︿略﹀︑山ノブモトナル湯本

此ノスリバチノソコニアタ

噴火山ナリシナリ︒

九415図
レル所粗大ナル噴火ロニシテ︑︿略﹀︒

此ノスリバチノソコニアタ

レル所ハ大ナル噴火ロ一一シテ︑︿略﹀︒．

九416図
︿略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

九417図

噴火一タン止ミテ後︑︿略V

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

九419図
コマガタケ

更二四ツノ噴火山ヲ出セリ︒上二子
是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

・下二子・神山・駒岳是ナリ︒

九422図

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ
︿略＞〇

何とぞ御身御大切に成し

アリは十歳ばかりの子供な

下され︑︿略﹀︑

九442圏国

九453図

︿略﹀︑木のかげ一つもなき

りしが︑︿略＞Q

九458図

砂原つゴきなれば︑其の苦しさたと
へんに由なし︒

列引は子供のことなれば︑

話相手もなく︑︿略﹀︒

九4510図

すべて沙漠の旅行は︑以前

之が爲に一行の用意せる水

に通りし世嗣の足跡を目あてに行く

九468図
なり︒

九473図

も残り少になれり︒

︿略﹀︑ひそかに商気にうち

星の形を打ちたるは

きやうぎ

軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵

ぱうし

九504図圃

帽︒

見るにもいと〜輕げなり︒

九509図圃夏の曲木や萎わらは

攣るよそほひ面白や︒

九517図圃 ︿略﹀︑所攣れば様々に

手ぬぐひ三尺引きしぼり︑頭に結ぶ

陸

九5210図韻 かぶり物にはあらねども︑

四囲スムカヘルハ土色ニシ

はち巻は 次第送々にすたれ行く︒

九535図

田ニスムカヘルハ土色ニシ

テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色

ナリ︒

テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色

九536図

ナリ︒

カウモリハ暗黒色ニシテ︑︿略﹀︒

九538図 ︿略﹀︑日暮ヨリ出デテ飛ブ

便ナリ︒

ウレへ少ク︑我ヨリ敵ヲオソフニハ

アリは幸にも星によりて方 九545図 シタガツテ敵ニオソハル・
角を見定むることを知り居たれば︑

スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着

アリは︿略﹀︑ねんごろに 九551図 ︿略﹀︑イカバ水中ニオヨグ

迎へかたぐこ＼に來りしなり︒

ることの饒りにおそければ︑︿略﹀︑

ソレヨリモナホ面白キハ︑

目附ケ︑艦ヲナ・メニ突出スルトキ

九561図其ノ膿ノ後ノハシヲ桑ノ木

ナリ︒

其ノ周章ノ物二種ルモノノアルコト

其ノ動物ノ身ブリニヨリテ︑形サへ

九555図

白キコトナリ︒

九494図聞けばハッサンはアリの來 九553図 保護色ノ攣ズルハスデ岨面

り︒

同行を頼みしに︑一同快く引受けた

九4810図

︿略V︒

九485図

乗りて︑そこより逃れ出でたり︒

九482図

ならず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑湖水ノアフレテ流 九4710図 之を聞けるアリの驚は一方

ノハ蕾励ノ湖ニシテ︑

九423園

ル・モノハ即チ早川ナリ︒

九424図︿略﹀︑此ノ大ナル湖水ヨリ
流レ落チタル水ノカバハカリ知ルベ
カラズ︒

今日ノ如キ美シキ景色トナリシナリ︒

︿略﹀︑又切レテハ急流トナリ︑三二

九428図山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

九432囲團姉上も最早御全快にて︑

︿略﹀︑若シ蕾道ノ今ノサビ

マデハ電車サへ開通セリ︒

シサト︑昔ノニギハシサトヲクラベ

九409図

．見バ︑世ノ轄攣 ノ 如 何 二 甚 ダ シ キ ニ

祖父様はいつもの通り朝

四五日前より起きて量の世話をなさ
れ居り候︒

驚クナラン︒

九411図 旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨

九435國囲
九438圓國

︿略﹀︑道連のありしを幸ひ︑

たがひに心もとなく思ひ合
如何なりしそ︒

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

九497図

迎へかたぐこ＼に確りしなり︒

く略V︑昨日は九つ咲きた 九495図

起にて︑︿略﹀︒

モ︑︿略﹀︑遠キ昔ハ共二恐ロシキ噴
火山ナリシナリ︒
︿略﹀箱根騨モ︑︿略﹀今ノ

り︑今朝は十二咲きたりなどと御喜

九412図

箱根七湯モ︑遠キ昔ハ共二恐ロシキ

に御座候︒

又御宮裏の田も︑本年は

噴火山ナリシナリ︒

水も十分に御座二間︑︿略﹀︒

九412図 く略V箱根騨モ︑︿略﹀今ノ 九439國困

箱根七湯モ︑遠キ心胆二二恐ロシキ
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ハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒

九569図 或動物ハ︿略﹀︑コトニア
ザヤカナル膿色ヲ有ス︒

常に日光に浴して︑なほ病にか＼ら

九6110図︿略﹀︑新しき空氣をすひ︑

え

ぞ

ば︑是我が罪にあらず︒

え

蝦夷は︿略﹀︑其の後も

ぞ

︿略﹀︑崩際坂上田村麻呂之

田村麻呂はく略V︑力あく

されども又いつくしみ深き

みたりといふ︒

人にて︑笑ふ時は子供もなつき親し層

九634図

も恐れたり︒

まで強き人にて︑怒る時はたけき獣

九633図

を平定して︑麗なる功勢を立てたり︒

九628図

し事しばくなりき︒

度々叛きて︑征東將軍をつかはされ

九625図

叛服常ならず︑︿略﹀︒

九571図是等ハ多クハ他ノ動物ノ恐 九622図 蝦夷は東北の地に住して︑
ル・武器又面壁ノ動物ノイトフ悪味
・悪臭ヲ有スルモノ ニ シ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九576図 他ノ動物ハ︿略﹀︑之二近
ヅクコトナキが雨脚︑却ツテ其ノ身
ノ安全ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒

ハチ
九578図 タトヘバ毒忌ヲ有スル蜂ノ

艦色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑
︿略V︒

﹁病は口より入る︒﹂つ＼し

むべきは飲食なり︒

九581図

九586図園 ﹁やはらかなるものも二
十七度かめ︒﹂

潔にすべし︒

ばなり︒

九649図

︿略﹀︑之を倒にして︑しつ

是茶わんの中に空氣ありて︑
置所にて火吹竹を使ふも︑

︿略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

爲にして︑︿略﹀︒

九658図

然れども空氣の流通飴りに

るは空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

九659図

強き時は︑却って火の消ゆることあ
るべし︒

如き是なり︒

九6510図燈の火の風に吹消さる＼が

この空高く上る︑是皆人の自然の風

九666図帆かけ船の水上を走る︑た

然るところ翌朝三時頃急

に水音はげしく相成り︑︿略﹀︒

九737㈱團︿略﹀︑犬のなき聲もたゴ

ならずと思ふ間もなく︑隣村にて早

がねを打出し候︒

直ちに老母と子供を裏山に立退かせ︑

九742工専︿略﹀︑是は大命なりと︑

必要書類など取りまとめ︑︿略﹀︒

唯氣の毒なるは隣村に御

九7410愛蔵唯氣の毒なるは隣村に御

座候︒

九7410圓團

座候︒

一日二一銭・二鏡ヅツニテ

ヨリ少キ金一一テモ預カル︒

九776図く略V︑貯蓄銀行ニチハ五圓

スルナリ︒

之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト

九773図 ︿略﹀︑全部バリ終ヘタル時︑

金スル便利ナル方法アリ︒

九769図 ︿略﹀︑郵便切手ニヨリテ貯

高一人拾銭以上ナリ︒

九768図郵便貯金ニチハ一度ノ預ケ

郵便貯金トナスヲヨシトス︒

九766図 金言ヲ安全一一貯フルニハ︑

ベク︑︿略﹀︒

ヤ・高償ナル必要品モ買フコトヲ得

九762図 ︿略﹀︑各署ノ金高トナリテ︑

ハ︑齢程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

モ積立ツル時日︑五年・十年ノ後ニ

九761図

大がいは着のみ着のま＼にて︑︿略﹀︒

九754國圏幸に命を全うしたる者も︑

大がいは着のみ着のま＼にて︑︿略V︒

連日の大雨に候へば︑大 九753國国幸に命を全うしたる者も︑

を利用したるなり︒

九7010再再

︿略﹀︑御地方は非常の出

川に近き御地は如何と案じ居り候と
ころ︑︿略﹀︒

九713二言

水にて︑死傷も少からざる由承知致
し驚き入り候︒

幸に宮方は左程の損害も

九714國團御一家御無事に御座候や︒
九721國團
無く︑︿略V︒

︿略﹀︑家族一同無事に御
︿略﹀︑二十八日は終日大

座候間︑御安心下され度候︒

九723魑囲
九727圓団

暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ
く立退きたる者もこれあり︑︿略﹀︒

九733圏囲︿略﹀︑此の分ならば︑も
はや心配には及ぶまじと立退きたる
︿略﹀︑此の分ならば︑も

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

九736圓国

者も引返したる程に御座候︒

はや心配には及ぶまじと立退きたる

九735圓団

者も引返したる程に御座候︒

塁所にて火吹竹を使ふも︑

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

九657図

爲にして︑︿略﹀︒

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる

九657図

水の進入するを防げばなり︒

九654図

かに水中に入れよ︒

九652園

ずといふこと無し︒

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

空氣は︿略﹀︑凡そ少しに

九592図 しばく入浴し︑身膿を清 九646図 是我等の周園に堂島のあれ
九594図住居もなるべくきれいにせ
よ︒

なれ悪く︑血のめぐ り に ぶ く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九596図 運動不足なれば︑食物のこ

九597図 常に無病にして︑隠者に
か＼りたることなき 人 あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
﹁我 は 天 上 に も 相 談 せ ず ︑

毎日運動するが故に︑署者にも相談

九5910図囹

す る 必 要 な き な り ︒﹂

九607図 空氣の大切なることも食物
におとらず︒

こと少き人の︑色青ざめて元吉なき

氣を送りて︑火の勢を罪ならしむる

九613図 室内にのみ居て︑外出する
は︑日光に浴せざるが爲なり︒
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九779図此ノ通帳ハ此ノ後金銭ヲ預
せて︑ひとり自らなぐさめ居たり︒

て︑はるかに東方を拝し︑一篇の詩

﹁九814図

是金銀ハ︿略﹀︑貨幣トス

是金銀ハ︿略V︑貨幣トス
紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ

之ヲ日本銀行型持行カバ︑

聞え上げたる

いとも

言

問はば如何

く略V︑勅なれば

雲ゐまで

の葉は︑︿略﹀︒

みはし

な

ら

︿略﹀奈良の大佛の大きさ

の日本一なることは諸子すでに之を

十48図

知れり︒

炭・薪・材木等の森林より

出つることは何人も知れる所なり︒

みはし
是即ち有名なる神橋にして︑ 十88図

﹁日光の結構︒しこ﹂に異る︒
ひぐらし

木の根などは︑地上に落ちたる水を

此の門一に日暮門の名あ 十94図 ︿略﹀落葉・こけ及び︿略﹀

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

︿略﹀落葉・こけ及び︿略﹀

故に若しみだりに森林をき

総べて魚類は暗き虞を喜び︑

︿略﹀︑森林は漁業の爲にも

谷

﹁我え元 吉野の杉よ︑

花をよそにて︑霧深き

かべ土ユ

塗込められ

十153図 ︿略﹀︑最も世に聞えたるは

て あらはれぬ ぬきもあるなり︒

十142図重囲

十139図圏主柱静かに日く︑﹁︿略﹀︒﹂

間ユ立ちき︒﹂

若木の

十122図録園

大いなる利盆をあたふ︒

十105図

ものなるを以て︑︿略﹀︒

森林の影さす水中には多く集り來る

十104図

り荒す時は︑︿略﹀︒

十96図

つつ静かに流れ出でしむ︒

木の根などは︑︿略V︑水をして少し

十95図

の如くなるを以て︑︿略﹀︒

ふくみさ＼ふること︑あたかも海綿
金銀の光︑丹青の色︑目も

まばゆきばかりなり︒
たいわん

日本一の高山は皇湾の新高
其の高さは一萬三千七十鯨

び は

︿略﹀︑富士山より高きこと
あふみ

日本一の湖水は近江の琵琶
其の工事の総費用は百九十

ほふりゆう

日本一の古き建物の今にの
やまと

我が國の建物はおほむね木

十172図

皇后の御感一入なりきとそ︒

紫式部と清少納言となり︒

十44図然るに此の寺は今より凡そ

︿略﹀︑清少納言は直ちに其

の意を察し奉りしなり︒

十178図

老人ノ言ナレバ︑命ノマ・二心ヒ取

恐らくは木造建築物中世界 十228図 良無禮ナリトハ思ヘドモ︑
四望のものなるべし︒

十45図

らの形を冠せり︒

一千二百年以前のものにて︑昔なが

今にのこれるは甚だ少し︒

造なれば︑古社寺等も昔のま＼にて

十42図

これるは︑大和の法隆寺なり︒

十41図

金貨を並べたるに等しといふ︒

萬馬齢にして︑一里の長さだけ十圓

十37図

湖にして︑周回⊥ハ十里︒

十22図

凡そ一千尺なり︒

十15図

一千尺なり︒

尺にして︑富士山より高きこと凡そ

十14図

山なり︒

十13図

九947図

との意なりとそ︒

九946図

九939図

︿略﹀︑恩賜の御衣をさ＼げ 九939図 是即ち有名なる神橋にして︑
﹁日光の結構︒﹂こ＼に始る︒

クル時又ハ引出ス時共立必要ナルモ

ナラン︒

九891図

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

︿略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メ

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

九882図若シ今ノ世ニモナホカ・ル

を作りたり︒

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

九7710図 此ノ通帳ハ此ノ後金鏡ヲ預
クル時又ハ引出ス時 甘 甘 ニ 必 要 ナ ル モ

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

保存スベシ︒

九7710図 此ノ通帳ハ︿略﹀︑大切二
銀行貯金一一テモ︑郵便貯金

スル不便ヲ省クニ至レリ︒貨幣即チ

九781図

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

ナ

︿略﹀等ノ字ノ一部皿貝ノ

是ナリ︒
シ

是金銀ハ︿略﹀︑産地異ナ

ルが故ナリトイフ︒

字アルハ︑支那ノ古代二貝ヲ用ヒタ

九895図

行クハ樂シキモノナリ︒

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

九781図 銀行貯金ニチモ︑郵便貯金
行クハ樂シキモノナリ︒

にと

かしこし︑うぐひすの

九917図圏

ベシ︒

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得

九913図

・十圓︒百圓ノ四種流通ス︒

リ蟹行スルモノニシテ︑一差・五圓

九911図我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ

コトハ貨幣ニマサレリ︒

ノニシテ︑輕クシテ取扱二都合ヨキ

九909図

ルニ最モ便利ナレバナリ︒

九901図

ルニ最モ便利ナレバナリ︒

九8910図

リトモ︑成分二異同ナクシテ︑︿略﹀︒

九782図 く略V︑預ケタル金高ノ次第 九899図
二画面行クハ樂シキモノナリ︒

九784図 ︿略﹀無用ノ入費ヲハブキ
テ︑一銭・二銭ヅツニテモ貯ヘンコ
トヲ・いかクベシ︒

九785図 く略V必要ナル費用マデモ
ヲシムが如キハ︑ホムベキ事ニアラ
ズ︒

九786図 ︿略﹀必要ナル費用マデモ
ヲシムが如キハ︑ホムベキ事ニアラ
ズ︒

し

つく
九793図 是は菅原火曜が︿略﹀︑筑
紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

ををしみてよめる歌なり︒
を閉ぢて出つることまれなりしが︑

九805図筑紫に到りて後は︑常に門
︿略﹀︒

九807図 く略V︑僅かに詩歌に思をよ
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リテサ・グ︒

十228図 良無風ナリトハ思ヘドモ︑

老人∠言ナレバ︑命ノマ・二拾ヒ取
リテサ・グ︒

リ︑五日目ノ朝此ノ庭一一テ我ヲ待ツ

十231図園 ﹁汝ハ教フル下足ル者ナ

ベシ︒﹂

十237図園 ﹁長者ト約シテ後ル・ハ
禮二非ズ︒

キ兵書ナリ︒

ヨリ薩摩二二バリ︑遂二日國ニヒロ
ガリシナリ︒

十313図此ノ芋ノ始メテ琉球二曲ハ

ミ

︿略﹀︑内地ヘノ渡來ハ其ノ

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑
︿略﹀︒

十314図
イハ

平左衛門ハ石見ノ國ノ役人

後百齢年ノコトナリ︒

十319図
一一テ︑百七十齢年午前ノ人ナリ︒
イハ ミ

ニテ︑百七十丸年程前ノ人ナリ︒

憎みことのり

乃木大將はおごそかユ︑

ノ面隠﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒
十3810図蟹

御めぐみ深き大君の
傳ふれば︑︿略﹀︒

オホイタ

二二ヲ最モ多ク産スルハ岡

曲線は直線よりもやはらか

なる感畳を與ふるを以て︑︿略﹀︒

十459図

十472図模様には全く無意味なるも

唐草模様・空模様の如き是

あれども︑︿略﹀︒

かくの如き模様の工夫は無

︿略﹀︑色の名構も亦千種萬

みつもり

しなの
かく申すは信濃の國の住

においては極めて大切なる事とす︒

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

十501図種々の模様を工夫し︑又麗

様なり︒

十492図

色を生ず︒

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十482図色の原色は赤・青・黄にし

限に多し︒

十476図

すものなり︒

なり︒

十474図
﹃さらば﹄と︑握手ねん

十414図圏

十475図次の圖は其の一二の例を示

ごろユ︑別れて行くや右左︒
ヰ

十419図藺ハ水草ナリ︒

十4110図董ハ圓クシテ︑長サ五尺バ
カリ︑短キハ食甚位ナルモアリ︒

ノーナリ︒

テ︑︿略V︒

イソザキミンキ

てっかの

十504図囹

人︑手塚太郎光盛なり︒

ば︑坂東聲なり︒

十523図囹老人かと見れば︑髪つや

くと黒し︒何者にてか候ふらん︒﹂
むさし
﹁そは黒頭の齋藤季重に

はあらずや︒

十525図園

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

りたらん︒﹂

ひぐち

第二圖は横の線のみを用ひ︑第三圖

十528図囹樋口は古き友なり︑見知

三様の線を併せ用ひたるものなり︒

にて候︒﹂

十457図︿略﹀︑第七圖は縦・横・斜 十531図園 ﹁あな︑むざんや︑實盛

︿略﹀︒

は斜の線のみを用ひたるものにして︑

十453図第一圖は縦の線のみを用ひ︑ 十526図園 義仲の幼目に見たりし時

ナル功勢トイフベシ︒

機械ヲ厳明シ︑量産ヲ廣メシバ大ノー

十445図︿略﹀︑熱心二此ノ業二志シ︑

ナル功勢トイフベシ︒

機械ヲ百年シ︑國産ヲ鼻毛シバ大イ

十444図︿略﹀︑熱心一一此ノ業二志シ︑ 十521図園京家・西國の者かとすれ

ノ中ノ敷種ヲ買取リタルノミナリキ︒

十437図︿略﹀︑唯一商人アリテ︑其

ルハ岡山縣ノ磯崎眠亀トイフ人ナリ︒

十426図

︿略﹀︑其ノ織方ヲ獲明シタ

山・廣島・福岡・大分等ノ三婆ニシ

十425図

︿略﹀花錘ハ我が國輸出品

アミテ造りタルモノナリ︒

十247図受ケテ見レバ︑言訳モ得難 十3110図 平左衛門ハ石見ノ國ノ役人 十422図︿略﹀畳ノ表ハ︑此ノ董ヲ

︿略V︒

十324図

︿略﹀︒

十329図

昆陽ハ有名ナル學者ニテ︑
昆陽ハ有名ナル學者ニテ︑

踏面ハ有名ナル學者ニテ︑

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

十3210図

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

十3210図

ル・如ク悲シミタリトナリ︒

ハ︑中國ノ人々︑︿略﹀父母細別

サレバ平左衛門ノ死出シ時

ナラズシテ石見一難ニヒロガリ︑

ノ出來非常二良カリシヲ以テ︑敷年

︿略﹀︑之ヲ試植セシニ︑其

ナラズシテ石見一國ニヒロガリ︑

ノ出來非常二良カリシヲ以テ︑数年

十2410図園 ﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ 十323図︿略﹀︑之ヲ試植セシニ︑其 十423図
ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒
︿略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

十262図

以ナリ︒

︿略﹀︑品行方正︑職務に

の名碁に御座候︒

十266圓国 ︿略﹀︑御一家を始め一村
十268圓國
忠實にして︑隊中の模範となられ度︑
︿略﹀︒

十272圏囲 當日参上御見送致すはず
に候へども︑手放し難き商用これあ
り候へば︑︿略﹀︒

十305図 甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異
ナリ︒

︿略﹀︑罪人ドモハ魚類・果
スルモノ年々少カラザリキ︒

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死

十334図

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

十307図 名目ノカク異ナルヲ以テモ︑ 十331図
此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來セシコ
トヲ知ルベシ︒

アメリカヨリルソン ニ 傳 バ リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十309図 原産地ハアメリカニシテ︑

十311図 く略V︑支那ヨリ琉球︑琉球 十341図東京ノ西南︑目黒ナル墓石
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十537図園 ﹃戦場に出でん時は髪を
染めんと思ふなり︒

十543図囹 悲しきは老の白髪なり︒﹄
時 ︑ 義 仲 二 歳 な り しを︑︿略﹀︒

十547図園 ﹁我が父の討たれ給ひし

我を此の齋藤別當のもとに預け︑

罰に逸せられたる者は︿略﹀︒

先は近状御報中墨上度か

くの如くに御座候︒

十602閥困
︿略﹀最モ盛二銅ヲ産出ス

ルハ足尾・小坂・別子等ナリ︒

十6①7図

︿略﹀最モ盛二銅ヲ産出ス

ルハ足尾・小坂・別子等ナリ︒
トウセウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイフ︒

煮肴ノ造園田園ヒタル銅ハ︑大抵此

十613図

十5410図園 畠山は︿略﹀︑ひそかに 十608図

︿略﹀︒

十566圓団 兵器は軍人のたましひに
候へば︑︿略V︒

バ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑又上下二通ズル大ナ

ル竪坑アリ︒

タテカウ

十621図

多カリシナリ︒

産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スルコト

十616図

然レドモ其ノ男付︿略﹀︑

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

十567圓團 兵器はく略V︑其の手入 十615図 然レドモ其ノ頃ハ国取リテ
は最も念入に致し候︒

十571國国 多人里の共同生活に候へ
多人数の土ハ同生活に候へ

ば︑是はもとより當然の事に候︒
十572圏困
ば︑是はもとより當然の事に候︒

十573圏囲 課業は術科と三岡との二
つにて︑︿略﹀︒

アリテ︑︿略﹀︒

ロ

ロ
十577國團 此の頃の術科は分隊教練 十6210図製煉場ニハ殊二大イナル櫨
にて︑︿略﹀︒

リ︒

アリテ︑銅鑛ヨリ銅ヲフキ分クルナ

十578圓團 ︿略﹀︑學科は讃法の講義 十631図製煉場ニハ殊二大イナル櫨

及び毎日の術科に關する説明に御座

此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

十696突眼

﹁あはれなり︑父上︒早

︿略﹀ダーリングの手は︑

く船を出して救はん︒

十712図

︿略﹀︑半死半生の水夫を親切に看護
せり︒

箱根は温泉場の敷も多く︑

廣大なる旅館も少からざれども︑

十741図

︿略﹀︒

前面は海に臨み︑後は山を

負ひ︑軽暖に夏涼し︒

十745図

はるな
たる温泉にして︑榛名山のふもとに

湯元は一箇所にして︑之を

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十7110図其の熱量に温りたる水の自 十748図 伊香保も亦古くより知られ

十749図

あり︒

︿略﹀︑四園の風光麗しく︑

泉なり︒

十724図

旅館はく略V︑山水のなが

戸毎の浴室に引けり︒

同盟ノ中部ハ胸ト腹ト一一シ

拶ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑

身膿ノ最上部ナル頭ノ中ニ

ルモノヲ盤外二出ス︒

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十765図︿略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ煮皿

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十7510図肺餅盤・ロヨリ吸入ル・空

テ︑其ノ上二頭ヲイタダキ︑︿略﹀︒

十755図

あふる＼ばかりなり︒

温泉の諸種の病を治するは︑ 十753図此の地も︿略﹀︑夏時浴客

めをほしいま＼にするを得べし︒

是種々の塩分をふくめるが 十751図

神羽合らさわやかなるを賢ゆ︒

十726図
故なり︒

十728図

たゴに其のふくめる鑛物の効のみな
︿略﹀清新なる空氣を吸ひ︑

らず︑︿略﹀︒

十728図

美麗なる風光に接するが爲なるべし︒
︿略﹀清新なる空氣を吸ひ︑
︿略﹀清新なる空氣を吸ひ︑

美麗なる風光に接するが爲なるべし︒

十729図
十729図

美麗なる風光に接するが爲なるべし︒

十777図

リ︒

物事ヲ知念クルモ︑善悪ヲ

スベテ重要ナル田圃アル部

スベテ重要ナル望蜀アル部

分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

十776図

モ皆磯ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十7610図

全身ヲ支配ス︒

十768図

ハ拶アリ︒

我が國は火山國にして︑全 十767図

湯のわき出つる口僅かに一

温泉の多きこと實に世界第

國到る虞に温泉あり︒

十7210図

十732図
↓なり︒

十735図

湯のわき出つる口僅かに一

箇所にして︑其の分量も少く︑︿略﹀︒

く略V︑墨を流したる如き空 十735図

道後に次ぎて早く世に知ら

箇所にして︑其の分量も少く︑︿略﹀︒

十739図

浴客多く集り︑すこぶる繁榮せり︒

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︑

水夫等は︿略﹀︑息も絶え
ぐに救を呼べり︒

十695図

能はず︑︿略﹀︒

模様にて︑︸寸先をも見分くること

十691図

モオシバカラルベシ︒

十635層目銅山ノ盛ナルコト︑是ニテ

ビシキ村落ナリシガ︑︿略﹀︒

十632図

候︒

十584置型 外出日は日曜日・祝日及
び大祭日にて︑︿略﹀︒

十591囲困︿略﹀︑又日曜日等には忠
臣・義士に書する講談等もこれあり︑
面白く有盆に存候︒

の周密なるは秘中一同感謝致し居り

十592圓囲 中隊長殿の何事にも注意
候︒

十594幽棲 何か不都合なる事ありて︑
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分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ
リ︒

十778図 頭ノ骨ノ堅キハ眠ヲ護ラン
ガ爲ナり︒

モ亦常二快活一一シテ︑︿略V︒

身膿ノ健全ナルトキハ精神

天の原ふりさけ見れば︑
マ

ロ

三笠の山に出でし月かも︒
ベノナカ

ム

ナリ︒

ナリ︒

イハ レ

其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余

ノ地＝シテ︑神功皇后以後︑シバ

十㎜3図

フノこネ

︿略﹀︑多武峯ナル野山神社

タ

く皇居ヲ定メ給ヒシトコロ︒

二達ス︒

十㎜6図

昔ノ人ノ︿略﹀︒ト歌ヒシ

ノ構アリ︒

十㎜7図社殿壮麗＝シテ︑關西日光

十棚1図

アスカ

アンゴ

岡寺ハ西國三十三番第七ノ

バコ・ナリ︒

十棚3図

札虜ナリ︒

ナリ︒

皇子二恩ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺

十梱6図 ︿略﹀︑鎌足が靴ヲサ・ゲテ

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︿略﹀︒

東大寺ハ聖武天皇ノ建立 十棚4図 コ・二程近キ飛鳥ノ安居院

ンヤウ

ジングウ

當日は本村の重なる人々 十柵1図結構頗ル大二︑眺望甚ダ美

官も御臨席のはずに御座候︒

十9210圓圏

も精々誘ひ合せ︑是非参會致すべく

十792図
モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ

十945図此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺一一シ

候︒

是は北海道に住するあいぬ

モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

十7710図 胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ 十795図

ト

テ藤原不比重ノ建立セシトコロ︑

ヒ

人を垂がけるものにて︑左は男子︑

フ

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

︿略﹀︑規模極重テ大ナリシ

︿略﹀︒

ア

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

建築物トス︒

ノ驚クベキノミナラズ︑︿略﹀︒

十9610図

︿略﹀︑タず二大佛ノ大キサ

＝シテ︑︿略﹀︑眞二世界第一ノ木造

十969図

ル所ナリ︒

テ︑︿略﹀︒トヨメルコト人ノヨク知

十967図

春日なる

十965図圃

ガ︑今ハ往時ノ三ノ＝一モ足ラズ︒

十948図

右は女子なり︒

是は北海道に住するあいぬ

センが爲ナリ︒

人を書がけるものにて︑左は男子︑

十785図 撃劔家・水夫等ノ手ノ太キ︑ 十796図
︿略V︑大工・カヂや等ノタナゴコロ

其の衣服・食物・家屋の有

右は女子なり︒

物なり︒

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

十811図あつし織とは︑おひようと

様に至りても異なる所多し︒

十805図

ノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ
ナリ︒

ルモノニテ︑︿略﹀︒

十787図 身髄ノ構造ハ極メテ複雑ナ

﹂十787図 身腔ノ構造ハ極メテ複雑ナ
ルモノ一一テ︑︿略﹀︒

り︑︿略﹀︑之を殺して盛大なる儀式

十788図 ︿略﹀︑一小部分ノ傷害モ直 十819図あいぬは時々子熊を捕へ來
チニ全身ノ元氣二二スルモノナレバ︑

あいぬの熊祭とて有名なり︒

を行ふことあり︒

奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ

代ノ寳器ヲ藏ス︒

リ︒

十979図

︿略V︒

人ヲシテソマロニ佛教ノ盛
ンヤウトク

畝傍山・香具山・耳無山ノ

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒

十二9図

三山︑イヅレモ麗シキ山ニシテ︑鍋

ノ足ノ如ク向ヒ合ヒテ立テリ︒

吉野山霞の奥は知らね

リシ地＝シテ︑︿略﹀︒

十湿9図大和國ハ久シキ間皇都ノア

十一14図團

眺望いよく開けて︑満

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒

十一27図堂前四本の櫻ある虜は大

爆縮べて花なり︒

此ノ寺ハ聖徳太子が用明 十一19図
天皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

十982図

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

十979図

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

人ヲシテソぐロニ佛教ノ盛

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

あいぬの敷︑︿略﹀︑今は僅 十975図

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ

同學士は︿略﹀︑二心に

かに二萬人に足らず︒

十829図

全く異なり︒

十823図あいぬの言語は日本語とは 十972図帝室ノ御有ニシテ︑多ク古 十棚6図 今ハサ・ヤカナル堂中二古

十8110図

常二身腔ヲ大切ニシ︑之ヲ強健ニセ
︿ 略 ﹀ ︑常二身盟ヲ大切一一シ︑

ザルベカラズ︒
十789図

︿略﹀︑ 常 二 身 腔 ヲ 大 切 ニ シ ︑

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒
十789図

之ヲ強健口業ザルベカラズ︒
ナル精神ハ健全ナル身十二宿ル︒﹂

十7810図 西洋ノ古語二日ク︑﹁健全 十908囲囲
ト〇

同學士は︿略﹀︑學理に

ば︑︿略﹀︒

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ

十7810図 西洋ノ古語二日差︑﹁健全 十908國團
ナル精神ハ健全ナル三豊二方ル︒﹂

ば︑︿略﹀︒

く略V︑其の講話は定めて

なほ縣廉よりは小杉事務 十9910図結構頗ル大一一︑眺望甚ダ美 塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離

有盆なる事と存候︒

十909下半

ト〇

十791図 身龍ノ健全ナルトキハ精神
モ亦常二快活ニシテ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十792図 身髄ノ健全ナルトキハ精神 十917國囲
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の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所
なりと傳ふ︒
ごだいご

十一28図 藏王堂の東なる吉水神社
は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒

十一29図藏王堂の東なる吉水神社
ごだいご

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒

十一38図
決死の士百四十三名の名字を壁に書
連ね︑︿略﹀︒といふ﹈首の和歌を書
残せるは此の所なり︒
なりしは人の能く知る所なり︒

十一53図 其の後吉野の朝の皇居と

に増加す︒

たる

十一77図其の敷饒りに多くなる時
は︑︿略﹀︒

此の十字・樽等を五聖な
同群中の蜂は極めて親密

る所に置けば︑︿略﹀︒

十一79図
十一82図
に生活すれども︑他説の蜂は甚だし

されば氣候不順にして︑

く之を敵視し︑︿略﹀︒

十一84図
花のとぼしき時は︿略﹀︒

働蜂の武器は髄の後方に
働蜂の武器は艦の後方に

ある鋭利なる針にして︑︿略﹀︒

十一86図
十一86図

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

十一58図 野卑は女王ともいひ︑唯
一匹にして︑雄蜂は二三百匹︑饒は

︿略﹀︑土ハ同点結して下働

禦にも常に之を用ふ︒

デアル︒

十一136図
り︒

十一145図園
きなり︒

はりま
さらばとて備前と播磨と

＋正6図衆皆力を失ひて散りぐ
に成れり︒

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

十一158図︿略﹀︑大いなる櫻の木の
きつけたり︒

天︑勾践を空しうする

こうせん

はんれい

十一161図圃

︿略﹀︑水路きはまるが如

我は海の子︑白浪震

さわぐいそべの松原に︑煙さなびく

十﹁215図圃

とまやこそ︑我方ふつかしき住家み

れ︒

︿略﹀︑誰か人智の進歩の

其の種類も多く︑其の形状も檬々な

十﹁248図 ︿略﹀︑陸に車︑水に船︑

りQ

二物相待つに非ざれば用

︿略﹀︑四國の猫車︑寸寸

我が國に最も普通なるは

我が國に最も普通なるは

昔都大路をねり行きたり

の引くあり︑牛馬に引かしむるあり︒

荷車・人力車等にして︑荷車には人

十﹁255図

荷車・人力車等にして︑︿略﹀︒

十一254図

の掠車の如きは唯一輪なり︒

さくちや

十一253図

といへども︑︿略﹀︒

を黒し難きを﹁車の雨輪の如し︒﹂

十一251図

大なるに驚かざらん︒

︿略﹀︑呉の勢盛になりて︑ 十一249図

なかれ︒時︑萢叢無きにしもあらず︒
くわいけい

十一168図

︿略﹀︑やがて忠臣の起り

會稽山の戦に越の軍を打破りたり︒

十一173図

て勤王の兵を翠げ︑必ず御心を安ん
じ奉るべきことを聞え上げたるなり︒

十一182図船の其の間を行くとき︑︐
島かと見れば岬なり︒

十一185図

十一183図岬かと見れば島なり︒
くにして︑また忽ち開く︒

覚むるばかりあざやかなり︒

十︸189図︿略﹀︑夏は山海皆緑にし
て目

し出塁の車は如何に優美なりけん︒

十﹇1810図︿略﹀︑夏は山海皆緑にし 十一258図
て目覧むるばかりあざやかなり︒

︿略﹀︑橿はおほむね一

・千石積等ありて︑︿略﹀︒
ほばしら

十一196図海の静かなることは鏡の 十一2610図 和船の大なるは五百石積
如く︑︿略﹀︒

本なり︒

十一272図

十一279図

得︒

フルトンの始めて造りし

︿略V︑十分に風力を利用することを

十一274図帆の運用自在なれば︑

得︒

︿略﹀︑十分に風力を利用することを

十一273図鑑の運用自在なれば︑

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか
だんのうら

く略V︑屋島・壇浦は源

十一198図︿略﹀︑朝日・タ日を負ひ
なり︒

十一207図

平の昔語に人の感興を動かすこと甚
だ切なり︒

内海の風景を賞して︑世界海上の︸

︿略﹀西洋人は此の瀬戸
大公園なりといへり︒

十一209図
ば︑人をしてうかゴはしむるに︑

臨幸入りにおそかりしか

︿略﹀︒

十一151図

の境なる舟坂山にかくれ︑︿略﹀︒

十﹁149図

義を見てせざるは勇無

を宮阜へ遷し奉ること無道の極みな

臣下として一天萬乗の君

ヲ教育スル等牛虻分業心外ナラヌノ

夫ノ田畑ヲ耕シ︑︿略V︑教師ノ生徒

又長家全龍カライヘバ︑農

敵軍にあたり︑︿略﹀︒

をいとはず︑有力なる武器を備へて

十一89図

皆働蜂なり︒

十一59図 雌蜂は女王ともいひ︑唯
一匹にして︑雄蜂は二三百匹︑齢は
皆働蜂なり︒

計を維持するものは働蜂なり︒

十︸510図 終日勢弔して︑ 一群の生 十一131

十一63図 働蜂の若きものはく略V︑
力強く歪なるものは外に出でて花の
蜜を吸漁る︒

りても︑食物に不足することなきは︑

十一68図 秋・冬の花少き季節に入
一に其の勢役の結果なり︒

十一73図雄蜂は唯働蜂の集め叱り
たる物を食して生活するものにして︑
︿略﹀︑秋の初には皆働蜂にさし殺さ
る︒

を産出するを以て︑一群の敷は次第

十一75図 氣候の暖なる間絶えず之
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汽船は︑今の小さき川蒸穂落の大き
ノ風流モシノバル︒

モヒ見ルベク︑又聖油ヤサシキ武人

其ノ敏速ナル行動ハ鳥ノ
其ノ敏速ナル行動開国ノ
其ノ敏速ナル行動ハ鳥ノ
戦艦ハ軍艦中最モ優勢ナ
戦艦ハ軍艦中墨モ優勢ナ

ルモノニシテ︑︿略V︒

十一318図

空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒

十一315図

空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒

十一315図

空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒

十一314図

さなりしならん︒

汽船は︑今の小さき川蒸氣程の大き

十一279図 フルトンの始めて造りし
さなりしならん︒

十一281図 ︿略﹀善計機關の上に多
大なる改良を加へた る を 以 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一283図 かくの如くにして︑汽車
・汽船の進歩は世界諸國をして日に
亡く接近せしむ︒

マ

巡洋艦ハ軍艦中最モ任務

安藝・薩摩・鹿島・香取

其ノ大ナルモノハ戦艦二

チンエン

壼岐・鎭遠・見並等是ナ

十一348図

︿略﹀︑打狗の築港も唯

本島産物の重なるもの

く略V︑樟拶は世界産額

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖

等にて︑︿略﹀︒

十一3710國国

其の外金・材木・高等

の八分の五を占むる由に御座候︒

も年々其の産額を増加する模様に御

十一382露国

座候︒

齪れて一大樹を成したるは見事に御

十一3810國国 ︿略﹀︑敷寝・敷十馬入

斜生︒

皇南は南部の大都會に

塁南は︿略﹀︑附近に

て︑附近に名所・菖蹟の多き所に御

十一397薩囲

座候︒

十一398國国

阿里山の二型は世界長

南部地方には製糖業盛

名所・奮蹟の多き所に御座候︒

十一399國国

あ り

に行はれ居候︒

十一3910國国

其の中内地人は八萬饒︑

比の良材と構せらる＼ものにて︑

︿略﹀︒

其の中内地人は八萬齢︑

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

ばんじん

十一405選討

に候︒

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

ばんじん

十一406國團

に候︒

く略V︑蕃人も追々皇恩

に浴する様に相成暗事︑國家の爲眞

十一408團圏

に大賀の至に御座候︒

に浴する様に相成候事︑國家の爲眞

く略V︑打狗の築港も唯 十一407國團 ︿略﹀︑蕃人も追々皇恩
年盛に工事中に御座候︒

十一377囲囲

本島産物の重なるもの

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖

しやうなう

十一378國囲
等にて︑︿略﹀︒

しやうなう

水雷艇ハ形盟甚ダ小ナレ 十一379國国

四面臨海ナル我が帝國ハ︑

四面皆海ナル我が帝高上︑

ドモ︑速度駆逐艦二次ギ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一353図
十一354図

︿略﹀︑南部にてははや

︿略﹀︑常二強大ナル海軍ヲ有セザル
ベカラズ︒

十一359圏国

當総督府の経螢も着着

稻の花盛りの由に御座候︒

十一362國圏

其の効を見るに至り候事︑かねて御
承知の通りに候虜︑︿略﹀︒
てい

る能はざる程に御座候︒
てい
︿略﹀︑総督官邸をはじ

め建築物の肚大なる︑内地にても見

十一366囲団

る能はざる程に御座候︒
︿略﹀︑そゴうに関学を

南部の打払港と淡水・

たかお

たんすゐ

︿略﹀︑産業の護達は

追懐するの情にたへず候︒

十一367国手

あんぴん

十一377圖囲

場にこれあり︑︿略﹀︒

基隆・安平の三港とは本島の四開港

きいるん

十一373早急

盆く多望に相成候︒

︿略﹀︑大ナル速度ニテ長 十一371國国

次グノ勢力ヲ有シ︑︿略﹀︒

十一331図
十一334図
キ

時間航海スルコトヲ得︒
イ

十一337図
リ︒

砲艦ハ︿略﹀︑敵ノ陣地
ヲ攻撃スルモノナリ︒

十一339図

め建築物の壮大なる︑内地にても見

十一3110図故二何レモ大ナル大砲ヲ 十一365國團 ︿略﹀︑総督官邸をはじ

ルモノニシテ︑︿略﹀︒

十一286図 思へば今より⊥ハ十年以前 十一319図

には︑我が國に一哩の鐵道も︑一隻
の汽船もなかりしなり︒
備へ︑︿略﹀︒

等是ナリ︒

十一322図
十一325図

に驚くにたへたり︒

十一288図 國運爽展の速なること實

用せらる︑も決して座上の空談にあ

ウヂ タック

チク

ノ多キモノ＝シテ︑︿略V︒

十一296図 ︿略﹀︑又其の軍事上に慮
らざらんとす︒

ス

十一299図 諸子陣地多アル我が軍艦
イックシマ

ノ名ヲ知レルナルベシ︒
アカシ

十一304図 又嚴島・橋立・須磨・
明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以
シマ

︿略﹀︑鹿島・香取ハ何レ

カ

テ名ヅケタルモノニ シ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一305図

ク

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ
リ︒

治・隅田等是ナり︒

十︻306図 騙逐艦ノ名コソ富田優美 十一3310図砲艦ハ︿略﹀︒︿略﹀︒宇 今盛に工事中に御座候︒
ナレ︒

亦大ナリ︒

速度最モ大＝シテ︑︿略﹀︒

十一345図

駆逐艦ハ痴愚最モ輕ク︑

十一311図雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物 十一343図 故二艦膿甚ダ輕ク︑速度
トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮ナ
ル有様モオモヒ見ル ベ ク ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一311図 ︿略﹀勇壮ナル有様モオ
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みつのり

に大賀の至に御座候︒
まさのり

せつ

つ

くすのき

十一415図 ︿略﹀︑赤松光範︑楠木

﹁正儀は主君の敵にて︑

正儀と撮津の住吉に戦ひて︑散々に

撃破られたり︒

十︸417図園
﹁正儀は主君の敵にて︑

我が爲にも父の仇なり︒
十一417図園
我が爲にも父の仇なり︒

十一526図

同ジ材料デモ︑︿略﹀︑料理

モ大イナル得失ガアル︒

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纒濟ノ上ニ

十一647

如くに御座候︒

天性快活ナル人モ︑身膿 十﹁625圓團 先は御案内まで︑此の

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

公明正大ニシテ︑心中一

ヘテ笑フコト少シ︒

十一528図
匙ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

時ト場合トニョリテ笑フベカラザル

越えざるべし︒

に用ふる時間は僅かに二十萬時間を

十一533図笑ハ心身ノ三尊ナレドモ︑ 十一678図 ︿略﹀︑愛糞三陸及び業務
コトアリ︒

己ヒトリ樂シトテ︑他人 十一681図 ︿略﹀︑功業を成し︑公盆
を憎むるも︑將又無爲にして一生を

儀式・公會等ノ席ニテ談

べし︒

十﹇693図

︿略﹀︒

十一695図

十一696図

り︒

二三十歳の短命にして美
古人の片言・隻句も我等
路傍の一草・一木も學問

人なり︒

湿したる事に過なく︑後

悔することなき者は幸福にして賢き

十一699図

人なり︒

︿略﹀くよくと心配す

るは︑未練にして愚なる人のする事

十一702図

なり︒

︿略﹀くよくと心配す

︿略﹀くよくと心配す

るは︑未練にして愚なる人のする事

十一702図

なり︒

約束の時日を違ふるが如

るは︑未練にして愚なる人のする事

十﹁702図

なり︒

十一706図

一人の後る㌧爲に多人敷

きは時間の賊なり︒

十一708図

をして貴重の時間を空費せしむれば

なり︒

我衣食の費をいとふに

﹁そはいと名残をしき

十﹁727図 ︿略﹀︑心構せし様なりし

事なり︒

十一726図園

て遊び給へ︒

あらざれども︑何庭へなりとも出で

十一723図圏

度も塗筆を取り給ひしことなし︒

を成せる人なるに︑三年の間未だ一

十一722図園 ﹁君は圭町家として一家

る時代にありては︑︿略V︒

通の機關護達し︑社會の活動敏速な

十一712図 ︿略﹀︑今日の如く通信交

言あれども︑︿略﹀︒

がら
︿略﹀︑街上に落ちたる硝 十一7010図 ﹁時は金なり︒﹂といふ古

業務に從下する間は熱心

ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

﹁よく勉め︑又よく遊

ることなければ心身いっか勢れて︑

活動するのみにて休養す

子の一片を去るも︑公衆の利直なる

す

十一6810図

の種ならぬはなく︑︿略﹀︒

十一689図

が師なり︒

十一688図

名を萬世にとゴむる者あり︒

十一684図

するとせざるとにあり︒

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

廿里ナルベキ場合二笑フ

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

ナリ︒

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風

十一537図

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

十一536図謹嚴ナルベキ場合二笑フ

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

十一535図

人ナリ︒

十一433図園 ﹁赤松光範の臣宇野六 十一535図
郎の子なり︒

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を

十一437入園 ︿略﹀︑平門に入りて父

忠元 あ は れ み て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

巡り歩くなり︒﹂

十一438図

様々に勢りて︑かくと正儀に告ぐる
に︑︿略﹀︒

十一439図 ︿略﹀︑正儀は情深き武士
なれば︑呼出して召使ひたり︒

リ︒

十一542図

︿略﹀︑ミダリニ聲色ヲ作

︿略﹀︑ミダリニ聲色ヲ作
ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

に之を行ひて︑他事に心を伍すべか

悔することなき者は幸福にして賢き

十一699図図したる事に過なく︑後

らず︒

暴馬下され候はば光榮の至に曲弾︒

十一624圓囲︿略﹀︑同日午後五時御

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十一544図

ノ念ナキモノハ︑︿略﹀︒

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十一543図

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︿略﹀︒

花客二接シテ愛敬ヲ黒皿ス

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十一444図 あくる年は六郎の七回忌 十︻539図 他人ノ悪事・短所ヲアザ
なり︒

十一446図園 ﹁今日は吉日なり︑元
服せよ︒﹂

今なりと︑心を取直 せ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一449図夜に入りて︑討つべきは
十﹁523図 三身健全ナル人ハ︑精神
モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ
皆樂シ︒

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

十一523図 身膿健全ナル野鳩︑精神
皆樂シ︒

注 意 シ ︑ 身 禮 ヲ 健 全一一スベシ︒

十一525図 笑ハント欲セバ︑衛生二
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すなり︒

れしめず︒

競ふ︒

上るに随って︑瀧はいよ

市民遊覧の地にして︑又
世界第一の大漫布は北米
かゴり火も亦古代の風を
鵜匠は一人にて十二羽の

ひたすら其の獲物の多からんことを

十一811図

く略V︑鵜は盛に活動し︑

握り︑︿略﹀︑たくみにさばきてもつ

鵜を使ひ︑十二條の細なはを片手に

十一806図

其のままなり︒

十一804図

合衆國のナイヤガラなり︒

十一778図

神戸市水道の源たり︒

十一775図

布をさらせるが如し︒

十一774図美しき瀧にして︑眞に白

く小︑境は幽く静かなり︒

︿略﹀︑行きてうかゴへば︑十﹁773図

が︑又筆もとらで四五日過ぎたり︒
十一7210図

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ
つ︑寝起する檬なり︒
︿略 ﹀ ︑ 行 き て う か 団 へ ば ︑

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ

十一731図

つ＼寝起する様なり︒

十一734図 翌日壷工の早朝に起出で
て壷がけるを見れば︑皆ふしたる鶴
なり︒

十一734図 筆勢非凡にして︑丹青の
妙いふべからず︒

十﹁741図園 ﹁今日書き給はん鶴の
﹁︿略﹀︑箱根山中にて

姿はかやうなるべ し ︒ ﹂

十一753図園

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

たれば︑之を書添へんとて︑わざ
く婦り來りたるなり︒﹂

のど

十一836図

︿略﹀蝋燭ノ心トスル太

全なる網を造る℃

︿略V︑次第に細き綜をかけ︑終に完

油轟は︿略﹀︑其の植物

熟練なる土木技師ともい

是即ち農業の性霊に異な

故に随意に得られざるも

く略V︑効用あるものなり

随意に得られざるものなりとも︑

十一9010図 く略V︑極めてまれにして

ることなし︒

とも︑随意に得らる＼ものは亦償み

十一909図

ることなし︒

とも︑随意に得らる＼ものは亦償あ

十一909図 ︿略﹀︑効用あるものなり

ことなく︑︿略﹀︒

のなりとも︑効用なきものは償ある

十﹇907図

ことなく︑︿略V︒

のなりとも︑効用なきもめは債ある

故に随意に得られざるも

ずるものなり︒

随意に得られざることとによりて生

十一907唄物の償は効用あることと︑

ずるものなり︒

随意に得られざることとによりて生

十一906贋物の償は効用あることと︑

らず︒

十一904図

ふべし︒

十一898園

む︒

て︑︿略V︑其の内面を壁の如くに固

十一896図 ︿略﹀︑地下に穴をうがち

是即ち一種の牧畜なり︒

十一893図 蟻は青黛を養ふ︒︿略﹀︒

を出すものなれば︑︿略﹀︒
あり

の汁を吸ひ︑唱詠より絶えず甘き汁

我が國ノ機械工業中最モ 十一891図
我が國ノ機械工業中最モ

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑︿略﹀︒

十一836図

盛ナルハ紡績事業一一シテ︑八二綿花
紡績其ノ大部ヲ占ム︒
︿略﹀︑其ノ作業ノ速一一シ

︿略﹀︑其ノ作業ノ速ニシ

テ整然タルニハ博何人モ驚クナルベ

十一842図

シ︒

十一842図

テ整然タルニハ︑何人モ驚クナルベ
シ︒

︿略﹀︑四尺程ノ幅トナリ

上手ナル者ハ一分時ニヨ

熟練ト機敏トヲ要スルコ

テ進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見

十一854図

ルが如シ︒

十一866図
ト大ナリ︒

十一866図

ク十敷本ノ綜ヲツナグトイフ︒

モ

機械ノカバ驚クベキモノ
みつばち

ニアラズヤ︒

十一874図

意ノマ︑ニシテ︑︿略﹀︒

キ綜︑蜘蛛ノイノ如キ細キ縣︑細大

ク

十一873図

フコトヲ得ベシ︒
ラフソク

み工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

︿略﹀︑暇なる鵜は能く十 十︸871図 ︿略﹀︑今ハ僅カ一一六七人 十一907図

くはへたる魚をふりかへ

かゴり火をたくは魚を集
げます一法たり︒

めんが爲なるのみならず︑又鵜をは

十一822図

はさばきよりも一層の見物なり︒

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

十一821図

二三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒

十一7510図 最も壮観なるは華嚴にし 十︸815図
するしやう

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶
のすだれをかく︒

十一7510図 最も壮観なるは華嚴にし
するしやう

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶
︿略﹀︑其の瀧つぼの深さ

のすだれをかく︒

十一763図

は幾十尺なるを知らず︒

す

みに巣を造るは醸造の業と建築の業

かゴり火をたくは魚を集 十一879図蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
めんが爲なるのみならず︑又鵜をは

とをかねたりといはんか︒

ぶが故に︑鵜は深く沈まずして︑た

魚は︿略﹀︑水面近く浮 十一883図 網を張らんとする時は︑
やすく魚を捕ふることを得るなり︒

十一826図

げます一法たり︒

十一768図 最も大なるは第一の雪布 十一823図
にして︑高さ八十齢丈と署す︒

十一769図 最も大なるは第一の爆布
︿略 ﹀ ︑ 一 條 の 谷 川 あ り ︑

にして︑高さ八十齢丈と評す︒
十一771図

この水即ちか＼つて第一の画布を成
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︿略﹀︒

十一9010図

︿略﹀︑極めてまれにして

随意に得られざるものなりとも︑
︿略V︒

十一911図例へばこ＼に一種の石あ
り︑極めてまれにして随意に得られ
ざ る も の な り と も ︑︿略﹀︒

十一912図 ︿略﹀︑飾にも實用にもな

らざるものならば︑之を買ふものな
く︑随って償あることなし︒

十﹁926図

︿略﹀︑同様なる責家五戸

ありて︑買はんとする人唯一人なる
ときは︑︿略＞Q

︿略﹀︑同様なる責家五戸

需要の減ずるに困るよりは︑決して

︿略﹀︒

ます

樺太にて最も有望なる

び亜庭湾︑鱒の主産地は東海岸にて︑

鯨の主産地は西海岸及

は漁業にて︑鯨と鱒との漁利は殊に

にしん

十一984囲囲

多く︑︿略﹀︒

安くなることなきなりQ

十一951図︿略﹀︑例へば名高き古人

十一991囲圏

あには

の貴書丁古器物などの如きは︑︿略﹀︑

需要の減ずるに巡るよりは︑決して

十一927図

ありて︑買はんとする人唯一人なる

安くなることなきなり︒

か

すすや

みき

自在にして︑こ＼に樺太廉の所在地
又豊原より古語に至る

豊原あり︑︿略﹀︒

とよはら

十一977㈱團

樺太にて最も有望なる

便利なる所に御座候︒

は漁業にて︑︿略﹀︒

たも

得る程にて︑實に壮快なるものに御

座候︒

たも

取るを得る程にて︑實に壮快なるも

十﹁995圓囲 ︿略﹀︑櫨⁝網にてすくひ

のに御座候︒

のに御座候︒

漁業に次ぎて有望なる

は農業と林業とにて︑︿略﹀︒

十一998國團

十一999國国漁業に次ぎて有望なる

森林は内地及び北海道

は農業と林業とにて︑︿略﹀︒

森林は内地及び北海道

く略V石山灰層各所にあ

く略V︑未だ盛に採掘に

十一m10三国

ロシヤにて早くより開

着手せらる＼には至らず候︒

十一欄7当国

り︑殆ど無血藏に候へども︑︿略﹀︒

十一㎜7豊国

林にして︑︿略﹀︒

に於ては見るを得ざる廣大なる天然

十﹁m3圏困

林にして︑︿略﹀︒

に於ては見るを得ざる廣大なる天然

︿略﹀︑交通大いに便利 十一㎜3疑団

間も近時道路新に開け︑︿略﹀︒

に相成候︒

十﹁978國團

爲︑練の群をなして海岸近く二上る
たも
時は︿略﹀︑撫網にてすくひ取るを

︿略﹀︑西海岸の豊岡港 十一994國団 ︿略﹀︑春夏の交産卵の

ときは︑︿略﹀︒

るうた

︿略﹀︑南部の鈴谷川・

しの
て︑至って凌ぎよく候︒

との交通を保ち居候︒

のみ唯一の不凍港として僅かに内地

︿略﹀︑最も償を低くした 十一964國囲

る人︑其の家を士買ることを導べきな

十一9210図

り︒

︿略﹀︑靴の償はにはかに

十一9710㈱團日・露の境はく略V︑
東西三十三里︑四箇所に境界石を置
︿略﹀︑東西の交通最も

きて︑分明に相成居候︒
便利なる所に御座候︒

十一983畷困

取るを得る程にて︑實に壮快なるも

大泊は樺太島の入口 十一995翻囲 ︿略﹀︑撹網にてすくひ
とも申すべく︑全島第一の良港に候︒

十一971㈱圃

おほとまり

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

ないぶち

十一9610㈱團

十一932菊醤の債はかくの如く需要 十一965圓團 併し夏は氣候温和にし
或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

供給の關係によりて︑六時は高く︑

十︻934演物の償は︿略﹀︑常に其

十一913図 日光・空氣の如きは︑人
の生命を保つに必要なれども︑随意

︿略﹀︒

十一936図

るべし︒

の書書丁古器物などの如きは︑︿略V︑

十一9410図く略V︑例へば名高き古人 十一984㈱団

のなれども︑︿略﹀︒

十一948品物の償はかく上下するも 十一983圏團 ︿略﹀︑東西の交通最も

造すべく︑︿略﹀︒

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一938図

か＼る時は靴屋は更に多

高くなりて︑靴屋の利盆非常に多か

十一937図

るべし︒

高くなりて︑靴屋の利盆非常に多か

︿略﹀︑靴の償はにはかに

行して︑買手にはかに増すときは︑

十︸935図例へば靴を用ふること流 十一973圏囲 其の南部は車馬の往來

傾きあるものなり︒

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相當の利盆と

に得らる＼ものなれば︑之を買ふ必
要なく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑随意に得 ら る ＼ も の な れ ば ︑

十一913図 日光・空窓の如きは︑
之 を 買 ふ 必 要 な く ︑︿略﹀︒

十﹇914図 日光・空氣の如きは︑
︿略﹀︑随意に得 ら る ﹂ も の な れ ば ︑
之を買ふ必要なく ︑ ︿ 略 V ︒

十一917図 是飲料水とぼしくして︑

意のま＼に之を得ること能はざれば
なり︒

十一919図物の償の高下は主として
需要と供給との關係によりて定まる
ものなり︒

も少きときは物の償は高くなり︑多

十一9110図 しかして供給の需要より
きときは安くなるなり︒

十一925図 かくて其の家の贋は段々
高くなりて︑最も高き償をつけたる
人の手に渡るべきなり︒
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拓に力を用ひたるは主として五十度
以北に候︒

十︸棚3國国 新版圖の事に候へば︑

本島の開拓は我々三民の最も力を用
ふべき所に候︒

我々國民の最も力を用ふべき所に候︒

十一梱5國團 ︿略﹀︑本島の開拓は
リウビ

ニシテ大志アリ︒

十一皿3図 序詩ハ漢朝ノ末流︑英明

クンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不才ナ

十一欄6図園 ﹁我が子若シタスクベ
ラバ︑君自ラ之二 代 レ ︒ ﹂

十一悩7図園 後人日ク︑﹁出師ノ表
ヲ見テ泣カザルモノハ人一一非ズ︒﹂
ト〇

孔明ハ沈着一一シテ︑機二

臨ミ︑攣二黒ジテ︑智謀百出セリ︒

十一悩9図

﹁公田天授ナリ︑敵スベカラズ︒﹂ト

十一価4図園く略V︑賊將歎ジテ︑
テ︑マタ反スルコトナカリキ︒

十一塒6図 其ノ度量ノ急設ナルヲ知
ルベシ︒

十一価7図 孔明陽子正一一シテ甚ダ規
律ヲ重ンジタリ︒

十一柵6図園 後仲達︑︿略﹀︑﹁孔明
ハ天下ノ奇才ナリ ︒ ﹂ ト 歎 ジ タ リ ︒

十一糊8図村の財産家に勧業に熱心
なる人あり︑︿略﹀︒

十﹁麗6図 されば全村頗るゆたかに
して︑皆其の家業を早しめり︒

切公平なる人なれば︑深く村民に敬

十一擢8図 村長は︿略﹀︑極めて親

愛せられ︑︿略V︒

村長は︿略﹀︑極めて親

切公平なる人なれば︑深く村民に敬

十一撒8図

校長も着實温厚なる人に

校長も着實温厚なる人に

愛せられ︑︿略V︒

十一擢10図
して︑︿略﹀︒

十一麗10図

或年暴風雨の爲に不作な

して︑︿略﹀︒

十︸佃7図
︿略﹀︑村會にては其の豫

りしことあり︑︿略﹀︒

十﹇船9図

算の不足なるべきをうれへて︑之を
増加せんとせしに︑︿略﹀︒

﹁不作の後なれば︑成

るべく経費を節約したしとの校長の

十一冊10図園

意見によりて豫算を編成したるな
り︒﹂

﹁不作の後なれば︑成

るべく纒費を節約したしとの校長の

十一M2図園

意見によりて豫算を編成したるな
り︒﹂

︿略﹀︑作物の獲育も目立

︿略﹀︑村内の重なる道路

ちてよくなりて︑村人の喜一酷なら

十一脳9図

ず︒

十一餌9図

︿略﹀︑其の一部をさきて︑

は荷車・人力車を通ずるに至れり︒
十﹁価3図

一村共同の有配なる費用にあっる

萬事此の有様なれば︑一

こととせり︒

十一価6図

修身の徳是なりと︑教

村は一家の如く和合して︑︿略﹀︒

十一佃4皆野

ぼしん

育勅語のり給ひ︑戦後纒管かくこそ
と︑戊申の詔書かしこしや︒
ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑

風號び海怒りて︑波浪山

れたるは午後一時三十分にして︑

︿略V︒

十二68図

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

十一一14図

我等が身を修め︑世に諒するの道を

︿略﹀︑熟練なる我が砲手

は物ともせず︑︿略﹀︒

イ

イ

ツ

ツ

敵はかなはじと︑にはか

我は急に其の前路をさへ

明くれば二十八日︑天よ

うつりよう

︿略﹀︑欝陵島附近に集

殊二我が軍ノ損失・死

日々の天氣は我等の生活

十一一185図 信號は警報の種類により

に大なる關係あり︒

十ニー64図

ト信仰スルノ外ナク︑︿略﹀︒﹂

カウ

傷ノ僅少ナリシバ︿略﹀二依ルモノ

十一一109領導

爲ノ能クスベキニアラズ︒

ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人

ミ

ヲ牧メ得タルモノハ︑一二天皇陛下

十一一108三国 ﹁︿略V前記ノ如キ奇績

爲ノ能クスベキニアラズ︒

ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人

ミ

ヲ牧メ得タルモノハ︑一二天皇陛下

十ニー08図画 ﹁︿略﹀前記ノ如キ奇績

かに水雷艇三隻に止れり︒

十二ー03図 く略V︑沈没したるもの僅

はるかに信書の黒煙を見る︒

りて敵を待ちしが︑東方に當りて︑

十一一82図

く晴れて海波静かなり︒

十二79図

ぎりて攻撃せしかば︑︿略﹀︒

十一一72図

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

十二72図

は物ともせず︑︿略﹀︒

十二68図

示し給へるものにして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑常に國家を思ひ︑

臣民をあはれみ給ぶ大御心の葬察せ

十ニー9図

らる＼は︑かしこしともかしこき極
みなり︒

︿略﹀︑明治の聖世を開か

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十一一22図圃神代より承けし寳をま
國︒

十二29図

せ給へる御盛運故なきに非ず︒

十二31図陛下は忠勇なる我が臣民
を深く信頼し給ひて︑︿略V︒

十二38図此の御製を舞讃しては︑

文武道を異にすれども︑

何人も義勇の心にをどり立つなるべ
し︒

十二41図

國に墨す誠は一なり︒

文武道を異にすれども︑
國に草す誠は一なり︒

十一一41図

かちに心を許さざらなん︒

十二42図齪波風の．ゑ・つかなる日も
船人は

此の心なり︒

我が海軍は︿略﹀︑遂に

十二44図治に居て齪を忘れざるも
十二52図

之と會して︑世界史上空前なる大海
戦となれり︒
﹁︿略﹀︒﹂との信號旗が戦

闘旗と共に我が旗艦三笠にか＼げら

十二510図
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て異なり︒

︿略﹀︑又航海中の船は早

く港に入りて難を避くることを得る

十ニー91図

なり︒

衆望ー96図 天氣圖とは︿略﹀︑あた
かも天上より下界を見下すが如く︑

さく

又其の強弱は矢の羽の数

一目に全國天候の如何を示すものな
り︒

十一一202図
にて表すなり︒

實用二重キヲ置キ︑其ノ注意ノ周到

保の母は一時に二子を失 十二367図 本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑
ナル︑無下マレニ見ル所ナルベシ︒

十二318図
ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの外︑

本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑

ナル︑縣下マレ量見ル所ナルベシ︒
あうう

實用二重キヲ置キ︑其ノ注意ノ周到

十二367図

﹁︿略﹀︒﹂とて︑少しも悲しむ色を見
せざりき︒

十一一3110図囹﹁二子の君の爲に職死

もん

高倉﹁年老いて其の任

一日も守なかるべからず︒

十二381図園

りと聞く︒

﹁汝多年嘉明と不和な
コロ同誌の嘉明と相悪む

十二3710田園

にあらず︒﹂とて之を否む︒

十二377図園

て︑

是等の人々は︿略﹀︑能 十二375図 會津は奥羽重要の地にし

せるは家門の轡なり︒

十二323図

ぜんに

く其の類すべき道に虚したる我が國

ゑ

︿略﹀︑松下暉尼の倹約を

婦人の實例にして︑︿略﹀︒
いま

十一一328図

守りたる︑鈴木今右衛門の妻の慈善
を行ひたる︑皆後世女子の規範とす

︿略﹀︑柵を城外に廻らし︑

べき徳行なり︒

なは

十一︻271図

縄を城下の河中に張りて︑城兵のひ

是は公の大事なり︒

は私の小事なり︒

十二382図園

︿略﹀︑如何なる事攣に際

しても︑自若として其の常を失はざ

本校舎ノ建築ハ質素堅固

ナル︑縣下マレニ見ル所ナルベシ︒

實用二重キヲ置キ︑其ノ注意ノ周到

十二409図

然れども強秦の兵を趙

是等は現時噴火の止れる
就中噴火口の最も大なる

其の噴火口の大きさは日

最も東なる根子岳は七面

第一と構せらる︒

本第一たるのみならず︑亦實に世界

十二406図

を肥後の阿蘇山とす︒

十一一404図

火山なれども︑︿略﹀︒

十二403図

にするが爲なり︒﹂

家の急を先にして︑私のうらみを後

十二396図里余の彼を避くるは︑國

が爲なり︒

國に加へざるは廉頗と我と二人ある

十二394図園

︿略﹀︒

高かりし廉頗之を見て心安からず︑

れんぱ

趙の將軍にて武功の聞え

︿略﹀︑其ノ席末二列スル

十二387図

リ︒

十二358図

︿略﹀︑教育ノ普及嚢達ハ

ヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル所ナ

十二356図

るは日本女子の美徳なり︒

十一一341図

そかに逃れ二つるを防ぐ︒

糧食を訟せるのみ︒

十二272図 城中には僅かに四五日の
十二279餌差 ﹁︿略V︑若し向ひの山
にのろしのあがるを見ば︑幸にして
城を出でたりと知れ︒

十二282図 時は十四日の月夜なり︒
すご き

年ヲ追ウテイヨく盛二︑今や全國

十二286図園 ﹁水方にみなぎれり︒

流をさかのぼる鰭の縄にふる＼なら

就魚見童ハ學齢見童百分ノ九十七ヲ
越工︑︿略﹀︒

十二362図

得︑︿略﹀︒

風・採光ニツナガラ其ノヨロシキヲ

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑通

十二364図

ルコト日一日ヨリ急ナリ︒

︿略﹀︑奪還ノ増設ヲ要ス

ん︒﹂

十二292図 勝商事急なればとて直ち
に引返す︒

十二297図園 ﹁明日城門に行きて︑
﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹂と告
げよ︒

十一一2910図勝商城に向ひ︑高らかに
號んで鳴く︑︿略﹀︒

を帯び︑侍女数人と弓を取りて盛に

十二312図 形名の妻︑︿略V︑自ら劔 十一一367図 本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑
弦を鳴らせり︒

つる

山とも構し︑︿略﹀︒

中岳は現今活動せる部分

にして︑其の火口は直樫六百メート

十一一415図

︿略﹀︑盛に水蒸氣とよな

ルの圓形をなし︑︿略V︒

十二418図

烏帽子岳は︿略﹀︑其の

と構する火山灰とを噴出す︒

阿蘇山は此の如く複雑な

北なる杵島岳も亦頂上に三箇の噴火

十二422図

口を有す︒

十二423図

阿蘇山は此の如く複雑な

る一大火山にして︑︿略﹀︒

る一大火山にして︑︿略﹀︒

十二423図

火山山峰の潤むる面積は

我が國は氣候温に︑地味

是即ち農業の起原なり︒

百十三平方里にして︑︿略﹀︒

十二425図

十二439図

︿略﹀︑米の作付反別は

古來瑞穗の國の名ある所

みつほ

肥え︑極めて耕種に適し︑︿略﹀︒

十二4310図

十二442図

以なり︒

︿略﹀︑其の牧穫は年々凡そ四千六七

十二446図

︿略﹀︑委の作付反別は

百萬石にして︑︿略﹀︒

我が國の米は品質優良に

︿略﹀︑其の牧穫は年々凡そ二千萬石

十二447図

なり︒

十二448図

我が國の米は品質優良に

して其の味最も美なり︒

して其の味最も美なり︒

十二448図

養慧も亦早くより開けて︑

今尚盆く盛なり︒

十二449図
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十二452図 茶も平着に栽培せられ︑
輸出債額年々﹈千萬圓に達す︒

十二453図 我が國の農業中等も開け
ざるは牧畜の業なり︒

十二454図 是正が國の二型・風土の
︿ 略 ﹀︑四面皆海にして︑

牧 畜 に 適 せ ざ る に あらず︑︿略﹀︒
十二45忽図

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食
︿ 略﹀︑四面皆海にして︑

すること少く︑︿略﹀︒

十一一455図

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食
す る こ と 少 く ︑ ︿ 略V︒

十一一458図我が國の農業は︑決して
現状を以て漏足すべきにあらず︒
耕地の面積二大なるが如

耕地の面積廣大なるが如

くなれども︑総面積の約一割五分に

十一一459図

過ぎず︒

十一一459図

くなれども︑総面積の約一割五分に
過ぎず︒

十一一461図 西洋諸國の耕地が其の総
面積の二割より六割に及べるに比す
れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑善良なる耕作用の

更に之を盛にし︑︿略﹀︒

十二465図家畜の飼養に至りては︑
十二465図

︿略﹀︑善良なる耕作用の

牛馬︑強健なる軍 用 の 馬 匹 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二465図

牛馬︑強健なる軍 用 の 馬 匹 ︑ ︿ 略 V ︒

更に之を盛にし︑︿略﹀等を供給せ

十二467図家畜の飼養に至りては︑

んこと︑實に今日の急務なり︒

是愚なる誤解なり︒

是斜なる誤解なり︒

き職業の如く思ふものなきにあらず︒

十二469図世には農業を以ていやし
十一一469図

十二469図

十二507図

東西ノ交通量ニシテ千里

商人ノ第一二重ンズベキ

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

ガ如キハ︑︿略﹀︒

十二532図 ︿略﹀︑正直ナル商人ノ爲

強兵ヲ以テ知ラレタル我

スベキ事一一アラズ︒

十二535図

ガ國即興國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

急務ニシテ︑︿略﹀︒

圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ商人

十一一536図 ︿略﹀︑海外貿易ノ焚展ヲ

我が國胡蜂國＝シテ︑海

ノ國家二封スル義務ナリ︒

なり︒

十一一551図

十二551図

是我が南満洲七道の起嵩

ふとう
市街建築物及び埠頭等頗

満洲内地屈指の市場にし

しゅざんぱう

其の西南なる首山墜は高

要なる駐割地なり︒

十一一551図 ︿略﹀︑我が駐耳茸の重

ちゅうさつ

要なる駐割地なり︒

ちゅうさつ
︿略﹀︑我が駐一軍の重

て︑我が駐割軍の重要なる駐劉地

ちゅうさつ

十二5410図

る規模の壮大なるを見る︒

十一一546図

なり︒

十二546図

望ナリ︒

十一一541図 海外貿易ノ三陸ハ頗ル多

外交通ノ便最モ多ク︑︿略﹀︒

商人ニシテ信用ヲ失フト 十二539図

廣告ハ商業襲展ノ有力ナ

廣告ハ商業襲展ノ有力ナ

ノ商略ナリ︒﹂ト︒

ル手段ナリ︒

十二526図
十二526図
ル手段ナリ︒

しゅざんぱう

但シ不正當ナル手段・廣 さ僅かに三百鯨尺の小山なれども︑

︿略﹀︒

十一一552図 其の西南なる峰山塗は高

十二5210塁壁シ不正當ナル手段・廣 さ僅かに三百鯨尺の小山なれども︑

ガ如キハ︑︿略﹀︒

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

十二5210図

スベキ事ニアラズ︒

︿略﹀︑世界ノ各楽照亦皆 十一一531図 ︿略﹀︑正直ナル商人ノ爲

比隣ノ如キ今日二於テハ︿略﹀︒

十二5010図

我が商品ノ市場一一シテ︑全世界ノ人
ハ皆我が商責ノ花客ナリ︒
︿略﹀︑世界ノ各國ハ亦皆

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人

農業は我等が生活に必要 十二511図

ハ皆我が商責ノ花客ナリ︒

十二5110図

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

農業は我等が生活に必要 十一一516図人種・風俗ノ異ナルニ依

なる材料を作り出す所以にして︑

十一一4610図

︿略﹀︒

十一一4610図

農業に從心するものは多

なる材料を作り出す所以にして︑
︿略﹀︒

十一一472図

ハ信用ナリ︒

十二5110図

キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

見本ト現物トヲ異ニシ︑
約束ノ期限ヲ違へ︑︿略﹀︑商品ノ品

十二523図

ナリ︒

質ヲ下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以

約束ノ期限ヲ違へ︑︿略﹀︑商品ノ品

農業に習事するものは 十二522図 見本ト現物トヲ異一一シ︑

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼
属し︑︿略﹀︒

﹁農は人の職業中景も

︿略﹀︑身髄常に健全なり︒

十二473図
十二473手織

﹁農は人の職業中押も

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆
なるものなり︒﹂

質ヲ下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以

十二474図圏

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

ナリ︒

増

﹁農は人の職業中最も 十二524図故二日ク︑﹁正直ハ最善

なるものなりQ﹂

十一一474図園

福井・石川・富山

とやま

近年ぞみに産額の

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆
なるものなり︒﹂

十二496図齪
ほくろく

世界無比なる七里の

羽二重織の輸出品︒

思せしは北陸の
なる

十二499図團

我が工業のほこりにて︒

︿略﹀︑やぎ出し蒔給の

名は海外にヤゴうけり︑︿略﹀︒

精巧も

十一一4910図蟹
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︿略﹀︒

しゅざんばう

十二552図 其の西南なる首山里は高

しゅざんぱう

さ僅かに三百饒尺の小山なれども︑
︿略V︒

十一一553図 其の西南なる首山斗は

しゅざんばう

︿略﹀︑遼陽防備の要害地にして︑
︿略﹀︒

十一一553図 其の西南なる首壁塗は
︿略﹀︑明治三十七八年要役激戦地の
一なり︒

十二578図

かう
撫順は満洲屈指の炭坑地
其の炭坑は炭層厚く︑炭

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

十二5710図

此の盆道は日露戦役中に

量亦豊富なり︒

十二583図
安東縣は鴨緑江附近の森

急設したる輕便鐵道にして︑︿略﹀︒

十二586図

︿略﹀︑大連より僅かに二
ろつば

林より伐出す木材の集散地なれば︑
︿略﹀︒

十二589図
よ

テームスとセーヌとはス

欧羅巴第一の大都會にし
欧羅巴第一の大都會にし

頗る困難なり︒

十二609図

築物なり︒

凱旋門は有名なるナポレ

凱旋門は︿略﹀︑壮大な

最も人目を引くものは國

最も人目を引くものは國

甚だ大ならず︑︿略V︒

會議事堂なりといへども︑其の規模

十二653図

ること世界第︸と構せらる︒

十二651図

オンの計蚕に成れるものにて︑︿略﹀︒

十二651図

オンの計圭旦に成れるものにて︑︿略﹀︒

︿略﹀壮大なる建築の 十二649図 凱旋門は有名なるナポレ

︿略﹀壮大なる建築の

敷々高く中空にそびゆるのみならず︑
︿略﹀︒

十二609図

寂々高く中空にそびゆるのみならず︑

人家も多くは六七層にして︑町幅も
亦之に適へり︒

︿略﹀︑人家も多くは六七

十一一709図

此の如く全然移住するは

一定の季節に最も多数の

︿略﹀︑温暖なる地方に移

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

少壮有声の闇を徒に遊び

は先頭に進める一部に過ぎず︑︿略﹀︒

十二697図

次第に其の数を加ふ︒

らんと欲するもの期せずして相集り︑

十二691図

る地鼠の一種なり︒

移住を見るはく略﹀レミングと肥す

十二6810図

居を轄ずるは珍しきことにあらず︒

十一一673図 ︿略﹀︑食物を追うて其の

とにあらず︒

を追うて其の居を轄ずるは珍しきこ

稀に見ることなれども︑︿略﹀︑食物

十一﹇671図

稀に見ることなれども︑︿略﹀︒

十二671図此の如く全然移住するは

移住なり︒

十二6510図此の如きは動物の一時的

甚だ大ならず︑︿略V︒

會議事堂なりといへども︑其の規模

︿略﹀︑人道と車道との間 十二654図

層にして︑町幅も亦之に適へり︒

十二6010図

十一一614図

倫敦は世界第一の大都會

なる左右二列の線樹は枝を交へて︑
雅麗忍なし︒

十二625図

なれども︑古き都市にして街路狭け
れば︑︿略﹀︒

倫敦は︿略﹀︑古き都市
倫敦は︿略﹀︑古風の乗

にして街路狭ければ︑︿略V︒

十二626図
十二628図

電車の便の最も開けたる

電車の便の最も開けたる
して乗心地甚だ好し︒

は伯林にして︑︿略﹀︑車内亦清潔に

十二636図

慮なく︑︿略V︒

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二635図

多きは巴里を第一とし︑︿略﹀︒

て︑亦實に世界第一の大都會なり︒
合馬車を以て主なる交通機關とす︒
どいつ
然れども近年等温里下の 十二632図 壮麗なる馬車・自動車の

年々著しく増加する勢なれぽ︑︿略﹀︒

盛に登展すると共に︑首府の入口も

十二5910図

十二599図

て︑亦實に世界第一の大都會なり︒

十二598図

何れも壮大にして︑市の美観を添ふ︒

十一一596図︿略﹀︑之に架したる橋は

く︑︿略﹀︒

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣

十二595図

十二555図く略V奉天は︑遼陽の北 週間にして欧羅巴の中央に入るべし︒

しゃか

約四十哩︑南満洲町道中央停車場の
ある虜なり︒

十二559図奉天の南方沙河の名も永
く世人の忘れざる所なるべし︒

十二561図 長春は南満洲鐵道最北の

旅荘線は︿略﹀︑日清・

騨にして︑大連よりこ＼に至る四百
三十六哩︒
十一一566︐図

日露両役に有名なる旅順口に達す︒

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十二569図 其の後方の山々は皆我が
し︒

著しく増加する勢なれば︑其の巴里

く略V︑首府の人口も年々
と同数に至るも亦甚だ遠からざるべ

十二601図

口にありて︑遼河水運の起嵩なれば︑

十二573図 螢口は︿略﹀︑碧空の河

︿略﹀︒

十二603図市の中央最も繁華なる庭

煮湯は國會の最も早く開
けたる國にして︑︿略V︒

十二642園

會議事堂は第一に観客の目を引く建

市の中央最も繁華なる虞 十二644図 ︿略﹀︑テームス河岸の國
は道幅挾く︑車馬街上に満ちて往來

十二604図

頗る困難なり︒

し︒

十二575図 螢口は︿略﹀︑商業港と
かす
して︑豆類・豆油︒豆粕の輸出甚だ

は道幅狭く︑車馬街上に満ちて千丁

かう

盛に︑大連と共に満洲の二大門戸と
構せらる︒

撫順は満洲屈指の炭坑地

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

十一一577図

141

なり一なり

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか
優柔不断其の事業に取掛らざる中に︑

快活なる精神を以て熱心

るべし︒

十二732図

良好なる時機を失ふこと多し︒

十二715図 常に前を望みて︑徒に後
快活なる精神を以て熱心

に其の事業に從則せば︑︿略V︒

て︑︿略﹀︒

十一一739図

うなりき︒

始めて西半球の陸地を獲
たりや

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ

いすばにや

︿略﹀︑彼をして其の志を

黙したるは伊太利人コロンブスにし

い

十二738図

に其の事業に從事せば︑︿略﹀︒

現 ．在の職務に話芸なれば︑ 十二733図

を顧みることなかれ︒
十一一718図

上下の愛敬・信用其の身に集り︑心
廣く︑幽胆ゆたかなり︒

上下の愛敬・信用其の身に集り︑心

十二719図 現在の職務に言意なれば︑

是即ち遠きを慮る所以な

廣く︑比ゆたかなり︒
十一一719図
り︒

︿略﹀︑印度地方の生石・

地にして︑︿略﹀︒

十二741図
おう

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
︿略﹀︑便利なる航路を開

等の港を纒て欧洲へ輸入せり︒
十一一743図

︿略﹀︑便利なる航路を開

かんことは欧洲人一般の希望なりき︒
十一一744図

︿略﹀コロンブスは最も

かんことは欧洲人一般の希望なりき︒

十二746図

コロンブスは初より世界

熱心に之を考へ居たり︒

十二747図

︿略﹀思へらく︑若し欧

は球形なりと信じ︑︿略﹀︒

十二759図

し

な

羅巴より西へ向って進まば︑印度に
達する前︑日本又は支那に到着する

十二761図

︿略﹀︑地球を論りに小さ

く見たるコロンブスの誤は遂に此の
大饗見を成さしむる基となりしなり︒
ぼるとがる

コロンブスは葡萄牙に客

遊撃︑熱心に此の説を主張したりし

十二762図

が︑︿略﹀︒

ほうでう

十一一812図 コロンブスの遠征時代は

赤穗浪士が︿略﹀︑遂に

次第に其の椹力を四隣に張らんとせ

︿略﹀︑北條早雲が小田原城に生りて︑

る頃なりき︒
あかほ

十二8510図

主君の仇を報じて︑從容死に就ける

は徳川時代に於ける史上の一美談た

るのみならず︑日本武士道の精華を

く略M︑今日はコロンブス

﹁主人は死し︑主家は

が遠征隊出雲の日なりとて︑西班牙

十二768図

るべし︒

十一一887図 出入口の混雑せる程なれ

みて良雄の面前に出す︒

へ︒﹂と︑足の指に魚肉敷片をはさ

十二8610図園

獣ならば︑かくして食

るを知らず︑人面獣心とは汝の事な

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二8610図園

パロスの港は未明より人の山を築け

遠征の船は三隻の小謡に

襲噛せるものといふべし︒
り︒

十二772図

是より先は未だ航行せし

して︑乗組総敷は一百二十人︒

次第に不安の念を生ぜり︒

ば︑︿略﹀︑総べて家内に不整頓・不

︿略﹀︑朝の風を聞きては

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

始末の事多きが故なるべし︒

十二782図

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

十二888図出入口の混雑せる程なれ

ば︑︿略﹀︑択べて家内に不整頓・不

コロンブスは濁り堅固な

ず︒

る決心を以て動かざること山の如く︑

始末の事多きが故なるべし︒

十二784図

︿略﹀︒

︿略V︒

我が烏鳶土御門天皇の御代にして︑

十二895図家内のよく整頓せる程の

清潔なるものなり︒

家は日々のふき掃除も必ず行届きて

十一一895図 家内のよく整頓せる程の

置くは主婦たる者の務なり︒

て用を足し得る様に︑極りよく整へ

十二893図 ︿略﹀︑暗き時にも手探に

置くは主婦たる者の務なり︒

て用を足し得る様に︑極りよく整へ

十時頃はるかに一嵩の燈 十一一893図 ︿略﹀︑暗き時にも手探に
船員皆歓喜して︑︿略﹀︑

火をみとめしが︑︿略﹀︒

十一一7810図

十一一797図

是今の西印度諸島の一な

孚ひてこれまでの不興順なりし罪を
謝せり︒

り︒

十二801図

く見たるコロンブスの誤は遂に此の

コロンブスの遠征時代は
大襲見を成さしむる基となりしなり︒

十一一7510図 ︿略﹀︑地球を齢りに小さ 十二8010図

ならんと︒

ことなき大洋なれば︑乗組の人々も

十二7110図富貴は人の共に欲する所︑ 十一﹇7310図 當時伊太利は貿易の中心 十二779図

く略 V ︑ 富 貴 な る 者 必 ず し

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ
ども︑︿略V︒

も樂しからず︒

十一一721図

十二721図 貧賎なる者必ずしも苦し
からず︒

十二723図 守る所正しければ︑心に
憂苦なく︑行ふ所直ければ︑身固に
自由なり︒

不義にして富み且貴き

は︑我に覧て浮雲の 如 し ︒ ﹂

十一一726図説

︿略 ﹀ ︑ 此 の 事 は 必 ず 成 る

べしと賛悟して︑熱心に其の事に從

十一一729図

ふを以て︑成功は期せずして到る︒

結果を思ひわづらひて︑優柔不断其

十二7210図引込思案の人は徒に其の
の事業に取掛らざる中に︑良好なる
時機を失ふこと多し︒

十二732図 引込思案の人は︿略﹀︑

なり一なり
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家は日々のふき掃除も必ず行届きて
清潔なるものなり︒

凡そ家内の掃除は座敷・

︿略﹀︑むつまじく打揃う

くること最も多し︒
ぜん

十一一919図

て夕の膳に向ふ時︑一日の勢苦は忘
れられて︑更に明日の活動を思ふな

十一一896図

居間・集信のみならず︑便所の隅よ

倹約を守るは大切なれど

︿略﹀︑人情にそむき︑義

つ上にも必要なり︒

十二936図

智徳の最も圓満に爽達せ

て人を動かせしなり︒
十一一9510図

く略V︑公園の樹木を折取

るが如きは︑公徳の低きを示し︑大

十二989図

く略V︑他人の安眠をさま

國民の品格を傷つくるものなり︒

十一一994図

たぐるが如きは︑文明國民の爲すべ

孔子の孫子思の詳説を受

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

きことにあらず︒

十二963図

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

我等の學ぶべき事ならず

外巨人に接するにく略V

度量の狭く︑品格の低きを示す所以

ばざるが如きは︑却って我が流民の

て︑︿略﹀︑甚だしきは之と交るを喜

十一一川3図 國力我に劣れる國民を見

なり︒

等しく之を親愛するは大國民の度量

十二㎜10図

や︒

十二柵7図

の規則あり︒

十二9910図︿略﹀︑之に必要なる諸種

種の規則あり︒

を尊ぶものなれば︑之に必要なる諸

土ハ螢造物に在りては︑敏速と規律と

十二999図︿略﹀交通機關︑︿略﹀公

は孟子なり︒

孝纒に甘く︑﹁身を立て︑

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

十二972図

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

官位・門地・技術・財産

十二973図孟子の如きは即ち其の一
人なり︒

十二976図

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人
としても自ら高尚なる品格を要する
が如く︑︿略﹀︒

るものなれば︑國民の品格といふも

群民各自の行司をつ・し

にして︑︿略V︒

市街・道路を不潔にし︑

利害を考へて其の行爲をつ﹂しむ徳
義をいふ︒

十二986図

︿略V︑公園の樹木を折取るが如きは︑
︿略﹀︒

十二梱10図

なり︒

我等五千萬の同胞は

くも其の國民の品格の知らる＼もの

行く人の容儀等を見れば︑︿略﹀︑早

十二棚8図 他國に行きて︑︿略﹀︑道

の知らる＼ものなり︒

交へずして︑早くも其の國民の品格

同情を詳にせず︑其の國人と一語を

行く人の容儀等を見れば︑未だ其の

十二棚7図 他室に行きて︑︿略﹀︑道

格を高むる所以なりといへども︑
︿略﹀︑殊に他国人の注意

︿略﹀︒

み︑品格を重んずるは即ち國民の品

十二982図

亦各個人の品格の外に出でず︒

﹁孔子は年少にして禮

人と怠り禮を好み︑温良・恭倹なり

き︒

十二983図

を引くものは社會の公徳及び流民の

十二946図

父父たり︒子子たり︒﹂とは孔子が

公徳とはく略V︑公共の

度量なりとす︒

を服せりといへども︑孔子は義を以

物品を大切にする等︑総べて衆人の

我︑罪を魯君に得たり︑ 十二985図

如何にせば可ならん︒﹂

十二955口口凶圏

景公に教へたる語なり︒

﹁君君たり︒臣臣たり︒

十二9310図是孔子が十七歳の時なり

を好めり︒

十二938図園

き︒

ろ
孔子は魯といふ國に生れ︑ 十二979影堂民は個人の集合より成

十二928図身分相當の交際は家を保

むべき事なり︒

理に外れても︑費用を惜しむは賎し

十一一927図

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

十二926図

破り︑家を亡す基なり︒

身分不相當の活計は産を

り︒

じまり

十一一924図

り下駄箱の奥までも注意せざるべか
らず︒

十二898図 其の他食器・衣服等何事
にも清潔を旨とするは衛生上にも必
要なる事なり︒

十二898図 其の他食器・衣服等何事
にも清潔を旨とするは衛生上にも必
と

要なる事なり︒

十二899図戸締の用心よりも火の
用心は一層大切なり︒

十二903図主婦は寝に就く前︑︿略﹀︑

戸締を爲すと共に火の用心を忘れざ
る様にすべし︒

︿略﹀︑何人も病にをかさ

十二904図 一家中に病人なき程仕合
なる事なし︒

十二906図
れぬ様にすべし︒

十二907図 病氣のみに限らず︑何事
にても少しの不注意は大いなる禍を
招く︒

十二908図 病室のみに限らず︑何事
にても少しの不注意は大いなる禍を
招く︒

動は藺相如が秦王を叱したるとは

しん

異なり︑︿略﹀︒

りんしゃうじよ

十二9010図 若し家内に街宣病等に 十二958心音の會に於ける孔子の行
しても相盗まぬ次第ならずや︒

か＼るものあらば︑︿略﹀︑世間へ封

のものなれば︑毒見は母の感化を受

十二912図男子は外に出でて不在勝 十二9510図 ︿略﹀︑相如は氣を以て人
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︿略﹀︑一言二行の間にも︑大國民
の品格を高むるの用意あるべきなり︒
︿略﹀︑地方自治の精神に

基づきて︑其の團膿の幸福を進め︑

十二麗6図

國 ︻ 運 の 獲 展 を 期 するは↓なり︒

十二撹9図 地方人民協同一致して︑

大いに力を是等の事業に忘すべきな
り︒

︿略﹀︑別に曝露二瀬を設

皇族・公侯爵︑同坐の互

けて︑廣く衆議を聴く機關に供せさ

十二柵1図
せ給へり︒

十二欄8図
選せる伯子男爵︑國家に動勢あり又

︿略﹀︑

属すべく︑︿略﹀︒

十二欄4図

一般選學人も

︿略﹀参政の公職に最も適任なる人
天皇陛下を大元帥と仰ぎ

物を選出せざるべからず︒
十一一佃7図

︿略﹀軍人に下し給へる

奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑
︿略﹀︒

十二佃10図

勅諭こそ一般國民の寸時も忽にすべ

は學識あるものより勅任せられたる
もの︑及び︿略﹀十五人の中より一

︿略﹀︑誠意其の團髄の爲に力を致す
此の精神は實に自治制の

︿略﹀軍人に下し給へる

十二椥3図勅諭は先づ我が國の軍隊

からざるものなれ︒

勅諭こそ一般國民の寸時も忽にすべ

十二佃10図

からざるものなれ︒

衆議院は︿略﹀︑議員の
帝國黙認の主要なる任務

が豊幌天皇の統率し給ふ所なること

く略V︑復古の政と共に陸

を諭し給ひ︑︿略﹀︒

るぞ︒

十二柵7図朕は汝等軍人の大元帥な

詳に御諭しあり︑︿略﹀︒

海軍の今の制度を定め給へる由來を

十二m5図

は法律及び歳出・歳入の豫算を議定

雨院の決議一致すとも︑
ぜざるなり︒
十一一佃10図

十二柵1図

帝思議會の協賛は響町の

道を開かせ給ふ聖慮に心ならず︒

請願といひ︑︿略﹀︑要は下情上達の

故に下級の者の上官の命

血氣にはやりて︑粗暴の

正の軍人にあらず︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二佃1図血忌にはやりて︑粗暴の

正の軍人にあらず︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二佃1図

と思ふべく︑︿略﹀︒

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

十一一擢4図

に忠節を重んじ︑︿略﹀︒

上奏といひ︑建議といひ︑ 十一一川6図︿略﹀︑軍人たる者は一途

天皇の裁可を纒ざれば其の効力を生

十二鵬4図

るときは︑帝國議會の協賛にあらず︒

十二柵2図若し爾院の決議一致せざ

するにあり︒

十一一柳3図

任期は四箇年なり︒

十二伽2図

られたるもの是なり︒

人を互選し︑其の選に要りて勅任せ

の精神是なり︒

十一一槌9図
根本にして︑又其の生命なり︒

︿略﹀︑議員の纒費を議す

根本にして︑又其の生命なり︒

十二槻10図 此の精神は實に自治制の
十二欄4図

眞に自治の精神に富める

るも︑義母に此の公平なる精神を以
てすべし︒

十一一悩2図
者は︑公平無私︑︿略﹀︑其の他には
何等の私心を有せざるなり︒

事務に罷る者︑如何に其の職務に忠

十一一期4図公吏・議員等直接公共の
實なるも︑一般人民の之を助くるな
くんば︑︿略V︒

十二脳5図 く略V︑自治團膿の圓平な
︿略 ﹀ 自 治 團 膿 の 事 業 は ︑

る登達は得て望むべからず︒

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

十一一悩9図

地方人民の一般に之を尊重し︑之に

墨黒議長の協賛は國家の

及すものなれば︑︿略V︒

︿略﹀︑議員たる者は至誠
奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

十二欄3図

及すものなれば︑︿略﹀︒

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

十二佃2図

協力するによりて︑始めて其の効果
を全うすることを得べきなり︒

十二悩2図 ︿略﹀︑産業の焚達︑風俗
の改善︑人心の作興に息むるが如き
は︑皆公共心の畿 動 に し て ︑ ︿ 略 V ︒

十二価4図︿略﹀︑地方人民たる者は

︿略﹀︑十分に自己の職務

を書す人を眞の大勇の人といふべし

十二佃3図

と訓へ給ふ︒

十一一冊6図故に十分に信義を薫皿さん

と思はば︑︿略﹀︒

んが爲に大いなる順逆を誤り︑︿略V︒

十二備9図︿略﹀︑小さき信義を立て

十一一榊7図 ︿略﹀︑ゆめ此の訓を忘る

なと︑ねんごろに戒め給ふ︒

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十二網10図 く略V︑此の五箇條を行は

給へり︒

心誠ならざれば︑如何な

ふくよう

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十二隅10図

何の用にか立たん︒

＋一年3図︿略﹀︑返すぐも服汗す

べき大御言ならずや︒

へるものなれども︑︿略V︒

十二価5図此の勅諭は特に軍人に賜

十二価6図上の勅諭は︿略﹀︑猫り

太古以來忠節の心にあっ

軍人としての心得なりと思ふべから

ず︒

きは︑我が國民の世界に無比なる美

十二備7図

太古以來忠節の心にあっ

徳にして︑︿略﹀︒

きは︑我が國民の世界に無比なる美

十二価7図

く略V︑古平の歴史上の事

徳にして︑︿略﹀︒

十二価8図

禮儀も亦軍に軍隊の間に

蹟は十分に之を謹明せり︒

行はる＼に非ずして︑︿略﹀︒

十二価9図

來のほこりとなす所なり︒

十二柵1図武勇の精神も亦考選が古

私もみんなと一しょの分は

まじめになり過ぎましたので︑にい

八107團
さんによそ行の顔だといって笑はれ
ナリダス

十二描4図 海送かば水つくかばね︑

︽ーシ︾

﹇鳴出﹈︵五︶2

ました︒

鳴り出す

なりだ・す

︿略﹀︒といふ忠勇の精神は我等が祖

先の教訓なり︒

一そう手入をして︑來年は

方は︑今年はまだ實がなりません︒

七676囲

︿略﹀︑こんな見事な桃がな

たくさんならせて︑︿略﹀︒

七692．国

るのなら︑植ゑて見たいと申して居
りますσ

一364カミナリガナリダシマシタ︒ 十295 ︿略﹀︑大きなだいくの木が

十二備6図 信義は人と交り世に庭
五462

米ガナル︒﹂

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ
モ

む程なってみる︒
ナル

なる
︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・

﹇成﹈︵四・五︶輔
成る

ニナ

﹁カクレンボヲシテアソ

ビマセウ︒ワタクシバオニ

二223園

アタルト︑モチ一白イト

ツテ︑ココニタツテヰマス︒

リニナツテ︑パツトトンデイキ

二363

マシタ︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二367ソレカラコノ人ノタニ

ッタトイヒマス︒

ツクリマセウ︒﹂﹁モウコンナニ

二407園﹁ミンナデユキダルマヲ

大キクナリマシタ︒﹂

二556ソノマツノ木ハ︿略﹀︑

ン大キクナツテ︑︿略﹀︒

二553ソノマツノ木戸ズンズ

一314ベンケイガウシワカマル

ニー53 シタヲミルト︑ミヅノ
ナカニモサカナヲクハヘタ犬

タ︒

ハヒヲトツテ︑カレ木ニ

ハメヅラシイ︒ミゴ

ソノウチニトノサマガ

ソノウチニトノサマガ

オトホリニナツテ︑︿略V︒

U

︿略﹀︒

ト︑ミゴト︒﹂トォホメニナツテ︑

二624

﹁コレ

ミゴトナハナザカリニナリマシ

ナゲカケマスト︑︿略﹀︑一メン ニ

二62一

トオホセニナリマシタ︒

二612 トノサマガ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

リニナツテ︑︿略V︒

くなる

ニナリマシタ︒

ニマケマシタ︒ソレカラケライ

大キナ太イ木口ナリマシタ︒
二606 トノサマガココヲオトホ

いあいなる・しゅっぱんあいなる・な

なる・おんおくりあいなる・こらいか

ーレ︾与あいなりおり・あいなる・お

ふ．る

な・る

四107ウチニバカキノ木ガニ

うめぼし︿略﹀︒五月・六

本アリマス︒今年ハ エダガヲ
レルポドタクサンナツテヰマスQ

ユフガタニナリマシタ︒

一512イッカセンセイガオハナ
アチラノソラガマツカ
オキクガイマオキヤクニ
第一あなたにも私にも豆が

ガヰマス︒ソノサカナモホシク

ナツテキマシタ︒

二8一

ニナリマシタ︒

二26

シニナリマシタ︑︿略﹀︒

一502

西洋西瓜には色々あるさう

瓜ノツルニハナスビハナラヌ︒

月實がなれば︑枝からふるひおとさ

します︒

七209囹
なります︒

七666国

二643

オホセニナリマシタQ

オトホリニナツテ︑﹁︿略＞Q﹂ト

ニオチテ︑フ

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ

ミヅノウヘ
モアリマス︒

ニー82

ナツテ︑︿略﹀︒

桃がじゅくしましたから︑

うまい實のなるやうなのをお願ひ申

でございますが︑なるべく大きくて

七181圏

五526

れて︑︿略﹀︒

五281圃

あって︑黄色い大きな實が枝もたわ

するに湿て最も大切なる事にして︑

ナル

みなりが鳴り出しました︒
﹇生﹈︵五︶1一

なる

︿略﹀︑にはかに雲が出て︑か

︿略V︒

十二柵6図 信義は人と交り世に虞
な・る

三341韻

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

するに於て最も大切なる事にして︑
︿略﹀︒

おきてなる︑

﹁コトシバホウネン︑ホ

十二備8図 平常質素を旨とすべきは

︿略﹀何人にも最も大切なること言
を待たず︒

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二柵2図此の五箇條は即ち皆我等
て︑︿略V︒

十二柵2図此の五箇條は︿略﹀︑軍
人として始めて守るべき事に非ず︒

人倫の常経なり︒

りん

十二柵3図此の五箇條は天地の公道︑
十二情4図 されば陛下も只略﹀︒﹂
と諭し給へるなり ︒

十二柵8図 是即ち我等の畳悟なり︒
べて︑漁一むを御 國 の

十二冊3図圏人の子どもの 起しな

うれしけれ ︒

いっしよについだ梨の木の

一一

學びの道の 六年をば︑卒へし今日
こそ

したわか木に︑もうこんなに大きな

︿略﹀︑差上げます︒一昨年つぎ木を

七669困

のがなったのでございます︒

我が友セらば︑健かユ︒
なり

十二伽10図図師の君セらば︑健かユ︒

︽ーギ︾

﹇成過﹈︵上一︶1

十一一梱1図圃

過ぎる

なりす・ぎる

U3

なりすぎる一なる

144

145
なる一なる

二65ートノサマヤ︑オトモノ人
ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ
ケニナリマシタ︒

テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ
シタ︒

チヘカヘルノモワスレテヰマ

リマス︒

︿略﹀︒

ウ︒﹂

ソノウチニウラシマハ

リマスカラ︑モウウチヘカヘリ

三703園

﹁︿略﹀︑アマリナガクナ

︿略﹀︑モウウチヘカヘリマセ

テ︑アリガタウゴザイマスガ︑

三701園

﹁イロイロォセワニナツ

ウチヘカヘリタクナツ乱足ラ︑

三697

ニハイヤ ニナ

一本ハキザハシデ︑モウ

アマクナリマシタ︒

四108

﹁糸が十五セン︑フデガ
七セン︑ミンナデニ十ニセンニ

四291園

﹁おきくさん︑おきくさん︑

はるになって︑だんだん

はるになって︑だんだん

あたたかになると︑︿略﹀︒

四288園

ありますまい︒

かうさむくなっては︑しかたが

四277園

ナリマス︒﹂

四258園

マスカ︒﹂

四254圏 ﹁ソノ細イノヲ別本ク
ダサイ︒ミンナデイクラニナリ

タイソウウマイカキデスQ

ウマイゴチソウモ毎日タ 四116 サハストアマクナツテ︑

ニナリマセウ︒

八ツニナル女ノ子ガア

ベルト︑シマヒ

三437ダレモ右ノ方ノナカマ 三693
ニハイルノハイヤデスカラ︑
ミンナガフンパツスルヤウニ

三 2 3 ム カ フ ノ山陰ハ︑ユキガ
ナリマシタ︒

マセン︒

モミジカクナツテ︑モウキラレ

ヰタワタイレハ︑ユキモタケ

三582私ガキヨネンマデキテ

リマシタ︒

三531

︿略﹀︑水の上へ出てきます︒

へもぐって︑しばらくたつと︑

三488又さかさまになって︑下

フツタヤウニ白クナツタトコ
一パ

ロガミエマス︒

三86圏﹁ボクモモウテニ
イニナリマシタ︒﹂
なりました︒︹ひ ら が な の ド リ ル ︺

三125へやの中まであかるく
三142園 ﹁日本宗匠ハ ヨワイモノ

バカリデ︑ジブンノアヒテニ
ナルモノハ一人モナイ︒﹂

ソレヲ天子サマガオキ

マセウ︒﹂

ソレヲ天子サマガオキ 三587 うみの水が︿略﹀︑どこ 三728 ︿略﹀︑トモダチモミンナ

キニナツテ︑︿略 ﹀ ︒

三145
三147

になってみるのは︑魚をつつ

見ルト︑︿略﹀︒

ふりさうになったので︑いそい

四82︿略V︑そのうちに雨が

センセイガチヨクゴヲオ

で山を下りました︒

四95

ヨミニナツテ︑︿略﹀︒

ちよに︑さざれ石の

いはほと

四102図圃君がよはちよにや
なりて︑こけのむすまで︒

四452園

う︒﹂

﹁三郎はこんやは大そ

﹁どうしてのしあはびを

︿略﹀︑なまぐさのしるし

つけるやうになったのでせ

四443園

をつかふやうになりました︒

四435園 それがだんだんにかは
つて︑今では紙で作ったのし

うもの知りになったね︒﹂

四356園

なりません︒﹂

がすくないから︑おもちには

四315園ごはんの米はねばりけ

キニナツテ︑︿略Vスマフヲオ
までもつづいてるます︒とほく
ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
あたたかになると︑︿略﹀︒
トラセニナリマシタ︒
の方では青そらといつしょに
ハ一人モアリマセン︒
四305園 ﹁もうすぐお正月です
三195 ユフガタニナツテモ︑オ
なってみるやうに見えます︒
三
7
3
3
ア
マ
リ
カ
ナ
シ
ク
ナ
ツ
タ
カ
から︑もち米をよういしなけれ．ば
ヤドリガオリテコナイトキニ
三602左の方にはなればなれ ラ︑︿略﹀︑タマテバコヲアケテ
なりません︒﹂
ハ︑︿略﹀︒

︿略V︑さざえのやうに︑

﹁どこでこんなにたく
ウラシマハ︿略﹀︑リユウグ

ゥノォキヤクサマニナツテ︑ウ

三686

さんおひろひになりました︒﹂

三642園

みるのもあります︒

ふかいつぼのかたちになって

三624

あげます︒

三282 ︿略﹀タケノコガ︑モウコ
てるる舟です︒
三737︿略﹀︑中カラ白イケムリ
ンナニノビテ︑私ノセイトオ
三608︿略﹀︑女や子どもも大ぜ
ガ出テ︑ウラシマハニバカニオ
い出て︑いっしよになってひき
ヂイサン ニ ナツテシマヒマシタ︒
ナジクラヰニナリマシタ︒

マダズツトタカクナリマセウ︒

三284 コレカラニ三日タツタラ︑
三29一 ダンダンノビルト︑タケノ

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ
ナリマス︒

イマニアノナヘガノビ

三316 アメガフリツヅイテ︑田
ノ水ガタクサンニナリマシタ︒

三345

なる一なる
146

なったのでせう︒

にのしあはびをつけるやうに
リマシタ︒

リ︑エライオ方ニオナリニナ

やうです︒

セン︒﹂

五21

大神はおどろいて︑あまの岩

︿略﹀︑今まであかるかったせ

になりました︒

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五17

所へおなげ入れになりました︒

大神がはたをおらせていらっしやる

五15

ある時生馬のかはをはいで︑

五78

天皇ハ國ノ中ノワルモノドモ

ヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑
︿略﹀︒

．天皇ハ︿略﹀︑天皇ノオクラ

ヰニオツキニナリマシタ︒

五81

そこで大ぜいと一しょになつ
私どものなかまは︑出合ふと

て︑せまい谷へ下りました︒

五88
五92

︿略﹀︑大キクナツテカラハ︑

天皇はこれをごらんになつ

て︑大そうお笑ひになりましたが︑

︿略﹀︒

五381

て︑大そうお笑ひになりましたが︑

︿略﹀︒

ほせになって︑すがるには小子部と

五384 天皇は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とお

︿略﹀︑馬モ車モ今見エタカト

いふ姓をたまはりました︒

五428

トンネルヲ出ルト︑マ解明ル

思フト︑スグ後下ナツテシマヒマス︒

五446

文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑

クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒

五448

クナツテ︑何モ見エマセン︒

海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑又暗

はじめのうちは遠くの方にき

ソノ中ニケモノが勝チサウニ

ソノ中ニケモノが勝チサウニ

シバラクタツト︑ケモノが負

イフハナシデス︒

出テ空ヲトビアルクヤウニナツタト

天皇はこれをごらんになつ 五558 ︿略﹀︑ヒルノ間ハ木ノウロヤ

くさん集めて來いとおほせになりま

五381

した︒

穴ノ中隔カクレテヰテ︑夜ニナルト

五557︿略﹀︑ヒルノ間ハ木ノウロヤ

ニツキマシタ︒

ケサウニナツタノデ︑︿略﹀︑鳥ノ方

五542

カタニナリマシタ︒

ナツタノヲ見テ︑︿略﹀︑ケモノノミ

五538

カタニナリマシタ︒

ナツタノヲ見テ︑︿略﹀︑ケモノノミ

五534

つて︑雨もつよくふってきました︒

こえてゐましたが︑だんく近くな

五464

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズンズンシ

ウ︒

五286圏

もとよりすつばいこのから

ましていくさのその時は︑
ソノ葉デコシラヘル茶が一番

昔雄略天皇がすがるといふ
人をおめしになって︑︿略﹀︒

五366

ゆうりゃく

ヨイ茶ニナリマス︒

五33一

なくてはならぬこのわたし︒

五298圃

そにそまって赤くなり︑︿略V︒

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

五287圏

そにそまって赤くなり︑︿略﹀︒

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

もとよりすっぽいこのから

ユツセヲセヨトイフ心デ祝フノデセ

五182

にぎやかになりました︒

なかまがあつまって來て︑いよく

四696園 オイシヤサマノオツシ すぐに一しょになるのがきまりです︒
五118 ︿略﹀︑右からも︑左からも︑
ヤルトホリノマナケレバナリマ

リマセン︒﹂

ブンデノマナケレバ︑何ニモナ

四687園

﹁イイエ︑オクスリハジ

まつ白になって︑はながさいた

四514︿略﹀︑オメデタイ時ノオ 四638はのおちた木もみんな
ソコヘカミサマガタガ

クリモノニナリマス︒

四57一
オトホリガカリニナツテ︑︿略﹀︒

四573 ︿略﹀カミサマガタガオト

ニナリマシ

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

オタヅネニナリマシタ︒

ホリガカリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

四577
﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘ
タQ

四582 白ウサギハ︿略﹀︑マヘヨ

リモカヘツテイタクナツテ︑ナ
ホナホクルシンデヰマシタ︒

トトイフ神サマが想出デニ

四585 ソコ ヘオホクニヌシノミコ
ナリマシタ︒

︿略﹀︑大ぜいの神さまがたは

かぐらをおはじめになりました︒

四587 コノ神サマハサキホドオ かいがくらやみになって︑︿略﹀︒
五26 よい神さまがたは︑︿略﹀︑お
トホリニナツタ神サマガタノ
弟ノ方デス︒

五32

手力男のみことといふ力の

コノ天皇ガワルモノドモヲ御
セイバツニナツタ時︑︿略﹀︒

五6一

とほりあかるくなったと申します︒

ゆうりゃく
︐五43 それでせかい中がまたもとの 五367
昔雄略天皇が︿略﹀︑こをた

ると︑︿略V︒

つよい神さまが︑これをごらんにな

五41

たちからを

あけて︑おのぞきになりました︒

︿略﹀︑大神は少しばかり戸を

手をたたいて︑お笑ひになりました︒．

四593 ︿略﹀︑フクロヲカツイデ

五36

コノ神サマモ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

イラツシヤツタノデ︑オソクオ
ナリニナツタノデス︒
四596

オタヅネニナリマシタカラ︑
︿略﹀︒

四615園 アナタハノチニハ︑キ
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ
クオナリニナリマスQ﹂

コトハ白ウサギノイツタトホ

四62一 ソノノチオホクニヌシノミ
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イフハナシデス︒

出テ空ヲトビアルクヤウニナツタト

穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜目ナルト

六122

六67図

六66図
ツバメ幅下ニナルト︑ドコカ

月カサナリテ年トナル︒

日カサナリテ月トナル︒

ラカトンデ來テ︑︿略﹀︒

ツバメハ︿略﹀︑涼シクナル
モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ
ガンハイツデモーシヨニナツ

がわるくなるから︑︿略﹀︒

六262園

ソレデゼニニナルコトモ出

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六263園金ダラヒニモナレバ︑私ノ
ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六264園金ダラヒニモナレバ︑私ノ
﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六283園

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

今のお客にもう一銭上げな
ければならなかった︒﹂

六311園

一厘でも取ってはならない︒﹂

六153かつた稻が雨にぬれると︑米 六321園 ほんとのまうけでない金は

テ︑列ヲツクツテトブ︒

六128

オヒオヒトンデ來ル︒

六126

ト︑マタドコカヘトンデ行ク︒

五571 大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ 六123

五563月目ナレバ火ヲトボシマス︒
出シマシタガ︑ソレカラ後ニ口耳ト
金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ
タ︒

︿略﹀木が土ノ中心ウマツテ︑

シゼント出冷性物デ︑石ノヤウニカ

五584

タクナツテヰマスカラ︑石炭トイヒ
マス︒

六154かつた稻が雨にぬれると︑米 六326園 ﹁だんながおるすだから︑
なほさらまちがひがあってはならな

︿略﹀︑ワキ出タママノハニゴ

がわるくなるから︑発喪のよい間に

五602

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

い︒﹂

あとになって︑主人はこの事

取入れなければなりません︒

六365

うちが見ちがへるやうにきれ

て︑︿略V︒

を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ

六328

ホツタ油ニナルノデス︒

そのもみを又よく日にかわか

して︑︿略﹀︑もみがらをのけると︑

六166

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

はじめて米になるのです︒

五603 ランプニ石油ヲトボスヤウニ
スタレテ來マシタ ︒

いになった︒

︿略﹀︑紙などをそまつにして
はならないと思った︒

六371

じぶんの心では武士になりた

チリモツモレバ︑山トナル︒

んが京都へお立ちになった︒

六428

けれども日吉丸は︑どうかし
ゐましたから︑︿略﹀︒

てりっぱな武士になりたいと思って

六453

いと思ってみたのです︒

六445
金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

ノ他イロくナカザリ物ニナリマス

ガ︑︿略﹀︒

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六261園

と︑敵は職はないでにげて行くやう

ソレデゼニニナルコトモ出 六495 後には秀吉の馬じるしを見る

ノ他ノーロくナカザリ物ニナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

六255園

ガ︑︿略﹀︒

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

六254園金ヤギンハ美シクテ︑指ワ 六384 午前六時の汽車で︑おとうさ

ガ︑︿略﹀︒

ノ他イロくナカザリ物ニナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

五705晩ニナルト︑花火が上ルトイ 六253墨金ヤギン只管シクテ︑指ワ
フ話デアル︒

オチルトスグ又新 シ ノ ー ノ ガ ハ エ テ ︑

五715園 毎年春ニナルトオチルガ︑

︿略﹀︒

五756園何でも裏からまはって︑て
きのふいをうたなければならぬ︒﹂

五765 そのうちに日が暮れて︑まつ
暗になってしまった︒

六14 海岸には︿略﹀︑平たい砂原
になってみる所が多い︒

六18 海べはふだん強い風がふくか
ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝
ぶりになってみる︒

になりました︒

それからは秀吉のいきほひは︑

しぜんに日一日と盛になりました︒

六505

名が皆秀吉の言ふことをきくやうに

六511 ︿略﹀︑しまひには日本中の大

謙信は三世な人で︑いよいよ

なりました︒

いくさがはげしくなると︑じっとし

六566

私がこ＼へまみつたのは︑こ

熊ノ皮引ヨイシキ物ニナリマ

ては居られない︒

六654

ス︒

の學校がたった年でございますから︑

六698

︿略﹀善い子供は︑おとなに

今年で三十年になります︒

なってから︑りっぱな人になりまし

六726

た︒

︿略﹀善い子供は︑おとなに

︿略﹀悪い子供は︑おとなに

なってから︑りっぱな人になりまし

六726

た︒

六728

なってから︑観ていつまらない人に

︿略﹀悪い子供は︑おとなに

なってゐます︒

なってから︑大ていつまらない人に

六731

なってゐます︒

くやうになったのも︑その子供たち

六735私のからだがこんなにぐらっ

のいたづらからでございます︒

廣イ港が船デーパイニナツテ

秀吉コ︑二言ヲキヅキシヨ

ヒデヨシ

六772

ヰル︒

六806図

なる一なる
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リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ
レリ︒

七43図園 大人トナリテ︑君ノ御タ
メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ
メントナリ︒

七71造園 モシ病霞岳・リテ早ク死

︿略﹀︒

七301

︿略﹀︑色もはじめは黒いが︑

だんくかはって青白くなる︒
小さい時分はやはらかな葉を

こまかく切ってやるが︑大きくなる

七307
と︑枝のま＼やる︒

タ︒﹂

七486園﹁君等ハ水冷ヌレルト︑ス
﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

グニベタくニナルガ︑︿略﹀︒﹂

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

七491園
ノガアル︒

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

大きな量がたくさんで桑の葉 七492園 ﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ
ノガアル︒

七313
を食ふ時には︑︿略﹀︒そのころにな

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ
ると︑︿略﹀︑眠るひまもない程いそ

か

など成らざらん︑ばんじゃくの

︿略﹀港を出て行くと︑立

重きもつひにうつすべし︒

ちならんでみる人家も︑段々に小さ

七822園

海岸の松原も次第に遠くな

く見える様になります︒

つて︑︿略﹀︒

七822園

七823圏 ︿略﹀︑しまひにはもう何も

ます︒

波にうつって︑水の色が金色になり

日の出や日の入には日光が

見えなくなります︒

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

﹁手紙は︿略﹀︑四匁より少 七826園
手をはらなければなりません︒

七517園

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ
がしい︒

七324

り易い︒

い︒

七661

時々湯にはいらないと︑から
きたなくなると︑病氣にか＼
よく氣を附けなければならな

又きりがか＼つたり︑大雪

きりや雪で︑方角の分らな

つてから外國へ商士買その他の用事で

七885囹皆さんの中にも︑大きくな

くなった時には︑︿略﹀︒

七855園

なる事もあります︒

が降ったりして︑↓寸先も見えなく

七854園

と思ふ様になります︒

様な波が立って︑船は今にも沈むか

七522囹不足の時には︑その不足の 七851囹急に暴風雨が來ると︑山の

七651

ならないのです︒﹂

︿略Vねばったしるが外へ出 倍だけを受取人の方で彿はなければ

内に出來上って繭になる︒

て︑からだを包む︒それが二三日の
まゆ

︿略﹀︑口から美しい綜を出し

シ︒

七72図囹 モシ病ニカ・リテ早ク死
ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ
リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ
シ︒

︿略﹀︑品物を渡しておいて︑ 七326

ると︑すぐにかわいて綜になるので

七128囹

ある︒

繭の中の量はさなぎとなる︒

後になって代金を受取るのがかけで
七327

だのぶなが

だがきたなくなる︒

七329

お

山内一豊が織田信長のけらい

軍カンや汽船ハ時々カキヲカ

明治三十七八年戦役の終り

出かける人もありませう︒

八36図

たる後も︑天皇陛下御参拝あらせら

海草ニモ色々アル︒︿略﹀︒コ

ノ他マダタクサンアルガ︑イヅレモ

伯母様お笑ひになってはい

なるほど皆さんと一しょの

まじめになってゐます︒

分は︑おはなさんも次郎さんも少し

八125圏

けませんよ︒

八113囲

が︑︿略V︒

れ︑平和の成りたるを告げたまひし
︿略V︑ゼンタイが細カニ分レ

︿略﹀︑ふるひ進むに何事

かた

︿略﹀︑はげみ進むに何事

など成らざらん︑鐵石の
七801図圏

きもつひにとほすべし︒

の

七791雪垣

テ︑枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒

七759

ヨイ肥料ニナル︒

七755

キオトサナケレバナラナイ程デアル︒

やがて馬そろへの日となって︑ 七722

︿略﹀︑信長は臥そう感心して︑

つて︑︿略﹀︒

一豊の馬ははたして信長の目にとま

七432

になったばかりのころ︑︿略﹀︒

七393

になって︑繭を破って出て來る︒

︿略V︑さなぎが蝶のやうな形 七651

す︒

ら ぬ の が あ り ま す︒﹂

七214医 豆類にはつるになるのとな
七214圏 豆類にはつるになるのとな
ら ぬ の が あ り ま す︒﹂

七228図 シカルニ目ハ見回ズシテ︑
大豆者トナリシ人 ア リ ︑ ︿ 略 V ︒

ナリシガ︑︿略﹀︒

七229図 保己一ハ五歳ノ時メクラト

七443

これが一豊の出世のもとになったと

七232図 保己一ハ︿略﹀︑後戸ハ名
高キ學者トナリ︑多クノ書物ヲアラ

いふことであります︒

﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑

イ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

く略V︑書物モ近ゴロバ大テ

ヒラレルヤウニナツタカト思フ︒

︿略﹀︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイニ用

七465圏

パセリ︒

カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ

七269 家デモ國デモ手ヲヨクハタラ
マス︒

皆さんの小指程の大きさになり︑

七299 けれども一月ばかりの内には︑ 七467圏
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八127国 おはなさんはしばらく罪な
いうちに︑髪が大そうきれいになり
ました︒

お目にか㌧りたくなりました︒

八132国寓眞を見て︑急に皆さんに

八451
ならぬ︒

それが東京の今朝の新聞に

火の取扱は大切にしなければ

八461園
出たので︑お分りになったのにちが
ひない︒

電報の文は成るべく短く書

あっ
名古屋の南に熱田あり︒今

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居
タガ︑︿略﹀︒

八957図

近年新しき港も成りたれば︑

合して名古屋市の一部となれり︒

八957図

海陸運輸の便導く開け︑産業の襲達
は今後いよいよ著しからん︒
あめのむらくものつるぎ

九16図此の劔初は天叢雲劔と申

やさか

八491園︿略﹀︑うちの名の和田を入

やたのかがみ

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

れり︒

﹁こらどうした︒命がをし

くなったか︑妻子がこひしくなった

九193園

か︒

﹁こらどうした︒命がをし

﹁軍人となって︑いくさに

くなったか︑妻子がこひしくなった

九194園

か︒

九194園

出たのを男子の面目とも思はず︑其

学校も兵士も皆一つになつ

の有様は何事だ︒

將校も兵士も皆一つになつ

て働かなければならない︒

九228園

九228園

明治二十七八年の戦役まで

て働かなければならない︒

に過ぎざりしが︑戦役後十三箇師團

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

九2610図

となり︑︿略﹀︒

ペン
櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツテ︑

かば︑これより三種の神器の一とな

硬曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし

天照大神︑八腿鏡・八坂

れて︑十五字になるやうに書いてご

サテイヨ︿其ノ日トナレ

にのまがたま

﹁かうすると︑ちやうど十 九45図

なれり︒

リ︒

八522図

五字になります︒﹂

八493園

らん︒﹂

かなければならない︒

八142 町ハ段々人通リガ多クナツテ︑ 八469囹
車モ通り︑馬モ通 ル ︒

︿略﹀︑牛も段々減り︑畑の取

八177図園 切張ハマダラニナリテ見
苦シ︒﹂

八195
高 も 年 々 に 少 く なって︑︿略﹀︒

八216園 さうしてそれをつかまへる
と︑大へんに仕合がよくなるといふ
が︑︿略V︒

︿略﹀︒又其ノ辮仏事ク別々ニナツテ

くじゃくはく略﹀︒大きなも 九72

ヰルカラ︑︿略﹀︒

八589

せたら︑座敷一ぽいになって︑天井

のになると︑若し家の中でひろげさ

八268 其の中に雀のことはいつかわ
すれて︑たゴ身代を取返す事にばか

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃 九272図 ︿略﹀︑三十七八年の戦役後

り心がけるやうになって︑夜も書も

九79

このゑ
はく略﹀十八箇師團︑外に近衛師團

へっかへる程である︒

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

よく働きました︒

︿略﹀︑若し家の中でひろげさ

を合せて十九箇師團となれり︒

八591

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

八303図︿略﹀︑内ニハ黒ブクレニナ

せたら︑座敷一ぽいになって︑天井

一ハ東南

此の時も少し進んだきりで︑

いふことになって︑︿略﹀︒

図の襲明した汽車を用ひて見ようと

うといふ話があったが︑スチブンソ

九343 ︿略﹀︑馬車鐵道をこしらへよ

やがて動かなくなったが︑︿略V︒

九324

十二人に過ぎなかった︒

其の日になって乗船したものは僅か

︿略﹀新聞紙に廣告したが︑

リテクサリタル死人重土ハリテ︑

又萎ノホノ様ナ門下ナツテ咲

赤堀川中︿略﹀︑

九322
ナイ︒

綿ヲ機械ニカケテツムグト︑

︿略﹀︒

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

九910

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ

へっかへる程である︒

八626

木綿綜ニナリマス︒

一時はどうなることかと心配いたし

八671團初は熱があまり高いので︑
ましたが︑︿略﹀︒

九89

︿略﹀︒

八412図 今日ニチハ其ノ製造ハナハ
ダ盛ニシテ︑︿略﹀︑我が國輸出品中
ノ重要ナルモノノーツトナレリ︒

八422 あ＼火の勢が一そう強くなつ
た︒

九161図

ノニハ藤ナドガアル︒

八429 だんく下火になって來てう 八675国 併し老病の事故︑よほど大 九101 ︿略﹀︑総ノ青田ナツテ咲クモ
事にしなければならぬと存じます︒

日になると︑四方からの見物人は雲

九346 ︿略﹀︑汽車の運轄をして見る

の如く集った︒

二流レテ利根ノ本流ヲナシ︑一ハ西
トナル︒

南二向ヒ︑椹現荘川二合目テ江戸川
馬丁ハドウナルコトカト心配

シイ働ヲシナケレバナラナイト︑
八921

︿略﹀︑勢鋭ク進撃シタ︒

．八439 火は一日も無くてはならぬも八849 ︿略﹀︑中佐ハ︿略﹀︑メザマ

れしい︒

のである︒

事になった︒

八449 一服のすひがらがこんな大火

なる一なる
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九361 上下八里の箱根山も越えなけ
ればならず︑︿略﹀︒

九3610 大水などの時には︑水のひく
までは幾日でも泊って待ってるなけ
ればならなかった ︒

九384 其の上道もよくなり︑橋も多
くかけられた︒

︿略﹀︑そよくと吹く春風に

恐ろしいのは二百十日頃の大

は︑我が身も蝶の様に飛立ちたくな

九681
る︒

九691
苦が一夜の中にむだになってしまふ

あらしで︑︿略﹀︑一年中の農夫の辛
こともある︒

秋の末になって︑風の吹散し

冬の雨の日は︑短い日がなほ
夜が更けて︑雨の音が静かに

ないが︑いつれ又改めてやり直しを
してもらはなければなるまい︒﹂

どうか今日から一年の間︑

あなた方の村が五箇村の頭になって︑

九873圏

此の話が傳はつて︑愛作は五

御支配をなさって下さい︒﹂

九877

箇村はおろか︑近所近ぺんのほめ者
となった︒

ノニシテ︑

︿略﹀︒

此の湖の落口は華霜雪と

けごんのたき

九908図紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ

九961図
なる︒

︿略﹀︑明治二十七八年職役
の後︑粛々の我が領土となりしょり︑

十17図

︿略﹀︒

よど

︿略﹀︑湖水より出つる瀬田
川は下流宇治川となり︑淀川となり

ち

て︑︿略﹀︒

う

︿略﹀︑翌朝起きて見れば︑何 十26図

時の間に雪に攣ったか︑そこら一面

ち

よど

︿略﹀︑湖水より出つる瀬田

銀世界になってみることもある︒

九708

ると︑︿略V︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九705

更早く暗くなる︒

九705

は︑︿略﹀︒

た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの

九397図 市街ハ甚ダサビシクナレリ︒ 九697
︿略﹀︑カ・リテハタキトナ

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑漆工レ

九427図

︿略﹀︑カ・リテハタキトナ

テハ急流トナリ︑︿略﹀︒

九427図

リ︑ヨドミテハフチトナり︑画工レ
︿略﹀︑カ・リテハタキトナ

テハ急流トナリ︑︿略﹀︒

九427図

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑又切レ
テハ急流トナリ︑︿略﹀︒

九428図 ︿略﹀︑カ・リテハタキトナ

う

十26図

川は下流宇治川となり︑淀川となり

一日一二銭・二鏡ヅツニテ

モ積立ツル時ハ︑五年・十年目後ニ

て︑︿略﹀︒

九762図

テハ急流トナリ︑遂二今日ノ如キ美

ハ︑齢程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑計切レ
シキ景色トナリシナリ︒

九月十日遅夜となれり︒

箇村の頭になるといふ定であった︒

勝つた村は次の祭の日まで︑其の五

ヰル︒

程段々二季クナツテ︑︿略V︒

十610

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

一枚ノ葉が敷枚ノ小サイ葉二分レテ

九473図之が爲に一行の用意せる水 九809図 いっか秋のなかばも過ぎて︑ 十64 ギザくノ深イノニナルト︑
も残り少になれり︒

ギハ︑其ノ毛色︿略﹀︑雪ノ降ル頃

九5410図 タトヘバ北継目スム野ウサ 九823 それはく略﹀︑競馬をさせて︑
トナレバ︑全ク白 色 二 攣 ジ ︑ ︿ 略 V ︒

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

︿略﹀太イ脈ガマン中二通ツ
三崎ナツテヰル︒

テ︑ソレカラ出立細イ脈が網ノ目ノ

十78

肉眼デハ見エナイ程細イ︒

程段々二細クナツテ︑末ニナルト︑

﹁負けたら村の名折になる 十610
︿略﹀一騎後れ︑二騎後れ︑

九835園
ぞ︒﹂

九591図 不潔もまた病の種となる︒

九678 春の初に降るのは一雨毎に花

九845

︿略﹀︑もはや熊吉と愛作の二人だけ

をもよほすかとうれしい︒︿略﹀︒併

の競走となった︒

く略V︑今日の勝負はきまら

し此の雨はやがて花を散す雨となる

九866園

ので︑其の時はうらめしい心地がす
る︒

﹁ねだ低く︑たるきは

高し︒︿略﹀︒つかとなり 床となる

十143図加糖

﹁ねだ低く︑たるきは

身も・それぐの務をもてり・

十143図圏園

身も・それぐの務をもてり︒

高し︒︿略﹀︒つかとなり 床となる

︿略﹀學問の深い人でも︑筆

をとる前には十分に其の考を練らな

十188

ければならぬ︒

十1810 ︿略﹀︑我我の讃む様なものに

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

ない︒

美しい三盛や地圖のやうなものは︑

十205 ︿略﹀︑色のたくさんまじった

三極上品なものになると︑機

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

らぬ︒

叢りつばなものになると︑革

械では刷らないで︑手刷にする︒

十206

十212

木版では一枚々五聖らなけれ

をきせたのもある︒

ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十2110

それ故近年は木版が段々すた

︿略﹀御入螢の上は︑品

れて︑活版を用ひることが多くなつ

十224

た︒

十268國圃

行方正︑職務に忠實にして︑書中の

︿略﹀木の葉も︑大方は散果

模範となられ度︑︿略﹀︒

てて︑見渡せば四方の山々のいたゴ

十2710

唯あぜの榛の木に雀がたくさ

きは︑はやまつ白になってみる︒
はん

十288
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なる一なる

ん集ってみて︑時々群になっては飛
立つ︒

十293 霜にやけて︑赤くなった杉垣
二人が主人 に 向 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

の中には︑︿略﹀︒

て︑之を洗ふに白髪の頭となれり︒
︿略﹀︑産出高モ著シク増加

シ︑コ・二始メテ世界有敷ノ大銅山

十619図

トナレリ︒

十634図録ノアタリ︑元ハ山間ノサ
ビシキ村落ナリシガ︑︿略﹀︑今や足

十349

どういふ御見込で︑あの青年を御用
尾町田人口凡ソ三萬ヲ有スルー都會

はれる︒

十826図

鯨の一群は影も形も見えなく
其の肉は食用となり︑あぶら

其の肉は食用となり︑あぶら

又皮・骨・ひづめなどからは
馬も牛と同様に螢働にも使は

十863

羊の肉も亦食用となり︑山羊

氣を附けなければならぬ︒

の乳は牛乳のやうに飲料になる︒

十873

羊の肉も亦食用となり︑山羊

の乳は牛乳のやうに飲料になる︒

十874

奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

十976図
リ︒

ふもと

︿略﹀一ツノ仕事ニバカリ

掛ツテ居ルト︑自然ソレニ精神ヲコ

十︸117

ラスコトニナルカラ︑︿略﹀︒

セツカク苦螢シテモ︑其ノ

バナラナイノハ共同一致トイフコト

十一1110 ︿略﹀︑コ︑二注意シナケレ

デアル︒

十一126

︿略﹀義兵を墨げしが︑

仕事ハ何ニモナラナイ︒

十一141図

落ちたる由風聞ありしかば︑其の

事の未だ成らざるに先だち︑笠置も

十一48図花は麓より咲初めて次第
となるまでは︑ほとんど一月にわた

一群の数は次第に

淡路島の北方︑本土と相

き所︑鳴門海峡となる︒

なると

望む所︑明石海峡となり︑四手に近

あかし

十一178図

き所︑鳴門海峡となる︒
あはち

なると

望む所︑明石海峡となり︑四二に近

あかし

十一178図

會稽山の職に越の軍を打破りたり︒
あはち
淡路島の北方︑本土と相

くわいけい

十一168図 ︿略﹀︑呉の勢盛になりて︑

に成れり︒

＋正6図衆皆力を失ひて散りぐ

ま＼にて止みたり︒

に山上に及び︑︿略﹀︑奥の花の盛り

るといふ︒

其の後吉野の朝の皇居と
︿略﹀︑

なりしは人の能く知る所なり︒

十一52図
十一77図

増加す︒其の敷飴りに多くなる時は︑

分業法二依ルト︑人々が其

女王は︿略﹀︑臣下をひきみて分離
す︒

十一107

随ツテ良イ品物が出來テ︑

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒
十﹇109

吸ひ

分業法二軍ラズ︑一人デ 十一2110血塗 ︿略﹀︑浪を子守の歌と

製造高モ多クナル︒

十一1010

聞き︑千里寄せくる海の氣を

其の上世箏には必ず無くては

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑

十853

れ︑食用にもなる︒

十851

にかはが小忌︑血や腸は肥料になる︒

十849

小學校教員となれるものもあり︒

︿略﹀︑今は︿略﹀︑中には

は機械油になり︑ひげは細工物に使

十677

はれる︒

は機械油になり︑ひげは細工物に使

十677

なった︒

十653

トナリ︑︿略﹀︒

ひになったのかとたつねた︒

みんなまつ黒になってゐました︒

十375囹外の者は︿略﹀︑爪の先は

ぎ

將軍ステッセル 乃木大意と長寝の

の

十382図圏 旅順開城言成りて︑敵の
庭はいつ訊水師螢︒
︿略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重

︿略﹀︑此ノ時ハナホ世人ノ

ネテ︑一時ハ赤貧洗フが如キ有檬ト

十431図

ナレリ︒

十436図

注目スル所トナラズ︑唯一商人アリ
テ︑其ノ中ノ敷面ヲ買取リタルノミ
ナリキ︒

十466図 見よ︑曲線のみにて成れる
第十二圖及び第十三圖︑︿略﹀の模
様の如何に麗しきかを︒

ならぬもので︑︿略﹀︑勇士に軍功を

十486図例へば赤に青を加ふれば︑
紫となり︑青に黄を加ふれば︑緑と

てわらべとふ．りにけり︒

都會の地には電車・自動

︿略﹀︑ムダニ時間ヲ費スコトガ多イ︒

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

︿略﹀︑仕事ノ移り攣ル度毎 十一264図

二︑居ル場所ヲ愛へ︑又器具ヲ取換

に速力を競ふ世とはなれり︒

ないのは︑育て方・使ひ方にあるこ

ヲ費スコトガナイ︒

ト︑ソンナ手敷が省ケテ︑徒二時間

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

いよく忌日になりて︑

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと

十﹇444図

熊王十五歳になりぬ︒

十一441図月日は流る＼水の如く︑

ヘナケレバナラナイノデ︑︿略﹀︒

十一112

立てさせるものは馬である︒

すべて家畜はよく勢らなけれ
風がある︒

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

十857

なるが如し︒

紫となり︑青に黄を加ふれば︑線と

十487図例へば赤に青を加ふれば︑
なるが如し︒

とで︑日本では篭りいぢめた爲に︑

十527図取 今は七十にも図れば︑殊 十861 ︿略﹀︑日本の馬のおとなしく 十一114 分業法二宮ツテ︑一人デ一
の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ

おのつから荒々しくなったのである︒
﹁︿略﹀︑ 墨 を 塗 り て 候 ︒ ﹂ と

げの黒きは如何に︒
十馴5図

なる一なる
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に増來り︑靴の償はやうやく安くな

通ずるに至れり︒

村内の重なる道路は荷車・人力車を

面隠機ヨリ出ヅル綿花ハ
りて︑︿略﹀︒

十﹁854図
眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ

り 心 に 思 ひ 定 め た るに︑︿略﹀︒

十︸4510図 熊王︿略﹀︑さて往生院

十一一53図我が海軍は初より敵を近

十一943図

に之と越して︑世界史上空前なる大

海に迎へ撃つの計を定め︑︿略﹀︑遂

︿略﹀敵艦にせまり︑無

二無三に攻撃せしかば︑敵艦隊は四

十二78図

海戦となれり︒

安くなりて︑普通の償よりも下るに
るか︑場合によりては尚それ以上に

至る時は︑︿略﹀︑又普通の償に復す

親指大ノ篠形トナリテ導管ノ中二入
上るべし︒

其の償盆く高くなり︑需要の減ずる

物などの如きは︑需要増すに随ひて︑

︿略V︑五宮中には炭酸瓦斯

分五裂の有様となれり︒

テ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナシ︒

ルト︑設計圖バカリデ数百枚モアル

十ニー22 ︿略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

︿略﹀古人の書書論古器

十﹁911図例へばこ＼に一種の石あ

に非るよりは︑決して安くなること

A略﹀︑細大意ノマ・ニシ 十﹁9410図

り︑︿略﹀︑飾にも實用にもならざる

トイフ︒

十二215

が段々に増加し︑遂には地球上の動

︿略﹀古人の書書論古器

なきなり︒

物などの如きは︑︿略V︑需要の減ず

しかして供給の需要より 十一951図

も少きときは物の償は高くなり︑多

物が呼吸作用を螢むことが出歯なく

其の破裂するや︑土地は

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて

十二429図
領土となりしょり︑諸種の纏螢追々

東西ノ交通盛ニシテ千里

比隣ノ如キ今日二於テハ商業ハ世界

ヲ相手ノ商業トナレリ︒

十一一6410図 凱旋門は有名なるナポレ

︿略﹀何事を爲すにも︑

オンの計書た成れるものにて︑︿略﹀︒

熱心に其の事に從ふを以て︑成功は

此の事は必ず成るべしと覧塾して︑

十二729図

行はれ︑灌概・排水其のよろしき

はい

供給の關係によりて︑或時は高く︑

︿略﹀熱心に其の事業に

期せずして到る︒

十二733図

を得て︑水田は乾田となり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑地球を齢りに小さ

從事せば︑天下何事か成らざるを憂

十二761図

作物の獲育も目立ちてよくなりて︑

里道の改修も全く成り︑

行して︑買手にはかに増すときは︑

十﹁悩9図

へん︒

か﹂る時は靴の供給次第

︿略﹀︒

十﹁941図

靴の償はにはかに高くなりて︑︿略V︒

十一936図例へば靴を用ふること流 十一掴8図 又肥料の利目も著しく︑

盛時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

くわんがい

十二508図

飛散し︑︿略＞〇

孔明︑劉備二事へ︑出デ
孔明︑︿略﹀︑入ツテハ首

是が朝鮮の家の小さくなつ
た重な原因である︒

十一観8

相トナリテ政ヲ行ヒ︑︿略﹀︒

十一鵬3図

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑︿略﹀︒

十一佃2図

成功致候へども︑︿略﹀︒

五十度以南我が馬車の

るに非るよりは︑決して安くなるこ

︿略﹀︑其の五人は︿略﹀︑

︿略﹀︑費家の持主五人は

十一川1國団

きときは安くなるなり︒

しかして供給の需要より

なる道理である︒

十一929図

の家の償は段々高くなりて︑︿略﹀︒

孚ひて高き償をつくべし︒かくて其

十一924図

きときは安くなるなり︒

も少きときは物の償は高くなり︑多

十一9110図

となきなり︒

十︻9110図

ものならば︑︿略﹀︒

十一874図

ル︒

シノ

又之と反面に︑償次第に

進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

しやうくわん
ガ如シ︒

に入りて檜となり︑︿略﹀正寛法
師と名乗れり︒

になって︑大將は今少しまけぬかと

十︸474 さていよく馬を受取る段 十﹇855図星ノ流ハ自ラ集メラレテ︑
いふ︒

十一484 遂に暮方になった︒
の膿になって麟って來た︒

十一491 三日目の夕方︸同半死半生
十一562 あの勇ましい少年を殺して
はならぬ︒

十一566 打鳴らす太鼓の音は段々に
低くかすかになる︒

十一649 材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑

先ヅ衛生・纒濟・味ノ三方面ヨリ考
ヘナケレバナラヌ︒

十一653︿略﹀︑味ハ人々ノ好ミヲ考
ヘテ︑多籔ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選
バナケレバナラヌ︒

シテ置カナケレバナラヌ︒

十﹁672 皇所ハ︿略﹀︑常二清潔ニ

く略V︑孚ひて其の償を低くすべし︒
かくて其の家の債は段々安くなりて︑

十一7010図例へば六十人の集會に其
の中の一人若し十分を後るとせば︑

︿略﹀︒

メン

十一932乗物の償はかくの如く需要 十一梱6図 之によりて用水路の改修

六十人の時間の損失は合して十時間
となるべし︒

十一787図 又嚴冬の頃は漫水落つる
に随ひ氷結して︑一面玉山鉱毒とな

ソ

り︑水のしぶき枯木に氷結して︑水
晶の花を咲かす︒

十﹁848図 既二錘綿トナレバ杭綿機
ニカク︒
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なる一なるほど

大獲見を成さしむる基となりしなり︒

く見たるコロンブスの誤は遂に此の
鳴る

な・る

﹇鳴﹈︵四・五︶9

カネガナル︒

︽ーリ・ール︾

ナル

なる

ルベクスタリノナイ等角用フベク︑

ベク償ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成

ソレ故材料モ料理法モ成ル

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

ィ︒

チョンガーの間は人に侮ら

る必要がある︒

りにくいから︑成るべく狭く低くす

十﹁柳7

室が懐く︑天井が高いと温

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ

ベク適當二攣化サセテ︑毎日同ジ献

十﹁663

︿略﹀︒

むら雀のぱっと飛立つのは面白い︒

鳴門海峡

あはち

鳴門海峡

なるとかいきょう ﹇鳴門海峡﹈︹地名︺
なると

2

なると
き所︑鳴門海岐となる6

十一18図鳴門海峡
可成

なるべく

成るべく

西洋西瓜には色々あるさう

れるから︑成るべく早く冠禮を行ふ︒

十﹁佃5

成るべく経費を節約したしとの校長

十﹁備10図園﹁不作の後なれば︑

の意見によりて豫算を編成したるな

り︒﹂

成程

ヒマシタ︒

﹁ウチノニイサンヤネ

サギハコレヲ見テ︑﹁ナルホド︑

ヲ大ゼイツレテ來マシタ︒白ウ

ワニザメハ︿略﹀︑スグニナカマ

クラベテ見ヨウ︒﹂トイヒマシタ︒

四538囹

﹁︿略﹀︑ドツチが多イカ︑

デス︒﹂トイツテ︑ニツコリワラ

イサンバ﹁ナルホド︑ソノトホリ

︿略﹀︑三郎一眠ユビデス︒﹂オヂ

バ︿略﹀︑オヤユビデス︒︿略﹀︒

五人デスカラ︑三日手ノユビ
ノカズト同ジデス︒ニイサン

エサンヲアハセルト︑ミンナデ

四231園

なるほど

獲信人は自己の居所氏名を なるほど ﹇成程﹈︵副︶7 ナルホド

住居もなるべくきれいにせ

一

サレバ平生ノ牧入中ヨリ成

鏡・二鏡ヅツニテモ貯ヘンコトヲ心

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑

九783図

よ︒

九594図

可成杢子にて此虜に記すべし

八48図図

かなければならない︒

八468園電報の文は成るべく短く書

します︒

うまい實のなるやうなのをお願ひ申

でございますが︑なるべく大きくて

七179囲

︿略﹀︑耳がさけるやうなおそなるべく︵副︶12
﹁ヂヤン︑ヂヤン︑ヂヤン︒﹂

かくて二三日を過せしに︑

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

なる

小生の如く平素勢働にな

︿略﹀︑昨今は友人も出來︑

成ルベク

望む所︑明石海峡となり︑四日に近

あかし

四465とけいがなる時には︑長 十一178図 淡路島の北方︑本土と相

三376 七じがなりました︒

十二765図 く略V西班牙に轄じ︑居 一46一
ること多年︑遂に皇后イサベラの知
る所となり︑其の保護の下に此の大

かみなりの鳴る時には︑そ

いはりはどこにありますか︒

九841

身燈は全く力なきにいたれり︒

耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑︿略V︑

八707図

かねが鳴る︒

八414

ろしいかみなりが鳴りました︒

五482

んな所にみてはあぶない︒﹂

︿ 略 ﹀ ︑ 輕 く 浮 立 つ た 調 子 に ︑ 五467園

探検を行ふに至れり︒
十二838

野越え︑山越え︑ふわりくと春霞

また＼く間に帽子に一ぽい

の彼方へ連れて行かれるやうな心持
になる︒

十一一845
になった︒
ふらんす

十二855 佛蘭西のバイオリンの名手
アレキサン下ル ブーシェーであっ
主婦は又常に家庭立証の

たとは後になって分つた︒
十一一916図

匹の馬は一散にかけ出した︒
ナル

縄の鈴はしきりに鳴る︒
﹇慣﹈︵下二︶3

十二284図

十5910圓国

これなく︑︿略﹀︒

れたる者には︑術科もつらきことは

十579㈱團

︽ーレ︾且vあそびなる・もちいなる

孔子事へて吏となりしに︑
な・る

中心となりて︑家内一同を樂しまし
むべし︒

十二9310図
孟子これより感奮・勉働

治績大いに耽り︑︿略﹀︒

十一一968図
して遂に一世の大家 と な り ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

專ら聖人の道を講ぜり︒

十二979図 國民は個人の集合より成

ガクベシ︒

るものなれば︑國民の品格といふも

十一649

衛生上ヨリハ︑成ルベク滋

螢内の生活にもなれ︑日々樂しく暮

︿略﹀︑経島上ヨリハ︑成ル

ベク償ノ安イモノヲ柱面︑ソレヲ成

十一651

ブベク︑︿略﹀︒

養二由畠ンデ︑コナレノ良イモノヲ選
︿略﹀︑平素ノ愛顧ニナレ

し居り候︒

ヲ害スル所以ナリ︒

ルベクスタリノナイ様愛用フベク︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑黄色に實のつた秋の田 十一651 ︿略﹀︑纏聖上ヨリハ︑成ル

鳴子

テ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信用

十二522図

亦各個人の品格の外に出でず︒

十一一欄3図帝國議會は貴族院・衆議
院の爾院より成る︒

質素を旨とせざればいつ

なる﹇▽いかなる

十二⁝川4図

なるこ

九695

﹇鳴子﹈︵名︶1

賎しくなりて︑節操も武勇も忘れ果

しか文弱に流れ︑︿ 略 ﹀ ︑ 心 も 無 下 に

てて︑︿略﹀︒

なれやすし一なん
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イ︒オレノ方が少イカモ知

オマヘノナカマハズヰブン多
今より後はたがひに親密に暮すべし︒

君を養ふために艸労したりといはん︒

めに働きたりといはば︑我もまた諸

とばかり身を水中に投入れたり︒縄

十二283図

るを防ぐ︒

黒き影は︿略﹀︑ひらり

レナイ︒

すゴき

なはさば

流をさかのぼる鯖の縄

﹇縄捌﹈︵名︶1

鵜匠は︿略﹀︑十二條の
細なはを片手に握り︑︿略﹀︑たくみ

十一8110國

き

なわさばき

にふる＼ならん︒﹂

十二285図圏

の鈴はしきりに鳴る︒

すべて犬は人になれ易く︑

﹇慣易﹈︵形︶1

手足等一同成程と感心せり︒

なれやす・し
︽ーク︾

かしこくして︑よく主人の命を守る︒

七614図

し

なれ易

世はすべて相持なり︒﹂といふに︑

五228 ぬす人はきんじよに住んでゐ
るみざりだといふうはさがあるので︑

行って見ると︑なるほどそのかまが
あります︒

六267圏 マヅヤクワンガイヒマスニ
ハ︑﹁︿略﹀︒シ テ 見 レ バ 銅 ホ ド 役 二

にさばきてもつれしめず︒︿略V︒く

︽一

はへたる魚をふりかへて︑頭より呑

ナレル

レ︾

下す早業は︑鵜匠のなはさばきより

な・れる ﹇成﹈︵下一︶一

ンハ﹁ナルホド銅ハタクサンアツテ︑

七499園西洋紙が日本紙心向ツテ︑

も一層の見物なり︒

立ツモノハアリマスマイ︒﹂テツビ

役ニモ立チマセウガ︑ソレヨリモツ

︿略﹀︑日本紙仁愛ダナヲ指サシテ︑

ナハシロ

﹁︿略V︒﹂トイフト︑︿略﹀︒︿略﹀︒

﹇苗代﹈︵名︶一

ナハシロデナヘヲトツテ
難

︿略﹀︑測候所は地方暴風

避くることを得るなり︒

又航海中の船は早く港に入りて難を

信號を各信號所に掲ぐ︒︿略﹀︒︿略V︑

雨警報を早して之を豫早し︑警報の

十一一191図

まぬかれ給ひ︑︿略﹀︒

火勢却って賊の方に向ひ︑尊は難を

く略V︑草を薙彿ひ給ふに︑

﹇難﹈︵名︶2

ヰル人モアリマス︒

三322

なわしろ

トタクサンアツテ︑モツト七二立ツ

﹁ソンナニイバツテモ︑アノ神ダナ

モノハ鐵デセウ︒

八123囲 私もみんなと一しょの分は

ノ御札ヤゴヘイニハナレマイ︒﹂ト

縄←

九510図

︽一 なん

それですから小さい時から

なれる

まじめになり過ぎましたので︑にい

﹇慣﹈︵下一︶2

イヒマシタ︒

す︒﹂

の家族一同と親しんでみる︒

十一505

﹇縄﹈︵名︶4
うなわ・ほそなわ

なわ

あんは何で作るのですか︒﹂

四377 ︿略﹀萎ワラデ作ツタ物
デ︑アツイジブンニツカフ物

ガアリマス︒皆サン何デセウ︒

ナサイ︒

四518何デセウ︒アテテゴラン

﹁イイエ︑オクスリハジ

﹁われくはたがひにいく

﹁こんどは何の御用をいた

ブンデノマナケレバ︑三豊モナ

四687園

リマセン︒﹂

五213囹

しませう︒﹂

さをしてみるけれども︑敵の國の人

六588囹

商池上でげんきんといひ︑

には何のうらみもない︒

七125園

問屋といふのは何の事です

かけといふのは何の事ですか︒

か︒

七145囹

七187国花の種類は何でもよろしう

手バカリ動カシテモ︑チエガ

ございます︒

ナケレバ何ノ役ニモ立チマセン︒

七285

日用品ナラバ︑マヅ何デモア

ルトイツテヨロシイQ

七385

その他には何の御かざりも

ナイコトダ︒﹂

七493圏水ニヌレルグラヰハ何デモ

八66図

四338圏

﹁︿略﹀︑もちやだんごの

出でなされ候ぞ︒

念に思ひ候︒何の爲にいくさには御

なき質素なる御かまへ︑かへってか
いなんこうてい・なんがつなんにち

イネノワラデハ︑タワラ なん﹇何﹈︵代名︶23なん何←だ

コモムシロナハワラヂミノナ

なは

︿略﹀霊園の計を取り︑

しこく︑かたじけなし︒
三234私はなんでせう︒
四321囹 それではうどんやさう 九208魑国 ﹁︿略﹀︑母は如何にも残
さく

十二2610図

柵を城外に廻らし︑縄を城下の河中
に張りて︑城兵のひそかに逃れ出づ

めんは何でつくりますか︒﹂

ドヲ作りマス︒

四362

なは
ナハ 縄

馬もよく飼主になれて︑其

海になれておくやうにしたいもので

七889囹

レ︾﹇▽みなれる

な・れる

さんによそ行の顔だといって笑はれ
なるほど皆さんと一しょの分は︑お

ました︒︿略﹀︒ 同 じ く 返 事 ︿ 略 ﹀ ︒

はなさんも次郎さんも少しまじめに
なってゐます︒

八254園 牛小屋の牛はしきりに鳴い
てるるのに︑誰も草をやるものがあ
りません︒︿略V︒此の下女は毎朝か

うして︑主人の目をかすめて︑牛乳
を費ってみたのです︒︿略﹀︒﹁成程

これではいけない︒﹂と︑すぐ家の
中へかけこんで︑まだねてみた妻を
呼起して︑﹁朝ね程損なものはない︒

朝ねをしてみる間に︑身代が減って
行 く の だ ︒ ﹂ と い って︑︿略﹀︒

八726図 諸君若し我に食物を送るた
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十マイルを三十二時間で走った︒

九327 其の後は何の障もなく︑百五
十一126 セツカク若紫シテモ︑其ノ
仕事ハ何回モナラナイ︒

何月何日
なんじ

﹇汝﹈︵代名︶22

ナンヂ

汝

く略V︑ソノ折父トトモニ

の頭をなでて︑﹁汝の男と生れざり

しが口をし︒﹂といひたりとそ︒

老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ

十齢年ノ後︑我マタ汝ヲ

ヲ學ババ︑髄様王者ノ師タラン︒

取出シテイフヤウ︑﹁汝ヨク此ノ書

十244図園

︿略﹀︒﹂

十2210図園

職場朝出デントセシガ︑正成ハ道ニ

來リ︑﹁汝ハ教フルニ足ル者ナリ︑

ヒテ去ル︒︿略﹀︑ヤ・アリテ引返シ

︿略﹀︑﹁何月何日初航海をす 七18図園

るから︑何人にも乗船の望に磨じ

テサトスヤウ︑﹁︿略﹀︒ナンヂハ年

九3110

スデニ十歳ヲコエタリ︒
なんぎ

る︒﹂といふことを新聞紙に廣労し
﹇難儀﹈︵名︶1

我が生キテフタ・ビ汝ヲ
汝ノ孝行コレニスギタル

見ルベシ︒﹂

十245図園

劔ヲオブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒

其ノ中ノ一人日ク︑﹁汝長大ニシテ︑

無頼ノ少年等口々二心リテ止マズ︒

十2410図囹 韓信︿略﹀市中ヲ行ク︒

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

﹁汝ハ孔明ト土ハニ事二從ヒ︑之二才

十一佃8図園備又其ノ子二向ヒテ︑

賞せん︒﹂と︒

推墨するは如何に︒﹂と問ふ︒

多年嘉明と不和なりと聞く︒今之を

十二379図園

秀忠あやしみて︑﹁汝

ふ︑﹁︿略﹀︒さらば我必ず重く汝を

十二297名園勝頼︑勝商に向ひてい

に行け︒﹂と︒

且いふ︑﹁︿略﹀︒汝も止りて我と共

信長︑勝商の勢を賞し︑

フルコト父二塁フルが如クセヨ︒﹂

天皇ハ︿略﹀︑正行ヲ近

十二292図園

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

ミヅカラ御コトバヲウケ

トイフ︒

レタリ︒

八698図園

十一一869図園 喜劔大いに罵つ．て日く︑

﹁主人は死し︑主家は亡びたるに︑

︿略﹀︒

汝はただ坐して食ふのみにて︑少し
︿略﹀︑父の爲時は常に其

汝家老として仇を報ずるを知らず︑

十161図園

も我等に報ゆる所なし︒

﹁我等はつねにいそがしく働けるに︑

出歯︿略﹀︑胃に向っていふやう︑

ある烏口・耳・目・手・

ヲタノミニ思フゾ︒﹂トオホセ出サ

ク召シタマヒテ︑﹁︿略﹀︒フカク汝

七84図囹

ハ早クモワスレタルカ︒

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

七46図囹

シミタマヒテニアラズ︒

七41図園父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

シミタマヒテニアラズ︒

七41図園父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

ラヌコトハアルマジ︒

父ノ子ナレバ︑コレポドノワケノ分

ウデヲオサへ︑﹁汝ヲサナクトモ︑

七38図園母ハ走リョリテ︑正行ノ

コトナシ︒﹂

七28図園

見ンコトバカ三二ルベシ︒

七24図園

たが︑︿略﹀︒

なんぎ

六847図圏七つとや︑なんぎをする

與へんとしたれども︑熊王は﹁何の

十一442公園 正儀は河内にて領地を
戦功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

よ︑あはれめよ︒

﹇難儀﹈︵形状︶2

難

人見るときは︑力のかぎりいたはれ

よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の
なんぎ

ナンギ

十一557 ﹁ピエールよ︑少年鼓手
答もない︒

コノ度ノ合職サダメテナ

南極

昔の旅行には色々難儀なこと

﹇南極﹈︵名︶1

北極・南極に近き地方にて

何合

南

五月・六月實がなれば︑枝

﹇何所﹈︵名︶1

五284圏

壷工﹁︿略﹀︑之を書添へ なんこう

所あり︒

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

八817図

なんきょく

があった︒

九3510

ヲ見テスベシ︒

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七82図書

十一568 兵士等は氣をあせるのみで︑ 儀
何の工夫もつかぬ︒

ノ將孟獲ヲ捕へ︑蜀軍ノ陣螢ヲ示

マウクワク

十一塒1宇島 ︿略﹀︑孔明謀ヲ以テ其
シテ︑﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂ト問
フ︒

十二価1図 心重ならざれば︑如何な
る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑
何の用にか立たん︒
十一754図

なん ︵係助︶1 なん

んとて︑わざく誇り來りたるな

からふるひおとされて︑きんじよの

一枝を書添へ︑別を告

り︒﹂とて︑

﹇南郷谷﹈︹地名︺1

町へ持出され︑何仁恩合はかり責︒

南山
大連より南山・得利寺・

﹇南山﹈︹地名︺2

十二57図南山

大石橋等の職蹟を纒て︑北へ進むこ
れうやう
と約二百哩︑前古あり︒

十一一549図

なんざん

十一一41図南白谷

郷谷

なんこうだに

げて出で去れりとなん︒

なん ︵終助︶1 なん
かち一に 心 を 許 さ ざ ら な ん ︒
インチ

十二43図圏 波風のム一つかなる日も
船人は

スル︒

なんがつなんにち

﹇何月何日﹈︵名︶1

デモ︑大根ヲ切ル様二造作ナク切断

十ニー31 ︿略﹀︑何吋ト厚イ鐵ノ板

インチ

なんインチ ︵名︶1 血肝

なん一なんじ

なんじかん一なんとなく
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十一一8610図画

︿略﹀︒

貫

︿略﹀︒

﹇何千坪﹈︵名︶1

千千

敷地総坪数何千坪︑建坪何

萬何千圓︑︿略﹀︒

﹇何千尋﹈︵名︶1

何ゾ

何ぞ

藁沓答ヘテ日ク︑﹁此

﹇何﹈︵副︶3

えたったやうに見える︒
なんぞ

十一価2図囹

モアリマセン︒何ダカカナシ

スコシタツテカラ︑ソツト

クテカナシクテタマリマセン︒

四408

一思ひにとび下りると︑何だ

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑
何ダカヤウスガチガツテヰマ

ス︒

か目がまはって︑しばらくの間は何

五94

も知らずにゐました︒

八つばかりの女の子︑

︿略﹀︑ひとりしくく泣いてみる︒

六606圏圏

姉のおつるは立ちよって︑﹁なんで

そんなに泣いてみる︒

ををしみませう︒

九201園私も日本男子です︒何で命

きのふいをうたなければならぬ︒﹂

五755園何でも裏からまはって︑て

是は公の大事なり︒何 なんでも ﹇何﹈︵副︶1 何でも

ノ如シト知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒

十二382癖馬

﹁余は薄様を其の朝に

ぞ私事を以て公事を害せんや︒﹂

こ

何ダカ

何だ

なんど

何度

︿略﹀石をたくさんつみまし

活版は︿略﹀︑同じ活字を何

秋の末になって︑風の吹散し

は︑何となく物さびしい︒

た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの

九699

なんとなく ﹇何無﹈︵副︶1 何となく

度でも組立てて使へる︒

十219

知りました︒

どにもはかりにかけて︑その目方を

た︒︿略﹀︑その石をおろして︑なん

六222

なんど ﹇何度﹈︵名︶2

らひよどりこえに向つた︒
男

と考へて︑︿略﹀︑こっそりと裏道か

男艦山
ちゆうぜんじ

東照宮の西三里ばかり︑男

﹇何﹈︵副︶3

鷺山のふもとに中暉寺湖あり︑
︿略V︒

なんだか

ウチヘカヘツテ見ルト︑

ナツテ︑知ツテヰルモノハ一人

︿略﹀︑トモダチモミンナヰナク

三73一

か

﹇男体山﹈︹地名︺2

賊したるもの︒何ぞ掲り廉論理を恐

九17図

髄山

なんたいさん

れんや︒

十二392図園

なんで ﹇何﹈︵副︶2 なんで 何で

海ノ深イ所ハ金庫ヒロモアル︒

なんぜんひろ
七745

ヒロ

何千

百何十坪︑之二二シタ白歯ハ総計何

十二348

坪

なんぜんつぼ
其ノ圖素船ノ切断面及ビ構

成等ヲ何十分ノーニシタ縮圖デ︑

喜劔大いに罵って曰く︑ 十一一1110

﹁︿略﹀︑人面獣 心 と は 汝 の 事 な る べ
し︒

十二938図園 魯の重臣某の病死せん なんしょう ﹇何升﹈︵名︶1 何升
五月・六月實がなれば︑枝

からふるひおとされて︑きんじよの

五284圃

﹁︿略﹀︒我死せば︑汝必ず之を師と
町へ持出され︑何升何合はかり費︒

とせし時︑其の子に教へて曰く︑
せよ︒﹂と︒

こロつ

こロつ

何千

︿略﹀︑海とをかとにおし立て

尊︑﹁さらば我汝等のた なんぜんぽん ﹇何千本﹈︵名︶1 何千

十一一967芸園 ︿略﹀︑母たまく機上なんじら ﹇汝等﹈︵名︶5 汝等

九34図圏
本

に在り︒直ちに其の機を箇ち︑孟子
めに其の大蛇を退治せん︒﹂とて︑

こ

﹇何千円﹈︵名︶1

た何千本の赤はだは︑まるで火のも

を戒めて曰く︑﹁汝の今世を話する

こ

されば朕は汝等を股肱と

の親は特に深かるべき︒

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十一而7図

るぞ︒

十二椥7図朕は汝等軍人の大元帥な

ブ︒﹂

リ祖宗ノ神露二封フルヲ得ルヲ澤

十ニー14図園

五748

何じか

老人夫婦に命じて酒を造らせ︑︿略﹀︒

﹇何時間﹈︵名︶2

一日のうちには何じかん

﹁聖旨汝等ノ忠烈二依
ヨロコ

は我が此の機を噺つが如し︒﹂と︒
なんじかん

四477

ん

ありますか︒

あなたがたは何じかんが

くかうに居ますか︒

四481
なんじつぼん ﹇何十本﹈︵名︶1 何十
本

なんぜんえん

の親は特に深かるべき︒

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

八335園 天略﹀︑若い時から何十本 十二㎜8図 されば朕は汝等を股肱と
﹇何十丈﹈︵名︶1

となく大太刀・小太刀をきたへた︒
何十丈

なんじゅうじょう

有志者ノ寄附金デアル︒

計何萬何千山︑其ノ内何千圓ハ町内

十二3410︿略﹀︑之顕要シタ纒費ハ総 九955図

五802 見下せば︑しろは何十丈ある 圓
か知れないがけの下にある︒

なんじゅうにん ﹇何十人﹈︵名︶1 何
十人

ノ手二丁ルマデニハ︑何十人ノ人手

テツツヰ

何千貫トイフ大鐵鎚モ一人

八401図 ︿略﹀︑一箱ノマツチが我等なんぜんがん ﹇何千貫﹈︵名︶1 何千

十ニー29
何十分ノ一

ノ手デ自由二審韓スルコトが出來︑

ヲ要スルカヲ知ラズ︒
︵名︶1

なんじゅうぶんのいち ﹇何十分＝
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なんとも一なんら

なんとも

﹇何﹈︵副︶1

何とも
シ︒

何人も義勇の心にをどり立つなるべ
ぼるとがる

十二37図此の御製を秤讃しては︑
し︒

十二763図

なかりき︒

衛生上の注意を怠らずし

が︑何人も一笑に附して顧みるもの

遊中︑熱心に此の説を主張したりし

コロンブスは葡萄牙に客

七827園 月夜には波が銀の様に光つ

ナンニモ

て︑その美しさは何とも言ひ様があ
﹇何﹈︵副＞2

りません︒

なんにも

キタナイドロ水ノホカニ

十二905図

ハナンニモデテキマセン︒

ニ536

ノバカリデテ︑ヨイモノハナ
し︒

ないぶち

るうた

か

みき

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

其の南部は車馬の往來

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒

十一973大喜

南

自在にして︑こ＼に樺太廃の所在地
﹇南部地方﹈︵名︶2

豊原あり︑︿略﹀︒

とよはら

部地方

なんぶちほう

地方へ出張唐笛︒

十一371圓国先月は官命により南部

2

︿略﹀お寺へ小ぞうにやられ

南方

ましたが︑おきやうなどは何べんを
﹇南方﹈︵名︶3

しへてもおぼえません︒
なんぽう

南北に細長き島を山脈

縦に走り候へば︑平野少く候へども︑

十一967圏困

︿略﹀︒

古

火山全龍の占むる面積は

の長樫六里︑東西の短脛四里にわた

十一一407図 阿蘇山の鶴噴火口は南北

り︑︿略﹀︒

十二425図

︿略﹀︑東西十二里九町︑南北十一里

半に達せり︒

我が大日本帝國の

南北新領土

十二479図圃

府は三つ︑縣は四十三︒北海道の一

おきなは
き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

廉と︑外に南北新領土︒

何心とも知れないいるかが

なんまん ﹇遠景﹈︵名︶1 何萬

およいでみるのを見ることもありま

七829囹

す︒

何萬何千圓

あめりか

よ ろっ

巴の航路をも開くに至れり︒

南洋

か︑印度・南洋より亜米利加・欧羅

ば

なんよう ﹇南洋﹈︵名︶1 南洋
し な
十一287図 ︿略﹀︑又支那沿岸はおろ

有志者ノ寄附金デアル︒

計何心何千圓︑其ノ内位千圓ハ町内

十二349︿略﹀︑之二型シタ経費肥壷

︵名︶1

孔明ハ︿略V︑先ヅ南方 なんまんなんぜんえん ﹇何万何千円﹈

サキニ蜀ノ南方齪レシヤ︑

ノ齪ヲ平ゲ︑仁山自ラ諸軍ヲ率ヰテ

十︑一悩5図
北征ス︒

十一梱10図

マウクワク

しゃか
奉天の南方空電の名も永

孔明謀ヲ以テ其ノ將孟獲ヲ捕へ︑
︿略﹀︒

十二558図

く世人の忘れざる所なるべし︒
南北

なんら ﹇何等﹈︵副︶3 何等

八82図南洋フィジー土人

フィジー土人

地球を南北の爾半球に分て なんようフィジーどじん︵名︶1

﹇南北﹈︵名︶5

光陰矢の如く︑南北に
別れ候より最早一箇年に相成候︒

十一954圏國

ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

八811図

なんぼく

︵名︶1

南部地方には製糖業盛 なんぼくしんりょうど ﹇南北新領土﹈
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コヒバヰマセンQ﹂

ニー26囹

ヒガヰマスカ︒﹂
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カリ一一︑オバアサンバカバ ヘ

一374
センタクニ︒

一376 ︿略﹀︑オバアサンバカバ
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ノ中二︑︿略﹀︑イロイロナハナ

三68

ガサイテヰマス︒

ノ中二︑︿略﹀︑イロイロナハナ

三68

ヰマス︒

ナが三人デノハラ一一アソンデ

三67

アソビニイキマシタ︒

︿略﹀イツシヨ

一一キマシタカラ︑︿略﹀︒

セマセウ︒﹂

三63

二616︿略﹀︑アチラノ山モ︑コ

一一

ンニサキマシタ︒

二606 トノサマガココヲオトホ 三12 ヲカノ上ニモ︑ツツミノ
上ニモ︑サクラノハナガーメ
リニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセ

トノサマガココ．ヲオトホ

ニナリマシタ︒

Q

ウエマシタ︒

チラノ山モ︑一メン＝ミゴト

T5

二556ソノマツノ木ハズンズ 二621 ︿略﹀︑アチラノ山モ︑コ

ナゲカケマスト︑︿略﹀︒

S︿略﹀︑一月モタタナイウ
チニ︑天マデトドクカトオモ
フヤウナ︑大キナ太イ木ニナ
ナハナザカリニナリマシタ︒

ハヒヲトツテ︑カレ木＝

ニナリマシタ︒

リニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセ

一一

リマシタ︒

上一一小サナマツノ木ヲ一本

U1

U2
U3

に一に
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161

に一に

三141園 ﹁日本中一一ハヨワイモノ

バカリデ︑ジブンノアヒテニ
ナルモノハ↓人モナイ︒﹂
一

三142園 ﹁日本中ニハ︿略﹀︑ジブ

ンノアヒテ一一ナルモノハ

ソレヲ天子サマガオキ

人モナイ︒﹂

耳もありません︒

うこかずにるますが︑し

んだのではありません︒

三225

中につつんであります︒

のは︑みんなこのふろしきの

三306タルヤヲケニモ︑竹ノ 三381 がくかうへもって行くも
モノホシザヲニモ︑コクキ

タガガカケテアリマス︒

三381

三308

ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ

ほかにまだだいじなもの

ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

が三つあります︒
三383 だい一には目です︒
三387 だい二には耳です︒
三396 だい三には口です︒
ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

かたいものにあたればこ 三308 モノホシザヲニモ︑コクキ
ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ

にもできますが︑︿略﹀︒

三227私をころがすのはだれ

はれます︒

三233

三236牛にはつのがあるけれど

三145
キニナツテ︑︿略 ﹀ ︒

三238

︿略﹀タケノコガ︑モウコ

ハモノヲツツ

リマス︒

三324

﹁コトシバホウネン︑ホ
米ガナル︒﹂

︿略﹀︑ちぢにみせようと

中にゐます︒

三361︿略﹀︑いそいでかみをあ
けてみると︑ほたるはやはり

したら︑光がみえません︒

三355

てきました︒

三348 あるばんまさをははは
といつしょによそからかへっ

モ

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ

三337圏

入レテヰマス︒

三328 子ドモガニ三人アゼニ
タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ

ハシツテイク人モアリマス︒

ナヘカゴ一一ナヘヲ入レテ︑

ニワケテ

ニワケテ

︿略﹀︑ユフハン ニハ︑ケラ

三432ソノ日イ
ノクサ ニテガ

ナラベテ︑︿略﹀︒

ラノアツタ モノヲ左 ノ方ニ

三43ーソノ日ノイクサ ニテガ

スワラセマシタ︒

イノ人ヲ右ト左

三427

スワラセマシタ︒

イノ人ヲ右ト左

ユフハン一一ハ︑ケラ
三427 ︿略﹀︑

タトキ︑︿略﹀︒

三426 ミナモトノヨシイヘトイ
フタイシヤウガイクサ曳行ツ

におぼれる︒

三422うのまねするからす︑水

びきくはへて︑ういて出ます︒

三411 見てみるうちにまた一

三147 ソレヲ天子サマガオキ も︑うまにはありません︒
三398 けれどもそのほかによけ
三31一 モノホシザヲニモ︑コクキ
三236牛にはつのがあるけれど ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ
キニナツテ︑︿略﹀スマフヲオ
いなことは言ひません︒
トラセニナリマシタ︒
も︑うまにはありません︒
三406 今もぐつたかとおもふ
ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒
三155 シカシスクネモチカラガ 三237 うまにはたてがみがある
と︑すぐに 一びきくはへて︑でて
三
3
1
6
ア
メ
ガ
フ
リ
ツ
ヅ
イ
テ
︑
田
ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ
きます︒
ノ水ガタクサンニナリマシタ︒
けれども︑牛にはありません︒
うまにはたてがみがある 三318 馬ニマグハヲヒカセテ︑ 三408それをたべると︑またす
ぐにもぐります︒
田ヲカキナラシテヰル人モア
カラ︑ナカナカケハヤニハ︑ケラ

けれども︑牛にはありません︒

三282

ニノビテ︑︿略V︒

ダシタタケノコガ︑モウコンナ

四五日マヘニアタマヲ

たつどうぶつでございます︒

三252どちらもたいそうやくに

てるますが︑︿略﹀︒

しかしのみのすくねには 三244牛のつめは二つにわれ

レマセン︑︿略﹀︒

三167
まけました︒︹ひらがなのドリル︺

三186 オリルトキ＝ハ︑オチル
ヤウニハヤクオリテキマス︒
ハ

三19ーヒバリハオリルトキ一一ハ︑ 三278

ケツシテスノアルトコロヘ

ケレドモ上ルトキニハ︑

オリマセン︒

三193

タケノカバ
ムノニツカバレマス︒

三296

タチマス︒

三294竹ハイロイロナヤクニ

ナリマス︒

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ

スカラスグトビタチマス︒
ンナニノビテ︑私ノセイトォ
三195 ユフガタニナツテモ︑オ ナジクラヰ一一ナリマシタ︒
ヤドリガオリテコナイトキニ
三29一 ダンダンノビルト︑タケノ
ハ︑︿略﹀︒

三196 ︿略﹀︑オヤドリガオリテ

コナイトキニハ︑子ヒバリハス

ノ中デ︑ドンナニマツテヰル
コトデセウ︒

三222わたくしには口も目も

ラ ノ ア ツ タ モノヲ左ノ方ニ
やなぎに

も︑またとぶほどに︑とうとう
とびついた︒

ナラベテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おちても︑おちて

も︑またとぶほどに︑とうとう

三515圏
やなぎに

三433 ︿略﹀︑アマリハタラキ必

ナ カ ツ タ モ ノヲ右ノ方ニナ
とびついた︒

ラベタノデス︒

︿略﹀︑きれても︑きれて

をはる小ぐも︑︿略﹀︒

三435ダレモ右ノ方ノナカマ 三517圃かぜふく心えだにす
一一ハイルノハイヤデスカラ︑

小えだに
︿略﹀︑きれても︑きれて

すをはった︒

も︑またはるほどに︑とうとう

三525圃

三526圃

︿略﹀︒

三438 ソレデイツデモイクサニ
カツタトイフコトデス︒

も︑おちて

すをはった︒

八ツ一一ナル女ノ子ガア

︿略﹀︑﹁ハイ︑今

スグ一一︒﹂

︿略V︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

︿略﹀︑イツモノトホリ︑

︿略﹀︑イツモノトホリ︑
﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ス

三553

グニハキマセンデシタ︒

﹁ハイ︑今スグ一一︒﹂トイツテ︑ス

三552園

バカリデス︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トコタヘル

三545園﹁︿略V︒﹂トイハレテモ︑

キマセン︒

トイツテ︑ナカナカスグ＝ハ行

三542

キマセン︒

トイツテ︑ナカナカスグニハ行

P囹

ラ︑ナカナカトリカカリマセンQ

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

三533四這ヲ言ヒツケラレテモ︑

リマシタ︒

三531

和えだに

も︑またはるほどに︑とうとう

三446アサ日＝ムカツテ︑手ヲ
かへま
る一をかにるると

ヒロゲテゴランナサイQ

三474
きには︑︿略V︑手をついてすわ
つてゐます︒

ついてすわ

かへるはをか
にるると

きには︑︿略﹀︑手を

ちな
てギ

一二

三474

の上にもすむことがで

の上にもすむことがで
略れ

しだれやなぎ に とびつ

お％や

T4

つてゐます︒

三488又さかさまになって︑
へ も ぐ っ て ︑ ︿ 略﹀︒

人や犬などは水の中
三496

をか
のです︒

をか

三503かへるは水の中にも︑

きる

三502かへるは水の中にも︑

ん︒

にながく居ること はできませ

下

のです︒

念達

きる

51く50
幽交幽

に一に
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グ＝ハキマセンデシタ︒

三554 ソノウチニ︑トナリノネ
コガダイジナキンギヨヲトツ
テ︑ニゲテ行キマシタ︒

ふかいつぼのかたちになって

みるのもあります︒

おもてにうづまきがあります︒

三633 ︿略﹀︑この貝がらはく略﹀︑

たいろあります︒

三56一 ザシキノウチニイクスヂ 三634そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑左か
ら右へまはってみるのと︑ふ
モツナヲハツテ︑︿略﹀︒

アソコニハオトウサンノ

チヤイロノオビガアリ︑︿略﹀︒

三572

﹁どこでこんなにたく

さんおひろひになりました︒﹂

三642園

︿略﹀︒

になりました︒﹂ときさましたら︑

三573 ︿略﹀︑コチラニハオカアサ 三638私はをぢさんに︑﹁どこ
でこんなにたくさんおひろひ

ンノモンツキノハオリガアリ

マス︒

といつしょになってみるやう

三587とほくの方では青そら
に見えます︒

になってみるのは︑魚をつつ

シテヰマス︒

カメヲッカマヘテ︑オモチヤニ

三602左の方にはなればなれ 三657 ︿略V︑子ドモが大ゼイデ
てるる舟です︒

シタ︒

ウラシマガヨロコンデ︑カ

ウラシマハ︿略V︑リユウグ

チヘカヘルノモワスレテヰマ

ゥノオキヤクサマニナツテ︑ウ

三686

居テ︑︿略V︒

三678 リユウグウニハオトヒメ
トイフキレイナオヒメサマガ

メ＝ノルト︑︿略V︒

三674

ツレテ行ツテアゲマセウ︒

三602左の方にはなればなれ 三668園オレイニリユウグウヘ
になってみるのは︑魚をつつ
てるる舟です︒

三604右の方に五六そうかた
まってみるのは︑今あみをお
ろしてるるのです︒
︿略﹀︑女や子どもも大ぜ

い出て︑いっしよになってひき

三608
あげます︒

あそこにはうつくしいか
ひや小石がたくさんあります︒

三612

︿略﹀︑さざえのやうに︑

三694

リマス︒

オモシロイアソビモ毎日

三615をぢさんのおみやげに貝 三693 ウマイゴチソウモ毎日タ
ベルト︑シマヒ ニハイヤニナ
をこんなにたくさんいただき
ました︒

三624

163

に一に

見ルト︑シマヒニハアキテキマ
費りにきます︒

きぎを馬やくるまにつんで︑

ソノウチニウラシマハ

人を入れると︑六人でせう︒﹂

ニバカニ

センセイガチヨクゴヲオ

サマシイデハアリマセンカ︒

四95

︿略﹀︑センセイモセイト

ヨミ一一ナツテ︑︿略﹀︒

四96

モーシヨニ君ガヨノウタヲ
ウタヒマシタQ

いはほと

君がよはちよにや
ちよに︑さざれ石の

四98図圃

なりて︑こけのむすまで︒

いはほと

四98図忠君がよはちよにや
ちよに︑さざれ石の

なりて︑こけのむすまで︒

四105ウチニバカキノ木ガニ
本アリマス︒

マスカラ︑︿略﹀カカシガタテテ

四11ーカラスが毎日トリニ來
アリマス︒

去年ハホシテ︑クシガキ

一一作リマシタ︒

四121

四123ウラノ山回バクリノ木

︿略﹀︑ただつねはすぐに

にとびうつりました︒

四194

そばのたふれてみた木の上

アリマス︒

マスカ︒﹂

四254囹

﹁糸が十五セン︑フデガ
七セン︑ミンナデニ十ニセンニ

四293園

はるになって︑だんだん

︿略﹀︑枯れたあとから︑

あたたかになると︑︿略﹀︒

四288園

きこえません︒

た虫も︿略﹀︑もうなくこゑも

四272 くさのかげにないてゐ

ナリマス︒﹂

四258囹

︿略﹀︒

一一ツツンデ︑ワタシナガラ︑

四255オマツハ糸トフデヲ紙

ミンナデイクラ一一ナリ

へとびのきました︒
ノ林ガアリマス︒
四132 クリ林ノ中ニハ︑ドング 四235オマツノ店＝ハ︑糸ヤ
キレヤフデヤカミガナラベテ
リノ木モ五六本アリマス︒

︿略V︒

青そら高くそびえたち︑

きものきて︑

大ぜいのものが下にま

この時よりとものそば

にきれいなはなをさかせて見

まためをふき出して︑そのうち

らい．年またお目にかか

ち米といふ米です︒

四312園﹁おもちにするのはも

四308園 ﹁もちにする米とごは
んの米はどうちがひますか︒﹂

ひますと︑︿略﹀︒

四303母が父に﹁︿略﹀︒﹂とい

りませう︒﹂

四295園

せます︒

に居た︑にたんの四郎ただつね
︿略﹀︑弓矢をなげすてて︑

すれちがった時に︑ただつ

︿略﹀︑ただつねは馬から

みのししのせなかへうしろむき

四178

た︒

へうしろむきにとびうつりまし

ねは馬からみのししのせなか

四176

にむかひました︒

馬をとばして︑そのておひじし

四174

といふぶしが︑︿略﹀︒

四171

た︒

ししが︑︿略﹀かけおりて來まし

弓でいとったのです︒
四161︿略﹀︑矢にあたったみの

ちかまへてみて︑︿略﹀けものを︑

四154

︿略﹀︒

からだに雪の

四144圃

下にきく︑ふじは日本一の山︒

四138圃

く略V︑かみなりさまを

し︑四方の山を見おろして︑

四48囹あのこちらに白いかべ 四136間あたまを雲の上に出

のはしごが見える︒

四43園﹁にいさん︑ここから見
ると︑町が一目に見えますね︒
四46圓 ﹁あそこに高い火の見

ス︒

三696
ウチヘカヘリタクナツタカラ︑
︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒ マ シ タ ︒

三698 ︿略﹀︑アル日オトヒメニ︑

四81︿略﹀︑そのうちに雨が

﹁くるまにのってみる

が見えませう︒

︿略﹀︑モウウチ ヘ カ ヘ リ マ セ ウ ︒ ﹂

四75園

三712園︿略﹀︑ソレデハオワカレ

ふりさうになったので︑いそい

テ︑アリガタウゴザイマスガ︑

三701園﹁イロイロオセワ一一ナツ

ノシルシ一一コノハコヲオ上ゲ
で山を下りました︒

ハ

四88 日ノマルノコクキガアサ
日ニカガヤイテヰルノハ︑イ

マウシマセウ︒

︿ 略 ﹀ ︑ウラシマ

ニノツテ︑海ノ上へ出テ來マ

三724 ︿略﹀︑マタカメノセナカ
シタ︒

三736

オヂイサン一一ナツテシマヒマシ
タ︒

の中ほどにあります︒

四13私どものがくかうは町

も︑本を早るうちも︑みんな

四15ふでやかみを士買るみせ
がくかうのきんじよにあります︒
四22 ︿略﹀︑すこし行くと︑左が

そのすぢむかひに大きな

はにいうびんきよくがあります︒

四24

ごふくやがあります︒

四33 ︿略﹀やさいやすみやた
きぎを馬やくるまにつんで︑
︿略﹀やさいやすみやた

士買りにきます︒

四34

に一に
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イクニモツカヒマス︒
か︒﹂

それがだんだんにかは

四314園ごはんの米はねばりけ 四372妾ワラデハ︿略﹀︑又赤ヤ 四423園﹁人に物をあげる時
青ヤキ色ニソメテ︑変ワラザ
に︑なぜのしをつけるのです
がすくないから︑おもちには

なりません︒﹂

四434圏

つて︑︿略﹀のしをつかふやう

変ワラザイク＝バカゴヤ
になりました︒

このまん中に小さな物
﹁︿略﹀おめでたくない時

しるしにのしあはびをつける

りとりする時には︑なまぐさの

には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒

は︑みじかいはりがどの字の

四474皆さんがよるねる時に

所にありますか︒

四475皆さんがよるねる時に

は︑みじかいはりがどの字の

一日のうちには恥じかん

所にありますか︒

ありますか︒

四477

︿略﹀︑ちっともおんなじ

うして︑かつちん︑かつちん︒

所をささずに︑ばんまでか

四491圏

いことがおほいのです︒
四481 あなたがたは高じかんが
四448圏︿略﹀︑ふだん品物をや くかうに居ますか︒

には︑なまぐさものをもちひな

四446園

がありませう︒

四436園

オモチヤや色色ナ物ガアリマ

﹁コノアヒダ大キナフカ

やうになったのでせう︒

かうして︑かつちん︑かつちん︒

いきをもつがずに︑あさまで

︿略﹀︑ふだん品物をや 四501圃 ︿略﹀︑ちっとも休まず︑

しるしにのしあはびをつける

りとりする時には︑なまぐさの

四451園

カキマハスヤウナ大キナオト

四414

︿略﹀︑ソコ

ガヒナイ︒

ハサカナヤノ

しをつけません︒﹂

四516海一一ヰタ時ヨリモ︑今

四514 チヨツト見ルト︑リッパ
四404園 ﹁コンドハタヒヤヒラ やうになったのでせう︒
デハナイガ︑オメデタイ時ノ
メナドハキツトヤラレタニチ
四454園 今でも︿略﹀︑すべてな
オクリモノ一一ナリマス︒
まぐさものをおくる時には︑の

ガシマシタ︒

四397ソノウチニ海ノ水ヲ

ンアワテマシタネ︒

ガ來タ時一一︑君ラハズヰブ

四388園

ガアリマス︒

四376 ︿略﹀変ワラデ作ツタ物
デ︑アツイジブン＝ツカフ物

ニツカフ物ガアリマス︒

四375 マダコノホカニ変ワラ
デ作ツタ物デ︑アツイジブン

ス︒

四326囹 ﹁それではごはんにたく 四372

褻と︑うどんやさうめんにす
る変は同じですか︑ちがひま
すか︒﹂

四328園 ﹁それではごはんにたく

変と︑うどんやさうめんにす
る愛は同じですか︑ちがひま
すか︒﹂

四333園 ﹁︿略V︑うどんやさうめ

んにする変は小萎で︑︿略﹀︒﹂
四334囹 ﹁︿略﹀︑ごはんにたく変

﹁だんごにつけるこな

は大紫です︒﹂

四343園
は︒﹂

四345囹 ﹁それではあんの豆と︑

だんごにつけるこなの豆と
同じですか︑ちがひますか︒﹂

﹁あんにするのはあづ

きといふ豆で︑︿略﹀︒﹂

四351園

母に﹁︿略V︒﹂と問ひまし

おとしだまにのしがついてゐ

ました︒

四422
た︒

四472

皆さんがあさおきる時

には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒

四471皆さんがあさおきる時

いはりはどこにありますか︒

四467とけいがなる時には︑長

ワニザメ

ハ︿略﹀︑スグ＝

ワニザメハ白ウサギノイ

四556園

﹁オマヘタチハウマク

フトホリニナラビマシタ︒

四55一

ナカマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒

四535

カンガヘテヰマシタ︒

店デ︑ソバニ 一三ン五リント
四461 皆さんはとけいにかいて
ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
四352園 ﹁︿略﹀︑こなにするの
ス︒
カイタフダガタテテアリマシタ︒
ある字がよめますか︒
は大豆といふ豆です︒﹂
四355園 ﹁三郎はこんやは大そ 四418 をばさんからいただいた 四465 とけいがなる時には︑長 四523島ノ上＝居凹型ウサギ
ガ︑︿略﹀︑海ヲワタルクフウヲ
いはりはどこにありますか︒
うもの知りになったね︒﹂

又タタミノトコニシタリ︑ヤ

四363 イネノワラデハ︑︿略V︒
ネヲブイタリシマス︒

か︒﹂

四371萎ワラデハ︿略﹀︑又赤ヤ 四423園 ﹁人に物をあげる時
に︑なぜのしをつけるのです

青ヤキ色ニソメテ︑姿ワラザ

イクニモツカヒマス︒
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オレ一一ダマサレタナ︒

四563 ︿略﹀︑一バンシマヒニ居

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン
ナムシリトツテシマヒマシタ︒
四567 白ウサギハ︿略﹀︑ ハマベ

ソコヘカミサマガタガ

一一タツテ︑ナイテヰマシタ︒

四568
ソコヘカミサマガタガ

オ ト ホ リ ガ カ リ 一一ナツテ︑︿略﹀︒

四573

﹁オカゲサマデ︑カラダ

ミコトノ所ヘオレイニ行ツテ︑
︿略﹀︒

四613園

ハ︿略﹀︑エライオ方ニオ

何︒

おくの

ツクシイシヨクダイヲ立テマシ
タ︒

ニダン目ニバクワンヂヨ
ヲスエテ︑︿略﹀︒

四741

︿略﹀︑三ダン目ニハ五人バ

︿略﹀︑花イケ一一ハモモノ

やしまのたたかひにげん
かひあってみた時︑︿略﹀︒

じはをか︑へいけは海で︑む

四763

花トヒガンザクラヲイケマシタ︒

四746

ヘテ︑︿略﹀︒

四766

見ればへさきに長いさを

︿略﹀よしっねはけらいに

ぐるまはってゐます︒

四783

これにまさるものは

むかって︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねまし

た︒

ございません︒﹂

四795囹

よ一は︿略﹀︑馬にまたが

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

ました︒

四808

赤い扇は︿略﹀︑そらに

赤い扇は︿略﹀︑そらに

まひ上って︑︿略﹀︑波の上にお

四826

ちました︒

まひ上って︑︿略﹀︑波の上にお

四825

よくねらひをさだめ︑︿略﹀︒

四745︿略V︑又ソノ次ノダン ︿略﹀︒
四821よ一は弓に矢をつがへ︑
ニハヒシモチトオゼンヲソナ

ヲナラベ︑︿略﹀︒

四743 又四ダン目口ハ小サナタ つて︑海の中へのり入れました︒
四816 ︿略﹀︑神さまにいのって
ンスヤナガモチヤヒバチナド
から︑目をひらいて見ると︑

ヤシヲオキマシタ︒

四742

四798よしつねは﹁それをよ

四737︿略V︑ソノ左ト右＝ウ

イリサマヲナラベテ︑︿略﹀︒

四734一バン上ノダン＝ハダ

リマシタ︒

ある︒
四775 ふねはなみにゆられて︑
上ったり下ったりします︒
四73一 オハルハアネニテツダツ
テモラツテ︑オヒナサマヲカザ
四776 扇は風にふかれて︑ぐる

す︒

四771 一人のくわんちよがその
下に立って︑さしまねいてゐま

ります︒

はひらいた赤い扇がつけてあ

を立てて︑︿略﹀︒
四712圏 太郎きのふは うんどう
くわいで︑どうにょごした こ
四767 ︿略﹀︑そのさをのさきに

のはかま︒

はりしご

アナタハノチ一一ハ︑キ 四715圃夜おそくまで

ハコノトホリ一一ナホリマシタ︒

まに︑母はせい出す

四613囹

ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ
と︒

ニナリマシタ︒

リマセン︒﹂

たらひの中にあるは
四704圃

四718間ひざの上には何が

クオナリニナリマス︒﹂

四615囹 アナタハノチニハ︑キ
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ
クオナリ一一ナリマス︒﹂

コト

四618ソノノチォホクニヌシノミ
ナリ

トオタヅネニナリマシタ︒

オ ト ホ リ ガ カ リ ニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘニナリマシ

四577 ワケヲ申シ上ゲマスト︑

iリマシタ︒

ハ︿略﹀︑エライオ方ニオ

四62一 ソノノチオホクニヌシノミ

コト

タ︒

四584 ソコヘオホクニヌシノミコ
ナリ

に

ノンデ上ゲマセウ︒﹂

苦ケレバ私ガカハリニ
四684園

あるいてゐます︒

四643く略﹀︑あしだのはにはさ
まった雪をたたきおとしながら

す︒

まで

まがって︑中にはさきが土
とどいてみるのもありま

四634やぶの竹は弓のやう

知らず にるました︒

つかな

四632ゆふべは風がなくて︑し
ばんでしたから︑少しも

トトイフ神サマガオ出デニ
コノ神サマハサキホドオ

ナリマシタ︒

四587
トホリ一一ナツタ神サマガタノ
弟ノ方デス︒
四593 ︿略﹀︑フクロヲカツイデ

イラツシヤツタノデ︑オソクオ
ナリ＝ナツタノデス︒
コノ神サマモ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

オタヅネニナリマシタカラ︑

四596

︿略﹀︒

四604園 ︿略﹀︑ガマノホヲシノー

四61一 ヨロコンデオホクニヌシノ

モトノヤウニナホリマシタ︒

﹁イイェ︑オクスリハジ
四606 白ウサギガソノトホリニ 四687圓
ブン デノマナケレバ︑何ニモナ
シマスト︑カラダハスツカリ

テ︑ソノ上ニコロガレ︒﹂

一一
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ちました︒

天照大神の御弟に︑すさの

をのみことといふきのあらい神さま

五12
がありました︒

五15 ある時生馬のかはをはいで︑
︿略﹀おなげ入れ に な り ま し た ︒

五17 大神はおどろいて︑あまの岩
戸の戸をたてて︑その申へおかくれ
になりました︒

か い が く ら や み になって︑︿略﹀︒

五21 ︿略﹀︑今まであかるかったせ

五23 よい神さまがたは︑どうかし
て大神にまた出ていただきたいと︑
色 色 ご さ う だ ん の上︑︿略﹀︒

同あまの岩戸の外にあつまって︑お

五25 よい神さまがたは︑︿略﹀︑一
かぐらをおはじめになりました︒
かぐらをおはじめになりました︒

五26 よい神さまがたは︑︿略﹀︑お
五32 ︿略﹀︑大ぜいの神さまがたは
手をたたいて︑お笑ひになりました︒
五35 ︿略﹀︑大神は少しばかり戸を

手力男のみことといふ力の

たちからを

あけて︑おのぞきになりました︒

五41

つよい神さまが︑これをごらんにな
ると︑︿略﹀︑お 出 し 申 し 上 げ ま し た ︒

つて︑お出し申し上げました︒

五41 ︿略V︑すぐに大神のお手をと

に來た︒

五45圖春が來た︑春が來た︑どこ

も來た︒

五46圏山に來た︑里に來た︑のに

五46圃
も來た︒

山に來た︑里に來た︑のに

五47圃山に來た︑里に來た︑のに
も來た︒

山にさく︑里にさく︑野に

五48圃花がさく︑花がさく︑どこ
にさく︒

もさく︒

五51圏

五51雪山にさく︑里にさく︑野に
もさく︒

五52圏山にさく︑里にさく︑野に
コノ天皇ガワルモノドモヲ御

もさく︒

五6一

セイバツ＝ナツタ時︑︿略﹀︑オコマ

︿略﹀︑オサキ目立ツテ︑ヨイ

リノコトガゴザイマシタ︒

五64

︿略﹀金色ノトビガトンデ來

ミチノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシ
タ︒

五67

ソノ光ニオソレテ︑皆ニゲテ

テ︑オ弓ノサキニトマリマシタ︒

五73

行キマシタ︒

天皇八面ノ中ノワルモノドモ

天皇ハ︿略﹀︑天皇ノオクラ

ヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑

五78
︿略V︒

五78

天皇ハ︿略﹀︑天皇ノオクラ

ヰニオツキニナリマシタ︒

五81

ソノ日ハニ月十一日ニアタリ

ヰニオツキ＝ナリマシタ︒

五8一

そらからふって︑山の木のは

マスカラ︑︿略V︒

五86

の上に休んでゐましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑風にふかれて︑土の上

そこで大ぜいと一しょになつ

へおちました︒

五87

五88

て︑せまい谷へ下りました︒

私どものなかまは︑出合ふと
私どものなかまは︑出合ふと

すぐに一しょになるのがきまりです︒

五92
五92

すぐに一しょになるのがきまりです︒
︿略﹀︑何だか目がまはって︑

ひるはあたたかな日にてらさ

しばらくの間は何も知らずにゐまし

五95

た︒

五107

れ︑︿略﹀︑休なしにあるきました︒

ひるはあたたかな日にてらさ
それから田や畠の間を通って

れ︑︿略﹀︑休なしにあるきました︒

五111
五116

來るうちに︑右からも︑左からも︑

まもなく町の中へはいると︑

なかまがあつまって企て︑︿略﹀︒

五124

ツテヰル人ガ︑コンナニ小サク見エ

マス︒

五163 ︿略﹀︑爾ワキニアタマカラヲ

マデーレツニ︑クロイテンノアルウ

︿略V︑両ワキニアタマカラヲ

ロコが三十⊥ハ枚ヅツナランデヰマス︒

マデーレツニ︑クロイテンノアルウ

五164

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

ロコが三十⊥ハ枚ヅツナランデヰマス︒

目ハ大キクテ︑ロノ右左ニハ

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑

五165

︿略﹀︒

五168

男ノ子ノアルウチデハ︑五月

太イヒゲガアリマス︒

ノセツク＝鯉ノブキナガシヲ立テマ

五178

ス︒

母は流しもとで︑まないたに

魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ

五197

ます︒

五202園 ﹁そこにおさらがあるから︑

それからそこに切ってある

取っておくれ︒﹂

たけのこをおなべの中へ入れておく

町の中を通る時にきたない物 五206囹

両がはにいへがたちならんで︑︿略﹀︒

五131

れ︒﹂

おはなは水がめから水をくん

ぬす人はきんじよに住んでゐ

﹁この釜は昔から私のうち

るみざりだといふうはさがあるので︑

五227

で︑母の手にかけました︒

町の中を通る時にきたない物 五223

をなげつけられるのにはこまりまし
た︒

五131

︿略V︑輕い物は一しょにここ

をなげつけられるのにはこまりまし
た︒

五133

︿略﹀︒

日本一ノ大キナホトケサマハ︑ 五233園

までもって來ました︒

五142

やく人は二人をよび出して︑

にある釜です︒

︿略V︑大ブツサマノマヘニ立 五238

ナラノオ寺ニアリマス︒

五152
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その釜を前において取りしらべまし
た︒

五243園 それを私のるすにこのみざ
りがぬすんだので ご ざ い ま す ︒ ﹂

五258 役人はしばらく考へてるまし
たが︑そのうちにるざりにむかって︑
﹁︿略﹀︒﹂と申し わ た し ま し た ︒

五261 役人は︿略﹀︑そのうちにる
ざ り に む か っ て ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と申しわ
たしました︒

五263園 この釜はお前の物にちがひ
あるまい︒

ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ

イニホヒガシマス︒

五317
カタクテ︑ソノ中一一マルイ種ガニツ

茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

三ツヅツアリマス︒

五324
ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒
五327 ︿略﹀︑一バンハジメ一一ツムノ

ソノ葉デコシラヘル茶が一番

ヲ一番茶トイヒマス︒

五33一

︿略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ

ヨイ茶ニナリマス︒

五335

木ノタメニハヨクナイサウデス︒

たまにかぶって︑雨手をついてゐざ

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

五267 ゐざりはく略V︑その釜をあ 五337 サクラノ花ノ下一一トンデヰル
思ヒ︑︿略﹀︒

天皇は︿略﹀︑大そうお笑ひ

ル人ノカホハヨク見エマセン︒

五433︿略V︑向フノ汽車ニノツテヰ

ソノウチニ下ノ方デカミナリ

文太郎ハビツクリシテ︑父ニ

ケレドモコンドハミジカイト

はじめのうちは遠くの方にき

かみなりの鳴る時には︑そ

んな所にみてはあぶない︒﹂

五468園

こえてゐましたが︑︿略﹀︒

五463

ンネルデ︑スグ一一通リヌケマシタ︒

五452

クナツテ︑何モ見エマセン︒

海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑加重

五448 文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑

キ︑マスト︑﹁︿略＞Q﹂トイヒマシタ︒

五442

ノヤウナ音ガシマシタ︒

天皇はこれをごらんになって︑ 五436

くさん集めて來いとおほせになりま
した︒

五381
︿略﹀︒

五381

﹁その子は皆お前にやるか

になりましたが︑︿略﹀︒

五382園

天皇は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とお

ら︑やしなってやるがよい︒﹂
五384

天皇は︿略﹀︑すがるには小

ほせになって︑︿略﹀︒

五384

子部といふ姓をたまはりました︒
︿略﹀︑むかへに來た人もあり︑

見おくりに來た人もあって︑噛そう

五393

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

文太郎国父ニツレラレテ︑ハ
︿略﹀︑馬モ車モ遠見エタカト

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

五418
五428

思フト︑スグ後ニナツテシマヒマス︒

走ツテヰル汽車ガスレチガフ
時ニハ︑向フノ汽車ニノツテヰル人

五432

ノカホハヨク見エマセン︒

二人は思はず耳に手をあてて︑

二人は思はず耳に手をあてて︑

音次郎は友吉のかたに手をか

キ瓜ニバカバニ小サイトゲガ

アリ︑︿略﹀︒

五50一 キ瓜ニバカバ一一小サイトゲガ

アリ︑︿略﹀︒

五498

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五498 マクハ瓜ヤタ顔や西瓜一一ハ︑

けて︑﹁︿略V︒﹂といひましたQ

五487

た︒

の高い木がまつ二つにさけてゐまし

五486 ︿略﹀︑かみなりがおちて︑そ

そこにたふれました︒

五483

そこにたふれました︒

五483

んな所にみてはあぶない︒﹂

︿略﹀︑むかへに來た人もあり︑ 五468囹かみなりの鳴る時には︑そ

こみ合ってゐます︒
五393

見おくりに來た人もあって︑大そう

︿略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

下りる人がまだ下りてしまは

こみ合ってゐます︒

︿略V︑シヅカニ木ノ葉ノ上土 五395

汽車は︿略﹀︑きまった時間

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

キモノノモヤウヤ︑カンザシ

ゆうりゃく

昔雄略天皇が︿略﹀︑こをた

文太郎ハ三型ツレラレテ︑ハ

にちやんと出ます︒

五415

ります︒

蝶ニハ大キナノモ︑小サナノ

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

︿略﹀︒

五367

ゆうりゃく

人をおめしになって︑︿略﹀︒

五365

昔雄略天皇がすがるといふ

ナド＝蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

五357

ノヤサマぐアリマスガ・︿略V︒

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ

五351 ︿略﹀︑羽ノ色一一モ︑白イノヤ︑ 五418

モアリ︑︿略﹀︒

五348

︿略﹀︒

五343

カト思ヒマス︒

五338

り出しました︒

五271園 ﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬ
す人はその方にき ま っ た ぞ ︒ ﹂

ひつけて︑しばらせました︒

五273 役人は︿略﹀︑下役どもに言

だ︑しほにっかつてからくなり︑し

五286圃 もとよりすっぽいこのから
そ に そ ま っ て 赤 く なり︑︿略﹀︒

五287團 もとよりすっぽいこのから
だ︑しほにっかつてからくなり︑し
そ に そ ま っ て 赤 く なり︑︿略﹀︒

小さい君らのなかま入︑うんどう會

五296圃 しわはよってもわかい氣で︑

コ・一一茶ノ．木ガアリマス︒

にもついて行く︒
五302

タ・カイトコロニヨクソダツ木デス︒

五307 茶ノ木ノ高サバ︿略﹀︑ア
五314花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ

に一に
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︿略﹀︑カボチヤニハデコボコ

ガアル︒

五502

ツ ケ 物 ニ シテモタベ︑︿略V︒

五517キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ
テモ︑

テモ︑

ツケ物＝シテモタベ︑︿略﹀︒

五518キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ
五526瓜ノツル一一ハナスビハナラヌ︒
五534ソノ中＝ケモノが勝チサウニ
ナツタノヲ見テ︑ ︿ 略 V ︑ ケ モ ノ ノ ミ

﹁私バカラダガネズミ一＝﹇

カタニナリマシタ ︒

五536圏
テヰルカラ︑ケモ ノ ノ 仲 間 ダ ︒ ﹂

五538 ソノ中主ケモノが勝チサウニ
ナツタノヲ見テ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ケ モ ノ ノ ミ
カタニナリマシタ ︒

ス︒

五563又サムイ時ニ漁火ニアタリマ

大昔ハ︿略﹀︑ソレカラ後＝

五563夜ニナレバ火ヲトボシマス︒
五568
ハ石ト金ヲウチ合セテ出スヤウニナ
リマシタ︒

︿略﹀︑朝早くからあそびに

おはなさんもつれて一しょ

いらっしゃい︒

五637困

五641國
にお出でなさい︒

おちよはよろこんで︑母には

なしますと︑︿略﹀︒

五645

五662團

す︒﹂

五655園

﹁お話をする通りに書けば

あさってはおはなさんと一

さあ︑こ＼に葉書がありま

よいのです︒

五654園

書いてお出しなさい︒﹂

五576火バチナドニ入レル炭ハ︑木 五648園 それから弄すぐにへんじを
ソノホカニ石炭トイフモノガ

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

五58一

コレハ大昔ハエテヰタ木が土

アリマス︒

五582

ノ中一一ウマツテ︑シゼント出過寺物
デ︑︿略﹀︒

それを母に見せますと︑︿略﹀︒

しょにきっとまみります︒
五663

︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

キカイナドヲウゴカスノニハ︑皆コ

五587

道ノ雨ガハニハ︑︿略﹀ナド

ランプニトボスノハ石油トイ

オチヨトオハナハアネ＝ツレ
オチヨトオハナハアネニツレ
ラレテ︑オ宮ニサンケイシタ︒

五682

ラレテ︑白檀ニサンケイシタ︒

五682

ガ店ヲナラペテヰル︒

五675

油ニモ色々アリマス︒

レヲ使ヒマス︒

五588

アンドンニトボスノハ大テイ

五545 シバラクタツト︑ケモノが負
ケサウニナツタノデ︑︿略﹀︑鳥ノ方

五592

ヒマス︒

五595

ナタネカラトツタ種油デス︒

ニツキマシタ︒

五555 又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ
前ハケモノダラウQ﹂トイツテ︑ア
ヒテニシテクレマセン︒

ノウロや穴ノ中研カクレテヰテ︑

ボツタ油ニナルノデス︒

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

テヰル︒

テアル︒

五694

五717圏

︿略﹀︒

晩ニナルト︑花火が上ルトイ
フト水ニウツツタジブンノス
五715圏

︿略﹀︑オチルトスグ又新シ

毎年春＝ナルトオチルガ︑

ガタヲ見テ︑︿略﹀︒

五71一

フ話デアル︒

五705

オ宮ニハエマガタクサンカケ

五556 シカタナシニ︑ヒルノ間曲木 五602 ︿略V︑ワキ出タママノ亀岡ゴ 五687 オ宮ノ正面＝大キナ鈴が下ツ

︿略﹀︒

スタレテ來マシタ︒

五556 シ三拝ナシニ︑ヒルノ間曲木 五602 ランプニ石油ヲトボスヤウニ
ノウロや穴ノ中ニカクレテヰテ︑

ランプニ石油ヲトボスヤウニ

︿略V︑母は手紙をおちよにわ
たしました︒

五634

スタレテ來マシタ︒

ナツテカラ︑アンドンハダンダン＝

五604

︿略﹀︒

︿略﹀︑夜ニナルト出テ空ヲト

ビアルクヤウニナツタトイフハナシ

五557

デス︒

五563 又サムイ時下ハ火ニアタリマ
ス︒

イノガハェテ︑ソノタビニ枝ガーツ

︿略﹀美シイ角が木ノ枝ニヒ

ヅツフエル︒

五736

又海には一面にいくさ船がな

トウく犬二追ヒツメラレマ

ツカ・ツテ︑︿略﹀︒

シタ︒

五737

五746

又海には一面にいくさ船がな

らんでるて︑︿略﹀︒

らんでるて︑︿略﹀︒

五747

五748 ︿略﹀︑海とをかとにおし立て

た何千本の赤はだは︑︿略﹀︒

よしっねはく略﹀︑こっそり

五752 げんじは二手に分れて︑︿略﹀︒

ひよどりこえはしろの北の方

この中にはべんけいも居った︒

と裏道からひよどりこえに向つた︒

五761

五761

そのうちに日が暮れて︑まつ

にあって︑よつぼどけはしい所であ

五762

る︒

五765

この学べんけいは火の明りを

暗になってしまった︒

たよりにたつねて行って︑一人のか

五767

よしっねはよろこんで︑刀や

手にはかりに使ふ弓矢を持つ

手にはかりに使ふ弓矢を持つ

りうどをつれて來た︒

五772

てるる︒

五772

てるる︒

五774

さあ︑あんないをせよ︒﹂と

ようひをやってけらいにした︒

五801

言ひつけて︑夜のうちにがけの上ま

，
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に一に

で出た︒

五803 見下せば︑しろは何十丈ある
か知れないがけの下にある︒

五813園 この時よしつねは︑﹁われ
を手本にせよ︒﹂といひながら︑馬
に一むちあててかけ下りた︒
この時よしつねは︑︿略﹀︑馬

に一むちあててかけ下りた︒

五814

六12 四方は︑海にとりまかれてる
る︒

もあるが︑︿略﹀︒

六13 海岸には切立てたやうな岩山
六14 海岸には︿略﹀︑平たい砂原
になってみる所が多い︒

あり︑︿略﹀︒

六15 一面に小松のはえた小松原も
六18 海べはふだん強い風がふくか
ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝
ぶりになってみる ︒

六18 ︿略﹀︑高い松はしぜんにおも
しろい枝ぶりになってみる︒
べを見ても︑美しい景色である︒

六21 白い砂に青い松︑どこのはま
六23 日本には山が多い︒

六23 どの山にも木がよくしげつて
みる︒

はえてみるのは目がさめるやうな心

六25松・杉・ひのきなどが一面に
持がする︒

六31 所々に白いぬのをさらしたや
う な た き や 谷 川 が あって︑︿略﹀︒

六34 日本には川が多い︒

六36

︿略﹀︑しっかな川をほかけ船

の上って行くのは︑まるでゑにかい

︿略﹀︑橋の下に立ってつりす

川の上にかけた橋︑︿略﹀︒

たやうである︒

六37

六37
る人など︑︿略﹀︒

かはるぐ色々な花がさき︑色々な

六41日本の國には春・夏・秋・冬

大

一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四

一年一一腎管ニケ月アリ︒

通ふ白ほの美し

わけて名におふ松島の

一年中にからりとはれた日が

鳥が鳴く︒

六44
多い︒

六53圃
島・小島その中を
六67図

や︒

六68図

私は︿略﹀︑二三人の友だち

季二分ツ︒

六82

みんなと橋のたもとに出合つ

と遠足に出かけました︒

六84

て︑︿略﹀︑四五町行くと︑︿略﹀︒

みんなと橋のたもとに出合つ

たんぼにはいねがよくみのつ

て︑川について︑四五町行くと︑

六84

︿略﹀︒

六86

て︑︿略V︒

︿略﹀︑風のふくたびに黄色な

たんぼのさきにこんもりとし

波が立ってるます︒

六87

六88
六92

まつ御社にさんけいして︑し

御社の後には松山があります︒

た森があって︑︿略﹀︒

六95

︿略﹀︑道ばたにはきれいな草

ばらくそこで休みました︒

六98

のぼりついたじぶんには足も

花が咲きみだれてゐます︒

六105

だいぶくたびれて︑はらもすっかり
すきました︒

すゴしい風にふかれながら︑
草の上にすわって︑にぎりめしをた

六107

す卜しい風にふかれながら︑

べた時は︿略﹀︒

六107

草の上にすわって︑にぎりめしをた

六13一 ソノ時一一ハ一羽ノガンバ列ヲ

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六133

モシ列ニハナレルヤウナコト

又トブ時圏ハガア︿ト鳴合

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六136

フ︒

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

六137

モシ列ニハナレルヤウナコト

スグ列二加ルノデアル︒

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

六14一

スグ列二加ルノデアル︒

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道＝

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩一一多イ︒

かへりには同じ道を通らずに︑ 六144

べた時は︿略﹀︒

六112

別の道から下りました︒

アル︒

かった稻が雨にぬれると︑米

六145 ︿略﹀︑大テイ月夜＝トブノデ

マヨフカラ︑︿略﹀︒

かへりには同じ道を通らずに︑ 六145

のぼる時には三時間もか＼つ

別の道から下りました︒

六112

六H3

たが︑︿略V︒

︿略V︑天氣のよい間に取入れ

刈った稻はさをや木にかける

刈った稻は︿略﹀︑よく日に

そのもみを又よく日にかわか

して︑︿略﹀︒

六163

かわかします︒

六158

にかわかします︒

か︑地面にひろげるかして︑よく日

六157

にかわかします︒

か︑地面にひろげるかして︑よく日

六157刈った稻はさをや木にかける

なければなりません︒

六154

がわるくなるから︑︿略﹀︒

︿略V︑下りる時には二時間し 六153

晩にはくたびれた足をのばし

かか＼りませんでした︒

六114

六117

晩には．くたびれた足をのばし

て︑けさまで一眠に眠りました︒

六H8

ガンハツバメノカヘルジブン

て︑けさまで一眠に眠りました︒

六124

一一來テ︑︿略﹀︒

ガンバ︿略V︑ツバメノ來ル
モウ秋一一ナツタカラ︑ガンガ

ジブン一一カヘル︒

六125
六126

オヒオヒトンデ來ル︒

ガンハイツデモーシヨニナツ
テ︑列ヲツクツテトブ︒

六128

」
」
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六166

︿略﹀︑すりうすですって︑も

みがらをのけると︑はじめて米にな
るのです︒

長サヲバカル一一一尺ヲモト

み 重 ね て な が め た時は︑︿略﹀︒

六168 米を俵に入れて︑その俵をつ
六176図
トス︒

六181個物サシニバカネ尺トクヂラ
尺トアリ︒

バクヂラ尺ノ八寸＝アタル︒

六185図 カネ尺ハ︿略V︑ソノ一尺
六187図 カサヲバカルニハ升ヲモト
トス︒

六195図 バカリニモ色々アリ︒

六196図重サヲバカル一一唐子ヲモト
トス︒

六207 その時そこに居た一人の子ど
船にのらせました︒

も が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂といって︑まつ象を

おいた所まで船が水につかった時に︑
その石をおろして︑︿略﹀︒

ガ︑︿略﹀︒

六254園金ヤギンハ美シクテ︑指ワ
ノ他イロくナカザリ物ニナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

ガ︑︿略﹀︒

さうして前にしるしを附けて

おいた所まで船が水につかった時に︑

六222
その石をおろして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑その石をおろして︑な 六255園長ヤギンハ美シクテ︑指ワ
ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

六223

んどにもはかりにかけて︑その目方

ガ︑︿略V︒

ノ他イロくナカザリ物ニナリマス

︿略﹀︑その石をおろして︑な

シテ見レバ銅ホド二二立ツ

﹁︿略﹀︑ソレヨリモツトタ

今デハ鐵ハ鏡ノ仲間ニハハ

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六283囹 ﹁ソレデモ鐵ハヂキ一一サビ

六291園銅論人二使ハレテヰテモ︑

ある日主人は朝から用たしに

時々青イ物ヲ出シマセゥ︒

出たので︑二人が店のるすをしてゐ

六298

ると︑︿略﹀︒

買ひに來た︒

六302 ︿略﹀︑一人の男の子がふでを

のつりに一せんの銅貨を三枚渡した︒

六304 ︿略﹀︑直吉は何の氣なしにそ

男の子も氣がつかずにその

今のお客にもう一宮上げな

直吉は︿略﹀︑すぐに追つか

﹁それでもだんなが居ない

あとになって︑主人はこの事

くアリ︒

織物ニハキヌ織物・モメン

織物・アサ織物・毛織物ナドイロ

六334図

めて︑長松にはひまをやった︒

六331 ︿略﹀︑直吉は正直ものだとほ

を聞いて︑︿略V︒

六328

はしない︒﹂

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六324園

けて行って︑残りの一鏡を渡した︒

六312

ければならなかった︒﹂

六308囹

ま＼かへった︒

六305

一せんの銅貨を三枚渡した︒

ら︑直吉は何の忍なしにそのつりに

ソレデ至心ニナルコトモ出 六304 ︿略﹀︑十せん銀貨を出したか
ソレデゼ一＝一ナルコトモ出

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六263園田ダラヒ＝モナレバ︑私ノ

來レバ︑針金一一ナルコトモ天爵マス︒

六262園

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六261圏

ス︒

シタガツテネダンモヤスウゴザイマ

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

六257囹

銅ハソレニヒキカヘテ︑金

を知りました︒

んどにもはかりにかけて︑その目方

六223

ある家のにはに大きな水がめ

を知りました︒

六226

一人の子どもが水がめのふち

があって︑︿略﹀︒

六231

へ上って︑遊んでみるうちにふみは
つして︑かめの中へおちました︒

それがため︑かめに大きな穴

があいて︑水が流れ出ましたから︑

六241

︿略﹀︒

六265園

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

マヅヤクワンガイヒマスニハ︑ 六264園金ダラヒニモナレバ︑私ノ

﹁金扇ハイロくアリマスガ︑ナカ

六247

デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモノ

六211 その時そこに居た一人の子ど
も が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂といって︑まつ象を

モノハアリマスマイ︒﹂

六278園

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

六277園今デハ鐵ハ銭ノ仲間ニハハ

ハ鐵デセウ︒

クサンアツテ︑モツト役二立ツモノ

六271園

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略V︒

﹁金ニハイロくアリマス 六267圏 ﹁ナルポド銅ハタクサンア

﹁︿略﹀︑ナカデ一番人ノ役

ノ他イロくナカザリ物ニナリマス

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

六253元金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

ウ︒

＝立ツノハ︑私ドモノ仲間ノ銅デセ

六251園

私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

ガ︑ナカデ一番人ノ三二立ツノハ︑

六248圏

仲間ノ銅デセウ︒

船にのらせました︒

つかった所にしるしを附けました︒

六213 さうして象の重みで船の水に

つかった所にしるしを附けました︒

六214 さうして象の重みで船の水に

代りに石をたくさんつみました︒

六217 それから象をおろして︑その

おいた所まで船が水につかった時に︑

六221 さうして前にしるしを附けて
そ の 石 を お ろ し て︑︿略﹀︒

六222 さうして前にしるしを附けて
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六348図 麻糸ニテ織りタルモノバカ
︿略﹀︑カラムシノ糸ニテ織

ヤナド一一ツクリ︑︿略﹀︒

六352図
リタルモノバ二三ビラナドニツクル︒

つかれて す ぐ に ね て し ま っ た ︒

六365ゆにはいって︑ごはんをたべ
ると︑

つかれて す ぐ に ね て し ま っ た ︒

六366ゆにはいって︑ごはんをたべ
ると︑

つてみた︒

六373朝おきて見ると︑池に氷がは
六376 學校からかへってから︑をば
さんの所へ使ひに行った︒

六382 木村さんが遊びに以た︒

六384 午前六時の汽車で︑おとうさ
んが京都へお立ちになった︒
て︑晩の九時二十分に京都に着いた︒

六393国昨日六時の汽車に間に合つ
六394國 ︿略﹀︑晩の九時二十分に京
都に着いた︒

︿略﹀︑晩の九時二十分に京

都に着いた︒

六394囲

六395国 第一番に御所ををがんで︑
それから東山の方へ行った︒
の多いのにはおどろいた︒

六401國 三十三間堂のほとけのかず
六407國 明後日はこ＼を立って︑道
で用をたして︑この次の水曜日まで
にはかへる︒

てうせん

様々あるから︑たのしみにして待つ

六412国 おみやげもおみやげ話も
ておいで︒

六435 日本中を平げて︑後には朝鮮

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ
︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

人は︑︿略﹀︒

六441
︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

うにやられましたが︑︿略V︒

六442

じぶんの心では武士になりた

うにやられましたが︑︿略﹀︒

六445
父はしかたなしに又よそへほ

いと思ってみたのです︒

六451

父はしかたなしに又よそへほ

うこうに出しました︒

六451

けれども日吉丸は︑どうかし

うこうに出しましたQ

六453

てりっぱな武士になりたいと思って
ゐましたから︑︿略﹀︒

けれども日吉丸は︑︿略﹀︑ほ

うこうの方には身が入りません︑

六454

︿略﹀︒

︿略﹀︑木下藤吉郎秀吉と名の
お だのぶなが

六457

ある日信長が夜明け前に出か

つて︑織田信長につかへました︒

六462

けようとすると︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

六476

けらいが大ぜい直しにか＼り

ましたが︑中々はかどりません︒

信長はとうとう秀吉にいひつ
信長はとうとう秀吉にいひつ

けて︑直させることにしました︒

六478
六478

けて︑直させることにしました︒

秀吉は大ぜいの人を十組に分
けて︑一組に葦間つつわりあてて︑

六481

秀吉は大ぜいの人を十組に分

仕事をいそがせましたから︑︿略﹀︒

六482

けて︑一組に十間つつわりあてて︑

秀吉は︿略﹀︑仕事をいそが

仕事をいそがせましたから︑︿略﹀︒

六483

信長はく略V︑それからだん

せましたから︑すぐに出來上りまし
た︒

六486

く重く取立てて︑一方の大幅にし
ました︒

後には秀吉の馬じるしを見る
と︑敵は職はないでにげて行くやう

六翻3

になりました︒

敵を攻めに行ってみた間の事でした

又ある朝早く信長がかりに出 六496 秀吉が信長に言ひっかつて︑
が︑︿略﹀︒

六466

ようとして︑﹁誰も居らぬか︒﹂とよ

﹁藤吉郎秀吉こ＼にひかへ

秀吉が信長に言ひっかつて︑

みつひで
︿略V︑信長は京都で光秀とい
ふけらいにころされました︒

六498

が︑︿略﹀︒

敵を攻めに行ってみた間の事でした

六496

びますと︑︿略﹀︒

六471園

少しのゆだんもなく主人に仕

て居ります︒﹂

六472

へるこ＼ろざしにかんしんして︑
︿略﹀︒

ぼくしてかへって來て︑︿略﹀︒

少しのゆだんもなく主人に仕 六501 秀吉は︑︿略﹀︑すぐに敵とわ
へるこ＼ろざしにかんしんして︑

六473

六504

それからは秀吉のいきほひは︑

しぜんに日一日と盛になりました︒

名が皆秀吉の言ふことをきくやうに

六507 ︿略﹀︑しまひには日本中の大

秀吉はもう日本中に敵がなく

なりました︒

六512

し

支那からは大兵をおくって︑

な

なったから︑︿略V︒

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

六515

︿略﹀︑その使のもって來た文

い日本兵にはかなひません︒

の中に︑秀吉を日本國王にするとい

六518

︿略﹀︑秀吉を日本江上にする

ふぶれいなことばがありました︒

六518

﹁日本國には天皇へいかが

といふぶれいなことばがありました︒

いらっしゃるではないか︒﹂

六524囹

をしいことに︑そのいくさの

終らない中に病氣でなくなってしま

六528

をしいことに︑そのいくさの

ひました︒

六531

終らない中に病氣でなくなってしま

京都の東山の山の上に秀吉の

ひました︒

はかがございます︒

六532

又その山のふもとには秀吉を

まつった神社もございます︒

六533

ザルモノ少シ︒

六538図菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ

フルコトアリ︒

六542図 ニモノヲスル一一モ砂糖ヲ用

六544図塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク

に一に
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ル ニ 大 切 ナ ル モ ノ ニシテ︑︿略﹀︒
たけだしんげん

六554 その相手は武田信玄で︑これ
も謙信におとらないいくさの上手で
あった︒

六555 ある時謙信が山の上に陣取つ
︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

てるると︑︿略﹀︒

六556

手に分けて︑はさみうちにしようと
した︒

︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

手に分けて︑はさみうちにしようと

六557

した︒

六558 謙信は︿略﹀︑夜の間に信玄
の陣に攻入った︒

六561 謙信は︿略﹀︑夜の間に信玄
の陣に攻入った︒

六568 急に馬に打乗って︑味方のま
つ先に立って︑︿略﹀︒

︿略﹀︑信玄の本陣に切りこん

つ先に立って︑︿略﹀︒

六568 急に馬に打乗って︑味方のま
六571
︿略﹀︑信玄の本陣に切りこん

で︑信玄に打ってか＼つた︒
六571

︿略﹀︑後からやり先で謙信の

で︑信玄に打ってか＼つた︒
六576

馬のしりを力一ぽいになぐりつけた︒
をたすかった︒

六577 信玄はそのすきにあやふい命
ところがとなり國ではく略﹀︑

塩を送らせないことにした︒

六586

さ を し て み る け れ ども︑︿略﹀︒

六587囹 ﹁われくはたがひにいく

六588圏

吹

﹁︿略﹀︑敵の國の人には何

身をきるやうな北風の

のうらみもない︒

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑
︿略﹀︒

六667

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

六598圃

︿略﹀︒

材木ニハ松・杉・ヒノキ・

六678図杉ハ︿略﹀︑又ハコ・ヲケ

︿略﹀︒

六678夏空ハデンシン柱二用ヒ︑

ル民用フ︒

︿略﹀家ヲタテ︑橋ヲカケ︑船ヲ作

六677黒松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

栗・ケヤキナドアリ︒

六673図

ぐ野中道︒

︿略﹀︑たもとを顔におしあ
︿略﹀︑その子のかたに手を

てて︑ひとりしくく泣いてみる︒

六603圃
六611圏
かけて︑ことばやさしくなぐさめる︒

まへからわたしは目がわ
﹁︿略﹀︑かなしいことに

るく︑杖をたよりにあるきます︒

六616圃園
六625圃園

目が見えず︑さがすことさへ出來ま

六687図桐ハ︿略﹀︑ツクエ・本バ

・タルナドヲ作ル一一用フルコト多シ︒

六632魍︿略﹀︑少しはなれたくさむ

コ・タンス・ハキモノナドヲ作ルニ

せん︒﹂

らに︑やうく杖を見つけ出し︑す

私がこ﹂へまみつたのは︑こ

︿略﹀︑先生に何か聞かれても︑

その間に色色な子どもを見ま

今年で三十年になります︒

の學校がたった年でございますから︑

六698

用フ︒

︿略﹀︑少しはなれたくさむ

ぐに拾って取ってやる︒
六634圃

らに︑やうく杖を見つけ出し︑す

日本二居ルケモノノ中デ一番 六698

ぐに拾って取ってやる︒

六644

した︒

答へることが出來ないで︑︿略V︒

熊が人一一ムカツテ來ル時ニハ︑ 六703

強イノハ熊デス︒
六645
︿略﹀︒

熊が人心ムカツテ來ル時＝ハ︑ 六708 字を書くのに︑︿略﹀︑紙をた

くさんほこにしたりするやうな︑

六645

後足デ立上ツテ︑︿略﹀︑スルドイ爪

字を書くのに︑︿略V︑紙をた

度々けっせきしたり︑ちこく
したりして︑先生にしかられた子供

六717

そ＼つかしい子供もございました︒

くさんほこにしたりするやうな︑

六712

そ＼つかしい子供もございました︒

又川バタニ行ツテ︑魚ヲツカ

熊ノ皮ハヨイシキ物ニナリマ

デヒツカキマス︒

六654
ス︒

六665

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

マヘルコトガアリマス︒

六666

學校でいつも先生にほめられ︑

もございました︒

學校でいつも先生にほめられ︑

友だちにもすかれた善い子供は︑

六724

︿略﹀︒

友だちにもすかれた善い子供は︑

六725

︿略﹀︒

︿略﹀善い子供は︑おとなに

︿略V善い子供は︑おとなに

なってから︑りっぱな人になりまし

六725

た︒

六726

學校で先生にしかられ︑友だ

なってから︑りっぱな人になりまし

た︒

學校で先生にしかられ︑友だ

ちにもきらはれた悪い子供は︑︿略V︒

六727

六727

︿略﹀悪い子供は︑おとなに

ちにもきらはれた悪い子供は︑︿略﹀︒

なってから︑育ていつまらない人に

六728

︿略﹀悪い子供は︑おとなに

なってゐます︒

なってから︑大ていつまらない人に

六731

なってゐます︒

︿略V︑三十年の問にどうして

むねの上には紙のぬさを立て

もきらひな子供が七八人ございまし

六733

た︒

て︑色どった大きな弓矢や扇車がか

六742

ぬさの前にはおみきやもちや

ざつてあります︒

六744

︿略﹀︑わかものどもはこゑを

魚がそなへてあります︒

六762
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そろへて︑そのあとについて歌ひま
した︒

︿略﹀︑口 々 に ﹁ お め で た う ︑

おめでたう︒﹂とい ひ ま し た ︒

六763

向 っ て ︑ う れ し さ うに︑﹁︿略﹀︒﹂と

六765 羽織・はかまの主人は一同に
あいさつしました︒

六785 正面ニアル正本エントツノ汽
船ハ︿略V︒

ハトバノ右一一着イテヰル汽船

オロシタ荷 物 ハ ス グ 一 一 車 ニ ノ

ハ今荷物ヲオロシテヰル︒

六79一

六80一

オウシタ荷物ハスグニ車一一ノ

セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒
六80一
セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

六80一 オロシタ荷物ハスグニ車ニノ
ヒデヨシ

セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

六805図 秀吉コ・＝城ヲキヅキシヨ
リ︑︿略﹀︒

六815図淀川ハイクスヂ一一モ分レテ
海ニソ・グ︒

海ニソ・グ︒

六815図 淀川ハイクスヂニモ分レテ

六818図港則ハ船ノ出入シゲク︑
︿略﹀︒

友と友︑人と人︒

六845図圏︿略﹀︑學びの光を身にそ
︿略﹀︑學びの光を身にそ

へよ︑身につけよ︒

六845図圏

楠木正行ハ正成ノ子ニシテ︑

へよ︑身につけよ︒
マサシゲ

七12図
︿略﹀︑ソノ折父トトモ一一職

父一一オトラヌ忠義ノ士ナリ︒

七14図
場二叉デントセシガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ソノ折父トトモニ職
︿略﹀︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑

場二出デントセシガ︑︿略﹀︒

七14図
七28図園

汝ノ孝行コレニスギタル

天皇ノ御タメ一一ツクスベシ︒

七29図園

正成ハタシテ戦死シテ︑ソ

コトナシ︒﹂

七32図

正行ハコレヲ見テ︑︿略V︑

ノクビハ家風送ラレタリ︒

七34図

シカルニ正行スデニ男盛

一一モトモナハズ︑︿略﹀︒

七69重土

モシ病一一力・リテ早ク死

リニ及ベリ︒

七69図園

く略V︑君ノ御目メニハ不

ナバ︑︿略﹀︒

七71図園

忠ノ臣トナリ︑父ノタメニハ不孝ノ
子トナルベシ︒

︿略﹀︑君ノ御入メニハ不
忠ノ臣トナリ︑父ノタメニハ不孝ノ

七72三園

コノ度ノ合戦一一ハ︑師道

子トナルベシ︒

七73図園

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ
クビヲカレラ日取ラスルカ︑ニツノ
中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

コノ度ノ合職ニハ︑師直

ならぶすげがさ涼しいこゑ

︿略﹀︑日ましくにはるこ

むをとめ︑︿略﹀︒

七98圃︿略﹀︑あちらこちらに桑つ

七99圃

も太る︒

で︑歌ひながらにうゑ行くさなへ︒

七103圃

七105間ながい夏の日いつしか暮れ

かへる道々あと見かへれば︑

て︑うゑる手先に月かげ動く︒

葉末引々に夜つゆが光る︒

七107幽

日にかわかして︑米にこなして︑俵

七113圃︿略﹀︑刈って︑ひろげて︑

につめて︑︿略﹀︒

七H4圏︿略﹀︑刈って︑ひろげて︑

日にかわかして︑米にこなして︑俵

につめて︑︿略﹀︒

日にかわかして︑米にこなして︑俵

七114圃 ︿略﹀︑刈って︑ひろげて︑

七74図園

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

フカク汝ヲタノミニ思フ

たなのもちひくねずみの音

品物と引きかへに代金を受

小責といふのは商人から品

物を使ふ人にすぐに費渡すことです︒

七139垂垂責といふのは商人から品

物を使ふ人にすぐに責渡すことです︒

七138園

す︒

後になって代金を受取るのがかけで

七128園 ︿略﹀︑品物を渡しておいて︑

取るのが現金で︑︿略V︒

七127園

も︑ふけてのきばに雪降積る︒

七123圏

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

七117圏松を火にたくみうりのそば

につめて︑︿略V︒﹂

クビヲカレラ民心ラスルカ︑ニツノ
中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

七77図正行コノ度ハサイゴノ合戦

ツト立チテ別室二行キタリ︒

七43図囹大人トナリテ︑君ノ御仁

セントテ︑︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂ト︑涙ナ

﹁親子二代相ツぐイテノ

メ一一忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

︿略﹀︒

はほが出る︑菜は花盛り︒

七94圃道をはさんで畠一面に︑変

トトモ一一戦死ヲトゲタリ︒

七86図

正行ハ︿略﹀︑一族ノ人々

七85図正行ハソレヨリ職場二向ヒ︑

ゾ︒﹂

七84図園

忠義カンズル一一アマリアリ︒

七81図上

ガラニ申シ上ゲタリ︒

ミヅカラ御コトバヲウケ

メントナリ︒

七45図式

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

カクテハ君ノ御用二立ツ

ハ早クモワスレタルカ︒

ベシトモオボエズ︒﹂

六818図 ︿略﹀︑停車場ニハ汽車ノ獲 七47図囹
着タエズ︒

く略V︑天皇ハ吉野山ノカリ

七65図園︿略﹀︑父ハ臣ヲAロ戦ノ場

テ申シ上グルヤウ︑︿略﹀︒

七58図 正行︿略﹀︑皇居ニマヰリ

ノ皇居ニウツリタマヘリ︒

六824図圏 一つとや︑人々忠義を第 七54図
一に︑あふげや︑高き君の愚︑國の
恩︒

六835図面四つとや︑善き診たがひ
にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑

に一に
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︿略﹀︑あの春の野に咲くれ

︿略﹀︒

七299

けれども一月ばかりの内には︑

皆さんの小指程の大きさになり︑
︿略﹀︒

を食ふ時には︑木の葉に雨が降り

保己一ハ︿略V︑人二書物 七312 大きな獄がたくさんで桑の葉

︿略﹀︑木の葉に雨が降りか＼

そのころになると︑二万匹の
眠るひまもない黒いそがしい︒

鷺をかふのに︑人一人附き＼りで︑

七313

るやうな音がする︒

七312

ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑一心二勉

七229図

んげ草でございませう︒﹂

七224囹

らぬのがあります︒﹂

七142園卸費といふのはく略﹀︑小 七214園 豆類にはつるになるのとな
士買店へ大口に費渡すことで︑︿略﹀︒

のは︑織物を募りたいといふ人にた

七149園 たとへばごふく問屋といふ
のまれて︑それをほかへ費渡してや
り︑︿略﹀︒

七232図保己一ハ︿略﹀︑後一一潮干

か＼るやうな音がする︒

高キ學者トナリ︑多クノ書物ヲアラ

強セシカバ︑︿略﹀︒

のは︑︿略﹀︑又織物を買ひたいとい

パセリ︒

七152園 たとへばごふく問屋といふ
ふ人にたのまれて︑それをほかから

ヲキ・︒

何事ニヨラズ手ノハタラキノ
サル粛学手ノハタラキヲスル

人一人附き﹂りで︑眠るひまもない

翼が桑の葉を食ふのは︑およ

言いそがしい︒

七317

そ二十五日から四十日の間で︑その

眠る度に皮をぬぎかへて︑し

間に一日か二日つつ眠ることが四度
ある︒

七318

眠る度に皮をぬぎかへて︑し

まひにはからだがすきとほつて見え
る︒

る︒
まゆ

七323

七326

それが二三日の内に出主上つ
麺の口の中には小さいくだが
そのくだから出すねばったし

一つある︒

七324

て繭になる︒

まゆ

七324

て繭になる︒

それが二三日の内に出樹上つ

まひにはからだがすきとほつて見え

手バカリ動カシテモ︑チエガ 七319
量をかつて絹綜を取り︑絹綜

騒をかつて絹綜を取り︑絹綜

けれども一月ばかりの内には︑

皆さんの小指程の大きさになり︑

七298

そうな手間がか＼る︒

を織って絹織物にするまでには︑大

七292

そうな手間がか＼る︒

を織って絹織物にするまでには︑大

七292

ナケレバ何ノ役男モ立チマセン︒

七285

モノが四本アリマス︒

七28一

ヨイノヲ上手トイヒ︑︿略﹀︒

七277

トイフノハ︑︿略﹀︒

七266

イソガシイ時一一手ノ足りナイ

七238図圏番町デ目アキ目クラニ物

ツキテ學ビシカバ︑︿略﹀︒

るが外へ出ると︑すぐにかわいて縣

になるのである︒

そのくだから出すねばったし

るが外へ出ると︑すぐにかわいて綜

七326

︿略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

になるのである︒

七329

蛾が出ると︑縣が取れないか

になって︑繭を破って出て量る︒

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ

七333

をころしておいて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑出て來ると︑すぐに紙

の上において卵を産みつけさせる︒

七336

やき物をつくるには︑土又

やき物をつくるには︑土又

花鳥・山水・人物などのも

塗物はくりたる木町は組合

塗物に黄・赤・黒・青など

塗物に黄・赤・黒・青など

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

七358図

さまぐの色あるは︑︿略﹀︒

七357図

りてつくる︒

せたる木・竹又紙などにうるしを塗

七357図

がく︒

やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ

七355図

すりをかけて︑︿略﹀︒

七352図 ︿略﹀︑このすやきにうはぐ

かまどに入れて焼く︒

は石のこをねりかためてかわかし︑

七349図

かまどに入れて焼く︒

は石のこをねりかためてかわかし︑

七348図

の上において卵を産みつけさせる︒

七236甘く略V︑多クノデシ保己＝一 七314 ︿略﹀︑二万匹の慧をかふのに︑ 七336 ︿略V︑出て來ると︑すぐに紙

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︿略﹀︒

七235図保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ

買取ってやる店のことです︒

に晦ます︒

七161国︿略﹀︑十日ばかりはあちら

りはおうらやましい事でございます︒

七172團 このよい時節に東京へお上

ますが︑︿略﹀︒

七174囲 おほせにあまえて申し上げ

でございますが︑︿略﹀︒

七178国 西洋西瓜には色々あるさう

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

七193 にはの藤の花が咲いて︑風が
るQ

七204國 どういふわけで︑おたがひ
に親類の間がらでございますか︒﹂

七206 ︿略﹀︑ゑんどうのいふに︑

﹁あなたと私は大そう似てみるでは
ありませんか︒︿略﹀︒﹂

七208園 第一あなたにも私にも豆が
なります︒

なります︒

七208囹第一あなたにも私にも豆が

らぬのがあります ︒ ﹂

七213園 豆類にはつるになるのとな

175

に一に

を着けたるなり︒

七359図 うるしの上に又又は銀にて
ゑがきたるものをまきゑといふ︒

︿ 略 ﹀ ︑ 右ノ方一一ハ皿・ハチ・

工場が出馬タ︒

七363 町ノニギヤカナ所以新シイ勧
七364

︿略﹀︑左 ノ 方 一 一 ハ ゼ ン ・ ワ ン

茶ワンナドノ置物ヲ責ル店ガアリ︑
︿略﹀︒

七365

・ハシナドノ塗物ヲ責ル店ガアル︒

七391

又一ドニ色々ナ物ヲ買春メタ

お

だのぶなが

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利
デアル︒

山内一豊が織田信長のけらい
︿略﹀︑大そうよい馬を起りに

になったばかりのころ︑︿略﹀︒

七393
七394
來た者がありました︒

︿略﹀皆ほしいとは思ひまし

たが︑何分にも直が高いので︑誰一

七396

妻はこれを聞いて︑夫に向つ

人買はうといふ者がありません︒

七405

て︑﹁その馬の直はいか程でござい

七368︿略﹀︑右へ折レルト︑ソコニ

ます︒﹂

このお金は︿略﹀︑﹃夫の一

紬草紙屋・ゲタ屋・オモチや屋ナド

せう︒

︿略﹀︑御主人織田様には︑

︿略﹀︑御主人織田様には︑

さだめて皆様は滝じまんの

あなた様にも︑その折には

馬に乗ってお集りのことでございま

七424園

ますとのこと︒

近いうちに京都で馬そろへをなさい

七423園

ますとのこと︒

近いうちに京都で馬そろへをなさい

七422圓

あなた様にも︑その折には

やうになされるのが大事と考へまし
て︑︿略﹀︒﹂

七426囹

よい馬にめして︑主人のお目にとま
るやうになされるのが大事と考へま
して︑︿略﹀︒﹂

七486園﹁君等ハ水ニヌレルト︑ス

グ一一ベタくニナルガ︑︿略﹀︒﹂

グニベタく＝ナルガ︑︿略﹀︒﹂

七486圏﹁君等ハ水ニヌレルト︑ス

七487囹 ﹁︿略﹀︑僕等ハ少シグラヰ

水一一ヌレテモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂

あなた檬にも︑︿略V︑主人 七491圏 ﹁僕等ノ仲間一一バカラカサ

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

七427園

ノガアル︒

七546図

タル︒

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

﹁ソンナニノーバツテモ︑ア

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび

﹁これにはちやんと三鏡の

不足の時には︑その不足の

新橋停車場ヲ出デテ︑上野

ソレヨリニ十分アマリニテ

七544図十五分ホドニテ日本橋一一イ

行ノ電車二乗ル︒

七542図

ならないのです︒﹂

倍だけを受取人の方で彿はなければ

七521園

切手がはってあるのに︑︿略﹀︒﹂

七512囹

て︑配達夫は入口に立ちたり︒

七504図

イ︒﹂

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

七499園

ナイコトダ︒﹂

七492山水ニヌレルグラヰハ何デモ

ノガアル︒

ニナツタリ︑合羽一一ナツタリスルモ

七492園

ノガアル︒

一一ナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

のお目にとまるやうになされるのが

西洋紙が日本紙心向ツテ︑
コ・ニアル扇モウチハモヤ
﹁君ラバ表ダケシ軍役二立

七491園

大事と考へまして︑︿略﹀︒﹂

一豊は妻に禮をのべて︑その
馬をもとめました︒

七431

︿略﹀︑一豊の馬ははたして信
長の目にとまって︑︿略﹀︒

七433

︿略﹀︑信長は大そう感心して︑

これが一豊の出世のもとになったと

七443

いほりもかうは孝行の

いふことであります︒
が

ル︒

七481園

西洋紙ハナホマケズニ︑

グニベタくニナルガ︑︿略﹀︒﹂

七486圏﹁二等ハ水一一ヌレルト︑ス

テモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂

﹁︿略﹀︑僕等ハ少シグラヰ水脚ヌレ

七485

シバルコトが出勝ル︒

日本紙ハコヨリニシテ物ヲ

タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ

七475園

ハリサウダ︒﹂

七472囹

﹁︿略﹀︒﹂トイフト︑︿略V︒

七462

曾我兄弟に知られたり︒

そ

七422業人の話によりますと︑︿略﹀︒ 七451図圏

渡してくれた金でございます︒

大事の折に使へ︒﹄と申して︑父の

七419園

ガナランデヰル︒

ドノ店一一モ品物ガキレイニナ

ラベテアル︒

七369

︿略﹀︑通り道ノセマイ割合ニ

ノ道ハセマイガ︑︿略﹀︒

七372 店ハ両ガハニアツテ︑マン中
七376
ハコンザツシナイ ︒

レタリスルト︑知ラズく一一出口へ

七381︿略﹀︑左へ折レタリ︑右へ折
出テ來ル︒

七381 出右心近イ所ニハ︑着物・羽
織ナドヲ費ツテヰ ル 店 ガ ア リ ︑ ︿ 略 V ︒

七382 出ロニ近イ所一一ハ︑着物・羽
織ナドヲ責ツテヰ ル 店 ガ ア リ ︑ ︿ 略 V ︒

七426園

よい馬にめして︑主人のお目にとま

︿略﹀︑出 ロ 一 一 ハ ︿ 略 ﹀ ナ ド ヲ

るやうになされるのが大事と考へま

七383

責ル金物屋ト︑︿略﹀ナドヲ費ル荒

い馬にめして︑主人のお目にとまる

七426園あなた様にも︑その折にはよ

して︑︿略﹀︒﹂

物屋ガアル︒

七386店一一ハ番人 が 居 テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑買ハウト思フ物恥スグ
ニ買ヘル︒

七387

に一に
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上野公園一一着ク︒
セバ︑︿略﹀︒

に達す︒

シバ

の如く︑立ちてもその毛はなほ地面

七605図毛の︿略﹀︑長きものは羊

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

七546図上野公園ニハ廣キ動物園ア 七595図 明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ
コ・一 一 ハ 櫻 ノ 木 多 シ ︒

リテ︑︿略﹀︒

七549図

七555図 サレドモコ・ニテ見ユルハ
東京ノ三分ノ＝一モ足ラズトイフ︒
アサ

かしこくして︑︿略﹀︒

七557図淺草ノ観音堂モ東ノ方二見 七614図 すべて犬は人になれ易く︑
ユ︒

ろし︒

七558図 上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行 七621図 されば夜を守らしむるによ
ノ電車二乗ル︒

のをさがさしむるに適す︒

七562図雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観 七623図 ︿略﹀︑かりに用ひて︑えも
音堂日向ツテ行ケ バ ︑ ︿ 略 V ︒

のをさがさしむるに適す︒

七563図︿略﹀︑雨ガハニアマタノ店 七624図︿略﹀︑かりに用ひて︑えも
アリ︒

かけおきて︑︿略﹀︒

に藥品・食物などを入れたるかごを

七564図勧工場二入りタルコ・チス︒ 七633図 ある山國にては︑犬のくび
アリ︒

七567図逆井公園ニハ種々ノ見習物
スミダ

七657

︿略﹀︑冷い水の中に長くはい
︿略﹀︑おそろしい病中にか＼

つてみたりするのはどくである︒
七659

一昨年つぎ木をしたわか木

ることがある︒

七665国

に︑もうこんなに大きなのがなった
のでございます︒

いっしよについだ梨の木の
もとからある分にくらべる

方は︑今年はまだ實がなりません︒

七667国
七671国

と︑實も大きく︑味もよほどよろし
うございます︒

七674国︿略﹀︑やしき中の桃の木に
海ノ中一一ハ︿略V色々ノ動物

皆つぎ木をすると申してゐます︒

七699

魚類一一ハイワシ・アヂ・サバ

が居り︑サマぐノ植物モアル︒
七702

・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑水
ノ表面二近イ所ヲ前罪グモノガアリ︑

アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ

川一一スムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

七717

︿略V︑サザエ・カキナド削岩

泥ノ上＝居り︑︿略﹀︒

カキハスグニフエルモノデ︑

一一ツイテヰル︒

七718

︿略﹀︒

七719

中々ハナレナイ︒

七719 カキハ︿略﹀︑物ニツケバ︐︑

七724指ワヤエリドメナド年頭メル

︿略V眞珠ハ︑コノ貝ノカラ

美シイ眞珠ハ︑︿略﹀︒

カンザシノ玉ヤヲジメニスル

ノ中ニアルノデアル︒

七726

七73一

又物ヲ洗ツタリフイタリスル

サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒

時二使フ海綿モ︑︿略﹀︒

七733

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ

コノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨

七734

デアル︒

ガアル︒

七739

ガアル︒

七741

陸ノケモノニニタモノニハ︑

陸ノケモノニ同意モノニハ︑

古記スムモノデハ︑象ガマヅ

︿略V︑魚二似タモノニハ︑鯨

七739 ︿略﹀︑魚万客タモノニハ︑鯨

︿略﹀︒

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑

七737

︿略﹀︒

ラッコ︒ヲツトセイナドガアリ︑

七737

魚類ニハ︿略Vナドノヤウニ︑ 七736 海ニハ又ケモノガスンデヰル︒

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

七704

︿略﹀︒

︿略﹀︑水のまじった物や︑水

をまぜてこしらへた物を口に入れな

水ノ表面二軸イ所ヲ七八グモノガア

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ
︿略﹀︑蚕下ノ横撃ハツテアル
ク様子ハ︑︿略V︒

七713

コ・イカナドガスンデヰル︒

七712

ヰルモノモアル︒

ナドノヤウニ︑ソコノ砂地二子ンデ

︿略V︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

リ︑︿略﹀︒

又時々湯にはいる︒

やさいにも水けがある︒

七649

きたなくなると︑病氣にか＼

七711

いことはない︒

七642

といふ︒

七571図 コ・ヲーメグリシテ隅田川 七635図 又近ごろは戦場にも犬を用
ノホトリニ出ヅ︒

宮城ヲ辞シ奉ル︒

七575図 今日ハマヅ丸ノ内二行キテ

七576図宮城ノ御宇ニハ︑カネテ窩
クスノキマサ

眞ニテ見知リタル八重橋力・レリ︒
成ノ銅像アリ︒

ンゲ

七577図宮城ノ前ノ廣場ニハ楠木正 七646 くだ物も水をふくんで居り︑
七584図 コ・ニハ美シキ池アリ︒
ヤスクニ

り易い︒

七651

だがきたなくなる︒

七589図 電車ニテ九段坂ノ上ニイタ 七649 時々湯にはいらないと︑から
リ︑靖國神社ニサンケイス︒

七589図 電車ニテ九段坂ノ上ニイタ
ヤスクニ

リ︑靖國神社ニサンケイス︒
イウシウ

エビノピンくハネタリ︑カ
ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

このやうに水はわれくの生 七714
活にもっとも大切なもので︑︿略﹀︒

七591図社ノカタハラニ遊就館アリ︒ 七654

七592図カヘリ道二坂ノ上ヨリ見下
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一番大キイガ︑︿略﹀︒

アル︒

七768

︿略V︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

所二︑紅色ノモノ目深イ所二︑茶色

七742 陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ
一番大キイガ︑鯨一一クラベルト︑大

︿略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

ノモノハソノ中間敗血エテヰルノデ
アル︒

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒
七768

︿略﹀日光が波にうつって︑

波にうつって︑水の色が金色になり
ます︒

七825園

水の色が金色になります︒
︿略﹀日光が波にうつって︑

外國の港に着くと︑見なれ
そこに居る人は私たちとは

﹁︿略﹀︑二時にはおそろし

きりや雪で︑方角の分らな

そんな時には海の深さをは

れに便って︑居る場所や方角がちや

七865園︿略﹀︑星が出てみれば︑そ

があって︑︿略﹀︒

七861園船にはらしんぎといふもの

りします︒

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七858園

たりする様なまちがひが出來ます︒

この星を見分けることや︑

海岸には燈毫がありますか

んと分ります︒

七867園

ら︑︿略﹀︒

凶暴のあかりを知ることは︑船に乗

七872囹

る者には大切な事です︒﹂

この星を見分けることや︑

念写のあかりを知ることは︑船に乗

七872園

﹁さておしまひに一ついつ

る者には大切な事です︒﹂

七876園

ちよつと渡船に乗ってさへ︑

ておきたい事があります︒

こはがる者があるではありませんか︒

七879囹

七885眺回さんの中にも︑大きくな

つてから外心へ商費その他の用事で

又漁業その他海の仕事に出

出かける人もありませう︒

かける人もありませう︒

七887園

それですから小さい時から

廣瀬中佐ノ乗レル福井雄馬︑

海になれておくやうにしたいもので

七889園

す︒﹂

リヨジユン

七895図

今旅順ノ港ロニ進ミタリ︒

七918図

ボートハヤガテ福井丸ノカ

中佐ノスルドキ聲ハ敵ノウ

四隻ノ船ハ皆爆沈シテ︑乗

ハボートニ乗リウツレリ︒

七917図 ﹁今臆測ヒナシ︒﹂ト︑中佐

チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒

七911図

タハラ一一卸サレテ︑︿略﹀︒

七899図

ヒぐク︒

七857園く略V︑外の船につきあたつ 七896国訴嚢ノ戸戸チマチ船ゾコ＝

來ます︒

きあたったりする様なまちがひが出

くなった時には︑︿略﹀︑外の船につ

七856園

い目にあふこともあります︒

七848園

ことばで話してゐます︒

まるでちがった風をして︑かはった

七838園

ない形の家がならんで立ってるます︒

七836園

の上へとび上ることもあります︒

七833園又ある時にはとび魚が甲板

水けを吹いてみることがあります︒

ある時には鯨が頭から高く

月夜には波が銀の檬に光つ

水の色が金色になります︒

七826園

て︑︿略﹀︒

一

のきよりおつる雨だれの

我等は人と生れきて︑

﹁私も子供の時には毎日こ

︿略﹀人家も︑段々に小さ
海岸の松原も次第に遠くな

日の出や日の入には日光が

七828園

七826園

廣イ海一一ハ︑コノ通り恩多ク
廣イ海ニハ︑コノ通り一一多ク

波ニユラレテ︑色ノ美シイ海

七825園

なります︒

つて︑しまひにはもう何も見えなく

七823囹

く見える様になります︒

七821囹

のは︑何よりもうれしうございます︒

七812善く略V︑皆さんにお話をする

お話を聞いたりしてみたのです︒

の學校へ通って︑︿略﹀︑この講堂で

七807囹

はれず︑︿略V︒

たん心定めては︑事に動かず︑さそ

七788図圏

をうがつなり︒

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

七785図圃

草ガヒラヒラト動ク問ヲ︑︿略﹀︒

七777

ノ動物や植物ガアル︒

七776

ノ動物や植物ガアル︒

七776

アル︒

所二︑紅色ノモノハ深イ所蔵︑茶色

デ︑植物ハマツタク ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

コノ他マ ダ タ ク サ ン ア ル ガ ︑

テ ン グ サ ガアル︒

イ ヅ レ モ ヨ イ 肥 料 一一ナル︒

七761 又ニハトリノ尾一一二塁ノモア
︿略﹀︑マヅ鴬色ノモノ自選イ

ルシ︑ウチハナリノモアル︒
七767

所二︑紅色ノモノ月華イ七二︑茶色
ノモノハソノ中間王様エテヰルノデ

ノモノハソノ中間＝ハエテヰルノデ

七745 コンナ所ニハ動物モゴクマレ
︿略﹀︑岸熱雷イ淺イ所カラ五

十ヒログラヰノ所マ デ ニ ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七747
︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラ五

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七748

海草一一 モ 色 々 ア ル ︒

ハエテヰル︒
七749

ンブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・ノ

七749 マヅタベラレルモノニハ︑コ

︿略﹀︑ノ リ ニ ス ル モ ノ ニ ハ ︑

リ ・ モ ヅ ク ナ ド ガ アリ︑︿略﹀︒

七752

フノリ・ツノマタ︑トコロテンニス
ルモノニハ︑テングサガアル︒
︿ 略 ﹀ ︑ ノリニスルモノ一一ハ︑

フノリ・ツノマタ︑トコロテンニス

七752

75二

︿略﹀︑ト コ ロ テ ン 一 一 ス ル モ ノ

ルモノニハ︑テングサガアル︒
七753
、

、

︿略﹀︑ト コ ロ テ ン ニ ス ル モ ノ

テ ン グ サ ガアル︒

3ハ
ノ、

5

七
七
75

」
」

178

員ハ思ヒく＝コギサラントシ︑
︿略﹀︒

七921図中ニモ福井丸ノボートニハ
敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

七922図中ニモ福井丸ノボート一一ハ
敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

七923図ボートハ水ニオツル砲丸ノ
シブキニ包マレタリ︒

七923図ボート中水ニオツル砲丸ノ
シブキニ包マレタリ︒

ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

七924図 中佐ハボートニ坐シテ︑ナ
タリ︒

七927図 中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ
残シテ︑海ノ中日ハウムラレタリ︒

七927図 中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ
残シテ︑海ノ中ニハウムラレタリ︒
せ

らず伊勢に参拝せんと心がけざるも

い

八16図 ︿略﹀︑一生に一度は︑かな
のなし︒
い

せ

八17図 く略V︑一生に一度は︑かな
らず伊勢に参拝せんと心がけざるも
のなし︒
あまてらすおほみかみ

八22図神代の昔皇祖天照大神︑
環々酒煎をこの國に降したまはん

にヨぎのみこと

とせし時︑︿略﹀︒

八25図 その神勅によりて︑代々の
天皇はこれを宮中にあがめたまひし
が︑︿略V︒

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

八26図 その神勅によりて︑代々の
が︑︿略VQ

八27図

い

すビ

︿略﹀︑後神殿を今の五十鈴

神殿は︿略﹀︑二十年ごと

の川上に造り︑︿略﹀︒

八31図
に新しく造らせたまふ御定なりと承
る︒

︿略﹀︑一年中の重だちたる
︿略﹀︑皇室及び王家に大事

祭日には勅使を差立てたまひ︑︿略﹀︒

八33図
八34図
あれば︑かならずこれを告げたまふ︒

雨は夜中にはれて︑今日は

うら＼かなる天氣なり︒

八41図

八42図家々に日の丸の旗を立てた

と日にかゴやけり︒

その他には何の御かざりも

なき質素なる御かまへ︑︿略﹀︒

八66図

とこしへに民安かれとい

︿略﹀︑我が國膿のたふとさ︑

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

八71図囲
神︒

八74図

いよいよ身にしみておぼゆ︒

八75園宿に量りて一休みの後︑外
宮に参葬す︒

八75図宿に量りて一休みの後︑外
神殿の御有様︑おほよそ内

宮に参博す︒

八76図

いふ︒

山遊びするによき日や︒

手かごを持ちて︑いざ︑
山風にきのこかをれり︒

八94図韻

いでや︑あの岩の小かげ

やまびこにひゴく呼聲︒

︿略﹀︑にいさんによそ行の

一人の分はうっかりしてゐ
る間に窟されましたので︑かへって

八111国

顔だといって笑はれました︒

八108国

に︑皆うちよりてえもの敷へん︒

八95図幽

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

八92図圃うれし︑この松の根もと

八91図囲

裏山にきのこたつねん︒

八86図醐

八84図圏

みを達したるは何等の幸そや︒

八78図

今日のこの日に年來ののぞ

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

今日は神嘗祭なれば︑夕方

宮に同じと見奉る︒
かんなめ

り︒

八時宿を出でて︑町を南へ

八77図

八44図

う ち
行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒
ゑん

八46墨黒を渡りて神苑に入る︒
八47図廣き道の左右に梅・松・櫻
︿略﹀︑日本海海戦の記念砲

などを植ゑたり︒

八51図

身塔など︑またいつれも神苑の内に
あり︒

洗ひて左へ行き︑︿略﹀︒

かぐら
︿略﹀︑神早撃・御馬屋の前

八54図五十鈴川の水に鈍す㌧ぎ手
八56図

を通り︑御宮の前にいたる︒
むね
︿略﹀︑棟にはかつを木をな

むね
︿略﹀︑棟にはかつを木をな

らべ︑爾はしに千木をうちちがへた

八59図

り︒

八61図

︿略﹀︑金色の金物きらく

らべ︑爾はしに千木をうちちがへた
り︒

八65図

伯母様お笑ひになってはい

よく祭りました︒

けませんよ︒

八112國

つたやうな氣がします︒

八118團︿略﹀︑皆さんにお目にか＼

つたやうな氣がします︒

八118圏 ︿略﹀︑皆さんにお目にか﹂

おはなさんはしばらく見な

いうちに︑髪が大そうきれいになり

八126団

ました︒

この寓眞で見ると︑おかあ

八128國段々おかあさんに似て來ま

す︒

八129團

平袴を見て︑急に皆さんに

さんの小さい時分にそっくりです︒

八131団

寡眞を見て︑急に皆さんに

お目にか＼りたくなりました︒

お目にか＼りたくなりました︒

八132団

八133困皆さんによろしく︒

母ハ皇所デ朝飯ノシタク＝

カ︑リ︑︿略﹀︒

八139

商費ノ用向ヲシラベテヰル︒

八141 ︿略﹀︑父ハハや店ニスワツテ

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

八143

テ︑メイくノ仕事地墨・ル︒

八M7︿略﹀︑ソレぐノ道具ヲ持ツ

役所デモ︑會社デモ︑上カラ

人ノ職業ニハイロくアツテ︑

下マデ一同ソロツテ事務詐取リカ・

八151

ル︒

八154

︿略﹀︒
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八166図上 ﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲ
ヨク心得タル者アリ ︒

八167図園 ﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲ
ヨク心得タル者アリ︒ソレニ命ジタ
マへ︒﹂

八169三園 ﹁我モコレ程ノ事ハ心得
タリ︒人手ヲカル一一モ及バズ︒﹂

﹁︿略﹀︑シバラクハ用ヲ

張りカヘント思ヘドモ︑︿略﹀︒﹂

八π9圏﹁我モ後ニハコトぐク
八183図園

ナスベキコトヲ︑若キ者二知ラセン
ト テ カ ク ス ル ナ リ ︒﹂

八187図 時頼ガ︿略﹀︑ヨク天下ヲ
ヲサ謹選ルモ︑カ・ル二二養ハレタ
ルニヨルナルベシ︒

ヲサメタルモ︑カ・ル二二養ハレタ

八187図 時頼ガ︿略﹀︑ヨク天下ヲ
ルニヨルナルベシ︒

八191昔西洋のある所に︑︿略﹀︑何
不足なく暮してみた農夫がありまし
た︒

八193 初は近所の人にもうらやまれ
る 程 の 身 代 で し た が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑牛も段々減り︑畑の取

高 も 年 々 に 少 く な って︑︿略﹀︒

八195

︿略﹀︑何心ナクエン一一上リ

し︒

が香に︑うぐひす鳴かぬ

ば︑梨・すも㌧

里もな

皆一時に紅白の

野べも山べも新緑の

花のながめの うるはしさ︒

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

八362図圃

ばた︒

風

八357図醐 ︿略﹀︑山々の 櫻も咲け

御出アリタシ︒﹂ト︑エノモトニイ

れた︒

八332

︿略﹀︑にごりにしまぬ

きかはりつ㌧いさぎよく︑︿略﹀︒

マツチハ︿略﹀︑一箱三四

カクノ如ク債ノ安キモノニ

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

利ナルニ驚カル・ナリ︒

昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更＝其ノ便

八387図︿略﹀︑此ノモノノナカリシ

︿略﹀︒

レタレバ︑サ程二目思ハザレドモ︑

八386図

少カルベシ︒

テ︑カクノ如ク便利ナルモノハ世二

八384図

厘ニモ足ラズ︒

八383図

に︑びはの花咲く年の暮︒

八378図心 ︿略﹀︑北風寒きやぶかげ

花の宴︒

中にも君の千代八千代市ふや菊の

八374図書 ︿略﹀︑秋の花草多けれど︑

けば︑萩のうねりにやどる玉︑︿略﹀︒

はぎ

八371図圏 ︿略﹀︑月見のころも近づ

八368図書 夕暮に咲く月見草︑︿略﹀︒

白蓮の巻葉をもる＼つゆ涼し︒

びゃくれん

︿略﹀︑カノ死人ト見エシバ︑ 八366図圃

僕の近所に年よりのかち屋が
︿略﹀︑短朝早くから弟子を相

僕は時々其の仕事場の前に立
︿略﹀︑つくろひを頼んだ事が

ある時の話に︑﹁︿略﹀︒﹂とい

﹁自分は︿略﹀︑元は少しは

︿略V︑去年の暮に死んでしま

其の時分までよそへ奉公に行
つて居った若いむすこが︑︿略﹀︒

八343

つた︒

八342

人に知られた刀かちで︑︿略﹀︒

八334園

つた︒

八332

話をした事もある︒

仕事をしながら︑僕に色々な

あったが︑翌日すぐにこしらへてく

八327

つて見てみた︒

八318

手につちを打つ音が聞える︒

八317

あった︒

八312

フスマニエガケル給ナリシナリ︒

八308図

エ＝入り給ハザルカ︒﹂

八306図心﹁カク我ノ居ルニ︑何ユ 八364図翻 垣根にからむ朝顔の さ

︿略﹀︒

リテクサリタル死人横タハリテ︑

八303図︿略﹀︑内陣ハ黒ブクレニナ

︿略V︒

リテクサリタル死人横隔ハリテ︑

八302図︿略﹀︑内国ハ黒ブクレニナ

ヒ來レリ︒

八226次の朝農夫はいつになく早く 八299図 二日ノ後︑川成ヨリ﹁︿略﹀︒ 八349図囲 ︿略﹀︑つゴいてかをる梅
その中に下男が変俵をかつい

起きて︑︿略﹀︒

八235
︿略﹀︑水車場の方へは行かず

で︑裏門から出て來ました︒
八237

此の男は居酒屋に酒代の借が

に︑居酒屋の方へ行きます︒

八238
此の男は居酒屋に酒代の借が

あるので︑︿略﹀︒

八239
あるので︑其のかたに持って行かう
とするのです︒

朝ねをしてみる間に︑身代
其の中に雀のことはいつかわ

が減って行くのだ︒﹂

八258園
八266
すれて︑︿略V︒

︿略﹀︑た岱身代を取返す事に

ばかり心がけるやうになって︑夜も

八267

ヒダノタクミ

其ノ友二飛騨工トテ世二

書もよく働きました︒

八278図

ヒダノタクミ

其ノ友二飛騨工トテ世二

歯腔タル大工アリ︒

八278図

一日川成二向ヒテ︑天略﹀︒

聞エタル大工アリ︒

八279図

四方ノカベニ糟ヲカキテタマハリタ

四方ノカベニ絶ヲカキテ

シ︒﹂トイヘリ︒

︿略﹀︒

聲ヲ後一一シテ鯖レリ︒

八296図

︿略﹀︑クチヲシクモエノ笑

テ︑南ノロヨリ入ラントスレバ︑

八288図

タマハリタシ︒﹂

八195 ︿略﹀︑五六年の中によほど財 八282図園
産を減らしました︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八201 ある日一人の友だちは︑この
く世間話をしてみたが︑︿略﹀︒
︿略﹀︑そこらあたりに飛んで
みた雀を見て︑︿略﹀︒

八202

に一に
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長い天氣つ望きで︑かわきき

つてみる上に︑今夜の此のはげしい

八388図 く略V︑此ノモノノナカリシ 八425
昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二其ノ便
風では︑どこまで焼けて行くか分ら
ない︒

八429
れしい︒

叔父さんのうちへ見まひに行
叔父さんのうちへ見まひに行

つたにいさんが蹄っての話に︑︿略﹀︒

八433

だんく下火になって來てう

利ナル＝驚カル・ナリ︒

八391図 マツチノ製造ニハ驚クベキ
急撃ノカ・ルモノナリ︒

八394図 ︿略﹀︑細クキザミテヂク木
トシ︑火ニカワカシテ︑頭二藥ヲツ
ケ︑︿略﹀︒

八394図 ︿略﹀︑細クキザミテヂク木 八434
つたにいさんが蹄っての話に︑︿略V︑

ひない︒

ひない︒

︿略﹀︑汽車や汽船の走るのも︑

一服のすひがらがこんな大火

八461園
ひない︒

﹁どうしてそんなに早く伯
﹁こちらでは近年にない大

﹁︿略﹀︑誰かすぐに東京へ

出たので︑お分りになったのにちが

それが東京の今朝の新聞に

出たので︑お分りになったのにちが

八459園

それが東京の今朝の新聞に

出たので︑お分りになったのにちが

それが東京の今朝の新聞に

電報を打つたのだらう︒

八458園

を打つたのだらう︒

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

八457園

父さんに分つたのでせう︒﹂

八455圏

事になった︒

八449

皆火の力の利用によるのである︒

八444

けおちたさうだ︒

むね

トシ︑火三后ワカシテ︑頭二藥ヲツ

二棟の思議の中︑一棟はとうく僥
︿略﹀︑其ノ等圧マルヲ待チ

ケ︑︿略﹀︒

八395図
テ︑箱乱入ル︒

八396図 箱ハウスキ木片ヲ折り︑其
︿略﹀︑其ノ上二紙ヲ張りテ

ノ 上 二 紙 ヲ 張 り テ 造り︑︿略﹀︒

八396図
此ノ上一一︑山ヨリ木ヲ切出

造 り ︑ 外 ガ ハ 一 一 藥ヲ塗ルナリ︒

八398図

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手早
︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

マ デ 敷 へ 上 グ レ バ ︑︿略﹀︒

八401図

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手
ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ノ二二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八401図 ︿略﹀︑一箱ノマツチが我等 八459囹
ヲ要スルカヲ知ラズ︒
︿略﹀︑初ハモツパラ輸入品

ヲ用ヒタリシガ︑明治八年ヨリ内地

八407図

一年間一千萬圓ノ金高

︿略﹀︑外出へ輸出スルモノ

ニチモ之ヲ製造スルニイタレリ︒
八409図

ノミニチモ︑
二子シ︑︿略﹀︒

八464困

サクヤノクワジ一一ウチハヤ

焼けない事さへいへば︑御

ケマセンデシタ
安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八472園

﹁︿略﹀︑火事の昨夜あった

イと書くにも及ばない︒
八479圏

ことはもう御存じだから︑サクヤと
は書くには及ばない︒

にごった字は二字に敷へる
から︑︿略﹀︒﹂

八487園

電報四達の際嚢信人居所氏
名を迭達紙の外部に表はさんとする

八48図園

獲信人の居所氏名を受信人

ものはく略V
八48図図

︿略﹀本文の終り又は受信

に知らせんとする時は︿略﹀

八48図図

人居所氏名の下に片帆名にて記すべ
し

獲信人は自己の居所氏名を
可成本字にて此虜に記すべし

八48図図

八491囹︿略﹀︑うちの名の和田を入

﹁かうすると︑ちやうど十

れて︑十五字になるやうに書いてご
らん︒﹂

八493園

カ

こ＼に頼信紙があるから︑

五字になります︒﹂

八494園

ザノイル

ミシ

︿略﹀︑蘇我入鹿勢ヲホシイ

ソ

書いてお出し︒﹂

八498図

エ

マ・ニシテ︑父蝦夷ト土ハニ不忠ノフ
ナカトミノ

ルマヒ多カリキ︒

國ノタメニ入鹿父子ヲノゾカント思

八501図中臣鎌足コレヲウレヘテ︑

ヒ立チタリ︒

鎌足︿略﹀︑大事ヲ成スニ

ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二

八505図

鎌足︿略﹀︑大事ヲ成スニ

道ナシト思ヒシガ︑︿略﹀︒

ハ此ノ皇子ライタぐキ奉ルヨリ他二

八506図

道ナシト思ヒシガ︑︿略﹀︒

八511図 ︿略﹀︑マリヲケ給フハズミ

ニ︑皇子ノクツヌゲタリ︒

八512図鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ

カン
サル程三二韓ノ使ミツギヲ

キテ皇子ニサ・ゲシニ︑︿略﹀︒

八517図

ダイゴク

奉ル一一ヨリテ︑入鹿ノ参内スルコト

アリ︒

八522図天皇大極殿二出デサセ給ヒ︑

天皇大極殿二出デサセ給ヒ︑

入鹿押型ハラニ侍ス︒
ダイゴク

八523図

中大兄皇子︿略﹀︑長キヤ

入鹿カ三二ラ一一侍ス︒

鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御酒ニ

リヲトツテ物カゲニカクレ給フ︒

八525図

八526図

ヤガテ同志ノ一人御前二進

シタガヘリ︒

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑︿略＞Q

八526図

討ツベキ手丸ズナリシガ︑恐レテ出

八529図他ノニ人馬此ノ三二入鹿ヲ

デズ︒

八541豊中大兄皇子二恩天皇ノ位＝

ツキ給フ︒

八549 ︿略﹀︑氣候によってすむ所を

又にはとり・七面鳥・あひる

かへる鳥は︑総べてつばさが大きい︒

八554
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などは陸上や水上にばかり居て高く
飛ばないから︑其のつばさが小さい︒

のは駝鳥である︒

だてう

八559 陸上に居る鳥で︑はぎの長い
︿略﹀︑からだの割合に目の最

も大きいのはふくろふ・みみつくな

八579

どである︒

八588 くじゃくは時尻尾を扇形にひ
大きなも の に な る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

ろげて見せる︒
八588

は

座敷一ぽいになって︑天井へつかへ
び

る程である︒

其の名をおへる湖の かゴみの如き

八594図蟹 琵琶の形に似たりとて︑

水の面︑︿略﹀︒
ロり

八607図圃 春より先に咲く花は︑地
し

がからさき

良の高ねの暮の雪 ︒

八612図圃 滋賀唐崎の一つ松︑夜の
雨にぞ名を得たる ︒
やばせ
︿略﹀︑矢壷をさして賜り

白帆を送る夕風に︑聲程近し︑

八618図翻
行く
三井のかね︒

八622 皆サンノ着物ニシテヰル木綿
織物ハドウシテ造りマスカ︒
綿ヲ機械 一 一 カ ケ テ ツ ム グ ト ︑

木綿綜ニナリマス ︒

八626

八626 綿ヲ機械ニカケテツムグト︑
木綿綜ニナリマス ︒

︿略﹀︑ 七 月 頃 二 二 が 咲 イ テ ︑

八633 綿ノ木ハ畑二作リマス︒

八631 綿ノ木ハドコニ出來マスカ︒
八634

九月カラ十月ノ初頃二藍が熟シマス︒

︿略﹀︑七月頃二面が咲イテ︑

綿ノ中ニ口座ガアリマスカラ︑

九月カラ十月ノ初頃＝實が熟シマス︒

八635

︿略﹀︒

八636
︿略﹀︑綿クリ機械ニカケテ︑

木綿織物一一紺や淺黄ヤカスリ

ソレヲ取去ルノデス︒

八637

八639

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドウ

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八717図囹諸君︿略﹀︑此の肩凝間
き血出來ずして︑︿略﹀︒

少しも食物を送らざるが故に︑新し
︿略﹀︑新しき血出來ずし

諸君若し我に食物を送る

て︑諸君は皆却って自ら苦しむにい

八719図園

たれり︒

八722図園

諸君若し我に食物を送る

ために働きたりといはば︑︿略﹀︒

藍ノ草ハ︿略V畑二作リマス︒ 八722図書

シテコシラヘルノデスカ︒

八653

︿略﹀︑我もまた諸君を養

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八743園猫ノロニハ上下二二本ヅツ

爪アリ︒

又其ノ舌ニハ内方二向ツテ

又質ノ舌ニハ内方＝向ツテ

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑

︿略﹀︒

取ルニ便ナリ︒

八745図︿略﹀︑骨一一附キタル肉ヲ食

取ル一一便ナリ︒

八746図︿略﹀︑骨油附キタル肉ヲ食

八748図 ︿略﹀︑シヅカニ他獣一一近ヨ

虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木

リ︑急二飛ビツキテ之ヲ捕フ︒

熱燗ヂ上ルコトヲ得︒

八749図

三毛ナド様々アレド︑虎ハ一檬ナリ︒

八753図タ寸延ノ毛色ニハ黒・白・

猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似

タルモノアリ︑︿略﹀︒

八755図猫ノ中一一モ其ノ毛色虎二似

八755図

我が大日本帝國はアジヤ大

タルモノアリ︑︿略V︒

陸の東の海中にある島國なり︒

八758図

我等若し汽船に乗りて︑

︿略﹀︑東へ東へと進み行かば︑︿略﹀︒

八759図

ふ國あり︒

く略V︑凡そ二週間の後には

アメリカ大陸は北アメリカ

た＼び東へ進めば︑︿略﹀︒

八768図

こ＼より汽船に乗りて︑ふ

八764図北アメリカには合衆国とい

と南アメリカとに分る︒

八763図

アメリカ大陸に着くべし︒

八762図

べし︒

二週間の後にはアメリカ大陸に着く

︿略﹀︑東へ東へと進み行かば︑凡そ

八741図足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル 八762図 我等若し汽船に乗りて︑

ニ便ナリ︒

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

八736図く略V︑クビ太ケレバ︑他ノ

ヲ書イテオキ︒﹂トイフコトアリ︒

八728図心﹁猫デナイシヨウコニ竹

に暮すべし︒

八724図囹今より後はたがひに親密

ふために帥労したりといはんQ

八723図圓

ために働きたりといはば︑︿略V︒

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク

其ノ中へ白縣や白布ヲ入レテ︑

︿略﹀ウスニ入レテツキカタ

キザンデ︑日ニホシテ︑︿略﹀︒

八656

メマス︒

八657
八661

︿略﹀︑心配するには及びま

紺や心音＝染上ルノデス︒

せん︒

八687国

﹁︿略﹀︑汝はただ坐して

等一同申し合せて︑胃に向っていふ

八696図ある降口・耳・目・手・足
やう︑︿略﹀︒

八699図園

食ふのみにて︑少しも我等に報ゆる
所なし︒

八744図

︿略V︒

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑

八744図

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八744図猫ノ二目ハ上下二二本ヅツ

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

く略V︑手は食物を口に入 八743章章ノロニハ上下一一二本ヅツ
る＼ことを止め︑︿略﹀︒

八705図

かくて二三日を過せしに︑
︿略﹀︑皮膚の色さへ青ざめて︑身艦

八709図

こ＼において︑胃は一同に

は全く力なきにいたれり︒

八711図

我の職務は食物をこなし

向って日く︑︿略﹀︒

八714図囹

L
」
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八769図 こ＼より汽船に乗りて︑ふ
た﹂び東へ進めば︑一週間にしてイ
ギリス國の港に着 く ︒

八778図 ヨーロッパ大陸にはフラン
ス︒ドイツ・ロシヤ等の國々あり︒

八782図 フランスは海をへだててイ
ギリスの南にあり ︒

八784図 フランスの隣國にて︑其の
東北にあるドイツ は ︿ 略 ﹀ ︒

八786図 ロシヤはヨーロッパ大陸の
東 部 に ひ ろ が れ る 國にして︑︿略﹀︒
し
な

八789図 アジヤ大陸には印度・支那
かんこく

・韓國等あり︒

八791図 アジヤ大陸の西︑ヨーロッ
パ大陸の南にある大陸をアフリカと
いふ︒

八794図 ヨーロッパよりシベリヤ鐵
道にて東方へ向はば︑二週間あまり
にして日本に蹄着することを得べし︒

八796図 ヨーロッパより船にて日本

︿略﹀︑ヨーロッパ大陸とア

印度洋を渡りて︑東へ東へと進むな

へ曇るには︑︿略﹀地中海を過ぎ︑

り︒

八797図

フリカ大陸との中間にある地中海を
過ぎ︑︿略V︒

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八802図 かくの如く日本を出で︑海

︿略﹀ ︑ 若 し 平 た き 物 な ら ば ︑

ば︑又元の日本に錦り來る︒
八805図

行けば行く程出軍嵩に遠ざかるべき
はずならずや︒

八811図

地球を南北の爾半球に分て

ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

北極・南極に近き地方にて

又世界の中には︑年中夏の

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

八817図
所あり︒

八823図
氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

か﹂る地方にては︑人は皆

知らざる國あり︒

八828図
はだかにして︑布片を身心の一部に

か＼る地方にては︑人は皆

まとふに過ぎず︒

中佐ハマツサキ一一立ツテ︑敵

︿略﹀︑盛二黒丸ヲ打出ス︒

八862

中佐ハハヤ︑右手一ニケ所ノ

中ヘヲドリコンデ︑︿略﹀︒

八865

︿略﹀︑左手二軍刀ヲ持ツテ部

傷ヲ受ケタガ︑︿略﹀︒

八866

カウ

チ

﹁﹈度占領シタ此ノ高地︑

砲弾一一タフレル兵士后妃ヘキ

下ノ兵士ヲハゲマシく︑︿略﹀︒
八872
レナイ︒

八877園

中佐ハ﹁︿略V︒﹂トサケンデ

全滅スルトモ敵ノ手一一ワタスナ︒

八879

部下ヲハゲマシ︑敵ヲ撃退スルコト

八828図

はだかにして︑布片を身膿の一部に

此ノ時中平日スデニ第二揮ヲ

敷度二及ンダ︒

︿略﹀︒

倒レタ︒

八884

ホリ

八886

此ノ時中佐ハスデニ第二弾ヲ

倒レテ居タ一兵士トトモニ中佐ヲイ

軍曹ハ︿略﹀一兵士トトモ＝

タハツタ︒

中佐ヲイ順子ツタ︒

八896

陣地ハフタ・ビ敵二取返サレ

ルノデアラウ︒

八898

ノハ軍人ノ面目ダ︒

八905園此ノメデタイ日一一討死スル

八909 ︿略﹀︑中佐ノイキハトウトウ

コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬

其ノ日ノ口才二絶エタ︒

馬丁ハ︿略﹀︑カケツケテ其

丁一三口付ケテ︑︿略﹀︒

八91一

八924

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

ノ死ガイ＝取りスガツテ泣イタ︒

勇氣一一ミチタ軍人デ︑︿略﹀︒

八925

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八928 ︿略﹀︑軍神トイハレル程一一ウ

名古屋城は︿略﹀︑徳川家

とくがはいへ

ツパデアツタカラデアル︒

八937図

康が諸大名に課して造らしめたる名

やす

城にして︑︿略﹀︒

八941図 名高き金のしゃちほこは此
むね

八946図

名古屋は此の城あるにより

望み見ることを得べし︒

にかgやきて︑遠く数里の外よりも

高さ八尺五寸︑朝日・夕日

の天守閣の棟の両はしにあり︒

︿略﹀︑中佐ハドウト其ノ場二

八942図
カタハラ田居タ一軍曹ハ中佐

ヲ壕ノ内二重レテカイハウシタ︒

ホリ

八886

カタハラ馬印タ一軍曹ハ中佐

中佐ノコシニアタツテ︑︿略﹀︒

八883

︿略V︑間モナク砲弾ノ破片ガ

右手二︑第三弾ヲ腹二受ケテ居タガ︑

八881

︿略﹀︒

右手二︑第三弾ヲ腹二受ケテ居タガ︑

八881

まとふに過ぎず︒

我が日本の國の大部分は︑

︿略﹀︑雪月花のながめも折節にかは

八832図

地球上に住む人類は総羽十

りて面白く︑︿略﹀︒

八834図

明治三十七八年ノ職役二︑君

⊥ハ億ありて︑︿略﹀︒

八841

ノタメ國ノ発呼︑名轡ノ戦死ヲトゲ
タ軍人ハ大当イアツタガ︑︿略﹀︒

三十七年ノ四月第二軍職ツイ
︿略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

テ戦地へ向ツタガ︑︿略﹀︒

八847
八848

二︑帝國ノタメ︑天皇陛下ノ御タメ
＝︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ

四通八達の要路にあたれる

名古屋は平野の間にあり︒

て名高く︑︿略﹀︒

軍曹中区ジク負傷シテソコニ

二人ハ吹ク朝風二正氣ヅイタ︒ 八951図

八951図
八895

を以て︑早くより東海道．一の大都會

八896

無二起上ラウトスル︒

ナイト︑︿略﹀︒
ヲ壕ノ内二入レテカイハウシタ︒
レウヤウ
︿略﹀︑八月末ノ遼陽ノ戦闘ハ︑ 八888 中佐下目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ

八851

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑

部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑勢鋭ク進撃
シタ︒

八854
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に一に

なりしが︑︿略＞Q

八955図戸口もまた年々に増加す︒
あっ
八956図 名古屋の南に熱田あり︒

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

九13図 代々の天皇の三位に即かせ
つぎ給ふ︒

九13図 代々の天皇の金位に即かせ

あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け
つぎ給ふ︒

九15図

あまてらすおほみかみ

神代の昔︑天照大神の御

し︑後に改めて草薙劔と申すことと
なれり︒

九18図
すさのをのみこといつも

弟素菱鳴門出雲の國にいたり給ひ
しに︑︿略﹀︒

すめを中にすゑて泣きかなしめるを

九21図 ︿略﹀︑夫婦の老人一人目む

見給ふ︒

九24図囹 ﹁何故にかくは泣きかな
しむぞ︒﹂

やまた

をろ

九27図園 ﹁我等には元八人の娘あ
りしが︑︿略﹀︒

ち

九28図園 ︿略﹀︑此の地に八岐の大
蛇とて八つの頭と八つの尾とある大

蛇あり︑︿略﹀︒

其の大蛇を退治せ ん ︒ ﹂

九34図園 ﹁さらば我汝等のために

九36図

︿略﹀︑其のほとりに娘を坐

せしめて待ち給ひしに︑︿略﹀︒

九58図

く略V︑尊の野に入り給ふを

見て︑火を放ちて嶢き奉らんとせり︒

つて賊の方に向ひ︑︿略﹀︒

抜きて︑草を薙彿ひ給ふに︑火勢却

九38図︿略﹀︑八つの頭を八つの槽 九510図 尊こ＼において天叢雲劔を
の中に入れ︑酒を飲みでよひふした

︿略﹀︑ここにありし賊ども

︿略﹀︑道にて病にか＼り︑

草薙劔は尾張の國にと皮め
草薙劔は︿略﹀︑宮を建て
コ・二櫻ノ花ガアル︒
ベン

又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ

︿略﹀︒

臣事ノホノ様ナ形ニナツテ咲

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

九910

︿略﹀︒

九101 ︿略﹀︑総ノ形ニナツテ咲クモ

ノニハ藤ナドガアル︒

九101 ︿略﹀︑絡ノ形ニナツテ咲クモ

︿略﹀一ツノ董ノ上二︑タク

ノニハ藤ナドガアル︒

九103

サンノ小サナ花が集ツテ咲イテヰル

ノデアル︒

たり︒

九107図圏花に宿れる蝶は画聖さめ

九111図圃舞へや舞へや︑花に草に︒

ゆめも見あきつ︒

九1110図韻歌へ歌へ︑枝にこずゑに︒

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑雛ガ
︿略﹀︑ニンジンノ様ニカラカ

九149図

拝啓︑御註文の縞物三十

本月二十日までには必ず

く略Vサ・ヤカナル細谷川

爽送仕るべく候︒

九141圓国

には少々間に合ひかね候事と埋草︒

九1310魍團 ︿略﹀︑御申越の期日まで

て讃送いたし候︒

反︑本日通運便により汽船平安丸に

九138圏囲

日までに御送り相成度願上馬︒

九131國團 ︿略﹀︑二口とも本月十五

るべしと存ぜられ候間︑︿略﹀︒

といひ︑此の地方には急行よろしか

九127國團右は地質といひ︑縞がら

九1110図魍歌へ歌へ︑枝にこずゑに︒

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

ヰルカラ︑一ツヅツニ取離スコトガ

ル︒

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

九910

又萎ノホノ様ナ形ニナツテ咲

サヲヒロゲタ形一一集ツテ咲クノモア

九98

四ツ揃ツテ︑十字形一一ナツテヰル︒

九89

テヰル︒

ルト︑カウイフエA三ソレぐ攣ツ

九84

︿略﹀︒

ツテヰルガ︑皆一ツ一一ナツテヰテ︑

九牝9

出來ル︒

九73

辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

九610 櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツテ︑ 九H1図圃舞へや舞へや︑花に草に︒
九116図圏葉かげにいねし鳥ははや

九610

てそこにまつれり︒

九67図

給ひしかば︑︿略﹀︒

九67図

遂に伊勢にてかくれ給へり︒

九65図

給ひしに︑︿略﹀︒

九63二尊はなほも進みで北に向ひ

り︒

︿略﹀劔を抜きて︑ずたず

たに大蛇を斬り給ひしに︑尾にいた

九310図

尊﹁こは神劔なり︑︿略﹀︒﹂

りて︑劔の先少しくかけたり︒
九43図
やさか

天照大神︑八腿鏡・八坂

やたのかがみ

とて︑之を天照大神に奉り給ふ︒
にのまがたま

九44図

やさか

硬曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし

かば︑︿略﹀︒
やたのかがみ

天照大神︑八腿鏡・八坂

硬曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし

にのまがたま

九44図

かの大蛇の住みし上には叢

かば︑︿略﹀︒

九46図

︿略﹀︑天皇日本武尊に

やまとたけるのみこと

雲常に立ちこめたれば︑︿略﹀︒

九410図

せ

尊は先づ伊勢にいたりて神

い

命じて︑之を討たしめ給ふ︒

九51図

やまと

尊は︿略﹀︑又質叔母倭

宮を舞し︑︿略V︒
ひめのみこと

九52図

倭姫命此の時天叢雲劔を尊

藩命に云いとまごひし給ふ︒

九53図

するが

尊之を受けて︑進みで駿河

に授け︑︿略﹀︒

九55図
九56図

の國に至り給ひしに︑︿略﹀︒

を造らせ︑︿略﹀︒

九35図 ︿略﹀︑老人夫婦に命じて酒

かりし給へ︒﹂

﹁此のあたりには鹿多し︒

いつはり降り︑︿略﹀︒

九56十三

九36図 ︿略﹀︑老人夫婦に命じて酒
さかぶね
を造らせ︑之を八つの酒槽に盛り︑

︿略﹀︒

に一に
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ハ︑流レ下ルニシタガヒテ︑敷多ノ
ヌマ
小流ヲ集メ︑沼田町二至ル︒
九1410図 ︿略﹀サ・ヤカナル細谷川
ハ︑流レ下ルニシタガヒテ︑敷多ノ
ヌマ
小流ヲ集メ︑沼田町二至ル︒
ム サシ

九154図 更二東南二流レテ︑上野・
ワタ

ラ

セ

武 藏 ノ 東 境 ヲ 過 ギ ︑︿略﹀︒

洋二入ル︒
テ

ガヌマ

インバ

イキ

ンマ

イキ

シマ

ス

ス

でなされ候ぞ︒

でなされ候ぞ︒

一命をすてて君に報ゆる

九1610図下総ノ手賀沼・印旛沼・長九209圏国連の爲にいくさには御出

トリ

カ

北浦ノポトリナル鹿島トトモニ一二社
ノ名アリ︒

レモ川ノ中二立テリ︒
ン

雪目ニ銚子港アリ︒

テウ

九182図

︿略﹀︑犬吠崎＝ハ燈毫アリ︒

イヌボウザキ

九183図

﹃一人の子が長家の爲

八幡様に日参いたし候も︑

ひ出されて︑︿略﹀︒
はちまん

念校も兵士も皆一つになつ
︿略﹀︑自分の職務に精を出

が︑︿略V︒

九231囹

おつかさんはコ命をすて

おつかさんは﹁一命をすて

て君に報いよ︒﹄といって居られる

九2210園

すのが第一だ︒

九229園

て働かなければならない︒

九228園

︿略﹀︒

九216魍国

短に︑そなたのふがひなきことが思

﹁聞けば︑そなたは豊島

ゐ

﹁︿略﹀︑又八月中日の威

幽且島の戦に出なかったこと

が︑まだ其の折に出會はないのだ︒
九232圏

もあるだらう︒

ましい働をして︑我が高千穂艦の名

をあげよう︒

九235園其の時にはおたがひに目ざ

ましい働をして︑我が高千穗艦の名

をあげよう︒

︿略﹀︑男子は十七歳より四

にいって上げて︑安心させるがよ

い︒﹂

十歳までの間︑何れも兵役に服する

九243図

義務あり︒

九252図

工兵は︿略﹀︑もっぱら技

術の事にしたがふ︒

九256図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

其の任務には輕重の別あることなし︒

輻重兵は何れも戦箏に必要にして︑

輻重兵は︿略﹀︑其の任務には輕重

九257図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

將校には大挙・中塗・少將

の別あることなし︒

九2510図

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

少尉あり︒

歩兵は平時凡そ百五十人を

九261図其の下に下士あり︑兵卒あ

り〇

九265図

︸中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

たるものを師團といふ︒

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

九233園其のうちには花々しい戦宰 九266図 二箇旅團の歩兵にそこばく

は艦中一同残念に思ってみる︒

の前方に出でて敵状をさぐる︒

自由なる事もあらん︒
九246図陸軍の兵種には五あり︒
九215囲囲母は其の方々の顔を見る 九248図 騎兵はく略V︑多くは友軍

いくさに出でし事なれば︑定めて不

九212魑団園

とやさしく御世話下され︑︿略V︒

九211圓国村の方々は朝に夕に色々

とやさしく御世話下され︑︿略﹀︒

九2010國国村の方々は朝に夕に色々 九236園此のわけをよくおつかさん

爲には候はずや︒

︿略﹀︑常陸ノ曲浦・北浦 九2010㈱團

沼等ノ水ハ南ヨリ之一一注射︑︿略﹀︒
カスミガウラ

九1610図

霞浦・北浦等ノ合流スルア

ノ水ハ北ヨリ之二注グ︒

九172図
カ

タリ一一ハ名勝ノ地少カラズ︒

ノ名アリ︒
カ

九177図中型モ香取・息栖ノ爾社バ

トリ

北浦ノポトリナル鹿島トトモ三二社

カ

九155図︿略﹀︑渡良瀬川ア合セテ栗 九174図中ニモ香取・三栖ノ土星バ
橋二至ル︒

九155図 栗橋ハ東北早道ノ通路ニア
タリ︑一大鐵橋力・レリ︒

セキヤド

九157図 栗橋ヲ過ギテ︑間モナクニ
ツ＝分ル︒

︿略﹀ ︑ 一 嵩 東 南 一 一 流 レ テ 利

タ ︑ ビ ニ ツ ニ 分 レ ︑︿略﹀︒

九159図 赤堀川ハ關宿ノ北ニテフ 九181図香取・岸里ノーノ鳥居ハ何
九159図
根ノ本流ヲナシ︑︿略﹀︒

東太平洋＝面シ︑風景ノ美
利根川ハ︿略﹀︑本流・支

ヲ以テ名高シ︒

九1510図︿略﹀︑一ハ西南二向ヒ︑権 九183図
現堂川二合シテ江戸川トナル︒

軍人となって︑いくさに出
有様は何事だ︒

かいゑい

九207譲国

の職にも出ず︑︿略﹀︒

九206國圃

九1910囹私には妻も子もありません︒ て君に報いよ︒﹄といって居られる
ほうたう

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九194園

ブ︒

流ノ長サヲ合スレバ︑一千齢里芋及

九1510図︿略﹀︑一覧西南二型ヒ︑灌 九186図
現犀川二合シテ江戸川トナル︒

ヌ

九163図 利根川ノ本流ハ東南二流レ

九161図江戸川ハ南流シテ海二入ル︒
キ

テ 鬼 怒 川 ・ 小 貝 川 ヲ合羽︑︿略﹀︒

九165図 鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ
ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

植下︑︿略V︒

九165図 コ・ヨリ江戸川＝通ズル運
︿略﹀︑東京ヨリ江戸川ヲサ

海衛攻撃とやらにもかくべつの働な

九167図

かりきとのこと︑︿略﹀︒

何の爲にいくさには御出 九234園其の時にはおたがひに目ざ

カノボリテ利根川一一通ズル汽船ノ通

九209曾池

路ニシテ︑︿略﹀︒

九169園 本流西下リテ︑︿略﹀太平
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九269図 明治二十七八年の戦役まで
は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團
に 過 ぎ ざ り し が ︑ ︿略﹀︒

九271図 ︿略﹀第一前船より第十八
師 團 に 至 る 十 八 箇 師團︑︿略﹀︒

この
九271図 ︿略﹀十八箇師團︑外に近
ゑ

衛師團を合せて十九箇師團となれり︒

使ヲ差立テラレ︑︿略﹀︒

臨時大祭一一天皇皇后爾陛下

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九303図
リ︒

カクノ如ク國事ニタフレタ

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九304図

金紗機動は二百年程前に説明

アツキヲ見ルモノ︑︿略﹀︒

あった︒

九311

監理機工は︿略﹀︑初の中は

︿略﹀︑又之を車に鷹用して︑

いふ人︑︿略﹀︒

造ったのは︑アメリカのフルトンと

九3010

︿略﹀最初の船は︑フランスの

フルトンは之に驚かず︑︿略﹀︑

︿略﹀︑更に新しい機關を引劉

の望に鷹じる︒﹂といふことを新聞

此の度は大丈夫と考へて︑

紙に廣青したが︑︿略﹀︒

九321

﹁︿略﹀︑何人にも乗船の望に鷹じ
る︒﹂といふことを新聞紙に廣叙し
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂といふことを

たが︑︿略﹀︒

九321

︿略﹀︑其の日になって乗船し

新聞紙に廣呈したが︑︿略V︒

九322

︿略﹀︑其の日になって乗船し

たものは僅か十二人に過ぎなかった︒
九323

たものは僅か十二人に過ぎなかった︒

う︒

スチブンソンは若い時から機
︿略﹀︑馬車鐵道をこしらへよ

︿略﹀︑スチブンソンは其の會

いよく黒道が出來て︑汽車
中には汽車と競走する積で︑
中には汽車と競走する積で︑
︿略﹀︑一時間に十五マイルも
走る汽車とはどうして競走が出挙よ

九349

馬に乗って來た人もある︒

九347

馬に乗って來た人もある︒

九347

の量質をして見る日になると︑︿略﹀︒

九訓6

走る汽車を造った︒

社に頼まれて潮道を敷き︑其の上を

九343

いふことになって︑︿略﹀︒

ンの嚢明した汽車を用ひて見ようと

うといふ話があったが︑スチブンソ

九343

關の事に明るかったが︑︿略﹀︒

九333

つたので︑すぐそれを直した︒

始めて之を船に用ひて汽船を 九325 ︿略﹀︑機關の一部に故障があ

たゴ水をすひ上げる爲に用ひる位で

九309

せられたが︑︿略﹀︒

九276図 五月五日二軍人形ヲカザリ︑ 九308

ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲイノ
ルコト︑我が國古ヨリノ風習ナリ︒

九278図靖國神社ノ春ノ大祭ハアタ
カモ此ノ日一一始ル︒

ニアリ︒

九279図 靖國神社ハ東京九段坂ノ上
維新 前 後 國 事 一 一 タ フ レ タ ル

︿略﹀︑其ノ後ノ諸職役二戦

人々ヲ幽玄︑︿略﹀︒

九2710図

九2710図

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

フルトンが工夫に工夫を重ね

スチブンソンといふ人である︒

︿ 略 ﹀ ︑ 本 殿 一 一 バ カ シ コ ク モ 九316

死シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒
九285図

︿略﹀最初の船は︑フランスの

て造った最初の船は︑︿略﹀︒

境内ニハ櫻最モ多ク︑︿略﹀︒ 九317

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒
九288図

た︒

リスに註文して︑又一つの船を射つ

九319

又一つの船を造った︒

九318

沈んでしまった︒

セイヌ川に浮べたが︑不幸にも直に

九317

沈んでしまった︒

九289図く略V︑春ノ盛りニ山花ノ雲 セイヌ川に浮べたが︑不幸にも直に
社殿ノ後一一ハ美シク作ラレ

タナビキテ︑︿略﹀︒

九291図

︿略﹀︑内外古今ノ武器其ノ

タル庭アリ︒

九294図

他軍事一一關スル物 ヲ 多 ク 集 メ タ リ ︒

九297図 大鳥居ノ前ノ重氏場一一二大
村盆次郎ノ銅像アリ︒

勢多カリシ人ナリ︒

九298図 盆次郎ハ維新ノ際軍事一一功

九301図 春秋雨度ノ大祭一一ハ必ズ勅 九3110 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︑何人にも乗船

見物人一同は其の早いのと其

の勢のすさまじいのに驚いた︒

九351

凡そ百二十四里︑其の間に五十三次

九355 昔東海道といったのはく略﹀︑

それが今は朝の急行列車で東

といって︑重な宿場が五十三あった︒

九358

京を出立すれば︑晩にははや京都に

それが今は朝の急行列車で東

着くことが出席る︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九358

昔の旅行には色々難儀なこと

着くことが出來る︒

があった︒

九3510

九364 ︿略﹀︑人の肩車に乗ったり渡

船に乗ったりして渡ったのであった︒

船に乗ったりして渡ったのであった︒

九364 ︿略﹀︑人の肩車に乗ったり渡

九366圃 ﹁箱根八里は馬でも越すが︑

大水などの時には︑水のひく

越すに越されぬ大井川︒﹂

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九368

箱根と新居とには忍所があっ

ればならなかった︒
あらみ

九372

今は水路に汽船があり︑陸上

昔の道中には馬とかごがあっ

て︑︿略﹀︒

九376

た︒

九382

今は水路に汽船があり︑陸上

にも所々方々に八道が通じてみる︒

にも所々方々に鐵道が通じてみる︒

九382

九382 ︿略﹀︑陸上にも所々方々に鐵

道が通じてみる︒

一に
に
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九388図箱根山ハ相模・駿河・伊豆
三國ノ境ニマタガル︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ
ノハ蕾皿ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

九448図

とせり︒

昔アラビヤの或町にハッサ
︿略﹀︑酪駝に乗りて隊商の

︿略﹀︑其の子のアリに賂駝

言ひっかはしたり︒

を連れて︑荷物を取りに尽るべしと

九451図

とせり︒

仲間に加り︑大沙漠を往写するを業

九449図︿略﹀︑酪駝に乗りて隊商の
さばく

仲間に加り︑大沙漠を往來するを業

さばく

図といふ者あり︑︿略﹀︒

九448図

とぞ御身御大切に成し下され︑︿略﹀︒

九441圏圏暑さ日に増し候へば︑何

べて︑︿略﹀︒

し此頃には︑はや朝顔のはちをなら

九389図東海道ノ通路＝アタレルヲ 九436囲囲 ︿略﹀︑私どもの目をさま
アンノコ

以テ︑昔ハ人馬ノ往來甚ダ盛ナリキ︒

九3810図 山上ナル鳶湖ノポトリニ關
︿略﹀︑湖水ノポトリ山肌ニ

所アリテ︑︿略﹀︒

九393図
︿略﹀︑複道開通後ハ旅客ハ

ギヤカナル市街アリキ︒
九395図

皆汽車ノ鳥威ヨルヲ以テ︑今ハ此ノ
山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

九399図 ︿略﹀箱根七湯ハ︑開ケ行
ク明治ノ御代ト共二輝くサカエテ︑
︿略﹀︒

︿略﹀ 箱 根 七 湯 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

浴客年＝其ノ敷ヲ加フ︒

九399図

温泉場モ開ケ︑︿略﹀︒

ヲンセン

九401図今ハ此ノ七湯ノ外二新シキ

九455図

︿略﹀︑年頃かひならしたる

さていよく沙漠に入りし

アリは︿略﹀︑隊商と共に

悪罵に乗り︑︿略﹀︒

九454図

言ひっかはしたり︒

を連れて︑荷物を取りに早るべしと

九409図 く略V︑世ノ轄攣ノ如何二甚 九451図︿略﹀︑其の子のアリに酪駝
ダシキ質権クナラン︒

ヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

九414図︿略﹀︑全艦ノ形ノスリバチ

ヲ倒ニシタル＝ヒトシキヲ見ルベシ︒

九414図 ︿略﹀︑全罷ノ形ノスリバチ

九457図

アリは︿略﹀︑たゴ父にあ

︿略﹀︑其の苦しさたとへん

出立したり︒

レル所一大ナル噴火ロニシテ︑︿略V︒

九415図此ノスリバチノソコ＝アタ

が︑︿略﹀︒

けたり︒

はんを樂みに一日々々と旅行をつゴ

九4510図

に物なし︒

九458図

︿略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

九416図

物ノ四方ニナダレテ︑冷エ霊感マリ
︿略﹀︑其ノ噴火口中二更二

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒
九418図

四ツノ噴火山ヲ出セリ︒

九421図 是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

アリは︿略﹀︑たゴ父にあ

すべて沙漠の旅行は︑以前

はんを樂みに一日萎々と旅行をつ曳

九461図
けたり︒

九467図

すべて沙漠の旅行は︑以前

に通りし驕駝の足跡を目あてに行く
なり︒

九468図

然るに此の大風の爲に︑今

に通りし賂駝の足跡を目あてに行く
なり︒

九469図

く略V︑一同は行くべき方に

までの驕駝の足跡消えたれば︑︿略﹀︒

九471図

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空
しく一日を過せり︒

︿略﹀︑一同は行くべき方に

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空

九472図

︿略﹀︑一同は行くべき方に

しく一日を過せり︒

九472図

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空
しく一日を過せり︒

も残り少になれり︒

九473図之が爲に一行の用意せる水
﹁若し明日中に水のある
所に着かずば︑︿略﹀︒﹂

九476図園

﹁若し明日中に水のある
所に着かずば︑︿略﹀︒﹂

九476図園

九482図︿略﹀︑ひそかに驕駝にうち
乗りて︑そこより逃れ出でたり︒

九484図晴れたる大空には無数の星
かゴやけり︒

アリは幸にも星によりて方
角を見定むることを知り居たれば︑

九485図

︿略﹀︒

九486図

アリは幸にも星によりて方

角を見定むることを知り居たれば︑

それを便りに進行せり︒

き驕駝の足跡あり︒

九487図夜明くれば︑砂の上に新し

九487図之に力を得て︑南へくと

アリはそこに行きて︑あり

急がするに︑︿略﹀︒

か＼る間に︑又向ふより一

し事を物がたり︑︿略﹀︒

九489図

九492図

く略V一組の隊商到着せし

組の隊商到着せしが︑︿略﹀︒

聞けばハッサンは︿略﹀︑

が︑其の中にはアリの父ハッサンも

九493図

まじれり︒

九495図

たがひに心もとなく思ひ合

迎へかたぐこ赴來りしなり︒

九496図

學生・生徒の帽子にも

ひし父子の︑︿略﹀︒

きしゃう

九506図圃

きやうぎ

皆學校の徽章あり︒

九509図團夏の纏木や今わらは

な

︿略﹀︑支那の二子はい

し

見るにもいとご平げなり︒

九512図圃

し

︿略﹀︑長き白布くるく

たゴきに︑結ぶ赤だまかはいらし︒

頭に巻ける印度人︑︿略﹀︒
ゑ ぽ

九516図圃

と

︿略﹀かんむり・鳥帽子

今は唯 祭の服に残りたり︒

九521図幅

植・草取・取入れに

農夫の辛苦共

九522図圃昔の風をそのま﹂に︑田

にする すげ笠こそはたふとけれ︒
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九523図團︿略﹀︑田植・草取・取入
れに 農夫の辛苦共にする すげ笠
︿略﹀︑手ぬぐひ三尺引き

こそはたふとけれ︒
九532図幽
︿略﹀︒

田一一スムカヘルハ土色ニシ

しぼり︑頭に結ぶは ち 春 は

九535図
テ︑︿略﹀︒

九535図︿略﹀︑木ノ葉ニヤドル雨ガ
ヘルハ緑色ナリ︒

︿略﹀︑白色ノ正訓大根畠二

ガリ︑︿略﹀︒

九536図黄色ノ蝶ハ菜種ノ花一一ムラ

集ル︒

九537図

ヨリ出デテ飛ブカウ モ リ ハ ︿ 略 ﹀ ︒

九537図書ハ暗キ所ニヒソミ︑日暮
九539図︿略﹀︑海ノソコノ砂ノ上津
スムヒラメ・カレヒ ノ 類 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ハ︑其ノ膿ノ一面︑砂ノ色二二タリ︒

色ノ愛ズルモノアリ︒

ノ色ノ攣ズル一一シタガツテ︑保護色

九547図動物ノ中ニハ其ノ周團ノ物

タトヘバ北國一一スム野ウサ

ノ攣ズルモノァリ︒
九548図
ギハ︑︿略﹀︒

同ジケレドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑

九561図

︿略﹀︑其ノ虫唾ノ小枝二三

ナラズ︒
オキナハ

︿略﹀︑其ノ羽ノ表ノ豆飯ハ

九564図沖縄議奏スル木ノ葉蝶ハ︑
︿略﹀︒

九564図

美シキ色ドリアレドモ︑︿略﹀︒

ユ︒

︿略﹀︑裏面ハ枯葉二似タル

︿略﹀︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ

マルトキハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見

ガ故一一︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニト

九565図

ガ故二︑︿略﹀︒

九5410図︿略﹀︑其ノ毛色枯葉ノ色ト 九565図 ︿略﹀︑裏面松枯葉二似タル
全ク白色二攣ジ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑イカバ水中一一オヨグ

︿略﹀︑イカバ︿略﹀︑岩石

間ハ水色ナレドモ︑︿略﹀︒

九551図

九551図

九566図

或動物ハ之二反シテ︑周園

枝ニトマルトキハ︑︿略﹀︒

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

︿略﹀︑イカバ︿略﹀︑岩石 九568図

ナドニ附着スル時ハ岩石ト同ジ色二
見ユ︒

ナドニ附着スル添上岩石ト同ジ色二

ヤカナル髄色ヲ有ス︒

九552図

見ユ︒

︿略﹀︑他ノ動物ハ其ノ調色

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之

九572図

モ近ヅクコトナキが故二︑︿略﹀︒

︿略﹀︑他ノ動物ハ其ノ腔色

ノ身ノ安全ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒
アゲ ハ
︿略﹀︑悪味アル揚羽ノ蝶ノ
九578図

附近ヅクコトナキが故二︑却ツテ其

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之

九574図

二近ヅクコトナキが手盛︑︿略V︒

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之

きたなき水を飲みで︑恐ろ

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

︿略﹀︒

九589図

酒・煙草の害は今更に言ふ

しき病にか＼る者多し︒

九5810図

よき心持のみにても病をふ

までもなし︒

九595図

常に無病にして︑廃者に

せぐに足らん︒

か＼りたることなき人あり︑︿略﹀︒

九598図

九599図園 ﹁我は天氣にも相談せず︑

毎日運動するが故に︑︿略﹀︒﹂

毎日運動するが故に︑署者にも相談

九5910図圏 ﹁我は天氣にも相談せず︑

する必要なきなり︒﹂

九5910図囹 ﹁︿略﹀︑醤者にも相談す

然れども運動多きに過ぐれ

る必要なきなり︒﹂

身膿の勢を直すはよく眠る

ば︑却って病を起すことあり︒

九601図

九604図

﹁夜半十二時前一時間の眠

空氣の大切なることも食物

閉ぢたる室内にはよごれた

人多き都會に住む者は︑

新しき空氣をすひ︑︿略V︒

九6010図 ︿略﹀︑折々野外に出でて︑

︿略﹀︒

九609図

る空玉こもる︒

九608図

におとらず︒

九607図

といへり︒

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

九605図

︿略﹀︑形サへ其ノ周園ノ物 九573画く略V︑他ノ動物ハ其ノ血色 に如くはなし︒

タトヘバ桑ノ木二居ルエダ
︿略﹀エダシヤクトリハ︑
︿略﹀︑其ノ腔ノ後ノハシヲ

八十歳を越えて病を知らざ

口にうましとて多く食ふこ

羽ニハ美シキ色ドリアルが如シ︒

九585図

となかれ︒

︿略﹀︑其ノ腔ノ後ノハシヲ 九581図
ルトキハ︑︿略V︒

桑ノ木二附ケ︑膿ヲナ・メニ突出ス

九559図

ルトキハ︑︿略﹀︒

桑ノ木二附ケ︑膿ヲナ・メニ突出ス

九559図

其ノ艶色ノ桑ノ木二似タル上︑︿略﹀︒

九557図

シヤクトリハ︑︿略﹀︒

九556図

二似ルモノノアルコトナリ︒

九555図

モノノアルコトナリ︒

ヨリテ︑形サへ其ノ周園ノ物二士ル

九5310図 ︿略﹀ヒラメ・カレヒノ類 九554図 ︿略﹀︑其ノ動物ノ身ブリニ
カクノ如ク動物ノ膿色一一ハ

其ノ住メル周園ノ物ノ色甲乙タルモ

九541図

ノアリテ︑︿略﹀︒

其ノ住メル周園ノ物 ノ 色 一 一 似 タ ル モ

九542図 カクノ如ク動物ノ下色ニハ

︿略﹀︑タヤスク他ノ動物二

ノアリテ︑︿略﹀︒

九543図

見附ケラル・コトナシ︒

九544図 シタガツテ敵＝オソハル・
︿略﹀︑我ヨリ敵ヲオソフ＝

ウレへ少ク︑︿略﹀︒

ハ便ナリ︒

九545図

九547図 動物ノ中事ハ︿略﹀︑保護
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九612図 室内にのみ居て︑外出する
こと少き人の︑︿略﹀︒

九613図 ︿略﹀︑日光に浴せざるが爲
なり︒

九614図家を建つるには日あたりよ
き所をえらび︑︿略﹀︒

九615図八略﹀︑夜具・衣服の類はし
ばく日光にかわかすべし︒

皇威に服するに至れり︒

是我等の周園に空氣のあれ

向ひて立たせ︑︿略﹀︒

九642図︿略﹀︑かばねを宮城の方に

ばなり︒

九646図

空氣は形もなく︑色もなけ

れば︑目には見えざれども︑︿略﹀︒

九647図

九652図其のしるしは水にぬるるこ
となかるべし︒

だ

れ

一夜の中にむだになってしまふこと

もある︒

秋の末になって︑風の吹散し

の上をく略V︒

九653図是茶わんの中に査定ありて︑ 九693 ︿略﹀︑黄色に實のつた秋の田

み

︿略﹀五月雨は︑農家に取つ

さ

︿略﹀夕立は︑さわがしい中
︿略﹀︑一年中の農夫の辛苦が

葉の散果てた冬木立に吹きす

︿略V︑何時の間に雪に攣った

︿略﹀︑翌朝起きて見れば︑

九7210魍翌 ︿略﹀︑同夜は近村の者一

︿略﹀︒

ぼつく立退きたる者もこれあり︑

九728罐國︿略﹀︑川近きあたりには

からざる由承知致し驚き入り候︒

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

九712皇国 ︿略﹀︑本日の新聞により︑

ころ︑︿略﹀︒

川に近き御地は如何と案じ居り候と

九7010魍團連日の大雨に候へば︑大

ることもある︒

︿略V︑そこら一面銀世界になってゐ

九708

こともある︒

か︑そこら一面銀世界になってみる

九707

こともある︒

か︑そこら一面銀世界になってみる

九707 ︿略﹀︑何時の間に雪に攣った

思はず首をちゴめることもある︒

九703 ︿略﹀︑身を切るやうな寒さに

さむ木枯の風は︑︿略﹀︒

九701

上に︑雨の降りか﹂るのは︑︿略﹀︒

九698 ︿略﹀︑風の吹散した木の葉の

は︑︿略﹀︒

た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの

燈の火の風に吹消さる＼が 九697

水の進入するを防げばなり︒

九6510図
如き是なり︒

九661図我等は常に此の空氣を吸は
若し空解なからんには︑

んが爲に呼吸す︒

九662図

︿略V多くの生物は其の生を保つこ

もとの中にも︑節穴の中にも︑握り

九648図︿略﹀︑机の引出しにも︑た

と能はざるべし︒

九615図 西洋のことわざにも﹁よく
こぶしの間にも︑︿略﹀︑必ず存在せ

さて此の雨風も四季の時候に
さて此の雨風も四季の時候に
春の初に降るのは一雨毎に花
春の初に降るのは一雨毎に花
﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

めである︒

九691

に勇ましい︒

九687

ては大切な雨である︑︿略﹀︒

九682

る︒

は︑我が身も蝶の様に飛立ちたくな

九6710

︿略V︑そよくと吹く春風に

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

九677

をもよほすかとうれしい︒

九675

をもよほすかとうれしい︒

九675

つれて︑それぐにちがふ・

九673

つれて︑それぐにちがふ︒

九673

起して︑種々の用に供す︒

用人は空氣を動かし︑風を

ずといふこと無し︒

︿略﹀︑机の引出しにも︑た

︿略﹀︑凡そ少しにてもすき

かに水中に入れよ︒

九667図

日光の見舞ふ家には語彙は見舞は

九6410図

ずといふこと無し︒

こぶしの間にも︑︿略﹀︑必ず存在せ

もとの中にも︑節穴の中にも︑握り

九649図︿略﹀︑机の引出しにも︑た

ずといふこと無し︒

こぶしの間にも︑︿略﹀︑必ず存在せ

もとの中にも︑節穴の中にも︑握り

九648図

ずといふこと無し︒

こぶしの間にも︑︿略﹀︑必ず存在せ

もとの中にも︑節穴の中にも︑握り

九648図︿略﹀︑机の引出しにも︑た

ず︒﹂といへり︒

醤者は見舞はず︒﹂

九616図 ﹁よく日光の見舞ふ家には

を保ち︑︿略﹀︒

九618図 飲食に注意し︑身髄の清潔

︿略﹀ ︑ 常 に 日 光 に 浴 し て ︑

なほ病にか＼らば︑是我が罪にあら

九6110図︿略﹀︑常に日光に浴して︑

ず︒

九6110図

ぞ

なほ病にか＼らば︑火曜が罪にあら
ず︒

え

九622図 蝦夷は東北の地に住して︑
くわん む

叛 服 常 な ら ず ︑ ︿ 略﹀︒

九626図 桓武天皇の御代に至り︑

試みに茶わんのそこにしる

間ある所には︑必ず存在せずといふ
こと無し︒

︿略﹀︒

九637図 ︿略﹀︑さしもに強かりし蝦

九651図

しをつけ︑︿略V︒

夷も︑遂に全く皇威に服するに至れ
り〇

かに水中に入れよ︒

九638図 ︿略﹀蝦夷も︑遂に全く皇 九651図 く略V︑之を倒にして︑しつ
威に服するに至れり︒

征するや︑︿略﹀蝦夷も︑遂に全く

九638図 將軍田村麻呂の東北の地を 九652図 ︿略﹀︑之を倒にして︑しつ
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一度二拾鏡以上ノ貯金ヲナ
九806図

︿略﹀︑見るもの聞くものに

つけて︑都の空のみしたはしく︑

九769図
スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑郵便切

人も眠につきたる者これなく候︒

九731國国 明けて二十九日には雨も
︿略﹀︒

︿略﹀︒

九813図

去年の今夜清涼殿の御宴に
︿略﹀︑詩を作りて天皇の御
︿略﹀︑御衣を賜はりて身に

︿略﹀︑其の御衣は今なほ西

道眞今昔の感にたへず︑

のはてに住む身に近くあり︒

九813図

のはてに住む身に近くあり︒

︿略﹀︑全部バリ終ヘタル時︑ 九812図︿略﹀︑其の御衣は今なほ西

饒る面目をほどこしたりしが︑︿略﹀︒

九811図

感に入り︑︿略﹀︒

九811図

侍し︑︿略﹀︒

九8010図

せて︑ひとり自らなぐさめ居たり︒

︿略﹀︑僅かに詩歌に思をよ

手ニヨリテ貯金スル便利ナル方法ア

︿略﹀︑貯金セントスル色目

︿略﹀郵便切手ヲ買ヒテ皇

九807図

リ︒

︿略﹀︑郵便切手ニヨリテ貯

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見

スルナリ︒

九774図
リ︒

去年の今夜清涼に侍す︒

九816図團

といふ事があった︒

九8110

り︒

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド
︿略﹀︑金銭ヲ預ケタル者ニ

九817図圃恩賜の御衣なほこ＼に在

九777図

ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡
ス︒

五人の騎手は神に勝利をいの

へ集って來た︒

九833

五箇村の人々は各我が村の騎

つて︑︿略﹀︒

九834

﹁負けたら村の名折になる

手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつけ

てるる︒

ぞ︒﹂

九835園

五箇村の人々は各我が村の騎

手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつけ

九836

てるる︒

九838 二番太鼓の﹁並べ︒﹂のあひつ

に︑五人の騎手は打連れて︑葬殿の

後の大きな立石の前に並んで︑︿略V︒

二人の馬は五分々々に進んで

拝殿の後の大きな立石の前に並んで︑

九839 ︿略﹀︑五人の騎手は打連れて︑

︿略﹀︒

九846

熊吉はつるりとすべって︑そ

行ったが︑︿略V︒

九848

のはずみにころころと轄がつて︑池

愛作は︿略﹀︑すぐに熊吉の

の中へ落ちこんだ︒

それはく略V︑競馬をさせて︑ 九8410

えりを引つつかんで︑ぐっと岸へ引

タ寸シ貯金センが爲一一必要 九823

きよせた︒

筑紫に到りて後は︑常に門

たゴしい見物人が朝早くから宮の境
内へつめかけた︒

やがて五人の騎手は多くの
人々に附きそはれ︑︿略﹀︑鳥居の下

九829

九8510園熊吉の落馬したのにかまは

走るやら︑上を下へのさわぎである︒

に水を吐かせるやら︑適者を呼びに

九857 附添人も見物人も︑︿略﹀︑熊吉

走るやら︑上を下へのさわぎである︒

に水を吐かせるやら︑警者を呼びに

九855 附添人も見物人も︑︿略﹀︑熊吉

勝つた村は次の祭の日まで︑其の五

或年選ばれた子供の中に︑す
ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九824

箇村の頭になるといふ定であった︒

是は菅原道眞が︿略﹀︑庭

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ

︿略﹀︒

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

九804図

知りし騨長ありて︑︿略﹀︒

九799図筑紫へ下る道に︑昔より相 九827 ︿略﹀︑祭の曇日には︑おび

の梅に別ををしみてよめる歌なり︒

九792図

ムベキ事ニアラズ︒

九785図

昔或氏神のお祭に競馬の神事

モ︑︿略﹀︒

九775図普通ノ銀行ニチハ一度一一五

金銀行二貯金スル方法モア

之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト

九773図

紙一一ハリツケ︑︿略﹀︒

九772図

皇紙ニハリツケ︑︿略﹀︒

ハ︑其ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ

九771図

金スル便利ナル方法アリ︒

九769図

え出し候へば︑︿略﹀︒

九733乱国︿略﹀︑此の分ならば︑も
はや心配には及ぶま じ と く 略 ﹀ ︒
︿ 略﹀︑川上の堤防切れ︑

隣 村 は 大 半 水 中 に あり︑︿略﹀︒

九7310旨旨

九743國囲︿略﹀︑直ちに老母と子供
を 裏 山 に 立 退 か せ ︑︿略﹀︒

害 こ れ あ り 候 へ ど も︑︿略﹀︒

九746囲国 田畑の作物には多少の損
九748圏囲 田畑の作物には多少の損
害これあり候へども︑其の他にはか
く 別 の 異 状 こ れ な く︑︿略﹀︒

護を致し居り候者も百二三十名の多

九754圏圏 ︿略﹀︑當村に引取りて保
きに上り候︒

護を致し居り候者も百二三十名の多

九756國国 ︿略﹀︑當村に引取りて保
きに上り候︒

九761図 一日二一銭・二銭ヅツニテ
︿ 略 ﹀ ︑五年・十年ノ後一一ハ︑

モ積立ツル時却︑︿略﹀︒

九762図

又病氣其 ノ 他 ノ 場 合 一 一 モ ︑

齢 程 ノ 金 高 ト ナ リ テ︑︿略﹀︒

九764図

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル
ベシ︒

九766図 金鑓ヲ安全二貯フルニハ郵
便貯金トナスヲヨシトス︒

スコト能ハザル者ノ 爲 ニ ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九768図 一度一一拾鏡以上ノ貯金ヲナ

に一に
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ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大
︿略﹀︑勝も勝︑大勝であっ

勝 で あ っ た の に ︑ ︿略﹀︒

九862園
たのに︑人の命にはかへられないと︑

相手を助けてやったのは如何にも見
上げたりつばな行だ︒

九869園 ﹁もう改めて勝負には及び
ません︒

九873園 く略V︑あなた方の村が五箇
村の頭になって︑御支配をなさって
下さい︒﹂

九879図費買トイフコトナカリシ遠

九886図

九907図

古金銀ハ︿略﹀︑貨幣トス 九941図

川を渡りて坂路を上れば︑

此の門一に日暮門の名あ

進んで陽明門に至る︒
ひぐらし

東照宮の正面に出づ︒
やうめい

とうせう

みつ

べう

九951図

︿略﹀︒

ちゆうぜんじ こ

是より西南にあたりて︑家

︿略﹀︑男膿山のふもとに

︿略﹀︑湖面鏡の如く︑四方

紙幣ハ︿略﹀︑輕クシテ取 中薬寺湖あり︑︿略﹀︒

九958図天皇陛下かつてこ＼に行幸

の山々三筆に影をうつせり︒

九956図

いへ

九9410図 く略V︑磁心の後に本殿あり︑

との意なりとそ︒

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

九944図

現今我が國ノ貨幣一一ハ金貨 九943図

︿略﹀︑金貨ハ日常流通スル

ル・ニヨル︒

九906図是金貨二代ル紙幣ノ行ハ

・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九902図

ルニ最モ便利ナレバナリ︒

︿略﹀︑更里諺丁ノ農夫一一談 九8910図

カクテ持チアルク中心ハ︑

ゼザルベカラズ︒

九887図
︿略﹀︑其ノ留日腐りテ︑一

其ノ魚ハ腐リテ︑︿略﹀︒

九888図

カクテ持チアルク中心ハ︑

合ノ米ニモ換へ難キニ至ルベシ︒

コト少シ︒是金貨二代ル紙幣ノ行ハ

九888図
其ノ魚ハ腐リテ︑一合ノ米ニモ換へ

九9010図

之ヲ日本銀行二持行カバ︑

第二都Aロヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

︿略﹀︒

九912図

九917三囲色香も深き紅梅の枝に

我が國到るところ名勝の地

あり︑︿略﹀︒

にとぼしからざれども︑︿略﹀︒

九964図

し︒

の美とを併せたるは日光に如くはな

きさいの宮の仰言︑御 九966図 ︿略﹀︑よく人工の美と天然

むすびて︑︿略﹀聞えあげたる言の
葉は︑︿略﹀︒

聲のもとに︑︿略﹀︑つかうまつりし
ら

紅葉の折には來り遊ぶもの最も多し︒

九967図︿略﹀︑夏の盛りの頃︑秋の

十18図

外國人の我が國に來る者亦

昔より富士は日本一の高山

︿略﹀︑其の形白扇を倒にか

落ちたり︒

領土となりしょり︑富士は第二位に

と画せられしが︑︿略V︑毫湾の我が

十17図

必ずこ＼に遊びて︑︿略﹀︒

九968図

必ずこ＼に遊びて︑︿略﹀︒

九968図外國人の我が國に挙る者亦

八重櫻︑今日九重ににほひぬと︑
だいや

みはし
是即ち有名なる神橋にして︑
﹁日光の結構︒﹂こ＼に始る︒

九9310図

美観発つ目を驚かす︒

九938其
図の上にか＼れる朱塗の橋︑

り︑玉と飛ぶ︒

九937図岩にくだくる清流︑雪と散

川あり︒

九937図日光の市街墨くる所に大谷

︿略V︒

九933図齪︿略﹀︑古の奈良の都の

な

言の葉の花は千歳も散らざらん︒

九931図翻

九955図

紙幣ハ︿略﹀︑輕クシテ取 光の廟あり︑︿略﹀︒

ル・ニヨル︒

ナ

合理都合ヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

︿略﹀︑世ノ進ムニシタガヒ︑ 九9010図

難キ＝至ルベシ︒
九889図

︿略﹀︑物ト物トヲ交換スル不便ヲ省

︿略﹀︑世ノ進ムニシタガヒ︑

クニ至レリ︒

九891図

︿略﹀︑物ト物トヲ交換スル不便ヲ省

キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ
取換ヘテ有無相通ジタル即発ギザリ

貨幣トシタル物品ハ時代＝

ク一一至レリ︒

貨幣トシタル物品ハ時代ニ
士買ル・買フ︑財産ノ財︑貨

ン

︿略﹀︑支那ノ古代二男ヲ用
ヒタルが故ナリトイフ︒

九895図

︿略﹀︒

幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アルハ︑

九894図

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒

九892図

ヨリ︑場所軍官リテ一定セズ︒

く 略 V ︑ 必 要 ノ 場 合 一 一 物 ト 物 九892図

キ︒

九8710図

︿略﹀︑必要ノ場合二物ト物

トヲ取換ヘテ有無相通ジタルニ翼下
ザリキ︒

九8710図

トヲ取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギ
ザリキ︒

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

九881明旦シ今ノ世ニモナホカ・ル
ナラン︒

今ノ文明諸士ノ貨幣心切主
是金銀ハ償高ク︑保存スル
是金銀ハ︿略﹀︑分合ノ爲二
是金銀ハ︿略﹀︑成分一一異
同ナクシテ︑︿略V︒

九899図

直段ノ割合ヲ愛ズルコトナク︑︿略﹀︒

九898図

ニモ都合ヨク︑︿略＞Q

九897図

トシテ金銀ヲ用フ︒

九882図 タトヘバコ・二漁夫アリテ︑ 九896図

魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農
夫ヲタヅネタリトセヨ︒

九883図 ︿略﹀︑魚ヲ米二取換ヘント

︿略﹀︑更二乙ノ農夫ノ所二

テ︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタリトセ
ヨ︒

九885図

行田ザルベカラズ︒
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に一に

け た る が 如 く 美 し きは︑︿略﹀︒

十23図 いっこより見ても山にさへ
ぎられ︑かすみにへだてられて︑其
の全景を見ること能はず︒

十23図 いっこより見ても山にさへ
ぎられ︑かすみにへだてられて︑其
の全景を見ること能はず︒

十25図 近江一徳の川流はほとんど
全 く 此 の 湖 水 に 入 り︑︿略﹀︒

十27図 ︿略﹀︑湖水より出つる瀬田
川は︿略﹀︑大阪に至りて海に注ぐ︒

エン

一一一二四歳位ノ子供ヲ坐ラセルコトモ

ダ

葉ノ形一一ハ卵形ト楕圓形が最

出來ルサウデアル︒

十57
︿略﹀︑一膿一一スべくシテヰ

モ多イガ︑︿略﹀︒

十63
ルノモアル︒

十64 ギザ︿ノ深イノニナルト︑

︿略﹀︑一枚ノ葉が敷枚ノ小サ

一枚ノ葉が御子ノ小サイ葉二分レテ
ヰル︒

十65

十75

︿略﹀︑末ニナルト︑肉眼デハ

ソノ脈ニモ亦種々アル︒
︿略﹀︑本ノ方カラマツ直二幾

ツテーツニ集ツテヰル︒

スヂカノ脈が並ンデ出テ︑サキニ行

十74

十72

見エナイ程細イ︒

十610

程段々二細クナツテ︑︿略﹀︒

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

イ葉二分レテヰル︒

十69

にひがた

にひがた

ガアル︒

十27図 く略V︑湖水より出つる瀬田
十610

ご

ゑち

川はく略V︑大阪に至りて海に注ぐ︒

ゑち
十29図 信濃の東南部より諾し︑越
後の新潟に至りて海に入る︒

ご

十29図 信濃の東南部より面し︑越
後の新潟に至りて海に入る︒

十210図 日本一の大トンネルは中央
さしこたうげ

線の笹子峠にあり︒

せん

十35図汽車は此のトンネルを通過
するに七八分を費す︒

十39図 其の工事の総費用は百九十

十82

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ
又車ユリナド仏寺クノ葉が一

一ツオキニ董二附イテ居り︑︿略﹀︒

十84

庭二集ツテ︑藍ノ周園ヲ取巻イテヰ
ル︒

されど森林のあたふる利盆

は是のみには止らず︒

十88図

森林の樹木はたがひに其の
枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

十810図

森林の樹木は︿略﹀︑雨の

つるを止め︑︿略﹀︒

十91図

︿略﹀︑地上に落ちたる水を

一度に地上に落つるを止め︑︿略﹀︒

十93図

ふくみさ㌧ふること︑あたかも海綿
の如くなるを以て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑敷時間の暴雨にもた
ちまち大水出で︑︿略﹀︒

十97図

︿略﹀︑数日のひでりにも河
水全くかれはつべし︒

十97図

森林なければ︑土砂附近の
田畠に飛散りて︑︿略﹀︒

十101図

の影さす水中には多く集り來るもの

総べて魚類は︿略﹀︑森林
スヂカノ脈が並ンデ出テ︑サキ心行

︿略V︑本ノ方カラマツ直二幾 十103図

萬圓齢にして︑一里の長さだけ十圓

︿略﹀︑森林は漁業の爲にも

なるを以て︑︿略﹀︒

らず︒

十109図

らず︒

言え皆静まりいねしま

そ

ひのき

﹁我え元木曾の檜よ︒

き

夜中に家世立つる木々え今語り

十116用畜

出しぬ︒

十119図圃園

白雲をうなじユまきて︑峯高く空

ユそびえき︒﹂

ユまきて︑峯高く空ユそびえき︒﹂

十1110図圏園 ﹁︿略﹀︑白雲をうなじ

そにて︑霧深き谷間ユ立ちき︒﹂

十123二五園 ﹁︿略﹀︑櫻木の花をよ

後ユ︑いかだして都に蒸けり︒﹂

十125図樋管 ﹁︿略﹀︑山こむる霞を

十126図書園﹁︿略﹀︑山こむる霞を

﹁熱き國しげる林ユ

後ユ︑いかだして都に長けり︒﹂

生ひ立ちし我︑タガヤサン︑︿略﹀︒﹂

十128図圃囹

かべ土ユ

塗込められ

とり離れて︑はるぐと錘重の

十1210図圏圏 ﹁︿略﹀︑我が友ユ ひ

しほ路︑︿略﹀︒﹂

十141図圃囹

梁・棟木つか・ぬき・

て あらはれぬ ぬきもあるなり︒

十147図圃園

︿略﹀︑折からの夜半の

家え崩れん︒﹂

柱何一つ取外すとも︑たちまちユ

十149図圃

一條天皇の頃には才學すぐ

でう

十154図 二人土ハに和漢の學に通じ︑

紫式部と清少納言となり︒

十153図 ︿略﹀︑最も世に聞えたるは

れたる宮女多かりしが︑︿略﹀︒

十152図

く略V森林を伐彿ひたる爲 あらしにそののちは音もきこえず︒

添ふる等︑其の効用あげて数ふべか

︒佛閣又は名勝の地に皿種の風景を

其の他森林は︿略﹀︑神社

に︑漁業の利を失ひたる地方も少か

十106図

大いなる利盆をあたふ︒

十105図

ツテーツ一一集ツテヰル︒

セヲ

葉ノ董二附ク様子一一モ種々ア

葉ノ董一一附ク様子ニモ種々ア

脈ガマン中一一通ツテ︑︿略﹀︒

十76櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

金貨を並べたるに等しといふ︒

十49図諸子よ︑試みに此の外に諸
子が日本一と思ふ物を敷へ見よ︒
パ

十81
ハス

十51 植物ノ葉一一ハウキクサノ葉ノ

ル︒

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ
一ツオキ昏夢二附イテ居り︑︿略﹀︒

十82

ル︒

十81

様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ檬
二二クテ大キナノモアル︒
オニバス

十53 熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直径
ガ六尺モアツテ︑︿略﹀︒
オニバス

十55 ︿略﹀大鬼蓮ハ︿略﹀︑其ノ上

に一に
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︿略﹀︒

十162図 夫に別れて後︑宮中に召さ
れて︑︿略﹀︒

れて︑︿略﹀︒

十162図夫に別れて後︑宮中に召さ
十163図 ︿略﹀︑上東門院に漢文・漢
詩を教へ参らせたり︒
︿略﹀︑式部は︿略﹀︑常に

一といふ文字をだに知らぬ顔に過し

十165図
たりといふ︒

︿略﹀︑爲眞は銅版に彫りつけ

圖や壼は別に堅い木に彫り︑

なるまでには︑幾度書直すかも知れ
ない︒

︿略﹀︒

十198
十199
て︑︿略﹀︒

圓や書は別に堅い木に彫り︑

寓言は銅版に彫りつけて︑相當の場

十199

︿略﹀版木を造り︑一枚つつ

けて︑︿略﹀︒

十216

又活字は何時でも直に植ゑる

手刷にするのである︒

十221

老人片足ノ靴ヲ橋下堕落シ︑

張良︑橋上ニテ白髪ノ一老

ことが出座るが︑︿略﹀︒

十226図
人勝アフ︒

十227図
︿略﹀︒

ノマ・二拾ヒ取りテサ・グ︒

一字も誤がなくなってから本 十229図 ︿略﹀︑老人ノ言ナレバ︑命

所に入れる︒

十202

又極上品なものになると︑機 十231図園 ﹁汝ハ教フルニ足ル者ナ
リ︑︿略﹀︒﹂

良此ノ度コソハト︑夜半ヨ
無頼ノ少年等口々二心リテ

後串良・受信共二手ノ高祖
二仕へ︑︿略﹀︒

十258図

止マズ︒

十2410図

リ起キテ橋上＝至レバ︑︿略V︒

十242図

先ダタレタリ︒

多極上品なものになると︑機 十2310図 次ノ五日目ノ朝モ亦老人二
印刷が出來上ってから本にと

械では刷らないで︑手刷にする︒

十206

械では刷らないで︑手刷にする︒

十206

十167図 清少納言もく略V宮中に仕 刷にか＼るのである︒
︿略﹀︑御前に侍りし清少納

へ︑其の才氣を以て知られたりき︒
十1610図

言は︑つと立ちてみすをまき上げた
り︒

十207

ちるまでにも︑まだ中々手敷がか＼

十173図 是白雲天の詩に︑﹁香櫨峯
の雪はすだれをか＼げて見る︒﹂と

印刷が出來上ってから本にと

る︒

る︒

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑︿略﹀︒

以ナリ︒

良や老人ノ無禮ヲトガメズ︑
︿略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

ビシバ︑後大功ヲ立ツル＝至りシ所

十262図

︿略﹀︑其ノ初心小事ニシノ

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

十261図

信や少年ノ笑罵一一怒ラズ︑︿略V︒

十261図

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑︿略﹀︒

其の上に表紙をつけて︑機械 十259図︿略﹀︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑
表紙には紙ばかりのもあり︑

又りっぱなものになると︑革
是は活版刷の本の造り方であ

をきせたのもある︒

十212

紙の上を布で包んだのもある︒

十211

にかけて固くしめる︒

十2010

にかけて固くしめる︒

十2010

其の上に表紙をつけて︑機械 十258図︿略﹀︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑

ちるまでにも︑まだ中々二四がか＼

十207

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ
しを︑︿略﹀︒

十178図萬づに心ききたること︑此
の一例にても知るべし︒

が︑︿略﹀︒

十182 本の中には字ばかりのもある
十183 讃んでみる間は中に書いてあ

︿略﹀︑筆をとる前には十分に

る事ばかりを一心に考へてるるから︑
︿略﹀︒

十188

︿略﹀ ︑ 我 我 の 讃 む 様 な も の に

其の考を練らなければならぬ︒
十1810

十214

それは版下を堅い木にはりつ

るが︑この外に木版刷の本もある︒
︿ 略 ﹀ ︑ 我 我 の 讃 む 平 な も の に 十215

なるまでには︑幾度書直すかも知れ
ない︒

十1810

以ナリ︒

拝啓︑いよく來月一日

より御入螢︑軍務に服せられ候事︑

十265山国

︿略﹀︒

十267薩困 ︿略﹀︑職務に忠實にして︑

黄に紅に林をかざってみた木

隊中の模範となられ度︑︿略﹀︒

黄に紅に林をかざってみた木

の葉も︑大方は散果てて︑︿略﹀︒

十278

十278

いてふ

山おろしの風は身にしみて寒

の葉も︑大方は散果てて︑︿略﹀︒

十2710

い︒

十282 ︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

中程の枝の上に烏が二羽止つ

木枯に吹きさらされて︑︿略﹀︒

十284

唯あぜの榛の木に雀がたくさ

て︑さっきから少しも動かない︒
はん

十287

︿略﹀雀がたくさん集ってゐ

ん集ってみて︑︿略﹀︒

霜にやけて︑赤くなった杉垣

畑に暑いて︑農家が一けんあ

畑には委がもう一寸程にのび

畑には愛がもう一寸程にのび

て︑時々群になっては飛立つ︒

十288

十289

てるる︒

十289

てるる︒

十292

る︒

十292

︿略﹀杉垣の中には︑寒菊が

の中には︑︿略﹀︒

十293

物置の後には︑大きなだい

今を成懸りと咲いてみる︒

くの木があって︑︿略﹀︒

十294
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が流れてみる︒

十296 家の横に水のよくすんだ小川

森の蔭から出て來 て ︑ ︿ 略 V ︒

かげ

コンヤウ

敷年ナラズシテ石見一難＝ヒロガリ︑
︿略﹀︒

今時ハ遠島ト構シテ︑罪人
︿略﹀︑是等ノ島一一ハ作物ノ

ル・二至レリ︒

又字を書くときに︑指先を

︿略﹀色々な美質をもつて

十402図圏園

如何にぞ︒﹄と︒

﹃二人の我が子それ

闘に二子を失ひ給ひつる閣下の心

十399図圃囹 ︿略﹀︑﹃此の方面の職

ユ︑今ぞ相見る二將軍︒

十388図画 ︿略﹀︑くつれ残れる民屋

なつめ
十386図圏 庭に一本喪の木︑︿略﹀︒

しました︒

ほ平生の行をしらべて雇ふことに致

みることをよく見定めました上︑な

十378囹

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

十372園

つてゐました︒

うとはせず︑静かに自分の順番を待

十3310図︿略﹀︑間モナク全國二作プ 十368早く略V︑少しも人に先んじよ

東京ノ西南︑目黒ナル墓石
外國の或商會で新聞紙に店員
︿略﹀︑主人は其の中で一人の

或人が主人に向って︑︿略﹀
三人が主人に向って︑︿略﹀︑

﹁あれが此の室にはいる前︑

直に書物を取上げて︑テーブルの上

十427図

︿略﹀︒

十421図

今日の記念に献ずべ

﹃厚意謝するに鯨りあ

軍のおきてにしたみひ

熔湯絶えし砲塁にひら

明治九年頃ヨリモツパラ花

我等ノ家二敷ケル畳ノ表ハ︑

めき立てり︑日の御旗︒

十416図圃

つし

領せば︑なけくいたえり養はん︒﹄

十412図無園︿略﹀︑他日我が手に受

いたえり養はん︒﹄

て︑他日我が手に受領せば︑なみく

十411図團圏

り︒

十4010図圏園

し︒﹄

十409図圏園

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒
い す
︿略﹀︑すぐに立って︑椅子 十408図圃園 ﹁我に愛する良馬あり︒
人に親切なことは是でも知

直に書物を取上げて︑テーブルの上

十365園︿略﹀︑あの青年ははいると

ましたが︑︿略﹀︒

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

十363園外の者は少しも氣が附かな

の上に投げておきました︒

十362囹私はわざと一時の書物を床

れると思ひました︒

十355圏

をゆづりました︒

十355囹

先づ着物のほこりを彿ひ︑︿略﹀︒

十351園

ひになったのかとたつねた︒

どういふ御見込で︑あの青年を御用

十349

とたつねた︒

十347

青年をやとひ入れることにきめた︒

十346

入用の廣告を出した︒

十344

ノ面一一﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

十342図

ル・馬煙レリ︒

︿略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作 十3310図︿略﹀︑間モナク全國二作プ

︿略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

レリトイフ︒

︿略﹀︒

十338図

に置きました︒

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

に置きました︒

幕府ハ此ノ書物一一種芋ヲ添 十365園 ︿略﹀︑あの青年ははいると

布セシカバ︑︿略﹀︒

十338図

法等ヲ記シテ幕府二奉レリ︒

︿略﹀其ノ作方︑貯藏ノ方

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑

十335図二三ハ之ヲ救フニハ︑此ノ

︿略V︒

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑

十335書辞陽ハ之ヲ救フ一一ハ︑此ノ

出來ザル荒地多ケレバ︑︿略﹀︒

十332図

ヲ遠キ島一一流スコトアリシガ︑︿略﹀︒

十331園

ル・如ク悲シミタリトナリ︒

ハ︑中國ノ人々︑︿略﹀父母二十

十328図

サレバ平左衛門ノ死セシ時

エ︑遂ニハ中國地方全罷二三ブ一一至

十327図隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

レリトイフ︒

エ︑遂ニ下中國地方全腔＝及ブニ至

十327図

ナキニ至レリ︒

ノ年ニモ︑國中一人ノ餓死スルモノ

十325図

ナキニ至レリ︒

ノ年一一モ︑國中一人ノ餓死スルモノ

十299 犬を連れた男が銃を肩にして︑ 十325図
︿略V︑あぜ道管ひにあちらの

岡へ撃つた︒

十2910

シ ナ

︿略﹀︑アメリカヨリルソン

十305図甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異
ナリ︒

十309図
ニ傳バリ︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀︑ルソンヨリ支那一一入

リシガ︑︿略﹀︒

十3010図

︿略﹀︑支那ヨリ琉球︑琉球
︿略﹀︑遂二二國ニヒロガリ

ヨ リ 薩 摩 二 傳 バ リ ︑︿略﹀︒

十311図

シナリ︒

十311図

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十312密集ノ芋ノ始メテ琉球＝傳ハ
︿略﹀︒

十314図 然ルニ今日ノ如ク全國到ル
庭 二 作 ラ ル ・ 二 至 リシバ︑︿略﹀︒

十314図 然ルニ今日ノ如ク全國到ル

く略V全馬継ル慮二作ラ

庭 二 作 ラ ル ・ 二 型 リシバ︑︿略﹀︒

十316図
モン

ヘイザ
ル・二至リシバ︑主トシテ井戸平左

エ

日頃 穀 類 ノ 外 一 一 民 ノ 常 食 ニ

衛門ト青木輝北トノ心力尊書ル︒

十3110図

スベキモノヲト心 ガ ケ シ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十3110図 日頃穀類ノ外二民ノ常食＝
スベキモノヲト心 ガ ケ シ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十324図︿略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ
リ取寄セテ︑之ヲ 試 植 セ シ ニ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

に一に
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莚ノ改良一一志シ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑先ヅ之ヲ織ル機械ノ
︿略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重

製 作 二 工 夫 ヲ コ ラ セシガ︑︿略﹀︒

十427図
十429園
ネテ︑︿略﹀︒

ヤウヤク一種ノ機械ヲ襲明セリ︒

十433図︿略﹀︑ 明 治 十 一 年 一 一 至 リ ︑

︿略﹀︑此ノ業ヲ螢ムモノモ

出 シ ︑ 海 外 一 一 輸 出セント試ミシガ︑

十435図 ︿略﹀︑自ラ花絹敷十種ヲ織

︿略﹀︒

十441図
亦追々二増加シ︑︿略﹀︒

れるもの多し︒

りを加ふるときは︑︿略﹀︒

十477図若し此の模様に種々の色ど
十483釜台の原色は赤・青・黄にし
て︑之を種々に配合すれば︑種々の
色を生ず︒

十485図例へば赤に青を加ふれば︑
︿略﹀︑青に黄を加ふれば︑

紫となり︑︿略﹀︒

十486図

絶念・模様等を色どりする

緑となるが如し︒

十493図

には︑色の調和を考へざるべからず︒

まで︑我等の衣食住には模様・色ど

︿略﹀︑其の他菓子類に至る

りをほどこしたるもの多し︒

十498図

亦追々二増加シ︑遂二今日ノ盛大ヲ

十442図︿略﹀︑此ノ業ヲ螢ムモノモ
見ルニ至レリ︒

︿略﹀︒

十516図

唯首を取って︑大盛の見

そ

唯首を取って︑大將の見

﹁︿略﹀︒組めや手塚︒﹂とい

︿略﹀︑敵は之をつかんで︑

手塚は家來を討たせじと︑

手塚其の間に敵の草ずりを

手塚︑首をたつさへて︑大

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑

十514図

敵に組みつく︒

十51！図

片手にひつさぐ︒

十511図

ふま﹂に︑はや弓を捨てて進み寄る︒

十509園

ん︒

参に入れよ︒木曾殿には見知り給は

き

十507図園

参に入れよ︒

十507庭園

様・色どりをほどこしたるもの多し︒

十444図︿略﹀︑熱心二此ノ業二志シ︑ 十499図 ︿略﹀︑我等の衣食住には模
機械ヲ古里シ︑國産ヲ廣メシバ大イ
ナル功勢トイフベシ︒

十448図 線には直線と曲線とあり︒
十448図 直線を豊里の長さに切り︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑或は縦に︑或は横に︑或はな

十449図 直線を適當の長さに切り︑
な め に 並 ぶ る 時 は ︑︿略﹀︒

十449図 直線を適當の長さに切り︑
︿略V︑或は縦に︑或は横に︑或はな
直線を適當の長さに切り︑

なめに並ぶる時は ︑ ︿ 略 V ︒

十4410図

︿略V︑或は縦に︑或は横に︑或はな
な め に 並 ぶ る 時 は ︑︿略﹀︒

十472図 模様には全く無意味なるも

あれども︑︿略V等の形を攣じて作

よしなか

將義仲の前に行き︑︿略﹀︒

若者かと思へば︑面にお

義仲の幼目に見たりし時

びたゴしきしわた㌧めり︒

十521図園

十526図示

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

の外白髪には成りたらんに︑︿略﹀︒

十559國囲

色色取りまぎれ︑つひ

兵螢内の生活は規律正し

く御無音に打過ぎ候︒

十562隅国

らっば

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑

萄週土曜日の午後には

一々嘲夙の合圖により︑︿略﹀︒

︿略﹀︑犬科は讃法の講義

小生の如く平素勢働にな

小生の如く平素着綿にな

︿略﹀︑又學科も小學校を

畳え申さず候︒

候︒

十594圓国

中隊詳論の何事にも注意

何か不都合なる事ありて︑

の周密なるは婦中一同感謝致し居り

十592圓圏

︿略V︒

臣・義士に關する講談等もこれあり︑

十5810囲國く略V︑又日曜日等には忠

︿略﹀︒

臣・義士に關する講談等もこれあり︑

十5810隈團︿略﹀︑又日曜日等には忠

︿略﹀︒

・飲食物等を販士買致し居り候へば︑

十587魑国

兵螢内の酒保には日用品

卒業したる者には齢りむつかしとも

十582圓團

これなく︑︿略﹀︒

れたる者には︑術科もつらきことは

十5710圓團

これなく︑︿略﹀︒

れたる者には︑術科もつらきことは

十579圓團

候︒

及び毎日の術科に費する説明に御座

十578圏困

︿略﹀清潔検査これあり候︒

十527図園今は七十にも饒れば︑殊 十564二三
今は七十にも昇れば︑殊

の外白髪には成りたらんに︑︿略V︒

十527図園

實盛日頃申し候に︑﹃戦
場に出でん時は︿略﹀︒︿略﹀︒﹂とい

十535図囹

﹃戦場に出でん時は髪を

ひしにたがはず︑墨を塗りて候︒﹂

十536図嚢

︿略﹀︑進まんとすれば︑

染めんと思ふなり︒
十541書芸

大人げなしとあざけり︑退く時には︑
今はかなふまじとそしる︒

最盛日頃申し候に︑﹃戦
場に出でん時は︿略﹀︒︿略V︒﹄とい

十544図囹

﹁︿略﹀︑敵は畠山に命じ︑

ひしにたがはず︑墨を塗りて候︒﹂
十548留鳥

畠山は︿略﹀︑ひそかに我

﹃いかでか＼る幼き者に

尋ね出して殺さんとせり︒

十549図圏
刀を立てん︒﹄

十5410芸園

︿略﹀︑別當は七日の守手

を此の齋藤別當のもとに預け︑︿略﹀︒

されば實盛は義仲の爲に

もとに置きて︑木曾へつかはしたり︒

十55！図圏

十552図園

辞啓︑入螢後はや二箇月

は七箇日の養父︒

十558圓團
に相成候︒
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︿略﹀︑又重き者は螢倉に

罰に下せられたる 者 は ︿ 略 ﹀ ︒

十596國囲

選鑛場＝ハ種々ノ機械アリ︑

之ヲ選鑛二二送ル︒

十626図
︿略﹀︒

十643

カク選り分ケタルモノハ之

ロ

︿略﹀︑鑛業ノ盛大ニオモム

︿略﹀︑そよくと吹く風に︑

ボートは︿略﹀︑或は右に或

は左に引廻される︒

十658

ボートは︿略﹀︑或は右に或

は左に引廻される︒

十659

ボートはつなをたぐって︑又

も鯨に近寄り︑︿略﹀︒

十662

六七十尺の大裏も今は全く息
流れ出る血に紅の波がたゴよ

絶えて︑水面に横たはる︒

十665
十666
ふ︒

他のボートを見れば︑︿略﹀︑

捕鯨法には此の外に汽船の備

鈷を打って鯨に引廻されてみるもの

十668

もある︒

甲板に立ってるた船長を始め︑ 十671

海面はさゴ波を立ててみる︒

十639

クト共二次第二襲達シテ︑︿略﹀︒

十633図

アリテ︑︿略﹀︒

十6210図製煉場一一ハ殊二大ノーナル櫨

ヲ製煉場二送ル︒

十629図

一々其ノ良否ヲ選り分ク︒

く略V︑管内の生活にもな 十627図︿略﹀︑此ノ機械ニカケテ︑

入れられ候由承り一命︒
十5910一画
れ︑日々樂しく暮し居り候︒

十608図 足尾銅山ハ日光山ノ西南＝
トウゼウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

アリ︑︿略﹀︒

十612図
︿略﹀︑産出高ノ割合尾幌人

宮等ノ造螢三用ヒ タ ル 銅 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十615図
手ヲ要スルコト多カリシナリ︒

十618図 明治二十年頃︑新式ノ機械
ヲ用ヒシ以來︑︿ 略 ﹀ ︑ 産 出 高 モ 著 シ

ク増加シ︑コ・一一始メテ世界有敷ノ

︿略﹀︑又上下二通ズル大ナ

見える︒

十645

はるかのあなたに白い水煙が

に向けた︒

た︒

十673

ない︒

十677

︿略﹀︑又以前には鯨の通路に

鯨は︿略﹀︑長さは十五間︑

或夜にはかの嵐に吹かれて︑

英國東海岸の一島に燈皇あ

︿略﹀︑ひげは細工物に使はれ

十682図

り︒

十682図

る︒

十677

は機械油になり︑︿略﹀︒

其の肉は食用となり︑あぶら

即ち九十尺にも及ぶものも珍しくは

十676

錆を打つ方法などもあった︒

︿略﹀鯨の通路に網を張って

網を張って鈷を打つ方法などもあっ

十672

砲から鈷を打つ方法もあり︑︿略﹀︒

砲から鈷を打つ方法もあり︑︿略﹀︒
三十五人の若者は︿略﹀︒
大銅山トナレリ︒
カウ
此ノ銅山一一前平箇ノ大坑道 十644 ︿略﹀ひとしく目を其の方向 十672 捕鯨法には此の外に汽船の備

十6110図
アリ︒
タテカウ

十621図
ル竪坑アリ︒

た號令に︑船ははや方向を韓じて︑

船長の落ちついた力のこもつ

人ノ坑夫が銅鑛ヲ楽髪ルコト︑即夜

十622図 カンテラノ光ヲ便り一一数十 十646

漕抜けた一隻は︿略﹀︑見る
漕抜けた一隻は︿略﹀︑見る

破裂矢は鯨の髄内に深く食込
ボートは鈷に附けた長いつな
ボートは錆に附けた長いつな
に引かれて︑︿略V︒

十657

に引かれて︑︿略﹀︒

十657

んで破裂した︒

十655

内に一頭の鯨に近寄り︑︿略﹀︒

十649

内に皿頭の鯨に近寄り︑︿略﹀︒

十649

北へ向って走る︒

︿略﹀︑或ハ坑内二敷キタル

止ム時ナシ︒

十625図

襲掘シ タ ル 銅 歩 一 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

レールニヨリテ坑外二二ビ出シ︑
︿略﹀︒

十625図

或ハ坑内二字キタルレール一一ヨリテ
坑 外 二 運 ビ 出 シ ︑ ︿略﹀︒

濫掘シ タ ル 銅 鑛 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

或ハ坑内二敷キタルレールニヨリテ

十626図

聖帝 シ タ ル 銅 鑛 ハ ︑ ︿ 略 V ︑

坑外二運ビ出シ︑ ︿ 略 V ︒
十626﹇図

此の燈墓附近の岩の上に乗上げたる

帆前船あり︒

上に乗上げたる帆前船あり︒

十683図 ︿略﹀︑此の燈塁附近の岩の

十684図

船髄二つにくだけて︑一半

十684図 船尾二つにくだけて︑︿略V︒

生残れる水夫は破れたる船

ははや大波にさらはれたり︒

十685図

生残れる水夫は︿略﹀︑さ

艦にすがり︑︿略﹀︒

かまく波にもまれて聲を限りに救を

十686図

呼べり︒

生残れる水夫はく略V︑さ

かまく波にもまれて聲を限りに救を

十686図

呼べり︒

十688図 燈芦品の娘にグ到一

波風にまじりて聞ゆる悲鳴

ダーリングとて心やさしき少女あり︒

十689図

波風にまじりて聞ゆる悲鳴

の聲に目をさまし︑︿略﹀︒

十689図

の聲に目をさまし︑︿略﹀︒

てながめしが︑︿略﹀︒

十6810図︿略﹀︑幾度かいそべに出で

十693図夜明けて見れば︑岩の上に

水夫等はなほほぼしらに抱

一隻の難破船横たはれり︒

きつきて・息も絶えぐに救を呼べ

十694図

り︒

父は此の大波に何とて行か

るべきと思ひしが︑︿略﹀︒

十697図

げまされて︑ボートを用意す︒

十698図 ︿略﹀︑娘のやさしき心には

に一に
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る＼船の頭を立直しく︑︿略﹀︒

十699園 やがて二人は荒波に打返さ
十715図

グレース

ダーリングの生

家に程近き寺院の庭上には︑︿略﹀︒

︿略﹀︑右手にかいを握れる

少女の銅像あり︑︿略﹀︒

十716図

の銅像あり︑︿略﹀︒

庭上には︑右手にかいを握れる少女

十701図 岩に近づけば︑波は盆く荒 十716図 ︿略﹀生家に程近き寺院の
く︑︿略V︒

十703図 く略V︑ボートは幾度となく

打ちもどされ打ちもどさる﹂を︑辛
くして難破船に漕着けたりQ
夫を助けて︑ボートにうつす︒

い

か

ほ

あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱
み

海・伊香下等あり︒

十732図中にも最も世に知られたる
は︑︿略﹀︒

十733図中にも最も世に知られたる
あた
い

か

ほ

は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

海・伊香保等あり︒

み

か

ほ

い

道後は四國の伊豫にあり︒

よ

は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

十733図中にも最も世に知られたる
あた
い

海・伊香保等あり︒

み

十734図

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

に及べり︒

往昔天皇の行幸し給ひしことも敷回

温泉のわき出つる庭はおほ
其の湯には大抵一種の臭氣
温泉の諸種の病を治するは︑

︿略﹀︑

道後に次ぎて早く世に知ら

ひしことも敷面に及べり︒

道後に次ぎて早く世に知ら

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︒

十738図
十738図

︿略﹀︑京都・大阪に近けれ

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︒

十739図

︿略﹀︑盛夏の候は何れの旅

ば︑浴客多く集り︑︿略﹀︒

十743図

前面は海に臨み︑後は山を

熱海は伊豆の東岸にあり︒

館も空室なきに至るを常とす︒

十744図

あり︒

く略V︑大湯と註するは﹈書

十7410図

湯元は一箇所にして︑之を

旅館は山により︑谷に臨み

戸毎の浴室に引けり︒

て︑山水のながめをほしいま＼にす

十7410図

るを得べし︒

旅館は山により︑谷に臨み

て︑山水のながめをほしいま＼にす

十7410図

此の地も亦悲心だ涼しくし

るを得べし︒

十752図

身禮ノ中部ハ胸ト腹トニシ

て︑暑をさくるによろしければ︑

︿略﹀︒

テ︑其ノ上二頭ヲイタダキ︑︿略﹀︒

十755図

＋7510図
爾肺ノ間八心臓アリ︒

十757図全身二二百鯨ノ骨アリ︒
十757図骨ハ筋肉二包マレ︑︿略﹀︒
十759図胸ノ左右＝ハ肺アリ︒

血ヲ全身＝送り︑︿略﹀︒

十761図心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

部ヨリ錦リ來レル血ヲ集団テ︑ 之ヲ

十762図心臓ハ︿略V︑反身髄ノ各

肺臓二送ル︒

十763図腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十765図︿略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ煮皿

此ノ外腹ニハ種々ノ内臓ア

ルモノヲ健外二出ス︒

リ︒

十766図

十767誌略艦ノ最上部ナル頭ノ中＝

二近キ位置二在リ︒

十749図 伊香保も亦古くより知られ
ハ拶アリ︒
はるな
たる温泉にして︑榛名山のふもとに
十771極目・耳・鼻・ロバ何レモ拶

夜に敷回噴出す︒

十746図

負ひ︑︿略﹀︒

一つには又聞を轄じ 十744図

て清新なる空氣を吸ひ︑美麗なる風

十729図

るが爲なるべし︒

る空氣を吸ひ︑美麗なる風光に接す

︿略﹀︑一つには野地を轄じて清新な

十728図

あり︑味あり︑色あり︒

十725図

むね火山の附近に在りて︑︿略﹀︒

十723図

泉なり︒

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十7110而立の熱氣に温りたる水の自 十737図 ︿略﹀︑往昔天皇の行幸し給

泉なり︒

十7110図其の熱氣に温りたる水の自 十736図 ︿略﹀︑古代より世に著れ︑

泉なり︒

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十719図其の熱氣に漬りたる水の自

十704図 父は直ちに己れ果てたる水 十719図 地球の内部には熱盲あり︒

十704浅紫の間岩にも撃てず︑波に
もまかせず︑岩と波との間にボート
をあやつり居たる 少 女 の 働 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

もまかせず︑岩と波との問にボート

十704図此の間岩にも當てず︑波に
をあやつり居たる 少 女 の 働 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十705図 く略V︑岩と波との間にボー
トをあやつり居たる少女の働は︑人
父はボートに引返し︑︿略﹀︒

間業とは見えず︒

十706図
父はボ ー ト に 引 返 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

遂に岸べに漕着けたり︒

十708図

十709図 水夫は孟く燈皇尊の小屋に
入れられたり︒

十712図 く略V︑男勝りの大力にて
ボートをあやつりしダーリングの手
りて︑半死半生の水夫を親切に看護

光に接するが爲なるべし︒

は︑今ややさしきをとめの手にかへ

せり︒

温泉の多きこと實に世界第

國到る虜に温泉あり︒

十713図 く略V︑水夫は此の少女の手 十7210図 我が國は火山國にして︑全
に熱き感謝の涙を そ ﹂ ぎ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

一なり︒中にも最も世に知られたる

十714図 ︿略﹀︑水夫は︿略﹀︑各我 十732図
が家に編岬りたりとそ︒
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︿略﹀︑又口の周園︑手首・

手の甲等には入墨をほどこせり︒

十799図

と男子に同じく︑︿略﹀︒

る獣である︒

犬は夜を守らせる爲︑又はか

りに使ふ爲に飼ひ︑︿略﹀︒

十836

りに使ふ爲に飼ひ︑︿略﹀︒

十798図女子は耳に耳輪をはむるこ 十836 犬は夜を守らせる爲︑又はか

と男子に同じく︑︿略﹀︒

十771図目・耳・鼻・ロバ何レモ謄 十798図 女子は耳に耳輪をはむるこ 十835 犬と猫は最も多く家に飼はれ
二近キ位置一一在リ ︒

磯ハ其ノ報告一一ヨツテ判別

バ味ヲ味ハヒテ︑寒寒ヲ拶二報告ス︒

十773式目酒色・形ヲ見︑︿略﹀︑ロ

シ︑︿略V︒

十773図

︿略﹀︑足にもあつし織のき

唯かづらなどにて︑かやを
屋内には中央にみうりを造
屋内には中央にみうりを造
殺したる熊の頭は垣にかけ
︿略﹀︑垣の上には多くの頭

骨︑風雨にさらされて残れり︒

十821図

て︑永く之を保存するを以て︑︿略﹀︒

十8110図

り︑︿略﹀︒

十816図

り︑︿略﹀︒

十816図

結びて壁に代へ︑︿略﹀︒

十815図

やはんをはく︒

十809図

様に至りても異なる所多し︒

ある︒

十845

是等も家畜の中に敷へられる

ならぬもので︑︿略﹀︒

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

十854 ︿略﹀︑將卒と共に職場をかけ

ものは馬である︒

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

十855 ︿略﹀︑將卒と共に職場をかけ

すべて家畜はよく螢らなけれ

ものは馬である︒

西洋の馬がおとなしくて︑日

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

十858

風がある︒

である︒

又馬が人をけたり︑牛が人を

豚肉はあぶらに富んでみて︑

豚肉はく略﹀︑養分の多いこ

長くのびると︑刈取って毛織

殊に其の乳の成分は人の乳に

似てみるから︑子供に適する︒

十875

に飲料になる︒

十874 ︿略﹀︑山羊の乳は牛乳のやう

物の材料にする︒

十873

とは牛肉におとらぬ︒

十867

︿略﹀︒

十866

飼ふのにたやすい︒

豚はどんな物でも食ふから︑

豚はもつばら食用の爲に飼ふ︒

突いたりするのも︑人に恐れるから

十862

である︒

爲に︑おのつから荒々しくなったの

十8510 ︿略﹀︑日本では寄りいぢめた

方・使ひ方にあることで︑︿略﹀︒

本の馬のおとなしくないのは︑育て

︿略﹀︑農家では牛を色々の勢 十8510
東⊥並巾だけでも︑一年にほふ

なめしがは

其の皮は革に製して︑かば

死んだ後で︑身膿の全部にす
其の上戦孚には必ず無くては

十865

︿略﹀︑其の骨や角は色々の細 十864

又皮・骨・ひづめなどからは

何から何まで役に立って︑不

にかはが出來︑血や腸は肥料になる︒

十849

工物に使ふ︒

十847

んや靴などを造り︑︿略﹀︒

十846

頭にも上るといふことである︒

︿略﹀︑一年にほふる牛は敷千

る牛は敷千頭にも上るといふことで

十845

働に使役する︒

十842

が︑︿略﹀︒

十837

飼ふのである︒

十774図膿ハ︿略﹀︑手・足・口等 十805図 其の衣服・食物・家屋の有 十837 ︿略﹀︑猫は鼠を捕らせる爲に
取ルモ捨ツルモ︑︿略﹀︑言

一一命令シテ活動セシム︒

十776図
語ヲ護スルモ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

十781図 強キカヲ要スル部分ニハ強
又筋肉ハ之ヲ用フル一一シタ

キ筋肉アリ︒

十782図
ガヒテ空馬ス︒

十785図 又力士ノ如キハ常二全身二
力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ
ク獲達セリ︒

チニ全身ノ元氣二關スルモノナレバ︑

十788図 ︿略﹀︑一小部分ノ傷害モ直

︿略﹀︒

︿略﹀︑垣の上には多くの頭
︿略﹀︑今は内地人と同じく︑

十849

馬も牛と同様に図面にも使は

用な部分といふものは一つもない︒

十851

馬も牛と同様に字面にも使は

れ︑食用にもなる︒

十853

たりのないことも牛と同じである︒

十852

れ︑食用にもなる︒

あいぬの敷︑︿略﹀︑今は僅 十851
︿略﹀︑農業を螢まんとする

を給し︑︿略﹀︒

ものには土地を與へ︑農具・種子等

十831図

かに二萬人に足らず︒

十829図

なれるものもあり︒

十826図︿略﹀︑中には小早校教員と

るに至り︑︿略﹀︒

讃み書き・計算をもなし得るものあ

十826図

骨︑風雨にさらされて残れり︒

十7810図 西洋ノ古語二日ク︑﹁健全 十822図
ナル精神ハ健全ナル身艦二宿ル︒﹂
ト〇

十791図 西洋ノ古語二日ク︑﹁健全
ナル精神病健全ナル身髄二心ル︒﹂
トQ

人 を 書 が け る も の にて︑︿略﹀︒

十795図 是は北海道に住するあいぬ
十797図︿略﹀︑耳に金属製の輪をは
め︑こしに小刀をさぐ︒
め︑こしに小刀をさぐ︒

十797図︿略﹀︑耳に金前野の輪をは

に一に
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十876 殊に其の乳の成分は人の乳に
似てみるから︑子供に適する︒

十924圓団

仰の如く本村にも耕地整

理の必要これあり︑︿略﹀︒

相成るべしと存候︒
ラ

京都ヨリ汽車ニテ奈良二丁

ルニハ奈良線ニヨルベク︑︿略﹀︒
ナ
ラ

すゑふさ

︿略﹀︑大阪ヨリ奈良二至ル

︿略﹀︑大阪ヨリ奈良二至ル

奈良市街ハ奈良停車場ノ東
カイクワ

停車場ヲ出デテ︑左二開化
サルサハ

天皇ノ陵ヲ辞シ︑思至ノ池二至ル︒
カイクワ

サルサハ

停車場ヲ出デテ︑左二開化

︿略﹀書尚小暗キ間ヲ行ケ

ロウ

カ スガ
バ︑官幣大社春日神社一一到ル︒

大小ノ燈籠左右一一多ク︑其

ロウ
大小ノ燈籠左右照影ク︑其

ノ敷二千二近シ︒

十959図

十959図

ロ

ロ

我が國ノ古美術ハコ・二千

東大寺ノ境内＝正倉院アリ︒

草等ノ山々相連リ︑其ノブモトニ大

十977図︿略﹀︑東二春日・三笠・若

佛殿・興福寺高クソビエ︑︿略﹀︒

十978図 ︿略﹀︑西遊ハ西大寺・藥師

ホブリユウ

此ノ寺ハ聖徳太子が用明

シヤウトク

奈良見物ヲ終ヘテ法隆寺

寺等ノ堂塔アリ︒

タ

紅葉＝名高キ龍田川モ程遠

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

オホミワ

︸時間バカリニシテ一二輪町

ニ

ワウ

十993図 ︿略V︑仁王門ヲ入レバ百間

アリ︑︿略﹀︒

コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春 十992図
初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

上りニ行ケバ︑ 初瀬町二至ル︒
ハ セ

十991図 ︿略﹀︑初瀬川ニソヒテ爪先

上りニ行ケバ︑ 初瀬町二至ル︒

＋9810図︿略﹀︑初瀬川ニソヒテ爪先

上リニ行ケバ︑ 初瀬町二至ル︒

＋9810図︿略﹀︑初瀬川一一ソヒテ爪先

リ︒

十989図 コ・二官幣大社大神神社ア

二達ス︒

進メバ︑

十988図
奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

進言バ︑︿略﹀︒

十987図

カラズ︒

十985図

・龍田神社アリ︒

タツ

佛像今尚存ス︒

︿略﹀古堂ノ中ニハ當時ノ

十983図

マ

マ

三笠山ハ此ノ神社ノ後方ニ

ベノナカ

ペノナカ

十984図 法隆寺ノ附近一一ハ廣瀬神社

︿略﹀︒

天皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

十982図

二向フ︒

毎年節分ノ夜墨ク之二嵩火 十981図

ノ敷二千二近シ︒

十9510図
ストイフ︒

シ︒

アリ︒

十962図
ア

十963図
ア

テ︑︿略﹀︒

昔安倍仲麻呂ガ︿略﹀︑都

︿略﹀︑都ニアリシ時此ノ山

デテ︑︿略﹀︒

十966図圏

十972図

︿略﹀︒

日・三笠・若草等ノ山々相月リ︑

十976図

ノ梓ヲ集メタリトイフベシ︒

十973図

東大寺二恩ル︒

十968図春日神社ヨリ西北二向ヒテ

東大寺二到ル︒

十968図春日神社ヨリ西北＝向ヒテ

春日なる三笠の山に出でし月かも︒

天の原ふりさけ見れば︑

二出ヅル月ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出

十963図

タルコトヲ思ヒ出デテ︑︿略﹀︒

一一アリシ時鳥ノ山二出ヅル月ヲ眺メ

十963図

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

人二近ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ

十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良二丁 十961図神鹿ノ三二五与島ヲ呼ビ︑

ルニハ奈良線ニヨルベク︑︿略﹀︒
ナ
ラ

十939図

ナ

門家の講話を承るは︑大いに参考に

十879 鳥類の中で家畜として最も多 十929㈱團︿略﹀︑此の丁零の道の專
く農家に飼はれる の は 難 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十882 其の外あひるや七面鳥なども
家に飼はれる鳥である︒
かさぎ

十885図魍笠置の山の行在所︑寄す

ふち

る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち
給ふ︒
ふさ

ルニハ奈良線一一ヨルベク︑︿略﹀︒

十887園圃 君の御供に仕へしは藤 十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良二入
房・季房唯二人︒

一一アリ︒

十941図

ニハ藤西線一一ヨルベシ︒

十9310図

ニハ關西線軸上ルベシ︒

十9310図

ニ一志西線ニヨルベシ︒

十8810図囲 夜書三日供御もなく︑歩 十9310図 ︿略﹀︑大阪ヨリ奈良二合ル

みつか珪て松かげにいこはせ給ふ
かしこさよ︒

梯はせて︑︿略﹀︒

十892図幽 君は御袖に降りか＼る露
十894図圏 ︿略﹀︑さして行く笠置の

山を出でしょり︑天が下にはかくれ
がもふし︒

十8910図圏 ︿略﹀やみの天地をまた 十942図
こんがうせん

元の御代に返すは誰が任ぞ︒
十901鰻登 金剛山下に忠士あり︒

十942図

興福寺ノ五重塔高ク其ノ北

天皇ノ陵ヲ舞シ︑猿澤ノ池二至ル︒

十943図
＝ソビユ︒

講話これあり候︒

十905國団 ︿略﹀耕地整理に沖する

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ

十907國国 同學士は︿略﹀︑心理に

く略V︑規模極メテ大ナリシ
ガ︑今上往時ノ三ノ＝一モ足ラズ︒

十9410図

ば︑︿略V︒

十958図

今日九重ににほひぬるかな︒

十954図圏古の奈良の都の八重櫻︑

寺ノ境内一一在リ︒

十908陳囲 同署士はく略V︑學理に 十952図 ︿略﹀ノ敷地ハ二尊ノ囲ハ福
も通じ︑實地にも明かなる人に候へ
ば︑︿略﹀︒

の 良 き 割 合 に は 田 地少く︑︿略﹀︒

十911國団御村も當村と同じく水利
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に一に

ラウ
一一饒ル長廊アリ︒

キノッラユキ

花ぞ昔の香ににほひける︒

十997図二人はいさ心も知らず︑故
里は

十998図 紀貫之ガ︿略﹀︒トヨミタ
リトイフ梅ノ木ハ此ノ廊ノカタハラ
ニアリ︒

ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒

ポ タン

十999図廊下ノ爾ガハニハ幾忌敵ト
十㎜2図 三輪町ノ南二櫻井町アリ︒

十㎜5図 コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂
路ヲ上ルコト一里蝕 ニ シ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十王6図 ︿略﹀︑坂路ヲ上ルコト一里
タ フノミネ

カマタリ

齢ニシテ︑多武庫ナル仁山神社一一達
ス︒

アスカ

アンゴ

十㎜7図 社殿ノ後ノ山ニハ鎌足ノ墓
アリ︒

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニ シ テ ︑ ︿ 略 V ︒

十棚3図 コ・；程近キ飛鳥ノ安居院
︿略﹀︑鎌足が靴ヲサ・ゲテ

名所・奮蹟ヲアマネク尋ネ

全山花の雲に包まれたる

ン一一ハ︑幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感

十鵬1図
アルベシ︒

十一15図

ざわう

行くく吉野宮に谷野し︑

吉野山の光景まのあたり見るが如し︒

十一18図
よしてる

村上義光の墓をとぶらふ︒

十一24図吉野の町に入れば藏王堂
あり︒

まくらのも

まくらのもとユ石走る音︒

︿略﹀︑麓の花︑中の花の

に山上に及び︑︿略V︒

十一49図

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま
吉野には古く離宮あり︑

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

︿略﹀︒

おうじん

︿略﹀︑磨神天皇の頃より

十一410図

ら

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

な

十一51図

︿略﹀︒

歌書よりも軍書にかな

働蜂中には蜂の集め來る

蜜を検査する検査掛あり︒

十一69図

怠りて持蹄らざるものあ

れば︑検査掛は内に入るを許さず︑

十﹁71図

︿略﹀︒

十一74図雄蜂は︿略﹀︑秋の初に

は皆働蜂にさし殺さる︒

十一74図雄蜂は︿略﹀︑秋の初に

︿略﹀︑女王は新しく生れ

女王の任務は卵を産むに

は皆働蜂にさし殺さる︒

あり︒

十一75図

十一77図

たる曲用に其の位をゆづり︑︿略﹀︒
たるコ

蜜蜂はく略V︑一群の絡 十一79図 此の時箱・樽等を適當な

たる

る所に置けば︑︿略﹀︒

ことを得べし︒

故に飼養者の注意により

ては︑次第に其の群の敷を増加する

十一710⁝図

ちに其の中に入る︒

る所に置けば︑分離したる一群は直

群中には必ず雌蜂・雄蜂 十一710図 此の時箱・樽等を適適な

︿略﹀︑力強く平なるもの

百花漏開の候には︑外役 十一83図 ︿略﹀︑他群の蜂︑我が群

中に入り來れば︑直ちに之をさし殺

働蜂の武器は腔の後方に

の蜂は︿略﹀︑螢螢として寸時も休

十一86図

ふ︒

働蜂の武器は︿略﹀針に

働蜂の武器はく略V針に

して︑攻撃にも防禦にも常に之を用

十一86図

ある鋭利なる針にして︑︿略﹀︒

十一86図

す︒

︿略﹀朝より夕に至るま

秋・冬の花少き季節に入
りても︑食物に不足することなきは︑

十一67図

で︑管螢として寸時も休まず︒

十一65図

まず︒

十一64図

は外に出でて花の蜜を吸來る︒

十一63図

て幼立を育て︑︿略﹀︒

十一61図働蜂の若きものは内に居

・働蜂の三種あり︒

十一57図

献呈萬に及ぶものあり︒

十一57図

し吉野山︒

十一54図圃

軍書にかなし吉野山︒

十︸210図當時の御製に︑花ユねて 十一53図 古人の句に︑歌書よりも
よしや吉野のよし水試
とユ石走る音︒

よし水試

十一31図圃花ユねてよしや吉野の
花ユねてよしや吉野の

まくらのもとユ石走る音︒

十一32図心
よし水試

︿略﹀︑谷をへだてて向ふ
にょいりん

の山腹に如意輪寺あり︒

正平の昔︑楠木正行が

くすのきまさつら

十一33図

十一35図

決死の士百四十三名の名字を壁に書

十字5図

皇子二葉ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ寺

みへらじとうねて思へ

連ね︑︿略V︒

十一37図圃

ナリ︒

なき数にいる名をぞ

天皇のこ・に行幸ありし

︿略﹀︒

して︑攻撃にも防禦にも常に之を用

十一67図秋・冬の花少き季節に入

ふ︒

多し︒

十一41図陵に至る路のあたり櫻樹

より三年︑︿略﹀︒

十︸310図

醐天皇の陵あり︒

十一39図寺の上の小高き所に後醍

ばあつさ弓

十棚6図 今ハサ・ヤカナル堂中二古

カシハラ

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒

とゴむる︒

ビ

ジン

ム

ウネ
十棚8図 コ・ヨリ西北へ進メバ︑畝
傍・橿原ノ地一一出ヅ︒

十棚10図 畝傍山ノ東北ニハ神武天皇
ノ御陵アリ︒

十年4図 又畝傍山ノ東南二橿原神宮
アリ︒

りても︑食物に不足することなきは︑

十搬5図 コ・ニマウヅルモノ︑誰カ
バ︿略﹀︑皇室ノ御威徳ヲ仰ガザラ

︿略﹀︒

ふもと

十一47図花は麓より咲初めて次第

十一44図

此の附近にも亦櫻樹多し︒
ン︒

に一に
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十一89図 ︿略﹀︑有力なる武器を備
へ て 敵 軍 に あ た り ︑︿略﹀︒

十一810図 く略V︑團腔の爲には身命
ををしまざるによる︒

得るは︑︿略﹀勢働をいとはず︑

十一810図 蜜蜂の群集生活を螢むを

ヂク

︿略﹀︑團罷の爲には身命ををしまざ
るによる︒

︿略﹀︑軸木ヲ火二乾カス者︑

コシラヘル者︑︿略 V ︒

十一93 材木ヲ機械＝カケテ軸木ヲ
十一94
︿略﹀︒

十一96︿略﹀︑揃ヘテ箱＝入レル者︑
︿略﹀︒

十一96 ︿略﹀︑十二箱ヅツ集メテ紙
二包ム者︑︿略V︒

±97︿略﹀︑皆ソレぐニチガフ︒
製造スルノニ︑︿略﹀︒

十一99 同ジ人里デ同ジ時間二物ヲ
十一99 同ジ人敷デ同ジ時間二物ヲ
製造スルノニ︑︿略﹀︑分業デスル方

ガ品物ノ出來バエが良クテ︑製造高
モハルカニ多イ︒

︿略﹀ ︑

一包三三ヤ三銭五厘

モ︑分業法一一依ツテ製造スルカラデ

十一102 ︿略﹀マツチノ償ノ安イノ
アル︒

十一104

二士買ツテハ︑トテモ引合フモノデナ
ィ︒

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一105人ハ其ノ身膿・才能ナドニ
十一105 人一重ノ身艦﹂才能ナドニ

分業法＝依ルト︑人々が其

ヨツテ︑仕事＝適不適ガアル︒
ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒

十﹁106

十︸107分業法二曲ルト︑人々が其
︿略﹀︑誰モ早ク其ノ仕事＝

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒
十一108
熟練スル︒

ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

此の頃備前の國に宮島高

徳といふ武士あり︑︿略﹀︒

十一139図

然るに今︑主上隠岐に邉

され給ふと聞き︑︿略﹀︒

十一142図

りしかば︑︿略﹀︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十一141図 ︿略﹀︑事の未だ成らざる

︿略﹀︒

しませし時︑早くも義兵を墨げしが︑

かさぎ
︿略﹀︑其ノ仕事二重スル器 十一1310図 ︿略﹀︑主上尚笠置におは

精神ヲコラスコトニナルカラ︑︿略﹀︒

十一117

具ノ改良や獲明ヲスルコトモアル︒
︿略﹀︑コぎ二注意シナケレ

バナラナイノハ共同一致トイフコト

十一1110

デアル︒

ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑

一人デ ＋冠2︿略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス
分業ノ目的ハ達セラレナイ︒

分業法二依ラズ︑

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑

十一1010

︿略﹀︒

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

いでや臨幸の路次に参

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイく勝手

く略V︑たとひかばねを

︿略﹀舟坂山にかくれ︑

さらば美作の杉坂に待ち

みまさか

十一154図

︿略﹀︑主上はや院庄に

く略V︑道も無き山の雲を

高徳せめても此の所存を

上聞に達せばやとて︑︿略﹀︒

十一157図

入らせ給ひぬと申す︒

しのぎて杉坂に着きたりしに︑︿略﹀︒
ゐんのしやう

十一155図

しに︑︿略﹀︒

奉らんとて︑︿略V杉坂に着きたり

十一153図

今かくと待ち奉れり︒

十一149図

る者どもいつれも此の議に同ず︒

十一148図 ﹁︿略﹀︒﹂といへば︑心あ

べし︒﹂

戦場にさらすとも︑名を子孫に傳ふ

十一147図園 ︿略﹀︑たとひかばねを

べし︒﹂

職場にさらすとも︑名を子孫に傳ふ

十一147図囹

し︑︿略V︒﹂

︿略﹀︑其ノ各部分ヲ造ル

セツカク苦紳労シテモ︑其ノ

文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分
︿略﹀︑今日デハドンナ品物

︿略﹀︑今日デハドンナ品物

︿略﹀︑農夫ノ田畑ヲ耕シ︑

︿略﹀︑罵りいきどほる聲
ちまたに満つ︒

十一137図

分業二外ナラヌノデアル︒

︿略V︑教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ皆

十一131

コトハポトンドナイ︒

ヲ製造スルニモ︑分業法二依ラナイ

十一128

コトハポトンドナイ︒

ヲ製造スル一一モ︑分業法二軸ラナイ

十﹁128

業ハ盆く嚢達シテ︑︿略﹀︒

十﹇127

仕事ハ何ニモナラナイ︒

十一126

ト門出來ナイ︒

ラ︑ソレヲ完全ナ時計二組立テルコ

人々ガメイく勝手ナ形ヲ造ツタナ

十︸125

ナ形ヲ造ツタナラ︑︿略﹀︒

十一10！0 ︿略﹀︑一人デ種々ノ仕事ヲ 十一123例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其 十一146図圏

︿略﹀︑仕事ノ移り攣ル度毎

スルコトニナルト︑︿略﹀︒

十一111

一一︑居ル場所ヲ攣へ︑又器旦ハヲ取換
ヘナケレバナラナイノデ︑︿略﹀︒

十一113分野法二依ツテ︑一人デ一
種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル
ト︑︿略﹀︒

十﹇113分業法二依ツテ︑一人デ一
種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル
ト︑︿略﹀︒

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一114分業法帰依ツテ︑一人デ︸

又分業二依ツテーツノ仕事

ト︑︿略﹀︒

十一H6

又分業二七ツテーツノ仕事

ニバカリ掛ツテ居ルト︑︿略﹀︒

十一116

又分業二依ツテーツノ仕事

ニバカリ掛ツテ居ルト︑︿略﹀︒

十︻117

ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

又分業二心ツテーツノ仕事

精神ヲコラスコトニナルカラ︑︿略﹀︒

十一117
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十一158図 高徳︿略﹀︑行在所の御
庭にしのび入り︑︿略﹀︒

十一195図
に鮎在す︒

︿略﹀︑白壁の民家其の間

月影の小波にくだけ︑漁

火の波間に出没する夜景も亦一段の

十一199図
おもむきあり︒

十一159図︿略﹀︑大いなる櫻の木の
幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

乞のみち

瀬戸内海の沿岸には高松

十一19図 釜山一一至ル

十一202図
想かはま

多く︑︿略﹀︒

︿略﹀︑屋島・壇浦は源

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒
だんのうら

だ切なり︒

︿略﹀︒

十一208図

十一232図圃

幾年こ＼にき急へさる

鐵より堅き・のひふあり︒

吹く塩風に黒みたる

はだは赤銅さながらに︒

十一234図圃

十一2510図 ︿略﹀︑古風の牛車は博物

都立の地には電車・自動

館に行かずば見るべからず︒

車両も次第に多く行はれて︑︿略﹀︒

十一261図

十一269図

︿略﹀其の目的により︑

さし行く乗合舟ののどけさよ︒

十一235図圃吹く塩風に黒みたる 十一265図 小歌交りに老船頭のさを
浪にたゴよふ氷山も︑

はだは赤銅さながらに︒

十一237図躍

西洋形の帆前船には二本

大小・構造千差鼻茸あり︒

︒三本の楮あるもあり︒

いで︑軍艦に乗組みて︑ 十一272図

來らば來れ︑恐れんや︒

十一244図團

我は護らん︑海の國︒

交通・運輸の便を與ふる 十一273図帆の運用自在なれば︑風

の方向に關らず︑十分に風力を利用

十一247図

することを得︒

スチブンソンの造りし機

らぶべくもあらず︒

關車は︑今日の完備せる機關車にく

十一276図

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

交通・運輸の便を與ふる

多く︑其の形状も様々なり︒

十一247図

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も
多く︑その形状も様々なり︒

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

るを以て︑︿略V︒

氣機關の上に多大なる改良を加へた

四萬噸前後の大汽船をも

一時間七十五哩以上に及ぶものあり︒

十一282図 ︿略﹀︑今や列車の速度は

の進歩の大なるに驚かざらん︒
︿略﹀︑誰か人智の進歩の

我が國に最も普通なるは
︿略﹀︑荷車には人の引く

荷車・人力車等にして︑︿略﹀︒

十一255図

あり︑牛馬に引かしむるあり︒
︿略﹀︑荷車には人の引く

今は爾陛下も馬車に召し

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

十一256図

十一259図

給へば︑古風の牛車は博物館に行か
ずば見るべからず︒

思へば今より六十年以前

道も︑ 一隻の汽船もなかりしなり︒
し な
十一288図 ︿略﹀︑又支那沿岸はおろ

十一285図 ︿略﹀︑我が國に一型の鐵

の汽船もなかりしなり︒

には︑我が國に一哩の鐵道も︑一隻

十一285図

む︒

は世界一國をして日に旧く接近せし

十一284図 ︿略﹀︑汽車・汽船の進歩

製造するに至れり︒

自轄車の爾輪が前後に並 十一283図

大なるに驚かざらん︒

十一249図

十一253図

いみじき樂と我は聞く︒

べるも亦様攣れり︒

我が國に遊べる西洋人は

十一254図
まやこそ︑我ケ5︑つかしき住家5︑れ︒

わぐいそべの松原に︑煙さなびくと

十一213図圃

我は海の子︑白浪註さ

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一207図

十一206図翼果は古より日本三景 十一249図 上古の舟車と今日の汽車 十一2710図 其の後百年閤の獲達は蒸

いつくしま

名勝の地少からず︒

十一205図内海の沿岸及び島々には

を見る︒

て︑遠く近く黒燗の青空にたなびく

十一203図

︿略﹀︑汽船絶えず通航し

・多度津・高濱・尾道・宇品等の港

たどつ

うじな

する夜景も亦一段のおもむきあり︒

︿略﹀︑漁火の波間に出没

きつけたり︒

並みかねて上聞に達したり︒

十一163図翌朝警固の武士ども︿略﹀︑ 十一199図

いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

し な
十﹁167図 是は昔︑支那に呉・越と

︿略﹀︒

し な
十一167図 是は昔︑支那に呉・越と

︿略﹀ ︑ 呉 の 三 盛 に な り て ︑

いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑
︿略﹀︒

くわいけい

十一168図
さだのみさき

會稽山の職に越の軍を打破りたり︒

く突出で︑︿略V︒

さだのみさき

十一176図四國の西には佐田岬長

あはち

ほうよ
く突出で︑九断にせまりて豊豫海峡

十一176図 四國の西には佐田岬長
をなす︒

十一178図 淡路島の︿略﹀︑四國に
なると
近き所︑鳴門海峡となる︒

十一178図此の四海峡に包まれたる
細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十﹇1710図瀬戸内海には︑到る庭に
岬あり︑湾あり︑︿略﹀︒

不断の花のかをりあり︒

十一222図圃高く鼻つくいその香に︑

浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

十一1710図瀬戸内海には︑到る庭に 十一217図圃 生れてしほに浴して︑
︿略﹀︑大小無敷の島々は

岬あり︑湾あり︑︿略﹀︒

十一181図

各所に散在す︒

るが如く︑︿略﹀︒

十一188図 春は島山霞に包まれて眠 十一224図圏 ふぎさの松に吹く風を
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よ

ろ

・村雨︑雪ニハ︿略﹀︑其ノ外︿略﹀

あめりか

か︑印度・南洋より亜米利加・欧羅
等アリ︒

ぱ

巴の航路をも開くに至れり︒

リ︒

等アリ︒
サギ

十一313図

ウヅキ

テイ

ミナヅキ

キサラギ

巡洋艦ハ︿略﹀︑戦艦ト
巡洋艦ハ︿略﹀︑戦艦ト

共二敵二當リ︑︿略﹀︒

十﹇326図

土ハニ敵二當リ︑︿略V︒

十一326図

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

水雷艇ニハ千鳥・︿略﹀・

・彌生・卯月・水無月・長月・菊月

ヤヨヒ

十一309図

季節ノ名ニハ初春・如月

雪・白雪・吹雪︑其ノ外︿略﹀等ア

十一289図 出鉱嚢﹇展の速なること實 十﹁308図雨ニハ︿略﹀︑雪他州初

ちょう

軍事上に用ふる車には︑

に驚くにたへたり︒
十一2810図
し

砲車・材料車・輻重並等種々あり︒
ちょう

軍事上に用ふる車には︑
大小幾多の軍艦は︿略﹀︑

砲車・材料車・輻重車等種々あり︒

し

十一2810図
十一292図

遠く四方に航行して︑到る虜に國光
をかゴやかせり︒

十﹁293図 大小幾多の軍艦はく略V︑

遠く四方に航行して︑到る庭に國光
をか団やかせり︒

諸國に起れり︒

イ

イヅ

モ

筑波・生駒・出雲・千歳
砲艦ハ或店借ノ沿岸二近

十一342図通報艦ハ︿略﹀︑或ハ敵

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑︿略﹀︒

十一338図

ナドハ之驚歎ス︒

十一335図

其ノ艦膿二大小ノ差アレ

次グノ勢力ヲ有シ︑︿略﹀︒

十一294図 近年は空中飛行器の下士 十﹁332図 其ノ大ナルモノハ戦艦二

イハミ

クラマ

ドモ︑︿略﹀︒

十一295図 ︿略﹀︑又其の軍事上に慮 十一333図

用せらる＼も決して座上の空談にあ
らざらんとす︒
サツマ

ス ハウ

ルモノニハ︑安藝・薩摩・石見・肥

ア キ

十一2910図 辞義ヲ以テ名ヅケラレタ
サガ ミ

前・相模・周防・丹後等アリ︒
イコマ

ノ軍艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑

ツクパ

十一301図山ノ名ヲ附シタルモノニ
三笠・富士・筑波・生駒・鞍馬・伊

ヨド

駆逐艦ハ︿略﹀︑困臥艦＝

ハ之二号ス︒

シ︑︿略﹀︒

逐艦二次ギ︑︿略﹀︒

十一348図

水雷艇ハ︿略﹀︑速度駆

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十﹁訓5国凶

最上・淀・千早・龍田等

我が艦隊二報告ス︒

モガミ

テ

十一344図

吹・淺間等︑川ノ名ヲ附シタルモノ

ブキ

ト ネ

︿略﹀︑川ノ名ヲ附シタル

ニ︿略﹀等アリ︒
スミダ

十︸302図

モノ三隅田・利根・最上・淀等アリ︒
ハヤ

十一306図 風ノ名ヲ負ヘルモノニ神
ノ ワキ

風・春風・朝風・疾風・松風・追風
・野分等アリ︒

十﹇307図 高恩ハ春雨・時雨・夕立

十一349図

水雷艇ハ︿略﹀︑敵艦二

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

當総督府の舌早も着着

沈スルヲ任務トス︒

十﹁361國国

其の効を見るに至り候事︑かねて御
承知の通りに候慮︑︿略﹀︒

見受け申候︒

其の明番の地に入りて︑

上蓋・籔十出入齪れて一大樹を成し

十﹁389囲困

たるは見事に御座候︒

ものこれあり︑︿略﹀︒

十一3810塵困竹にも直脛一尺以上の

十一398國国

阿里山の檜材はく略V︑

南部地方には製糖業盛

せつ

つ

︿略﹀︑蕃人も追々皇恩

くすのき

う の
此の時討死せる宇野⊥ハ郎

﹁正儀は主君の敵にて︑

我が爲にも父の仇なり︒

十︸417図園

﹁︿略﹀︒﹂と涙を流していふ︒

十一416図 ︿略﹀︑︸日光範に向ひて︑

の一子に熊王といふ者あり︑︿略﹀︒

十﹁416図

正儀と撮津の住吉に職ひて︑︿略﹀︒

まさのり

十﹁414図︿略﹀︑赤松光範︑楠木

みつのり

に大賀の至に御座候︒

に浴する様に相成候事︑預出の爲眞

十一407踵国

候由︑︿略﹀︒

百尺〆の材積を得るものもこれあり

中には直脛二十尺鯨︑一樹にて千五

に行はれ居候︒
あ り

十一401繍困

名所・奮蹟の多き所に御座候︒

︿略﹀︑いよく實地見 十一397囲国 皇南は︿略﹀︑附近に

︿略﹀︑いよく悪地見

聞致候へば︑聞きしにまさる進歩に

十﹁363國團
驚入候︒

十一363魍團

北方の皇湾神社ユ丁字

鷹野候へば︑聞きしにまさる進歩に
驚入候︒

十一367圏團
すれば︑︿略﹀︒

な

先月は官命により南部

追懐するの情にたへず候︒

十一368三吉︿略﹀︑そゴうに當年を
十一371黒土

し

︿略﹀︑其の外支那形船

地方へ出張致候︒

十一374圓国

くわんとん

耕作に水牛を使用する

茶は主として北部に産

に限りて許されたる数多の開港場も
これあり候︒

十一381誓言
し候︒

十一383屡國

しひ

き折に出山ふべし︒﹂

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

十一4110図面 ︿略﹀︑たとひ用心きび

河内に行きて正儀に仕へん︒

かはち

十一419千歳是より占いとま賜はり︑

河内に行きて正儀に仕へん︒

かはち

く略V︑又平田に廣東十﹇419図園 是より宣いとま賜はり︑

様も珍しく︑︿略﹀︒

かし

くす
中部の山林には樟・松

婦人が隊を成して草取を聾す有様は

十一384囲囲
︿略﹀︒

ひのき

十一387圓困

ようじゅ
︿略﹀︑南部には椿樹も

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑
︿略﹀︒

十一388圓團
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︿略﹀︑たとひ用心きび

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

十一421図園

き折に出會ふべし︒ ﹂

十一423斎宮 また我に代りて討死し
たる六郎の形見とも思ふものを︒﹂
け申すまじ︒幼き時に参りてこそ︒﹂

十一426図囹 ﹁年長じては敵も近づ

︿略﹀︑刀のつかに手をか

居合せたる人々涙にくれ

くべきやうもなし︒

十一453図

十一457図
ながら︑︿略﹀︒

しやうくわん

かくて光範の與へたる刀

には事の由を書添へて送り返し︑

アラビヤ馬の長途の騎行に

馬の産地である︒

十一467

たへることは實に驚くべき程で︑
︿略﹀︒

飲まず食はずに終日・終夜

こ＼にアラビヤ馬の達者な

走っても尚平然として居るといふこ

十一469
とである︒

十一471

を寄せて︑何事か話してみるかと思

︿略﹀直ちに自分の馬にま

ふと︑︿略﹀︒

十一481

たがって︑其の跡を追っかけた︒

アラビヤ人はこ＼に始めて

遂に暮方になった︒

イヘリ︒

十一516図 ﹁笑フ門ニハ適適ル︒﹂ト

親子・夫婦・兄弟・姉妹

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

十一517図

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑︿略﹀︒

十一523図 身膿健全ナル人ハ︑︿略﹀︑

笑ハント欲セバ︑衛生＝

耳目一一フル・モノ皆労シ︒

注意シ︑指導ヲ健全ニスベシ︒

十一525図

謹嚴ナルベキ場合二七フ

笑フ者二於テヲヤ︒

ネタミ︑其ノ聲弩ヲ傷ツケントシテ

十一539図イハンや我一一優レル人ヲ

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

十一535図

テ笑フベカラザルコトアリ︒

十一533図 ︿略﹀︑時ト場合トニョリ

内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

下︑地二恥ヂズ︑外︑人二恥ヂズ︑

十一532図 ︿略﹀︑上︑天二塁ヂズ︑

内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

下︑地口恥ヂズ︑外︑人二恥ヂズ︑

十一531図 ︿略﹀︑上︑天二塁ヂズ︑

内︑己二心ヂザル工夫ヲナスベシ︒

下︑地二字ヂズ︑外︑人二道ヂズ︑

十一531図 ︿略﹀︑上︑天二塁ヂズ︑

内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

下︑地二丁ヂズ︑外︑人戸恥ヂズ︑

十一531図︿略﹀︑上︑位置恥ヂズ︑

モ︑心中ノ苦ヲ如何ニセン︒

十一529図 ︿略﹀︑勉メテ面＝笑フト

トアレバ︑︿略﹀︒

三日目の夕方一同半死半生 十一529図内二省ミテ︑ヤマシキコ

馬に全速力を出させて︑︿略﹀︒

十一4810

一方にはアラビヤ人の不實

の膿になって蹄って來た︒

十一491

を罵りながら︑一方には﹁︿略﹀︒﹂

一方にはアラビヤ人の不實

と︑口々にほめた︒

十一492

を罵りながら︑一方には﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀﹁あれ程の名馬はいく

と︑口々にほめた︒

十一493

ら金を彿っても惜しくはない︒﹂と︑
口々にほめた︒

アラビヤに良馬の多く産す
るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十一499

アラビヤに良馬の多く産す

るばかりではない︒

十一499

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ
るばかりではない︒

或人のアラビヤ旅行日記の
此・の一事でアラビヤに名馬
の産する所以が分つた︒﹂

十一513

一節に次の様なことが書いてある︒

十一507

の家族一同と親しんでみる︒

さていよく馬を受取る段 十一505 馬もよく飼主になれて︑其

ことを謹明する面白い話がある︒

十一474

段々口論の末︑大將は二つ

になって︑大言は今少しまけぬかと
いふ︒

十﹁476

馬主は︿略﹀︑馬の耳に口

て三千圓の金を地に投げつけた︒

十﹁478

アラビヤ人はこ＼に始めて

馬に全速力を出させて︑︿略﹀︒

十一485

︿略﹀︑﹁何とて命を捨 十一484

つるに及ぶべき︒﹂と︑取っておさ

十一458図心
へて動かせず︒

︿略﹀︒

と名乗れり︒

る名の正寛を其のま﹂に正寛法師

十﹁461図

︿略﹀︑正儀より賜はりた

放ち︑さて往生院に入りて僧となり︑

十一431図 熊王直ちに河内に行きて︑ 十一4510図 熊王︿略﹀もとどりを切 十一485
赤坂城のほとりにた＼ずむ︒

十一431図 熊王直ちに河内に行きて︑
赤坂城のほとりにた＼ずむ︒

十︸433図囹 住吉の戦に父の討死し
たる後︑︿略﹀︒

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を
︿略V︒

十一436図園 く略V︑佛門に入りて父 十一462図
巡り歩くなり︒﹂

に連言り︑様々に帥労りて︑︿略﹀︒

十一438図忠元あはれみて︑己が家 十一466 アラビヤは世界に名高い良
忠元あ は れ み て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

か く と 正 儀 に 告 ぐ るに︑︿略﹀︒

十一439図

十︸441図月日は流る＼水の如く︑
熊王十五歳になりぬ︒

十一444図 いよく忌日になりて︑
熊王今夜こそ正儀を討たあと︑ひと
り 心 に 思 ひ 定 め た るに︑︿略﹀︒

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた

十一445図 ︿略﹀︑熊王今夜こそ正儀

るに︑︿略﹀︒

十一448図熊王恩に感じて︑涙せき
あへず︒

十一449図夜に入りて︑討つべきは
今なりと︑心を取直 せ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

に一に
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十一542図 花客掛接シテ愛敬ヲ書ス
ハ 商 人 ノ 美 徳 ナ レ ドモ︑︿略﹀︒

十一544図 ︿略﹀︑ミダリニ三色ヲ作
リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切
ノ念ナキモノハ︑︿略V︑信實ノ心ア
ルモノ一一如カズ︒

られて︑︿略﹀︒

十一548 ︿略V︑山も谷も雪にうづめ
十一5410 隊中にピエールといふ年の
頃十三四ばかりの少年鼓手があった︒

十一551 眞先に立って︑太鼓を打ち
ながら︑かひぐしく進んで行く︒
十一552 ふと山のいたゴきの方にす
さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑
︿略﹀︒

か＼る様なひゴきと土ハに︑山のやう

十一554 ︿略﹀︑百雷の一時に落ち
な雪なだれがなだれ て 來 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一558 静かな山の中に流れる水の
音が遠く聞えるばかり︒

十一559 しばらくすると︑谷底の方
に太鼓の音がかすかに聞える︒
十一56一 ピエールが打ついつもの太
鼓に違ない︒
︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

十一565
ない︒

低くかすかになる︒

十一566 打鳴らす太鼓の音は段々に
十﹇573 兵士等はあわてて異口同音
に ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ といって引止める︒

下さい︒﹂

十一584

勇まし︑やさし︑を＼しの別︒

勇氣は彼に︑情は是に︑

味モヨクテ︑消化モヨク︑又人々ノ

十﹁6510 ︿略﹀季節ノ物ヲ用ヒルト︑

好ミニモ適スル︒

日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

植物質ノ食物ヲ添へ︑︿略﹀︒

十一664例ヘバ動物質ノ滋養品一一ハ

アキ易ク︑身禮ノ爲ニモヨクナイ︒

舞啓︑老父事本年満六 十一662

十歳に長都候に付︑︿略V︒

十一6110國囲

勇まし︑やさし︑を＼しの別︒

將軍が谷底へ下りた時には︑ 十︻616菅栄

もう太鼓の音は聞えぬ︒

聲を限りに﹁ピエールよ︑

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

十一585

秤啓來る十五日は亡父

七回忌に相當り候に付︑︿略﹀︒

十一627囲團

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅

︿略﹀︑アマイ物ノ後ニ一塩

其ノ他切方・並べ方︑色ノ

人生七十年と見るも六十

其の内寝食・談話・遊戯

︿略﹀︑實際修學及び業務

百歳の長命を保ちて︑一

生を坐食に費す者あり︒

十一683図

するとせざるとにあり︒

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

すも︑︿略V︑將年無爲にして一生を

十一682図身を立て︑父母をあらは

越えざるべし︒

に用ふる時間は僅かに二十萬時間を

十一678図

を占め︑︿略V︒

・山事等の爲に費す時間は三分の二

十一677図

萬時間に過ぎず︒

十一676図

ケレバナラヌ︒

ニ至ルマデ︑常二清潔ニシテ置カナ

ジメ︑料理道雲州・食器・フキンナド

十一672 ︿略﹀︑流シ元・戸ダナヲハ

ガ入用デアル︒

配合二至ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫

十一667

カライ物ヲ配合スル類デアル︒

十一666

次＝ハ汁物ヲ出シ︑︿略V︒

手早く帯をほどいて︑団 十一6310畷国 ︿略﹀古る二十八日ま 十﹁665 ︿略﹀︑又汁氣ノナイモノノ

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑
︿略﹀︒

でに本町二丁目高野義太郎宛御一報

十一587
エールの髄にく＼りつけて合圖をす

下され度候︒

首書の愛情と勇氣によって︑ 十﹇643 ︿略﹀︑毎日三度目食事＝モ︑

ると︑︿略﹀︒

十一5810

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト

レ︑︿略﹀︒

十一646

同ジ材料デモ︑︿略﹀︑料理

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

十一645

ガ大切デアル︒

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト

︿略﹀︑毎日三度ノ食事ニモ︑

軍中の花が助かったので︑全軍一同

軍に行かば︑からだを

十一644

ガ大切デアル︒

義勇の務御國に書し︑

に歓喜の聲をあげた︑︿略﹀︒

十一596図圏

義勇の務玉江に煮皿し︑

孝子の讐我が家にあげよ︒

ま

軍に行かば︑からだを

孝子の福二が家にあげよ︒

十一597図圃

いとへ︒

十一5910図翻

た

十﹇601図韻

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纒濟ノ上ニ
同ジ材料デモ︑︿略﹀︑料理

いとへ︒揮丸に死キとも︑病に死モ

十﹁646

モ大イナル得失ガアル︒

軍に行かば︑からだを

な︒
ま

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纏濟ノ上ニ

た

十﹇601図圏

いとへ︒揮丸に死そとも︑病に死屯

衛生上ヨリハ︑成ルベク滋

季節二依ツテ︑食物ノ選ビ
季節二依ツテ︑食物ノ選ビ
方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十一654

方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十一654

ブベク︑︿略V︒

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

十一6410

モ大イナル得失ガアル︒

親に事へ︑弟を助け︑

な︒

十一606図圏

家を治めん︑妹我は︒

家の事をば心にかけず︑
家の事をば心にかけず︑

御國の爲に行きませ︑いぎや︒

十一608図圏
十一609図圏

御國の爲に行きませ︑いぎや︒

十一574圏 ピエールは我々にお任せ 十一616図圃 勇氣は彼に︑情は是に︑
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十一684図

二一二十歳の短命にして美

がら

︿略﹀︑街上に落ちたる硝

名を萬世にとゴむる者あり︒

子の一片を去るも︑公衆の利愚なる

十一689図
す
べし︒

十一6810図 我等の周園には讃むべき

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき
事限りなし︒

十一692図 時間の貴きを知れる者は
無知に苦しむことなし︒

十一693図 然れども人の勢力には限
りあり︒

れば心身いっか勢れて︑遂には活動

十一694図 ︿略﹀休養することなけ
にたへざるに至る︒

十一694図 ︿略﹀休養することなけ
れば心身いっか勢れて︑遂には活動
にたへざるに至る︒

十一696図業務に從事する間は熱心
に之を行ひて︑他事に心を勢すべか
らず︒

十一696図業務に從劃する間は熱心
に之を行ひて︑他事に心を聾すべか
らず︒

十一697図 只事既に過ぎて︑思ふも
盆なき事に心を勢するは︑時間を徒
費すること甚だし︒

十一698図 馴したる事に過なく︑後
悔することなき者は幸福にして賢き
人なり︒

十一707図 一人の後る＼爲に多人敷
をして貴重の時間を空費せしむれば

なり︒

思ひて︑其のま＼寝間に錦れり︒

翌日書〒の早朝に起出で

て壼がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一708図例へば⊥ハ十人の集義に其 十一733図
の中の一人若し十分を後るとせば︑

︿略﹀︑手を口にあてて︑

夜明けて後︑住持書工に

十一759図

けごんの

日光山には華嚴瀧を始

として︑︿略﹀其の二世に知られた

中にも愚書・霧降・裏戸

るもの少からず︒

を日光の三大爆布と構す︒

十一759図

絶壁に水晶のすだれをかく︒

するしやう

十一761図 ︿略﹀︑直下七十丈の水は

十一766図霧降瀧は上下二層に分れ︑

ち

更に川に沿ひて上れば︑

紀伊國那智山には四十八

きいのくにな

高さ各十四五丈︑︿略﹀︒

瀧あり︒

く略V︑書師それより後の 十一768図

我が國には数多の爆布あ
我が國には敷多の葛布あ

生ず︒

又一山を越ゆれば︑第三

美濃の養老瀧は孝子の傳

ナイヤガラ四布は左右二

ありては︑器に盛れる水紋に波紋を

十一784図 ︿略﹀︑附近敷百歩の地に

生ず︒

ありては︑器に盛れる望遠に波紋を

十一783図 ︿略﹀︑附近敷百歩の地に

つに分れ︑︿略V︒

十一779図

説を以て其の名天下に高し︒

十一777図

雄二爆あり︒
み の

十一774図神戸市に近き布引瀧は雌

かうべ

く小︑境は盆く静かなり︒

十一772図上るに七って︑瀧はいよ

の瀧に至る︒

﹁先に童旦がきたる檜の 十一772図

第二の瀧あり︒

く略V︑又再び引返して一 十一771図

しが︑︿略V︒﹂

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか＼り

十一7410図園

國寺に婦れり︒

十一748図

二枚には書がかず︑︿略﹀︒

十一745図

たる姿をして増するに︑︿略﹀︒

向ひて︑﹁︿略V︒﹂と︑夜中のぞき見

十﹁7310図

尚も鶴の臥したる様をなせり︒

十一739図

なり︒

︿略﹀︑今日の如く通信交

︿略﹀︒

十一712図

通の機關獲達し︑社會の活動敏速な

さかひ

其の座敷の一間の杉戸に

泉州堺に一霊寺といふ

る時代にありては︑時間は金鏡より
も貴し︒

十一716図
寺あり︒

十一717図
は檜一本を蓋がき︑︿略﹀︒

ひのき

此の給をかける重工久し

十五羽ばかり壷がけり︒

十一717図︿略﹀︑他の一間には鶴二
十一719図

く此の寺に寄食してありしが︑︿略V︒

﹁先に壷がきたる檜の
枝に一枝足らぬ白あり︑氣にか㌧り

住持は心得ぬ事に思ひて︑ 十一7410図南

しが︑︿略﹀︒﹂

る︒

り︑古來多く詩歌に入り︑蚕圖に上

十一757図

り︑︿略V︒

十一756図

なし︒

住持は心得ぬ事に思ひて︑ 十一756墨水の奇観は励磁に如くは

或乱書工に向ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一721図

︿略﹀︒

十一721図

さらば年來の謝恩に何

或時壼工に向ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑
︿略﹀︒

十一727図園

静夜小信住持の居間に來

か書きて参らすべし︒﹂

十一728図

り︑古來多く詩歌に入り︑書画に上

﹁かしこに行きて︑彼 十一757図 我が國には敷多の爆布あ

りて︑﹁︿略﹀︒﹂とささやくに︑︿略﹀︒

十一729図園

の高師の有様を見給へ︒﹂

けごんの

として︑︿略﹀其の名世に知られた

り︑︿略﹀︒

に随ひ氷結して︑一面玉山墳墓とな

日光山には事項瀧を始 十一786図 又嚴冬の頃は爆水落つる
るもの少からず︒

十一758図

︿略﹀︑行きてうかゴへば︑ る︒

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ

十一7210図

さまたげせんも心なしと

つ＼寝起する様なり︒

十﹁732図

に一に
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十一787図

︿略﹀︑水のしぶき枯木に

氷結して︑水晶の花を咲かす︒

十一792図 鵜を使ひて魚を捕ふるこ

み

の

ながら

と︑我が國にては古鏡廣く諸所に行
はれたり︒

十一792図 中にも美濃の長良川の鵜
飼は最も名高く︑︿略﹀︒

十一807図

此の間に鵜を引上げて呑

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放
ち︑又かゴり火に薪を添ふるなど︑
其の手練實に驚くべし︒

︿略﹀︒

十一829図

笛吹の漁舟相並び︑波に

くだくるかゴり火の下に︑︿略﹀︒

容疑の漁舟相並び︑波に

モノ五千萬圓以上＝及ブ︒

十︸8310図

蒸元畜關ノカニヨリテ自

十一8310図紡績工場二七リテ見ヨ︒

動スル機械ハ︑幾皇トナク立並ビテ

廻轄スベク︑︿略﹀︒

テ整然タル一一ハ︑何人モ驚クナルベ

十一842図 ︿略﹀︑其ノ作業ノ速ニシ

くだくるか蔭り火の下に︑百にも近

十一8210図

き鵜︑此方に浮び︑彼方に沈み︑彼

十一808二手の間に鵜を引上げて呑

慮にかくれ︑此虜にあらはれ︑︿略﹀︒

方に浮び︑彼方に沈み︑彼虜にかく

く略V︑百にも近き鵜︑此

ポウ

十一844図先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

之ヲ紡績作業ノ第一段ト

ホグシ︑︿略﹀︑鐵棒ニマキテ︑︿略﹀︒

其ノ作業ノ間＝ハ綿花ノ

ス︒皆機械一一ヨリテナサル︒

十一846図

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ

細片四方二飛散シテ︑︿略V︒

細片四方二飛散シテ︑︿略V︒

十一846図

方に浮び︑彼方に沈み︑彼虜にかく

ルフが如ク︑︿略﹀︒

細片四方二飛散シテ︑吹雪ノ風＝ク

其ノ作業ノ問明月綿花ノ
れ︑此虜にあらはれ︑︿略V︒

十一8210図︿略﹀︑百にも近き鵜︑此 十一847図

れ︑此庭にあらはれ︑︿略﹀︒

方に浮び︑彼方に沈み︑彼虜にかく

十一8210図

れ︑此虜にあらはれ︑︿略﹀︒

方に浮び︑彼方に沈み︑彼庭にかく

十一8210図︿略﹀︑百にも近き鵜︑此 十︸845図

れ︑此庭にあらはれ︑︿略﹀︒

シ︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

︿略﹀︑水に飛散る火のこ

ふなばたを打つ音︑ほう

十一8210図︿略﹀︑百にも近き鵜︑此

ち︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一815図

のど

︿略﹀︑大なる鵜は能く十

魚は︿略﹀︑水底にうつ

魚はく略V︑水底にうつ

平なはを引上げて︑鵜の
ふなばたに立並べる時︑︿略﹀︒
きんくわ

十﹇833図

筆も言葉も合し難し︒

阜提灯の光を水にうつせる奇観は

ぢやうちん

十一832図︿略﹀︑敷十隻の遊船︑岐

れ︑此庭にあらはれ︑︿略﹀︒

方に浮び︑彼方に沈み︑彼庭にかく

︿略﹀︑黒海外二輸出スル
︿略﹀︑小海外二輸出スル

枠工ク︒

十一848図

ソ メン

既二錘綿トナレバ硫綿機

アタカモ人ノ頭髪ヲクシ

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十一857図 既二主管一一満ツレバ︑コ

︿略﹀鐵管ノ中二入ル︒

十一856図此ノ流職掌ラ集メラレテ︑

ケヅル一言タリ︒

十﹁852図

︿略﹀︒

作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑

十一849図

コレ＝ハ細小ノ針金ニテ

全身忽チ白シ︒

鰻をくはへてくちばしに 十一831図︿略﹀︑百にも近き鵜︑此 十一847図く略V︑機械ノ前二立テバ

うなぎ

二三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒

十一817図

に呑下すことなく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑捕へたる魚を腹中

光にはげまされて︑鵜は盛に活動し︑

くと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこの

十一811図

の光にはげまされて︑︿略V︒

十一8010図

添ふるなど︑其の手練實に驚くべし︒

十一794図 ︿略﹀︑鵜飼といへば長良 十一808図 ︿略﹀︑又かばり火に薪を

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を
おもふに至れり︒

せじり
十一795図此の川上に瀬尻村あり︒
此の二村に住めり︒

十一796図 鵜飼を業とする漁夫は皆
十一798図 鵜飼は五月中旬に始り︑
十月中旬に終る︒

十一798図 鵜飼は五月中旬に始り︑
十月中旬に終る︒

十一799図 観客は遊船を中流に浮べ
て︑鵜舟の下り譲るを待つ︒

十一824図

故に︑︿略﹀︒

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが

十一824図

巻附かれ︑︿略﹀︒

十一7910図 川上にかゴり火の明り先 十一821図
づ見え初めて︑︿略 V ︒

十一801図 ︿略﹀︑ほうくと呼ぶ聲
を聞く内に︑舟は早くも目前にせま
り罵る︒

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが

十一802図 ︿略﹀︑ほうくと呼ぶ聲
を聞く内に︑舟は早くも目前にせま

故に︑︿略﹀︒

十︻839図

モノ五千萬圓以上二及ブ︒

十一839図

出でて︑川風たもとを彿ふも快し︒

魚はく略V︑水面近く浮 十一834図 ︿略﹀︑半月金華山の上に

鵜はくゴり入る毎に獲物
なくして浮び保つること少ければ︑

十一827図

やすく魚を捕ふることを得るなり︒

ぶが故に︑鵜は深く沈まずして︑た

十一825図

り磨る︒

十一806図 鵜匠は︿略﹀︑十二條の
細 な は を 片 手 に 握 り︑︿略﹀︒

十一806図鵜匠は︿略﹀︑右往左往
弓ひくに浮沈するを︑たくみにさ
ばきてもつれしめず︒
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︿略﹀︒

す︒

十一886図

かくて敷延の後には︑地

面に近き土をば全く上下にうち返す

レンゼウ

十一857図 既二鐵風伯漏ツレバ︑コ
レヲ練精機ト構スル機械＝カケテ︑
といふ︒

かくて敷年の後には︑地

︿略﹀︒

十一887図
面に近き土をば全く上下にうち返す

十一858図︿略﹀︑又更二他ノ機械二

移シ︑イヨイヨ延シテ︑イヨく細
といふ︒

かくて数年の後には︑地

農夫の田畑を耕すに似た

め
油轟は植物の若芽・若葉
︿略﹀︑蟻は此の甘き汁を

集りて之を保護し︑︿略﹀︒

得んが爲に︑油轟の附着せる植物に

十一891図

などに群り着きて︑︿略﹀︒

十一889図

らずや︒

十一888図

といふ︒

面に近き土をば全く上下にうち返す

︿ 略 ﹀ ︑ 次 第 ニ ヨ リ ヲ カ ケ 十一887図

クシ︑︿略﹀︒

十一8510図

テ綜ノ形二近ヅカシム︒

テ ︑ 妻 女 ノ 太 サ ト ナシテ︑︿略﹀︒

十一8510図 サテ最後二精紡機二移シ

テ ︑ 適 當 ノ 太 サ ト ナシテ︑︿略﹀︒

十一8510図 サテ最後二精紡機二移シ

テ︑︿略﹀︑ツム一一マキトラシム︒

十一862図 サテ最後二精紡機二移シ

絶 エ ズ 綜 二 目 ヲ 注 ギテ︑︿略﹀︒

十一863図工女ハ常二其ノ前一一立チ︑

しむ︒

︿略﹀︑蟻は︿略﹀︑或は

ロリロつ

アメリカの一地方に産す

る蟻の一種に牧穫蟻といふものあり︒

十一899図

る蟻の一種に牧穫蟻といふものあり︒

︿略﹀︑其の實の熟して地

に落つるを待ちて︑其の巣に運び去

十一903図︿略﹀︑其の實の熟して地
る︒

十一903図

是即ち農業の牧穫に異な

に落つるを待ちて︑其の巣に運び去
る︒

らず︒

十一904図

家の他人の手に渡らんことを恐れて︑

かくて其の家の償は段々

孚ひて高き償をつくべし︒

高くなりて︑最も高き債をつけたる

十一925図

人の手に渡るべきなり︒

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

十一926図工に反して︑同様なる責

人なるときは︑︿略﹀︒

十一931図物の償はかくの如く需要

供給の關係によりて︑二時は高く︑

減益は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

随意に得られざることとによりて生

の物を製造する費用と相當の利盆と

十一906図物の償は効用あることと︑ 十一933繰言の債は︿略﹀︑常に其

を併せたる金額に等しからんとする

るべし︒

︿略﹀︑靴の債は︿略﹀︑

は尚それ以下に下るべし︒

普通の償に復するか︑場Aロによりて

十一941図

るを見て︑之に轄業するに至るべし︒

の職業に重事する人も靴屋の利盆あ

十一939図

か＼る時はく略V︑又他

する人も︿略﹀︑之に轄歯するに至

十一939図 ︿略﹀︑又他の職業に從事

るべし︒

する人も︿略﹀︑之に韓幽するに至

十一938図 ︿略﹀︑又他の職業に弓手

傾きあるものなり︒

ずるものなり︒

︿略﹀︑飾にも實用にもな

十一9010図例へばこ㌧に一種の石あ
り︑︿略V︒

十一911図

︿略﹀︑飾にも實用にもな

らざるものならば︑︿略﹀︒

十一911図

日光・空氣の如きは︑人

らざるものならば︑︿略﹀︒

十一913図

是飲料水とぼしくして︑

の生命を保つに必要なれども︑︿略﹀︒

十一917図

意のま＼に之を得ること能はざれば
なり︒

需要と供給との關係によりて定まる

蟻は︿略﹀︑多くは地下 十一918図物の償の高下は主として

普通の償に復するか︑場合によりて

十一941図 く略V︑靴の償は︿略﹀︑

普通の債に復するか︑場Aロによりて

十一942図 く略V︑靴の債は︿略﹀︑

は尚それ以下に下るべし︒

ものなり︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ

熱き地方の白蟻は開白十 十一921図例へばこ＼に一戸の責家
間︑高さ三間にも達する小山の如き

アメリカの一地方に産す 十一922図 ︿略﹀︑其の五人は各自の

るときは︑︿略﹀︒

十一899図

巣を造り︑︿略﹀︒

十一896図

︿略﹀︒

に穴をうがちて︑部屋・廊下を造り︑

十一895図

種々の巣を造れども︑︿略V︒

十﹇894図

蟻は其の種類によりて

其の卵を他の植物にうつして成長せ

十一893図

︿略﹀︒

の附着せる植物に集りて之を保護し︑

十一863図工女ハ常二其ノ前二立チ︑ 十一892図 ︿略﹀︑蟻は︿略﹀︑油轟
絶エズ綜二目ヲ注ギ テ ︑ ︿ 略 V ︒

ク十敷本ノ綜ヲツナグトイフ︒

十一866図 上手ナル者ハ一分時速ヨ

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑

十一8610図昔ノ縣車ニテ紡グ時ハ︑

︿略﹀︒

まゆ
十一877図 舞の綜を吐きて繭を造る
は 紡 績 の 業 に 等 し く︑︿略﹀︒

十一878図 ︿略﹀︑葉巻轟の縣にて葉
をつ団り合するは裁縫の業に同じ︒

みトず
十一885図 蛆矧は地下に穴をうがち
みエず

て住み︑︿略﹀︒

を呑込みては之を地上の穴の口に出

十一886図 蛆矧は︿略﹀︑多量の土

に一に

208

は尚それ以下に下るべし︒

十一943図 又之と反封に︑債次第に
安くなりて︑普通の債よりも下るに
至る時は︑︿略﹀︒

安くなりて︑普通の償よりも下るに

十一944図 又之と反封に︑債次第に
至る時は︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

も適し候︒
ぞ

か

らまつ

茂り︑︿略﹀︒

しらかば

とど

︿略﹀︑又山脈の両がは
︿略﹀︑未だ盛に採掘に
︿略﹀︑未だ盛に採掘に

ロシヤにて早くより開

二︑︿略﹀︒

﹁我が子若シタスクベ

クンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不才ナ

十一鵬6図圏

ラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂

廻書其ノ子＝向ヒテ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイフQ

十一欄8図

﹁汝ハ孔明ト共二事二

從ヒ︑之二事フルコト父二事フルガ

十一佃8図園 ﹁二八孔明ト共一一事二

如クセヨ︒﹂

從ヒ︑之二事フルコト父二念フルガ

十一佃9図園

如クセヨ︒﹂

﹁汝ハ孔明ト共二丁二

﹁汝ハ孔明ト共二丁二

從ヒ︑之＝事フルコト父隠事フルガ

十一柵9図囹

如クセヨ︒﹂

從ヒ︑之二事フルコト父＝事フルガ

十一鵬9図囹
も今ははや生れ故郷の如き心持に相

蜀國ノ︿略﹀︑常二其ノ

カニヨレリ︒

勢力ヲ維持セシバ︑主トシテ孔明ノ

十一悩3図

如クセヨ︒﹂

︿略﹀︑天下麻ノ如ク齪レ

此ノ時諸葛孔明トイフ人

十一悩9図

十一悩6図嚢スルニ臨ミ︑表ヲ上ル︒

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

孔明︑劉備二事へ︑︿略﹀︒

ニ︑︿略﹀︒

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ
孔明ニユダネテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒシ

十﹁欄5図

十一鵬1図

孔明ハ沈着ニシテ︑十二

カクスルコト七回二十ビ

パ

シヨク

慈母二軍冥護︑孔明ノ

孔明男名ト封陣ノ中二卒

軍令ニソムキテ大敗ス︒

十﹁価8図

トナカリキ︒

シカバ︑賊將く略V︑マタ反スルコ

十﹇価4図

臨ミ︑攣二鷹ジテ︑智謀百出セリ︒

十﹁悩9図

臨ミ︑攣二二ジテ︑智謀百出セリ︒

孔明ハ沈着ニシテ︑十二

アリ︑民間自在リテ耕作ヲ事トセシ
︿略﹀︑民間二在リテ耕作

十一欄2図

レバ︑︿略V︒

ヲ事トセシガ︑才名世一一カクレナケ

十一撹5図

ガ︑︿略﹀︒

十一撹5図

テ︑英雄四方一一起レリ︒

十一撹2図

成候︒

十一皿7國団︿略﹀︑此の極北の寒地

以北に候︒

拓に力を用ひたるは主として五十度

十一㎜9國囲

着手せらる＼には至らず候︒

十一欄8囲圏

着手せらる㌧には至らず候︒

十一㎜8圏團

には石炭層各所にあり︑︿略﹀︒

十一欄6㈱國

には石炭層各所にあり︑︿略﹀︒

十一欄6魑團

︿略﹀︑又山脈の両がは

蝦夷松・落葉松・白樺等一面に生ひ

え

十一967圏圏南北に細長き島を山脈 十一㎜4言捨 森林は︿略﹀︑椴松・
縦に走り候へば︑︿略V︒

十一967國圏南北に細長き島を山脈
縦に走り候へば︑︿略V︒

十一973囲國是より一條の大道遠く
く略V︑こ＼に樺太廉の

北へ通じてロシヤ領に入候︒

く略V︑こ＼に樺太磨の

又豊原より眞岡に至る
日・露の境は幅五間饒

を一文字に森林を伐りすかし︑︿略﹀︒

十一979國国

間も近時道路新に開け︑︿略﹀︒

十一976國国

に位し︑大泊より十里︑︿略﹀︒

所在地豊原あり︑鈴谷川平野の中央

とよはら

十一975圏国

所在地豊原あり︑︿略V︒

とよはら

十一944図 ︿略﹀︑次第に其の製造高 十一974囲團

を減ずるが故に︑供給も随って減じ
て︑︿略﹀︒

るか︑場合によりては尚それ以上に

十一945図 ︿略﹀︑又普通の債に復す
上るべし︒

十一945図 く略V︑又普通の償に復す

るか︑場合によりては尚それ以上に
上るべし︒

四箇所に境界石を置きて︑分明に相

十一946図 ︿略﹀︑又普通の償に復す 十一9710國國 日・露の境は︿略﹀︑

るか︑場合によりては尚それ以上に

かい

成居候︒
たらいか

上るべし︒

豹島あり︑︿略﹀︒

へう

︿略﹀︑供給に限りある物︑ 十一996囲囹多頭加湾頭に小さき海

例へば名高き古人の書書・古器物な

十一948図

十一996閥國︿略﹀︑夏より秋にかけ
︿略﹀︑夏より秋にかけ
をつとせい
てこ＼に集る膿胴獣は︿略﹀︒

く略V︑夏より秋にかけ

十一欄5図

北海道と大差なく︑︿略V︑二曲玄田に

孔明ニユダネテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒシ

てこ＼に集る膿腋獣は数千頭にも達

漁業に次ぎて有望なる
は曲辰業と林業とにて︑︿略﹀︒

十一998圏囲

することこれあり候︒

をつとせい

十一997圏囲

十一997軍戸

をつとせい
︿略﹀︑需要増すに随ひて︑ てこ＼に集る腸胴獣は︿略﹀︒

どの如きは︑︿略﹀︒

十一9410図
其の償盆く古轍くなり ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一951図 即ち供給に限りあるもの
は一定の償なしといふべし︒

別れ候より最早一箇年に相成候︒

十一954國囲 光陰矢の如く︑南北に
十︻955圏囲 光陰矢の如く︑南北に
別れ候より最早一箇年に相成候︒

れ︑飴り旅行も致さず候へども︑

十一957塵團其の後日々業務に追は 十一㎜1三囲 く略V︑農産物の種類は
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ス︒

クワン

十一鵬2図 蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國
華華ラントス︒
ツヅミ
︑蜀ノ軍︿略﹀︑鼓ヲ鳴ラ

シテ仲達二向ハントスルモノノ如シ︒

十一鵬3図

︿略﹀︑仲達ハ︿略﹀︑士

十一鵬7図 又魏軍ノ蜀二攻入リシ時︑
︿略﹀︒

十一鵬7図

卒二十シテ︑其ノ附近ノ草ヲ刈り︑
薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

に目につくのは︑︿略﹀︒

十一鵬10 朝鮮の地に上陸して︑第
十一伽10 朝鮮の地に上陸して︑第一
に目につくのは︑︿ 略 V ︒

十一柵10 朝鮮の地に上陸して︑第一
に 目 に つ く の は ︑ ︿略﹀︒
わら

田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

十一研1 町には瓦屋根の家もあるが︑

床下に土 石 を 盛 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

案外に寒い︒

十一伽3 朝鮮は夏も暑いが︑冬は又
十一欄4

十一研9 此のオンドルがある爲に︑
オンドルにたく薪がないと︑

普通の家では冬でも夜具を用ひない︒
十︻研10

冬 が 越 せ な い か ら ︑︿略﹀︒

十一佃3 第二に目につくのは白い着
物である︒

十一欄3 第二に目につくのは白い着
ど うぎ

︿略﹀︑胴衣を着けて︑其の

物である︒

十一佃5

上に長い上衣を着る︒

十一欄1男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る
と︑︿略﹀︒

十一佃1男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小
馬に乗って︑田舎道を通るのを見る
︿略﹀︑髪を三つ打ちにして

と︑昔の人に會つた様な氣がする︒
十一佃4

チョンガーの間は人に侮ら

後へたらしてみる︒

十一柵4
死人を葬るのに︑小高い所

れるから︑︿略﹀︒

十一佃9

死人を葬るのに︑小高い所

で南に面してみる日當りのよい地を
選ぶ︒

十一鵬9

貴人の墓には内地の様に石

で南に面してみる日當りのよい地を
選ぶ︒

十一欄10

都市・村落の僧園の山や岡

をたてるけれども︑︿略﹀︒

十一柵2

かげ
︿略﹀︑どこの山陰にも白い

を旅行すると︑︿略﹀︒

十一川4
着物が乾してある︒

秋の夜長には衣打つきぬた

の音が村邑相慮じて聞える︒

十一川4

十一m7無我が村には戸敷三百︑人
口千四百齢あり︒

十一川8図村の財産家に勧業に熱心
なる人あり︑︿略﹀︒

十一m8図村の財産家に勧業に熱心
︿略﹀︑其の代金にて一年

なる人あり︑︿略﹀︒

十一襯2図

財用ふる塩・醤油を買ふに齢あり︒
ふな
池には大抵鯉・鮒等を養
3図

︿略﹀︑二年号に之を費る

ひて︑︿略﹀︒

十一麗2図

十一

はなむしろ

又委桿眞田を編み︑花野

ばくかんさなだ

に︑其の利少からず︒

十一穐5図

範として︑職務に勉働するが故に︑

見童は皆よく之になつきて︑︿略﹀︒

範として︑職務に乱酔するが故に︑

十一佃3図其の他の教員も校長を模

見童は皆よく之になつきて︑︿略﹀︒

業後も尚學校の門に出入するを膨み

十﹇佃4図 ︿略﹀︑見童は︿略﹀︑卒

とせり︒

村會議員も全村一致して

之を選學し︑互に競業するが如きこ

十一柵5図

直筆にて村費を議するに

と更になし︒

十一佃6図

直筆暴風雨の爲に不作な

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

りしことあり︑︿略﹀︒

十一備7図

費を議するに當り︑村會にてはく略V︑

十一聰8図 ︿略﹀︑其の翌年三校の経

之を増加せんとせしに︑︿略V︒

を節約したしとの校長の意見により

十一桝1図園 ﹁︿略﹀︑成るべく纒費

村長は村の奮家に生れ︑

︿略﹀︑村會にてはく略﹀︑

耕地整理は配下諸村に先

之によりて用水路の改修

之によりて用水路の改修

里道の改修も全く成り︑

村内の重なる道路は荷車・人力車を

十一M10図

田五十六町歩を得るに至れり︒

行はれ︑︿略﹀︑二毛作をなし得る良

十一桝7図

行はれ︑︿略﹀︒

十一桝5図

んじて着手し︑︿略﹀︒

十一M4図

さらばとて原案のま＼に決議せり︒

十一脳2図

て逆算を編成したるなり︒﹂

を織ること行はれ︑十二三歳の少女
村役場と學校とは相並び

も手を空しうする者なきに至れり︒

十一皿7図

には︑︿略﹀土山が敷知れず並んで
婦人は室内に引込んでみて︑

十一麗8図

村長は︿略﹀︑深く村民
村長は︿略﹀︑幾度の改

十一佃3図面の他の教員も校長を模

︿略﹀︒

範として︑職務に勉働するが故に︑

十一稲2図其の他の教員も校長を模

選にも常に選暴せられて︑︿略﹀︒

十一麗9図

に敬愛せられ︑︿略﹀︒

十一麗9図

︿略﹀︒

て村の中央に在り︒

婦人は︿略﹀︑來客に會ふ

みる︒

︿略﹀︒

十一m6
十一柵6

ことも︑外出することも少い︒

京城地方の婦人がたまく
外出する時には︑うちかけの様なも

十一柵8

のをかぶって︑目ばかり出してみる︒

上流の婦人は四方を閉ぢた
朝鮮人は齢り衛生に注意し

輿に乗って︑︿略﹀︒

こし

十一佃9

十一m10

暑い時分汽車に乗って朝鮮

ないが︑︿略﹀︒

十一川3

に一に
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︿略﹀︑其の一部をさきて︑

通ずるに至れり︒

我等臣民も亦祖先の遺風

な︑おのが営むる國は如何にと︒

十一一29図
に從ひ︑一致協同して︑此の上家を

十一価3図
一村土ハ同の有盆なる費用にあっるこ
護らざるべからず︒
り︑遠つ御祖の神の教を︒

みおや

十二32図圏堕民は一つ心に守りけ

ととせり︒

十一価4図十四五年の後には村民は
教育の爲︑一厘の支出を要せざるに

十二36図圏鍛ひたる劔の言いちじ
るく世に・の9やかせ︑我が軍人︒

至るべし︒

十一価5図 十四五年の後には村民は

し︒

十二39図圃
も︒

十二310図上

も︒

十二41図

波風のムつかなる日も

國に薫罰す誠は一なり︒

文武道を異にすれども︑

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

國を思ふ道に一一つはな

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

國を思ふ道に二つはな

何人も義勇の心にをどり立つなるべ

十一一37計量の御製を辞讃しては︑

くはしほこ

教育の爲︑一厘の支出を要せざるに
至るべし︒

十一描8図圏 武勇のほまれ細父
稻へし其の名君子國︒

千足の國の名に負ひて︑禮儀は早く

ちたる

唐人も

皇國

みくに

十一柵3図圃商工業の襲達に
同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力急ゆみ
なき

十一市7図圏 建物以來三千年 歴史
の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ
同胞すべて六千萬︒

十一一43図囲

なき

十︻佃2図圏 上下心三一にして︑同

治に居て齪を忘れざるも

かちに心を許さざらなん︒

學問を修むるにも︑事業

てうせん

艦隊は︑朝鮮海峡を経てウラヂオス
トックに向はんとす︒

十二51図我が海軍は初より敵を近
我が海軍は︿略﹀︑全力

海に迎へ撃つの計を定め︑︿略﹀︒

十一一52図

を朝鮮海峡に集中せしが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先づ小軍艦をして

軍に出動を命じ︑︿略﹀︒

十二55図東郷司令長官は直ちに全
十一一56図

おきのしま

﹁︿略﹀︒﹂との春信旗が戦

﹁皇國の興廣此の一戦に

敵艦隊を沖島附近に誘ひ寄せしむ︒
あり︒

十二58図
十二59図

十一一65図 ︿略﹀︑距離六千メートル

︿略﹀︑敵の雨旗艦は遂に

に近づきて始めて慮下し︑︿略﹀︒

沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ

十二75図

るもの多し︒

・水雷艇隊は砲火をくゴつて敵艦に

てい

十二76図夜に入りて︑我が騙逐隊

せまり︑︿略﹀︒

てい

十二77図夜に入りて︑我が薫習隊

・水雷艇隊は砲火をくゴつて敵艦に

︿略﹀︑無二無三に攻撃せ

せまり︑︿略﹀︒

十二77図

我が艦隊は東郷司令長官

しかば︑︿略V︒

うつりよう

十二710図

の命により︑欝陵島附近に集りて

岡旗と土ハに我が旗艦三笠にか＼げら

れたるは午後一時三十分にして︑

うつりよう

我が艦隊は︿略﹀︑欝陵

うつりよう

︿略﹀︑憤恨島附近に集

よりて主戦艦隊及び巡洋

︿略﹀︑ネボカトフ少將は

く略V其の部下と共に降服せり︒

十二810図

さぎ︑︿略﹀︒

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

十二83図

はるかに敷條の黒煙を見る︒

りて敵を待ちしが︑東方に認りて︑

十二81図

島附近に集りて敵を待ちしが︑︿略﹀︒

十二710図

敵を待ちしが︑︿略V︒

﹁︿略﹀︒﹂との信號旗が戦

︿略﹀︒

十二59図

闘旗と共に我が旗艦三笠にか＼げら

れたるは午後一時三十分にして︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑東郷司令長官は
︿略﹀︑上村艦隊と共に先頭にある敵

十一一61図

︿略﹀︑東郷司令長官は

の主力に當り︑︿略V︒

十二61図

︿略﹀︑上村艦隊と共に先頭にある敵

ウェンスキー中將は昨日の職闘に傷

敵の司令長官ロジェスト
︿略﹀︑上村艦隊と共に先頭にある敵

ウェンスキー中將はく略V︑幕下と

敵の司令長官ロジェスト

を負ひ︑︿略V︒

火を開始せしが︑我は之に磨ぜず︑

共に一駆逐艦に移りしが︑︿略﹀︒

十一一94図

︿略﹀︒

十二64図敵の先頭部隊は直ちに砲

の主力に盛り︑︿略﹀︒

十二62図

の主力に當り︑︿略﹀︒

學問を修むるにも︑事業

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

十二45図

に從ふにも︑︿略﹀︒

妻問を修むるにも︑事業
に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

十一一45図

︿略﹀太平洋第二・第三

の目的は達し得らるべき︒

十二410図

く略V︑東郷司令長官は 十二93図

の目的は達し得らるべき︒

十二44図

此の心なり︒

船人は

十二44図

胞すべて⊥丁番萬︒

ぼしん
十ニー3図 教育勅語と戊申詔書とは︑
我等が身を修め︑世に慮するの道を
示 し 給 へ る も の に して︑︿略﹀︒

てよみ出でさせ給へる御製にも︑

十ニー7図 陛下が︿略﹀︑折にふれ

︿略﹀︒

十二ー7図︿略﹀︑折にふれてよみ出
でさせ給へる御製にも︑常に國家を
思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心の
拝察せらる＼は︑︿略﹀︒

ふみ

十二26図圃 古の書見る度に思ふか
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ウェンスキー中開は︿略﹀︑幕下と

十二94図 敵の司令長官ロジェスト

さサなみ

共 に 一 騙 逐 艦 に 移 りしが︑︿略﹀︒
かげろふ

十二95図 ︿略﹀︑我が駆逐艦の漣
・陽炎の二隻に追撃 せ ら れ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
さどなみ
︿略﹀︑我が騙逐艦の漣

十一一96図
かげろふ

・陽炎の二隻に追撃せられ︑遂に捕
へらる﹂に至れり︒

十二98図此の雨戸の戦に︑敵艦の
大部分は我が艦隊の爲に︑或は撃沈
せられ︑或は捕獲せ ら れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二99図 ︿略﹀︑敵艦の大部分は我

︿略﹀︑陛下の下し給へる

﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依
ヨロコ

勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられた

十ニー13図

り︒

十ニー14図園

リ祖宗ノ神霊二封フルヲ得ルヲ愕
ブ︒﹂

十ニー14言下﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依
ヨロコ

船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設

リ祖宗ノ神璽二封フルヲ得ルヲ澤
ブ︒﹂

其ノ圖ハ船ノ切断面及ビ構

計圖ヲコシラヘル︒

十ニー19
十ニー110

成等ヲ何十分ノ一一一シタ縮圖デ︑
︿略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或
十ニー22

︿略﹀︒

我が軍の死傷甚だ少く︑

は捕獲せられて︑︿略﹀︒

ルト︑設計圖バカリデ敷百枚モアル

十足強03図

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に

十ニー35

︿略﹀︑必要ナ部分ハ棚物大

工場ニハ色々アル︒
船腔ノ材料ガホ寸整フト︑
船ヲ組立テル一一ハ︑船霊ノ

組立二取リカ・ル︒

︿略﹀︑響二敵二樹シ勇 十王ー34

十ニー26

ルノデアル︒

ノ圖ヲ作ツテ︑始メテ製造一一着手ス

十ニー25

ナ構造分冊ヲ各工場二巴シ︑︿略﹀︒

設計圖が出來上ルト︑細密

トイフ︒

カ

十ニー24

止れり︒

東郷司令長官此の戦況を

打電し︑其の後に附加して曰く︑

十一一104図

︿略﹀︒

十ニー09皇儲殊二我が軍ノ損失・死傷
レイ
ノ僅少ナリシバ歴代神露ノ加護二千
カウ

キ

サキ

ルモノト信仰スルノ 外 ナ ク ︑ ︿ 略 V ︒ ﹂

カン

十一一1010図囲

進 敢 職 シ タ ル 磨 下 將卒モ︑︿略﹀︒﹂
キ
カ

十一一H1図団 ︿略﹀鷹下痢卒モ皆此

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ
︿略﹀︑船皇ノ上二盤木ト呼

リュウコツ
︿略﹀︑其ノ上二又ヅ龍骨
トイフモノヲ置ク︒

十一一137

ブ木材ヲ積ンデ︑︿略﹀︒

十一一135

サユウコツ

ノ成果ヲ贈呈ルニ及ンデ︑唯唯感激

上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒
バンギ

バンギ

ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如
シ︒﹂

下 し 給 へ る 勅 語 の 中に︑﹁︿略﹀︒﹂と

十ニー13図 勝報上聞に達し︑陛下の
仰せられたり︒

︿略﹀︑此ノ聴骨ノ左右カラ

肋骨ヲ出シテ︑段々二組立テテ行ク︒

ロクコツ

十一一139

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑

外側一一板ヲ張り︑梁ノ上臨床ヲ造ツ

十一一141

ス

カ

クレ

我が國には東京に中央氣

に大なる關係あり︒

十ニー67図

象垂あり︒

南皇湾の熱帯地方より北

十一一167図 我が國には東京に中央氣

象塁あり︒

は︑︿略﹀︒

各地の測候所は其の地方

︿略﹀︑中央捨象毫は

又各測候所が此の全国天

是等の豫報は氣浅羽・測

我が國及び附近に風雨の

十一一182図 又一地方に荒模様ある時

おそれある時は︑︿略﹀︒

十ニー81図

掲示せらる＼を以て︑︿略﹀︒

候所を始め︑官磨・諸役所等の前に

十ニー77図

氣豫報といふ︒

其の地方の天氣を豫告するを地方天

念写報と其の地の観測とによりて︑

十ニー75図

間の全國氣象の大勢を在隊す︒

日の午後六時に至る︑向ふ二十四時

︿略﹀︑毎日其の日の午後六時より翌

十ニー73図

︿略﹀︒

候所の報告によりて天々圖を作り︑

十一一171図 ︿略﹀︑中央氣象毫は各測

報告し︑︿略﹀︒

の氣象観測を短日三回中央氣無届に

無口ー71図

箇虜を置けり︒

の測候所あり︒
しん
十一一169図 尚韓國・清國にも二十齢

十ニー68図 ︿略﹀︑全車に凡そ百箇庭

樺太の寒帯に近き地方まで︑︿略V︒

からふと

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑ 十ニー68図

テ甲板トスル︒
十一一141

外側二板ヲ張り︑梁ノ上一一床ヲ造ツ
テ甲板トスル︒

ニモ︑梁ニモ・外皮板間モソレぐ

十ニー45︿略﹀︑實際ハ龍骨ニモ︑肋材

附屡具ガアリ︑︿略﹀︒

十ニー45︿略﹀︑實際ハ龍骨ニモ︑肋材

ニモ・逸矢モ︑外皮板ニモソレぐ
︿略﹀︑梁ニモ︑外皮板ニモ

附属具ガアリ︑︿略﹀︒

十二ー46

︿略﹀︑梁ニモ︑外皮板一一モ

ソレぐ附属具ガアリ︑︿略﹀︒
十ニー46

︿略﹀︑大キナ船デハ船底モ

ソレぐ附属具ガアリ・︿略﹀︒
十一一148

軸側モニ重張ニスル︒

サテソレカラ︿略﹀︑細カ

イ造作ヲシタリシテ︑スツカリ出來

十ニー52

我が國ノ造船所デ︑最モ規
シヤウ

上ルマデ一一ハ非常ナ手工が掛ル︒

十ニー54
ヨコ

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中

船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア
ル︒
トビラ

十ニー59

扉ヲ閉ヂ︑︿略V︒
︿略﹀︑其ノ水ヲポンプデカ

日々の天氣は我等の生活

イ出シテ工事一一掛ルノデアル︒

十一一1510

十ニー64図

に一に
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十一一184図 又一地方に荒模様ある時

十二206

れる︒

植物の花には︑同種の他の

ものがある︒

さん

が

す

動物は呼吸作用によって︑

金魚は割合に長く生きてみる︒

是は前にいった様な革茸が
びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十二231

るからである︒

十二232

是は前にいった様な關係が

ひ

はちまん

﹁︿略﹀︑若し向ひの山

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

十二278堕罪

城を出でたりと知れ︒

黒き影は︿略﹀︑ひらり

流をさかのぼる競の縄

しばらくして黒き影は向

翌十五日の朝︑勝商は山

家康に見えて援を求む︒

お

十二289図 ︿略﹀︑走りで岡崎に到り︑

家康に見えて援を求む︒

十二289図 ︿略﹀︑走りで岡崎に到り︑

に上りてのろしをあげ︑︿略﹀︒

十二288図

ひの岸に現れたり︒

十二287図

にふる＼ならん︒﹂

十二285図囹

とばかり身を水中に投入れたり︒
すゴき

十二283図

上に來りて援軍の消息を示さん︒﹂

右に見 十二2710図圏 三日を過ぎなば︑又山

びんの中の金魚と水草の間に行はれ
るからである︒
ゆ

十二246図韻由比の濱べを

上るや石のきざえしの︑

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御
社︒

てふ

十二2410図圃
い

悲憤の

鎌倉宮にまうでては︑

左に高き大銀杏︑問はばや︑遠き
世々の跡︒
こ

悲憤の

鎌倉宮にまうでては︑

わきぬべし︒
こ

わきぬべし︒

ふな

く略V︑次いで城に入らん

十二296図勝頼︑勝商に向ひていふ︑

る︒

とするに︑︿略﹀︑遂に敵兵に捕へら

十二295図

するに︑︿略﹀︒

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

十二294﹇図 十六日勝商は再び山上に

するに︑︿略﹀︒

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

十六日勝商は再び山上に

汝も止りて我と共に行

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

十二2810図家康直ちに勝商をして織

しむ︒
昔の音やこもるらん︒
さく
︿略﹀︑柵を城外に廻らし︑十二292図書

わたち

今は轍にあぎとふ鮒の
城を抜け出でて岡崎に
城を抜け出でて岡崎に
至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

十二276図園

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

十二275里雪

如し︒

十二275図園

糧食を齢せるのみ︒

十二272図城中には僅かに四五日の

縄を城下の河中に張りて︑︿略﹀︒

なは

十二2610図

け︒﹂
縄を城下の河中に張りて︑︿略﹀︒
さく
︿略﹀︑柵を城外に廻らし︑十二294図

なは

十二2610図

門高き松風に

十一一264図圃建長・圓畳古寺の 山

け蒸しぬ︒

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

十二261図園歴史は長き 七百年︑

涙

養させぬ親王のみうらみに

み

十二256図心

涙

煮皿きせぬ親王のみうらみに

み

︿略﹀︑空談中には炭酸瓦斯 十二255図圃

空氣中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐

十二212

あちらこちらへ散布する︒

十一一209

それが爲におのつと種子を

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

は︑︿略﹀︑警報の信號を各信號所に
掲ぐ︒

十ニー85図 信號は警報の種類により
て異なり︒

十ニー87図 夜間は紅燈を赤球に︑線
燈を圓筒形に︑車線二燈を圓錐形に
出す︒

代ふ︒

十ニー87図 夜間は紅燈を赤球に︑緑
十二214
︿略﹀︑空氣中には炭酸瓦斯

外に同化作用といって︑盛

を養分にして酸素を放つ作用がある︒

に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭素

十二2110

が段々に増加し︑︿略﹀︒

十一一214

が段々に増加し︑︿略﹀︒

燈を圓筒形に︑紅緑二燈を圓錐形に
代ふ︒

十ニー88図 夜間は紅燈を赤球に︑緑
燈を圓筒形に︑紅緑二燈を圓錐形に
代ふ︒

く港に入りて難を避くることを得る

十ニー91図 く略V︑又航海中の船は早

外に同化作用といって︑盛

に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭素

十二221

を養分にして酸素を放つ作用がある︒

なり︒

時刻に観測したるく略V等一般の天

︿略﹀︑他にも種々の原因も

金魚を細口のびんに入れて︑

若し其の中に青い水草を入
れて置けば︑︿略﹀︒

十二229

が吸煮皿されるからである︒

是は水中にとけてみる酸素

一＝二日も水を取換へないと︑︿略V︒

十二227

あるが︑︿略﹀︒

十二225

十戒ー93図 天壇圖とは各地に於て同
氣要素を地圖の上に 記 載 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一195図天牛圖とは各地に潤て同
時刻に観測したるく略V等一般の天
氣要素を地墨の上に 記 載 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

に全國天候の如何を示すものなり︒

十悪ー96図 天氣圖とはく略V︑ 一目 十二228

十ニー97図 天氣圖に用ふる普通の符
くわふ ん

號は左の如し︒

くわふん

つの花から他の花に傳達さ

十二205 ︿略V花粉は是等の轟に着 十二2210 ︿略﹀︑水を取換へなくても
いて︑一
れる︒

つの花から他の花に傳達さ

十二206 ︿略﹀花粉は是等の轟に着
いて︑
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︿略﹀︒

翌日壮士十蝕人︑勝商を

﹁援軍來らず︑速に降るべし︒﹄と告

十二296図囹 ﹁明日城門に行きて︑
げよ︒

十一一299図
園みて城門に到る︒

十一一299図勝商城に向ひ︑高らかに
園﹇の解けんは二三日の

號 ん で 曰 く ︑ ︿ 略 ＞Q

十一一302図囹
つきの い き な

内にあらん︒﹂

十一一303図 昔調伊企灘は新羅と戦
ひて新羅の將に捕へらる︒

十二304図 其の重藤企灘をして日本
かみつけぬのかたな

え ぞ

に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と號ばしむ︒

十二3010図 上毛野書名︑蝦夷を討ち

たかなが

て利あらず︑︿略﹀︑夜に乗じて城を
につたよしさだ

すてて逃れんとす︒

十一一315図新田義貞︑尊良親王を奉
ゑちぜんのくにかながさき

うりふたもつ

ぎ

じて越前國金崎の城に在りし時︑
︿略﹀︒

かん

そま

十一一316図 ︿略﹀︑瓜生保其の弟義

うりふたもつ

ぎ

鑑等と共に杣山に旗あげして義貞に

鷹ず︒
そま

十一一316図 ︿略﹀︑瓜生保其の再三
かん

うりふたもつぎ

鑑等と共に杣山に旗あげして義貞に

慮ず︒
そま

鑑等と共に杣山に旗あげして義貞に

かん

あらん︒

︿略﹀︑時に臨みて心零れ︑

十一一3310図

昨年ノ夏カラ建築ニカ・ツ

レルハ︑︿略﹀︒

リ︑コ・二新校舎ノ落成ヲ見ル一一至

十一一363図 今本町民諸君ノ熱心山下

本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑

レルハ︑︿略﹀︒

十二366図

實用二重キヲ置キ︑︿略﹀︒

如何ゾヤ︒

十二367図將來本校二學ブ者ノ幸福

十二369教場ノ敷ハ十二︑外＝職員

昔藤堂高宜・加藤嘉明

よしあきら

古語に﹁私事を以て公事

室・裁縫室モアツテ︑︿略﹀︒

十二377図

將軍秀忠︑高虎の武名を

事によりて相悪みし頃︑︿略﹀︒
ひでたビ

十一一374図

をすてず︒﹂といへり︒

︿略V︑前週ノ土曜日一一堕落 十一一373図

︿略﹀︑其ノ他工事關係者一

︿略﹀︑之二要シタ纏費ハ総

秀忠大いに感じて其の言

﹁嘉明に如く者はあら

重んじて︑之に封ぜんとす︒

し

な

嘉明後此の事を聞きて大

てう

りん

支那の昔趙といふ國に藺

十二392図園

しめん︒﹂

十二389図園

﹁余は秦王を其の朝に

﹁相思にあはば必ず辱

かば︑趙王厚く之を用ふ︒

十二387図敵國秦に使して功ありし

相如といふ賢臣あり︒
しん

しやうじよ

十二386図

至れりとそ︒

いに恥ぢ︑年並と水魚の交をなすに

十一一385図

に封ぜり︒

十一一383図 ︿略﹀︑嘉明を扇げて二二

に随ひ︑︿略V︒

十二383図

じ︒﹂

︿略V︑義務教育年限モ六年 十二379図園

コ・二本校新築落成式ヲ
スルヲ得色ルハ︿略V︒

常行セラル・二野リ︑其ノ席末二列

十二355図

二延長セラレタノデ︑︿略﹀︒

十一一351

計何萬何千圓︑︿略V︒

十二349

同席校舎二参集シ︑︿略﹀︒

十一一346

成式が直行サレタ︒

十一一344

テヰタ學校が落成シテ︑︿略﹀︒

十二343

るは日本女子の美徳なり︒

しても︑自若として其の常を失はざ

︿略﹀︑如何なる事攣に際

氣まどひて︑見苦しき行を寄すこと

十二338図

るの道を畳悟し置かずば︑︿略﹀︒

十二319再思﹁二子の君の爲に戦死 十二337図平時に於て常に之に零す
︿略﹀非常の大事にあひ

せるは家門の碁なり︒

十一一322図
是等の人々は︿略﹀︑能

て心を取持さず︑︿略﹀︒

十一一323図

く其の号すべき道に虚したる我が國
婦人の實例にして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の志操の固きは

男子にも勝れり︒

十一一324図

ふさ
十一一325図孝女お房の幼き身を以て
︿略﹀︑稻生石軒の妻の常

能く父母に事へたる︑︿略﹀︒
いなふこうけん

十一一326図

かの山内一豊の妻が貧苦

︿略﹀︑戦陣の際に良人の

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

に祖先の祭に心を蓋したる︑︿略﹀︒
かずとよ

十二329図

︿略﹀︒

十二329図

名讐を全うせる記名の妻と其の徳を
同じうすとやいはん︒

十二333図︿略﹀︑忠義の爲には恩愛
凡そ婦人の道は夫を助け

を忘る︑眞心より出でたり︒

十二334図

コ・二本校新築落成式ヲ

血行セラル・二當リ︑其ノ席末二列

十一一355図

スルヲ得タルハ︿略﹀︒

今本町民諸君ノ熱心ニヨ

今本町民諸君ノ熱心ニヨ
リ︑コ・二新校舎ノ落成ヲ見ルニ至

十二362図

レルハ︑︿略﹀︒

リ︑コ・二二校舎ノ落成ヲ見ルニ至

十一一362図

スルヲ得タルハ︿略﹀︒

畢行政ラル・二當リ︑其ノ席末二列

コ・二本校新築落成式ヲ

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

くべき事攣の何時起り來らずとも限

十一一356図

げしむるに在り︒

凡そ婦人の道は夫を助け
て家政を治め︑子に教へて家名をあ

十二335図

らず︒

人世には思はぬ不幸︑驚

合にも忘るべからず︒

十一一335図嚢の心は何庭如何なる場

十二317図く略V︑瓜生保其の弟義 げしむるに在りQ
慮ず︒

ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの外︑

十一一318静置の母は一時に二子を失 十二336図

︿略﹀︒

一に
に
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曝したるもの︒何ぞ濁り碧玉軍を恐
れんや︒

十二393図園 然れども強勇の兵を趙
國に加へざるは廉頗と我と二人ある
が爲なり︒

家の急を先にして︑私のうらみを後

十一一395図園余の彼を避くるは︑國
にするが爲なり︒﹂

十一一395図平平の彼を避くるは︑國

在りて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の北なる杵島岳

阿蘇山は︿略﹀︑山中に

も亦頂上に三箇の噴火口を有す︒

十二422図

十二423図
多くの噴火口及び温泉あり︒

火山全艦の占むる面積は

其の破裂するや︑︿略V︑

︿略﹀︑東西十二里九町︑南北十一里

十二425図
半に達せり︒

十二429図

又之に次ぎて眞紅の熔岩噴出するこ

岩の細片は火山灰となりて飛散し︑
ようがん

家の急を先にして︑私のうらみを後

熔岩の光︑火山灰及び水

十二456図

農業に從事するものは多

府は三つ︑縣は四十三︒

き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

おきなは

十二477図幅我が大日本帝國の古

に健全なり︒

草し︑筋肉を勢するが故に︑煙毒常

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

十二472図

く野外にありて︑︿略﹀︒

十二471図農業に從事するものは多

く野外にありて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑又衣服の原料も綿 十一一471図農業に從事するものは多

・麻・生綜に仰ぎて︑家畜の毛に求
︿略﹀︑又衣服の原料も綿

むること少かりしによる︒

十二456図

・麻・生縣に仰ぎて︑家畜の毛に求
︿略﹀︑又衣服の原料も綿

むること少かりしによる︒
十一一457図

・麻・生綜に仰ぎて︑家畜の毛に求
むること少かりしによる︒
耕地の面積︿略﹀︑絡面
積の約一割五分に過ぎず︒

十一一4510図

面積の二割より六割に及べるに比す

︿略﹀︒

なづまず︑能く學理を遵用せば︑

︿略﹀︑滋養に富める乳︒

︿略﹀︑東に小坂︑西別

銅の産額た

茶は静岡・三重・京都 ︿略﹀︒

養慧業の盛大は

・埼玉セて群馬︑海なき縣に著し︒

十二492図圃

い

せざき

絹織物の産地には︑京

きりふ

古く其の名を知ら彗たり︒

名は海外にぞゴうけり︑︿略﹀︒

十一一499図翻 世界無比なる七寳の

も

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二493図圃

長野

十二489図圃米と変とは匹婦に︑製

び急ゴし︒

子︑足尾併せて三山は

十二486図圃

天産多きうまし國︒

十二4710図圃 温熱二 帯にま急がりて︑

南北新領土︒

十一一461図 西洋諸國の耕地が其の総 十二479図圏北海道の一臆と︑外に
面積の二割より六割に及べるに比す
れば︑︿略﹀︒

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

れば︑︿略﹀︒

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

更に之を盛にし︑︿略﹀︑滋養に富め

︿略﹀︑動物を飼養し︑又 十二464図 家玄田の飼養に至りては︑

植物を栽培して︑衣食住の材料を得

る乳・肉等を供給せんこと︑實に今

︿略﹀︒

外國トノ交通少カリシ時

有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒

リキ︒

代官ハ︑商業ハ殆ド内五二限ラレタ

農業は我等が生活に必要 十二506図
なる材料を作り出す所以にして︑

十二469図

き職業の如く思ふものなきにあらず︒

十二468図世には農業を以ていやし 十二503図翻千里比隣の今の世は

務なり︒

肉等を供給せんこと︑實に今日の急

十二466図

日の急務なり︒

ることを工夫するに至れり︒

十二439図

るに至りて︑︿略﹀︒

十二437図人口やうやく増加し︑自 十二463図 栽培法の如きも︑調法に

るに至りて︑︿略﹀︒

十二436図人口やうやく増加し︑自 十二461図 西洋諸口の耕地が其の縛

蒸氣にうつりて︑︿略﹀︒

十二431図

とあり︒

にするが爲なり︒﹂

十一一397図 廉暑く略V︑相如の門に
富士山の古歌には煙の立

至りて罪を謝し︑︿略﹀︒

十一一3910図

富 士山の古歌には︿略﹀︑

つ こ と を 歌 へ る も の多く︑︿略﹀︒
十一一401図

時時破裂せしことも亦歴史に見えた
り︒

︿略﹀︑此の間に︿略﹀の

の長給六里︑東西の短樫四里にわた

十二408図 阿蘇山の菖噴火口は南北

り︑︿略﹀︒
がく

十二408図
五岳東より西に相据りて突起す︒

︿略﹀︑生縣は輸出品の首

茶も亦盛に栽培せられ︑

是我が國の書替・風土の
牧畜に適せざるにあらず︑︿略﹀︒

十二454図

輸出償額年々一千萬圓に達す︒

十二452図

及ぶ︒

位を占めて︑其の償額一億圓以上に

十二451図

肥え︑極めて耕種に適し︑︿略﹀︒

十二409図く略V︑此の間に︿略﹀の 十二4310図 我が國は氣候温に︑地味
がく

五心東より西に相討りて突起す︒

十二411図︿略﹀︑其の西にある高岳
こヒつ

は高さ千六百九メートルあり︒

︿略﹀︒

十一一418炉内に二箇の墨型ありて︑
十二4110図 但し此の噴孔は時々其の
位置を攣じ︑其の勢力にも消長あり︒

十二421図 烏帽子岳は其の西南方に
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印刷物二依リテ士官賄費ス金額ハ︑

十二506図耳漏トノ交通少カリシ時 十一一529図 米國商人が新聞其ノ他ノ
胃宿ハ︑商業面起ド 内 國 一 一 限 ラ レ タ

︿略﹀廣菅平費ス金額ハ︑

︿略﹀︒

十二529﹇図

リキ︒

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

一箇年實二十二億圓ノ多キニ達スト

十一一512図

イフ︒

︿略﹀︑黄海を西北に航す

又清國京奉線は奉天より

八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に

十一一562図

長春は︿略﹀︑大連より

旅順線は︿略﹀︑日清・

こ＼に至る四百三十六哩︒

十二566図

日露両三に有名なる旅順口に達す︒
旅同線は︿略﹀︑日清・

日露両役に有名なる旅順口に達す︒

十一一566図

螢口線は︿略﹀︑西口に
螢口は一に牛荘港と構

にうちやん

於て楽界京奉線の支線に連接す︒

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一一582図

壷口は︿略﹀︑大連と共
あふりよく

安奉線は奉天より鴨緑

あふりよく

此の仁道は日露船役中に
此の鐵道は︿略﹀︑明治

よロろっぱ

倫敦にはテームス河︑巴

週間にして欧羅巴の中央に入るべし︒

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二592図

河ありて︿略﹀︒

十一﹇593図 倫敦にはテームス河︑巴

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

倫敦にはテームス河︑巴

河ありて︿略﹀︒

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二593図

テームスとセーヌとはス

河ありて︿略﹀︒

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣

十二594図

く︑︿略﹀︒

何れも壮大にして︑市の美観を添ふ︒

十二595図︿略﹀︑之に架したる橋は

接績都會を合すれば七百三十萬の多

十一一598図 倫敦は人口四百八十萬︑

きに達す︒

著しく増加する勢なれば︑其の巴里

十二602図 ︿略﹀︑首府の人口も年々

と同製仁至るも亦甚だ遠からざるべ

し︒

十二604図 ︿略﹀︑車馬街上に満ちて

されど十字街頭に立てる

往來頗る困難なり︒

安東縣は︿略﹀︑安奉鐵 十二605図

行くも止るも豆飯の命に從ひて︑

︿略﹀︒

行くも止るも唯其の命に從ひて︑

巡査の一畢手の合圖に︑通行の人は

十二605図

されど十字街頭に立てる

巡査の一更手の合圖に︑通行の人は

南満洲鐵道によりて︑露

︿略﹀︑大連より僅かに二

︿略﹀︒

道改築落成の日には︑大連・管口と

十二5810図

利用せんか︑︿略﹀︒

西亜の東清鐵道及びシベリヤ鐵道を

十二588図

らる＼日あるべし︒

相並んで︑南満洲の三大門戸と呈せ

十一一586図

四十二年よりこれが改築に着手せり︒

十二584図

急設したる輕便鐵道にして︑︿略﹀︒

十二582図

縦貫鐵道に連結す︒

安奉線は︿略﹀︑韓國の

江の江口に近き安東縣に達して︑

十一一581図

安奉線は奉天より鴨線

江の江口に近き安東縣に達して︑

十二581図

に満洲の二大門戸と興せらる︒

十二575図

し︑遼河の河口にありて︑︿略﹀︒

商人ハ軍人ノ戦場一一立ツ 十一一572図

スルハ商人ノ豪家二封スル義務ナリ︒

十二536図︿略﹀︑大イニ國富ヲ増殖 十二571図

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ
︿略﹀︑需要供給ノ原則ニ

ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

十二513図
ヨリテ物償ノ高下スルモ亦相同ジ︒
十一一537図

ト同ジク︑常二止口細面ノ精神ヲ以

十二515図 故二商人ハ常二全世界二
於ケル物償ノ高低一一注意シ︑需要供

商人ハ︿略﹀︑常二報國

テ︑平和ノ戦孚二目黒スベシ︒

十二538図

給ノ情況二精通スルヲ要ス︒
故二商人ハ常二全世界二

島忠ノ精神ヲ以テ︑平和ノ戦孚＝從

十一一515図

於ケル物償ノ高低二注意シ︑需要供
事スベシ︒

ナ

︿略﹀︑黄海を西北に航す

十二545図

市街に大山通・見玉町・
乃木二等の心あるは︑︿略﹀︒
しん

の ぎ

北京に通ず︒

十二558図

置きて満洲全部を縛卑し︑︿略﹀︒

十二555図

清國政府はこ＼に総督を

ること約二日闇にして大連に着す︒
こだま
十一一547図

ること約二日間にして大連に着す︒

十一一544図

ノ如何一一存ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二542図富國ノ實ノ畢ルト墨ラザ

國一一隣ス︒

十一一5310図我が國ハ︿略﹀支那ノ大

シ

給 ノ 情 況 一 一 精 通 スルヲ要ス︒

十二516図 人種・風俗ノ異ナルニ依
リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

故二商業一一從事スルモノ

時々ノ愛遷アリ︒

十一一517図 同一配色ノ嗜好ニモ亦
十二517図
ハ 常 二 花 客 ノ 嗜 好 ヲ考へ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑平素ノ愛顧二ナレ

十二5110図 商人ノ第一＝重ンズベキ
ハ信用ナリ︒

十二522図

テ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信用
ヲ害スル所以ナリ︒

十二527図 近年各國商人︿略﹀︑廣

十二524図信用ノ基不正直ニアリ︒
告ノ爲ニハ多額ノ費ヲ投ズルヲ惜シ
マズ︒

至る︒

てつれい

十二561図奉天より北すること約百

印刷物二依リテ謹告二尊ス金額ハ︑

十二528図 米國商人が新聞其ノ他ノ

︿略﹀︒

に一に
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十二606図

︿略﹀︑通行の人は行くも

十二652図

伯林には世界にほこるべ

き程の大建築物なし︒

十二678図

南亜米利加の森林にオレ

ンジの熟する季節には︑︿略﹀︒

十二678図 南亜米利加の森林にオレ
さる
ンジの熟する季節には︑数多の猿遠

く略V壮大なる建築の 十二655図 濁逸帝國は︿略﹀︑首府

止 る も 唯 其 の 命 に 從ひて︑︿略﹀︒

の壮観の未だ英佛二言に及ばざるも

十二609図
敷々高く中空にそびゆるのみならず︑

や

や

おほかみ

おほかみ

十一一6710図

谷に入る︒

十二685図

く略V︑山あれば越え︑河

十二698図

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

く略V︑列後に在るものは

は先頭に進める一部に過ぎず︑︿略V︒

十二698図

更に一物をも食ふこと能はず︑︿略﹀︒
き が

十二699図 ︿略﹀︑飢餓刻々にせまる

が故に︑次第に行進を早め︑︿略﹀︒
き が
︿略﹀︑飢餓刻々にせまる

が故に︑次第に行進を早め︑︿略﹀︒

く略V河水・湖水におぼ

れて魚腹に葬らる＼もの︑︿略﹀︒

十二724図

先づ苦しみて然る後に樂

位人臣の榮を極め︑富天

憂苦なく︑︿略﹀︒

十二722図守る所正しければ︑心に

︿略﹀︒

上下の愛敬・信用其の身に集り︑

十一一718図 現在の職務に忠歪なれば︑

︿略V︒

上下の愛敬・信用其の身に集り︑

現在の職務に忠實なれば︑

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

漏目の廣野雪に埋れて食
︿略﹀︑温暖なる地方に移

十二718図

の寒き平地に住せるレミングと構す
温⁝目の廣野雪に埋れて食

しめて盆なし︒

︿略V︒

は先頭に進める一部に過ぎず︑︿略﹀︒

十一一698図

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

らんと欲するもの期せずして相集り︑

十二692図

物の訣配せる頃に至れば︑︿略﹀︒

十二691︹図

物の訣逸せる頃に至れば︑︿略﹀︒

十二691図

る地鼠の︸種なり︒

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

人をねたまんよりは︑勉

後に苦しむを愚人とす︒

十一一706図 ︿略﹀︑先づ青しみて然る

しむを賢者とし︑︿略﹀︒

十二706図

れて食はる﹂もの︑︿略﹀︒

十二702図 ︿略﹀︑野獣の爪牙にさか

れて魚腹に葬らる㌧もの︑︿略﹀︒

︿略﹀︑冬日河水蓋く氷結 十二701図

︿略﹀︑大群をなし︑水を

︻定の季節に最も多数の

︿略﹀︑春を待ちて再び山

尋ねて低地に下り︑︿略﹀︒

十一一684図

ねて低地に下り︑︿略﹀︒

するに至れば︑大群をなし︑水を尋

十二683図

めるかもしかの︻種は︑︿略﹀︒

十二681図東南シベリヤの高地に住 十二701図 ︿略﹀河水・湖水におぼ

び其の故郷に露るを例とす︒

︿略﹀︑花立溶くれば︑再 十二699図

く数百里の地より集り來りて之を食

し

︿略﹀︑露西亜の狼は行

う

し

︿略﹀︑露西亜の狼は

う

ひ︑︿略＞Q

のあるは固よりあやしむに足らず︒

濁逸帝國はく略V︑首府

︿略﹀︒

て︑︿略﹀︒

くく雪中に倒る＼客兵の跡を追ひ

十二659図

のあるは固よりあやしむに足らず︒

の壮観の未だ英佛二國に及ばざるも

十二6010図 く略V︑人家も多くは六七 十二656図
長年には白色の高屋相並

層にして︑町幅も亦之に適へり︒
十一一613図
び︑︿略﹀︒

十二629図 然れども地下には各種の
鐵 道 縦 横 に 貫 通 し ︑︿略﹀︒

り〇

︿略﹀︑古來此の地方にあ

十二686図

移住を見るはく略﹀レミングと構す

十二713図
る地鼠の一種なり︒

されど治り小さき事にま

りし黒色の鼠を全く追彿ひしことあ

十二665図

ふ︒

十二676図

少からず︒

十二676図

少からず︒

毎年＝疋の季節に其の居を移すもの

く略V︑獣類中にもく略V︑

毎年一定の季節に其の居を移すもの

く略V︑獣類中にも︿略﹀︑

之をさまたぐること能はざりきとい

あれば泳ぎ︑道に昂るもの一として

十二669図

ル山中の一封會に現れしが︑︿略V︒

り す
又かつて栗鼠の大群ウラ 十二688図く略V露西亜及びシベリヤ 十二717図

り︒

十二664図

纏て欧羅巴に移り︑︿略V︒

よ ろつば

一群大直して︑印度よりペルシャを

十二663図

︿略﹀︑通常の灰色の鼠の

どいつ
︿略﹀︑中部濁逸にまで論りしことあ

十二6210図然れども地下には各種の 十二659図
倫敦には︿略﹀等世界に

声 道 縦 横 に 貫 通 し ︑︿略﹀︒

十一一637図
名を知られたる建築物多し︒

十二637図 倫敦には︿略﹀等世界に
英國博物館は古書・古物

名を知られたる建築物多し︒
十一一639図
の多きこと世界に冠たり︒
十一一6310図英蘭銀行は設立の古きと︑
資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑
其の右に出つるものなし︒

巴里にもく略﹀を始め︑

に観客の目を引く建築物なり︒

十二643図 ︿略﹀國會議事堂は第一
十一一645図

巴里にもく略﹀を始め︑

世に聞えたる建物少からず︒
十一一646図

凱旋門は有名なるナポレ

世に聞えたる建物少からず︒
十一一6410図

伯林には世界にほこるべ

オンの計董に成れ る も の に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一652図

き程の大建築物な し ︒
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まくら

﹁疏食をくらひ︑水を

下に冠たるも︑︿略﹀︒
そ
し

ひぢ

十一一726図心
飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑
進取の氣象に富める人は

樂み亦其の中に在り︒

︿略﹀︒

十一一728図

何事を爲すにも︑此の事は必ず成る

十二728図 進取の氣象に富める人は

へたる伊太利の大旅行家劃﹁

ふ

びらい

たまく元の自首烈に仕

ボーロの日本に關する記事を青み︑
︿略﹀︒

十一一7410図

へたる伊太利の大旅行家引﹁

︿略﹀︑又ボーロの旅行記

ボーロの日本に評する記事を讃み︑
︿略﹀︒

十二754図

によりて製したる地圖を得て思へら
︿略﹀︑若し欧羅巴より西

く︑︿略﹀︒

十二758図

べしと覧遺して︑熱心に其の事に從
進取の氣象に富める人は

ふを以て︑︿略﹀︒

十一一729図
な

へ向って進まば︑印度に達する前︑
し

何事を証すにも︑︿ 略 ﹀ ︑ 熱 心 に 其 の

日本又は支那に到着するならんと︒

十二758図

︿略﹀︑若し欧羅巴より西

事に從ふを以て︑︿略﹀︒

十二731図 引込思案の人は︿略﹀︑
な

へ向って進まば︑印度に達する前︑
し

日本又は支那に到着するならんと︒
や

優柔不断其の事業に取掛らざる中に︑
じ

亜細亜の東端は欧羅巴の

さく見たるコロンブスの誤は︿略﹀︒
ぼるとがる

西端に近しと信じ︑地球を鉄りに小

十二759図

あ

良好なる時機を失ふこと多し︒
引込思案の人は︿略﹀︑

優柔不量定の事業に取掛らざる中に︑

十一一731図

良好なる時機を失ふこと多し︒

コロンブスは葡萄牙に客

︿略﹀︑何人も一笑に附し

遊中︑熱心に此の説を主張したりし

十二762図

が︑︿略﹀︒

に 其 の 事 業 に 從 事 せば︑︿略﹀︒

十二733図 快活なる精神を以て熱心
十二744図 ゼノアに生れて︿略﹀︑十

十二763図

て顧みるものなかりき︒

四歳の時より既に航海業に從事せる
コ ロ ン ブ ス は ︿ 略 ﹀︒

て西班牙に轄じ︑居ること多年︑

十一一764図是に於て空しく志を抱い

︿略﹀︒

︿略﹀︑十四歳の時より既

に航海業に從事せるコロンブスは

十二745図

く略V︒

ろっ

ば

の知る所となり︑其の保護の下に此

に︒﹂といふ聲かまびすしく︑︿略﹀︒

る號砲に︑人々喜びて︑手の舞ひ︑

十二792図 ︿略﹀︑先頭の一艦が獲せ

足のふむ所を知らず︒

熱湯の海ありと語る者︑

の大探検を行ふに至れり︒

︿略﹀︑皇后の無謀をそしる者︑口々

十二772図
に語り合へり︒

り

か

パロスを出帆して七日目

くれ行くを見送りて︑︿略﹀︒

り

か

か

かくてコロンブスは報告

あ め

り か

り か

頭には霜をいた〜き︑身に

頭には霜をいた〜き︑身に

﹁何位ぞ︒﹂﹁すぐ其庭 十二815 ︿略﹀︑やせ衰へた髄を義足

はつズれをまとひ︑︿略﹀︒

十二814

はつゴれをまとひ︑︿略﹀︒

十二814

る頃なりき︒

次第に其の権力を四隣に張らんとせ

ほうでう
十二811図 ︿略﹀︑北條早雲が︿略﹀︑

に張らんとせる頃なりき︒

城に篠りて︑次第に其の灌力を四隣

陸に上陸するに至れり︒
ほうでう
十二811図 ︿略﹀︑北條早雲が小田原

十二809図 ︿略﹀︑始めて亜米利加大

あ め

陸に上陸するに至れり︒

十二809図 ︿略﹀︑始めて亜米利加大

に達し︑︿略﹀︒

第三回の航海に当て︑オリノコ河口

十二808図説の後コロンブスは︿略﹀

出帆の日に敷倍し︑︿略﹀︒

十二803図 ︿略﹀︑パロス港の群集は

の爲︑西班牙に錦航せしが︑︿略V︒

十二802図

べて眞先に上陸し︑︿略﹀︒

十一一7910図 ︿略﹀︑歓喜を眼の光に浮

べて眞先に上陸し︑︿略﹀︒

十二799図 ︿略﹀︑歓喜を眼の光に浮

︿略﹀︒

十二773思詰の次第に朝霧の中にか 十二794図 明け行くま㌦に見渡せば︑

ふ

に︑亜弗利加の北西岸に近きカナリ

あ

十一一776図

り

パロスを出帆して七日目

ヤ島に着し︑︿略﹀︒
ふ

十二776図
あ

に︑亜羅利加の北西岸に近きカナリ

ふ

パロスを出帆して七日目

ヤ島に着し︑︿略﹀︒
あ

十二777図

に︑亜羅利加の北西岸に近きカナリ
︿略﹀︑こ＼にて船禮に修

ヤ島に着し︑︿略﹀︒

十二777図

船員は失望の猛り︑コロ

繕を加へ︑︿略﹀︒

十二783図

船員は失望の鯨り︑コロ

ンブスを海に投じて蹄國せんと謀る
に至れり︒

十二783図

︿略﹀︑船員も其の勇氣に

ンブスを海に投じて錦國せんと謀る
に至れり︒

十二785図

感じて命令に服せざるを得ざりき︒
く略V︑船員も其の里馬に
感じて命令に服せざるを得ざりき︒

十二785図

十二791図園

しさに眠ること能はず︒

十二789図︿略﹀︑其の夜は一同うれ

る水草流れ寄り︑︿略﹀︒

よ
十二748図 コロンブスはく略V︑欧 十一一765図 ︿略﹀︑遂に皇后イサベラ 十一一787図 十月十一日︑河中に生ず
羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

︿略﹀︑遂に皇后イサベラ

の知る所となり︑其の保護の下に此

十一一766図

の大探検を行ふに至れり︒
びらい

印度の東海岸に到着すべしとの意見
を抱けり︒
ふ

十一一749図 たまく元の忽必烈に仕

に一に
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いて居る老人の辻音樂師がある︒

に支へて︑路ばたにバイオリンを揮
やうな心持になる︒

︿略﹀春霞の彼方へ連れて行かれる
分つた︒

ブーシェーであったとは後になって

謝すべし︒﹂

十二881図園

﹁我當に萬罪を地下に

事︿略﹀烈士喜劔碑の文

出入口に︑はき物の置齪

多しといへり︒

れたる家には︑盗人のうかゴふこと

十一一886図 出入口に︑はき物の置齪

れたる家には︑︿略﹀︒

十二886図

にくはし︒

十二884図

之を義士の墓側に葬れりといふ︒
ひ

赤筋浪士がく略V︑遂に 十二883図時の人其の志を壮として

あかほ

主君の仇を報じて︑從暴死に就ける
たかなわせんがくじ

︿略﹀︑東京高輪泉岳寺の

四十七士の統領たる大石

墓前には今尚香花の絶ゆることなし︒
よしを

十二864図

さつま

十一一866図薩摩の士に喜劔といふ人
あり︑︿略V︒

反復直言して復仇の事を勧む︒

蹄り︑︿略﹀︒

十二878図

く略V︑足の指に魚肉十寸

︿略﹀︑義士復仇の墨を聞

く略V︑我が足︑獣とし

是より暇を請ひて郷里に

しは早死に當れり︒﹂

我が心の良雄を獣待せ

て良雄に食はしめたり︒

十二877軽装

びて︑驚いて曰く︑︿略﹀︒

き︑其の主謀の良雄たるを知るに及

十二875図

義士復仇の學を聞き︑︿略﹀︒

十一一874図喜劔其の後江戸に出で︑

をはさみて良雄の面前に出す︒

十二871図

をはさみて良雄の面前に出す︒

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

く略V何事にも清潔を旨

とするは衛生上にも必要なる事なり︒

十二897図

し得る様に︑︿略﹀︒

雑なく︑暗き時にも手探にて用を足

十一一892図 く略V︑急ぎの場合にも混

し得る様に︑︿略﹀︒

雑なく︑暗き時にも手探にて用を足

十二892図 ︿略﹀︑急ぎの場合にも混

は錠を下し︑︿略﹀︒

ぢやう
十二891図 ︿略﹀︑錠を下すべき虞に

はふたをし︑︿略V︒

十二891図 ︿略﹀︑ふたをすべき物に

一定し︑︿略V︒

戸棚に至るまで︑諸道具の置場慮を

とだな

人々はく略V︑妙音の外に 十二871図 く略V︑足の指に魚肉牛歩 十二889図座敷の床の間より壼所の

歌が終ると︑紳士はバイオ
リンを老人に渡し︑目心して何庭へ
か行った︒

十二862図

︿略﹀春霞の彼方へ連れて行かれる
攣化極りない妙音は︑忽ち

はく略﹀︒

はせ︑︿略﹀︒

ませる︒

十二8310

人々は唯神曲に心を奪はれ 十一一867図 ︿略﹀︑一日良雄に面會し︑ 十二888図 ︿略﹀︑縛べて家内に不整

又忽ち落葉散敷く秋のさびしさに沈

十二8310

攣化極りない妙音は︑︿略﹀︑ 良雄は初め京都に在り︒

人の心を百花満開ののどかな春によ

十一一839

やうな心持になる︒

十二815 ︿略V︑路ばたにバイオリン 十二838 ︿略﹀︑画く浮立つた調子に︑ 十一一859図
を弾いて居る老人の興業樂師がある︒
露里な犬は︿略﹀︑あはれ

な主人の爲に︑道行く人の投與へる

十一一818

見る物の多い今日の祭日に︑

喜捨を待ちわびてみる︒
十二8110

時代後れの下手な音曲に耳を傾ける
︿略﹀︑時代後れの下手な音

者は一人もない︒

十二8110
曲に耳を傾ける者は一人もない︒
て︑︿略﹀︒

十二841

銅貨といはず︑金銀貨とい

は何物も見えも聞えもしない︒

十二845

また＼く間に帽子に一ぽい

はず︑雨の降る様に手託り次第に投
込む︒

また＼く間に帽子に一ぽい
老人は之を袋に移して︑再
び帽子を差出す︒

十二846

になった︒

十二845

になった︒

十二845

︿略 V ︑ 傍 の 石 に こ し を 下 し ︑

老人は︑︿略V︒

十二822 帽子の中に一文の鏡もない
十一一824
︿略V︒

十二825 ︿略﹀︑額を両手に支へて人
こかげ

知れぬ涙をこぼして居る︒

＋二馨木蔭に立ってつくぐと此
の様子を見てみた一人の紳士があっ
た︒

十二829 弓が一度綜にふれると︑
︿略﹀美しい音が わ き 出 し た ︒

十二846

十二831 ︿略﹀︑どうして又自分の弾

く時にはあんな音が出ないのかと

十二8410

見る間に復あふれるばかり︒ 十二878雲客

︿略﹀︒

十二834 聴衆は四方から集って來て︑
見る内に人山を築いた︒

て此虜彼虜にかゴやいてみるとは︑

︿略﹀︒

十二8710図

︿略﹀其の例敷ふるにい

とするは衛生上にも必要なる事なり︒

とまあらず︒

喜劔直ちに泉岳寺に行き︑ 十二8910図

再び江戸に出つれば︑︿略﹀︒

十二835 重く沈んだ調に暗いく海 十二851 ︿略V︑燈火の光が連々とし 十二879図 ︿略﹀︑公私の用を終へて︑ 十二898図 く略V何事にも清潔を旨
今の今まで誰一人も氣附かなかった︒

︿略﹀アレキサンドル

の底へ引込まれるやうな氣がするか

︿略﹀︑輕く浮立つた調子に︑ 十二855

と思ふと︑︿略﹀︒

十二836
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かまど

つぼ

十二901図 主婦は寝に就く前︑二つ

く略V︑何人も病にをかさ

家内には老人あり︑子供

一家中に病人なき程仕合

竈の下より火消壺までもよく検査

して︑︿略﹀︒

なる事なし︒

十一一904図

あり︒

十一一904図

十一一905図
れぬ様にすべし︒

四季寒暑の攣り目にはと

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

十一一906図

十二907図 四季寒暑の攣り目にはと
りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

にても少しの不注意は大いなる禍を

十二907図 病氣のみに限らず︑何事
招く︒

十二908図 若し家内に国玉病等に
か ＼ る も の あ ら ば ︑︿略﹀︒

主婦は老人にいたはりか

か ＼ る も の あ ら ば ︑︿略﹀︒

十二909図 若し家内に国章病等に
十一一911図

しっく外︑幼児を育て上ぐる大任あ
り︒

の も の な れ ば ︑ ︿ 略V︒

十一一912図男子は外に出でて不在勝

十二913図﹁其の母によりて其の子
を察せよ︒﹂とい へ る が 如 く ︑ ︿ 略 V ︒

十二917図 家内能く和合して︑互の
︿略﹀︑むつまじく打揃う

心 に わ だ か ま り な く︑︿略﹀︒
ぜん

十二918図

て 夕 の 膳 に 向 ふ 時 ︑︿略﹀︒

十二924図 をごりに流るるは易く︑

をごりより倹約に進むは難し︒
をごりに曇るるは易く︑

をごりより倹約に進むは難し︒

十一一925図

な

支那幾千年間の人物中︑

せし時︑其の子に教へて曰く︑︿略﹀︒

問へり︒

せい
十二943図 齊の景公も二道を孔子に

止めしむ︒

十二953図

或時齊の臣景公に告げて
桑田よりて魯と好を結ば
︿略﹀戯言を奏せしかば︑

﹁魯人は君子の道を以

我︑罪を格言に得たり︑

孟子の幼時母は深く意を
其の教育に用ひ︑︿略﹀︒

十二964図

如何にせば可ならん︒﹂

十二955図園

所は禮に反す︒

て其の君を浮くるに︑我が臣の行ふ

十二954図園

曰く﹁︿略﹀︒﹂と︒

景公館りて群臣に告げて

孔子は禮に反せるものありとて之を

十二952図

んが爲に魯公と會心す︒

十二9410図

曰く︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二947図

に教へたる語なり︒

︿略﹀︑人情にそむき︑義 十二945図 ﹁︿略﹀︒﹂とは孔子が三十

理に外れても︑費用を惜しむは賎し

十二926図

︿略﹀︑人情にそむき︑義

むべき事なり︒

十二926図
理に外れても︑費用を惜しむは賎し
むべき事なり︒

身分相當の交際は家を保
︿略﹀︑慈善の事業にも磨

つ上にも必要なり︒

十二928図
十一一929図
分の資を投ずべく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑公共の事業にも後

支那幾千年間の人物中︑

な

れを取るべからず︒

十二9210図
し

十二932図

大聖として徳化の尚今日に著しきも
し

の︑孔子に如くはなし︒

十二933図

大聖として徳化の尚今日に著しきも

孟子く略V︑職碁器奪の
世に在りて︑専ら聖人の道を講ぜり︒

十二969図

在り︒

︿略﹀露りし時︑母たまく機上に

孔子は︿略﹀︑支那の春 十二966図 其の後孟子出でて學び︑

の︑孔子に如くはなし︒

十二934図
秋時代に生る︒

當時支那は王室衰へ︑諸
紫藍其の國によりて互に勢を孚ひた

十二935図
り︒

り︒﹂

孝纏に日く︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

て︑以て父母をあらはすは孝の終な

十二971図

子と共に其の名器くあらはる︒

る名宝を負ふものは︑救民としても

十二977図 ︿略﹀︑世界強國の國民た

之に相磨する品格を備へざるべから

ず︒

十一一9710図 ︿略﹀︑國民の品格といふ

道を行くにも︑︿略V︑自

も亦各個人の品格の外に出でず︒

十二9810図

ら公衆に封ずる禮儀あり︒

乗るにも︑旅館に宿るにも︑︿略﹀︒

十一一9810図道を行くにも︑舟・車に

十二9810図︿略﹀︑舟・車に乗るにも︑

︿略﹀︑自ら公衆に封ずる碧玉あり︒

乗るにも︑旅館に宿るにも︑︿略﹀︒

十一一9810世道を行くにも︑舟・車に

十二9810図 ︿略﹀︑旅館に宿るにも︑

自ら公衆に封ずる禮儀あり︒

禮儀あり︒

十二991図 ︿略﹀︑自ら公衆に封ずる

り︑︿略﹀︒

十一一995図 老人長者の爲に道をゆづ

等の山父涌

⁝機關︑

十二995図 ︿略﹀︑幼者・不具者の爲

︿略﹀

に席を與ふるが如きは︑︿略﹀︒

︿略﹀等の公共螢造物に在りては︑

十二999図

︿略﹀

等の乱丁耳翼關︑

敏速と規律とを尊ぶものなれば︑

︿略﹀︒

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十一一9910図若し公衆の間に︑規則を

に必要なる諸種の規則あり︒

敏速と規律とを尊ぶものなれば︑之

︿略﹀等の公共螢造物に在りては︑

當時支那は王室衰へ︑諸 十一一9610図 孟子死して二千菰野︑孔 十一一999而図

魯の重臣某の病死せんと

ろ
孔子は魯といふ國に生れ︑ 十一一971図 ﹁︿略﹀︑名を後世にあげ

侯各号の國によりて互に勢を孚ひた

十一一935図
り︒

十二936図
︿略﹀︒

十一一937図

に一に
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の三級に分れたり︒

十二齪3図其の土地に品数の差あり︑

︿略﹀︒

十一一㎜2図 英國にては停車場に手荷
其の組織に繁簡の別ありといへども︑
︿略﹀︒

︿略﹀︒

地方人民協同一致して︑

地方人民︿略﹀︑誠意其

するも︑一に此の精神に基づくべく︑

十二鵬2図︿略﹀市・町村長を選畢

の團膿の爲に力を致すの精神是なり︒

十二撹8図

自ら地方公共の事に任じ︑︿略﹀︒

十二醜8図

基づきて︑︿略V︒

十二槌4図

く略V︑地方自治の精神に

其の組織に繁簡の別ありといへども︑

十二鯉4図

其の土地に廣狭の差あり︑

物を導くるに合札 を 要 せ ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二㎜3図 英國にては停車場に手荷
物を導くるに合札 を 要 せ ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二柵3図 ︿略﹀︑旅客は下車騨にて

各自に荷物を受取るに︑間違の起る
こと殆ど無し︒

十二㎜4図 英國にてはく略V︑旅客
は下車騨にて各自に荷物を受取るに︑
間違の起ること殆ど無し︒
どいつ

十二柵5図 又濁点にては圖書館の書
籍を借受くるに一枚の葉書にて申し
込めば直ちに送り取る︒

十二欄6図 之を返すにも其の期日を
︿略﹀︒

十二鵬6図市町村長・議員等を選墨

違ふる者絶えてなしといふ︒

十二㎜8図外隷書に接するにく略﹀︑

︿略﹀私交上の關係をさしはさむべ

するには專ら其の人物に重きを置き︑

からず︒

いはゆる四海兄弟の精神を以て等し
急度人に接するにく略﹀︑

く之を親愛するは大國民の度量なり︒

十二鵬6図市町村長・議員等を選學

十二㎜8図

いはゆる四海兄弟の精神を以て等し

するには專ら其の人物に重きを置き︑
︿略﹀︒

せ給ふ︒

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

しかして萬機公論に決す

しかして萬機公論に決す

︿略﹀︑國家に動螢あり又

く略V十五人の中より一

十二鵬7図 ︿略﹀︑建議とは文書を政

をいふ︒

呈し︑建議とはく略V意見を述ぶる

十二鵬7図上奏とは文書を天皇に奉

するにあり︒

は法律及び蔵出・歳入の豫算を議定

十二⁝川5図 帝國議會の主要なる任務

られたるもの是なり︒

人を互選し︑其の選に當りて勅任せ

十二鵬7図

もの︑︿略V︒

は學識あるものより勅任せられたる

十二鵬5図

せ給へり︒

けて︑廣く衆議を聴く磁壁に供せさ

十二価2図 ︿略﹀︑別に帝國議會を設

設けて︑︿略V︒

るの聖旨に基づき︑別に帝國議會を

十二鵬1図

るの聖旨に基づき︑︿略﹀︒

十二鵬1図

任者を墨ぐるを知りて︑其の他には

公吏・議員等直接公共の

何等の私心を有せざるなり︒

十二悩3図

事務に當る者︑如何に其の職務に忠

公吏・議員等直接公共の

實なるも︑︿略﹀︒

十二脳4図

事務に當る者︑如何に其の職務に忠
︿略﹀︑地方人民の一般に

實なるも︑︿略V︒

十一一脳8図

︿略﹀︑地方人民の一般に

之を尊重し︑之に協力するによりて︑
︿略﹀︒

十二悩8図

︿略﹀︑地方人民の↓般に

之を尊重し︑之に協力するによりて︑
︿略﹀︒

十二脳8図

之を尊重し︑之に協力するによりて︑

︿略﹀︑産業の脚達︑風俗

始めて其の効果を全うすることを得
べきなり︒

十二価1図

の改善︑人心の作興に務むるが如き
は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑自治の精神の養成

に資し︑自治團膿を助長すべきを以

十二鵬2図

府に提出して意見を述ぶるをいふ︒

十二鵬10図 上奏といひ︑建議といひ︑

て︑︿略﹀︒

十一而4図︿略﹀︑地方人民たる者は

十二鵬9図

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

︿略﹀︑天皇は農務大臣の

参政の公職に最も適任なる人物を選

十二佃4図︿略﹀︑︸般選墨人も︿略﹀

及すものなれば︑︿略﹀︒

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

帝旧家會の協賛は世家の

請願といひ︑︿略﹀︑要は下情上達の

く略V︑人民に自治の精神

凡て制度の運用は人にあ

大いに力を是等の事業に書すべきな

十二価10図

乏しき時は︑︿略﹀︒

十二鵬6図

り︒

十二価5図

りQ
︿略﹀︑自治の精神に反す

又は之に左右せらる﹂が如きは︑
十二鵬10図

ること最も甚だし︒

眞に自治の精神に富める
︿略﹀︑地方公職の爲の適

者は︑︿略﹀︒

十二鵬10図
十二脳2図

十二m1図

︿略﹀︒

まして威力を以て強制し︑

く之を親愛するは大國民の度量なり︒

十二㎜10甘藷力我に劣れる商民を見
て︑や㌧もすれば輕侮の念を以て之
を迎へ︑︿略V︒

を見れば︑︿略﹀︒
︿略﹀ ︑

＝三口・一行の間に

十二棚5図 他者に行きて︑︿略V等
十二⁝川9図

も︑大國民の品格を嵩むるの用意あ
るべきなり︒

十二槻3図 我が國の地方自治團膿は︑

府縣・市の二級或は府縣・郡・町村
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出せざるべからず︒

十二佃9園 明治十五年軍人に下し給
へる勅諭こそ一般垂直の寸時も忽に
︿略﹀︑其の後時世の移り

すべからざるものなれ︒
十二㎜3図

攣るに連れて︑兵制にも面責あるこ
と︑︿略V︒

︿略﹀︑其の後時世の移り

攣るに連れて︑兵制にも攣遷あるこ

十二柵4図

と︑︿略﹀︒

十二佃4図 ︿略﹀︑明治の大御代に及
びて︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 復 古 の 政 と 共 に 陸

海軍の今の制度を定め給へる由來を

十一一佃5図

詳に御諭しあり︑︿略﹀︒

節を墨すを本分と爲すべし︒

十二川2図 ︸には︑軍人としては忠

十二川3図 如何程技藝に通じ︑學術
に長ずとも︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一片忠節の心なか

に長ずとも︑︿略﹀︒

十二川3図 如何程技藝に通じ︑學術
十二川4図

らんには︑其の人や全く精神なき人
形のみ︒

十二川5図 此の如き人の組織せる軍
隊は即ち烏合の衆に同じ︒

十二川6図 國家を護り︑國権を維持
す る は 兵 力 に 頼 る を以て︑︿略﹀︒
︿略﹀︑ 軍 人 た る 者 は ︿ 略 ﹀ ︑

國家の大事に際しては︑身命をすつ

十一一川7図
ワ ヒつ

ること鴻毛よりも粗き畳悟なかるべ
からず︒

十二川9図

︿略﹀︑時に臨みて或は不

一には︑軍人は禮儀を正

覧の名を取ることあらんと戒め給ふ︒

十二擢1図
しくすべし︒

十二襯2図上元帥より下一卒に至る
まで︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一一佃⁝5図質素を旨とせざれば︿略﹀︑

世人の爪揮を受くるに至るべし︒
此の風一度軍人の間に起

︿略﹀の五箇條を特に軍

りては︑士氣も酌量も衰ふぺければ︑

十一一掴5図

︿略﹀︒

十二悩9図

人の精神と諭し給へる上に︑此の五

︿略﹀︑官職の高下︑就職

箇條を行はんには一の誠心こそ大切

十二麗2図
︿略﹀︑一致協同して王事

給へり︒

十一一柵3図圏 ︿略﹀︑大君の邊にこそ

信義は人と交り世に庭す

死なめ︑顧みはせじ︒

るに於て最も大切なる事にして︑

十二描5図

︿略﹀︒

平常質素を旨とすべきは

︿略﹀何人にも最も大切なること言

十二備8図

を待たず︒

十二柵1蓋世の五箇條は即ち皆我等

が平常に之を身に行ふべきものにし

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑画く一の誠心を以

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二摺1図此の五箇條は即ち皆我等

て︑︿略﹀︒

十二柵7図

いろはのいをも

わき

て報國墨忠の道にいそしまんとす︒

十二欄1下身

まへぬ身のいつしかに積み得さ

︿略﹀︑如何なる言行も表

る︑︿略﹀︑世の人並の文字の敷︒

六年の月日

手を取り

て︑教へ給ひし師の君の導きな

十二伽1図國

並の 道の筋︒

る︑世の人並の文字の敷︒世の人

ざりし身のいつしかに分け侮た

十二佃3図圏 ︿略﹀︑西も東も 知ら

面の装飾に過ぎざれば︑何の用にか

太古以來忠節の心にあっ

太古以來忠節の心にあっ

くば︑いかで我が 心に開く︑智え．

禮儀も︿略﹀︑此の心得

て行かん︒

2たり

智を徳を︑

かちにムをりに世の海を2たり

十二伽7図團

師の賜物の

かちにムをりに世の海を

十一一伽7図圃師の賜物の智を徳を︑

きは︑我が國民の世界に無比なる美
宝尽も茎長に軍隊の間に

雑え︒

んや︒

なくして如何でか日常の医心に立た

十一一価10図

行はる㌧に非ずして︑︿略﹀︒

十二価9図

徳にして︑︿略﹀︒

十二価7図

徳にして︑︿略﹀︒

きは︑我が治民の世界に無比なる美

十二価7図

へるものなれども︑︿略﹀︒

十二価5図此の勅諭は特に軍人に賜

立たん︒

十二価2図

︿略﹀︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十一一備1図

心誠ならざれば︑如何な

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十二榊10図︿略﹀︑此の五箇條を行は

なれと仰せ給へり︒

の新奮によりて上下の分別最も正し︒
十二麗6図

さはあれ︑勇気には大勇

一には︑軍人は武勇を尚

に勤むべし︒

十二擢9図
ぶべし︒

血氣にはやりて︑粗暴の

と小勇との皇別あり︒

十二鞭9図
十二俄10図

︿略﹀︑小さき信義を立て

一には︑軍人は信義を重

所行あるものはく略﹀︒

十二佃5図
んずべし︒

十一一佃9図

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は
公道の理非に踏迷ふが如きこと有る
べからずと諭し給ふ︒
ふみまよ
︿略﹀公道の理非に踏迷

十二冊10図

質素を旨とせざればいつ

一には︑軍人は質素を旨

ふが如きこと有るべからずと諭し給
ふ︒

十二M2図
とすべし︒

十二⁝川3図

質素を旨とせざればいつ

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑
︿略﹀︒

十二佃⁝3図

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

に一に
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て行かん︒

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ

エ潮入リ給ハザルカ︒﹂

八513図
キテ皇子ニサ・ゲシニ︑皇子モマタ

に ︵素馨︶57 二 にεくわうるに・
ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

ヤガテ同志ノ一人御前二進

﹁我等はつねにいそがし

ナ・キ聲フルフ︒

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ム一一︑手ワ

八527図

しかるに

カぐフニ︑正行ハ父ノカタミノ刀ヲ

七35図母アヤシミテ︑ソノ室ヲウ
抜キテ︑今ニモハラヲ切ラントス︒

七526図 お花は﹁小包郵便でもやは
八698図圏
く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

り四匁までが三銭ですか︒﹂と問ふ
に︑母はなほ﹁小包郵便は︿略﹀︑

かくて二三日を過せしに︑

みにて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

八707図

八銭でよいのです︒︿略﹀︒﹂といひ
きかせたり︒

こ＼において︑胃は一同に

なきにいたれり︒

ことかなはず︑︿略﹀︑身禮は全く力

七789図團 く略V︑一たん心定めては︑ 耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑動く
など成 ら ざ ら ん ︑ ︿ 略 V ︒

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進
むに何事の

七799図圏 ︿略﹀︑一たんめあて定め 八726図

持なり︒﹂といふに︑手足等一同成

向って避く︑﹁︿略﹀︒世はすべて相

すさのをのみこといつも

程と感心せり︒

ては︑わき目もふらず︑怠らず︑ふ

ヨシ カ ゲ

るひ進むに何事か など成らざらん︑
︿略﹀︒

トイフニ︑良ヤムヲ得ズシテ蠕レリ︒

ヨリ後五日目ノ朝再ビ來ルベシ︒﹂

文アリシヲ始トシ︑ドイツ・アメリ

米二國へ送りシニ︑翌年呼時ヨリ註

十438図其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・

シニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒

十336図 ︿略﹀︑或年試ミニ之ヲ作り

出來非常二良カリシヲ以テ︑︿略﹀︒

リ取寄人テ︑之ヲ試植セシニ︑其ノ

十323図 ︿略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

ざなひ︑︿略﹀︑火を放ちて焼き奉ら

尊︿略﹀︑草を薙梯ひ給ふ

賊どもいつはり降り︑︿略﹀︑尊をい

んとせり︒

九510図

に︑火勢却って賊の方に向ひ︑尊は
難をまぬかれ給ひ︑︿略﹀︒

九63図尊はなほも進みで北に向ひ
給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑
︿略V︒

カ等ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑

之に力を得て︑南へくと
急がするに︑其の日の夕方︑一組の

九488図

今は七十にも齢れば︑殊

︿略V︒

十528図囹

の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ

アリはそこに行きて︑あり

隊商の宿れるテントを見たり︒

げの黒きは如何に︒

九491図

し事を物がたり︑ねんごろに同行を

臨幸齢りにおそかりしか

奉るといふ︒

︿略﹀山陰道へか㌧りて遷幸をなし

ば︑人をしてうかゴはしむるに︑

十一152図

て︑之を洗ふに白髪の頭となれり︒

十545図 ︿略﹀︑墨を塗りて候︒﹂と

頼みしに︑一同快く引受けたり︒

八十歳を越えて病を知らざ
る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

九585図

﹁︿略﹀︒﹂と答へたりといふ︒

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

く略V素再審尊出雲の國に 九794図道石は罪もなきに官を下げ
かども︑︿略﹀︒

九19図

夫婦の老人一人のむすめを中にすゑ

ひのかは
いたり給ひしに︑簸川のほとりにて︑

八168図 暉尼ノ兄義景コレラ見テ︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト イ ヒシニ︑﹁我モコレ程

しのぎて杉坂に着きたりしに︑主上

九801図筑紫へ下る道に︑昔より相 十﹇155図 ︿略﹀︑道も無き山の雲を
知りし騨長ありて︑道眞の今の身の

はや院庄に入らせ給ひぬと申す︒

十﹁184図

ゐんのしゃう

九37図︿略﹀︑其のほとりに娘を坐

上を深く悲しみしに︑道眞は﹁繹長

一島守だ去らざるに︑一
驚くなかれ︑︿略﹀︒︿略﹀︒﹂といふ

島更に現れ︑︿略V︒

き武士なれば︑呼出して召使ひたり︒

かくと正儀に告ぐるに︑正儀は情深

ある雪の朝︑皇后は美しき 十︻439図 忠元あはれみて︑︿略﹀︑

と仰せられしに︑御前に侍りし清少

るに︑正儀はかくとも知らず︑﹁今

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた

御庭の雪景色を御覧じて︑﹁︿略V︒﹂

大イニ怒リテ︑﹁︿略﹀︒今

十︸446図︿略﹀︑熊王今夜こそ正儀
十239図

たり︒

納言は︑つと立ちてみすをまき上げ

十1610図

意味の詩を作りてあたへたりといふ︒

せしめて待ち給ひしに︑や＼ありて
︿略﹀︑ずたずたに大蛇を斬

するが

尊之を受けて︑進みで駿河
の國に至り給ひしに︑ここにありし

九55図

ふに︑一ふりの劔出でたり︒

九41図あやしみて尾をさきて下給

少しくかけたり︒

り給ひしに︑尾にいたりて︑劔の先

九310図

かの大蛇あらはれ出で︑︿略﹀︒

て泣きかなしめるを見給ふ︒

ノ事ハ心得タリ︒︿略 ﹀ ︒ ﹂ ト テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八284図 川成行キテ見ル＝︑小サキ

﹁入りテ見給へ︒﹂トイフニ︑

四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ戸皆開
キタリ︒

八288図

何心ナクエンニ上リテ︑南ノロヨリ
入ラントスレバ︑︿ 略 V ︒

サラバトテ入ラントスル一一︑

内殿ハ黒ブクレニナリテクサリタル

八302図

死人横タハリテ︑臭氣鼻ヲツクが如
シ︒

八306図園﹁カク我ノ居ルニ︑何ユ
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日は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑
一一︑孔明涙ヲ流シテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト答

孔明ニユダネテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒシ

フ︒

十一麗3図

︿略﹀︑只事にては其の豫

ひて︑二年毎に之を費るに︑其の利

ふな
池には大抵鯉・鮒等を養

も と 〜 り を 上 げ て ︑︿略﹀︒

十一722図園 ﹁君は垂家として一家
を成せる人なるに︑三年の間未だ一
度も畜筆を取り給ひしことなし︒
少からず︒

十一備10図

算の不足なるべきをうれへて︑之を

りて︑﹁かしこに行きて︑彼の董師

十一7210図 雪夜小僧住持の居間に來
の有様を見給へ︒﹂とささやくに︑
増加せんとせしに︑村長は﹁︿略﹀︒﹂

﹁敵は長園の計を取れ
敵の衛兵相呼んで尋ねん

ぎるに︑遠く之を望めば︑あたかも

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

十二9310図

一一イサンガジヲカイテ

ウチニハネエサンガ

一人︑

一バン上ノニイサンハ

ヘイタイニイツテヰマス︒

アノキモノトバカマハ

ニイサンノデス︒

三568

イキマス︒

三H6 オトウサンヤニイサンハ
マイアサハヤクカラタンボヘ

イマ

三105

モウトが一人ヅツアリマス︒

一一イサンが三人︑オトウトトイ

三103

コヒガヰマスカ︒﹂

ニー22囹﹁＝イサン︑コノ川下

ヰマス︒

一274

孔子事へて吏となりしに︑ いさん

治績大いに墨り︑︿略﹀︒

﹁魯人は君子の道を以

ジダコ︑ドチ

て其の君を遅くるに︑我が臣の行ふ

十二954図園

に

エダコニ

二

所は禮に反す︒

︵並助︶6

の氏の名多ければ︑紋の敷々かぎり

三つ星・四つ目︒九曜星︑︿略V︑家

なし︒

にひがた
﹇新潟﹈︹地名︺1 新潟

其の名其の類亦多し︒
にいがた

ゑちこ

にひがた

しなの
日本一の長流を信濃川とす︒

信濃の東南部より爽し︑越後の新潟

十29図

に

ニイサンバ

一バン太ツ

﹁こんどはにいさんが

この間にいさんがかへって

さんによそ行の顔だといって笑はれ

まじめになり過ぎましたので︑にい

八107囲私もみんなと一しょの分は

て窮眞をとりました︒

來ましたので︑うち中の者がそろつ

八99団

きくが︑もちやだんごのあん
は何で作るのですか︒﹂

四337園

ヤユビデス︒

テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ

四221園

五人デスカラ︑︿略﹀︒

四42園﹁にいさん︑ここから見
顔︒
ると︑町が一目に見えますね︒
七452図圃 二つどもゑに三つどもゑ︑
四216園 ﹁ウチノニイサンヤネ
エサンヲアハセルト︑ミンナデ

につめて︑家内そろって︑ゑ顔にゑ

日にかわかして︑米にこなして︑俵

七115画く略V︑刈って︑ひろげて︑

ゑでなきはじめます︒

ぶんから︑あんなうつくしいこ

四664 昔からうめにうぐひす
といって︑うめの花のさくじ

ラモマケズ︑クモマデアガレ︒

一一316幽

に

十六日勝商はく略V︑次

せられて︑遂に敵兵に捕へらる︒

いで城に入らんとするに︑不幸爽見

十二295図

にふる＼ならん︒﹂といへば︑︿略﹀︒

とするに︑一老兵のいふ︑﹁水質に
すビき
みなぎれり︒流をさかのぼる鰭の縄

十一一284図

るに︑我は糧食殆ど壷きたり︒

十二274図園

ま＼に決議せり︒

と説明したれば︑さらばとて原案の

行 き て う か ゴ へ ば ︑︿略﹀︒

うかゴふに︑前の如く夜もすがら寝

十一735図 かくて次の夜は如何にと
ねずして︑明日は か く 圭 里 が か ん な ど
ひとり言いひ居た り ︒

しに︑十日鯨にして鶴二十四五羽を

十一737図 住持は知らぬ志して過せ
壷がけり︒

十一739図 其の後又夜更けてうかゴ
ひ見るに︑今度はひぢを張り︑足を
のべ︑︿略﹀︑尚も鶴の臥したる様を
なせり︒

家の氏の名多ければ︑紋の敷々かぎ

ばなや︑三がい松にさ＼の雪︑︿略﹀︑

﹁嘉明に如く者はあら 七455図圏 ︿略﹀︑梅ばち・櫻︒たち
じ︒﹂と答ふるに︑秀忠あやしみて︑

十二379図

﹁︿略﹀︒今旦を推嫁するは如何に︒﹂

十一742図 夜明けて後︑住持壼工に
たる姿をして見するに︑書師は驚き

向 ひ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑夜中のぞき見

と問ふ︒

りなし︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

きしに︑再び詣り來られしは何故

十一748図園 ﹁東國へ行き給ふと聞 十二694青翠としては幾千里とも敷 九528軍士 づきんにおこそ・大黒と
ぞ︒﹂

十一8610早牛ノ綜車ニテ紡グ時ハ︑

することあり︒

洋々たる江流を見るが如き壮観を呈

一本ノツム一二人ヲ要スベキ一一︑今

に至りて海に入る︒
︑にいさまがた﹇▽あにさまがた

﹁主人は死し︑主家は
亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二869図園

ニイサン

にいさん

﹇兄﹈︵名︶13
るを知らず︑︿略﹀︒

ハ僅カニ六七人ノ工女ニテ︑能クニ
千本ノツムヲ扱フコトヲ得ベシ︒

十一佃7図 備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

にいたかやま一におう
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ました︒

八433 叔父さんのうちへ見まひに行
つたにいさんが蹄 っ て の 話 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

高山

にいたかやま ﹇新高山﹈︹地名︺1 新
たいわん

ニホヒ

にほひ

十13図 日本一の高山は皇湾の新高
山なり︒

ち

リ︒イハンや我男優レル人ヲネタミ︑

其ノ聲答ヲ傷ツケントシテ笑フ者＝
於テヲヤ︒

拝啓罷る十五日は亡父

七回忌に奏上り候に付︑午後三時西

十一628囲困
方寺に於て法會相螢度壁間︑︿略﹀︒

森林は内地及び北海道

於て清國塗盆線の支線に連接す︒

十二6310図上蘭銀行は設立の古きと︑
資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑

不義にして富み且貴き

其の右に出つるものなし︒

十一一727声言

其の後コロンブスは

は︑我に於て浮雲の如し︒﹂

十一一808図

平常質素を旨とすべきは

るに於て最も大切なる事にして︑

︿略﹀︒

修身・蓋世の上に於て何人にも最も

十二幡8図

大切なること言を待たず︒

我等は修身書に於て︑歴

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の

十二柵4図

事蹟を學び得たること多し︒

十一一宙5図 我等は修身書に於て︑歴

十一㎜2周到

海に於て︑オリノコ河口に達し︑始

︿略﹀︑一千四百九十八年号三回の航
か

に於ては見るを得ざる中大なる天然

りQ

我等は修身書に減て︑歴

事蹟を學び得たること多し︒

事蹟を學び得たること多し︒

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の

智徳の最も圓満に爽達せ 十二柵5図

官位・門地・技術・財産

・ーフ・1へ︾

野べも山べも新線の

な

ら

風

たどり行く細思つたひ︑

にお・う ﹇匂﹈︵四︶6 にほふ ︽ーヒ

としても自ら高尚なる品格を要する

・學問丸に於て衆を抜く者は︑個人

十二975図

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

十二9510図

り

林にして︑︿略﹀︒

す

め

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の

天氣圖とは各地に於て同

が

動物は呼吸作用によって︑

あ

めて亜米利加大陸に上陸するに至れ

さん

十二216

氣要素を地圖の上に記載し︑︿略﹀︒

時刻に観測したる︿略﹀等一般の天

十ニー93図

の雪隠を調査す︒

れも氣象皇・測候所を置きて︑日々

サカナノニホヒガシマス 十翌暁65図上に文明諸國に於ては何

﹇匂﹈︵名︶4

にえ且Vなまにえ
におい

四506
ガ︑アタマモヲモアリマセン︒
五315花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ
イニホヒガシマス︒

七622図 又その鼻はよく物のにほひ
をかぎ分くるをもって︑かりに用ひ
こ

て︑えものをさがさしむるに適す︒

ばた︒

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

八363図額

山風にきのこかをれり︒

はや︑かうばしくきのこにほへり︒

八89図圃
く略V︑府縣・郡・市川に

が如く︑︿略﹀︒

十二鵬1図

出す︒︿略V︒然るに空心中の炭酸瓦

於て参事會員を選溢するも︑市・町

空氣中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐

よ梅の花︑主なしとて春を忘るな︒

斯の分量が増さないのは︑一方に於

九788図圏東風吹かばにほひおこせ
において ︵格助︶28 ニオイテ にお

︿略﹀︒

村會に側て市・町村長を選塁するも︑

平時に於て常に之に虞す

十一一鵬2図

花は千

九933図翻︿略﹀︑古の奈良の都の

言の葉の

春にほふ

錦

人はいさ心も知らず︑故

柳櫻の

を謹へて︑野も山も︒

十二佃6図工

里は 花ぞ昔の香ににほひける︒

十997図圏

今日九重ににほひぬるかな︒

十954要言古の奈良の都の八重櫻︑

歳も 散らざらん︒

つかうまつりし

於て参事會員を選學するも︑市・町

︿略﹀各車縣に於て多額

八重櫻︑今日九重に にほひぬと︑

十二描6図

︿略﹀︒

村會に当て市・町村長を磨墨するも︑

︿略﹀︑府警・郡・市會に

て植物が之を消費するからである︒

十二337図

るの道を畳語し置かずば︑時に臨み

七476園 ﹁君ラバ表ダケシカ役二立

いて 二於テ に果て
タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ

て早言れ︑氣まどひて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑現に噴火せる火山

東西ノ交通盛土シテ千里

の直接國税を営むるもの十五人の中
上奏といひ︑建議といひ︑

比隣ノ如キ今日指導テハ商業ハ世界

十一﹇柵9図

より一人を互選し︑︿略V︒

日露の華寿に於ては︑露

請願といひ︑其の機構に煮て各相異
信義は入と交り世に虞す

なりといへども︑︿略﹀︒

螢﹇口線はく略V︑螢口に十二冊5図

軍は海軍根披地として此の地を死守
十二5610︹図

し︑︿略﹀︒

十二566図

ヲ相手ノ商業トナレリ︒

十二508図

の敷も全國に於ては五十座を下らず︒

十二403図

ル︒便利ニオイテハトテモカナフマ
イ︒﹂

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

十501図 種々の模様を工夫し︑又麗
においては極めて大切なる事とす︒

半より當村小馬校に於て︑︿略﹀耕

十904囲團 辞啓︑陰る八日午後一時
地整理に關する講話これあり候︒

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十﹇5310図 他人ノ悪事・短所ヲアザ
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におうもん一にぎる

ニ

におうもん
ワウ

ニ ワウ
﹇仁王門﹈︵名︶2 仁王門

ワウ

拝シ︑︿略﹀︒

七564図 仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ

ニ

ハ セ
十993図 初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音
アリ︑仁王門ヲ入レバ百間二饒ル長
ラウ

廊アリ︒

における ︵格助︶5 二於ケル に於

四682園

お

うい

ん

虚は懊太利の首府維憂身の

すとりや

大公園︑今日はにぎやかな祭日であ

十二817

る︒

我が國の地方自治五玉は︑

の三級に分れたり︒

府縣・市の一一級或は府縣・郡・町村

十二齪2図

にきゅう ﹇二級﹈︵名︶1 二級

︿略﹀︑一年にほふる牛は︿略﹀︒

又皮・骨・ひづめなどからはにかは

十848

﹁オカアサン︑ソノオクス にかわ ﹇膠﹈︵名︶1 にかは

リハニガウゴザイマスカ︒

二騎

馬場の中程から一騎後れ︑二

﹇二騎﹈︵名︶1

が出來︑血や腸は肥料になる︒
にき

四683園苦ケレバ私ガカハリニ
二箇月

︿略﹀︒

騎後れ︑つゴいて三騎までも後れて︑

拝啓︑入螢後はや二箇月 九843

﹇二箇月﹈︵名︶1

ノンデ上ゲマセウ︒﹂
にかげつ

に相成候︒

十558國國
二月

五月二十日 徳太郎

一ば

ニギヤカ

このへんは町中で

﹇賑﹈︵形状︶7

十一412腐団

様

空室は︿略﹀︑握りこぶし

農夫は﹁おかげで目がさめた︒

︽ーメ︾

にぎりし・める ﹇握締﹈︵下一︶1 握

無し︒

る所には︑必ず存在せずといふこと

の間にも︑凡そ少しにてもすき間あ

九649図

ぶし

にぎりこぶし ﹇握拳﹈︵名︶1 握りこ

﹇二月﹈︵名︶2

たのしい時も

にきょうこくεぎごにきょうこく

にがつ

ひす鳴いた春の日の

十二48図 露國が︿略﹀︑本國に於 半五276圃 二月・三月花ざかり︑うぐ にきちさま ﹇仁吉様﹈︹人名︺1 仁吉
ゆめのうち︒

ける

織せる太平洋第二・第三艦隊は︑

仁吉檬
にぎやか

四27

りしめる

にぎやか

んにぎやかなところで︑大きな

にぎりめし

にぎりめし ﹇握飯﹈︵名︶2 心理リメ

かたく友だちの手を握りしめました︒

御恩は一生忘れない︒﹂といって︑

八274
︿略﹀︑右からも︑左からも︑

にぎやかになりました︒

なかまがあつまって來て︑いよく

五117

店がたくさんあります︒

二月頃種ヲ蒔イテ︑六月頃刈

二月十一日

﹇二月十一日﹈

一月一日
十一月三日

五月

﹇二月頃﹈︵名︶1

一一月ノ終マデハ冬ナリ︒

にがつごろ
取ルノデス︒

八654

二十八日

二月頃

六75図十二月ノ初ヨリアクル年ノ

ける海軍の幾んど全勢力を墾げて組

︿略﹀︒

十二514図 春立商人ハ常二全世界＝
於ケル物債ノ高低二注意シ︑需要供
給ノ情況二精通スルヲ要ス︒
あかほ

十二859図 赤穗浪士が敷年の苦難を

にがつじゅういちにち

︵名︶2

忽び︑遂に主君の仇を報じて︑從容
死に就けるは徳川時代に於ける史上

一一302

しん

二月十一日

の 一 美 談 た る の み ならず︑︿略﹀︒
りんしゃうじよ

十二957図入の會に於ける孔子の行

シ

ニギリメシ

見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ

す〜しい風にふかれながら︑

五704

一105

天皇ハ︿略﹀︑天皇ノオクラ

六108

五81

ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音

動は藺相如が秦王を節したるとは

ヤラ︑＝ギヤカナコトデアル︒

べた時は大そううまうございました︒

四183ただつねはしっかりとを

ル 握る ︽ーッ・ーリ・ール・ーレ︾

春秋爾度ノ大祭ニ口早ズ勅にぎ・る ﹇握﹈︵四・五︶5 にぎる 握

工場が出來タ︒

使ヲ差立テラレ︑陸海軍將卒ノ参舞

をにぎって︑のってゐます︒

九223

大尉は之を讃んで︑思はずも

ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒

︿略﹀︑諸大名其ノ他旅客ノ 七254取ル・拾フ・握ル・持ツ・投
ハ一一ギヤカナル市街アリキ︒

宿泊スルモノ多ク︑湖水ノホトリニ

九393図

ギヤカナリ︒

アリ︑種々ノ齢興モ月一レテ甚ダ＝

九302図

草の上にすわって︑にぎりめしをた

ヰニオツキニナリマシタ︒ソノ日ハ

淺吉

町ノ一一ギヤカナ所二手シイ勧

一一月十一日ニアタリマスカラ︑コノ

異なり︑︿略﹀︒

井上勉藏

二

御主人様

七363

十二川5図 他國に行きて︑︿略﹀︑汽

二月六日

淺吉

﹇二月四日﹈︵名︶1

二月四日

二

車・電車中に於ける乗客の墾止︑道

八693圏

月六日
殿
にがつよっか

八681団

月四日

﹇二月六日﹈︵名︶1

日ヲキゲンセツト申シテ︑毎年オノー

苦イ

にがつむいか

ハヒヲイタスノデゴザイマス︒

くも其の國民の品格の知らる＼もの

行く人の容儀等を見れば︑︿略﹀︑早

なり︒

ニガイ

より一一回の水雷攻撃を受けて︑︿略﹀︒

にかい ﹇二回︺︵名︶1 二回
くちく
十二74図 ︿略﹀︑績いて我が駆逐隊
﹇苦﹈︵形︶2
︽ーウ・ーケレ︾

にが・い

にぎわしさ一にげる

226

涙を落し︑水兵の手を握って︑
たしが悪かった︒

﹁わ

十716図 グレース ダーリングの生
家に程近き寺院の庭上には︑右手に
かいを握れる少女 の 銅 像 あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九587図

熟せざるくだ物︑生にえの

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑一
命をうしなふ者少からず︒

九219疾雷

の高い木の下へにげこみました︒

した︒音次郎はおどろいて︑道ばた

した︒︿略﹀︑雨もつよくふってきま

母も人間なれば︑我が子 五466 ︿略﹀︑かみなりが鳴り出しま

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

にくむ呂あいにくむ

田を耕させたり︑荷車を引かにげの︒びる ﹇逃延﹈︵上一︶1 逃げ

のびる ︽iビ︾

十8310

鯨は︿略﹀︒其の肉は食用と にぐるま ﹇荷車﹈︵名︶4 荷車

なり︑︿略﹀︒

十676

せたり︑︿略﹀︑農家では牛を色々の

十一486

げのびた︒

馬に全速力を出させて︑雲を霞と逃

アラビヤ人はこ＼に始めて

勢働に使役する︒

荷車・人力車等にして︑︿略﹀︒

十一255要素我が國に最も普通なるは
十一255図

︽ーゲ︾

らってつつみました︒︿略﹀︒﹁おや︑

三357園みちでほたるを一びき
つかまへて︑母からかみをも

げる 逃げる

︿略﹀︑荷車には人の引く に・げる ﹇逃﹈︵下一︶8 ニゲル に

︿略﹀︑村内の重なる道路

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

十一榊9図

ニゲ出

にげたのかしらん︒﹂と︑いそい

﹇逃出﹈︵四︶一

は荷車・人力車を通ずるに至れり︒

でかみをあけてみると︑︿略﹀︒

︽ーセ︾

す

逃げ

タ︒

︿略﹀︑ワルモノドモハ目ヲア

︿略﹀カリ犬が四五匹デオツ

くニゲテ︑林ノ中ヘカケコミマシ

カケテ來マス︒鹿ハ輕イ足デズン

五734

ニオソレテ︑出門ゲテ行キマシタ︒

ケテヰルコトガデキマセン︒ソノ光

五74

テ︑＝ゲテ行キマシタ︒

三555 ソノウチニ︑トナリノネ
コガダイジナキンギヨヲトツ

八305図︿略﹀死人二二ハリテ︑臭

︽ーセ︾

﹇逃果﹈︵下二︶1

聲立テテ一一ゲ出セバ︑︿略﹀︒

おほす

︿略﹀︑敵艦の大部分は我

り

﹇逃隠﹈︵下二︶1
︽ールル︾

クコトガアルトイヒマス︒

カズノ子ノ俵ヲカツイデ︑ニゲテ行

六663 熊ハイタヅラモノデ︑︿略﹀︑

と︑敵は戦はないでにげて行くやう

十二667図又かつて栗鼠の大群ウラ 六494 後には秀吉の馬じるしを見る

かくる

にげかく・る

おほせたるは巡洋艦以下激隻のみ︒

は捕獲せられて︑三十八隻の中逃げ

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

十ニー01図

逃げ

氣鼻ヲツクが如シ︒樹心キ︑アツト

ス

にげいだ・す

食物は︿略﹀︑鹿の肉は珍

味として之を賞美す︒

十一806図 鵜匠は一人にて十二羽の．十812図
鵜を使ひ︑．十二 條 の 細 な は を 片 手 に
十873

︿略﹀︑魚介の供給ゆたか

羊の肉も亦食用となり︑︿略﹀︒

握り︑︿略﹀︑た く み に さ ば き て も つ

十二455図

︿略﹀︒

十一一466図

家畜の飼養に至りては︑

に︑鳥獣の肉を食すること少く︑

れしめず︒

ニギハシサ

七543図銀座通ノ＝層層シサマヅ目

にぎわしさ ﹇賑﹈︵名︶2
ギンザ
ヲオドロカス︒

る乳・肉等を供給せんこと︑實に今
︽ーグ︾

更に之を盛にし︑︿略﹀︑滋養に富め

逃ぐ

今ノサビシサト︑ 昔 ノ 一 一 ギ ハ シ サ ト

イ︾

ニセモノダ︒＝

にげおお・す

相如聞きて︑力めて之を

避け︑廉頗の労るを見れば︑車を轄

十二3810図

に・ぐ ﹇逃﹈︵下二︶1

日の急務なり︒

九407図 昔ヲ知レル人︑若シ善道ノ
ヲクラベ見バ︑世ノ聖心ノ如何二甚
肉

ダシキニ驚クナラン︒
﹇ 肉 ﹈ ︵ 名 ︶ 11

﹇悪﹈呂あたたまりにくい

じて逃ぐ︒

にくい

四432園 のしあはびといふのは︑

にく

あはびの肉をのして︑紙のや
うにうすくしたものです︒
︿略V︒あるく歯肉のゆれ動く程こえ

ハ

七599図犬の種類はすこぶる多し︒ にく・い ﹇憎﹈︵形︶一 ニクイ ︽
﹁コレ

クイヤツダ︒﹂ト︑ワルイオヂイ

一一653圏

七926図 一獲ノ砲丸ハタチマチ中佐

サンハトウトウシバラレテシマ

太りたるものあり︒

ノ身ヲ彿ヘリ︒中佐ハ一片ノ肉ヲ

肉眼

ヒマシタ︒

﹇肉眼﹈︵名︶1

にげこむ

になりました︒

﹇逃込﹈︵五︶1

ル山中の一都會に現れしが︑︿略V︑

︿略V︑サキへ行ク程段々二細

︽ーミ︾

にげこ・む

人々の驚き恐れて逃げかくる㌧中︑
︽一

町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑︿略﹀︒

にくし

クナツテ︑末ニナルト︑肉眼デハ見
﹇憎﹈︵形︶1

エナイ程細イ︒

十71

にくがん

ボートニ残シテ︑海ノ中ニハウムラ
レタリ︒

八744図 猫ノロ二丁上下二二本ヅツ
ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

シ︾

にく・し

八746図 又其ノ舌ニハ︿略V太キ毛
ノ如キトゲアリ︑骨二才キタル肉ヲ
食取ルニ便ナリ︒
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にご一にさんびゃっびき

二箇
こロつ

ランプニトボスノハ石油トイ

九751隅囲全村百飴戸の中一一三十戸

にさんじゃく

二一二

二三十歳の短命にして美
﹇二一二尺﹈︵名︶1

鯉ハ︿略﹀︒︿略﹀︒時ニハニ
三尺モ高クトブコトガアリマス︒

五173

尺

﹇二一二十歳﹈︵名︶1

も押流され候︒

二一二十歳

にさんじっさい

ゴツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキ

箇聯隊
れん

九265図
二歳

﹁我が父の討たれ給ひし

﹇二歳﹈︵名︶1

を聯隊︑一一箇聯隊を旅團とす︒

にさい

名を萬世にとゴむる者あり︒

十一683図

にごった字は二字に敷へる

いてごらん︒﹂

から︑︿略﹀︑十五字になるやうに書

八485囹

トホツタ油田ナルノデス︒

ヒマス︒︿略﹀︑ワキ出タママノハニ

五60一

十302 ずどんと一廓︒何を撃つたの る ︽ーッ︾
だらう︒銀杏の木の鳥は急いで山の
方へ逃げて行く︒

十一4710園 馬主は︿略﹀一散にかけ
出した︒﹁それ︑ 馬 主 が 逃 げ た ︒ ﹂ と

いふので︑大工の部下の二三人は
﹇二個﹈︵名︶1

く略V︑其の跡を 追 っ か け た ︒

にご

二國﹇▽えい

アカギ

ハル

﹇二山﹈︵名︶1

ナ

二山

二

︿略﹀︑赤城・榛名ノニ山ノ
﹇二三箇月﹈︵名︶1

︿略﹀︒

にさんにち

十二227

﹁諸君︑憂ふることな

一一一二日も水を取換へないと︑金魚は

死んでしまふ︒

十二301図囹

二三人

かれ︒︿略V︒團の解けんは二三日の

内にあらん︒﹂

にさんにん ﹇二三人目︵名︶4

三327 子ドモガニ三人アゼニ
タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ

︿略﹀︑人が一一三人立って︑

入レテヰマス︒

﹁見ごとなたきだ︒﹂といって︑なが

五96

めてゐました︒

私は︿略﹀︑二三人の友だち

と遠足に出かけました︒

六81

はく略﹀︑其の跡を追っかけた︒

十一4710 ︿略﹀︑大將の部下の二三人

︿略﹀︒

二一二匹の犬︑よく二三百頭

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

七626図

にさんびき ﹇二三匹﹈︵名︶1 二三匹

きりにゑをあさってみる︒

二三羽のあひるがく略﹀︑し

にさんば ﹇二三羽﹈︵名︶1 二三羽

く略Vめづらしい草花をほ

﹇二三千頭﹈︵名︶1

二三日

コレカラニ三日タツタラ︑

︿略﹀︒

二三百匹

二三匹の犬︑よく二三百頭

にさんびゃっびき

一匹にして︑雄蜂は一一三百匹︑鯨は

十一58図三口は女王ともいひ︑唯

﹇二一二百匹﹈︵名︶1

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

七626図

二三百頭

ソレカラニ三日タツテ︑ にさんびやくとう ﹇；二百頭﹈︵名︶1

それが二三日の内に出來二つ

金魚を細口のびんに入れて︑

力なきにいたれり︒

耳鳴り︑目暗み︑︿略﹀︑発寒は全く

かくて二三日を過せしに︑

て繭になる︒

まゆ

七323

テヰルト︑︿略﹀︒

ウラシマガウミベデツリヲシ

三664

マダズツト曲見クナリマセウ︒

三283

﹇二三日﹈︵名︶6

の牛︑一一一二千頭の羊を追ひまはして︑

七627図二一二匹の犬︑よく二一二百頭 十297

二三千頭

にさんぜんとう

た望きたうございます︒

︿略﹀︑これも一一三種買って來てい

しいくと申して居りますから︑

七185國

四箇中隊を大隊︑三箇大隊 にさんしゅ ﹇二三種﹈︵名︶1 二一二種

十二418図 内に二箇の二丁ありて︑ にこれんたい ︹二個連隊﹈︵名︶1 二
︿略﹀︒

﹇二国﹈︵名︶1
な

にこうn＞とくがわおだにこう
にこく
し

ニサツ

二三

ハ

ワタクシバ本ヲ五サツ

﹇二冊﹈︵名︶1

一一485

にさつ

時︑義仲二歳なりしを︑︿略﹀︒

十一167図 是は昔︑支那に呉・越と 十547図園

ふつにこく・えいべいにこく

︵サ変︶1 にこく

いふ二上ありてたがひに孚ひしが︑
︿略﹀︒

にこにこ・する

三ケ月

﹇二三十戸﹈︵名︶1

だちが來て︑︿略﹀︒

八269

三十戸

にさんじつこ

二

二一ニケ月立ってから︑前の友 八707図

にさんかげつ

間ヲ流レ︑前橋市ノ西ヲ過グ︒

九151図

にざん

︿略﹀︒いでや︑其の二﹁二を申さん︒

てよみ出でさせ給へる御製にも︑

十一了9図陛下が︿略﹀︑折にふれ

﹇二三﹈︵名︶1

一トニデス︒

トクホンノ

モツテヰマス︒︿略﹀︑ニサツ

︽ーシ︾

八104団 三郎はいつもにこくして

にご

にさん

する

ゐますから︑窟眞でも笑って寓って
ゐます︒

いかしせき
﹇濁﹈︵名︶1

にごり

ニコライnvせんかんニコライいっせい
にごり
びゃくれん

二

八366図圃 ︿略﹀︑にごりにしまぬ
﹇二個旅団﹈︵名︶1

白蓮の巻葉をもる＼つゆ涼し︒

箇旅團

にこりょだん

ニゴル

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

九266図 二箇旅團の歩兵にそこばく

﹇濁﹈︵五︶2

たるものを毛槍といふ︒
にご・る

にし一にじっしゃくよ
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皆働蜂なり︒
﹇ 西 ﹈ ︵ 名 ︶ 26

西

い

か

ほ

コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春

︿略﹀︒

奈良ノ市街ノ韻士昔ノ都ノ

海・伊香保等あり︒

み

十975図
跡ニシテ︑

にし

三444アサ日ノ上ル方が東
十978図
日・三笠・若草等ノ山々相半リ︑

デ︑ユフ日ノ入ル方が西デス︒
︿略﹀︑西ニハ西大寺・高師二等ノ堂

三453東ト西ト南ト北ヲ四
方トイヒマス︒
塔アリ︒

多武峯ヲ西へ下レバ岡寺ア

接せんとする所︑下図海峡あり︒
さだのみさき

く突出で︑︿略﹀︒

十一794図

子︑足尾併せて三山は

ナ

銅の産額北

︿略﹀︑西も東も

物の人々は段々詣り始める︒
十二柵2図圃

知ら

︿略﹀︒

ろっ

ば

十二748図

よ
コロンブスは︿略﹀︑欧

印度の東海岸に到着すべしとの意見

分け砕た

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

身のいつしかに

著名の方向は矢を以て示

にしかぜ ﹇西風﹈︵名︶1 西風

を抱けり︒

ざりし
道の筋︒

る︑世の人並の文字の数︒世の人
二子

は西風︑︿略﹀︑左へ向ふは東風とす︒

し︑矢の上へ向ふは南風︑右へ向ふ

みたち正していひ出で 十二201図

﹇二子﹈︵名︶3

並の

にし

十3910図圃園

二子を失
閣下の心如何にぞ︒﹂

ぬ︑﹃此の方面の戦圏に
ひ給ひつる
と︒

たが︑下りる時には二時間しかか＼

のぼる時には三時間もか＼つ

にじかん ﹇二時間﹈︵名︶3 二時間

りませんでした︒

十二318図︿略﹀︑保・義鑑共に職死 六114
す︒保の母は︸時に二子を失ひて悲

さっきからもう二時間もたつ

十一191図

﹁夜半十二時前一時間の眠

士かと見れば︑錦のひ

柳櫻の

春にほふ

錦

二時頃

火をみとめしが︑朝の二時頃﹁陸﹂

十二7810図十時頃はるかに一嵩の燈

にじごろ ﹇二時頃﹈︵名︶1

を静︑へて︑野も山も︒

十二佃7図圏

冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

秋の山は紅葉の錦を織り︑

た＼れ着けたり︒大虚かと思へば︑

十519図園

にしき ﹇錦﹈︵名︶3 錦

といへり︒

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

九605図

から︑四五十戸も焼けただらう︒

﹁二子の君の爲に戦死 八431

歎にくる﹂ならんと思ひの外︑︿略﹀︒

十二319図囹

せるは家門の智なり︒
二字

にごった字は二字に数へる

﹇二字﹈︵名︶1

いてごらん︒﹂

度諸島
十二801図

此の西班牙の新領地をサンサルバド

西海

ルと命名せり︒是今の西印度諸島の

岸

︿略﹀︑西海岸の眞岡港

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

にじっしゃくよ ﹇二十尺余﹈︵名︶1

錬の主産地は西海岸及 にしじん﹇▽きょうとにしじん
び亜庭湾︑鱒の主産地は東海岸にて︑

あには

十一986圓団

との交通を保ち居候︒

のみ唯一の不凍港として僅かに内地

十一963圓団

﹇西海岸﹈︵名︶3

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

ろっ ば

︹地名︺1 西印

から︑︿略﹀︑十五字になるやうに書

八486園

︿略﹀︑此の間に︿略﹀の にじ
︿略﹀︑其の西にある高岳

は高さ千六百九メートルあり︒

十二411図

五岳東より西に相連りて突起す︒

がく

十二409図

より西へ流る︒

ぎ ふ
長良川は岐阜市の北を東

十一176図四姓の西には佐田岬長

十一175図本土の西︑近く九州と相

リ︒

十棚2図

五744 東生田の門から西一の谷の門
までの間︑北は山のふもとから南は
︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは

海の波打ぎはまで︑︿略V︒
五754

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい
は西の門へ向つた ︒

八291図 驚キテ西ノロヨリ入ラント
スレバ︑其ノ戸マ二君タト閉ヂテ︑

南ノ戸開キタリ︒
パ大陸の南にある大陸をアフリカと

八791図 アジヤ大陸の西︑ヨーロッ
いふ︒

八802図 かくの如く日本を出で︑

び激ゴし︒

ハル

︿略﹀︑コロンブスはく略V︑ 績く者なし︒

十二486応報︿略﹀︑東に小坂︑西別 にしインドしょとう

本に蹄り巡る︒西へ西へと進むもま

︿略﹀︑東へ東へと進めば︑又元の日

た同じ︒

アカギ

よじ
八803巽西へ西へと進むもまた同じ︒ 十二748図 コロンブスは︿略﹀︑欧
九152図︿略﹀︑赤城・榛名ノニ山ノ

な

︿略﹀︑九月六日更に西へ

日は既に西へ傾いて︑概見

にしかいがん

一なり︒

︿略﹀︑若し畝羅巴より西

印度の東海岸に到着すべしとの意見
を抱けり︒

間ヲ流レ︑前橋市ノ西ヲ過グ︒

九812図筑紫に到りて後は︑︿略V︒

十二757図

十二821

向って航行せり︒

十二778図

日本又は支那に到着するならんと︒

し

へ向って進まば︑印度に達する前︑

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ 其の御衣は今なほ西の

はてに住む身に近くあり︒

艦山のふもとに中 響 町 湖 あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ちゆう ぜ ん じ こ

九955図東照宮の西三里ばかり︑男
十733園中にも最も世に知られたる
あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

二十尺飴
あ

り

阿里山の檜材は︿略﹀︑

一一尺位ナルモアリ︒

だいにじっか・だいにじゅう

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ にじゅう ﹇二十︺︹方量︺10 二十む

にして日本に露着することを得べし︒

十988図
進メバ︑ 一時間バカリ一一シテ三輪町

十一401國国

中には直脛二十尺饒︑一樹にて千五

ハナサカヂヂイ⁝ニ

九ナゾ⁝⁝⁝二十

ﾚ−o 二十

二目−o

ハイ今スグニ

二544ニ十 ハナサカヂヂイ ニ

フノミネ

三目8 ニ十

タ

路ヲ上ルコト一里齢ニシテ︑多武士

コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂

ナル談山神三二達ス︒

住持は知らぬ顔して過せ

ハイ今スグニ

も

じ

︿略﹀︑漁夫は一時間饒に
てうせん

門司にて乗船し朝鮮海峡

約二日間にして大連に着す︒

を過ぎて︑黄海を西北に航すること

十二545図

して敷千百尾の鮎を得るを常とす︒

十一828図

圭里がけり︒

しに︑十日鯨にして鶴二十四五日前

十一737図

三528 ¥

十欄6図

二達ス︒

二十銭

百尺〆の材積を得るものもこれあり
候由︑︿略﹀︒

﹇二十銭﹈︵名︶2

七134園 たとへば十五鏡で費ってよ

にじっせん

二十反

いものを一一十銭 と い ふ や う な も の で
す︒

﹇二十反﹈︵名︶1

九90図 二十銭
にじつたん

九125㈱困 去月二十五日御差出の縞
物一一十反本日到着︒

﹇二十分余﹈︵名︶1

二十

⁝⁝⁝二十

十一一目6

第五課

動物と植物の關係

四目8 七手ノユビ⁝⁝⁝二十
四目8 二十 うぐひす
四647二十 うぐひす
六目8 第七 かしこい子ども⁝⁝⁝

一一

ニシテ

にして

タル︒︿略V︒ソ レ ヨ リ 一 一 十 分 ア マ リ

︵格助︶12

ニテ上野公園二着 ク ︒

にして

箇月にして之を陥れたり︒
︿略﹀︑大連より僅かに二
ろっぱ

週間にして欧羅巴の中央に入るべし︒

よ

十二589図

四16

がくかうの西どなりはや

七16図囹 ﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生 にしどなり ﹇西隣﹈︵名︶1 西どなり
メバ︑三日一一シ テ コ レ ラ 谷 ソ コ ヘ オ

廿
20

20
二

くじにじっぷん・めいじにじゅうねん
八48図

ごろ

十一19図

十一98図

﹇二十一﹈︹課名︺7

十一﹇▽だいにじゅういち・だいに

にじゅういち

二目1一

じゅういつか

海

イイ

くばで︑︿略﹀︒

四百年以前までは東半球

三557

ノ
課

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

十一一736図

半球

四目9

第十十十十十十

八509図 御遊ナカバニシテ︑マリヲ にしはんきゅう ﹇西半球﹈︵名︶2 西
ケ給フハズミニ︑皇子ノクツヌゲタ

二583
見したるは伊太利人コロンブスにし

たりや

て︑︿略﹀︒

い

十二737図始めて西半球の陸地を焚 三目9

の人は全く西半球を知らざりき︒

リ︒

れるをさとりしならん︒

八721図園 諸君は今にして諸君の誤

た＼び東へ進めば︑一週間にしてイ

八769図 こ＼より汽船に乗りて︑ふ

一一十一

（三）（三

七545図十五分ホドニテ日本橋ニイ 十二568図 ︿略﹀︑我が軍・は苦戦十一 にじゅう ﹇二十﹈︵名︶3 廿 20﹇▽

二十分アマリ

にじっぷんあまり

一一

にしゃく ﹇二尺﹈︵名︶1 二尺
四667
ヰ
十4110図藺ハ水草ナリ︒︿略﹀︒董ハ 十一目7

圓クシテ︑長サ五尺バカリ︑短キハ

子子虫馬蝿ハ
我ドドボボナナ
はモモシシササ
カカ

ノノ
の

ギリス國の港に着く︒

八794図 ヨーロッパよりシベリヤ鐵
道にて東方へ向はば︑二週間あまり

ヂヂ
ヂヂ

子心心

229
にじっせん一にじゅうくにち

﹇二週間﹈︵名︶2 二週

二十圓

にじゅうえん ﹇二十円﹈︵名︶1 二十

圓

九90図

間

にしゅうかん

東へ東へと進み行かば︑凡そ二週間

八761図 ︿略﹀︑我が帝國の港を出で︑

南満洲鐵道によりて︑

の後にはアメリカ大陸に着くべし︒

十二589図

︿略﹀︑大連より僅かに二週間にして

欧羅巴の中央に入るべし︒

よロろっぱ

ヨーロッパよりシベリヤ鐵

二週間あまり

にしゅうかんあまり ﹇二週間余﹈︵名︶

1

道にて東方へ向はば︑二週間あまり

八794図

十

こくもつ⁝⁝⁝二十九

﹇二十九﹈︹課金︺3 二十

にして日本に蹄着することを得べし︒

にじゅうく

四目11

九

第八課

我が海軍⁝⁝⁝二

六目10 第九 よいでっち⁝⁝⁝一一十

九

十九

十一目9

二十九丈

にじゅうくじょう ﹇二十九丈﹈︵名︶1

東西長サニ十九丈︑鼻下世界第一ノ

十971図 ︿略﹀︑大昇殿ノ高サ十五丈︑

木造建築物トス︒

明けて二十九日には雨も

にじゅうくにち ﹇二十九日﹈︵名︶1

二十九日

止み︑風も静まりて︑︿略﹀︒

九731國囲

にじゅうご ﹇二十五﹈︹課名︺7 二十
四目11

二十三

ヒナマツリ
八目10

五目11

第九

第十

ワザクラベ⁝⁝⁝一一十

うめぼし⁝⁝⁝一一十七

七目8

十ニ

二十

七

九目10
十目10

八目9

第七課

第八

ハナハ

十目8

第七

靖國神社⁝⁝⁝二十

キ

イチ

塙保己︼⁝⁝⁝二十

ホ

張星ト韓信⁝⁝⁝二

︵

白山⁝⊃⁝⁝⁝二十二

第九課

冬景色⁝⁝⁝二十七

﹁糸が十五セン︑フデガ
三門ン︑ミンナデニ十ニセンニ

四258園

二十ニセン

にじゆうにせん ﹇二十二銭﹈︵名︶1

十二

第九課

︵名︶﹇▽めいじさんじゅ

﹇二十七度﹈︵名︶1

うはちねんごがつにじゅうしちにちこ

にじゅうしち

ぜんごじ
にじゅうしちど

ナリマス︒﹂

︿略﹀或老人に︑長生の にじゅうねんごと ﹇二十年毎﹈︵名︶

1

カクレンボ⁝⁝⁝二十二

神殿は昔ながらの白木造に

二十年ごと

八29図

十

まふ御定なりと承る︒

二十年來

にじゅうねんらい ﹇二十年来﹈︵名︶1

十一価6図 ︿略﹀︑一村は一家の如く

者をも出したる例なし︒

和合して︑一一十年堂宇だ一人の犯罪

宮城ノ御亡ニハ︑カネテ窮

にじゅうばし ﹇二重橋﹈︵名︶1 二重

橋

眞ニテ見知リタル二重橋力・レリ︒

七577図

にじゅうはち ﹇二十八﹈︹駅名︺1 二

はちにち

二十八日

第九 慧⁝⁝⁝一一十八

うみ

にじゅうはち ︵名︶﹇▽ごがつにじゅう

十八←だいにじゅうはちか
ニ十二

うみ

七目10

二十二

かまぬすびと⁝⁝⁝二

にじゅうはちにち ﹇二十八日﹈︵名︶3

第九

二十二母の心
二十二母の心

七なぞ⁝⁝⁝二十ニ

して︑二十年ごとに新しく造らせた

方法を問ひしに︑﹁やはらかなるも

﹇二十七日﹈︵名︶1

二十七日の夜中頃より

﹇二十二﹈︹課名︺10

ねんせんえき
にじゅうに

にか

二←だいにじゆうに・だいにじゅう

二十

ちはちねん・めいじにじゅうしちはち

にじゅうしちはちnVめいじにじゅうし

追々増水︑︿略﹀︒

九726魑国

二十七日

にじゅうしちにち

いふ︒

のも二十七度かめ︒﹂と答へたりと

九586図圏

二十七度

二

ヒナマツリ

﹇二十四﹈︹課名︺7

七

第六課鎌倉⁝⁝⁝二十三

二十三
﹇二十三歳﹈︵名︶1

かまくら

十二目7

四728

日

三648

ヤクワントテツビン⁝
我が陸軍⁝⁝⁝二十
車と船⁝⁝⁝二十
24

ヤスクニ

五﹇▽だいにじゅうご︒だいにじゅう

二十三歳

七88図
にじゅうし

ニシテ︑正行ガニ十三歳ノ時ナリキ︒

コレ正成戦死ノ後十三年目

にじゅうさんさい

こか
ユフ ガ タ ⁝ ⁝ ⁝ 一 一 十 五

ウラシマノハナシ

九こうま：⁝⁝・二十五

十一
一百12
三目−〇

三目13 二十五

コ
︵

四﹇▽だいにじゅうし・だいにじゅう
ウラシマノハナシ

しか

三691二十五 ウラシマノハナシ
0
なすのよ一 ⊃
一一十四

ウラシマノハナシ

四目13 二十五

二十四

なすのよ一

なすのよ一

の

二十四

二十四

第八

24
﹇二十四五羽﹈︵名︶1

﹇二十四﹈︵名︶1

第七課

第八課

⁝⁝二十四

六目9
九目9
四
四

十一目8
にじゅうし
九40図

二十四五羽

にじゅうしごわ

二

︿略﹀︑十日飴にして鶴二
十四五羽を書︸がけり︒

十一738図

﹇二十七﹈︹課名︺6

タケ⁝⁝⁝二十七

シンネン⁝⁝⁝一一十七

十七﹇▽だいにじゅうしちか

にじゅうしち

↓
X
一

四762

三目12

︵名︶﹇▽いちがつにじゅう
﹇二十五日﹈︵名︶1

二

四目12

四801二十五 なすのよ一 二
七目9 第八 手ノハタラキ⁝⁝⁝二
十五
にじゅうご
ごにち
にじゅうごにち

七316 頚が桑の葉を食ふのは︑およ

二十五日

﹇二十五羽﹈︵名︶1

そ二十五日から四十日の問で︑︿略V︒
にじゅうこわ

二

十一717図︿略﹀︑他の一間には鶴二

十五羽

﹇二十三﹈︹課名︺7

十五羽ばかり壷がけり︒
にじゅうさん

十三﹇▽だいにじゅうさん・だいに
じゅうさんか
三
かひ

三目9 八 うしとうま⁝⁝⁝一一十
二十三

三614 二十三 かひ

十

試写

三目11

二目2

7

三目1一

⁝二十三

四目9八アキナヒノアソビ⁝⁝

10410811

五四 四三三三二
目69 目58目目目

10

にじゅうご一にじゅうはちにち

230

231
にじゅうばり一にだいもんこ

九727國困

︿略﹀︑二十八日は終日大
︿略﹀︑御両流下され候

暴風雨にて︑︿略﹀︒

十一639圏国

はば︑御手敷ながら來る二十八日ま
でに︑︿略V御一報下され百歳︒
く晴れて海波静かなり︒
﹇二重張﹈︵名︶1

二重

十二79図 明くれば二十八日︑天よ
にじゅうばり
張
︿略﹀︑ 大 キ ナ 船 デ ハ 船 底 モ

雨側モニ重張ニスル ︒

十ニー48

にじゅうまんじかん ﹇二十万時間﹈

十鯨箇虜を置けり︒
﹇二十四時間﹈︵名︶

二十四時間

にじゅうよじかん

1
︿略﹀︑中央氣象毫は︿略﹀︑

毎日其の日の午後六時より翌日の午

十一一173図

二六時に至る︑向ふ二十四時間の全
國氣象の大勢を豫乱す︒

﹇二十余年間﹈

二十齢年間

にじゅうよねんかん
︵名︶1

村長は︿略﹀︑幾度の改

選にも常に選墨せられて︑二十か年

十一擢9図
二野績せり︒

︿略﹀︑春夏の交産卵の

あには
び亜庭湾︑︿略﹀︒

十一992圓団

爲︑鯨の群をなして海岸近く寄來る
﹇二寸﹈︵名︶1

二寸

時は海水爲に白色を呈し︑︿略﹀︒

にすん

二隻
さソなみ

ヨクソダツタ茶ノ存滅長サガ
﹇二隻﹈︵名︶1

ニ寸バカリモアリマス︒

五31一
にせき

かげろふ

十一一95図︿略﹀︑我が駆逐艦の漣
﹇偽者﹈︵名︶一

ニセモノ

・陽炎の一一隻に追撃せられ︑︿略﹀︒

にせもの

㎜以上

にせんいじょう

﹇二千以上﹈︵名︶1

九17図㎜以上

孔子は凡そ二千四百六十

﹇二千四百六十年前﹈︵名︶1 二千四

にせんしひゃくろくじゅうねんまえ

百六十年前

十一一933図

年前︑支那の春秋時代に生る︒

にせんぼん ﹇二千本﹈︵名︶1 二千本

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十一871図 ︿略﹀︑今ハ僅カニ六七人

ニ653園 コンドハイクラバヒヲ フコトヲ得ベシ︒
にせんまんごく ﹇二千万石﹈︵名︶1
フリカケテモ︑ハナハスコシ

二千萬石

二

十二447図 ︿略﹀︑委の作付反別は凡

﹇二十六﹈︹課名︺3

モサキマセン︒︿略﹀︒﹁コレハ＝

にじゅうろく

セモノダ︒︿略﹀︒﹂ト︑ワルイオ

︵名︶2 二十萬時間

十六且vだいにじゅうろく・だいに

﹇二千﹈︵名︶2

シマヒマシタ︒

にせん

ロウ

二千

二鏡

㎜
2

そ二千萬石なり︒

．千齢年

にせんよねん ﹇二千余年﹈︵名︶1 二

にそう ﹇二層﹈︵名︶1 二層

子と共に其の名匠くあらはる︒

大小ノ燈籠左右二倍ク︑其 十一一9610図 孟子死して二千齢年︑孔

九17図㎜
十959図

ノ敷二千二近シ︒

高さ各十四五丈︑︿略﹀︒

︿略﹀︑書物や寓眞の類は三 十一766図霧降瀧は上下二層に分れ︑

﹇二銭﹈︵名︶3

七532囹

にせん

十匁まで二銭で︑これもたゴの手紙

十二576図

大門戸

螢口は︿略﹀︑商業港と

二

鵜飼を業とする漁夫は皆

にそん ﹇二村﹈︵名︶1 二村

にたいn▽おんねつにたい

此の一一村に住めり︒

一日一二銭・二銭ヅツニテ 十一796図

などよりはよほど安いのです︒

九761図

モ積立ツル時ハ︑五年・十年忌後ニ
ハ︑齢程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

・二銭ヅツニテモ貯ヘンコトヲ心ガ

にだいもんこ ﹇二大門戸﹈︵名︶1

サレバ平生ノ国入中ヨリ成にだい■おやこにだい

クベシ︒

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑一鏡

九784図

そ百八十萬町歩︑其の牧穫は年々凡

じゅうろっか

かつあき

鳥居勝商⁝⁝⁝二
二將

トウトウシバラレテ

萬時間に過ぎず︒︿略﹀︑南岸修習及

十一678図 人生七十年と見るも六十

第七課

﹇二将軍﹈︵名︶1

︿略﹀︑敵の二軍ステッセ

鯨の主産地は西海岸及

ハ

ヂイサン

二十六

ぎ

入濁する友におくる

四目10遅きつねとのぎく⁝⁝⁝
十目9

軍

にしょうぐん

十六

十二目8

・：・：：・二十占ハ

第八課

び業務に用ふる時間は僅かに一一十二
︿略﹀︑功業を成し︑公盆

時間を越えざるべし ︒

十一681図

を廣むるも︑將又無爲にして一生を

二

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用
﹇二十匁﹈︵名︶1

するとせざるとにあり︒
十匁

の

又新聞は一一十匁までが五厘︑ 十389周期

にじゅうもんめ
七531圏

虜はいつ訊

川

乃木大戸と會見の

︿略﹀︑これもたgの手紙などよりは

鯨

水師螢︒︿略﹀︑くつれ残れる民屋ユ︑

﹇二十余箇所﹈︵名︶

ます

樺太にて最も有望なる

今ぞ相見る二將軍︒
にしん
﹇鯨﹈︵名︶3 鯨

たら

十﹇986躍國

多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

さけ

は漁業にて︑鯨と鱒との漁利は殊に

にしん

十一984圓国

にしん

よほ．ど安いのです︒

にじゅうよかしょ

2二十鯨箇所二十齢箇虜
十745図 湯のわき出つる虜二十饒箇
所︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 全 國 に 凡 そ 百 箇 虜

しん
の測候所あり︒丑日國・清國にも二

十一一169図

にたき一にっこう
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かす
して︑豆類・豆油・豆粕の輸出甚だ

にた

盛に︑大連と共に満洲の二大門戸と
構せらる︒

ニタキ

ヤシヲオキマシタ︒
にち﹇▽いくにち・いちがついちにち・
いちがつにじゅうごにち・いちにち・
いっせんしひゃくくじゅうにねんじゅ
うがつじゅうににち︒くがっさんじゅ

﹇煮炊﹈︵名︶2

うにち・くがつじゅうさんにち・ごが

にたき

八441 毎日の食物のにたきから種々

き

つにじゅうはちにち・しごにち︒しご
にちかん・しごにちまえ・しじゅうに

の工業まで︑火の力を要することは
数へきれない程多い︒

禮儀も亦輩に軍隊の問に

行はる＼に非ずして︑此の心得なく

十二備10図

﹇日夜﹈︵名︶1

日夜

して如何でか日常の社會に立たんや︒
にちや

晴

日露の戦役に於ては︑露

軍は海軍根測地として此の地を死守

十二566図

し︑我が軍は苦戦十一箇月にして之

を陥れたり︒

については

︿略﹀故近藤大尉記念

︵接助︶1

十一635團國

建碑式平行摘草間︑︿略﹀︒

來る六月三十日︵土曜日︶午後二時

碑︑いよく出來上り候については︑

ひ

については

道にして︑︿略﹀︒

道は日露職役中に急設したる寸劇鐵

安曇線は︿略﹀︒此の鐵

日露戦役中

︵名︶1

スチブンソンは︿略﹀︑すべ にちうせんえきちゅう ﹇日露戦役中﹈

りのよい車をすべりのよいレールの

九335

上で走らせる様にしたらよからうと︑

十二582図

日夜其の事ばかり考へてるた︒
日曜

日曜

日曜 晴

﹇日曜﹈︵名︶2

六358．十二月十日

にちよう

六387

ち・しちがつじゅうごにち・しちかに
ち・じゅうがつじゅういちにち・じゅ

塁所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑

うがつじゅうしちにち・じゅうごにち

十一6610
一一タキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

外出日は日曜日︒祝日及
び大祭日にて︑︿略﹀︒

十583圓困

﹇日曜旦︵名︶2 日曜日

十二月十七日

ラ︑︿略﹀︑常二清潔ニシテ置カナケ

じゆうにがつじゅういちにち・じゅう

にちょうび

荷足

・じゅうしごにち・じゅうしにち︒

﹇荷足﹈︵名︶1

レバナラヌ︒

にたり

じゅうさんにち・じゆうにがつじゅう

んぐうにっきのいっせつ・たろうの

十589圓團︿略﹀︑又日曜日等には忠 にっきnVアラビヤりょこうにっき・さ

船等其の目的により︑大小・構造千

臣・義士に關する講談等もこれあり︑

十﹁268図 荷足・高瀬・茶釜・屋根 にがつじゅうごにち・じゆうにがつ
しちにち・じゆうにがつじゅうににち

に付

差萬別あり︒

︵接助︶2

にっき

につき

面白く有盆に存候︒

﹇仁田四郎﹈︹人名︺一

日用

︒じゆうにがつじゅうろくにち・じゅ

にたんのしろう

﹇日用品﹈︵名︶2

十587囲困

七385

品

兵螢内の酒保には日用品

︿略V︒

拝啓︑老父事本年満六

十歳に相管外に付︑︿略﹀︑親族一同

十一6110國困

ろくにち︒なんがつなんにち・にがつ

心安き方々御招待致度と存二間︑

打寄り︑心ばかりの祝宴相開き︑御

にちようひん

五696 遷宮ニハエマガタクサンカケ

．じゅういちにち・にさんにち・にじゅ

︿略V︒日用品ナラバ︑マヅ何デモア

うににち・じゅうににちづけ・じゅう

テアル︒︿略﹀︒ヨシツネ・ベンケイ

うくにち︒にじゅうごにち・にじゅう

ルトイツテヨロシイ︒

ニタンノ四郎

ノエモアリ︑ニタンノ四郎ノエモア

しちにち︒にじゅうはちにち・はちが
つさんじゅういちにち・ひいちにち・

葬啓來る十五日は亡父

七回忌に相當り候に付︑午後三時西

十一628圓困

︵格助︶1

につきて

方骨に診て法挙上螢度胆間︑︿略﹀︒

﹇日光﹈︹地名︺7

かんさいにっこう

にっこう

も重し︒

日光←

等につきては︑主婦たる人の責任最

十二914図 ︿略﹀︑子供の行儀・作法

につきて

︿略V新シイ観工場が出島タ︒

ル︒

にたんのしろうただつね ﹇仁田四郎忠

﹇日露﹈︵名︶2

﹇▽にっしんにちろりょうえき

にちろ

日・露の境は幅下間齢

分明に相成居候︒

三十三里︑四箇所に境界石を置きて︑

を一文字に森林を伐りすかし︑東西

十一978二恩

日露

ほんげつじゅうごにち・みょうごにち

日常

日・露

常﹈︹人名︺1 にたんの四郎ただつ

﹇日常﹈︵名︶2

うごにち・ろくがつさんしゅうにちこ
ごにじ
にちじょう

銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少

九905図
シ︒

さず︑︿略﹀︒

外出せずとも少しも不自由を感じ申

ニダン目

じゅうしちにちこぜんごじ・よくじゅ

・飲食物等を販費致し居り候へば︑

この時よりとものそば

・めいじさんじゅうはちねんごがつに

ね

四171

に居た︑にたんの四郎ただつね
といふぶしが︑︿略﹀︑そのて
﹇二段目﹈︵名︶一

おひじしにむかひました︒
にだんめ

四741 ニダン目ニバクワンヂヨ
ヲスエテ︑三ダン目陰ハ五人バ
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にっこう一にっぽん

みはし

九17図 日光
だいや
九937図 日光の市街蓋くる所に大谷
川あり︒

是即ち有名なる神橋にして︑

﹁ 日 光 の 結 構 ︒ ﹂ こ＼に計る︒

九9310図

あらず︒

十一912図日光・空写の如きは︑人

﹇日清日露

同胞すべて六千萬︒

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ
なき

にっしんにちろりょうえき

日清・日露当役

の生命を保つに必要なれども︑︿略﹀︑

旅順線は大連の事事臭水

たかなが

﹇新田義貞﹈︹人名︺1

︒にっすう﹇▽ひかず

につたよしさだ

につたよしさだ

新田義貞

につたよしさだ

六644

六56圃

六47圏

日本二居ルケモノノ中デ一番

日本の國は花の國︒

日本の國は松の國︒

日本は海國でありながら︑

強イノハ能醐デス︒

七877圏

ヨーロッパよりシベリヤ鐵

日本

八829図

ヨーロッパより船にて日本

かくの如く日本を出で︑海

かくの如く日本を出で︑海

我が日本の國の大部分は︑

ば︑又元の日本に蹄り來る︒

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八802図

ば︑又元の日本に陥り煮る︒

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八801図

り︒

印度洋を渡りて︑東へ東へと進むな

へ謀るには︑︿略﹀地中海を過ぎ︑

八796図

にして日本に蹄着することを得べし︒

道にて東方へ向はば︑二週間あまり

八794図

八77図

海を恐れる人の多いのは残念な事で

両役﹈︵名︶1

日光山

子より分れて︑日清・日露雨役に有

十一一565図

第二十七課

す︒

之を買ふ必要なく︑随って亦償ある

光山

光山

名なる旅順口に達す︒

ことなし︒

にとぼしからざれども︑よく人工の
九目14

九965図 我が國到るところ名勝の地 にっこうさん ﹇日光山﹈︹課名︺2 日
美と天然の美とを併せたるは日光に

必ずこ＼に遊びて︑日光の結構を賞

新田義貞︑尊良親王を奉
ゑちぜんのくにかながさき

十二315図

︿略﹀︒

じて越前國金崎の城に在りし時︑

アリ︑︿略﹀︒

十608図

けごんの

日光山には華嚴瀧を始 にっぽん ﹇日本﹈︹課名︺2 日本

日本﹇▽

十一758図

足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ

如くはなし︒
九936 第二十七課 日光山
九969図三三人の我が國に來る者亦 にっこうさん ﹇日光山﹈︹地名︺2 日

トウセウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

せざるものなし︒

十612図

宮盛ノ造管二藍ヒタル直送︑大抵此
ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイフ︒

日本

第一

六目2

﹇日本﹈︹地名︺22

三27サクラノ木月︑ヨソノ

にっぽんし

だいにっぽんていこく・せいようしと

にっぽん

はんにゃ
として︑霧降・卓見・方等・般若等

につこ

日本
ニツコリ

オヂイサンバ﹁ナルポド︑

︵副︶2

六11第一

り

にっこり

其の名世に知られたるもの少からず︒

日光

十一7510図中にも華嚴・霧降・裏見
﹇日光﹈︵名︶6

を日光の三大爆布と稻す︒
にっこう

四232

ソノトホリデス︒﹂トイツテ︑ニ

七825園 日の出や日の入には日光が
波にうつって︑水の色が金色になり

クニニハ︑コンナ気心クサンア
リマセン︒アツテモ︑日本ノサ

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

水兵は頭を下げて聞いてみた

ツコリワラヒマシタ︒
が︑やがて手をあげて敬禮して︑に

く暑からず︑雪月花のながめも折節

るはし︒

十8510 ︿略﹀︑日本では遷りいぢめた

方・使ひ方にあることで︑︿略﹀︒

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十859

西洋の馬がおとなしくて︑日

にかはりて面白く︑山川の風景もう

クラノヤウナウツクシイハナ

九2310

ます︒

九613図 室内にのみ居て︑外出する
こと少き人の︑色青ざめて元氣なき
は︑日光に浴せざるが爲なり︒

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ
神武天皇ト申シ上ゲマス︒

五57

ハサキマセン︒
日

つこりと笑って立去った︒
﹇日参﹈︵四︶1
参いたす ︽ーシ︾
はちまん

︿略﹀︑夜具・衣服の類はし にっさんいた・す

ばく日光にかわかすべし︒

九615図

九616図 西洋のことわざにも﹁よく

日本には山が多い︒

わが日本は島國である︒
六23

九217國國 八幡様に日参いたし候も︑ 六12

日光の見舞ふ家には好者は見舞は

そなたがあっばれなるてがらを立て

日本の國には春・夏・秋・冬

日本には川が多い︒

爲に︑おのつから荒々しくなったの

六41

である︒

六34
﹇日進月歩﹈︵名︶1

歴史

かはるぐ色々な花がさき︑色々な

候様との心願に候︒

︿略﹀︑早く寝ね︑早く起き︑にっしんげっぽ

日進月歩

十一柵8図圏建國以來三千年

鳥が鳴く︒

ず︒﹂といへり︒

九619図

新しき空氣をすひ︑常に日光に浴し
て︑なほ病にか㌧らば︑是我が罪に

にっぽんいち一にっぽんじょし
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びらい

やまと

ほふりゆう

七481園

日本紙ハコヨリニシテ物ヲ

モトユヒや水引ノヤウナ︑

シバルコトが出來ル︒

﹁日本國には天皇へいかがいらっし

秀吉は話そうおこって︑

やるではないか︒﹂と︑その使を追

六524園

十47図 全國無害の佛忌中奈良の大

出來ナイ︒﹂

︿略V︑日本紙ハ神ダナヲ指サ

﹁日本中ニハ

ヨワイモノ

にっぽんじゅう ﹇日本中﹈︵名︶4 日

イ︒﹂トイヒマシタ︒

神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

シテ︑﹁ソンナニイバツテモ︑アノ

七497

ナツタリスルモノガアル︒

川開バカラカサニナツタリ︑合羽ニ

日本紙一笑ツテ︑﹁僕等ノ仲

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ

佛の大きさの日本一なることは諸子

ひかへして︑二度目の朝鮮せいばつ

七483園

すでに之を知れり︒

これるは︑大和の法隆寺なり︒
な ら

十二304図 其の將伊企劃をして日本 十310図 日本一の古き建物の今にの 本國
に向って︑﹁日本の順手がしりを食
へ︒﹂と號ばしむ︒

ふ

十二304図圏 ﹁日本の將我がしりを
食へ︒﹂

任務
﹇日本国王﹈︵名︶1

東方文明先進の

七489

日本國王

六518

くを申し込んで來ましたが︑その使

そこで支那もおそれて︑わぼ

にっぽんこくおう

は重き日本國︒

十一佃1図圃

をはじめました︒

諸子よ︑試みに此の外に諸
日本

﹇日本海海戦﹈

日本一の物

日本一の物

︹単名︺2

子が日本一と思ふ物を敷へ見よ︒

十二7410図 たまく元の忽必烈に仕 十49図

へたる伊太利の大旅行家ヨー

第一課

にっぽんいちのもの
一の物

く 略 V 思 へ ら く ︑ 若 し 欧 十目2

ボーロの日本に關する記事を讃み︑
︿略﹀︒

十一一758﹇図
な

十12 第一課

し

羅巴より西へ向って進まば︑印度に
にっぽんかいかいせん

三141囹

本中

のもって來た文の中に︑秀吉を日本
國王にするといふぶれいなことばが

日本海受認

日本海海職

︹画名︺2

達する前︑日本又は支那に到着する

第二課

ならんと︒

にっぽんいち ﹇日本＝︵名︶11 日本 十二目3

ありました︒

﹇日本紙﹈︵名︶7

日本紙

てうせん

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

入は︑︿略﹀︒

六508 ︿略﹀︑しまひには日本中の大

名が皆秀吉の言ふことをきくやうに

西洋紙が日本紙二等ツテ︑
﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑ドウモ君

秀吉はもう日本中に敵がなく

ガナイ︒︿略﹀︒﹂トジマンシマス︒

破レ易クテ︑少シモ強ミトイフモノ

常を失はざるは日本女子の美徳なり︒

る事愛に際しても︑自若として其の

て︑内確固たる志操を持し︑如何な

十二341図外温順・愛敬の徳を守り

日本女子

にっぽんじょし ﹇日本女子﹈︵名︶1

をはじめました︒

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

六512

なりました︒

ガヨケイニ用ヒラレルヤウニナツタ

タチノ仲間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方

七462

にっぽんし

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒

十﹇206図嚴島は古より日本三景 六435 日本中を平げて︑後には朝鮮

いつくしま

日本三景

﹇日本三景﹈︵名︶1

日本海海戟

あり︒

日本銀行

にっぽんぎんこう

我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ

カト思フ︒︿略V︒﹂トイフト︑︿略﹀︒

九911図

リ獲行スルモノニシテ︑

我が國ノ紙幣ハ︿略﹀︒之 七468 ︿略﹀︑日本紙ハ﹁マヅコノザ
シキヲ見渡シテモ︑コノタクサンノ
ハナイカ︒

障子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデ
日本語

ヲ日本銀行二言行カバ︑何時ニチモ
﹇日本語﹈︵名︶1

金貨ト交換スルコトヲ得ベシ︒

九912図

・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

一圓・五圓

にっぽんさんけい

第二課

は

にっぽんご

日

十823図あいぬの言語は日本語とは 七478 日本紙ハ﹁イやく︑君ラバ
﹇日本国﹈︹地名︺2

全く異なり︒

にっぽんこく

バカリデ︑ジブンノアヒテニ
ナルモノハ一人モナイ︒﹂

十二47

一

四141魍 く略V︑かみなりさまをにっぽんかいかいせん ﹇日本海海戦﹈
︵名︶1 日本海海職
下にきく︑ふじは日本一の山︒

び

﹇日本銀行﹈︵名︶2

四148魍 く略V︑かすみのすそを 八49図 ︿略﹀︑日本海面罵の記念砲
身塔など︑またいつれも神苑の内に
とほくひく︑ふじは日本︸の山︒
五141 日本一ノ大キナホトケサマハ︑
ナラノオ寺ニアリマス︒
たいわん

昔より官田士は日本一の盲同山

十13図 日本一の高山は皇湾の新高
山なり︒

十15図

あふみ

領土となりしょり︑富士は第二位に

と構せられしが︑︿略V︑塁湾の我が
落ちたり︒

十22図 日本一の湖水は近江の琵琶
湖にして︑周回六十里︒
しな の

十28図 日本一の長流を信濃川とす︒
さトこたうげ

線の笹子峠にあり︒

せん

十210図 日本一の大トンネルは中央
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にっぽんじん一にて

﹇日本人﹈︵名︶2

日本
﹇日本晴﹈︵名︶1

日本

きのふは日本ばれのよい天氣

にっぽんばれ
ばれ

にっぽんじん
人

﹇日本武士道﹈︵名︶

日本武士道

忽び︑遂に主君の仇を報じて︑外容

日本

死に就けるはく略﹀︑日本武士道の
﹇日本兵﹈︵名︶2

精華を獲揮せるものといふべし︒

又日本ヘイガロシヤヘノート

日本兵

にっぽんへい

ヘイ

五696

六345図

ソレヨリニ十分アマリ一一テ

電車＝テ九段坂ノ上ニイタ

外國にては︑犬をして牛か

又寒き國にては︑犬をして

ある悪馬にては︑犬のくび

そりを引かしむ︒

七628図

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

七625図

さきにてもつまめぬ程なれど︑︿略﹀︒

七603図毛のいたって短きものは指

リ︑靖國神社ニサンケイス︒

ヤスクニ

ワレラノ着物ハ多クコノ木 七589図
麻又バカラムシノ糸ニテ織

綿織物ニテツクル︒

六346図

麻糸ニテ織りタルモノバカ

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

六347図

ヤナドニツクリ︑︿略﹀︒

タル︒

七546図

サレドモコ・ニテ見ユルハ

上野公園二着ク︒

七554図

雷門一一テ電車ヲ下りテ︑

東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒

七561図
︿略V︒

廣キ東京ノ見物ハ一日一一テ

眞ニテ見知リタル心魂橋力・レレ︒

板垣御門を入りて︑玉垣御

たる旅人をすくはしむることあり︒

八58図

︿略﹀︑神殿の御屋根はかや

門の前にて辞し奉る︒

にてふき︑︿略﹀︒

八59図

八172図 ︿略﹀︑オボツカナキ手ツキ

マヅ木材ヲ切りテ︑湯氣ニ

ニテ︑破レタル所ヲ一間ヅツ張レリ︒

テムシ︑︿略V︒

八392図

マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑

外國ニテ獲明目ラレタルモノナリ︒

八404図

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑︿略﹀︒

八405薬圃が國＝テハ︑初ハモツパ

八407図 ︿略﹀︑明治八年ヨリ内地ニ

今日ニチハ其ノ製造ハナハ

テモ之ヲ製造スルニイタレリ︒

ダ盛土シテ︑︿略﹀︒

八407図

く略V︑一町へ輸出スルモノ

ノミ一一テモ︑一年間一千萬圓ノ金高

八409図

二達シ︑︿略﹀︒

に知らせんとする時は︿略﹀片假名

七576図宮城ノ御堀ニハ︑カネテ窩 八48図図 爽信人の居所氏名を受信人

ハツクシガタシ︒

七573図

にく略﹀かごをかけおきて︑つかれ

ツケ物ハスベテ塩田テツケ︑ 七633図
塩ハ山ヨリモ出ヅレドモ︑
︿略﹀︑ソノ折父トトモ臨戦

サトスヤウ︑︿略﹀︒

場二出デントセシガ︑正成避道ニテ

七15図

ワが國一一テハ海ノ水ヨリツクル︒

六546図

︿略﹀︒

六537図

リタルモノバカタビラナドニツクル︒

あかほ
十一一8510図 赤心浪士が数年の苦難を 六348図︿略﹀︑カラムシノ糸ニテ織

1

にっぽんぶしどう

でした︒

六78

八837図我等日本人は髪も黒く︑眼

八82図 日本人

﹇日本第一﹈︵名︶2

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒
にっぽんだいいち
日本第一

九296図 社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑
カネ

︿略V︑日本第一ノ 金 ノ 大 鳥 居 ナ リ ︒

本第一たるのみならず︑亦實に世界

十二405図 其の噴火口の大きさは日

﹇日本男子﹈︵名︶1

第一と構せらる︒

にっぽんだんし

秀吉は︿略﹀︑こんどは朝鮮

タ・カツテヰルエモアル︒

六515

︿略﹀︑一門ノ者一人一一テ

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

七359図うるしの上に平癒は銀にて

七27図園

せいばつをはじめました︒支那から

モ生キ残りテアル間ハ︑忠義ノ兵ヲ

九201園 水兵は驚いて︑立上ってし

日本男子

な

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

は大兵をおくって︑朝鮮をたすけま

し

︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒私も日本男子です︒

起シテ︑天皇ノ御宝メニツクスベシ︒
︵格助︶麗

なひません︒

にて

ル︒

着物・羽織・バカマ・オビ

木綿糸ニテ織りタルモノヲ
木綿織物トイフ︒

六341図

絹織物一一テツクル︒

ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

六338図

織物トイフ︒

六335図

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹

六194図物ノ重サハハカリニテバカ

六186図物ノカサハ枡ニテバカル︒

ル︒

六175図物ノ長サバ物サシニテバカ 七544図 十五分ホドニテ日本橋ニイ

にて

したが︑もとより強い日本兵にはか

﹇ 日本帝国﹈︹地名︺

日本の

ニテ

何で命ををしみませう︒
にっぽんていこく

1 日本帝國
八771図 イギリスは我が日本帝國の
如き島國にして︑商業・工業いつれ
﹇日本東部﹈︵名︶1

も盛に︑海軍強く︑商船多し︒
にっぽんとうぶ

日本東部

日本の女子

︹課名︺2

シテ︑全長凡ソ七十三里︑古ヨリ坂

九146図 利根川ハ日本東部ノ大川ニ
東太郎ノ名アリ︒

にっぽんのじょし

女子
第八課

十二308 第八課 日本の女子

十一一目9

にて一にて
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にて記すべし
八48図図 嚢信人は自己の居所氏名を
可成本字にて此虞に記すべし
ケ マ リ ノ 會 ヲ ナ シ 給ヒ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑道にて病にか﹂り︑

を見給ふ︒

九65図
遂に伊勢にてかくれ給へり︒

セキヤド

︿略﹀︑さては此のま﹂にて

口にうましとて多く食ふこ

よき心持のみにても病をふ

九667図

オルガンにて美しき音を獲
もはや新聞紙にて御承知

せしむるが如き︑︿略V︒

九724塵世

︿略﹀︑隣村にて早がねを

の事とは存候へども︑︿略﹀︒

郵便貯金一一テハ一度ノ預ケ

九738國團
打出し候︒

九767図

高一人拾銭以上ナリ︒

テ去ル︒

イモ

十232図園 ﹁︿略﹀︑五日目ノ朝此ノ

マ

華東＝テハ薩摩芋トイヒ︑

サツ

庭＝テ我ヲ待ツベシ︒﹂

︿略V︒

十305図

イヒ︑︿略﹀︒

リウキウ
十306図 ︿略﹀︑薩摩ニチハ琉球芋ト

フQ

十306図 ︿略﹀︑琉球ニチハ唐芋トイ

︿略﹀︑罪人ドモハ魚類・果

十341図

見よ︑曲線のみにて成れる

昆陽ハ七十二歳＝テ死セリ︒

實主旨テ命ヲツナグノミニテ︑︿略﹀︒

十333図

九774図普通ノ銀行一一テハ一度二五

︿略﹀︒

まして戦場にては︑進ま

白髪頭にて若き人と先を

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

十5310図園

髪を見て侮る心あり︒

十538図園平生にても︑若き人は白

様の如何に麗しきかを︒

第十二圖及び第十三圖︑︿略﹀の模

十466図
モ︑︿略﹀︒

九776図

郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

事ふもはゴかりあり︒

十542図園

事︑︿略V︒

十568魍田

く略V︑高聲にて談話する

て煙草を吸ふ事等く略V︒

十569塵囲 ︿略﹀︑所定以外の場所に

一穂ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

十607図我が國銅山ノ中＝テ最モ盛

等ナリ︒

老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑ヒ 十624図獲掘シタル銅鑛ハ︑或ハ電

張良︑橋上一一テ白髪ノ一老

是等︑︿略﹀等堅く禁ぜられ居り候︒

サレバ何レノ國ニチモ︑世 十568囲團 兵舎内にては歌をうたふ

︿略﹀︑古社寺等も昔のま＼

十229図

人戸アフ︒

十226図

の一例にても知るべし︒

十179図萬づに心ききたること︑此

にて今にのこれるは甚だ少し︒

十42図

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

ノ進ムニシタガヒ︑︿略V︑物ト物ト

九889図

書入レタル通帳ヲ渡ス︒

金鏡ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

九777図

書入レタル通帳ヲ渡ス︒

金上ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

たがひに心もとなく思ひ合 九777図 郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

ヨリ少キ金ニチモ預カル︒

︿略﹀︑貯蓄銀行＝テ四五圓

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

垂紙ニハリツケ︑︿略﹀︒

ハ︑其ノ金甲ニテ郵便切手ヲ買ヒテ

赤堀川ハ關宿ノ北＝テフ 九771図 く略V︑貯金セントスル時ニ

タ・ビニツニ分レ︑︿略﹀︒

九159図

て獲送いたし候Q

反︑本日通運便により汽船平安丸に

拝啓︑御註文の縞物三十

遂に伊勢にてかくれ給へり︒

八508図 アル日皇子︑寺ノニハニテ 九66図 ︿略﹀︑道にて病にか＼り︑

セリ︒

八538図 蝦夷モマタ其ノ家ニテ自殺 九138囲国

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八738図虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド
ルが如シ︒

出でたり︒

は過されじと︑︿略V︑そこより逃れ

九481図

察しこれあり度候︒﹂

の手紙をした＼めしか︑よくく御

八766図此の國にて商業の最も盛な 九2110㈱困如何ばかりの思にて︑此
る都會をニューヨークといふ︒
中にで︑人口最も多きところなり︒

八776図 首府ロンドンは世界の都市
八793図 ヨーロッパよりシベリヤ鐵
道 に て 東 方 へ 向 は ば︑︿略﹀︒

て止めよ︒

︿略﹀︒

用ふるも︑︿略﹀︒

九656図

︿略﹀︑かち屋にてふいごを

九655図皇所にて火吹竹を使ふも︑

せぐに足らん︒

九595図

て目をわづらひし人あり︒

九592図

よごれし手にて目をこすり

となかれ︒︿略﹀︒今一口といふ所に

九583図

ンワリトイフ︒

九562図故由或地方ニチハ之ヲドビ

如何なりしそ︒

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

八796図 ヨーロッパより船にて日本 九496図
へ認るには︑︿略﹀︒

八814図 北半球にて百花咲きみだれ
て︑蝶の飛ぶ春の 時 節 は ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑南半球にては木の葉

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

八815図

八817図 北極・南極に近き地方にて
は︑半年は書にして︑半年は夜なる
所あり︒

八818図 か＼る地方にては氣候つね
に寒冷にして︑︿略﹀︒

八826図 か＼る地方にては︑人は皆
ひの

︿略﹀宮川鳴尊く略V︑簸

すさのをのみこと

はだかにして︑︿略﹀︒

九19口︒凶
かは

川のほとりにて︑夫婦の老人一人の

むすめを中にすゑて泣きかなしめる
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こて一こて

氣ジカケノ機械一一テマキ上ゲ︑︿略﹀︒

モオシバカラルベシ︒

十636図 銅山ノ盛ナルコト︑是ニテ

十一334図

︿略﹀︑何レモ多量ノ石炭

ヲ積ミ︑大ナル速度ニテ長時間航海
スルコトヲ得︒

︿略﹀︑南部にてははや
︿略﹀︑街路井然︑総督

︿略﹀︑山林の富のみに

當総督府にて出版相成
御覧下され度候︒

でふ

候皇湾窯眞帖一部郵便にて差出候間︑

でふ

十一409國国

ても無事藏と申すべく候︒

十一403圏囲

得るものもこれあり候由︑︿略﹀︒

尺齢︑一樹にて千五百尺〆の材積を

十一401國囲︿略﹀︑中には直会二十

湾特有の船を造り候︒

ものこれあり︑是にて竹岡といふ皇

てつばい

十一392圏圏竹にも直隠一尺以上の

地にても見る能はざる程に御座候︒

官邸をはじめ建築物の壮大なる︑内

てい

十一366上国

稻の花盛りの由に御座候︒

十一358圓国

植付も終り︑︿略﹀︒

十7010図 ︿略﹀︑男勝りの大力にて 十︻357囲國當地にてはとくに苗の

︿略﹀︑全國到る庭に温泉あ

ボートをあやつりしダーリングの手
は︑︿略﹀︒
づ

十731図
い

り︒伊豆半島のみにても三十箇所を
数ふ︒

十764図︿略﹀︑腸ハ胃一一テコナシ墨
サ ザ ル モ ノ ヲ コ ナ シテ︑︿略﹀︒

十777図 スベテ重要ナル機關アル部
分ハ︑殊二強堅ナル骨＝テ包マレタ
リ︒

オ ホ ハ レ タ ル ハ ︿ 略﹀︒

十778図 胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ
十803図 あいぬの風俗はこれのみに
ても既に内地人と同じからず︒

皮などにて造れる羽織の如きものを

十807図 男子も女子も寒き時は犬の
用ひ︑︿略﹀︒

ナリ︒

﹁︿略﹀︑箱根山中にて

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

十﹁751図園

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

たれば︑︿略﹀︒﹂

十一791図

と︑我が國にては古來浮く諸所に行
はれたり︒

十一805図鵜匠は一人にて十二羽の
鵜を使ひ︑︿略V︒

鵜の首元は細なはにてし
ばりたれば︑︿略﹀︒

十﹁814図

コレニハ細小ノ針金一一テ

昔ノ縣車ニテ紡グ時ハ︑

作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑

十一849図

︿略﹀︒

十一869図

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑
︿略﹀︒

く略V︑今ハ僅カニ六七人
ノ工女一一テ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十一871図

︿略﹀︑葉巻轟の縣にて葉

フコトヲ得ベシ︒

十一878図

は漁業にて︑︿略﹀︒

ずとも︑撞網にてすくひ取るを得る

たも

十一994國団 ︿略﹀︑特殊の網を用ひ

ロシヤにて早くより開

程にて︑︿略﹀︒

拓に力を用ひたるは主として五十度

十一㎜9囲団

以北に候︒

十一梱7圓甲佐南暑熱の御地にても

何れの家にても卵を曲れ

同じことと存候︒

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

十一擢1図

2図︿略﹀︑其の代金にて一年

醤油を買ふに鯨あり︒

十一

村會にて村費を議するに

中用ふる塩・醤油を買ふに齢あり︒

十一佃6図

く略V︑村會にては其の豫

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

算の不足なるべきをうれへて︑之を

十一備8図

増加せんとせしに︑︿略﹀︒

命懸の強弱は矢の羽の敷

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ

十ニー79図 ︿略﹀︑又其の日の天盛豫

し︒

十二202図

にて表すなり︒

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

く略Vカナリヤ島に着し︑

て用を足し得る様に︑極りよく整へ

十二892図 ︿略﹀︑暗き時にも手探に

こ＼にて翌年に修繕を加へ︑︿略V︒

十二777図

十一一544図 門司にて乗船し︿略﹀︒

じ

小山の如き巣を造り︑木質にて内部

先般御手紙にて御近況
樺太にて最も有望なる

も

るに至りて︑︿略﹀︒

されど水は大都會などに

十一984隅田

を承知致し︑御なつかしく存問︒

十一955豊国

ては︑時として償を生ずることあり︒

十一916図

を園むといふ︒

十一897図熱き地方の白蟻は︿略﹀ 十二437図人口やうやく増加し︑自

漁業の類とも見るべし︒

十815図唯かづらなどにて︑かやを 十﹁4010圏国 ︿略﹀皇専意眞帖一部 をつゴり合するは裁縫の業に同じ︒
結びて壁に代へ︑︿ 略 V ︒
郵便にて差出候間︑御寛下され度候︒
十一884図此の網にて轟を捕ふるは
十923國國來る八日講話會これあり 十一429図囹 ︿略﹀︑﹁さらば是にて
本意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離
ラ

さざりし名刀を與へて行かしめたり︒

ナ

候由にて御誘ひ下され有り難く存候︒

正儀は河内にて領地を與
熊王今はせん方なく︑其
儀式・公會等ノ席一一テ談

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風

十一536図

の刀にてもとどりを切放ち︑︿略﹀︒

十一459図

へんとしたれども︑︿略﹀︒

十一442図

十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良二入
かさぎ
︿略﹀︑主上尚笠置におは

ル ニ ハ 奈 良 線 ニ ヨ ルベク︑︿略﹀︒

十一142図

しませし時︑早くも義兵を墨げしが︑
︿ 略 ﹀ ︑ 其 の ま ＼ にて止みたり︒

︿略﹀︑又艦ノ要部四極メ
テ厚キ鋼腰刀テ包メリ︒

カウ

十一321図

にど一にぶんのいち
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置くは主婦たる者の務なり︒
十二991図 衆人群集の場慮にて他人
をおしのけ︑︿略﹀ ︒

十二992図 ︿略﹀︑汽車・汽船等の中
に て 我 猫 り 廣 き 場 虜を占領し︑︿略﹀︒

に

に

トぎのみこと

理々面心
あまてらすおほみかみ

神代の昔皇祖天照大神︑

しぎのみこと

八22図
やたの

頒々杵尊をこの國に降したまはん

とせし時︑八景鏡を授けたまひて︑
︿略V︒

ふな
池には大抵鯉・下等を養

九十万町歩﹈︵名︶1

﹇二百

二百九十萬町

にひゃくくじゅうまんちょうぶ

十二445図︿略﹀︑米の作付反別は凡
そ二百九十萬町歩︑其の牧穫は年々
﹇二百十日﹈︵名︶1

凡そ四千六七百萬石にして︑︿略﹀︒

にひゃくとおか

二百十日
二百十日も事なくすんで︑

にひゃくとおかごろ

﹇二百十日頃﹈

村の祭のたいこがひゴく︒

ひて︑一一年毎に之を費るに︑其の利

二爆5しゅ

七109圃

﹇二爆﹈︵名︶1

二百十日頃

恐ろしいのは二百十日頃の大

よ ろっぱ
よりペルシャを纏て欧羅巴に移り︑

︿略﹀︒

巴里の人口は二百八十萬︑

二百八十萬

にひゃくはちじゅうまん ﹇二百八十万﹈

︵名︶1

伯林は二百萬を算す︒

十二599図

﹇二百枚換

二百枚換一品

にひゃくまいかんいちえん

二百枚換一型

一円﹈︵名︶1

九90図

にひゃくまん ﹇二百万﹈︵名︶1 二百

萬

伯林は二百萬を算す︒

十二5910図 巴里の人口は二百八十萬︑

﹁小包郵便は二百匁までは

にひゃくもんめ ﹇二百匁﹈︵名︶1 二

です︒

どんなに遠い所でも︑胃鏡でよいの

百匁

二百

稻の花は散る︑一年中の農夫の辛苦

﹇二百人﹈︵名︶1

七527囹
にひゃくにん

ともある︒

が一夜の中にむだになってしまふこ

あらしで︑家は倒れる︑堤は切れる︑

九688

ナイヤガラ爆布は左右二 ︵名︶1

﹇二番太鼓﹈︵名︶1

孚ひ︑︿略V︒

にばんだいこ

番太鼓

二番太鼓の﹁並べ︒﹂のあひ

にひゃくマイル

ニヒキ

二百

ク︾

にぶ・し

﹇鈍﹈︵形︶1

にぶし

︽一

運動不足なれば︑食物のこ

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑血膿

九596図

弱りて︑氣分もふさぐ︒

一一物相待つに非ざれば用

十一383便團

の一

米田は全平地の二分の

にぶんのいち ﹇二分一﹈︵名︶1 二分

といへども︑︿略﹀︒

を思し難きを﹁車の巴里の如し︒﹂

十一251図

蒸氣機才は二百年程前に雪明 にぶつ ﹇二物﹈︵名︶1 二物

﹇二百年﹈︵名︶1

な汽船で︑乗組の入員は二百人もあ
ります︒

にひゃくねん

九308

年

せられたが︑初の中はたゴ水をすひ
上げる爲に用ひる位であった︒

二百年以前
︿略﹀二百年以前︑通常

の灰色の鼠の一群大畢して︑印度

十二662図

︵名︶1

㎜←やく にひゃくねんいぜん ﹇二百年以前﹈

四ヒキヰマス︒

︵名︶2

にひゃくよ ﹇二百余﹈︵名︶1 二百饒
人

鋤

ふのは︑長さが六十二目もある置き

を揃へて︑三番太鼓を今やおそしと
二番茶

七818圏私の乗ってみる明治丸とい 十757図 全身ニニ思弁ノ骨アリ︒
﹇二番茶﹈︵名︶1

︿略﹀︑一バンハジメニツムノ

﹇二匹﹈︵名︶1
ビキ四ヒキ︑

一422ヒゴヒガービキニヒキ三

にひき

イヒマス︒

ラ十四五日タツテツムノヲニ番茶ト

ヲ一番茶トイヒマス︒︿略﹀︒ソレカ

五332

にばんちゃ

待構へてるる︒

つに︑五人の騎手はく略V︑馬の頭

九838

二

つに分れ︑︿略V︒二七相並んで雄を

十一7710図

うにばく

にばく

少からず︒

十一皿3図

十二993図 ︿略﹀︑旅館にて夜晩く高にねんごと ﹇二年毎﹈︵名︶1 二年毎

聲を嚢して︑他人の安眠をさまたぐ
るが如きは︑︿略﹀ ︒

十二㎜2図 英国にては停車場に手荷
︿略﹀︑旅客は下車騨にて

物を預くるに合札を要せず︑︿略﹀︒
十二㎜3図

各自に荷物を受取るに︑間違の起る
こと殆ど無し︒
どいつ

十二欄4図 又猫逸にては圖書館の書
籍を借受くるに一枚の葉書にて申し
込めば直ちに送り 來 る ︒
どいつ

十二㎜5図 又濁逸にては圖書館の書
籍を借受くるに一枚の葉書にて申し
誠の一字之を貫くは︑あ

込めば直ちに送り來る︒
十一一備9図

二度

らゆる修身の徳を＝言にて盤し給へ
﹇二度﹈︵名︶1

るものといふべし ︒

にど

九314 如何なる聖明も︑一度や二度

二度目

の不成功で氣をくじく様では蛇革上
るものでは無い︒

﹇二度目﹈︵名︶1

にとう﹇▽こうりょくにとう
にどめ

㎜

秀吉は大そうおこって︑︿略﹀︑ にひゃく ﹇二百﹈

その使を追ひかへして︑二度目の朝

九40図

六526

九40図
﹇山薬杵尊﹈︹人名︺1

鮮せいばつをはじめました︒
ににぎのみこと

歩
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にへん一にょいりんじ

﹇二遍﹈︵名︶1

一を占め居候︒

にへん

二ヘン

タル︒右ノ方士魚市場ニテ︑玉総ノ
コエカマビスシ︒

︿略﹀︑ナデシコナドノ葉ハニ

其の座敷の一間の杉戸に

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

十83

合ってゐますし︑︿略﹀︒

七209園葉は羽形で︑一一枚つつ向ひ

サア︑タケヲサンカラオ にまい ﹇二枚﹈︵名︶3 二枚

トビナサイ︒一ペンニヘン︿略﹀

一494
十ペン︒

二本

﹇日本﹈5にっぽん

﹇二本目︵名︶7

．にほん
にほん
ひのき

十一745図
は檜一本を書がき︑︿略﹀︒︿略﹀︒

︿略﹀︑壼師それより後の二枚には壷
二萬入

あいぬの敷︑古は甚だ多か

﹇二万人﹈︵名︶1

がかず︑︿略﹀︒

十829図

にまんにん

﹁一バン太イノガオヤ

四105ウチニバカキノ木ガニ
本アリマス︒

四208囹

オマツハ太イフデト

ユビ︑︿略﹀︒アトノ一一本ハ知リ
マセン︒﹂

四253園

りしが︑近年次第に減少して︑今は
二万匹

細イフデヲ出シテ︑又略V︒﹂オ

はい

二毛作

入螢當時

ハトバノ右二着イテヰル汽船 にゅうえいとうじ ﹇入営当時﹈︵名︶1

ハ今荷物ヲオロシテヰル︒

六79一

大キナキカイデ︑ドンナ重イ

︵名︶1

にうちやん

田荘港

サレバ平生ノ牧入中ヨリ成

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑一鏡

九783図

にゅうひ ﹇入費﹈︵名︶1 入費

と共に満洲の二大門戸と構せらる︒

の起鮎なれば︑商業港として︑豆類
かす
・豆油・豆粕の輸出甚だ盛に︑大連

し︑平河の河口にありて︑遼河水運

十二571図螢口は一に重三港と構

ニュウチャンこう

由を感じ候へども︑︿略﹀︒
にうちやん

生活も一士致し候事とて︑多少不自

左手ノ汽船ハ今荷物ヲ積ミコ 十597囲團 入螢當時は友人も少く︑

ンデヰル︒

六792
六793

オロシタ荷物ハスグニ車ニノ

荷物デモラクくト上ゲオロシヲシ
テヰル︒

六798

或時旅行先より手紙を送り

セテ︑馬蝿ヒカセテ行ク︒

九451図

荷物を取りに來るべしと言ひっかは

て︑其の子のアリに金紗を連れて︑

したり︒

英國にてはく略﹀︑旅客

・二銭ヅツニテモ貯ヘンコトヲ心ガ

十一一㎜4図

クベシ︒

入用

は下車騨にて各自に荷物を受取るに︑

﹇入用﹈︵形状︶1

其ノ他切方・並べ方︑色ノ

配合二二ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫

十一668

﹇▽てんいんにゅうよう

にゅうよう

間違の起ること殆ど無し︒

二門

一一モノヲスルニモ砂糖ヲ用
﹇二門﹈︵名︶1

︹地名︺一 ニューヨー

ガ入用デアル︒

ニューヨーク

見下せば︑しろはく略﹀がけ
の下にある︒東西の二二は窪いくさ

五804

にもん

フルコトアリ︒

六541図

そのころになると︑一一万匹の にもの ﹇煮物﹈︵名︶一 ニモノ

﹇二万匹﹈︵名︶1

僅かに二萬人に足らず︒

にまんびき

トミ﹁ソノ細イノヲ一一本クダ
サイ︒

七313

騒をかふのに︑人一人附き＼りで︑

︿略﹀︑一人の男の子がふでを

買ひに來た︒一本三せんつつのを二

眠るひまもない程いそがしい︒

六303

本買って︑︿略﹀︒

・よにも

八743図 猫ノロニハ上下ニ二本ヅツ にも﹇▽いかにも・いまにも・ゆめにも
ノ鋭キ牙アリテ︑︿ 略 V ︒

くわんがい

﹇二毛作﹈︵名︶1

九591図

潔にすべし︒

意輪寺

いりん

如意輪寺

にょいりんじ ﹇如意輪寺﹈︵名︶2 妓

しばく入浴し︑身艦を清

にゅうよく・す ﹇入浴﹈︵サ変︶1 入

る都會を一一ユーヨークといふ︒

八766図此の國にて商業の最も盛な

列

入螢

のまつさい中である︒

入出する友におくる

︹嘉名︺

拝啓︑入螢後はや二箇月 浴す ︽ーシ︾

﹇入営後﹈︵名︶1

にゅうえい﹇▽ごにゅうえい

︿略﹀︑灌概・排水其の

に相成候︒

十558㈱團

後

よろしきを得て︑水田は乾田となり︑

荷物

にゅうえいご

﹇荷物﹈︵名︶8

得るに至れり︒

にもつ

2

習熟する友におくる 十一2図如意輪寺

入選する友におくる
第八課

第八課
十263

えきふが小さな車の上へ︑山 十目9
のやうに荷物をつんで來ました︒

五408

つをつんだ船が通ってみたのです︒

︿略﹀︑何かと思ったら︑にも にゅうえいするともにおくる

にもつ

二毛作をなし得る良田五十六町歩を

十一M6図

十756図 ︿略﹀︑二本ノ足ハ全身ヲ支にもうさく
フ︒

十一272図 西洋形の帆前船には二本
﹇二本煙突﹈︵名︶1

・三本の楮あるもあり︒
にほんえんとつ

日本

五127

六785 正面ニアルニ本エントツノ汽 ﹇▽てにもつ

二本エントツ

﹇日本橋﹈︹地名︺1

船ハシキリニキテキヲ鳴ラシテヰル︒
にほんばし

七544図 十五分差ドニテ日本橋ニイ

橋

にらむ一にわか
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十一33図 吉水神社を出つれば︑谷
にょいりん

﹇ 睨 ﹈ ︵ 五 ︶．一

ニラム

︽一

をへだてて向ふの山腹に如意輪寺あ
り︒

ン︾

にら・む

似ル

似

二435囹 コハサウナ日﹈ヲシテ︑

ニル

ニランデヰルデハアリマセン
﹇似﹈︵上一︶17

カ︒﹂

にる
﹁私バカラダガネズミ一＝一

︽二・ニル︾← あ い に る

五536囹

る

テヰルカラ︑ケモ ノ ノ 仲 間 ダ ︒ ﹂

陸ノケモ ノ ニ 一 一 タ モ ノ ニ ハ ︑

みるではありませんか︒

七207囹 ﹁あなたと私は大そう似て
七737

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑
︿略﹀︒

九542図

カクノ如ク動物ノ漁色ニハ

其ノ住メル周團ノ物ノ色二似タルモ
ノアリテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其ノ動物ノ身ブリニ

ヨリテ︑形サへ其ノ簡単ノ物二塁ル

九555図

タトヘバ桑ノ木二選ルエダ

モノノアルコトナリ︒

九558図
シヤクトリハ︑其ノ艶色ノ桑ノ木二

セン︒

五514

︿略﹀︑＝ナケレバタベラレナ

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑︿略﹀︒

九1010図圃花に宿れる蝶は今眠さめ

汝が

な

輕く舞へや︒春風渡る廣野は

たり︒︿略﹀︒舞へや舞へや︑たもと

も︒

汝

つく
是は菅原道眞が︿略﹀︑筑

國を思ふ道に二つはな

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

十二310西館

の底︑遊びふれさる庭廣し︒

行手定めぬ浪まくら︑百尋・千尋海

十一2210図蟹 丈齢のろかい操りて︑

十386図上

ををしみてよめる歌なり︒
なつめ
庭に一本喪の木︑︿略V︒

紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

し

九792図

シ︒

タル庭アリ︒木石ノ配合オモムキ多

九292図社殿ノ後目ハ美シク作ラレ

が浅しき庭ぞ︒

しらべ高く歌へ︒緑色そふ林は

ゆめも見あきつ︒︿略﹀︒歌へ歌へ︑

九119図二葉かげにいねし鳥ははや

たのしき庭ぞ︒

イノハ︑カボチヤトトウ瓜ト李下デ

キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ

アル︒

五518

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑三訂テ

人買火デ物ヲヤイタリ︑ニタ

モタベル︒

五562

リシテタベマス◎

六272園物ヲニル鍋モ鐵デス︒

似タル上︑︿略﹀︒

九565図︿略﹀木ノ合蝶ハ︑︿略﹀︑

七334

を取るのである︒

二列

庭

︿略﹀︑人道と車道との間

﹇二列﹈︵名︶1
十二615図

にれつ

には

バ︑

なる左右二列の緑樹は枝を交へて︑
ニハ

タクサンチツタトコロ

﹇庭﹈︵名︶14

雅麗比なし︒

にわ

呂おんにわ

ニー85

四635

ある家のにはに大きな水がめ

をのせたやうに見えます︒
六226

はきっといおとすほどの名人

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ

中程の枝の上に烏が一一羽止つ

でございます︒

三736︿略﹀︑中カラ白イケムリ

か

にわか ﹇俄﹈︵形状︶9 ニバカ には

て︑さっきから少しも動かない︒

にはの藤の花が咲いて︑︿略﹀︒ 十284

があって︑︿略﹀︒

七193

いつしか木々もうらがれ

アル日皇子︑寺ノニ月下テ

て︑さびしきにはのさざん花や︑

八377図圃

八508図

︿略﹀︒

にわ ﹇二羽﹈︵名︶2 二羽

︿略V︑それから繭をにて︑縣

裏面ハ枯葉二黒タルが故二︑羽ヲ閉
ヂテ︑草木ノ枝ニトマルトキハ︑サ
殊に其の乳の成分は人の乳に

ナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

十876

似てみるから︑子供に適する︒
︿略﹀ブラッシノ仕掛ア

リテ︑錘綿ヲ引延シナガラ細カキ雑

十一852図

ケヅルニ似タリ︒

七739 ︿略V︑魚二念タモノ早雪︑鯨 物ヲ去ル︒アタカモ人ノ頭髪ヲクシ
ガアル︒

ニハノ土モミエマセンQ
へ月がでてゐます︒︹ひらがな

三127にはのまつの木の上

みとず
七761 海草ノ忠岡︿略﹀︒︿略﹀︒又 十一888図 二二は︿略﹀︑多量の土
を呑込みては之を地上の穴の口に出

七百年︑

にはの松の木はわた 四793圏そらをとんでみる鳥

す︒かくて敷年の後には︑地面に近

歴史は長き

のドリル︺

丁子トリノ尾二賢士ノモアルシ︑ウ

け蒸しぬ︒

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

十一一261図無

農夫の田畑を耕すに似たらずや︒

き土をば全く上下にうち返すといふ︒

チハナリノモアル︒

八128囲 おはなさんはく略﹀︒段々

其の名をおへる湖の かゴみの如き

おかあさんに似て來ます︒
び は
八594図圏 琵琶の形に似たりとて︑

水の面︑︿略V︒

スガ︑ソノママデヤイタリニ
タリシテタベルノデハアリマ

四51ーヨク人ノタベルモノデ

︽二・ニル︾

八755図猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似にる ﹇煮﹈︵上一︶6 ニル にる
︿略﹀︑海ノソコノ砂ノ上下

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒
九5310図

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑其ノ膿
ノ一面︑砂ノ色二男タリ︒
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にわき一にんとくてんのう

ガ出テ︑ウラシマハニバカ引子
はとり

にわとり

﹇鶏﹈︵名︶6

難

ニハトリ

に

にはとりはとやでねて

ゐます︒︹ひらがなのドリル︺

三131

ヂイサンニナツテシマヒマシタ︒
︿略﹀︑にはかに雲が出て︑か

み な り ． が 鳴 り 出 しました︒

五461

ナツタノヲ見テ︑＝バ有望﹁私ハ
ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ
又にはとり・七面鳥・あひる

く農家に飼はれるのは難で︑累卵や

鳥類の中で家畜として最も多

飛ばないから︑其のつばさが小さい︒

などは陸上や水上にばかり居て高く

八552

上ツタ︒

八137

ルシ︑ウチハナリノモアル︒

五535 ソノ中ニケモノが勝チサウニ 七76．1 又ニハトリノ尾二号タノモア

ケモノノミカタニナリマシタ︒

︿ 略 ﹀ ︑ ケ モ ノ ノ 仲間ダ︒﹂トイツテ︑

七243図 アル夜弟子ヲ集メテ︑書物
ノ講義ヲセシ時︑ 風 一 一 バ カ ニ 吹 キ テ ︑
トモシビキエタリ ︒

難肉の養分の多いことは知らぬ人は

九685 一天にはかにかき曇って︑ほ 十879
し物を取込むひまもない夕立は︑さ

︿略﹀︑近年作物の改良も

じゅしんにんきょしょしめい・しれい
ちょうかんいかむりょろくせんにん・

すうせんにん・すうにん・すうひゃく
にん・せんまんにん・つきそいにん・

母も人間なれば︑我が子

﹇人間業﹈︵名︶1 人間

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九218國國

業

にんげんわざ

もまかせず︑岩と波との問にボート

十706吉夢の吉野にも當てず︑波に

をあやつり居たる少女の働は︑人間

なんじゅうにん・にさんにん・にひや

業とは見えず︒

くにん・にまんにん︒はちにん・はっ

しんにんきょしょしめい・ひゃくご

倹約を守るは大切なれど

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

十二926図

にんじょう ﹇人情﹈︵名︶1 人情

じゅうにん・みはりにん・よにん・ろ

任

くしちにん・ろくじゅうにん・ろくに
﹇任﹈︵名︶2

ん・ろくまんにん
にん

一日も

一一ハ ト リ

う・じゅうよにん・じゅしんにん・

にん・じゆうににん︒じゅうにんとい

にんげん

み︒

﹇人形﹈︵名︶1

﹇人間﹈︵名︶1

人形﹇▽

人間

ル︒

︿略V︑ニンジンノ様ニカラカ

九9図 一一ンジン

地方人民協同一致して︑

にん・ず ﹇任﹈︵サ変︶1

ジ︾

﹇人数﹈︵名︶1

人敷←た

同ジ古論デ同ジ時間二物ヲ

仁徳天皇

ニントク

仁徳天皇

ナニ ハ
大阪バー昔ハ難波トイヒテ︑

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒

ニントク

六804図

2

にんとくてんのう ﹇仁徳天皇﹈︹人名︺

モハルカニ多イ︒

ガ品物ノ出來バエが良クテ︑製造高

製造スルノニ︑︿略﹀︑分業デスル方

十一99

にんずう

にんずう

言書の爲に力を致すの精神是なり︒

自ら地方公共の事に任じ︑誠意其の

十二血8図

任ず ︽一

サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア

九97

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒
十8910図圃 ︿略﹀やみの天地をまた
こんがう
にんじん ﹇人参﹈︵名︶2 ニンジン
御代に返すは誰が任ぞ︒金剛

元の

山下に忠士あり︒

せん

會津は︿略﹀︑
ひでたゾ

守なかるべからず︒將軍秀忠︑高虎

十二377図囹

の武名を重んじて︑之に封ぜんとす︒

十一麗1図

ない︒

わがしい中に勇ましい︒

此の燈毫附近の岩の上に乗上げたる

高虎﹁年老いて其の任にあらず︒﹂
とて之を否む︒

出來︑又桑を植ゑ︑慧を養ふ者多く︑

二割

﹇任期﹈︵名︶2

任期

難を飼はざる家なし︒
﹇二割﹈︵名︶1

西洋諸國の耕地が其の総にんき

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

十二鵬9図第三種・第五種の議員の
す︒

面積の二割より六割に及べるに比す

︿略﹀︒

十二⁝川1コ口凶

にんぎょう

任期は四箇年なり︒

衆議院は︿略﹀︑議員の

れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑

十一一4510図

にわり

十682図 或夜にはかの嵐に吹かれて︑
帆前船あり︒

十一935特例へば靴を用ふること流
行して︑買手にはかに増すときは︑
靴の償はにはかに古流くなりて︑︿略﹀︒

十一936図例へば靴を用ふること流
行して︑買手にはかに増すときは︑
靴の償はにはかに 高 く な り て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ん・けんぶつにん・けんぶつにんいち

いっぴやくにじゅうにん・うけとりに

十二72図 敵はかなはじと︑にはか にん ﹇人﹈εいっぱんせんきょにん︒
に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

十二相4図

いくさにんぎょう

旨旨木

どう・ごじゅうにん・ごにん・ごにん

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

﹇庭木﹈︵名 ︶ 一

ばやし︒さしだしにん・さんじゅうご

には︑其の人や全く精神なき人形の

にわき

にん︒さんぜんにん・さんにん・しご

一一ハ ト リ

如何程技藝に通じ︑奇術

︿略﹀︒マルクカリコンダニハ木ノヤ

五304 コ・二茶ノ木ガアリマス︒

じゅうにん・しちはちにん・じゅうご
一

ニハトリ

一

﹇鶏﹈︹唐名︺2

ウニ見目マス︒

ニ目2

にわとり

ニー1

にんのう一ぬ

242

ぞ

ぬ

ぬ

︽ネ︾

花．ユねてよしや吉野の

な

ら

︽ナ・二・ヌ・ヌル︾

まくらのもとユ石走る音︒
ぬ

花は千

にほひぬと︑

言の葉の

散らざらん︒

つかうまつりし

八重櫻︑今日九重に

九933図圏く略V︑古の奈良の都の

︵助動︶15

よし水設

十一31図画

ぬ ﹇寝﹈︵下二︶1

六808図昔仁徳天皇浮立上ル煙ノ少

人皇

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ
﹇人皇﹈︵名︶1

タマヒキ︒

にんのう
え

九49図 人皇第十二代戦意天皇の御
代︑東國の蝦夷叛 き し か ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

にんむ ﹇任務﹈︵名︶7 任務﹇▽とく
べつにんむ
漆器兵は何れも戦雫に必要にして︑

九257図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・
其の任務には輕重の別あることなし︒

十一75図 蜜蜂は︿略﹀︒︿略﹀︒女
歳も

語り出しぬ︒

ま夜中に

家請立つる

防艦・砲艦・通報艦・駆逐艦・水雷

﹃此の方面の戦圓に

木々え今

二子を失ひ給

十398図圏一のたち正していひ出でぬ︑

ノ多キモノニシテ ︑ 戦 艦 ト 土 ハ ニ 三 二

閣下の心如何にぞ︒﹄と︒

ひつる

今日九重ににほひぬるかな︒

んと︑罵りいきどほる聲ちまたに満

海の氣を
り︒

吸ひてわらべとふりにけ

武勇のはたらき命さ＼

思はず大聲をあげて泣號

熊王十五歳になりぬ︒

十一441図月日は流る＼水の如く︑
十一454図
びぬ︒

十一613図上

げて︑御國の敵を討ちなん︑我は︒

神代より承けし寳をま

悲憤の

鎌倉宮にまうでては︑

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十二23図圃
國︒

こ

十二258図圃
み

わきぬべし︒

蓋きせぬ親王のみうらみに
涙

︿略﹀︑ちっとも休まず︑

いきをもつがずに︑あさまで

四501圃

かうして︑かつちん︑かつちん︒

四631 ゆふべは風がなくて︑し
つかなばんでしたから︑少しも

知らずにゐました︒

五95 ︿略﹀︑何だか目がまはって︑

ましていくさのその時は︑

しばらくの間は何も知らずにゐまし

た︒

五298韻

すがるはさうとは心づかず︑

なくてはならぬこのわたし︒

五372

あちらこちらをたつねまはって︑

︿略﹀︑たくさんの子どもをもらって︑

六427

かへりには同じ道を通らずに︑

男の子も氣がつかずにその

コロバヌ先ノ杖︒

ま＼かへった︒

六305

別の道から下りました︒

六112

と考へて︑︿略﹀︒

きのふいをうたなければならぬ︒﹂

何でも裏からまはって︑て

瓜ノツルニハナスビハナラヌ︒

五526

つれて來ました︒

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

十二262図心歴史は長き 七百年︑

五757囹
三日を過ぎなば︑又山

け蒸しぬ︒

十二2710図圏

上に遮りて援軍の消息を示さん︒﹂

エダコニジダコ︑ドチラ

うこかずにるますが︑し

めくらは杖を受取って︑

︿略﹀︑見えぬ目ながらふりかへり︑

六638翻

せん︒﹂

目が見えず︑さがすことさへ出來ま

六625圃園 ﹁︿略﹀︑かなしいことに

居ります︒﹂と答へました︒

すと︑﹁藤吉郎秀吉こ＼にひかへて

走れよ︑走れよ︑ころば 六467圏 ﹁誰も居らぬか︒﹂とよびま
︿略﹀︑ちっともおんなじ

く略V︑ちっとも休まず︑
かうして︑かつちん︑かつちん︒

いきをもつがずに︑あさまで

四498圃

して︑かつちん︑かつちん︒

所をささずに︑ばんまでかう

四491圃

ぬやうに︒

三276圃

んだのではありません︒

三225

モマケズ︑クモマデアガレ︒

二321圏

十954図圏古の奈良の都の八重櫻︑ ぬ ︵助動︶68 ヌ ぬ ︽ズ・ヌ︾

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

︿略﹀︑道も無き山の雲を

主上は詩の心を御さとり
ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

十一164園

はや院庄に入らせ給ひぬと申す︒

ゐんのしゃう

しのぎて杉坂に着きたりしに︑主上

十一155図

つ︒

任務は重き日本國︒

は法律及び歳出・歳入の盲溝を議定

ぬ︒

生れてしほに浴して︑

浪を子守の歌と聞き︑千里寄せくる

十一2110図醐

するにあり︒

十二柳3図 帝國議會の主要なる任務

進の

か＼る︑我等の肩の上︒東方文明先

十一佃1評論 東洋平和の天職は

沈スルヲ任務トスQ

十一349図 水雷艇ハ︿略V︑敵艦二 十一136図 武家の運命も今に重きな

ス︒

又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・捕獲

當リ︑︿略﹀︑或ハ敵ノ運送船・商船

十一324図 巡洋艦ハ軍艦中最モ任務

セン

艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

十一318図諸子ハ職艦・巡洋艦・海 十117図國 人ζ皆 静まりいねし

王の任務は卵を産むにあり︒

ぬ
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ぬ一ぬ

二 人 の 行 く へ 見 送 れば︑︿略﹀︒

六718 一日もけっせきもせず︑ちこ
くもしなかった子供もございました︒

ら ぬ の が あ り ま す ︒﹂

七214園 豆類にはつるになるのとな
七277 何事高言ラズ手ノハタラキノ
ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ
ノワルイノヲ下手トイヒマス︒

西洋紙ハナホマケズニ︑

﹁︿略﹀︑僕等ハ 少 シ グ ラ ヰ 水 上 ヌ レ

七485
テモ︑裏ヘハ通ラ ナ イ ︒ ﹂

︿略﹀︑これは今日のやうに

早くは配達が出來ず︑賃銭も高かつ

七536園

たのです︒

居ルト︑︿略﹀︒

ぬ庭がなくなった︒

何の工夫もつかぬ︒

た︒

十一584

材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑

ヘナケレバナラヌ︒

先ヅ衛生・経濟・味ノ三方面ヨリ考

十一649

もう太鼓の音は聞えぬ︒

全軍が谷底へ下りた時には︑

兵士は止むを得ず將軍を谷底へ下し

十一583 ︿略﹀︑しかる様にいふので︑

九195囹軍人となって︑いくさに出 十853 其の上職孚には必ず無くては 十一575 墨筆はどうしてもきかぬ︒
ならぬもので︑︿略﹀︑勇士に軍功を

すべて家畜はよく勢らなけれ

たのを男子の面目とも思はず︑其の

十857

立てさせるものは馬である︒

フルトンは之に驚かず︑更に

有様は何事だ︒

九318

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる
氣を附けなければならぬ︒

分業法雨依ラズ︑

一人デ

︿略﹀︑官公吏ノ事務ヲ取扱

飲まず食はずに終日・終夜

さていよく馬を受取る段

あの勇ましい少年を殺して
兵士等は氣をあせるのみで︑

ソレ故材料モ料理法モ成ル

︿略﹀︑額を工手に支へて人

銅貨といはず︑金銀貨とい

はず︑雨の降る様に手當り次第に投

十二844

知れぬ涙をこぼして居る︒

十二825

る︒

く盛上げた土山が敷知れず並んでゐ

十一佃3 ︿略﹀︑まんぢゆうの様に圓

とわざがある︒

生きてゐられぬ︒﹂といふ意味のこ

のは辛抱も出來るが︑薪がなければ

十一佃2 ︿略﹀︑朝鮮では﹁米のない

ケレバナラヌ︒

ニ至ルマデ︑常二清潔ニシテ置カナ

ジメ︑料理道具・食器・フキンナド

十一673 ︿略﹀︑流シ元・戸ダナヲハ

ィ︒

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ

ベク適當二攣化サセテ︑毎日同ジ献

十一664

バナケレバナラヌ︒

ヘテ︑多数ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

︿略V︑難卵や難肉の養分の多 十一653︿略﹀︑盆山人々ノ好ミヲ考

とである︒

十一469

いふ︒

いふ︒

十一475
十一562
はならぬ︒

十一568

馬主はもう一文も引けぬと

になって︑大軍は今少しまけぬかと

十一474

とである︒

走っても尚平然として居るといふこ

飲まず食はずに終日・終夜

走っても尚平然として居るといふこ

十一469

業二外ナラヌノデアル︒

ヒ︑教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ皆分

十一132

︿略﹀︑ムダニ時間ヲ費スコトガ多イ︒

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑

十一1010

いことは知らぬ人はない︒

十881

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十863

新しい機關をイギリスに註文して︑

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

豚肉はあぶらに富んでみて︑

風がある︒

上下八里の箱根山も越えなけ
てん

勝であったのに︑︿略﹀︒

十867

又一つの船を造った︒

九362

ればならず︑富士川・大井川・天
龍川なども︑︿略﹀︑人の肩車に乗

りゆう

﹁箱根八里は馬でも越すが︑

つたり渡船に乗ったりして渡ったの
であった︒

九367圃

越すに越されぬ大井川︒﹂

てるると︑水車場の方へは行かずに︑

八237 水車場へ行くのかと思って見 九861圏熊吉の落馬したのにかまは
居酒屋の方へ行きます︒

︿略﹀學問の深い人でも︑筆

︿略﹀美しい絶圭角や地圖のや

木版では一枚々々彫らなけれ

木版では一枚々々彫らなけれ
︿略﹀︑少しも人に先んじよ

維新前までは牛肉を食ふ人は
至って少かったが︑今では全二食は

十844

つてゐました︒

うとはせず︑静かに自分の順番を待

十369園

ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十221

ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十2110

ねなければならぬ︒

うなものは︑幾度も幾度も印刷を重

十205

ければならぬ︒

をとる前には十分に其の考を練らな

八439 火は一日も無くてはならぬも 十188
のである︒

ならぬ︒

八451 火の取扱は大切にしなければ
八675團 併し老病の事故︑よほど大
事にしなければならぬと存じます︒

ケテ突撃シタガ︑︿略﹀︒

八859 我が兵二物トモセズ敵陣メガ

ズ︑左手二軍刀ヲ持ツテ部下ノ兵士

八866 中佐ハ︿略﹀︑少シモヒルマ

ヲハゲマシく︑トウく山上ノ敵
ヲ追彿ツテ︑︿略﹀︒

八882 此ノ時中葭戸スデニ第二弾ヲ
ソレデモタワマズ︑奮戦ヲツぐケテ

右手二︑第三揮ヲ腹二受ケテ居タガ︑

ぬう一ぬすむ

244

込む︒

はや谷へ下りようとする︒

十二844 銅貨といはず︑金銀貨とい ぬ・く ﹇抜﹈︵四・五︶11 ぬく 抜ク
・ひきぬく・ほりぬく

抜く ︽ーイ・ーキ・ーク︾﹇▽うちぬく

ス︒

七819園

尊︿略﹀︑おびさせ給へる

尊こ﹂において天叢雲劔を
敵は手塚の家來を押へ︑刀

智は東西の長を採り︑

ぬ・く

抜く

︽ーケ︾

けてるるのださうだ︒

第二十二

むね上げ

むねの

ぬさの前にはおみきやもちや

主n▽うまぬし・

かまをぬすまれたものがあり

多しといへり︒

ぬす・む ﹇盗﹈︵五︶3 ぬすむ

かまをぬすまれたものがあり

・ーム・ーン︾

それを私のるすにこのみざ

りがぬすんだのでございます︒﹂

五243圏

なことはいたしません︒﹂

五234園私はよその物をぬすむやう

ました︒

五226

︽ーマ

れたる家には︑盗人のうかゴふこと

十一一886図出入口に︑はき物の置齪

で︑︿略V︒

みるゐざりだといふうはさがあるの

ました︒ぬす人はきんじよに住んで

五226

人﹇▽かまぬすびと

ぬすびと ﹇盗人﹈︵名︶2 ぬす人 盗

主は馬を引いてかへらうとしました︒

買はうといふ者がありません︒馬の

來た者がありました︒︿略﹀︑誰一人

七397 ︿略﹀︑大そうよい馬を費りに

んぬし︒もちぬし

おおくにぬしのみこと・かいぬし・か

﹇主﹈︵名︶1

魚がそなへてあります︒

六744

す︒

大きな弓矢や軽車がかざってありま

上には紙のぬさを立てて︑色どった

六742

り す
又かつて栗鼠の大群ウラ ぬさ ﹇幣﹈︵名︶2 ぬさ

﹇抜﹈︵下二︶1

十二667図

まど
町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓を抜け︑

ル山中の一楽會に現れしが︑︿略﹀︑

座敷を横ぎり︑︿略﹀︒

︽ーゲ︾

﹁敵は長腰の計を取れ

ぬし

二206イマハ木ノ上ニヰマス

イ︾

ガ︑モウスコシタツト︑キモノ
ヲヌイデ︑下ヘトビオリマス︒

ヌグ

幾千の聴衆は帽子をぬいで
﹇脱﹈︵下二︶一

相和して歌った︒

十二849
ぬ・ぐ

八511図御遊ナカバニシテ︑マリヲ
ケ給フハズミニ︑皇子ノクツヌゲタ
リ︒

ぬぐい←てぬぐい

︽ーデ︾

十二275図園

づ

若者は長い劔を突通し︑幾度 ぬけい・ず ﹇抜出﹈︵下二︶1 抜け出

十︸帽6図鴎

となく抜いては又突く︒

十664

を抜きて首をかく︒

十513図

抜きて︑草を薙彿ひ給ふに︑︿略V︒

九59図

給ひしに︑︿略﹀︒

劔を抜きて︑ずたずたに大蛇を斬り

九39図

て行くと︑︿略﹀︒

まついかりをぬいて港を出

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

七36解く略V︑正行ハ父ノカタミノ ぬ・ぐ ﹇脱﹈︵五︶2 ヌグ ぬぐ ︽一

信玄は刀を抜くひまがない︒

はず︑雨の降る様に手函り次第に投

︽ーッ︾

ぬき

六572

込む︒

十二853 かの情深い紳士は誰であっ
たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

ヌフ

キモノヲヌツタリセン

﹇縫﹈︵五︶一

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二853 かの情深い紳士は誰であっ
ぬ・う

二393園

ヌキ

タクシタリシテクダサルノハ︑

ヌキ

﹇貫﹈︵名︶ 3

ドナタデスカ︒﹂
．ぬき

六75駅亭
十142図荒園 かべ土ユ 塗込められ
て あらはれぬ ぬきもあるなり︒

十145図圃園 梁・棟木 つか・ぬき

・柱何一つ取外すとも︑たちま
ちユ一家え崩れん︒﹂

ぬきか・える ﹇抜代﹈︵下一︶1 抜き

なが

るに︑我は糧食殆ど煮皿きたり︒︿略﹀︒
のぶまさ

文明古今の梓を抜く︒

﹇抜﹈︵下一︶2

抜

かへる ︽iへ︾

たけだかつより

ぬ・ける

︽ーケ︾﹇▽こぎぬける・とおり

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

火元は裏町通の材木屋で︑も
う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼

八419

リマセン︒

後屈ラーツヅツヌケテオチルノヲ知

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

六668

ぬける

ける

ヌケル

城を抜け出でて岡崎に至り︑急を主
しの

篠城を守る︒武田勝頼大軍を率みて

︿略﹀︑﹁我當に苗円蓋を地

公に告ぐる者なきか︒﹂

十201 さてかりに印刷して︑習合せ 十一一269図 ︿略﹀奥平信昌︑︿略﹀長
來り攻むれども︑城兵善く戦ひて抜

して終る︒

十二975図

としても自ら高尚なる品格を要する

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

官位︒門地・技術・財産

下に謝すべし︒﹂と︑刀を抜き切腹

十二881図

くこと能はず︑︿略﹀︒

て見て︑誤があれば︑幾度でも其の
ぬぎ

活字を抜きかへて植直す︒
﹇脱代﹈︵下一︶1

︽一へ︾

ぬぎか・える
かへる

ぎかへて︑しまひにはからだがすき

七318 慧が︿略﹀︒眠る度に皮をぬ
とほつて見える︒
ぬぎす・てる ﹇脱捨﹈︵下一︶1 ぬぎ

が如く︑︿略V︒

︽ーテ︾

十一572 將軍は上衣をぬぎすてて︑

すてる
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ま

﹇布引滝﹈︹地名︺1

かうべ

︽ーメ︾

かべ土ユ
塗

塗込められ
ぬり物

ぬきもあるなり︒

﹇塗物﹈︵名︶6

あらはれぬ

十141図心園
て
ぬりもの

箱ハウスキ木片ヲ折り︑其

りてつくる︒

八397図

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑外ガハニ藥
ヲ塗ルナリ︒

弓が一度綜にふれると︑天

老人は︑どうしてあのバイ

上の音樂の様な美しい音がわき出し

十二829

た︒

十二831

︿略﹀と不思議さうに︑バイオリン

オリンから︑あんな音が出るか︑

と紳士の手つきを打ちまもって居た︒

實盛日頃申し候に︑﹃戦

場に出でん時は髪を染めんと思ふな

十544図園

り︒︿略﹀︒﹄といひしにたがはず︑

物←やきものとぬりもの

墨を塗りて候︒﹂

七347図茶わん・土びん・皿・はち
などはやき物にして︑ぜん・わん・

思議さうに︑バイオリンと紳士の手

く時にはあんな音が出ないのかと不

十二831 ︿略﹀︑どうして又自分の揮

ぼん・重箱などはぬり物なり︒

つきを打ちまもって居た︒

塗物はくりたる木犀は組合 ぬ・る ﹇濡﹈︵下一︶1 ぬる ︽ール
ル︾

七356図
せたる木・竹又紙などにうるしを塗

を着けたるなり︒

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

るることなかるべし︒

水中に入れよ︒其のしるしは水にぬ

れる

︽ーレ・ーレル︾

︿略V︑左ノ方ニハゼン・ワンぬ・れる ﹇濡﹈︵下一︶4 ヌレル ぬ

︿略﹀︑焼物・塗物の糟模檬︑

るもの多し︒

食住には模檬・色どりをほどこした

其の他菓子類に至るまで︑我等の衣

十498図

出すこぶる盛なり︒

焼物・塗物・扇・綿縣・織物等の産

﹁︿略﹀︑僕等ハ少シグラヰ

グニベタくニナルガ︑︿略﹀︒﹂

七487圏

水占ヌレテモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂

これを見た人は皆ほしいとは

思ひましたが︑何分にも直が高いの

七396

﹁その馬の直はいか程でご

で︑誰一人買はうといふ者がありま

せん︒

ざいます︒﹂

海草ハ︿略﹀︒根モ陸上ノ植

ねは生きてゐます︒

物ノヤウニ養分ヲスヒ取ルタメノモ

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ 七771
ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

岩ナリ石ナリヘクツツクダケノ用ヲ

ノデハナク︑タぐハナレナイヤウニ︑

十812図

しかのみならず落葉・こけ

ひえ

食物は粟・稗・うばゆりの

あは

流れ出でしむ︒

は︑︿略﹀︑水をして少しつつ静かに

及び網の如くひろがれる木の根など

十93図

ナスモノデアル︒

ノガアル︒水ニヌレルグラヰハ何デ

﹇音﹈︵名︶3

音

モナイコトダ︒﹂

七492園

ね

四286園のぎくは﹁いいえ︑私た
ちは枯れたやうに見えても︑

七486園﹁君等一水ニヌレルト︑スね ﹇根﹈︵名︶5 ね 根

がわるくなるから︑︿略﹀︒

八954図︿略﹀︑商工業の爽達著しく︑ 六153かつた稻が雨にぬれると︑米 七406囹

・ハシナドノ塗物ヲ責ル店ガアル︒

七366

ね ﹇値﹈︵名︶2 直﹇▽かけね

雄二爆あり︒美しき瀧にして︑眞に

沼田

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九652図試みに茶わんのそこにしる

﹇沼田﹈︹地名︺i

ダケ

七357図塗物に黄・赤・黒・青など

りてつくる︒

ぬまた

ネ

ヌマ
﹇沼田町﹈︹地名︺1 沼田

九17図 沼田
ぬまたまち
ト

九1410図 ︿略﹀利根岳ヨリ爽スル

町

サ・ヤカナル細谷川ハ︑流レ下ルニ
シタガヒテ︑敷多ノ小流ヲ集メ︑罵
田町二至ル︒

ぬら・す ﹇濡﹈︵四︶1 ぬらす ︽一
ス︾

六78一

塗る ︽ーッ・ーリ・iル︾

十897室蘭 御歌かしこみ︑藤房は聲 ぬ・る ﹇塗﹈︵四・五︶5 ヌル 塗ル
くもらせて︑いかにせん︑頼むかげ

大工が家ヲタテルノモ︑左官
ルノデス︒

せたる木・竹両紙などにうるしを塗

七357図

塗物はくりたる木又は組合

ガカベヲヌルノモ︑︿略﹀︑皆手デス

七261

ハイツテ來ル︒

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

とて立寄れば︑尚袖ぬらす松の下露︒

出御

ずおかわじまぬり・しゅぬり

ぬり5くろえたかおかあいつぬり・し
﹇塗代﹈︵名︶1

塗込む

十ニー57 船艦ノ修繕︑船底ノ塗壁等

ぬりかえ

センキョ

﹇塗込﹈︵下二︶1

ヲスル虜ヲ船渠トイフ︒
ぬりこ・む

ね

ぬま﹇▽いんばぬま・てがぬま・ながぬ

白布をさらせるが如し︒

十一774図 神戸市に近き布引瀧は雌

布引瀧

ぬのびきのたき

紙の上を布で包んだのもある︒

十211 表紙には紙ばかりのもあり︑

う な た き や 谷 川 が あって︑︿略﹀︒

六31 所々に白いぬのをさらしたや

ぬの

ぬの﹇布﹈︵名︶2ぬの布﹇▽しろ

ぬの一ね

根号を主とし︑︿略﹀︒

ガ盲同イカラ︑古同高ユビデス︒

八688国

五日でも十日でも︑一人で

寝起す

ね起きの出來るまで︑ゆっくり看病
してお上げなさい︒
﹇寝起﹈︵サ変︶1

︽ースル︾

ねおき・す

すが︑どうか今四五日のところ御ゆ

八732図

虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド

虎モ猫モアゴ短ク︑首綱シ︒

足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル

猫ノロニハ上下二二本ヅツ

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八743図

虎モ猫モ相同ジ︒

爪アリ︒用ナキ時之ヲカクスコト︑

八742図

ルが如シ︒

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八739図

老後の安樂を願ふ者は若

るしを願ひ度う御座います︒

十二708図

年の辛苦をいとふべからず︒

備サトシテ日ク︑﹁我

ノ孔明アルハアタカモ魚ノ水アルガ

ねぎ

如シ︒願バクハ再ビイフコトナカ
﹇葱﹈︵名︶1

レ︒﹂ト︒

レバ︑歩ム骨面ヲ立テズシテ︑シヅ

八747図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ

虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木

猫ノ中層モ其ノ毛色虎二似

犬と猫は最も多く家に飼はれ

猫車

十836 ︿略﹀︑猫は鼠を捕らせる爲に

る獣である︒

十835

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

八754図

三毛ナド様々アレド︑虎ハ一様ナリ︒

八753図タぐ猫ノ毛色ニハ黒・白・

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

八749図

カニ他獣二近ヨリ︑急二仏ビツキテ

︿略﹀︑ねぎや大根が青々とう

︽

ねをかざって︑こ＼ばかりは冬を知

ねぎる

之ヲ捕フ︒
いる︒

﹇値切﹈︵五︶1

らないやうに憎々とした色を見せて

十2810

ねぎ

く略V︑行きてうかゴへば︑

ラ︾

ねぎ・る

猫﹇▽とら

ねぎられたら引く積りで︑
高くいふ直段がかけねです︒

七132園

ネグロ﹇▽アフリカネグロじん
ネコ

クロイネコシロイイヌ

七598図犬の種類は︿略﹀︒大なる
は小馬の如く︑小なるは猫よりも小
さし︒

さくちや

の棟車の如きは唯一輪なり︒

﹇根子岳﹈︹地名︺3

十一25図猫車

ねこだけ

だけ
根子岳

十﹇252図 ︿略﹀︑四國の猫車︑士塁湾

ソノウチニ︑トナリノネ 飼ふのである︒
コガダイジナキンギヨヲトツ ねこぐるま ﹇猫車﹈︵名︶2

一172

とねこ・とらねこ

﹇猫﹈︵名︶15

た ま
軍に行かば︑からだをいとへ︒弾丸

願上

︽一

︿略﹀︑時々管内の様子御
願ふ

テ︑ニゲテ行キマシタ︒

く略V︑二口とも本月十五 三554

﹇願上﹈︵下二︶2

ねこ

ヒ・ーフ︾

﹇願﹈︵四・五︶3

報知下されたく願上候︒

十271圓団

日までに御送り相成度願地竜︒

九132囲団

︽i︵ゲ︶︾

ねがいあ・ぐ

に死屯とも︑病に死キな︒

十一599図圃老いたる母の願は一つ︒

願εおねがい

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ

十一731図

﹇願﹈︵名︶1

つ＼寝起する様なり︒

ねがい

十一齪10図圏

﹁ねえさんの所からお手紙 ねがわくは ﹇願﹈︵副︶1 願バクハ

リモスコシ高イカラ︑クスリユ
ビデス︒

・根・葉等を食っ て 膿 を 養 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二233 此の外︑動物は植物の果實 四224園小サイネエサンバ私ヨ

五632園
が來てるます︒

ね﹇嶺﹈且▽たかね

一目に見えます

ね

ネエサンガエヲミテヰ

﹇姉﹈︵名︶7

ンアワテマシタネ︒
ねえさん

一27一

えさん

四223園大キイネエサンバセイ

五人デスカラ︑︿略﹀︒

八679國

く略V︑勝手がましい御願で

心安く願ひます︒﹂

ル獣ナリ︒

八729図虎ト猫トハ最モヨク相似タ

し

がく

ゑ

ぼ

子岳・杵島岳の五並等より西に留連

きしま

此の間に根子岳・高岳・中岳・烏帽

だけ

四216園 ﹁ウチノニイサンヤネ 七198園あなたと私は親類ださうで 八728図鑑﹁猫デナイシヨウコニ竹
根子岳
エサンヲアハセルト︑ミンナデ
ございますから︑どうかこれからお
ヲ書イテオキ︒﹂トイフコトアリ︒
十二408図阿蘇山の奮噴火口は︿略﹀︑

ナリムラヘオヨメニイキマシタ︒

三106ネエサンバコノアヒダトねが・う

ニイサンが三人︑オトウトトイ
モウトが一人ヅツアリマス︒

三103 ウチニハネエサンガ 一人︑

マス︒

ネエサン

ガ 來 タ 時 二 ︑君ラハズヰブ

四391圏 ﹁コノアヒダ大キナフカ ・おねがいもうす

たね︒﹂といひました︒

んやは大そうもの知りになつ

四356囹 父は︿略﹀︑コニ郎はこ

ね︒﹂

のとほつてみる長いはしが︑
八まんさまのまへのはしです

四66園 次郎﹁それでは今くるま

ね︒

見ると︑町が

四44園 次郎﹁にいさん︑ここから ねおき ﹇寝起﹈︵名︶1 ね起き

ね ︵終助︶4 ネ ね

ね﹇寝﹈且vあさね

ね一ねこだけ

246

247
ねしずまる一ネボカトフしょうしょう

りて突起す︒
のこ ぎ り

山とも画し︑山頂鋸の歯の如し︒

らはれぬ

ぬきもあるなり︒

イハンや我二二レル人ヲ

十一一711図世を憤り︑人をねたみ︑

笑フ二二於テヲヤ︒

ネタミ︑其ノ聲碁ヲ傷ツケントシテ

十一539図

む︽ーマ・ーミ︾

十二409図 最も東なる根子岳は七面 ねた・む ﹇妬﹈︵四︶3 ネタム ねた

ねしづ

︿略﹀︑人々のねしづまるを

︽ール︾

﹇寝静﹈︵四︶1

十二41図根子虫
まる

ねしずま・る

九481図

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害
人をねたまんよりは︑勉

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

十一一713図

あるも一利なし︒

ねずみ

うかゴひ︑ひそかに驕駝にうち乗り
ネズミ

て︑そこより逃れ出でたり︒
︹鼠﹈︵名︶6

鼠﹇▽じねずみ

ねずみ

テヰルカラ︑ケモノ ノ 仲 間 ダ ︒ ﹂

タクサンアリマスカラ︑シタガツテ

熱氣

ずっと下って︑食事も進みますから︑
﹇熱気﹈︵名︶2

一先安心いたしました︒

︿略﹀コロンブスは最も熱心に之を

考へ居たり︒

ぼるとがる
十一一762図 コロンブスは葡萄牙に客

遊中︑熱心に此の説を主張したりし

ねっき

が︑︿略﹀︒

地球の内部には熱氣あり︒

熱湯の海ありと語る者︑

口々に語り合へり︒

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑︿略﹀︑

十二769図

ねっとう ﹇熱湯﹈︵名︶1 熱湯

樺太の寒帯に近き地方まで︑︿略﹀︒

からふと

十ニー67図南皇湾の熱帯地方より北

熱帯地方

ねったいちほう ﹇熱帯地方﹈︵名︶1

十719図

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十719図其の熱量に認りたる水の自
泉なり︒

熱心

今本町民諸君ノ熱心ニヨ

﹇熱心﹈︵名︶1

十二362図

ねっしん

リ︑コ・二新校舎ノ落成ヲ見ルニ至
レルハ︑國民教育ノ一慶事トイフベ
シ︒

熱心二此ノ業二志シ︑機械ヲ爽明シ︑

こ

われらがねどこで︑や

すんで居るまも︑︿略﹀︑あさま

四496圏
業務に從弄する間は熱心

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ

でかうして︑かつちん︑かつちん︒

上ツタ︒人ハ皆ネドコヲハナレタ︒

八137

ねばりけ ﹇粘気﹈︵名︶1 ねばりけ

らず︒

に之を行ひて︑他事に心を卜すべか

十一696図

國産ヲ玉盃シバ︿略V︒

十444図眠亀が一身一家ヲ忘レテ︑ ねどこ ﹇寝床﹈︵名︶2 ネドコ ねど

金ヤギンハ︿略﹀︑ドチラ ねっしん ﹇熱心﹈︵形状︶7 熱心

モ高ウゴザイマス︒

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六256囹

五536園 ﹁私バカラダガネズミニニ ねだん ﹇値段﹈︵名︶5 ネダン 直段

も︑ふけてのきばに 雪 降 積 る ︒ ．

七122圃 たなのもちひくねずみの音

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八739図虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド 六258囹 銅ハ︿略﹀︑金や銀ヨリモ

ねぎられたら引く積りで︑

なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

﹇粘﹈

ねばる

そのくだから出すねばったし

︵五︶1

がすくないから︑おもちには

四313囹ごはんの米はねばりけ

十一川8図村の財産家に勧業に熱心
翼・養難・養魚等の模範を示せしを

是金銀ハ︿略﹀︑又分合ス

高くいふ直送がかけねです︒

七133園

ネダンモヤスウゴザイマス︒

︿略﹀︑猫は鼠を捕らせる爲に

ルが如シ︒

十836
飼ふのである︒

以て︑︿略﹀︒

十二662図 く略V︑通常の灰色の鼠の 九898図

ルコトモタヤスクシテ︑分合ノ爲二

ねば・る

なりません︒﹂

何事を号すにも︑此の事は必ず成る

七325

︽ーッ︾

ネボカトフしょうしょう

になるのである︒

︹人名︺一

るが外へ出ると︑すぐにかわいて綜

べしと覧悟して︑熱心に其の事に從
快活なる精神を以て熱心

ふを以て︑︿略V︒

進取の氣象に富める人は

直段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑︿略﹀︒

よ ろつば

熱

十二729図

一群大雨して︑印度よりペルシャを

是金銀ハ︿略﹀︑直段ノ攣

﹇熱﹈︵名︶2

十二732図

に其の事業に善事せば︑天下何事か

病中の祖母も︿略﹀︒初は
熱があまり高いので︑一時はどうな

十一一88図 ︿略﹀︑ネボカトフ少將は

く略V︑便利なる航路を開 ネボカトフ少將
かんことは欧洲人一般の希望なりき︒

十二746図

成らざるを憂へん︒
︿略﹀︒

八672囲

︿略﹀︑昨朝あたりから熱が

ることかと心配いたしましたが︑

八669国

ねつ

ナレバナリ︒

動モ少キ等︑貨幣トスル目撃モ便利

九899図

経 て 欧 羅 巴 に 移 り ︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 通 常 の 灰 色 の 鼠 の

一群︿略﹀︑古套此の地方にありし

十一一664図

鼠色

︿略﹀︑其の他鼠色・茶色・

﹇鼠色﹈︵名︶1

黒色の鼠を全く追梯ひしことあり︒
ねずみいろ
とび

十491図

ねだ

鳶色等︑色の名稻も亦千種萬様なり︒
﹇根太﹈︵名︶1

十1310図圃圏 ﹁ねだ低く︑たるきは

ねだ

高し︒かべ土ユ 塗込められて あ

ねま一ねん

248

人一人附き＼りで眠るひまもない程

眠れる時も人の足音を聞けば︑たゴ

よく働かんとするものはよ

ちに目をさます︒

九603図

十一188図

ねらひ

よ一は︿略﹀︑よくねらひ

﹇狙U︵名︶1

四822

ねらい

をさだめ︑弓を引きしぼって︑
﹇狙﹈︵五︶2

ネラフ

ねら

ひようと一矢いはなしました︒

シタ︒

四793囹

︿略﹀︑三羽ねらへば︑二

三郎ノ母ハ四五日マヘ

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

四575園﹁ソレナラ海ノ水ヲア

四671

ゆにはいって︑ごはんをたべ

カラ風ヲヒイテネテヰマス︒

ると︑つかれてすぐにねてしまった︒

六366

せんねんかん・いくまんねん・いちに

ねん ﹇年﹈﹇▽あんえいはちねん・いく

ねん︒いちねん・いちねんかん・いち

ひゃくくじゅうはちねん・いっせんに

じゅうがつじゅうににち・いっせんし

ん・いっせんしひゃくくじゅうにねん

ねんじゅう・いっかねん・いっさくね

やき物をつくるには︑土又

ねり

羽だけはきっといおとすほど
﹇練固﹈︵下二︶1

の名人でございます︒
ねりかた・む

七348図

んがつ・ごねん・ごろくねん・さん

んねん・さんびやくねんいぜん・さん

んじゅうはちねん・さんぜんねん・さ

じゅうしちねん・さんじゅうねん・さ

ひゃくねんいぜん・げんこうにねんさ
ねり行く

は石のこをねりかためてかわかし︑

﹇練行﹈︵四︶1

かまどに入れて碧く︒

昔都大路をねり行きたり

びやくねんまえ・しかねん・しちかね

十一257図

︽ーキ︾

ねりゆ・く

︿略﹀悲鳴の聲に目をさま

春は島山霞に包まれて眠

いそべに出でてながめしが︑︿略﹀︒

し︑眠れる父をゆり起して︑幾度か

十6810︹図

に如くはなし︒

九604図身罷の勢を直すはよく眠る かたむ ︽ メ︾

く眠るべし︒

三157 スキヲネラツテ︑タツタ 八255 ︿略V︑まだねてみた妻を呼起
一ケリデ︑ケハヤヲケタフシマ
して︑﹁朝ね程損なものはない︒

眠る度に皮をぬぎかへて︑し ふ ︽ーッ・一へ︾

ねら・う

難が桑の葉を食ふのは︑︿略﹀︑

いそがしい︒

る︒

まひにはからだがすきとほつて見え

七318

四度ある︒

その間に一日か二日つつ眠ることが

七317

白旗をか＼げ︑戦艦ニコライ一世以

寝間

下四隻を告げて其の部下と共に降服
﹇寝間﹈︵名︶1

せり︒

ねま
思ひて︑其のま﹂寝間に錦れり︒

十一732図 さまたげせんも心なしと

り

ねむり ﹇眠﹈︵名︶4 眠←ひとねむ

たり︒

九107園圃花に宿れる蝶は今山さめ 七618図犬は耳ざとき動物にして︑
九605図 ﹁夜半十二時前一時間の眠
は︑十二時後二時 間 の 眠 に ま さ る ︒ ﹂ ．
といへり︒

九605図 ﹁夜半十二時前一時間の眠
は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂
といへり︒

ネムル

ね

︿略﹀︑同夜は近村の者一

﹇ 眠 ﹈ ︵ 四 ・五︶13

人も眠につきたる者これなく候︒

九7210圓国

ねむ・る
︽ ー ッ ・ーリ・iル︒ーレ︾

ん︒しちじゅうねん︒しちひゃくねん

るが如く︑夏は山海幸島にして目覧

眠る

し縣毛の車は如何に優美なりけん︒

・しひゃくねんいぜん・じゅうさんね

んめ・じゅうしごねん︒じゅうねん・

たくさんの本を嵩んだ學問の

しょうさんねんごがつ・にじゅうねん

くねん・せんにひゃくよねん・てん

うにねんはちがつみつか・せんにひや

ん・せいれきいっせんしひゃくくじゅ

じゅうよねん・すうせんねん・すうね

ネル ねる

深い人でも︑筆をとる前には十分に

十188

く略V︑其の夜は一同うれね・る ﹇練﹈︵五︶1 練る ︽ーラ︾

むる

十二789図

むるばかりあざやかなり︒

から︑目はいつもはっきりして

三392私はよるよくねむります

眠れる

﹇寝﹈︵下一︶6

其の考を練らなければならぬ︒

それで取入れの時は大へんに ねる

﹇眠﹈︵下一︶1

しさに眠ること能はず︒

︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ ねむ・れる

みて︑よく見えます︒
五344

六156

︽ーレ︾

︽ネ・ネル︾

ドンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマ

いそがしくて︑夜も十分に眠れない

にはとりはとやでねて

ねんかん・にせんしひゃくろくじゅう

ごと・にじゅうねんらい・にじゅうよ

ねんまえ・にせんよねん・にねんごと

皆さんがよるねる時に
は︑みじかいはりがどの字の

四474

ゐます︒︹ひらがなのドリル︺

三131
根もと

ねん︒︿略﹀︒うれし︑この松の根も

所にありますか︒

いざ︑裏山にきのこたつ

﹇根元﹈︵名︶1

と．に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

八92図圃

ねもと

ほどです︒

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

ス︒

六118 晩にはくたびれた足をのばし
て︑けさまで一眠に眠りました︒

七96圃 眠る蝶々︑とび立つひばり︑
︿略﹀︑二万匹の量をかふのに︑

吹くや春風たもと も 往 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七314
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ねん一の

・にひゃくねん．にひゃくねんいぜん

ねんいり

念入
を好めり︒

﹇年年﹈︵副︶14

デスカ︒
ねんねん

年々

タツテクダサツタノハ︑ドナタ

ニ376園 ア留目カイフトコロノ
中ヘイレテ︑ネンネコウタヲウ

兵器は軍人のたましひに ねんねこうた ︵名︶一 ネンネコゥタ

﹇念入﹈︵形状︶1

十567囲囲
候へば︑其の手入は最も念入に致し

・ひゃくさんじゅうよねんまえ・ひや
くしちじゅうよねん・ひゃくねんかん
候︒

ねんげんn▽ぎむきょういくねんげん

・ひゃくねんまえ・ひゃくよねん・め
いじくねんごろ︒めいじごねんがくせ
ネンゴロ

ねんごろ
ねんごろ

﹇懇﹈︵形状︶4

いはつぶいらい︒めいじさんじゅうし
ちはちねん・めいじさんじゅうしちは

十二447図 ︿略﹀︑変の作付反別は凡

そ百八十萬町歩︑其の牧穫は年々凡

そ二千萬石なり︒
ま1ゆ
．十二44
0図 繭の取入高は年々増加し

茶も亦盛に栽培せられ︑

て近年三百五十萬石を越え︑︿略﹀︒

十二452図

中異土の花蓋︑紡績

はなむしろ

輸出償額年々一千萬圓に達す︒

︿略V︑牛も段々減り︑畑の取 十一一502図像

縣とまつちとは︑輸出年々増すばか

八195

り︒

ヨク父ノ言フコトヲ聞分ケ

高も年々に少くなって︑五六年の中

七31図

によほど財産を減らしました︒

ちねんせんえき・めいじさんじゅうし
クメテ︑國ヘカヘシタリ︒

ヨ︒︿略﹀︒﹂ト︑ネンゴロ曲言ヒフ

し︒

と画面に至るも亦甚だ遠からざるべ

著しく増加する勢なれば︑其の巴里

十二601図 ︿略﹀︑首府の人口も年々

二等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死

其の壷金・材木・曲言

シテ︑︿略﹀︑内面ノ所用ヲミタシテ︑

十一837図年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

座候︒

も年々其の産額を増加する模様に御

十一381圓国

萬圓ヲ下ラズトイフ︒

今日のこの日に年來ののぞ

正儀驚きて︑﹁如何にし

さらば年來の謝恩に何

か書きて参らすべし︒﹂

十一726図園

たる心の中を打明けて︑︿略﹀︒

たるぞ︒﹂と問へば︑熊王年歯包み

十一455図

みを達したるは何等の幸そや︒

八78図

十442図近年ノ輸出高ハ年々五六百ねんらい ﹇年来﹈︵名︶3 身重

スルモノ年々少カラザリキ︒

︿略﹀︑罪人ドモハ魚類・果

戸口もまた年々に増加す︒

ちはちねんせんえきげきせんち・めい

此の風一度軍人の間に起

十334図

アリはそこに行きて︑あり 八955図

じさんじゅうはちねんごがつにじゅう
九4810図

し事を物がたり︑ねんごろに同行を

しちにちこぜんごじ・めいじしじゅう
にねん・めいじじゅういちねん・めい

戒め給ふ︒

人生の長短は事業の大小

﹇年歯﹈︵名︶1

就只見童ノ数が年々増加シ︑

の ﹇野﹈︵名︶10 ノ の 野﹇▽かれ

タクサンサイテヰマス︒

ニモワタクシドモノナカマガ

﹁マサヲサン︑ノニモ山
そ二百九十萬町歩︑其の牧穫は年々

三38園

の・すその︒ひろの

凡そ四千六七百萬石にして︑︿略﹀︒

十二445図︿略﹀︑米の作付反別は凡

ト日一日ヨリ急ナリ︒

々増加シテ︑出校ノ増設ヲ要スルコ

十二361図随ツテ學齢見童ノ数ハ年

ノデ︑此ノ改築ヲ計童里シ︑︿略﹀︒

義務教育年限モ⊥ハ年二延長セラレタ

十一一351

尚海外二輸出スルモノ五千萬圓以上
年中

を以て量るべく︑年歯の多少を以て
﹇年中﹈︵副︶2

二及ブ︒

ませう︒

八823図

﹁孔子は年少にして禮

﹇年少﹈︵名︶1

知らざる國あり︒

ねんしょう

十二937図園

年少

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

又世界の中には︑年中夏の

のですから︑少しそのお話をいたし

七813囹私は年中航海をしてみるも

ねんじゅう

量るべからず︒

十﹁685図

ねんし

年歯

ゆめ此の訓を洩るなと︑ねんごろに

りては︑士氣も兵氣も衰ふぺければ︑

十二M6図

ごろユ︑別れて行くや右左︒

﹃さらば﹄と︑握手ねん

頼みしに︑一同快く引受けたり︒

念

十414富士

じじゅうごねん・めいじにじゅうしち
はちねん・めいじにじゅうしちはちね
んせんえき・めいじにじゅうねん・め．

いじにねん・めいじはちねん・ろく
﹇念﹈︵名︶4

じゅうねんいぜん・ろくねん
ねん

十一543図︿略﹀︑ミダリニ聲色ヲ作
リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切
ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ
トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

十二779図 是より先は未だ航行せし
ことなき大洋なれば︑乗組の人々も
次第に不安の念を生ぜり︒
國力我に劣れる國民を見

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

十一一梱1図

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば
︿略﹀ ︑ 上 官 の 者 は 常 に 下

ざ る が 如 き は ︑ ︿ 略V︒

十一一擢5図

級の人をいたはりて︑いさ＼かも輕
侮の念を有すべからず︒

の

の一の
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こ・いずものくに︒いちのたに・いち

るいのいじゅう︒しゅふのっとめ・す

ひのいり・ひのこ・ひので・ひのまる

み・ひとのしんたい・ひとのなさけ・

・ひのみ・ひのみはた・ひのもとっく

五47早春が來た︑春が來た︑どこ

に・ひゃくぶんのくじゅうく・ひゃく

いがいみまいのぶん︒すいしえいのか

ぶんのくじゅうしち・ひょうこのすけ

いけん・すいしのひょう︒すいへいの
はは︒すがわらのみちざね︒すさのお

ただもと・ひよどりこえのさかおとし

のとりい・いとげのくるま・いなかの

も來た︒
・いんのしょう・うみのせいぶつ︒う

のみこと︒すみよしのたたかい︒する

しき・いぬのよくばり・いわみのくに

五52圃 花がさく︑花がさく︑どこ
らしまのはなし・うらみのたき・えち

・ふじのまきがり・ふじのやま・ふじ

に來た︒山に來た︑里に來た︑のに

にさく︒山にさく︑里にさく︑野に

のいち︒ぞうせんのはなし︒そがのい

がのくに︒せかいのはなし︒せんぶん

わらのかまたり・ふじわらのふひと・

のみこと・おおのうら︒おきのしまふ

るか・だいこくみんのひんかく︒だい

たたかい・まつのしたつゆ・まのあた

ぜんのくにかながさき︒おおくにぬし

とうのみや・たいまのけはや︒たかの

り・まめのいちぞく・まるのうち・み

もさく︒
きん・おきのどく・おくのせんぼん・

は・たけのこ・たこのうた︒たちから

五55圃 鳥がなく︑鳥がなく︑どこ
おくのま・おもいのほか・おわりのく

おのみこと・たのくさ・たのも・たろ

へいえいないのせいかつ・ほうとうの

も鳴く︒
のくしん・かさぎのやま︒かずのこ・

に・かいけいざんのたたかい・がこう

でなく︒山で鳴く︑里で鳴く︑野で

ちぐさの花もおもしろや︒

の

六58圃 ︿略﹀︑七つゆむすぶ秋の野

てんのうへいかのぎょせい・といあわ

てのはたらき・てのひら・てのゆび・

てっかのたろうみつもり・てのこう・

きのいきな・つきのわ・つるのまる・

にのまがたま・やしまのたたかい・や

たい・もめんきもののゆらい・やさか

むだのわたし・もちのまと・もののあ

むしのこえ・むしののうこうぎょう︒

のたけ・みやのした・むかしのたび・

もとのよりとものはか・みのうえ・み

かさのやま・みずのたび・みなもとの

・きのは・きょうとからのてがみ・き

九57曳く略V︑尊をいざなひ︑尊の ・きせんきしゃのはつめい・きのどく

せのてがみ・とうのさわ・とうのみね

よしいえ・みなもとのよりとも・みな

りふりのたき・くさなぎのつるぎ・く

・どうぶつとしょくぶつのかんけい・

たのかがみ・やまたのおろち・やまと

のすがる・ちょうせんのふうそく・つ

だらのかわなり・くちなかおくのせん

たけるのみこと・やまとのくに・やま

うのにっき・だんのうら︒ちいさこべ

ぼん︒くちのせんぼん・くものい・く

どうぶつのたいしょく・とけいのうた

とひめのみこと・やまのうえのみはら

かわなかじまのたたかい・きいのくに

ものす・くわしほこちたるのくに・け

・とこのま・なかとみのかまたり・な

し・やまのうちかずとよのつま・ゆう

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

ごんのたき・こうかいのはなし・こう

かのおおえのおうじ・なかのせんぼん

びんのはなし・ゆきのあさ・ゆのたに

七224園私どもの親類で︑小さくて かただのうら・かみつけぬのかたな・

のもろなお・こうわかいのあんないぶ

いぶつ︒なんじゅうぶんのいち・なん

・なすのよいち・なのはな・ならのだ

なちさん・きくのはな・きしゃのたび

野越え︑山越え︑ふわりくと春霞

ん・こくさんのうた︒ごじゅうのとう

くれんげ草でござ い ま せ う ︒ ﹂

の彼方へ連れて行かれるやうな心持

・ことのは・ことのほか・このはちょ

き奉らんとせり︒
みつほ

十二836

︿略﹀ ︑ 惹 く 浮 立 つ た 調 子 に ︑

けぬ地なし︑野も 山 も ︒

十一情2図圏瑞穂の國と農業は開

野に入り給ふを見て︑火を放ちて嶢

になる︒

ふうそく・あきないのあそび・あげは

︵格助︶晒

を藤︑へて︑野も山も︒

んぎ・さんのいち・さんぶんのいち・

ぐうにっきのいっせつ・さんしゅのじ

・さちのうみ・さるさわのいけ・さん

のじまん・ささのゆき・さだのみさき

う・さかのうえのたむらまろ︒さざえ

んぶん・はちぶんのこ・はなのさまざ

みのすくね・はたらくことはひとのほ

・にぶんのいち・ぬのびきのたき・の

・にっぽんのじょし・ににぎのみこと

しろうただつね・につぼんいちのもの

のきなし・にたんのしろう・にたんの

くしのうち・わたくしのほん・われは

うぎょう・わたくしどものまち・わた

のちぢにおくるてがみ︒わがくにのの

りょうようのたたかい・りょこうさき

だいと・よしののちょう・よのなか・

・ようろうのたき・ヨーロッパのさん

十二佃7二黒 柳櫻の 春にほふ 錦

のちょう・あべのなかまろ・あべのひ

さんぶんのに・しかのみずかがみ・し

うみのこ

4 ノ の 試﹇▽アイヌの

らふ・あまのいわと・あまのはしだて

はんのき・びぜんのくに・ひだのたく

ま・ははのこころ・ははのてつだい・

の

・あまのはら・あみのめ・あめのうず

ののくに・じゅうぶんのいち・じゅう

ずのおだまき・じちのせいしん・しな

シカノッノ

めのみこと・あめのむらくものつるぎ

一94

︒アルプのやま・いえのもん・いしの
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ウシノツノ
カキノタネ
キクノゴモン
キリノゴモン
タカイスギノキ︒
ユリノハナガサキマシタ︒

キノエダニ感銘ツムリ

モリノナカニオミヤガ

アリマス︒

一26一
ガヰマス︒

ニー07圏

クロイクロイ

マツクロ
マンマル

クモニ︒

マルイマルイ

イ︑スミノヤウナ
ニー15圃

イ︑ボンノヤウナ月ガ︒

﹁アチラノ大キナ川へ

ガレテクルノデス︒﹂

ニー33園﹁アノ山ノオクカラナ
ニー37囹
ナガレコムノデス︒﹂

ニー46犬ガ︿略﹀︑ハシノウヘ
ニキマシタ︒

一34一 コメヤノトナリハサカナ
P ︿略﹀︑ミヅノナカニモサ
ヤデス︒
カナヲクハヘタ犬ガヰマス︒
サカナヤノトナリハコマ ニー54 ︿略﹀︑ハシノウヘカラ︑

一344
モノヤデス︒

︿略﹀サカナハミヅノナ

ワントーコエホエマシタ︒

一48一 ワタクシガコチラノハシ ニー61
ヲモツカラ︑︿略﹀︒

S

︿略﹀︑イロイロナ木ノハ

カヘオチマシタ︒

ミヅノウヘニオチテ︑

ガトンデキマス︒

︿略﹀︒

モリへ︑オテ ニー73

一484 ︿略﹀︑アナタハソチラノ

ハシヲオモチナサイ︒
ヤ・不 へ︑︿略﹀︒

一526圃オミヤノ
ラ ノ

ヒノデナイウチニナン

ヤ・不 へ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑馬上ノ土モミェマ

オハナハモミヂノハヲ
ワタクシノキモノニハ︑

ワタクシヲヒノナカヘ

ニヤケタヤウナイロヲシテ
ヰマス︒

二214

︿略﹀︑ユフハンノシタク

ニモカドマッ

T園

アタタカイフトコロノ

中ヘイレテ︑︿略﹀︒

キイカラ︑︿略﹀︒﹂

二424囹ダル︑マサンノ目工大

ヤシロデス︒

二445 コレハ天ジンサマノオ

ヰマス︒

R

︿略﹀︑アノオヤネニハウ

︿略﹀︑ドコノテンジンサ

︿略﹀︑ドコノテンジンサ

マノオヤシロ ニモ︑︿略﹀︒

二475

マノオヤシロ ニモ︑︿略V︒

T

ナガオスキデシタカラ︑︿略﹀︒

コノォカタハウメノハ

メバチノ大キナモンガツイテ

二464

クサンアリマス︒

ワタクシハアノモノォ 二447ココニハウメノ木ガタ

マセウ︒﹂

﹁︿略﹀コノカキネノワ

ニカクレ

P囹

イレルト︑︿略﹀︒

キ

二237園

キノ中ヘカクレマス︒﹂

二244園﹁︿略﹀︑アノ木ノ下馴
S

タケヲサンガヰマス︒﹂

ドコノイヘ

ヲシテヰマス︒

U

ガタテテアリマス︒

二285 ︑
ケサノカラスノナクコ
エモ︑スズメノナクコエモ︑
ウレシサウニキコエマス︒

一サツハシウシンノ本︑

︿略﹀︑一サツバカキカタ

︿略V︑ニサツハトクホン

一ピキカ

︿略﹀︑ハナサカヂヂイノオ

︿略﹀白イ犬ヲ

ノタモトヲクハヘテ︑︿略﹀︒

二512アル日田ハオヂイサン

ツテヰマシタ︒

ツテ︑子ドモノヤウ園庭ハイガ

二507

ハナシガカイテアリマス︒

S

ノートニデス︒

二486

ノオテホン︑︿略﹀︒

T

︿略﹀︒

S

アリマス︒

ケサハカラスノナクコ 二476︿略﹀︑ウメノ木ガウエテ
エモ︑スズメノナクコエモ︑

二286

ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子

ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子

ウレシサウニキコエマス︒

二292
モ︑︿略﹀︒

二292
モ︑︿略﹀︒

アル日トモダチニユミノ
ソレカラコノ人ノタニ

ジマンヲシテ︑︿略﹀︒
ニ365

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

イテチチヲノマセテクダサツタ
ノハ︑ドナタデスカ︒

﹁アカンボノトキニ︑ダ

ホソイハリガーパイ軍学テヰ

ワタクシノカラダハ︑日

二372園

ツタトイヒマス︒

二21一

ガ︑︿略﹀︒

二204イマハ木ノ上ニヰマス

マス︒

二202

一マイヒロヒマシタ︒

ニー86

セン︒

T

テ︑ハシルノモアリマス︒

一532圏 オミヤノ モリへ︑オテ ニー81 ︿略﹀︑フネノヤウニナツ
ラノ

ニー4

ワタクシノウタヲキク

ベンモウタヲウタヒマス︒

二2一
ト︑︿略﹀︒

二25アチラノソラガマツカ
﹁ミナサンニキクノハ

ニナリマシタ︒

二45園

ナヲアゲマス︒

ニー02圃 マルイマルイ マンマル

イ︑ボンノヤウナ ツキガ︒

一一
一一

5

一一

一一

一一

一一

一一

一一

Q3
Q5

9
21

1

R7

S7

S7

S8

S8

S9

S

一一

一一
一一

一一
一一

P5

P6
P8

Q7

R4

5
3
1
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1

2
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16
16
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イツテ︑︿略﹀︒

二513 ハタケノスミ ヘ ツレテ
二523︿略﹀︑土ノ中カテ︑︿略﹀
タカラモノガタクサンデマシタ︒

トナリノワルイオヂイサ

ンバソレヲキイテ︑︿略﹀︒

二526
二533 ︿略﹀︑ハタケノスミヲホ
ツテミマシタガ︑︿略﹀︒

キタナイドロ水ノホカニ
︿略﹀小サナマツノ木ヲ

ハナンニモデテキマセン︒

二535
二551
一本ウエマシタ︒
ン大キクナツテ︑︿略﹀︒

二552ソノマツノ木ハズンズ

イロイロナタカラモノガデマシ

二563︿略﹀︑ウスノ中カラ︿略﹀︑
タ︒

二57一 ヨクノフカイオヂイサン

ハマタコノウスヲカリテイツ

チラノ山モ︑︿略﹀ハナザカリ

二616︿略﹀︑アチラノ山モ︑コ

﹁︿略﹀︑タクサンノゴホウ

ニナリマシタ︒

二625

V

ヨクノフカイオヂイサン

ビヲクダサイマシタ︒

三13

︿略﹀︑カレ木ノ上ニノボ

ヲカノ上ニモ︑ツッミノ

一

ヲカノ上ニモ︑ツツミノ
︿略V︑サクラノ．ハナガ

上ニモ︑︿略﹀︒

三12

上ニモ︑︿略﹀︒

三12

ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑︿略﹀︒

二647トノサマヤ︑オトモノ人

ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑︿略V︒

二647トノサマヤ︑オトモノ人

ヲマツテヰマシタ︒

タ︒

二592 ︿略﹀︑川ムカフノカレ木

ノエダニカカツタカトオモフ
ト︑︿略V︒

二593 ︿略V︑川ムカフノカレ木

ノエダニカカツタカトオモフ
ト︑︿略﹀︒

キマセン︒

三27 アツテモ︑日本ノサクラ
ノヤウナウツクシイハナハサ
キマセン︒

マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

三34ハルノア風息カイ日二︑

アトデ︑︿略V︒

三125へやの中まであかるく

なりました︒︹ひらがなのドリル︺

へ月がでてゐます︒︹ひらがな

三127にはのまつの木の上

のドリル︺

へ月がでてゐます︒︹ひらがな

三127にはのまつの木の上

バンノゴハンノスンダ
バンノゴハンノスンダ

︿略﹀チカラノツヨイ人

ウシノツノヤ︑シカノ

ウシノツノヤ︑シカノ

﹁︿略﹀︑ジブンノアヒテ

ハヤカ

﹁おれよりちからのつ

アタタカイカゼガソヨソ

三174アタタカイカゼガソヨソ

ヰマス︒

ヨトムギノホノ上ヲブイテ

三173

のドリル︺

よい人はあるまい︒﹂︹ひらがな

三164園

ツタノデス︒

リ︑ケルコトガマコトニ

三148ケハヤハソノナノトホ

ニナルモノハ一人モナイ︒﹂

三142園

︿略﹀︒

ツノデモヲツテシマフホドデ︑

三136

︿略﹀︒

ツノデモヲツテシマフホドデ︑

三135

ガアリマシタ︒

三135

のドリル︺

へ月がでてゐます︒︹ひらがな

三127にはのまつの木の上

のドリル︺

三36ウツクシイサクラノハナ

ウツクシイサクラノハナ

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︒

﹁︿略﹀ワタクシドモノ
ナカマガタクサンサイテヰマス︒

三42園

リガ マドノソトカラノゾイテ︑

三52 コンドハウツクシイ小ト
︿略V︒

ニ︑︿略V︑イロイロナハナ

三68 ノハラニハ︑アヲイクサ
ノ中

ヘイタイニイツテヰマス︒

一バン上ノニイサン ハ

ガサイテヰマス︒
イマ

三105

クナツタトコロガミエマス︒
三
11一 ワタクシバオカアサンノ
三24 アレモサクラノハナデス︒
イヒツケヲヨクキイテ︑︿略﹀︒
ニイツタリシ

︿略﹀︑イモウトノモリヲ
シタリ︑オツカヒ

三112
マス︒

三25サクラノ木ハ︑ヨソノ
クニニハ︑コンナニタクサンア

三122

アトデ︑︿略﹀︒

三122

ヘデルトキ十八︑︿略﹀︒

三117ウチノ人ガミンナソト

リマセン︒

三25サクラノ木ハ︑ヨソノ
クニニハ︑コンナニタクサンア

ノヤウ．ナウツクシイハナハサ

リマセン︒
二615︿略﹀︑アチラノ山モ︑コ
三27 アツテモ︑日本ノサクラ
チラノ山モ︑︿略﹀ハナザカリ

ニナリマシタ︒

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

二634︿略﹀︑トノサマノオカヘリ 三36

ツテ︑︿略﹀︒

二633

バコノハナシヲキイテ︑︿略﹀︒

一一

二587︿略﹀ソノハヒヲモラツテ メンニサキマシタ︒
三22ムカフノ山路ハ︑︿略﹀白
キテ︑カマドノ下川オキマシ

テ︑︿略﹀︒

U2
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ヨトムギノホノ上ヲフイテ
ヰマス︒

三192 ヒバリハ︿略﹀︑ケツシテ

スノアルトコロヘハオリマセ
ンσ

三197 ︿略﹀︑子ヒバリハスノ中

三315︿略﹀︑田ノ水ガタクサン
ニナリマシタQ

三331︿略V︑ナヘヲ田ノ中へ
﹁︿略﹀︑ミチノ小グサモ

ナゲ入レテヰマス︒

三338圏

あをいひかりがかみの

米ガナル︒﹂

三353
上からすいてみえます︒

︿略﹀︑みんなこのふろしき

︿略﹀本の中のじゃゑ
︿略﹀︑せんせいの見せて

︿略﹀︑せんせいのおつしや

︿略﹀︑せんせいのおつしや

三417︿略﹀︑川の中へはいりま

．どんな心もちだらう︒

三414囹﹁水の中へはいったら︑

から見てみて︑︿略﹀︒

三412それをからすが木の上

をとってゐました︒

三403うが川の中でさかな

がわかりません︒

ることや︑みんなの言ふこと

三391

がわかりません︒

ることや︑みんなの言ふこと

三388

のです︒

くださるいろいろなものを見る

三384

や︑︿略﹀︒

三384

や︑︿略﹀︒

三383︿略V本の中のじゃゑ

の中につつんであります︒

三381

はなしたら︑︿略﹀︒

したが︑︿略﹀︒

三422うのまねするからす︑水
におぼれる︒

︿略﹀︑ケライノ人ヲ右

ト左ニワケテスワラセマシタ︒

三427

︿略﹀︑アマリハタラキノ

︿略﹀︑アマリハタラキノ

ダレモ
右ノ方ノナカマ
ハイヤデスカラ︑

三451︿略V︑左ノ手ノサス方

ガ北デス︒

ガ北デス︒

三451︿略﹀︑左ノ手ノサス方

三456あるばん一人の男がそ

ハ キマセンデシダ︒

今日ハウチノ虫ボシデ

ニゲテ行キマシタ︒

︿略﹀︑トナリノネコガ

スグニ

︿略﹀︑イツモノトホリ︑

リマシタ︒

三531 八ツニナル女ノ子ガア

きるのです︒

三502かへるは水の中にも︑
をかの上にもすむことがで

きるのです︒

三502かへるは水の中にも︑
をかの上にもすむことがで

ることはできません︒

三496︿略﹀水の中にながく居

︿略﹀︒

三494水の上で足をのばして︑

ます︒

三492︿略﹀︑水の上へ出てき

三485水の中ではく略﹀︒

とびこみます︒

︿略﹀テガラノアツタモノ 三484︿略﹀ざぷんと水の中へ

上をとびまはっても︑︿略﹀︒

とんぼなどがあたまの

へあがってはたけ︒﹂

三428 ソノ日ノイクサニテガ らをむいて︑︿略﹀︒
三471囹それよりはやねの上
ラノアツタモノヲ左ノ方ニ
ナラベテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

ダレ

アサ
日ノ上ル方が東

右
ノ手ノサス方が南

︿略﹀︑ ユフ日ノ入ル方ガ

デ︑︿略﹀︒

三448右
ノ手ノサス方が南

デ︑︿略﹀︒

三448

西デス︒

三444

デ︑︿略﹀︒

三443

︿略﹀︒

ニハイル ノハイヤデスカラ︑

黷S35

モ右ノ方ノナカマ

ニハイルノ

三435

ラベタノデス︒

ナカツタモノヲ右ノ方ニナ

三433

ラベタノデス︒

ナカツタモノヲ右ノ方ニナ

三432

ヲ左ノ方ニナラベテ︑︿略V︒

三432

ヲ左ノ方今ナラベテ︑︿略﹀︒

︿略﹀まりのやうにまん 三372父のいふとほり︑そとへ 三431 ︿略﹀テガラノアツタモノ 三477

デ︑ドンナニマツテヰルコト
デセウ︒

三224
まるではありません︒

三243牛のつめは二つにわれ
てるますが︑︿略 ﹀ ︒

ノ セ イ ト オ ナジクラヰニナ

三281︿略﹀タケノコガ︑︿略﹀︑私
リマシタ︒

三285 ダンダンノビルト︑タケノ
カバガオチテ︑︿略﹀︒

三295 タケノカバ ハモノヲツツ
ムノニツカバレマス︒
三297 フデノヂク︑︿略﹀︒

三302︿略﹀︑タコノホネモ竹
ソノホカ竹ノスダレモ

デ作りマス︒

三304
アリ︑︿略﹀︒

マス︒

三305 ︿略﹀︑竹ノカキネモアリ

三306タルヤヲケニモ︑竹ノ
タガガカケテアリマス︒
︿略﹀︑竹ヲツカヒマス︒

三308 ︿略﹀︑コクキノサヲニモ︑

ダタクサンアリマス︒

三312竹ノツカヒミチハマダマ

誓鱈鱈

一一

ス︒

三56一

ザシキノウチニイクスヂ

モツナ．ヲハツテ︑︿略﹀︒

三563 ︿略﹀︑ウチヂユウノ人ノ

キモノガホシテアリマス︒

三563︿略﹀︑ウチヂユウノ人ノ
キモノガホシテアリマス︒
三572 アソコ ニハオトウサンノ
チヤイロノオビガアリ︑︿略﹀︒

三573 アソコ 乱川オトウサンノ
チヤイロノオビガアリ︑︿略﹀︒

へ行って見ませう︒

三611はまべのまつの木の下
へ行って見ませう︒

三615をぢさんのおみやげに貝
をこんなにたくさんいただき
ました︒

はまぐりのやうに二つ
︿略﹀︑さざえのやうに︑

合ふのもありますが︑︿略﹀︒

三621
三623

︿略﹀︑さざえのやうに︑

ふかいつぼのかたちになって
みるのもありますQ
ふかいつぼのかたちになって

三624
みる

三574 ︿略﹀︑コチラニハオカアサ

ンノモンツキノハオリガアリ

でひらたいのもあります︒

三626又あはびの貝のやうに︑

一つ

三626又あはびの貝のやうに︑

のもあります︒

マス︒

ンノモンツキノハオリガアリ

三574 ︿略﹀︑コチラニ八丁カアサ
マス︒

のやうに︑おもてにう

ヘシヅンデ行ツテ︑︿略﹀︒

三675 ︿略﹀︑ダンダンウミノ中

ナサイ︒﹂

私ノセナカヘォノリ
三671園

づまき があります︒

つむり

三577私ガヲバサンカライタダ 一つ でひらたいのもあります︒
三632 ︿略﹀︑この貝がらはかた
イタムラサキ色ノ ハオリ ハ︑

︿略﹀︒

三585うみの水が青青として︑
どこまでもつづいてるます︒

三586とほくの方では青そら
といつしょになってみるやう
に見えます︒

三68一 ︿略﹀︑ウラシマノ來タノ

三601左の方にはなればなれ 三676︿略V︑マモナクリユウグウ
ノ門 ヘツキマシタ︒
になってみるのは︑︿略V︒

三603右の方に五六そうかた
まってみるのは︑︿略﹀︒

ヲタイソウ ヨロコンデ︑︿略V︒

三686ゥラシマハ︿略﹀︑リユウグ

ヲシテ豊国マシタ︒

三611はまべのまつの木の下 三683 ︿略﹀︑サマザマノアソビ
へ行って見ませう︒

三611はまべのまつの木の下

ウノオキヤクサマニナツテ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑マタカメノセナカ

ながれて

﹁うちのまへ の川が

︿略﹀︑とほくの方へ

四56園

ゐます︒

ながれて

あの川むかふ の木の

あの川むかふの木の

あの川むかふの木の

四64園 ｪ﹀響くるま のとほ

のもりです︒﹂

しげってみるのが︑ 八まん さま

四63園

のもりです︒﹂

しげってみるのが︑ 八まんさま

四62園

のもりです︒﹂

しげってみるのが︑ 白まんさま

四61園

ゐます︒

︿略﹀︑とほくの方へ

四58囹

﹁うちのまへ の川が

く略V︑とほくの方へ ながれて

三712園 ソレデ置目ワカレノシ ゐます︒
四56園 ﹁うちのまへ の川が
ルシニ コノハコヲ長上ゲマウ
シマセウ︒

三724

︿略﹀︑マタカメノセナカ

ニノツテ︑海ノ上へ出テ來マ
シタ︒

三724

︿略﹀︑ジブンノウチモア

ニノツテ︑海ノ上へ出テ來マ
シタ︒

三727

︿略﹀︑オトヒメノイツタ

リマセン︑︿略﹀︒

三733

私どものがくカうは町

コトモワスレテ︑︿略﹀︒

四12

の中ほどにあります︒

四12私どものがくカうは町
︿略﹀︑みんながくかうの

の中ほどにあります︒
四15

がくかうの西どなりはや

きんじよにあります︒

四16

︿略﹀︑やくばのまむかひ

くばで︑︿略﹀︒

四17

がけいさっしよです︒

へまがって︑すこし行くと︑

四18けいさつしょのよこを北
︿略﹀︒

四32村の人人が︑︿略V︑士買り
にきます︒

のはしごが見える︒

四47園﹁あそこに高い火の見

のま

﹁︿略﹀︑八まんさまのま

﹁︿略﹀︑八まんさま

いくたり

︿略﹀︒

とほってゐます

ガクカウデモ︑
四93 私ドモノ

︿略V︒

日

四88 日ノマルノ コクキガアサ
ニカガヤイテヰル ノ ハ︑

か︒﹂

が

四67囹今あのはしの上を人

へのはしですね︒﹂

四66囹

へのはしですね︒﹂

四65園

つてみる長いはしが︑ ︿略﹀︒﹂

「〈

の一の
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の一の

し︑四方の山を見おろして︑
︿略V︒

四141圏︿略﹀︑ふじは日本一の
山︒

︿略﹀︒

四146園
山︒

四148圏
山︒

きものきて︑

︿略﹀︑ふじのすそのでま

きがりをしました︒

四153

︿略﹀︑ふじは日本一の

とほくひく︑ふじは日本一の

︿略﹀︑かすみのすそを

からだに雪の

君がよはちよにや 四144圃 青そら高く そびえたち︑

︿略﹀君ガヨノウタヲ

キガアリマシタ︒

四94 ︿略﹀︑ケサ天長セツノシ

四96
ウタヒマシタ︒

四101図圃
ちよに︑さざれ石のいはほと
なりて︑こけのむすまで︒

四103図昏乱がよはちよにや
ちよに︑さざれ石のいはほと
なりて︑こけのむすまで︒

四105ウチニバカキノ木ガニ
本アリマス︒
デスカラ︑︿略﹀︒

四H3今一本ノ木舞シブカキ

四123ウラノ山ニバクリノ木 四154 大ぜいのものが下にま

︿略﹀みのししが︑︿略﹀よ
來ました︒

に居た︑にたんの四郎ただつね

四171

この時よりとものそば

りともの居る方へかけおりて

四163

からく略﹀かけおりて來ました︒

四218園

﹁︿略﹀︑カ二手ノユビノ

カズト同ジデス︒

といふぶしが︑︿略﹀︒
エサンヲアハセルト︑ミンナデ
四175 みのししはまっすぐにた 五人デスカラ︑︿略﹀︒
だっねの方へ下りて來ます︒
四218圏﹁︿略﹀︑カ重手ノユビノ

︿略﹀みのししのせなかへ

うしろむきにとびうつりました︒

四177

四186

もうすこしでよりともの
カズト同ジデス︒
四234 オマツガオトミトアキナ
ヒノアソビヲシテヰマス︒

ちかくへ來るかと思ふと︑
︿略﹀︒

︿略V︑ただつねはすぐに

いて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑のはらのくさやは

くさのかげにないてゐ

一びきのきつねがく略V︒

三郎のうちでは夕はん

んの米はどうちがひますか︒﹂

四308園﹁もちにする米とごは

が越すんで︑︿略V︒

四298

まってみるのです︒

四287園く略Vらい年のはるを

ですっ

四286園土の中で︑しっかにら
い年のはるをまってみるの

てい枯れてしまったやうです︒

四281園あなたのおなかまは大

四275

た虫もく略V︒

四272

なは大ていかれてしまひました︒

四268

ナラベテアリマス︒

四191︿略﹀こしの刀をひきぬ 四235 オマツノ羽角ハ︑︿略﹀ガ
四194

そばのたふれてみた木の上
︿略V︑ただつねはく略﹀木

へとびのきました︒

四195

の上へとびのきました︒

四216囹

ス︒﹂

﹁ウチノ

ニイサンヤネ

ノアヒダノガクスリユビデ

四214園﹁︿略﹀︑中ユビト小ユビ

サシユビデ︑︿略﹀︒﹂

ら︑﹁︿略﹀︒﹂

四336あにの次・郎が又よこか

︿略﹀︒

四316その時あねのおはるは︑

がすくないから︑︿略﹀︒﹂

四212囹﹁オヤユビノ次ノ代人 四313囹．ごはんの米はねばりけ

ノ林ガアリマス︒
ちかまへてみて︑︿略﹀︒
四197 ︿略V一どうのものが︑た
四123ウラノ山上バクリノ木 四157 はじめの日も︑つぎの
だっねをほめるこゑは︑︿略﹀︒
ノ林ガアリマス︒
日も︑たくさんえものがありま
四203囹 ﹁次郎︑オマヘ ハ手ノ
四123ウラノ山ニバクリノ木 した︒
ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
ノ林ガアリマス︒
四157 はじめの日も︑つぎの 四203園﹁次郎︑オマヘハ手ノ
四124 コノゴロ バクリノオチル
日も︑︿略﹀︒
ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
ジ ブ ン デ ︑ ︿ 略 V︒
四161 三日目のくれがたのこと 四206園 ﹁︿略﹀︑マン中ノーパン
四132 クリ林ノ中ニハ︑ドング
で
す
︑
︿
略
﹀
︒
高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ
リノ木モ五六本アリマス︒
四161 三日目のくれがたのこと
ビトモイヒマス︒
四132 クリ林ノ中郷ハ︑ドング です︑︿略﹀︒
四208園 アトノニ本陣知リマセ
リノ木モ五六本アリマス︒
四162︿略﹀みのししが︑上の方 ン︒﹂
四133 ドングリノミハタベラレ
マセン︒

し︑四方の山を見おろして︑

四136間あたまを雲の上に出
︿略﹀︒

四137間あたまを雲の上に出

の一の
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四338園 ﹁︿略V︑もちやだんごの

あんは何で作るのですか︒﹂
四345園 ﹁それではあんの豆と︑
︿略﹀と同じですか︑ちがひます
か︒﹂

るこなの豆と同じですか︑

四346園 ﹁︿略﹀と︑だんごにつけ
ちがひますか︒﹂

四354

四523

島ノ上二二タ白ウサギ

︿略﹀サキホドオトホリニ

ヲアビマシタガ︑︿略﹀︒

四588

デス︒

四59一

︿略﹀サキホドオトホリニ

アニ神サマガタノオトモ

ナツタ神サマガタノ弟ノ方

四588

ナツタ神サマガタノ弟ノ方

ガ︑︿略﹀︒

デス︒

カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

四528園 ﹁オマヘノナカマトオ
レノナカマト︑ドツチが多イ

︿略V︒

これがのしあはびのか 四524 ︿略﹀︑ムカフノ大キナヲ
カへ行ツテ見タイト思ツテ︑

して︑紙のやうにうすくした
ものです︒

四437園
はりです︒﹂

四445園﹁人の死んだ時などの
﹁人の死んだ時などの

おめでたくない時には︑︿略﹀︒

四445園
おめでたくない時には︑︿略﹀︒

カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

カマハズヰブン多イ︒

デカラダヲアラツテ︑︿略＞Q﹂

テ︑ソノ上ニコロガレ︒﹂

皆さんはとけいの見方 四538園 ﹁ナルホド︑オマヘ ノナ 四603園︿略﹀︑ガマノホヲシイ

︿略﹀︑みしかいはりがど

はりますか︒

四472

四542園 オマヘタチノセナカノ 四61一 ヨロコンデオホクニヌシノ
ミコトノ所ヘオレイニ行ツテ︑
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル

四463 とけいの長いはりとみ 四541圏オレノ方が少ノーカモ 四607 ︿略﹀︑カラダハスツカリ
モトノヤウニナホリマシタ︒
知レナイ︒
じかいはりはどちらが早くま

を知ってゐますか︒

四457

なったのでせう︒

にのしあはびをつけるやうに

父は三郎のあたまをな 四451圏 ︿略﹀︑なまぐさのしるし 四528園 ﹁オマヘノナカマトォ ヲシテ︑︿略﹀︒
レノナカマト︑ドツチが多イ
四602園 ︿略﹀︑シホケノナイ水

でながら︑︿略﹀︒

四36一 イネノワラデハ︑︿略﹀ナ
ドヲ作りマス︒

四363又写タミノトコニシタ
皆サンノ知ツテヰルダ

リ︑ヤネヲブイタリシマス︒

四365
ケイツテゴランナサイ︒
四382 ︿略﹀︑サザエが岩ノカゲ

一日のうちには何じかん

サカナノニホヒガシマス

︿略﹀︑オメデタイ時ノオ

オヨイデヰマシタ︒

四516︿略﹀︑モトハ海ノ中デ

クリモノニナリマス︒

四513

スガ︑︿略﹀︒

四508ヨク人ノタベルモノデ

ガ︑︿略﹀︒

四506

木デハアリマセン︒

四505木ノヤウニカタイガ︑

ありますか︒

四477

く略V︑ムカフノヲカマ

ワニザメハ白ウサギノイ

オレハココノヲカへ

ナリマシタ︒

にまがって︑︿略﹀︒

四633やぶの竹は弓のやう

四633やぶの竹は弓のやう

にまがって︑︿略﹀︒

をのせたやうに見えます︒

四635にはの松の木はわた

をのせたやうに見えます︒

まつ白になって︑︿略﹀︒

四578白ウサギハスグ海ノ水 四641犬はよろこんで︑雪の中

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

四575園﹁ソレナラ海ノ水ヲア 四637はのおちた木もみんな

ンナムシサトツテシマヒマシタ︒

四563︿略V︑白ウサギノ毛ヲミ 四635にはの松の木はわた

來タカツタノダ︒﹂

四557圏

フトホリニナラビマシタ︒

四548

デナランデ見ヨ︒﹂

四545園

カラ︑︿略﹀︒﹂

カラ︑︿略﹀︒﹂
︿略﹀︒
の字の所にありますか︒
カラヨビトメテ︑︿略V︒
四397︿略﹀海ノ水ヲカキマハ 四475 ︿略﹀︑みじかいはりがど 四543園 オマヘタチノセナカノ 四618 ︿略﹀白ウサギノイツタト
ホリ︑エライオ方ニオナリニ
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル
の字の︐所にありますか︒
スヤウナ大キナオトガシマシ

タ︒

四40ーサザエハスグカラノ中
ヘヒツコンデ︑︿略 ﹀ ︒

カラノナイモノバカ

ハイサウナモノダ︒﹂

四405園

四414 ︿略﹀︑ヨクヨク見ルト︑ソ

コハサカナヤノ店デ︑︿略﹀︒

﹁これは昔からのしき

たりで︑︿略V︒

四426園

四432囹︿略﹀︑あはびの肉をの
して︑︿略V︒

四432囹︿略﹀︑あはびの肉をの
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の一の

をとびあるいてゐます︒
ぎのはおり︒

はく略﹀扇がつけてあります︒

一人のくわんちよがその

さをのさきの扇をい

下に立って︑︿略﹀︒

四771

四772

よと いふのでせう︒

︿略﹀︒

四782げんじの痛しやうよしつ
ねは

四794園そらをとんでみる鳥
三羽ねらへば︑二羽だけ
はきっと いおとすほどの名人

でも︑

よ一は
心のうちで︑

でございます︒

はれ 四806

︿略﹀とかくごをきめて︑︿略﹀︒

︿略Vといふ女の神さまのま

︿略﹀︑大ぜいの神さまがたは

ひがおもしろかったから︑︿略﹀︒

五27

五28

たちからを

手をたたいて︑お笑ひになりました︒

つよい神さまが︑︿略﹀︑お出し申し

五37手力男のみことといふ力の

上げました︒

五43

それでせかい中がまたもとの

つて︑お出し申し上げました︒

をかの方ではく略﹀︑みん 五41 ︿略﹀︑すぐに大神のお手をと

︿略﹀きのあらい神さまがあ

といふきのあらい神さまがありまし
た︒

五13

︿略﹀︑あまの岩戸の戸をたて

ある時生馬のかはをはいで︑

りました︒

五14
︿略﹀︒

五16

︿略﹀︑わるい神さまがさまざ

て︑︿略﹀︒

五22

まのわるいことをはじめました︒

五24よい神さまがたは︑︿略﹀︑色
色ごさうだんの上︑︿略V︑おかぐら
をおはじめになりました︒

︿略V︑一同あまの岩戸の外に
あつまって︑︿略﹀︒

五25

︿略Vといふ女の神さまのま
ひがおもしろかったから︑︿略V︒

五27

五76

︿略﹀︒

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

︿略﹀︑オトホリスヂノミチガ

︿略﹀︑オトホリスヂノミチガ

︿略﹀︑ヨイミチノ方へ御アン

︿略﹀一羽ノ金色ノトビガト

︿略V一羽ノ金色ノトビガト

︿略V︑オ弓ノサキニトマリマ

天皇ハ國ノ中ノワルモノドモ

天皇ハ國ノ中ノワルモノドモ

ヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑

五76

シタ︒

五67

ンデ來テ︑︿略﹀︒

五66

ンデ來テ︑︿略﹀︒

五66

ナイ申シ上ゲマシタ︒

五64

イマシタ︒

ケハシクテ︑オコマリノコトガゴザ

五62

ケハシクテ︑︿略﹀︒

五61

神武天皇ト申シ上ゲマス︒

五57

神武天皇ト申シ上ゲマス︒

とほりあかるくなったと申します︒．
四828 ︿略﹀︑みんなが馬のくら
をたたいてよろこびました︒
五57 日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

ろこびました︒

なが馬のくらをたたいてよ

四827

におちました︒

四826赤い扇は︿略﹀︑波の上

をいきられて︑︿略V︒

一バン上ノダンニハダ 四824 赤い扇はかなめのきは

︿略﹀︑花イケニハモモノ

スツカリカザツテカラ︑母

あまてらすおほみかみ

にどっとほめました︒

︿略V一そうのふねをこ 四831海の方でも︿略﹀︑一ど

ぎ出して來ました︒

四765

ノ所へ行ツテ︑︿略﹀︒

四748

花トヒガンザクラヲイケマシタ︒

四747

ヘテ︑︿略﹀︒

四745︿略﹀︑又ソノ次ノダン
ニハヒシモチトオゼンヲソナ

イリサマヲナラベテ︑︿略﹀︒

四733

四643みちをとほる人は︑あし 四723園 これはおはるの はれ 四811 ︿略﹀︑海の中へのり入れ
ました︒
ぎのはおり︒
だ の は に は さまった雪をた
たきおとしながらく略﹀︒

から枝へとんでゐます︒

四653今あのうめの木の枝

から枝へとんでゐます︒

四653今あのうめの木の枝

の出るのがふしぎです︒

四658 ︿略﹀︑あんな大きなこゑ

︿略﹀︑うめの花のさく

しくはありませんが︑︿略﹀︒

四661羽の色はあまりうつく
四665
じぶんから︑︿略﹀なきはじめます︒
じぶんから︑︿略﹀なきはじめます︒

四665︿略﹀︑うめの花のさく 四767 ︿略﹀︑そのさをのさきに 五12 天照大神の御眠に︑︿略﹀
三郎ノ母ハ︿略﹀風ヲ

ヒイテネテヰマス︒

四668
四672 三郎ハ︿略﹀︑母ノソバ
へ來テ︑︿略﹀︒

こくら
こくら

な︾
カな力︑むつかしさうです︒

四695園 オイシヤサマノオツシ 四773さをのさきの扇をい
ヤルトホリノマナケレバナリマ
よと いふのでせう︒
四777いくら弓の名人でも︑こ
セン︒﹂
れを
一矢でいおとすことは︑

これは太郎の

これは太郎の

四704圏たらひの中にあるは
何︒

四706圃
のはかま︒

四707圃
のはかま︒

ある︒

これはおはるの

四718團ひざの上には何が
四722圃
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ヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑
︿略﹀︒

五78 ︿略V︑天皇ノオクラヰニオツ

五142

ナラノ大ブツトイツテ名高イ

︿略﹀︑手ノヒラノ長サガ五尺

︿略﹀︑目ノ長サガ三尺九寸︑

︿略﹀︑耳ノ長サガ八尺五寸︑

︿略﹀︑カホノ長サガ一座六尺︑

モノデス︒

五144
︿略﹀︒

五144

キニナリマシタ︒

五85 私はもと雨の一しっくです︒
︿略﹀︒

デス︒

五172

︿略﹀︑中指ノ長サガ五尺アリ
︿略﹀︑大ブツサマノマヘニ立

池ノ中デコヒガオヨイデヰル
鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ
︿略﹀︑クロイテンノアルウロ

︿略V︑ロノ右左ニハ太イヒゲ

又ドンナ流ノ早イ川デモ︑オ
ヨイデノボリマス︒

五175

ト︑︿略﹀︒

轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル

五171遣戸マコトニヰセイノヨイ魚

ガアリマス︒

五167

コが三十六枚ヅツナランデヰマス︒

五164

テヰマス︒

五161

ノヲ見タコトガアリマセウ︒

五155

ツテヰル人ガ︑︿略﹀︒

五152

マス︒

五151

六寸︑︿略﹀︒

五148

︿略﹀︒

五146

五86 ︿略﹀︑山の木のはの上に休ん
でるましたが︑︿略﹀︒

五86 ︿略﹀︑山の木のはの上に休ん
でるましたが︑︿略﹀︒

五86 ︿略﹀︑山の木のはの上に休ん
でるましたが︑︿略﹀︒

五87 ︿略﹀︑風にふかれて︑土の上
へおちました︒

五91 私どものなかまは︑出合ふと
すぐに一しょになるのがきまりです︒

五93 ︿略V︑高いがけの上へ出まし
た︒

五95 ︿略﹀︑しばらくの間は何も知
らずにるました︒

五115 それから田や畠の間を通って
直るうちに︑︿略﹀︒

五118 ある時上の方でさわがしいお
とがするから︑見 上 げ る と ︑ ︿ 略 V ︒

五124 まもなく町の中へはいると︑
︿略﹀︒

五126 やがて重い物が私どもの上へ
來ましたから︑︿略﹀︒

五128 町の中を通る時にく略V︒

五177

五178

︿略﹀︑五月ノセツクニ鯉ノブ

キナガシヲ立テマス︒
︿略﹀︑五月ノセツクニ鯉ノブ

は足の立たないもので︑︿略﹀︒

﹁お前のいふことはまこと

が持って行かれませう︒

五248園どうして釜のやうな重い物

五262園

この釜はお前の物にちがひ

五263園

にもっともだ︒

母は戸だなの方をさして︑

たのしい時もゆめのうちQ

く略V︑七月・八月あついこ

しわはよってもわかい氣で︑

ましていくさのその時は︑

五302

ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ

コ・二死ノ木ガアリマス︒

マルクカリコンダニハ木ノヤ

茶ノ木∠局サバ大テイ三四尺

グラヰデ︑︿略﹀︒

五305

ウニ見エマス︒

五304

枝モ見エマセン︒

五303

なくてはならぬこのわたし︒

五297圃

小さい君らのなかま入︑︿略﹀︒

五295圏

かり︑それもよのため︑人のため︒

五293團︿略﹀︑思へばつらいことば

かり︑それもよのため︑人のため︒

五293幽く略V︑思へばつらいことば

ろ︑三日三ばんの土用ぼし︑︿略﹀︒

五291圏

され︑何升石合はかり費︒

五283園︿略﹀︑きんじよの町へ持出

日の たのしい時もゆめのうち︒

五278圃 ︿略﹀︑うぐひす鳴いた春の

日の たのしい時もゆめのうち︒

五277圃 ︿略﹀︑うぐひす鳴いた春の

日の

あるまい︒

おはなは戸だ．なの中から一ば

鯉ノヤウニゲンキガヨク︑

キナガシヲ立テマス︒

五178

五181
︿略﹀︒

五201
︿略﹀︒

五204

五277圃 ︿略﹀︑うぐひす鳴いた春の

︿略﹀たけのこをおなべの

ん大きなさらを持って來ました︒

五207園

︿略﹀︑おはなはざるの中のた

中へ入れておくれ︒﹂

五211

︿略﹀︑おはなはざるの中のた

けのこをなべの中へ入れました︒
五211

︿略﹀︑おはなはざるの中のた

けのこをなべの中へ入れました︒
五211

﹁こんどは何の御用をいた

けのこをなべの中へ入れました︒

五213園

︿略﹀︑切ったさしみをさらの

しませう︒﹂

五216

おはなは水がめから水をくん

中へ入れて︑︿略﹀︒

五223

﹁この釜は昔から私のうち

で︑母の手にかけました︒

五233園

にある釜です︒

五234園私はよその物をぬすむやう
それを私のるすにこのみざ

なことはいたしません︒﹂

五243園

りがぬすんだのでございます︒﹂

五246囹﹁︿略﹀︑ごらんの通り︑私

は足の立たないもので︑︿略﹀︒

男ノ子ノアルウチデハ︑︿略﹀︒ 五246園﹁︿略V︑ごらんの通り︑私

五141 日本一ノ大キナホトケサマハ︑ 五176 鯉ノタキ上りトイツテ︑︿略V︒
︿略﹀︒

ナラノオ寺ニアリマス︒

五141 日本皿ノ大キナホトケサマハ︑ 五177 男ノ子ノアルウチデハ︑︿略﹀︒
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グラヰデ︑︿略﹀︒

五305 茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺
︿略﹀︒

五351

︿略﹀︑羽ノ色丹モ︑白イノヤ︑

キイロナノヤ︑︿略﹀サマぐアリ
︿略﹀︑花ゾノや野原ノケシキ

五308 コレハ茶ノ葉デス︒

︿略﹀︒

五357

︿略﹀︒

︿略﹀︒

五367
︿略﹀︒

します︒

キモノノモヤウヤ︑カンザシ

﹁天子様のおほせだから︑
︿略﹀︑たくさんの子どもをも

すがるはその大ぜいの子をお

こちらの方のは︑これからの
こちらの方のは︑これからの
あちらの方のは︑今下りた人
の切符をうけ取ってみるのです︒

五404

る人の切符を切ってみるのです︒

五403

る人の切符を切ってみるのです︒

五402

つて居ったと申します︒

五386

︿略﹀おみやのそばでやしな

みやのそばでやしなって居ったと申

五386

らって︑つれて來ました︒

五375

子を出すやうに︒﹂

五374囹

こといふのはかひこのことで︑

ナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

五357

キモノノモヤウヤ︑カンザシ

ナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

キモノノモヤウヤ︑カンザシ

ナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑

五356

ガーソウ引立チマス︒

五355

マスガ︑︿略﹀︒

ニ寸バカリモアリ マ ス ︒

五308 ヨクソダツ筆工ノ葉酋長サガ
五314 十一月置ロ白イ色ノ花ガサキ
マス︒

カタクテ︑︿略﹀︒

五316 ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ
五316 ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ
カタクテ︑︿略﹀︒

五321 大ゼイ必女が茶ヲツンデヰマ
ス︒

五323 茶ハシンメノ出ルジブンニ︑
ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

五324 茶ハシンメノ出ルジブンニ︑
︿略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒
五334
木ノタ上川ハヨクナイサウデス︒
木ノタメニハヨクナイサウデス︒

五335︿略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ
五337 サクラノ花ノ下ニトンデヰル
白イ蝶ヲ見ルト︑︿略﹀︒

五337 サクラノ花ノ下ニトンデヰル
︿略﹀︑ナノ世話アソンデヰル

白イ蝶ヲ見ルト︑︿略﹀︒

五338

蝶ヲ見ルト︑︿略﹀ ︒

︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ

︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

五343

︿略﹀︒

五343

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

あちらの方のは︑今下りた人
えきふが小さな車の上へ︑山

の切符をうけ取ってみるのです︒

五405
五407

えきふが小さな車の上へ︑山

のやうに荷物をつんで來ました︒

五408

にげこみました︒

五465 ︿略﹀︑道ばたの高い木の下へ

かみなりの鳴る時には︑そ

にげこみました︒

五465 ︿略﹀︑道ばたの高い木の下へ

五467囹

五473囹

﹁かみなりは高いもののあ

んな所にみてはあぶない︒﹂

あれは今のつた人の手荷物で

五478

デアル︒

五503

音次郎が木の下を出ると︑

音次郎は友吉のかたに手をか

ソノ他ノ瓜ハ大テイナメラカ

けて︑︿略﹀︒

五487

︿略﹀︒

る所へおちるのだ︒

︿略﹀︑山モ川モ野原モ林モ後

のやうに荷物をつんで來ました︒

五411
せう︒

五423

︿略﹀︑向フノ汽車ニノツテヰ

ノ方ヘトンデ行クヤウニ見エマス︒
五433

ル人ノカホハヨク見エマセン︒
︿略﹀︑向フノ汽車ニノツテヰ
ル人ノカホハヨク見エマセン︒

五433

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

︿略V︒

五434向フノ汽車カラコチラノ汽車 五506 西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑

ソノウチニ下ノ方デカミナリ

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ

瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ

五528

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

瓜ノツルニハナスビハナラヌ︒

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

五538 ︿略﹀︑ケモノノミカタニナリ

ダ︒﹂

五537園 ﹁私ハ︿略﹀︑ケモノノ仲間．

ケンクワヲシ定時︑︿略﹀︒

五528

ケンクワヲシタ時︑︿略﹀︒

五526

テヰルノガアル︒

五523

テヰルノガアル︒

五523

テ中ヲノコス︒

五512 ︿略﹀︑ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベ

ガ多イ︒

五434向フノ汽車カラコチラノ汽車 五507 ︿略﹀︑ソノ他ノ瓜ノハ白イノ
五436

ソノウチ十念ノ方デカミナリ

ノヤウナ音ガシマシタ︒

五436

︿略﹀︑汽車ハハシノ上ヲ通ツ

ノヤウナ音ガシマシタ︒
五438

テヰマシタ︒

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ
タ時︑︿略﹀︒

五455

ある日友吉と音次郎の二人が
はじめのうちは遠くの方にき

よそからかへって留る道で︑︿略﹀︒

五458
五462

はじめのうちは遠くの方にき

こえてゐましたが︑︿略﹀︒

五463

こえてゐましたが︑︿略﹀︒
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マシタ︒

五543囹
五545

﹁私ハ ︿ 略 ﹀ ︑ 鳥 ノ 仲 間 ダ ︒ ﹂
︿略﹀︑ 鳥 ノ 方 ニ ツ キ マ シ タ ︒

五548 ソノ時論ウモリガケモノノ方
五552

︿略﹀︑ヒルノ間冠木ノウロヤ

又鳥ノ方 へ 行 キ マ ス ト ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

へ行キマスト︑︿略﹀︒

五556
︿略﹀︑ヒルノ間冠木ノウロヤ

穴 ノ 中 畑 カ ク レ テヰテ︑︿略﹀︒

五556
穴 ノ 中 戸 カ ク レ テヰテ︑︿略﹀︒

五556 ︿略V︑ヒルノ間上木ノウロヤ
穴 ノ 中 蓋 カ ク レ テヰテ︑︿略﹀︒

︿略﹀木が土ノ中ニウマツテ︑

バカリデス︒

五564 火ヲ使フコトノ出來ルノ四人
五582
シ ゼ ン ト 出 挙 タ 物デ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石ノヤウニカタクナツ

テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒

五583

五585 石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ
ットッヨイノデ︑︿略﹀︒

五585 石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ
︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

ツトツヨイノデ︑︿略﹀︒

五586

キカイナドヲウゴ カ ス ノ ニ ハ ︑ ︿ 略 V ︒

五597 コレハ地ノ中カラシゼントワ
キ 出 ル モ ノ デ ︑ ︿略V︒

五605 昔ノ人ハ︿略﹀トイヒマシタ︒
土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

五605 昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル
シタ︒

五605 昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル
土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

シタ︒

五616韻

あきの夜長を鳴き通す︑
あきの夜長を鳴き通す︑

あ﹂︑おもしろい轟のこゑ︒

五617圃
あ﹂︑おもしろい轟のこゑ︒

おもしろい轟のこゑ︒

︿略﹀︒

五687
テヰル︒

五695

オ宮ノ正面二大キナ鈴が下ツ
ヨシツネ・ベンケイノエモア

リ︑︿略V︒

五627圏秋の夜長を鳴き通す︑あ＼︑ 五696 ︿略﹀︑ニタンノ四郎ノエモア
ル︒

五73一

︿略﹀美シイ角が木ノ枝ニヒ
へいけのぐんぜいがふくはら
へいけのぐんぜいがふくはら
東生田の門から西一の谷の門

東生田の門から西一の谷の門

までの間︑︿略﹀︒

五744

東生田の門から西一の谷の門

までの間︑︿略﹀︒

までの間︑︿略﹀︒

五745

五745 ︿略﹀︑北は山のふもとから南

︿略﹀︑北は山のふもとから南

は海の波打ぎはまで︑︿略﹀︒

は海の波打ぎはまで︑︿略﹀︒

五745

て來た︒

五771

︿略﹀何千本の赤はだは︑ま

︿略﹀︑てきのふいをうたな

ひよどりこえはしろの北の方

ひよどりこえはしろの北の方

この時べんけいは火の明りを

見ると丈の高い︑たくましい

五768 ︿略﹀︑一人のかりうどをつれ

たよりにたつねて行って︑︿略﹀︒

五767

にあって︑︿略V︒

五762

にあって︑︿略V︒

五762

ければならぬ︒﹂

五756園

西の門へ向つた︒

五754 ︿略﹀︑よしっねのぐんぜいは

西の門へ向つた︒

五753 ︿略﹀︑よしっねのぐんぜいは

東の門へ向ひ︑︿略V︒

五753 ︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは

東の門へ向ひ︑︿略V︒

五752 ︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは

るで火のもえたったやうに見える︒

五751

た何千本の赤はだは︑︿略V︒

鹿ガ︿略V︑谷川ノ中ヘハイ 五748 ︿略V︑海とをかとにおし立て
フト水戸ウツツタジブンノス

﹁ジブンノ角ハジツニリツ

ソノ時下ノ方カラカリウドノ
ソノ時言ノ方カラカリウドノ

來ル音ガシタノデ︑︿略V︒

五73一

知ツテヰルガ︑︿略﹀︒

五718圏角ノアルケモノモタクサン

ル︒

五714園牛ノ角トハチガツテ枝ガア

パナ物ダ︒

五714囹

ガタヲ見テ︑︿略﹀︒

五71一

リマシタ︒

五708

マツテヰル︒

五628圏秋の夜長を鳴き通す︑あ＼︑ 五70一 雪融ノ裏デハ今スマフガハジ
﹁ねえさんの所からお手紙

おもしろい轟のこゑ︒

あさっては八まんさまのお

が來てるます︒

五632園
五636團

﹁それでも私はまだ手紙の

まつりですから︑︿略﹀︒

五651園

︿略﹀︑葉書の裏へ次のやうに

書き方を習ひませんから︑︿略﹀︒﹂

五656

︿略﹀︑葉書の裏へ次のやうに

書きました︒

五656

そのおしまひのあいてみる

書きました︒

五665園

それから表の方へあて名を

所へ︑︿略﹀︒

首引︿略﹀︑林ノ中ヘカケコ

來ル音ガシタノデ︑︿略V︒

五743

のしろを守ってみる︒

五743

ッカ・ツテ︑︿略V︒

五736

ミマシタ︒

イサマシイタイコノ音が森ノ 五734

書いてお出しなさい︒﹂

五667圏
五674

中カラキコエテクル︒

イサマシイタイコノ音が森ノ
中カラキコエテクル︒

五674

道ノ爾ガハニハ︑︿略﹀ナド

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑

五744

のしろを守ってみる︒
︿略﹀︑石ダンノ道ヲ上ツテ︑

ガ店ヲナラベテヰル︒

五675

︿略V︒

五684
五684
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男である︒

一面に小松のはえた小松原も

︿略﹀︑城の中へ攻めこんだ︒

あり︑︿略﹀︒

五781囹 ﹁こ＼からしろの方へ下り 六15
る こ と が 出 來 る か ︒﹂

︿略﹀︑馬の通れる所ではご

春は花︑秋はもみちで︑山の
︿略﹀たきや谷川があって︑

早い流をいかだの下って行く

一そう山の景色を引立てる︒

六32

ながめは時々かはる︒

六28

美しい景色である︒

五783園tろの後はけはしい阪で︑ 六21 ︿略﹀︑どこのはまべを見ても︑
︿略﹀︒﹂

五784園
﹁︿略﹀︑たゴつめがわれて

ざいません︒﹂

五793園
みるとみないだけのちがひだ︒

︿略﹀︑しっかな川をほかけ船

六37

︿略﹀︑橋の下に立ってつりす

川の上にかけた橋︑︿略﹀︒

日本の國にはく略V色々な花
月夜のながめもまた美しい︒

がさき︑色々な鳥が鳴く︒

六41

へてみる︒

六38︿略﹀︑それぐ川の景色をそ

る人など︑︿略﹀︒

六37

の上って行くのは︑︿略﹀︒

六35

のや︑︿略﹀︒

五795園 鹿の通れる所を馬の通れな 六34
いといふことがあるものか︒

五796園 鹿の通れる所を馬の通れな

︿略﹀︑夜のうちにがけの上ま

︿略﹀︑夜のうちにがけの上ま

いといふことがあるものか︒
五801
で出た︒

五801
で出た︒

か知れないがけの下にある︒

五803 見下せば︑しろは何十年ある
五804 東西の二門は今いくさのまつ

六46

日本の國は松の國︒

日本の國は松の國︒

さい中である︒

六47圏
六48圃

見上げる峯の一つ松︑︿略﹀︒

さい中である︒

五804 東西の二門は今いくさのまつ 六47圃
五805 へいけ方はがけの上から︑て

︿略﹀︑はまべはつ乏く松原

大

六54圏

わけて名におふ松島の

枝ぶりすべておもしろや︒

島・小島その中を通ふ白ほの美し

六53韻

の

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに
も思はない︒

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

や︒

五805 へいけ方はがけの上から︑て
も思はない︒

六56圃

日本の國は花の國︒

ちぐさの花もおもしろや︒

六58圃︿略﹀︑白つゆむすぶ秋の野
の

ちぐさの花もおもしろや︒

六58圃︿略﹀︑白つゆむすぶ秋の野
の

ちぐさの花もおもしろや︒

六61魍︿略﹀︑白つゆむすぶ秋の野
の

わけてさくらの吉野山︑一
一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四

目千本咲きみちて︑︿略﹀︒

六62韻
六68図

三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ

季二分ツ︒

六71図

六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ

三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ

ハ春ナリ︒

六71図

ハ春ナリ︒

六72図

ハ夏ナリ︒

六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ
九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ

ハ夏ナリ︒

六72図
六74図

デハ秋ナリ︒

九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ
デハ秋ナリ︒

六74図

六75図十二月ノ初ヨリアクル年ノ
ニ月ノ終マデ撃墜ナリ︒
ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

六75図十二月ノ初手リアクル年ノ
六75図十二月ノ初ヨリアクル年ノ
ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

六81

私はかねてのやくそく通り︑

でした︒

く略V大島・小島その中を 六78 きのふは日本ばれのよい天氣
日本の國は花の國︒

通ふ白ほの美しや︒

五815 これを見た三千人の軍ぜいは︑ 六55圃
︿ 略 ﹀ ︑ 城 の 中 へ 攻めこんだ︒

五816 これを見た三千人の軍ぜいは︑ 六56圃

︿略﹀︑二三人の友だちと遠足

︿略﹀遠足に出かけました︒

六81

みんなと橋のたもとに出合つ

家を出たのは朝の七時ごろで

に出かけました︒

六83

した︒

六84

︿略﹀︑風のふくたびに黄色な

て︑︿略﹀︒

たんぼのさきにこんもりとし

波が立ってるます︒

六86

六88

︿略﹀︑森の間からはお社の赤

た森があって︑︿略﹀︒

六91

︿略﹀︑森の間からはお社の赤

い鳥居が見えます︒

六91

︿略﹀︑小川の橋を渡ると︑御

御社の後には松山があります︒

い鳥居が見えます︒

六92

︿略﹀︑小川の橋を渡ると︑御

社の前へ出ました︒

六94

六95

御社の後から山へのぼる道が

社の前へ出ました︒

あります︒

六97

六107 ︿略﹀︑草の上にすわって︑に

かへりには同じ道を通らずに︑

ぎりめしをたべた時は︿略﹀︒

ガンバ︿略﹀︑ツバメノ來ル

︿略V︒

ガンハツバメノカヘルジブン

別の道から下りました︒

六112

六124

ニ來テ︑

ジブンニカヘル︒

六125

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六13一

の一の
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ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六132 ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

六186図物ノカサハ枡ニテバカル︒

バクヂラ尺ノ八寸ニアタル︒

ク方ヘツイテ行ク ︒

その時そこに居た一人の子ど
さうして象の重みで船の水に

つかった所にしるしを附けました︒

六212

もが︑︿略﹀︒

六207

はからうとしたが︑︿略﹀︒

六204昔ある國で大きな象の目方を

イフ︒

六201図︿略﹀︑分ノ十分ノーヲ厘ト

︿略﹀︒

六197図貫ノ千分ノーヲ匁︑︿略﹀︒
六198図︿略﹀︑匁ノ十分ノーヲ分︑

ル︒

六194図物ノ重サハハカリニテバカ

イフ︒

六192図 ︿略﹀︑合ノ十分ノーヲ勺ト

︿略﹀︒

六192図︿略V︑升ノ十分ノーヲAロ︑

︿略﹀︒

六191図 ︿略﹀︑斗ノ十倍ヲ石トイヒ︑

六134 ホカノガンバ道アンナイノ行 六188図升ノ十倍ヲ斗︑︿略﹀︒

ク方ヘツイテ行ク ︒

六135 ホカノガンバ道アンナイノ行

︿略﹀︒

六143 ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑
︿略﹀︑空が晴レテ︑月ノ明ル

イ晩二多イ︒

六144

六144 曇ツタ夜や月ノナイ夜二道ニ
マヨフカラ︑︿略﹀ρ

六148 どこの田を見ても︑稻がよく
じ ゅ く し て ︑ ︿ 略 V︒

︿略﹀︑天氣のよい間に取入れ

なければなりませ ん ︒

六154

六155 それで取入れの時は大へんに
いそがしくて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑田うゑや草取りの苦し

︿略﹀︑ 取 入 れ の い そ が し さ も ︑

さも︑︿略﹀︒

六172

六172

全くわすれてしまひます︒

尺ノ十倍ヲ丈︑︿略V︒

ある家のにはに大きな水がめ
一人の子どもが水がめのふち
一人の子どもが水がめのふち

アル晩金物ヤノ店デ︑︿略﹀︒

石を持って來て︑︿略﹀︒

六245

﹁︿略﹀一番人ノ役二立ツノ
﹁︿略﹀一番人ノ役人立ツノ

ハ︑私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

六251園
六251園

ハ︑私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒
﹁︿略﹀一番人ノ役二立ツノ

ハ︑私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

六251圏

六305

男の子も氣がつかずにその

今のお客にもう一鏡上げな

ま＼かへった︒

︿略V︑すぐに追っかけて行つ

ければならなかった︒﹂

六308園

六312

ほんとのまうけでない金は

て︑残りの一銭を渡した︒

一厘でも取ってはならない︒﹂

六318園

ワレラノ着物早昼クコノ木

綿織物ニテツクル︒

六343図

ナドノアタヒ高キモノハ︿略﹀︒

六263園金ダラヒニモナレバ︑私ノ 六337図 着物・羽織・バカマ・オビ
ヤウナヤクワンニモナリマス︒

ユヲワカス私モ︑私ノノル
五トクモ鐵デス︒

六273園

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

六274圏 ソノ他釘や針ノヤウナ小サ 六346図尊爵バカラムシノ糸ニテ織
イ物カラ︑︿略V︒

フランネル・ラシャ・メリ

ンスナドノ如ク︑︿略﹀︒

六354図

リタルモノバ三二ビラナドニツクル︒

く略V︑キクワン車・軍カン 六348図 ︿略﹀︑カラムシノ糸ニテ織
ノヤウナ大キナ物マデ︑︿略V︒

六275園

六277当今デハ鐵ハ鑓ノ仲間二野ハ
イレマセンガ︑︿略V︒﹂

﹁私タチノサビルノハ皆人

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

學校で徳川光囲の話を聞いて︑

とくがはみつくに

午前六時の汽車で︑おとうさ

六385

午後京都からおとうさんの手

心せんの花を見てゑをかいた︒

て︑︿略＞Q

六393困昨日六時の汽車に問に合つ

紙が着いた︒

六388

んが京都へお立ちになった︒

六383

行った︒

六376 ︿略﹀︑をばさんの所へ使ひに

思った︒

紙などをそまつにしてはならないと

六368

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

六278圏く略V︑人ノ役二立ツコトハ 六355國 ︿略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ
六286園

ガ使ハナイカラデス︒

︿略﹀︑二人が店のるすをして

であった︒

六301

みると︑︿略V︒

︿略V︑︻人の男の子がふでを

︿略﹀

一せんの銅貨を三枚渡

︿略﹀︑一人の男の子がふでを

買ひに來た︒

六301
六301

その時一人の子どもは大きな

︿略﹀︑かめの中へおちました︒ 六304

買ひに來た︒

六231

した︒

六235

へ上って︑遊んでみるうちにく略﹀︒

六228

へ上って︑遊んでみるうちにく略﹀︒

六227

があって︑︿略﹀︒

六226

つかった所にしるしを附けました︒

六175図物ノ長サバ物サシニテバカ 六213 さうして象の重みで船の水に 六297 直吉と長松は同じ店のでっち
ル︒

六176図

六176図︿略﹀︑尺ノ十分ノーヲ寸︑
︿略﹀︒

六177園︿略﹀︑寸ノ十分野ーヲ分︑
︿略﹀︒

イフ︒

六177図︿略﹀︑分ノ十分ノーヲ厘ト

六185図カネ尺ハ︿略﹀︑ソノ一尺

263
の一の

六393困

︿略﹀︑晩の九時二十分に京

都に着いた︒

六396團く略V︑それから東山の方へ
行った︒

︿略﹀︑たくさんのお寺やお

宮へさんけいした︒

六397団

六398団 三十三間堂のほとけのかず
の多いのにはおどろいた︒
の多いのにはおどろいた︒

たゴ人がいくさのはなしをす

うにやられましたが︑︿略﹀︒

六444
じぶんの心では武士になりた

ると︑︿略﹀︒

六445
︿略﹀︑ほうこうの方には身が

いと思ってみたのです︒
六454

年が十八のころです︑︿略﹀︒

入りません︑︿略﹀︒

六456

六472

ある年︑城のへいが百間ばか

少しのゆだんもなく＜略﹀︒

六488

秀吉は大ぜいの人を十組に分
︿略﹀だんく重く取立てて︑

後には秀吉の馬じるしを見る

秀吉はいくさの上手な入で︑

一方の大將にしました︒

六485

けて︑︿略﹀︒

六481

りこはれた事がありました︒

六475

とも出來ませんでした︒

六398團三十三斎堂のほとけのかず 六458 ︿略﹀︑信長の目通りへ出るこ
六398団 三十三斎堂のほとけのかず
の多いのにはおどろいた︒
︿略﹀︑それから北山の方へ
︿略﹀︑北野の天神様へさん

行って︑︿略﹀︒

六403国
六404国
けいする︒

︿略﹀︑この次の水曜日まで

︿略﹀︒

にはかへる︒

六407囲

六422 人ノブリ見テ︑ワガブリ直セ︒

六494

﹁

六497

六508

︿略﹀︑その使のもって來た文

の言ふことをきくやうになりました︒
六517
の中に︑︿略﹀︒

ある時謙信が山の上に陣取つ

いいくさの上手であった︒

六555

︿略﹀︑夜の間に信玄の陣に攻

てるると︑︿略﹀︒

︿略﹀謙信の馬のしりを力一

︿略﹀謙信の馬のしりを力一

武田信玄の國は山下で︑塩が

塩はとなりの國から買ってゐ

﹁︿略﹀︑敵の國の人には何

﹁︿略V︑敵の國の人には何

身をきるやうな北風の

吹

謙信は︿略﹀︑じぶんの國か

ぐ野中道︒

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

六597圏

ら塩を送らせた︒

六592

のうらみもない︒

六588園

のうらみもない︒

六588園

のうらみもない︒

六588園 ﹁︿略﹀︑敵の國の人には何

た︒

六584

ない︒

六583

ぱいになぐりつけた︒

六575

ぽいになぐりつけた︒

六575

六574 その時信玄のけらいが︑︿略﹀︒

信玄の本陣に切りこんで︑︿略﹀︒

六571 ︿略V︑味方のまつ先に立って︑

信玄の本陣に切りこんで︑︿略﹀︒

六568 ︿略﹀︑味方のまつ先に立って︑

入った︒

六561 ︿略﹀︑夜の間に信玄の陣に攻

入った︒

︿略﹀︑その使のもって來た文 六558

の中に︑︿略﹀︒

六518

︿略﹀︑二度目．の朝鮮せいばつ

をはじめました︒

六527

︿略﹀︑そのいくさの終らない
中に病氣でなくなってしまひました︒

六528

京都の東山の山の上に秀吉の
はかがございます︒

六532

京都の東山の山の上に秀吉の
はかがございます︒

六532

京都の東山の山の上に秀吉の
京都の東山の山の上に秀吉の

はかがございます︒

六532
六532

又その山のふもとには秀吉を

はかがございます︒

六533

まつった神社もございます︒

ザルモノ少シ︒

六538図菓子ノ皇都ハ砂糖ヲフクマ
塩ト砂糖ト摺物ノ味ヲ附ク
ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑コノニツノ物ナケレ

塩ハ︿略﹀︑ワが國ニチハ
海ノ水ヨリツクル︒

六546図

バ︑物ノ味ハウマカラズ︒

六545図

バ︑物ノ味ハウマカラズ︒

それからは秀吉のいきほひは︑ 六545図 ︿略﹀︑コノニツノ物ナケレ

信長の古いけらいの勝家など
信長の古いけらいの勝家など

︿略﹀日本中の大名が皆秀吉 六547図 砂糖ハ種々ノモノヨリトレ
ドモ︑︿略V︒

︿略﹀日本中の大名が皆秀吉 六554 ︿略V︑これも謙信におとらな 六602齪 八つばかりの女の子︑︿略﹀︒

の言ふことをきくやうになりました︒

六508

はこれをきらって︑︿略﹀︒

六506

はこれをきらって︑︿略﹀︒

六505

しぜんに日一日と盛になりました︒

六504

つてみた間の事でしたが︑︿略﹀︒

秀吉がく略V︑敵を攻めに行六544図

と︑︿略﹀︒

六424 ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ
サヲ知レ︒

いました︒

六426樂ハ苦ノ種︑苦分溜ノ種︒
六426樂ハ苦ノ皿種︑苦ハ樂ノ種︒
六427 コロバヌ先ノ杖︒
六432鳥ナキ里ノカウモリ︒
六433井ノ中ノカバヅ大海ヲ知ラズ︒
六433井ノ中ノカバヅ大海ヲ知ラズ︒
六437 ︿略﹀身分のひくい人でござ

︿略﹀︑八つの時にお寺へ小そ

六438 小さい時の名を日吉丸といひ
ました︒

六441

の一の
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六602團八つばかりの女の子︑︿略﹀︒
姉のおつるは立ちよって︑
六605翻
︿略﹀︒

ことばやさしくなぐさめる︒

六611圏︿略﹀︑その子のかたに手を
かけて︑

かへりの道が知れま せ ん ︒ ﹂

六613圃涙をふいて女の子︑︿略﹀︒
いまその杖をもぎ取られ︑
六618圏園

六662

ル︒

六774

六775

六786

六818図

︿略﹀︒

六818図

正面ニアルニ本門ントツノ汽

港丁丁船ノ出入シゲク︑

く略V︑停車場ニハ汽車ノ獲

く略V︑あふげや︑高き君

く略V︑あふげや︑高き君

の恩︑國の恩︒

二つとや︑二人のおや御

の恩︑國の恩︒

六825図囲

六827図囲

六828図圏

く略V︑思へや︑ふかき父

を大切に︑︿略V︒

ハトバノ右二着イテヰル汽船

六828図圃

く略V︑次第二商業ノ盛ナル

三つとや︑みきは一つの

學びのはじめぞ︑

五つとや︑いつはりいは

學びのはじめぞ︑

つ＼しめよ︑いましめよ︒

ぬが子供らの

六841図園五つとや︑いつはりいは

つ＼しめよ︑いましめよ︒

ぬが子供らの

六838図圃

枝と枝︑︿略﹀︒

六832寸寸

の愛︑母の愛︒

く略V︑思へや︑ふかき父

の愛︑母の愛︒

左手ノ汽船ハ今荷物ヲ積ミコ

船ハシキリニキテキヲ鳴ラシテヰル︒

ハ︿略﹀︒

六79一

六792

ンデヰル︒

右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ
ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

六795

右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ
大阪ハ︿略﹀︑仁徳天皇ノ

ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒
ニントク

高シ︒

昔仁徳天皇ハ︿略﹀︑民ノ

又多クノホリアリテ︑川ト

六816図堀ト橋トノ多キヲモツテ名

川トヲツナゲリ︒

六815図

オホヘリ︒

へよ︑身につけよ︒

れよ︑あはれめよ︒

六848三軸︿略﹀︑力のかぎりいたは

國のため︒

國のため︒

へをも 守りてつくせ︑家のため︑

六861図團

十とや︑遠き祖先のをし

へをも 守りてつくせ︑家のため︑

六812図く略V︑エントツノ煙時空ヲ 六858図圃 十とや︑遠き祖先のをし

マヅシキヲアハレミタマヒキ︒

六808図

キヲ見テ︑︿略﹀︒

六808図昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少 六845図幽 ︿略﹀︑學びの光を身にそ

大都會トナレリ︒

六806図

都シタマヒシトコロナリ︒

六804園

六795

着タエズ︒

︿略﹀︑マルデ林ノヤウニ見エ

六825図嚢

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

ク走ツテ行ク小サナ船ガアル︒

大キナ汽船ノ間ヲ︑へ略﹀早

﹁︿略﹀︒﹂とあいさつしました︒

︿略﹀︑人ノ家ノクラノ戸ヲ明 六765 羽織・はかまの主人は︿略﹀︑

ケテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑カズノ子ノ俵ヲカツイ

︿略﹀︒

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ単二

デ︑︿略﹀︒

六663

六666
通シテ︑

︿略﹀︑顔のちがふやうに︑せ
︿略﹀︑三十年の間にどうして

私のからだがこんなにぐらっ
︿略﹀︑その子供たちのいたづ

むねの上には紙のぬさを立て
むねの上には紙のぬさを立て
ぬさの前にはおみきやもちや
間もなくむねの上からもちを
︿略﹀︑お祝ひのさかもりがは
一人の年取つた男が︿略﹀︒

と︑︿略V︒

ハイツテ來ル︒

く略V︑家ノドダイ又ハ畑道 六78一

ノマクラ木ナドトス︒

六682図

六754

投げると︑︿略﹀︒

六748

魚がそなへてあります︒

六744

て︑︿略﹀︒

六742

て︑︿略﹀︒

六742

らからでございます︒

六736

くやうになったのも︑︿略﹀︒

六734

た︒

もきらひな子供が七八人ございまし

六733

いしつも色々かはってゐます︒

六723

ノマクラ木ナドトス︒

六623圃園﹁︿略﹀わたしの手からも 六683図 ︿略﹀︑家ノドダイ又ハ鐵道
ぎ取って︑はふった音はしましたが︑
︿略﹀︒﹂

六627圏 それを聞くより妹の おふ
みはいそぎ道ばたを そこかこ＼か
とさがすうち︑︿略﹀︒

ば︑二人も後ふりかへる︒

六641團 ︿略﹀︑二人の行くへ見送れ

六644 日本円居ルケモノノ中デ一番
強イノハ熊デス︒

︿略﹀︒

六648 熊ノ毛色立大ガイマツ黒デ︑

リノ白イ毛ガアリマス︒

六648 ︿略﹀︑ムネノ所ダケ三日月ナ

リノ白イ毛ガアリマス︒

六651 ︿略﹀︑ムネノ所ダケ三日月ナ

ス︒

六653 熊ノ皮羽田イシキ物ニナリマ
六657 大テイノケモノハ一打デコロ
サレテシマヒマス◎

六756

六661 ︿略V︑人ノ家ノクラノ戸ヲ明 じまりました︒
ケテ︑︿略V︒

ケテ︑︿略V︒

六662 ︿略﹀︑人ノ家ノクラノ戸ヲ明 六758 ︿略﹀︑木やりの歌を歌ひ出す
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マサシゲ

守りてつくせ︑家のため︑

六861図醐 十とや︑遠き祖先のをし
へをも
國のため︒

︿略﹀︒

七12図 楠木正行ハ正成ノ子ニシテ︑

七13図 楠木正行ハ︿略﹀︑父ニオ
トラヌ忠義ノ士ナリ︒

七13図 正成ノ戦死セシバ正行が十
歳ノ時ニシテ︑︿略﹀︒

七14図 正成ノ職死セシバ正行が十
一歳ノ時ニシテ︑︿略﹀︒

七19図園 ヨク父ノ言フコトヲ聞分
ケヨ︒

七19図園 コノ度ノ戦︑敵ハ大匠イ
ニシテ︑味方ハ小ゼイナリ︒

七26図囹︿略﹀︑一門ノ者一人ニテ
︿略﹀︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑

モ 生 キ 残 り テ ア ル 間ハ︑︿略﹀︒

七27図園
天皇ノ御タメニツクスベシ︒
︿略﹀︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑

天皇ノ御タメニツクスベシ︒

七28図園

七28図圏 汝ノ孝行コレニスギタル
コトナシ︒﹂

七33図正行ハコレヲ見テ︑カナシ
サノアマリ︑ツト立チテ別室二行キ
タリ︒

七35図 ︿略﹀︑正行ハ父ノカタミノ
刀ヲ抜キテ︑︿略﹀︒

七35図︿略﹀︑正行ハ父ノカタミノ
刀ヲ抜キテ︑︿略﹀︒

七37図面ハ走リョリテ︑正行ノウ
デヲオサへ︑︿略﹀︒

七38適訳

﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

子ナレバ︑コレポドノワケノ分ラヌ
コトハアルマジ︒

﹁︿略﹀︑コレポドノワケ
﹁︿略﹀︑コレポドノワケ

ノ分ラヌコトハアルマジ︒

七38図園
七39図園
ノ分ラヌコトハアルマジ︒

七41図園父ノ汝ヲカヘシタマヒシ
バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ
︿略﹀︑汝ノヲサナクシテ

シミタマヒテニアラズ︒

七41図園

死ヌルヲカナシミタマヒテニアラズ︒

ノ丘ハヲ起シテ︑︿略﹀︒

七43図囹︿略﹀︑君ノ御タメニ忠義
七43図圓︿略﹀︑君ノ御タメニ忠義
ノ丘ハヲ起シテ︑︿略V︒

︿略﹀︑コレヨリ後ハ父ト母

ベシトモオボエズ︒﹂

七47図園カクテハ君ノ御用二立ツ
七49図

正成戦死シテ後音︑敵ノイ

トノ教ヲ守りテ︑︿略﹀︒

七53図

︿略﹀︑天皇ハ吉野山ノカリ

キホヒマスく強ク︑︿略﹀︒

七54図

ノ皇居ニウツリタマヘリ︒

︿略﹀︑天皇ハ吉野山ノカリ
ノ皇居ニウツリタマヘリ︒

七54図

カウノモロナホ

七56図 ︿略﹀敵ノ大將高師浜六万
カウノモロナホ

人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻ム︒

七56図 ︿略﹀敵ノ大將高師直六万
人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻ム︒

セントテ︑︿略﹀︒

七58図正行コノ容止サイゴノ合職

七61図囹

﹁父正成ノ戦死セシ時︑

三鼎ワヅカニ十一歳︑︿略﹀︒

七65図園﹁︿略V︒父ハ臣ヲ合戦ノ
場ニモトモナハズ︑︿略V︒

七67図園﹃残りタル一門ノモノド
モシ病ニカ・リテ早ク死

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹄

七71図工

モシ病ニカ・リテ早ク死

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ
リ︑︿略﹀︒

七71図囹

モシ二八カ・リテ早ク死

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ
リ︑︿略﹀︒

ナバ︑︿略V︑父ノタメニハ不孝ノ子

七71図園

モシ病ニカ・リテ早ク死

トナルベシ︒

七72図園

ナバ︑︿略﹀︑父ノタメニハ不孝ノ子
コノ度ノ合戦ニハ︑︿略﹀︑

トナルベシ︒

七72図園

︿略﹀︑師直ラノクビヲ正

ニツノ中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

七73図園

行が取ルカ︑正行ラガクビヲカレラ
コノ度ノAロ戦士ハ︑︿略﹀︑

ニ取ラスルカ︑︿略﹀︒﹂

七74図園

コノ度ノ合戦寛保︑︿略﹀︑

ニツノ中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

七74三園

ニツノ中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

﹁親子二代相ツ寸イテノ
コノ度ノ合戦サダメテナ

忠義カンズルニアマリアリ︒

七81図園
七82図園

正行ハ︿略﹀︑一族ノ人々

ンギナルベケレド︑︿略﹀︒

七86図

トトモニ戦死ヲトゲタリ︒

コレ正成戦死ノ後十三年目

ニシテ︑︿略﹀︒

七87図

ナリキ︒

七88図︿略﹀︑正行ガニ十三歳ノ時

正行ノ如キハマコトニ忠孝

︿略﹀マコトニ忠孝ニツノ

ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑

七88図

︿略﹀︒

七89図

正行ノ如キハ︿略﹀︑國民

道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑︿略﹀︒

ノ手本トイフベシ︒

七91図

松を火にたくみうりのそば

く略V︑村の祭のたいこが

︿略﹀︑村の祭のたいこが

七104間ながい夏の日いつしか暮れ

て︑︿略﹀︒

七111圏

ひばく︒

ひごく︒

七111圃

で︑︿略﹀︒

七117圏

七119圏母がてぎはの大こんなます︑

︿略﹀︒

たなのもちひくねずみの音

たなのもちひくねずみの音

七121圖︿略﹀︑これがみなかの年こ

しざかな︒

七122圏

も︑︿略﹀︒

も︑︿略﹀︒

七122圃

七126園商彫上でげんきんといひ︑

かけといふのは何の事ですか︒

か︒

七145園問屋といふのは何の事です
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の親類です︒

七147園 問屋といふのはく略﹀︑口 七213園 ︿略﹀などはすべて私ども
鏡を取る店のことです︒
のは︑︿略﹀︑それをほかから買取つ
︿略﹀︑畠の藤豆さんとはち

あなたほどの大きな花ぶさ

は見たことがございません︒

七221圏

がって︑私の豆はたべられません︒

七217園

がって︑私の豆はたべられません︒

七153園 たとへばごふぐ問屋といふ 七217園 ︿略﹀︑畠の藤豆さんとはち
てやる店のことです︒

七157困 ︿略﹀︑明朝六時の汽車で東
京へ立ちます︒

七166国管はいつもの所です︒

んげ草でございませう︒﹂

七223圏︿略﹀︑あの春の野に咲くれ

かはいらしいのは︑︿略﹀︒

七171團 ぶじお着のことと存じます︒ 七222園私どもの親類で︑小さくて

七175国 ︿略﹀西洋西瓜の種を三色
ばかり買って來ていたゴきたうござ
います︒

まい實のなるやうなのをお願ひ申し

保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ

七232図︿略﹀︑多クノ書物ヲアラバ

ナリシガ︑︿略﹀︒

七229図保己一ハ五歳ノ時メクラト

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

七181国 ︿略﹀︑なるべく大きくてう 七226図目ハ見ユレドモ︑字ノ讃メ
ます︒

七186團花の種類は何でもよろしう
ございます︒

にはの藤の花が咲いて︑︿略﹀︒
セリ︒

七193
に は の 藤 の 花 が 咲 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ 七233図

保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ
保己一ノ家山今ノ東京︑ソ
保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ

ノ講義ヲセシ時︑︿略﹀︒

︿略﹀︒トイ

アル夜弟子ヲ集メテ︑書物

ヒタリトイフ︒

七237図く略V︑時ノ人

ツキテ學ビシカバ︑︿略V︒

七235肯く略V︑多クノデシ保己＝一

ノコロノ江戸ノ番画学アリ︑︿略﹀︒

七234図

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︿略﹀︒

七234図

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︿略﹀︒

七234図

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︿略V︒

七193

七194 ︿略﹀︑風が吹く度にむらさき
のふさが動いてみる︒

七194 畠のゑんどうがかきの外から
こ ゑ を か け て ︑ ︿ 略﹀︒

七195 畠のゑんどうがかきの外から
こ ゑ を か け て ︑ ︿ 略﹀︒

七204囹 どういふわけで︑おたがひ
に親類の間がらでございますか︒﹂

七206 ︿略V︑ゑんどうのいふに︑
﹁あなたと私は塾そう似てみるでは
ありませんか︒
してゐます︒

七211圏 ︿略﹀︑花は同じく蝶の形を 七242図

七254

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投
手ハスベテノ仕事ノモトデス︒

ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒

七265

を織る絹縣は出口ない︒

のも︑けっしてむりではない︒

七294 ︿略﹀︑絹織物のあたひの高い

︿略﹀︒

卵からかへったばかりの毅は

卵からかへったばかりの翼は

けれども一月ばかりの内には︑

けれども一月ばかりの内には︑

︿略V︑桑の葉をやると︑すぐ

︿略﹀︑大きくなると︑枝の

︿略V︑頭をうごかして︑しき

大きな慧がたくさんで桑の葉

七317 ︿略﹀︑およそ二十五日から四

七316 慧が桑の葉を食ふのは︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

七313 ︿略V︑二万匹の慧をかふのに︑

るやうな音がする︒

七312 ︿略﹀︑木の葉に雨が降りか﹂

を食ふ時には︑︿略﹀︒

七311

りに桑の葉をたつねる︒

七311

ま＼やる︒

七307

食ひはじめる︒

七303

︿略V︒

皆さんの小指程の大きさになり︑

七298

︿略﹀︒

皆さんの小指程の大きさになり︑

七298

けれども一月ばかりの内には︑

皆さんの小指程の大きさになり︑

七298

あり程の大きさで︑︿略﹀︒

七296

あり程の大きさで︑︿略﹀︒

七296

のも︑けっしてむりではない︒

七265手ハスベテノ仕事ノモトデス︒ 七294 ︿略﹀︑絹織物のあたひの高い
イソガシイ時二手ノ足りナイ

トイフノハ︑網目ラク人ノ少イトイ

七266

イソガシイ時二手ノ足りナイ

フコトデス︒

七266

トイフノハ︑和田ラク人ノ少イトイ
フコトデス︒

︿略﹀ポリ物ヲコシラヘタリ
シテ︑人ヲ感心サセルノモ︑手ノハ

七275

何事ニヨラズ手ノハタラキノ

タラキデセウ︒

七277

何事ニヨラズ手ノハタラキノ

ヨイノヲ上手トイヒ︑︿略V︒

七278

︿略V︑手ノハタラキノワルイ

ヨイノヲ上手トイヒ︑︿略﹀︒

七278

︿略﹀︑手ノハタラキノワルイ

ノヲ下手トイヒマス︒

七279

サルニハ手ノハタラキヲスル

ノヲ下手トイヒマス︒

七28一

シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ

モノが四本アリマス︒

七282

手バカリ動カシテモ︑チエガ

コシラヘルコトハ出戸マセン︒

七285

一匹の慧の口から出る綜をの

ナケレバ何ノ役ニモ立チマセン︒

一匹の慧の口から出る綜をの

ばして見ると︑︿略V︒

七287
七287

︿略﹀︑木綿はゴ︸尺の絹織物

ばして見ると︑︿略﹀︒

七289
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十日の間で︑︿略﹀︒

七321 この時木の枝やわらなどで作
それが二一二日の内に軽質上つ

つたまぶしへうつしてやると．︑︿略﹀︒
まゆ

七323
て繭になる︒

七324 麩の口の中には小さいくだが
一つある︒

七324 翼の口の中には小さいくだが
一つある︒

七327 繭の中の意はさなぎとなる︒
七327 繭の中の舞はさなぎとなる︒
になって︑繭を破って出て図る︒

うるしの上に金又は銀にて

さまぐの色あるは︑︿略﹀︒

七359図
町ノニギヤカナ所二新シイ勧

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

七363
︿略﹀︑右ノ二二ハ皿・ハチ・

工場が出來タ︒

七364
茶ワンナドノ焼物ヲ費ル店ガアリ︑
︿略V︒

︿略﹀︑右ノ方ニハ皿・ハチ・

茶ワンナドノ嶢物ヲ費ル店ガアリ︑

七365

︿略﹀︒

︿略﹀︑左ノ方ニハゼン・ワン

筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・
筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・
︿略V︑マン中ノ道ハセマイガ︑
︿略﹀︑通り道ノセマイ割合ニ

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑︿略﹀︒
だのぶなが

七378

山内一豊が織田信長のけらい
お

だのぶなが

山内一豊が織田信長のけらい
馬の主は馬を引いてかへらう

ざいます︒﹂

七406園

﹁その馬の直はいか程でご

としました︒

七397

になったばかりのころ︑︿略﹀︒

七394

になったばかりのころ︑︿略V︒

お

七393

ハコンザツシナイ︒

七376

︿略﹀︒

七373

カンザシナドノ店ヲ見テ︑︿略﹀︒

七367

カンザシナドノ店ヲ見テ︑︿略﹀︒

七367

・ハシナドノ塗物ヲ費ル店ガアル︒

七366

・ハシナドノ塗物ヲ費ル店ガアル︒

七328．︿略﹀︑さなぎが蝶のやうな形 七365 ︿略﹀︑左ノ方ニハゼン・ワン

が

︿略﹀︑すぐに紙の上において

七331 これを騒の蛾といふ︒
七336
卵を産みつけさせ る ︒

産む︒

七338 一匹でおよそ四五百程の卵を
七341 慧をかふのは春と夏と秋の三
度で︑︿略﹀︒

七342 わが國は昔から養鶏の盛な國
︿略﹀︑ 生 綜 は 外 國 ． へ 費 出 す 品

で︑︿略﹀︒

七343
物の第一である︒

七351図 我らのつねに用ふる茶わん
・皿・はちの類は ︑ ︿ 略 V ︒

七352図 我らのつねに用ふる茶わん
・ 皿 ・ は ち の 類 は ︑︿略﹀︒

やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ

七354図 花鳥・山水・人物などのも
がく︒

七358図 塗物に黄・赤・黒・青など

妻は立って︑鏡箱の中から十

両の金を出して︑︿略﹀︒

七408

妻は立って︑鏡箱の中から十

﹃夫の一大事の折に使へ︒﹂

﹃夫の一大事の折に使へ︒﹄

両の金を出して︑︿略﹀︒

七408
七419囹

このお金は︿略﹀︑父の渡

七419園

七421園

な武士︒﹂

七441囹

見上げた志のもの︑りっぱ

とになったといふことであります︒

七442 ︿略﹀︑これが一豊の出世のも

おほよそ家の紋どころ︑

とになったといふことであります︒

七443 ︿略﹀︑これが一豊の出世のも

七445図圏

くすのき

いふもかしこし︑菊と桐︒

楠木父子の菊水は︑忠義

してくれた金でございます︒

七422園人の話によりますと︑︿略﹀︒ 七447図圃

七423園︿略﹀︑近いうちに京都で馬

楠木父子の菊水は︑忠義

︿略﹀︒

そ
いほりもかうは孝行の曾

あが

さが

さが

ば︑紋の数々かぎりなし︒

七458図圏

︿略﹀︑家の氏の名多けれ

七456図魍 ︿略﹀︑上り下りの藤の紋︑

︿略﹀︒

七456図工 ︿略﹀︑上り下りの藤の紋︑

あが

我兄弟に知られたり︒

が

七449図圃

のかをりなほ高し︒

のかをりなほ高し︒
くすのき

七448図圃
そろへをなさいますとのこと︒

さだめて皆様は御じまんの

さだめて皆様は御じまんの

馬に乗ってお集りのことでございま

七424囹
せう︒

七425園

︿略﹀︑主人のお目にとまる

馬に乗ってお集りのことでございま
せう︒

七426園

やうになされるのが大事と考へまし

ば︑紋の敷々かぎりなし︒

やがて馬そろへの日となって︑ 七458図圃 ︿略﹀︑家の氏の名多けれ

て︑︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒

七432

ば︑紋の敷々かぎりなし︒

︿略﹀︑一豊の馬ははたして信 七459図圏 ︿略﹀︑家の氏の名多けれ
長の目にとまって︑︿略﹀︒

七432

﹁︿略V︑ドウモ君タチノ仲

﹁︿略﹀︑ドウモ君タチノ仲

間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ

七464囹

ニ用ヒラレルヤウニナツタカト思フ︒

間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ

七464囹

単襲ヒラレルヤウニナツタカト思フ︒

間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ

︿略﹀︑一豊の馬ははたして信 七463園 ﹁︿略﹀︑ドウモ君タチノ仲
﹁あ＼︑よい馬︑名馬々々︒

長の目にとまって︑︿略﹀︒

七433
七434園

誰の馬か︒﹂

けらいのものが︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹁これは一豊の馬でござい

いひますと︑︿略﹀︒

七435

ます︒﹂

七436園

の一の
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二用ヒラレルヤウニナツタカト思フ◎

七465圏 マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ
アルシ︑︿略﹀︒﹂

七471園 ﹁︿略﹀︑コノタクサンノ障
子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハ
ナイカ︒

子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハ

七471園 ﹁︿略﹀︑コノタクサンノ障
ナイカ︒

七482園 モトユヒや水引ノヤウナ︑
アンナ丈夫ナ物ハ︿ 略 V ︒ ﹂

七491囹 ﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ
ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ
ノガアル︒

七495園 ﹁葉書や切手や印紙ナドハ
皆僕等ノ仲間ダゾ︒ ﹂

︿略﹀︑一通の手紙を受取り

ヤゴヘイニハナレマ イ ︒ ﹂

倍だけを受取人の方で彿はなければ
︿略﹀︑書物や窮眞の類は三

ならないのです︒﹂

七531園
十匁まで二鏡で︑︿略﹀︒

又新聞は︿略﹀︑これも

︿略﹀︑これは今日のやうに

た望の手紙などよりはよほど安いの

七532園
です︒

七535園

アリ︒

スミ

ダ

アサ

上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行
く略V︑爾ガハニアマタノ店

クスノキマサ

クスノキマサ

宮城ノ前ノ廣場ニハ楠木正

成ノ銅像アリ︒

シゲ

シゲ

七577図

クスノキマサ

宮城ノ前ノ廣場ニハ楠木正

成ノ銅像アリ︒

七578図

成ノ銅像アリ︒

シゲ

七582図︿略﹀︑種々ノ草花ウルハシ
︿略﹀︑海軍省ヲハジメ多ク

ク咲キミダレタリ︒

七586園

ノ官省アリ︒

クリニテリツパナリQ

リ︑︿略﹀︒

イウシウ

カヘリ道二坂ノ上ヨリ見下

七591図画ノカタハラニ遊就館アリ︒
七592図

︿略﹀︑ソレヨリ四十七士ノ

セバ︑︿略V︒

七594図

墓ニマウデントス︒

七597図犬の種類はすこぶる多し︒

︿略V︒

七626図

あばら骨の敏へらる﹂程や

あるく時肉のゆれ動く程こ

あるものは頭大きくまるく

すべて犬は︿略﹀︑よく主

犬は︿略﹀人の足音を聞け

又その鼻はよく物のにほひ

二三匹の犬︑よく二三百頭

二﹁二匹の犬︑よく；二百頭

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

七626図

ひ・羊かひの二つだひをなさしむ︒

七625図外國にては︑犬をして牛か

をかぎ青くるをもって︑︿略﹀︒

七622図

ば︑たゴちに目をさます︒

七619図

人の命を守る︒

七615図

ものなど︑︻々敷へがたし︒

七612図︿略﹀︑足の短きもの︑長き

たれたるもの︑まきたるもの︑︿略﹀︒

七609図 ︿略﹀︑尾ののびたるもの︑

るもの︑︿略﹀︒

七608図耳のたれたるもの︑立ちた

がりて︑狐の如し︒

七608図 ︿略﹀︑あるものは顔長くと

して︑し＼の如く︑︿略﹀︒

七607図

立ちてもその毛はなほ地面に達す︒

七604図 く略V︑長きものは羊の如く︑

さきにてもつまめぬ程なれど︑︿略﹀︒

七602図毛のいたって短きものは指

え太りたるものあり︒

七601図

せ細りたるものあり︒

七598図

七567図淺草公園専心種々ノ見セ物 七597図大なるは小馬の如く︑︿略﹀︒
アリ︒

川ノ向フガハハ向島ニテ︑

七571図︿略﹀隅田川ノポトリニ出
ヅ︒

七571図

櫻ノ名所ナリ︒

七572図川ノ向フガハハ向島ニテ︑
櫻ノ名所ナリ︒

ハツクシガタシ︒

新橋停車場ヲ出デテ︑上野 七573図 廣キ東京ノ見物ハ一日目テ

早くは配達が出來ず︑︿略﹀︒

七542図

︿略﹀︑費買ノコエカマビス

コ・ニハ櫻ノ木多シ︒

宮城ノ前ノ廣場ニハ楠木正

重橋力・レリ︒

銀座通ノ二野ハシサマヅ目 七576図 宮城ノ御蔭ニハ︑︿略﹀二

行ノ電車二乗ル︒
ギンザ

七543図
ヲオドロカス︒

七545図

七544図右ノ方ハ魚市場ニテ︑︿略﹀︒ 七577図

シ︒

︿略﹀︑種々ノメヅラシキ動

七549図

サレドモコ・ニテ見ユルハ

春ノ花盛リイカニ美シカラ

ユ︒

七557図

七563図

ノ重弔車二乗ル︒

七558図

ノ心月車二乗ル︒

上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行

七557図淺草ノ観音堂モ東ノ方二見 七589図 電車ニテ九段坂ノ上ニイタ

ユ︒

七556図五障ノ観音堂モ東ノ方二見 七587図 イヅレモ洋風ノレングワヅ

アサ

東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒

七555図

ン︒

七549図

物ヲ集三障リ︒

七498囹 ﹁︿略﹀︑アノ神ダナノ御札 七547図
七509図
たり︒

切 手 が は っ て あ る のに︑︿略﹀︒﹂

七512園 ﹁これにはちやんと三銭の
七516囹 ﹁︿略V︑四匁より少しでも

重いと︑その倍の六鏡だけ切手をは
らなければなりません︒

七519園不足の時には︑その不足の
倍だけを受取人の方で梯はなければ
ならないのです︒﹂

七521園不足の時には︑その不足の
倍だけを受取人の方で梯はなければ
ならないのです︒﹂

七521園不足の時には︑その不足の
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の牛︑二一二千頭の 羊 を 追 ひ ま は し て ︑
︿略﹀︒

七627図二三匹の犬︑よく二三百頭

︿略﹀︑主人の行く方へ行か

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑
︿略﹀︒

七627図
しむといふ︒

人を乗せたるそりを 引 き て ︑ ︿ 略 V ︒

七629図八九頭の犬いきほひよく敷
︿略﹀︑雪の道を走り行くさ

ま︑まことにいさまし︒

七631図

︿略V︑水のまじった物や︑︐水

物などを入れたるかごをかけおきて︑

七633図︿略﹀︑犬のくびに藥品・食

︿略V︒

七641

をまぜてこしらへた物を口に入れな
いことはない︒

︿略﹀色々ノ動物が居り︑サ

マぐノ蕩モアル︒
七701
マぐノ植物モアル︒

ノ中ニアルノデアルQ
︿略﹀︑タクサン集ツテ︑木ノ

枝ノ様ナ形ヲシテヰル︒

七728

デアル︒

カンザシノ玉ヤヲジメニスル
カンザシノ玉ヤヲジメニスル

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ

コノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨

七734

デアル︒

コノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨

七734

サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒

七73一

サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒

七729

枝ノ様ナ形ヲシテヰル︒

魚類ニハ︿略﹀ナドノヤウニ︑ 七729 ︿略﹀︑タクサン集ツテ︑木ノ

水ノ表面二近イ所ヲオヨグモノガア

七703

︿略﹀︑水ノ表面二二イ所ヲオ

リ︑︿略﹀︒

七704

魚類ニハ︿略﹀ハモ・コチ・

ヨグモノガアリ︑︿略V︒

七706
キスナドノヤウニ︑岩ノカゲや海草
ノ間ヲオヨグモノガアリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑岩ノカゲや海草ノ間ヲ
︿略﹀︑岩ノカゲや海草ノ間ヲ

オヨグモノガアリ︑︿略﹀︒

七707
七707

オヨグモノガアリ︑︿略﹀︒

デアル︒

七737

︿略﹀︒

ラッコ．・ヲツトセイナドガアリ︑

陸ノケモノニニタモノニハ︑

コノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨

魚類ニハ︿略﹀ナドノヤウニ︑ 七735

ソコノ砂地二丈ンデヰルモノモアル︒

七709

ンデヰル︒

七713

七725
七726

エビノピンくハネタリ︑カ
︿略﹀︑タコヤイカノアシヲソ

アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ

七747

︿略﹀五十ヒログラヰノ所マ
海草ノ形ハ様々デアル︒

デニハ︑海草ガハエテヰル︒

七756

︿略﹀︑枝ノ様ニナツテヰルノ

︿略﹀︒

オビノ様二言クテ長イノモア
レバ︑

七757

モアル︒

七759

又ニハトリノ尾燈似タノモア
ルシ︑︿略﹀︒

︿略﹀眞珠ハ︑コノ貝ノカラ 七763 ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

ノ中ニアルノデアル︒

︿略﹀眞珠ハ︑コノ貝ノカラ 七761

泥ノ上二居リ︑︿略﹀︒

七717

ロヘテオヨグ様ハマコトニ面白イ︒

七715

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑︿略﹀︒

七713

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑︿略﹀︒

エビノピンくハネタリ︑カ 七745 海ノ深イ所ハ何千ヒロモアル︒

魚類ノ外二︑︿略﹀ナドガス

ルモノモアル︒

七654 このやうに水はわれくの生 七711 ︿略V︑ソコノ砂地二沈ンデヰ
活にもっとも大切な も の で ︑ ︿ 略 V ︒

つてみたりするのはどくである︒

七657 ︿略V︑冷い水の中に長くはい 七712

七668国 いっしよについだ梨の木の
方は︑今年はまだ實がなりません︒

七668国 いっしよについだ梨の木の
︿略﹀︑やしき中の桃の木に

方は︑今年はまだ實がなりません︒
七674国

︿略﹀︑やしき中の桃の木に

皆つぎ木をすると申してゐます︒
七674国

皆つぎ木をすると申してゐます︒

七699 海ノ中直ハ︿略﹀色々ノ動物
が居り︑サマぐノ蕩⁝モアル︒
七699 ︿略﹀色々ノ動物が居り︑サ

ノモアレバ︑︿略﹀︒

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

ノモアレバ︑︿略﹀︒

七764

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略V︒

七764 ︿略﹀︑コンブヤアラメノヤウ

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

七765 ︿略﹀︑コンブヤアラメノヤゥ

ノモノモアル︒

七765 ︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色

七765 ︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色

︿略V︑マヅ緑色ノモノ天寵イ

ノモノモアル︒

三二︑︿略﹀︒

七767

︿略V︑茶色ノモノハソノ中間

七767 ︿略﹀︑紅色ノモノハ深イ所二︑

︿略﹀︒

ニハエテヰルノデアル︒

七768

根モ陸上ノ植物ノヤウニ養分

根モ陸上ノ植物ノヤウニ養分

ヲスヒ取ル重厚ノモノデハナク︑

七771

︿略﹀︒

七772

根モ陸上ノ植物ノヤウニ養分

ヲスヒ取ルタメノモノデハナク︑

︿略﹀︒

根モ︿略﹀︑岩ナリ石ナリヘ

ヲスヒ取ルタメノモノデハナク︑

七772

︿略﹀︒

七774

廣イ海洋ハ︑コノ通りニ多ク

クツツクダケノ用ヲナスモノデアル︒

七776

至心ユラレテ︑色ノ美シイ海

ノ動物や植物ガアル︒

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑︿略﹀︒

七777

の一の
270

七778

︿略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル
︿略﹀︑陸上デハ見ルコトノ出

ノハ︑︿略VQ

七781
來ナイ美シイ景色デアラウ︒

七783図圃 のきよりおつる雨だれの
たえず休まず打つ時は︑石にも穴
をうがつなり︒

七789図韻︿略﹀︑事に動かず︑さそ

重

千里

かたきも

はれず︑はげみ進むに何事の など
成らざらん︑︿略﹀︒

︿略﹀︑鐵石の

︿略﹀︑つばめさへ

つひにとほすべし︒

七791図園

七795図圃
︿略﹀︑ばんじゃくの

の波を渡るなり︒

七801図圏
きもつひにうつすべし︒

七804図 長き航海を終へて錦り來れ
︿略﹀︑一日その町の忍言へ

る明治丸の船長は︑ ︿ 略 V ︒

七805図

一日その町の忍言へ

まねかれて︑航海の話をなしたり︒
︿略﹀︑

まねかれて︑航海の話をなしたり︒

七805図

七807園 ﹁私も子供の時には毎日こ
の 學 校 へ 通 っ て ︑ ︿略﹀︒

ふのは︑︿略﹀︒

七816園私の乗ってみる明治丸とい
七818圏 く略V︑乗組の人員は二百人
もあります︒

つて︑︿略﹀︒

七822園 海岸の松原も次第に遠くな
七826園︿略﹀︑水の色が金色になり

ます︒

七826圏
て︑︿略﹀︒

七834園

月夜には波が銀の様に光つ

用事で出かける人もありませう︒
かける人もありませう︒

シブキニ包マレタリ︒

中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ

ノ身ヲ彿ヘリ︒

中佐ハ︿略﹀︑海ノ中ニハ

諸子は皇大神宮のかくばか

あまてらすおほみかみ

神代の昔皇祖天照大神︑

しぎのみこと

八25図

︿略﹀︑後神殿を今の五十鈴

︿略﹀︑代々の天皇はこれを

八27図

い

すゴ

︿略﹀︑後神殿を今の五十鈴

︿略﹀︑一年中の重だちたる

明治三十七八年戦役の終り

明治三十七八年戦役の終り

告げたまひしが︑︿略V︒

たる後も︑︿略V︑平和の成りたるを

八36図

たる後も︑︿略﹀︒

八35図

祭日には勅使を差立てたまひ︑︿略V︒

八32図

して︑︿略﹀︒

神殿は昔ながらの白木造に

の川上に造り︑︿略V︒

四隻ノ船酒面爆沈シテ︑

八29図

の川上に造り︑︿略﹀︒

宮中にあがめたまひしが︑︿略﹀︒
い
すど

八27図

とせし時︑︿略﹀︒

三々杵尊をこの國に降したまはん

に

八22図

りたふときいはれを知れりや︒

八19図

︿略V︒

ふとびたまふこときはめてあつく︑

八12図代々の天皇は皇大神宮をた

ウムラレタリ︒

七927図

残シテ︑海ノ中口ハウムラレタリ︒

廣瀬中佐ノ乗レル福井丸ハ︑ 七926図
リヨジユン

︿略﹀福井三下︑今旅荘ノ
爆登ノ聲タチマチ船ゾコニ
ボートハヤガテ福井丸ノカ
︿略﹀船内ヲタヅネタレド
中佐ノスルドキ聲止血ノウ
中佐ノスルドキ聲ハ敵ノウ
中佐ノスルドキ聲ハ敵ノウ

皿嚢ノ砲丸ハタチマチ中佐

ノ身ヲ彿ヘリ︒

七887園又漁業その他海の仕事に出 七925図 一獲ノ砲丸ハタチマチ中佐

︿略﹀︒

七918図
七919図

︿略﹀敵ノ砲丸雨ノ如クニ
︿略﹀敵ノ砲丸雨ノ如クニ
降りソ・ゲリ︒

七922図

降りソ・ゲリ︒

七922園

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

七921図中ニモ福井丸ノボートニハ

ヲアビセカクルコトイヨく成皿ナリ︒

︿略﹀︑敵ノ勤皇ヨリハ砲丸

チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒

七909図

チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒

七909図

チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒

七909図

モ︑杉野ノスガタナシ︒

七905図

タハラニ卸サレテ︑︿略﹀︒

七899図

ヒゴク︒

七896図

港ロニ進ミタリ〇

七895図

︿略﹀︒

七895図

海モサクルカト思フバカリナリ︒

又ある時にはとび魚が甲板 七893図 大砲ノヒ︑・キハ︑天モオチ︑ 七926図
外國の港に着くと︑︿略﹀︒

の上へとび上ることもあります︒
七836園

七837囹く略V︑見なれない形の家が
船長はこつぶの水を一口飲

ならんで立ってるます︒

七845図
急に暴風雨が來ると︑山の

みて︑又その話をつゴけたり︒

七849園

きりや雪で︑方角の分らな

様な波が立って︑︿略﹀︒

七855園
くなった時には︑︿略﹀︒

七856園く略V︑外の船につきあたつ
たりする様なまちがひが出国ます︒

そんな時には海の深さをは
この星を見分けることや︑

かったり︑︿略V︒

七858圏
七871囹

︿略﹀︑海を恐れる人の多い

燈皇のあかりを知ることは︑︿略﹀︒﹂

七878圏

のは残念な事です︒

七881園海の波を見たばかりで︑恐
たとへば自分のうちを恐ろ

ろしがる入があるではありませんか︒

七883冤

︿略﹀︑こんなことではどう

しがる様なもので︑︿略﹀︒

七884圏

皆さんの中にも︑︿略V外

して海里の細民といはれませう︒

七885園

國へ商費その他の用事で出かける人

︿略﹀外國へ商費その他の 七923図ボートハ水ニオツル砲丸ノ

もありませう︒

七886医
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八37図 ︿略﹀︑その御午の盛なるこ
と前古たぐひなかりきと申す︒

八42図家々に日の丸の旗を立てた
りQ

たる︒

う ぢ
八44図 ︿略﹀︑宇治橋のたもとにい

八47図 解き道の左右に梅・松・櫻
などを植ゑたり︒

八48図 明治二十七八年及び三十七
八 年 戦 役 の 戦 利 品 たる大砲︑︿略﹀︒

八49図 ︿略﹀︑日本海海戦の記念砲
身塔など︑︿略﹀︒

八51図︿略﹀︑またいつれも神苑の
内にあり︒

八66図

その他には何の御かざりも
とこしへに民安かれとい

なき質素なる御かまへ︑︿略﹀︒

八72図圏
のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大
神︒

とこしへに民安かれといの

るなる︑我が世を守れ︑伊勢の大神︒

八73図

︿略﹀︑我が國艦のたふとさ︑

の御製を思ひ出でて︑︿略﹀︒

八73図
いよいよ身にしみておぼゆ︒

八75図宿に昂りて一休みの後︑外
神殿の御有様︑おほよそ内

宮に参拝す︒

八75図
八77図

︿略﹀︑夕方には内宮へ勅使

宮に同じと見奉る︒

八54図 五十鈴川の水に冒す＼ぎ手

みを達したるは何等の幸そや︒

今日のこの日に年來ののぞ

の参拝もあるべしといふ︒

八78図

洗ひて左へ行き︑︿略﹀︒

かぐら
八55図 ︿略﹀︑神樂殿・御馬屋の前
を通り︑御宮の前にいたる︒
かぐら

ん︒

今日のこの日に年來ののぞ

八97図圃

うれし︑この松の根もと
いでや︑あの岩の小かげ
たけがりのいさをくらべ

に︑皆うちよりてえもの数へん︒

八95黒点

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

八92図圃

風暖にさてもよき日や︒

八82図圏発の日の毒すみわたり︑

風暖にさてもよき日や︒

八82図早秋の日の空すみわたり︑

みを達したるは何等の幸そや︒

八79図

みを達したるは何等の幸そや︒

八56蒔く略V︑神樂殿・御馬屋の前 八79図 今日のこの日に年三ののぞ
を通り︑御宮の前にいたる︒

ふ︒

八56図 そこの御門を板垣御門とい
八57図 く略V︑玉垣御門の前にて拝
し奉る︒

︿略V︒

八58図 御垣の内をうかゴひ奉れば︑
八59図 ︿略﹀︑神殿の御屋根はかや
にてふき︑︿略﹀︒

八63図 材は皆ひのきの白木を用ひ︑
︿略﹀︒

と日にかゴやけり ︒

八64図 ︿略﹀︑金色の金物きらく

八101国︿略﹀︑うち中の者がそろつ
私もみんなと一しょの分は

て窮命をとりました︒

八106国

︿略﹀︑にいさんによそ行の

まじめになり過ぎましたので︑︿略﹀︒

八108團

一人の分はうっかりしてゐ

顔だといって笑はれました︒

八109国

おはなさんも一人の分はほ

る間に爲されましたので︑︿略﹀︒

八122団

なるほど皆さんと一しょの

んとによく官珂ってゐます︒

八123国

分は︑︿略﹀少しまじめになってゐ
ます︒

時分にそっくりです︒

八129国︿略﹀︑おかあさんの小さい

出ス外ハナイ︒

働クコト胡人ノ本分デアル︒

北條時頼ノ母松下暉尼︑

ホウデウトキヨリ

八161

︿略﹀︒

八163図

八164図 ︿略﹀︑ス・ケタル障子ノ破

﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲ

暉尼ノ兄義景コレラ見テ︑

レヲツクロヒヰタリ︒
ヨシカゲ

八165図

︿略﹀︒

八166図園

﹁我モコレ程ノ事ハ心得

ヨク心得タル者アリ︒

タリ︒

八169里離

八191 昔西洋のある所に︑︿略﹀︒

初は近所の人にもうらやまれ

る程の身代でしたが︑︿略﹀︒

八193

高も年々に少くなって︑︿略V︒

八194 ︿略﹀︑牛も段々減り︑畑の取

る程の身代でしたが︑︿略﹀︒

母ハ好所デ朝飯ノシタクニ 八194 初は近所の人にもうらやまれ
カ︑リ︑︿略﹀︒

八139

︿略﹀︑父ハハや店ニスワツテ
商費ノ用向ヲシラベテヰル︒

八141

︿略V︒

八199 ︿略﹀野原の草の上に坐って︑

いろく世間話をしてみたが︑︿略﹀︒

八199 ある日一人の友だちは︑︿略﹀︑

産を減らしました︒

大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑ 八195 ︿略﹀︑五六年の中によほど財
︿略﹀︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

八146

大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑

イくノ仕事ニカ・ル︒
八147

︿略V︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ・メ

︿略V︒

人ノ職業ニハイロくアツテ︑ 八201 ︿略﹀野原の草の上に坐って︑

イくノ仕事ニカ・ル︒

︿略﹀︒

は︑この雀のせいではあるまいかと

八205 ︿略﹀︑近年変の取高の少いの

思ひました︒

は︑この雀のせいではあるまいかと

八205 ︿略﹀︑近年変の取高の少いの

八154

︿略﹀︑皆メイくノ仕事ヲシ
人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ

テ︑毎日働イテヰルノデアル︒

八154
八157

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ

出ス外ハナイ︒

八157
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思ひました︒

︿略﹀︑近年変の取高の少いの

は︑この雀のせいではあるまいかと

八206

思ひました︒

八274

︿略﹀︑かたく友だちの手を握

四方ノカベニ給ヲカキテ

りしめました︒

八281図園
タマハリタシ︒﹂

アリテ︑四方ノ戸皆開キタリ︒

八286図︿略﹀︑小サキ四角四面ノ堂

アリテ︑四方ノ戸皆開キタリ︒

八217園若若し外の雀が見つけると︑ 八285図︿略﹀︑小サキ四角四面ノ堂
よってたかってい ぢ め る の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

起きて︑︿略﹀︒

八226 次の朝農夫はいつになく早く

戸開ク︒

八295図

︿略﹀︑南ノ戸開キタリ︒

二日ノ後︑︿略﹀﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑川成ヨリ﹁︿略﹀︒﹂

ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

八297図

聲ヲ面訴シテ蹄レリQ

︿略﹀︑クチヲシクモエノ笑

八294図︿略﹀︑東ヘマハレバ︑北ノ

︿略﹀︒

八293図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑

八293図

スレバ︑︿略﹀︒

又車のわを打ってるた事もあ

つて見てみた︒

つた︒

八322

僕の家で一度つるべの金たが
︿略﹀つるべの金たががこは

がこはれた時︑︿略﹀︒

八323
八324
八328

ある時の話に︑﹁︿略﹀︒﹂とい

夏のどんな暑い日でも︑︿略﹀︒

れた時︑︿略V︒

八332
つた︒

がね

こ

︿略﹀︑去年の暮に死んでしま
ふくじゆさう

金の色の暖く︑︿略﹀︒
ふくじゆさう
がね

八347図圃

こ

こ

こ

年のはじめの福壽草︑黄

ふくじゆさう

金の色の暖く︑︿略﹀︒
がね

八348図圃

ふくじゆさう

金の色の暖く︑︿略V︒

八348図囲年のはじめの福壽草︑黄
がね

八358図圏

風

さ

︿略﹀皆一時に紅白の

野べも山べも新緑の

花のながめの うるはしさ︒

八361図譜

に藤波さわぐ時︑︿略﹀︒

八364図翻垣根にからむ朝顔の

︿略﹀︑にごりにしまぬ

きかはりつ＼いさぎよく︑︿略﹀︒

白蓮の巻葉をもる﹂つゆ涼し︒

びゃくれん

八366図圃

はぎ

八369図翻 ︿略﹀︑月見のころも近づ

︿略﹀︑月見のころも近づ

けば︑萩のうねりにやどる玉︑︿略﹀︒

はぎ

八371図圃

く略V︑ききやう・かるか

けば︑萩のうねりにやどる玉︑︿略﹀︒

八373図圃

や・をみなへし︑秋の花草多けれど︑

︿略﹀︒

千代

祝ふや菊の花の宴︒

八374図韻︿略﹀︑中にも君の千代八

千代

祝ふや菊の花の宴︒

八375図圏 ︿略﹀︑中にも君の千代八

千代祝ふや菊の花の宴︒

八375図圃︿略﹀︑中にも君の千代八

いつしか木々もうらがれ

て︑さびしきにはのさざん花や︑

八377図韻

︿略﹀︒

ひなの祭の桃の花く略V︒ 八379図圃 ︿略﹀︑北風寒きやぶかげ

ひなの祭の桃の古く略V︒

ひなの祭の桃の歩く略V︒

金の色の暖く︑︿略﹀︒

八354図圏
八354図圏

うるはしさ︒

うるはしさ︒

︿略﹀皆一時に紅白の

うるはしさ︒

︿略﹀皆︸時に紅白の

テ︑︿略V︒

八383図

マツチハーダースノ債三四

カクノ如ク債ノ安キモノニ

銭グラヰナレバ︑︿略＞Q

八382図

に︑びはの花咲く年の暮︒

八379図工 ︿略﹀︑北風寒きやぶかげ

に︑びはの花咲く年の暮︒
︿略﹀︑山々の

花のながめの

八358図圏

花のながめの

八357図圏

花のながめの

ば︑梨・すも＼皆↓時に紅白の

櫻も咲け

八355図圃

﹁カク我ノ居ルニ︑何ユ 八354図心
僕の近所に年よりのかち屋が
僕の近所に年よりのかち屋が
︿略﹀︑いたって氣だてのやさ

僕は時々其の仕事場の前に立

年のはじめの福幽草︑黄

八347図圃年のはじめの福壽草︑黄

つた︒

八341

れたものだから︑︿略﹀︒﹂

八291図驚キテ西ノロヨリ入ラント 八336園 刀は武士のたましひといは

スレバ︑其ノ戸ハタト閉ヅ︒

八227 ︿略V︑屋敷のまはりを見まは 八289図 ︿略﹀︑南ノロヨリ入ラント
︿略﹀︑野原の方までも行って

つて︑︿略﹀︒

八228
た つ ね ま し た が ︑ ︿略V︒

八229 蹄って見ると︑自分の家は戸
が ま だ し ま っ て み て︑︿略﹀︒

八233 牛小屋の牛はしきりに鳴いて
︿略﹀︑水車場の方へは行かず

みるのに︑︿略﹀︒

八237
︿略﹀︑水車場の方へは行かず

に︑居酒屋の方へ行きます︒
八237
に︑居酒屋の方へ行きます︒

八238 此の男は居酒屋に酒代の借が

八299図

︿略﹀︑ 隣 の 家 の 方 へ 行 き ま す ︒

あるので︑︿略﹀︒

︿略V︑隣の家の方へ行きます︒ 八306図囹

ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

八248

︿略﹀︑ 主 人 の 目 を か す め て ︑

八318

しい老人であった︒

八314

あった︒

八312

あった︒

八312

エニ入り給血ザルカ︒﹂

八251

八248

︿略﹀︑すぐ家の中へかけこん

牛乳を費ってみたのです︒
八255
で︑︿略V︒

八266 其の中に雀のことはいつかわ
すれて︑︿略﹀︒

だちが來て︑︿略﹀︒

八269 二三ケ月立ってから︑前の友
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テ︑︿略﹀︒

つた︒

八422
八423

だらう︒

八428

一箱ノマツチが我等

火元は裏町通の材木屋で︑
八443

八443

大きなきかいの動くのも︑汽

︿略﹀︑皆火の力の利用による

車や汽船の走るのも︑︿略﹀︒

大きなきかいの動くのも︑汽

車や汽船の走るのも︑︿略﹀︒

︿略﹀︑角の呉服屋が焼けてゐ
八444

叔父さんのうちへ見まひに行

つたにいさんが蹄っての話に︑︿略﹀︒

八434

︿略﹀︑皆火の力の利用による
のである︒

聞けば此の火事は材木屋の小
︿略﹀︑多分煙草のすひがらが

屋から出たので︑︿略﹀︒

八447
八447

元だらうといふ話だ︒

一服のすひがらがこんな大火
火の取扱は大切にしなければ

事になった︒

八448
八451
ならぬ︒

﹁東京のをぢさんから火事

見まひの電報が來た︒﹂

﹁東京のをぢさんから火事

見まひの電報が來た︒﹂

︿略﹀︑やうく米屋の土藏で

八453園

八434

︿略﹀︑二棟の土藏の中︑一棟 八453園
むね

それが東京の今朝の新聞に
それが東京の今朝の新聞に
サクヤノクワジニウチハヤ

﹁︿略﹀︑火事の昨夜あった

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八481園又ヤケナイといへば︑うち

ことはもう御存じだから︑︿略﹀︒

八478園

かなければならない︒

チもいらない︒

八488圏︿略﹀︑うちの名の和田を入

れて︑十五字になるやうに書いてご

らん︒﹂

電報迭達の際嚢信人居所氏

郵便切手貼付及日付印ノ場所

れて︑十五字になるやうに書いてご

八489園︿略﹀︑うちの名の和田を入

らん︒﹂

八48図

名を迭達紙の外部に表はさんとする

八48図図

電報丁令の際爽信人居所氏

ものはく略﹀

名を迭達紙の外部に表はさんとする

八48図図

嚢信人の居所氏名を受信人

ものはく略﹀

八48図図

︿略﹀本文の終り又は受信

に知らせんとする時は︿略﹀

︿略﹀本文の終り又は受信

人居所氏名の下に片假名にて記すべ

八48図図

し

本文中の敷字は片笑名と分

人居所氏名の下に片假名にて記すべ

八48図図

し

八48図図

クワウ

獲信人は自己の居所氏名を

歯し易き様大書すべし

八48図図

可成本字にて潜門に記すべし

ギヨク

ガノイル

カ

今ヨリ千二百年ノ昔︑皇

極天皇ノ御代︑︿略﹀︒

八497図

ミシ

蝦夷ト共二不忠ノフルマヒ多雨リキ︒

エ

八499急く略V︑蘇我入米︿略﹀︑父

ソ

極天皇ノ御代︑︿略﹀︒

ギョク

クワウ

八468園電報の文は成るべく短く書 八497図 今ヨリ千二百年号昔︑皇

ケマセンデシタ

八464国

出たので︑︿略﹀︒

八459園

出たので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑二棟の七二の中︑一棟 八459園

一切の書類や記録類も皆ぶじ
毎日の食物のにたきから種々
毎日の食物のにたきから種々
毎日の食物のにたきから種々
︿略﹀︑火の力を要することは
敷へきれない程多い︒

八441

の工業まで︑︿略﹀︒

八441

の工業まで︑︿略V︒

八441

の工業まで︑︿略﹀︒

八441

であったといふことだ︒

八437

はとうく焼けおちたさうだ︒

八435

はとうく焼けおちたさうだ︒

とまったが︑︿略﹀︒
むね

八435

つたにいさんが婦っての話に︑︿略﹀︒

のである︒

あ﹂︑火の勢が一そう強くな
八444

︿略﹀︑今夜の此のはげしい風

︿略﹀︑叔父さんのうちはどう

では︑︿略﹀︒

八426

までも聞える︒

火事場でさわぐ人の聲がここ

るのださうだ︒

八421

︿略﹀︒

八383図 カクノ如ク償ノ安キモノニ 八419
︿略﹀︑カクノ如ク便利ナル

モノハ世二少カルベシ︒

八384図

︿略﹀︑此ノモノノナカリシ

昔ヲ思ヒ出ストキ ハ ︑ ︿ 略 V ︒

八386図

八389図 諸子ハイマダマツチノ製造
場ヲ見目ルコトナカルベシ︒

手数ノカ・ルモノナリ︒

八391図 マツチノ製造田口驚クベキ
八392図 マツチノ製造ニハ驚クベキ
掻敷ノカ・ルモノナリ︒

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手敷

八399図此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出 八433 叔父さんのうちへ見まひに行

︿略﹀ ︑

マ デ 数 へ 上 グ レ バ︑︿略﹀︒

八399図

︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

ノ 手 骨 入 ル マ デ ニハ︑︿略﹀︒

八401図
︿略﹀︑何十人置人手ヲ要ス

ノ手二入ルマデニ ハ ︑ ︿ 略 V ︒

八401図
ルカヲ知ラズ︒

八402図之ヲ思ババ一本ノマツチモ
ソマツニハ使フベカラズ︒

︿略﹀︑我が國輸出品中ノ重

高二種シ︑︿略﹀︒

八409図 く略V︑一年間一千萬圓ノ金
八411図

要ナルモノノーツトナレリ︒
︿略﹀︑我が國輸出品中ノ重

要ナルモノノーツトナレリ︒

八411図

八416 あちらの空がまっかだ︒

みる︒

八416 火のこが花火のやうに散って

藤原氏ノ一門コレヨリナガ

はぎの長い鳥は首も長く︑

︿略V︑卵も子供の前程ある︒

八577

目の最も恐ろしげなのは︑わ
目の最も恐ろしげなのは︑わ

し・たかの類で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑からだの割合に目の最

︿略﹀目の最も大きいのはふ
尾の短いのはかはせみ・あひ

は

︿略﹀︑若し家の中でひろげさ
び

び

八596図圏
面︑︿略﹀︒

八596図圃
面︑︿略﹀︒

つの景︒

八597図面

は

かゴみの如き

かゴみの如き

八605図圏 石山寺の秋の月︑︿略﹀︒

ひ ら
く略V︑比良の高ねの暮の

八605図圃石山寺の秋の月︑︿略﹀︒
ひ ら
八608図圏 ︿略﹀︑比良の高ねの暮の

雪︒

雪︒

八608図團

滋賀唐崎の一つ松︑夜の

し がからさき

ひ ら
八608図圏 ︿略﹀︑比良の高ねの暮の

雪︒

八611図團

し がからさき

雨にぞ名を得たる︒

八612図圃滋賀唐崎の一つ松︑夜の

雨にぞ名を得たる︒

八619図圏 ︿略﹀白帆を送る夕風に︑

かた
八613商圏堅田の浦の浮御堂︑︿略﹀︒

皆サンノ着物ニシテヰル木綿

聲程近し︑三井のかね︒

八622

綿ノ木カラトリマス︒

織物ハドウシテ造りマスカ︒

八629

綿ノ木回畑二作リマス︒

く略Vか〜みの如き水の 八631 綿ノ木ハドコニ出來マスカ︒

八633

く略Vかゴみの如き水の 八634 ︿略V︑九月カラ十月ノ初二二

綿ノ中ニハ種ガアリマスカラ︑

八636

藍ノ草一旗ノ木ト同ジ様二畑

藍ノ草カラデス︒

富貝が敦⁝シマス︒

八652

八659

藍ノ草江綿ノ木ト同ジ様二畑

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑

紺色ノ汁が出マス︒

八658

二作リマス︒

八652

二作リマス︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑あかぬながめは八

八652
あはつ

八599図韻
︿略V︒

まつ渡り見ん瀬田の橋︑

水の面︑︿略﹀︒

其の名をおへる湖の

八595二七琵琶の形に似たりとて︑

水の面︑︿略V︒

其の名をおへる湖の

八594図囲琵琶の形に似たりとて︑

せたら︑︿略V︒

八589

るなどで︑︿略V︒

八584

くろふ・みみつくなどである︒

八581

も大きいのはく略﹀などである︒

八579

し・たかの類で︑︿略﹀︒

わし・たか・とびなどの様に︑ 八578

わし・たか・とびなどの様に︑

へて食ふ鳥や︑︿略﹀︒

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

八548

へて食ふ鳥や︑︿略﹀︒

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

八547

クサカエタリ︒

八501図 ︿略﹀︑國ノタ頭割豆鹿父子 八545図
ヲノゾカント思ヒ立チタリ︒

ケマリノ會ヲナシ 給 ヒ ︑ ︿ 略 V ︒

八508図 アル日皇子︑寺ノニハニテ
八508図 アル日皇子︑寺ノニハニテ
ケ マ リ ノ 會 ヲ ナ シ給ヒ︑︿略﹀︒

ニ︑皇子ノクツヌゲタリ︒

八511画面︿略﹀︑マリヲケ給フハズミ

︿略V水の中をあるく鳥はは
陸上に居る鳥で︑はぎの長い
駝鳥は鳥類の中で一番大きく

八562

︿略V︒

八565

水鳥のくちばしは平たくて先
が圓く︑︿略﹀︒

八568

ちばしも長い︒

︿略﹀︑首の長い鳥は大ていく

八564

て︑︿略﹀︒

八561

のは駝鳥である︒

だてう

八561

ぎが長い︒

八557

へる鳥は︑︿略﹀︒

どの様に︑氣候によってすむ所をか

八515図 く略V︑同志ノ人々ヲモカタ 八549 ︿略﹀︑つる・がん・つばめな
ラヒテ︑︿略﹀︒

八515図︿略﹀︑ヒソカニ時ノイタル
ヲ待テリ︒

カン
八517図 サル程三二韓ノ使ミツギヲ
奉ルニョリテ︑︿略﹀︒

奉ルニヨリテ︑入鹿ノ参内スルコト

カン
八518図 サル程三二韓ノ使ミツギヲ
アリ︒

ミテ︑︿略VQ

八526図 ヤガテ同志ノ一人御前二進
八527図 ヤガテ同志ノ一人御前二進
ミテ︑三韓ノ表文 ヲ 讃 ム ニ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八529図他ノニ人ハ此ノ間二藍鹿ヲ
︿略﹀ ︑ 入 鹿 ノ 肩 ヲ キ リ 給 フ ︒

討 ツ ベ キ 手 ハ ズ ナリシガ︑︿略﹀︒

八534図

細くて︑先がとがって居る︒

八535図之ヲ見テ他ノ一人進ミ出デ 八569 ︿略﹀︑陸鳥のくちばしは圓く
テ︑入鹿ノ足ヲキル︒

すまぬ空ののどけさよ︒
あはつ

すまぬ空ののどけさよ︒
あはつ

すまぬ空ののどけさよ︒

八603破婚粟津の松の色はえて︑

それで﹁いすかのはしのくひ 八602図鶴粟津の松の色はえて︑
それで﹁いすかのはしのくひ
ちがひ︒﹂といふことがある︒

八575

ちがひ︒﹂といふことがある︒

八575

くひちがってみる︒

八536図之ヲ見テ他ノ一高進ミ出デ 八574 いすかのくちばしは上と下が 八602医題粟津の松の色はえて︑
テ︑入鹿ノ足ヲキル︒

八541図 中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ
ツキ給フ︒

︿略﹀︑天皇重ク用ヒテ大臣

トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

八544図

か
か
か
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紺色ノ汁が出マス ︒

八667国 病中の祖母も大そうよろこ
びまして︑︿略﹀︒

八674国 併し老病の事故︑よほど大
事にしなければならぬと存じます︒

虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド

ル時︑之ヲ運ビ去ル早便ナリ︒

八738図

虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ
ルが如シ︒

ルが如シ︒

陸の東の海中にある島國なり︒

イギリスは我が日本直門の
首府ロンドンは世界の都市

如き島國にして︑︿略﹀︒

八775図

ヨーロッパ大陸にはフラン

中にて︑人口最も多きところなり︒

八779図

刈・ドイツ・ロシヤ等の國々あり︒

ギリスの南にあり︒

したる國なり︒

フランスの註脚にて︑其の
東北にあるドイツは︿略﹀︒

けたる國なり︒

八785図︿略﹀ドイツは學問のよく開
ロシヤはヨーロッパ大陸の
ロシヤは︿略﹀︑アジヤ大陸

東部にひろがれる國にして︑︿略﹀︒

八786図
八787図

のシベリヤもまた其の一部なり︒

アジヤ大陸の西︑ヨーロッ

パ大陸の南にある大陸をアフリカと
いふ︒

八791図

パ大陸の南にある大陸をアフリカと

いふ︒

︿略﹀︑ヨーロッパ大陸とア

かくの如く日本を出で︑

これ世界の圓きがためにし

我等の住む世界は畏きもの

地球の表面の凡そ三分の二

地球を南北の爾半球に分て

北半球にて百花咲きみだれ

北半球にて百花咲きみだれ

く略V︑南半球にては木の葉

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

八816図 ︿略﹀︑南半球にては木の葉

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

八815図 ︿略﹀︑南半球にては木の葉

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

八815図

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑︿略﹀︒

八814図

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑︿略V︒

八814図

の冬なり︒

八813図 ︿略﹀︑北半球の夏は南半球

の冬なり︒

八813図 ︿略﹀︑北半球の夏は南半球

ば︑︿略﹀︒

八811図

は海にして︑三分の一は陸なり︒

八808図

は海にして︑三分の一は陸なり︒

八808図地球の表面の凡そ三分の二

故︑名づけて地球といふ︒

八807図

て︑︿略﹀︒

八803図

又元の日本に要り來る︒

八802図︿略﹀︑東へ東へと進めば︑

︿略﹀︑東へ東へと進めば︑︿略﹀︒

八801図

過ぎ︑︿略﹀︒

フリカ大陸との中間にある地中海を

︿略﹀︑我が黒革の港を出で︑ 八797図

陸の東の海中にある島國なり︒
八761図

︿略﹀︑凡そ二週間の後には

東へ東へと進み行かば︑︿略﹀︒

八762図

アメリカ大陸に着くべし︒

八766図此の國にて商業の最も斜な
︿略﹀︑一週間にしてイギリ

る都會をニューヨークといふ︒

足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル

八769図

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八739図

八741図

八676国 祖母一人孫一人の事で御座
のところ御ゆるしを願ひ度う御座い

八772図

ス國の港に着く︒

猫ノロニハ上下三一本ヅツ
猫ノロ再三上下二二本ヅツ

︿略﹀︑尾ノ長ク︑ヒデノ太
︿略﹀︑尾ノ長ク︑ヒデノ太

全幅猫ノ毛色ニハ黒・白・

タルモノアリ︑︿略﹀︒

八754図猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似 八791図 アジヤ大陸の西︑ヨーロッ

三毛ナド様々アレド︑︿略﹀︒

八753図

キマデ︑相似タル罵言ダ多シ︒

八752図

キマデ︑相似タル所甚ダ多シ︒

八752図

︿略Vマデ︑相似タル所甚ダ多シ︒

八752図此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑ 八784図

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

八749図虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木 八782図 早くより工藝・美術の門戸

レバ︑︿略﹀︒

八747特需モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ 八782図 フランスは海をへだててイ

ノ如キトゲアリ︑︿略＞Q

八745図又其ノ舌ニハ︿略﹀太キ毛

ノ鋭キ牙アリテ︑︿略﹀︒

八743図

ノ鋭キ牙アリテ︑︿略V︒

八743図

爪アリ︒

いますから︑︿略 ﹀ ︑ ど う か 今 四 五 日

ます︒

八678国︿略﹀︑どうか今四五日のと
ころ御ゆるしを願ひ善う御座います︒

八685国 こちらの方はどうとも都合
︿略﹀︑一人でね起きの出來

がっくから︑︿略﹀ ︒

八688国

るまで︑ゆっくり看病してお上げな
さい︒

僅かですが︑︿略﹀ ︒

八691囲此のかはせの金は︑ほんの

聞きても知らぬ風 を し ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 足 は

八703図 ︿略﹀耳は食事の知らせを
食堂へ行くことを止めたり︒

八708図 かくて二三日を過せしに︑
︿ 略 ﹀ ︑ 皮 膚 の 色 さへ青ざめて︑︿略V︒

八713図園 我の職務は食物をこなし
て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八714図囹 我の職務は食物をこなし
て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

り︒

八719図園 これ諸君の自ら招く所な

れるをさとりしならん︒

八721図園諸君は今にして諸君の誤 八758図我が大日本帝國はアジヤ大
八734図く略V︑他ノ獣類ヲトラヘタ 八758図 我が大日本帝國はアジヤ大
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家を造りて住めり︒

八821図 ある土人の如きは氷を以て

しも氷雪を知らざる國あり︒

︿略V海軍ノ廣瀬中佐︑陸軍

ノ橘中佐ノニ人ハ︿略﹀︒

八843
︿略﹀海軍ノ廣瀬中佐︑陸軍

三十七年ノ四月第二軍ニツイ
︿略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

︿略﹀︑帝国ノ全署︑天皇陛下

中佐ハハヤ︑右手一ニケ所ノ

ンデ來ル︒

八865

︿略﹀︑左手二軍刀ヲ持ツテ部

傷ヲ受ケタガ︑︿略﹀︒

八866

︿略﹀︑トウく山上ノ敵ヲ追

下ノ兵士ヲハゲマシく︑︿略﹀︒

八867

︿略﹀︑トウく山上ノ敵ヲ追

梯ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

八868

カウ

チ

時圏八月三十一日前朝日モマ

彿ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

八868

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八876園﹁一度占領シタ此ノ高地︑
︿略﹀︑間モナク砲弾ノ破片が

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒
八883

︿略﹀︑間モナク砲弾ノ破片ガ

中佐ノコシニアタツテ︑︿略﹀︒

八883

︿略﹀中佐ヲ壕ノ内潮入レテ

ホリ

中佐ノコシニアタツテ︑︿略﹀︒

八886

名讐ノ事ダ︒﹂

ノハ軍人ノ面目ダ︒

八906圏

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘

レテ︑アランカギリノカヲツクシタ

八907

軍曹ハ︿略V︑アランカギリ

ガ︑︿略V︒

八908

ノカヲツクシタガ︑︿略﹀︒

八908 ︿略﹀︑中佐ノイキハトウトウ

︿略V︑中佐ノイキハトウトウ

其ノ日ノタ方二絶島タ︒

八909

コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬

其ノ日ノ両方二絶島タ︒

八91一

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

丁二言付ケテ︑︿略V︒

八912園

﹁︿略V︑見事二敵ノ陣地ヲ

母型テ︑︿略﹀︒

取ツタト思へ︒

八913園

八914園若シ突撃ノ聲が下目テモ︑

︿略﹀︑帝國ノタメ︑天皇陛下

下りタ︒

八892

︿略﹀︑一飯又モ中佐ノ胸ヲツ

八893

敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒

︿略﹀︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

ラヌキ︑︿略﹀︒

八897

多敷ノ部下ヲ死ナセタ上︑

八897敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒
八901圏
︿略V︒﹂

﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ
此ノメデタイ日二討死スル

御誕生日ダ︒

タンジヤウ

八904圏
八905囹

八929

︿略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

馬丁ハ︿略﹀︑様子ノ分ルノ

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

中佐ノ様ナ死方ヲシタ人ハイ

︿略﹀︑平生カラノ行ガリツパ

海軍ノ廣瀬中佐モヤハリ同ジ

デアツタカラデアル︒

八928

クラモアルガ︑︿略﹀︒

八926

勇氣二︑こチタ軍人デ︑︿略﹀︒

八925

ヲ待ツテ居タガ︑︿略﹀︒

八922

起ツテモ︑砲聲・銃聲ハ絶エナイ︒

八919

ツテ蹄ル積りデカケツケヨ︒﹂

其ノ時ハオレノ死龍ヲセオ

砲聲・二見ガツぐクヤウナラ︑︿略V︒

ノ御タメニ︑メザマシイ働ヲシナケ

︿略﹀︑タチマチ三人ノ敵ヲ斬

ムカヘタ︒

八863

リ殺シタ︒

敵ノ弾丸ハ雨アラレノ様二飛
敵ノ揮丸ハ雨アラレノ様二飛

ンデ來ル︒

八864
八864

クぐリナガラ︑ケハシイガケヲカケ

八917圏

八851

︿略﹀︒

八851

敵ハ︿略﹀幾重モノ陣地ヲ布
キ︑盛二揮丸ヲ打出ス︒

八855

勢鋭ク進撃シタ︒

︿略﹀︑部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑

カイハウシタ︒
レバナラナイト︑︿略﹀︒
レウヤウ
︿略﹀︑八月末ノ遼陽ノ職ニハ︑ 八889 軍曹ハ︿略﹀︑揮丸ノ下ヲ

八848

レバナラナイト︑︿略V︒

ノ御璽メニ︑メザマシイ働ヲシナケ

八848

バナラナイト︑︿略﹀︒

二︑︿略﹀︑メザマシイ働ヲシナケレ

八847

テ戦地へ向ツタガ︑︿略﹀︒

八846

御信任ノアツイ軍人デアツタ︒

八846．橘中佐ハ︿略﹀皇太子殿下ノ

御信任ノアツイ軍人デアツタ︒

橘中佐ハ︿略V皇太子殿下ノ

ノ橘中佐ノニ人ハ︿略﹀︒

八823着電世界の中には︑︿略﹀︑少 八843

甚だ暑く︑︿略﹀︒

八823図 ︿略﹀︑年中夏の氣候にして 八845
︿略﹀︑布片を身心の一部に

まとふに過ぎず︒

八828図

︿略﹀︒

八829図 我が日本の國の大部分は︑

︿略﹀︒

八829図 我が日本の國の大部分は︑
八832図 ︿略﹀︑雪月花のながめも折

ヨーロッパ人は︿略﹀︑眼の

︿略﹀︑山川の風景もうるは

節にかはりて面白 く ︑ ︿ 略 V ︒

八833図
し︒

色出し︒

八836図

の色は黄なり︒

八838図 我等日本人はく略V︑皮膚
八841 明治三十七八年ノ戦役二︑
︿略﹀︒

讐ノ戦死ヲトゲタ軍人ハ大ゼイアツ

八841︿略﹀︑君ノタメ國ノタメ︑名
タガ︑︿略V︒

腎ノ職死ヲトゲタ軍人ハ大過イアツ

八841︿略V︑君ノタメ國ノタメ︑名 八861 ︿略﹀︑敵ハツルギノ林ヲ以テ
タガ︑︿略﹀︒

八842 ︿略﹀︑名轡ノ戦死ヲトゲタ軍
人ハ大智イアツタ ガ ︑ ︿ 略 V ︒

八843 ︿略﹀海軍ノ廣瀬中佐︑陸軍
ノ橘中佐ノニ人ハ ︿ 略 ﹀ ︒
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の一の

デアル︒

八933図 東海道の旅行中︑最も多く
衆 人 の 目 を ひ く も のは︑︿略﹀︒

八933図 東海道の旅行中︑最も多く
︿略﹀︑富士山と名古屋城の

衆 人 の 目 を ひ く も のは︑︿略﹀︒

八934図

︿略﹀︑富士山と名古屋城の

金のしゃちほことなるべし︒
八934図
金のしゃちほことなるべし︒
かとうきよ
︿略﹀︑其の天守閣は加藤清

まさ

八938図

なれり︒

八958図

あまてらすおほみかみ

すさのをのみこといつも

しに︑︿略﹀︒

神代の昔︑天照大神の御

ひのかは

弟素箋鳴尊出雲の國にいたり給ひ

すさのをのみこといつも

九18図
しに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑夫婦の老人一人のむ

をろ

︿略﹀︑毎年來りて︑我が

蛇あり︑︿略V︒

﹁さらば我汝等のために
︿略﹀酒を造らせ︑之を八

く略V︑八つの頭を八つの槽

︿略﹀︑一ふりの劔出でたり︒

かの大蛇の住みし上には叢
く略V︑劔の名を天叢雲劔と

え

ぞ

︿略﹀︑藁葺の蝦夷叛きしか

く略V︑尊の野に入り給ふを

これより此の劔の名を改め

あふみ

尊これより引返して近江の

て草薙劔と申す︒

九65図

あっ
今の熱田神宮即ち是なり︒

賊を討ち給ひしが︑︿略V︒

九68図

ペン

九610 コ・二櫻ノ花ガアル︒
ペン
九610櫻ノ田中ハ五ツノ辮ガアツテ︑

︿略V︒

︿略﹀︑辮ノ大キサガヨク揃ツ

九610櫻ノ里中ハ五ツノ辮ガアツテ︑

︿略﹀︒

九71

辮ノ色ハ白又ハウス桃色デ︑

テヰル︒

九74

︿略﹀︒

ガク
九74 ︿略﹀︑韓ノ色ハ青イ︒

九86

︿略V︒

九85

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

︿略﹀︑豆や藤ノ花ノ辮ハ不揃

︿略﹀︑豆や藤ノ花ノ辮ハ不揃

又ユリヤアヤメノ花守韓ノ色

又ユリヤアヤメノ黒甜薯ノ色

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰルシ︑

豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰルシ︑

ルト︑︿略﹀︒

九83

ガ癬ト門ツ色デアル︒

九82

ガ辮トーツ色デアル︒

九81

九78 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑︿略﹀︒

デアル︒

九77

デアル︒

九77

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

九76

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略V︒

く略V︑劔の先少しくかけた 九76梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ
九42図

︿略﹀︑これより三種の神器

九62図

向ひ︑︿略﹀︒

九510図︿略﹀︑火勢却って賊の方に

見て︑火を放ちて焼き奉らんとせり︒

九57図

ば︑︿略﹀︒

九49図

代︑︿略﹀︒

九49図人皇第十二代景行天皇の御

申せり︒

九46図

雲常に立ちこめたれば︑︿略﹀︒

九45図

の一となれり︒

九45図

り︒

九310図

の中に入れ︑︿略﹀︒

九38図︿略﹀︑八つの頭を八つの槽

の中に入れ︑︿略V︒

九38図

の中に入れ︑︿略﹀︒

九37図︿略﹀︑八つの頭を八つの槽

つの酒槽に盛り︑︿略﹀︒

さかぶね

九35図

其の大蛇を退治せん︒﹂

九34図園

食はんとす︒

娘を取食ひ︑今また残りの一人をも

近年新しき港も成りたれば︑ 九31図園
︿略﹀︑産業の薬玉は今後い

海陸運輸の便導く開け︑︿略﹀︒

八958図
よいよ著しからん︒

九13図代々の天皇の御薩に即かせ
給ふ時には︑︿略﹀︒

九13図代々の天皇の御選に即かせ
いでや此の劔の由來をかた

給ふ時には︑︿略﹀︒

九16図
あまてらすおほみかみ

らん︒

神代の昔︑天照大神の御

正のきづきしものなり︒

弟素図鳴尊出雲の國にいたり給ひ

八939図 名高き金のしゃちほこは此 九18図
むね
の天守閣の棟の爾はしにあり︒

八939図 名高き金のしゃちほこは此
むね
の天守閣の棟の爾はしにあり︒

八939図 名高き金のしゃちほこは此
むね
の天守閣の棟の爾はしにあり︒

見給ふ︒

をろ

﹁我等には元八人の娘あ
やまた

︿略﹀︑此の地に早岐の大

やまた

蛇とて八つの頭と八つの尾とある大

九210図園︿略﹀︑此の地に八岐の大
ち

蛇あり︑︿略﹀︒

蛇とて八つの頭と八つの尾とある大

ち

九29図法

りしが︑︿略﹀︒

九27図園

見給ふ︒

すめを中にすゑて泣きかなしめるを

九21図

︿略﹀︑夫婦の老人一人のむ

すめを中にすゑて泣きかなしめるを

九19図

︿略﹀︒

八943図く略V︑遠く事誤の外よりも 九19図 ︿略﹀︑簸川のほとりにて︑
望み見ることを得べし︒

八951図 名古屋は平野の間にあり︒

を以て︑︿略V︒

八951図 四通八達の要路にあたれる
︿略﹀︑早くより東海道一の

大都會なりしが︑︿略﹀︒

八952図

︿略﹀ ︑ 鐵 道 の 開 通 せ し ょ り ︑

︿略﹀ ︑ 鐵 道 の 開 通 せ し ょ り ︑

商 工 業 の 李 下 著 し く︑︿略﹀︒

八953図

八953図

商 工 業 の 嚢 達 著 し く︑︿略﹀︒

八954図 ︿略﹀︑焼物・塗物・扇・綿
綜・織物等の産出すこぶる盛なり︒
あっ
八956図 名古屋の南に熱田あり︒

八956図 今合して名古屋市の一部と

の一の
278

︿略﹀︒

九86 ︿略﹀︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ
様ナ形ヲシテヰル︒

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑︿略﹀︒

様ナ形ヲシテヰル︒

九87 ︿略﹀︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ
九88

九89 イチゴノ花ハボンノ様ナ形デ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑ホタルブクロノ花ハフ

九810 イチゴノ花白ボンノ様ナ形デ︑
︿略﹀︒

九810
クロノ様デアル︒

九91 ︿略﹀︑ホタルブクロノ花ハフ
クロノ様デアル︒

九9一 シソノ花ノ心学クチビルノ形
ヲ シ タ ノ モ ア リ ︑ ︿略﹀︒

九92 シソノ花ノ様ニクチビルノ形
ヲシタノモアリ︑ ︿ 略 V ︒

九92 シソノ花ノ様ニクチビルノ形
ヲ シ タ ノ モ ア リ ︑ ︿略﹀︒

ダノ形ヲシタノモアル︒

九93 ︿略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク

九93 ︿略V︑オシロイノ花ノ様ニク
ダノ形ヲシタノモアル︒
ダノ形ヲシタノモアル︒

九94 ︿略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク

九95花ノ附方モ亦ソレぐチガフ︒
九96 タトヘバボタンノ様二一リン
咲ノモアリ︑︿略﹀︒

九99 事変ノホノ様ナ形ニナツテ咲
クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑
︿略V︒

九137三囲

葬啓︑御註文の縞物三十

反︑︿略﹀嚢送いたし候︒

︿略﹀︑御申越の期日まで

九139囲困次に老人向きの紺がすり
は︑︿略﹀︒

九13！0囲囲

には少々間に合ひかね候事と存候︒

ネダケ

カウヅケ

エチゴ

利根川ハ︿略﹀︑古ヨリ坂

ハル

ナ

︿略﹀︑赤城・榛名ノ気山ノ

アカギ

ハル

ナ

︿略﹀︑赤城・榛名ノニ山ノ

アカギ

︿略﹀︑前橋市ノ西ヲ過グ︒

ム

サァ

く略V︑上野・武藏ノ隠謀ヲ

シモフサ

根ノ本流ヲナシ︑︿略﹀︒

利根川ノ本流ハ東南二流レ

九162図其ノ流ハ下総・武藏ノ國境

ヲナセリ︒

ヌ

テ鬼怒川・小貝川ヲ合セ︑︿略﹀︒

キ

九163図

九164図鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ

コ・ヨリ江戸川二通ズル運

ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

河ハ︑︿略V汽船ノ通路ニシテ︑︿略﹀︒

九167図

ヒ

タ チ

九167図 ︿略﹀︑水運ノ便少カラズ︒

ンマ

シマ

ガヌマ

インパ

下総ノ手賀沼・印旛沼・長

テ

ガヌマ

インバ

下品ノ手賀沼・印旛沼・長

テ

カスミガウラ

︿略﹀︑常陸ノ霞浦・北浦

霞浦・北浦等ノ合流スルア

霞浦・北浦等ノ合流スルア

トリ

イキ

ス

中置モ香取・韻図ノ爾社バ

カ

カ
︿略﹀北浦ノポトリナル鹿

トリ

イキ

ス

香取・息栖ノーノ鳥居ハ何

レモ川ノ中二立テリ︒

九179図

︿略﹀鹿島トトモ三二社ノ名アリ︒

カ

九178反中ニモ香取・息栖ノ詩社バ

カ

島トトモ三二社ノ名アリ︒

ンマ

九176図

︿略﹀鹿島トトモ三二社ノ名アリ︒

カ

九175図

タリニハ名勝ノ地少カラズ︒

九173図

タリニハ名勝ノ地心カラズ︒

九171図

ノ水ハ北ヨリ之二注グ︒

九1610図

ノ水ハ北ヨリ之二注グ︒

︿略﹀︑常陸ノ霞浦・北浦

カスミガウラ

沼等ノ水冷南ヨリ之二注ギ︑︿略﹀︒

九169図

沼等ノ水ハ南ヨリ之二注ギ︑︿略﹀︒

九169図

流レテ太平洋二入ル︒

上野ノ東北部︑越後ノ國境 九168図 ︿略﹀︑下劣・常陸ノ國境ヲ

上野ノ東北部︑越後ノ國境

細谷川ハ︑︿略﹀︒
カウヅケ

九148図

エチゴ

ナル利根岳ヨリ嚢スルサ・ヤカナル

ト

九148図

東太郎ノ名アリ︒

九147図

シテ︑︿略﹀︒

又変ノホノ様ナ形ニナツテ咲 九146図 利根川ハ日本東部ノ大川ニ

クモノ三聖大葉子ノ花ナドガアリ︑

九99 又変ノホノ様ナ形ニナツテ咲
︿略﹀︒

九101

︿略﹀︑絡ノ形ニナツテ咲クモ

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑
︿略﹀︒

九101
ノニハ藤ナドガアル︒

タンポ・・ヨメナナドハーリ

ン咲ノ様二見エルガ︑︿略V︒

九102

九103︿略﹀︑蛮声ーツノ董ノ上二︑

ネダケ

ナル利根岳ヨリ嚢スルサ・ヤカナル

ト

タクサンノ小サナ花が集ツテ咲イテ

九151図

間ヲ流レ︑前橋市ノ西ヲ過グ︒

九151図

間ヲ流レ︑前橋市ノ西ヲ過グ︒

九151図

テ︑数多ノ小流ヲ集メ︑︿略﹀︒

九1410図︿略﹀︑流レ下ルニシタガヒ 九1610図

細谷川ハ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑沿岸ーツノ董ノ上二︑

ヰルノデアル︒
九103

タクサンノ小サナ花が集ツテ咲イテ
︿略V︑タクサンノ小サナ花ガ

ヰルノデアル︒

九103

集ツテ咲イテヰルノデアル︒

九112図解舞へや舞へや︑花に草に︒
蝶の遊ぶ時は今なり︒

九154図

生綜ノ市場ナリ︒

九121図圃歌へ歌へ︑枝にこずゑに︒ 九153図 前橋市ハ︿略﹀︑有名ナル
去月二十五日御差出の縞

鳥の遊ぶ時は今なり︒

九125魑國

過ギ︑︿略V︒

セキヤド

九1510図︿略﹀︑一嵩東南二流レテ利

タ︑ビニツニ分レ︑︿略﹀︒

赤堀川ハ關宿ノ北ニテフ

栗橋ハ東北当道ノ通路ニア
タリ︑︿略﹀︒

く略V老人向きの紺がす 九155図

物二十反本日到着︒

九1210繍国

り上物十反だけ御見立の上︑︿略﹀

く略V老人向きの紺がす 九159図

り上物十反だけ御見立の上︑︿略﹀︒

御送り相成度願上火︒

九1210塵囲

サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア

九97 ︿略﹀︑ニンジンノ様ニカラカ

ル︒
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九204

水兵は︿略﹀しばらく大尉の

ゐ

︿略﹀︑次の様な事が書いてあ

顔を見つめてみたが︑︿略﹀︒

九1710図 香取・息栖ノーノ鳥居ハ何 九198
テウ

レモ川ノ中二立テリ︒

イヌボウ

九182事由ロニ銚子港アリ︒醤油ノ
産地トシテ知ラル︒
ザキ

かいゑい

九208圓国

ゐ

﹁︿略﹀︑又八月十日の威

海衛攻撃とやらにもかくべつの働な

かりきとのこと︑︿略﹀︒

でなされ候ぞ︒

九208隅潮嵐の爲にいくさには御出
九2010國国村の方々は朝に夕に色々
とやさしく御世話下され︑︿略﹀︒

察しこれあり乱菊︒﹂

大尉は︿略﹀︑水兵の手を握

併し今の職孚は昔とちがつ

お前の残念がるのももっと

おつかさんの精神は感心の

毎に︑そなたのふがひなきことが思

毎に︑そなたのふがひなきことが思
八幡様に日参いたし候も︑

ひ出されて︑︿略V︒
はちまん

九218㈱國

そなたがあっばれなるてがらを立て
候様との心願に候︒

の手紙をした＼めしか︑よくく御

九246図

総べて上官の命令を守って︑
総べて上官の命令を守って︑
︿略﹀目ざましい働をして︑
︿略﹀︑男子は十七歳より四

歩兵は戦箏の主力にして︑
其の敷最も多し︒

の前方に出でて敵状をさぐる︒

く略V︑何れも上官の命令を

守るは諸子の能く知る所なるべし︒

守るは諸子の能く知る所なるべし︒

九262図

二箇旅團の歩兵にそこばく

二箇旅團の歩兵にそこばく

たるものを師團といふ︒

九266図

の騎兵・砲兵・工兵・白重兵を加へ

明治二十七八年の戦役まで

たるものを師團といふ︒

は︑︿略﹀︒

九268図

に七箇師團に過ぎざりしが︑︿略﹀︒

九268図く略V︑我が國の陸軍は僅か

はく略V︒

九2610図 ︿略﹀︑三十七八年の職漁後

九273図師團司令部のある所は︿略﹀

五月目日二︿略﹀︑男子ノ

等軍事上重要なる地なり︒

五月五日二︿略﹀︑男子ノ

福運ヲイノルコト︑我が着古ヨリノ

九277図

風習ナリ︒

靖國神社ノ春ノ大祭ハアタ

福運ヲイノルコト︑我が國古ヨリノ

九277図

風習ナリ︒

九278図

靖國神社ノ春ノ大祭ハアタ

カモ此ノ日二始ル︒

九278図

靖國神社ハ東京九段坂ノ上

九281図 ︿略﹀︑其ノ後ノ諸戦役二戦

死シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

九2710図 ︿略﹀︑其ノ後ノ諸職役目職

ニアリ︒

九279図

工兵はく略V︑もっぱら技 カモ此ノ日二始ル︒
術の事にしたがふ︒

九252図

︿略﹀︑其の任務には草書の

九262図︿略﹀︑何れも上官の命令を

九261図上下の磯明かにして︑︿略﹀︒

別あることなし︒

九258図

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

おつかさんの精神は感心の 九266図

つて︑︿略V︒

九222

外はない︒

九224園

外はない︒

九224囹

義務あり︒

十歳までの間︑何れも兵役に服する

九243図

我が高千穗艦の名をあげよう︒

九235園

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九229園

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九229囹

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功名を立てる様な

九226圏

もだ︒

﹁︿略V︑又八月十日の威 九225園

かりきとのこと︑︿略V︒
かいゑい

九207囲国

ゐ

海衛攻撃とやらにもかくべつの働な

かいゑい

九183図銚子港ノ東南↓里謡︑犬吠 九207閥囲 ﹁︿略﹀︑又八月十日の威
崎ニハ燈士塁アリ︒

九184図 東太平洋二面シ︑風景ノ美
ヲ以テ名高シ︒

ほ

かりきとのこと︑︿略﹀︒

九185図 利根川ハ︿略V︑本流・支 海衛攻撃とやらにもかくべつの歪な
流ノ長サヲ合スレバ︑一千鯨里二及
ブ︒

九186図 大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ
テ︑︿略﹀︒

シ︒

九187図︿略﹀︑運輸ノ便スコブル多

たかち

九189 明治二十七八年戦役の時であ
つた︑︿略V︒

﹃一人の子が國家の爲

﹃一人の子が墨家の爲
いくさに出でし事なれば︑︿略﹀︒

一水兵が女手の手紙を 九212國国営

いくさに出でし事なれば︑︿略V︒

九1810 ︿略V︑ある且且が軍艦高記事九211心事園
︿略﹀

の一水兵が︿略﹀︒

九1810
讃みながら泣いてみた︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

ひ出されて︑︿略﹀︒

九195園 軍人となって︑いくさに出 九214㈱囲母は其の方々の顔を見る 九246図 陸軍の兵種には五あり︒
有様は何事だ︒

は帝國の恥だぞ︒﹂

九196囹兵士の恥は艦の恥︑艦の恥 九215國団母は其の方々の顔を見る 九248図 騎兵は︿略﹀︑多くは友軍

は帝國の恥だぞ︒﹂

九196囹兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
九196囹兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
は帝都の恥だぞ︒﹂

は帝國の恥だぞ︒﹂

九196圏兵士の恥は艦の恥︑艦の恥 九219國団 如何ばかりの思にて︑此
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死シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

九283図工ノ神社ノ建テラレタルハ
︿略﹀︑社殿ハ上古ノ風ヲウ

明治二年ニシテ︑ ︿ 略 V ︒

九器5図
︿略﹀︑本殿ニバカシコクモ

ツシテ造り︑︿略﹀︒

九286図
天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒
︿略﹀︑本殿ニバカシコクモ

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒

九287図

九288辛く略V︑春ノ盛りニハ花ノ雲
タナビキテ︑︿略﹀︒

タ ナ ビ キ テ ︑ ︿ 略 V︒

九289図 く略V︑春ノ盛りニハ花ノ雲
︿略﹀︑﹁花ハ喬木︑人ハ武

士︒﹂ノコトワザモ自ラ思ヒ出デラ

九2810図

ル︒

タル大砲ヲ集メテ造りタルモノニシ
テ︑︿略﹀︒

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑
カネ

︿略﹀︑日本第一ノ金ノ大鳥居ナリ︒

九296図
九297図

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑
カネ

大鳥居ノ前ノ大廣場ニハ大

︿略﹀︑日本第一ノ金ノ大鳥居ナリ︒

九297図

春秋湿度ノ大祭日ハ必ズ勅
春秋淫風ノ大祭ニハ︿略﹀︑
︿略﹀︑種々ノ齢興モ行ハレ

臨時大祭二天皇皇后爾陛下

フルトンは︿略﹀︑又一つの

浮べたが︑︿略﹀︒

九319

﹁︿略﹀︑何人にも乗船の望に

船を造った︒

九321

︿略﹀︑機關の一部に故障があ

磨じる︒﹂

九325

したらよからうと︑︿略﹀︒

其の頃イギリスのある會社で︑

したらよからうと︑︿略﹀︒

︿略V︒

九3310

た汽車を用ひて見ようといふことに

九342 ︿略﹀︑スチブンソンの声明し

いよく鐵道が出來て︑汽車

なって︑︿略﹀︒

九345

︿略﹀︑四方からの見物人は雲

の運轄をして見る日になると︑︿略﹀︒

九346

︿略﹀︑四方からの見物人は雲

の如く集った︒

の如く集った︒

九346

︿略﹀其の勢のすさまじいの

ちを打ってあせって見たが︑︿略﹀︒

九348 ︿略﹀︑馬上の人はしきりにむ

九351

一日の旅程を十里つつと見て︑

に驚いた︒

九356

それが今は朝の急行列車で東

十二日程か＼つた︒

九357

昔の旅行には色々難儀なこと

京を出立すれば︑︿略﹀︒

があった︒

九3510

︿略﹀︑人の肩車に乗ったり渡

も泊って待ってるなければならなか

九369 ︿略﹀︑水のひくまでは幾日で

九368 大水などの時には︑︿略﹀︒

船に乗ったりして渡ったのであった︒

九364

ればならず︑︿略﹀︒

スチブンソンは若い時から機 九361 上下八里の箱根山も越えなけ

其の後は何の障もなく︑︿略﹀︒

つたので︑すぐそれを直した︒
九327

九333

關の事に明るかったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑すべりのよい車をすべ

りのよいレールの上で走らせる様に

九334

したらよからうと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑すべりのよい車をすべ

りのよいレールの上で走らせる様に

九334

りのよいレールの上で走らせる様に

︿略﹀︑誰カバ義勇奉公ノ心 九334 ︿略﹀︑すべりのよい車をすべ

アツキヲ見ルモノ︑︿略﹀︒

九306図

︿略﹀︑初の中はたゴ水をすひ

ヲ起サザラン︒

九308

始めて之を船に用ひて汽船を

上げる爲に用ひる位であった︒

九311

造ったのは︑アメリカのフルトンと
いふ人︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一度や二度の不成功で

フルトンが工夫に工夫を重ね

氣をくじく様では出來上るものでは

九314

スチブンソンといふ人である︒

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

大鳥居ノ前ノ大豊場ニハ大 九312 ︿略﹀︑又之を車に慮用して︑

村盆次郎ノ銅像アリ︒

九297図
大鳥居ノ前ノ大射場ニハ大

湖盆次郎ノ銅像アリ︒

九298図

盆次郎ハ維新ノ際軍事二功

通盆次郎ノ銅像アリ︒

九298図

無い︒

て造った最初の船は︑︿略﹀︒

蛇革神社ノ秋ノ大祭ハ十一 九316

螢多カリシ人ナリ︒

九2910図
月五日ヨリ行ハル︒

リ︒

カクノ如ク國事ニタフレタ
ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九305図

アツキヲ見ルモノ︑︿略﹀︒

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九304図

カクノ如ク國事ニタフレタ

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九303図

テ甚ダ山県ヤカナリ︒

九302図

陸海軍將卒ノ参舞アリ︑︿略﹀︒

九302図

使ヲ差立テラレ︑︿略V︒

九301図

月五日ヨリ行ハル︒

九291図社殿ノ後ニハ美シク作ラレ 九2910図 靖國神社ノ秋ノ大祭ハ十一 九316 ︿略V︑フランスのセイヌ川に
タル庭アリ︒

九292図 木石ノ配合オモムキ多シ︒

ノ 建 物 ヲ 遊 就 館 ト イヒ︑︿略﹀︒

イウシウ

九292図 社殿ノカタハラナル西洋風

イウンウ

九293図社殿ノカタハラナル西洋風
ノ 建 物 ヲ 心 組 館 ト イヒ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑内外古今ノ武器其ノ

他軍事二關スル物ヲ多ク集メタリ︒

九294図

九295図 社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔
ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ
造 り タ ル モ ノ ニ シ テ︑︿略﹀︒

九295図 社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔
ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ
︿略﹀︑昔ノ諸大名ノヲサメ

造 り タ ル モ ノ ニ シ テ︑︿略﹀︒

九295図
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九376 昔の道中には馬とかごがあっ
た︒

九379 かごも人の肩でかいて︑休み
く行くのだから︑︿略﹀︒

九383 鐵道の通じてみない所でも︑
馬車や人力車がある︒

イヅ

昔ノ關所ハ僅カニ其ノアト

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑︿略V︒

九396図

︿略﹀︑全強ノ形ノスリバチ

箱根山ヲ見下サバ︑︿略﹀︒

九413図

ヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ルベシ︒
ヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

︿略﹀︑開ケ行ク明治ノ御代 九414図 ︿略﹀︑全睡ノ形ノスリバチ

ヲ止ムルノミ︒

九398図
ト共二号くサカエテ︑︿略﹀︒
ヲンセン

レル所ハ大ナル噴火ロニシテ︑︿略﹀︒

九401図今ハ此ノ七湯ノ外二新シキ 九415図此ノスリバチノソコニアタ
温泉場モ開ケ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑若シ野道ノ今ノサビ

︿略﹀︑若シ奮道ノ今ノサビ

見バ︑︿略V︒

シサト︑昔ノニギハシサトヲクラベ

九407図

見バ︑︿略﹀︒

シサト︑昔ノニギハシサトヲクラベ

九406図

マデハ電車サへ開通セリ︒

コ

シサト︑昔ノニギハシサトヲクラベ
見バ︑︿略﹀︒

ダシキ着雪クナラン︒

九408図︿略﹀︑世ノ至愛ノ如何二甚
九408図︿略﹀︑世ノ甲立ノ如何二丁
然レドモ自然ノ轄攣ハ更二

ダシキニ驚クナラン︒

九409図

く略V︑其ノ噴火口中二更二

く略V︑今ノ箱根山ヲ成セル

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

九417図
ナリ︒

九419図

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

此ノ四山ノ噴火モ今一全ク

四ツノ噴火山ヲ出セリ︒

九4110図
止ミタリ︒

九4110図

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

ノ目論ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

︿略﹀︑湖水ノアフレテ流

ノハ蓋ノ湖月シテ︑︿略﹀︒

ル・モノハ即チ早川ナリ︒

九422図

九423図水ノシヅクモ度重ナレバ石

マシテ幾萬年ノ久シキ間︑

ヲモウガツトイフ︒

︿略﹀︒

九424図

︿略﹀︑此ノ大ナル湖水ヨリ

流レ落チタル水ノカバハカリ知ルベ

九425図

カラズ︒

姉上もく略V慧の世話を

十二日附の御手紙今朝到

キ景色トナリシナリ︒

九428図 ︿略﹀︑遂二今日ノ如キ美シ

九4210宿墨

着舞見仕候︒

九433圏國

祖父様はいつもの通り朝

なされ居り候︒

起にて︑︿略﹀︒

九434在々

九435囲囲 ︿略﹀︑私どもの目をさま

し候頃には︑はや朝顔のはちをなら

九421図

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

べて︑︿略V︒

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

又御宮裏の田も︑本年は

く略V︑一日も早く御用御

すましの上︑御蹄りの程御待ち申上

九443國団

候︒

すましの上︑御悩りの程御待ち申上

九443圏圏︿略﹀︑一日も早く御用御

水も十分に御座塁間︑︿略﹀︒

九439三国

べて︑︿略﹀︒

し候頃には︑はや朝顔のはちをなら

九436圓国 ︿略﹀︑私どもの目をさま

ノハ蕾凪ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ
ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

九421図

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

ノハ苗温ノ湖ニシテ︑︿略V︒

九421図

ノハ盧ノ芝草シテ︑︿略﹀︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨 九421図

是ヨリモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ
ヤ︒

九4010図
モ︑︿略﹀︒

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

九385 ︿略V︑僅かの旅費︑僅かの日 九403図︿略﹀︑山ノブモトナル湯本 九416図 ︿略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

︿略﹀︑僅かの旅費︑僅かの日

敷で︑女子供でも安樂に旅行が出來
る︒

九386

スルが

敷で︑女子供でも安樂に旅行が出來
る︒

サガ ミ

九388図 箱根山ハ相模・駿河・伊豆
三國ノ境三マタガル︒

以テ︑︿略﹀︒

九389図東海道ノ通路ニアタレルヲ 九407図 ︿略﹀︑若シ奮道ノ今ノサビ

アシノ

九389図 く略V︑昔ハ人馬ノ往來甚ダ
盛ナリキ︒

九3810図山上ナル盧湖ノポトリニ
關所アリテ︑︿略﹀︒

九391図 ︿略﹀︑日暮ヨリ後ハ一切旅
人 ノ 通 行 ヲ 差 止 メ タレバ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑諸大名其ノ他旅客ノ
︿略﹀︑湖水ノホトリニ一雨

宿 泊 ス ル モ ノ 多 ク ︑︿略﹀︒

九392図
九392図

ギヤカナル市街アリキ︒

ノ箱根七湯モ︑︿略﹀︒

九394図然ルニ明治維新ノ後ハ大名 九411図︿略﹀︑浴客ノ多ク集レル今
ノ往來全ク職工︑︿略﹀︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ
ノハ曹屈ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

九413図若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ 九421図 是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

ノ箱根七湯モ︑︿略﹀︒

九394図 然ルニ明治維新ノ後ハ大名 九411図︿略﹀︑浴客ノ多ク集レル今
︿略﹀︑散書開通後ハ旅客ハ

ノ往來丁全ク絶工︑︿ 略 V ︒

九395図
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候︒

九448図 昔アラビヤの同町にハッサ
︿略﹀︑賂駝に乗りて隊商の

図 と い ふ 者 あ り ︑ ︿略V︒

九449図
仲間に加り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人々のかたるを聞け

て︑人々のかたるを聞けば︑︿略﹀︒

九475図

﹁若し明日中に水のある

ば︑一人の甘く︑﹁︿略﹀︒﹂

九476図工
所に着かずば︑︿略﹀︒﹂

べし︒﹂

﹁然らばかの子供の乗れ
之を聞けるアリの驚は一方

︿略﹀︑人々のねしづまるを

晴れたる大空には無敷の星

かゴやけり︒

九484図

うかゴひ︑︿略﹀︒

九481図

ならず︑︿略V︒

九4710図

る酪駝を殺さん︒﹂

九479図園

べし︒﹂

其の胃の中の水を飲むより外なかる

九477図圏

﹁︿略V︑賂駝を殺して︑

其の胃の中の水を飲むより外なかる

九4410図 ︿略﹀︑其の子のアリに 九477図圏 ﹁︿略﹀︑酪駝を殺して︑
︿略﹀と言ひっかは し た り ︒

九453図 アリは十歳ばかりの子供な
りしが︑︿略﹀︒

九453國 く略V︑父の手紙を讃みて心
勇み︑︿略﹀︒

九457図︿略﹀︑木のかげ一つもなき
アリは子供のことなれば︑

砂 原 つ 置 き な れ ば ︑︿略﹀︒

九4510図
話相手もなく︑︿略﹀︒

九462図 四日目の正午頃︑大風吹起
りて︑︿略﹀︒

九464図 一同は︿略﹀︑風のをさま
るを待てり︒

夜明くれば︑砂の上に新し

き工商の足跡あり︒

九466図 すべて沙漠の旅行は︑︿略﹀ 九487図夜明くれば︑砂の上に新し
酪駝の足跡を目あてに行くなり︒

き酪駝の足跡あり︒

九467図 すべて沙漠の旅行は︑︿略V 九487図
酪駝の足跡を目あてに行くなり︒

︿略﹀︑其の日の夕方︑一組

く略V︑其の日の夕方︑一組

の隊商の宿れるテントを見たり︒

九489図

の隊商の宿れるテントを見たり︒

九469図然るに此の大風の爲に︑今 九488図 ︿略﹀︑其の日の夕方︑一組
までの賂駝の足跡消 え た れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九469図 然るに此の大風の爲に︑今
までの酪駝の足跡消えたれば︑︿略V︒

の隊商の宿れるテントを見たり︒

九4610図 然るに此の大風の爲に︑今 九489図
までの酪駝の足跡消 え た れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九493図︿略﹀︑其の中にはアリの父

組の隊商到着せしが︑︿略﹀︒

九473図之が爲に一行の用意せる水 九492図 か＼る間に︑又向ふより一
も残り少になれり︒

九474図其の夜アリふと目をさまし

ハッサンもまじれり︒

九494図聞けばハッサンはアリの來
ることの饒りにおそければ︑︿略﹀︑

迎へかたぐこ＼に孕りしなり︒

九494図聞けばハッサンはアリの來
ることの躍りにおそければ︑︿略﹀︑

︿略﹀︑道連のありしを幸ひ︑

迎へかたぐこ＼に來りしなり︒
九494図

たがひに心もとなく思ひ合

迎へかたぐこ＼に守りしなり︒
九496図

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は
如何なりしそ︒

九4910図圏路行く人のかぶりもの︑
︿略﹀︒

星の形を打ちたるは陸
軍兵の幅子にて︑︿略﹀︒

ばうし

九503図圏

星の形を打ちたるは陸
︿略﹀︑艦の名あるは水兵

軍兵の帽子にて︑︿略﹀︒

ばうし

九504図圃

帽︒

九505図囲

學生・生徒の帽子にも
學生・生徒の帽子にも

皆里下の徽章あり︒

きしゃう

九506図圃
九507図圏

きしゃう

夏の纒木や変わらは見

きやうぎ

皆學校の徽章あり︒

九508図魍

西洋婦人のボンネット

るにもいとゴ輕げなり︒

九5010無韻

花をかざりてうるはしく︑︿略﹀︒
し
な

︿略﹀︑支那の幅子はい

赤き帽子のトルコ人︑

たゴきに︑結ぶ赤だまかはいらし︒

九512図圃

︿略﹀︒

九514図圃

古風ゆかしき我が國の

ぼ し

︿略﹀かんむり・鳥帽子

ゑ ぼ し

かんむり・烏帽子今は唯祭の服に

ゑ

九519図醜

残りたり︒

九521図画

昔の風をそのま＼に︑田

今は唯祭の服に残りたり︒

植・草取・取入れに農夫の辛苦共

九522図瞬

にするすげ笠こそはたふとけれ︒

︿略﹀︑田植・草取・取入

れに農夫の辛苦共にするすげ笠こ

九524図圃

車夫のかぶるは形より

そはたふとけれ︒

九526図圃

車夫のかぶるは形より

まんぢゆう笠の名もをかし︒

まんぢゆう笠の名もをかし︒

九527耳近

九535図︿略﹀︑木ノ葉ニヤドル雨ガ

ヘルハ緑色ナリ︒

九536図黄色ノ蝶ハ菜種ノ聖職ムラ

黄色ノ即成菜種ノ花ニムラ

ガリ︑︿略﹀︒

九536図

ガリ︑︿略﹀︒

く略V︑海ノソコノ砂ノ上ニ

九537図 ︿略﹀︑白色ノ蝶ハ大根畠二

集ル︒

九539図

く略V︑海ノソコノ砂ノ上ニ

スムヒラメ・カレヒノ難船︑︿略﹀︒

スムヒラメ・カレヒノ難船︑︿略﹀︒

九539図

九539図 ︿略﹀︑海ノソコノ砂ノ上ニ

スムヒラメ・カレヒノ難燃︑︿略＞Q

九539図 ︿略﹀︑海ノソコノ砂ノ上ニ

︿略﹀︑其ノ髄ノ一面︑砂ノ

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑︿略﹀︒

九5310図
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色二二タリ︒
九5310図
色二似タリ︒

色ノ攣ズルモノアリ︒
︿略﹀︑其ノ毛色枯葉ノ色ト

九564図

︿略﹀︑其ノ羽ノ表ノ方ニハ
︿略﹀︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ

美シキ色ドリアレドモ︑︿略﹀︒

九566図

有ス︒

アゲ ハ

膿色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑

︿略V︒

二足ハ美シキ色ドリアルが如シ︒

九578図 ︿略﹀︑悪味アル揚羽ノ蝶ノ

九587図

酒・煙草の害は今更に言ふ

熟せざるくだ物︑生にえの

法を問ひしに︑︿略﹀︒

く略V︑サナガラ枯葉ノ如ク 九585図︿略﹀或老人に︑長生の方
︿略﹀︑周園ノ物トマギレザ

肉︑︿略﹀︒

九589図

九596図

九591図

運動不足なれば︑食物のこ

不潔もまた病の種となる︒

までもなし︒

高岡国憲ノ動物ノイトフ悪味・悪臭

九5610図

ヲ有スルモノニシテ︑︿略﹀︒

︿略﹀他ノ動物ノ恐ル・武

ルヤウ︑コトニアザヤカナル盤色ヲ

九568図

見ユ︒

九567図

︿略﹀︑雪ノ降ル頃トナレバ︑ 枝ニトマルトキハ︑︿略﹀︒

保護色ノ攣ズルハスデニ面
︿略﹀︑其ノ動物ノ身ブリニ

︿略﹀︑形サへ其ノ周全ノ物

運動不足なれば︑食物のこ

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑︿略V︒

九596図

となき人あり︑平生の養生法を問へ

︿略﹀他ノ動物ノ恐ル・武 九598図 く略V︑醤者にか＼りたるこ
器又ハ他ノ動物ノイトフ滋味・悪臭

ば︑︿略V︒

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑

九572図︿略﹀︑他ノ動物ハ其ノ膿色

ヲ有スルモノニシテ︑︿略﹀︒

器西国他ノ動物ノイトフ心馳・悪臭

といへり︒

﹁夜半十二時前一時間の眠

﹁夜半十二時前一時間の眠

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

九605図

といへり︒

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

九605図

に如くはなし︒

九5610図︿略﹀他ノ動物ノ恐ル・武九603図 身盟の勢を直すはよく眠る

ヲ有スルモノニシテ︑︿略﹀︒

九5610図

ヲ有スルモノニシテ︑︿略﹀︒

器又ハ他ノ動物ノイトフ悪落・悪臭

く略V︑形サへ其ノ周期ノ物 九5610早く略V他ノ動物ノ恐ル・武 なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑︿略﹀︒
タトヘバ桑ノ木二合ルエダ
タトヘバ桑ノ木二尊ルエダ

タトヘバ桑ノ木田居ルエダ

︿略﹀︑其ノ膿ノ後ノハシヲ

︿略﹀︒

ハチ
タトヘバ水曜ヲ有スル蜂ノ

ハチ
タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ

九614図

は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑夜具・衣服の類はし

こと少き人の︑色青ざめて元氣なき

九612図室内にのみ居て︑外出する

におとらず︒

此ノ種ノ膿色ヲ警戒色ト名 九607図空氣の大切なることも食物

コトヲ得ルナリ︒

︿略﹀︑其ノ艦ノ後ノハシヲ 九576図
ヅク︒

九577図

︿略V︒

髄色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑

︿略﹀︑其ノ形桑ノ小枝二丁 九577図

美シキ色ドリアレドモ︑︿略﹀︒

九564図︿略﹀︑其ノ羽ノ表ノ方ニハ

ナラズ︒

九5510図

桑ノ木二附ケ︑︿略﹀︒

九559図

桑ノ木二附ケ︑︿略﹀︒

九558図︿略﹀︑其ノ龍ノ後ノハシヲ 九575図 ︿略﹀其ノ身ノ安全ヲ保ツ

桑ノ木二附ケ︑︿略﹀︒

九558図

似タル上︑︿略﹀︒

シヤクトリハ︑其ノ令色ノ桑ノ木二

九557図

似タル上︑︿略V︒

シヤクトリハ︑其ノ鳶色ノ桑ノ木二

九557図

シヤクトリハ︑︿略V︒

九556図

二似ルモノノアルコトナリ︒

九555図

二似ルモノノアルコトナリ︒

九555図

モノノアルコトナリ︒

ヨリテ︑形サへ其ノ周圏ノ物二号ル

九554図

白キコトナリ︒

九553図

︿略﹀︒

九5410図

同ジケレドモ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其ノ膿ノ一面︑砂ノ 九549図

九541図 カクノ如ク動物ノ髄色ニハ
其ノ住メル周團ノ物ノ色目似タルモ
ノアリテ︑︿略﹀︒

九541図 カクノ如ク動物ノ髄色ニハ
其ノ住メル周園ノ物ノ色二似タルモ
ノアリテ︑︿略﹀︒

九541図 カクノ如ク動物ノ呈色ニハ
其ノ住メル周園ノ物ノ色二似タルモ
ノアリテ︑︿略V︒

九542図 カクノ如ク動物ノ栗色ニハ
其ノ甲乙ル周園ノ物ノ色二男タルモ
ノアリテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑自ラ其ノ周園ノ物ノ
︿略﹀︑自ラ其ノ周園ノ物ノ

色 ト マ ギ レ テ ︑ ︿ 略V︒

九542図
九542図
色 ト マ ギ レ テ ︑ ︿ 略V︒

︿略﹀︑タヤスク他ノ動物二

見附ケラル・コトナシ︒

九543図

ヅク︒

九545図 此ノ種ノ盟色ヲ保護色ト名

色ノ攣ズルモノアリ︒

九547図 動物ノ中呂ハ︿略﹀︑保護
九547図 ︿略﹀其ノ周園ノ物ノ色ノ
攣 ズ ル ニ シ タ ガ ツ テ︑︿略﹀︒

攣 ズ ル ニ シ タ ガ ツ テ︑︿略﹀︒

九547図 く略V其ノ周園ノ物ノ色ノ
九547図 ︿略﹀其ノ周園ノ物ノ色ノ
攣 ズ ル ニ シ タ ガ ツ テ︑︿略﹀︒

九548図 動物ノ中心ハ︿略﹀︑保護．
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西洋のことわざにもく略﹀︒

ばく日光にかわかすべし︒
九615図

には醤者は見舞は ず ︒ ﹂ と い へ り ︒

是我等の周園に空氣のあれ

向ひて立たせ︑︿略﹀︒

九642図︿略﹀︑かばねを宮城の方に

ばなり︒

九616図 ︿略﹀﹁よく日光の見舞ふ家 九646図

ばなり︒

九618図 飲食に注意し︑身膿の清潔 九646図 是我等の周團に空寝のあれ
を保ち︑適度の運 動 を 怠 ら ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

を 保 ち ︑ 適 度 の 運 動を怠らず︑︿略﹀︒
ぞ

︿略﹀︒

九648図

く略V︑たもとの中にも︑

九618図 飲食に注意し︑手玉の清潔 九648図 ︿略﹀︑机の引出しにも︑
え

九622図 蝦夷は東北の地に住して︑

武尊之を征し給ひ︑︿略﹀︒

たけるのみこと

さいめい

あべの
︿略﹀︒

是茶わんの中に空誉ありて︑

如き是なり︒

に聞える︒

春の初に降るのはく略V︒

いふ景色は︑︿略﹀︒

九676 ﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

九675

に聞える︒

九6510図燈の火の風に吹消さる㌧が 九674 ︿略﹀︑のきの玉水の音も静か
︿略﹀多くの生物は其の生

如き是なり︒

九662図

を保つこと能はざるべし︒

九679 雨のはれた朝︑︿略﹀︒

九664図帆かけ船の水上を走る︑た

九679 ︿略﹀︑花の香を送って︑そよ

時節であるから︒

九684 ︿略﹀︑それはちやうど田植の

九681 梅の實の熟する頃︿略﹀︒

九681 梅の實の熟する頃︿略﹀︒

ちたくなる︒

九6710 ︿略﹀︑我が身も蝶の様に飛立

くと吹く春風には︑︿略﹀︒

この空高く上る是皆人の自然の風を
︿略﹀︑たこの空高く上る︑

利用したるなり︒
九665図

︿略﹀︑是皆人の自然の風を

利用したるなり︒

九665図

又人は空氣を動かし︑風を

利用したるなり︒

九666図

九688 恐ろし︑いのは二百十日頃の大
起して︑種々の用に供す︒
たうみ
あらしで︑︿略﹀︒
︿略﹀︑唐箕の車をまはして︑

九6810 ︿略V︑稻の花は散る︑︿略﹀︒

九668図

もみとしひなとをあふぎ分くるが如

もある︒

一夜の中にむだになってしまふこと

九6810 ︿略﹀︑一年中の農夫の辛苦が

︿略﹀︑五日毎の風︑十日毎の

き皆然り︒

九671

雨は太平無事の世の有様である︒

︿略V一夜の中にむだになつ

︿略﹀秋の田の上を吹渡る風

︿略﹀秋の田の上を吹渡る風

のは面白い︒

九696 ︿略﹀︑むら雀のぱっと飛立つ

が鳴子を動かすと︑︿略﹀︒

九694

が鳴子を動かすと︑︿略﹀︒

九694

てしまふこともある︒

九691

もある︒

一夜の中にむだになってしまふこと

︿略V︑五日毎の風︑十日毎の 九6810 ︿略V︑一年中の農夫の辛苦が
雨は太平無事の世の有様である︒

九671

雨は太平無事の世の有様である︒

く略V︑火消つぼの火の消ゆ 九672 ︿略﹀︑五日毎の風︑十日毎の
︿略﹀︑五日毎の風︑十日毎の
雨は太平無事の世の有様である︒

九672

春の雨はしめやかに降って︑

つれて︑それぐにちがふ︒
九674
︿略﹀︒

九6510図燈の火の風に吹消さる＼が 九674 ︿略﹀︑のきの玉水の音も静か

とあるべし︒

九659図︿略﹀︑却って火の消ゆるこ

強き時は︑︿略﹀︒

九659図然れども空氣の流通鯨りに 九672 さて此の雨風も四季の時候に

るは三極の供給器ゆるが爲なり︒

九658図︿略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

るは空濠の供給器ゆるが爲なり︒

九657図

るは空忘の供給器ゆるが爲なり︒

九657図︿略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

る爲にして︑︿略V︒

九657図︿略﹀︑火の勢を盛ならしむ

水の進入するを防げばなり︒

九654図是茶わんの中に空氣ありて︑

︿略V︒

九653図

しをつけ︑︿略﹀︒

九651図

︿略﹀茶わんのそこにしる

九649図︿略﹀︑握りこぶしの間にも︑

是皆人の自然の風を利用したるなり︒
︿略﹀︒
叛服常ならず︑︿略﹀︒
やまと
九623図 ︿略﹀︑景行天皇の御代日本 九648図 ︿略﹀︑節穴の中にも︑︿略﹀︒ 九665図 ︿略﹀︑是皆人の自然の風を

ひ ら ふ

九623図 ︿略﹀︑齊明天皇の御記阿倍
くわんむ

比羅夫また之を討 ち し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九626図 桓武天皇の御代に至り︑
︿略﹀︒

胸 の 厚 さ 一 尺 二 寸 ︑︿略﹀︒

九631図 田村麻呂は身の丈五尺八寸︑

九632図︿略﹀︑眼の光ははやぶさの
如く鋭く︑︿略﹀︒

九632図く略V︑眼の光ははやぶさの
︿略﹀︑ひげは針金の如くこ

如く鋭く︑︿略﹀︒

九632図
はく︑︿略﹀︒

九636図 將軍田村麻呂の東北の地を
征するや︑︿略﹀︒

九636図 將軍田村麻呂の東北の地を
征するや︑︿略﹀︒

天 皇 の 御 信 任 も 厚 く︑︿略﹀︒

九639図 かばかりの大功ありし人工︑

天 皇 の 御 信 任 も 厚 く︑︿略﹀︒

九639図 かばかりの大功ありし人工︑
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九697

九697

秋の末にな っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑風の吹散した木の葉の
︿略﹀︑風の吹散した木の葉の

上に︑︿略﹀︒

九698
︿略﹀︑風の吹散した木の葉の

上に︑︿略﹀︒

九698

︿略﹀︑雨 の 降 り か ＼ る の は ︑

上に︑︿略﹀︒

九698

何となく物さびしい︒

九701 葉の散果てた冬木立に吹きす
さむ木枯の風は︑︿略﹀︒

九701 葉の散果てた冬木立に吹きす
さむ木枯の風は︑︿略﹀︒

九704 冬の雨の日は︑短い日がなほ
更早く暗くなる︒

九704 冬の雨の日は︑短い日がなほ
︿略﹀︑雨の音が静かになった

更早く暗くなる︒

九705

︿略﹀︑何時の間に雪に攣った

から︑止んだことと思ってみると︑
︿略﹀︒

九707
か︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 本 日 の 新 聞 に よ り ︑

九7010圏圏連日の大雨に候へば︑
︿略﹀︒

九712圏国

︿略﹀承知致し驚き 入 り 候 ︒

九712國囲 ︿略﹀︑御地方は非常の出

水にて︑死傷も少からざる由承知致
しく略﹀︒

九715母国 御老人・御子供衆も御大
勢の事故如何と御案じ申し居り候︒

無く︑︿略﹀︒

九724圓国

もはや新聞紙にて御承知

﹁騨長驚くなかれ︑時の

深く悲しみしに︑︿略﹀︒

攣り改るを︒

︿略﹀︑家業ノ元手ノ﹂部分 九801図圏

齢程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

九763図

︿略﹀︑他人ノ救ヲ受クルガ

一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ
一度二拾鏡以上ノ貯金ヲナ

︿略﹀︑雨の朝︑風の夕︑見

いっか秋のなかばも過ぎて︑

侍し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑預ケタル金高ノ次第 九8010図

東風吹かばにほひおこせ

ち

去年の今夜清涼殿の御宴に

感に入り︑︿略﹀︒

サレバ平生ノ牧入中ヨリ成 九811図 ︿略﹀︑詩を作りて天皇の御

侍し︑︿略﹀︒

去年の今夜清涼殿の御宴に

九月十日の夜となれり︒

く略V一度二五圓以上ノ預九809図 いっか秋のなかばも過ぎて︑

九月十日遅夜となれり︒

九809図

︿略﹀︒

つけて︑都の空のみしたはしく︑

九806図 ︿略﹀︑見るもの聞くものに

みしたはしく︑︿略﹀︒

るもの聞くものにつけて︑都の空の

九806図

みしたはしく︑︿略﹀︒

るもの聞くものにつけて︑都の空の

九805図︿略﹀︑雨の朝︑風の夕︑見

の詩を作りてあたへたりといふ︒

︿略﹀︑家業ノ元手ノ一部分 九803図 ︿略﹀﹁︿略V︒﹂といふ意味

トモナスコトヲ得ベシ︒

九763図

トモナスコトヲ得ベシ︒

九765図

︿略﹀︒

二十七日の夜中頃より 九764図 又病只中ノ他ノ場合ニモ︑

︿略﹀︑二時のあらましを

の事とは存候へども︑︿略﹀︒

九725國圏
申上候︒

九726与国
︿略﹀︑同夜は近村の者一

追々増水︑︿略﹀︒

九729圏国

郵便貯金ニチハ一度ノ預ケ

如キコトナカルベシ︒

九769図

スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑︿略﹀︒

九768図

高一人拾鑓以上ナリ︒

日の光さへ見え出し候へ 九767図

人も眠につきたる者これなく候︒

九732囲国
ば︑︿略﹀︒

九737圏團︿略﹀︑犬のなき聲もたぼ
︿略﹀︑川上の堤防切れ︑

ならずと思ふ間もなく︑︿略﹀︒
九7310圏団

スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑︿略﹀︒

九782図

こ

のはてに住む身に近くあり︒

九812図 ︿略﹀︑其の御衣は今なほ西

︿略﹀︒

是は菅原道眞がく略V︑庭 九813図 道理今昔の感にたへず︑

九814図 く略V︑一篇の詩を作りたり︒

て︑はるかに東方を辞し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑昔より相知りし室長 九813図 ︿略﹀︑恩賜の御衣をさ＼げ

しみしに︑︿略V︒

ありて︑道下の今の身の上を深く悲

九7910図

の梅に別ををしみてよめる歌なり︒

九792図

よ梅の花︑主なしとて春を震るな︒

九788図圃

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑︿略﹀︒

九783図

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑︿略V︒

サレバ平生ノ牧入中ヨリ成 九8010図

二上リ行クハ樂シキモノナリ︒

九781図

金ノミヲ取りアツカヘドモ︑︿略V︒

九775図

く略V︑全家立退の用意致 九774図 普通ノ銀行ニチハ︿略﹀︒

隣村は大半水中にあり︑︿略﹀︒

九744閥団

田畑の作物には多少の損

し居り面骨︑︿略﹀︒

九746圏國

田畑の作物には多少の損

害これあり候へども︑︿略﹀︒

九747囲圏

︿略﹀︑其の他にはかく別

害これあり候へども︑︿略﹀︒

九748圏国

の異状これなく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先以て不幸中の幸

全村百髄室の中二三十戸

と喜び居り候︒

九749忍歩

九751圏囲

も押流され候︒

︿略﹀保護を致し居り候
︿略﹀︑五年・十年ノ後脚ハ︑

者も百二三十名の多きに上り候︒

九756國国
九762図

齢程ノ金高トナリテ︑︿略V︒

九722三国 幸に私方は左程の損害も 九762図 ︿略﹀︑五年・十年ノ後刷ハ︑ 九7910図 ︿略﹀︑道眞の今の身の上を 九816図團 去年の今夜清涼に侍す︒
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たをたつ︒

の一番太鼓を打鳴らした︒

だい こ

あひつを待ちかまへてみる︒

葬殿の後の大きな立石の前に並んで︑

︿略﹀︑五匹の馬は一散にかけ

社の森を離れるまでは︑量り

︿略﹀︑もはや熊吉と愛作の二

二人の馬は五分々々に進んで
︿略﹀︑池の右手へさしか㌧つ

︿略﹀︑熊吉の馬はつまついて

︿略﹀︑すぐに熊吉のえりを引

熊吉は︿略﹀︑池の中へ落ち

前足を折った︒

九847

た時︑︿略﹀︒

九846

行ったが︑︿略﹀︒

九846

人だけの競走となった︒

九844

人だけの競走となった︒

︿略﹀︑上を下へのさわぎであ

愛作方の人々は愛作の肩を
た＼いて︑︿略﹀︒

愛作方の人々は愛作の肩を
た＼いて︑︿略﹀︒

九859

熊吉の落馬したのにかまは
く略V︑人の命にはかへられ

ず︑馬をかけさせたら︑︿略﹀︒

九8510園
九862園

ないと︑相手を助けてやったのは
︿略﹀︒

相手の熊吉があの通りで︑
今日の勝負はきまらないが︑︿略﹀︒﹂

相手の熊吉があの通りで︑

勝はあなた方のものです︒

で︑熊吉の命が助かりました︒

九871圏愛作さんのりつばな心がけ

どうか今日から一年の間︑

あなた方の村が五箇村の頭になって︑

九872園

︿略﹀︒﹂

九872園︿略﹀︑あなた方の村が五箇

村の頭になって︑︿略﹀︒﹂

村の頭になって︑︿略V︒﹂

九873圏︿略﹀︑あなた方の村が五箇

九877 ︿略V︑愛作は五箇村はおろか︑

近所近ぺんのほめ者となった︒

トヲ取換ヘテ︿略V︒

九879図 ︿略﹀︑必要ノ場合二物ト物

九881豊岡シ今ノ世ニモナホカ・ル

く略V︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅ

事アリトセバ︑︿略﹀︒

ネタリトセヨ︒

九883図

九885図 ︿略﹀︑更二乙ノ農夫ノ所二

行カザルベカラズ︒

九885図 ︿略﹀︑更二乙ノ農夫ノ所二

乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑

行カザルベカラズ︒

︿略﹀︒

九885図

ゼザルベカラズ︒

九886図 ︿略﹀︑更二天丁ノ農夫二談

サレバ何レノ國ニチモ︑

合ノ米ニモ換へ難キニ至ルベシ︒

九887図 ︿略﹀︑其ノ魚ハ腐リテ︑一

クニ至レリ︒

︿略﹀︑物ト物トヲ交換スル不便ヲ省

熊吉方の人々は︑﹁︿略V︒﹂と 九889図

今日の勝負はきまらないが︑︿略﹀︒﹂

九864調
九868

九8610園

いった︒

で︑熊吉の命が助かりました︒

九816図圃秋思の詩篇ひとりはらわ 九832 ︿略﹀︑﹁支度︒﹂といふあひつ 九844 ︿略V︑もはや熊吉と愛作の二 九8610園 愛作さんのりっぱな心がけ

り︒

九817図圃恩賜の御衣なほこ＼に在 九832 五人の騎手は︿略﹀︑第二の
五人の騎手は︿略﹀︑第二の

に勢をつけてみる︒

五箇村の人々は︿略﹀︑口々

あひつを待ちかまへてみる︒

九8110 昔或氏神のお祭に競馬の神事 九833
といふ事があった︒
といふ事があった︒

九8110 昔或氏神のお祭に競馬の神事 九834

て︑︿略﹀︒

九821 それは氏子の五箇村から子供 九834 ︿略﹀各車が村の騎手に向つ
の騎手を一人つつ出 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

る︒

九858

つつかんで︑︿略V︒

こんだ︒

九849

つに︑︿略﹀︒

九838

ぞ︒﹂

九821 それは氏子の五箇村から子供 九835園 ﹁負けたら村の名折になる

九851

の騎手を一人つつ出 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

二番太鼓の﹁並べ︒﹂のあひ

九822 ︿略﹀次の祭の日まで︑其の
五箇村の頭になるといふ定であった︒

二番太鼓の﹁並べ︒﹂のあひ

つに︑︿略﹀︒

九822 ︿略﹀︑次の祭の日まで︑其の 九838
五箇村の頭になるといふ定であった︒

の五箇村の頭になるといふ定であっ
︿略﹀︒

九823 ︿略﹀︑勝つた村は︿略﹀︑其 九838 ︿略﹀︑五人の騎手は打連れて︑ 九859

た︒

︿略﹀︑拝殿の後の大きな立石
の前に並んで︑︿略﹀︒

九839

の前に並んで︑︿略﹀︒

九824 或年選ばれた子供の中に︑す 九839 ︿略﹀︑拝殿の後の大きな立石
ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九826圏 ﹁今年の競馬はさぞ面白か
らう︒﹂

九842

出した︒

九841

九839 ︿略﹀︑馬の頭を揃へて︑︿略﹀︒ 九864園

の前に並んで︑︿略﹀︒

九827 ︿略V︑祭の當日には︑おび 九839 ︿略﹀︑拝殿の後の大きな立石
たゴしい見物人が︿略﹀つめかけた︒
つめかけた︒

九828 ︿略﹀朝早くから宮の境内へ
九828 やがて五人の騎手はく略V︑
鳥居の下へ集って來た︒

馬場の中程から一騎後れ︑二
騎後れ︑︿略﹀︒

九843

九828 ︿略V多くの人々に附きそは 甲乙はなかった︒
︿略﹀︑鳥居の下へ集って來た︒

れ︑︿略﹀︒

九829
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ル・ニヨル︒

九907図

我が國ノ紙幣ハ︿略﹀︑

一

く略V︑うぐひすの問は

︿略﹀雲ゐまで聞え上げ

言の葉は︑︿略﹀︒

道の遠ければ︑ふみ見ずといひし

あま
︿略﹀︑天の橋立末かけ

八重櫻︑︿略﹀︒

ら

ら

金銀の光︑丹青の色︑目も

まばゆきばかりなり︒

九946園

ぺう

いへ
是より西南にあたりて︑家

べう

天然の美は更に人工の美よ

ちゆうぜんじ

こ

東照宮の西三里ばかり︑男

︿略﹀︑男膿山のふもとに

中暉寺湖あり︑︿略﹀︒

ちゆうぜんじこ

九955図

︿略﹀︒

髄山のふもとに中暉寺湖あり︑

九955図

りも勝れたり︒

九954図

りも勝れたり︒

九954図天然の美は更に人工の美よ

の善美を蓋せる亦相似たり︒

九952図 ︿略﹀︑家光の廟あり︑建築

いへみつ

光の廟あり︑︿略﹀︒

みつ

九952図

︿略﹀︒

九9410図 ︿略﹀︑拝殿の後に本殿あり︑

きさいの宮の仰言︑ 九948図次の門を唐門といふ︒

ら

きさいの宮の仰言︑御
な

な

な

九932図圃く略V︑古の奈良の都の
八重櫻︑︿略﹀︒

だいや
日光の市街煮皿くる所に大谷

し言の葉の花は千歳も散らざら
ん︒

九937図

九9310図

川を渡りて坂路を上れば︑

﹁日光の結構︒﹂こ＼に始る︒

九941図

東照宮の正面に出づ︒

とうせう

ひぐらし

此の門一に日暮門の名あ

九942図石の大鳥居高さ三山齢︑
︿略﹀︒

るは︑︿略﹀︒

九944図

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

︿略﹀︑湖面鏡の如く︑四方

にとぼしからざれども︑︿略﹀︒

九964図我が國到るところ名勝の地

成せり︒

九962図此の水即ち大谷川の上流を

なる︒

九961図此の湖の落口は華僕達と

て︑幸湖の名を下し賜へり︒
けごんのたき

さちのうみ

九9510図︿略﹀︑其の風景を賞し給ひ

の山々皆倒に影をうつせり︒

九956図

美観先つ目を驚かす︒
九956図 ︿略﹀︑湖面鏡の如く︑四方
みはし
是即ち有名なる神橋にして︑ の山々皆倒に影をうつせり︒

九938白墨の上にか㌧れる朱塗の橋︑

川あり︒

まばゆきばかりなり︒

きさいの宮の仰言︑ 九946図 金銀の光︑丹青の色︑目も

て︑後の世永くくちざらん︒

︿略﹀︒

九9210図圏
九9210図圃
︿略﹀︒

八重櫻︑︿略﹀︒

九931図圏︿略﹀︑古の奈良の都の

聲のもとに︑︿略﹀︒

是金貨二代ル紙幣ノ油粕 九931図圃

・銀貨︒銅貨ノ三種アリ︒

九903図

・銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九902図

貨幣トスルニ最モ便利ナレバナリ︒

九889図 ︿略﹀︑世ノ進ムニシタガヒ︑ 九8910図 ︿略﹀︑直段ノ攣動モ少キ等︑九928生繭
︿略﹀︑物ト物トヲ交換スル不便ヲ省
クニ至レリ︒

︿略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メ

テ 之 ヲ 仲 ダ チ ト シ ︑︿略﹀︒

九8810図

九894鎧鼠ル・買フ︑財産ノ財︑貨
幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アルハ︑
︿略﹀︒

九912図

リ醗行スルモノニシテ︑︿略﹀︒

九9010図我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ 九932累石 ︿略﹀︑古の奈良の都の

ノニシテ︑︿略﹀︒

九894図 責ル・買フ︑財産ノ財︑貨 九908図 紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ
幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アルハ︑
︿略﹀︒

幣ノ貨等ノ字ノ一部二佐ノ字アルハ︑

九894図 責ル・買フ︑財産ノ財︑貨

︿略﹀︒

圓・五圓・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

らん︒

袖引止めて︑︿略﹀︒

みすのうちより宮人の

たる言の葉は︑幾代の春かかをる

九921筆写

言の葉は︑︿略﹀︒

ば如何にと雲ゐまで聞え上げたる

九918図圃

むすびて︑︿略﹀︒

九894図費ル・買フ︑財産ノ財︑貨 九916図圃色香も深き紅梅の枝に 九934図圃 ︿略﹀と︑つかうまつり
幣ノ尊号ノ字ノ一部面貝ノ字アルハ︑
︿略﹀︒

九894図費ル・買フ︑財産ノ財︑貨
幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アルハ︑
︿略﹀︒

ヒタルが故ナリトイフ︒

シ ナ
九895図 ︿略﹀︑支那ノ古代二君ヲ用

トシテ金銀ヲ用フ︒

九895図 今ノ文明諸國ノ貨幣ニ脇寺 九923図圏

みすのうちより宮人の
袖引止めて︑︿略﹀︒

九896図 今ノ文明諸國ノ貨幣ニハ主 九923図圃
トシテ金銀ヲ用フ︒

二直段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑

九898図 是金銀ハ︿略V︑分合ノ爲 九925図圃 ︿略﹀︑大江山いく野の
︿略V︒

との意なりとそ︒

ひぐらし

道の遠ければ︑ふみ見ずといひし

此の門一に日暮門の名あ
言の葉は︑︿略﹀︒

九945図

二直覧ノ割合ヲ饗ズルコトナク︑

九898図 是金銀ハ︿略﹀︑分合ノ爲 九925山蔓 ︿略﹀︑大江山いく野の
︿略﹀︒

の一の

288

の美とを併せたるは日光に如くはな

九965図 ︿略﹀︑よく人工の美と天然

し︒

び

は

︿略﹀︑むしろ世界一の名山

といふべく︑︿略﹀︒

十21図
あふみ

び

は

日本一の湖水は近江の琵琶

とも照すべし︒

あふみ

さとこたうげ

ほふりゆう

十510

ル︒

︼千二百年以前のものにて︑︿略﹀︒

十44図然るに此の寺は今より凡そ

十51

な

ら

ら

︿略﹀奈良の大佛の大きさ
植物ノ葉ニハ︿略﹀小サナノ

︿略﹀ウキクサノ葉ノ様二十
パ

セヲ

︿略V︑蓮・芭蕉ノ様二心クテ

ハス

サナノモアリ︑︿略﹀︒

十52

︿略﹀︑葉ノ質モ丈夫デアルカ

大キナノモアル︒

十54

︿略V︑其ノ上二三四歳位ノ子

ラ︑︿略﹀︒

十55

ダ

エン

供ヲ坐ラセルコトモ出來ルサウデア
ル︒

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

ノコギリ

ヘリモ鋸ノ歯ノ檬ニギザ

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザ

ノコギリ

くノアルノモアレバ︑︿略﹀︒

十62

ヘリモ鋸ノ歯ノ様此許ザ

ノコギリ

くノアルノモアレバ︑︿略＞Q

︿略﹀︑一枚ノ葉が数枚ノ小サ

ギザくノ深イノニナルト︑

くノアルノモアレバ︑︿略﹀︒

十62

十64

︿略﹀︒

︿略﹀︑一枚ノ葉が敷枚ノ小サ

イ葉二分レテヰル︒

十65

十65

パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

イ葉二分レテヰル︒

デアル︒

十66

パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

デアル︒

十66

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

︿略﹀︑此ノ種類ノ葉ヲ複葉ト

十67 普通ノ葉ヲ輩葉トイヒ︑︿略﹀︒

十67

イフ︒

程段々二日クナツテ︑︿略﹀︒

十69

十72 竹ノ葉ヲ見ルト︑︿略﹀︒

︿略﹀︑本ノ方カラマツ直二幾

スヂカノ脈が並ンデ出テ︑︿略﹀︒

十73

十76

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

脈ガマン中二通ツテ︑︿略﹀︒

櫻や梅ノ野冊唯一スヂノ太イ

スヂカノ脈が並ンデ出テ︑︿略﹀︒

葉ノ形立田卵形ト楕薄紅が最 十73 ︿略V︑本ノ方カラマツ直二幾

︿略﹀︑針ノ紅海細長イノモア

︿略V︑鏡ノ様二圓イノモアリ︑ 十75

モ多イガ︑︿略﹀︒

十57
十58
︿略﹀︒

十58

十62

︿略V︒

恐らくは木造建築物中世界

ながらの形を噛せり︒

十44図然るに此の寺は︿略﹀︑昔
十45図

全國無気の佛像中︿略﹀︒

鶴ら
︿略﹀奈良の大佛の大きさ

最鶴のものなるべし︒

十47図

十47図

ル︒

モアリ︑︿略﹀廣クテ大キナノモア

十51

の日本一なることはく略﹀︒

十47図

の日本一なることはく略﹀︒

︿略﹀奈良の大佛の大きさ

な

の日本一なることはく略﹀︒

十24図近江一足の川流はほとんど

十47図

十28図

全く此の湖水に入り︑︿略﹀︒

しなの
日本一の長流を信濃川とす︒

湖にして︑︿略﹀︒

十22図 日本一の湖水は近江の琵琶

湖にして︑︿略﹀︒

九965図 ︿略﹀︑よく人工の美と天然 十22図

の美とを併せたるは日光に如くはな
し︒

九967図 ︿略﹀︑夏の盛りの頃︑秋の
紅 葉 の 折 に は ︿ 略 ﹀︒

紅葉の折には︿略﹀ ︒

九967図︿略﹀︑夏の盛りの頃︑秋の

にひがた

信濃の東南部より白し︑
ゑちこ

︿略﹀︑越後の新潟に至りて

海に入る︒

十29図

︿略﹀︒

九967図く略V︑夏の盛りの頃︑秋の 十28図
紅葉の折にはく略V︒

紅葉の折には︿略﹀ ︒

九967図︿略﹀︑夏の盛りの頃︑秋の

日本一の大トンネルは中央

さしこたうげ

線の笹子峠にあり︒

せん

九968図 外國人の我が國に來る者亦 十210図
必 ず こ ︑ に 遊 び て ︑︿略﹀︒
せん

其の工事の総費用は百九十

線の笹子峠にあり︒

十36図

︿略﹀︑一里の長さだけ十圓

萬圓饒にして︑︿略﹀︒

十37図

金貨を並べたるに等しといふ︒
やまと

十310周差日本︸の古き建物の今にの

ほふりゆう

日本一の古き建物の今にの

これるは︑大和の法隆寺なり︒
十310図

やまと

これるは︑大和の法隆寺なり︒

我が國の建物はおほむね木

十41図 日本一の古き建物の今にの
やまと
ほふりゆう
これるは︑大和の法隆寺なり︒

十41図

造なれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑古社寺等も昔のま＼
にて今にのこれるは甚だ少し︒

十42図

サナノモアリ︑︿略﹀︒

九969図 外國人の我が國に來る者 十210図 日本一の大トンネルは中央 十51 ︿略﹀ウキクサノ葉ノ様二十

たいわん

︿略﹀︑日光の結構を賞せざるものな
し︒

たいわん

十13図 日本一の高山は皇湾の新高
山なり︒

十13図 日本︸の高山は憂湾の新高
山なり︒

十15図昔より富士は日本︸の高山
︿略﹀ ︑ 明 治 二 十 七 八 年 戦 役

と構せられしが︑︿略﹀︒

十16図

の後︑皇湾の我が領土となりしょり︑
︿略﹀︒

の後︑ 皇 湾 の 我 が 領 土 と な り し ょ り ︑

︿略﹀︑明治二十七八年戦役
十16図

︿略﹀︒

︿略V︑なほ我が國第一の山
十19図
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脈 ガ マ ン 中 二 通 ツ テ︑︿略﹀︒

十78 ︿略﹀︑ソレカラ出タ細イ脈ガ
網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

十78 モミヂノ葉ハ︿略﹀︒

十91図

︿略﹀︑又地上の水分の一時

︿略﹀落葉・こけ及び網の

に蒸涌するを防ぐ︒

十93図
如くひろがれる木の根などは︑︿略﹀︒

如くひろがれる木の根などは︑︿略V︒

十79 ︿略V幾スヂカノ脈が本ノ虜 十93図 く略V落葉︒こけ及び網の
カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰル︒

︿略﹀︑敷時間の暴雨にもた
︿略﹀︑敷日のひでりにも河

森林は︿略﹀︑土砂の飛散
森林なければ︑土砂附近の

総べて魚類は︿略﹀︑森林

なるを以て︑︿略﹀︒

の影さす水中には多く集り來るもの

十103図

田畠に飛散りて︑︿略﹀︒

十101図

を防ぎ︑︿略﹀︒

十910図

水全くかれはつべし︒

十97図

ちまち大水出で︑︿略﹀︒

十96図

の如くなるを以て︑︿略﹀︒

ふくみさ＼ふること︑あたかも海綿

十79 ︿略V幾スヂカノ脈が本ノ庭 十94図 ︿略﹀︑地上に落ちたる水を
カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰル︒

十79 ︿略﹀幾スヂカノ脈が本ノ庭
カラ手ノ指ノヤウ二分レテヰル︒

十710 ︿略﹀幾スヂカノ脈が本ノ虜
カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰル︒

ル︒

十81 葉ノ董二男ク様子ニモ種々ア
十82 アブラナ・ツバキナドノ葉ハ
一ツオキニ董二附イ テ 居 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

枚 ヅ ツ 向 ヒ 合 ツ テ 附ノーテヰル︒

十83 ︿略﹀︑ナデシコナドノ葉ハニ

十84 ︿略﹀多クノ葉が一庭二集ツ
テ︑董ノ周園ヲ取巻イテヰル︒

らず︒

十108図

十109図

森林の効用かくの如く著し

の地に一種の風景を添ふる等︑︿略﹀︒

十111図
きを以て︑︿略﹀︒

森林の効用かくの如く著し
︿略﹀︑近年一定の森林を指

きを以て︑︿略﹀︒

十111図
十111図

き

そ

ひのき

﹁︿略﹀︑嘗胆の花をよ

﹁我え元吉野の杉よ︑

﹁我え元木曾の檜よ︑

徹し︑其の樹木を一時に伐取ること
を禁ぜり︒

十118図圃園
︿略﹀︒﹂

十121図圃園
︿略﹀︒﹂

十122図圃園

﹁我え元丹波の松よ︑

そにて︑霧深き谷間ユ立ちき︒﹂
たんぱ

十124図圏園

︿略﹀︒﹂

＋B−図圏﹁︿略﹀︑はるぐと五
百重のしほ路︑故里の空なつかし
や︒﹂

十155図

く略V︑其の作れる文は古文

紫式部は︿略﹀︑兄の書を

の手本として︑今なほひろく愛甲せ

らる︒

く略V︑父の爲時は常に其の

讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

十158図

じ︑︿略﹀︒

頭をなでて︑﹁︿略﹀︒﹂といひたりと

十1510図

そ︒

﹁汝の男と生れざりしが

是程の才學をもちながら︑

十161図園

日をし︒﹂

ある雪の朝︑皇后は美しき

式部は少しも高ぶりたる風なく︑

十163図

︿略﹀︒

十168図

ある雪の朝︑皇后は美しき

御庭の雪景色を御覧じて︑︿略﹀︒

十169図

御庭の雪景色を御覧じて︑︿略V︒
かうろほう
十169図園 ︿略﹀︑﹁香櫨峯の雪は如

十172図

是白荘厳の詩に︑﹁︿略﹀︒﹂

皇后の御感一入なりきとそ︒

何に︒﹂と仰せられしに︑︿略﹀︒

百重のしほ路︑故里の空なつかし

十132図圃園﹁︿略﹀︑はるみ＼と五

︿略﹀︑折からの夜半の
一條天皇の頃には才嘉すぐ

でう

二人共に和漢の學に通じ︑

﹁香櫨峯の雪はすだれを

本の中には字ばかりのもある

本の中にはく略V︑壼や地圖

たくさんの本を讃んだ學問の

深い人でも︑︿略﹀︒

十187

や由鳥眞のはいってみるのもある︒

十182

が︑︿略V︒

十181

か＼げて見る︒﹂

十173図圃

ひしを︑︿略﹀︒

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給

十173図

つかとなり床となる

や︒﹂

海岸又は河岸の森林を伐彿 十144図登園

身も・それぐの務をもてり︒

︿略V︒

十154図

れたる宮女多かりしが︑︿略﹀︒

十152図

あらしにそののちは音もきこえず︒

十149図圏

あらしにそののちは音もきこえず︒

︿略﹀森林を伐梯ひたる爲 十149図韻 ︿略﹀︑折からの夜半の

︿略﹀︑神社・佛白金は名勝
︿略﹀︑神社・佛閣又は名勝

の地に一種の風景を添ふる等︑︿略﹀︒

十109図

土砂の流出を防ぎ︑︿略﹀︒

其の他森林は氣候を和げ︑

に︑漁業の利を失ひたる地方も少か

十106図

ひたる爲に︑︿略﹀︒

十105図

大いなる利盆をあたふ︒

十84 ︿略V多クノ葉が一党二集ツ 十104図 ︿略﹀︑森林は漁業の爲にも
テ︑董ノ周園ヲ取巻イテヰル︒

十87図 炭・薪・材木等の森林より
出つることは何人も知れる所なり︒
は是のみには止らず︒

十88図 されど森林のあたふる利盆
十810図 森林の樹木はたがひに其の
枝をまじへて︑︿略﹀︒

一度に地上に落つる を 止 め ︑ ︿ 略 V ︒

十810図 森林の樹木は︿略﹀︑雨の

に蒸爽するを防ぐ︒

十91図 ︿略﹀︑又地上の水分の一時
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十187 たくさんの本を讃んだ學問の
深 い 人 で も ︑ ︿ 略 V︒

︿略﹀︑我我の傷む様なものに

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

十1810

ない︒

先ダタレタリ︒

十2310図次ノ五日目ノ朝モ亦老人二
先ダタレタリ︒

十241図︿略﹀︑五日目ノ朝ヲ約スル
︿略﹀︑五日目ノ朝ヲ約スル

コト亦前ノ如シ︒

十241図

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取

コト亦前ノ如シ︒

十243図

出シテノーフヤウ︑︿略﹀︒

十齢年ノ後︑我マタ汝ヲ
無頼ノ少年等口々一撃リテ

良や老人ノ無骨ヲトガメズ︑

︿略V︒

候︒

︿略﹀︑信や少年ノ贈呈二怒

十267囲国

︿略﹀︒

十281

︿略﹀御入螢の上は︑

十286 ︿略﹀︑人影の見えないのみか︑

唯あぜの榛の木に雀がたくさ

か＼しの骨も残ってみない︒
はん

︿略V杉垣の中には︑寒菊が

ん集ってみて︑︿略V︒

十287

十293

物置の後には︑大きなだい

今を盛りと咲いてみる︒

物置の後には︑大きなだい

くの木があって︑︿略﹀︒

十294

十294

家の横に水のよくすんだ小川

くの木があって︑︿略﹀︒

が流れてみる︒

︿略﹀︑時々軍内の様子御 十296

十297

二三羽のあひるがく略﹀︑し

魚の影は一つも見えない︒

犬を連れた男が銃を肩にして︑

銀杏の木の鳥は急いで山の方

銀杏の木の鳥は急いで山の方

銀杏の木の鳥は急いで山の方

榛の木の雀は一度にぱっと飛

十305図甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異

立つた︒

十302

へ逃げて行く︒

十302

へ逃げて行く︒

十301

へ逃げて行く︒

十301

岡へ向つた︒

十2910 ︿略﹀︑あぜ道傳ひにあちらの

森の蔭から出て來て︑︿略﹀︒

かげ

十299

ふみくだきながら︑︿略﹀︒

十297 二一二羽のあひるが岸の霜柱を

きりにゑをあさってみる︒

十296

が流れてみる︒

︿略﹀木の葉も︑大方は散果 十296 家の横に水のよくすんだ小川
︿略﹀四方の山々のいたゴき
︿略﹀四方の山々のいたゴき
山おろしの風は身にしみて寒

宮の森のこんもりと茂った間
宮の森のこんもりと茂った間
い てふ
︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

中程の枝の上に烏が二羽止つ
︿略﹀︑人影の見えないのみか︑

か＼しの骨も残ってみない︒

十286

て︑︿略﹀︒

十284

て︑︿略﹀︒

十284

中程の枝の上に烏が二羽止つ

から︑︿略﹀︒

十281

から︑︿略﹀︒

十281

い︒

十2710

は︑はやまつ白になってみる︒

十279

は︑はやまつ白になってみる︒

十279

てて︑︿略﹀︒

十278

報知下されたく願上候︒

十271圓團

︿略﹀︑隊中の模範となられ度︑︿略﹀︒

十268國國

模範となられ度︑︿略﹀︒

行方正︑職務に忠實にして︑秘中の

︿略﹀御入螢の上は︑品

十266國囲︿略﹀一村の名園に御座

ラズ︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︑五日目ノ朝此ノ 十261図

ノマ・二拾ヒ取りテサ・グ︒

十232図園

今ヨリ後五日目ノ朝再ビ

五日目ノ朝行キテ見レバ︑

庭ニテ我ヲ待ツベシ︒﹂

十234図
︿略﹀︒

來ルベシ︒﹂

十192 ︿略﹀︑寓眞をうつす人の苦心 十238図園
も亦一通りではない︒
て︑相當の場所に入れる︒

十199 ︿略﹀︑寓眞は銅版に彫りつけ 十2310図心ノ五日目ノ朝モ亦老人二

十203 一色の印刷は一度刷ればよい
︿略﹀︑色のたくさんまじった

が︑︿略V︒

十203

美しい給垂や配光のやうなものは︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑色のたくさんまじった

美しい嘉言や地圖のやうなものは︑

十204

︿略﹀︒

止マズ︒

十249図

見ルベシ︒﹂

十245図囹

遂二王者ノ師タラン︒

十211 表紙には︿略﹀︑紙の上を布 十245豊野 ﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑
で包んだのもある︒

十214 是は活版刷の本の造り方であ
るが︑︿略﹀︒

十214 是は活版刷の本の造り方であ
るが︑︿略V︒

ト︒

︿略﹀︑ヤガテハラバヒテ膀

下ヲク︑・レ︒﹂

十253図園殺ス能ハズバ︑我が跨ノ

マタ

十215 ︿略﹀︑この外に木版刷の本も 十2410図其ノ中ノ一人日ク︑﹁︿略﹀︒﹂
ある︒

十226図 張良︑橋上ニテ白髪ノ一老
人ニアフ︒

後張良・韓信共二野ノ高祖

ノ下ヲクグル︒

十226図 老人片足ノ靴ヲ橋下二割シ︑ 十255図
︿略﹀︒

十2510図

二仕へ︑︿略﹀︒

十228図 ︿略﹀︑老人ノ言ナレバ︑命 十258図
ノマ・二拾ヒ取りテサ・グ︒

十228図︿略﹀︑老人ノ言ナレバ︑命
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ナリ︒

此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來セシコ

中一人ノ餓死スルモノナキニ至レリ︒

エ︑︿略﹀︒

十326図
十328図
ハ︑︿略﹀︒

法等ヲ記シテ幕府二奉レリ︒

所々へ配布セシカバ︑︿略﹀︒

十339図︿略﹀︑島々ヲ始メ︑内地ノ

て來た者も大勢あったのに︑︿略﹀︒

又略﹀︑先づ着物のほこり

談話最中一人の老人がはい

つて來ましたが︑︿略﹀︒

私はわざと一巻の書物を床
私はわざと一巻の書物を床

の上に投げておきました︒

十362園
十362圏

の上に投げておきました︒

︿略﹀書物を取上げて︑

いで︑︿略﹀︒

十363園外の者は少しも氣が附かな
十365園

テーブルの上に置きました︒

待ってるました︒

︿略﹀︑敵の將軍ステッセ

︿略﹀︑敵の將軍ステッセ

川

ぎ

なつめ

乃木大將と會見の庭はいつ訊

の

水師螢︒

十386図恵庭に一本喪の木︑︿略﹀︒

十394図團

︿略﹀︒

︿略V︒

十394図圏

昨日の敵は今日の友︑

昨日の敵は今日の友︑

闘に二子を失ひ給ひつる閣下の心

十399図題園 ︿略﹀︑﹃此の方面の戦

如何にぞ︒﹄と︒

十401図囲園 ︿略﹀︑﹃此の方面の職

﹃二人の我が子それ

岡に二子を失ひ給ひつる閣下の心

如何にぞ︒﹂と︒

これぞ武門の面目︒﹄

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒

十402図囲園

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十421図

十424図

ノーナリ︒

十423図

軍のおきてにしたみひ

花錘ヲ最モ多ク産スルハ岡

︿略﹀花莚ハ我が國輸出品

ヲ織出セル花曇ハ︿略﹀︒

十422図 ︿略﹀︑花鳥等ノ美シキ模様

我等ノ家二敷ケル畳ノ表ハ︑

十4110図 我等ノ四二敷ケル畳ノ町中︑

て︑他日我が手に受領せば︑︿略V︒﹄

十411図圏園

今日の記念に献ずべし︒﹄

十409図圃園 ﹃我に愛する良馬あり︒

と︑大心念力あり︒

あれの温順なことをよく現 十404軽羅園
して居ります︒

十3610圏

黒になってゐました︒
べて雇ふことに致しました︒

︿略﹀︒

保護です︒

十379園

十383図圃
川︿略﹀︒

十384︹図書

の大みことのり傳ふれば︑︿略﹀︒

﹁︿略V︑はいってからは静 十391図蟹 ︿略﹀︑工めぐみ深き大君

を彿ひ︑︿略﹀︒

十351囹
十352園

︿略﹀︑是等ノ島ニハ作物ノ

かに後の戸をしめた︒

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植
十354園

く略V︑中型ノ人々︑︿略﹀

昆田下︿略﹀︑平左衛門ヨ

父母二二ル・如ク悲シミタリトナリ︒

十328図

サレバ平左衛門ノ死セシ時

モノナキニ至レリ︒

十307図 名四ノカク異ナルヲ以テモ︑ 十325図 ︿略﹀︑平中一人ノ餓死スル
トヲ知ルベシ︒

ヨリ傳寸陰シコトヲ知ルベシ︒

十307図 ︿略﹀︑此ノ芋ノ次第二西方

十312図此ノ芋ノ始メテ琉球二傳ハ
リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑
︿略﹀︒

コンヤウ

︿略﹀其ノ作方︑貯藏ノ方 十369囹 ︿略﹀︑静かに自分の順番を

出來ザル荒地多ケレバ︑︿略﹀︒

十332図︿略﹀︑是等ノ島ニ工作物ノ

出來ザル荒地多ケレバ︑︿略﹀︒

十332図

リハ少シ後ノ人ナリ︒

十313図 く略V︑内地ヘノ渡区議其ノ 十331図
後手踊年ノコトナリ︒
︿略﹀︑内地ヘノ渡來一如ノ

後面齢年ノコトナリ︒

十313図

十314図 然ルニ今日ノ如ク全國到ル
虜 二 作 ラ ル ・ 二 至 リシバ︑︿略﹀︒
ヘイザ エ

モン

十315図 ︿略﹀︑主トシテ井戸平左衛 十337図
門ト青木昆陽トノ蓋力ニヨル︒
ウエジニ
︿略﹀︑不作ノ年餓死スル人

ノ 多 キ ヲ ア ハ レ ミ ︑︿略﹀︒

十316図

つたが︑︿略﹀︒

東京ノ西南︑目黒ナル墓石 十373園外の者は着物だけは美しか

入用の廣告を出した︒

︿略﹀︑知名の人の手紙を持つ

︿略﹀︑本人の行がたしかな

外史の或商會で新聞紙に店員 十378園 りっぱな人の手紙よりも︑

入用の廣告を出した︒

外國の或商會で新聞紙に店員 十377園 ︿略﹀︑なほ平生の行をしら

ノ面二く略V︒

東京ノ西南︑目黒ナル墓石 十374圏︿略﹀︑爪の先はみんなまつ

ノ面二︿略﹀︒

十341図

ウエジニ
︿略﹀︑不作ノ年餓死スル人

十317図

十342図

ニテ︑︿略﹀︒

ノ 多 キ ヲ ア ハ レ ミ ︑︿略﹀︒
イハ ミ

十319図 平左衛門ハ石見ノ國ノ役人

齢年程前ノ人ナリ︒

十3110図 平左衛門ハ︿略﹀︑百七十 十344

スベキモノヲト心ガ ケ シ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十3110図 日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ 十344

青年をやとひ入れることにきめた︒

十3110図 日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ 十346 ︿略﹀︑主人は其の中で一人の
スベキモノヲト心ガ ケ シ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十347

て來た者も大勢あったのに︑︿略﹀︒

十321図 く略V︑或六戚檜ヨリ此ノ芋 十347 ︿略﹀︑知名の人の手紙を持つ
ノ話ヲ聞キテ︑︿略﹀︒

十325図 ︿略﹀五穀不作ノ年ニモ國

の一の
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山・廣島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ
テ︑︿略V︒

︿略﹀︑其ノ織方ヲ襲明シタ
イソザキ ミ ン キ

ルハ岡山縣ノ磯崎眠亀トイフ人ナリ︒

十425図

十427図 明治九年頃ヨリモツパラ花
︿略﹀︑先ヅ之ヲ織ル機械ノ

錘ノ改良二志シ︑︿略﹀︒

十427図
︿略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重

製 作 二 工 夫 ヲ コ ラ セシガ︑︿略﹀︒

十429図
ネテ︑︿略﹀︒

十433図︿略﹀︑ヤウヤク一種ノ機械
︿略﹀︑此ノ時ハナホ世人ノ

ヲ嚢明セリ︒

十436図
注 目 ス ル 所 ト ナ ラ ズ︑︿略﹀︒

すものなり︒

十453図 ︿略﹀︑第四圖は縦・横両様 十474図次の圖は其の一二の例を示
の線を用ひ︑︿略﹀︒

かくの如き模様の工夫は無

すものなり︒

︿略﹀︑第五圖は横・斜両様 十474二次の圖は其の一二の例を示
︿略﹀︑第六圖は縦・斜両様 十476図

の線を用ひ︑︿略﹀︒

十454図
十455図
限に多し︒

かくの如き模様の工夫は無
若し此の模様に種々の色ど

︿略﹀︑之を種々に配合すれ

十487図花の名より取れる桃色・紅

ば︑種々の色を生ず︒

十484図

て︑︿略﹀︒

十482墨色の原色は赤・青・黄にし

りを加ふるときは︑︿略﹀︒

十477図

限に多し︒

︿略﹀︑第七圖は縦・横・斜 十476図

の線を用ひ︑︿略﹀︒

十456図
三様の線を併せ用ひたるものなり︒

十461図右の第八圖の角を取れば︑
左の第九圖を得︑︿略V︒

十462図右の第八圖の角を取れば︑
左の第九圖を得︑︿略V︒

十462準急の第八圖の角を取れば︑
左の第九圖を得︑︿略﹀︒

十437図 く略V︑唯一商人アリテ︑其 十463図 ︿略﹀︑右の第十圖の八角形

かき

ぶだう

︿略﹀︑實の名より取れる

梅色・藤色・比色︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

様なり︒

十491図

給壼︒模様等を色どりする
には︑色の調和を考へざるべからず︒

十493図

からかみ

欄間の彫物︑唐紙の地紙を

からかみ

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒
らんま

見よ︑︿略﹀第十四圖・第 十497図

らんま

はじめ︑︿略﹀︒

欄間の彫物︑唐紙の地紙を

︿略﹀︑我等の衣食住には模

・塗物の書模様︑︿略﹀︒

様︒色どりをほどこしたるもの多し︒

十498図

十4910図種々の模様を工夫し︑又麗

みつもり

かく申すは信濃の國の住

しなの

しき色どりを案ずるは︑︿略﹀︒

てっかの

十504図園

努努を取って︑大量の見

人︑手塚太郎光盛なり︒

十506図圏

手塚の家來は組ませじと中

参に入れよ︒

十509図

手塚其の間に敵の草ずりを

敵は手塚の家來を押へ︑

をへだっれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十513図

十514図

手塚︑首をたつさへて︑大

上げ︑︿略﹀︒

士かとみれば︑錦のひ

﹁光盛︑曲者の首取って

將義仲の前に行き︑﹁︿略﹀︒

よしなか

十516図

十517図囹

候︒

はあらずや︒

京家・西國の者かとすれ

義仲の幼目に見たりし時

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

十525図園

︿略﹀︑殊の外白髪には成

の老人なりき︒

十526図園 ︿略﹀︑すでに白髪まじり

に︒

りたらんに︑髪・ひげの黒きは如何

︿略﹀︑着物の縞模様︑焼物 十528図囹

はじめ︑︿略﹀︒

模様には︿略﹀︑草木・花 十497図

十497図

︿略﹀︑着物の縞模様︑単物

・塗物の緯模檬︑︿略V︒

十498図

むさし
﹁そは武藏の齋藤別當に

ば︑坂東聲なり︒

十5110図園

た＼れ着けたり︒

︿略﹀︑色の名構も亦千種萬 十519図園

榿色・柿色・葡萄色・小豆色︑

だいく

く略V︑右の第十圖の八角形 十489図

の角を圓くすれば︑︿略﹀︒

の角を周くすれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ドイツ・アメリカ等 十463図

ノ中ノ敷種ヲ買取リタルノミナリキ︒
十4310図
ノ諸國ヨリモ績々 註 文 ヲ 受 ケ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

得︒

多し︒

なり︒

十474図

唐草模様・腰模様の如き是

鳥・轟魚等の形を愛じて作れるもの

十473図

十五圖の模様の如何に麗しきかを︒

十4610図

十五圖の模様の如何に麗しきかを︒

十4610図

見よ︑︿略V第十四圖・第十495図 く略V︑赤と黒とを並ぶれば︑ 十525図園

の角を圓くすれば︑左の第十↓圖を

十465図︿略﹀︑右の第十圖の八角形

の角を圓くすれば︑︿略﹀︒

十441図く略V︑販路次第二開ケ︑︿略﹀︑十464図く略V︑右の第十圖の八角形

遂二今日ノ盛大ヲ見ルニ至レリ︒

十442図 近年ノ輸出高ハ年々五六百
金浜ヲ下ラズトイフ︒

︿略﹀ ︑ 一 定 の 間 合 を 置 き て ︑

十448図 直線を適當の長さに切り︑
︿略﹀︒

十449図
︿略﹀︒

︿略﹀︑第二圖は横の線のみ

十451図第︸圖は縦の線のみを用ひ︑
︿略V︒

十451図

を用ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑第三圖は斜の線のみ

を用ひたるものに し て ︑ ︿ 略 V ︒

十452図

293
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十533図囹 ﹁如何に髪・ひげの黒き
は︒﹂

悲しきは老の白髪なり︒﹂

十535図園 ﹁されば思ひ出したる事
の候︒

十543図園

︿略﹀︒

︿略﹀︑又毎日朝夕爾度の

一切所持品の清潔

て煙草を吸ふ下等堅く禁ぜられ居り

十587國国

兵管内の酒保には日用品

・飲食物等を販責致し居り候へば︑
︿略﹀︒

候︒

等ナリ︒

アリ︒

其ノ左右上下更二無敷ノ坑

道アリ︑︿略﹀︒

十621図

十622図

︿略﹀敷千人ノ坑夫が銅鑛

ヲ掘取ルコト︑三夜止ム時ナシ︒

選鑛場ニハ種々ノ機械アリ︑

此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

銅山ノ盛ナルコト︑是ニテ

クト土ハニ次第二巴達シテ︑︿略V︒

十633図 ︿略﹀︑鑛業ノ盛大細工モム

ビシキ村落ナリシガ︑︿略V︒

十632図

︿略﹀︒

十626図

氣ジカケノ機械ニテマキ上ゲ︑︿略﹀︒

中隊長座の何事にも注意．十624図獲掘シタル銅鑛ハ︑或ハ電

我が國銅山ノ中江テ最モ盛

モオシバカラルベシ︒

十635図

一隻の捕鯨船が今静かに波を

つて︑︿略﹀︒

足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ 十638．昨夜の風雨は名残なくをさま

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

十607図

くの如くに御座候︒

十601國国先は近状御報知申三度か

れ︑日々姦しく暮し居り候︒

く略V︑螢内の生活にもな

の周密なるは車中一同感謝致し居り

十592圓團

候︒

の周密なるは隊中一同感謝致し居り

毎週土曜日の午後には 十592工法 中隊上殿の何事にも注意 十622図 カンテラノ光ヲ便りニ︿略﹀︒

人員鮎呼も御座候︒

十562國囲

十563國團
く略V︒

︿略﹀

兵器は軍人のたましひに

候へば︑︿略﹀︒

十566國團

検査これあり候︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑之を洗ふに 十565圏團

白髪の頭となれり︒

十545図

時 ︑ 義 仲 二 歳 な り しを︑︿略﹀︒

十547図園 ﹁我が父の討たれ給ひし

我を此の齋藤別當のもとに預け︑
候︒

多人様の共同生活に候へ

ば︑是はもとより翻然の事に候︒

多石敷の共同生活に候へ

課業は術科と學科との二 十608図

ば︑是はもとより當然の事に候︒

十572魍團
十573國団

アリ︑︿略﹀︒

切って進んで行く︒

十639

十644

見張人がマストの上から北の

船長の落ちついた力のこもつ

はるかのあなたに白い水煙が

しく目を其の方向に向けた︒

十643 ︿略﹀︑三十五人の若者はひと

方を指ざして聲高く呼んだ︒

十641

方を指ざして聲高く呼んだ︒

此ノ銅山ハ獲見ノ當初ヨリ 十641 見張人がマストの上から北の
トウセウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

︿略﹀︑産出高ノ割合ニ町人

宮等ノ造螢二用ヒタル三型︑︿略V︒

十612図

産出高スコブル多ク︑︿略﹀︒

︿略﹀︑學科は讃法の講義 十611図

︿略﹀︑用言は讃法の講義

及び毎日の術科に關する説明に御座
候︒

十578國國

十615図

手ヲ要スルコト多カリシナリ︒

見える︒

十646

た號令に︑︿略﹀︒

十646 船長の落ちついた力のこもつ
カウ
此ノ銅山ニハ敷箇ノ大坑道 た號令に︑︿略V︒

︿略﹀︑コ・二品メテ世界有

以來︑大イニ人力ヲ省クコトヲ得テ︑

小生の如く平素勢働にな 十617図 ︿略﹀︑新式ノ機械ヲ用ヒシ

及び毎日の術科に關する説明に御座
候︒

十579履囲

れたる者には︑術科もつらきことは

︿略﹀︒

十6110図

敷ノ大銅山トナレリ︒

く略V︑水曜日も其の日の 十619図

これなく︑︿略﹀︒

出を許され候︒

課業を終へたる時より夕食前まで外

十584國国

ヲ嚢見セリトイフ︒

此の頃の術科は分隊教練 十609図 ︿略﹀︑此ノ地ノ当盤メテ之

つにて︑︿略V︒

にて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑朝の起床より夜の
らっば

十577圏困

十576畷国

︿略﹀︑一座皆ようひの袖を

くれたる厚恩︑いかでか獲るべき︒﹂

く︑︿略﹀︒

十561圏国
消燈まで︑
︿略﹀︒

十562國団 く略V︑朝の起床より夜の
らっば
消燈まで︑一々劇肌の合圖により︑

︿略﹀︒

十561圖囲 ︿略﹀︑朝の起床より夜の
らっば
消燈まで︑一々嘲夙の合圖により︑

一々嘲 夙 の 合 圖 に よ り ︑

十5510國団 兵螢内の生活は規律正し

しぼらざるはなかりき︒

十555図

十553図囹 あやふき敵の手より救ひ

は七箇日の養父︒

十552図園 されば實盛は義仲の爲に

は七箇日の養父︒

十552三園 されば實盛は義仲の爲に

もとに置きて︑︿略﹀︒

十551図園 ︿略﹀︑三盆は七日の間手 十571國団

︿略﹀︒

十5410図囹 畠山は︿略﹀︑ひそかに 十569輝国 ︿略﹀︑所定以外の場所に 十599圓国

、
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て︑我先にと漕いで行く︒

十647 四五隻のボートは母船を離れ
りQ

十682図

︿略﹀︒

十649 ︿略﹀︑見る内に一頭の鯨に近 十682図
寄り︑︿略﹀︒

英國東海岸の一島に上皇あ

︿略﹀ダーリングの手は︑

ボートをあやつりしダーリングの手
は︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十712図

︿略﹀︑半死半生の水夫を親

敷日の後︑水夫はく略V︑
︿略﹀︑水夫は此の少女の手
︿略﹀︑水夫は此の少女の手

グレース
グレ⁝ス

ダーリングの生
ダーリングの生

家に程近き寺院の庭上には︑︿略﹀︒

十715図

に熱き感謝の涙をそ﹂ぎて︑︿略﹀︒

十713図

に熱き感謝の涙をそ＼ぎて︑︿略﹀︒

十713図

各我が家に蹄りたりとそ︒

十713図

切に看護せり︒

十712図

︿略﹀︒

今ややさしきをとめの手にかへりて︑

︿略﹀ダーリングの手は︑

今ややさしきをとめの手にかへりて︑

或夜にはかの嵐に吹かれて︑ 十711図

︿略﹀︑此の燈塁附近の岩の

燈皇番の娘にグ刻丁

波風にまじりて聞ゆる悲鳴
︿略﹀︑岩の上に一隻の難破
︿略﹀︑岩の上に一隻の難破
︿略﹀︑娘のやさしき心には

︿略﹀︑岩と波との間にボー

トをあやつり居たる少女の働は︑
︿略﹀︒

十706図

︿略﹀︑二人はまた有らん限

トをあやつり居たる少女の働は︑
︿略﹀︒

十707図

︿略﹀︑男勝りの大力にて

泉なり︒

十723図

︿略V︒

十724図

十725図

其の湯には大抵一種の臭氣

温泉の諸種の病を治するは︑

是種々の塩分をふくめるが

あり︑味あり︑色あり︒

十726図

故なり︒

十726図

た窟に其のふくめる鑛物の効のみな

温泉の諸種の病を治するは︑

らず︑︿略﹀︒

たゴに其のふくめる鑛物の効のみな

十727図

温泉の諸種の病を治するは︑

らず︑︿略V︒

たゴに其のふくめる二物の効のみな

十727図

らず︑︿略﹀︒

湯のわき出つる口僅かに一

い よ
道後は四三の理想にあり︒

温泉の多きこと實に世界第

十734図

一なり︒

十731図

十734図

︿略﹀︑往昔天皇の行幸し給

箇所にして︑其の分量も少く︑︿略﹀︒

十736図

道後に次ぎて早く世に知ら

ひしことも数回に及べり︒

箱根は温泉場の数も多く︑

く略V︑盛夏の候は何れの旅

︿略﹀︑盛夏の候は何れの旅

十744図

熱海は伊豆の東岸にあり︒

噴出する時は湯氣立ちのぼ

湯のわき出つる虜二十齢箇

十747図

所︑︿略V︒

十745図

館も空室なきに至るを常とす︒

十743図

館も空室なきに至るを常とす︒

十742図

︿略﹀︒

十741図

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︒

く略V︑右手にかいを握れる 十738図

地球の内部には熱雲ありQ
其の熱氣に温りたる水の自

温泉のわき出つる庭はおほ
︿略﹀︑四園の風光麗しく︑

むね火山の附近に在りて︑︿略V︒

十723図

むね火山の附近に在りて︑︿略﹀︒

温泉のわき出つる慮はおほ

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十7110図

十719図

少女の銅像あり︑︿略﹀︒

十716図

家に程近き寺院の庭上には︑︿略﹀︒

︿略﹀船の頭を立直しく︑ 十715図

死力を蓋して漕進む︒

十6910図

げまされて︑ボートを用意す︒

十698図

温帯たはれり︒

十693図

船横たはれり︒

十693図

の聲に目をさまし︑︿略V︒

十689図

ダーリングとて心やさしき少女あり︒

十688図

上に乗上げたる帆前船あり︒

十683図

上に乗上げたる帆前船あり︒

十6410 小山の様な白波が高くくだげ 十683図 く略V︑此の燈塁附近の岩の
︿略﹀︑夕立のやうに降散るQ

て︑︿略﹀︒

十652

十652 鯨の一群は影も形も見えなく
なった︒

十655 破裂矢は鯨の垣内に深く食込
んで破裂した︒

絶えて︑︿略﹀︒

十664 六七十尺の大男も今は全く息

他のボー ト を 見 れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十666 流れ出る血に紅の波がたゴよ
ふ︒

十667

やうである︒

十669 あちらこちら入齪れて戦場の
十669 さきのボートは鯨を引きなが
ら母船の方へ急ぐ ︒

ら母船の方へ急ぐ ︒

十6610 さきのボートは鯨を引きなが 十705図 ︿略﹀︑岩と波との間にボー

十672 ︿略﹀汽船の備砲から錆を打
つ方法もあり︑︿略﹀︒

鈷を打つ方法などもあった︒

十673 ︿略V鯨の通路に網を張って
︿略﹀︑人口敷百人の↓村︑一

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕

十678

着けたり︒

水夫は書く燈塁番の小屋に

箇月の生活費を支へ得ると言ったも

十7010図

入れられたり︒

十709図

のである︒

︿略﹀︑人口敷百人の一村︑一

箇月の生活費を支へ得ると言ったも

十679

のである︒
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りて︑鳴動の下すさまじ︒

はるな
十749図 伊香保も︿略﹀︑榛名山の
ふもとにあり︒

両肺ノ間二心臓アリ︒

ガ爲ナリ︒

十777図
ガ爲ナリ︒

頭ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン
胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ

ひえ

食物は粟・稗・うばゆりの

あは

其の家はほったて小屋の如

之を殺して︿略﹀︒

︿略﹀︑一年の間養ひたる後︑

く︑床もなく︑天井もなし︒

十814図

之を賞美す︒

十812図 ︿略﹀︑鹿の肉は珍味として

根等を主とし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一小部分ノ傷害モ直 十812図

︿略﹀︑一小部分ノ傷害モ直

チニ全身ノ元氣二關スルモノナレバ︑

十788図

︿略﹀︒

十788図

チニ全身ノ元氣二關スルモノナレバ︑

あいぬの男子は髪とひげと

め︑こしに小刀をさぐ︒

十797図︿略﹀︑耳に金属製の輪をは

を長くのばし︑︿略V︒

十796図

モ亦常二快活ニシテ︑︿略﹀︒

手の甲等には入墨をほどこせり︒

あいぬの風俗はこれのみに
ても既に内地人と同じからず︒

十802図

様に至りても異なる所多し︒

十805図其の衣服・食物・家屋の有

ぜり︒

が︑︿略﹀︒

十837

殺したる熊の頭は垣にかけ

彼等は元は讃み書きも知ら

是等も家畜の中に敷へられる

十832図 ︿略﹀︑厚く保護の方法を講

學校を建つる等︑︿略﹀︒

十832図 ︿略﹀︑又政府の費用を以て

りしが︑︿略V︒

十828図あいぬの敷︑古は甚だ多か

︿略﹀︒

ず︑算数の考もとぼしかりしが︑

十824図

全く異なり︒

十823図あいぬの言語は日本語とは

骨︑風雨にさらされて残れり︒

十821図 ︿略﹀︑垣の上には多くの頭

骨︑風雨にさらされて残れり︒

十821図く略V︑垣の上には多くの頭

て︑永く之を保存するを以て︑︿略V︒

十8110図

撃劔家・水夫等ノ手ノ太 十791図 身腔ノ健全ナルトキハ精神 十8110図 あいぬの熊祭とて有名なり︒

トQ

十7810図西洋ノ古語二日ク︑﹁︿略﹀︒﹂ 十818図

︿略﹀︒

胸部ノヨロヒノ如キ魚田テ

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

ナリ︒

十783図
ナリ︒

︿略﹀︑郵便配達夫・車夫等

ノ足ノ強キ︑︿略﹀︑ヨク之ヲ使用ス

十783図

ルヲ以テナリ︒

ノ足ノ強キ︑︿略﹀︑ヨク之ヲ使用ス

十783図

︿略﹀︑郵便配達夫・車夫等 十799図 ︿略﹀︑又口の周園︑手首・

キ︑︿略﹀︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ

撃劔家・水夫等ノ手ノ太

キ︑︿略﹀︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ

十782図

オホハレタルハ︿略﹀︒

十778図

センが爲ナリ︒

十7410図 湯元は一箇所にして︑之を 十778図
︿略﹀︑山水のながめをほし

戸毎の浴室に引けり︒
十751図
いま㌦にするを得べし︒

十755図 身膿ノ中部ハ胸ト腹トニシ
テ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑二本ノ足ハ全身ヲ支

十756図︿略﹀︑左右ノ手ハ肩ヨリ分
レ︑︿略﹀︒

十756図
フ︒

十757図 全身三一百合ノ骨アリ︒
十7510図

十759図 胸ノ左右ニハ肺アリ︒
︿略﹀︑又身腔ノ各部ヨリ蹄

ルヲ以テナリ︒

リ 來 レ ル 血 ヲ 集 メ テ︑︿略﹀︒

十761図

十766図 此ノ外腹ニハ種々ノ内臓ア

︿略﹀寒き時は犬の皮など
にて造れる羽織の如きものを用ひ︑

︿略﹀︑大工・カヂや等ノタ 十807図
ナゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用ス

︿略﹀寒き時は犬の皮など

︿略﹀︒

にて造れる羽織の如きものを用ひ︑

十808図

︿略﹀︒

︿略﹀︑大工・カヂや等ノタ

ナゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用ス

つ＼袖を着︑︿略V︒

又力士ノ如キハ︿略﹀︑何 十808図 ︿略﹀︑又あつし織の短き

やはんをはく︒

働に使役する︒

又力士ノ如キハ︿略﹀︑何 十809図 ︿略﹀︑足にもあつし織のき 十841 ︿略﹀︑農家では牛を色々の勢

皮を細く裂きて織りたる織物なり︒

工物に臓ふ︒

身髄ノ構造ハ極印テ複雑ナ 十8010図︿略﹀︑おひようといふ木の 十847 ︿略V︑其の骨や角は色々の細
ルモノニテ︑︿略V︒

十787図

レノ部分モヨク襲達セリ︒

十786図

レノ部分モヨク襲達セリ︒

十785園

ルヲ以テナリ︒

十784図

ルヲ以テナリ︒

十784図

十763図腹ノ中気ハ胃ト腸トアリ︒
リ︒

十767図 身睦ノ最上部ナル頭ノ中ニ
ハ拶アリ︒

十767図心腔ノ最上部ナル頭ノ中ニ
ハ磯アリ︒

十767図拶ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑
全身ヲ支配ス︒

十769図 物事ヲ知分クルモ︑︿略﹀
悲シムモ中耳ノ作用ナリ︒
語ヲ獲スルモ︑笹葺ノ命令ニヨル︒

十776図 取ルモ捨ツルモ︑︿略﹀︑言

十777図 頭ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン
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十852

︿略﹀︑身膿の全部にすたりの

ないことも牛と同じである︒

ふち

︿略﹀︑寄する雲霞の敵兵

仰の如く本村にも耕地整

の話も出で︑︿略﹀︒

モ足ラズ︒

縣臆・︿略﹀・高等女學校ノ

敷地ハ耳翼ノ興福寺ノ境内二号リ︒

十951図

福寺ノ境内二在リ︒

十％−﹇図 く略V等ノ敷地ハ皆豊日ノ麗ハ

福寺ノ境内二在リ︒

十％−閣凶 ︿略﹀等ノ敷地ハ壁心日ノ囲ハ

︿略﹀︒

十925圓團く略V︑折々草合の節は其 十952図 師範學校門内ノ八重櫻一株︑

理の必要これあり︑︿略﹀︒

十925圓国仰の如く本村にも耕地整

理の必要これあり︑︿略V︒

十924心落

席のはずに御座候︒

いことは知らぬ人はない︒
れ候はば︑小生も御同行致すべく候︒
かさぎ
十884図録 笠置の山の行在所︑︿略V︒ 十917国国 ︿略﹀小杉事務官も御臨
に︑行方も知らず落ち給ふ︒

十852 ︿略V︑手纏の全部にすたりの 十885図圃
ないことも牛と同じである︒
すゑふさ

房・季質料二人︒

ふさ

十858 西洋の馬がおとなしくて︑日 十887図韻君の御供に仕へしは藤
本の馬のおとなしく な い の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

下露︒

︿略﹀︑農商務省の技師田

せんと申合せ居り馬事とて︑︿略﹀︒

すべく候︒
十％−口凶
ニアリ︒

ニソビユ︒

今日九重ににほひぬるかな︒

今日九重ににほひぬるかな︒

十953図圏古の奈良の都の八重櫻︑

イ

セ

タイ

フ

今日九重ににほひぬるかな︒

當日は本村の重なる人々 十955図 ︿略﹀︒ト︑伊勢大輔ノヨミ

イ

セ

クイ

フ

シ其ノ奈良櫻ノ名残ヲトぐメタリ︒

ロウ
大小ノ燈籠左右二多ク︑其

シ其ノ奈良櫻ノ名残ヲトぐメタリ︒

十955図 ︿略﹀︒ト︑伊勢大輔ノヨミ

十959図

明後日御面會の節返上致
奈白以市街ハ奈良停車場ノ東

ト

アリ︒

毎年節分ノ夜蓋ク之二別火

ロ

三笠山ハ此ノ神社ノ後方ニ

マ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

ベノナカ

く略V︑今ハ往時ノ三ノ＝一 十969図

ル所ナリ︒

ム

東大寺ハ聖武天皇ノ建立

ンヤウ

テ︑︿略﹀︒ト今風ルコト人ノヨク知

十967図

ア

十962図

シ︒

人二近ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ

十9510図神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑

ストイフ︒

ノ激二千二近シ︒

十9510図
舞シ︑猿澤ノ池二至ル︒

サルサハ

十942図

カイクワ
︿略﹀︑左二開化天皇ノ陵ヲ

十937囲困

も精々誘ひ合せ︑︿略V︒

十9210國囲

門家の講話を承るは︑︿略﹀︒

十928雪囲︿略﹀︑此の際其の道の專

門家の講話を承るは︑︿略﹀︒

く略Vやみの天地をまた 十928國圃く略V︑此の際其の道の專 十953図鶴古の奈良の都の八重櫻︑

元の御代に返すは誰が任ぞ︒

十899図團

く略Vやみの天地をまた 十926圓国 く略V︑何れ熟考の上興行 十953図囲古の奈良の都の八重櫻︑

かげとて立寄れば︑尚袖ぬらす松の

十859 西洋の馬がおとなしくて︑日 十897図心 ︿略﹀︑いかにせん︑頼む
本の馬のおとなしく な い の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十859 西洋の馬がおとなしくて︑日
本の馬のおとなしくないのは︑育て
方・使ひ方にあるこ と で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

れあり候︒

島農學士の耕地整理に關する講話こ

十904圓團

元の御代に返すは誰が任ぞ︒

十864 豚はもっぱら食用の爲に飼ふ︒ 十899図翻

な

とは牛肉におとらぬ︒

十866 豚肉はく略﹀︑養分の多いこ
し

十869 隣國の支那人は最も多く豚肉
を食ふ國民である︒

十872 長くのびると︑刈取って毛織 十905國団 ︿略﹀田島農學士の耕地
同學士は御承知の通り︑

整理に關する講話これあり候︒

なる人に候へば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑學理にも通じ︑草地にも明か

羊 の 肉 も 亦 食 用 と な り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ 十906囲囲

物の材料にする︒

十873

十874 ︿略﹀︑山羊の乳は牛乳のやう
に飲料になる︒

の良き割合には田地少く︑︿略﹀︒

テ︿略V︒

く略V︑整理の必要これあ 十944図
り候様存ぜられ候間︑︿略﹀︒

十911囲國

ヒ

此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺ニシ

十9010㈱国里村も當村と同じく水利十943図 興福寺ノ五重塔高ク其ノ北

も務め︑︿略﹀︒

十874 ︿略﹀︑山羊の乳は牛乳のやう 十907圓国 ︿略﹀︑多年府縣の技師を
に飲料になる︒

似てみるから︑子供に適する︒

十875 殊に其の乳の成分は人の乳に

似てみるから︑子供に適する︒

十875 殊に其の乳の成分は人の乳に

フ

く略V︑堂塔雑巾ノ敷百七十

ノ建立セシトコロ︑︿略﹀︒

十878 鳥類の中で家畜として最も多 十913囲国く略V︑有志の方々御さそ 十945図此ノ寺ハ︿略V藤原不比等
ひ合せの上︑御昼會相成候ては如何︒

十949図

五アリ︑︿略V︒

︿略﹀︑発馬や上肉の養分の多 十914國困く略V︑有志の方々御さそ 十947図

く農家に餌はれるのは難で︑︿略V︒
十8710

御道筋の事故御立寄下さ

ひ合せの上︑御來會相成候ては如何︒
︿ 略 ﹀ ︑ 難 卵 や 露 里 の 養 分 の 多 十915圏囲

いことは知らぬ人はない︒
十8710
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︿略﹀︑タ寸二大佛ノ大キサ

ニシテ︑︿略﹀︒

十969図
︿略﹀︑タ寸二大佛ノ大キサ

ノ 驚 ク ベ キ ノ ミ ナ ラズ︑︿略﹀︒

十969図

︿略﹀︒

十983図

︿略﹀古堂ノ中ニ八方時ノ
︿略﹀古堂ノ中ニハ當時ノ

三豊今尚存ス︒

十983図

ハ セ
初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

法隆寺ノ附近ニハ廣瀬神社

佛像今尚存ス︒
タ

十992図
アリ︑︿略﹀︒

ハ セ
初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

・龍田神社アリ︒

タツ

︿ 略 ﹀ ︑ 大 佛 殿 ノ 高 サ 十 五 丈 ︑ 十984図

ノ驚クベキノミナ ラ ズ ︑ ︿ 略 V ︒
十9610図

︿略﹀︑眞二世界第一ノ木造

東西長サニ十九丈 ︑ ︿ 略 V ︒

十971図
建築物トス︒

花ぞ昔の香ににほひける︒

紀貫之ガ︿略﹀︒トヨミタ

ネノッラユキ

ニアリ︒
ボ クン

十999図

三輪町ノ南至櫻井町アリ︒

ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒
レ

レ

十柵2図

イハ

其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余
︿略＞o

ノ地ニシテ︑︿略﹀︒

レ

其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余

イハ

其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余

ノ地ニシテ︑

十欄2図

イハ

廊下ノ雨ガハ甲虫幾等株ト

リトイフ梅ノ木ハ此ノ廊ノ土壁ハラ

十998図

キノツラユキ

ニアリ︒

紀貫之ガ︿略﹀︒トヨミタ

リトイフ梅ノ木目此ノ廊ノカタハラ

十998図

里は

十997図里人はいさ心も知らず︑故

アリ︑︿略﹀︒

十972図 東大寺ノ境内二正倉院アリ︒ 十992図

十972図帝室ノ御有ニシテ︑多ク古
代ノ寳器ヲ藏ス︒

十973図帝室ノ御三ニシテ︑多ク古
代ノ口器ヲ藏ス︒

十973図 我が國ノ古美術ハコ・二其
ノ梓ヲ集調合リトイフベシ︒

十975図 奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ
跡ニシテ︑︿略﹀︒

十975図 奈良ノ市街ノ西黒白ノ都ノ
跡ニシテ︑︿略﹀︒

跡ニシテ︑︿略﹀︒

十975図 奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ
十975図 奈良ノ市街ノ西側昔ノ都ノ
跡ニシテ︑︿略﹀︒

草 等 ノ 山 々 相 野 リ ︑︿略﹀︒

十977図︿略﹀︑東二春日・三笠・若 十欄2図
十978図 ︿略﹀︑西ニハ西大寺・学士 十㎜3図
寺等ノ堂塔アリ︒

ノ地ニシテ︑︿略﹀︒

社ノーノ鳥居アリ︒

十979図 人ヲシテソぐロニ佛教ノ盛 十㎜4二二井町ヲ南へ去レバ談山神
ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒
シヤウトク

ノ構アリ︒

十982図 此ノ寺ハ聖徳太子が用明 十欄7図社殿壮麗ニシテ︑全品日光
天皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

アリ︒

カマタリ

カマタリ

十㎜7図 社殿ノ後ノ山ニハ鎌足ノ墓

アリ︒

カマクリ

十㎜7図 社殿ノ後ノ山羊ハ鎌足ノ墓

アリ︒

十欄8図 社殿ノ後ノ山ニハ鎌足ノ墓

十柳8図 昔ノ人ノ︿略﹀︒ト歌ヒシ
ハ コ・ナリ︒

ハ コ・ナリ︒

十㎜8図 昔ノ人ノ︿略V︒ト歌ヒシ
十伽9図圃來て見ればこ﹂も櫻の峯
つゴき︑吉野初瀬の花の中宿︒

アンゴ

ゴ

︿略﹀︒

十川10図

く略V︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合

ヒテ立テリ︒

ム

書棚10図 ︿略﹀︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合

ジン

畝傍山ノ東北ニハ神武天皇

ヒテ立テリ︒

十梱10図

畝傍山ノ東北ニハ神武天皇

ジン ム

湿半1図

又近ク緩結天皇ノ御陵アリ︒

ノ御陵アリ︒

十撹2図

又畝傍山ノ東南二橿原神宮

アリ︒

ノ御陵アリ︒
スヰゼイ

十撹4図

ン︒

名所・薯蹟ヲアマネク尋ネ

アルベシ︒

十一13三聖

全山花の雲に包まれたる

全山花の雲に包まれたる

行くく吉野宮に参燃し︑

村上義光の墓をとぶらふ︒

よしてる

十一18図

く坂路の左右すでに櫻多し︒

十一17図六田の渡を渡りて上り行

吉野山の光景まのあたり見るが如し︒

十一15図

吉野山の光景まのあたり見るが如し︒

十一15図

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ翌℃

吉野山霞の奥は知らね

ンニハ︑幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感

十欄1図

木・一草書ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

十齪10図 ︿略﹀︑昔ナガラノ山河︑ 一

リシ地ニシテ︑︿略V︒

十齪9図

大和國ハ久シキ間皇都ノア

バ︿略﹀︑皇室ノ御威徳ヲ仰ガザラ

十㎜10図量質て見ればこ＼も櫻の峯 十撹7図 コ・ニマウヅルモノ︑誰カ
來て見ればこ＼も櫻の峯

つ⊆き︑吉野初瀬の花の中宿︒

十柵10図上

アンゴ

岡寺ハ西國三十三番第七ノ

つゴき︑吉野初瀬の花の中宿︒

十三3図

アスカ

コ・二程近キ飛鳥ノ安居院

札庭ナリ︒

十川3図

アスカ

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︿略V︒

コ・二三近キ飛鳥ノ安居院
アン

ケマリ

コ・二程近キ飛鳥ノ安居院

アスカ

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︿略﹀︒

十棚4図
十研4図

ナカノオホエノ

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︿略﹀︒

ノ遊ヲナシ給ヒ︑︿略﹀︒

十川4図︿略﹀︑中大兄皇子が蹴鞠

十棚7図今ハサ・ヤカナル堂中二十

カシハラ

ウネ
コ・ヨリ西北へ進メバ︑畝

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒
ビ

網棚8図

畝傍山・香具山・耳無山ノ

傍・橿原ノ地西出ヅ︒

十川9図

三山︑イヅレモ麗シキ貞心シテ︑
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十一21図圃
設吉野山︒

訊をζくとばみ望花

ざわう

十一22図 ︿略﹀︒といひし古人の句
我をあざむかず︒

堂前四本の櫻ある虜は

十一24図 吉野の町に入れば斎王堂
あり︒

十一24図
︿略﹀︒

十﹇25図 ︿略﹀大塔宮の吉野を落
ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞
をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞

十一26図 ︿略﹀大塔宮の士口野を落
をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

十一28図 藏王堂の東なる吉水神社
ごだいご

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒
は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒

ごだいご

十﹇29図 藏王堂の東なる吉水神社

ごだいご

十一29図 強縮堂の東なる吉水神社
當時 の 御 製 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒
十一210図

十一34図

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

決死の士百四十三名の名字を壁に書
連ね︑︿略﹀︒

十﹁34図
決死の士百四十三名の名字を壁に書
連ね︑︿略﹀︒

十﹁38図︿略﹀︒といふ一首の和歌
を書残せるは此の所なり︒

十一39図寺の上の小高き所に後醍
醐天皇の陵あり︒

十一39図寺の上の小高き所に後醍
醐天皇の陵あり︒

十﹇39図寺の上の小高き所に後醍
天皇のこ＼に行幸ありし

醐天皇の陵あり︒

十一39図

より三年︑北方の天を望みて崩御あ
︿略﹀︑北方の天を望みて

りし御心事を察し奉れば︑︿略﹀︒

十一310図

崩御ありし御心事を察し奉れば︑
︿略﹀︒

吉野山は口・中・奥の千

十︻42図陵に至る路のあたり櫻樹
多し︒

本の外︑到る庭吊輪あらざるなし︒

十一46図

十︻31図蟹花ユねてよしや吉野の

十一47図︿略﹀︑麓の花︑中の花の

よし舗設 まくらのもとユ石走る音︒

十一31図圏 花﹂・ねてよしや吉野の

よし水譲 まくらのもとユ石走る音︒

︿略﹀︑麓の花︑中の花の

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十︻48図︿略﹀︑麓の花︑中の花の

では︑︿略﹀︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一47図

では︑︿略﹀︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

よし水試 まくらのもとユ石走る音︒

十一32図圃 花ユねてよしや吉野の

によ い りん

十一33図 ︿略﹀︑谷をへだてて向ふ
くすのきまさつら

の山腹に如意輪寺あり︒

正平の昔︑楠木正行が

決死の士百四十三名の名字を壁に書

十一34図
連ね︑︿略﹀︒

では︑︿略﹀︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十﹁48図︿略﹀︑麓の花︑中の花の
では︑︿略﹀︒

十︻48図︿略﹀︑麓の花︑中の花の

ら

おうじん

︿略﹀︑鷹神天皇の頃より

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま
では︑︿略﹀︒

な

十一410図

ら

おうじん

︿略﹀︑癒神天皇の頃より

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑
︿略﹀︒

な

十一410図

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑
︿略﹀︒

其の後干口野の朝の二王居と

なりしは人の能く知る所なり︒

十﹇52図其の後吉野の朝の皇居と
十一52図

なりしは人の能く知る所なり︒

十一53図古人の句に︑歌書よりも
軍書にかなし吉野山︒

生活を螢み︑︿略﹀︒

十一56図蜜蜂は群を爲して共同の
︿略﹀︑一群の総敷藁萬に

一群の生

群馬には必ず雌蕊・雄蜂

及ぶものあり︒

十一56図

十一57図

・働蜂の三種あり︒

終日勢肥して︑
計を維持するものは働蜂なり︒

十一510図

十﹇61図働蜂の若きものは内に居
て幼轟を育て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑力強く壮なるもの

百花満開の候には︑外役

は外に出でて花の蜜を吸有る︒

十一63図

十一64図

の蜂は朝より夕に至るまで︑螢螢と

︿略﹀︑外役の蜂は朝より

して寸時も休まず︒

十﹇65図

秋・冬の花少き季節に入

夕に至るまで︑螢螢として寸時も休

まず︒

︿略﹀︑食物に不足するこ

りても︑︿略﹀︒

十﹁66図

十﹁68図

働蜂中には蜂の集め閉る

となきは︑一に其の下役の結果なり︒

蜜を検査する検査掛ありQ

十一69図

雄蜂は︿略﹀︑何等の勢

たる物を食して生活するものにし・て︑

十一72図雄蜂は唯働蜂の集め來り

︿略﹀︒

十一73図

働をもなさざるを以て︑︿略﹀︒

は皆働蜂にさし殺さる︒

十一74図雄蜂は︿略﹀︑秋の初に

あり︒

氣候の暖なる間絶えず之

十一75図女王の任務は卵を産むに

十一75区

︿略﹀︑一群の敷は次第に

を産出するを以て︑︿略﹀︒

十﹁76図

増加す︒

ては︑次第に其の群の敷を増加する

十一710図南に飼養者の注意により

︿略﹀︑次第に其の群の籔

ことを得べし︒

十一710図

同里中の蜂は極めて親密

を増加することを得べし︒

︿略﹀︑山群の蜂は甚だし

に生活すれども︑︿略V︒

十一82図

十一82図
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く 之 を 敵 視 し ︑ ︿ 略V︒

十一83図 ︿略﹀︑他群の蜂︑我が群
中に入り來れば︑︿略﹀︒

十一84図︿略﹀︑花のとぼしき時は
蜂合戦の起ること珍しからず︒

十一85図︿略﹀︑花のとぼしき時は
蜂合戦の起ること珍しからず︒

あ る 鋭 利 な る 針 に して︑︿略﹀︒

十一85図 働蜂の武器は膿の後方に
十一86図 働蜂の武器は龍の後方に
あ る 鋭 利 な る 針 に して︑︿略﹀︒

得るは︑︿略﹀︑團燈の爲には身命を

十一88図 蜜蜂の群集生活を管むを
をしまざるによる︒

十一89図 蜜蜂の群集生活を障むを
得るは︑︿略V︑急診の爲には身命を
をしまざるによる︒

ナカく複雑ナモノデ︑︿略﹀︒

十一92 一箱ノマツチヲ造ル手敷モ

分シテスルノデアル︒

十一93 ︿略﹀︑ソレヲ大勢ノ人が手
十一95 ︿略﹀︑乾イタ軸木ノ先へ藥
品ヲ附ケル者︑︿略﹀︒

十一97 此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ
シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業
トイフ︒

手敷ノカ・ツタマツチノ償

ノ出來バエが良クテ︾︿略﹀︒

十一101
手敷ノカ・ツタマツチノ償

ノ安イノモ︑︿略﹀︒

十一102
手敷ノカ・ツタマツチノ償

ノ安イノモ︑︿略﹀︒

十一102
ノ安イノモ︑︿略﹀︒

分業法二依ラズ︑

一人デ

若シ一人ノ手デ製造スルナ

ラバ︑ ︿略﹀︒

十一103
十一1010

︿略﹀︑仕事ノ移り愛ル度毎

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑
︿略﹀︒

十一111

二︑居ル場所ヲ攣へ︑又器具ヲ取換
ヘナケレバナラナイノデ︑︿略﹀︒

分業法二依ツテ︑一人デ一

又分業二等ツテーツノ仕事

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一113
ト︑︿略V︒

十一116

︿略﹀︑其ノ仕事二適スル器

ニバカリ掛ツテ居ルト︑︿略﹀︒

十一H8

具ノ改良や獲明ヲスルコトモアル︒

︿略﹀分業自大キナ利盆ノ
アルモノデアルガ︑︿略﹀︒

十﹁119

分業デスル仕事ハ皆全燈ノ
一部分デアルカラ︑︿略﹀︒

十﹇121

十一98 此ノ檬二大勢ノ人が手分ヲ

ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑

＋冠2︿略﹀・ソレぐノ仕事ヲス

︿略﹀︒

ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑

＋豆2︿略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス

︿略﹀︒

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業
トイフ︒

︿略﹀︑ 分 業 デ ス ル 方 が 品 物 ・

ヲスルヨリモ︑︿略﹀︒

十一99 ︿略﹀︑全乳ノ人が同ジ仕事
十一910

ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑

＋箆3︿略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十一1310図 ︿略﹀︑事の未だ成らざる

いでや臨幸の路次に参

はりま
さらばとて備前と播磨と

十一152図 ︿略﹀︑警固の武士︑︿略﹀

の境なる舟坂山にかくれ︑︿略﹀︒

十一149図

し︑︿略V︒﹂

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

十一146図囹

りしかば︑︿略﹀︒

文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分

分業ノ目的ハ達セラレナイ︒

十一127

︿略﹀︑農夫ノ田畑ヲ耕シ︑

業ハ盆く嚢達シテ︑︿略﹀︒

十一129

︿略﹀︑教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ皆

︿略﹀︑大工ノ家屋ヲ作り︑

分業二外ナラヌノデアル︒

山陰道へか＼りて遷幸をなし奉ると

十一1210

︿略﹀︑教師ノ生徒ヲ教育スル等一斗

いふ︒

く略V︑播磨の今宿とい

いまじゅく

分業二外ナラヌノデアル︒

ふ所より山陰道へか＼りて遷幸をな

︿略﹀︑商人ノ物品ヲ費買シ︑十一152図

︿略V︑教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ皆

十一1210

さらば美作の杉坂に待ち

し奉るといふ︒
みまさか

十一164図

達したり︒

翌朝警固の武士ども之を

主上は詩の心を御さとり

の書きたるかと︑讃みかねて上聞に

十一163図 ︿略﹀︑何事を如何なる者

見つけて︑︿略V︒

十一162図

書きつけたり︒

十一159図 ︿略﹀︑大文字に詩の句を

幹をけづりて︑︿略﹀︒

十一158図︿略﹀︑大いなる櫻の木の

幹をけづりて︑︿略﹀︒

十一158図︿略﹀︑大いなる櫻の木の

のび入り︑︿略﹀︒

十一158図 ︿略﹀︑行在所の御庭にし

しのぎて杉坂に着きたりしに︑︿略﹀︒

十一154図 ︿略﹀︑道も無き山の雲を

奉らんとて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑官公吏ノ事務ヲ取扱 十一153図

分業二外ナラヌノデアル︒
十一1210

ヒ︑教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ皆分
︿略V︑教師ノ生徒ヲ教育ス

業二上ナラヌノデアル︒

十一131

ル等班田分業二外ナラヌノデアル︒

臣下として一天筆画の君
を遠國へ遷し奉ること無道の極みな

十一135図
り︒

臣下として一天萬乗の君

武家の運命も今に書きな

を遠國へ遷し奉ること無道の極みな

十一136図
り︒

十一136図

んと︑罵りいきどほる聲ちまたに滋⁝
つ︒

︿略﹀警固の武士もよう
ひの袖をしぼらざるはなかりき︒

十一137図

︿略﹀警固の武士もよう
ひの袖をしぼらざるはなかりき︒

十一138図

の一の
300

ありて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑呉の勢盛になりて︑
︿略﹀︑呉の勢盛になりて︑

會稽山の戦に越の軍を打破りたの︒

くわいけい

十一168図

くわいけい

十一168図
く略V︑萢叢といふ無二の

會稽山の職に越の軍を打破りたり︒

十一1610図
く略V︑萢釜といふ無二の

忠 臣 の 助 を 得 て ︑ ︿略﹀︒

十一1610図
忠臣の助を得て︑ ︿ 略 V ︒

十一171図 ︿略﹀︑遂に呉を滅して會
︿略﹀︑やがて忠臣の起り

稽の恥を雪ぐことを得たり︒
十一172図

て勤王の兵を基げ︑必ず御心を安ん
じ奉るべきことを聞え上げたるなり︒
て 勤 王 の 兵 を 塁 げ ︑︿略﹀︒

十﹁172図 く略V︑やがて忠臣の起り

十一175図本土の西︑近く九州と相
さだのみさき

接せんとする所︑下關海峡あり︒

十﹁176図四部の西には佐田岬長
く突出で︑︿略﹀︒
あはち

十一177図 淡路島の北方︑本土と相
︿略﹀︑大小無敷の島々は

望む所︑︿略V︒

各所に散在す︒

十一1710図

島かと見れば岬なり︒

十一181図船の其の間を行くとき︑

︿略V︒

十一1810翌秋の山は紅葉の錦を織り︑

︿略﹀︒

十一191図秋の山は紅葉の錦を織り︑

を重ぬ︒

十一191図︿略﹀︑冬の木は白雪の綿

十一192図 ︿略﹀︑冬の木は白雪の綿
を重ぬ︒

十一194図 ︿略﹀︑白壁の民家其の間
に鮎在す︒

海の静かなることは鏡の
十一196図
如く︑ ︿略﹀︒

如く︑ ︿略﹀︒

十一196海
図の静かなることは鏡の

の影ものどかなり︒

十一198︿
図略V︑島がくれ行く白帆
月影の小波にくだけ︑漁

火の波間に出波する夜景も亦一段の

十一199図

十一207図

だんのうら

︿略﹀︑屋島・壇浦は源

我が國に遊べる西洋人は

平の昔語に入の感興を動かすこと甚
だ切なり︒

十一208図

此の瀬戸内海の風景を賞して︑︿略﹀︒

交通︒運輸の便を與ふる

我は護らん︑海の國︒

上古の舟車と今日の汽車

もの︑陸に車︑水に船︑︿略﹀︒

十一247図

十一248図

上古の舟車と今日の汽車

・汽船とをくらべんには︑︿略﹀︒

大なるに驚かざらん︒

十一249図 ︿略﹀︑誰か人智の進歩の

・汽船とをくらべんには︑︿略V︒

︿略﹀西洋人は此の瀬戸 十一248図

内海の風景を賞して︑世界海上の一

十一209図

︿略﹀︑白浪設

我は海の子︑︿略﹀︒

大公園なりといへり︒
十一212図圃

二物相待つに非ざれば用

二物相待つに非ざれば用

といへども︑︿略V︒

を爲し難きを﹁車の雨輪の如し︒﹂

十﹇251図

といへども︑︿略V︒

を溶し難きを﹁車の雨輪の如し︒﹂

十﹁251図

大なるに驚かざらん︒

さわぐ 十一249図 ︿略﹀︑誰か人智の進歩の

十一212図圏

︿略﹀︑白浪設 さわぐ

いそべの松原に︑︿略V︒
十一213口口凶圏

生れてしほに浴して︑

いそべの松原に︑︿略﹀︒

︿略﹀︑漁火の波間に出没 十一218図圃

おもむきあり︒

十﹇199図

吸ひてわらべとふりにけり︒

︿略﹀︑千里寄せくる海

浪を子守の歌と聞き︑︿略V︒

の氣を

︿略﹀︑漁火の波間に出没 十一219図圃

する夜景も亦一段のおもむきあり︒
十一1910図

する夜景も亦一段のおもむきあり︒

不断の花のかをりあり︒

の棟車の如きは唯︸輪なり︒

さくちや

瀬戸内海の沿岸には 十一222図團 高く鞭つくいその香に︑ 十一252図 ︿略﹀︑四國の猫車︑皇湾

ふぎさの松に吹く風を
丈齢のろかい操りて︑

さくらや

いで︑軍艦に乗組みて︑ 十一265図

︿略﹀︑荷車には人の引く

︿略﹀︑古風の牛車は博物

小歌交りに老船頭のさを

車等も次第に多く行はれて︑︿略﹀︒

いで︑大船を乗出して︑ 十﹁2510図 都會の地には電車・・自動

館に行かずば見るべからず︒

十︸259園

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

十一255図

べるも亦様攣れり︒

十一253口口凶 自轄車の爾輪が前後に並

の戻車の如きは唯︸輪なり︒

︿略﹀︑四國の猫車︑毫湾

の棟車の如きは唯︸輪なりQ

さくちや

瀬戸内海の沿岸には 十一223図幅高く鼻つくいその香に︑ 十一252図 ︿略﹀︑四國の猫車︑皇湾

く略V等の港多く︑︿略V︒

十一202図
十一202図

不断の花のかをりあり︒

十一227図圃

いみじき樂と我は聞く︒

十一224図圏

不麟の花のかをりあり︒

︿略﹀︑遠く近く黒頭の青 十一223図圃高く鼻つくいその香に︑ 十一252図

︿略﹀等の港多く︑︿略﹀︒

十﹇203図

内海の沿岸及び島々には

空にたなびくを見る︒

十︻205図

内海の沿岸及び島々には

名勝の地少からず︒

十一205図

行手定めぬ浪まくら︑︿略﹀︒

十一245図圃

我は拾はん︑海の富︒

十一243図翻

底︑遊びふれさる異学し︒

嚴島は古より日本三景 十一229図圃 ︿略﹀︑百尋・千尋海の

いつくしま

名勝の地少からず︒

十﹁206図

︿略﹀︑屋島・壇浦は源

だんのうら

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略V︒

十︸207図

平の昔語に人の感興を動かすこと甚
だ切なり︒

301

の一の

さし行く乗A口舟の の ど け さ よ ︒

十一266図 小歌交りに老船頭のさを
さし行く乗合舟ののどけさよ︒

漕ぎ出す漁船の勇ましさよ︒

ろ
十一268図 ︿略﹀若者が膳を揃へて

十一2710図

十一296図

ざらんとす︒

空中の交通開始せられ︑

︿略﹀其の軍事上に鷹用

人智の進歩は際限なしと

せらる＼も決して座上の空談にあら

十一296図

︿略﹀︒

其の後百年間の争訟は蒸 十一294図

氣機關の上に多大なる改良を加へた
く略V︑今や列車の速度は

るを以て︑︿略V︒

一時間七十五哩以上に及ぶものあり︒

十一281図

四萬噸前後の大汽船をも

いふべし︒

シマ

シマ

水雷艇ニハ千鳥・︿略﹀

人ノ風流モシノバル︒
テイ

十一313図

水雷艇ニハ千鳥・︿略V

等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒
テイ

十一314図

其ノ敏速ナル行動ハ鳥ノ

等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

十一314図

空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒
セン
諸子ハ戦艦・︿略﹀・潜水

︿略﹀︑汽車・汽船の進歩

又嚴島・︿略﹀等ハ名勝

カ

︿略﹀︑鹿島・香取口書レ

ノ地ヲ以テ名ヅケタルモノニシテ︑
︿略﹀︒

十一305図

カ

︿略﹀︑鹿島・香取ハ何レ

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ
リ︒

戦艦ハ︿略﹀︑其ノ名ノ

如ク堂々敵ト決戦スルヲ目的トス︒

十一319図

カウ

十一3110図 ︿略﹀︑又艦ノ要部一極メ

巡洋艦ハ軍艦中最モ任務

テ厚キ鋼鐵ニテ包蔵リ︒

ノ多キモノニシテ︑︿略﹀︒

十一325図

十一327図 ︿略﹀︑或三唱ノ港濁及ビ

軍艦ノ情勢ヲサグリ︑︿略V︒

軍艦ノ情勢ヲサグリ︑︿略﹀︒

十一327図︿略﹀︑或ハ敵ノ港湾及ビ

十一3210図 ︿略﹀︑或三田ノ運送船・

商船又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・

十一305図

艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

かくの如くにして︑︿略﹀︒ 十一299図諸子ハ数多アル我が軍艦 十一318図

よロろつば

︿略﹀︑印度・南洋より亜

あ

今や全國鐵道の延長六千

一隻の汽船もなかりしなり︒

︿略﹀︑我が國に一哩の鐵 十一304図

イツクシマ

モノニ隅田・︿略﹀等アリ︒

スミダ

十一302図︿略﹀︑川ノ名ヲ附シタル

三笠・︿略﹀等︑︿略﹀︒

十一301図山ノ名ヲ附シタルモノニ

ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一284図

りか

れり︒

十一288図

捕獲ス︒
チク

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ
ク

リ︒

ナレ︒

次グノ勢力ヲ有シ︑︿略﹀︒

重砲車の如きは十頭の馬 十一306函館逐艦ノ名コソ更二優美 十一332図其ノ大ナルモノハ戦艦二

十一312図

︿略﹀︒

季節ノ名馬ハ初春・︿略﹀

其ノ艦髄二大小ノ差アレ

テ敵ノ主力ト戦フコトアリ︒

ドモ︑︿略﹀︒

十︸333図

海防艦ハ專ラ自註ノ沿岸

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

十一336図

ヲ積ミ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑風ノ如ク急進スル 十一334図︿略﹀︑何レモ多量ノ石炭

︿略﹀︑又優ニヤサシキ武

勇壮ナル有様モオモヒ見ルベク︑

十一3010図

等アリ︒

十一309図

風・︿略﹀等アリ︒

重砲車の如きは十頭の馬 十一306図風ノ名ヲ負ヘルモノニ神 十一332図︿略﹀︑時二戦艦ト合同シ
大小幾多の軍艦は海上の
大小幾多の軍艦は海上の

近年は空中飛行器の襲明
諸國に起れり︒

十一294図

浮城とも号すべく︑︿略﹀︒

十一292図

浮城とも構すべく︑︿略﹀︒

十一291図

をして引かしむ︒

十一291図

をして引かしむ︒

十一291図

に驚くにたへたり︒

國運登展の速なること實

米利加・欧羅巴の航路をも開くに至

め

十一288図

哩を越え︑︿略﹀︒

十一286図

道も︑

十一286図

道も︑一隻の汽船もなかりしなり︒

十一285図︿略﹀︑我が國に一哩の鐵

む︒

は世界諸國をして日に盆く接近せし

十一283図

製造するに至れり︒

十一2610図 和船の大なるは五百石積 十一282図
・ 千 石 積 等 あ り て ︑︿略﹀︒

・三本の楮あるもあり︒

十一272図 西洋形の帆前船には二本

︒三本の摘あるもあり︒

十一272図 西洋形の帆前船には二本

︿略﹀︑十分に風力を利用することを

十一273図 帆の運用自在なれば︑
得︒

︿略﹀ ︑ 風 の 方 向 に 關 ら ず ︑

十分に風力を利用することを得︒

十一273図

十一275図 スチブンソンの造りし機
關車は︑︿略﹀︒

關車は︑今日の完備せる機關車にく

十一276図 スチブンソンの造りし機
らぶべくもあらず︒

フルトンの始めて造りし

十一277図 フルトンの始めて造りし
汽船は︑︿略﹀︒

十一278︹図

汽船は︑今の小さき川蒸論争の暗き
さなりしならん︒

汽船は︑今の小さき川蒸課程の貫き

十一279図 フルトンの始めて造りし
さなりしならん︒

十一2710図 其の後百年間の嚢達は蒸
氣機關の上に多大なる改良を加へた
るを以て︑︿略V︒
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十﹁338図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二丁
寄り︑︿略﹀︒

十一詔9図 砲艦ハ︿略﹀︑敵ノ陣地
ヲ攻撃スルモノナリ︒

十一341図 通報古制主トシテ艦隊ノ
命 令 ・ 報 告 等 ヲ 黒 糖シ︑︿略﹀︒

十一342図 く略V︑或ハ敵ノ軍艦又ハ
︿略﹀︑或ハ敵ノ軍艦又ハ

沿 海 ノ 情 勢 ヲ サ グ リテ︑︿略﹀︒

十一342図
沿海ノ情勢ヲサグリ テ ︑ ︿ 略 V ︒

十一346図 く略V︑又敵ノ水雷艇ヲ駆
逐・撃破スルヲ目的トス︒

存候︒

これあり候︒

等にて︑︿略﹀︒

たかお

たんすゐ

南部の打狗港と淡水・

ひのき

かし

かし

あ

り

蹟の多き所に御座候︒

萬と申候︒

し︑︿略﹀︒

あ

り

阿里山の檜材は世界無

︿略﹀︑中には直樫二十

教育の事業も段々進歩

︿略﹀︑國家の爲眞に大

吉野の朝の頃︑赤松光範︑

せつ つ

う

の

此の時討死せる宇野六郎

﹁正儀は主君の敵にて︑

また我に代りて討死し

たる六郎の形見とも思ふものを︒﹂

十一424図園

我が爲にも父の仇なり︒

十一417図囹

我が爲にも父の仇なり︒

十一417図園 ﹁正儀は主君の敵にて︑

の一子に熊王といふ者あり︑︿略﹀︒

十一415図

︿略﹀︒

楠木正儀と囁津の住吉に職ひて︑

くすのきまさのり

十一414図

十一414図 吉野の朝の頃︑︿略﹀︒
みつのり

賀の至に御座候︒

十一408歯髄

賀の至に御座候︒

くす
中部の山林には樟・松 十一408塵團 く略V︑國家の爲眞に大
しひ

しひ

くす
中部の山林には樟・松

・杉・檜・樫・心念の繁茂著しく︑
︿略﹀︒

ひのき

十一387建国

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑
︿略﹀︒

其の三根の地に入りて︑
一大樹を成したるは見事に御

十一389畷團
︿略﹀
座候︒

十﹁391圓単玉にも直土一尺以上の
てつばい
く略V︑是にて竹筏とい

ものこれあり︑︿略﹀︒

十一393圓国

︿略﹀︑附近に名所・萬

毫南は南部の大都會に

ふ皇湾特有の船を造り候︒

十一396㈱困
て︑︿略﹀︒

十一398國臣

全島の住民は約三百鯨

ても無蓋藏と申すべく候︒

十﹁403圏国 ︿略﹀︑山林の富のみに

得るものもこれあり候由︑︿略﹀︒

尺齢︑一樹にて千五百尺〆の材積を

十﹁402薩國

︿略﹀︒

比の良材と会せらる﹂ものにて︑

十﹇3910球団

︿略﹀︒

比の良材と構せらる﹂ものにて︑

基隆港の大規模の築港 十﹁399便国 阿里山の斜材は世界無
基隆港の大規模の築港
︿略﹀︑打首の築港も唯

本島産物の重なるもの
本島産物の重なるもの

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖

しやうなう

十一378圓團

は︑︿略﹀︒

十一378圓囲

今盛に工事中に御座候︒

十一377㈱囲

も遠からず落成致すべく︑︿略﹀︒

十﹁376圏国

も遠からず落成致すべく︑︿略﹀︒

當総督府の纒螢も着着 十一375圏囲

其の効を見るに至り庶事︑かねて御

十﹁3510國園

當総督府の纏螢も着着

承知の通りに候虞︑︿略﹀︒

十一362㈱国
其の効を見るに至り旧事︑かねて御
當宵立市街の如きは︑

承知の通りに候慮︑︿略V︒

十﹇364國團
近年市厘を改正し︑街路井然︑︿略﹀︒

︿略﹀建築物の壮大な

︿略﹀︑交通の利便いよ

︿略﹀︑交通の利便いよ 十一387魑囲

一を占め居候︒

く略V︑そゴうに當年を 十一383囲國米田は全平地の二分の 十︸406陳國

の八分の五を占むる由に御座候︒

北方の皇国神社ユ参拝 十一379國国 ︿略﹀︑樟拶は世界産額 十一404圏国

る︑内地にても見る能はざる程に御

十一365塵團
座候︒

十一3610國国

く開け︑︿略﹀︒

十一3610閥国

追懐するの情にたへず候︒

十一368圓團

すれば︑︿略﹀︒

十﹁351図 以上ノ外︑尚水雷母艦・ 十一367國囲
工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ
有スルモノアリ︒

十一351図 以上ノ外︑尚水雷母艦・
工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ
︿略﹀︑國家防禦ノ上ヨリ

有スルモノアリ︒
十一353図

く開け︑産業の嚢達は盆く多望に
たんすゐ

イフモ︑商業保護ノ上田リイフモ︑

たかお

相成候︒
あんぴん

たかお

南部の打狗港と淡水・

たんすゐ

基隆・安平の三港とは本島の四開港

あんぴん

あんぴん

場にこれあり︑︿略﹀︒

な

︿略﹀︑其の外支那形船

に限りて許されたる敷多の開港場も

十一375閥圏

し

基隆・安平の三章とは本島の四開港

きいるん

十一373薩国

場にこれあり︑︿略﹀︒

基隆・安平の三港とは本島の四開港

きいるん

十一373團国

場にこれあり︑︿略﹀︒

きいるん

十﹇372薩囲

南部の打狗港と淡水・

常二強大ナル海軍ヲ有セザルベカラ
ズ︒

十一354図︿略﹀︑國家防禦ノ上ヨリ
イフモ︑商業保護ノ上ヨリイフモ︑
︿略﹀︒

十︸358圓国 當地にてはとくに苗の
︿略﹀︑南部にてははや

植付も終り︑︿略﹀︒

十一359懊囲

稻の花盛りの由に御座候︒

十﹁359圏国 く略V︑南部にてははや
稻の花盛りの由に御座候︒

十一3510國国 御地は今尚冬の季節と
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十一431図 熊王直ちに河内に行きて︑
ひやうこのすけただもと

赤坂城のほとりにた㌧ずむ︒
やしみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑

十一432図 正儀の臣兵庫介忠元あ
︿略﹀︒

十一433図囹 ﹁赤松光範の臣宇野六
郎の子なり︒

十一433図囹 ﹁赤松光範の臣宇野六
郎の子なり︒

十一433図囹 住吉の戦に父の討死し
︿略﹀︑一族の者領地を

たる後︑︿略V︒

十一434図圏
うばひて︑我を追出したり︒

十一435図園 光範と心を併せての事
とて︑如何ともし 難 け れ ば ︑ ︿ 略 V ︒ ﹂

十一436図園 ︿略﹀︑禁門に入りて父
の 後 を と ぶ ら は ん とて︑︿略﹀︒﹂

十一441図月日は流る＼水の如く︑
熊王十五歳になりぬ︒

︿略﹀︑少しも疑ふ心なき

如何でか討たるべき︒
十一452図
︿略﹀︑刀のつかに手をか

正儀の様を見ては︑︿略﹀︒

十一453図
︿略﹀︑熊王年來包みたる

くべきやうもなし︒

十一456図

︿略﹀︑正儀より賜はりた
しやうくわん

心の中を打明けて︑︿略﹀︒

十．﹁461図

かくて光範の與へたる刀

る名の正寛を其のま㌧に正寛法師
と名乗れり︒

十一462図

かくて光範の與へたる刀

には事の由を書添へて送り返し︑
︿略﹀︒

十一462図

には事の由を書添へて送り返し︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑心の攣ることもあ

るべきかとて︑其の後は一度も院の

十一463図

門外へは出でざりきとそ︒

︿略﹀︒

十一467

十一472

アラビヤは世界に名高い良
アラビヤ馬の長途の騎行に

こ＼にアラビヤ馬の達者な
昔トルコの或大將がアラビ

ことを謹明する面白い話がある︒

十一471

︿略﹀︒

たへることは實に驚くべき程で︑

アラビヤ馬の長途の騎行に

たへることは實に驚くべき程で︑

十一467

馬の産地である︒

十一466

の門外へは出でざりきとそ︒

十一442図園 く略V領地を與へんと 十一464図 ︿略﹀︑其の後は一度も院
したれども︑熊王は﹁何の職功もな
ければ︒﹂とて受 け ざ り き ︒

十一444図 あくる年は六郎の七回忌
なり︒

︿略﹀︑年頃の恩愛︑殊に

は今日の元服の事等思ひ置けては︑

十一4410図

︿略﹀︑年頃の恩愛︑殊に

如何でか討たるべき︒
十一4410図

は今日の元服の広言思ひ績けては︑
︿略﹀︑年頃の恩愛︑殊に

如何でか討たるべき︒
十一4410図

は今日の元服の事等思ひ働けては︑

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ
約束をした︒

﹁あれ程の名馬はいくら

金を沖っても惜しくはない︒﹂

十一492囹

アラビヤに良馬の多く産す

︿略﹀︑風土が馬の飼養に適

敷千年の久しい間︑土人の

絶えてたゆまない丹誠の結果である︒

十一4910

してみるばかりではない︒

十一499

るのは︑︿略﹀︒

十一499

ひいて來て︑︿略﹀︒

十一494 ︿略﹀︑前の馬主が再び馬を

く外を眺めてみると︑︿略﹀︒

︿略V一頭の名馬を三千圓 十一494 四日目の朝︑大將は何心な

で買ふ約束をした︒

十一472

段々口論の末︑大渓は怒つ
段々口論の末︑大里は怒つ

て三千圓の金を地に投げつけた︒

十一475
十一476

て三千圓の金を地に投げつけた︒

馬主はしばらく大里の顔を
見つめてみたが︑︿略V︒

十一477

︿略﹀︑馬の耳に口を寄せて︑
何事か話してみるかと思ふと︑︿略﹀︒

十一478

ない丹誠の結果である︒

︿略﹀︑大將の部下の二三人 十一4910 ︿略﹀︑土人の絶えてたゆま

古來アラビヤ人は馬を家族

或人のアラビヤ旅行日記の

供と同じ様にかはいがる︒

十一504 ︿略﹀︑家長は之を自分の子

の一ロ貝と考へて︑︿略﹀︒

十一503

ない丹誠の結果である︒

︿略﹀︑大豊の部下の二三人 十︐一501 ︿略﹀︑土人の絶えてたゆま

はく略﹀︑其の跡を追っかけた︒

十一4710

十一4710

はく略﹀︑其の跡を追っかけた︒

︿略﹀直ちに自分の馬にま
追手が︿略﹀︑後れ＼ば脚

たがって︑︿略﹀心

十一481
十一484

のきざみを短くする︒

一節に次の様なことが書いてある︒

︿略V︑夜のとばりは全く馬 十一506

詫人のアラビヤ旅行日記の

或人のアラビヤ旅行日記の

一節に次の様なことが書いてある︒

十一507

一節に次の様なことが書いてある︒

︿略﹀︑夜のとばりは全く馬 十一507

主の行方をかくした︒

十一486
十一487

主の行方をかくした︒

追手のトルコ人は如何とも

やうやく立歩くことのでき

やうやく立歩くことのでき

る三つ四つの子供が︑︿略V︒

三日目の夕方一同半死半生 十︻5010

すべき方法が無い︒

十一488
十一4810

の膿になって蹄って來た︒

る三つ四つの子供が︑︿略﹀︒

三日目の夕方一同半死半生 十一5010
の膣になって蹄って來た︒

十一4810

き︑脚をなでて︑戯れてみると︑

一方面はアラビヤ人の不實 十一5010 ︿略﹀子供が︑馬の尾を引
を罵りながら︑︿略V︒

十一491
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︿略﹀︒

十︸513 此の一事でアラビヤに名馬
︿略﹀︑家運自ラ開ケテ一

の産する所以が分 つ た ︒ ﹂

十一518図
家ノ内笑フコト多シ︒

十一5110図 笑ハント欲セバ︑一家ノ

他人ノ歓心ヲ買ハントシ

花客二接シテ愛敬ヲ墨ス

テヘツラヒ笑フハ︑︿略﹀︒

十一5310図

十一542園
ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ミダリニ聲色ヲ作

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十一543図
ノ念ナキモノハ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一552

ナポレオンが︿略﹀︑イタリ

十一595図圏

老いムる父の望は一つ︒

しばらくすると︑谷底の方 十︸596図工 義勇の務御集に蓋し︑

に太鼓の音がかすかに聞える︒

十︸559

義勇の務御蚕に墨し︑

孝子の智我が家にあげよ︒

出征兵士の弟ぞ︑我は︒

十一608図圏家の事をば心にかけず︑

十一603図圏

十一599図圏老いたる母の願は一つ︒

孝子の署我が家にあげよ︒

耳をそばだてて聞けば︑進 十一597図無

に太鼓の音がかすかに聞える︒

十一5510

ピエールが打ついつもの太

軍の調である︒

十一56一

打鳴らす太鼓の音は段々に

鼓に違ない︒

十一566

家の事をば心にかけず︑

御國の爲に行きませ︑いでや︒

兵士等は氣をあせるのみで︑ 十︻609図圏

低くかすかになる︒

十一568

武勇のはたらき命さ＼

御堂の爲に行きませ︑いぎ．や︒

武勇のはたらき命さ＼

勇氣は彼に︑情は是に︑

勇まし︑やさし︑を＼しの別︒

十一617図圃

げて︑御巡の敵を討ちなん︑我は︒

十一613図圏

げて︑鼠毛の敵を討ちなん︑我は︒

マクドナールは此の隊の司 十一612図圏

何の工夫もつかぬ︒

隊中にピエールといふ年の 十一5610

﹁將軍の命は我々千萬人

令官で︑︿略﹀︒

﹁將軍の命は我々千萬人

大砲のつなをく＼りつけ
て︑早く自分を谷へ下せ︒

十一581囹

が命を惜しむ理由はない︒

十一587

手早く帯をほどいて︑日

く略V︑心ばかりの祝宴

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑

︿略﹀︒

相開き︑︿略﹀︒

十一622塵国

く略V御光來下され候

はば光榮の至に呼樋︒

十一624圏国

如くに御座候︒

︿略﹀︑御光臨の榮を賜

十一625圓国先は御案内まで︑此の

將軍の愛情と勇氣によって︑ 十﹁637國国

エールの艦にく＼りつけて合圖をす
ると︑︿略﹀︒

十一5810

追て準備の都合もこれ

はり度︑此段御案内申上候︒

︿略﹀︒

十一643 ︿略﹀︑毎日三度ノ食事ニモ︑

有り候間︑︿略﹀︒

將軍の愛情と勇氣によって︑ 十一638塵圏

壷中の花が助かったので︑︿略﹀︒

十一5810

︿略﹀︑全軍一同に歓喜の聲

毒中の花が助かったので︑︿略﹀︒

をあげた︑︿略V︒

十﹁591

たんじやう

十一578囹我が子の死ぬのを見て父 十一621國困 ︿略﹀︑來る七月二日の

の命よりも貴い︒

十一574園

の命よりも貴い︒

昼中にピエールといふ年の 十一573園

ふと山のいたゴきの方にす

静かな山の中に流れる水の
静かな山の中に流れる水の
しばらくすると︑谷底の方

もう太鼓の音は聞えぬ︒

︿略V︑百雷の一時に落ち 十一584 將軍が谷底へ下りた時には︑
︿略﹀︑山のやうな雪なだれ
がなだれて來て︑︿略﹀︒

十一554

か﹂る様なひゴきと共に︑︿略﹀︒

十一553

︿略﹀︒

さまじい物一日が聞え始めたと思ふと︑

ふと山のいたゴきの方にす

さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑

十一552

頃十三四ばかりの少年鼓手があった︒

十一5410

頃十三四ばかりの少年鼓手があった︒

十一5410

ヤへ攻入った時は冬の半で︑︿略﹀︒

十一548

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

一家和合セザル時ハ 十一544図 ︿略﹀︑ムシロ不愛敬ナリ

和合ヲ計ルベシ︒

十一521図

︿略﹀︑身膿ノ健全ヲ害ス

︿略﹀︑笑聲ノ戸 ヨ リ モ ル ・ 事 ナ カ ル
ベシ︒

レバ︑︿略﹀︒

十一526園

嵩ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

十一528図 公明正大ニシテ︑心中一

十一5210図内二省ミテ︑ヤマシキコ
トアレバ︑︿略﹀ ︑ 心 中 ノ 苦 ヲ 如 何 ニ
セン︒

︿略﹀︑他人ノ悲ヲ思ハズ

十一533図 笑ハ心身ノ良藥ナレドモ︑
︿略﹀︒

十一534図
︿略﹀︑他人ノ悲ヲ思ハズ

シテ笑フハ同情ノ無キ人ナリ︒
十一535図
シテ笑フハ同情ノ無キ人ナリ︒

十一536図 儀式・主面等ノ席ニテ談
笑 ヲ ツ ・ シ ム ハ ︿略﹀︒

十一559

音が遠く聞えるばかり︒

十一558

音が遠く聞えるばかり︒

十一558

何の答もない︒

十一537図 く略V我等文明國民ノ美十︻557 ︿略﹀聲を揃へて呼んだが︑
風ナリ︒

十一538図 他人ノ悪事・短所ヲアザ
ケリ笑フハ︑︿略﹀︒

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十一538図 他人ノ悪事・短所ヲアザ
リ︒
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十一645 同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅
ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ
レ︑︿略﹀︒

十一645 同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅
ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ
レ︑︿略﹀︒

十一646 ︿略V︑料理ノ方法ニヨツテ
ハ︑其ノ纏濟ノ上半モ大イナル得失
ガアル︒

ハ︑其ノ経濟ノ上舵モ大イナル得失

十一646 ︿略V︑料理ノ方法ニヨツテ
ガアル︒

十一648 材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑
︿略﹀︒

十一648 材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑
︿略﹀︒

十一648︿略﹀︑先ヅ衛生・経濟・味
ノ三方面ヨリ考ヘナケレバナラヌ︒

十﹁6410 衛生上ヨリハ︑成ルベク滋

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選
︿略﹀︑経濟上ヨリハ︑成ル

ブベク︑︿略﹀︒

十一651

方二多少ノ注意ヲ要スル︒

季節二依ツテ︑食物ノ選ビ
寒イ輝国︿略﹀アプラ氣ノ

方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十一654
十一656
︿略﹀︑暑イ時分ハ︿略V︑

多イ食物が適當デアルガ︑︿略﹀︒

十一657

十一6610

皇国ハ種々ノ食物ヲ置キ︑

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ
ラ︑︿略﹀︒

其の内寝食・談話・遊戯

・病氣等の爲に費す時間は三分の二

十一677図

百歳の長命を保ちて︑一

を占め︑︿略V︒

十一683図

生を坐食に費す者あり︒

人生の長短は事業の大小
人生の長短は事業の大小
人生の長短は︿略﹀︑年

古人の片言・隻句も我等

の種ならぬはなく︑︿略﹀︒

す

十一689図

十一691図時間の貴きを知れる者は

思ひても返らぬことをく

然れども人の勢力には限

無暗に苦しむことなし︒

十一692図

りあり︒

十一702図

よくと心配するは︑未練にして愚

約束の時日を違ふるが如

なる人のする事なり︒

きは時間の賊なり︒

十一705図

きは時闇の賊なり︒

十一706図約束の時日を違ふるが如

守らざるべからず︒

十﹇706図殊に集會の時間は正しく

一人の後る＼爲に多人敷

をして貴重の時間を空費せしむれば

十一707図

なり︒

をして貴重の時間を空費せしむれば

なり︒

の中の一人若し十分を後るとせば︑

十一708比例へば六十人の集會に其

︿略﹀︒

の中の一人若し十分を後るとせば︑

︿略﹀︒

失は合して十時間となるべし︒

十一709図 ︿略﹀︑六十人の時間の損

る時代にありては︑︿略﹀︒

通の機關爽達し︑社會の活動敏速な

十一711図 ︿略﹀︑今日の如く通信交

失は合して十時間となるべし︒

︿略﹀︑街上に落ちたる硝 十一709図 ︿略﹀︑六十人の時間の損

がら

子の一片を去るも︑公衆の利盆なる

がら
く略V︑街上に落ちたる硝

十一689図路傍の一草・一木も學問 十一708図例へば六十人の集會に其

の種ならぬはなく︑︿略﹀︒

十一688図路傍の一草・一木も學問

が師なり︒

十一688図

も輕んずべからず︒

十一686図之を思へば︑一寸の光陰 十一707図 一人の後る㌦爲に多人士

歯の多少を以て量るべからず︒

十一685図

を以て量るべく︑︿略﹀︒

十一685図

を以て量るべく︑︿略﹀︒

十一684図

名を萬世にとゴむる者あり︒

又魚類や野菜ハ各其ノ季節 十﹇684図 二三十歳の短命にして美

且胃腸ノ弱り易イ時デアルカラ︑
︿略﹀︒

十一659
ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

︿略﹀︑又人々ノ好ミニモ適

モヨク︑︿略V︒

スル︒

十一6510

十一662

例ヘバ動物質ノ滋養品ニハ

アキ易ク︑身艦ノ爲ニモヨクナイ︒

十一664

植物質ノ食物ヲ添へ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑又汁氣ノナイモノノ

植物質ノ食物ヲ添へ︑︿略﹀︒

十﹇665例ヘバ動物質ノ滋養品ニハ
十一665

︿略V︑又汁氣ノナイモノノ

次ニハ汁物ヲ出シ︑︿略﹀︒

十一665

次ニハ汁物ヲ出シ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑アマイ物ノ後ニハ塩

其ノ他切方・並べ方︑色ノ

べし︒

十︻6810図
す

︿略V︑皆ソレゾレノ工夫ガ 子の一片を去るも︑公衆の利盆なる

ガ入用デアル︒

配合二至ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫

十一667

カライ物ヲ配合スル類デアル︒

︿略﹀︑纒玉上ヨリハ︑︿略﹀︑ 十一666

ベ ク 償 ノ 安 イ モ ノ ヲ求肥︑︿略﹀︒
十一652

ソレヲ成ルベクスタリノナイ様二用
フベク︑︿略﹀︒

十一652 ︿略﹀︑味ハ人々ノ好ミヲ考
ヘテ︑︿略﹀︒

べし︒

書多く︑學ぶべき物多く︑︿略﹀︒

︿略﹀皇所神島二清潔ヲ保 十一6810図 我等の楽園には讃むべき
ツノ必要ガアル︒

十一669

入用デアル︒

十一652 ︿略V︑味ハ︿略﹀︑多敷ノ 十一668

満足ヲ買フベキ物ヲ選バナケレバナ
ラヌ︒

十一654 季節二依ツテ︑食物ノ選ビ
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十一711図 ︿略﹀︑今日の如く通信交

通の機藩論達し︑社會の活動敏速な
る 時 代 に あ り て は︑︿略﹀︒

ら寝ねずして︑︿略﹀︒

十﹇765図

み

︿略﹀︑先年大風雨の爲︑

最も大なるは第一の爆布
瀧の後より山路を上るこ
︿略﹀︑↓條の谷川あり︑

美濃の養老院は孝子の傳

の

神戸市水道の源たり︒

十一777図
み

の

説を以て其の名天下に高し︒

美濃の養老院は孝子の傳
説を以て其の名天下に高し︒

氷結して︑水晶の花を咲かす︒

十一787篤く略V︑水のしぶき枯木に

十一788図︿略﹀︑水のしぶき枯木に

み

の

ながら

氷結して︑水晶の花を咲かす︒

十﹇792図中にも美濃の長良川の鵜

み

の

ながら

飼は最も名高く︑︿略﹀︒

十一792図中にも美濃の長良川の鵜

長良川は岐阜市の北を東

飼は最も名高く︑︿略﹀︒
ぎ ふ

観客は遊船を中流に浮べ

川上にかゴり火の明り先

かざをりゑぼ

鵜匠は古風の風折烏帽

うじやう

かゴり火も亦古代の風を

鵜匠は一人にて十二羽の

片手に握り︑︿略V︒

十一805図 ︿略﹀︑十二條の愚なはを

鵜を使ひ︑︿略﹀︒

十﹁805図

其のままなり︒

十一803図

子をかぶり︑こしみのを着く︒

十︸802図

し

づ見え初めて︑︿略﹀︒

十一7910図

て︑鵜舟の下り來るを待つ︒

十﹁7910図

より西へ懸る︒

く略V︑この水即ちか＼つ 十一794図

又一山を越ゆれば︑第三
市民遊覧の地にして︑又
神戸市水道の源たり︒

十一775図

の瀧に至る︒

十一772図

第二の瀧あり︒

十一771図更に川に沿ひて上れば︑

て第一の野火を成すなり︒

十一771図

︿略﹀︒

十一7610図

と四町齢︑︿略﹀︒

十一769図

にして︑︿略﹀︒

十一768図

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑ 瀧口の一角崩れ落ち︑︿略﹀︒

︿略﹀︑尚も鶴の臥したる様をなせり︒

十﹇7310図

﹁今日書き給はん鶴の

︿略﹀︑書師それより後の

﹁先に圭里がきたる檜の

﹁︿略﹀︑箱根山申にて

水の奇観は細布に如くは
我が國には敷多の二布あ

を日光の三大爆布と宿す︒

十一7510図中にも華嚴︒霧降・裏見 十一776図 市民遊覧の地にして︑又

り︑︿略﹀︒

十一756図

なし︒

十一756図

たれば︑︿略﹀︒﹂

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

十一751図囹

枝に一枝足らぬ所あり︑︿略﹀︒﹂

十一7410図圓

二枚には蚕がかず︑︿略﹀︒

十一745図

姿はかやうなるべし︒﹂

十一711図 ︿略﹀︑今日の如く通信交 十一741図園

通の機關爽達し︑社會の活動敏速な
る 時 代 に あ り て は︑︿略﹀︒

は 檜 一 本 を 書 が き︑︿略﹀︒

ひのき

十一716図其の座敷の一間の杉戸に

ひのき

十一716書置の座敷の一間の杉戸に
は 檜 一 本 を 書 が き︑︿略﹀︒

十五羽ばかり書がけり︒

十一717図︿略﹀︑他の一間には鶴二
十一718図 此の書あ出面たる由來こ
そ面白けれ︒

度も自筆を取り給ひしことなし︒

十一722図園︿略﹀︑三年の間未だ一
十一723図圏 我衣食の費をいとふに
あらざれども︑︿略﹀︒

十一726図園 さらば年來の謝恩に何 十一761図 ︿略﹀︑直下七十丈の水は
するしやう

絶壁に水晶のすだれをかく︒
絶壁に水晶のすだれをかく︒

するしやう

或夜小僧住持の居間に來 十一761図 く略V︑直下七十丈の水は 十一777図

か書きて参らすべ し ︒ ﹂

十一728図
りて︑︿略V︒

の書師の有様を見 給 へ ︒ ﹂

二見瀧は後の細道より瀧

は幾十尺なるを知らず︒

世界第一の大賢布は北米
︿略﹀︑其のひゴき萬雷の
︿略﹀︑附近数百歩の地に

立町冬の頃は爆水落つる
に随ひ氷結して︑︿略V︒

十一785図

ありては︑︿略﹀︒

十一783図

とゴろくが如く︑︿略﹀︒

十一781図

合衆前のナイヤガラなり︒

十一778図

合衆國のナイヤガラなり︒

りす︒

十一817図

く略V︑鵜は︿略﹀︑ひた

鵜の首元は細なはにてし

鵜の鮎を呑むは必ず頭よ

十一816図 く略V︑頑なる鵜は能く十
のど
二三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒
あゆ

ばりたれば︑︿略﹀︒

十﹁813図

すら其の獲物の多からんことを競ふ︒

十一812図

の光にはげまされて︑︿略﹀︒

十一729図面 ﹁かしこに行きて︑彼 十一763図 く略V︑其の瀧つぼの深さ 十一778図 世界第一の大六通は北米 十一811善く略V︑水に飛散る火のこ
十一763図

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一733図 翌日壷工の早朝に起出で
て垂がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

裏見瀧は後の細道より瀧

たりしが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先年大風雨の爲︑
瀧口の一角崩れ落ち︑︿略﹀︒

十一765図

たりしが︑︿略﹀︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一764図

なり︒

十一734図 筆勢非凡にして︑丹青の
妙いふべからず︒

十一735図 かくて次の夜は如何にと
うかゴふに︑︿略﹀︒

十一735図 く略V︑前の如く夜もすが
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十一8110図

シ︒

蒸氣機關ノ藩儒ヨリテ自

︿略﹀︑其ノ作業ノ速ニシ

︿略﹀︑精巧ナルレースノ

テ進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見
ルが如シ︒

十一854図

く略V︑細大意ノマ・ニシ

テ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナシ︒

テ︑手紡ノ如ク不揃トナルコトナシ︒

十一873図

十一882図

︿略﹀︑葉巻轟の縣にて葉

︿略﹀︑葉巻轟の縣にて葉

︿略﹀醸造の業と建築の

︿略﹀醸造の業と建築の

︿略﹀︑先づ幾組かのや＼

業とをかねたりといはんか︒

十一879図

業とをかねたりといはんか︒

十一879図

す
みに巣を造るはく略﹀︒

十一878図蜜蜂の蜜を吐き︑又たく

みつばち

をつゴり合するは裁縫の業に同じ︒

十一878図

をつゴり合するは裁縫の業に同じ︒

十一878図

は紡績の業に等しく︑︿略﹀︒

十一874図 機械ノカバ驚クベキモノ
流ヲ見ルが如シ︒
シノ
ニアラズヤ︒
十一855図 ︿略﹀︑親指大ノ篠形トナ
まゆ
十一877図 盤の綜を吐きて繭を造る
リテ鐵管ノ中二入ル︒
ンノ
は紡績の業に等しく︑︿略﹀︒
く略V︑親指大ノ魚形トナ
まゆ
十一877図 慧の綜を吐きて繭を造る
リテ鐵管ノ中二入ル︒

十一855図

移シ︑︿略﹀︒

十一858図︿略﹀︑又更二他ノ機械二
︿略﹀︑次第ニヨリヲカケ

十一859図

上手ナル者ハ一分時ニヨ
昔ノ金車ニテ紡グ時ハ︑
昔ノ綜車ニテ紡グ時ハ︑

太き綜を渡し︑︿略﹀︒

く略V︑多量の土を呑込み

︿略﹀︑多量の土を呑込み

かくて敷年の後には︑地

ては之を地上の穴の口に出す︒

十一886図 ︿略﹀︑多量の土を呑込み

ては之を地上の穴の口に出す︒

十一886図

ては之を地上の穴の口に出す︒

十一885図

漁業の類とも見るべし︒

︿略﹀︑今ハ僅カニ六七人 十﹇884図此の網にて轟を捕ふるは

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑

十一869図

︿略V︒

十一869図

ク十敷銀ノ縣ヲツナグトイフ︒

十一867図

テ︑適訳ノ太サトナシテ︑︿略﹀︒

サテ最後二精紡機二移シ

テ縣ノ形二近ヅカシム︒

之ヲ紡績作業ノ第一段ト

直脛尺齢ノ錘綿トス︒

ス︒

十一845図

十一8510図

其ノ作業ノ間千畳綿花ノ
︿略﹀綿花ノ細片四方二

︿略﹀︑機械ノ前山立テバ

︿略﹀︒

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十一871図

フコトヲ得ベシ︒

コレニハ細小ノ針金ニテ
作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑

︿略﹀︑今ハ僅カニ六七人

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

コレニハ細小ノ針金ニテ 十一871図

作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑

モ

︿略﹀彼ノ蝋燭ノ心トス

ラフソク

フコトヲ得ベシ︒

ク

といふ︒

面に近き土をば全く上下にうち返す

︿略﹀︑蜘蛛ノイノ如キ細 十一886図
︿略﹀︑四尺程ノ幅トナリ 十一873図 ︿略﹀︑細大意ノマ・ニシ

キ綜︑︿略﹀︒

十一873図

ル太キ縣︑︿略﹀︒

十一872図

︿略﹀︒

十一8410図

︿略﹀︒

十一849図

全身忽チ白シ︒

十一847図

︿略﹀︒

飛散シテ︑吹雪ノ風ニクルフが如ク︑

十一846図

細片四方二飛散シテ︑︿略﹀︒

十一846図

細片四方二飛散シテ︑︿略﹀︒

十一846図

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ

十一844図 ︿略﹀︑長サ四尺バカリ︑
ムシロ

ヲ去り︑︿略﹀︒

十一843図

︿略﹀︑土砂其ノ他ノ雑物

テ整然タルニハ︑何人モ驚クナルベ

十一841図

廻轄スベク︑︿略﹀︒

動スル機械ハ︑幾垂トナク立並ビテ

︿略﹀︑鵜匠のなはさばき 十一8310図
︿略﹀︑鵜匠のなはさばき

よりも一層の見物なり︒
十一8110図
よりも一層の見物なり︒

來り︑︿略﹀︒

十一823図魚は火の光を追ひて集り

︿略﹀︑漁夫は一時間齢に

る鵜の影に恐れて︑水面近く浮ぶが

十一824図 魚は︿略﹀︑水底にうつ
故に︑︿略﹀︒

十一828図

華年 の 漁 舟 相 並 び ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

して敷千百尾の鮎を得るを常とす︒
十﹁829図

百にも近き鵜︑此方に浮び︑彼方に

十一829図 ︿略﹀かゴり火の下に︑

沈み︑︿略﹀︒
ぢやうちん

十一831図︿略﹀︑数十隻の遊船︑岐

阜提灯の光を水にうつせる奇観は
く略V︒

阜提灯の光を水にうつせる奇観は

ぢやうちん

十一832図 ︿略﹀︑敷十隻の遊船︑岐

︿略﹀︒

十一833図 鵜なはを引上げて︑鵜の
︿略﹀︑半月金華山の上に

ふ な ば た に 立 並 べ る時︑︿略﹀︒
きんくわ

十一834図
出でて︑︿略﹀︒

十一836図 我が國ノ機械工業中最モ
盛 ナ ル ハ 紡 績 事 業 ニシテ︑︿略﹀︒

硫綿機ヨリ出ヅル綿花ハ

ケヅルニ似タリ︒

十一837図 年々一億圓ノ綿花ヲ輸入 十一852図 アタカモ人ノ頭髪ヲクシ
シ テ ︑ 綿 綜 又 ハ 綿 布トシ︑︿略﹀︒

十一853図

眞白雪ノ如ク︑︿略﹀︒

十一838図 ︿略﹀︑内國ノ所用ヲミタ 十一853図

シテ︑尚海外二輸出スルモノ五千萬
圓以上二及ブ︒
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りて︑︿略﹀︒

十一887図農夫の田畑を耕すに似た 十一901図 ︿略﹀︑周園の雑草を食切
らずや︒

成長を保護し︑︿略﹀︒

め
十一889図 油轟は植物の若芽・若葉 十一902図 ︿略﹀︑ひたすら此の草の
な ど に 居 り 着 き て ︑︿略﹀︒

り︑︿略﹀︒

是即ち農業の牧穫に異な

十一9010図例へばこ＼に一種の石あ

︿略﹀とによりて生ずるものなり︒

十一906博物の償は効用あることと︑

らず︒

︑十一903図

に落つるを待ちて︑︿略﹀︒

十一8810図 油轟は︿略﹀︑其の植物 十一902図 ︿略﹀︑其の實の熟して地
の汁を吸ひ︑︿略﹀︒

の附着せる植物に集りて之を保護し︑

十一891図 ︿略﹀︑蟻は︿略﹀︑油轟

︿略V︒

植物にうつして成長せしむ︒

十一892図 ︿略﹀︑或は其の卵を他の
十一893図 是即ち一種の牧畜なり︒

の生命を保つに必要なれども︑︿略﹀︒

十﹁894図 蟻は其の種類によりて 十一913図 日光・空家の如きは︑人
種々の巣を造れど も ︑ ︿ 略 V ︒

日光・空氣の如きは︑人

是飲料水とぼしくして︑

︿略﹀によりて定まるものなり︒

も少きときは物の償は高くなり︑

︿略﹀︒

十一921図

例へばこ＼に一戸の責家

ありて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の五人は各其の

家の他人の手に渡らんことを恐れて︑

十一922図

雫ひて高き償をつくべし︒
︿略﹀︑其の五人は各其の

家の他人の手に渡らんことを恐れて︑

十一922図

箏ひて高き償をつくべし︒

かくて其の家の償は段々
高くなりて︑︿略﹀︒

十一924図

︿略﹀︑最も高き償をつけ

︿略﹀︑費家の持主五人は︑

たる人の手に渡るべきなり︒

十一924図

十一927図
︿略﹀︒

︿略﹀︑費家の持主五入は

かくて其の家の償は段々

各其の家の費れざらんことを恐れて︑

十一927図

︿略V︒

十一929図

安くなりて︑︿略﹀︒

傾きあるものなり︒

︿略﹀︑靴の贋はにはかに

十一934図此の金額を普通の債とい

ふ︒

高くなりて︑︿略﹀︒

十一936図

か＼る時は靴屋は更に多

十﹁936図 ︿略﹀︑靴屋の利盆非常に

多かるべし︒

十一937図

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

︿略﹀︑又他の職業に從事

饗すべく︑︿略﹀︒

十一938図

︿略﹀︑藤下の職業に丁丁

する人も︿略﹀︒

十﹁939図

する入も靴屋の利盆あるを見て︑之

か＼る時は靴の供給次第

に工業するに至るべし︒

に増來り︑︿略﹀︒

十一9310図

償はやうやく安くなりて︑︿略﹀︒

十﹁9310局面か＼る時は︿略﹀︑靴の

しQ

場合によりては尚それ以下に下るべ

安くなりて︑普通の償に復するか︑

十一941図 ︿略﹀︑靴の償はやうやく
供給の關係によりて︑年時は高く︑

供給の關係によりて︑或時は高く︑

て︑普通の償よりも下るに至る時は︑

上るべし︒

るか︑場合によりては尚それ以上に

十︻945図 ︿略﹀︑又普通の償に復す

︿略V︒

物の償はかくの如く需要

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相當の利盆と

十一946図

即ち物の償は普通の償を

本として上下すと知るべし︒

十一933図物の償は︿略﹀︑常に其 十一946図 即ち物の償は普通の償を

或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

供給の關係によりて︑或時は高く︑

十︸931図

或時は安くなるものなれども︑︿略V︒

十一931図物の債はかくの如く需要 十一943図 ︿略﹀︑償次第に安くなり

或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

十一918男物の償の高下は主として 十一931図無の償はかくの如く需要

なり︒

意のま＼に之を得ること能はざれば

十一917図

十一915図水の如きも亦然り︒

の生命を保つに必要なれども︑︿略﹀︒

十一895図 ︿略﹀︑多くは地下に穴を 十一913図
うがちて︑︿略﹀︑其の内面を壁の如
くに固む︒

十一896図熱き地方の白蟻は︿略﹀
小 山 の 如 き 巣 を 造 り︑︿略﹀︒

問にも達する小山の如き巣を造り︑

十﹁897図 ︿略﹀周園点間︑高さ三
︿略V︒

︿略﹀によりて定まるものなり︒

十一899図 アメリカの一地方に産す 十一918春物の償の高下は主として
る蟻の一種に牧民蟻といふものあり︒

十一899図 アメリカの︸地方に産す 十一918野物の償の高下は主として

しかして供給の需要より

需要と供給との吉言によりて定まる
十一919図

種の草の實を食用とす ものなり︒

る蟻の一種に牧穫蟻といふものあり︒

十一8910図
るを以て︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一8910図 一種の草の實を食用とす も少きときは物の償は高くなり︑
るを以て︑︿略﹀︒

生ずる所を選びて 住 み ︑ ︿ 略 V ︒

十一901図︿略﹀︑常に此の草の多く 十﹁9110図 しかして供給の需要より
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本として上下すと知るべし︒

十︸948三物の債はかく上下するも
のなれども︑︿略﹀︒

十︸949図 ︿略﹀︑例へば名高き古人
の書書丁古器物な ど の 如 き は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一949図︿略﹀︑例へば名高き古人
の貴書丁古器物な ど の 如 き は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

るよりは︑決して安くなることなき

ないぶち

るうた

るうた

か

か

みき

みき

すすや
︿略﹀︑南部の鈴谷川・

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

︿略﹀︒

ないぶち

十一969國国

か

みき

すすや
︿略﹀︑南部の鈴谷川・

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

︿略﹀︒

十一969圏国
るうた

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

ないぶち

︿略﹀︑地味肥え︑有望

には石炭層各所にあり︑︿略﹀︒

五十度以南我が帝國の
領土となりしょり︑諸種の纒螢追々

十一川1國團

新版圖の事に候へば︑

成功節候へども︑︿略﹀︒

十一棚3圓団

本島の開拓は我々國民の最も力を用
ふべき所に候︒

シ

シ

︿略﹀︑本島の開拓は

極南暑熱の御地にても

ナ

支那ノ昔後漢ノ末︑天下

リウ

ナ

ナ

支那ノ軍士漢ノ末︑天下

ビ

劉備ハ漢朝ノ末流︑英明

く略V︑關羽・張品等ノ諸

﹁我ノ孔明アルハアタ

﹁我ノ孔明アルハアタ

工区ノ魏・呉二強國ト相

十一悩3図 ︿略﹀︑主トシテ孔明ノカ

バ︑︿略﹀︒

転筆シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

十一脳2図

スケテ蜀ノ國ヲ建テ︑︿略V︒
ギ

ンヨク

十一鵬3図 孔明︑︿略﹀︑遂二心ヲタ

カモ魚ノ水アルガ如シ︒

十一撹10図園

カモ魚ノ水アルガ如シ︒

十一槌9図園

將之ヲヨロコバズ︒

十一撹9図

リニ賢士ヲモトム︒

十一湿3図漢朝ノ復興ヲ圖リ︑シキ

ニシテ大志アリ︒

十一齪3図

麻ノ如ク齪レテ︑︿略﹀︒

十一撹2図

麻ノ如ク齪レテ︑︿略﹀︒

十一皿2図支那ノ昔後漢ノ末︑天下

シ

麻ノ如ク齪レテ︑︿略﹀︒

十一槌2図

同じことと存候︒

十一川7圓團

成候︒

も今ははや生れ故郷の如き心持に相

十一川6國国︿略﹀︑此の極北の寒地

成候︒

も今ははや生れ故郷の如き心持に相

十一棚6國国︿略﹀︑此の極北の寒地

我々上上の最も力を用ふべき所に候︒

鯨の主産地は西海岸及 十一棚4五言
︿略﹀︑鱒の主産地は東

び亜庭湾︑︿略﹀︒

あには

十一986圏囲
十一991里国

海岸にて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑春夏の交産卵の

爲︑錬の群をなして海岸近く寄來る

十一991閥囲

時はく略V︒

︿略﹀︑春夏の交産卵の

爲︑鯨の群をなして海岸近く寄來る

十﹇991圓團

時は︿略﹀︒

時は︿略﹀︒

十一993㈱団
たも

︿略﹀︑農産物の種類は

ゑん

く略V︑大書・︿略﹀・碗
豆等の牧穫多く︑︿略﹀︒

どう

十一㎜1圓国

北海道と大差なく︑︿略V︒

十一999書誌

程にて︑︿略V︒

ずとも︑撹⁝網にてすくひ取るを得る

︿略﹀︑特殊の網を用ひ

爲︑錬の群をなして海岸近く寄至る

大泊は樺太島の入口 十一992圓国 ︿略﹀︑春夏の交産卵の

おほとまり

おほとまり

一の良港に候︒

十一972貴国

其の南部は車馬の往來
︿略﹀︑こ＼に樺太臨の

帝國領の中部クスンナ

領土となりしょり︑︿略﹀︒

日・露の境は幅期間鯨 十一川1囲囲 五十度以南我が帝國の

央に位し︑大泊より十里︑︿略﹀︒

十一975國国︿略﹀︑鈴谷川平野の中 十一伽6圏団 ︿略﹀︑又山脈の爾がは

所在地豊原あり︑︿略V︒

とよはら

十一974圓團

自在にして︑︿略﹀︒

十一973隅圏

北へ通じてロシヤ領に入候︒

是より一條の大道遠く

十一971躍国大泊は︿略﹀︑全島第

とも申すべく︑︿略﹀︒

十一9610國国

の農業地に御座候︒

十一9610國団

十︸9410図く略V︑需要の減ずるに非 ︿略﹀︒
なり︒

十一952図 即ち供給に限りあるもの
光陰矢の如く︑︿略﹀︒

は一定の債なしといふべし︒
十一954㈱國

十一958國國 く略V︑新版圖の状況大
略御報知申上子︒

︿略﹀︑地面は三尺の下

十一959圓國 御承知の通り︑冬は寒
氣諒しく︑︿略﹀︒

十一9510圏囲
まで凍り︑︿略﹀︒

十一961國團 ︿略﹀︑海岸も海水厚く
凍結し︑流氷の流れ來る事もこれあ
り候へば︑︿略﹀︒

十一981蘭貢

を一文字に森林を伐りすかし︑︿略﹀︒

十一963國圏 ︿略﹀︑西海岸の眞岡港 十一978囲囲

のみ︿略﹀僅かに内地との交通を保
ち居候︒

帝國領の中部クスンナ

便利なる所に御座候︒
にしん

︿略﹀︑本島の開拓は
我々國民の最も力を用ふべき所に候︒

︿略﹀︑練と鱒との漁利 十︻梱4魍国
は殊に多く︑︿略﹀︒

十一985皇子

ます

︿略﹀︑東西の交通最も

イとマヌイとの間は最も狭く︑︿略﹀︒

十一981國国

十一964囲団 く略V︑西海岸の眞岡港 イとマヌイとの間は最も狭く︑︿略﹀︒
のみ唯一の不凍港として僅かに内地
との交通を保ち居候︒

すすや
︿略﹀︑南部の鈴谷川・

のみ︿略﹀僅かに内地との交通を保

十一964圓國 ︿略﹀︑西海岸の眞岡港 十一982圏国

ち居候︒

十一968國国
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ニヨレリ︒

十一悩4図 孔明ハ魏ヲ攻メテ支那中
央ノ地ヲ取り漢朝ヲ興復セントシ︑
︿略﹀︒

ゲ︑︿略﹀︒

十一悩5図 ︿略﹀︑先ヅ南方ノ齪ヲ平

サキニ蜀ノ南方齪レシヤ︑

十一悩6図 言々皆忠君ノ至情ヨリ獲
ス︒

︿略﹀︒

十﹁悩10図

十一価1図 く略V︑蜀軍ノ陣螢ヲ示シ
テ︑﹁︿略﹀︒﹂ト問フ︒

十一価2図園 孟獲答ヘテ日ク︑﹁此
ノ如シト知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒

バ

ショク

十一価5図 其ノ度量ノ廣大ナルヲ知
ルベシ︒

十一価8図 或時將軍馬護︑孔明ノ
軍令ニソムキテ大敗ス︒

十一価8図 孔明︑謬ノ奮功ヲ惜シミ
シカド︑︿略﹀︒

クワン

十一鵬1図 孔明魏軍ト封陣ノ中二卒
ス︒

十﹇燗1図 蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國
二蹄ラントス︒

十一欄2図 蜀ノ軍少シモサワガズ︑
︿略﹀︒

十一鵬4図蜀ノ軍︿略﹀︑旗ヲ反シ︑
ツヅミ

鼓ヲ鳴ラシテ仲達二霜天ントスル

モノノ如シ︒

ケル仲達ヲ走ラス ︒ ﹂ ト イ ヘ リ ︒

十一鵬4図時ノ人﹁死セル諸葛︑生
十一鵬5図 後仲達︑孔明ノ陣螢ノ跡

後聞達︑孔明ノ陣螢ノ跡

ヲ観テ︑﹁︿略﹀︒﹂ト歎ジタリ︒

十一描5図
ヲ観テ︑﹁︿略﹀︒﹂ト歎ジタリ︒

﹁孔明ハ天下ノ奇才ナ

︿略﹀︑仲南ハ孔明ノ墓ヲ

又底面ノ蜀二攻入リシ時︑

十一鵬6図囹
リ︒﹂

十一鵬6図
︿略﹀︒

十一塒7図
︿略﹀︑其ノ附近ノ草ヲ刈

祭り︑︿略﹀︒

十﹁鵬8図
朝鮮の地に上陸して︑第︼

リ︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

十﹁描10
に目につくのは︑︿略﹀︒

朝鮮の地に上陸して︑第一

に目につくのは︑家の低くて小さい

十一鵬10

家の構造は主として寒さを

町には瓦屋根の家もあるが︑

事である︒

十一柳1
︿略﹀︒

十一柳3

床下に土石を盛り︑敷條の

防ぐ様に出來てるる︒

十﹇研5

︿略﹀︑一方の口から火をた

みぞを造って︑︿略V︒

十一柳5

是が朝鮮の家の小さくなつ

いて室内を温める︒

十一柳8

是が朝鮮の家の小さくなつ

た重な原因である︒

十一研8

︿略﹀︑普通の家では冬でも

た重な原因である︒
十一研9

﹁米のないのは辛抱も出來

夜具を用ひない︒

十一佃1

るが︑薪がなければ生きてゐられ

ぬ︒﹂

十︸柵2

︿略﹀︑朝鮮では﹁︿略V︒﹂

きせるは身分の高い雷干長

盛上げた土山が敷知れず並んでみる︒

十一⁝川2︿略﹀︑まんぢゆうの様に圓く

十﹁冊4

︿略V︑うちかけの様なもの

上流の婦人は四方を閉ぢた

朝鮮人は齢り衛生に注意し

寒風身を切る様な冬の日で

かげ
︿略V︑どこの山陰にも白い

秋の夜長には衣打つきぬた

秋の夜長には衣打つきぬた

︿略﹀︑自ら先んじて耕作

出來︑︿略V︒

十一川10図 ︿略﹀︑近年作物の改良も

しを以て︑︿略﹀︒

・養量・養難・養魚等の模範を示せ

十一川9図

なる人あり︑︿略﹀︒

十一棚8図村の財産家に勧業に熱心

の音が手々相思じて聞える︒

十一川5

の音が坦々相鷹じて聞える︒

十一川4

着物が乾してある︒

十一m3

せんたくする︒

十一川2 ︿略﹀︑氷の下の水をくんで

せんたくする︒

十一川2 ︿略﹀︑氷の下の水をくんで

も︑︿略﹀︒

十﹁川2

は感心である︒

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

十一川1

輿に乗って︑︿略﹀︒

こし

十一佃9

をかぶって︑︿略﹀︒

十一m8

外出する時には︑︿略﹀︒

京城地方の婦人がたまく

いのを用ひる︒

といふ意味のことわざがある︒

男の冠をかぶり︑其のひも

女は︿略﹀︑西洋婦人の用

十一佃7

十一鵬8

はかま
ひる様なゆるやかな袴を着ける︒

十一佃9

を長くたらし︑小馬に乗って︑田舎
道を通るのを見ると︑︿略﹀︒

︿略﹀を見ると︑昔の人に
チョンガーの間は人に侮ら

會つた様な氣がする︒

十一㎜1
十一佃4

金がなくて︑冠付の行へな

れるから︑︿略﹀︒

十一佃6

金がなくて︑冠禮の行へな

い者は︑︿略﹀︑大人の仲間入が出來
ない︒

十一佃6

近年は斬髪の風が行はれて︑

い者は︑︿略﹀︑大人の仲間入が出來
ない︒

十一佃7

冠禮は段段すたれて行く︒

死人を葬るのに︑︿略﹀日
當りのよい地を選ぶ︒

十一欄9

十一靭10畳人の墓には内地の様に石
貴人の墓には内地の様に石

をたてるけれども︑︿略﹀︒

十一佃10

︿略﹀︑普通の墓は大抵土を

をたてるけれども︑︿略﹀︒

十一柵1

都市・村落の周園の山や岡

盛上げるばかりである︒

十一㎜2

都市・村落の周團の山や岡

には︑︿略﹀︒

十一m2

には︑︿略﹀︒
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︿略﹀︑十二三歳の少女も

十一幟1図 何れの家にても卵を費れ
ば︑︿略﹀︒

十﹁麗5図
手を空しうする者なきに至れり︒

て村の中央に在り︒

十一擢7図 村役場と學校とは相並び
十一 8図 村長は村の奮家に生れ︑
︿略﹀︒

十一麗9図 村長は︿略﹀︑幾度の改
選 に も 常 に 選 學 せ られて︑︿略﹀︒

十一幣1図 校長もく略V︑生徒を愛
す る こ と 子 の 如 く ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑生徒も亦校長をし

たふこと父母の如し︒

十一佃2図

範として︑職務に勉糊するが故に︑

十一佃2掌側の他の教員も校長を模

﹁︿略﹀校長の意見によ

て豫算を編成したるなり︒﹂

十一榊1図囹

︿略﹀︑さらばとて原案の

りて豫算を編成したるなり︒﹂

十一M2図

之によりて用水路の改修

ま﹂に決議せり︒

十一掴5図

︿略﹀︑作物の獲育も目立

又肥料の利目も著しく︑

行はれ︑︿略＞Q

十一構7図
︿略﹀︒

十一脳8図

︿略﹀︑村内の重なる道路

里道の改修も全く成り︑

︿略﹀︑村人の喜一方なら

ちてよくなりて︑︿略﹀︒

十一憎8図
ず︒

十一M9図
︿略﹀︒

十一桝9図

︿略﹀︑其の一事業として

︿略﹀︑二十年來未だ一人

を

同胞

︿略﹀︑我が大君の食す

の犯罪者をも出したる例なし︒

十一価7図
十一備1図圃

國と︑朝日の御筆ひるがヘモ

︿略﹀︑朝日の御旗ひる

すべて六千萬︒

同胞すべて⊥八千萬︒

十一備2図圃
がヘキ

︿略﹀︑濁世一系動きな

武勇のほまれ漁父

我が皇室の大みいつ︒
くはしほこ

十一描5図團
き

ちたる

十一柵8図圃

武勇のほまれ細父

千足の國の名に負ひて︑︿略﹀︒
くはしほこ
ちたる

十一備8図圏

祖先の遺風つぎくて︑

千足の國の名に負ひて︑︿略﹀︒

十一備10図圃

みつほ

同胞すべて六千萬︒

みくに

皇國

十一帯2重富瑞穂の國と農業は開
けぬ主なし︑野も山も︒

なき

同胞すべて六千萬︒

みくに
商工業の爽達に

智は東西の長を採り︑

の富を起さんと︑︿略﹀︒

十一⁝川3図圃

十一宙6図團

智は東西の長を採り︑

文明古今の梓を抜く︒

歴史
東洋平和の天職は
東洋平和の天職は
か＼る︑我等の肩の上︒

十一柵10図圃

か＼る︑我等の肩の上︒

十一柵10図圃

の跡にかんがみて︑︿略﹀︒

十一柵7図面建國以來三千年

文明古今の梓を抜く︒

十一柵6図圃

皇國

の富を起さんと︑勤勉・努力急ゆみ

青年の画風を養ひ︑︿略﹀︒ 十一柵3藁囲商工業の嚢達に

は荷車・人力車を通ずるに至れり︒
十一榊10図

︿略﹀︒

十一冊4図︿略﹀︑上童は︿略﹀︑卒

十一価2図

︿略﹀︑其の利盆を以て學

十四五年越後には︿略﹀︒

ととせり︒

一村共同の有盆なる費用にあっるこ

十一価3図︿略﹀︑其の一部をさきて︑

校の基本金とし︑︿略﹀︒

十一価2図

杉・檜等の植林を螢み︑︿略﹀︒

ひのき

業後も尚學校の門に出入するを樂み
とせり︒

りしことあり︑︿略﹀︒

十一旧7図 量感暴風雨の爲に不作な
十一佃8図 ︿略﹀︑其の翌年學校の纏
費 を 議 す る に 寂 り ︑︿略﹀︒

十一価4図

︿略﹀村民は教育の爲︑

十一佃9図 ︿略﹀︑村會にては其の豫

算の不足なるべきをうれへて︑之を

十一備4図

︿略﹀村民は教育の爲︑

薬事此の有様なれば︑一
村は一家の如く和合して︑︿略﹀︒

十一価6図

一厘の支出を要せざるに至るべし︒

十一価4図

一厘の支出を要せざるに至るべし︒

増 加 せ ん と せ し に ︑︿略﹀︒

十一冊10回訓 ﹁不作の後なれば︑成
るべく纒費を節約したしとの校長の
意見によりて︿略﹀︒﹂

を節約したしとの校長の意見により

十一桝1図園 ﹁︿略﹀︑成るべく纒費

任務

東洋平和の天職は

東方文明先進の

か＼る︑我等の肩の上︒

十一柵10図圏

十一佃1図團

修身の徳性なりと︑教

は重き日本國︒

く略V︑戦後経書かくこ

育勅語のり給ひ︑︿略﹀︒

十一佃4区長

ぼしん

十一佃5図星

そと︑戊申の詔書かしこしや︒
ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑

我等が身を修め︑世に虜するの道を

十ニー4図

︿略﹀誰か御聖徳の山よ

示し給へるものにして︑︿略﹀︒

りも高く︑御仁愛の海よりも深きを

十一一15図

仰ぎ奉らざらん︒

︿略﹀誰か御聖徳の山よ

りも高く︑御仁愛の海よりも深きを

十ニー5図

陛下が萬機の政をみそな

仰ぎ奉らざらん︒

はす御かたはら︑︿略﹀︒

十ニー6図

臣民をあはれみ給ふ大御心の葬察せ

十ニー8図 ︿略﹀︑常に國家を思ひ︑

らる＼は︑︿略﹀︒

きなく

合えゆく代を尚いのるかな︒

十二24図鑑承けつぎし國の柱の動

ふみ

榮えゆく代を尚いのるかな︒

十一一24図圏承けつぎし國の柱の動

きなく

十二26冶金古の書見る度に思ふか

祖宗の大業を承けて︑明

な︑おのが治むる國は如何にと︒

︿略﹀︑明治の聖世を開か

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

十二28図

きに非ず︒

十二28図

の一の
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せ給へる御盛運急なきに非ず︒

十二29図 我等臣民も亦祖先の遺風
に從ひ︑︿略﹀︒

十二33図翻 國民は一つ心に守りけ
みおや

り︑遠つ御祖の神の教を︒
みおや

十一一33図翻 國民は一つ心に守りけ
り︑遠つ御祖の神の教を︒

十二35図圃 鍛ひたる劔の恥いちじ
るく世に・のゴやかせ︑我が軍人︒

十二37図 ︿略﹀︑何人も義勇の心に
をどり立つなるべし︒

十二310図韻 國を思ふ道に二つはな
かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ
も︒

かち一に心 を 許 さ ざ ら な ん ︒

十二42翠煙 波風のムつかなる日も
船人は

十二48図 露國が連敗の勢を回復せ
ん爲︑︿略﹀組織せる太平洋第二・
第 三 艦 隊 は ︑ ︿ 略 V︒

十一一48図 く略V︑本國に於ける海軍
の幾んど全勢力を墨げて組織せる太
平 洋 第 二 ・ 第 三 艦 隊は︑︿略﹀︒

海 に 迎 へ 撃 つ の 計 を定め︑︿略﹀︒

十二51図 我が海軍は初より敵を近
十二58図 ﹁皇國の興廣此の一戦に
あり︒

闘旗と共に我が旗艦三笠にか＼げら

十二59図﹁︿略V︒﹂との信半旗が戦
れたるはく略V︒

十二61図 ︿略﹀三笠以下六隻の主
戦 艦 隊 を 率 み て ︑ ︿略﹀︒

で

は

うりふ

︿略﹀先頭にある敵の主力に當り︑
︿略﹀︒

く略V︑片岡・出羽・瓜生

で

は

うりふ

︿略﹀︑片岡︒出羽・瓜生

・東郷︵少食︶の諸隊は敵の後尾を

十二62図
つく︒

十二63図

敵の先頭部隊は直ちに砲

・東郷︵壁画︶の諸隊は敵の後尾を
つく︒

十二64図

風號び海怒りて︑波浪山

︿略﹀︑敵の艦列忽ち宣れ︑

火を開始せしが︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一一66図

十二68図

︿略﹀︑勝敗の数は既に定

の如くなれども︑︿略﹀︒

まれり︒

十一一71図

十二73図︿略﹀︑敵の諸国皆多大の
損害を受け︑︿略﹀︒

︿略﹀︑敵の諸艦皆多大の

くちく

︿略﹀︑無いて我が駆逐隊

損害を受け︑︿略﹀︒

十二73図
十一一74図

より二回の水雷攻撃を受けて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑敵の爾旗艦は遂に
︿略﹀︑敵艦隊は四分五裂

沈没し︑︿略V︒

十二75図
十一一78図

の有様となれり︒

我が艦隊は東郷司令長官

の命により︑欝陵島附近に集りて

うつりよう

十一一710図

く略V︑東方に當りて︑は

敵を待ちしが︑︿略﹀︒

十一一82図

るかに当言の黒煙を見る︒

十二62図 く略V︑東郷司令長官は 十一一85印q凶 ︿略﹀片岡・瓜生・東郷

敵の司令長官ロジェスト

の諸隊は其の退路を絶ち︑︿略﹀︒

十二92図

敵の司令長官ロジェスト

ウェンスキー中將は︿略﹀︒

十二93図

ウェンスキー中將は昨日の戦闘に傷
さゴなみ

︿略﹀︑我が駆逐艦の漣

を負ひ︑︿略﹀︒

十二95図
かげろふ

︿略﹀︑我が駆逐艦の漣

・陽炎の二隻に追撃せられ︑︿略﹀︒
さゴなみ
かげろふ

十二95図

・陽炎の二隻に追撃せられ︑︿略﹀︒

大部分は︿略﹀︑或は撃沈せられ︑

十一﹇98図此の一日の戦に︑敵艦の

此の両日の職に︑敵艦の

或は捕獲せられて︑︿略﹀︒

十二98図

大部分は︿略﹀︑或は撃沈せられ︑
或は捕獲せられて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑敵艦の大部分は我

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

十二99図

︿略﹀︑三十八隻の中逃げ

は捕獲せられて︑︿略﹀︒

十二910図

敵の死傷及び捕盧は司令

おほせたるは巡洋艦以下敷隻のみ︒

十一一101図

ヨ

我が軍の死傷甚だ少く︑

長官以下無慮六千人︒
十一一102図
︿略﹀︒

十一一108図團︿略﹀︑固ヨリ人馬ノ能

殊二我が軍ノ損失・死

クスベキニアラズ︒

十ニー09図團

周期我が軍ノ損失・死

傷ノ僅少ナリシバ︿略﹀︒

十一一109図囲

カウ

レイ
︿略﹀歴代神塞ノ加護

傷ノ僅少ナリシバ︿略﹀︒

十ニー09図團

ニ依ルモノト信仰スルノ外ナク︑

︿略﹀︒﹂

レイ
十ニー010図團 ︿略﹀歴代神露ノ加護
カウ
ニ依ルモノト信仰スルノ外ナク︑

︿略﹀︒﹂

十築三12図困︿略﹀︑唯唯感激ノ極︑

く略V︑唯唯感激ノ極︑

言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒﹂

言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒﹂

十二H2図国

下し給へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と

十ニー13図勝報上聞に達し︑陛下の

勝報上聞に達し︑陛下の

仰せられたり︒

十ニー13図

下し給へる勅語の中に︑﹁︿略V︒﹂と

仰せられたり︒

ヨロコ

﹁朕ハ汝等ノ忠烈二神

リ祖宗ノ神璽二封フルヲ得ルヲ澤

十二H4図園

ブ︒﹂

﹁我が聯A口艦隊が克ク 十ニー14図園﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依
ヨロコ

リ祖宗ノ神露二封フルヲ得ルヲ澤

十一一106図国

ブ︒﹂

十目ー21 ︿略﹀︑多人数ノ技師や技手

︿略﹀︒

成等ヲ何十分ノ一興シタ縮圖デ︑

其ノ圖ハ船ノ切臨書及ビ構

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

︿略﹀︑一二天白王陛下ノ
︿略﹀︒

十ニー110

タルモノハ︑︿略V︒
十ニー07図国

御稜威ノ致ス所ニシテ︑

︿略﹀︑＝一天皇陛下ノ
御稜威ノ致ス所ニシテ︑︿略﹀︒

十ニー07図困
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︿略﹀︑必要ナ部分ハ實物大

ガ永クカ・ツテ製 圖 ス ル カ ラ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十型ー24

我が國ノ造船所デ︑最モ規

模ノ大キイノハ海軍ノ工騰ア︑︿略﹀︒

退潮ー53
我が國ノ造船所デ︑最モ規

シヤウ
模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑又木製ノ器具類ヲ製 十ニー53

ノ圖ヲ作ツテ︑︿略﹀︒

十一一128

又私設デハ三菱・川崎等ノ

シヤウ
模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑︿略﹀︒
ミツビシ

マ

善所軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

サツ

造船所が最モ大キイ︒
キ

船艦ノ修繕︑船底ノ金換等
船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等

船渠ノ底ト周り三方ハ
船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

我が國デ一番大キイノハ佐
︿略﹀︒軍医ノ幅十九間齢︑

十ニー69図

日々の半開は我等の生活
日々の天草は我等の生活

故に文明諸國に於ては

︿略﹀︑全國に凡そ百箇虜

樺太の寒帯に近き地方まで︑︿略﹀︒

からふと

十ニー68図南皇湾の熱帯地方より北

樺太の寒帯に近き地方まで︑︿略﹀︒

からふと

十戒ー67図南塁湾の熱帯地方より北

︿略﹀︑日々の氣象を調査す︒

十ニー65図

に大なる關係あり︒

十ニー64図

に大なる關係あり︒

十ニー64図

深サ八間鯨アル︒

十ニー62

世保海軍工廠ノ船渠デ︑︿略V︒

十一一161

扉ヲ閉ヂ︑︿略﹀︒

トビラ

十一一159

︿略﹀︒

十ニー58

ヲスル庭ヲ船渠トイフ︒

センキョ

十ニー57

ヲスル虜ヲ船渠トイフ︒

センキョ

十ニー57

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

ア

︿略﹀大豆鎚モ一人ノ手デ 十ニー55

テ ツツヰ

︿略V︑蓋ク蒸氣や電氣ノカ 十ニー55

造スル木工場モアル︒
十一一129
ヲ利用スル︒

十一一1210
自由二極轄スルコ ト が 出 国 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
インチ

十ニー31 ︿略V︑何吋ト厚イ鐵ノ板
船膿ノ材料ガホぐ整フト︑

デモ︑︿略﹀造作 ナ ク 切 断 ス ル ︒

十ニー33

バンギ
︿略﹀︑船塁ノ上二盤木ト呼

組立日取リカ・ル ︒

十ニー35
セボネ

ブ木材ヲ積ンデ︑︿略﹀︒

セポネ

十警巡38 コレハ人ノ脊骨ノ様ナモノ
デ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此ノ脊骨ノ左右カラ

十口出38 コレハ人ノ脊骨ノ様ナモノ
デ︑︿略﹀︒

ロクコツ

十ニー39
︿略﹀︑梁ノ上二床ヲ造ツテ

肋骨ヲ出シテ︑︿略﹀︒

甲板トスル︒

十ニー41

十王ー43 コレデ船ノ大髄ノ形が出來
ル︒

撃茎ー43 コレデ船ノ大払ノ形が出來
ル︒

十ニー44 コレハホンノ大圏ノ構造ノ
話デ︑︿略﹀︒

話一ア︑︿略﹀︒

十阻止44 コレハホンノ大腔ノ構造ノ
十ニー53 我が國ノ造船所デ︑最モ規

の測候所あり︒

し︒

十ニー79図 ︿略﹀︑又其の日の天氣豫

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ

各地の測候所は其の地方

しQ

十王ー610図

の氣象観測を毎日三回中央氣象毫に

御宇ー97図

填手は警報の種類により

︿略﹀一般の天聴要素を

天氣圖に用ふる普通の符

天理圖に用ふる普通の符

號は左の如し︒

十ニー97図

如何を示すものなり︒

十ニー96図 ︿略﹀︑一目に全悪天候の

地圖の上に記載し︑︿略﹀︒

十ニー94図

要素を地圖の上に記載し︑︿略﹀︒

風の方向・強弱︑温度等一般の二十

十ニー94図︿略﹀晴・曇・雨︒雪︑

︿略﹀︒

十ニー94図 ︿略﹀︑風の方向・強弱︑

なり︒

く港に入りて難を避くることを得る

玉出ー810図 ︿略﹀︑又航海中の船は早

雨のおそれあるを示す︒

十一一186図 ︿略﹀︑圓錐形を以て暴風

ゑんすみけい

それあるを示す︒

の強きを︑圓錐形を以て暴風雨のお

ゑんすみけい

︿略﹀︑圓筒形を以て風雨

きを示し︑︿略﹀︒
ゑんとうけい

十一一185図 書間は赤平を以て風の強

て異なり︒

十ニー84図

警報の亭主を各信士所に掲ぐ︒

十ニー84図 く略V︑測候所は︿略﹀︑

おそれある時は︑︿略﹀︒

十一一181図 我が國及び附近に風雨の

報告し︑︿略﹀︒

各地の測候所は其の地方

の氣象観測を毎旦二回中央氣象毫に

十ニー610図

︿略﹀︑中央氣象亀は二十

報告し︑︿略﹀︒

十ニー71図

︿略﹀︑向ふ二十四時間の

︿略﹀翌日の午後⊥ハ時に 十ニー86図

︿略﹀其の日の午後六時

候所の報告によりて天馬圖を作り︑
︿略﹀︒

十ニー72図
よりく略﹀︒

至る︑︿略﹀︒

十一一172図

十ニー73図

全國氣象の大勢を豫告す︒

全國氣象の大勢を豫激す︒

十一一173図︿略﹀︑向ふ二十四時間の

く略V全國天童豫報と其
の地の観測とによりて︑︿略﹀︒

十ニー75図

豫告するを地方天草月報といふ︒

十一一175図︿略﹀︑其の地方の天氣を

是等の豫報は︿略﹀に掲
示せらる＼を以て︑︿略﹀︒

十ニー76図

磨・諸役所等の前に掲示せらる＼を

十ニー77図是等の荒雄は︿略﹀︑官

︿略﹀︑我等は之を見て︑

以て︑︿略﹀︒

十四山78図

明日の天養如何を豫質することを得
べく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑又其の日の天氣豫

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ

沖網ー79図

の一の
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號は左の如し︒

十一一1910図
し︑︿略V︒

薫風の方向は矢を以て示

十ニー910図 画風の方向は矢を以て示
し︑矢の上へ向ふは南風︑︿略﹀︑左
へ向ふは東風とす ︒

十二202図 又其の強弱は矢の羽の敷
にて表すなり︒

十二202図 又其の強弱は矢の羽の数
にて表すなり︒

ふ︒

くわふん
其の時花の中の花粉は是等

はち
十二204 蝶や蜂は︿略﹀花の汁を吸
十一一205
くわふん

の轟に着いて︑︿略﹀︒

十二205 其の時花の中の花粉は是等
くわふん

の轟に着いて︑︿略﹀︒

十二205 其の時花の中の花粉は是等
の轟に着いて︑︿略﹀︒

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

せ

おはします︒

山

みうらみに 悲憤の涙 わきぬべし︒
み こ
十二257図圃 ︿略﹀︑蓋きせぬ親王の

建長・圓覧古寺の

みうらみに 悲憤の涙 わきぬべし︒

︿略﹀︒

十二263図圃

門高き松風に

のぶまさ

ながしの

いへ

︿略﹀奥平信金︑徳川家

︿略﹀︑攻めあぐみて長團

城中には僅かに四五日の

わだち

﹁敵は長園の計を取れ

ふな

今は轍にあぎとふ鮒の

﹁事の成否は今より豫

﹁︿略﹀︑若し向ひの山

﹁︿略﹀︑若し向ひの山

十二2710甲信

三日を過ぎなば︑下山

にのろしのあがるを見ば︑︿略﹀︒

十二279図園

にのろしのあがるを見ば︑︿略﹀︒

十二278図園

聾すべからず︑︿略﹀︒

十一一278図囹

如し︒

十一﹇275図園

るに︑我は糧食殆ど孟きたり︒

十二274図園

べからず︒

十二272図援軍の來らん日も亦期す

糧食を報せるのみ︒

十二272図

を防ぐ︒

張りて︑城兵のひそかに逃れ出つる

なは
十二2610図 く略V︑縄を城下の河中に

を防ぐ︒

張りて︑城兵のひそかに逃れ出つる

なは
十二2610図 ︿略﹀︑縄を城下の河中に

の計を取り︑︿略﹀︒

十二269図

康の命を受けて長篠城を守る︒

やす

十二267図

昔の音やこもるらん︒

此の外︑動物は植物の果實 十二265図圃 ︿略﹀ 山門高き松風に
︿略﹀︑植物は動物質の腐敗

︿略﹀︑生存上動物と植物の

七里み濱のいそ傳ひ︑

せ

︿略﹀︑稻村が崎︑名將

ひ

︿略﹀︑長谷観音の

は

おはします︒

︿略﹀︑長谷観音の

は

聯奏ぜし古職場︒

ゆ

てふ

十一一249翠雲上るや石のきざえしの︑

十二251主翼︿略﹀︑問はばや︑
遠き

いてふ
左に高き大銀杏︑︿略﹀︒

左に高き大銀杏︑︿略V︒

い

十一一249図幽上るや石のきざえしの︑

ば︑八幡宮の御社︒

はちまん

十一一248図魍︿略﹀︑
雪の下村過行け

て︑︿略﹀︒

十二245図團由比の濱べを
右に見

近く︑露坐の大佛

十二243図圏

近く︑露坐の大佛

十二241図圏

の

十一一238図囲

︿略﹀︒

十二237図圃

關係は極めて密接なものである︒

十二235

物を肥料として成長する等︑︿略﹀︒

十一一234

・根・葉等を食って腔を養ひ︑︿略﹀︒

十二233

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

是は前にいった様な遊軍が

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

︿略﹀︑他にも種々の原因も

枯死すべきはずである︒
十二225

あるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑動物の呼吸作用も與

つて大いに力があるのである︒

十一一225

金魚を細口のびんに入れて︑
二三日も水を取換へないと︑︿略﹀︒

十二227

く︑
略V︒
若宮堂の舞の袖

世々の跡︒

十二252図韻

是は前にいった様な關係が

書きせぬ親王の
︿略﹀︑

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十二256図圏

若宮堂の舞の︿
袖略
︑﹀︒
みこ
是は前にいった様な關係が

十二252図韻
十一一231

るからである︒

十二231

十二232

ものがある︒

動物は呼吸作用によって︑

さん
空発中の酸素を吸ひ︑︿略﹀︒

十二212
︿略﹀︑遂には地球し⊥の動物

が呼吸作用を螢むことが出來なくな

十一一214

然るに空必中の炭酸瓦斯の

る道理である︒

十二216
然るに空氣中の炭酸瓦斯の

分量が増さないのは︑︿略V︒

十一一216
︿略﹀︑其の吐出す炭酸瓦斯

分量が増さないのは︑︿略V︒

十二219

︿略﹀炭酸瓦斯を取って︑

の分量は至って少い︒
十一一221

其の中の炭素を養分にして酸素を放
︿略﹀︑空薫中の炭酸瓦斯の

つ作用がある︒

十二222

分量が著しく減って︑︿略V︒
︿略﹀︑空士中の炭酸瓦斯の

分量が著しく減って︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一つの花から他の花 十一一222

に傳達される︒

十一一206

に傳達される︒

十二206 ︿略V︑一つの花から他の花 十一一223 ︿略﹀︑地球上の植物は画く

十二206 植物の花には︑同種の他の
花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
ものがある︒

十二206 植物の花には︑同種の他の
花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
ものがある︒

植物の花には︑同種の他の

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

十二207 植物の花には︑同種の他の
ものがある︒

十一一207

堂堂

315
の一の

上に來りて援軍の 消 息 を 示 さ ん ︒ ﹂

黒き影は城の一方より現

十一一282図書は十四日の月夜なり︒
十一一282図
縄の鈴はしきりに鳴る︒

れ出で︑︿略﹀︒

食へ︒﹂

たらずや︒

一老兵のいふ︑︿略﹀︒

すゴき

一老兵のいふ︑︿略﹀︒

お

だのぶなが

ゑちぜんのくにかながさき

︿略﹀越前國金崎の城

して︑祖先以來の勇名を辱しめ給ふ
か︒﹂

十二315図
足利氏の大兵足り攻め︑

に在りし時︑︿略﹀︒
あしかぜ

十一一317図
︿略﹀︒

ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの外︑

十一一318図保の母は一時に二子を失

︿略﹀︒

是等の人々は皆非常の大

︿略﹀︑能く其の果すべき

︿略﹀︑稻生恒軒の妻の常

に祖先の祭に心を書したる︑︿略﹀︒
いなふこうけん

十二326図

ぜんに
︿略﹀︑松下暉尼の倹約を
もん

に祖先の祭に心を蓋したる︑︿略﹀︒

十二326図

ゑ

もん

かずとよ

十二333図︿略﹀︑忠義の爲には恩愛

凡そ婦人の道は夫を助け

を獲る＼里心より出でたり︒

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

十二334図

げしむるに在り︒

人世には思はぬ不幸︑驚

昨年ノ夏カラ建築野壷・ツ

理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

十二347 ︿略﹀︑縣廉カラモ知事ノ代

成式が墨行サレタ︒

十一一344 ︿略V︑前週ノ土曜日ニハ落

テヰタ學校が落成シテ︑︿略﹀︒

十二343

を失はざるは日本女子の美徳なり︒

十一一341図 ︿略﹀︑自若として其の常

て︑内確固たる志操を持し︑︿略﹀︒

十二339図外温順・愛敬の徳を守り

るの道を覧碧し置かずば︑︿略﹀︒

十一一338図 平時に於て常に之に下す

らず︒

くべき事攣の何時起り來らずとも限

︿略﹀︑鈴木今右衛門の妻 十一一336図

いま

守りたる︑︿略﹀︒

十一一327図

ゑ

︿略﹀︑鈴木今右衛門の妻

いま

の慈善を行ひたる︑︿略﹀︒

十二327図

の慈善を行ひたる︑︿略﹀︒

かの山内一豊の妻が貧苦

とすべき徳行なり︒
かずとよ

︿略﹀︒

︿略﹀︑戦陣の際に良人の

戒め︑︿略V︒

︿略﹀︒

︿略﹀形名の妻と其の徳

たかち ほ
︿略﹀︑高千穂艦乗組水兵

十一一332図︿略﹀︑保の母と同じく︑

︿略﹀︒

の母が其の子を叱りしが如きは︑

十一一332図

楠木正行の母が正行を

くすのきまさつら

を同じうすとやいはん︒

十二3210図

同じうすとやいはん︒

名碁を全うせる形名の妻と其の徳を

就學見童ノ敷が年々増加シ︑

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒

十一一352 ︿略﹀︑今新校舎ノ出來上ツ

︿略﹀︒

十二351

有志者ノ寄附金デアル︒

十二3410 ︿略﹀︑其ノ内何品書ハ町内

シタ︒

十一一348 ︿略﹀︑町長ハ工事ノ報告ヲ

︿略﹀︒

十一一347 先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ後︑

理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

是等の人々は皆非常の大 十二3210図 ︿略﹀︑戦陣の際に良人の 十二347 ︿略﹀︑縣浜添ラモ知事ノ代

同じうすとやいはん︒

名品を全うせる形名の妻と其の徳を

十二329図

︿略﹀︒

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二329図

かの山内一豊の妻が貧苦

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十一一328図

十二319図保の母は一時に二子を失 十二328図 ︿略﹀︑皆後世女子の模範
ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの外︑
︿略V︒

十二319図園﹁二子の君の爲に戦死
せるは家門の智なり︒

十一一319図解﹁二子の君の爲に戦死

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑稻生恒軒の妻の常
︿略﹀︑稻生恒軒の妻の常

に祖先の祭に心を煮明したる︑︿略﹀︒
いなふこうけん

十一一326図

能く父母に事へたる︑︿略﹀︒
いなふこうけん

男子にも勝れり︒

十一一324図

く略V︑其の志操の固きは 十二331図

道に心したる我が國婦人の實例にし

十一一323図

事にあひて心を取齪さず︑︿略﹀︒

十二322図

事にあひて心を取齪さず︑︿略﹀︒

十二322図

せるは家門の讐なり︒

十二319図園﹁二子の君の爲に戦死

く略V織田信長に見えて︑ せるは家門の碁なり︒

團の解けんは二三日の

信長︑勝商の勢を賞し︑

十一一3010図
︿略﹀︒

十二311図園 ﹁良人今濁り身を全う

形名の妻︑夫を働まして︑十二326図

ふさ
十二307図 古今勇士の軒合甚だ相似 十一一325図 孝女お房の幼き身を以て

十二304図園 ﹁日本の將我がしりを

ひて新羅の將に捕へらる︒

十二303図 昔調伊企灘は新羅と戦

つきの い き な

内にあらん︒﹂

十二302図譜 園の解けんは二三日の

内にあらん︒﹂

十一一301図譜

︿略﹀︒

十一一291図

長篠城の急を告げしむ︒

十一一2810図

に 上 り て の ろ し を あげ︑︿略﹀︒

十二288図 翌十五日号朝︑勝商は山

ひの岸に現れたり ︒

十二287図 しばらくして黒き影は向

にふる＼ならん︒﹂

十二285図囹流をさかのぼる鰭の縄

、

敵の衛兵相呼んで尋ねん

、

敵の衛兵相呼んで尋ねん

十 十十
と二とニニ
す28す2828
る5る43
に図に図図

の一の
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十一一354

郡長 柄 左 ノ 祝 文 ヲ 讃 ン ダ ︒

階閥ツテ學齢臼ル土里ノ一二ハ

先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

郷死せり︒

さと

し

な

ひでたゴ

がまふたゴ

﹁高虎の嘉明と相悪む

りん

︿略﹀︑高論と水魚の交を
てう

支那の昔趙といふ國に藺

趙の將軍にて武功の聞え
相如︿略﹀︑廉頗の塗る

にするが爲なり︒﹂

︿略﹀︑國家の急を先に

して︑私のうらみを後にするが爲な
り︒﹂

十二395図圏

して︑私のうらみを後にするが爲な
り︒﹂

廉頗︿略﹀︑相如の門に

至りて罪を謝し︑︿略﹀︒

十二397図

十二407図

︿略﹀南北の長樫六里︑

だけ

東西の短樫四里にわたり︑︿略﹀︒

がく

のこぎり

︿略﹀︑山頂鋸の歯の如

のこぎり

＜略﹀・杵島岳の五岳東より西に相連

きしま

十二408図 ︿略﹀︑此の間に根子岳・

りて突起す︒

十二4010図

し︒

し︒

︿略﹀︑其の火口は霊寺六

十一一4010図 く略V︑山頂鋸の歯の如

十一一416図

烏帽子岳は︿略﹀︑直脛

内に二箇の噴孔ありて︑

百メートルの圓形をなし︑︿略﹀︒
こロつ

富士山の古歌には煙の立 十二418図

十一﹇397図︿略﹀︑つひに無二の親交
を結べりとそ︒

︿略﹀︒

︿略﹀杵島岳も亦頂上に

三箇の噴火口を有す︒

十二422図

八百メートルの噴火口を有し︑︿略﹀︒

富士山の古歌には煙の立 十二421図

つことを歌へるもの多く︑︿略﹀︒

十二3910図
十一一3910図

昔箱根山の噴火せしこと

つことを歌へるもの多く︑︿略﹀︒

十二401図

は我等既に之を學べり︒

十二402図是等は現時噴火の止れる 十二423図 阿蘇山は此の如く複雑な

く略V︑山中に多くの噴火

る一大火山にして︑︿略V︒

火山全艦の占むる面積は

口及び温泉あり︒

く略V︑現に噴火せる火山 十一一424図

火山なれども︑︿略V︒

阿蘇山の奮噴火口は南北

東西の短樫四里にわたり︑︿略V︒

火山の破裂は地中の水蒸

火山の破裂は地中の水蒸

火山の破裂は地中の水蒸

しり出つるより起る︒

氣︑地謡の弱き庭を破りて︑ほどば

十二427図

しり出つるより起る︒

氣︑地皮の弱き慮を破りて︑ほどば

十二427図

しり出つるより起る︒

氣︑地皮の弱き庭を破りて︑ほどば

十二427図

百十三平方里にして︑︿略﹀︒

就中噴火口の最も大なる 十二424図

の敷も全篇に於ては五十座を下らず︒

十一一403図

十二404図

就中噴火口の最も大なる

を肥後の阿蘇山とす︒

相如の從者皆之を恥づ︒

十二405図
十二391図

り︑︿略﹀︒

の長戸六里︑東西の短樫四里にわた

十二407図

本第一たるのみならず︑︿略﹀︒

其の噴火口の大きさは日

を肥後の阿蘇山とす︒

十二391図

然れども強秦の兵を趙

家の急を先にして︑私のうらみを後

十二394図圏余の彼を避くるは︑國 十二407図 ︿略﹀南北の長脛六里︑

が爲なり︒

國に加へざるは廉頗と我と二人ある

十二393芸園

秦王を其の朝に叱したるもの︒

相如の日ふやう︑﹁余は 十二405図

を見れば︑車を輔じて逃ぐ︒

十二3810図

れんぱ
高かりし廉頗之を見て︿略﹀︒

十二388図

十一一387図 趙の將軍にて武功の聞え
れんぱ
高かりし廉頗之を見て︿略﹀︒

相如といふ賢臣あり︒

しやうしよ

十二386図

なすに至れりとそ︒

十一一384図

十二381図囹是は公の大事なり︒

は私の小事なり︒

十二381奴草

は私の小事なり︒

十二381図園
コ局虎の嘉明と相悪む

重んじて︑ 之に封ぜんとす︒

十一一376図將軍秀忠︑高望の武名を

て︑︿略﹀︒

會津は奥羽重要の地にし
十二375図

あうう

十二375
︿図
略﹀︑會津の城主蒲生忠

あひつ

先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

十二356図く略V︑其ノ席末二列スル 十二3610 ︿略V︑町立ノ學校トシテハ 十二395図園 く略V︑國家の急を先に

︿略﹀︑教育ノ普及嚢達ハ

ヲ得タル国記ノ最モ光榮トスル所ナ
リ︒

十二357図
年ヲ追ウテイヨく盛二︑︿略﹀︒

十二359図︿略﹀︑本郡ノ如キハ七二
︿略﹀︑本郡ノ如キハ七二

百分ノ九十九ノ好成績ヲ示セリ︒
十二3510図

﹇図

百分ノ九十九ノ好成績ヲ示セリ︒
十二肪

︿略﹀︑學校ノ増設ヲ要ス

年々増加シテ︑︿略﹀︒

十二361図
ルコト日一日ヨリ急ナリ︒

く略V︑コ・二野校舎ノ落

リ︑コ・二新校舎ノ落成ヲ見ルニ至

十二362図 今本町民諸君ノ熱心ニヨ
レルハ︑︿略﹀︒

十一一362図
く略V︑県民教育ノ一慶事

成 ヲ 見 ル ニ 至 レ ル ハ︑︿略﹀︒

トイフベシ︒

十一一363図

十二364図 本校舎ノ建築ハ質素堅固
ヲ主トシ︑︿略＞Q

十二366図 ︿略﹀︑専ラ教授ノ便ヲ計
リ︑︿略V︒

十二366図 本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑

其ノ注意ノ周到ナル︑縣下マレ下見
ル所ナルベシ︒

︿略 ﹀ ︑ 町 立 ノ 學 校 ト シ テ ハ

教場ノ数二十二︑︿略V︒

十二368図 將來本校二學ブ者ノ幸福
如何ゾヤ︒

十二369
十二3610
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十一一429図

︿略 ﹀ ︑ 岩 の 細 片 は 火 山 灰

となりて飛散し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑又之に次ぎて眞紅

の熔岩噴出することあり︒

ようがん

十二4210図

十一一4210図熔岩の光︑火山灰及び水
嗣子にうつりて︑︿略﹀︒

露語が國の氣候・風土の

ざるは牧畜の業なり︒

十二454図
法皇が國の図面．風土の

牧畜に適せざるにあらず︑︿略V︒

十二454図
︿略﹀︑四面図南にして︑

牧玄田に適せざるにあらず︑︿略﹀︒

十二455図

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食
すること少く︑︿略﹀︒

れば︑︿略﹀︒

面積の二割より六割に及べるに比す
れば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大いに荒地を開き︑
美田を増すの必要あり︒

十二462図

栽培法の如きも︑奮法に

なづまず︑能く滋藤を磨足せば︑

十二463図

︿略﹀︒

十二464図

家畜の飼養に至りては︑

︿略﹀等を供給せんこと︑

たり︒

又森林は全学の

たほはぬ慮なく︑︿略﹀︒

十二482図圃

戻一ナい．望の入らぬ林あり︒

山野

からふと
十二484図圏 ︿略﹀ 樺太・毫湾太古

より

びムゴし︒

銅の産額た

し

︿略﹀︑小さき轟の吐出

︿略﹀︑小さき轟の吐出

・埼玉セて群馬︑海なき縣に著し︒

十一一491図圏 養憲業の盛大は 長野

す生益ζ無二の輸出品︒

十二491図圃

す 生蓄え無二の輸出品︒

十一一4810図圏

坑は 山をうみちて山を鋳る︒

カう

十二488図圃

︿略﹀︑其の南無敷の礪

子︑足尾併せて三山は

︿略﹀︑強健なる軍用の馬 十二487図圃︿略﹀︑東に小坂︑西別

︿略﹀︑善良なる耕作用の

更に之を盛にし︑︿略﹀︒

十二465図
牛馬︑︿略﹀︒

十二466図
匹︑︿略﹀︒

十一一467図

實に今日の急務なり︒

十二468前世には農業を以ていやし
﹁農は人の職業中等も

き職業の如く思ふものなきにあらず︒

たり︒

北海道の一磨と︑外に

きりふ

い せざき

い

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

きりふ

も 古く其の名を知ら吐たり︒

十二494図魍 ︿略﹀︑群馬の桐生・伊

勢崎も古く其の名を知ら窪たり︒

せざき

ほくろく

大せしは北陸の

福井・石川・富山

とやま

四方の海の底細く︑魚 十二495図圃 近年やみに産額の 増

なる 羽二重織の輸出品︒

ほくろく

大せしは北陸の

とやま

福井・石川・富山

なる 羽二重織の輸出品︒

とやま

四方の海の底廣く︑魚 十二496図圃 近年やみに産額の 増

大せしは北陸の

福井・石川・富山

なる 羽二重織の輸出品︒

ほくろく

介さまぐ海草の無限の富を亡し

名は海外にヤゴうけり︑︿略V︒

四方の海の底急く︑魚 十二499図圃 世界無比なる魯魚の

介さまぐ海草の無限の富を藏し

十二482図圏

たり︒

十二481図圃

古 十二493図蟹 絹織物の産地には︑京

ズ略﹀︒﹂といへるワシン

おきなは
き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

たり︒

十二481図圃

四方の海の底廣く︑魚 十二495図團 近年やみに産額の 増

介さまぐ海草の無限の富を旨し

十二481図圏

南北新領土︒

十二479図翻

府は三つ︑縣は四十三︒

十二477極圏我が大日本帝國の

トンの気味はふべし︒

十二474図

なるものなり︒﹂

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

く略V︑又衣服の原料も綿 十二473雨晒
︿略﹀︑又衣服の原料も綿

我が國の農業は︑決して

耕地の面積二大なるが如

耕地の面積︿略﹀︑総面
西洋諸國の耕地が其の総

面積の二割より六割に及べるに比す

十一一4510図

積の約一割五分に過ぎず︒

十二459図

くなれども︑︿略﹀︒

十一一459図

現状を以て満足すべきにあらず︒

十一一458図

むること少かりしによる︒

・麻・生縣に仰ぎて︑家畜の毛に求

十二456図

・麻・生綜に仰ぎて︑︿略﹀︒

く略V︑米・変の栽培は最十二456図

すること少く︑︿略﹀︒

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

く略V︑衣食住の材料を得 十二455図 ︿略﹀︑四面皆海にして︑

裂 せ し 時 は ︑ ︿ 略 V︒

十二432図 ︿略﹀安永八年櫻島の破
十一一438図
ることを工夫するに至れり︒

十一一4310図

十二439図 是即ち農業の起原なり︒

みつほ

も早く開けたり︒
みつほ
古樹瑞穂の國の名ある所

十一一441図
以なり︒

十二441図 古画瑞穗の國の名ある所
以なり︒

十二必3図 現今我が國の耕作地は
︿略﹀凡そ五百五十 萬 町 歩 あ り ︒

十二445図︿略﹀︑米の作付反別は凡
︿略 ﹀ ︑ 変 の 作 付 反 別 は 凡

そ 二 百 九 十 萬 町 歩 ︑︿略﹀︒

十一一446図
そ百八十萬町歩︑︿略﹀︒

十二必7乳頭が國の米は品質優良に
して其の味最も美なり︒
まゆ

て︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 生 縣 は 輸 出 品 の 首

十二449図繭の取入高は年々増加し 十二4510図 西洋諸点の耕地が其の総 介さまぐ海草の無限の富を藏し
十一一451図

位を占めて︑︿略﹀︒

十二453図南が國の農業中最も開け
ざるは牧畜の業なり︒

十二453図我が國の農業中越も開け
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精巧も

内國ノ商業モ︑海外ノ貿
︿略﹀︒

テ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ︿略﹀︒

スルハ商人ノ國家二封スル義務ナリ︒

く略V︑常二報國蓋置ノ精

神ヲ以テ︑︿略V︒

十二537図

スベシ︒

ト同ジク︑︿略﹀︑平和ノ戦雫二二事

十二522﹇導く略V︑平素ノ愛顧ニナレ 十一一537図 商人ハ軍人ノ戦場二立ツ

テ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ︿略﹀︒

内國ノ商業モ︑海外ノ貿 十二523図︿略﹀︑平素ノ愛顧ニナレ
十一一524図信用ノ基ハ正直ニアリ︒

廣告ハ商業気圏ノ有力ナ
︿略﹀︑廣告ノ爲ニハ多額

一牌固年實二十二億

メテ國家ノ盛大ヲ致ス︒

︿略﹀我が國ハ富國ノ道

︿略﹀我が國ハ官田國ノ道

ヲ講ズルコト今日ノ急務ニシテ︑

十二534図

︿略﹀︒

十二535図

ヲ講ズルコト今日ノ急務ニシテ︑
︿略V︒

我が國ハ猿縛ニシテ︑海

孚二從事スベシ︒

十二539図

シ ナ
我が國ハ︿略V支那ノ大

外交通ノ細螺モ多ク︑︿略﹀︒

國二隣ス︒

十二5310図

ぎ

是我が南漏洲鐵道の起黙

市街に大山通・青玉町・

乃木町等の名あるは︑︿略﹀︒

の

十二547図

る規模の壮大なるを見る︒
こだま

ふとう
十一一546図 市街建築物及び埠頭等頗

なり︒

十二546図

ノ如何二存ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二542図 富國ノ實ノ墾ルト塞・ラザ

ノ如何二相ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二542ロコ凶 富國ノ實ノ墨ルト畢ラザ

ノ如何二存ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二541図 富國ノ實ノ塞・ルト墨ラザ

ノ如何二存ス︒

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十一一541図 富國ノ實ノ墨ルト塞・ラザ

望ナリ︒

︿略﹀︑廣告ノ爲合目多額 十一一5310図 海外貿易ノ將來ハ頗ル多

︿略﹀︑

く略V︑正直ナル商人ノ爲
スベキ事ニアラズ︒

十二531図

圓ノ多キ公達ストイフ︒

十二529㎝凶

︿略﹀︒

印刷物二依リテ一念二費ス金額ハ︑

十二528図米國商人が新聞其ノ他ノ

ノ費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒

十二527図

ノ費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒

十一一527図

ル手段ナリ︒

十二526図

ノ商略ナリ︒﹂ト︒

内國ノ商業モ︑海外ノ貿 十二524図 故二日目︑﹁正直ハ最善 十二538図 商人ハ︿略﹀︑平和ノ戦

︿略﹀︑需要供給ノ原則ニ
︿略﹀︑需要供給ノ原則ニ

ヨリテ物償ノ高下スルモ亦相同ジ︒

十二513図

ヨリテ物償ノ高下スルモ亦相同ジ︒

十二513図

ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

易モ︑有無相通ズルノ理法二塁ヅケ

十二512図

ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ

十二512図

ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

易モ︑有無相通ズルノ理法二郎ヅケ

︿略﹀︑やぎ出し蒔檜の 十一一512図

てぎ出し身上の

我が工業のほこりにて︒

十二4910図圃

︿略﹀︑

中之筋の花芯︑紡績

はなむしろ

我が工業のほこりにて︒

十一一4910図圃

精巧も

十二501図圃
綜とまつちとは︑輸出年々増すばか
り︒

十二502図囲千里比隣の今の世は
有無互に相通じ︑世界三碧皆市場︒

十二502図囲千里比隣の今の世は
有無互に相通じ︑世界二型皆市場︒
國の富をば幽やせかし︒

十一一504図圃 尋事く産業働みつ＼

於ケル物償ノ高低二注意シ︑︿略﹀︒

十二506図 外國トノ交通心月リシ時 十二515図 昏夢商人ハ常二全世界二
代ニハ︑︿略﹀︒

精通スルヲ要ス︒

十二507図 東西ノ交通盛ニシテ千里 十二515図 ︿略﹀︑需要供給ノ情況二
比隣ノ如キ今日二心 テ ハ ︿ 略 ﹀ ︒

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

人種・風俗ノ異ナルニ依

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

十二507図 東西ノ交通盛ニシテ千里 十二516図人種・風俗ノ異ナル偏依
比隣ノ如キ今日二於 テ ハ ︿ 略 ﹀ ︒

ノ商業トナレリ︒

十一﹇508図 く略V商業ハ世界ヲ相手 十二516図

同︻國民ノ嗜好ニモ亦
故二商業二從事スルモノ
く略V︑流行ノオモムク所

商人ノ第一二重ンズベキ 十二535図 ︿略﹀︑海外貿易ノ嚢展ヲ
︿略﹀︑大イニ國富ヲ増殖

十二5110図

︿略﹀︑約束ノ期限ヲ違へ︑ 十二536図

圖リ︑︿略﹀︒

十二522図

ハ信用ナリ︒

ヲ察セザルベカラズ︒

十二518図

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑︿略V︒

十二518図

時々ノ母宮アリ︒

十一一517図

時々ノ攣遷アリ︒

十二509図 我等ハ世界ノ市場ヨリ如 十一一517図 同︸魚田ノ嗜好ニモ亦 十二533図 富國ト強兵ト相待ツテ始
何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑世界ノ各國ハ小皆

︿略﹀︑世界ノ各國ハ亦皆

我 が 商 品 ノ 市 場 ニ シテ︑︿略﹀︒

十二5010図

十二5010図

我 が 商 品 ノ 市 場 ニ シテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑全世界ノ人四二我

ガ商費ノ花客ナリ︒

十一一511図

︿略﹀︑全世界ノ人ハ二七

ガ商費ノ花客ナリ︒

十一一511図
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大連より南山・得利寺・
結嵩とす︒

う

う

し

し

や

や

十二562図
露西亜の東清鐵道との連

血紅とす︒

十二548図 く略V︑明治三十七八年戦 十二562図
露西亜の東清塩道との連
役の記念たり︒

十一一549図

ちゅうさつ

︿略﹀︒

十一一566図

旅順線は大連の次騨臭水

日露の職役に於ては︑

子より分れて︑︿略V︒

十一一565図

呼線・︿略﹀・安奉線あり︒

満洲内地屈指の市場にし 十二564図
南漏洲の支線としては旅

大 石 橋 等 の 戦 蹟 を 経て︑︿略﹀︒

十一一5410図
て︑︿略﹀︒

十二551図 ︿略﹀︑我が駐割軍の重
しゅざ ん ば う

要なる駐割地なり︒

に三百三尺の小山な れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二552図 ︿略﹀首山流は高さ僅か
しゅざ ん ば う

し︒

其の後方の山々は皆野が

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十二569図

し︒

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十二552図 く略V首山野は︿略﹀︑遼 十一一568図 其の後方の山々は皆我が
しゅざ ん ば う

陽防備の要害地にし て ︑ ︿ 略 V ︒

く略V北山墨は︿略﹀︑明

満洲政治・交通の中心た

治三十七八年戦役激職地の一なり︒

十一一553図
十一一554図
る奉天は︑遼陽の北 約 四 十 哩 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

二大門戸と思せらる︒

あふりよく

安東縣は鴨沼江附近の森

縦貫鐵道に連結す︒

十二585図

林より伐出す木材の集散地なれば︑
︿略﹀︒

安東縣は鴨三江附近の森

︿略﹀︑安奉細道改築落成

林より伐出す木材の集散地なれば︑

十二585図

︿略﹀︒

十二586図

べるりん

著しく増加する勢なれば︑︿略﹀︒

十二601図入略﹀︑首府の人口も年々

名高し︒

十一一603図 倫敦の市街は繁盛を以て

は道幅狭く︑︿略﹀︒

十二603図市の中央最も繁華なる庭

圖に︑通行の人は行くも止るも唯其

十一一605図 ︿略﹀巡査の一墾手の合

︿略﹀巡査の一墨書の合

の命に從ひて︑︿略﹀︒

く略V︑通行の人は行くも

佛國の長き歴史を飾れる

シャンゼリゼーの大通の

シャンゼリゼーの大通の

シャンゼリゼーの大通の

爾側には白色の高屋七並

なる左右二列の緑樹は︿略﹀︒

十一一615図 ︿略﹀︑人道と車道との間

なる左右二列の緑樹は︿略﹀︒

十二614図 ︿略﹀︑人道と車道との間

び︑︿略﹀︒

十二613図

如きは︑世界聖意の街路と構せらる︒

十二612図

如きは︑世界創意の街路と構せらる︒

十二611図

如きは︑世界最美の街路と構せらる︒

十二611図

壮大なる建築の数々︿略﹀︒

十二609図佛國の長き歴史を飾れる

壮大なる建築の愈々︿略﹀︒

十二608図

巴里の市街は壮麗を以て

止るも唯其の命に從ひて︑︿略﹀︒

十二606図

の命に從ひて︑︿略﹀︒

圖に︑通行の人は行くも止るも唯其

︿略﹀︑南満洲の三大門戸 十二605図

の日には︑︿略﹀︒

十一一587図

く略V︑露西亜の東清鐵道

と構せらる＼日あるべし︒

十二588図

及びシベリヤ鐵道を利用せんか︑
︿略﹀︒

ばり

何れも壮大にして︑市の美観を添ふ︒

どいつ
然れども近年濁逸國力の

巴里の人口は二百八十萬︑

︿略﹀︑亦實に世界第一の

欧羅巴第一の大都會にし

接績都會を合すれば七百三十萬の多
きに達す︒

十二598図
て︑︿略﹀︒

十一一599図
大都會なり︒
十一一599図
︿略﹀︒

十二5910図

盛に爽展すると共に︑首府の人口も
年々著しく増加する勢なれば︑︿略﹀︒

聞ゆ︒

︿略﹀︑大連より僅かに二 十一一608図
よニろっぱ

十二5810図
うんどん

週間にして欧羅巴の中央に入るべし︒

倫敦・巴里・伯林を歓羅
巴の三大都とす︒

螢口線は︿略﹀︑螢口に 十二592図

於て清國京奉線の支線に連接す︒

十二5610図

の起毛なれば︑︿略﹀︒

かす

螢口はく略V︑遼河水運 十一一598図 倫敦は人口四百八十二︑

口にありて︑︿略＞Q

︿略﹀奉天は︑︿略﹀︑南 十二572図螢口は︿略﹀︑遼河の河 十二596図︿略﹀︑之に架したる橋は

る奉天は︑遼陽の北約四十哩︑︿略V︒

十二554図 漏洲政治・交通の中心た
十一一555図

満洲鐵道中央停車場のある慮なり︒
するもの多し︒

十二557図 其の附近我が國人の在留 十二573図
しゃか

十二558図 奉天の南方三河の名も永 十二574図 ︿略﹀︑豆類・豆油・豆粕

く世人の忘れざる所なるべし︒

く世人の忘れざる密なるべし︒
の輸出甚だ盛に︑︿略﹀︒
しゃか
十一一558図 奉天の南方三河の名も永 十二576図 ︿略﹀︑大連と共に満洲の

なれば︑︿略V︒

︿略﹀︒

十二582図

安奉線は︿略﹀︑韓國の

江の江口に近き安東縣に達して︑

十一一581図

安奉線は奉天より銀線

しゃか
かう
十二559図 奉天の南方沙河の名も永 十二577図 撫順は満洲屈指の炭坑地

長春は南漏洲鐵道最北の

く世人の忘れざる所なるべし︒
て つれい
︿略 ﹀ ︑ 金 野 を 過 ぎ て 長 春

十一一561図

の地に至る︒

十一一561図

騨にして︑︿略V︒

の一の
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著る︒

十二617図 伯林の市街は清潔を以て
其の右に出つるものなし︒

資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑
て︑︿略﹀︒

くく雪中に由る＼佛兵の跡を追ひ

資本の多きと︑信用の厚きとに干て︑
其の右に出つるものなし︒

移住なり︒

ろつば

く︑︿略V︒

十二672図 ︿略﹀︑昔の遊牧の民の如

く︑︿略﹀︒

つばめ

つばめ

雁の秋過りて春去るが如く︑︿略﹀︒

がん

十一一675図 又燕の春図りて秋去り︑

く︑︿略﹀︒

此の如きは動物の一時的 十二673図 ︿略﹀︑昔の遊牧の民の如

︿略﹀︑通常の灰色の鼠の

十一一6510図
十二662図

よ

よ ろっぱ
一群︿略﹀欧羅巴に移り︑︿略﹀︒

十二6310図英蘭銀行は設立の古きと︑ 移住なり︒

其の右に出つるものなし︒

資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑

十二618図 市匪井然として家屋の高 十二639図英蘭銀行は設立の古きと︑ 十二6510図 此の如きは動物の一時的 十一一672図 ︿略﹀︑昔の遊牧の民の如
さ略く相等し︒

十二621図 ︿略﹀︑近世の學術を慮用
せる百般の設備皆具れり︒

十二622図 ︿略﹀︑近世の學術を磨用
せる百般の設備皆具れり︒
世都市の好模範たり︒
けたる國にして︑︿略﹀︒

一群く略V欧羅巴に移り︑︿略﹀︒

雁の秋來りて春去るが如く︑︿略V︒

がん

十二624図此の貼より見れば眞に近 十二641図 英國は國會の最も早く開 十二662図 く略V︑通常の灰色の鼠の 十二675図 又燕の春來りて秋去り︑

築物なり︒

よ

ろつば

︿略﹀黒色の鼠を全く追

一群く略V欧羅巴に移り︑︿略﹀︒

十二664図

り す
又かつて栗鼠の大群ウラ

梯ひしことあり︒

十二665図

り す
又かつて栗鼠の大群ウラ

ル山中の一都會に現れしが︑︿略﹀︒

ル山中の一首會に現れしが︑︿略﹀︒

ルーブル博物館はく略V︑ 十二665図

美術博物館として世界無比の名あり︒

十二649図

築物なり︒

會議事堂は第一に観客の目を引く建

十二643図

︿略﹀︑テームス河岸の國

會議事堂は第一に観客の目を引く建

へ

あ

め

︿略﹀︑何れも南より北へ

此の如く全然移住するは
ふ

ふ

り

め

り

か

り

か

か

か

少からず︒

南亜米利加の森林にオレ

ンジの熟する季節には︑︿略﹀︒

十二678図

南亜米利加の森林にオレ

ンジの熟する季節には︑︿略﹀︒

十二678図

り割りて之を食ひ︑︿略﹀︒

さる
十二679図 ︿略﹀︑敷多の猿︿略﹀集

里の地より集り盗りて之を食ひ︑

さる
十二679図 ︿略﹀︑墨筆の猿遠く数百

︿略﹀︒

十一一6710図 東南シベリヤの高地に住

めるかもしかの︸種は︑︿略﹀︒

十二681図東南シベリヤの高地に住

︼定の季節に最も多籔の

めるかもしかの一種は︑︿略﹀︒

一定の季節に最も多数の

の寒き平地に住せるレミングと構す

十二688図︿略﹀露西亜及びシベリヤ

移住を見るはく略V地鼠の一種なり︒

十二686図

移住を見るはく略﹀地鼠の一種なり︒

︿略﹀︑南亜米利加の野牛 十二686図

あ

︿略﹀︑亜弗利加・印度の

あ

あ

り

毎年一定の季節に其の居を移すもの

十二625図 倫敦は世界第一の大都會 十二642図 ︿略﹀︑テームス河岸の國 十一一662図 ︿略﹀︑通常の灰色の鼠の 十二676図 ︿略﹀︑獣類中にも︿略﹀︑
なれども︑︿略﹀︒

十二627図 倫敦は︿略﹀︑古風の乗
合馬車を以て主なる交通機關とす︒

十二629図然れども地下には各種の
︿略﹀︑テームス河床の下

鐵 道 縦 横 に 貫 通 し ︑︿略﹀︒

十一一631図

をも往來せり︒

し

獅子︑︿略﹀︒

し

十二672図

稀に見ることなれども︑︿略V︒

十二671図

同一の進路を取りて︑︿略﹀︒

十二668図

逃げかくる﹂中︑︿略V︒

十一一632図 牡麗なる馬車・自動車の 十一一6410図 凱旋門は有名なるナポレ 十二666園︿略﹀︑人々の驚き恐れて

濁逸帝國は︿略﹀︑首府
のあるは固よりあやしむに足らず︒

の壮観の未だ英佛二二に及ばざるも

十二655図

き程の大建築物なし︒

オンの計壼に成れるものにて︑︿略V︒
多きは巴里を第一とし︑︿略V︒
ひろこうち
十二633図 ︿略﹀︑殊に公園・廣小路 十一一652図 伯林には世界にほこるべ

の如きは︑十数垂列をなして前後相
接す︒

十二634図 電車の便の最も開けたる
は 伯 林 に し て ︑ ︿ 略﹀︒

おほかみ

十一一672図
や

の壮観の未だ英佛二國に及ばざるも
し

のあるは固よりあやしむに足らず︒
う

し

く略V︑露西亜の狼は行十二672図 ︿略﹀︑亜弗利加・印度の

きことにあらず︒

食物を追うて其の居を韓ずるは珍し
おほかみ

獅子︑南亜米利加の野牛等の︑︿略﹀︑
や

くく雪中に倒る＼蒸器の跡を追ひ
し

︿略﹀︑露西亜の狼は行

う

て︑︿略＞Q

十二658図

等の︑︿略﹀︒

十二634図電車の便の最も開けたる 十二655図 搦逸帝國は︿略﹀︑首府
は伯林にして︑︿略 V ︒

十二635図 く略V︑市街の隅々通ぜざ
る虜なく＜略﹀︒

の多きこと世界に冠たり︒

十二638図 押合博物館は古書・古物

十二639図 英蘭銀行は設立の古きと︑ 十二659図
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の一の

る地鼠の一種なり︒

十二6810図 ︿略﹀レミングと構する
地鼠の一種なり︒

満⁝目の廣野雪に埋れて食

物 の 訣 溶 せ る 頃 に 至れば︑︿略﹀︒

十二6810図

十二691図満目の廣野雪に埋れて食
物 の 訣 乏 せ る 頃 に 至れば︑︿略﹀︒

過ぐる 虜 の 沿 路 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

︿略﹀︑野獣の爪牙にさか

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど

十二696図

饒す所なし︒

十二702図
れ て 食 は る ﹂ も の ︑︿略﹀︒

十二707図 永遠の幸福を望む者は一
時の勢苦を忽ぶべし︒

十二707図永遠の幸福を望む者は一
時の勢苦を忍ぶべし︒

十二708図 老後の安樂を願ふ者は若
年の辛苦をいとふべからず︒

十二708図老後の安樂を願ふ者は若
年の辛苦をいとふべからず︒

十二709図 少壮有益の間を徒に遊び
暮さば︑︿略﹀︒

十二718図 現在の職務に忠言なれば︑
︿略﹀︒

十二727雨跡

不義にして富み且貴き
進取の氣象に富める人は

は︑我に於て浮雲の如し︒﹂

十二728図
引込思案の人は︿略﹀︑

︿略﹀︑成功は期せずして到る︒

十二7210図

く略V東半球の人は全く

良好なる時機を失ふこと多し︒

十二736図
始めて西半球の陸地を襲

西半球を知らざりき︒
たりや

十一一737図
い

いすぱにや

︿略﹀西班牙の皇后イサ

見したるは伊太利人コロンブスにし
て︑︿略﹀︒

ベラなりき︒

十一一739図

よ

ろつば

︿略﹀︑欧羅巴の西海岸よ

に航海業に從事せるコロンブスは
︿略﹀︒

十二747図

︿略﹀︑欧羅巴の西海岸よ

り西を指して進まば︑︿略﹀︒
よロろつば

十二748図

り西を指して進まば︑印度の東海岸

十一一769図 熱湯の海ありと語る者︑

十二769図 ︿略﹀︑西班牙パロスの港

をあざける者︑︿略﹀︒

十二771図 ︿略﹀︑コロンブスの暴塞・

はれむ者︑︿略﹀︒

十二7610図 ︿略﹀︑乗組員の運命をあ

︿略﹀︒

は未明より人の山を築けり︒

に到着すべしとの意見を抱けり︒
よびろつば
︿略﹀︑欧羅巴の西海岸よ

十一一749図

り西を指して進まば︑印度の東海岸
に到着すべしとの意見を抱けり︒
ふ びらい

十二749図︿略﹀元の忽皆済に仕へ

たる伊太利の大旅行家一

十一一772図遠征の船は三隻の小艦に

る者︑︿略﹀︒

く略V伊太利の大旅行家 十二771図 ︿略﹀︑皇后の無謀をそし

ロの日本に賦する記事を讃み︑︿略﹀︒

十二7410図

〜の日本に關する記事
を讃み︑︿略﹀︒

や

亜細亜の東端は欧羅巴の

じ

や

亜細亜の東端は欧羅巴の

じ

ふ

り

か

︿略﹀︑選書の見物人は

あ

︿略﹀と語れり︒

十二774図

くれ行くを見送りて︑︿略﹀︒

十二773図船の次第に朝霧の中にか

くれ行くを見送りて︑︿略﹀︒

十二773図船の次第に朝霧の中にか

して︑︿略﹀︒

十二772図遠征の船は三隻の小弓に

︿略﹀剰司の して︑︿略﹀︒
日本に關する記事を讃み︑︿略﹀︒

十二7410図

く︑︿略﹀︒
あ

あ

︿略﹀︑遂に皇后イサベラ
の知る所となり︑︿略﹀︒

十二765図

く見たるコロンブスの誤はく略V︒

西暦一千四百九十二年八

の大探検を行ふに至れり︒

く略V︑今日はコロンブス

月三日目朝︑︿略﹀︒

十一一768図

が遠征隊出襲の日なりとて︑︿略﹀︒

に不安の念を生ぜり︒

十二779図 ︿略﹀︑乗組の人々も次第︐

十二779図 ︿略﹀︑乗組の人々も次第

に不安の念を生ぜり︒

十二7710図 かくて日豊は重れども︑

く略V︑朝の風を聞きては

陸地の片影だにみとめ難く︑︿略﹀︒

十二781図

鳥の聲かと疑ひ︑︿略V︒

鳥の聲かと疑ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑西班牙パロスの港 十二781図︿略﹀︑朝の風を聞きては
は未明より人の山を築けり︒

十二768図

に近きカナリヤ島に着し︑︿略﹀︒

十二7510図︿略﹀︑地球を詣りに小さ 十二776図 ︿略﹀︑亜弗利加の北西岸

西端に近しと信じ︑︿略﹀︒

十二759図

西端に近しと信じ︑︿略﹀︒

十二759図

によりて製したる盛運を得て思へら

十一一7310図當時伊太利は貿易の中心 十二753図 ︿略﹀︑又ボーロの旅行記
地にして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑印度地方の寳石・

香料・絹布類は︿略﹀︒

十二7310図

港を纒て欧洲へ輸入せり︒

おう

十二741図︿略﹀ベニス・ゼノア等の

然るに印度との交通は長

日月を要し︑︿略﹀︒

十二742図然るに印度との交通は長
十二742図

日月を要し︑中途の危険亦少からざ
れば︑︿略V︒

かんことは欧洲人一般の希望なりき︒

十二718図 ︿略﹀︑上下の愛敬・信用 十一一744図 ︿略﹀︑便利なる航路を開 十二765図︿略﹀︑其の保護の下に此
其の身に集り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑貧賎は人の共にい

十二7110図富貴は人の共に欲する所︑ 十二745図 ︿略﹀︑十四歳の時より既 十二767図
︿略﹀︒

十二7110図

と ふ 所 な り と い へ ども︑︿略﹀︒

下に冠たるも︑︿略﹀︒

十二723図 位人臣の榮を極め︑二天

の一の
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の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
十二797庫輪凶

船員皆歓喜して︑コロン
︿略﹀︑孚ひてこれまでの

ブスの身邊を園み︑︿略V︒

十二781図 ︿略﹀︑夕の雲を見ては陸 十二796図

ず︒

し︑︿略﹀︒

り︒

十二801図

︿略﹀︒

十二8010図

︿略﹀︑

一千四百九十八年

大公園︑︿略﹀︒

うい

うい

ん

ん

虜は懊太利の首府維切言の

おびすとりや

な主人の爲に︑道行く人の投與へる
喜捨を待ちわびてみる︒
︿略﹀︑道行く人の投與へる

見る物の多い今日の祭日に︑

見る物の多い今日の祭日に︑

喜捨を待ちわびてみる︒

十一一819

︿略﹀︒

十一一819

︿略﹀︒

十二8110

︿略﹀︑時代後れの下手な音
︿略﹀︑祭見物の人々は段々

曲に耳を傾ける者は一人もない︒

十二8110
十二821

婦り始める︒

帽子の中に︸文の銭もない
老人は︑︿略﹀︒

十一一822

老人は︑︿略﹀︒

︿略﹀老人は︑傾く夕日を

︿略﹀此の様子を見てみた

︿略﹀︑傍の石にこしを下し︑

望み︑帽子の内を眺めては︑︿略﹀︒

十二823
十二824
︿略﹀︒

十二826

︿略﹀︑天上の音樂の様な美

一人目紳士があった︒

揮始めた︒

十二848

︿略﹀︑天上の音樂の様な美

︿略﹀海の底へ引込まれる

︿略﹀春霞の彼方へ連れて

︿略﹀︑忽ち人の心を百花満

︿略﹀︑忽ち人の心を百花満

︿略﹀︑又忽ち落葉散敷く秋

︿略﹀︑妙音の外には何物も

紳士は更に懊太利の國歌を

次第に投込む︒

十二844 ︿略﹀︑雨の降る様に手當り

入れる︒

箏って老人のさ﹂げた帽子の中へ投

十一一843 ︿略﹀︑聴衆は銭をつかんで︑

入れる︒

雫って老人のさ＼げた帽子の中へ投

十一一843 ︿略﹀︑聴衆は銭をつかんで︑

見えも聞えもしない︒

十一一8310

のさびしさに沈ませる︒

十二839

開ののどかな春によはせ︑︿略﹀︒

十二839

開ののどかな春によはせ︑︿略﹀︒

十二838

行かれるやうな心持になる︒

十二837

やうな氣がするかと思ふと︑︿略﹀︒

十二835

手つきを打ちまもって居た︒

十二832 ︿略﹀︑バイオリンと紳士の

のかとく略V︒

自分の弾く時にはあんな音が出ない

十一一831 老人は︑︿略﹀︑どうして又

しい音がわき出した︒

十二829

しい音がわき出した︒

コロンブスの遠征時代は 十二829

我が國後土御門天皇の御代にして︑
︿略﹀︒

おロすとりや

を弾いて居る老人の辻音樂師がある︒

︿略﹀︑コロンブスは深紅 十一一816 ︿略V︑路ばたにバイオリン

︿略﹀︑前のそしりし者︑

忠實な犬は︿略﹀︑あはれ

大公園︑︿略﹀︒

︿略﹀︑歓喜を眼の光に浮 十二816

かくてコロンブスは報告

是今の西印度諸島の一な

夏野の西印度諸島の一な

地をサンサルバドルと命名せり︒

十二7910図︿略﹀︑此の西班牙の新領 十二818

べて眞先に上陸し︑︿略﹀︒

十二799図

︿略﹀︑西班牙の國旗を持 十一一816 虜は筆太利の首府維也納の

の美服を着し︑︿略V︒

十二798図

十二782趣く略V︑夕の雲を見ては陸 不從順なりし罪を謝せり︒
の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
ず︒

婦國せんと謀るに至れり︒

十二783図 船員は失望の興り︑︿略﹀ 十二799図

十二785図 コロンブスは︿略﹀動か
︿略﹀︑又果實の附きたる

ざること山の如く ︑ ︿ 略 ＞ Q

十二787図
︿略﹀︑火線實の附きたる

枝の波のまにく浮べるを見たり︒
十二788図

十二802﹇図

り︒

︿ 略 ﹀ ︑ 又 縛 帯 の 附 き た る 十二801図

枝の波のまにく浮べるを見たり︒
十一一788図

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

︿略﹀︑パロス港の群集は

の爲︑西班牙に蹄越せしが︑︿略﹀︒

十時頃はるかに一問の燈 十二803図

十二789図 人々始めて陸地の近きを
知り︑︿略﹀︒

十一一7810図

︿略﹀︑パロス港の群集は

出帆の日に数倍し︑︿略﹀︒

十一一808図

の航海を試みしが︑︿略﹀︒

十二807図師の後コロンブスは敷回 十二822 帽子の中に一文の鑓もない

雫ひてコロンブスを歓迎し︑︿略﹀︒

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆

十二803図

出帆の日に敷倍し︑︿略V︒

く略V︑朝の二時頃﹁陸﹂ 十二803図

火をみとめしが︑ ︿ 略 V ︒

十二7810図
︿略﹀︑先頭の一蓋が獲せ

﹁ 陸 ﹂ ﹁ 陸 ﹂ と 呼 ぶものあり︒

十二792図
る 中 砲 に ︑ 人 々 喜 びて︑︿略﹀︒

十二793図︿略﹀︑人々喜びて︑手の
舞ひ︑足のふむ所を知らず︒
十一一793図︿略﹀︑人々喜びて︑手の
舞ひ︑足のふむ所を知らず︒

コロンブスの遠征時代は
我が唐革土御門天皇の御代にして︑

十二809図

に達し︑︿略V︒

十二794図 く略V︑前面の一島草木 第三回の航海に激て︑オリノコ河口
青 々 と し て ︑ ︿ 略 V︒

︿略﹀︑土人は驚きて此の

新來の客を眺めて立てり︒

十二795図
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十二848 幾千の聴衆は帽子をぬいで
︿略﹀︑燈火の光が田々とし

相和して歌った︒

十二851

︿略﹀ ︑ 今 の 今 ま で 誰 一 人 も

て此虜彼虜にか〜やいてみるとは︑
︿略﹀︒

十一一852
氣附かなかった︒

ふらんす

十二854 一同は唯神の仕業とのみ思
つた︒

十二854 佛蘭西のバイオリンの名手
アレキサンドル ブーシェーであっ
たとは後になって分つた︒
ふらんす

十二865図

︿略﹀全く復仇の事を忘
れたる家には︑︿略﹀︒

出入口に︑はき物の前志

れたる家には︑盗人のうかゴふこと

十二886図
多しといへり︒

出入口の混雑せる程なれ
︿略﹀︑総べて家内に不整

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

﹁︿略﹀︑人面獣心とは 十二888図

ば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑反復直言して復仇 十二887図

薩摩の士に喜劔といふ人

さつま

れたるが如し︒

十二866図
あり︑︿略﹀︒

の事を勧む︒

十二867図
十二8610図園
汝の事なるべし︒

戸棚に至るまで︑︿略﹀︒

とだな

︿略﹀︑足の指に魚肉敷片 十二889図座敷の床の間より毫所の

︿略﹀︑其の主謀の良雄た

︿略﹀︑公私の用を終へて︑

くわくりやう

く略V之を義士の墓園に

じゅしや

くわくりやう

くわくりやう

︿略﹀︑諸道具の置場虜を

戸棚に至るまで︑︿略﹀︒

十二889図

︿略﹀︑急ぎの場合にも混

一定し︑︿略＞Q

十二892図

︿略﹀︑︸極りよく整へ置く

雑なく︑︿略﹀︒

十二893図

︿略﹀日々のふき掃除も

家内のよく整頓せる程の

家内のよく整頓せる程の

は主婦たる者の務なり︒

家は︿略﹀︒

十二894図

家は︿略﹀︒

十二894図
十二894図

凡そ家内の掃除は︿略﹀︒

必ず行届きてく略V︒
十二895図

と

じまり

戸締の用心よりも火の

じまり

出入口に︑はき物の丁丁 十二899図

と

用心は一層大切なり︒

事幕末の儒者林鶴梁の 十二899図 戸締の用心よりも火の

じゅしや

箱の奥までも注意せざるべからず︒

事幕末の儒者林船梁の 十二896図 ︿略﹀︑便所の隅より下駄

箱の奥までも注意せざるべからず︒

事幕末の儒者林鶴梁の 十二896図 ︿略﹀︑便所の隅より下駄

じゅしや

とだな

︿略﹀︑足の指に魚肉二十 十二889図座敷の床の間より毫所の

をはさみて良雄の面前に出す︒

十二871図
十一一871図

をはさみて良雄の面前に出す︒

︿略﹀︒

十二877図園

十二886図

ひ
作れる烈士喜起業の文にくはし︒

十二884図

ひ
作れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

十二883図

ひ
作れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

十二883図

葬れりといふ︒

十二882図

之を義士の軍側に葬れりといふ︒

十二882図時の人其の志を壮として

再び江戸に出つれば︑︿略﹀︒

十二879図

しは再興に誇れり︒﹂

我が心の良雄を半群せ

るを知るに及びて︑驚いて曰く︑

十二875図

義士復仇の墨を聞き︑︿略﹀︒

十二855 佛蘭西のバイオリンの名手 十二874図喜家山の後江戸に出で︑
アレキサンドル ブーシェーであっ
たとは後になって分つた︒
あかほ

十二858個月赤穂浪士が敷年の苦難を
あかほ

忍び︑︿略﹀︒

十二858図 赤穂浪士が︿略﹀︑遂に
主君の仇を報じて︑從容与に就ける
はく略﹀︒

︿略﹀︑日本武士道の精華

史上の一美談たるのみならず︑︿略V︒

十二859図 ︿略﹀徳川時代に於ける
十一一8510図

を爽揮せるものといふべし︒

十二861図 四十七士の事蹟は見童・
︿略﹀︑東京高輪泉岳寺の

たかなわせんがくじ

走卒も之を知らざ る は な く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一一862図

墓前には︿略﹀︒

十二862図 ︿略﹀今尚香花の絶ゆる
ことなし︒

十二864図 四十七士の統領たる大石
良雄はく略V︒

よしを

煙草の吸ひがらより大火

用心は一層大切なり︒

事を引起せしことく略﹀︒

十二899図

︿略﹀火の用心を忘れざ

消壺までもよく検査して︑︿略﹀︒

つぼ

かまど
十二901図 ︿略﹀︑先づ竈の下より火

十二902図

四季寒暑の攣り目にはと

衛生上の注意を怠らずし

る様にすべし︒

て︑︿略﹀︒

十二905図

十二906図

︿略﹀少しの不注意は大

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

いなる禍を招く︒

十二908図

のものなれば︑︿略﹀︒

十二912図男子は外に出でて不在勝

受くること最も多し︒

十二913図 ︿略﹀︑量見は母の感化を

等につきては︑主婦たる人の責任最

十二914図 ︿略﹀︑子供の行儀・作法

も重し︒

主婦は又常に家庭和戦の

等につきては︑主婦たる人の責任最

十二915図 ︿略﹀︑子供の行儀・作法

も重し︒

中・いとなりて︑︿略﹀︒

十二916図

家内能く和合して︑互の

心にわだかまりなく︑︿略﹀︒

十二917図

て夕の膳に向ふ時︑︿略V︒

ぜん

十二918図 ︿略﹀︑むつまじく打揃う

られて︑︿略﹀︒

十二918ロロ凶 ︿略﹀︑ 一日の勢苦は忘れ

十一一919図 ︿略﹀︑更に明日の活動を
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思ふなり︒

魯の重臣某の病死せんと

秋時代に生る︒

︿略﹀︑職を退きし後も弟

是孔子が十七歳の時なり

せし時︑︿略﹀︒

魯の重臣某の病死せんと

せし時︑︿略﹀︒

十二9110図 日々の暮しは﹁入るを計 十二936図
つて出つるを制す ︒ ﹂ を 第 一 義 と す ︒

め 其 の 支 出 を 定 め ︑︿略﹀︒

十一一921図 家の牧入を基として︑豫 十二937図

動は︿略﹀︒

齊の景公も商道を孔子に

孟子の幼時母は深く意を

大賢の名あるは孟子なり︒

十二963図
其の教育に用ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑市井の感化を恐れ

﹁汝の今學を漏するは

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

十二964図

十二967図上

我が此の機を断つが如し︒﹂

十二981図

國民各自の行者をつ＼し

︿略﹀︑殊に他言人の注意

格を高むる所以なりといへども︑

み︑品格を重んずるは即ち國民の品

︿略﹀︒

十二982図

を引くものは社會の公徳及び國民の

︿略﹀︑殊に他芸人の注意

度量なりとす︒

を引くものは社會の公徳及び愚民の

孟子これより感奮・丁丁 十二983図

して遂に一世の大家となり︑︿略﹀︒

十一一968図

十二969図︿略﹀︑職単磁奪の世に在

を引くものは社會の公徳及び警守の

度量なりとす︒

んじ︑社會の規律を尊び︑公共の物

公徳とは公衆の衛生を重

品を大切にする等︑総べて衆人の利

十二985図

︿略﹀︑公共の物品を大切

︿略﹀衆人の利害を考へ

にする等︑︿略﹀︒

十二985図

︿略﹀︒

十二984図 ︿略﹀︑社會の規律を尊び︑

をいふ︒

害を考へて其の行雲をつ＼しむ徳義

て︑以て父母をあらはすは孝の終な
孟子の如きは即ち其の一

︿略﹀︑世界強権の國民た

國民は個入の集合より成
︿略﹀︑國民の品格といふ

︿略﹀︑官靡・學校・神社

て其の行爲をつ＼しむ徳義をいふ︒

︿略﹀︑國民の品格といふ 十二987図

︿略﹀︑公園の樹木を折取

・佛閣等の建築物をけがし︑︿略﹀︒

るが如きは︑︿略V︒

く略V︑國民の品格といふ 十二987図

國民各自の行爲をつ﹂し 十一一988図 ︿略﹀︑公園の樹木を折取

るが如きは︑公徳の低きを示し︑

︿略﹀︑大國民の品格を傷

み︑品格を重んずるは即ち國民の品

十二988図

︿略V︒
︿略V︒

格を高むる所以なりといへども︑

十二9710図

も塗輿個人の品格の外に出でず︒

十二97！0図

も亦各個人の品格の外に出でず︒

十二9710図

も亦各個人の品格の外に出でず︒

十二979図

るものなれば︑︿略﹀︒

十二979図

る名智を負ふものは︑︿略﹀︒

十一一976図

人なり︒

十一一972図

り︒﹂

りて︑専ら聖人の道を講ぜり︒

︿略﹀︑殊に他國人の注意

度量なりとす︒

十二983図
十二969図

りて︑專ら聖人の道を講ぜり︒

或時齊の臣景公に告げて

︿略﹀︑戦國孚奪の世に在

其の時齊の有司進みて戯

十一一972図 ﹁︿略﹀︑名を後世にあげ 十二984図

﹁魯人は君子の道を以
天略﹀︑我が臣の行ふ

齊の臣答へて︑﹁︿略V︒﹂

十二9510図

孔子の孫子思の學説を受
孔子の孫子思の學説を受
︿略﹀︑孔子の道を傳へて

く略V︑孔子の道を傳へて

大賢の名あるは孟子なり︒

十二962図

け︑︿略﹀︒

十二962図

け︑︿略V︒

十二962図

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

智徳の最も圓満に嚢達せ

十二957図此の會に於ける孔子の行

と︒

十一一955図

所は禮に反す︒

十一一954図園

て其の君を輔くるに︑︿略V︒

十一一953図圏

樂を奏せしかば︑︿略﹀︒

十二951図

曰く︑︿略﹀︒

十二947図

問へり︒

十二942図

せい

子の道を問ふもの帯く多かりき︒

十一一941図

き︒

︿ 略 ﹀ ︑ 衣 服 ・ 飲 食 の 費 皆 十二939図

其の上不時の出費の爲︑

其の範團を越ゆることなかるべし︒

十一一922図

十一一923図

多少の準備を爲し置くを必要とす︒

十二923図 其の上不時の出費の爲︑
多少の準備を早し置くを必要とす︒
多少の準備を爲し置くを必要とす︒

十二923図 其の上不時の出費の爲︑

十二924図 身分不相當の活計は産を
破り︑家を亡す基なり︒

十二927図 身分相當の交際は家を保
︿略﹀︑世間の交際をも外

つ上にも必要なり ︒

十二929図

さず︑慈善の事業にも鷹分の資を投
ずべく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑慈善の事業にも慮

︿略﹀︑慈善の事業にも鷹

分 の 資 を 投 ず べ く ︑︿略﹀︒

十二929図

十一一929図
分 の 資 を 投 ず べ く ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑公共の事業にも後
な

れを取るべからず ︒

十二9210図
し

︿略﹀︑大聖として徳化の

十二932図 支那幾千年間の人物中︑
︿略﹀︒

十二932図

尚今日に著しきもの︑孔子に如くは
なし︒

十一一934図 孔子はく略V︑支那の春 十二962図
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つくるものなり︒

十二991図 衆人群集の場庭にて他人
をおしのけ︑︿略﹀︒

我等の學ぶべき事ならず

し込めば直ちに送り來る︒
十一一欄7図
や︒

︿略﹀人種・宗教・風俗

の如何を問はず︑︿略﹀︒

十二992図 く略V︑汽車・汽船等の中 十二伽8図
にて我濁り廣き場庭 を 占 領 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

度量なり︒

以て等しく之を親愛するは大國民の

十二993周く略V高騰を医して︑他十一一㎜9図 ︿略﹀四海兄弟の精神を
人の安眠をさまたぐるが如きは︑
︿略﹀等しく之を親愛す

るは大國民の度量なり︒

十一一欄10図

︿略﹀︒

︿ 略﹀︑文明國民の爲すべ

きことにあらず︒

十一一994図

︿略﹀︑幼者・不具者の爲

︿略﹀︑却って我が國民の

︿略﹀︑早くも其の國民の

を見れば︑︿略﹀︒

十二棚8図

︿略﹀︑早くも其の國民の

品格の知らる＼ものなり︒
十二棚8図

我等五千萬の同胞は常に

品格の知らる＼ものなり︒

十二棚8図

我等五千萬の同胞は常に

大帝國の皇民たるを思ひ︑︿略﹀︒

十二棚9図

︿略﹀︑

一言︒一行の間に

大帝國の國民たるを思ひ︑︿略﹀︒

十二捌9図

＝言・一行の間に

も︑大國民の品格を高むるの用意あ
るべきなり︒
︿略﹀︑

も︑大國民の品格を高むるの用意あ

十二棚10図

十二棚10図︿略﹀︑＝三口・一行の間に

るべきなり︒

十二梱2図︿略﹀︑却って我が國民の

も︑大國民の品格を高むるの用意あ

にして︑︿略﹀︒

度量の狭く︑品格の低きを示す所以

十二棚2図

の念を以て之を迎へ︑︿略﹀︒

十二995図老人長者の爲に道をゆづ 十二梱1図 ︿略﹀や＼もすれば輕侮
り︑︿略﹀︒

十二995図
に席を與ふるが如き は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
．十二996図 ︿ 略 ﹀ ︑ 其 の 心 の 奥 ゆ か し

きを感ぜずや︒

るべきなり︒

︿略﹀︒

其の土地に廣狭の差あり︑
く略V︑其の組織に繁簡の
︿略﹀︑地方自治の精神に

︿略﹀︑其の團龍の幸福を
進め︑歩運の嚢展を期するは一なり︒

十二撹5図

基づきて︑︿略﹀︒

十二撹4図

別ありといへども︑︿略﹀︒

十二槌4図

︿略﹀︒

十二皿3図

は府縣・郡・町村の三級に分れたり︒

十二撹3図︿略﹀︑府警・市の二級或

は府縣・郡・町村の三級に分れたり︒

十二槻2図︿略﹀︑過慮・市の二級或

我が國の地方自治團膿は︑

度量の狭く︑品格の低きを示す所以

︿略﹀︑國交を傷つけ︑随

十一一鯉2図

にして︑︿略﹀︒

し︒

十二棚5図

︿略﹀︑汽車・電車中に於

︿略﹀︑汽車・電車中に於

ける乗客の墾止︑道行く人の容儀等

十二梱6図

を見れば︑︿略﹀︒

ける乗客の墾止︑道行く人の容儀等

十一一棚6図

の容儀等を見れば︑︿略﹀︒

・建築物等の状況︑︿略﹀︑道行く人

他國に行きて︑其の市街

つて國力の爽展をさまたぐること多

十二棚3図

にして︑︿略V︒

度量の狭く︑品格の低きを示す所以

︿略﹀︑博物館・圖書館等 十二棚3図︿略﹀︑却って我が欄干の

十二998図 汽車・汽船・電車等の交
通機關︑︿略﹀︒

十一一998図
の公共管造物に在り て は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二9910図︿略﹀︑之に必要なる諸種
の規則あり︒

を守り︑規律を重んずる心乏しき時

十二9910図 若し︑公衆の間に︑規則

はく略﹀︒

其の運用を全くすること能はず︒

十二㎜1図 ︿略﹀是等文明の利器も

どいつ

十二㎜4図 ︿略﹀︑間違の起ること殆
ど無し︒

十二欄5図 又甥逸にては圖書館の書
籍を借受くるにく略V︒

十二㎜5図︿略﹀一枚の葉書にて申

地方人民協同一致して︑

何をか自治の精神といふ︒

進め︑聖運の嚢展を期するは一なり︒

十二撹5図 ︿略﹀︑其の團膿の幸福を

十二撹7図

自ら地方公共の事に任じ︑︿略﹀︒

十二撹8図

十二撹8図 ︿略﹀︑誠意其の急心の爲

に力を致すの精神是なり︒

十二撹8図︿略﹀︑誠意其の團確の爲

此の精神は實に自治制の

に力を致すの精神是なり︒

十二鯉9図

一般人民の心急・郡・市

根本にして︑︿略V︒

町村會議員を選塁するも︑︿略﹀︒

十二撹10図

十二欄3図 ︿略﹀︑市町村長・参事會

員等の其の事務を虜顕するも︑議員

の経費を議するも︑︿略﹀︒

員等の其の事務を心理するも︑議員

十二鵬4図 ︿略﹀︑市町村長・参事會

の経費を議するも︑︿略﹀︒

私交上の關係をさしはさむべからず︒

十二鵬7図 ︿略﹀︑親族・縁故其の他

十二鵬9図 ︿略﹀︑私利を以て勧誘す

る等の手段を用ひ︑︿略﹀︒

十二鵬10図 ︿略﹀︑自治の精神に反す

眞に自治の精神に富める

ること最も甚だし︒

十二佃10図

者は︑︿略﹀︒

任者を畢ぐるを知りて︑︿略﹀︒

十二悩1図 ︿略﹀︑地方公職の爲の適

十二悩1図 ︿略﹀︑地方公職の爲の適

任者を畢ぐるを知りて︑︿略V︒

十二悩2図︿略﹀︑其の他には何等の
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私心を有せざるなり︒

十二脳3図 公吏・議員等直接公共の
事務に當る者︑︿略﹀︒

十二脳4図 ︿略﹀︑一般人民の之を助
︿略﹀︑自治團膿の圓漏な

くるなくんば︑︿略﹀︒

十二悩5図
る嚢達は得て望むべからず︒

旨を膿し︑︿略﹀︒

十一一嗣6図 故に人々常に自治制の本
十二脳6図 ︿略﹀︑協同一致して團膿
の福利を増進せんことを心掛くべし︒

︿略﹀︑地方人民の一般に

書誌の事業は︑︿略VQ

十二脳7図 例へば教育・衛生等自治
十二悩8図

︿略 ﹀ ︑ 産 業 の 嚢 達 ︑ 風 俗

之を尊重し︑之に協力するによりて︑
︿略﹀︒

十一一価1図

の改善︑人心の作興に務むるが如き
は︑︿略V︒

十二鵬1図 ︿略﹀︑産業の嚢達︑風俗
の改善︑人心の作興に務むるが如き
は︑︿略V︒

十二価1図 く略V︑産業の妻達︑風俗
の改善︑人心の作興に務むるが如き
は︑︿略﹀︒

十二価2図 ︿略﹀︑産業の護達︑風俗
の改善︑人心の作興に務むるが如き
は︑皆公共心の議 動 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二価2図 く略V︑自治の精神の養成
に資し︑︿略V︒

十二欄2図 く略V︑自治の精神の養成
に資し︑︿略﹀︒

十二価4図

︿略﹀大いに力を是等の

︿略﹀︑人民に自治の精神

自治制の如き最良の制度

自治制の如き最良の制度

凡て制度の運用は人にあ

事業に蓋すべきなり︒

り︒

十二価5図

も︑︿略﹀︒

十二価5図
十二価5図
も︑︿略﹀︒

十二価6図

我が國は萬世一系の天皇

乏しき時は︑︿略﹀︒

十二価9図

︿略﹀︑天皇は馬糞大臣の

之を統治し給ひ︑︿略﹀︒

十二価10図

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ
せ給ふ︒

︿略﹀︑天皇は︿略﹀一切

しかして萬機公論に決す

の政務を親裁せさせ給ふ︒

十二価10図

十二描1図

帝聾唖會は貴族院・衆議

るの聖旨に基づき︑︿略﹀︒

十二欄3図

貴族院は五種の議員を以

院の爾院より成る︒

十二鵬4図

て之を組織す︒

皇族・公侯爵︑同型の互
︿略﹀︑及び各府縣に干て

選せる伯子男爵︑︿略﹀︒

十二鵬4図
十二鵬6図

多額の直接國税を納むるもの︿略﹀︒

︿略﹀十五人の中より一

第三種・第五種の議員の

人を互選し︑︿略﹀︒

十二描7図

十二伽8図

任期は七箇年とし︑︿略﹀︒

十二鵬9思妻三種・第五種の議口貝の

衆議院は一定の選學資格

任期は七箇年とし︑︿略﹀︒

十二鵬10図

を有する臣民の公選したる議員を以
衆議院は↓定の選學資格

て組織し︑︿略﹀︒

十二鵬10図

を有する臣民の公選したる議員を以

︿略﹀法律及び歳出・歳

帝國議會の主要なる任務

︿略﹀︑議員の任期は四箇

て組織し︑︿略﹀︒

年なり︒

十二研1図

十二研3図
はく略﹀︒

︿略﹀︑法律案は政府の外︑

入の豫算を議定するにあり︒

十二柳4図
十二餅7図

︿略﹀帝國議會の協賛を

貴族院・衆議院共に各之を提出する
を得︒

十二研9図

纒たる後︑︿略﹀︒

しかして︑法律及び豫算
はく略﹀︑天皇の裁可を待ちて始め

十二柳10図

て成立するものとす︒

若し雨院の決議︻致せざ

爾院の決議一致すとも︑

︿略﹀︑帝國高吟の協賛に

るときは︑︿略﹀︒

十二鵬1図

あらず︒

十一一佃2図

十二柵2図
︿略﹀︒

く略V︑天皇の裁可を纒ざ
︿略﹀︑且臣民の請願を受

れば其の効力を生ぜざるなり︒

十二佃3図
十二燗6図

︿略﹀︑且臣民の請願を受

くるの槽能を與へられたり︒
十二佃6図

くるの権能を與へられたり︒

を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

十二佃10図 ︿略﹀︑要は下情上達の道

十一一㎜⁝1図 帝国議會の協賛は國家の

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

帝國議會の協賛は國家の

及すものなれば︑︿略﹀︒

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

十二佃1図

帝國赤嘘の協賛は國家の

及すものなれば︑︿略﹀︒

盛衰︑上達の安危に重大なる關係を

十二佃1図

及すものなれば︑︿略﹀︒

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

十一一佃2図 ︿略﹀︑議員たる者は至誠

く略V公平無私の精神を

廻すべく︑︿略﹀︒

以て︿略﹀︒

十一一佃4図

く略V参政の公職に最も

適任なる人物を選出せざるべからず︒

十二㎜4図

十二佃7図 ︿略﹀︑國民皆兵なる今の

大御代︑︿略V︒

勅諭こそ一般國民の寸時も忽にすべ

十一一欄9図 ︿略﹀軍人に下し給へる

勅諭は先づ我が國の軍隊

からざるものなれ︒

十二㎜2図

が古來天皇の統率し給ふ所なること

勅諭は先づ我が國の軍隊

を諭し給ひ︑︿略﹀︒

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二柵2図

を諭し給ひ︑︿略﹀︒

攣るに連れて︑︿略V︒

十一一柵3図 く略V︑其の後時世の移り
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びて︑︿略﹀︒

十一一柵4図

︿略﹀ ︑ 明 治 の 大 御 代 に 及

十二穐2図

十一一擢2図

3図

︿略﹀︑官職の高下︑就職

故に下級の者の上官の命

︿略﹀︑十分に自己の職務

正の軍人にあらず︒

十二備3図

を壷す人を眞の大勇の人といふべし
と訓へ給ふ︒

︿略﹀︑十分に自己の職務

を蓋す人を眞の大勇の人といふべし

十一一旧3図

︿略﹀︑十分に自己の職務

と訓へ給ふ︒

を墨す人を眞の大勇の人といふべし

十二佃3図

と訓へ給ふ︒

故に下級の者の上官の命

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

く略V︑歩め能く事の成否

を察し︑成し得べからざるものは引

十一而7図

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

さはあれ︑勇氣には大勇
血氣にはやりて︑粗暴の

し給ふ︒

︿略﹀︒

十二M8図

く略V︒

く略V︑又は公道の理非に

︿略﹀︑世人の爪弾を画く

以上の五箇條即ち忠節︒
禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を

十二掴8図

︿略﹀︒

禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を

以上の五箇條即ち忠節・

りては︑士氣も兵氣も衰ふぺければ︑

十二悩5図此の風一度軍人の間に起

るに至るべし︒

十二脳4図

︿略V︒

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十二M3図

質素を旨とせざればいつ

踏迷ふが如きこと有るべからずと諭

ふみまよ

十二冊10図

熟考して︑︿略﹀︒

十二佃8心誤より事の順逆・理非を

受くべからず︒

︿略﹀︑上官の者は常に下
︿略﹀︑いさ＼かも輕侮の

10図

血氣にはやりて︑粗暴の

血氣にはやりて︑粗暴の
所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二備1図

正の軍人にあらず︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二欄1図

正の軍人にあらず︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二

と小勇との産別あり︒

十二麗10図

念を有すべからず︒

十二麗5図

級の人をいたはりて︑︿略﹀︒

十一而4図

級の人をいたはりて︑︿略﹀︒

十一一擢4図︿略﹀︑上官の者は常に下

と思ふべく︑︿略﹀︒

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

十一一麗4面頬に下級の者の上官の命

と思ふべく︑︿略﹀︒

十二麗3図故に下級の者の上官の命

と思ふべく︑︿略V︒

十一而3図

と思ふべく︑︿略﹀︒

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

十二

の新奮によりて上下の分別最も正し︒

︿略﹀︑官職の高下︑就職

の新潟によりて上下の分別最も正し︒
︿略﹀ ︑ 復 古 の 政 と 共 に 陸

海軍の今の制度を定め給へる由來を

十一一柵4図

詳に御諭しあり︑︿略﹀︒

十一一m5図 ︿略﹀陸海軍の今の制度
を定め給へる臨監を詳に御諭しあり︑
︿略﹀︒

︿略﹀陸海軍の今の制度

を定め給へる由來を詳に御諭しあり︑

十一一冊5図

︿略﹀︒

十二梱7図朕は汝等軍人の大元帥な
るぞ︒

十二佃10図 さて軍人の心得として次
の五箇條を諭し給へり︒

十二m10図 さて軍人の心得として次
の五箇條を諭し給へり︒

十二m3図 ︿略﹀︑一片忠節の心なか
らんには︑其の人や全く精神なき人
形のみ︒

隊は即ち烏合の衆に同じ︒

十二川4図此の如き人の組織せる軍
十二川4図 此の如き人の組織せる軍
隊は即ち烏合の衆に同じ︒

︿略﹀︑國家の大事に際し

隊は即ち鳥合の衆に同じ︒

十二川5図此の如き人の組織せる軍
十二川7図
ては︑︿略V︒

畳の名を取ることあらんと戒め給ふ︒

十二摺9図︿略﹀︑時に臨みて或は不
十二擢2図 ︿略﹀︑官職の高下︑就職
の新菖によりて上下の分別最も正し︒

︿略﹀の五箇條を特に軍

人の精神と諭し給へる上に︑︿略﹀︒

十二悩9図

心誠ならざれば︑如何な

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十一一M10図︿略﹀︑此の五箇條を行は

給へり︒

十二価1図

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

︿略﹀︒

面の装飾に過ぎざれば︑何の用にか

十二価1図 ︿略﹀︑如何なる言行も表

立たん︒

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十一一価2図此の五箇條を行ふも︑結

︿略﹀︒

軍人としての心得なりと思ふべから

十一一価6図此の勅諭は︿略﹀︑濁り

ず︒

十二備6図太古以來忠節の心にあっ

きは︑我が士民の世界に無比なる美

徳にして︑︿略﹀︒

きは︑我が面骨の世界に無比なる美

十二価7図太古以來忠節の心にあっ

徳にして︑︿略﹀︒

蹟は十分に之を謹明せり︒

十二橋8図 ︿略﹀︑古來の歴史上の事

十二価8図 ︿略﹀︑古來の歴史上の事

禮儀も亦軍に軍隊の間に

蹟は十分に之を謹明せり︒

行はる＼に非ずして︑︿略﹀︒

十二価9図

十二価10図︿略﹀︑此の心得なくして

武勇の精神も亡霊民が古

如何でか日常の社會に立たんや︒

十二価10図

來のほこりとなす所なり︒
來のほこりとなす所なり︒

十二恥1図 武勇の精神も亦國民が古
十二備3図録 ︿略﹀︑大君の邊にこそ
死なめ︑顧みはせじ ︒

は我等が祖先の教訓なり︒

十二柵4図 ︿略﹀︒といふ忠勇の精神
十二備4図 ︿略﹀︒といふ忠勇の精神
は我等が祖先の教訓なり︒

十二佃2図翻

人の子どもの

たしな

おきてなる︑

れしな

⊥ハ年をば︑卒へし今日

べて︑渦むを御念の

人の子どもの

うれしけれ︒

學びの道の
こそ

十二佃2図圃

字の数︒

字の数︒

十一而4図翻

︿略﹀︑世の人並の

道の筋︒

十二湘5図圃 世の人並の 道の筋︒

十二m5図圃世の人並の

︿略﹀︒

文

手を取り

十二柵5憂事 世の人並の 道の筋︒
Nの月日

十二佃8図團

おきてなる︑

師の君の

師の君の

︿略﹀︒

︿略﹀師の君の導き

教へ給ひし

なくば︑
え．徳え℃

て行かん︒

尚高き

2たり

智を徳を︑

智を徳を︑

2たり

2たり

智を徳を︑

ね
學びの高嶺

かちにゑをりに世の海を

十二伽7図圏

師の賜物の

かちにゑをりに世の海を

十二伽6質量師の賜物の

て行かん︒

かちにゑをりに世の海を

十二伽6図囲師の賜物の

十二伽3図團思へばうれし︑師の恵︒

十二伽2図書思へばうれし︑師の情︒

いかで我が 心に開く︑智

十二柵9図圃

て︑

十二佃9図圃 六年の月日 手を取り

て︑ 教へ給ひし

學びの道の六年をば︑卒へし今日
うれしけれ︒

たしな

べて︑あ．むを御國の

こそ

十二佃3図岳人の子どもの
おきてなる︑

⊥ハ年をば︑卒へし今日

べて︑鴻むを御國の
學びの道の

信義は︿略﹀︑商工業の

こそ

十二⁝㈹6図

人としても常に之を重んぜざるべか
六

うれしけ

︿略﹀︑學びの道の

うれしけれ︒

らず︒

十二佃4図題

年をば︑卒へし今日こそ

十二備8図 平常質素を旨とすべきは
修身・慮世の上に於て何人にも最も

六

錦

うれしけ

︿略﹀︑學びの道の

れ︒

十一一佃4図圃

大切なること言を待たず︒

十二備9図 誠の一字之を貫くは︑あ

年をば︑卒へし今日こそ

春にほふ

らゆる修身の徳を一 言 に て 薫 皿 し 給 へ

柳櫻の

れ︒

を於︑へて︑野も山も︒

十二佃6図翻

るものといふべし︒

十二備9図 ︿略﹀︑あらゆる修身の徳
を＝言にて書し給へるものといふべ

わき
積み得さ

いろはのいをも
身のいつしかに

十二佃10図圃
まへぬ

る︑︿略V︑世の人並の文字の敷︒

て行かん︒

十二伽9図圃

わき

積み得さ

いろはのいをも

身のいつしかに

十一一m⁝1図圃

まへぬ

⊥ハ

ノ

の

アサガホガサキマシタ︒ア

︵準助︶錨

一404

アカイノヤシロイノヤ

マジツテヰマス︒

カイノヤシロイノヤイロイロ

一403

の

十一一伽10図塗師の君セらば︑健かユ︒

セぢて見ん︒
知ら

文字の数︒

分け簸た

く略V︑西も東も

る︑︿略﹀︑世の人並の

身のいつしかに

十二m3図圃
ざりし

る︑︿略﹀︒世の人並の道の筋︒

字の敷︒

文

十二冊4図圏く略V︑世の人並の文
十二柵4図圏く略V︑世の人並の

イロイロ マジツテヰマス︒

一515︿略﹀︑オヤニシンパイヲ
カケルノハワルイコトデス︒

二52圏﹁ボクニハコノシロイ

﹁オトヨサンノハドレ

ノヲクダサイ︒﹂

ニシマセウ︒﹂

二53國

﹁ワタクシニハソノキイ

ロナノヲクダサイ︒﹂

二56園

一バン大キ

小サイカラ︑一バン大キイノヲ

二62圏﹁オハナサンバーバン

ヲバサンバ

アゲマセゥ︒

イカラ︑︻バン小サイノヲト

二65園

リマス︒

ガレテクルノデスカQ﹂

ニー32囹﹁コノ二二ドコカラナ

ガレテクルノデス︒﹂

ニー34圏﹁アノ山ノオクカラナ

ニー35園 ﹁ドコ ヘ ナガレテイク

P園

﹁アチラノ大キナ川へ

ノデセウ︒﹂

ニー72

大キナノモアリ︑小サナ

大キナノモアリ︑小サナ

︿略﹀︑マルイノモ︑ホソナ

︿略﹀︑マルイノモ︑ホソナ

クルクルマハツテ︑クモノ

ガイノモアリマス︒

ニー67

ガイノモアリマス︒

ニー66

ノモアリ︑︿略V︒

ニー65

ノモアリ︑︿略V︒

ニー65

ナガレコムノデス︒﹂

一一

し︒

道︑人倫の常客なり︒

りん

十二摺3図 ﹁此の五箇條は天地の公

りん

十一一柵3図 ﹁此の五箇條は天地の公
道︑人倫の常纏なり︒
の事蹟を學び得たること多し︒

十二柵5図 我等はく略V︑既に祖先
十二柵6図 ︿略﹀︑唯く一の誠心を以
て報國窯皿忠の道に い そ し ま ん と す ︒

て報國煮皿忠の道に い そ し ま ん と す ︒

十二帽7図 く略V︑唯く一の誠心を以
十二帽8図 是即ち我等の畳悟なり︒

P4

の一の
328

329
の一の

スニ三山ルノモアリマス︒
ニー82 ミヅノウヘニオチテ︑フ

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ
モアリマス︒

マセテクダサツタノハ︑ドナタ

二374園 ﹁︿略﹀︑ダイテチチヲノ
デスカ︒

二377園︿略﹀︑ネンネコウタヲウ

タツテクダサツタノハ︑ドナタ
デスカ︒

んだのではありません︒

三227私をころがすのはだれ
にもできますが︑︿略﹀︒

三245牛のつめは二つにわれ

ハモノヲツッ

てるますが︑うまのはわれて
ゐません︒

タケノカバ

﹁どうしてもう光らない

﹁おや︑にげたのかしら

ムノニツカバレマス︒

三296

ん︒﹂

三357園

三385

﹁ここがあかるいから︑
これでく略﹀︑せんせいの

みえないのです︒

三367園

のでせう︒﹂

二383園 く略V︑ゴハンヲタベサセ 三365圏

テクダサツタノハ︑ドナタデス
カ︒

二391園︿略﹀︑クスリヲノマセテ

クダサツタノハ︑ドナタデス

︿略V︒

きるのです︒

三503かへるは水の中にも︑
をかの上にもすむことがで

だから︑二つ三つはたきおとさ
うと思ふのだ︒﹂

コノ赤イジユバンハイモ

ニイサンノデス︒

三568アノキモノトバカマハ
三57一
ウトノデス︒

り︑かけてみないのもあります︒

三595ほをかけてみるのもあ

三637

そのうづまきに︑右から

左へまはってみるのと︑左か
ら右へまはってみるのと︑ふ

たいろあります︒

﹁いいえ︑これはひろつ
たのではない︒

三644囹

︿略﹀︑ウラシマノ來タノ

ウラシマハ︿略﹀︑ウチヘ

のもりです︒﹂

しげってみるのが︑悔まんさま

四62園あの川むかふの木の

カヘルノモワスレテヰマシタ︒

三687

ヲタイソウヨロコンデ︑︿略＞〇

三682

買ってきたのです︒﹂

三596ほをかけてみるのもあ 三646園 貝ざいくを費るみせで
り︑かけてみないのもあります︒

になってみるのは︑魚をつつ

三602左の方にはなればなれ
てるる舟です︒

三604右の方に五六そうかた
まってみるのは︑今あみをお
ろしてるるのです︒

三605右の方に五六そうかた

︿略﹀︑さざえのやうに︑

ふかいつぼのかたちになって
みるのもあります︒

たいろあります︒

三636そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑左か
ら右へまはってみるのと︑ふ

一つでひらたいのもあります︒

﹁一バン太イノガオヤ

ひおろして來るけものを︑弓で
いとったのです︒

ユビ︑一バン小サイノが小ユビ

四205囹

デ︑︿略﹀︒

コパン太イノガオヤ

一バン

ハ︑中ユビトモ︑高高ユ

ビトモイヒマス︒

高イノ

四207園 ﹁︿略﹀︑マン中ノ

デ︑︿略﹀︒

ユビ︑一バン小サイノが小ユビ

三464園 ﹁あまりほしがきれい 三627又あはびの貝のやうに︑ 四206園

のだ︒﹂

三461囹﹁おい︑なにをしてみる

三625

カ︒
見せてくださるいろいろなもの
ま
っ
て
み
る
の
は
︑
今
あ
み
を
お
四
91 日ノマルノコクキガアサ
二394園 キモノヲヌツタリセン を見るのです︒
ろしてるるのです︒
日ニカガヤイテヰルノハ︑イ
タクシタリシテクダサルノハ︑
三434 ︿略Vテガラノアツタモノ三618 こんなに大きいのも︑こ
サマシイデハアリマセンカ︒
ドナタデスカ︒﹂
ヲ左ノ方ニナラベテ︑アマリ
んなに小さいのもあります︒
四
1
26 ︿略﹀︑毎アサ早クオキテ︑
二453 白イノモコウバイモア
ハ
タ
ラ
キ
ノ
ナ
カ
ツ
タ
モ
ノ
ヲ
右
三
6
1
8
こ
ん
な
に
大
き
い
の
も
︑
こ
行ツテ見ルノガタノシミデス︒
リマス︒
ノ方ニナラベタノデス︒
んなに小さいのもあります︒
四157 ︿略﹀︑高いところがらお
天ジンサマハスガハラノ 三436ダレモ右ノ方ノナカマ 三622 はまぐりのやうに二つ
ニハイルノハイヤデスカラ︑
合ふのもありますが︑︿略﹀︒

二471

ミチザネトイフチユウ．ギナオ
カタヲマツツタノデス︒

ヒラヒラトカ戸当チルノ

ソレカラ三人デツンダ

モマタミゴトデス︒

三18

三92

ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ
ヲコシラヘマシタ︒
三15一 ケハヤハ︿略﹀︑ケルコト

うこかずにるますが︑し

ガマコト夏陽ヤカツタノデス︒

三226

サシユビデ︑︿略﹀︒﹂

のしあはびといふのは︑

やうになったのでせ

がおほいのです︒

なまぐさものをもちひな

四447圏﹁︿略﹀おめでたくない時

う︒﹂

つける

四443園 ﹁どうしてのしあはびを

うにうすくしたものです︒

あはびの肉をのして︑紙のや

四431圏

をつけたのです︒

四213園﹁オヤユビノ次ノ曲人 四428囹 ﹁︿略V︑昔はのしあはび

ノアヒダノガクスリユビデ

四215圏﹁︿略﹀︑中ユビト小ユビ

ス︒﹂

﹁コノ太イノが五百ン

四251囹 ﹁コノ太イノが五セン
デ︑細イノ ハ三セン五リンデ
ス︒﹂

四251園
いこと

には︑

ワニザメハ︿略﹀︑大ソウ

あんな小さなからだで︑

にまがって︑中にはさぎが土
までとどいてみるのもありま
す︒

四658

あんな大きなこゑの出るのが
ふしぎです︒

﹁サウードニノンデハ︑

カヘツテワルイノデス︒

四695圏

四773さをのさきの扇をい
あれをいないといふ

よといふのでせう︒

四785園

︿略﹀︑コノ日ヲキゲンセツト

のもざんねんだ︒
五83

申シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデ
ゴザイマス︒

私どものなかまは︑出合ふと
すぐに一しょになるのがきまりです︒

五92

︿略﹀︑見上げると︑はしがか

けてあって︑人や馬や車がたくさん

五123

やがて重い物が私どもの上へ

通ってみるのです︒

來ましたから︑何かと思ったら︑に

五128

もつをつんだ船が通ってみたのです︒

町の中を通る時にきたない物
をなげつけられるのにはこまりまし

五131

ノガ︑白ウサギノ毛ヲミンナ
︿略﹀︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

四635やぶの竹は弓のやう

シタカラ︑︿略﹀︒

五165

ソノ色目バクロイノモアリ︑

ゴトナモノデス︒

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑

︿略﹀︒

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑

五166

︿略﹀︒

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑

五166

︿略﹀︒

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズンズンシ

五186 ︿略﹀︑大キクナツテカラハ︑

それを私のるすにこのみざ

ユツセヲセヨトイフ心デ祝フノデセ

ウ︒

五244囹

その釜は私が前から持って

りがぬすんだのでございます︒﹂

五254園

茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

みたのでございます︒﹂

五325

︿略V︑一バンハジメニツムノ

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

五327

ソレカラ十四五日タツテツム

ヲ一番茶トイヒマス︒

五332

サクラノ花ノ下ニトンデヰル

ノヲニ番茶トイヒマス︒

五338

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

思ヒ︑︿略﹀︒

ス︒

ドンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマ

四595園 コノ神サマモ︑﹁ナゼナ 五157 大キナコヒガタクサンアツマ 五344 ︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ
ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑
ツテオヨイデヰルノハ︑マコトニミ
クノカ︒﹂トオタヅネニナリマ

た︒
五342 ︿略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル
四593 ︿略V︑フクロヲカツイデ
蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ
イラツシヤツタノデ︑オソクオ
五155 池ノ中デコヒガオヨイデヰル
カト思ヒマス︒
ノヲ見タコトガアリマセウ︒
ナリニナツタノデス︒

トオタヅネニナリマシタ︒

四572圏

ムシリトツテシマヒマシタ︒

オコツテ︑一バンシマヒ占居タ

四563

來タカツタノダ︒﹂

オレハココノヲカへ

シテタベルノデハア

四51一 ︿略﹀︑ソノママデヤイタ

なった のでせう︒

﹁ソノ細イノヲニ本ク 四452圏︿略﹀︑なまぐさのしるし
に のしあはびをつけるやうに

デ︑細イノハ三セン五リンデ
ス︒﹂

ダサイ︒

四253囹

くさのかげにないてゐ
リ ニタリ

た虫も死んでしまったのか︑

四273
もうなくこゑもきこえません︒

四558園

のしをつけるのです

リマセン︒

四288園 土の中で︑しっかにら
はるをまってみるの
い年の

です︒

四312園﹁おもちにするのはも
ち米と いふ米です︒
四318園﹁三郎さんはまだそれ
を知らなかった のですか︒

に︑なぜ

四338園 ｪ﹀︑もちやだんごの
あんは 何で作るのですか︒﹂
四351園﹁あんにするのはあつ
きといふ 豆で︑︿略﹀︒﹂
四352園 ｪV︑こなにするの
は大豆と いふ豆です︒﹂
四424園﹁人に物をあげる時
か︒﹂

「〈

「〈
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五345

︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ

ドンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマ

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

ス︒

モアリ︑︿略V︒

五348 蝶ニ二大キナノモ︑小サナノ
五351 蝶ニハ大キナノモ︑小サナノ
モアリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ 羽 ノ 色 ニ モ ︑ 白 イ ノ ヤ ︑

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ

五351

ノヤサマぐアリマスガ︑︿略V︒

の切符をうけ取ってみるのです︒

﹁かみなりは高いもののあ
もし君が居なかったら︑僕

る所へおちるのだ︒

五474園
五491園
マクハ瓜や昼顔や西瓜ニハ︑

は死んでしまったのだらう︒﹂

五498
マクハ瓜や芝之や西瓜二一︑

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五498

西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五507
ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

西瓜ノ種馬大テイ黒イガ︑ソ
ナマデソノマ・タベルノハ︑
︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

ソノ中潮ケモノが勝チサウニ

五595
ヒマス︒

五601

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道占

そのもみを又よく日にかわか

﹁金ニハイロ︿アリマス

﹁私田チノサビルノハ皆人

一本了せんつつのを二本買つ

三十三間堂のほとけのかず

じぶんの心では武士になりた

それを苦しめるのはかはい

もしおなかでもいたいの

もしおなかでもいたいの

日本二居ルケモノノ中デ一番

強イノハ能欝アス︒

六644

か︑おとし物でもしたのか︒﹂

六608圃園

か︑おとし物でもしたのか︒﹂

六607圃園

さうだ︒﹂

六591園

いと思ってみたのです︒

六446

の多いのにはおどろいた︒

六401国

一銭まうけておけばよかったのに︒﹂

六315園 ﹁先では知らないのだから︑

て︑︿略﹀︒

六302

ガ使ハナイカラデス︒

六286園

私ドモノ愚問ノ銅デセウ︒

ガ︑ナカデ 番人ノ役二立ツノハ︑

六251園

す︒

をのけると︑はじめて米になるので

して︑すりうすですって︑もみがら

六167

アル︒

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

六145

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

六143

スグ列二半ルノデアル︒

ランプニトボスノハ石油トイ 六141 ︿略﹀︑ソノアヒヅヲ聞クト︑
︿略﹀︑ワキ出タママノハニゴ

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト
︿略﹀︑ワキ出タママノハニゴ

ホツタ油ニナルノデス︒

五602

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト
ホツ聖油ニナルノデス︒

﹁お話をする通りに書けば
古イノモ新シイノモアル︒

よいのです︒

五654囹
五695

古イノモ新シイノモアル︒
毎年春ニナルトオチルガ︑

五695
五716園

オチルトスグ又新シイノガハエテ︑
︿略﹀︒

はえてみるのは目がさめるやうな心

六26松・杉・ひのきなどが一面に
持がする︒

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ
て行くのは︑まるでゑにかいたやう

早い流をいかだの下って行く

である︒

家を出たのは朝の七時ごろで
その松山へのぼらうといふの
︿略﹀︑うちへかへったのは夕
方でした︒

六117

です︒

六93

した︒

六83

である︒

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

火ヲ使フコトノ出來ルノハ人 六36
︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

魚カラトツタモノモアリ︑ケ

アンドンニトボスノハ大テイ
ナタネカラトツタ種油デス︒

五593

ブツカラトツタノモアリマス︒

モノカラトツタモノモアリ︑シヨク

五592

レヲ使ヒマス︒

キカイナドヲウゴカスノ画帖︑皆コ

五587

バカリデス︒

五565

ナツタノヲ見テ︑︿略﹀︒

五534

テヰルノガアル︒

五523瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ 六35 早い流をいかだの下って行く

アル︒

イノハ︑カボチヤトトウ瓜ト馬顔デ

五515

マクハ瓜ト西瓜デ︑︿略﹀︒

五514

ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

︿ 略 ﹀ ︑ 羽 ノ 色 ニ モ ︑ 白 イ ノ ヤ ︑ 五507

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ

五352

︿略﹀︑ 羽 ノ 色 ニ モ ︑ 白 イ ノ ヤ ︑

ノヤサマぐアリマスガ・︿略﹀︒
五352

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ
ノヤサマぐアリマスガ︑︿略﹀︒
︿略﹀︑ 羽 ノ 色 ニ モ ︑ 白 イ ノ ヤ ︑

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ

五352

ノヤサマぐアリマスガ︑︿略V︒

五357 キモノノモヤウヤ︑カンザシ
ナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑ソ
ノスガタガカハイラシイカラデセウ︒

︿略﹀︒

五367 こといふのはかひこのことで︑

る人の切符を切ってみるのです︒

五402 こちらの方のは︑これからの

る 人 の 切 符 を 切 ．つてみるのです︒

五404 こちらの方のは︑これからの
五405 あちらの方のは︑今下りた人
の切符をうけ取ってみるのです︒

五406 あちらの方のは︑今下りた人

の一の
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六668 ︿略﹀︑後カラーツヅツヌケテ
オチルノヲ知りマセン︒

物を費つたり買ったりして︑口鏡を

たとへばごふく問屋といふ

取る店のことです︒

七148囹
ふ人にたのまれて︑それをほかから

のは︑︿略﹀︑又織物を買ひたいとい

六697 私がこ＼へまみつたのは︑こ
の學校がたった年でございますから︑

西洋西瓜には色々あるさう

でございますが︑なるべく大きくて

七181国

買取ってやる店のことです︒

︿略﹀︒

六708 字を書くのに︑筆をおとした
り︑すみをこぼしたり︑︿略﹀︑紙を
たくさんほこにしたりするやうな︑

豆類にはつるになるのとな

うまい實のなるやうなのをお願ひ申
します︒

そ＼つかしい子供もございました︒

六735私のからだがこんなにぐらっ
七214圏

七261

豆類にはつるになるのとな
私どもの親類で︑小さくて

大工が家ヲタテルノモ︑左官

大工が家ヲタテルノモ︑左官

大工が家ヲタテルノモ︑左官

コグノモ︑︿略V︑皆手デスルノデス︒

ガカベヲヌルノモ︑センドウが船ヲ

七261

コグノモ︑︿略﹀︑皆手デスルノデス︒

ガカベヲヌルノモ︑センドウが船ヲ

七259

くれんげ草でございませう︒﹂

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

七223園

らぬのがあります︒﹂

七214園

らぬのがあります︒﹂

くやうになったのも︑．その子供たち
のいたづらからでございます︒

六737 こんなにたくさん墨を附けた
のも︑その子供たちでございます︒

六788 今二出帆スルノデアラウ︒

ウ︒

添田買 上 で げ ん き ん と い ひ ︑

六802 アレハ停車場へ送ルノデアラ
七125園

かけといふのは何の事ですか︒

七127園 品物と引きかへに代金を受
︿略﹀ ︑ 品 物 を 渡 し て お い て ︑

取 る の が 現 金 で ︑︿略﹀︒

七129圏

後になって代金を受取るのがかけで

ガカベヲヌルノモ︑センドウが船ヲ

す︒

七138囹 小堂といふのは商人から品

コグノモ︑︿略﹀︑二手デスルノデス︒
︿略﹀︑農夫が田ヲタガヤシ︑

大工が家ヲタテルノモ︑︿略V︑
モ︑皆手デスルノデス︒

農夫が田ヲタガヤシ︑畠ヲツクルノ

七262

畠ヲツクルノモ︑皆手デスルノデス︒

七262

物を使ふ人にすぐ に 士 買 渡 す こ と で す ︒

七141纒 卸費といふのは品物をたく
さん持ってるて︑小冊買店へ大口に費
渡 す こ と で ︑ ︿ 略V︒

七145闘 問屋といふのは何の事です
か︒

七146園 問屋といふのはく略V︑品七264 色々ナキカイガアツテモ︑ソ

イソガシイ時二手ノ足りナイ

レヲハタラカセルノハヤハリ手デス︒

七266

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ
︿略V︑ノミーツデ見事ナホリ

フコトデス︒

七275

物ヲコシラヘタリシテ︑人ヲ感心サ

何事ニヨラズ手ノハタラキノ

セルノモ︑手ノハタラキデセウ︒

七278

︿略﹀︑手ノハタラキノワルイ

ヨイノヲ上手トイヒ︑︿略﹀︒

七279

︿略﹀︑絹織物のあたひの高い

ノヲ下手トイヒマス︒
七294

︿略﹀︑二万匹の慧をかふのに︑

のも︑けっしてむりではない︒
七314

人一人附き﹂りで︑眠るひまもない

頚が桑の葉を食ふのは︑およ

論いそがしい︒

七316

そ二十五日から四十日の間で︑︿略﹀︒

そのくだから出すねばったし
るが外へ出ると︑すぐにかわいて縣

七326

︿略﹀︑さなぎをころしておい

になるのである︒

七334

慧をかふのは春と夏と秋の三

て︑それから繭をにて︑綜を取るの
である︒

七341

度で︑︿略﹀︒

七427圏あなた様にも︑その折には
よい馬にめして︑主人のお目にとま
るやうになされるのが大事と考へま
して︑︿略＞Q﹂

︿略﹀︑主人のお目にとまる

やうになされるのが大事と考へまし

七428園

て︑今日このお金を出しましたので

﹁これにはちやんと三鏡の

ございます︒﹂

切手がはってあるのに︑なぜまたお

七513園

不足の時には︑その不足の

あしを梯ふのですか︒﹂

倍だけを受取人の方で梯はなければ

七522園

ならないのです︒﹂

﹁小包郵便は二百匁までは

どんなに遠い所でも︑八鏡でよいの

七528園

です︒

七533園 ︿略﹀︑書物や窺眞の類は三

十匁まで二銭で︑これもたゴの手紙

などよりはよほど安いのです︒

早くは配達が毒悪ず︑賃銭も高かつ

七536圏︿略﹀︑これは今日のやうに

けれども水をたくさん飲みす

たのです︒

ぎたり︑冷い水の中に長くはいって

七658

みたりするのはどくである︒

﹈昨年つぎ木をしたわか木

に︑もうこんなに大きなのがなった

七666国

一昨年つぎ木をしたわか木

のでございます︒

七666囲

に︑もうこんなに大きなのがなった

く略V︑こんな見事な桃がな

のでございます︒

︿略﹀美シイ眞珠ハ︑コノ貝

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

七692男

ります︒

七726

中デオモシロイノハサンゴデ︑

ノカラノ中ニアルノデアル︒

七728

333
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︿略﹀︒

七757 オビノ檬二軸クテ長イノモア
︿略﹀︑ゼンタイが細カニ分レ

レバ︑︿略﹀︒

七759
テ︑枝ノ二四ナツテヰルノモアル︒

七761 又ニハトリノ尾二似タノモア
ルシ︑ウチハナリノモアル︒

︿略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

ルシ︑ウチハナリノモアル︒

七762 又ニハトリノ尾入似タノモア
七768

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

︿略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ
アル︒

七779

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル
ノハ︑陸上デハ見ルコトノ出來ナイ
美シイ景色デアラ ウ ︒

海を恐れる人の多いのは残念な事で

車や汽船の走るのも︑専意の力の利

ひない︒

大きなきかいの動くのも︑汽

聞けば此の火事は材木屋の小

﹁どうしてそんなに早く伯

ノデス︒

木綿織物学︿略﹀色々ナ縞ガ

アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ

八641

スカ︒

木綿織物議く略V色々ナ縞ガ

コク染メタノが紺デ︑ウスイ

アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ

八641

スカ︒

八644

コク染メタノが紺デ︑ウスイ

ノが淺黄デス︒

八645

又所々白ク染メ残シタノガカ

ノが淺黄デス︒

八646

又色々二軍メタ綜デ織ツタノ

スリデス︒

綿ハ實カラトリマスガ︑藍ハ

二月頃種ヲ蒔イテ︑六月頃刈

其ノ中へ白綜や白布ヲ入レテ︑

随地盛フタ・ビ敵押取返サレ

ノハ軍人ノ面目ダ︒

八905得意ノメデタイ日一r討死スル

ルノデアラウ︒

八898

紺や淺黄二染メルノデス︒

八661

取ルノデス︒

八655

葉ト董カラ取ルノデス︒

八654

ガ縞物デス︒

﹁︿略V︑誰かすぐに東京へ 八649

それが東京の今朝の新聞に

目の最も恐ろしげなのは︑わ
︿略V︑からだの割合に目の最
どである︒

も大きいのはふくろふ・みみつくな

八581

し︒たかの類で︑︿略﹀︒

八578

のは駝鳥である︒

だてう

八561

陸上に居る鳥で︑はぎの長い

出たので︑お分りになったのにちが

八461園

電報を打つたのだらう︒

八458園

父さんに分つたのでせう︒﹂

八456園

らが元だらうといふ話だ︒

屋から出たので︑多分煙草のすひが

八447

用によるのである︒

車や汽船の走るのも︑蛍火の力の利

八444

用によるのである︒

車や汽船の走るのも︑二百の力の利

大きなきかいの動くのも︑汽

用によるのである︒

此の下女は毎朝かうして︑主

八443

す︒

ついでに私一人のもとりま

したから︑二方一枚つつ差上げます︒

八102国

人ノ職業ニハイロくアツテ︑

皆メイくノ仕事ヲシテ︑毎日働イ

八155

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

テヰルノデアル︒

八158
樂ナヤウニ見エルガ︑却ツテ苦シイ
モノデアル︒

︿略﹀︑近年委の取高の少いの

は︑この釜のせいではあるまいかと

八205

思ひました︒

八211囹白い雀が念写居るのか︒﹂
水車場へ行くのかと思って見

と︑︿略﹀︑農夫は問返しました︒

八236

此の男は居酒屋に酒代の借が

てるると︑︿略﹀︒

あるので︑其のかたに持って行かう

七811園 ﹁私もく略V︑あの運動場で 八239

とするのです︒

どうするのかと氣を附けてゐ

膿操をしたり︑この講堂でお話を聞

八443

い︒

八423

︿略﹀︑角の呉服屋が焼けてゐ

大きなきかいの動くのも︑汽

又隣へうつ＼たのかも知れな

るのださうだ︒

八421

が減って行くのだ︒﹂

尾の︿略﹀︑長いのはきじ・
八633

綿ノ中ニハ種ガアリマスカラ︑

種ヲ蒔クノハ五月頃デ︑︿略V︒

綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取去ル

八638

山鳥・くじゃくなどである︒

八586

るなどで︑︿略﹀︒

九92

シソノ花ノ様ニクチビルノ形

ツパデアツタカラデアル︒

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八928 ︿略﹀︑軍神トイハレル程ニウ

タガ︑︿略﹀︒

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

八258園朝ねをしてみる間に︑身代 八585 尾の短いのはかはせみ・あひ 八922 馬丁ハドウナルコトカト心配

たのです︒

人の目をかすめて︑牛乳を責ってゐ

八251

ると︑︿略﹀︒

八246

いたりしてみたのです︒

七812園今日このなつかしい學校へ
來て︑皆さんにお話をするのは︑何
よりもうれしうございます︒

七817園私の乗ってみる明治丸とい
ふのは︑長さが六十里程もある大き
な汽船で︑︿略﹀︒

七832囹 ︿略﹀いるかがおよいでゐ
るのを見ることもあります︒

七863外船にはらしんぎといふもの
があって︑それで方角をとって進ん
で行くのです︒

七878園 日本は海國でありながら︑

の一の
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ヲシタノモアリ︑︿略﹀︒

九94 ︿略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク
ダノ形ヲシタノモアル︒

九97 タトヘバボタンノ様二一リン
咲 ノ モ ア リ ︑ ︿ 略 V︒

九99 ︿略V︑ニンジンノ様ニカラカ
サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア
ル︒

九354

昔東海道といったのは江戸か

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四
てん
︿略﹀︑富士川・大井川・天

里︑︿略﹀︒

九365
龍川なども︑︿略﹀︑人の肩車に乗

りゆう

馬は馬子が引いて︑ゆるく

つたり渡船に乗ったりして渡ったの
であった︒

九378
かごも人の肩でかいて︑休み

歩むのだから︑早いことはない︒

九379
く行くのだから︑早くもないし︑

實ハ︼ツノ董ノ上二︑タクサンノ

九104タンポ・・ヨメナナドハ︿略﹀︑

小サナ花が集ツテ咲イテヰルノデア
又そんなに樂でも無かった︒

春の初に降るのは一雨毎に花

ル︒

恐ろしいのは二百十日頃の大
︿略V風が鳴子を動かすと︑
︿略﹀︑風の吹散した木の葉の

く略V︑相手を助けてやった

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ
バ

植物ノ葉ニハ︿略﹀︑蓮・芭

様二小サナノモアリ︑︿略﹀︒
ハス

葉ノ形ニハ︿略﹀︑鏡ノ様二
圓イノモアリ︑針ノ様二細長イノモ

十58

蕉ノ爪甲廣クテ大キナノモアル︒

セヲ

十53

十52

のは如何にも見上げたりっぱな行だ︒

九863國

勝であったのに︑︿略﹀︒

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

アル︒

十59

葉ノ五情ハ︿略﹀︑銭ノ様二

ノコギリ

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザ

圓イノモアリ︑針ノ様式細長イノモ
アル︒

十62

一膿ニスベ

くノアルノモアレバ︑︿略﹀︒

ヘリモ︿略﹀︑

くシテヰルノモアル︒

十63

ギザくノ深イノニナルト︑

本の中には字ばかりのもある

一枚ノ葉が膚寒ノ小サイ葉二分レテ

十64
ヰル︒

が︑︿略﹀︒

十182

本の中には︿略﹀︑書や地圖
や窮眞のはいってみるのもある︒

十183

爲に飼ひ︑猫は鼠を捕らせる爲に飼

西洋の馬がおとなしくて︑日

ふのである︒

本の馬のおとなしくないのは︑育て

十859

方・使ひ方にあることで︑︿略﹀︒

爲に︑おのつから荒々しくなったの

十861 ︿略﹀︑日本では饒りいぢめた

である︒

牛馬が人をけたり︑牛が人を

豚はどんな物でも食ふから︑

突いたりするのも︑人に恐れるから

十862

である︒

十865

鳥類の中で家畜として最も多

飼ふのにたやすい︒

く農家に飼はれるのは難で︑︿略﹀︒

十879

デアル︒

同ジ人数デ同ジ時間二物ヲ

手敷ノカ・ツタマツチノ償

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑

バナラナイノハ共同一致トイフコト

十一1110 ︿略﹀︑コ・二注意シナケレ

ルカラデアル︒

ノ安イノモ︑分業法二依ツテ製造ス

十一102

モハルカニ多イ︒

ガ品物ノ出來バエが良クテ︑製造高

製造スルノニ︑︿略V︑分業デスル方

十一99

分シテスルノデアル︒

一字も誤がなくなってから本 十﹇93 ︿略﹀︑ソレヲ大勢ノ人が手
表紙には紙ばかりのもあり︑

刷にか＼るのである︒

十202
十211
︿略﹀︒

表紙には︿略﹀︑紙の上を布
で包んだのもある︒

十212

それは版下を堅い木にはりつ

ずどんと﹇嚢︒何を撃つたの

︿略Vメイく勝手ナ形ヲ造ツタナ

十一123

ラ︑ソレヲ完全ナ時計二組立テルコ

︿略V︑どういふ御見込で︑あ

トハ出來ナイ︒

犬はく略V︑又はかりに使ふ 十一132 ︿略﹀︑官公吏ノ事務ヲ取扱

の青年を御用ひになったのかとたつ

十837

ねた︒

十349

だらう︒

十301

一枚つつ手刷にするのである︒

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

十217

ものになると︑革をきせたのもある︒

九8510圏熊吉の落馬したのにかまは 十213 表紙には︿略﹀︒又りっぱな

く物さびしい︒

上に︑雨の降りか＼るのは︑何とな

九699

むら雀のぱっと飛立つのは面白い︒

九696

あらしで︑︿略﹀︒

九688

をもよほすかとうれしい︒

九194園 軍人となって︑いくさに出 九675
たのを男子の面目とも思はず︑其の
有様は何事だ︒

もだ︒

九225囹 お前の残念がるのももっと
九229圏 縛べて上官の命令を守って︑
自分の職務に精を出すのが第一だ︒
おつかさんは﹃︿略﹀︒﹄と

いって居られるが︑まだ其の折に出

九231園
會はないのだ︒

九3010 始めて之を船に用ひて汽船を

造ったのは︑アメリカのフルトンと
︿略﹀︑ 又 之 を 車 に 鷹 了 し て ︑

いふ人︑︿略﹀︒

九312

汽車をこしらへたのは︑イギリスの
スチブンソンといふ人である︒

九351 見物人一同は其の早いのと其
の勢のすさまじいのに驚いた︒
の勢のすさまじいのに驚いた︒

九351 見物人一同は其の早いのと其
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のあそび一のうぎょう

ヒ︑教師ノ生徒ヲ教育スル血糊皆々
アラビヤ馬の︿略﹀︑四五日

業二外ナラヌノデアル︒
十一468

間うち通し︑短日三十里位をかける

死人を葬るのに︑小高い所

給されるのは︑︿略﹀︑動物の呼吸作

用も與って大いに力があるのである︒

十一欄9
で南に面してみる日立りのよい地を

我が國ノ造船所デ︑最モ規
ンヤウ

サツ

マ

帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

︿略﹀︑人や獣類も果實をた

老人は︑︿略﹀︑どうして又

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒
十二832

自分の無く時にはあんな音が出ない

ノアソビ

のかと不思議さうに︑︿略﹀打ちま
もって居た︒

﹇野遊﹈︹室名︺2

ノアソビ

ノアソビ

のあそび

三

三

眠

三65

﹇脳﹈︵名︶8

三目4
のう

﹁農は人の職業中妻も

のう ﹇農﹈︵名︶1 農

健全︑最も高貴にして︑三宮も有盆

十二473図心

なるものなり︒﹂といへるワシント

図の言味はふべし︒

さみだ
梅の實の熟する頃降績く五月

のうか ﹇農家﹈︵名︶4 農家

雨は︑農家に取っては大切な雨であ

れ

九682

田を耕させたり︑荷車を引か

畑に績いて︑農家が一けんあ

る︑それはちやうど田植の時節であ

るから︒

十292

る︒

十841

せたり︑重い物を負はせて遠くへ運

ばせたり︑農家では牛を色々の螢働

鳥類の中で家畜として最も多

に使役する︒

く農家に飼はれるのは難で︑︿略﹀︒

物事ヲ知分クルモ︑善悪ヲ 十879

のうがくし﹇▽たじまのうがくし

わがくにののうぎょう

ふ國あり︒農業・工業・商業共に盛

剴には合衆國とい

にして︑歪面だ富めり︒

頭ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン

︿略﹀牧穫蟻といふもの

るを待ちて︑其の巣に運び去る︒是

を保護し︑其の實の熟して地に落つ

あり︒︿略﹀︑ひたすら此の草の成長

十一903図

種子等を給し︑︿略V︒

とするものには土地を與へ︑農具・

と思する法律ありて︑農業を螢まん

拶ハ其ノ報告ニヨツテ判別 十8210図 されば北海道菖土人保護法

ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲカギ︑ロバ味ヲ味

ガ爲ナリ︒

十778図

モ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ獲スル

十776図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

シム︒

シ︑手・足・口雪片命令シテ活動セ

十773図

ハヒテ︑各之ヲ挙上報告ス︒

十773徳目ハ色・形ヲ見︑磐田音聲 八764図

二近キ位置近在リ︒

十771図目・耳・鼻・ロバ何レモ拶 のうぎょう ﹇農業﹈︵名︶11 農業←

モ皆拶ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十769図

全身ヲ支配ス︒

十767図彊ハ精神ノ宿ル馬宿シテ︑

ハ彊アリ︒

我が國ノ造船所デ︑最モ規 十767図身燈ノ最上部ナル頭ノ中ニ
ス

︿略﹀︑今新校舎ノ出來上ツ

十二352

きせるは身分の高い人程長

選ぶ︒

十一佃4

設計圖が出撃上ルト︑細密

長いのは四尺もある︒

いのを用ひる︒

十一m5

のは珍しくない︒

十︻499 アラビヤに良馬の多く産す
暴虐ー25

︿略﹀︒

クレ

である︒

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

物が之を消費するからである︒

分量が増さないのは︑一方に煮て植

十一一216

然るに空目中の炭酸瓦斯の

べては其の種子を方々へまき散すの

十一一211

世保海軍工廠ノ船渠デ︑︿略﹀︒

十ニー61我が國デ一番屋キイノハ佐

出シテ工事二尊ルノデアル︒

扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲポンプデカイ

トビラ

十分ー510船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

ア キ

十ニー56

賀ト呉ノが最大ナモノデアル︒

カ

模ノ大キイノハ︿略﹀︑中主モ横須

十一一154

ヨコ

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑

十ニー53

玉込テ製造二着手スルノデアル︒

ナ構造分圖ヲ各工場二廻シ︑︿略﹀︑

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ
るばかりではない ︒

十一509 ﹁馬が子供と遊んでみるの
を見たことがある ︒

十一561 さては生きてみるのか︒

十一578園我が子の死ぬのを見て︑
︿略﹀ ︑ 暑 イ 時 分 ハ ︿ 略 ﹀ ︑

父が命を惜しむ理由はない︒
十一658

アツサリトシテ消化シ易イモノヲ取
ルノガヨイ︒

十一674 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置
ク人ガ︑溜男ヲ不潔ニシテカヘリミ
ナイノハヲカシイ話デアル︒

十一柵10 朝鮮の地に上陸して︑第一
に目につくのは︑家の低くて小さい
事である︒

るが︑薪がなければ生きてゐられ

十一欄1 ﹁米のないのは辛抱も出來
ぬ︒﹂

物である︒

十一佃3 第二に目につくのは白い着
十一佃7 上衣と股引は冬でも多くは

十一一224

給されるのは︑︿略﹀︑動物の呼吸作

白いのを用ひる︒

十一佃1男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

用も與って大いに力があるのである︒
十一一226

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る
と︑昔の人に會つた様な氣がする︒

のうぎょういっせきわ一のうふ
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即ち農業の牧穫に異ならず︒

十一999露国 漁業に次ぎて有望なる
は農業と林業とにて︑︿略﹀︑又牧畜
にも適し候︒

つ︒

十一川7図 全村農業を以て生計を立
みつほ

十一柵2青墨瑞穂の國と農業は開
けぬ地なし︑野も 山 も ︒

十二439図︿略﹀︑自然に生ずる物の
みにては不足を告ぐるに至りて︑動
物を飼養し︑又植物を栽培して︑衣
食住の材料を得ることを工夫するに
至れり︒是即ち農業の起原なり︒

十二458図 我が國の農業は︑決して
現状を以て漏足すべきにあらず︒

十二468図世には農業を以ていやし
き職業の如く思ふものなきにあらず℃

か

みき

農商務省の技師田島雷撃士の耕地整

るうた

農夫

︿略﹀︑農夫が田ヲタガヤシ︑

﹇農夫﹈︵名︶21

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

ないぶち

ゑんどう

村デハ農夫ガクハヲカツイデ︑

昔西洋のある所に︑畑もたく

九524図徳業の風をそのま㌦に︑田

農夫の辛苦共

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

すげ笠こそはたふとけれ︒

植・草取・取入れに

にする

恐ろしいのは二百十日頃の大

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

九561図

アリ︒

九6810

が一夜の中にむだになってしまふこ

稻の花は散る︑一年中の農夫の辛苦

あらしで︑家は倒れる︑堤は切れる︑

不足なく暮してみた農夫がありまし

タトヘバコ・二漁夫アリテ︑

魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農

其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑

夫ヲタヅネタリトセヨ︒

其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑

更二士ノ農夫ノ所二行カザルベカラ

九884図

ズ︒

九885図

更二上ノ農夫ノ所二行カザルベカラ

ズ︒

九886図

乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑

更二瀬丁ノ農夫二談ゼザルベカラズ︒

次の朝農夫はいつになく早く 九885図 乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑
起きて︑︿略V︑屋敷のまはりを見ま

はって︑野原の方までも行ってたつ

又國家並五二ライヘバ︑農

更二丙丁ノ農夫二談ゼザルベカラズ︒

み

蛆矧はく略V︒かくて敷

ず

を耕すに似たらずや︒

上下にうち返すといふ︒農夫の田畑

年の後には︑地面に近き土をば全く

十一887図

分業二外ナラヌノデアル︒

︿略﹀︑教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ皆

夫ノ田畑ヲ耕シ︑大工ノ家屋ヲ作り︑

農夫は驚いて︑其の愛俵を取 十一129

ねましたが︑︿略﹀︒

八241

此の下女はく略V︑主人の目

りもどしました︒

八251

九883図

ともある︒

ある日一人の友だちは︑この

農夫は之を聞いて︑近年変の

︿略﹀︑ふしぎさうな顔附をし
て︑農夫は問返しました︒

八213

あるまいかと思ひました︒

取高の少いのは︑この雀のせいでは

八204

く世間話をしてみたが︑︿略V︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八199

た︒

さんもって︑牛もたくさんかひ︑何

八192

タンボへ出ル時デアル︒

八147

畠ヲツクルノモ︑皆手デスルノデス︒

七261

のうふ

理に潤する講話これあり候︒

﹇農業中﹈︵名︶1

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒
のうぎょうちゅう

農業中

農具

我が國の農業中最も開け

﹇農具﹈︵名︶1

ざるは牧畜の業なり︒

十二453図
のうぐ
︿略﹀︑農業を瞥口まんとする

ものには土地を與へ︑農具・種子等

十831図

を給し︑︿略﹀︒

のうこうぎょうn▽むしののうこうぎょ
う

野ウサギ

タトヘバ北國ニスム野ウサ

﹇野兎﹈︵名︶1

九549図

のうさぎ

ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ

﹇農産収入﹈

ドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑全ク白
色二攣ジ︑︿略﹀︒

十二469図 農業は我等が生活に必要 のうさんしゅうにゅう
︵名︶1

じゃがたらいも

八226

米と変とは全國に︑製 八222 農夫は此の話を聞いて︑︿略﹀︒

農産寒入

なる材料を作り出す所以にして︑國

十二4810局留

生担え

農産牧入何

農産

農産物の種類は北海道
からす

﹇農産物﹈︵名︶1

十一999魍國

物

のうさんぶつ

無二の輸⁝出品︒

誘一れど︑小さき轟の吐出す

茶は静岡・三重・京都

家一日もこれなかるべからず︒

く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

十一一471図農業に早事するものは多

﹇農業一夕話﹈

吸し︑筋肉を螢するが故に︑慧眼常
に健全なり︒

のうぎょういっせきわ

︹題名︺1 農業一夕話

なたね

と大差なく︑大江・小叩・燕変・
はだか

をかすめて︑牛乳を費ってみたので

十935岩国 尚々久しく拝借致し居り

裸委・藝墓・麻・馬鈴薯・聖楽等

農夫は︿略﹀︑かたく友だち
の手を握りしめました︒

八272

引ったくりました︒

候農業︻夕話︑まことに面白く通讃

﹇農商務省﹈︵名︶

す︒農夫はおこって︑其のばけつを

農商務省
︿略﹀當村小藍鼠に於て︑

のうしょうむしょう

の牧穫多く︑︿略﹀︒

農業

1

︿略﹀︑南部の鈴谷川・ 十904國囲

すすや

﹇農業地﹈︵名︶1

致し候︒

のうぎょうち
地

十一9610閥團

337
のがる一のこる

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
ケル︾

四284のぎくは﹁いいえ︑私たち 六165 そのもみを又よく日にかわか
して︑すりうすですって︑もみがら

︽一

をのけると︑はじめて米になるので

早る

は枯れたやうに見えても︑ね

﹇逃﹈︵下二︶2

は生きてゐます︒︿略﹀︒﹂とこ

レ︾

のが・る

養したりけん︑ネボカトフ少將は

ノコギリ

十二87無敵今は逃れぬところと 覚

のこぎり

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザ

ノコギリ

ヲ持ツテ︑メイくノ仕事ニカ・ル︒

十62

ノコス

残

つた︒﹂といって︑すぐに追っかけ

客にもう一銭上げなければならなか

︿略﹀︑毎年座りて︑我が

て行って︑残りの一銭を渡したQ

食はんとす︒

娘を取食ひ︑今また残りの一人をも

九31図引

少

のこりずくな ﹇残少﹈︵形状︶1 残り

之が爲に一行の用意せる水

の

︽ーッ・ーリ・ーレ︾

のこ・る ﹇残﹈︵四・五︶9 ノコル

εいきのこる・くずれのこる・さきの

こる 残ル 残る

︿略﹀︒

二63一 ヨクノフカイオヂイサン
バコノハナシヲキイテ︑ノ﹈ツ
テヰタハヒヲカキアツメテ︑

最も東なる根子岳は七面 こる

くノアルノモアレバ︑︿略﹀︒
のこぎり

﹇残﹈︵四・五︶3

山とも題し︑山頂鋸の歯の如し︒

十二4010図
のこ・す

ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベテ中ヲノコス︒

西瓜ハ中ヲタベテ外ヲノコシ︑
ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベテ中ヲノコス︒

五513

一季ノ砲丸ハタチマチ中佐

ノ身ヲ彿ヘリ︒中佐ハ一片ノ肉ヲ

七927図

ノコラズ

ボートニ残シテ︑海ノ中口ハウムラ
﹇残﹈︵副︶一

レタリQ
のこらず

天皇ハ國ノ中ノワルモノドモ
ヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑

五77
︿略﹀︒

残り
直吉は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒今のお

﹇残﹈︵名︶2
六312

のこり

も残り少になれり︒

大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑ 九473図

ノミキリカンナノコギリ

﹇鋸﹈︵名︶4

す︒

え ぞ

たへました︒

かみつけぬのかたな
ノコギリ

一165

鋸

旅亭開城約成りて︑敵の

鋸

のこぎり

︿略﹀其の部下と 共 に 降 服 せ り ︒
の ぎ

乃木大將

十384図囲

八145

ぎ

乃木大將はおごそかユ・︑

石屋ハノミ︑︿略﹀︑ソレぐノ道具

乃木大卒と會見の

將軍ステッセル
十3810受壷

威はいつ訊水師螢︒

の

乃木大將

十二3010図 上毛野形名︑蝦夷を討ちのぎたいしょう ﹇乃木大将﹈︹人名︺2

逃れ

て利あらず︑︿略 ﹀ ︑ 夜 に 乗 じ て 城 を
すてて逃れんとす ︒

﹇逃出﹈︵下二︶2
︿略﹀︑人々のねしづまるを

︽ i ヅ ル ・ ー デ︾

のがれい・ず
出づ

九482図

御めぐみ深き大君の

凹みことのり

うか窟ひ︑ひそかに驕駝にうち乗り

の ぎ
﹇乃木町﹈︹地名︺1 乃木

傳ふれば︑かれかしこみて謝しまつ
る︒

て︑そこより逃れ出でたり︒
のぎちょう

なは

柵を城外に廻らし︑縄を城下の河中
町

さく

十二271図 ︿略﹀長園の計を取り︑
に張りて︑城兵のひそかに逃れ出つ

ぎ

のこす・もうしのこす

の

︿略﹀大連に着す︒︿略﹀︒ ス ︽ーシ・ース︾﹇▽かきのこす・そめ
こだま

市街に大山通・見玉町・乃木町等の

逃れ去

十二547図

﹇逃去﹈︵四︶1

るを防ぐ︒

五511

のがれさ・る

名あるは︑明治三十七八年戦役の記

ぼ

し

祭の服に

古風ゆかしき我が國の

ほふりゆう

日本一の古き建物の今にの

やまと

我が國の建物はおほむね木

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

今にのこれるは甚だ少し︒
いてふ
十282 ︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

造なれば︑古社寺等も昔のま＼にて

十43図

これるは︑大和の法隆寺なり︒

十41図

残りたり︒

かんむり・烏帽子今は唯

ゑ

九521図齪

申シ残シタリ︒

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹂ト

モナハズ︑﹁残りタル一門ノモノド

西瓜下中ヲタベテ外ヲノコシ︑ 七66図園父ハ臣ヲ合職ノ場ニモト
念たり︒

︽ーラ︾

十二72図 敵はかなはじと︑にはか

のきば

たなのもちひくねずみの音

﹇軒端﹈︵名︶1

も︑ふけてのきばに雪降積る︒

七123團

のきば

る

﹇退﹈﹇▽たちのき

のき

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒
のき

﹇軒﹈︵名︶2

たちのく・とびのく

七783図圏 のきよりおつる雨だれの の・く ﹇退﹈︵五︶1 のく ︽ーカ︾﹇▽

のき

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

五471

友吉は﹁早くこっちへ來たま

をうがつなり︒

︽1

へ︒かみなりの鳴る時には︑そんな
所にみてはあぶない︒﹂といって︑

九674 春の雨はしめやかに降って︑
のきの玉水の音も静かに聞える︒

︿略﹀︒

そこをのかせようとしましたが︑

つねとのぎく

のける

のぎく ﹇野菊﹈︵名︶2 のぎく←き

﹇退﹈︵下一︶1

︵下二︶﹇▽おしのく

の・ける

一びきのきつねがさきののく
こってみるのぎくを見つけて︑

四276

のし一のぞむ

338

其の後又夜更けてうかゴ

ひ見るに︑︿略﹀︒夜明けて後︑住持

十一741図

四437園︿略﹀︑今では紙で作つ

書工に向ひて︑﹁今日書き給はん鶴

うにうすくしたものです︒

十286 廣い田の面は切株ばかりで︑

たのしをつかふやうになりま

も残ってみない︒

︿略﹀︑か＼しの 骨 も 残 っ て み な い ︒

のぞき見たる姿をして資するに︑

のす

︽ーシ︾

知りたり︒﹂

十一744図囹

現今我が國の耕作地は一塁

國ノタメニ入鹿父子ヲノゾカント思
ヒ立チタリ︒
からふと

︽一

湾及び樺太を除きて凡そ五百五十萬

十二443﹇図

ノゾク

る︒﹂といふことを新聞紙に顎脚し

たが︑︿略﹀︒

義勇の務御匙に尊し︑孝子の訳解が

十一595図圏老い急る父の望は一つ︒

家にあげよ︒

のぞみ・みる ﹇望見﹈︵上一︶2 望み

増注瀧は後の細道より瀧

遠く敷里の外よりも望み見ることを

八尺五人目朝日・夕日にかゴやきて︑

得べし︒

十一764図

の裏面を望み見るを以て此の名を得

たりしが︑︿略﹀︒

︿略﹀漁夫アリテ︑魚ヲ米

︽ーマ・ーミ・ーム・ーメ︾且Vあいのぞ

のぞ・む ﹇望﹈︵四・五︶9 望ム 望む

イ︾且Vおのぞく

む

﹇覗﹈︵五︶2

町歩あり︒

八944図 名高き金のしゃちほこは此
むね
の天守閣の棟の爾はしにあり︒高さ

﹁そは昨夜のぞき見て 見る ︽ーミル︾

の姿はかやうなるべし︒﹂と︑夜中

つけるやうになったのでせ

う︒

の・す

︽ーセ︾

九884図

三52 コンドハウツクシイ小ト
リガマドノソトカラノゾイテ︑
﹁︿略V︒﹂

︿略﹀︑外宮に参拝す︒神殿
の御有様︑おほよそ内宮に同じと見
奉る︒︿略﹀︒今日のこの日に年來の
のぞみを達したるは何等の幸そや︒
︿略﹀︑﹁七月何日初航海をす

るから︑何人にも乗船の望に鷹じ

九321

乙ノ農夫モ白魚ヲ望マズバ︑

天皇のこ＼に行幸ありし

是より早いとま賜はり︑

そ︒﹂と︑しきりに望めば︑︿略V︒

しが︑﹁︿略﹀︒幼き時に参りてこ

︿略﹀︒光範ズ略﹀︒﹂とて固く止め

河内に行きて正儀に仕へん︒︿略﹀︒﹂

かはち

十一428図

りし御心事を察し奉れば︑︿略﹀︒

より三年︑北方の天を望みて崩御あ

十一310図

干反二丁ノ農夫球宴ゼザルベカラズ︒

九886図

望マズバ︑︿略﹀︒

ヅネタリトセヨ︒其ノ農夫若シ魚ヲ

二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農夫ヲタ

三36︿略﹀︑マサヲが本ヲヨン

のぞ・く

のしあはびといふのは︑

乗ず

八九頭の全いきほひよく敷

ノハナガ︑マドノソトカラノ
の

デヰマシタ︒ウツクシイサクラ
ノセル

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道
﹇乗﹈︵下一︶3
︽ーセ︾

の・せる
せる

︽ーミ︾

八79図

母は流しもとで︑まないたに のぞみ ﹇望﹈︵名︶3 のぞみ 望

をのせたやうに見えます︒

四636にはの松の木はわた
五197

魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ

き見る

ゾイテ︑︿略V︒

を走り行くさま︑まことにいさまし︒

七631図

の・す ﹇乗﹈︵下二︶1

うにうすくしたものです︒

あはびの肉をのして︑紙のや

四432園

﹇伸﹈︵五︶1

をつけるやうになったのでせ

四451園 それですから︑ふだん のぞ︒く ﹇除﹈︵四︶2 ノゾク 除く
品物をやりとりする時には︑な
︽ーカ・ーキ︾
ナカトミノ
まぐさのしるしにのしあはび
八501図中臣鎌足コレヲウレヘテ︑

う︒﹂

︿略﹀︒

した︒︿略﹀︒これがのしあはび

のしあ

四442園﹁どうしてのしあはびを

のかはりです︒﹂

て︑永く之を保存するを以て︑垣の

十822図殺したる熊の頭は垣にかけ
上には多くの頭骨︑風雨にさらされ
て残れり︒

のし

悪質7図今先サ・ヤカナル堂中二古
﹇初動﹈︹課名︺2

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒
のし

四目14 十三 のし

四417 十三 のし
のし ﹇慰斗﹈︵名︶4 のし呂ひのし

四421 をばさんからいただいた

おとしだまにのしがついてゐ
ました︒

に︑なぜのしをつけるのです

四 4 2 3 園 ﹁ 人に物をあげる時
か︒﹂

四435園 それがだんだんにかは
つて︑今では紙で作ったのし
をつかふやうになりました︒

四454干瓢でも魚や貝や鳥
や︑すべてなまぐさものをおく
﹇慰斗飽﹈︵名︶5

る時には︑のしをつけません︒﹂
のしあわび
はび

セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

四427囹 ﹁これは昔からのしき ます︒
たりで︑昔はのしあはびをつ
六80一 オロシタ荷物ハスグニ車ニノ
けたのです︒

あはびの肉をのして︑紙のや

四431囹 のしあはびといふのは︑のぞき・みる ﹇覗見﹈︵上一︶2 のぞ
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のぞむ一のち

知れぬ大群︑長吉をなして枯野を横
平生より此の畳悟なきも

を爲すことあらん︒

十二川9図

正行大イニカンジテ︑コレ

ツクスベシ︒

七49図

ヨリ後ハ父ト母トノ教ヲ守りテ︑一

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居
コレ正成戦死ノ後十三年目
ニシテ︑︿略﹀︒

七87図

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑︿略﹀︒

七55図

キホヒマスく強ク︑︿略﹀︒

正成戦死シテ後ハ︑敵ノイ

のは︑時に臨みて或は不覧の名を取

ノチのち後

七53図

日モワスル・コトナカリキ︒
のたまふ

ることあらんと戒め給ふ︒
﹇宣﹈︵四︶1

かしこくも朕は汝等軍人

﹇後﹈︵名︶72

アナタハノチニハ︑キ 七232図保己一ハ五歳ノ時メクラト

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ

シ︒﹂トエノモトニイヒ來レリ︒

八541図

ツキ給フ︒

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

八543図

テ大臣トナシ︑︿略﹀︒

したが︑手紙を見て安心しました︒

八684団其の後どうかと思ってゐま

止むぺければ︑左様心得られたし︒﹂

八703図 ︿略﹀︑今日より働くことを

とて︑これより後は耳は食事の知ら

足は食堂へ行くことを止めたり︒

すぜ

明治三十七八年戦役の終り

に暮すべし︒

あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸戦役二戦死

九2710図維新前後國事ニタフレタル

なれり︒．

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九15図

カ大陸に着くべし︒

行かば︑凡そ二週間の後にはアメリ

が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

八762図

我等若し汽船に乗りて︑我

八724図園今より後はたがひに親密

せを聞きても知らぬ風をし︑︿略﹀︑

八35図

り︑︿略﹀︒

が︑後神殿を今の五十鈴の川上に造

い

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

その神勅によりて︑代々の

ナリシガ︑︿略﹀︑後ニハ名高キ病者

大昔冠木ト木ヲコスツテ火ヲ

八26図

トナリ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒

ソノノチオホクニヌシノミ

ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ

五568

リマシタ︒

コトハ白ウサギノイツタトホ
リ︑エライオ方ニオナリニナ

四617

クオナリニナリマス︒﹂

四613園

のち

り︒

の大元帥なるぞ︒︿略﹀︒とのたまへ

十二m10図

︽一へ︾

のたま・う

十二694七時としては幾千萬とも数
ぎるに︑遠く之を望めば︑あたかも

洋々たる江流を見るが如き壮観を呈
することあり︒

十二707図永遠の幸福を望む者は一
十二715図 ︿略﹀過ぎしことは追ふ

時の螢苦を忽ぶべし︒
べからず︒常に前を望みて︑徒に後
を顧みることなか れ ︒

十二823 帽子の中に一文の銭もない

︿略 ﹀ ︑ 一 般 人 民 の 之 を 助

を眺めては︑幾度かためいきをつい

老人は︑傾く夕日を望み︑帽子の内
て居る︒

十一一脳5図

くるなくんば︑自治團膿の圓愚なる
臨む

たる後も︑天皇陛下御参舞あらせら

臨ム

出シマシタガ︑ソレカラ泥靴忍石ト

れ︑平和の成りたるを告げたまひし

﹇臨﹈︵四︶7

議達は得て望むべからず︒

︽ーミ︾

金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ

のぞ・む

十744図 熱海は︿略﹀︒前面は海に

が︑︿略﹀︒

宮に参零す︒

日本中を平げて︑後には朝鮮 八75図宿に与りて一休みの後︑外

てうせん

タ︒

臨み︑後は山を負ひ︑冬暖に夏涼し︒

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

十7410図旅館は山により︑谷に臨み 六435
て︑山水のながめをほしいま＼にす

シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

八π9圏義モ後ニハコトぐク
張りカヘント思ヘドモ︑︿略V︑シバ

秀吉は︿略﹀︑たびくいく

人は︑︿略﹀︒

六493

るを得べし︒

十一佃5図 備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

九327 ︿略﹀︑しらべて見ると︑機關

バ︑︿略﹀︒

︿略﹀關所アリテ︑日暮ヨ

リ後陣一切旅人ノ通行ヲ差止メタレ

九391図

︿略﹀︒

れを直した︒其の後は何の障もなく︑

の一部に故障があったので︑すぐそ

ラク可用ヲナスベキコトヲ︑若キ者
一ぺんもまけた

さをしたけれども︑

二知ラセントテカクスルナリ︒﹂

孔明ニユダネテ︑︿略﹀︒

ことがありません︒後には秀吉の馬

長日ノ後︑川成ヨリ﹁見セ

申シ度キ絶出來タリ︒御出アリタ

八297図

けようと︑たつねまはりました︒

︿略﹀︑自分はどうかして白砂を見つ

其の後は毎朝必ず早く起きて︑
じるしを見ると︑敵は戦はないでに
げて行くやうになりました︒

八262

十一悩9図 孔明ハ沈着ニシテ︑機二

十一悩6図 獲スルニ臨ミ︑表ヲ上ル︒
臨ミ︑攣二磨ジテ︑智謀百出セリ︒

ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間ハ︑

七26図園我が死ニタル後モ︑一門
忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タメニ

平時に於て常に之に虜す

るの道を再論し置かずば︑時に臨み

十一一338図

て心齪れ︑氣まどひて︑見苦しき行

のち一のち
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九394図 然ルニ明治維新ノ後ハ大名
ノ往來全ク絶工︑︿略﹀︒

九418図 噴火一タン止ミテ後︑其ノ

え

ぞ

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ
リ︒

さい

御代日本武尊之を征し給ひ︑齊

やまとたけるのみこと

來ルベシ︒﹂

見ルベシ︒﹂

十245図囹

十258図

十鯨年ノ後︑我マ転層ヲ

後恩讐・韓信共二漢ノ高祖

二仕へ︑︿略﹀︑遂三口同祖ヲシテ其ノ

︿略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

十262図

九624図 蝦夷はく略V︑景行天皇の 大業ヲ成サシメタリ︒

以ナリ︒

あべのひ ら ふ

明天皇の御寝阿倍比羅夫また之を討

めい

ちしが︑其の後も 度 々 叛 き て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

モ積立ツル黒煙︑五年・十年ノ後ニ
リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑内

九762図 一日一二鏡・二銭ヅツニテ 十313図 此ノ芋ノ始メテ琉球二丁ハ
地ヘノ渡來ハ其ノ後奏鯨年ノコトナ
リ︒

十324図

昆陽ハ有名ナル漁者ニテ︑

敷日の後︑水夫は此の少女

我が家に照りたりとそ︒

の手に熱き感謝の涙をそ＼ぎて︑各

十713図

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

十3210図

ノナキ片上レリ︒

作ノ年ニモ︑國中一人置餓死スルモ

一國ニヒロガリ︑是ヨリ後ハ五穀不

く略V︑数年ナラズシテ石見

ハ︑野饗ノ金高ト ナ リ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

クル時又ハ引出ス時耳門必要ナルモ

九779図此ノ通帳ハ此ノ後金銭ヲ預
ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

九804図 筑紫に到りて後は︑常に門

いく野の

を閉ぢて出つることまれなりしが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑大江山

道の 遠ければ︑ふみ見ずといひし

九928図圃

末かけて︑

くちざらん︒

あま
言の葉は︑天の橋立

後の世永く

おうじん

て盛大なる儀式を行ふことあり︒

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

十16図 く略V︑明治二十七八年戦役 十819図 あいぬは時々子熊を捕へ來
の後︑皇潜の我が領土となりしょり︑
︿略V︒

音もきこえず︒

て︑折からの 夜半のあらしに そ

ら

十一279図

其の後百年間の獲達は蒸

なりしは人の能く知る所なり︒

十一52図其の後吉野の朝の皇居と

り︒

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

な

十1410図随 げにくと 占うなづき 十一51図 ︿略﹀︑鷹神天皇の頃より
ののちは

十162図 夫に別れて後︑宮中に召さ
れて︑上東門院に漢文・漢詩を教へ
参らせたり︒

十237図園今ヨリ後五日目ノ朝再ビ

氣機關の上に多大なる改良を加へた

打電し︑其の後に附加して曰く︑

先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ後︑

少壮有爲の間を徒に遊び

其の後コロンブスは敷回

ブーシェーであっ

佛蘭西のバイオリンの名手

孔子事へて吏となりしに︑

其の後孟子出でて學び︑

しかして︑法律及び豫算

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二冊3図勅諭は先づ我が國の軍隊

とす︒

の裁可を待ちて始めて成立するもの

は帝國議會の協賛を纒たる後︑天皇

十二柳10図

く機上に在り︒

學を卒へずして蹄りし時︑母たま

十二965図

子の道を問ふもの盆く多かりき︒

治績大いに墨り︑職を退きし後も弟

十二941図

義士復仇の學を聞き︑︿略﹀︒

十二874温熱劔其の後江戸に出で︑

たとは後になって分つた︒

アレキサンドル

十二855

ふらんす

の航海を試みしが︑︿略V︒

十二807図

るべし︒

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

十二709図

後に苦しむを愚人とす︒

十二706図 ︿略﹀︑先づ現しみて然る

しむを賢者とし︑︿略V︒

十一一706図 先づ苦しみて然る後に樂

いに恥ぢ︑︿略﹀︒

十二384図嘉明後此の事を聞きて大

町長ハ工事ノ報告ヲシタ︒

十二348

﹁︿略V︒﹂と︒

住吉の戦に父の討死し

るを以て︑︿略﹀︒

十一434図園

たる後︑⁝族の者領地をうばひて︑
我を追出したり︒

度も院の門外へは出でざりきとそ︒

十一463図く略V︒︿略V︑其の後は一

其の後刷夜更けてうかゴ

ひ見るに︑︿略﹀︒

十一738図

夜明けて後︑住持書〒に
向ひて︑﹁︿略V︒﹂と︑夜中のぞき見

十﹁7310図

たる姿をして見するに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑書師それより後の

二枚には壷がかず︑唯檜一本を董が

十一745図

かくて留年の後には︑地

きて︑東國へ出立せり︒

十一886図

其の後日々業務に追は

面に近き土をば全く上下にうち返す
といふ︒

十一956圏団

れ︑鯨り旅行も致さず候へども︑
︿略﹀︒

後仲達︑孔明ノ陣地ノ跡
ヲ観テ︑﹁孔明ハ天下ノ奇才ナリ︒﹂

十一鵬5図

ト歎ジタリ︒

十一冊10図園﹁不作の後なれば︑成

十四五年の後には村民は教

意見によりて豫算を編成したるな

るべく経費を節約したしとの校長の

り︒﹂

十︸価4

東郷司令長官此の戦況を

育の爲︑一厘の支出を要せざるに至
るべし︒

十ニー04図
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ので一のに

を諭し給ひ︑其の後時世の移り攣る
に連れて︑兵制にも攣遷あること︑

︵接客︶30

ノデ

ので

︿略﹀を詳に御諭しあり︑︿略﹀︒

ので

︿略﹀︑そのうちに雨が

ふりさうになったので︑いそい

四82

出シマシタ︒

ソノ時鐵ビンハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

イヒマシタノデ︑ヤクワンハダマツ

六294

テシマヒマシタ︒

ある日主人は朝から用たしに

出たので︑二人が店のるすをしてゐ

六298

︿略﹀︑何分にも直が高いので︑

誰一人買はうといふ者がありません︒

七396

んが︑︿略﹀︒

七162國急ぎますのでうかゴひませ

ると︑︿略﹀︒
で山を下りました︒
四592 ︿略V︑フクロヲカツイデ 六441 うちがまつしかったので︑八
つの時にお寺へ小ぞうにやられまし
イラツシヤツタノデ︑オソクオ
たが︑︿略﹀︒
ナリニナツタノデス︒

大神は少しばかり戸をあけて︑おの

五34 あまりおもしろさうなので︑
ぞきになりました ︒

あるので︑其のかたに持って行かう

ノデ︑此ノ改築ヲ計書シ︑︿略﹀︒

義務教育年限モ六年二延長セラレタ

攣化極りない妙音は︑忽ち

さに沈ませる︒

はせ︑又忽ち落葉散敷く秋のさびし

人の心を百花満開ののどかな春によ

十二839

れ行く白帆の影ものどかなり︒

如く︑朝日・夕日を負ひて︑島がく

十一198図海の静かなることは鏡の

それが東京の今朝の新聞に のどか ﹇長閑﹈︵形状︶2 のどか

とするのです︒

八459園

走ることは馬よりも早いので︑

出たので︑お分りになったのにちが
ひない︒

八563

空を飛ぶ必要はないから︑つばさは
はなはだ小さい︒

初は熱があまり高いので︑
一時はどうなることかと心配いたし

八669團

あはづ

のどけさ ﹇長閑﹈︵名︶2 のどけさ

十一266図

小歌交りに老船頭のさを

すまぬ空ののどけさよ︒

︿略﹀︑しらべて見ると︑機關 八603図圃粟津の松の色はえて︑か

ましたが︑︿略﹀︒

九326

の一部に故障があったので︑すぐそ
れを直した︒

心地がする︒

雨となるので︑其の時はうらめしい

この間にいさんがかへって 九678

來ましたので︑うち中の者がそろつ

八101団

て寓眞をとりました︒

るみざりだといふうはさがあるので︑

五228 ぬす人はきんじよに住んでゐ
行って見ると︑なるほどそのかまが

十一816図

鵜の首元は細なはにてし

さし行く乗合舟ののどけさよ︒
併し此の雨はやがて花を散す
のど
のどもと ﹇喉元﹈︵名︶1 喉元

あります︒

十二三尾のあゆを喉元にふくむとい

ばりたれば︑︿略﹀︑大なる鵜は能く
のど

ふ︒

︿略V︑仕事ノ移り攣ル度毎
ヘナケレバナラナイノデ︑ムダニ時

二︑居ル場所ヲ攣へ︑又器旦ハヲ取換

十一H2

まじめになり過ぎましたので︑にい

私もみんなと一しょの分は

さんによそ行の顔だといって笑はれ

八107囲

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

五354 コノ美シイ蝶ガトビマハルノ
引立チマス︒

ました︒

間ヲ費スコトガ多イ︒

身をきるやうな北風の

吹

のなかみち ﹇野中道﹈︵名︶1 野中道

五453 左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

くタ暮にあねいもと︑かへりをいそ

のに

アル日置ガ﹁早ク︑早

ノニ

いふので︑大笑の部下の二一二人は直

一人の分はうっかりしてゐ 十﹇4710 ﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂と 六601魍

三55一

︵接助︶7

る間に窮されましたので︑かへって

八111囲

﹁︿略﹀︒﹂と︑しかる様にい

ク︒﹂トヨンダノ一一︑イツモノ

就宿直童ノ敷が年々増加シ︑

これまで貧しい暮しをして

なら︑なぜあると＝言いはなかつ

みるのに︑こんな大金を持ってるる

七415囹

ツテ︑スグニハキマセンデシタ︒

トホリ︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイ

詰軍の愛情と勇氣によって︑

ふので︑兵士は止むを得ず將軍を谷

十二352

に歓喜の聲をあげた︑︿略V︒

軍中の花が助かったので︑全軍一同

十一5810

底へ下した︒

十一583

のに

ぐ野中道︒

此の男は居酒屋に酒代の借が

を追っかけた︒

ちに自分の馬にまたがって︑其の跡
よく窮ってみるので︑皆さ

又若し外の雀が見つけると︑

んにお目にか＼つたやうな氣がしま

八118団

よく窮りました︒

シキガカハルノデ︑文太郎ハオモシ
ロクテタマリマセン︒

五542 シバラクタツト︑ケモノが負

ケサウニナツタノデ︑コンドハ
︿略V︑鳥ノ方図 ツ キ マ シ タ ︒

す︒

よってたかっていぢめるので︑毎朝

八218囹

早くすを出て︑ゑをさがして︑すぐ

ツトツヨイノデ︑︿略﹀キカイナド

五585 石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ
ヲウゴカスノニハ︑皆コレラ使ヒマ

八239

婦ってしまふといふことだ︒﹂

ス︒

來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ

五732 ソノ時後ノ書函ラカリウドノ

のぶ
のに
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た︒﹂

切手がはってあるのに︑なぜまたお

たに満つ︒

無頼ノ少年等口々二罵リテ

︽ーッ・ーリ︾

十2410図

る

七513園 ﹁これにはちやんと三方のののし・る ﹇罵﹈︵四・五︶5 罵ル 罵
あしを彿ふのです か ︒ ﹂

十797図

あいぬの男子は髪とひげと
レンゼウ
︿略﹀︑コレラ練篠機ト構

を長くのばし︑︿略﹀︒

十一858図

止マズ︒其ノ中ノ一人日ク︑﹁汝長

移シ︑イヨイヨ延シテ︑イヨく細

十一859図︿略﹀︑熱燗二他ノ機械二

スル機械五罪ケテ︑或ハ合シ︑或ハ

七518園 この手紙は四匁より重いの
大ニシテ︑劔ヲオブトイヘドモ︑心

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

五423マドカラ外ヲ見テヰルト︑山

クヤウニ宿紙マス︒

ある日一人の友だちは︑この

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八199

八228次の朝農夫はいつになく早く

く世間話をしてみたが︑︿略﹀︒

はって︑野原の方までも行ってたつ

の・びる ﹇伸﹈︵上一︶5 ノビル の

ねましたが︑影も形も見えません︒

起きて︑︿略﹀︑屋敷のまはりを見ま
のは

クシ︑次第ニヨリヲカケテ縣ノ形二
ノハラ

ダンダンノビルト︑タケノ

畑には変がもう一寸程にのび

や ぎ
羊や山羊は毛が必要である︒

の・ぶ ﹇伸﹈︵上二︶1 のぶ ︽ービ︾

料にする︒

長くのびると︑刈取って毛織物の材

十872

てるる︒

十289

ニナリマセウ︒

テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ

三344 イマニアノナヘガノビ

ナリマス︒

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ

三284

ニノビテ︑︿略﹀︒

三281 四五日マヘ ニアタマヲ
ダシタタケノコガ︑モウコンナ

ヒロイノハラ︒セマイミチ︒ びる ︽ービ・ービル︾﹇▽にげのびる
︿略﹀︑ヨロコンデイツシヨ

さむい北かぜがふいて︑

だんく來ると︑ひろい野は

たれたるもの︑まきたるもの︑︿略﹀︒

野はらは平ですから︑ゆつく 七609図 ︿略﹀︑尾ののびたるもの︑
りあるきました︒

五102

らへ出ました︒

五101

かれてしまひました︒

のはらのくさやはなは大てい

四268

イテヰマス︒

三68 ノハラ男並︑アヲイクサ
ノ中二︑アカヤ︑キイロヤ︑ム
ラサキヤ︑イロイロナハナガサ

ヰマス︒

三67 マサヲトトモキチトオハ
ナが三人デノハラニアソンデ

タ︒

ニノハラヘアソビニイキマシ

三62

一216

ら野はら野原

﹇野原﹈︵名︶1一

近ヅカシム︒

延シ︑︿略﹀︒

に︑差出人が三銭しかはっておきま

のばす

のはら

一方にはアラビヤ人の不實

甚ダ弱シ︒

十一491

せん︒

を罵りながら︑一方には﹁あれ程の

八233 牛小屋の牛はしきりに鳴いて
みるのに︑誰も草をやるものがあり
名馬はいくら金を彿っても惜しくは
︿略﹀︑前のそしりし者︑

ない︒﹂と︑口々にほめた︒

ません︒

九862園 熊吉の落馬したのにかまは
十二804図

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大
勝であったのに︑人の命にはかへら

喜劔大いに罵って日く︑

孚ひてコロンブスを歓迎し︑︿略V︒
十一一868図

れないと︑相手を助けてやったのは

如何にも見上げたりっぱな行だ︒

﹁主人は死し︑主家は亡びたるに︑
汝家老として仇を報ずるを知らず︑

十348 ︿略V︑知名の入の手紙を持つ
て來た者も大勢あったのに︑どうい

人面獣心とは汝の事なるべし︒

﹇伸﹈︵四・五︶6

て︑けさまで一眠に眠りました︒

晩にはくたびれた足をのばし

あります︒

ぼんやりうかんでみることも

三494水の上で足をのばして︑

延

を視︑我が舌︑獣として良雄を罵り︑

十一一876図圏我が目︑獣として良雄

ふ御見込で︑あの青年を御用ひにな
つたのかとたつねた︒

のに ︵終助︶1 のに

り︒

我が足︑獣として良雄に食はしめた
のば・す

六316囹 直吉は︿略﹀︑すぐに追つ
かへって來ると︑長松は笑って︑

ごだいご

ス ︽ーシ︾﹇▽ひきのばす

かけて行って︑残りの一銭を渡した︒

﹁先では知らないのだから︑一銭ま

ル︾

﹇罵憤﹈︵四︶1

うけておけばよか っ た の に ︒ ﹂ ︿ 略 V ︒

ののしりいきどお・る
︽

ほうでう

罵りいきどほる
き

十一136図 く略V︑北條高時︑後醍醐 六118
お

天皇を隠岐へ流し奉る︒臣下として

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

其の聴器夜更けてうかゴ

ひ見るに︑今度はひぢを張り︑足を

十一739図

コノ美シイ蝶ガトビマハルノ の・ぶ ﹇伸﹈︵下二︶1 のぶ ︽ーベ︾
引立チマス︒

五355
ばして見ると︑五六町もあるといふ

﹂匹の慧の口から出る綜をの
ことである︒

七287

無道の極みなり︒武家の運命も今に

一天萬乗の君を八二へ灌し奉ること
煮皿きなんと︑罵りいきどほる聲ちま
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のぶ一のぼる

ノブ

述ぶ

のべ︑手を口にあてて︑尚も鶴の臥
﹇述﹈︵下二︶3

したる様をなせり ︒

六497

みつひで
︿略﹀︑信長は京都で光秀とい

信長の古いけらいの勝家など

ふけらいにころされました︒

六505

べ︾

一豊は妻に禮をのべて︑その

馬をもとめました︒

七431

﹇幟﹈︵名︶2

﹇上﹈﹇▽おのぼり・たきのぼり

の・ぶ
のぼり

マツリ 大キナ字

ノボリ

のぼり

第二十ニ

はこれをきらって︑てきたひました

のぼりつ・く

五月五日二軍人形ヲカザリ︑

﹇上着﹈︵五︶1

のぼりついたじぶんには足も

のぼり

ルコト︑我が國古ヨリノ風習ナリ︒

ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲイノ

九276図

ヲ書イタ大キナノボリが立テテアル︒

︿略V︑一豊の馬ははたして信 五673

が︑かへってほろぼされて︑︿略﹀︒

した︒

七442

武士︒﹂と︑信長は吊そう感心して︑

見上げた志のもの︑りっぱな

名馬島々︒誰の馬か︒﹂とたつねま

長の目にとまって︑﹁あ＼︑よい馬︑

七433

︽ーブル・ーベ︾

︿略﹀︑建議とは文書を政

十二368図 謹ンデ一言ヲノベテ祝意
ヲ表ス︒

十二佃8図

府に提出して意見を述ぶるをいふ︒
十二佃 図 今謹みて其の大意を述べ
ん︒

のぶなが ﹇信長﹈︹人名︺13 信長←

六103

つく

︽ーイ︾

これが一豊の出世のもとになったと

上り行

四38

太郎と次郎が二人で山

又ドンナ流ノ早イ川デモ︑オ

へのぼりました︒

五175

鯉ノタキ上りトイツテ︑タキ

ヨイデノボリマス︒

五176

デモ上ルコトガアルサウデス︒

ズンズンシユツセヲセヨトイフ心デ

五184 ︿略﹀︑鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

祝フノデセウ︒

五685

早い流をいかだの下って行く

ダンノ道ヲ上ツテ︑︿略﹀︒

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

六35

です︒

六92

その松山へのぼらうといふの

て行くのは︑まるでゑにかいたやう
﹇上行﹈︵四︶1

だいぶくたびれて︑はらもすっかり

いふことであります︒

信長︑勝商の勢を賞し︑

︽ーク︾

く坂路の左右すでに櫻多し︒

マス︒

マシタ︒

二35

アア︑モウスツカリノボリ

九354

のぼる時には三時間もか＼つ

一人の子どもが水がめのふち

昔東海道といったのは江戸か

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八869時ハ八月三十一日ノ朝日モマ

つして︑かめの中へおちました︒

へ上って︑遊んでみるうちにふみは

六228

りませんでした︒

たが︑下りる時には二時間しかか㌧

六113

あります︒

十一17図六田の渡を渡りて上り行 六97 御社の後から山へのぼる道が

く

のぼりゆ・く

である︒

おだのぶなが

十二2810図

且いふ︑﹁我︑明日大軍を率みて出

信昌﹇▽

爽せんとす︒汝も止りて我と共に行
﹇信昌﹈︹人名︺2

け︒﹂と︒

のぶまさ

おくだいらのぶまさ

信昌將士を集めていふや のぼ・る ﹇上﹈︵四・五︶26 ノボル の
︽ーッ・ーラ・ーリ・

ぼる

上る

う︑﹁︿略V︒城を抜け出でて岡崎に

ール・ーレ︾むさかのぼる・たちのぼ

上ル

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

野べ

二32 イマ日ガデマス︒ミテヰ
ルウチニダンダンノボツテキ

る・よじのぼる
鳥居勝商といふ者あり︑

﹇野辺﹈︵名︶1

の・べる

ばた︒

﹇述﹈︵下一︶1

のべる

︽1

テヰマシタ︒

きに上り候︒

ら京都へ上る街道で︑︿略﹀︒
八361図圃 野べも山べも新緑の 風 二633 ヨクノフカイオヂイサン
九756國国 ︿略﹀︑當村に引取りて保
バ︿略﹀︑カレ木ノ上腿ノボツ
に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ
護を致し居り候者も百二三十名の多
テ︑トノサマノオカヘリヲマツ

のべ

大いに喜ぶ︒

約していふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒信昌

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

十二2710図

と︒

十二273図

すきました︒

六458 初はひくい役目で信長の目通
りへ出ることも出來ませんでした︒

六462 ある日信長が夜明け前に出か
けようとすると︑︿略﹀︒

六464 信長は誰かとたつねますと︑
木下藤吉郎秀吉と答へました︒

六465 又ある朝早く信長がかりに出
ようとして︑﹁誰 も 居 ら ぬ か ︒ ﹂ と よ
びますと︑︿略﹀︒

六474 少しのゆだんもなく主人に仕
へるこ＼ろざしにかんしんして︑こ
れから信長は目をかけて使ひました︒

六477 信長はとうとう秀吉にいひつ
けて︑直させることにしました︒

かんしんして︑それからだんく重

六483 信長はこれを見て︑ますく
く取立てて︑一方の大上にしました︒

六496 秀吉が信長に言ひっかつて︑
敵を攻めに行ってみた間の事でした
が︑︿略V︒

のみ一のみ
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とうせう

九941図 川を渡りて坂路を上れば︑

東照宮の正面に出づ︒

る牛は敷千頭にも上るといふことで

十845 東京市だけでも︑一年にほふ

ノミ

のみ﹇▽しかの

ヲ持ツテ︑メイくノ仕事ニカ・ル︒
︵副助︶37

みならず

のみ

も残ってみない︒

出來ザル荒地多ケレバ︑罪人ドモハ

十334図︿略﹀︑是等ノ島田ハ作物ノ
魚類・果實等ニテ命ヲツナグノミニ
テ︑餓死スルモノ年々少カラザリキ︒

﹁︿略﹀︑総べテ物照破レ

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八182図園

ある︒

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒︿略﹀︒

サギ

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒
テイ
十一315図 水雷艇ニハ千鳥・︿略﹀・

あ

阿里山の檜材は世界無

り

又第何號艇トノミイフモノモ多シ︒

比の良材と湿せらる㌦ものにて︑

十﹁403陳団

︿略﹀︑山林の富のみにても無墨藏と

十437図︿略﹀︑此ノ時ハナホ世人ノ

︿略﹀︑第三圖は斜の線のみ

見よ︑曲線のみにて成れる

づ

活動するのみにて休養す

かゴり火をたくは魚を集

︿略﹀︑西海岸の眞丁丁

城中には僅かに四五日の

其の噴火口の大きさは日

︿略﹀壮大なる建築の

人家も多くは六七層にして︑芝川も

敷々高く中空にそびゆるのみならず︑

十二609図

るに至りて︑︿略﹀︒

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ

十二437図人口やうやく増加し︑自

第︼と構せらる︒

本第一たるのみならず︑亦實に世界

十二405図

糧食を寝せるのみ︒

十二272図

おほせたるは巡洋艦以下敷隻のみ︒

十ニー01図 ︿略﹀︑三十八隻の中逃げ

との交通を保ち居候︒

のみ唯一の不凍港として僅かに内地

十一963圓国

げます一法たり︒

めんが爲なるのみならず︑又鵜をは

十﹇823図

遂には活動にたへざるに至る︒

ることなければ︑心身いっか群れて︑

十﹁693図

何の工夫もつかぬ︒

兵士等は氣をあせるのみで︑

注目スル所トナラズ︑唯一商人アリ

シバラク寺用ヲナスベキコトヲ︑若

フノミネ
キ者二王ラセントテ︿略﹀︒﹂

タ

い

伊豆半島のみにても三十箇

東大寺ハ︿略﹀︑タぐ二大

今ハサ・ヤカナル堂中二古

十一567

申すべく候︒

︿略﹀︒

十452図

十466図

を用ひたるものにして︑︿略﹀︒

十452図

を用ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑第二圖は横の線のみ

十451図第一圖は縦の線のみを用ひ︑

ナリキ︒

テ︑其ノ中ノ敷種ヲ買取リタルノミ

十㎜5図コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂
ナル談山神社二達 ス ︒

︿略﹀︑外野へ輸出スルモノ

ノミニチモ︑一年間一千萬圓ノ金高

八409図

路ヲ上ルコト一里鯨ニシテ︑多武峯
十一725諸節 愚信も所用ありて京へ
﹁我等はつねにいそがし

二葉疋シ︑ ︿略＞o

八699図園
く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

し︒﹂

上り︑ 一二年在京せんもはかり難
十一757図 我が國には敷多の爆布あ

昔ノ關所ハ僅カニ其ノアト

みにて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

九397図

り︑古音多く詩歌に入り︑書画に上
る︒

住居もなるべくきれいにせ

ヲ止ムルノミ︒

第十二圖及び第十三圖︑︿略﹀の模

九595図

よ︒よき心持のみにても病をふせぐ

と四町齢︑︿略﹀︒

十一769図瀧の後より山路を上るこ
十一771図 更に川に沿ひて上れば︑

温泉の諸種の病を治するは︑

様の如何に麗しきかを︒

十727図

に足らん︒

たごに其のふくめる彫物の効のみな

室内にのみ居て︑外出する

第二の瀧あり︒

こと少き人の︑色青ざめて元氣なき

十棚7図

界第一ノ木造建築物トス︒

大佛殿∠局サ十五丈︑︿略﹀︑眞二世

佛ノ大キサノ驚クベキノミナラズ︑

十9610図

ても既に内地人と同じからず︒

十802図あいぬの風俗はこれのみに

所を籔ふ︒

十731図

るが爲なるべし︒

る空氣をすひ︑美麗なる風光に接す

らず︑一つには又請を轄じて清新な

モ︑︿略﹀︒

九806図

︿略﹀︒

十88図

廣い田の面は切株ばかりで︑

は是のみには止らず︒

されど森林のあたふる利盆

につけて︑都の空のみしたはしく︑

雨の朝︑風の夕︑見るもの聞くもの

筑紫に到りて後は︑︿略﹀︑

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

九775図普通ノ銀行ニチハ一度二五

は︑日光に浴せざるが爲なり︒

十一772図 上るに随って︑瀧はいよ 九612図
く小︑境は盆く静かなり︒
十二249図圏 上るや石のきざえしの︑
いてふ
左に高き大銀杏︑ ︿ 略 V ︒

十二288図 翌十五日の朝︑勝商は山
﹇飲﹈与ゆのみ

ノミ

に上りてのろしを あ げ ︑ ︿ 略 V ︒
のみ

﹇馨﹈︵名︶3

︿略﹀︑ノミーツデ見事ナポリ

一165 ノミキリカンナノコギリ

のみ
七273

物ヲコシラヘタリシテ︑入ヲ感心サ
セルノモ︑手ノハタラキデセウ︒

人影の見えないのみか︑か＼しの骨

八145 ︿略V︑石屋ハノミ︑カヂ屋ハ 十286

ツチ︑仕立屋ハ針︑ソレぐノ道具

345
のみくだす一のり

亦之に適へり︒

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二854 かの情深い紳士は誰であっ
一同は唯神の仕業とのみ思った︒
あかほ

︹飲過﹈︵上一︶1

飲み

を呑込みては之を地上の穴の口に出
す︒

︽ーギ︾

のみす・ぎる
すぎる

船長はこつぶの水を一口飲

みて︑又その話をつゴけたり︒

七845図

二387園︿略﹀︑シンパイシテ︑クス 飲むと︑︿略﹀︒

リヲノマセテクダサツタノハ︑

︿略﹀かの大蛇あらはれ出

酒を飲みでよひふしたり︒

で︑八つの頭を八つの槽の中に入れ︑

九38図

ドナタデスカ︒
︿略﹀からすがく略﹀︒︿略﹀︑

九477図園

川の中へはいりましたが︑が

三421

ぶがぶと水をのんで︑とうとう

けれども水をたくさん飲みす

しんでしまひました︒

十二8510図 赤穂浪士が︿略﹀︑遂に 七656
ぎたり︑冷い水の中に長くはいって

九582図

し︒﹂

口にうましとて多く食ふこ

胃の中の水を飲むより外なかるべ

所に着かずば︑酪駝を殺して︑其の

﹁若し明日中に水のある

主君の仇を報じて︑從容死に就ける
﹇野見宿禰﹈︹課名︺2

ゲマセ．ウ︒﹂

走っても尚平然として居るといふこ

四691圏﹁ソンナニ少シヅツノ 十一469 飲まず食はずに終日・終夜

きたなき水を飲みで︑恐ろ

しき病にか＼る者多し︒

九589図

となかれ︒多く飲むことなかれ︒

ブンデノマナケレバ︑何ニモナ

四687園
リマセン︒﹂

﹁イイエ︑オクスリハジ

ケレバ私ガカハリニノンデ上

スリハニガウゴザイマスカ︒苦

﹁オカアサン︑ソノ オク

みたりするのはどくである︒
のみのすくね
ノミノスクネ

のみのすくね

﹇野見宿禰﹈︹人名︺2

三目6五ノミノスクネ
三133五ノミノスクネ
のみのすくね

ノミノスクネ

四684囹

は徳川時代に於ける史上の一美談た
るのみならず︑日本武士道の精華を
嚢揮せるものといふべし︒

十二896図 凡そ家内の掃除は座敷・
居間・皇所のみならず︑便所の隅よ
り下駄箱の奥までも注意せざるべか
らず︒

ムカシタイマノケハヤト

とである︒

イフチカラノツヨイ人ガア

三146

マナイデ︑モツトタクサンノン

にても少しの不注意は大いなる禍を

十二907図 病氣のみに限らず︑何事

リマシタ︒︿略﹀︒ソレヲ天子サ

ダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

招く︒

マガオキキニナツテ︑ノミノ

飲物

ノム

のむ
︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

﹁サウードニノンデハ︑

ダラ︑早クナホリマセゥ︒﹂

四694園

りす︒

十一817図

ひぢ

まくら

﹁疏食をくらひ︑水を

し

あゆ
鵜の鮎を呑むは必ず頭よ

十二725図囹

オイシヤサマノオツシ 飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

カヘツテワルイノデス︒

厚み亦其の中に在り︒

員の運命をあはれむ者︑︿略﹀︑口々

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑乗組

熱湯の海ありと語る者︑

ヤルトホリノマナケレバナリマ

十二769図

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

﹇乗﹈﹇▽らくだのり

に語り合へり︒

のり

われくは一日も水を飲まな
いことはない︒

七639

川ノ中ヘハイリマシタ︒

五708

セン︒﹂

四696園

そ

四692園 ﹁ソンナニ少シヅツノ 十一807場裡の間に鵜を引上げて呑
マナイデ︑モツトタクサンノン
みたる魚を吐かせ︑︿略﹀︒

十二m4図 如何程技藝に通じ︑學術

﹇飲物﹈︵名︶1

飲む

ノハ︑ドナタデスカ︒

イテチチヲノマセテクダサツタ

七659

︿略﹀︒

又きたない水やくさった水を

フノリ・ツノマタ︑トコロテンニス

七752 ︿略﹀︑ノリニスルモノニハ︑

二373園﹁アカンボノトキニ︑ダ 七641 水を飲まないことはあっても︑のり ﹇糊﹈︵名︶i ノリ

呑む

の・む ﹇飲﹈︵四・五︶23

心せよ︒

るといふ︒飲物・食物氣を附けよ︑

六853図圃八つとや︑病は口より入

のみもの

ル︺

にはまけました︒︹ひらがなのドリ

しました︒しかしのみのすくね

︿略﹀︑けはやがじまんを

スクネトイフ人トスマフラ

呑込む

三167

オトラセニナリマシタ︒

呑下す

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

﹇飲下﹈︵四︶2

には︑其の人や全く精神なき人形の
み︒

のみくだ・す
︽ース︾

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一815図 鵜の首元は細なはにてし
下すことなく︑大なる鵜は能く十二
のど
三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒
て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

十一819図 くはへたる魚をふりかへ

﹇飲込﹈︵四︶1

はさばきよりも一層の見物なり︒
のみこ・む

みトず
十一885図 蛭矧は︿略﹀︑多量の土

︽ーミ︾

のり一のる

346

﹇海苔﹈︵名︶ 一

ノリ

ルモノニハ︑テングサガアル︒
のり

七751 海草ニモ色々アル︒マヅタベ
ラレルモノニハ︑コンブ・ワカメ・
アラメ・ヒジキ・ノリ・モヅクナド
﹇乗合馬車﹈︵名︶1

ガアリ︑︿略V︒

のりあいばしゃ

乗合馬車
倫敦は︿略﹀︑古き都市

乗合

にして街路狭ければ︑古風の乗合馬

十一一627図

﹇乗合船﹈︵名︶1

車を以て主なる交通機關とす︒
のりあいぶね
舟

乗上ぐ

十一266図 小歌交りに老船頭のさを
﹇乗上﹈︵下二︶1

さし行く乗合舟ののどけさよ︒
のりあ・ぐ
︽ーゲ︾

乗りウ

とする人もあり︑︿略﹀︑大そうこみ

した︒下りる人もあり︑のりこまう

ります︒

下りる人がまだ下りてしまは

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五396

合ってゐます︒

タハラニ卸サレテ︑一同乗リウツレ

乗組﹇▽た

﹁今ハゼヒナシ︒﹂ト︑中佐

リ︒

七917図
ハボートニ乗リウツレリ︒
﹇乗組﹈︵名︶2

かちほかんのりくみすいへい

のりくみ

︽ーシ︾

﹇廊廟﹈︵四︶1

修身の徳是なりと︑教

のり給

﹇乗組﹈︵四︶1

乗組む

乗心地

のりこむ

ある日信長が夜明け前に出か

︽ーシ︾

六463

はす

けようとすると︑はや︑馬を乗りま
はしてみる者があります︒
のりより

げんじは二手に分れて︑のり

﹇範頼﹈︹人名︺1

ノル

のる

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・

﹇乗﹈︵四・五︶3一

乗る

びのる

ーレ︾nVうちのる・おのりなさる・と

乗ル

の・る

しつねのぐんぜいは西の門へ向つた︒

よりのぐんぜいは東の門へ向ひ︑よ

五752

のりより

いで︑軍艦に乗組みて︑
﹇乗心地﹈︵名︶1

電車の便の最も開けたる

﹇乗込﹈︵五︶2

汽車が今ていしゃばへっきま

ウラシマガヨロコンデ︑カ

メニノルト︑ダンダンウミノ

三674

ウラシマ

ハ︿略﹀︑マタカ

中ヘシヅンデ行ツテ︑︿略﹀︒

メノセナカニノツテ︑海ノ上

三724

﹁くるまにのってみる

へ出テ來マシタ︒

四75園

みのししはく略﹀︒ただつね

人を入れると︑⊥ハ人でせう︒﹂

こちらの方のは︑これからの

えきふがく略﹀︒あれは今の

文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ

走ツテヰル汽車ガスレチガフ

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

︿略V︑まつ象を船にのらせま

さだめて皆様は御じまんの

行ノ電車二乗ル︒

七542図新橋停車場ヲ出デテ︑上野

せう︒

馬に乗ってお集りのことでございま

七424園

カス私モ︑私ノノル五トクモ鐵デス︒

六273囹 テツビンハ﹁︿略﹀︒ユヲワ

した︒

六211

ト思ヒマシタ︒

タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

五456

ノカホハヨク見エマセン︒

時ニハ︑向フノ汽車ニノツテヰル人

五433

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

五421

つた人の手荷物でせう︒

五411

る人の切符を切ってみるのです︒

五403

のってゐます︒

はしっかりとををにぎって︑

いで︑大船を乗出して︑ 四184

七818囹私の乗ってみる明治丸とい のりだ・す ﹇乗出﹈︵四︶1 乗出す
ふのは︑︿略﹀︑乗組の人員は二百人

︽ーヒ︾

ぼしん

と︑戊申の詔書かしこしや︒
のりと
﹇祝詞﹈︵名︶1 祝詞
の りと
のりと

こ

あひつの一番太鼓を打鳴らした︒

だい

て︑それがすむと︑﹁支度︒﹂といふ

九831

神主は先づ神前で祝詞を上げ

育勅語のり給ひ︑職後纏螢かくこそ

十一佃4図圃

ふ

のりたま・う

我は拾はん︑海の富︒

十﹁242図韻

是より先は未だ航行せし

もあります︒

十二779図
ことなき大洋なれば︑乗組の人々も
乗組

︿略﹀︑乗組員の運命をあ

﹇乗組員﹈︵名︶1

次第に不安の念を生ぜり︒
のりくみいん
員
十一一7610図

はれむ者︑コロンブスの暴畢をあざ
ける者︑︿略V︑口々に語り合へり︒

乗組総論

十二772図

五392

︽ーマ・ーン︾

のりこ・む

して乗心地甚だ好し︒

は伯林にして︑︿略﹀︑車内亦清潔に

十二636図

のりごこち

我は護らん︑海の國︒

十一244図圃

︽⁝ミ︾

のりく・む

して︑乗組総敷は一百二十人︒

遠征の船は三隻の小言に のりまわ・す ﹇乗回﹈︵五︶1 乗りま

十683図 或夜にはかの嵐に吹かれて︑のりくみそうすう ﹇乗組総数﹈︵名︶1

乗上

此の三皇附近の岩の上に乗上げたる

︽ーゲ︾

︿略﹀︑悪くすると︑淺瀬へ

﹇乗上﹈︵下一︶1

帆前船あり︒

げる

のりあ・げる
七856園

のり

乗上げたり︑外の船につきあたった
﹇乗入﹈︵下一︶1

りする様なまちがひが出來ます︒

︽ーレ︾

のりい・れる
入れる

四811 よ一は︿略﹀︑馬にまたが
﹇乗移﹈︵四︶2

つて︑海の中へのり入れました︒
のりうつ・る
︽ーレ︾

七901図 ボートハヤガテ福井丸ノカ

ツル

347
のれん一は

ノ電車二乗ル︒

七558図 上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行

七816園私の乗ってみる明治丸とい

﹁然らばかの子供の乗れ

共に出立したり︒
九479図園
る驕駝を殺さん︒﹂

十987図

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

ふのは︑長さが六十間程もある大き
進メバ︑︿略﹀︒

十一佃1男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小

な汽船で︑︿略﹀︒

七872園 この星を見分けることや︑

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る

こし

十一川3

する︒

暑い時分汽車に乗って朝鮮

輿に乗って︑外から見られない様に

上流の婦人は四方を閉ぢた

と︑︿略﹀︒

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗
る者には大切な事 で す ︒ ﹂

こはがる者があるではありませんか︒

七879囹 ちよつと渡船に乗ってさへ︑ 十一m9

リヨジユン

等星順ノ港ロ二進ミタリ︒
を旅行すると︑︿略﹀︒

チク

は

ワキ

分等アリ︒

第二課

葉

﹇葉﹈︹違名︺2

十目3

﹇羽﹈←たかのは

葉

ハ

＋410第二課葉
は

﹇葉﹈︵名︶52

は

葉﹇▽おち

ば・かれは・きのは・ことのは・この

は

はちょう・まきば・わかば

一一186

一マイヒロヒマシタ︒

四637はのおちた木もみんな
そらからふって︑山の木のは

まつ白になって︑︿略V︒

五302

コ・四獣ノ木ガアリマス︒ハ
ガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ枝モ見エ
五308

ヨクソダツタ茶ノ葉ハ長サガ

コレハ茶ノ葉デス︒

マセン︒

五308

茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

八寸バカリモアリマス︒

五324

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒
ヨイ茶ニナリマス︒

駆逐艦ノ名コソ更二優美 五33一 ソノ葉デコシラヘル茶が一番

五343又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木

ノ葉ノ上月ネムツタヤウニシテヰル

瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ

ノヲ見ルト︑︿略﹀︒

五523

葉は羽形で︑二枚つつ向ひ

テヰルノガアル︒

合ってゐますし︑︿略﹀︒

七209園

七303 ︿略﹀︑桑の葉をやると︑すぐ

小さい時分はやはらかな葉を

食ひはじめる︒

こまかく切ってやるが︑大きくなる

七305

食ってしまふと︑頭をうこか

と︑枝のま＼やる︒

七311

大きな量がたくさんで桑の葉

して︑しきりに桑の葉をたつねる︒

七312

意が桑の葉を食ふのは︑およ

海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ

綿花實カラトリマスガ︑藍ハ

サウシテ其ノ藍ト葉ヲ細カク

田ニスムカヘルハ土色ニシ

た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの

九698秋の末になって︑風の吹散し

ナリ︒

テ︑木ノ津島ヤドル雨ガヘルハ緑色

九535図

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

八815図 ︿略﹀︑南半球にては木の葉

キザンデ︑︿略﹀︒

八656

葉ト董カラ取ルノデス︒

八654

スヒ取ル︒

七775

そ二十五日から四十日の間で︑︿略﹀︒

七316

るやうな音がする︒

を食ふ時には︑︿略＞Q
木ノハガトンデキマス︒
オハナハモミヂノハヲ 七312 ︿略﹀︑木の葉に雨が降りか㌧

十二9810図道を行くにも︑舟・車に ニー64カゼガブイテ︑イロイロナ

ノレン

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公
衆に封ずる三儀あり︒
﹇暖簾﹈︵名︶一

ミセノレンカンバン
のろし

十六日勝商は再び山上に

に到り︑家康に見えて援を求む︒
十一一294図

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

ク

ノ ワキ
﹇野分﹈︵名︶1 野分

するに︑︿略﹀︒

のわき

の上に休んでゐましたが︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︑若し向ひの山 五86

﹇狼煙﹈︵名︶3

十二278田園

のろし

一355

のれん

七895図 廣瀬中佐ノ乗レル福井丸ハ︑

が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

八759図 我等若し汽船に乗りて︑我
行かば︑︿略﹀︒

八768図 こ＼より汽船に乗りて︑ふ
た ＼ び 東 へ 進 め ば ︑︿略﹀︒

九347 中には汽車と競走する積で︑
馬に乗って來た人もある︒

りゆう

てん
九364 ︿略﹀︑富士川・大井川・天

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

翌十五日の朝︑勝商は山

龍川なども︑︿略﹀︑人の肩車に乗

十二288図

城を出でたりと知れ︒

てん

つたり渡船に乗ったりして渡ったの
であった︒

龍川なども︑︿略﹀︑人の肩車に乗

りゆう

九364 ︿略V︑富士川・大井川・天 に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎

︿略﹀︑騎駝に乗りて隊商の
さばく

つたり渡船に乗ったりして渡ったの
であった︒

九449図

仲間に加り︑大沙漠を往訪するを業

十一307図

ノ

春風・朝風・疾風・松風・追風・野

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・
ハヤテ

らしたる酪駝に乗り︑︿略﹀︑隊商と

九454図 アリは︿略﹀︑年頃かひな

とせり︒

は

は︑何となく物さびしい︒

九701 葉の散果てた冬木立に吹きす
さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも
物すごい︒

九802図心 ﹁騨長驚くなかれ︑時の
攣り改るを︒花咲く春あれば︑葉落
つる秋あり︒﹂
ハス

パ

セヲ

十51 植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ
様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様
二廣クテ大キナノモアル︒
パ

セヲ

二二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様

ハス

十51 植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ

オ ニバス

二廣クテ大キナノモアル︒

十54 ︿略﹀大鬼蓮ハ直射が六尺モ
アツテ︑葉ノ質モ丈夫デアルカラ︑
︿略﹀︒

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

︸372

マス︒

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ
︿略V︑ナデシコナドノ葉三訂
汽車ユリナドハ多クノ葉が一
黄に紅に林をかざってみた木
いてふ

︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

オヂイサンハヤマヘシバ

ヘ

ヨイオヂイサンバコブヲ

ヘ

オヂイサンハヤマヘシバ

センタクニ︒

一375

カリニ︑オバアサンバカバ

一44一

センタクニ︒

ワルイオヂイサンバコブ

ヲツケラレテコマリマシタ︒

一445

トラレテヨロコビマシタ︒

だのはにはさまった雪をた

ノコギリ

一483 ワタクシガコチラノハシ
ヲモツカラ︑アナタハンチラ
す︒

ヘリモ鋸ノ歯ノ早引ギザ
くノアルノモアレバ︑︿略＞Q

十62

又着物はそまつながら︑さ

カケルノハワルイコトデス︒
ニー2 ワタクシハマイアサハヤ

ウツクシイデハアリマセン

クメヲサマシマス︒

二61園

タケヲサンニハドレヲ

﹁ボクニハコノシロイ

﹁オトヨサンノハドレ

バ

バン

﹁ワタクシ歌心ソノキイ

﹁オハナサン

ロナノヲクダサイ︒﹂

二55園

ニシマセウ︒﹂

T3圏

ノヲクダサイ︒﹂

二51園

アゲマセゥ︒﹂

二46圏

ガデキマセン︒

二4ーオソクオキル人ハ︑コノ
ウツクシイ日ノデヲミルコト

カ︒

最も東なる根子岳は七面 二36

つばりしたものを着て︑歯もよく磨

十372園

いてるました︒

十二4010図

のこぎり

山とも慌し︑山頂鋸の歯の如し︒
﹇端﹈﹇▽のきば

・かつは・これはこれは︒さては・じ
つは・それはそうと・ときには・につ
いては・ねがわくは︒はたらくことは

コメヤノトナリハサカナ

ひとのほんぶん・まずは・または︒わ
れはうみのこ

一342
ヤデス︒

サカナヤノトナリハコマ
カドニハゴフクヤガアリ

モノヤデス︒

︸345
一352

ノハシヲオモチナサイ︒
一515︿略﹀︑オヤニシンパイヲ

たきおとしながらあるいてゐま

四643みちをとほる人は︑あし

カリニ︑オバアサンバカバ

︼枚ノ葉が敷枚ノ小サイ葉二分レテ

唯董アリ︒

十一878図

此の外︑動物は植物の果實

・根・葉等を食って艦を養ひ︑︿略﹀︒

十二233

をつゴり合するは裁縫の業に同じ︒

く略V︑葉巻轟の綜にて葉

十419図藺ハ水草ナリ︒葉ナクシテ

ヰル︒

パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

も残ってみない︒
ヰ

十66
パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

デアル︒

十66
普通ノ葉ヲ軍葉トイヒ︑此ノ

デアル︒

十67

は

普通ノ葉ヲ軍葉トイヒ︑此ノ は ﹇歯﹈︵名︶4 は 歯

種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

十68
葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ

ガアル︒

十69
十72

マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

サキニ行ツテーツニ集ツテヰル︒

十75

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

ダエン

十57 葉ノ三門ハ卵形ト楕圓形が最

モミヂノ葉最早スヂカノ脈ガ

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒・

ル︒

ル︒

十81

十282

の葉も︑大方は散果てて︑︿略﹀︒

十278

虞二集ツテ董ノ周園ヲ取巻イテヰル︒

十84

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

十83

一ツオキニ董二附イテ居り︑︿略﹀︒

十82

葉ノ董二附ク様子ニモ種々ア は ︵係助︶獅 ハ は え←あるいは
3

本ノ慮カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

十78

モ多イガ︑銭ノ様亀鑑イノモアリ︑
針ノ様二細長イノモアル︒

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

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

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

十6一 サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑
葉モアル︒

十65 ギザくノ深イノニナルト︑
一枚ノ葉が敷枚ノ小サイ葉二分レテ
ヰル︒

十65 ギザくノ深イノニナルト︑

一一

は一は

348

349
は一は

二234園

﹁イイエ︑イツシヨ

ニヰ

リニナツテ︑パツトトンデイキ
マシタ︒

二374園 ﹁アカンボノトキニ︑ダ
イテチチヲノマセテクダサツタ
ノハ︑ドナタデスカ︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

ワタクシハアノモノォ 二366ソレカラコノ人ノタニ

テハイケマセン︒

二236園
キノ中ヘカクレマス︒﹂

オヂイサンハウマニカヒ

く略V︑ネンネコウタヲウ

︿略﹀︑シンパイシテ︑クス

二442園﹁ダルマサンニハ︑耳ハ

T コレハ天ジンサマノオ

イリマセン︒﹂

ヤシロデス︒

クサンアリマス︒

二446ココニハウメノ木ガタ

ウニミェマスガ︑ツボミガタ

二456アノ太イ木バカレタヤ

︿略﹀︑アノオヤネニハウ

クサンツイテヰマスQ

メバチノ大キナモンガツイテ

二463

ヰマス︒

二466 天ジンサマハスガハラノ
ミチザネトイフチユウギナオ

コノォカ月一ゥメノハ

カタヲマツツタノデス︒

二473

ワタクシバ本ヲ五サツ

ナガオスキデシタカラ︑︿略V︒

デス︒

一サツハシウシンノ本︑

ニサツハトクホンノ

一トニ

一サツバカキカタノオテホン︑

二483

モツテヰマス︒

キモノヲヌツタリセン 二482

﹁ソレハオカアサンデス︒

オカアサンバワタクシ

ニサツハトクホンノートニ

デス︒

二493

コレ．ニハウツクシイエガ

ニサツハトクホンノートニ

一サツバカキカタノオテホン︑

二485

デス︒

一サツバカキ並置ノオテホン︑

﹁ダルマサン ニハ︑耳ハ

﹁耳ハドウシマセウ︒﹂

一サツハシウシンノ本︑

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ

二442園

イリマセン︒﹂

二441園

カ︒﹂

二436園コハサウナ目ヲシテ︑
ニランデヰルデハアリマセン

ウ︒﹂

二424園ダルマサンノ目二大 二484 一サツハシウシンノ本︑

ヲカハイガツテクダサイマス︒

二397園

U園

ドナタデスカ︒﹂

タクシタリシテクダサルノハ︑

二394園

ドナタデスカ︒

リヲノマセテクダサツタノハ︑

二391園

ドナタデスカ︒

ヲタベサセテクダサツタノハ︑

二383圓ハシヲモツテ︑ゴハン

デスカ︒

タツテクダサツタノハ︑ドナタ

二377園

二253オバアサンバ火ヲタイテ︑ ツタトイヒマス︒
ユフハンノシタクヲシテヰマ
ス︒

U

バヲヤツテヰマス︒
オカアサンバヰドバタデ
水ヲクンデヰマス︒

オトウサンハマダカヘリ

二26一

R

マセン︒

トモキチハシンパイシテ︑

トモキチハヨロコンデ︑ト

カドグチヘデテミマシタ︒

二265

二272

ンデイキマシタ︒

コクキハヒラヒラトカゼ

ニウゴイテ︑ヰマス︒

二28一

S ケサハカラスノナクコ
エモ︑スズメノナクコエモ︑
トモダチハ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ト

ウレシサウニキコエマス︒
二352

﹁モチハタイセツナオ米

メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

二353園

デコシラヘタモノデスカラ︑
﹁モチハタイセツナオ米

イテハイケマセン︒﹂

T園

デコシラヘタモノデスカラ︑

一一

小サイカラ︑一バン大キイノヲ
一バン大キ

ノ土モミエマセン︒

ハモミヂノハヲ

ノカラダハ︑日

ヤウナイロヲシテ

ヤハウマク．アタリマシタ︒

S4

アゲマセゥ︒

二63園 ヲバサンバ

イカラ︑一バン小サイノヲト
リマス︒

オハナハオキクヲザシキ

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

二87
ヲダシマシタ︒
ニー26園 ﹁コンナ小サナ川ニハ

コヒバ ヰマセン︒﹂
ニー26園 ﹁コンナ小サナ川尻ハ

コヒバ ヰマセン︒﹂

﹁コノ川ハドコカラナ
ニー31園

ハミヅノ

ト︑ロガアイテ︑

ガレテクルノデスカ︒﹂
ニー57 ホエル

クハヘテヰタサかナ
ナカへ オチマシタ︒
ニハ

ニー84 タクサン チツタトコロバ︑

ニー86 オハナ

ーマイヒロヒマシタ︒

ハ木ノ上脇ヰマス

ハリガーパイハエテヰ

ワタクシ ノキモノニハ︑

イマ
二204

スコシタツト︑キモノ

ヤケタ

二36一

イテハイケマセン︒﹂

二223園ワタクシバオニニナツ

アタルト︑モチハ白イト

一一

一一
一一

二362
テ︑

R9

Q5

Q6

ココニタツテヰマス︒

ヰマス︒

ニ

二21一ワタクシ

ヲヌイデ︑下 ヘトビオリマス︒

ガ︑ モ ウ

マス︒

ホソイ

Q

一一
一一

一一

Q8

R5

Q0

ハヒヲカゴ
﹁コレ

ゴト︑ミゴト︒﹂

二622園

ニイレテ︑
ハメヅラシイ︒ミ

﹁︿略﹀︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

ソノ

二585ヨイオヂイサンバソノハ
アツテ︑ハナサカヂヂイノオハ
ナシガカイテアリマス︒
ヒ ヲ モラツテキテ︑カマドノ
二505 ．ヨイオヂイサンバ白イ犬 下二 オキマシタ︒
二596オヂイサンバヨロコンデ︑
ヲ 一ピキカツテ︑子ドモノヤ
ウニカハイガツテヰマシタ︒

二 5 1 2 ア ル 日犬ハオヂイサン
ｪ﹀︒﹂トヲシヘマシタ︒

ノタモトヲクハヘテ︑︿略﹀︑

ンニモデマセン︒

ノバカリデテ︑ヨイモノハナ

二576︿略﹀︑ヤツパリキタナイモ

︿略V︒

ハマタコノウスヲカリテイツ
テ︑米ヲツイテミマシタガ︑

二572 ヨクノフカイオヂイサン

ガ︑︿略﹀︒

コンドハイクラバヒヲ

コンドハイクラバヒヲ・

﹁コレハ

ニセモノダ︒

ニ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑ワルイオヂイ

三25サクラノ木ハ︑ヨソノ

リマセン︒

クニニハ︑コンナニタクサンア

三25サクラノ木ハ︑ヨソノ

ロガミエマス︒

三22 ムカフノ山ニハ︑ユキガ
フツタヤウニ白クナツタトコ

アリマセンカ︒

サンハトウトウシバラレテシマ
二557 ヨイオヂイサンハヤガテ
ヒマシタ︒
コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク
三16 マコトニウツクシイデハ
ツテ︑ソレデ米ヲツキマシタ

二656

クイヤツダ︒﹂

R園

サキマセン︒

フリカケテモ︑ハナハスコシモ

二645

サキマセン︒

フリカケテモ︑ハナハスコシモ

二644

ヰマシタ︒

二527 トナリノワルイオヂイサ 二627 ヨクノフカイオヂイサン
バコノハナシヲキイテ︑︿略﹀︑
ンバソレヲキイテ︑犬ヲカリ
トノサマノオカヘリヲマツテ

コレ

ヲ

キタナイドロ水ノホカニ

ハナンニモデテキマセン︒

二535

バ

ハラヲタテテ︑ソノ犬ヲコロ

二54．一 オヂイサンハタイヘンニ

ヨイオ ヂ イ サ ン

シテシマヒマシタ︒
二545

ミテ︑タイソウカナシンデ︑︿略﹀︒

ン大キクナツテ︑︿略﹀︑大キナ

二552ソノマツノ木ハズンズ
一一

ニキマシタ︒

「〈

太イ木ニナリマシタ︒

U5

は一は
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クニニハ︑コンナニタクサンア
リマセン︒

三28 アツテモ︑日本ノサクラ
ノヤウナウツクシイハナハサ
キマセン︒

マサヲハミムキモシナイ

デ︑﹁コレガスンデカライキマ

三47
セウ︒﹂

三5一 コンドハウツクシイ小ト
リガマドノソトカラノゾイテ︑
﹁︿略﹀︒﹂

マサヲハヤツパリミムキ
モシナイデ︑﹁コレガスンデカ

三56

ノハラニハ︑アヲイクサ

ライキマセウQ﹂

三68

ノ中二︑︿略﹀︑イロイロナハナ
ガサイテヰマス︒

ボクハレンゲヲツム
カラ︑マサヲサンハタンポポヲ

三75園

ボクハレンゲヲツム

オツミナサイ︒﹂

三77園

カラ︑マサヲサン草山ンポポヲ
オツミナサイ︒﹂

﹁ソレデハワタクシハス
ミレヲツミマセウ︒﹂

三82圏

﹁スミレハタクサンナイ

タクサンツミマシタ︒﹂

三84回目ボクハモウコンナニ
三88園

ウチニハネエサンガ 一人︑

カラ︑マダソンナニツメマセ
ン︒﹂

三103

ニイサンが三人︑オトウトトイ

一バン上ノニイサンハ

モウトが一人ヅツアリマス︒

ネエサンバコノアヒダト

ヘイタイニイツテヰマス︒

三106

イマ

三107

ワタクシバ同寸アサンノ

ナリムラヘオヨメニイキマシタ︒

イヒツケヲヨクキイテ︑︿略V︑

三11一

オツカヒニイツタリシマス︒

イツモブチトアソンデヰマス︒

三H4オトウト兄方ガスキデ︑

三116 オトウサンヤニイサンハ
マイアサハヤクカラタンボヘ

イキマス︒

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

三118ウチノ人ガミンナソト

︿略﹀︑オヂイサンハイロイ

オルスヰヲナサイマス︒

ロナオモシロイハナシヲキカセ

三123

にはとりはとやでねて

テクダサイマス︒

三131

いぬはおきて︑ないてゐ

ゐます︒︹ひらがなのドリル︺

ます︒︹ひらがなのドリル︺

三132

﹁日本中ニハヨワイモノ

ツテモ︑マケタコトハアリマセ

三138︿略﹀︑ダレトスマフヲト

ン︒

三141圏

バカリデ︑ジブンノアヒテニ

﹁日本中ニハヨワイモノ

ナルモノハ一人モナイ︒﹂

バカリデ︑ジブンノアヒテニ

三142圏

ナルモノハ︸人モナイ︒﹂

351
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︿略﹀︑オヤドリガオリテ
マツテヰルコト

まるいけれどもまりのや
うこかずにるますが︑し

んだのではありません︒

三226

うにまんまるではありません︒

三225

耳もありません︒

足がながうございます︒

てきました︒

だい一には目です︒

みて︑よく見えます︒

から︑目はいつもはっきりして

三387だい二には耳です︒
三392私はよるよくねむります

三383

中につつんであります︒

三378 がくかうへもって行くも
のは︑みんなこのふろしきの

︿略V︒﹂といひました︒

かるい から︑みえない の です︒

三366︿略﹀︑父は﹁ここがあ

う︒﹂といひますと︑︿略﹀︒

三364 まさをはふしぎさうに︑
﹁どうしてもう光らないのでせ

ません︒

三362︿略﹀︑ほたるはやはり中
にるます︒けれども光ってはみ

中にゐます︒

けてみると︑ほたるはやはり

三242牛はからだが太くて︑足 三361 ︿略﹀︑いそいでかみをあ
がみじかうございます︒

三244牛のつめは二つにわれ
てるますが︑うまのはわれて
ゐません︒

三292アタラシイ竹ハアヲアヲ

います︒

三247 うまは牛よりよわいけれ
ども︑はしることがはやうござ

あるくことがおそうございます︒

三246牛は力がつよいけれども︑

ゐません︒

てるますが︑うまのはわれて

三222わたくしには口も目も 三245牛のつめは二つにわれ

デセウ︒

︿略﹀︑ドンナニ

コナイトキニハ︑子ヒバリハ

三196

マツテヰルコトデセウ︒

ハ︑子ヒバリハ︿略﹀︑ドンナニ

三237 うまにはたてがみがある 三336圃 ﹁コトシバホウネン︑ホ
三148ケハヤハソノナノトホ オリマセン︒
リ︑ケルコトガマコト画工ヤカ
ニホガサイテ︑ミチノ小グサ
けれども︑牛にはありません︒
三193 ケレドモ上ルトキニハ︑
スカラスグトビタチマス︒
ツタノデス︒
三238 うまにはたてがみがある モ 米ガナル︒﹂
三347 あるばんまさをははは
三155 シカシスクネモ︿略V︑ス 三196 ユフガタニナツテモ︑オ けれども︑牛にはありません︒
三241 うまはからだがほそくて︑ といつしょによそからかへっ
ヤドリガオリテコナイトキニ
バシコイ人デシタカラ︑ナカナ
カケハヤニハケラレマセン︑

︿略﹀︒

ドニテヲタタイテホメマシタ︒

三162ミテヰ降人ハミンナ一
﹁おれよりちからのつ

しかしのみのすくねには

よい人はあるまい︒﹂︹ひらがな

三164園
のドリル︺

三167
それでけはやはわらはれ

まけました︒︹ひらがなのドリル︺

三168
て︑すくねはほめられました︒
︹ ひ ら が な の ド リ ル︺

にもできますが︑たたせること

それでけはやはわらはれ 三227私をころがすのはだれ

て︑すくねはほめられました︒

三171

や︑二つかさねることは︑どう

トシテ︑マコトニウツクシイモ
ノデス︒

ハモノヲツツ

三294竹ハイロイロナヤクニ
タチマス︒

タケノカバ
ムノニツカバレマス︒

三296

ん︒

三395耳もよくきこえて︑きき
おとすやうなことはありませ

みて︑よく見えます︒

から︑目はいつもはっきりして

三312竹ノツカヒミチハマダマ 三393私はよるよくねむります
ナヘヲウエテヰル女ハ︑

ダタクサンアリマス︒

ス︒

コエヲソロヘテ︑ウタツテヰマ

︿略﹀︑アカイタスキヲカケテ︑

牛にはつのがあるけれど 三332
も︑うまにはありません︒

三236

三234私はなんでせう︒

がやはらかです︒

三232私はそとがかたくて︑中

してもできません︒

にもできますが︑たたせること
や︑二つかさねることは︑どう

三231私をころがすのはだれ

してもできません︒

︹ ひ ら が な の ド リ ル︺

三182 モウコエバカリキコエテ︑

オリルトキ門戸︑オチル

スガタハミエマセン︒

三186

ヤウニ ハヤクオリテキマス︒

三19一 ヒバリハオリルトキニハ︑

ケツシテスノアルトコロヘハ
オリマセン︒

ケツシテスノアルトコロヘハ

三19一 ヒバリハオリルトキニハ︑
オリマセン︒

も︑うまにはありません︒

三192 ヒバリ幽静リルトキニハ︑ 三237牛にはつのがあるけれど

ケツシテスノアルトコロヘハ

は一は
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三507圏

しだれやなぎに

とびつ

くかへる︑とんではおち︑おち

てはとび︑︿略﹀︒

イタムラサキ色ノハオリハ︑イ
ツマデタツテモ︑色ガカハリマ

セン︒

三582私ガキヨネンマデキテ
ヰタワタイレハ︑ユキモタケ
モミジカクナツテ︑モウキラレ
マセン︒

三586とほくの方では青そら

ゐます︒

になってみるのは︑魚をつつ

三602左の方にはなればなれ
てるる舟です︒

三604右の方に五六そうかた
まってみるのは︑今あみをお
あそこにはうつくしいか

ろしてるるのです︒

三612

ひや小石がたくさんあります︒
︿略﹀︑この貝がらはかた

つむりのやうに︑おもてにう

三632

づまきがあります︒

三638私はをぢさんに︑﹁どこ
でこんなにたくさんおひろひ

シタ︒

ヒダハアリガタウゴザイマシタ︒

三667圏

三678 リユウグウニハォトヒメ
トイフキレイナオヒメサマガ

ウラシマハオモシロクテ

居テ︑︿略﹀︒

タマリマセンカラ︑︿略V︑ウチヘ

三685

カヘルノモワスレテヰマシタ︒

三693 ウマイゴチソウモ毎日タ
ベルト︑シマヒニハイヤニナ

リマス︒

オモシロイアソビモ﹄反日

ソノウチニウラシマハ

見ルト︑シマヒニハアキテキマ

三694

ス︒

三696

ウチヘカヘリタクナツタカラ︑

アル日鋼トヒメニ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

オトヒメハ﹁︿略﹀︒﹂トイ

イヒマシタ︒

三706

ツテ︑タマテバコトイフリツパ

ナハコヲワタシマシタ︒

ウラシマハハコヲモラツ

リヲシイコトデゴザイマスガ︑

三707園﹁ソレハマコトニオナゴ

︿略﹀︒

﹁いいえ︑これはひろつ 三723

になりました︒﹂ときさましたら︑
︿略V︒

︿略﹀︑コチラニハオカアサ 三644園

﹁ウラシマサン︑コノア

ら出ると︑しんでしまひます︒
たのではない︒
ンノモンツキノ一下リガアリ
三396 だい三には口です︒
マス︒
三398 けれどもそのほかによけ 三502かへるは水の中にも︑
三644園 ﹁いいえ︑これはひろつ
をかの上にもすむことがで
三577私ガヲバサンカライタダ たのではない︒
いなことは言ひません︒
きるのです︒
三427 ︿略﹀︑ユフハンニハ︑ケラ
三658 ウラシマハカハイサウニ
思ツテ︑子ドモカラソノカメヲ
買ツテ︑ウミヘハナシテヤリマ

イノ人ヲ右ト左ニワケテ

スワラセマシタ︒

三436ダレモ右ノ方ノナカマ
くかへる︑とんではおち︑おち
す

とびつ

てはとび︑︿略﹀︒

しだれやなぎに

ニハイルノハイヤデスカラ︑
ミンナガフンパツスルヤウニ
かぜふく小えだに

といつしょになってみるやう
す

をはる小ぐも︑はってはきれ︑

かぜふく小えだに

に見えます︒

三522圃

今日ハウチノ虫ボシデ

ニハオトウサンノ

コノ赤イジユバンハイモ
アソコ

三591 今日はなみがおだやか
で︑舟がたくさんおきへ出て

きれてははり︑︿略﹀︒

三521蟹

三508圏

ナリマシタ︒

三465 ともだちは﹁︿略﹀︒﹂とい
つてわらひました︒

そんなところでさをを

をはる小ぐも︑はってはきれ︑

ふりまはしたって︑どうしてとど

三468囹

くものか︒それよりはやねの

きれてははり︑︿略V︒
﹁︿略V︑オイデナサイ︒﹂ト

キマセン︒

ス︒

三558

グニハキマセンデシタ︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ス

三553

︿略﹀︑イツモノトホリ︑

トイツテ︑ナカナカスグニハ行

ヨバレテモ︑﹁ハイ︑今スグニ︒﹂

三542

上へあがってはたけ︒﹂

三474 かへるはをかにみると
きには︑大きな目をして︑手
かへるはをかにみると

をついてすわってゐます︒

三474
きには︑大きな目をして︑手
をついてすわってゐます︒

三485水の中ではあと足で水
をかきながら︑あちらこちら
へおよぎまはります︒

三573

チヤイロノオビガアリ︑︿略V︒

三572

ウトノデス︒

三57一

ニイサンノデス︒

三496人や犬などは水の中 三568 アノキモノトバカマハ
にながく居ることはできませ
ん︒

三497人や犬などは水の中
にながく居ることはできませ
ん︒

三498こひやふななどは水か
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テ︑マタカメノセナカニノツ
テ︑海ノ上へ出テ來マシタ︒
三731 ︿略﹀︑トモダチモミンナ

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
ハ一人目アリマセン︒

ガ出テ︑ウラシマハニバカニオ

三736 ︿略﹀︑中カラ白ノーケムリ

ヂイサンニナツテシマヒマシタ︒

四12私どものがくかうは町
の中ほどにあります︒

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

四91 日ノマルノコクキガアサ
白壁カガヤイテヰルノハ︑イ

君がよはちよにや

サマシイデハアリマセンカ︒

下にきく︑ふじは日本一の山︒

ン︒﹂

く略V︑かすみのすそを 四213囹﹁オヤユビノ次ノハ人
サシユビデ︑中ユビト小ユビノ

ニイサンバ

一バン太ツ

アヒダノガクスリユビデス︒﹂

早くて早くて︑とても弓矢 四221園

とほくひく︑ふじは日本一の

四148魍
山︒

四167

ではいとれません︒
テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ
四175 みのししはまっすぐにた ヤユビデス︒
四223園大キイネエサンバセイ
だっねの方へ下りて來ます︒

四98図圃

四177

いはほと

バ﹁︿略V︒﹂ト

イツテ︑ニツコリワラヒマシタ︒

四228 オヂノーサン

ビデ︑三郎ハ小ユビデス︒﹂

四227園ソレカラ私ハ人サシユ

ビデ︑三郎ハ小ユビデス︒﹂

四226園ソレカラ私ハ人サシユ

ビデス︒

リモスコシ高イカラ︑クスリユ

四224園小サイネエサンバ私ヨ

ガ高イカラ︑高古同ユビデス︒

ちよに︑さざれ石の

れてかけおります︒

みのししはますますあば

にとびうつりました︒

みのししのせなかへうしろむき

︿略﹀︑ただつねは馬から

なりて︑こけのむすまで︒

今年ハ

ただつねはしっかりとを
をにぎって︑のってゐます︒

四182

︿略﹀︑ただつねはこしの

刀をひきぬいて︑つづけて五刀

四191

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

︿略﹀︑かみなりさまを

ラデスカ︒﹂

四238園﹁ソノ糸ハ一口ケイク

アリマス︒

みのししはどっとたふれ 四235オマツノ店ニハ︑糸ヤ
キレヤフデヤカミガナラベテ
︿略﹀︑ただつねはすぐに

四203園

﹁次郎︑オマヘ ハ手ノ

あったといひます︒

﹁コノ太イノが五セン

デ︑細イノハ三輪ン五リンデ

ス︒﹂

ニ

ツツンデ︑

ワタシナガラ︑

四255オマツハ糸トフデヲ紙

﹁︿略﹀︒﹂

アトノニ本ハ知リマセ 四26憂心トミハマルクキツタ白

トモイヒマス︒

四208園

四252園

四198︿略V︑ただつねをほめる 四246 オマツハ太イフデト細
イフデヲ出シテ︑﹁︿略﹀︒﹂
こゑは︑山もくつれるほどで

へとびのきました︒

そばのたふれてみた木の上

四194

ましたがく略V︒

去年ハホシテ︑クシガキ 四192

六刀さしとほしました︒

四141圏

マセン︒

四132 クリ林ノ中ニハ︑ドング ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
リノ木モ五六本アリマス︒
四207園﹁︿略﹀︑マン中ノーパン
四133 ドングリノミハタベラレ 高イノハ中ユビトモ︑高高ユビ

ス︒

四127 クリハユデテタベテモ︑
ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

ジブンデ︑︿略﹀︒

ノ林ガアリマス︒
四124 コノゴロバクリノオチル

四123ウラノ山ニバクリノ木

ニ作リマシタ︒

四121

レマセン︒

四113今一本ノ木．ハシブカキ

アマクナリマシタ︒

一本ハキザハシデ︑モウ

ドタクサンナツテヰマス︒

エダガヲレルホ 四181

四105ウチニバカキノ木ガニ
四106

本アリマス︒

四16 がくかうの西どなりはや
くばで︑やくばのまむかひが
四107

けいさつしょです︒

一ば

このへんは町中で

んにぎやかなところで︑大きな

四26
店がたくさんあります︒

四34巴町からは︑きれやこ
まものやさかななどを買って
かへります︒

ると︑町が 一目に見えますね︒

四44園﹁にいさん︑ここから見
う ち は ど れ で せ ． う︒﹂

四54園﹁ああ︑あれですか︒私
はまるでちがった方を見てゐ
二人はまだ方方ながめて︑

ました︒﹂

四78

あそんでゐましたが︑︿略﹀︑いそ

いで山を下りました︒
四85 十一月三日ハ 一年中デコ
トニォメデタイ日デス︒

ドンナウチデモオイハヒ
ヲシナイトコロハアリマセン︒

四87
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イ紙ヲ三ツ出シテ︑﹁︿略﹀︒﹂

四265 オマツハツリヲワタシテ︑
﹁︿略﹀︒﹂

めんは何でつくりますか︒﹂

いふ豆です︒﹂

父は三郎のあたまをな
コニ郎はこんやは大そ

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑
ハ

スグカラノ中

︿略V︑アンシンナモノデス︒﹂

サザエ

ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑

四40一

﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑スマシテヰマ

ガヒナイ︒

四403圏 ﹁コンドハタヒヤヒラ
メナドハキツトヤラレタニチ

ガヒナイ︒

ハイサウナモノダ︒﹂

四405園 カラノナイモノバカ

四41ーコレハヲカシイトオモツ

テ︑ヨクヨク見ルト︑ソコハサ

おちよはそれを見て︑母

カナヤノ店デ︑︿略﹀︒

四421

母は﹁︿略﹀︒﹂と答へまし

に﹁︿略﹀︒﹂と問ひました︒

た︒

四425

四426圏 ﹁これは昔からのしき
たりで︑昔はのしあはびをつ

けたのです︒

四427圏 ﹁これは昔からのしき
たりで︑昔はのしあはびをつ

のしあはびといふのは︑

けたのです︒

四431園

あはびの肉をのして︑紙のや

うにうすくしたものです︒

四434囹 それがだんだんにかは
つて︑今では紙で作ったのし

をつかふやうになりました︒

おちよは又︑﹁︿略﹀︒﹂と

問ひました︒

四441

四446園山略﹀おめでたくない時
には︑なまぐさものをもちひな
いことがおほいのです︒

四403圏 ﹁コンドハタヒヤヒラ 四444 母は﹁︿略﹀︒﹂と答へまし
た︒
メナドハキツトヤラレタニチ

シタ︒

カナヤノ店デ︑︿略﹀︒

テ︑ヨクヨク見ルト︑ソコハサ

四413コレハヲカシイトオモツ

﹁三郎はこんやは大そ

コモムシロナハワラヂミノナ
ドヲ作りマス︒

うもの知りになったね︒﹂
四36一 イネノワラデハ︑タワラ

四355園

うもの知りになったね︒﹂

四355園

でながら︑天馬﹀︒﹂といひました︒

四314園ごはんの米はねばりけ 四354
がすくないから︑おもちには
なりません︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂

四271 ︿略﹀︑のはらのくさやは 四316その時あねのおはるは︑
なは大ていかれてしまひました︒
﹁おきくさん︑おきくさん︑

四317園 ﹁三郎さんはまだそれ
を知らなかったのですか︒

四278園

かうさむくなっては︑しかたが

四321囹

それではうどんやさう

ありますまい︒

四281園あなたのおなかまは大

三郎のうちでは夕はん

﹁︿略V︑もちやだんごの

次郎﹁だんごにつけるこ
なは︒﹂三郎﹁あれも豆です︒﹂

四343園

あんは何で作るのですか︒﹂

四338園

四328園 うどんやさうめんにす 四365 ソノホカツカヒミチハマ
てい枯れてしまったやうです︒
ダイクラモアリマス︒
る変は同じですか︑ちがひま
四284 のぎくは﹁︿略＞Q﹂とこた
すか︒﹂
へました︒
四368 萎ワラデハヤネヲフキマ
スガ︑又︿略﹀︑委ワラザイクニ
四285園﹁いいえ︑私たちは枯れ 四334園 ﹁いいえ︑うどんやさう
モツカヒマス︒
めんにする変は小委で︑ごは
たやうに見えても︑ねは生き
んにたく萎は大恩です︒﹂
てるます︒
四372 変ワラザイクニバカゴヤ
オモチヤや色色ナ物ガアリマ
四286園 ﹁いいえ︑私たちは枯れ 四334園 ﹁いいえ︑うどんやさう
ス︒
めんにする変は小変で︑ごは
たやうに見えても︑ねは生き
てるます︒
四388圏 ﹁コノアヒダ大キナフカ
んにたく萎は大変です︒﹂
ガ來タ時二︑君ラハズヰブ
四294囹 今年はもうこれです 四337園 ﹁こんどはにいさんが
ンアワテマシタネ︒
きくが︑もちやだんごのあん
みました︒
四391園 ボクラバカウイフカ
は何で作るのですか︒﹂

四298

が接すんで︑みんなあつまって︑

色色なはなしをしてゐます︒
て︑﹁︿略﹀︒﹂

四306 ︿略﹀︑三郎はそれをきい

のは大豆と

四308園﹁もちにする米とごは 四348園 ﹁それは知りません︒﹂
ま あつ
四351圏 ﹁こ
あん するの一
んの米はどうちがひますか︒﹂
きといふ豆 で︑こなにする
四312園 ﹁おもちにするのはも
のは大豆と いふ豆です︒﹂
ち米といふ米です︒
四313園ごはんの米はねばりけ 四352園 ﹁あんにするのはあつ
きといふ豆 で︑こなにする
がすくないから︑おもちには

なりません︒﹂
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セン︒

オクリモノニナリマス︒

デハナイガ︑オメデタイ時ノ

四512

チヨツト見ルト︑リッパ

スガ︑ソノママデヤイタリニ
タリシテタベルノデハアリマ

四556園 ﹁オマヘタチハウマク
オレニダマサレタナ︒

四578

ワニザメハソレヲキク

白ウサギハイタクテタマ

白ウサギハスグ海ノ水

ナイテヰマシタ︒

リマセンカラ︑ハマベニタツテ︑

四566

テシマヒマシタ︒

サギノ毛ヲミンナムシリトツ

ト︑大ソウオコツテ︑︿略﹀︑白ウ

四56一

忌月カツタノダ︒﹂

四51ーヨク人ノタベルモノデ 四557園 オレハココノヲカへ

木デハアリマセン︒

く略V︑ふだん品物をや四505木ノヤウニカタイガ︑

りとりする時には︑なまぐさの

四448園

しるしにのしあはびをつける
やうになったのでせう︒
四454園 今でも︿略﹀︑すべてな
まぐさものをおくる時には︑の

皆さんはとけいの見方

しをつけません︒﹂

四457
を知ってゐますか︒

シタ︒

トホリニナツタ神サマガタノ

ソノノチオホクニヌシノミ

クオナリニナリマス︒﹂

四617

コトハ白ウサギノイツタトホ
リ︑エライオ方ニオナリニナ

リマシタ︒

四627 ゆふべは風がなくて︑し
つかなばんでしたから︑少しも

知らずにゐました︒

にまがって︑︿略﹀︒

四633やぶの竹は弓のやう

四634︿略﹀︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま

をのせたやうに見えます︒

す︒
四515今悶死ンデヰマスガ︑モ ヲアビマシタガ︑︿略﹀︒
四586 コノ神サマハサキホドオ 四636にはの松の木はわた
ト平海ノ中デオヨイデヰマ

シタ︒

四461 皆さんはとけいにかいて 四515 ︑今ノ死ンデヰマスガ︑モ
トハ海ノ中デオヨイデヰマ
ある字がよめますか︒

四464 とけいの長いはりとみ
じかいはりはどちらが早くま
はりますか︒

四466とけいがなる時には︑長

四598

スルト神サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂

四641犬はよろこんで︑雪の中
弟ノ方デス︒
いはりはどこにありますか︒
四517 海ニヰタ時ヨリモ︑今
四597 白ウサギハ目ヲコスツテ︑ をとびあるいてゐます︒
四466とけいがなる時には︑長 ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
四642みちをとほる人は︑︿略﹀
又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒
雪をたたきおとしながらあるい
ス︒

皆さんがあさおきる時 四533 ワニザメハ﹁︿略V︒﹂ト答

いはりはどこにありますか︒

四471

か

か

︿略﹀︒

白ウサギハ

一ツニツト
カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四552

フトホリニナラビマシタ︒

はまことにかはいらしうござい

四613園 アナタハノチニハ︑キ ます︒
四662羽の色はあまりうつく
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ

クオナリニナリマス︒﹂

てるます︒
トヲシヘテクダサイマシタ︒
ヘテ︑スグニナカマヲ大ゼイツ
には︑みじかいはりがどの字
四601園 ﹁ソレバカハイサウナコ 四645 今日は︑早くから里謡へ
レテ來マシタ︒
の所にありますか︒
行って︑みんなで雪なげをし
四474 皆さんがよるねる時に 四534園 ﹁ソレハオモシロカラ トダ︒
ませう︒
四607 白ウサギガソノトホリニ
は︑みじかいはりがどの字の
ウ︒﹂
四661羽の色はあまりうつく
シマスト︑カラダ ハ スツカリ
四537 白ウサギハコレヲ見テ︑
所にありますか︒
しくはありませんが︑なくこゑ
モトノヤウニナホリマシタ︒
四477 一日のうちには何じかん ﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒
はまことにかはいらしうござい
ありますか︒
四538圏 ﹁ナルポド︑オマヘノナ 四612園 ﹁オカゲサマデ︑カラダ
ます︒
ハコノトホリニナホリマシタ︒
四481 あなたがたは何じかんが カマハズヰブン多イ︒
くかうに居ますか︒
四548 ワニザメハ白ウサギノイ 四613園 アナタハノチニハ︑キ 四662羽の色はあまりうつく
しくはありませんが︑なくこゑ
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ

とけいはあさから

つちん︑かつちん ︒

四484圃

とけいはばんでも
つちん︑かつちん︒

四494圃

は一は
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三郎ノ母子四五日マヘ

しくはありませんが︑なくこゑ
はまことにかはいらしうござい
ます︒

四668
カラ風ヲヒイテネテヰマス︒
四671 三郎ハシンパイシテ︑ヒマ

サヘアレバ︑母ノソバへ來テ︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト イツテタヅネマス︒

苦シイコトバゴザイマセンカ︒﹂

四674囹 ﹁マダナホリマセンカ︒
四682園 ﹁オカアサン︑ソノォクス

リハニガウゴザイマスカ︒

ブンデノマナケレバ︑何ニモナ

四686園 ﹁イイエ︑オクスリハジ
リマセン︒﹂

ゐどばた

こくら

ひなさ

アネニテツダツ

おはるあしたは

ぎのはおり︒
四724圏
オハルハ

ままつり︒

四73一

テモラツテ︑オヒナサマヲカザ
リマシタ︒

四734一バン上ノダンニハダ
イリサマヲナラベテ︑ソノ左ト
右ニウツクシイシヨクダイヲ
ニダン目ニバクワンヂヨ

立テマシタ︒

四741
ヲスエテ︑三ダン目ニハ五人バ
ヤシヲオキマシタ︒

四742 ニダン目ニバクワンヂヨ
ヲスエテ︑三ダン目ニハ五人バ

ヲナラベ︑︿略﹀︒

じはをか︑へいけは海で︑む
かひあってみた時︑︿略﹀︒

︿略﹀︑そのさをのさきに

ふねはなみにゆられて︑

はひらいた赤い扇がつけてあ

四768
ります︒

四775

四808

よ一は︿略﹀︑もしこれを

いそこなったら︑生きてはみま

いとかくごをきめて︑︿略﹀︒

四81卜しばらく目をつぶって︑
神さまにいのってから︑目を
ひらいて見ると︑こんどは扇

が少しおちついて見えます︒

た︒

なが馬のくらをたたいてよ

四827をかの方ではく略﹀︑みん

おちました︒

をいきられて︑︿略﹀︑波の上に

四824

赤い扇はかなめのきは

︿略﹀︑ひようと一矢いはなしまし

扇は風にふかれて︑ぐる 四821よ一は弓に矢をつがへ︑

上ったり下ったりします︒

四776

︿略﹀︑これを 一矢でいお

ぐるまはってゐます︒
四781

とすことは︑なかなかむつかし
さうです︒

︿略﹀よしっねはけらいに
むかって︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねまし

四782
た︒

ないか︒﹂

はきっといおとすほどの名人

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ

これにまさるものは

でございます︒

ニハヒシモチトオゼンヲソナ
︿略﹀︑花イケニハモモノ

ヘテ︑︿略﹀︒

四746

四795園

ございません︒﹂

四796よしつねは﹁︿略﹀︒﹂と︑す

一どはじたいしましたが︑

ぐによ一をよび出しました︒

四803

よい神さまがたは︑︿略﹀︑お

︿略﹀︑大ぜいの神さまがたは

あまりおもしろさうなので︑

ソノ光ガキうくトシテ︑ワ

ヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑天

天皇ハ國ノ中ノワルモノドモ
︿略﹀とかくごをきめて︑︿略﹀︑

皇ノオクラヰニオツキニナリマシタ︒

五76

デキマセン︒

ルモノドモハ目ヲアケテヰルコトガ

五7一

ぞきになりました︒

大神は少しばかり戸をあけて︑おの

五34

手をたたいて︑お笑ひになりました︒

五31

かぐらをおはじめになりました︒

五23

になりました︒

四694圏 ﹁サウードニノンデハ︑
ヤシヲオキマシタ︒
四784園 ﹁あの扇をいおとすも ろこびました︒
カヘツテワルイノデス︒
四743 又四ダン目ニハ小サナタ
のはないか︒
五16 大神はおどろいて︑あまの岩
ンスヤナガモチヤヒバチナド
四786園 だれか上手なものは
戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

朝早くから

で︑母はせい出す あらひ物︒

四702圏

これは太郎の

四705圏たらひの中にあるは 四745 ︿略﹀︑又ソノ次ノダン 四793園 そらをとんでみる鳥
何︒

のはかま︒

四706圃

オハル地肩ロコンデ︑友ダ

やしまのたたかひにげん

かひあってみた時︑︿略V︒

はれ 四764

海の中へのり入れました︒

四763 やしまのたたかひにげん よしっねがゆるしません︒
しはをか︑へいけは海で︑む
四806 よ一は心のうちで︑

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

四758

トイヒマシタQ

四708圃 太郎きのふは うんどう
花トヒガンザクラヲイケマシタ︒
くわいで︑どうにょごした こ
四754 母ハ來テ見テ︑﹁︿略﹀︒﹂
のはかま︒

おくの
はりしご

四716圃夜おそくまで
まに︑母はせい出す
と︒

これはおはるの

四718蟹ひざの上には何が
ある︒

四722圏
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五8一 ソノ日ハニ月十一日ニアタリ
マスカラ︑コノ日ヲキゲンセツト申
シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデゴ
ザイマス︒

五85 私はもと雨の一しっくです︒

︿略﹀︑何だか目がまはって︑

すぐに一しょになるのがきまりです︒

五91 私どものなかまは︑出合ふと
五95

しばらくの間は何も知らずにゐまし
た︒

五102 野はらは平ですから︑ゆつく
りあるきました︒

五103 鳥はだのしさうに時々來て︑
羽をひたしました ︒

五105 魚はうれしさうにういたりし
づんだりして︑およいでゐました︒

五107 ひるはあたたかな日にてらさ
れ︑夜は美しい月をうかべながら︑
休なしにあるきました︒

五108 ひるはあたたかな日にてらさ
れ︑夜は美しい月をうかべながら︑
損なしにあるきました︒

五132 町の中を通る時にきたない物
をなげつけられるのにはこまりまし
た︒

五132 けれども重い物は皆そこへし
づめてしまって︑輕い物は一しょに
ここまでもって來ました︒

ナラノオ寺ニアリマス︒

大キナコヒガタクサンアツマ

ツテオヨイデヰルノハ︑マコトニミ

五157

魚鳥昔カラ川魚ノ長トイハレ

ゴトナモノデス︒

五161
ウロコハカハラヲブイタヤウ

テヰマス︒

五162
ソノ色ニバクロイノモアリ︑

ニカサナリ合ツテヰテ︑︿略﹀︒

五165

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

おはなは戸だなの中から一ば

五205

︿略﹀︑おはなはざるの中のた

母は﹁ありがたう︒︿略﹀︒﹂

ん大きなさらを持って來ました︒

五204

五211

ぬす人はきんじよに住んでゐ

﹁この釜は昔から私のうち
私はよその物をぬすむやう

やく人は二人目よび出して︑

もので︑二手をついて︑やっとゐざ

その釜は私が前から持って

りあるくものでございます︒

五253園

役人はしばらく考へてるまし

みたのでございます︒﹂

たが︑︿略﹀︒

五257

お前のいふことはまことに

この釜はお前の物にちがひ

ゐざりは大そうよろこんで︑

役人は後からこゑをかけて︑

﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬ

しわはよってもわかい氣で︑

ましていくさのその時は︑

ましていくさのその時は︑

ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ

茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺

五308

ヨクソダツタ茶ノ葉ハ長サガ

コレハ茶ノ葉デス︒

ニ寸バカリモアリマス︒

五308

グラヰデ︑︿略﹀︒

五305

枝モ二三マセン︒

五303

なくてはならぬこのわたし︒

五298圃

なくてはならぬこのわたし︒

五297圏

にもついて行く︒

小さい君らのなかま入︑うんどう會

五294翻

す人はその方にきまったぞ︒﹂

五271園

つけて︑しばらせました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑下役どもに言ひ

五268

ついてゐざり出しました︒

その釜をあたまにかぶって︑爾手を

五266

あるまい︒

五263園

もっともだ︒

﹁こんどは何の御用をいた 五262圓

けのこをなべの中へ入れました︒

五213園
しませう︒﹂

五214母は﹁︿略﹀︒﹂といって︑切
つたさしみをさらの中へ入れて︑
おはなは水がめから水をくん

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆

た︒

五241

申します︒

﹁︿略﹀︑私は足の立たない

又ゐざりは﹁︿略﹀︒﹂と申し
五246園

ます︒

五245

た釜でございます︒

五242囹

﹁これは私が毎日使ってゐ

うったへた人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

その釜を前において取りしらべまし

五238

なことはいたしません︒﹂

五234園外はよその物をぬすむやう

なことはいたしません︒﹂

五234囹

にある釜です︒

五233囹

行って見ると︑︿略﹀︒

るみざりだといふうはさがあるので︑

五227

で︑母の手にかけました︒

五223

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

目ハ大キクテ︑ロノ右左ニハ

金色ヲオビテヰマス︒

五167
太イヒゲガアリマス︒

目工大キクテ︑ロノ右左ニハ

男ノ子ノアルウチデハ︑五月

鯉ハマコトニヰセイノヨイ魚

太イヒゲガアリマス︒

五168
五171
デス︒

五178

ノセツクニ鯉ノブキナガシヲ立テマ
ス︒

︿略﹀︑大キクナツテカラハ︑

鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズンズンシ

五183

ユツセヲセヨトイフ心デ祝フノデセ
ウ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑母はだいどころ

おはなは﹁はい︒﹂といひな

からよびました︒

五191

五192

︿略V︑母は流しもとで︑まな

がら︑いそいで行って見ると︑︿略﹀︒

五195

いたに魚をのせて︑さしみをこしら

五133 けれども重い物は皆そこへし
づめてしまって︑著い物は一しょに

へてゐます︒

母は戸だなの方をさして︑

ここまでもって望ました︒

五141 日本一ノ大キナホトケサマハ︑ 五201

は一は
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リ色デス︒

五312 ツヤガアツテ︑色ハコイミド

イニホヒガシマス ︒

五314 花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ

コ・ハ茶畠デス︒

カタクテ︑︿略﹀︒

五316 ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ
五32一

五323 茶ハシンメノ出ルジブンニ︑
︿略﹀︑ソンナニツムト︑茶ノ

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒
五335
木ノタメニハヨクナイサウデス︒

五345 蝶ハイツ見テモカハイラシイ

五382園

﹁その子は皆お前にやるか

ら︑やしなってやるがよい︒﹂

︿略﹀︑すがるには小子部とい

すがるはその大ぜいの子をお

ふ姓をたまはりました︒

五384

五385

かいさつ口では切符をしらべ

みやのそばでやしなって居ったと申
します︒

五401
こちらの方のは︑これからの

てるます︒

五402
あちらの方のは︑今下りた人

る人の切符を切ってみるのです︒

五405
五411

あの人はもう間に合はないで

あれは今のつた人の手荷物で

の切符をうけ取ってみるのです︒

五348 蝶ニハ大キナノモ︑小サナノ
せう︒

モノデス︒

モアリ︑羽ノ色ニモ︑︿略﹀サマぐ

五413

汽車はどんなことがあっても
文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ

走ツテヰル汽車ガスレチガフ
時ニハ︑向フノ汽車ニノツテヰル人

五433

ノカホハヨク見エマセン︒

時ニハ︑向フノ汽車ニノツテヰル人

マシタ︒

五441

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ
文太郎ハビツクリシテ︑父ニ

イリマシタ︒

五442

キ・マスト︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

五443圏﹁コレハトンネルトイツテ︑
文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑

山ヲホリヌイタ所デス︒﹂

五447

海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑又暗
クナツテ︑何モ見エマセン︒

ケレドモコンドハミジカイト

左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

ンネルデ︑スグニ通リヌケマシタ︒

五45一

五454

シキが達士ルノデ︑文太郎ハオモシ

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

ロクテタマリマセンQ
タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

五456

ト思ヒマシタ︒

はじめのうちは遠くの方にき

こえてゐましたが︑だんく近くな

五462

つて︑雨もつよくふってきました︒

友吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

かみなりの鳴る時には︑そ
かみなりの鳴る時には︑そ
んな所にみてはあぶない︒﹂

五468囹

んな所にみてはあぶない︒﹂

五468囹

次郎はなかくき＼ません︒

そこをのかせようとしましたが︑音

五466

の高い木の下へにげこみました︒

五432走ツテヰル汽車ガスレチガフ 五465 音次郎はおどろいて︑道ばた

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

五418

待ちません︑︿略﹀︒

五414

せう︒

アリマスガ︑ドレヲ見テモ美シウゴ
ザイマス︒

五363 コノカハイラシイ︑美シイ蝶
ヲツカマヘテイヂメル人ハ︑ドウイ
フ心デセウ︒

五367 こといふのはかひこのことで︑
︿略﹀︒

五372 すがるはさうとは心づかず︑

あちらこちらをたつねまはって︑
︿ 略 ﹀ ︑ た く さ んの子どもをもらって︑

つれて來ました︒

文太郎ハフシ土弄思ツテ外ヲ

ノカホハヨク見エマセン︒

五437

見ルト︑汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰ

あちらこちらをたつねまはって︑

五372 すがるはさうとは心づかず︑

︿ 略 ﹀ ︑ た く さ んの子どもをもらって︑

マシタ︒

見ルト︑汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰ

そこをのかせようとしましたが︑音

文太郎ハフシ日工思ツテ外ヲ 五472 友吉は﹁︿略V︒﹂といって︑

つれて來ました︒

晒 そ う お 笑 ひ に なりましたが︑︿略﹀︒

五378 天皇はこれをごらんになって︑ 五438

次郎はなかくき＼ません︒

﹁かみなりは高いもののあ

むりに手をひっぱってつれ出しまし

五472 友吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

た︒

五473園

この間先生がおっしゃった

る所へおちるのだ︒

二人は思はず耳に手をあてて︑

ではないか︒﹂

五474園

五483

音次郎は友吉のかたに手をか

そこにたふれました︒

もし君が居なかったら︑僕

けて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五487

五491園

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

は死んでしまったのだらう︒﹂

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑

五496

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

カボチヤハ平タイ︒

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑

五496

カボチヤハ平タイ︒

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑

五497

マク瓦窯ヤタ顔や西瓜下学︑

カボチヤハ平タイ︒

五498

カ日チや守旧デコボコガアル︒

キ瓜ニバカバニ小サイトゲガ

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

アリ︑

五50一

カボチヤニハデコボコガアル︒

五502キ瓜ニバカバニ小サイトゲガ

アリ︑

カボチや子中が黄色デ︑
西瓜

五503ソノ他ノ瓜掌大テイナメラカ

デアル︒

五505

359
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日中が赤イ︒

ハ中が赤イ︒

五505 カボチヤハ中が黄色デ︑西瓜
五506 西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ
ノ他ノ瓜ノ八白イノが多イ︒

五526

瓜ノツルニハナスビハナラヌ︒

ナツタトイフハナシデス︒

ニナルト出テ空ヲトビアルクヤウニ

ノウロや穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜

レヲ使ヒマス︒

キカイナドヲウゴカスノニハ︑皆コ

シタ︒

五634

ランプニトボスノハ石油トイ

コレハ地ノ中カラシゼントワ

ランプニ石油ヲトボスヤウニ

昔ノ人入石炭ノコトヲモエル

おちよは取上げて讃んで見る

あさっては八まんさまのお

おちよはよろこんで︑母には

おちよはよろこんで︑母には

五646囹

﹁あさっては庫裏がお休で

出でなさい︒︿略﹀︒﹂

がお休ですから︑二人とも行ってお

なしますと︑母は﹁あさっては飼草

五645

なしますと︑母は﹁︿略﹀︒﹂

五644

にいらっしゃい︒

まつりですから︑朝早くからあそび

五636國

と︑︿略﹀︒と書いてあります︒

五635

よにわたしました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑母は手紙をおち

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

五605

スタレテ來マシタ︒

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

五603

ボツタ油ニナルノデス︒

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

五601 ︿略﹀︑ワキ出タママノハニゴ

スキトホツタ油ニナルノデス︒

キ出ルモノデ︑︿略﹀︑シアゲルト︑

五596

ヒマス︒

五595

ナタネカラトツタ種油デス︒

アンドンニトボスノ植苗テイ

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間

瓜ノツルニハナスビハナラヌ︒

又サムイ時ニハ火ニアタリマ

リシテタベマス︒

ス︒

五563

火ヲ使フコトノ出來ルノハ人
バカリデス︒

五565

鳥ヤケモノ山火ヲ使フコトヲ
大昔三木ト木ヲコスツテ火ヲ

知りマセン︒

五565
五567

出シマシタガ︑ソレカラ後ニハ石ト

大昔目木ト木ヲコスツテ火ヲ

金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ
タ︒

五568

出シマシタガ︑ソレカラ後山送石ト
金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ
タ︒

近ゴロバ又マツチトイフベン
リナ物が出來テ︑火打石や火打金ヲ

五572

︿略﹀︑火打石や火打金ヲ使フ

使フ人ハメツタニアリマセン︒
五574

火バチナドニ入レル炭ハ︑木

人ハメツタニアリマセン︒

五576

コレハ大昔ハエテヰタ木が土

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

五582

ノ中ニウマツテ︑シゼント出來タ物
石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ

デ︑︿略V︑石炭トイヒマス︒

五585

︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

ットッヨイノデ︑︿略＞Q

五587

五593

五526

ニニテヰルカラ︑ケモノノ仲間ダ︒﹂

ソノ時カウモリガケモノノ

ソノ時カウモリガケモノノ

シ職掌ナシニ︑ヒルノ間ハ木

五562人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ

五531
ガケンクワヲシ即時︑カウモリハ
﹁︿略V︒﹂トイツテ︑ドチラヘモツキ

︿略﹀︑カウモリハ﹁私ハ鳥

マセンデシタ︒

デモケモノデモナイカラ︒﹂トイツ

五532園
テ︑ドチラヘモツキマセンデシタ︒

ノ他ノ瓜ノハ白イノが多イ︒

五507 西瓜ノ種ハ大テイ黒イガ︑ソ

ソノ他ノ瓜爪外ヲタベテ中ヲノコス︒

五511 西瓜ハ中ヲタベテ外ヲノコシ︑

ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベテ中ヲノコス︒

五512 西瓜ハ中ヲタベテ外ヲノコシ︑ 五536圓 ︿略﹀﹁私バカラダガネズミ
トイッテ︑ケモノノミカタニナリマ
シタ︒

シバラクタツト︑ケモノガ

五514 ナマデソノマ・タベルノハ︑
マクハ瓜ト西瓜デ︑ニナケレバタベ

五542

負ケサウニナツタノデ︑コンドハ

ラレナイノハ︑カボチヤトトウ瓜ト
タ顔デアル︒

︿略﹀﹁私土羽ガアルカラ︑

天真﹀︒﹂トイツテ︑鳥ノ方ニツキマ
シタ︒

五515 ナマデソノマ・タベルノハ︑
マクハ瓜ト西瓜デ︑ニナケレバタベ

五543園

ン︒

五554園

五556

アヒテニシテクレマセン︒

﹁オ前席ケモノダラウ︒﹂トイツテ︑

又写ノ方へ行キマスト︑

イカ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセ

方へ行キマスト︑﹁オ前上鳥デハナ

五551囹

ン︒

イカ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセ

方へ行キマスト︑﹁オ前ハ鳥デハナ

五551園

ツキマシタ︒

鳥ノ仲間ダ︒﹂トイツテ︑鳥ノ方ニ

ラレナイノハ︑カボチヤトトウ瓜ト
タ顔デアル︒

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

五517 キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ
モタベル︒

五521 ヘチマハワカイウチハタベラ
レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

五521 ヘチマハワカイウチハタベラ
レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

五523瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ
テヰルノガアル︒

五524花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ
他ハ皆黄色デアル ︒

他ハ皆黄色デアル ︒

五524 花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ

は一は
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すから︑二人とも行ってお出でなさ
い︒

書き方を習ひませんから︑どう書い

五651園 ﹁それでも私はまだ手紙の
てよいかわかりま せ ん ︒ ﹂

書の裏へ次のやうに書きました︒

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

ケレドモコノ足ハ細クテ︑

イカニモ弱サウニ見エル︒

五726圏

五734

五763

ふだんは人も通らない道だか

ら︑どこをどう行ってよいか分らな
い︒

この尊べんけいは火の明りを

手にはかりに使ふ弓矢を持つ
﹁年はいくつか︒﹂と問へば︑

よしっねはよろこんで︑刀や
よしっねはまったつねた︒
しろの後はけはしい阪で︑
しろの後はけはしい阪で︑

馬の通れる所ではございません︒﹂

五783園

五778

ようひをやってけらいにした︒

五773

﹁十七︒﹂と答へた︒

五772園

てるる︒

五772

りうどをつれて來た︒

たよりにたつねて行って︑一人のか

鹿ハ輕イ足デズンくニゲテ︑ 五767

林ノ中ヘカケコミマシタ︒

︿略﹀︑北は山のふもとから南

又海には一面にいくさ船がな
︿略﹀︑海とをかとにおし立て

五784囹

げんじは二手に分れて︑︿略﹀︒

五786圏

よしっねはこれを聞くと︑

﹁鹿はをりく通ります︒﹂

ございません︒﹂﹁鹿はどうだ︒﹂

馬の通れる所ではございません︒﹂

五752

︿略V︑のりよりのぐんぜいは 五785圏 ﹁︿略﹀︑馬の通れる所では

は西の門へ向つた︒

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい

五753

えたったやうに見えるゆ

た何千本の赤はだは︑まるで火のも

五748

らんでるて︑︿略﹀︒

五747

がってみる︒

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ

五745

がってみる︒

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ

五656 おちよはしばらく考へて︑葉 五745 ︿略﹀︑北は山のふもとから南
五661国 あさってはおはなさんと一
しょにきっとまみります︒

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五663 それを母に見せますと︑母は
五675 道ノ爾が丁田ハ︑アメヤ・オ
モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ
ドが店ヲナラベテヰル︒

五677 子ドモハフダンヨリハ美シイ
着物ヲ着テアソンデヰル︒

五677 子ドモハフダンヨリハ美シイ
着物ヲ着テアソンデヰル︒

ラレテ︑オ宮ニサンケイシタ︒

五68一 オチヨトオハナハアネニツレ

︿略V︑のりよりのぐんぜいは 五787

がけの上まで出た︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけて︑夜のうちに

五753

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい

五69一 サンケイスル人ハ皆亀山ル

は西の門へ向つた︒
しかしよしっねは﹁︿略﹀︒﹂

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒

五754

と考へて︑︿略V︑こっそりと裏道か

﹁表から攻めおとすことは

らひよどりこえに向つた︒

か知れないがけの下にある︒

東西の県門は今いくさのまつ
さい中である︒

五804

よしっねはこ＼ぞと思って︑

も思はない︒

︿略V︑馬もこはがってすくん

﹁進めく︒﹂とさしづをしたが︑

五807

︿略﹀︒

でしまひ︑人も顔を見合せて進まう

五811

とはしない︒

この時よしつねは︑﹁︿略﹀︒﹂

といひながら︑馬に一むちあててか

五812

これを見た三千人の軍ぜいは︑

け下りた︒

五815

どっと一時にかけ下りて︑城の中へ

へいけはふいを打たれて︑ど

攻めこんだ︒

六12

海岸には切立てたやうな岩山

四方は海にとりまかれてるる︒

わが日本は島國である︒

うすることも出戸ない︒

五817

六12

もあるが︑平たい砂原になってみる

六13

海べはふだん強い風がふくか

所が多い︒

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

六16

ぶりになってみる︒

海べはふだん強い風がふくか

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

日本には山が多い︒

ぶりになってみる︒

六23
この中にはべんけいも居った︒

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

はえてみるのは目がさめるやうな心

五805 へいけ方はがけの上から︑て 六26松・杉・ひのきなどが一面に
五761

春は花︑秋はもみちで︑山の

持がする︒

ながめは時々かはる︒

へいけ方はがけの上から︑て 六27

も思はない︒

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五806

ひよどりこえはしろの北の方
るQ

にあって︑よつぼどけはしい所であ

五762

むつかしい︒

五755圏

五802 見下せば︑しろは何二丈ある 六17

五694 オ宮ニハエマガタクサンカケ
テアル︒

五70一 オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ
マツテヰル︒

パナ物ダ︒

五714纒﹁ジブンノ角ハジツニリツ
五715囹牛ノ角トハチガツテ枝ガア
ル︒

五723囹角ノアルケモノモタクサン
知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ
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六27 春は花︑秋はもみちで︑山の
ながめは時々かはる︒
ながめは時々かはる︒

六28 春は花︑秋はもみちで︑山の
六34 日本には川が多い︒

六36 早い流をいかだの下って行く
のや︑しっかな川をほかけ船の上つ
て行くのは︑まるでゑにかいたやう
である︒

六78

私は︿略﹀︑二三人の友だち

たんぼにはいねがよくみのつ

家を出たのは朝の七時ごろで

と遠足に出かけました︒

した︒

六83
六86
て︑風のふくたびに黄色な波が立つ
てるます︒

たんぼのさきにこんもりとし

た森があって︑森の間からはお社の

六91

六92

それは細くてけはしい道で︑

御社の後には松山があります︒

赤い鳥居が見えます︒

六98

六41 日本の國には春︒夏・秋・冬
かはるぐ色々な花がさき︑色々な

道ばたにはきれいな草花が咲きみだ

鳥が鳴く︒

六47圃 日本の國は松の國︒
れてるます︒

晩にはくたびれた足をのばし

うちへかへったのは二方でした︒

六117

ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ

て︑けさまで一眠に眠りました︒

六122

ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ
タドコカヘトンデ行ク︒

ガンハツバメノカヘルジブン

ガンハイツデモーシヨニナツ

ニ來テ︑ツバメノ來ルジブンニカヘ

六124

ル︒

六127

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

テ︑列ヲツクツテトブ︒

六13一

ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六132

六136
フ︒

六137

ソレハアヒヅデアル︒

刈った稻はさをや木にかける

ほどです︒

か︑地面にひろげるかして︑よく日

六157

米を俵に入れて︑その俵をつ

にかわかします︒

六171

れのいそがしさも︑全くわすれてし

み重ねてながめた時は︑︿略﹀︑取入

まひます︒

ル︒

六175図物ノ長サバ物サシニテバカ

トス︒

六176図像サヲバカルニハ尺ヲモト

トス︒

又トブ時ニハガアくト鳴合 六186図物ノカサハ枡ニテバカル︒
六187図カサヲバカルニハ升ヲモト

バクヂラ尺ノ八寸ニアタル︒

カネ尺ハ︿略V︑ソノ一尺

ミジカク︑︿略﹀︒

カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ

六181元物サシニバカネ尺トクヂラ

尺トアリ︒

六182図
ソレハ道アンナイデアル︒

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六133

それは細くてけはしい道で︑

道ばたにはきれいな草花が咲きみだ

︿略﹀︑草の上にすわって︑に

ク方ヘツイテ行ク︒

六134
のぼりついたじぶんには足も

れてるます︒

六108

すきました︒

だいぶくたびれて︑はらもすっかり

六105

ホカノガンバ道アンナイノ行 六184図

六98

六51韻 見上げる峯の一つ松︑はま
べはつ買く松原の 枝ぶりすべてお
もしろや︒

六56圏 日本の國は花の國︒
六67図 一年ニハ十ニケ月アリ︒

六71図 三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ
ハ春ナリ︒

六72図六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ

六114

のぼる時には三時間もか＼つ

のぼる時には三時間もか＼つ

りませんでした︒

たが︑下りる時には二時間しかか＼

六113

アル︒

イカ︒

六146

今日は天然もよいから︑人が
それで取入れの時は大へんに
いそがしくて︑夜も十分に眠れない

六155

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

六151

ヨクチユウイシタモノデハナ

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

その時一人の子どもは大きな

それがため︑かめに大きな穴

があいて︑水が流れ出ましたから︑

六242

けました︒

石を持って來て︑力まかせに投げつ

六236

てさわぎました︒

六233居合せた子どもは皆うろたへ

ハ夏ナリ︒
六143 ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑
ぎりめしをたべた時は大そううまう
六194図物ノ重サハハカリニテバカ
六72図春ハアタタカク︑夏ハ暑シ︒
ございました︒
ル︒
空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒
六73図春ハアタ自序ク︑夏尾口シ︒ 六112 かへりには同じ道を通らずに︑ 六145 曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道守 六196図重サヲバカルニハ貫ヲモト
六74図九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ
別の道から下りました︒
トス︒
デハ秋ナリ︒

ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

六75図十二月ノ初巳リアクル年ノ
六76図秋ハス寸シク︑冬陣雲シ︒
六76図秋ハス寸シク︑冬ハ寒シ︒

それから又方々であそんで︑

たが︑下りる時には二時間しかか＼
六117

りませんでした︒
でした︒

六78 きのふは日本ばれのよい天子

は一は
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子どもはあやふい命をたすかりまし
た︒

﹁金ニハイロくアリマスガ︑ナカ

六247 マヅヤクワンガイヒマスニハ︑
デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモノ
仲間ノ銅デセウ︒︿略﹀︒﹂

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

六248園 ﹁金ニハイロくアリマス
私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒
ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

六251圏 ﹁金ニハイロくアリマス
私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

今デハ鐵ハ鏡ノ仲間ニハハ

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

六277園

ある日主人は朝から用たしに

であった︒

六298

出たので︑二人が店のるすをしてゐ

い︒﹂

六327

直吉は後でふと氣が附いて︑

かへって早ると︑長松は笑つ
﹁先では知らないのだから︑
︿略﹀︑直吉は︑﹁そんな事が

ほんとのまうけでない金は
ほんとのまうけでない金は
﹁それでもだんなが居ない

﹁だんながおるすだから︑

あとになって︑主人はこの事

あとになって︑主人はこの事
を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ

六331

て︑長松にはひまをやった︒

を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ

六328

まだ笑ってみた︒

﹁︿略﹀︒﹂といっても︑長松は

なほさらまちがひがあってはならな

六326囹

はしない︒﹂

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六324圏

一厘でも取ってはならない︒﹂

六321圏

一厘でも取ってはならない︒﹂

六321園

出來るものか︒︿略﹀︒﹂

六317

一鑓まうけておけばよかったのに︒﹂

六315園

て︑﹁︿略﹀︒﹂といったら︑︿略﹀︒

六313

て行って︑残りの一等を渡した︒

﹁︿略V︒﹂といって︑すぐに追っかけ

六307

のつりに一せんの銅貨を三枚渡した︒

︿略﹀︑直吉は何の氣なしにそ

ると︑︿略﹀︒

モシセイ出シテ使ツテクレ

シカモソノサビハ大ソウド

直吉と長松は同じ店のでっち

六304

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

今デ白青ハ鏡ノ仲間ニハハ

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

六277園
イレマセンガ︑人ノ三二立ツコトハ

今デハ鐵ハ鏡ノ仲間ニハハ

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

六278園
イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

ヤクワンハソレヲ聞イテ︑

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

六282
﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六284園

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六253園金ヤギンハ美シクテ︑︿略﹀︑ 六283囹﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ

イロくナカザリ物ニナリマスガ︑
ドチラモタクサンアリマセンカラ︑
ネダンモ高ウゴザイマス︒

イヒマシタノデ︑ヤクワンハダマツ

六257園 銅ハソレニヒキカヘテ︑金 六285 ソノ時鐵ビンハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
テシマヒマシタ︒

﹁私タチノサビルノハ皆人

シタガツテネダンモヤスウゴザイマ

六297

テシマヒマシタ︒

イヒマシタノデ︑ヤクワンハダマツ

六294ソノ時鐵ビンハ︑﹁︿略V︒﹂ト

クナモノデス︒﹂

六293園

時々青イ物ヲ出シマセウ︒

六288園銅ハ人二使ハレテヰテモ︑

マス︒

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

六288圏

ガ使ハナイカラデス︒

六286圏

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

ス︒

六265圏 シテ見レバ銅ホド役二立ツ
モノハアリマスマ イ ︒ ﹂

六266 テツビンハ﹁ナルポド銅ハタ
クサンアツテ︑役ニモ立チマセウガ︑
︿略﹀︒

六267園 ﹁ナルポド銅二二クサンア
ツテ︑役ニモ立チ マ セ ウ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

クサンアツテ︑モツト役二立ツモノ

六271園 ﹁︿略V︑ソレヨリモツトタ
ハ鐵デセゥ︒

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

六277園 今デハ鐵ハ銭ノ仲間ニハハ

あとになって︑主人はこの事

て︑長松にはひまをやった︒

を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ

六331

て︑長松にはひまをやった︒

織物ニハキヌ織物・モメン

着物・羽織・バカマ・オビ

織物・アサ織物・毛織物ナドイロく

六334図

アリ︒

六337図

ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

ワレラノ着物ハ多クコノ木

絹織物ニテツクル︒

六344図

麻糸ニテ織りタルモノバカ

綿織物ニテツクル︒

六347図

ヤナドニツクリ︑カラムシノ糸ニテ

麻糸ニテ織りタルモノバカ

織りタルモノバカタビラナドニツク

ル︒

六351図

ヤナドニツクリ︑カラムシノ糸ニテ

今日は煮転がよくて暖いから︑

織りタルモノバ乱丁ビラナドニツク

ル︒

六358

今日は天氣がよくて暖いから︑

うちではす＼はきをした︒

六361

學校で徳川光閾の話を聞いて︑

とくがはみつくに

うちではす﹂はきをした︒

六371

おちいさんもおばあさんも

紙などをそまつにしてはならないと

思った︒

今日は朝からあちらこちら

おかはりはないか︒

六392困

六394圏

三十三間堂のほとけのかず

を見物した︒

六401国
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の多いのにはおどろいた︒
かく
明日は 銀 閣 寺 を 見 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

父はしかたなしに又よそへほ

うこうに出しました︒

六448

てりっぱな武士になりたいと思って

けれども日吉丸は︑どうかし

ゐましたから︑ほうこうの方には身

六452

六405国 明後日はこ＼を立って︑道
が入りません︑︿略V︒

北野の天神様へさんけいする︒

六401困

で用をたして︑この次の水曜日まで

けれども日吉丸は︑どうかし

にはかへる︒

六454
てりつばな武士になりたいと思って

六408國 明後日はこ㌧を立って︑道
で用をたして︑この次の水曜日まで

︿略﹀︑どこへ行ってもながく

は居つきませんでした︒

六455

が入りません︑︿略﹀︒

ゐましたから︑ほうこうの方には身

樂ハ苦ノ 種 ︑ 古 習 樂 ノ 種 一 ︒

にはかへる︒

六426

てうせん

六426 樂ハ苦ノ種︑苦界樂ノ種︒
六431 病ハロヨリ入ル︒
までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

信長は誰かとたつねますと︑
︿略﹀︑これから信長は目をか

信長はとうとう秀吉にいひつ
秀吉は大ぜいの入を十組に分

しました︒

信長はこれを見て︑ますく
かんしんして︑︿略﹀︑一方の大弓に

六484

から︑すぐに出差上りました

けて︑︿略﹀︑仕事をいそがせました

六481

けて︑直させることにしました︒

六477

けて使ひました︒

六474

木下藤吉郎秀吉と答へました︒

六464

通りへ出ることも出來ませんでした︒

六435 日本中を平げて︑後には朝鮮 六457 初はひくい役目で︑信長の目
人は︑︿略﹀︒

六436 ︿略﹀豊臣秀吉といふ人は︑
もとはいたって身分のひくい人でご
ざいました︒

六436 ︿略﹀豊臣秀吉といふ人は︑
もとはいたって身分のひくい人でご
︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

ざいました︒

六442

うにやられましたが︑おきやうなど
は何べんをしへてもおぼえません︒
いと思ってみたのです︒

六445 じぶんの心では武士になりた

︿略﹀︑一ぺんもまけたことがありま

六447 お寺では﹁こんないたづら者 六488 秀吉はいくさの上手な人で︑
はごめんです︒﹂といって︑うちへ

と︑敵は戦はないでにげて行くやう

後には秀吉の馬じるしを見る

せん︒

になりました︒

六493

かへしました︒

者はごめんです︒﹂といって︑うち

六447園 お寺では﹁こんないたづら
へかへしました︒

﹁日本國には天皇へいかが

﹁日本國には天皇へいかが

又その山のふもとには秀吉を

いらっしゃるではないか︒﹂

六525園

いらっしゃるではないか︒﹂

後には秀吉の馬じるしを見る 六524園

と︑敵は戦はないでにげて行くやう

六494

になりました︒
みつひで
︿略﹀︑信長は京都で光秀とい

六497

まつった神社もございます︒

六533

塩バカラク︑砂糖ハアマシ︒

秀吉はこの知らせを聞くと︑

ふけらいにころされました︒

六536図

塩バカラク︑砂糖ハアマシ︒

六498

すぐに敵とわぼくしてかへって來て︑

六536図

ツケ物ハスベテ図工テツケ︑

光秀をうちほろぼしました︒

ミソモ醤油モ塩ヲ入レテツクル︒

それからは秀吉のいきほひは︑ 六536図

な

支那からは大兵をおくって︑

シ︒

六552

た︒

塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク

装置山ヨリモ出ヅレドモ︑

砂糖ハ種々ノモノヨリトレ

たけだしんげん

その相手は武田信玄で︑これ

ある時謙信が山の上に陣取つ

に分けて︑はさみうちにしようとし

てるると︑信玄は兵を右と左と二手

六556

あった︒

も謙信におとらないいくさの上手で

六553

は強い大落であった︒

川中島の戦で名高い上杉謙信

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

六547図

ワが國ニチハ海ノ水工リツクル︒

六546図上ハ山王リモ出ヅレドモ︑

ワが國ニチハ海ノ水工リツクル︒

六546図

バ︑物ノ五平ウマカラズ︒

六545図 ︿略﹀︑コノニツノ物ナケレ

ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略﹀︒

六543図

ザルモノ少シ︒

それからは秀吉のいきほひは︑ 六538図菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ

しぜんに日一日と成皿になりました︒

六504
六504

しぜんに日一日と盛になりました︒

信長の古いけらいの勝家など
はこれをきらって︑てきたひました

六506

︿略﹀︑しまひには日本中の大

が︑かへってほろぼされて︑︿略﹀︒

六507

名が皆秀吉の言ふことをきくやうに

秀吉はもう日本中に敵がなく

なりました︒

六512

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

秀吉はもう日本中に敵がなく

をはじめました︒

六513

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ
な

をはじめました︒
し

支那からは大兵をおくって︑

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

六514

し

い日本兵にはかなひません︒
六515

朝鮮をたすけましたが︑もとより強
い日本兵にはかなひません︒
秀吉は汚そうおこって︑︿略﹀
その使を追ひかへして︑︿略﹀︒

六522

は一は
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六557

謙信はそれを知って︑︿略﹀︑

夜の問に信玄の陣に攻入った︒

六591囹
さうだ︒﹂

それを苦しめるのはかはい

た時︑謙信は﹁ああ︑をしい事をし

六561 信玄はふいをうたれておどろ 六593 それから信玄が死んだと聞い
いたが︑たちまち陣立をかへて︑敵
た︒︿略﹀︒﹂といってなげいた︒

じっとし

﹁い＼え︑さうではあり
まへからわたしは目がわ
﹁︿略﹀

わたしの手から

シグマトイフ熊ハ小馬ホドア

熊ノ皮ハヨイシキ物ニナリマ

アリマス︒

ス︒

六653
六655

ツテ︑カが強ウゴザイマス︒

大テイノケモノハ一打デコロ
熊ハイタヅラモノデ︑︿略﹀︑

サレテシマヒマス︒

六657
六661

カズノ子ノ俵ヲカツイデ︑ニゲテ行
クコトガアルトイヒマス︒

モツトモ多ク用フルモノハ

栗・ケヤキナドアリ︒

六673図材木ニハ松・杉・ヒノキ・
六674図

松ト杉トニシテ︑上品ナルハヒノキ︑

モツトモ多ク用フルモノハ
松ト杉トニシテ︑上品ナルハヒノキ︑

六675図

カタキハ栗ナリ︒

松ト杉トニシテ︑上品ナルハヒノキ︑

モツトモ多ク用フルモノハ

もぎ取って︑はふった音はしました

おふみはいそ

六675図

カタキ油日ナリ︒

︿略﹀妹の

そこかこ＼かとさがす

し︑すぐに拾って取ってやる︒

うち︑︿略﹀︑やうく杖を見つけ出

ぎ道ばたを

六628圃

がすことさへ出來ません︒﹂

が︑かなしいことに目が見えず︑さ

六624圏園

るく︑杖をたよりにあるきます︒

六615囲園

ません︒

六614圃囹

ことばやさしくなぐさめる︒

︿略﹀︑その子のかたに手をかけて︑

六605圏姉のおつるは立ちよって︑

を引受けた︒

いくさがはげしくなると︑

六565 謙信は勝氣な人で︑ しょいよ
ては居られない︒
じっとし

六567 謙信は勝氣な人で︑いよいよ
いくさがはげしくなると︑
ては居られない︒

六572信玄は刀を抜くひまがない︒
六576馬はおどろいてとび上った︒
六577信玄はそのすきにあやふい命
をたすかった︒

六581上杉謙信はこんな強い人であ
つたが︑ 又 な さ け ぶ か い 人 で あ っ た ︒

ない︒

六583武田信玄の國は山陵で︑塩が
六583塩はとなりの國から買ってみ
た︒

六676富松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

カタキハ栗ナリ︒

板又斜面トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

めくらは杖を受取って︑
春心﹀︒﹂とれいいって︑見えぬ目な

船ヲ作ルニ用フ︒

六635圃

がらふりかへり︑二人の行くへ見送

六585ところがとなり國では信玄を

れば︑︿略﹀︒

ルコト多シ︒

ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ルニ用フ

六677鳴虫ハデンシン柱二用ヒ︑又

こまらせようと思って︑ 塩を送らせ

日本二居ルケモノノ中デ一番
強イノハ熊デス︒

六644

ないことにした︒

六586
謙信はそれ を 聞 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
じぶんの國から塩を送らせた︒

シテ美シケレバ︑ツクエ・本バコ・

タンス・ハキモノナドヲ作ルニ用フ︒

六685前桐ハヤハラカクシテ弱キ木

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用

バコ・タンス・ハキモノナドヲ作ル

ヒラレザレドモ︑︿略﹀︑ツクエ・本

ニ用フ︒

六688図材木ヲ山ヨリキリ出スモノ

材木ヲヒキテ︑板又ハ柱ト

ハソマナリ︒

ナスモノハコビキナリQ

六691図

ノハダイクニシテ︑︿略﹀︒

六692図材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

私がこ＼へまみつたのは︑こ

私は古机でございます︒

スナドヲ作ルモノハサシモノシナリ︒

六694図︿略﹀︑ツクエ・本箱・タン

六696

の學校がたった年でございますから︑

六697

今年で三十年になります︒

︿略﹀︑友だちにもすかれた善

い子供は︑おとなになってから︑り

六725

つばな人になりました︒

悪い子供は︑おとなになってから︑

六728 ︿略﹀︑友だちにもきらはれた

私は一たい子供がすきでござ

鞭ていつまらない人になってゐます︒

いますが︑︿略V︒

六732
後足デ立上ツテ︑大キナ手ノヒラデ

て︑色どった大きな弓矢や日車がか

六682乗出バカタクシテ︑ナガクク 六742 むねの上には紙のぬさを立て

さをしてみるけれども︑敵の國の人

ッカミカ・ツテ︑スルドイ爪デヒツ

ざつてあります︒

六587園 ﹁われくはたがひにいく 六645 熊が人ニムカツテ來ル時ニハ︑
には何のうらみもない︒

サラザレバ︑家ノドダイ雪椿鐵道ノ

木トシテハ用ヒラレザレドモ︑輕ク

魚がそなへてあります︒

六684図桐ハ︿略﹀︑家ヲタツル材 六744 ぬさの前にはおみきやもちや

マクラ木ナドトス︒

熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑
ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ

六648

カキマス︒

穴588園 ﹁われくはたがひにいく
さをしてみるけれども︑敵の國の人
には何のうらみもない︒
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六761

︿略﹀︑わかものどもはこゑを

そろへて︑そのあとについて歌ひま
した︒

六765 羽織・はかまの主人は一同に
向って︑うれしさ う に ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と
あいさつしました ︒

六776 アレハハシケデアル︒

六786 正面ニアルニ本当ントツノ汽
船ハシキリニキテキヲ鳴ラシテヰル︒

六79一 ハトバノ右二着イテヰル汽船
ハ今荷物ヲオロシテヰル︒

六792 左手ノ汽船ハ今荷物ヲ積ミコ
ンデヰル︒

六795 右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ
ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

六798 オロシタ荷物ハスグニ車ニノ
セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

ナニ

ハ

六80一 アレハ停車場へ送ルノデアラ
ウ︒

ニントク

六804図 大阪二天ハ難波トイヒテ︑
ナニ

ハ

仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒

六804図 大阪ハ昔ハ難波トイヒテ︑
仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒

ニントク

六808図昔仁徳天皇牛立上ル煙ノ少
キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ
タマヒキ︒

六811図今ハ工業モ大イニヒラケテ︑
エントッノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

六812図今ハ工業モ大イニヒラケテ︑
エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

六814図淀川ハイクスヂニモ分レテ
海ニソ・グ︒

六818図

斗組漏壷ノ出入シゲク︑停
港ニハ船ノ出入シゲク︑停

車場ニハ汽車ノ嚢着タエズ︒

六818図
車場ニハ汽車ノ嚢着タエズ︒

三つとや︑みきは一つの

枝と枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六832図圃

六847図圃七つとや︑なんぎをする
人見るときは︑力のかぎりいたはれ

八つとや︑病は口より入

よ︑あはれめよ︒

六852図圏
るといふ︒

ニシテ︑味方ハ小ゼイナリ︒

刀ヲ抜キテ︑甘甘モハラヲ切ラント

ミヅカラ御コトバヲウケ

正成戦死シテ後ハ︑敵ノイ

キホヒマスく強ク︑︿略﹀︒

シタリ︒

シ︒

シ︒

楠木寒晒ソノ後ツネニ皇居

七73図上

﹁父正成ノ戦死セシ時︑

︿略﹀︑一族ノ人々トトモニ戦死ヲト

七85図正行ハソレヨリ戦場二向ヒ︑

タリ︒

タマヒテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセ出サレ

高タマキ上ゲサセ︑正行ヲ近ク召シ

七77下天皇土コレラ聞キ︑ミスヲ

中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

リ︑父ノタメ心心不孝ノ子トナルベ

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

七72図園

モシ病ニカ・リテ早ク死

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ

ナバ︑君ノ御タ空也ハ不忠ノ臣トナ

七71恒等

モシ病毒カ・リテ早ク死

ニモトモナハズ︑﹁︿略V︒﹂ト申シ淺

七64図園︿略﹀︑父ハ臣ヲ合戦ノ場

臣ハワヅカニ十一歳︑︿略﹀︒

七62図園

シ上ゲタリ︒

ルヤウ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑涙ナガラニ申

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

七57図正行コノ度ハサイゴノ合戦

ヲ守りテ︑敵ト職ヒシガ︑︿略﹀︒

七55図

ノ皇居ニウツリタマヘリ︒

七25図園我が生キテフタ・ビ汝ヲ 七54図 ︿略﹀︑天皇ハ吉野山ノカリ
見ンコトバカタカルベシ︒

七27図園︿略﹀︑一門ノ者一人ニテ
モ生キ残りテアル間門︑忠義ノ兵ヲ
起シテ︑天皇ノ御タメニツクスベシ︒

正成ハタシテ戦死シテ︑ソ
ノクビハ家油送ラレタリ︒

七32図

正行ハコレヲ見テ︑カナシ
サノアマリ︑ツト立チテ別室二行キ

七33図
タリ︒

ス︒

六855図圃九つとや︑心はかならず 七35図 ︿略﹀︑正行ハ父ノカタミノ
高くもて︑たとひ身分はひく＼とも︑

母ハ走リョリテ︑正行ノウ

輕くとも︒

七53図

日モワスル・コトナカリキ︒

ヨリ後脚父ト母トノ教ヲ守りテ︑一

七49図正行大イニカンジテ︑コレ

ベシトモオボエズ︒﹂

七47図上カクテハ君ノ御用二立ツ

ハ早クモワスレタルカ︒

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

七46図囹

シミタマヒテニアラズ︒

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

七41図囹父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

コトハアルマジ︒

子ナレバ︑コレホドノワケノ分ラヌ

七39図上﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

くイマシメタリ︒

デヲオサへ︑﹁︿略V︒﹂トテ︑泣ク

六856図團九つとや︑心はかならず 七36図
高くもて︑たとひ身分はひく﹂とも︑
マサシゲ

楠木正行ハ正成ノ子ニシテ︑

輕くとも︒

七12図

正成ノ職義心シバ正行が十

父ニオトラヌ忠義ノ士ナリ︒

七13図

︿略﹀︑正成外道ニテサトス

一歳ノ時ニシテ︑︿略﹀︒

七15図

ヤウ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネンゴロ三言ヒ

フクメテ︑國ヘカヘシタリ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七16図園﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生
トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

コノ度ノ職︑敵ハ大弓イ

七18図囹ナンヂハ年スデニ十歳ヲ
コエタリ︒

コノ度ノ職︑三型大ゼイ

ニシテ︑味方ハ小刀イナリ︒

七19図囹
七22図園

は一は
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ゲタリ︒

七89図 正行ノ如キハマコトニ忠孝
ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
平民ノ手本トイフベシ︒
はほが出る︑菜は花盛り︒

七95韻道をはさんで畠一面に︑萎
七95圃道をはさんで畠一面に︑萎
はほが出る︑菜は花盛り︒

つ風く︑︿略V︒

七112圃 稻は實がいる︑日よりは
七112翻 稻は實がいる︑日よりは
つ〜く︑︿略﹀︒

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

七118圏 松を火にたくみうりのそば

七125園商費上でげんきんといひ︑
かけといふのは何の事ですか︒

か︒

七131園 かけとかけねとは同じです
七132囹 それは全くちがひます︒

七135園 正直な商人はかけねなどは
いひません︒

いひません︒

七136囹 正直な商人はかけねなどは
七137園 小回と卸費とはどうちがひ
ますか︒

七138囹 小早といふのは商人から品
物を使ふ人にすぐに費渡すことです︒

七141園卸責といふのは品物をたく
さん持ってるて︑小津店へ大口に士買
渡すことで︑︿略﹀︒

七145園 問屋といふのは何の事です
か︒

問屋といふのは他人からた

のまれて︑品物を士買つたり買ったり

七146囹
して︑口銭を取る店のことです︒

大豆・小豆・さ㌦げ・そら

してゐます︒

保己一ハソレトモ知ラズ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイフ︒

講義ヲツぐケタレバ︑弟子ドモハ︑

七243図

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︿略﹀︒

七211園︿略﹀︑花は同じく蝶の形を 七233図 保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ
七213園

︿略﹀︑畠の藤豆さんとはち

は見たことがございません︒

私どもの親類で︑小さくて

シカルニ目ハ見エズシテ︑

﹁サテく︑目アキトイフ

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投

七265

イソガシイ時二手ノ足りナイ

手ハスベテノ仕事ノモトデス︒

七283

サルニ撃手ノハタラキヲスル

シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ

モノが四本アリマス︒

七28一

コトハ出來マスマイ︒

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

七277ドンナガクキガアツテモ︑手

フコトデス︒

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

七266

レヲハタラ軍馬ルノハヤハリ手デス︒

色々ナキカイガアツテモ︑ソ

ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒

七254

モノハ不自由ナモノダ︒﹂

七249園

トイヒタリトゾ︒

七248図 保己一ハ笑ヒテ︑﹁︿略V︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂トイフ︒

講義ヲツぐケタレバ︑弟子ドモハ︑

豆類にはつるになるのとな 七245図 保己一ハソレトモ知ラズ︑

豆・なた豆などはすべて私どもの親
類です︒

たとへばごふく問屋といふ

七213園

七148園
ふ人にたのまれて︑それをほかから

れません︒

七217園

七219園

だけでたくさんでございます︒

﹁あなたはそのお美しい花 七264

がって︑私の豆はたべられません︒

七217園

がって︑私の豆はたべられません︒

︿略﹀︑畠の藤豆さんとはち

てるますが︑︿略﹀︑私の豆はたべら

七216園舎はこんな大きななりをし

らぬのがあります︒﹂

のは︑︿略﹀︑又織物を買ひたいとい

用事は四五日ですむはずで

買取ってやる店のことです︒

七158国
用事は四五日ですむはずで

すが︑十日ばかりはあちらに居ます︒

七161国
すが︑十日ばかりはあちらに居ます︒

七165團宿はいつもの所です︒
このよい時節に東京へお上
西洋西瓜には色々あるさう

りはおうらやましい事でございます︒

七172團
七178國

でございますが︑︿略﹀︒

ございます︒

七187囲花の種類は何でもよろしう 七222圏 あなたほどの大きな玉ぶさ
七223囹

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

あなたと私は親類ださうで

ございますから︑どうかこれからお

くれんげ草でございませう︒﹂

七197園

心安く願ひます︒﹂

レナリ︒

この長い綜を出す轟が百匹も

コレハチヱが少イカラデス︒

コシラヘルコトハ出來マセン︒

七283

七229図

ナリシガ︑︿略V︑後脳ハ名高キ導者

七293

頚をかつて絹綜を取り︑絹綜

織る絹綜は出來ない︒

なければ︑木綿はゴ一尺の絹織物を

七291

トナリ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒

ナリシガ︑︿略﹀︑聖旨ハ名高キ學者

七232図保己一ハ五歳半時メクラト

トナリ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒

保己一ハ五歳ノ時メクラト

大年者トナリシ人アリ︑塙保己一コ

七227図

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

藤は﹁︿略V︒どういふわけで︑ 七226岡目ハ見ユレドモ︑字ノ起呼

おたがひに親類の間がらでございま

七199

﹁あなたと私は大そう似て

﹁私はちっとも存じません

すか︒﹂と問へば︑︿略V︒

でした︒

七201囹
七207國

﹁あなたと私は大そう似て

みるではありませんか︒

七208團

葉は羽形で︑二枚つつ向ひ

みるではありませんか︒

七209囹

合ってゐますし︑︿略V︒
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を織って絹織物にするまでには︑大
そうな手間がか＼ る ︒

七294 それを考へると︑絹織物のあ
たひの高いの・も ︑ け っ し て む り で は
ない︒

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

七296 卵からかへったばかりの慧は
りしかない︒

七297 卵からかへったばかりの量は
あり程の大きさで︑長さは一分ばか
りしかない︒

七298 けれども一月ばかりの内には︑

︿略﹀︑ 色 も は じ め は 黒 い が ︑

皆さんの小指程の大きさになり︑
︿略﹀︒

七299

ら︑︿略﹀︒

量をかふのは春と夏と秋の三
わが國は昔から養騒の盛な國

度で︑︿略﹀︒

七341
七342
で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑生縣は外國へ費出す品

物の第一である︒

七343

七346図茶わん・土びん・皿・はち
などはやき物にして︑ぜん・わん・
ぼん・重箱などはぬり物なり︒

七347図茶わん・土びん︒皿・はち
などはやき物にして︑ぜん・わん・
ぼん・重箱などはぬり物なり︒

やき物をつくるには︑土又

は石のこをねりかためてかわかし︑

七348図

・皿・はちの類は︑このすやきにう

七352図我らのつねに用ふる茶わん

かまどに入れて焼く︒

七305 小さい時分はやはらかな葉を

はぐすりをかけて︑ふた＼び焼きた

だんくかはって青白くなる︒
こまかく切ってやるが︑大きくなる

がく︒

花鳥・山水・人物などのも
やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ

七354図

るものなり︒

と︑枝のま＼やる ︒

七312 大きな慧がたくさんで桑の葉
を食ふ時には︑木の葉に雨が降り
か＼るやうな音がする︒

せたる木・竹置生などにうるしを塗

七356図塗物はくりたる木又は組合

七316 翼が桑の葉を食ふのは︑およ
そ二十五日から四 十 日 の 間 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑右ノ方ニハ皿・ハチ・

左ノ方ニハゼン・ワン・ハシナドノ

茶ワンナドノ焼物ヲ費ル店ガアリ︑

七364

を着けたるなり︒

さまぐの色あるは︑皆うるしに色

塗物ヲ責ル店ガアル︒

︿略﹀︑右ノ南島ハ皿・ハチ・

デアル︒

これを見た人は皆ほしいとは

思ひましたが︑何分にも直が高いの

七395

で︑誰一人買はうといふ者がありま

茶ワンナドノ焼物ヲ責ル店ガアリ︑

七365

左ノ方ニハゼン・ワン・ハシナドノ

これを見た人は皆ほしいとは

せん︒

思ひましたが︑何分にも直が高いの

七395

塗物ヲ責ル店ガアル︒

︿略﹀︑マン中ノ道ハセマイガ︑

で︑誰一人買はうといふ者がありま

七373

七372店ハ爾ガハニアツテ︑︿略﹀︒
︿略﹀︑通り道ノセマイ割合入口コン

馬の主は馬を引いてかへらう

せん︒

﹁あ＼︑金がない程残念な

武士としてはあのくらみな

馬をもつて見たい︒﹂

七403園

ことはない︒

七402囹

としました︒

七397

ザツシナイ︒

︿略﹀︑入口霊前へ前ヘト進ン

デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ

七373

ラ︑︿略﹀︒

七374︿略V︑人口皆前へ前ヘト進ン
デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ

妻はこれを聞いて︑夫に向つ

﹁その馬の直はいか程でご

妻は立って︑鏡箱の中から十

一豊はおどろいて︑﹁これは

このお金は私がこちらへま

さだめて皆様は御じまんの

馬に乗ってお集りのことでございま

七424園

そろへをなさいますとのこと︒

人織田様には︑近いうちに京都で馬

七422囹人の話によりますと︑御主

でございます︒

・みる時︑︿略﹀︑父の渡してくれた金

七418園

七413囹 ﹁これは又どうした金か︒

又どうした金か︒︿略﹀︒﹂

七412

雨の金を出して︑﹁︿略﹀︒﹂

七408

ざいます︒﹂

七406囹

て︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑マン中ノ道ハセマイガ︑ 七404

ラ︑︿略﹀︒

七376

︿略﹀︑通り道ノセマイ割合ニハコン

出ロニ近イ所望ハ︑着物・羽

ザツシナイ︒

七382

織ナドヲ責ツテヰル店ガアリ︑出ロ

︿略﹀︑出ロニハ︿略﹀金物屋

ニハ︿略﹀金物屋ト︑︿略﹀荒物屋
ガアル︒

七383

品物ハ皆正札附デ︑カケ直ガ

ト︑︿略V荒物屋ガアル︒

七386
ナイ︒

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ
イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利

七391

思フ物ハスグニ買ヘル︒

七387店ニハ番人が居テ︑買弁ウト

思フ物ハスグニ買ヘル︒

七358図塗物に黄・赤・黒・青など 七387店ニハ番人が居テ︑買ハウト

りてつくる︒

七319 眠る度に皮をぬぎかへて︑し
まひにはからだがすきとほつて見え
る︒

一つある︒

七324 舞の口の中には小さいくだが
七327 繭の中の獄はさなぎとなる︒

七334 蛾は繭から出ると︑やがて卵
を産んで︑間もなく死んでしまふか

は一は

368

せう︒

七426園 あなた様にも︑その折には

ナイカ︒

﹁君ラバ表ダケシカ戸内立

あしを彿ふのですか︒﹂

﹁手紙は四匁までは三明で

﹁手紙は四匁までは三銭で

この手紙は四匁より重いの

不足の時には︑その不足の

に︑差出人が三銭しかはっておきま

七517園

なりません︒

の倍の六鏡だけ切手をはらなければ

すが︑四匁より少しでも重いと︑そ

七515園

なりません︒

の倍の六銭だけ切手をはらなければ

すが︑四匁より少しでも重いと︑そ

七515園

日本紙ハ笑ツテ︑﹁︿略﹀︒水 七514図母は﹁︿略﹀︒﹂と教へたり︒

水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂

ダ︒﹂

西洋紙ハ又﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

﹁葉書や切手や印紙ナドハ

せん︒

です︒

﹁小包郵便は二百匁までは

又新聞は二十匁までが五厘︑

く略V︑書物や十能の類は三

十匁まで二鑓で︑これもたゴの手紙

七533園

十匁まで二鑓で︑︿略V︒

七531囹 ︿略﹀︑書物や窮眞の類は三

︿略﹀︒

七529園

です︒

どんなに遠い所でも︑八銭でよいの

七527園

﹁小包郵便は二百匁までは

どんなに遠い所でも︑雲鏡でよいの

七527園

といひきかせたり︒

七526図 ︿略﹀︑母はなほ﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒

七523図 お花は﹁︿略﹀︒﹂と問ふに︑

ならないのです︒﹂

倍だけを受取人の方で彿はなければ

︿略﹀︑日本紙ハ神ダナヲ指サ 七521園

﹁ソンナニイバツテモ︑ア

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび

お花は﹁はい︒﹂と答へて
く略V︑配達夫は﹁︿略﹀︒﹂

銭をはらひて︑一通の手紙を受取り

母は出で來りて︑やがて六
たり︒

七508図

といふ︒

七506図

受取らんとせしが︑︿略﹀︒

七504図

て︑配達夫は入口に立ちたり︒

七504図

イ︒﹂

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイ卍巴ナレマ

七499園

シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

七497

皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂

七495園

マスト︑︿略﹀︒

七494

ナイコトダ︒﹂

七493園水ニヌレルグラヰハ何デモ

ノガアル︒

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

七491園

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

ニヌレルグラヰハ何デモナイコト

七474 西洋紙ハ﹁︿略﹀︒﹂トイヒマス︒ 七489

七475園
タナイガ︑僕ラバ裏表トモ口過バレ

よい馬にめして︑主人のお目にとま
るやうになされるのが大事と考へま

﹁君ラバ表ダケシ外役二立

ル︒

ル︒

日本紙ハ﹁︿略﹀︒﹂トジマン

フマイ︒﹂

七476囹
七478
シマス︒

便利ニオイテハトテモカナ

タナイガ︑僕ラバ裏表トモ国使バレ

七475園

して︑︿略﹀︒﹂

七431 一豊は妻に禮をのべて︑その
︿略﹀︑一豊の馬ははたして信

馬をもとめました ︒

七432
長の目にとまって︑﹁︿略﹀︒誰の馬
か ︒ ﹂ と た つ ね ま した︒

七436園 ﹁これは一豊の馬でござい
ます︒﹂

日本紙ハコヨリニシテ物ヲ
モトユヒや水引ノヤウナ︑

出帆ナイ︒﹂

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ

七483園

シバルコトが出馬ル︒

七481園

クテ︑少シモ強ミトイフモノガナイ︒

︿略V︑信長は大そう感心して︑ 七479園﹁イやく︑君ラバ破レ易

これが一豊の出世のもとになったと

七442
いふことであります︒
くすのき

七447図蟹 楠木父子の菊水は︑忠
義のかをりなほ高し︒
曾我兄弟に知られたり︒

ぞ が

七449図圏 いほりもかうは孝行の
七466園 マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ

西洋紙ハナホマケズニ︑﹁君

等ハ水回ヌレルト︑スグニベタく

七485

アルシ︑書物モ近ゴロバ大テイ西洋

﹁君等ハ水ニヌレルト︑ス
グラヰ水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナ

お花はあやしみて︑﹁︿略V︑

﹁これにはちやんと三銭の
切手がはってあるのに︑なぜまたお

七512園

と問へり︒

なぜまたおあしを彿ふのですか︒﹂

七511図

イ︒﹂

グニベタくニナルガ︑僕等ハ少シ

七486園

レテモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂

ニナルガ︑僕等月払シグラヰ水ニヌ

︿略﹀︑書物モ近ゴロバ大テ

紙デコシラヘルヤ ウ ニ ナ ツ タ ︒ ﹂

七466園

イ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ
タ︒﹂

︿略﹀︑ 日 本 紙 ハ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト

イヒマス︒

七468

﹁君等ハ水域ヌレルト︑ス

グニベタくニナルガ︑僕等ハ少シ

七471園 ﹁︿略V︑コノタクサンノ障 七487園
黙認当量ラノ仲間デハツテアルデハ

イ︒﹂

グラヰ水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナ
﹁︿略﹀︑コノタクサンノ障

七488園

﹁︿略﹀︒僕等ハ少シグラヰ

ナイカ︒

七472園

子ハ皆僕ラノ仲間デハツテアルデハ
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などよりはよほど安いのです︒
宮城ヲ拝シ奉ル︒

七581図

クスノ

キ

宮城ノ前ノ廣場ニハ楠木
コノ公園ハ新シクシテ︑古

正成ノ銅像アリ︒

マサシゲ

七577図

眞ニテ見知リタルニ重重力・レリ︒

七533囹昔はひきゃくといふものが 七576図 宮城ノ御堀ニハ︑カネテ窺
あって︑手紙や品物を配達しました
が︑︿略﹀︒

早くは配達が出來ず︑賃鏡も高かつ

七535囹︿略﹀︑これは今日のやうに

コ・ニ塩豆シキ池アリ︒

木多カラザレド︑︿略﹀︒

七584図
︿略﹀︑コ・モマタ見渡スカ

たのです︒

七535園︿略﹀︑これは今日のやうに
七593図
シバ

明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

七597図犬の種類はすこぶる多し︒

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

七594図

ギリ︑直家ナラザルハナシ︒

早くは配達が生心ず︑賃鏡も高かつ
たのです︒

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七536園 今では切手をはって出しさ
ますから︑大そう 便 利 で す ︒ ﹂

大なるは小馬の如く︑的な

さきにてもつまめぬ程なれど︑︿略﹀︒

七603図毛のいたって短きものは指

るは猫よりも小さし︒

七598図

るは猫よりも小さし︒

七544図右ノ方ハ魚市場ニテ︑責買 七597図 大なるは小馬の如く︑小な
ノコエカマビスシ ︒

七546図 上野公園ニハ廣キ動物園ア
リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ
タリ︒

七549図 コ・ニハ櫻ノ木多シ︒

昔より﹁犬は三日かへば︑

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

七616図

犬は耳ざとき動物にして︑

眠れる時も人の足音を聞けば︑たゴ

七618図

又その鼻はよく物のにほひ

ちに目をさます︒

七622図

をかぎ分くるをもって︑かりに用ひ

外界にては︑犬をして牛か

て︑えものをさがさしむるに適す︒

七625図

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

又寒き國にては︑犬をして
ある直鎖にては︑︿略﹀︑つ

そりを引かしむ︒

七628図
七633図

又近ごろは職場にも犬を用

かれたる旅人をすくはしむることあ
り︒

七635図

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ
といふ︒

われくは一日も水を飲まな

又冷水浴や海水浴はひふを強

くし︑したがってからだを強くし︑

七652

このやうに水はわれくの生

心をさわやかにする︒

七654

活にもっとも大切なもので︑︿略﹀︒

七656 ︿略﹀︑水がなければ︑生きて

けれども水をたくさん飲みす

みることは出來ない︒

七658

ぎたり︑重い水の中に長くはいって

いっしよについだ梨の木の

みたりするのはどくである︒

いっしよについだ梨の木の

方は︑今年はまだ實がなりません︒

七668困

七668圃

父はこんなにちがふものな

方は︑今年はまだ實がなりません︒

ら︑やしき中の桃の木に皆つぎ木を

七673圏

すると申してゐます︒

一そう手入をして︑來年は

たくさんならせて︑たくさん差上げ

七676団

たいと思って居ります︒

は︑はじめて見たと申して︑おとな

母はこんな美しい大きな桃

味は又かくべつでございます︒

われくは一日も水を飲まな 七686囲 さっそくいたゴきましたが︑

いことはない︒

七639
七639

いことはない︒

りへもおすそ分けをいたしました︒

水を飲まないことはあっても︑ 七687国

水のまじった物や︑水をまぜてこし

母はこんな美しい大きな桃

は︑はじめて見たと申して︑おとな

水を飲まないことはあっても︑ 七688圏

海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外

りへもおすそ分けをいたしました︒

七702

モアル︒

魚類ニハ︿略﹀︑水ノ表面二

色々ノ動物が居り︑サマぐノ植物

七699

水のまじった物や︑水をまぜてこし

われくは毎朝顔を洗ひ︑口

ゆ・茶・汁・すひ物はいふま

をす﹂ぐ︒

七648

でもない︒

七644

らへた物を口に入れないことはない︒

七643

らへた物を口に入れないことはない︒

く略V︑長きものは羊の如く︑ 七641

あるものは頭大きくまるく

あるものは頭大きくまるく

すべて犬は人になれ易く︑
かしこくして︑よく主人の命を守る︒

七614図

くとがりて︑狐の如し︒

して︑し＼の如く︑あるものは顔長

七607図

くとがりて︑狐の如し︒

して︑し＼の如く︑あるものは顔長

七606図

立ちてもその毛はなほ地面に達す︒

七605図

もその毛はなほ地面に達す︒

︿略﹀︑長きものは羊の如く︑立ちて

七553図櫻が岡ヨリ見下掲バ︑見ユ 七604図毛のいたって短きものは
ルカギリハ皆人家ナリ︒

七554図 サレドモコ・ニテ見ユルハ
東京ノ三分ノ＝一モ足ラズトイフ︒

七567図淺南公園円心種々ノ見博物
アリ︒

七571図 川ノ向フガハハ向島ニテ︑
櫻ノ名所ナリ︒

七573図 廣キ東京ノ見物ハ一日ニテ
ハツクシガタシ︒

七573図 廣キ東京ノ見物ハ一日掛テ
ハツクシガタシ︒

七575図今日ハマヅ丸ノ内二行キテ

は一は
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近イ所ヲオヨグモ ノ ガ ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑魚
鯨バカラダガハナハダ大キイ︒

二似タモノニハ︑鯨ガアル︒

七739

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

岩ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガ
アリ︑︿略﹀︑ソコノ砂地二黒ンデヰ

七741

アル︒

ては︑わき目もふらず︑怠らず︑

︿略﹀︒

七805図 ︿略﹀明治丸の船長は︑ 一

︿略﹀︑マヅ二色ノモノハ淺イ

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

七768

日その町の學校へまねかれて︑航海

今日このなつかしい學校へ

私は年中航海をしてみるも

皆さんは海を御存じでせう︒

七817園私の乗ってみる明治丸とい

七815囹

．ませう︒

のですから︑少しそのお話をいたし

七813園

よりもうれしうございます︒

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

七812園

お話を聞いたりしてみたのです︒

の學校へ通って︑︿略﹀︑この講堂で

﹁私も子供の時には短日こ

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ

ヤウニ︑︿略﹀クツツクダケノ用ヲ
ナスモノデアル︒

海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ
廣イ海国ハ︑コノ通りニ多ク

スヒ取ル︒

七774
七776

ノ動物や植物ガアル︒

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

ふのは︑長さが六十間程もある大き

︿略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

ノハ︑陸上デハ見ルコトノ生受ナイ

のきよりおつる雨だれの

我等は人と生れきて︑一

我等は人と生れきて︑︸

︿略﹀︑一たんめあて定め

なります︒

海岸の松原も次第に遠くな

月夜には波が銀の様に光つ

︿略﹀︑その美しさは何とも

言ひ様がありません︒

七827圏

りません︒

て︑その美しさは何とも言ひ様があ

七826園

ます︒

波にうつって︑水の色が金色になり

七825園

日の出や日の入には日光が

つて︑しまひにはもう何も見えなく

七823園

もあります︒

ふのは︑︿略﹀︑乗組の人員は二百人

七818園私の乗ってみる明治丸とい

な汽船で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

七797図圏

はれず︑︿略﹀︒

たん心定めては︑事に動かず︑さそ

七787図團

はれず︑︿略﹀︒

たん心定めては︑事に動かず︑さそ

七786図圃

をうがつなり︒

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

七784図圃

美シイ景色デアラウ︒

ノハ︑陸上デハ見ルコトノ出遅ナイ

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

七779

美シイ景色デアラウ︒

七779

七807園

アル︒

根モ︿略﹀養分ヲスヒ取ルタ

海草二大テイ花が咲カナイ︒

の話をなしたりQ

七771

コンナ所ニハ動物モゴクマレ

海ノ深イ所書何千ヒロモアル︒ 七772

七766 一ガイニイフコトハ出來ナイ
ガ︑ ︿略﹀︒

七767
︿略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ
紅色ノモノハ深イ所与︑茶色

︿略V︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ

所二︑

アル︒

七767

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色
ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ

メノモノデハナク︑タ寸ハナレナイ

七745

コンナ所ニハ動物モゴクマレ
︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラ五

マヅタベラレルモノニハ︑コ

︿略V︑ノリニスルモノニハ︑

テングサガアル︒

七756海草ノ形ハ様々デアル︒

ニハ︑

七753 ︿略Vト
︑コロテンニスルモノ

フノリ・ツノマタ︑︿略﹀︒

七752

リ・モヅクナドガアリ︑︿略﹀︒

ンブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・ノ

七749

ハエテヰル︒

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七748

デ︑植物ハマツタクナイガ︑︿略﹀︒

七746

デ︑植物ハマツタクナイガ︑︿略﹀︒

七745

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

ルモノモアル︒

七714 エビノピンくハネタリ︑カ
ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ
︿略﹀︑タコヤイカノァシヲソ

川ニスムモノトチ ガ ハ ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七716
ロヘテオヨグ様ハマコトニ面白イ︒

七717 アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ
泥ノ上二巴リ︑サザエ・カキナドハ
岩ニツイテヰル︒

泥ノ上二居リ︑サザエ・カキナドハ

七718 アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ
岩ニツイテヰル︒

七718 カキハスグニフエルモノデ︑
物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

七721 軍カンや汽船ハ時々カキヲカ
キオトサナケレバナラナイ程デアル︒

美シイ眞珠ハ︑コノ貝ノカラノ中ニ

七725 指ワヤエリドメナドニハメル
アルノデアル︒

タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ様ナ形ヲ

七728 中デオモシロイノハサンゴデ︑ 七763色モ一様デハナイ︒
シテヰル︒

七73一 カンザシノ玉ヤヲジメニスル
サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒

七736 海ニハ又ケモノガスンデヰル︒
陸ノケモ ノ 一 ＝ 一 年 モ ノ ニ ハ ︑

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑魚

七737

二男タモノニハ︑鯨ガアル︒

七739 陸ノケモノニニタモノニハ︑
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七828園 ある時には鯨が頭から高く
水けを吹いてみることがあります︒
の上へとび上ることもあります︒

七833園 又ある時にはとび魚が甲板
七838園 そこに居る人は私たちとは
まるでちがった風をして︑かはった
ことばで話してゐます︒

まるでちがった風をして︑かはった

七839園 そこに居る人は私たちとは
ことばで話してゐます︒
みて︑又その話をつゴけたり︒

七845図 船長はこつぶの水を一口飲
七847園 ﹁航海といふものはかうい
ふ 面 白 い も の で す が︑︿略﹀︒

七897図

﹁杉野ハ今請酒ヲ終ヘタ

中佐ハシヅカニ︑﹁︿略﹀︒﹂

が出てみれば︑それに便って︑居る

七899図
リQ

一同乗リウツレ

ヲアビセカクルコトイヨく盛ナリ︒

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

七922血中ニモ福井丸ノボートニハ

七923図ボートハ水ニオツル砲丸ノ

中佐ハボートニ坐シテ︑ナ

シブキニ包マレタリ︒

タリQ

一爽ノ砲丸ハタチマチ中佐

ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

七924図

タヅネ來ン︒﹂ト︑タぐ一人タマナ

七902図

中佐ノスルドキ聲ハ敵ノウ

﹁今一度︒﹂ト︑中佐ハ三タ

聖母次第浮沈ミ行キテ︑水

四隻ノ船ハ皆爆沈シテ︑乗

せ

中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ

代々の天皇は皇大神宮をた

諸子は皇大神宮のかくばか

その神勅によりて︑代々の

︿略﹀︑一年中の重だちたる

祭日には勅使を差立てたまひ︑︿略V︒

八33図

まふ御定なりと承る︒

して︑二十年ごとに新しく造らせた

﹁今ハゼヒナシ︒﹂ト︑中佐 八29図神殿は昔ながらの白木造に

が︑︿略﹀︒

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

八26図

りたふときいはれを知れりや︒

八19図

のなし︒

らず伊勢に参拝せんと心がけざるも

い

八16図︿略﹀︑一生に一度は︑かな

︿略﹀︒

ふとびたまふこときはめてあつく︑

八12図

残シテ︑海ノ中野ハウムラレタリ︒

七926図

ノ身ヲ梯ヘリ︒

七925図
ガタナシ︒

︿略﹀︒

雨は夜中にはれて︑今日は

雨は夜中にはれて︑今日は

く略V︑敵ノ砲毫ヨリハ砲丸 うら﹂かなる天氣なり︒

八41図

うら﹂かなる天氣なり︒

四隻ノ船二男爆沈シテ︑乗 八41図

員厄害ヒくニコギサラントシ︑

七918図

ハボートニ乗リウツレリ︒

七917図

佐ハボートニ乗リウツレリ︒

七916図園﹁今ハゼヒナシ︒﹂ト︑中

ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒

七914図

ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒

七914図船ハ次第二沈ミ行キテ︑水

ビタヅネマハレリ︒

七912図

七911図サレド杉野ハ見アタラズ︒

チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒

七909図

中佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒

七907図

﹁残念ナリ︑今一度︒﹂ト︑

ク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野ノス

中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

タハラニ卸サレテ︑

ボートハヤガテ福井丸ノカ

七898図画

日本は海外でありながら︑

ルゾ︒

場所や方角がちゃんと分ります︒

海岸には燈毫がありますか

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

七867園
いふことが分ります︒

七869園海岸には燈皇がありますか
ら︑それを見ると︑あれはどこだと
この星を見分けることや︑

いふことが分ります︒

七872園

燈塁のあかりを知ることは︑船に乗
この星を見分けることや︑

る者には大切な事です︒﹂

七872園

馬蝉のあかりを知ることは︑船に乗
船長はかくいひ終へて︑一

る者には大切な事です︒﹂

す︒

海を恐れる人の多いのは残念な事で

七877園

段と聲をはり上げて︑﹁︿略﹀︒

七851囹く略V︑山の様な波が立って︑ 七874図
船は今にも沈むかと思ふ様になりま
す︒

七852園 しかし船はなかく沈むも
のではありません︒

す︒

こはがる者があるではありませんか︒

七879園

ちよつと渡船に乗ってさへ︑

海を恐れる人の多いのは残念な事で

七852囹 しかし船はなかく沈むも 七878園 日本は海軍でありながら︑
のではありません︒

七856園 きりや雪で︑方角の分らな
くなった時には︑悪くすると︑淺瀬
へ乗上げたり︑︿略﹀する様なまち

七882園海の波を見たばかりで︑恐
ろしがる人があるではありませんか︒

がひが三五ます︒

七858園 そんな時には海の深さをは

七884闘︿略﹀︑こんなことではどう

七919図

︿略﹀︒

員ハ思ヒくニコギサラントシ︑

大砲ノヒ寸キハ︑天モオチ︑ 七918図
廣瀬中佐ノ乗レル福井丸ハ︑
今旅順ノ港ロニ進ミタリ︒

リヨジユン

七895図

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七893図

して海國の國民といはれませう︒

かったり︑きてきやかねを鳴らした
りします︒

七861囹船にはらしんぎといふもの
があって︑それで方角をとって進ん
で行くのです︒

七863園 又夜はいくら暗くても︑星

は一は
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八45図五十鈴川は流早くして︑水
清らかなり︒

八59図 ︿略﹀︑神殿の御屋根はかや
むね
にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑
爾はしに千木をうちちがへたり︒

八59図 ︿略﹀︑神殿の御屋根はかや
むね
にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑
爾はしに千木をうちちがへたり︒

三郎さんは實にかはいらし

けませんよ︒

八119團
く掌りました︒

おはなさんも︼人の分はほ
なるほど皆さんと一しょの

んとによく窺ってゐます︒

八122國
八124團
分は︑おはなさんも次郎さんも少し

おはなさんはしばらく見な

まじめになってゐます︒

いうちに︑髪が大そうきれいになり

八126圃

金色の金物きらくと日にかゴやけ

八62図 材は皆ひのきの白木を用ひ︑
り︒

母ハ皇所デ朝飯ノシタクニ

母ハ皇所デ朝飯ノシタクニ

町ハ段々人通リガ多クナツテ︑

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛
乳ヲ家々二配達シテアルク︒

八143

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

八143新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛

車モ通り︑馬モ通ル︒

八142

ノ用向ヲシラベテヰル︒

カ・リ︑父ハハや店ニスワツテ商費

八139

ノ用向ヲシラベテヰル︒

カ・リ︑父ハハや店ニスワツテ拷責

八139

八137人ハ皆ネドコヲハナレタ︒

ました︒

八66図 その他には何の御かざりも
な き 質 素 な る 御 か まへ︑︿略﹀︒
か ん なめ

八77図 今日は神嘗祭なれば︑夕方

か ん なめ

には内宮へ勅使の参舞もあるべしと
いふ︒

八77図 今日は神嘗祭なれば︑夕方
には内宮へ勅使の参昇もあるべしと
いふ︒

みを達したるは何等の幸そや︒

八79図 今日のこの日に年來ののぞ

八104國 三郎はいつもにこくして
ゐますから︑爲眞でも笑って窮って
ゐます︒

ヲ持ツテ︑メイくノ仕事ニカ・ル︒
︿略﹀︑石屋ハノミ︑カヂ屋ハ

ッチ︑仕立屋ハ針︑ソレぐノ道具

八146

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

キ者上知ラセントテ︿略﹀︒﹂

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八182図園 ﹁︿略﹀︑絡ベテ物ハ破レ

キ者二知ラセントテ︿略﹀︒﹂

︿略V︑石屋ハノミ︑カヂ屋ハ

ヲ持ツテ︑メイくノ仕事ニカ・ル︒

ッチ︑仕立屋ハ針︑ソレぐノ道具

八146

ヲ持ツテ︑メイくノ仕事ニカ・ル︒

﹁我モコレ程ノ事ハ心得

﹁︿略﹀︑絡ベテ物ハ破レ

八207

初は近所の人にもうらやまれ

親類や友だちは大そう心配し

ある日一人の友だちは︑この

農夫は之を聞いて︑︿略﹀と

農夫は之を聞いて︑近年萎の

農夫は之を聞いて︑近年萎の

友だちはふと思ひ出したやう

あるまいかと思ひました︒

取高の少いのは︑この雀のせいでは

八206

あるまいかと思ひました︒

取高の少いのは︑この雀のせいでは

八205

思ひました︒

八204

のだといふことを話しました︒

えるもので︑又上そう作物を荒すも

八203 ︿略﹀︑雀といふものはすぐふ

く世間話をしてみたが︑︿略﹀︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八199

く考へてるました︒

まして︑どうしたらよいかと︑いろ

八196

の中によほど財産を減らしました︒

る程の身代でしたが︑︿略﹀︑五六年

八193

キ者二知ラセントテ︿略V︒﹂

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

村デハ農夫ガクハヲカツイデ︑ 八183図説 ﹁︿略﹀︑絡ベテ物一理レ

兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ

學校デハモウ授業ガハジマツ

タンボへ出ル時デアル︒

八147

八149
タ︒

八152

兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ

停車場へ急グ︒

八152

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ

人ノ職業ニハイロくアツテ︑

停車場へ急グ︒

︿略V︒

八154
八157

出ス外事ナイ︒

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ
何モシナイデ遊ンデヰルノハ

出ス外寸ナイ︒

八158
八159

樂ナヤウニ見エルガ︑却ツテ苦シイ
モノデアル︒

八169松園
タリ︒

八181図園

張りカヘント思ヘドモ︑︿略﹀︒﹂

八π9蜜義モ後ニハコトぐク

苦シ︒﹂

大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑ 八176図圏切張ハマダラニナリテ見

︿略﹀︑石屋ハノミ︑カヂ屋ハ

ッチ︑仕産ハ針︑ソレぐノ道具

八145

イくノ仕事ニカ・ル︒

︿略﹀︑ソレみ＼ノ道具ヲ持ツテ︑メ

八145

イくノ仕事ニカ・ル︒

︿略﹀︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

八106団私もみんなと一しょの分は 八145 大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑ 八161 働クコトハ人ノ本分デアル︒
まじめになり過ぎましたので︑にい
さんによそ行の顔だといって笑はれ
ました︒

八109囲 一人の分はうっかりしてゐ
る間に窺されましたので︑かへって
よく官同りました︒

八113圏 伯母様お笑ひになってはい

373
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に︑﹁︿略﹀︒﹂

八208園 ﹁それはさうと︑君は白い

かたく友だちの手を握りしめました︒

﹁おかげで目がさめた︒御

マツチハーダースノ償三四

カクノ如ク償ノ安キモノニ

銭グラヰナレバ︑一箱三四厘ニモ足

八382図

ラズ︒

サラバトテ入ラントスルニ︑ 八384図

恩は一生忘れない︒﹂

農夫は驚いて︑其の愛俵を取 八273囹

とするのです︒

八241
りもどしました︒

八302図

テ︑カクノ如ク便利ナルモノハ世二

取りもどして蹄って來ると︑

少カルベシ︒

コハ如何二︑カノ死人ト見エシバ︑

レタレバ︑サ程ニハ思ハザレドモ︑

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

諸子ハイマダマツチノ製造

マツチノ製造ニ一驚クベキ

マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑

外國ニテ獲明セラレタルモノナリ︒

八404図

ソマツニハ使フベカラズ︒

八403図之ヲ思ババ一本ノマツチモ

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八401図 ︿略﹀︑ 一箱ノマツチが我等

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑︿略﹀︒

八395図箱ハウスキ木片ヲ折り︑其

手数ノカ・ルモノナリ︒

八391図

場ヲ見タルコトナカルベシ︒

八389図

利ナルニ驚カル・ナリ︒

昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二塁ノ便

八387図︿略﹀︑此ノモノノナカリシ

︿略﹀︒

レタレバ︑サ程ニ静思ハザレドモ︑

八386図

︿略﹀︒

︿略﹀︑カノ死人ト見エシバ︑

僕は時々其の仕事場の前に立

﹁自分は今こそこんな小刀

ある時は釘をこしらへてみた︒
かま
ある時は鎌をきたへてみた︒

つて見てみた︒

八318

フスマニエガケル給ナリシナリ︒

八308図

フスマニエガケル糟ナリシナリ︒

工恐ルく近ヨリテ見レバ︑ 八385図 我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

内ニハ黒ブクレニナリテクサリタル

農夫はおこって︑其のばけつ
﹁成程これではいけない︒﹂

八307図

死人横タハリテ︑︿略﹀︒

此の下女は毎朝かうして︑主

今度は下女がばけつをさげて︑牛小

八252

たのです︒

人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ

八249

屋から出て來ました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ふしぎさうな顔 八244

雀を見たことがあ る か ︒ ﹂
八213

附をして︑農夫は問返しました︒

八214 友だちは答へて︑﹁居るさう
だ︒

八222 農夫は此の話を聞いて︑﹁そ
れはめづらしい︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 思 ひ ま
した︒

八254園

﹁朝ね程損なものはない︒

を引ったくりましたQ

かして其の雀をつ か ま へ て 見 た い ︒ ﹂

八257園

八222園 ﹁それはめづらしい︒どう
八226 次の朝農夫はいつになく早く
八262

八321

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八333園

は人に知られた刀かちで︑︿略﹀︒

︿略﹀︑下男や下女は早くから

其の後は毎朝必ず早く起きて︑ 八319

起きて︑︿略﹀︑ 屋 敷 の ま は り を 見 ま
︿略﹀︒

畑へ出して働かせ︑自分はどうかし

八262

はって︑野原の方までも行ってたつ
ねましたが︑︿略﹀ ︒

て白雀を見つけようと︑たつねまは

︿略﹀︑若しや白雀が居はしま

いかと︑屋敷のまはりを見まはって︑

八227

﹁︿略﹀︑元は少しは人に知

刀は武士のたましひといは

刀は武士のたましひといは

レリ︒

ヨリ内地ニチモ之ヲ製造スルニイタ

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑明治八年

八405図我が國ニチハ︑初ハモツパ
其の後をついで︑朝から晩まで相か

︿略﹀若いむすこが︑今では
はらず︑﹁︿略﹀︒﹂と働いてみる︒

八343

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

れたものだから︑きたへる時は身を

八337園

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

れたものだから︑きたへる時は身を

八336囹

られた刀かちで︑︿略﹀︒

八334園

は人に知られた刀かちで︑︿略﹀︒

や釘などを造ってみるが︑元は少し

﹁自分は今こそこんな小刀
りました︒

其の中に雀のことはいつかわ

﹁どうだ︑白雀は見つかつ
農夫は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

八334園

野原の方までも行ってたつねました

︿略﹀︑下男や下女は早くから

畑へ出して働かせ︑自分はどうかし

八263

て白搾を見つけようと︑たつねまは

が︑︿略﹀︒

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

八231 蹄って見ると︑自分の家は戸

一週間程たつねたが︑白樫は

りました︒

たか︒﹂

八271園

よく働きました︒

り心がけるやうになって︑夜も書も

すれて︑たゴ身代を取返す事にばか

八266

見つかりませんでした︒

八265

る様子がありませ ん ︒

八232 日はもう高く上ってゐます︒
みるのに︑誰も草をやるものがあり

八233 牛小屋の牛はしきりに鳴いて
ません︒

八237 水車場へ行くのかと思って見
てるると︑水車場の方へは行かずに︑

八272

居酒屋の方へ行きます︒

あるので︑其のかたに持って行かう

八238 此の男は居酒屋に酒代の借が

は一は
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空を飛ぶ必要はないから︑つばさは

﹁こちらでは近年にない大

に知らせんとする時は本文の終り又

八457園

はなはだ小さい︒

八405図我が國ニチハ︑初ハモツパ

は受信人居所氏名の下に片蓋名にて

走ることは馬よりも早いので︑

はぎの長い鳥は首も長く︑首

の長い鳥は大ていくちばしも長い︒

八565

の長い鳥は去ていくちばしも長い︒

八565はぎの長い鳥は首も長く︑首

はなはだ小さい︒

空を飛ぶ必要はないから︑つばさは

八564

はなはだ小さい︒

空を飛ぶ必要はないから︑つばさは

走ることは馬よりも早いので︑

記すべし

嚢信人は自己の居所氏名を

別し易き様大書すべし
八48図図

鎌足︿略﹀︑大事ヲ成スニ

可成本字にて此虜に記すべし

八505図

ハ此ノ皇子ライタぐキ奉ルヨリ他二
道ナシト思ヒシガ︑︿略﹀︒

鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御後ニ

中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ
テンヂ

︿略﹀︑つる・がん・つばめな

駝鳥ははぎも首も長くて︑く

くて︑くちばしばかりが長い︒

ちばしだけが短い︒

八567

水鳥のくちばしは平たくて先

が圓く︑陸鳥のくちばしは圓く細く

八568

水鳥のくちばしは平たくて先

て︑先がとがって居る︒

八569

いすかのくちばしは上と下が

目の最も恐ろしげなのは︑わ

目の最も恐ろしげなのは︑わ

し・たかの類で︑からだの割合に目

八582

くなどである︒

の最も大きいのはふくろふ・みみつ

し・たかの類で︑からだの割合に目

八578

くひちがってみる︒

八574

ちばしがことに鋭くて︑や＼太いQ

わし・たか・とびなどは即く

が圓く︑陸鳥のくちばしは固く細く

鶴・さぎ・くひななど水の中
陸上に居る鳥で︑はぎの長い
駝鳥は鳥類の中で一番大きく
走ることは馬よりも早いので︑

八572

どの様に︑氣候によってすむ所をか

又にはとり・七面鳥・あひる

て︑先がとがって居る︒

八563

て︑卵も子供の頭程ある︒

八561

のは駝鳥である︒

だてう

八561

をあるく鳥ははぎが長い︒

八558

のつばさが小さい︒

などはく略﹀高く飛ばないから︑其

八554

へる鳥は︑紹べてつばさが大きい︒

八551

此ノ御方ナリ︒

八542國天智天皇ト申シ奉ルハ即チ

ツキ給フ︒

八541図

デズ︒

討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出

八529図他ノニ人ハ此ノ問二入鹿ヲ 八566 併しかはせみははぎも首も短

シタガヘリ︒

八525図

八563

火事だから︑誰かすぐに東京へ電報

かなければならない︒

電報は十五字までが︸音信

は書くには及ばない︒

八483圏

で︑にごった字は二字に数へるから︑

電報は十五字までが一音信

︿略﹀︑十五字になるやうに書いてご
らん︒﹂

八486圏

で︑にごった字は二字に敷へるから︑

電報迭達の際嚢信人居所氏

︿略﹀︑十五字になるやうに書いてご
らん︒﹂

八48図図

八48図二本文中の冷冷は片假名と分

を打つたのだらう︒

サクヤノクワジニウチハヤ

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑明治八年
八464困

ヨリ内地ニチモ之ヲ製造スルニイタ
レリ︒

ケマセンデシタ
八468園

八407図今日ニチハ其ノ製造ハナハ
ダ堅目シテ︑外國へ輸出スルモノノ

八468園電報の文は成るべく短く書

﹁それでは少し長過ぎる︒

ミニテモ︑一年間一千萬圓ノ金高二
達シ︑︿略﹀︒

天略﹀︑火事の昨夜あった

﹁︿略﹀︑火事の昨夜あった

は書くには及ばない︒

ことはもう御存じだから︑サクヤと

八479園

は書くには及ばない︒

ことはもう御存じだから︑サクヤと

八478圏

い︒﹂

んなにていねいに書くことはいらな

八415 火事だ︑火事だ︒どこだらう︑ 八474三又ことばも電報だから︑そ
あまり遠くはないらしい︒

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼

八419 火元は裏町通の材木屋で︑も
けてるるのださうだ︒

八426 ︿略﹀︑今夜の此のはげしい風

では︑どこまで焼けて行くか分らな
い︒

八428 仕合に風上で安心だが︑叔父

はとうく焼けおちたさうだ︒

さんのうちはどうだらう︒
八479園 ﹁︿略﹀︑火事の昨夜あった
むね
ことはもう御存じだから︑サクヤと
八435 ︿略﹀︑二棟の土藏の中︑一棟

八436 役場は幸に焼けなかった︒

八439 火は一日も無くてはならぬも
のである︒

八439 火は一日も無くてはならぬも
︿略﹀︑火の力を要することは

のである︒

八442
敷へきれない程多い︒

八446 聞けば此の火事は材木屋の小
屋 か ら 出 た の で ︑ ︿略﹀︒

名を送達紙の外部に表はさんとする
獲信人の居所氏名を受信人

八449 火は實に恐ろしいものだ︒

八48図図

ものは其居所氏名を此庭へ記すべし

ならぬ︒

八451 火の取扱は大切にしなければ
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の最も大きいのはふくろふ・みみつ

八652

八651

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ様二三

藍主査カラ取りマスカ︒

は

綿虫實カラトリマスガ︑藍ハ
綿ハ實カラトリマスガ︑藍ハ

初は熱があまり高いので︑

こちらの方はどうとも都合

こちらの方はどうとも都合

がっくから︑心配するには及びませ

八687圏

ん︒

がっくから︑心配するには及びませ

八686団

ましたが︑︿略﹀︒

一時はどうなることかと心配いたし

八671国

ましたが︑︿略﹀︒

︼時はどうなることかと心配いたし

八669国初は熱があまり高いので︑

葉ト董カラ取ルノデス︒

八654

葉ト董カラ取ルノデス︒

八653

二作リマス︒

くなどである︒

るなどで︑長いのはきじ・山鳥・く

八585 尾の短いのはかはせみ・あひ
じやくなどである ︒

八586 尾の短いのはかはせみ・あひ
るなどで︑長いのはきじ・山鳥・く
じやくなどである ︒

八587 くじゃくは時時尾を扇形にひ
び

ろげて見せる︒

其の名をおへる湖の か〜みの如き

八597図幅 琵琶の形に似たりとて︑
水の面︑あかぬながめは八つの景︒

ロリ

ひ
八607図圃 春より先に咲く花は︑比
良の高ねの暮の雪 ︒

織物ハドウシテ造りマスカ︒

八622 皆サンノ着物ニシテヰル木綿
木綿綜ハドウシテ出国マスカ︒
ん︒

八691囲此のかはせの金は︑ほんの

綿ノ木ハ畑二作リマス︒

僅かですが︑何かすきな物を買って

ルが如シ︒

八741図

爪アリ︒

︿略﹀︒

虎ト猫トハ最モヨク相似タ

猫ノロニハ上下二二本ヅツ

埠頭ノ舌ニハ内方二向ツテ

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑

八744図

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八743図

足ノ先口ハ鋭クシテ曲レル

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八738図虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド

ル獣ナリ︒

八729図

八725図春期はすべて相持なり︒﹂

に暮すべし︒

︿略﹀耳は食事の知らせを 八724図囹今より後はたがひに親密

聞きても知らぬ風をし︑目は食物を

八703図

︿略﹀耳は食事の知らせを

見ても見ぬふりをして過し︑︿略﹀︒

八704図

聞きても知らぬ風をし︑目は食物を
見ても見ぬふりをして過し︑︿略V︒

︿略﹀︑手は食物を口に入

る﹂ことを止め︑足は食堂へ行くこ

八705図

︿略﹀︑手は食物を口に入

とを止めたり︒

八706図

る＼ことを止め︑足は食堂へ行くこ
かくて二三日を過せしに︑

とを止めたり︒

八709図

︿略﹀︑皮膚の色さへ青ざめて︑身膿

たれり︒

れるをさとりしならん︒

八721図上諸君は今にして諸君の誤

タ挙挙ノ毛色ニハ黒・白・

我等若し汽船に乗りて︑

アメリカ大陸は北アメリカ

イギリスは我が日本帝国の

も盛に︑海軍強く︑商船多し︒

如き島國にして︑商業・工業いつれ

八771図

ふ國あり︒

八764図嚢には合衆人とい

と南アメリカとに分る︒

八763図

べし︒

二週間の後にはアメリカ大陸に着く

︿略﹀︑東へ東へと進み行かば︑凡そ

八762図

陸の東の海中にある島國なり︒

八758図我が大日本半玉はアジヤ大

三毛ナド様々アレド︑虎ハ一様ナリ︒

八754図

三毛ナド様々アレド︑虎ハ一様ナリ︒

こ＼において︑胃は一同に 八753図タぐ猫ノ毛色ニハ黒・白・

は全く力なきにいたれり︒

八711図

向って日く︑﹁︿略﹀︒﹂といふに︑手

犀鳥一同成程と感心せり︒

﹁諸君は知らずや︑我は
たゴ坐して食ふ者にあらず︒

八712図園

﹁諸君は知らずや︑我は
た窟坐して食ふ者にあらず︒

八712桑園

我の職務は食物をこなし
我若し食物をこなす事な

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八713図園
八715図園

︿略﹀︑新しき血出來ずし

くば︑全身を養ふ血は如何にして得
らるべき︒

﹁我等はつねにいそがし

八718図囹
︿略﹀︑これより後は耳は食

く働けるに︑汝はただ坐して食ふの
八703図

事の知らせを聞きても知らぬ風をし︑
︿略﹀︑足は食堂へ行くことを止めた．
り︒

て︑諸君は皆却って自ら苦しむにい

みにて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

八698指環

みにて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

﹁我等はつねにいそがし

上げて下さい︒

頃二實が熟シマス ︒

八636 綿ノ中ニハ種ガアリマスカラ︑
綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取去ル
ノデス︒

アルノハ︑ドウシテコシラヘルノデ

八641 木綿織物日︿略﹀色々ナ縞ガ
スカ︒

メマス︒

八643 紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染

八698図園

種ヲ蒔クノハ五月頃デ︑七月

綿ノ木ハドコニ出來マスカ︒

綿ハ何カラ ト リ マ ス カ ︒

3 3 1 8 5

頃二花が咲イテ︑ 九月カラ十月ノ初

八 ノ天 ノ、 ノ、 ノ、
63 63 63 62 62

は一は
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八775園 首府ロンドンは世界の都市
中にて︑人口最も多きところなり︒

八778図 ヨーロッパ大陸にはフラン
刈・ドイツ・ロシヤ等の華々あり︒

八781図 フランスは海をへだててイ
ギリスの南にあり ︒

北半球にて百花咲きみだれ

八834図

地球上に住む人類は総敷十

六億ありて︑其の人種はさまぐな

八815図
て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑南半球に
り︒

北極・南極に近き地方にて

り︒

八835図

アフリカ人は皮膚黒く︑髪
我等日本人は髪も黒く︑眼
我等日本人は髪も黒く︑眼

明治三十七八年ノ戦役二︑

︿略﹀︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬

中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人ハ軍神ト

八844

ゼイアツタガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑名智ノ戦死ヲトゲタ軍人ハ大

八842

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

八838図

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

八837図

ちゴれたり︒

八836図

白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

ヨーロッパ人は大むね皮膚

六億ありて︑其の人種はさまぐな

八835図地球上に住む人類は総数十

てはく略﹀秋の時候なり︒

北半球にて百花咲きみだれ

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑南半球に

八815図

北極・南極に近き地方にて

てはく略﹀秋の時候なり︒

八817図
は︑半年は書にして︑半年は夜なる

八785図 フランスの隣國にて︑其の
所あり︒

所あり︒

と能はず︒

八821図

ある土人の如きは氷を以て

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ

八818図

か﹂る地方にては氣候つね

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

八818図

所あり︒

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

北極・南極に近き地方にて

東北にあるドイツは設問のよく開け

な

八817図

たる國なり︒

八786園 ロシヤはヨーロッパ大陸の

し

東部にひろがれる國にして︑其の領
地合だ廣く︑︿略﹀︒

八789図 アジヤ大陸には印度・支那
かんこく

・韓國等あり︒

八796図 ヨーロッパより船にて日本
へ錦るには︑︿略V地中海を過ぎ︑
印度洋を渡りて︑東へ東へと進むな
り︒

八807図 我等の住む世界は圓きもの

橘中佐ハ東宮武官トシテ皇太

マデイハレタ︒

八845

子殿下ノ御信任ノアツイ軍人デアツ

又世界の中には︑年中夏の

家を造りて住めり︒

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

︿略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

︿略﹀︑中佐ハ︿略V︑八月末

バナラナイト︑︿略﹀︒

二︑︿略﹀︑メザマシイ働ヲシナケレ

八847

タ︒

か＼る地方にては︑人は皆
はだかにして︑布片を身膿の﹇部に

八826図

知らざる國あり︒

地 球 の 表 面 の 凡 そ 三 分 の 二 八823図

故︑名づけて地球といふ︒
八808口q凶

は海にして︑三分の一は陸なり︒

八809図 地球の表面の凡そ三分の二
は海にして︑三分の一は陸なり︒

八811図 地球を南北の爾半球に分て
ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

まとふに過ぎず︒

レウヤウ

八85！

ノ訳語ノ職二丁︑部下ノ大隊ヲヒキ

か＼る地方にては︑人は皆

ヰテ︑勢鋭ク進撃シタ︒

八826図

はだかにして︑布片を身膿の一部に

八812図 北半球と南半球とは時候全

まとふに過ぎず︒

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬

八858

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ

︿略V︑盛二揮丸ヲ打出ス︒

八854

なり︒

八813図 北半球と南半球とは時候全

りて面白く︑山川の風景もうるはし︒

︿略﹀︑雪月花のながめも折節にかは

我が日本の國の大部分は︑

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬

八829図

なり︒

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ

以テムカヘタ︒

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

八861

中佐ハマツサキニ立ツテ︑敵

以テムカヘタ︒

中ヘヲドリコンデ︑タチマチ三人ノ

八862

敵ノ揮丸ハ雨アラレノ様二飛

敵ヲ斬り殺シタ︒

八864

中佐ハハヤ︑右手二一ケ所ノ

ンデ來ル︒

時ハ八月三十一日ノ朝日モマ

傷ヲ受ケタガ︑少シモヒルマズ︑

八865

︿略﹀︒

八868

敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

イカニ心珊瑚クテモ︑身ハ鐵

イカニ心ハ堅クテモ︑身ハ鐵

ヲウチカケタ︒

八871

八872

石デナイ︒

テ

之ヲ見始敵ハ更二新手ヲ加へ

アラ

砲揮ニタフレル兵士広敷ヘキ

石デナイ︒

八872

八873

レナイ︒

テ︑ブタ・ビ攻奪ヨセテ來タ︒

八873

中佐ハ﹁︿略﹀︒﹂トサケンデ

部下ヲハゲマシ︑敵ヲ撃退スルコト

八875

此ノ時中佐ハスデニ第二弾ヲ

数度二及ンダ︒

八879

ソレデモタワマズ︑奮戦ヲツぐケテ

右手二︑第三揮ヲ腹三諦ケテ居タガ︑

居ルト︑︿略﹀︒
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八883

︿略﹀︑間モナク砲揮ノ破片ガ

中佐ノコシニアタツテ︑中佐ハドウ
ト其ノ単二倒レタ ︒

ヲ壕ノ内二入レテカイハウシタ︒

ホリ

八886 カタハラ早耳タ一軍曹ハ中佐

八887 戦ハマスくハゲシイ︒

イ︒

八916囹

からん︒

九14図

代々の天皇の君位に即かせ

草薙劔は即ち其の一なり︒

つぎ給ふ︒

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

其ノ直土オレノ死髄ヲセオ 九13図

ツテ露ル積りデカケツケヨ︒﹂

︿略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

起ツテモ︑砲聲・銃聲ハ絶エナノー︒

八921

あめのむらくものつるぎ

此の歩初は天叢雲劔と申

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

馬丁ハドウナルコトカト心配 九15図
なれり︒

八921
シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

尊は﹁︿略﹀︒﹂と問はせ給
へば︑︿略﹀︒

九23図

タガ︑︿略﹀︒

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

勇氣一一ミチタ軍人デ︑︿略﹀︒

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑︿略﹀︑ 八925

杖二起上ラウトスル︒

八888 中佐ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ
八889

ケハシイガケヲカケ下りタ︒

クラモアルガ︑︿略V︒

﹁我等には元八人の娘あ

く略V︑おきなは﹁︿略﹀︒﹂

しむぞ︒﹂

八893 二人甲骨ゲ出サレテユメウ 八927 中佐ノ様ナ何方ヲシ隼人ハイ 九24図園 ﹁何故にかくは泣きかな
ツ・︒

九26図
と答ふ︒

九27図園

りしが︑︿略﹀︒

九39図尊時分はよしと︑おびさせ

東海道の旅行中︑最も多く

衆人の目をひくものは︑富士山と名

尊﹁こは神辺なり︑私す

かの大蛇の住みし上には叢

神に奉り給ふ︒

べきにあらず︒﹂とて︑之を天照大

九42図園

を斬り給ひしに︑︿略﹀︒

給へる劔を抜きて︑ずたずたに大蛇

名古屋城は今より凡そ三百
らしめたる名城にして︑︿略﹀︒
まさ

八938図

九46図

せ

雲鳥に立ちこめたれば︑劔の名を天
叢雲劔と申せり︒
い

﹁此のあたりには鹿多し︒

草薙劔は尾張の國にとゴめ

給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑

︿略﹀︒

ペン
櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツテ︑

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ

九66図

れり︒

九610

又其ノ辮高士ク別々ニナツテ

辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

九72

ヰルカラ︑ 一ツヅツニ取離スコトガ

癬ノ色ハ白岩ハウス桃色デ︑

出來ル︒

ガク

九74

辮ノ色ハ白又ハウス桃色デ︑

韓ノ色ハ青イ︒

ガク

九75

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

薯ノ色ハ青イ︒

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑豆や藤

九78

ノ花ノ辮ハ不揃デアル︒

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑癬削回

又ユリヤアヤメノ花町韓ノ色

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

九79

︿略﹀︒

九81

豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰルシ︑

ガ辮トーツ色デアル︒

朝顔ノ花ハジヤウゴノ様ナ形ヲシテ

九86

ヰル︒

豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰルシ︑

イチゴノ花月ボンノ様ナ形デ︑

朝顔ノ花ハジヤウゴノ様ナ形ヲシテ

九86

ヰル︒

九89

九9一

ル︒

イチゴノ花ハボンノ様ナ形デ︑

ホタルブクロノ花ハフクロノ檬デア
ひ︑なほ進みで賊を討滅し給へり︒

︿略﹀︑尊は難をまぬかれ給

九63図尊はなほも進みで北に向ひ

九510図

かりし給へ︒﹂

九56図囹

宮を舞し︑︿略﹀︒

名古屋は此の城あるにより 九51図尊は先づ伊勢にいたりて神
名古屋は︿略﹀︑﹁尾張名古

名古屋は平野の間にあり︒

屋は城で持つ︒﹂とうたはれたり︒

八947蟹

て名高く︑︿略﹀︒

八945図

の天守閣の棟の爾はしにあり︒

八939図 名高き金のしゃちほこは此
むね

正のきづきしものなり︒

かとうきよ
︿略﹀︑其の天守閣は加藤清

年前︑徳川家康が諸大名に課して造

とくがはいへやす

八936図

古屋城の金のしゃちほことなるべし︒

八934図

ツパデアツタカラデアル︒

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八895 二人ハ吹ク朝風二正氣ヅイタ︒ 八928 ︿略﹀︑軍神トイハレル程ニウ

八895 軍曹ハ︿略﹀一兵士トトモニ
中佐ヲイタハツタ ︒

中佐ハ﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガ

ルノデアラウ︒

八898 陣地ハフタ・ビ敵二取返サレ
八899
ラ︑︿略﹀︒

御誕生日ダ︒

タンジヤウ

八904園 ﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ
八905園 此ノメデタイ日二討死スル
ノハ軍人ノ面目ダ ︒

レテ︑アランカギリノカヲツクシタ

八907 軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘

︿略﹀︑中佐ノイキハトウトウ

ガ︑︿略﹀︒

八908

其ノ日ノタ方二絶エタ︒

八951図

︿略﹀︑海陸運輸の便盆く開

八91一 コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬
丁二言付ケテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイツタガ︑

八958図

け︑産業の襲達は今後いよいよ著し

︿略﹀︒

八914園其ノ時ハスグ馬ヲ引イテ來

は一は
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ホタルブクロノ花ハフクロノ様デア
ル︒

九910 又変ノホノ様ナ形ニナツテ咲

︿略﹀︑総ノ形ニナツテ咲クモ

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑
︿略﹀︒

九101
ノニハ藤ナドガアル︒

ン咲ノ様二見エルガ︑實ハーツノ董

九102 タンポ・・ヨメナナドハーリ
ノ上二︑タクサンノ小サナ花が集ツ
テ咲イテヰルノデアル︒

たり︒

九107昼下花に宿れる蝶は今眠さめ
な
九1010混晶春風渡る廣野は 汝がた
のしき庭ぞ︒

蝶の遊ぶ時は今なり︒

九112三態舞へや舞へや︑花に草に︒

汝が疑し

九116図圃葉かげにいねし鳥ははや
ゆめも見あきつ︒

九H9図圃緑色そふ林は
き庭ぞ︒

鳥の遊ぶ時は今なり︒

九1310魍國

次に老人向きの紺がすり

は︑御申越の期日までには少々間に
合ひかね候事と存候︒

利根川ハ日本東部ノ大川ニ

雷門仕るべく候︒

ヒ

インパ

タ

チ

九1910園私には妻も子もありません︒

ほうたう

次の様な事が書いてあった︒

本流目下リテ︑下総・常陸 九204 大尉はそれを取って見ると︑

運ノ便三后ラズ︒

九168図
ガヌマ

ノ國境ヲ流レテ太平洋二入ル︒
テ

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛
インパ

霞浦・北浦等ノ合流スルア
トリ

イキ

ス

﹁︿略V︑母は如何にも残

でなされ候ぞ︒

九209圓困何の爲にいくさには御出

念に思ひ候︒

九208國困

下総ノ手賀沼・印旛沼・長 きとのこと︑︿略﹀︒

ガヌマ

沼等ノ水ハ南ヨリ之二注ギ︑常陸ノ
テ

攻撃とやらにもかくべつの働なかり

ノ名アリ︒

九1710図

シマ

レモ川ノ中二立テリ︒

イヌボウ

たのを男子の面目とも思はず︑其の
江戸川ハ南流シテ海二入ル︒ 九196園

爲には候はずや︒

九2010閥国村の方々は朝に夕に色々

﹁それは齢りな御三口回です︒ 九226園

外はない︒

九225圏

母も人間なれば︑我が子

大尉は之を讃んで︑思はずも

外はない︒

九224圏

かせた︒

併し今の戦箏は昔とちがつ

おつかさんの精神は感心の

おつかさんの精神は感心の

涙を落し︑︿略V︑﹁︿略V︒﹂といひ聞

九222

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九219國困

かりにて候︒

・毎に︑︿略﹀︑此の胸は張りさくるば

九216下直母は其の方々の顔を見る

かりにて候︒

毎に︑︿略﹀︑此の胸は張りさくるば

九214閥圃母は其の方々の顔を見る

と親切におほせ下され候︒

香取・書壇ノーノ鳥居ハ何 とやさしく御世話下され︑﹃︿略﹀︒﹄

北浦ノポトリナル鹿島トトモ三二社

カ

九175図中ニモ香取・全書ノ出社バ 九2010圓團 一命をすてて君に報ゆる

カ

タリニハ名勝ノ地少カラズ︒

九173図

霞浦・北浦ノ水ハ北ヨリ之二注グ︒

カスミガウラ

沼等ノ水ハ南ヨリ之自注ギ︑常陸ノ

九1610図

カスミガウラ

霞浦・北浦ノ水ハ北ヨリ之旧注グ︒

みかいゑい

九142魑国本月二十日までには必ず 九169図 下総ノ手賀沼・印旛沼・長 九206圓囲 ﹁聞けば︑そなたは豊島
九146図

ダケ

シテ︑全長凡ソ七十三里︑古ヨリ坂
ネ

︿略﹀利根岳ヨリ登スル

ト

東太郎ノ名アリ︒

九149図
サ・ヤカナル細谷川ハ︑流レ下ルニ
シタガヒテ︑敷多ノ小流ヲ集メ︑潜

前橋市ハ人口四萬アマリ︑

田町二曹ル︒

九152図

栗橋ハ東北算道ノ通路ニア

有名ナル生綜ノ市場ナリ︒

九155図

セキヤド

崎ニハ燈垂アリ︒

ザキ

赤堀川常吉宿ノ北ニテフ 九183園 銚子港ノ東南一里饒︑犬吠

タリ︑一大鐵橋力・レリ︒

九158図

タ・ビニツニ分レ︑︿略﹀︒

利根川ハイハユル關東平野
ヲ貫流シ︑本流・支流ノ長サヲ合ス

く略V︑一ハ東南二流レテ利 九185図

根ノ本流ヲナシ︑一ハ西南商向ヒ︑

九159図

レバ︑

一千廿里二色ブ︒

椹現堂川二合シテ江戸川トナル︒
根ノ本流ヲナシ︑一ハ西南心向ヒ︑

九121図魍歌へ歌へ︑枝にこずゑに︒ 九1510図 く略V︑一ハ東南二流レテ利九195園 軍人となって︑いくさに出
有様は何事だ︒

九161図

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

権現堂川二合シテ江戸川トナル︒

といひ︑此の地方には士買行よろしか

九126國囲右は地質といひ︑縞がら

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
水兵は驚いて︑立上ってしば

九1910園

︿略﹀︒

らく大尉の顔を見つめてみたが︑

九198

は帝國の恥だぞ︒﹂

九196圏

は帝國の恥だぞ︒﹂

其ノ流ハ下総・武藏ノ國境

シモフサ

九162図
ヲナセリ︒
ヌ

コ・ヨリ江戸川二通ズル運
河ハ︑︿略﹀汽船ノ通路ニシテ︑水

九166図

大イサヲ増ス︒

テ鬼怒川・小貝川ヲ合取︑盆く其ノ

キ

九163図

利根川ノ本流ハ東南二流レ

る べ し と 存 ぜ ら れ 候間︑︿略﹀︒

九127圓圃右は地質といひ︑縞がら
といひ︑此の地方には責行よろしか
る べ し と 存 ぜ ら れ 候間︑︿略﹀︒

九139魑国 次に老人向きの紺がすり
は︑御申越の期日までには少々間に
合ひかね候事と存候︒

379
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て︑一人で進んで功名を立てる様な

・大阪・名古屋・廣島・熊本等軍事

靖國神社ノ春ノ大祭ハアタ

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ

九279図

靖國神社ハ東京九段坂ノ上

カモ此ノ日二始ル︒

九278図

上重要なる地なり︒

砲兵は大砲を以て遠方より

る︒

む︒

此ノ神社ノ建テラレタルハ
︿略﹀︑社殿ハ上古ノ風ヲウ

明治二年ニシテ︑︿略﹀︒

九283図

工兵は陣地をきづき︑︿略﹀︑ ニアリ︒

敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし

九248図

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功名を立てる様な

九227園 併し今の戦孚は昔とちがつ
ことは出語ない︒
おつかさんは﹃︿略﹀︒﹄と 九2410図

電信を通ずる等︑もつばら技術の事

九2210園

いって居られるが︑まだ其の折に出
にしたがふ︒

九284図

︿略﹀︑本殿ニバカシコクモ

ツシテ造り︑︿略﹀︒

九286図

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒
境内ニハ争心モ多ク︑︿略﹀︒

九288図

歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

軽重兵は何れも滞留に必要にして︑

九289図︿略﹀︑春ノ盛りニハ花ノ雲

九2810図

﹁花ハ櫻木︑人ハ武士︒﹂

自ラ思ヒ出デラル︒

將校には大工・中島・少將 タナビキテ︑﹁︿略﹀︒﹂ノコトワザモ

歩兵は平時凡そ百五十人を
明治二十七八年の戦役まで
は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

九268図

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

九264図

る所なるべし︒

も上官の命令を守るは諸子の能く知

社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔

大鳥居ノ前ノ大樹場ニ巨大

九298図盆次郎ハ維新ノ際軍事二功

村盆次郎ノ銅像アリ︒

九297図

造りタルモノニシテ︑︿略﹀︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ

九295図

タル庭アリ︒

九291図社殿ノ後ニハ美シク作ラレ

九262図上下の別明かにして︑何れ 九2810図 ﹁花ハ黒木︑人ハ武士︒﹂

少尉あり︒

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

九2510図

其の任務には輕重の別あることなし︒

九258図

其の任務には藤里の別あることなし︒

輻重兵は何れも戦孚に必要にして︑

九256図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

會はないのだ︒

九232園 豊島の職に出なかったこと
は艦中一同残念に思ってみる︒

九234園其のうちには花々しい戦孚
もあるだらう︒

九234園其の時にはおたがひに目ざ
ましい働をして︑我が高千穗艦の名
をあげよう︒

九239 水兵は頭を下げて聞いてみた
が︑︿略﹀︒

九242図 我が國は國民皆兵なり︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑男子は十七歳より四

十歳までの間︑何れも兵役に服する

九242図

義務あり︒

に過ぎざりしが︑︿略﹀︒

九244図 かしこくも天皇陛下は自ら
大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

明治二十七八年の戦役まで

春秋爾度ノ大祭ニ版図ズ勅
使ヲ差立テラレ︑陸海軍善導ノ参拝
アリ︑︿略﹀︒

カクノ如ク︿略﹀人々ヲア

ハレミ給フコトノ深ク且アツキヲ見

九306図

蒸氣機關は二百年程前に雪明

ルモノ︑誰カバ義勇奉公ノ心ヲ起サ

ザラン︒

九308

蒸篭機關は︿略﹀︑初の中は

せられたが︑︿略﹀︒

たゴ水をすひ上げる爲に用ひる位で

九309

あった︒

始めて之を船に用ひて汽船を

造ったのは︑アメリカのフルトンと

九3010

いふ人︑︿略V︒

九312 ︿略﹀︑又之を車に賑摩して︑

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

如何なる爽明も︑一度や二度

スチブンソンといふ人である︒

九315

の不成功で氣をくじく様では二期上

如何なる嚢明も︑一度や二度

るものでは無い︒

の不成功で氣をくじく様では出額上

九315

るものでは無い︒

セイヌ川に浮べたが︑不幸にも直に

九316 ︿略﹀最初の船は︑フランスの

フルトンは之に驚かず︑更に

沈んでしまった︒

九318

新しい機關をイギリスに註文して︑

此の度は大丈夫と考へて︑

又一つの船を造った︒

たものは僅か十二人に過ぎなかった︒

九322 ︿略﹀︑其の日になって乗船し

したが︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂といふことを新聞紙に廣告

靖國神社ノ秋ノ大祭ハ十一 九319

螢多カリシ人ナリ︒

九2910図

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

九268図

すべ給ふ︒

九246図 陸軍の兵種には五あり︒
九246図 歩兵は戦孚の主力にして︑

に過ぎざりしが︑︿略﹀︒

九301図

月五日ヨリ行ハル︒

このゑ
はく略﹀十八箇師團︑外に近衛師團

其の敷最も多し︒

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ

を合せて十九箇師團となれり︒

九247図騎兵は進退敏活にして︑多 九2610図 ︿略﹀︑三十七八年目戦役後
る︒

九247図騎兵は進退敏活にして︑多 九273図 師團司令部のある所は東京

は一は
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九327 其の後は何の障もなく︑百五
十マイルを三十二時間で走った︒

關 の 事 に 明 る か っ たが︑︿略﹀︒

から︑人の肩車に乗ったり渡船に乗
つたりして渡ったのであった︒

大水などの時には︑水のひく

大水などの時には︑水のひく

て︑役人が一々旅人をしらべて通し

箱根と新居とには關所があっ

ればならなかった︒
あらみ

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九369

ればならなかった︒

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九368

などもあった︒

越すに越されぬ大井川︒﹂といふ歌

九333 スチブンソンは若い時から機 九366圏 ﹁箱根八里は馬でも越すが︑
九343 ︿略﹀︑スチブンソンは其の會
社に頼まれて隠道を敷き︑其の上を
走る汽車を造った ︒

九346 ︿略﹀︑四方からの見物人は雲
の如く集った︒

九347 中には汽車と競走する積で︑
馬に乗って來た人もある︒

ちを打ってあせって見たが︑︿略﹀
た︒

九348 ︿略V︑馬上の人はしきりにむ 九372
汽車とはどうして競走が善導よう︒

若し其の三所をよけて︑わき

道を通る様なことをすれば︑關所破

︿ 略 ﹀ ︑ 馬 上 の 人 は し き り に む 九375

ちを打ってあせって見たが︑︿略﹀

九3410

といって︑其のものは重い罰を受け
た︒

た︒

九376

馬は馬子が引いて︑ゆるく
馬は馬子が引いて︑ゆるく

スルガ

イ

ヅ

今は水路に汽船があり︑陸上
サガミ

箱根山ハ相模・駿河・伊豆
︿略﹀︑昔ハ人馬ノ往來甚ダ
アシノコ

山上ナル薩湖ノポトリニ關
所アリテ︑日暮ヨリ後ハ一切旅人ノ

九391図

盛ナリキ︒

九389図

三國ノ境ニマタガル︒

九388図

にも所々方々に二道が通じてみる︒

九382

歩むのだから︑早いことはない︒

九378

歩むのだから︑早いことはない︒

九377

昔の道中には馬とかごがあっ

汽車とはどうして競走が出來よう︒

九351 見物人一同は其の早いのと其
の勢のすさまじいのに驚いた︒

九354 昔東海道といったのは江戸か
ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四
里︑︿略﹀︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九357 それが今は朝の急行列車で東
着くことが出土る︒

九358 それが今は朝の急行列車で東
京を出立すれば︑晩にははや京都に
着くことが出來る︒

九359 大攣なちがひではないか︒
九3510 昔の旅行には色々難儀なこと
︿略﹀︑其の頃は橋が無かった

があった︒

九363

︿略﹀︑諸大名其ノ他旅客ノ

通行ヲ差止メタレバ︑︿略﹀︒

九393図

宿泊スルモノ多ク︑湖水ノポトリニ
ハニギヤカナル市街アリキ︒

ノ往來全ク絶工︑︿略﹀︒

九394図然ルニ明治維新ノ工員大名
︿略﹀︑鐵道開通後口旅客ハ

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今川此ノ

九395図

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒
︿略﹀︑現道開通後ハ旅客ハ

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今ハ此ノ

九395図

︿略﹀︑鐵道開通後朝旅客ハ

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒
九395図

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今ハ此ノ

昔ノ關所ハ僅カニ其ノアト

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

九396図

箱根留湯モ︑遠キ昔ハ共二恐ロシキ

九412図 ︿略﹀箱根騨モ︑︿略﹀今ノ

噴火山ナリシナリ︒

九415図此ノスリバチノソコニアタ

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

此ノ四山ノ噴火モ今ハ全ク

レル所ハ大ナル噴火ロニシテ︑︿略V︒

九4110図

止ミタリ︒

九422図

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

︿略﹀︑湖水ノアフレテ流

ノハ盧ノ羅馬シテ︑︿略V︒

九423図

︿略﹀︑此ノ大ナル湖水ヨリ

ル・モノハ即チ早川ナリ︒

流レ落チタル水ノカバハカリ知ルベ

九425図

カラズ︒

九426図山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

︿略﹀︒

フチトナリ︑区切レテハ急流トナリ︑

カ・リテハタキトナリ︑ヨドミテハ
市街ハ甚ダサビシクナレリ︒

ヲ止ムルノミ︒

九397図

ガ

︿略﹀︒

フチトナリ︑又切レテハ急流トナリ︑

カ・リテハタキトナリ︑ヨドミテハ

九427空山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

︿略V︒

フチトナリ︑又切レテハ急流トナリ︑

カ・リテハタキトナリ︑ヨドミテハ

九427群山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

︿略﹀カノ名高キ箱根七子
ハ︑開ケ行ク明治ノ御代ト共二盆く

九398図

キ

サカエテ︑浴客年二更ノ敷ヲ加フ︒
サハ
七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂
ソコクラ

九3910図

今ハ此ノ七湯ノ外二新シキ

ガ島・宮ノ下・底本・木賀及ビ藍ノ
湯ライフ︒
ヲンセン

九401図

温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出來︑
︿略﹀︒

べて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑私どもの目をさま

し候頃には︑はや朝顔のはちをなら

九436國團

起にて︑︿略V︒

九404図く略V︑山ノブモトナル湯本九434圓国 祖父様はいつもの通り朝
然レドモ自然ノ津西ハ更二

マデハ電車サへ開通セリ︒

九409図

三月リモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ
ヤ︒

381
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り︑今朝は十二咲きたりなどと御喜

九437國囲︿略﹀︑昨日は九つ咲きた
に御座候︒

アリは幸にも星によりて方

角を見定むることを知り居たれば︑

九484図

アリはそこに行きて︑あり

それを便りに進行せり︒

し

祭の服に

陸

タトヘバ北國ニスム野ウサ

ノ攣ズルモノアリ︒

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

かぶり物にはあらねども︑ 九547図動物ノ中入ハ其ノ周園ノ物

ガリ︑白色ノ蝶ハ大根畠二集ル︒

く略V︑日暮ヨリ出デテ飛ブ

︿略﹀︑海ノソコノ砂ノ上ニ
ノ一面︑砂ノ色二似タリ︒

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑其ノ睡

九539図

ハ︑其ノ髄ノ一面︑砂ノ色二似タリ︒

ノ砂ノ上ニスムヒラメ・カレヒノ類

カウモリハ暗黒色ニシテ︑海ノソコ

九538図

シテ︑︿略﹀︒

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ

シタガツテ玉響オソハル・

ドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑全ク白

色二丁ジ︑︿略﹀︒

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着

九5410図 ︿略﹀︑イカバ水中ニ毒焔グ

く略V︑イカバ水中ニオヨグ

スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

九551図

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着

スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着

九552図 ︿略﹀︑イカバ水中ニオヨグ

スル二八岩石ト同ジ色二見ユ︒

ソレヨリモナホ面白キハ︑

タトヘバ桑ノ木二百ルエダ

︿略﹀エダシヤクトリハ︑

突出スルトキハ︑其ノ形桑ノ小枝二

ハシヲ桑ノ木二五ケ︑髄ヲナ・メニ

シヤクトリハ︑︿略﹀︑其ノ髄ノ後ノ

九557図

ナリ︒

其ノ周園ノ物二似ルモノノアルコト

其ノ動物ノ身ブリニョリテ︑形サへ

九554図

白キコトナリ︒

九537図書ハ暗キ所ニヒソミ︑日暮 九553図 保護色ノ饗ズルハスデニ面

ガリ︑白色ノ蝶ハ大根単二集ル︒

ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ

かぶり物にはあらねども︑ 九549図

次第々々にすたれ行く︒

手ぬぐひ三尺引きしぼり︑頭に結ぶ

九5210図圏
はち巻は

九532図翻

手ぬぐひ三尺引きしぼり︑頭に結ぶ

九489図
し事を物がたり︑ねんごろに同行を

九437國国︿略﹀︑昨日は九つ咲きた
り︑今朝は十二咲きたりなどと御喜

田ニスムカヘルハ土色ニシ

次第々々にすたれ行く︒

はち巻は

九535図

テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ線色

か㌦る間に︑面向ふより一

頼みしに︑︿略﹀︒

組の隊商到着せしが︑其の中には列

ナリ︒

田ニスムカヘルハ土色ニシ
テ︑木ノ静心ヤドル雨ガヘルハ石下

聞けばハッサンは﹂η列の來 九536図

ぼ

九536図黄色ノ蝶ハ菜種ノ花ニムラ

ることの饒りにおそければ︑︿略V︑

星の形を打ちたるは

な

陸 九537図黄色ノ蝶ハ菜種ノ花ニムラ

︿略﹀父子の︑今無事にて

ナリ︒

帽︒

ばうし

九505図圏
帽︒

し

︿略﹀︑支那の帽子はい
たゴきに︑結ぶ赤だまかはいらし︒

九512図圏

見るにもいとゴ輕げなり︒

九508図圏外の馬木や変わらは

きやうぎ

軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵

星の形を打ちたるは

軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵

ばうし

九503図齪

相見し喜は如何なりしそ︒

九497図

迎へかたぐこ註來りしなり︒

九494図

りの父ハッサンもまじれり︒

九493図

に御座候︒

水も十分に御座年間︑少しも御案じ

九439國圏 又御宮裏の田も︑本年は
下さるまじく候︒

アリは子供のことなれば︑

りしが︑︿略﹀︒

九453図 アリは十歳ばかりの子供な
九4510図

話相手もなく︑たゴ父にあはんを樂
みに一日並々と旅行をつgけたり︒
りて︑砂煙は天をおほへり︒

九462図 四日目の正午頃︑大風吹起
九463図 一同はやむことを得ず︑進
行を止めて︑風のをさまるを待てり︒

︿略﹀︑一同は行くべき方に

に通りし驕駝の足跡を目あてに行く

九466図 すべて沙漠の旅行は︑以前
なり︒

九471図

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空
しく一日を過せり︒

ゑ

異ナラズ︒

かんむり・烏帽子今は唯

九5510図

ならず︑︿略﹀︒

九4710図 之を聞ける引の驚は︸方九5110図圏古風ゆかしき我が國の

九盟1図

便ナリ︒

ウレへ少ク︑我ヨリ敵ヲオソフニハ

九騒5図

ノアリテ︑︿略V︒

カクノ如ク動物ノ七色ニハ
く略V︑田植・草取・取入 其ノ住メル周囲ノ物ノ三二似タルモ

まんぢゆう笠の名もをかし︒

九561図

農夫ナドハ小枝ト見チガへ

其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒

附ケ︑膿ヲナ・メニ突出スルトキハ︑

︿略﹀︑其ノ髄ノ後ノハシヲ桑ノ木二

残りたり︒

すげ笠

九525図團
れに

は過されじと︑人々のねしづまるを

こそはたふとけれ︒

九481図︿略﹀︑さては此のま＼にて
うか買ひ︑︿略﹀︑そこより逃れ出で

農夫の辛苦共にする

たり︒

か冥やけり︒

九484図晴れたる大空には無敷の星 九526漏斗 車夫のかぶるは形より

は一は
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テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト
アリ︒

九562図 故二或地方ニチハ之ヲドビ
オキナハ

ンワリトイフ︒

﹁病は口より入る︒﹂つ＼し

羽ニハ美シキ色ドリアルが如シ︒
九581図
むべきは飲食なり︒

﹁病は口より入る︒﹂つ﹂し

ばく日光にかわかすべし︒

九614図家を建つるには日あたりよ
き所をえらび︑夜旦ハ・衣服の類はし

日光の見舞ふ家には署者は見舞は

西洋のことわざにも﹁よく

ばく日光にかわかすべし︒

ず︒﹂といへり︒

九616図

酒・煙草の害は今更に言ふ

食物はよくかみこなすべし︒

むべきは飲食なり︒

九581図

九584図

九564図沖縄二股スル木ノ国玉ハ︑
九589図

西洋のことわざにも﹁よく

蝦夷は東北の地に住して︑

ず︒﹂といへり︒
え ぞ

田村麻呂は身の丈五尺八寸︑

は深く之ををしみ給ひき︒

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

九641図 之をはうむりし時は︑︿略﹀︑

ながく皇城を守護せしめたりといふ︒

九647図空夢は形もなく︑色もなけ

空押は形もなく︑色もなけ

れば︑目には見えざれども︑︿略﹀︒

九647図

空生は︿略﹀︑凡そ少しに

れば︑目には見えざれども︑︿略V︒

九6410図

てもすき間ある所には︑必ず存在せ

ずといふこと無し︒

となかるべし︒

九652図其のしるしは水にぬるるこ

九655図説は空氣なければ燃えず︒

田村麻呂は︿略﹀︑眼の光
の如くこはく︑力あくまで強き人に

人多き都會に住む者は︑

室内にのみ居て︑外出する
こと少き入の︑色青ざめて元亀なき

九613図

は︑日光に浴せざるが爲なり︒

家を建つるには日あたりよ
き所をえらび︑夜具・衣服の類はし

九614図

ははやぶさの如く鋭く︑ひげは針金
の如くこはく︑力あくまでも強き人

田村麻呂はく略V︑怒る時

にて︑︿略﹀︒

九633図

九659図然れども空氣の流通齢りに

我等は常に此の空氣を吸は

強き時は︑却って火の消ゆることあ

るべし︒

んが爲に呼吸す︒

九661図

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

九662図若し空歪なからんには︑人

を保つこと能はざるべし︒

九663図若し空華なからんには︑人

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

を保つこと能はざるべし︒

九664顕宗氣流動する時は風を生ず︒

五風十雨といって︑五日毎の

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

九671

起して︑種々の用に供す︒

されども又いつくしみ深き 九666図又人は空氣を動かし︑風を

はたけき獣も恐れたり︒

九635図

人にて︑笑ふ時は子供もなつき親し
︿略﹀︑其の莞ぜし時︑天皇

みたりといふ︒
九6310図

るは空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

胸の厚さ一尺二寸︑膿重は三十貫を
田村麻呂は身の丈五尺八寸︑

九658図 ︿略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

九632図

越え︑︿略V︒

胸の厚さ↓尺二寸︑艦重は三十貫を

九631図

越え︑︿略V︒

九6210図

叛服常ならず︑︿略﹀︒

九622図

日光の見舞ふ家には醤者は見舞は

九616図

ルトキハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒
﹁我は天守にも相談せず︑

﹁過ぎたるは及ばざるが如

し︒﹂と知るべし︒

九602図

する必要なきなり︒﹂

毎日運動するが故に︑警者にも相談

九599図園

までもなし︒

︿略﹀︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマ

美シキ色ドリアレドモ︑裏面ハ枯葉

九564図︿略﹀︑其ノ羽ノ表ノ方ニハ
二途タルが故二︑︿略﹀︒

九565図︿略﹀︑其ノ羽ノ表ノ事端ハ
美シキ色ドリアレドモ︑裏面ハ枯葉
二似タルが故二︑︿略﹀︒

よく働かんとするものはよ
身膿の勢を直すはよく眠る
身膿の勢を直すはよく眠る

に如くはなし︒

九604図

に如くはなし︒

九604図

く眠るべし︒

九566図 ︿略﹀︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ 九603図

枝ニトマルトキハ︑サナガラ枯葉ノ
如ク見ユ︒

九568図或動物ハ之二反シテ︑周團
ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ
ヤカナル膿色ヲ有ス︒

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

て︑︿略V︒

ははやぶさの如く鋭く︑ひげは針金

ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

といへり︒

九569図是等ハ多ク美挙ノ動物ノ恐 九605図 ﹁夜半十二時前一時間の眠
・悪臭ヲ有スルモノ ニ シ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九6010図

る空氣こもる︒

九569図是等ハ多ク累算ノ動物ノ恐 九608図 閉ぢたる室内にはよごれた 九632図 田村麻呂は︿略﹀︑眼の光
ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味
・悪臭ヲ有スルモノ ニ シ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ハ

公園等を散歩すべし︒

九572図く略V︑他ノ動物甲羅ノ髄色 ︿略﹀︑又朝早く起きて︑木立しげき
ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之
二近ヅクコトナキが 故 二 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

アゲ

膿色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑

ハチ
九577図 タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ

︿略﹀︒

九578図く略V︑悪味アル揚羽ノ蝶ノ
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様である︒

九674 春の雨はしめやかに降って︑
のきの玉水の音も静かに聞える︒
をもよほすかとうれしい︒

九675 春の初に降るのは一雨毎に花

恐ろしいのは二百十日頃の大
九712圓團

︿略﹀︑本日の新聞により︑

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

九688
あらしで︑︿略V︑一年中の農夫の辛

幸に私方は左程の損害も

からざる由承知致し驚き入り候︒

しを申上意︒

もはや新聞紙にて御承知

害これあり候へども︑其の他にはか

田畑の作物には多少の損

く別の異状これなく︑︿略﹀︒

害これあり候へども︑其の他にはか

九748國團

唯氣の毒なるは隣村に御

く別の異状これなく︑︿略﹀︒

座候︒

九7410國国

大がいは着のみ着のま＼にて︑︿略﹀︒

九754國團幸に命を全うしたる者も︑

追々増水︑二十八日は終日大暴風雨

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ

九727囲国

一日一二銭・二銭ヅツニテ

郵便貯金ニチハ一度ノ預ケ

一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ

皇幽妙ハリツケ︑︿略＞Q

ハ︑其ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ

九771図︿略﹀︑貯金セントスル時ニ

ニヨリテ貯金スル便利ナル方法アリ︒

スコト能ハザル者ノ島田ハ郵便切手

九769図

高一人質鏡以上ナリ︒

九767図

便貯金トナスヲヨシトス︒

九766砂金鏡ヲ安全二貯フルニハ郵

ハ︑鯨程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ

九762図

ハ︑齢程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑二十八日は終日大

︿略﹀︑同夜は近村の者一

明けて二十九日には雨も

︿略﹀︑此の分ならば︑も

え出し候へば︑︿略﹀︒

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見

九731國国

人も眠につきたる者これなく候︒

九729國團

く立退きたる者もこれあり︑︿略﹀︒

暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ

九728囲團

退きたる者もこれあり︑︿略V︒

にて︑川近きあたりにはぼつく立

二十七日の夜中頃より 九761図 一日一二銭・二鏡ヅツニテ

の事とは存候へども︑當時のあらま

九724心立

安心下され度候︒

無く︑家族一同無事に御座三間︑御

九722國国

苦が一夜の中にむだになってしまふ
︿略V︑家は倒れる︑堤は切れ

こともある︒

九689
る︑稻の花は散る︑一年中の農夫の
辛苦が︸夜の申にむだになってしま

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

九676

︿略﹀︑家は倒れる︑堤は切れ

ふこともある︒

九689

る︑稻の花は散る︑一年中の農夫の

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

めである︒

辛苦が一夜の中にむだになってしま

九677

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

︿略﹀︑家は倒れる︑堤は切れ

今年は何事もなくて︑黄色に

︿略﹀秋の田の上を吹渡る風

九733圓団

者も引返したる程に御座候︒

ニチモ預カル︒

モ︑貯蓄銀行ニチハ五圓ヨリ少キ金

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

九774図普通ノ銀行ニチハ一度二五
直ちに老母と子供を裏山に立退かせ︑

︿略﹀︑是は大々なりと︑

必要書類など取りまとめ︑︿略﹀︒

九742國國

隣村は大半水中にあり︑︿略﹀︒

葉の散果てた冬木立に吹きす 九7310質草 ︿略﹀︑川上の堤防切れ︑

冬の雨の日は︑短い日がなほ
更早く暗くなる︒

九704

物すごい︒

さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも

九701

りか㌧るのは︑何となく物さびしい︒

九699 ︿略V木の葉の上に︑雨の降 はや心配には及ぶまじと立退きたる

飛立つのは面白い︒

が鳴子を動かすと︑むら雀のぱっと

九696

子を動かすと︑︿略﹀︒

實のつた秋の田の上を吹渡る風が鳴

九693

ふこともある︒

辛苦が一夜の中にむだになってしま

る︑稻の花は散る︑一年中の農夫の

九6810

ふこともある︒

めである︒

雨となるので︑其の時はうらめしい

九678 併し此の雨はやがて花を散す
心地がする︒

九678 併し此の雨はやがて花を散す
雨となるので︑其の時はうらめしい
心地がする︒

九6710 雨のはれた朝︑花の香を送つ

て︑そよくと吹く春風には︑我が
身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

さみだ
九682 梅の實の熟する頃降老く五月
雨は︑農家に取っては大切な雨であ

れ
る︑︿略V︒

れ

雨は︑農家に取っては大切な雨であ

れ

さみだ
九683 梅の實の熟する頃降葺く五月

さ み だ

る︑︿略V︒

九683 ︿略﹀五月雨は︑農家に取つ
ては大切な雨である︑それはちやう
ど田植の時節であるから︒

ころ︑︿略﹀︒

川に近き御地は如何と案じ居り候と

九746圏団

田畑の作物には多少の損

水は次第に減退致し候︒

モ︑貯蓄銀行ニチハ五車ヨリ少キ金

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

九711圓團連日の大雨に候へば︑大 九745國國 ︿略﹀︑夜も明けはなれて︑ 九776図普通ノ銀行ニチハ一度二五

し物を取込むひまもない夕立は︑さ

九686 一天にはかにかき曇って︑ほ
わがしい中に勇ましい︒

は一は
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ニチモ預カル︒

金鏡ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

九777図郵便局ニチモ銀行ニチモ︑
書入レタル通帳ヲ渡ス︒

九778図此ノ通帳ハ此ノ後金銭ヲ預
クル時又ハ引出ス時土ハニ必要ナルモ
ノナレバ︑大切二保存スベシ︒
二上リ行クハ樂シキモノナリ︒

九782図 ︿略﹀︑預ケタル金高ノ次第

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ホ

九786図 タマシ貯金センが爲二必要
ムベキ事ニアラズ︒

て︑勝つた村は次の祭の日まで︑其
の五箇村の頭になるといふ定であっ
た︒

それはく略﹀︑競馬をさせて︑

勝つた村は次の祭の日まで︑其の五

九822

一人は熊吉︑︸人は愛作とい

箇村の頭になるといふ定であった︒

九825
一人は熊吉︑一人は愛作とい

つて︑年は同じく十五歳︒

九825
一人は熊吉︑一人は愛作とい

つて︑年は同じく十五歳︒

九825
つて︑年は同じく十五歳︒

らう︒﹂

九827

みる︒

やがて五人の騎手はく略V︑

のりと
神主は先づ神前で祝詞を上げ

五人の騎手は神に勝利をいの

へてみる︒

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

匹の馬は一散にかけ出した︒

九841

甲乙はなかった︒

九869園

ません︒

九869園

のです︒

﹁もう改めて勝負には及び

勝はあなた方のものです︒

九842社の森を離れるまでは︑饒り 九871園 愛作さんは實に見上げたも

甲乙はなかった︒

此の話が傳はつて︑愛作は五

キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

九879図責買トイフコトナカリシ遠

となった︒

箇村はおろか︑近所近ぺんのほめ者

九876

となった︒

箇村はおろか︑近所近ぺんのほめ者

九842社の森を離れるまでは︑躍り 九876 此の話が傳はつて︑愛作は五
二人の馬は五分口々に進んで

行ったが︑︿略﹀︒

九846

︿略﹀︑池の右手へさしか＼つ

熊吉はつるりとすべって︑そ

た時︑熊吉の馬はつまついて前足を

九847

折った︒

取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギザリ

九848

のはずみにころころと轄がつて︑池

カクテ持チアルク中通ハ︑

キ︒

其ノ魚ハ腐リテ︑一合ノ米ニモ換へ

九887図

の中へ落ちこんだ︒

愛作は驚いて︑ひらりと馬か
ら飛下りて︑すぐに熊吉のえりを引

九胆10

難キニ至ルベシ︒

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

ヨリ︑場所心胆リテ一定セズ︒

九892図

難キニ至ルベシ︒

其ノ眠目腐りテ︑↓合ノ米ニモ換へ

愛作方の人々は愛作の肩を 九887図 カクテ持チアルク中細ハ︑

つつかんで︑ぐっと岸へ引きよせた︒

九859

た＼いて︑﹁︿略V︒﹂といった︒

九862園︿略﹀︑人の命にはかへられ
ないと︑相手を助けてやったのは如
何にも見上げたりっぱな行だ︒

字アルハ︑支那ノ古代二野ヲ用ヒタ

ナ

ないと︑相手を助けてやったのは如

シ

九863割く略V︑人の命にはかへられ 九894図 ︿略﹀等ノ字ノ一部二葉ノ
何にも見上げたりつばな行だ︒

今ノ文明諸國ノ貨幣ニハ主

ルが故ナリトイフ︒

九902図現今我が國ノ貨幣ニハ金貨

モ便利ナレバナリ︒

段ノ愛動モ少キ等︑貨幣トスルニ最

九897図是金銀バ償高ク︑︿略﹀︑直

トシテ金銀ヲ用フ︒

く略V︑今日の勝負はきまら 九896図
ないが︑いつれ又改めてやり直しを

九864圏

熊吉方の人々は︑﹁もう改め

してもらはなければなるまい︒﹂

て勝負には及びません︒︿略﹀︒﹂と

︿略V︑五人の騎手は打連れて︑ 九868

いった︒

九838

てるる︒

手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつけ

九834

五箇村の人々は各氏が村の騎

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

九833

て︑それがすむと︑﹁支度︒﹂といふ
だいこ
あひつの一番太鼓を打鳴らした︒

九831

て來た︒

静々馬を歩ませて︑鳥居の下へ集つ

九828

内へつめかけた︒

たゴしい見物人が朝早くから宮の境

︿略﹀︑祭の吉日には︑おび

つく
九7810図 是は菅原道外がく略V︑筑九826園 ﹁今年の競馬はさぞ面白か
紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

し

ををしみてよめる歌なり︒

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

九794図 道眞は罪もなきに官を下げ
かども︑少しも世をいきどほり︑人
をうらむる心なかりき︒
︿略﹀ ︑ 道 眞 は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

いふ意味の詩を作りてあたへたりと

九801図

いふ︒

九804図筑紫に到りて後は︑常に門
を閉ぢて出つることまれなりしが︑
片時も君を忘れ奉る こ と 無 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九812図去年の今夜清涼殿の御宴に
る面目をほどこしたりしが︑其の御

侍し︑︿略﹀︑御衣を賜はりて身に齢

衣は今なほ西のはてに住む身に近く

︿略V︑三番太鼓を今やおそしと待構

舞殿の後の大きな立石の前に並んで︑

あり︒

あった︒それはく略V︑競馬をさせ

九821 ︿略﹀競馬の神事といふ事が
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︒銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九904図 銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少
シ︒

九905図 銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少
シ︒

ノニシテ︑輕クシテ取扱二都合ヨキ

九908図 紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ
コトハ貨幣ニマサレリ︒

九9010図 紙幣ハ︿略﹀︑輕クシテ取
扱二都合ヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

九911図我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ
リ護行スルモノニシテ︑一翼・五千
・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

九9110図葉︿略﹀︑うぐひすの 問は
ば如何にと 雲ゐまで 聞え上げた

︿略﹀︑大江山

いく野の

る 言の葉は︑幾代の春か かをる
らん︒

九926農圃

くちざらん︒
な
ら

道の 遠ければ︑ふみ見ずといひし
あま
言の葉は︑天の橋立末かけて︑
後の世永く

八重櫻︑今日九重に

にほひぬと︑

九935図圏︿略﹀︑古の 奈良の都の

散らざらん ︒

ひぐらし

つかうまつりし 言の葉の 花は千
歳も

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

九944図 此の選一に日暮門の名あ
との意なりとそ︒

九948図 木材は一切唐木を用ひたり︒

けごんのたき

︿略﹀︑湖水より出つる瀬田
よど

さ

こたうげ

線の笹子峠にあり︒

せん

其の工事の総費用は百九十

ほふりゆう

日本一の古き建物の今にの
我が國の建物はおほむね木

我が國の建物はおほむね木

恐らくは木造建築物中世界
な

ら

く略V奈良の大佛の大きさ

ハス

パ

セヲ

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ
二廣クテ大キナノモアル︒
オニバス

熱イ國二生ズル大鬼蓮面割脛

ダエン

葉ノ形ニハ卵形ト楕圓形が最
葉ニハスベテ葉脈トイフモノ
ガアル︒

十69

モ多イガ︑︿略﹀︒

十57

ルカラ︑︿略﹀︒

ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア

十54

様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様

十51

知れり︒

の日本一なることは諸子すでに之を

十48図

最奮のものなるべし︒

十45図

らの形を尽せり︒

一千二百年以前のものにて︑昔なが

十43図然るに此の寺は今より凡そ

今にのこれるは甚だ少し︒

造なれば︑古社寺等も昔のま＼にて

十43図

今にのこれるは甚だ少し︒

造なれば︑古社寺等も昔のま＼にて

十41図

これるは︑大和の法隆寺なり︒

やまと

十41図

金貨を並べたるに等しといふ︒

萬圓饒にして︑一里の長さだけ十圓

十36図

するに七八分を費す︒

此の湖の落口は華嚴瀧と 十33図 汽車は此のトンネルを通過

りも勝れたり︒

九961図
なる︒

︿略﹀︑よく人工の美と天然

︿略﹀︑よく人工の美と天然

の美とを併せたるは日光に如くはな

九965図

し︒

九966図

の美とを併せたるは日光に如くはな
し︒

九967図︿略﹀︑夏の盛りの頃︑秋の

日本一の高山は皇湾の新高

其の高さは一萬三千七十齢

紅葉の折には詰り遊ぶもの最も多し︒
たいわん

山なり︒

十13図
十13図

尺にして︑富士山より高きこと凡そ

昔より富士は日本一の高山

一千尺なり︒

十15図

く略V︑塁湾の我が領土とな

と黙せられしが︑︿略﹀︒

十17図

然れども四時雪をいたゴき

りしより︑富士は第二位に落ちたり︒

十19図

て潔く︑其の形白扇を倒にかけたる

は

が如く美しきは︑なほ我が國第一の
び

日本一の湖水は近江の琵琶

山といふべく︑︿略V︒
あふみ

十22図

近江皿國の川流はほとんど

湖にして︑周回六十里︒

十25図

ち

全く此の湖水に入り︑︿略﹀︒

十26図
う

川は下流宇治川となり︑淀川となり
て︑大阪に至りて海に注ぐ︒

九954図天然の美は更に人工の美よ 十210図 日本一の大トンネルは中央

十71

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

程段々二障クナツテ︑末ニナルト︑

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

肉眼デ心見エナイ程細イ︒

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出撃

十75

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

本ノ庭カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

十78

ル︒

十82

コナドノ野畑ニ枚ヅツ向ヒ合ツテ附

一ツオキニ董二二イテ居り︑ナデシ

︿略﹀︑ナデシコナドノ葉月ニ

イテヰル︒

十83

又車ユリナドハ多クノ葉が一

枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

炭・薪・材木等の森林より

塁上集ツテ︑董ノ周園ヲ取巻イテヰ

十84

ル︒

十87図

されど森林のあたふる利盆

撃つることは何人も知れる所なり︒

十88図

されど森林のあたふる利盆

は是のみには止らず︒

十89図

森林の樹木は︿略﹀︑雨の

は是のみには止らず︒

十810図

一度に地上に落つるを止め︑又地上

︿略﹀落葉・こけ︿略﹀木

の水分の一時に蒸爽するを防ぐ︒

の根などは︑地上に落ちたる水をふ

十93図

くみさ＼ふること︑あたかも海綿の

如くなるを以て︑水をして少しつつ

静かに流れ出でしむ︒

は一は
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山こむる
︿略﹀︒

の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑

霞を後ユ︑いかだして

都に來けり︒﹂

十96図 故に若しみだりに森林をき
り荒す時は︑敷時間の暴雨にもたち
君︑床柱︒

つか︒ぬき

﹁ねだ低く︑たるきは

ましきえ．身も偉き

十1310図圏園
高し︒

梁︒棟木

かうろ
き御庭の雪景色を御覧じて︑﹁香櫨

︿略﹀學問の深い人でも︑筆

をとる前には十分に其の考を練らな

十188

ければならぬ︒

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

十1810 ︿略﹀︑我我の讃む檬なものに

峯の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑

ほう

垂をかく人︑圖をひく人︑窩

ない︒

の雪はすだれをか﹂げて見る︒﹂と
いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

ない︒

十195

圖や書は別に堅い木に彫り︑

圖や壼は別に堅い木に彫り︑

一色の印刷は︼度刷ればよい

度も印刷を重ねなければならぬ︒

壷や地圖のやうなものは︑幾度も幾

が︑色のたくさんまじった美しい給

十203

所に入れる︒

窩眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

十198

所に入れる︒

下垂は銅版に彫りつけて︑相鎚の場

十198

を讃みながら︑活字を拾って並べる︒

活版所では︑活字拾ひがそれ

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは

︿略﹀︑御前に侍りし清少納 十193

︿略﹀︒

十1610図

言は︑つと立ちてみすをまき上げた

音もきこえ

︿略﹀︑清少納言は直ちに其

しを︑︿略﹀︒

十177図

の意を察し奉りしなり︒

我々は毎日本を讃んで色々な
事を宣える︒

十181

本の中には字ばかりのもある
が︑垂や地圖や悟了のはいってみる

讃んでみる間は中に書いてあ

の手本として︑今なほひろく愛讃せ

十183

のもある︒

紫式部は幼き頃より物畳よ

る事ばかりを一心に考へてるるから︑

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい糟書や地圖のやうなものは︑

又極上品なものになると︑機

︿略﹀︑色のたくさんまじった

く︑兄の書を嵩むを聞きみて︑直ち

どうして出來るものかといふ事は深

十214

印刷する紙は善い大きな紙で︑

是は活版刷の本の造り方であ

紙の上を布で包んだのもある︒

十21！ 表紙には紙ばかりのもあり︑

幾ページ分も一度目刷れる︒

十208

械では刷らないで︑手刷にする︒

十206

らぬ︒

十204

に之をそらんじ︑少しも下る﹂こと

温んでみる間は中に書いてあ

く考へないが︑︿略﹀︒

十185

る事ばかりを一心に考へてるるから︑

︿略﹀︑父の爲時は常に其の
頭をなでて︑﹁︿略V︒﹂といひたりと

︿略V︑本といふものはたやす
︿略﹀︑本といふものはたやす
く出來るものではない︒

十186

く出來るものではない︒

十186

く考へないが︑︿略V︒

どうして出來るものかといふ事は深
︿略﹀︑式部は少しも高ぶり

かうろはう

ある雪の朝︑皇后は美しき
御庭の雪景色を御覧じて︑﹁香櫨峯

十168図

に知らぬ顔に過したりといふ︒

たる風なく︑常に一といふ文字をだ

十164図

そ︒

十1510図

なかりしかば︑︿略V︒

十157図

らる︒

十155図 ︿略﹀︑其の作れる文は古文 十182

えたるは紫式部と清少納言となり︒

是白二天の詩に︑﹁香櫨峯

りQ

そののちは

夜半の 十174図

・柱何一つ取外すとも︑たちま

ず︒

でう

れたる宮女多かりしが︑︿略﹀︒

でう
十152図 一條天皇の頃には才下すぐ

あらしに

十1410図團く略V︑折からの

ちユ 家え崩れん︒﹂

十147図色情

うらや 十169図園 ある雪の朝︑皇后は美し

十133図二品

﹁さはいへど

まち大水出で︑数日のひでりにも河
森林は能く口暴風をさ＼へ︑

水全くかれはつべし︒
十99図

其の力をそぐを以て︑土砂の飛散を
防ぎ︑又常に土地をうるほして︑土
総べて魚類は暗き庭を喜び︑

砂を落付かしむ︒
十103口q凶

森林の影さす水中には多く集り來る
も の な る を 以 て ︑ ︿略﹀︒

十104図 総べて魚類は暗き庭を喜び︑

森林の影さす水中には多く集り來る
も の な る を 以 て ︑ ︿略﹀︒

木々え一今
ひのき

木曾の檜よ︑

れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

十104図く略V︑森林は漁業の爲にも 十153図 一條天皇の頃には才學すぐ
大いなる利雪をあたふ︒
一種の風景を添ふる等︑其の

十108図 其の他森林は氣候を和げ︑
︿略﹀
効用あげて数ふべからず︒

ま夜中に 家運立つる 木々え今

十115賢婦 事え皆 静まりいねし
語り出しぬ︒

そ

家組立つる

十117図圃 人言皆 静まりいねし
ま夜中に
語り出しぬ︒
き

﹁我え元

うなじユまきて︑峯高く

十118図韻園
白弔云を
空ユそびえき︒﹂

十121図翻園 ﹁購え元吉野の杉よ︑

たんぱ
﹁酬え・元 丹波の松よ︑

心木の 花をよそにて︑霧深き 谷
間ユ立ちき︒﹂

十124図圃囹

387
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るが︑この外に木版刷の本もある︒

十215 それは版下を堅い木にはりつ

テ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒

十259図︿略﹀︑良戸内二謀ヲ運ラシ︑

十293

︿略V杉垣の中には︑寒菊が

今を盛りと咲いてみる︒

物置の後には︑大きなだい

くの木があって︑︿略﹀︒

十294

魚の影は一つも見えない︒

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑遂二高祖ヲシ
十297

銀杏の木の烏は急いで山の方

テ其ノ大業ヲ成サシ子等リ︒
十262図︑︿略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

十302

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

一枚つつ手刷にするのである︒

字を取離すことが出早るから︑同じ

十218 活版は印刷が終れば︑其の活
以ナリ︒

ナリ︒

榛の木の雀は一度にぱっと飛

サツ

サツ

マ

マ

イモ

イモ

關東ニチハ薩摩芋トイヒ︑
ハ唐芋トイフ︒
サツ

マ

イモ

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球芋テ

リウキウ

十306図

ハ唐芋トイフ︒

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球ニテ

リウキウ

十305図

關東ニチハ薩摩芋トイヒ︑

十305図甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異

立つた︒

十302

へ逃げて行く︒

活字を何度でも組立てて使へる︒

︿略﹀御入螢の上は︑品

︿略﹀︑私も明年は是非と

黄に紅に林をかざってみた木
︿略V四方の山々のいた窟き

は︑はやまつ白になってみる︒

十279

の葉も︑大方は散果てて︑︿略V︒

十278

居り弊害︑︿略﹀︒

も御仲間入致し度と今より相樂しみ

十269圏團

模範となられ度︑︿略﹀︒

行方正︑職務に忠實にして︑隊中の

十2110 木版では一枚時々彫らなけれ 十267情懐
ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十221 又活字は何時でも直に植ゑる
ことが出悟るが︑木版では一枚つつ
彫るから︑手間が幾層倍もか＼る︒

十222 又活字は何時でも直に植ゑる
ことが出來るが︑木版では一枚つつ
彫るから︑手間が幾層倍もか﹂る︒

十223 それ故近年は木版が段々すた
れて︑活版を用ひることが多くなつ

みる︒

︿略﹀︒

原産地ハアメリカニシテ︑

イハ ミ

ハレミ︑之ヲ救ハントスル義心ヨリ

起レリ︒

ニテ︑百七十鯨先程前ノ人ナリ︒

十319図平左衛門ハ石見ノ國ノ役人

ノ年ニモ︑國中一人ノ餓死スルモノ

十324図 ︿略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

ナキニ至レリ︒

エ︑遂ニハ中出地方全腱二及ブニ至

十326図

レリトイフ︒

サレバ平左衛門ノ死セシ時

ハ︑中國ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父

十328図

母江別ル・如ク悲シミタリトナリ︒

平左衛門ヨリ鮮少シ後ノ人ナリ︒

十3210図 昆部下有名ナル學者ニテ︑

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

十3210図 昆陽ハ有名ナル學者ニテ︑

當時ハ遠島ト構シテ︑罪人

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︿略V︒

十331図

出來ザル荒地多ケレバ︑︿略﹀︒

十332図 ︿略﹀︑是等ノ島ニハ作物ノ

く略V︑罪人ドモハ魚類・果

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑餓死

十333図

スルモノ年々少カラザリキ︒

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑或

十335図昆陽ハ之ヲ救フニハ︑此ノ

年試ミニ之ヲ作りシニ︑︿略﹀︒

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑或

十335図昆陽ハ之ヲ救フニハ︑此ノ

年試ミニ之ヲ作りシニ︑︿略﹀︒

芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑或

︿略﹀全國到ル虜二作ラ 十335図昆民望之ヲ救フニハ︑此ノ

二人が之ヲヒロメントセシ
ウエジニ

ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

十316図

畜力ニヨル︒

ル・二至リシバ︑主トシテ︿略Vノ

十315図

後百齢年ノコトナリ︒

十313図

︿略﹀︑内地ヘノ渡來ハ其ノ

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十312図此ノ芋ノ始メテ琉球二士ハ

︿略﹀︒

十308図

ハ唐芋トイフ︒

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球ニテ

リウキウ

山おろしの風は身にしみて寒 十306図 關東武テ・ハ薩摩芋トイヒ︑
いてふ

︿略V︑古い銀杏の木が一本︑

十2710
い︒

た︒

十228図良無考ナリトハ思ヘドモ︑

十282

廣い田の面は切株ばかりで︑

︿略﹀雀がたくさん集ってゐ
畑には変がもう一寸程にのび
︿略﹀︑ねぎや大根が青々とう

ねをかざって︑こ＼ばかりは冬を知

十291

てるる︒

十289

て︑時々群になっては飛立つ︒

十288

︿略﹀︑か＼しの骨も残ってみない︒

十285

も残ってみない︒

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

老人ノ言ナレバ︑命ノマ・下歯ヒ取
リテサ・グ︒

十231図星 ﹁汝ハ教フル帰足ル者ナ
リ︑︿略﹀︒﹂

十237図囹 ﹁長者ト約シテ後ル・ハ
禮二非ズ︒

リ起キテ橋上二至レバ︑シバラクア

十242図 良此ノ度コソハト︑夜半ヨ
リテ︑カノ老人來レリ︒

ナシ︒

十256図入ル者アザケリ歯入ザルハ

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑遂二高祖ヲシ

十258憂く略V︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑ らないやうに活々とした色を見せて
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年 試 ミ ニ 之 ヲ 作 りシニ︑︿略﹀︒

十338図幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添
ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

十369園

︿略﹀︑少しも人に先んじよ

うとはせず︑静かに自分の順番を待
又着物はそまつながら︑さ

つてゐました︒

十371圓
つばりしたものを着て︑歯もよく磨

布セシカバ︑︿略﹀︒

十341図 昆評判七十二歳ニテ死セリ︒
いてるました︒

又字を書くときに︑指先を

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

十373園

十345 志望者は五十人ばかりも來た
︿略﹀︑主人は其の中で一人の

が︑︿略﹀︒

十345

十374園外の者は着物だけは美しか
つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな
つてゐました︒

十374園外の者は着物だけは美しか
つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

﹁あれが此の室にはいる前︑

主人は答へて︑﹁︿略V︒とい

青年をやとひ入れることにきめた︒
十3410
つた︒

つてゐました︒

十352園

先づ着物のほこりを梯ひ︑はいって

十4110図

董ハ圓クシテ︑長サ五尺バ

カリ︑短キハ晒蝋位ナルモアリ︒

︿略﹀︑花鳥等ノ美シキ模様

アミテ造りタルモノナリ︒

其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・

注目スル所トナラズ︑︿略﹀︒

なめに並ぶる時は︑美しき模様を生

ず︒

は斜の線のみを用ひたるものにして︑

︿略﹀︒

第二圖は横の線のみを用ひ︑第三圖

十451図第一圖は縦の線のみを用ひ︑

は斜の線のみを用ひたるものにして︑

︿略﹀︒

第二圖は横の線のみを用ひ︑第三圖

十452図第一圖は縦の線のみを用ひ︑

︿略﹀︑第四圖は縦・重工様

は斜の線のみを用ひたるものにして︑

︿略﹀︒

の線を用ひ︑第五圖は横︒斜爾様の

十453図

線を用ひ︑第⊥ハ圖は縦︒斜事様の線

︿略﹀︑第四圖は縦・横爾様

を用ひ︑︿略﹀︒

の線を用ひ︑第五圖は横・斜爺様の

十454図

線を用ひ︑第⊥ハ圖は縦・斜五泊の線

十472図

︿略﹀︑第七圖は縦・横・斜

曲線は直線よりもやはらか

模様には全く無意味なるも

ふれば︑更に美しき巻心を得べし︒

なる感畳を與ふるを以て︑曲線を用

十458図

三様の線を併せ用ひたるものなり︒

十456図

を用ひ︑︿略﹀︒

線を用ひ︑第六圖は縦・斜両様の線

の線を用ひ︑第五圖は横・複葉様の

︿略﹀︑第四圖は縦・横爾様

米二國へ送りシニ︑︿略﹀︑ドイツ・

三婆ヲ下ラズトイフ︒

眠亀ガ︻身一家ヲ忘レテ︑
熱心二此ノ業二志シ︑機械ヲ爽明シ︑

十445図

線には直線と曲線とあり︒

國産ヲ廣メシバ大イナル功勢トイフ
ベシ︒

十448図

直線を適當の長さに切り︑
︿略﹀︑或は縦に︑或は横に︑或はな

十4410図

十455図

を用ひ︑︿略﹀︒
受ケ︑︿略﹀︒

アメリカ等ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ

十438図

第二圖は横の線のみを用ひ︑第三圖

十421図︿略﹀畳ノ表ハ︑此ノ董ヲ 十451図第一圖は縦の線のみを用ひ︑
十423図

花畑ヲ最モ多ク産スルハ岡

ヲ織出セル花莚ハ我が國輸出品ノ一
ナリ︒

十424図

オホイタ

山・廣島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ
テ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其ノ織方ヲ嚢明シタ
イソザキミンキ

ルハ岡山縣ノ磯皇帝亀トイフ人ナリ︒

十425図

十4210図︿略﹀︑一時ハ赤貧洗フが如
キ有様トナレリ︒

眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

自ラ花遠敷十種ヲ織出シ︑海外二輸

十434図

出セント試ミシガ︑︿略﹀︒

慮はいつ訊

︿略﹀︑此ノ時ハナホ世人ノ

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

ぎ

十385図圃
の

乃木大忌と會見の

済みことのり

乃木大將はおごそかユ︑

傳ふれば︑︿略V︒

御めぐみ深き大君の

十3810図圃

水師螢︒

川

く略V︑敵の二軍ステッセ 十435図

つてゐました︒

十374園外の者は着物だけは美しか

からは静かに後の戸をしめた︒

十353園 きれいずきで︑つ＼しみ深
いことは︑それでよく分りました︒

れると思ひました︒

十356囹 人に親切なことは是でも知
︿略﹀︑何を聞いても︑一々

明白に答へて︑しかもよけいなこと

十359園
はいひません︒

十362園私はわざと一巻の書物を床
の上に投げておきました︒

︿略﹀︑我はた＼へっ︑か
︿略﹀︑我はた﹂へっ︑か

藍田圓クシテ︑長サ五尺バ
カリ︑短キハニ尺位ナルモアリ︒

十419図

十419図藺ハ水草ナリ︒

の防備︒かれは構へつ︑我が武勇︒
ヰ

十397図圏

の防備︒かれは構へつ︑我が武勇︒

十396図圏

ることばもうちとけて︑︿略﹀︒

十363園外の者は少しも氣が附かな 十394血筋 昨日の敵は今日の友︑語 十442図 近年ノ輸出高ハ年々五六百
いで︑中にはそれをふんだ者もあり
ましたが︑︿略﹀︒

十363園外の者は少しも氣が附かな
いで︑中にはそれをふんだ者もあり
ましたが︑︿略﹀︒

十364園︿略﹀︑あの青年ははいると
直に書物を取上げて︑テーブルの上
に置きました︒
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あれども︑草木・花鳥・轟魚等の形

をへだっれば︑敵は之をつかんで︑

退く時には︑今はかなふまじとそし

候︒

候へば︑其の手入は最も念入に致し

兵器は軍人のたましひに

る︒

候へば︑其の手入は最も念入に致し

兵螢内の生活は規律正し

多人敷の共同生活に候へ

課業は術科と學科との二

小生の如く平素勢働にな

小生の如く平素螢働にな

卒業したる者には謙りむつかしとも

十582圏囲 ︿略﹀︑又學科も小忌校を

これなく︑︿略﹀︒

れたる者には︑術科もつらきことは

十5710圏囲

これなく︑︿略﹀︒

れたる者には︑術科もつらきことは

十5710圏囲

候︒

及び毎日の術科に關する説明に御座

十577國国 ︿略﹀︑學科は讃法の講義

にて︑︿略﹀︒

十576囲国此の頃の術科は分隊教練

し候︒

は夜分又は雨天等を利用して多量致

を通じて︑四時間より六時間︑學科

十575圏国 ︿略﹀︑術科は午前・午後

し候︒

は夜分又は雨天等を利用して學習致

を通じて︑四時間より六時間︑學科

十574國団 ︿略﹀︑術科は午前・午後

つにて︑︿略﹀︒

十573西国

ば︑是はもとより當然の事に候︒

十571國困

事︑︿略﹀等堅く禁ぜられ居り候︒

兵舎内にては歌をうたふ

候︒

は七箇日の養父︒

く略V︑一座皆ようひの袖を
十5510圏國

しぼらざるはなかりき︒

樋口は一目見て︑﹁︿略V︒﹂ 十556図

﹁如何に︑髪・ひげの黒

らっば

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑

兵器は軍人のたましひに

十568國國

退く時には︑今はかなふまじとそし
る︒

十541図囹

悲しきは老の白髪なり︒﹄
﹁︿略﹀︑義仲二歳なりし

畠山は﹃︿略﹀︒﹄とて︑

預け︑︿略﹀︒

されば隆盛は義仲の爲に
は七箇日の養父︒

十552図版

もとに置きて︑木曾へつかはしたり︒

十5410図園

︿略﹀︑別製は七日の馬手

ひそかに我を此の齋藤三雲のもとに

十騒8図園

さんとせり︒

を︑敵は畠山に命じ︑尋ね出して殺

十548図園

十騒3図園

る︒

退く時には︑今はかなふまじとそし

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

まして戦場にては︑進ま

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

まして戦場にては︑進ま 十567圓団

片手にひつさぐ︒

今は七十にも罷れば︑殊

今は七十にも齢れば︑殊

今は七十にも齢れば︑殊

十541図囹

を攣じて作れるもの多し︒

敵は一人︑此方は二人︒

むさし
﹁そは武藏の齋藤別當に

敵は手塚の家來を押へ︑刀

十525琵音
はあらずや︒

十525図園
はあらずや︒

十527署長

げの黒きは如何に︒

の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ

十527図園

むさし
﹁そは武藏の齋藤別當に

を抜きて首をかく︒

十513図

十512図敵は一人︑此方は二人︒

十512図

敵に組みつく︒

十474図次の圖は其の一二の例を示 十511図 手塚は家來を討たせじと︑
すものなり︒

限に多し︒

十476図 かくの如き模様の工夫は無
十477図 若し此の模様に種々の色ど
りを加ふるときは︑一層其の美しさ
を増すべし︒

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十弼2図 色の原色は赤・青・黄にし
色を生ず︒

十493図 給壷・模様等を色どりする
には︑色の調和を考へざるべからず︒

十499図 ︿略﹀︑我等の衣食住には模
檬・色どりをほどこしたるもの多し︒

きは︒﹂

樋口は古き友なり︑見知 十552思詰 されば昌盛は義仲の爲に

ひぐち

十5210図

りたらん︒﹂

十528農園

げの黒きは如何に︒

の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ

十528図園

げの黒きは如何に︒

十4910図種々の模様を工夫し︑又麗 の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ
しき色どりを案ずるは︑工藝・美術
においては極めて大切なる事とす︒

十501図 種々の模様を工夫し︑又麗
しき色どりを案ずるは︑工藝・美術
においては極めて大切なる事とす︒

しなの

十503図南 ﹁唯一人ふみ止って職ひ
給ふは誰ぞ︒
みつもり

そ

人︑手塚太郎光盛なり︒

てっかの

十504連壁 かく申すは信濃の國の住 十533図園

き

毎週土曜日の午後には

一々嘲夙の合評により︑︿略﹀︒

十565國団

まして戦場にては︑進ま り候︒

︿略﹀一切所持品の清潔検査これあ

十538図園平生にても︑若き人は白 十564國囲

染めんと思ふなり︒

十507図園 唯首を取って︑大罪の見 十536図圓﹃戦場に出でん時は髪を
参に入れよ︒木曾殿には見知り給は
ん︒

十5310図園

十5010図 手塚の家來は組ませじと中 髪を見て侮る心あり︒
をへだっれば︑︿略﹀︒

十5010図手塚の家相は組ませじと中 んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

は一は
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覚え申さず候︒

十583圓團 外出日は日曜日・祝日及
び大祭日にて︑︿略﹀︒

十587圓国 兵螢内の酒保には日用品
・飲食物等を五鈷致し居り候へば︑
︿略﹀︒

臣・義士に聾する講談等もこれあり︑

然レドモ其ノ頃ハ掘取リテ

ノナリトイフ︒

十614図

漕抜けた一隻は勇氣をふるつ

て︑我先にと漕いで行く︒

十649

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑急
もり

塵めがけて破裂矢をしかけた鈷を打
つ︒

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ
︿略﹀︑産出高ノ割合ニハ人

バ︑︿略﹀︒

十615図

︿略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

昨夜の風雨は名淺なくをさま
︿略﹀︑そよくと吹く風に︑
甲板に立ってるた船長を始め︑

破裂矢は鯨の禮内に深く食込
ボートは鈷に附けた長いつな

︿略﹀︑又以前には鯨の通路に

にはく略﹀方法などもあった︒

網を張って鈷を打つ方法などもあっ

十673

た︒

鯨は獣類中薬も大きなもので︑

長さは十五間︑即ち九十尺にも及ぶ

十675

鯨は獣類中最も大きなもので︑

ものも珍しくはない︒

十675

長さは十五間︑即ち九十尺にも及ぶ

鯨は︿略﹀︑長さは十五問︑

ものも珍しくはない︒

十676

即ち九十尺にも及ぶものも珍しくは

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

ない︒

其の肉は食用となり︑あぶら

は機械油になり︑ひげは細工物に使

十676

はれる︒

も鯨に近寄り︑今度は銃を以て破裂

は機械油になり︑ひげは細工物に使

其の肉は食用となり︑あぶら

昔は大鯨一頭を捕へると︑人

十684図船膿二つにくだけて︑一半

支へ得ると言ったものである︒

口々百人の一村︑一箇月の生活費を

十678

はれる︒

は機械油になり︑ひげは細工物に使

十677

はれる︒

鯨は段々弱って︑泳ぐ力もな
若者は長い劔を突通し︑幾度
若者は長い劔を突通し︑幾度
六七十尺の大序も今は全く息

生残れる水夫は破れたる船

ははや大波にさらはれたり︒

水夫等はなほほぼしらに抱

膿にすがり︑︿略﹀聲を限りに救を

さきのボートは鯨を引きなが 十685図
捕鯨は實に勇壮なものである︒

呼べり︒

きつきて︑息も絶えぐに救を呼べ

十694図
砲から錆を打つ方法もあり︑又以前

十671

︿略V︑船ははや方向を轄じて︑ 十671

四五隻のボートは母船を離れ

捕鯨法には此の外に汽船の備

ら母船の方へ急ぐ︒

十6610

絶えて︑水面に看たはる︒

十665

となく抜いては又突く︒

十664

となく抜いては又突く︒

十663

くなる︒

十662

矢を打込む︒

十662ボートはつなをたぐって︑又 十677 其の肉は食用となり︑あぶら

矢を打込む︒

も鯨に近寄り︑今度は銃を以て破裂

十66ーボートはつなをたぐって︑又

十661

される︒

鯨は再び浮上つた︒

十657

んで破裂した︒

十655

手ヲ要スルコト多門リシナリ︒
十653 鯨の︼群は影も形も見えなく
カウ
此ノ銅山ニハ敷箇ノ大坑道 なった︒

アリ︒

選鑛場ニハ種々ノ機械アリ︑

カク選り分ケタルモノハ之

ヲ製煉場二面ル︒

十629図

︿略﹀︒

十626図

坑外二運ビ出シ︑之ヲ選鑛場二王ル︒

十624図

嚢掘シタル銅壷ハ︑︿略﹀

十5810國團︿略﹀︑又日曜日等には忠 十6110図
面白く有盆に存候 ︒

十593國国 中隊長殿の何事にも注意

︿略﹀︑罰に庭せられたる

の周密なるは隊中一同感謝致し居り
候︒

十595圓国
︿略﹀︑罰に慮せられたる

者 は 外 出 を 禁 ぜ られ︑︿略﹀︒

十595㈱國

アリテ︑銅鑛ヨリ銅ヲフキ分クルナ

ロ
製煉場ニハ殊二大イナル櫨

リ︒

十6210図

者は外出を禁ぜられ︑又重き者は螢

十647

北へ向って走る︒

十646

方向に向けた︒

三十五人の若者はひとしく目を其の

十643

海面はさ〜波を立ててみる︒

十639

つて︑︿略﹀︒

十638

・病院・銀行等皆備ラザルナシ︒

ソ三萬ヲ有スルー都會トナリ︑學校

十634図

ビシキ村落ナリシガ︑︿略﹀︒

十632図此ノアタリ︑元ハ山間ノサ

倉に入れられ候由承り申候︒

十597再三 入螢當時は友人も少く︑
生活も一攣致し候事とて︑多少不自
由 を 感 じ 候 へ ど も︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 昨 今 は 友 人 も 出 來 ︑

螢内の生活にもなれ︑日々詳しく暮

十599囲囲

し居り候︒

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

十607図 我が國銅山ノ中門テ最モ盛
等ナリ︒

十608図 足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ
アリ︑︿略﹀︒

産 出 高 ス コ ブ ル 多ク︑︿略﹀︒

十611図 此ノ銅山ハ獲見ノ當初ヨリ
十612図 ︿略﹀等ノ造管二字ヒタル
銅ハ︑大抵此ノ山ヨリ産出シタルモ
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り︒

十696図

少 女 は 之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂

とせき立つ︒

敷日の後︑水夫は此の少女

の手に熱き感謝の涙をそ＼ぎて︑各

十713図

ダーリングの生

我が家に留りたりとそ︒

グレース

家に程近き寺院の庭上には︑右手に

十716図
かいを握れる少女の銅像あり︑︿略﹀︒

十697図 父は此の大波に何とて行か
るべきと思ひしが︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ボ ー ト を

温泉のわき出つる虜はおほ

地球の内部には熱氣あり︒

用意す︒

十719図

い

か

ほ

箱根は温泉場の敷も多く︑

箱根は︿略﹀︑盛夏の候は

コナシ︑︿略V︒

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十764図︿略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ書

此ノ外腹ニハ種々ノ内臓ア

ルモノヲ髄外二出ス︒

リ︒

十766図

ハ拶アリ︒

十767図身膿ノ最上部ナル頭ノ中ニ

謄ハ精神ノ宿ル所由シテ︑

全身ヲ支配ス︒

十767図

二近キ位置二女リ︒

十771図目・耳・鼻・ロバ何レモ謄

ハヒテ︑各之ヲ拶二報告ス︒

ヲ聞キ︑鼻貞心ヲ畑鼠︑ロバ味ヲ味

十772層目ハ色・形ヲ見︑耳ハ画工

ハヒテ︑心意ヲ磯二報告ス︒

ヲ聞キ︑鼻幽香ヲカギ︑ロバ味ヲ味

旅館は山により︑谷に臨み 十771二目ハ色・形ヲ見︑耳ハ音聲

二百ノ中部ハ胸ト腹トニシ
︿略﹀︑左右ノ手ハ肩ヨリ分

ヲ聞キ︑鼻合香ヲカギ︑ロバ味ヲ味

十772図目八色・形ヲ見︑耳ハ音聲

ハヒテ︑瓦之ヲ拶二報告ス︒

ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲカギ︑ロバ味ヲ味

骨ハ筋肉二包マレ︑皮膚更 十772図目ハ色・形ヲ見︑耳ハ音聲
胸ノ左右ニハ肺アリ︒

リ︒

分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

スベテ重要ナル機關アル部
蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ肺臓二

十777図

シム︒

シ︑手・足・口悪二命令シテ活動セ

ハヒテ︑痩山ヲ謄二報告ス︒

十759図

肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル・空 十773図 拶ハ其ノ報告ニヨツテ判別
心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

送ル︒

血ヲ全身二送リ︑又身盟ノ各部ヨリ

十7510図

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十759図

二其ノ上ヲオホフ︒

十757図

胃ハロヨリ入來レル食物ヲ

十763図

十763図腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒

熱海は伊豆の東岸にあり︒

何れの旅館も空室なきに至るを常と
十744図

前面は海に臨み︑後は山を

す︒

十744図

前面は海に臨み︑後は山を

負ひ︑冬暖に夏涼し︒

十744図

湯のわき出つる虜二十飴玉

負ひ︑冬暖に夏涼し︒

十746図

所︑大湯と冠するは一書夜に敷回噴

十723図

出す︒

る＼船の頭を立直しく︑死力を墨
むね火山の附近に在りて︑四園の風

湯元は一箇所にして︑之を

りて︑鳴動の音すさまじ︒

其の湯には大抵一種の臭氣 十747図 噴出する時は湯氣立ちのぼ

十755図

るを得べし︒

て︑山水のながめをほしいま＼にす

十7410図

戸毎の浴室に引けり︒

温泉の諸種の病を治するは︑ 十749図

︿略﹀︑一つには又地を轄じ

テ︑︿略﹀︒

レ︑二本ノ足ハ全身ヲ支フ︒

我が國は火山國にして︑全 十756図
國到る虜に温泉あり︒

レ︑二本ノ足留全身ヲ支フ︒
み

よ

道後に次ぎて早く世に知ら

道後は四國の伊豫にあり︒

海・伊香保等あり︒

十743図

なきに至るを常とす︒

︿略﹀︑盛夏の候は何れの旅館も空室

廣粗なる旅館も少からざれども︑

十741図

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︒

十738図

い

十733図中にも最も世に知られたる 十756図 ︿略﹀︑左右ノ手ハ肩ヨリ分
あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

十7210図

光に接するが爲なるべし︒

て清新なる空氣を吸ひ︑美麗なる風

十728図

美麗なる風光に接するが露なるべし︒

らず︑ 一つには田地を轄じて︿略﹀︑

たゴに其のふくめる亡霊の効のみな

十727図

あり︑味あり︑色あり︒

十725図

光麗しく︑︿略﹀︒

十699図 やがて二人は荒波に打返さ
して漕進む︒

十701図 岩に近づけば︑波は瞬く荒
く︑ボートは幾度となく打ちもどさ
れ 打 ち も ど さ る ＼ を︑︿略﹀︒

く︑ボートは幾度となく打ちもどさ

十701図 岩に近づけば︑波は盆く荒
れ 打 ち も ど さ る ㌧ を︑︿略﹀︒

十703図父は直ちに膨れ果てたる水
夫を助けて︑ボートにうつす︒

十706図此の間︿略﹀︑岩と波との
間にボートをあやつり居たる少女の
働は︑人間業とは見えず︒

間にボートをあやつり居たる少女の

十706図此の間︿略﹀︑岩と波との

父はボー ト に 引 返 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

働は︑人間業とは見えず︒
十706図

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕

十707図 ︿略﹀︑二人はまた有らん限 十734図
着けたり︒

十709図 水夫は蓋く燈皇番の小屋に
入れられたり︒

十711図 く略Vダーリングの手は︑
今ややさしきをとあの手にかへりて︑
半死半生の水夫を親切に看護せり︒

は一は
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ガ爲ナリ︒

十778図頭ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン
十779図胸部ノ野牛ヒノ如キ秘跡テ
オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護
センが爲ナリ︒

キ筋肉アリ︒

十781図 強キカヲ要スル部分ニ四強
十781図 又筋肉ハ之ヲ用フルニシタ
ガヒテ獲達ス︒

なり︒

十796図

あいぬの男子は髪とひげと

を長くのばし︑耳に金聾製の輪をは

女子は耳に耳輪をはむるこ

め︑こしに小刀をさぐ︒

十798図
と男子に同じく︑又口の周囲︑手首
︿略﹀︑又口の周園︑手首・

・手の甲等には入墨をほどこせり︒
十799図

然れども入墨をほどこすこ

手の平等には入墨をほどこせり︒

然れども入墨をほどこすこ

あいぬの風俗はこれのみに
男子も女子も寒き時は犬の

あつし織とは︑おひようと

り︑一年の問養ひたる後︑之を殺し

を給し︑︿略﹀︒

ものには土地を與へ︑農具・種子等

犬と猫は最も多く家に飼はれ

犬は夜を守らせる爲︑又はか

飼ふのである︒

十836 ︿略﹀︑猫は鼠を捕らせる爲に

りに使ふ爲に飼ひ︑︿略﹀︒

十835

る獣である︒

殺したる熊の頭は垣にかけ 十835

て盛大なる儀式を行ふことあり︒

十8110図

て︑永く之を保存するを以て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑垣の上には多くの頭

骨︑風雨にさらされて残れり︒

十821図

十823図あいぬの言語は日本語とは
全く異なり︒

彼等は元は讃み書きも知ら

全く異なり︒

︿略﹀︑農家では牛を色々の勢

其の上牛肉と牛乳は飲食物と

維新前までは牛肉を食ふ人は

維新前までは牛肉を食ふ人は

維新前までは牛肉を食ふ人は

東京市だけでも︑一年にほふ

其の皮は革に製して︑かば

なめしがは

る牛は数千頭にも上るといふことで

十845

ぬ庭がなくなった︒

至って少かったが︑今では峰越食は

十844

至って少かったが︑︿略﹀︒

十843

ぬ庭がなくなった︒

至って少かったが︑今では全國食は

十843

しても大切である︒

十842

働に使役する︒

十841

なものは牛・馬・羊・等等である︒

十823図あいぬの言語は日本語とは 十838 ︿略﹀︑家畜としてもっと大切
十823図

彼等は元は讃み書きも知ら

ず︑算敷の考もとぼしかりしが︑
︿略﹀︒

十824図

ず︑算敷の考もとぼしかりしが︑今
は内地人と同じく︑讃み書き・計算

彼等は元は讃み書きも知ら

をもなし得るものあるに至り︑︿略V︒

ず︑斜照の考もとぼしかりしが︑今

十825図

は内地人と同じく︑讃み書き・計算

るに至り︑中には小學校教員となれ

讃み書き・計算をもなし得るものあ

︿略﹀︑今は内地人と同じく︑

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

ひえ

ある︒

あいぬの敷︑古は甚だ多か 十846

るものもあり︒

んや靴などを造り︑其の骨や角は

十828図

りしが︑︿略V︑今は僅かに二萬人に

色々の細工物に使ふ︒

其の皮は革に製して︑かば

なめしがは

足らず︒

十848

又皮・骨・ひづめなどからは

色々の細工物に使ふ︒

んや靴などを造り︑其の骨や角は

あいぬの数︑古は甚だ多か 十847
りしが︑︿略V︑今は僅かに二萬人に

十829図
足らず︒

十818図あいぬは時々子熊を捕へ來 十831図 ︿略﹀︑農業を螢まんとする

り︑ 一家之を團みて談笑す︒

十826図

をもなし得るものあるに至り︑︿略﹀︒
ひえ

食物は粟・稗・うばゆりの

あは

あは

食物は粟・稗・うばゆりの

其の家はほったて小屋の如
く︑床もなく︑天井もなし︒

十814図

之を賞美す︒

根等を主とし︑鹿の肉は珍味として

十812図

之を賞美す︒

根肥を主とし︑鹿の肉は珍味として

十812図

物なり︒

十8010図

用ひ︑︿略﹀︒

皮などにて造れる羽織の如きものを

十807図

ても既に内地人と同じからず︒

十802図

とは今は全く禁ぜられたり︒

十7910図

とは今は全く禁ぜられたり︒

十784図 ︿略﹀︑郵便配達夫・車夫等 十7910図

ノ足ノ強キ︑大工・カヂや等ノタナ
ゴコロノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用スル
ヲ以テナリ︒

十785図 又力士ノ如キハ常二全身二
力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ
ク焚達セリ︒

十787図 身髄ノ構造ハ極メテ複雑ナ
ルモノニテ︑一小部分ノ傷害モ直チ
ニ全身ノ元氣二關スルモノナレバ︑
︿略﹀︒

ナル精神ハ健全ナル身膿二宿ル︒﹂

十7810図 西洋ノ古語二日ク︑﹁健全
ト〇

十791図 身禮ノ健全ナルトキハ精神
モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ
モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

十795図 是は北海道に住するあいぬ
人を壷がけるものにて︑左は男子︑
右は女子なり︒

なり︒

十796旨く略V︑左は男子︑右は女子 十816図 屋内には中央にみうりを造
十796図︿略﹀︑左は男子︑右は女子
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にかはが出直︑血や腸は肥料になる︒

十848 二皮・骨︒ひづめなどからは
︿略V︑不用な部分といふもの

にかはが出來︑血や腸は肥料になる︒
十8410
は一つもない︒

十853 其の上田孚には必ず無くては
ならぬもので︑︿略﹀︒

十853 其の上戦雫には必ず無くては
ならぬもので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑兵器・糧食を運送し將

卒と共に職場をかけめぐって︑勇士

十855

に軍功を立てさせるものは馬である︒
すべて家畜はよく帥労らなけれ

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

十857

風がある︒

十859 西洋の馬がおとなしくて︑日
本の馬のおとなしくないのは︑育て

りゅうきう

はなかったが︑琉球ではたくさん

りゅうきう

内地では昔から齢り多くは飼

飼って居った︒

十868

はなかったが︑琉球ではたくさん
な

隣國の支那人は最も多く豚肉

し

飼って居った︒

十869
を食ふ皇民である︒

羊や山羊は毛が必要である︒

ぎ

十871
︿略﹀︑山羊の乳は牛乳のやう

や

十874

殊に其の乳の成分は人の乳に

に飲料になる︒

十875
似てみるから︑子供に適する︒

鳥類の中で家畜として最も多
︿略﹀︑難卵や難肉の養分の多

く農家に飼はれるのは難で︑︿略﹀︒

十879
十881

︿略﹀︒

十909團囲

︿略﹀︑其の講話は定めて

御村も當村と同じく水利

有盆なる事と島島︒

十911亡国

の良き割合には田地少く︑整理の必
︿略﹀︑有志の方々御さそ

要これあり候様存ぜられ候間︑︿略﹀︒

十914瞬国

ひ合せの上︑御來主命成候ては如何︒

なほ土中よりは小杉事務
官も御臨席のはずに御座候︒

十916國囲

十925圏圏︿略﹀︑折々會合の節は其
の話も出で︑何れ熟考の上實行せん
と申合せ居り候事とて︑︿略﹀︒

十928國国︿略﹀︑此の際其の道の專

塔雑舎ノ数百七十五アリ︑規模極メ

十949図 ︿略﹀︑昔ハ境内方四町︑堂

縣廉・︿略﹀等ノ敷地内皆

テ大ナリシガ︑今ハ往時ノ三ノ＝一

モ足ラズ︒

ム

東大寺ハ聖武天皇ノ建立

ンヤウ

三笠山ハ此ノ神社ノ後方ニ

昔ノ興福寺ノ境内二業リ︒

十951図

十962図

アリ︒

ニシテ︑タゴニ大佛ノ大キサノ驚ク

十969図

我が國ノ古美術ハコ・二其

ベキノミナラズ︑︿略﹀︒

十973図

奈良ノ市街ノ柄頭昔ノ都ノ

ノ梓ヲ集メタリトイフベシ︒

十975図

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

ラ

リ︒

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ

門家の講話を承るは︑大いに参考に

ナ

十975図

リ︒

當日は本村の重なる人々

相成るべしと存候︒

ニアリ︒

十941図

フ

ヒ

︿略﹀︑大阪ヨリ奈良鳳至ル

ト

︿略﹀︑昔ハ境内方四町︑堂

テ藤原不比等ノ建立セシトコロ︑
︿略V︒

十946図

日︒三笠・若草等ノ山々道連リ︑

ンヤゥトク

︿略V︑西出ハ西大寺・藥師寺等ノ堂

塔アリ︒

タ

法隆寺ノ附近ニハ廣瀬神社

三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠

緑シタ・ルが如シ︒

十988図

・龍田神社アリ︒

クツ

十984図

古堂ノ中ニハ寸時ノ佛像今尚存ス︒

十983図︿略﹀︑千二百蝕年ヲ経タル

︿略﹀︒

天皇ノ御竃二建立シタルモノニシテ︑

奈良市街ハ奈良停車場ノ東 十981図此ノ寺ハ聖徳太子が用明

ニハ關西線ニヨルベシ︒

十9310図

ルニ油画良質畑田ルベク︑︿略﹀︒

十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良国入 十978図 コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春

候︒

も精々誘ひ合せ︑是非参會致すべく

︿略﹀︑難卵や難肉の養分の多 十929國圏

いことは知らぬ人はない︒

十881

すゑふさ

ふち
君の御供に仕へしは 藤

いことは知らぬ人はない︒
ふさ

君は御言に降りか＼る露
︿略﹀︑さして行く笠置の

︿略﹀やみの天地をまた
御代に返すは誰が任ぞ︒

テ大ナリシガ︑今田往時ノ三ノーニ

塔雑舎ノ敷百七十五アリ︑規模極メ
多年三国の技師をも務め︑學理にも

モ足ラズ︒

同學士は御承知の通り︑
通じ︑實地にも明かなる人に候へば︑

十906圏団

元の

十8910図圏

くもらせて︑︿略﹀︒

十895図魍御歌かしこみ︑藤房は聲 十944図此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺ニシ

がもふ・し︒

山を出でしょり︑天が下にはかくれ

十894図圃

彿はせて︑︿略﹀︒

十892図圏

房・季房唯二人︒

︿ 略 ﹀ ︑ 日 本 で は 齢 り い ぢ め た 十887図圏

方 ・ 使 ひ 方 に あ る ことで︑︿略﹀︒

十8510

爲に︑おのつから荒々しくなったの
である︒

十864 豚はもっぱら食用の爲に飼ふ︒
十864 豚はどんな物でも云ふから︑
飼ふのにたやすい︒

十866 豚肉はあぶらに富んでみて︑
養分の多いことは牛肉におとらぬ︒
養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十867 豚肉はあぶらに富んでみて︑

り ゅ うきう

十867 内地では昔から齢り多くは飼
はなかったが︑琉球ではたくさん
飼って居った︒

十868 内地では昔から駆り多くは飼
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花ぞ昔の香ににほひける︒

木・一草蓋ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

リシ地白シテ︑昔ナガラノ山河︑一

里は

十995図圃人はいさ心も知らず︑故

花ぞ昔の香ににほひける︒

吉野山霞の奥は知らね

ンニハ︑幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感

十996図要人はいさ心も知らず︑故 聖篭1図 名所・奮蹟ヲアマネク尋ネ
アルベシ︒

キノツラユキ

十一13図圃

里は

リトイフ梅ノ木叩此ノ廊ノカタハラ

レ

十一24図

堂前四本の櫻ある慮は大

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ翌︒

吉野山霞の奥は知らね

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒

十998図 紀貫之ガ︿略﹀︒トヨミタ
ニアリ︒
ボ タン

イハ

十999図 廊下ノ爾ガハニハ幾古株ト 十一14図圃
ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒

十欄2図 其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余
塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離

ジングウ

ノ地ニシテ︑神功皇后以後︑シバ

ごだいご

十﹁29図

︿略﹀︒

ら

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

花は麓より咲初めて次第

吉野には古く離宮あり︑
おうしん

︿略﹀︑鷹神天皇の頃より

十一410図

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一48暫く略V︑麓の花︑中の花の

に山上に及び︑︿略V︒

十﹇47図

本の外︑到る庭櫻樹あらざるなし︒
ふもと

十一46図吉野山は口・中・奥の千

残せるは此の所なり︒

連ね︑︿略﹀︒といふ一首の和歌を書

決死の士百四十三名の名字を壁に書

十﹇38図

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒

藏王堂の東なる吉水神社

の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所

カマクリ

アン ゴ

ケ マリ

なりと傳ふ︒

く皇居ヲ定メ給ヒシトコロ︒

十㎜8図社殿ノ後ノ山ニハ鎌足ノ墓
アリ︒

十捌1図 昔ノ人ノ︿略﹀︒ト歌ヒシ
バコ・ナリ︒

ア ス カ

十川2図 岡寺ハ西國三十三番第七ノ
札慮ナリ︒

十棚3図 コ・二程近キ飛鳥ノ安居院
ナヵノオホエノ

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニ シ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ノ遊ヲナシ給ヒ︑鎌足が靴ヲサ・ゲ

十棚6図︿略﹀︑中大兄皇子が蹴鞠
テ皇子二近ヅキ奉りシバ︑即チ此ノ
寺ナリ︒

ム

十梱6図 今ハサ・ヤカナル堂中二古
キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒
ジン

十撹1図 畝傍山ノ東北ニハ神武天皇
ノ御陵アリ︒

な

十一51図

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

十撹6図 コ・ニマウヅルモノ︑学堂
バ其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ

り︒

御威徳ヲ仰ガザラン︒

十撹9図大和甲唄久シキ問皇都ノア

ら

おうじん

︿略﹀︑慮神天皇の頃より

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

な

十一51図

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた
り︒

其の後吉野の朝の皇居と

なりしは人の能く知る所なり︒

十一52図

十﹁56図蜜蜂は群を堕して共同の

群系には必ず雌蜂・雄蜂

生活を螢み︑一群の総数数萬に及ぶ
ものあり︒

十一57図

雌蜂は女王ともいひ︑唯

・働蜂の三種あり︒

十﹁58図

一匹にして︑雄蜂は二三百匹︑飴は

雌蜂は女王ともいひ︑唯

皆働蜂なり︒

十一58図

雌蜂は女王ともいひ︑唯

一匹にして︑雄蜂は；二百匹︑飴は
皆働蜂なり︒

十︻59図

一群の生

一匹にして︑雄蜂は；二百匹︑齢は
皆働蜂なり︒

終日勢摩して︑
計を維持するものは働蜂なり︒

十︻510図

の蜂は︿略﹀︑螢螢として寸時も休

まず︒

りても︑食物に不足することなきは︑

十﹁67図秋・冬の花少き季節に入

働蜂中には蜂の集め覚る

一に其の命懸の結果なり︒

十一69図

怠りて持上らざるものあ

蜜を検査する検査掛あり︒

れば︑検査掛は内に入るを許さず︑

十一71図

︿略﹀︒

雄蜂は唯働蜂の集め來り

たる物を食して生活するものにして︑

十一72図

︿略﹀︒

十﹁74図雄蜂は︿略﹀︑秋の初に

女王の任務は卵を産むに

は皆働蜂にさし殺さる︒

あり︒

十一75図

其の敷饒りに多くなる時

十一76図 ︿略﹀︑ 一群の敷は次第に

増加す︒

は︑女王は︿略﹀︑臣下をひきみて

十一77図

分離す︒

︿略﹀︑女王は新しく生れ

たる雌蜂に其の位をゆづり︑臣下を

十一77図

たる

此の時箱・樽等を年半な

ひきみて分離す︒

働蜂の若きものはく略V︑ 十一79図

て里中を育て︑又は其の居室を螢み︑

十一61図働蜂の若きものは内に居
︿略﹀︒

る所に置けば︑分離したる一群は直

十一63図

力強く壮なるものは外に出でて花の

ちに其の中に入る︒

十一82図

同群中の蜂は極めて親密

ことを得べし︒

ては︑次第に其の群の敷を増加する

十﹁710図故に飼養者の注意により

蜜を吸來る︒

百花満開の候には︑外役

百花漏開の候には︑外役

の蜂は︿略﹀︑直管として寸時も休

十︸64図
まず︒

十一65図

395
は一は

に生活すれども︑他群の蜂は甚だし
ラ︑ソレヲ完全ナ時計二組立テルコ

︿略﹀メイく勝手ナ形ヲ造ツタナ

セツカク苦勢シテモ︑其ノ
文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分
︿略﹀︑今日デハドンナ品物

ヲ製造スルニモ︑分業法二号ラナイ

十一127

魁首盆く獲達シテ︑︿略﹀︒

十一127

仕事ハ何時モナラナイ︒

十一126

ト脱出來ナイ︒

く之を敵視し︑︿略﹀︒

十一82図 同睡中の蜂は極めて親密
に生活すれども︑他群の蜂は甚だし
く之を敵視し︑︿略﹀︒

十一85図 されば氣候不順にして︑
花のとぼしき時は蜂合職の起ること
珍しからず︒

十一85図 働蜂の武器は盤の後方に
あ る 鋭 利 な る 針 に して︑︿略﹀︒

ヲ製造スルニモ︑分業二二依ラナイ

︿略﹀︑今日デハドンナ品物

コトハホトンドナイ︒

コトハポトンドナイ︒

十一128

得るは︑共同團結して勢働をいとは

十一88図 蜜蜂の群集生活を螢むを
ず︑︿略﹀︑團禮の爲には身命ををし

又平家全星型ライヘバ︑農

夫ノ田畑ヲ耕シ︑︿略﹀︑教師ノ生徒

十一131

十一810図 蜜蜂の群集生活を阻むを

ヲ教育スル等ハ皆分業口外ナラヌノ

まざるによる︒

得るは︑︿略V︑團膿の爲には身命を

︿略﹀警固の武士もよう

デアル︒

きなり︒

ぬ︒

十一165図

﹁﹃志士・仁人は生を求

義を見てせざるは勇無

こともなかりき︒
な

味を知らざりしかば︑思ひとがむる

されど武士どもは其の意

ありて︑天顔殊に麗しく笑ませ給ひ

十一163図

主上は詩の心を御さとり

十一145緑園

めて仁を害することなし︒

十﹇143図囹

ひの袖をしぼらざるはなかりき︒

十一138図

をしまざるによる︒

十一104 若シ一人ノ手デ製造スルナ
ラバ︑一包三思ヤ三銭五厘二費ツテ
ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一105 人野戦ノ身膿・才能ナドニ
十一119 此ノ様二分業ハ大キナ利盆
︿略﹀︑コ・二注意シナケレ

ノアルモノデアルガ ︑ ︿ 略 V ︒

十一H10

バナラナイノハ共同一致トイフコト
デアル︒

一 部 分 デ ア ル カ ラ ︑︿略﹀︒

十一121 分業デスル仕事ハ皆全髄ノ

し

越の軍を打破りたり︒
さだのみさき

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一212煙管 我は海の子︑︿略﹀︒

海上の一大公園なりといへり︒

ほうよ
く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

十一176図四國の西には佐田岬長

いで︑大船を乗出して︑

いで︑軍艦に乗組みて︑

我は護らん︑海の國︒

十一245図圏

我は拾はん︑海の官田︒

十一243図圏

はだは赤銅さながらに︒

十一235雁歯吹く塩風に黒みたる

いみじき樂と我は聞く︒

十一225図團ふぎさの松に吹く風を
瀬戸内海には︑到る虜に

をなす︒

十一1710図

︿略﹀︑大小無謬の島々は

岬あり︑湾あり︑︿略﹀︒

十﹇181図

各所に散在す︒

十一188図春は島山霞に包まれて眠
るが如く︑夏は山海皆緑にして目畳
むるばかりあざやかなり︒

るが如く︑夏は山海皆緑にして目畳

の進歩の大なるに驚かざらん︒

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

十一189図春は島山霞に包まれて眠 十一249図 上古の舟車と今日の汽車
むるばかりあざやかなり︒

冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

の棟車の如きは唯一輪なり︒

さくちや

十一191図秋の山は紅葉の錦を織り︑ 十一252図 ︿略﹀︑四國の猫車︑毫湾

十一191図秋の山は紅葉の錦を織り︑ 十一254図 我が國に最も普通なるは

く略V︑荷車には人の引く

荷車・人力車等にして︑︿略﹀︒

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

十一255図

今は爾陛下も馬車に召し

今は両陛下も馬車に召し

ずば見るべからず︒

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一259図

ずば見るべからず︒

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一258図

し縣毛の車は如何に優美なりけん︒

瀬戸内海の沿岸には 十一258図 昔都大路をねり行きたり

海の静かなることは鏡の

冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

十一196図
如く︑︿略﹀︒

十一202図

く略V等の港多く︑汽船絶えず通航

内海の沿岸及び島々には

して︑遠く近く黒姻の青空にたなび
くを見る︒

十一205図

いつくしま

名勝の地少からず︒

十一205図嚴島は古より日本三景

我が國に遊べる西洋人は

ふ世とはなれり︒

十一263図 ︿略﹀︑ひとへに速力を競

昏絶も次第に多く行はれて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑屋島・壇浦は源 十一261図 都會の地には電車・自動

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒
だんのうら

十一207図

だ切なり︒

平の昔語に人の感興を動かすこと甚
十一208図

是は昔︑支那に呉・越と

呉の勢盛になりて︑會稽山の戦に

いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑

十一123 ︿略V︑共同一致ノ考ガナケ 十一167図
レバ︑分業ノ目的調達セラレナイ︒

くわいけい

十一125 例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑

は一は
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ヅキ︑︿略﹀︑之ヲ撃沈スルヲ任務ト

ドモ︑速度駆逐艦二次ギ︑敵艦二近

ス︒

聖恩ハ軍艦中最モ優勢ナ

ルモノニシテ︑其ノ名ノ如ク堂々敵

十一318図
ト決職スルヲ目的トス︒

大小幾多の軍艦は海上の

浮城とも害すべく︑遠く四方に航行

十﹁2610図 和船の大なるは五百石積 十一292図
・千石積等ありて︑近海を航行すれ

よ

ろっ

十一296図

リ︒

リ︒

ウ

ヂ

人智の進歩は際限なしと

國名ヲ以テ名ヅケラレタ
キ

タツタ

カ

シマ

ス

マ

︿略﹀︑鹿島・香取脚下レ

雨ニハ春雨・︿略V・村雨︑

季節ノ名ニハ初春・︿略﹀
︒菊月等アリ︒

十一309図

︿略﹀等アリ︒

雪ニハ初雪・白雪・吹雪︑其ノ外

十一308図

︿略﹀等アリ︒

雪ニハ初雪・白雪・吹雪︑其ノ外

十一307図

雨ニハ春雨・︿略﹀・村雨︑

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ

十一304図

テ名ヅケタルモノニシテ︑︿略﹀︒

明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以

アカシ

十一304図又藤島・橋立・須磨・

イツクシマ

ルモノニハ︑安藝・︿略V・丹後等ア

ァ

十一2910図

ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一299図諸子ハ勢多アル我が軍艦

いふべし︒

巡洋艦ハ軍艦中最モ任務

シテ敵ノ主力ト戦フコトアリ︒
イヅ モ

海防艦ハ專ラ自註ノ沿岸

四面皆済ナル我が帝丁丁︑

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目

的トス︒

當地にてはとくに苗の

︿略﹀︑常二強大ナル海軍ヲ有セザル

十一353図

ベカラズ︒

植付も終り︑南部にてははや稻の花

十一358圏国

成梱りの由に御座候Q

當地にてはとくに苗の

植付も終り︑南部にてははや稻の花

十一358講書

御地は今尚冬の季節と

盛りの由に御座候︒

十一359馬繋

存候︒

建築物の壮大なる︑内地にても見る

近年市設を改正し︑街路井然︑︿略﹀

相成候︒

十一371國囲

あんぴん

たんすゐ

南部の男優港と淡水・

たかお

地方へ出張致候︒

先月は官命により南部

く開け︑産業の嚢達は盆く多望に

十一3610國國 ︿略﹀︑交通の利便いよ

能はざる程に御座候︒

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

サレバ艦弄瓦ク︑小サク︑

通報艦山主トシテ艦隊ノ

艦隊二報告ス︒

艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑我が

命令・報告等ヲ傳達シ︑或ハ敵ノ軍

十一341図

船脚ハ淺シ︒

十一3310図

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒

十一338図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二近 十一364諸勢 當皇北市街の如きは︑

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

十﹁336図

ナドハ之二属ス︒

十﹇335図筑波・生駒・出雲・千歳

次グノ勢力ヲ有シ︑時二戦艦ト合同

十一331図其ノ大ナルモノハ戦艦二

ス︒

又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・捕獲

當リ︑︿略﹀︑或ハ敵ノ運送船・商船

ノ多キモノニシテ︑戦艦ト共二野二

十一324図

テ厚キ鋼鐵ニテ包メリ︒

カウ

近年は空中飛行器の嚢明 十一3110図

して︑到る威に國光をかゴやかせり︒

か

等にて︑︿略﹀︒

本島産物の重なるもの

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖

しやうなう

十﹁378國國

場にこれあり︑︿略﹀︒

基隆・安平の三品とは本島の四開港

きいるん

最上・淀・千早・龍田等 十一373銀盃
駆逐艦ハ拝診最モ輕ク︑

十一348図水雷艇門形膿甚ダ小ナレ

雷艇ヲ駆逐・撃破スルヲ目的トス︒

速度最モ大ニシテ︑︿略V︑二士ノ水

十一345図

ハ之二屡ス︒

テイ
水雷艇ニハ千鳥・︿略V・ 十一343図
鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

サギ

十一313図

十一314図其ノ敏速ナル行動ハ鳥ノ

三等ノ任務ヲ知レリヤ︒

︿略﹀︑要砦ノ要部四極メ 十一3410図 潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

ども︑︿略﹀︒

り

諸國に起れり︒

十一271図 和船の大なるは五百石積 十︸294図
ほばしら

・千石積等ありて︑近海を航行すれ
ども︑摘はおほむね一本なり︒
・三本の摘あるもあり︒

十一272図 西洋形の帆前船には二本
十一275図 スチブンソンの造りし機
關車は︑今日の完備せる機忍車にく
らぶべくもあらず︒

十﹁278図 フルトンの始めて造りし
汽船は︑今の小さき川蒸氣程の大き
さなりしならん︒

氣機關の上に多大なる改良を加へた

十一2710図 其の後百年間の爽達は蒸
るを以て︑︿略＞Q

十一281図 ︿略﹀︑今や列車の速度は
一時間七十五哩以上に及ぶものあり︒
十一284図 ︿略﹀︑汽車・汽船の進歩

は世界諸國をして日に古く接近せし
む︒

な

には︑我が國に一哩の鐵道も︑一隻

十一285m図 思へば今より六十年以前

し

の汽船もなかりしなり︒
め

十一287図 ︿略﹀︑又支那沿岸はおろ
あ

か︑印度・南洋より亜米利加・欧羅

ぱ

ちょう

軍事上に用ふる車には︑

巴の航路をも開くに至れり︒
し

十︸2810図

をして引かしむ︒

空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒
砲車・材料車・輻重雪囲種々あり︒
セン
十一291図 重砲車の如きは十頭の馬 十一317図 諸子ハ戦艦・︿略﹀・潜水
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十﹁379國圏 ︿略﹀︑樟拶は世界産額
の八分の五を占むる由に御座候︒

し候︒

かし

しひ

しひ

其の中内地人は八萬饒︑

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

ばんじん

に候︒

に候︒

十一417図園

今なりと︑心を取直せども︑︿略﹀︒

しくない︒

︿略﹀︑年頃の恩愛︑殊に 十一474

さていよく馬を受取る段

になって︑大女は今少しまけぬかと

十一4410図

段々口論の末︑大事は二つ

馬主はもう一文も引けぬと

いふ︒

たへることは實に驚くべき程で︑

げのびた︒

十一486

馬主はしばらく大福の顔を

︿略﹀︑大將の部下の二三人

アラビヤ人は後をふりかへ

アラビヤ人はこ＼に始めて

間もなく日は暮れて︑夜の

とばりは全く馬主の行方をかくした︒

間もなく日は暮れて︑夜の

馬に全速力を出させて︑雲を霞と逃

十一485

ながら進んで行く︒

りく︑絶えず追手と或間隔を保ち

十一482

の跡を追っかけた︒

は直ちに自分の馬にまたがって︑其

十一4710

乗って一散にかけ出した︒

見つめてみたが︑︿略﹀︑ひらりと飛

十一477

て三千圓の金を地に投げつけた︒

十一475

いふ︒

十一474

は今日の元服の事等思ひ績けては︑
︿略﹀︑年頃の恩愛︑殊に

如何でか討たるべき︒

十一451図

は今日の元服の僕等思ひ肯けては︑
︿略﹀討たんとすれども︑

如何でか討たるべき︒

︿略﹀︑たとひ用心きび 十一452図

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

﹁今は自ら死ぬるより

少しも疑ふ心なき正儀の様を見ては︑

外なし︒﹂

十一456図囹

忠元く略V︑かくと正儀十﹁459図 熊王今はせん方なく︑其

﹁年長じては敵も近づ

刀のつかに手をかくべきやうもなし︒

十一439図

け申すまじ︒

十一426図囹

き折に孟夏ふべし︒﹂

十一4110図園

我が爲にも父の仇なり︒

﹁正儀は主君の敵にて︑

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

ばんじん

十一3710國団 茶は主として北部に産 十一405國囲

一を占め居候︒

十一383國團米田は全平地の二分の
くわんとん

婦人が隊を成して草取を諭す有様は

十一385圓国︿略﹀︑又平田に廣東
殊に興味を心え申候︒

ひのき

くす
十一387國國 中部の山林には樟・松
ようじゅ

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑
南部には格樹も見受け申候︒

かし

の刀にてもとどりを切放ち︑さて往

ひのき

くず
十一388國囲 中部の山林には樟・松

に告ぐるに︑正儀は情深き武士なれ

ようじゅ

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

︿略﹀︒

らせ︑天皇より賜はりし具足一領を

たへることは實に驚くべき程で︑
︿略V︑毎日三十里位をかけるのは珍

十﹇492

追手のトルコ人は如何とも

空しく婦って︑﹁︿略﹀︒﹂と

一方にはアラビヤ人の不平

一方にはアラビヤ人の不實

と︑口々にほめた︒

を罵りながら︑ 一方には﹁︿略﹀︒﹂

十一491

報告する外はない︒

十一4810

すべき方法が無い︒

十一488

とばりは全く馬主の行方をかくした︒

︿略﹀︑其の後は一度も院 十一487

アラビヤは世界に名高い良

の門外へは出でざりきとそ︒

十一464図

出でざりきとそ︒

︿略V︑其の後は一度も院の門外へは

には事の由を書添へて送り返し︑

十一463図

かくて光範の與へたる刀

には事の由を書添へて送り返し︑

かくて光範の與へたる刀

生院に入りて僧となり︑︿略﹀︒

正儀は河内にて領地を與

熊王十五歳になりぬ︒

十一441図

へんとしたれども︑熊王は﹁何の職

正儀は河内にて領地を與

功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

十︸442図

へんとしたれども︑熊王は﹁何の戦
あくる年は六郎の七回忌

功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

十一444図

十一466

取出して與ふ︒

十一446図 ︿略﹀︑正儀はかくとも知
馬の産地である︒
まさひろ
らず︑︿略﹀︑和田小次郎正寛と名乗
十一467 アラビヤ馬の長途の騎行に

なり︒

十一462図

ば︑呼出して召使ひたり︒

一大樹を成したるは見事に御

其の氣根の地に入りて︑ 十一441図月日は流る＼水の如く︑

南部には落蓋も見受け申候︒
︿略﹀

十一3810圓団

座面︒

て︑附近に名所・藷蹟の多き所に御

十一396皇子 肇南は南部の大都會に
座候︒

り

十一398國囲 南部地方には製糖業盛
あ

に行はれ居候︒

十一399圏国 阿里山の主材は世界無
比の良材と引せらる＼ものにて︑
︿略﹀︒

尺鯨︑一樹にて千五百尺〆の材積を

十一401國団︿略﹀︑中には直脛二十
得 る も の も こ れ あ り候由︑︿略﹀︒

︿略V︒

服せよ︒﹂

十︸404閥団全島の住民は約三百齢 十一446図園 ﹁今日は吉日なり︑元 十一468 アラビヤ馬の長途の騎行に
萬と申候︒

十﹁405熱田 其の中内地人は八萬齢︑ 十一449図鑑に入りて︑討つべきは

は一は
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を罵りながら︑一方 に は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

と︑口々にほめた︒

十一492園 ﹁あれ程の名馬はいくら
金を彿っても惜しく は な い ︒ ﹂

金を彿っても惜しく は な い ︒ ﹂

十一493園 ﹁あれ程の名馬はいくら

く外を眺めてみると︑前の馬主が再

十一494 四日目の朝︑大序は何心な

皆樂シ︒

公明正大ニシテ︑心中一
ヨク笑ハント欲スルモノ

貼ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

十一528図
十﹁5210図
外︑人二恥ヂズ︑内︑己二恥ヂザル

ハ︑堂甲二甘ハノだ何ヲツ︑シミ︑︿略﹀︑

笑ハ心身ノ良藥ナレドモ︑

工夫ヲナスベシ︒

十一533図

己ヒトリ樂シトテ︑他人

時ト場合トニヨリテ笑フベカラザル
コトアリ︒

び 馬 を ひ い て 來 て ︑︿略﹀︒

十︸499 アラビヤに良馬の多く産す
十一535図
人ナリ︒

十一536図
ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

謹嚴ナルベキ場合二曹フ

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ
るばかりではない︒

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

十一4910 アラビヤに良馬の多く産す
るばかりではない︒

笑ヲツ・シムハ我等文明近事ノ美風

儀式・公上等ノ席ニテ談

の一員と考へて︑家長は之を自分の
ナリ︒

十一502 古來アラビヤ人は馬を家族 十一537図
子供と同じ様にかはいがる︒

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十一503 古來アラビヤ人は馬を家族 十一538図 他人ノ悪事・短所ヲアザ
リ︒

他人ノ歓心ヲ買入ントシ

の一員と考へて︑家長は之を自分の

十一542図

ヤシムベシ︒

花客二接シテ愛敬ヲ墨ス

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

十一541図

子供と同じ様にかはいがる︒

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

十一511 ︿略﹀三つ四つの子供が︑

みると︑馬はさもうれしさうに︑
︿略﹀︑其の子供を あ や し て み た ︒

吹く風は身を切るやうに寒かった︒

ピエールは我々にお任せ

の命よりも貴い︒

下さい︒﹂

﹁兵士は皆我が子も同様

將軍はどうしてもきかぬ︒

ナポレオンが︿略﹀︑イタリ 十一574圏

ヤへ攻入った時は冬の半で︑︿略﹀︑

十一575

十一548

吹く風は身を切るやうに寒かった︒

である︒

︿略﹀︑かの勇ましい少年鼓 十一576圏

十一5710園我が子の死ぬのを見て父

﹁將軍の命は我々千萬人

將軍が谷底へ下りた時には︑

將軍が谷底へ下りた時には︑

︿略﹀︑やうくさがし當て

︿略﹀合圖をすると︑兵士

老い急る父の望は一つ︒

う軽しうをし︑勇まし

親に事へ︑弟を助け︑

武勇のはたらき命さ＼

勇氣は彼に︑情は是に︑

勇まし︑やさし︑を＼しの別︒

十﹇616平野

げて︑御國の敵を討ちなん︑我は︒

十﹇613国難

家を治めん︑妹我は︒

十﹁607図圃

う珪．し︒出征兵士の弟ぞ︑我は︒

十﹇603図圃

軍に行かば︑からだをいとへ︒

十一599図團老いたる母の願は一つ︒

︿略﹀︑孝子の碁我が家にあげよ︒

十一595図圏

等は力を合せて二人を引上げた︒

十一588

る︒

たが︑少年ははや息も絶え絶えであ

十﹁586

もう太鼓の音は聞えぬ︒

十﹇584

もう太鼓の音は聞えぬ︒

十﹁584

底へ下した︒

ふので︑兵士は止むを得ず將軍を谷

が命を惜しむ理由はない︒

あの勇ましい少年を殺して

十一583 ﹁︿略＞Q﹂と︑しかる様にい

手は忽ち谷底へはき落された︒

十一555

はならぬ︒

十一562

どうかして助ける工夫はあ
るまいかと︑丘ハ士等は皆氣をもんで

十﹁563
みる︒

どうかして助ける工夫はあ

深さは幾百丈とも知れない

るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで

十一563
みる︒

十一564

谷底︑谷へ下りる細道も雪や氷にと
ざされて︑どこか全く知れない︒

打鳴らす太鼓の音は段々に
低くかすかになる︒

十﹁566

おくれ＼ばピエールはこゴ
えて死ぬであらう︒

十一567

兵士等は氣をあせるのみで︑
何の工夫もつかぬ︒

十一567

マクドナールは此の隊の司

令官で︑突貫將軍といふあだ名をも

十﹁5610

兵士等は驚いた︒

つた勇將である︒

將軍は上衣をぬぎすてて︑

兵士等はあわてて異口同音
十一573園

に︑﹁︿略﹀︒﹂といって引止める︒

十一573

はや谷へ下りようとする︒

十一572

︿略﹀︑ミダリニ呈色ヲ作 十一572

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︿略﹀︒

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十﹇544図

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

﹁笑フ門ニハ福來ル︒﹂ト

十一5110図 一家和合セザル時ハ家道

イヘリ︒

十一516図

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸山リモ

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒
ナポレオンが︿略﹀︑イタリ
ヤへ攻入った時は冬の半で︑︿略﹀︑

十一548

ル・事ナカルベシ︒

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

十一523図 聯盟健全ナル人ハ︑精神
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十一616図圃 勇氣は彼に︑情は是に︑
勇まし︑やさし︑を＼しの別︒

ナク︑︿略﹀︑アツサリトシテ消化シ

易イモノヲ取ルノガヨイ︒

又魚類や野菜ハ各署ノ季節

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十一659
モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

十一627國困 拝啓來る十五日は亡父
七回忌に相譲り候に付︑午後三時西

ク人ガ︑役所ヲ不潔ニシテカヘリミ

十一6810図

﹁よく勉め︑又よく遊

きは時間の賊なり︒

殊に集會の時間は正しく

例へば六十人の集會に其

﹁時は金なり︒﹂といふ古

︿略﹀︑今日の如く＜略﹀︑

十一735図

事なり︒

他人をして時間を損失せ

其の座敷の一間の杉戸に

其の座敷の一間の杉戸に

住持は心得ぬ事に思ひて︑

十一726図園

﹁君は書家として一家

かくて次の夜は如何にと

﹁そはいと名残をしき

度も垂筆を取り給ひしことなし︒

を成せる人なるに︑三年の間未だ一

十一721図囹

︿略﹀︒

或時書工に向ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一721図

鶴二十五羽ばかり壼がけり︒

は檜一本を青がき︑他の一間には

ひのき

十一717図

鶴二十五羽ばかり蚤がけり︒

は檜一本を書がき︑他の一間には

ひのき

十一717図

よりも重し︒

しむるは其の罪金鏡を損失せしむる

十一713図

時間は金銭よりも貴し︒

社會の活動敏速なる時代にありては︑

十一712図 ︿略﹀︑今日の如くく略V︑

時間は金銭よりも貴し︒

社會の活動敏速なる時代にありては︑

十一712図

言あれども︑︿略﹀︒

十一7010図

となるべし︒

六十人の時間の損失は合して十時間

の中の一人若し十分を薫るとせば︑

十一709図

守らざるべからず︒

我等の周園には讃むべき 十一706図

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき
事限りなし︒

︿略﹀休養することなけ

然れども人の勢力には限

無量に苦しむことなし︒

十一692図時間の貴きを知れる者は

り︒

十一696図
らず︒

十一698図

爲したる事に過なく︑後

思ひても返らぬことをく

︿略﹀︑玄人より訪問を受
くる時は直ちに出でて賑接すべし︒

十一704図

ば直ちに去るべく︑︿略﹀︒

さまたげざる時間を選び︑用事終れ

十一703図人を訪問する時は業務を

なる人のする事なり︒

よくと心配するは︑未練にして愚

十一702図

人なり︒

悔することなき者は幸福にして賢き

十一699図

費すること甚だし︒

盆なき事に心を勢するは︑時間を徒

又事既に過ぎて︑思ふも

に之を行ひて︑他事に心を面すべか

業務に從揺する間は熱心

ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

十一695図

にたへざるに至る︒

れば心身いっか帥労れて︑遂には活動

十一694図

りあり︒

食物ハ又愛化が大切デアル︒ 十一693図

︿略﹀︑出汁氣ノナイモノノ
︿略﹀︑アマイ物ノ後聞ハ塩

常二食物ヲ料理スル毫所ハ

カライ物ヲ配合スル類デアル︒

十一666

次ニハ汁物ヲ出シ︑︿略﹀︒

十一665

植物質ノ食物ヲ添へ︑︿略﹀︒

十一665例ヘバ動物質ノ滋養品ニハ

十一661

方寺に於て法會相用 度 間 間 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一643 人ヲ招待スル時ハイフマデ
モナク︑振旦二度ノ食事ニモ︑其ノ
材料及ビ料理法二注意スルコトが大
切デアル︒

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク画一ハ

十一645 同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅
レ︑︿略﹀︒

特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

十一646 同ジ材料デモ︑︿略V︑料理 十一669
ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纏濟ノ上ニ

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ

皇所由種々ノ食物ヲ置キ︑

十一648 材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑

ラ︑︿略﹀︑常二清潔ニシテ豆餅ナケ

十一6610

先ヅ衛生・経濟・味ノ三方面ヨリ考

レバナラヌ︒

モ大イナル得失ガアル︒

ヘナケレバナラヌ︒

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

ナイノハヲカシイ話デアル︒

十一649衛生上ヨリハ︑成ルベク滋 十一674 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置
ブベク︑︿略V︒

其の内寝食・談話・遊戯
・病氣等の爲に費す時間は三分の二

︿ 略 V ︑ 纏 濟 上 ヨ リ ハ ︑ 成 ル 十一677図

ベク償ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成

十一6410

︿略﹀︑實際修學及び業務

を占め︑︿略﹀︒

十一678図

ルベクスタリノナイ様二用フベク︑
︿略V︒

越えざるべし︒

十一685図

の種ならぬはなく︑︿略﹀︒

十一689図路傍の一草二木も學問 十一706図約束の時日を違ふるが如

量るべからず︒

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

人生の長短は事業の大小

十一652 ︿略V︑味ハ人々ノ好ミヲ考 に用ふる時間は僅かに二十萬時間を
ヘテ︑多選ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選
バナケレバナラヌ︒

十一655 寒イ時ハ︿略﹀︑獣肉其ノ
他アプラ氣ノ多イ食物が昨旦デアル
ガ︑︿略﹀︒

十一656 ︿略﹀︑暑イ時分ハ其ノ必要

は一は
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うか団ふに︑前の如く夜もすがら寝

︿略﹀︑明日はかく豊がか

ねずして︑︿略﹀ひとり言いひ居た
り︒

十一736図

んなどひとり言いひ居たりQ

十一737図 住持は知らぬ適して過せ
しに︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 今 度 は ひ ぢ を 張 り ︑

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴

十一739図

の祖国したる様をなせり︒

十一741図園 ﹁今日書き給はん鶴の
姿はかやうなるべ し ︒ ﹂

﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

十一742図 ︿略﹀︑書癖は驚きて︑

︿略﹀︑書師それより後の

十一744図闘 ﹁そは昨夜のぞき見て
知りたり︒﹂

十﹁745図

二枚には書がかず︑唯檜一本を書が
住 持 は驚きて︑﹁︿略﹀︒﹂

きて︑東國へ出立せり︒
十一748図
と問へば︑︿略﹀︒

十一749図園 ﹁東國へ行き給ふと聞

きしに︑再び蹄り來られしは何故
ぞ︒﹂

なし︒

たるもの少からず︒

最も壮観なるは華嚴にし

十一779図

ナイヤガラ漫布は左右二

つに分れ︑左爆は幅三百垂込︑右爆
は百飴丈︑高さ各約十六丈あり︒

ナイヤガラ爆布は︿略﹀︑

高さ各約十六丈あり︒

左爆は幅三百鯨丈︑右爆は百鯨丈︑

十︸7710図

高さ各約十⊥ハ丈あり︒

左爆は幅三百群僚︑右足は百齢丈︑

︿略﹀︑直下七十丈の水は 十一779図 ナイヤガラ三布は︿略﹀︑

十一7510図
て︑︿略﹀︒
するしやう

十一761図

中央以下は霧と散り︑雨

絶壁に水晶のすだれをかく︒

十一762図
と飛びで︑水燗深谷をおほひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の三つぼの深さ

は幾十尺なるを知らず︒

十一763図

裏見瀧は後の細道より瀧 十一783図 ︿略﹀︑附近敷百歩の地に
ありては︑器に盛れる水簸に波紋を

十一763図
の裏面を望み見るを以て此の名を得

又嚴冬の頃は爆水落つる

生ず︒

り︑︿略﹀︒

に随ひ氷結して︑一面玉山銀墓とな

十﹁785図

たりしが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先年大風雨の爲︑

瀧口の一角崩れ落ち︑今は其の奇勝

十一765図

を見ること能はず︒

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

み

の

ながら

飼は最も名高く︑︿略﹀︒
ぎ ふ

の

かざをりゑ

ぽ

鵜匠は古風の風折烏帽

を聞く内に︑舟は早くも目前にせま

十一801図

り來る︒
うじやう

十一802図

子をかぶり︑こしみのを着く︒

し

鵜匠は一人にて十二羽の

鵜を使ひ︑十二條の細なはを片手に

十一805図

握り︑︿略﹀︑たくみにさばきてもつ

れしめず︒

鵜の首元は細なはにてし

ひたすら其の獲物の多からんことを

十一811図 ︿略﹀︑鵜は盛に活動し︑

競ふ︒

十一813図

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

のど

︿略﹀︑大なる鵜は能く十

下すことなく︑︿略﹀︒

十一816図

くはへたる魚をふりかへ

鵜の鮎を呑むは必ず頭よ

あゆ

二三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒

十﹁817図

りす︒

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

十一819図

はさばきよりも一箪の見物なり︒

︿略﹀︒

魚は火の光を追ひて集り

く略V︑鵜は深く沈まずし

して敷千百尾の鮎を得るを常とす︒

十︸828図

く略V︑漁夫は一時間飴に

て︑鵜舟の下り來るを待つ︒
十一827図 鵜はくゴり入る毎に獲物
く略V︑ほうくと呼ぶ聲 なくして浮び出つること少ければ︑

なり︒

て︑たやすく魚を捕ふることを得る

十一825図

水面近く浮ぶが故に︑︿略﹀︒

廻り︑水底にうつる鵜の影に恐れて︑

十一823図

げます一法たり︒

めんが爲なるのみならず︑又鵜をは

十一792図中にも美濃の長良川の鵜 十一822図 かゴり火をたくは魚を集

はれたり︒

と︑我が國にては古半挿く諸所に行

霧降瀧は上下二層に分れ︑ 十一791図

高さ各十四五丈︑三爆布靴最も美観

十一766図

ち

紀伊國那智山には四十八

きいのくにな

を以て聞ゆ︒

十一768図
瀧あり︒

長良川は岐阜市の北を東
より西へ下る︒

最も大なるは第一の白布 十一794図
にして︑高さ八十齢丈と回す︒

十一768図

鵜飼は五月中旬に始り︑
十月中旬に終る︒

十﹇798図

此の二村に住めり︒

十﹇773図上るに随って︑瀧はいよ 十一796図 鵜飼を業とする漁夫は皆
く小︑境は盆く静かなり︒

へ

く小︑境は盆く静かなり︒

十一756柳水の奇観は爆布に如くは 十︸773図上るに随って︑瀧はいよ
かう

み

雄二爆あり︒

説を以て其の名天下に高し︒

十一777図

美濃の養老瀧は孝子の傳

十一756図水の奇観は爆布に如くは 十﹇774図 神戸市に近き布引瀧は雌 十一799図 観客は遊船を中流に浮べ
なし︒

り︑︿略﹀︒

十一756図 我が國には数多の爆布あ
けごんの

合衆國のナイヤガラなり︒

十﹁758図 日光山には華嚴瀧を始 十一778図 世界第一の大爆布は北米
として︑︿略﹀等其の百世に知られ
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ぢやうちん

十一832図

︿略﹀︑敷十隻の遊船︑岐

阜提灯の光を水にうつせる奇観は
筆も言葉も石皿し難し︒

十一836図 我が國ノ機械工業中身モ
盛 ナ ル ハ 紡 績 事 業 ニシテ︑︿略﹀︒

十一841図 石盤機關ノカニヨリテ自
動スル機械高︑幾重トナク立並ビテ
︿略﹀︑其ノ作業ノ速ニシ

廻轄スベク︑︿略﹀︒

十﹁842図

テ整然タルニハ︑何人モ驚クナルベ
シ︒

細片四方二飛散シテ︑吹雪ノ風ニク

十一846図 其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ
ルフが如ク︑︿略﹀︒

十一849図 コレニハ細小ノ針金ニテ
作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑
︿略﹀︒

十一853図 硫綿機ヨリ出ヅル綿花ハ
眞白雪ノ如ク︑︿略﹀︒

十一855図此ノ流心自ラ集メラレテ︑
シノ

親指大ノ篠形トナリテ鐵管ノ中二入
ル︒

十一862図工女ハ常二其ノ前二立チ︑
絶エズ綜二目ヲ注説テ︑切ルレバ直
チニ之ヲツナグ︒

十一866図 上手ナル者ハ一分時ニヨ

フコトヲ得ベシ︒

まゆ
麩の綜を吐きて繭を造る

十一874図機械ノカバ驚クベキモノ
ニアラズヤ︒

十一877図
︿略﹀︑葉巻轟の綜にて葉

は紡績の業に等しく︑︿略﹀︒

十一878図
みつばち

蜜蜂の蜜を吐き︑又たく

をつゴり合するは裁縫の業に同じ︒
す

十一879図
みに巣を造るは醸造の業と建築の業
く

蜘蛛は其の髄より縣を出

も

とをかねたりといはんか︒

十一881図

十一891図

︿略﹀︑蟻は此の甘き汁を

得んが爲に︑油点の附着せる植物に
集りて之を保護し︑或は其の卵を他
の植物にうつして成長せしむ︒

のなりとも︑効用なきものは債ある
ことなく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑効用あるものなり

とも︑随意に得らる＼ものは土師あ

十一909図
ることなし︒

ものなり︒

しかして供給の需要より

も少きときは物の償は高くなり︑多

十一9110図

きときは安くなるなり︒

しかして供給の需要より

きときは安くなるなり︒

も少きときは物の債は高くなり︑多

十一9110図

きときは安くなるなり︒

ありて︑之を買はんとする人五人あ

十一922図例へばこ＼に一戸の責家

の費家

るときは︑其の五人は︿略﹀︑雫ひ

て高き債をつくべし︒

十一922図例へばこ＼に＝

ありて︑之を買はんとする人五人あ

るときは︑其の五人は︿略﹀︑孚ひ

て高き償をつくべし︒

かくて其の家の償は︑

段々高くなりて︑最も高き償をつけ

十一924図

たる人の手に渡るべきなり︒

ありて︑買はんとする人唯一人なる

十一927図 ︿略﹀︑同様なる費家五戸

ときは︑費家の持主五人は︿略﹀︑

日光・空氣の如きは︑

孚ひて其の償を低くすべし︒

十一931図

かくて其の家の償は段々

物の債は︿略﹀︑平時は

安くなりて︑︿略﹀︒

十一929図

孚ひて其の償を低くすべし︒

ときは︑費家の持主五人は︿略﹀︑

ありて︑買はんとする人唯一人なる

十一927図 ︿略﹀︑同様なる責家五戸

之を買ふ必要なく︑随って亦償ある

ては︑時として債を生ずることあり︒

十一915図されど水は大都會などに

ことなし︒

︿略﹀︑随意に得らる＼ものなれば︑

十一913図

も少きときは物の償は高くなり︑多

蟻は其の種類によりて 十一9110図 しかして供給の需要より

コリロつ

蟻は︿略﹀︑多くは地下

種々の巣を造れども︑︿略﹀︒

十一894図
十一894図

に穴をうがちて︑部屋・廊下を造り︑
其の内面を壁の如くに固む︒

十一896図熱き地方の白蟻は周園十
間︑高さ三間にも達する小山の如き
巣を造り︑木質にて内部を臨むとい

十﹁906図物の贋は効用あることと︑

ふ︒

先づ幾條かのや＼太き縣を渡し︑之

随意に得られざることとによりて生

網を張らんとする時は︑

して網を張る︒

を本として︑︿略﹀︑終に完全なる網

ずるものなり︒

十一882図

を造る︒

漁業の類とも見るべし︒

十一884砂質の網にて轟を捕ふるは 十一908図 故に随意に得られざるも
蛆矧は地下に穴をうがち

みトず

十﹁885図

て住み︑多量の土を呑込みては之を
みへず

蛆矧は︿略﹀︑多量の土

地上の穴の口に出す︒

十一886図

かくて敷年の後には︑地

を呑込みては之を地上の穴の口に出
す︒

十一886図

あり

蟻は油轟を養ふ︒
め

面に近き土をば全く上下にうち返す
といふ︒

十一889図

ク十七本ノ綜ヲツナグトイフ︒

十一869図 昔ノ縣車ニテ紡グ時ハ︑

油墨は植物の若芽・若葉 十一916図 されど水は大都會などに
ては︑時として償を生ずることあり︒

十一889図

などに群り着きて︑其の植物の汁を

需要と供給との關係によりて定まる

十一918嘗物の償の高下は主として
ものなれば︑︿略V︒

吸ひ︑身禮より絶えず甘き汁を出す

一本ノツムニ一人ヲ要スベキニ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑今日僅カニ六七人

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十一8610図

は一は
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地面は三尺の下まで凍り︑海岸も海

あには

十一991國團

鯨の主産地は西海岸及

び亜庭湾︑鱒の主産地は東海岸にて︑

か﹂る時は︿略﹀︑靴の

水厚く凍結し︑流氷の流れ來る事も

︿略﹀︒

十一941図
償はやうやく安くなりて︑普通の償
これあり候へば︑︿略﹀︒

高く︑着時は安くなるものなれども︑

常に其の物を製造する費用と相當の
に復するか︑場合によりては尚それ

爲︑鯨の群をなして海岸近く寄來る

十一992國圏 ︿略﹀︑春夏の交産卵の

利盆とを併せたる金額に等しからん

︿略﹀︑一月より三月ま

で凡そ三箇月間は航路殆ど全く絶え︑

十︸962國圏

とする傾きあるものなり︒
︿略﹀︑債次第に安くなり

以下に下るべし︒

時は海水爲に白色を呈し︑特殊の網

十一944図

西海岸の眞岡港のみ唯一の不凍港と

十一931園 物の償は︿略﹀︑或時は
て︑普通の償よりも下るに至る時は︑

るうた

か

みき

とも申すべく︑全島第一の良港に候︒

︿略﹀︑夏より秋にかけ

を得る程にて︑︿略﹀︒

てこ＼に集る膿肋獣は激千頭にも達

をつとせい

十一997國囲

漁業に次ぎて有望なる

することこれあり候︒

十一999國困

︿略﹀︑農産物の種類は

は農業と林業とにて︑︿略﹀︒

十一999國国

森林は内地及び北海道

北海道と大差なく︑︿略﹀︒

に於ては見るを得ざる老大なる天然

十一欄2國囲

林にして︑︿略﹀︑之を伐採せば少か

森林は内地及び北海道

らぬ牧盆と相成るべく︑︿略﹀︒

十一捌4圏国

︿略﹀︑又山脈の爾がは

︿略﹀︑未だ盛に採掘に

ロシヤにて早くより開

新版圖の事に候へば︑

き事は多々これ有り候︒

十﹁捌3三囲 ︿略﹀︑今後尚着手すべ

以北に候︒

拓に力を用ひたるは主として五十度

十一脚10圓団

着手せらる﹂には至らず候︒

十一欄8國圏

には石炭層各所にあり︑︿略﹀︒

十一柵6國國

林にして︑︿略﹀︒

に於ては見るを得ざる廣大なる天然

十一㎜2國国

十﹇9610國囲大泊は樺太島の入口

鯨の主産地は西海岸及

たも

高く︑或時は安くなるものなれども︑

を用ひずとも︑撫網にてすくひ取る
併し夏は氣候温和にして︑

して僅かに内地との交通を保ち居候︒

ないぶち

十一969岩団

至って凌ぎよく候︒
すすや
︿略﹀︑南部の鈴谷川・

しの

十一965囲

次第に其の製造高を減ずるが故に︑

︿略﹀︑又普通の償に復す

るか︑場合によりては尚それ以上に

内淵川・留多加川の流域の如きは地

十一946図

によりては尚それ以上に上るべし︒

︿略﹀︑又普通の償に復するか︑場合

︿略﹀︒

十一932図物の贋はく略V︑或時は
高く︑或時は安くなるものなれども︑
︿略V︒

味肥え︑有望の農業地に御座候︒

十一936図例へば靴を用ふること流
上るべし︒

本として上下すと知るべし︒

おほとまり

行して︑買手にはかに増すときは︑

十一946図

即ち物の償は普通の償を

靴の債はにはかに高くなりて︑靴屋
の利盆非常に多かるべし︒

自在にして︑こ＼に樺太磨の所在地
とよはら

日・露の境は幅五馬齢

豊原あり︑︿略﹀︒

を一文字に森林を伐りすかし︑東西

十一978圏團

需要の減ずるに非るよりは︑決して

三十三里︑四箇所に境界石を置きて︑

帝國領の中部クスンナ

分明に相成居候︒

十一982㈱団

イとマヌイとの間は最も狭く︑且山

︿略﹀︑例へば名高き古人

需要の減ずるに非るよりは︑決して

の書乱丁古器物などの如きは︑︿略﹀︑

十一951図

安くなることなきなり︒

増すに随ひて︑其の債主く高くなり︑

の書書・古器物などの如きは︑需要

十一949図︿略﹀︑例へば名高き古人

のなれども︑︿略V︒

十一936図南へば靴を用ふること流 十一948嵩物の償はかく上下するも 十一973國国 其の南部は車馬の往來
落して︑買手にはかに増すときは︑
靴の債はにはかに古顔くなりて︑靴屋
の利生非常に多かるべし︒

十一937図 か﹂る時は靴屋は更に多
くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製
嘉すべく︑︿略﹀︒

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一937図 か＼る時は靴屋は更に多
造すべく︑︿略﹀︒

たら

︿略﹀︑鯨と鱒との漁利

ます

樺太にて最も有望なる

脈低くして︑東西の交通難も便利な

には

︿略﹀︒

び亜庭湾︑鱒の主産地は東海岸にて︑

あ

十﹁986國團

は殊に多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

さけ

にしん

は漁業にて︑︿略V︒

十一984薩囲

る所に御座候︒

即ち供給に限りあるもの
は一定の贋なしといふべし︒

十﹁952図

安くなることなきなり︒

償はやうやく安くなりて︑普通の贋

十一9310図 か＼る時は︿略﹀︑靴の
に復するか︑場合によりては尚それ

地面は三尺の下まで凍り︑海岸も海

以下に下るべし︒

水厚く凍結し︑流氷の流れ來る事も

十一959野臥山 ︿略﹀︑冬は華墨醒しく︑ 十一985重囲

十一9310図 か﹂る時は︿略﹀︑靴の

これあり候へば︑︿略﹀︒

く略V︑冬は寒氣蝕しく︑

償はやうやく安くなりて︑普通の償

十一9510囲團

に復するか︑場合によりては尚それ
以下に下るべし︒
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本島の開拓は我々國民の最も力を用
ふべき所に候︒

極北の寒地も今ははや生れ故郷の如

十一棚6㈱囲 住めば都とやら︑此の

リウ

ビ

き心持に相成候︒

十一皿3図 劉備ハ漢朝ノ末流︑英明
ニシテ大志アリ︒

十一撹6図 此ノ時諸葛孔明トイフ人

孔明ハ嚴正ニシテ甚ダ規

﹁公ハ天授ナリ︑敵ス

臨ミ︑攣二磨ジテ︑智謀百出セリ︒

十一価4図園
ベカラズ︒﹂

十一価7図
後仲達︑孔明ノ陣螢ノ

律ヲ重ンジタリ︒

十一鵬6図園

跡ヲ観テ︑﹁孔明ハ天下ノ奇才ナ
リ︒﹂ト歎ジタリ︒

く略V︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ

もトひき

男はゆるやかな股引をはき︑

物である︒
どうぎ

十一佃4

胴衣を着けて︑其の上に長い上衣を

着る︒

上衣と股引は冬でも多くは

白いのを用ひる︒

十一柵6

上衣と股引は冬でも多くは

はかま

女は短い上衣を着て︑西洋

白いのを用ひる︒

十一佃7
十一柵7

婦人の用ひる様なゆるやかな袴を着

十一欄7図
祭り︑士．卒二極シテ︑其ノ附近ノ草

アリ︑︿略﹀︑劉二 時 三 度 マ デ モ 其 ノ

イホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣トセ

まだ冠禮を行はない者は

ける︒

十一佃3

ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

朝鮮の地に上陸して︑第一

チョンガーといって︑髪を三つ打ち

みる︒

金がなくて︑冠禮の行へな

近年は斬髪の風が行はれて︑
近年は斬髪の風が行はれて︑

貴人の墓には内地の様に石

貴人の墓には内地の様に石

都市・村落の周年の山や岡
には︑︿略﹀土山が敷知れず並んで

十﹇柵2

土を盛上げるばかりである︒

をたてるけれども︑普通の墓は大抵

十一m1

土を盛上げるばかりである︒

をたてるけれども︑普通の墓は大抵

十一佃10

冠禮は段段すたれて行く︒

十一佃7

冠禮は段段すたれて行く︒

十一佃7

で︑大人の仲間入が出來ない︒

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー

十一佃6

れるから︑成るべく早く冠禮を行ふ︒

チョンガーの間は人に悔ら

に目につくのは︑家の低くて小さい

﹁米のないのは辛抱も出來

第二に目につくのは白い着

十一佃4

にして後へたらしてみる︒

町には瓦屋根の家もあるが︑
わら

町には瓦屋根の家もあるが︑
わら

朝鮮は夏も暑いが︑冬は又

朝鮮は夏も暑いが︑冬は又

案外に寒い︒

十︻柳3

田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

十一柳1

田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

十一欄1

事である︒

十一欄10

リ︒

十一撹10図園 ﹁我ノ孔明アルハアタ
カモ魚ノ水アルガ如シ︒

十一佃2図 孔明︑劉無二三へ︑出デ
テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ
テハ首相トナリテ政 ヲ 行 ヒ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

十一鵬3図 孔明︑劉備二三へ︑出デ
テハ首相トナリテ政 ヲ 行 ヒ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一佃8図園﹁汝ハ孔明ト共二十二

十一柵3

十一佃3

ぬ︒﹂

るが︑薪がなければ生きてゐられ

十一佃1

といふ意味のことわざがある︒

十一佃1 ︿略﹀︑朝鮮では﹁︿略﹀︒﹂

普通の家では冬でも夜具を用ひない︒

十一研9此のオンドルがある爲に︑

防ぐ檬に回暦てるる︒

家の構造は主として寒さを

案外に寒い︒

從ヒ︑之心事フルコト路辺事フルガ

十一柳3

封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

如クセヨ︒﹂

ギ
十一悩3図蜀國ノ魏・呉二強土ト相
バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

十一悩4図 孔明曙橋ヲ攻メテ支那中
央ノ地ヲ取り元朝ヲ興復セントシ︑
︿略﹀︑遂二自ラ諸 軍 ヲ 率 ヰ テ 北 征 ス ︒

ヲ見テ泣カザルモノハ二二非ズ︒﹂

十一悩7図囹 後人日ク︑﹁出師ノ表
ト〇

十一脳9図 孔明ハ沈着ニシテ︑機二

十一m4

十一m4

きせるは身分の高い身程長

朝鮮人は煙草を好む︒

長いのは四尺もある︒

いのを用ひる︒

十一柵5

婦人は室内に引込んでみて︑

京城地方の婦人がたまく

華客に會ふことも︑外出することも

十一佃6

少い︒

十一佃8

外出する時には︑うちかけの様なも

上流の婦人は四方を閉ぢた

のをかぶって︑目ばかり出してみる︒

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

十一柵9

する︒

朝鮮人は泊り衛生に注意し

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

十一㎜10

は感心である︒

朝鮮人は齢り衛生に注意し

ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと

十一棚1

秋の夜長には衣打つきぬた

は感心である︒

十一川4

の音が戸々上気じて聞える︒

十一川7図我が村には戸敷三百︑人

ふな
池には大抵鯉・鮒等を養

口千四百齢あり︒

十一擢2図

村役場と學校とは相並び

ひて︑︿略V︒

十一擢7図

村長は村の菖家に生れ︑

て村の中央に在り︒

︿略﹀︑幾度の改選にも常に選取せら

十一襯7図

れて︑二十齢年間勤聴せり︒

なつきて︑學校を思ふ心厚く︑︿略V︒

十一佃3図 ︿略﹀︑見童は皆よく之に

は一は
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十一佃9図 ︿略﹀︑村會にては其の豫

算の不足なるべきをうれへて︑之を
︿略﹀︑村長は﹁︿略﹀︒﹂

増 加 せ ん と せ し に ︑︿略﹀︒
十一佃10図

と説明したれば︑さらばとて原案の
ま＼に決議せり︒

くわんがい

はい

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ

十一M4図 耕地整理は三下諸村に先
り︒

十一桝6図 ︿略﹀︑灌概・排水其の
よろしきを得て︑水田は乾田となり︑
︿略﹀︒

十一M9図 ︿略﹀︑村内の重なる道路
は荷車・人力車を通ずるに至れり︒

一厘の支出を要せざるに

十一価4図十四五年の後には村民は
教育の爲︑
至るべし︒

瑞穗の國と農業は

みつほ

十一柵2図圃
けぬ地なし︑野も山もQ

開

智は東西の長を採り︑

任務

東洋平和の天職は

文明古今の梓を抜く︒

十一柵6図圃

十一柵10図圃
か﹂る︑我等の肩の上︒

東方文明先進の

は重き日本國︒

ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑

十一佃1図翻
十ニー3図
我等が身を修め︑世に虜するの道を
︿略﹀︑常に國家を思ひ︑

示し給へるものにして︑︿略﹀︒

十ニー8図

臣民をあはれみ給ふ大御心の辞察せ

ふみ

らる㌧は︑かしこしともかしこき極
みなり︒

古の書見る度に思ふか
陛下は忠勇なる我が臣民

な︑おのが治むる國は如何にと︒

十二27図無
十二31図

を深く信頼し給ひて︑︿略V︒と仰せ

十一価4図十四五年の後には村民は
教育の爲︑一厘の支出を要せざるに

みおや

十二45図

學問を修むるにも︑事業

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
︿略﹀太平洋第二・第三

の目的は達し得らるべき︒

十一一49図
てうせん

艦隊は︑朝鮮海峡を経てウラヂオス
トックに向はんとす︒

我が海軍は初より敵を近

海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

十二51図

しなの

︿略﹀︑哨艦信濃丸は﹁敵

せう

鮮海峡に集中せしが︑︿略V︒
十一一54図

東郷司令長官は直ちに全

艦見ゆ︒﹂と報告す︒

十二55図

おきの
軍に出動を命じ︑︿略﹀敵艦隊を沖
しま

﹁︿略V︒﹂との信號旗が職

島附近に誘ひ寄せしむ︒
十二510図

︿略﹀︑東郷司令長官は三

れたるは午後一時三十分にして︑

闘旗と共に我が旗艦三笠にか﹂げら

︿略﹀︒

十二510図

は

うりふ

村艦隊と共に先頭にある敵の主力に

笠以下⊥ハ隻の主職艦隊を率みて︑上

で

︿略﹀︑片岡・出羽・瓜生

當り︑︿略V︒

・東郷︵少將︶の諸隊は敵の後尾を

十二62図

つく︒

風號び海怒りて︑波浪山

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

︿略﹀︑勝敗の敷は既に定

は物ともせず︑︿略V︒

まれり︒

十二71園

十二71図敵はかなはじと︑にはか

我は急に其の前路をさへ

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多

十一一72図

大の損害を受け︑︿略﹀︒

沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ

十二75﹇図 ︿略﹀︑敵の繭旗艦は遂に

るもの多し︒

てい

十二76聖夜に入りて︑我が駆逐隊

︒水雷艇隊は砲火をくゴつて敵艦に

うつりよう

︿略﹀︑敵艦隊は四分五裂

せまり︑無二無三に攻撃せしかば︑

︿略﹀︒

十二78図

の有様となれり︒

十二710毒焔が艦隊は︿略﹀︑欝陵

よりて主導艦隊及び巡洋

島附近に集りて敵を待ちしが︑︿略﹀︒

十二83図

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

さぎ︑︿略﹀︒

の諸隊は其の退路を絶ち︑︿略﹀︒

十一一85図 ︿略﹀︑片岡・瓜生・東郷

く略V︑ネボカトフ少將は

ウェンスキー中將は昨日の職闘に傷

十二93図敵の司令長官ロジェスト

に降服せり︒

白旗をか＼げ︑︿略﹀其の部下と共

十二88図

算したりけん︑︿略﹀︒

十二64図敵の先頭部隊は直ちに砲 十二87図 敵今は逃れぬところと覧

何人も義勇の心にをどり立つなるべ

國を思ふ道に二つはな

十二69︹図

︿略﹀︒

火を開始せしが︑我は之に鷹ぜず︑

敵の先頭部隊は直ちに砲

火を開始せしが︑我は之に鷹ぜず︑

波風のムつかなる日も
かちに心を許さざらなん︒

十二64図

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

文武道を異にすれども︑

︿略﹀︒

船人は

十二42図圏

國に書す誠は一なり︒

十二41図

も︒

十二39図圃

し︒

十二37軍国の御製を辞讃しては︑

り︑遠つ御祖の神の教を︒

区民は一つ心に守りけ

給へり︒

構へし其の名君子國︒

十二32図圃

至るべし︒

十一価6図 く略V︑一村は一家の如く
和合して︑二十年來未だ一人の犯罪

てうせん

者をも出したる例なし︒
から ふ と
北は樺太・千島より︑

はうこ

十一価10曙町

直垂湾・膨聖堂︑朝鮮八道おしなべ
を
て︑我が大君の食す國と︑朝日の御
旗ひるがヘキ 同胞すべて六千萬︒

我が皇室の大みいつ︒

君臣分は定まりて︑萬世一系動きな

十﹁稲4図圏 神代はるけき昔より
き

も

十一備9図翻 ︿略﹀︑禮儀は早く唐人

405

は一は

バンギ

十ニー35

船ヲ組立テルニハ︑船毫ノ
テアル︒

十ニー61我が國デ一番大キイノハ佐

を負ひ︑幕下と共に一駆逐艦に移り
上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ
リュウコツ

しが︑︿略﹀︑遂に 捕 へ ら る ＼ に 至 れ

十ニー64図

十一一138

に大なる關係あり︒

日々の天長は我等の生活

世保海軍工廠ノ船渠デ︑︿略﹀︒

り︒

上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒
セ ボネ
コレ石人ノ面骨ノ様ナモノ

十二98図此の斎日の戦に︑敵艦の
デ︑︿略﹀︒

故に文明諸國に於ては何

各地の測候所は其の地方

我が國には東京に中央氣

れも氣寒土・測候所を置きて︑日々

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑ 十一一165図

報告し︑︿略﹀︒

の氣象観測を毎日三回中央氣象毫に

十ニー610図

象皇あり︒

十一一167図

外側戸板ヲ張り︑梁ノ上二床ヲ造ツ

大部分は我が艦隊の爲に︑或は撃沈
︿略﹀︑三十八隻の中逃げ

コレハホンノ大隠ノ構造ノ

コレハホンノ大膿ノ構造ノ

く略V︑中央氣象毫は各測
候所の報告によりて天氣圖を作り︑

十ニー71図

梁ニモ︑外皮定心モソレぐ附属旦ハ

べく︑︿略﹀︒

し︒

受端ー81図

是等の豫報は氣象皇・測

︿略﹀︑我等は之を見て︑

︿略﹀風雨のおそれある

を塗して之を上告す︒

時は︑中央氣象垂は全國暴風雨警報

十一一182図

を焚して之を豫曝す︒

時は︑中央氣国軍は全國暴風雨警報

︿略﹀風雨のおそれある

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ

十一一179図

︿略﹀︑又其の日の天氣豫

明日の天外如何を豫序することを得

十ニー78図

掲示せらる＼を以て︑︿略﹀︒

候所を始め︑官廉・諸役所等の前に

十ニー76図

大勢を豫告す︒

︿略﹀︑向ふ二十四時間の全國氣象の
︿略﹀︑實際ハ龍骨ニモ︑

︿略﹀︑スツカリ区署上ルマ

我が國ノ造船所デ︑最モ規
シヤウ
模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑︿略﹀︒
ミツビシ

又私設デハ三菱・川崎等ノ
造船所が最モ大キイ︒
サツ マ
帝国軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑
キ

キ

船渠ノ底ト周り三方ハ石デ

畳ムカ︑コンクリートデ固メルカシ

十ニー58

安藝事事デ造ツタノデアル︒

ア

十ニー56

安藝旧習デ造ツタノデアル︒
サツ マ
帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

ア

十聖日56

十ニー55

十ニー53

デニハ非常ナ手数が掛ル︒

十ニー52

重張ニスル︒

アリ︑大キナ船デハ船底モ雨側モニ

︿略﹀・外皮板ニモソレぐ附属具ガ

十ニー47

ガアリ︑︿略﹀︒

話デ︑實際ハ龍骨ニモ︑肋材ニモ︑

十ニー45

ガアリ︑︿略﹀︒

毒心モ・外皮板ニモソレぐ附属下中

話デ︑實際ハ龍骨ニモ︑肋材ニモ︑

十ニー44

の氣象を調査す︒

十河ー310

ツ

テ甲板トスル︒

せられ︑或は捕獲せ ら れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

斜鼻ー01図
おほせたるは巡洋艦以下敷隻のみ︒

長官以下無慮六千人 目

十ニー02図 敵の死傷及び捕虜は司令
十ニー07図團 ﹁︿略V前記ノ如キ奇岩
イ

ヲ牧メ得タルモノハ︑一二天皇陛下
ミ

ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人
爲ノ能クスベキニアラズ︒

十ニー09図團 殊二宮が軍ノ損失・死
レイ

傷ノ僅少ナリシバ歴代神璽ノ加護

カウ

ニ依ルモノト信仰スルノ外ナク︑
︿略﹀︒﹂

ヨロコ

十一一114図囹﹁朕ハ汝等ノ忠烈二三

リ祖宗ノ神璽二封フルヲ得ルヲ澤
ブ︒﹂

十ニー16図 將卒之を聞きて感泣せざ
るはなかりき︒

十ニー19 船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設
其ノ圖ハ船ノ切断面及ビ構

計圖ヲコシラヘル︒
十一一1110

嬉涙ヲ何十分差ーニシタ縮圖デ︑
︿略﹀︒

設計圖が 出 置 上 ル ト ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

必要ナ部分ハ實物大ノ圖ヲ作ツテ︑

十ニー24

工場ニハ色々アル︒

始筆テ製造二着手スルノデアル︒
十ニー26

言伝ー83図

又一地方に荒模様ある時

は︑測候所は地方暴風雨警報を潔し

又一地方に荒模様ある時

て之を豫告し︑︿略﹀︒

は︑測候所は地方暴風雨警報を嚢し

誌面ー83図

て之を豫詳し︑︿略﹀︒

ゑんすみけい

書間は赤球を以て風の強

配備ー84図 信士は警報の種類により．

て異なり︒

直面ー85図

きを示し︑︿略﹀︑圓錐形を以て暴風

夜間は紅燈を隠球に︑緑

雨のおそれあるを示す︒

故に今より出帆せんとす

燈を圓筒形に︑紅緑二燈を藤野形に

十ニー87図

代ふ︒

る船は︑之を見て出獲を見合せ︑

十ニー89図

︿略﹀︒

諸子は中央氣象皇より爽

く港に入りて難を避くることを得る

十一一191図 ︿略﹀︑又航海中の船は早

なり︒

十ニー92図

行ずる天皇圖を見たることありゃ︒

時刻に観測したる︿略﹀一般の天氣

十一一193図 天氣圖とは各地に於て同

要素を地圖の上に記載し︑︿略﹀︑一

目に全割天候の如何を示すものなり︒

號は左の如し︒

十一一197図 天三寸に用ふる普通の符

十ニー910図 取皿の方向は矢を以て示

し︑︿略﹀︒

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

十一一1910図 ︿略﹀︑矢の上へ向ふは南

は一は
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風︑左へ向ふは東風とす︒

十二201図 ︿略﹀︑矢の上へ向ふは南
風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北．

が段々に増加し︑遂には地球上の動
物が呼吸作用を螢むことが出來なく
なる道理である︒

は動物質の腐敗物を肥料として成長
する等︑︿略﹀︒

しばらくして黒き影は向

ひの岸に現れたり︒

十二287図

のろしをあげ︑走りで岡崎に到り︑

此の外︑動物は植物の果實 十二288図︿略﹀︑勝商は山に上りて

家康に見えて援を求む︒

十二234

・根・葉等を食って髄を養ひ︑植物

︿略﹀︑空事中には炭酸瓦斯

は動物質の腐敗物を肥料として成長

十二214

が段々に増加し︑遂には地球上の動

風︑左へ向ふは東風とす︒

十二201図 ︿略﹀︑矢の上へ向ふは南

つきの

﹁諸君︑憂ふることな

き

な

昔調伊語灘は新羅と職

い

是等の人々は皆非常の大

庭すべき道に庭したる我が國婦人の

事にあひて心を取齪さず︑能く其の

十二322図

せるは家門の轡なり︒

十二319月比﹁二子の君の爲に戦死

せざりき︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑少しも悲しむ色を見

ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの外︑

十二318警保の母は一時に二子を失

ひて新羅の將に捕へらる︒

十二303図

内にあらん︒﹂

かれ︒︿略﹀︒園の解けんは二三日の

十二301図園

するに︑︿略﹀︑遂に敵兵に捕へらる︒

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

十六日勝商は再び山上に

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

する等︑︿略﹀︒

鎌倉宮にまうでては︑
悲憤の

七百年︑

七百年︑

﹁敵は長園の計を取れ

十二324図

かの山内一豊の妻が貧苦

是等の人々は︿略﹀︑其

零下にして︑︿略﹀︒

今は轍にあぎとふ鮒の

十二329図

黒き影は城の一方より現

縄の鈴はしきりに鳴る︒

ほ

楠木正行の母が正行を

子を叱りしが如きは︑︿略﹀︑忠義の

戒め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の

たかち

十二332図

くすのきまさつら

とやいはん︒

︿略﹀形名の妻と其の徳を同じうす

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

の志操の固きは男子にも勝れり︒
かずとよ

﹁事の成否は今より豫

ふな

十二294図

物が呼吸作用を管むことが出來なく

こ

歴史は長き

わきぬべし︒

け蒸しぬ︒

十二262図圏
け蒸しぬ︒

十二272図

﹁敵は長園の計を取れ

糧食を濁せるのみ︒

城中には僅かに四五日の

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

歴史は長き

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

十二259図圏

涙

煮皿きせぬ親王のみうらみに

み

十二255図圃

關係は極めて密接なものである︒

︿略﹀︑生存上動物と植物の

なる道理である︒

若し炭酸瓦斯を供給するも

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

十一一235

風︑左へ向ふは東風とす︒

分量が増さないのは︑一方に於て植

然るに空氣中の炭酸瓦斯の

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北
物が之を消費するからである︒

十二201図 ︿略﹀︑矢の上へ向ふは南 十二216
風︑左へ向ふは東風とす︒

十一一224

は蓋く枯死すべきはずである︒

のがなければ︑︿略﹀︑地球上の植物

十二223

量は至って少い︒

吐出すが︑其の吐出す炭酸瓦斯の分

十二202図 又其の強弱は矢の羽の数 十二219 植物も︿略﹀︑炭酸瓦斯を
にて表すなり︒

はち
十二204 蝶や蜂は花から花へいそが
しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒
くわふん

十一一205 其の時花の中の花粉は是等

の轟に着いて︑一つの花から他の花

給されるのは︑︿略﹀︑動物の呼吸作

に傳達される︒

十二206 植物の花には︑同種の他の

用も與って大いに力があるのである︒

わだち

十二283図

投入れたり︒

れ出で︑ひらりとばかり身を水中に

十二282図

十二282図時は十四日の月夜なり︒

測すべからず︑︿略V︒

十二278図園

如し︒

十二274池園

るに︑我は糧食殆ど書きたり︒

十二274図園

るに︑我は糧食殆ど墨きたり︒

金魚を細口のびんに入れて︑ 十二274図園

若し其の中に青い水草を入

是は前にいった様な謬言が

此の外︑動物は植物の果實
・根・葉等を食って膣を養ひ︑植物

十二233

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十二231

魚は割合に長く生きてみる︒

れて置けば︑水を取換へなくても金

十一一2210

が吸書されるからである︒

是は水中にとけてみる酸素

死んでしまふ︒

二一二日も水を取換へないと︑金魚は

十二228

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
ものがある︒

十一一208 又ひよやつぐみは美しく熟
してみる果實をついばむ︒

類も果實をたべては其の種子を方々

十二2010 鳥ばかりではない︑人や獣 十二228
へまき散すのである︒

十二2010 鳥ばかりではない︑人や獣
類も果實をたべては其の種子を方々
へまき散すのである︒
が す

十二212 動物は呼吸作用によって︑
さん

空正中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐
出す︒

十二214 ︿略﹀︑空氣中には炭酸瓦斯
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爲には恩愛を忘る＼眞心より出でた

布以來︑教育ノ普及口達ハ年ヲ追ウ

十二381図囹

是は公の大事なり︒

が爲なり︒

國に加へざるは廉頗と我と二人置る

十二393芳平

善したるもの︒

﹁余は竜王を其の朝に

︿略﹀︑今や全面正室児童

十二391図園

十二358図

テイヨく盛二︑︿略﹀︒
︿略﹀︑忠義の爲には恩愛

ハ學齢見童百分ノ九十七ヲ越工︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑今や全國重曹見回

家の急を先にして︑私のうらみを後

十一一395恩典余の彼を避くるは︑國

本校舎ノ建築ハ質素堅固

是等は現時噴火の止れる

︿略﹀︑現に噴火せる火山

の敷も陸田に於ては五十座を下らず︒

十一一404図

火山なれども︑︿略﹀︒

十一一402図

は我等既に之を學べり︒

︿略﹀︑コ・二新校舎ノ落 十一一402図 昔箱根山の噴火せしこと

つことを歌へるもの多く︑︿略﹀︒

富士山の古歌には煙の立

にするが爲なり︒﹂

ハ學通見童百分ノ九十七ヲ越工︑本
績ヲ示セリ︒

郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成

十二359図

然れども重囲の兵を趙

り︒

十二333図
凡そ婦人の道は夫を助け

を忘る＼眞心より出でたり︒
十一一334図

て家政を治め︑子に教へて家名をあ
げしむるに在り︒

十二335図 此の心は楽聖如何なる場
合にも忘るべからず︒

十二364図

慶事トイフベシ︒

成ヲ見ルニ至レルハ︑國民教育ノ

十二363図

年々増加シテ︑︿略﹀︒

十一一336図 人世には思はぬ不幸︑驚 十一一3510m図 階閥ツテ學齢見童ノ一数ハ 十二3910図

︿略﹀︑如何なる事墜に際

くべき事攣の何時起り來らずとも限
らず︒

十二341図

しても︑自若として其の常を失はざ
るは日本女子の美徳なり︒

十二344 ︿略V學校が落成シテ︑前 ヲ主トシ︑︿略﹀︑其ノ注意ノ周到ナ
ル︑年下マレニ見ル所ナルベシ︒
室︒裁縫室モアツテ︑︿略﹀︒

う

私事は輕く︑公事は重し︒
あう

會津は奥羽重要の地にし

り︑︿略﹀︒

阿蘇山の藷噴火口は南北

のこぎり

中塗は現今活動せる部分

但し此の気孔は時々其の

位置を攣じ︑其の勢力にも消長あり︒

十二419図

鳥帽子岳は其の西南方に

在りて︑直立八百メートルの噴火口

十二4110図

を有し︑︿略﹀︒

阿蘇山は此の如く複雑な

る一大火山にして︑山中に多くの噴

十二423図

火口及び温泉あり︒

百十三平方里にして︑︿略﹀︒

十二424図火山全膿の歪むる面積は

火山の破裂は地中の水蒸

氣︑地皮の弱き虜を破りて︑ほどば

十二427図

しり出つるより起る︒

十一一428図 ︿略﹀︑土地はふるひ︑岩

の細片は火山灰となりて飛散し︑

︿略﹀︒

︿略﹀安永八年櫻島の破

の細片は火山灰となりて飛散し︑

十二429図 ︿略﹀︑土地はふるひ︑岩

︿略﹀︒

臥せし時は︑︿略﹀東海道までも火

十二432図

山灰を降らしたりといふ︒

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

十二435図太古人口少く︑人智も開

採りて食物とせり︒

我が國は氣候温に︑地味

るに至りて︑︿略﹀︒

栽培は最も早く開けたり︒

肥え︑極めて耕種に適し︑米・萎の

十二4310図

十二441図

︿略﹀︑其の火口は直隠六

百メートルの圓形をなし︑深さ百工

我が國は氣候温に︑地味
十五メートルあり︒

十二415図

にして︑︿略﹀︒

﹁汝多年嘉明と不和な 十二414図

﹁嘉明に如く者はあら 十一一412図 ︿略﹀︑其の西にある高岳 十二437図人口やうやく増加し︑自
然に生ずる物のみにては不足を告ぐ
は高さ千六百九メートルあり︒

山とも黒し︑山頂鋸の歯の如し︒

十二409図

最も東なる根子岳は七面

の長喜六里︑東西の短脛四里にわた

十二407図

第一と博せらる︒

本第一たるのみならず︑亦實に世界

先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ後︑ 十二369教場ノ敷四十二︑外二職員 十二405図其の噴火口の大きさは日

週ノ土曜日ニハ落成式が径行サレタ︒
十一一348

町長ハ工事ノ報告ヲシタ︒

十二373図

先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

十二349︿略﹀︑三二要シタ纒費ハ総 十二3610 ︿略﹀︑町立ノ登校トシテハ
計何萬何千圓︑其ノ内習慣上月町内
有志者ノ寄附金デアル︒

に︒﹂

は私の小事なり︒

十二381審査

﹁養虎の嘉明と相子む

りと聞く︒今之を推尊するは如何

十一一3710図園

じ︒﹂

十二379図囹

て︑一日も守なかるべからず︒

十一一375図

十二3410︿略﹀︑之二要シタ思量ハ紹 十一一373図 私事は輕く︑公事は重し︒
計何回何千番︑其ノ内何丈圓ハ町内
有志者ノ寄附金デアル︒
︿略﹀︑今新校舎ノ出玉上ツ

郡長 ハ 左 ノ 祝 文 ヲ 讃 ン ダ ︒

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒

十二353

十一一354

︿略﹀︑其ノ席末二列スル

ヲ得タルハ余ノ最モ雄蕊トスル所ナ

十二356図
リ︒

十二358図 ソモく明治五年學制爽

は一は
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肥え︑極めて耕種に適し︑米・変の
栽培は最も早く開けたり︒

十二443図 現今我が國の耕作地は
︿略﹀凡そ五百五 十 萬 町 歩 あ り ︒

を占めて︑︿略﹀︒

十二444図 作物は米・委其の大部分
︿略﹀︑米の作付反別は凡

日の急務なり︒

古

十二491図圃

︿略﹀

農産牧入何物れ

長野

ど︑小さき轟の吐出す生適え無二
の輸出品︒

養願業の盛大は

い せざき

絹織物の産地には︑京
きりふ

とやま

近年ぞみに産額の 増

古く其の名を知ら珪たり︒
ほくろく

福井・石川・富山

焼物類は瀬戸・九谷︑

羽二重織の輸出品︒

わじま

世界無比なる七寳の

中國筋の花錘︑紡績

名は海外にぞゾうけり︑︿略﹀︒
はなむしろ

り︒

十二502黒豆

千里比隣の今の世は

綜とまつちとは︑輸出年々増すばか

十二501図圏

十二499図魍

黒江・高岡・會津塗︒

＋二瀬図圃聡は馨︑輪島塗︑

有田・清水・薩摩僥︒

さつま

十二497参学

なる

大せしは北陸の

十二495図圏

も

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二493図醐

・埼玉セて群馬︑海なき縣に著し︒

農業は我等が生活に必要 十二491部室

き職業の如く思ふものなきにあらず︒

十二468図世には農業を以ていやし
十二469図
なる材料を作り出す所以にして︑國
家一日もこれなかるべからず︒

十二471図農業に從事するものは多
く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

十二445図

そ二百九十萬町歩︑其の牧穫は年々

吸し︑筋肉を塗するが故に︑身千丁
に健全なり︒

そ

古

﹁農は人の職業中最も

凡そ四千六七百萬 石 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二445図︿略﹀︑米の作付反別は凡
十二473図圏
なるものなり︒﹂

おきなは
き⊥ハ十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

十一一478図研我が大日本帝國の
府は三つ︑縣は四十三︒

十二478図翻我が大日本帝國の
おきなは
き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

府は三つ︑縣は四十三︒
き

又森林は全國の

たほはぬ慮なく︑殊に名高き木曾・

十一一482図圃

山野

健全︑最も高貴にして︑争訟も有中

そ二百九十萬町歩︑其の牧穫は年々
︿略﹀︑変の作付反別は凡

凡そ四千六七百萬 石 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二446図

そ百八十萬町歩︑其の堅造は年々凡
く略V︑変の作付反別は凡

そ二千萬石なり︒

十一一447図

そ百八十萬町歩︑其の警世は年々凡
そ二千萬石なり︒

十二448図 我が國の米は品質優良に
して其の全脳も美なり︒

まゆ
十二449図 繭の取入高は年々増加し

びムゴし︒

子︑足尾併せて三山は

さ

ど

銅の産額た

リキ︒

代ニハ︑商業一子ド内國日限ラレタ

て 近 年 三 百 五 十 萬 石を越え︑︿略﹀︒
吉野 ︿略﹀︒
有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒
︿略﹀︑生縣は輸出品の首 十二486図囲く略V︑東に小坂︑西別 十二506図 外旋トノ交通少カリシ時

十二4410図

位を占めて︑其の償額↓億圓以上に
及ぶ︒

ちて山を鋳る︒

十二489図解

山をう方

︿略﹀︒

︿略﹀︒

米と姿とは全躯に︑製
茶は静岡・三重・京都

十二489図圏

茶は静岡・三重・京都

米と愛とは全國に︑製

かう
野︑其の他無敷の鑛坑は

リキ︒

十二508図
トナレリ︒

十二508図

︿略﹀千里比隣ノ如キ今

日二於テハ商業ハ世界ヲ相手ノ商業

︿略﹀千里比隣ノ如キ今

代ニハ︑商業ハ殆ド内規二項ラレタ

我等ハ世界ノ市場ヨリ如

日二於テハ商業ハ世界ヲ相手ノ商業

トナレリ︒

十二509図

何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑世

我等ハ世界ノ市場ヨリ如

界ノ各國ハ亦皆我が商品ノ市場ニシ

テ︑︿略﹀︒

十二5010図

何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑世

︿略﹀︑全世界ノ人ハ皆我

界ノ各國ハ霊感我が商品ノ市場ニシ

テ︑︿略﹀︒

十二511図

内障ノ商業モ︑海外ノ貿

ガ国費ノ花客ナリ︒

易モ︑有無相通ズルノ理法二六ヅケ

十二513図

ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

故国商人ハ常二全世界二

於ケル物償ノ高低二注意シ︑需要供

十二514図

故二商業二代事スルモノ

給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

十二518図

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

商人ノ第一二重ンズベキ

モムク所ヲ手違ザルベカラズ︒

ハ信用ナリ︒

十二5110図

商人ニシテ信用ヲ失フト

キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

十二521図

故二日ク︑﹁正直ハ最善

廣告ハ商業嚢展ノ有力ナ

近年各國商人︿略﹀︑廣

告ノ爲ニハ多額ノ費ヲ投ズルヲ惜シ

十二527図

ル手段ナリ︒

十二526図

ノ商略ナリQ﹂ト︒

十二524図

十二453図 我が國の農業中最も開け 十二488園韻古く知らる＼佐渡・生 十二506図 外鰐トノ交通陰気リシ時 十二524図 信用ノ基ハ正直ニアリ︒
ざるは牧畜の業なり︒

十二458図 我が國の農業は︑決して
現状を以て満足すべきにあらず︒

十二464図家畜の飼養に至りては︑
更に之を盛にし︑︿略V︑滋養に富め

る乳・三等を供給せんこと︑實に今
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マズ︒

十二529図 米國商人ガ︿略﹀廣二二
費ス金額ハ︑一箇年實二十二億圓ノ
多キニ達ストイフ ︒

十二531図 但シ不正當ナル手段・廣
告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

強兵ヲ以テ知ラレタル我

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ
事ニアラズ︒

十一一534図

ガ國ハ富國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ
︿略﹀︑海外貿易ノ爽展ヲ

急 務 ニ シ テ ︑ ︿ 略 V︒

十二536図

圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ商人
ノ國家二封スル義務ナリ︒

蓋忠ノ精神ヲ以テ︑平和ノ職孚二從

十二536図 商人ハ︿略﹀︑常二報國
事スベシ︒

ナ

十二539図 我が國早島國ニシテ︑海
ン

外交通ノ便最モ多ク︑殊二近クハ人
ロ四億ヲ有スル支那ノ大國二型ス︒

十二5310図我が國ハ︿略﹀︑殊二近
ン ナ
クハ人口四民ヲ有スル支那ノ大國二

隣ス︒

十二541図 海外貿易ノ將來ハ頗ル多
望ナリ︒

ルト甲山が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二541図 論考ノ實ノ塞ルト墨ラザ
ノ如何二存ス︒

の ぎ

こだま
十二547図 市街に大山通・見玉町・

しゅざんばう

乃木町等の名あるは︑明治三十七八

年戦役の記念たり︒

十二552図 其の西南なる首山塗は高

さ僅かに三百鯨尺の小山なれども︑
︿略﹀︑明治三十七八年戦役激戦地の
一なり︒

し︒

十二5610図

河ありて各其の市街を貫流す︒

テームスとセーヌとはス

く︑之に架したる橋は何れも壮大に

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣

注口線は大石橋より分れ︑ 十二594図

にうちやん

螢口に於て清國京奉線の支線に連接
す︒

其の炭坑は生理厚く︑炭

倫敦は人口四百八十萬︑

巴里の人口は二百八十萬︑

巴里の人口は二百八十萬︑

伯林は二百萬を算す︒

十二599図

伯林は二百萬を算す︒

十二599図

きに達す︒

秘事斜壁を合すれば七百三十萬の多

十二597図

して︑市の美観を添ふ︒

十一一595図く略V︑之に架したる橋は

く略V奉天は︑遼陽の北

十二571図堰口は一に牛荘園と需

十一一554図
約四十哩︑南満洲鐵道中央停車場の

し︑遼河の河口にありて︑︿略﹀︑大

ある庭なり︒

何れも壮大にして︑市の美観を添ふ︒

かう
撫順は満洲屈指の炭坑地

連と共に満洲の二大門戸と稻せらる︒

連結す︒

名高し︒

十一一603図 倫敦の市街は繁盛を以て

は道幅狭く︑車馬街上に満ちて往來

安東縣は青緑江附近の森 十二604図市の中央最も繁華なる虜

頗る困難なり︒

安東縣は︿略﹀︑安奉鐵

巴里の市街は壮麗を以て

︿略﹀︑人家も多くは六七

寺側には白色の高屋字並

︿略﹀左右二列の緑樹は

枝を交へて︑雅無比なし︒

十二615図

び︑︿略﹀︒

十二613図

如きは︑世界最美の街路と構せらる︒

十一一611図 シャンゼリゼーの大通の

層にして︑町幅も亦之に適へり︒

十一一6010図

聞ゆ︒

十二608図

雑を生ずることなし︒

止るも唯其の命に從ひて︑少しも混

十一一606図︿略﹀︑通行の人は行くも

︿略﹀︑南漏洲の三大門戸と構せら
十一一586図

る＼日あるべし︒

林より伐出す木材の集散地なれば︑

十二585図

急設したる輕便鐵道にして︑︿略﹀︒

十二582図

此の鐵道は日露戦役中に

安東縣に達して︑韓國の縦貫鐵道に

十一一581図安奉線は奉天より︿略﹀

量質豊富なり︒

十二579図

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

十二577図

しん
十二555図 清國政府はこ・に総督を

長春は南満洲鐵道最北の

又清國単管線は奉天より

置きて滞洲全部を胆管し︑︿略﹀︒

十一一558図
北京に通ず︒

十一一561図

ぶじゆん

南満洲の支線としては旅

騨にして︑︿略﹀︒

十二564図
えんだい

築堤線は大連の次騨臭水

順線・螢口線・煙台線・甲線線・
安奉職あり︒

十二565図

子より分れて︑︿略﹀旅順口に達す︒

日露の戦役に於ては︑露

軍は海軍根立地として此の地を死守

十二567図

し︑我が軍は苦戦十一箇月にして之
を陥れたり︒

道改築落成の日には︑大連・管口と
相並んで︑南満洲の三大門戸と構せ

︿略﹀︑露出は海軍根披地

として此の地を死守し︑我が軍は苦

らる＼日あるべし︒

十一一567図

戦十一箇月にして之を陥れたり︒

倫敦にはテームス河︑巴
里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

︿略﹀︑露軍は海軍根千丁 十二592図

河ありて各其の市街を貫流す︒

十二567図

として此の地を死守し︑我が軍は苦

倫敦にはテームス河︑巴

戦十一箇月にして之を陥れたり︒

十二593図

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

其の後方の山々は皆我が

河ありて各其の市街を貫流す︒

十二568図

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

倫敦にはテームス河︑巴
里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二593図

し︒

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十一一569図其の後方の山々は皆我が

は一は

410

十二617図 伯林の市街は清潔を以て
著る︒

十二619図 街路は掃除最もよく行き
とゴきて︑︿略﹀︑近世の學術を下用
せる百般の設備皆具れり︒

ルーブル博物館は名書丁

會議事堂は第一に観客の目を引く建
築物なり︒

ずるは珍しきことにあらず︒
南亜米利加の森林にオレ

さる
ンジの熟する季節には︑数多の猿遠

十一一678図

く数百里の地より集り來りて之を食

十一一647図

古彫刻最も多く︑美術博物館として
ひ︑︿略﹀︒

おほかみ

身をはかなむも過ぎしこ

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

とは追ふべからず︒

十二714図

されど騰り小さき事にま

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

十二717図

しめて盆なし︒

十二7110図富貴は人の共に欲する所︑

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

時としては幾千萬とも敷

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど
齢す所なし︒

十二697図

︿略﹀︑列後に在るものは

は先頭に進める︼部に過ぎず︑︿略V︒
十二698図

更に一物をも食ふこと能はず︑︿略﹀︒

十二711図

老後の安平を願ふ者は若
世を憤り︑人をねたみ︑

年の辛苦をいとふべからず︒

十二708図

時の勢苦を忍ぶべし︒

此の如きは動物の一時的 十一一707図 永遠の幸福を望む者は一

全然移住せし例は二百年
ば

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害
あるも一利なし︒

貧瞳は人の共にいとふ所なりといへ

ども︑︿略﹀︒

十二724図 ︿略﹀︑自ら省みてやまし

不義にして富み且貴き

き所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

十二727図園

進取の薫習に富める人は

は︑我に於て浮雲の如し︒﹂

十一一728図

進取の氣象に富める人は

事に從ふを以て︑成功は期せずして

何事を爲すにも︑︿略V︑熱心に其の

到る︒

何事を撰すにも︑此の事は必ず成る

十二728図

べしと 覚悟して︑熱心に其の事に從

進取の鷺苔に富める人は

ふを以て︑︿略﹀︒

十二7210図

事に從ふを以て︑成功は期せずして

何事を嘱すにも︑︿略﹀︑熱心に其の

到る︒

優柔不断其の事業に取掛らざる中に︑

十二7210図 引込思案の人は︿略﹀︑

四百年以前までは東半球

良好なる時機を失ふこと多し︒

人をねたまんよりは︑勉 十二736図

て之を救了すべし︒

十二712図世を憤らんよりは︑進み
十二713図

十二7110図富貴は人の共に欲する所︑

ども︑︿略﹀︒

一定の季節に最も多数の

をなし︑水を尋ねて低地に下り︑春

十二693図

る地鼠の一種なり︒

移住を見るはく略﹀レミングと了す

十二687図

を待ちて再び山谷に入る︒

めるかもしかの一種は︑︿略﹀︑大群

十二682図東南シベリヤの高地に住

世界無比の名あり︒

オンの計書に成れるものにて︑壮大

凱旋門は有名なるナポレ

なれども︑古き都市にして街路狭け

十一一625図 倫敦は世界第一の大都曾 十二649図
なること世界第一と構せらる︒

伯林には世界にほこるべ
最も人目を引くものは國
濁逸帝國は創建以來年尚

知れぬ大群︑長調をなして枯野を横

や

過ぐる虜の沿路︑︿略﹀︑

葺ければ︑首府の壮観の未だ英四二

し

十二697図

ぎるに︑︿略V︒

︿略﹀︑首府の壮観の未だ

ろっ

︿略﹀等の︑昔の遊牧の

民の如く︑食物を追うて其の居を轄

十二673ロロ凶

稀に見ることなれども︑︿略﹀︒

十二671図此の如く全然移住するは

の鼠を全く青白ひしことあり︒

て︑︿略﹀欧羅巴に移り︑︿略V黒色

よ

以前︑通常の灰色の鼠の一群大尊し

十二662図

移住なり︒

十二6510図

にまで集りしことあり︒

︿略﹀軍兵の跡を追ひて︑中部濁逸

どいつ

十一一658図︿略﹀︑露西亜の狼は

う

りあやしむに足らず︒

英佛二國に及ばざるものあるは固よ

十二656図

しむに足らず︒

國に及ばざるものあるは固よりあや

十二654図

會議事堂なりといへども︑︿略﹀︒

十二653図

き程の大建築物なし︒

十二652図

れば︑古風の乗合馬車を以て主なる
交通機關とす︒

鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の

十二629図 然れども地下には各種の

壮麗なる馬車・自動車の

下をも往來せり︒

十一一632図
多 き は 巴 里 を 第 一とし︑︿略﹀︒

多きは巴里を第一 と し ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 殊 に

十二633図 壮麗なる馬車・自動車の
ひろこうち

公園・廣小路の如きは︑十島塁列を
なして前後相接す ︒

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二635図 電車の便の最も開けたる

倫敦には英國博物館・英

虜なく︑︿略V︒
らん

十一一637図

蘭銀行・高島議事堂等世界に名を知
群長博物館は古書・古物

られたる建築物多 し ︒

十一一638図

英蘭銀行は設立の古きと︑

の多きこと世界に冠たり︒
十一一639図

資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑
其の右に出つるものなし︒

︿略﹀︑テームス河岸の國

けたる國にして︑︿略﹀︒

十二641図 英國は國會の最も早く開
十二643図

411

は一は

の人は全く西半球を知らざりき︒

十二736図 四百年以前までは東半球
の人は全く西半球を知らざりき︒

十二762図

ぼるとがる

コロンブスは葡萄牙に客

大公園︑今日はにぎやかな祭日であ

ん

る決心を以て動かざること山の如く︑

うい

る︒

おヒすとりや

︿略﹀︒

十二789園人々始めて陸地の近きを 十二817 虜は懊太利の首府維也納の

大公園︑今日はにぎやかな祭日であ

︿略﹀︑今日はコロンブス

遊中︑熱心に此の説を主張したりし
が︑︿略﹀︒

十二767図

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る

たりや

る︒

い

こと能はず︒

十一一737図始めて西半球の陸地を畿
十一一795図

︿略﹀︑花開き︑鳥さへづり︑土人は
驚きて此の新品の客を眺めて立てり︒
︿略﹀︑コロンブスは︿略﹀︑

西班牙の國旗を持し︑︿略﹀眞先に

十二798図

上陸し︑此の西班牙の新領地をサン
サルバドルと命名せり︒

かくてコロンブスは報告
の爲︑西班牙に二念せしが︑︿略﹀︒

十二802図

︿略﹀︑パロス港の群集は
出帆の日に数倍し︑︿略﹀︒

十二803図

め り か

て︑︿略﹀喜捨を待ちわびてみる︒

曲に耳を傾ける者は一人もない︒

十二821 ︿略﹀︑時代後れの下手な音

十一一821 日は既に西へ傾いて︑三見

日は既に西へ傾いて︑祭見

物の人々は段々婦り始める︒

物の人々は段々録り始める︒

十二821

十一一822 帽子の中に一文の鏡もない

老人は︑︿略﹀︑幾度かためいきをつ

いて居る︒

望み︑帽子の内を眺めては︑幾度か

其の後コロンブスは敷回 十二823 ︿略﹀老人は︑傾く夕日を
あ

の航海を試みしが︑︿略﹀第三回の

老人は︑どうしてあのバイ

聴衆は四方から集って來て︑

攣化極りない妙音は︑忽ち

十一一8310 人々は唯神曲に心を奪はれ

︿略﹀秋のさびしさに沈ませる︒

︿略﹀のどかな春によはせ︑又忽ち

十二838

見る内に人山を築いた︒

十二834

が出ないのかとく略﹀︒

うして又自分の弾く時にはあんな音

オリンから︑あんな音が出るか︑ど

十二831

ちまもって居た︒

に︑バイオリンと紳士の手つきを打

老人は︑︿略V不思議さう

ためいきをついて居る︒
大陸に上陸するに至れり︒

コロンブスの遠征時代は

頭には霜をいたゴき︑身に

我が百事土御門天皇の御代にして︑

十二8010図

︿略﹀︒

十二814

バイオリンを揮いて居る老人の辻音

はつゴれをまとひ︑︿略﹀︑路ばたに

頭には霜をいた団き︑身に

樂師がある︒

十二814

ん

バイオリンを揮いて居る老人の辻音

はつゴれをまとひ︑︿略﹀︑路ばたに

うい

虜は填太利の首府維也納の

おコすとりや

樂師がある︒

十二816

十二8210

航海に重て︑︿略﹀︑始めて亜米利加

十二807図

ぱうし
忠實な犬は古帽子をくはへ

が遠征隊出獲の日なりとて︑西班牙

遠征の船は三隻の小鼻に
く略V︑敷萬の見物人は再

明け行くま＼に見渡せば︑ 十二818

パロスの港は未明より人の山を築け
り︒

見したるは伊太利人コロンブスにし
︿略﹀︑彼をして其の志を
いすぱ に や

十一一768図

は未明より人の山を築けり︒

︿略﹀︑西班牙パロスの港

て︑︿略﹀︒

十二738図

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ
うなりき︒

語れり︒

十二778図

かくて日敷は重れども︑
︿略﹀︑朝の風を聞きては

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

十二781図

陸地の片影だにみとめ難く︑︿略﹀︒

十二7710図

ことなき大洋なれば︑︿略V︒

是より先は未だ航行せし

び此の船を見ること能はざるべしと

十二774図

して︑乗組総敷は一百二十人︒

十二773図

して︑乗組絡敷は一百二十人︒

十二7310図 當時伊太利は貿易の中心 十二772図遠征の船は三隻の小串に
︿略﹀︑印度地方の廃石・

地にして︑︿略﹀︒

十二741図
おう

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
等の港を纒て欧洲へ輸入せり︒

日月を要し︑中途の危瞼亦少からざ

十二742図 然るに印度との交通は長

れば︑︿略﹀︒

十二743図 ︿略﹀︑便利なる航路を開
かんことは欧洲人一般の希望なりき︒

十二746図 ︿略﹀コロンブスは最も
熱心に之を考へ居たり︒

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

十二747図 コロンブスは初より世界
は球形なりと信じ︑︿略﹀との意見

ず︒

に至れり︒

十二784図

コロンブスは濁り堅固な

ンブスを海に投じて蹄卜せんと謀る

十二782図

船員は失望の細り︑コロ

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

︿略﹀︑朝の風を聞きては

ず︒

や

十一一782図

を抱けり︒

じ

は 球 形 な り と 信 じ ︑︿略﹀︒

十二747図 コロンブスは初より世界
あ

十二759図 亜細亜の東端は欧羅巴の
西端に近しと信じ︑地球を図りに小
さく見たるコロンブ ス の 誤 は ︿ 略 ﹀ ︒

十二761図 く略Vコロンブスの誤は
遂に此の大謬見を成さしむる基とな
りしなり︒

は一は
412

て︑妙音の外には何物も見えも聞え
もしない︒

十二854
つた︒

一同は唯神の仕業とのみ思

︿略Vアレキサンドル

ブーシェーであったとは後になって

十二841 人々は唯神曲に心を奪はれ 十二855
て︑妙音の外には何物も見えも聞え
分つた︒
あかほ

もしない︒

はく略V︑日本武士道の精華を畿揮

主君の仇を報じて︑從容死に就ける

十二842 や＼あって紳士はしばらく 十二859図 赤穗浪士が︿略﹀︑遂に
んで︑雫って︿略﹀帽子の中へ投入
せるものといふべし︒

書く手を止めると︑聴衆は銭をつか
れる︒

四十七士の事蹟は見目・
たかなわせんがくじ

走卒も之を知らざるはなく︑︿略﹀︒

十二861図

撃墜も之を知らざるはなく︑︿略﹀︒

十二842 や＼あって紳士はしばらく 十二861図 四十七士の事蹟は見童・
んで︑箏ってく略V帽子の中へ投入

黒く手を止めると︑聴衆は鑓をつか
れる︒

び帽子を差出す︒

﹁主人は死し︑主家は

良雄は初め京都に在り︒

十二878図園

﹁主人は死し︑主家は

を下し︑︿略﹀︒

く略V︑ふたをすべき物に

はふたをし︑錠を下すべき慮には錠

ぢやう

十二891図

︿略﹀︑暗き時にも手探に

を下し︑︿略﹀︒

十二893図

て用を足し得る様に︑極りよく整へ

家内のよく整頓せる程の

置くは主婦たる者の務なり︒

十二894図

家は日々のふき掃除も必ず行届きて

凡そ家内の掃除は座敷・

清潔なるものなり︒

十二895図

居間・塁所のみならず︑便所の隅よ

︿略﹀何事にも清潔を旨

り下駄箱の奥までも注意せざるべか
らず︒

十一一898図

く略V︑何事にても少しの

十二913図

︿略﹀︑岳見は母の感化を

︿略﹀︑子供の行儀・作法

受くること最も多し︒

十二915図

主婦は又常に家庭和樂の

等につきては︑主婦たる人の責任最

も重し︒

︿略﹀︑むつまじく打揃う

中心となりて︑家内一同を零しまし

十二916図

むべし︒

てタの膳に向ふ時︑一日の勢苦は忘

ぜん

十一一919図

れられて︑更に明日の活動を思ふな

りQ

十一一9110図 日々の暮しは﹁入るを計

身分不在世の活計は産を

つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

十二924図

破り︑家を卜す基なり︒

し

十二933図

をごりに罷るるは易く︑

倹約を守るは大切なれど

︿略﹀︑人情にそむき︑義

親類・縁者はもとより︑

支那幾千年間の人物中︑

な

にも書分の資を投ずべく︑︿略﹀︒

世間の交際をも外さず︑慈善の事業

十二928図

つ上にも必要なり︒

十一一928図 身分相投の交際は家を保

むべき事なり︒

理に外れても︑費用を惜しむは賎し

十二927図

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

十二926図

をごりより倹約に進むは難し︒

十二925図

をごりより倹約に進むは難し︒

戸締の用心よりも火の 十二925図 をごりに流るるは易く︑

じまり

とするは衛生上にも必要なる事なり︒
と

十二899図

主婦は︿略﹀︑戸締を爲

用心は一暦大切なり︒

四季寒暑の攣り目にはと

家内には老人あり︑子供

すと土ハに火の用心を忘れざる様にす

十二901図
べし︒

あり︒

十一一904図

十二908図

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

﹁︿略﹀︑人面獣心とは 十二906図

我が心の良雄を獣干せ

汝の事なるべし︒

十二8610芸園

るを知らず︑︿略﹀︒

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二869図園

るを知らず︑︿略V︒

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二869図園

よしを

四十七士の統領たる大石

墓前には今尚香花の絶ゆることなし︒

十二846 老人は之を袋に移して︑再 十一一862図 ︿略﹀︑東京高輪泉岳寺の

幾千の聴衆は帽子をぬいで

十一一848 紳士はさらに主事利の國歌 十二864図
を弾始めた︒

十一一848
相和して歌った︒

十二849 歌が終ると︑紳士はバイオ
リンを老人に渡し︑目禮して何庭へ
か行った︒

十二8410 日ははや没して︑燈火の光

が受理として此虜彼虜にかゴやいて
みるとは︑今の今まで誰一人も氣附
かなかった︒

主婦は老人にいたはりか

不注意は大いなる禍を招く︒

しっく外︑男工を育て上ぐる大任あ

出入口に︑はき物の置齪 十二911図

しは罪死に當れり︒﹂

り︒

十二886図

れたる家には︑盗人のうかゴふこと

が鮎々として此虚器虚にかゴやいて

十一一852 日ははや没して︑燈火の光

多しといへり︒

男子は外に出でて不在勝
のものなれば︑︿略﹀︒

十二912図

みるとは︑今の今まで誰一人も十干

︿略﹀︑ふたをすべき物に
ぢやう

はふたをし︑錠を下すべき庭には錠

十二891図

かなかった︒

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二853 かの情深い紳士は誰であっ
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大聖として徳化の尚今日に著しきも
を服せりといへども︑孔子は義を以
︿略﹀︑相如は氣を以て人

て人を動かせしなり︒

智徳の最も圓満に獲達せ

︿略﹀︑孔子の道を傳へて

孟子の幼時母は深く意を．

を遷せりといふ︒

十一一967謡講

﹁身を立て︑道を行ひ︑

孟子の如きは即ち其の一

︿略﹀︑殊に他天人の注意

を引くものは社會の公徳及び馬革の

十二983図

公徳とは︿略﹀等︑絡べ

度量なりとす︒

十二984図

て衆人の利害を考へて其の行革を
つ＼しむ徳義をいふ︒

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し

込めば直ちに送り來る︒

いはゆる四海兄弟の精神を以て等し

十一一㎜9図 外書人に接するにく略﹀︑

岩子我に劣れる國民を見

く之を親愛するは大國民の度量なり︒

十二研1図

て︑や﹂もすれば輕侮の念を以て之

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

市街・道路を不潔にし︑

︿略﹀︑公園の樹木を折取るが如きは︑

十二988図

國力我に劣れる國民を見

ざるが如きは︑︿略﹀︒

ばざるが如きは︑却って我が國民の

て︑︿略﹀︑甚だしきは之と交るを喜

十一一棚2図

公徳の低きを示し︑大國民の品格を
傷つくるものなり︒

衆人群集の場慮にて他人

にして︑手交を傷つけ︑随って國力

度量の狭く︑品格の低きを示す所以

をおしのけ︑︿略﹀︑他人の安眠をさ

十二994図

またぐるが如きは︑文明國民の零す

十二棚9図

我等五千萬の同胞は常に

の襲展をさまたぐること多し︒

べきことにあらず︒

老人長者の爲に道をゆづ
り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

十二996図

の三級に分れたり︒

府縣・市の二級或は謹書・郡・町村

十二撹2図

我が國の地方自治團髄は︑

國民の品格を警むるの用意あるべき

敏速と規律とを尊ぶものなれば︑之

なり︒

大帝國の國民たるを思ひ︑︿略﹀︑大

等の占父通機關︑

が如きは︑︿略﹀︑其の心の奥ゆかし

く略V

きを感ぜずや︒
十一一999需凶

に必要なる諸種の規則あり︒

︿略﹀等の公土ハ螢造物に在りては︑

て衆を抜く者は︑個人としても自ら

官位・︿略V・學問等に於

高尚なる品格を要するが如く︑︿略﹀︒

十一一975図

人なり︒

十二972図

はすは孝の終なり︒﹂

名を後世にあげて︑以て父母をあら

十二972図

我が此の機を断つが如し︒﹂

﹁汝の今學を写するは

其の教育に用ひ︑︿略﹀︑三度其の居

十一一963図

大賢の名あるは孟子なり︒

十一一963図

る人格は孔子に干て之を見るべし︒

十一一9510図

て人を動かせしなり︒

を服せりといへども︑孔子は義を以

十一一959図

の︑孔子に如くはなし︒

十二933図 孔子は凡そ二千四百六十
年前︑支那の春秋時代に生る︒

ろ

孔子 は 魯 と い ふ 國 に 生 れ ︑

侯各其の國によりて互に勢を孚ひた

十二934図 當時支那は王室衰へ︑諸
り︒

十一一935図

人と爲り禮を好み︑温良・恭倹なり
き︒

十二937図園 ﹁孔子は年少にして禮
を好めり︒

十二945図 ﹁母君たり︒臣臣たり︒
父父たり︒子子たり︒﹂とは孔子が
景公に教へたる語なり︒

十二952図 其の時齊の有司進みて戯
樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる
ものありとて之を止めしむ︒

十二953図園 ﹁魯人は君子の道を以
て其の君を惹くるに︑我が臣の行ふ
所は禮に反す︒

て其の君を葺くるに︑我が臣の行ふ

十二954図囹 ﹁魯人は君子の道を以

面目にてはく略﹀︑旅客

又濁逸にては圖書館の書

どいつ

からず︒

市町村長・議員等を選學

︿略V私交上の關係をさしはさむべ

するには專ら其の人物に重きを置き︑

十二佃6図

根本にして︑又其の生命なり︒

十一一湿9図 此の精神は實に自治制の

其の組織に繁簡の別ありといへど

も︑︿略﹀︑國運の登戸を期するは一

十一一皿5図 其の土地に廣狭の差あり︑

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

なり︒

若し公衆の間に︑規則を
是等文明の利器も其の運用を全くす

十二977図 ︿略﹀︑世界強磁の商民た 十二伽1図

る名答を負ふものは︑國民としても

ること能はず︒

所は禮に反す︒

之に相価する品格を備へざるべから

英國にては停車場に手荷

ず︒

﹁君子は過あれば謝す︒

十一一欄5図

間違の起ること殆ど無し︒

は下車騨にて各自に荷物を受取るに︑

十一一欄3図

物を預くるに合札を要せず︑︿略﹀︒

國民は個人の集合より成 十二伽2図
るものなれば︑︿略﹀︒

十二979図

十一一955図譜
しん

十二958図此の會に於ける孔子の行
りんしゃうじよ

動は野相如が秦王を悔したるとは
異なり︑︿略﹀︒

み︑品格を重んずるは即ち國民の品

しん

動は藺相如が秦王を暫したるとは

りんしゃうじよ

十二958図此の會に於ける孔子の行 十二981図 國民各自の行爲をつ＼し
格を高むる所以なりといへども︑
︿略﹀︒

異なり︑︿略﹀︒

十二958図 ︿略﹀︑相如は氣を以て人

は一は
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私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑

十二欄9図 まして威力を以て強制し︑

又は之に左右せらる＼が如きは︑自

我が國は萬世︸系の天皇
︿略﹀︑天皇は國務大臣の

之を統治し給ひ︑︿略﹀︒

十二価9図
十二価9図

せ給ふ︒

帝國議會は貴族院・衆議

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

十二描3図

治の精神に反すること最も甚だし︒
者は︑公平無私︑︿略﹀︑其の他には

貴族院は五種の議員を以
第三種・第五種の議員の

とす︒

十二佃2図

若し爾院の決議一致せざ
又貴族院及び衆議院は各

るときは︑帝業議會の協賛にあらず︒

十二佃5図

濁立して上奏し︑建議し︑且臣民の
請願を堅くるの椹能を與へられたり︒

十二佃6図上奏とは文書を天皇に奉
呈し︑建議とは文書を政府に提出し

上奏とは文書を天皇に奉

て意見を述ぶるをいふ︒

十二鵬7図

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

呈し︑建議とは文書を政府に提出し
上奏といひ︑建議といひ︑
道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

請願といひ︑︿略V︑要は下情上達の

十二㎜9図

て意見を述ぶるをいふ︒

す︒

任期は七箇年とし︑其の他は終身と

十二鵬9図第三種・第五種の議員の

す︒

十一一価9﹇図

て之を組織す︒

十二鵬3図

院の両院より成る︒

十一一梱1栖息に自治の精神に富める
何等の私心を有せざるなり︒

十二脳2図 眞に自治の精神に富める
者は︑公平無私︑地方公職の爲の適
任者を暴ぐるを知りて︑其の他には
何等の私心を有せざるなり︒

十二悩5図 ︿略﹀︑一般人民の之を助

くるなくんば︑自治團膿の圓満なる
︿略﹀自治團髄の事業は︑

布達は得て望むべからず︒
十二脳8図

帝國議會の協賛は鹿家の
盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

十二欄1図

及すものなれば︑︿略﹀︒

衆議院は︿略﹀臣民の公

撮したる議員を以て組織し︑議員の

十二柵9図

任期は四箇年なり︒

地方人民の一般に之を尊重し︑之に
協力するによりて︑始めて其の効果

︿略﹀︑議口貝たる者は至誠

を全うすることを得べきなり︒

十二佃2図

奉公の赤心を以て忠直に其の職責を

衆議院は︿略﹀臣民の公

審すべく︑︿略﹀︒

十二佃1図

算したる議員を以て組織し︑議員の

又産業組 合 を 設 け ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

任期は四箇年なり︒

十二価2図

人心の作興に務むるが如きは︑皆公

︿略﹀︑国民皆兵なる今の

こ こロつ

されば朕は汝等を股肱と

こヒつ

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二柵8図

こ

されば朕は汝等を股肱と

の親は特に深かるべき︒

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二佃8図

一には︑軍人としては忠

の親は特に深かるべき︒

十二川2図

一には︑軍人としては忠

節を盤すを本分と正すべし︒

節を蓋すを本分と塗すべし︒

十二川2図

此の如き人の組織せる軍

らんには︑其の人や全く精神なき人

十二⁝川4図 ︿略﹀︑ 一片忠節の心なか

形のみ︒

十二川5図

國家を護り︑國権を維持

隊は即ち鳥合の衆に同じ︒

十二川6図

︿略﹀︑軍人たる者は一途

するは兵力に頼るを以て︑︿略﹀︒

十二川6図

︿略﹀︑國家の大事に際し
こロつ

ること鴻毛よりも軽き貴悟なかるべ

こロつ

に忠節を重んじ︑︿略﹀︑身命をすつ

からず︒

十二川7図

ては︑身命をすつること鴻毛よりも

十一一佃8図

大御代︑國民たる者は皆軍人たる心

平生より此の畳悟なきも

一には︑軍人は禮儀を正

一には︑軍人は禮儀を正

十一而4図︿略﹀︑上官の者は常に下

しくすべし︒

十二麗1図

しくすべし︒

十二擢1図

ることあらんと戒め給ふ︒

のは︑時に臨みて或は不畳の名を取

十二川9図

は法律及び歳出・歳入の豫算を議定

勅諭は先づ我が國の軍隊

こロつ

朕は汝等軍人の大元帥な
こ

されば朕は汝等を股肱と

の親は特に深かるべき︒

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十一一佃7図

るぞ︒

十二m7図

を諭し給ひ︑︿略﹀︒

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二⁝川2図

早き覧悟なかるべからず︒

︿略﹀︑法律案は政府の外︑

心算案は政府之を提出し︑

得なかるべからず︒

を得︒

の裁可を待ちて始めて成立するもの

は帝國議會の協賛を纏たる後︑天皇

十二伽9図

しかして︑法律及び二十

貴族院・衆議院共に各回を提出する

十二期6図

︿略﹀︒

十二僻5図

するにあり︒

十二柳3図帝廟議會の主要なる任務

土 ハ 心 の 嚢 動 に し て︑︿略﹀︑地方人民

たる者は大いに力を是等の事業に蓋
︿略﹀︑地方人民たる者は

すべきなり︒

十二価3図

大いに力を是等の事業に書すべきな
り︒

十二価5図 凡て制度の運用は人にあ
り︒

十二価6図 自治制の如き最良の制度
も︑人民に自治の精神乏しき時は︑
いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん
や︒
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級の人をいたはりて︑いさ＼かも輕

7。れ6。れ6
図
み図 み図
、
、
禮儀を守る心得を訣ける

一致協同して王事に勤む

下は上を敬し︑上は下を

一致協同して王事に勤む

下は上を敬し︑上は下を

侮の念を有すべからず︒

112しは112しは112
︿略﹀ ︑ 豫 め 能 く 事 の 成 否

十二掴2図 一には︑軍人は質素を旨

受くべからず︒

を察し︑成し得べからざるものは引

十一一瑠8図

とは我が分を与すをいふ︒

十二柵6図信とは我が言を行ひ︑義

とは我が分を書すをいふ︒

十二偽5分霊とは我が言を行ひ︑義

んずべし︒

十二佃5図 一には︑軍人は信義を重

んずべし︒

十一而5図 一には︑軍人は信義を重

正の軍人にあらず︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二備1図 血忌にはやりて︑粗暴の

と小勇との匠別あり ︒

十二 9図 さはあれ︑勇氣には大勇

ぶべし︒

十一一麗9図 一には︑軍人は武勇を尚

ぶべし︒

十一一襯9図 一には︑軍人は武勇を尚

と諭し給ふ︒

軍人は豪家としても許し難き罪人ぞ

十
十
十
ニベあニベあ二

とすべし︒

とすべし︒

十一一榊2図

一には︑軍人は質素を旨

此の風一度軍人の間に起

︿略﹀︑此の五箇條を行は

りては︑士気も兵氣も衰ふぺければ︑

十一一桝5図

︿略﹀︒

十一一描10図

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十一605図醜

ば

かくて敷年の後には︑地

4ξく産業静みつ＼

面に近き土をば全く上下にうち返す

十一887図

といふ︒

十二504図圏

國の富をば距やせかし︒

十二冊4俗唱人の子どものたしな

學びの道の

六年をば︑卒へし今日

べて︑繭．むを御國の おきてなる︑

︵接助︶柵

バ

ば呂されば・しか

こそ うれしけれ︒

すれば

三233

はれます︒

おまへがすすめば︑わた

おまへがころべば︑わた

これがなければ︑せんせい

レマセン︒

なりません︒﹂

から︑もち米をよういしなければ︑

四305園

﹁もうすぐお正月です

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

四114今一本目木ハシブカキ

の言ふことがわかりません︒

のおっしゃることや︑みんな

三387

しもころぶ︒

三273圃

しもすすむ︒

三262韻

かたいものにあたればこ

らば・してみれば・たとえば・ややも

ば

兄弟共に敵をば討さん︒

が平常に之を身に行ふべきものにし

十一608⁝図圏 家の事をば心にかけず︑

バ

工商の爲に行きませ︑いぎや︒

て︑軍人として始めて守るべき事に
非ず︒

十一一宙3図 ﹁此の五箇條は天地の公
りん
道︑人倫の常纒なり︒

我等は修身書に於て︑歴

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の

十二柵4図

六年の月日 手を取り

心に開く︑智え

導きな

六年の月日 手を取り

事蹟を學び得たること多し︒

十二伽1図魍

て︑教へ給ひし

給へり︒

くば︑いかで我が

師の君の

へるものなれども︑搦り軍人として

十二価5図南の勅諭は特に軍人に賜

十二伽1図圃

徳え︒

太古以來忠節の心にあっ

の心得なりと思ふべからず︒

十二価7図

導きな
心に開く︑智え

師の君の

て︑教へ給ひし

場﹇Vいちば︒うお

いしゃば・せいぞうば・たんこうば・

こうば・しかいこうば・しごとば・す

んせんば・かいこうば・かじば・かん

いちば・うんどうば・おおひろば︒お

﹇場﹈︵名︶2

徳え︒

くば︑いかで我が

︿略﹀︑古來の歴史上の事

きは︑我が國民の世界に無比なる美

ば

徳にして︑︿略﹀︒

十二価8図

蹟は十分に之を誰明せり︒
︿略﹀︑大君の邊にこそ

︿略﹀︒といふ忠勇の精神

死なめ︑顧みはせじ︒

十一一備3鳥影

十二備4図

は我等が祖先の教訓なり︒

ていしゃば・はとば・ひろば・むらや
くば・もっこうば・やくば

信義は人と交り世に庭す
るに於て最も大切なる事にして︑商

十二怖5図

七65図無︿略﹀︑父ハ臣ヲ合戦ノ場

︿略﹀︑間モナク幕電ノ破片ガ

中佐ノコシニアタツテ︑中佐ハドウ
︵係助︶6

ト其ノ黒埼倒レタ︒

たるをば着ることなかれ︒

九594図 衣服もよく洗ひて︑よごれ 四395園 ボクラバ︿略V︑ドンナ
時デモ︑コノ中ヘハイツテ︑内

ば

八884

シタリ︒

ニモトモナハズ︑﹁︿略﹀︒﹂ト申シ残

工業の人としても常に之を重んぜざ
るべからず︒

平常質素を旨とすべきは

修身・虜世の上に於て何人にも最も

十一一備7図

大切なること言を待たず︒

誠の一字之を貫くは︑あ
らゆる修身の徳を一言にて書し給へ

十二備9図

るものといふべし︒

十二柵1適期の五箇條は即ち皆我等

ば
ば
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カ ラ ト ヲ シ メテヰサヘスレ
バ︑アンシンナモノデス︒﹂

四672 三郎ハシンパイシテ︑ヒマ

サヘアレバ︑母ノソバへ來テ︑
又略﹀︒﹂トイツテタヅネマス︒

四683囹苦ケレバ私ガカハリニ
ノンデ上ゲマセウ︒﹂

アル︒

﹁お話をする通りに書けば

五564夜ニナレバ火ヲトボシマス︒
五654園
よいのです︒

﹁年はいくつか︒﹂と問へば︑

きのふいをうたなければならぬ︒﹂

五756園何でも裏からまはって︑て
五773

か知れないがけの下にある︒

四687園 ﹁イイエ︑オクスリハジ ﹁十七︒﹂と答へた︒
五802 見下せば︑しろは何十丈ある
ブンデノマナケレバ︑倉見モナ
リマセン︒﹂

取入れなければなりません︒

がわるくなるから︑天氣のよい間に

オイシヤサマノオツシ 六154 かった稻が雨にぬれると︑米

ヤルトホリノマナケレバ︑ナリマ

四696囹
セン︒﹂

四766 見ればへさきに長いさを 六232 すてておけば︑すぐ死んでし
まひます︒
を立てて︑︿略V赤い扇がつけ

六428

チリモツモレバ︑山トナル︒

六545図︿略﹀︑コノニツノ物ナケレ

めくらは杖を受取って︑

バ︑物ノ味ハウマカラズ︒

六641翻

︿略﹀︑二人の行くへ見送れば︑二人
も後ふりかへる︒

六682興亡バカタクシテ︑ナガクク
サラザレバ︑家ノドダイ又ハ鐵道ノ
マクラ木ナドトス︒

おたがひに親類の間がらでございま

七206 藤は﹁︿略V︒どういふわけで︑

すか︒﹂と問へば︑ゑんどうのいふ

に︑﹁あなたと私は画そう似てみる

ではありませんか︒

七232嘉保己一ハ五歳ノ時メクラト

バ︑後ニハ名高キ寸寸トナリ︑多ク

ナリシガ︑︿略﹀︑一心二勉強セシカ

ノ書物ヲアラバセリ︒

ツキテ學ビシカバ︑時ノ三番町デ

六684園桐ハヤハラカクシテ弱キ木 七236図 く略V︑多クノデシ保己一ニ

目アキ目クラニ物ヲキ・︒トイヒタ

七244図

フトコロ手バカリシテヰル入

手バカリ動カシテモ︑チエガ

この長い綜を出す墨が百匹も

日用品ナラバ︑マヅ何デモア

何モ買フモノガナケレバ︑ソ

七458図齪 ︿略﹀︑家の氏の名多けれ

ノマ・カヘツテモヨイ︒

七388

ルトイツテヨロシイ︒

七385

織る絹縣は出來ない︒

なければ︑木綿はゴ一尺の絹織物を

七289

ナケレバ何ノ昼下モ立チマセン︒

七284

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒

七27一

マス︒

カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ

七269家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

風デアカリが消エマシタ︒﹂トイフ︒

﹁先生︑少シオ待チ下サイマセ︒今

講義ヲツぐケタレバ︑弟子ドモハ︑

保己一ハソレトモ知ラズ︑

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテ四半

モシ病ニカ・リテ早ク死

リトイフ︒

ヒラレザレドモ︑︿略﹀︒

ケレバ︑ツクエ・本バコ・タンス・

六686図桐ハ︿略V︑輕クシテ美シ

﹁我聞ク︑シ・障子ヲ生

ハキモノナドヲ作ルニ用フ︒

七71池園

コトハアルマジ︒

子ナレバ︑コレポドノワケノ分ラヌ

七38図園﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

ソレデゼニニナルコトモ出 七16図囹

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六262園

六263囹金ダラヒニモナレバ︑私ノ

てあります︒

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ

︿略﹀︑皆鐵ガナケレバ︑コ

モシセイ出シテ使ツテクレ

七75図囲

かへる道々あと見かへれば︑
葉末々々に夜つゆが光る︒

七106圏

ガミテマヰリタシ︒﹂

中ノーツト思ヘバ︑今一度天顔ヲヲ

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

﹁先では知らないのだから︑

﹁それでもだんなが居ない

イソガバマハレ︒

シQ

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ

今のお客にもう一銭上げな

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ

六425

はしない︒﹂

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六324囹

一十まうけておけばよかったのに︒﹂

六316園

ければならなかった︒﹂

六311園

マス︒

六288園

シラヘルコトが出來マセン︒

六276園

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

四793園そらをとんでみる鳥
はきっといおとすほどの名人
でございます︒
からふるひおとされて︑きんじよの

五281圃 五月・六月實がなれば︑枝

︿略﹀︑七月・八月分ついこ

町へ持出され︑何升何卒はかり費︒
五292囲

ろ︑三日三ばんの土用ぼし︑思へば
つらいことばかり︑それもよのため︑
人のため︒

五496 マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白
瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜田太ク︑
カボチヤハ平タイ︒
︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ

五515

417
ば一ば

ば︑紋の瀬々かぎりなし︒

七484圏 モトユヒや水引ノヤウナ︑
アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ
出來ナイ︒﹂

ビ

ヤ

︿略﹀︑水がなければ︑生きて

カキハ︿略﹀︑物ニツケバ︑

よく氣を附けなければならな

みることは出來ない︒

七655

七661
い︒

軍カンや汽船ハ時々カキヲカ
オビノ様二廣クテ長イノモア

ミルヤモヅクノ二二緑色ノモ

う

千里の

又夜はいくら暗くても︑星

見渡セバ杉野ナシ︒

か＼るたふとき御宮なれば︑

︿略﹀︑皇室及び寺家に大事

ち

八時宿を出でて︑町を南へ

これより少し進めば︑敷千

八58図御垣の内をうかゴひ奉れば︑

まじへて︑高く天をつく︒

年もへたらんかと思はる﹂老木枝を

八52図

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒

八43図

あれば︑かならずこれを告げたまふ︒

八34図

差立てたまひ︑︿略﹀︒

一年中の重だちたる祭日には勅使を

八32図

七901図

場所や方角がちゃんと分ります︒

が出てみれば︑それに便って︑居る

七865園

波を渡るなり︒

塔をもきづき︑つばめさへ

七793図圏小さきありもいそしめば︑

ニ紅色ノモノモアル︒

ノモアレバ︑︿略﹀︑テングサノヤウ

七764

ノ雲高ナツテヰルノモアル︒

レバ︑ゼンタイが細カニ分レテ︑枝

七758

キオトサナケレバナラナイ程デアル︒

七722

中々ハナレナイ︒

七517園 ﹁手紙は︿略﹀︑四匁より少 七719
しでも重いと︑その倍の六銭だけ切
手をはらなければなりません︒

七522園不足の時には︑その不足の
倍だけを受取人の方で彿はなければ
ならないのです︒﹂

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七537園 今では切手をはって出しさ
ますから︑片そう便 利 で す ︒ ﹂

七552図 櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ
ルカギリ荘子人家ナリ︒

七562図 雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観

ヒ

音堂二向ツテ行ケバ︑両ガハニアマ
タノ店アリ︒

七579図 櫻田門ヲ出ヅレバ︑日比谷
公園アリ︒

七586図 公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ
ハジメ多クノ官省アリ︒

セバ︑コ・モマタ見渡スカギリ︑人

七592図 力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下
家ナラザルハナシ︒

七616図 昔より﹁犬は三日かへば︑
三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

七619図犬は︿略﹀︑眠れる時も人
の足音を聞けば︑た貸ちに目をさま
す︒

やくわしも︑水がなければ出來ない︒

七645 酒やすや醤油も︑めしやもち

ば︑梨・すも＼

皆一時に紅白の

むね
神殿の御屋根はかやにてふき︑棟に

花のながめの うるはしさ︒

夕暮に咲く月見草︑月見
はぎ
のころも近づけば︑萩のうねりにや

マツチハーダースノ償三四

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

︿略﹀︑今更二其ノ便利ナルニ驚カ

レタレバ︑サ程ニハ思料ザレドモ︑

八386図

ラズ︒

銭グラヰナレバ︑一箱三四厘ニモ足

八382図

どる玉︑︿略﹀︒

八369図圏

はかつを木をならべ︑両はしに千木
をうちちがへたり︒
かんなめ

今日は神嘗祭なれば︑夕方

働クコトガナケレバ︑食物モ

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

八77図
いふ︒

八156

買入レナイシ︑着物モコシラヘラレ
ナイ︒

ル・ナリ︒

八η8図﹁サラバコトぐク張りカ
へ給へ︒切張ハマダラニナリテ見苦

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手敷

八399図心ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

シ︒﹂トイヘバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト答ヘタ
リトゾ︒

マデ数へ上グレバ︑一箱ノマツチガ

︿略﹀︑何心ナク屯ン引上リ

我等ノ手直入ルマデニハ︑何十人ノ

八291図

テ︑南ノロヨリ入ラントスレバ︑其

ソマツニハ使フベカラズ︒

八402図之ヲ思ババ一本ノマツチモ

人手ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ノ戸ハタト閉ヅ︒

八292図驚キテ西ノロヨリ入ラント
スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑
南ノ戸開キタリ︒

火の取扱は大切にしなければ

チもいらない︒

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八481園又ヤケナイといへば︑うち

イと書くにも及ばない︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八471園焼けない事さへいへば︑御

かなければならない︒

八469園電報の文は成るべく短く書

ならぬ︒

八451

らが元だらうといふ話だ︒

八293図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑ 八446 聞けば此の火事は材木屋の小
屋から出たので︑多分煙草のすひが
北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑

東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

八294図

工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ

東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

八299図

工驚キ︑アツト聲立テテニ

ザ︑コナタへ︒﹂トイフ︒

八305図

ゲ象眼バ︑川成腹ヲカ・ヘテ笑ヒナ
ガラ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフQ

壌土ルく近ヨリテ見レバ︑
コハ如何二︑カノ死人ト見エシバ︑

八307図

フスマニエガケル絶ナリシナリ︒

八356図圏︿略﹀︑山々の 櫻も咲け

ば

ば
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八528図 入鹿アヤシミテ﹁何故ゾ﹂
ト問ヘバ︑﹁御前 近 ウ シ テ ︒ ﹂ ト 答 フ ︒

バレントス︒

八532図 今シバシタメラババ事アラ

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

八543図 鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ
テ大臣トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

家常に立ちこめたれば︑劔の名を天
ぞ

た＼び東へ進めば︑一週間にしてイ
え

叢雲劔と申せり︒

までは幾日でも泊って待ってるなけ

道を通る様なことをすれば︑三所破

若し其の關所をよけて︑わき

ればならなかった︒

く略V︑東國の蝦夷叛きしか 九374

みかいゑい

︿略﹀︑日暮ヨリ後ハ一切旅

から︑︿略﹀︑女子供でも安樂に旅行

九385

が出返る︒

人ノ通行ヲ差止メタレバ︑諸大名其

九391図

ノ他旅客ノ宿泊スルモノ多ク︑︿略﹀︒

昔ヲ知レル人︑若シ薔道ノ

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

ヲクラベ見バ︑世ノ轄攣ノ如何二甚

若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ

ダシキニ驚クナラン︒

九413図

箱根山ヲ見下サバ︑全髄ノ形ノスリ

の職にも出ず￥又八月十日の威海衛

關所も無ければ︑川止も無い

ば︑天皇日本武尊に命じて︑之

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

︿略﹀︑中佐ハ︿略﹀︑帝國ノ

ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒
八849

バチヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ル

ヲモウガツトイフ︒

九423図水ノシヅクモ度重ナレバ石

ベシ︒

攻撃とやらにもかくべつの働なかり

いくさに出でし事なれば︑定めて不

九212㈱國園﹃一人の子が母家の爲

きとのこと︑︿略﹀︒

シイ働ヲシナケレバナラナイト︑

タメ︑天皇陛下ノ御タメニ︑メザマ
︿略﹀︑部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑勢鋭

自由なる事もあらん︒

九3610

將校も兵士も皆︼つになつ

それが今は朝の急行列車で東

上下八里の箱根山も越えなけ

とぞ御身御大切に成し下され︑︿略﹀︒

九458図︿略﹀︑木のかげ一つもなき

砂原つゴきなれば︑其の苦しさたと

日暮るれば︑一同テントを

へんに物なし︒

張りて夜を過す︒

九459図

話相手もなく︑︿略V︒

九4510図 アリは子供のことなれば︑

大水などの時には︑水のひく 九4610図然るに此の大風の爲に︑今

ればならず︑︿略﹀︒

九361

着くことが出漏る︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九358

て働かなければならない︒

九228園

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

近年新しき港も成りたれば︑ 九218隅囲母も人間なれば︑我が子 九441陵国暑さ日に増し候へば︑何

ク進撃シタ︒

八957図

海陸運輸の便盆く開け︑産業の嚢達

尊は﹁何故にかくは泣きか

は今後いよいよ著しからん︒

九26図

なしむぞ︒﹂と問はせ給へば︑おき
なは﹁︿略V︒﹂と答ふ︒

天照大神︑︿略﹀之を皇孫
に授け給ひしかば︑これより三種の

九44図

た︒

といって︑其のものは重い罰を受け

草薙劔は尾張の國にとゴめ

を討たしめ給ふ︒

やまとたけるのみこと

九410図

ギリス國の港に着く︒

ヨーロッパよりシベリヤ鐵
蹄着することを得べし︒

道にて東方へ向はば︑二週間あまり

八794図
にして日本に

かくの如く日本を出で︑海 九67図

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ

八802図
を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑薄野揃

れり︒

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

ナイ︒

これ世界の抄きがためにし 九710

ば︑又元の日本に蹄り來る︒

く程出嚢嵩に遠ざかるべきはずなら

八804図

八702図園 我等一同申し合せて︑今

ずや︒

事にしなければならぬと存じます︒

八675國 併し老病の事故︑よほど大

日より働くことを止むぺければ︑左

︿略﹀︑若し平たき物ならば︑ 九186図

流ノ長サヲ合スレバ︑一千饒里二及

八804図

行けば行く程出獲黙に遠ざかるべき

ブ︒

ほうたう

はずならずや︒

利根川ハ︿略﹀︑本流・支 九408図

様心得られたし︒﹂

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

ために働きたりといはば︑我もまた

八723図園諸君若し我に食物を送る 八811図 地球を南北の爾半球に分て 九206圓團 ﹁聞けば︑そなたは豊島
諸君を養ふために焦したりといはん︒

八733図 アゴ短ケレバ︑物ヲカム力
強ク︑︿略V︒

八734図く略V︑クビ太ケレバ︑他ノ
獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル
ニ便ナリ︒

レバ︑歩ム時音ヲ立テズシテ︑シヅ

八747図 虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ
カニ他書二近ヨリ︑急二飛ビツキテ
之ヲ捕フ︒

八751図 我等若し汽船に乗りて︑
二週間の後にはアメリカ大陸に着く

︿略﹀︑東へ東へ と 進 み 行 か ば ︑ 凡 そ

べし︒

かの大蛇の住みし上には叢

神器の一となれり︒

八768図 こ＼より汽船に乗りて︑ふ 九46図

419

ば一ば

までの驕駝の足跡消えたれば︑翌日
風なぎて出立したれども︑一同は行
く べ き 方 に ま よ ひ て︑︿略﹀︒

九475図其の夜アリふと目をさまし
て︑人々のかたるを聞けば︑一人の
日く︑﹁︿略﹀︒﹂

所に着かずば︑驕駝を殺して︑其の

九476図園 ﹁若し明日中に水のある

胃の中の水を飲むより平なかるべ
し︒﹂

九486図 アリは幸にも星によりて方
角を見定むることを知り居たれば︑
それを便りに進行せり︒

ば︑却って病を起すことあり︒
故︑︿略﹀︒

クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ

く略V︑大江山

る言の葉は︑︿略V︒

いく野の

遠ければ︑ふみ見ずといひし

川を渡りて坂路を上れば︑

東照宮の正面に出づ︒

とうせう

九941図

言の葉は︑︿略﹀︒

道の

飲食に注意し︑身膿の清潔 九7710図此ノ通帳陰言ノ後金銭ヲ預 九925二三

ち

を保ち︑︿略﹀︑常に日光に浴して︑

九6110図

こ

東風吹かばにほひおこせ

︿略﹀︑今日の勝負はきまら

乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑

更二乙ノ農夫ノ所二行カザルベカラ

九884韓紅ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑

ナラン︒

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

九881図若シ今ノ世ニモナホカ・ル

してもらはなければなるまい︒﹂

ないが︑いつれ又改めてやり直しを

九866園

つる秋あり︒﹂

攣り改るを︒花咲く春あれば︑葉落

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

ノコギリ

森林なければ︑土砂附近の

一膿ニスべく

ヘリモ鋸ノ歯ノ野口ギザく

と多し︒

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

十101図

シテヰルノモアル︒

ノアルノモアレバ︑

十63

葉モアル︒

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

十510

今にのこれるは甚だ少し︒

造なれば︑古社寺等も昔のま㌧にて

十42図我が國の建物はおほむね木

あり︒

九802図韻﹁騨長驚くなかれ︑時の 九942図 ︿略﹀︑表門を入れば五重塔

よ梅の花︑主なしとて春を知るな︒

九788図圃

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

扇を使へば風起り︑むちを

なほ病にか＼らば︑是我が罪にあら
ず︒

九645図
ふるへば音を幽す︒

九645図面を使へば風起り︑むちを
是我等の周圏に空氣のあれ

ふるへば音を嚢す︒

九646図
ばなり︒

空氣は形もなく︑色もなけ

れば︑目には見えざれども︑︿略﹀︒

九647図

水の進入するを防げばなり︒

九487図夜明くれば︑砂の上に新し 九654図様茶わんの中に空氣ありて︑
き誘爆の足跡あり︒

︿略﹀︑翌朝起きて見れば︑何

ズ︒

九886図

連日の大雨に候へば︑大 更二藍丁ノ農夫二日ゼザルベカラズ︒
段ノ愛動モ少キ等︑貨幣トスルニ最

讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

九8910唐革金銀ハ壁高ク︑︿略﹀︑直 十1510図 紫式部は︿略﹀︑兄の書を

じ︑少しも直る＼ことなかりしかば︑

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得

九912卑怯ヲ日本銀行二持行カバ︑

いひたりとそ︒

﹁汝の男と生れざりしが口をし︒﹂と

父の二時は常に其の頭をなでて︑

モ便利ナレバナリ︒

し候へば︑此の分ならば︑もはや心

ベシ︒

九732圓國︿略﹀︑日の光さへ見え出

ころ︑︿略﹀︒

川に近き御地は如何と案じ居り候と

九7010囲国

銀世界になってみることもある︒

時の間に雪に攣ったか︑そこら一面

九707

九493図聞けばハッサンはアリの來 九655毒魚は空氣なければ燃えず︒
ることの齢りにおそ け れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

ることの齢りにおそ け れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

迎へかたぐこ註判りしなり︒
九494図聞けばハッサンはアリの來
迎へかたぐミに量りしなり︒
九517図圏︿略﹀︑所攣れば様々に
攣るよそほひ面白や︒

配には及ぶまじと立退きたる者も引

九5410図 タトヘバ北國ニスム野ウサ
ギハ︑︿略﹀︑雪ノ 降 ル 頃 ト ナ レ バ ︑

返したる程に御座候︒

︿略V學問の深い人でも︑筆

全 ク 白 色 二 愛 ジ ︑ ︿略﹀︒

十203

一色の印刷は一度刷ればよい

其の活字を抜きかへて植直す︒

十1910 ︿略﹀︑誤があれば︑幾度でも

ければならぬ︒

をとる前には十分に其の考を練らな

いとも 十188

聞え上げた

問は

言

問はば如何

︿略﹀︑勅なれば

にと雲ゐまで

かしこし︑うぐひすの

︿略﹀︑此の分ならば︑も 九917図圏

はや心配には及ぶまじと立退きたる

九733圏団

者も引返したる程に御座候︒

九596図 運動不足なれば︑食物のこ
なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身腔

雲ゐまで

︿略﹀︑うぐひすの

聞え上げたる

弱りて︑氣分もふさぐ︒

ば如何にと

九919工専

の葉は︑︿略﹀︒

上の堤防切れ︑隣村は大半水中にあ

驚きて飛出し候へば︑川
り︑救をもとむる聲かまびすしく候

九599図く略V︑平生の養生法を問へ 九739國国
ば︑﹁︿略﹀︒﹂と い へ り ︒

九601図 然れども運動多きに過ぐれ

ば
ば

420

が︑︿略＞Q

のは︑幾度も幾度も印刷を重ねなけ

十205 ︿略﹀絶書や地葺のやうなも
ればならぬ︒

十218 活版は印刷が終れば︑其の活
字を取離すことが出來るから︑同じ
活字を何度でも組立てて使へる︒

十2110 木版では一枚道々彫らなけれ
ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十228図 良無禮ナリトハ思ヘドモ︑

老人ノ言ナレバ︑命ノマ・二拾ヒ取
リテサ・グ︒

十2210図 驚キテ目送スレバ︑ヤ・ア
リ テ 引 返 シ 來 リ ︑ ﹁︿略﹀︒﹂トイヒ捨

テテ去レリ︒

十234図 五日目ノ直行キテ見レバ︑
老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

︿略﹀︑是等ノ島ニハ作物ノ

いたゴきは︑はやまつ白になってゐ
る︒

十333園

出來ザル荒地多ケレバ︑罪人ドモハ

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

︿略﹀︑餓死スルモノ年々少カラザリ
キ︒

十339図

十494図

赤と緑とを並ぶれば︑赤も
︿略﹀︑赤と黒を並ぶれば︑

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︿略﹀︒
十495図

候︒

十571國團多人魂の共同生活に候へ

兵螢内の酒保には日用品

ば︑是はもとより落種の事に候︒

・飲食物等を販責致し居り候へば︑

十588繍国

﹁思ふ様あれば︑名乗る

︿略﹀収取リテフキ分クル

鯨を追ふものもあり︑錆を打って鯨

十667他のボートを見れば︑今新に

シナリ︒

ノ割合ニハ人手ヲ要スルコト多カリ

方法ナホ不十分ナリシカバ︑産出高

十615図

外出せずとも少しも不自由を感じ申

手塚の家來は組ませじと中

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

十506図園
まじ︒

十5010図

をへだっれば︑敵は之をつかんで︑

さず︑︿略﹀︒

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

片手にひつさぐ︒

名乗れと申せば︑﹃存ず

士かと見れば︑錦のひ

に引廻されてみるものもある︒
大器かと思へば︑刷く者 十693図 夜明けて見れば︑岩の上に

岩に近づけば︑波は重く荒

一隻の難破船横たはれり︒

ば︑浴客多く集り︑すこぶる試漕せ

十739図 ︿略﹀︑京都・大阪に近けれ

れ打ちもどさる﹂を︑︿略﹀︒

く︑ボートは幾度となく打ちもどさ

京家・西國の者かとすれ 十701図

若者かと思へば︑面にお
老人かと見れば︑髪つや

まして職場にては︑進ま

義仲之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

兵器は軍人のたましひに
候へば︑其の手入は最も念入に致し

十566國団

ひの袖をしぼらざるはなかりき︒

さめぐと泣きたれば︑一座皆よう

十555図

︿略﹀︒

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

十541図圏

の外白髪には成りたらんに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一小部分ノ傷害モ直

ザルベカラズ︒

常二身膿ヲ大切ニシ︑之ヲ強健ニセ

チニ全身ノ元墨引關スルモノナレバ︑

十788図

時浴客あふる＼ばかりなり︒

て︑暑をさくるによろしければ︑夏

十752図此の地も亦夏甚だ涼しくし

れの旅館も空室なきに至るを常とす︒

横濱をひかへたれば︑盛夏の候は何

よこはま

り︒
くと黒し︒
十527図園今は七十にも慮れば︑殊 十742図 箱根はく略V︑近く東京・

十522図園

びたゴしきしわた＼めり︒

十521例言

ば︑坂東聲なり︒

十5110図園

なし︒

十5110右筆

た＼れ着けたり︒

十519図園

いひて名乗らず︒

る由あり︒木曾殿見知り給ふ︒﹄と

十517図園

布セシカバ︑間モナク全國二作ラ
ル・二年目リ︒

大みことのり

乃木大將はおごそかユ一︑

御めぐみ深き大君の

十392図圃

傳ふれば︑かれかしこみて謝しまつ
る︒

軍のおきてにした・づひ

て︑他日我が手に受領せば︑なみく

十412蜜吸園

曲線は直線よりもやはらか

いたえり養はん︒﹄

十4510図

なる感畳を與ふるを以て︑曲線を用

十242図 良此ノ度コソハト︑夜半ヨ

ふれば︑更に美しき模檬を得べし︒

左の第九圖を得︑︿略﹀︒

十462図右の第八圖の角を取れば︑

リ起キテ橋上三民レバ︑シバラクア
﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑

リテ︑カノ老人來レリ︒
十244私学
遂二王者ノ師タラン︒

得︒

の角を広くすれば︑左の第十一圖を

十246図受ケテ見レバ︑世ニモ得難 十464図 ︿略﹀︑右の第十圖の八角形
キ兵書ナリ︒

十252図囹 若シ暮暮アラバ我ヲ殺セ︒

色の原色は赤・青・黄にし
て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十253芸評 若シ勇氣アラバ我ヲ殺セ︒ 十484図
マタ

色を生ず︒

︿略﹀︑青に董を加ふれば︑
線となるが如し︒

十487図

紫となり︑︿略﹀︒

十485図例へば赤に青を加ふれば︑

殺ス能ハズバ︑我が跨ノ下ヲクゴ

︿略﹀︑手放し難き商用こ

レ︒﹂

十273塵圏

︿略﹀︑見渡せば四方の山々の

れあり候へば︑手紙を以て御祝ひ申
上野︒

十279

421
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十857

すべて家畜はよく艸労らなけれ

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる
風がある︒

十863 氣を附けなければならぬ︒

ニ

ワウ

十993図 ︿略﹀︑仁王門ヲ入レバ百間
ラウ

櫻井町ヲ南へ去レバ談山神

ニ齢ル長廊アリ︒

十柵4図
來て見ればこ＼も櫻の峯

社ノーノ鳥居アリ︒

カシハラ

あり︒

り︒

多武峯ヲ西へ下レバ岡寺ア

ざわう

ウネ
コ・ヨリ西北へ進メバ︑畝

十一36図案

ばあつさ弓
とゴむる︒

にょいりん

︿略﹀︑他群の蜂︑我が群

ちに其の中に入る︒

十一83図

若シ一人ノ手デ製造スルナ

中に入り掌れば︑直ちに之をさし殺
す︒

十一103

ラバ︑一包三銭ヤ三鏡五厘二三ツテ
ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑

こともなかりき︒

味を知らざりしかば︑思ひとがむる

船の其の間を行くとき︑

島かと見れば岬なり︒

十一182図

十一183二二かと見れば島なり︒

浪にたゴよふ氷山も︑

來らば配れ︑恐れんや︒

十一238図圏

二物相待つに非ざれば用

今は爾陛下も馬車に召し

今は両陛下も馬車に召し

思へば今より六十年以前

の汽船もなかりしなり︒

には︑我が國に一室の鐵道も︑一隻

十一285図

することを得︒

の方向に關らず︑十分に風力を利用

十一273馬齢の運用自在なれば︑風

ずば見るべからず︒

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一2510図

ずば見るべからず︒

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一259図

といへども︑︿略﹀︒

を爲し難きを﹁車の駐輪の如し︒﹂

十一251図

︿略V︑一人デ種々ノ仕事ヲ 十一2310図画 海まき上ぐるたつまき
も︑起らば起れ︑驚かじ︒
スルコトニナルト︑仕事ノ移り攣ル

十一112

度毎二︑居ル場所ヲ攣へ︑又器具ヲ
︿略﹀︑コ・二注意シナケレ

取換ヘナケレバナラナイノデ︑︿略﹀︒
十一1110

バナラナイノハ共同一致トイフコト
デアル︒

分業ノ目的ハ賢愚ラレナイ︒

＋一皿3︿略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス
・のへらじとみねて思へ

又國家全膿カライヘバ︑農
夫ノ田畑ヲ耕シ︑︿略﹀︑教師ノ生徒

十一129

なき数にいる名をぞ

をへだてて向ふの山腹に如意輪寺あ

十一33図

吉水神社を出つれば︑谷

十一24図吉野の町に入れば藏王堂

傍・橿原ノ地心出ヅ︒

ビ

十棚8図

リ︒

十棚2図

つゴき︑吉野初瀬の花の中宿︒

十877 漉く家畜といへば︑鳥類まで 十伽9図醒
︿略﹀︑いかにせん︑頼む

も入れて遵ふ︒

十896図國

かげとて立寄れば︑尚袖ぬらす松の
下露︒

も通じ︑野地にも明かなる人に候へ

十908圏割 同愚輩は︿略﹀︑學理に
ば︑其の講話は定めて有盆なる事と
存候︒

十913國囲 ︿略﹀︑御差支これなく候
はば︑有志の方々御さそひ合せの上︑
御來同相成候ては如何︒

れ候はば︑小生も御同行致すべく候︒

十915潮瀬 御道筋の事故御立寄下さ

︿略﹀︑北方の天を望みて

ヲ教育スル等ハ皆分業山外ナラヌノ

十一41図

デアル︒

︿略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

崩御ありし御心事を察し奉れば︑涙

十958図

テ書込小暗キ間ヲ行ケバ︑官幣大社
カ スガ

されど武士どもは其の意

驚入候︒

情にたへず候︒

︿略﹀︑いよく實地見

すれば︑そゴうに當年を追懐するの

十一367雪国

北方の量子神社ユ参秤

聞致候へば︑聞きしにまさる進歩に

十一363圓團

空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒

く略V︑たとひかばねを戦 十一315雪転ノ敏速ナル行動一斗ノ

場にさらすとも︑名を子孫に傳ふべ

十一148図

りしかば︑其のま＼にて止みたり︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十一141図︿略﹀︑事の未だ成らざる

わき出でて禁じ難し︒

本道を更に南へ進めば︑
庭園を以て名高き竹林院あり︒
みくまり

十一43図

春日神社二到ル︒

十965図取 天の原ふりさけ見れば︑
春日なる 三笠の山に出でし月かも︒

怠りて持編らざるものあ

し︒﹂といへば︑心ある者どもいつ
臨幸戻りにおそかりしか

れば︑検査掛は内に入るを許さず︑

十一165図

︿略﹀︒

ば︑人をしてうか丈はしむるに︑

十一151図

れも此の議に同ず︒
れば立ちどころにさし殺す︒
たる

此の時箱・樽等を適當な
る所に置けば︑分離したる一群は直

十一79図

十一72図︿略﹀︑強ひて入らんとす

︿略﹀︒

十一71図

金峰神社等あり︒

きんぷ

十976図 コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春 十﹇44図尚進めば︑水分神社・
日・三笠・若草等ノ山々相連リ︑︿略﹀︑

西ニハ西大寺・藥師寺等ノ堂塔アリ︒

十987図 奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ
進メバ︑一時間バカリニシテ一二輪町
二達ス︒

十991図 三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初
瀬川ニソヒテ爪先上リニ行ケバ︑初
瀬町二至ル︒
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心をゆるすべく︑︿略﹀︒﹂

︿略 ﹀ ︑ し き り に 望 め ば ︑

シテ自著ナケレバナラヌ︒

十一525図 笑ハント欲セバ︑衛生二 十一686図之を思へば↓寸の光陰も

十一419若江 いまだ幼ければ︑敵も 十﹁524図心樂シケレバ自ラ笑フ︒
十一428図

活動するのみにて休養す

輕んずべからず︒

ることなければ心身いっか語れて︑

十一694図

ノ健全ヲ害スレバ︑詳審モ亦オトロ

天性快活ナル人モ︑丁丁

注意シ︑身艦ヲ健全ニスベシ︒

ヘテ笑フコト少シ︒

十﹁526図

離さざりし名刀を與へて行かしめた

力 及 ば ず ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とて︑常に身を

り︒

遂には活動にたへざるに至る︒

十一529図内二省ミテ︑ヤマシキコ

悔いて︑其の過を再びせざらんこと
人を訪問する時は︿略﹀︑

若し過あらば︑深く之を

十一432図 ︿略﹀忠元あやしみて︑

トアレバ︑勉メテ面二笑フトモ︑ひ

をちかふべし︒

おくれ＼ばピエールはこゴ
此の時﹁自分が行かう︒﹂

︿略﹀︑御参列成し下さ

︿略﹀︑御腰會下され候

︿略﹀︑味ハ人々ノ好ミヲ考

逆歩ハ︿略V︑常二清潔二

殊に集會の時間は正しく

十一749図

住持は驚きて︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︑箱根山中にて

を書添へ︑別を告げて出で去れりと

と問へば︑書工﹁︿略﹀︒﹂とて︑一枝

なん︒

十一752図囹

たれば︑之を書添へんとて︑わざ

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

く盗り來りたるなり︒﹂

又一山を越ゆれば第三の

十一771図更に川に沿ひて上れば第

二の瀧あり︒

瀧に至る︒

十一772図

︿略﹀︑鵜飼といへば長良

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

十﹁793図

おもふに至れり︒
の中の一人若し十分を後るとせば︑

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

良羽あり︒

十﹁795図市を出でて橋を渡れば長

おもふに至れり︒

住持は心得ぬ事に思ひて︑

鵜の首元は細なはにてし

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一814図

鵜はくゴり入る毎に獲物

下すことなく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑行きてうかごへば︑ 十一828図

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ

ニカク︒

十一848図

く略V綿花ノ細片四方二

メン

既二莚綿トナレバ混綿機

ソ

機械ノ前二立テバ全身忽チ白シ︒

飛散シテ︑吹雪ノ風ニクルフが如ク︑

十一847図

を得るを常とす︒

漁夫は﹁時間齢にして敷千百尾の鮎
翌日書工の早朝に起出で

なくして浮び出つること少ければ︑

なり︒

十一744図

後の二枚には垂がかず︑︿略V︒

りたり︒﹂といへば︑画師それより

﹁そは昨夜のぞき見て知

て書︸がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一733図

つ＼寝起する様なり︒

十︸7210図

しが︑︿略V︒

蚕工﹁︿略﹀︒﹂とて心構せし様なり

当時壼工に向ひ︑﹁︿略V︒﹂といへば︑

十一726図

となるべし︒

六十人の時間の損失は合して十時間

十一709図例へば六十人の集會に其 十﹁793図 ︿略﹀︑鵜飼といへば長良

しむればなり︒

に多人敷をして貴重の時間を空費せ

守らざるべからず︒一入の後る﹂爲

十一708図

用事終れば直ちに去るべく︑︿略﹀︒

耳をそばだてて聞けば︑進 十一704図

十一6910図

﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑﹁︿略﹀︒﹂と答

中ノ苦ヲ如何ニセン︒

た だもと

ふ︒

十一569

えて死ぬであらう︒

十﹁566

軍の調である︒

十一435図園 光範と心を併せての事 十一5510
とて︑如何ともし難ければ︑直門に
入りて父の後をとぶらはんとて︑か
忠元 あ は れ み て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

く諸國を巡り歩く な り ︒ ﹂
十一439図

かくと正儀に告ぐるに︑正儀は情深

とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍訓
軍に行かば︑からだを

クドナールである︒

いとへ︒

され度候︒

十一649

十﹁672

バナケレバナラヌ︒

ヘテ︑多敷ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

十一653

ヘナケレバナラヌ︒

先ヅ衛生・纒濟・味ノ三方面ヨリ考

材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑

はば︑︿略﹀高野義太郎宛御︼白下

十一639圏団

れ候はば︑有り難く存じ奉り候︒

十一6210國團

比毛下され候はば光町の至に存候︒

十一624圏團

︿略﹀︑同日午後五時御

十﹁5910図囲

き武士なれば︑呼出して召使ひたり︒

十︸443図上 正儀は河内にて領地を
與へんとしたれども︑熊王は﹁何の
戦功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

十一455図 正儀驚きて︑﹁如何にし
たるぞ︒﹂と問へば︑熊王年來包み
たる心の中を打明けて︑﹁︿略﹀︒

十一483 追手が接近すれば速力を速
め︑後れ＼ば脚のきざみを短くする︒

十一484 追手が接近すれば速力を速
め︑後れ＼ば脚のきざみを短くする︒

十︸517図 親子・夫婦・兄弟・姉妹
ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

一家ノ

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開
笑ハント欲セバ︑

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒
十一5110図

和合ヲ計ルベシ︒
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新版圖の事に候へば︑

のがなければ︑空雪中の炭酸瓦斯の

十一梱4國囲

分量が著しく減って︑地球上の植物

既二鐵管二滋⁝ツレバ︑コ

るべく纒費を節約したしとの校長の

レンゼウ

は薫皿く枯死すべきはずである︒

十一857図

意見によりて豫算を編成したるな

芸事此の青豆なれば︑一

我は急に其の前路をさへ

夜に入りて︑我が煙寺隊

せ

堂近く︑露坐の大佛

﹁︿略﹀︑若し向ひの山

︿略﹀︑

かみつけぬのかたな

に引返す︒

一老丘ハのいふ︑

え

ぞ

十二292図勝商事急なればとて直ち

ん︒﹂とて止む︒

る＼ならん︒﹂といへば︑﹁さもあら

すマき
﹁︿略﹀︒流をさかのぼる鰭の縄にふ

十二286m図

上に來りて援軍の消息を示さん︒﹂

十一一2710図園 三日を過ぎなば︑又山

城を出でたりと知れ︒

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

十二279図園

社︒

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御

はちまん

十二247図圃由比の濱べを右に見

おはします︒
ゆ ひ

長谷観音の

は

十二2310図圃 乱打寺坂越え行けば︑

魚は割合に長く生きてみる︒

れて置けば︑水を取換・へなくても金

十一一2210 若し其の中に青い水草を入

本島の開拓は我々選民の最も力を用

く略V︑村長は﹁︿略﹀︒﹂

り︒﹂

し︒

十二66図

てい

十二77図

大の損害を受け︑︿略﹀︒

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多

十一一73図

も戦列を離る＼ものあり︒

せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く

︿略﹀︑はげしく敵を砲撃

未だ一人の犯罪者をも出したる例な

村は一家の如く和合して︑二十年來

十一価6図

ま＼に決議せり︒

と説明したれば︑さらばとて原案の

十一榊2図

ふべき所に候︒
住めば都とやら︑︿略﹀︒

レヲ練篠機ト構スル機械月雪ケテ︑
十一棚5國困

︿略﹀︒

十一864図︿略﹀︑絶戸ズ綜二目ヲ注
アリ︑︿略﹀︑才名世石製クレナケレ

十一皿6図此ノ時諸葛孔明トイフ人

十一891図 油轟は︿略﹀︑身膿より
バ︑前章ハ三度マデモ其ノイホリヲ

ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲツナグ︒

絶えず甘き汁を出すものなれば︑蟻

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

訪ヒ︑三二迎ヘテ重臣トセリ︒

﹁我が子若シタスクベ

孟獲答ヘテ日ク︑﹁此

ノ如シト知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒

十一価2図園

ラバ︑切畑ラ之二代レ︒﹂

クンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不才ナ

十一鵬6図園

飛等ノ諸將之ヲヨロコバズ︒

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑關羽・張

十一撹8図

は此の甘き汁を得んが爲に︑油轟の

︿略﹀︑飾にも雨垂にもな

附着せる植物に集りて之を保護し︑
︿略﹀︒

十一912図

らざるものならば︑之を買ふものな
く︑随って債あることなし︒

十一914図 日光・益鳥の如きは︑
之を買ふ必要なく︑随って亦債ある

︿略﹀︑随意に得ら る ㌧ も の な れ ば ︑

カクスルコト七回二二ビ

せしかば︑敵艦隊は四分五裂の有様

・水雷艇隊はく略V︑無二無三に攻撃

十一塒4図

シカバ︑賊將歎ジテ︑﹁聴罪天授ナ

ことなし︒

十一917図 されど水は大都會などに

リ︑敵スベカラズ︒﹂トテ︑マタ反

となれり︒

イ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑
ンンチユウ

て利あらず︑兵具四散せしかば︑夜

十一一309図 上毛雪形名︑蝦夷を討ち

カウテツ

十ニー26

く晴れて海波静かなり︒

十二79図

明くれば二十八日︑天よ

ては︑時として償を生ずることあり︒

﹁米のないのは辛抱も三十

スルコトナカリキ︒

ぬ︒﹂

鋼鐵・上質類ヲ鋳ル虜モアリ︑

十二3110図園

﹁二子の君の爲に戦死

に乗じて城をすてて逃れんとす︒

︿略﹀︑又木製ノ器具類ヲ製造スル木

若し之を消費するものがな

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・

十一麗1図

十二213

工場モアル︒

村長は村の奮家に生れ︑
極めて親切公平なる人なれば︑深く

十一襯8図

醤油を買ふに鯨あり︒

何れの家にても卵を躍れ

るが︑薪がなければ生きてゐられ

十一期2

是飲料水とぼしくして︑意のま㌧に
︿略﹀︑海岸も海水厚く

之を得ること能はざればなり︒
十一962働事

凍結し︑流氷の流れ回る事もこれあ
り候へば︑一月より三月まで凡そ三
箇月間は航路殆ど全 く 絶 え ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一967國国南北に細長き島を山脈

ぞ

せるは家門の審なり︒尚三子あれば
え

ければ︑空苫葺には炭酸瓦斯が段々
とど

縦に走り候へば︑平野少く候へども︑
︿略﹀︒

更に再學を睡るべし︒﹂

て心齪れ︑氣まどひて︑見苦しき行

るの道を覧除し置かずば︑時に臨み

平時に於て常に之に罪す

に増加し︑遂には地球上の動物が呼
しらかば

︿略﹀︑椴松・蝦夷松・

村民に敬愛せられ︑幾度の改選にも

か らまつ

十一欄5國国

吸作用を管むことが出生なくなる道

十二338図
理である︒

若し炭酸瓦斯を供給するも

常に忍業せられて︑二十齢年間勤績

十二222

せり︒

﹁不作の後なれば︑成

落葉松・白樺等一面に生ひ茂り︑之

十一佃10図園

を伐採せば少からぬ牧盆と相成るべ
く︑︿略﹀︒

ば一ば
424

かば︑趙王厚く之を用ふ︒

を爲すことあらん ︒
しん
十一一38．7図 敵 國 秦 に 参 し て 功 あ り し

十一一389図園 ﹁当主にあはば必ず辱

十二601図︿略﹀︑首府の人口も年々
著しく増加する勢なれば︑其の巴里
と同数に至るも蝕甚だ遠からざるべ
し︒

倫敦は︿略﹀︑古き都市

あたかも洋々たる江流を見るが如き
苦あれば必ず樂あり︑樂

壮観を呈することあり︒

十二705図
あれば必ず苦あり︒

十二709図

少肚有極の間を徒に遊び

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

十二779図

是より先は未だ航行せし

ことなき大洋なれば︑乗組の人々も

明け行くま＼に見渡せば︑

次第に不安の念を生ぜり︒

前面の一島草木青々として︑︿略﹀︑

十二794図

土人は驚きて此の新來の客を眺めて

立てり︒

汝の事なるべし︒獣ならば︑かくし

十二8610図園 ﹁︿略﹀︑人面獣心とは

て食へ︒﹂と︑足の指に魚肉敷片を

是より暇を請ひて郷里に

はさみて良雄の面前に出す︒

現在の職務に忠實なれば︑ 十二879図

遠き慮なければ︑必ず近

るべし︒

十二716図

にして街路狭ければ︑古風の乗合馬
淫逸帝國は創建以來年尚

淺ければ︑首府の壮観の未だ英学二

き憂あり︒

十二655図

車を以て主なる交通機關とす︒

十二627図

しめん︒﹂
十二623堅砦の嵩より見れば眞に近 十二705図 苦あれば必ず樂あり︑樂
十二3810戦野如聞きて︑力めて之を 世都市の好模範たり︒
あれば必ず苦あり︒

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を韓
じて逃ぐ︒

十二394図園 ﹃両虎共に闘へば︑勢
共に生きず︒﹄と い へ り ︒

十二718図

十二461図 西洋諸國の耕地が其の網

國に及ばざるものあるは固よりあや

下り︑公私の用を終へて︑再び江戸

しむに足らず︒

上下の愛敬・信用其の身に集り︑心

面積の二割より六割に及べるに比す

若し家内に傳染病等に

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

ば︑︸事が萬事︑総べて家内に不整

十一一887図 出入口の混雑せる程なれ

り︒

に出つれば︑良雄以下既に死を賜へ

守る所正しければ︑心に
︿略﹀︑行ふ所直ければ︑

な

男子は外に出でて不在勝

我死せば︑汝必ず之を

其の用意の有司進みて戯

十二938図園

くること最も多し︒

のものなれば︑幼見は母の感化を受

十二912図

相濟まぬ次第ならずや︒

ても申しわけなく︑世間へ封しても

か＼るものあらば︑近虜・隣へ沖し

快活なる精神を以て熱心 十二909図

身常に自由なり︒

十二723図

憂苦なく︑︿略V︒

十二722図

廣く︑膿ゆたかなり︒

れば︑尚早だ挾小なりといふべく︑

あれば泳ぎ︑道に罵るもの一として

︿略﹀︑山あれば越え︑河

之をさまたぐること能はざりきとい

十一一669図

なづまず︑能く學理を鷹即せば︑一

十二463図 栽培法の如きも︑奮法に

ふ︒

︿略﹀︒

暦其の牧穫を増加することを得ん︒

十二733図

に其の事業に遊事せば︑天下何事か
成らざるを憂へん︒
さる
く略V︑数多の猿︿略﹀之 十二743図然るに印度との交通は長

を食ひ︑果實書くれば︑再び其の故

日月を要し︑中途の危除亦少からざ

ぱ

よ
コロンブスは︿略﹀︑欧

欧洲人﹁般の希望なりき︒

れば︑便利なる航路を開かんことは︑
︿略﹀︑冬日河水書く氷結

ろっ

十二748図

師とせよ︒﹂

し

日本又は支那に到着するならんと︒

我︑罪を魯君に得たり︑

如何にせば可ならん︒﹂

十二955三園

ものありとて之を止めしむ︒

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

く略V︑若し歓羅巴より西

十二952図
を抱けり︒

印度の東海岸に到着すべしとの意見
十二758図

漏目の廣野雪に埋れて食
物の映乏せる頃に至れば︑温暖なる

︿略﹀︑遠く之を望めば︑

て相集り︑︿略﹀︒

十一一694図

へ向って進まば︑印度に達する前︑

地方に移らんと欲するもの期せずし

十二691図

ねて低地に下り︑︿略﹀︒

するに至れば︑大群をなし︑水を尋

十一一683図

郷に蹄るを例とす︒

十二6710図

ふ︒

之をさまたぐること能はざりきとい

あれば泳ぎ︑道に當るもの﹇として

十二573図 野口は︿略﹀︑遼河水運 十一一669図 ︿略﹀︑山あれば越え︑河
の起瀦なれば︑商業港として︑豆類
かす

・豆油・豆粕の輸 出 甚 だ 盛 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

かう
十二578図 撫順は満洲屈指の炭坑地

十二586図 安東縣は︿略﹀木材の集
散地なれば︑安奉鐵道改築落成の日
には︑︿略﹀︑南漏洲の三大門戸と構
テームスとセーヌとはス

せらる＼日あるべし︒
十一一595図

倫敦は人口四百八十萬︑

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣
く︑︿略﹀︒

十二59．7図

接績都會を合すれば七百三十萬の多
きに達す︒
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はい

ばあい

十二956霊園

﹁君子は過あれば謝す︒

十二榊6図此の風一度軍人の間に起
十一535図

謹嚴ナルベキ場合二笑フ

りては︑士氣も兵氣も衰ふぺければ︑

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

十二979図 國民は個人の集合より成
十一941図

に復するか︑場合によりては尚それ

か＼る時は︿略﹀︑靴の

ゆめ此の訓を摩るなと︑ねんごろに
心誠ならざれば︑如何な

るものなれば︑國民の品格といふも
十一一価1図

償はやうやく安くなりて︑普通の債

等の山父通⁝機關︑

戒め給ふ︒

︿略﹀

亦各個人の品格の外に出でず︒

十一945図

以下に下るべし︒

十二999⁝図

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

手を取り

て︑又普通の債に復するか︑場合に

を減ずるが故に︑供給も随って減じ
よりては尚それ以上に上るべし︒

凡そ婦人の道は夫を助け
て家政を治め︑子に教へて家名をあ

十二335図

げしむるに在り︒此の心は何庭如何
︿略﹀︑急ぎの場合にも混

なる場合にも忘るべからず︒
十二892図

ハヒヲトツテ︑カレ木ニ

マセウ︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

ナゲカケマスト︑︿略﹀︑ 一メンニ

二613

ミゴトナハナザカリニナリマシ

タ︒

二632 ヨクノフカイオヂイサン
バ︿略﹀︑ノコツテヰ霊気ヒヲ

オカヘリヲマツテヰマシタ︒

カキアツメテ︑︿略﹀︑トノサマノ

一一644 コンドハイクラバヒヲ
フリカケテモ︑ハナハスコシモ

サキマセン︒

胸ノ左右ニハ肺アリ︒

︵感︶7

ハイ

はい

ラ︑ナカナカトリ直下リマセン︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

三533園何ヲ言ヒツケラレテモ︑

はい

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十759図肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル・空

十759図

はい ﹇肺﹈︵名︶2 肺﹇▽りょうはい

︿略﹀︑次第に其の製吐追高

︿略﹀等の公共螢造物に在りては︑
何の用にか立たん︒

心誠ならざれば︑如何な

六年の月日

雑なく︑暗き時にも手探にて用を足
導きな

い

ハヒ←かざんば

し得る様に︑極りよく整へ置くは主

師の君の

場合

﹇灰﹈︵名︶6

婦たる者の務なり︒

くば︑いかで我が心に開く︑智え

﹇場合﹈︵名︶9

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ナ

二585 ︿略﹀︑ソノウスヲコハシ 三541園 ﹁モウゴハンダカラ︑オ
イデナサイ︒﹂トヨバレテモ︑
テ︑火ニクベテ︑ヤイテシマヒ
マシタ︒︿略﹀ヨイオヂイサンバ

しかし卸責商人で︑問屋を
してみる場合がたくさんあります︒

カナカスグニハ行キマセン︒

﹁ハヤクオサラヒヲナサ

ソノハヒヲモラツテキテ︑カマ

五193園︿略﹀︑母はだいどころから

ニハキマセンデシタ︒

イ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑スグ

ク︒﹂トヨンダノニ︑︿略﹀︑﹁ハ

三552囹アル日母ガ﹁早ク︑早

スグニ︒﹂トコタヘルバカリデス︒

イ︒﹂トイハレテモ︑﹁ハイ︑今

三545園

九764図脳病春雲ノ他ノ場合ニモ︑

ソノハヒヲカゴ ニイレテ︑
天略﹀︑カレ木ニハナヲサカセ

オヂイサンバヨロコンデ︑

トオモフト︑︿略﹀︒

カレ木ノエダニカカツタカ

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル
ベシ︒

ジタルニ過ギザリキ︒

場合二物ト物トヲ取換ヘテ有無相通

九879図

︿略﹀遠キ当場ハ︑必要ノ

ドノ下聞オキマシタ︒
二59一 スルトカゼガブイテ︑ハ
ヒガパツトタツテ︑川ムカフノ

七154園

ばあい

十二伽3図圃思へばうれし︑師の恵︒

十一一伽2図圏思へばうれし︑師の情︒ はい

徳え︒

て︑教へ給ひし

十二柵10図圃

山行かば草蒸すかばね︑︿略﹀︒

十二描2図魍邪行かば水つくかばね︑

山行かば草蒸すかばね︑︿略﹀︒

十二備2図環海行かば水つくかばね︑

何の用にか立たん︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十二価1図

敏速と規律とを尊ぶものなれば︑之
どいつ

に必要なる諸種の規則あり︒

十二欄6図 又美麻にては奇書館の書
籍を借受くるに一枚の葉書にて申し
他國 に 行 き て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 汽

込めば直ちに送り來る︒
十一一棚6図

車・電車中に於ける乗客の塁止︑道
行く人の容儀等を見れば︑︿略﹀︑早

くも其の八月の品格の知らる＼もの
なり︒

十二鵬3図 爾院の決議一致すとも︑
天皇の裁可を纏ざれば其の効力を生
ぜざるなり︒

帝國議會の協賛は一家の

盛衰︑蛋民の安危に重大なる關係を

十一一欄2図

及すものなれば︑議員たる者は至誠
奉公の赤心を以て忠實に其の職責を
蓋すべく︑︿略﹀︒

十一一柵7七分に十分に信義を墨さん
と思はば︑多め能く事の成否を察し︑
成し得べからざるものは引受くべか
らず︒

十二脳2図 質素を旨とせざればいつ

時ト場合トニヨリテ笑フベカラザル

笑ハ心身ノ黒字ナレドモ︑ 一一597
コトアリ︒

十一533図

︿略﹀︑世人の爪 弾 を 受 く る に 至 る べ

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑
し︒

ばい一はいしゃくいたしおり
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よびました︒おはなは﹁はい︒﹂と
いひながら︑いそいで行って見ると︑
︿略﹀︒

いて居る老人の辻音直写がある︒

︿略﹀︑﹁ちよつと貸したま

へ︒﹂と言ひながら︑其のバイオリ

十二828

オリンから︑あんな音が出るか︑

老人は︑どうしてあのバイ

ンを取って揮始めた︒

れ︒﹂﹁はい︑これですか︒﹂と︑お

︿略﹀不思議さうに︑バイオリンと

十一一8210

はなはざるの中のたけのこをなべの
紳士の手つきを打ちまもって居た︒

たけのこをおなべの中へ入れておく

五208園 それからそこに切ってある

中へ入れました︒

より御入螢︑軍務に服せられ候事︑
︿略﹀︒︿略﹀︒︿略﹀︑手紙を以て御祝

ひ申上里︒敬具︒

辞啓︑入螢後はや二箇月

に相成候︒︿略﹀︒先は近状御報丁丁

十558圏国

色の原色は赤・青・黄にし

﹇配合﹈︵サ変︶1 配合

デ︑皆ソレゾレノ工夫が入用デアル︒

はいこう・す

す ︽ースレ︾

て︑之を種々に配合すれば︑種々の

十483図

色を生ず︒

辞啓︑來る八日午後↓時 はいこう・する﹇配合﹈︵サ変︶1配

三度かくの如くに御座候︒玉具︒

十903囲国

Aロスル

ニハ汁物ヲ出シ︑アマイ物ノ後ニハ

︿略﹀︒︿略﹀︑又汁氣ノナイモノノ次

食物ハ攣化が大切デアル︒

︽ースル︾

半より︿略﹀耕地整理に訳する講話

十一666
小杉事務官も御臨席のはずに御座候︒

これあり候︒︿略﹀︒なほ縣廉よりは

オリンから︑あんな音が出るか︑

草々︒

老人は︑どうしてあのバイ

て︑配達夫は入口に立ちたり︒お花
︿略﹀不思議さうに︑バイオリンと

七505園 ﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび 十二832
は﹁はい︒﹂と答へて受取らんとせ

﹇拝察﹈︵サ変︶1 舞察

塩カライ物ヲ配合スル類デアル︒

す ︽ーセ︾

はいさつ・す

辞啓︑老父事本年満六
は御案内まで︑此の如くに御座候︒

十歳半相達候に付︑︿略﹀︒︿略﹀︒先

十﹁6110圏囲

紳士の手つきを打ちまもって居た︒

歌が終ると︑紳士はバイオ

十ニー8図陛下が︿略﹀よみ出でさ

臣民をあはれみ給ふ大御心の辞察せ

せ給へる御製にも︑常に國家を思ひ︑

辞啓來る十五日は亡父
七回忌に相當り候に付︑︿略﹀︑御参

十一627囲團

列成し下され候はば︑有り難く存じ

ふらんす

か行った︒

リンを老人に渡し︑目禮して何庭へ

十二849

しが︑︿略﹀︒

い・じゅうばい・すうばいす

ばい ﹇倍﹈︵名︶2 倍←いくそうば
七516圏 ﹁手紙は四匁までは三銭で

佛蘭西のバイオリンの名手

奉り候︒敬白︒

十二854

ブーシェーであっ

すが︑四匁より少しでも重いと︑そ
アレキサンドル

﹇拝見仕﹈︵四︶

﹇配合﹈︵名︶2

配A口

御手紙薄強仕候︒

みなり︒

はいしいはいしい ︵感︶1 はいしい︑

三255圃はいしい︑はいしい︑あ

はいしい

ゆめよ︑小馬︒

宮城ヲ舞シ奉ル︒

七575図今日ハマヅ丸ノ内二行キテ

拝シ奉ル 辞し奉る ︽ール︾

十二日附の御手紙今朝到はいしたてまつ・る ﹇拝奉﹈︵四︶2

︽一︵リ︶︾

らる﹂は︑かしこしともかしこき極

たとは後になって分つた︒

葬見仕

はいけんつかまつ・る

度︑此段御詠内申玉葱︒敬具︒

奉り候︒︿略﹀︑御光臨の榮を賜はり

辞啓︑高く御健勝賀し

の倍の六鏡だけ切手をはらなければ

報知申上汐かくの如くに御座候︒辞
具︒

2

九4210國囲

光陰矢の如く︑南北に
別れ候より最早一箇年に相成候︒

はいこう

十922囲国

商号見世候︒

とと存候︒恩讐︒

︿略V︒極南暑熱の御地にても同じこ

十一糊8魑團

十﹇633㈱団

なりません︒

灰色

十602國国拝啓︑︿略﹀︒先は近状御

七521圏 不足の時には︑その不足の はいぐ ﹇拝旦ハ﹈︵感︶2 拝劇団
倍だけを受取入の方で梯はなければ
ならないのです︒﹂

はいいますぐに ︹課名︺2 ハイ今ス
グニ

﹇灰色﹈︵名︶1

三目8 二十 ハイ今スグニ
三528 二十 ハイ今スグニ
はいいろ

一群大學して︑印度よりペルシャを

十二662図 ︿略﹀︑通常の灰色の鼠のはいけい ﹇拝啓﹈︵感︶7 拝啓

門の前にて辞し奉る︒御垣の内をう

九292図社殿ノ後即功美シク作ラレ 八58図 板垣御門を入りて︑玉垣御

か曳ひ奉れば︑神殿の御屋根はかや

辞啓︑御註文の縞物三十

タル庭アリ︒木石ノ配合オモムキ多

九137㈱圏

反︑本日通運便により汽船平安丸に

よ ろつば

発て欧羅巴に移り ︑ ︿ 略 V ︒

はいしゃくいたしお・り

食物ハ︿略﹀︒︿略V︒其ノ
他切方・並べ方︑色ノ配合二二ルマ

十一667

シ︒

までには必ず嚢送仕るべく候︒以上︒

辞啓︑いよく素月一日

﹇拝借致居﹈

て護送いたし候︒︿略V︒本月二十日

十二815 ︿略﹀︑やせ衰へた艦を義足

十264國團

にてふき︑︿略﹀︒

バイオリン ︵名︶6 バイオリン

に支へて︑路ばたにバイオリンを揮
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はいす一はいる

ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ

︽ーリ︾

拝殿

を得て︑水田は乾田となり︑︿略﹀

拝借致 し 居 り

﹇拝殿﹈︵名︶3

︵ラ変︶1

はいでん

ケニナリマシタ︒

肺臓

の後に本殿あり︑︿略﹀︒

﹇拝読﹈︵サ変︶2

の後に本殿あり︑︿略﹀︒

はいどく・す

十339図

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

布セシカバ︑間モナク全書二作ラ

ヘテ︑島々ヲ始発︑内地ノ所々へ配

ル・二至レリ︒

ハイル はい

とうとうしんでしまひました︒

したが︑がぶがぶと水をのんで︑

三417︿略﹀︑川の中へはいりま

はいったら︑どんな心もちだらう︒

上から見てみて︑﹁水の中へ

三414園それをからすが木の

る︽ーッ︒iラ・ーリ・ール︾

はい・る ﹇入﹈︵五︶19

九9410図之を過ぎて筆洗あり︑舞殿

︿略﹀︒

辞殿の後の大きな立石の前に並んで︑

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ 九839 ︿略﹀︑五人の騎手は打連れて︑
心臓ハ︿略﹀︑又空寂ノ各

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護
センが爲ナリ︒

ぼしん

拝讃

十779図胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ 九9410図之を過ぎて拝殿あり︑辞殿

肺臓二送ル︒

部ヨリ蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ

十762図

血ヲ全身二黒リ︑︿略﹀︒

十761図

﹇肺臓﹈︵名︶3

良田五十六町歩を得るに至れり︒

拝す

はいぞう

十935國團尚々久しく辞借致し居り

拝ス

候農業一夕話︑まことに面白く通讃
﹇拝﹈︵サ変︶6

致し候︒

はい・す
︽ーシ・ース︾
ニ ワウ

せ

七565図 仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ
い

舜シ︑ソレヨリ水族館ヲ見ル︒

九51劇場は先づ伊勢にいたりて神
やまとひめのみこと
宮を葬し︑又御叔母倭下命に御
いとまごひし給ふ ︒

す︽ーシ・ースル︾

︿略﹀︑之を辞讃するもの誰か御聖徳

四393園 ボクラバカウイフカ

︿略﹀︒

ニハイルノハイヤデスカラ︑

三435ダレモ右ノ方ノナカマ

あって︑手紙や品物を配達しました

の山よりも高く︑御仁愛の海よりも

七535囹昔はひきゃくといふものが 十一一14図 教育勅語と戊申詔書とは︑

九814図 道下︿略﹀︑恩賜の御衣を はいたつ ﹇配達﹈︵名︶1 配達
さ＼げて︑はるかに東方を辞し︑一

が︑これは今日のやうに早くは配達

篇の詩を作りたり ︒

九818図圏恩賜の御衣なほこ＼に在

ラトヲシメテヰサヘスレバ︑
拝讃仕

仕候︒

費

御見舞由有りがたく辞讃

︽1︵リ︶︾

．ばいばい且vうりかい

﹇売買﹈︵サ変︶1

︿略﹀︑商人ノ物品ヲ責買シ︑

配布ス

六784

まもなく町の中へはいると︑

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

ゆにはいって︑ごはんをたべ

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

白イ帆ヲアゲタ帆カケ船モイ

ハイツテ來ル︒

六782

ると︑つかれてすぐにねてしまった︒

六365

川ノ中ヘハイリマシタ︒

五708

イリマシタ︒

五441

いそがしさうにあるいてゐました︒

両がはにいへがたちならんで︑人が

五124

アンシンナモノデス︒﹂

︿略﹀︑コノ中ヘハイツテ︑内カ

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑

深きを仰ぎ奉らざらん︒

﹇配達夫﹈︵名︶2

ばいばい・する

デアル︒

︽ーセ︾

はいふ・す

﹇配布﹈︵サ変︶1

ヲ教育スル等価皆分業二外ナラヌノ

官公吏ノ事務ヲ取扱ヒ︑教師ノ生徒

十一1210

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび 買スル ︽ーシ︾

ハヒダラ

﹇拝読仕﹈︵四︶

何人も義勇の心にをどり立つなるべ

此の御製を辞讃しては︑

が出來ず︑賃鏡も高かったのです︒

︽ーシ︾

1

はいどくつかまつ・る

し︒

十二37図

り︒さ＼げ持ちて毎日鉄香を辞す︒
カイクワ

サ ルサハ

配達する

十942図 停車場ヲ出デテ︑左二開化 はいたつ・する﹇配達﹈︵サ変︶2配
達スル

喜劔直ちに泉岳寺に行き︑ 七534園昔はひきゃくといふものが

天皇ノ陵ヲ辞シ︑猿澤ノ池二至ル︒
十二8710図

七504図

︿略﹀︑配達夫は﹁おかあさ

て︑配達夫は入口に立ちたり︒

七506図

﹇灰﹈︵形状︶一

んをよんで下さい︒﹂といふ︒

はいだらけ

ニ65ートノサマヤ︑オトモノ人

ケ

配達夫

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋ハ牛 九721國囲

あって︑手紙や品物を配達しました

はいたつふ

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

八143

其の墓を歯して日く︑﹁我當に萬罪

︽ース

が︑︿略﹀︒

康す

を地下に謝すべし︒﹂と︑刀を抜き
﹇廃﹈︵サ 変 ︶ 1

切腹して終る︒
はい・す
ル︾

學を卒へずして蹄りし時︑︿略V︒直

十二967図園 其の後孟子出でて學び︑ ﹇▽ゆうびんはいたつふ
ちに其の機を断ち︑孟子を．戒めて日

く︑﹁汝の今學を慶するは我が此の
はい
﹇排水﹈︵名︶1 排水

機を断つが如し︒ ﹂ と ︒

はいすい

はい

十一掴5図 之によりて用水路の改修
くわんがい

行はれ︑灌概・排水其のよろしき

はいれる一はがき
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クツトナクハイツテ來ル︒

﹇生﹈︵下一︶8

は

ワタクシノキモノニハ︑

ハエル

川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

は・える

七364 マヅ入戸ヲハイルト︑右ノ方 はえ﹇▽できばえ
ニ旧恩・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ
詣貝ル店ガアリ︑︿略﹀︒
︽ーエ︾

一一203

える

マス︒

五523
五582

コレハ大昔ハエテヰタ木が土

テヰルノガアル︒

瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ

ホソイハリガーパイハエテヰ

七649 又時々湯にはいる︒

七649 時々湯にはいらないと︑から
︿略﹀︑冷い水の中に長くはい

だがきたなくなる︒
七657
つてみたりするのはどくである︒

ノ中ニウマツテ︑シゼント出來タ物

十182 本の中には字ばかりのもある
が︑壷旦や地平や窺眞のはいってみる

﹁ジブンノ角ハジツニリツ

一面に小松のはえた小松原も

ンノモンツキノハオリガアリ
マス︒

三577私ガヲバサンカライタダ
イタムラサキ色ノハオリハ︑イ
ツマデタツテモ︑色ガカハリマ
セン︒

行くく吉野宮に参茸し︑

村上義光の墓をとぶらふ︒

よしてる

十一17図

︿略﹀︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ

祭り︑士卒二障シテ︑其ノ附近ノ草

十一鵬7図

貴人の墓には内地の様に石

ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

十一佃10

五656

第二十一

第二十一

ります︒﹂

ばか

はがき

はがき

﹁お話をする通りに書けば

おちよはしばらく考へて︑葉

よいのです︒さあ︑こ＼に葉書があ

五655圏

はがき ﹇葉書﹈︵名︶4 葉書

五631

五目9

はがき ﹇葉書﹈︹筆名︺2 はがき

か︒

したって︑どうしてとどくもの

三466園﹁ばかなことをいふ︒そ
んなところでさををふりまは

ばか ﹇馬鹿﹈︵形状︶1

切腹して終る︒

を地下に謝すべし︒﹂と︑刀を抜き

其の墓を拝して曰く︑﹁我當に萬罪

十二8710図 喜劔直ちに泉岳寺に行き︑

に似て︑英雄墓はこけ蒸しぬ︒

十一一262図團 ︿略﹀︑興亡すべてゆめ

盛上げるばかりである︒

四723圃 これはおはるの はれ をたてるけれども︑︿略﹀︒
ぎのはおり︒おはるあしたはひ
十一佃1 ︿略﹀︑普通の墓は大抵土を

着物・羽織・バカマ・オビ

なさままつり︒きせてやりたいこ
のはれぎ︒

六336図

ナドノアタヒ高キモノ流罪テイコノ

羽織・はかまの主人は一同に

絹織物ニテツクル︒

向って︑うれしさうに︑﹁どうも御

六765

出ロニ近イ所ニハ︑着物・羽

苦螢︑御苦帥労︒﹂とあいさつしまし
た︒

七382

織ナドヲ士買ツテヰル店ガアリ︑︿略﹀︒

男子も女子も寒き時は犬の

十808図

︿略﹀︒

﹇墓﹈︵名︶9

しょせんせいのはか・みなもとのより

はか 墓呂かん

用ひ︑又あつし織の短きつ＼袖を着︑

はえてみるのは目がさめるやうな心

︿略﹀︑マヅ線色ノモノハ淺イ

はか

︿略V︑岸二近イ淺イ所カラ五

皮などにて造れる羽織の如きものを

七768

ハエテヰル︒

十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ

七748

持がする︒

六25松・杉・ひのきなどが一面に

あり︑︿略﹀︒

六15

ハエテ︑︿略﹀︒

チルガ︑オチルトスグ又新シイノガ

パナ物ダ︒︿略﹀︒毎年春ニナルトオ

五717園

のもある︒

﹁あれが此の室にはいる前︑

デ︑︿略﹀︒

十351園

﹁あれが此の室にはいる前︑

からは静かに後の戸をしめた︒

先づ着物のほこりを彿ひ︑はいって
十352園
からは静かに後の戸をしめた︒

先づ着物のほこりを梯ひ︑はいって

十354園談話最中一人の老人がはい
つ て 來 ま し た が ︑︿略﹀︒

十364圏く略V︑あの青年ははいると

ハイレル

直に書物を取上げて︑テーブルの上
﹇入﹈︵ 下 一 ︶ 一

に置きました︒
はい・れる
レ︾

六532

とものはか・むらかみよしてるのはか

︽

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒
カマタリ

アリ︒

十伽8図社殿ノ後ノ山ニハ鎌足ノ墓

西洋紙ハ又﹁葉書や切手ヤ

イヒマスト︑︿略V︒

印紙ナドハ皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂ト

七495園

七594図明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ 書の裏へ次のやうに書きました︒

はかがございます︒
シバ

京都の東山の山の上に秀吉の

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ
はお

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

アル︒

ハオリ

六277園 今デハ鐵ハ鑓ノ仲間ニハハ
銅ヨリモマダ上デ ス ︒ ﹂

﹇羽織﹈︵名︶8
羽織

り

︽ーッ︾弓 はおり

二月マハオリ

ハフ

はらばう

一52

︿略﹀︑コチラニハオカアサ

n這﹈︵五︶ 一

七713 エビノピンくハネタリ︑カ

三574

は・う

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

429
はカ、1ナー1まかり

どいつ

十一一㎜5図 又合馬にては圖書館の書

葉かげ

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し
﹇葉陰﹈︵名︶1

込めば直ちに送り認る︒
はかげ

はかどる

のはかま︒

着物・羽織・バカマ・オビ

ナドノアタヒ高キモノ心気テイコノ

六336図
絹織物ニテツクル︒

ける︒

﹇秤﹈︵名︶3

はかり

三178
スガタ

ハ

三343

ミエマセン︒

ひとりしくく泣いてみる︒

モウコエバカリキコエテ︑ 六602圃八つばかりの女の子︑︿略﹀

フトコロ手バカリシテヰル人

手バカリ動カシテモ︑チエガ

卵からかへったばかりの量は

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

七296

ナケレバ何ノ役畜モ立チマセン︒

七284

ガ多ケレバ多イ曲目トロヘマス︒

七269

きたうございます︒

の種を三色ばかり買って來ていたゴ

七176国 ︿略﹀︑種物屋から西洋西瓜

すが︑十日目かりはあちらに居ます︒

ゴランナサイ︑モウアノ 七161圏 用事は四五日ですむはずで

ヒロイ田ガハンブンバカリウ
ワリマシタ︒

﹁ハヤクオサラヒヲナサ

イ︒↑トイハレテモ︑﹁ハイ︑今

三546

︿略﹀貝をこんなにたく

スグニ︒﹂トコタヘルバカリデス︒

三617

あまりおもしろさうなので︑

らしい貝ばかりです︒

さんいただきました︒みんなめづ
五34

大神は少しばかり戸をあけて︑おの

はかり
且vものさしとますとはかり

あり程の大きさで︑長さは一分ばか

卵からかへったばかりの意は

りしかない︒

として︑どちらを見ても水ばかりで

りしかない︒

七297
す︒

五B6こえ來て見ると︑ひろぐ

ぞきになりました︒

ル︒

バカリニモ色々アリ︒

六194図物ノ重サハ寒心リニテバカ

バカリ

十一佃9 女は短い上衣を着て︑西洋
はかま
婦人の用ひる様なゆるやかな袴を着

た︒

苦艸労︑御苦紳労︒﹂とあいさつしまし

向って︑うれしさうに︑﹁どうも御

九116図團葉かげにいねし鳥ははや 六765 羽織・はかまの主人は一同に
﹇捗﹈︵五︶1

ゆめも見あきつ︒

はかど・る
︽ーリ︾

六477 ある年︑城のへいが心妻ばか

はかなむ

が大ぜい直しにか＼りましたが︑

りこはれた事がありました︒けらい

﹇停﹈︵四︶2

中々はかどりません︒
はかな・む

世を 憤 り ︑ 人 を ね た み ︑

六195図

十一一711図

︽ーミ・ーム︾

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害
六223

︿略V︑その石をおろして︑な

あるも一利なし︒

五292圃︿略﹀︑しほにっかつてから 七298 けれども一月ばかりの内には︑

だのぶなが

になったばかりのころ︑︿略﹀︒

山内一豊が織田信長のけらい

お

皆さんの小指程の大きさになり︑
ばかり

んどにもはかりにかけて︑その目方
を知りました︒

バカリ

くなり︑しそにそまって赤くなり︑

とは追ふべからず︒

十二714図 身をはかなむも過ぎしこ

︵副助︶65

︿略﹀︒

ばかり

七月・八月あついころ︑三日三ばん

七393

ばかばか︑

の土用ぼし︑思へばつらいことばか

︵感︶1

ばみ．望﹇▽いかばかり・かばかり

ばかばかばかばか
ばかばか

七664団桃がじゅくしましたから︑

どちらを向いても青い水ば

少しばかりですが︑差上げます︒

見るもの聞くもの総べてめ

大砲ノヒずキハ︑天モオチ︑

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七894図

ろしがる人があるではありませんか︒

七881囹海の波を見たばかりで︑恐

づらしいものばかりです︒﹂

七842園

かりです︒

火ヲ使フコトノ出來ルノハ人 七824園

︿略V︑強いものばかり三千人

ある年︑城のへいが塁間ばか
りこはれた事がありました︒

六475

よどりこえに二つた︒

をすぐつて︑こっそりと裏道からひ

五757

コトヲ知りマセン︒

バカリデス︒鳥ヤケモノハ火ヲ使フ

五565

二条バカリモアリマス︒

ヨクソダツタ茶ノ葉ハ長サガ

り︑︿略﹀︒

タガ︑ヤツパリキタナイモノバ
カリデテ︑ヨイモノハナンニモ
デマセン︒

ニウタ

ウチニバカリヰナイデ︑チツト

三53園﹁マサヲサン︑ソンナニ
．ソトヘデテ︑イツシヨ
ヲウタヒマセウ︒﹂

﹁日本中ニハヨワイモノ

バカリデ︑ジブンノアヒテニ

三141園

ナルモノハ一人モナイ︒﹂

五31一

二575︿略V︑米ヲツイテミマシ

バカマ

こくら

アノキモノトバカマハ

はかま

三267圏 ばかばか︑ばかばか︑走れ
﹇袴﹈︵名︶7

よ︑小馬︒
はかま

袴

はかま

三567

一5一 バカマハオリ

これは太郎の

ニイサンノデス︒

四707圃
のはかま︒

四713圏 太郎きのふは うんどう
くわいで︑どうにょごした こ

はかりうり一はかりごと
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八19図 諸子は皇大神宮のかくばか
りたふときいはれを知れりや︒

すれて︑たゴ身代を取返す事にばか

八267 其の中に雀のことはいつかわ
り心がけるやうに な っ て ︑ ︿ 略 V ︒

紙の上を布で包んだのもある︒

類も南画をたべては其の種子を方々

鳥ばかりではない︑人や獣

へまき散すのである︒

十二2010

るばかりではない︒敏千年の久しい

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ
間︑土人の絶えてたゆまない丹誠の

廣い田の面は切株ばかりで︑
結果である︒

十285

人影の見えないのみか︑か＼しの骨

り︒

はなむしろ

中黒筋の花莚︑紡績

老人は之を袋に移して︑再

縣とまつちとは︑輸出年々増すばか

十二502図圃

とばかり身を水中に投入れたり︒

十一一283図 黒き影は︿略﹀︑ひらり

も残ってみない︒

拍子にピエールといふ年の

静かな山の中に流れる水の

音が遠く聞えるばかり︒

十一558

年歯三四ばかりの少年鼓手があった︒

︿略﹀︑ねぎや大根が青々とう 十一5410

ねをかざって︑こ＼ばかりは冬を知

十291
らないやうに活々とした色を見せて

八555 又にはとり・七面鳥・あひる
などは陸上や水上にばかり居て高く
みる︒

び帽子を差出す︒見る間に復あふれ

︿略﹀︑全軍一同に歓喜の聲 十二847

るばかり︒

拝啓︑老父事本年漏斗 はかりうり ﹇計売﹈︵名︶1 はかり費

をあげた︑アルプの山もふるふばか

十一591
りに︒

からふるひおとされて︑きんじよの

五284韻五月・六月實がなれば︑枝

をたてるけれども︑普通の墓は大抵
︿略V︑うちかけの斜なもの

土を成買上げるばかりである︒

十﹁柵8

︿略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

をかぶって︑目ばかり出してみる︒
十日ー22

ルト︑設計圖バカリデ敏百枚モアル
トイフ︒

︿略﹀︒

愚檜も所用ありて京へ

計 謀

一二年在京せんもはかり難

﹇謀﹈︵名︶4

孔明︑劉備二半へ︑出デ

海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

十二51図

我が海軍は初より敵を近

孔明謀ヲ以テ其ノ將孟獲ヲ捕へ︑

マウクワク

十一悩10図 サキニ蜀ノ南方齪レシヤ︑

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑︿略﹀︒

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

十一佃2図

テ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑遂二高祖ヲシ

十258図︿略﹀︑良品内二三ヲ運ラシ︑

はかりごと

し︒﹂

上り︑

十一725図園

り難し ︽ーシ︾

はかりがた・し ﹇計難﹈︵形︶1 はか

町へ持出され︑何升兼合はかり費︒

打寄り︑心ばかりの祝宴相開き︑御
心安き方々御招待致度と存候間︑

十歳に相達士に付︑︿略﹀︑親族一同

登窯圓クシテ︑長サ五尺バ 十一622國国

カリ︑短キハニ尺位ナルモアリ︒

十4110図

とひ入れることにきめた︒

が︑主人は其の中で一人の青年をや

志望者は五十人ばかりも來た

飛ばないから︑其のつばさが小さい︒
くて︑くちばしばかりが長い︒

八567 併しかはせみははぎも首も短 十345

がひなきことが思ひ出されて︑此の

九216圓困 母は︿略﹀︑そなたのふ
胸は張りさくるばかりにて候︒

︿略﹀︒

九335 スチブンソンはく略V︑すべ 十753図 此の地も亦夏甚だ涼しくし
て︑暑をさくるによろしければ︑夏

其の座敷の一間の杉戸に

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ
ポウ
ホグシ︑︿略﹀︑鐵棒ニマキテ︑長サ
ムシロ
四尺バカリ︑直三尺絵ノ錘綿トス︒

十﹁844図

鶴二十五羽ばかり圭里がけり︒

は檜一本を圭里がき︑他の一間には

ひのき

十﹇717図

時浴客あふる＼ばかりなり︒

二達ス︒

分業法二依ツテ︑一人デ一

十一21図圃
設吉野山︒

十︸研2 町には瓦屋根の家もあるが︑
わら
田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

春は島山霞に包まれて眠

アラビヤに良馬の多く産す

貴人の墓には内地の様に石

ト㍉︿略﹀︑徒二時間ヲ費スコトガナ

又分業二依ツテーツノ仕事

十﹁椥1

十一4910

むるばかりあざやかなり︒

るが如く︑夏は山海皆野にして目覧

十一18！0図

精神ヲコラスコトニナルカラ︑︿略V︒

ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

十一116

ィ︒

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十﹁113

訊迭えくとばあ山花

進呈バ︑一時間バカリニシテ一二輪町

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

りのよい車をすべりのよいレールの

こ

十987図

上で走らせる様にしたらよからうと︑
日夜其の事ばかり考へてるた︒

九453図 アリは十歳ばかりの子供な
りしが︑︿略﹀︒

九947図 金銀の光︑丹青の色︑目も
まばゆきばかりなり︒
じ

九955図 東照宮の西三里ばかり︑男
ちゆうぜん

全山のふもとに中暉寺湖あり︑
︿略﹀︒

が︑書や地主や窟眞のはいってみる

十182 本の中には字ばかりのもある
のもある︒

十184 潜んでみる間は中に書いてあ
どうして出來るものかといふ事は深

る事ばかりを一心に考へてるるから︑

く考へないが︑︿略﹀︒

十211 表紙には紙ばかりのもあり︑

431
はかりしる一はく

﹇測知 ﹈ ︵ 四 ︶ 一

鮮 海 峡 に 集 中 せ し が︑︿略﹀︒

はかりし・る

鶴・さぎ・くひななど水の中

十一1610図此のうらみ忘れ難く︑越はぎ ﹇脛﹈︵名︶5 はぎ
八558

陸上に居る鳥で︑はぎの長い

をあるく鳥ははぎが長い︒
だてう

のは駝鳥である︒

笑ハント欲セバ︑一家ノ 八561

王立践つぶさに辛苦をなめて報復を
圖り︑︿略﹀︒

バカリ

知ル

十一5110図

︽ール︾

九425図 マシテ幾萬年ノ久シキ間︑
和合ヲ計ルベシ︒

十一686図

人生の長短は事業の大小

量るべからず︒

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

孔明く略V︑盆く心ヲ用

併しかはせみははぎも首も短
駝鳥ははぎも首も長くて︑く
ちばしだけが短い︒
はぎ
﹇萩﹈︵名︶1 萩

﹇吐出﹈︵四︶1

吐出す

植物もく略V︑炭酸瓦斯を

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出

すが︑︿略﹀︒

吐出すが︑其の吐出す炭酸瓦斯の分

十一一219

量は至って少い︒

十359園 ︿略﹀︑何を聞いても︑一々

る ︽iシ︾

はいひません︒はきくしてるて︑

明白に答へて︑しかもよけいなこと

禮儀・作法をわきまへてみることも︑

それですっかり分りました︒

ハキモノナドヲ作ルニ用フ︒

ケレバ︑ツクエ・本バコ・タンス・

六686図桐ハ︿略﹀︑輕クシテ美シ

夕暮に咲く月見草︑月見 はきもの ﹇履物﹈︵名︶2 ハキモノ
はぎ
はき物
のころも近づけば︑萩のうねりにや

︽ース︾

はきいだ・す

どる玉︑︿略﹀︒

八371話頭

はぎ

八567

くて︑くちばしばかりが長い︒

八566

の長い鳥は大ていくちばしも長い︒

人生の長短は事業の大小 八564 はぎの長い鳥は首も長く︑首 はきはき・する ︵サ変︶1 はきくす

十一685図
は

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水

バカル

ノカバハカリ知ルベカラズ︒
﹇計﹈︵四・五︶2一

かる 計ル 計る量る 圖ル 罷る

はか・る

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾﹇▽お

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

謀る

しはかる

劉備ハ漢朝ノ末流︑英明

ビ

量るべからず︒
リウ

十一一蜀6㎝図

本校全幅ノ建築ハ︿略V︑

更に再畢を圖るべし︒﹂

せるは家門の弩なり︒尚三子あれば

はきおと︒す

の輸出品︒

はき落

生肝え無二
﹇掃落﹈︵五︶1

ど︑小さき轟の吐出す

は・く

こんだ︒︿略﹀︒︿略﹀︑熊吉に水を吐

熊吉はく略V︑池の中へ落ち

﹇吐﹈︵四・五︶4 吐く ︽ーカ・

多しといへり︒

れたる家には︑盗人のうかゴふこと

十二886図 出入口に︑はき物の同居
十二3110亜聖﹁二子の君の爲に戦死 十二4810図無 ︿略﹀農産潮入何16れ

ズ︒

ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ書シテ攣ラ

十一梱1図

シキリニ賢士ヲモトム︒

ニシテ大志アリ︒漢朝ノ復興ヲ圖リ︑

十一槌4図

六175意志ノ長サバ物サシニテバカ
ル︒

トス︒

カサヲバカルニハ升ヲモト

物ノカサハ枡ニテバカル︒

六175図長サヲバカルニハ尺ヲモト

ト

物ノ重サハハカリニテバ十
重サヲバカルニハ貫ヲモト

す

かせるやら︑警者を呼びに走るやら︑

ーキ︾

專ラ教授ノ便ヲ計り︑二恩二重キヲ

十一555︿略﹀︑山のやうな雪なだれ 九856
がなだれて來て︑むざんや︑かの勇

上を下へのさわぎである︒

︽ーサ︾

置キ︑︿略﹀︒

昔ある國で大きな象の目方を

はからうとしたが︑どうしてはかつ

ましい少年鼓手は忽ち谷底へはき落

す

まゆ
憲の縣を吐きて繭を造る

蜜蜂の蜜を吐き︑又たく

みつばち

は紡績の業に等しく︑︿略﹀︒

十一877図

ち︑︿略﹀︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

十一808図葉の間に鵜を引上げて呑

された︒

吐出す

が

動物は呼吸作用によって︑

﹇吐出﹈︵五︶3

圖リ︑大イ至親富ヲ増殖スルハ商人

船員は失望の鯨り︑コロ はきだ・す
︽ース︾

出す︒

十二219

植物も動物と同じく︑呼吸 十一879図

空氣中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐

さん

ンブスを海に投じて蹄國せんと謀る

日々の暮しは﹁入るを計

十一一213

はき﹇▽すすはき

つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

十一一9110図

に至れり︒

十一一783図

ノ國家二封スル義務ナリ︒

︿略﹀︑海外貿易ノ嚢展ヲ

十二535図

りします︒

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七858園 そんな時には海の深さをは

ませう︒﹂

六208園 ﹁そんなら私がはかって見

てよいか分りませんでした︒

はからうとしたが︑どうしてはかつ

六205 昔ある國で大きな象の目方を

てよいか分りませんでした︒

ト

図参
o

図
図

4
o

6
ス

4

o

六 六
18 18
7 6
ス

六
六
19 ル 19
六
20

はく一はげしい
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す

はく

︽ーキ・

みに巣を造るは醸造の業と建築の業
﹇履﹈︵四・五︶2

とをかねたりといはんか︒
は・く
ーク︾

十809図 ︿略﹀︑又あつし織の短き

もトひき

つ﹂袖を着︑足にもあつし織のきや
はんをはく︒

﹇量水﹈︵名︶1

へて︑艶麗比なし︒
ばくすい

手水

手品冬の頃は澤水落つる

に随ひ氷結して︑一面玉山銀塁とな

十一785図

白扇

昔より富士は︿略﹀︒︿略V

﹇白扇﹈︵名︶1

り︑︿略﹀︒

はくせん

十18図

十338図

ヨリテクハシク其ノ作方︑

貯藏ノ方法等ヲ記シテ幕府二奉レリ︒

造物に在りては︑敏速と規律とを尊

ぶものなれば︑之に必要なる諸種の

規則あり︒

如く︑白壁の民家其の間に嵩在す︒

り田園よく開けて︑消毒を敷けるが

まうせん

十一194工事岸及び島々︑見渡す限

はくへき ﹇白壁﹈︵名︶1 白壁

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

爆布εさん

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

十338図

﹇漫布﹈︵名︶4

布セシカバ︑︿略﹀︒

ばくふ

だいばくふ・さんばくふちゅう・だい

十一一883図

くわくりやう

事幕末の儒者林立梁の

じゅしや

ばくまつ ﹇幕末﹈︵名︶1 幕末

ひ
作れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

是白蒸天の詩に︑﹁額田峯

我が國には敷多の添布あ はくらくてん ﹇白楽天﹈︹人名︺1 白

十173図

の雪はすだれをか﹂げて見る︒﹂と

樂天
ち

紀伊國那智山には四十八

り︑古來多く詩歌に入り︑書画に上

十一769図

きいのくにな

る︒

十一756図

水の奇観は暴布に如くは

十一756図

ばくふ・ナイヤガうばくふ

︽ーシ︾

なし︒

四時雪をいたgきて潔く︑其の形白

︿略﹀︒

扇を倒にかけたるが如く美しきは︑

どうぎ

︽ーイ︾

胴衣を着けて︑其の上に長い上衣を

十一柵4 男はゆるやかな股引をはき︑

はぐ

ス

ばくちん・す

四隻ノ船ハ皆爆沈シテ︑乗

しを︑清少納言は直ちに其の意を察

︿略﹀翌朝三時頃急に水

はげ・し ﹇激﹈︵形︶2

ク︾

敵を砲撃せしかば︑敵の艦列忽ち齪

に近づきて始めて鷹了し︑はげしく

十一一65図 く略V︑距離⊥ハ千メートル

早がねを打出し候︒

音はげしく相成り︑︿略﹀︑隣村にて

九736團国

はげし ︽ーシ

いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

と四町饒︑︼條の谷川あり︑この水
博物

即ちか㌦つて第一の暴布を成すなり︒
﹇博物館﹈︵名︶3

館﹇▽えいこくはくぶつかん・ていし

はくぶつかん

つはくぶつかん︒びじゅつはくぶつか
ん・ルーブルはくぶっかん

れ︑︿略﹀︒

上野公園ニハ廣キ動物園ア
リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

はげし・い ﹇激﹈︵形︶3 ハゲシイ

謙信は勝氣な人で︑いよいよ

八426 ︿略﹀︑今夜の此のはげしい風

ては居られない︒

いくさがはげしくなると︑じっとし

六566

今は爾陛下も馬車に召し はげしい ︽ーイ・ ク︾

汽車・汽船・電車等の交
通機關︑博物館・落書館等の公共螢

十二998図

ずば見るべからず︒

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一259図

アリ︒

タリ︒ソノ他博物館・パノラマナド

七548図

し奉りしなり︒

瀧あり︒最も大なるは第一の暴布に

暴布

瀧の後より山路を上るこ

して︑高さ八十齢丈と構す︒

十226図影野︑橋上ニテ白髪ノ↓老

第十九課

ばくふ

幕府

第十九課︑黒氏
﹇幕府﹈︵名︶2

十一771図

口髭旧里ヒくニコギサラントシ︑敵

ばくつと

小さな虫がまヘへくる

︵副︶1

ほをしてゐます︒

と︑ばくつとくって︑へいきなか

三481

ぱくっと

トイヨく成皿ナリ︒

ノ砲皇ヨリハ砲丸ヲアビセカクルコ

七918図

爆沈

なほ我が國第一の山といふべく︑

﹇剥﹈︵五︶1

白色

﹇爆沈﹈︵サ変︶1

着る︒

は・ぐ

大神がはたをおらせていらっしやる

五14 ある時生馬のかはをはいで︑
所へおなげ入れになりました︒
﹇伯子男爵﹈︵名︶1

ばく﹇▽しゆうにばく・にばく
はくしだんしゃく

伯子男爵
て之を組織す︒皇族・公侯爵︑同爵

十二欄5図 貴族院は五種の議員を以

﹇白色﹈︵名︶4

の互選せる伯子男 爵 ︑ ︿ 略 ﹀ 是 な り ︒

はくしょく

リ︑白色ノ蝶ハ大根畠二集ル︒

九537 黄色ノ蝶ハ菜種ノ花ニムラガ はくはつ ﹇白髪﹈︵名︶1 白髪
人ニアフ︒

爆獲

廣瀬中佐ノ乗レル福井丸ハ︑

﹇爆発﹈︵名︶1

今旅順ノ港ロニ進ミタリ︒爆護ノ

リヨジユン

七896図

ばくはつ

九5410図 タトヘバ北早起スム野ウサ
三四︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ
ドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑全ク白
色二攣ジ︑︿略﹀︒

ばくふ

十一755

十一目6

十一993圏囲︿略﹀︑春夏の交産卵の
聲タチマチ船ゾコニヒぐク︒
ばくふ
ばくふ ﹇爆布﹈︹課名︺2 爆布
爲︑鯨の群をなして海岸近く剣聖る
ばくふ
時 は 海 水 爲 に 白 色 を呈し︑︿略﹀︒

十二613図 爾側には白色の高屋相並
び︑︿略﹀左右二列の緑樹は枝を交
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バケツーはこねやま

では︑どこまで嶢けて行くか分らな
い︒

八887 職ハマスくハゲシイ︒

ケ︑其ノカタマルヲ待チテ︑箱型入

トシ︑火ニカワカシテ︑頭型藥ヲツ

リシナリ︒

モ︑遠キ昔ハ共二恐ロシキ噴火山ナ

モ︑浴客ノ多ク集レル今ノ箱根七湯

かゴり火をたくは魚を集
ル︒

十一823図
めんが爲なるのみならず︑又鵜をは

箱根山中

箱ハウスキ木片ヲ折り︑其 はこねさんちゅう ﹇箱根山中﹈︵名︶1

げます一法たり︒

形名の妻︑夫を働まして︑ 八395図

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑外ガハニ藥

十二3010図

﹁︿略﹀︑東中へ下る路

すがら︑箱根山中にてよき枝ぶりの

十一751図園

書添へんとて︑わざく妄り守りた

檜を見て︑其の意を得たれば︑之を

﹁箱根八里は馬でも越すが︑

︿略﹀カノ名高キ箱根七湯

はこねしちとう ﹇箱根七二﹈︵名︶2

るなり︒﹂

る所に置けば︑分離したる一群は直
︿略﹀︑ソレヲ温室デ乾カス

九398図

箱根七湯

九365圃

旅人ノ往來盛ナリシ箱根騨

はこねやま ﹇箱根山﹈︹課名︺2 箱根

リシナリ︒

モ︑遠キ昔ハ土ハニ恐ロシキ噴火山ナ

モ︑浴客ノ多ク集レル今ノ箱根七湯

九411図

サカエテ︑浴客年配其ノ敷ヲ加フ︒

ハ︑開ケ行ク明治ノ御代ト共丸盆く

ツ集メテ紙二品ム者︑皆ソレぐニ
﹇箱根﹈︹地名︺5 箱根εも

チガフ︒

者︑揃ヘテ箱乱入レル者︑十二箱ヅ

十一96

ちに其の中に入る︒

たる

﹁良人今溜り身を全うして︑祖先以

︿略﹀︑今度は下女がばけつを

バケツ ︵名︶2 ぼけつ
八244

箱Oかが

此の時箱・記憶を薫製な

ヲ塗ルナリ︒

︿略﹀︑一たん心定めては︑

など成らざらん︑鐵石

かたきもつひにとほすべし︒

十一78図

來の勇名を辱しめ給ふか︒﹂と︑自

の

むに何事の

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進

七789図囲

はげ

ら劔を帯び︑︿略﹀︒

﹇励進﹈︵四︶1

さげて︑牛小屋から出て膨ました︒
はげみすす・む

︿略﹀︒此の下女は毎朝かうして︑
︿ 略 V ︑ 牛 乳 を 士 買ってみたのです︒

︽ーサ・ーシ・一

ハゲマス

八252 農夫はおこって︑其のばけつ み進む ︽ーム︾

働ます

﹇励﹈︵四 ・ 五 ︶ 8

を引ったくりました ︒
はげま・す

はげます

ハコ

箱根と新居とには画所があっ
た︒

て︑役人が一々旅人をしらべて通し

越すに越されぬ大井川︒﹂
あらみ

九372

4芝く産業面みつ＼ とはこね

﹇箱﹈︵名︶8

國の官田をば跨やせかし︒

十二504図圃

八867 ︿略﹀部下ノ兵士ヲハゲマシ はげ・む ﹇励﹈︵四︶1 働む ︽tミ︾ はこね

ス︾

く︑トウく山上ノ敵ヲ追彿ツテ︑
日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

みばこ・げたばこ・じゆうにはこ・

八867 ︿略﹀部下ノ兵士ヲハゲマシ はこ

く︑トウく山上ノ敵ヲ追彿ツテ︑

地︑全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒

チ

シマセウ︒

い

か

ほ

一なり︒中にも最も世に知られたる
あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱
海・伊香保等あり︒

九387

山

第十二課

箱根山

はこねやま ﹇箱根山﹈︹地名︺5 箱根

てん

昔東海道といったのはく略﹀︒

であった︒

イヅ

箱根山ハ相模・駿河・伊豆

サガミ スルが

つたり渡船に乗ったりして渡ったの

龍川なども︑︿略﹀︑人の肩車に乗

りゆう

九361

ればならず︑富士川・大井川・天

︿略﹀︒上下八里の箱根山も越えなけ

を常とす︒

の候は何れの旅館も空室なきに至る

よこはま

三723 ウラシマハハコヲモラツ 十741図 箱根は温泉場の敷も多く︑
テ︑マタカメノセナカニノッ
廣大なる旅館も少からざれども︑近

ナハコヲワタシマシタ︒

三72ータマテバコトイフリツパ
み

山
三713囹 ソレデハオワカレノシ 九40図 箱根
十733図 温泉の多きこと實に世界第 九目13 第十二課 箱根山
ルシニコノハコヲ眉墨ゲマウ

じゅうばこ・たまてばこ・ひとはこ︒
日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒
カウ
八878 中佐ハ﹁一度占領シタ此ノ高 ほんばこ

敵ヲ撃退スルコト嫁引二及ンダ︒

︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト サ ケ ンデ部下ヲハゲマシ︑

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

十698図 父は此の大波に何とて行か
にはげまされて︑ボートを用意す︒

十一615図圃 勇み勇みて出で行く兵

く東京・横濱をひかへたれば︑盛夏

六678図杉山デンシン前捌用ヒ︑又

テ︑海ノ上へ出テ來マシタ︒

十一811図 ふなばたを打つ音︑ほう

ハ﹈・ヲケ・タルナドヲ作ルニ用フ

士︒はげましつ＼も見送る一家︒

くと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこの

箱根騨

旅人ノ往來盛ナリシ箱根鐸 九388図

﹇箱根駅﹈︵名︶1
︿略﹀︑細クキザミテヂク木 九411図

はこねえき
ルコト多シ︒

八395図

光にはげまされて︑鵜は盛に活動し︑
︿略﹀︒

はこびいだす一はし
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三國ノ境ニマタガル︒東海道ノ通路
︽ーッ︾

はさま・る

す︒

はさ・む

た︒

﹇挾﹈︵五︶1

はさまる

ハサミ

﹇挾撃﹈︵名︶1

はさみう

ある時圏信が山の上に陣取つ

﹇挾﹈︵四・五︶2

はさむ

に分けて︑はさみうちにしようとし

てるると︑信玄は兵を右と左と二手

六556

ち

はさみうち

一11ーハサミトモノサシ

はさみ

﹇鋏﹈︵名︶一

たきおとしながらあるいてゐま

九558図其ノ髄ノ後ノハシヲ桑ノ木
二附ケ︑髄ヲナ・メニ突出スルトキ

いすかのくちばしは上と下が

﹇箸﹈︵名︶3

がある︒

はし

ハシヲモツテ︑ゴハン

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

ハシ

はし

橋

︿略﹀︑左ノ方ニハゼン・ワン
﹇橋﹈︵名︶22
し・みはし

﹇▽うじばし・にじゅうばし︒にほんば

はし

・ハシナドノ塗物ヲ責ル店ガアル︒

七366

モ出來マセン︒

ラヰ不自由デセウ︒ハシヲ持ツコト

七256

ドナタデスカ︒

ヲタベサセテクダサツタノハ︑

一一382園

ハシ←ひばし

のはしのくひちがひ︒﹂といふこと

くひちがってみる︒それで﹁いすか

八575

四643みちをとほる人は︑あし ハ︑其ノ形桑ノ小枝二異ナラズ︒
だのはにはさまった雪をた はし ﹇嚇﹈︵名︶1 はし

ニアタレルヲ以テ︑昔ハ人馬ノ往來
甚ダ盛ナリキ︒

九413図 若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ
箱根山ヲ見下サバ︑全禮ノ形ノスリ

︿略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

バチヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ル
ベシ︒

九417図

物ノ四方ニナダレテ︑冷血カタマリ
タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

運ビ

十二401図 昔箱根山の噴火せしこと
﹇運出﹈︵四︶1

は我等既に之を學べり︒
はこびいだ・す

獲掘シ タ ル 銅 鑛 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

︽ーシ︾

︽ーミ・ーン︾←さしはさむ

十626図

出ス

或ハ坑内二敷キタルレールニヨリテ

七94獣道をはさんで畠一面に︑変
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒獣ならば︑

かくして食へ︒﹂と︑足の指に魚肉

十二871図

はほが出る︑菜は花盛り︒

坑外二運ビ出シ︑之ヲ選鑛場二送ル︒

︽ ー ル︾

はこびさ・る ﹇運去﹈︵四︶2 運ビ去
運び去る

八735図 虎モ猫モ︿略﹀︒︿略﹀︑ク

ル

﹇運﹈︵四 ・ 五 ︶ 2
し ちよう

運ぶ

︽一

し

ノハシヲオモチナサイ︒

ヲモツカラ︑アナタハンチラ

一48一

ワタクシガコチラノハシ

ヲモツカラ︑アナタハンチラ

のはしです
四66園 ﹁それでは今くるまの
とほつてみる長いはしが︑八ま

ね︒﹂

んさまのまへ

四65圏 ﹁それでは避くるまの
とほつてみる長いはしが︑八ま

一コエホエマシタ︒

ビ太ケレバ︑他ノ獣類ヲトラヘタル
敷片をはさみて良雄の面前に出す︒
一163 イシイスハシハス
はさん ﹇破産﹈︵名︶1 破産
時︑之ヲ運ビ去ルニ便ナリ︒
ニー46犬ガサカナヲクハヘテ︑
十一903図 く略V︑ひたすら此の草の 十二521図商人ニシテ信用ヲ失フト
ハシノウヘニキマシタ︒
成長を保護し︑其の實の熟して地に
キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒
ニー53 ソノサカナモホシクナツ
落つるを待ちて︑其の巣に運び去る︒ はし ﹇端﹈︵名︶3 ハシεりょうは
テ︑ハシノウヘカラ︑ワント
はこ・ぶ
バ・ーブ︾

方より兵糧・揮藥等を運ぶ︒

九255図 又別に輻重兵ありて︑後

ノハシヲオモチナサイ︒

一485ワタクシガコチラノハシ

い物を負はせて遠くへ運ばせたり︑

十841 ︿略﹀︑荷車を引かせたり︑重
農家では牛を色々の勢働に使役する︒

んさまのまへ のはしです

ね︒﹂

四67園今あのはしの上を人

︿略V︑見上げると︑はしがか

がいくたりとほつてゐます

か︒﹂

けてあって︑人や馬や車がたくさん

五122

文太郎ハフシギニ思ツテ外ヲ

通ってみるのです︒

見ルト︑汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰ

五438

マシタ︒

川の上にかけた橋︑橋の下に

立ってつりする人など︑それぐ川

六37

川の上にかけた橋︑橋の下に

の景色をそへてみる︒

六37

立ってつりする人など︑それぐ川

みんなと橋のたもとに出合つ

の景色をそへてみる︒

あぜ道を七八町通って︑小川

て︑川について︑四五町行くと︑

六84

︿略V︒

の橋を渡ると︑御社の前へ出ました︒

六94

六677図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

船ヲ作ル住用フ︒

六816図 大阪ハ︿略﹀︒︿略﹀︒堀ト

い

すソ

橋トノ多キヲモツテ名高シ︒

八46図五十鈴川は流早くして︑水

まつ渡り見ん瀬田の橋︑

ゑん
清らかなり︒橋を渡りて神苑に入る︒

八599図團

工兵は陣地をきづき︑道を

かゴやく入日美しや︒

九2410図

435

開き︑橋をかけ︑二道を造り︑電信
を通ずる等︑もつばら技術の事にし
たがふ︒

てん
九363 ︿略﹀︑富士川・大井川・天
りゆう

龍川なども︑其の頃は橋が無かつ

たから︑︿略﹀︒

九384 其の上道もよくなり︑橋も多
くかけられた︒

はしけ

﹇艀﹈︵名︶一

ハシケ

十月中旬に終る︒
はじめ

初メ

﹇初﹈︵名︶42

始め

ハジメ

始

はじめ

初め

四157

四197 よりともはじめ一どうの
ものが︑ただつねをほめるこゑ

した︒

日も︑たくさんえものがありま

はじめの日も︑つぎの

二三メ

大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ はじむ且vみえはじむ

はし

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

六776

ハシゴ

ル︒アレハハシケデアル︒
﹇梯子﹈︵名︶2

ピケシガトンデイク︒

四47園﹁あそこに高い火の見

︿略﹀︒ハシゴヲカツイデイソグ︒

一47一

ご

はしご

九939図 其の上にか・れる朱塗の橋︑

は︑山もくつれるほどであっ

のはしごが見える︒

美観先つ目を驚かす︒

たといひます︒

ウ

ヂ

クック

オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ
これがすむと︑むしろをしい

した︒

五57

五月ゴロカラツミハジメマス

はじめのうちは遠くの方にき

三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ
ハ春ナリ︒

六71図

つて︑雨もつよくふってきました︒

こえてゐましたが︑だんく近くな

五462

トイヒマス︒

ガ︑一バンハジメニツムノヲ一番茶

五327

神武天皇ト申シ上ゲマス︒

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

のくらをたたいてよろこびま

よしっねをはじめ︑みんなが馬

四828をかの方では大しやう

十一795図市を出でて橋を渡れば長はしだて ﹇橋立﹈︵名︶1 橋立与あ

アカシ

まのはしだて
良村あり︒
イツクシマ
ス
マ
十一一595図テームスとセーヌとは 十一303図 一喫島・橋立・須磨・

︽ーッ・ーリ

ハジマル

明石・宇治・龍田笹戸名勝ノ地ヲ以

参る

ドコデモ田ウエガハジマ

始ル

﹇始﹈︵四・五︶7

テ名ヅケタルモノニシテ︑︿略﹀︒

した︒

て︑お祝ひのさかもりがはじまりま

六755

マツテヰル︒

五70一

ツテヰマス︒

三317

・ール︾

はじまる

はじま・る

たる橋は何れも壮大にして︑市の美
恥

︿略﹀︑河幅はるか に 書 く ︑ 之 に 架 し

観を添ふ︒

﹇恥﹈︵名︶5
﹁こらどうした︒命がをしく

墨差践つぶさに辛苦をなめて報復を
圖り︑︿略﹀︑遂に呉を滅して會稽の
恥を雪ぐことを得たり︒

はじき←つまはじき

タ︒

鵜飼は五月中旬に始り︑

ハ夏ナリ︒

六397囲

初はひくい役目で︑信長の目

のお寺やお宮へさんけいした︒

六457

通りへ出ることも出來ませんでした︒

ぬが子供らの

學びのはじめぞ︑

六841図圏五つとや︑いつはりいは

つ＼しめよ︑いましめよ︒

七299 ︿略﹀︑色もはじめは黒いが︑

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ

だんくかはって青白くなる︒

ハジメ多クノ官省アリ︒

七586図

初は近所の人にもうらやまれ

る程の身代でしたが︑︿略﹀︑五六年

八193

ふくじゆさう

こ

の中によほど財産を減らしました︒

八347図圃年のはじめの福二草︑黄

金の色の暖く︑︿略﹀︒

がね

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑明治八年

八405図我が國ニチハ︑重罪モツパ

ヨリ内地ニチモ之ヲ製造スルニイタ

レリ︒

初は熱があまり高いので︑

一時はどうなることかと心配いたし

八669団

あめのむらくものつるぎ

ましたが︑︿略﹀︒

此の劔初は天叢雲劔と申

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九15図

なれり︒

九2710図維新前後國事ニタフレタル

人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸戦役二戦死

蒸氣機關は二百年豊前に嚢明

シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

せられたが︑初の中はたゴ水をすひ

九308

上げる爲に用ひる位であった︒

清水寺をはじめ︑たくさん 九675 春の初に降るのは一雨短に花

ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

デハ秋ナリ︒
カモ此ノ日二始ル︒
みはし
是即ち有名なる神橋にして︑六75図十二月ノ三型リアクル年ノ

十一798図

﹁日光の結構︒﹂こ＼に始る︒

九9310図

十一171図此のうらみ忘れ難く︑越 九278図 靖國神社ノ春ノ大祭ハアタ 六74図 九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ

は帝國の恥だぞ︒﹂

九196園兵士の恥は艦の恥︑艦の恥 八149 學校デハモウ授業ガハジマツ 六72図六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ

は帝國の恥だぞ︒﹂

九196囹兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

は帝國の恥だぞ︒﹂

九196園兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

帝國の恥だぞ︒﹂

︿略﹀︒兵士の恥は艦の恥︑艦の恥は

なったか︑妻子がこひしくなったか︒

九196園

はじ

はじ一はじめ

はじめごろ一はじめて
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をもよほすかとうれしい︒
はじめごろ

はんにゃ

として︑霧降・二見・等等・般若等

じめて

はじめて

﹇初雷﹈︵名︶1

は

そのもみを又よく日にかわか

して︑すりうすですって︑もみがら

六166

初頃

ハジメテ

︿略﹀︑九月カラ十月ノ初耳二

始めて

文太郎ハ層面ツレラレテ︑ハ

始メテ

﹇初﹈︵副︶19

實が熟シマス︒

八635

十二51図我が海軍は初より敵を近

其の三世に知られたるもの少からず︒

ラズ︑其ノ初号小事ニシノビシバ︑

十261図 ︿略﹀︑信や少年ノ笑客亭怒

海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

せざき

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

是等の豫報は卒去皇︒測 五418

掲示せらる＼を以て︑︿略﹀︒

候所を始め︑春方・諸役所等の前に

十一一177図

鮮海峡に集中せしが︑︿略﹀︒

後大功ヲ立ツルニ至リシ所以ナリ︒

十265國囲 ︿略﹀御入螢︑軍務に服
せられ候事︑御一家を始め一村の名
轡に御座候︒

十339図 幕府一号ノ書物二種芋ヲ添
い

絹織物の産地には︑京

をのけると︑はじめて米になるので

きりふ

す︒

十二493図圃
都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配
も古く其の名を知ら．垂たり︒

七215囹

布セシカバ︑間モナク全手二作ラ
街路は掃除最もよく行き

母はこんな美しい大きな桃
りへもおすそ分けをいたしました︒

は︑はじめて見たと申して︑おとな

七688国

じめて承りました︒

ば

足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ

追手と或間隔を保ちながら進んで行

十︸485 アラビヤ人は︿略﹀︑絶えず

く︒︿略﹀︒遂に暮方になった︒アラ

ビヤ人はこ㌦に始めて馬に全速力を

く略V︑距離六千メートル

出させて︑雲を霞と逃げのびた︒

に近づきて始めて慮屈し︑はげしく

十二65図

敵を砲撃せしかば︑︿略﹀︒

必要ナ部分ハ實物大ノ圖ヲ作ツテ︑

十ニー24 設計圖が朝冷上ルト︑︿略﹀︑

始メテ製造二着手スルノデアル︒

富國ト強兵ト相待ツテ始

たりや

超したるは伊太利人コロンブスにし

い

十二737図始めて西半球の陸地を嚢

て︑︿略﹀︒

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る

十二788図人々始めて陸地の近きを

こと能はず︒

あ

め

り

か

第三回の航海に於て︑オリノコ河口

に達し︑始めて亜米利加大陸に上陸

するに至れり︒

精髄の事業は︑地方人民の一般に之

十二悩9図例へば教育・衛生等自治

始めて其の効果を全うすることを得

を尊重し︑之に協力するによりて︑

べきなり︒

明治二十年頃︑新式ノ機械
ク増加シ︑コ・二字メテ世界有敷ノ

ヲ用ヒシ以來︑︿略﹀︑産出高モ著シ

十619図

鼻口テ之ヲ量見セリトイフ︒

アリ︑今ヨリ三百年前︑此ノ地ノ人

十609図

︿略﹀︒

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十312浜風ノ芋ノ始メテ琉球二尊ハ 十二808図其の後コロンブスは︿略﹀

いふ人︑︿略V︒

メテ國家ノ盛大ヲ致ス︒

﹁さうでございますか︑は 十二533図

ル・二三レリ︒

十439図 ︿略﹀︑翌年英國ヨリ註文ア 十二621図

とゴきて︑衛生・消防を始め︑近世
り︒

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等
からかみ

の學術を磨用せる百般の設備皆具れ

らんま

巴里にもルーブル博物館

ノ諸國ヨリモ且々註文ヲ受ケ︑︿略V︒

十497図 欄．間の彫物︑唐紙の地紙を
がいせん

十二646図

他菓子皿に至るまで︑我等の衣食住

はじめ︑着物の縞模様︑︿略﹀︑其の

九309

ろっ

始めて之を船に用ひて汽船を

・凱旋門を始め︑世に聞えたる建物

造ったのは︑アメリカのフルトンと

よ

コロンブスは初より世界

四十七士の統領たる大石
初より事の順逆・理非を

は猫糞議會の協賛を纏たる後︑天皇

しかして︑法律及び豫算

熟考して︑小さき信義を立てんが爲

大銅山トナレリ︒

の裁可を待ちて始めて成立するもの

十二㎜1図

汽船は︑今の小さき川蒸鵬程の大き

十一277図

フルトンの始めて造りし

に大いなる順逆を誤り︑又は公道の

とす︒

ずと諭し給ふ︒

ふみまよ

理非に踏迷ふが如きこと有るべから

さなりしならん︒

十二紹8図

良雄は初め京都に在り︒

よし を

十二864図

岸に到着すべしとの意見を抱けり︒

より西を指して進まば︑印度の東海

は球形なりと信じ︑欧羅巴の西海岸

十二747図

きものは殆ど飴す所なし︒

草根を始め︑凡そ取って以て食ふべ

過ぐる慮の沿路︑果實︒

少からず︒

︿略﹀︑流シ一撃・一月

十二696図

には模様・色どりをほどこしたるも
の多し︒

十643 甲板に立ってるた船長を始め︑
三十五人の若者はひとしく目を其の
方向に向けた︒

は皆働蜂にさし殺さる︒

十一74図雄蜂は︿略﹀︑秋の初に
十﹁365立国︿略﹀︑街路井然︑縮督
てい

官邸をはじめ建築物の壮大なる︑内

士塁所ハ

地にても見る能はざる程に御座候︒
十﹁岡田−

置ダナヲハジメ︑料理道旦ハ・食器・フ

キンナドニ至ルマデ︑常二清潔ニシ
テ置カナケレバナラヌ︒
けごんの

十一758図 日光山には華嚴瀧を始
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はじめる一はし．る

十一一柵2図画の五箇條は即ち皆我等
が平常に之を身に行ふべきものにし

ハジメル

︽iメ︾﹇▽おはじめる・

﹇始﹈︵下一︶4

て︑軍人として始めて守るべき事に
非ず︒

はじめる

はじ・める

かえりはじめる・かきはじめる・きこ
えはじめる・くいはじめる︒さきはじ
める︒つみはじめる・なきはじめる・
ひきはじめる

五22 ︿略﹀︑今まであかるかったせ

ハス

パ

セヲ

専制小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様
馬上

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道

を走り行くさま︑まことにいさまし︒

はしりよ・る ﹇走寄﹈︵四・五︶2 走り

やがて汽車が動き出すと︑馬 ヨル 走り寄る ︽ーッ・ーリ︾

﹇馬上﹈︵名︶1

多きは巴里を第一とし︑市中到る虚
ばじょう

二廣クテ大キナノモアル︒

﹇馬車鉄道﹈︵名︶1

其の往來織るが如く︑︿略﹀︒

ばしゃてつどう

九348

七36図く略V︑正行ハ父ノ伽藍ミノ

其の頃イギリスのある會社で︑

上の人はしきりにむちを打ってあせ

馬車鐵道
九341

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

リ︒

十二827

つかくと走り寄って︑

オサへ︑︿略V︑泣クくイマシメタ

つて見たが︑一時間に十五マイルも

馬護

ンヨク

馬車鐵道をこしらへようといふ話が

バ

ンヨク

男時將軍馬護︑孔明ノ

パ

﹇馬護﹈︹人名︺1

十一価7図

ばしょく

う︒

ス︒母ハ走リヨリテ︑正行ノウデヲ

場庭

走る汽車とはどうして競走が出撃よ
場所

あったが︑︿略﹀︒

﹇場所﹈︵名︶8

﹇▽おきばしょ

ばしょ

又夜はいくら暗くても︑星

ら︑其のバイオリンを取って弾始め

﹁ちよつと貸したまへ︒﹂と言ひなが

七866園

軍令ニソムキテ大敗ス︒孔明︑護ノ

ハシラ

柱5

しる走ル

はし・る

た︒

が出てみれば︑それに便って︑居る

﹇柱﹈︵名︶5

走る︽ーッ・ーラ・ーリ・

一466

ール・ーレ︾←いわばしる

はしら

︿略﹀︒

コトヲ恐レ︑涙ヲフルツテ之ヲ斬り︑

菖功ヲ惜シミシカド︑軍律ヲ齪サン

場所

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

﹇走﹈︵四・五︶27 ハシル は

場所や方角がちゃんと分ります︒

八48図

かいがくらやみになって︑わるい神
さまがさまざまのわるいことをはじ

九892図

おもばしら︒しもばしら︒すみばしら

走り行

ミヅノウヘニオチテ︑フ

ばかばか︑ばかばか︑走れ

ぬやうに︒

三275圏

ぬやうに︒

走れよ︑走れよ︑ころば

三275囲走れよ︑走れよ︑ころば

よ︑小馬︒

三268圃

います︒

ども︑はしることがはやうござ

三248うまは牛よりよわいけれ

ました︒︹ひらがなのドリル︺

大きなうまがはしってき

モアリマス︒

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ

一一182

ンプヲヒイテハシル︒

ピケシガトンデイク︒ポ
・でんしんばしら・とこばしら・ほば

圖や書は別に堅い木に彫り︑

寓眞は銅板に彫りつけて︑相槍の場

しら

十199
所に入れる︒

ヨリ場所ニヨリテ一定セズ︒

めました︒

五713 フト水ニウツツタジブンノス

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

ガタヲ見テ︑アタマカラ足マデツク
メマシタ︒

六676図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ
識量ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

兵舎内にてはく略﹀︑所

船ヲ作ルニ用フ︒

十569國団

定以外の場所にて煙草を吸ふ事等堅

六513 秀吉はもう日本中に敵がなく

く禁ぜられ居り候︒

梁・棟木

ハシラ

ナスモノハコビキナリ︒

ニ

﹇走行﹈︵四︶1

榮えゆく代を闘いのるかな︒

承けつぎし國の柱の動

家え崩れん︒﹂

きなく

十二24図圏

ちユ

・柱何一つ取外すとも︑たちま

つか・ぬき

六691図 材木ヲヒキテ︑板又月白ト 三101

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

一人デ

をはじめました︒

分業法二依ラズ︑

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑仕

十145図醐園

六75図

秀 吉 は 大 そ う お こ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 十︸111

その使を追ひかへして︑二度目の朝

事ノ移り攣ル度毎二︑居ル場所ヲ攣

六527

へ︑又器具ヲ取換ヘナケレバナラナ
イノデ︑︿略﹀︒

十二991図

衆人群集の玉澤にて他人

鮮せいばつをはじめました︒

ばしゃ ﹇馬車﹈︵名︶3 馬車εのり
あいばしゃ

九383 桟道の通じてみない所でも︑

をおしのけ︑︿略﹀︒

十二992図︿略﹀︑汽車・汽船等の中

馬車や人力車がある︒

十一259図 今は爾陛下も馬車に召し

︽iク︾

はしりゆ・く

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

く

十52 植物ノ葉半醒ウキクサノ葉ノ 七631図 八九頭の犬いきほひよく敷

ばしょう

にて我掲り廣き場虚を占領し︑︿略﹀︒
パ セヲ
﹇芭蕉﹈︵名︶1 芭蕉

壮麗なる馬車・自動車の

ずば見るべからず︒
十一一632図

はす一はずかしめたまう

438

すが︑十日ばかりはあちらに居ます︒

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

何ぞ私事を以て公事を害せんや︒﹂

て大いに恥ぢ︑高潔と水魚の交をな

と答ふ︒︿略﹀︒嘉明後此の事を聞き

相如聞きて︑力めて之を

すに至れりとそ︒

十二391図

はずえ ﹇葉末﹈︵名︶2 葉末 々々

じて逃ぐ︒相如の從者皆之を恥づ︒

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を轄

に候へども︑手放し難き商用これあ

かへる道々あと見かへれば︑

葉末々々に夜つゆが光る︒

七107圏

葉末々々に夜つゆが光る︒

なほ歯磨よりは小杉事務 七107韻 かへる道々あと見かへれば︑
若し炭酸瓦斯を供給するも
のがなければ︑空氣中の炭酸瓦斯の

十二224

官も御臨席のはずに御座候︒

十917囲国

り候へば︑手紙を以て御祝ひ申上候︒

十272國囲

ずや︒

この空高く上る︑是皆人の自然の風
︿略﹀︑熊吉に水を吐かせるや

く程出獲嵩に遠ざかるべきはずなら

九857
ら︑警者を呼びに走るやら︑上を下
︿略﹀︑船ははや方向を轄じて︑

へのさわぎである︒

十647

アラビヤ馬の長途の騎行に

北へ向って走る︒

十﹁469

たへることはく略﹀︒飲まず食はず
に終日・終夜走っても尚平然として

はずかし・む ﹇辱﹈︵下二︶2 はっか

身を立て︑父母をあらは

︽ームル・ーメ︾

はずかしいnvおはずかしい

憎しむ

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ

十一6710図

しむ

分量が著しく減って︑地球上の植物
恥づ

は蓋く枯死すべきはずである︒
恥ヅ

ヨク笑ハント欲スルモノ

﹇恥﹈︵上二︶6
︽ーヂ・ーヅ︾

は・ず

南北に細長き島を山脈

居るといふことである︒

縦に走り候へば︑平野少く候へども︑

十一967國囲
︿略﹀︒

三日参上御見送致すはず

を利用したるなり︒

九664園帆かけ船の水上を走る︑た 八805図 これ世界の斎きがためにし

う︒

三325 ナヘカゴニナヘヲ入レテ︑九3410 ︿略﹀︑一時間に十五マイルもはず ﹇筈﹈︵名︶5 はず←てはず
十二384図 ﹁高虎の嘉明と相混むは
ハシツテイク人モアリマス︒
走る汽車とはどうして競走が出來よ
七159国 用事は四五日ですむはずで
私の小事なり︒是は公の大事なり︒
つていくきせんもあります︒

三598くろいけむりを出して走
五397 かばんを持って走って行く人
もあります︒

五413 まだむかふからいそいで走つ
て早る人があります︒

五432 走ツテヰル汽車ガスレチガフ
時ニハ︑向フノ汽車ニノツテヰル人
ノカホハヨク見方マセン︒

六775 大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ
ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア
ル︒

八417 弓張を持って走る人が︑後か
ら後からとつゴいて飛んで行く︒

八443 大きなきかいの動くのも︑汽
車や汽船の走るのも︑点火の力の利

十一531図

るも︑︿略﹀︑唯此の二十萬時間を利

蜀ノ軍少シモサワガズ︑

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑上︑天

十一鵬5図園

シ︒仲達アヘテ近ヅカズ︒時ノ人

︿略﹀仲達二向自ントスルモノノ如

壊するとせざるとにあり︒
れんぱ

用によるのである︒

よりも早いので︑空を飛ぶ必要はな

八562 駝鳥は︿略﹀︒走ることは馬

二恥ヂズ︑下︑地口恥ヂズ︑外︑人

はずかしめたま・う

ぞ

上毛野芝名︑蝦夷を討

え

﹇辱給﹈︵四︶1

めん︒﹂と言ひ居たり︒

安からず︑﹁相田にあはば必ず速し

く略V廉頗之を見て心

二恥ヂズ︑内︑中沼恥ヂザル工夫ヲ

十二389福耳

﹁死セル諸葛︑生ケル仲達ヲ走ラ

いから︑つばさははなはだ小さい︒

︿略﹀︑上︑天賦恥ヂズ︑

ナスベシ︒

十一531図

下︑二二恥ヂズ︑外︑人二塁ヂズ︑

翌十五日の朝︑勝商は山

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎

十一一288図

ス︒﹂トイヘリ︒

︿略﹀︑又一つの船を造った︒

︿略﹀︒其の後は何の障もなく︑百五

九329

十マイルを三十二時間で走った︒

︽ーフ︾

かみつけぬのかたな

辱しめ給ふ

を働まして︑﹁良人今濁り身を全う

をすてて逃れんとす︒型名の妻︑夫

ちて利あらず︑︿略﹀︑夜に乗じて城

十一一311起点

内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

して︑祖先以來の勇名を辱しめ給ふ

か︒﹂と︑︿略﹀︒

十一532早く略V︑上︑天二恥ヂズ︑
内︑己二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

下︑地二恥ヂズ︑外︑人二世ヂズ︑

下︑地二恥ヂズ︑外︑人二恥ヂズ︑

十一532図︿略﹀︑上︑天二連ヂズ︑

内︑己二軍ヂザル工夫ヲナスベシ︒

ハス
ハス 蓮εおお

に到り︑家康に見えて援を求む︒

﹇蓮﹈︵名︶2

一163イシイスハシハス

おにばす

はす

九335 スチブンソンはく略V︑すべ
りのよい車をすべりのよいレールの
上で走らせる様にしたらよからうと︑
日夜其の事ばかり考へてるた︒

セヲ

様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様

パ

二三クテ大キナノモアル︒

ハス

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ

社に頼まれて雪道を敷き︑其の上を

九344 ︿略﹀︑スチブンソンは其の會 十52
走る汽車を造った︒

439
はずす一はだけ

はず・す

﹇ 外 ﹈ ︵ 四 ︶1

外す

︽ーサ︾

十二929図 親類・縁者はもとより︑

﹇▽とりはずす・ふ み は ず す

世間の交際をも外さず︑︿略﹀︑公共

ハズミ

はずみ

の事業にも後れを取るべからず︒
﹇弾﹈︵名︶2

廊アリ︒

ラウ

谷観音

せ

はせかんのん

は せ

∩長谷観音﹈︵名︶1

は
長

極樂寺坂越え行けば︑
堂近く︑露坐の大佛

十二241図圃
長谷観音の

おはします︒

町

八511図 御遊ナカバニシテ︑マリヲ はせちょう ﹇初瀬町﹈︹地名︺1 初瀬

はずみ

ケ給フハズミニ︑皇子ノクツヌゲタ

工むあか

く機上に在り︒直ちに其の機を断
﹁汝の今學を屡するは

ち︑孟子を戒めて曰く︑︿略﹀︒

十二967図圏
﹇肌﹈︵名︶1

はだ

我が此の機を噺つが如し︒﹂

はだ

はだは赤銅さながらに︒

うりふたもつ

ぎ

︿略﹀︑瓜生保留の弟義

﹇旗揚﹈︵サ変︶1

そま

旗あ

十一235図圏吹く塩風に黒みたる
はたあげ・す

鷹ず︒

はたいちめん

﹇畑一面﹈︵名︶1

畠一

鑑等と共に杣山に旗あげして義貞に

かん

十二316図

三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初 げす ︽ーシ︾

﹇畑﹈﹇▽たはた

瀬楽式至ル︒

﹇旗﹈︵名︶5

ハタ

瀬川ニソヒテ爪先上リニ行ケバ︑初

十991図

はた

リ︒

九848 熊吉はつるりとすべって︑そ
のはずみにころころと轄がつて︑池
の中へ落ちこんだ︒

はず・む ﹇弾﹈︵五︶1 はずむ ︽一 はた

面

はだか

なたね

じゃがたらいも

そんなところでさをを

﹁335

ムカシアルトコロニ︑タ

タハタケアゼウネ

ハタケノスミヘツレテ

それから田や畠の問を通って

︿略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

畠のゑんどうがかきの外から

こゑをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

七194

カト思ヒマス︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五338

く略V︑農産物の種類は ました︒

つて重て︑いよくにぎやかになり

來るうちに︑︿略﹀︑なかまがあっま

五115

テミマシタガ︑︿略﹀︒

二532サウシテソノ犬ヲツレテ
イツテ︑ハタケノスミヲホツ

︿略﹀︒﹂トヲシヘマシタ︒

イツテ︑﹁ココホレ︑ワンワンワン︒

一一513

タ人ガアリマシタ︒

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

ニ333

﹇▽だいこんばたけ・ちゃぼたけ

はたけ ﹇畑﹈︵名︶16 ハタケ 畑 畠

上へあがってはたけ︒﹂

くものか︒それよりはやねの

ふりまはしたって︑どうしてとど

三471園

ケ︾

はた・く ﹇叩﹈︵五︶1 はたく ︽一

はた・しろはた・ひのみはた・みはた

まとふに過ぎず︒

はだかむぎ

からす

北海道と大差なく︑大小・小変・

十一9910國国

はだか
﹇裸麦﹈︵名︶1 置賜

はだかにして︑布片を身髄の一部に

か＼る地方にては︑人は皆

七118圃 松を火にたくみうりのそば

八42図家々に日の丸の旗を立てた
り︒

蜀ノ軍少シモサワガズ︑
ツヅミ

十一伽3図

旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ
ントスルモノノ如シ︒

はた

燕萎・裸褻・藝墓・麻・馬鈴薯・
ゑんどう

碗豆等の牧穫多く︑︿略﹀︒

﹇叩落﹈︵五︶1
︽ーサ︾

りまはしてゐました︒︿略﹀︑﹁あま

てるますが︑畠の藤豆さんとはちが

畠ヲツクルノモ︑皆手デスルノデス︒

つて︑私の豆はたべられません︒

七262 ︿略﹀︑農夫が田ヲタガヤシ︑
だ︒﹂とこたへました︒

りほしがきれいだから︑二つ
三つはたきおとさうと思ふの

三464園︿略﹀︑ながいさををふ 七216園田はこんな大きななりをし

きおとす

はたきおと・す

木綿綜ヲ機デ織ツテ造りマス︒

學を卒へずして錦りし時︑母たま

八827図

ム︾

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

ハヅレル

アレガグンキデス︒

七94圏道をはさんで畠一面に︑変
一1一 ハタタココマ
はほが出る︑菜は花盛り︒
﹇156 ホバシラニハタ
一283 アノハタヲゴランナサイ︒はだか ﹇裸﹈︵名︶1 はだか

はず・る ﹇外﹈︵下二︶1 外る ︽一

十二926図 倹約を守るは大切なれど

レ︾

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

︽ーレ︾

﹇外﹈︵下一︶2

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒
はず・れる
はつれる

なばた・みちばた
機

ある時生馬のかはをはいで︑

﹇機﹈︵名︶4

八624

所へおなげ入れになりました︒

大神がはたをおらせていらっしやる

五14

はた

はた

五737 ︿略﹀美シイ角が木ノ枝ニヒ はた ﹇端﹈﹇▽いどばた・かわばた・ふ
ッカ・ツテ︑イクラモガイテモハヅ
︿略﹀︑川について︑．四五町行

レマセン︒

六85

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ
出ました︒
ハ セ
﹇長谷﹈︹地名︺1 長谷
ハ セ

はせ

ワウ

アリ︑仁王門ヲ入レバ百間二齢ル長

ニ

十992図 初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音 十二966図 其の後孟子出でて學び︑

はたけやま一はだらく

440

八191 昔西洋のある所に︑畑もたく
さんもって︑牛もたくさんかひ︑何

ソノクビハ家刈羽ラレタリ︒

い馬にめして︑主人のお目にとまる

あなた様にも︑その折にはよ

やうになされるのが大事と考へまし

七433

不足なく暮してみた農夫がありまし

一豊は妻に禮をのべて︑

た︒

て︑︿略﹀︒﹂

その馬をもとめました︒やがて馬そ

八194 ︿略V︑牛も段々減り︑畑の取
高も年々に少くなって︑五六年置中
ろへの日となって︑一豊の馬ははた
﹇膏田石﹈︵副︶2

ハタト

して信長の目にとまって︑︿略V︒

によほど財産を減らしました︒

はたと

八263 其の後は毎朝必ず早く起きて︑
下男や下女は早くから畑へ出して働
かせ︑︿略﹀︒

畠山

十︻6710図

ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ
何事ニヨラズ手ノハタラキノ

ノワルイノヲ下手トイヒマス︒

終日勢消して︑

計を維持するものは働蜂なり︒

十一510図

一群の生

十一61図働蜂の若きものは内に居

ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ

七278

力強く壮なるものは外に出でて花の

雄蜂は唯働蜂の集め來り

雄蜂は︿略﹀︑何等の勢

働蜂の武器は膿の後方に

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

十﹁85図

皆働蜂にさし殺さる︒

働をもなさざるを以て︑秋の初には

十﹇74図

︿略V︒

たる物を食して生活するものにして︑

十一72図

十﹁6図働蜂

蜜を吸來る︒

て幼轟を育て︑又は其の居室を凹み︑

サルニ守手ノハタラキヲスル

ノワルイノヲ下手トイヒマス︒

七28一

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ

モノが四本アリマス︒

八157

出ス外ハナイ︒

︿略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

ハ︑部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑勢鋭ク
進撃シタ︒

禦にも常に之を用ふ︒

﹇働蜂中﹈︵名︶1

働蜂中には蜂の集め來る

取りて貯ふる貯蓄掛あり︒

蜜を検査する検査掛あり︒又之を受

十﹁69図

働蜂中

はたらきばちぢゆう

ほうたう
﹁聞けば︑そなたは黒豆島
みかいゑい
の職にも出ず︑又八月十日の威海衛

九207圓国

攻撃とやらにもかくべつの働なかり
きとのこと︑︿略﹀︒

其の時にはおたがひに目ざ
ましい働をして︑我が高千穂艦の名

九235囹

をあげよう︒

雌蜂は女王ともいひ︑唯

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク

田デハタライテヰル人モ︑道

働く

ヒマス︒

七263

イソガシイ時二手ノ足りナイ

トイフノハ︑深黒ラク人ノ少イトイ

七266

レヲハタラカセルノハヤハリ手デス︒

色々ナキカイガアツテモ︑ソ

タカト思フト︑スグ後ニナツテシマ

ヲ通ツテヰル人モ︑馬モ車モ学識エ

五425

・ーケ︾

働ク

十706図此の間︿略﹀︑岩と波との はたら・く ﹇働﹈︵四・五︶16 ハタラク
間にボ⁝トをあやつり居たる少女の

武勇のはたらき命さ＼

働は︑人間業とは見えず︒

十一612図圃

皆働蜂なり︒

一匹にして︑雄蜂は二三百匹︑饒は

十一59図

働蜂

心中には必ず雌蜂・雄蜂

﹇働蜂﹈︵名︶8

げて︑御強の敵を討ちなん︑我は︒
はたらきばち

︿略﹀︑功業を成し︑公盆

を廣むるも︑將又無爲にして﹁生を

は

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用
ハタラキ

働口▽てのはたらき

﹇働﹈︵名︶12

するとせざるとにあり︒
たらき

はたらき

ソノ日ノイクサニ︿略﹀︑
アマリハタラキノナカツタモノ

三432

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投

ヲ右ノ方ニナラベタノデス︒
七254

二︑︿略﹀︑メザマシイ働ヲシナケレ
レウヤウ
バナラナイト︑八月末ノ遼陽ノ戦ニ

く略V︑何心ナクエンニ上り 八849

テ︑南ノロヨリ入ラントスレバ︑其

八291図

八633 綿ノ木ハ畑二作リマス︒

驚キテ西ノロヨリ入ラント

南ノ戸開キタリ︒

スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

八292図

ノ戸ハタト閉ヅ︒

二作リマス︒

八653 藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ様二畑
十289 畑には愛がもう一寸程にのび
てるる︒

﹇畠山﹈︹人名︺2

十292 畑に鋤いて︑農家が一けんあ はたまた ﹇将又﹈︵接︶1 臣籍
る︒

はたけやま

時︑義仲二歳なりしを︑敵は畠山に

十548図圏 ﹁我が父の討たれ給ひし
命じ︑尋ね出して殺さんとせり︒

十548三園 畠山は﹃いかでか﹂る幼

ハタシテ

は

き者に刀を立てん︒﹄とて︑ひそか

﹇果﹈︵副︶2

に我を此の齋藤別當のもとに預け︑
︿略﹀︒

はたして

何事ニヨラズ手ノハタラキノ

・働蜂の三種あり︒

筆一本デ美シイエヲカイタリ︑ 十一57図

ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒

ノミーツデ見事ナポリ物ヲコシラヘ

七275

タリシテ︑人ヲ感心サセルノモ︑手

七32図︿略﹀︑正成ハ道ニテサトスヤ

たして

ウ︑﹁︿略V︒我 が 生 キ テ フ タ ・ ビ 汝 ヲ

七278

ノハタラキデセウ︒

見ンコトバカタカ ル ベ シ ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

ト︑ネンゴロニ言ヒフクメテ︑國へ
カヘシタリ︒正成ハタシテ戦死シテ︑

441
はたらくことはひとのほんぶん一はちじ

フコトデス︒

七268 家デモ國デモ手ヲヨクハタラ
カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ
マス︒

九228園

將校も兵士も皆一つになつ

て働かなければならない︒

よく働かんとするものはよ

く眠るべし︒

九603図

八目6

2

八155 人ノ職業ニハイロくアツテ︑はたらくことはひとのほんぶん︹品名︺
皆メイくノ仕事ヲシテ︑毎日働イ
第五
働クコト野人ノ本分

働クコトハ人ノ本分

第五
八﹇▽だいはち

2八皿﹇▽あんえ

保安林⁝⁝⁝八

ラ
水のたび一⁝⁝⁝八
︵
たけがり⁝⁝⁝八

アキナヒノアソビ

アキナヒノアソビ

十﹈月三日⁝⁝⁝八

うしとうま
うしとうま

︑
キノノ
キノハ

﹇八﹈︹課名︺10

二目9

・だいはちか

はち

八136

働クコトハ人ノ本分

テヰルノデアル︒

八155 働クコトガナケレバ︑食物モ
二心レナイシ︑着物モコシラヘラレ
ナイ︒

八161 働クコト時人ノ本分デアル︒
下男や下女は早くから畑へ出して働

三235

三目9

八263 其の後は毎朝必ず早く起きて︑ ニー62

かせ︑︿略﹀︒

四目9

八268 其の中にく略V︑たゴ身代を 四目4
取返す事にばかり心がけるやうにな

五目5 第四

四233

八331 夏のどんな暑い日でも︑あせ

八目4 第三
十目4 第三課

︵名︶

いはちねん・こしゃくはっすん・せい

はち ﹇八﹈

はらず︑﹁トンテンカン︑トンテン

れきいっせんしひゃくくじゅうにねん

︿略﹀︒

百花満開の候には︑外役

の蜂は朝より夕に至るまで︑螢螢と

十︸65図

働蜂中には蜂の集め來る

して寸時も休まず︒

十一69図

同寸中の蜂は極めて親密

蜜を楡査する検査掛あり︒

十一82図

に生活すれども︑他店の蜂は甚だし
く之を敵視し︑︿略﹀︒

同群中の蜂は極めて親密
に生活すれども︑他群の蜂は甚だし

十一82図

︿略﹀︑七里の蜂︑我が群

く之を敵視し︑︿略﹀︒

十一83図

中に入り腐れば︑直ちに之をさし殺
す︒

ハチ

はち﹇▽う

アサイハチフカイツボ

きたり︑今朝は十二咲きたりなどと

御喜に御座候︒

八王子

はちおうじ ﹇八王子﹈︹地名︺1 八王

子

九17図

戦

はちがっせん ﹇蜂合戦﹈︵名︶1 蜂合

されば氣候不順にして︑

花のとぼしき時は蜂合職の起ること

十一85図

珍しからず︒

はちがつ ﹇八月﹈︵名︶2 八月

五288翻 ︿略﹀︑七月・八月あついこ

⊥ハ月ノ初ヨリ八月ノ終マデ

ろ︑三日三ばんの土用ぼし︑︿略＞Q

ハ夏ナリ︒

六72図

﹇八月三

八月三十一日

はちがつすえ ﹇八月末﹈︵名︶1 八月

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八868時ハ八月三十一日ノ朝日モマ

十一日﹈︵名︶1

はち
十二204 蝶や蜂は花から花へいそが はちがっさんじゅういちにち
﹇鉢﹈︵名︶5

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒
はち

一182

めばち︒すりばち・ひばち

シタ︒

はちがっとおか

﹇八月十旦︵名︶1

部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑勢鋭ク進撃

七346図茶わん・土びん・皿・はち 末
レウヤウ
八849 ︿略﹀︑八月末ノ遼陽ノ戦ニハ︑
などはやき物にして︑ぜん・わん・

ぼん・重箱などはぬり物なり︒

七352青苗らのつねに用ふる茶わん
・皿・はちの類は︑このすやきにう

はちがつみつか・だいはちず・めいじ
はちねん

ほうたう

みかいゑい

﹁聞けば︑そなたは豊島

の職にも出ず︑又八月十日の威海衛

八月十日

マヅ入団ヲハイルト︑右ノ方

九206圖團
七364

るものなり︒

く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

八
蜂﹇▽お

はぐすりをかけて︑ふた＼び焼きた
八48図

蜂

攻撃とやらにもかくべつの働なかり

はち

きとのこと︑︿略﹀︒

﹇蜂﹈︵名︶7

警手皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ

はち

ばち・はたらきばち・はたらきばち

八43図

八時宿を出でて︑町を南へ

祖父様は︿略﹀︑はや朝はちじ ﹇八時﹈︵名︶1 八時
顔のはちをならべて︑昨日は九つ咲

九436圓団

費ル店ガアリ︑︿略﹀︒

ハチ
タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ
膿色目黄ト．黒トノダンダラニテ︑

九577図

ぢゆう︒みつばち・めばち

蜂

四46図㎜

八701図園 我等一同申し合せて︑今
日より働くことを止むぺければ︑左
様 心 得 ら れ た し ︒﹂

ために働きたりといはば︑我もまた

八722図囹諸君若し我に食物を送る
諸君を養ふために旨したりといはん︒

ハチ

みにて︑少しも我等に報ゆる言なし︒

八698図園 ﹁我等はつねにいそがし

カンQ﹂と働いてみるQ

其の後をついで︑朝から晩まで相か

八345 ︿略﹀若いむすこが︑今では

を流しながら︑暮方まで働いてみた︒

つて︑夜も書もよく働きました︒

ノ天
ノ天
ノ天
ノ天
三
ノ、
ノ＼

う

ち

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒

はちじっさい ﹇八十歳﹈︵名︶1 八十
歳

家畜⁝⁝⁝八十

八

航海の話⁝⊂⁝⁝

﹇八十二﹈︹課名︺1

かぞへ歌⁝⁝⁝八

第二十四課

﹇八人﹈︵名︶1

︵

八人

﹁我等には元八人目娘あ

りしが︑︑此の地に︿略﹀大蛇あり︑

九27図囹

毎年始りて︑我が娘を取食ひ︑今ま
八分

まつりですから︑朝早くからあそび

八幡機に日参いたし候も︑

にいらっしゃい︒
はちまん

そなたがあっばれなるてがらを立て

九216圓国

親様との心願に候︒

萬と申す事

其の中内地人は八萬鯨︑

はちまんよ ﹇八万余﹈︵名︶1 八萬鯨

に候︒

蕃人は此の外にて約十

ばんじん

︿略﹀︑樟拶は世界産額 十一405國国

﹇八分五﹈︵名︶1

た残りの一人をも食はんとす︒
の五

はちぶんのこ
十一379属国

八ヘン

の八分の五を占むる由に御座候︒

上下八里の箱根山も越えなけ

越すに越されぬ大井川︒﹂

九366囲 ﹁箱根八里は馬でも越すが︑

ればならず︑︿略V︒

九3510

サア︑タケヲサンカラォはちり ﹇八里﹈︵名︶2 八里

﹇八裂﹈︵名︶1

一496

はちへん

一ペンニヘン三ベ

はち巻

ン四ヘン五ヘン六ペン七ヘン

トビナサイ︒

﹇鉢巻﹈︵名︶1

八ヘン九ヘン十ペン︒
はちまき

次

はつ

﹇果﹈←かれはつ・つかれはつ・

︿略﹀︑手ぬぐひ三尺引き はつ ﹇発﹈←いっぱつ

しぼり︑頭に結ぶはち巻は

九532図嚢

ひ

若し其の關所をよけて︑わき

承り申候︒

又肥料の利目も著しく︑

・ほんげつはっか

はっか﹇▽くがつはっか・ごがつはっか

村人の喜一方ならず︒

作物の護育も目立ちてよくなりて︑

十一榊8図

議育

れ︑又重き者は螢倉に入れられ候由

罰に虜せられたる者は外出を禁ぜら

十594薩囲何か不都合なる事ありて︑

た︒

といって︑其のものは重い罰を受け

道を通る様なことをすれば︑關所破

九375

わすれはつ
はちまん
﹇八幡宮﹈︵名︶1 八幡 ばつ ﹇罰﹈︵名︶2 罰
ゆ

第々々にすたれ行く︒

はちまんぐう
宮

はちまん

のはしです
あさっては八まんさまのお

はついく ﹇発育﹈︵名︶1

十二248図圃由比の濱べを右に見
て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御
社︒

八幡檬

五636国

ね︒﹂

んさまのまへ

四65園 ﹁それでは奇くるまの
とほつてみる長いはしが︑八ま

のもりです︒﹂

しげってみるのが︑八まんさま

四62園あの川むかふの木の

んさま

はちまん

松の下露⁝⁝⁝ はちまんさま ﹇八幡様﹈︵名︶4 八ま

橘中佐⁝二−−⁝−

﹇八十八﹈︹課名︺3

第二十五

八

第二十二課轟の農工業⁝

貨幣⁝⁝⁝八十

﹇八十七﹈︹課題︺2

第二十五

﹇八十四﹈︹課試︺1

第二十一課紡績⁝⁝⁝八

十目10．第二十三課
三

十一目8
十三

八十七
七

九目12

八十八
八十八

八目13

十目11

主婦の務⁝⁝
﹇八十余罪﹈︵名︶

第二十二課

1 八十鯨丈

はちにん

はちどう与ちょうせんはちどう

にして︑高さ八十齢丈と書す︒

十一769図

最も大なるは第一の爆布

はちじゅうよじょう

⁝八十八

十二﹇日9

八十八

第二十五

はちじゅうはち

十二

六目13

十二

はちじゆうに

⁝⁝八十七

十一目9

第二十五課

はちじゅうしち

⁝八十四

七目13

十四

九584図 八十歳を越えて病を知らざ

八十

はちじゅうし

﹇八十﹈︹課名︺4

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑
︿略﹀︒

はちじゅう

八

列⁝士壼目劔：：：

タチバナ

﹇八十三﹈︹課名︺

一弟二十一課

八

四目13 二十五 なすのよ一に⁝⁝
⁝八十

競馬⁝⁝⁝八十

﹇八十＝︹課名︺

六目12 第二十四 大阪⁝⁝⁝八十
ラ
七目12 第二十四 航海の話⁝一⁝⁝
︵
⁝八十
ラ
八目11 第二十三 世界の話⁝二⁝⁝
⁝八十
八十一

はちじゅういち
九目11 第二十四課

十一

十九

はちじゅうく

十九
十五

はちじゅうご

十二目8
⁝八十五
はちじゅうさん

⁝八十三

八目12 第二十四 橘中佐⁝一⁝⁝

八十三

﹇八十五﹈︹雷名︺1

七目14 第二十六 廣瀬中佐⁝⁝⁝八

﹇八 十 九 ﹈ ︹ 課 名 ︺ 1

十二目7 第二十南辻音樂⁝⁝⁝八

一

2
3

はちじつざい一はつか

442

443

ばっか

﹇幕下﹈︵名︶1

幕下

ウェンスキー中將は昨日の職圖に傷

十二94図 敵の司令長官ロジェスト
︵サ変︶1

はっきりす

はっきりと答へる子供もございまし
た︒

はっきり・する

て︑︿略﹀︒

八間鯨

我が國デ一番大キイノハ佐

﹇八間余﹈︵名︶1

十一一162

はっけんよ

迎へかたぐこ﹂に來りしなり︒

八尺五寸

はっしゃくこすん ﹇八尺五寸﹈︵名︶2

︿略﹀︑耳ノ長サガ八尺五寸︑︿略﹀︒

五145 ナラノ大ブツトイツテ︿略﹀︒

八941図 名高き金のしゃちほこは此
むね
の天守閣の棟の爾はしにあり︒高さ

世保海軍工廠ノ船渠デ︑長サ百三十

初航

四間︑渠ロノ幅十九間齢︑深サ八間

︽ーシ︾

﹇初航海﹈︵名︶1

八尺五寸︑︿略﹀︒

護信人の居所氏名を受信人

︿略﹀︑﹁何月何日初航海をすはっしんにん ﹇発信人﹈︵名︶2 甲信

八48図図

人

九3110

海

はっこうかい

饒アル︒

三393私はよるよくねむります
みて︑よく見えます︒

から︑目はいつもはっきりして

る

二

を負ひ︑幕下と共に一下逐艦に移り
﹇二十日余﹈︵名︶1

しが︑︿略﹀︒

十日あまり

はっかあまり

︽ーシ︾

るから︑何人にも乗船の望に鷹じ

ス

る︒﹂といふことを新聞紙に論告し

まりたつと︑さなぎが蝶のやうな形
氣ジカケノ機械ニテマキ上ゲ︑︿略﹀︑

獲掘シタル銅鑛ハ︑或ハ電

七328 量が繭を作ってから二十日あ はっくつ・す ﹇発掘﹈︵サ変︶1 獲掘

八角

十624図

﹇八角形﹈︵名︶1

たが︑︿略﹀︒

護信人は自己の居所氏名を

可成本字にて此虜に記すべし

八48図図

に知らせんとする時は︿略﹀

之ヲ選鑛場二送ル︒

になって︑繭を破って出て來る︒
はっかっけい
形

諸子は中央氣象塁より護

え

ぞ

﹇伐採﹈︵サ変︶i
とど

伐採
︿略﹀︑椴松・蝦夷松・
しらかば

爽信人居所氏名

電報迭達の際護信人居所氏

騙逐艦ノ名コソ更二優美

チク

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ︿略﹀︒

十一308図

ク

はっしも ﹇初霜﹈︵名︶1 初霜

もめはく略﹀

名を迭達紙の外部に表はさんとする

八48図図

居所氏名﹈︵名︶1

我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ はっしんにんきょしょしめい ﹇発信人
十ニー92図

リ流行スルモノニシテ︑︿略V︒

九911図

八九頭の犬いきほひよく数 ス 獲得す ︽ースル︾

はっけいn▽おうみはつけい

を走り行くさま︑まことにいさまし︒

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道

七629図

十463図︿略﹀︑右の第十圖の八角形 はっくとう ﹇八九頭﹈︵名︶1 八九頭 はっこう・す ﹇発行﹈︵サ変︶2 爽行

はな

﹇麦桿真田﹈︵名︶1

の角を圓くすれば︑左の第十一圖を
得︒
ばくかんさなだ

歯桿眞田

ばっさい・す

行ずる天工圖を見たることありゃ︒

いはつけん

らまつ

雨ニハ︿略﹀︑弔ヨーハ︿略V︑其ノ外

落葉松・白樺等一面に生ひ茂り︑之
を伐採せば少からぬ牧盆と相成るべ

か

十一㎜5圏國

錘を織ること行はれ︑十二三歳の

︽ーシ・ーセ︾

﹇発見﹈︵サ変︶3

産出高スコブル多ク︑︿略﹀︒

ス 嚢見す

はっけん・す

爽見

此ノ銅山ハ蛮見ノ當初ヨリ す ︽ーセ︾

嚢揮す

十611図

り︒

︽ーセ︾

はっき・す

白雲・白露・初霜・朝霜等アリ︒

ンといふ者あり︑︿略﹀︒

︹人名︺3

サ・ヤカナル細谷川ハ︑流レ下ルニ
シタガヒテ︑敷多ノ小流ヲ国財︑沼

︿略﹀利根岳ヨリ護スル

田町二至ル︒

九148図

︽ーシ・ース・ースル・ーセ︾
ト ネ ダケ

はっ・す ﹇発﹈︵サ変︶H 護ス 出す

ハッサン

ハッサン

く︑︿略﹀︒

アリ︑今ヨリ三百年前︑此ノ地ノ人

足尾銅山ハ日光山ノ西南ニ

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

九448図昔アラビヤの或町にハッサ
十六日勝商は再び山上に

組の隊商到着せしが︑其の中にはア

か＼る間に︑又向ふより一
りの父ハッサンもまじれり︒

九493図
するに︑不幸護見せられて︑遂に敵

ふるへば音を護す︒

聞けばハッサンはアリの來 九645重扇を使へば風起り︑むちを
ることの亘りにおそければ︑︿略﹀︑

始めて西半球の陸地を獲 九493図
たりや

難したるは伊太利人コロンブスにし

い

十一一737図

兵に捕へらる︒

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

十一一295図

始メテ之ヲ護見込リトイフ︒

なにをきかれても︑この

氣を附けてみて︑何を聞かれても︑

六706 ちゃんとしせいをよくして︑

口ではっきりこたへます︒

三397

はっきり ︵副︶2 はっきり

精華を獲揮せるものといふべし︒

死に就けるはく略﹀︑日本武士道の

あかほ
十二8510図 赤魚浪士が数年の苦難を 十609図

﹇発揮﹈︵サ変︶1

少女も手を空しうする者なきに至れ

むしろ

十一麗4図又妾桿眞田を編み︑花 はつけん ﹇発見﹈︵名︶1 爽見εだ

ばくかんさなだ

ばっかんさなだ

ばっか一はっす

はっすん一はってんす

444

十9810図

三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初

セ

初瀬

瀬川ニソヒテ爪先上リ戒行ケバ︑初

ハ

﹇初瀬山﹈︹地名︺1

瀬町二至ル︒

はつせやま

九667図 オルガンにて美しき音を獲
せしむるが如き︑︿略﹀︒

にひがた

しなの
十28図 日本一の長流を信濃川とす︒
ゑちこ

信濃の東南部より護し︑越後の新潟
に至りて海に入る ︒

ヲ護スルモ︑皆脳ノ命令ニヨル︒

初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音
八銭

﹁小包郵便は二百匁までは

﹇八銭﹈︵名︶1

十一2710図

其の後百年間の護達は蒸

氣国禁の上に多大なる改良を加へた
るを以て︑︿略﹀︒

みくに

皇國

る時代にありては︑︿略﹀︒

十一一9510図 智徳の最も墨型に護達せ

﹇発達﹈︵サ変︶1 嚢

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分

港ニハ船ノ出入シゲク︑停

車場ニハ汽車ノ護着タエズ︒

六821図

はっちゃく ﹇発着﹈︵名︶1 爽着

ィ︒

分業法二戸ラナイコトハポトンドナ

業ハ盆く護達シテ︑今日デハ︿略﹀︑

十︸127

達スル ︽ーシ︾

︿略﹀︑交通の利便いよ はったつ・する

商工業の護達に

く開け︑産業の護達は盆く多望に

十一3610國圃

相成候︒

十一宙3図圏

︿略﹀︑一般人民の之を助

同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力姦ゆみ
なき

十二悩5図

くるなくんば︑自治團膿の早漏なる

くうんはってん・しょうぎょうはって

はってん ﹇発展﹈︵名︶3 書展﹇▽こ

事業を起し︑若しくは青年會を組織

ん

ノ國家二封スル義務ナリ︒

圖リ︑大イニ早霜ヲ増殖スルハ商人

く略V︑海外貿易ノ二十ヲ

して︑産業の護達︑風俗の改善︑人
獲達

十二535図
︽ーシ・ース・ーセ︾

﹇発達﹈︵サ変︶6

心の作興に務むるが如きは︑︿略﹀︒

獲達す

はったつ・す

國力我に劣れる領民を見

て︑や㌧もすれば輕侮の念を以て之

フランスはく略V︒早くより 十二研4図

ざるが如きは︑︿略﹀︑陸島を傷つけ︑

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

随って國力の護展をさまたぐること

此ノアタリ︑翁忌山間ノサ
ビシキ村落ナリシガ︑鑛業ノ盛大ニ

多し︒

基づきて︑其の耳芝の幸福を進め︑

十二撹5図 ︿略﹀︑地方自治の精神に

オモムクト共二次第二護達シテ︑

又筋肉ハ之ヲ用フルニシタ

國運の護展を期するは一なり︒

す

どいつ

又力士ノ如キハ常二全身二 はってん・す ﹇発展﹈︵サ変︶1 畿展
力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

然れども近年濁取皿力の

年々著しく増加する勢なれば︑︿略V︒

盛に護展すると共に︑首府の人口も

︽ースル︾

ク護達セリ︒

︿略﹀︑今日の如く通信交

通の機關護達し︑社會の活動敏速な

十一711図

十二5910図

十786図

ガヒテ護達ス︒

十782図

ルナシ︒

︿略V︑學校・病院︒銀行等皆備ラザ

十633図

戦規・美術の護達したる國なり︒

八782図

ス

又産業組合を設け︑慈善

どんなに遠い所でも︑八鑓でよいの

﹇発送仕﹈︵四︶

︽ール︾

十一一価1図

獲達は得て望むべからず︒

﹇発送﹈︵四︶1嚢

です︒

七528圏

はっせん

アリ︑︿略V︒

十991図

十775図 く略V︑食物ヲ食フモ︑言語 山

十一悩6図く略V︑遂二二ラ諸軍ヲ率

嚢ス ル ニ 臨 ミ ︑ 表 ヲ 上 ル ︒

ヰテ北征ス︒護スルニ臨ミ︑表ヲ上
ル︒

十一秘⁝6図

言々皆忠君ノ至情ヨリ護ス︒

十ニー82図 我が國及び附近に風雨の はっそういた・す

九138囲国

置いたす ︽ーシ︾

獲送仕る

︿略﹀︑鐵道の開通せしょり︑

議達n▽ふ

﹇八達﹈←しつうはったつ

﹇発達﹈︵名︶7
八953図

きゅうはったつ

はったつ

はったつ

護送仕るべく候︒

は︑︿略﹀︑本月二十日までには必ず

九142断章次に老人向きの紺がすり

1

はっそうつかまつ・る

て護送いたし候︒

反︑本日通運便により汽船平安丸に

拝啓︑御註文の縞物三十

おそれある時は︑中央氣浄暗は全國
又一地方に荒模様ある時

暴風雨警報を獲して之を豫告す︒
十一一183図

は︑測候所は地方暴風雨警報を獲し
︿略﹀︑先頭の一腰が獲せ

て 之 を 豫 告 し ︑ ︿略V︒

十二792図
る號砲に︑人々喜びて︑手の舞ひ︑

︿略﹀︑旅館にて夜更く高

足のふむ所を知ら ず ︒
十一一993図

八寸

聲を聾して︑他人の安眠をさまたぐ
るが如きは︑︿略﹀︒

﹇八寸﹈︵名︶1

六185図 カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ

はっすん

商工業の護達著しく︑焼物・塗物・
なり︒

ミジカク︑ソノ一尺バクヂラ尺ノ八
初瀬

扇・綿縣・織物等の産出すこぶる盛

﹇初瀬﹈︹地名︺1

八958園

は今後いよいよ著しからん︒

海陸運輸の便盆く開け︑産業の護達

近年新しき港も成りたれば︑

寸ニアタル︒

はつせ

初瀬

十㎜10図圏 來て見ればこ＼も櫻の峯
﹇初瀬川﹈︹地名︺1

つゴき︑吉野初瀬の花の中宿︒
はつせがわ

445

ハットn＞シルクハット

いらい

はつめい

﹇発明﹈︵名︶3

獲明﹇▽き
ク

チク

﹇初雪﹈︵名︶1

なって︑︿略﹀︒

はつゆき

初雪

の不成功で氣をくじく様では出來上

雨中ハ︿略﹀︑雪転ハ初雪・白雪・

又分業二丁ツテーツノ仕事 はて ﹇果﹈︵名︶1 はて

吹雪︑其ノ外︿略﹀等アリ︒

十﹁H8

るものでは無い︒

十一308図 騙逐艦ノ名コソ更二優美
二363 アタルト︑モチハ白イ．ト せんきしゃのはつめい
ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ︿略﹀︒
リニナツテ︑パットトンデイキ
九314 如何なる獲明も︑一度や二度
マシタ︒

二59一 スルトカゼガブイテ︑ハ
ヒガパットタツテ︑川ムカフノ
ニバカリ掛ツテ居ルト︑︿略﹀︑其ノ

︿略﹀︒去年の今夜清涼殿の御宴に侍

︽ーシ・ーセ︾

﹇馬丁﹈︵名︶2

馬丁

コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬
丁三言付ケテ︑︿略﹀︒

八91一

ばてい

てに住む身に近くあり︒

筑紫に到りて後は︑︿略﹀︒

カレ木ノエダニカカツタカ
仕事二適スル器具ノ改良や護明ヲス

ス

馬丁ハドウナルコトカト心配

ハト

マメ
ハトバ

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑ 八921

外容ニテ西明セラレタルモノナリ︒

八404図

九812図

トオモフト︑︿略V︒

し︑︿略﹀︑其の御衣は今なほ西のは

︿略﹀︑黄色に實のつた秋の田

近年は空中飛行器の護明

諸國に起れり︒

十一294図

ルコトモアル︒

九696
の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑
むら雀のぱっと飛立つのは面白い︒

立つた︒

嚢動

タガ︑︿略﹀︒

ハト

はな

はな

はな

花

伯母上

ハトバノ右二着イテヰル汽船

﹇波止場﹈︵名︶一

︹人名︺1

十一月五日
ハナ

なのはな

ユリノハナガサキマシタ︒

黶@ココ ニハウメノ木．ガタ
クサンアリマス︒モウハナガサ

コノオカタハウメノハ

︿略﹀︑ハヒガ︿略﹀カレ木

セマセウ︒﹂

﹁ハナサカヂヂイ︑ハナサ

P囹﹁モウードハナヲサカ

二607園

ハナヲサ半田テミヨ︒﹂

カヂヂイ︑カレ勘所ハナヲサカ

二602囹

タ︒

ト︑ウツクシイハナガサキマシ

ノエダニカカツタカトオモフ

S

ナガオスキデシタカラ︑︿略V︒

二473

キハジメマシタ︒

一一

一一

︿略﹀︒

三64

コンドハイクラバヒヲ

ニサキマシタ︒

︿略﹀︑サクラノハナガ

一

ハナハサキマ

ウツクシイサクラノハナ

ノハラニハ︑アヲイクサ

ノ中二︑︿略﹀︑イロイロナハナ

三72

らがなのドリル︺

はなさく︒とりなく︒︹ひ

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

三36

セン︒

ウ ナ ウツクシイ

三28 ︿略﹀︑日本 ノサクラノヤ

ス︒

三24 アレモサクラノハナデ

メン

三13

サキマセン︒

フリカケテモ︑ハナハスコシモ

二645

セテミョ︒﹂

一一

十303 榛の木の雀は一度にぱっと飛 はつめい・す ﹇発明﹈︵サ変︶4 獲明
﹇発動﹈︵名︶1

十一一塒2図 又産業組合を設け︑慈善

はつどう

イソザキミンキ

花鑓ヲ︿略﹀︑其ノ織方ヲ

はてる﹇▽ちりはてる

十425図

護明シタルハ岡山縣ノ磯長春亀トイ

事業を起し︑若しくは青年會を組織
して︑産業の獲達︑風俗の改善︑人

様
﹇花﹈︵名︶醜

八114団

はな

ハ今荷物ヲオロシテヰル︒

六79一

はとば

く略V考案ヲ績ケ︑明治十 一3一

﹇鳩﹈︵名︶一

はと

獲明セリ︒

﹇発明﹈︵サ変︶2

シ︑國産ヲ廣メシバ大イナル功勢ト

十445図
イフベシ︒

はつめい︒する

はな

せられたが︑初の中はたゴ水をすひ

一23一

蒸器機關は二百年程前に護明 ﹇▽きくのはな・くさばな・こうばな・

︽ーシ・ーセ︾

上げる爲に用ひる位であった︒

ナヲアゲマス︒

﹁ミナサンニキクノハ
︿略﹀︑スチブンソンの呈上し

た汽車を用ひて見ようといふことに

九342

二45園

九308

明する

爽

二二ガ︿略﹀︑機械ヲ平明

一年二至リ︑ヤウヤク一種ノ機械ヲ

十433図

フ人ナリ︒

チク

初春

心の作興に務むるが如きは︑皆公共
心 の 登 動 に し て ︑ ︿略﹀︒
ク

﹇初春﹈︵名︶1

十一309図駆逐艦ノ名コソ更二優美

はつはる

ミナヅキ

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ︿略﹀︒
キサラギ
ウヅキ

︿略V︒季節ノ名ニハ初春・如月・

ヤヨヒ

彌生・卯月・水無月・長月・菊月等

アリ︒

メートル

はっぴやくメートル ︵名︶1 八百
十二421図烏帽子岳は其の西南方に
在りて︑直樫八百メートルの噴火口
を有し︑︿略﹀︒

はっぷ←めいじごねんがくせいはっぷ

S5

T9

U4

ぱっと ︵副︶4 パット ぱっと

ハットーはな

はな一はな
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ガサイテヰマス︒

三 7 4 園 ﹁ コ レカラハナヲツミ
マセウ︒

白そ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ

思ヒ︑︿略﹀︒

五524

四271 ︿略﹀︑のはらのくさやは 他ハ皆黄色デアル︒
六27 春は花︑秋はもみちで︑山の
なは大ていかれてしまひました︒

にはの藤の花が咲いて︑風が

八379図圏

︿略﹀︑北風寒きやぶかげ

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ
イチゴノ花ハボンノ様ナ形デ︑

九9一

シソノ花ノ様子クチビルノ形

ヲシタノモアリ︑︿略V︒

九95花ノ巡方モ亦ソレぐチガフ︒

又委ノホノ様ナ形ニナツテ咲

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

九101

タンポ・・ヨメナナドハ

舞へや舞へや︑花に草に︒

境内ニ肋材最モ多ク︑春ノ

春の初に降るのは一雨毎に花

併し此の雨はやがて花を散す

雨となるので︑其の時はうらめしい

九678

めである︒

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

九676 ﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

をもよほすかとうれしい︒

九675

ガリ︑︿略﹀︒

九536図黄色ノ蝶ハ菜種ノ花ニムラ

花をかざりてうるはしく︑︿略﹀︒

九511図圃西洋婦人のボンネット

ル︒

士︒﹂ノコトワザモ自ラ思ヒ出デラ

九289図 ︿略﹀︑﹁花ハ櫻木︑人ハ武

盛りニハ花ノ芳詠ナビキテ︑︿略﹀︒

九289図

蝶の遊ぶ時は今なり︒

九111図圏

たり︒

九107図圃花に宿れる蝶は今眠さめ

ル︒

小サナ花が集ツテ咲イテヰルノデア

︿略﹀ 一ツノ董ノ上二︑タクサンノ

コ・二櫻ノ花ガアル︒
︿略﹀︒
ベン
櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツテ︑ 九104

又ユリヤアヤメノ花ハ葺ノ色

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑
︿略﹀︒

九81

ガ辮トーツ色デアル︒

ルト︑カウイフエ合ニソレぐ攣ツ

︿略﹀︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ

豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰルシ︑

テヰル︒

︿略V︒

九89

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

九88

様ナ形ヲシテヰル︒

九86

︿略V︒

﹁あなたはそのお美しい花 九85

櫻も咲け

く略V︒

海草ハ大テイ花が咲カナイ︒
ひなの祭の桃の花
︿略﹀︑山々の

皆一時に紅白の
うるはしさ︒
く略V︑秋の花草多けれど︑

︿略﹀︑ホタルブクロノ花ハフ
クロノ様デアル︒

九810

ダノ形ヲシタノモアル︒

春より先に咲く花は︑距 九93 ︿略﹀︑オシロイノ花ノ翌日ク

に︑びはの花咲く年の暮︒
コリ

八607園翻

綿ノ木ハ︿略﹀︒︿略﹀︑七月

良の高ねの暮の雪︒

八634

九610

ながめは時々かはる︒

六43日本の國には春・夏・秋・冬
九610

頃二花が咲イテ︑九月カラ十月ノ初

かはるぐ色々な花がさき︑色々な

︿略V︑豆や藤ノ花ノ辮ハ不揃
デアル︒

九77

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

九76梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

︿略﹀︒

忌引實が熟シマス︒

まためをふき出して︑そのうち
鳥が鳴く︒

四293園 ︿略﹀︑枯れたあとから︑

にきれいなはなをさかせて見

うめ・も＼・さくら・ふち

けさおきて見ると︑雪が 六56圃 日本の國は花の國︒

せます︒

四638
六61圃
・あやめ︑撃つゆむすぶ秋の野の

たくさんつもって ︑ ︿ 略 V ︒ ︿ 略 ﹀ ︒

はのおちた木もみんなまつ白

水せんの花を見てゑをかいた︒

ちぐさの花もおもしろや︒

六385

になって︑はながさいたやう
です︒

花の宴︒

中にも君の千代八千代祝ふや菊の

八375図幽

花のながめの

ば︑梨・すもΣ

八358図圃

八354図醐

七771

だけでたくさんでございます︒

七219園

をしてゐます︒

合ってゐますし︑花は同じく蝶の形

七211定定は羽形で︑二枚つつ向ひ 九83 多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

る︒

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

七193

ございます︒

四665︿略﹀︑うめの花のさく 七186困花の種類は何でもよろしう 九78 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃
じぶんから︑あんなうつくしい
こゑでなきはじめます︒
四747 ︿略﹀︑花イケニハモモノ

花トヒガンザクラヲイケマシタ︒
五48翻 花がさく︑花がさく︑どこ
にさく︒

五48團 花がさく︑花がさく︑どこ
にさく︒

コ・口茶ノ木ガアリマス︒

︿略V︒十一月ゴロ白イ色ノ花ガサキ

五314

マス︒

五314花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ
イニホヒガシマス︒

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

五337 サクラノ花ノ下ニトンデヰル
思ヒ︑︿略﹀︒

五338 サクラノ花ノ下ニトンデヰル

447
はな一はなさかじじい

心地がする︒

九679 雨のはれた朝︑花の香を送つ

て︑そよくと吹く春風には︑我が
身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

設吉野山︒

まくらのもとユ右走る音︒
ふもと

花は麓より咲初めて次第

十一31図翻花ユねてよしや吉野の
よし水震

十一47図

リテクサリタル死人横タハリテ︑臭

氣鼻ヲツクが如シ︒

はち
蝶や蜂は花から花へいそが

枯木に氷結して︑水晶の花を咲かす︒
十一一204

ル所甚ダ多シ︒

尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ

八752図此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑

蝶や蜂は花から花へいそが

はち

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒
十二204

はち

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十759図肺心組・ロヨリ吸入ル・空

に山上に及び︑︿略﹀︒

十二204

九6810 恐ろしいのは二百十日頃の大

十一47図︿略﹀︑麓の花︑中の花の

花のとぼしき時は蜂合職の起ること

蝶や蜂は花から花へいそが

あらしで︑︿略﹀︑ 稻 の 花 は 散 る ︑ 一

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

︿略﹀︑麓の花︑中の花の

働蜂の︿略﹀︑力強く壮

珍しからず︒

不噺の花のかをりあり︒

四165

︿略V大きなみのししで︑

はないき ﹇鼻息﹈︵名︶1 はないき

不断の花のかをりあり︒

十一222図圃高く鼻つくいその香に︑

ハヒテ︑各之ヲ拶二報告ス︒

ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲカギ︑ロバ味ヲ味

十772憂目ハ色・形ヲ見︑耳ハ音聲

二重キ位置呼笛リ︒

其の時花の中の花粉は是等 十771図目・耳・鼻・ロバ何レモ眠
の轟に着いて︑一つの花から他の花
くわふん
其の時花の中の花粉は是等

に傳達される︒

十一一206

の轟に着いて︑一つの花から他の花
くわふん

其の時花の中の花粉は是等

に傳達される︒

十二206

の轟に着いて︑一つの花から他の花

きばをむき出して︑はないきを

に傳達される︒

あらくして︑土けむりをたてて︑

植物の花には︑同種の他の

植物の花には︑同種の他の はないけ

︿略﹀︑花イケニハモモノ

﹇花生﹈︵名︶1 花イケ

とんで來ます︒

十二206

ものがある︒

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
十一一207

花トヒガンザクラヲイケマシタ︒

四746

中にも君の千代八千代

祝ふや菊の

や・をみなへし︑秋の花草多けれど︑

八373図魍︿略﹀︑ききやう・かるか

明け行くま＼に見渡せば︑はなくさ ﹇花草﹈︵名︶1 花草

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
ものがある︒

十二795図

前面の一島草木青々として︑花開き︑
鳥さへづり︑︿略﹀︒

花の宴︒

又その鼻はよく物のにほひ み

はなごよみ ﹇花暦﹈︹課名︺2 花ごよ

二421園コレガハナデ︑コレガ

隊中にピエールといふ年のはな ﹇鼻﹈︵名︶8 ハナ 鼻
伝習三四ばかりの少年鼓手があった︒

十一5810

くわふん

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま
︿略﹀︑麓の花︑中の花の

年中の農夫の辛苦が一夜の中にむだ

る︒

なるものは外に出でて花の蜜を吸來

十一63図

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一48図

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

十一47図

十二205

ち

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

こ

になってしまふこともある︒

九788図圏 東風吹かばにほひおこせ
よ梅の花︑主なしとて春を儲るな︒

九802図圃 ﹁著長驚くなかれ︑時の

な ら

攣り回るを︒花咲く春あれば︑葉落
つる秋あり︒﹂

にほひぬと︑

九935図圏く略V︑古の 奈良の都の
八重櫻︑今日九重に

つかうまつりし 言の葉の 花は千
散らざらん︒

入りても︑食物に不足することなき

十一66図秋・冬の花の少き季節に

歳も

櫻木の 花をよそにて︑霧深き 谷

は︑一に其の勢役の結果なり︒

十122図霊園 ﹁習え元吉野の杉よ︑
間ユ立ちき︒﹂

梅色・藤色・心心︑︿略﹀︑色の名稻

十487図 花の名より取れる桃色・紅 十一84図 されば氣候不順にして︑
も亦千種萬様なり︒
花ぞ昔の香ににほひける︒

十997図圃人はいさ心も知らず︑故 十一223図圃高く鼻つくいその香に︑
里は

つゴき︑吉野初瀬の花の中宿︒

十欄10図翻 來て見ればこ＼も櫻の峯

ロデス︒

花ごよみ

花ごよみ

七622図

第十一

第十一

軍中の花が助かったので︑全軍一同

八346

八目12

︿略﹀︒將軍の愛情と勇氣によって︑

をかぎ分くるをもって︑かりに用ひ

八304図︿略﹀︑内心ハ黒ブクレニナ はなさかじじい ﹇花咲爺﹈︹型名︺6

て︑えものをさがさしむるに適す︒

吉野山の光景まのあたり見るが如し︒

又嚴冬の頃は爆水落つる
に随ひ氷結して︑︿略﹀︑水のしぶき

十一788図

に歓喜の聲をあげた︑︿略﹀︒

十一15図 全山花の雲に包まれたる

眺望いよく開けて︑満

目紹べて花なり︒

十一19図

十一21図圏 満引埴くとば一のを花

はなさかじじい一はなす
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ハナサカヂヂイ

二目9
二目10
二目1一

二50一

二544

二583

×

ハナサカヂヂイ：二

ハナサカヂヂイ⁝二

︵︶
︵

ハナシ

はなし

植付も終り︑南部にてははや稻の花
﹇話﹈︵名︶23

盛りの由に御座候︒

はなし

話﹇▽うらしまのはなし・おはなし
・おみやげばなし・こうかいのはなし

X

↓

ハナサカヂヂイ⁝三
ハナサカヂヂイ

・じまんばなし・せかいのはなし・せ
けんばなし・ぞうせんのはなし・ゆう

ニ

く

ハナサカヂヂイ ∋

ハナサカヂヂイ

ヨクノフカイオヂイサン

七422國人の話によりますと︑御主

↓

人織田様には︑近いうちに京都で馬
そろへをなさいますとのこと︒
︿略﹀明治丸の船長は︑

日その町の學校へまねかれて︑航海

七805図

船長はこつぶの水を︼口飲

の話をなしたり︒

七845図

農夫は此の話を聞いて︑﹁そ

みて︑又その話をつゴけたり︒

八222

信ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ

士吾ビ︑︿略﹀︒

理の必要これあり︑折々土合の節は

十926腐国仰の如く本村にも耕地整

其の話も出で︑．何れ熟考の上国行せ

こ＼にアラビヤ馬の達者な

んと申合せ居り淫事とて︑︿略﹀︒

十一471

座敷や庭園ヲ奇麗・ニシテ置

ことを誰明する面白い話がある︒

十一674

ク人ガ︑皇所ヲ不潔ニシテカヘリミ

一一63一

﹇花咲爺﹈︵名︶3N びんのはなし

れはめづらしい︒どうかして其の雀

話デ︑實垂心︿略﹀︑大キナ船デハ

コレハホンノ大憲ノ構造ノ

バコノハナシヲキイテ︑︿略﹀︑

八332

十ニー44

ニ494 コレ
ニハウツクシイエガ

ハイロイロ

﹇話相手﹈︵名︶1 話相

船底モ寺側モニ重奏ニスル︒

手

ある時の話に︑﹁自分は︿略﹀︑はなしあいて

九4510図 刻引は子供のことなれば︑

ハナス

いはなす・てばなしがたし・とりはな

はなす 離す ︽ーサ・ーシ・ース︾且V

はな︒す ﹇放﹈︵四・五︶5

みに一日々々と旅行をつゴけたり︒

話相手もなく︑たゴ父にあはんを樂

若い時から何十本となく大太刀・小
叔父さんのうちへ見まひに行

聞けば此の火事は材木屋の小

す

しっかにとんでいきました︒

はなしたら︑あをく光りながら︑

三373父のいふとほり︑そとへ

ごらん︒﹂といひました︒

﹁︿略﹀︒くらいところへはなして

つかまへて︑︿略V︒︿略﹀︒父は

三368園

ナ︑イトヲ︒

屋から出たので︑多分煙草のすひが
其の頃イギリスのある會社で︑

一一327圏 アレアレ︑アガル︒ハナス

九341

馬車華道をこしらへようといふ話が
あったが︑︿略﹀︒

此の話が傳はつて︑愛作は五
箇村はおろか︑近所近ぺんのほめ者

九876

みちでほたるを一びき

らが元だらうといふ話だ︒

八448

けおちたさうだ︒

二棟の土藏の中︑︸棟はとうく焼

むね

つたにいさんが露っての話に︑︿略﹀︑

八434

太刀をきたへた︒︿略﹀︒﹂といった︒

八332

話をした事もある︒

仕事をしながら︑僕に色々な

ナイノハヲカシイ話デアル︒

アトデ︑オヂイサン

三123

ナオモシロイハナシヲキカセテ

三郎のうちでは夕はん

クダサイマス︒

四301

が今すんで︑みんなあつまって︑

色色なはなしをしてゐます︒
シカタナシニ︑ヒルノ間ハ木

ノウロや穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜

五558

學校で徳川光囲の話を聞いて︑

とくがはみつくに

た︒

をつかまへて見たい︒﹂と思ひまし

カレ木ニハナヲサカ

カレ木ニハナヲサカ
ハナザカ

ヰマシタ︒

トノサマノオカヘリヲマツテ

アツテ︑

ナシガ カイテアリマスQ
カヂヂイ︑

一一601園 ﹁ハナサカヂヂイ︑ハナサ

セマセウ︒﹂

力ヂヂイ︑

二601園 ﹁ハナサカヂヂイ︑ハナサ

﹇花盛﹈︵名︶5

セマセウ︒﹂

はなざかり

花盛リ 花盛り

ハヲ
ヒ トツテ︑カレ木ニ

リ 花ざかり

ニナルト出テ空ヲトビアルクヤウニ

晩ニナルト︑花火が上ルトイ

ナゲカケマス ト︑︿略﹀︑ 一メン ニ

思った︒

となった︒

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ
スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

松を火にたくみうりのそば 十321図
で︑夜はよもやま話がはずむ︒

七118翻

ると︑耳をすまして聞いてゐました︒

六444

たゴ人がいくさのはなしをす

紙などをそまつにしてはならないと

六368

フ話デアル︒

五706

ナツタトイフハナシデス︒

十一359國国 當地にてはとくに苗の

花盛リイカニ美シカラン︒

七549図 コ・ニハ櫻ノ木多シ︒春ノ

はほが出る︑菜は花盛り︒

七95圃道をはさんで畠一面に︑萎

ゆめのうち︒

ひす鳴いた春の日の たのしい時も

五276圏二月・三月花ざかり︑うぐ

タ︒

ミゴトナ ハナザカリニナリマシ

一一617

バンノゴハンノスンダ

ハナサカヂヂイノオハ

ナサカヂヂイ

はなさかじじい

二二十二二十
十十九十十九

449
はなす一はなはだ

七741

いつはり降り︑﹁︿略﹀︑尊の野に入

んとせり︒

駆逐艦ハ︿略ワ︑敵艦二

り給ふを見て︑火を放ちて焼き奉ら
十一訓6図

今日ニチハ其ノ製造ハナハ

鯨バカラダガハナハダ大キイ︒

︽ーチ・ーツ︾﹇▽あけはなつ・きりは

八408図

三662 ウラシマハ︿略﹀︑子ドモ
なつ

話す

ハナハダ

ノ重要ナルモノノーツトナレリ︒

走ることは馬よりも早いので︑

空を飛ぶ必要はないから︑つばさは

八564

はなはだ小さい︒

ロシヤは︿略﹀︑其の領地甚

﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ

て︑暑をさくるによろしければ︑

︿略﹀︒

あいぬの数︑古は甚だ多か

りしが︑近年次第に減少して︑今は

十828図

僅かに二萬人に足らず︒

十9910図結構頗ル大二︑眺望甚ダ美

ナリ︒

だんのうら

︿略﹀︑屋島︒壇浦は源

水雷艇ハ形腔甚ダ小ナレ

故二艦髄甚ダ輕ク︑速度

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

だ切なり︒

十一343図

亦大ナリ︒

十一348図

孔明ハ嚴正ニシテ甚ダ規

ドモ︑速度騙逐艦二次ギ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

かす

古今勇士の意氣甚だ相似

西洋諸國の耕地が其の総

と口蓋に至るも亦甚だ遠からざるべ

著しく増加する勢なれば︑其の巴里

十二602図 ︿略﹀︑首府の人口も年々

に満洲の二大門戸と構せらる︒

油・豆粕の輸出甚だ盛に︑大連と共

十二575図

替口口はく略V︑豆類・豆

れば︑尚甚だ藩学なりといふべく︑

面積の二割より六割に及べるに比す

十二461図

たらずや︒

十二307図

止れり︒

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に

十日ー02図 我が軍の死傷甚だ少く︑

律ヲ重ンジタリ︒

又世界の中には︑年中夏の 十一価7図

春秋雨度ノ大祭ニハ︿略V︑

東海道ノ通路ニアタレルヲ
市街ハ甚ダサビシクナレリ︒

十251図園

︿略﹀︑或年盛ミニ之ヲ作り

ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒
十336図

此の地も亦夏甚だ涼しくし

シニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒

十752図

十一207図

八753図此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑ 十撹3図其ノ他古陵墓甚ダ多シ︒
尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ

農業・工業・商業共に盛に

ル所甚ダ多シ︒

九397図

以テ︑昔ハ人馬ノ往來甚ダ盛ナリキ︒

九3810図

ナリ︒

種々ノ墨描ハモ行ハレテ甚ダニギヤカ

九302図

知らざる國あり︒

氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

八824図

た其の一部なり︒

だ廣く︑アジヤ大陸のシベリヤもま

八787図

して︑國甚だ自晶めり︒

八765図

シ︑又敵ノ水雷艇ヲ駆逐・撃破スル

水雷艇ハ︿略﹀︑敵艦二

沈スルヲ任務トス︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

十一349図

ヲ目的トス︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

ダ盛ニシテ︑︿略﹀︑我が國輸出品中

カラソノカメラ買ツテ︑ウミ

はなす

︿略﹀︑ここにありし賊ども

九58図

︿略﹀︑﹁さらば是にて本

ヘハナシテ︑ヤリマシタ︒
十一4210図

意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離さ
﹇話﹈︵五︶5

ざりし名刀を與へて行かしめたり︒
はな・す
︽ーシ︾←おはなす

五645 おちよはよろこんで︑母には
なしますと︑︿略﹀︒

まるでちがった風をして︑かはった

七841圏 そこに居る人は私たちとは
ことばで話してゐます︒

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目

八204 ︿略V︑雀といふものはすぐふ 十一3410図 潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑
えるもので︑遊魚そう作物を荒すも

此の間に鵜を引上げて呑

的トス︒

ち︑︿略﹀︒

︿略﹀︑孔明謀ヲ以テ其ノ

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

十一808図

のだといふことを話しました︒

減って行くのだ︒﹂といって︑零丁

八259 朝ねをしてみる間に︑身代が
た事をすっかり話して聞かせました︒

マウクワク

十一価3図

將孟獲ヲ捕へ︑︿略﹀︒︿略﹀︒孔明

十一478 馬主は︿略﹀︑馬の耳に口
を寄せて︑何事か話してみるかと思

外に同化作用といって︑盛

笑ヒテ之ヲ放チ︑再ビ戦ハシメテ再
十一一221

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ
花ゾノ

ビ之ヲ捕フ︒

﹇花園﹈︵名︶1

出した︒

はなぞの

甚だ

今にのこれるは甚だ少し︒

造なれば︑古社寺等も昔のま＼にて

甚ダ

﹇甚﹈︵副︶28

は

花ノサマ

十43図書が國の建物はおほむね木
︹課名︺2

に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭素

なはだ

はなはだ

九目4第三葱花ノサマぐ
九69第三空花ノサマぐ

はなのさまざま

を養分にして酸素を放つ作用がある︒

放つ

ぐ

五354 コノ美シイ蝶ガトビマハルノ

ハナタバ

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ
﹇花束﹈︵名 ︶ 一

引立チマス︒
はなたば

ソレカラ三人デツンダ

放ツ

ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ

三93

﹇放﹈︵四・ 五 ︶ 7

ヲコシラヘマシタ︒
はな・つ

はなはだし一はなわほきいち

450

し︒

まして威力を以て強制し︑

又は之に左右せらる＼が如きは︑自

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑

十二欄10図

は伯林にして︑︿略V︑車内亦清潔に
治の精神に反すること最も甚だし︒

十二636図 電車の便の最も開けたる
して乗心地甚だ好し︒

會議事堂なりといへども︑其の規模
︽ーシク︾

︽ーイ︾

オホイタ

ソノ繋目ハ一羽ノガンバ列ヲ

モシ列ニハナレルヤウナコト

︿略﹀

おふみはいそぎ道ば

自ラ花錘敷十種ヲ織出シ︑海外二輸

六632圃

スグ列二加ルノデアル︒

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

六138

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六132

はなれる 離れる ︽ーレ・ーレル︾

様ヲ織出セル花風ハ我が國輸出品ノ
なってみるの．は︑魚をつって
一ナリ︒
みる舟です︒
十424図花錘ヲ最モ多ク産スルハ岡はな・れる ﹇離﹈︵下一︶8 ハナレル
山・廣島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ

テ︑其ノ織方ヲ嚢明シタルハ岡山縣
イソザキミンキ

明治九年頃ヨリモツパラ花

ノ磯嫡眠亀トイフ人ナリ︒

十426図

錘ノ改良二志シ︑先ヅ之ヲ織ル機械

七86図
花々シク戦ヒテ︑一族ノ人々トトモ

ノ製作二工夫ヲコラセシガ︑︿略﹀︒

しい

少しはなれたくさむらに︑やうく

たを そこかこ＼かとさがすうち︑

十434図心亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

ニ戦死ヲトゲタリ︒

正行ハソレヨリ職場二向ヒ︑

十二654図 最も人目を引くものは國 はなばな・し ﹇華華﹈︵形︶1 花々シ

甚ダシ

甚だ大ならず︑其の建築も亦新し︒
﹇甚﹈︵形︶8

︽ ー シ ・ ー シキ・ーシク︾

はなはだ・し
甚だし

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

八831図 我が日本の國の大部分は︑ はなばなし・い ﹇華華﹈︵形︶1 花々
く 暑 か ら ず ︑ ︿ 略 V︒

はな

カキハスグニフエルモノデ︑

物産ツケバ︑中々ハナレナイ︒

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ

︿略V︑五匹の馬は一散にかけ

出した︒社の森を離れるまでは︑鯨

九842

上ツタ︒人ハ皆ネドコヲハナレタ︒

八138

アル︒

リヘクツツクダケノ用ヲナスモノデ

タでハナレナイヤウニ︑岩ナリ石ナ

紡績 七773 海草ハ︿略﹀︒根モ︿略﹀︑

︽ール

しげる林ユ

離る

杖を見つけ出し︑すぐに拾って取つ

てやる︒

又翼壁眞田を編み︑花

ばくかんさなだ

出セント試ミシガ︑︿略﹀︒

七719

其のうちには花々しい戦孚

錘を織ること行はれ︑十二三歳の

九234園

もあるだらう︒其の時にはおたがひ

少女も手を空しうする空なきに至れ

むしろ

に目ざましい働をして︑我が高千穂

十一麗4図

八831図 我が日本の國の大部分は︑
艦の名をあげよう︒

り︒

十二501図魍
り︒

レ︾且Vあけはなる

﹁熱き國

り甲乙はなかった︒馬場の中程から

我︑タガヤサン︑我
空なつ

十648

四五隻のボートは母船を離れ

一騎後れ︑二騎後れ︑︿略V︒

ひとり離れて︑はるぐと

︿略﹀︑はげしく敵を砲撃

ホ

キ

キ

イチ

イチ

塙保己一

ホ

﹇塙保己＝︹氏名︺2

て︑我先にと漕いで行く︒

はなわほきいち

第七

ハナハ

ハナハ

イチ

塙保己一

ハナハ ホ キ

七目8

左の方にはなればなれに 七225 第七 塙保己一

﹇離離﹈︵名︶1

も職列を離る㌧ものあり︒
はなればなれ
ばなれ

三602

はなれ

せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く

十二67図

かしや︒﹂

五百重のしほ路︑故里の

が友ユ

生ひ立ちし

十1210盛期園

ル・

はな・る

﹇離﹈︵下二︶2

綜とまつちとは︑輸出年々増すばか

はなむしろ

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

マツリ︿略﹀︒晩ニナルト︑

ムンロ

中國筋の花錘

く暑からず︑︿略﹀︒

みる︒

花ぶさ

八416火のこが花火のやうに散って

花火が上ルトイフ話デアル︒

五705

九408図昔ヲ知レル人︑若シ奮道ノ はなび ﹇花火﹈︵名︶2 花火
今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト
ヲクラベ見バ︑世ノ轄攣ノ如何二甚
ダシキニ驚クナラン︒

﹇花房﹈︵名︶1

にはの藤の花が咲いて︑

ございません︒

たほどの大きな花ぶさは見たことが

︿略﹀︒︿略﹀︒ゑんどう﹁︿略﹀︒あな

七221園

はなぶさ

九4010図 然レドモ自然ノ轄攣宙返二
是ヨリモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ
ヤ︒

十一83図 同群中の蜂は極めて親密
に生活すれども︑他群の蜂は甚だし
く之を敵視し︑︿略﹀︒

ムシロ

十一698図 又紅裏に過ぎて︑思ふも はなむしろ ﹇花錘﹈︹課名︺2 賢聖

十418第十三課花錘

十目14第十三課金錘
はなむしろ

﹇花畠﹈︵名︶6 花錘

ムシロ

直なき事に心を漉するは︑時間を徒

花錘

ノ董ヲ染分ケテ︑ 花鳥等ノ美シキ模

ヰ
十423図 藺ハ水草ナリ︿
︒略﹀︒又此

はなむしろ

費すること甚だし︒

十二川1図 國力我に劣れる暴民を見
て︑や㌦もすれば輕侮の念を以て之
を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば
ざるが如きは︑︿略 V ︒
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はなわほきいち
塙保己一

﹇塙保己一﹈︹人名︺1

七228図シカルニ目ハ四号ズシテ︑

羽

大凶者トナリシ人アリ︑塙保己一コ
レナリ︒

﹇羽﹈︵名︶9

十一一202図

又風の方向は矢を以て示

し︑︿略﹀︒又其の強弱は矢の羽の数

ハネ上

鯉ハマコトニヰセイノヨイ魚

﹇跳上﹈︵五︶一

にて表すなり︒

︽ーッ︾

はねあが・る
ル

五172
デス︒轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル
星形

葉は羽形で︑二枚つつ向ひ

﹇羽形﹈︵名︶1

ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒
はねがた

七209園
合ってゐますし︑︿略V︒

ツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑ド

七713

ネ︾

エビノピンくハネタリ︑カ

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ
パノラマ

上野公園ニハ︿略﹀︒ソノ

︵名︶一

五351 蝶ニハ︿略﹀︑羽ノ色ニモ︑

はは

母

母﹁おもちにするのはも

﹇母﹈︹話し手口︺4

三347

母﹁サウードニノンデハ︑

母←すい

といつしょによそからかへっ
みちでほたるを一びき

てきました︒

三352

つかまへて︑母からかみをもら
日工ガ﹁早ク︑早

つてつつみました︒

アル

ウチヘカヘツテ見ルト︑

ク︒﹂トヨンダノニ︑︿略﹀︒

三547

三726

オドロキマシタ︑父モ母モシン
デシマツテ︑ジブンノウチモ
ァリマセン︑︿略﹀︒

四303母が父に﹁もうすぐお
正月ですから︑もち米をようい
しなければなりません︒﹂といひ
ますと︑︿略﹀︒

四422 母に﹁人に物をあげる
時に︑なぜのしをつけるので
すか︒﹂と問ひました︒

四425母は﹁これは昔からの
つけたのです︒︿略﹀︒﹂と答へ

しきたりで︑昔はのしあはびを
ました︒

のしをつけません︒﹂と答へまし

で︑母はせい出す

おくの

あらひ物︒

まに︑母はせい出すはりしごと︒

四716囲夜おそくまで

四748 スツカリカザツテカラ︑母
ノ所へ行ツテ︑﹁オカアサマ︑

オヒナサマヲカザリマシタカラ︑

ゴラン下サイ︒﹂トイヒマシタ︒

四754 母ハ來テ見テ︑﹁タイソウ
ヨクカザレマシタ︒マア︑ウツク

﹁おはなや︑用があるから︑

シイコト︒︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ちよつとお出で︒﹂と︑母はだいど

五191

母は流しもとで︑まないたに

ころからよびました︒

魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ

五195

ます︒

母は戸だなの方をさして︑

﹁そこにおさらがあるから︑取って

五201

おくれ︒﹂といひました︒

母は﹁ありがたう︒それから

そこに切ってあるたけのこをおなべ

五205

母は﹁ちよつとお待ち︒﹂と

の中へ入れておくれ︒﹂

いって︑︿略V︒

五214

おはなは水がめから水をくん

で︑母の手にかけました︒

五223

五634 ︿略﹀︑母は手紙をおちよにわ

た︒

四668 三郎ノ母ハ四五日マヘ
カラ風ヲヒイテネテヰマス︒

五644

は﹁あさっては學校がお休ですから︑

五645︿略V︑母にはなしますと︑母

なしますと︑︿略﹀︒

おちよはよろこんで︑母には

たしました︒

四672 三郎ハシンパイシテ︑ヒマ
サヘアレバ︑母ノソバへ來テ︑
﹁︿略﹀︒﹂トイツテタヅネマス︒

あるばんまさをははは 四702醐朝早くからみどばた

はは

母﹁お話をする通りに書けば
﹇母﹈︵名︶50

よいのです︒

五654

カヘツテワルイノデス︒︿略﹀︒﹂

四694

リマセン︒﹂

四686 母﹁イイエ︑オクスリハジ 四444 母は﹁︿略﹀︒︿略﹀︑すべて
なまぐさものをおくる時には︑
ブンデノマナケレバ︑景印モナ

ち米といふ米です︒︿略﹀︒﹂

四312

はは

他博物館・パノラマナドアリ︒

七548図

パノラマ

川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

五543園

羽ニハ美シキ色ドリアルが如シ︒

九578図 く略V︑懸章アル揚羽ノ蝶ノ へいのはは・ちぢはは

ハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒
アゲハ

羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマルトキ

九566図︿略﹀木ノ葉蝶ハ︑︿略﹀︑

︿略﹀︒

レドモ︑裏面ハ枯葉二似タルが故二︑

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シキ色ドリア

九564図沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

オキナハ

ノ方ニツキマシタ︒

カラ︑鳥ノ仲間ダ︒﹂トイツテ︑鳥

ツタノデ︑コンドハ﹁私心羽ガアル

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ ケモノが負ケサウニナ

︿略﹀︑カウモリハ︿略﹀︒

マダラナノヤサマゐ＼アリマスガ︑

白イノヤ︑キイロナノヤ︑黒イノヤ︑

ンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマス︒

五342 冠羽ヲタ・ンデ︑︿略﹀ネム は・ねる ﹇跳﹈︵下一︶一 ハネル ︽一

羽をひたしました︒

五104 鳥はだのしさうに時々來て︑

しくはありませんが︑︿略﹀︒

︿略﹀︒羽の色はあまりうつく

四661 うぐひすがないてゐます︒

はね

はなわほきいち一はは

はば一ははのてつだい
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二人とも行ってお出でなさい︒

七526図

︿略﹀︑母はなほ﹁小包郵便

は二百匁まではどんなに遠い所でも︑
八鏡でよいのです︒︿略﹀︒﹂といひ

五663 それを母に見せますと︑母は
﹁ よ く 出 來 ま し た ︒︿略﹀︒﹂といひま

きかせたり︒

母はこんな美しい大きな桃

した︒

ひて悲歎にくる﹂ならんと思ひの外︑
︿略﹀︑少しも悲しむ色を見せざりき︒
くすのきまさつら

楠木正行の母が正行を

は百鯨丈︑高さ各約十六丈あり︒

過書機ヨリ出ヅル綿花ハ

眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ

十︸853図

進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

ほ

ガ如シ︒

たかち

十二331図

戒め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の

日・露の境は幅五二飴

三十三里︑︿略﹀︒

を一文字に森林を伐りすかし︑東西

十一978㈱困

子を叱りしが如きは︑保の母と同じ
く︑忠義の爲には恩愛を忘る＼男心
くすのきまさつら

より出でたり︒

楠木正行の母が正行を

八163図

北條時頼ノ母松下暉尼︑ア

ル日時頼ヲ招待セントテ︑ス・ケタ

出でたり︒

十二飢3図

くること最も多し︒

のものなれば︑幼見は母の感化を受

男子は外に出でて不在勝

忠義の爲には恩愛を忘る﹂邑県心より

つに分れ︑左爆は幅三百饒丈︑右爆

我が國デ一番大キイノハ佐

社の森を離れるまでは︑旧り

白髪頭にて若き人と先を

母の心

母の心

母の心

︹課名︺2

二十二

母の手つ

一一十二

︹課名︺2

四697

だひ

ナイヤガラ爆布は左右二 ははのてつだい

四目10

ははのこころ

らずして突進す︒

害を顧みず︑向ふ虜何物をもは球か

が故に︑次第に行進を早め︑遂に危

き が
十二6910図 ︿略﹀︑飢餓刻々にせまる

︽ーラ︾

はばか・る ﹇揮﹈︵四︶1 は冨かる

白髪なり︒﹄

孚ふもは球かりあり︒悲しきは老の

十543図園

はばかり ﹇揮﹈︵名︶1 はゴかり

でも後れて︑︿略﹀︒

騎後れ︑二騎後れ︑つゴいて三騎ま

甲乙はなかった︒馬場の中程から一

九843

十一一332図︿略﹀︑保の母と同じく︑ ばば ﹇馬場﹈︵名︶1 馬場

十ニー62

戒め︑高千穂艦乗組水兵の母が其の

世保海軍工廠ノ船渠デ︑長サ百三十

ほ

カ・リ︑父墨田や店ニスワツテ商費

子を叱りしが如きは︑保の母と同じ

たかち

母ハ毫所デ朝飯ノシタクニ 十二332図

ノ用向ヲシラベテヰル︒

四間︑渠ロノ幅十九冬毛︑深サ八間

八139

りへもおすそ分けをいたしました︒

は︑はじめて見たと申して︑おとな

五663 それを母に見せますと︑母は 七687團
﹁ よ く 出 來 ま し た ︒︿略﹀︒﹂といひま
した︒

を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑

六828図圏 二つとや︑二人のおや御
母の愛︒

鯨アル︒

ホウデウトキヨリ

く︑忠義の爲には恩愛を忘る＼眞心

ル障子ノ破レヲツクロヒヰタリ︒

七34図 母アヤシミテ︑ソノ室ヲウ

より出でたり︒

カぐフニ︑正行ハ父ノカタミノ刀ヲ

ほうたう

﹁聞けば︑そなたは豊島
みかいゑい

﹁其の母によりて其の子
を察せよ︒﹂といへるが如く︑子供

十二913図

攻撃とやらにもかくべつの働なかり

の行儀・作同等につきては︑主婦た

孟子の幼時母は深く意を

る人の責任最も重し︒

十二963図

きとのこと︑母は如何にも残念に思
母は其の方々の顔を見る

ひ候︒

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛

九208圓圃

ルベシ︒

モ︑カ・ル母二養ハレタルニヨルナ

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサ壬午ル

八187首里頼が心正シク︑ツネニ節

抜キテ︑今ニモハラヲ切ラントス︒

デヲオサへ︑︿略﹀︑泣クくイマシ

七36図 母ハ走リョリテ︑正行ノウ
メタリ︒

ヨリ後傷父ト母トノ教ヲ守りテ︑一

七49図 正行大イニカンジテ︑コレ
日モワスル・コトナカリキ︒

七119圃 母がてぎはの大こんなます︑
これがみなかの年こしざかな︒

七182国 又母がかねぐめづらしい

九214國国

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

草花をほしいくと申して居ります
から︑おてかずでも︑これも二三種

毎に︑そなたのふがひなきことが思

其の後孟子出でて學び︑

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

く機上に在り︒

學を卒へずして臨りし時︑煮たま

十二965図

ひ出されて︑此の胸は張りさくるば

母も人間なれば︑我が子
にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九218圏圃

かりにて候︒

買って來ていたゴきたうございます︒

鏡をはらひて︑︸通の手紙を受取り

七508図母は出で重りて︑やがて六
たり︒

に死モとも︑病に死モな︒

十二318図保の母は一時に二子を失

十一779図

母は﹁︿略V︒不足の時には︑ 十一599図蟹老いたる母の願は一つ︒はば ﹇幅﹈︵名︶4 幅n▽かわはば・
た ま
軍に行かば︑からだをいとへ︒弾丸
まちはば︒みちはば・もめんはば

その不足の倍だけを受取人の方で彿

七514図

はなければならないのです︒﹂と教
へたり︒
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十1610図

リ︾

省ケル

はまきむし

︿略﹀︒

アリ︑︿略﹀︒

れる水管に波紋を生ず︒

附近敷百歩の地にありては︑器に盛

十一784図 く略V︑大地も爲にふるひ︑

白ウサ嫡男︿略﹀︑ハマベ はもん ﹇波紋﹈︵名︶1 波紋

白い砂に青い松︑どこのはま

ひ

右に見

枝ぶりすべてお

︽ームル

︽一

︿略﹀︒

たどり行く瓦焼つたひ︑

母ハ壷所デ朝飯ノシタクニ

中佐ハハヤ︑右手二一ケ所ノ

それが今は朝の急行列車で東

祖父様はいつもの通り朝

きは︑はやまつ白になってみる︒

てて︑見渡せば四方の山々のいたゴ

十279

︿略﹀木の葉も︑大方は散果

は︑はや朝顔のはちをならべて︑

起にて︑私どもの目をさまし候頃に

九436㈱団

着くことが出來る︒

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九358

ゆめも見あきつ︒

九116図立葉かげにいねし鳥ははや

︿略V︒

傷ヲ受ケタガ︑少シモヒルマズ︑

八865

ノ用向ヲシラベテヰル︒

カ・リ︑父ハハや店ニスワツテ商責

八139

はや︑かうばしくきのこにほへり︒

八89図圏

はしてみる者があります︒

けようとすると︑はや︑馬を乗りま

六463

見上げる峯の一つ松︑はま はや ﹇早﹈︵副︶18 ハヤ はや
ある日信長が夜明け前に出か

べを見ても︑美しい景色である︒

六21
六51囲

ゆ

はちまん

由比の濱べを

べはつゴく松原の

もしろや︒

十二245図圃

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御

社︒
︽ーシ︾

八636

﹇嵌﹈︵下二︶2

ミ出シマス︒

は・む

・ーメ︾

と男子に同じく︑︿略﹀︒
﹇嵌﹈︵下一︶一

ハメル

十798図女子は耳に耳輪をはむるこ

さぐ︒

に金属製の輪をはめ︑こしに小刀を

十797図あいぬの男子は︿略﹀︑耳

はむ

熟スルト︑サケテ中カラ白イ綿ガハ

綿ノ木ハ︿略﹀︒︿略﹀︒實ガ

︿略﹀︑葉巻轟の綜にて葉はみだ・す ﹇食出﹈︵五︶一 ハミ出ス

﹇葉巻虫﹈︵名︶1．葉巻轟

十一877図

をつ望り合するは裁縫の業に同じ︒

まぐり

アサリ・ハマグリナド歯質ヤ

はま

泥ノ上二居リ︑サザエ・カキナドハ
ハマベ

は・める

指ワヤエリドメナドニハメル
美シイ眞珠ハ︑コノ貝ノカラノ中ニ

七724

女や子どもも大ぜい出て︑い

ハモ

十558圏団

拝啓︑入螢後はや二箇月

ふま＼に︑はや弓を捨てて進み寄る︒

魚類ニハ︿略V︑タヒ・ボラ十509図 ﹁︿略V︒組めや手塚︒﹂とい
岩ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガ

・ハモ・コチ・キスナドノヤウニ︑

七706

﹇鮭﹈︵名︶一

アルノデアル︒

アル日ハマベへ出テ見
ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

四526

へ行って見ませう︒

三611はまべのまつの木の下はも

つしょになってひきあげます︒

へひきよせてくると︑

今にあのあみをだんだ メル︾

﹇浜辺﹈︵名︶7

岩ニツイテヰル︒

一人デ一 はまべ

ニタツテ︑ナイテヰマシタ︒

ある雪の朝︑皇后は美しき 四567

御庭の雪景色を御覧じて︑﹁︿略﹀︒﹂

五目9 第八 母の手つだひ
馬匹

五187 第八 母の手つだひ
﹇馬匹﹈︵名︶1

と仰せられしに︑御前に侍りし清少

︿略﹀︑間モナク砲揮ノ破片ガ

中佐ノコシニアタツテ︑︿略﹀︒

八883

破片

納言は︑つと立ちてみすをまき上げ

．家畜 の 飼 養 に 至 り て は ︑

省ク

﹇破片﹈︵名︶1

更に之を盛にし︑︿略﹀︑強健なる軍

ハブク

はへん

たり︒

﹇省﹈︵四︶3

﹇省﹈︵下一︶1

トヲ得テ︑産出高モ著シク増加シ︑

︿略﹀︒

はぶ・ける
分業法二依ツテ︑

べ

濱べ

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

とやま

んはまべ

三606

羽二重織の輸出品︒

はべ・り ﹇侍﹈︵ラ変︶i 侍り ︽一

なる

大せしは北陸の 福井・石川・富山

ほくろく

十二496図翻 近年やみに産額の 増

二重織

はぶたえおり ﹇羽二重織﹈︵名︶1 羽

ヲ費スコトガナイ︒

ト︑ソンナ畳敷が省ケテ︑徒二時間

十一114

︽ーケ︾

七717

三621 はまぐりのやうに二つ
スル不便ヲ省クニ至レリ︒
合ふのもありますが︑さざえ
十618図 明治二十年頃︑新式ノ機械
のやうに︑ふかいつぼのかた
ヲ用ヒシ以來︑大イニ人力ヲ省クコ
ちになってみるのもあります︒

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

九891図 く略V︑或種類ノ物品ヲ定メはまぐり ﹇蛤﹈︵名︶2 ハマグリ は

クベシ︒

・二鏡ヅツニテモ貯ヘンコトヲ心ガ

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑一門

九783図 サレバ平生ノ牧入中ヨリ成 はま﹇▽しちりがはま

︽ーキ・ーク︾

はぶ・く

供給せんこと︑實に今日の急務なり︒

用の馬匹︑滋養に富める乳・肉等を

十二466図

ばひつ

ばひつ一はや

はやい
はや

454

に相成算︒

た辞令に︑船ははや方向を轄じて︑

十646 船長の落ちついた力のこもつ
北へ向って走る︒

早くは配達が出來ず︑脳鏡も高かつ

いてふ

早くて早くて︑とても弓矢

たのです︒

四167

來ます︒早くて早くて︑とても

はや

左に高き大銀杏︑問はばや︑遠き
ハヤイ

弓矢ではいとれません︒

﹇早﹈︵形︶38

みのししはどっとたふれ

ではいとれません︒

四193

ましたが︑たふれるが早いか︑
ただつねはすぐにく略﹀木の上
へとびのきました︒

四464 とけいの長いはりとみ
じかいはりはどちらが早くま
はりますか︒

四601園ハヤク川へ行ツテ︑シ

ホケノナイ水デカラダヲア
ラツテ︑ガマノホヲシイテ︑ソ

五467囹

又ドンナ流ノ早イ川デモ︑オ
﹁早くこっちへ來たまへ︒

ヨイデノボリマスQ

五175

ラ︑早クナホリマセウ︒﹂

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

ゑをさがして︑すぐ三ってしまふと

次の朝農夫はいつになく早く

いふことだ︒﹂

八226

其の後は毎朝必ず早く起きて︑

と︑屋敷のまはりを見まはって︑

起きて︑若しや白茅が居はしまいか

︿略V︒

八262

︿略﹀︑自分はどうかして白雀を二つ

父﹁東京のをぢさんから火

けようと︑たつねまはりました︒

巡見まひの電報が來た︒﹂一郎﹁どう

八455園

してそんなに早く伯父さんに分つた

走ることは馬よりも早いので︑

見物人一同は其の早いのと其

馬は馬子が引いて︑ゆるく

かごも人の肩でかいて︑休み

冬の雨の日は︑短い日がなほ

更早く暗くなる︒

九705

又そんなに樂でも無かった︒

く行くのだから︑早くもないし︑

九3710

歩むのだから︑早いことはない︒

九378

の勢のすさまじいのに驚いた︒

九351

はなはだ小さい︒

空を飛ぶ必要はないから︑つばさは

八563

に早く返事を上げよう︒

四692 ﹁ソンナニ少シヅツノマ のでせう︒﹂
ナイデ︑モツトタクサンノンダ
八462園 伯父さんが御安心なさる様

ノ上ニコロガレ︒﹂

八219園 ︿略﹀︑毎朝早くすを出て︑

世々の跡︒

︽ーイ・ーウ︒ーカッ・

ハヤクカヘラナイト︑オカ
マイアサハヤ

ミナサン︑ハヤクオカク

ハヤカ

オリルトキニハ︑オチル

三248うまは牛よりよわいけれ

ヤウニハヤクオリテキマス︒

三187

ツタノデス︒

リ︑ケルコトガマコトニ

三15ーケハヤハソノナノトホ

レナサイ︒﹂

一一225園

クメヲサマシマス︒

ニー2 ワタシクハ

アサンガシンパイシマス︒

一503

ーク︾﹇▽てばやい

い 早イ 早い

はや・い

十684図船艦二つにくだけて︑一半
ははや大波にさらはれたり︒
みまさか

十一155図 さらば美作の杉坂に待ち
ゐんのしやう

奉らんとて︑︿略﹀杉坂に着きたり

しに︑主上はや院庄に入らせ給ひ
ぬと申す︒

植付も終り︑南部にてははや稻の花

十一359囲團 當地にてはとくに苗の
盛りの由に御座候 ︒

十一572 將軍は上衣をぬぎすてて︑
︿略﹀︑方々を尋ねて︑やう

はや谷へ下りようとする︒
十一586

くさがし當てたが︑少年ははや息
います︒

﹁ハヤクオサラヒヲナサ

ども︑はしることがはやうござ

十一棚6魑国 住めば都とやら︑此の

三543園

も絶え絶えである ︒

極北の寒地も今ははや生れ故郷の如
き心持に相成候︒

イ︒﹂

ク︒﹂トヨンダノニ︑︿略﹀︑スグ

て行くのは︑︿略V︒

アル日母ガ﹁早ク︑早 六34 早い流をいかだの下って行く

が嵩々として冥慮彼虜にかゴやいて

ニハキマセンデシタ︒

十二8410 日ははや没して︑燈火の光 三548園
みるとは︑今の今まで誰一人も貼附

ようとして︑﹁誰も居らぬか︒﹂とよ

かなかった︒

びますと︑︿略V︒

三548圏アル日母ガ﹁早ク︑早 六465 又ある朝早く信長がかりに出
ク︒﹂トヨンダノニ︑︿略﹀︑スグ

﹇速﹈←けはや

あって︑︿略﹀︑これは今日のやうに

匹の馬は一散にかけ出した︒

七535圏昔はひきゃくといふものが 九841 三番太鼓が鳴るが早いか︑五

ル︒

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

バクリノオチル 六775 大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

はや

コノゴロ

ニハキマセンデシタ︒

ジブンデ︑毎アサ早クオキテ︑

四125

行ツテ見ルノガタノシミデス︒

十﹁157図 高徳せめても此の所存を

ばや ︵終助︶2 ばや
上聞に達せばやとて︑︿略﹀︑大いな

四167

︿略﹀︑土けむりをたてて︑とんで

︿略﹀大きなみのししで︑

る櫻の木の幹をけづりて︑大文字に
上るや石のきざえ．しの︑

詩の句を書きつけたり︒
十二251図幽

455
はやがね一はやし

十866 豚は︿略﹀︒しかも其の成長
が極めて早い︒

生ひ立ちし

床柱なげきて語る︑

﹁熱き國

しげる林ユ

我︑タガヤサン︑︿略﹀︒﹂

かさぎ

士あり︑主上尚笠置におはしませし

あさっては八まんさまのお 十一1310図 ︿略﹀見島高徳といふ武 十128図幽囹
時︑早くも義兵を墨げしが︑︿略﹀︒

五637囲

まつりですから︑朝早くからあそび

山野

黄に紅に林をかざってみた木

そ

の葉も︑大方は散果てて︑︿略﹀︒

十278

にいらっしゃい︒

川上にかゴり火の明り先

八263

其の後は毎朝必ず早く起きて︑ 十一801図

スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

十一107 又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ

下男や下女は早くから畑へ出して働

き

又森林は全國の

択訊望

たほはぬ虜なく︑殊に名高き木曾・

十二484図圃

樺太・塁湾太古より

からふと

吉野

﹇蔭子﹈8ごにんばやし

の入らぬ林あり︒

はやし

モシ病毒カ・リテ早ク死

十一一棚7図他事に行きて︑︿略V︑道 はや・し ﹇早﹈︵形︶16 早シ 早し

も戦列を離る＼ものあり︒

せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く

十一一66図

來る︒

ル︒

﹁トンテンカン︑トンテンカ

聞く内に︑舟は早くも目前にせまり

八316
ン︒﹂と︑毎朝早くから弟子を相手

鎌足早クヨリ其ノ人トナリ

につちを打つ音が聞える︒

八504図

︿略﹀︑はげしく敵を砲撃

かせ︑︿略﹀︒

十一581園 大砲のつなをく＼りつけ
て︑早く自分を谷へ下せ︒

十一581園 早くしないと︑ピエール
が死んでしまふ︒﹂

十一佃5 チョンガーの間は人に侮ら

ヲシタヒ奉り︑大事ヲ成ス直川此ノ

︽ーク︾

れるから︑成るべく早く冠禮を行ふ︒

行く人の容儀等を見れば︑未だ其の

早がね

皇子ライタずキ奉ルヨリ他二道ナシ

﹇早鐘﹈︵名︶1

七69図園

はやがね

國情を詳にせず︑其の國人と一語を

い

すゴ

八45図五十鈴川は流早くして︑水

シ︒

リ︑父ノタ些些ハ不孝ノ子トナルベ

ナバ︑君ノ御書メニハ不忠ノ臣トナ

ト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル折ヲ得

交へずして︑早くも其の國民の品格

九738囲国 然るところ翌朝三時頃急
ザリキ︒

﹇林﹈︵名︶9

の知らる＼ものなり︒

八782図

フランスは︿略﹀︒早くより

に水音はげしく相成り︑︿略﹀︑隣村

はやし

︿略﹀︑一日も早く御用御

清らかなり︒

九賦2圓團

早く寝ねて早く置くべし︒

すましの上︑下露りの程御待ち申上

候︒

九606図

にあらず︒

人多き都會に住む者は︑

︿略﹀︑なほ病にか＼らば︑是我が罪

九619図 ︿略﹀︑早く寝ね︑早く起き︑

にあらず︒

︿略∀︑なほ病にか＼らば︑是我が罪

九619図 ︿略﹀︑早く寝ね︑早く起き︑

公園等を散歩すべし︒

︿略﹀︑又朝早く起きて︑木立しげき

九611図

鹿ハ輕イ足デズンくニゲテ︑ 九606図 早く寝ねて早く古くべし︒
高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ
以テムカヘタ︒

九119図魍緑色そふ林は
き庭ぞ︒

汝が干し

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

八861

林ノヤウニ見エル︒

シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ

六774

林ノ中ヘカケコミマシタ︒

五734

クヤウニ見エマス︒

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

五423マドカラ外ヲ見テヰルト︑山

ノ林ガアリマス︒

四123ウラノ山ニバクリノ木

名古屋は︿略﹀︒四通八達 し

工藝・美術の爽達したる國なり︒

八952図

の要路にあたれるを以て︑早くより
東海道一の大都會なりしが︑︿略﹀︒

ロシヤにて早くより開

林﹇▽くりばや

にて早がねを打出し候︒驚きて飛出

早川

し侯へば︑川上の堤防切れ︑隣村は
﹇早川﹈︹地名︺2

大 半 水 中 に あ り ︑ ︿略﹀︒

はやかわ

以北に候︒

今尚盆く盛なり︒

十二449図

養畜も亦早くより開けて︑

拓に力を用ひたるは主として五十度

十一欄9圓團

内へつめかけた︒

たゴしい見物人が朝早くから宮の境

九423播く略V水ノタマリタルモノ 九827 ︿略﹀︑祭の當日には︑おび

九40図 早川

ハヤク

早ク

ハ盧ノ湖ニシテ︑湖水ノアフレテ流
﹇早﹈︵名︶ 1 2

ル・モノハ即チ早川ナリ︒
はやく

早く

三116 オトウサンヤニイサンハ
マイアサハヤクカラタンボヘ
イキマス︒

も

七46図園

ハ早クモワスレタルカ︒

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

ミヅカラ御コトバヲウケ

今日は早くから學校へ はやくも ﹇早﹈︵副︶5 早クモ 早く

行って︑みんなで雪なげをしま

四645
せう︒

四 6 9 8 肝 管 早くからみどばた
で︑母はせい出す あらひ物︒

はやしかくりょう一はらばう

456

早くく︒﹂とせき立つ︒

十696図圏 早く船を出して救はん︒

早くく︒﹂とせき立つ︒

ハヤ

テ

ノ

春風．・朝風・疾風・松風・追風・野
分等アリ︒

ワキ

はやる

﹇早業﹈︵名︶1

早業

︽一

﹇原﹈←あまのはら・こまつばら

・すなはら・すなはらつづき・のはら

はら

・まつばら

オヂイサンハタイヘンニ

のぼりついたじぶんには足も

フ 梯ふ

︽ーッ・ーハ・ ヒ・ーフ・一

はら・う ﹇払﹈︵四・五︶9 はらふ 彿

母は出で選りて︑やがて六

へ︾﹇▽おいはらう・きりはらう・なぎ

はらいたまう

﹁これにはちやんと三銭の

鑓をはらひて︑一通の手紙を受取り

七508図

たり︒

切手がはってあるのに︑なぜまたお

七513闘

あしを沸ふのですか︒﹂

不足の時には︑その不足の

からは静かに後の戸をしめた︒

先づ着物のほこりを排ひ︑はいって

十352園 ﹁あれが此の室にはいる前︑

してみる︒

きを立てた様に高く雲をはらはうと

木枯に吹きさらされて︑︿略﹀︒．はう

ノ身ヲ梯ヘリ︒
いてふ
十283 ︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

一獲ノ砲丸ハタチマチ中佐

倍だけを受取人の方で梯はなければ

此ノ時中佐島スデニ第二揮ヲ

腹ノ中ニハ胃ト腸トアリ︒

七926図

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

工驚キ︑アツト聲立テテニ

ならないのです︒﹂

︿略﹀︒

十755図
テ︑︿略﹀︒

十763図

身髄ノ中部ハ胸ト腹トニシ

右手二︑第三揮ヲ腹二受ケテ居タガ︑

八881

ガラ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフ︒

ゲ出セバ︑川成腹ヲカ・ヘテ笑ヒナ

八305図

ス︒

七36図く略V︑正行酒壷ノカタミノ 七522囹

すきました︒

だいぶくたびれて︑はらもすっかり

六106

シテシマヒマシタ︒

ハラヲタテテ︑ソノ犬ヲコロ

二54一

田村麻呂は︿略﹀︑眼の光 はら ﹇腹﹈︵名︶9 バラ はら 腹

の如くこはく︑︿略﹀︒

ははやぶさの如く鋭く︑ひげは針金

九632図

十697図圏早く船を出して救はん︒ はやぶさ ﹇隼﹈︵名︶1 はやぶさ
十697図圏 早く船を出して救はん︒
早くく︒﹂とせき立つ︒

メ︾

追手が接近すれば速力を速

速める

害を顧みず︑向ふ慮何物をもはゴか

が故に︑次第に行進を早め︑遂に危

十二6910図

き が
︿略﹀︑飢餓刻々にせまる

十738図道後に次ぎて早く世に知ら はや・む ﹇早﹈︵下二︶1 早む ︽一
れたるは有馬の温 泉 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
くはしほこ

構へし其の名君書評︒

千足の國の名に負ひて︑禮儀は早く

ちたる

十一冊9図趙 武勇のほまれ細父
唐人も
らずして突進す︒

はや・める

十ニー91図又︼地方に荒模檬ある時
は︑︿略﹀︒︿略﹀︒︿略﹀︑印画海中の

十一484

︽ーメ︾

﹇早﹈︵下一︶1

船は早く港に入りて難を避くること

リ︾

はやわざ

正の軍人にあらず︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

十二堰10図血氣にはやりて︑粗暴の

﹇逸﹈︵四︶1

め︑後れ﹂ば脚のきざみを短くする︒

を得るなり︒

くわくりやう

はや・る

十二441図 我が國は氣候温に︑地味
肥え︑極めて耕種に適し︑米・変の
栽培は最も早く開けたり︒

じゅしや

﹇林学梁﹈︹人名︺1

けたる國にして︑︿略﹀︒

十二641國 英國は國會の最も早く開

くわくりやう

はやしかくりょう

林鶴梁

テル︾

ハ

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

ハユ

︽ーエ︾

又写ノ舌ニハ内方二尉ツテ

﹇生﹈︵下二︶一

はさばきよりも一眠の見物なり︒
は・ゆ

八745図

リ︒

﹇薔薇﹈︵名︶一

バラ

ギザくノ深イノニナルト︑

デアル︒

ヰル︒パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

一枚ノ葉が数枚ノ小サイ葉二分レテ

十66

ばら

刀を取直して腹かき切らんとす︒

心の中を打明けて︑上略V︒﹂とて︑

十﹁457図

︿略﹀︑熊王年來包みたる

し︒

十一492圏

︽ーヒ︾

はらば・う ﹇腹這﹈︵四︶一 ハラバフ

出でて︑川風たもとを梯ふも快し︒

金を三っても惜しくはない︒﹂
きんくわ
十一834図 ︿略﹀︑半月金華山の上に

﹁あれ程の名馬はいくら

でしより︑天が下にはかくれがも5︑

梯はせて︑さして行く笠置の山を出

十二883図 事幕末の儒者面罵梁の 十一819図 くはへたる魚をふりかへ 十765図此ノ外腹ニハ種々ノ内臓ア 十892図葉 君は御袖に降りか＼る露
ひ

︽

﹇唯 立 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 一

作れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

ヤシタテル

はやした・てる

五704 見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ

︽ーエ︾

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑骨
テ

すまぬ空ののどけさよ︒

八602図嚢粟津の松の色はえて︑か

はゆ

ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音
ハヤ

疾風

あはつ

二附キタル肉ヲ食取ルニ便ナリ︒
チク

は・ゆ ﹇映﹈︵下二︶1

ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒
ク

﹇疾風﹈︵名︶1

十一307図駆逐艦ノ名コソ更二優美

はやて

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・

457
はらわた一はりさく

はらわた

腸

モリシガ︑ヤガテハラバヒテ膀ノ下

十255図 韓信シバシ其ノ面ヲウチマ

﹇腸﹈︵名︶2

ヲクグル︒

はらわた
秋思の詩篇ひとりはらわたをたつ︒

九816図圃 去年の今夜清涼に侍す︒

にかはが出品︑血や腸は肥料になる︒

十848 又皮・骨・ひづめなどからは

はり﹇針﹈︵名︶10バリはり針

エン

す︒

葉ノ形ニハ卵形ト楕地形が最 はりあ・げる ﹇張上﹈︵下一︶1 はり

ダ

イくノ仕事ニカ・ル︒

十58
六757

上げる

はり

むなぎ

︿略﹀︒

パ．リー

り︒

︹地名︺8

ばり
パリー 巴里

巴
フランスは︿略﹀︒首府をパ

ばり

べるりん

壮麗なる馬車・自動車の

﹇筆墨﹈︵下二︶一

ハリ終

フ

︽1へ︾

手ヲ買ヒテ毫紙ニハリツケ︑全部バ

九772図 ︿略﹀︑其ノ金鏡ニテ郵便切

張りカ

リ終ヘタル時︑之ヲ郵便局二差出シ

テ︑郵便貯金トスルナリ︒

はりか・う ﹇張替﹈︵下二︶1

八181図園 ︿略﹀︑ス・ケタル障子ノ

フ ︽一へ︾

﹁我モ後立ハコトぐク張りカヘン

破レヲツクロヒヰタリ︒︿略﹀︒︿略﹀︑

ト思ヘドモ︑︿略﹀︒﹂

銅ハ︿略V︒ソレデゼニニ

田村麻呂はく略V︑ひげは

かりにて候︒

コレニハ細小ノ針金ニテ

ひ出されて︑此の胸は張りさくるば

毎に︑そなたのふがひなきことが思

巴里にもルーブル博物館 九216國圏母は其の方々の顔を見る

く ︽ークル︾

はりさ・く ﹇張裂﹈︵下二︶1 張りさ

綿ヲ引延シナガラ細カキ雑物ヲ去ル︒

作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑笹

十一849図

人にて︑︿略﹀︒

針金の如くこはく︑力あくまで強き

九632図

トモ出世マス︒

ナルヨトモ出來レバ︑針金ニナルコ

六262園

針金

カへ給へ︒切張ハマダラニナリテ見

八π5圏﹁サラバコトぐク張り

張りカへ給フ ︽1へ︾

倫敦・巴里・伯林を欧羅 はりかえたま・う ﹇張替給﹈︵四︶1
倫敦にはテームス河︑巴
里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二593図

巴の三大都とす︒

十二592図

うんどん

り一といひ︑世界中最も美しき都な

八783図

里

一人の年取つた男がこゑをは

︽ーゲ︾

モ多イガ︑鏡ノ檬二部イノモアリ︑

はり

ひとり

片時

あはれ我︑梁や棟木や
角柱

り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑

針ノ檬二細長イノモアル︒

働蜂の武器は艦の後方に

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

十一86図

パリ

﹇張﹈﹇▽きりばり・にじゅうばり

禦にも常に之を用ふ︒
はり

︒ゆみはり

けた

休む間なし︒﹂と

桁どもを
つぶやく︒

も

いつもせおひて

十135植園園

二203 ワタクシノキモノニハ︑ はり ﹇梁﹈︵名︶6 バリ 梁 梁 梁
六75図 四 バリ
ホソイハリガ ︸パイハエテヰ
マス︒

四463 とけいの長いはりとみ
じかいはりはどちらが早くま
はりますか︒

伯林は二百萬を算す︒
肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑十二602図

ちユ 家え崩れん︒﹂

十一一1310

盛に獲下すると共に︑首府の人口も

るべし︒

十二608図
聞ゆ︒

はりお・う

少からず︒

・凱旋門を始め︑世に聞えたる建物

がいせん

十二645図

其の往來織るが如く︑︿略﹀︒

多きは巴里を第一とし︑市中到る慮

十二632図

巴里の市街は肚麗を以て

巴里と同数に至るも蝕甚だ遠からざ

外側削板ヲ張り︑梁ノ上二百ヲ造ツ
肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑

年々著しく増加する勢なれば︑其の
十島ー41

テ甲板トスル︒

どいつ
然れども近年猫逸士力の

四463 とけいの長いはりとみ 十145図圏園 梁・棟木 つか・ぬき
苦シ︒﹂
河ありて各其の市街を貫流す︒
じかいはりはどちらが早くま
十二599図 巴里の人口は二百八十萬︑はりがね ﹇針金︺︵名︶3
・柱何一つ取外すとも︑たちま
はりますか︒

四466とけいがなる時には︑長
いはりはどこにありますか︒
四472 皆さんがあさおきる時
には︑みじかいはりがどの字

外側二板ヲ張り︑梁ノ上二床ヲ造ツ
テ甲板トスル︒

︿略﹀︑實際ハ龍骨ニモ︑肋

材ニモ︑梁ニモ︑外皮板ニモソレ

十ニー46

はり上

船長はかくいひ終へて︑一

﹇張上﹈︵下二︶1

ぐ附属具ガアリ︑︿略﹀︒
はりあ・ぐ

皆さんがよるねる時に

の所にありますか︒

四475

は︑みじかいはりがどの字の
所にありますか︒
イ物カラ︑︿略﹀大キナ物マデ︑皆

六274園 ソノ他釘や針ノヤウナ小サ

七874図

ぐ

︽ーゲ︾

鐵ガナケレバ︑コシラヘルコトが出

ひに一ついっておきたい事がありま

段と聲をはり上げて︑﹁さておしま

來マセン︒

︿略﹀︑カヂ屋ハッチ︑仕立屋

ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ

八146

はりしごと一はる

458

はりしごと ﹇針仕事﹈︵名︶1 はりし
ごと

︽ーケ︾

﹇張付﹈︵下二︶一

ハリツ

四717韻 夜おそくまで おくの
まに︑母はせい出す はりしご
と︒

ク

はりつ・く

ためをふき出して︑そのうち

春が來た︑春が來た︑どこ

にきれいなはなをさかせて見
せます︒

五45韻
に來た︒

に來た︒

五45圃春が來た︑春が來た︑どこ

たのしい時も

二月・三月花ざかり︑うぐ

ひす鳴いた春の日の

九772図 ︿略﹀︑其ノ言託ニテ郵便切 五277圏
手ヲ買ヒテ皇紙ニハリツケ︑全部バ

春は花︑秋はもみちで︑山の

一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四

良の古同ねの暮の雪︒

ロリ

北半球にて百花咲きみだれ

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑南半球に

八814図

てはく略﹀秋の時候なり︒

靖國神社ノ春ノ大祭ハアタ

カモ此ノ日二始ル︒

九278図

十二839

︿略﹀妙音は︑忽ち人の心

柳櫻の

春にほふ

錦

又忽ち落葉散敷く秋のさびしさに沈

を百花漏開ののどかな春によはせ︑

ませる︒

を恭︑へて︑野も山も︒

十二佃6図圏

ッ・ ラ︒ーリ︒ール・

かぜふく小えだにす

かぜふく小えだにす

かぜふく小えだにす

︿略﹀︑きれても︑きれて

も︑またはるほどに︑とうとう

三524韻

きれてははり︑︿略﹀︒

をはる小ぐも︑はってはきれ︑

三522圃

きれてははり︑︿略﹀︒

をはる小ぐも︑はってはきれ︑

三521囲

きれてははり︑︿略﹀︒

をはる小ぐも︑はってはきれ︑

三518圏

ーレ︾且Vひっぱる

張ル 張る ︽

九288図境内ニハ櫻最モ多ク︑春ノ は・る ﹇張﹈︵四・五︶23 ハル はる
春の雨はしめやかに降って︑

盛りニハ花ノ雲タナビキテ︑︿略﹀︒

九674

春の初に降るのは一雨毎に花

のきの玉水の音も静かに聞える︒

東風吹かばにほひおこせ

ち

をもよほすかとうれしい︒
こ

九789図圏

﹁曹長驚くなかれ︑時の

よ梅の花︑主なしとて春を忘るな︒

九802図圏

愛り登るを︒花咲く春あれば︑葉落
問は

かをる

聞え上げた

︿略﹀︑うぐひすの

つる秋あり︒﹂

九921図圃

雲ゐまで

言の葉は︑幾代の春か

ば如何にと
る

るが如く︑夏は山海皆緑にして目賢

小えだにすをはった︒

も︑またはるほどに︑とうとう

らん︒
小えだにすをはった︒
十一188図春は島山霞に包まれて眠 三527圃 ︿略﹀︑きれても︑きれて

むるばかりあざやかなり︒

又燕の翼長りて秋去り︑
又燕の春論りて秋去り︑

再び山谷に入る︒

水を尋ねて低地に下り︑春を待ちて

めるかもしかの一種は︑冬日く略V︑

ス︒

ノタクサンノ障子ハ皆僕ラノ仲間デ

七471園 ︿略﹀︑日本紙ハ﹁︿略﹀︑コ

つてみた︒

十二684図東南シベリヤの高地に住 六373 朝おきて見ると︑池に氷がは

雁の秋気りて春去るが如く︑︿略V︒

がん

十二675図

つばめ

雁の秋昇りて春去るが如く︑︿略V︒

がん

十二675図

つばめ

六72図春肥ア噂話カク︑夏ハ暑シ︒
かはいらしいのは︑あの春の野に咲
くれんげ草でございませう︒﹂

慧をかふのは春と夏と秋の三

コ・ニハ櫻ノ木多シ︒春ノ

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

七341
ある︒

七549図

春より先に咲く花は︑地

花盛リイカニ美シカラン︒

八607図醐

三562 ザシキノウチニイクスヂ
モツナヲハツテ︑ウチヂユウ
ノ人ノキモノガホシテアリマ

七223纒私どもの親類で︑小さくて

ハ春ナリ︒

三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ

季二分ツ︒

六67図

鳥が鳴く︒

かはるぐ色々な花がさき︑色々な

六41 日本の國には春・夏・秋・冬

ながめは時々かはる︒

六27

スグ又質シイノガハエテ︑︿略﹀︒

毎年春陽ナルトオチルガ︑オチルト

五715囹﹁ジブンノ角ハ︿略﹀︒︿略﹀︒ 九675

ゆめのうち︒

はり

リ終ヘタル時︑之ヲ郵便局二差出シ
﹇張付﹈︵下一︶1

テ︑郵便貯金トスルナリ︒

︽ーケ︾

はりつ・ける
つける

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

十215 それは版下を堅い木にはりつ

︿略﹀︒

はりま
はりま ﹇播磨﹈︹地名︺2 播磨 播磨
はりま
十一149図 さらばとて備前と播磨と

の境なる舟坂山にかくれ︑今かく
と待ち奉れり︒

の今宿といふ所より山陰道へか＼

いまじゅく

十一152図 ︿略﹀︑警固の武士︑播磨 六71図
りて遷幸をなし奉るといふ︒

はる ﹇春﹈︵名︶30 ハル はる 春
←はつはる

三34 ハルノアタタカイ日二︑
マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

四287圏土の中で︑しっかにら
い年のはるをまってみるの
です︒

はるになって︑だんだ

んあたたかになると︑︿略﹀︑ま

四288囹

459
はる一はれ

ハツテアルデハナイカ︒

七512園 ﹁これにはちやんと三銭の
切手がはってあるのに︑なぜまたお
あしを彿ふのです か ◎ ﹂

に當りて︑はるかに敷條の黒煙を見

春が來た

き 我が皇室の大みいつ︒

はるご ﹇春蚕﹈︵名︶2 はるご 春ご

る︒

騒をかふのは春と夏と秋の三

むをとめ︑日ましくにはるこも太

テームスとセーヌとはス 七99圏 ︿略﹀︑あちらこちらに桑つ

を本として︑次第に細き綜をかけ︑

く︑︿略﹀︒

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣

十二595図

る︒

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑

終に完全なる網を造る︒
十ニー41

外側二板ヲ張り︑梁ノ上二丁ヲ造ツ
テ甲板トスル︒

さく

第二

ク

騙逐艦ノ名コソ更二優美

チク

﹇春雨﹈︵名︶1 春雨

等アリ︒

立・村雨︑雪消ハ︿略﹀︑其ノ外︿略﹀

ナレ︒︿略﹀︒雨性ハ春雨・時雨・夕

十一307図

はるさめ

ある︒

度で︑春ご・夏ご・秋ごといふ名が

十時頃はるかに一嵩の燈 七341

火をみとめしが︑朝の二時頃﹁陸﹂

︿略﹀︑柵を城外に廻らし︑ 十一一7810図

縄を城下の河中に張りて︑城兵のひ

なは

十一一2610図

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒
そかに逃れ出つるを防ぐ︒
ほうでう
︿略﹀︑北條早雲が小田原 はるがきた ︹課名︺2 春が來た

五目3

十一一811図

城に接りて︑次第に其の権力を四隣

春が來た
春霞

ハルナ

セ︑赤城・榛名ノ草山ノ間ヲ流レ︑

アカギ

九151図解ヨリ南流シテ吾妻川ヲ合

ハル ナ
はるな ﹇榛名﹈︹地名︺1 榛名
アガツマ

︿略﹀︑輕く浮立つた調子に︑

﹇春霞﹈︵名︶1

吹くや春風たもとも輕く︑︿略﹀︒

七97圏

榛名山

あり︒

十748図 伊香保も亦古くより知られ
はるな
たる温泉にして︑榛名山のふもとに

汝がた 九17図 榛名山

山

はるかぜ ﹇春風﹈︵名︶4 春風
前橋市ノ西ヲ過グ︒
はるな
眠る蝶々︑とび立つひばり︑ はるなさん ﹇榛名山﹈︹地名︺2 榛名

になる︒

の彼方へ連れて行かれるやうな心持

野越え︑山越え︑ふわりくと春霞

十一一837

はるがすみ

第二
早る

五44

はる

に張らんとせる頃なりき︒
﹇晴﹈︵下二︶3

雨は夜中にはれて︑今日は
晴れたる大空には無憂の星

明くれば二十八日︑天よ

く晴れて海波静かなり︒

十二79図

かゴやけり︒

九484図

うら＼かなる天氣なり︒

八41図

︽ーレ︾

は・る

七516囹 ﹁手紙は︿略﹀︑四匁より少

しでも重いと︑その倍の六鏡だけ切
手をはらなければなりません︒

に︑差出人が三銭しかはっておきま

七518園 この手紙は四匁より重いの
せん︒

七536園 今では切手をはって出しさ
へすれば︑どんな遠い所へもとどき
︿略﹀︑オボツカナキ手ツキ

ますから︑大そう 便 利 で す ︒ ﹂

八173図
ニテ︑破レタル所ヲ一間ヅツ張レリ︒

ノ 上 二 紙 ヲ 張 り テ 造り︑︿略﹀︒

八396図 箱ハウスキ木片ヲ折り︑其
九459図 日暮るれば︑一同テントを
張りて夜を過す︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

駆逐艦ノ名コソ更二優美 十131図書園 ﹁︿略﹀︑我が友ユ ひ

チク

賜の御衣をさ＼げて︑はるかに東方

ク

ノ

とり離れて︑はるぐと吾重の
ハヤテ

十二月十日

金曜

火曜

晴

晴

れ

十二月十二日

晴﹇▽にっぽんば

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・

はるけし

六358

十二月十五日

晴

六372

日曜

六383

﹇晴H︵名︶7

しほ路︑故里の 空なつかしや︒﹂
ワキ

﹇遙﹈︵形︶1

分等アリ︒

はるけ・し
︽ーキ︾

神代はるけき昔より
君臣分は定まりて︑萬世一系動きな

十一備4図面

はれ

春風・朝風・疾風・松風・追風・野

十一307図

身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

はるかのあなたに白い水煙が
同ジ人数デ同ジ時間二物ヲ

うつりよう

ガ品物ノ出來バエが良クテ︑製造高

製造スルノニ︑︿略﹀︑分業デスル方

十一101

見える︒

十644

を評し︑一篇の詩を作りたり︒

のしき庭ぞ︒
か

な
九1010図圏春風渡る廣野は

網を張って錆を打つ方法などもあっ

十673 ︿略V︑又以前には鯨の通路にはるか ﹇遙﹈︵形状︶6 ハルカ はる

九814図道路今昔の感にたへず︑恩 九6710 雨のはれた朝︑花の香を送つ

も

モハルカニ多イ︒

我が艦隊は︿略﹀︑欝陵
島附近に集りて敵を待ちしが︑東方

十二81図

はるばる﹇遙遙﹈︵副︶−はるぐ

た︒

十一26図 く略V大塔宮の吉野を落
ちさせ給ふ時︑別離の宴を張りて舞
︿略 ﹀ ︑ 今 度 は ひ ぢ を 張 り ︑

をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒
十一739図

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴
く

の臥したる様をなせり︒

して網を張る︒

十一881図 蜘蛛は其の膿より綜を出

先づ幾條かのや＼太き綜を渡し︑之

十一881単二を張らんとする時は︑

はれぎ一はんか

460

六387 十二月十七日 日曜 晴

八41図 十月十七日 晴

十656

破裂矢は鯨の郡内に深く食込

んで破裂した︒

あ

ふ

り

か

に︑亜弗利加の北西岸に近きカナリ
パロス港

かくてコロンブスは報告

︵名︶一

ヤ島に着し︑︿略﹀︒

パロスこう

はん

﹇半﹈﹇▽こごいちじはん・じゅう

﹇板﹈﹇▽がいひばん

一年中

ばん

晩

バンノゴハンノスンダ

らをむいて︑ながいさををふ

晩にはくたびれた足をのばし

フ話デアル︒

六H7

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

て︑けさまで一眠に眠りました︒

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

六144

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

ントテツビンガメイくジマンバナ

六245

シヲ．シマシタ︒

六393団昨日六時の汽車に間に合つ

て︑晩の九時二十分に京都に着いた︒

ず︑﹁トンテンカン︑トンテンカ

八344 ︿略﹀︑朝から晩まで相かはら

ン︒﹂と働いてみる︒

それが今は朝の急行列車で東

京を出立すれば︑晩にははや京都に

九358

﹇番﹈3いちばん・いちばんだい

着くことが出語る︒

ばん

こ・いちばんちゃ・さいごくさんじゅ

うさんばん・さんぱんだいこ・さんば

んちゃ・だいいちばん・とうだいばん

・にばんだいこ・にばんちゃ・よばん

ちゃ

家の牧入を基として︑豫

はんい ﹇範囲﹈︵名︶1 範園

三456あるばん一人の男がそ

てきました︒

三347 あるばんまさをははは
といつしょによそからかへっ

クダサイマス︒

ナオモシロイハナシヲキカセテ

アトデ︑オヂイサンハイロイロ

三122

バン

﹇飯﹈且vあさはん・ごはん・ゆう

いちりはん

はん

港の群集は出帆の日に数倍し︑︿略﹀︒

の爲︑西班牙に蠕旧せしが︑パロス

漕抜けた一隻は勇氣をふるつ 十二802図

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑急
もり
憎めがけて破裂矢をしかけた錆を打

十6410

十一一193青天氣圖とは各地に於て同はれつや ﹇破裂矢﹈︵名︶3 破裂矢
風の方向・強弱︑温度等一般の天氣

時刻に観測したる晴・曇・雨・雪︑

要素を地圖の上に 記 載 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
つ︒

破裂矢は鯨の膿内に深く食込

んで破裂した︒

十655

ぱん

はん

も鯨に近寄り︑今度は銃を以て破裂

﹇晩﹈︵名︶13

波浪

りまはしてゐました︒

め其の支出を定め︑衣服・飲食の費

十二922図

皆其の範園を越ゆることなかるべし︒

か はんえい・す ﹇繁栄﹈︵サ変︶1 繁榮

︿略﹀︑ちっともおんなじ

所をささずに︑ばんまでか

四492團

とけいはばんでも

うして︑かつちん︑かつちん︒

四494囲

す ︽ーセ︾

道後に次ぎて早く世に知ら

晩ニナルト︑花火が上ルトイ はんか ﹇繁華﹈︵形状︶1 繁華

十7310図

四631ゆふべは風がなくて︑し

浴客多く集り︑すこぶる繁榮せり︒

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︑

つちん︑かつちん︒

が遠征隊出田の日なりとて︑西班牙

つかなばんでしたから︑少しも
五705

パロスの港は未明より人の山を築け

パロスを出帆して七日目

り︒

十二776図

知らずにゐました︒

く略V︑今日はコロンブス

呂みつかみばん

ばん

日本の國には︿略﹀︒

︽ーレ︾

ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑

﹇波浪﹈︵名︶1

身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

九679雨のはれた朝︑花の香を送つ

空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

六143

にからりとはれた日が多い︒

六45

レル

は・れる﹇晴﹈︵下一︶3はれる晴

矢を打込む︒

はれ 十662 ボートはつなをたぐって︑又

十ニー98 天氣圖に用ふる普通の符號
はれぎ

①晴

これはおはるの

﹇晴着﹈︵名︶2

は左の如し︒︿略﹀
はれぎ

四723圃
ぎのはおり︒

破裂

ままつり︒きせてやりたい この

四727圃 おはるあしたは ひなさ

﹇破裂﹈︵名︶1

はれぎ︒

はれつ

氣︑地皮の弱き虞を破りて︑ほどば

十一一427図 火山の破裂は地中の水蒸
しり出つるより起る︒

はれつ・す ﹇破裂﹈︵サ変︶3 破裂す
︽ースル・ーセ︾

はろう

十一一401図 富士山の古歌には煙の立

つことを歌へるもの多く︑時時破裂

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

風號び海怒りて︑波浪山
は物ともせず︑打出す砲揮よく命中

十二68図

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて

十二428図 其の破裂するや︑土地は

して︑︿略﹀︒

せしことも亦歴史に見えたり︒

飛散し︑︿略﹀︒

︽ーシ︾

十二768園

十二432区 ︿略﹀安永八年櫻島の破パロス︹地名︺2パロス
裂せし時は︑九州・四國・山陽・山
陰・東海道までも火山灰を降らした
りといふ︒

する

はれつ・する ︹破裂﹈︵サ変︶1 破裂

461
はんかん一はんたい

我が心の良雄を獣待せ

劔直ちに泉岳寺に行き︑其の墓を拝

しは罪死に量れり︒﹂と︒︿略﹀︒喜

十二881図園

十二603図市の中央最も繁華なる虜ばんざい ﹇万罪﹈︵名︶1 萬罪
は道幅狭く︑車馬街上に満ちて往日
繁簡

萬事

一

ばんじや

シカバ︑賊聖岳ジテ︑﹁公ハ天授ナ

リ︑敵スベカラズ︒﹂トテ︑マタ反

﹇盤石﹈︵名︶1

其の安置の有司進みて戯

﹁魯人は君子の道を以

て其の君を輔くるに︑我が臣の行ふ

十二954図園

ものありとて之を止めしむ︒

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる

十二952図

く

ばんじゃく

など

スルコトナカリキ︒

＊はんじょう﹇▽はんせい

まして︑威力を以て強制

所は禮に反す︒

は︑自治の精神に反すること最も甚

用ひ︑又は之に左右せらる＼が如き

し︑私利を以て勧誘する等の手段を

十二鵬10図
全島の住民は約三百饒萬と申候︒其

だし︒

ばんじん

の中内地人は八萬齢︑蕃人は此の外

十二603図

倫敦の市街は繁盛を以て

教育の事業も段々進歩 はんせい ﹇繁盛﹈︵名︶1 繁盛

名高し︒市の中央最も繁華なる虜は

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相

十一407客思

にて約十一萬と申す事に候︒

十一405㈱国

ばんじょう﹇▽いってんばんじょう
ばんじん
ばんじん ﹇蕃人﹈︵名︶2 蕃人 蕃人
からふと
皇湾より樺太へ ︿略﹀︒

重きも

怠らず︑ふるひ進むに何事か

七801図圃︿略﹀︑わき目もふらず︑
成らざらん︑ばんじゃくの

﹇繁簡﹈︵名︶1

頗る困難なり︒

して曰く︑﹁牟尼に堕罪を地下に謝

はんかん

︿略V︒其の土地に廣狭の差あり︑其

﹇万事﹈︵名︶2

はんしょう﹇▽はんしはんしょう

十二撹4図 我が國の地方自治蚕糞は︑

萬事此の有様なれば︑

犯罪

つひにうつすべし︒

者

し︒

ばんじ

萬思置の有様なれば︑

未だ一人の犯罪者をも出したる例な

カクノ如ク動物ノ皆色ニハ

カクスルコト七回二及ビ

萬世一系

二三十歳の短命にして美

我が國は萬世一系の天皇

半鍍

はんたい ﹇反対﹈︵形状︶1 反封

九90図

はんせん ﹇半銭﹈︵名︶1 半者

之を統治し給ひ︑︿略﹀︒

十二価9図

き 我が皇室の大みいつ︒

君臣分は定まりて︑店者一系動きな

十一備5図圃

神代はるけき昔より

ばんせいいっけい ﹇万世一系﹈︵名︶2

名を勢望にとゴむる者あり︒

十一684図

ばんせい ﹇万世﹈︵名︶1 萬世

る困難なり︒

道幅狭く︑車馬街上に満ちて往來頗
反す

成習事︑温習の爲眞に大賀の至に御
反ス

し︒

﹇反﹈︵サ変︶6

九568図

んす

ノアリテ︑︿略V︒︿略﹀︒或動物ハ之

其ノ住メル周園ノ物ノ色二酉タルモ
けて︑其の上から彫って版木を造り︑

ウ︑コトニアザヤカナル八色ヲ有ス︒

一枚つつ手刷にするのである︒
﹇半死半生﹈︵名︶2

るときは︑︿略﹀︒︿略﹀︒之に反して︑

ありて︑之を買はんとする人五人あ

十一926図例へばこ＼に一戸の費家
今ややさしきをとめの手にかへりて︑

十一価5図

する人唯一人なるときは︑︿略﹀︒

同様なる費家五戸ありて︑買はんと
三日目の夕方一同半死半生
の膿になって蹄って著た︒

十一4810

半死半生の水夫を親切に看護せり︒

十712図︿略﹀ダーリングの手は︑

半死半生

はんしはんしょう

二反シテ︑周園ノ物トマギレザルヤ

それは版下を堅い木にはりつ

︽ーシ・ース︒ースル・ーセ︾与あいは

出入口の混雑せる程なれ はん・す
頓・不始末の事多きが故なるべし︒

ば︑一事が早事︑総べて家内に不整

十一一888図

座候︒

村は一家の如く和合して︑二十年來

十一価6図

一

未だ一人の犯罪者をも出したる例な

村は一家の如く和合して︑二十年來

十一備7図

﹇犯罪者﹈︵名︶1

すべし︒﹂と︑刀を抜き切腹して終

萬機

はんざいしゃ

る︒

版木

の組織に繁簡の別ありといへども︑
﹇版木﹈︵名︶1

︿略﹀︒

はんぎ

十216 それは版下を堅い木にはりつ

﹇万機﹈︵名︶2

枚つつ手刷にするのである︒

けて︑其の上から彫って版木を造り︑
ばんき

十ニー6図 陛下が萬機の政をみそな
はす御かたはら︑折にふれてよみ出
で さ せ 給 へ る 御 製 にも︑︿略﹀︒

十二㎜1図 しかして萬機公論に決す
るの聖旨に基づき︑別に帝國議會を
設けて︑廣く衆議を聴く機關に供せ
させ給へり︒
バンギ
﹇盤木﹈︵名︶1 盤木

ばんぎ
バンギ

半月

十215

十ニー35 船ヲ組立テルニハ︑船首ノ はんした ﹇版下﹈︵名︶1 版下
リュウコツ

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ
上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒
はんきゅう﹇▽きたはんきゅう︒にしは
んきゅう・ひがしはんきゅう・みなみ
﹇半月﹈︵名︶1

はんきゅう・りょうはんきゅう
はんげつ

きんくわ
ふなばたに立並べる時︑半月金華山

十﹇833図 鵜なはを引上げて︑鵜の
の上に出でて︑川風たもとを梯ふも
快し︒

ばんちょう一ひ
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として︑霧降・高見9方等・般若等

はんにゃ

十一943図 か＼る時は靴の供給次第
番人

其の名世に知られたるもの少からず︒
﹇番人﹈︵名︶1

店ニハ番人が居テ︑買ハウト
榛

はん
唯あぜの榛の木に雀がたくさ

思フ物ハスグニ買ヘル︒
はん
﹇榛木﹈︵名︶2 榛の木

立つ︒

十302
立つた︒

﹇販売三野﹈︵ラ

︽ーリ︾

外出せずとも少しも不自由を感じ申

﹇判別﹈︵サ変︶1

判別

十二5210図

但シ不正當ナル手段・廣

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

はんべつ・す

日3あさひ︒

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ．

︽ーシ︾

事ニアラズ︒

﹇日﹈︵名︶75

ヰマス︒

二252

ヒノデナイウチニナン

ワタクシノカラダハ︑日

アル日トモダチニユミノ

ハルノアタタカイ日二︑

あたたかい日︹ひらがなのド

ナラベテ︑︿略﹀︒

三姐8 ソノ日ノイクサニテガ
ラノアツタモノヲ左ノ方ニ

リル︺

三96

マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

三34

ノタモトヲクハヘテ︑︿略﹀︒

二512アル日犬ハオヂイサン

マシタ︒

ジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

一一342

モウ日ガクレマシタ︒

ニヤケタヤウナイロヲシテ

二21一

二27イマ日ガデマス︒

ベンモウタヲウタヒマス︒

一一14

ひ・どようび・にちようび・ゆうひ

び・すいようび・たんじょうび・つき

いりひ・がいしゅつび・ごたんじょう

ヒ

ス

繁茂

三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠

こうせん

天︑勾踵を空しうする
はんれい

なかれ︒時︑萢轟無きにしもあらず︒
く略V︑越王勾践︿略﹀︑

遂に呉を滅して會稽の恥を雪ぐこと

萢轟といふ無二の忠臣の助を得て︑

十一1610図

ひ

十773図目ハ色・形ヲ見︑︿略﹀︑ロ
拶ハ其ノ報告ニヨツテ判別シ︑手・

バ味ヲ味ハヒテ︑各号ヲ拶二報告ス︒

しひ

くす
中部の山林には樟・松

﹇繁茂﹈︵名︶1

足・幽幽二命令シテ活動セシム︒
はんも

かし

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

ひのき

十一387重囲
ようじゅ

南部には楮樹も見受け申候︒

︽ーシ︾

十988図

線シタ・ルが如シ︒
細首

二爆相並んで雄を箏ひ︑

﹇万雷﹈︵名︶1

其のひ団き萬雷のとゴろくが如く︑

十﹁781図

ばんらい

兵螢内の酒保には日用品ばんようnVせんしゅばんよう

販責致し居り

十588陳團

変︶1

はんばいいたしお・り

榛の木の雀は一度にぱっと飛はんも・す ﹇繁茂﹈︵サ変︶1 繁茂ス

ん集ってみて︑時々群になっては飛

十287

の木

はんのき

七387

ばんにん

に増來り︑靴の償はやうやく安くな
りて︑︿略﹀︒又之と反劃に︑償次第

番町

に安くなりて︑普通の償よりも下る
﹇番町﹈︹地名︺2

に至る時は︑︿略﹀︒

ばんちょう

七235図 保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ
ノコロノ江戸ノ番町 ニ ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七238図圃 時ノ人 番町デ目アキ目
クラ賦物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒

はんてんn▽しるしばんてん
はんと﹇▽しんはんと

はんとう﹇▽いずはんとう

聲

ばんどうこえ ﹇坂東声﹈︵名︶1 坂東

京家・西國の者かとすれば︑坂東聲

十5110図園 光盛︑曲者の首取って候︒ ・飲食物等を販費致し居り候へば︑
さず︑︿略﹀︒

﹇坂東太郎口︵名︶1

叛服

一日良雄に面會し︑反復

ぞ

十一161図圃

︿略﹀︒
はんぷく ﹇反復﹈︵名︶1 反復
はんれい
︿略﹀︑未だ良雄と相識ら はんれい ﹇萢番﹈︹人名︺2 萢鑑 萢

え

﹇叛服﹈︵名︶1

蝦夷は東北の地に住して︑

叛きて︑征東將軍をつかはされし事

叛服常ならず︑︿略﹀︑其の後も度々

九622図

はんぷく

直言して復仇の事を勧む︒

ざりしが︑

十二867図

なり︒

ばんどうたろう

坂東太郎
九147図 利根川ハ日本東部ノ大川ニ

半年

シテ︑全長凡ソ七十三里︑古ヨリ坂
﹇半年﹈︵名︶2

東太郎ノ名アリ︒
はんとし

は︑半年は書にして︑半年は風なる

八817図 北極・南極に近き地方にて

得たり︒

販路

しばくなりき︒

﹇販路﹈︵名︶2

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等

ゴランナサイ︑モウアノ 十4310図 ︿略﹀︑翌年英國ヨリ註文ア

ヒロイ田ガハンブンバカリウ

ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑販路
次第二開ケ︑︿略﹀︒

ワリマシタ︒

三343

はんろ

所あり︒

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

八818図 北極・南極に近き地方にてはんぶん ﹇半分﹈︵名︶一 ハンブン
所あり︒
はんにゃ
﹇般若﹈︹地名︺1 般若
けごんの

十﹇758図 日光山には華嚴瀧を始ばんべつ←せんさばんべつ

はんにゃ

ひ

463
ひ一ひ

デ︑ユフ日ノ入ル方が西デス︒

三443アサ日ノ上ル方が東
シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデゴ

マスカラ︑コノ日ヲキゲンセツト申

につめて︑︿略﹀︒

日にかわかして︑米にこなして︑俵

七113園︿略﹀︑刈って︑ひろげて︑

アル日母ガ﹁早ク︑早

ハズヲ定メタリ︒

サテイヨく其ノ日トナレ

キザンデ︑日ニホシテ︑ソレカラウ

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク

八522図

リ︒

一豊の馬ははたして信長の目にとま

ひるはあたたかな日にてらさ 七432 やがて馬そろへの日となって︑ 八656

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

風暖にさてもよき日や︒

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ

八84図圏山遊びするによき日や︒
八137

いよく事始が出來て︑汽車

日暮るれば︑一同テントを

︿略﹀︑南へくと急がする

れるテントを見たり︒

に︑其の日の夕方︑一組の隊商の宿

九488図

張りて夜を過す︒

アル日皇子︑寺ノニハニテ 九459図

程御待ち申上候︒

も早く御用御すましの上︑御蹄りの

とぞ御身御大切に成し下され︑ 一日

九441囲囲暑さ日に増し候へば︑何

からの見物人は雲の如く集った︒

の運轄をして見る日になると︑四方

九345

つた︒

臆したものは僅か十二人に過ぎなか

紙に廣回したが︑其の日になって乗

るから︑︿略﹀︒﹂といふことを新聞

九322 ︿略﹀︑﹁何月遅日干航海をす

カモ此ノ日二始ル︒

九278図靖國神社ノ春ノ大祭ハアタ

泣いてみた︒

の一水兵が女手の手紙を屡みながら

其ノ日ノ写方二絶エタ︒
たかち ほ
九189 ︿略﹀︑ある日我が軍艦高千穗

八909 ︿略﹀︑中佐ノイキハトウトウ

ノハ軍人ノ面目ダ︒

八905囹此ノメデタイ日二討死スル

スニ入レテツキカタメマス︒

材は皆ひのきの白木を用ひ︑

つて︑︿略﹀︒

り︒

八78図

風暖にさてもよき日や︒

八82図翻意の日の回すみわたり︑

みを達したるは何等の幸そや︒

今日のこの日に年三ののぞ

金色の金物きらくと日にかゴやけ

二月・三月花ざかり︑うぐ 八65図
たのしい時も

ある日友吉と音次郎の二人が

ゆめのうち︒

ひす鳴いた春の日の

五277圃

休なしにあるきました︒

五107

ザイマス︒

三547
アル日ウミベへ出テ見

ク ︒ ﹂ ． ト ヨ ン ダ ノニ︑︿略﹀︒

三654
ルト︑子ドモが大野イデ三崎

ソノウチニウラシマハ

ヲツカマヘテ︑オモチヤニシテ
ヰマス︒

三697
五458

よそからかへって陰る道で︑にはか

ウチヘカヘリタクナツタカラ︑
アル日蝕トヒメニ︑﹁︿略＞Q﹂ト

に雲が出て︑かみなりが鳴り出しま

一年中にからりとはれた日が
日カサナリテ月トナル︒

北條時頼ノ母松下三身︑ア

ホウデウトキヨレ

上ツタ︒

八163図

ル日時頼ヲ招待セントテ︑ス・ケタ

刈った稻はさをや木にかける

ル障子ノ破レヲツクロヒヰタリ︒

そのもみを又よく日にかわか

日はもう高く上ってゐます︒

合セタリ︒

オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

八518図

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑鎌足モ参り

八508図

を流しながら︑暮方まで働いてみた︒

八329夏のどんな暑い日でも︑あせ

八232

く世間話をしてみたが︑︿略﹀︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

ある日一人の友だちは︑この

か︑地面にひろげるかして︑よく日

六163

して︑すりうすですって︑もみがら

八199

にかわかします︒

六158

六66図

多い︒

六45

暗になってしまった︒

五765 そのうちに日が暮れて︑まつ 八83図前功の日の空すみわたり︑

した︒

イヒマシタ︒

はじめの日も︑つぎの

四86 十一月三日ハ 一年中デコ
トニォメデタイ日デス︒

四157

はじめの日も︑つぎの

日も︑たくさんえものがありま
した︒

四157
日も︑たくさんえものがありま
した︒

四38一 アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑
サザエが岩ノカゲカラヨビト

ある日主人は朝から用たしに

をのけると︑はじめて米になるので
す︒

メテ︑︿略﹀︒

四526アル日ハマベへ出テ見

六298

ある日信長が夜明け前に出か
ながい夏の古いつしか暮れ
て︑うゑる手先に月かげ動く︒

七104蟹

けようとすると︑︿略﹀︒

六462

ると︑︿略﹀︒

出たので︑二人が店のるすをしてゐ

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑
﹁︿略﹀︒﹂トイヒ マ シ タ ︒

マスカラ︑コノ日ヲキゲンセツト申

五8一 ソノ日ハニ月十一日ニアタリ
シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデゴ
ザイマス︒

五82 ソノ日ハニ月十一日当アタリ

ひ一ひ
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九704 冬の雨の日は︑短い日がなほ
更早く暗くなる︒

更早く暗くなる︒

九704 冬の雨の日は︑短い日がなほ

止み︑風も静まりて日の光さへ見え

九732國囲 明けて二十九日には雨も

︿略﹀︑競馬をさせて︑勝つた

出し候へば︑︿略﹀︒

九822

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の

し︒

安東縣は︿略﹀︑安奉鐵

十二273図援軍の來らん日も亦期す
べからず︒

十一一586図
の三大門戸と構せらる＼日あるべし︒

道改築落成の日には︑︿略﹀︑南漏洲

八441

︿略﹀︑角の呉服屋が焼けてゐ

火は一日も無くてはならぬも

毎日の食物のにたきから種々

のである︒

八439

う強くなった︒

るのださうだ︒あ＼︑火の勢が一そ

八422

二253オバアサンバ火ヲタイテ︑ 細クキザミテヂク木トシ︑火ニカワ
カシテ︑頭二藥ヲツケ︑︿略﹀︒
ユフハンノシタクヲシテヰマ
ス︒

二581 ︿略﹀︑ソノウスヲコハシ
テ︑火ニクベテ︑ヤイテシマヒ
マシタ︒

リシテタベマス︒

安東縣は︿略﹀︑安奉鐵 五562 人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ

道改築落成の日には︑︿略V︑南満洲

十二587図

の工業まで︑火の力を要することは

敷へきれない程多い︒

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

八444大きなきかいの動くのも︑汽

又サムイ時風ハ火刑アタリマ

火ヲ使フコトノ出來ルノハ人

夜ニナレバ火ヲトボシマス︒

ス︒

五563
五564

︿略﹀︑今日はコロンブス

の三大門戸と構せらる㌧日あるべし︒

五564

十一一768図

が遠征隊出襲の日なりとて︑西班牙

頭になるといふ定であった︒
ひぐらし

パロスの港は未明より人の山を築け

鳥ヤケモノハ火ヲ使フコトヲ

八445

これ程有用な火でも︑ひよつ

用によるのである︒

九944図此の門一に日暮門の名あ

五565

バカリデス︒

り︒

かくてコロンブスは報告

火は實に恐ろしいものだ︒

とまちがふと大へんな事が出罷る︒

八449

大昔植木ト木ヲコスツテ火ヲ

知りマセン︒

火の取扱は大切にしなければ

五567

ならぬ︒

八451

港の群集は出帆の日に敷倍し︑︿略﹀︒

出シマシタガ︑ソレカラ後ニ川石ト

いつはり降り︑︿略﹀︑尊の野に入り

九58図︿略﹀︑ここにありし賊ども

金ヲウチ合印テ出スヤウニナリマシ

日は既に西へ傾いて︑祭見

五585

石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ

物の人々は段々中り始める︒
日ははや波して︑燈火の光

が貼々として此迄彼慮にかゴやいて

十一一8410

給ふを見て︑火を放ちて焼き奉らん

火は空氣なければ燃えず︒

ツトッヨイノデ︑︿略﹀キカイナド

皇所にて火吹竹を使ふも︑

みるとは︑今の今まで誰一人も氣附

九655図

とせり︒
ス︒

ヲウゴカスノニハ︑皆コレラ使ヒマ
比

︿略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

るは空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

九657図

爲にして︑︿略﹀︒

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

九657図

かなかった︒
﹇比﹈︵名︶1

く略V︑人道と車道との間 五751 ︿略﹀︑海とをかとにおし立て
た何千本の赤はだは︑まるで火のも

この時べんけいは火の明りを

えたったやうに見える︒

五767

なる左右二列の線樹は枝を交へて︑

火←いさりび

雅麗比なし︒

十二616図

ひ

タ︒

十二821

の爲︑西班牙に蹄航せしが︑パロス

十二803︹図

るは︑日暮るるまで見れどもあかず
︿略﹀︑水曜日も其の日の

との意なりとそ︒
十584圓困

課業を終へたる時より夕食前まで外
出を許され候︒

︿略﹀︑汽車・汽船の進歩

は世界諸國をして日に盆く接近せし

十一284図

む︒

とばりは全く馬主の行方をかくした︒

十一486 間もなく日は暮れて︑夜の
十﹇川2 寒風身を切る様な冬の日で
も︑氷の下の水をくんでせんたくす
る︒

船人は かちに心を許さざらなん︒

十二42図韻 波風のムつかなる日も

ヒ

たよりにたつねて行って︑一人のか

﹇火﹈︵名︶32

りうどをつれて來た︒

︿略﹀︑短日其の日の午後 ひ

・かがりび・したび・ともしび・はな

十ニー72図

六時より翌日の午後六時に至る︑向

マヅ木材ヲ切りテ︑︿略﹀︑

るべし︒

強き時は︑却って火の消ゆることあ

松を火にたくみうりのそば 九659図然れども空氣の流通当りに

び

八394図

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

七117韻

ふ二十四時間の全極製象の大勢を豫

トビダシマスQ

イレルト︑大キナコエヲタテテ︑

ワタクシヲヒノナカヘ

二214
︿略﹀︑二尊の日の天氣豫

濁す︒

十六ー79図

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ
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ひ一ひえかたまる

如き是なり︒

﹇備﹈︹人名︺4

備

備サトシテ日ク︑﹁我ノ

シ︒︿略﹀︒﹂ト︒

孔明アルハアタカモ魚ノ水アルガ如

十一撹9図

び

九6510図 燈の火の風に吹消さる＼が ・れっしきけんひ
デク

コシラヘル者︑軸木ヲ火二乾カス者︑

十︸94 材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ
︿略﹀︑皆ソレぐニチガフ・

遂二備ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天

ンヨク

十﹇823図魚は火の光を追ひて集り 十一鵬3図 孔明︑劉備二品へ︑︿略﹀︑
來り︑水底にうつる鵜の影に恐れて︑

十一欄8図備又其ノ子二向ヒテ︑﹁汝

ニ︑︿略V︒

孔明ニユダネテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒシ

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

下ヲ三分シテ其ノーヲ保タシム︒

じまり

十一欄4図

水 面 近 く 浮 ぶ が 故 に︑︿略﹀︒

みぞを造って︑一方の口から火をた

十一柵5 床下に土石を盛り︑数條の

と

いて室内を温める︒

十一一899図戸締の用心よりも火の

ハ孔明ト共二言二從ヒ︑之二言フル
コト父二事フルが如クセヨ︒﹂トイ
フ︒

﹇尾﹈←じゆうにさんび︒すうせん

ひゃくび

び

主婦は 寝 に 就 く 前 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

用心は一層大切なり ︒
十二902図

非

戸締を冠すと共に火の用心を忘れざ
る様にすべし︒
﹇非﹈︵名︶1

イヌボウザキ

の美とを併せたるは日光に如くはな
し︒

美

長留書キテ本堂アリ︒結構

﹇美﹈︵形状︶3

十㎜1図

び

本校舎ノ建築ハ質素堅固

頗ル大二︑眺望甚ダ美ナリ︒
十一一364図

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑
︿略﹀︒

日あたり

我が國の米は品質優良に

﹇日当﹈︵名︶2

して其の味最も美なり︒．

十一一448図

日詣り

ひあたり

き所をえらび︑夜具・衣服の類はし

十812図

ひえ

食物は粟・稗・うばゆりの

あは

ひえ
ひえ ﹇稗﹈︵名︶1 稗

子等を主とし︑鹿の肉は珍味として

之を賞美す︒

隊中にピエールといふ年の

︹人名︺9 ピエール

十一5410

ピエール

﹁ピエールよ︑少年鼓手

頃十三四ばかりの少年鼓手があった︒

ピエールが打ついつもの太

よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の

十﹁557園

答もない︒

鼓に違ない︒

十一5510

早くしないと︑ピエール

聲を限りに﹁ピエールよ︑

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

十一585園

が死んでしまふ︒﹂

十一582園

下さい︒﹂

十一574園ピエールは我々にお任せ

えて死ぬであらう︒

九614書家を建つるには日あたりよ 十一566 おくれ﹂ばピエールはこゴ

死人を葬るのに︑小高い所

ばく日光にかわかすべし︒
十一佃9

日一日

それからは秀吉のいきほひは︑

﹇日一日﹈︵副︶2

で南に面してみる日當りのよい地を
選ぶ︒

六504

︿略﹀︑犬吠崎ニハ倉皇アリ︒ひいちにち

聲を限りに﹁ピエールよ︑

を尋ねて︑︿略﹀︒

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

十一585園
年々増加シテ︑三校ノ増設ヲ要スル

陀魍ツーア盟子磨臼ル土里ノ敷ハ

しぜんに日一日と盛になりました︒
の後に本殿あり︑いつれも善蓋し︑

近ゴロバ又マツチトイフベン

︽ーリ︾

ひえかたま・る ﹇冷固﹈︵四︶1

ると︑︿略V︒

冷エ

エールの膿にく﹂りつけて合爵をす

手早く帯をほどいて︑団

を尋ねて︑︿略﹀︒

五573

リナ物が出來テ︑火打石や火打金ヲ
使フ人ハメツタニアリマセン︒

レテ︑憾87工力タマリタルガ︑今ノ箱

ソレヨリ噴出シタル物ノ四方ニナダ

九417図 ︿略﹀大ナル噴火ロニシテ︑

カタマル

リナ物が出來テ︑火打石や火打金ヲ

近ゴロバ又マツチトイフベン
使フ美田メツタニアリマセン︒

五574

︿略﹀︑よく人工の美と天然 ひうちがね ﹇火打金﹈︵名︶1 火打金

十一587

コト日一日ヨリ急ナリ︒

し︒

九965図

︿略﹀︑よく人工の美と天然

の美とを併せたるは日光に如くはな

九965図

りも勝れたり︒

九954図天然の美は更に人工の美よ

りも勝れたり︒

九954図天然の美は更に人工の美よ ひうちいし ﹇火打石﹈︵名︶1 火打石

美孟せり︒

九951書記を過ぎて舞殿あり︑拝殿 十二麗−岡凶

高シ︒

東太平洋二面シ︑風景ノ美ヲ以テ名

九184図

十二396図 廉頗之を聞きて︑深く其 び ﹇美﹈︵名︶6 美

ひ

の非をさとり︑相如の門に至りて罪
を謝し︑つひに無二の親交を結べり
とそ︒

ひ ﹇費﹈︵名︶3 費←せいかつひ

十一723図園 我衣食の費をいとふに
あらざれども︑何虜へなりとも出で
て遊び給へ︒

十二527図 近年各國商人皆孚ヒテ其
ノ方法ヲ講ジ︑廣告ノ爲ニハ多額ノ
費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒
家の牧舎を基として︑豫

﹇碑﹈﹇▽ここん ど う た い い き ね ん ひ

皆其の範園を越ゆることなかるべし︒

め其の支出を定め︑衣服・飲食の費

十一一922図

ひ

びか一ひかり
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﹇美果﹈︵名︶1

根山ヲ成セルナリ︒

びか

美果

十二塒6図 自治制の如き最良の制度
も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

﹇控﹈︵下二︶1

ひかふ

︽1

いづくんぞ其の美果を工むるを得ん
や︒

へ︾

ひか・う

思葉をひかへたれば︑盛夏の候は何

十742図 箱根は︿略﹀︑近く東京・

﹇控﹈︵下一︶1

ひかへる

れの旅館も空室なきに至るを常とす︒
ひか・える
︽−へ︾

東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

八293図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑
我が大日本重美はアジヤ大

東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

八758図

我等若し汽船に乗りて︑

陸の東の海中にある島國なり︒

八761図
我等若し汽船に乗りて︑

︿略﹀︑東へ東へと進み行かば︑︿略﹀︒

八761図

か

ニアリ︒

ほ

贈呈ハ西大寺・藥師寺等ノ堂塔アリ︒

八48図東区平野町五丁目

野町五丁目

東半球

四百年以前までは東半球

藏王堂の東なる吉水神社 ひがしはんきゅう ﹇東半球﹈︵名︶1

日・三笠・若草等ノ山々相連リ︑︿略﹀︑

ごだいご

十一28図

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒
ぎ ふ

の人は全く西半球を知らざりき︒

長良川は岐阜市の北を東 十二736図

より西へ曲る︒

十一794図

︿略﹀︑東に小坂︑西別
銅の産額た
知ら

京都の東山の山の上に秀吉の

それから東山の方へ行った︒

六532

はかがございます︒

關所も無ければ︑川止も無い

から︑僅かの旅費︑僅かの日数で︑

九386

ひかず ﹇日数﹈︵名︶2 日敷

最も東なる根子岳は七面

十二409図︿略﹀︑此の間に︿略﹀の ひがしやま ﹇東山﹈︹地名︺2 東山
がく
六396團 第一番に御所ををがんで︑
五鼻塞より西に相逸りて突起す︒

十二409図

び激ゴし︒

分け陸た

ざりし身のいつしかに

十二柵2図圏

十一一7710図 かくて離塁は重れども︑

﹇光﹈︵名︶17

いなびかり

ひかり

ひかり

光ε

みちでほたるを一びき

つかまへて︑︿略﹀︒あをいひかり

三353

がかみの上からすいてみえま

︿略V金色ノトビガトンデ來

ソノ光ニオソレテ︑皆ニゲテ

行キマシタ︒

五73

ガデキマセン︒

ワルモノドモハ目ヲアケテヰルコト

テ︑︿略﹀︒ソノ光ガキうくトシテ︑

五68

せん︒

三356 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま

よ
コロンブスはく略V︑欧 す︒

又風の方向は矢を以て示

﹇東

区平野町五丁目﹈︹地名︺1 東区平

ひがしくひらのちょうこちょうめ

へ向ふは東風とす︒

し︑矢の上へ向ふは南風︑︿略﹀︑左

十二201図

陸地の片影だにみとめ難く︑︿略﹀︒

女子供でも安養に旅行が出古る︒

道の筋︒

る︑世の人並の文字の数︒世の人

︿略﹀︑西も東も

子︑足尾併せて三山は

十二486図圃

こ＼より汽船に乗りて︑ふ 山とも構し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑東へ東へと進み行かば︑︿略﹀︒

八768図
ヨーロッパより船にて日本

た＼び東へ進めば︑︿略V︒

八798図

へ露るには︑︿略﹀︑印度洋を渡りて︑

ヨーロッパより船にて日本

東へ東へと進むなり︒

八798図

へ滑るには︑︿略﹀︑印度洋を渡りて︑

として︑﹁誰も居らぬか︒﹂とよびま

六471園 ︿略﹀信長がかりに出よう
すと︑﹁藤吉郎秀吉こ＼にひかへて

並の
海岸

を抱けり︒

印度の東海岸に到着すべしとの意見

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

ろつば

十二748図

︿略﹀︒

び亜型湾︑鱒の主産地は東海岸にて︑

鯨の主産地は西海岸及

かくの如く日本を出で︑海 ひがしかいがん ﹇東海岸﹈︵名︶2 東

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

東太平洋二面シ︑風景ノ美ヲ以テ名

あには

十一991㈱国
かくの如く日本を出で︑海

イヌポウザキ

ば︑又元の日本に蹄り來る︒

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八802図

ば︑野景の日本に錦り薫る︒

八801図

東へ東へと進むなり︒

東n▽えいこく

居ります︒﹂と答へ ま し た ︒

﹇東﹈︵名︶25

ひがしかいがん

ひがし

三443アサ日ノ上ル方が東
デ︑ユフ日ノ入ル方が西デス︒

三453東ト西ト南ト北ヲ四
方トイヒマス︒
までの間︑︿略﹀︑人や馬でふさがつ

五744 東生田の門から西一の谷の門 九183園 ︿略﹀︑犬吠崎ニハ燈皇アリ︒
高シ︒

あた

てるる︒

い

海・伊香保等あり︒

み

は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

五753 ︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは 十733図中にも最も世に知られたる ひがしかぜ ﹇東風﹈︵名︶1 東風
東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい
は西の門へ向つた︒
アサ

ユ︒

七557図淺草ノ観音堂モ東ノ方二見 十髄−園 奈良市街ハ奈良停宙＋場ノ東
八293図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑ 十976図 コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春
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ひかる一ひきいる

六845図圃 六つとや︑昔を考へ︑今
歓喜を眼の光に浮べ．て眞先に上陸し︑

の美服を着し︑西班牙の国旗を持し︑

︿略﹀︑之に架したる橋は何れも壮大

んはまべ

へ

ひきよせてくると︑

三608 今にあのあみをだんだ

十一一596図テームスとセーヌとは あげる 引上げる ︽ーゲ︾

を知り︑學びの光を身にそへよ︑身

女や子どもも大ぜい出て︑い

にして︑市の美観を添ふ︒

日ははや没して︑燈火の光 ひがんざくら ﹇彼岸桜﹈︵名︶一 ヒガ

︿略﹀︒

十二851

つしょになってひきあげます︒

につけよ︒

ンザクラ

九632図 田村麻呂は︿略﹀︑眼の光
が鮎々として此庭彼虜にか〜やいて

ム︒

十一78図

率みる

︽ーヰ︾
カウノ

﹇率﹈︵上一︶8 ヒキヰル

率ヰル

︿略﹀︑アル年敵ノ大〆高

︿略﹀︑女王は新しく生れ

ヰテ︑勢鋭ク進撃シタ︒

ノ遼陽ノ戦ニハ︑部下ノ大隊ヲヒキ

レウヤウ

八852

︿略﹀︑中佐ハ︿略﹀︑八月末

蒔直六万人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻

モロナホ

七57図

ひきみる

ひき・いる

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ

九779図心ノ通帳ハ此ノ後金鏡ヲ預

︽ース︾

ひきいだ・す ﹇引出﹈︵四︶1 引出ス

上げた︒

ると︑兵士等は力を合せて二人を引

エールの膿にく＼りつけて合圖をす

手早く帯をほどいて︑倒

ははやぶさの如く鋭く︑︿略﹀︑怒る

にさんびき・にさんびゃっびき・にひ

びき・しごひき・しひき・なんびき・

﹇匹﹈﹇▽いっぴき・ごひき・さん

ケマシタ︒

モモノ花トヒガンザクラヲイ

マシタ︒︿略﹀︒︿略﹀︑花イケニハ

︿略﹀︑オヒナサマヲカザリ 十︻588

四747

光る

みるとは︑今の今まで誰一人も画面
﹇光﹈︵五︶6

かなかった︒

ひか・る

ん︒

﹇引合﹈︵五︶1

﹇挽﹈﹇▽こびき

﹁私タチノサビルノハ皆人 ︽iフ︾

引合フ

﹇引﹈﹇▽ぬのびきのたき・みずひ

き︒にまんびき・ひゃっびき
ひき

三373父のいふとほり︑そとへ

のでせう︒﹂

三365園

﹁どうしてもう光らない

ます︒けれども光ってはみませ

三362ほたるはやはり中にゐひき

︽ーッ・ーラ・ーリ・iル︾

光ル

時はたけき獣も恐れたり︒

九732囲団 明けて二十九日には雨も
止み︑風も静まりて︑日の光さへ見
え出し候へば︑︿略﹀︒

まばゆきばかりなり︒

九946図 金銀の光︑丹青の色︑目も
十622図 カンテラノ光ヲ便りニ敷革
人ノ坑夫が銅鑛ヲ掘取ルコト︑書夜

ひき

き・ももひき

十一811図︿略﹀︑水に飛散る火のこ

はなしたら︑あをく光りながら︑

ひきあ・う

止ム時ナシ︒

の光にはげまされて︑鵜は盛に活動

しっかにとんでいきました︒
六288園

し︑︿略V︒

十一823図 魚は火の光を追ひて集り

手数ノカ・ツタマツチノ償
ガ使ハナイカラデス︒モシセイ出シ

十一104

來り︑水底にうつる鵜の影に恐れて︑

ルカラデアル︒若シ一人ノ手デ製造

ノ安イノモ︑分業法二依ツテ製造ス
一包三図ヤ三鏡五厘二

たる雌蜂に其の位をゆづり︑臣下を

ひきみて分離す︒

ノ齪ヲ平ゲ︑遂二自ラ諸軍ヲ率ヰテ

當り︑︿略V︒

村艦隊と共に先頭にある敵の主力に

笠以下六隻の主戦艦隊を率みて︑上

︿略﹀︑東郷司令長官は三

鵜を使ひ︑︿略﹀︒此の間に鵜を引上

ひき

鵜なはを引上げて︑鵜の
﹇引上﹈︵下一︶2

十二61図

北征ス︒

ひきあ・げる

ふなばたに立並べる時︑︿略﹀︒

霧降瀧は上下二層に分れ︑ 十一833図

水に放ち︑︿略﹀︒

げて呑みたる魚を吐かせ︑再び之を

十一807図鵜匠は一人にて十二羽の 十一脳5図 孔明ハ︿略V︑先ヅ南方

︽ーゲ︾

月夜には波が銀の様に光つ ひきあ・ぐ ﹇引上﹈︵下二︶2 引上ぐ

責ツテハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

スルナラバ︑

テ使ツテクレサヘスレバ︑鐵ハイツ
かへる道々あと見かへれば︑

デモ光ツテヰマス︒

︿略﹀︑敷十隻の遊船︑岐

りません︒

て︑その美しさは何とも言ひ檬があ

七827園

葉末々々に夜つゆが光る︒

七107圃

水 面 近 く 浮 ぶ が 故 に︑︿略﹀︒
ぢやうちん

十一832図

阜提灯の光を水にうつせる奇観は
筆も言葉も十二し難し︒

︿略﹀︑真塩一系動きな
同胞すべて六千萬︒

き 我が皇室の大みいつ︒あまねき

十一描6図圃
光仰ぎ見る

其の上にか＼れる朱塗の橋︑

を以て聞ゆ︒

高さ各十四五丈︑三爆布中津も美観

十一767図

美観先つ目を驚かす︒

九939図

十二35図幽 鍛ひたる劔の謡いちじ びかん ﹇美観﹈︵名︶3 美観
るく世に委ゴやかせ︑我が軍人︒
十二4210図 熔岩の光︑火山灰及び水
蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき
光景を呈す︒

十二799図 ︿略﹀︑コロンブスは深紅

ひきうく一ひきとる
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たけだかつ よ り

り攻むれども︑城兵善く職ひて抜く

十一一268図武田勝頼大軍を率みて來
こと能はず︑︿略﹀︒

十二291図園 ﹁我︑明日大軍を率ゐ
て出獲せんとす︒

引受く

引返シ來ル

十2210図

老人︿略﹀︑笑ヒテ去ル︒

︽ーリ︾

モ高ウゴザイマス︒銅ハソレニヒキ
カヘテ︑金ヤ．銀ヨリモタクサンアリ

驚キテ目送スレバ︑ヤ・アリテ引返

マスカラ︑シタガツテネダンモヤス
引込む

ウゴザイマス︒

﹇引込﹈︵五︶1

引立つ

︽ーチ︾

ひきた・つ ﹇引立﹈︵四・五︶2 引立ツ

コノ美シイ蝶ガトビマハルノ

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

五355

赤と線とを並ぶれば︑赤も

引立チマス︒

十494図

緑もよく引立ちて見ゆれども︑赤と

黒とを並ぶれば︑赤の黒ずみて見ゆ

重く沈んだ調に暗いく海

所々に白いぬのをさらしたや

の景色を引立てる︒

ひきと・む ﹇引留﹈︵下二︶1

︽ーメ︾

宮人の

いく野の道

みすのうちより

袖引止めて︑大江山

九924図圏

の

引止む

うなたきや谷川があって︑一そう山

六32

てる ︽ーテル︾

ひきた・てる ﹇引立﹈︵下一︶1 引立

るが如し︒

引キサク

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

﹇引裂﹈︵五︶1

の底へ引込まれるやうな氣がするか

カ︾

九710

︽

ひきさ・く

と思ふと︑︿略＞o

十二835

︽ーマ︾

ひきこ・む

シ來リ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ捨テテ去レ
リ︒

︽ーサ・ーシ・ース︾

︿略﹀︑人ハ製缶へ前ヘト進ン

ツシナイ︒

ラ︑通り道ノセマイ割Aロニハコンザ

デ行ツテ︑後へ刃引キカヘサナイカ

七375

カヘス 引返す

十二301図園 徳川・織田二公大軍をひきかえ・す ﹇引返﹈︵四・五︶6 引キ
率みて︑既に出議せらる︒
﹇引受﹈︵下二︶2

ク・ーケ︾

ひきう・く
︽

アリはそこに行きて︑︿略﹀︑

ねんごろに同行を頼みしに︑︻同快

九491図

く引受けたり︒

九65図尊はなほも進みで北に向ひ

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

給ひしに︑︿略﹀︑東國ことぐく平
あふみ
ぎたり︒尊これより引返して近江の

故に十分に信義を勲皿さん

と思はば︑豫め能く事の成否を察し︑

十二備8図

︿略﹀︑此の分ならば︑も ひきしぼ・る ﹇引絞﹈︵四・五︶2 引き

四822よ︸はく略﹀︑弓を引きし

しぼる

言の葉は︑︿略﹀︒

遠ければ︑ふみ見ずといひし

ぼって︑ひようと一矢いはなしま

︽ーメル︾

將軍は上衣をぬぎすてて︑

あわてて異口同音に︑﹁將軍の命は

はや谷へ下りようとする︒兵士等は

十﹁575

める

︿略﹀︑手ぬぐひ三尺引き ひきと・める ﹇引留﹈︵下一︶1 引止

﹇引出﹈︵名︶1

第一々にすたれ行く︒

ひきだし

引出し

しぼり︑頭に結ぶはち巻は次

九531図圃

した︒

︽ーッ・ーリ︾

はや心配には及ぶまじと立退きたる

十706図父はボ⁝トに引返し︑二人

者も引返したる程に御座候︒

九734圓国

ナイ︒

引受

賊を討ち給ひしが︑︿略﹀︒

︽ーケ︾

﹇引受﹈︵下一︶1

成し得べからざるものは引受くべか
らず︒

ける

ひきう・ける

六564 信玄はふいをうたれておどろ

はまた有らん限りの勇氣をふるひて︑

︿略﹀︑東國へ出立せり︒

然るに未だ一月もた＼ざる内︑又再

十﹇747図

いたが︑たちまち陣立をかへて︑敵
引起す

遂に岸べに漕着けたり︒

﹇引起﹈︵四︶1

を引受けた︒

ひきおこ・す
︽ーセ︾

び引返して一國寺に屠れり︒

我々千萬人の命よりも貴い︒︿略﹀︒﹂

︽ーリ︾

ひきと・る ﹇引取﹈︵四︶1 引取る

にも︑たもとの中にも︑︿略﹀︑必ず

︿略﹀︑勝商は︿略﹀岡崎 九648図空氣は︿略﹀︑机の引出し

ヒキダス

り候︒

し居り候者も百二一二十名の多きに上

タカ 九754魑圃 當村に引取りて保護を致
エン

ツンダ
ヒキダス

クルマニ

﹇引出﹈︵五︶一

に到り︑家康に見えて援を求む︒

十一一293図

ス︾

ヤラヤ︒

ラモノ︑イヌガ

一385圃

︽

ひきだ・す

といって引止める︒
ヒキ

存在せずといふこと無し︒

へ︾

﹇引替﹈︵下一︶一

︿略﹀︒勝商事急なればとて直ちに引
返す︒

︽

金ヤギンハ︿略﹀︑ドチラ
モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六257函

カヘル

ひきか・える

十二8910図 煙草の吸ひがらより大火

引きかへ

事を引起せしこと其の例激ふるにい
とまあらず︒

﹇引替﹈︵名︶1

七127圏 品物と引きかへに代金を受

ひきかえ

取るのが現金で︑品物を渡しておい

﹇引返来﹈︵四︶1

て︑後になって代金を受取るのがか
けです︒

ひきかえしきた・る
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ひきぬく一ひく

ひきぬ・く
︽ーイ︾

﹇引抜﹈︵五︶1

ひきぬく

四191 ︿略﹀︑ただつねはこしの

ひきゃく

を抜け︑座敷を横ぎり︑︿略﹀︒

﹇飛脚﹈︵名︶1

七533園昔はひきゃくといふものが

ひきゃく

あって︑手紙や品物を配達しました

ひきよ・せる

﹇引寄﹈︵下一︶2

んはまべ
︿略﹀︒

引廻す

引きも

ーケ︾

一225

ヒク

ひく

ソロソロオアルキナサイ︒

テヲヒイテアゲマス︒

リマス︒

︿略﹀︑かすみのすそを
とほくひく︑ふじは日本一の

四147團
山︒

四671三郎ノ母ハ四五日マヘ
山山シタ荷物ハスグニ車ニノ

カラ風ヲヒイテネテヰマス︒
六80一

セテ︑馬ニヒカセテ行ク︒

七132囹

ねぎられたら引く積りで︑
高くいふ直段がかけねです︒

馬の主は馬を引いてかへらう
又寒き國にては︑犬をして

としました︒

七397

七629図

十192

ボートは錆に附けた長いつな

さきのボートは鯨を引きなが

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

十658

される︒

十6610

湯元は一箇所にして︑之を

ら母船の方へ急ぐ︒

戸毎の浴室に引けり︒

十7410図

十8310 ︿略﹀︑荷車を引かせたり︑

︿略﹀︑農家では牛を色々の勢働に使

役する︒

て忠臣の起りて勤王の兵を墨げ︑必

十一172図此の故事を引きて︑やが

ず御心を安んじ奉るべきことを聞え

上げたるなり︒

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

十一255図 ︿略﹀︑荷車には人の引く

重砲車の如きは十頭の馬

をして引かしむ︒

十﹇291図

十一495 ︿略﹀︑前の馬主が再び馬を

︿略﹀三つ四つの子供が︑

ひいて來て︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

十一511

孔明︑護ノ藷功ヲ惜シミ

みると︑︿略﹀︒

十一価10図

リ︑又自ラ責ヲ引イテ位三等ヲ下士

シカド︑︿略﹀︑涙ヲフルツテ之ヲ斬

リトゾ︒

築物なり︒

會議事堂は第一に観客の目を引く建

書をかく人︑圖をひく人︑窩 十二643図 ︿略﹀︑テームス河岸の國
眞をうつす人の苦心も画一通りでは
ない︒

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

八九頭の犬いきほひよく敷 十一256図 ︿略﹀︑荷車には人の引く

そりを引かしむ︒

七631図

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道
を走り行くさま︑まことにいさまし︒

イ︒

エン 八914圏其ノ旧稿スグ馬ヲ引イテ來
エン

アトオス
ツナヒク

サルガ

東海道の旅行中︑最も多く
衆人の目をひくものは︑富士山と名

八933図

ポンプヲヒイテハシル︒

ヤラヤ︒キジガ

﹁395囲
ヤラヤ︒

一465

古屋城の金のしゃちほことなるべし︒

大水などの時には︑水のひく
ればならなかった︒

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九369

アレアレ︑サガル︒ピケ

一一325圃

アレアレ︑サガル︒ピケ

ピケ︑イトヲ︒
ピケ︑イトヲ︒

二325園

も︑ふけてのきばに雪降積る︒

今にあのあみをだんだ 七122圏 たなのもちひくねずみの音
へひきよせてくると︑

愛作は驚いて︑ひらりと馬か

ひ・︿ ﹇引﹈︵四・五︶34

つつかんで︑ぐっと岸へ引きよせた︒

ら飛下りて︑すぐに熊吉のえりを引

九852

ひき

が出來ず︑賃鏡も高かったのです︒

刀をひきぬいて︑つづけて五刀
引延ス

が︑これは今日のやうに早くは配達

﹇引伸﹈︵四︶1

六刀さしとほしました︒
ひきのば・す
︽ーシ︾

揮

三606

十一851図 ︿略﹀ブラッシノ仕掛ア よせる 引きよせる ︽ーセ︾

﹇弾始﹈︵下一︶2

リテ︑錘綿ヲ引延シナガラ細カキ雑
物ヲ去ル︒

︽ーメ︾

ひきはじ・める
始める

︿略 ﹀ ︑ ﹁ ち よ つ と 貸 し た ま

へ︒﹂と言ひながら︑其のバイオリ

十一一828

ンを取って弾始め た ︒

弾始めた︒

﹇引回﹈︵五︶2

十二848 紳士は更に填太利の國歌を 引ク 引く ︽ーイ︒⁝カ︒ーキ・ーク・
ひきまわ・す
︽ーサ︾

他のボートを見れば︑︿略V︑

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

十659 ボートは鈷に附けた長いつな
される︒

十668

﹇引切﹈︵副︶1

鈷を打って鯨に引廻されてみるもの
もある︒

ひきもきらず
切らず

馬ニマグハヲヒ言語テ︑

二385園 カゼヲヒイタリオナカ 九377 馬は馬子が引いて︑ゆるく
歩むのだから︑早いことはない︒
ヲイタクシタリシタトキニ︑
︿略﹀︒

ル山中の一都會に現れしが︑一隊又

り す
十二666図 又かつて栗鼠の大群ウラ

一隊︑三々相次ぎ︑三日三夜引きも

三318

田ヲカキナラシテヰル人モア

切らず︑人々の驚き恐れて逃げかく
まど
る＼中︑町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓

ひく一ひご
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朝鮮の地に上陸して︑第一

低くかすかになる︒

十二653図 最も人目を引くものは國 十一566 打鳴らす太鼓の音は段々に
會議事堂なりとい へ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二982図 ︿略﹀︑殊に他零墨の注意 十一鵬10

室が旨く︑天井が高いと温

る必要がある︒

﹇低﹈︵形︶8

︽ーキ・ーク︾

ひく・し

輕くとも︒

十1310図圃園
高し︒

低し

ヒクイ

安くなりて︑最も償を低くしたる人︑

︿略﹀︑且山脈低くして︑

其の家を虫買ることを得べきなり︒

十﹇982囲国

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

九632図

ダ多シ︒

コ

り︒

っぽ

田村麻呂は︿略﹀︑ひげは

鯨は︿略﹀︒其の肉は食用と

あいぬの男子は髪とひげと

ピケシガトンデイク︒ポ

ひけしつぼ ﹇火消壼﹈︵名︶2 火消つ

ンプヲヒイテハシル︒

一462

ひけし ﹇火消﹈︵名︶一 ピケシ

を長くのばし︑︿略﹀︒

十796図

は細工物に使はれる︒

なり︑あぶらは機械油になり︑ひげ

十677

木曾﹁如何に︑髪・ひげ

げの黒きは如何に︒

の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ

十528図囹

今は七十にも疲れば︑殊

人にて︑怒る時はたけき獣も恐れた

針金の如くこはく︑力あくまで強き

ざるが如きは︑却って我が國民の度
量の狭く︑品格の低きを示す所以に
樋口

樋口

樋口﹁されば思ひ出したる事

﹇樋口﹈︹話し手名︺1

して︑︿略﹀︒

ひぐち

十534

アシノ

九657図 ︿略﹀︑火消つぼの火の消ゆ

山上ナル薩湖ノホトリニ ぼ 火消壺

るは空氣の供給絶ゆるが爲なり︒

にすべし︒

つぼ

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様

竈の下より火消壺までもよく楡査

かまど

九538図書ハ暗キ所ニヒソミ︑日暮 十二901図主婦は寝に就く前︑先つ

ノ通行ヲ差止メタレバ︑︿略﹀︒

關所アリテ︑日暮ヨリ後ハ一切旅人

九3810図

の黒きは︒﹂

樋ロは古き友なり︑見知 十533学園

ひぐち

ひぐち
﹇樋口﹈︹人名︺2 樋口

の候︒

ひぐち

りたらん︒﹂

十528図園

ひ
﹇日暮門﹈︵名︶1 日

むざんや︑實盛にて候︒﹂

ひぐらしもん

暮門

ぐらし

やうめい

ひぐらし

九944図進んで陽明門に至る︒此の
るまで見れどもあかずとの意なりと

斉一に日暮門の名あるは︑日暮る

各誌の家の責れざらんことを恐れて︑

そ︒

︿略﹀︑責家の持主五人は

孚ひて其の償を低くすべし︒

十一928図

﹁ねだ低く︑たるきは

高くもて︑たとひ身分はひく︑とも︑

六856図圏九つとや︑心はかならず 十5210図 樋ロは一目見て︑﹁あな︑

ひくし

りにくいから︑成るべく狭く低くす

十一研7

に目につくのは︑家の低くて小さい

︽ーキ︾

事である︒
ヒク

を引くものは社法の公徳及び國民の
﹇挽﹈︵四︶一

度量なりとす︒
ひ・く

︽ーイ・一

六691図 材木ヲヒキテ︑板又ハ柱ト
弾く

︿略﹀︑路ばたにバイオリン

﹇弾﹈︵五︶ 4

ナスモノハコビキナリ︒

ク︾

ひ・く

十二815
を弾いて居る老人の遠音呪師がある︒

十二824 最早弾く力も無きて︑︿略V
老人 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ど う し て 又

人知れぬ涙をこぼして居る︒
十一一831

自分の弾く時にはあんな音が出ない
のかと不思議さうに︑バイオリンと
紳士の手つきを打ちまもって居た︒

﹇低﹈︵形︶7

ひく

十一一842 や＼あって紳士はしばらく 十﹁929図かくて其の家の償は段々 ひぐれ ﹇日暮﹈︵名︶2 日暮
ひく・い
︽ーイ・ーク︾

弾く手を止めると ︑ ︿ 略 V ︒

低い

い

タカイスギノキ︒ヒクイ

一215

東西の交通最も便利なる所に御座候︒

ひげ

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ
ヒゲ

︿略V︑大將は今少しまけぬ

鯉ハ︿略﹀︒︿略﹀︒目ハ大キ ひ・ける ﹇引﹈︵下一︶1 引ける ︽一

﹇髭﹈︵名︶7

シテ︑︿略V︒

ひげ

十二872図く略V︑足の指に魚肉敷片
平然頭を低くして之を食ひ︑︿略﹀︒

をはさみて良雄の面前に出す︒良雄

ヤネ︒

もとはいたって身分のひくい人でご

六437 ︿略﹀豊臣秀吉といふ人は︑

五168

ケ︾

市街・道路を不潔にし︑

クテ︑ロノ右左ニ地太イヒゲガアリ

十二988図

︿略﹀建築物をけがし︑公園の樹木

ざいました︒

六457 初はひくい役目で︑信長の目

ひご ﹇肥後﹈︹地名︺1 肥後

といふ︒

かといふ︒馬主はもう一文も引けぬ

十一475
虎ト猫トハ︿略﹀︒︿略﹀︒

マス︒

ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タル所甚

此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑尾ノ長

八752図

を折取るが如きは︑公徳の低きを示
し︑︿略﹀︒

塗上我に劣れる國民を見

通りへ出ることも出來ませんでした︒

六773 高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

十一一棚3図

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ
林ノヤウニ見エル ︒

471
ひごい一ひじょう

ヒゴヒ

十二404図 就中噴火口の最も斜なる
﹇緋鯉﹈︵名 ︶ 一

を肥後の阿蘇山と す ︒
ひごい

ビキ四ヒキ︑四ヒキヰマス︒
飛行ス

十935㈱国尚々久しく舞借致し居り
候農業一夕話︑まことに面白く通言
致し候︒

﹇久﹈︵形︶1

久しい

毎日遊び暮して三年を纏たり︒

イ︾

ひさし・い

ようがん

ひぢ
ひぢ 肱

又之に次ぎて眞紅の熔岩噴出するこ
とあり︒

ひし与みつびし

﹇美術﹈︵名︶2

美術←こ

のひしゃくを取って︑水をかけてお

くれ︒﹂

びじゅつ

びじゅつ

種々の模様を工夫し︑又麗

美術博物館

ルーブル博物館は名書丁

からざる由承知致し驚き入り候︒

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

九712國團 ︿略﹀︑本日の新聞により︑

ひじょう ﹇非常﹈︵形状︶5 非常

世界無比の名あり︒

古彫刻最も多く︑美術博物館として

十二648図

︵名︶1

びじゅつはくぶつかん ﹇美術博物館﹈

においては極めて大切なる事とす︒

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

十501図

工藝・美術の嚢達したる國なり︒

く略V︑今度はひぢを張り︑ 八782図 フランスは︿略﹀︒早くより

﹇肘﹈︵名︶2

十一739図

ひじ

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴
し

の臥したる様をなせり︒
そ

まくら

﹁疏食をくらひ︑水を

ヒシガタ

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

ひぢ

十二725図園

﹇菱形﹈︵名︶一

樂み亦其の中に在り︒
ひしがた

ヒジキ

ヒシガタマルシカク
﹇鹿尾菜﹈︵名︶一

海草ニモ色々アル︒マヅタベ
アラメ・ヒジキ︒ノリ・モヅクナド

ラレルモノニハ︑コンブ・ワカメ︒

七751

ひじき

数千年の久しい間︑土人の 一123

絶えてたゆまない丹誠の結果である︒

十一4910

︽一

く此の寺に寄食してありしが︑︿略﹀︑

十一719図此の給をかける圭里工久し

木・一草書ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

リシ地ニシテ︑昔ナガラノ山河︑一

一42ーヒゴヒガービキニヒキ三 十撹9図 大和國ハ久シキ間皇都ノア

﹇飛行﹈︵サ変︶1

ひこうき←くうちゅうひこうき
ひこう・す
︽ースル︾

十一314図 其ノ敏速ナル行動上面ノ

日頃

英彦山

日ごろ

﹇英彦山﹈︹地名︺1

空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒
ひこさん
﹇日頃﹈︵名︶3

十一19図 英彦山
ひごろ

︽ーキ︾

ク

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ビザマヅ

七438園 ﹁日ごろ貧しい暮しをして ひざまず・く ﹇脆﹈︵四︶2 ピザマヅ
みる一豊が︑よくもかういふよい馬

八512図

美質

きれいずきで︑つ＼しみ深 十323図︿略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

﹇美質﹈︵名︶1

ガアリ︑︿略V︒

びしつ

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑其ノ

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ 十376園

いことは︑それでよく分りました︒

︿略﹀︑買手にはかに増す

サテソレカラ船室ヲ分ツタ

是等の人々は皆非常の大

スツカリ出來上ルマデニハ非常ナ手

リ︑︿略﹀︑細カイ造作ヲシタリシテ︑

十一一152

て︑靴屋の墨継非常に多かるべし︒

ときは︑靴の償はにはかに高くなり

十一936図

キテ皇子ニサ・ゲシニ︑皇子モマタ

うな色々な美質をもつ．てるることを

ると思ひました︒︿略﹀︒かういふや

出來非常二良カリシヲ以テ︑︿略﹀︒

飛散

︿略﹀︒人に親切なことは是でも知れ
﹇飛散﹈︵名︶1

森林は能く暴風をさ・へ︑

よく見定めました上︑︿略﹀雇ふこ
ヒシモチ

︿略﹀︑オヒナサマヲカザリ

﹇菱餅﹈︵名︶一

四745

ひしもち

とに致しました︒
飛散ス

其の力をそぐを以て︑土砂の飛散を
﹇飛散﹈︵サ変︶2

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ

飛散す ︽ーシ︾

ひさん・す

防ぎ︑︿略﹀︑土砂を落付かしむ︒

十910図

ひさん

ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

八513図

ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

キテ皇子ニサ・ゲシニ︑皇子モマタ

を買ひもとめた︒

十3110図 日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ
スベキモノヲト心ガケシガ︑早期旅
信ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ
喜ビ︑︿略﹀︒

十535図園 實盛日頃申し候に︑﹃戦

ひざ

場に出でん時は髪を染めんと思ふな
り︒

﹇膝﹈︵名︶1

四718圏 ︿略﹀︑母はせい出す は

ひざ

りしごと︒ひざの上には何が
ある︒

十一846図

数が掛ル︒
久し

マシタ︒︿略﹀︒︿略V︑又ソノ次
久シ

十二322図

﹇久﹈︵形︶4

ノダンニハヒシモチトォゼン

ひさ・し

細片四方二飛散シテ︑吹雪ノ風ニク

實例にして︑︿略﹀︒

庭すべき道に些したる我が國婦人の

事にあひて心を取齪さず︑能く其の

︽ーシキ・ーシク︾

ひしゃく

﹁手がなまぐさいから︑そ

﹇柄杓﹈︵名︶1

ヲソナヘテ︑︿略V︒

五218園

其の破裂するや︑︿略﹀︑ ひしゃく
岩の細片は火山灰となりて飛散し︑

十二429図

ルフが如ク︑︿略﹀︒

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水

九424図 マシテ幾萬年ノ久シキ間︑
ノカバハカリ知ルベカラズ︒

ひす一ひだり

472

レ︾

ひ・す

﹇比﹈︵サ変︶2

比す

︽ース
タ チ

ヒ

ク

常陸

チ

常陸

た︑れ着けたり︒大將かと思へば︑
幽く者なし︒
ヒ

﹇常陸﹈︹地名︺3

テ

ダノタクミ

騨工

ク

八278図

がヌマ

ダラノ

インパ

ヒダノタクミ

ヒダリ 左3

書〒アリキ︒其ノ友二飛騨工トテ
﹇左﹈︵名︶23

世二聞エタル大工アリ︒

ひだり

たいろあります︒

てるるのと︑ふたいろあります︒

三636︿略V︑左から右へまはつ

イシヨクダイヲ立テマシタ︒

四736ソノ左ト右ニウツクシ

左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

シキガカハルノデ︑文太郎ハオモシ

五453

ロクテタマリマセン︒

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方

手に分けて︑はさみうちにしようと

六556 ︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

した︒

七365

ニハ︿略Vガアリ︑左ノ方ニハゼン

・ワン・ハシナドノ塗物ヲ士買ル店ガ

アル︒

得︒

︿略﹀︑今までの甚平の足跡

︿略﹀︑右の第十圖の八角形

の角を驚くすれば︑左の第十一圖を

十465図

左の第九圖を得︑︿略V︒

十462図右の第八圖の角を取れば︑

空しく㎜日を過せり︒

方にまよひて︑右に往き︑左に往き︑

消えたれば︑︿略﹀︑一同は行くべき

九472図

前を通り︑御宮の前にいたる︒

洗ひて左へ行き︑神田殿・御馬屋の

かぐら

八55図五十鈴川の水に口す＼ぎ手

ラズく押出ロへ出テ來ル︒

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

︿略﹀︑ユフハンニハ︑ケラ 七378色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

ヒダリミギマヘウシロ

みぎとひだり・みぎひだり

一453
三427

イノ人ヲ右ト官軍ワケテ
スワラセマシタ︒

三43ーソノ日ノイクサニテガ
ラノアツタモノヲ左ノ方ニ
ナラベテ︑︿略﹀︒

三451右ノ手ノサス方が南
デ︑左ノ手ノサス方が北デ
三601左の方にはなればなれ

ス︒

なかまがあつまって來て︑︿略V︒

下絡ノ手賀沼・印旛沼・長 五116 ︿略﹀︑右からも︑左からも︑

浦・北浦ノ水ハ北ヨリ二二注グ︒

九17図常陸

霞

カスミガウラ

沼等ノ水痘南ヨリ之二黒ギ︑常陸ノ

九1610図

ノ國境ヲ流レテ太平洋二入ル︒

九168図本流式服リテ︑下総・常陸

ひたち

﹁︿略V︑敵は畠山に命じ︑

尋ね出して殺さんとせり︒畠山は

十549図囹
︿略﹀︑ひそかに我を此の齋藤別當の

さく
く略V︑柵を城外に廻らし︑

もとに預け︑︿略V︒

十二271図

ヒソム

︽一

縄を城下の河中に張りて︑城兵のひ

なは

︿略﹀︒

最早揮く力も墨きて︑傍の

﹇額﹈︵名︶1

十二825

石にこしを下し︑額を爾手に支へて

鳥はだのしさうに時々來て︑

羽をひたしました︒

ひたすら

七914回船ハ次第二沈ミ行キテ︑水
﹇ロハ管﹈︵副︶2

ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒
ひたすら

昔百濟川成トイフ名高キ

ヒ
書ハ暗キ所ニヒソミ︑日暮 ひだのたくみ ﹇飛騨工﹈︹人名︺1 飛

﹇潜﹈︵四︶一

そかに逃れ出つるを防ぐ︒
ひそ・む

十二461図 西洋諸國の耕地が其の総
面積の二割より六割に及べるに比す
れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑
︿略﹀︒

十二595図 テームスとセーヌとはス
プレーに比すれば︑河幅はるかに廣
ミ︾

イハミ

額

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ

く︑之に架したる橋は何れも壮大に
肥前

九537図

﹇肥前﹈︵名︶1

して︑︿略﹀︒

ひぜん

サツマ

ひたい

十一2910図 く略V我が軍艦ノ名ヲ知 シテ︑
アキ

レルナルベシ︒國名ヲ以テ名ヅケラ
スハウ

レタルモノニハ︑安藝・薩摩・石見
サがりミ

・肥前・相模・周防・丹後等アリ︒

五104

たす

びぜん ﹇備前﹈︹地名︺1 備前
人知れぬ涙をこぼして居る︒
はりま
十一149図 さらばとて備前と播磨と ひた・す ﹇浸﹈︵四・五︶2 ヒタス ひ

の境なる舟坂山にかくれ︑今かく

︽ーシ・ーセ︾

と待ち奉れり︒

びぜんのくに ﹇備前国﹈︹地名︺1 備
前の國

ヒソカ

徳 と い ふ 武 士 あ り ︑︿略﹀︒

﹇密﹈︵形状︶4

ひそ

十一139図此の頃備前の國に見尊高
ひそか

ひたすら其の獲物の多からんことを

︿略﹀︑鵜は成皿に活動し︑

競ふ︒

十一812図

八515図 コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ

か

一種の草の實を食用とす

になってみるのは︑魚をつつ

十︸902図

るを以て︑︿略﹀︑三園の雑草を食切

てるる舟です︒

ミ奉ルコトヲ得テ︑同志ノ人々ヲモ
カタラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ

りて︑ひたすら此の草の成長を保護
し︑︿略﹀︒

三635そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑左か
ら右へまはってみるのと︑ふ

待テリ︒

ひた＼れ

士かと見れば︑錦のひ

﹇直垂﹈︵名︶1

十519図園

ひたたれ

九482図 ︿略﹀︑人々のねしづまるを
うかゴひ︑ひそかに驕駝にうち乗り
て︑そこより逃れ出でたり︒
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ひだりがわ一ひつよう

む色を見せざりき︒
びだん←・いちびだん

十658 ボートは錆に附けた長いつな
に引かれて︑或は右に或は左に引廻
ひっかか・る

﹇引掛﹈︵五︶一

される︒

ヒツ

カハイサウニ美シイ角が木ノ

枝ニヒツカ・ツテ︑イクラモガイテ

五736

十796図 是は北海道に住するあいぬ カ・ル ︽ーッ︾

カイクワ

人を書がけるものにて︑左は男子︑
右は女子なり︒

ヒツカク

少い︒
ひつさ・ぐ
︽ーグ︾

ひつさ

手塚の家來は組ませじと中

﹇引提﹈︵下二︶1

十511図

ぐ

羊

をへだっれば︑敵は之をつかんで︑
片手にひつさぐ︒

﹇羊﹈︵名︶5

愛作は︿略﹀︑すぐに熊吉の

かむ ︽ーン︾

えりを引つつかんで︑ぐっと岸へ引

九851

きよせた︒

友吉は﹁かみなりは高いもの

ひつぱ・る ﹇引張﹈︵五︶1 ひっぱる

︽ーッ︾

いって︑むりに手をひつばってつれ

のある所へおちるのだ︒︿略﹀︒﹂と

五476

出しました︒

︿略﹀︑家畜としてもっと大切

東京市だけでも︑一年にほふ

料になる︒

どからはにかはが出來︑血や腸は肥

る牛は︿略﹀︒又皮・骨・ひづめな

十848

二一二匹の犬︑よく二三百頭 ひづめ ﹇蹄﹈︵名︶1 ひづめ

の如く︑立ちてもその毛はなほ地面

十839

主人の行く方へ行かしむといふ︒

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

七627図

に達す︒

七604野毛の︿略﹀︑長きものは羊

ひつじ

熊が人ニムカツテ來ル掛戸ハ︑

﹇引掻﹈︵五︶一

モハヅレマセン︒

︽ーキ︾

ひっか・︿

六647

天皇ノ陵ヲ拝シ︑猿澤ノ池二至ル︒

サ ルサハ

十942図 停車場ヲ出デテ︑二二開化

し︑矢の上へ向ふは南風︑︿略﹀︑左

︽ーシ︾

ビ

ツクリスル

ぎ

筆勢

常に無病にして︑空者に

﹁我は天理にも相談せず︑毎日運動

か＼りたることなき人あり︑︿略﹀︑

九5910図園

はみはだ小さい︒

空を飛ぶ必要はないから︑つばさは

走ることは馬よりも早いので︑

羊や山羊は毛が必要である︒ ひつよう ﹇必要﹈︵名︶11 必要

や

なものは牛・馬・羊・豚等である︒

﹇筆勢﹈︵名︶1

八563

十871

汽車一舟ニマツクラナ所ヘハ

羊かひ

外書にては︑犬をして牛か

﹇羊飼﹈︵名︶1

イリマシタ︒文太郎ハビツクリシテ︑

ひっせい

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

七625図

ひつじかい

羊の肉も亦食用となり︑︿略﹀︒

日付印

﹇引込思案﹈︵名︶1

郵便切手貼付及日付印ノ場所

﹇日付印﹈︵名︶1

十873

引込思案

ひっこみじあん

八48図

ひづけいん

父ニキ・マスト︑︿略V︒

五442

﹇吃驚﹈︵サ変︶一

ツテ︑スルドイ爪デヒツカキマス︒

︿略﹀︑大キナ手ノヒラデツカミカ・

十二201図 又風の方向は矢を以て示
へ向ふは東風とす ︒

左がは

左手

びっくり・する

十二2410図圏 上るや石のきざえしの︑
いてふ

左に高き大銀杏︑問はばや︑遠き

世々の跡︒

﹇左側﹈︵名︶1

十二354 郡長ハ左ノ祝文ヲ讃ンダ︒
ひだりがわ

四 2 1 け い さ つしょのよこを北

﹇左手﹈︵名︶2

へまがって︑すこし行くと︑左
がはにいうびんきよくがありま
す︒

ひだりて

するが故に︑醤者にも相談する必要

翌日書工の早朝に起出で

なきなり︒﹂といへり︒

寒イ時ハ三二膿温ヲ維持ス

ラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑

ル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他アブ

十一655

理の必要これあり︑︿略﹀︒

十925圏囲仰の如く本村にも耕地整

要これあり候檬存ぜられ候問︑︿略﹀︒

の良き割合には田地少く︑整理の必

御村も當村と同じく水利

なり︒筆勢非凡にして︑丹青の妙い

﹇引﹈︵五︶1引つたく
此の下女は毎朝かうして︑主

﹇引掴﹈︵五︶1引つつ

十911隅国

て圭里がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

︽ーリ︾

ひつつか・む

けつを引ったくりました︒

たのです︒農夫はおこって︑其のば

人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ

八252

る

ひったく・る

ふべからず︒

結果を思ひわづらひて︑優柔不断其

﹇引込﹈︵五︶2

時機を失ふこと多し︒
ひつこ・む

引込む ︽ーン︾

﹁︿略V︒

來客に會ふことも︑外出することも

十一柵6

婦人は室内に引込んでみて︑

ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑

四40ーサザエハスグカラノ中

ヒツコム

の事業に取掛らざる中に︑良好なる

六792 左手ノ汽船即今荷物ヲ積ミコ 十二7210図 引込思案の人は徒に其の 十一734図
ンデヰル︒

八866 中佐ハハヤ︑右手二一ケ所ノ
傷ヲ受ケタガ︑少シモヒルマズ︑左

悲歎

墨黒軍刀ヲ持ツテ部下ノ兵士ヲハゲ
﹇悲嘆﹈︵名︶1

マシく︑︿略V︒
ひたん

ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの外︑

十二318図保の母は一時に二子を失
コ一子の君の爲に戦死せるは家門の
讐なり︒︿略﹀︒ ﹂ と て ︑ 少 し も 悲 し

ひつよう一びでん
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︿略﹀︒

十一657 寒イ時ハ特二言温ヲ維持ス
キ︒

ぎ

取換ヘテ有無相通ジタルニ宿望ザリ
や

十871

羊や山羊は毛が必要である︒

十﹁913図日光・空氣の如きは︑人

工場二廻シ︑必要ナ部分ハ書物大ノ

みつひで

が︑信長は京都で光秀といふけらい

それからは秀吉のいきほひは︑

︿略﹀︑しまひには日本中の大

秀吉はもう日本中に敵がなく

をはじめました︒

なったから︑こんどは朝鮮せいばつ

六512

なりました︒

名が皆秀吉の言ふことをきくやうに

六508

しぜんに日↓日と盛になりました︒

六504

光秀をうちほろぼしました︒

すぐに敵とわぼくしてかへって來て︑

秀吉はこの知らせを聞くと︑

にころされました︒

秀忠﹁さらば誰か然るべ

六498

モ積立ツル畏縮︑五年・十年ノ後ニ

將軍秀忠︑高虎の武名を

ひでたビ

き︒﹂といふ︒

十二378図

く略V︑秀忠あやしみて︑

吉←きのしたとうきちろうひでよし

信長はとうとう秀吉にいひつ

・とうきちろうひでよし・とよとみひ
でよし

六478

秀吉は大そうおこって︑︿略﹀︑

ふぶれいなことばがありま．した︒

その使を追ひかへして︑二度目の朝

六522

京都の東山の山の上に秀吉の

鮮せいばつをはじめました︒

はかがございます︒

六532

大阪ハ︿略﹀︒秀吉コ・二

故に若しみだりに森林をき

も河水全くかれはつべし︒

り荒す時は︑︿略V︑敷日のひでりに

十97図

ひでり ﹇日照﹈︵名︶1 ひでり

ナル大都會トナレリ︒

城ヲキヅキシヨリ︑次第二商業ノ盛

六805図

まつった神社もございます︒
ヒデヨシ

秀吉は大ぜいの人を十組に分 六533 又その山のふもとには秀吉を

けて︑直させることにしました︒

六481

けて︑︿略﹀︑仕事をいそがせました

から︑すぐに出來上りました︒

一

秀吉はいくさの上手な人で︑
たびくいくさをしたけれども︑

六488

後には秀吉の馬じるしを見る

ぺんもまけたことがありません︒

六493

と︑敵は職はないでにげて行くやう
になりました︒

十二462図

耕地の面積廣大なるが如

秀吉が信長に言ひっかつて︑ びでん ﹇美田﹈︵名︶1 美田

敵を攻めに行ってみた間の事でした

六496

の中に︑秀吉を日本國王にするとい

秀忠大いに感じて其の言 六518 ︿略V︑その使のもって來た文
に随ひ︑嘉明を墨げて呼号に封ぜり︒
ヒデヨン
﹇秀吉﹈︹人名︺14 秀吉 秀

十二382図

之を推蔵するは如何に︒﹂と問ふ︒

﹁汝多年嘉明と不和なりと聞く︒今

十二379図

秀

ハ︑饒程ノ金高トナリテ︑ヤ・高償

十二376図

ひでたぜ
﹇秀忠﹈︹人名︺4 秀忠

ナル必要品モ買フコトヲ得ベク︑
︿略﹀︒

ひでただ

ル必要ガアルカラ︑獣肉其ノ他アブ

に得らる＼ものなれば︑之を買ふ必

の生命を保つに必要なれども︑随意

ラ氣ノ多イ食物が適當デアルガ︑暑
イ 時 分 ハ 其 ノ 必 要ナク︑︿略﹀︒

十一669 常二食物ヲ料理スル詰所ハ
要なく︑︿略﹀︒

圖ヲ作ツテ︑始メテ製造二着手スル

﹇必要書類﹈︵名︶1

ひでよし

其の他食器・衣服等何事

身分相討の交際は家を保
︿略﹀等の交通機關︑

︿略﹀等の公共螢造物に在りては︑

十二9910図

つ上にも必要なり︒

十二928図

要なる事なり︒

にも清潔を旨とするは衛生上にも必

十二898図

家一日もこれなかるべからず︒

なる材料を作り出す所以にして︑國

十二469図

ノデアル︒

の生命を保つに必要なれども︑随意
要なく︑︿略﹀︒

十一柵7 室が廣く︑天井が高いと温
りにくいから︑成るべく狭く低くす
る必要がある︒

十二462図 耕地の面積廣大なるが如
く な れ ど も ︑ ︿ 略﹀︒︿略﹀︑尚甚だ挾

小なりといふべく︑大いに荒地を開
其の上不時の出費の爲︑

き︑美田を増すの必要あり︒
十一一923図

必要

多少の準備を帯し置くを必要とす︒
﹇必要﹈︵ 形 状 ︶ 1 1

ひつようしょるい

に必要なる諸種の規則あり︒

其の任務には輕重の別あることなし︒

必要書類
を裏山に立退かせ︑必要書類など取
りまとめ︑全家立退の用意致し居り
必要

一日二一銭・二銭ヅツニテ

﹇必要品﹈︵名︶1

候中︑︿略﹀︒

ひつようひん

九762医

品

︿略﹀︑直ちに老母と子供

九779図譜ノ通帳ハ此ノ後金鏡ヲ預

九743囲國

キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

九879口︒田干買トイフコトナカリシ遠

ムベキ事ニアラズ ︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ホ

九785図 タぐシ貯金センが爲二必要

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

クル時又ハ引出ス時点二必要ナルモ

輻重兵は何れも戦孚に必要にして︑

九257図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・ 敏速と規律とを尊ぶものなれば︑之

ひつよう

農業は我等が生活に必要

に得らる＼ものなれば︑之を買ふ必

十﹁914図日光・空氣の如きは︑人 十一一124 ︿略﹀︑細密ナ構造分圖ヲ各 重んじて︑之に封ぜんとす︒

特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

忠
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ひと一ひと

地を開き︑美田を増すの必要あり︒

くなれども︑︿略 ﹀ ︒ ︿ 略 V ︑ 大 い に 荒

ひと ﹇人﹈︵名︶鋤 人←いくさびと

カラ︑︿略﹀︒
か︒﹂

セン︒

ママデヤイタリニ

タリシテタベルノデハアリマ

スガ︑ソノ

四508ヨク人ノタベルモノデ

ほいのです︒

さものをもちひないことがお

おめでたくない時には︑なまぐ

三162ミデヰ麗人ハミンナ一 四445園﹁人の死んだ時などの
ドニテヲタタイテホメマシタ︒

﹁おれよりちからのつ

よい人はあるまい︒﹂︹ひらがな

三164園
のドリル︺

︒かまぬすびと・からびと・たびびと
・なんびと・ぬすびと・はたらくこと

馬ニマグハヲヒカセテ︑

︿略﹀︑ユフハンニハ︑ケラ

きがついて見ると︑人が二三

たきおとしながらあるいてゐま
す︒

五96

人立って︑﹁見ごとなたきだ︒﹂とい

そばを通る人が﹁美しい川

．イノ人ヲ右ト左心ワケテ

五122

︿略﹀︒﹂と申します︒

五293圃 ︿略﹀︑思へばつらいことば

コノカハイラシイ︑美シイ蝶

かり︑それもよのため︑人のため︒

ヲツカマヘテイヂメル人声︑ドウイ

五363

フ心デセウ︒

昔雄略天皇がすがるといふ

ゆうりゃく

人をおめしになって︑︿略﹀とおほ

五365

下りる人もあり︑のりこまう

せになりました︒

五392

とする人もあり︑︿略﹀︑大そうこみ

下りる人もあり︑のりこまう

合ってゐます︒

とする人もあり︑︿略﹀︑大そうこみ

五392

︿略﹀︑むかへに來た人もあり︑

合ってゐます︒

見おくりに來た人もあって︑大そう

五393

こみ合ってゐます︒

下りる人がまだ下りてしまは

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

下りる人がまだ下りてしまは

爾がはにいへがたちならんで︑人が

五403

かばんを持って走って行く人

まだきつぶを買ってみる人も

こちらの方のは︑これからの

あります︒

五398

もあります︒

五397

ります︒

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五396

ります︒

こ＼へ來て見ると︑ひろぐ

ゴランナサイ︑大ブツサマノ

うったへた人は︑﹁これは私
が毎日使ってみた釜でございます︒

五241

サク見エマス︒

マへ雪雲ツテヰル人ガ︑コンナニ小

五153

す︒こ＼を人が海といひます︒

として︑どちらを見ても水ばかりで

五136

いそがしさうにあるいてゐました︒

五395

こみ合ってゐます︒

見おくりに來た人もあって︑大そう

︿略V︑見上げると︑はしがか 五393 ︿略﹀︑むかへに來た人もあり︑

だ︒﹂といって︑ほめました︒

五112

つて︑ながめてゐました︒

ス︒

三652

か︒﹂

四75園

﹁くるまにのってみる

がいくたりとほつてゐます

四67園今あのはしの上を人

フ人ガアリマシタ︒

ムカシウラシマ太郎トイ

三563 ザシキノウチニイクスヂ けてあって︑人や馬や車がたくさん
モツナヲハツテ︑ウチヂユウ
通ってみるのです︒
五125 まもなく町の中へはいると︑
ノ人ノキモノガホシテアリマ

ん︒

にながく居ることはできませ

三496人や犬などは水の中

スワラセマシタ︒

三427

ヰル人モアリマス︒
三326 ナヘカゴニナヘヲ入レテ︑
ハシツテイク人モアリマス︒

三323ナハシロデナヘヲトツテ 四642みちをとほる人は︑あし
だのはにはさまった雪をた

リマス︒

田ヲカキナラシテヰル人モア

三321

はひとのほんぶん・ふなびと・みやび

ワタクシノウタヲキク

と・むらびと・ろひと

二22
ト︑人ガダンダンオキテキマス︒

二4ーオソクオキル人ハ︑コノ
ウツクシイ日ノデヲミルコト
ガデキマセン︒

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

二334 ムカシアルトコ上磯︑タ
タ人ガアリマシタ︒

二365ソレカラコノ人ノタニ
ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ
ツタトイヒマス︒

二647トノサマヤ︑オトモノ人
ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ
ケニナリマシタ︒

三H8ウチノ人ガミンナソト
ヘデルトキニハ︑オバアサンガ
オルスヰヲナサイマス︒

ムカシタイマノケハヤト

イ フ チ カ ラノツヨイ人ガア

三135
リマシタ︒

三146 ︿略V︑ノミノスクネトイ

フ人トスマフヲオトラセニ

人を入れると︑六人でせう︒﹂

に︑なぜのしをつけるのです

シカシスクネモチカラガ 四423園﹁人に物をあげる時

ナリマシタ︒

三154

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ

ひと一ひと
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る人の切符を切ってみるのです︒

の切符をうけ取ってみるのです︒

五405 あちらの方のは︑今下りた人
五411 あれは今のつた人の手荷物で
せう︒

て量る人がありま す ︒

五413 まだむかふからいそいで走つ
五413 あの人はもう間に合はないで
せう︒

ヲ通ツテヰル人モ ︑ ︿ 略 V ︒

五426 田デ蹄叉ライテヰル人モ︑道

︿略﹀︑馬もこはがってすくん

六488
︿略﹀︑

五808

せん︒

六565

でしまひ︑人も顔を見合せて進まう

川の上にかけた橋︑橋の下に

とはしない︒

六38

秀吉はいくさの上手な人で︑

友と友︑人と人︒

にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑

上杉謙信はこんな強い人であ

﹁われくはたがひにいく

熊が人ニムカツテ來ル時ニハ︑

熊ハ︿略﹀︑人ノ家ノクラノ

四つとや︑善き事たがひ

り︑︿略﹀︒

七152園

レナリ︒

マス︒

小忌といふのは商人から品

たとへばごふく問屋といふ

シカルニ目ハ見エズシテ︑

イソガシイ時二手ノ足りナイ

家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ

七268

フコトデス︒

トイフノハ︑ハタラク人ノ少イトイ

七266

ラニ物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒

七237図時ノ人車町デ目アキ目ク

︿略﹀︒

ヲ聞キテ︑ 一心二勉強セシカバ︑

ナリシガ︑人中書物ヲ讃マセ︑コレ

七229図

保己一ハ五歳ノ時メクラト

大學者トナリシ人アリ︑塙保己一コ

七228図

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

七226図工ハ見ユレドモ︑字ノ讃メ

買取ってやる店のことです︒

ふ人にたのまれて︑それをほかから

のは︑︿略﹀︑又織物を買ひたいとい

たとへばごふく問屋といふ

のまれて︑それをほかへ責渡してや

のは︑織物を士買りたいといふ人にた

七149圏

物を使ふ人にすぐに士買渡すことです︒

七138園

よ︑あはれめよ︒

人見るときは︑力のかぎりいたはれ

六847霜囲七つとや︑なんぎをする

一ぺんもまけたことがありま

謙信は勝氣な人で︑いよいよ

いくさがはげしくなると︑じっとし
上杉謙信はこんな強い人であ

立ってつりする人など︑それぐ川

六661

ツテ︑スルドイ爪デヒツカキマス︒

︿略﹀︑大キナ手ノヒラデツカミカ・

六645

には何のうらみもない︒

さをしてみるけれども︑敵の國の人

六588囹

つたが︑又なさけぶかい人であった︒

六582

つたが︑心なさけぶかい人であった︒

六581

ては居られない︒

今日は天氣もよいから︑人が

の景色をそへてみる︒

六152

﹁金ニハイロくアリマス

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

六25！園
ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑
私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

﹁私タチノサビルノハ皆人

ガ使ハナイカラデス︒

六286圏

直直リモマダ上デス︒﹂

イレマセンガ︑人ノ毒心立ツコトハ

五426 田デ戸主ライテヰル人モ︑道 六278園今デハ鐵凸面ノ仲間ニハハ
ヲ通ツテヰル人モ ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑向フノ汽車ニノツテヰ

ル人ノカホハヨク見エマセン︒

五433

リシテタベマス︒

五562 人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ

六29！園銅ハ人二二ハレテヰテモ︑

戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵ヲカツイ
デ︑ニゲテ行クコトガアルトイヒマ

時々青イ物ヲ出シマセウ︒

ス︒

五565 火ヲ使フコトノ出面ルノハ人

ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ

︿略﹀︑友だちにもすかれた善

︿略V︑友だちにもきらはれた

六836図翻

友と友︑人と人︒

にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑

六836図圏四つとや︑善き事たがひ

大ていつまらない人になってゐます︒

悪い子供は︑おとなになってから︑

六731

つばな人になりました︒

い子供は︑おとなになってから︑り

六726

コトガアリマス︒

ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル

人ノブリ見テ︑ワガブリ直セ︒

もとはいたって身分のひくい人でご

けて︑︿略V︑仕事をいそがせました

六67一

六422

バカリデス︒

サヲ知レ︒

五574 ︿略V︑火打石や火打金ヲ使フ 六424
人ハメツタニアリマセン︒

ざいました︒

五605 昔ノ人臣石炭ノコトヲモエル 六436 ︿略﹀幽豆臣秀吉といふ人は︑
土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

︿略﹀山守臣秀吉といふ人は︑

た玄人がいくさのはなしをす
ると︑耳をすまして聞いてゐました︒

六443

ざいました︒

もとはいたって身分のひくい人でご

六437

シタ︒

五69一 サンケイスル人ハ争訟ハル
︿略﹀︑北は山のふもとから南

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒
五746

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ
がってみる︒

から︑すぐに出來上りました︒

秀吉は大ぜいの人を十組に分

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五763 ふだんは人も通らない道だか 六481
い︒
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七27一 フトコロ手バカリシテヰル人
︿略﹀︑ノミーツデ見事ナホリ

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒
七274

物ヲコシラヘタリシテ︑人ヲ感心サ
セルノモ︑手ノハタラキデセウ︒

七282 サルニハ手ノハタラキヲスル
ウニ色々ナ物ヲコシラヘルコトハ出

モノが四本アリマス︒シカシ人ノヤ
來マセン︒

そこに居る人は私たちとは

らず︑怠らず︑︿略﹀︒

七838園
．ことばで話してゐます︒

まるでちがった風をして︑かはった
日本は海國でありながら︑

はだかにして︑布片を身艦の一部に

よごれし手にて目をこすり

て目をわづらひし人あり︒

九593図

中佐ノ様ナ鴨方ヲシタ人ハイ 九598図常に無病にして︑警者に

まとふに過ぎず︒

八927

人多き都會に住む者は︑

か＼りたることなき人あり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑春ノ盛りニ帰花ノ雲 九609図

クラモアルガ︑︿略﹀︒

九2810図

︿略﹀︑三朝早く起きて︑木立しげき

七878園

タナビキテ︑﹁花心面木︑人ハ武士︒﹂

田村麻呂は︿略﹀︑力あく

田村麻呂は︿略﹀︒されど

かばかりの大功ありし人故︑

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

九662図若し空氣なからんには︑人

天皇の御信任も厚く︑︿略﹀︒

九639図

は子供もなつき親しみたりといふ︒

も温いつくしみ深き人にて︑笑ふ時

九634図

も恐れたり︒

まで強き人にて︑怒る時はたけき獣

九633図

は︑日光に浴せざるが爲なり︒

こと少き人の︑色青ざめて元氣なき

室内にのみ居て︑外出する

海を恐れる人の多いのは残念な事で

造ったのは︑アメリカのフルトンと

スチブンソンといふ人である︒

中には汽車と競走する積で︑

やがて汽車が動き出すと︑馬

馬に乗って來た人もある︒

九347

九348

上の人はしきりにむちを打ってあせ
つて見たが︑︿略﹀︒

九612図

公園等を散歩すべし︒

盆次郎ハ維新ノ際軍事二進
勢多カリシ人ナリ︒

九299図

ノコトワザモ自ラ思ヒ出デラル︒

海の波を見たばかりで︑恐

す︒

七882園
ろしがる人があるではありませんか︒

いふ人︑︿略﹀︒

七314 ︿略﹀︑二万匹の慧をかふのに︑ 七886園皆さんの中にも︑大きくな 九311 始めて之を船に用ひて汽船を

つてから外気へ商費その他の用事で

ニハトリが度々鳴イテ︑日ガ

人ノ職業ニハイロ︿アツテ︑

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

又漁業その他海の仕事に出 九313 ︿略﹀︑又之を車に鷹醒して︑

人一人附き＼りで︑眠るひまもない

八154

上ツタ︒人爵皆ネドコヲハナレタ︒

八137

かける人もありませう︒

七888囹

出かける人もありませう︒

︿略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン

尊いそがしい︒

七373

デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ
ラ︑通り道ノセマイ割合ニハコンザ
ツシナノー︒

皆メイ︿ノ仕事ヲシテ︑毎日働イ

七395 これを見た人は皆ほしいとは
思ひましたが︑︿略﹀︑誰一人買はう

人ノ幸福人皆自分ノ働デ産ミ

テヰルノデアル︒

この空高く上る︑是皆人の自然の風

九665図帆かけ船の水上を走る︑た

を保つこと能はざるべし︒

龍川なども︑其の頃は橋が無かつ

てん
︿略﹀︑富士川・大井川・天
働クコト二人ノ本分デアル︒

りゆう

九363
八161

九666図又人は空氣を動かし︑風を

道眞は︿略﹀︑少しも世を

起して︑種々の用に供す︒

いきどほり︑人をうらむる心なかり

九797図

き︒

ないと︑相手を助けてやったのは如

九862囹︿略﹀︑人の命にはかへられ

何にも見上げたりっぱな行だ︒

九4910図圃路行く人のかぶりもの︑
と類多し︒

中折・鳥打・山高や︑シルクハット

轄攣ノ如何二甚ダシキニ驚クナラン︒

を利用したるなり︒

たから︑人の肩車に乗ったり渡船に

かごも人の肩でかいて︑休み

乗ったりして渡ったのであった︒

初は近所の人にもうらやまれ

﹁自分は今こそこんな小刀 九379

る程の身代でしたが︑︿略﹀︒

八193

出ス外廷ナイ︒

八157

といふ者がありません︒

七421園 人の話によりますと︑御主
人織田様には︑近いうちに京都で馬
そろへをなさいますとのこと︒

かしこくして︑よく主人の命を守る︒

七614図 すべて犬は人になれ易く︑

八334園

眠れる時も人の足音を聞けば︑たゴ

く行くのだから︑早くもないし︑

七619図犬は耳ざとき動物にして︑

や釘などを造ってみるが︑元は少し

又そんなに樂でも無かった︒

か＼る地方にては︑人は皆

九406図心ヲ知レル人︑︿略﹀︑世ノ

は人に知られた刀かちで︑︿略﹀︒

弓張を持って走る人が︑後か
火事場でさわぐ人の聲がここ

八826図

までも聞える︒

八423

ら後からとつゴいて飛んで行く︒

八417

ちに目をさます︒

七786図圃我等は人と生れきて︑一
たん心定めては︑事に動かず︑さそ
はれず︑︿略﹀︒

一たんめあて定めては︑わき目もふ

七796図圏 ましてや人と生れ來て︑

ひと一ひと
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十115図魍 人え皆 静まりいねし

ま夜中に家組立つる木々ζ今語
り出しぬ︒

十187 たくさんの本を讃んだ全問の
深い人でも︑筆をとる前には十分に
其の考を練らなければならぬ︒

十191 豊をかく人︑圖をひく人︑寓
眞をうつす人の苦心も亦一通りでは
ない︒

十192 垂をかく人︑圖をひく人︑寓
眞をうつす人の苦心も亦一通りでは
ない︒

は是でも知れると思ひました︒

人が大勢込合ってみる中で︑

少しも人に先んじようとはせず︑静

十368囹
かに自分の順番を待ってるました︒

になる︒殊に其の乳の成分は人の乳
︿略﹀︑難卵や難肉の養分の多

に似てみるから︑子供に適する︒

十881

臨幸弄りにおそかりしか

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

︿略﹀︑屋島・壇浦は源

だんのうら

ば︑人をしてうかゴはしむるに︑

十一151図

︿略﹀︒

十一207図

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

同署士は︿略﹀︑多年府

いことは知らぬ人はない︒

縣の技師をも務め︑學理にも通じ︑

十368園人が大勢込合ってみる中で︑． 十908豊国
少しも人に先んじようとはせず︑静

十﹇569

隼人のアラビヤ旅行日記の

身膿健全ナル人ハ︑精神

天性快活ナル人モ︑身艦

ヨク笑ハント欲スルモノ

己ヒトリ樂シトテ︑他人

手討ナルベキ場合二笑フ

イハンや我二等レル人ヲ

此の時﹁自分が行かう︒﹂

笑フ者二於テヲヤ︒

ネタミ︑其ノ聲容ヲ傷ツケントシテ

十一539図

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

十一536図

人ナリ︒

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

十一535図

二方ヂザル工夫ヲナスベシ︒

ハ︑︿略V︑外︑人煙恥ヂズ︑内︑己

十一531図

ヘテ笑フコト少シ︒

ノ健全ヲ害スレバ︑命題モ亦オトロ

十一526図

皆樂シ︒

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

十一523図

↓節に次の様なことが書いてある︒

十一506

あり︑牛馬に引かしむるあり︒

︿略﹀︑荷車には人の引く

だ切なり︒

ロ

人はいさ心も知らず︑故

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

十995図翻

里は花ぞ昔の香ににほひける︒

十㎜8山野ノ人ノ來て見ればこ＼

一箱ノマツチヲ造ル手彫モ

此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ

十一255図

墓地にも明かなる人に候へば︑︿略V︒

神鹿ノ︿略﹀︑人二言ヅキ
マ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

アベノナカ

ル所ナリ︒

テ︑︿略﹀︒トヨメルコト人ノヨク知

十967図

來リテ食ヲ求ムルモ愛ラシ︒

十961図

かに自分の順番を待ってるました︒

りっぱな人の手紙よりも︑

イソザキミンキ

︿略﹀︑其ノ織方ヲ嚢明シタ

何よりも︑本人の行がたしかな保誰

十378園
です︒

十426図
ルハ岡山縣ノ磯暗眠亀トイフ人ナリ︒

白髪頭にて若き人と先を

足尾銅山ハ︿略﹀︑今ヨリ

トイフ︒

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物

十一99

︿略﹀︑全龍ノ人が同ジ仕事

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十一97

ノ人が手分シテスルノデアル︒

ナカく複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢

十﹁93

なりしは人の能く知る所なり︒

其の後吉野の朝の皇居と

も櫻の峯つゴき︑吉野初瀬の花の中

又馬が人をけたり︑牛が人を

十一52図

宿︒ト歌ヒシバコ・ナリ︒

維新前までは牛肉を食ふ人は

三百年前︑此ノ地ノ人始メテ之ヲ畿

である︒

又馬が人をけたり︑牛が人を

とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍マ

人ヲ招待スル画図イフマデ

ノ出射バエが良クテ︑製造高モハル

人ハ其ノ身膿・才能ナドニ 十一643

突いたりするのも︑人に恐れるから

十一105

クドナールである︒
︿略﹀︑山羊の乳は︿略﹀飲料

カニ多イ︒

十875

である︒

十862

である︒

突いたりするのも︑人に恐れるから

十862

当馬が人をけたり︑牛が人を

突いたりするのも︑人に恐れるから

十861

ぬ庭がなくなった︒

至って少かったが︑今では全國食は

十843

見セリトイフ︒

十609図

孚ふもはゴかりあり︒

十542図園

髪を見て侮る心あり︒

十192 垂をかく人︑圖をひく人︑寓 十538図園平生にても︑若き人は白 十978図 人ヲシテソでロニ佛教ノ盛
眞をうつす人の苦心も亦一通りでは
ない︒

ウエジニ
︿略﹀︑不作ノ年餓死スル人

ミ

ノ多キヲアハレミ︑之ヲ救ハントス

十317図

イハ

ル義心ヨリ起レリ︒

十3110図 平左衛門ハ石見ノ國ノ役人
ニテ︑百七十年年筆工ノ人ナリ︒

エ︑遂ニハ中國地方全身二言ブニ至

十326図斜面ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植
レリトイフ︒

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

十331図 昆陽平有名ナル困者ニテ︑

とたつねた︒

十347 或人が主人に向って︑︿略﹀
︿略﹀︑知名の人の手紙を持つ

て來た者も大勢あっ た の に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十347

十355園 談話最中︸人の老人がはい
つて來ましたが︑すぐに立って︑椅
子をゆづりました︒人に親切なこと

す
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ひと一ひと

モナク︑毎旦二度ノ食事ニモ︑其ノ
人の手に渡るべきなり︒

高くなりて︑最も高き債をつけたる

かくて其の家の償は段々

其の家を士滞ることを得べきなり︒

安くなりて︑最も償を低くしたる人︑

十一9210図

人なるときは︑︿略﹀︒

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

十一926図之に反して︑同様なる費

材料及ビ料理瀬戸注意スルコトが大
切デアル︒

十﹇673 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置
ク人ガ︑塁所ヲ不潔ニシテカヘリミ
ナイノハヲカシイ話デアル︒

十一692図 然れども人の勢力には限
りあり︒

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

十一699図翻したる事に過なく︑後 十一939図 ︿略﹀︑又他の職業に業事
悔することなき者は幸福にして賢き
に轄呈するに至るべし︒

アリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十ニー38

ロクコツ

セボネ

コレ誓書ノ脊骨ノ様ナモノ

ども︑︿略V︒

十二728図

進取の氣象に富める人は

事に從ふを以て︑成功は期せずして

何事を爲すにも︑︿略﹀︑熱心に其の

して居る︒

十二838

四百年以前までは東半球

艶出な犬はく略V︑道行く

︿略﹀妙音は︑忽ち人の心

額を語手に支へて人知れぬ涙をこぼ

十二825 ︿略﹀︑傍の石にこしを下し︑

人の投與へる喜捨を待ちわびてみる︒

十二819

は未明より人の山を築けり︒

十二769図 ︿略﹀︑西班牙パロスの港

の人は全く西半球を知らざりき︒

十一一736図

なる時機を失ふこと多し︒

結果を思ひわづらひて︑︿略﹀︑良好

十二7210図引込思案の人は徒に其の

到る︒

デ︑此ノ甲骨ノ左右カラ肋骨ヲ出シ
鳥ばかりではない︑人や獣

テ︑段々二組立テテ行ク︒

類も果實をたべては其の種子を方々

十二2010

へまき散すのである︒

若宮堂の舞の袖︑しつ

﹁農は人の職業中最も

のをだまきくりかへしかへせし人

十二254図圃
をしのびつ＼︒

十一一473図園

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆
︿略﹀︑世界ノ各國一例皆

なるものなり︒﹂

十二511図

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人

十﹁脳7図囹

ヲ見テ泣カザルモノハ人四囲ズ︒﹂

人種・風俗ノ異ナルニ依
リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

十一一516図

ハ皆我が商責ノ花客ナリ︒

時ノ人﹁死セル諸葛︑生

ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

十﹁櫛4図

ト〇

後人日ク︑﹁出師ノ表

十一撹5図此ノ時諸葛孔明トイフ人

人なり︒

よくと心配するは︑未練にして愚

十一702図 思ひても返らぬことをく
なる人のする事なり ︒

十一703図 人を訪問する時は業務を
さまたげざる時間を選び︑用事終れ
ば 直 ち に 去 る べ く ︑︿略﹀︒

十一704図 ︿略﹀︑酔人より訪問を受

く略V巡査の一畢手の合 を百花満開ののどかな春によはせ︑

又忽ち落葉散敷く秋のさびしさに沈

十二606図

ませる︒

男の冠をかぶり︑︿略V︑小

圖に︑通行の人は行くも止るも唯其

十一佃1

の命に從ひて︑少しも混雑を生ずる

くる時は直ちに出でて鷹接すべし︒

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る

薩摩の士に喜劔といふ人

等につきては︑主婦たる人の責任最

十一一915図 ︿略﹀︑子供の行儀・作法

之を義士の墓側に葬れりといふ︒

十二882図時の人其の志を壮として

あり︑︿略﹀︒

十二866図

さつま

と︑昔の人に會つた密な氣がする︒

人をねたまんよりは︑勉

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

十一一959図 ︿略﹀︑注意は氣を以て人

を服せりといへども︑孔子は義を以

十二959図 ︿略﹀︑相如は氣を以て人

十二7110図富貴は人の共に欲する所︑ て人を動かせしなり︒

ども︑︿略﹀︒

貧睦は人の共にいとふ所なりといへ

十二7110図富貴は人の共に欲する所︑ も重し︒

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

十二713図

あるも一利なし︒

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

十二711図世を憤り︑人をねたみ︑

ことなし︒

を成せる人なるに︑三年の間未だ一

チョンガーの間は人に侮ら

きせるは身分の高い人程長
村の財産家に勧業に熱心
村長は村の蕾家に生れ︑

校長も着實温厚なる人に
して︑生徒を愛すること子の如く︑

十一麗10図

村民に敬愛せられ︑︿略﹀︒

極めて親切公平なる人なれば︑深く

十一麗8図

なる人あり︑︿略﹀︒

十一川8図

いのを用ひる︒

十一佃4

れるから︑成るべく早く冠禮を行ふ︒

十一欄4

十一722図園 ﹁君は勢家として一家
度も書志を取り給ひしことなし︒

十一852図 アタカモ人ノ頭髪ヲクシ
ケヅルニ似タリ︒

の生命を保つに必要なれども︑随意

十一913図 日光・高望の如きは︑人

の三家

に得らる＼ものなれば︑之を買ふ必
要なく︑︿略﹀︒

十一921図例へばこ＼に＝

ありて︑之を買はんとする人五人あ
るときは︑︿略﹀︒

十一924図 かくて其の家の償は段々

ひとあし一ひとこえ
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を服せりといへども︑孔子は義を以
らず︒

人の子どもの

たしな

べて︑峰むを御国のおきてなる︑

十一而2図圏
學びの道の⊥ハ年をば︑卒へし今日

て人を動かせしなり︒

十二棚6図 他國に行きて︑︿略﹀︑汽

一足

車・電車中に於ける乗客の基止︑道
﹇一足﹈︵名︶2

うれしけれ︒

こそ

チ

十一753図

書﹁工︿略﹀︑

ヒトヘモ

花客二接シテ愛敬ヲ書ス

外温順・愛敬の徳を守り

きは︑我が國民の世界に無比なる美

十一一価7図 太古以來忠節の心にあっ

常を失はざるは日本女子の美徳なり︒

る事攣に際しても︑自若として其の

て︑内確固たる志操を持し︑如何な

十二341図

ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︿略﹀︒

一枝を書添 十﹁542図

へ︑別を告げて出で去れりとなん︒
ひとへに

都會の地には電車・自動

﹇偏﹈︵副︶1

﹇単物﹈︵名︶一

に速力を競ふ世とはなれり︒

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一262図

ひとえに

に

五94

﹇一思﹈︵副︶1

﹇一二﹈︵名︶1

も知らずにゐました︒

ひとかけ

十286

ひとかげ

一思ひ

人影

廣い田の面は切株ばかりで︑

﹇人影﹈︵名︶1

ラデスカ︒﹂

一方

船長はこつぶの水を一ロ飲

みて︑又その話をつゴけたり︒

七845図

口にうましとて多く食ふこ

となかれ︒多く飲むことなかれ︒今

九583図

一山といふ所にて止めよ︒

秀吉は大ぜいの人を十組に分

か＼る間に︑又向ふより一

組の隊商到着せしが︑︿略﹀︒

九492図

の隊商の宿れるテントを見たり︒

九488融く略V︑其の日の夕方︑一組

出面上りました︒

仕事をいそがせましたから︑すぐに

けて︑ 一組に十重つつわりあてて︑

六482

ひとくみ ﹇一組﹈︵名︶3 一組

四238園﹁ソノ糸ハ一力ケイク

一カケ

か目がまはって︑しばらくの間は何

一思ひにとび下りると︑何だ

ひとおもいに

ス︒

徳にして︑︿略﹀︒
三565 アハセモ︑ワタイレモ︑ヒ
トヘモノモ︑カタピラモアリマ
ひとくち ﹇一口﹈︵名︶2 一口

ノ

イマ一足デヲカへ上ラひとえもの

カウ

一雨

一

﹁一度占領シタ此ノ高地︑

﹇一雨毎﹈︵名︶1

春の初に降るのは一雨毎に花

をもよほすかとうれしい︒

九675

毎

ひとあめごと

足モ退却スルナ︒﹂

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒

八877園

ツテワラヒマシタ︒

ウトイフ所デ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

四554

ひとあし

行く人の容儀等を見 れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一価5図 凡て制度の運用は人にあ
り︒

十二川4図 如何程技藝に通じ︑學術
に長ずとも︑一片忠節の心なからん
には︑其の人や全く精神なき人形の
み︒

十二⁝川4図 此の如き人の組織せる軍
隊は即ち烏合の衆に同じ︒

十二皿5図 ︿略﹀︑上官の者は常に下

級の人をいたはりて︑いさ＼かも輕
侮の念を有すべからず︒

ホツトーイキツク折カラ︑

﹇一打﹈︵名︶2

胸ヲモ打抜イタ︒

ひとうち

も残ってみない︒

ツタ

三158

ひとかた□方﹈︵形状︶2
八738雲斗ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド

ならず︑さては此のま＼にては過さ

ハ一打デコロサレテシマヒマス︒

ガ強ウゴザイマス︒大テイノケモノ

六657シグマトイフ卓筆︿略V︑カ 人影の見えないのみか︑か＼しの骨

一打一撃

弾又モ中佐ノ胸ヲツラヌキ︑軍曹ノ

八892

十二柵1 血氣にはやりて︑粗暴の所 ひといき ﹇一息﹈︵名︶1 一イキ
行あるものは小勇の人にして︑眞正
の軍人にあらず︒

く略V︑小敵を侮らず︑大

敵を恐れず︑十分に自己の職務を蓋

十一一柵3図

す人を眞の大勇の人といふべしと訓
へ給ふ︒

敵を恐れず︑十分に自己の職務を煮皿

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

れじと︑︿略﹀︑そこより逃れ出でた

十二佃3図 ︿略﹀︑小敵を侮らず︑大

す人を眞の大勇の人といふべしと訓

ルが如シ︒

り︒

又肥料の利目も著しく︑

ソノサカナモホシクナツ

﹇一声﹈︵名︶1 一コエ

一コエホエマシタ︒

テ︑ハシノウヘカラ︑ワント

ニー54

ひとこえ

シマシタ︒

一ケリデ︑ケハヤヲケタフ

︿略﹀︑スキヲネラツテ︑タ

九4710図之を聞けるアリの驚は一方ひとけり ﹇一蹴﹈︵名︶1 一ケリ

へ給ふ︒

﹁先に垂がきたる檜の 十一脳8図

美徳

作物の嚢育も目立ちてよくなりて︑
﹇美徳﹈︵名︶3

枝に一枝足らぬ所あり︑氣にか＼り

びとく

村人の喜一方ならず︒

ざく篭り來りたるなり︒﹂

しが︑︿略V︑之を書添へんとて︑わ

十一7410図囹

十二備5図 信義は人と交り世に参す ひとえだ ﹇一枝﹈︵名︶2 一枝
るに於て最も大切なる事にして︑
︿略﹀︒

人としても常に之を重んぜざるべか

十二柵6図 信義はく略V︑商工業の
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ひとさしゆび一ひとつ

﹇人差指﹈︵名︶2

人サ

十644

甲板に立ってるた船長を始め︑ 五685

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

シユビ

ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

ひとさしゆび

鳥居ヲクぐルト︑︿略﹀︒

ソノタビニ枝ガーツヅツフエル︒

オチルトスグ又新シイノガハエテ︑

五717園短年春ニナルトオチルガ︑

三十五人の若者はひとしく目を其の
一入

方向に向けた︒

﹇一入﹈︵副︶1

十172図 ある雪の朝︑皇后は美しき
かうろほう
御庭の雪景色を御覧じて︑﹁香櫨峯

ひとしお

四213園﹁オヤユビノ次ノハ人
サシユビデ︑中ユビト小ユビノ
アヒダノガクスリユビデス︒﹂

四226圏大キイネエサンバセイ

ヰルカラ︑ 一ツヅツニ取離スコトガ

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

出來ル︒

九79

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

ナイ︒

實ハーツノ董ノ上二︑タクサンノ

九103タンポ・．・ヨメナナドハ︿略﹀︑

小サナ花が集ツテ咲イテヰルノデア

ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ勇胆

の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑

ル︒

三つとや︑みきは一つの 九227園丁校も兵士も子一つになつ

フルトンは之に驚かず︑更に

て働かなければならない︒

九319

新しい機關をイギリスに註文して︑

コノ度ノAロ戦ニハ︑師直

又一つの船を造った︒

七75図園

枝と枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六832上戸

リマセン︒

六667

ガ盲同イカラ︑ 局高ユビデス︒

後カラ︸ツヅツヌケテオチルノヲ知

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

私はもと雨の一しっくです︒

﹇一滴﹈︵名︶1

一入なりきとそ︒

御前に侍りし清少納言は︑つと立ち

等し

てみすをまき上げたり︒皇后の御感

ヒトシ

デ︑三郎ハ小ユビデス︒﹂
﹇等﹈︵形︶5
ひとしずく

五85

一しっく

︿略﹀︒ソレカラ私麗人サシユビ
ひと・し
︽ーシ︒ーシカラ・ーシキ・ーシク︾n▽

あいひとし

九414図若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリひとすじ ﹇一筋﹈︵名︶1 一スヂ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニッノ

十76

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

箱根山ヲ見下サバ︑全艦ノ形ノスリ
バチヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ル

本文中の敷石は片点名

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ

温泉の諸種の病を治するは︑

魚の影は一つも見えない︒

ユ．思え崩れん︒﹂

十146垂桜園 梁・棟木つか・ぬき
・柱何一つ取外すとも︑たちまち

サキニ行ツテーツニ集ツテヰル︒

マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑

十74

へんに物なし︒

砂原つゴきなれば︑其の苦しさたと

九457図︿略﹀︑木のかげ一つもなき
中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

弓が一度綜にふれると︑天

難の口の中には小さいくだが
﹁さておしまひに一ついつ

一

假名にて記すべし
八48図図

又其ノ鱒ハ全ク別々ニナツテ

と分別し易き様大書すべし

九73

何から何まで役に立って︑不

用な部分といふものは一つもない︒

十8410

るが爲なるべし︒

る空窓を吸ひ︑美麗なる風光に接す

らず︑ 一つには又地を判じて清新な

たゴに其のふくめる葉物の効のみな

十297
嚢信人の居所氏名を受

ダ盛ニシテ︑︿略﹀︑我が國輸出品中

一

十728図
八48図図

ノ重要ナルモノノーツトナレリ︒

八411図今日ニチハ其ノ製造ハナハ

ておきたい事があります︒

七876園

一つある︒

七324

セルノモ︑手ノ主査ラキデセウ︒

物ヲコシラヘタリシテ︑人ヲ感心サ

︿略﹀︑ノミーツデ見事ナポリ

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

十二829

上の音樂の様な美しい音がわき出し

七273

ベシ︒

萬圓飴にして︑一里の長さだけ十圓

十39図 其の工事の総費用は百九十 ひとたび ﹇一度﹈︵名︶2 一度
金貨を並べたるに等しといふ︒

十二脳5図此の風一度軍人の間に起

た︒

は紡績の業に等しく︑葉巻轟の綜に

まゆ
十一877図 量の綜を吐きて繭を造る
て葉をつゴり合するは裁縫の業に同

一

一つ︒︹ひらがな

﹇一﹈︵名︶30

ひばちが

皿つ

ゆめ此の訓を忘るなと︑ねんごろに
ひとつ

三201

︿略﹀︒

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

︸つでひらたいのもあります︒
四552 白ウサ乱撃 一ツニツト

三627又あはびの貝のやうに︑ 信人に知らせんとする時はく略V片

のドリル︺

一ツ

りては︑士氣も兵氣も衰ふぺければ︑

ひとしい

戒め給ふ︒

じ︒

の物を製造する費用と相思の利盆と

十一933図物の償は︿略﹀︑常に其
を併せたる金額に等しからんとする
傾きあるものなり︒

十二㎜9図外黒人に接するにく略﹀︑
いはゆる四海兄弟の精神を以て等し
﹇等﹈︵形︶1

く之を親愛するは大國民の度量なり︒

︽ーク︾

ひとし・い

ひとつ一ひとびと

482

ニナリマシタ︒

ン大キクナツテ︑一月モタタナ
十一116 又分業二依ツテーツノ仕事
イウチニ︑︿略﹀︑大キナ太イ木
ニバカリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ

精神ヲコラスコトニナルカラ︑︿略﹀︒

皆さんの小指程の大きさになり︑

十﹁595園圃老い激る父の望は一つ︒ 七297 けれども一月ばかりの内には︑
義勇の務御心に尊し︑孝子の讐我が

花は麓より咲初めて次第

ふもと

︿略﹀︒

ま

家にあげよ︒
た

タリ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂

︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八401図

然レドモ其ノ帯心掘取りテ

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

十615図

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

﹇一通﹈︵名︶1

圭毘をかく人︑圖をひく人︑寓

一通り

バ︑産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スル
ひととおり

コト多カリシナリ︒

り過ぎて︑奥の花の盛りとなるまで

一つとや

一つ松

ない︒

ひとどおり

き︒

ひとなみ

人通リ

一トコロ

人トナリ

まへぬ

身のいつしかに

積み得さ

知ら

る︑︿略V︑世の人並の文字の数︒

十二㎜5図圃︿略﹀︑西も東も

ざりし身のいつしかに分けレ2た

晩にはくたびれた足をのばし

一眠

る︑︿略﹀︒世の人並の 道の筋︒

六118

ひとねむり ﹇一眠﹈︵名︶1

︹課名︺2

人ノ身髄

て︑けさまで一眠に眠りました︒

人ノ身膿

人ノ身膿

第二十一課

第二十一課

ひとのしんたい

十目8

十754

人のなさけ

人のなさけ

人のなさけ

︹越年︺2

第十八

第十八

ひとのなさけ

六目6

マツチハーダースノ償三四

一箱ノマツチヲ造ル手敷モ

ノ人が手分シテスルノデアル︒

ナカく複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢

十一92

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ノ手合入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八399図 ︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

ラズ︒

鏡グラヰナレバ︑一箱三四厘ニモ足

八383図

ひとはこ ﹇一箱﹈︵名︶3 一箱

町ハ段々人通リガ多クナツテ︑ 六596
﹇一所﹈︵名︶2

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

又車ユリナドハ多クノ葉が一
﹇為人﹈︵名︶2
ナカノオホェノ

ろ

孔子は魯といふ國に生れ︑

人並
いろはのいをも

﹇人並﹈︵名︶2
十一一佃4図圏

わき

人と帰り禮を好み︑温良・恭倹なり

十一一936図

其ノ人トナリヲシタヒ奉り︑︿略﹀︒

カシコキ皇子アリキ︒鎌足早クヨリ

一つとや︑人々忠義を第

七86図正行ハソレヨリ戦場令弟ヒ︑

恩︒

一に︑あふげや︑高き君の恩︑國の

六824図圃

まにつんで︑干潮りにきます︒

四32村の人人が︑毎日やさい
やすみやたきぎを馬やくる

八504図書ノ頃中大兄皇子ト申ス ひとびと ﹇人人﹈︵名︶28 人人 人々

人と爲り

ひととなり

虚二面ツテ董ノ周園ヲ取巻イテヰル︒

十84

デアル︒

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利

上391

一雪

ひとところ

車モ通り︑馬モ通ル︒

八142

﹇人通﹈︵名︶1

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは

十193

然るに未だ一月もた﹂ざ

一つ心

る内︑又再び引返して一國寺に蹄れ

十一747図

は︑ほとんど一月にわたるといふ︒

に山上に及び︑麓の花︑中の花の盛

十一599図圃老いたる母の願は一つ︒ 十一48図
に死キとも︑病に死そな︒

軍に行かば︑からだをいとへ︒弾丸

十一7110図此の給をかける圭旦工
︿略﹀︑何一つ書がくこともなく︑毎
日遊び暮して三年を纏たり︒
くわふん
り︒

﹇一心﹈︵名︶1

り︑二つ御祖の神の教を︒

みおや

十一﹇32図圃國民は一つ心に守りけ

ひとっこころ

十二205 其の時花の中の花粉は是等
の轟に着いて︑﹁つの花から他の花
に傳達される︒

ひとつ ﹇＝︵副︶2 一つ

若シ一人ノ手デ製造スルナ

﹇一﹈︵感︶1

一つとや︑人々忠義を第

﹇一松﹈︵名︶2

枝ぶりすべてお

見上げる峯の一つ松︑はま
べはつゴく松原の

六48圏

ひとつまつ

恩︒

一に︑あふげや︑高き君の恩︑國の

六823図圏

ひとつとや

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

ラバ︑一包三鏡ヤ三鑓五厘一；買ツテ

十一103

三415園 ﹁水の中へはいったら︑ ひとつつみ ﹇一包﹈︵名︶1 一包
どんな心もちだらう︒ 一つやつ
て見よう︒﹂

八462園 伯父さんが御安心なさる様

︸ツ色

に早く返事を上げよう︒お前一つ書
﹇一色﹈︵名︶1

いてごらん︒﹂

ひとついろ
ガ辮トーツ色デアル︒

九82 又ユリヤアヤメノ花瓶菖巧ノ色
ひとつおき コ置﹈︵名︶1 一ツオキ

十82 アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

もしろや︒

﹇人手﹈︵名︶3

人手

滋賀唐崎の﹇つ松︑夜の

がからさき

一ツオキニ董二附イテ居り︑ナデシ

八611図囲
ひとで

雨にぞ名を得たる︒

し

コナドノ葉ハ頭重ヅツ向ヒ合ツテ附
イテヰル︒

一月

ソノマツノ木ハズンズ 八169図園﹁我モコレ程ノ事ハ心得

﹇一月﹈︵名︶4

二553

ひとつき

483
ひとふり一ひとめせんぼん

花々シク職ヒテ︑一族ノ人々トトモ
ニ戦死ヲトゲタリ︒

八515図 コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ

サレバ平左衛門ノ死セシ時

次第に不安の念を生ぜり︒

十二788図人々始めて陸地の近きを

十328図
ハ︑中國ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父
こと能はず︒

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る

當日は本村の重なる人々

母二別ル・如ク悲シミタリトナリ︒

十9210圓國
十二792図

ミ奉ルコトヲ得テ︑同志ノ人々ヲモ
も精々誘ひ合せ︑是非参會致すべく

る號砲に︑人々喜びて︑手の舞ひ︑

︿略﹀︑先頭の一撃が獲せ

カタラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ
候︒

一先安心いたしました︒併し老病の

ぬと存じます︒

事故︑よほど大事にしなければなら

この時よしつねは︑﹁われを

ひとむち ﹇一鞭﹈︵名︶1 一むち

手本にせよ︒﹂といひながら︑馬に

五814

一むちあててかけ下りた︒

日は既に西へ傾いて︑祭見 ひとむね ﹇一棟﹈︵名︶1 一棟
むね

足のふむ所を知らず︒

待テリ︒

十二821

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

もしない︒
十一一悩5図故に人々常に自治制の本

居合せたる人々涙にくれ

ながら︑﹁何とて命を捨つるに及ぶ

旨を辞し︑協同一致して團髄の福利
を増進せんことを心掛くべし︒

あやしみて尾をさきて見給
ふに︑一ふりの遠出でたり︒

九41図

十一652︿略﹀︑味ハ人々ノ好ミヲ考 ひとふり ﹇一振﹈︵名︶1 一ふり

ず︒

べき︒﹂と︑取っておさへて動かせ

十一457図

ナ形ヲ造ツタナラ︑︿略﹀︒

ル山中の一層會に現れしが︑︿略﹀︑

八173図

＝目﹈︵名︶3

一目

ると︑町が一目に見えますね︒

四43園﹁にいさん︑ここから見

天氣圖とは︿略﹀︑あた

むざんや︑實盛にて候︒﹂

十5210図 樋口は一目見て︑﹁あな︑

十ニー95図

一目に全國天候の如何を示すものな

かも天上より下界を見下すが如く︑

り︒

最も人目を引くものは國

甚だ重ならず︑其の建築も亦新し︒

會議事堂なりといへども︑其の規模

十二652図

︿略﹀︑ス・ケタル障子ノ破 ひとめ ﹇人目﹈︵名︶1 人目
レヲツクロヒヰタリ︒︿略﹀︑オボツ

カナキ手ツキニテ︑破レタル所ヲ一

スミ ダ

其の座敷の一間の杉戸に ひとめぐり・す □巡﹈︵サ変︶1 一

間ヅツ張レリ︒

十一716図

メグリス ︽ーシ︾

ノポトリ倉出ヅ︒

コ・ヲーメグリシテ隅田川

は檜一本を書がき︑他の一間には

七569図

﹇一目千本﹈︵名︶1

わけてさくらの吉野山︑一

ひとめせんぼん

しや︒

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美

六63圃

は檜一本を壼がき︑他の一間には
一先

一目千本
＝先﹈︵副︶1

︿略﹀︑昨朝あたりから熱が
ずっと下って︑食事も進みますから︑

八673囲

ひとまず

鶴二十五羽ばかり書がけり︒

ひのき

十一717図其の座敷の一間の杉戸に

鶴二十五羽ばかり壷がけり︒

ひのき

ひとめ

八435 ︿略﹀︑二棟の土藏の中︑一棟
十一124例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其 物の人々は段々譲り始める︒
はとうく焼けおちたさうだ︒
十二8310 人々は唯神曲に心を奪はれ
ノ各部分ヲ造ル人々ガメイ︿勝手

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒

九2710図維新前後誓事三賀フレタル 十一106 分業法南幌ルト︑人々が其
人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸戦役二職掌
シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九305図 カクノ如ク國事ニタフレタ
アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公
ノ心ヲ起サザラン︒

九3210 之を聞いて︑是までフルトン

を笑った人々も大いに感心して︑皆
其の成功を喜んだといふことである︒

ヘテ︑多選ノ漏足ヲ買フベキ物ヲ選
バナケレバナラヌ︒

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

方 十一6510 又魚類や野菜ハ即言ノ季節ひとま ﹇一間﹈︵名︶3 一間

九474図其の夜アリふと目をさまし
て︑人々のかたるを 聞 け ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ならず︑︿略﹀︑人々のねしづまるを

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

九481図之を聞けるアリの驚は
うかゴひ︑ひそかに酪駝にうち乗り

是等の人々は皆非常の大
事にあひて心を取齪さず︑能く其の

十二322図

上すべき道に験したる我が國婦人の

て︑そこより逃れ出でたり︒

人々に附きそはれ︑静々馬を歩ませ

九829 やがて五人の騎手は多くの

實例にして︑︿略﹀︒
り

す

て︑鳥居の下へ集って來た︒

手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつけ

九834 五箇村の人々は各我が村の騎 十二666図 又かつて栗鼠の大群ウラ
てるる︒

︿略﹀︒

ことなき大洋なれば︑乗組の人々も

十二779図

是より先は未だ航行せし

人々の驚き恐れて逃げかくる＼中︑
まど
町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓を抜け︑

九859 愛作方の人々は愛作の肩を
熊吉方の 人 々 は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

た﹂いて︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

いった︒

九868

ひともと一ひとり

484

ひともと

﹇一本﹈︵名︶1 一本
なつめ

あともいちじるく︑くつれ残れる民

十386図圏 庭に一本喪の木︑弾丸

﹇一矢﹈︵名︶2

一矢

屋ユ︑今ぞ相見る二將軍︒
ひとや

四778 いくら弓の名人でも︑こ
れを︸矢でいおとすことは︑
なかなかむつかしさうです︒

をさだめ︑弓を引きしぼって︑

四823 よ一は︿略﹀︑よくねらひ

﹇一休﹈︵名︶1

一休み

ひようと一矢いはなしました︒
ひとやすみ

宮に参拝す︒

﹇人山﹈︵名︶1

人山

ひと

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
ハ一人モアリマセン︒
四73園 ﹁一人︑二人三人四人五
人︑やっぱり五人です︒﹂

その時一人がすすみ出て︑

忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タメニ

八676困

祖母一人孫一人の事で御座

いますから︑︿略﹀︑どうか今四五日

︿略﹀︑夫婦の老人一人のむ

く略V大蛇あり︑毎年來

て︑人々のかたるを聞けば︑一人の

九475図其の夜アリふと目をさまし

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功名を立てる様な

九226圏併し今の弾唄は昔とちがつ

自由なる事もあらん︒

いくさに出でし事なれば︑定めて不

﹃﹁人の子が藁家の爲

の︸人をも食はんとす︒

りて︑我が娘を取食ひ︑今また残り

九31毛革

時給ふ︒

すめを中にすゑて泣きかなしめるを

九19図

してお上げなさい︒

ね起きの出來るまで︑ゆっくり看病

八688困 五日でも十日でも︑ 一人で

ます︒

そのころになると︑二万匹の 目のところ御ゆるしを願ひ度う御座い

ックスベシ︒

七314

慧をかふのに︑人一人附き＼りで︑

せん︒

で︑誰一人買はうといふ者がありま

思ひましたが︑何分にも直が高いの

四771 一人のくわんちよがその 眠るひまもない程いそがしい︒
下に立って︑さしまねいてゐま
七396 これを見た人は皆ほしいとは
す︒

四787

この時べんけいは火の明りを 七904図 中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

又略﹀︒﹂といひました︒

五768
たよりにたつねて行って︑一人のか

ク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野ノス

八102囲

一人の分はうっかりしてゐ

おはなさんも一人の分はほ
ある日一人の友だちは︑この

曰く︑﹁︿略﹀︒﹂

九478図又一人︑三略﹀︒﹂といふ︒

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワ

暴風雨にて︑︿略﹀︑同夜は近村の者

ヤガテ同志ノ一人御前二進 九729國国 ︿略﹀︑二十八日は終日大
ナ・キ聲フルフ︒

郵便貯金ニチハ︼度ノ預ケ．

高﹁人拾銭以上ナリ︒

ます︒

のところ御ゆるしを願ひ度う御座い

いますから︑︿略﹀︑どうか今四五日

なぐさめ居たり︒

かに詩歌に思をよせて︑ひとり自ら

つけて︑都の空のみしたはしく︑僅

八676困祖母﹁人孫一人の事で御座 九807図 ︿略﹀︑見るもの聞くものに

テ︑入潮ノ足ヲキル︒

八535図之ヲ見テ他ノ﹇人切ミ出デ 九767図

﹁人も眠につきたる者これなく候︒

八526図

く世間話をしてみたが︑︿略﹀︒

農夫と野原の草の上に坐って︑いろ

八199

んとによく窩ってゐます︒

八122国

よく寓りました︒

る間に爲されましたので︑かへって

八109困

したから︑両方一枚つつ差上げます︒

ついでに私一人のもとりま 九211魑團囹

タヅネ來ン︒﹂ト︑タ︑・一人タマナ

その時一人の子どもは大きな

︿略V︑二人が店のるすをして

ガタナシ︒

りうどをつれて來た︒

に來た︒

一人の年取つた男がこゑをは

ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間ハ︑

七27図園我が死ニタル後モ︑一門

︿略﹀︒

り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑

六756

く泣いてみる︒

とを顔におしあてて︑ひとりしく

六604團

八つばかりの女の子︑たも

みると︑一人の男の子がふでを買ひ

六301

けました︒

石を持って來て︑力まかせに投げつ．

六235

つして︑かめの中へおちました︒

へ上って︑遊んでみるうちにふみは

一人の子どもが水がめのふち

船にのらせました︒

もが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑まつ象を

八75図宿に蹄りて﹇休みの後︑外 六207 その時そこに居た一人の子ど
ひとやま

ヒトリ

十二834 聴衆は四方から集って來て︑ 六227
﹇一人﹈︵名 ︶ 7 2

見る内に人山を築いた︒
ひとり

三103 ウチ一一ネエサンガ 一人︑

り 一人 濁り

ニイサンが三人︑オトウトトイ
モウトガ︼人ヅツアリマス︒

ニイサンが三人︑オトウトトイ

三104 ウチニハネエサンガ 一人︑

モウトが一人ヅツアリマス︒
三142園 ﹁日本中ニハヨワイモノ

バカリデ︑ジブンノアヒテニ
ナルモノハ一人モナイ︒﹂

三456あるばん一人の男がそ
らをむいて︑ながいさををふ
りまはしてゐました︒

三731 ︿略V︑トモダチモミンナ

485
ひとりごと一ひなさままつり

たをたつ︒

九816図圃 秋思の詩篇ひとりはらわ
九821 それは氏子の五箇村から子供
の騎手を︸人つつ出して︑競馬をさ
せて︑︿略﹀︒

九825 一人置熊吉︑一人は愛作とい
つて︑年は同じく十五歳︒

若シ一人ノ手デ製造スルナ

猫り廣き場庭を占領し︑︿略﹀︒

十二鵬7図 ︿略﹀︑及び各府民に覧て

︿略﹀︑一村は一家の如く

和合して︑二十年來未だ一人の犯罪

十︸柵7図

多額の直接國税を詠むるもの十五人

こかげ

フト水ニウツツタジブンノス

﹇雛﹈︵名︶1

きます︒

ほこ

ひなεおひなさ

やうにして︑水の上へ出て

三491︿略V︑下へもぐって︑しば
らくたつと︑ひとりでにうかぶ

ひとりでに ﹇独﹈︵副︶1 ひとりでに

などひとり言いひ居たり︒

ら寝ねずして︑明日はかく垂がかん

十一736図 ︿略﹀︑前の如く夜もすが

思はずひとり言をいひました︒

くらみな馬をもつて見たい︒﹂と︑

念なことはない︒武士としてはあの

七404 ︿略﹀︑﹁あ＼︑金がない程残

メマシタ︒

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

ガタヲ見テ︑アタマカラ足マデツク

五713

トひとり言

ひとりごと ﹇独言﹈︵名︶3 ヒトリゴ

の心得なりと思ふべからず︒

へるものなれども︑由り軍人として

十二価5図此の勅諭は特に軍人に賜

りて勅任せられたるもの是なり︒

の中より一人を互選し︑其の選に當

者をも出したる例なし︒
テツッヰ

︿略﹀︒

か︒﹂

十二392図囹
れんや︒

りき︒

た︒

十二852

みるとは︑今の今まで誰一人も氣附

が嵩々として此慮彼虜にかゴやいて

日ははや没して︑燈火の光

の様子を見てみた一人の紳士があっ

＋二馨木蔭に立ってつくぐと此

者は一人もない︒

時代後れの下手な音曲に耳を傾ける

十二821

見る物の多い今日の祭日に︑

船員も︿略﹀命令に服せざるを得ざ

る決心を以て動かざること山の如く︑

十二784図

コロンブスは庵り堅固な

叱したるもの︒何ぞ猫り廉直軍を恐

﹁余は秦王を其の朝に

して︑祖先以來の勇名を辱しめ給ふ

十二311三園

﹁良人影響り身を全う

ノ手デ自由二運轄スルコトが出庫︑

一人デ 十ニー210 何千貫トイフ大鐵鎚モ一人

ラバ︑一包三鏡ヤ三銭五厘出費ツテ

十一103
ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

分業法戸毎ラズ︑

分業法二戸ツテ︑一人デ一

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑

十一1010

︿略V︒

十一H3
種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル
ト︑︿略﹀︒

﹁幼き身を唯一無敵國

いよく忌日になりて︑

己ヒトリ樂シトテ︑他人

殊に集會の時間は正しく
一人の肖る＼爲

鵜匠は一人にて十二羽の

かなかった︒

ま

孝纏に日く︑﹁身を立て︑ ひな

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て

十二973図

一本ノツムニ一人ヲ要スベキニ︑

櫻も咲けば︑

ひなの祭の桃の花

ひなさままつり ﹇雛様祭﹈︵名︶1 ひ

︿略﹀︒

ろびそめて︑山々の

八354図圏
衆人群集の場虚にて他人

をおしのけ︑汽車・汽船の中にて我

十一一992図

孟子の如きは即ち其の一人なり︒

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

之に反して︑同様なる責
人なるときは︑︿略﹀︒

家五戸ありて︑買はんとする人唯﹇

十一927図

︿略﹀︒

十一8610図昔ノ綜車ニテ紡グ時ハ︑

鵜を使ひ︑︿略V︒

十一805図

︿略﹀︒

の中の一人若し十分目後るとせば︑

十一709図例へば六十人の集會に其

しむればなり︒

に多人敷をして貴重の時間を空費せ

守らざるべからず︒

十一707図

人ナリ︒

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ

十一534図

り心に思ひ定めたるに︑︿略﹀︒

熊王今夜こそ正儀を出ためと︑ひと

十一445図

へやらんも心許なし︒

﹁︿略﹀︑我が友ユひと 十一423図園

つて︑年は同じく十五歳︒

九825 一人は熊吉︑一人は愛作とい
十1210図圃園

り離れて︑はるぐと五百重のし
はり

﹁︿略﹀︒あはれ我︑梁や

ほ路︑故里の逆なつかしや︒﹂
けた

棟木や 桁どもを いつもせおひて

むなぎ

十138図圃

片時も休む間なし︒﹂と角柱ひ
とりつぶやく︒

止マズ︒其ノ中ノ一人日ク︑﹁︿略﹀︒﹂

十2410図 無頼ノ少年等口々二罵リテ
ト〇

十325図 ︿略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作

ノ年ニモ︑國中一人ノ餓死スルモノ
ナキニ至レリ︒

十346 志望者は五十人ばかりも來た
が︑主人は其の中で﹇人の青年をや
とひ入れることにきめた︒

十354囹 談話最中一人の老人がはい
つて來介したが︑すぐに立って︑椅
す
子をゆづりました︒

十503図囹 ﹁唯一人ふみ止って戦ひ
給ふは誰ぞ︒

人組合ひて馬より落つ︒

十512図 敵は一人︑此方は二人︒三

なさままつり

四725圃

りQ
き

そ

ひのき

おはるあしたはひなさ 十118図圃園 ﹁我え元 木曾の檜よ︑
白雲を

かし

くす
中部の山林には樟・松
しひ

の光にはげまされて︑鵜は盛に活動

ヒノデ

ヒノシ

し︑ひたすら其の獲物の多からんこ
とを競ふ︒

ヒノシコテ

﹇火璽斗﹈︵名︶一

﹇日出﹈︹課名︺2

﹁212

ひのし

ひので

つ

十417図圃

砲音絶えし砲塁にひら

めき立てり︑日の御湿︒

神代より承けし寳をま

ひのもとっくに ﹇日本国﹈︹地名︺1

十二23図圏

日の本つ國

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

國︒

一21ーヒバチヒバシゴトク

シ

ひばし ﹇火箸﹈︵名︶2 ヒバシ 火バ

出

七383 ︿略﹀︑出ロニハ鍋・釜・鐵ビ

鶴二十五羽ばかり圭旦がけり︒

二42オソクオキル人ハ︑コノ

ケ・タラヒ・ザルナドヲ費ル荒物屋

ン・火バシナドヲ士買ル金物屋ト︑ヲ

︿略﹀︑圭旦師それより後の

ウツクシイ日ノデヲミルコト

十一745図

ガデキマセン︒

﹁先に書がきたる檜の 七824園

日の丸

﹇日丸﹈︵名︶3

日ノマル

波にうつって︑水の色が金色になり
ます︒

ひのまる

日ノ丸

四87 日ノマルノコクキガアサ
日日カガヤイテヰルノハ︑イ
十月十七日晴︿略﹀︒家々

サマシイデハアリマセンカ︒
八42図
かんなめ

に日の丸の旗を立てたり︒︿略﹀︒今
日は神嘗祭なれば︑︿略﹀︒

ひばち ﹇火鉢﹈︵名︶4 ヒバチ ひば

ヒバチヒバシゴトク

火バチ

一21一

ち

︼つ︒︹ひらがな

ひばちが

のドリル︺

三201

四744 又四ダン二十ハ小サナタ
ンスヤナガモチヤヒバチナド

火バチナドニ入レル炭ハ︑木

ヲナラベ︑︿略V︒

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

五576

ぼ

り

六

ヒバリ

ヒバリ

六

ヰマス︒ヒバリガオモシロサウ

三174アタタカイカゼガソヨソ
ヨトムギノホノ上ヲブイテ

り 帯日雀←・こひばり

ヒ

ひばり ﹇雲雀﹈︵名︶4 ヒバリ ひば

三172

三目7

中佐ハ︿略﹀︑トウく山上 ひばり ﹇雲雀﹈︹着呼︺2 ヒバリ
ノ敵ヲ追彿ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立

八868

火の見

日の御

﹁あそこに高い火の見

﹇火見﹈︵名︶1

テタ︒

ひのみ

﹇日御旗﹈︵名︶1

のはしごが見える︒

四46圓
ひのみはた

ガアル︒

二枚には垂がかず︑唯檜一本を書が
十一7410霊園

枝に一枝足らぬ所あり︑︿略V︒﹂

﹁︿略﹀︑箱根山中にて

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

十一751図囹

青年の世風を養ひ︑智徳

たれば︑︿略﹀︒﹂

十一備2図

其の一事業として杉・檜等の植林

日の出や日の入には日光が

きて︑東國へ出立せり︒

南部には格樹も見受け申候︒
ニ目3 ニ ヒノデ
十一717図其の座敷の一間の杉戸に ニ24 ニ ヒノデ
ひのき
は檜一本を壼がき︑他の一間には
ひので ﹇日出﹈︵名︶2 日ノデ 日の

ようじゅ

・杉・檜・樫・勘当の繁茂著しく︑

ひのき

十一387繍団

うなじユ一まきて︑峯高く

ままつり︒きせてやりたいこの

日の入

ヒナマ

空﹂そびえき︒﹂

﹇雛祭﹈︹解櫛︺2

はれぎ︒

ひなまつり
ツリ

四目11 二十三 ヒナマツリ
﹇日入﹈︵名︶1

四728 二十三 ヒナマツり
ひのいり

七825園 日の出や日の入には日光が

ひのかは
﹇簸川﹈︹地名︺1 簸川

波にうつって︑水の色が金色になり
ます︒

ひのかわ
すさのをのみこといづも

九19図 ︿略﹀素菱鳴尊出雲の國に
ひのかは
いたり給ひしに︑簸川のほとりにて︑

ヒノキ

ひのき

夫婦の老人一人のむすめを中にすゑ
﹇檜﹈︵名︶ 1 2

て泣きかなしめるを配給ふ︒
ひのき

檜檜

ひのき

を澄み︑︿略﹀︒

をみがくを目的とせる青年會あり︑
ひのき

はえてみるのは目がさめるやうな心

六25松・杉・ひのきなどが一面に
持がする︒

阿里山の檜材は世界無

り

六673図 材木ニハ松・杉・ヒノキ・ ひのきざい ﹇檜材﹈︵名︶1 檜材
あ

比の良材と構せらる﹂ものにて︑中

十一399恒温

には直脛二十尺饒︑一樹にて千五百

栗・ケヤキナドア リ ︒

松ト杉トニシテ︑上品ナルハヒノキ︑

六675図 モツトモ多ク用フルモノハ

尺〆の材積を得るものもこれあり候
由︑︿略V︒

︿略﹀︑水に飛散る火のこ

火のこが花火のやうに散って

﹇火粉﹈︵名︶2

八416

ひのこ

十︸8010図

みる︒

火のこ

カタキハ栗ナリ︒

六676図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ
板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑
船ヲ作ルニ用フ︒

八63図材は皆ひのきの白木を用ひ︑
金色の金物きらくと日にかゴやけ

仁

ひなまつり一ひばり

486

487
ひび一ひめい

ニサヘヅツテヰマス︒

カサヘギカリガネオホトリ

キジ

マナヅル

カモメ

ウヅラ

つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

大砲ノヒ寸キハ︑天モオチ︑

︿略﹀︑百雷の一時に落ち

︽ーク︾

村の祭のたいこがひ響く︒

足なえて︑動くことかなはず︑皮膚
の色さへ青ざめて︑身腔は全く力な
きにいたれり︒

白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

アフリカ人は皮膚黒く︑髪
我等日本人は髪も黒く︑眼

ちゴれたり︒

八836図
八838図

骨ハ筋肉二包マレ︑皮膚更

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

十757図

二其ノ上ヲオホフ︒

火吹竹

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風
ナリ︒

﹇火吹竹﹈︵名︶1

ヒマ ひま﹇▽お

筆勢非凡にして︑丹青の

ひぼん ﹇非凡﹈︵形状︶1 非凡

十一734図

﹇暇﹈︵名︶5

旧いふべからず︒

ひま

三郎ハシンパイシテ︑ヒマ

サヘアレバ︑母ノソバへ來テ︑

四672

直吉と長松は同じ店のでっち

﹁︿略﹀︒﹂トイツテタヅネマス︒

であった︒︿略﹀︒あとになって︑主

六331

人はこの事を聞いて︑直吉は正直も

のだとほめて︑長松にはひまをやつ

た︒

で︑信玄に打ってか＼つた︒信玄は

六572 ︿略﹀︑信玄の本陣に切りこん

そのころになると︑二万匹の

刀を抜くひまがない︒

七314

登をかふのに︑人一人附き＼りで︑

九655図塁所にて火吹竹を使ふも︑

ひふきだけ

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

こ

く

︿略﹀︑あちらこちらに桑つ

﹇日増﹈︵名︶2

わがしい中に勇ましい︒

ひまし

る︒

ひめ﹇▽おとひめ・おひめさま・やまと

る︒

むをとめ︑日ましくにはるこも太

七99圃

︿略﹀︑あちらこちらに桑つ

むをとめ︑日ましくにはるこも太

七99圏

日まし

し物を取込むひまもない夕立は︑さ

一天にはかにかき曇って︑ほ

眠るひまもない嘲いそがしい︒

み

十二257図圏鎌倉宮にまうでては︑
わきぬべし︒

蓋きせぬ親王のみうらみに 悲憤の
涙

九686

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる
爲にして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑コロンブスは深紅
歓喜を眼の光に浮べて槍先に上陸し︑

の美服を着し︑西班牙の國旗を持し︑

十二798図

うれし︑この松の根もと びふく ﹇美服﹈︵名︶1 美服

七896図爆撃ノ聲タチマチ船ゾコニ
ヒ寸ク︒

八94図圃

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒や
﹇日比谷公園﹈︵名︶一

まびこにひ毬く呼聲︒
ヒ ビ ヤ

ひびやこうえん

十一537図儀式・公書等ノ席ニテ談

二丁相並んで雄を孚ひ︑ びふう ﹇美風﹈︵名︶1 美風

な雪なだれがなだれて來て︑︿略﹀︒

か＼る様なひ球きと土ハに︑山のやう

十一554

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七893図

で︑うこいて居れども︑︿略﹀︒

ちん︑かつちん︒おんなじひびき

四486團とけいはあさからかつ 八835図 ヨーロッパ人は大むね皮膚 ひま

ひゴき

三19一 ヒバリハオリルトキニハ︑ ひびき ﹇響﹈︵名︶4 ヒぐキ ひびき

ケツシテスノアルトコロヘハ
オリマセン︒ケレドモ上ルトキ
ニハ︑スカラスグトビタチマス︒

七96韻眠る蝶々︑とび立つひばり︑
ティ

吹 く や 春 風 た も と も弱く︑︿略﹀︒
ヒバリ

十一313図 水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・
雲雀・鵠・雁・鴻・堆・鵬・鶉・

サギ

日々

︿略V︒

其のひ窟き萬雷のと望ろくが如く︑

︿略﹀︑昨今は友人も出來︑ 十一781図

﹇日日﹈︵名︶ 8

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

ひび
十5910霊鳥

螢内の生活にもなれ︑日々樂しく暮
し居り候︒

ひゴく

十一661 日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑ ひび・く ﹇響﹈︵四・五︶3 ヒぐク
アキ易ク︑身腔ノ爲ニモヨクナイ︒

れ︑鯨り旅行も致さず候へども︑見

十一956國事事の後日々業務に追は 七111圃 二百十日も事なくすんで︑

日々の天氣は我等の生活

聞取交へ︑新版圖の状況大略御報知
申上候︒

十一一164図
に大なる關係あり︒

十一一165図故に文明諸國に於ては何
れも氣象墓・測候所を置きて︑日々

園アリ︒

皮膚

備砲

ひめい ﹇悲鳴﹈︵名︶1 悲鳴

捕鯨法には此の外に汽船の備 ひめのみこと

﹇備砲﹈︵名︶1

十672

びほう

又冷水浴や海水浴はひふを強

﹇皮膚﹈︵名︶6

七652

ひふ

ひふ

︿略﹀︒
日比谷公園
の氣象を調査す︒
ヒ ビ ヤ
よしを
十一一864図 ︿略﹀大石良雄は初め京 七579図 櫻田門ヲ出ヅレバ日比谷公ひふん ﹇悲憤﹈︵名︶1 悲憤

都に在り︒日々遊樂を事として全く
復仇の事を忘れたるが如し︒

くし︑したがってからだを強くし︑

十二894図 家内のよく整頓せる程の
家は日々のふき掃除も必ず行届きて

心をさわやかにする︒

日々の暮しは﹁入るを計 八708図く略V︑耳鳴り︑目暗み︑手 砲から鈷を打つ方法もあり︑︿略﹀︒

清潔なるものなり︒
十一一9110図

びめい一ひゃくねんかん

488

姫路

ひも

世を憤り︑人をねたみ︑

軍人に賜はり

﹇百九﹈︹課名︺1

あるも一利なし︒

ひゃくく

第二十七課

たる勅諭⁝⁝⁝百九

十二目14
﹇百九十万

百九十萬圓饒

ひゃくくじゅうまんえんよ
円余﹈︵名︶1

其の工事の総費用は百九十
一里の長さだけ十圓

金貨を並べたるに等しといふ︒

萬圓饒にして︑

十36図

百九

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

十二711図

十689図 生至れる水夫は︿略﹀聲を ひゃくがい ﹇百害﹈︵名︶1 百害
限りに救を呼べり︒︿略V︒波風にま
じりて聞ゆる悲鳴の聲に目をさまし︑

美名

︿略﹀︑幾度かいそべに出でてながめ
しが︑︿略﹀︒

﹇美名﹈︵名︶1

十一684図 二三十歳の短命にして美

びめい

ヒモ

﹇姫路﹈︹地名︺2

名を三世にとゴむる者あり︒
ひめじ

九25図 姫路
﹇紐﹈︵名︶2

十一18図 姫路
ひも

鵬

牌弟二十⊥日課

帝國罪議金日：：：

﹇百五十人﹈︵名︶

歩兵は平時凡そ百五十人を

百五十人

十マイル

九327

︵名︶1

百五

﹇百三十四間﹈

﹇百三十

四間︑渠ロノ幅十九間鯨︑深サ八間
鯨アル︒

ひゃくさんじゅうよねんまえ

百三十齢年前

町︑南北十一里半に達せり︒

百十七

第二十八課

卒業⁝⁝⁝百

ひゃくじゅうしち ﹇百十七﹈︹六名︺1

十七

十二目15

⁝⁝百二

十二目12

⁝百二

十一目12

孔明ハ沈着ニシテ︑機二

第二十五課

第二十五課

自治の精神⁝

諸葛孔明⁝⁝

シヨカツコウメイ

ひゃくに ﹇百二﹈︹課名︺2 百里

臨ミ︑攣二鷹ジテ︑智謀百出セリ︒

十一脳9図

百出ス ︽ーセ︾

ひゃくしゅつ・す ﹇百出﹈︵サ変︶1

今より百三十鯨年前安永

余年前﹈︵名︶1

十二431図

﹇百四十三名﹈

八年櫻島の破裂せし時は︑︿略﹀︒

正平の昔︑楠木正行が

くすのきまさつら

百四十三名

ひやくしじゅうさんめい

︵名︶1

十﹁34図

﹇百七十五﹈︵名︶

決死の士百四十三名の名字を壁に書
連ね︑︿略V︒

百七十五

ひやくしちじゅうご

1

︿略﹀︑當村に引取りて保

百二一二十名

︵名︶1

昔東海道といったのは江戸か

百二十四里

﹇百二十四里﹈

九355

十三あった︒

里︑其の間に︿略﹀︑重な宿場が五

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四

︵名︶1

ひゃくにじゅうより

十五メートルあり︒

百メートルの圓形をなし︑深さ百二

十二417図く略V︑其の火口は直脛六

百二十五メートル

ひゃくにじゅうごメートル

きに上り候︒

護を致し居り塁壁も百二三十名の多

九755心墨

︵名︶1

ひゃくにさんじゅうめい ﹇百二三十名﹈

︿略﹀︑昔ハ境内二四町︑堂

百七十齢年

﹇百七十余年﹈

塔雑舎ノ数百七十五アリ︑規模極メ

十947図

テ大ナリシガ︑︿略﹀︒

︵名︶1

ひやくしちじゅうよねん

忠左衛門ハ石見ノ國ノ役人
ニテ︑百七十饒年程前ノ人ナリ︒

十319図

平和なる村⁝

﹇百十＝︹芳名︺1
第二十七課

ひゃくじゅういち
百十一

⁝⁝百十一

十一目14

同胞すべて⊥ハ

﹇百十五﹈︹課名︺1

第二十八課

﹇百十三
百十三平方里

年間

火山主峰の占むる面積は ひゃくねんかん ﹇百年間﹈︵名︶1 百
百十三平方里にして︑東西十二里九

十二424図

平方里﹈︵名︶1

ひゃくじゅうさんへいほうり

千萬⁝⁝⁝百十五

十一目15

百十五

ひゃくじゅうご

フルトンはく略V︑又一つの

ひ沖くごじゅうマイル

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

九264図

1

ひゃくごじゅうにん

⁝百五

十二目13

一214 フトイヒモ︒ ホソイイト︒ ひゃくご ﹇百五﹈︹課名︺1 百五
十一佃10 男の冠をかぶり︑其のひも
を長くたらし︑小馬に乗って︑田舎
火元

三一兀は裏町通の材木屋で︑も

﹇火元﹈︵名︶1

道 を 通 る の を 見 る と︑︿略﹀︒

ひもと
八419

百

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼
﹇百﹈︵名︶3

けてるるのださう だ ︒

ひゃく

九17図 ㎜

もなく︑百五十マイルを三十二時間

船を造った︒︿略﹀︒其の後は何の障

百歳の長命を保ちて︑︼

﹇百歳﹈︵名︶1

ひゃくさんじゅうしけん

生を坐食に費す者あり︒

十一683図

ひゃくさい

で走った︒

九40図 ㎜

㎜以下
百圓

百三十四間
世保海軍工廠ノ船渠デ︑長サ百三十

十ニー61我が國デ一単二キイノハ佐

︵名︶1

百歳

十一8210図 敷隻の漁舟相並び︑波に
くだくるかゴり火の下に百にも近き
﹇百以下﹈︵名︶1

鵜︑此方に浮び︑ 彼 方 に 沈 み ︑ ︿ 略 V ︒

ひゃくいか

﹇百円﹈︵名︶1

九17図 欄以下
ひゃくえん

九912図我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ
リ護行スルモノニシテ︑一台・五圓
・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

489
ひゃくねんまえ一びょう

氣機關の上に多大なる改良を加へた
百
年

百饒

つに分れ︑左爆は幅三百飴丈︑右滉
﹇百余年﹈︵名︶1

は百是丈︑高さ各約十六丈あり︒
ひゃくよねん

十一2710図其の後百年間の嚢達は蒸

﹇百年前﹈︵名︶1

るを以て︑︿略﹀︒

ひゃくねんまえ

からふと

十ニー68図

百花漏開

攣化極りない妙音は︑忽ち

冷々する︒

ひょう

又ひよやつぐみは美しく熟

工人二三ズ︒﹂ト︒

ク︑﹁出師ノ表ヲ見テ泣目ザルモノ

言々皆忠君ノ至情ヨリ嚢ス︒後人日

十一悩6図

獲スルニ臨ミ表ヲ上ル︒

ひょう ﹇表﹈︵名︶1 表﹇▽すいしの

してみる果實をついばむ︒

十二208

土製湾の熱帯地方より北 ひよ ﹇鵯﹈︵名︶1 ひよ

樺太の寒帯に近き地方まで︑全國に

凡そ百箇虞の測候所あり︒

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑内

百花満開の候には︑外役

十313図此ノ芋ノ始メテ琉球二戸ハ ひゃっかまんかい ﹇百花満開﹈︵名︶2
十一64図

十一一838

して寸時も休まず︒

の蜂は朝より夕に至るまで︑螢螢と

地ヘノ渡來ハ其ノ後見齢年ノコトナ
リ︒

百雷

ふと山のいた裂きの方にす

﹇百雷﹈︵名︶1

十一553

ひゃくらい

八404図 マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑

年前
外上口テ三明セラレタルモノナリ︒

ひゃくはちじゅうはちn▽やくひゃくは
ちじゅうはちマイル

ひゃくはちじゅうまんちょうぶ ﹇百八

費用←そう

タ．・シ貯金センが爲二必要

﹇費用﹈︵名︶5
人の心を百花満開ののどかな春によ

ひよう

さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑

ひよう

十万町歩﹈︵名︶1 百八十萬町歩

はせ︑又忽ち落葉散敷く秋のさびし

︿略﹀︑妾の作付反別は凡

百雷の一時に落ちか＼る様なひゴき

十二446図

百般

街路は掃除最もよく行き

されば北海道藷土人保護法

物の償は︿略﹀︑常に其

の物を製造する費用と相器の利下と

十一933図

保護の方法を講ぜり︒

の費用を以て學校を建つる等︑厚く

と思する法律ありて︑︿略﹀︑又政府

十832図

ムベキ臼田アラズ︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ホ

九785図

初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

ある年︑城のへいが天間ばか

ワウ

りこはれた事がありました︒
ハ セ

ラウ

廊アリ︒

ひゃっぱん

十二622図

﹇百般﹈︵名︶1

アリ︑仁王門ヲ入レバ百間二饒ル長

ニ

十993図

六475

塁間

さに沈ませる︒

百六

﹇百間﹈︵名︶2

と共に︑山のやうな雪なだれがなだ

﹇百六﹈︹課名︺1
てうせん

朝鮮の風俗⁝

ひやっけん

そ百八十萬町歩︑其の直心は年々凡

びゃくれん

﹇白蓮﹈︵名︶1

︿略﹀︑にごりにしまぬ

白蓮

れて來て︑︿略﹀︒

﹇百分九十九﹈

ひゃくろく

十一目13
⁝⁝百六

第二十六課

白蓮の巻葉をもる＼つゆ涼し︒

びゃくれん

八366図圏

びゃくれん

そ二千萬石なり︒
ひゃくぶんのくじゅう く

︿略﹀︑今や全國就學見童

︵名︶1 百分ノ九十九
十一一359図

ハ學齢層雲百分ノ九十七ヲ理工︑本
郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成
績ヲ示セリ︒

︽ーシ︾

を併せたる金額に等しからんとする

冷す

熊吉は︿略﹀︑池の中へ落ち

とゴきて︑衛生・消防を始め︑近世
九854

ひや・す ﹇冷﹈︵五︶1

傾きあるものなりQ

七﹈︵名︶1 百分ノ九十七

の学術を鷹用せる百般の設備皆具れ

ひゃくぶんのくじゅうしち ﹇百分九十

り︒

︿略﹀︑其の累累を以て學

こんだ︒附添人も見物人も︑きもを

一村共同の有盆なる費用にあっるこ

校の基本金とし︑其の一部をさきて︑

十一価3図
ム︑7してかけよって︑熊吉に水を吐か

︿略﹀︑今や芸無就學見童

﹇百匹﹈︵名︶−

倹約を守るは大切なれど

費用を惜しむは賎しむべき事なり︒

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

十二927図

ととせり︒

この長い綜を出す轟が百匹も

﹇冷冷﹈︵サ変︶1
︽ースル︾

べう
びょう ﹇廟﹈︵名︶1 廟

びょう ﹇病﹈﹇▽でんせんびょう
ボートは︿略﹀︑或は右に或

は左に引廻される︒今にも沈むかと

十6510

冷々する

ひやひや・する

織る謹聴は出來ない︒

なければ︑木綿はゴ一尺の絹織物を

七289

百匹

ハ學書見童百分ノ九十七ヲ越工︑本

十二359図

百箇

ては木の葉散りしきて︑轟の鳴く秋

て︑蝶の飛ぶ春の時節は︑南半球に

﹇百箇所﹈︵名︶1

の時候なり︒

ひゃっびき

せるやら︑醤者を呼びに走るやら︑
百花

郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成
百齢戸

﹇百花﹈︵名︶1

上を下へのさわぎである︒

﹇百余戸﹈︵名︶1

ひゃっか

績ヲ示セリ︒

ひゃくよこ

百

九751尊志全村百篠垣の中二三十戸 八814図 北半球にて百週咲きみだれ
﹇睡余丈﹈︵名︶1

も押流され候︒

ひゃくよじょう
齢丈

十一7710図 ナイヤガラ爆布は左右二ひゃっかしょ

びょういん一ひよどりこえのさかおとし

490

べう

いへ

病中

ナイテヰマス︒

ひよしまる ﹇日吉丸﹈︹人名︺2 日吉

ました︒

︿略﹀︒小さい時の名を日吉丸といひ

六438 ︿略V幽豆臣秀吉といふ人は︑

病中の祖母も大そうよろこ 丸

﹇病中﹈︵名︶1

知匹ざる國あり︒

びょうちゅう

く略Vかもしかの一種は︑ 八667國

びまして︑有りがた涙をこぼして居
ひようと

と一矢いはなしました︒

ゐましたから︑ほうこうの方には身

てりっぱな武士になりたいと思って

が入りません︑︿略﹀︒

︿略﹀︑弓を引きしぼって︑ひよう

四823よ一は弓に矢をつがへ︑ 六452 けれども日吉丸は︑どうかし

︵副︶1

ります︒

正儀の臣兵庫介忠元あ

ひやうこのすけただもと

兵庫介忠元

病人

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワ

どりこえ

心誠ならざれば︑如何な
何の用にか立たん︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十二価1図

は海にして︑三分の一は陸なり︒

五目13

これ程有用な火でも︑ひよつ

しかしよしっねはく略V︑強

ひよどりこえはしろの北の方

ひよどりこえのさ

第二十五 ひよどりこえのさ

かおとし↓

五目12 第二十四

ひよどりこえのさかおとし

八808図地球の表面の凡そ三分の二 ひよどりこえのさかおとし ︹課名︺4

る︒

にあって︑よつぼどけはしい所であ

五761

つた︒

つそりと裏道からひよどりこえに向

いものばかり三千人をすぐつて︑こ

五758

表紙には紙ばかりのもあり︑ ひょうめん ﹇表面﹈︵名︶3 表面

．ひょうほう﹇▽へいほう

ナ・キ聲フルフ︒

ヤガテ同志ノ一人御前二進 ひよどりこえ ﹇鵯越﹈︹地名︺2 ひよ

とまちがふと大へんな事が出置る︒

八445

一家中に病人なき程仕合 ひょっと ︵副︶1 ひよつと

﹇病人﹈︵名︶1

なる事なし︒

十二904図

びょうにん

其の上に表紙をつけて︑機械

八527図

浪にたゴよふ氷山も︑ ひょうぶん ﹇表文﹈︵名︶1 表文

來らば上れ︑恐れんや︒

十一237図圃

ひょうと

冬日河水蓋く氷結するに至れば︑大

︿略﹀︒

︿略﹀︒

やしみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑

十一432図

︹人名︺1

ひやうこのすけただもと

ひょうこのすけただもと

﹇兵庫介忠元﹈

群をなし︑水を尋ねて低地に下り︑

十二682図

氷結して︑水晶の花を咲かす︒

九952図 是より西南にあたりて︑家 十一788図 く略V︑水のしぶき枯木に
みつ

光の廟あり︑建築の善美を蓋せる亦

相似たり︒

十635図︿略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

びょういん ﹇病院﹈︵名︶1 病院

ソ三萬ヲ有スルー都會トナリ︑學校
選言

・病院・銀行百済備ラザルナシ︒
﹇病気﹈︵名︶6

六531 をしいことに︑そのいくさの

びょうき

終らない中に病氣でなくなってしま
ひました︒

だがきたなくなる︒きたなくなると︑

七651 時々湯にはいらないと︑からひょうざん ﹇氷山﹈︵名︶1 氷山
病氣にか＼り易い︒

十211

にかけて固くしめる︒

十2010

七659 又きたない水やくさった水をひょうし ﹇表紙﹈︵名︶2 表紙
飲むと︑おそろしい病氣にか＼るこ
とがある︒

九764将又病氣其ノ他ノ場合ニモ︑

魚類ニハイワシ・アヂ・サバ

紙の上を布で包んだのもある︒至り

・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑水

七704

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル

つばなものになると︑革をきせたの

︽一

ヒヨコガピヨピヨピヨト

第二十五ひよどりこえのさ

かおとし⊃

五776

かおとし↓

かおとし⊃
﹇兵糧﹈︵名︶1 兵糧
し ちょう
九254図又別に輻重兵ありて︑後 五741 第二十四ひよどりこえのさ
謹ンデ＝言ヲノベテ祝立野 ひょうろう

表ス

︿略﹀︒

ベシ︒

病死

ノ表面二近イ所ヲオヨグモノガアリ︑

︽ーセ︾

魯の重臣某の病死せんと

﹇病死﹈︵サ変︶1

もある︒

ス︾

ヲ表ス︒

十二368図

﹇表﹈︵サ変︶1

せし時︑其の子に教へて曰く︑︿略﹀︒

十二937図

す

びょうし・す

十一677図人生七十年と見るも︿略﹀︒
其の内寝食・談話・遊戯・病氣等の
爲に費す時間は三分の二を占め︑
︿略﹀︒

氷

ひょう・す

十二907図 病氣のみに限らず︑何事

︽ーシ︒iス ル ︾

﹇氷結﹈︵サ変︶3

にても少しの不注意は大いなる禍を
招く︒

結す

ひょうけつ・す

方より兵糧・揮藥等を運ぶ︒

一244

又世界の中には︑年中夏の ひよこ ﹇雛﹈︵名︶一 ヒヨコ
氣候にして甚だ暑く︑少しも氷雪を

八825図

十一786図 又嚴冬の頃は漫水落つるひょうせつ ﹇氷雪﹈︵名︶1 氷雪
に随ひ氷結して︑一面玉山銀豆とな
り︑︿略﹀︒

491
ぴよぴよぴよ一ひらた

︵感︶一

ピヨピヨピヨ

日より

一245 ヒヨコガピヨピヨピヨト

びよぴよぴよ

﹇日和﹈︵名︶1

ナイテヰマス︒
ひより

開

たがふ︒

九676

﹁紅白花は開く煙雨の中︒﹂と

フランスの隣國にて︑其の

エントツノ煙ハ空ヲオホヘリQ

八785図

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

採りて食物とせり︒

肥え︑極めて耕種に適し︑米・変の

十二441図

我が國は氣候温に︑地味

いふ景色は︑静かな中に美しいなが

東北にあるドイツは學問のよく開け

ろっ

今尚盆く盛なり︒

十二449図

養麺も亦早くより開けて︑

海陸運輸の便坐く開け︑産業の議達

ヲンセン

九402図埋土此ノ七湯ノ外二新シキ 十二453図 我が國の農業中型も開け

は今後いよいよ著しからん︒

近年新しき港も成りたれば︑ 栽培は最も早く開けたり︒

たる國なり︒

よ

八958図

めである︒

か

十二634図

ざるは牧畜の業なり︒

り

温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出身︑山

十4310図

︿略﹀︑翌年英國ヨリ註文ア 慮なく︑車内亦清潔にして乗心地甚

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

電車の便の最も開けたる
ノブモトナル湯本マデハ電車サへ開

祖宗の大業を承けて︑明

か︑印度・南洋より亜米利加・欧羅
ば

十一一28図

治の方量を開かせ給へる御盛運故な

通セリ︒

巴の航路をも開くに至れり︒

あめ

して︑また忽ち開く︒

島更に現れ︑水路きはまるが如くに

七112圏 稻は實がいる︑日よりは 十一186図 一撃未だ去らざるに︑一
ひ ら
﹇比良﹈︹地名︺1 比良

つゴく︑︿略﹀︒

ひら
ビリ

ひらく

ひ
し
な
八608図中春より先に咲く花は︑比 十一288図 ︿略﹀︑又支那沿岸はおろ

良の高ねの暮の雪 ︒

﹇ 開 ﹈ ︵ 四・五︶16

ひら﹇▽てのひら
ひら・く

ク開く︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

︿略﹀︑前面の一風草木

かんことは欧洲人一般の希望なりき︒

十二795図

青々として︑花開き︑鳥さへづり︑
︿略﹀︒

請願といひ︑︿略﹀︑要は下情上達の

心に開く︑智え

ク

サカエテ︑浴客年二其ノ数ヲ加フ︒

ハ︑開ケ行ク明治ノ御代ト共二即く

︽ーク︾

り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが

九398図

まうせん

如く︑白壁の民家其の間に鮎在す︒
︿略﹀︑交通の利便いよ

カト思フ︒

西洋紙が日本紙二向ツテ︑

ガヨケイニ用ヒラレルヤウニナツタ

タチノ仲間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方

﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑ドウモ君

七463囹

︽ーケ︾

ひら・ける ﹇開﹈︵下一︶一 ヒラケル

太古人口少く︑人智も開

くわんとん

耕作に水牛を使用する

様も珍しく︑又平田に廣東婦人が

十一384圓団

ひらた ﹇平田﹈︵名︶1 平田

親子・夫婦・兄弟・姉妹

く開け︑産業の饗達は盆く多望に

十一3610魍団

相成候︒

十一518図

ヨク和合スレバ︑︿略V︑家運自ラ開
又豊原より眞岡に至る

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

十一97■國囲

間も近時道路新に開け︑交通大いに
便利に相成候︒
みつほ

︿略﹀カノ名高キ箱根七湯

四768 見ればへさきに長いさを きに非ず︒
だ好し︒
リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等
十二462図 耕地の面積廣大なるが如
を立てて︑そのさをのさきに
十一一641図 英國は國會の最も早く開
ノ諸挽子リモ早々註文ヲ受ケ︑販路
はひらいた赤い扇がつけてあ
次第二二ケ︑︿略﹀︒
くなれども︑総面積の約一割五分に
けたる國にして︑テームス河岸の國
ります︒
十一19図 眺望いよく開けて︑満 會議事堂は第一に観客の目を引く建
過ぎず︒︿略﹀︑大いに荒地を開き︑
四817しばらく目をつぶって︑
築物なり︒
目総べて花なり︒
美田を増すの必要あり︒
神さまにいのってから︑目を
十二743図 ︿略﹀︑便利なる航路を開 十﹁193図雨岸及び島々︑見渡す限ひらけゆ・く ﹇開行﹈︵四︶1 開ケ行
ひらいて見ると︑︿略﹀︒

八286図 川成行キテ見ルニ︑小サキ
四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ戸皆開
キタリ︒

スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

八293図工キテ西ノロヨリ入ラント 十二柵10図 上奏といひ︑建議といひ︑
南ノ戸開キタリ︒

徳く︒

くば︑いかで我が

て︑教へ給ひし師の君の導きな

八293図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑ 十二伽1図翻 六年の月日 手を取り
東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

八294図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑
東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

ク 開く ︽ーケ︾

九2410図 工兵は陣地をきづき︑道をひら・く﹇開﹈︵下二︶17ヒラク開 十一帯2図圏瑞穗の國と農業は開
開き︑橋をかけ︑得道を造り︑電信

六812図今ハ工業モ大イニヒラケテ︑ 十二435図

けぬ地なし︑野も山も︒

を通ずる等︑もっぱら技術の事にし

ひらたい一びれい

492

︽ーイ・ーク︾

ひらたい

隊を成して草取を廃す有様は殊に興

平たい

﹇平﹈︵形︶4

味を畳え申候︒

平タイ

ひらた・い

をいきられて︑そらにまひ二つ
て︑ひらひらと二つ三つまはつ
出した︒

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ

北極・南極に近き地方にて

書﹁ハ暗キ義甲ヒソミ︑日暮

は︑半年は書たして︑半年は急なる

八817図

所あり︒

九537図

ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ

波ニユラレテ︑色ノ美シイ海 十一一283図黒き影は城の一方より現

を寄せて︑何事か話してみるかと思

て︑波の上におちました︒

れ出で︑ひらりとばかり身を水中に

七777
草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑様々ノ魚

三627又あはびの貝のやうに︑

シテ︑︿略﹀︒

海草ニモ色々アル︒︿略﹀︒コ

ノ他マダタクサンアルガ︑イヅレモ

七755

テ書﹁武事暗キ間ヲ行ケバ︑官幣大社

春日神社二到ル︒

カスガ

ひるがえ・す ﹇翻﹈︵四︶1 ひるがへ

二皮・骨・ひづめなどからは 毫 ︽ース︾

ヨイ肥料ニナル︒

からふと

てうせん

北は樺太・千島より︑

南丘湾・膨湖島︑朝鮮八道おしなべ
を
て︑我が大君の食す國と︑朝日の御

はうこ

十﹁恥2図圃

旗ひるがヘキ 同胞すべて六千萬︒

又肥料の利目も著しく︑
作物の護育も目立ちてよくなりて︑

書

きを示し︑︿略﹀︑圓錐形を以て暴風

ゑんすみけい

十一一185図 豊間は赤塗を以て風の強

ひるま ﹇昼間﹈︵名︶1 半間

も墨きせぬ物語︒

十406図圃 雨將書食土ハにして︑なほ

ひるげ

ひるげ
此の外︑動物は植物の果實 ひるげ ﹇昼餉﹈︵名︶1 書食

する等︑︿略V︒

ヒル

ひる

は動物質の腐敗物を肥料として成長

・根・葉等を食って燈を養ひ︑植物

十二234

村人の喜一方ならず︒

十︸悩7図

にかはが出來︑血や腸は肥料になる︒

十849

十957図 ︿略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

投入れたり︒

﹁コンドハタヒヤヒラ

サザエが岩ノカゲカラヨビト
メテ︑︿略﹀︒

四403園

メナドハキツトヤラレタニチ
ガヒナイ︒
︿略﹀︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

ナドノヤウニ︑ソコノ砂地二等ンデ

七709

﹇昼﹈︵名︶6

ひりん几vせんりひりん
︿略﹀︑海ノソコノ砂ノ上ニ ひる

ヰルモノモアル︒

九539図

雨のおそれあるを示す︒

八866

マ︾

中佐ハハヤ︑右手二一ケ所ノ

ひるはあたたかな日にてらさ ひる・む ﹇怯﹈︵五︶一 ヒルム ︽一
れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

五107

休なしにあるきました︒

且Vよるひる

ひら

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑其ノ膿
﹇官立﹈︵四︶1

ノ一面︑砂ノ色紙茜色リ︒

めき立つ

ひらめきた・つ

マシく︑トウく山上ノ敵ヲ追彿

手二軍刀ヲ持ツテ部下ノ兵士ヲハゲ

傷ヲ受ケタガ︑少シモヒルマズ︑左
ノウロや穴ノ中目口クレテヰテ︑夜

ツテ︑日ノ丸ノ夏芝ヲ立テタ︒

タヒコヒフナヒレウロコ

びれい ﹇美麗﹈︵形状︶1 美麗

一435

其の中にく略V︑たゴ身代をひれ ﹇鰭﹈︵名︶一 ヒレ
つて︑夜も壷旦もよく働きました︒

取返す事にばかり心がけるやうにな

八268

ナツタトイフハナシデス︒

ニナルト出テ空ヲトビアルクヤウニ

長音絶えし砲皇にひら 五556 シカタナシニ︑ヒルノ間ハ木

︽ーテ︾
つヨ

十417図魍

めき立てり︑日の御壷︒

愛作は驚いて︑ひらりと馬か
ら飛下りて︑すぐに熊吉のえりを引

九8410

馬主は︿略﹀︑馬の耳に口

つつかんで︑ぐっと岸へ引きよせた︒

十﹁479

肥料

ヤケモノが浮イタリ沈ンダリオヨイ

ニサキマ シ タ ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ヒ ラ ヒ

﹇肥料﹈︵名︶4

一つでひらたいのもあります︒

カゼニチルノモマタミ

ひりょう

ダリシテヰルノハ︑︿略﹀美シイ景
ひらふ﹇▽あべのひらふ

色デアラウ︒

五497 マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白
瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑
カ．ボチヤハ平タイ︒

もあるが︑平たい砂原になってみる

︽一

四38一 アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑

六14 海岸には切立てたやうな岩山 ひらめ ﹇平目﹈︵名︶4 ヒラメ
所が多い︒

八568 水鳥のくちばしは平たくて先

平たし

が黒く︑陸鳥のくちばしは即く細く
﹇平﹈︵ 形 ︶ 1

て︑先がとがって居る︒

キ︾

ひらた・し

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

八804図 これ世界の圓きがためにし
く早出獲鮎に遠ざかるべきはずなら
ずや︒

ひらのちょう﹇▽ひがしくひらのちょう
こちょうめ

ら

ひらひら ︵副︶4 ヒラヒラ ひらひ

二28一 コクキハヒラヒラトカゼ
ニウゴイテヰマス︒

ラト

メン

デス︒

三17︿略﹀︑サクラノハナが一 ひらりと ︵副︶3 ひらりと

ゴト

四825赤い扇はかなめのきは

493
ひろ一ひろこうじ

十729図 温泉の諸種の病を治するは︑
る空氣を吸ひ︑美麗なる風光に接す

︿略﹀︑一つには又地を轄じて清新な

るが爲なるべし︒

ひろ

ひろ且vごじつひろ・ちひろ・なんぜん

ヒロイ

︽ ーイ・ーク︾

﹇広﹈︵形 ︶ 1 3

﹇ 拾 ﹈ ﹇ ▽ か つじひろい

ひろ・ももひろ
ひろい

ひろ・い
白い

︿略V︑か＼しの骨も残ってみない︒

急く家畜といへば︑鳥類まで
室が廣く︑天井が高いと温

も入れて言ふ︒

十877
十一柳6

ジブンデ︑︿略﹀︒ケサモ五十
︿略﹀おふみはいそぎ道ば

ホドヒロッテ來マシタQ
六634圃

たをそこかこ＼かとさがすうち︑

少しはなれたくさむらに︑やうく
てやる︒

りにくいから︑成るべく狭く低くす
拾

杖を見つけ出し︑すぐに拾って取つ

﹇拾上﹈︵下一︶1

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

六67一

ソノツカマへ下魚ヲ竹ノ枝二

る必要がある︒

ひろいあ・げる
︿略﹀︑大筆は怒って三千圓

ひ上げる ︽ーゲ︾

十一478

リマセン︒ソレヲ人が後カラ拾ツテ

後目ラーツヅツヌケテオチルノヲ知

廣イ

の金を地に投げつけた︒馬主はしば

い

らく大剛の顔を見つめてみたが︑静

ル

︽！リ︾

十229図

拾ふ

︽ーッ・ーハ・ーヒ・

ヒロフ

老人∠言ナレバ︑命ノマ・二戸ヒ取
リテサ・グ︒

ろふ 拾フ

ひろ・う ﹇拾﹈︵四・五︶10

ニー87

ひ

バクリノオチル

六752

間もなくむねの上からもちを
投げると︑大ぜいがあらそってそれ

取ル・拾フ・握ル・持ツ・投

を拾ひました︒

七254

ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒
︿略﹀︑マリヲケ給フハズミ

ニ︑皇子ノクツヌゲタリ︒鎌足之ヲ

八512図

拾ヒテ︑ピザマヅキテ皇子ニサ・ゲ
シニ︑︿略﹀︒

活版所では︑活字拾ひがそれ

原産地ハアメリカニシテ︑

水をして少しつつ静かに流れ出でし

む︒

十311図

︿略V︑琉球ヨリ薩摩二傳バリ︑遂二

全國ニヒロガリシナリ︒

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑其ノ

十324図︿略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

出來非常二良カリシヲ以テ︑数年ナ

ラズシテ石見一國ニヒロガリ︑︿略﹀︒

ル︒

︽ーゲ・ーゲル︾

刈った稻はさをや木にかける

くじゃくは時時尾を扇形にひ

大きなものになると︑若し家

︿略﹀︑ニンジンノ様ニカラカ

ひろこうち

サヲヒロゲタ形上領ツテ咲クノモア

九98

になって︑天井へつかへる程である︒

の中でひろげさせたら︑座敷一ぽい

八589

ろげて見せる︒

八588

につめて︑︿略﹀︒

日にかわかして︑米にこなして︑俵

七113團︿略﹀︑刈って︑ひろげて︑

にかわかします︒

か︑地面にひろげるかして︑よく日

六157

ヒロゲテゴランナサイ︒

三447アサ日ニムカツテ︑手ヲ

ひろげる

ひろ・げる ﹇広﹈︵下一︶6 ヒロゲル

いで︑大船を乗出して︑

を呑みながら︑活字を拾って並べる︒

十197

十一243十二

我は拾はん︑海の富︒

︽ーリ・⁝レ︾

なして前後相接す︒

公園・廣小路の如きは︑十寸塁列を

ひろこうち

多きは巴里を第一とし︑︿略﹀︑殊に

十一一633図 壮麗なる馬車︒自動車の

ロシヤはヨーロッパ大陸の ひろこうじ ﹇広小路﹈︵名︶1 廣小路

︿略﹀落葉・こけ及び網の
如くひろがれる木の根などは︑︿略﹀︑

十93図

地甚だ廣く︑︿略﹀︒

東部にひろがれる國にして︑其の領

八786図

ひろがる

オハナハモミヂノハヲ ひろが・る ﹇広﹈︵四︶4 ヒロガル

ーフ︾﹇▽おひろう

一マイヒロヒマシタ︒

三644園︿略﹀貝をこんなにた
くさんいただきました︒︿略﹀︑﹁い

コ／ゴロ

いえ︑これはひろったのでは
ない︒

四127

來ルコトガアリマス︒

三342 ゴランナサイ︑モゥアノ

老人片足ノ靴ヲ橋下二落

﹇拾来﹈︵四︶1

かに其の金を拾ひ上げ︑︿略﹀︒

︽！レ︾

ひろいきた・る
來ル

トイフ︒

シ︑良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂

十227図園

拾ヒ

一216 ヒロイノハラ︒セマイミチ︒

ヒロイ田ガハンブンバカリウ
ワリマシタ︒

らへ出ました︒

五101 だんく穿ると︑ひろい野は
五446 トンネルヲ出ルト︑マタ明ル
クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒

テヰルノガアル︒

セヲ

良無手ナリトハ思ヘドモ︑

五523 瓜ノ葉ハ廣クテ︑トゲノハエ ひろいと・る ﹇拾取﹈︵四︶1 拾ヒ取
六772 廣イ港が船デーパイニナツテ
ヰル︒

七757 オビノ様二廣クテ長イノモア
レバ︑ゼンタイが細カニ分レテ︑枝
ノ様ニナツテヰルノモアル︒

ノ動物や植物ガア ル ︒

七776 廣イ海ニハ︑コノ通りニ多ク

パ

様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様

ハス

十52 植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ
二廣クテ大キナノモアル︒

幾ページ分も一度に刷れる︒

十208 印刷する紙は廣い大きな紙で︑
十285 廣い田の面は切株ばかりで︑

ひろさき一ひんい

494

ひろし

ひろさき ﹇弘前﹈︹地名︺1 弘前
﹇広﹈︵形︶15

九25図 弘前
ひろ・し
廣し︽ーキ・iク・ーシ︾

廣シ

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

七546図 上野公園ニハ廣キ動物園ア
タリ︒

七573図 廣キ東京ノ見物日一日ニテ
ハツクシガタシ︒

キ運動場モアリ︒

たり︒

十二595図

テームスとセーヌとはス

リヨジユン

七895図

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

を廣むるも︑將又無二にして一生を

廣瀬中佐ノ乗レル福井丸ハ︑ 十﹁6710図 ︿略﹀︑功業を成し︑公爵

今旅順ノ港ロニ進ミタリQ

明治三十七八年ノ職工二︑君

するとせざるとにあり︒

八843

ノタメ國ノタメ︑名轡ノ職死ヲトゲ

プレーに比すれば︑河幅はるかに廣

びわ ﹇枇杷﹈︵名︶1 びは

く︑︿略﹀︒

タ軍人ハ大ゼイアツタガ︑ソノ中デ

廣瀬神社

廣瀬中佐

び は

に︑びはの花咲く年の暮︒

八379図圏︿略﹀︑北風寒きやぶかげ

モ海軍ノ廣瀬中佐︑陸軍ノ橘中佐ノ

現在の職務に図工なれば︑

上下の愛敬飢信用其の身に集り︑心

十一一719図

ニ人ハ軍神トマデイハレタ︒

﹇広野﹈︵名︶1

廣野

瀬中佐モヤハリ同ジデアル︒
ひろの

﹇広場﹈︵名︶1

のしき庭ぞ︒

ひろば

クスノ

廣瀬中佐

廣瀬中佐

キ

廣場﹇▽おお

び

琵琶の形に似たりとて︑

は

其の名をおへる湖のかゴみの如き

八594図圃

水の面︑︿略﹀︒

あふみ

び

は

び は
びわこ ﹇琵琶湖﹈︹地名︺1 琵琶湖

りひん・にちようひん・ひつようひん

ひん且vじょうひん・しょじひん・せん

湖にして︑周回六十里︒

九1010図圃春風渡る廣野は汝がた 十22図 日本一の湖水は近江の琵琶

な

ツパデアツタカラデアル︒海軍ノ廣

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

︿略﹀︑汽車・汽船等の中 八929 ︿略﹀︑軍神トイハレル程ニウ びわ ﹇琵琶﹈︵名︶1 琵琶

廣く︑膿ゆたかなり︒

十二992図
にて我搦り廣き場庭を占領し︑︿略﹀︒

させ給へり︒

設けて︑偉く衆議を聴く機關に供せ

るの聖旨に基づき︑別に古年議會を

七585図 コ・ニハ美シキ池アリ︒廣 十二鵬2図 しかして萬機公論に決す

八47図 廣き道の左右に梅・松・櫻
などを植ゑたり︒

八787図 ロシヤはヨーロッパ大陸の ひろしま ﹇広島﹈︹地名︺4 箕島
九25図

正成ノ銅像アリゆ

マサシゲ

五夢．モへ來て見ると︑ひろぐ

びん ﹇瓶﹈︵名︶2 びん﹇▽てつびん

ぴん ﹇便﹈且vつううんびん

金魚を細口のびんに入れて︑

是は前にいった様な關係が

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十二231

死んでしまふ︒

二三日半水を取換へないと︑金魚は

十二227

・どびん・どびんわり・やかんとてつ
廣

として︑どちらを見ても水ばかりで

メ︾

ヒロム

びん

︽ームル・

﹇広﹈︵下二︶3

す︒こ＼を人が海といひます︒

廣む

ひろ・む

ベシ︒

日産ヲ三座シバ大イナル功勢トイフ

熱心二軍ノ業二志シ︑機械ヲ嚢明シ︑

リ︒

他人ノ悪事・短所ヲアザ

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十一538図

十445蒼黒亀が一身一家ヲ忘レテ︑ ひんい ﹇品位﹈︵名︶1 品位

之ヲ救ハントスル義心ヨリ起レリ︒

ノ年餓死スル人ノ多キヲアハレミ︑

ウエジニ

二人が之ヲヒロメントセシバ︑不作

十316図甘藷ノ名ハ︿略﹀︒︿略V︒

ム

︒ゆにゅうひん

七577図宮城ノ前ノ磁場ニハ楠木 ・ゆしゅつひん・ゆしゅつひんちゅう

師團司令部のある所は東京 ひろば

廣島

東部にひろがれる國にして︑其の領

九273図

テ︑︿略﹀︒

十一19図

廣島

山・廣島・福岡・大分等ノ諸芸ニシ

オホイダ

十424国花錘ヲ最モ多ク産スルハ岡ひろびろ﹇広広﹈︵副︶−ひろぐ

上重要なる地なり︒

・大阪・名古屋・藤島・熊本等軍事

地甚だ廣く︑︿略﹀︒

温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出來︑

ヲンセン

九402図心ハ此ノ七湯ノ外二新シキ
︿略﹀︒

九904図 銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少
シ︒

其の作れる文は古文の手本として︑

法隆寺ノ附近口口廣瀬神社

十156図 二人共に和漢の學に通じ︑ ひろせじんじゃ ﹇広瀬神社﹈︵名︶1

タ

十984図
タツ

今なほひろく愛讃せらる︒

第二十六

﹇広瀬中佐﹈︹堅守︺2

七目14

第二十六

廣瀬中佐

ひろせちゅうさ

十﹇2210図圏 く略V︑百尋・千尋海の ︒龍田神社アリ︒
底︑遊びふれさる繁文し︒

と︑我が國にては古來廣く諸所に行

七892

十一791図 鵜を使ひて魚を捕ふるこ
はれたり︒

介さまぐ海草の無限の富を帰し

十一一481図圏 四方の海の底廣く︑魚 ひろせちゅうさ ﹇広瀬中佐﹈︹人名︺3
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ひんかく一ぶ

ひんかく ﹇品格﹈︵名︶10 品格←だ
して︑︿略﹀︒

十二976図 官位・門地・技術・財産
於ける乗客の翠止︑道行く人の容儀

・建築物等の状況︑汽車・電車中に

他薦に行きて︑其の市街

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人
等を見れば︑︿略﹀︑早くも其の國民

十一一川8図

としても自ら高尚なる品格を要する
の品格の知らる﹂ものなり︒

いこくみんのひんかく

が如く︑︿略﹀︒

大帝國の國民たるを思ひ︑一言・一

我等五千萬の同胞は常に

行の間にも︑大國民の品格を高むる

十二棚10図

る名智を負ふものは︑士民としても

︿略﹀︑世界強國の野菊た

之に相毒する品格を備へざるべから
の用意あるべきなり︒

十二978図

ず︒

る︒

ひんく

﹇貧苦﹈︵名︶1 貧苦
かずとよ

︿略﹀︒

ひんこう

品行

申すまでもなく御入螢の

﹇品質﹈︵名︶2

品質

十二721図

︿略﹀︑富貴なる者必ずし

も樂しからず︒貧賎なる者必ずしも
敏速
汽車・汽船・電車等の交

﹇敏速﹈︵名︶1

苦しからず︒

びんそく
十一一999図

通機關︑博物館・圖書館等の公共螢

敏速

造物に在りては︑敏速と規律とを尊
﹇敏速﹈︵形状︶2

水雷艇ニハ︿略﹀等ノ如

テイ

ぶものなれば︑︿略﹀︒

びんそく

十一314図

ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒其ノ敏速ナル
行動ハ鳥ノ空中ヲ飛行スル如クナレ
バナルベシ︒

おきなは

き六十八國ユ沖縄諸島合せてぞ︑

ふ 纏 ︽へ︾

府は三つ︑縣は四十三Q

これより少し進めば︑数千

﹇経﹈︵下二︶9

く略V︑千二百図面ヲ経タル

十二549図

︿略﹀太平洋第二・第三

大連より南山・得利寺・

トックに向はんとす︒

艦隊は︑朝鮮海峡を繧てウラヂオス

てうせん

十二410図

毎日遊び暮して三年を経たり︒

く此の寺に寄食してありしが︑︿略﹀︑

十一7110図面の給をかける圭里工久し

古堂ノ中ニハ謹話ノ佛像今尚存ス︒

十983図

まじへて︑高く天をつく︒

年もへたらんかと思はる＼老木枝を

八52図

ふ

︿略﹀︑今日の如く通信交

大石蛋白の戦盲を経て︑北へ進むこ

通の機關爽達し︑社會の活動敏速な

十一711図

と約二百哩︑遼陽あり︒

しかして︑法律及び豫算

天皇の裁可を経ざれば其の効力を生

十二㎜⁝3図 両院の決議一致すとも︑

とす︒

の裁可を待ちて始めて成立するもの

は和島議會の協賛を経たる後︑天皇

十二柳10図

等の港を経て欧洲へ輸入せり︒

おう

香料︒絹布類は盛にベニス・ゼノア

十二741図 ︿略﹀︑印度地方の寳石・

纒て欧羅巴に移り︑︿略﹀︒

よびろつば

一群大暴して︑印度よりペルシャを

十二663図 ︿略﹀︑通常の灰色の鼠の

れうやう

る時代にありては︑時間は富盛より

ピンく

エビノピン︿ハネタリ︑カ

︵副︶一

も貴し︒

ぴんぴん

七713

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ
川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

へ

﹇不﹈←みぶんふそうとう

︑る

ふ

︿略﹀︑約束ノ期限ヲ違へ︑

たつふ

平素ノ愛顧ニナレテ︑商品ノ品質ヲ
貧睦

﹇夫﹈﹇▽はいたつふ・ゆうびんはい

﹇貧賎﹈︵名︶2

ふ

ひんせん

下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以ナリ︒

十一一523図

して其の味最も美なり︒

十二448図我が國の米は品質優良に

ひんしつ

隊中の模範となられ度︑︿略﹀︒

上は︑品行方正︑職務に忠實にして︑

十267國囲

﹇品行﹈︵名︶1

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二329図

かの山内一豊の妻が貧苦

くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ

九247図騎兵は進退敏活にして︑多

十二979図國民は個人の集合より成びんかつ ﹇敏活﹈︵形状︶1 敏活
るものなれば︑士民の品格といふも
亦各個人の品格の外に出でず︒
︿略 ﹀ ︑ 國 民 の 品 格 と い ふ

も亦各個人の品格の外に出でず︒

十二9710図

み︑品格を重んずるは即ち國民の品

十二981図 國民各自の行為をつ＼し
格を高むる所以なりといへども︑
︿略V︒

國民各自の行為をつ＼し

み︑品格を重んずるは即ち國民の品

十一一981図

格を高むる所以なりといへども︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑公園の樹木 を 折 取 る が 如 き は ︑

十二988図 市街・道路を不潔にし︑
公徳の低きを示し︑大國民の品格を
傷つくるものなり︒

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

十一一棚2図 國力我に劣れる國民を見

ぜざるなり︒

貧蔑は人の共にいとふ所なりといへ

十二478図圃我が大日本帝國の古 いちわりこぶ

ふ

ぶ ﹇分﹈︵名︶4 分﹇▽いちぶ・やく
ども︑︿略﹀︒

十一一7110図富貴は人の共に欲する所ふ
︑ ﹇府﹈︵名︶1府←とうそうとく

ざるが如きは︑却って我が國民の度

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば
量の狭く︑品格の低きを示す所以に

ぶ一ブーシェー
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六177図

︿略﹀ ︑ 寸 ノ 十 分 ノ ー ヲ 分 ︑

︿略﹀ ︑ 寸 ノ 十 分 ノ ー ヲ 分 ︑

分ノ十分過ーヲ厘トイフ︒
六177図

く略V︑匁ノ十分ノーヲ分︑

分ノ十分ノーヲ厘トイフ︒
六201図
分ノ十分ノーヲ厘トイフ〇

不安

ふい

ちじゅうろくフィート
ふいご

皇所にて火吹竹を使ふも︑

﹇舗﹈︵名︶1

九656図

ふいご

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空
氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる
爲にして︑︿略﹀︒

﹇風﹈︵名︶11

ぶいんnVこぶいん
ふう

そこに居る人は私たちとは

うじやう

かざをりゑ

ぼ

我が日本の國の大部分は︑

︿略﹀︑雪月花のながめも折節にかは

八833図

ふうけい ﹇風景﹈︵名︶5 風景

ず︒

ども︑富貴なる者必ずしも樂しから

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

十二721図富貴は人の土ハに欲する所︑

鵜匠は古風の風折烏帽ふうき ﹇富貴﹈︵形状︶1 富貴

子をかぶり︑こしみのを着く︒かゴ

し

十一803図

り火も亦古代の風を其のままなり︒

近年は斬髪の風が行はれて︑

冠禮は段段すたれて行く︒

十一佃7

質素を旨とせざればいつ

しか文弱に流れ︑重重の風にそみ︑

十二悩3図

心も無下に賎しくなりて︑︿略﹀︒

りて面白く︑山川の風景もうるはし︒

らず︒

さちの

天皇陛下かつてこ＼に行幸

其の他森林はく略V︑神社

風光

温泉のわき発つる庭はおほ

むね火山の附近に在りて︑四園の風

十724図

ふうこう ﹇風光﹈︵名︶2

海上の一大公園なりといへり︒

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一208図

我が國に遊べる西洋人は

添ふる等︑其の効用あげて遵ふべか

・三七又は名勝の地に一種の風景を

十109図

湖の名を下し賜へり︒

うみ

あり︑其の風景を賞し給ひて︑幸

九959図

イヌボウザキ

十二悩5図面の風一度軍人の間に起

東太平洋二面シ︑風景ノ美ヲ以テ名

九184図 ︿略﹀︑犬吠崎ニハ燈下アリ︒

て残れり︒

高シ︒

ゆめ此の訓を忘るなと︑ねんごろに
風雨﹇▽だい

りては︑士氣も兵氣も衰ふぺければ︑

﹇風雨﹈︵名︶4

戒め給ふ︒

ふうう

昨夜の風雨は名残なくをさま

つて︑そよくと吹く風に︑海面は

十638

︿略﹀︑これより後は耳は食 ふうう

目は食物を見ても見ぬふりをして過

昔の風をそのま＼に︑田

我が國及び附近に風雨の

上には多くの頭骨︑風雨にさらされ

て︑永く之を保存するを以て︑垣の

十822図殺したる熊の頭は垣にかけ

さゴ波を立ててみる︒

此ノ神社ノ建テラレタルハ

九522頗q凶囲

ウツシテ造り︑︿略﹀︒

明治二年ニシテ︑社殿ハ上古ノ風ヲ

九285図

し︑︿略﹀︒

事の知らせを聞きても知らぬ風をし︑

八704図

ことばで話してゐます︒︑

まるでちがった風をして︑かはった

七839園

う

風与せいようふ

六201図︿略﹀︑匁ノ十分置ーヲ分︑ フィジー﹇▽なんようフィジーどじん
分ノ十分ノーヲ厘トイフ︒

不愛

ぶ ﹇部﹈与しだんしれいぶ︒とうなん
﹇不愛敬﹈︵形状︶1

ぶ・とうほくぶ
ふあいけい

﹇不安﹈︵名︶1

﹇不意﹈︵名︶3

十ニー81図

おそれある時は︑中央氣象皇は全國

農夫の辛苦共
すげ笠こそはたふとけれ︒

植・草取・取入れに
にする

ゑんとうけい

暴風雨警報を獲して之を豫噂す︒

光麗しく︑神氣自らさわやかなるを

是程の才學をもちながら︑

覧ゆ︒

ゑんすみけい

以て風雨の強きを︑全美形を以て暴

書間はく略V︑圓筒形を
式部は少しも高ぶりたる風なく︑常

風雨のおそれあるを示す︒

十ニー86図

どっと一時にかけ下りて︑城の中へ

に一といふ文字をだに知らぬ顔に過

温泉の諸種の病を治するは︑

る空氣を吸ひ︑美麗なる風光に接す

︿略V︑一つには又地を轄じて清新な

十729図

したりといふ︒

あいさつをしてもていねいで︑ふうき ﹇富貴﹈︵名︶1 富貴

るが爲なるべし︒

富貴は人の土州に欲する所︑

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

十二7110図

ども︑富貴なる者必ずしも樂しから

すべて家臼田はよく勢らなけれ

ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

十858

ず︒

ブーシェー﹇▽アレキサンドルブー
風がある︒

少しも生意氣な風がなく︑︿略﹀︒

十357

攻めこんだ︒へいけはふいを打たれ

フィートεいちまんこせんにひやくし

かへて︑敵を引受けた︒

れておどろいたが︑たちまち陣立を

の陣に攻入った︒信玄はふいをうた

六561 謙信は︿略﹀︑夜の間に信玄

て︑どうすることも出來ない︒

五817 これを見た三千人の軍ぜいは︑ 十164図

きのふいをうたなければならぬ︒﹂

五756園何でも裏からまはって︑て

ふい

次第に不安の念を生ぜり︒

ことなき大洋なれば︑乗組の人々も

十二779図 是より先は未だ航行せし

ふあん

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十﹁544図 ︿略﹀︑ミダリニ園圃ヲ作

敬
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ふうしゅう一ふかい
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﹇風習﹈︵名︶1

風習

九277図 五月五日二軍人形ヲカザリ︑

ふうしゅう

るばかりではない︒敷千年の久しい

我が國の農業中最も開け

間︑土人の絶えてたゆまない丹誠の
結果である︒

十二454図
ざるは牧畜の業なり︒是我が國の氣

ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲイノ
ルコト︑我が國古ヨリノ風習ナリ︒

︿略﹀︒

候・風土の牧畜に適せざるにあらず︑

イヌのふうそく・ちょうせんのふうそ

﹇夫婦﹈︵名︶2
すさのをのみこと

ひの

を見給ふ︒

むすめを中にすゑて泣きかなしめる

川のほとりにて︑夫婦の老人一人の

︿略﹀素菱鳴尊︿略﹀︑簸

夫婦←ろう

ふうそく ﹇風俗﹈︵名︶4 風俗εア
ふうふ
じんふうふ

く

十802図 あいぬの男子は髪とひげと

九19図
かは

を長くのばし︑耳に金属製の輪をは
又口の霊園︑手首・手の甲等には入

め︑こしに小刀をさ ぐ ︒ 女 子 は ︿ 略 ﹀ ︑

墨をほどこせり︒︿略﹀︒あいぬの風

十一517図

ふうりょく

﹇風力﹈︵名︶1

し

風力

浮雲

の方向に關らず︑十分に風力を利用

十一274図帆の運用自在なれば︑風

こう

﹇浮雲﹈︵名︶1

することを得︒

ふうん

孔子曰く︑﹁︿略﹀︒不

フェ

ふえ

義にして富み且貴きは︑我に因て浮

十二727図圏

フエ

﹇笛﹈︵名︶4

雲の如し︒﹂と︒

ふえ

﹁コノアヒダ大キナフカ

ガ來タ時二︑君ラハズヰブ

四386園

ンアワテマシタネQ

︿略﹀︑中佐ハ︿略﹀︑八月末

ぶか ﹇部下﹈︵名︶7 部下

ノ遼陽ノ職ニハ︑部下ノ大隊ヲヒキ

レウヤウ

八851

ヰテ︑勢鋭ク進撃シタ︒

中佐ハ︿略﹀︑左手二軍刀ヲ

持ツテ部下ノ兵士ヲハゲマシく︑

八866

︿略﹀︒

部下ヲハゲマシ︑敵ヲ撃退スルコト

三202ふえが三本︒︹ひらがなの 八878 中佐ハ﹁︿略V︒﹂トサケンデ

一315
ドリル︺

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

ム心モ深カッタ︒

勇氣二︑こチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

八926

残念千三ダ︒﹂

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ

三297 フデノヂク︑モノサシフ 敷度山鵯ンダ︒
八901園 再認ノ部下ヲ死ナセ身上︑
エツエザルカゴナド︑竹デ作
見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ

ツタモノガタクサンアリマス︒
五704

ふ

ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音
ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒
﹇風聞﹈︵名︶1 風聞
かさぎ
︿略﹀︑主上尚笠置におは ふ・える ﹇増﹈︵下一︶4 フエル

十﹁141図

ふうぶん

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各回

親子・夫婦・兄弟・姉妹

俗はこれのみにても既に内地人と同
じからず︒

十二516図 故二商人ハ常二全世界二
於ケル物償ノ高低二注意シ︑需要供
給ノ情況二精通スルヲ要ス︒人種・
風俗ノ異ナルニ依リテ︑人ノ嗜好モ

せり︒

︿略﹀︑ネボカトフ少將は

ふか

下四隻を學げて其の部下と共に降服

白旗をか＼げ︑戦艦ニコライ一世以

十二810図

いふので︑大將の部下の二三人は直

える

ちに自分の馬にまたがって︑．其の跡

十一4710 ﹁それ︑馬主が逃げた︒﹂と
五717園

を追っかけた︒

︽ーエ・ーエル︾

しませし時︑早くも義丘ハを學げしが︑

毎年春ニナルトオチルガ︑オチルト

亦同ジカラズ︒

事の未だ成らざるに先だち︑笠置も

スグ又新シイノガハエテ︑ソノタビ

カキハスグニフエルモノデ︑

えても︑四銭で送れます︒

七719

﹇深﹈︵形︶1一 フカイ

︿略﹀︑雀といふものはすぐふ い 深イ 深い ︽ーイ・ーカッ・ーク︾

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

八203

ふか・い

近い所ならもっと目方がふ

ニ枝ガーツヅツフエル︒

﹁ジブンノ角ハ︿略﹀︒︿略﹀︒

十二㎜8図外転人に接するに人種・

落ちたる由風聞ありしかば︑其の

チク

風流

ま＼にて止みたり︒
ク

﹇風流﹈︵名︶1

等しく之を親愛するは大國民の度量

ふうりゅう

宗教・風俗の如何を問はず︑︿略﹀

なり︒

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風

騙逐艦ノ名コソ更二優美 七529園
︿略﹀等アリ︒雨ニハ春雨︿略﹀︑雪

十一312図

事業を起し︑若しくは青年會を組織

十二価1図 又産業組合を設け︑慈善
して︑産業の嚢達︑風俗の改善︑人

等アリ︒季節ノ下侍ハ初春︿略﹀等

ニハ初雪︿略﹀︑其ノ外白雲︿略﹀

アサイハチフカイツボ

なさけぶかい

一183

﹇▽ちゅういぶかい・つつしみぶかい・

フカ

えるもので︑又直そう作物を荒すも
﹇簸﹈︵名︶一

のだといふことを話しました︒
ふか

見ルベク︑又野路ヤサシキ武人ノ風
流モシノバル︒

アリ︒︿略﹀勇壮ナル有様モオモヒ

心の作興に務むるが如きは︑皆公共
風土

心 の 爽 動 に し て ︑ ︿略﹀︒

﹇風土﹈︵名︶2

十一499 アラビヤに良馬の多く産す

ふうど

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

ふがいなし一ふかす

498

二57一 ヨクノフカイオヂイサン

ハマタコノウスヲカリテイツ
テ︑米ヲツイテミマシタガ︑
︿略﹀︒

﹇脇甲斐無﹈︵形︶1

んで破裂した︒

ふがいな・し
がひなし ︽ーキ︾

ふ

ふか・し

﹇深﹈︵形︶19

フカシ

ふか

し深シ深し︽ーカル・ーキ︒ーク︾
六828図圏

二つとや︑二人のおや御

﹇▽いつくしみぶかし・なさけぶかし

フカク汝ヲタノミニ思フ

を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑
母の愛︒

ほうたう
九215㈱国 ﹁聞けば︑そなたは豊島
みかいゑい
の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛

攻撃とやらにもかくべつの働なかり

七84図園

二627 ヨクノフカイオヂイサン
バコノハナシヲキイテ︑︿略﹀︑
方々の顔を見る毎に︑そなたのふが

きとのこと︑︿略﹀︒︿略﹀︒母は其の
ゾ︒﹂

トノサマノォカヘリヲマツテ

八15図代々の天皇は皇大神宮をた
ふとびたまふこときはめてあつく︑

︿略﹀︒

は張りさくるばかりにて候︒

く略V︑軍人たる者は

﹇不覚﹈︵名︶1

國民もまた深くうやまひ奉りて︑

ふかく

八87図圃

友よ︑來よ︒手かごを持

不労

ひなきことが思ひ出されて︑此の胸

ヰマシタ︒

三623 ︿略﹀︑さざえのやうに︑

ふかいつぼのかたちになって
みるのもあります︒
七745 海ノ深イ所ハ何千ヒロモアル︒ 十一一棚9図
こロつ

ちて︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒

︿略﹀︑王家の大事に際しては︑身命

をすつること鴻毛よりも輕き覧悟な

山深く行きてたつねん︒

七767 ︿略V︑マヅ緑色ノモノハ淺イ
所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

かるべからず︒平生より此の畳叩な

若し過あらば︑深く之を

云ふれば︑かれかしこみて謝しまつ

る︒

悔いて︑其の過を再びせざらんこと

十一6910図

魚は︿略﹀︑水面近く浮

をちかふべし︒

ぶが故に︑鵜は深く沈まずして︑た

十一825図

劉芝之ク孔明ヲ信頼シ︑

やすく魚を捕ふることを得るなり︒

十一撹8図

村長は村の平家に生れ︑

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑︿略﹀︒

極めて親切公平なる人なれば︑深く

十﹇穐8図

村民に敬愛せられ︑︿略﹀︒

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛

十ニー5図 ︿略﹀︑之を拝讃するもの

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

陛下は忠勇なる我が臣民

廉頗之を聞きて︑深く其

を深く信頼し給ひて︑︿略V︒と仰せ

十二31図

給へり︒

かばかりの大功ありし人故︑ 十一一396図

の非をさとり︑相如の門に至りて罪

谷

吉野の杉よ︑

色香も深き 紅梅の 枝
﹁我え元

花をよそにて︑霧深き

大みことのり

こ こロつ

されば朕は汝等を股肱と

東郷司令長官此の戦況を

﹇付加﹈︵サ変︶1 附加す

十ニー04図

︽ーシ︾

ふか・す

の親は特に深かるべき︒

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二㎜9図

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

十一一963図 孟子の幼時母は深く意を

とそ︒

を謝し︑つひに無二の親交を結べり

筑紫へ下る道に︑昔より相

天皇の御信任も厚く︑其の莞ぜし時︑

櫻木の

十123図團圏

にむすびて︑︿略﹀︒

九916下主

上を深く悲しみしに︑︿略﹀︒

知りし騨長ありて︑道眞の今の身の

九801図

天皇は深く之ををしみ給ひき︒

九6310図

ノ心ヲ起サザラン︒

アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

カクノ如ク國違目タフレタ

きものは︑時に臨みて或は不興の名
深さ

九305図

ノモノハソノ中間ニ似鯉テヰルノデ

深サ

そんな時には海の深さをは

﹇深﹈︵名︶5

りします︒

十一564

︿略﹀︑其の骨つぼの深さ

我が國デ一早大キイノ川平

は幾十尺なるを知らず︒

十一763図

谷底︑︿略V︒

深さは幾百丈とも知れない

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七858園

ふかさ

を取ることあらんと戒め給ふ︒

アル︒

八926 橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑
四囲二・こチタ軍 人 デ ︑ 部 下 ヲ ア ハ レ
ノコギリ

ム心モ深力ツタ︒

十64 ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザく
ノアルノモアレバ︑︿略V︒ギザく
ノ深イノニナルト︑一枚ノ葉が敷枚
ノ小サイ葉二分レテヰル︒

十185 讃んでみる間は中に書いてあ
る事ばかりを一心に考へてるるから︑

十ニー62

世保海軍工廠ノ船渠デ︑長サ百三十

どうして出曇るものかといふ事は深
く考へないが︑本といふものはたや

四間︑渠ロノ幅十九間齢︑深サ八間
饒アル︒

間ユ立ちき︒﹂

御めぐみ深き大君の

十391図圃

十二417図

は聖主六百メートルの圓形をなし︑

乃木大將はおごそかユ︑
深さ百二十五メートルあり︒

中岳は︿略﹀︑其の火口

すく出興るものではない︒

十187 たくさんの本を讃んだ學問の
深い人でも︑筆をとる前には十分に
其の考を練らなければならぬ︒

十655 破裂矢は鯨の車内に深く食込

499
ぶかん一ふく

打電し︑其の後に附加して能く︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

ぶかん且vとうぐうぶかん
不義

孔子曰く︑﹁︿略﹀︒不

し

﹇不義﹈︵形状︶1

ふきn▽ひふきだけ
ふぎ
こロつ

十二726図園

義にして富み且貴きは︑我に猛て浮
武器

らす

いてふ
︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

︽ーサ︾

十282

吹きす

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚
・も残ってみない︒

﹇吹荒﹈︵五︶1

葉の散果てた冬木立に吹きす

︽ーム︾

ふきすさ・む
さむ

九701

ふき掃

さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも
﹇拭掃除﹈︵名︶1

物すごい︒

除

︿略﹀︑内外古今ノ武器其ノ ふきそうじ

﹇武器﹈︵名︶4

雲の如し︒﹂と︒

ぶき
九294図
他軍事二關スル物ヲ多ク集メタリ︒

家内のよく整頓せる程の

家は日々のふき掃除も必ず行届きて

九5610図 或動物ハ︿略﹀︑コトニア 十二894図
清潔なるものなり︒

ふき出す

ザヤカナル髄色ヲ有ス︒是等ハ多ク

﹇吹出﹈︵五︶1

五178

男ノ子ノアルウチデハ︑五月

タ

・龍田神社アリ︒

タツ

イハ レ

十鵬2図

三輪町ノ南二者井町アリ︒

ノセツクニ鯉ノブキナガシヲ立テマ

きん

尚進めば︑水分神社・金

みくまり

定ズ給ヒシトコロ︒

テ︑神功皇后以後︑シバく皇居ヲ

ジングウ

其ノ附近ノ地ハ往昔ノ磐余ノ地ニシ
﹇普及発達﹈︵名︶1

ス︒

ふきゅうはったつ
普及獲達

ぶ

ソモく明治五年學制獲 十一44図

峰神社等あり︒此の附近にも亦櫻樹

皇南は南部の大都會に

二二相並んで雄を孚ひ︑

︿略V︑大地も爲にふるひ︑附近敷百

十一783図

座候︒

て︑附近に名所・奮蹟の多き所に御

十一397圓団

布設來︑教育ノ普及護達累年ヲ追ウ
フキ分

多し︒
︽ークル︾

此ノ銅山ハ︿略﹀︒然レド

﹇吹分﹈︵下二︶2

テイヨく盛二︑︿略﹀︒

十一一357図

ク

ふきわ・く

十614図

ロ

モ其ノ頃ハ丁重リテフキ分クル方法
ナホ不十分ナリシカバ︑︿略﹀︒

ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

祭り︑士卒二藍シテ︑其ノ附近ノ草

十一鵬8図 ︿略﹀︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ

に波紋を生ず︒

十6210図製煉二心ハ殊二大イナル櫨 歩の地にありては︑器に盛れる水常
アリテ︑銅鑛ヨリ銅ヲフキ分クルナ
リ︒

︽ール︾

はるになって︑だんだん ふきわた・る ﹇吹渡﹈︵五︶1 吹渡る

我が國及び附近に風雨の

満洲政治・交通の中心た

ふきん ﹇布巾﹈︵名︶一

フキン

が証人の在留するもの多し︒

る奉天は︑︿略V︒︿略V︒其の附近我

十二557図

暴風雨警報を組して之を二陣す︒

おそれある時は︑中央氣象毫は全國

︿略﹀︑苗色に實のつた秋の田 十ニー81図

附近﹇▽うつ

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九694

﹇付近﹈︵名︶10

︿略﹀︒

ふきん

りょうとうふきん︒おうりょつこうふ

秋の末になって︑風の吹散し きん・おきのしまふきん・とうだいふ

﹇吹散﹈︵五︶1

かせて見せます︒

︽ーシ︾

ふきちら・す

九697

ダナヲハジメ︑料理道具・食器・フ

森林なければ︑土砂附近の 十一671 壷所ハ︿略﹀︑流シ元・戸

キンナドニ至ルマデ︑常二清潔ニシ

し

服与いっぷく

祭の服に

古風ゆかしき我が國の

﹇服﹈︵名︶1

テ置カナケレバナラヌ︒

ぽ

かんむり・烏帽子今は唯

ゑ

九521図圃

ふく

温泉のわき出つる庭はおほ

十984図法隆寺ノ附近ニハ廣瀬神社

光麗しく︑︿略﹀︒

むね火山の附近に在りて︑四園の風

十723図

田畠に飛散りて︑其の土地を荒すこ

十101図

フキナガ

と多し︒

きん
ふき通

た木の葉の上に︑雨の降りか﹂るの
﹇吹通﹈︵五︶1

は︑何となく物さびしい︒

︽ーシ︾

﹇吹流﹈︵名︶一

北風が一日ふき通して寒かつ

ふきとお・す

シ

ふきながし

た︒

六373

す

吹散す

そのうちにきれいなはなをさ

とから︑まためをふき出して︑

あたたかになると︑枯れたあ

四292園

︽iシ︾

ふきだ・す

覇道ノ動物ノ恐ル・武器宮漏他ノ動
物ノイトフ悪味・悪臭ヲ有スルモノ
ニシテ︑︿略﹀︒

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

十一85図 働蜂の武器は艦の後方に
禦にも常に之を用ふ︒

十一89図 蜜蜂の群集生活を螢むを
得るは︑︿略﹀︑有 力 な る 武 器 を 備 へ

吹起る

て敵軍にあたり︑軸壁の爲には身命
﹇吹起﹈︵四︶1

ををしまざるによる︒
ふきおこ・る
︽ーリ︾

吹消す

九462図 四日目の正午頃︑大風吹起
﹇吹消﹈︵四︶1

りて︑砂煙は天をおほへり︒
ふきけ・す
︽ーサ︾

吹きさ

九6510図燈の火の風に吹消さる＼が
﹇吹曝﹈︵五︶1

如き是なり︒

ふきさら・す

ふく一ふくじゅそう
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残りたり︒

福

ふく

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

フク

﹁笑フ門ニハ福來ル︒﹂ト

﹇福﹈︵名︶1

十一516図

ふく

吹く

n吹﹈︵四・ 五 ︶ 2 3

イヘリ︒

吹ク

ふ・く

ニー63 カゼガブイテ︑イロイロナ

木ノハガトンデキマス︒
二59一 スルトカゼガブイテ︑ハ
ヒガパツトタツテ︑︿略﹀︒

かぜふく費えだにす

六598圏
に寒かった︒
﹇拭﹈︵五︶2

フク

ふく

︽一

涙をふいて女の子︑﹁い＼

え︑さうではありません︒

六613圃

イ︾

ふ・く

身をきるやうな北風の吹

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

眠る蝶々︑とび立つひばり︑

ぐ野中道︒

七97囲
にはの藤の花が咲いて︑風が

吹くや春風たもとも甘く︑︿略﹀︒

七193

タハラニ卸サレテ︑ 一同乗リウツレ

リ︒

七921壷中ニモ福井丸ノボートニハ

﹇福運﹈︵名︶1 福運

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

サ

ふくうん

ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲイノ

又物ヲ洗ツタリフイタリスル 九277図 五月五日二軍人形ヲカザリ︑

時二使フ海綿モ︑︿略﹀岩ナドニ取

七732

﹇福岡﹈︹地名︺1 福岡

ルコト︑我が第千ヨリノ風習ナリ︒

オホイク

花莚ヲ最モ多ク産スルハ岡

身膿ノ構造二極メテ複雑ナ

ふくざつ ﹇複雑﹈︵形状︶3 複雑

テ︑︿略﹀︒

山・嘉島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ

十424図

ふくおか

リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

アル夜弟子ヲ集メテ︑書物 ふ・く ﹇葺﹈︵四・五︶4 フク ふく

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ
る︒

七243園
ノ講義ヲセシ時︑風ニバカニ吹キテ︑

︽ーイ・ーキ︾

ネヲブイタリシマス︒

︽ーケ︾

︿略﹀︒

阿蘇山は此の如く複雑な

老人長者の爲に道をゆづ

ふくしゅう ﹇復州﹈︹地名︺1 復氏

きを感ぜずや︒

が如きは︑︿略V︑其の心の奥ゆかし

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

十一一995図

ふぐしゃ ﹇元旦ハ者﹈︵名︶1 不具者

火口及び温泉あり︒

る一大火山にして︑山中に多くの噴

十二423図

ノ人が手分シテスルノデアル︒

ナカく複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢

十﹁92

一箱ノマツチヲ造ル手敷モ

ニ全身ノ元氣早耳スルモノナレバ︑

ルモノニテ︑一小部分ノ傷害モ直チ

変ワラデハヤネヲフキマ 十787図
ウロコハカハラヲブイタヤウ
ニカサナリ合ツテヰテ︑︿略﹀︒

五162

スガ︑︿略﹀︒

二人戸吹ク朝風二正氣ヅイタ︒ 四368

東風吹かばにほひおこせ

ち

更く

︿略﹀︑神殿の御屋根はかや
むね
にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑

八59図

﹇更﹈︵下二︶1

︿略V︒

ふ・く

雨のはれた朝︑花の香を送つ

こ

昨夜の風雨は名残なくをさま

増

其の後又夜更けてうかゴ
ひ見るに︑︿略﹀︑尚も鶴の臥したる

十﹁738図

福井
とやま

近年やみに産額の

﹇福井﹈︹地名︺1

様をなせり︒

はくろく

福井・石川・富山

福井丸

つ

ボートハヤガテ福井丸ノカ 草

さ

廣瀬中佐ノ乗レル福井丸ハ︑ 十二57図 復州
ふくじゆ
ふくじゅそう ﹇福寿草﹈︵名︶1 福壽

﹇福井丸﹈︵名︶3

羽二重織の輸出品︒

七899図

今耳順ノ港ロニ進ミタリ〇

リヨジユン

七895図

ふくいまる

なる

大せしは北陸の

十二496図幽

ふくい

或夜にはかの嵐に吹かれて︑
帆前船あり︒

十一224図翻

吹く塩風に黒みたる
はだは赤銅さながらに︒

十一234語草

いみじき樂と我は聞く︒

ふぎさの松に吹く風を

此の燈垂附近の岩の上に乗上げたる

十683図

さゴ波を立ててみる︒

つて︑そよくと吹く風に︑海面は

十638

よ梅の花︑主なしとて春を忘るな︒

九788図圃

身も蝶の様に飛立ちたくなる︒

て︑そよくと吹く春風には︑我が

九6710

八895

水けを吹いてみることがあります︒

三174アタタカイカゼガソヨソ トモシビキエタリ︒
四364 イネノワラデハ︑︿略﹀︒
七829園 ある時には鯨が頭から高く
ヨトムギノホノ上ヲブイテ
又タタミノトコニシタリ︑ヤ
ヰマス︒

三517魍
をはる小ぐも︑︿略﹀︒

のはらのくさやはなは観てい

四268 さむい北かぜがふいて︑

扇は風にふかれて︑ぐる

かれてしまひました︒

四776
ぐるまはってゐます︒

五87 そらからふって︑山の木のは
の上に休んでゐましたが︑風にふか
れて︑土の上へおちました︒

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

六17 海べはふだん強い風がふくか
ぶりになってみる ︒

六87 たんぼにはいねがよくみのつ
て︑風のふくたびに黄色な波が立つ
てるます︒

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

ナポレオンがアルプ山を越
半で︑︿略﹀︑吹く風は身を切るやう

十一548

草の上にすわって︑にぎりめしをた

六107 すゴしい風にふかれながら︑
べた時は大そううまうございました︒

501
ふくす一一ふけん

がね

ふくじゆさう

服す

こ

︽ース

鵜の首元は細なはにてし

下すことなく︑︿略﹀︒

ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一815図

八347図圏 年のはじめの福壽草︑黄 ふくちゅう ﹇腹中﹈︵名︶1 腹中
﹇服﹈︵サ 変 ︶ 5

金 の 色 の 暖 く ︑ ︿ 略V︒

ふく・す
ル・ーセ︾

へいけのぐんぜいがふくはら

のしろを守ってみる︒

五743

九243図書が國は國民皆兵なり︑男 ふくはら ﹇福原﹈︹地名︺1 ふくはら
子は十七歳より四十歳までの間︑何
れも兵役に服する義務あり︒

十94図

くみさ＼ふ

き

天皇を隠岐へ流し奉る︒︿略﹀︒武家

お

ヰル︒パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

の運命も今に煮皿きなんと︑罵りいき

ける

不潔もまた病の種となる︒

︽ーケ︾

ある︒

座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置

市街・道路を不潔にし︑

こら一面銀世界になってみることも

ると︑翌朝起きて見れば︑︿略﹀︑そ

なったから︑止んだことと思ってゐ

夜が更けて︑雨の音が静かに

も︑ふけてのきばに雪降積る︒

たなのもちひくねずみの音

ふ・ける ﹇更﹈︵下一︶2 ふける 更

傷つくるものなり︒

公徳の低きを示し︑大國民の品格を

︿略V︑公園の樹木を折取るが如きは︑

十二986図

ナイノハヲカシイ話デアル︒

ク人ガ︑浮紋ヲ不潔ニシテカヘリミ

十一673

ふけつ ﹇不潔﹈︵形状︶2 不潔

し︒

しばく入浴し︑身膿を清潔にすべ

九591図

ふけつ ﹇不潔﹈︵名︶1 不潔

どほる聲ちまたに温⁝つ︒

デアル︒普通ノ葉ヲ軍葉トイヒ︑此
ノ種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒
ふくよう
﹇服鷹﹈︵サ変︶1 下寺

︽ース︾

ふくよう・す
す

十二価3図面の五箇條を行ふも︑結
ふくよう

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

返すぐも服贋すべき大御言ならず
や︒

︿略﹀落葉・こけ及び︿略﹀ ふくり ﹇福利﹈︵名︶1 福利

︽ーフル︾

九638図 詰軍田村麻呂の東北の地を ふくみささ・う ﹇含支﹈︵下二︶1 ふ
蝦夷も︑遂に全く皇威に服するに至

旨を膿し︑協同一致して團確の福利

故に人日常に自治制の本
を増進せんことを心掛くべし︒

十二脳6図

ふくみさ︑ふること︑あたかも海綿

木の根などは︑地上に落ちたる水を

征するや︑︿略﹀︑ さ し も に 強 か り し

れり︒

の如くなるを以て︑水をして少しつ

十265圏国 舞啓︑いよく市部一日
より御入螢︑軍務に服せられ盛事︑
つ静かに流れ出でしむ︒

ふくれ←くろぶくれ

御一家を始め一村の名轡に御座候︒

ほたるぶくろ

十二785図 コロンブスは逸り堅固な ふく・む ﹇含﹈︵四・五︶5 フクム ふ ふくろ ﹇袋﹈︵名︶3 フクロ 袋﹇▽
︽ーマ・ーム・ーメ・ーン︾

七123圃

くむ

アニ神サマガタノオトモ
ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ

る決心を以て動かざること山の如く︑

ザルモノ少シ︒

六538飾菓子ノ中底ハ砂糖ヲフクマ 四592

しん

九705

︿略﹀︑からだの割合に目の最

も大きいのはふくろふ・みみつくな

ごだいご

︿略﹀︑北條高時︑後醍醐

ほうでう

同隠士は御承知の通り︑

我が國の地方自治團膿は︑

府縣・市の二級或は母鳥・郡・町村

十二撹2図

︿略﹀︒

通じ︑皇土にも明かなる人に候へば︑

多年府縣の技師をも務め︑學理にも

十907團囲

ふけん

ふけん ﹇府県﹈︵名︶3 府縣﹇▽かく

︿略﹀︑聴衆は鑓をつかんで︑

箏って老人のさ﹂げた帽子の中へ投

十二846

クロノ檬デアル︒

其の湯には大抵一種の臭氣 九91 ︿略﹀︑ホタルブクロノ免職フ

ツシヤツタノデ︑オソクオナリ
ニナツタノデス︒

船員も其の勇氣に感じて命令に服せ
ざるを得ざりき︒
りんしゃうじよ

十726図

やさいにも水けがある︒

十二959図此の會に於ける孔子の行 七646 くだ物も水をふくんで居り︑
動は藺相如が言言を通したるとは
異なり︑相如は氣を以て人を服せり

あり︑味あり︑色あり︒是種々の塩
温泉の諸種の病を治するは︑

といへども︑孔子は義を以て人を動

十727図

分をふくめるが故なり︒
︽ース

かせしなり︒
復す

入れる︒︿略﹀︒老人は之を袋に移し

﹇復﹈︵サ 変 ︶ 2

た〜に其のふくめる鑛物の効のみな

ふく・す
ル︾

て︑再び帽子を差出す︒

︵下二︶εいいふくむ

八582

ふくろう ﹇臭﹈︵名︶1 ふくろふ
く略V︑大なる鵜は能く十
のど

らず︑︿略﹀︒

ふくむ

二三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒

十﹇817図

十一941図 か＼る時は靴の供給次第
に増煽り︑靴の贋はやうやく安くな
りて︑普通の償に復するか︑場合に
よりては尚それ以下に下るべし︒

どである︒

十一136図

ギザくノ深イノニナルト︑ ぶけ ﹇武家﹈︵名︶1 武家
一枚ノ葉が敷枚ノ小サイ葉二分レテ

十68

十一945図 ︿略﹀︑供給も随って減じふくよう ﹇複葉﹈︵名︶1 複葉
て︑又普通の償に復するか︑場合に
よりては尚それ以上に上るべし︒

ふけんぐんしかい一ふじ

502

の三級に分れたり ︒

府縣・市の二級或は府縣・郡・町村

十二皿2図 我が國の地方自治團膿は︑

﹇府県郡市会﹈︵名︶

の三級に分れたり ︒
ふけんぐんしかい

1 府縣・郡・市會

十二295図

十六日勝商は︿略﹀︑次

いで城に入らんとするに︑不幸襲見
符號

天竜圖に用ふる普通の符

﹇符号﹈︵名︶1

せられて︑遂に敵兵に捕へらる︒
ふごう
十一一197図

號は左の如し︒○快晴く略V

る︒

不才

︿略﹀︑総ノ形ニナツテ咲クモ

﹇不才﹈︵名︶1

ノニハ藤ナドガアル︒

九101
ふさい

﹁我が子若シタスクベ

クンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不才ナ

十一佃6黒血

ラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂

運動不足なれば︑食物のこ

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身農

九597図

弱りて︑氣分もふさぐ︒

よりて主戦艦隊及び巡洋

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

十二84図

さぎ︑︿略﹀︒

十一19図

釜山

ふざん ﹇釜山﹈︹地名︺1 釜山

九496図

ふし・くすのきふし

十二912図男子は外に出でて不在勝 ふし ﹇父子﹈︵名︶1 父子﹇▽いるか
のものなれば︑幼見は母の感化を受

如何なりしそ︒

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

たがひに心もとなく思ひ合
くること最も多し︒

不幸

ふさがる

﹁相如にあはば必ず辱しめん︒﹂と言
﹇不幸中﹈︵名︶1

﹇塞﹈︵五︶1

藤﹁さうでございますか︑は

あたまを雲の上に出

は日本一の山︒

し︑四方の山を見おろして︑か
みなりさまを下にきく︑ふじ

四141韻

ふじ ﹇富士﹈︹地名︺5 ふじ 富士

じめて承りました︒

七215

へいけのぐんぜいがふくはら ふじ ﹇藤﹈︹話し記名︺1 藤
のしろを守ってみる︒東生田の門か

五746

︽ーッ︾

ふさが・る

ひ居たり︒

れんぱ
高かりし廉頗之を見て心安からず︑

十一一388図趙の將軍にて武功の聞え ふざいがち ﹇不在勝﹈︵名︶1 不在勝

十二佃1図 一般人民の府縣・郡・市 ぶこう ﹇武功﹈︵名︶1 武功
町村會議員を選畢するも︑府縣・郡
・市會に於て参事會員を選墨するも︑
︿略﹀︑一に此の 精 神 に 基 づ く べ く ︑
︿略﹀︒

ふこうちゅう
中

ふけんぐんしちょうそんかいぎいん
﹇府県郡市町村会議員﹈︵名︶1 府縣

田畑の作物には多少の損

ら西一の谷の門までの間︑山のふも

害これあり候へども︑其の他にはか

九749圓團

く別の異状これなく︑先以て不幸中

十二撹10図 一般人民の府縣・郡・市

・郡・市町村會議員

町村會議員を選墾するも︑府縣・郡

不作■ここ

とから南は海の波打ぎはまで︑人や

﹇不作﹈︵名︶3

馬でふさがってみる︒

の幸と喜び居り候︒

富國

くふさく

富國ト強兵ト相待ツテ始 ふさく

﹇富国﹈︵名︶3

メテ國家ノ盛大ヲ致ス︒

十二533図

ふこく

・市會に於て参事會員を選書するも︑

不孝

︿略﹀︑一に此の 精 神 に 基 づ く べ く ︑

﹇不孝﹈︵名︶1

︿略﹀︒

ふこう

二人が之ヲヒロメントセシ
ウエジニ

十15図

昔より富士は日本一の高山

のでまきがりをしました︒

けらいをつれて︑ふじのすそ

青そら高くそびえたち︑

四148囲

十316図

ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

︿略﹀我が國ハ富國ノ道

ハレミ︑之ヲ救ハントスル義心ヨリ

十二534ロロ凶

ヲ講ズルコト今日ノ急務ニシテ︑海

七72図園 モシ病ニカ・リテ早ク死

外貿易ノ嚢展ヲ圖リ︑大イニ國富ヲ

意見によりて豫算を編成したるな

るべく纏費を節約したしとの校長の

十一備10図圏﹁不作の後なれば︑成

りしことあり︑︿略﹀︒

或年暴風雨の爲に不作な

ナバ︑君ノ御白下ニハ不忠ノ臣トナ

総n▽はな

十︻柵7図

増殖スルハ商人ノ國家二封スル義務
ナリ︒

リ︑父ノ三三ニハ不孝ノ子トナルベ
不幸

シ︒

﹇不幸﹈︵名︶1

起レリ︒

ふこう

からだに雪のきものきて︑か
すみのすそをとほくひく︑ふじ
は日本一の山︒
四153 昔みなもとのよりともが

ふさ

領土となりしょり︑富士は第二位に

と構せられしが︑︿略﹀︑毫湾の我が

落ちたり︒

り︒﹂

︒ーグ︾

にはの藤の花が咲いて︑風が ふさ・ぐ ﹇塞﹈︵四︶2 ふさぐ ︽ーギ
吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

七194

﹇房﹈︵名︶2

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉・機敏

十二336図 人世には思はぬ不幸︑驚 十二541図 富國ノ實ノ畢ルト學ラザ

ふさ

ノ如何二存ス︒

不幸

くべき事攣の何時起り來らずとも限
﹇不幸﹈︵形状︶2

らず︒

ふこう

の船は︑フランスのセイヌ川に浮べ

九317 フルトンが︿略﹀造った最初 ぶさ
たが︑不幸にも直に沈んでしまった︒

503
ふじ一ふしぎ

十17図 昔より富士は日本一の高山
と証せられしが︑︿ 略 ﹀ ︑ 塁 湾 の 我 が

フヂ

ふち

藤

領土となりしょり︑富士は第二位に
﹇藤﹈︵名︶7

落ちたり︒

ふじ

六57國うめ・も＼・さくら・ふち
・あやめ︑白つゆむすぶ秋の野の
ちぐさの花もおもしろや︒

つねといふぶしが︑︿略﹀︑その
ておひじしにむかひました︒

十一旭9図

此の頃備前の國に見島高

徳といふ武士あり︑︿略﹀︒

の今宿といふ所より山陰道へか＼

いまじゅく

︿略﹀お寺へ小ぞうにやられ 十一152図 ︿略﹀︑警固の武士︑播磨

ましたが︑おきやうなどは何べんを

六445

りて遷幸をなし奉るといふ︒

忠元︿略﹀︑かくと正儀

ば︑呼出して召使ひたり︒
ぶじ

に告ぐるに︑正儀は情深き武士なれ

十一439図

しへてもおぼえません︒︿略﹀︒じぶ

んの心では武士になりたいと思って

けれども日吉丸は︑どうかし

みたのです︒

六452

ブジ

てりっぱな武士になりたいと思って

七171團

無事﹇▽こぶじ・たいへいぶじ

﹇無事﹈︵形状︶8

七193 にはの藤の花が咲いて︑風が
ゐましたから︑ほうこうの方には身

ぶじ

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
國民ノ手本トイフベシ︒

一豊もほしくてくたまら

ないから︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒武士として

七402囹

はあのくらみな馬をもつて見たい︒﹂

﹁日ごろ貧しい暮しをして

と︑思はずひとり言をいひました︒

七441園

みる一豊が︑よくもかういふよい馬
を買ひもとめた︒見上げた志のもの︑
りっぱな武士︒﹂

このよい時節に東京へお上りはおう

役場は幸に焼けなかった︒一

らやましい事でございます︒

切の書類や記録類も皆ぶじであった

八437

サクヤノクワジニウチハヤ

といふことだ︒

八465國

ケマセンデシタシンルヰミナブジデ

サクヤウチヤケナイシンル

スゴアンシンクダサイ
ヰミナブジ

八476囲

も︑握りこぶしの間にも︑凡そ少し

にてもすき間ある所には︑必ず存在

せずといふこと無し︒

ふじいろ ﹇藤色﹈︵名︶1 藤色

梅色・藤色・櫻色︑︿略﹀︑色の名立

十489図花の名より取れる桃色・紅

も亦千種劣様なり︒

︿略﹀︑富士川・大井川・天

ふじがわ ﹇富士川﹈︹地名︺1 富士川
てん

龍川なども︑其の頃は橋が無かつ

りゆう

九362

たから︑人の肩車に乗ったり渡船に

乗ったりして渡ったのであった︒

ふしぎ

不思議

ふしぎ ﹇不思議﹈︵形状︶5 フシギ

三364︿略﹀︑ほたるはやはり中
にるます︒けれども光ってはみ

﹁どうしてもう光らないのでせ

ません︒まさをはふしぎさうに︑

う︒﹂といひますと︑︿略﹀︒

あんな小さなからだで︑

あんな大きなこゑの出るのが

四658

︿略﹀下ノ方デカミナリノヤ

ふしぎです︒

ウナ音ガシマシタ︒文太郎ハフシギ

五437

ニ思ツテ外ヲ見ルト︑汽車出山シノ

ヤケナイシンルヰブジワ
ヤケナイシンルヰブジワダ

ダ

八48図囲
八492國

刀は武士のたましひといは
れたものだから︑きたへる時は身を

八213﹁いや︑見たことがない︒白

上ヲ通ツテヰマシタ︒

たがひに心もとなく思ひ合
如何なりしそ︒

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

九496図

タナビキテ︑﹁花ハ若木︑人馴武

い雀が真際居るのか︒﹂と︑ふしぎ

さうな回附をして︑農夫は問返しま

幸に私方は左程の損害も
無く︑家族一同無事に御座候間︑御

九723三国

老人は︑どうしてあのバイ

オリンから︑あんな音が出るか︑

十二832

した︒

節穴

空氣は︿略﹀︑節穴の中に

﹇節穴﹈︵名︶1

安心下され度候︒

九648図

ふしあな

九2810図︿略﹀︑春ノ盛りニハ花ノ雲

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

八336園

ぶじお着のことと存じます︒

る︒

富士

七89図 正行ノ如キハマコトニ忠孝

が入りません︑︿略﹀︒

七199 藤は﹁私はちっとも存じませ
︿略﹀ ︑ 上 り 下 り の 藤 の 紋 ︑

んでした︒︿略﹀︒﹂ と 問 へ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
あが
さが

七456図圏

さてはたかの羽・つるの丸︑家の氏
の名多ければ︑紋の敷々かぎりなし︒

九77 ︿略﹀︑豆や藤ノ花ノ辮ハ不揃
デアル︒

九7図 フヂ

不時

︿略﹀︑紹ノ形ニナツテ咲クモ

﹇不時﹈︵名︶1

ノニハ藤ナドガアル︒

九102

ふじ

十二922図 其の上不時の出費の爲︑
﹇富士﹈︵名︶1

多少の準備を爲し置くを必要とす︒
ふじ

十一301図 諸子ハ敷多アル我が軍艦

イブキ

士︒﹂ノコトワザモ自ラ思ヒ出デラ
クラマ

御供仕うまつれる警固の

ル︒

イコマ

かりき︒

武士もようひの袖をしぼらざるはな

十一137図

波・生駒・鞍馬・伊吹・事忌等︑
ぶし

武士

ノ名ヲ知レルナルベシ︒︿略﹀︒山ノ
ック
名ヲ附シタルモノニ三笠・富士・筑
バ

﹇武士﹈︵名︶ 1 2

︿略﹀︒

ぶし

四172 ︿略﹀︑にたんの四郎ただ

ふじさん一ふじわらうじ

504

︿略﹀と不思議さうに︑バイオリン
と紳士の手つきを打ちまもって居た︒

ふじさん ﹇富士山﹈︹地名︺3 富士山

衆人の目をひくものは︑富士山と名

八934図 東海道の旅行中︑最も多く
古屋城の金のしゃちほことなるべし︒
たいわん

山なり︒其の高さはく略﹀︑富士山

十14図 日本一の高山は皇湾の新高
よゆ高きこと凡そ一千尺なり︒

ふじのまきがり
きがり

︹芸名︺2

ふじの山

ふじのま

藤

ふじ

藤房

﹇富士山﹈︹課名︺2

四目7 六 ふじのまきがり
四151 六 ふじのまきがり
ふじのやま
の山

五
﹇藤房﹈︹人名︺2

ふちふさ

四135五ふじの山

四目6
ふじふさ
かさぎ

十934至言
藤村孝藏檬

三月六日

中林作之助
不自由

く略V︑トモシビキエタリ︒

ンブスの身邊を園み︑孚ひてこれま

れり︒︿略﹀︒船員皆歓喜して︑コロ

での不從順なりし罪を謝せり︒

然レドモ其ノ頃ハ掘取リテ

兵螢内の酒保には日用品 ふじゅうぶん ﹇不十分﹈︵形状︶1 不

﹇不自由﹈︵名︶2

十分

十589㈱團

ふじゆう

・飲食物等を販費致し居り候へば︑

七249囹

少シオ待チ下サイマセ︒今風デアカ

人の子が國家の爲いくさに出でし事
なれば︑定めて不自由なる事もあら
ん︒何にてもゑんりよなく言へ︒﹄
と親切におほせ下され候︒

中 ふじゆうじゅん ﹇不従順﹈︵形状︶1
不從順

されば氣候不順にして︑

撫順は漏洲屈指の炭坑地

﹇撫子線﹈︵名︶1

ぷ
撫

軍曹ハ同ジク負傷シテソコニ

藤原

倒レテ居三一兵士トトモニ中佐ヲイ

歌口ツタ︒

ふじわら ﹇藤原﹈︹人名︺1

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

八544図

テ大臣トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

ふじわらうじ ﹇藤原氏﹈︹人名︺2 藤

船員はく略V︑コロンブ
スを海に投じて編面せんと謀るに至

十二797図

ぶじゆん

ふしょう・する﹇負傷﹈︵サ変︶1負

安雪線あり︒

旧順守林・越呂﹇﹇拍椋●価吐ムロ拍椋︒楡撚陥甲線・

えんだい

十二564図南満洲の支線としては旅

順線

撫順

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

十二577図

ぶじゅん ﹇撫順﹈︹地名︺2 撫順
かう

珍しからず︒

花のとぼしき時は蜂合戦の起ること

十﹇84図

ふじゅん ﹇不順﹈︵形状︶1 不順

コト多．カリシナリ︒

バ︑産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スル

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

十614図
川面公時は友人も少く︑

外出せずとも少しも不自由を感じ申
さず︑︿略﹀︒

十598圓国

生活も一寸致し色事とて︑多少不自
由を感じ候へども︑︿略V︒

十888図圏笠置の山の行在所︑寄す ふじゆう ﹇不自由﹈︵形状︶3 不自由

十二3910図 富士山の古歌には煙の立 房

つことを歌へるもの多く︑時時破裂
せしことも亦歴史に見えたり︒

保己一ハソレトモ知ラズ︑講義ヲ

すゑふさ

る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち
ふちふさ
給ふ︒君の御供に仕へしは 藤房・

不實

ツぐケタレバ︑弟子ドモハ︑﹁先生︑

﹇不実﹈︵名︶1

十一491 馬主は︿略﹀︑静かに其の
季房唯二人︒

ふじつ

十895関守

ハ笑ヒテ︑﹁サテく︑目アキトイ

リガ消エマシタ︒﹂トイフ︒保己一

御歌かしこみ︑藤房は聲

金を拾ひあげ︑︿略V︑ひらりと飛乗

くもらせて︑いかにせん︑頼むかげ

十二57図

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

じゅん

ぶじゅんぜん

とて立寄れば︑尚袖ぬらす松の下露︒

藤村孝藏

﹇藤村孝蔵﹈︹人名︺

三月三日

﹇藤村孝蔵様﹈

藤村孝思様

八896

私はこんな大きななりをし 九212著書囹村の方々は︿略﹀︑コ 傷スル ︽ーシ︾

出來マセン︒

モ出來マセン︒オビヲムスブコトモ

ラヰ不自由デセウ︒ハシヲ持ツコト

七255

タリトゾ︒

フモノハ不自由ナモノダ︒﹂トイヒ

のトルコ人は如何ともすべき方法が

不始末

ば︑一事が萬事︑総べて家内に不整

出入口の混雑せる程なれ

﹇不始末﹈︵名︶1

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

十二888図

ふしまつ

つて一散にかけ出した︒︿略﹀︒追手
無い︒︿略﹀︒一方にはアラビヤ人の
ぶしどう﹇▽にっぽんぶしどう

不實を罵りながら ︑ ︿ 略 V ︒

ぶしども ﹇武士共﹈︵名︶2 武士ども

七217園

ん

十︻162図 翌朝警固の武士ども之を ふじまめさん ﹇藤豆﹈︵名︶1 藤豆さ
見つけて︑何事を如何なる者の書き

藤村孝藏
十919繍圃

1

ふじむらこうぞう

つて︑私の豆はたべられません︒

てるますが︑畠の藤豆さんとはちが

たるかと︑讃みかねて上聞に達した
り︒

十一165図 されど武士どもは其の意

藤波

味を知らざりしかば︑思ひとがむる
﹇藤波﹈︵名︶1

こともなかりき︒

ふじなみ

林作之助様
︹人名︺1

ふじむらこうぞうさま

八362図圏 野べも山べも新線の風
に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ
ばた︒

505
ふじわらのかまたり一ふそく

八545図藤原氏ノ一門コレヨリナガ

原氏
事にあひて心を取齪さず︑能く其の
なり︒

先へ切りつけられた︒

よ︒よき心持のみにても病をふせぐ

十﹁7310図其の後又質更けてうか〜 九595図住居もなるべくきれいにせ

に足らん︒

虞すべき道に医したる我が國婦人の

ひ見るに︑今度はひぢを張り︑足を

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

るることなかるべし︒是茶わんの中

工恐ルく近ヨリテ見レバ︑ 水中に入れよ︒其のしるしは水にぬ

﹇襖﹈︵名︶一

九654図試みに茶わんのそこにしる

實例にして︑其の志操の固きは男子

クサカエタリ︒

ナレ︒︿略﹀︒︿略﹀勇壮ナル有様モ

ヨド

ばなり︒

に空氣ありて︑水の進入するを防げ
ふぜい

コハ如何二︑カノ死人ト見エシバフ
﹇風情﹈︵名︶1
かた

來るかりもふぜいあり︒

防

出入口の混雑せる程なれ
ば︑一時が習事︑総べて家内に不整

十二888図

ふせぐ

其の他森林は氣候を和げ︑

家の構造は主として寒さを

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

七519囹 ﹁手紙は︿略﹀︑四匁より少

﹇不足﹈︵名︶4 不足

そかに逃れ出つるを防ぐ︒

縄を城下の河中に張りて︑城兵のひ

なは

十二271図 ︿略﹀︑柵を城外に廻らし︑

さく

防ぐ様に比周てるる︒

十一柳4

あげて敷ふべからず︒

土砂の流出を防ぎ︑︿略﹀︑其の効用

十108図

︿略﹀︑土砂の飛散を防ぎ︑又常に土

不正

の不成功で氣をくじく様では出來上
﹇不正当﹈︵形状︶1

地をうるほして︑土砂を落付かしむ︒

如何なる議明も︑一度や二度 十910図 森林は能く暴風をさ＼へ︑

の水分の一時に書跡するを防ぐ︒

一度に地上に撃つるを止め︑又地上

八614図魍堅田の浦の浮御堂︑おち 十92図 森林の樹木は︿略﹀︑雨の

ふぜい

スマニエガケル絶ナリシナリ︒

八308図

ふすま

なせり︒

のべ︑︿略﹀︑尚も鶴の臥したる様を

凡そ婦人の道は夫を助け

にも勝れり︒

武神

て家政を治め︑子に教へて家名をあ
げしむるに在り︒
シマ

︿略﹀︑鹿島・香取ハ何レ

カ

﹇武神﹈︵名︶1

十一305図

ぶしん

チク

フスマ

十二334図

ト

ニソビユ︒此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺ニ
ヒ

十944図 興福寺ノ五重塔高ク其ノ北
フ

シテ藤原不仁等ノ建立セシトコロ︑
︿略﹀︒

カマクリ

名︺2 藤原鎌足

ふじわらのかまたり ﹇藤原鎌足﹈︹課
モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ

カマタリ

ク

武人

リ︒

カマタリ

ト

﹇武人﹈︵名︶1

八目3 第十五 藤原鎌足

ヒ

ト

イブキ

モガミ

﹇防﹈︵四・五︶8

頓・不始末の事多きが故なるべし︒
ふせ・ぐ

不足の時には︑その不足の倍だけを

手をはらなければなりません︒︿略V︒

受取人の方で彿はなければならない

︿略﹀︑信玄の本陣に切りこん

のです︒﹂

七521園不足の時には︑その不足の

で︑信玄に打ってか＼つた︒信玄は
はでふせいだが︑えが折れて︑かた

刀を抜くひまがない︒ぐんばいうち

六573

ぐ︽ーイ・ーギ・ーグ・ーゲ︾

ふそく

但シ不正當ナル手段・廣

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

十一一5210図

當

ふせいとう

るものでは無い︒

九314

十一312手討逐艦ノ名コソ更二優美 ふせいこう ﹇不成功﹈︵名︶1 不成功

ぶじん

八496 第十五 藤原鎌足
フ

ふじわらのふひと ﹇藤原不比等﹈︹人

十945園 興福寺ノ五重塔高ク其ノ北

名︺1 藤原不要等

ヒ

附す

オモヒ見ルベク︑又尊母ヤサシキ武

フ

附ス

ニソビユ︒此ノ寺ハ藤原氏ノ氏寺ニ

﹇付﹈︵サ変︶3

諸子玉敷多アル我が軍艦

クラマ

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ
イコマ

ネ

︿略﹀︑川ノ名ヲ附シタル

不整頓

ノ名ヲ知レルナルベシ︒︿略﹀︒山ノ
ツク
名ヲ附シタルモノ三二笠・富士・筑
パ

ト

﹇不整頓﹈︵名︶1

事ニアラズ︒
︿略﹀︒

スミダ

十一302図

コロンブスは︿略﹀︑熱

モノニ隅田・利根・最上・淀等アリ︒

十二763図

︽一

ふせいとん

波・生駒・鞍馬・伊吹・淺三等︑

十一301図

︽ーシ︾

ふ・す

人ノ風流モシノバル︒

婦人﹇▽かん

シテ藤原不比等ノ建立セシトコロ︑
﹇婦人﹈︵名︶6

︿略﹀︒

ふじん

十一m6 婦人は室内に引込んでみて︑

とんふじん・せいようふじん
來客に會ふことも︑外出することも
少い︒

十一佃7 京城地方の婦人がたまく
外出する時には︑うちかけの様なも
のをかぶって︑目ばかり出してみる︒

十一佃9 上流の婦人は四方を閉ぢた

臥す

心に此の説を主張したりしが︑何人
ふす

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

﹇伏﹈︵四︶2

も一笑に附して顧みるものなかりき︒

翌日書工の早朝に起出で
て書がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一733図

シ︾﹇▽よいふす

ふ・す

する︒

十一川1 朝鮮人は饒り衛生に注意し
ないが︑婦人の着物をよく洗ふこと
は感心である︒

十一一323図 是等の人々は皆非常の大

ふそく一ふたたび
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倍だけを受取人の方で彿はなければ
ならないのです︒﹂

﹇不揃﹈︵形状︶2

一に其の昏昏の結果なり︒
ふぞろい

不揃

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑豆や藤

八192 昔西洋のある所に︑畑もたく 九78梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ
さんもって︑牛もたくさんかひ︑何
ノ花ノ鱒ハ不揃デアル︒
ラフソク

ク

モ

カイタフダガタテテアリマシタ︒
︿略﹀︑家畜としてもっと大切

ぶた﹇豚﹈︵各︶3豚
十839

こ＼より汽船に乗りて︑ふ

るものなり︒

八768図

た︑び東へ進めば︑一週間にしてイ

之ヲ見幕敵二更二新手ヲ加へ

アラ テ

ギリス國の港に着く︒

セキヤド

九159図栗橋ヲ過ギテ︑間モナクニ

アラウ︒

陣地ハフタ・ビ敵二世返サレルノデ

八898敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒

テ︑ブタ・ビ攻メヨセテ來タ︒

豚はもっぱら食用の爲に飼ふ︒ 八874

なものは牛・馬・羊・豚等である︒

十864

十﹇873図加フルニ彼ノ蝋燭ノ心ト 十864 豚はどんな物でも食ふから︑

不足なく暮してみた農夫がありまし
た︒

飼ふのにたやすい︒しかも其の成長

﹇二色﹈︵名︶1

ぶたいnvせんとうぶたい
ふたいろ

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒大

ツニ分ル︒︿略﹀︒赤堀川ハ野宿ノ北
三637そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑左か
ニテフタ・ビニツニ分レ︑︿略﹀︒
ら右へまはってみるのと︑ふ
十238図囹 五日目ノ朝行キテ見レバ︑

たいろあります︒

り︒

鯨は再び浮上つた︒

四日目の朝︑大才は何心な

若し過あらば︑深く之を

る内︑又再び引返して一國寺に編れ

十一747図然るに未だ一月越た＼ざ

をちかふべし︒

悔いて︑其の過を再びせざらんこと

十一6910図

び馬をひいて來て︑︿略﹀︒

く外を眺めてみると︑前の馬主が再

十一495

十661

︿略﹀︒

目ノ朝再ビ來ルベシ︒﹂トイフニ︑

イニ怒リテ︑天上﹀︒今ヨリ後五日
二口
︿略﹀︑なほ三十反御送り

﹇二口共﹈︵名︶1

ふたえ﹇▽はぶたえおり

ふたくちとも
九131圓国

スコシタツテカラ︑ソツト とも

ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑
︿略﹀︒

四407

下され度︑其の節別に老人向きの紺
がすり上物十反だけ御見立の上︑ニ
ロとも本月十五日までに御送り相成
度願上候︒

札虞

ふ

岡寺ハ西國三十三番第七ノ

﹇札所﹈︵名︶1

十川3図

ふだしょ

く略V︑諸道旦ハの置場慮を

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑
何ダカヤウスガチガツテヰマ
ス︒

十一一8810図

一定し︑︿略﹀︑ふたをすべき物には
ちやう

ふたをし︑錠を下すべき慮には錠を

下し︑︿略﹀︒

ふたいろ

スル太キ綜︑蜘蛛ノイノ如キ細キ綜︑

ふた

十二437図 人口やうやく増加し︑自

ブタ

が極めて早い︒

﹇蓋﹈︵名︶5

細大意ノマ・ニシテ︑手紡ノ如ク不
ふた

揃トナルコトナシ︒

不足

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ
﹇不足﹈︵形状︶3

るに至りて︑︿略﹀︒

ふそく

マウシマセウ︒シカシケツシテ

︿略﹀コノハコヲ嵩上ゲ

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

七519園 ﹁手紙はく略V︑四匁より少 三715園

フタヲオアケナサイマスナ︒﹂

附属旦ハ

四402サザエハスグカラノ中

手をはらなければなりません︒この
手紙は四匁より重いのに︑差出人が
三銭しかはっておきません︒つまり
三鑓だけが不足です︒

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身膿

九596図 運動不足なれば︑食物のこ
弱りて︑氣分もふさぐ︒

十﹇佃9図 ︿略﹀︑其の翌年學校の纒

豫算の不足なるべきをうれへて︑之

費を議するに當り︑村民にては其の

﹇付属具﹈ ︵ 名 ︶ 1

を 増 加 せ ん と せ し に︑︿略﹀︒

ふぞくぐ

ブタ・ビ

﹁東國へ行き給ふと聞

きしに再び掌り來られしは何故ぞ︒﹂

十一748図贋

・皿・はちの類は︑このすやきにう

ち︑︿略V︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

我らのつねに用ふる茶わん 十﹁808図此の間に鵜を引上げて呑
はぐすりをかけて︑ふた㌧び焼きた

七353図

見ンコトバカタカルベシ︒

我が生キテフタ・ビ汝ヲ

再び

﹇再﹈︵副︶22

札虚ナリ︒

ふたたび

一定し︑︿略﹀︑ふたをすべき物には
ちやう
ふたをし︑錠を下すべき虚には錠を

店デ︑ソバニ一髪ン五リント

再ビ

た㌦び
フダ﹇▽あいふだ

七24図圏
﹇札﹈︵名︶一

・おふだ・しょうふだつき

ふだ

下し︑︿略V︒

十ニー47︿略V︑實際目龍骨ニモ︑肋 十二891図 ︿略﹀︑諸道旦ハの置場慮を
材ニモ︑梁ニモ︑外皮板ニモソレ

不足す

ぐ附属具ガアリ︑大キナ船デハ船
底モ誓言モ二重張ニスル︒
﹇不足﹈︵サ変︶1

︽ースル︾

ふそく・す

りても︑食物に不足することなきは︑

十一67図 秋・冬の花少き季節に入 四415 ︿略﹀︑ソコ ハサカナヤノ
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ふたつ一ふたり

十一槌10図園 備サトシテ日ク︑﹁我

三201

まっぷたつ

ゆのみが一一つ︒︹ひらがな

てるますが︑うまのはわれて
ゐません︒

十684図

船髄二つにくだけて︑

一半

ナイヤガラ爆布は左右二

ははや大波にさらはれたり︒

十一779図

つに分れ︑導爆は幅三百鯨丈︑右爆
は百齢丈︑︿略﹀︒

國を思ふ道に二つはな

﹇二巴﹈︵名︶1

二つど

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

十一一39図圏
も︒

ふたつどもえ

三244牛のつめは二つにわれ

してもできません︒

や︑一一つかさねることは︑どう

三228私を︿略﹀︑たたせること

のドリル︺

ノ孔明アルハアタカモ魚ノ水アルガ
如シ︒願バクハ再ビイフコト．ナカ
レ︒﹂ト︒是ヨリ諸將マタイフ者ナ
カリキ︒

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒

十一価3図 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
十一価3図 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
ビ職ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒

するに︑︿略﹀︒

十二6710図

さる
︿略﹀︑数多の耳遠く数百

二つとや

﹇二﹈︵副︶1

ニつ三つ

ツ

ニツナガ

正行ノ如キハマコトニ忠孝 ふたつみっつ ﹇二三﹈︵名︶3 ニツ三
一一ツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑

﹁あまりほしがきれい
だから︑二つ三つはたきおとさ

三463囹

た︒

まはって︑波の上におちまし

まひ上って︑ひらひらと二つ三つ

ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ

カタクテ︑ソノ中山マルイ種が一一ツ

五318

げんじは二手に分れて︑のり

﹇二手﹈︵名︶2 二手

三ツヅツアリマス︒

ふたて

よりのぐんぜいは東の門へ向ひ︑よ

五752

しつねのぐんぜいは西の門へ向つた︒

ある時謙信が山の上に陣取つ

てるると︑信玄は兵を右と左と二手

六556

に分けて︑はさみうちにしようとし

た︒

．ぶたにく﹇▽とんにく

むね
ふたむね ﹇二棟﹈︵名︶1 二棟
むね

はとうく焼けおちたさうだ︒

八435 ︿略﹀︑一一棟の土魂の中︑一棟

﹁一人二人三人四人五

へのぼりました︒

四73園

二人はまだ方方ながめて︑

人︑やっぱり五人です︒﹂

四78

やく人は二人をよび出して︑

あそんでゐましたが︑︿略﹀︒

五238

その釜を前において取りしらべまし

た︒

よそからかへって捕る道で︑︿略﹀︒

五458 ある日友吉と音次郎の一一人が

ある日主人は朝から用たしに

ると︑︿略﹀︒

出たので︑二人が店のるすをしてゐ

六298

うと思ふのだ︒﹂
五483 二人は思はず耳に手をあてて︑
セキヤド
赤堀川州關宿ノ北ニテフ 四825 赤い扇は︿略﹀︑そらに
そこにたふれました︒

栗橋ヲ過ギテ︑聞モナクニ

國民ノ手本トイフベシ︒

ツニ分ル︒

九157図

九159図

課業は術科と學科との二

タ・ビニツ三分レ︑︿略﹀︒

つにて︑︿略﹀︒

十573圓囲

四38 太郎と次郎が二人で山

二つとや︑二人のおや御 ふたり ﹇二人﹈︵名︶26 二人

﹇二﹈︵感︶1

ふたつながら

母の愛︒

を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑

六826図圏

ふたつとや

三つ星・四つ目・九曜星︑︿略﹀︑家

七452図圏

もゑ

の氏の名多ければ︑紋の数々かぎり

十⊥ハ日勝商は再び山上に

三622 はまぐりのやうに二つ
Aロふのもありますが︑さざえ
のやうに︑ふかいつぼのかた
ちになってみるのもあります︒

なし︒

十二294図

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四552白ウサギハーツニツト

二つどもゑに三つどもゑ︑

里の地より集り來りて之を食ひ︑果

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

實灼くれば︑再び其の故郷に妊るを
例とす︒
︿略﹀︒

ニツノ物ナケレバ︑物ノ味ハウマカ

十二685図東南シベリヤの高地に住 六馴5図 塩ト砂糖トハ︿略﹀︑コノ
めるかもしかの一種は︑冬日く略V︑

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

ラズ︒

七74図園

水を尋ねて低地に下り︑春を待ちて

通風・採光ニツナガラ其ノヨロシキ

再び山谷に入る︒

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

ヲ得︑︿略﹀︒

本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑
クビヲカレラ判取ラスルカ︑ニツノ

ニつ﹇▽

十二365図

十二774貸船の次第に朝霧の中にか

中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

ラ

くれ行くを見送りて︑二曲の見物人

ニツ

七89図

は再び此の船を見ること能はざるべ
しと語れり︒

十二846 また＼く間に帽子に一ぽい
になった︒老人は之を袋に移して︑
再び帽子を差出す ︒

十二879図 是より暇を請ひて郷里に
蹄り︑公私の用を終へて︑再び江戸

﹇二﹈︵名︶14

に出つれば︑良雄以下既に死を賜へ
り︒

ふたつ

ふたりとも一ふつう
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十512図
やがて一一人は荒波に打返さ

敵は一人︑此方は二人︒

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒
十699図

六641圃 めくらは杖を受取って︑
︿略﹀︑二人の行くへ見送れば︑二人

着けたり︒
ふさ

すゑふさ

︿略﹀︑一一人はまた有らん限

十888着旧

上げた︒

ふち

手早く帯をほどいて︑司

二人と

國に加へざるは廉頗と我と二人ある

十二393青毛

然れども強秦の兵を趙

ると︑兵士等は力を合せて二人を引

エールの膿にく＼りつけて合圖をす

十一588

房・季房唯二人︒

君の御供に仕へしは藤

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕

十707図

して漕進む︒

る＼船の頭を立直しく︑死力を蓋

も後ふりかへる︒

六642團 めくらは杖を受取って︑
︿略﹀︑二人の行くへ見送れば︑二人
も後ふりかへる︒

を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑

六827図囲 二つとや︑二人のおや御
母の愛︒

八529図他ノ下人ハ此ノ間買入鹿ヲ
討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出
デズ︒

八844 ︿略V︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬
中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人口軍神ト
マデイハレタ︒

ん

不断﹇▽ゆうじゅうふだん

︿略﹀︑ふだん品物をや

い︒

海べはふだん強い風がふくか

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝

六17
ぶりになってみる︒

ソガノイル

ミン

カ

蘇我入念勢ヲホシイマ・ニシテ︑父

蝦夷ト共二不忠ノフルマヒ多カリキ︒

エ

ふちゅうい ﹇不注意﹈︵名︶1 不注意

蝉茸のみに限らず︑何事

鵜匠は一人にて十二羽の

ワ伴沈﹈︵サ変︶1 浮沈す

にても少しの不注意は大いなる禍を

十二908図

招く︒

つれしめず︒

に浮沈するを︑たくみにさばきても

鵜を使ひ︑︿略V︑右往左往思ひく

十一806図

︽ースル︾

ふちん・す

十一223図圏高く鼻つくいその香に︑
フチ

不断の花のかをりあり︒
﹇淵﹈︵名︶一

九427図山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

ふち

カ・リテハタキトナリ︑ヨドミテハ
フチトナリ︑又切レテハ急流トナリ︑
ふち

ブチ

ぶつ・しがいけんちくぶつ・だいけん

・けんちくぶつ・こうきょうえいぞう

ぶつ←いんさつぶつ・いんしょくぶつ

一人の子どもが水がめのふち ふつ﹇▽えいふつにこく

﹇縁﹈︵名︶1

︿略﹀︒

ふち

六228

へ上って︑遊んでみるうちにふみは
﹇斑﹈︵名︶一

つして︑かめの中へおちました︒
ぶち

ちくぶつ・のうさんぶつ・ふはいぶつ

ふつう ﹇普通﹈︵名︶10 普通

んちくぶつちゅう

・もくぞうけんちくぶつ・もくぞうけ
附着

三H4オトウトハ犬ガスキデ︑
﹇付着﹈︵サ変︶2

イツモブチトアソンデヰマス︒
ふちゃく・す

普通ノ銀行ニチハ一度二五

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

く略V︑イカバ水中ニオヨグ 九774図

モ︑貯蓄銀行ニチハ五二ヨリ少キ金

普通ノ葉ヲ輩葉トイヒ︑此ノ

種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

十67

ニチモ預カル︒

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着
︿略﹀︑蟻は此の甘き汁を

集りて之を保護し︑︿略﹀︒

の物を製造する費用と相當の利盆と

十一934毒物の償はく略V︑常に其

を併せたる金額に等しからんとする

モシ病ニカ・リテ早ク死

﹇不忠﹈︵名︶2

傾きあるものなり︒此の金額を普通

か＼る時は︿略﹀︑靴の

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

十﹁941図

リ︑父ノ三寸ニハ不孝ノ子トナルベ
︿略﹀︑皇極天皇ノ御代︑

クワウギョク

の償といふ︒

八498図

シ︒

七71空誉

ふちゅう

不忠

得んが爲に︑油轟の附着せる植物に

十︸891図

スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒

九551図

﹁あさっては學校がお休で ス 附着す ︽ースル・ーセ︾

﹇二人共﹈︵名︶1

が爲なり︒

い︒

すから︑二人とも行ってお出でなさ

五646囹

も

一一人ハ吹ク朝風二軍氣ヅイタ︒ふたりとも

八893 二人ハ投ゲ出サレテユメウ
ツ・︒

八895

︿略﹀︑もはや熊吉と愛作の二

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

九825 或年選ばれた子供の中に︑す
九844
人だけの競走となった︒

行ったが︑︿略﹀︒

九846 二人の馬は五分諸々に進んで ふだん ﹇不断﹈︵名︶5 フダン ふだ

四448圏

りとりする時には︑なまぐさの

十154園 二人共に和漢の學に通じ︑
其の作れる文は古文の手本として︑

しるしにのしあはびをつける
子ドモハフダンヨリハ美シイ
ふだん・は人も通らない道だか

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五763

着物ヲ着テアソンデヰル︒

五677

やうになったのでせう︒

今なほひろく愛讃せらる︒

十316図 二人が之ヲヒロメントセシ
ウエジニ

ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア
ハレミ︑之ヲ救ハントスル義心ヨリ
起レリ︒

十402図圃園 ﹃一一人の我が子それ

509
ふつう一ふで

以下に下るべし︒

に復するか︑場合によりては尚それ

贋はやうやく安くなりて︑普通の債
給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

於ケル物干ノ高低二注意シ︑需要供

十二514図故二商人ハ常二全世界二

らず︒

其の他森林は︿略﹀︑神社

十一一987図

復古

いウ

ビ

﹇復興﹈︵名︶1

に御諭しあり︑︿略﹀︒

ふっこう

復興

劉備ハ漢朝ノ末流︑︿略﹀︒

不都合

漢朝ノ復興ヲ圖リ︑シキリニ賢士ヲ

十一撹3図

﹇不都合﹈︵形状︶1

モトム︒

ふっこう

︿略﹀︑教師ノ生徒ヲ教育スル蒔田皆

分業二黒ナラヌノデアル︒

何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑世

十一一509図 我等ハ世界ノ市場ヨリ如

界ノ各省ハ商港我が商品ノ市場ニシ

テ︑︿略V︒

物品を大切にする等︑絡べて衆人の

何か不都合なる事ありて︑ 十一一985図 公徳とは︿略﹀︑公共の
罰に慮せられたる者は外出を禁ぜら

利害を考へて其の行爲をつ﹂しむ徳

十593國国

義をいふ︒

や

おほかみ

ナポレオンがモスコーよ

し

量りしことあり︒

り退軍せし時︑露西亜の狼は︿略﹀
どいつ
佛兵の跡を追ひて︑中部掲逸にまで

ろ

十二659図

ふつへい ﹇仏兵﹈︵名︶1 老兵

れ︑又重き者は酒倉に入れられ候由
佛國

佛國の長き歴史を飾れる

﹇仏国﹈︹地名︺1

承り申候︒

ふっこく

十二608図

壮大なる建築の敷々高く中空にそび
ゆるのみならず︑︿略﹀︒

佛

︿略﹀︑呈出に入りて父

巡り歩くなり︒﹂

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を

十一436石園

︿略﹀︑千二百齢年ヲ纒タル ぶつもん ﹇仏門﹈︵名︶1 佛門

ら

﹇仏像中﹈︵名︶1
な

全國無敷の二三中奈良の大 ふで ﹇筆﹈︵名︶16 フデ ふで 筆

一B5フデガアリマス︒

ツタモノガタクサンアリマス︒

エツエザルカゴナド︑竹デ作

フデノヂク︑モノサシフ

佛の大きさの日本一なることは諸子

三297
物品

サレバ何レノ國ニチモ︑

﹇物品﹈︵名︶5

も︑本を責るうちも︑みんな

四13 ふでやかみを費るみせ

四236オマツノ店ニハ︑糸ヤ

がくかうのきんじよにあります︒

︿略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メテ之ヲ仲

貨幣トシタル物品ハ時代ニ

ソレカラフデヲ見セテ

キレヤフデヤカミガナラベテ

クダサイ︒﹂

四244園

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒貝・

︿略﹀︑商人ノ物品ヲ責買シ︑

アリマス︒

十一1210

リ︒

毛皮・穀物・牛耳ヲ用ヒタルコトア

九892図

ヲ省クニ至レリ︒

ダチトシ︑物ト物トヲ交換スル不便

九8810図

ぶっぴん

すでに之を知れり︒

十47図

直中

ぶつぞうちゅう

古堂ノ中ニハ當時ノ佛像今尚存ス︒

十983図

四十七士の統領たる大石ぶつぞう ﹇仏像﹈︵名︶1 佛像

﹇復仇﹈︵名︶3

．ふっきnVふうき
ふっきゅう

如し︒

直言して復仇の事を勧む︒

ざりしが︑一日良雄に面會し︑反復

十二867図

︿略﹀︑未だ良雄と相識ら

事として全く復仇の事を忘れたるが

良雄は初め京都に在り︒日々遊魚を

よしを

十一一865図

復仇

きは︑公徳の低きを示し︑︿略﹀︒

をけがし︑公園の樹木を折取るが如

官廉・學校・神社・佛閣等の建築物

市街・道路を不潔にし︑

添ふる等︑其の効用あげて数ふべか

・岱山又は名勝の地に一種の風景を

十109園

十一943図 又之と至宝に︑償次第に ぶっかく ﹇仏閣﹈︵名︶2 佛閣
安くなりて︑普通の償よりも下るに
至る時は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑供給も随って減じ

て︑又普通の償に復するか︑場Aロに

十一945図
よりては尚それ以上に上るべし︒
本として上下すと知るべし︒

十一946図 即ち物の償は普通の債を

普通の家では冬でも夜具を用ひない︒

十︸研9此のオンドルがある爲に︑
十一柵1 貴人の墓には内地の様に石
をたてるけれども︑普通の墓は大抵
土を盛上げるばかりである︒

普通

十ニー97図 天氣圖に用ふる普通の符
號は左の如し︒

﹇普通﹈︵形状︶1

十一254図 我が國に最も普通なるは

ふつう

荷車・人力車等にして︑荷車には人

義士復仇の學を聞き︑其の主謀の良

喜劔其の後江戸に出で︑

雄たるを知るに及びて︑驚いて曰く︑

十一一874図

つふつか・しちがつふつか・じゅうが

ふつか ﹇二日﹈︵名︶1 二日凸くが

の引くあり︑牛馬に引かしむるあり︒

つふつか・やくふつかかん

︿略V︒

﹇復古﹈︵名︶1

勅諭はく略V︑明治の大
軍の今の制度を定め給へる由來を詳

御代に及びて︑復古の政と共に陸海

十二柵4図

ふっこ

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

十979図人ヲシテソでロ雪景教ノ盛

七317 麺が桑の葉を食ふのは︑およ ぶっきょう ﹇仏教﹈︵名︶1 佛教
そ二十五日から四十日の間で︑その

書債

間に一日か二日つつ眠ることが四度
﹇物価﹈︵名︶2

ある︒

ぶっか

︿略﹀︑需要供給ノ原則ニ
ヨリテ物債ノ高下スルモ亦相同ジ︒

十二513図

ふてき一ふとし

510

︵副︶6

フト

ふと

フト水戸ウツツタジブンノス

メマシタ︒

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

ガタヲ見テ︑アタマカラ足マデツク

五71一

ふと

オマツ窮理イフデト細ふてき﹇▽てきふてき
オマツハ太イフデト細

イフデヲ出シテ︑﹁︿略V︒﹂

四246
四247
イフデヲ出シテ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

ニ ツツンデ︑ ワタシナガラ︑

四255オマツ屑糸トフデヲ紙

﹁あ﹂︑大へんなことをした︒今の

直吉は後でふと氣が附いて︑

お客にもう一斗上げなければならな

六307

七ゼン︑ミンナデ馬添ニセンニ

四257囹 ﹁糸が十五セン︑フデガ
かった︒﹂といって︑︿略﹀︒

﹁︿略V︒﹂

ナリマス︒﹂

友だちはふと思ひ出したやう

︿略﹀一水兵が女手の手紙を

か＼つた大尉が之を見て︑あまりに

辛みながら泣いてみた︒ふと通り

九191

見たことがあるか︒﹂

に︑﹁それはさうと︑君は白い雀を

六302 ︿略V︑一人の男の子がふでを 八207
買ひに來た︒

り︑すみをこぼしたり︑書きそこな

六708 字を書くのに︑筆をおとした
つて︑︿略﹀︒

女々しいふるまひと思って︑︿略﹀︒

九474図其の夜アリふと目をさまし
て︑人々のかたるを聞けば︑一人の

ふと山のいたゴきの方にす

曰く︑﹁︿略V︒﹂

十一552

タ︒

﹇不凍港﹈︵名︶1 不凍港

︿略﹀︑色の名構も亦千種萬様なり︒

のみ唯一の不凍港として僅かに内地

十一964國国 ︿略﹀︑西海岸の眞岡．港

三242牛はからだが太くて︑足ふとうこう
がみじかうございます︒

との交通を保ち居候︒

ふところ ﹇懐﹈︵名︶2 フトコロ

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取

出シテイフヤウ︑﹁汝ヨク此ノ書ヲ

十243図

デスカ︒

タツテクダサツタノハ︑ドナタ

中ヘイレテ︑ネンネコウタヲウ

オマツ煙太イフデト細 ニ375園 アタタカイフトコロノ

四205圏 ﹁一バン太イノガオヤ
ユビ︑一バン小サイノが小ユビ
デ︑︿略﹀︒

四246

﹁コノ太イノが五セン

イフデヲ出シテ︑﹁︿略﹀︒﹂

四251医

薄層大キクテ︑ロノ右左ニハ

デ︑細イノハ三セン五リンデ
ス︒﹂

五168

學ババ︑遂二王者ノ師タラン︒

七269

サテ最後二精紡機二移シ

ヲカケ︑ツムニマキトラシム︒

テ︑適當ノ太サトナシテ︑更ニヨリ

十一8510図

ふとさ ﹇太﹈︵名︶1 太サ

ガ多ケレバ多イ全野トロヘマス︒

マス︒フトコロ手バカリシテヰル人

カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ

家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白 ふところで ﹇懐手﹈︵名︶一 フトコロ

太イヒゲガアリマス︒

五496

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜志太ク︑

出歯ルコトナラ︑モツト太

カボチや丸首タイ︒

五727園

わし・たか・とびなどは上く

クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

ちばしがことに鋭くて︑や＼太い︒

八573

十69

ガアル︒本ノ方が太クテ︑サキへ行

かき

ぶだう

八732図

︿略﹀︑クビ太ケレバ︑他ノ

虎モ猫モアゴ短ク︑首太シ︒

又其ノ舌感ハ内方二野ツテ

足モマタ太クシテ︑力強シ︒

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

八734図

ニ便ナリ︒

八737図

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑

く略V︑實の名より取れる八745図

青色・柿色・葡萄色・小豆色︑

だいく

︽ーキ・ーク・ーケレ・ーシ︾

櫻や梅ノ葉ハ唯︸スヂノ太イ ふと・し ﹇太﹈︵形︶8 太シ 太し
細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒
ふとう

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ三下

十76

さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑

太イ

ク程段々二細クナツテ︑︿略﹀︒

フトイ

︿略﹀︑山のやうな雪なだれがなだれ

︽ーイ・ーク︾

﹇太﹈︵形︶13

て來て︑︿略﹀︒

太い

ふと・い

七273 筆一本デ美シイエヲカイタリ︑
ノミーツデ見事ナポリ物ヲコシラヘ

タリシテ︑人ヲ感心サセルノモ︑手
ノハタラキデセウ ︒

七366 筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・
カンザシナドノ店ヲ見テ︑右へ折レ
ルト︑︿略V︒

十187 たくさんの本を病んだ學問の
深い人でも︑筆をとる前には十分に
其の考を練らなければならぬ︒

十一728図︿略﹀︑書生ズ略﹀︒さら

二456アノ太イ木ハ︿略V︑ツボ 十二546図 市街建築物及び埠頭等長

一214

二556

天マデトドクカトオモフヤウ
ナ︑大キナ太イ木ニナリマシ

十4810図

る規模の壮大なるを見る︒
ミガタクサンツイテヰマス︒
ぶだう
ソノマツノ木ハ︿略﹀︑ ぶどういう ﹇葡萄色﹈︵名︶1 葡萄色

ふとう

ば年來の謝恩に何か書きて参らすべ

フトイヒモ︒ホソイイト︒ ふとう ﹇埠頭﹈︵名︶1 埠頭

し︒﹂とて︑心構せし様なりしが︑
又筆もとらで四五日過ぎたり︒
ぢやうちん

十一832図︿略﹀︑数十隻の遊船︑岐

阜提灯の光を水にうつせる奇観は
筆も言葉も煮押し難し︒

手

511

ふとる一ふね

︿略﹀︒

わだち

ふな

轍にあぎとふ鮒の如し︒

きんくわ

歪なはを引上げて︑鵜の

ふなばたに立並べる時︑半月金華山

十一833図

映し︒

﹇舟﹈︵名︶5一

フネ

船人

ふね

舟

波風のムつかなる日も

﹇船人﹈︵名︶1

の上に出でて︑川風たもとを梯ふも

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ

ふね

船人はかちに心を許さざらなん︒

十二42図圃

ふなびと

膿輕ク︑小サク︑船脚ハ淺シ︒
﹇船坂山﹈︹地名︺1

舟

陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒サレバ艦

十一3310図砲艦雨脚ハ敵ノ沿岸二近

八752図画ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑ふなあし ﹇船足﹈︵名︶1 船脚
尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ
ル所甚ダ多シ︒

︿略﹀︑大工・カヂ や 等 ノ タ ナ ゴ コ ロ

坂山

ふなさかやま

十783図撃劔家・水夫等ノ手ノ太キ︑

ラフソク

ノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ
ナリ︒

やがて重い物が私どもの上へ

來ましたから︑何かと思ったら︑に

五128

その時そこに居た一人前子ど

もつをつんだ船が通ってみたのです︒

もが︑﹁そんなら私がはかって見ま

六211

せう︒﹂といって︑まつ象を船にの

さうして象の重みで船の水に

らせました︒

六213

さうして前にしるしを附けて

つかった所にしるしを附けました︒

ぶね・くるまとふね・さかぶね・しな

六221

士あり︑︿略﹀︒︿略V︒さらばとて備

モ

ル太キ縣︑蜘蛛ノイノ如キ細キ縣︑

ク

十一872図︿略﹀彼ノ蝋燭ノ心トス 十一149図 ︿略﹀見島高徳といふ武 船槽﹇▽いくさぶね・うぶね・おお

おいた所まで船が水につかった時に︑

﹇船底﹈︵名︶3

はりま

その石をおろして︑︿略﹀︒

底

ふなぞこ

︿略﹀︑大キナ船デハ船底モ

七896図爆爽ノ聲タチマチ船ゾコニ
ヒ︑︑ク︒

十一一148

九165図鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ
舩戸

ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

九17図

ふなばた

ミヅノウへ堺田チテ︑フ

一153フネニホ
ニー8一

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ

︿略﹀︑へいけ方から一そう

まとがさだまりません︒

桜島ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

廣イ港が船デーパイニナツテ

船ヲ作ルニ用フ︒

ヰル︒

六772

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

ル︒

ハイツテ來ル︒

六782

港ニハ船ノ出入シゲク︑停

車場ニハ汽車ノ護着タエズ︒

六818図

モ︑農夫が田ヲタガヤシ︑畠ヲツク

七261 ︿略﹀︑センドウが船ヲコグノ

様な波が立って︑船は今にも沈むか

のではありません︒

四814弓をとりなほして︑むかふ と思ふ様になります︒
七852園 しかし船はなかく沈むも
を見わたすと︑船がゆれて︑

上ったり下ったりします︒

ルノモ︑楽手デスルノデス︒
のふねをこぎ出して來ました︒
四775 ふねはなみにゆられて︑ 七851園 急に暴風雨が來ると︑山の

四765

てるる舟です︒

になってみるのは︑魚をつつ

三603左の方にはなればなれ

ゐます︒

三592 今日はなみがおだやか
で︑舟がたくさんおきへ出て

ルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

三311︿略﹀︑セン下ウが舟ヲヤ 六776 大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

モアリマス︒

六677豊松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

がたぶね・ちゃぶね・のりあいぶね・

鰍

﹇船端﹈︵名︶3

イケニフネ

ほかけぶね・やねぶね・わたしぶね

ふな

ふなばた

ふなばたを打つ音︑ほう

﹇152

今かくと待ち奉れり︒

太る

船

前と播磨との境なる老心山にかくれ︑

太ル

船ゾコ

細 大 意 ノ マ ・ ニ シ テ︑︿略﹀︒

十一882図 網を張らんとする時は︑
先づ乱落かのや＼太き綜を渡し︑之

﹇太﹈︵五︶2

を本として︑次第に細き綜をかけ︑
︿略﹀︒

ふと・る
︽ーッ・ール︾■▽こえふとる

ヲスル虞ヲ船渠トイフ︒

センキョ

四221園 ニイサンバ 一バン太ツ
両側モニ革張ニスル︒
テ︑一バンカガツヨイカラ︑オ
十ニー57 船艦ノ修繕︑船底ノ塗薬等
ヤユビデス︒

フナ

むをとめ︑日ましくにはるこも太

七99圏 ︿略﹀︑あちらこちらに桑つ ふなど ﹇船戸﹈︹地名︺2 開戸 船戸

﹇鮒﹈︵名︶4

る︒

ふな

タヒコヒフナ

︿略﹀︒

光にはげまされて︑鵜は盛に活動し︑

くと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこの

十一8010図

した︒

たたいて︑一どにどっとほめま

三498こひやふななどは水か 四831海の方でもふなばたを

一434

ら出ると︑しんでしまひます︒
ふな
十一麗3図 池には大抵鯉・鮒等を養
ひて︑二年毎に之を費るに︑其の利
少からず︒

るに︑我は糧食殆ど塞きたり︒今は

十二275図園 ﹁敵は長谷の計を取れ

ふのり一ぶぶん

512

トビラ

十ニー59

員の運命をあはれむ者︑︿略﹀︑口々

船の次第に朝霧の中にか
くれ行くを見送りて︑︿略V︒

十二773図

ふぶき

リ︒

ふ びらい

︿略﹀元の仁心烈に仕へ

駆逐艦ノ名コソ更二優美

チク

其ノ作業ノ聞ニハ綿花ノ

﹇部分﹈︵名︶6

部分←いち

スベテ重要ナル機關アル部

分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

十776図

ん・だいぶぶん

しょうぶぶん・いちぶぶん・かくぶぶ

ぶぶん

忽チ白シ︒

ルフが如ク︑機械ノ至剛立テバ全身

細片四方二飛散シテ︑吹雪ノ風ニク

十一846図

・朝霜等アリ︒

雪・吹雪︑其ノ外白雲・白露・初霜

ナレ︒︿略V︒︿略﹀︑雪ニハ初雪・白

ク

﹇吹雪﹈︵名︶2 吹雪

ロの日本に齢する記事を讃み︑︿略﹀︒

たる伊太利の大旅行家一

十二749図

フビライ ﹇野火烈﹈︹人名︺1 忽々烈
ふ びらい

船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ ふひと←ふじわらのふひと

扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲポンプデカイ

七857園 きりや雪で︑方角の分らな 十646 船長の落ちついた力のこもつ
た號令に︑船ははや方向を轄じて︑

︿略﹀︒

なり︒

十二769図

熱湯の海ありと語る者︑

く港に入りて難を避くることを得る

十一一1810図

く略V︑又航海中の船は早十一308図

る船は︑之を見て出護を見合せ︑

故に今より出帆せんとす

く な つ ． た 時 に は ︑︿略﹀︑外の船につ

やがて二人は荒波に打返さ

十月ー89図

出シテ工事二掛ルノデアル︒

﹁あはれなり︑父上︒早

北へ向って走る︒

して漕進む︒

十一181図
島かと見れば岬なり︒

船の其の間を行くとき︑

る＼船の頭を立直しく︑死力を書

十6910図

く船を出して救はん︒早くく︒﹂

十696図園

きあたったりする様なまちがひが出
來ます︒

七859僚船にはらしんぎといふもの
があって︑それで方角をとって進ん
で行くのです︒

七872園 この星を見分けることや︑

燈塁のあかりを知ることは︑船に乗
る者には大切な事で す ︒ ﹂

に語り合へり︒

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑乗組

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

てつばい

ものこれあり︑是にて竹筏といふ毫

川上にかゴり火の明り先

湾特有の船を造り候︒

十﹇801図

して︑乗組総敷は一百二十人︒

十一394葦囲竹にも直樫一尺以上の 十二772図 遠征の船は三隻の小艦に

多く︑其の形状も様々なり︒

七914図船ハ次第二沈ミ行キテ︑水 十一247図 交通・運輸の便を與ふる
ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒

七918図 四隻ノ船ハ皆爆沈シテ︑乗

員ハ思ヒくニコギサラントシ︑
︿略﹀︒

八796図 ヨーロッパより船にて日本

び此の船を見ること能はざるべしと

へ蹄るには︑︿略﹀︒

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

語れり︒

衆に封ずる国儀あり︒

︿略﹀︑ノリニスルモノニハ︑

﹇布海苔﹈︵名︶一

ルモノニハ︑テングサガアル︒

此の外︑動物は植物の果實

﹇腐敗物﹈︵名︶1

又力士ノ如キハ常二全身二

キ筋肉アリ︒

一年にほふる牛は

力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

十786図

︿略V︑

ク嚢達セリ︒

十849

て︑不用な部分といふものは一つも

︿略﹀︒︿略﹀︒何から何まで役に立つ

ない︒

工場二廻シ︑必要ナ部分ハ財物大ノ

十ニー24 ︿略﹀︑細密ナ構⁝国分圖ヲ各

圖ヲ作ツテ︑始メテ製造二着手スル

・根・葉等を食って膿を養ひ︑植物

する等︑︿略﹀︒

は動物質の腐敗物を肥料として成長

十二234

ふはいぶつ

腐敗物

フノリ・ツノマタ︑トコロテンニス

七752

ふのり

フノリ

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

十二9810入道を行くにも︑舟・車に 十781図 強キカヲ要スル部分ニハ強

︿略﹀︑敷萬の見物人は再

聞く内に舟は早くも目前にせまり來

コレデ船ノ大膿ノ形が出來

十二774図

九38図 ︿略﹀酒を造らせ︑之を八
る︒

さかぶね

つの酒槽に盛り︑︿略﹀待ち給ひし

船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設
計図ヲコシラヘル︒

十ニー19

に︑や＼ありてかの大蛇あらはれ出
で︑八つの頭を八つの槽の中に入れ︑
酒を飲みでよひふしたり︒

成等ヲ何十分ノーニシタ縮圖デ︑

其ノ圖ハ船ノ切噺面及ビ構

︿略V︒

九3010 始めて之を船に用ひて汽船を 十二H10
造ったのは︑アメリカのフルトンと

船ヲ組立テルニハ︑船毫ノ

いふ人︑︿略V︒

バンギ

十二ー34

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ

九316 フルトンが工夫に工夫を重ね
て造った最初の船は︑フランスのセ

上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒

︿略﹀︑大キナ船デハ船底モ

両側モニ重張ニスル︒

十一一147

ル︒

十ニー43

リュウコツ

イヌ川に浮べたが︑不幸にも直に沈
んでしまった︒

九319 フルトンは之に驚かず︑更に
新しい機關をイギリスに註文して︑
又一つの船を造った︒

513
ふへん一ふゆ

ノデアル︒

布片

十二414図 中金は現今活動せる部分
﹇布片﹈︵名︶1

にして︑︿略﹀︒

ふへん

ふみく

二一二羽のあひるが岸の霜柱を

︽ーッ︾

ふみ

ふみは

﹁唯一人ふみ止って戦ひ

﹇踏止﹈︵四︶1

ふみくだきながら︑しきりにゑをあ
さってみる︒

止る

十503図囹
給ふは誰ぞ︒

﹇踏外﹈︵五︶1
︽ーシ︾

ふみはず・す
つす

一人の子どもが水がめのふち
へ上って︑遊んでみるうちにふみは

六231

︿略﹀︑小さき信義を立て

つして︑かめの中へおちました︒
ふみまよ
﹇踏迷﹈︵四︶1 踏迷ふ
ふみまよ・う

︽ーフ︾

十二佃10図

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

ふむ

ぬむ

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る
﹇踏﹈︵四・五︶3

べからずと諭し給ふ︒
ふ・む

私はわざと一巻の書物を床

人の子どものたしなべ

エ︑︿略﹀︒

十一47図

ふもと

花は麓より咲初めて次第

︿略﹀︑麓の花︑中の花の

に山上に及び︑︿略﹀︒

十一47図

盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

﹃二人の我が子それ

武門

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

十404図圃園

ぶもん ﹇武門﹈︵名︶1

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒こ

ふゆ

4妄く産業働みつ＼

﹇冬﹈︵名︶19

冬

國の富をばあやせかし︒

十二504図圃

セ︾

ふや︒す ﹇増﹈︵四︶1 漁やす ︽一

り︒

れぞ武門の面目︒﹄と︑大忌答力あ

おきてなる︑學

武名

て︑泌むを御身の
うれしけれ︒
ひでたソ

﹇武名﹈︵名︶1

フモト

ふもと

將軍秀忠︑高下の武名を
﹇麓﹈︵名︶8

麓

かはるぐ色々な花がさき︑色々な

︿略V︑北は山のふもとから南 六42日本の國には春・夏・秋・冬
は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ

一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四

季二分置︒

六68図

鳥が鳴く︒

又その山のふもとには秀吉を

六76図無ハス寸シク︑冬ハ寒シ︒

ニ月ノ終マデハ冬ナリ︒

︿略﹀︑廣キ新道モ出來︑山 六76図十二月ノ初ヨリアクル年ノ

こ

はるな

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬

なり︒

冬の雨の日は︑短い日がなほ

更早く暗くなる︒

九704

く暑からず︑︿略﹀︒

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

伊香保もく略V︑榛名山の 八831図 我が日本の國の大部分は︑
コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春
ノブモトニ大佛殿・興福寺高クソビ

日・三笠・若草等ノ山々相撃リ︑其

十977図

ふもとにあり︒

十749図

︿略﹀︒

狭山のふもとに中耳寺湖あり︑

ちゆうぜんじ

九955図東照宮の西三里ばかり︑男 八813図 北半球と南半球とは時候全

通セリ︒

ノブモトナル湯本マデハ電車サへ開

九403図

まつった神社もございます︒

六533

がってみる︒

五745

麓

ふもと

ふもと

重んじて︑之に封ぜんとす︒

十一一376図

ぶめい

そ

びの道の六年をば︑卒へし今日こ

十二佃3図圃

舞ひ︑足のふむ所を知らず︒

十二793図︿略﹀︑人々喜びて︑手の

をふんだ者もありましたが︑︿略﹀︒

少しも氣が附かないで︑中にはそれ

の上に投げておきました︒外の者は

十364園

孝経に日く︑﹁身を立て︑ ︽ーム・ーン︾

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以

十一一971図

いく野の

て父母をあらはすは孝の終なり︒﹂
と︒

︿略﹀︑大江山

くちざらん︒
ふみ

古の書見る度に思ふか

遠ければ︑ふみ見ずといひし
あま
言の葉は︑天の橋立 末かけて︑

道の

九926図翻

ふみ
八827図 か＼る地方にては︑人は皆 ふみ ﹇文﹈︵名︶2 ふみ 書

不便

はだかにして︑布片を身腔の一部に
﹇不便﹈︵名︶2

まとふに過ぎず︒

後の世永く

ふべん

九882図悪金トイフコトナカリシ遠
十二26図表
﹇踏砕﹈︵五︶1

な︑おのが治むる國は如何にと︒

キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ
取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギザリ
ふみくだ・︿
十298

だく

キ︒若シ今ノ世ニモナホカ・ル事ア
リトセバ︑其ノ不便如何バカリナラ
︽ーキ︾

ン︒

ノ進ムニシタガヒ︑或種類ノ物品ヲ

父母

ふみとどま・る

九891図サレバ何レノ國ニチモ︑世
定メテ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ
﹇父母﹈︵名︶5

交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒
ふぼ

十328図 サレバ平左衛門ノ死セシ時
ハ︑中國ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父
母二別ル・如ク悲シミタリトナリ︒

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ

十一679図 身を立て︑父母をあらは
るも︑︿略V︑唯事の二十萬時間を利
用するとせざるとにあり︒

すること子の如く︑生徒も亦校長を

十一稲1図 校長も︿略﹀︑生徒を愛
したふこと父母の如し︒

ふさ
十二325図 孝女お房の幼き身を以て
能く父母に事へたる︑︿略﹀︑皆後世
女子の模範とすべき徳行なり︒

ぶゆう一ふりかえる

514

ねをかざって︑こ＼ばかりは冬を知

十291 ︿略﹀︑ねぎや大根が青々とう
らないやうに活写とした色を見せて
みる︒

る︒

ぶゆう

ぶべし︒

武勇

稔へし其の名君子國︒

たとは後になって分つた︒

フランネル・ラシャ・メリ

ふり ﹇振﹈︵名︶3 ブリ ふり﹇▽え

ギテ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

ンスナドノ如ク︑ケモノノ毛ヲツム

六353図

何から何まで役に立って︑不 フランネル ︵名︶一 フランネル

ルモノヲ艦外二出ス︒

十849

用な部分といふものは一つもない︒
無頼

無頼ノ少年等口々二罵リテ

﹇無頼﹈︵名︶1

十249図

﹇降﹈︵四︶1降らす︽ーシ︾

止マズ︒

ふら・す

人ノブリ見テ︑ワガブリ直セ︒

だぶり・ひとふり︒みぶり

六422

︿略﹀安永八年櫻島の破

人ノブリ見テ︑ワガブリ直セ︒

十二433図

六422

︹地名︺5

ふらんす
フランス佛蘭西

ヨーロッパ大陸にはフラン
ス・ドイツ・ロシヤ等の國々あり︒

八778図

より働くことを止むぺければ︑左様

﹇篤志﹈︵下二︶1 ふりか

食物を見ても見ぬふりをして過し︑

心得られたし︒﹂とて︑︿略﹀︑目は

︿略V︒

ふりか・う

ふ ︽1へ︾

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

十一818﹇図 くはへたる魚をふりかへ

はさばきよりも一層の見物なり︒

フランスは海をへだててイ ふりかえ・る ﹇振返﹈︵五︶4 ふりか

へる︽ーリ・ール︾

めくらは杖を受取って︑

︿略﹀︑見えぬ目ながらふりかへり︑

六642圏

りかへる︒

二人の行くへ見送れば︑二人も後ふ

︿略﹀︑見えぬ目ながらふりかへり︑

めくらは杖を受取って︑

ギリスの南にあり︒早くより工率・

六638圃
り︒

八784図

フランスの隣國にて︑其の

リーといひ︑世界中最も美しき都な

美術の護達したる國なり︒首府をパ

八781図

我等一同申し合せて︑今日

裂せし時は︑九州・四國・山陽・山

八704図

作りタルブラッシノ仕掛アリテ︑莚

コレニハ細小ノ針金ニテ

ブラッシ

陰・東海道までも火山灰を降らした
りといふ︒

︵名︶一

綿ヲ引延シナガラ細カキ雑物ヲ去ル︒

十一8410図

ブラッシ

も忘れ果てて︑世人の爪弾を受くる

冬景

フランス

以上の五箇條即ち忠節・ ふらん5いっしんふらん

に至るべし︒

しか文弱に流れ︑︿略﹀︑節操も武勇

ぶらい

我はた＼へっ︑かの防備︒

﹇武勇﹈︵名︶7

十397図圃
かれは構へつ︑我が武勇︒

唐人も

千足の國の名に負ひて・︑明豊は早く

ちたる

十﹁柵8図圃武勇のほまれ細文

げて︑御國の敵を討ちなん︑我は︒
くはしほこ

十745図 前面は海に臨み︑後は山を 十一612図圃 武勇のはたらき命さ＼
負ひ︑冬暖に夏涼し︒

十一66図秋・冬の花少き季節に入
りても︑食物に不足することなきは︑
一に其の勢役の結果なり︒
冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

十一191図秋の山は紅葉の錦を織り︑ 十一一擢9図 一には︑軍人は武勇を尚

存候︒

十一3510㈱團 御地は今尚冬の季節と 十一一桝4図 質素を旨とせざればいつ

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十一548 ナポレオンがアルプ山を越
十二M8図

禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を

半で︑︿略﹀︒

十一959劇団 御承知の通り︑冬は寒

特に軍人の精神と諭し給へる上に︑
︿略﹀︒

十二価10図

冬景色

﹇冬景色﹈︹課名︺2

來のほこりとなす所なり︒
ふゆげしき

第九課

冬景色

色

武勇の精神も亦國民が古

氣嚴しく︑地面は三尺の下まで凍り︑
海 岸 も 海 水 厚 く 凍 結し︑︿略﹀︒

十一研3 朝鮮は夏も暑いが︑冬は又
案外に寒い︒

普通の家では冬でも夜具を用ひない︒

十一研9 此のオンドルがある爲に︑

十目10

第九課

オンドルにたく薪がないと︑

十277

十一柳10

冬が越せないから︑朝鮮では﹁米の

東北にあるドイツは學問のよく開け
冬木立

たる國なり︒

九701

ふゆこだち

アラビヤ人は後をふりかへ

二人の行くへ見送れば︑二人も後ふ

りかへる︒

フルトンが︿略﹀造った最初
の船は︑フランスのセイヌ川に浮べ

ブーシェーであっ

ながら進んで行く︒

りく︑絶えず追手と或間隔を保ち

十一482
アレキサンドル

佛蘭西のバイオリンの名手

ふらんす

たが︑不幸にも直に沈んでしまった︒

九316

葉の散果てた冬木立に吹きす

ないのは辛抱も出來るが︑薪がなけ

物すごい︒

﹇不用﹈︵形状︶2

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十765恥く略V︑腸ハ胃ニテコナシ黒皿 十二854

ふよう

不用

さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも

﹇冬木立﹈︵名︶1

れば生きてゐられぬ︒﹂といふ意味
のことわざがある︒

十一欄6 上衣と股引は冬でも多くは
白いのを用ひる︒

十一川2 寒風身を切る様な冬の日で
も︑氷の下の水をくんでせんたくす

515
ふりかかる一ふるう

十一482 アラビヤ人は後をふりかへ ふりつづ・く ﹇降続﹈︵五︶2 ブリツ
ヅク 降績く

︽ーイ・ーク︾

りく︑絶えず追手と或間隔を保ち

ノ水ガタクサンニナリマシタ︒

三315アメガフリツヅイテ︑田
降り
れ

九682

四81︿略﹀︑そのうちに雨が
ふりさうになったので︑いそい
私はもと雨の一しっくです︒

で山を下りました︒
五85

そらからふって︑山の木のはの上に

又きりがか㌧つたり︑大雪

︿略﹀︑古イカサト古イモ

ふる・い ﹇古﹈︵形︶5 古イ 古い

︽ーイ︾

モヒキヲキセタ農工シガタテ

四111

︿略﹀︑古イカサト古イモ

チアリマス︒

モヒキヲキセタカカシガタテ

四111

オ宮工高エマガタクサンカケ

チアリマス︒

五694

︿略V秀吉のいきほひは︑し

テアル︒古イノモ新シイノモアル︒

ぜんに日一日と盛になりました︒信

六505

長の古いけらいの勝家などはこれを

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

きらって︑てきたひましたが︑︿略＞Q
いてふ
十281 ︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

も残ってみない︒

五月・六月實がなれば︑枝

ふるいすす・む ﹇善進﹈︵四︶1

ふる

町へ持出され︑何升何合はかり費︒

からふるひおとされて︑きんじよの

五282圏

銅貨といはず︑金銀貨とい ひおとす ︽ーサ︾

ふる

一たんめあて定めては︑

わき目もふらず︑怠らず︑ふるひ進

ふ

むに何事か など成らざらん︑︿略﹀︒

ふる・う ﹇振﹈︵四・五︶5 フルフ

扇を使へば風起り︑むちを

るふ ︽ーッ・ーヒ・一へ︾

十432図然レドモ少シモ其ノ志ヲタ

ふるへば音を冒す︒

流をさかのぼる鰭の縄 九645図

すぜき

七799図團

身膿健全ナル人ハ︑精神 ひ進む ︽ーム︾

フル

はず︑雨の降る様に手署り次第に投

十二844
込む︒

皆皆シ︒

陛下が萬機の政をみそな

ぶる←たかぶる

にふる〜ならん︒﹂

十二285図囹

でさせ給へる御製にも︑︿略﹀︒

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

十ニー7図

ふるいおと・す ﹇振落﹈︵五︶1 ふる

タトヘバ北國ニスム野ウサ

春の雨はしめやかに降って︑
のきの玉水の音も静かに聞える︒

九674

全ク白色二攣ジ︑︿略﹀︒

ギハ︑︿略﹀︑雪ノ降ル頃トナレバ︑

九5410図

なる事もあります︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七853囹

︿略﹀︑雨もつよくふってきま

休んでゐましたが︑︿略﹀︒

りまはしてゐました︒

ふる

をもよほすかとうれしい︒

そんなところでさをを 九675 春の初に降るのは一雨毎に花

フル

ふりまはしたって︑どうしてとど

三467園
くものか︒

﹇振﹈︵四・五︶2

︽ールル︒ーレ︾

﹇触﹈︵下二︶3

︿略﹀︑一たんめあて定め 十一523図

ふる

など成らざらん︑
フル
︽ーッ・ーリ・iル︾

﹇降﹈︵四・五︶9
降る

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

イキマス︒

るひ進むに何事か

ては︑わき目もふらず︑怠らず︑ふ

七798図圏

二274犬モヲヲフツテ︑ツイテふ・る

︽ーツ・ーラ︾

ふ・る

した︒

雨は︑農家に取っては大切な雨であ
降積る

五464
﹇降積﹈︵五︶1

たなのもちひくねずみの音

も︑ふけてのきばに雪降積る︒

七123團

︽ール︾

ふりつも・る

る︑︿略﹀︒

さみだ
梅の實の熟する頃降斯く五月

ながら進んで行く ︒
﹇降掛 ﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 3

︽ール︾

ふりかか・る
か＼る

七312 大きな慧がたくさんで桑の葉

を食ふ時には︑木の葉に雨が降り
か〜るやうな音がする︒

九698 秋の末になって︑風の吹散し
た木の葉の上に︑雨の降りか︑るの
は︑何となく物さびしい︒

十892図圃 君は御事に降りか㌧る露 ふりまわ・す ﹇振回﹈︵五︶2 ふりま
︽ーシ︾

三457あるばん一人置男がそ

はす

三笠の山に出でし月かも︒

︽ーゲ︾

らをむいて︑ながいさををふ

彿はせて︑さして行く笠置の山を出

フリ

でしより︑天が下にはかくれがもふ
し︒

﹇振掛﹈︵下一︶一

︽ーケ︾

ふりか・ける
カケル

一一644 コンドハイクラバヒヲ
フリカケテモ︑ハナハスコシモ
﹇振三見﹈︵上一︶1
︽ ー レ︾

サキマセン︒
ふりさけ・みる
ふりさけ見る

春日なる

十965図示天の原ふりさけ見れば︑

ソ・グ

ふりそそ︒ぐ ﹇降注﹈︵四︶1 降り

ふ・る

︿略﹀︒

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

七922図 中耳モ福井丸ノボートニハ

降ル

﹇降散﹈︵五︶1

ロガミエマスQ

三22 ムカフノ山鴬ハ︑ユキガ
フツタヤウニ白クナツタトコ

降散る

ふりち・る
︽ール︾

て︑夕立のやうに降散る︒

十652 小山の様な白波が高くくだけ

ふるう一ふれる

516

ワメズ︑イヨく勇氣ヲフルヒテ考

が友ユひとり離れて︑はるぐと

生ひ立ちし

古シ

空なつ

古し

花ぞ昔の香ににほひける︒

ら

せざき

倫敦は︿略﹀︑古き都市

資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑

十二639図

其の右に出つるものなし︒

ふるつくえ

六目9

﹇古机﹈︹六名︺2

梁上

古机

﹇古机﹈︵名︶1

第二十︸

第二十一

六695
ふるつくえ

古机

古志

こ﹂へまみつたのは︑この感量がた
つた年でございますから︑今年で三
十年になります︒

十二263図韻建長・半信古寺の
フルトン

フルマヒ

の投與へる喜捨を待ちわびてみる︒

︿略﹀︑皇極天皇ノ御代︑

クワウギヨク

ふるまい ﹇振舞﹈︵名︶2

ふるまひ

蘇我入善勢ヲホシイマ・ニシテ︑父

ソ ガノイル カ

八499図

ミシ

たかち ほ

蝦夷ト共二不忠ノフルマヒ多カリキ︒

エ

︿略﹀我が軍艦高千穗の一水

兵が女手の手紙を讃みながら泣いて

九192

みた︒ふと通りか﹂つた大尉が之を

見て︑あまりに女々しいふるまひと

思って︑︿略V︒

良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂トイ

十2510図 老人片足ノ靴ヲ橋下二落シ︑

フル ぶれい ﹇無礼﹈︵名︶1 無禮

昔の音やこもるらん︒

︹人名︺6

門高き松風に

フルトン
トン

フ︒︿略﹀︒良や老人ノ無禮ヲトガメ

始めて之を船に用ひて汽船を
造ったのは︑アメリカのフルトンと

九311

︿略﹀︑その使のもって來た文

ぶれい ﹇無礼﹈︵形状︶2 ぶれい 無

リQ

バ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所以ナ

ズ︑︿略﹀︑其ノ初山小事ニシノビシ

フルトンが︿略﹀造った最初

いふ人︑︿略﹀︒

九315

の船は︑フランスのセイヌ川に浮べ
たが︑不幸にも直に沈んでしまった︒

六518

フルトンは之に驚かず︑更に 禮
新しい機長をイギリスに註文して︑

九318

ふぶれいなことばがありました︒秀

の中に︑秀吉を日本國王にするとい

吉は︿略﹀︑﹁日本國には天皇へいか

之を聞いて︑是までフルトン

又一つの船を造った︒

がいらっしやるではないか︒﹂と︑

九3210

を笑った人々も大いに感心して︑皆

老人片足ノ靴ヲ橋下二三シ︑

ふ・れる ﹇触﹈︵下一︶1 ふれる ︽1

サ・グ︒

ノ言ナレバ︑命ノマ・二拾ヒ取りテ

フ︒良無法ナリトハ思ヘドモ︑老人

良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂トイ

十228図

その使を追ひかへして︑︿略﹀︒

其の成功を喜んだといふことである︒

フルトンの始めて造りし

フルトン

十一277図

九32図

汽船は︑今の小さき川蒸氣程の大き

て︑あはれな主人の爲に︑道行く人

さなりしならん︒
車を以て主なる交通機關とす︒
ばうし
英蘭銀行は設立の古きと︑ふるぼうし ﹇古帽子﹈︵名︶1 古帽子
ばうし
十二818 忠實な犬は古帽子をくはへ

にして街路狭ければ︑古風の乗合馬

十二626図

山

十996図圃人はいさ心も知らず︑故 六696 私は古机でございます︒私が

かしや︒﹂

五百重のしほ路︑故里の

我︑タガヤサン︑我

案ヲ績ケ︑︿略﹀︒

十649 漕抜けた一隻は勇氣をふるつ
て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑
里は
﹇古﹈︵形︶9

ほふりゆう

日本一の古き建物の今にの ふるでら ﹇古寺﹈︵名︶1 古寺
樋口は古き友なり︑見知

今ハサ・ヤカナル堂中二古

な

おきなは
き⊥ハ十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

十二477図囲我が大日本帝國の古

度々行幸ありしが︑︿略﹀︒

鷹神天皇の頃より奈良朝の頃には

おうじん

十一410図吉野には古く離宮あり︑

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒

十棚6図

りたらん︒﹂

十528図國

ひぐち

これるは︑大和の法隆寺なり︒

やまと

十310図

︽ーキ・ーク︾

ふる・し

︿ 略﹀︑二人はまた有らん限

もり
︿略﹀破裂矢をしかけた鈷を打つ︒
十707口薗凶

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕
着けたり︒

シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑

ふ

十一価9図 孔明︑護ノ藷功ヲ惜シミ

フルフ

涙 ヲ フ ル ツ テ 之 ヲ 斬り︑︿略﹀︒

﹇震﹈︵四 ・ 五 ︶ 4

︽ーヒ・ーフ︾

ふる・う
るふ

八527図 ヤガテ同志ノ一人御前二進

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワ
ナ・キ聲フルフQ
十一591 ︿略﹀︑全軍一同に歓喜の聲
をあげた︑アルプの山もふるふばか
りに︒

十一782図 二爆相並んで雄を箏ひ︑

ど

山をう︑の

古く知らる﹂佐渡・生

府は三つ︑縣は四十三︒
さ

十二487図翻

かう
野︑其の他無数の磯坑は

其のひゴき萬雷のと玄ろくが如く︑

ちて山を鋳る︒
い

絹織物の産地には︑京

大地も爲にふるひ︑︿略V︑器に盛れ

十二494隠蟹

る水痘に波紋を生ず︒

十二428図 其の破裂するや︑土地は

きりふ

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

故里

古く其の名を知ら塗たり︒

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて
古く

も

﹇古﹈︵名︶1

飛散し︑︿略V︒

ふるく

﹇古里﹈︵名︶2

十748図 伊香保も亦古くより知られ
はるな
たる温泉にして︑榛名山のふもとに
あり︒

ふるさと

十132図魍園 ﹁熱き國 しげる林ユ
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レル︾

ぶん

﹇分﹈︵名︶8

分﹇▽いくページ

﹇文﹈︵名︶4

さんぶんのに・せんぶんのいち・なん
六517

ん

文←こうわかい

︿略﹀︑その使のもって來た文

のあんないぶん・すいがいみまいのぶ

ぶん

つて揮始めた︒弓が一度綜にふれる
じゅうぶんのいち・にぶんのいち・は

十二829 ︿略﹀︑其のバイオリンを取 ぶん・さんぶんす・さんぶんのいち・

ちぶんのこ・ひゃくぶんのくじゅうく

私もみんなと一しょの分は

うございます︒

八106団

まじめになり過ぎましたので︑にい

一人の分はうっかりしてゐ

さんによそ行の顔だといって笑はれ
ました︒

八109困

る間に窮されましたので︑かへって

リ︒

二人共に和漢の學に通じ︑

じゅしや

くわくりやう

噴火

本第一たるのみならず︑亦實に世界

烏帽子岳は其の西南方に

第一と証せらる︒

十二421図

を有し︑︿略﹀︒

在りて︑直脛八百メートルの噴火ロ

も亦頂上に三箇の噴火口を有す︒

十二422図 ︿略﹀︑其の北なる杵島岳

阿蘇山は︿略﹀︑山中に

多くの噴火口及び温泉あり︒

十二424図

1

噴火口中

ふんかこうちゅう ﹇噴火口中﹈︵名︶

リ︒

噴火ロ中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

事幕末の儒者鶴翼梁の 九418図 噴火一タン止ミテ後︑其ノ
﹇噴火﹈︵名︶3

止ミタリ︒

火山なれども︑現に噴火せる火山の

十二402図是等は現時噴火の止れる
敷も全國に於ては五十座を下らず︒

なるほど皆さんと心しよの

んとによく窩ってゐます︒

分は︑おはなさんも次郎さんも少し

八124圏

まじめになってゐます︒

七曲モ︑遠キ昔ハ共二恐ロシキ噴火

噴火一タン止ミテ後︑其ノ

山ナリシナリ︒

九419図

噴火す

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

リ︒

昔箱根山の噴火せしこと

︿略﹀︑現に噴火せる火山

の数も全國に於ては五十座を下らず︒

十二403図

は我等既に之を學べり︒

十二401図

︽ーセ︾

ふんか・す ﹇噴火﹈︵サ変︶2

﹇▽ぎゅうふんかこう

就中噴火ロの最も大なる

九412図 ︿略﹀箱根騨モ︑︿略﹀箱根

噴火一タン止ミテ後︑其ノ ふんかざん ﹇噴火山﹈︵名︶2 噴火山
噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

九418図

ふんか

ひ
作れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

十二884図

今なほひろく愛絶せらる︒

其の作れる文は古文の手本として︑

十155図

かなければならない︒

八468囹電報の文は成るべく短く書

ふぶれいなことばがありました︒

の中に︑秀吉を日本國王にするとい

と︑天上の音樂の様な美しい音がわ

もとからある分にくらべる

・ひゃくぶんのくじゅうしち・もうし

き出した︒

ブロー︑
ぶん

︵感︶一

く︑く

ふろしき

不和

と︑實も大きく︑味もよほどよろし

七669圏

﹇風呂敷﹈︵名︶1

﹇不和﹈︵形状︶1

中につつんであります︒
ふわ
あきら

明事によりて相悪みし頃︑︿略﹀︒

多年嘉明と不和なりと聞く︒今之を

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ 秀忠あやしみて︑﹁汝

推學するは如何に︒ ﹂ と 問 ふ ︒

ふわりふわり ︵副︶1 ふわりく

まりて︑日の光さへ見え出し候へば︑

九415図此ノスリバチノソコニアタ

︿略﹀雨も止み︑風も静ふんかこう ﹇噴火口﹈︵名︶7 噴火口

野越え︑山越え︑ふわりくと春霞

此の分ならば︑もはや心配には及ぶ

︿ 略 ﹀ ︑ 輕 く 浮 立 つ た 調 子 に ︑ 九733三囲

の彼方へ連れて行かれるやうな心持

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

十二405図

十一目4 第三課 分業

﹇分業﹈︵名︶8 分業

十一91 第三課 分業

ぶんぎょう

其の噴火ロの大きさは日 十一98此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ

を肥後の阿蘇山とす︒

十一一404図

ノハ蕾伍ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

九421図

レル所過大ナル噴火ロニシテ︑︿略﹀︒
に御座候︒

我が皇室の大みいつ︒

君臣分は定まりて︑今世一系動きな

十一描4図圃
き

信とは我が言を行ひ︑義
とは我が分を恋すをいふ︒

十二備6図

ぶんぎょう ﹇分業﹈︹課名︺2 分業

まじと立退きたる者も引返したる程

ふん﹇▽いっぶんじ︒くじにじっぷん・

こごいちじさんじっぷん︒こごにじし
じゅうごふん・ごじふん・ごぜんじゅ

ういちじさんじっぷん・しちはちふん
・じっぷん︒じゅうごふん・にじっぷ
んあまり

神代はるけき昔より

になる︒

十二837

八122国おはなさんも一人の分はほ 九4110図此ノ四山ノ噴火モ今ハ全ク

十二3710書字 昔藤堂高声．加藤嘉 よく寓りました︒

よし

三378 がくかうへもって行くも
のは︑みんなこのふろしきの

ふろしき

呼んだ︒﹁ブロー︑く︑く︒﹂

トの上から北の方を指ざして聲高く

を切って進んで行く︒見張人がマス

十642園 一隻の捕鯨船が今静かに波

プローブローブロー

プローブローブロー一ぶんぎょう

ぶんぎょうほう一ぶんたろう
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シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業
業法

手数ノカ・ツタマツチノ贋

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑

分合

此ノ時中佐ハスデニ第二揮ヲ

居ルト︑︿略﹀︒

ソレデモタワマズ︑奮戦ヲツ︑・ケテ

右手二︑第三揮ヲ腹三受ケテ居タガ︑

八882

直段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑︿略V︑ ふんせん ﹇奮戦﹈︵名︶1 奮戦
文弱

質素を旨とせざればいつ

﹇文弱﹈︵名︶1

貨幣トスルニ最モ便利ナレバナリ︒

噴出す

を噴出す︒

︽ーシ・ース・

スル︾

噴
︿略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

湯のわき出つる虞二十飴箇

噴出する時は毒悪立ちのぼ

十二4210図

とあり︒

又之に次ぎて眞紅の熔岩噴出するこ

岩の細片は火山灰となりて飛散し︑
ようかん

其の破裂するや︑︿略﹀︑

成皿に水電場とよなと即する火山灰と

十二419図心に二箇の噴孔ありて︑

りて︑鳴動の還すさまじ︒
こ つ

十746図

出す︒

所︑大湯と稻するは﹁準夜に敷回噴

十746図

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

物ノ四方ニナダレテ︑二黒対自マリ

九416図

出ス

ふんしゅつ・す．﹇噴出﹈︵サ変︶5

人の爪揮を受くるに至るべし︒

分隊教練

五418

文太郎ハフシギニ思ツテ外ヲ

文太郎ハビツクリシテ︑父ニ

左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

五455

ロクテタマリマセン︒

シキガカハルノデ︑文太郎ハオモシ

五454

クナツテ︑何モ見エマセン︒

海ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑又暗

五447 文太郎ハヨロコンデ︑﹁海ダ︑

イヒマシタ︒

ツテ︑山ヲホリヌイタ所デス︒﹂ト

キ・マスト︑﹁コレハトンネルトイ

五442

マシタ︒

見ルト︑汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰ

五437

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ

ぶんたろう ﹇文太郎﹈︹人名︺7 文太

術科に關する説明に御座候︒

にて︑學科は立法の講義及び毎日の

十577圓囲此の頃の術科は分隊教練

1

︿略V︑節操も武勇も忘れ果てて︑世 ぶんたいきょうれん ﹇分隊教練﹈︵名︶

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十二桝3図

ぶんじゃく

分業法二面ルト︑人々が其

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒

十一106

ルカラデアル︒

ノ安イノモ︑分業法二子ツテ製造ス

十一102
︿略﹀︑三里ノ人が同ジ仕事

トイフ︒

十﹇910

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物
ノ出來バエが良クテ︑製造高モハル
カニ多イ︒

ニバカリ掛ツテ居 ル ト ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 其 ノ

十﹁116 又分業二依ツテーツノ仕事 十一1010 分業法二依ラズ︑ ↓人デ
仕事二適スル器重 層 ノ 改 良 や 獲 明 ヲ ス
︿略﹀︑ムダニ時間ヲ費スコトガ多イ︒

分業法二依ツテ︑一人デ一

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一n3
ト︑︿略﹀︑徒二時間ヲ費スコトガナ

ルコトモアル︒

ノアルモノデアルガ︑コ・二注意シ
ィ︒

十一119 此ノ二二分業一大キナ利盆
ナケレバナラナイノハ共同一致トイ

文明ノ進歩スル思子ヒ︑分

業ハ盆く獲達シテ︑今日デハドンナ

十﹇128

品物ヲ製造スルニモ︑分業聖心依ラ

フコトデアル︒

十一121 分業デスル仕事ハ皆全腔ノ

噴孔

ノ考ガナケレバ︑分業ノ目的ハ達セ

ドつ

一部分デアルカラ︑︿略﹀︑共同一致

マ

十一﹇418図内に二箇の農学ありて︑

ふんこう

ナイコトハポトンドナイ︒
こドつ
﹇直面﹈︵名︶2 裂孔

ラレナイ︒

盛に水蒸氣とよなと構する火山灰と

十﹁123 分業デスル仕事ハ皆全膿ノ
一部分デアルカラ︑︿略﹀︑共同一致

を噴出す︒

但し此の噴孔は時々其の
﹇分合﹈︵名︶1

文書
上奏とは文書を天皇に奉

﹇文書﹈︵名︶2
十一一㎜6図

是金銀ハ︿略﹀︑又分合ス ぶんしょ

上奏とは文書を天皇に奉

ト思ヒマシタ︒

タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

五455
ぶんず﹇▽こうぞうぶんず

て意見を述ぶるをいふ︒

十二佃7図

呈し︑建議とは文書を政府に提出し
分合

て意見を述ぶるをいふ︒
﹇分合﹈︵サ変︶1

貨幣トスルニ最モ便利ナレバナリ︒
ぶんこう・す

直段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑︿略﹀︑

ルコトモタヤスクシテ︑分合ノ爲二

九898図

ぶんこう

位置を攣じ︑其の勢力にも消長あり︒

十二419図

ノ考ガナケレバ︑分業ノ目的ハ達セ
ラレナイ︒

業ハ画く昏昏シテ︑今日デハドンナ

十一127 文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分
品物ヲ製造スルニモ︑分業法二世ラ
ナイコトハポトンドナイ︒

夫ノ田畑ヲ耕シ︑大工ノ家屋ヲ作り︑

十一131 又國家全髄カライヘバ︑農
商人ノ物品ヲ費買シ︑官公吏ノ事務

ス

是金銀ハ︿略﹀︑又分合ス
ルコトモタヤスクシテ︑分合ノ爲二

︽ースル︾

ヲ取扱ヒ︑教師ノ生徒ヲ教育スル等
分

九897図
﹇分業法﹈︵名︶5

ハ皆分業二外ナラヌノデアル︒
ぶんぎょうほう

郎

︽ ー ス ル︾

﹇奮 発 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 一

ト思ヒマシタ︒

ンパツスル

ふんぱつ・する

フ

ナイコトハホトンドナイ︒

智は東西の長を採り︑

文明古今の粋を抜く︒建國以來三千

十一柵6園翻

分離す

れも氣象毫・測候所を置きて︑日々
﹇分離﹈︵サ変︶2

の氣象を調査す︒

ぶんり・す
︽ーシ・ース︾

其の数鯨りに多くなる時

十一79図此の時箱・前盛を適當な

たる

間に︑規則を守り︑規律を重んずる

は︑女王は新しく生れたる雌蜂に其

十二㎜1図汽車・汽船・電車等の交

の位をゆづり︑臣下をひきみて分離

十一78図

ナラベテ︑アマリハタラキノナ
通機動︑博物館︒圖書館等の公共螢

す︒

三437 ソノ日ノイクサニテガ 年歴史の跡にかんがみて︑日進月
歩ゆるみなき 同胞すべて六千萬︒
ラノアツタモノヲ左ノ方ニ

カ ツ タ モ ノ ヲ右ノ方ニナラ
造物に在りては︑︿略﹀︒若し公衆の

ベタノデス︒ダレモ右ノ方
ノナカマニハイルノハイヤ

る所に置けば︑分離したる一群は直
﹇分量﹈︵名︶4

湯のわき出つる口僅かに一

分量

心乏しき時は是等文明の利器も其の

ぶんりょう

ちに其の中に入る︒

分明

﹇文明国民﹈︵名︶2

儀式・公會等ノ専用テ談

﹇文明諸国﹈︵名︶2

十二恥3無韻

円行かば水つくかばね︑

へ ﹇辺﹈︵名︶1 邊

山行かば草蒸すかばね︑大君の邊に

︵格助︶㎜

ヘ

へεがっこうへ

こそ死なめ︑顧みはせじ︒

もっていくもの・からふとよりたいわ

へ

んへ・こぞうからしゅじんへ・しゅじ

バカバ

オヂイサンハヤマヘシバ

んからこぞうへ・たいわんよりからふ

一373

とヘ

︿略﹀︑オバアサン

カリニ︑︿略Vo

ヘセンタクニ︒

一376

モリへ︑オテ

一525圃カラスカラス︑ドコヘ

イク︒

ヤネへ︑カアカア︑カラ

オミヤノ
一531圃

然るに空座中の炭酸瓦斯の
分量が増さないのは︑一方に於て植

ナイテイク︒

ノ

スガ

ラ

植物も︿略﹀︑炭酸瓦斯を

ヤネへ︑カアカア︑カラ

一533オ
圃ミヤノ

十一一219

吐出すが︑其の吐出す炭酸瓦斯の分

ナイテイク︒

ヘナガレテイク

ソレヲモツテ︑ウチヘカ

ヘツテ︑︿略＞o

ニー9一

ハミヅノナカヘオチマシタ︒

ニー61︿略﹀︑クハヘテヰタサカナ

ナガレコムノデス︒﹂

ニー37園﹁アチラノ大キナ川へ

ノ デセウ︒﹂

﹁ドコ
ニー35園

ヲダシマシタ︒

ヘ トホシテ︑ オチヤトオクワシ

ニ9一 オハナハオキクヲザシキ

ノ

スガ

ラ

若し炭酸瓦斯を供給するも

量は至って少い︒

十二223

のがなければ︑空氣中の炭酸瓦斯の
分量が著しく減って︑︿略V︒

奮働努力す

︽ーセヨ︾

﹇奮励努力﹈

︵サ変︶1

﹁皇國の興晦⁝此の一戦に

ふんれいどりょく・す

十二58図

あり︒各員一層奮励努力せよ︒﹂

モリへ︑オテ

物が之を消費するからである︒

十二216

箇所にして︑其の分量も少く︑︿略﹀︒

日・露の境は幅昼間蝕 十735図

﹇分明﹈︵形状︶1

運用を全くすること能はず︒

ナリ︒

ぶんめいしょこく

すべきことにあらず︒

さまたぐるが如きは︑文明國民の爲

夜無く高聲を宿して︑他人の安眠を

我掲り轟き黒田を占領し︑旅館にて

をおしのけ︑汽車・汽船等の中にて

十二994図

衆人群集の場虜にて他人

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風

十一537図

文明國民

ぶんめいこくみん

分明に相成居候︒

三士二里︑四箇所に境界石を置きて︑

を一文字に森林を伐りすかし︑東西

十一9710首魚

ぶんめい

デスカラ︑ミンナガフンパツス
ルヤウニナリマシタ︒ソレデイ

文武

ツデモイクサニカツタトイフ
﹇文武﹈︵名︶1

コトデス︒
ぶんぶ

十一一41図 國を思ふ道に二つはなか
りけり︑軍のにはに立つも立たぬも︒

分別

文武道を異にすれども︑國に序す誠
﹇分別﹈︵名︶1

は一なり︒

ぶんべつ

まで︑官職の高下︑就職の心肝によ

十二擢2図上元帥より下一卒に至る

﹇分別易﹈︵形︶1

りて上下の分別最も正し︒

︽ ー キ︾

ぶんべつしやす・し
分別し易し

文明﹇▽と

八48図図 本文中の敷字は目串名と分
別し易き様大書すべし
﹇文明﹈︵名︶3

． ふ ん み ょ う ﹇ ▽ ぶ んめい

ぶんめい

文明諸國

十一一164図故に文明諸國に於ては何

トシテ金銀ヲ用フ︒

十一127文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分 九896図 今ノ文明諸國ノ貨幣ニハ主

うほうぶんめい
業ハ盆く一斗シテ︑今日デハドンナ
品物ヲ製造スルニモ︑分業法二宮ラ

へ

519
ふんぱつする一へ

ヘーへ
520

二207イマ入木ノ上ニヰマス
ガ︑︿略﹀︑キモノヲヌイデ︑下
ヘトビオリマス︒

ワタクシヲヒノナカヘ

イレルト︑大キナコエヲタテテ︑

二214
トビダシマス︒

ソコヘオトウサンガカヘ

オルスヰヲナサイマス︒

三127にはのまつの木の上

ヒバリハオリルトキニハ︑

へ月がでてゐます︒︹ひらがな
のドリル︺

三192

ケツシテスノアルトコロヘハ

せん︒

くらいところへはなし

三481

小さな虫がまへへくる

と︑ばくつとくって︑へいきなか

ほをしてゐます︒
とびこみます︒

三484︿略﹀ざぷんと水の中へ

三487︿略﹀あと足で水をかき

ツレテ行ツテアゲマセウ︒

ノルト︑ダ

三672園 私ノセナカヘオノリ

ナサイ︒﹂

ンダンウミノ中ヘシヅンデ行

三675 ︿略﹀︑カメ ニ

ツテ︑︿略﹀︒

シタ︒

ソノウチニウラシマハ

ウチヘカヘリタクナツタカラ︑

三696

︿略﹀︒

セウ︒﹂

三724

ウラシマハ︿略﹀︑マタカ

マスカラ︑モウウチヘカヘリマ

今にあのあみをだんだ 三704圏 ︿略﹀︑アマリナガクナリ
へひきよせてくると︑

三611はまべのまつの木の下

︿略﹀︒

んはまべ

三606

へ出てゐます︒

とりでにうかぶやうにして︑
水の上へ出てきます︒
三593︿略﹀︑舟がたくさんおき

オリマセン︒
二237園 ワタクシハ アノモノオ
ながら︑あちらこちらへおよぎ
三676 ︿略﹀︑マモナクリユウグウ
三331︿略﹀アゼニタツテ︑ナヘ
キノ中ヘカクレマス︒﹂
まはります︒
ノ門ヘツキマシタ︒
二266 トモキチハシンパイシテ︑
三491又さかさまになって︑下 三687 ウラシマハ︿略﹀︑リユウグ
ヲ田ノ中ヘナゲ入レテヰマス︒
カドグチヘデテミマシタ︒
三355 うちへかへって︑ちぢに
へもぐって︑︿略﹀︒
ゥノォキヤクサマニナツテ︑ウ
みせようとしたら︑光がみえま
三492 ︿略﹀︑しばらくたつと︑ひ
チヘカヘルノモワスレテヰマ

二267
ツテキマシタ︒

三368園

さあ︑これからがくかう

中につつんであります︒

三414囹﹁水の中へはいったら︑
どんな心もちだらう︒

へあがってはたけ︒﹂

そのうづまきに︑︿略Vと︑

三671團

ヤリマシタ︒

オドロキマシタ︑︿略﹀︒

へまがって︑すこし行くと︑

四18けいさつしょのよこを北

︿略V︒

太郎と次郎が二人で山

へのぼりました︒

アル日ウミベへ出テ見 四38

オレイニリユウグウへ

の方へながれでるます︒
四163︿略﹀みのししが︑上の方

三662 ︿略V︑子ドモカラソノカ四61園﹁うちのまへの川が
メヲ買ツテ︑ウミヘ ハナシテ
あんなにまがりまがって︑とほく

ルト︑︿略﹀︒

三654

と︑ふたいろあります︒

左から右へまはってみるの

三636

と︑ふたいろあります︒

三377 がくかうへもって行くも へ行って見ませう︒
メノセナカニノツテ︑海ノ上
のは︑みんなこのふろしきの
三635そのうづまきに︑右から
へ出テ來マシタ︒
左へまはってみるのと︑︿略V
三725 ウチヘカヘツテ見ルト︑

へ行きませう︒

三377

んでいきました︒

あをく光りながら︑しっかにと

︿略﹀︑そとへはなしたら︑

てごらん︒﹂

T囹 アタタカイフトコロノ
中ヘイレテ︑ネンネコゥタヲゥ
三373

ソコヘトモダチガサソヒ
︿略Vイツシヨニノハラヘ

から見てみて︑︿略﹀︑川の中

三417それをからすが木の上
へはいりましたが︑︿略﹀︒

﹁おい︑なにをしてみるのだ︒﹂

そこへともだちがきて︑
ときくと︑︿略﹀︒

三458

マイアサハヤクカラタンボヘ

三H8ウチノ人ガミンナソト
ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

三471圏それよりはやねの上

イキマス︒

三117 オトウサンヤニイサンハ

ナリムラヘオヨメニイキマシタ︒

三107ネエサンバコノアヒダト

アソビニイキマシタ︒

三63

ニキマシ薄層ラ︑︿略﹀︒

三6一

セウ︒﹂

テ︑イツシヨニウタヲウタヒマ

三54圏 ﹁︿略﹀︑チツトソトヘデ

イ ツ テ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂トヲシヘマシタ︒

二514

ハタケノスミヘツレテ

タツテクダサツタノハ︑ドナタ

一一

デスカ︒

R7

521

ヘーへ

けおりて來ました︒

か ら よ り と もの居る方へか
ナリマシタ︒

トトイフ神サマガオ出デニ

れて︑土の上へおちました︒

の上に休んでゐましたが︑風にふか

四811

ヨロコンデオホクニヌシノ

今日は早くから學校へ

三郎ハシンパイシテ︑ヒマ

スツカリカザツテカラ︑母
よ一は︿略﹀︑馬にまたが

ノ所へ行ツテ︑︿略V︒

四748

グココへ來テヰル所デス︒

ソノ時ヤタガラストイフ烏が

そらからふって︑山の木のは

五93

それから少し余ると︑高いが

けの上へ出ました︒

だんく來ると︑ひろい野は
まもなく町の中へはいると︑

らへ出ました︒

五101
五124

両がはにいへがたちならんで︑︿略﹀︒

やがて重い物が私どもの上へ

けれども重い物は皆そこへし

來ましたから︑何かと思ったら︑

五127

︿略﹀︒

五133

づめてしまって︑輕い物は一しょに
ここまでもって來ました︒

それからそこに切ってある

マドカラ外ヲ見テヰルト︑山

のやうに荷物をつんで來ました︒

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

五423

汽車磁心ニマツクラナ所ヘハ

クヤウ了見エマス︒

五441

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

イリマシタ︒

タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

五455

音次郎はおどろいて︑道ばた

ト思ヒマシタ︒

の高い木の下へにげこみました︒

五466

﹁かみなりは高いもののあ

五467園﹁早くこっちへ來たまへ︒

五473園

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

る所へおちるのだ︒

ケンクワヲシ善時︑カウモリハ

五533

ソノ時カウモリガケモノノ方

︿略﹀︑ドチラヘモツキマセンデシタ︒

五548

ソノ時カウモリガケモノノ方

へ行キマスト︑︿略V︒

五552

仲間へ入レマセン︒

母は︿略﹀︑切ったさしみを
五月・六月實がなれば︑枝

汽車が今ていしゃばへっきま
えきふが小さな車の上へ︑山

五735

おちよはく略V︑葉書の裏へ

そのおしまひのあいてみる

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

鹿三塁イ足デズンくニゲテ︑

川ノ中ヘハイリマシタ︒

五708

書いてお出しなさい︒﹂

五667園それから表の方へあて名を

所へ︑﹃︿略﹀︒﹄と書きたして下さい︒

五665園

次のやうに書きました︒

五656

五552 又鳥ノ方へ行キマスト︑︿略﹀︒

へ行キマスト︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑

︿略﹀︑おはなはざるの中のた

たけのこをおなべの中へ入れておく

五407

した︒

五391

町へ持出され︑何升騰合はかり責︒

からふるひおとされて︑きんじよの

五283圃

さらの中へ入れて︑︿略﹀︒

五216

けのこをなべの中へ入れました︒

五212

れ︒﹂

五207囹

す︒

として︑どちらを見ても水ばかりで

四677今モ外帯ラカヘツテ︑ス吾5こ＼へ著て見ると︑ひろぐ

︿略﹀︒

サヘアレバ︑母ノソバへ來テ︑

四673

から枝へとんでゐます︒

四654今あのうめの木の枝

せう︒

行って︑みんなで雪なげをしま

四645

︿略﹀︒

ミコトノ所ヘオレイニ行ツテ︑

四61一

ラツテ︑︿略﹀︒﹂

四175 みのししはまっすぐにた 四602園ハヤク川へ行ツテ︑シ 五91 そこで大ぜいと一しょになつ
だっねの方へ下りて來ます︒
ホケノナイ水デカラダヲア
て︑せまい谷へ下りました︒
四177 ︿略﹀︑ただつねは馬から

みのししのせなかへうしろむき
にとびうつりました︒

もうすこしでよりともの

ちかくへ來るかと思ふと︑

四187
︿略﹀︒

ボクラバカウイフカ

︿略﹀木の上へとびのきました︒

四195 ︿略V︑ただつねはすぐに

四393囹
タイヨロヒヲキテヰルカラ︑
ラトヲシメテヰサヘスレバ︑

︿略﹀︑コノ中ヘハイツテ︑内カ
アンシンナモノデス︒﹂

四40ーサザエハスグカラノ中
ヘ ヒ ツ コ ン デ ︑ ︿ 略﹀︒

ガ︑ムカフノ大キナヲカへ行

四524島ノ上二居タ白ウサギ

つて︑海の中へのり入れました︒

五87

チノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシタ︒

出テ來テ︑オサキニ立ツテ︑ヨイミ

五64

になりました︒

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五17 大神はおどろいて︑あまの岩

所へおなげ入れになりました︒

大神がはたをおらせていらっしゃる

アル日ハマベへ出テ見 五15 ある時生馬のかはをはいで︑

ツテ見タイト思ツテ︑︿略V︒

四526

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑
︿略﹀︒

四555イマ一足デヲカへ上ラ
ウトイフ所デ︑︿略﹀︒

オレハココノヲカへ
ソコヘカミサマガタガ

來タカツタノダ︒﹂

四557囹
四568

オトホリガカリニナツテ︑︿略﹀︒

四583 ソコヘオホクニヌシノミコ

へ一へ
522

林ノ中ヘカケコミマシタ︒
︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい

五753
は西の門へ向つた ︒

五754 ︿略V︑のりよりのぐんぜいは
東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい
は西の門へ向つた ︒

づして︑かめの中へおちました︒

學校からかへってから︑をば
午前六時の汽車で︑おとうさ

さんの所へ使ひに行った︒

六376
六384
んが京都へお立ちになった︒

第一番に御所ををがんで︑

それから東山の方へ行った︒

六396国

宮へさんけいした︒

五781囹﹁こ＼からしろの方へ下り 六397圃 ︿略﹀︑たくさんのお寺やお
る こ と が 出 品 る か︒﹂

から北山の方へ行って︑金閣寺を見

かく
明日は銀閣寺を見て︑それ

どっと一時にかけ下りて︑城の中へ

五816 これを見た三千人の軍ぜいは︑ 六403團

明日は︿略﹀︑北野の天神

て︑︿略﹀︒

た︒

六696

︿略﹀︒

︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

お寺では﹁こんないたづら者

父はしかたなしに又よそへほ

初はひくい役目で︑信長の目
ぐんばいうちはでふせいだが︑

の學校がたった年でございますから︑

私がこ＼へまみつたのは︑こ

えが折れて︑かた先へ切りつけられ

六574

通りへ出ることも出火ませんでした︒

六458

は居つきませんでした︒

入りません︑どこへ行ってもながく

︿略V︑ほうこうの方には身が

うこうに出しました︒

六451

かへしました︒

はごめんです︒﹂といって︑うちへ

六448

うにやられましたが︑︿略﹀︒

六441

様へさんけいする︒

六404團

攻めこんだ︒

六85 ︿略﹀︑川について︑四五町行
くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ
出ました︒

六92 その松山へのぼらうといふの
です︒

六95 ︿略V︑小川の橋を渡ると︑御
社の前へ出ました ︒

あります︒

六97 御社の後から山へのぼる道が

方でした︒

六116 ︿略V︑うちへかへったのは夕 六454

六123 ツバメハ︿略﹀︑涼シクナル
ト︑マタドコカヘトンデ行ク︒

六135 ホカノガンバ道アンナイノ行
ク方ヘツイテ行ク︒

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

へ上って︑遊んでみるうちにふみは

六231 一人の子どもが水がめのふち

六802
ウ︒

アレハ停車場へ送ルノデアラ

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生

デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ

ラ︑︿略VQ

七374︿略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン

デ行ツテ︑後へ下窩キカヘサナイカ

七17図園

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

ラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ．

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑

七379

︿略﹀︒

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑

七378

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

く略V︑正成直道ニテサトス

ヤウ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネンゴ五三言ヒ

七31図

卸士買といふのは品物をたく

フクメテ︑國ヘカヘシタリ︒
七142囹

さん持ってるて︑小鳥店へ大口に費
渡すことで︑︿略﹀︒

七151囹

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

く略V︑織物を費りたいとい 七381
ふ人にたのまれて︑それをほかへ費

一豊もく略V︑家へかへって︑

このお金は私がこちらへま

天略V︑僕等ハ少シグラヰ

今では切手をはって出しさ

二三匹の犬︑よく二三百頭

ますから︑大そう便利です︒﹂

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七537園

水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂

七487囹

してくれた金でございます︒

みる時︑﹃︿略﹀︒﹄と申して︑父の渡

七419園

ました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑思はずひとり言をいひ

七399

ラズく二型ロへ出テ來ル︒
急に商用が出來て︑明朝六

渡してやり︑︿略﹀︒

七158團

時の汽車で東京へ立ちます︒

このよい時節に東京へお上
この時木の枝やわらなどで作

りはおうらやましい事でございます︒

七172圏
七321

そのくだから出すねばったし

つたまぶしへうつしてやると︑︿略V︒

七325

るが外へ出ると︑すぐにかわいて綜
︿略V︑生霊は帯芝へ召出す品

になるのである︒

七343

物の第一である︒

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

︿略V︑右へ折レルト︑ソコニ 七628図

主人の行く方へ行かしむといふ︒

七368

芝草紙屋・ゲタ屋・オモチや屋ナド

く略V︑おとなりへもおすそ

根モ︿略﹀︑タでハナレナイ

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ

七773

分けをいたしました︒

七689囲

ガナランデヰル︒

七373︿略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン
デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ
ラ︑︿略V︒

七374︿略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン

523

ヘーへ

ケノ用ヲナスモノデアル︒

七805図 ︿略﹀明治丸の船長は︑一

日その町の學校へまねかれて︑航海
の話をなしたり︒

七807圏 ﹁私も子供の時には毎日こ
の學校へ通って︑︿略﹀︒

七811園今日このなつかしい野望へ
來て︑皆さんにお話をするのは︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑悪くすると︑淺瀬へ

の上へとび上ることもあります︒

七834囹 又ある時にはとび魚が甲板
七856園

乗上げたり︑外の船につきあたった
りする様なまちがひが出來ます︒

七886園皆さんの中にも︑︿略﹀外
國へ商責その他の用事で出かける人
もありませう︒

七898図園 ﹁杉野目今嵩火ヲ終ヘタ
ル ゾ ︒ 総 員 ボ ー ト へ︒﹂
ち

八43図 八時宿を出でて︑町を南へ
う

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒

八55図五十鈴川の水に益す＼ぎ手
洗ひて左へ行き︑︿略﹀︒

八77図 ︿略﹀︑夕方には内宮へ勅使
の参拝もあるべしといふ︒

八148 村デハ農夫ガクハヲカツイデ︑
タンボへ出ル時デアル︒

八152 兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ
停車場へ急グ︒

停車場へ急グ︒

八153 兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ
八236 水車場へ行くのかと思って見

︿略﹀︑水車場の方へは行かず

てるると︑︿略﹀︒

八237
︿略﹀︑水車場の方へは行かず

に︑居酒屋の方へ行きます︒
八238
に︑居酒屋の方へ行きます︒

どうするのかと氣を附けてゐ

ると︑隣の家の方へ行きます︒

八248

︿略﹀其居所氏名を国論へ

電報を打つたのだらう︒
記すべし

八48図図

くじゃくはく略﹀︒︿略﹀︑若

我等若し汽船に乗りて︑

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八761図

我等若し汽船に乗りて︑

︿略﹀︑東へ東へと進み行かば︑︿略﹀︒

八761図

こ㌦より汽船に乗りて︑ふ

︿略﹀︑東へ東へと進み行かば︑︿略﹀︒

八768図

ヨーロッパよりシベリヤ鐵

た＼び東へ進めば︑︿略﹀︒

八798図

︿略﹀地中海を過ぎ︑印度
︿略﹀地中海を過ぎ︑印度

洋を渡りて︑東へ東へと進むなり︒

八798図

へ編るには︑︿略﹀︒

かくの如く日本を出で︑海

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八802図

ば︑︿略﹀︒

三十七年ノ四月第二軍ニツイ

之に力を得て︑南へくと

之に力を得て︑南へくと

急がするに︑︿略﹀︒

九488図

つく
是は菅原道眞が︿略﹀︑筑

急がするに︑︿略V︒

紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

し

九791図

道眞は罪もなきに官を下げ

ををしみてよめる歌なり︒

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

九795図

かども︑︿略﹀︒

︿略﹀見物人が朝早くから宮

やがて五人の騎手は︿略﹀︑

た時︑熊吉の馬はつまついて前足を

九847 ︿略﹀︑池の右手へさしか＼つ

鳥居の下へ集って來た︒

九829

の境内へつめかけた︒

九828

上を深く悲しみしに︑︿略﹀︒

知りし騨長ありて︑道眞の今の身の

八796図 ヨーロッパより船にて日本 九798図筑紫へ下る道に︑昔より相

道にて東方へ向はば︑︿略﹀︒

八793図

西へ西へと進むもまた同じ︒

八802図西へ西へと進むもまた同じ︒

八803図

八591

し家の中でひろげさせたら︑座敷一

八847

昔東海道といったのは江戸か

里︑︿略V︒

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四

九354

敵ヲ斬り殺シタ︒

中ヘヲドリコンデ︑タチマチ三人ノ

中佐ハマツサキ並立ツテ︑敵

テ蕃地へ向ツタガ︑︿略﹀︒

ぽいになって︑天井へつかへる程で
ある︒

其ノ中へ白綜や白布ヲ入レテ︑
紺や淺三二染メルノデス︒

八659

紺色ノ汁が出マス︒

八255 ﹁成程これではいけない︒﹂と︑ 八658 藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑ 八862
すぐ家の中へかけこんで︑︿略﹀︒

︿略﹀︑下男や下女は早くから

畑へ出して働かせ︑︿略﹀︒

八263

を止めたり︒

八293江北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑ 八706図 ︿略﹀︑足は食堂へ行くこと
東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

工︑川成ヲ音ナヘバ︑

東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

八294図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑ 八714図圏 我の職務は食物をこなし 九488図
八301薬園

其の時分までよそへ奉公に行

﹁イザ︑コナタへ︒﹂トイフ︒

八342

つて居った若いむすこが︑今では其
︿略﹀︑外面へ輸出スルモノ

の後をついで︑︿略﹀︒

八408図

ノミニチモ︑一年間一千萬圓ノ金高

火元は裏町通の材木屋で︑も

二達シ︑︿略﹀︒

八419

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が嶢
けてるるのださうだ︒

あ＼︑火の勢が一そう強くな
つた︒又隣へうつ＼たのかも知れな

八422

い︒

洋を渡りて︑東へ東へと進むなり︒

ば︑︿略V︒

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

叔父さんのうちへ見まひに行 八802図 かくの如く日本を出で︑海
﹁︿略﹀︑誰かすぐに東京へ

つたにいさんが蹄っての話に︑︿略﹀︒

八433
八458園

ヘーへ
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折った︒

つて︑池の中へ落ちこんだ︒

九849 熊吉は︿略﹀ころころと轄が
九852 愛作は︿略﹀熊吉のえりを引
つつかんで︑ぐっと岸へ引きよせた︒

へ運ばせたり︑農家では牛を色々の

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

勢働に使役する︒

十987図

三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初

進メバ︑一時間バカリニシテ三輪町
執達ス︒

社ノーノ鳥居アリ︒

十㎜4園櫻井町ヲ南へ去レバ談山神

瀬町二至ル︒

瀬川ニソヒテ爪先上リニ行ケバ︑初

九858 附添人も見物人も︑︿略﹀︑上 十9810図
を下へのさわぎである︒

十610 本ノ方が太クテ︑サキへ行ク
程段々二細クナツテ︑末広ナルト︑
肉眼デハ見エナイ程細イ︒

カシハラ

ウネ
コ・ヨリ西北へ進講バ︑畝

十195 かうして出梅上ったものを活 十川2図 多宝峯ヲ西へ下レバ岡寺ア
リ︒

な

ら

十一51図

本道を更に南へ進めば︑
く略V︑磨神天皇の頃より

おうじん

庭園を以て名高き竹林院あり︒

十一43図

傍・橿原ノ地二出ヅ︒

ビ

犬 を 連 れ た 男 が 銃 を 肩 に し て ︑ 十梱8図

版所へ渡す︒

十2910
︿略﹀︑あぜ道傳ひにあちらの岡へ向
つた︒

十302 銀杏の木の烏は急いで山の方
へ逃げて行く︒

山城へ遷都ありし後は其の事絶えた

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑

リシバ︿略﹀︑内地ヘノ渡來ハ其ノ
り︒

十313図工ノ芋ノ始メテ琉球二三ハ
後百饒年ノコトナリ︒

り︒

き

ほうでう

ごだいご

︿略﹀︑北條寸時︑後醍醐

臣下として﹇天萬乗の君

いましゅく

を遠國へ遷し奉ること無道の極みな

十一135図

天皇を隠岐へ流し奉る︒

お

十一134図

品ヲ附ケル者︑︿略﹀︒

十339図 幕府ハ此ノ書物二種別ヲ添 十﹁95 ︿略﹀︑乾イタ軸木ノ先へ藥
ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配
布セシカバ︑︿略﹀︒

十438図 其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・
米二國へ送りシニ︑ ︿ 略 V ︒

十551図圏 ︿略﹀︑別當は七日の間手
もとに置きて︑木曾へつかはしたり︒

︿略﹀︑播磨の今宿とい
し奉るといふ︒

地方へ出張致候︒

十一372薩匪

先月は宮命により南部

ふ所より山陰道へか㌦りて遷幸をな

︿ 略 ﹀ ︑ 船 は は や 方 向 を 轄 じ て ︑ 十一152図

北へ向って走る︒

十647

十6610 さきのボートは鯨を引きなが
ら母船の方へ急ぐ︒

十841 ︿略﹀︑重い物を負はせて遠く

十一423古園

﹁幼き身を唯一宿敵國

︿略﹀︑其の後は一度も院

へやらんも心許なし︒

十一464図

の門外へは出でざりきとそ︒

ナポレオンがアルプ山を越

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十一547

︿略﹀︑かの勇ましい少年鼓

半で︑︿略﹀︒

十一555

手は忽ち谷底へはき落された︒
︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

將軍は上衣をぬぎすてて︑

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

十一564

ない︒

十一572

大砲のつなをく＼りつけ

はや谷へ下りようとする︒

十一581園

︿略﹀︑兵士は止むを得ず將

て︑早く自分を谷へ下せ︒
十一583

將軍が谷底へ下りた時には︑

軍を谷底へ下した︒

十﹁584

我衣食の費をいとふに

もう太鼓の音は聞えぬ︒

十一724図囹

あらざれども︑何虜へなりとも出で
て遊び給へ︒

重信も所用ありて京へ

︿略﹀︑唯檜一本を壼凪がき

＝︸年在京せんもはかり難

十﹇725図心
上り︑
し︒﹂

十一746図

﹁東國へ行き給ふと聞

て︑詩心へ出立せり︒
十一748口口特包

ふ

すがら︑箱根山中にてよき枝ぶりの

ぎ

是より一條の大道遠く

長良川は岐阜市の北を東

檜を見て︑︿略﹀︒﹂

十一795図

より西へ亘る︒

北へ通じてロシヤ領に入候︒

十一972瞬国

後へたらしてみる︒

十一鵬4 ︿略﹀︑髪を三つ打ちにして

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

十一一1910図 ︿略﹀︑矢の上へ向ふは南

風︑左へ向ふは東風とす︒

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

十ニー910図 ︿略﹀︑矢の上へ向ふは南

風︑左へ向ふは東風とす︒

十二201図 ︿略﹀︑矢の上へ向ふは南

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

く略V︑矢の上へ向ふは南

風︑左へ向ふは東風とす︒

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

十二201図

はち

風︑左へ向ふは東風とす︒

十一一204 蝶や蜂は花から花へいそが

それが爲におのつと種子を

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

十二209

あちらこちらへ散布する︒

べては其の種子を方々へまき散すの

十一一211 ︿略﹀︑人や獣類も果實をた

である︒

大連より︿略﹀を経て︑
れうやう
北へ進むこと約二百哩︑遼陽あり︒

十二549図

同︸の進路を取りて︑山あれば越え︑

十二668図 ︿略﹀︑何れも南より北へ

天略V︑東田へ下る路 河あれば泳ぎ︑︿略﹀︒

きしに︑再び蹄り來られしは何故
ぞ︒﹂

十一7410図圏
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べ一へいき

十二741図 ︿略﹀︑印度地方の三石・
おう
香料・絹布類は︿略﹀を纏て欧洲へ
輸入せり︒

十二757図 く略V思へらく︑若し欧
な

羅巴より西へ向って進まば︑印度に
し

︿略 ﹀ カ ナ リ ヤ 島 に 着 し ︑

達する前︑日本馬は支那に到着する
ならんと︒

十一一778図

︿略V更に西へ向って航行せり︒

物の人々は段々降り始める︒

十二821 日は既に西へ傾いて︑祭見
十一一835 重く沈んだ調に暗いく海
の底へ引込まれるやうな氣がするか
と思ふと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ 輕 く 浮 立 つ た 調 子 に ︑

︿略﹀春霞の彼方へ連れて行かれる

十二837

︿略﹀ ︑ 聴 衆 は 鏡 を つ か ん で ︑

やうな心持になる︒
十二843

孚って老人のさ＼げた帽子の中へ投
入れる︒

十二8410 歌が終ると︑紳士はバイオ
リンを老人に渡し︑目面して直隠へ
か行った︒

か﹂るものあらば︑帯出・隣へ重し

十一一909図 若し家内に傳染病等に
て も 申 し わ け な く ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑世間へ濾しても相

濟まぬ次第ならずや ︒

十二9010図

べ﹇▽いそべ・うみべ・きしべ・のべ・
はまべ・やまべ

い・にっぽんへい・りくぐんへい・ロ

シヤへい
が爲なり︒

﹇陛下﹈︵名︶5

陛下←てん

のうこうこうりょうへいか・てんのう

へいか

陛下は忠勇なる我が臣民

勝報上聞に達し︑陛下の

仰せられたり︒

下し給へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と

十ニー13図

と仰せ給へり︒

に守りけり︑遠つ御祖の神の教を︒

みおや

を深く信頼し給ひて︑國民は一つ心

十二31図

こき極みなり︒

葬遭せらる＼は︑かしこしともかし

思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心の

でさせ給へる御製にも︑常に國家を

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

陛下が萬機の政をみそな

へいか・てんのうへいかのぎょせい・

りょうへいか

天皇陛下を大元帥と仰ぎ

民たる者は皆軍人たる心得なかるべ

奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑國

ある時謙信が山の上に陣取つ 十二㎜7図

てるると︑信玄は兵を右と左と二手

六556
に分けて︑はさみうちにしようとし
た︒

へい

十一一16図

﹇塀﹈︵名︶一

﹇平安丸﹈︵名︶1

平安

ある年︑城のへいが百間ばか

へい﹇幣﹈←ごへい

りこはれた事がありました︒

六475

へい

からず︒

七27図園我が死ニタル後モ︑一門
忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御浮心ニ

ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間ハ︑

ツクスベシ︒

へいあんまる

大人トナリテ︑君ノ御タ べい﹇▽えいべいにこく

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

丸

七44図囹
メントナリ︒

拝啓︑御註文の縞物三十
反︑本日通運便により汽船平安丸に

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ 九138圓囲

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

て獲送いたし候︒

八858
以テムカヘタ︒

内

九242曾孫が國は國民皆兵なり︑男 へいえいない ﹇兵営内﹈︵名︶2 兵鶯
子は十七歳より四十歳までの間︑何

兵螢内の生活は規律正し 十一一襯4図 故に下級の者の上官の命

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

十5510気団

と思ふべく︑︿略﹀︒

らっば

りん

されば陛下も﹁此の五箇

條は天地の公道︑人倫の常纒なり︒

十二柵3図

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑
十587囲国

兵参内の酒保には日用品

一々劇夙のA口圖により︑︿略﹀︒

れも兵役に服する義務あり︒

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑心配高祖ヲシ

十259図︿略﹀︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑
テ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒

・飲食物等を販責致し居り候へば︑

行ひ易く︑守り易し︒﹂と諭し給へ

︿略﹀︑やがて忠臣の起り

るなり︒

十一172図

外出せずとも少しも不自由を感じ申
ぞ

さず︑︿略V︒
え

質素を旨とせざればいつ

﹇腰気﹈︵名︶1 面諭

て勤王の兵を墾げ︑必ず御心を安ん
かみつけぬのかたな

へいき

じ奉るべきことを聞え上げたるなり︒

︹課名︺2

心も無下に賎しくなりて︑︿略﹀︒此

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十二掴6図

兵螢内の生活

の風一度軍人の間に起りては︑脚下

第十六課

も兵氣も衰ふぺければ︑︿略﹀︒

兵螢内の生活

上毛粒形名︑蝦夷を討ち へいえいないのせいかつ
兵螢内の生活

十二309図

て利あらず︑兵皆四散せしかば︑夜

十目3

兵役

賊之を聞きて︑城中凶手 十557

第十六課
に乗じて城をすてて逃れんとす︒

九243図我が國は國民皆兵なり︑男

へいえき

十二313図

多からんと思ひ︑其の夜園を解きて

子は十七歳より四十歳までの間︑何

十564財団

へいき ﹇兵器﹈︵名︶3 兵器

毎週土曜日の午後には居
れも兵役に服する義務あり︒

﹇兵役﹈︵名︶1
去れり︒

然れども強秦の兵を趙
國に加へざるは廉頗と我と二人ある

へい ﹇兵﹈︵名︶11 兵5しちょうへ 十二393図園

へいぜい
へいき
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底へ下した︒

印刷物二依リテ廣告二費ス金額ハ︑

室・兵器・寝具其の他一切所持品の
十一614生塗

勇み勇みて出で行く兵
平時

士︒はげましつ＼も見送る一家︒

一箇年實二十二億圓ノ多キニ達スト
清潔検査これあり候︒
十565國国 兵器は軍人のたましひに イフ︒
﹇平時﹈︵名︶2

へいじ

﹇平左衛門﹈︹人名︺3

へいざえもん

歩兵は平時凡そ百五十人を
人世には思はぬ不幸︑驚

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

候へば︑其の手入は最も念入に致し
ミ

九264図

イハ

平左衛門ハ石見ノ國ノ役人
十二337図

が平常に之を身に行ふべきものにし

て︑軍人として始めて守るべき事に

非ず︒

どうかして助ける工夫はあ

へいしら ﹇兵士等﹈︵名︶5 兵士等

兵士等は氣をあせるのみで︑

るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで

十一563

みる︒

兵士等はあわてて異口同音

兵士等は驚いた︒

手早く帯をほどいて︑団

ると︑兵士等は力を合せて二人を引

エールの膿にく＼りつけて合圖をす

十一588

に︑﹁︿略﹀︒﹂といって引止める︒

何の工夫もつかぬ︒

十一571

十一567

らず︒平時に於て常に之に屯するの

十一573

サレバ平左衛門ノ死セシ時 くべき事攣の何時起り來らずとも限

ハ︑中耳ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父

道を覧慨し置かずば︑時に臨みて心

﹇兵舎内﹈︵名︶1

上げた︒

兵舎内にては歌をうたふ

十568思懸

へいせい ﹇兵制﹈︵名︶1 兵制

﹇兵書﹈︵名︶1

兵書

へいぜい ﹇平生﹈︵名︶8 平生

︿略﹀︒

定め給へる由來を詳に御諭しあり︑

復古の政と共に陸海軍の今の制度を

遷あること︑明治の大御代に及びて︑

世の移り攣るに連れて︑兵制にも攣

勅諭は︿略﹀︑其の後時

の場所にて煙草を吸ふ事等堅く禁ぜ
兵種

陸軍の兵種には五あり︒

﹇兵種﹈︵名︶1

られ居り候︒

へいしょ

の任務には珍重の別あることなし︒

重兵は何れも職雫に必要にして︑其

︿略﹀︒歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輻

九246図

へいしゅ

十二佃4図

事︑高聲にて談話する事︑所定以外

内

へいしゃない

すことあらん︒

齪れ︑氣まどひて︑見苦しき行を爲

中佐ハ︿略﹀︑左手二軍刀ヲ

兵舎

母二別ル・如ク悲シミタリトナリ︒

十327図

ニテ︑百七十鯨年毎前ノ人ナリ︒

十319図

平左衛門﹇▽いどへいざえもん
︿略﹀︑兵 器 ・ 糧 食 を 運 送 し ︑

候︒
十854

將卒と土ハに戦場をかけめぐって︑勇

へいき

士に軍功を立てさせるものは馬であ
る︒
﹇平気﹈︵形 状 ︶ 一

兵士︹▽いち

平左衛門ヨリハ少シ後ノ人ナリ︒

三482 かへるはく略V︒︿略﹀︒小さ 十3210図 昆陽ハ有名ナル尊者ニテ︑

へいき

な虫がまヘへくると︑ばくつ
﹇兵士﹈︵名︶9

又近ごろは職場にも犬を用

へいし

といふ︒

八152

︿略V︒

レナイ︒

八873

野禽も兵士も皆一つになつ
﹁兵士は皆我が子も同様

﹇平常﹈︵名︶2

平常
平常質素を旨とすべきは

十二帯1國此の五箇條は即ち皆我等

大切なること言を待たず︒

修身・虜世の上に於て何人にも最も

十二葡7﹇区

へいじょう

之ヲ讃ミ︑三二兵法ヲ愈得シタリ︒

キ兵書ナリ︒良大イニ喜ビテ︑朝夕

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

︿略﹀︑軍神トイハレル程ニウ

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八928

ム心モ深カッタ︒

勇氣二・こチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

八925

︿略﹀︒

レタレバ︑サ程ニ一思ハザレドモ︑

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥 十247図受ケテ見レバ︑世ニモ得難 八385図我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

三型ニタフレル兵士ハ敏ヘキ

持ツテ部下ノ兵士ヲハゲマシく︑

八866

停車場へ急グ︒

兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ

七636図

とくって︑へいきなかほをして
へいけ

へいし・しゅっせいへいし

﹇平家﹈︹人名︺3

ゐます︒
へいけ

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

五743 へいけのぐんぜいがふくはら
のしろを守ってみる︒
うすることも出來ない︒
﹇平家方﹈︵名︶2

へいけ

五816 へいけはふいを打たれて︑ど

方

へいけがた

である︒

ふので︑兵士は止むを得ず將軍を谷

十﹁583

﹁︿略﹀︒﹂と︑しかる様にい

十一576医

て働かなければならない︒

九227医

は帝國の恥だぞ︒﹂

四765 ︿略V︑へいけ方から 一そう 九195園

のふねをこぎ出して來ました︒

﹇米国商人﹈︵名︶

きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに

五805 へいけ方はがけの上から︑て
も思はない︒
べいこくしょうにん

1 米國商人
十二528図 年立商人が新聞其ノ他ノ
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へいぜん一べし

ツパデアツタカラデアル︒

九598図 く略V︑平生の養生法を問へ
ば︑﹁我は天氣にも相談せず︑毎日
運動するが故に︑瞥者にも相談する
必要なきなり︒﹂ と い へ り ︒

十579國困

小生の如く平素勢働にな

れたる者には︑術科もつらきことは
︿略﹀︑約束ノ期限ヲ違へ︑

これなく︑︿略﹀︒

十一一522図

平素ノ愛顧ニナレテ︑商品ノ品質ヲ

平地←ぜん

﹇米田﹈︵名︶1

勢を立てたり︒

べいでん

米田

兵法

﹇平方﹈εひゃくじゅうさん

一を占め居候︒

﹇平野﹈︵名︶2

平野﹇▽かん

ペキン ﹇北京﹈︹地名︺1 北京

ページn▽いくページぶん

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

へこ・む ﹇凹﹈︵五︶1 ヘコム ︽一

ン︾

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

十6一

葉モアル︒

︿略﹀

一そうのふねをこ

へさき ﹇舳﹈︵名︶一 へさき

ぎ出して志ました︒見ればへさき

四766

に長いさをを立てて︑︿略﹀︒

我が死ニタル後モ︑一門

カクテハ君ノ御用二立ツ

モシ病目カ・リテ早ク死

コノ度ノ合職サダメテナ

コノ度ノ合戦サダメテナ

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七83組下

ヲ見テスベシ︒

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七83平筆

シ︒

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ

ナバ︑君ノ御題メ下拙不忠ノ臣トナ

七72回田

ベシトモオボエズ︒﹂

七47図圏

ツクスベシ︒

忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御タメニ

ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間ハ︑

七28図圏

見ンコトバカ山谷ルベシ︒

七26図囹我が生キテフタ・ビ汝ヲ

・ベキ・ベク・ベケレ・ベシ︾且vなるべく

南北に細長き島を山脈 べし ︵助動︶盟 ベシ べし ︽ベカラ

名古屋は平野の間にあり︒

北京に通ず︒

十一382㈱囲米田は全平地の二分の 十二558図 又争論京奉線は奉天より
へいほう
へいほうり
﹇兵法﹈︵名︶1

十248絵凧ケテ見レバ︑世ニモ得難

へいほう

︿略﹀︒

兵力

國家を護り︑國椹を維持

﹇兵力﹈︵名︶1

縦に走り候へば︑平野少く候へども︑

十一968團圏

八951図

とうへいや・すすやがわへいや

へいや

キ兵書ナリ︒良大イニ喜ビテ︑朝夕

ヘイタイ

・大佐・中佐・少佐・大尉・中尉・

將校には大將・中国・少年

兵卒

下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以ナリ︒
九261図

へいそつ

九782図 サレバ平生ノ牧入中ヨリ成
ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑一千
﹇兵卒﹈︵名︶1

・二鏡ヅツニテモ貯ヘンコトヲ心ガ
クベシ︒

﹇兵隊﹈︵名︶2

之ヲ讃ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

あり︒

少尉あり︒其の下に下士あり︑兵卒
へいたい

十377圏 かういふやうな色々な美質
をもってみることをよく見定めまし

ヘイタイガナランデキマ

一バン上ノニイサンハ

﹇平地﹈︵名︶1

十二川6図

へいりょく

平和←とう

明治三十七八年職役の終り

﹇平和﹈︵名︶2

へいわ

するは兵力に頼るを以て︑︿略﹀︒

の寒き平地に直せるレミングと構す

十一一688図︿略﹀露西亜及びシベリヤ

へいち

へいち

イマヘイタイニイツテヰマス︒

三106

ス︒

一28一

た上︑なほ平生の行をしらべて雇ふ
ことに致しました ︒

十537図囹 平生にても︑若き人は白
髪を見て侮る心あり︒まして戦場に
ては︑進まんとすれば︑大人げなし
とあざけり︑︿略﹀ ︒

十一一川8図 平生より此の畳悟なきも

平然

のは︑時に臨みて或は不畳の名を取
﹇平然﹈︵副︶2

ることあらんと戒め給ふ︒
へいぜん

ようへいわ

たる後も︑天皇陛下御参葬あらせら

八36図

る地鼠の一種なり︒

十一469 アラビヤ馬の長途の騎行に へいてい ﹇丙丁﹈︵名︶1 丙丁
︿略﹀︑魚ヲ米二取換ヘント

れ︑平和の成りたるを告げたまひし

九886図

テ︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタリトセ

たへることは實に驚くべき程で︑
︿略﹀︒飲まず食 は ず に 終 日 ・ 終 夜 走

つても尚平然として居るといふこと

が︑︿略V︒

テ︑平和ノ戦孚二弔事スベシ︒

ト同ジク︑常二報國蓋忠ノ精神ヲ以

商人ハ軍人ノ戦場二立ツ

十二537図
平定

バ︑暗黙馬丁ノ農夫二談ゼザルベカ
へいてい・す

平和なる

平和なる村

平和なる村

︹課名︺2

第二十七課

第二十七課

へいわなるむら
村

︽ーシ︾
え ぞ

九628図

十一相6

十一目14

す

上田村麻呂之を平定して︑大なる功

叛服平ならず︑︿略﹀︒︿略﹀︑將軍坂

蝦夷は東北の地に住して︑

﹇平定﹈︵サ変︶1

ヨ︒︿略﹀︒乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズ

平素

ラズ︒

である︒

﹁︿略﹀︒獣ならば︑かくして食へ︒﹂

十二872図 喜劔大いに罵って曰く︑
と︑足の指に魚肉敷高をはさみて良

雄の面前に出す︒良雄平然頭を低く
﹇平素﹈︵名︶2

して之を食ひ︑からくと打笑へり︒
へいそ

べし一べし
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ヲ見テスベシ︒

ものは其居所氏名を長倉へ記すべし
登信人の居所氏名を受信人

に知らせんとする時は本文の終り又

八48図図
は受信人居所氏名の下に片假名にて

七91図 正行ノ如キハマコトニ忠孝
ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
記すべし

本文中の書字は片思名と分

國民ノ手本トイフベシ︒

七792図圃 ︿略﹀︑はげみ進むに何事

八48図図

衆人の目をひくものは︑富士山と

九477図圏

﹁若し明日中に水のある

胃の中の水を飲むより外なかるべ

所に着かずば︑野送を殺して︑其の

九584図

しばく入浴し︑争訟を清

食物はよくかみこなすべし︒

潔にすべし︒

九592図

むべきは飲食なり︒

九581図 ﹁病は口より入る︒﹂つ﹂し

し︒﹂

名古屋城の金のしゃちほことなるべ

高さ八尺五寸︑朝日・夕日

し︒

八945図

にかゴやきて︑遠く敷里の外よりも

尊﹁こは神劔なり︑私す

望み見ることを得べし︒

九42図囹

べきにあらず︒﹂とて︑之を天照大
神に奉り給ふ︒

九425図

ベシ︒

上下の別明かにして︑何れ

マシテ幾萬年ノ久シキ問︑

バチヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ル

箱根山ヲ見下サバ︑全艦ノ形ノスリ

九414図若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ

る所なるべし︒

も上官の命令を守るは諸子の能く知

九263図

議送仕るべく候︒

本月二十日までには必ず

といひ︑此の地方には士上行よろしか

我若し食物をこなす事な

我等若し汽船に乗りて︑

九142囲団

るべしと存ぜられ候間︑︿略V︒

我等一同申し合せて︑今

討ツベキ手ハズナリシガ︑恐レテ出

八716図譜

様心得られたし︒﹂

日より働くことを止むぺければ︑左

八702図園

デズ︒

よく働かんとするものはよ

早く寝ねて早く起くべし︒

人多き都會に住む者は︑

試みに茶わんのそこにしる

るることなかるべし︒

水中に入れよ︒其のしるしは水にぬ

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九653図

ばく日光にかわかすべし︒

き所をえらび︑夜具・衣服の類はし

九615図家を建つるには日あたりよ

公園等を散歩すべし︒

︿略﹀︑又朝早く起きて︑木立しげき

九611図

き空氣を流通せしむべし︒

九609図時々障子を明放ちて︑新し

九606図

く眠るべし︒

九603図

し︒﹂と知るべし︒

八531図他ノ繋駕二千ノ間受入鹿ヲ 九128忌明右は地質といひ︑縞がら 九602図 ﹁過ぎたるは及ばざるが如

可成本字にて此虜に記すべし

襲信人は自己の居所氏名を

黙し易き様大書すべし

の など成らざらん︑鐵石の かた
きもつひにとほすべし︒

か など成らざらん︑ばんじゃくの

七802図圏 ︿略﹀︑ふるひ進むに何事 八48図図
重きもつひにうつすべし︒
かん な め

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

八78図 今日は神嘗祭なれば︑夕方
いふ︒

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八183図園 ﹁︿略V︑総べテ物ハ破レ

シバラク一言ヲナスベキコトヲ︑若

今より後はたがひに親密

くば︑全身を養ふ血は如何にして得
らるべき︒

キ者二知ラセントテカクスルナリ︒﹂

八188図 時頼が心土シク︑ツネニ節

八725図譜

八762図

に暮すべし︒世はすべて相持なり︒﹂

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル
モ︑カ・ル母二養ハレタルニヨルナ
ルベシ︒

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水

︿略V︑東へ東へと進み行かば︑凡そ

二週間の後にはアメリカ大陸に着く

ノカバハカリ知ルベカラズ︒

八385図 カクノ如ク償ノ安キモノニ
テ︑カクノ如ク便利ナルモノ品等二

べし︒

或時旅行先より手紙を送り
て︑其の子のアリに酪駝を連れて︑

ヨーロッパよりシベリヤ鐵 九451図

然れども空氣の流通赤りに

強き時は︑却って火の消ゆることあ

九6510図

るべし︒

ひて︑右に往き︑左に往き︑空しく

を保つこと能はざるべし︒

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

九663図若し空氣なからんには︑人
一日目過せり︒

たれども︑一同は行くべき方にまよ

九471図

したり︒

道にて東方へ向はば︑二週間あまり

これ世界の圓きがためにし

荷物を取りに着るべしと言ひっかは

八805図

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

東海道の旅行中︑最も多く

く溶出登鮎に遠ざかるべきはずなら
ずや︒

八935図

く略V︑翌日風なぎて出立し

にして日本に鰭着することを得べし︒

八795図

誓言ルベシ︒

八391図 諸子ハイマダマツチノ製造
場ヲ見タルコトナカルベシ︒

八391図 マツチノ製造ニ応需クベキ
手数ノカ・ルモノナリ︒

八403図之ヲ思ババ一本ノマツチモ
ソマツニハ使フベカラズ︒

名を迭達紙の外部に表はさんとする

八48図図 電報送達の際畿信人居所氏
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が如く美しきは︑なほ我が國第一の

て潔く︑其の形白扇を倒にかけたる
十409図圃園

喜ビ︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 五 年 ・ 十 年 号 後 書 ハ ︑

山といふべく︑︿略﹀︒

九763図

上程ノ金高トナリテ︑ヤ・高償ナル

﹃我に愛する良馬あり︒

今日の記念に献ずべし︒﹄

必要品モ買フコト ヲ 得 ベ ク ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

御道筋の事故御立階下さ

モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

れ候はば︑小生も御同行致すべく候︒

十916葦囲

十446図愚論ガ︿略﹀︑熱心二号ノ 十929下田︿略﹀︑此の際其の道の專

門家の講話を承るは︑大いに参考に

︿略﹀︑なほ我が國第一の山

業心志シ︑機械ヲ賢明シ︑國産ヲ廣

︿略﹀︑五年・十年ノ後ニハ︑ 十21図

といふべく︑むしろ世界一の名山と

九764図

饒程ノ金高トナリテ︑︿略V︑家業ノ

も精々誘ひ合せ︑是非参陣致すべく

昨日は本村の重なる人々

相成るべしと十手︒

候︒

ラ

明後日御面會の節返上致

ナ

東大寺ハ︿略﹀︑タぐ二大

我が國ノ古美術ハコ・二其

ノ梓ヲ集吉士リトイフベシ︒

十974図

界第一ノ木造建築物トス︒

大佛殿∠局サ十五丈︑︿略﹀︑眞二世

佛ノ大キサノ驚クベキノミナラズ︑

十9610図

ニハ關西線ニヨルベシ︒

十9310図 ︿略﹀︑大阪ヨリ奈良二半ル

ルニハ奈良心隔ヨルベク︑︿略﹀︒

十9310図京都ヨリ汽車ニテ奈良二入

すべく候︒

十937喜界

なる感畳を與ふるを以て︑曲線を用

若し此の模様に種々の色ど

曝書丁模様等を色どりする
あやふき敵の手より救ひ

シ︒

銅山ノ盛ナルコト︑二軍テ
父は此の大波に何とて行か

る空氣を吸ひ︑美麗なる風光に接す

︿略﹀︑一つには又地を総じて清新な

るが爲なるべし︒

て︑山水のながめをほしいま﹂にす

十751図旅館は山により︑谷に臨み

︿略﹀︑常二身膿ヲ大切ニシ︑

るを得べし︒
十789図

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

身艦ノ健全ナルトキハ精神
モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ

十792図

アルベシ︒

十一173図 ︿略﹀︑やがて忠臣の起り

し︒﹂

にさらすとも︑名を子孫に傳ふべ

て義軍を起し︑たとひかばねを職場

十一147図園 ︿略﹀︑君をうばひ奉り

ことを尊べし︒

ては︑次第に其の群の敷を増加する

十一81図

故に飼養者の注意により

十729図温泉の諸種の病を治するは︑ 十鵬2図 名所・奮蹟ヲアマネク尋ネ
ンニハ︑幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感

にはげまされて︑ボートを用意す︒

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

十698図

モオシバカラルベ

十636図

くれたる厚恩︑いかでか忘るべき︒﹂

十553図圏

には︑色の調和を考へざるべからず︒

十494図

を増すべし︒

りを加ふるときは︑一層其の美しさ

十481図

ふれば︑更に美しき模様を學べし︒

曲線は直線よりもやはらか 十931㈱團

メシバ大イナル功勢トイフベシ︒

十翌年ノ後︑我マタ汝ヲ

十461図

も塾すべし︒

恐らくは木造建築物中世界

十98図故に若しみだりに森林をき

最奮のものなるべし︒

十45図

元手ノ一部分トモナスコトヲ得ベシ︒

九765図 又病氣其ノ他ノ場合ニモ︑
他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル
ベシ︒

其の他森林は氣候を和げ︑
一種の風

﹁汝ハ教フルニ足ル者ナ

の一例にても知るべし︒

十179図萬づに心ききたること︑此

べからず︒

景を添ふる等︑其の効用あげて敷ふ

土砂の流出を防ぎ︑︿略﹀

十1010図

も河水全くかれはつべし︒

九7710黒煙ノ通帳ハ此ノ後金鏡ヲ預 り荒す時は︑︿略﹀︑七日のひでりに
クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ
ノナレバ︑大切二保存スベシ︒
︿略﹀︑一言・二銭ヅツニテ

モ貯ヘンコトヲ心ガクベシ︒

九784図

九786図 タぐシ貯金センが爲二必要
ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ホ
ムベキ事ニアラズ ︒

リ︑五日目ノ朝此ノ庭ニテ我ヲ待ツ

九885図 其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑ 十233図囹
更二乙ノ農夫ノ所二行カザルベカラ

ベシ︒﹂

今ヨリ後五日目ノ朝野ビ

ズ︒

十245図囹

ズシテ錦レリ︒

來ルベシ︒﹂トイフニ︑良ヤムヲ得

九886図 乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑ 十238図囹
更二等丁ノ農夫二品ゼザルベカラズ︒

其ノ魚ハ腐リテ︑一合ノ米ニモ換へ

九888図 カクテ持チアルク中止ハ︑

面構ノカク異ナルヲ以テモ︑

見ルベシ︒﹂トテ︑其ノ書ヲ與ヘテ
去レリ︒

難キ置数ルベシ︒

十308図

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

侶ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

十3110図

トヲ知ルベシ︒

此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來セシコ

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得
けごんのたき

九913図之ヲ日本銀行馬持行カバ︑
ベシ︒

九962図此の湖の落口は華嚴瀧と
なる︒直下七十丈︑壮観名状すべか
らず︒

十21図 然れども四時雪をいたゴき

べし一べし
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て勤王の兵を墾げ︑必ず御心を安ん
て討取り申すべし︒

ヨク和合スレバ︑︿略﹀︑家運自ラ開

ルベクスタリノナイ様医用フベク︑

ベク贋ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成

親子・夫婦・兄弟・姉妹 十一652 ︿略﹀︑纒章章ヨリハ︑成ル

ケテ↓家ノ内笑フコト多シ︒故二笑

十一519図

フベシ︑

いまだ幼ければ︑敵も

心をゆるすべく︑たとひ用心きびし

十一4110図会
くとも︑長き間には必ず討取るべき

じ奉るべきことを聞え上げたるなり︒

十一2510図 今は雨陛下も馬車に召し
折に出云ふべし︒﹂

故二笑フベシ︑

一家ノ

一家塞・ツ

笑ハント欲セバ︑

一家和合セザル時ハ家道

他人ノ歓心ヲ買ハントシ

︿略﹀︑事々定立及び業務

人生の長短は事業の大小

人生の長短は事業の大小

量るべからず︒

十一686図

べし︒

事限りなし︒

がら

我等の燈下には讃むべき

他事に心を益すべからず︒

十一697図業務に從産する間はく略V︑

事限りなし︒

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

十一691図

事限りなし︒

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

十一691図

我等の周園には進むべき

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

我等の周園には歪むべき

子の一片を去るも︑公衆の利主なる

す

十︸6810図 ︿略﹀︑街上に落ちたる硝

も輕んずべからず︒

之を思へば︑一寸の光陰

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

十一686図

量るべからず︒

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

十一685図

越えざるべし︒

に用ふる時間は僅かに二十萬時間を

十﹁679図

バナケレバナラヌ︒

ヘテ︑玉敷ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

十一653︿略﹀︑味ハ人々ノ好ミヲ考

︿略﹀︒

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一521図

和合ヲ計ルベシ︒

十一5110園

テ笑フベシQ

十一519図

一家基ツテ笑フベシ︒

ずば見るべからず ︒

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

︿略﹀︑たとひ用心きび

き折に出會ふべし︒﹂

十一421図園

關車は︑今日の完備せる機關車にく

十一277図 スチブンソンの造りし機
らぶべくもあらず ︒

︿略﹀︑たとひ用心きび

次第ニオトロヘテ︑笑壷ノ戸ヨリモ

十一421図圏

しくとも︑長き間には必ず討取るべ

ル・事ナカルベシ︒

十一292図 大小幾多の軍艦は海上の
浮城とも構すべく︑遠く四方に航行
き折に出會ふべし︒﹂

故二笑フベシ︑常二笑フベシ︒

故二笑フベシ︑常二笑フ
笑ハント欲セバ︑衛生二
ヨク笑ハント欲スルモノ

工夫ヲナスベシ︒

外︑人二恥ヂズ︑内︑己二恥ヂザル

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑︿略﹀︑

十一532図

注意シ︑身騰ヲ健全ニスベシ︒

十一526図

ベシ︒

く略V︑年頃の恩愛︑殊に 十﹁525図

︿略﹀︑少しも疑ふ心なき

く略V︑熊王︿略﹀腹か

時ト場合トニョリテ笑フベカラザル

き切らんとす︒居合せたる人々涙に

十一458図囹

かくべきやうもなし︒

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

十一453図

如何でか討たるべき︒

は今日の元服の事等思ひ績けては︑

十一451図

今なりと︑心を取直せども︑︿略﹀︒

十一449図夜に入りて︑討つべきは 十一524図心樂シケレバ自ラ笑フ︒

して︑到る虚に國光をかゴやかせり︒

いふべし︒

十﹇297図 人智の進歩は際限なしと
十一299図 諸子下立多アル我が軍艦
ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一311図 く略V︑風ノ如ク急進スル
勇壮ナル有檬モオモヒ見ルベク︑又
優ニヤサシキ武人ノ風流モシノバル︒

十一315図其ノ敏速ナル行動ハ鳥ノ
空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒

くれながら︑﹁何とて命を捨つるに

コトアリ︒

十一355図 四面皆海ナル我が帝國ハ︑
︿略﹀︑常二強大 ナ ル 海 軍 ヲ 有 セ ザ ル

及ぶべき︒﹂と︑取っておさへて動

謹嚴ナルベキ場合二上フ

笑ハ心身ノ凝立ナレドモ︑ 十一6810図
かせず︒

ヤシムベシ︒

十一6410

ブベク︑︿略﹀︒

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

衛生上ヨリハ︑成ルベク滋

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

十一541図

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

く略V︑心の攣ることもあ 十﹁535図

十一533図

ベカラズ︒

十一376圓團 基隆港の大規模の築港

十一463図

り

るべきかとて︑其の後は一度も院の

も遠からず落成致すべく︑打狗の築
あ

港も唯今盛に工事中に御座候︒

アラビヤ馬の長途の騎行に

門外へは出でざりきとそ︒

十一467

たへることは實に驚くべき程で︑

比の良材と卸せらる＼ものにて︑

十一403㈱国 阿里山の樗材は世界無
︿略﹀︑山林の富 の み に て も 無 盤 藏 と

︿略V︒

追手のトルコ人は如何とも
すべき方法が無い︒

十一488

申すべく候︒

我が爲にも父の仇なり︒如何にもし

十一418割去 正儀は主君の敵にて︑

531
べし一べし

十﹁701図 若し過あらば︑深く之を
悔いて︑其の過を再びせざらんこと
をちかふべし︒

さまたげざる時間を選び︑用事終れ

十一704図人を訪問する時は業務を

︿略﹀︑又人より訪問を受

ば 直 ち に 去 る べ く ︑︿略﹀︒

十一705図
くる時は直ちに出でて鷹接すべし︒
守らざるべからず ︒

動スル機械ハ︑幾皇トナク立並ビテ
廻轄スベク︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其ノ作業ノ速ニシ

其の家を士買ることを得べきなり︒

十一937図例へば靴を用ふること流
害して︑買手にはかに増すときは︑

靴の債はにはかに高くなりて︑靴屋

十一842図

の利盆非常に多かるべし︒

か＼る時は靴屋は更に多

テ整然タル文官︑何人モ驚クナルベ

十一938図

シ︒

昔ノ綜車ニテ紡グ時ハ︑

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一8610図

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑

︿略﹀︑又他の職業に從事

造すべく︑︿略﹀︒

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

十一939図

︿略﹀︒

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

本島の開拓は我々國民の最も力を用

﹁我が子若シタスクベ

ふべき所に候︒

クンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不才ナ

十一佃5図囹

ラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂

十一欄8記念 ﹁臣アヘテ死力ヲ煮皿シ︑

︿略﹀︑向丘歎ジテ︑

忠節ヲ致スベシ︒﹂

﹁公ハ天授ナリ︑敵スベカラズ︒﹂ト

十一価5驚嘆

其ノ度量ノ二大ナルヲ知

テ︑マタ反スルコトナカリキ︒

十一佃9図 ︿略﹀︑其の翌年學校の経

ルベシ︒

十一価6図

費を議するに當り︑村會にては其の

か＼る時は︿略﹀︑靴の
贋はやうやく安くなりて︑普通の償

豫算の不足なるべきをうれへて︑之

て︑又普通の償に復するか︑場合に

至るべし︒

教育の爲︑一週半支出を要せざるに

十四五年の後には村民は
よりては尚それ以上に上るべし︒

十一価5図

を増加せんとせしに︑︿略V︒

に復するか︑場合によりては尚それ
︿略﹀︑次第に其の製造高

を嗜むといふ︒熟練なる土木技師と

を減ずるが故に︑供給も随って減じ

十一946図

以下に下るべし︒

十﹁942図

に轄業するに至るべし︒

機械ノカバ驚クベキモノ
此の網にて轟を捕ふるは
熱き地方の白蟻は︿略﹀

もいふべし︒

小山の如き巣を造り︑木質にて内部

十一898図

漁業の類とも見るべし︒

十一884図

ニアラズヤ︒

十一874図

フコトヲ得ベシ︒

十一706図殊に附記の時間は正しく 十一872図 ︿略﹀︑今ハ僅カニ六七人
十﹁7010図例へば六十人の集會に其
六十人の時間の損失は合して十時間

の中の一人若し十分を後るとせば︑

となるべし︒

十一727図画 さらば年來の謝恩に何
か書きて参らすべし︒﹂とて︑心横⁝
せし様なりしが︑︿略﹀︒

十一734図 筆勢非凡にして︑丹青の
妙いふべからず︒

るときは︑其の五人は︿略﹀︑孚ひ

ありて︑之を買はんとする人五人あ

高くなりて︑最も高き償をつけたる

即ち供給に限りあるもの

大泊は樺太島の入口
え

ぞ

く略V︑椴松・蝦夷松・

とど

とも申すべく︑全島第一の良港に候︒

十一971囲囲

おほとまり

は一定の償なしといふべし︒

十一952図

本として上下すと知るべし︒

し︒

クスベキニアラズ︒

タルモノハ︑︿略V︑固ヨリ人里ノ能

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

の目的は達し得らるべき︒
ヨ
十一一108図囲 ﹁我が聯合艦隊が克ク

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

十一一46図

學問を修むるにも︑事業

何人も義勇の心にをどり立つなるべ

十一一38図此の御製を舞讃しては︑

護らざるべからず︒

に從ひ︑一致協同して︑此の國家を

十﹁923図例へばこ＼に一戸の責家 十一947図 即ち物の償は普通の償を 十二210図 我等臣民も亦祖先の遺風

はかやうなるべし︒﹂と︑夜中のぞ

て高き償をつくべし︒

に向ひて︑﹁今日書き給はん鶴の姿

十一741図園 夜明けて後︑住持書工

き 見 た る 姿 を し て 見するに︑︿略﹀︒

のしぶき枯木に氷結して︑水晶の花

十一789図又嚴冬の頃は︿略﹀︑水 十一925図 かくて其の家の償は段々
を咲かす︒其の奇観眞に名状すべか

しらかば

を伐採せば少からぬ牧盆と相成るべ

落葉松・白樺等一面に生ひ茂り︑之

からまつ

十一㎜5國團

く︑︿略V︒

之に反して︑同様なる費

人なるときは︑責家の持主五人は

家五戸ありて︑買はんとする人唯一

十一川5包囲新版圖の事に候へば︑

き事は多々これ有り候︒

く略V︑今後尚着手すべ

十一棚3圓團
かくて其の家の債は段々
安くなりて︑最も償を低くしたる人︑

十一9210図

く略V︑雫ひて其の償を低くすべし︒

十一928図

人の手に渡るべきなり︒

らず︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

十一809図此の間に鵜を引上げて呑
ち︑又かゴり火に薪を添ふるなど︑
其の手練實に驚くべし︒

十一841図蒸氣機關ノカニヨリテ自

べし一べし
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︿ 略﹀︑我等は之を見て︑

︿略﹀︑又其の日の三千豫

明日の天氣如何を豫知することを得

十一一179図

べく︑︿略﹀︒

十ニー710図

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ
し︒

のがなければ︑︿略﹀︑地球上の植物

十二223 若し炭酸瓦斯を供給するも
は書く枯死すべきはずである︒
み

こ

悲憤の

十二258越流 鎌倉宮にまうでては︑
煮皿きせぬ親王のみうらみに
わきぬべし︒

くべき事攣の何時起り來らずとも限
らず︒

︿略﹀︑今新校舎ノ出駕上ツ

タノハ眞二慶賀スベキ事デアル︒

十二353
︿略﹀︑コ・二号校舎ノ落

成ヲ見ルニ至レルハ︑國民教育ノ一

十二363図

本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑

慶事トイフベシ︒

十二367図
其ノ注意ノ周到ナル︑六下マレニ見
あうう

會津は奥羽重要の地にし

ル所ナルベシ︒

十二376図
・て︑一日も守なかるべからず︒

にあらず︒﹂とて之を否む︒秀忠﹁さ

十一一378図囹高上﹁年老いて其の任

涙

糧食を饒せるのみ︒援軍の來らん日

我が國の農業は︑決して

現状を以て満足すべきにあらず︒

十二458図

らば誰か然るべき︒﹂といふ︒

十二273図城中には僅かに四五日の
も亦期すべからず ︒

十二278図園 ﹁事の成否は今より豫
湿すべからず︑︿略﹀︒

但シ不正當ナル手段・廣

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

十二531図

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ
事ニアラズ︒

商人ハ︿略﹀︑常二千丁

しゃか
奉天の南方面河の名も永

書忠ノ精神ヲ以テ︑平和ノ戦孚二從

十二538図
事スベシ︒

十二559図

安東縣は︿略﹀︑安奉鐵

く世人の忘れざる所なるべし︒

十二587図

道改築落成の日には︑大連・井口と
相並んで︑南満洲の三大門戸と寄せ

南漏洲皇道によりて︑露

らる＼日あるべし︒

るべし︒

十二713図

世を憤らんよりは︑進み

人をねたまんよりは︑勉

て之を救濟すべし︒

十一一714図

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

十一一714図 身をはかなむも過ぎしこ

進取の氣象に富める人は

とは追ふべからず︒

十二729図

べしと覧悟して︑熱心に其の事に從

何事を爲すにも︑此の事は必ず成る

よ
コロンブスは︿略﹀︑歓

ふを以て︑︿略﹀︒

ろっ ば

十二749︹図

く略V︑敷萬の見物人は再

印度の東海岸に到着すべしとの意見

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

を抱けり︒

十一一5810図

十二775図

赤穂浪士が数年の苦難を

あかほ

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二86！0図園 ﹁主人は死し︑主家は

精華を獲干せるものといふべし︒

死に就けるはく略﹀︑日本武士道の

忽び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

十二861図

語れり︒

び此の船を見ること能はざるべしと

西亜の東清鐵道及びシベリヤ悟道を
ろつば

利用せんか︑大連より僅かに二週間
よ

にして欧羅巴の中央に入るべし︒

く略V︑首府の人口も年々
著しく増加する勢なれば︑其の巴里

十二602図

と同数に至るも亦甚だ遠からざるべ

西洋諸隊の耕地が其の練

面積の二割より六割に及べるに比す

十二462図

れば︑尚甚だ挾小なりといふべく︑

十二297図園 ﹁明日城門に行きて︑
﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹄と告

伯林には世界にほこるべ

げよ︒

十一一652図

し︒

曲口業は︿略﹀︑國家一日

過ぐる慮の沿路︑︿略V︑

き程の大建築物なし︒
十一一696図

るを知らず︑人面獣心とは汝の事な

﹁農は人の職業論罪も健

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど

十二475図

もこれなかるべからず︒

十二471図

︿略﹀︒

せるは家門の蟹なり︒尚三子あれば

十二3110石園﹁二子の君の爲に戦死
更に再學を圖るべ し ︒ ﹂

全︑最も高貴にして︑又最も有盆な

十二323図 是等の人々は皆非常の大
事にあひて心を取齪さず︑能く其の

喜劔︿略﹀︑﹁我當に萬

るべし︒

出入口の混雑せる程なれ

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

ば︑ 一事が萬事︑総べて家内に不整

十二888区

き切腹して終る︒

罪を地下に謝すべし︒﹂と︑刀を抜

十二881図囹

齢す所なし︒

永遠の幸福を望む者は一

老後の安樂を願ふ者は若

暮さば︑老いて後悔ゆともかひなか

商人ノ第一二重ンズベキ 十二7010医歯黒有爲の間を徒に遊び

年の辛苦をいとふべからず︒

十二709図

時の勢苦を忽ぶべし︒

十二708図

るものなり︒﹂といへるワシントン

故二事業二重事スルモノ

慮すべき道に庭したる我が國婦人の

ハ信用ナリ︒

十二5110國

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二519図

の言味はふべし︒

︿略﹀︑皆後世女子の模範

實例にして︑︿略﹀︒

十一一328図

とすべき徳行なり︒

十二336図此の心は何慮如何なる場
合にも忘るべからず︒

十二336図 人世には思はぬ不幸︑驚
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十二8810図

︿略﹀︑ふたをすべき物に

はふたをし︑︿略﹀ ︒

ぢやう
︿略﹀︑錠を下すべき虜に

は錠を下し︑︿略﹀ ︒

十二891園

る名轡を負ふものは︑國民としても

を全うすることを得べきなり︒

協力するによりて︑始めて其の効果
︿略﹀︑産業の嚢達︑風俗

の改善︑人心の作興に務むるが如き

十一一塒3図

は︑︿略V︑自治の精神の養成に資

︿略﹀︑旅館にて夜駆く高

之に相鷹する品格を備へざるべから
ず︒

し︑自治團膿を助長すべきを以て︑

十一一994図

聲を姦して︑他人の安眠をさまたぐ

︿略﹀︒

凡そ家内の掃除は︿略﹀︑

るが如きは︑文明國民の得すべきこ

十二897図
とにあらず︒

︿略﹀︑地方人民たる者は

便所の隅より下駄箱の奥までも注意

十一一価4図

せざるべからず︒

之を返すにも其の期日を

大いに力を是等の事業に蓋すべきな

主 婦 は 寝 に 就 く 前 ︑ ︿ 略 V ︑ 十二㎜7図

り〇

十二903図

違ふる者絶えてなしといふ︒我等の

︿略﹀︑議員たる者は至誠

戸締を爲すと土目 に 火 の 用 心 を 忘 れ ざ

十二鵬5図

︿略﹀︑一般選墨人も亦公

蓋すべく︑︿略﹀︒

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

十二柵3図

學ぶべき事ならずや︒

一言・一行の間にも︑大國民の品格

十二棚10図我等五千萬の同胞は︿略﹀︑

る様にすべし︒

て︑何人も病にをかされぬ様にすべ

を高むるの用意あるべきなり︒

十二906図 衛生上の注意を怠らずし
し︒

一般人民の三囲・郡・市

平無私の精神を以て参政の公職に最

十二佃3図

町村會議員を選學するも︑府縣・郡

も適任なる人物を選出せざるべから

十二907図 四季寒暑の攣り目にはと

・市會に於て参事朝曇を選學するも︑

りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

十二917図 主婦は搾汁に家庭欄干の

ず︒

︿略﹀︑國民たる者は皆軍

︿略﹀︑一に此の精神に基づくべく︑

十二棚8図

明治十五年軍人に下し給

こ

こヒつ

されば朕は汝等を股肱と

一には︑軍人としては忠
︿略﹀︑軍人たる者は一途

節を書すを本分と爲すべし︒

十二川2図

の親は特に深かるべき︒

頼み︑汝等は朕を頭首と仰ぎてぞ其

十二佃9図

すべからざるものなれ︒

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

十二四10図

人たる心得なかるべからず︒

十二佃8図

中心となりて︑家内一同を序しまし

︿略﹀︑議員の纒費を議す

︿略﹀︒

てすべし︒

るも︑亦常に此の公平なる精神を以

十二佃5図

むべし︒

め其の支出を定め︑衣服・飲食の費

十二922図 家の樽入を基として︑豫
皆其の二黒を越ゆることなかるべし︒

するにはく略﹀︑親族・縁故其の他

市町村長・議員等を選墨

理に外れても︑費用を惜しむは賎し

十二927図 ︿略﹀︑人情にそむき︑義 十二欄7図

く略V︑一般人民の之を助

私交上の盆景をさしはさむべからず︒

くるなくんば︑自治團膿の富里なる

︿略﹀︑世間の交際をも外 十二悩5図

むべき事なり︒

焚達は得て望むべからず︒

十一一9210図

さず︑慈善の事業にも鷹分の資を投

故に人々常に自治制の本

に忠節を重んじ︑國家の大事に際し
こヒつ

旨を悪し︑協同一致して團膿の福利

十二

1図

一には︑軍人は禮儀を正

索き覧悟なかるべからず︒

ては︑身命をすつること鴻毛よりも
︿略﹀自治團髄の事業は︑

地方人民の一般に之を尊重し︑之に

十二脳9図

を増進せんことを心掛くべし︒

︿ 略 ﹀ ︑ 公 共 の 事 業 に も 後 十二悩7図

ずべく︑︿略﹀︒

十二9210図

れを取るべからず ︒

十二961図 智徳の最も圓満に爽達せ
る人格は孔子に於て之を見るべし︒

十二978図 く略V︑世界強盗の國民た

しくすべし︒

故に下級の者の上官の命

を暑くるや︑直ちに陛下の命令なり

十二擢4図

と思ふべく︑︿略﹀︒

級の人をいたはりて︑いさ＼かも輕

十二擢5図︿略﹀︑上官の者は常に下

侮の念を有すべからず︒

一には︑軍人は武勇を尚

あはれみ︑一致協同して王事に勤む

十一一麗7図下は上を敬し︑上は下を

べし︒

ぶべし︒

十二擢9図

を孟す人を眞の大勇の人といふべし

十一一佃3図 ︿略﹀︑十分に自己の職務

一には︑軍人は信義を重

と訓へ給ふ︒

んずべし︒

十二佃5図

十二柵7図 ︿略﹀︑豫め能く事の成否

を察し︑成し得べからざるものは引

曳くべからず︒

を察し︑成し得べからざるものは引

十二佃8図 ︿略﹀︑豫め能く事の成否

受くべからず︒

質素を旨とせざればいつ

一には︑軍人は質素を旨

踏迷ふが如きこと有るべからずと諭

ふみまよ

十二榴10図 ︿略﹀︑又は公道の理非に

し給ふ︒

十二M2図

とすべし︒

しか文弱に流れ︑︿略﹀︑節操も武勇

十二脳5図

も忘れ果てて︑世人の爪揮を著くる

に至るべし︒

へた一へつらいわらう
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ツレ・ーテ︾

へだ・つ

へだっ

︽一

フランスは海をへだててイ

﹇隔﹈︵下二︶4

りては︑士氣も兵氣も衰ふぺければ︑

十23図

いっこより見ても山にさへ

ギリスの南にあり︒

八781図

十二桝6図 此の風一度軍人の間に起
ゆめ此の訓を忘るなと︑ねんごろに
戒め給ふ︒

十二価3早事の五箇條を行ふも︑結
ぎられ︑かすみにへだてられて︑其

ふくよう

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

も上官の命令を守るは諸子の能く知

九261図上下の三明かにして︑何れ
る所なるべし︒

十一一撹4図其の土地に廣狭の差あり︑
其の組織に繁簡の別ありといへども︑
別

子︑足尾併せて三山は

びみゴし︒

銅の産顧た

七34図正行ハコレヲ見テ︑カナシ

べっしつ ﹇別室﹈︵名︶1 別室

サノアマリ︑ツト立チテ別室二行キ

タリ︒

べっとう ﹇別当﹈︵名︶1 別當﹇▽さ

畠山は︿略﹀︑ひそかに

我を此の齋藤別當のもとに預け︑別

十5410図園

かへりには同じ道を通らずに︑ いとうべっとう

﹇別﹈︵形状︶5

︿略﹀︒

べつ

別の道から下りました︒

組めや手塚︒﹂といふま﹂ 六112

の全景を見ること能はず︒

十5010図

返すぐも三鷹すべき大御言ならず
に︑はや弓を捨てて進み寄る︒手塚

や︒

十一而6図此の勅諭は特に軍人に賜

︿略﹀︑なほ三十反御送り

當は七日の間手もとに置きて︑木曾

九129㈱圃

へっかはしたり︒

の家來は組ませじと中をへだっれば︑

がすり上物十反だけ御見立の上︑

下され度︑其の節別に老人向きの紺

く略V︑天皇は國務大臣の

此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅

へつらいわら・う ﹇詔笑﹈︵四︶2 ヘ

レ︑︿略﹀︒

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

十一645

べつもの ﹇別物﹈︵名︶1 別物

トイフ︒

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十一97

出來ル︒

ヰルカラ︑ 一ツヅツニ取離スコトガ

九72

又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ

べつべつ ﹇別別﹈ ︵形状︶2 別別

吉水神社を七つれば︑谷

十一33図

ちょう

輻重兵ありて︑後方より兵糧・揮
活版所では︑︿略﹀︑活字を拾

十一一鵬1図

當の場所に入れる︒

彫り︑窺眞は銅版に彫りつけて︑相

つて並べる︒圖や圭里は別に堅い木に

十198

藥等を運ぶ︒

し

砲兵は︿略﹀︒工兵はく略V︒門別に

九253図歩兵は︿略﹀︒騎兵は︿略﹀︒ 別々

︿略﹀御送り相成度願上候︒

敵は之をつかんで︑片手にひつさぐ︒

へるものなれども︑濁り軍人として
の心得なりと思ふべからず︒

十二冊7図 信義は︿略﹀︑商工業の

をへだてて向ふの山腹に如意輪寺あ

にょいりん

り︒

ベタく

人としても常に之を重んぜざるべか
︵副︶一

ヘチマ

グラヰ水脚ヌレテモ︑裏ヘハ通ラナ

グニベタくニナルガ︑僕等ハ少シ

七486園﹁君臨ハ水ニヌレルト︑ス

べたべた

らず︒

十二柵7園平常質素を旨とすべきは
修身・慮世の上に於て何人にも最も
大切なること言を待たず︒
十二備10図 誠の一字之を貫くは︑あ

﹇糸瓜﹈︵名︶3

へちま

イ︒﹂

るものといふべし︒

らゆる修身の徳を一言にて書し給へ
十二帽1図 此の五箇條は即ち皆我等

キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔
・西瓜・トウ瓜・カボチャ︒ヘチマ

五495

が平常に之を身に行ふべきものにし

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ
の聖旨に基づき︑別に帝國議會を設

せ給ふ︒しかして萬機公論に決する
瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑

他人ノ歓心ヲ買ハントシ

十二486図韻

等ナリ︒
︿略﹀︑東に小坂︑西別

く略V︑ミダリニ聲色ヲ作

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十一543図

ヤシムベシ︒

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

︽

ヒ・ーフ︾

別子

ツラヒ笑フ

別

我が國銅山ノ中ニテ最モ盛

﹇別子﹈︹地名︺2

けて︑廣く衆議を聴く機關に供せさ

﹇別﹈︵名︶3

べっし

カボチヤハ平タイ︒

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

ナドヲ瓜トイフ︒

下手

ヘチマハワカイウチハタベラ

十一541図
べつ

レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

五52一

せ給へり︒

五496

て︑︿略﹀︒

十二宙2図此の五箇條は︿略﹀︑軍
﹇下手﹈︵形状︶2

人として始めて守るべき事に非ず︒
へた

七279 何事ニヨラズ手ノハタラキノ
ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ
ノワルイノヲ下手トイヒマス︒

十608図
輻重兵は何れも戦雫に必要にして︑

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子
其の任務には輕重の別あることなし︒

見る物の多い今日の祭日に︑ 九258図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

時代後れの下手な音曲に耳を傾ける

十二8110

者は一人もない︒
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べつり一ぺん

﹇別離﹈︵名︶1

別離

トモ︑老躯ノ心アルモノニ如カズ︒
べつり
︽ーッ・一

一軸ニスベ

減る

八258中朝ねをしてみる間に︑身代
が減って行くのだ︒﹂

國は創建以來年玉虫ければ︑首府の

一ば

壮観の未だ英佛二國に及ばざるもの
﹇片﹈5いっぺん・すうへん

あるは固よりあやしむに足らず︒
へん

このへんは町中で

んにぎやかなところで︑大きな

店がたくさんあります︒
孔明ハ沈着ニシテ︑機二

若し炭酸瓦斯を供給するも へん ﹇変﹈︵名︶1 攣

﹇編﹈且vいっぺん

・なんべん
へん

ベン

ちへん・はちへん・くへん・じつぺん

べん・しへん・ごへん・ろっぺん・し

﹇遍﹈﹇▽いっぺん・にへん・さん

十一悩9図

ろっぱ

伯林
べるりん

ベン
櫻ノ花ニハ五ツノ鱒ガアツテ︑

イニホヒガシマス︒

五315花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ

倫敦・巴里・伯林を欧羅 べん ﹇弁﹈︵名︶n ベン 辮 辮

ばり

へん

のがなければ︑空雨中の炭酸瓦斯の
ペルシャ

︿略﹀︑通常の灰色の鼠の

︹地名︺一

臨ミ︑攣二磨ジテ︑智謀百出セリ︒

よ

うんどん

︹地名︺6

経て欧羅巴に移り︑︿略﹀︒
べるりん

ベルリン

十二592図

倫敦にはテームス河︑巴

巴の三大都とす︒

九610

櫻ノ花ニハ五ツノ癬ガアツテ︑

辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒
ベン
巴里の人口は二百八十萬︑ 九71

一ツヅツ下取離スコトガ

又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ

辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

九72

ヰルカラ︑

伯林の市街は清潔を以て

著る︒難壁井然として家屋の高さ

十二617図

伯林は二百萬を算す︒

十一一599図

河ありて各其の市街を貫流す︒

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十二593図

伯林

一群大回して︑印度よりペルシャを

十一一663図

ペルシャ

分量が著しく減って︑︿略﹀︒

十二223

四26

︿略﹀︑牛も段々減り︑畑の取 へん ﹇辺﹈︵名︶一 へん

﹇減﹈︵五︶3

くシテヰルノモアル︒

くノアルノモアレバ︑
へ・る
リ︾

十一26図堂前四本の櫻ある庭は大
塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離
八194

部屋

高も年々に少くなって︑︿略﹀︒

の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所
紅色

︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色

﹇紅色﹈︵名︶2

なりと傳ふ︒

べにいろ
七765
︿略﹀︑マヅ脚色ノモノハ淺イ

ノモノモアル︒

七767

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

ベニス

ノモノハソノ中間平門エテヰルノデ
︹地名︺一

アル︒

べ＝ス

十二741図 當時伊太利は貿易の中心
地にして︑印度地方の寳石・香料・

へや

絹布類は盛にベニス・ゼノア等の港
おう

﹇部屋﹈︵名︶2

を纒て欧洲へ輸入せ り ︒

へや

三 1 2 5 へ や の中まであかるく
なりました︒︹ひら が な の ド リ ル ︺

十一895図 蟻は︿略﹀︑多くは地下
ヒリロつ

減らす

︽一

に穴をうがちて︑部屋・廊下を造り︑
﹇減﹈︵五︶1

其の内面を壁の如くに固む︒
へら・す

辮ノ色ハ白又ハウス桃色デ︑

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ
︿略﹀︑豆や藤ノ花ノ鱒ハ不揃
デアル︒

九77

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

九76

薯ノ色ハ青イ︒

ガク

九74

出來ル︒

電車の便の最も開けたる

略く相等し︒

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

八196 ︿略V︑牛も段々減り︑畑の取 十二635図

シ︾

高も年々に少くなって︑五六年の中

伯林には世界にほこるべ
き程の大建築物なし︒︿略﹀︒欄逸帝

十二652図

だ好し︒

虜なく︑車内亦清潔にして乗心地甚
ヘリ

によほど財産を減らしました︒
﹇縁﹈︵名︶1

十6一 サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

へり

ノコギリ

︿略﹀︒ ヘリモ鋸ノ歯ノ庭口ギザ

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

九79

又ユリヤアヤメノ花執著ノ色

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ナイ︒

ガ辮トーツ色デアル︒

九82

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

九88

八958図

近年新しき港も成りたれば︑

べん ﹇便﹈︵名︶8 便

海陸運輸の便盆く開け︑産業の脚達

コ・ヨリ江戸川二通ズル運

は今後いよいよ著しからん︒

河ハ︑東京ヨリ江戸川ヲサカノボリ

九167図

テ利根川二通ズル汽船ノ通路ニシテ︑

大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ

水運ノ便少カラズ︒

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

九187図

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今ハ此ノ

九395図 ︿略﹀︑鐵道開通言ハ旅客ハ

交通・運輸の便を與ふる

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

十一247図

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

本校舎ノ建築ハ質素堅固

多く︑其の形状も様々なり︒

ヲ主トシ︑︿略﹀︑專ラ教授ノ便ヲ計

十二366図

我が國ハ島國ニシテ︑海

リ︑實用二重キヲ置キ︑︿略﹀︒

十二539図

シ

ナ

外交通ノ便最モ多ク︑殊二近クハ人

ロ四億ヲ有スル支那ノ大國隠避ス︒

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二634図電車の便の最も開けたる

べん一ぺんり
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便

庭なく︑車内亦清潔にして乗心地甚
﹇便﹈︵形状︶3

だ好し︒

べん

︽ーセ︾

べんきょう・す

七231図

強ス

﹇勉強﹈︵サ変︶1

勉

同じく返事

いてごらん︒﹂

九136
同じく返事

返事

模様には︿略﹀︑草木・花

但し此の噴孔は時々其の

鳥・轟魚等の形を攣じて作れるもの

十473図

多し︒

位置を攣じ︑其の勢力にも消長あり︒

十二4110図

へんせい・す ﹇編成﹈︵サ変︶1 編成

便所

凡そ家内の掃除は座敷・

﹇便所﹈︵名︶1

十二896図

︽ース︾

﹇返上﹈︵四︶1

りQ﹂

意見によりて目算を編成したるな

るべく纏費を節約したしとの校長の

十一M1図工﹁不作の後なれば︑成

す ︽ーシ︾

返上致す

へんじょういた・す

らず︒

り下駄箱の奥までも注意せざるべか

居間・墓所のみならず︑便所の隅よ

べんじょ

十921

保己一ハ︿略﹀︑人民書物 九7110

強セシカバ︑春心ハ名高キ二者トナ

ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑一心二才
リ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒

︿略﹀︑クビ太ケレバ︑他ノ

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

八736図

ニ便ナリ︒

べんけい

オ宮ニハエマガタクサンカケ

ニマケマシタ︒

一301

ベンケイガウシワカマル

八746図 又其ノ舌ニハ内方二宮ツテ べんけい ﹇弁慶﹈︹人名︺4 ベンケイ
ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑骨
目附キタル肉ヲ網取ルニ便ナリ︒

九545図︿略﹀︑自ラ其ノ周圏ノ物ノ
五695

十937囲国尚々久しく舞借致し居り へんせん ﹇変遷﹈︵名︶2 攣遷

色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二
テアル︒︿略﹀︒ヨシツネ・ベンケイ

同一三民ノ嗜好ニモ亦

見附ケラル・コトナシ︒シタガツテ

と︑︿略V︒

攣るに連れて︑兵制にも攣遷あるこ

十一一佃4図 ︿略﹀︑其の後時世の移り

時々ノ攣遷アリ︒

十二517図
候農業一夕話︑まことに面白く通讃
べく候︒

ノエモアリ︑ニタンノ四郎ノエモア
︿略﹀︑こっそりと裏道からひ

敵ニオソハル・ウレへ少ク︑我ヨリ
五761

︽ージ・ーズル︾

へん・ず

攣ず

致し候︒明後日御面會の節返上致す

片影

よどりこえに向つた︒この中にはべ

この時べんけいは火の明りを 九547図動物ノ中地嵐其ノ周園ノ物べんぞう且vいのうえべんぞう

んけいも居ったQ

たよりにたつねて行って︑一人のか

へんどう

是金銀ハ︿略﹀︑天理ノ攣

﹇変動﹈︵名︶1 攣動

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

動モ少キ等︑貨幣トスルニ最モ便利

ナレバナリ︒

べんり ﹇便利﹈︵名︶1 便利

便利ニオイテハトテモカナフマイ︒﹂

ナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレル︒

タトヘバ北國ニスム野ウサ 七476圏君ラバ表ダケシカ役馬立タ
ギハ︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ

是金銀ハ︿略V︑分合ノ爲
心置段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑
︿略﹀︒

七391

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

使フ三元メツ挿画アリマセン︒

リナ物が出生テ︑火打石や火打金ヲ

五572

近ゴロバ又マツチトイフベン

べんり ﹇便利﹈︵形状︶10 ベンリ 便

ドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑全ク白

九5410園

ノ攣ズルモノアリ︒

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

動物ノ中ニハ其ノ周園ノ物

九8910図

返事

古人の片言・隻句も我等
へんじ

それから沸すぐにへんじを

九548図

ノ攣ズルモノアリ︒

へんじ

片言

りうどをつれて來た︒

五767

攣ズ

ル︒

﹇片影﹈︵名︶1
かくて日敏は重れども︑

﹇返歌﹈←ごへんかもうす

﹇変﹈︵サ変︶7

敵ヲオソフニハ便ナリ︒
へんえい
十二7710図

﹇変化﹈︵名︶2

陸地の片影だにみ と め 難 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

へんか
攣化

へんか

十一661 食物ハ又攣化が大切デアル︒

十一688図

へんげん

﹇片言﹈︵名︶1

日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑アキ易ク︑

が師なり︒

身膿ノ爲ニモヨクナイ︒

十二838 攣化極りない妙音は︑忽ち
人の心を百花主筆ののどかな春によ

五648圏

←ごへんじ

﹇返事﹈︵名︶8

はせ︑又忽ち落葉散敷く秋のさびし

九553図

色二攣ジ︑︿略﹀︒

同じくへんじ

白キコトナリ︒

書いてお出しなさい︒﹂

さに沈ませる︒

攣

七169

同じくへんじ

九898図

﹇変化﹈︵下一︶1

七682

同じく返事

へんかさ・せる
化サセル

八116

保護色ノ攣ズルハスデ脳中 利

十一663 ソレ故材料モ料理法モ成ル

八462圏

︽ーセ︾

ベク革巻二攣化サセテ︑短日同ジ献

に早く返事を上げよう︒お前一つ書

伯父さんが御安心なさる様

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ
ィ︒

537
べんれいす一ほう

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利
デアル︒

べんれい・す

﹇勉励﹈︵サ変︶1

勉働

す︽ースル︾几vかんぷんべんれいす

四603園

︿略﹀︑ガマノホヲシイ

どこの田を見ても︑稻がよく

テ︑ソノ上路コロガレ︒﹂
六151

じゅくして︑重さうにほをたれてゐ

七538園今では切手をはって出しさ 十﹁欄2図其の他の教員も校長を模
ます︒

︿略﹀︒

又萎ノホノ様ナ形ニナツテ咲

第三課

保安林

﹇保安林﹈︹課名︺2

ぼ﹇▽あかんぼ・かくれんぼ

林

ほあんりん

十目4

保安林

森林の効用かくの如く著し

﹇保安林﹈︵名︶1

保安

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

九99

はほが出る︑菜は花盛り︒

七95韻道をはさんで畠一面に︑萎

範として︑職務に勉働するが故に︑

帆←しら

見童は皆よく之になつきて︑學校を

ほ

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

ホ

思ふ心厚く︑︿略﹀︒

﹇帆﹈︵名︶4

フネニホ

ほあんりん

白イ帆ヲアゲタ帆カケ船モイ 十113図

クツトナクハイツテ來ル︒

六782

り︑かけてみないのもあります︒

三594ほをかけてみるのもあ 十86 第三課 保安林

一154

ほ

ほ

ますから︑大そう便 利 で す ︒ ﹂

八384図 カクノ如ク償ノ安キモノニ
テ︑カクノ如ク便利ナルモノハ世二
少カルベシ︒

八387図 我等ハ平生マツチヲ用ヒナ
レタレバ︑サ程ニハ思ハザレドモ︑

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト

キハ︑今更二丁ノ便利ナルニ驚カ
ル・ナリ︒

九769図 一度二拾鏡以上ノ貯金ヲナ
スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑郵便切
手ニヨリテ貯金スル便利ナル方法ア
リ︒

九8910図 是金銀一半高ク︑保存スル

きを以て︑近年一定の森林を指定し︑

其の樹木を一時に伐取ることを禁ぜ
り︒かく保護せられたる森林を保安

帆の運用自在なれば︑風

林といふ︒

十一273図

の方向に關らず︑十分に風力を利用

方←さんぽう・

することを得︒

﹇方﹈︵名︶66
せいなんぼう・そのほう

ほう

クシテ︑直段ノ攣動モ少キ等︑貨幣

ホ

米ガナル︒﹂

︿略﹀︑アマリハタラキノ

ニハイルノハイヤデスカラ︑

三435ダレモ右ノ方ノナカマ

ラベタノデス︒

ナカツタモノヲ右ノ方ニナ

三433

ヲ左ノ方ニナラベテ︑アマリ
ハタラキノナカツタモノヲ右
ノ急撃ナラベタノデス︒

アタタカイカゼガソヨソ 三432 ︿略﹀テガラノアッタモノ

﹇穂﹈︵名︶7

﹁コトシバホウネン︑ホ

ヨトムギノホノ上ヲブイテ

三174
ヰマス︒

ほ

十一977圓園 又豊原より眞岡に至る ほ ﹇歩﹈←すうひゃっぽ
間も近時道路新に開け︑交通大いに
便利に相成候︒

イとマヌイとの間は最も狭く︑且山

十一983富国 帝國領の中部クスンナ

三337圏
モ

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ

脈低くして︑東西の交通最も便利な
る所に御座候︒

十二743図 然るに印度との交通は長

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ

﹁コトシバホウネン︑ホ
モ

三337圃

れば︑便利なる航路を開かんことは

米ガナル︒﹂
欧洲人一般の希望なりき︒

日月を要し︑中途の危険下心からざ

ほn▽みずほ

トスルニ最モ便利ナレバナリ︒

ニモ都合ヨク︑︿略﹀︑成分二異同ナ

ほ

︿略﹀︒

デ︑ユフ日ノ入ル方が西デス︒

三443アサ日ノ上ル方が東

デ︑ユフ日ノ入ル方が西デス︒

三444アサ日ノ上ル方が東

デ︑左ノ手ノサス方が北デ

三451右ノ手ノサス方が南

ス︒

三452右ノ手ノサス方が南

デ︑左ノ手ノサス方が北デ

ス︒

といつしょになってみるやう

三586とほくの方では青そら

に見えます︒

になってみるのは︑魚をつつ

三601左の方にはなればなれ

てるる舟です︒

まってみるのは︑今あみをお

三603右の方に五六そうかた

ろしてるるのです︒

の川が

四54囹私はまるでちがった方

﹁うちのまへ

を見てゐました︒﹂

あんなにまがりまがって︑とほく

四58園

からよりともの居る方へか

の方へながれでるます︒
四162︿略﹀みのししが︑上の方

けおりて來ました︒

四163︿略﹀みのししが︑上の方

からよりともの居る方へか

みのししはまっすぐにた

けおりて來ました︒

四175

ほう一ほう
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五545 ︿略﹀︑ケモノが負ケサウニナ
だっねの方へ下りて來ます︒
四541囹 ﹁ナルポド︑オマヘノナ ツタノデ︑コンドハ﹁私ハ羽ガアル
カマ ハズヰブン多イ︒オレノ
カラ︑鳥ノ仲間ダ︒﹂トイツテ︑鳥

な が 馬 の く らをたたいてよ
カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

へ行キマスト︑﹁オ前ハ鳥デハナイ

が入りません︑︿略V︒

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

ハイツテ來ルQ

六78一

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方

︿略V︑左ノ方一一ゼン・ワン

士買ル店ガアリ︑︿略﹀︒

ニハ皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ

七364

どうするのかと氣を附けてゐ

に︑居酒屋の方へ行きます︒

ると︑隣の家の方へ行きます︒

八248

尊こ＼において天叢雲劔を

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シキ色ドリア

九564図沖縄二号スル木ノ葉蝶ハ︑

オキナハ

つて賊の方に向ひ︑︿略﹀︒

抜きて︑草を薙彿ひ給ふに︑火勢却

九510図

ん︒

ノ方ニツキマシタ︒
方が少イカモ知レナイ︒
六795 右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ 八686国 こちらの方はどうとも都合
ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒
四827をかの方ではく略﹀︑みん 五548 ソノ時外ウモリガケモノノ方
がっくから︑心配するには及びませ

ろこびました︒

七365

・ハシナドノ塗物ヲ士買ル店ガアル︒

レドモ︑裏面ハ枯葉二似タルが故二︑

﹁︿略V︑ドウモ君タチノ仲
間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ

ユQ

七627図

の牛︑一＝二千頭の羊を追ひまはして︑

いっしよについだ梨の木の

主人の行く方へ行かしむといふ︒

七668団

次の朝農夫は︿略﹀︑屋敷の

方は︑今年はまだ實がなりません︒

八228

︿略﹀︑水車場の方へは行かず

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ

十一910

銀杏の木の鳥は急いで山の方

見張人がマストの上から北の

さきのボートは鯨を引きなが

︿略﹀︑全膿ノ人が同ジ仕事

テ大ナリシガ︑︿略V︒

塔雑舎ノ敷百七十五アリ︑規模極メ

十947図 ︿略﹀︑昔ハ境内方四町︑堂

ら母船の方へ急ぐ︒

十6610

方を指ざして聲高く呼んだ︒

十641

へ逃げて行く︒

十302

サキニ行ツテーツニ集ツテヰル︒

マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑

十73

肉眼デハ見エナイ程細イ︒

程段々二細クナツテ︑末ニナルト︑

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

ながく皇城を守護せしめたりといふ︒

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

九642図之をはうむりし時は︑︿略V︑

︿略V︒

七544図

ノコエカマビスシ︒

右ノ方ハ魚市場ニテ︑購買 十69

ならないのです︒﹂

倍だけを受取人の方で彿はなければ

七521圏不足の時には︑その不足の

ニ用ヒラレルヤウニナツタカト思フ︒

それから表の方へあて名を 七464園

ソノ手後ノ至聖ラカリウドノ

書いてお出しなさい︒﹂

五667園

ヒテニシテクレマセン︒

前ハヶモノダラウ︒﹂トイツテ︑ア

四831海の方でも︿略﹀︑一ど 五552 又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ
にどっとほめました︒
五64 ︿略﹀︑オサキ埋立ツテ︑ヨイ
ミチノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシ
タ︒

五73一

來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ

五121 ある時上の方でさわがしいお
とがするから︑見 上 げ る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

ひよどりこえはしろの北の方

出シマシタ︒

る︒

ソノ時下ハ一羽ノガンバ列ヲ

ることが出來るか︒﹂

五781囹
六132

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

ホカノガンバ道アンナイノ行
第一番に御所ををがんで︑

ク方ヘツイテ行ク︒

六135
六396囲

それから東山の方へ行った︒

まはりを見まはって︑野原の方まで
も行ってたつねましたが︑影も形も

︿略﹀︑それから北山の方へ

見えません︒

︿略﹀︑水車場の方へは行かず

行って︑金閣寺を見て︑北野の天神

八237

に︑居酒屋の方へ行きます︒

八237

様へさんけいする︒

六403国

二一二匹の犬︑よく二三百頭

アサ
﹁こ＼からしろの方へ下り 七557図 淺草ノ観音堂モ東ノ方二見

にあって︑よつぼどけはしい所であ

五762

人や馬や車がたくさん通ってみるの
です︒

五201 母は戸だなの方をさして︑
﹁そこにおさらがあるから︑取って
おくれ︒﹂といひ ま し た ︒

五303 ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ
枝モ家督マセン︒

五402 こちらの方のは︑これからの
る人の切符を切ってみるのです︒

五404 あちらの方のは︑今下りた人
の切符をうけ取ってみるのです︒

五423 ︿略V︑山モ川モ野原モ林モ後
ノ方ヘトンデ行クヤウ予見エマス︒
ノヤウナ音ガシマシタ︒

五436 ソノウチ秘記ノ方デカミナリ

てりっぽな武士になりたいと思って

けれども日吉丸は︑どうかし
ゐましたから︑ほうこうの方には身

六454

こえてゐましたが︑だんく近くな

五463 はじめのうちは遠くの方にき
つて︑︿略﹀︒

539
ほう一ほうこう

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物
ノ出來バエが良クテ︑製造高モハル
カニ多イ︒

ぼうえき

貿易

貿易←か

貿易

第十四課貿易

﹇貿易﹈︹課名︺2

十二目15
第十四課

﹇貿易﹈︵名︶2

十二505

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

七866園

天皇の︿略﹀︑北方の天

く略V︑今日はコロンブス

﹇防御﹈︵名︶1

語り合へり︒

ぼうぎょ

防禦﹇▽

者︑皇后の無謀をそしる者︑口々に

︿略﹀︑コロンブスの嘉月をあざける

が遠征隊出爽の日なりとて︑︿略V︒

十二771図

ぼうきょ ﹇暴挙﹈︵名︶1 暴學

れば︑涙わき出でて禁じ難し︒

を望みて崩御ありし御心事を察し奉

十一310図

又夜はいくら暗くても︑星 ほうぎょ ﹇崩御﹈︵名︶1 崩御

が出てみれば︑それに便って︑居る

アリは幸にも星によりて方

場所や方角がちゃんと分ります︒

九485図

砲艦

角を見定むることを知り居たれば︑
それを便りに進行せり︒
﹇砲艦﹈︵名︶3

諸子ハ三冠・巡洋艦・海

砲艦宇治

防艦・砲艦・通報艦・駆逐艦・水雷
セン
艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

十一317図

ほうかん

盛時伊太利は貿易の中心

十一32図

働蜂の武器は腔の後方に

ほうげき︒す ﹇砲撃﹈︵サ変︶2 砲撃

禦にも常に之を用ふ︒

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

十一86図

十一338図砲艦ハ或伊藤ノ沿岸二近 こっかばうぎょ
寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ
陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒サレバ艦

﹇鳳三熱﹈︹地名︺1

砲丸

む︒

砲兵は大砲を以て遠方より

敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし

九249図

く略V︑敵ノ砲毫ヨリハ砲丸 す︽ーシ・ーセ︾

一獲ノ砲丸ハタチマチ中佐
﹇箒﹈︵名︶1 はうき
いてふ
︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑
十283

ほうき

ノ身ヲ彿ヘリ︒

七925図

シブキニ包マレタリ︒

帝室ノ御有ニシテ︑多ク古代ノ寳器
ヲ藏ス︒

︿略﹀船長を始め︑三十五人

﹇方向﹈︵名︶5 方向

船長の落ちついた力のこもつ

の方向に關らず︑十分に風力を利用

十一273図帆の運用自在なれば︑風

北へ向って走る︒

た號令に︑船ははや方向を轄じて︑

十647

けた︒

の若者はひとしく目を其の方向に向

十644

ほうこう

も戦列を写る㌦ものあり︒

せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く

七923図ボートハ水ニオツル砲丸ノ 十一一66図 ︿略﹀︑はげしく敵を砲撃

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

七922図中皿モ福井丸ノボートニハ

ヲアビセカクルコトノー巧く盛ナリ︒

七919図

﹇砲丸﹈︵名︶4

農園廉

方角

きりや雪で︑方角の分らな

ほうがん

十一一57図鳳鳳鷹
砲火

敵の先頭部隊は直ちに砲

﹇砲火﹈︵名︶2

︿略﹀︒

ほうがく

虚器

くなった時には︑︿略﹀︑淺瀬へ乗上

﹇宝器﹈︵名︶1

︿略﹀︒はうきを立てた様に高く雲を
ほうき

はらはうとしてみる︒

で行くのです︒

があって︑それで方角をとって進ん

七862園船にはらしんぎといふもの 十973図 東大寺ノ境内二正倉院アリ︒

る様なまちがひが出來ます︒

げたり︑外の船につきあたったりす

七855園

﹇方角﹈︵名︶4

せまり︑無二無三に攻撃せしかば︑

てい
・水雷艇隊は砲火をくゴつて敵艦に

十一一76図夜に入りて︑我が騙徳井

磨嬉し︑︿略V︒

距離六千メートルに近づきて始めて

火を開始せしが︑我は之に磨ぜず︑

十一一64図

ほうか

艦輕ク︑小サク︑船脚四二シ︒

ほうおうちょう

地にして︑印度地方の滑石︒香料・
おう
絹布類は盛にく略V欧洲へ輸入せり︒

十一一7310図

リテ物債ノ高下スルモ亦相同ジ︒

ルハ相同ジク︑需要供給ノ原則ニヨ

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ

十二512図

いがいぼうえき

十一552 ふと山のいた団きの方にす ぼうえき
さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑
︿略﹀︒

十一559 しばらくすると︑谷底の方
に太鼓の音がかすかに聞える︒
﹇法﹈﹇▽さい ば い ほ う ・ ぶ ん ぎ ょ

うほう・ほげいほう・ほっかいどう

ほう

きゅうどじんほこほう・ようじょうほ
﹇峰﹈﹇▽こうろほう

う・りょうりほう
ほう

﹇包囲﹈︵サ変︶1

包園す

ほう ﹇報﹈︵名︶1 報←ごほうもう
しあぐ
八48図 報
ほうい・す

ぼう﹇▽すいへいぼう

︽ーセ︾

十二86図 よりて主戦艦隊及び巡洋
艦隊は東方に向って︑其の進路をふ
さぎ︑片岡・瓜生・東郷の諸隊は其

暴雨

の退路を絶ち︑午前十一時三十分全
﹇暴雨﹈︵名︶1

く敵を立回せり︒

ぼうう

法面

り荒す時は︑敷時間の暴雨にもたち

十97図 故に若しみだりに森林をき

﹇法会﹈︵名︶1

まち大水出で︑︿略﹀︒

ほうえ

七回忌に相良り候に付︑午後三時西

十一628囲囲 辞啓至る十五日は亡父
方寺に断て法會相螢 度 候 間 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ほうこう一ほうじょうときより

540

することを得︒

十ニー94図 天職圖とは︿略﹀晴・曇
・雨・雪︑風の方向・強弱︑温度等

又風の方向は矢を以て示

一般の天氣要素を地圖の上に記載し︑
︿略﹀︒

十一ー910図

ほうこう

し︑矢の上へ向ふは南風︑︿略﹀︑左
﹇奉公﹈︵名︶3

へ向ふは東風とす︒

ほうこう

奉公←ぎゅうほうこう・しせいほう
六451 父はしかたなしに又よそへほ

こう
うこうに出しました︒

告によりて天険圖を作り︑︿略V︒

先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ後︑

町長ハ工事ノ報告ヲシタ︒敷地網坪

十二348

孚って老人のさ㌧げた帽子の中へ投

追手のトルコ人は如何とも 十一一843 ︿略﹀︑聴衆は鏡をつかんで︑

入れる︒

十一4810

﹁淵叢・騎馬・黄金︑三つとも失つ

﹇法庫門﹈︹地名︺1

ばうし
﹇帽子﹈︵名︶10 幅子

頭に巻ける印度

になった︒

老人は之を袋に移して︑再

紳士は更に埋太利の國歌を

び帽子を差出す︒見る間に復あふれ

十二846

るばかり︒

揮始めた︒幾千の聴衆は帽子をぬい

十一一848

で相和して歌った︒

ほうしゃ ﹇砲車﹈︵名︶1 砲車

砲車・材料車・母型車行種々あり︒

し ちょう

十一2810図 軍事上に用ふる車には︑

風號び海怒りて︑波浪山

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

十一一69図

ほうでう

北條早雲

ほうでう

コロンブスの遠征時代は

﹇北条早雲﹈︹人名︺

は物ともせず︑打出す砲弾よく命中

して︑︿略V︒

1

北條高時

ほうでう

お

ほうでう

﹇北条論争﹈︹人名︺

き

元弘二年三月︑北條高時︑

ほうじょうだかとき

る頃なりき︒

次第に其の馬力を四隣に張らんとせ

︿略﹀︑北條早雲が小田原城に瞠りて︑

十二8010図

1

ほうじょうそううん

陸

帽子 ほうしゅ ﹇砲手﹈︵名︶1 砲手

法号

十一一845 また＼く間に帽子に一ぽい

すべき方法が無い︒空しく婦って︑

てしまひました︒﹂と報告する外は
こ

敷砂千坪︑建坪何七七十坪︑之二要

はう

ない︒

漸湖

シタ経費ハ縛計何萬何千圓︑︿略﹀︒

てうせん

からふと
北は樺太・千島より︑

﹇膨湖島﹈︹地名︺1

島

かくてコロンブスは報告ほうことう

の爲︑西班牙に錦航せしが︑︿略﹀︑

十一一802図

十一価10図引

ぼうし

星の形を打ちたるは

ほうし﹇▽しょうかんほうし

十一一57図法雪囲

門

ほうこもん

て︑我が大君の食す國と︑︿略﹀︒

南皇滑・溝湖島︑朝鮮八道おしなべ
を

はうこ

皇后も亦コロンブスを引見して︑厚
﹇報国尽忠﹈︵名︶

く其の動功を賞せり︒

2 報國蓋忠
商人ハ軍人ノ戦場二立ツ

ほうこくじんちゅう

十二537図

ト同ジク︑常二報國書忠ノ精神ヲ以

常に之を忘れず︑之を模

テ︑平和ノ戦孚二馬事スベシ︒

﹇▽ふるぼうし

十二柵7図

範として︑唯く一の誠心を以て報國

九504図圃

てりっぱな武士になりたいと思って

六453 けれども日吉丸は︑どうかし
ゐましたから︑ほうこうの方には身

蓋忠の道にいそしまんとす︒

ばうし

が入りません︑︿略﹀︒

軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵
帽︒

︿略﹀︑支那の帽子はい

皆學校の徽章あり︒

きしゃう

ス 報告す ︽ーシ・ース︾

ヲ聞キ︑鼻ハ香ヲ至幸︑ロバ味ヲ味

つて居った若いむすこが︑今では其

八342 其の時分までよそへ奉公に行 ほうこく・す ﹇報告﹈︵サ変︶4 報告

報告

人︑︿略﹀︒

十二822

げんこう

後醍醐天皇を隠岐へ流し奉る︒

ごだいこ

十︻134図

北條時空

一

ホウデウトキョリ

幡子の中に一文の銭もない ほうじょうときより ﹇北条論説﹈︹人名︺
老人は︑︿略﹀︑帽子の内を眺めては︑

八163図

北條時雨ノ中松下智尼︑ア

ホウデウトキョリ

幾度かためいきをついて居る︒

十二823

幾度かためいきをついて居る︒

老人は︑︿略﹀︑里子の内を眺めては︑

帽子の中に一文の鍍もない

き白布くるくと

九514図圃赤き帽子のトルコ人︑長

た恥きに︑結ぶ赤だまかはいらし︒

九512図翻

な

十773図目体色・形ヲ見︑耳足音聲 九506図圃 學生・生徒の帽子にも

﹇報告﹈︵名︶5

報

し

の後をついで︑︿略 ﹀ 働 い て み る ︒

ほうこく

ハヒテ︑各之ヲ水蝋報告ス︒

十一342図通報艦ハ︿略﹀︑困却敵
ノ軍艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑

バ味ヲ味ハヒテ︑各之ヲ拶二報告ス︒

十773図目ハ色・形ヲ見︑︿略V︑ロ
拶ハ其ノ報告山亭ツテ判別シ︑手・

の

︿略﹀︑哨艦信濃丸は﹁敵

しな

我が艦隊二報告ス︒
せう

足・口等二命令シテ活動セシム︒

各地の測候所は其の地方

﹇報告﹈︵サ変︶1
告する ︽ースル︾

ほうこく・する

報告し︑︿略﹀︒

の幽寂観測を毎旦二回中央氣象毫に

十ニー71図

艦見ゆ︒﹂と報告す︒

十一341禰凶 通報艦顎下トシテ艦隊ノ 十二55図

命令・報告等ヲ傳達シ︑或ハ敵ノ軍
黒煙ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑我が
艦隊二報告ス︒

の氣象観測を毎日三回中央憎悪豪に

十二ー71図 各地の測候所は其の地方
報告し︑中央氣象毫は各測候所の報

541
ほうしんとう一ほうとうのたたかい

ル日時頼ヲ招待セントテ︑ス・ケタ

十二869図園

﹁主人は死し︑主家は
紡績工場

紡績工場二入リテ実況︒

ル障子ノ破レヲツクロヒヰタリ︒

︿略﹀︒

十﹁8310図

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

方正

蒸氣機關ノカニヨリテ自動スル機械

十267圓国

﹇方正﹈︵形状︶1

るを知らず︑人面獣心とは汝の縦な
︽一

ほうしんとう﹇▽きねんほうしんとう
奉ず

ハ︑幾皇トナク立並ビテ廻轄スベク︑

﹇奉﹈︵サ変︶2
たかなが

ほうせい

るべし︒

ほう・ず
につたよしさだ

十二315図 新田義貞︑尊良親王を奉

ジ︾

﹇宝石

磐石・香料・

申すまでもなく御入螢の ほうせきこうりょうけんぶるい
香料絹布類﹈︵名︶1

ゑちぜんのくにかながさき

上は︑品行方正︑職務に忠實にして︑

そま

我が國ノ機械工業中書モ

砲垂

ト其ノ場二倒レタ︒

風足び海怒りて︑波浪山

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

十二69図

は物ともせず︑打出す砲弾よく命中

して︑︿略﹀︒

もうしあぐ

ほうち﹇▽ごほうちくださる・ごほうち

上奏とは文書を天皇に奉

ほうてい・す ﹇奉呈﹈︵サ変︶1 奉呈

至る︒

又清國置酒線は奉天より

しゃか
奉天の南方沙河の名も永

奉天より北すること約百

八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に

てつれい

十二5510図

く世人の忘れざる所なるべし︒

十二558図

北京に通ず︒

十二558図

洲鐵道中央停車場のある虜なり︒

る奉天は︑遼陽の北約四十哩︑南満

十一一554図 漏洲政治・交通の中心た

ほうてん ﹇奉天﹈︹地名︺6 奉天

て意見を述ぶるをいふ︒

呈し︑建議とは文書を政府に提出し

十二佃7図

︿略﹀︑印度地方の寳石・ す ︽ーシ︾

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
おう
等の港を経て欧洲へ輸入せり︒

紡績事業

﹇砲台﹈︵名︶2

あふりよく

安心線は奉天より鴨緑

日光山には華嚴瀧を始

﹇方等﹈︹地名︺1 方等
けごんの

ほうとうのたたかい ﹇豊島戦﹈︵名︶2

其の名篇に知られたるもの少からず︒

はんにゃ
として︑霧降︒愚見・方等・般若等

十一758図

ほうとう

國の縦貫鐵道に連結す︒

江の江口に近き安東縣に達して︑韓

十二581⁝図

︿略﹀︑敵ノ砲皇ヨリハ砲丸 十一一57図 奉天
つ

﹇砲弾﹈︵名︶3

めき立てり︑日の御旗︒

十416図圏
ほうだん

砲揮

刃音絶えし砲壼に ひら

ヲアビセカクルコトイヨく盛ナリ︒

七919図

ほうだい

紡績其ノ大部ヲ占ム︒

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑殊二綿花

十一836図

﹇紡績事業﹈︵名︶1

之ヲ紡績作業ノ第一段トス︒

十一845図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ
ポウ
ホグシ︑︿略﹀︑鐵棒ニマキテ︑長サ
ムシロ
四尺バカリ︑直脛尺齢ノ隷下トス︒

紡績作業

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ ぼうせきさぎょう ﹇紡績作業﹈︵名︶1

若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

紡績

紡績

﹇紡績﹈︹山名︺2

第二十一課

第二十一課紡績
紡績﹇▽め

﹇紡績糸﹈︵名︶1
はなむしろ

レナイ︒

中佐ノコシニアタツテ︑中佐ハドウ

八883

︿略﹀︑間モナク砲弾ノ破片ガ

中國筋の花甲︑紡績 八872 砲弾ニタフレル兵士ハ敷ヘキ

紡績

まゆ
登の綜を吐きて繭を造る

﹇紡績﹈︵名︶1

ぼうせきいと

十二501土古

﹇紡績工場﹈︵名︶1

練とまつちとは︑輸出年々増すばか
ぼうせきこうば

り︒

十二7310図

じて越前國金崎の城に在りし時︑
うりふたもつ

中佐ノスルドキ聲四五ノウ

砲架

絹布類

八915囹

事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶山住ラ︑見

八912園

チ出ス砲聲ノ中二聞ユ︒

七909図

﹇砲声﹈︵名︶4

隊中の模範となられ度︑︿略V︒

魯の重臣某の病死せんと

︽一

ほうせい

瓜生保︿略﹀杣山に旗あげして義

貞に鷹ず︒

十一一939図

せし時︑其の子に教へて曰く︑
﹁︿略V︒我死せば︑汝必ず之を師と

封ず

せよ︒﹂と︒子鼠の遺言を奉じて︑
往いて學べり︒

﹇封﹈︵サ変︶2

砲聲・銃聲ガツずクヤウナラ︑我が

ほう・ず

軍が苦戦シテヰルト思へ︒

あうう

八921

ゼ︾

て︑一日も守なかるべからず︒詰軍

︽ーズ ぼうせき

十一835

十一目8

ぼうせき

起ツテモ︑砲聲・銃聲ハ絶間ナイ︒

︿略V︑夜明頃突撃ノ聲が盛二ぼうせきじぎょう

十二377図 豊津は奥羽重要の地にし
ひでたぜ

秀忠︑高望の武名を重んじて︑之に

封ぜんとす︒

十二383図 秀忠大いに感じて其の言
崩ズ

に随ひ︑嘉明を墨げて會津に封ぜり︒
﹇崩﹈︵サ変 ︶ 1

十一877図

んかぼうせき

ほう・ず

十一榴4図 重三ズルニ臨ミ︑後事ヲ

︽ージ

は紡績の業に等しく︑︿略V︒

ル︾

報ず

孔 明 ニ ユ ダ ネ テ ︑ ﹁︿略﹀︒﹂トイヒシ
ニ︑︿略﹀︒

﹇報﹈︵サ変 ︶ 2

・ーズル︾

ほう・ず

あかほ
十一一858図 赤穂浪士が敷年の苦難を

忍び︑遂に主君の仇を報じて︑從容
死 に 就 け る は く 略 ﹀︒

ほうねん一ほうむる

542

ほうたう

豊島の職豊島の戦
みかいゑい

ほうたう
﹁聞けば︑そなたは幽豆島

の職にも出ず︑又八月十日の威海衛

九206畷團

と思ふ様になります︒

或年暴風雨の爲に不作な

ゑんとうけい

信號は警報の種類により

りしことあり︑︿略﹀︒

十一稲7図
十ニー86図
て異なり︒︿略V︑圓筒形を以て風雨

攻撃とやらにもかくべつの働なかり
の強きを︑圓錐形を以て暴風雨のお

ゑんすみけい

きとのこと︑母は如何にも残念に思

一度二拾鏡以上ノ貯金ヲナ

ル手段ナリ︒近年各高商人皆箏ヒテ

ほうく

其ノ方法ヲ講ジ︑廣告ノ爲ニハ多額

九7610図

︿略﹀︒

かざをりゑぼし

ふなばたを打つ音︑ほう

光にはげまされて︑鵜は盛に活動し︑

くと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこの

十一8010図

かぶり︑︿略﹀︒

來る︒鵜匠は古風の風折鳥帽子を

うじやう

聞く内に︑舟は早くも目前にせまり

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

川上にか団り火の明り先

︵感︶2

ノ費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒

捕鯨法には︿略﹀︑又以前に
は鯨の通路に網を張って鈷を打つ方
されば北海道善土人保護法

法などもあった︒

十832図

︿略V︑夜のとばりは全く馬
主の行方をかくした︒追手のトルコ

十一488

四78

二人はまだ方方ながめて︑

﹇▽しょしょほうぼう

あそんでゐましたが︑︿略﹀︑いそ

それから又方々であそんで︑

いで山を下りました︒

聲を限りに﹁ピエールよ︑

うちへかへったのは夕方でした︒

六116

十﹁585

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

︿略﹀︒

鳥ばかりではない︑人や獣

︵感︶1

類も果實をたべては其の種子を方々

十二211

へまき散すのである︒

ほうほけきょほうほけきょ

同ジ材料デモ︑︿略V︑料理

人は如何ともすべき方法が無い︒

十﹁646

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纏濟ノ上ニ

ほうほけきよ︑ほうほけきよ︒

うぐひすがないてゐます︒

四648

材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑ まうまナきよ︑まうまナきよ

モ大イナル得失ガアル︒

十一801図

ほうほう

スコト湖心ザル者ノ爲ニハ︑郵便切

ヨリテクハシク其ノ作方︑

又銀行二貯金スル方法モア

手ニヨリテ貯金スル便利ナル方法ア
リ︒

リ︒

九774図
十337図

貯藏ノ方法等ヲ記シテ幕府二奉レリ︒

此のうらみ忘れ難く︑越 十614図然レドモ其ノ頃ハ面取リテ

﹇報復﹈︵名︶1

それあるを示す︒

ほうふく

十﹇1610図

報復

ひ候︒

九232園 豊島の戦に出なかったこと
は艦中一同残念に思ってみる︒
ホウネン

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

﹇ 曲 豆 年 ﹈ ︵名︶一

王胤践つぶさに辛苦をなめて報復を

ほうねん

三336圏 ﹁コトシバホウネン︑ホ

バ︑︿略﹀人手ヲ要スルコト多カリ

方法

十一648

ほうぼう ﹇方方﹈︵名︶4 方方 方々

捕鯨法には此の外に汽船の備

シナリ︒

砲兵

砲から鈷を打つ方法もあり︑︿略﹀︒

十672

圖り︑︿略﹀︑遂に呉を滅して會稽の

亡父七回忌

﹇亡父七回忌﹈︵名︶

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ

1

ぼうふしちかい．き

恥を雪ぐことを得たり︒

防備﹇▽りょ

十673

﹇砲兵﹈︵名︶3

と呈する法律ありて︑︿略﹀土地を
與へ︑農具・種子等を給し︑又政府

砲兵は大砲を以て遠方より

の費用を以て學校を建つる等︑厚く

﹇方法﹈︵名︶12

保護の方法を講ぜり︒

敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし

九255図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

む︒

九248図

ほうへい

方寺に於て法會相螢度候間︑︿略﹀︒

七回忌に相當り候に付︑午後三時西

十︻627二番

拝啓來る十五日は亡父

モ 米ガナル︒﹂
﹇防備﹈︵名︶1

ほうび﹇▽ごほうび

ぼうび

うようぼうび

豊富

ることばもうちとけ ． て ︑ 我 は た ＼ へ

十396図圃昨日の敵は今日の友︑語

﹇豊富﹈︵形状︶1

っ︑かの防備︒

ほうふ

量亦豊富なり︒

暴風

十二5710図 其の炭坑は炭層厚く︑炭
﹇暴風﹈︵名︶1

輻重兵は何れも戦事に必要にして︑

ぼうふう

其の任務には輕重の別あることなし︒

二箇旅團の歩兵にそこばく

十99図 森林は能く暴風をさ＼へ︑

ほうほう

たるものを師團といふ︒

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

九267図

其の力をそぐを以て︑土砂の飛散を
防ぎ︑又︿略﹀︑土砂を落付かしむ︒

ぼうふうう ﹇暴風雨﹈︵名︶3 暴風雨
﹇▽ぜんこくぼうふううけいほう・だい

ぼうふうう・ちほうぼうふううけいほ

︿略﹀或老人に︑長生の方

先ヅ衛生・纏濟・味ノ三方面ヨリ考

九585図

法を問ひしに︑﹁やはらかなるもの

う・てんきよほうおよびぼうふううけ
いほう

廣告ハ商業嚢展ノ有力ナ ほうむ・る﹇葬﹈︵四・五︶5 ハウムル

ヘナケレバナラヌ︒

十二527図

も二十七度かめ︒﹂と答へたりとい
ふ︒

七849園 急に暴風雨が來ると︑山の
楽な波が立って︑船は今にも沈むか
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ほうめん一ボーロ

はうむる
レ︾

葬る

︽ ーラ︒ーリ・ール・一
﹇豊予海峡﹈︹地名︺

ば直ちに去るべく︑︿略﹀︒
ほうよかいきょう
ほうよ

さだのみさき

2幽豆豫海峡豊豫海峡

タ

はふる︽ーッ︾

法隆寺ノ附近ニハ廣瀬神社

﹇放﹈︵五︶1

・龍田神社アリ︒

クツ

十984図
ほう・る

四五隻のボートは母船を離れ

残シテ︑海ノ中ニハウムラレタリ︒

十647

て︑我先にと漕いで行く︒

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

ノ身ヲ彿ヘリ︒中佐ハ一片ノ肉ヲ

七927図 ﹈磯ノ砲丸ハタチマチ中佐

される︒

四國の西には佐田岬長 六624醜園 いまその杖をもぎ取られ︑ 十656 ボートは錆に附けた長いつな
かへりの道が知れません︒﹂﹁そんな

十﹁176図

悪さを誰がした︒﹂﹁わるい子どもが

ボートはつなをたぐって︑又

ほうよ
く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

︽一

ホエルト︑ロガ．アイテ︑

ボート

﹁杉野ハ今鮎火ヲ終ヘタ

︵名︶18

ボートハヤガテ福井丸ノカ

他のボートを見れば︑今新に

さきのボートは鯨を引きなが

父は此の大波に何とて行か

夫を助けて︑ボートにうつす︒

十704図父は直ちに勢れ果てたる水

くして難破船に漕着けたり︒

打ちもどされ打ちもどさる﹂を︑辛

十701図 ︿略﹀︑ボートは幾度となく

用意す︒

るべきと思ひしが︑︿略V︑ボートを

十699図

ら母船の方へ急ぐ︒

十669

に引廻されてみるものもある︒

鯨を追ふものもあり︑鈷を打って鯨

十667

矢を打込む︒

も鯨に近寄り︑今度は銃を以て破裂

十66一

ホエル

はふった音はしましたが︑

エ・ーエル︾

ニー55

リ︒

タリ︒

七927図

中佐ハボートニ坐シテ︑ナ

トをあやつり居たる少女の働は︑人

父はボートに引返し︑二人

間業とは見えず︒

十706図

はまた有らん限りの勇氣をふるひて︑

遂に岸べに漕着けたり︒

男勝りの大力にてボートをあやつり

十7010図山なす大波を物ともせず︑

︹人名︺一

ボーロεマルコ

しダーリングの手は︑︿略﹀︒

中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ ボーロ

ホモ杉野ヲウシナヒタルヲナゲキヰ

七924図

シブキ二宮マレタリ︒

七923図ボート冷水ニオツル砲丸ノ

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

七922図中井モ福井丸ノボートニハ

ハボートニ乗リウツレリ︒

七917図

﹁今ハゼヒナシ︒﹂ト︑中佐 十705図︿略﹀︑岩と波との間にボー

タハラニ卸サレテ︑一同乗リウツレ

七899図

ルゾ︒総口細ボートへ︒﹂

七898図囹

ボート

ナカヘオチマシタ︒

クハヘテヰタサカナハミヅノ

ニー56

ワントーコエホエマシタ︒

︿略﹀︑ハシノウヘカラ︑

﹇吠﹈︵下一︶2

︿略V︒﹂

て︑

わたしの手からもぎ取つ

をなす︒

帝國議會の主要なる任務

しかして︑法律及び心算

二二案は政府之を提出し︑

ホフ
﹇法隆寺﹈︵名︶3 法

大ぜいで

ボートニ残シテ︑海ノ中津ハウムラ

ほふりゆう

ほ・える

されば北海道奮土人保護法

﹇法律﹈︵名︶3

十一19図豊玉海峡
ほうりつ

十二研8図

するにあり︒

は法律及び歳出︒歳入の豫算を議定

十二柳4図

護の方法を講ぜり︒

と回する法律ありて︑︿略﹀︑厚く保

十8210図

法律

レタリ︒

九641図之をはうむりし時は︑よう
ひ・劔・弓・矢等を共にをさめ︑か
ばねを宮城の方に向ひて立たせ︑な
がく皇城を守護せしめたりといふ︒

されば河水・湖水におぼ

で南に面してみる日當りのよい地を

十一㎜9 死人を葬るのに︑小高い所
選ぶ︒

十一一701図

れて魚腹に葬らる＼もの︑野獣の爪
牙にさかれて食はる＼もの︑其の数

は帝國議會の協賛を纏たる後︑天皇
とす︒

ほうりつあん
案

リュウ

法隆寺
日本一の古き建物の今にの

法隆寺

ほふりゆう

シヤウトク

奈良見物ヲ終ヘテ法隆寺
ニ向フ︒此ノ寺ハ聖徳太子が用明

十981図

これるは︑大和の法隆寺なり︒
ホブリユウ

やまと

十41図

隆寺

ほうりゅうじ

共に各之を提出するを得︒

法律案は政府の外︑貴族院・衆議院

十二研6図

法律

の裁可を待ちて始めて成立するもの

訪問

﹇法律案﹈︵名︶1

を知らず︒

十一一883図時の人其の志を壮として
之を義士の墓側に葬れりといふ︒

ほうめん ﹇方面﹈︵名︶1 方面呂さ
んほうめん
一のたち正していひ出で

ぬ︑﹃此の方面の職圏に 二子を失

十399図圃園

閣下の心如何にぞ︒﹄
訪問

︿略﹀︑又人より訪問を受

﹇訪問﹈︵名︶1

ひ給ひつる
と︒

ほうもん
十一704図

﹇訪問﹈︵サ変︶1

くる時は直ちに出でて磨接すべし︒
ほうもん・す

千二百齢年ヲ纏タル古堂ノ中合ハ當

天白王ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

︽ースル︾

す

時ノ転身今尚存ス︒

十一703図人を訪問する時は業務を
さまたげざる時間を選び︑用事終れ

1まカ、一1まカ、

544

ボーロ

コ ニシタリ︑ヤネヲブイタリ

ドヲ作りマス︒又タタミノト
びらい

十二752図 たまく元の忽三下に仕
シマス︒ソノホカツカヒミチハ

ふ

へたる伊太利の大旅行家ヨ﹁
マダイクラモアリマス︒

又ボーロの旅行記によりて製したる

ツカフ物ガアリマス︒

四375 変ワラザイクニバカゴヤ
オモチヤや色色ナ物ガアリマ
ス︒マダコノホ馬槽萎ワラデ
作ツタ物デ︑アツイジブンニ

ボーロの日本に關する記事を讃み︑

地 圖 を 得 て 思 へ ら く︑︿略﹀つ

ワタクシバ本ヲ五サツ

﹇Vおもいのほか・ことのほか

ほか ﹇外﹈︵名︶50 ホカ ほか 外

二487

來ます︒

八158

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ

出ス外ハナイ︒

僧ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ

喜ビ︑︿略﹀︒

十363司直の者は少しも氣が附かな

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

玄したが︑あの青年ははいると直に

﹁︿略﹀︑君は白い雀を見た

ことがあるか︒﹂︿略﹀︑竜野﹀︒又若

八217園

おつかさんの精神は感心の

捕鯨法には此の外に汽船の備

鳥類の中で家畜として最も多

十一46図吉野山は口・中・奥の千

はれる鳥である︒

其の外あひるや七面鳥なども家に飼

く農家に飼はれるのは難で︑︿略﹀︒

十881

︿略V︒此ノ外腹ニハ種々ノ内臓アリ︒

十765図腹ノ中二審胃ト腸トアリ︒

砲から鈷を打つ方法もあり︑︿略﹀︒

十671

つてゐました︒

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

外の者は着物だけは美しか

書物を取上げて︑︿略V︒

九225園

十373園

し外の雀が見つけると︑よってたか
つていぢめるので︑︿略V︒﹂

八752図此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑
尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ

外はない︒

ル所甚ダ多シ︒

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒ソレ

五581火バチナドニ入レル炭ハ︑木
ユエ木炭トイヒマス︒ソノホ日別石

モツテヰマス︒一サツハ︿略﹀︒

ソノホ転注︑オカアサンカラオ
トシダマニイタダイ臨本が一
炭トイフモノガアリマス︒

今ハ此ノ七湯ノ外二新シキ
ノブモトナル湯本マデハ電車サへ開

温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出雲︑山

ヲンセン

九401図

團を合せて十九箇師團となれり︒

九271図 ︿略﹀第一師團より第十八
このゑ
師團に至る十八箇師團︑外に近衛師

サツアリマス︒

イテ行ク︒

のは︑織物を圭買りたいといふ人にた

七151圏

たとへばごふく問屋といふ

二524 ︿略V︑土ノ中カラ︑オカ六134 ソレ田道アンナイデアル︒ホ
カノガンバ道アンナイノ行ク方ヘツ
ネヤラ︑キモノヤラ︑ソノホカ
タカラモノガタクサンデマシタ︒

ハナンニモデテキマセン︒

一一535 キタナイド感量ノホカニ

九477図園

美したり︒

海ノ六町ハ魚や貝ヤソノ外

﹁若し明日中に水のある

ヲ教育スル等弓削分業二外ナラヌノ

デアル︒

十一308図雨ニハ春雨・時雨・夕立

其ノ外白雲・白露・初霜・朝霜等ア

工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ

十一351図

リ︒

・村雨︑雪ニハ初雪・白雪・吹雪︑

諸子よ︑試みに此の外に諸

胃の中の水を飲むより外なかるべ
十49図

是は活版刷の本の造り方であ

子が日本一と思ふ物を敷へ見よ︒

十214

たんすゐ

南部の打着港と淡水・

たかお

有スルモノアリ︒

あんぴん

基隆・安平の三港とは本島の四開港

きいるん

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ 十一374國國

るが︑この外に木版刷の本もある︒

十3110図

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

以上ノ外︑尚水雷母艦︒

し︒﹂

所に着かずば︑置去を殺して︑其の

のは︑︿略V︑又織物を買ひたいとい

モアル︒

きりや雪で︑方角の分らな
きあたったりする様なまちがひが出

くなった時には︑︿略﹀︑外の船につ

七856圏

コ・イカナドガスンデヰル︒

七712

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

色々ノ動物が居り︑サマぐノ植物

七699

買取ってやる店のことです︒

ふ人にたのまれて︑それをほかから

本の外︑到る虜櫻樹あらざるなし︒
通セリ︒
三304 竹馬モ竹デコシラへ︑タ のまれて︑それをほかへ費渡してや
九455図 アリは︿略﹀︑飲用水其の 十一131 又國家全盟カライヘバ︑農
り︑︿略﹀︒
コノホネモ竹デ作りマス︒ソ
夫ノ田畑ヲ耕シ︑︿略﹀︑教師ノ生徒
外何くれと用意して︑隊商と共に出
七152園 たとへばごふく問屋といふ
ノホ力竹ノスダレモアリ︑竹

ノカキネモアリマス︒

三381がくかうへもって行くも
のは︑みんなこのふろしきの
中につつんであります︒ほかに

まだだいじなものが三つあり
ます︒

三398 なにをきかれても︑この
口ではっきりこたへます︒けれ
どもそのほかによけいなこと
は言ひません︒

四364 イネノワラデハ︑︿略﹀ナ

545
ほかくす一ほくせいがん

する等︑生存上動物と植物の關係は

な

場にこれあり︑其の外支那形船に限
極めて密接なものである︒

し

りて許されたる数多の開港場もこれ
あり候︒

六35

早い流をいかだの下って行く

二431囹

﹁チヨツトオマチナサイ︑

ボクガウチカラタドンヲモラ

ボクハレンゲヲツム

マサヲ﹁ボクハモウコン

トモキチ﹁ボクモモウテ

音次郎は友吉のかたに手を

一パイニナリマシタ︒﹂

僕も手ぬぐひをかぶって︑手

僕の近所に年よりのかち屋が

僕は時々其の仕事場の前に立

僕の家で一度目るべの金たが

仕事をしながら︑僕に色々な

があったが︑︿略﹀︒

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八323

つて見てみた︒

八318

あった︒

八312

つだひをした︒

六362

う︒﹂といひました︒

たら︑僕は死んでしまったのだら

かけて︑﹁︿略V︒もし君が居なかつ

五491園

ニ

三86囹

ナニタクサンツミマシタ︒﹂

三84囹

オツミナサイQ﹂

カラ︑マサヲサンハタンポポヲ

三75園

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ
である︒

白イ帆ヲアゲタ増力ケ船モイ

ツテキマスカラ︒﹂

ひて悲歎にくる㌧ならんと思ひの外︑

六783

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

﹁二子の君の爲に戦死せるは家門の

十二319図保の母は一時に二子を失

十﹁381属團 本島産物の重なるもの
讐なり︒︿略﹀︒﹂とて︑少しも悲し

しやうなう

は︑御承知の樟膿・米・茶・砂糖

を利用したるなり︒

古 ぼかん且vすいらいぼかん
保己一

この空高く上る︑是皆人の自然の風

九664図帆かけ船の水上を走る︑た

クツトナクハイツテ來ル︒

等 に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ ︿略﹀︒其の外金・材

む色を見せざりき︒

十二479図圃我が大日本帝國の

室・裁縫室モアツテ︑︿略V︒

十二369教場ノ数ハ十二︑外二職員

木・二等も年々其の産額を増加する
模様に御座候︒

萬と申候︒其の中内地人は八萬饒︑

十一405國囲 全島の住民は約三百齢

﹇保己一﹈︹人名︺5

おきなは
き六十八國ユ一沖縄諸島合せてぞ︑

nVはなわほきいち

保己一ハ五歳ノ時メクラト

保己一ノ家ハ今ノ東京︑ソ

番町デ

保身一斗ソレトモ知ラズ︑
講義ヲツ．・ケタレバ︑弟子ドモハ︑

七243図

リトイフ︒

目アキ目クラ財物ヲキ・︒トイヒタ

ツキテ學ビシカバ︑時ノ人

七235図︿略﹀︑多年ノゲシ保己一ニ

ノコロノ江戸ノ番町ニアリ︑︿略﹀︒

七233図

トナリ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒

ナリシガ︑︿略﹀︑後ニハ名高キ二者

ほきいち

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

府は三つ︑縣は四十三︒北海道の一

ばんじん

に候︒

七229図

人々は唯神曲に心を奪はれ

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

十二8310

磨と︑外に南北新領土︒

︿略﹀︑熊王年來包みた

ぬるより外なし︒﹂とて︑刀を取直
もしない︒

る心の中を打明けて︑﹁今は自ら死

十一456図園

して腹かき切らんとす︒

しっく外︑幼童を育て上ぐる大任あ

主婦は老人にいたはりか

馬・黄金︑三つとも失ってしまひま

十一4810 空しく蹄って︑﹁騎馬・騎 十二911図
り︒

豫算案は政府之を提出し︑

上奏といひ︑建議といひ︑

共に副手を提出するを得︒

法律案は政府の外︑貴族院・衆議院

十一一柳7図

した︒﹂と報告す る 外 は な い ︒

依ルモノト信仰スルノ外ナク︑

カウ

十ニー010図団殊二心が軍ノ損失・死
レイ
傷ノ僅少ナリシバ歴代神蜜ノ加護ニ

︿略﹀︒﹂

十二柵10図

話をした事もある︒

八331

先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

保己一ハ笑ヒテ︑﹁サテ ほぐ︒す ﹇解﹈︵四︶一 ホグス ︽一

﹁先生︑少シ一念チ下サイマセ︒今

七248図

請願といひ︑︿略﹀︑要は下情上達の

捕獲す

風デアカリが消エマシタ︒﹂トイフ︒

﹇捕獲﹈︵サ変︶1

道を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

︿略﹀︒

ホグシ︑土砂其ノ他ノ雑物ヲ去り︑

シ︾

僕

く︑目アキトイフモノハ不自由ナ

ボク

十一843図
﹇僕﹈︵代名︶1一

﹇木﹈﹇▽いちぼく

モノダ︒﹂トイヒタリトゾ︒
ぼく

ほかけ

ぼく

﹇帆掛船﹈︵名︶3

ノヲクダサイ︒﹂

岸

﹁ボクニハコノシロイ ほくせいがん ﹇北西岸﹈︵名︶1 北西

大部分は我が艦隊の爲に︑或は撃沈
ほかけぶね

船帆カケ船具かけ船

二51囹

せられ︑或は捕獲せられて︑︿略V︒

十二910図此の爾日の戦に︑敵艦の

︽ーセ︾呂げきちんほかくす

ほかく︒す

十二2110 植物も動物と同じく︑呼吸
作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出
盛に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭

すが︑︿略﹀︒外 に 同 化 作 用 と い っ て ︑

素を養分にして酸素を放つ作用があ
る︒

・根・葉等を食って罷を養ひ︑植物

十一一233 此の外︑動物は植物の果實
は動物質の腐敗物を肥料として成長

ほくせいす一ほこす

546

十一778図

︵名︶1

あ ふ り か

に︑亜弗利加の北西岸に近きカナリ

︽ース︾

僕

ガ︿略﹀︑

ボクラ

世界第一の大傘布は北米

︿略﹀︑サザエ

﹇僕等﹈︵代名︶7

僕等

ほくろく

十二495北開

とやま

近年やみに産額の 増
福井・石川・富山

羽二重織の輸出品︒

大せしは北陸の
なる

捕鯨

捕鯨船

﹇捕鯨船﹈︹課名︺2

捕鯨

の費用を以て勘校を建つる等︑厚く

保護の方法を講ぜり︒

十二765図 ︿略﹀︑遂に皇后イサベラ

の知る所となり︑其の保護の下に此

の大探検を行ふに至れり︒

カクノ如ク動物ノ三色ニハ

其ノ住メル周團ノ物ノ色二言タルモ

九545図

ほごしょく ﹇保護色﹈︵名︶3 保護色

ぼこ且vでこぼこ

捕鯨は實に勇壮なものである︒

﹇捕鯨﹈︵名︶1

十671

ほげい

船

ほげいせん

十目5

ノアリテ︑︿略V︑タヤスク他ノ動物

捕鯨船

二見附ケラル・コトナシ︒シタガツ

捕鯨船

一隻の捕鯨船が今静かに波を

禮色ヲ保護色ト名ヅク︒

リ敵ヲオソフニハ便ナリ︒此ノ種ノ

テ敵ニオソハル・ウレへ少ク︑我ヨ

﹇捕鯨船﹈︵名︶1

第十八課

第十八課

﹁︿略﹀︒ボクラバカウイフカタ

四391園

ラ

ぼくら

合衆薗のナイヤガラなり︒

ヤ島に着し︑︿略﹀︒

北米合衆國

十二776図 パロスを出帆して七日目ほくべいがっしゅうこく ﹇北米合衆国﹈

ス

ほくせい・す ﹇北征﹈︵サ変︶1 北征

十一脳5図 孔明ハ︿略﹀︑先ヅ南方
ノ齪ヲ平ゲ︑二二自ラ諸軍ヲ率ヰテ
北征ス︒

十637
十639

ほげいせん

イヨロヒヲキテヰルカラ︑ド
モノデス︒﹂トイツテ︑ジマンバ

ンナ時デモ︑︿略﹀︑アンシンナ

ぼくせき ﹇木石﹈︵名︶1 木石

タル庭アリ︒木石ノ配合オモムキ多

切って進んで行く︒

捕鯨法には此の外に汽船の備

ノ色ノ愛ズルニシタガツテ︑保護色

九548図動物ノ中津ハ其ノ周忌ノ物

十671

西洋紙が日本紙二向ツテ︑ ほげいほう ﹇捕鯨法﹈︵名︶1 捕鯨法

ナシヲシマシタ︒

九292図社殿ノ後閑ハ美シク作ラレ
シ︒

七464園

砲から錯を打つ方法もあり︑又以前

十一893図く略V︑蟻は此の甘き汁を ﹁︿略﹀︑ドウモ君タチノ仲間ヨリモ︑

ぼくちく ﹇牧畜﹈︵名︶4 牧畜

僕ラノ仲間ノ方ガヨケイニ用ヒラレ

白キコトナリ︒

九553図保護色ノ攣ズルハスデニ面

ノ攣ズルモノアリ︒

得んが爲に︑油轟の附着せる植物に

方法などもあった︒

には鯨の通路に網を張って鈷を打つ

﹁マヅコノザシキヲ見渡シ

ルヤウニナツタカト思フ︒

ほこ﹇▽くわしほこちたるのくに
ほこ

ほこ

字を書くのに︑︿略V︑書きそほこ・す ﹇保護﹈︵サ変︶6 保護ス

﹇反故﹈︵名︶1

テモ︑コノタクサンノ障子ハ皆僕ラ

六711

保護す

﹁君ラバ表ダケシカ役二立

こなって︑紙をたくさんほこにした

十H3図

を保安林といふ︒

を禁ぜり︒かく保護せられたる森林

定し︑其の樹木を一時に伐取ること

︿略﹀︑近年一定の森林を指

︽ーシ・ースル・ーセ︾

タナイガ︑僕ラバ裏表トモ急使バレ

りするやうな︑そ＼つかしい子供も
ございました︒

﹇保護﹈︵名︶3
ぎょうほこ

ほこ

センが爲ナリ︒

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

十一331図 ︿略﹀︑或ハ敵ノ運送船・

船ヲ保護シ︑︿略V︒

情勢ヲサグリ︑合鴨我が運送船︒商

十︸329図或ハ敵ノ港湾及ビ軍艦ノ

引取りて保護を致し居り導者も二二

されば北海道善土人保護法
與へ︑農具・種子等を給し︑又政府

と構する法律ありて︑︿略﹀土地を

十832図

三十名の多きに上り候︒

も押流され候︒︿略﹀︒︿略﹀︑當村に

九755塵囲全村百齢戸の中二三十戸 十779図 胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ

保護﹇▽しょう

ル︒

七475園

ノ仲間デハツテアルデハナイカ︒

七471園

集りて之を保護し︑或は其の卵を他
の植物にうつして成長せしむ︒是即
ち一種の牧畜なり︒

十一㎜1塵團 ︿略﹀︑農産物の種類は
北海道と大差なく︑︿略﹀︑又牧畜に
も適し候︒

十二453図 我が國の農業中最も開け

グニベタくニナルガ︑僕等ハ少シ

七487園﹁君等ハ水引ヌレルト︑ス
グラヰ水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナ

ざるは牧畜の業なり︒
牧畜に適せざるにあらず︑︿略﹀︑魚

十二454図 是我が國の氣候・風土の

ノガアル︒

七495圏

皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂
ほくろく
﹇北陸﹈︹地名︺1 北陸

ほくろく

﹁葉書や切手や印紙ナドハ

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

イ︒﹂

北部

七491囹

介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食す
ること少く︑又衣服の原料も︿略﹀︑

﹇北部﹈︵名︶1

家畜の毛に求むること少かりしによ
る︒

ほくぶ

十一381圓團 茶は主として北部に産
し候︒

商船又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・
捕獲ス︒

ぼし

ほし

﹇星﹈︵名︶6

ほし

星﹇▽みつ

﹁あまりほしがきれい
だから︑二つ三つはたきおとさ
又貸はいくら暗くても︑星

の附着せ．る植物 に 集 り て 之 を 保 護 し ︑

十︸892図 く略V︑蟻は︿略﹀︑油轟 三463囹

九485図

この星を見分けることや︑

晴れたる大空には並判の星

陸

アリは幸にも星によりて方

か団やけり︒

九484図

る者には大切な事です︒﹂

園主のあかりを知ることは︑船に乗

七871園

場所や方角がちゃんと分ります︒

が出てみれば︑それに便って︑居る

七864囹

うと思ふのだ︒﹂

︿略﹀︑周園の雑草を食切

或は其の卵を他の植物にうつして成
長せしむ︒

十一902図

りて︑ひたすら此の草の成長を保護
し︑其の實の熟して地に落つるを待
ちて︑其の巣に運び去る︒

ほこほう﹇▽ほっかいどうきゅうどじん
ほこり

﹁あれが此の室にはいる前︑

﹇埃﹈︵名︶1

ほこほう
ほこり
十351園

角を見定むることを知り居たれば︑

星の形を打ちたるは

先づ着物のほこりを彿ひ︑はいって

帽︒

ほし

軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵

ばうし

九503主局

それを便りに進行せり︒

ほこり

我が工業のほこりにて︒

ホシイ

︽ーイ・ーウ・ーク︾

これを見た人は皆ほしいとは

思ひましたが︑何分にも直が高いの

七395

で︑誰一人買はうといふ者がありま
せん︒

一幽豆もほしくてくたまらな

いから︑家へかへって︑﹁︿略﹀︒武

七399

士としてはあのくらみな馬をもつて
見たい︒﹂と︑思はずひとり言をい
ひました︒

カ

︿略﹀︑皇極天皇ノ御代︑

何よりも︑本人の行がたしかな保讃

です︒

十一佃5図圃

修身の徳是なりと︑教

ぼしん
ぼしん ﹇戊申﹈︵名︶1 戊申

ぼしん

育勅語のり給ひ︑戦後纒螢かくこそ

と︑戊申の詔書かしこしや︒

ぼしん

戊申詔書

十ニー3図

ス︒

乾す

︽一

去年ハホシテ︑クシガキ

三564 ザシキノウチニイクスヂ
モツナヲハツテ︑ウチヂユウ
ノ人ノキモノガホシテアリマ

シ︾

ほ・す ﹇干﹈︵五︶4 ホス

らん︒

御仁愛の海よりも深きを仰ぎ奉らざ

るもの誰か御聖徳の山よりも高く︑

示し給へるものにして︑之を拝讃す

我等が身を修め︑世に思するの道を

ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑

ぼしんしょうしょ ﹇戊申詔書﹈︵名︶1

一豊もほしくてくたまらな
いから︑︿略﹀︒

七399

﹁閣下︑三千金が惜しう
御座いますか︒此の馬が欲しう御座

十一496圏

﹇縦﹈︵形状︶2 ホシイ

いますか︒﹂

ガノイル

クワウギヨク

ほしいま＼

ほしいまま
マ・
ソ

八498図
ミシ

蘇我入鹿勢ヲホシイマ・ニシテ︑父

旅館は山により︑谷に臨み

蝦夷ト共二不忠ノフルマヒ多カリキ︒

エ

十751図

て︑山水のながめをほしいま︑にす

四121
く

﹇欲﹈︵形︶8
欲しい

い

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク

キザンデ︑日ニホシテ︑ソレカラウ

スニ入レテツキカタメマス︒

暑い時分汽車に乗って朝鮮

墓石

かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い

十一m4

着物が乾してある︒

ぼせき ﹇墓石﹈︵名︶1

東京ノ西南︑目黒ナル墓石

ノ面二﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

十342図

りっぱな人の手紙よりも︑ ぼせん ﹇母船﹈︵名︶2 母船

しかなほしょう
十379園

ニ作リマシタ︒

八656

三目5 十七 ほしとり
﹇干物﹈︵名︶1

わがしい中に勇ましい︒

し物を取込むひまもない夕立は︑

九685 一天にはかにかき曇って︑

ほしもの

出來ルコトナラ︑モツト太 三455十七 ほしとり

一コエホエマシタ︒

五727園

クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

七B3團孟母がかねぐめづらしい
草花をほしいくと申して居ります

から︑︿略﹀︒

草花をほしいくと申して居ります

七B3囲又母がかねぐめづらしい ほしょう ﹇保証﹈︵名︶1 保誰←た

から︑︿略﹀︒

ほし物

るを得べし︒
ニー53 ソノサカナモホシクナツ
ほしとり ﹇星取﹈︹課名︺2 ほしとり
テ︑ハシノウヘカラ︑ワント

ほし・い

︿略﹀︑やぎ出し蒔給の

﹇誇﹈︵名︶2

からは静かに後の戸をしめた︒
ほこり
精巧も

十一一4910図圃

十二幡1図武勇の精神も亦國民が古
來のほこりとなす所なり︒

ほ

伯林には世界にほこるべ

ほこ・る ﹇誇﹈︵四︶1 ほこる ︽一
ル︾

十一一652図

︽ーメ︾

﹇綻初﹈︵下二︶1

き程の大建築物なし︒

ころびそむ

ほころびそ・む

八355図圃 ひなの祭の桃の花 ほこ
ろびそめて︑山々の 櫻も咲けば︑
︿略V︒

むしぼし・ものほしざお

ほし ﹇干﹈εうめぼし・どようぼし・

ほ
さ

547
ほこほう一ぼせん

ぼぜん一ほたる

548

十648 四五隻のボートは母船を離れ
て︑我先にと漕いで行く︒

ほそ

ワタクシノキモノニハ︑

︽

程段々二細クナツテ︑末ニナルト︑

︿略﹀︑末丸ナルト︑肉眼デハ

肉眼デハ見エナイ程細イ︒

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

﹇墓側﹈︵名︶1

墓側

時の人工の志を壮として

モ

細口

ほそたにがわ

九149図

ダケ

﹇細谷川﹈︵名︶1
ネ

細谷

下すことなく︑︿略﹀︒

ほそみち ﹇細道﹈︵名︶2 細道

撫い︒

路つたひ

細

たどり行く細意つたひ︑

ほそみちづたい ﹇細道伝﹈︵名︶1

たりしが︑︿略﹀︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一763図

裏毛瀧は後の細道より瀧

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

︿略﹀利根岳ヨリ嚢スル 十一564 ︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

ト

ホソナ

サ・ヤカナル細谷川ハ︑流レ下ルニ
シタガヒテ︑敷多ノ小流ヲ集メ︑湾

︽ーイ・ーク︾

ホソナガイクチバシ

細長イ

﹇細長﹈︵形︶4

田町二八ル︒

ガイ

ほそなが・い

一185

ニー66︿略V︑イロイロナ木ノハ

はや︑かうばしくきのこにほへり︒

八88図韻

﹇保存﹈︵サ変︶3 保存ス

九7710図此ノ通帳月塞ノ後金銭ヲ預

保存す ︽ース・ースル︾

ほぞん・す

マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白 ほそる﹇▽やせほそる

ノモ︑ホソナガイノモアリマス︒

ガトンデキマス︒︿略﹀︑マルイ
五496

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜乱丁ク︑

ダエン

葉ノ形ニハ卵形ト楕圓形が最

カボチヤハ平タイ︒

十58

三346

十二

十二

ほたる

ほたる

つてつつみました︒

つかまへて︑母からかみをもら

三351みちでほたるを一びき

ほたる ﹇蛍﹈︵名︶2 ほたる

三目13

ほたる ﹇蛍﹈︹課名︺2 ほたる

て残れり︒

上には多くの頭骨︑風雨にさらされ

て︑永く之を保存するを以て︑垣の

十821図殺したる熊の頭は垣にかけ

最モ便利ナレバナリ︒

ニモ都合ヨク︑︿略﹀︑貨幣トスルニ

是金銀ハ坤高ク︑保存スル

クル時又ハ引出ス時五二必要ナルモ

南北に細長き島を山脈

鵜匠は皿人にて十二羽の
鵜を使ひ︑十二條の細なはを片手に

九897図

モ多イガ︑銭ノ様二恩イノモアリ︑
細長し

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒
﹇細長﹈︵形︶2

針ノ様二細長イノモアル︒

キ︾

︿略﹀︒

縦に走り候へば︑平野少く候へども︑

十﹁967贋国

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一179図此の四海峡に包まれたる

︽

ほそなが・し

金魚を細ロのびんに入れて︑

﹇細口﹈︵名︶1

死んでしまふ︒

細し

マヅ木材ヲ切りテ︑湯氣ニ

﹇細﹈︵形︶5

キ・ーク︾

ほそ・し

物なり︒

ク

スル太キ綜︑蜘蛛ノイノ如キ細キ縣︑
細大意ノマ・ニシテ︑︿略﹀︒

握り︑︿略﹀︑たくみにさばきてもつ
れしめず︒

︿略﹀︑先づ幾條かのや＼

太き綜を渡し︑之を本として︑次第

鵜の首元は細なはにてし
ばりたれば︑捕へたる魚を腹中に呑

十一813図
造る︒

に細き縣をかけ︑終に完全なる網を

十︻883図

十一805図

十一873図加フルニ彼ノ蝋燭ノ心ト ほそなわ ﹇細縄﹈︵名︶2 細なは

テ縣ノ形二近ヅカシム︒
ラフソク

イヨく細クシ︑次第ニヨリヲカケ

十一859図

︿略﹀︑イヨイヨ延シテ︑

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

十8010図あつし織とは︑おひようと

キザミテヂク木トシ︑︿略﹀︒

テムシ︑ケヅリテウス板トシ︑細ク

八393図

細シ

二三日も水を取換へないと︑金魚は

十二227

ほそくち

之を義士の寸心に葬れりといふ︒

十二882図

ぼそく

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

十77

見エナイ程細イ︒

十6610 さきのボートは鯨を引きなが 十71
ら母船の方へ急ぐ︒

四十七士の事蹟は見童・

ぼぜん ﹇墓前﹈︵名︶1 墓前
十一一862図

たか
走卒も之を知らざるはなく︑東京高

ホソイ

輪泉岳寺の墓前には今尚香花の絶ゆ

なわせんがくじ

﹇細﹈︵形︶12

ることなし︒

ほそ・い

い 細イ細い ︽ーイ・ーク︾

二202

一214 フトイヒモ︒ホソイイト︒

ホソイハリガ︸パイハエテヰ
マス︒

三241 うまはからだがほそくて︑

オマツ酒太イフデト細

足がながうございます︒

四247
﹁コノ太イノが五セン

イフデヲ出シテ︑﹁︿略﹀︒﹂

四251圏

﹁ソノ細イノヲニ本ク

デ︑細イノハ三セン五リンデ
スQ﹂

ダサイ︒

四253園

五726圏 ケレドモコノ足ハ細クテ︑
イカニモ弱サウニ見エル︒

あります︒それは細くてけはしい道

六98 御社の後から山へのぼる道が
で︑︿略﹀︒

八569 ︿略﹀︑陸鳥のくちばしは圓く
細くて︑先がとがって居る︒

十610 本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

549

十829図

あいぬの数︑︿略﹀︑近年次

三361︿略﹀︑いそいでかみをあ ﹇北海道旧土入保護法﹈︵名︶1 北海
道奮土人保護法
けてみると︑ほたるはやはり
中にゐます︒
第に減少して︑今は僅かに二萬人に

ず︒

︽ーシ︾

ぼっ・する

没する

日ははや没して︑燈火の光

﹇没﹈︵サ変︶1

十二851

が這々として此虚彼虜にか〜やいて

ホタル

みるとは︑今の今まで誰一人も氣附

．﹇蛍 袋 ﹈ ︵ 名 ︶ 2

足らず︒されば北海道奮土人保護法

かなかった︒

ほたるぶくろ
ブクロ

と脱する法律ありて︑農業を螢まん

九498図

す

︽ーシ︾

學校を建つる等︑厚く保護の方法を

北極・南極に近き地方にて

たがひに心もとなく思ひ合

ぼつく

すれば︑そ団うに當年を追懐するの

︵副︶1

情にたへず候︒

ぽつぽつ

暴風雨にて︑川近きあたりにはぼつ

九728二尊︿略﹀︑二十八日は終日大

く立退きたる者もこれあり︑︿略﹀︒

ほど ﹇程﹈︵名︶3 ほど 程

ほどに︑とうとう

︿略﹀︑おちても︑おちて

ほどに︑とうとう

︿略﹀︑きれても︑きれて

とびついた︒

も︑またとぶ

三514圃

やなぎに

三525圃

すをはった︒

小えだに

︿略﹀︑一日も早く御用御

ほど 程

←いかほど・さきほど︒さほど・さる

ほど ﹇程﹈︵副助︶54 ホド

候︒

すましの上︑御地りの程御待ち申上

九443國囲

も︑またはる
ほ

如何なりしそ︒やがて親子打連れて︑

﹇掘建小屋﹈︵名︶1

其の家はほったて小屋の如
ボツト

三137 ウシノツノヤ︑シカノ

ど・よほど

軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑揮丸 ほどに・なかほど・なるほど・よっぽ

︵副︶一

く︑床もなく︑天井もなし︒

十814図

つたて小屋

ほったてこや

心樂しく不足したり︒

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

講ぜり︒

八817図

欲す

焚足

とするものには土地を與へ︑農具・

セ

欲ス

は︑半年は書にして︑半年は夜なる
﹇欲﹈︵サ変︶5

所あり︒

ほっ・す

笑ハント欲セバ︑一家ノ

﹇発足﹈︵サ変︶1

ホタルブクロノ花ハフクロノ様デア

ハ

ほっそく・す

九810 イチゴノ花心ボンノ様ナ形デ︑

タン

種子等を給し︑又政府の費用を以て
ボ

ル︒

九8図 ホタルブクロ

タン
︽ースル・ーセ︾

十一5110図

ほっと

ノ下ヲク︒・リナガラ︑ケハシイガケ

笑ハント重量バ︑衛生二 八892

和合ヲ計ルベシ︒

十一525図

注意シ︑身膣ヲ健全ニスベシ︒

ヲカケ下りタ︒ボツトーイキツク折

ツノデモヲツテシマフホドデ︑

ヨク笑ハント欲スルモノ

カラ︑一弾又モ中佐ノ胸ヲツラヌキ︑

十﹇5210図

エダガヲレルホ

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑上︑天

十一999昏昏 ︿略﹀︑農産物の種類は

今年ハ

︿略﹀︑マケタコトハアリマセン︒
じゃがたらいも

軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

なたね

ケサモ五十ホドヒロツテ

のししで︑︿略﹀︒

四164牛ほどもある大きなゐ

來マシタ︒

四127

ドタクサンナツテヰマス︒

四106

二恥ヂズ︑下︑地徳恥ヂズ︑外︑人

はだか

北方

北海道と大差なく︑大変・小宮・
からす

﹇北方﹈︵名︶3

二心ヂズ︑内︑己二恥ヂザル工夫ヲ

ゑんどう

十一310図寺の上の小高き所に後醍
ありしょり三年︑北方の天を望みて

醐天皇の陵あり︒天皇のこ＼に行幸
に至れば︑温暖なる地方に移らんと

あはち

崩御ありし御心事を察し奉れば︑
︿略﹀︒

十一367圓国

北方の毫湾神社ユ・参舞

あかし
望む所︑明石海峡となり︑︿略﹀︒

あったといひます︒

こゑは︑山もくつれるほどで

富貴は人の共に欲する所︑ 十一177図淡路島の北方︑本土と相 四201︿略﹀︑ただつねをほめる

ども︑富貴なる者必ずしも樂しから

貧賎は人の共にいとふ所なりといへ

十二7110図

に其の敷を加ふ︒

欲するもの期せずして相集り︑次第

︿略﹀食物の映号せる頃

ほっぽう

楽園・裸萎・藝墓・麻・馬鈴薯・

ナスベシ︒

に於ては見るを得ざる事大なる天然

十一柵2上国 森林は内地及び北海道
林にして︑︿略﹀︒

十一一479図囲︿略﹀︑府は三つ︑縣は

四十三︒北海道の一麟と︑外に南北
新領土︒

ほっかいどうきゅうどじんほこほう

十一一692図

碗 豆 等 の 牧 穫 多 く ︑︿略﹀︒

十一98図 北海道

右は女子なり︒

人を垂がけるものにて︑左は男子︑

十795図 是は北海道に住するあいぬ

海道

ほっかいどう ﹇北海道﹈︹地名︺5 北

ハ幾憶想トナク牡丹ヲ植込ミタリ︒

ボ

ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略﹀︒廊下ノ両ガハニ

十999図 初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

咲ノモアリ︑︿略﹀︒

九96 タトヘバボタンノ様一ニリン ほっきょく ﹇北極﹈︵名︶1 北極

ぼたん ﹇牡丹﹈︵名︶2 ボタン 牡丹

ほたるぶくろ一ほど

ほど一ほど
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四794園
十五分ホドニテ日本橋ニイ

あばら骨の数へらる＼程や
あるく並肉のゆれ動く程こ

一日の旅程を十里つつと見て︑

せられたが︑︿略﹀︒

九357

十二日程か＼つた︒

︿略﹀︑末ニナルト︑肉眼デハ
是程の才學をもちながら︑

畑には変がもう一寸程にのび
︿略﹀︑黄色い大きな實が枝も

たわむ程なってみる︒
イハ ミ

︿略﹀︒

フルトンの始めて造りし

アラビヤ馬の長途の騎行に

︿略﹀︑鯨の群をなして

きせるは身分の高い人戸長

伯林には世界にほこるべ

出入口の混雑せる程なれ

家内のよく整頓せる程の

家は日々のふき掃除も必ず行届きて

十二894図

頓・不始末の事多きが故なるべし︒

ば︑一事が品等︑徳べて家内に不整

十一一887図

き程の大建築物なし︒

十二652図

いのを用ひる︒

十一m4

にてすくひ取るを得る程にて︑︿略﹀︒

海岸近く寄詣る時は海水爲に白色を
たも
呈し︑特殊の網を用ひずとも︑置網

十一994魑国

ガ如シ︒

進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ

十一853図椀綿機ヨリ出ヅル綿花ハ

金を彿っても惜しくはない︒﹂

十一492囹

﹁あれ程の名馬はいくら

たへることは實に驚くべき程で︑

十一467

に御座候︒

大なる︑内地にても見る能はざる程

十一366囲囲 當皇北市街の如きは︑
てい
︿略﹀︑総督官邸をはじめ建築物の壮

さなりしならん︒

汽船は︑今の小さき川蒸氣程の大き

十一279図

ニテ︑百七十齢年玉前ノ人ナリ︒

これ程有用な火でも︑ひよつ 十319図平左衛門ハ石見ノ國ノ役人

敷へきれない程多い︒

八445

駝鳥は鳥類の中で一番大きく

とまちがふと大へんな事が出歯る︒

八562

大きなものになると︑若し家

て︑卵も子供の頭程ある︒

八591

の中でひろげさせたら︑座敷一ぽい
になって︑天井へつかへる程である︒

︿略﹀︑軍神トイハレル程ニウ

ツパデアツ上白ラデアル︒

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八928

はずならずや︒

行けば行く程出盛嵩に遠ざかるべき

七603夏毛のいたって短きものは指 八804図 ︿略﹀︑若し平たき物ならば︑

え太りたるものあり︒

七601図

せ細りたるものあり︒

七599図

タル︒

七544図

ことはない︒

そらをとんでみる鳥 七402園 ﹁あ＼︑金がない程残念な

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ

はきっといおとすほどの名人
でございます︒

六156 それで取入れの時は大へんに
いそがしくて︑夜も十分に眠れない
ほどです︒

六264園 シテ見レバ銅ホド役二立ツ
モノハアリマスマ イ ︒ ﹂

六656 シグマトイフ熊ハ小馬ホドア
さきにてもつまめぬ程なれど︑︿略﹀︒

カキハスグニフエルモノデ︑

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒軍カ

七722
ンや汽船ハ時々カキヲカキオトサナ

ツテ︑カが強ウゴザイマス︒

子ナレバ︑コレホドノワケノ分ラヌ

七38図圏 ﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ
ケレバナラナイ程デアル︒

ります︒

明けて二十九日には雨も
心配には及ぶまじと立退きたる者も

止み︑風も静まりて︑︿略V︑もはや

八169耕園

タリ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂ト

本ノ方が太クテ︑サキへ行ク

引返したる程に御座候︒

十295

てるる︒

十289

︿略﹀︒

式部は少しも高ぶりたる風なく︑

十163図

見エナイ程細イ︒

十71

程段々二細クナツテ︑︿略﹀︒

初は近所の人にもうらやまれ 十610

﹁朝ね程損なものはない︒

一週間程たつねたが︑白雀は
毎日の食物のにたきから種々
の工業まで︑火の力を要することは

八442

見つかりませんでした︒

八265

行くのだ︒﹂

朝ねをしてみる間に︑身代が減って

八257圏

の中によほど財産を減らしました︒

る程の身代でしたが︑︿略﹀︑五六年

八194

タル所ヲ一間ヅツ張レリ︒

テ︑オボツカナキ手ツキニテ︑破レ

﹁我モコレ程ノ事ハ心得 九734㈱国

な汽船で︑乗組の人員は二百人もあ

ふのは︑長さが六十間程もある大き

七817圏私の乗ってみる明治丸とい 九308 蒸氣機關は二百年程前に護明

コトハアルマジ︒

七221園 あなたほどの大きな花ぶさ
は見たことがございません︒

七269 家デモ國デモ手ヲヨク一回ラ
カセル人が多ケレバ多イ程書信ナリ
マス︒

ガ多ケレバ多イ程オトロヘマス︒

七27一 フトコロ手バカリシテヰル人
七296 卵からかへったばかりの量は
あり程の大きさで︑長さは一分ばか
け．れど も 一 月 ば か り の 内 に は ︑

りしかない︒
七298

︿略﹀︑ 二 万 匹 の 慧 を か ふ の に ︑

皆さんの小指程の大きさになり︑
︿略﹀︒

七315

人一人附き＼りで眠るひまもない程
いそがしい︒

七338 一匹でおよそ四五百程の卵を
産む︒
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ほどく一ほね

ほどく

︽一

一家中に病人なき程仕合

清潔なるものなり︒

十一一904図
﹇解﹈︵五︶1

なる事なし︒

ほど・︿

十一587 手早く帯をほどいて︑倒

イ︾

エールの膿にく＼りつけて合圖をす

ほとけ

佛

ると︑兵士等は力を合せて二人を引
﹇仏﹈︵名︶2

上げた︒

ほとけ

六398国 三十三七堂のほとけのかず
の多いのにはおどろいた︒

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒
﹇仏様﹈︵名︶一

ホトケサ

十棚7図 今ハサ・ヤカナル堂中二古

マ

ほとけさま

ナラノオ寺ニアリマス︒
﹇施﹈︵四︶4

ほどこす

やばせ

︿略﹀︑矢走をさして蹄り

ダーリングの生

白帆を送る夕風に︑聲程近し︑

八619図圃
行く
三井のかね︒

グレース

家に程近き寺院の庭上には︑右手に

十715図

スカ

アンゴ

コ・二四近キ飛鳥ノ安居院

ア

かいを握れる少女の銅像あり︑︿略﹀︒

雨冠3図

︽iヅル︾

程遠シ

﹇送出﹈︵下二︶1

紅葉二名高キ龍田川モ程遠

﹇程遠﹈︵形︶1

ハ古ノ飛鳥寺ノ跡ニシテ︑︿略V︒

︽ーカラ︾

ほどとお・し

十985図
力ラズ︒

ほどばしり出づ

ほどばしりい・ず

火山の破裂は地中の水蒸

ほとり

氣︑地葺の弱き虜を破りて︑ほどば

十二428図

ホトリ

スミダ
コ・ヲーメグリシテ隅田川

﹇辺﹈︵名︶7

しり出つるより起る︒

七571図

ほとり

五141 日本一ノ大キナホトケサマハ︑
ほどこ・す

所アリテ︑︿略﹀︒
︿略﹀︑諸大名其ノ他旅客ノ

宿泊スルモノ多ク︑湖水ノホトリニ

九392図

十二697図

過ぐる慮の沿路︑蔵幅・

草根を始め︑凡そ取って以て食ふべ

きものは殆ど饒す所なし︒

ホネ 骨n▽あば

三302︿略﹀︑タコノホネモ竹

らぼね・せぼね

ほね ﹇骨﹈︵名︶12

こと殆ど無し︒

各自に荷物を受取るに︑間違の起る

十一一㎜4図 ︿略﹀︑旅客は下車騨にて

ほ

熊王直ちに河内に行きて︑

ハニギヤカナル市街アリキ︒

十一431図

ポトンド

殆ど︑幾んど

﹇殆﹈︵副︶10

赤坂城のほとりにた＼ずむ︒
ほとんど

殆ド

カンザシノ玉ヤヲジ値頃スル

デ作りマス︒

七73一

十25図近江一円の川流はほとんど

とんど

全く此の湖水に入り︑︿略﹀︒
ふもと

十﹁48出花は麓より咲初めて次第

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ

七735

サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒

となるまでは︑ほとんど一月にわた

に山上に及び︑︿略﹀︑奥の花の盛り

コノ岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨

デアル︒

るといふ︒

八745図︿略﹀︑骨二附キタル肉ヲ食

︿略﹀︑今日デハドンナ品物

ヲ製造スルニモ︑分業無二依ラナイ

十一128

廣い田の面は切株ばかりで︑

人影の見えないのみか︑か＼しの骨

十286

取ルニ便ナリ︒
︿略﹀︑一月より三月ま

コトハホトンドナイ︒
十︸963國囲

で凡そ三箇月間は航路殆ど全く絶え︑

全身三一語聾ノ骨アリ︒

も残ってみない︒

十757図

︿略﹀︒

骨ハ筋肉二五マレ︑皮膚更

ひの

九19図 ︿略﹀火曜鳴尊く略V︑簸 十一㎜7㈱国 ︿略﹀︑又山脈の爾がは

十757図

すさのをのみこと

ノホトリニ出ヅ︒

には石炭層各所にあり︑殆ど無蓋藏

九812図 去年の今夜清涼殿の御宴に

︽ーシ・ース・ーセ︾

川のほとりにて︑夫婦の老人一人の

かは

二歳ノ上ヲオホフ︒

侍し︑詩を作りて天皇の御感に入り︑

に候へども︑︿略﹀︒

スベテ重要ナル機關アル部

むすめを中にすゑて泣きかなしめる

頭ノ骨ノ堅キハ磯ヲ護ラン

分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

十777図

御衣を賜はりて身に直る面目をほど

露國が連敗の勢を回復せ
を高給ふ︒

ん爲︑．本國に於ける海軍の幾んど全

るに︑我は糧食殆ど書きたり︒

十778図

胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ

オホハレタル心肺普及ビ心臓ヲ保護

センが爲ナリ︒

白藍トノ交通止カリシ時

十847

其の皮は革に製して︑かば

なめしがは

リキ︒

代ニハ︑商業ハ殆ド内三二限ラレタ

十一一506図

ガ爲ナリ︒

リ︒

シマ

﹁敵は長園の計を取れ︑

勢力を畢げて組織せる太平洋第二・

カ

アシノコ

山上ナル盧湖ノホトリニ關

北浦ノホトリナル鹿島トトモ三二社
ノ名アリ︒

九3810図

十二274図囹

さかぶね
を造らせ︑之を八つの酒槽に盛り︑

ス

十777図
トリ

イキ

第三艦隊は︑︿略V︒
カ

ひしに︑︿略﹀︒

其のほとりに娘を坐せしめて待ち給

九36図︿略﹀︑老人夫婦に命じて酒

十二48図

こ し た り し が ︑ ︿ 略V︒

︿略﹀︑我等の衣食住には模
︿略﹀︑又口の周園︑手首・

様・色どりをほどこしたるもの多し︒

十499図
十799図

手の甲等には入墨をほどこせり︒

程近シ

十7910図 然れども入墨をほどこすこ 九176図中田モ香取・息栖ノ両社バ
とは今は全く禁ぜられたり︒
﹇程近﹈︵形︶3
︽ーキ・ーシ︾

ほどちか・し
程近し

ほばしら一ほりとる

552

色々の細工物に使ふ︒

んや靴などを造り︑其の骨や角は
ある︒

る牛は敷千頭にも上るといふことで

ホバシラ

歩兵は戦孚の主力にして︑

輻重兵は何れも戦箏に必要にして︑

歩兵は平時凡そ百五十人を

其の任務には二重の別あることなし︒

九264図
一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

二箇旅團の歩兵にそこばく

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

九266図
たるものを師團といふ︒

歩兵第七十二聯隊第

加

十一597図圃

義勇の崩御國に蓋し︑

武勇のほまれ細父

孝子の碁我が．家にあげよ︒
くはしほこ

十﹁描8音楽
ちたる

稻へし其の名君子爵︒

千足の國の名に負ひて︑禮儀は早く

唐人も

﹇褒︺︵下二︶一

ホム

せるは家門の馨なり︒
ほ・む

タずシ貯金センが爲二必要

﹇褒者﹈︵名︶1

﹇褒﹈︵下一︶9

ほめ者

ホメル
︽ーメ・ーメル︾呂おほめる

ほ

マツテヰル︒勝負ガ

番スムト︑ワ

あとになって︑主人はこの事

アツトホメルコエガキコエル︒

六331

を聞いて︑直吉は正直ものだとほめ

て︑長松にはひまをやった︒

友だちにもすかれた善い子供は︑お

︿略﹀﹁あれ程の名馬はいく

となになってから︑りっぱな人にな

りました︒

ら金を彿っても惜しくはない︒﹂と︑

十一493

口々にほめた︒

七705

魚類ニハ︿略﹀︑タヒ・ボラ

ポリ

ホワ
堀 壕与

岩ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガ

・ハモ・コチ・キスナドノヤウニ︑

﹇堀﹈︵名︶3

アリ︑︿略﹀︒

おほり

それでけはやはわらはれ 六815図 又多クノホリアリテ︑川ト

堀ト橋トノ多キヲモツテ名

川トヲツナゲリ︒

カタハラニ心霊一軍曹ハ中佐

六816図

高シ︒

ホリ

八886

ハマスくハゲシイ︒

︽ーケ︾

圖や書ぼ別に堅い木に彫り︑

オ宮ノ裏デハ今スマフガハジ ほりと・る ﹇掘取﹈︵四︶2 掘取ル

所に入れる︒

窮眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

十199

つける

ほりつ・ける ﹇彫付﹈︵下一︶1 彫り

ヲ壕ノ内二入レテカイハウシタ︒戦

︸どにどっとほめま

海の方でもふなばたを

は︑山もくつれるほどであっ

した︒

そばを通る人が﹁美しい川

たたいて︑

四832

たといひます︒

四198 よりともはじめ一どうの
ものが︑ただつねをほめるこゑ

︹ひらがなのドリル︺

て︑すくねはほめられました︒

三171

ドニテヲタタイテホメマシタ︒

三163ミテヰ証人ハミンナ一 ほり

める

ほ・める

となった︒

箇村はおろか︑近所近ぺんのほめ者

九877此の話が傳はつて︑愛作は五 ぼら ﹇鮨﹈︵名︶一 ボラ

ほめもの

ムベキ事ニアラズQ

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ

九786図

︽ーム︾

九255図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・ 十二319図幅﹁二子の君の爲に語聾 六724 學校でいつも先生にほめられ︑

其の敷最も多し︒

九246図

十848 又皮・骨・ひづめなどからは ほへい ﹇歩兵﹈︵名︶4 歩兵
﹇帆柱﹈︵名︶7

にかはが出向︑血や腸は肥料になる︒
ボパシラ ほばしら

ほばしら

ほばしら 楮 引々
﹁155 ホバシラニハタ
六772 高イホバシラヤ︑ヒクイホバ
シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ
林ノヤウ心見エル︒

六773 高イホバシラヤ︑ヒクイホバ
シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ
林ノヤウニ見エル︒

十694図 水夫等はなほほばしらに抱 ほへいだいしちじゆうにれんたいだいに
中隊﹈︵名︶1

ちゅうたい

旨く

内山五百吉

歩兵第七十二聯隊第二中

一月二十五日
ホぐ

船農ノ材料ガホぐ整フト︑

︵副︶2

帆前船

豊山井然として家屋の高
﹇帆前船﹈︵名︶2

或夜にはかの嵐に吹かれて︑
帆前船あり︒

西洋形の帆前船には二本 五H2
五702

だ︒﹂といって︑ほめました︒

十一272図

此の燈下附近の岩の上に乗上げたる

十683図

ほまえせん

さ略く相等し︒

十二619図

組立至高リカ・ル︒

十ニー33

ほぼ

藤善作様

隊

十603圓團

﹇歩兵第七十二連隊第二

きつきて︑息も絶えぐに救を呼べ

輔弼

︽一

二中隊

り︒

十一271図 和船の大なるは五百石積
ほばしら

・千石積等ありて︑近海を航行すれ
ども︑橋はおほむね一本なり︒

十一272図 西洋形の帆前船には二本
サテソレカラ船室ヲ分ツタ
ホパシラ

・三本の摘あるもあり︒
十ニー410

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑橋ヲ附
ケタリ︑機關ヲスエタリ︑細カイ造
﹇輔弼﹈︵名︶1

作ヲシタリシテ︑︿ 略 V ︒

ほひつ

︿略﹀︑天皇は國三大臣の

ほふる

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

十二価10図

﹇屠﹈︵五︶1

せ給ふ︒

ほふ・る

・三本の楮あるもあり︒

十845 東京市だけでも︑一年にほふ ほまれ ﹇誉﹈︵名︶3 ほまれ 磐

ル︾

553
ほりぬく一ぼん

十614図此ノ銅山ハ︿略﹀︒然レド
テミマシタガ︑︿略＞Q

イツテ︑ハタケノスミヲホツ
三池・夕張・大の浦︑

掘れど融雪限りなく︑︿略﹀︒

十二485図圃

︽iリ・ール︾

モ其ノ頃ハ掘取リテフキ分クル方法
ナ ホ 不 十 分 ナ リ シ カバ︑︿略﹀︒

十623図 カンテラノ光ヲ便りニ数千 ほ・る ﹇彫﹈︵五︶4 彫る ︽ーッ・一
十198

ラ︒ーリ・ール︾

からかみ

彫

掘る

﹁淺リタル一門ノモノド

が︑かへってほろぼされて︑︿略﹀︒

七67図園

︿略﹀︑越王勾践つぶさに

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹂

十一171図

ゑや︑せんせいの見せてくださ

三383これで本の中のじゃ

るいろいろなものを見るので

す︒

も︑本を士蹴るうちも︑みんな

四14ふでやかみを費るみせ

本

我々は毎日本を抽んで色々な

本の中には字ばかりのもある

たくさんの本を讃んだ學問の

深い人でも︑筆をとる前には十分に

十187

く出遜るものではない︒

十185 ︿略﹀︑本といふものはたやす

のもある︒

が︑書や地圖や窮眞のはいってみる

十181

事を畳える︒

十181

がくかうのきんじよにあります︒

に呉を滅して會稽の恥を雪ぐことを

身分不相當の活計は産を

辛苦をなめて報復を上り︑︿略﹀︑遂

得たり︒

十二924図

破り︑家を亡す基なり︒

十目7

本

それは版下を堅い木にはりつ ほん ﹇本﹈︹課名︺2 本

けて︑其の上から彫って版木を造り︑

柚血圧ハ課

一枚つつ手刷にするのである︒

誌面⊥ハ課

木版では一枚々々彫らなけれほん ﹇本﹈︵名︶14 ホン 本﹇▽いっ
ぼん・えほん︒おくのせんぼん・くち

・ごろっぽん・さんぼん・しほん・

九810

是は活版刷の本の造り方であ

是は活版刷の本の造り方であ

マンマル

マンマル

ツキガ︒

マルイマルイ

マルイマルイ

イチゴノ花ハボンノ様ナ形デ︑

重箱などはぬり物なり︒

七347図︿略﹀︑ぜん・わん・ぼん・

イ︑ボンノヤウナ月ガ︒

一一115圃

イ︑ボンノヤウナ

ニー02翻

ぼん ﹇盆﹈︵名︶4 ボン ぼん

るが︑この外に木版刷の本もある︒

十215

るが︑この外に木版刷の本もある︒

十214

る︒

ちるまでにも︑まだ中々手数がか＼

印刷が出來上ってから本にと

其の考を練らなければならぬ︒

一サツハシウシンノ本︑

十207

じゅうすうほん・てほん・なかのせん

︿略﹀︑木版では一枚つつ彫る なかおくのせんぼん・くちのせんぼん

葡萄牙

ぼん・なんじつぼん・なんぜんぽん・
にせんぼん・にほん︒ひとめせんぼん

ワタクシバ本ヲ五サツ

ホンガアリマスQ

遊中︑熱心に此の説を主張したりし

二484

モツテヰマス︒

二482

が︑何人も一笑に附して顧みるもの
︽一

・わたくしのほん

ビ︾

﹁主人は死し︑主家は

︽ーサ・ーシ

デス︒

一サツバカキカタノオテホン︑

滅す

ホロボス

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

亡す

﹇滅﹈︵四・五︶4

ニサツハトクホンノートニ
ワンワンワ ほろぼ・す

ほろぼす

ニイタダイタ本

ハルノアタタカイ日二︑
マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

三35

ガーサツアリマス︒

カラオトシダマ

二492

ソノホカニ︑オカアサン

るを知らず︑︿略﹀︒

十二869民家

亡ぶ

一19一

コロンブスは葡萄牙に客

ぼるとがる

︹地名︺1

から︑手間が幾層倍もか＼る︒
ぼるとがる

十222

ばならぬから︑其の自由がきかぬ︒

十2110

十1710

十216

所に入れる︒

寓眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

圖や書は別に堅い木に彫り︑

人ノ坑夫が銅鑛ヲ掘取ルコト︑書下
ホリヌク

ホリ物

﹁コレハトンネルトイツテ︑

﹇掘抜﹈︵五︶一

止ム時ナシ︒

ほりぬ・く
︽ーイ︾

五443園
﹇彫物﹈︵名︶2

山ヲホリヌイタ所デ ス ︒ ﹂

ほりもの
物
︿略﹀︑ノミーツデ見事ナホり

物ヲコシラヘタリシテ︑人ヲ感心サ

七274

らんま

セルノモ︑手ノハタラキデセウ︒

捕虜

ホレ︑

﹇滅﹈︵上二︶1

なかりき︒

十二762図

十497図 欄間の彫物︑唐紙の地紙をポルトガル
はじめ︑︿略﹀︑其の他菓子類に至る

まで︑我等の衣食住には模様・色ど
﹇捕虜﹈︵名︶1

りをほどこしたるもの多し︒
ほりょ

ホル

十ニー02図 敵の死傷及び捕虜は司令 ほろ・ぶ
﹇掘﹈︵四・五 ︶ 5

長官以下無慮六千人 ︒
ほ・る

ココ

﹁ココ ホ レ ︑ ワ ン ワ ン ワ ン ︒

︽ーッ・ール・ーレ︾

一一515園
一一516園
ン︒﹂

・ース・⁝セ︾﹇▽うちほろぼしたまう・

六507

うちほろぼす

二522オヂイサンガソコヲホル
ト︑土ノ中カラ︑︿略﹀タカラ

はこれをきらって︑てきたひました

信長の古いけらいの勝家など

モノガタクサンデマシタ︒

二533サウシテソノ犬ヲツレテ

ほんい一ほんどう

554

﹇本意﹈︵名︶1

︿略﹀︒

ほんい

本意

﹁正儀は主君の敵にて︑

便ヲ計り︑實用二重キヲ置キ︑其ノ

本校新築落成

﹇本校

注意ノ周到ナル︑縣下マレニ見ル所
ナルベシ︒

新築落成式﹈︵名︶1

はんこうしんちくらくせいしき
式

我が爲にも父の仇なり︒如何にもし

十一429図園

と︑しきりに望めば︑力及ばず︑

て討取り申すべし︒︿略﹀︒﹂︿略﹀︑

所ナリ︒

本國

スルヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル

墨行セラル・二當リ︑其ノ席末二列

コ・二本校新築落成式ヲ

十二355図

常に身を離さざりし名刀を與へて行

﹁さらば是にて本意 を 遂 げ よ ︒ ﹂ と て ︑

本郡
﹇本国﹈︵名︶1

露國が連敗の勢を回復せ

故に人々常に自治制の本

﹇本旨﹈︵名︶1

第三艦隊は︑︿略﹀︒

ほんし

本旨

勢力を墨げて組織せる太平洋第二・

ん爲︑本國に於ける海軍の幾んど全

十二48図

︿略﹀︑今や全國就學見童 ほんごく

﹇本郡﹈︵名︶1

かしめたり︒

ほんぐん
十一一359図

ハ學二見童百分ノ九十七ヲ土工︑本

﹇本月十五日﹈

郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成
績ヲ示セリ︒

ほんげつじゅうごにち

︵名︶1 本月十五日

ほんじ

﹇本字﹈︵名︶1

本字

を増進せんことを心掛くべし︒

旨を膿し︑協同一致して團膿の福利

九131圓團 ︿略﹀︑二口とも本月十五 十二悩6図
﹇本月二十日﹈︵名︶1

日までに御送り相成度願上候︒

本月二十日

ほんげつはっか

本校

﹇本日﹈︵名︶3

九711七重

本日

葬啓︑御註文の縞物三十

本陣

急に馬に打乗って︑味方のま

つ先に立って︑信玄の本陣に切りこ

六571

﹇本刷﹈︵名︶1

本刷

んで︑信玄に打ってか＼つた︒
ほんずり

さてかりに印刷して︑讃合せ

て見て︑︿略﹀︒一字も誤がなくなつ

十202

﹇本村﹈︵名︶2

本村

てから本刷にか＼るのである︒
ほんそん

仰の如く本村にも耕地整

ツシテ造り︑本殿ニバカシコクモ天

皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒

之を過ぎて拝殿あり︑舞殿

の後に本殿あり︑いつれも善勒し︑

九9410図

﹇本当﹈︵名︶1 ほんと

美聴せり︒

ほんと

一銭まうけておけばよかったのに︒﹂

六318園 ﹁先では知らないのだから︑

とのまうけでない金は一厘でも取つ

といったら︑直吉は︑﹁︿略﹀︒ほん

てはならない︒﹂

本土の西︑近く九州と相

﹇本土﹈︵名︶2 本土

十一175図

淡路島の北方︑本土と相

接せんとする所︑下心海峡あり︒
あはち

十一177図

ほんど

當日は本村の重なる人々

理の必要これあり︑︿略﹀︒

十924陳團
十9210魍団

﹇本町通﹈︵名︶1

も精々誘ひ合せ︑是非二型致すべく
候︒

本町通

ほんちょうどおり

あかし
望む所︑明石海峡となり︑︿略﹀︒

．ほんとう ﹇本当﹈﹇▽ほんと

火元は裏町通の材木屋で︑も
う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が僥

八419

南部の打狗港と淡水・

たんすゐ

ほんとう ﹇本島﹈︵名︶2 本島

あんぴん

たかお

けてるるのださうだ︒
﹇本町二丁目﹈

基隆・安平の三港とは本島の四開港

きいるん

十一373盲壁

新版圖の事に候へば︑

場にこれあり︑︿略﹀︒

本島の開拓は我々國民の最も力を用

十一研4魑国

ふべき所に候︒

初瀬山ノ中腹二長谷ノ観音

アリ︑︿略﹀︒︿略V︒長廊墨キテ本堂

十9910図

ほんどう ﹇本堂﹈︵名︶1 本堂
ハ セ

︿略﹀︑御華氏下され候

本町二丁目

ほんちょうにちようめ

︵名︶1

十一6310陳團

はば︑御手数ながら弄る二十八日ま
でに︑本町二丁目高野義太郎宛御一
報下され度候︒
﹇本町民諸君﹈

今本町民諸君ノ熱心ニヨ

本町民諸君

ほんちょうみんしょくん

︵名︶1

アリ︒結構頗ル大二︑眺望甚ダ美ナ

十一一362図

リ︒

本道を更に南へ進めば︑

庭園を以て名高き竹林院あり︒

十一43図

ほんどう ﹇本道﹈︵名︶1 本道

リ︑コ・二新校舎ノ落成ヲ見ルニ至

本殿

く略V︑社殿ハ上古ノ風ヲウ

﹇本殿﹈︵名︶2

レルハ︑里民教育ノ一慶事トイフペ
シQ

九285図

ほんでん

く略V︑本日の新聞により︑

て嚢葺いたし候︒

反︑本日通運便により汽船平安丸に

九137圓国

物二十反本日到着︒

九126㈱国去月二十五日御差出の縞

ほんじつ

可成本字にて此庭に記すべし

九141魑団 本月二十日までには必ず 八48図図 嚢信人は自己の居所氏名を
護送仕るべく候︒
﹇本校﹈︵名︶1

十二367図 本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑

ほんこう

其ノ注意ノ周到ナル︑輩下マレニ見

本校

ル所ナルベシ︒三型本校二四ブ者ノ
﹇本校舎﹈︵名︶1

幸福如何ゾヤ︒

舎

ほんこうしゃ

御地方は非常の出水にて︑死傷も少
﹇本陣﹈︵名︶1

からざる由承知致し驚き入り候︒
ほんじん

十二364図 本校舎ノ建築ハ質素堅固
ガラ其ノ無目シキヲ得︑專ラ教授ノ

ヲ主トシ︑︿略﹀︑通風・採光ニツナ

555
ほんとうさんぶつ一まい

ほんとうさんぶつ

本島産物

﹇本島産物﹈︵名︶1

十一378圏困 本島産物の重なるもの
しやうなう

ほんとに

は︑御承知の樟拶・米・茶・砂糖
等にて︑︿略﹀︒

﹇本当﹈︵副︶1

本人

八122国 おはなさんも一人の分はほ

ほんとに

﹇本人﹈︵名︶1

んとによく激ってるます︒
ほんにん

︵名︶ 一

ボンネット

何よりも︑本人の行がたしかな保讃

十379園 りつばな人の手紙よりも︑
です︒

ボンネット

ほんばこ

﹇本箱﹈︵名︶2

本バコ

本

六686図桐ハ︿略﹀︑輕クシテ美シ

箱

ケレバ︑ツクエ︒本バコ・タンス・
ハキモノナドヲ作ルニ用フ︒
︿略﹀︑ツクエ・本箱・タン

︵名︶2

ポンプ

スナドヲ作ルモノハサシモノシナリ︒

六693図
ポンプ

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ

クチ

桁どもを

けた

はり

むなぎ

片時

あはれ我︑梁や棟木や

いつもせおひて

ひと

休む楽なし︒﹂と

老人は之を袋に移して︑再

一ぱいになった︒

入れる︒︿略﹀︒また＼く間に帽子に

孚って老人のさ＼げた帽子の中へ投

十二845 ︿略﹀︑聴衆は銭をつかんで︑

し通し︑︿略﹀︒

の草ずりを上げ︑こぶしも通れとさ

を抜きて首をかく︒手塚其の間に敵

十514図敵は手塚の家來を押へ︑刀

りつぶやく︒

も

角柱

十137図圏園

三494水の上で足をのばして︑ 出し候︒

本流

ぼんやりうかんでみることも

セキヤド

利根川ノ本流ハ東南二流レ

ヒ

本流ハ下りテ︑下総・常陸
利根川ハイハユル關東平野

﹁タイソウヨクカザレマ

マア

び帽子を差出す︒見る間に復あふれ

十二846

るばかり︒

︵感︶i

まあい ﹇間合﹈︵名︶1 間合

シタ︒マア︑ウツクシイコト︒

四755園

まあ

赤堀川ハ關宿ノ北ニテフ

﹇本流﹈︵名︶4

あります︒

ヌ

ま

レバ︑一千鯨里二及ブ︒

ヲ貫流シ︑本流・支流ノ長サヲ合ス

九185図

ノ馬入ヲ流レテ太平洋二曲ル︒

九168図

大イサヲ増ス︒

テ鬼怒川・小貝川ヲ合セ︑穿く其ノ

キ

九163図

テ利根ノ本流ヲナシ︑︿略﹀︒

タ・ビニツニ分レ︑一ハ東南二流レ

九1510図

ほんりゅう

一464ピケシガトンデイク︒ポ
船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

ンプヲヒノーテハシル︒
十ニー510

扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲポンプデカイ

トビラ

出シテ工事二掛ルノデアル︒

八161

たらくことはひとのほんぶん

九5010図圃 西洋婦人のボンネット ほんぶん ﹇本分﹈︵名︶2 本分﹇▽は
本年

出ス外ハナイ︒何モシナイデ遊ンデ

﹇本年﹈︵名︶2

花 を か ざ り て う る はしく︑︿略﹀︒

九439國国 又御宮裏の田も︑本年は

ヰルノハ樂ナヤウニ見エルガ︑却ツ

ほんねん

水も十分に御座民間︑少しも御案じ

テ苦シイモノデアル︒働クコトハ人

直線を適當の長さに切り︑

美しき模様を生ず︒

は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或

十449図

四497間われらがねどこで︑や

・ねま・ひとま・ひるま

・すきま・たにま・とこのま・なみま

一には︑軍人としては忠 ま ﹇間﹈︵名︶7 ま 間﹇▽おくのま

ノ本分デアル︒

下さるまじく候︒

十二棚2図

節を煮出すを本分と爲すべし︒

本文

嚢信人の居所氏名を受信人

﹇本文﹈︵名︶1

八48図図

ほんぶん

十一6110國團 舞啓︑老父事本年漏六
十歳に相管笛に付︑來る七月二日の
たんじやう

ホンノ

ほん

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑

﹇本﹈︵連体︶2

心 ば か り の 祝 宴 相 開き︑︿略﹀︒

くまい・さんまい・すうひゃくまい・

まい ﹇枚﹈﹇▽いちまい・さんじゅうろ

ほんの

すんで居るまも︑ちっとも︑休

ぼんやり

時の間に雪に攣ったか︑そこら一面
銀世界になってみることもある︒

といふ女の神さまのまひがおもしろ

その時あめのうずめのみこと

﹇舞﹈︵名︶3

・にまい

まい

かったから︑︿略﹀︒

く略V急に水音はげしく 五27
思ふ間もなく︑隣村にて早がねを打

相成り︑犬のなき聲もたゴならずと

九738汗馬

まひ 舞

︿略﹀︑翌朝起きて見れば︑何 すうまい・にひゃくまいかんいちえん

まず︑いきをもつがずに︑︿略﹀︒

︵副︶正

九707

に知らせんとする時は本文の終り又

本

は受信人居所氏名の下に片假名にて
﹇本文中﹈︵名︶1

八691国此のかはせの金はほんの僅

文中

八48図図
ぼんやり

羨し易き芸大書すべし

本文中の敷字は片署名と分

ほんぶんちゅう

記すべし

の

コレハホンノ玉髄ノ構造ノ

かですが︑何かすきな物を買って上
げて下さい︒

十一一144

話デ︑實際ハ龍骨ニモ︑肋材ニモ︑

梁ニモ︑外皮望都モソレぐ附属具
ガアリ︑︿略V︒

イ︒﹂

七499園

﹁ソンナニイバツテモ︑ア

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離

十一26図 堂前四本の櫻ある庭は大
の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所

︽マイ︾

九866園

次の朝農夫は︿略﹀︑若しや

︿略﹀︑今日の勝負はきまら

つてたつねましたが︑︿略V︒

りを見まはって︑野原の方までも行

白雀が居はしまいかと︑屋敷のまは

八227

あるまいかと思ひました︒

取高の少いのは︑この雀のせいでは

農夫は之を聞いて︑近年変の

イ︒﹂

まい

八206

なりと傳ふ︒

をしのびつ＼︒
︵助動︶13

マイ

のをだまきくりかへし かへせし人

十二252図圃若宮堂の舞の袖︑しつ

まい

﹁おれよりちからのつ

よい人はあるまい︒﹂︹ひらがな

三165園
のドリル︺

ないが︑いつれ又改めてやり直しを

三272圃 ばかばか︑ばかばか︑走れ
してもらはなければなるまい︒﹂

どうかして助ける工夫はあ

よ︑小馬︒けれどもいそいで つ
十︸563

まつくまいそ︒
﹁おきくさん︑おきくさん︑

るまいかと︑兵士等は皆野をもんで

四278圏

かうさむくなっては︑しかたが

まひ上

みる︒

﹇舞上﹈︵五︶1

ありますまい︒

︽ーッ︾

クメ ヲサマシマス︒

コノゴロ

マイアサ

われくは毎朝顔を洗ひ︑口

行ツテ見ルノガタノシミデス︒
七648
をす＼ぐ︒

︿略﹀︑毎朝早くすを出て︑

ゑをさがして︑すぐ蛉ってしまふと

八218園

此の下女は毎朝かうして︑主

いふことだ︒﹂

八249

人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ
其の後は毎朝必ず早く起きて︑

たのです︒

八262

けようと︑たつねまはりました︒

︿略﹀︑自分はどうかして白干を見つ

﹁トンテンカン︑トンテンカ
ン︒﹂と︑毎朝早くから弟子を相手

八316

︿略﹀︑只言の日の誘電豫

につちを打つ音が聞える︒
十島ー79図

﹇毎週﹈︵名︶1

毎週

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ
し︒

まいしゅう

見ルト︑シマヒ

ス︒

ニハ

アキテキマ

四32村の人人が︑毎日やさい
やすみやたきぎを馬やくる

まにつんで︑士買りにきます︒

﹁これは私が毎日使ってゐ

マスカラ︑︿略﹀カカシガタテテ

四108 カラスガ毎日トリニ來

アリマス︒

た釜でございます︒

五242囹

マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ

アルシ︑書物モ近ゴロバ大テイ西洋

七465園

﹁私も子供の時には毎日こ

紙デコシラヘルヤウニナツタ︒﹂

七80ク園

の風早へ通って︑︿略﹀︑この講堂で

人ノ職業ニハイロくアツテ︑

お話を聞いたりしてみたのです︒

皆メイくノ仕事ヲシテ︑毎日働イ

八155

テヰルノデアル︒

恩賜の御衣なほこ＼に在

兵革内の生活は規律正し

我々は毎日本を讃んで色々な

呼も御座候︒

く︑︿略﹀︑又毎日朝夕爾度の人員黙

十562魍国

事を貴える︒

十181

り︒さ＼げ持ちて毎日齢香を拝す︒

九818図圏

する必要なきなり︒﹂

毎日運動するが故に︑署者にも相談

九599図囹﹁我は天壌にも相談せず︑

の工業まで︑火の力を要することは
毎ド

敷へきれない程多い︒
﹇毎度﹈︵名︶1

室・兵器・寝具其の他︻切所持品の
まいど

四266園 オマツハツリヲワタシ
テ︑﹁毎ドアリガタウゴザイマ
ス︒﹂

．まいとし与まいねん
毎日

ウマイゴチソウモ毎日タ

﹇毎日﹈︵名︶21

リマス︒

三694

オモシロイアソビモ毎日

ベルト︑シマヒニハイヤニナ

三692

まいにち

バクリノオチル

ハヤクカラタンボへ

三H6オトウサンヤニイサンバ
マイアサ
イキマス︒

四125

ジブンデ︑毎アサ早クオキテ︑

清潔検査これあり候︒

赤い扇はかなめのきは 十563㈱團 毎週土曜日の午後には居 八439 毎日の食物のにたきから種々

﹇毎朝﹈︵名︶9
毎朝

P2 ワタクシハマイアサハヤ

苺アサ

まいあさ

て︑波の上におちました︒

をいきられて︑そらにまひ上つ
て︑ひらひらと二つ三つまはつ

四825

る

四808よ一は心のうちで︑もまいあが・る
しこれをいそこなったら︑生き
てはみまいとかくごをきめて︑
︿略﹀︒

にもっともだ︒この釜はお前の物に

五263園 ﹁お前のいふことはまこと
ちがひあるまい︒

六265園 シテ見レバ銅ホド役二立ツ
モノハアリマスマイ︒

七277ドンナガクキガアツテモ︑手
ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス
コトハ出來マスマイ︒

七477囹 ﹁君ラバ表ダケシカ役二立
タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ
ル︒便利ニオイテハトテモカナフマ

一一

まい一まいにち

556

557
まいねん一まう

パナ物ダ︒︿略﹀︒毎年春ニナルトオ

十578町鳶 ︿略﹀︑學科は三法の講義

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑鎌足モ参り

ま

舞へや舞へや︑すがたや

たり︒舞へや舞へや︑すがたやさし

九108図韻花に宿れる蝶は今眠さめ

く舞へや︒

合セタリ︒

九108図圏

チルガ︑オチルトスグ又新シイノガ

イルいじょう︒しひゃくさんじゅうろ

マヰル
︽ーッ・ーリ︒ール︾

﹇参﹈︵四・五︶7

じゅうはちマイル・ろくせんマイル
参る

まい・る
みる

あさってはおはなさんと一
しょにきっとまみります︒

五662囲

九108図圃

舞へや舞へや︑すがたや

舞へや舞へや︑たもと輕

舞へや舞へや︑たもと輕

舞へや舞へや︑たもと輕

さしく舞へや︒

九109図圃

く舞へや︒

九109図圃

く舞へや︒

九109幽幽

九111図憶断へや舞へや︑花に草に︒

く舞へや︒

九H1図圏舞へや舞へや︑花に草に︒

私がこ㌧へまみつたのは︑こ
の過急がたった年でございますから︑

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ
ルヤウ︑︿略V︒

コノ度ノ合玉戸ハ︑︿略﹀︑

ニツノ中ノーツト思ヘバ︑今一食年

七75図園

顔ヲヲガミテマヰリタシ︒﹂

く舞へや︒

舞へや舞へや︑すがたや

舞へや舞へや︑すがたや

舞へや舞へや︑たもと輕

九H4図遠巻へや舞へや︑たもと輕

く舞へや︒

九114図圃

さしく舞へや︒

九113図圃

さしく舞へや︒

九113図圃

さしく舞へや︒

七58図正行コノ景物サイゴノ合職 九113図圃舞へや舞へや︑すがたや

今年で三十年になります︒

六696

さしく舞へや︒

マイル■Vいちマイル・しちじゅうごマ

及び毎日の術科に關する説明に御座
さうしてそれをつかまへる

ハエテ︑︿略V︒

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

くマイル・じゅうごマイル・ひゃくご

毎夜

やくにひゃくマイル・やくひゃくはち

じゅうマイル・やくしじゅうマイル・

︿略﹀︑毎年來りて︑我が

が︑毎年一羽つつしか出て來ない︒

八216園

候︒

スカラ︑誰モ早ク其ノ仕事二熟練ス

十一107 又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ
ル︒

九31今夕
娘を取食ひ︑今また残りの一人をも

︿略﹀︑四五日間うち通し︑

食はんとす︒

十一468

毎日三十里位をかけるのは珍しくな

︿略﹀︑獣類中にも食物を

毎年節分ノ夜歩ク之二藁火

い︒

ストイフ︒

十959図
十二676図

十一643 人ヲ招待スル時ハイフマデ
材料及ビ料理法二注意スルコトが大

﹇毎夜﹈︵名︶1

鵜飼は五月中旬に始り︑

参らす

十月中旬に終る︒此の間毎夜月なき

十一798図

まいよ

節に其の居を移すもの少からず︒

求め︑氣候を追ひて︑毎年一定の季

モナク︑毎日三度ノ食事ニモ︑其ノ
切デアル︒

十一663 ソレ故材料モ料理法モ成ル
ベク三眠二攣化サセテ︑毎日同ジ献
立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ
ィ︒

﹇参﹈︵下二︶1

︽ース︾且vおしえまいらす

まいら・す

十一7110図此の糟をかける壼工く略V︑ 時をうかゴひて漁舟を出す︒
何一つ圭里がくこともなく︑毎日遊び
暮して三年を纏たり︒

十ニー610図 各地の測候所は其の地方 十一727図囹︿略﹀︑叢工﹁︿略﹀︒さ
の氣象観測を毎日三回中央氣象皇に

このお金は私がこちらへま

らば年男の謝恩に何か書きて参らす

と申して︑父の渡してくれた金でご

みる時︑﹃夫の一大事の折に使へ︒﹄

内参りませう︒

十一426図園

ハ・ーヒ・1へ︾

﹇舞﹈︵四︶16

まふ

舞ふ

︽一

け申すまじ︒幼き時に参りてこそ︒﹂

﹁年長じては敵も近づ

お目にか＼りたくなりました︒その

堂前四本の櫻ある虜は大

十二793図︿略﹀︑人々喜びて︑手の

なりと傳ふ︒

の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所

塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離

十一27図

く舞へや︒

八133国窮眞を見て︑急に皆さんに 九114図圏 舞へや舞へや︑たもと輕

ざいます︒

七419園
べし︒﹂とて︑心構せし様なりしが︑

参り會

︿略V︒

︿略﹀︑中央氣三熱はく略V︑

まいりあ・う

﹇参会﹈︵四︶1

報告し︑︿略﹀︒

十一一172図

毎日其の日の午後六時より翌日の午

ふ

アル日皇子︑寺ノニハニテ

ま・う

いでや臨幸の路次に参

﹇参合﹈︵下二︶1

し︑︿略﹀︑名を子孫に傳ふべし︒﹂

まいりあわ・す

八509図

リ合ス ︽ーセ︾

参

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

︽ーヒ︾

後六時に至る︑向ふ二十四時間の全
毎年

十一146図園

﹇毎年﹈︵名︶6

國氣象の大勢を豫告す︒
まいねん

五83 ︿略﹀︑コノ日ヲキゲンセツト
申シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデ
ゴザイマス︒

五715囹 ﹁ジブンノ角ハジツニリツ

舞ひ︑足のふむ所を知らず︒

さんびやくねんまえ・しご

ヒダリミギマヘウシロ
小さな虫がまヘ へくる

ヨリモ

六95 あぜ道を七八町通って︑小川

みたのでございます︒﹂

五253園 その釜は私が前から持って

た︒

その釜を前において取りしらべまし

五238 やく人は二人をよび出して︑

サク見エマス︒

マヘニ立ツテヰル人ガ︑コンナニ小

五152 ゴランナサイ︑大ブツサマノ

クルシンデヰマシタ︒

カヘツテイタクナツテ︑ナホナホ

ヲアビマシタガ︑マヘ

四581白ウサギハスグ海ノ水

ね︒﹂

んさまのまへのはしです

の方へながれでるます︒
四65園 ﹁それでは今くるまの
とほつてみる長いはしが︑八ま

あんなにまがりまがって︑とほく

四56園﹁うちのまへの川が

ほをしてゐます︒

と︑ばくつとくって︑へいきなか

一453
三481

うしょくまえ・よあけまえ

え・ひゃくねんまえ・ほまえせん・ゆ

ねんまえ・ひゃくさんじゅうよねんま

にちまえ・にせんしひゃくろくじゅう

おんまえ・

←いしんまえ・おまえ・おまえたち︒

まえ ﹇前﹈︵名︶40 マへ まへ 前

まえ一まえ
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さうして前にしるしを附けて

の橋を渡ると︑御．社の前へ出ました︒

六221
おいた所まで船が水につかった時に︑
その石をおろして︑︿略﹀︒

ぬさの前にはおみきやもちや

るく︑杖をたよりにあるきます︒

六615圏園まへからわたしは目がわ
六744
花鳥・山水・入物などのも

魚がそなへてあります︒

七355図
やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ
がく︒

七373︿略﹀︑人ハ皆前へ前ヘト進ン
デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ
ラ︑︿略V︒

七374︿略﹀︑人ハ事前へ前ヘト進ン
デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ
ラ︑︿略V︒

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

七378

キ

宮城ノ前ノ廣場ニハ楠木

クスノ

ラズく二出撃へ出テ來ル︒
マサンゲ

七577図

かぐら
︿略﹀︑草葺殿・御馬屋の前

正成ノ銅像アリ︒

八55図

を通り︑御宮の前にいたる︒
かぐら
︿略﹀︑顕爵殿・御馬屋の前

八56図

板垣御門を入りて︑玉垣御

を通り︑御宮の前にいたる︒

八57図

門の前にて拝し奉る︒

僕は時々其の仕事場の前に立

か︒﹂と︑笑ひながらたつねました︒

八318
つて見てみた︒

大鳥居ノ前ノ大営場ニハ大
青雲機業は二百年程前に護明

村盆次郎ノ銅像アリ︒

九297図
九308

せられたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑五人遅騎手は打連れて︑

︿略﹀學問の深い人でも︑筆

拝殿の後の大きな立石の前に並んで︑

九839

︿略﹀︒

十188

十一847図

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ

細片四方二飛散シテ︑︿略﹀︑機械ノ

工女ハ常二其ノ前芸立チ︑

二二立テバ全身忽チ白シ︒

絶エズ綜二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直

十﹁863図

チニ之ヲツナグ︒

候所を始め︑官廉・諸役所等の前に

二丁ー77図是等の詩劇は氣象毫・測

掲示せらる＼を以て︑︿略﹀︒

さん
動物はく略V︑空氣中の酸

が す
素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出す︒︿略V︒

十一一231

を取って︑︿略V酸素を放つ作用が

植物も︿略﹀︒︿略﹀︑盛に炭酸瓦斯

ある︒︿略V︒若し其の中に青い水草

をとる前には十分に其の考を練らな

次ノ五日目ノ朝モ亦老人二

ければならぬ︒

十241図

も金魚は割合に長く生きてみる︒是

を入れて置けば︑水を取換へなくて

く略V思へらく︑若し欧

っぽ

な

竈の下より火消壼までもよく楡査

かまど

十二901図主婦は寝に就く前︑先つ

孚ひてコロンブスを歓迎し︑︿略﹀︒

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆

出帆の日に数倍し︑前のそしりし者︑

十二803図 ︿略﹀︑パロス港の群集は

ならんと︒

達する前︑日本又は支那に到着する

し

羅巴より西へ向って進まば︑印度に

十二758図

徒に後を顧みることなかれ︒

とは追ふべからず︒常に前を望みて︑

十二715図身をはかなむも過ぎしこ

る︒

金魚と水草の間に行はれるからであ

は前にいった様な關係がびんの中の

先ダタレタリ︒老人怒リテ︑五日目
平左衛門ハ︿略﹀︑百七十

ノ朝ヲ約スルコト亦前ノ如シ︒

十319図

﹁あれが此の室にはいる前︑

古年程前ノ人ナリ︒

十351園

先づ着物のほこりを彿ひ︑はいって
からは静かに後の戸をしめた︒

手塚︑首をたつさへて︑大
將義仲の前に行き︑﹁光盛︑曲者の

よしなか

十516図

馬主は︿略﹀一散にかけ出

首取って候︒

十一494

心なく外を眺めてみると︑前の馬主

した︒︿略﹀︒四日目の朝︑大倉は何

かくて次の夜は如何にと

が︑再び馬をひいて湿て︑︿略﹀︒

十一735図

うかごふに︑前の如く夜もすがら寝

人の友だちは︑︿略﹀

ねずして︑︿略﹀ひとり言いひ居た

ある日

といふことを話しました︒︿略﹀︒二

り︒

八269

て︑﹁どうだ︑白雀は見つかった

三ケ月立ってから︑前の友だちが來

559

まきあ・ぐ

﹇巻上﹈︵下二︶4

マキ上

七78図天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

セ︾

もまかせず︑岩と波との問にボート

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様
前足

高タマキ上ゲサセ︑正行ヲ近ク召シ

十705余丁の間岩にも當てず︑波に グ まき上ぐ ︽ーグル・ーゲ︾

﹇前足﹈︵名︶2

タマヒテ︑︿略V︒

︽ーカ︾

うなぎ

巻附かれ︑持て聾して見ゆるもをか

十︻821図鰻をくはへてくちばしに

し︒

サテ最後二精紡機目移シ

まきと・る ﹇巻取﹈︵四︶一 マキトル

︽ーラ︾

十﹇862図

テ︑適當ノ太サトナシテ︑更ニョリ

ヲカケ︑ツムニマキトラシム︒

︿略﹀︑にごりにしまぬ

白蓮の巻葉をもる＼つゆ涼し︒

びゃくれん

八367図圃

まきば ﹇巻葉﹈︵名︶1 垂葉

︿略﹀︑御前に侍りし清少納

十624図嚢掘シタル銅鑛ハ︑或ハ電

り︒

言は︑つと立ちてみすをまき上げた

十171図

をあやつり居たる少女の働は︑人間
まかせ﹇▽ちからまかせ

まが

業とは見えず︒

にすべし︒

まえあし

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八738図虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド
ルが如シ︒

九847 土人の馬は五分側々に進んで まかせる﹇▽おまかせくださる
まがたま﹇▽やさかにのまがたま

坑内二三キタルレールニヨリテ坑外

氣ジカケノ機械ニテマキ上ゲ︑或ハ

まきゑ与と

九543図

カクノ如ク動物ノ下色ニハ

レ︾←とりまぎる

筋まき上ぐるたつまき まぎ・る ﹇紛﹈︵下二︶2 マギル ︽一
﹇蒔絵﹈︵名︶1

ノアリテ︑自ラ其ノ霊園ノ物ノ色ト

マギレテ︑タヤスク他ノ動物二見附

其ノ住メル周園ノ物ノ色二重蓋ルモ

ケラル・コトナシ︒

ぎだしまきえ
せたる木・竹又紙などにうるしを塗

巻附く

或動物ハ之二反シテ︑二丁

りてつくる︒︿略﹀︒うるしの上に金

﹇巻付﹈︵四︶1

︿略﹀︑長き白布くるく

き そ

﹁奪え元

ひのき

木曾の檜よ︑

うなじユまきて︑峯高く

空ユそびえき︒﹂

白雲を

十119図齪囹

と 頭に巻ける印度人︑︿略﹀︒

九516図圃

たれたるもの︑まきたるもの︑︿略V︒

七611図︿略﹀︑尾ののびたるもの︑

︽ーキ・ーケ︾←さかまく︒とりま

ま・︿ ﹇巻﹈︵四︶4 マク まく 巻

ヤカナル膿色ヲ有ス︒

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

九568図

す︒

﹇巻狩﹈︵名︶1

といふ︒

まきがり

﹇▽ふじのまきがり

﹇撒散﹈︵五︶1

鳥ばかりではない︑人や獣

まき散

並みなもとのよりともが く
けらいをつれて︑ふじのすそ
く

︽ース︾

まきちら・す
す

まきがり

又は銀にてゑがきたるものをまきゑ

す︒

クシテ曲レル爪アリ︒

まき﹇▽うずまき・じんじょうしょうが

くとくほんまきく・じんじょうしょう
がくとくほんまきじゅう・じんじょう

のでまきがりをしました︒

虎ハ︿略﹀︒足ノ先ニハ鋭 四153

にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま

四633やぶの竹は弓のやう

七361図塗物はくりたる木又は組合

まきえ

も︑起らば起れ︑驚かじ︒

十一239図圏

二運ビ出シ︑︿略﹀︒

りまがる ︽ーッ︾

の方へながれでるます︒

あんなにまがりまがって︑とほく

四57園﹁うちのまへの川が

﹇曲曲﹈︵五︶1

まがりまが・る
前橋

行ったが︑︿略﹀︑熊吉の馬はつまつ

﹇前橋﹈︹地名︺1

いて前足を折った︒
まえばし

九17図前橋

アガツマ

まえばしし ﹇前橋市﹈︹地名︺2 前橋
市

︽ーッ・ーレ︾且Vまがりまがる

九151図 是ヨリ南流シテ吾妻川ヲ合まが・る ﹇曲﹈︵四・五︶3 まがる 曲
ハルナ

ル

アカギ

セ︑赤城・榛名ノニ山ノ間ヲ流レ︑

四18けいさつしょのよこを北

豊岡

へまがって︑すこし行くと︑左
がはにいうびんきよくがありま

前橋市ノ西ヲ過グ︒

九152図 前橋市ハ人口四萬アマリ︑
︹玉名︺2 舞へや歌

有名ナル情思ノ市場ナリ︒

まえやうたえや
へや

九目5 第四課舞へや歌へや
﹇真岡﹈︹地名︺2

九105 第四課 舞へや歌へや
まおか

間も近時道路新に開け︑交通大いに

十一976感温 又豊原より眞岡に至る 八741図
便利に相銅壷︒

十一98図眞岡

十一一211

まきつ・く

類も果實をたべては其の種子を方々
きむし

じんじょうしょうがくとくほんまき
︽1

のみ唯一の不凍港として僅かに内地
まかす

へまき散すのである︒
﹇任﹈︵下二︶1

じゆうに・たつまき・はちまき・はま
まか・す

との交通を保ち居候︒

十一963圏圏 ︿略﹀︑西海岸の眞岡港 しょうがくとくほんまきじゅういち・

まおかこう ﹇真岡港﹈︵名︶1 前週港

まえあし一まく

まく一まことに
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蒔ク

︽ーイ︒一
︿略V︒

魚類ニハイワシ・アヂ・サバ

ノ表面二近イ所ヲオヨグモノガアリ︑

・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑水

七703

十一844図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテまぐろ ﹇鮪﹈︵名︶一 マグロ
ポウ

﹇蒔﹈︵五︶ 2

ホグシ︑︿略﹀︑鐵棒ニマキテ︑長サ
ムシロ
四尺バカリ︑直午睡鯨ノ錘綿トス︒

ク︾

ま・く

蒔クノハ五月頃デ ︑ ︿ 略 V ︒

リマス︒

瓜

まくわうり

基岩マグハヲヒカセテ︑

マクハ

キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔

マクハ瓜ヤタ顔や西瓜ニハ︑

負ケル

一304

三167

ン︒

負ける

︽ーケ︾

ベンケイガウシワカマル

六492

一

文武道を異にすれども︑

心誠ならざれば︑如何な

誠の一字之を貫くは︑あ

らゆる修身の徳を一言にて書し給へ

十二佃9図

何の用にか立たん︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十二桝10図

國に煮位す誠は一なり︒

十二41図

秀吉はいくさの上手な人で︑ まこと ﹇誠﹈︵名︶3 誠．

たびくいくさをしたけれども︑
ぺんもまけたことがありません︒

モトユヒや水引ノヤウナ︑ア

ンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ出

七485

來ナイ︒﹂トジマンシマス︒西洋紙

るものといふべし︒

ハナホマケズニ︑﹁君等ハ水引ヌレ

ルト︑スグニベタくニナルガ︑僕

一頭の名馬を三千圓

眞二

眞に

マコトニウツクシイデハ

ハヤカ

ケハヤハソノナノトホ

ツタノデス︒

リ︑ケルコトガマコトニ

三15一

アリマセンカ︒

三15

ことに

まことに ﹇誠﹈︵副︶24 マコトニ ま

等ハ少シグラヰ水ニヌレテモ︑裏へ

︿略﹀

﹁負けたら村の名折になる

ハ通ラナイ︒﹂

九835園
ぞ︒﹂

十﹁474

で買ふ約束をした︒さていよく馬
を受取る段になって︑大將は今少し
まけぬかといふ︒

ノデス︒

﹁ソレハ

マコト群山ナゴ

トシテ︑マコトニウツクシイモ

三292アタラシイ竹ハアヲアヲ
いますから︑︿略﹀︑どうか今四五日

眞心

楠木正行の母が正行を

くすのきまさつら

﹇真心﹈︵名︶1
ぽ

五171

大キナコヒガタクサンアツマ

鯉ハマコトニヰセイノヨイ魚

ゴトナモノデス︒

ツテオヨイデヰルノハ︑マコトニミ

五157

ます︒

しくはありませんが︑なくこゑ
はまことにかはいらしうござい

四663羽の色はあまりうつく

とです︒﹂

四282園まことにおきのどくなこ

︿略V︒

リヲシイコトデゴザイマスガ︑

三707園
孔子の孫子思の學説を受

のところ御ゆるしを願ひ意う御座い
ます︒

十二962図

まこころ

二321韻 エダコニ ジダコ︑ドチ
け︑︿略﹀大賢の名あるは孟子なり︒
ラモマケズ︑クモマデアガレ︒
まご ﹇馬子﹈︵名︶1 馬子
三138 ︿略﹀︑ダレトスマフヲト 九377 馬は馬子が引いて︑ゆるく
ツテモ︑マケタコトハアリマセ
歩むのだから︑早いことはない︒

ニマケマシタ︒

八676国祖母﹁人孫一人の事で御座

ナマデソノマ・タベルノハ︑ まご ﹇孫﹈︵名︶2 孫

マクハ瓜ト西瓜デ︑︿略﹀︒

五514

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五497

ナドヲ瓜トイフ︒

・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマ

五494

﹇真桑瓜﹈︵名︶3

田ヲカキナラシテヰル人モア

三318

八633 綿ノ木ハ畑二作リマス︒種ヲ まぐわ ﹇馬鍬﹈︵名︶一 マグハ

︽ーゲ︾

八654 藍ノ草野︿略V︒︿略﹀︒二月
頃 種 ヲ 蒔 イ テ ︑ ︿略﹀︒
﹇ 曲 ﹈ ︵ 下 二 ︶1 曲ぐ
そ
し

まくら

樂み亦其の中に在り︒
︹人名︺2

マクドナー

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

ひぢ

十二725図囹 ﹁疏食をくらひ︑水を

ま・ぐ

川

マクドナール

十一5610 此の時﹁自分が行かう︒﹂
とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍マ
クドナールである︒

し

ける

ま・ける ﹇負﹈︵下一︶9 マケル ま
十︻5610 マクドナールは此の隊の司

まくロり

令官で︑突貫將軍といふあだ名をも
つた勇士である︒

なみまくら

まくら ﹇枕﹈︵名︶2 まくら 枕←
十一32図圏 花ユねてよしや吉野の
そ

よし水手．まくらのもとユ石走る音︒
まくら

十二726図囹 ﹁草食をくらひ︑水を
ひぢ

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑
樂み亦其の中に在り︒

たかち

しかしのみのすくねには 十二333図

戒め︑高千穂艦乗組水兵の母が其の
子を叱りしが如きは︑保の母と同じ

まけました︒︹ひらがなのドリル︺

く︑忠義の爲には恩愛を忘る＼眞心

マクラ木

ケサウニナツタノデ︑コンドハ︿略﹀︑

六683図 栗バカタクシテ︑ナガクク 五54一 シバラクタツト︑ケモノが負

より出でたり︒

﹇枕木﹈︵名︶一

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ気道ノ

鳥ノ方ニツキマシタ︒

まくらぎ

マクラ木ナドトス︒
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まさお一まさつら

デス︒

五262圏 ﹁お前のいふことはまこと
にもっともだ︒

座候︒

神戸市に近き布引瀧は雌

かうべ

十一775図
雄二爆あり︒美しき瀧にして︑眞に

任者を墨ぐるを知りて︑其の他には

三84

マサヲ﹁ボクハモウコンナ
まさを

てきました︒

三364 まさをはふしぎさうに︑
﹁どうしてもう光らないのでせ
う︒﹂といひますと︑︿略﹀︒

ゥ︒﹂

正

﹁父正成ノ職死セシ時︑

ノカリノ皇居ニウツリタマヘリ︒

七61西園

コレ正成職死ノ後十三年目

臣ハワヅカニ十一歳︑︿略﹀︒

ニシテ︑正行ガニ十三歳ノ時ナリキ︒

七87図

正成ノ戦死セシバ正行が十

正行ハコレヲ見テ︑カナシ

母ハ走りョリテ︑正行ノウ

正行大イニカンジテ︑コレ

ヨリ後ハ父ト母トノ教ヲ守りテ︑一

七48図

くイマシメタリ︒

デヲオサへ︑﹁︿略﹀︒﹂トテ︑泣ク

七37図

ス︒

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

七35図︿略﹀︑正行ハ父ノ在留ミノ

タリ︒

サノアマリ︑ツト立チテ別室二行キ

七33図

職場二王デントセシガ︑︿略﹀︒

一歳ノ時ニシテ︑ソノ市庁トトモニ

七13図

くすのきまさつら

﹁マサヲサン︑イツシヨ まさつら ﹇正行﹈︹人名︺13 正行﹇▽

オツミナサイ︒﹂
マサシゲ
﹇正成﹈︹人名︺7 正成
マサシゲ

楠木正行ハ正成ノ子一一シテ︑

正行コノ度ハサイゴノ合戦

日モワスル・コトナカリキ︒

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

正成ノ戦死セシバ正行が十 七57図

コノ度ノ合戦乱吟︑師直

シカルニ正行スデニ男盛

ルヤウ︑︿略﹀︒

七78図

天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニッノ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

七73図無

リ素心ベリ︒

七68図園

一歳ノ時ニシテ︑ソノ折父トトモニ
︿略﹀︑正成ハ道ニテサトス

正成ハタシテ戦死シテ︑ソ
正成戦死シテ後ハ︑敵ノイ
キホヒマスく強ク︑天皇ハ吉野山

七53図

ノクビハ家二送ラレタリ︒

七32図

フクメテ︑國ヘカヘシタリ︒

ヤウ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネンゴロ三言ヒ

七15図

戦場二心デントセシガ︑︿略﹀︒

七13図

父八戸トラヌ忠義ノ士ナリ︒

七12図

成﹇▽くすのきまさしげ

まさしげ

カラ︑マサヲサンハタンポポヲ

三77園

ボクハレンゲヲツム

イツシヨニウタヲウタヒマセ

ウチニバカリヰナイデ︑︿略﹀︑

三53園﹁マサヲサン︑ソンナニ

タクサンサイテヰマス︒

ニモワタクシドモノナカマガ

三38園．﹁マサヲサン︑ノニモ山

マセウ︒﹂

ニコノカキネノワキニカクレ

ニ227園

其の奇観眞に名状すべか まさおさん ︹人名︺4 マサヲサン

白布をさらせるが如し︒

︿略﹀︑此ノ改築ヲ玉戸シ︑

十一789図
らず︒

とにうれしうございます︒

五658国 お手紙をいたゴいて︑まこ
六722 十人十色と申しますが︑まこ
十二353

世都市の好模範たり︒

十二623歩弓の鮎より見れば眞に近

スベキ事デアル︒

今新校舎ノ出來上ツタノハ卓筆慶賀

とにその通りで︑顔のちがふやうに︑
せいしつも色々かはってゐます︒

七89図 正行ノ如キハマコトニ忠孝
ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
二心ノ手本トイフベシ︒

眞に自治の精神に富める

何等の私心を有せざるなり︒

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

十二欄10図

れません︒まことにおはつかしい次

てるますが︑︿略﹀︑私の豆はたべら

七218囹 私はこんな大きななりをし

第です︒﹂

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道

七632図 八九頭の犬いきほひよく数 まさお ︹話し手長︺一 マサヲ

マサヲ

ニタクサンツミマシタ︒﹂
︹人名︺6

ハルノアタタカイ日二︑

マサ︑ヲノミムキモ
シナイ

マサヲ ハヤツパリミムキ
﹁コレガスンデカ
マサヲ トトモキチトオハ

三347 あるぼん
まさをははは
といつしょに よそからかへっ

ヰマス︒

ナが三人デ ノハラニアソンデ

三66

ラ イキマセウ︒﹂

モシナイデ︑

三56

セウ︒﹂

デ︑﹁コレガスンデカラ イキマ

三47

マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

三34

︿略﹀︑タコヤイカノアシヲソ まさお

を走り行くさま︑まことにいさまし︒
七716
ロヘテオヨグ様ハマコトニ面白イ︒

八666團 取分けおいそがしい中を︑
一週間もおひまをいただきまして︑
まことに有りがたう存じます︒

︿略﹀︑ 大 佛 殿 ノ 高 サ 十 五 丈 ︑

候農業一夕話︑まことに面白く通讃

十936圓圏尚々久しく拝借致し居り
致し候︒

十971図

東西長サニ十九丈︑眞二世界第一ノ
木造建築物トス︒

十一408塵囲 教育の事業も段々進歩
し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相
成参事︑國家の爲眞に大賀の至に御

まさつらら一まじう
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高タマキ上ゲサセ︑正行ヲ近ク召シ
タ マ ヒ テ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂トオホ奔出サレ
タリ︒

抜き切腹して終る︒

﹇正儀﹈︹人名︺H

くすのきまさのり

まさのり

正儀﹇▽

しやうくわん

る名の正寛を其のま＼に正寛法師
﹇正寛﹈︹人名︺1 正寛←

と名乗れり︒

まじ

︽マジ・

﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

︵助動︶6 マジ まじ

七39図園

マジク︾

子ナレバ︑コレポドノワケノ分ラヌ

又御宮裏の田も︑本年は

わだこじろうまさひろ

入れよ︒

十542図園

る︒

十一426図園

﹁思ふ様あれば︑名乗る

まじふ

交

︿略﹀︑敷千年もへたらんか

と思はる＼老木枝をまじへて︑高く

八53図

ふ ︽一へ︾←とりまじう

﹇交﹈︵下二︶4

け申すまじ︒幼き時に参りてこそ︒﹂

﹁年長じては敵も近づ

退く時には︑今はかなふまじとそし

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

まして戦場にては︑進ま

まじ︒編首を取って︑大黒の見参に

十506図園

返したる程に御座候︒

配には及ぶまじと立退きたる者も引

し候へば︑此の分ならば︑もはや心

九733坐骨︿略﹀︑日の光さへ見え出

下さるまじく候︒

水も十分に御座候間︑少しも御案じ

九4310㈱囲

コトハアルマジQ

寛法師と名乗れり︒

くわん

ま
︽ーラ・ール・ーレ︾

マサル

しやう
はりたる名の正寛を其のま﹂に正

十﹁461図熊王︿略﹀︑正儀より賜

まさひろ

是より御いとま賜はり︑

優ル

﹇勝﹈︵四・五︶7
勝る

まさ・る
さる

のがございます︒︿略﹀︒これに

忠元あはれみて︑己が家 四795園﹁なすのよ一と申すも

に連岨蹄り︑様々に罷りて︑かくと正

﹁夜半十二時前一時間の眠

まさるものはございません︒﹂

といへり︒

九9010図

ノニシテ︑輕クシテ取扱二都合ヨキ

︿略﹀︑いよく霊地見

コトハ貨幣ニマサレリ︒

十﹁363國團

イハンや我二二レル人ヲ

聞致候へば︑聞きしにまさる進歩に
驚入玉︒

十︸539図

まじ・う

紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

︿略﹀︑正儀は情深き武士 九605図

正儀は河内にて領地を與

へんとしたれども︑熊王は﹁何の職

十一441図

なれば︑呼出して召使ひたり︒

十一439図

儀に告ぐるに︑︿略﹀︒

十一439図

︿略V︒

やしみて︑﹁何者ぞ︒﹂と問へば︑

十一432図．正儀の臣兵庫介忠元あ まさり且Vおとこまさり

ひやうこのすけただもと

河内に行きて正儀に仕へん︒

かはち

十一419図園

我が爲にも父の仇なり︒

七85図 正行ハソレヨリ職場二士ヒ︑ 十一417図園 ﹁正儀は主君の敵にて︑
花々シク職ヒテ︑一族ノ人々トトモ
ニ半死ヲトゲタリ ︒

七88図 コレ正成戦死ノ後十三年目
ニシテ︑正行ガニ十三歳ノ時ナリキ︒

七88図 正行ノ如キハマコトニ忠孝
ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
くすのきま さ つ ら

老妻ノ手本トイフベシ︒
ほ

十一一331図 楠木正行の母が正行を
たかち

戒め︑高千穗艦乗組水兵の母が其の
爲には恩愛を忘る＼眞心より出でた

子を叱りしが如き は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 忠 義 の

り︒

まさつらら ﹇正行等﹈︹人名︺1 正行

いよく忌日になりて︑

功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

十一445図

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと

七73図園 コノ度ノ合戦ニハ︑師直

ラ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

り心に思ひ定めたるに︑︿略V︒

︿略﹀︑正儀はかくとも知

ネタミ︑甘ハノ固事ヲ傷ツケントシテ
笑フ者二世テヲヤ︒

天をつく︒

︿略﹀︑人道と車道との間

森林の樹木はたがひに其の

く其の喫すべき道に与したる我が國

枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

雅麗比なし︒

なる左右二列の緑樹は枝を交へて︑

十二615図

十810図

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

婦人の實例にして︑其の志操の固き

︿略﹀︑少しも疑ふ心なき 十二324図是等の人々は︿略﹀︑能
かくべきやうもなし︒

正儀驚きて︑﹁如何にし

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

人をねたまんよりは︑勉

つるを止め︑︿略﹀︒

十﹇455図

たるぞ︒﹂と問へば︑熊王年來包み

く略V︑正儀より賜はりま
たし﹇▽ひまし

たる心の中を打明けて︑︿略V︒

十一4510図

十二713図

は男子にも勝れり︒

十一452図

田小次郎正寛と名乗らせ︑︿略﹀︒

まさひろ

よQ﹂とて︑もとゴりを上げて︑和

らず︑﹁今日は吉日なり︑元服せ

十一446図

クビヲカレラ性器ラスルカ︑ニツノ

當に

中ノーツト思ヘバ︑今一度天顔ヲヲ
方に

敵の衛兵相呼んで尋ね

﹇正﹈︵副︶2

ガミテマヰリタシ ︒ ﹂

まさに
十二285印q凶囹

一老兵のいふ︑﹁水方
すビき
にみなぎれり︒流をさかのぼる鰭の

んとするに︑

縄にふる︑ならん︒﹂といへば︑
︿略﹀︒

き︑其の墓を際して曰く︑﹁我當に

十一一881図闘 喜劔直ちに泉岳寺に行
萬罪を地下に謝すべし︒﹂と︑刀を

563
ましきたる一まず

面影に行きて︑︿略﹀︑道

私交上の關係をさしはさむべからず︒

まして威力を以て強制し︑私利を以

十二川7図
行く人の容儀等を見れば︑︿略﹀︑其

て勧誘する等の手段を用ひ︑又は之

﹇真面目﹈︵形状︶2

神に反すること最も甚だし︒

に左右せらる＼が如きは︑自治の精

増來る

の國人と一語を交へずして︑早くも
﹇増来﹈︵四︶1
まじめ

まじめ

其の國民め品格の知らる﹂ものなり︒
ましきた︒る
︽ーリ︾

﹇真白﹈︵形状︶1

めしが︑︿略﹀︒

ましろ

眞白

ヌ

利根川ノ本流ハ東南二流レ

テ鬼怒川・小貝川ヲ合セ︑盆く其ノ

キ

九164図

大イサヲ増ス︒

九441圏囲暑さ日に増し候へば︑何

硫綿機ヨリ出ヅル綿花ハ

眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ

とぞ御身御大切に成し下され︑︿略﹀︒

十一853図

進ム檬︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

十481図若し此の模様に種々の色ど

りを加ふるときは︑一層其の美しさ

ガ如シ︒

十二384図嘉明後備の事を聞きて大

靴の償はにはかに高くなりて︑︿略﹀︒

を増すべし︒

まじめになり過ぎましたので︑にい

下して︑買手にはかに増すときは︑

十一935図例へば靴を用ふること流

私もみんなと一しょの分は まじわり ﹇交﹈︵名︶1 交

に増來り︑靴の債はやうやく安くな

いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに

十﹁9310図 か＼る時は靴の供給次第 八107團
さんによそ行の顔だといって笑はれ
まして

りて︑︿略V︒

マシテ

至れりとそ︒

﹇況﹈︵副︶5
ました︒

まして

・ール︾

十一9410図 く略V︑供給に限りある物︑

分は︑おはなさんも次郎さんも少し

例へば名高き古人の書書・古器物な

なるほど皆さんと一しょの まじわ・る ﹇交﹈︵四︶2 交る ︽ーリ

小さい君らのなかま入︑うんどう會

どの如きは︑需要増すに随ひて︑其

五297圃 しわはよってもわかい氣で︑ 八125国
にもついて行く︒ましていくさのそ

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

十二棚1図達意我に劣れる國民を見

まじり←こうたまじり・しらがまじり

まじめになってゐます︒

の時は︑なくてはならぬこのわたし︒

然るに空回中の炭酸瓦斯の

の償柔く古同くなり︑︿略﹀︒

中八筋の花錘︑紡績

綜とまつちとは︑輸出年々増すばか

十二502重圏

美田を増すの必要あり︒
はなむしろ

十二462図 ︿略﹀︑大いに荒地を開き︑

物が之を消費するからである︒

分量が増さないのは︑一方に於て植

十二216

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

枡﹇▽ものさしと

工業の人としても常に之を重んぜざ

ざるが如きは︑︿略﹀︒

じる

マジツテヰマス︒

︽ーッ・ーリ・ーレ︾

塔をもきづき︑つばめさへ 千里の

七796図圏小さきありもいそしめば︑まじ・る ﹇混﹈︵四・五︶5 マジル ま
波を渡るなり︒ましてや人と生れ來

一405アサガホガサキマシタ︒ア 十二備5図 信義は人と交り世に庭す
るに於て最も大切なる事にして︑商
カイノヤシロイノヤイロイロ

ふるひ進むに何事か など成らざら

て︑一たんめあて定 め て は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

るべからず︒

﹇升﹈︵名︶1

ますとはかり

ます

水を飲まないことはあっても︑
水のまじった物や︑水をまぜてこし

七641

らへた物を口に入れないことはない︒

ん︑︿略﹀︒

ヲモウガツトイフ︒マシテ幾萬年ノ

りの父ハッサンもまじれり︒

にしん

十一985國囲

さけ

たら

ます

は漁業にて︑練と鱒との漁利は殊に
︿略﹀︑鱒の主産地は東

多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

十﹇986國囲

増ス

増す

一232ユリノハナガサキマシタ︒

テヲヒイテアゲマス︒
一226

一204
セミガナイテヰマス︒

トンボガトンデヰマス︒
一202

一196
フデガアリマス︒

﹇194
テホンガアリマス︒

一192ホンガアリマス︒

り︒
九493図 か＼る間に︑趣向ふより一 六186図物ノカサハ枡ニテバカル︒
ます
組の隊商到着せしが︑其の中には列 ます ﹇鱒﹈︵名︶2 鱒 鱒
ます ︵助動︶備 マス ます ︽マシ・
一
樺太にて最も有望なる マス・マセ︾Rvありがとうございます

九424溢水ノシヅクモ度重ナレバ石
久シキ間︑此ノ大ナル湖水ヨリ流レ
落チタル水ノカバハカリ知ルベカラ
ズ︒

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい絶垂や地圖のやうなものは︑

十539図園平生にても︑若き人は白 十203 ︿略﹀︑色のたくさんまじった
髪を見て侮る心あり︒まして職場に

らぬ︒

ては︑進まんとすれば︑大人げなし
とあざけり︑退く時には︑今はかな

海岸にて︑︿略﹀︒

﹇増﹈︵四・五︶8
︽ーサ・ーシ・ース︾

ま・す

波風にまじりて聞ゆる悲鳴ます ﹇在﹈﹇▽おはします︒ゆきます
の聲に目をさまし︑眠れる父をゆり

十689図

起して︑幾度かいそべに出でてなが

ふまじとそしる︒

するにはく略﹀︑親族・縁故其の他

十二佃8図市町村長・議員等を選墨

一234 キレイデゴザイマス︒

一41一

一43一

アカイノヤシロイノヤ

ヨイオヂイサンバコブヲ

アチラカラモ︸ピキキマ

ガデキマセン︒

二46園 ﹁ミナサンニキクノハ
一243 オヤドリガココココトヨ イロイロマジツテヰマス︒
一425ヒゴヒガービキニヒキ三 ナヲアゲマス︒
ビキ四ヒキ︑四ヒキヰマス︒
S7囹 タケヲサン戸口ドレヲ
ンデヰマス︒

一246 ヒヨコガピヨピヨピヨト

ナイテヰマス︒
ス︒

一443

モリノナカニオミヤガ

アリマス︒

一252

アゲマセウ︒﹂

﹁オトヨサンノハドレ

ニシマセウ︒﹂

二54圏

U3圏﹁オハナサンバーバン
小サイカラ︑一バン大キイノヲ

ワルイオヂイサンバコブ

一バン大キ

一452

ヲバサンバ

アゲマセウ︒

リマス︒

オハナトオキクガアソン
オキクガイマオキヤクニ
ヨクイラツシヤイマシ

オハナハオキクヲザシキ

W6圏

ナツテキマシタ︒

二82

デヰマス︒

二76

マセウ︒﹂

ヅツモツテ︑キミガヨヲウタヒ

二67園

サア︑ミンナデーポン

イカラ︑一バン小サイノヲト

二65圏

ヲツケラレテコマリマシタ︒

トラレテヨロコビマシタ︒

タカイイシダンモミエマ
ユフが札止ナリマシタ︒

人ガダンダンオキテキマス︒

タ︒﹂

X2

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ
ヲダシマシタ︒

ニー24圏﹁ニイサン︑コノ川ニコ

﹁コンナ小サナ川ニハ

ヒガヰマスカ︒﹂

V園

コヒバヰマセン︒﹂

ニー47犬ガサカナヲクハヘテ︑

Q

シタヲミルト︑ミヅノ

ハシノウヘニキマシタ︒

ナカニモサカナヲクハヘタ犬

︿略V︑ハシ／ウヘカラ︑

ガヰマス︒

ワント﹁コエホエマシタ︒

ニー55

ニー61︿略﹀︑クハヘテヰタサカナ

ハミヅノナカヘオチマシタ︒
ニー64カゼガブイテ︑イロイロナ

木ノハガトンデキマス︒
V 大キナノモアリ︑小サナ

クルクルマハツテ︑クモノ

ミヅノウヘニオチテ︑フ

タクサンチツタトコロバ︑

オハナハモミヂノハヲ

イロモソノトホリニ

トツ
︑
︿略﹀︑モウスコシタ

キモノヲヌイデ︑下へ トビオリ

二207

ガ︑︿略V︒

二205 イマ一木ノ上ヰ
ニマス

マス︒

二204 ワタクシノキモニ
ノハ︑
ホソイハリガーパイ ハェテヰ

ケマシタ︒

ニー94

キリマシタ︒

ニー93 ソレヲモツテ︑ウチヘカ
ヘツテ︑カミヲソノカタチ

一マイヒロヒマシタ︒

ニー87

ニハノ土モミエマセン︒

ニー85

モアリマス︒

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ

ニー82

スニ日工ルノモアリマス︒

ニー72

ガイノモアリマス︒

ノモアリ︑マルイノモ︑ホソナ

一一

一254 アカイトリヰガミエマス︒
ス︒

一256
一502

キノエダニカタツムリ

ハヤクカヘラナイト︑オカ

﹇263
アサンガシンパイシマス︒

一506

クメ ヲサマシマス︒

ベン

ト︑

ニ22 ワタクシノウタヲキク

モウタヲウタヒマス︒

P7 ヒノデナイウチニナン

ニー3 ワタクシハ マイアサハヤ

シニ ナリマシタ︑︿略﹀︒

一512
イッ豪雪ンセイカオハナ

ガヰマス︒

ヘイタイガナランデキマ

ニイサンガジヲカイテ

一273ネエサンガエヲミテヰ
マス︒

一276
ヰマス︒

一282
ス︒

一304 ベンケイガウシワカマル

ソレカラケライニナリマ

ニマケマシタQ

一314

二26 アチラノソラガマツカ

日ノデヲミルコト

ツ

シタ︒

カ︒

二37ウツクシイデハアリマセン

マシタ︒

カドニハゴフクヤガアリ 二35 アア︑モウスツカリノボリ

ノボツテキマス︒

一325 アチラデモコチラデモタ 二 ナリマシタ︒
二27イマ日ガデマス︒
ノクサヲトツテヰマス︒
一334 オモシロイウタヲウタッ 二33ミテヰルウチニダンダン
テヰマス︒

︻354
マス︒

一362 ソラガクモツテキマシタ︒
一364 カミナリガナリダシマシタ︒

ウツクシイ

P6

一一

一一

一一

一一

一一
一一

一366 イマ ニユフダチガキマス︒ 二43オソクオキル人当︑コノ
一402 アサガホガサキマシタ︒

P2

P5

一一

ます一まず

564

マス︒

二213 ワタクシノカラダハ︑日

ニヤケタヤウナイロヲシテ
ヰマス︒

ワタクシヲヒノナカヘ

イレルト︑大キナコエヲタテテ︑

二216
トビダシマス︒

ワタクシバオニニナツ

二222園 ﹁カクレンボヲシテアソ
ビマセウ︒

二224囹
テ︑ココニタツテヰマス︒

二232園﹁マサヲサン︑イツシヨ
ニ コノカキネノワキニカクレ
マセウ︒﹂

テハイケマセン︒

二235園 ﹁イイエ︑イツシヨ ニヰ

二27一

ソコ

ツテキマシタ︒

ヘオトウサンガカヘ

トモキチハ養畜コンデ︑ト

ンデイキマシタ︒

二273

二356

トモダチハ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ト

トモダチハ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ト

メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒
メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

二357

R囹

アタルト︑モチハ白イト

オカアサンバワタクシ

﹁モウコンナニ大キク

カラダガ

デキマ

﹁マダ小サイカラ︑モウ
﹁ヤツト

コレカラアタマヲツク
﹁コレデアタマモデキ

タドンヲモラツテキマスカ

二433園﹁︿略﹀︑ボクガウチカラ

ウ︒﹂

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ

ラ︒﹂

タQ

二434圏

﹁コレデ目モデキマシ

﹁耳ハドウシマセウ︒﹂

二436園 コハサウナ目ヲシテ︑
ニランデヰルデハ アリマセン

カ︒﹂

二441園

二443園﹁ダルマサンニハ︑耳ハ

イリマセン︒﹂

二447ココニハウメノ木ガタ

白イノモコウバイモア

モウハナガサキハジメマ

クサンアリマス︒

二452

シタ︒

二454

黶@アノ太イ木︑
ノカレタヤ

リマス︒

ウニミエマスガ︑ツボミガ タ

クサンツイテヰマス︒

ウ

ニミエマスガ︑ツボミガ

二462アノ太イ木バカレタ

T

︿略V︑アノオヤネニハ ウ

クサンツイテヰマス︒

ノテンジンサ

メバチノ大キナモンガツイテ

ヰマス︒

︿略V︑ドコ

マノオヤシロニモ︑ウメノ木

二477

ガウエチアリマス︒

ニイタダイ写本ガ

一サ

︿略﹀︑オカアサンカラォト

ツアリマス︒

シダマ

Q

モツテヰマス︒

二426園ダルマサンノ目ハ大 二483 ワタクシバ本ヲ五サツ

マシタ︒

二417園

リマセウ︒﹂

二416園

シタ︒

二414圏一

スコシ大キクシマセウ︒﹂

二413園

ナリマシタ︒﹂

P園

ツクリマセウ︒﹂

ヲダイジニシマス︒
U園 ﹁ミンナデユキダルマヲ

ワタクシモオカアサン

ヲカハイガツテクダサイマス︒

P園

ツタトイヒマス︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二367ソレカラコノ人ノタニ

マシタ︒

リニナツテ︑パツトトンデイキ

二364

二274犬モヲヲフツテ︑ツイテ 二36一 ヤハウマクアタリマシタ︒
イキマス︒

ドコノイヘニモカドマツ
コクキハヒラヒラトカゼ

ガタテテアリマス︒

二277
二283
ニウゴイテヰマス︒

二29一 ケサハカラスノナクコ
エモ︑スズメノナクコエモ︑
ヲトコノ子モ︑ヲンナノ子

ウレシサウニキコエマス︒

二294

モ︑オモシロサウニアソンデヰ
マス︒

アソコデモ︑ココデモ︑

一一
一一

S0
一一

二30一

S0
一一

S0

S1

二241園 ワタクシハ アノモノォ

ムカシアルトコロニ︑タ

︿略﹀アイサツシテヰマス︒

S

アル日トモダチニユミノ

タヤ

キノ中ヘカクレマス︒﹂
二245園﹁︿略﹀︑アア︑アノ木ノ

タ︒

マシタ︒

二355園

イテハイケマセン︒﹂

デコシラヘタモノデスカラ︑

﹁モチハタイセツナオ米

ジマンヲシテ︑﹁︿略V︒﹂トイヒ

二35一

シテ︑イテミマセウカ︒﹂

オヂイサンハウマニカヒ 二347園﹁カガミモチヲマトニ

カドグチヘデテミマシタ︒

二266 トモキチハシンパイシテ︑

マセン︒

二263 オトウサンハ マダカヘリ

二262 オカアサンバヰドバタデ
水ヲクンデヰマス︒

バヲヤツテヰマス︒

二257

ス︒

下ニタケヲサンガヰマス︒﹂
ヤ山主ケヲタクサンモツテヰ
二252モウ日ガクレマシタ︒
タ人ガアリマシタ︒
V ︿略﹀︑トリヤケモノヲイ
二255オバアサンバ火ヲタイテ︑
ユフハンノシタクヲシテヰマ
コロシテ︑オモシロガツテヰマシ

一一

R3

一一

一一

一一

一一

R3

S6

S6

S9

565
ます一まず

ヂイノオハナシガカイテアリ

二495 コレニハ︿略﹀︑ハナサカヂ

コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク
ツテ︑ソレデ米ヲツキマシタ
ガ︑︿略﹀︒

ヨクノフカイオヂイサン

テシマヒマシタ︒

ソノハ

二582 マタォコツテ︑ソノウス
ヲコハシテ︑火ニクベテ︑ヤイ

ンニモデマセン︒

ノバカリデテ︑ヨイモノハナ

二576︿略﹀︑ヤツパリキタナイモ

︿略﹀︒

ハマタコノウスヲカリテイツ
テ︑米ヲツイテミマシタガ︑

二574

ラモノガデマシタ︒

ノ中カラ︿略﹀︑イロイロナタカ

コレカライツシヨニヨン 二567 ︿略﹀︑ツクタビニ︑ウス

︿略﹀︑

ソノ

キマシタ︒

二603園

カヂヂイ︑カレ木工ハナヲサカ
セマセウ︒﹂

オヂイサンバヨロコンデ︑
ソノ ハヒヲカゴ ニイレテ︑

二604

P

︿略﹀︑

一メン

ナゲカケマスト︑︿略﹀︒

U

ニミゴトナ

︿略﹀︑タクサンノゴホウビ

ハナザカリニナリマシタ︒
ヲクダサイマシタ︒

二635 ヨクノフカイォヂイサン
バ︿略﹀︑カレ木ノ上ニノボツ
テ︑トノサマノォカヘリヲマツ
テヰマシタ︒

アツテモ︑日本ノサクラ

ノヤウナウツクシイハナハサ

キマセン︒

マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

三35ハルノアタタカイ日二︑

三45囹﹁マサヲサン︑ノニモ山
ニモワタクシドモノナカマガ

デテキテ︑イツシヨニ

タクサンサイテヰマス︒

アソビマセンカ︒﹂

三46圏

スコシタツテオサラヒガ

ソコヘトモダチガサソヒ

︿略V︑ヨロコンデイツシヨ
ニノハラヘアソビニイキマシタ︒

ノハラ

ヰマス︒

V3

マセウ︒

三83園

三85園

イロイ

﹁ボクハモウコンナニ

ミレヲツミマセウ︒﹂

﹁ソレデハワタクシハス

三75園﹁コレカラハナヲツミ

ロナハナガサイテヰマス︒

ニハ︑ ︿略﹀︑

ナが三人デノハラニアソンデ

三67マサヲトトモキチトオハ

三63

ニキマシタカラ︑︿略﹀︒

三6一

スミマシタ︒

三58

キマセウ︒﹂

三57園﹁コレガスンデカライ

タヲウタヒマセウ︒﹂

トソトヘデテ︑イツシヨニウ

三55園﹁マサヲサン︑︿略﹀︑チツ

キマセウ︒﹂

ソノウチニトノサマガ 三48囲﹁コレガスンデカライ
オトホリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二643

コンドハイクラバヒヲ

オホセニナリマシタ︒

二646

フリカケテモ︑ハナハスコシモ
サキマセン︒

ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ

二65ートノサマヤ︑オトモノ人
ケニナリマシタ︒
︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ

トウトウシバラレテシマヒマシ

二657

タ︒

三14︿略﹀︑サクラノハナが一
メンニサキマシタ︒

マコトニウツクシイデハ
アリマセンカ︒

三16

フツタヤウニ白クナツタトコ

三23ムカフノ山ニハ︑ユキガ
ロガミエマスQ

三28

クニニハ︑コンナニタクサンア
ハヒヲトツテ︑カレ木二

リニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセ

二614

リマセン︒

トノサマガココヲオトホ 三26サクラノ木ハ︑ヨソノ

﹁︿略V︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

一一
一一

ニナリマシタ︒

二612

U2
U2

マス︒

二497
デミマセウ︒

二504 ムカシアルトコロ ニ︑ヨ
イオヂイサントワルノーオヂイサ
ンガアリマシタ︒

二51一 ヨイオヂイサンバ白イ犬
ヲ 一ピキカツテ︑子ドモノヤ
ウニカハイガツテヰマシタ︒
二52一 ハタケノスミ ヘ ツレテ
イツテ︑﹁ココホレ︑ワンワンワン︒
︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト ヲ シヘマシタ︒

二525︿略﹀︑土ノ中カラ︑︿略﹀
タカラモノガタクサンデマシタ︒

ヨイオヂイサンバ

ヒヲモラツテキテ︑カマドノ

二587

ンバソレヲキイテ︑犬ヲカリ

下ニオキマシタ︒

二53一 トナリノワルイオヂイサ
ニキマシタ︒

バ

﹁ハナサカヂヂイ︑ハナサ

二533サウシテソノ犬ヲツレテ 二595 ︿略﹀︑ハヒガパツトタツ
テ︑︿略﹀︑ウツクシイハナガサ
イツテ︑ハタケノスミヲホツ
テミマシタガ︑︿略＞Q

二537 ︿略﹀︑キタナイドロ水ノ
オヂイサ ン

ホカニハナンニモデテキマセン︒
二543

犬ヲコロシテシマヒマシタ︒
二552 ヨイオヂイサンバ︿略V︑

犬ヲウヅメテ︑ソノ上二小サ
ナマツノ木ヲ一本ウエマシタ︒
二556ソノマツノ木膚︿略﹀︑
ヨイオヂイサンハヤガテ

大キナ太イ領邑ナリマシタ︒

二562

一二

ます一まず
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タクサンツミマシタ︒﹂

イニナリマシタ︒﹂

三87園﹁ボクモモウテニ

一パ

ソレカラ三人デツンダ

カラ︑マダソンナニツメマセ

三91園 ﹁スミレハタクサンナイ
ン︒﹂

三93
ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ

小さなむしがとんできま

ヲコシラヘマシタ︒

三98
し た ︒ ︹ ひ ら が な のドリル︺

ロナオモシロイハナシヲキ三盛
テクダサイマス︒

三125へやの中まであかるく
なりました︒︹ひらがなのドリル︺

三128にはのまつの木の上
へ月がでてゐます︒︹ひらがな
のドリル︺

にはとりはとやでねて
いぬはおきて︑ないてゐ

ゐます︒︹ひらがなのドリル︺

三131
三132
ます︒︹ひらがなのドリル︺

ン︒

フ人トスマフヲオトラセニ

三147

ナリマシタ︒

︿略﹀︑スキヲネラツテ︑タ

ドニテヲ再製イテホメマシタ︒

三166

﹁︿略﹀︒﹂といって︑けはや

がじまんをしました︒︹ひらがな
のドリル︺

うこかずにるますが︑し

うにまんまるではありません︒

んだのではありません︒

三225

うこかずにるますが︑し

んだのではありません︒

しかしのみのすくねには 三226

まけました︒︹ひらがなのドリル︺

三168

︿略﹀︑たたせることや︑二

かたいものにあたればこ

うまにはたてがみがある

三243牛はからだが太くて︑足

三242 うまはからだがほそくて︑
足がながうございます︒

けれども︑牛にはありません︒

三238

も︑うまにはありません︒

三237牛にはつのがあるけれど

はれます︒

三233

できません︒

つかさねることは︑どうしても

三231

にもできますが︑︿略﹀︒

それでけはやはわらはれ 三228私をころがすのはだれ

て︑すくねはほめられました︒

三171

︹ひらがなのドリル︺

三174アタタカイカゼガソヨソ
ヨトムギノホノ上ヲブイテ
ヰマス︒

ゴランナサイ︑マタアソコ

サヘヅツテヰマス︒

三177

タカク上ツテイキマス︒

モウコエバカリキコエテ︑
スガタハミエマセン︒

三182

ニハヤクオリテキマス︒

三194ケレドモ上ルトキニハ︑

耳もありません︒

スカラ スグトビタチマスQ
三223わたくしには口も目も

三163ミテヰタ人ハミンナ一 三223手もあしもありません︒
三225まるいけれどもまりのや

シマシタ︒

ツターケリデ︑ケハヤヲケタフ

三161

レマセン︑︿略﹀︒

三156 シカシスクネモチカラガ 三192ヒバリ八議リルトキニハ︑
ケツシテ スノアルトコロヘハ
ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ
オリマセン︒
カラ︑ナカナカケハヤニハケラ

ヤウ

たつどうぶつでございます︒

三253どちらもたいそうやくに

います︒

ども︑はしることがはやうござ

三251うまは牛よりよわいけれ

あるくことがおそうございます︒

三247牛は力がつよいけれども︑

ゐません︒

てるますが︑うまのはわれて

三245 牛のつめは二つにわれ

三185サヘヅルダケサヘヅルト︑ がみじかうございます︒
イ︒﹂ト︑イバツテヰマシタ︒
三244牛のつめは二つにわれ
︿略V︑ノミノスクネトイ イマ ニマタオリテキマセウ︒
てるますが︑︿略﹀︒
三187オリルトキニハ︑オチル

ヒテニナルモノハ一人モナ

三144

ソレデ﹁︿略﹀︑ジブンノア

三138︿略﹀︑ダレトスマフヲト カラモーピキ上りマシタ︒
三178 サヘヅリナガラダンダン
ツテモ︑マケタコトハアリマセ

リマシタ︒

イフチカラノツヨイ人ガア

大きなうまがはしってき 三135ムカシタイマノケハヤト 三175ヒバリガオモシロサウニ

ました︒︹ひらが な の ド リ ル ︺

三101
三105 ウチニハネエサンガ 一人︑

ニイサンが三人︑オトウトトイ
モウトが一人ヅツアリマス︒

三 1 0 6 一 バ ン上ノニイサンハ
ネエサンバコノアヒダト

イマヘイタイニイツテヰマス︒
ナリムラヘオヨメニイキマシタ︒

三108

ノモリヲシタリ︑オツカヒニ

三113 ワタクシバ︿略﹀︑イモウト
イツタリシマス︒

イツモブチトアソンデヰマス︒

三115オトウトハ犬ガスキデ︑
三117 オトウサンヤニイサンハ

マイアサハヤクカラタンボヘ
イキマス︒

ヘデルトキニハ︑オバアサンガ

三12ーウチノ人ガミンナソト
オルスヰヲナサイマス︒
三124 ︿略﹀︑オヂイサンハイロイ

ます一まず

568

三282

︿略﹀タケノコ

ガ︑モウ

ンナニノビテ︑私ノセイトオ
ナジクラヰニナリマシタ︒
マダズツトタカクナリマセウ︒

コ

三284 コレカラニ三日タツタラ︑
三29一 ダンダンノビルト︑タケノ

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ
ナリマス︒

タチマス︒

三294竹ハイロイロナヤクニ
三295ダイータケノコガタベラ

田ヲカキナラシテヰル人モア
リマス︒

ん︒

三366

三376

まさをはふしぎさうに︑

︿略﹀︑そとへはなしたら︑

七じがなりました︒

んでいきました︒

あをく光りながら︑しっかにと

三374

いひました︒

三324 ナハシロデナヘヲトツテ ﹁どうしてもう光らないのでせ
ヰル人モアリマス︒
う︒﹂といひますと︑︿略﹀︒
三326 ナヘカゴニナヘヲ入レテ︑ 三372︿略﹀︑父は﹁︿略﹀︒くらい
ハシツテイク人モアリマス︒
ところへはなしてごらん︒﹂と

三331 子ドモガニ三人アゼニ
タツテ︑ナヘヲ田ノ中ヘナゲ
入レテヰマス︒

三334ナヘヲウエテヰル女ハ︑
︿略V︑コエヲソロヘテ︑ウタツテ

けれども光ってはみませ

ほかにまだだいじなもの
これがなければ︑せんせい

私はよるよくねむります

口ではっきりこたへます︒

三397なにをきかれても︑この

ん︒

三401

けれどもそのほかによけ

いなことは言ひません︒

三404うが川の中でさかな

︼びきくはへて︑でて

今もぐつたかとおもふ

をとってゐました︒

三407

と︑すぐに

きます︒

↓

三408それをたべると︑またす

見てみるうちにまた

ぐにもぐります︒

三412

びきくはへて︑ういて出ます︒

︿略V︑ユフハンニハ︑ケラ

んで︑とうとうしんでしまひまし

た︒

三428

イノ人ヲ右ト左ニワケテ

︿略﹀︑ミンナガフンパツス

スワラセマシタ︒

ルヤウニナリマシタ︒

三437

方トイヒマス︒

三454東ト西ト南ト北ヲ四

りまはしてゐました︒

ともだちは﹁︿略﹀︒﹂とい

つてわらひました︒

三472

とこたへました︒

三395耳もよくきこえて︑きき 三465︿略﹀︑﹁おい︑なにをして
おとすやうなことはありませ
みるのだ︒﹂ときくと︑﹁︿略﹀︒﹂

みて︑よく見えます︒

三394私はよるよくねむります 三457あるばん一人の男がそ
から︑日﹈はいつもはっきりして
らをむいて︑ながいさををふ

みて︑よく見えます︒

から︑目はいつもはっきりして

三392

の言ふことがわかりません︒

のおっしゃることや︑みんな

三391

が三つあります︒

三382

中につつんであります︒

レマス︒
ヰマス︒
三377 さあ︑これからがくかう 三417それをからすが木の上
三297 タケノカバ ハモノヲツツ 三343 ︿略﹀︑モウアノヒロイm田
へ行きませう︒
から見てみて︑︿略V︑川の中
ムノニツカバレマス︒
ガハンブンバカリウワリマシタ︒
三381 がくかうへもって行くも へはいりましたが︑︿略﹀︒
のは︑みんなこのふろしきの
三421︿略﹀︑がぶがぶと水をの

ニナリマセウ︒

三301︿略﹀ザルカゴナド︑竹デ 三345 イマニアノナヘガノビ
作ツタモノガタクサンアリマ
テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ
ス︒

みちでほたるを一びき
つてつつみました︒

つかまへて︑母からかみをもら

三352

てきました︒

三303竹馬モ竹デコシラへ︑タ 三348 あるばんまさをははは
といつしょによそからかへっ
コノホネモ竹デ作りマス︒

三305ソノホカ竹ノスダレモ
アリ︑竹ノカキネモアリマス︒
タガガカケテアリマス︒

三307タルヤヲケニモ︑竹ノ

あおいひかりがかみの
上からすいてみえます︒

三312︿略﹀︑センドウが舟ヲヤ 三354
ルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

せん︒

みせようとしたら︑光がみえま

三313竹ノツカヒミチハマダマ 三356 うちへかへって︑ちぢに
ダタクサンアリマス︒

三316アメガフリツヅイテ︑田

三363

中にゐます︒

三362︿略﹀︑いそいでかみをあ
ノ水ガタクサンニナリマシタ︒
三317 ドコデモ田ウエガハジマ
けてみると︑ほたるはやはり
ツテヰマス︒

三322馬ニマグハヲヒカセテ︑
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三476

かへるはをかにみると

きには︑大きな目をして︑手
とんぼなどがあたまの

をついてすわってゐます︒

三478

キマセン︒

︿略﹀︑イツモノトホリ︑

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ス

三553

キモノガホシテアリマス︒

ソノウチニ︑トナリノネ

三608

︿略﹀︑女や子どもも大ぜ

い出て︑いっしよになってひき
あげます︒

三612はまべのまつの木の下

︿略﹀︑さざえのやうに︑

︿略﹀︑この貝がらはかた
づまきがあります︒

つむりのやうに︑おもてにう

三634

一つでひらたいのもあります︒

ムカシゥラシマ太郎トイ

やいました︒

三653

︿略V︑子ドモが大ゼイデ

フ人ガアリマシタ︒

三658

カメヲッカマヘテ︑オモチヤニ

﹁ウラシマサン︑コノア

ヘ ハナシテヤリマシタ︒

三668園

ツレテ行ツテアゲマセウ︒

三673私ノセナカヘオノリナ

サイ︒﹂トイヒマス︒

三677︿略V︑マモナクリユウグウ

︿略V︑イロイロナゴチソウ

ノ門ヘツキマシタ︒

ウラシマハオモシロクテ

タマリマセンカラ︑︿略﹀︒

三685

シテ見セマシタ︒

ヲシタリ︑サマザマノアソビヲ

三628又あはびの貝のやうに︑ 三684

みるのもあります︒

ふかいつぼのかたちになって

三625

合ふのもありますが︑︿略﹀︒

はまぐりのやうに二つ

三621 こんなに大きいのも︑こ ヒダハアリガタウゴザイマシタ︒
んなに小さいのもあります︒
三671巻筆レイニリユウグウヘ

ました︒

をこんなにたくさんいただき

へ行って見ませう︒

三555

グニハキマセンデシタQ

上をとびまはっても︑見むきも

小さな虫がまヘへくる

しません︒

三482

コガダイジナキンギヨヲトツ
三613 あそこにはうつくしいか シテヰマス︒
テ︑ニゲテ行キマシタ︒
ひや小石がたくさんあります︒
三663 ウラシマハ︿略﹀︑子ドモ
三564︿略﹀︑ウチヂユウノ人ノ 三616をぢさんのおみやげに貝 カラソノカメラ買ツテ︑ウミ

と︑ばくつとくって︑へいきなか

ほをしてゐます︒

ス︒

マス︒

三578

︿略﹀ワタイレハ︑ユキモ

ハリマセン︒

ハ︑イツマデタツテモ︑色ガカ

︿略﹀ムラサキ色ノ田島リ

ンノモンツキノハオリガアリ

三575

︿略﹀︑コチラ霊牌オカアサ 三622

三484 思ひだしたやうにざぶん 三567 アハセモ︑ワタイレモ︑ヒ
と水の中へとびこみます︒
トヘモノモ︑カタピラモアリマ

三487水の中ではあと足で水
をかきながら︑あちらこちら
へおよぎまはります︒

三493 ︿略﹀︑しばらくたつと︑ひ

とりでにうかぶやうにして︑
水の上へ出てきます︒
三583

タケモミジカクナツテ︑モウキ
ラレマセン︒

どこまでもつづいてるます︒

三586うみの水が青青として︑

三 4 9 5 水 の 上で足をのばして︑
ぼんやりうかんでみることも
あります︒

三497人や犬などは水の中
にながく居ることはできませ
ん︒

三702園

ス︒

﹁イロイロオセワニナツ

三695 オモシロイアソビモ毎日
見ルト︑シマヒニハアキテキマ

リマス︒

カヘルノモワスレテヰマシタ︒
三693 ウマイゴチソウモ毎日タ
ベルト︑シマヒ ニハイヤニナ

三638そのうづまきに︑右から 三688 ウラシマハオモシロクテ
左へまはってみるのと︑左か
タマリマセンカラ︑︿略﹀︑ウチヘ
ら右へまはってみるのと︑ふ
たいろあります︒

﹁どこでこんなにたく
さんおひろひになりました︒﹂

三642園

三643私はをぢさんに︑﹁︿略﹀︒﹂

貝ざいくを費るみせで

ときさましたら︑︿略﹀︒

買ってきたのです︒﹂とおつし

くろいけむりを出して走 三647
つていくきせんもあります︒

三601

り︑かけてみないのもあります︒

三597ほをかけてみるのもあ

へ出てゐます︒

三594︿略﹀︑舟がたくさんおき

に見えます︒

といつしょになってみるやう

三501こひやふななどは水か 三588とほくの方では青そら
八ツニナル女ノ子ガア

ら出ると︑しんでしまひます︒

三531
リマシタ︒

三535何ヲ言ヒツケラレテモ︑
﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ
︿略﹀︑ ﹁ ハ イ ︑ 今 ス グ ニ ︒ ﹂

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒
三542

トイツテ︑ナカナカスグニ二三

ます一まず
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テ︑アリガタウゴザイマスガ︑
︿略＞Q﹂

三703園 ﹁︿略﹀︑アマリナガクナ

リマスカムラ︑モウウチヘカヘリ
マセウ︒﹂

三737

︿略﹀︑ウラシマハニバカニ

オヂイサンニナツテシマヒマシ
タ︒

四13 私どものがくかうは町
の中ほどにあります︒

も︑本を責るうちも︑みんな

四15ふでやかみを費るみせ

ヲオ上ゲ

があんなにまがりまがって︑と
ほくの方へながれでるます︒
太郎﹁︿略V︒今あのはし

の上を人がいくたりとほって

四68園
ゐますか︒﹂

二人はまだ方方ながめて︑

あそんでゐましたが︑︿略﹀︒

四81

四83︿略﹀雨がふりさうにな
した︒

ドンナウチデモオイハヒ

つたので︑いそいで山を下りま

四23 ︿略﹀︑すこし行くと︑左が
はにいうびんきよくがあります︒

四87

四31 このへんはく略﹀︑大きな
店がたくさんあります︒

村の人人が︑毎日やさい

やすみやたきぎを馬やくる

四34

まにつんで︑士買りにきます︒

四36又町からは︑きれやこ
まものやさかななどを買って
かへります︒

太郎と次郎が二人で山
へのぼりました︒

一目に見えます

次郎﹁にいさん︑ここから

見ると︑町が

四44圏
ね︒

四51園あのこちらに白いかべ
が見えませう︒あれがうちで
す︒﹂

次郎﹁ああ︑あれですか︒

の川

私はまるでちがった方を見て

四55囹

太郎﹁うちのまへ

ゐました︒﹂

四61園

シタ︒

ウチニバカキノ木ガニ

アリマス︒

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

四114今一本ノ木ハシブカキ

レマセン︒

去年ハホシテ︑クシガキ

ニ作リマシタ︒

四121

四124ウラノ山ニバクリノ木

來マシタ︒

ノ林ガアリマス︒
四127 ケサモ五十ホドヒロツテ

マセン︒

四133 クリ林ノ中ニハ︑ドング
リノ木モ五六本アリマス︒
四134 ドングリノミハタベラレ

四154 昔みなもとのよりともが
けらいをつれて︑ふじのすそ

はじめの日も︑つぎの

のでまきがりをしました︒

日も︑たくさんえものがありま

四158

した︒

からよりともの居る方へか

四164︿略﹀みのししが︑上の方

けおりて來ました︒

四176

早くて早くて︑とても弓矢

︿略﹀︑にたんの四郎ただ

みのししはまっすぐにた

ておひじしにむかひました︒

つねといふぶしが︑︿略﹀︑その

四174

ではいとれません︒

四168

てて︑とんで來ます︒

のししで︑︿略﹀︑土けむりをた

今年ハエダガヲレルポ 四167牛ほどもある大きなゐ
一本ハキザハシデ︑モウ

カラスガ短日トリニ來

マスカラ︑︿略Vカカシガタテテ

四113カラスガ毎日トリニ來

アリマス︒

マスカラ︑︿略﹀カカシガタテテ

四11一

アマクナリマシタ︒

四108

ドタクサンナツテヰマス︒

四107

本アリマス︒

四105

ウタヒマシタ︒

モーシヨニ君ガヨノウタヲ

四97

︿略V︑センセイモセイト

ケサ天長セツノシキガアリマ

四94私ドモノガクカウデモ︑

サマシイデハアリマセンカ︒

四91 日ノマルノコクキガアサ
日ニカガヤイテヰルノハ︑イ

ヲシナイトコロハアリマセン︒

そのすぢむかひに大きな

がくかうのきんじよにあります︒

リマスカラ︑モウウチヘカヘリ
ハ

三704園 ﹁︿略﹀︑アマリナガクナ
マセウ︒﹂

三705 ソノウチニウラシマ
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒ ﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒

ハコ

ごふくやがあります︒

三708園﹁ソレハマコトニオナゴ 四25
リヲシイコトデゴザイマスガ︑

コノ

黷V14囹︿略﹀︑ソレデハオワカレ

︿略V︒

ニ

シカシケツシテフタヲ

ウチヘカヘツテ見ルト︑

クテタマリマセン︒

三732何ダカカナシクテカナシ

ハ一人モアリマセン︒

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ

三731 ︿略﹀︑トモダチモミンナ

マセン︑︿略﹀︒

三727 ︿略﹀︑父モ母モシンデ
シマツテ︑ジブンノウチモアリ

オ ド ロ キ マ シ タ ︑ ︿略﹀︒

三726

へ出テ來マシタ︒

三725 ウラシマハ︿略﹀︑海ノ上 四41

三722 ︿略V︑タマテバコトイフ
リツパナハコヲワタシマシタ︒

オアケナサイマスナ︒﹂

三717園

マウシマセウ︒

ノシルシ

一一

571
ます一まず

だっねの方へ下りて來ます︒
四178 ︿略﹀︑ただつねは馬から

みのししのせなかへうしろむき
オトミ﹁ソレデハ五カケ

キレヤフデヤカミガナラベテ
アリマス︒

四243園
モラヒマセウ︒

コニ十センアゲマスカラ︑

コレデトツテクダサイ︒﹂

四263園

ナリマス︒﹂

︿略﹀︑のはらのくさやは
︿略﹀虫も死んでしまった

一びきのきつねがさきの

三郎のうちでは︿略﹀︑み

のぎくは﹁︿略﹀︒﹂とこた

りませう︒﹂

四296
へました︒

四302

んなあつまって︑色色なはなし
をしてゐます︒

イネノワラデハ︑タワラ

でながら︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四362

コモムシロナハワラヂミノナ

ドヲ作りマス︒

リ︑ヤネヲブイタリシマス︒

四364又タタミノトコニシタ

変ワラデハヤネヲフキマ

スガ︑︿略﹀︑変ワラザイクニモ

四368

変ワラデハヤネヲフキマ

ッカヒマス︒

スガ︑︿略V︑委ワラザイクニモ

四372

ッカヒマス︒

オモチヤや色色ナ物ガアリマ

変ワラザイクニバカゴヤ

ス︒

母﹁︿略V︒ごはんの米は 四374

ねばりけがすくないから︑おも

四322園その時あねのおはる
は︑﹁︿略V︒それではうどんやさ

おはる﹁それではごはん

三郎﹁知ってゐますとも︒

うめんは何でつくりますか︒﹂
四323圓
変です︒﹂

﹁コノアヒダ大キナフカ

ガアリマス︒

ガ來タ時二︑君ラハズヰブ

四391園

ンアワテマシタネ︒

︿略﹀︑サザエが岩ノカゲ

ガシマシタ︒

カキマハスヤウナ大キナオト

四398ソノウチニ海ノ水ヲ

四396

ツテ︑ジマンバナシヲシマシタ︒

カラヨビトメテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

次郎﹁それではあんの豆

にたく愛と︑うどんやさうめ
んにする変は同じですか︑
四347園

ちがひますか︒﹂

四331園

四377 ︿略﹀変ワラデ作ツタ物
デ︑アツイジブンニツカフ物

ちにはなりません︒﹂

四315園

んの米はどうちがひますか︒﹂

四311園﹁もちにする米とごは

ひますと︑︿略﹀︒

四306母が父に﹁︿略﹀︒﹂とい

ひますと︑︿略﹀︒

いしなければなりません︒﹂とい

四258園 ﹁糸が十五セン︑フデガ
四
365 ソノホカツカヒミチハマ
四
3
0
5
園
芸
が
父
に
﹁
も
う
す
ぐ
上露ン︑ミンナデニ十目センニ
ダイクラモアリマス︒
お正月ですから︑もち米をよう

イクラニナリマスカ︒﹂

みのししはますますあば 四254園 オトミ﹁︿略﹀︒ミンナデ

にとびうつりました︒

四182
ただつねはしっかりとを

れてかけおります︒

四184
をにぎって︑のってゐます︒

四192 ︿略﹀︑ただつねはこしの

刀をひきぬいて︑つづけて五山

ません︒

四278園

てるます︒

と︑だんごにつけるこなの豆
と同じですか︑ちがひますか︒﹂
ん︒﹂

イツテ︑スマシテヰマシタ︒

ヘヒツコンデ︑︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂ト

今年はもうこれです 四348園 三郎﹁それは知りませ 四406サザエハスグカラノ中

いなはなをさかせて見せます︒

四294園

︿略﹀︑そのうちにきれ

四286囹﹁いいえ︑私たちは枯れ
たやうに見えても︑ねは生き

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

こってみるのぎくを見つけて︑

四284

ありますまい︒

かうさむくなっては︑しかたが

﹁おきくさん︑おきくさん︑

のか︑もうなくこゑもきこえ

四274

なは大ていかれてしまひました︒

四271

マス︒﹂

みのししはどっとたふれ 四266園 ﹁毎ドアリガタウゴザイ

六刀さしとほしました︒

四193
ましたが︑︿略﹀︒

四195 ︿略﹀︑ただつねはすぐに

そばのたふれてみた木の上
へとびのきました︒

こゑは︑山もくつれるほどで

四201 ︿略﹀︑ただつねをほめる
あったといひます︒
四204囹 オヂイサン﹁次郎︑オマヘ

入 手 ノ ユ ビ ノ名ヲ知ツテヰ
マスカ︒﹂

四208園次郎﹁︿略﹀︑マン中ノ一

バン高イノハ︑中ユビトモ︑高
高ユビトモイヒマス︒
ハ知リマセン︒﹂
オヂイサ ン

バ﹁︿略﹀︒﹂ト

四211園 次郎﹁︿略﹀︒アトノ定本
四232

イツテ︑ニツコリワラヒマシタ︒

四235 オマツガオトミトアキナ 四294囹
ヒノアソビヲシテヰマス︒
みました︒

四237オマツノ店ニハ︑糸ヤ 四295園らい年またお目にかか 四357 父は三郎のあたまをな

ます一まず

572

一二ン五リン

カヤウスガチガツテヰマス︒
ニ

いはりはどこにありますか︒

四472皆さんがあさおきる時
には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒
は︑みじかいはりがどの字の

四475皆さんがよるねる時に

アル日別マベへ出テ見

カンガヘテ ヰマシタ︒

ト

︑ワニザメが居マシ日戸ラ︑

ワニザメが居マシタカラ︑

アル日刊マベへ出テ見

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ナカマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒

一日のうちには何じかん 四536 ワニザメハ︿略﹀︑スグニ

所にありますか︒

四477

アタマモヲモアリマセン︒

シテタベルノデハア

ワニザメハ白ウサギノイ
白ウサギハ

︿略﹀︑

一ツニツト

一バンシマヒニ居

白ウサギハイタクテタマ
リマセンカラ︑ハマベニタツテ︑

タ︒

四577

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘ ニナリマシ

タ︒

ヲアビマシタガ︑︿略﹀︒

ヨ

四578白ウサギハスグ海ノ水

白ウサギハ︿略﹀︑マヘ

リモカヘツテイタクナツテ︑ナ

四582

ソコヘオホクニヌシノミコ

ホナホクルシンデヰマシタ︒

四585

トトイフ神サマが馬出デニ

コノ神サマモ︑﹁ナゼナク

ナリマシタ︒

ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ

四596

タカラ︑︿略V︒

︿略﹀︑白ウサギ二目ヲコ

スツテ︑又ソノワケヲ申シ上ゲ

四598

マシタ︒

四605 スルト神サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂

白ウサギガソノトホリニ

トヲシヘテクダサイマシタ︒

四606

︿略﹀︑カラダ ハ スツカリ

シマスト︑カラダハ スツカリ
モトノヤウニナホリマシタ︒

四608

﹁オカゲサマデ︑カラダ

モトノヤウニナホリマシタ︒

ハコノトホリニナホリマシタ︒

四613圏

アナタハノチニハ︑キ
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ

︿略﹀カミサマガタガオト 四615圏
ホリガカリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

四573

ヨロコンデオホクニヌシノ

ミコトノ所ヘオレイニ行ツテ︑

四616

クオナリニナリマス︒﹂
ニナリマシ

ワケヲ申シ上ゲマスト︑
﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘ

四574

オタヅネニナリマシタ︒

ニタツテ︑ナイテヰマシタ︒

白ウサ翼翼︿略﹀︑ハマベ

トハ海 ノ中デオヨイデヰマ

島
ノ上二八タ白ウサギ

海ヲワタルクフウヲ

四567

ナイテヰマシタ︒

四566

ナムシリトツテシマヒマシタ︒

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

四564

トイツテワラヒマシタ︒

上ラウトイフ所デ︑﹁︿略﹀︒﹂

四561︿略﹀︑イマ一足デヲカへ

︿略﹀︒

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四553

フトホリニナラビマシタ︒

四55一

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

あなたがたは何じかんが 四547 白ウサ事例コレラ見テ︑

ありますか︒

木デハアリマセン︒

四506木ノヤウ馬入タイガ︑

くかうに居ますか︒

四482

、

四411︿略V︑外ヲ見ルト︑何ダ
︿略﹀︑ ソ バ

をばさんからいただいた

トカイ争フダガタテテアリマ

四416

シタ︒

四421

おとしだまにのしがついてゐ
ました︒

た︒

四425 母に﹁︿略V︒﹂と問ひまし

四435園 ︿略﹀︑今では紙で作つ

たのしをつかふやうになりま
した︒

ガ︑

このまん中に小さな物 四506サカナノニホヒガシマス

がありませう︒

四437囹
四441

獣鐸
、

シタ︒

今ハ死ンデヰマスガ︑モ

ニナリマス︒

︿略﹀︑
オメデタイ時ノオ

クリモノ

四514

リマセン︒

リ ニタリ

四512 ︿略﹀︑ソノママデヤイタ

ガ︑

これがのしあはびのかは 四507サカナノニホヒガシマス
アタマモヲモアリマセン︒

りです︒﹂と答へました︒
四444 おちよは又︑﹁︿略﹀︒﹂と
問ひました︒

のをおくる時には︑のしをつ

四454囹 ︿略﹀︑すべてなまぐさも
けません︒﹂

皆さんはとけいの見方

四455 母は﹁︿略V︒﹂と答へまし 四515
た︒

四458

ガ︑︿略﹀︑

四526

四516今ハ死ンデ
ヰマスガ︑モ
を知ってゐますか︒
ト心裏ノ中デ オヨイデヰマ
四462 皆さんはとけいにかいて
シタ︒
ある字がよめますか︒
四464 とけいの長いはりとみ 四518︿略﹀︑今ハスコシ長イ名
ヲ モツテヰマス︒
じかいはりはどちらが早くま

はりますか︒

四467とけいがなる時には︑長

四
四
ル
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﹁︿略﹀︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒
サイ︒﹂

四754

オハルハ

アネニテツダツ

四758

奏書來テ見テ︑﹁︿略﹀︒﹂
トイヒマシタ︒

オハルハヨロコンデ︑友ダ

ございません︒﹂

一どはじたいしましたが︑

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四798よしつねは﹁それをよ

ました︒

四804

一どはじたいしましたが︑

よしっねがゆるしません︒

よ一は︿略﹀︑馬にまたが

よしっねがゆるしません︒

四805

︿略V︑へいけ方から一そう 四812

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

四76一

す︒

がさだまりません︒

四826 赤い扇は︿略﹀二つ三つ
まはって︑波の上におちました︒

扇は風にふかれて︑ぐる 四831 ︿略﹀︑みんなが馬のくら

むかって︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねまし

した︒

たたいて︑

四795園

︿略﹀︑三羽ねらへば︑二

これにまさるものは

の名人でございます︒

羽だけはきっといおとすほど

四794園

がございます︒

一どにどっとほめま

︿略﹀︑大神がはたをおらせて

大神はおどろいて︑あまの岩

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五17

ました︒

いらっしゃる所へおなげ入れになり

五15

四792園 その時一人がすすみ出 五13 ︿略﹀︑すさのをのみこととい
て︑﹁なすのよ一と申すもの
ふきのあらい神さまがありました︒

た︒

四787

ぐるまはってゐます︒
をたたいてよろこびました︒
︿略﹀よしっねはけらいに 四833海の方でもふなばたを

四777

矢いはなしました︒

ります︒
四821 ︿略V︑こんどは扇が少し
四772 一人のくわんちよがその おちついて見えます︒
下に立って︑さしまねいてゐま
四823 よ一は︿略﹀︑ひようと 一

はひらいた赤い扇がつけてあ

四768

のふねをこぎ出して來ました︒
つて︑海の中へのり入れました︒
︿略﹀︑そのさをのさきに 四815︿略﹀︑船がゆれて︑まと

四766

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

スツカリカザツテカラ︑母 四796その時一人がすすみ出て︑

ノ所へ行ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

へ來テ︑﹁マ

三郎ハ︿略﹀︑ヒマサヘ

ダナホリマセンカ︒︿略﹀︒﹂トイ
ヒマシタ︒

アレバ︑母ノソバ

四674園

コトハ︿略﹀︑エライオ方ニオ
ツテタヅネマス︒

四62一 ソノノチオホクニヌシノミ
ナリニナリマシタ︒

三郎天略﹀︑モツトタクサ

ンノンダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

四693園

ゥヨクカザレマシタ︒

苦シイコトバゴザイマ 四755囹母ハ來テ見テ︑﹁タイン

三郎ハシンパイシテ︑ヒマ

三郎﹁オカアサン︑ソノオ

ノンデ上ゲマセウ︒﹂

四685園苦ケレバ私ガカハリニ

クスリハニガウゴザイマスカ︒

四683園

﹁︿略﹀︒﹂トイツテタヅネマス︒

サヘアレバ︑母ノソバへ來テ︑

四676

四632 ゆふべは風がなくて︑し 四675園
つかなばんでしたから︑少しも
センカ︒﹂
知らずにゐました︒

四635やぶの竹は︿略﹀︑中に
はさきが土までとどいてみる
のもあります︒

四636にはの松の木はわた
をのせたやうに見えます︒

四642犬はよろこんで︑雪の中

今日は早くから學校へ

をとびあるいてゐます︒
四688囹 母﹁イイエ︑オクスリハ
四644 みちをとほる人は︑︿略﹀
ジブンデノマナケレバ︑何ニモ
雪をたたきおとしながらあるい
ナリマセン︒﹂
てるます︒

行って︑みんなで雪なげをしま

四646
せう︒

セン︒﹂

四696園 オイシヤサマノオツシ
四
776 ふねはなみにゆられて︑
ヤルトホリノマナケレバナリマ
上ったり下ったりします︒

四651 うぐひすがないてゐます︒

︿略﹀︑三ダン目ニハ五人バ

︿略﹀︑花イケニハモモノ
﹁オカアサマ︑オヒナサマ

ヲカザリマシタカラ︑ゴラン下

四752園

花トヒガンザクラヲイケマシタ︒

四747

ヤシヲオキマシタ︒

四743

イシヨクダイヲ立テマシタ︒

四74ーソノ左ト右ニウツクシ

リマシタ︒

テモラツテ︑オヒナサマヲカザ

四732

から枝へとんでゐます︒

四654今あのうめの木の枝

しくはありませんが︑︿略﹀︒

四662羽の色はあまりうつく

にかはいらしうございます︒

四663 ︿略﹀︑なくこゑはまこと

四666︿略﹀︑うめの花のさく
じぶんから︑あんなうつくしい

三郎ノ母ハ四五日マヘ

こゑでなきはじめます︒

四671

カラ風ヲヒイテネテヰマス︒

ます一まず
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になりました︒

まのわるいことをはじめました︒

五22 ︿略﹀︑わるい神さまがさまざ
五26 よ㌔神さまがたは︑︿略﹀︑お
かぐらをおはじめになりました︒
手をたたいて︑お笑ひになりました︒

五32 ︿略﹀︑大ぜいの神さまがたは

五36 ︿略V︑大神は少しばかり戸を
たちからを

あけて︑おのぞきになりました︒

五42 手力男のみことといふ力の
つよい神さまが︑︿略V︑すぐに大神

のお手をとって︑お出し申し上げま
した︒

とほりあかるくなったと申します︒

五43 それでせかい中がまたもとの
五58 日本ノーバンハジメノ天皇ヲ
神武天皇ト申シ上ゲマス︒
セイバツニナツ博多︑︿略V︑オコマ

五63 コノ天皇ガワルモノドモヲ御
リノコトガゴザイマシタ︒

五65 ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ
出テ來テ︑︿略﹀︑ヨイミチノ方へ御
アンナイ申シ上ゲマシタ︒

五67 ︿略﹀ 一羽ノ金色ノトビガト
ンデ來テ︑オ弓ノサキニトマリマシ
タ︒

五72 ソノ光ガキうくトシテ︑ワ
ルモノドモ割目ヲアケテヰルコトガ
デキマセン︒

五74 ソノ光心心ソレテ︑皆ニゲテ
行キマシタ︒

五81 天皇ハ︿略﹀︑天皇ノオクラ

ヰニオツキニナリマシタ︒

ソノ日ハ心月十一日ニアタリ
︿略﹀︑コノ日ヲキゲンセツト

マスカラ︑︿略﹀︒

五82
五83

五118

︿略﹀︑右からも︑左からも︑

なかまがあつまって以て︑いよく
︿略﹀︑爾がはにいへがたちな

にぎやかになりました︒
五126

らんで︑人がいそがしさうにあるい

やがて重い物が私どもの上へ

申シテ︑苺年オイハヒヲイタスノデ

た︒

五134

町の中を通る時にきたない物

轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル

太イヒゲガアリマス︒

ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒

五173

五174時ニハニ三尺モ高クトブコト

又ドンナ流ノ早イ川デモ︑オ

ガアリマス︒

ヨイデノボリマス︒

五176

男ノ子ノアルウチデハ︑五月

ノセツク日食ノブキナガシヲ立テマ

五181

ス︒

からよびました︒

五191 ﹁︿略﹀︒﹂と︑母はだいどころ

母は流しもとで︑まないたに

魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ

五198
こ﹂を人が海といひます︒

母は戸だなの方をさして︑

おはなは戸だなの中から一ば

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

ます︒

五137

日本一ノ大キナホトケサマハ︑ 五203

目中大キクテ︑ロノ右左ニハ

︿略﹀︑おはなはざるの中のた

﹁こんどは何の御用をいた

おはなは水がめから水をくん

かまをぬすまれたものがあり

︿略V︑行って見ると︑なるほ

五235圏私はよその物をぬすむやう

どそのかまがあります︒

五231

ました︒

五226

で︑母の手にかけました︒

五224

ました︒

五222 母はく略V︑﹁︿略V︒﹂といひ

しませう︒﹂

五213圏

けのこをなべの中へ入れました︒

五212

ん大きなさらを持って來ました︒

︿略V︑手ノヒラノ長サガ五尺 五205

ゴランナサイ︑大ブツサマノ
マヘニ立ツテヰル人ガ︑コンナニ小

五153

⊥ハ寸︑中指ノ長サガ五尺アリマス︒

五151

ナラノオ寺ニアリマス︒

五142

までもって來ました︒

︿略﹀︑輕い物は一しょにここ

をなげつけられるのにはこまりまし

五132

︿略﹀︒

來ましたから︑何かと思ったら︑

五127

てるました︒

そらからふって︑山の木のは

ゴザイマス︒

五86
の上に休んでゐましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑風にふかれて︑土の上

そこで大ぜいと一しょになつ

へおちました︒

五87

五91

それから少し來ると︑高いが

て︑せまい谷へ下りました︒

五93

︿略﹀︑何だか目がまはって︑

けの上へ出ました︒

五95

しばらくの間は何も知らずにゐまし
た︒

︿略﹀︑人が二三人立って︑

﹁見ごとなたきだ︒﹂といって︑なが

五97

だんく塗ると︑ひろい野は

めてゐました︒

五102

池ノ中デコヒガオヨイデヰル

サク見エマス︒

鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ
︿略﹀︑クロイテンノアルウロ

ソノ色界バクロイノモアリ︑

コが三十⊥ハ枚ヅツナランデヰマス︒

五165

テヰマス︒

五161

ノヲ見タコトガアリマセウ︒

野はらは平ですから︑ゆつく 五156

らへ出ました︒

五103

りあるきました︒

鳥はだのしさうに時々來て︑
羽をひたしました︒

五104

魚はうれしさうにういたりし

五168

金色ヲオビテヰマス︒

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆

︿略V︑夜は美しい月をうかべ 五167

づんだりして︑およいでゐました︒

五106
五111

そばを通る人が﹁美しい川

ながら︑休なしにあるきました︒

五112

だ︒﹂といって︑ほめました︒

575
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なことはいたしま せ ん ︒ ﹂

うとすると︑﹁︿ 略 V ︒ ﹂ と い っ て ︑ ど

五236 大そうおこって︑取りかへさ
うしてもかへしません︒

五237 しかたがないから︑うったへ
て出ました︒

五241 やく人は二人をよび出して︑
その釜を前において取りしらべまし
た︒

た釜でございます ︒

五243園 ﹁これは私が毎日使ってゐ
五244肉 それを私のるすにこのみざ
りがぬすんだので ご ざ い ま す ︒ ﹂

﹁お役人さま︑︿略﹀︑私は

り出しました︒

役人は後からこゑをかけて︑

︿略﹀︑下役どもに言ひつけて︑しば

五274

コ・二茶ノ木ガアリマス︒

らせました︒

五302

ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ

枝モ見エマセン︒

五303
マルクカリコンダニハ木ノヤ

ウニ見入マス︒

五304
ヨクソダツタ茶ノ葉ハ長サガ

花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ

十一月ゴロ白イ色ノ花ガサキ

ニ寸バカリモアリマス︒

五31一

五314
マス︒

ス︒

五322

︿略﹀︑ソノ中ニマルイ種ガニ

大弓イノ女が茶ヲツンデヰマ

ツ三ツヅツアリマス︒

五318

イニホヒガシマス︒

う っ た へ た 人 は ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と 五316

申します︒

五245

五248園
足の立たないもので︑雨手をついて︑

やっとゐざりあるくものでございま
す︒

ガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑

ヲ一番茶トイヒマス︒

五328

五345

︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ

ドンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマ

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

ス︒

した︒

五371

します︒

五391
した︒

す︒

五394

五396

コノ美シイ蝶ガトビマハルノ

昔雄略天皇が︿略﹀︑こをた

すがるはく略﹀︑たくさんの
天皇はこれをごらんになって︑

天皇は︿略﹀︑すがるには小
すがるはその大ぜいの子をお

かばんを持って走って行く人

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

ります︒

五397

まだきつぶを買ってみる人も

もあります︒

五398

かいさつ口では切符をしらべ

あります︒

五402

えきふが小さな車の上へ︑山

てるます︒

五408

五412

まだむかふからいそいで走つ

もう汽車が出ます︒

のやうに荷物をつんで來ました︒

五413

汽車はどんなことがあっても．

て來る人があります︒

汽車は︿略﹀︑きまった時間

待ちません︑︿略﹀︒

五415

五416

文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ

にちやんと出ます︒

︿略﹀︑山モ川モ野原モ林モ後

ジメテ汽車ニノリマシタ︒

五421

五424

︿略﹀脇見エタカト思フト︑

ノ方ヘトンデ行クヤウニ見エマス︒

スグ後ニナツテシマヒマス︒

五431

五434 ︿略﹀︑向フノ汽車ニノツテヰ

ソノウチニ下ノ方デカミナリ

ル人ノカホハヨク見エマセン︒

ノヤウナ音ガシマシタ︒

五437

五438 ︿略﹀︑汽車ハハシノ上ヲ通ツ

五441

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

テヰマシタ︒

︿略﹀︑害そうこみ合ってゐま

五442

文太郎ハビツクリシテ︑父二

イリマシタ︒

下りる人がまだ下りてしまは

汽車が今ていしゃばへっきま

みやのそばでやしなって居ったと申

五387

子部といふ姓をたまはりました︒

五385

大そうお笑ひになりましたが︑︿略﹀︒

五381

子どもをもらって︑つれて噛ました︒

五377

かひあそばすためでございました︒

︿略﹀︑皇后さまがかひこをお

くさん集めて來いとお．ほせになりま

五367

ゆうりゃく

引立チマス︒

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

五355

ス︒

スガ︑ドレヲ見テモ美シウゴザイマ

五蓼蝶ニハ︿略﹀サマぐアリマ

ス︒

スガ︑ドレヲ見テモ美シウゴザイマ

嘉3蝶ニハ︿略﹀サマぐアリマ

一バンハジメニツムノ

五252園どうして釜のやうな重い物 五326 五月ゴロカラツミハジメマス
が持って行かれま せ う ︒

みたのでございま す ︒

五254園 その釜は私が前から持って

ソノ葉デコシラヘル茶が一番

ソレカラ十四五日タツテツム
マタ三番茶・四番茶マデモツ
︿略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

カト思ヒマス︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

五342

ムコトガアリマスガ︑︿略﹀︒

五334

ノヲニ番茶トイヒマス︒

五333

ヨイ茶山ナリマス︒

五256 又ゐざりは﹁︿略V︒﹂と申し 五33一
ます︒

たが︑︿略﹀︒

五258 役人はしばらく考へてるまし
五265 役人はしばらく考へてるまし
たが︑︿略﹀︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 申 し わ た し

ました︒

五267 ゐざりはく略﹀︑その釜をあ
たまにかぶって︑雨手をついてゐざ

ます一まず
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キ ・ マ ス ト ︑ ﹁ ︿ 略V︒﹂トイヒマシタ︒

五445 文太郎ハビツクリシテ︑父ニ
キ・マスト︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

五447 トンネルヲ出ルト︑マタ明ル
︿略﹀︑又暗クナツテ︑何モ見

クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒
五451
エマセン︒

五452 ケレドモコンドハミジカイト
ンネルデ︑スグニ通リヌケマシタ︒

五454 ︿略V︑文太郎ハオモシロクテ
︿略﹀︑文太郎ハモツトノツテ

タマリマセン︒

五456
ヰタイト思ヒマシタ︒
みなりが鳴り出しました︒

五462 ︿略V︑にはかに雲が出て︑か

五463 はじめのうちは遠くの方にき
こ え て ゐ ま し た が ︑︿略﹀︒

雨もつよくふってきました︒

五464 ︿略﹀︑だんく近くなって︑

五466 音次郎はおどろいて︑道ばた
の高い木の下へにげこみました︒
友吉は﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑

そこをのかせようとしましたが︑

五471

︿略﹀︒

ません︒

五472 ︿略V︑音次郎はなかくき＼

︿略﹀︑その高い木がまつ二つ

そこにたふれました︒

五486

音次郎は友吉のかたに手をか

にさけてゐました︒

五492
けて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五533 ︿略﹀︑カウモリハ﹁︿略﹀︒﹂

トイツテ︑ドチラヘモツキマセンデ
シタ︒

ソノ中ニケモノが勝チサウニ

ナツタノヲ見テ︑︿略﹀︑ケモノノミ

五538

シバラクタツト︑ケモノが負

カタニナリマシタ︒

五545

ケサウニナツタノデ︑︿略﹀︑鳥ノ方

イツマデタツテモ勝負ガツカ

ニツキマシタ︒

五547

ソノ時カウモリガケモノノ方

ナイカラ︑爾方が仲ナホリヲシマシ
タ︒

夜ニナレバ火ヲトボシマス︒

ス︒

五564

鳥ヤケモノハ火ヲ使フコトヲ

知りマセン︒

五566

大昔挿木ト木ヲコスツテ火ヲ

出シマシタガ︑︿略﹀︒

五567

︿略﹀︑ソレカラ後ニハ石ト金

ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシタ︒

五571

︿略﹀︑火打石や火打金ヲ使フ

五578

ソノホカニ石炭トイフモノガ

ソレユエ木炭トイヒマス︒

人ハメツタニアリマセン︒

五575

五58一

︿略﹀︑石ノヤウニカタクナツ

アリマス︒

五584

︿略﹀︑石ノヤウニカタクナツ

テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒
五584

︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

テヰマスカラ︑石炭トイヒマス︒
五587

キカイナドヲウゴカスノ山下︑皆コ

五548

へ行キマスト︑﹁心心ハ鳥デハナイ

レヲ使ヒマス︒

ヒマス︒

五596

魚カラトツタモノモアリ︑ケ

ランプニトボスノハ石油トイ

ブツカラトツタノモアリマス︒

モノカラトツタモノモアリ︑シヨク

五592

五588油ニモ色々アリマス︒

カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

ソノ時カウモリガケモノノ方
へ行キマスト︑﹁オ前ハ鳥デハナイ

五552

又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ

カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

五553

前ハケモノダラウ︒﹂トイツテ︑ア

又鳥ノ方へ行キマスト︑﹁オ 五601 ︿略﹀︑ワキ出タママノハニゴ

ヒテニシテクレマセン︒

五555

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

友吉は﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑

前議ケモノダラウ︒﹂トイツテ︑ア

五477

むりに手をひっぱってつれ出しまし

ホツタ油ニナルノデス︒

又サムイ時ニハ火ニアタリマ

リシテタベマス︒

五606

昔ノ人馬石炭ノコトヲモエル

スタレテ來マシタ︒

五562人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ 五604 ︿略﹀︑アンドンハダンダンニ

ヒテニシテクレマセン︒
︿略﹀︑耳がさけるやうなおそ

た︒

五482

ろしいかみなりが鳴りました︒

五484 二人は思はず耳に手をあてて︑ 五563

シタ︒

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

﹁ねえさんの所からお手紙

が來てるます︒︿略﹀︒﹂と︑母は手

五632園

︿略V︑母は手紙をおちよにわ

紙をおちよにわたしました︒

五634

おちよは取上げて並んで見る

たしました︒

五644

おちよはよろこんで︑母には

と︑︿略﹀と書いてあります︒

五645

おちよ﹁それでも私はまだ

なしますと︑︿略﹀︒

．手紙の書き方を習ひませんから︑ど

五652國

う書いてよいかわかりません︒﹂

五653園 おちよ﹁︿略﹀︑どう書いて

母﹁︿略V︒さあ︑こ＼に葉

よいかわかりません︒﹂

おちよはく略﹀︑葉書の裏へ

書があります︒﹂

五655園

五657

お手紙をいたゴいて︑まこ

次のやうに書きました︒

あさってはおはなさんと一

とにうれしうございます︒

五661團

五662囲

それを母に見せますと︑母は

しょにきっとまみります︒

それを母に見せますと︑母

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五663

五664圏

五664園

それを母に見せますと︑母は

これでよくわかります︒

は﹁よく出來ました︒

五671

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五711
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︿略﹀︑アタマカラ足マデツク

川ノ中ヘハイリマシタ︒
五713

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ
メマシタ︒

イクラモガイテモハヅレマセ

六96

まつ御社にさんけいして︑し
御社の後から山へのぼる道が

ばらくそこで休みました︒

六97
あります︒

︿略﹀足もだいぶくたびれて︑
︿略﹀︑草の上にすわって︑に

かへりには同じ道を通らずに︑
︿略V︑下りる時には二時間し

晩にはくたびれた足をのばし
︿略﹀︑稻がよくじゅくして︑

てよいか分りませんでした︒

はからうとしたが︑どうしてはかつ

シヲシマシタ︒

ントテツビンガメイくジマンバナ

金ヤギンハ︿略﹀︑ソノ他

金ヤギンハ︿略﹀︑ドチラ

金ヤギシバ︿略﹀︑ドチラ

銅ハ︿略﹀︑金や銀鉱リモ

ソレデゼニニナルコトモ出

シテ見レバ銅ホド役二立ツ

﹁ナルホド銅公選クサンア

モノハアリマスマイ︒﹂

六265園

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六264平金ダラヒニモナレバ︑私ノ

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六263囹

ネダンモヤスウゴザイマス︒

タクサンアリマスカラ︑シタガツテ

六261園

タクサンアリマスカラ︑︿略﹀︒

六258園長ハ︿略﹀︑金や銀ヨリモ

モ高ウゴザイマス︒

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六256園

モ古同ウゴザイマス︒

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六256園

︿略﹀︒

イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

六255園

私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

ガ︑ナカデ一番人ノ役人立ツノハ︑

六248囹﹁金ニハイロくアリマス

﹁︿略﹀︒﹂

六208囹その時そこに居た一人の子 六247 マヅヤクワンガイヒマスニハ︑
どもが︑﹁そんなら私がはかって見

その時そこに居た一人の子ど

ませう︒﹂といって︑︿略﹀︒

六212

もが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑まつ象を

さうして象の重みで船の水に

船にのらせました︒

六214

それから象をおろして︑その

つかった所にしるしを附けました︒

六218

︿略﹀︑なんどにもはかりにか

代りに石をたくさんつみました︒
六223

けて︑その目方を知りました︒

ある家のにはに大きな水がめ

︿略﹀︑遊んでみるうちにふみ

があって︑雨水が一ぽいたまってゐ

六227
ました︒

六231

はっして︑かめの中へおちました︒

すてておけば︑すぐ死んでし
居合せた子どもは賜うろたへ
その時一入の子どもは大きな

それがため︑かめに大きな穴

けました︒

石を持って來て︑力まかせに投げつ

六238

てさわぎました︒

六234

まひます︒

︿略﹀︑人が大ぜい出て︑稻を 六232
︿略﹀︑勇士のよい間に取入れ

刈った稻は︿略﹀︑よく日に
かわくと︑それを稻こきでこ

六241

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略﹀︒

六268園

六278即今デハ鐵一銭ノ仲間ニハハ

シラヘルコトが出來マセン︒

︿略﹀︑子どもはあやふい命を 六277園 ︿略﹀︑皆鐵ガナケレバ︑コ

があいて︑水が流れ出ましたから︑
︿略V︒

米を俵に入れて︑その俵をつ

六243

昔ある國で大きな象の目方を 六246 アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

たすかりました︒

れのいそがしさも︑全くわすれてし

六205

まひます︒

み重ねてながめた時は︑︿略﹀︑取入

六173

いてもみを取ります︒

六162

かわかします︒

六158

なければなりません︒

六155

かつてゐます︒

六152

重さうにほをたれてゐます︒

六151

て︑けさまで一眠に眠りました︒

六118

かか㌦りませんでした︒

六114

別の道から下りました︒

六113

ございました︒

ぎりめしをたべた時は大そううまう

六111

はらもすっかりすきました︒

六106

花が咲きみだれてゐます︒

五732 ソノ善後ノ方カラカリウドノ 六103 ︿略﹀︑道ばたにはきれいな草
來ル音ガシタノデ︑オドロイテカケ
出シマシタ︒

カケテ來マス︒

五734 ︿略Vカリ犬が四五匹デオツ
五735 鹿ハ︿略﹀︑林ノ中ヘカケコ
ミマシタ︒

ツテ︑

五737 ︿略﹀角が木ノ枝ニヒツカ・
ン︒

シタ︒

﹁とても出來ません︒

五738トウく犬二追ヒツメラレマ
五783圏

五784圏 しろの後はけはしい阪で︑
馬の通れる所では ご ざ い ま せ ん ︒ ﹂

五786園 ﹁鹿はをりく通ります︒﹂

六82 私は︿略﹀︑二三人の友だち
と遠足に出かけました︒

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

六85 ︿略﹀︑川について︑四五単行
出ました︒

六87 ︿略﹀︑風のふくたびに黄色な
波が立ってるます ︒

六91 ︿略﹀︑森の間からはお社の赤
い鳥居が見えます ︒

六92 御社の後には松山があります︒
の橋を渡ると︑御社の前へ出ました︒

六95 あぜ道を七八町通って︑小川

ます一まず
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イレマセンガ︑︿略 ﹀ ︒ ﹂

ヤクワ ン ハ ソ レ ヲ 聞 ノ ー テ ︑

﹁ソレデモ要望ヂキニサビテ︑赤ク

六284園

ナルデハアリマセンカ︒﹂トイヒマ
シタ︒

モシセノー出シテ使ツテクレ

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

六285 ヤクワンハソレヲ聞イテ︑
六288圏

サヘスレバ︑鐵ハイツデモ光ツテヰ
マス︒

六292園銅凡人二使丁レテヰテモ︑
時々青イ物ヲ出シマセウ︒
ソノ時鐵 ビ ン ハ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト

イヒマシタノデ︑ヤクワンハダマツ

六294

うこうに出しました︒

けれども日吉丸は︑どうかし

てりっぱな武士になりたいと思って

六453
ゐましたから︑︿略﹀︒

けれども日吉丸は︑︿略﹀︑ほ

六477

けらいが大ぜい直しにか﹂り
信長はとうとう秀吉にいひつ

ましたが︑中々はかどりません︒

六481

秀吉は︿略﹀︑仕事をいそが

けて︑直させることにしました︒

六483

せましたから︑すぐに出來上りまし

六454

た︒

秀吉は︿略﹀︑仕事をいそが

うこうの方には身が入りません︑

信長は誰かとたつねますと︑

六513

︿略V︑それからだんく重く

一ぺんもまけたことがありま

秀吉はいくさの上手な人で︑

︿略﹀︑敵は職はないでにげて

六515 ︿略﹀︑もとより強い日本兵に

そこで支那もおそれて︑わぼ

はかなひません︒

六517

︿略V︑秀吉を日本國王にする

くを申しこんで來ましたが︑︿略﹀︒

といふぶれいなことばがありました︒

六521

六527 秀吉は大そうおこって︑︿略﹀︑

︿略V︑そのいくさの終らない

二度目の朝鮮せいばつをはじめまし

た︒

京都の東山の山の上に秀吉の

中に病氣でなくなってしまひました︒

六531

六533

又その山のふもとには秀吉を

はかがございます︒

六534

涙をふいて女の子︑

まつった神社もございます︒

六614魍圏

まへからわたしは目がわ

﹁い＼え︑さうではありません︒

いまその杖をもぎ取られ︑

﹁わるい子どもが大ぜい

かへりの道が知れません︒﹂

六618圃圏

るく︑杖をたよりにあるきます︒

︿略V︑信長は京都で光秀とい 六616幽園

秀吉は︿略﹀︑光秀をうちほ

ぼ

﹁︿略V︑かなしいことに

熊が人ニムカツテ來ル時ニハ︑

熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑

アリマス︒

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ

六652

︿略﹀︑スルドイ爪デヒツカキマス︒

六647

せん︒﹂

目が見えず︑さがすことさへ出來ま

六626圏園

つた音はしましたが︑︿略﹀︒﹂

でわたしの手からもぎ取って︑はふ

それからは秀吉のいきほひは︑ 六624古園

信長の古いけらいの勝家など

︿略﹀日本中の大名が皆秀吉
秀吉は︿略﹀︑こんどは朝鮮

の言ふことをきくやうになりました︒

六511

が︑︿略V︒

はこれをきらって︑てきたひました

六506

しぜんに日一日と成下になりました︒

六505

ろぼしました︒

又ある朝早く信長がかりに出 六502

ふけらいにころされました︒

六498

行くやうになりました︒
みつひで

六495

せん︒

︿略﹀︑

六493

取立てて︑一方の大鷺にしました︒

六486

た︒

せましたから︑すぐに出所上りまし

︿略﹀︑．どこへ行ってもながく 六483

︿略﹀︒

六455
は居つきませんでした︒

︿略﹀︑木下藤吉郎秀吉と名の

初はひくい役目で︑信長の目

つて︑織田信長につかへました︒

お だのぶなが

六457

六461

︿略V︑はや︑馬を乗りまはし

通りへ出ることも出営ませんでした︒

六464

信長は誰かとたつねますと︑

てるる者があります︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁藤吉郎秀吉こ＼にひ
︿略﹀︑これから信長は目をか

ある年︑城のへいが百間ばか

し

せいばつをはじめました︒

朝鮮をたすけましたが︑︿略V︒

けらいが大ぜい直しにか＼り 六514 支那からは大兵をおくって︑
ましたが︑中々はかどりません︒

六477

りこはれた事がありました︒

六476

けて使ひました︒

六474

かへて居ります︒﹂と答へました︒

六472

て居ります︒﹂

六471圏

﹁藤吉郎秀吉こ＼にひかへ

ようとして︑﹁︿略﹀︒﹂とよびますと︑

六468

木下藤吉郎秀吉と答へました︒

六465

木下藤吉郎秀吉と答へました︒

ソノ時鐵ビンハ︑﹁︿略V︒﹂ト 六464

テシマヒマシタ︒

六295

イヒマシタノデ︑ヤクワンハダマツ
テシマヒマシタ︒

六437 ︿略V豊臣秀吉といふ人は︑
もとはいたって身分のひくい人でご
ざいました︒

︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

六438 小さい時の名を日吉丸といひ
ました︒

六442

︿略﹀︑おきやうなどは何べん

う に や ら れ ま し た が︑︿略﹀︒

六443

をしへてもおぼえません︒

六445 たゴ人がいくさのはなしをす
お寺では ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑

ると︑耳をすまして聞いてゐました︒
六448

うちへかへしました︒

六451 父はしかたなしに又よそへほ
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六653 コレラ月ノワトイヒマス︒

六654 熊ノ鯉口ヨイシキ物ニナリマ
ス︒

六657 シグマトイフ熊ハ小馬ホドア
ツテ︑カが強ウゴザイマス︒

六658 大テイノケモノハ一打デコロ
サレテシマヒマス ︒

六664 熊ハ︿略﹀︑カズノ子ノ俵ヲ
カツイデ︑ニゲテ行クコトガアルト
イヒマス︒

六666 又川バタニ行ツテ︑魚ヲツカ
マヘルコトガアリマス︒

六667 ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

︿略﹀︑後カラーツヅツヌケテ

通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑
︿略﹀︒

六668
オチルノヲ知りマセン︒

コトガアリマス︒

六67一 ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル
六696 私は古墨でございます︒
の學校がたった年でございますから︑

六697 私がこ﹂へまみつたのは︑こ

︿略﹀︒

六698 私がこ＼へまみつたのは︑
︿ 略 ﹀ ︑ 今 年 で 三 十年になります︒

した︒

六701 その間に色色な子どもを見ま

六713

︿略﹀︑紙をたくさんほこにし

たりするやうな︑そ＼つかしい子供
︿略﹀︑少しも書きそこなひな

もございました︒

六715
︿略﹀︑先生にしかられた子供

どをしない子供もございました︒
六717

一日もけっせきもせず︑ちこ

もございました︒

六721
くもしなかった子供もございました︒

十人十色と申しますが︑まこ

とにその通りで︑︿略﹀︒

六722

︿略﹀︑顔のちがふやうに︑せ

︿略﹀善い子供は︑おとなに

いしつも色々かはってゐます︒

六724

六726

︿略﹀悪い子供は︑おとなに

なってから︑りっぱな人になりまし
た︒

六731

なってから︑大ていつまらない人に

私は一たい子供がすきでござ

なってゐます︒

六732

︿略V︑三十年の間にどうして

いますが︑︿略﹀︒

六734

もきらひな子供が七八人ございまし
た︒

六736私のからだがこんなにぐらっ
くやうになったのも︑その子供たち
のいたづらからでございます︒

こんなにたくさん墨を附けた
むねの上には紙のぬさを立て
ざつてあります︒

て︑色どった大きな弓矢や馬車がか

六743

のも︑その子供たちでございます︒

︿ 略 V ︑ 先 生 に 何 か 聞 か れ て も ︑ 六738

答へることが出來ないで︑顔を赤く

六704

する子供もございました︒
︿略﹀︑何を聞かれても︑はつ

きりと答へる子供もございました︒

六707

六745

ぬさの前にはおみきやもちや
男や女や年よりや子供も大ぜ

魚がそなへてあります︒

六746

い集ってゐますが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑新しいしるしばんてん

︿略﹀もちを投げると︑大ぜ

を着てみる大工が一番目立ちます︒

六747

六752

︿略﹀︑むしろをしいて︑お祝

いがあらそってそれを拾ひました︒

六755

︿略﹀︑わかものどもはこゑを

ひのさかもりがはじまりました︒
六762

歌がすむと手打をして︑口々

そろへて︑そのあとについて歌ひま
した︒

六765

に﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

羽織・はかまの主人は一同に
向って︑うれしさうに︑﹁︿略﹀︒﹂と

六768

かけとかけねとは同じです

あいさつしました︒
それは全くちがひます︒

七132園
か︒

正直な商人はかけねなどは

小責をする商人を小減商人

小鷺と卸費とはどうちがひ

いひません︒

七136園
七137囹
ますか︒

七141園

といひます︒

七144園︿略﹀︑卸責をするものを卸
しかし卸責商人で︑問屋を

費商人といひます︒

七155圏

してみる場合がたくさんあります︒

急に商用が出著て︑明朝六
時の汽車で東京へ立ちます︒

七158團

七161團

用事は四五日ですむはずで

急ぎますのでうかゴひませ

すが︑十日ばかりはあちらに居ます︒

んが︑︿略V︒

七162国

七162国急ぎますのでうか〜ひませ

んが︑︿略﹀︒

へて干る物がございますなら︑御ゑ

七164国︿略﹀︑何かあちらでと＼の

七171囲

このよい時節に東京へお上

ぶじお着のことと存じます︒

んりよなくおっしゃって下さい︒

七173囲

おほせにあまえて申し上げ

りはおうらやましい事でございます︒

七175国

︿略﹀西洋西瓜の種を三色

ますが︑︿略﹀︒

ばかり買って來ていたゴきたうござ

七177国

います︒

西洋西瓜には色々あるさう

でございますが︑︿略﹀︒

七179囲

まい實のなるやうなのをお願ひ申し

七182国 ︿略﹀︑なるべく大きくてう

ます︒

草花をほしいくと申して居ります

七B4国又母がかねぐめづらしい

から︑︿略﹀︒

來ていたゴきたうございます︒

七186團 ︿略﹀︑これも二三種買って

ございます︒

七187圃花の種類は何でもよろしう

﹁とくに申し上げようと思

つてゐました︒

七196囹

七197園あなたと私は親類ださうで

ます一まず
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ございますから︑︿略﹀︒﹂

くれんげ草でございませう︒﹂

マセ︒

誰一人買はうといふ者がありません︒

います︒﹂

七4ーエ囹
七418園

このお金は私がこちらへま

﹁さやうでございます︒

もとめあそばしませ︒﹂

﹁どうぞこれでその馬をお

つて︑﹁その馬の直は﹁いか程でござ

七406園妻はこれを聞いて︑夫に向

ました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑思はずひとり言をいひ

今風デアカリが消エマシ 七404 一豊も︿略﹀︑家へかへって︑

ハシヲ持ツコトモ出來マセン︒

タ︒﹂

七256

オビヲムスブコトモ出差マセ

ン︒

カユイ所ヲカクコトモ︑イタ

七257
七259
イトコロヲサスルコトモ出子マセン︒

家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

七421園

してくれた金でございます︒

みる時︑﹃︿略V︒﹄と申して︑父の渡

人織田様には︑近いうちに京都で馬

サルニ聞手ノハタラキヲスル
シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ
手バカリ動カシテモ︑チエガ
︿略﹀︑大そうよい馬を士買りに

これを見た人は皆ほしいとは
︿略﹀︑何分にも直が高いので︑

せう︒

七428囹

さだめて皆様は御じまんの

︿略﹀︑今日このお金を出し
︿略﹀︑今日このお金を出し
ましたのでございます︒﹂

七429園

ましたのでございます︒﹂

七428園

ございます︒﹂

て︑今日このお金を出しましたので

やうになされるのが大事と考へまし

︿略﹀︑主人のお目にとまる

馬に乗ってお集りのことでございま

七425圏

そろへをなさいますとのこと︒

人織田様には︑近いうちに京都で馬

七423囹人の話によりますと︑御主

ガナカツタラ︑オモシロイ音ヲ出ス

︿略﹀手ノハタラキノヨイノ

そろへをなさいますとのこと︒

七397

思ひましたが︑︿略﹀︒

七396

來た者がありました︒

七395

ナケレバ何ノ役ニモ立チマセン︒

七285

コシラヘルコトハ出來マセン︒

七283

モノが四本アリマス︒

七282

イノヲ下手トイヒマス︒

ヲ上手トイヒ︑手ノハタラキノワル

七279

コトハ出国マスマイ︒

一豊は妻に禮をのべて︑その

馬をもとめました︒

七431

長の目にとまって︑﹁︿略﹀︒誰の馬

七435 ︿略﹀︑一豊の馬ははたして信

けらいのものが︑﹁これは

か︒﹂とたつねました︒

一幽豆の馬でございます︒﹂といひま

七436園

すと︑︿略﹀︒

けらいのものが︑﹁︿略﹀︒﹂と

いひますと︑︿略V︒

七437

これが一豊の出世のもとになったと

七443 ︿略V︑信長は大そう感心して︑

いふことであります︒

イヒマス︒

七474 ︿略V︑日本紙ハ﹁︿略﹀︒﹂ト

西洋紙ハ又天略﹀︒﹂トイヒ

﹁手紙はく略V︑四匁より少

この手紙は︿略﹀︑差出人

近い所ならもっと目方がふ

あって︑手紙や品物を配達しました

七534園昔はひきゃくといふものが

えても︑四銭で送れます︒

七529園

が三銭しかはっておきません︒

七519圏

手をはらなければなりません︒

しでも重いと︑その倍の六鏡だけ切

七517園

シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

七501 ︿略﹀︑日本紙ハ神ダナヲ指サ

マスト︑︿略﹀︒

七497

シマス︒

七485 日本紙ハ﹁︿略﹀︒﹂トジマン

ス︒

七277ドンナガクキガアツテモ︑手 七422園人の話によりますと︑御主 七478 西洋紙ハ﹁︿略﹀︒﹂トイヒマ

ガ多ケレバ多イ予輩トロヘマス︒

フトコロ手バカリシテヰル人

カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ

七269
マス︒

としました︒

七198園︿略﹀︑どうかこれからお心 七246園﹁先生︑少シオ待チ下サイ 七398 馬の主は馬を引いてかへらう
安く願ひます︒﹂

せんでした︒

七202園 藤は﹁私はちっとも存じま 七247園
七205園 どういふわけで︑おたがひ
に親類の間がらでございますか︒﹂

七208園 ﹁あなたと私は大そう似て
みるではありませんかQ

七209園 第一あなたにも私にも豆が
なります︒

七211園葉は羽形で︑二枚つつ向ひ
合 っ て ゐ ま す し ︑ ︿略﹀︒

してゐます︒

七212園 ︿略﹀︑花は同じく蝶の形を 七27一

らぬのがあります ︒ ﹂

七214囹 豆類にはつるになるのとな
七215囹 藤﹁さうでございますか︑
はじめて承りました︒

七215圏 藤﹁さうでございますか︑
はじめて承りました︒

七216園 私はこんな大きななりをし
てるますが︑︿略﹀︒

七218圏︿略﹀︑私の豆はたべられま
せん︒

美しい花だけでたくさんでございま

七221園 ゑんどう﹁あなたはそのお
す︒

七222囹 あなたほどの大きな花ぶさ
は見たことがございません︒

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

七224囹私どもの親類で︑小さくて
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ます一まず

が︑︿略﹀︒

七538園 今では切手をはって出しさ
へすれば︑どんな遠い所へもとどき
ますから︑止そう 便 利 で す ︒ ﹂

少しばかりですが︑差上げます︒

七663国桃がじゅくしましたから︑
七664下心がじゅくしましたから︑
少しばかりですが︑差上げます︒

七667団 一昨年つぎ木をしたわか木
に︑もうこんなに大きなのがなった
のでございます︒

七669国 いっしよについだ梨の木の
︿略﹀︑實も大きく︑味もよ

方は︑今年はまだ實がなりません︒
七672困
ほどよろしうございます︒

七675團 ︿略﹀皆つぎ木をすると申
︿略﹀︑來年はたくさんなら

してゐます︒

七678国

せて︑たくさん差上げたいと思って
居ります︒

七684國 見事な桃をたくさんおおく
り下さいまして︑有りがたう存じま
す︒

七685團 見事な桃をたくさんおおく
り下さいまして︑有りがたう存じま
す︒

味は又かくべつでございます︒

七693国

︿略﹀︑こんな見事な桃がな

︿略﹀︑皆さんにお話をする

その内参上してお禮を申し

るのなら︑植ゑて見たいと申して居
ります︒

七695囲
上げます︒

七813園
のは︑何よりもうれしうございます︒

七814園私は年中航海をしてみるも
のですから︑少しそのお話をいたし
ませう︒

ふのは︑︿略﹀︑乗組の人員は二百人

七818囹私の乗ってみる明治丸とい
もあります︒

七822園︿略﹀︑立ちならんでみる人
家も︑段々に小さく見える様になり
ます︒

︿略﹀︑しまひにはもう何も

見えなくなります︒

七823囹

︿略﹀日光が波にうつって︑
︿略﹀︑その美しさは何とも

水の色が金色になります︒

七826園
七828園

言ひ様がありません︒

ある時には鯨が頭から高く
水けを吹いてみることがあります︒

七829囹

︿略﹀いるかがおよいでゐ
るのを見ることもあります︒

七833園

又ある時にはとび魚が甲板
の上へとび上ることもあります︒

七685国 さっそくいた〜きましたが︑ 七835園

そこに居る人は︿略﹀︑か
はったことばで話してゐます︒

七841園

ならんで立ってるます︒

七686国 さっそくいた幽きましたが︑ 七838園︿略﹀︑見なれない形の家が
味は又かくべつでございます︒
おすそ分けをいたしました︒

七691国 母は︿略﹀︑おとなりへも

七849園

﹁︿略﹀︑又時にはおそろし

い目にあふこともあります︒

く略V︑船は今にも沈むかと

思ふ様になります︒

七852園

しかし船はなかく沈むも

のではありません︒

七853園

︿略﹀︑一寸先も見えなくな

︿略﹀︑淺瀬へ乗上げたり︑

る事もあります︒

七855圏

七858園

外の船につきあたったりする様なま

そんな時には海の深さをは

ちがひが出來ます︒

七859囹

かったり︑きてきやかねを鳴らした
りします︒

︿略﹀︑星が出てみれば︑そ

れに便って︑居る場所や方角がちや

七867園

んと分ります︒

七868囹海岸には燈皇がありますか
ら︑︿略V︒

七871圏︿略﹀︑それを見ると︑あれ
﹁さておしまひに一ついつ

はどこだといふことが分ります︒

七877園

ちよつと渡船に乗ってさへ︑

ておきたい事があります︒

七881囹

こはがる者があるではありませんか︒

この間にいさんがかへって

かける人もありませう︒

傷ましたので︑︿略﹀︒

八99團

八102国︿略﹀︑うち中の者がそろつ

ついでに私一人のもとりま

て寓眞をとりました︒

八103團

ついでに私一人のもとりま

したから︑両方一枚つつ差上げます︒

八104囲

三郎はいつもにこくして

したから︑立方一枚つつ差上げます︒

ゐますから︑窮眞でも笑って窮って

八105囲

ゐます︒

三郎はいつもにこくして

ゐますから︑窺眞でも笑って寓つ・て

八106国

ゐます︒

八107年立もみんなと一しょの分は

まじめになり過ぎましたので︑︿略﹀︒

八109団 ︿略﹀︑にいさんによそ行の

一人の分はうっかりしてゐ

顔だといって笑はれました︒

八111国

る間に寮されましたので︑かへって

一人の分はうっかりしてゐ

よく窮りました︒

る間に寓されましたので︑かへって

八112團

よく寓りました︒

よく窺ってみるので︑皆さ

三郎さんは實にかはいらし

く寓りました︒

八121囲

す︒

んにお目にか＼つたやうな氣がしま

八119困

けませんよ︒

七882圏海の波を見たばかりで︑恐 八H3國 伯母様お笑ひになってはい
︿略﹀︑こんなことではどう

ろしがる人があるではありませんか︒
七885圏

して海國の國民といはれませう︒

七887園︿略﹀外國へ商責その他の
又漁業その他海の仕事に出

用事で出かける人もありませう︒

七888園

ます一まず
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八272

すか︒﹂

；ニケ月立ってから︑前の友

八467囹
八477圏
すか︒﹂

サクヤノクワジニウチハヤ

紺や鴬舌ヤカスリハアヰデ染

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ様二畑

藍ハ何カラ取りマスカ︒

メマス︒

八643

八651

綿土突カラトリマスガ︑藍ハ

二作リマス︒

八653

八653

八657

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑

ソレヲ藍玉トイヒマス︒

︿略﹀︑ 一週間もおひまをい

ただきまして︑まことに有りがたう

八666国

八664国謹んで申し上げます︒

紺色ノ汁が出マス︒

ウスニ入レテツキ三遷メマス︒

︿略V︑日ニホシテ︑ソレカラ

一郎﹁これでようございま

八658

葉ト董カラ取ルノデス︒

一郎﹁これでようございま
一郎﹁かうすると︑ちやう
皆サンノ着物ニシテヰル木綿

木綿縣ハドウシテ出血マスカ︒ 八667団 ︿略﹀︑ 一週間もおひまをい

木綿綜ヲ機デ織ツテ造りマス︒

ります︒

八672國

︿略﹀︑食事も進みますから︑

一先安心いたしました︒

八673囲

かと心配いたしましたが︑︿略V︒

く略V︑一時はどうなること

びまして︑有りがた涙をこぼして居

病中の祖母も足そうよろこ

びまして︑有りがた涙をこぼして居

病中の祖母も超そうよろこ

ただきまして︑まことに有りがたう

存じます︒

八625

綿ヲ⁝機械ニカケテツムグト︑

八624

織物ハドウシテ造りマスカ︒

八623

ど十五字になります︒﹂

八493圏

八659

ケマセンデシタ

八464囲

の手を握りしめました︒

農夫は︿略﹀︑かたく友だち

だちが來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑笑ひなが

日はもう高く上ってゐます︒

︿略﹀︑水車場の方へは行かず

八274

たつねましたが︑影も形も見えませ

︿略﹀︑誰も起きてみる様子が

︿略﹀︑影も形も見えません︒

らたつねました︒

八229

八232

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

ません︒

八236
八238

で︑裏門から出て來ました︒

その中に下男が変俵をかつい

みるのに︑誰も草をやるものがあり

八234

ありません︒

八232

ん︒

八123国おはなさんも一人の分はほ 八228 ︿略﹀︑野原の方までも行って
んとによく窟ってゐます︒

八125国 ︿略﹀︑おはなさんも次郎さ
んも少しまじめになってゐます︒

八127圃 おはなさんはく略﹀︑髪が
大そうきれいになりました︒

八128国 段々おかあさんに似て來ま
す︒

八132團 窮眞を見て︑急に皆さんに
お目にか＼りたくなりました︒

八133團 その内参りませう︒
不足なく暮してみた農夫がありまし

八193 昔西洋のある所に︑︿略V︑何

た︒

に︑居酒屋の方へ行きます︒

農夫は驚いて︑其の変俵を取
︿略﹀︑今度は下女がばけつを

八627

存じます︒

綿ハ何カラトリマスカ︒

木綿綜ニナリマス︒

綿ノ木カラトリマス︒

どうするのかと氣を附けてゐ

八628

ります︒

八668團
八629

綿ノ木下ドコニ浮実マスカ︒

八669團

農夫はおこって︑其のばけつ

八631

綿ノ木上ドコニ出來マスカ︒

を引ったくりました︒

八252
八261

綿ノ木ハ畑二作リマス︒
︿略﹀︑九月カラ十月ノ初汐二

實が熟スルト︑サケテ中カラ
白イ綿ガハミ出シマス︒

八636

實が熟シマス︒

八635

︿略V︑自分はどうかして白日 八633

して聞かせました︒

八264

又ドウシテ出來マスカ︒

︿略V︑今見た事をすっかり話 八632

ると︑隣の家の方へ行きます︒

八248

さげて︑牛小屋から出て來ました︒

八246

りもどしました︒

八196 ︿略﹀︑五六年の中によほど財 八242
産を減らしました︒

八197 親類や友だちは平そう心配し
まして︑︿略﹀︒

八198 親類や友だちはく略﹀︑どう

︿略﹀︑そこらあたりに飛んで

したらよいかと︑いろく考へてる
ました︒

八204

みた雀を見て︑︿略Vといふことを
農夫は之を聞いて︑︿略﹀︑こ

話しました︒

を見つけようと︑たつねまはりまし

八206

の雀のせいではあるまいかと思ひま

た︒

一週間煮たつねたが︑白雀は
見つかりませんでした︒

八265

した︒

︿略﹀︑ふしぎさうな顔附をし

て︑農夫は問返しました︒

八213

綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取去ル

八676囲

併し老病の事故︑よほど大

一先安心いたしました︒

綿ノ二二甲種ガアリマスカラ︑ 八674団 ︿略﹀︑食事も進みますから︑
ノデス︒

八637
すれて︑︿略V︑夜も書もよく働きま

其の中に雀のことはいつかわ
した︒

八268

れはめづらしい︒︿略﹀︒﹂と思ひま

八224 農夫は此の話を聞いて︑﹁そ
した︒

583
まず一まず

事にしなければならぬと存じます︒

八677團 祖母一人孫一人の事で御座
︿略﹀︑どうか今四五日のと

いますから︑︿略﹀︒

八679国

二月四日 淺吉御主人様

ころ御ゆるしを願ひ度う御座います︒

︿略﹀︑禮儀・作法をわきま

はいひません︒

十361園

へてみることも︑それですっかり分
りました︒

の上に投げておきました︒

に置きました︒

それで注意深い男といふこ
︿略﹀︑静かに自分の順番を

とを知りました︒

十367園
十369園
待ってるました︒

あれの温順なことをよく現

十一496園

まつ

先ヅ

七749

今日ハマヅ丸ノ内二行キテ

海草ニモ色々アル︒マヅタベ

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七742陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

宮城ヲ拝シ奉ル︒

七575図

カス︒

銀座通ノニ二幅シサマヅ目ヲオドロ

ギンザ

﹁閣下︑三千金が惜しう 七543図 く略V︑上野行ノ電車二乗ル︒
﹁閣下︑三千金が惜しう

御座いますか︒

十一497園

マヅ

御座いますか︒此の馬が欲しう御座
いますか︒﹂

﹇先﹈︵副︶38

瓜・ヘチマハ細長ク︑トウ瓜ハ太ク︑

五495マヅ形カライヘバ︑キ瓜・白

テンニスルモノニハ︑テングサガア

ノリニスルモノニハ︑︿略﹀︑トコロ

ラレルモノニハ︑︿略﹀ナドガアリ︑

よしっねはまったつねた︒

カボチヤハ平タイ︒

五778

まついかりをぬいて港を出

うれし︑この松の根もと

マヅ木材ヲ切りテ︑湯壷ニ

い

せ

やまとひめのみこと

尊は先づ伊勢にいたりて神

のりと

神主は先づ神前で祝詞を上げ

て︑それがすむと︑﹁支度︒﹂といふ

九831

いとまごひし給ふ︒

宮を拝し︑又御叔母七姫命に御

九51図

．八599図圃 まつ渡り見ん瀬田の橋︑
かゴやく入日美しや︒

カタマルヲ待チテ︑箱二入ル︒

テムシ︑︿略﹀︑頭三樂ヲツケ︑其ノ

八392図

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒

八93図圃

段々に小さく見える様になります︒

て行くと︑立ちならんでみる人家も︑

七819園

ソノ中間ニハエテヰルノデアル︒

色ノモノハ深イ所二︑茶色ノモノハ

ガ︑マヅ緑色ノモノハ淺イ所二︑紅

七766

ル︒

まつ御社にさんけいして︑し
ばらくそこで休みました︒

その時そこに居た一人の子ど

テモ︑コノタクサンノ障子ハ皆僕ラ

一ガイニイフコトハ出來ナイ

六95
六211

もが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑まつ象を

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

船にのらせました︒

六246

ントテツビンガメイ︿ジマンバナ

して居ります︒

十3610園
十372園

シヲシマシタ︒マヅヤクワンガイヒ
︿略﹀新シイ勧工場が出座タ︒

日用品ナラバ︑マヅ何デモア
マヅ毎日ノ新聞ハ西洋紙デ
紙デコシラヘルヤウニナツタ︒﹂

アルシ︑書物モ近ゴロバ大テイ西洋

七465園

ルトイツテヨロシイ︒

七385

︿略﹀ヲ責ル店ガアル︒

︿略﹀ヲ費ル店ガアリ︑左ノ手盛ハ

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方ニハ

七364

マスニハ︑﹁︿略﹀︒﹂

した︒

︿略﹀︑指先を見ると︑爪は

外の者は︿略﹀︑爪の先は

かういふやうな色々な美質
た上︑︿略﹀︒

をもってみることをよく見定めまし

十377園

みんなまつ黒になってゐました︒

十375園

短く切ってゐました︒

十373園

︿略﹀︑歯もよく磨いてゐま

先づ﹇▽ひとまず

まず

十363園私はわざと一巻の書物を床

者もありましたが︑︿略﹀︒

八684国 其の後どうかと思ってゐま 十364園く略V︑中にはそれをふんだ
したが︑手紙を見て安心しました︒

す

直に書物を取上げて︑テーブルの上

八685国訳の後どうかと思ってゐま 十366園 ︿略﹀︑あの青年ははいると
したが︑手紙を見て安心しました︒

八687困 こちらの方はどうとも都合
がっくから︑心配するには及びませ
ん︒

九201園 水兵は︿略﹀大尉の顔を見
つ め て み た が ︑ ︿ 略﹀︑﹁︿略﹀︒私に

は妻も子もありません︒

九201園 私も日本男子です︒何で命
ををしみませう︒

九869囹 熊吉方の人々は︑﹁もう改
めて勝負には及びません︒

で︑熊吉の命が助かりました︒

九871園 愛作さんのりっぱな心がけ
十354園 きれいずきで︑つ㌧しみ深
いことは︑それでよく分りました︒

い

十354園 談話最中一人の老人がはい
つて來ましたが︑︿略﹀︒

べて雇ふことに致しました︒

十355園 ︿略﹀︑すぐに立って︑椅子 十378囹 ︿略﹀︑なほ平生の行をしら
をゆづりました︒

ノ仲間デハツテアルデハナイカ︒

﹁マヅコノザシキヲ見渡シ
三つとも失ってしまひました︒﹂と

七469園
報告する外はない︒

空しく蹄って︑﹁騎者・騎馬・黄金︑

十356平人に親切なことは是でも知 十一489囹 追手のトルコ人は︿略﹀︒
れると思ひました︒

︿略﹀︑何を聞いても︑一々

明白に答へて︑しかもよけいなこと

十359圏

まずし一まずます

584

だい

こ

あひつの一番太鼓を打鳴らした︒

十二56図

東郷司令長官は直ちに全

敵艦隊を沖島附近に誘ひ寄せしむ︒

おきのしま

軍に出動を命じ︑先づ小軍艦をして
十一﹇119

九883図 タトヘバコ・二漁夫アリテ︑
魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農
船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設

夫ヲタヅネタリトセヨ︒

バノギ

船ヲ組立テル山賎︑船墓ノ

貧しい

うちがまつしかったので︑八

︽ーイ・ーカッ︾

六441

つの時にお寺へ小ぞうにやられまし

これまで貧しい暮しをして

たが︑︿略﹀︒

七414園

なら︑なぜあると＝言いはなかつ

みるのに︑こんな大金を持ってるる

た︒﹂

﹁日ごろ貧しい暮しをして

盆次

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ後︑ 七438園

町長ハ工事ノ報告ヲシタ︒

十二347

上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒

リュウコツ

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ

十型ー37

九939図 其の上にか㌧れる朱塗の橋︑ 仁多ヲコシラヘル︒
みはし

美観先つ目を驚かす︒是即ち有名な

﹁あれが此の室にはいる前︑

る神橋にして︑﹁日 光 の 結 構 ︒ ﹂ こ ＼
に始る︒

十351圏

先づ着物のほこりを梯ひ︑はいって

﹇益次郎﹈︹人名︺1

郎■おおむらますじろう

ますじろう

十二3610教場ノ数ハ十二︑外二職員 を買ひもとめた︒
室・裁縫室モアツテ︑町立ノ學校ト

からは静かに後の戸をしめた︒
シテハ先ヅ申分ノナイ設備デアル︒

︿略﹀大村盆次郎ノ銅像ア

マスト

増太郎

父

増太

リ︒盆次郎ハ維新ノ際軍事二功勢多

九298図

マスト

マスく

ますく

盆く

︿略﹀︑ただつねは馬から

﹇益益﹈︵副︶18

ますます

す︒

ヌ

正成職死シテ後句︑敵ノイ

戦ハマス︿ハゲシイ︒

利根川ノ本流ハ東南二流レ

︿略﹀箱根七難ハ︑開ケ行

文明ノ進歩スルニ随ヒ︑分

十一284図

かくの如くにして︑汽車

業ハA早く襲達シテ︑︿略VQ

十一127

れ打ちもどさる＼を︑︿略V︒

く︑ボ⁝トは幾度となく打ちもどさ

十701図岩に近づけば︑波は響く荒

浴客年二様ノ敷ヲ加フ︒

ク明治ノ御代ト共晶割くサカエテ︑

九399図

大イサヲ増ス︒

テ鬼怒川・小貝川ヲ合目︑説く其ノ

キ

九164図

は今後いよいよ著しからん︒

海陸運輸の便盆く開け︑産業の獲達

八958図近年新しき港も成りたれば︑

八887

ノカリノ皇居ニウツリタマヘリ︒

キホヒマスく強ク︑天皇ハ吉野山

七53図

一方の大軍にしました︒

て︑それからだんく重く取立てて︑

はこれを見て︑ますくかんしんし

から︑すぐに出來上りました︒信長

けて︑︿略﹀︑仕事をいそがせました

．六484

秀吉は大ぜいの人を十組に分

はますますあばれてかけおりま

にとびうつりました︒みのしし

みのししのせなかへうしろむき

四181

ますます

一隻の捕鯨船が今静かに波を

先は近状御報二塁上田か

先は重ねて御註文まで︒

﹇先﹈︵副︶3

んだ︒

まずは

九132魍囲
草々︒

如くに御座候︒

十一624圓團先は御案内まで︑此の

くの如くに御座候︒拝旦ハ︒

十601國国

先は

の上から北の方を指ざして聲高く呼

切って進んで行く︒見張人がマスト

十6310

七月十五日

﹇増太郎﹈︹人名︺1

カリシ人ナリ︒

先づ苦しみて然る後に樂ますたろう
郎

まっしい

上様

しむを賢者とし︑先づ樂しみて然る
主婦は寝に就く前︑先つ

九445國困

十一一901図

つぼ

竈の下より火消壺までもよく検査

かまど

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様
にすべし︒

勅諭は先づ我が國の軍隊

︽ーシ

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二柵2図

を諭し給ひ︑︿略V︒

﹇貧﹈︵形︶3

︵名︶一

後に苦しむを愚人とす︒

十一一706図

後に苦しむを愚人とす︒

しむを賢者とし︑先づ聴しみて然る

先づ苦しみて然る後に樂

十427図 明治九年頃ヨリモツパラ花

も

十二705図

錘ノ改良二志シ︑先ヅ之ヲ織ル機械
ノ製作二工夫ヲコラ セ シ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一648 材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑

先ヅ衛生・纏濟・味∠二方面ヨリ考
ヘナケレバナラヌ︒

十﹁801図 川上にかごり火の明り先

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を
聞く内に︑舟は早くも目前にせまり
來る︒

十︸843図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ
ムンロ

ホグシ︑︿略﹀︑長サ四尺バカリ︑直
く

脛尺齢ノ莚綿トス︒

んとする時は︑先づ幾條かのや＼太

十﹇882図 蜘蛛は︿略﹀︒網を張ら

マヅシ

昔仁徳天皇軍立上ル煙ノ少

まず・し ﹇貧﹈︵形︶一

六811図

キ︾

き綜を渡し︑之を本として︑次第に
細き綜をかけ︑終に完全なる網を造

まずし・い

タマヒキ︒

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

る︒

十﹁悩5図 孔明ハ︿略V︑先ヅ南方
ノ齪ヲ平ゲ︑遂二自ラ諸軍ヲ率ヰテ
北征ス︒

585
まずもって一また

・汽船の進歩は世界諸司をして日に
盆く接近せしむ︒

マタ

﹇股﹈︵名︶2

た・やまたのおろち

また

膀

膀εつのま

若シ潜門アラバ我ヲ殺セ︒
マタ

前信︿略﹀ハラバヒテ跨ノ

﹇又﹈︵副︶捌

ルハナシ︒

また

また

又

デタデタ︑ツキガ︒︿略﹀︒

ガ︑︿略﹀︒

トナリノワルイオヂイサ

ハラヲタテテ︑ソノ犬ヲコロ

二576

シテシマヒマシタ︒︿略﹀︒マタオ

一

オヂイサンハタイヘンニ

サンハマタコノウスヲカリテ
イツテ︑米ヲツイテミマシタ

タ︒︿略﹀︒ヨクノフカイオヂイ

ンバ︿略﹀︑犬ヲカリニキマシ

二572

タ︑月ガ︒

カクレタ︑クモニ︒︿略﹀︒マタデ

二H2圃

マタ

下ヲクグル︒見ル者アザケリ笑ハザ

十255図

レ︒﹂

殺ス能ハズバ︑我が肪ノ下ヲクぐ

︿略﹀︑交通の利便いよ 十253図園

く開け︑産業の獲達は盆く多望に

十一3610民国
相成候︒

十一633民団 葬啓︑盆く御健勝賀し
奉り候︒

十一773図上るに随って︑瀧はいよ
く小︑境は盆ζ静かなり︒
・古器物などの如きは︑需要増すに

十一9410図 ︿略﹀名高き古人の書垂 毎夕﹇▽はたまた
随ひて︑其の債盆く 高 く な り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一悩1図 孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ
盆く心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ
煮皿シテ攣ラズ︒

十二449図 養慧も亦早くより開けて︑
今尚盆く盛なり︒

十二942図 孔子︿略﹀︑職を退きし
後も弟子の道を問ふもの盆く多かり
き︒

先以て

子と共に其の名主くあらはる︒

十二9610図 孟子死して二千齢年︑孔
﹇先以﹈︵副︶1

九748圏囲 田畑の作物には多少の損

まずもって

︿略V︑サクラノハナガ

コツテ︑ソノウスヲコハシテ︑
火ニクベテ︑ヤイテシマヒマシ
タ︒

三176ヒバリガオモシロサウニ

ゴトデス︒

ラトカゼニチルノモマタミ

メンニサキマシタ︒︿略﹀︒ヒラヒ

三18
︽一

害これあり候へども︑其の他にはか

まぜる

く別の異状これなく︑先以て不幸中
﹇混﹈︵下一 ︶ 1

の幸と喜び居り候︒
ま・ぜる

︿略﹀︑水のまじった物や︑水

サヘヅツテヰマス︒ゴランナサイ︑

七642

ゼ︾

をまぜてこしらへた物を口に入れな

マタアソコカラモ

一ピキ上り
いことはない︒

マシタ︒

三184サヘヅルダケサヘヅルト︑

今もぐつたかとおもふ

イマニマタオリテキマセウ︒

三407

一びきくはへて︑でて

きます︒それをたべると︑また

と︑すぐに

見てみるうちにまた一

すぐにもぐります︒

三411

おちても︑おちても︑ま

びきくはへて︑ういて出ます︒

三513圃

んは何でつくりますか︒﹂

︿略﹀︒あにの次郎が又よこか

おちよはそれを見て︑母

ら︑﹁こんどはにいさんがきく

が︑︿略﹀︒﹂

に﹁︿略﹀︒﹂と問ひました︒︿略﹀︒

四441

︿略V︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

おちよは又︑﹁︿略﹀︒﹂と問ひま

した︒

トオタヅネニナリマシタ︒ワケ

四597

コノ神サマモ︑﹁ナゼナクノ

ヲ申シ上ゲマスト︑︿略﹀︒︿略﹀︒

ほどに︑とうとうやな

たとぶ

カ︒﹂トオタヅネニナリマシタ

ぎにとびついた︒

カラ︑白ウサギハ目ヲコスツテ︑

きれても︑きれても︑ま

ほどに︑とうとう小え

たはる

三524圏

になりました︒︿略﹀︒よい神さまが

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五23

又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒
大神はおどろいて︑あまの岩
ウラシマガヨロコンデ︑カ

だにすをはった︒
三723

ただきたいと︑︿略﹀︑おかぐらをお

ニノルト︑︿略﹀リュウグウ

ノ門ヘツキマシタ︒︿略﹀︒ウラ

はじめになりました︒

メ

シマハハコヲモラツテ︑マタ
カメノセナ四丁ノツテ︑海ノ

たは︑どうかして大神にまた出てい

上へ出テ來マシタ︒

四292園﹁いいえ︑私たちは枯れ 五42 ︿略﹀︑今まであかるかったせ
たやうに見えても︑ねは生き
かいがくらやみになって︑︿略﹀︒

つて︑お出し申し上げました︒それ

︿略﹀︒︿略﹀︑すぐに大神のお手をと

でせかい中がまたもとのとほりあか

てるます︒︿略﹀︒はるになって︑

れたあとから︑まためをふき

だんだんあたたかになると︑枯

るくなったと申します︒

汽車ハ急ニマツクラナ所ヘハ

イリマシタ︒︿略﹀︒文太郎ハ筆墨コ

五448

クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒

今年はもうこれです 五446 トンネルヲ出ルト︑マタ明ル

出して︑︿略﹀︒

四295圓

みました︒らい年またお目にか

四336その時あねのおはるは︑

ンデ︑﹁海ダ︑海ダ︒﹂トイツテヰル

かりませう︒﹂

﹁︿略﹀︒それではうどんやさうめ

また一また

586

ウチニ︑又暗クナツテ︑何モ見エマ
か︒﹂と問へり︒

のに︑なぜまたおあしを彿ふのです

櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ

セン︒

リ道二坂ノ上ヨリ見下セバ︑コ・モ

ルカギリハ皆人家ナリ︒︿略﹀︒カヘ

﹁ ジ ブ ンノ角ハ︿略﹀︒︿略﹀︒ 七592図

毎年春ニナルトオチルガ︑オチルト

五716囹

スグ又新シイノガハエテ︑ソノタビ
ナシ︒

さっそくいた冨きましたが︑

マタ見渡スカギリ︑入家ナラザルハ
七686團

ニ枝ガーツヅツフエル︒
多い︒月夜のながめもまた美しい︒

八513図

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ

キテ皇子ニサ・ゲシニ︑皇子モマタ
ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

入鹿ツヒニ殺サレタリ︒蝦

夷モマタ其ノ百日テ自殺セリ︒

八538図

諸君若し我に食物を送る

ために働きたりといはば︑我もまた

八723図囹

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力

諸君を養ふために書したりといはん︒

八737図

強ク︑クビ太ケレバ︑他ノ獣類ヲト
ラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル角盆ナリ︒

魚類ニハ︿略﹀モノモアル︒

猫ノロニハ上下二二本ヅツ

︿略﹀︒轟類モタクサン居ル︒︿略V︒

八746図

足モマタ太クシテ︑力強シ︒

船長はこつぶの水を一口飲

をうち

此の地に八岐の大蛇とて

やまた

出すこぶる盛なり︒戸口もまた年々

に増加す︒

九31図囹

娘を取食ひ︑今また残りの一人をも

︿略﹀大蛇あり︑毎年來りて︑我が

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

食はんとす︒

九85

ルト︑カウイフエ合ニソレぐ攣ツ

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

テヰル︒其ノ形モマタ様々デアル︒

ルト︑︿略﹀︒其ノ形モマタ様々デア

九95

フルトンが工夫に工夫を重ね

ル︒蕗﹀︒花ノ附方モ亦ソレぐチ

ガフ︒

て造った最初の船は︑︿略﹀直に沈

九319

んでしまった︒フルトンは之に驚か

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

多量ノ舌ニハ内方二重ツテハエタル

ず︑更に新しい機關をイギリスに註

みて︑又その話をつゴけたり︒

七845図

海ニハ又ケモノガスンデヰル︒

七736

味は又かくべつでございます︒

六46 一年中にからりとはれた日が
六116 かへりには同じ道を通らずに︑
別の道から下りました︒︿略﹀︒それ

から又方々であそんで︑うちへかへ
つたのは夕方でした︒

六123 ツバメハ暖ニナルト︑ドコカ
ラカトンデ來テ︑涼シクナルト︑マ

八15図代々の天皇は皇大神宮をた

ル肉ヲ食取ルニ便ナリ︒虎モマタ同

太キ毛ノ如キトゲアリ︑骨二附キタ

タドコカヘトンデ行ク︒

國民もまた深くうやまひ奉りて︑

ふとびたまふこときはめてあつく︑

づきんにおこそ・大黒と

さい

蝦夷は︿略﹀︑三重天皇の

あべのひら

ちしが︑︿略﹀︒

ふ

明天皇の御告阿倍比羅夫また之を討

めい

御代日本武尊之を征し給ひ︑齊

やまとたけるのみこと

九624図

え ぞ

た病の種となる︒

むべきは飲食なり︒︿略﹀︒不潔もま

九591図 ﹁病は口より入る︒﹂つ＼し

其の名其の類亦多し︒

九529図圃

が︑︿略﹀︒

に︑又向ふより一組の隊商到着せし

引はそこに行きて︑︿略V︒か＼る問

の隊商の宿れるテントを見たり︒刻

︿略﹀︑其の日の夕方︑一組

文して︑又一つの船を造った︒

焼物・塗物・扇・綿縣・織物等の産

九492図

ジ︒

八749図

ロシヤは︿略﹀︑其の領地甚

だ廣く︑アジヤ大陸のシベリヤもま

八788図

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木

かわかします︒かわくと︑それを稻
︿略﹀︒

八49図

などを植ゑたり︒明治二十七八年及

廣き道の左右に梅・松・櫻

六163 刈った稻は︿略﹀︑よく日に
こきでこいてもみを取ります︒その
もみを又よく日にか わ か し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

日本海海戦の記念砲身塔など︑また

び三十七八年職役の戦利品たる大砲︑

六451
お寺では﹁︿略﹀︒﹂といって︑うち

た其の一部なり︒

かくの如く日本を出で︑
︿略﹀︑東へ東へと進めば︑又元の日

く略V︑南ノロヨリ入ラント 八802図

スレバ︑其ノ戸ハタト閉ヅ︒驚キテ

本に臨り來る︒

八292図

いつれも神苑の内にあり︒

うにやられましたが︑︿略﹀︒︿略﹀︒

へかへしました︒父はしかたなしに
又よそへほうこうに出しました︒

西ノロヨリ入ラントスレバ︑其ノ戸

七413園 一豊はおどろいて︑﹁これ
は又どうした金か︒︿略﹀︑こんな大

本に露り回る︒西へ西へと進むもま

︿略﹀︑東へ東へと進めば︑止立の日

かくの如く日本を出で︑
マタハタト閉ヂテ︑南ノ戸開キタリ︒

八803図

金を持ってるるなら︑なぜあると一

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が僥

た同じ︒

火元は裏町通の材木屋で︑も

七513園 母は出で量りて︑やがて六

けてるるのださうだ︒あ＼︑火の勢

八955図

八422

鏡をはらひて︑一通の手紙を受取り

が一そう強くなった︒又隣へうつ㌧

言いはなかった︒﹂

たり︒お花はあやしみて︑﹁これに

たのかも知れない︒

︿略﹀︑商工業の礎達著しく︑

はちやんと三銭の切手がはってある

587
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九865囹

︿略﹀︑今日の勝負はきまら

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

早く世に知られたるは有馬の温泉に

より世に著れ︑︿略﹀︒道後に次ぎて

十一343図

十752図

熱海は︿略﹀︒︿略V︑冬暖

身心ノ健全ナルトキハ精神

暑をさくるによろしければ︑︿略﹀︒

十791図

豚肉はあぶらに富んでみて︑

モ亦常二快活ニシテ︑︿略﹀︒

十873

天性快活ナル人モ︑身燈

季節二兎ツテ︑食物ノ選ビ

物忌又攣化が大切デアル︒日々同ジ

方二多少ノ注意ヲ要スル︒︿略﹀︒食

十一661

ヘテ笑フコト少シ︒

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

十一527図

等量シ︒

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

身腔健全ナル人ハ︑精神

艦甚ダ輕ク︑速度亦大ナリ︒

通報艦ハ︿略﹀︒故二丁

輪が前後に並べるも亦様攣れり︒

︿略﹀︒次ノ五日目ノ朝モ亦老人毛先

ないが︑いつれ又改めてやり直しを

して︑︿略﹀︒︿略﹀︒伊香保も亦古く

十一523図

ダタレタリ︒

はるな
より知られたる温泉にして︑榛名山

してもらはなければなるまい︒﹂

ヨリ後五日目ノ朝再ビ來ルベシ︒﹂

に夏涼し︒︿略﹀︒伊香保も︿略﹀℃

九885図其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑ 十241図 大イニ怒リテ︑﹁︿略V︒今
三二乙ノ農夫ノ所二行カザルベカラ
トイフニ︑︿略﹀︒次ノ五日目ノ朝モ

︿略﹀︒此の地も亦夏型だ涼しくして︑

のふもとにあり︒

ズ︒乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑更
亦老人剣先ダタレタリ︒老人怒リテ︑

群民年ノ後︑我マタ汝ヲ

二丙丁ノ農夫二重ゼザルベカラズ︒

十245野帰

五日目ノ朝ヲ約スルコト亦前ノ如シ︒

いつれも善墨し︑美盆せり︒是より

九952図︿略﹀︑葬殿の後に本殿あり︑
ぺう

見ルベシ︒﹂トテ︑其ノ書ヲ與ヘテ

いへみ つ

西南にあたりて︑家光の廟あり︑建

︿略﹀︑販路次第二開ケ︑此

去レリ︒

食物ヲ用ヒルト︑アキ易ク︑身髄ノ

もなく︑毎日遊び暮して三年を纏た

十一728図︿略﹀︑何一つ書がくこと

ノ業ヲ螢ムモノモ亦追々二増加シ︑

やみの天地をまた
御代に返すは誰が任ぞ︒

︿略﹀

爲ニモヨクナイ︒

元の

十899中点

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

かくの如き模様の工夫は無

︿略﹀︒羊の肉も亦食用となり︑︿略﹀︒

十491図

眼間今日ノ盛大ヲ見ルニ至レリ︒

十441國

築の善美を墨せる亦相似たり︒

九968図 されば一年中遊覧者跡を絶
たず︑︿略﹀來り遊ぶもの最も多し︒

外國人の我が國に診る者亦必ずこ＼
に遊びて︑日光の結構⁝を賞せざるも

限に多し︒︿略﹀︒花の名より取れる

十一44図心に至る路のあたり櫻樹

のなし︒

︿略﹀︑實の名より取れる︿略﹀︑其

り︒︿略﹀︑電工﹁︿略﹀︒さらば年來

モアリ︑︿略﹀大キナノモアル︒

十72 植物ノ葉ニハ︿略﹀小サナノ

とて︑心構せし様なりしが︑又筆も

とらで四五日過ぎたり︒

十一738図 ︿略﹀︑行きてうかゴへば︑

様なり︒︿略﹀︒かくて次の夜は如何

︿略﹀︑様々に姿を攣へつ﹂寝起する

十一185図

樹多し︒

きんぷ

の謝恩に何か書きて参らすべし︒﹂

若者は長い劔を突通し︑幾度

みくまり
多し︒︿略﹀︒尚進めば︑水分神社・

様なり︒

の他︿略﹀等︑色の名犬も亦千種萬

十664

やがて二人は︿略﹀︑死力

島更に現れ︑水路きはまるが如くに

↓並等だ去らざるに︑一

金峰神社等あり︒此の附近にも亦櫻

ダエン
︿略﹀︒葉ノ形ニハ卵形ト楕圓形が最

十707図

となく抜いては又突く︒

モ 多 イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒︿略﹀︒葉ニハスベ

テ葉脈トイフモノガアル︒︿略﹀︒ソ
ノ脈ニモ亦種々アル︒

して︑また忽ち開く︒

尚も鶴の臥したる様をなせり︒

後又夜更けてうかゴひ見るに︑︿略﹀︑

を書して漕進む︒︿略V︒父はボート

勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕着け

に引返し︑二人はまた有らん限りの

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか

十167図 清少納言も亦紫式部と同じ
く宮中に仕へ︑其の才氣を以て知ら

なり︒月影の小波にくだけ︑漁火の

二物相待つに非ざれば用

波間に出漏する夜景も亦一段のおも
むきあり︒

十一254図

を探し難きを﹁車の面輪の如し︒﹂

さく
といへども︑四國の猫車︑甚深の棟
車の如きは唯一輪なり︒自信車の爾

ちや

更に川に沿ひて上れば︑

第二の瀧あり︒又一山を越ゆれば︑

十一772図

斎場に上れり︒

月もた＼ざる内︑又再び引返して一

て︑東國へ出立せり︒然るに未だ一

十一747図 ︿略﹀︑唯檜一本を壷がき

にとうかゴふに︑︿略﹀︒︿略﹀︒其の

れたりき︒

たり︒

た曳に其のふくめる鑛物の効のみな

道後は︿略﹀︒︿略﹀︑古代

十一1910図︿略﹀︑朝日・夕日を負ひ

十193 さて書きはじめてからも︑消

十728図

温泉の諸種の病を治するは︑

したり加へたりして︑我我の窪む様

らず︑

なものになるまでには︑幾度書直す
かも知れない︒壷をかく人︑圖をひ

る空氣を吸ひ︑美麗なる風光に接す
十748図

一つには沼地を轄じて清新な

く人︑窮眞をうつす人の苦心も亦一

るが爲なるべし︒

五日目ノ朝行キテ見レバ︑

通りではない︒

十2310図

また一また
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うじやう

第三の瀧に至る︒
し

かざをりゑ ぼ

リキ︒

八百メートルの噴火口を有し︑其の
口を有す︒

北なる杵島岳も亦頂上に三箇の噴火

ビ職ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒カクス

十一803図 鵜匠は古風の風折海開 十一価5図 孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
子をかぶり︑こしみのを着く︒かゴ

耕種に適し︑米・変の栽培は最も早

我が國は︿略﹀︑極めて

く開けたり︒︿略﹀︒養穏も亦早くよ

十二449図

テ︑﹁公ハ天授ナリ︑敵スベカラ

ルコト七回二及ビシカバ︑青磁歎ジ
ズ︒﹂トテ︑マタ反スルコトナカリ

り火も亦告代の風を其のままなり︒

めんが爲なるのみならず︑又鵜をは

十一823図 かゴり火をたくは魚を集

り開けて︑今尚盆ミ盛なり︒

養慧も亦早くより開けて︑

キ︒

どいつ

然れども近年搦逸國力の

盛に嚢展すると共に︑首府の人口も

十二602図

年々著しく増加する勢なれば︑其の

︿略﹀壮大なる建築の

巴里と同着に至るも亦甚だ遠からざ

るべし︒

十二6010図

人家も多くは六七層にして︑町幅も

敏々高く中空にそびゆるのみならず︑

電車の便の最も開けたる

亦之に適へり︒

十二635図

だ好し︒

伯林には世界にほこるべ

虞なく︑車内亦清潔にして乗心地甚

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる
何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑世

十二654図

我等ハ世界ノ市場ヨリ如
界ノ各國ハ亦組置が商品ノ市場ニシ

十二5010図

に達す︒

栽培せられ︑輸出償額年々一千萬圓

今尚盆く盛なり︒︿略V︒茶も露呈に

十二451図

げます一法たり︒

すること子の如く︑生徒も亦校長を

校長もく略V︑生徒を愛

したふこと父母の如し︒

十一佃1図

案外に寒い︒

十一909図故に随意に得られざるも 十一研3 朝鮮は夏も暑いが︑冬は又
のなりとも︑効用なきものは償ある
随意に得らる㌧ものは不在あること

ことなく︑効用あるものなりとも︑

なし︒

テ︑全世界ノ人阻塞我が商士買ノ花客

十一914園 日光・空氣の如きは︑ 十二29図祖宗の大業を承けて︑明
治の聖世を開かせ給へる御盛黒藻な

ナリ︒

ルハ相同ジク︑需要供給ノ原則ニヨ

そ

れば︑︿略﹀︒

し

まくら

﹁男食をくらひ︑水を

日月を要し︑中途の危夕景少からざ

十一一743図然るに印度との交通は長

潜み亦其の中に在り︒

飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

ひぢ

十二726図囹

模甚だ大ならず︑其の建築も亦新し︒

き程の大建築物なし︒︿略﹀︑其の規

︿略﹀︑随意に得ら る ﹂ も の な れ ば ︑

きに非ず︒我等臣民も亦祖先の遺風

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

に從ひ︑一致協同して︑此の國家を

十二514図

之を買ふ必要なく︑随って亦償ある
護らざるべからず︒

ことなし︒

十一915図日光・空氣の如きは︑人

リテ物贋ノ高下スルモ亦相同ジ︒

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ

糧食を齢せるのみ︒援軍の來らん日

城中には僅かに四五日の

も区画すべからず︒

十二273図

に得らる＼ものなれば︑之を買ふ必

の生命を保つに必要なれども︑随意
要なく︑随って亦償あることなし︒

人種・風俗ノ異ナルニ依
リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

﹁︿略﹀︑若し向ひの山 十一一516図

にのろしのあがるを見ば︑幸−にして

十二2710図幅

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆

︿略﹀︑償次第に安くなり

水の如きも亦然り︒

事ひてコロンブスを歓迎し︑白王后も

十一945図

城を出でたりと知れ︒三日を過ぎな

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒同

十二517図人種︒風俗ノ異ナルニ依 十二805図 く略V︑前のそしりし者︑

て︑普通の贋よりも下るに至る時は︑

ば︑又山上に駈りて援軍の消息を示

老人は︑どうしてあのバイ

オリンと紳士の手つきを打ちまもつ

が出ないのかと不思議さうに︑バイ

うして又自分の揮く時にはあんな音

オリンから︑あんな音が出るか︑ど

十二831

勤功を賞せり︒

亦コロンブスを引見して︑厚く其の

次第に其の製造高を減ずるが故に︑

官田士山の古歌には煙の立 十二556図

其の炭坑は炭層厚く︑炭

欧羅巴第皿の大都會にし
て︑亦實に世界第一の大都會なり︒

十二598図

応仁豊富なり︒

十二5710図

絡領事を置けり︒

置きて漏洲全部を紹管し︑我が國亦

清國政府はこ＼に総督を

一國民ノ嗜好ニモ亦時々ノ攣遷アリ︒

たら

しん

さん︒﹂

ます

十一一401図

︿略V︑又普通の償に復するか︑場合
にし ん

によりては尚それ以上に上るべし︒
さけ

其の噴火口の大きさは日

せしことも亦歴史に見えたり︒

十一985瞬翻 く略V︑鯨と鱒との漁利 つことを歌へるもの多く︑時時破裂
は殊に多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

十二406図

本第一たるのみならず︑豊島に世界

十一鵬1図 く略V︑關羽・張下等ノ諸
將之ヲヨロコバズ︒備サトシテ日ク︑

烏三子岳は︿略﹀︑直脛

第一と購せらる︒

十二422図

﹁︿略﹀︒願バク一再ビイフコトナカ
レ︒﹂ト︒是ヨリ諸將マタイフ者ナカ
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て居た︒

になった︒老人は之を袋に移して︑

十二846 また＼く間に帽子に一ぽい
再び帽子を差出す︒見る間に復あふ

三488水の中ではく略﹀︑あちら
こちらへおよぎまはります︒又
さかさまになって︑下へもぐつ
て︑しばらくたつと︑︿略﹀︑水

でひらたいのもあります︒

れるばかり︒
の上へ出てきます︒
十二943図 く略V弟子の道を問ふも 三625 はまぐりのやうに二つ
せい
の盆く多かりき︒齊の景公も亦道を
Aロふのもありますが︑さざえ
孔子に問へり︒
のやうに︑ふかいつぼのかた
ちになってみるのもあります︒
又あはびの貝のやうに︑↓つ

るものなれば︑國民の品格といふも

十二9710図 國民は個人の集合より成
亦各個人の品格の外に出でず︒

ヲナラベ︑又ソノ次ノダンニ
ハヒシモチト衆望ンヲソナヘ
ソノ時ヤタガラストイフ烏が

テ︑︿略﹀︒

五66

ソノ時カウモリガケモノノ方

へ行キマスト︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑

五552

マスト︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑アヒテ

仲間へ入レマセン︒又鳥ノ方へ行キ

人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ

ニシテクレマセン︒

五563

リシテタベマス︒又サムイ時ニハ火

アンナイ申シ上ゲマシタ︒又アル時

出テ來テ︑︿略﹀︑ヨイミチノ方へ御

ドコカラトモナク一羽ノ金色ノトビ

大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ

ニアタリマス︒

金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ

出シマシタガ︑ソレカラ鳶凧二塁ト

五572

ガトンデ來テ︑オ弓ノサキニトマリ
マシタ︒

デス︒︿略﹀︒時ニハニ三尺モ高クト

タ︒近ゴロバ又マツチトイフベンリ

五175鯉口マコトニヰセイノヨイ魚
ブコトガアリマス︒又ドンナ流ノ早

四34村の人人が︑毎日やさい

ヨシツネ・ベンケイノエモア

十二佃4図︿略﹀︑市・町村會に於て

ナ物が出来テ︑︿略﹀︒

やすみやたきぎをく略V︑埋り
にきます︒又町からは︑きれ

リ︑ニタンノ四郎ノエモアル︒重日

五696

市・町村長を選隠するも︑一に此の

が毎日使ってみた釜でございます︒

本ヘイガロシヤヘイトタ・カツテヰ

うったへた人は︑﹁これは私

精神に基づくべく︑︿略﹀︑議員の纒

やこまものやさかななどを買

ルエモアル︒

イ川デモ︑オヨイデノボリマス︒

費を議するも︑素雪に此の公平なる

︿略V︒﹂と申します︒又ゐざりは

五245

精神を以てすべし︒

つてかへります︒

﹁︿略﹀︒その釜は私が前から持って

萎ワラデハヤネヲフキマ

ソノ葉デコシラヘル茶が一番

五746 ︿略﹀︑北は山のふもとから南

は海の波打ちぎはまで︑人や馬でふ

あり︑又大きな松がならんだ長い松

一面に小松のはえた小松原も

で火のもえたったやうに見える︒

原もある︒

︿略V︑ナノ畠ニアソンデヰル 六15
蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

︿略﹀一羽ノガンバ列ヲハナ

レテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒ソ

レハ道アンナイデアル︒ホカノガン

又トブ時山野ガアくト鳴合フ︒ソ

バ道アンナイノ行ク方ヘツイテ行ク︒

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

レハアヒヅデアル︒

キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ
モタベル︒

五518

六135

カト思ヒマス︒馬田ヲタ・ンデ︑シ

五342

ガアリマスガ︑︿略﹀︒

五333

みたのでございます︒﹂と申します︒

さがってみる︒又海には一面にいく

イネノワラデハ︑タワラ

さ船がならんでみて︑海とをかとに

四363

コモムシロナハワラヂミノナ
ドヲ作りマス︒又タタミノト

ヨイ茶ニナリマス︒ソレカラ十四五

おし立てた何千本の赤はだは︑まる

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

狂すべく︑一般選才人も亦公平無私

コ

マタ三番茶︒四番茶マデモツムコト

日タツテツムノヲニ番茶トイヒマス︒

十二㎜3図︿略﹀︑議員たる者は至誠

の精神を以て参政の公職に最も適任

シマス︒

スガ︑又赤や青ヤキ色上ソ

四368

ニシタリ︑ヤネヲブイタリ

なる人物を選出せざるべからず︒

へるものなれども︑猫り軍人として

十二価8出訴の勅諭は特に軍人に賜
の心得なりと思ふべからず︒太古以

メテ︑変ワラザイクニモツカヒマ

ニダン目皿バクワンヂヨ

ス︒

四743

來忠節の心にあつきは︑我が國民の
世界に無比なる美徳 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

シテヰルノヲ見ルト︑ドンナユメヲ

四745 又四ダン目ニハ小サナタ
ンスヤナガモチヤヒバチナド

ヅカ古木ノ葉ノ全脳ネムツタヤウニ

非ずして︑此の心得なくして如何で

ヲスエテ︑三ダン目ニハ五人バ
ヤシヲオキマシタ︒又四ダン目

禮儀も亦軍に軍隊の間に行はる＼に
か日常の社會に立たんや︒

見テヰルノカト思ヒマス︒

また

ヤヒバチナドヲナラベ︑︿略﹀︒

ニハ小サナタンスヤナガモチ

マタ

來のほこりとなす所なり︒
﹇又﹈︵接︶脳

又

十一一価10図武勇の精神も亦國民が古
また

また一また
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はしてみる者があります︒信長は誰

けようとすると︑はや︑馬を乗りま

六465 ある日信長が夜明け前に出か

も二三種買って來ていたゴきたうご

と申して居りますから︑︿略V︑これ

ねぐめづらしい草花をほしいく

きたうございます︒︿略﹀︒又母がか

たる旅人をすくはしむることあり︒

にく略﹀かごをかけおきて︑つかれ

りを引かしむ︒

︿略﹀︒又寒き國にては︑犬をしてそ

七652

く略Vいるかがおよいでゐ

るのを見ることもあります︒又ある

七833圏

時にはとび魚が甲板の上へとび上る

﹁航海といふものはかうい

こともあります︒

ふ面白いものですが︑七時にはおそ

七848園

ろしい目にあふこともあります︒

と思ふ様になります︒︿略﹀︒又きり

様な波が立って︑船は今にも沈むか

われくは毎朝顔を洗ひ︑口 七853園 急に暴風雨が括ると︑山の
時々湯にはいらないと︑から

をす＼ぐ︒又時々湯にはいる︒

七648

ふれたる兵士をさがさしむといふ︒

又近ごろは戦場にも犬を用ひて︑た

ある山國にては︑犬のくび

かとたうねますと︑木下藤吉郎秀吉
ざいます︒

せたる木・竹領髪などにうるしを塗
りてつくる︒

七635図

と答へました︒又ある時朝早く信長
七356図

塗物はくりたる木鼻は組合

がかりに出ようとして︑﹁誰も居ら
ぬ か ︒ ﹂ と よ び ま す と︑︿略﹀︒

．六533 京都の東山の山の上に秀吉の

店ニハ番人が居テ︑買気ウト

がか﹂つたり︑大雪が降ったりして︑

七389
思フ物ハスグニ買ヘル︒何モ買フモ

一寸先も見えなくなる事もあります︒

はかがございます︒又その山のふも
とには秀吉をまつった神社もござい

病垂にか＼り易い︒又冷水浴や海水

があって︑それで方角をとって進ん

七863囹船にはらしんぎといふもの

だがきたなくなる︒きたなくなると︑

浴はひふを強くし︑したがってから

ノガナケレバ︑ソノマ・カヘツテモ

だを強くし︑心をさわやかにする︒

ヨイ︒又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

六581 上杉謙信はこんな強い人であ

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利

ます︒

つたが︑又なさけぶかい人であった︒

も︑星が出てみれば︑それに便って︑

で行くのです︒又夜はいくら暗くて

デアル︒

六665 熊ハ︿略﹀︑人ノ家ノクラノ

居る場所や方角がちゃんと分ります︒

けれども水をたくさん飲みす
ぎたり︑冷い水の中に長くはいって

七658

みたりするのはどくである︒又きた

西洋紙ハナホマケズニ︑

テモ︑裏ヘハ通ラナイ︒﹂日本紙ハ

﹁︿略﹀︑僕等地異シグラヰ水ニヌレ

七494

デ︑ニゲテ行クコトガアルトイヒマ

戸ヲ明ケテ︑カズノ子ノ俵ヲカツイ
ス︒窪川バタニ行ツテ︑魚ヲツカマ

七887園︿略﹀外寸へ乱費その他の

︿略﹀サンゴハコノ轟ノ骨デ

海草ノ形ハ様々デアル︒オビ

ある時は釘をこしらへてみた︒

かま

わを打ってるた事もあった︒

ある時は鎌をきたへてみた︒又車の

八322

すぐ錦ってしまふといふことだ︒﹂

短朝早くすを出て︑ゑをさがして︑

と︑よってたかっていぢめるので︑

て來ない︒又若し外の雀が見つける

八217重く略V︑年年一羽つつしか出

のだといふことを話しました︒

えるもので︑又戯そう作物を荒すも

八203 ︿略﹀︑雀といふものはすぐふ

ありませう︒

漁業その他海の仕事に出かける人も

用事で出かける人もありませう︒又

ない水やくさった水を飲むと︑おそ

七761

ル︒

岩ナドニ取リツイテヰル轟ノ骨デア

時二使フ海綿モ︑ヤハリ海ノソコノ

アル︒又物ヲ洗ツタリフイタリスル

七732

又眞珠貝トイフモノガアル︒

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒︿略﹀︒

カキハスグニフエルモノデ︑

笑ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂西洋紙止血﹁葉書

ヘルコトガアリマス︒

﹁小包郵便は二百匁までは

七723

ろしい病氣にか㌧ることがある︒

七529園

ゾ︒﹂トイヒマスト︑︿略﹀︒

ヤ切手や印紙ナドハ皆僕等ノ仲間ダ

六678図杉ハデンシン柱日用ヒ︑又
ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ル崖道フ
ルコト多シ︒

五厘︑書物や窮鼠の類は三十匁まで

です︒︿略﹀︒又新聞は二十匁までが

どんなに遠い所でも︑八音でよいの

海ニソ・グ︒墨筆クノホリアリテ︑

六815図淀川ハイクスヂニモ分レテ
川ト川トヲツナゲリ︒

二六で︑︿略﹀︒

七622図犬は耳ざとき動物にして︑

七151圏 たとへばごふく問屋といふ

のは︑織物を削りたいといふ人にた

し︒又その鼻はよく物のにほひをか

︿略﹀︒されば夜を守らしむるによろ

ノ様二廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︑

り︑又織物を買ひたいといふ人にた

ぎ旧くるをもって︑かりに用ひて︑

枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒又ニ

のまれて︑それをほかへ士買渡してや

のまれて︑それをほかから買取って

えものをさがさしむるに適す︒

ハナリノモアル︒

やる店のことです︒

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

ハトリノ尾二似タノモアルシ︑ウチ

の種を三色ばかり買って來ていたゴ

七182国 ︿略﹀︑種物屋から西洋西瓜 七628図外釜にては︑犬をして牛か
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中夏の評説にして甚だ暑く︑少しも

ブンソンといふ人である︒

をこしらへたのは︑イギリスのスチ
かごも人の肩でかいて︑休み

所あり︒︿略﹀︒又世界の中には︑年

せ

く行くのだから︑早くもないし︑

九3710

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ
い

氷雪を知らざる國あり︒

八472園 焼けない事さへいへば︑御
イと書くにも及ばない︒又ことばも
電報だから︑そんなにていねいに書

一日二一鏡・二黒ヅツニテ

かし︑風を起して︑種々の用に供す︒

九764図

ル必要品モ買フコトヲ得ベク︑家業

モ積立ツル時下︑︿略﹀︑ヤ・高下ナ

ノ元手ノ一部分トモナスコトヲ得ベ

シ︒又病氣其ノ他ノ場合ニモ︑他人

又そんなに樂でも無かった︒

九427図山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

九51図上は先づ伊勢にいたりて神
やまとひめのみこと
宮を評し︑又御叔母倭馬主に御
いとまごひし給ふ︒

ノ救ヲ受クルが如キコトナカルベシ︒

︿略﹀︑火事の昨夜あったこ

カ・リテハタキトナリ︑ヨドミテハ

便貯金トナスヲヨシトス︒︿略﹀︒又

九774図金鏡ヲ安全二貯フルニハ郵

く こ と は い ら な い ︒﹂

フチトナリ︑又切レテハ急流トナリ︑

八481園

遂二今日ノ如キ美シキ景色トナリシ

ベン
櫻ノ花ニ七五ツノ辮ガアツテ︑

辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒又其

ナリ︒

九71
ノ辮ハ全ク別々ニナツテヰルカラ︑

とはもう御存じだから︑サクヤとは
書くには及ばない︒又ヤケナイとい
一ツヅツニ取離スコトガ出汐ル︒

九807図

是金銀ハ償高ク︑保存スル

銀行二貯金スル方法モアリ︒

へば︑うちの焼けなかったことも分

姉上も最早御全快にて︑

るから︑ウチもいらない︒

九438國国

ヤスクシテ︑分合ノ爲二直段ノ割合

ニモ都合ヨク︑又分合スルコトモタ

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

︿略﹀︒祖父様はいつもの通り朝起に

九8一

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

水も十分に御座字間︑少しも御案じ

て︑︿略﹀︒又御宮裏の田も︑本年は

︿略V︑大空を飛びまはって︑

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

八552
他 の 鳥 を と ら へ て 食ふ鳥や︑︿略﹀︑

ナイ︒又ユリヤアヤメノ花入尋ノ色

ヲ攣ズルコトナク︑︿略﹀︑貨幣トス

総べてつばさが大きい︒又にはとり

氣候によってすむ所をかへる鳥は︑

アブラナ・ツバキナドノ葉ハ

ル．二最モ便利ナレバナリ︒

コナドノ葉ハ二枚ヅツ向ヒ合ツテ附

一ツオキニ董二恩イテ居り︑ナデシ

十83
駆駝を殺して︑其の胃の中の水を飲

︿略﹀︑一人の日く︑﹁︿略﹀︑

下さるまじく候︒

むより外なかるべし︒﹂又一人︑﹁然

イテヰル︒又車ユリナドハ多クノ葉

九478図

咲ノモアリ︑ニンジンノ様幽艶ラカ

ガ一虜二集ツテ︑董ノ周園ヲ取巻イ

タトヘバボタンノ様一号リン

ガ辮トーツ色デアル︒

サヲヒロゲタ五二集ツテ咲ノモアル︒

らばかの子供の乗れる驕駝を殺さ

枝をまじへて︑雨の一度目地上に落

森林の樹木はたがひに其の

つるを止め︑又地上の水分の一時に

十91図

テヰル︒

ん︒﹂といふ︒

人多き都會に住む者は︑
ひ︑又朝早く起きて︑木立しげき公

折々野外に出でて︑新しき空氣をす

九6010図

ニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑総ノ形

﹁聞けば︑そなたは豊島

ニナツテ咲クモノニハ藤ナドガアル︒
ほうたう

吾等を散歩すべし︒

九206豊国

窯変ノホノ様ナ形ニナツテ咲クモノ

九99

・七面鳥・あひるなどは陸上や水上
にばかり居て高く飛ばないから︑其
のつばさが小さい ︒

八631 綿ノ木品ドコ申出來マスカ︒
又ドウシテ出來マスカ︒

八645 コク染メタノが紺デ︑ウスイ
ノが淺黄デス︒又所々白ク染メ残シ

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛

タノガカスリデス ︒

攻撃とやらにもかくべつの働なかり

みかいゑい

スリデス︒又色々二尉メタ綜デ織ツ

土砂を落付かしむ︒

を防ぎ︑又常に土地をうるほして︑

森林は︿略﹀︑土砂の飛散
も恐れたり︒されども又いつくしみ

十910図

蒸獲するを防ぐ︒

八647 又所々白ク染メ残シタノガカ

田村麻呂は︿略﹀︑力あく

深き人にて︑笑ふ時は子供もなつき

まで強き人にて︑怒る時はたけき獣

九634図
きとのこと︑︿略V︒

輻重兵ありて︑後方より兵糧・揮

砲兵は︿略﹀︒工兵は︿略﹀︒又別に
しちよう

この空高く上る︑是皆人の自然の風

らぬ︒又極上品なものになると︑機

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい絶量里や地葺のやうなものは︑

十205 ︿略﹀︑色のたくさんまじった
親しみたりといふ︒

を利用したるなり︒又人は空氣を動

九311

造ったのは︑アメリカのフルトンと

始めて之を船に用ひて汽船を 九666図 帆かけ船の水上を走る︑た

藥等を運ぶ︒

九253図歩兵は︿略﹀︒騎兵は︿略﹀︒

タノが縞物デス︒

八744図 猫ノロニハ上下三一本ヅツ
又其ノ舌ニハ内方二百ツテハエタル

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

太キ毛ノ如キトゲアリ︑骨二曲キタ

いふ人︑又之を車に通用して︑汽車

ル肉ヲ玉取ルニ便ナリ︒

は︑半年は書にして︑半年は夜なる

八823図北極・南極に近き地方にて

また一また
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械では刷らないで︑手刷にする︒

十212 表紙には紙ばかりのもあり︑

紙の上を布で包んだのもある︒又り
つばなものになると︑革をきせたの
もある︒

ナリ︒又力士ノ如キハ常二全身二力

ダ大シ︒又畝傍山ノ東南二橿原神宮

ノ御陵アリ︒︿略﹀︒其ノ他端陵墓甚

らっば
一々嘲肌の合圖により︑

く︑︿略﹀︑

アリ︒

ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨク

と男子に同じく︑蔭口の周園︑手首

取りて貯ふる貯蓄性あり︒

蜜を検査する検査掛あり︒又之を受

分業法二依ルト︑人々が其

・手の甲等には入墨をほどこせり︒

十799図女子は耳に耳輪をはむるこ 十一69図 働蜂中には蜂の集め下る

暴食セリ︒

又毎日朝夕爾度の人員貼呼も御座候︒
︿略﹀︑術科もつらきこと

はこれなく︑又前科も小學校を卒業

十581圏国

したる者には齢りむつかしとも覧え

十221 活版はく略V︑同じ活字を何 申さず候︒

皮などにて造れる羽織の如きものを

又毎日同ジ仕事ヲクリカヘスカラ︑

結びて壁に代へ︑又かやを並べて屋
︿略﹀︑農業を鶯まんとする

根となせり︒

十831図

を給し︑又政府の費用を以て學校を

ものには土地を與へ︑曲辰旦？種子等

分業聖心依ラズ︑

一人デ

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

十一116 分業法二身ツテ︑ 一人デ一

イ︒

イノデ︑ムダニ時間ヲ費スコトガ多

へ︑又器旦ハヲ取換ヘナケレバナラナ

事ノ移り攣ル度毎二︑居ル場所ヲ攣

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑仕

十一111

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒

・飲食物等を販費致し居り候へば︑

用ひ︑又あつし織の短きつ＼袖を着︑

誰モ早ク其ノ仕事二熟練スル︒

十一107

外出せずとも少しも不自由を感じ申

足にもあつし織のきゃはんをはく︒

兵書内の酒保には日用品 十808図 男子も女子も寒き時は犬の

さず︑又日曜日等には忠臣・義士に

十589圓団

の自由がきかぬ︒又活字は何時でも
關する講談等もこれあり︑面白く有

些々々彫らなければならぬから︑其

度でも組立てて使へる︒木版では一

直に植ゑることが出青るが︑木版で
盆に存候︒

唯かづらなどにて︑かやを

は一枚つつ彫るから︑手間が十層倍

十815図

もか＼る︒

者は外出を禁ぜられ︑又重き者は螢

十371課目︿略﹀︑少しも人に先んじよ 十595國團 ︿略﹀︑罰に在せられたる

うとはせず︑静かに自分の順番を待

タテカウ

其ノ左右上下二二無数ノ坑

倉に入れられ候由承り申候︒

十621図

つてゐました︒あれの温順なことを
よく現して居ります︒又着物はそま

其の皮は革に製して︑かば

なめしがは

建つる等︑厚く保護の方法を講ぜり︒

十848

イ︒又分業二依ツテーツノ仕事ニバ

ト︑︿略﹀︑徒二時間ヲ費スコトガナ

道アリ︑又上下二通ズル大ナル竪坑

んや靴などを造り︑其の骨や角は

アリ︒

色々の細工物に使ふ︒又皮・骨・ひ

カリ掛ツテ居ルト︑自然ソレニ精神

つながら︑さっぱりしたものを着て︑

砲から錆を打つ方法もあり︑又以前

ヲコラスコトニナルカラ︑其ノ仕事

歯もよく磨いてゐました︒

つばりしたものを着て︑歯もよく磨

づめなどからはにかはが出没︑血や

十372園 又着物はそまつながら︑さ 十672 捕鯨法には此の外に汽船の備
には鯨の通路に網を張って錆を打つ

ヲ製造スルニモ︑分業法二依ラナイ

十一129 ︿略﹀︑今日デハドンナ品物

トモアル︒

二適スル器旦ハノ改良や獲明ヲスルコ

いてるました︒点字を書くときに︑

西洋の馬がおとなしくて︑日
日本では曇りいぢめた爲に︑おのつ

本の馬のおとなしくないのは︑︿略﹀︑

十861

腸は肥料になる︒

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

方法などもあった︒

十761図

指先を見ると︑爪は短く切ってゐま
した︒

臨リ來レル血ヲ集合テ︑之ヲ肺臓二

十422図く略V畳ノ表ハ︑此ノ蓮ヲ 血ヲ全身二送り︑又身心ノ各部ヨリ
アミテ造りタルモノナリ︒又此ノ董

コトハポトンドナイ︒又國家全膿カ

から荒々しくなったのである︒又馬

ライヘバ︑農夫ノ田畑ヲ耕シ︑︿略﹀︑

ソン

ム

畝傍山ノ東北ニハ神武天皇

な

今や全國商道の延長⊥ハ千

哩を越え︑又支那沿岸はおろか︑印

し

十一287図

外ナラヌノデアル︒

教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ皆分業二

が人をけたり︑牛が人を突いたりす

送ル︒

強キカヲ要スル部分ニハ強
キ筋肉アリ︒又筋肉ハ之ヲ用フルニ

十781図

ヲ染分ケテ︑花鳥等ノ美シキ模様ヲ
織出セル花錘ハ我が國輸出品ノ︸ナ
リ︒

スヰゼイ

畝傍山ノ東北ニハ神武天皇

るのも︑人に恐れるからである︒
ゾン ム

アリ︒

ノ御陵アリ︒二選ク緩靖天皇ノ御陵

十醜1図

十皿3図

撃劔家・水夫等ノ手ノ太キ︑

シタガヒテ獲達ス︒

ノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ

︿略﹀︑大工・カヂや等ノタナゴコロ

十785図

においては極めて大切なる事とす︒

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

十4910図 種々の模様を工夫し︑又麗

十562國困 兵螢内の生活は規律正し
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あめりか

ろつば

﹁幼き身を唯一論敵國

料として竹紙を製造致居候︒

十一423図園
へやらんも心許なし︒また我に代り

よ

度・南洋より亜米利加・欧羅巴の航
十一295図 空中の交通開始せられ︑
て討死したる六郎の形見とも思ふも

路をも開くに至れ り ︒

又其の軍事上に鷹科せらる＼も決し

かうぺ

神戸市に近き布引瀧は雌

雄二爆あり︒︿略﹀︒市民遊覧の地に

十一775図

二爆相並んで雄を討ひ︑

して︑又神戸市水道の源たり︒

十一785図

其のひgき萬雷のとゴろくが如く︑
頃は爆水落つるに随ひ氷結して︑一

大地も爲にふるひ︑︿略V︒又嚴冬の

面玉山二者となり︑水のしぶき枯木

季節民営ツテ︑食物ノ選ビ

のを︒﹂

方二多少ノ注意ヲ要スル︒寒イ時ハ

十一658

て座上の空談にあらざらんとす︒

︿略﹀︑暑イ時分ハ︿略﹀︑アツサリト

十一303図 國名ヲ以テ名ヅケラレタ
ルモノニハ︑︿略﹀︒山ノ名ヲ附シタ
イツクシマ

ルモノニ︿略﹀︑川ノ名ヲ附シタル

に氷結して︑水晶の花を咲かす︒

とよはら

里︑輕便鐵道も出來居候︒又豊原よ

所在地豊原あり︑︿略﹀︑大泊より十

り眞岡に至る間も近時道路新に開け︑

農産物の種類は北海道

交通大いに便利に相成書︒

ゑんどう
と大差なく︑大変・︿略﹀・名川等の

十一糊1圓團

森林は︿略﹀廣大なる

牧野多く︑又牧畜にも適し候︒

十一伽6圓團

の爾がはには石炭層各所にあり︑殆

少からぬ野飼と相成るべく︑又山脈

天然林にして︑︿略﹀︑之を伐採せば

ど無蓋藏に候へども︑未だ盛に採掘

十一808至善の間に鵜を引上げて呑

又魚類や野菜ハ閑静ノ季節ノ物ヲ用

シテ消化シ易イモノヲ取ルノガヨイ︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

タツタ

ち︑又かゴり火に薪を添ふるなど︑

ウヂ

ヒルト︑味モヨクテ︑消化モヨク︑

アカシ

モノニ︿略﹀等アリ︒又嚴島・橋立

又人々ノ好ミニモ適スル︒

スマ

・須磨・明石・宇治・龍田等ハ名勝
ノ地ヲ以テ名ヅケタルモノニシテ︑

備品ズルニ臨ミ︑後事ヲ

に着手せらる＼には至らず候︒

十一佃8図

ニ︑︿略V︒備又其ノ子二向ヒテ︑

孔明ニユダネテ︑﹁︿略V︒﹂トイヒシ

既二鐵管二漏ツレバ︑コ
或置合シ︑或ハ延シ︑又更二二ノ機

孔明︑護ノ藷功ヲ惜シミ

シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑

十一鵬10図

﹁︿略﹀︒﹂トイフ︒

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十一858図

其の手練實に驚くべし︒

︿略﹀︒

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十一311図雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物 十一6510 又魚類や野菜ハ各論ノ季節
トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮ナ

例ヘバ動物質ノ滋養品ニハ

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

械二移シ︑イヨイヨ延シテ︑イヨ

十一665

ル有様モオモヒ見ルベク︑又優ニヤ

植物質ノ食物ヲ添へ︑又汁氣ノナイ

サシキ武人ノ風流モシノバル︒
テイ
水雷艇ニハ千鳥・︿略﹀・

サギ

く細クシ︑︿略﹀︒

十一315図

モノノ次ニハ汁物ヲ出シ︑アマイ物

みつばち

恒等ノ如ク鳥ノ名 ヲ 用 ピ タ リ ︒ ︿ 略 ﹀ ︒

涙ヲフルツテ之ヲ斬り︑煮汁ラ責ヲ

蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
みに巣を造るは醸造の業と建築の業

後仲達︑孔明ノ陣螢ノ跡

引イテ位三等ヲ下セリトゾ︒

十一鵬6図

ト歎ジタリ︒又童心ノ二二攻入リシ

ヲ観テ︑﹁孔明ハ天下ノ奇才ナリ︒﹂

か＼る時は靴屋は更に多
くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一938図

とをかねたりといはんか︒

十一879図
す

ノ後ニハ塩類ライ物ヲ配合スル類デ

﹁よく勉め︑又よく遊

又第何心艇トノミイフモノモ多シ︒

り︒

ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

十一3110図故二何レモ大ナル大砲ヲ アル︒
カウ
十一695図
備へ︑巨艦ノ要部ハ極メテ厚キ鋼鐵
ニテ包メリ︒

敵すべく︑又他の職業に從画する人

令シテ︑其ノ附近ノ草ヲ刈り︑薪ヲ

時︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ祭り︑士卒二

業務に六事する間は熱心

も靴屋の利盆あるを見て︑之に三業

十一697図

するに至るべし︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十﹇346図 駆逐艦ハ︿略﹀︑敵艦二

らず︒又事既に過ぎて︑思ふも盆な

に之を行ひて︑他事に心を螢すべか

出來︑又桑を植ゑ︑慧を養ふ者多く︑

十一川10図 ︿略﹀︑近年作物の改良も

伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

行して︑買手にはかに増すときは︑

ふな

ひて︑二年毎に之を亘るに︑其の利

十一襯4図池には大抵鯉・鮒等を養

難を飼はざる家なし︒

︿略﹀︒︿略﹀︒又之と反封に︑贋次第

十一943図例へば靴を用ふること流

シ︑又敵ノ水雷艇ヲ騙逐・撃破スル

人を訪問する時は業務を

に安くなりて︑普通の償よりも下る
︿略﹀︑こ㌦に樺太磨の

さまたげざる時間を選び︑用事終れ

十一976圓國

に至る時は︑︿略V︒

辛くる時は直ちに出でて息継すべし︒

ば直ちに去るべく︑又人より訪問を

十一704図

ること甚だしQ

き事に心を熱するは︑時間を徒費す

ヲ目的トス︒
くわんとん

十一384圓團 耕作に水牛を使用する

檬も珍しく︑又平田に廣東婦人が
隊を成して草取を爲す有様は殊に興
味を賓え申候︒

てつばい
︿略﹀︑是にて竹筏とい

ふ塁湾特有の船を造り候︒又竹を原

十一394國国

また一また

594

ばくかんさなだ

はな

がん

て春去るが如く︑獣類中にも食物を

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

からふと

樺太・墓湾太
択珪質の入らぬ林あり︒

︿略﹀マルコ

ボーロの

攣化極りない妙音は︑忽ち

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

る水草流れ寄り︑又学田の附きたる

十二787図十月十﹈日︑河中に生ず

て思へらく︑︿略﹀︒

の旅行記によりて製したる事事を得

日本に噂する記事を讃み︑又ボーロ

十二752図

節に其の居を移すもの少からず︒

燕の春理りて秋去り︑雁の秋來り

麻・生国に仰ぎて︑家畜の毛に求む

すること少く︑又衣服の原料も綿・

つばめ

一地方に荒模様ある時は︑測候所は

少からず︒又騒乱眞田を編み︑花
地方暴風雨警報を回して之を豫告し︑

麺を織ること行はれ︑十二三歳の

むしろ

求め︑望薄を追ひて︑毎年一定の季

警報の信號を各信画所に掲ぐ︒

ること少かりしによる︒

少女も手を空しうする者なきに至れ

なるものなり︒﹂

り︒

る船は︑之を見て豊里を見合せ︑又

﹁農は人の職業中最も

航海中の船は早く港に入りて難を避

十一一1810図 故に今より出帆せんとす 十二473図園

んじて着手し︑︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 V ︑ 二 毛 作

無限の富を藏したり︒又森林

四方の海の底廣く︑

十一網7図 耕地整理は縣下里村に先

︿略﹀

十一一482図幽

くることを得るなり︒

天氣圖に用ふる普通の符

をなし得る良田五十六町歩を得るに
十五ー910図

は全國の

至れり︒又肥料の利目も著しく︑作

に名高き木曾・吉野

山野北ほはぬ庭なく︑殊

號は左の如し︒︿略﹀又風の方向は

古より

そ

矢を以て示し︑矢の上へ向ふは南風︑

き

物の獲育も目立ちてよくなりて︑村
︿略﹀︑左へ向ふは東風とす︒

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑
イ

十二201図

人の喜一方ならず︒
十ニー27
シンチユウ

鋼鐵・眞同類ヲ鋳ル庭モアリ︑汽

カウテツ

はせ︑又忽ち落葉散敷く秋のさびし

す

主婦は老人にいたはりか

英國にては停車場に手荷

の葉書にて申し込めば直ちに送り來

ては圖書館の書籍を借受くるに一枚

下車騨にて各自に荷物を受取るに︑
どいつ
間違の起ること殆ど無し︒又搦逸に

物を聴くるに合札を要せず︑旅客は

十二㎜4図

むべし︒

中心となりて︑家内一同を領しまし

り︒︿略﹀︒主婦は豊野に家庭和樂の

しっく外︑幼見を育て上ぐる大任あ

十二916図

人の心を百花満開ののどかな春によ

さに沈ませる︒

十二839
約四十哩︑南漏洲鐵道中央停車場の
しん
ある庭なり︒清國政府はこ＼に総督

︿略﹀奉天は︑遼陽の北

を置きて満洲全部を総解し︑我が國

又風の方向は矢を以て示 十二557︒︒凶

し︑矢の上へ向ふは南風︑︿略V︑左

クワン

錘・煙突等ヲ造ル庭モアリ︑又木

へ向ふは東風とす︒又其の強弱は矢

蝶や蜂は︿略﹀花の汁を吸

の羽の敷にて表すなり︒
はち

十二208

製ノ器具類ヲ製造スル木工場モアル︒

十ニー54 我が國ノ造船所デ︑最モ規
シヤウ

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中

亦総領事を置けり︒其の附近我が國
人の在留するもの多し︒又清國京奉

くわふん

ふ︒其の時花の中の花粉は是等の轟

クレ

ミ ツビシ

線は奉天より北京に通ず︒

カ

に着いて︑一つの花から他の花に傳

ス

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア

達される︒︿略V︒又ひよやつぐみは

ヨコ

ル︒又私設デハ三菱・川崎等ノ造船

美しく熟してみる果實をついばむ︒

く略 V ︑ 中 央 氣 象 塁 は ︿ 略 ﹀

十二664図全然移住せし例は二百年

所が最モ大キイ︒

以前︑通常の灰色の鼠の一群大墨し

十ニー74図

て︑印度よりペルシャを激て欧羅巴
り す
に移り︑︿略V︒又かつて栗鼠の大群

ろつば

それが爲におのつと種子をあちらこ

り

一隊又

此の精神は實に自治制の

故に人々常に自治制の本

旨を鵤し︑協同一致して團膿の福利

十二悩10図

根本にして︑又其の生命なり︒

十二齪9図

る︒之を返すにも其の期日を違ふる

り か

一隊︑績々相次ぎ︑三日三夜引きも
め

ル山中の一法會に現れしが︑

あ

︿略﹀︑南亜米利加の野牛

轄ずるは珍しきことにあらず︒又

等の︑︿略﹀︑食物を追うて其の居を

十二675図

切らず︑︿略V︒

者絶えてなしといふ︒

十二666図又かつて栗鼠の大群ウラ

きも切らず︑︿略﹀︒

事事一隊︑績々相次ぎ︑三日三夜引

ウラル山中の一都會に現れしが︑↓

よ

全響動象の大勢を豫告す︒之を全國

其の破裂するや︑土地は

人口やうやく増加し︑

︿略﹀︑四面皆海にして︑

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

十二456図

夫するに至れり︒

して︑衣食住の材料を得ることを工

︿略﹀︑動物を飼養し︑又植物を栽培

十二438図

出することあり︒

飛散し︑又之に次ぎて眞紅の熔岩噴

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて
ようがん

十一一429図

ちらへ散布する︒

其の地方の天田を豫告するを地方天

天氣豫報といふ︒ 又 各 測 候 所 が ︿ 略 ﹀ ︑

氣豫報といふ︒

十二ー79図 是等の豫報はく略Vに掲
示せらる＼を以て︑我等は之を見て︑

明日の粗画如何を豫面することを得
べく︑又其の日の天氣豫報は毎朝の
新聞紙にても知るを得べし︒

おそれある時は︑中央面心塁は全國

十目ー82図 我が國及び附近に風雨の

暴風雨警報を獲して之を論告す︒又

595
まだ一または

又産業組合を設け︑慈善事業を起し︑

を増進せんことを 心 掛 く べ し ︒ ︿ 略 ﹀ ︒

イネノワラデハ︑︿略﹀ナ

ドヲ作りマス︒又タタミノト

四365
シタリ︑ヤネヲブイタリ

シマス︒ソノホカツカヒミチハ

コ

ニ

若しくは青年會を組織して︑産業の

﹁だんながおるすだから︑なほさら
まちがひがあってはならない︒﹂とい

蛾が出ると︑綜が取れないか

つても︑長松はまだ笑ってみた︒

七332

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ

またがる まあがる ︽ーッ・ーリ・

またが・る ﹇跨﹈︵四・五︶4 マタガル

四811

よ一は︿略﹀︑馬にまたが

ール︾nVうちまたがる

サガミ

スルガ

イ

ヅ

つて︑海の中へのり入れました︒

の跡を追っかけた︒

き六十八國ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

十二4710図上我が大日本帝國の

海草ニモ色々アル︒マヅタベ
ラレルモノ時日︑︿略﹀︑ノリニスル

府は三つ︑縣は四十三︒北海道の一

七754

モノニハ︑︿略﹀︑トコロテンニスル

廉と︑外に南北新領土︒温熱二帯に

おきなは

ヘカラ風ヲヒイテネテヰマス︒

モノニハ︑テングサガアル︒コノ他

三郎ノ母ハ四五日マ
へ來テ︑

三郎ハ︿略﹀︑母ノソバ

ま議がりて︑天産多きうまし國︒

﹁マダナホリマセンカ︒

︽ーク︾

古

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

はず︑雨の降る様に手當り次第に投

十一一845 銅貨といはず︑金銀貨とい

込む︒また㌧く間に帽子に一ぱいに

﹁成程これではいけない︒﹂と︑

すぐ家の中へかけこんで︑まだねて

なった︒

おつかさんは﹃一命をすて

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

六346図麻又バカラムシノ糸ニテ織

板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

材木ヲヒキテ︑板又ハ柱ト

ナスモノハコビキナリ︒

六691図

マクラ木ナドトス︒

サラザレバ︑家ノドダイ又ハ鐵道ノ

六683図栗バカタクシテ︑ナガクク

船ヲ作ルニ用フ︒

六676西園・杉・ヒノキ・ケヤキハ
印刷が出來上ってから本にと

て君に報いよ︒﹄といって居られる

る︒

十一欄3

にして後へたらしてみる︒

チョンガーといって︑髪を三つ打ち

まだ冠禮を行はない者は

ちるまでにも︑まだ中々手数がか＼

十207

が︑まだ其の折に出會はないのだ︒

九231園

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八869時ハ八月三十一日ノ朝日モマ または ﹇又﹈︵接︶23 又ハ 又は

みた妻を呼起して︑︿略﹀︒

八255

る様子がありません︒

二って見ると︑自分の家は戸 またた・く ﹇瞬﹈︵五︶1 また＼く

マダタクサンアルガ︑イヅレモヨイ

四674園

ツカフ物ガアリマス︒

四375 萎ワラザイクニバカゴヤ
九388図 箱根山ハ相模・駿河・伊豆
をころしておいて︑︿略﹀︑綜を取る
のである︒
オモチヤや色色ナ物ガアリマ
三國ノ境ニマタガル︒
ス︒マダコノホカニ委ワラデ
七668国 いっしよについだ梨の木の 十一481 ︿略﹀︑大盤の部下の二三人
作ツタ物デ︑アツイジブンニ
方は︑今年はまだ實がなりません︒
は直ちに自分の馬にまたがって︑其

マダイクラモアリマス︒

獲達︑風俗の改善︑人心の作興に務
者は大いに力を是等の事業に蓋すべ

むるが如きは︑︿略﹀︑地方人民たる
きなり︒

十二鵬5図 帝國議會の主要なる任務
は法律及び歳出・歳入の豫算を議定
するにあり︒︿略﹀︒又貴族院及び衆

まだ

且臣民の請願を早くるの半能を與へ

議院は各搦甘して上奏し︑建議し︑

マダ

もう汽車が出ます︒まだむか

八231

肥料ニナル︒

ります︒

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

オトウサンハマダカヘリ 五395 下りる人がまだ下りてしまは

﹇未﹈︵副︶2 5

られたり︒

まだ

マセン︒

二263
一一412園 ﹁マダ小サイカラ︑モウ

︿略﹀︑もうのりこんだ人もあ

ります︒かばんを持って走って行く

五397

人もあります︒まだきつぶを買って

スコシ大キクシマセウ︒﹂

ンナイカラ︑マダソンナニツ

ます︒

ふからいそいで走って認る人があり

五412

みる人もあります︒

三88囹 オハナ﹁スミレハタクサ
メマセン︒﹂

三283 コレカラニ三日タツタラ︑
マダズツトタカクナリマセウ︒

のは︑みんなこのふろしきの

三381がくかうへもって行くも

おちよ﹁それでも私はまだ
手紙の書き方を習ひませんから︑ど

五651園

中につつんであります︒ほかに

かへって來ると︑長松は笑つ
て︑﹁︿略﹀︒﹂といったら︑直吉は︑

六327

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

六281園今デハ鐵ハ鏡ノ仲間ニハハ

う書いてよいかわかりません︒﹂

二人はまだ方方ながめて︑

まだだいじなものが三つあり
ます︒

四78

あそんでゐましたが︑︿略﹀︒

四317園 コニ郎さんはまだそれ
を知らなかったのですか︒

まだまだ一まちがい
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七348図 やき物をつくるには︑土又
は石のこをねりかためてかわかし︑
かまどに入れて焼く︒

せたる木・竹又紙などにうるしを塗

七356図塗物はくりたる木又は組合
りてつくる︒

七359図 うるしの上に金又は銀にて
ゑがきたるものをまきゑといふ︒

八48図図 ︿略﹀本文の終り又は受信
人居所氏名の下に品質名にて記すべ
し
ガク

九74 辮ノ色ハ白墨ハウス桃色デ︑
琴ノ色ハ青イ︒

︿略﹀︒

十一3210図

︿略﹀︑或ハ敵ノ運送船・

通報艦ハ︿略V︑或ハ敵

商船又ハ之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・
捕獲ス︒

十一342図
ノ軍艦又ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑
我が艦隊二報告ス︒

七907図

﹁残念ナリ︑今一度︒﹂ト︑

ホット﹈イキツク折カラ︑一

中佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒

八892

揮又モ中佐ノ胸ヲツラヌキ︑軍曹ノ
胸ヲモ打抜イタ︒

ボートはつなをたぐって︑又

マダラ

も鯨に近寄り︑今度は銃を以て破裂

十66一

﹇斑﹈︵形状︶2

矢を打込む︒

まだら

年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

︿略﹀思へらく︑若し欧 五352 蝶ニハ︿略﹀︑羽ノ色ニモ︑

シテ︑綿綜又ハ綿布トシ︑︿略﹀︒

十一838図
十二758図
な

白イノヤ︑キイロナノヤ︑黒イノヤ︑

し

羅巴より西へ向って進まば︑印度に

マダラナノヤサマぐアリマスガ︑

五月・⊥ハ月實がなれば︑枝

をなげつけられるのにはこまりまし

た︒

からふるひおとされて︑きんじよの

五283圃

町へ持出され︑何升丁合はかり費︒

汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

タ時︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

五455

︿略﹀︑川について︑四五町行

ト思ヒマシタ︒

六85

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

町ノニギヤカナ所二新シイ勧

出ました︒

工場が出來タ︒

七363

日その町の學校へまねかれて︑航海

七805図 ︿略﹀明治丸の船長は︑ 一
破レヲツクロヒヰタリ︒︿略﹀︒﹁サ

︿略﹀︑ス・ケタル障子ノ

私利を以て勘幸する等の手段を用ひ︑

八176雨風

︿略﹀︒

達する前︑日本又は支那に到着する
ならんと︒

ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

九5610図是等唱曲クハ他ノ動物ノ恐 十二佃9図 まして威力を以て強制し︑

の話をなしたり︒

町ハ段々人通リガ多クナツテ︑

昔アラビヤの或町にハッサ

ざわう

町には瓦屋根の家もあるが︑

わら

間違

まちがい ﹇間違﹈︵名︶3 まちがひ

座敷を横ぎり︑︿略﹀︒

まど
町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓を抜け︑

ル山中の一翼會に現れしが︑︿略V︑

十二667図説かつて栗鼠の大群ウラ

り す

田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

十一研1

あり︒

十一24図吉野の町に入れば藏王堂

ンといふ者あり︑︿略﹀︒

九448図

車モ通り︑馬モ通ル︒

八141

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒

う ち

八時宿を出でて︑町を南へ

ラバコトぐク張りカへ給へ︒切張

爾がはにいへがたちならんで︑人が

町の中を通る時にきたない物

いそがしさうにあるいてゐました︒

五128

八43図

又は之に左右せらる﹂が如きは︑

ハマダラニナリテ見苦シ︒﹂

︒うらまちどおり・ぬまたまち・わた

く略V︑國家に自照あり又 まち ﹇町﹈︵名︶16 町﹇▽あしおまち

は面識あるものより勅任せられたる

かへります︒

まものやさかななどを買って

四34又町からは︑きれやこ

の中ほどにあります︒

四12私どものがくかうは町

くしどものまち
︿略﹀︑小さき信義を立て

マダマダ

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

十二冊9図

もの︑︿略V︒

十二櫛5図

︿略﹀︒

・悪臭ヲ有スルモ ノ ニ シ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九779図 此ノ通帳ハ此ノ後金銭ヲ預
クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ
ノナレバ︑大切二保存スペシ︒

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

十105図 海岸又は河岸の森林を伐彿
方も少からず︒

﹇未未﹈︵副︶一

べからずと諭し給ふ︒

次郎﹁にいさん︑ここから

見ると︑町が一目に見えます

四43圏

ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ

ね︒

モノホシザヲニモ︑コクキ

ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

又も

まもなく町の中へはいると︑

五124
クサンアリマス︒

竹ノツカヒミチハマダマダタ

三312

まだまだ

十109図 其の他森林はく略V︑神社
・佛閣又は名勝の地に一種の風景を

︿略﹀︑歯科は夜分又は雨

添ふる等︑其の効用あげて敷ふべか
らず︒

十575躍圃

天等を利用して魯魚致し候︒

り に 使 ふ 爲 に 飼 ひ︑︿略﹀︒

十836 犬は夜を守らせる爲︑又はか

て幼轟を育て︑又は其の居室を鶯み︑

十一62図働蜂の若きものは内に居 またも ﹇又﹈︵副︶3 マタモ 又モ
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まちがう一まつ

六325園 今のお客にもう一銭上げな
ければならなかった︒﹂といって︑

すぐに追っかけて行って︑残りの一
銭を渡した︒︿略﹀︒﹁だんながおる

すだから︑なほさらまちがひがあっ
てはならない︒﹂

くなった時には︑悪くすると︑淺瀬

﹇町中﹈︵名︶1

そしと待構へてるる︒
まちじゅう

町中

このへんは町中で

まつ﹇松﹈︵名︶22マツまつ松
←えぞまつ・かどまつ・からまつ・こ

六673図

材木ニハ松・杉・ヒノキ・

モツトモ多ク用フルモノハ

栗・ケヤキナドアリ︒

松ト杉トニシテ︑上品ナルハヒノキ︑

六674図

ヨイオヂイサンバ︿略﹀小

板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

六676図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

カタキハ栗ナリ︒

二55一

へ月がでてゐます︒︹ひらがな
のドリル︺

へ行って見ませう︒

七117圃

松を火にたくみうりのそば

廣き道の左右に梅・松・櫻

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

などを植ゑたり︒

八47図

山風にきのこかをれり︒

うれし︑この松の根もとに︑まつ見

八92憩室

つけつと高く呼ぶ聲︒
あはつ

八602図圃粟津の松の色はえて︑か

山こむる

いかにせん︑頼むかげと

霞を後ユ︑いかだして

すまぬ空ののどけさよ︒
たんぱ
十124図翻園 ﹁我え元 丹波の松よ︑

都に來けり︒﹂

十897図圃

5︑ぎさの松に吹く風を

て立寄れば︑尚袖ぬらす松の下露︒

しひ

くす
中部の山林には樟・松

いみじき樂と我は聞く︒

十一224図圃

かし

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

ひのき

十一387圓圏

︿略﹀︒

二635

︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ・

ヨクノフカイオヂイサン

さる・おんまちもうしあぐ

ーテ︾﹇▽あいまつ・おまつ︒おまちな

待ツ 待つ

ま・つ ﹇待﹈︵四・五︶22 マッ まつ

三611はまべのまつの木の下

四635にはの松の木はわた
をのせたやうに見えます︒
一面に小松のはえた小松原も
あり︑又大きな松がならんだ長い松

六16

海べはふだん強い風がふくか

原もある︒

六17

ら︑高い松はしぜんにおもしろい枝
ぶりになってみる︒

面に

白い砂に青い松︑どこのはま
べを見ても︑美しい景色である︒

六24松・杉・ひのきなどが

はえてみるのは目がさめるやうな心

船ヲ作ルニ用フ︒

マツノ木ヲ一本ウエマシ
タ︒

ソノマツノ木ハズンズ

サナ

一82アサヒマツツル

まつ

一ば まつ・さんがいまつ・とどまつ・ひと

いでや臨幸の路次に参り

待

んにぎやかなところで︑大きな

四26

﹇待奉﹈︵四︶2

店がたくさんあります︒
まちたてまつ・る

十一1410図

七857園 きりや雪で︑方角の分らな ち奉る ︽ーラ・ーレ︾
會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起し︑

ン

大キクナツテ︑︿略V︑大キナ

︿略﹀︒﹂といへば︑︿略﹀︒さらばと
はりま

たりする様なまちがひが出來ます︒

くれ︑今かくと待ち奉れり︒
臨幸飴りにおそかりしか

ば︑人をしてうかゴはしむるに︑

十一153図

みまさか

︿略V山陰道へか＼りて遷幸をなし
奉るといふ︒さらば美作の杉坂に待

わびる ︽ービ︾

る峯の一つ松︑はまべはつゴく松原

日本の國は松の國︒見上げ

持がする︒

の

六47圃
て︑あはれな主人の爲に︑道行く人

枝ぶりすべておもしろや︒

の投與へる喜捨を待ちわびてみる︒

十二819

三127にはのまつの木の上

太イ木ニナリマシタ︒

﹇間違﹈︵五︶1

間違の起ること殆ど無し︒

︽ーフ︾

まちが・う

待ち給
さかぶね

﹇肝管﹈︵四︶1

ち奉らんとて︑︿略﹀︒

まちたま・う
︽ーヒ︾

九36図鑑﹁︿略V︑之を八つの酒槽
に盛り︑其のほとりに娘を坐せしめ

ふ

ま

聞けば此の火事は︿略﹀︑多分煙草
﹇待構﹈︵下一︶3

町幅

て待ち給ひしに︑や㌧ありてかの大
﹇町幅﹈︵名︶1

蛇あらはれ出で︑︿略﹀︒

大ぜいのものが下にままちはば

聞ゆ︒︿略﹀︑人家も多くは六七層に

巴里の市街は壮麗を以て 六21
して︑町幅も亦之に適へり︒

十二6010図

弓でいとったのです︒
つて︑第二のあひつを待ちかまへて
みる︒

︿略﹀ ︑ 五 人 の 騎 手 は ︿ 略 ﹀ ︑

馬の頭を揃へて︑三番太鼓を今やお

九8310

ばうし
忠實な犬は古帽子をくはへ

九833 五人の騎手は神に勝利をいの まちわ・びる ﹇馬首﹈︵上一︶1 待ち

らおひおろして売るけものを︑

ちかまへてみて︑高いところか

四154

︽一へ︾

ちかまへる 待ちかまへる 待構へる

まちかま・える

のすひがらが元だらうといふ話だ︒

とまちがふと大へんな事が出來る︒

八445 これ程有用な火でも︑ひよつ

まちがふ

下車騨にて各自に荷物を受取るに︑

物を預くるに合札を要せず︑旅客は

て備前と播磨との境なる舟坂山にか

一一

十二㎜4図 英國にては停車場に手荷

へ乗上げたり︑外の船につきあたつ

Q

T5

まっか一まっしたぜんに
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ハ︿略﹀︑カレ木ノ上ニノボツ
テ︑トノサマノオカヘリヲマツ
テヰマシタ︒

マツテヰルコトデセウ︒

一同はやむことを得ず︑進

ればならなかった︒

九465図
行を止めて︑風のをさまるを待てり︒

は帝國議會の協賛を纒たる後︑天皇

アリマス︒

ムネノ所ダケ三日月ナリ．ノ白イ毛ガ

ク

テ

チク

松かげ

いこはせ給ふ

騙逐艦ノ名コソ更二優美
ノ

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

つてゐました︒

ロイ ︽ーイ︾

まっくろ・い ﹇真黒﹈︵形︶一 マック

スミノヤウナクモニ︒

ニー06圏クロイクロイマツクロイ

東西の二門は今いくさのまつ

まっさいちゅう ﹇真最中﹈︵名︶ 1

まつさい中

さい中である︒

五804

謙信は勝氣な人で︑︿略﹀︑じ

まつ先眞先

つとしては居られない︒急に馬に打

六568

乗って︑味方のまつ先に立って︑信

玄の本陣に切りこんで︑信玄に打つ
ハヤ

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・

建長・圓覧古寺の 山
マツクラ

昔の音やこもるらん︒

汽車早急ニマツクラナ所ヘハ

ニ

松下三面

ゼン

雪中にピエールといふ

まっしたぜんに ﹇松下禅尼﹈︹縦軸︺2

新領地をサンサルバドルと命名せり︒

く略V鋒先に上陸し︑此の西班牙の

十一一7910図 ︿略﹀︑ コロンブスは

しく進んで行く︒

つて︑太鼓を打ちながら︑かひぐ

く略V少年鼓手があった︒出先に立

十一551

敵ヲ斬り殺シタ︒

中ヘヲドリコンデ︑タチマチ三人ノ

中佐ハマツサキニ立ツテ︑敵

てか＼つた︒
ワキ

分等アリ︒

まつ暗
五441

そのうちに日が暮れて︑まつ

イリマシタ︒

五765

マツ黒

熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑

﹇真黒﹈︵形状︶2

暗になってしまった︒
まっくろ

まつ黒
六648

八862

春風︒朝風・疾風・松風︒追風︒野

十一307図

十374園外の者は着物だけは美しか

の裁可を待ちて始めて成立するもの
とす︒

アチラノソラガマツカ

五日目ノ朝畠キテ見レバ︑ まっか ﹇真赤﹈︵形状︶2 マツカ ま

一一25

つか

あちらの空がまっかだ︒火の

ニナリマシタ︒イマ日ガデマス︒
八416

﹇松陰﹈︵名︶1

こが花火のやうに散ってみる︒
まっかげ

く略V悲鳴の聲に目をさま

し︑︿略V︑幾度かいそべに出でてな

十693図

つてゐました︒

うとはせず︑静かに自分の順番を待

十369園︿略﹀︑少しも人に先んじよ

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

十235図

三197 ユフが白球ナツテモ︑オ 十232図園 ﹁汝眼帯フル正論ル者ナ 十二備8図 平常質素を旨とすべきは
修身・二世の上に於て何人にも最も
リ︑五日目ノ朝此ノ虜ニテ我ヲ待ツ
ヤドリガオリテコナイトキニ
大切なること言を待たず︒
ベシ︒﹂
ハ︑子ヒバリハスノ中デ︑ド
ンナニ

土の中で︑しっかにら
四288園
い年の はるをまってみるの
です︒

五271役
圏人は後からこゑをかけて︑
﹁こら待て︑ゐざり︒釜ぬす人はそ

がめしが︑︿略﹀︑一寸先をも見分く

みつか望て松かげに

の 方 に き ま っ た ぞ︒﹂

五415 汽車はどんなことがあっても

ること能はず︑心ならずも夜明を待

かしこさよ︒

夜書三日供御もなく︑歩まっさき ﹇真先﹈︵名︶ 4 マツサキ

待ちません︑きまった時間にちゃん
ちたり︒

観客は遊船を中流に浮べ

十一598図圏セらば行くか︑やよ待まつかぜ ﹇松風﹈︵名︶2 松風

十8810図瞬

と出ます︒

て︑我・ヴ子︒

六412国︿略﹀︑この次の水曜日まで
にはかへる︒おみやげもおみやげ話

十一7910図

く略V牧穫蟻といふもの

て︑鵜舟の下り罷るを待つ︒

も様々あるから︑たのしみにして待
つておいで︒

十一903図

十二264図團

マヅ木 材 ヲ 切 り テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

あり︒︿略﹀︑ひたすら此の草の成長

八395図

頭二藥ヲツケ︑其ノカタマルヲ待チ

しかして︑法律及び豫算

﹇真暗﹈︵形状︶2

門高き松風に

十二佃1図

まっくら

を保護し︑其の實の熟して地に四つ
我が艦隊は東郷司令長官
敵を待ちしが︑︿略V︒

の命により︑欝陵島附近に集りて

うつりよう

十一一81図

るを待ちて︑其の巣に運び去る︒

テ︑箱二入ル︒

八516図 コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ
ミ奉ルコトヲ得テ︑同志ノ人々ヲモ
カタラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ
待テリ︒

東南シベリヤの高地に住
めるかもしかの一種は︑冬日︿略﹀︑

十一一685図

シナガラ様子ノ分ルノヲ待ツテ居タ

大群をなし︑水を尋ねて低地に下り︑

八922 馬丁ハドウナルコトカト心配
ガ︑︿略V︒

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九3610大水などの時には︑水のひく 春を待ちて再び山谷に入る︒

599

ゼン

ニ

全く

ク

ニ

六172

ゼン

八目7 第六 松下繹尼
﹇松下禅尼﹈︹人名︺2

米を俵に入れて︑その俵をつ

かけとかけねとは同じです

さも︑全くわすれてしまひます︒

取りの苦しさも︑取入れのいそがし

み重ねてながめた時は︑然うゑや草

八162 第六 松下暉尼
まっしたぜんに
ぜんに
ホウデウトキョい

松下繹尼 松下暉尼

七132園

八163図 北條時頼ノ母松下琿尼︑ア
ル日時頼ヲ招待セントテ︑ス・ケタ
七746

海ノ深イ所山香千ヒロモアル︒

か︒それは全くちがひます︒

ル障子ノ破レヲツクロヒヰタリ︒
ぜんに
︿略﹀︑松下暉尼の倹約を

十二326図

コンナ所ニハ動物モゴクマレデ︑植
︿略﹀︑耳鳴り︑目暗み︑手

物ハマツタクナイガ︑︿略﹀︒

なり︒

北半球と南半球とは時候全

ベン
櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツテ︑

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬

八813図

きにいたれり︒

の色さへ青ざめて︑身膿は全く力な

足なえて︑動くことかなはず︑皮膚

八709図

守りたる︑︿略﹀︑皆後世女子の模範

松島

とすべき徳行なり︒

﹇松島﹈︹地名︺1
日本の國は松の國︒︿略﹀︒

まつ白

通ふ白ほの美しや︒

﹇真白﹈︵形状︶3

けさおきて見ると︑雪が
九72

ヰルカラ︑

然ルニ明治維新ノ後口大名

一ツヅツニ取離スコトガ

︿略﹀︒又其ノ辮ハ全ク別々ニナツテ

まつ白になって︑はながさいた

出來ル︒

九394図

此ノ四山ノ噴火モ今田全ク

ノ往來全ク絶工︑︿略﹀︑今四二ノ山

止ミタリ︒

九4110図

てて︑見渡せば四方の山々のいたゴ
まっすぐ

坂ヲ越ユルモノ少シ︒

﹇真直﹈︵形状︶2

﹇全﹈︵副︶27

マツタク

マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑
︿略﹀︒

まったく

全

十73 竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ

り︒

十25図

近江一國の川流はほとんど

全く此の湖水に入り︑︿略V︒

よりて主戦艦隊及び巡洋

通ずるに至れり︒

十二86図

ち︑午前十一時三十分全く敵を包園

さぎ︑︿略﹀の諸隊は其の退路を絶

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

り荒す時は︑︿略V︑敷日のひでりに

十98心許に若しみだりに森林をき

︿略﹀︑通常の灰色の鼠の

せり︒

十二736図

四百年以前までは東半球

黒色の鼠を全く追彿ひしことあり︒

一群︿略﹀︑古來此の地方にありし

十二664図

も河水全くかれはつべし︒

模檬には全く無意味なるも

あれども︑草木・花鳥・轟魚心の形

十472図

六七十尺の大鯨も今は全く息

を攣じて作れるもの多し︒

十665

︿略﹀大石良雄は初め京

の人は全く西半球を知らざりき︒
よしを

み︒

そ三箇月間は航路殆ど全く絶え︑

全し

︽一

若し公衆の間に︑規則を

﹇全﹈︵形︶1

には︑其の人や全く精神なき人形の

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

十一一川4図 如何程技藝に通じ︑學術

復仇の事を忘れたるが如し︒

都に在り︒日々遊覧を事として全く

然れども入墨をほどこすこ 十二865図

絶えて︑水面に横たはる︒

十7910図

とは今は全く禁ぜられたり︒

十823図あいぬの言語は日本語とは
間もなく日は暮れて︑夜の

全く異なり︒

十一487

︿略﹀︒

村内の重なる道路は荷車・人力車を

ること能はず︒

マッチ

︹課名︺2 マッチ

八目13 第十ニ

マッチ

八382図

マツチハーダースノ償三四

使フ人ハメツタニアリマセン︒

リナ物が出來テ︑ 火打石や火打金ヲ

五572近ゴロバ又マツチトイフベン

まつち

是等文明の利器も其の運用を全くす

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二㎜2図

ク︾

まった・し

︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

とばりは全く馬主の行方をかくした︒
十一565

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅

や氷にとざされて︑どこか全く知れ
ない︒

十一645

蛭矧は︿略﹀︒かくて敷

ず

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ
レ︑︿略﹀︒
みし

十一887図

年の後には︑地面に近き土をば全く
上下にうち返すといふ︒

ドモ︑雪ノ降ル頃トナレバ︑全ク白

夷も︑遂に全く皇威に服するに至れ

九638図︿略﹀︑さしもに強かりし蝦 十一M9図 里道の改修も全く成り︑

色二攣ジ︑︿略V︒

四175 みのししはまっすぐにた 九5410図 タトヘバ北國ニスム野ウサ 十一963国国 ︿略﹀︑海岸も海水厚く 八38ー 第十ニ マッチ
マッチ
︵名︶1一 マッチ
凍結し︑︿略﹀︑一月より三月まで凡
連丘︑其ノ毛色枯葉ノ色ト同ジケレ
だっねの方へ下りて來ます︒

マツ直

まっすぐ

きは︑はやまつ白になってみる︒

十279 ︿略﹀木の葉も︑大方は散果

やうです︒

四 6 3 7 は の おちた木もみんな

たくさんつもって︑どこを見て
もまつ白です︒

四626

まっしろ

その中を

わけて名におふ松島の 大島・小島

六53圃

まっしま

まっしたぜんに一マッチ

まっとうす一まつりたまう

600

鏡グラヰナレバ︑一箱三四厘ニモ足
ラズ︒

八385図我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

七89図

正行ノ如キハマコトニ忠孝

ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
國民ノ手本トイフベシ︒

死者四人︑傷者四五十人

なります︒

我は海の子︑白浪詠

さわぐいそべの松原に︑煙きなびく

十一213図團

ゑ

ぼ

し

かんむり・烏帽子今は唯

祭の服に

︿略V︑競馬をさせて︑勝つた

残りたり︒

九822

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の

九753㈱囲

とまやこそ︑我方ふつかしき住家ふ

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト
もこれあり候︒幸に命を全うしたる

レタレバ︑廿程ニハ思ハザレドモ︑

頭になるといふ定であった︒

︿略﹀︑稻生恒軒の妻の常

いなふこうけん

日は既に西へ傾いて︑祭見

孔明︑劉備二事へ︑出デ

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑︿略﹀︒

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ

十﹁佃3図

まつりごと ﹇政﹈︵名︶3 政

物の人々は段々量り始める︒

十二821

見物

まつりけんぶつ ﹇祭見物﹈︵名︶1 祭

皆後世女子の模範とすべき徳行なり︒

に祖先の祭に心を煮出したる︑︿略﹀︑

十二326図

つめかけた︒

しい見物人が朝早くから宮の境内へ

う︒﹂と︑祭の當日には︑おびたゴ

﹁今年の競馬はさぞ面白から

れ︒

松轟

松山

九826

まっぷたつ

まつ二つ

者も︑大がいは着のみ着のま﹂にて︑

﹇真二﹈︵名︶1

キハ︑今更二其ノ便利ナルニ驚カ

︿略﹀︑かみなりがおちて︑そ

﹇松虫﹈︵名︶1

の高い木がまつ二つにさけてゐまし

五486

︿略V︒

た︒

まつむし

ちんちろりん︒
松村

あれ︑松轟が鳴いてみる︒
﹇松村﹈︹人名︺1

ちんちろく

五608翻

さん

︿略﹀︑戦陣の際に良人のまつむらさん

名弩を全うせる形名の妻と其の徳を

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび
﹇松山﹈︹地名︺1

松山

御社の後には松山があります︒

﹇松山﹈︵名︶2

陛下が萬機の政をみそな

でさせ給へる御製にも︑常に國家を

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

御社の後には松山があります︒ 十二豆6図
マッリ

その松山へのぼらうといふのです︒

六92

六92

まつやま

十一19図松山

まつやま

て︑配達夫は入口に立ちたり︒

七503圏

を尊重し︑之に協力するによりて︑

團膿の事業は︑地方人民の一般に之

十二悩9事例へば教育・衛生等自治

同じうすとやいはん︒

十二3210図

辱しめ給ふか︒﹂と︑︿略﹀︒

り身を全うして︑祖先以來の勇名を

名の妻︑夫を働まして︑﹁良人今掲

に乗じて城をすてて逃れんとす︒形

十二311図囹上毛野卑名︑︿略﹀︑夜

かみつけぬのかたな

ル・ナリ︒

場ヲ見タルコトナカルベシ︒

八389図諸子ハイマダマツチノ製造
八391図 マツチノ製造ニハ驚クベキ
倉敷ノカ・ルモノナリ︒

八399図 ︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

ノ手占入ルマデニハ︑何十人ノ人手
ヲ要スルカヲ知ラズ︒

八402図之ヲ思ババ一本ノマツチモ
ソマツニハ使フベカラズ︒

始めて其の効果を全うすることを得

八404図 マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑
外國ニテ凝明セラレタルモノナリ︒

べきなり︒

松の下露

︹課名︺2松の下露

我が國ニチハ︑初ハモツパラ輸入品

まつのしたつゆ

ヲ用ヒタリシガ︑明治八年ヨリ内地
ニチモ之ヲ製造スルニイタレリ︒

第二十四課

﹇祭﹈︹課名︺2

思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心の

まつり

マツリ

マツリ

第二十四課松の下露

第二十ニ

第二十ニ

松原

枝ぶりすべてお

二百十日も事なくすんで︑

・くままつり・ひなさままつり・ひな
七111麗

まつり
村の祭のたいこがひゴく︒

御代に及びて︑復古の政と共に陸海

まつ

軍の今の制度を定め給へる由來を詳

に御諭しあり︑︿略﹀︒

すマ

︿略﹀︑後神殿を今の五十鈴

い

まつりたま・う ﹇祭給﹈︵四︶1

八28図

ひなの祭の桃の花︿略﹀︒ りたまふ ︽一へ︾

九521図圏古風ゆかしき我が國の

八354図嚢

勅諭は︿略﹀︑明治の大

五672

もしろや︒

海岸の松原も次第に遠くな
つて︑しまひにはもう何も見えなく

七822園

十二佃5図

五目10

十一92 一箱ノマツチヲ造ル手序モ

全ウス

﹇祭﹈︵名︶6祭﹇▽おまつり

一面に小松のはえた小松原も

十目11

セ︾

まつり

﹇松原﹈︵名︶4

十883
六16

まつばら

ナカく複雑ナモノデ︑ソレヲ大勢
ノ人が手分シテスルノデアル︒

十一101 手敷ノカ・ツタマツチノ償

あり︑又大きな松がならんだ長い松

拝察せらる＼は︑︿略V︒

ノ安イノモ︑分業法二二ツテ製造ス

原もある︒

シ ・ ースル・

べはつゴく松原の

中妻筋の花莚︑紡績 六51蟄 見上げる峯の一つ松︑轄ま

はなむしろ

ルカラデアル︒

︽

﹇全﹈︵サ変︶5

綜とまつちとは︑輸出年々増すばか

十二501図圃
り︒

全うす

まっとう・す

601
まつりゅう一まで

の川上に造り︑この御鏡を御乱丁と

リウピ

﹇末流﹈︵名︶1

末流

して︑皇祖天照大神をまつりたまへ
るなり︒

まつりゅう

十一鯉3図 劉備ハ早朝ノ末流︑英明

マッル

ま

ニシテ大志アリ︒雨量ノ復興ヲ圖リ︑
シキリニ賢士ヲモトム︒

﹇祭﹈︵四・ 五 ︶ 6

まつる ﹇奉﹈5しゃしまつる
まつ・る

マデアガレ︒天マデアガレ︒

カゼヨクウケテ︑クモ

エダコニ

ジダコ︑ドチ

マデアガレ︒天マデアガレ︒

二314圏
Q圃

ジダコ︑ドチ

ラモマケズ︑クモマデアガレ︒
エダコニ

天マデアガレ︒

二323圃
ラモマケズ︑クモマデアガレ︒

ソノマツノ木ハ︿略﹀︑

天マデアガレ︒

二554

天マデトドクカトオモフヤウ
ナ︑大キナ太イ木鋤ナリマシ

︽ーッ・ー リ ・ ー レ ︾

ミチザネトイフチユウギナオ
タ︒

︿略﹀ムラサキ色ノハオリ

なりました︒︹ひらがなのドリル︺

三125へやの中まであかるく
三577

ハ︑イツマデタツテモ︑色ガカ

三581私ガキヨネンマデキテ

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ

九281図 靖國神社ハ︿略﹀︒維新前

ヰタワタイレハ︑︿略﹀︑モウキ

ハリマセン︒

後身事ニタフレタル人々ヲ回天︑其

どこまでもつづいてるます︒

三585うみの水が青青として︑

ラレマセン︒

シマ

四103園韻君がよはちよにや

までの間︑︿略V︑人や馬でふさがつ

四545園 オマヘタチノセナカノ メマシタ︒
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル
五744 東生田の門から西一の谷の門
カラ︑ムカフノヲカマデナラン

てるる︒

︿略﹀︑夜のうちにがけの上ま

三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ

九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ

晩にはくたびれた足をのばし

︿略﹀石をたくさんつみまし

ソノ他釘や針ノヤウナ小サ

明後日はこ＼を立って︑道

てうせん

日本中を平げて︑後には朝鮮

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

六435

にはかへる︒

で用をたして︑この次の水曜日まで

六407團

コシラヘルコトが出來マセン︒

ウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ︑

イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ

六276園

その石をおろして︑︿略﹀︒

いた所まで船が水につかった時に︑

た︒さうして前にしるしを附けてお

六221

て︑けさまで一眠に眠りました︒

六118

生月ノ終マデハ冬ナリ︒

六75図十二月ノ初期リアクル年ノ

デハ秋ナリ︒

六74図

ハ夏ナリ︒

六72図六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ

ハ春ナリ︒

六71図

で出た︒

五801

がってみる︒

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ

五746 ︿略﹀︑北は山のふもとから南

デ見ヨ︒﹂

四634やぶの竹は弓のやう

おくの

にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま
す︒

四714囲夜おそくまで

はりしご
大神はおどろいて︑あまの岩

まに︑母はせい出す
と︒

五18

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ
になりました︒さあ大へん︑今まで
あかるかったせかいがくらやみにな

けれども重い物は皆そこへし

つて︑︿略﹀︒

五134

づめてしまって︑輕い物は一しょに
︿略﹀︑爾ワキニアタマカラヲ

ここまでもって來ました︒
五163

マデーレツニ︑クロイテンノアルウ

ソレカラ十四五日タツテツム

ロコが三十六枚ヅツナランデヰマス︒

五333

ノヲニ番茶トイヒマス︒マタ三番茶
・四番茶マデモツムコトガアリマス

いはほと

イツマデタツテモ勝負ガツカ

ちよに︑さざれ石の

五546

ガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ちっともおんなじ

なりて︑こけのむすまで︒

所をささずに︑ばんまでかう

ナイカラ︑白方が仲ナホリヲシマシ

四492圃

テ︑其ノ附近ノ草ヲ刈り︑薪ヲ伐ル

タ︒

ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ

ガタヲ見テ︑アタマカラ足マデツク

われらがねどこで︑や 五712 フト水ニウツツタジブンノス
でかうして︑かつちん︑かつちん︒

すんで居るまも︑︿略﹀︑あさま

四502圃

して︑かつちん︑かつちん︒

二313魍 カゼヨクウケテ︑クモ

まで

まで ︵副助︶畑 マデ まで εあく

ヲ禁ジタリトイフ︒

仲達ハ孔明ノ墓ヲ祭り︑士卒二令シ

十一鵬7図 又魏軍ノ蜀二士入リシ時︑

リQ

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ

十一305図︿略﹀︑鹿島・香取ハ何レ

カ

ヲマツレル所ナリ︒

ノ後ノ諸職役二色死シタル忠勇ノ士

れり︒

九67図草薙劔は尾張の國にとゴめ

まつった神社もございます︒

六533 又その山のふもとには秀吉を

一一471 天ジンサマハスガハラノ

一一

カタヲマツツタノデス︒

つる祭ル

R2

まで一まで

602

人は︑︿略﹀︒

を織って絹織物にするまでには︑大

七292 量をかつて古里を取り︑絹綜
そうな手間がか＼る︒

七414園 これまで貧しい暮しをして

つて︑野原の方までも行ってたつね

尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ
︿略﹀︑名轡ノ戦死ヲトゲタ軍

軍ノ廣瀬中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人

人ハ大樹イアツタガ︑ソノ中デモ海

八844

ル所甚ダ多シ︒

夏のどんな暑い日でも︑あせ

ましたが︑影も形も見えません︒

八331
何時も丈夫さうな老人であっ

を流しながら︑暮方まで働いてみた︒
たが︑去年の暮に死んでしまった︒

八342

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑

敵ハケハシイ五二陣取ツテ︑

其の時分までよそへ奉公に行って居

盛二弾丸ヲ打出ス︒

ハ軍神トマデイハレタ︒

つた若いむすこが︑今では其の後を

く略V︑二口とも本月十五
先は重ねて御註文まで︒

九469図

然るに此の大風の爲に︑今

までの酪駝の足跡消えたれば︑︿略﹀︑

↓同は行くべき方にまよひて︑︿略﹀︒

までもなし︒

九5810図酒・煙草の害は今更に言ふ

草々︒

九717圓掛取りあへず御見舞まで︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ

九785図 タ︑・シ貯金センが爲二必要

ムベキ聖句アラズ︒

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の

九822 ︿略﹀︑競馬をさせて︑勝つた

社の森を離れるまでは︑鯨り

頭になるといふ定であった︒

︿略﹀︒

馬場の中程から一騎後れ︑二

騎後れ︑つゴいて三騎までも後れて︑

九844

甲乙はなかった︒

次に老人向きの紺がすり 九842

本月二十日までには必ず
護送仕るべく候︒

九141㈱團

合ひかね奇事と存候︒

は︑御申越の期日までには少々間に

九1310㈱團

草々︒

九133㈱国

日までに御定り相成度願毛引︒

九131国困

八855

なら︑なぜあると＝三口いはなかつ

ついで︑︿略﹀︒

みるのに︑こんな大金を持ってるる

た︒﹂

七515園 ﹁手紙は四匁までは三十で
︿略﹀︑朝から晩まで相かはら

ず︑﹁トンテンカン︑トンテンカ

八344

の倍の六鏡だけ切手をはらなければ
ン︒﹂と働いてみる︒

すが︑四匁より少しでも重いと︑そ
なりません︒

電報は十五字までが一音信

此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑

かしこし︑うぐひすの

言

問はば如何

ぐらし

此の門︸に日暮門の名あ

ひ

聞え上げたる

にと

る︒

さて書きはじめてからも︑消

印刷が出來上ってから本にと

ちるまでにも︑まだ中々手数がか＼

十207

かも知れない︒

なものになるまでには︑幾度書直す

したり加へたりして︑我我の讃む様

十1810

との意なりとそ︒

るは︑日暮るるまで見れどもあかず

九945図

の葉は︑︿略V︒

雲ゐまで

十歳までの間︑何れも兵役に服する

明治二十七八年の職役まで

之を聞いて︑是までフルトン

大水などの時には︑水のひく

︿略﹀︑山ノブモトナル湯本
マデハ電車サへ開通セリ︒

九404図

ればならなかった︒

までは幾日でも泊って待ってるなけ

九369

其の成功を喜んだといふことである︒

を笑った人々も大いに感心して︑皆

九329

に過ぎざりしが︑︿略V︒

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

九268図

義務あり︒

火事場でさわぐ人の聲がここ 九243図 く略V︑男子は十七歳より四 九919図圃 く略V︑勅なれば いとも
︿略﹀︑今夜の此のはげしい風

苺日の食物のにたきから種々

で︑︿略﹀︒

八484函

敷へきれない程多い︒

の工業まで︑火の力を要することは

八441

い︒

では︑どこまで焼けて行くか分らな

八426

までも聞える︒

八424

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八401図︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

マデ数へ上グレバ︑︿略V︒

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

七524囹 ﹁小包郵便でもやはり四匁 八399図此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出
までが三銭ですか ︒ ﹂

七527囹 ﹁小包郵便は二百匁までは
どんなに遠い所でも︑八鏡でよいの
です︒

七531圏 又新聞は二十匁までが五厘︑
︿略﹀︒

十 匁 ま で 二 銭 で ︑ ︿略﹀︒

七532圏 ︿略﹀︑書物や寓眞の類は三

七644︿略﹀︑水のまじった物や︑水
をまぜてこしらへた物を口に入れな
いことはない︒ゆ・茶・汁・すひ物
はいふまでもない︒

七747 ︿略V︑岸二言イ淺イ所カラ五
十ヒログラヰノ所マデニハ︑海草ガ
里雪テヰル︒

ね起きの出來るまで︑ゆっくり看病

八688國五日でも十日頃も︑一人で

八753園

してお上げなさい︒

下マデ︼同ソロツテ事務剥取リカ・
︿略﹀︑屋敷のまはりを見まは

八151 役所デモ︑會社デモ︑上カラ
ル︒

八228

603
まと一まどう

上は︑品行方正︑職務に忠實にして︑

十266圏困申すまでもなく御入螢の

らんま

からかみ

隊 中 の 模 範 と な ら れ度︑︿略﹀︒

人ヲ招待スル書軸イフマデ

報下され堅塁︒

十一643
モナク︑毎日三度ノ食事ニモ︑其ノ

其ノ他切方・並べ方︑色ノ

材料及ビ料理法二注意スルコトが大
切デアル︒

十498図 欄間の彫物︑唐紙の地紙を
はじめ︑︿略﹀︑其の他菓子類に至る

十一667

う

し

や

おほかみ

どいつ
︿略﹀佛兵の跡を追ひて︑中部濁逸

︿略V︒

ウツクシイサクラノハナ

座敷を横ぎり︑︿略＞Q

まど
町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓を抜け︑

ル山中の一都會に現れしが︑︿略﹀︑

十一一667図 又かつて栗鼠の大群ウラ

外ヲ見テヰルト︑︿略﹀︒
り す

ジメテ汽車ニノリマシタ︒マドカラ

五421

文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ

三5一 コンドハウツクシイ小ト
リガマドノソトカラノゾイテ︑

︿略﹀︒

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

三36

まど ﹇窓﹈︵名︶4 マド 窓．

まとがさだまりません︒
まど

四814弓をとりなほして︑むかふ
を見わたすと︑船がゆれて︑

十二6510図︿略﹀︑露西亜の狼は シテ︑イテミマセウカ︒﹂

されど弄り小さき事にま

にまで写りしことあり︒

十二717図

で遠き將來を慮るは︑却って心を苦

四百年以前までは東半球

しめて盆なし︒

十二736図

の人は全く西半球を知らざりき︒
船員皆歓喜して︑︿略﹀︑

雫ひてこれまでの不図順なりし罪を

十二797図

謝せり︒

長所ハ︿略﹀︑流シ元・戸

ダナヲハジメ︑料理道具・食器・フ

日ははや没して︑燈火の光

かなかった︒

みるとは︑今の今まで誰一人も氣附

が騒々として此庭彼虜にかゴやいて

十二852

︿略﹀︑冬は早発耕しく︑

︿略﹀︑一月より三月ま

とだな

十二889図座敷の床の間より皇所の
戸棚に至るまで︑諸道具の置場虜を

︽ーヒ・ーフ︾

か＼る地方にては︑人は皆

凡そ家内の掃除は座敷・ まと・う ﹇纏﹈︵四・五︶2 まとふ

一定し︑︿略﹀︒

居間・毫所のみならず︑便所の隅よ

十二896図
イホリヲ訪ヒ︑早霜迎ヘテ重臣トセ

十二814

頭には霜をいたゴき︑身に

まとふに過ぎず︒

はだかにして︑布片を身艦の一部に

八828図
主婦は寝に就く前︑育つ
つぼ

人世には思はぬ不幸︑驚

﹇惑﹈︵四︶1

呪師がある︒

バイオリンを弾いて居る老人の辻音
上元帥より下一理に至る

はつゴれをまとひ︑︿略﹀︑路ばたに

2図

まど・う

ヒ︾

らず︒平時に於て常に之に虜するの

くべき事書の何時起り來らずとも限

十二338図

︽一

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様

十二

まと﹇▽も

まで︑官職の高下︑就職の新菖によ
りて上下の分別最も正し︒

マト

﹁カガミモチヲマトニ

﹇的﹈︵名︶2
ちのまと

二346園

まどふ

にすべし︒

竈の下より火消壺までもよく検査

かまど

十二902図

らず︒

り下駄箱の奥までも注意せざるべか
サテソレカラ船室ヲ分ツタ
リ︑︿略﹀︑細カイ造作ヲシタリシテ︑

十ニー52

リ︒

アリ︑︿略﹀︑劉備ハ三度マデモ其ノ

十一撹6図此ノ時諸葛孔明トイフ人

︿略﹀︒

で凡そ三箇月間は航路殆ど全く絶え︑

十一962國團

地面は三尺の下まで凍り︑︿略﹀︒

十一9510國囲

テ置カナケレバナラヌ︒

キンナドニ至ルマデ︑常二清潔ニシ

十一672

ガ入用デアル︒

配合二陣ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫

まで︑我等の衣食住には模様・色ど
りをほどこしたるもの多し︒

十561囲囲 兵螢内の生活は規律正し
らっば

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑
︿略﹀︑水曜日も其の日の

一 々 劇 夙 の 合 圖 に より︑︿略﹀︒

十585國囲

課業を終へたる時より夕食前まで外
出を許され候︒

至って少かったが︑今では全冊食は

十843 維新前までは牛肉を食ふ人は
ぬ庭がなくなった ︒

十849 何から何まで役に立って︑不
用な部分といふものは一つもない︒

も入れて言ふ︒

十877 旧く家畜といへば︑鳥類まで
十932國團 取りあへず御返事まで︒
謹言︒

スツカリ出來上ルマデニハ非常ナ手

十一48図 ︿略﹀︑麓の花︑中の花の
盛り過ぎて︑奥の花の盛りとなるま

敷が掛ル︒

樺太の寒帯に近き地方まで︑全國に

からふと

︿略﹀安永八年櫻島の破

凡そ百箇虜の測候所あり︒

十二433図

裂せし時は︑九州・四國・山陽・山
陰・東海道までも火山灰を降らした
りといふ︒

まと

十一一168図南垂湾の熱帯地方より北

では︑ほとんど一月にわたるといふ︒

タに至るまで︑螢螢として寸時も休

十一65図 ︿略﹀︑外役の蜂は朝より

まず︒

十一625圏囲先は御案内まで︑此の
如くに御座候︒

十一6310圏囲 ︿略﹀來る二十八日ま
でに︑本町二丁目高野義太郎宛御一

まとむ一まま

604

道を畳悟し置かずば︑時に臨みて心
当れ︑氣まどひて︑見苦しき行を爲
すことあらん︒

まとむ丑vとりまとむ

五196 母は流しもとで︑まないたに

まないた ﹇戸板﹈︵名︶1 まないた

マナヅル

魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ
ます︒
テイ

マナヅル

まなづる ﹇真鶴﹈︵名︶1 眞鶴
ヒバ

リ

カ サ ヘ ギ カ リ が ネ オ ホトリ

キジ

カモメ

ウヅラ

十﹁313図 水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・

雲雀・鵠・雁・鴻・雅・鵬・鶉・

サギ

學び

黒髭ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒
﹇学﹈︵名︶4

﹇間合﹈︵五︶2

︽ーッ・ーハ︾

︿略﹀︑多クノデシ保己＝一 まにあ・う

間に合ふ

諸君我を苦しめんとして︑

の話をなしたり︒

八719図圏

故に︑新しき血出來ずして︑諸君は

此の敷日間少しも食物を送らざるが

皆却って自ら苦しむにいたれり︒こ

あの人はもう間に合はないで

せう︒汽車はどんなことがあっても

フトコ巨人リ一巻ノ書ヲ 五414

ツキテ學ビシカバ︑︿略﹀︒

七236図

十244図園

取出シテイフヤウ︑﹁汝ヨク此ノ書

マヌイ

まにく

証果のみに限らず︑何事

吉野山霞の奥は知らねど

やうめい

ばかりなり︒

金銀の光︑丹青の色︑目もまばゆき

九947園 進んで陽明門に至る︒︿略﹀︒

︽ーキ︾

まばゆ・し ﹇目映﹈︵形︶1 まばゆし

のあたり見るが如し︒

花の雲に包まれたる吉野山の光景ま

も︑見ゆる限りは櫻なりけを︒全山

十﹇15図

り

まのあたり ﹇目当﹈︵名︶1 まのあた

招く︒

にても少しの不注意は大いなる禍を

十二908図

れ諸君の自ら招く所なり︒

待ちません︑︿略﹀︒

我等の周園には讃むべき 六393国昨日⊥ハ時の汽車に間に合つ

ヲ學ババ︑遂二王者ノ師タラン︒

十一691図

﹇随﹈︵副︶1

て︑晩の九時二十分に京都に着いた︒

まにまに

︹地名︺2

帝國領の中部クスンナ
脈低くして︑︿略﹀︒

マヌイ

ま

商人ニシテ信用ヲ失フト

﹇免﹈︵下二︶一

十﹁98図

レ︾

まぬか・る
︽

﹇免給﹈︵四︶1

獄が︿略﹀︒この無実の枝や

わらなどで作ったまぶしへうつして

七321

まぶし ﹇族﹈︵名︶1 まぶし

やると︑口から美しい綜を出して︑

尊︿略﹀︑草を薙梯ひ給ふ

︽ーヒ︾

に︑火勢却って賊の方に向ひ︑尊は

からだを包む︒

九510図

ぬかれ給ふ

まぬがれたま・う

キ四身ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒

十二521図

マヌカル

イとマヌイとの問は最も狭く︑下山

十一981塵團

昔箱根山の噴火せしこと マヌイ

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

黒血本校二心ブ者ノ幸福 十二788図 ︿略﹀︑又賢島の附きたる

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき
事限りなし︒

如何ゾヤ︒

十二367図
十一一402図
は我等既に之を學べり︒

魯の重臣某の病死せんと

子は年少にして禮を好めり︒我死せ

せし時︑其の子に教へて曰く︑﹁孔

十二939図

ば︑汝必ず之を師とせよ︒﹂と︒子其

六841図圏五つとや︑いつはりいは

まなび

ぬが子供らの 學びのはじめぞ︑

其の後孟子出でて學び︑

英國にては停車場に手荷
又濁逸にては圖書館の書籍を借受く

難をまぬかれ給ひ︑なほ進みで賊を

招く

セン︒

五513

ナマデソノマ・タベルノハ︑

スガ︑ソノママデヤイタリニ
タリシテタベルノデハアリマ

四508ヨク人ノタベルモノデ

ま＼←ほしいまま

まま ﹇儘﹈︵名︶19 ママ マ・ まま

討滅し給へり︒

まね

まねく

︸

うのまねするからす︑水

﹇真似﹈︵名︶1

﹇招﹈︵四︶3

く略V明治丸の船長は︑
日その町の母校へまねかれて︑航海

七805図

︽ーカ・ーク︾几vさしまねく

まね・︿

におぼれる︒︹ひらがなのドリル︺

三422

まね

るに一枚の葉書にて申し込めば直ち

の學ぶべき事ならずや︒

を違ふる者絶えてなしといふ︒我等

に送り來る︒之を返すにも其の期日

ど いつ

物を預くるに合札を要せず︑︿略﹀︒

十二㎜7図

く機上に在り︒

學を卒へずして婦りし時︑母たま

十二965図

の遺言を奉じて︑往いて學べり︒

つ＼しめよ︑いましめよ︒

を知り︑學びの光を身にそへよ︑身

六845図圃 六つとや︑昔を考へ︑今
につけよ︒

十二稲4図圃 人の子どもの たしな

うれしけれ︒

學びの道の 六年をば︑卒へし今日

べて︑込むを御三の おきてなる︑
こそ

ξぢて見ん︒

ね
十二伽9図醒 尚高き 學びの高嶺

エ︾

まなび・う ﹇学得﹈︵下二︶1 學び得
︽

十二柵5図我等は修身書に於て︑歴 まにあいか・ぬ ﹇間合兼﹈︵下二︶1
︽ーネ︾

間に合ひかぬ

合ひかね忍事と存候︒

は︑御申越の期日までには少々間に

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の
學ぶ

九1310魍困次に老人向きの紺がすり
學ブ

事蹟を學び得たること多し︒
﹇学﹈︵四︶8

︽ーバ・ービ・ーブ・1べ︾

まな・ぶ
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まみゆ一まもなく

お

家康直ちに勝商をして織

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

十二2810図
しむ︒

かさぎ
︿略﹀︑主上尚笠置におは

しませし時︑早くも義兵を學げしが︑

十一142図

︿略﹀︑笠置も落ちたる由風聞ありし

マ ク ハ 瓜 ト 西 瓜 デ ︑︿略﹀︒

ハ地ノ中カラシゼントワキ出ルモノ

まむかひ

五598 ︿略﹀石油トイヒマス︒コレ

マメ

豆ノ花ハ蝶ノ形ヲシテヰルシ︑

デアル︒

︿略﹀︒

九85

︿略﹀︑一枚ノ葉が敷枚ノ小サ

イ葉二分レテヰル︒パラノ葉や豆ノ

十66

﹇豆油﹈︵名︶1 豆油

葉が即チソレデアル︒

かす

広口はく略V︑商業港と

豆粕

かす

盛に︑大連と共に満洲の二大門戸と

して︑豆類・豆油・豆粕の輸出甚だ

十二574図

豆﹇▽そら まめあぶら

︿略﹀︑やくばのまむかひ

﹇豆﹈︵名︶12

がけいさっしよです︒
まめ・なたまめ・ふじまめさん

まめ

﹇真向﹈︵名︶1

かば︑其のま㌧にて止みたり︒

︿略﹀︑行きてうかゴへば︑

﹁︿略﹀︑もちやだんごの

ハトマメ

一32

構せらる︒

まめかす ﹇豆粕﹈︵名︶1

．まめのいちぞく ︹芸名︺2 豆の一族

画せらる︒

盛に︑大連と共に満洲の二大門戸と

して︑豆類・豆油・豆粕の輸出甚だ

かす

次郎﹁だんごにつけるこ 十二574図 螢口は︿略﹀︑商業港と

三郎コ旦です︒﹂

あんは何で作るのですか︒﹂

四342園

かざをりゑ

鵜匠は古風の風折烏帽

ぽ

様なり︒さまたげせんも心なしと思
うじやう

十一803図

四344園

なは︒﹂三郎﹁あれも豆です︒﹂

だんごにつけるこなの豆と

﹁それではあんの豆と︑

スル太キ縣︑蜘蛛ノイノ如キ細キ綜︑

同じですか︑ちがひますか︒﹂

モ

細大意ノマ・ニシテ︑︿略﹀︒

ク

十一873賜金フルニ彼ノ蝋燭ノ心ト 四345園

ロフフソク

り火も亦古代の風を其のままなり︒

子をかぶり︑こしみのを着く︒かゴ

し

ひて︑其のま︑寝間に埋れり︒

︿略﹀︑様々に姿を攣へつ＼寝起する

十一732図

ま︑に正寛法師と名乗れり︒

しやうくわん

儀より賜はりたる名の正寛を其の

十一461図熊王︿略﹀僧となり︑正 四17

まむかい

デ︑ワキ出タママノハニゴツテヰマ
スガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑直吉は何の忍なしにそ

のつりに一せんの銅貨を三枚渡した︒

六306

男の子も氣がつかず ． に そ の ま ︑ か へ
つた︒

七307 小さい時分はやはらかな葉を
こまかく切ってやるが︑大きくなる
と︑枝のま︑やる︒

七388 何モ買フモノガナケレバ︑ソ
ノマ︑カヘツテモヨイ︒

駆駝を殺さん︒﹂といふ︒之を聞け

九481図 ﹁然らばかの子供の乗れる
るアリの驚は一方ならず︑さては此

第六

豆の﹇族

まめるい ﹇豆類﹈︵名︶2 豆類

七192

﹁それではあんの豆と︑ 七目7 第六 豆の一族

だんごにつけるこなの豆と

四346園

同じですか︑ちがひますか︒﹂

︿略﹀︒是飲料水とぼしく

して︑意のま︑に之を得ること能は

十一917図

ざればなり︒

のま︑にては過されじと︑︿略﹀︑ひ

そかに賂駝にうち乗りて︑そこより

らぬのがあります︒﹂

﹁あんにするのはあづ 七213園 豆類にはつるになるのとな

きといふ豆で︑こなにする

四352園

逃れ出でたり︒

ま︑に決議せり︒

るに止り︑︿略﹀︑さらばとて原案の

九522砂丘昔の風をそのま︑に︑田 十一琳2図 ︿略﹀野鳩の纒費を議す
すげ笠こそはたふとけれ︒

植・草取・取入れに 農夫の辛苦共
にする

のは大豆といふ豆です︒﹂
十二574図 尊志は︿略﹀︑商業港と
かす
﹁あんにするのはあづ して︑豆類︒豆油・豆粕の輸出甚だ

構せらる︒

盛に︑大連と共に満洲の二大門戸と

明け行くま〜に見渡せば︑ 四353園

きといふ豆で︑こなにする

十二794図

のは大豆といふ豆です︒﹂

十42図我が國の建物はおほむね木

土人は驚きて此の新酒の客を眺めて

まもなく間モナク

間もなく

第一あなたにも私にも豆が まもなく ﹇間無﹈︵副︶10 マモナク

ウラシマガヨロコンデ︑カ

メニノルト︑ダンダンウミノ

藤﹁︿略﹀︒︿略﹀︑畠の藤豆 三676

さんとはちがって︑私の豆はたべら

︿略﹀︑豆や藤ノ花ノ辮ハ不揃

中ヘシヅンデ行ツテ︑マモナク
リユウグウノ門ヘツキマシタ︒
九77

れません︒

七217園

なります︒

七209園

前面の一塁草木青々として︑︿略﹀︑

︽一

直なれば︑古社寺等も昔のま︑にて

﹇見﹈︵下二︶2

見ゆ

今にのこれるは甚だ少し︒

まみ・ゆ

立てり︒

︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ 拾 ヒ 來 レ︒﹂トイフ︒良無禮

十228図 老人片足ノ靴ヲ橋下二落シ︑

エ︾

︿略﹀︑勝商は山に上りて
家康に見えて援を求む︒

のろしをあげ︑走りで岡崎に到り︑

十二289図

ナリトハ思ヘドモ︑老人ノ言ナレバ︑
命ノマ・二野ヒ取りテサ・グ︒
に︑はや弓を捨てて進み寄る︒

十509図 組めや手塚︒﹂といふま︑

まもり一まゆ
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五124 まもなく町の中へはいると︑

爾がはにいへがたちならんで︑人が
いそがしさうにあるいてゐました︒

國︒

さと

十二376図

あひつ
あうう

がまふたマ

︿略﹀︑會津の城主蒲生忠

守り

郷死せり︒會津は奥羽重要の地にし

り易し︒﹂

道︑人倫の常纏なり︒行ひ易く︑守

﹁此の五箇條は天地の公

﹇守則﹈︵形︶1

て︑一日も守なかるべからず︒

まもりやす・し

五478 音次郎が木の下を出ると︑間
もなく目がくらむやうないなびかり
易し

︽ーシ︾

がして︑耳がさけるやうなおそろし

十二柵4図
りん

いかみなりが鳴りました︒

五802 ︿略V︑夜のうちにがけの上ま
で出た︒まもなく夜が明けた︒

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール

へいけのぐんぜいがふくはら
十とや︑遠き祖先のをし

守りてつくせ︑家のため︑

七615図

正行大イ開封ンジテ︑コレ

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居
すべて犬は人になれ易く︑

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑︿略﹀︒

七55図

日モワスル・コトナカリキ︒

ヨリ後二見ト母トノ教ヲ守りテ︑一

七49図

國のため︒

へをも

六861図圃

のしろを守ってみる︒

五743

︒ーレ︾﹇▽うちまもる

護ル 護る

六748 間もなくむねの上からもちをまも・る ﹇守﹈︵四・五︶27守ル 守る
を拾ひました︒

投げると︑大ぜいがあらそってそれ
七335 蛾は繭から出ると︑やがて卵
を産んで︑間もなく死んでしまふか
ら︑出て湿ると︑すぐに紙の上にお
いて卵を産みつけさせる︒

八882 此ノ時中煮繭︿略V︑ソレデ
間モナク砲弾ノ破片が中佐ノコシニ

モタワマズ︑結集ヲツぐケテ居ルト︑

アタツテ︑中佐ハドウト其ノ場二倒
レタ︒

ギテ︑間モナクニツニ分ル︒

九157図 利根川ハ︿略﹀︒栗橋ヲ過

守

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大
神︒

ルベシ︒

モ︑カ・ル母二養ハレタルニヨルナ

女子の美徳なり︒

自若として其の常を失はざるは日本

倹約を守るは大切なれど

若し公衆の問に︑規則を

國家を護り︑國灌を維持

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二9910図

費用を惜しむは睦しむべき事なり︒

も︑人情にそむき︑義理に外れても︑

十二926図

自由なり︒

憂苦なく︑行ふ所即ければ︑身常に

総べて上官の命令を守って︑ 十一一722図守る所正しければ︑心に

上下の男望かにして︑何れ

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九229園

九262図

も上官の命令を守るは諸子の能く知
頭ノ骨ノ堅キハ眠ヲ護ラン

る所なるべし︒

十778図

犬は夜を守らせる爲︑又はか

ガ爲ナリ︒

十836

︿略﹀︒

いで︑軍艦に乗組みて︑ 十二川5図

りに使ふ爲に飼ひ︑︿略﹀︒

十一245図韻

するは兵力に頼るを以て︑︿略V︒

非ず︒

まゆ

て︑軍人として始めて守るべき事に

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二柵2金冠の五箇條は即ち皆我等

と諭し給ふ︒

軍人は粗垣としても許し難き罪人ぞ

海防艦ハ專ラ自署ノ沿岸 十一︻糎7図 軸重を守る心得を訣ける

我は護らん︑海の國︒

十一336図

殊に集會の時間は正しく

ヲ護ルコトヲ目的トス︒
守らざるべからず︒

十一706図

クワン

孔明魏軍ト封陣ノ中二十
ス︒蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國二君ラ

十﹁鵬1図
ントス︒

七327
ながしの

慧が繭を作ってから二十日あ

繭の中の翼はさなぎとなる︒

て︑からだを包む︒それが二三日の
まゆ
内に出來上って繭になる︒

七324 ︿略﹀︑口から美しい綜を出し

我等臣民も亦祖先の遺風まゆ ﹇繭﹈︵名︶8 繭 繭
に從ひ︑一致協同して︑此の國家を

十二210図

のぶまさ

︿略V︑さなぎが蝶のやうな形

蛾が出ると︑綜が取れないか

それから繭をにて︑綜を取るのであ

ら︑︿略﹀︑さなぎをころしておいて︑

七334

になって︑繭を破って出て隠る︒

七329

まりたつと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑奥平信昌︑徳川家 七327

いへ

落下は一つ心に守りけ

護らざるべからず︒
みおや

十二32図工

やす

康の命を受けて長篠城を守る︒
ぜん に
︿略﹀︑松下暉尼の倹約を
守りたる︑︿略﹀︑皆後世女子の模範

十二327図

とすべき徳行なり︒

て︑内確固たる志操を持し︑︿略V︑

時弊が心正シク︑ツネニ節 十二339図 外温順・愛敬の徳を守り
倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

八186図

十二268図

犬はく略V︑眠れる時も人 り︑遠つ御祖の神の教を︒

かしこくして︑よく主人の命を守る︒

七621図

の足音を聞けば︑たごちに目をさま

ヘテ︑島々ヲ黒潮︑内地ノ所々へ配

十339図 幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

布セシカバ︑間モナク全國二作ラ

す︒されば夜を守らしむるによろし︒

まもり

とこしへに民安かれとい

ル・二至レリ︒

﹇守﹈︵名︶2

とばりは全く馬主の行方をかくした︒

十﹇486 間もなく日は暮れて︑夜の 八72図圏
まもり

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十二22図圃 神代より承けし寳をま

607
まよう一まれ

︿略﹀︒ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ

く程出嚢嵩に遠ざかるべきはずなら

マクハ瓜ヤタ顔や西瓜ニハ︑

水鳥のくちばしは平たくて先

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五498

八569

得︒

の角を寒くすれば︑左の第十一圖を

十464図 ︿略﹀︑右の第十圖の八角形

圓クシテ︑長サ五尺バカリ︑︿略V︒

十419図

故︑名づけて地球といふ︒
ヰ
票田水草ナリQ︿略﹀︒董ハ

我等の住む世界は圓きもの

まる︒くまおうまる・しなのまる・つ

るQ

まる

が圓く︑︿略﹀︒

︿略﹀︑陸鳥のくちばしは圓く

丸鉋

ヨ﹁
びらい

次郎﹁ああ︑あれですか︒

早い流をいかだの下って行く

高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ

六774

である︒

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

六36

えたったやうに見える︒

た何千本の赤はだは︑まるで火のも

五748 ︿略﹀︑海とをかとにおし立て

ゐました︒﹂

私はまるでちがった方を見て

四54園

葉ノ形ニハ︿略﹀︑鑓ノ様二 まるで ︵副︶5 マルデ まるで

細くて︑先がとがって居る︒

八569

十58

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

圓イノモアリ︑針ノ様式細長イノモ
アル︒

十510

︿略﹀︑まんぢゆうの様に圓

尖ツテヰル葉モアリ︑︿略﹀︒

十一佃2
る︒

八807図

七334 蛾は繭から出ると︑やがて卵 るのまる・ひのまる・ひよしまる・ふ

ヒシガタマルシカク
マルイ

マンマル

︽ーイ・ーク︾﹇▽まん

﹇丸﹈︵形︶16

﹁124

めいじまる
まる・い
い 圓イ 圓い

まるい

マンマル

ツキガ︒

マルイマルイ

マルイマルイ

イ︑ボンノヤウナ

一一97韻

二97圃

マンマル

ツキガ︒

マルイマルイ

イ︑ボンノヤウナ

イ︑ボンノヤウナ月ガ︒

一一113圏

三ツヅツアリマス︒

ずや︒

ま

くいまる・へいあんまる・まんまる・

カタクテ︑ソノ中ニマルイ種ガニツ

まゆ

を産んで︑間もなく死んでしまふか
ら︑︿略﹀︒

十﹁877図 慧の綜を吐きて繭を造る
は 紡 績 の 業 に 等 し く︑︿略﹀︒
まゆ

十二449図 繭の取入高は年々増加し
マヨフ

︽ーヒ・ーフ︾ n ▽ ふ み ま よ う

﹇迷﹈︵四・ 五 ︶ 2

て近年三百五十萬石を越え︑︿略V︒

よふ

まよ・う

六145 ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑
︿略﹀︒曇ツタ夜や 月 ノ ナ イ 夜 ハ 道 ニ

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ
アル︒

九471図然るに此の大風の爲に︑今 一一H3圃 マルイマルイ マンマル

イ︑ボンノヤウナ月ガ︒
ニー66︿略﹀木ノハガトンデキ

まるがめ

﹇丸亀﹈︹地名︺1

く盛上げた土山が数知れず並んでゐ

一同は行くべき方にまよひて︑右に

マス︒︿略﹀︑マルイノモ︑ホソナ

までの賂駝の足跡消 え た れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

往き︑左に往き︑空しく一日を過せ

ボーロ
ふ

そこに居る人は私たちとは

林ノヤウニ見エル︒

まるでちがった風をして︑かはった

七839園

ことばで話してゐます︒

海ノ深イ所ハ何千ヒロモアル︒

コンナ所ニハ動物モゴクマレデ︑植

七746

まれ ﹇稀﹈︵形状︶5 マレ まれ 稀

宮城ヲ辞シ奉ル︒

七575図今日ハマヅ丸ノ内二行キテ

まるのうち ﹇丸内﹈︹地名︺1 丸ノ内

ナヘヲウエテヰル女ハ︑ 十二7410図 たまく元の忽必烈に仕
へたる伊太利の大旅行家司ゴ﹁

︽ーキ・ーク︾

圓シ

マルイカサヲカブツテ︑アカイ

︿略﹀︒

まる・し
圓し

犬の種類はすこぶる多し︒

これ世界の圓きがためにし
て︑若し平たき物ならば︑行けば行

八803図

て︑し＼の如く︑︿略﹀︒

︿略﹀あるものは頭大きくまるくし

七606図

まるし

ボーロの日本に冠する記事を讃み︑

四26ーオトミハマルクキツ面白
イ紙ヲ三ツ出シテ︑﹁三十セン
アゲマスカラ︑コレデトツテク
ダサイ︒﹂

コ・二曲ノ木ガアリマス︒
︿略﹀︒マルクカリコンダニハ木ノヤ

五303

コ・二塁ノ木ガアリマス︒

ウニ見エマス︒

五317

﹇丸﹈︵形︶5

タスキヲカケテ︑︿略﹀︒

三332

うにまんまるではありません︒

三223

り︒

ま夜中

ガイノモアリマス︒
十﹇18図丸亀
まるいけれどもまりのやマルコポーロ ︹人名︺一

﹇真夜中﹈︵名︶1

十116図圃 煮え皆 静まりいねし

まよなか

まり﹇▽け

ま夜中に 家組立つる 木々え今
マリ

まるいけれどもまりのや

﹇毬﹈︵名︶2

語り出しぬ︒

まり

まり

三224

うにまんまるではありません︒
八511図 ︿略﹀ケマリノ會ヲナシ給
ヒ︑鎌足モ参り合丈長リ︒御遊ナカ
バニシテ︑マリヲケ給フハズミニ︑
皇子ノクツヌゲタリ︒

まる ﹇丸﹈︵名︶一 マル←うしわか

まろ一まんなか

608

物ハマツタクナイガ︑︿略V︒

九804図筑紫に到りて後は︑常に門
を閉ぢて出つることまれなりしが︑
︿略﹀︒

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

九421図
︿略﹀︒

ま

船渠ノ底ト周り三方ハ石デ

ノハ藍ノ湖ニシテ︑

十ニー58
曼ムカ︑コンクリートデ固メルカシ
テアル︒
マハル

︽ーッ・ーリ・ーレ︾←およぎま

まわ・る ﹇回﹈︵四・五︶12

十一9010図書へばこ＼に一箇年石あ
り︑極めてまれにして随意に得られ
ざるものなりとも︑ ︿ 略 ＞ Q

はる

た︒

五94

まんぢゆう笠の名もをかし︒

かう
撫順は満洲屈指の炭坑地

﹇満州政治

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒

十二577図

満洲屈指

一思ひにとび下りると︑何だ まんしゅうくっし ﹇満州屈指﹈︵名︶1

か目がまはって︑しばらくの間は何
﹁表から攻めおとすことは

も知らずにゐました︒

五756園

満洲政治・交通の中心た

満洲政治・交通

まんしゅうせいじこうつう

交通﹈︵名︶1

むつかしい︒何でも裏からまはつ
て︑てきのふいをうたなければなら

十二554図

洲鐵道中央停車場のある虜なり︒

しん

．十二556図

清國政府はこ＼に総督を

ちゅうさつ

︿略﹀︑遼陽あり︒満洲内

れうやう

満洲内地屈指

﹇満州内地屈

置きて満洲全部を総管し︑︿略﹀︒

指﹈︵名︶1

まんしゅうないちくっし

十二5410図

地屈指の市場にして︑我が駐暗証

の重要なる駐割地なり︒

十﹇653︿略V︑味ハ人々ノ好ミヲ考

まんぞく ﹇満足﹈︵名︶1 満足

ヘテ︑多数ノ満足ヲ買フベキ物ヲ選

漏足

我が國の農業は︑決して

﹇満足﹈︵サ変︶1

バナケレバナラヌ︒

︽ース︾

ん中

四206園

ビトモイヒマス︒

古同イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ

︿略﹀︑マン中ノーパン

まんなか ﹇真中﹈︵名︶4 マン中 ま

現状を以て満足すべきにあらず︒

十二458図

す

まんぞく・す

螢口は一に牛荘港と構

にうちやん

る奉天は︑遼陽の北約四十哩︑南満

ぬ︒﹂

六425

十二367図 本校舎ノ建築ハ︿略﹀︑
わる・こぎまわる︒たずねまわる・と

イソガバマハレ︒

其ノ注意ノ周到ナル︑縣下マレニ見

八293図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑

十二575図

まんぢゆ

し︑︿略﹀︑大連と共に満洲の二大門
戸と構せらる︒
﹇饅頭﹈︵名︶1

車夫のかぶるは形より

瀧洲全部

まんしゅうぜんぶ ﹇満州全部﹈︵名︶1

びまわる・みまわる

﹇満州﹈︹地名︺1

漏洲

八294図幾度カマハリタレドモ︑入

東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

八294図北ヘマハレバ︑東ノ戸開キ︑

東ヘマハレバ︑北ノ戸開ク︒

ル所ナルベシ︒

廻

まんしゅう

とけいの長いはりとみ

たいろあります︒

三636そのうづまきに︑右から ←みなみまんしゅう・みなみまんしゅ
うてつどう・みなみまんしゅうてつど
左へまはってみるのと︑左か
うちゅうおうていしゃじょう
ら右へまはってみるのと︑ふ

たいろあります︒

ルコトヲ得ズ︑︿略V︒
三635そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑左か まん﹇▽やくさんびやくよまん
ら右へまはってみるのと︑ふ まんかい﹇▽ひゃっかまんかい

クルクルマハツテ︑クモノスニ
カカルノモアリマス︒

十二671図 此の如く全然移住するは ニー7ーカゼガブイテ︑イロイロナ
木ノハガトンデキマス︒︿略﹀︒

﹇回﹈︵四・ 五 ︶ 2

まはす

を追うて其の居を極ずるは珍しきこ

稀に見ることなれども︑︿略﹀︑食物

とにあらず︒

まわ・す

まろ﹇▽たむらまう

ス ︽iシ︾←おいまわす・かきまわ
す・のりまわす・ひきまわす・ふりま
た うみ

︿略﹀︑唐箕の車をまはして︑

わす・みまわす
九668図

もみとしひなとをあふぎ分くるが如
き皆写り︒

四464

じかいはりはどちらが早くま

十ニー24 設計圖が出來上ルト︑細密
ナ構造分圖ヲ各工場二廻シ︑必要ナ

まんじゅう

には︑まんぢゆうの様に圓く盛上げ

都市・村落の周團の山や岡
た土山が敷知れず並んでみる︒

十一佃2

さをのさきの扇をい う
は風にふかれて︑ぐるぐるまは

九527図魍

んぢゆう笠

赤い扇は︿略﹀︑そらに まんじゅうがさ ﹇饅頭笠﹈︵名︶1 ま
まはって︑波の上におちまし

まひ上って︑ひらひらと二つ三つ

四826

つてゐます︒

よといふのでせう︒︿略﹀︒扇

四777

はりますか︒

マハリ

まはり

部分ハ實物大ノ圖ヲ作ツテ︑始メテ
﹇回﹈︵名︶3

製造二着手スルノデアル︒
まわり

まはりを見まはって︑野原の方まで

周り
八227 次の朝農夫は︿略﹀︑屋敷の
も行ってたつねましたが︑影も形も
見えません︒

ヅクコトナキが故二︑却ツテ其ノ身
︿略﹀︑そよくと吹く春風に

ノ安全ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒

九6710

は︑我が身も蝶の様に飛立ちたくな
る︒

思はず首をちゴめることもある︒

ましきえ

﹁さはいへど うらや
君︑床柱︒

あ

﹁ねだ低く︑たるきは

身も輕き

十134図鴎園

のはてに住む身に近くあり︒

かった︒

十一679図

身を立て︑父母をあらは

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ

るも︑︿略﹀︑唯此の二十萬時間を利

用するとせざるとにあり︒

寒風身を切る様な冬の日で

黒き影は︿略﹀︑ひらり

﹁良人今濁り身を全う

ふさ

女子の模範とすべき徳行なり︒

能く父母に事へたる︑︿略V︑皆後世

十二325図孝女お房の幼き身を以て

か︒﹂

して︑祖先以來の勇名を辱しめ給ふ

十二311官戸

とばかり身を水中に投入れたり︒

十二283図

示し給へるものにして︑︿略V︒

我等が身を修め︑世に参するの道を

ぼしん
吹 九813図 ︿略﹀︑其の御衣は麗なほ西 十ニー3図 教育勅語と戊申詔書とは︑

る︒

も︑氷の下の水をくんでせんたくす

十一棚1

つ＼寝起する様なり︒

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ

ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ 九703 ︿略V︑身を切るやうな寒さに 十一7210図 く略V︑行きてうかゴへば︑

﹇身﹈︵名︶37

そう︒ひのみ・わきみ

み
六424

み

サヲ知レ︒

去年の今夜清涼殿の御宴に
侍し︑詩を作りて天皇の御感に入り︑

けれども日吉丸は︑どうかし 九811図

てりっぱな武士になりたいと思って

身をきるやうな北風の

こしたりしが︑︿略﹀︒

御衣を賜はりて身に鯨る面目をほど

六597圃

が入りません︑︿略﹀︒

ゐましたから︑ほうこうの方には身

六454

身5おんみ・さし

四436園︿略﹀︑今では紙で作つ み ﹇三﹈与みつかみばん・みつかみよ
たのしをつかふやうになりま み ﹇見﹈几﹀かえりみ・つきみ・つきみ
した︒このまん中に小さな物
がありませう︒
ノ初山セマイガ︑︿略VQ

七372店ハ爾ガハニアツテ︑マン中
十76 櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ
まんまる

まるいけれどもまりのや

﹇真丸﹈︵形状︶1

脈 ガ マ ン 中 二 通 ツ テ︑︿略﹀︒

まんまる

三224
マンマ

うにまんまるではありません︒
﹇真丸﹈︵形︶2

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

まんまる・い

ぐ野中道︒

︽ーイ︾

ニー01圏 マルイマルイ マンマル

⊥ハつとや︑昔を考へ︑今

十143図書園

塗込められて

ぬきもあるなり︒つかと

高し︒かべ土ユ

なり床となる身も︑それぐの

らはれぬ

を知り︑學びの光を身にそへよ︑身

務をもてり︒

い︒

あるも一利なし︒

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

八74図︿略﹀︒の御製を思ひ出でて︑

めて仁を害することなし︒身を殺し

十一144雷撃
我が甘心のたふとさ︑いよいよ身に

上下の愛敬・信用其の身に集り︑心

現在の職務に忠実なれば︑

とは追ふべからず︒

﹁幼き身を唯一人敵國 十二714図 身をはかなむも過ぎしこ

て仁を成すことあり︒﹄とかや︒

刀は武士のたましひといは 十﹇423図園

へやらんも心許なし︒

廣く︑髄ゆたかなり︒

︿略﹀︑﹁さらば是にて本 十二718図

意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離さ

十一4210図

八872イカニ心ハ堅クテモ︑身ハ鐵

︿略﹀︑山も谷も雪にうづめ

られて︑吹く風は身を切るやうに寒

十一548

ざりし名刀を與へて行かしめたり︒
ヘキレナイ︒

九575図他ノ動物ハ︿略﹀︑之二近

憂苦なく︑行ふ所直ければ︑身常に

十二723図守る所正しければ︑心に

石デナイ︒砲弾ニタフレル兵士病数

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

れたものだから︑きたへる時は身を

八337園

しみておぼゆ︒

﹁﹃志士・仁人は生を求 十一一711図工を憤り︑人をねたみ︑

一獲ノ砲丸ハタチマチ中佐 十2710 山おろしの風は身にしみて寒

につけよ︒

六845図圃六つとや︑昔を考へ︑今

につけよ︒

を知り︑學びの光を身にそへよ︑身

六845図圏

ルイ

イ︑ボンノヤウナ ツキガ︒
ニー14圃 マルイマルイ マンマル
満目

眺望いよく開けて︑満

﹇満目﹈︵名︶2

イ︑ボンノヤウナ月ガ︒
まんもく

十﹁19図
目絡べて花なり︒

誕生日を以て︑親族 同打寄り︑

ノ身ヲ梯ヘリ︒

十二6810図 満目の廣野雪に埋れて食 七926図
﹇満六十歳﹈︵名︶1

物 の 訣 乏 せ る 頃 に 至れば︑︿略﹀︒

まんろくじっさい

満六十歳
十﹇6110圏国 拝啓︑老父事本年満六
十歳に相達候に付︑來る七月二日の
たんじやう

心ばかりの祝宴相開 き ︑ ︿ 略 V ︒

み

609
まんまる一み

みいつ
み

610

自由なり︒
十二814 頭には霜をいたゴき︑身に
はつゴれをまとひ︑やせ衰へた髄を

義足に支へて︑路ばたにバイオリン

二百十日も事なくすんで︑

レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

七112圏
村の祭のたいこがひ団く︒稻は實が
いる︑日よりはつゴく︑︿略﹀︒

西洋西瓜には色々あるさう

りっぱな行だ︒

助けてやったのは如何にも見上げた

愛作さんのりっぱな心がけ

さんは實に見上げたものです︒

で︑熊吉の命が助かりました︒愛作

九871園

以て︑常に此の草の多く生ずる所を
︿略﹀︑ひたすら此の草の

選びて住み︑︿略﹀︒

十一902図

成長を保護し︑其の實の熟して地に

︽一

くることを得るなり︒

航海中の船は早く港に入りて難を避

る船は︑之を見て出饗を見合せ︑又

十一一1810図 故に今より出帆せんとす

︽ーセ︾

みあわ・す ﹇見合﹈︵下二︶1 見合す

アタラズ︒

﹁杉野島々︒﹂︿略﹀︒サレド杉野ハ見

中佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒

七911図 ﹁残念ナリ︑今一度︒﹂ト︑

︽ーラ︾

植物の花には︑同種の他の みあた・る ﹇見当﹈︵四︶1 見アタル

落つるを待ちて︑其の巣に運び去る︒

十二207

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

でございますが︑なるべく大きくて

七181国
うまい實のなるやうなのをお願ひ申

ものがある︒

六経に曰く︑﹁身を立て︑

を揮いて居る老入の辻音樂師がある︒

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て
します︒

十二971図

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

七668困

見あく

いっしよについだ梨の木の み ﹇御﹈且vあまてらすおおみかみ・お

十二柵1図 此の五箇條は即ち皆我等

﹇箕﹈﹇▽とうみ

おみかみ・おおみこころ
み

み﹇▽おもみ・つよみ
﹇見飽﹈︵四︶1

みあ・く
キ︾

綿ノ木ハ畑二作リマス︒︿略﹀︑ 九H6図囲葉かげにいねし鳥ははや
ゆめも見あきつ︒

みあわ・せる ﹇見合﹈︵下一︶1 見合

よしっねはく略﹀︑﹁進め

イ

御稜威3

ツ

三池・夕張・大の浦︑

ミ

﹇御稜威﹈︵名︶1

おおみいつ

みいつ

掘れど下塗限りなく︑︿略﹀︒

十二485鼻下

みいけ ﹇三池﹈︹地名︺1 三池

三井のかね︒

行く 白帆を送る夕風に︑聲程近し︑

やばせ
八619図圏 ︿略﹀︑矢走をさして甦り

みい ﹇三井﹈︑︵名︶1 三井

見合せて進まうとはしない︒

はがってすくんでしまひ︑人も顔を

く︒﹂とさしづをしたが︑馬もこ

五811

ある時上の方でさわがしいお せる ︽ーセ︾

︽ーゲ・ーゲル︾

實が熟スルト︑サケテ中カラ みあ・げる ﹇見上﹈︵下一︶5 見上げ
る

枝ぶりすべてお

見上げる峯の一つ松︑はま
もしろや︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七439園

﹁日ごろ貧しい暮しをして

べはつゴく松原の

六48圏

ん通ってみるのです︒

かけてあって︑人や馬や車がたくさ

とがするから︑見上げると︑はしが

綿羊實カラトリマスガ︑藍ハ 五121
さ み
梅の實の熟する頃降古く五月

︿略﹀︑大きなだいくの木が

花の名より取れる桃色・紅
ぷだう

りっぱな武士︒﹂と︑信長は大そう

かき

を買ひもとめた︒見上げた志のもの︑
だいく

る古色・柿色・葡萄色・小豆色︑

人の命にはかへられないと︑相手を

︿略﹀牧穫蟻といふもの 九863園 ︿略﹀︑大勝であったのに︑

︿略﹀︑色の名構も亦千種王様なり︒

一種の草の實を食用とするを

十一8910図
あり︒

感心して︑︿略﹀︒

梅色・藤色・櫻色︑實の名より取れ

十489図

む程なってみる︒

あって︑黄色い大きな實が枝もたわ

十295

る︑︿略﹀︒

雨は︑農家に取っては大切な雨であ

だれ

九681

葉ト董カラ取ルノデス︒

八653

白イ綿ガハミ出シマス︒

八635

九月カラ十月ノ初頃二塁が熟シマス︒

八635

味もよほどよろしうございます︒

ある分にくらべると︑實も大きく︑

方は︑今年はまだ實がなりません︒

道の筋︒

實

︿略﹀︑差上げます︒︿略﹀︒もとから

七671團桃がじゅくしましたから︑

わき

が平常に之を身に行ふべきものにし

いろはのいをも

て︑軍人として始めて守るべき事に

非ず︒
十一一佃1図圃
文字の数︒

まへぬ 身のいつしかに 積み得さ
る︑︿略﹀︑世の 人 並 の

ミ

ドングリノミハタベラレ

﹇実﹈︵名︶18

る ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ 世 の 人並の

ざりし 身のいつしかに 分け陵た

十二佃3図囲 ︿略﹀︑西も東も 知ら

み

四133
マセン︒

からふるひおとされて︑きんじよの

五281圃 五月・六月實がなれば︑枝
町へ持出され︑何 心 何 合 は か り 士 買 ︒

五316 コ・二茶ノ木ガアリマス︒
カタクテ︑ソノ中ニマルイ種ガニツ

︿略﹀︒ソノ単層 ツ バ キ ノ 實 ノ ヤ ウ ニ

三ツヅツアリマス ︒

五316 ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ
カタクテ︑ソノ中野マルイ種ガニツ
三ツヅツアリマス ︒

五522 ヘチマハワカイウチハタベラ

イ

ヨ

ツ

九732囲国

十一一107図團 ﹁我が聯合艦隊が克ク す ︽ーシ︾
ミ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

︽ーメ︾

明けて二十九日には雨も

見え

川上にかゴり火の明り先

﹇見始﹈︵下二︶1

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見

初む

みえはじ・む

え出し候へば︑︿略﹀︒

三色

タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜威

三イロ

ノ致ス売上シテ︑固ヨリ人爲ノ能ク
﹇三色﹈︵名︶2

スベキニアラズ︒

みいろ

十一801図

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

三94 ︿略﹀︑ハナタバヲコシラヘ

マシタ︒アカトキイロトムラサ

える
ル︾

見える

ハガトンデキマス︒︿略﹀︒

タクサン チツタトコロバ︑ニハ
ノ土 モミエマセン︒

木ノ

ニー85 カゼガブイテ︑イロイロナ

ス︒

一256タカイイシダンモミエマ

︻254 アカイトリヰガミエマス︒

見エル

去る︒

聞く内に︑舟は早くも目前にせまり

御歌

44
﹇見﹈︵下一︶

キト三イロソロツテキレイデ
ス︒

の種を三色ばかり買って來ていたゴ

見

七176囲 ︿略﹀︑種物屋から西洋西瓜み・える

﹇見受申﹈︵四︶1

きたうございます︒
．みうけもう・す

しひ

︽1︵シ︶︾

かし

くす
十一388㈱團 中部の山林には樟・松

受け申
ひのき

ようじゅ

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑
﹇御歌﹈︵名︶1

南部には楮樹も見受け申候︒
みうた

十895図翻 君は御袖に降りか＼る露

アノ太イ木バカレタヤ
ツイテヰマス︒

ニミエマスガ︑ツボミガタ
ウ

彿はせて︑さして行く笠置の山を出

1

三23ムカフノ山ニハ︑ユキガ

でしより︑天が下にはかくれがもふ
せて︑︿略﹀︒

1エ

み

こ

わきぬべし︒
﹇三重﹈︹地名︺1

三重

ハカリキコエテ︑スガタハミ

あをいひかりがかみ
上からすいてみえます︒

三354

エマセン︒

エ．

二十ク上ツテ イキマス︒モウコ

フッタ ヤウニ白クナツタトコ
ロが ミエマス︒

﹇御零﹈︵名︶1

干ル

十二256図圃 鎌倉宮にまうでては︑

みうらみ

《

三182
サヘヅリナガラダンダン

みうらみ

クサン

一一

し︒御歌かしこみ︑藤房は聲くもら

S6

重きせぬ親王のみうらみに 悲憤の
涙
みえ

く略V︒

十二489図圃 米と妾とは全國に︑製
茶は静岡・三重・京 都

みえいだ・す ﹇見出﹈︵四︶1 見え出

エみ
の

611
みいろ一みえる

﹁ここがあかるいから︑

三356 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま
せん︒

三367園

みえないのです︒

三393私はよるよくねむります
から︑目はいつもはっきりして
みて︑よく見えます︒

の方では青そらといつしょ

コ・二茶ノ木ガアリマス︒

︿略﹀︒マルクカリコンダニハ木ノヤ

五304

マドカラ外ヲ見テヰルト︑山

ウニ見エマス︒

五424

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

クヤウ潮見エマス︒

思フト︑スグ後ニナツテシマヒマス︒

五427 ︿略﹀︑馬モ車モ今見エタカト

五726園

トンネルヲ出ルト︑マタ明ル

ケレドモコノ足揃細クテ︑

見エマセン︒

テヰルウチニ︑又暗クナツテ︑何モ

五451 ︿略﹀︑﹁海ダ︑海ダ︒﹂トイツ

クナツテ︑ヒロイ海が見エマス︒

五447

ノカホハヨク見エマセン︒

時ニハ︑向フノ汽車ニノツテヰル人

三588うみの水が︿略﹀︒とほく 五433 走ツテヰル汽車ガスレチガフ
になってみるやうに見えます︒
四43園 ﹁にいさん︑ここから見
ると︑町が一目に見えますね︒
四47園 ﹁あそこに高い火の見
のはしごが見える︒

四51園あのこちらに白いかべ
が見えませう︒

︿略﹀︑森の間からはお社の赤

い鳥居が見えます︒

六91

えたったやうに見える︒

た何千本の赤はだは︑まるで火のも

四285園のぎくば﹁いいえ︑私た イカニモ弱サウ吉見エル︒
五751 ︿略﹀︑海とをかとにおし立て
ちは枯れたやうに見えても︑
ねは生きてゐます︒

四636にはの松の木はわた
をのせたやうに見えます︒

六625圃園 ﹁︿略﹀︑かなしいことに

︿略﹀︑神さまにいのって

から︑目をひらいて見ると︑こ

目が見えず︑さがすことさへ出身ま

四818

んどは扇が少しおちついて見

めくらは杖を受取って︑

せん︒﹂

高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

林ノヤウニ見エル︒

シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ

六774

二人の行くへ見送れば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑見えぬ目ながらふりかへり︑

六638圏

えます︒

ゴランナサイ︑大ブツサマノ
マヘニ立ツテヰル人ガ︑コンナニ小

五153

コ・二茶ノ木ガアリマス︒ハ

サク見エマス︒

五303

ガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ枝モ見エ
マセン︒

みおくり一みかた

612

七319 慧が︿略﹀︒眠る度に皮をぬ
ぎかへて︑しまひにはからだがすき
とほつて見える︒

見える︒

十653
なった︒

鯨の一群は影も形も見えなく

もしない︒

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

七821園 まついかりをぬいて港を出 十二841 人々は唯神曲に心を奪はれ
て行くと︑︿略﹀人家も︑段々に小

見送る

﹇見送﹈︵四・五︶4
︽ーリ・ール・ーレ︾

見おく

さく見える様になります︒

る

みおく・る

七823圏 海岸の松原も次第に遠くなみおくり←おんみおくりいたす
つて︑しまひにはもう何も見えなく
なります︒

した︒︿略﹀︑むかへに來た人もあり︑

七854園 又きりがか＼つたり︑大雪 五393 汽車が今ていしゃばへっきま
が降ったりして︑一寸先も見えなく
見おくりに來た人もあって︑大そう

は再び此の船を見ること能はざるべ

くれ行くを見送りて︑敷島の見物人

︽ーサ・ーシ・一

で出た︒︿略﹀︒見下せば︑しろは何
尊墨あるか知れないがけの下にある︒

櫻が岡ヨリ見下沼バ︑見ユ

ルカギリハ皆人家ナリ︒

七552図

十976図

コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春

日・三笠・若草等ノ山々相連リ︑其

ノブモトニ大佛殿・興福寺高クソビ

エ︑︿略﹀︒

イコマ

︿略﹀︒

諸子ハ敷多アル我が軍艦

クラマ

イブキ

あり︒︿略﹀︒﹂との信號旗が戦闘旗

十二59図

﹁皇國の興画聖の一戦に

波・生駒・鞍馬・伊吹・平間等︑

パ

ノ名ヲ知レルナルベシ︒︿略﹀︒山ノ
ツク
名ヲ附シタルモノニ﹁二笠︒富士・筑

十一301図

力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下 みかさ ﹇三笠﹈︵名︶2 三笠

セバ︑コ・モマタ見渡スカギリ︑人

七592図

若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ

家ナラザルハナシ︒

九413図

箱根山ヲ見下サバ︑全払ノ形ノスリ
バチヲ倒ニシタルニヒトシキヲ見ル
ベシ︒

天氣圖とは︿略﹀︑あた

と土止に我が旗艦三笠にか＼げられた

予告ー95図

﹇三笠以下⊥ハ隻﹈

﹁︿略﹀︑東郷司令長官は

三笠以下六隻

十二510図

上村艦隊と共に先頭にある敵の主力

三笠以下六隻の主戦艦隊を率みて︑

に當り︑︿略﹀︒

笠の山

板垣御門を入りて︑玉垣御 みかさのやま ﹇三笠山﹈︹地名︺1 三
門の前にて辞し奉る︒御垣の内をう

八58図

天の原ふりさけ見れば︑

﹇三笠山﹈︹地名︺1 三笠

﹇見方﹈︵名︶1 見方

皆さんはとけいの見方

を知ってゐますか︒

四457

みかた

方ニアリ︒

到ル︒︿略﹀︒三笠山ハ此ノ神社ノ後

山
カスガ
十962図 ︿略﹀︑官幣大社春日神社二

磨 みかさやま

春日なる 三笠の山に出でし月かも︒

十966図圏
みがく

かゴひ奉れば︑神殿の御屋根はかや
﹇磨﹈︵四・五︶2

にてふき︑︿略V︒

︽ーイ・ーク︾

︿略﹀︑歯もよく磨いてゐま

青年の氣風を養ひ︑智徳

﹇三笠﹈︹地名︺1

︿略﹀︒

︿略﹀︑夜のうちにがけの上ま みかさ

三笠

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十一価1図

した︒

十372圏

く

︵名︶1

みかさいかろくせき

るは午後一時三十分目して︑︿略﹀︒

見かへる

一目に全國天候の如何を示すものな
﹇見返﹈︵五︶1

かも天上より下界を見下すが如く︑
り︒

めくらは杖を受取って︑

︿略V︑見えぬ目ながらふりかへり︑

︽ーレ︾

みかえ・る

葉末々々に夜つゆが光る︒

十一615異訓六︑勇み勇みて出で行 七106圃 かへる道々あと見かへれば︑

りかへる︒

二人目行くへ見送れば︑二人も後ふ

六641圃

こみ合ってゐます︒

なる事もあります︒

樂ナヤウニ見エルガ︑却ツテ苦シイ

八159 何モシナイデ遊ンデヰルノハ
モノデアル︒

八229 ︿略﹀︑若しや白雀が居はしま

てたつねましたが︑影も形も見えま

いかと︑︿略﹀︑野原の方までも行つ

せん︒

く兵士︒はげましつ㌧も見送る一家︒

ン咲ノ様二見エルガ︑實ハーツノ董

九103 タンポ・・ヨメナナドハーリ 十二774黒船の次第に朝霧の中にか みかき ﹇御垣﹈︵名︶1 御垣
ノ上二︑タクサンノ小サナ花が集ツ

しと語れり︒

見下す

﹇見下﹈︵四・五︶6

見おろ みが・く

テ咲イテヰルノデアル︒

見下ス

五802

は日本一の山︒

みなりさまを下にきく︑ふじ

し︑四方の山を見おろして︑か

四137鶴あたまを雲の上に出

ス・ーセ︾

す

みおろ・す

十71 本ノ方が太クテ︑サキへ行ク みおや﹇▽とおつみおや
程段々二細クナツテ︑末ニナルト︑
肉眼デハ見エナイ程細イ︒

十286 諄い田の面は切株ばかりで︑

人影の見えないのみか︑か＼しの骨
も残ってみない︒

十297 ︿略V小川が流れてみる︒魚
の影は︸つも見えない︒

十645 はるかのあなたに白い水煙が

613
みかた一みぎひだり

みかた

﹇味方﹈︵名︶3

ミカタ

味方

五538 ソノ中口ケモノが勝チサウニ
ケモノノ仲間ダ︒﹂トイツテ︑ケモ

ナ ツ タ ノ ヲ 見 テ ︑ ニバカニ﹁︿略﹀︑

ノノミカタニナリマシタ︒

つ先に立って︑信玄の本陣に切りこ

六568 急に馬に打乗って︑味方のま
んで︑信玄に打ってか＼つた︒

三

七22図園 コノ度ノ戦︑敵ハ大愚イ
﹇三日月形﹈︵名︶1

ニ シ テ ︑ 味 方 ハ 小 忌ノーナリ︒

みかづきなり
日月ナリ

ミカン

ム ネ ノ 所 ダ ケ 一 一 一日月ナリノ白イ毛ガ

六651 熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑

﹇蜜柑﹈︵名 ︶ 一

アリマス︒

みかん

みき

幹

ナシトミカン

﹇幹﹈︵名︶2

一133
みき

六832図圃 三つとや︑みきは一つの
枝と枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

十一158図高徳︿略﹀︑大いなる櫻

﹇神酒﹈←おみき
ミギ

右

の木の幹をけづりて︑大文字に詩の
みき
﹇右﹈︵名︶2 8

句を書きつけたり︒

みぎ

︑ ン︑
三427 ︿略﹀︑ユフハ
ニノ ケラ

一453 ヒダリミギ

イノ人ヲ右ト取置ワケテ
スワラセマシタ︒

ヲ右ノ方ニナラベタノデス︒

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方

筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

ルト︑︿略﹀︒

カンザシナドノ店ヲ見テ︑右へ折レ

七367

費ル店ガアリ︑︿略V︒

ニハ皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ

三435ダレモ右ノ方ノナカマ 七364
ニハイルノハイヤデスカラ︑
︿略﹀︒

三448右ノ手ノサス方が南
デ︑左ノ手ノサス方が北デ
ス︒

ラズく二出口へ出テ來ル︒

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

三603右の方に五六そうかた 七379
まってみるのは︑今あみをお

右ノ方ハ魚市場一一テ︑責買

十ニー910図 又風の方向は矢を以て示

ひ

はちまん

由比の濱べを右に見

は西風︑下へ向ふは北風︑左へ向ふ

し︑矢の上へ向ふは南風︑右へ向ふ

は東風とす︒

ゆ

十二246図圃

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御

社︒

資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑

十二6310図 英蘭銀行は設立の古きと︑

右手

其の右に出つるものなし︒

みぎて ﹇右手﹈︵名︶4

手二軍刀ヲ持ツテ部下ノ兵士ヲハゲ

傷ヲ受ケタガ︑少シモヒルマズ︑左

此ノ時中昏昏スデニ第二弾ヲ

縞がらといひ︑此の地方には責行よ

折った︒

十五

十五

ダーリングの生

ミギトヒダ

ミギトヒダリ

右左

ミギトヒダリ

みぎひだり ﹇右左﹈︵名︶2

三424

三目3

リ

︹課名︺2

かいを握れる少女の銅像あり︑︿略﹀︒

家に程近き寺院の庭上には︑右手に

十716図

グレース

た時︑熊吉の馬はつまついて前足を

九846 ︿略﹀︑池の右手へさしか㌦つ

︿略﹀︒

右手二︑第三揮ヲ腹二野ケテ居タガ︑

八881

物二十反本月到着︒右は地質といひ︑

︿略﹀︑翌日風なぎて出立し

マシく︑︿略﹀︒

報申上候︒

左の第九圖を得︑︿略﹀︒

十461図右の第八圖の角を取れば︑

ボートは鈷に附けた長いつな

の角を圓くすれば︑左の第十一圖を

十463図︿略﹀︑右の第十圖の八角形
得︒

十658

に引かれて︑或は右に或は左に引廻
される︒

みぎとひだり

九757國國取急ぎ御禮かたがた右御

一日を過せり︒

ひて︑右に往き︑左に往き︑空しく

たれども︑一同は行くべき方にまよ

九472図

ろしかるべしと存ぜられ候間︑︿略﹀︒

九126南国去月二十五日御差出の縞 八865 中佐ハハヤ︑右手二一ケ所ノ

ノコエカマビスシ︒

七544図

ろしてるるのです︒

三634そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑左か
ら右へまはってみるのと︑ふ
たいろあります︒

三636そのうづまきに︑右から
左へまはってみるのと︑左か
ら右へまはってみるのと︑ふ
たいろあります︒

四737ソノ左ト右心ウツクシ
︿略﹀︑右からも︑左からも︑

イシヨクダイヲ立テマシタ︒
五116

なかまがあつまって來て︑いよく
左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

にぎやかになりました︒

五453

シキガカハルノデ︑文太郎ハオモシ
ロクテタマリマセン︒
︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

ハトバノ右二着イテヰル汽船

手に分けて︑はさみうちにしようと

六556

した︒

六79一

ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒

右は女子なり︒

十415図圏

﹃さらば﹄と︑握手ねんご

十796図 是は北海道に住するあいぬ 五167 目ハ大キクテ︑ロノ右左二一
三433 ソノ日ノイクサニ︿略V︑ 砧巻荷物ヲオロシテヰル︒
太イヒゲガアリマス︒
人を壷がけるものにて︑左は男子︑
六795 右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ
アマリハタラキノナカツタモノ

みくに一みさき

614

義勇の務御國に二一し︑

ろユ︑別れて行くや右左︒
みくに
みくに ﹇御国﹈︵名︶5 御調 皇國
十一596図圃

孝子の轡我が家にあげよ︒

みけ

﹇三毛﹈︵名︶1

三毛

八754図タぐ猫ノ毛色ニハ黒・白・
三毛ナド様々アレド︑呑吐一様ナリ︒
み こ
﹇御子﹈︵名︶1 親王

みこ

に奉り給ふ︒

い

せ

やまとひめのみこと

九410図尊は先づ伊勢にいたりて神

宮を拝し︑又御叔母倭姫命に御
倭姫暑湿の時天叢雲劔を尊

いとまごひし給ふ︒

九53図

に授け︑﹁つ＼しみて怠ることなか

こ

若きせぬ親王のみうらみに悲憤の

の國に至り給ひしに︑︿略﹀︒

ナハナザカリニ

ナリマシタ︒

ニ622囹 ﹁コレ ハメヅラシイQ

ゴト︑ミゴト︒﹂

二623囚園﹁コレハメヅラシイ︒

カゼ ニチルノ
ヒラヒラト

ゴト︑ミゴト︒﹂

モマタミゴトデス︒

三18

三人立って︑
﹁見ごとなたきだ︒﹂と

九55図尊之を受けて︑進みで駿河 五97園
きがついて見ると︑人が二

するが

れ︒﹂と教へ給へり︒

御聲

きさいの宮の仰言︑御

﹇無声﹈︵名︶1

九931図醐

みこえ

涙わきぬべし︒

み

十一609図翻家の事をば心にかけず︑ 十二256図圃 鎌倉宮にまうでては︑
御筆の爲に行きませ︑いぞや︒

十一613図圃 武勇のはたらき命さ㌦
げて︑御飾の敵を討ちなん︑我は︒
み くに

十一柵3図瞬 商工業の嚢達に皇國

尊←あめのう

九59図

︿略﹀︑尊をいざなひ︑尊の

尊こ＼において天叢雲劔を

き奉らんとせり︒

野に入り給ふを見て︑火を放ちて嶢

九57図

︿略﹀︑ここにありし賊ども

︿略﹀︑火勢却って賊の方に

す︒

︑ミ

こ︑

見事な桃をたくさんおおく

り下さいまして︑有りがたう存じま

七683国

セルノモ︑手ノハタラキデセウ︒

物ヲコシラヘタリシテ︑人ヲ感心サ

七273 ︿略﹀︑ノ・ニツデ見事ナポリ

ゴトナモノデス︒

いって︑ながめてゐました︒

ツテオヨイデヰルノハ︑マコトニミ

五15大
7キナコヒガタクサンアツマ

﹇命﹈︵名︶13

九57図

聲のもとに︑古の奈良の都の八重

いつはり降り︑︿略﹀︑尊をいざなひ︑

ら

の富を起さんと︑勤勉・努力ムゆみ

櫻︑今日九重ににほひぬと︑つか

尊の野に入り給ふを見て︑火を放ち

な

なき同胞すべて六千萬︒

て焼き奉らんとせり︒

御心

︿略﹀︑やがて忠臣の起り

﹇御心﹈︵名︶1

うまつりし言の葉の花は千歳も

十二稲3図囲人の子どものたしな

みこと

じ奉るべきことを聞え上げたるなり︒

て勤王の兵を塁げ︑必ず御心を安ん

十一172図

みこころ

散らざらん︒

學びの道の六年をば︑卒へし今日

べて︑ぬむを御國のおきてなる︑
こそうれしけれ︒
﹇水分神社﹈︵名︶2

水分神社 水分神社

みくまり

みくまりじんじゃ

十﹇2図水分神社

抜きて︑草を薙彿ひ給ふに︑︿略﹀︒

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

るのなら︑植ゑて見たいと申して居

七692困 ︿略﹀︑こんな見事な桃がな

ります︒

事二項ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

聞エテ︑砲聲・銃聲が色面タラ︑見

九63図心はなほも進みで北に向ひ

尊これより引返して近江の

あふみ

八913圏

九64図

東國ことぐく平ぎたり︒

給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑

九510図

ずめのみこと・おおくにぬしのみこと

くまり

向ひ︑尊は難をまぬかれ給ひ︑なほ

み

進みで賊を討滅し給へり︒

きんぷ

十︻44図 尚進めば︑水分神社・

・すさのおのみこと・たちからおのみ

尊は﹁何故にかくは泣きかな
尊︑﹁さらば我汝等のため

数幹・敷十馬入悟れて︼大樹を成し

十﹁3810㈱困其の氣根の地に入りて︑

たるは見事に御座候︒

みこみ﹇▽おみこみ

見 みことのり且vおおみことのり

賊を討ち給ひしが︑道にて病にか＼

ミゴト

り︑遂に伊勢にてかくれ給へり︒
﹇見事﹈︵形状︶1一

見事

一メンニミゴト

さき

︿略﹀︑アチラノ山モ︑コ みさき ﹇岬﹈︵名︶3 岬﹇▽さだのみ

チラノ山モ︑

一一617

ごと

みごと

尊時分はよしと︑おびさせ みこと ﹇御言﹈←おおみこと

に其の大蛇を退治せん︒﹂とて︑

九34図

しむぞ︒﹂と問はせ給へば︑︿略﹀︒

九22

のみこと・やまとひめのみこと

こと・ににぎのみこと・やまとたける

見苦シ

金峰神社等あり︒此の附近にも亦櫻
﹇見苦﹈︵形︶2

樹多し︒之を奥の千本といふ︒

︽ ー シ ・ ー シキ︾

みぐる・し
見苦し

八π7圏﹁サラバコトぐク張り
カへ給へ︒切張ハマダラニナリテ見

︿略﹀︒

苦シ︒﹂

十二339園 人世には思はぬ不幸︑驚

九38図

尊﹁こは神劔なり︑私すべ
きにあらず︒﹂とて︑之を天照大神

九42図

を斬り給ひしに︑︿略﹀︒

給へる劔を抜きて︑ずたずたに大蛇

くべき事攣の何時起り來らずとも限
らず︒平時に於て常に之に嫁するの
道を畳悟し置かずば︑時に臨みて心

齪れ︑氣まどひて︑見苦しき行を爲
すことあらん︒

615
みささぎ一みず

十一1710図 瀬戸内海には︑到る慮に
岬あり︑湾あり︑大小子犬の島々は
各所に散在す︒

十一182図船の其の間を行くとき︑
島かと見れば岬なり︒
陵
カイクワ

十一183図岬かと見れば島なり︒
﹇陵﹈︵名︶3

十942図 停車場ヲ出デテ︑左二開化

みささぎ
サ ルサハ

天皇ノ陵ヲ辞シ︑猿払ノ池二至ル︒

見定む

四463 とけいの長いはりとみ
じかいはりはどちらが早くま
はりますか︒

ミジカク︑ソノ一尺バクヂラ尺ノ八
寸ニアタル︒

さきにてもつまめぬ程なれど︑長き

樋口は古き友なり︑見知

ひぐち

りたらん︒﹂

十529図園

天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

タマヒテ︑︿略﹀︒

高タマキ上ゲサセ︑正行ヲ近ク召シ

七78図

七602図毛のいたって短きものは指 みす ﹇御簾﹈︵名︶3 ミス みす

四471皆さんがあさおきる時

七612図︿略﹀︑足の短きもの︑長き

ものは羊の如く︑︿略﹀︒

には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒

みすのうちより宮人の

遠ければ︑ふみ見ずといひし言の

袖引止めて︑大江山いく野の道の

九923図圏
虎モ猫モアゴ短ク︑首太シ︒

ものなど︑一々敷へがたし︒

八732図

四474皆さんがよるねる時に
は︑みじかいはりがどの字の

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力

葉は︑︿略﹀︒

八733図

︿略﹀︑又あつし織の短き
はんをはく︒

つ＼袖を着︑足にもあつし織のきや

十808図

カリ︑短キハニ等位ナルモアリ︒

イ

キ

チンエン

海防艦ハ専ラ自筆ノ沿岸
ヲ護ルコトヲ目的トス︒壼岐︒鎭遠
・見馬丁是ナリ︒

﹁思ふ様あれば︑名乗る

︽ーハ・ーフ︾

みしりたま・う﹇見知給﹈︵四︶2見
知り給ふ

しに︑御前に侍りし清少納言は︑つ

﹁香櫨峯の雪は如何に︒﹂と仰せられ

︽ースル

と立ちてみすをまき上げたり︒

見す

夜明けて後︑住持書工に

み・す ﹇見﹈︵下二︶2

・ーセ︾

向ひて︑﹁今日書き給はん鶴の姿は

十一742図

かやうなるべし︒﹂と︑夜中のぞき

見たる姿をして見するに︑︿略﹀︒

ひて悲歎にくる＼ならんと思ひの外︑

十二321老犬の母は一時に二子を失

﹁二子の君の爲に職死せるは家門の
そ

水←あま

響なり︒︿略V︒﹂とて︑少しも悲し

き

ミヅ

まじ︒唯首を取って︑大將の見参に

﹇水﹈︵名︶m

む色を見せざりき︒

みず

ルマ︒

一294圃

ミヅニグルグル

ミヅグ

みず・いけみず・おおみず・かわみず
見

り︒木曾殿見知り給ふ︒﹄といひて
見知ル

・たまみず︒どうみず
﹇見知﹈︵四︶2
︽ーリ︾

眞ニテ見知リタル浮羽橋守・レリ︒

七576図宮城ノ御筆ニハ︑カネテ窮
ニ
ー47 シタヲミルト︑ミヅノ
ナカニモサカナヲクハヘタ犬

知る

みし・る

名乗らず︒

候︒名乗れと申せば︑﹃存ずる由あ

十518図囹

﹁光盛︑曲者の首取って

入れよ︒木曾殿には見知り給はん︒

十507図園

かうろほう

十4110図董ハ圓クシテ︑長サ五尺バ 十171図 ある雪の朝︑皇后は︿略﹀︑

強ク︑︿略﹀︒

所にありますか︒

併しかはせみははぎも首も短

ミジカシ

カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ

十一337図

駝鳥ははぎも首も長くて︑く みしま ﹇見島﹈︵名︶1 見島
尾の短いのはかはせみ・あひ

じやくなどである︒

るなどで︑長いのはきじ・山鳥・く

八584

ちばしだけが短い︒

八568

くて︑くちばしばかりが長い︒

八566

かなければならない︒

八469園電報の文は成るべく短く書

ンネルデ︑スグニ通リヌケマシタ︒

十一39図寺の上の小高き所に後醍 五45一 ケレドモコンドハミジカイト
醐天皇の陵あり︒

﹇見定﹈︵下二︶1

十一41図陵に至る路のあたり櫻樹
多し︒

みさだ・む
︽ームル︾

九485図 アリは幸にも星によりて方

見定

角を見定むることを知り居たれば︑
それを便りに進行せり︒
﹇見定﹈︵下↓︶1

︽ーメ︾

みさだ・める
める

冬の雨の日は︑短い日がなほ
又字を書くときに︑指先を
追手が接近すれば速力を速
め︑後れ＼ば脚のきざみを短くする︒

十一484

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

十373園

更早く暗くなる︒

十377囹 かういふ．やうな色々な美質 九704
をもってみることをよく見定めまし

︽ ーイ・ーウ・ーク︾

ミジカイ

た上︑なほ平生の行をしらべて雇ふ

短い

﹇短﹈︵形 ︶ 1 4

ことに致しました︒

みじかい

みじか・い

がみじかうございます︒

﹇短﹈︵形︶7

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

六183図

短シ 短し ︽ーキ・ーク・ーケレ︾

みじか・し

三243牛はからだが太くて︑足

三 5 8 2 私 ガ キヨネンマデキテ
ヰタワタイレハ︑ユキモタケ
モミジカクナツテ︑モウキラレ
マセン︒

みず一みず
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ガヰマス︒

ニー57ホエルト︑ロガアイテ︑
クハヘテヰタサカナハミヅノ
ナカヘオチマシタ︒

ニー73 ミヅノウヘ ニオチテ︑フ

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ
モアリマス︒

水ヲクンデヰマス︒

二26一 オカアサンバヰドバタデ

あります︒

にながく居ることはできませ

三496人や犬などは水の中
ん︒

昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル

鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

五606
シタ︒

五708
五71一

フト水ニウツツタジブンノス

川ノ中ヘハイリマシタ︒

ら出ると︑しんでしまひますb

三498こひやふななどは水か

六213

つかった所にしるしを附けました︒

さうして象の重みで船の水に

ガタヲ見テ︑︿略﹀︒

三502かへるは水の中にも︑
をかの上にもすむことがで
きるのです︒

ガシマシタ︒

ヨリモ

それがため︑かめに大きな穴
があいて︑水が流れ出ましたから︑

六241

子どもはあやふい命をたすかりまし
た︒

ワが國ニチハ海ノ水ヨリツクル︒

白ウサギハスグ海ノ水 六547図塩ハ山口リモ出ヅレドモ︑
マヘ

七486囹﹁君等ハ水ニヌレルト︑ス
グニベタくニナルガ︑僕等ハ少シ
グラヰ水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナ

七487囹﹁君等ハ水ニヌレルト︑ス

イ︒﹂

五B6こ＼へ立て見ると︑ひろぐ

グニベタ︿ニナルガ︑僕等ハ少シ

︿略﹀．﹂

として︑どちらを見ても水ばかりで

われくは﹇日も水を飲まな
いことはない︒

七639

ナイコトダ︒﹂

水のまじった物や︑水をまぜてこし

水を飲まないことはあっても︑

らへた物を口に入れないことはない︒

七641

水のまじった物や︑水をまぜてこし

水を飲まないことはあっても︑

らへた物を口に入れないことはない︒

水のまじった物や︑水をまぜてこし

七642

酒やすや醤油も︑めしやもち

らへた物を口に入れないことはない︒

やくわしも︑水がなければ出來ない︒

七645

活にもっとも大切なもので︑水がな

ければ︑生きてみることは出來ない︒

このやうに水はわれくの生

活にもっとも大切なもので︑水がな

七655

けれども水をたくさん飲みす

けれぽ︑生きてみることは出來ない︒

ぎたり︑謡い水の中に長くはいって

七656

けれども水をたくさん飲みす

みたりするのはどくである︒

ぎたり︑遵い水の中に長くはいって

七657

みたりするのはどくである︒

又きたない水やくさった水を

飲むと︑おそろしい病氣にか＼るこ

七658

とがある︒

魚類ニハイワシ・アヂ・サバ

ノ表面二三イ所ヲオヨグモノガアリ︑

・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑水

七704

とがある︒

飲むと︑おそろしい乳歯にか＼るこ

七492添水ニヌレルグラヰハ何デモ 七658 又きたない水やくさった水を

イ︒﹂

グラヰ水ニヌレテモ︑裏ヘハ通ラナ
轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル
﹁手がなまぐさいから︑そ

バネ上ツテトツテ食ヒマス︒

五172

す︒こ＼を人が海といひます︒

ラツテ︑

四602園ハヤク川へ行ツテ︑シ
ホケノナイ水デカラダヲア

カヘツテイタクナツテ︑︿略V℃

ヲアビマシタガ︑

四578

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

四575園

﹁ソレナラ海ノ水ヲア

カキマハスヤウナ大キナオト

三315 アメガフリツヅイテ︑田 三585うみの水が青青として︑ 六221 さうして前にしるしを附けて 七646 くだ物も水をふくんで居り︑
やさいにも水けがある︒
おいた所まで船が水につかった時に︑
どこまでもつづいてるます︒
ノ水ガタクサンニナリマシタ︒
七654 このやうに水はわれくの生
三414圏﹁水の中へはいったら︑ 四397ソノウチニ海ノ水ヲ その石をおろして︑︿略V︒
どんな・いもちだらう︒

三418︿略﹀︑川の中へはいりま
したが︑がぶがぶと水をのんで︑
とうとうしんでしまひました︒

三42謡うのまねするからす︑水
におぼれる︒

三484 思ひだしたやうにざぶん
と水の中へとびこみます︒

三485水の中ではあと足で水
およぎまはりま す ︒

をかきながら︑あちらこちら
へ

三486水の中ではあと足で水
およぎまはりま す ︒

をかきながら︑あちらこちら
へ

ト︑

五221園

のひしゃくを取って︑水をかけてお

らくたつと︑ひとりでにうかぶ

三492︿略﹀︑下へもぐって︑しば

や う に し て ︑水の上へ出て

くれ︒﹂

で︑母の手にかけました︒

おはなは水がめから水をくん 七641 水を飲まないことはあっても︑

きます︒

ぼんやりうかんでみることも

三 4 9 4 水 の 上で足をのばして︑ 五223

617
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︿略﹀︒

かりです︒

七824園 どちらを向いても青い水ば
七825園 日の出や日の入には日光が
波にうつって︑水の色が金色になり
ます︒

七845図 船長はこつぶの水を一口飲
みて︑又その話をつゴけたり︒
ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒

七914図 船ハ次第自沈ミ行キテ︑水

七923図ボートハ水ニオツル砲丸ノ
い

すゴ

シブキニ包マレタリ︒

ればならなかった︒

是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

九855

附添人も見物人も︑︿略﹀︑熊

吉に水を吐かせるやら︑二者を呼び
に走るやら︑上を下へのさわぎであ

九421図
ハリノ山トノ問二水ノタマリタルモ
る︒

けごんのたき

ノハ蕾皿ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

ヲモウガツトイフ︒

マシテ幾萬年ノ久シキ間︑

︿略﹀落葉・こけ及び︿略﹀

︿略﹀落葉・こけ及び︿略﹀
つつ静かに流れ出でしむ︒

木の根などは︑︿略﹀︑水をして少し

十95図

の如くなるを以て︑︿略﹀︒

ふくみさ﹂ふること︑あたかも海綿

木の根などは︑地上に落ちたる水を

十94図

流を成せり︒

なる︒︿略﹀︒此の水即ち大谷川の上

九423中水ノシヅクモ度重ナレバ石 九962図此の湖の落口は華嚴瀧と
九425図

此ノ大ナル湖水ヨリ流レ落チタル水
又御宮裏の田も︑本年は

ノカバハカリ知ルベカラズ︒

九439㈱囲

水も十分に御座候間︑少しも御案じ
下さるまじく候︒

も残り少になれり︒

八46図五十鈴川は流早くして︑水 九473図之が爲に一行の用意せる水
清らかなり︒

し︒﹂

九477図園

﹁若し明日中に水のある

胃の中の水を飲むより外なかるべ

所に着かずば︑酪駝を殺して︑其の

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十719奇異の熱氣に温りたる水の自

が流れてみる︒

八54図五十鈴川の水に啓す＼ぎ手 九476図囹 ﹁若し明日中に水のある 十296 家の横に水のよくすんだ小川
洗ひて︿略﹀︑御宮 の 前 に い た る ︒

は

をあるく鳥ははぎが長い︒

八557 鶴・さぎ・くひななど水の中
び

八596図圏 琵琶の形に似たりとて︑

この水即ちか＼つて第一の三布を成

すなり︒

附近敷百歩の地にありては︑器に盛

十一784図 ︿略﹀︑大地も爲にふるひ︑

れる水常に波紋を生ず︒

に随ひ氷結して︑一面玉山銀毫とな

十一787図又嚴冬の頃は爆水落つる

り︑水のしぶき枯木に氷結して︑水

晶の花を咲かす︒

みたる魚を吐かせ︑再び之を水に放

十一808図此の間に鵜を引上げて呑

ち︑︿略V︒

十一8010図 ︿略﹀︑水に飛散る火のこ

の光にはげまされて︑鵜は盛に活動

し︑︿略﹀︒

阜提灯の光を水にうつせる奇観は

ぢやうちん

十一832図 ︿略﹀︑敷十隻の遊船︑岐

日光・准看の如きは︑人

筆も言葉も蓋し難し︒

十一915図

水の奇観は爆布に如くは

音が遠く聞えるばかり︒

なし︒

するしやう

最も壮観なるは華嚴にし

て︑直下七十丈の水は絶壁に水晶

十一761図

︿略﹀︑一條の谷川あり︑

のすだれをかく︒
十一7610図

されど水は大都會などに

備サトシテ日ク︑﹁我

寒風身を切る通な冬の日で

も︑氷の下の水をくんでせんたくす

十一川2

如シ︒

ノ孔明アルハアタカモ魚ノ水アルガ

十一鵬10丁台

之を得ること能はざればなり︒

是飲料水とぼしくして︑意のま＼に

ては︑時として償を生ずることあり︒

十一915図

水の如きも亦然り︒

の生命を保つに必要なれども︑随意

に得らる＼ものなれば︑之を買ふ必

交通・運輸⁝の便を與ふる

所に着かずば︑酪駝を殺して︑其の

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

泉なり︒

其の名をおへる湖のかゴみの如き

胃の中の水を飲むより外なかるべ

心なく︑随って亦償あることなし︒
熊王十五歳になりぬ︒

十一441図月日は流る＼水の如く︑

十一247図

水の面︑︿略﹀︒

多く︑其の形状も様々なり︒

きたなき水を飲みで︑恐ろ

︿略﹀︑川上の堤防切れ︑

はなれて︑水は次第に減退致し候︒

立退の用意致し居り候中︑夜も明け

隣村は大半水中にあり︑︿略﹀︑全家

九745國囲

水の進入するを防げばなり︒

九653図 是茶わんの中に空氣ありて︑ 十一756図

となかるべし︒

九652図其のしるしは水にぬるるこ 十一558 静かな山の中に流れる水の

しき病にか＼る者多し︒

九588図

し︒﹂

インパ

八658 藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑
紺色ノ汁が出マス︒
テ ガヌマ

沼等ノ水嵩南ヨリ之 二 注 ギ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九169図 下総ノ手賀沼・印旛沼・長
カスミがウラ

ノ水ハ北ヨリ之二注グ︒

九1610図 ︿略﹀︑常陸ノ霞浦・北浦

九309 蒸氣機關は︿略﹀︑初の中は
たゴ水をすひ上げる爲に用ひる位で
あった︒

九368 大水などの時には︑水のひく
までは幾日でも泊って待ってるなけ

みずいろ一みずのたび

618

る︒
船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ

に水音はげしく相成り︑︿略V︑隣村
十一456図心

出セント試ミシガ︑︿略﹀︒

﹁我が子若シタスクベ

若し其の中に青い水草を入

藺ハ水草ナリ︒

ヰ

十419図

れて置けば︑水を取換へなくても金

十二229

魚は割合に長く生きてみる︒

是は前にいった様な關係が

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十二232

十月十一日︑河中に生ず

るからである︒

十二787図

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

る水草流れ寄り︑又果實の附きたる

孔明ハ魏ヲ攻メテ支那中
央ノ地ヲ取り皇朝ヲ興復セントシ︑

十一悩5図

ラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂

クンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不才ナ

十一榴6図園

して腹かき切らんとす︒

ぬるより外なし︒﹂とて︑刀を取直

る心の中を打明けて︑﹁今は自ら死

︿略﹀︑熊王年占包みた

にて早がねを打出し候︒
みずかがみ﹇▽しかのみずかがみ

トビラ

雪踏ー510

扉ヲ閉ヂ︑其ノ水ヲポンプデカイ
水がめ

みずがめ

ある家のにはに大きな水がめ

で︑母の手にかけました︒

おはなは水がめから水をくん

﹇水瓶﹈︵名︶3

出シテ工事心掛ルノデアル︒

二三日も水を取換へないと︑金魚は

十二227 金魚を細口のびんに入れて︑ 五223

六226
があって︑雨水が一ぽいたまってゐ

死んでしまふ︒
十二2210 若し其の中に青い水草を入

一人の子どもが水がめのふち

ました︒

六228

れて置けば︑水を取換へなくても金
魚は割合に長く生きてみる︒

︿略V︑遂二自ラ諸軍ヲ率ヰテ北征ス︒ みずぐるま ﹇水車﹈︵名︶一 ミヅグル
ンコトヲ恐レ︑涙ヲフルツテ之ヲ斬
リ︑又自ラ責ヲ引イテ位三等ヲ下セ
リトゾ︒

十一川8図村の財産家に勧業に熱心
なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

ルマ︒

﹁295圏

七647

くだ物も水をふくんで居り︑

みずけ ﹇水気﹈︵名︶2 水け

ある時には鯨が頭から高く

やさいにも水けがある︒

水けを吹いてみることがあります︒

七828園

七目7

はるかのあなたに白い水煙が

水とからだ

水とからだ

水とからだ

︹課名︺2

第十九

第十九

みずとからだ

見える︒

十645

形名の妻︑夫を働まして︑みずけむり ﹇水煙﹈︵名︶1 水煙
つる

人と弓を取りて成皿に弦を鳴らせり︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら劔を帯び︑侍女敷

十二312図

以て︑︿略﹀︒

諸君我を苦しめんとして︑ 翼・養難・養魚等の模範を示せしを

これ諸君の自ら招く所な

世を憤り︑人をねたみ︑

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

十一一711図

七638

水鳥のくちばしは平たくて先

て︑先がとがって居る︒

が圓く︑陸鳥のくちばしは葺く細く

八568

位人臣の榮を極め︑富天 みずとり ﹇水鳥﹈︵名︶1 水鳥

あるも一利なし︒

十二724図

マ

十一価10図

自ら

八719図園
りQ

かしこくも天皇陛下は自ら
大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

九244図

孔明︑︿略﹀︑軍律ヲ齪サ

へ上って︑遊んでみるうちにふみは

すソ き

十二285霊園 ﹁水窪にみなぎれり︒

湖

すべ給ふ︒

下に冠たるも︑自ら省みてやましき
所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

二
︵

↓
X

水のたび

水のたび

︹課名︺4

みずのたび

第四

地方人民協同一致して︑
自ら地方公共の事に任じ︑誠意其の

五目5

十二槌7図

三岳の爲に力を致すの精神是なり︒

水のたび
水草

第五
﹇水草﹈︵名︶4

五目6
みずくさ

九807図筑紫に到りて後は︑常に門
を閉ぢて出つることまれなりしが︑
︿略V︑僅かに詩歌に思をよせて︑ひ
とり自らなぐさめ居たり︒

十434図禁男前罪ノ機械ヲ用ヒテ︑
自ラ花船数十種ヲ織出シ︑海外二士

ミヅニグルグルミヅグ

つして︑かめの中へおちました︒

東南シベリヤの古同地に住 ラ

八718図圏

ハ早クモワスレタルカ︒

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

七44図園

ミヅカラ御コトバヲウケ

みずから﹇自﹈︵副︶15ミヅカラ自

流をさかのぼる鰭の縄にふる＼なら
ん︒﹂

十一一684図

めるかもしかの一種は︑冬日河水蓋
く氷結するに至れば︑大群をなし︑
水 を 尋 ね て 低 地 に 下り︑︿略﹀︒
そ
し
まくら

﹁仮睡をくらひ︑水を

此の敷日間少しも食物を送らざるが

ひら

十一一725書誌
飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑

は

水音

皆却って自ら苦しむにいたれり︒

故に︑新しき血出薫ずして︑諸君は
水色

︿略﹀︑イカバ水中ニオヨグ

﹇水色﹈︵名︶1

樂み亦其の中に在 り ︒

みずいろ
九551図

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着

び

﹇湖﹈︵名︶2

スル時ハ岩石ト同ジ色二見ユ︒
みずうみ

八595督学 琵琶の形に似たりとて︑

其の名をおへる湖のかゴみの如き
けごんのたき

水の面︑あかぬながめは八つの景︒

なる︒

﹇水音﹈︵名︶1

九961図 此の湖の落口は華嚴瀧と
みずおと

九736國囲 然るところ翌朝三時頃急

619
みずひき一みそで

五84

第四水のたび
﹇水引﹈︵名︶1

↓

X

水引

五114 第五 水のたび 二
みずひき

七482園 モトユヒや水引ノヤウナ︑
アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ
みつほ
﹇瑞穂﹈︵名︶2 瑞穂

出來ナイ︒﹂

みずほ
みつほ

十一宙2図圃 瑞穗の國と農業は開
けぬ地なし︑野も山も︒

十二441年忌我が國は氣候温に︑地味

ミセ

みせ

店

肥え︑極めて耕種に適し︑米・変の
みつほ
栽培は最も早く開けたり︒古都瑞穗
﹇店﹈︵名︶2 4

の國の名ある所以なり︒
みせ

一355 ミセノレンカンバン
三645囹

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

ントテツビンガメイくジマンバナ

六245

直吉と長松は同じ店のでっち

シヲシマシタ︒

六297
︿略﹀︑二人が店のるすをして

であった︒

六301

みると︑一人の男の子がふでを買ひ
に來た︒

問屋といふのは他人からた

のまれて︑品物を責つたり買ったり

七147園

たとへばごふく問屋といふ

して︑口銭を取る店のことです︒

七153園

のは︑︿略﹀︑又織物を買ひたいとい

ふ人にたのまれて︑それをほかから
買取ってやる店のことです︒

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑知

七378

出ロニ近イ所ニハ︑着物・羽

ラズく二出口へ出テ來ル︒
七382

織ナドヲ費ツテヰル店ガアリ︑︿略﹀︒

七386店ニハ番人が居テ︑買ハウト
思フ物ハスグニ買ヘル︒

七563図雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観
音堂二心ツテ行ケバ︑雨ガハニアマ
タノ店アリ︒

このあたり御山木細工・貝
細工などを費る店多し︒

八45図

斜里皇所デ朝飯ノシタクニ
カ・リ︑父ハハや店ニスワツテ商責

八141

ノ用向ヲシラベテヰル︒

マヅ入ロヲハイルト︑右ノ方みせもう・す ﹇女功﹈︵四︶1 見セ申
敷日ノ後︑川成ヨリ﹁見

見セ物

シ︒﹂ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

八丁シ度キ給出來タリ︒御出アリタ

︽ーシ︾

八298図園

ス

︿略﹀︑左ノ西旭一面ン・ワン

ニハ皿・ハチ・茶ワンナドノ焼物ヲ
七366

費ル店ガアリ︑︿略﹀︒

貝ざいくを責るみせで 七365

買ってきたのです︒﹂

四13ふでやかみを責るみせ
も︑本を睡るうちも︑みんな

・ハシナドノ塗物ヲ費ル店ガアル︒

﹇見物﹈︵名︶1

七567図淺草公園ニハ種々ノ見縞物
アリ︒

見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ

筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・ みせものこや ﹇見物小屋﹈︵名︶1 見
五703

セ物ゴヤ

ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒
みせる

みせようとしたら︑光がみえま

うちへかへって︑ちぢに

︽ーセ・ーセル︾

﹇見﹈︵下一︶8
見せる

み・せる
セル

見

ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音

カンザシナドノ店ヲ見テ︑右へ折レ
︿略﹀︑ソコ訓読草紙屋・ゲタ

ルト︑︿略﹀︒

七367

ルト︑︿略﹀︒

カンザシナドノ店ヲ見テ︑右へ折レ

一ば 七367 筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・ みせもの

がくかうのきんじよにあります︒

このへんは町中で

んにぎやかなところで︑大きな

四28
店がたくさんあります︒

四 2 3 5 オ マ ツノ店ニハ︑糸ヤ
キレヤフデヤカミガナラベテ
アリマス︒

七369

店デ︑ソバニーセン五リント

屋︒オモチや屋ナドガナランデヰル︒

四414 ︿略﹀︑ソコ ハサカナヤノ

ドノ店ニモ品物ガキレイニナラベ

ノ道ハセマイガ︑︿略﹀︒

七372店一言ガハニアツテ︑マン中 三355

テアル︒

カイタフダガタテテアリマシタ︒
モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ

五676 道ノ爾ガハニハ︑アメヤ・オ
ドが店ヲナラベテヰ ル ︒

せん︒

三384

これで本の中のじゃ

リユウグウニハオトヒメ

るいろいろなものを見るので

ゑや︑せんせいの見せてくださ

す︒

三684

トイフキレイナオヒメサマガ

居テ︑︿略﹀︑サマザマノアソビ

ソレカラフデヲ見セテ

ヲシテ見直マシタ︒

四244園

︿略﹀︑枯れたあとから︑

クダサイ︒﹂

四293園

おちよはく略﹀︑葉書の裏へ

にきれいなはなをさかせて見

まためをふき出して︑そのうち

せます︒

次のやうに書きました︒︿略V︒それ

五663

くじゃくは時時尾を扇形にひ

を母に見せますと︑︿略﹀︒

八588

︿略﹀︑ねぎや大根が青々とう

ろげて見せる︒

ねをかざって︑こ﹂ばかりは冬を知

十291

らないやうに活々とした色を見せて

みる︒

ツケ物ハスベテ塩ニテツケ︑

﹇味噌﹈︵名︶一 ミソ

六537図

みそ

ミソモ醤油モ塩ヲ入レテツクル︒

床下に土石を盛り︑心慰の

みぞ ﹇溝﹈︵名︶1 みぞ

御袖

みぞを造って︑一方の口から火をた

十一柳5

いて室内を温める︒

みそで ﹇御袖﹈︵名︶1

みそなわす一みち

620

十892図圃 君は御客に降りか＼る露
イホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣トセ

アリ︑︿略﹀︑劉備ハ三度マデモ其ノ

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ
弄る

リ︒

齪ル

彿はせて︑さして行く笠置の山を出
﹇乱﹈︵下二︶4

︽ーレ︾﹇▽いりみだる・おきみだる

みだ・る

ナ

・さきみだる

十二66図

︿略V︒

マウクワク

サキニ蜀ノ南方齪レシヤ︑

く略V︑はげしく敵を砲撃

孔明謀ヲ以テ其ノ將孟獲ヲ捕へ︑

十﹁脳10図

麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方二起レリ︒

シ

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ
見給フ

十一皿2図支那ノ昔後漢ノ末︑天下

﹇週給﹈︵四︶4

て︑三度其の居を蓬せりといふ︒

十二964図孟子の幼時母は深く意を

でしより︑天が下にはかくれがもふ
し︒

みそなわ・す ︵四︶1 みそなはす
︽ース︾

みたま・う
見参ふ ︽ーフ・1へ︾

十ニー6図 陛下が萬機の政をみそな
はす御かたはら︑折にふれてよみ出
八287図圏

︿略﹀︑小サキ四角四面ノ

でさせ給へる御製にも︑常に填手を

堂アリテ︑四方ノ戸皆開キタリ︒

せしかば︑敵の艦列忽ち齪れ︑早く

思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御心の
クエン割球リテ︑南ノロヨリ入ラン

も職列を離る＼ものあり︒

﹁入りテ見給へ︒﹂トイフニ︑何心ナ

トスレバ︑︿略﹀︒
すさのをのみこと

拝察せらる＼は︑︿略﹀︒

みた・す ﹇満﹈︵四︶一 ミタス ︽i
シ︾

一びきつかまへて︑︿略﹀︒

四642みちをとほる人は︑あし
だのはにはさまった雪をた

コノ天皇ガワルモノドモヲ御

たきおとしながらあるいてゐま

す︒

セイバツニナツタ時︑オトホリスヂ

五6一

ノミチガケハシクテ︑オコマリノコ

ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ

トガゴザイマシタ︒

出テ來テ︑オサキ見立ツテ︑ヨイミ

五64

田デハタライテヰル人モ︑道

チノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシタ︒

タカト思フト︑スグ後ニナツテシマ

ヲ通ツテヰル人モ︑馬モ車モ今見エ

五426
るの道を覧卑し置かずば︑時に臨み

十一838図年々一億圓ノ綿花ヲ輸入 九22図く略V素菱鳴尊く略V︑夫 十二338図平時に去て常に之を号す
婦の老人一人のむすめを中にすゑて

みち

道

五764

道ノ両ガハ自由︑アメヤ・オ

ふだんは人も通らない道だか

鳥居ヲクぐルト︑︿略﹀︒

ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

五685大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

ドが店ヲナラベテヰル︒

モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ

五675

した︒

に雲が出て︑かみなりが鳴り出しま

よそからかへって來る道で︑にはか

ある日友吉と音次郎の二人が

シテ︑綿縣又ハ綿布トシ︑内國ノ所

ミチ

﹁コトシバホウネン︑ホ

五461

ヒマス︒

る
﹇道﹈︵名︶59

みだれる﹇▽いりみだれる・さきみだれ

を照すことあらん︒

て心齪れ︑氣まどひて︑見苦しき行

︿略﹀︑ずたずたに大蛇を斬

り給ひしに︑尾にいたりて︑劔の先

九41図

泣きかなしめるを見給ふ︒

︽ーサ︾

用ヲミタシテ︑尚海外二輸出スルモ
齪ス

ノ五千萬圓以上二及ブ︒
﹇ 乱 ﹈ ︵ 四 ︶1

少しくかけたり︒あやしみて尾をさ

みだ・す
﹇▽とりみだす

みち

路﹇▽あぜみち・あぜみちづたい・い
なかみち・うらみち・かえりみち・さ

・わきみち

かみち・つかいみち・とおりみち・の
みだ

來りて︑﹁かしこに行きて︑彼の書

ミダリ

師の有様を下給へ︒﹂とささやくに︑

﹇妄﹈︵形状︶2

なかみち・ほそみち・ほそみちづたい
みだり

﹇216

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

三338蟄

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ

故に若しみだりに森林をき
り荒す時は︑敷時間の暴雨にもたち

い︒

御社の後から山へのぼる道が

モ米ガナル︒﹂

六98

それは細くてけはしい道で︑

あります︒

六97

まち大水出で︑敷日のひでりにも河

十96図

り

ヒロイノハラ︒セマイミチ︒

行きてうか団へば︑︿略﹀︒

或夜小僧住持の居間に

きて増給ふに︑一ふりの劔出でたり︒

三度

十一729図園

十一価9図 孔明︑護ノ奮功ヲ惜シミ

見奉

シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑
涙 ヲ フ ル ツ テ 之 ヲ 斬り︑︿略﹀︒

︽ール︾

﹇見極﹈︵四︶1

みたてnvおんみたて
る

みたてまつ・る

八76図 ︿略﹀︑外宮に参拝す︒神殿

三タビ

の御有様︑おほよそ内宮に同じと見
﹇三度﹈︵名︶3

奉る︒

みたび

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

三351 あるばんまさをははは
水全くかれはつべし︒
七912図 ﹁今一度︒﹂ト︑中佐ハ三等
といつしょによそからかへっ
十一542図 ︿略﹀︑ミダリニ古色ヲ作
てきました︒みちでほたるを
ビタヅネマハレリ︒

十一湿6図 此ノ時諸葛孔明トイフ人

621
みち一みち

れてるます︒

道ばたにはきれいな草花が咲きみだ
とにいさまし︒

きて︑雪の道を走り行くさま︑まこ

廣き道の左右に梅・松・櫻

工兵は陣地をきづき︑道を

︿略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

に参考に相成るべしと存候︒
十957図

テ書尚小暗キ問ヲ行ケバ︑官幣大社
春日神社二到ル︒

カスガ

陵に至る路のあたり奇景
みまさか

さらば美作の杉坂に待ち

ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑
示し給へるものにして︑︿略﹀︒

我等が身を修め︑世に濁するの道を

十ニー4図

ぎて杉坂に着きたりしに︑︿略V︒

奉らんとて︑道も無き山の雲をしの

十一154図

多し︒

鎌足︿略﹀︑大事ヲ成スニ 十一42図

あふみ
尊これより引返して近江の

九2410図

り︑遂に伊勢にてかくれ給へり︒

賊を討ち給ひしが︑道にて病にか﹂

九65図

折ヲ得ザリキ︒

道ナシト思ヒシガ︑未ダ近ヅキ奉ル

ハ此ノ皇子ライタでキ奉ルヨリ他二

八506図

などを植ゑたり︒

六112 かへりには同じ道を通らずに︑ 八47図
別の道から下りました︒

六H2 かへりには同じ道を通らずに︑
別の道から下りました︒

六145 ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑
空が晴レテ︑月ノ明ルイ二二多イ︒

曇ツタ夜や月ノナイ夜二道ニマヨフ

十二月十一日月曜雨道が

カラ︑大テイ月夜ニトブノデアル︒

六367
わるかった︒

開き︑橋をかけ︑鐵道を造り︑電信

り︒

文武道を異にすれども︑
︿略﹀︑敵艦績々火災を起

十一一323図

是等の人々は皆非常の大

にはかに路を愛へて逃れ去らんとせ

し︑︿略﹀︒︿略V︒敵はかなはじと︑

十一一72図

國に書す誠は一なり︒

十二41図

國を云ふ道に二つはな

を通ずる等︑もっぱら技術の事にし

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ

︿略﹀︒其の上道もよくなり︑橋も多

中折・鳥打・山高や︑シルクハット

十二39図圏

で用をたして︑この次の水曜日まで

六406團 明後日はこ＼を立って︑道

たがふ︒

にはかへる︒

も︒

六618團囹 まへからわたしは目がわ

今は水路に汽船があり︑陸上

くかけられた︒

にも所々方々に鐵道が通じてみる︒

九384

まその杖をもぎ取られ︑かへりの道

るく︑杖をたよりにあるきます︒い
が知れません︒﹂

と類多し︒

七15図 正成ノ職死セシバ正行が十 九4910乱言 路行く人のかぶりもの︑
一歳ノ町触シテ︑ソノ折父トトモニ

筑紫へ下る道に︑昔より相

事にあひて心を取運さず︑能く其の
虜すべき道に解したる我が國婦人の

凡そ婦人の道は夫を助け

實例にして︑︿略﹀︒

十二334図

知りし署長ありて︑道眞の今の身の

みすのうちより宮人の

て家政を治め︑子に教へて家名をあ
げしむるに在り︒

︿略V︑見苦しき行を遷すことあらん︒

ガ國ハ富盛ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

十二534図強兵ヲ以テ知ラレタル我

急務ニシテ︑海外貿易ノ嚢展ヲ圖リ︑

大イニ國富ヲ増殖スルハ商人ノ國家

又かつて栗鼠の大群ウラ

り す

二封スル義務ナリ︒

ル山中の一寸會に現れしが︑︿略﹀︑

十二669図

山あれば越え︑河あれば泳ぎ︑道に

當るもの↓として之をさまたぐるこ

ばうし
忠實な犬は古帽子をくはへ

と能はざりきといふ︒

十二818

て︑あはれな主人の爲に︑道行く人

孔子事へて吏となりしに︑

の投與へる喜捨を待ちわびてみる︒

治績大いに穿り︑職を退きし後も弟

十二941図

子の道を問ふもの長く多かりき︒

﹁魯人は君子の道を以

ぜい
十二943図 齊の景公も亦道を孔子に

問へり︒

十二953田園

て其の君を薄くるに︑我が臣の行ふ

孔子の孫子思の學説を受

所は禮に反す︒

孟子︿略﹀︑戦國孚奪の

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

十二962図

は孟子なり︒

世に在りて︑專ら聖人の道を講ぜり︒

十二969図

十二971図 孝順に曰く︑﹁身を立て︑

と︒

て父母をあらはすは孝の終なり︒﹂

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以
くべき事攣の何時起り來らずとも限

人世には思はぬ不幸︑驚

十928圏団仰の如く本村にも耕地整

道を費召し置かずば︑時に臨みて

らず︒平時に於て常に之に庭するの

十二338図
理の必要これあり︑︿略V︑此の美里

十二9810情趣を行くにも︑舟・車に

の道の専門家の講話を承るは︑大い

の葉は︑︿略﹀︒

遠ければ︑ふみ見ずといひし言

袖引止めて︑大江山いく野の道の

九925図圃

上を深く悲しみしに︑︿略﹀︒

九799図

戦場二出デントセシガ︑正成ハ道ニ
テサトスヤウ︑︿略﹀︒

七89図 正行ノ如キハマコトニ忠孝
ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
影乾ノ手本トイフベシ︒

七94圃 道をはさんで畠一面に︑変
はほが出る︑菜は花盛り︒

七373 店ハ爾ガハニアツテ︑マン中
ノ道ハセマイガ︑︿ 略 ﹀ ︑ 通 り 道 ノ セ

マイ割合ニハコンザツシナイ︒

七631図 八九頭の犬︿略﹀そりを引

みちあんない一みつ

622

ハ︑其ノ形桑ノ小枝二面ナラズ︒農

二附ケ︑膿ヲナ・メニ突出スルトキ

るなり︒﹂

﹇道連﹈︵名︶1

道連

聞けばハッサンは︿略﹀︑

﹇道端﹈︵名︶4

こ＼に繋りしなり︒

みちばた
ばた

路

音次郎はおどろいて︑道ばた
それは細くてけはしい道で︑

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

さがすうち︑少しはなれたくさむら

はいそぎ道ばたをそこかこ＼かと

それ聞くより妹のおふみ

かども︑︿略V︑人をうらむる心なか

六628團

れてるます︒

道ばたにはきれいな草花が咲きみだ

六98

の高い木の下へにげこみました︒

五465

道ばた

道連のありしを幸ひ︑迎へかたぐ

九494図

みちつれ

フ ︽1へ︾

十二995図 老人長者の爲に道をゆづ
夫ナドハ小枝ト見チガヘテ︑土ビン

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

九561図其ノ膿ノ後ノハシヲ桑ノ木みちすじ﹇▽おんみちすじ

が如きは︑︿略﹀︑其の心の奥ゆかし
ヲカケ︑落シテワルコトアリ︒

衆に封ずる禮儀あり︒

きを感ぜずや︒

︿略﹀︑うちではす﹂はきをし

きれいになった︒

﹇道真﹈︹人名︺4

道眞﹇▽

た︒︿略﹀︒うちが見ちがへるやうに

六364

十二川6図 他國に行きて︑︿略V︑道 みちが・える ﹇見違﹈︵下一︶1 起ち
がへる︽ーヘル︾
行く人の容儀等を見れば︑︿略﹀︑早

上奏といひ︑建議といひ︑

くも其の國民の品格の知らる﹂もの
なり︒
十二佃10図
みちざね

九794図

すがわらのみちざね

請願といひ︑︿略﹀︑要は下情上達の

道を開かせ給ふ聖慮に歪ならず︒

範として︑唯く一の誠心を以て報國
りき︒

道眞は罪もなきに官を下げ

十一一柵7図譜に之を忘れず︑之を模
煮皿忠の道にいそしまんとす︒

知りし騨長ありて︑樋門の今の身の

いて居る老人の唇音卜師がある︒

に支へて︑路ばたにバイオリンを弾

み・ちる

﹇満﹈︵上一︶一 ミチル

︽一

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

チ︾﹇▽さきみちる

勇氣二﹁ミチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

八925

ム心モ深カッタ︒

働蜂の︿略﹀︑力強く壮

みつ ﹇蜜﹈︵名︶3 蜜

働蜂中には蜂の集め割る

なるものは外に出でて花の蜜を吸來

十一64図

る︒

十一69図

みつばち

蜜を検査する検査掛あり︒

す

十一879図蜜蜂の蜜を吐き︑又たく

みに巣を造るは醸造の業と建築の業

とをかねたりといはんか︒

八616三訂

三つ四つ五つうち連れて︑

みつ ﹇三﹈︵名︶2 三つ

矢走をさして蹄り行く白帆を送る

やばせ

我が大日本早旦の古

夕風に︑聲程近し︑三井のかね︒

き⊥ハ十八國ユ沖縄諸島合せてぞ︑

おきなは

十二478図團

府は三つ︑縣は四十三︒

市の中央最も繁華なる虜 み・つ ﹇満﹈︵上二︶3 満ツ 満つ

十一137図

︽ーチ・ーツ・ーツレ︾

十二604図

く略V︑道眞は﹁騨長驚くなみちはば ﹇道幅﹈︵名︶1 道幅

は道幅狭く︑車馬街上に漏ちて往來

道々

既二鐵管二満ツレバ︑コ

頗る困難なり︒

は道幅狭く︑車馬街上に満ちて往來

十二604図市の中央最も繁華なる庭

或ハ合シ︑或ハ延シ︑︿略﹀︒

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑

レンゼウ

十﹁857図

つ︒

んと︑罵りいきどほる聲ちまたに満

武家の運命も今に書きな

れば︑葉落つる秋あり︒﹂といふ意

導き

六年の月日手を取り

﹇導﹈︵名︶1

頗る困難なり︒

え︒

みちみち

かへる道々あと見かへれば︑
葉末心々に夜つゆが光る︒

七106蟄

﹇道道﹈︵名︶1

ば︑いかで我が心に開く︑智え．徳

て︑教へ給ひし師の君の導きなく

十二佃10図圏

道眞今昔の感にたへず︑恩 みちびき

翻すがら

﹁︿略﹀︑東國へ下る路

﹇道﹈︵副︶1

書添へんとて︑わざく重り來りた

檜を見て︑其の意を得たれば︑之を

すがら︑箱根山中にてよき枝ぶりの

十一751図園

みちすがら

を舞し︑一篇の詩を作りたり︒

賜の御衣をさ＼げて︑はるかに東方

九813口︒凶

味の詩を作りてあたへたりといふ︒

かれ︑時の攣り詣るを︒花咲く春あ

九801園

上を深く悲しみしに︑︿略﹀︒

九7910図筑紫へ下る道に︑昔より相 十二815 ︿略﹀︑やせ衰へた膿を義足

に︑やうく杖を見つけ出し︑︿略V︒

十二佃4図三人の子どものれしな
べて︑両むを御仁のおきてなる︑

學びの道の六年をば︑卒へし今日
こそうれしけれ︒

道ア

ざりし身のいつしかに分け彪たる︑

十二㎜5図團 ︿略﹀︑西も東も知ら

﹇道案内﹈︵名︶2

︿略V︒世の人並の道の筋︒

ンナイ

みちあんない

六133 ガンバ︿略﹀︑列ヲツクツテ
トブ︒ソノ法主ハ一羽ノガンバ列ヲ
ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒
ソレハ道アンナイデアル︒

見チガ

六134 ホカノガンバ道アンナイノ行
﹇見違﹈︵下二︶1

ク方ヘツイテ行ク︒

みちが・う

623
みつうち一みつのり

みつうち

﹇三打﹈︵名︶1

三つ打ち

十一佃3 まだ加工を行はない者は
チョンガーといって︑髪を三つ打ち
にして後へたらしてみる︒

十﹁4810
見つかる

山行かば草蒸すかばね︑大君の邊に

四262オトミハマルクキツタ白

空しく錦って︑﹁騎者・

﹇三共﹈︵名︶1

ダサイ︒﹂

つ

みっつよっつ

三つとや

三つとや︑みきは一つの

三つ四

やうやく立歩くことのでき

﹇三四﹈︵名︶1

枝と枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六831図圏

﹇三﹈︵感︶1

ました︒﹂と報告する外はない︒

騎馬・黄金︑三つとも失ってしまひ

十一489園

みっつとも

三つとも

アゲマスカラ︑コレデトツテク

イ紙ヲ三ツ出シテ︑﹁三十セン

﹇見付出﹈︵五︶1

︽ーシ︾

見つ

こそ死なめ︑顧みはせじ︒

け出す

みつけだ・す

みつくに←とくがわみつくに

三日目の夕方一同半死半生

の膿になって錦って來た︒
﹇見付﹈︵五︶2

︽ーッ・ーリ︾

みつか・る
︿略﹀︑若しや白丁が居はしま

たをそこかこ㌧かとさがすうち︑

八265
いかと︑屋敷のまはりを見まはって︑

少しはなれたくさむらに︑やうく

みつか ﹇三日﹈︵名︶4 三日←ごが
野原の方までも行ってたつねました

﹇見付﹈︵下一︶3

一びきのきつねがさきの

︽ーケ・ーケル︾

みっつとや

︿略﹀おふみはいそぎ道ば

つみつか︒さんがつみつか・じゅうい
が︑︿略﹀︒︿略﹀︒一週間程たつねた

六633圃

ちがつみつか・せいれきいっせんし

る

みつ・ける

てやる︒

ひゃくくじゅうにねんはちがつみつか

﹁どうだ︑白雀は見つかつ

杖を見つけ出し︑すぐに拾って取つ

八271囹

が︑白雀は見つかりませんでした︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ
たか︒﹂

四276

見つけ

七16弩弓﹁我聞ク︑シ・甲子ヲ生
トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

カン
サル程三二韓ノ使ミツギヲ

る三つ四つの子供が︑馬の尾を引き︑

十一5010

脚をなでて︑戯れてみると︑︿略﹀︒

三つども

二つどもゑに三つどもゑ︑

﹇三巴﹈︵名︶1

ゑ

みつどもえ
早くすを出て︑ゑをさがして︑すぐ

三つ星・四つ目・九曜星︑︿略V︑家

七452図圃

其の後は毎朝必ず早く起きて︑

みつのり

なし︒

﹇光範﹈︹人名︺4

光範ε

の氏の名多ければ︑紋の晶々かぎり
密接

此の外︑動物は植物の果實

﹇密接﹈︵形状︶1

は動物質の腐敗物を肥料として成長

・根・葉等を食って腔を養ひ︑植物

十二235

みっせつ

高徳︿略﹀︑大いなる櫻

の一子に熊王といふ者あり︑一日光

十一416図

あかまつみつのり
う の
此の時討死せる宇野六郎

けようと︑たつねまはりました︒

︿略﹀︑自分はどうかして白井を見つ

八264

露ってしまふといふことだ︒﹂

よってたかっていぢめるので︑毎朝

八217園圃若し外の雀が見つけると︑

こってみるのぎくを見つけて︑

カクノ如ク動物ノ火色ニハ

つけつと高く呼ぶ聲︒

うれし︑この松の根もとに︑まつ見

八93図圏山風にきのこかをれり︒

見つく

奉ルニヨリテ︑入鹿ノ参内スルコト
﹇見付﹈︵下二︶3

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

みつ・︿

アリ︒

八517図

七616図 昔より﹁犬は三日かへば︑ みつぎ ﹇貢﹈︵名︶一 ミツギ
三年その恩をわす れ ず ︒ ﹂ と い へ り ︒

十889図圏 尊書三日供御もなく︑歩

みつか立て松かげにいこはせ給ふ
かしこさよ︒

三

十二279図園 三日を過ぎなば︑又山 見附ク ︽ーケ︾
﹇三日三晩﹈︵名︶1

上に來りて援軍の 消 息 を 示 さ ん ︒ ﹂

旦二ばん

みつかみばん

五291圃 く略V︑七月・八月あついこ 九543図

其ノ在天ル星園ノ物ノ色二導入ルモ

十一162図

ケラル・コトナシ︒

マギレテ︑タヤスク他ノ動物二見附

ろ︑三日三ばんの土用ぼし︑思へば
三日

ノアリテ︑自ラ其ノ周園ノ物ノ色ト

す

﹇三日三夜﹈︵名︶1

つ ら い こ と ば か り ︑︿略﹀︒

みつかみよ
り

十一422図光範﹁幼き身を唯一人敵

範に向ひて︑︿略﹀︒

十二666図 又かつて栗鼠の大群ウラ

三夜

極めて密接なものである︒

國へやらんも心許なし︒︿略﹀︒﹂と

する等︑生存上動物と植物の關係は

三つ﹇▽

の木の幹をけづりて︑大文字に詩の

三ツ

句を書きつけたり︒︿略﹀︒翌朝警固

﹇三﹈︵名︶2

光範と心を併せての事

て固く止めしが︑︿略﹀︒

とて︑如何ともし難ければ︑︿略﹀︑

ほかにまだだいじなもの．十一435図園
が三つあります︒

三382

ふたつみっつ

みっつ

ル山中の一都會に現れしが︑一隊又

みかねて上聞に達したり︒

一隊︑績々相次ぎ︑三日三夜引きも
三日目

の武士ども之を見つけて︑︿略﹀︑讃
﹇三日目﹈︵名︶2

切らず︑︿略﹀︒

みつかめ

水つく

海牛かば水つくかばね︑

﹇水漬﹈︵四︶1

十一一備2図圏

三日目のくれがたのことみつ・く
です︑︿略﹀︒

四161

みつばち一みな
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かく諸國を巡り歩 く な り ︒ ﹂

見つめ

の氏の名多ければ︑紋の数々かぎり

三つ星・四つ目・九曜星︑︿略﹀︑家

なし︒

﹇見詰﹈︵下一︶2

︿略﹀︑其の有様は何事だ︒

︽ーメ︾

九198

る

みつ・める

十一462図 かくて光範の與へたる刀
には事の由を書添へて送り返し︑
︿略﹀︑其の後は一度も院の門外へは
出でざりきとそ︒

みつばち
みつばち ﹇蜜蜂﹈︹課名︺2 蜜蜂
みつばち

第二課蜜蜂

十﹁目3
は驚いて︑立上ってしばらく大尉の

︿略﹀︒﹂と言葉鋭くしかった︒水兵

みつばち

みつばち

三つ星

みと

かくて日数は重れども︑

﹇認難﹈︵形︶1

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

︽ーク︾

みとめがた・し
め難し

十二7710図

線

夕の雲を見ては陸の影かと疑へるも︑

陸地の片影だにみとめ難く︑︿略﹀︑

﹇緑﹈︵名︶5

幾度なるを知らず︒

みどり

き庭ぞ︒

九H9図團緑色そふ林は汝が樂し

︿略﹀︑大將は怒って三千圓 十487図面へば赤に青を加ふれば︑

赤と緑とを並ぶれば︑赤も
春は島山霞に包まれて眠

テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色

ナリ︒

︿略V︑ワルモノドモ八目ヲア

みな ﹇皆﹈︵副︶92 ミナ 皆

ケテヰルコトガデキマセン︒ソノ光

五74

ニオソレテ︑皆ニゲテ行キマシタ︒

けれども重い物は皆そこへし

づめてしまって︑弄い物は一しょに

五132

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

ここまでもって來ました︒

五166

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆

﹁その子は皆お前にやるか

金色ヲオビテヰマス︒

ら︑やしなってやるがよい︒﹂

五382園

五524花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ

石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ

他ハ皆黄色デアル︒

ツトツヨイノデ︑汽車や汽船ヤソノ

五587

他ノキカイナドヲウゴカスノニハ︑

サンケイスル人ハ皆人ハル

居合せた子どもは皆うろたへ

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒

五69一

るが如く︑夏は山海皆緑にして目賢
ミドリ色

皆コレラ使ヒマス︒
﹇緑色﹈︵名︶4

ツヤガアツテ︑無職コイミド 六233

ソノ他釘や針ノヤウナ小サ

てさわぎました︒

イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ

ミルヤモヅクノ様二線色ノモ 六276園

﹁私タチノサビルノハ皆人

︿略V︑しまひには日本中の大

名が皆秀吉の言ふことをきくやうに

六508

ガ使ハナイカラデス︒

六286圏

コシラヘルコトが出來マセン︒

ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ
︿略﹀︑マヅ基色ノモノハ淺イ

ウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ︑

アル︒

九536図

田ニスムカヘルハ土色ニシ

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

七767

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

七763

リ色デス︒

五312

緑色

みどりいろ

むるばかりあざやかなり︒

十一189図

線もよく引立ちて見ゆれども︑︿略﹀︒

十494図

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︿略V︒

赤と緑とを並ぶれば︑赤も

紫となり︑青に黄を加ふれば︑緑と

或動物ハ︿略﹀︑周園ノ物
トマギレザルヤウ︑コトニアザヤカ

九573図

ナル膿色ヲ有ス︒︿略V︑他ノ動物ハ

其ノ膿色ニヨリテ︑タヤスク之ヲミ
トメ︑之二尊ヅクコトナキが故二︑
︿略﹀︒

十二7810図十時頃はるかに一黙の燈
火をみとめしが︑朝の二時頃﹁陸﹂

十494図

の金を地に投げつけた︒馬主はしば

光盛﹇▽

なるが如し︒

︿略﹀︒

﹇光盛﹈︹人名︺1

らく大將の顔を見つめてみたが︑

十一477

げて︑﹁それは飴りな御言葉です︒

顔を見つめてみたが︑やがて頭を下

十一55第二課蜜蜂
十一56図 蜜蜂は群を爲して共同の

みつばち ﹇蜜蜂﹈︵名︶3 蜜蜂 蜜蜂
生活を螢み︑一群の縮数敷萬に及ぶ
ものあり︒

得るは︑共同團結して勢働をいとは

十一88図 蜜蜂の群集生活を螢むを
みつもり

てっかのたろうみつもり

ず︑有力なる武器を備へて敵軍にあ

たり︑團膿の爲には身命ををしまざ

水戸

大匙義仲の前に行き︑﹁光盛︑曲者

手塚︑首をたつさへて︑

十517図圏
よしなか

るによる︒
みつばち

の首取って候︒

﹇水戸﹈︹地名︺1

九17図水戸

みと

十﹁878図蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
す

みに巣を造るは醸造の業と建築の業
とをかねたりといはんか︒
ミツビン
﹇三菱﹈︵名︶1 三菱
ミツビン

十一一155 又私設デハ三菱・川崎等ノみどう﹇▽うきみどう

みつびし

みつひで
︿略﹀︑信長は京都で光秀とい

みと・む ﹇認﹈︵下二︶2 ミトム み
造船所が最モ大キイ︒
みつひで
みつひで ﹇光秀﹈︹人名︺2 光秀 光
とむ ︽ーメ︾
秀
六497

秀山口はこの知らせを聞くと︑

ふけらいにころされました︒
六502

すぐに敵とわぼくしてかへって來て︑

﹇三星﹈︵名︶1

光秀をうちほろぼしました︒
みつぼし

七453図齪 二つどもゑに三つどもゑ︑
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みな一みな

なりました︒

七254 取ル・拾フ・握ル・持ツ・投
ゲルナドハ皆手ノハタラキデス︒

金色の金物きらくと日にかゴやけ
りQ

いでや︑あの岩の小かげ

に︑皆うちよりてえもの敷へん︒

八96図圃
八137人ハ皆ネドコヲハナレタ︒

大工が家 ヲ タ テ ル ノ モ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

八154

七262

農夫が田ヲタガヤシ︑畠ヲツクルノ

キタリ︒

人ノ幸福ハ皆自分ノ働デ産ミ
川成行キテ見ルニ︑小サキ

八357図圃

八437

一切の書類や記録類も皆ぶじ

のながめのうるはしさ︒

ば︑梨・すも＼皆一時に紅白の花

︿略﹀︑山々の櫻も咲け

四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ急難開

八286図

出ス外ハナイ︒

八157

テヰルノデアル︒

皆メイくノ仕事ヲシテ︑毎日働イ

人ノ職業ニハイロくアツテ︑

モ︑皆手デスルノデス︒

七358図塗物に董・赤・黒・青など

きまぐの色あるは︑皆うるしに色
を着けたるなり︒

七373︿略V︑人口皆前へ前ヘト進ン
デ行ツテ︑後ヘハ引キカヘサナイカ
ラ︑︿略Vコンザツシナイ︒

七386 品物ハ皆正札附デ︑カケ直ガ
ナイ︒

思ひましたが︑何分にも直が高いの

七395 これを見た人は皆ほしいとは
で︑誰一人買はうといふ者がありま

であったといふことだ︒

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

八443大きなきかいの動くのも︑汽

せん︒

テモ︑コノタクサンノ障子ハ皆僕ラ

サクヤノクワジニウチハヤ

︿略﹀︑新しき面出來ずし

サクヤウチヤケナイシンル

スゴアンシンクダサイ

ケマセンデシタシンルヰミナブジデ

八465団

用によるのである︒

七471園 ﹁マヅコノザシキヲ見渡シ
ノ仲間デハツテアルデハナイカ︒

七495園 ﹁葉書や切手や印紙ナドハ
皆 僕 等 ノ 仲 間 ダ ゾ ︒﹂

七553図櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ

八475国
ヰミナブジ

ルカギリハ皆人家ナリ︒

七674囲 父はこんなにちがふものな

八718図葉

か＼る地方にては︑人は皆
まとふに過ぎず︒

はだかにして︑布片を身艦の一部に

八826図

たれり︒

て︑諸君は皆皆って自ら苦しむにい

ら︑やしき中の桃の木に皆つぎ木を
すると申してゐます︒

員ハ思ヒくニコギサラントシ︑

七918図 四隻ノ船山面爆沈シテ︑乗

︿略﹀︒

八63図材は皆ひのきの白木を用ひ︑

九63図尊はなほも進みで北に向ひ

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑
︿略V︒

九79

將校も兵士も皆一つになつ

引キサカナケレバ取離スコトガ出來

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

ナイ︒

九227囹

て働かなければならない︒

我が國は國民皆兵なり︑
之を聞いて︑是までフルトン

九242図
︿略﹀︒

九331

を笑った人々も大いに感心して︑皆
其の成功を喜んだといふことである︒
︿略﹀︑鐵道開通後ハ旅客ハ

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今ハ此ノ

九395図

學生・生徒の幅子にも

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒
きしゃう

九507図圏

つせり︒

人え皆静まりいねしま

夜中に家組立つる木々え・今語り

十115図圏

出しぬ︒

げにくと皆うなづき

て︑折からの夜半のあらしにその

十148図圃

義仲之を見て︑︿略﹀︑さめ

のちは音もきこえず︒

十555図

ぐと泣きたれば︑一座皆ようひの

︿略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

袖をしぼらざるはなかりき︒

ソ三萬ヲ有スルー都會トナリ︑學校

十635図

物事ヲ知分クルモ︑善悪ヲ

・病院・銀行等吉備ラザルナシ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十769図

モ皆拶ノ作用ナリ︒

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ嚢スル

十776図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

縣聴・裁判所・師範下校・

モ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

十951図

高等女學校等ノ敷地ハ皆昔ノ興福寺

墓所にて火吹竹を使ふも︑

宣告校の徽章あり︒

ノ境内二在リ︒

九656図

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

雄蜂は︿略﹀︑何等の勢

ヂク
材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ

者︑皆ソレぐニチガフ︒

レル者︑十二箱ヅツ集メテ紙二叉ム

コシラヘル者︑︿略﹀︑揃ヘテ箱口入

十一96

皆働蜂にさし殺さる︒

働をもなさざるを以て︑秋の初には

十一74図

皆働蜂なり︒

一匹にして︑雄蜂は二一二百匹︑饒は

十一59図雌蜂は女王ともいひ︑唯

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる
爲にして︑︿略﹀︒

九665図帆かけ船の水上を走る︑た
この空高く上る︑是皆人の自然の風
を利用したるなり︒

オルガンにて美しき音を襲
たうみ
せしむるが如き︑唐箕の車をまはし

九669図

て︑もみとしひなとをあふぎ分くる
が如き皆停り︒

︿略﹀︑周回凡そ六里︑湖面

鏡の如く︑四方の山々皆倒に影をう

九956図

みなぎる一みなさん
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十一121 分業デスル仕事ハ皆血膿ノ
一部分デアルカラ︑︿略﹀︑共同一致

ノ考ガナケレバ︑分業ノ目的ハ達セ
ラレナイ︒

十一131 砂丘家古豪カライヘバ︑農
夫ノ田畑ヲ耕シ︑︿略﹀︑教師ノ生徒

ヲ教育スル等ハ皆分業二外ナラヌノ
デアル︒

＋ B 5 図 衆 皆 力を失ひて散りぐ
に成れり︒

爽スルニ臨ミ︑表ヲ上ル︒

ス︒皆機械ニヨリテナサル︒

十一悩6図
言々皆忠君ノ至情ヨリ嚢ス︒

されば全村頗るゆたかに
︿略﹀︑慈童は皆よく之に

して︑皆其の家業を樂しめり︒

十︻麗6図
十﹁柵3図
なつきて︑南下を思ふ心厚く︑︿略﹀︒

我は急に其の前路をさへ

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多

十二73図
大の損害を受け︑︿略﹀︒
キ
カ

︿略﹀鷹下將卒モ皆此

十二5010図

︿略﹀︑世界ノ各國ハ亦皆

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人
ハ皆我が商費ノ花客ナリ︒

心の作興に務むるが如きは︑皆公共

天皇陛下を大元帥と仰ぎ

心の日動にして︑︿略﹀︒

奉り︑國民皆兵なる今の大御代︑國

十二佃7図

民たる者は皆軍人たる心得なかるべ

︿略﹀︑世界ノ各溢出亦皆

我が商品ノ市場ニシテ︑全世界ノ人

十二511図

︽ーレ︾

﹇皆様﹈︵名︶1 皆様

まんの馬に乗ってお集りのことでご

ますとのこと︒さだめて花盛は御じ

近いうちに京都で馬そろへをなさい

七424園 ︿略﹀︑御主人織田様には︑

︿略﹀︑衛生・消防を始め︑みなさま

ん︒﹂

流をさかのぼる鰭の縄にふる＼なら

すビき

十二285図園

﹁等方にみなぎれり︒

みなぎ・る ﹇脹﹈︵四︶1 みなぎる

て︑︿略V︒

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二宙1図此の五箇條は即ち皆我等

人たる心得なかるべからず︒

十一一㎜8図 ︿略﹀︑國民たる者は皆軍

からず︒

見本ト現物トヲ異ニシ︑

ハ皆我が商費ノ花客ナリ︒

十二523図

約束ノ期限ヲ違へ︑平素ノ愛顧ニナ
レテ︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信
近年各國商人天爵ヒテ其

用ヲ害スル所以ナリ︒

十二526図

ノ方法ヲ講ジ︑小気ノ爲ニハ多額ノ

其の後方の山々は皆我が

費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒

具れり︒

蜀の身邊を團み︑孚ひてこれまで

十一一796図

ざいませう︒

﹁ミナサンニキクノハ

︿略﹀︑パロス港の群集は みなさん ﹇皆﹈︵名︶18 ミナサン 皆

の不從順なりし罪を謝せり︒

船員皆歓喜して︑コロン

近世の學術を磨話せる百般の設備皆

十一一622図

し︒

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十二569図

ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如
シ︒﹂

上毛野形名︑︿略﹀︑兵皆

事にあひて心を取齪さず︑能く其の

是等の人々は皆非常の大

十一563 どうかして助ける工夫はあ

引すべき道に慮したる我が國婦人の

十二322図

て逃れんとす︒

四散せしかば︑夜に乗じて城をすて

十二309図

かみつけぬのかたな

ノ成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激

十一189図 く略V︑夏は山海皆緑にし 十ニー11図国
て目覧むるばかりあざやかなり︒

十一353図 四面皆海ナル我が帝國ハ︑
︿略﹀︑常二強大ナル海軍ヲ有セザル
ベカラズ︒

十一524図 身膿健全ナル人ハ︑精神
モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ

るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで

皆樂シ︒

みる︒

實例にして︑︿略﹀︒
ふさ

十二804図

サン 皆さん

もん

出帆の日に敷倍し︑前のそしりし者︑

レナサイ︒﹂

二225圏

ミナサン︑ハヤクオカク

ナヲアゲマス︒

右衛門の妻の慈善を行ひたる︑皆後

家の牧入を基として︑豫

イツテゴランナサイ︒

四365皆サンノ知ツテヰルダケ

四457

四377皆サン何デセウ︒

又産業組合を設け︑慈善
事業を起し︑若しくは青年會を組織

皆さんはとけいの見方
して︑産業の川下︑風俗の改善︑人

十二価2図

皆其の七島を越ゆることなかるべし︒

め其の支出を定め︑衣服︒飲食の費

十二922図

孚ひてコロンブスを歓迎し︑︿略﹀︒

二45園
相如の馴者皆之を恥づ︒

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆
十二391図

是我が國の氣候・風土の

千里比隣の今の世は
有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒

十二503図面

の肉を食すること少く︑︿略V︒

にして︑魚介の供給ゆたかに︑鳥獣

牧玄田に適せざるにあらず︑四面皆海

十二454図

世女子の模範とすべき徳行なり︒

ゑ

いま
能く父母に事へたる︑︿略﹀︑鈴木今

十一576園 ﹁兵士は千言が子も同様 十二327図 孝女お房の幼き身を以て
である︒

十一667 其ノ他切方・並べ方︑色ノ
配合二至ルマデ︑皆ソレゾレノ工夫
ガ入用デアル︒

て壼がけるを見れば皆ふしたる鶴な

十一733図 翌日董工の早朝に起出で
り︒

此の二村に住めり︒

十一796図 鵜飼を業とする漁夫は皆
十一845図 之ヲ紡績作業ノ第一段ト

627
みなづき一みなみ

を知ってゐますか︒
八622

ミ

ナヅキ

り︒

︿略﹀︑印度地方の寳石・

︿略﹀︑今日はコロンブス

パロスの港は未明より人の山を築け

が遠征隊出土の日なりとて︑西班牙

十一一768図

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
おう
等の港を経て欧洲へ輸入せり︒

十二741図

を得るなり︒

船は早く港に入りて難を避くること

は︑︿略﹀︒︿略﹀︒︿略﹀︑又航海中の

皆サンノ着物ニシテヰル木綿 十一一191図 又一地方に荒模様ある時

チク

ウヅキ

ナレ︒︿略﹀︒季節ノ名ニハ初春・

皆さんがあさおきる時 十一309図騙逐艦ノ名コソ更二優美

ク

四461 皆さんはとけいにかいて 織物ハドウシテ造りマスカ︒
ミ ナヅキ
みなづき ﹇水無月﹈︵名︶1 水無月
ある字がよめますか︒

四471
ヤヨヒ

港

港

如月・彌生・卯月・水無月・長月・

キサラギ

第二十三

﹇港﹈︹課名︺2

菊月等アリ︒

みなと

皆さんがよるねる時に

には︑みじかいはりがどの字
の所にありますか︒

四474
は︑みじかいはりがどの字の
所にありますか︒
占量目11

港

廣瀬中佐ノ乗レル福井丸ハ︑
﹇南﹈︵名︶21

方トイヒマス︒

南

三453東ト西ト南ト北ヲ四

ス︒

デ︑左ノ手ノサス方が北デ

三451右ノ手ノサス方が南

みなみ

今旅順ノ港則ニ進ミタリ︒

リヨジユン

七895図

廣イ港が船デーパイニナツテ みなとぐち ﹇港口﹈︵名︶1 港口
港二二船ノ出入シゲク︑停

まついかりをぬいて港を出

外國の港に着くと︑見なれ
ない形の家がならんで立ってるます︒

七836園

段々に小さく見える様になります︒

て行くと︑立ちならんでみる人家も︑

七819園

車場ニハ汽車ノ襲着タエズ︒

六818図

ヰル︒

六772

みなと ﹇港﹈︵名︶11

七298 けれども一月ばかりの内には︑ 占ハ771 第二十一二 辛

皆さんの小指程の大きさになり︑
︿略﹀︒

七808囹 ﹁私も子供の時には毎日こ
の學校へ通って︑皆さんと同じ様に︑
︿略﹀︑この講堂 で お 話 を 聞 い た り し
てるたのです︒

七811囹 今日このなつかしい學校へ
來て皆さんにお話をするのは︑何よ
りもうれしうございます︒

七815囹 皆さんは海を御存じでせう︒

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ

七885園皆さんの中にも︑大きくな 八761図 我等若し汽船に乗りて︑我 五745 ︿略﹀︑北は山のふもとから南
が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

うじな

ギリスの南にあり︒

アジヤ大陸の西︑ヨーロッ

あっ
名古屋の南に熱田あり︒

パ大陸の南にある大陸をアフリカと

八791図

いふ︒

八956図

ゴンゲン

九158図心ナルヲ赤堀川トイヒ︑南

ガヌマ

インパ

下総ノ手賀沼・印旛沼・長

テ

ナルヲ権現母川トイフ︒

之に力を得て︑南へくと

沼等ノ水ハ南ヨリ之早旦ギ︑︿略﹀︒

九169図

九488図

之に力を得て︑南へくと

急がするに︑︿略﹀︒

急がするに︑︿略﹀︒

九488図

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

進メバ︑一時間バカリニシテ一二輪町

十987図

十㎜2図

櫻井町ヲ南へ去レバ談山神

三輪町ノ南二櫻井町アリ︒

二達ス︒

十㎜4図

本道を更に南へ進めば︑

社ノーノ鳥居アリ︒

庭園を以て名高き竹林院あり︒

十一43図

死人を葬るのに︑小高い所

で南に面してみる日當りのよい地を

十一佃9

選ぶ︒

からふと

てうせん

南毫湾・膨湖島︑朝鮮八道おしなべ
を
て︑我が大君の食す國と︑朝日の御

はうこ

十一価10要撃北は樺太・千島より︑

旗ひるがヘモ同胞すべて六千萬︒

︿略﹀︑何心ナクエンニ上り
テ︑南ノロヨリ入ラントスレバ︑其

八782図

フランスは海をへだててイ

南ノ戸開キタリ︒

スレバ︑其ノ戸マタ網石ト閉ヂテ︑

十二668図又かつて栗鼠の大群ウラ

り す

凡そ百箇庭の測候所あり︒

樺太の寒帯に近き地方まで︑全判に

からふと

八293図驚キテ西ノロヨリ入ラント 十ニー67図 南皇湾の熱帯地方より北

ノ戸ハタト閉ヅ︒

八289図

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒

ち

八時宿を出でて︑町を南へ

つてから外国へ商費その他の用事で

をのみち

八43図

がってみる︒

こ＼より汽船に乗りて︑ふ

行かば︑︿略﹀︒

八769図

たかはま

う

出かける人もありませう︒

た＼び東へ進めば︑一週間にしてイ

八118囲 よく寓ってみるので︑皆さ
んにお目にか＼つたやうな氣がしま

近年新しき港も成りたれば︑

ギリス國の港に着く︒

八957図

す︒

な．るほど皆さんと一しょの

海陸運輸の便盆く開け︑産業の爽達

八123困

は今後いよいよ著しからん︒
つ

瀬戸内海の沿岸には高松

分は︑おはなさんも次郎さんも少し

ど

多く︑︿略﹀︒

・多度津・高濱・尾道・宇品等の港

た

十一202図

まじめになってゐます︒

八131国 鷺眞を見て︑急に皆さんに
お目にか＼りたくなりました︒

八133国 皆さんによろしく︒

みなみアメリカーみはし

628

ル 山 中 の 一 都 會 に現れしが︑︿略﹀︑

ぶ春の時節は︑南半球にては木の葉

し

あ

め

り

か

か

南満洲
ぶじゆん

﹇南満州鉄道中央停車

みなもと
かう

べ

﹇源﹈︵名︶1

源

み

の

つ讐き︑吉野初瀬の花の中宿︒

み

美濃の養老瀧は孝子の傳

の

の

ながら

中にも美濃の長良川の鵜

み

飼は最も名高く︑︿略V︒

十一792図

説を以て其の名天下に高し︒

十一777図

神戸市に近き布引瀧は みの ﹇美濃﹈︹地名︺2 美濃

︿略﹀︒︿略﹀︒市民遊覧の地にして︑

十一776図
又神戸市水道の源たり︒

ミナモトノヨシイへ

ドヲ作りマス︒

コモムシロナハワラヂミノナ

源頼朝墓
源頼朝墓

﹇源頼朝墓﹈

ない形の家がならんで立ってるます︒

峯←とうのみね

見上げる峯の一つ松︑はま

﹇峰﹈︵名︶2

六48圏

みね

ひのき

べはつゴく松原の枝ぶりすべてお
もしろや︒
そ

﹁我国元木曾の檜よ︑

き

峯つゴき

白雲をうなじユまきて︑峯高く空

十1110図蹟圏

ユそびえき︒﹂

﹇峰続﹈︵名︶1

十㎜9歯車來て見ればこ㌧も櫻の峯

みねつづき

道眞は罪もなきに官を下げ

みの・る ﹇実﹈︵五︶2 みのる 實の

越え︑︿略﹀︒

胸の厚さ一尺二寸︑二重は三十貫を

九6210図 田村麻呂は身の丈五尺八寸︑

みのたけ ﹇身丈﹈︵名︶1 身の丈

の身の上を深く悲しみしに︑︿略﹀︒

より相知りし騨長ありて︑道眞の今

かども︑︿略﹀︒筑紫へ下る道に︑昔

られ︑あまつさへ宿命へうつされし

九7910図

みのうえ ﹇身上﹈︵名︶1 身の上

ノ人ヲ右ト左ニワケテスワ
﹇源頼朝﹈︹人名︺

昔みなもとのよりともが

みなもとのよりとも

︵名︶1

みなもとのよりとものはか

のでまきがりをしました︒

けらいをつれて︑ふじのすそ

四152

1

みなもとのよりとも

ラセマシタ︒

タトキ︑ユフハンニハ︑ケライ

三425 ミナモトノヨシイヘトイみの ﹇蓑﹈︵名︶一 ミノ﹇▽こしみの
四362 イネノワラデハ︑タワラ
フタイシヤウガイクサニ行ツ

一

南満洲の支線としては旅 みなもとのよしいえ ﹇早急家﹈︹人名︺

安東縣は︿略﹀︑大連・

螢口と相並んで︑南満洲の三大門戸

十二587図

十二57図南満洲

安奉線あり︒

順線・螢口線・煙台線・撫順線・

えんだい

十二564図

﹇南満州﹈︹地名︺3

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

り

みなみまんしゅう

何れも南より北へ同一の進路を取り
て︑︿略﹀︒

め

みなみアメリカ ︹地名︺4 南アメリ
あ

力 南アメリカ 南亜米利加 南亜米
利加

り

と南アメリカとに分る︒
ふ

か

八763図 アメリカ大陸は北アメリカ

あ

八77図南アメリカ
し

﹇南満州鉄

と構せらる﹂日あるべし︒

南漏洲鐵道

﹇南満州鉄

南満洲里道

南浦洲鐵道

南満洲要道

第十五課
第十五課

道﹈︵名︶3

︿略﹀大連に着す︒是我

十二25図

る

南満洲直道中央停車場

たんぼにはいねがよくみのつ

今年は何事もなくて︑黄色に

塗の橋︑美観先つ目を驚かす︒是即

川あり︒︿略﹀︒其の上にか＼れる朱

九939図

みはし ﹇神橋﹈︵名︶1 神橋
だいや
日光の市街熟轟くる所に大谷

みはし

子を動かすと︑︿略﹀︒

實のつた秋の田の上を吹渡る風が鳴

九694

てるます︒

て︑風のふくたびに廿糊粘な波が立つ

六86

外國の港に着くと︑見なれ る ︽ーッ︾

長春は南満洲鐵道最北の みな・れる ﹇見慣﹈︵下一︶1 見なれ

騨にして︑大連よりこ＼に至る四百

七836囹

いしゃじょう

︽ーレ︾

三十六哩︒

十二56！図

が南満洲鐵道の起鮎なり︒

十二545図

みなみまんしゅうてつどう

十二543

十二目2

道﹈︹課名︺2

みなみまんしゅうてつどう

十二672図 く略V︑亜弗利加・印度の
食物を追うて其の居を韓ずるは珍し

獅子︑南亜米利加 の 野 牛 等 の ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

きことにあらず︒

十二678図 南亜米利加の森林にオレ
さる
ンジの熟する季節には︑敷多の猿遠

南風

く敷百里の地より集り至りて之を食
﹇南風﹈︵名︶1

ひ︑︿略﹀︒

みなみかぜ
又風の方向は矢を以て示

し︑矢の上へ向ふは南風︑︿略﹀︑左

十ニー910図

﹇南半球﹈︵名︶4

へ向ふは東風とす︒
みなみはんきゅう

南満洲覇道によりて︑露
西亜の東清善道及びシベリヤ鐵道を

十二588図

利用せんか︑大連より僅かに二週間

南半球
ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

八811図 地球を南北の爾半球に分て

にして欧羅巴の中央に入るべし︒

ば

みなみまんしゅうてつどうちゅうおうて

よ ろっ

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬

八812図 北半球と南半球とは時候全

場﹈︵名︶1

漏洲政治・交通の中心た

なり︒

八813図 北半球と南半球とは時候全

十二555図

洲獄道中央停車場のある庭なり︒

る奉天は︑夏陽の北約四十哩︑商略

く相反し︑北半球の夏は南半球の冬
なり︒

八815図 北半球にてく略V︑蝶の飛

629
みはた一みみ

みはし

ち有名なる神橋にして︑﹁日光の結
御旗﹇▽ひの

を

︿略﹀︑我が大君の食す

﹇御旗﹈︵名︶1

構︒﹂こ＼に始る︒

みはた
みはた
十一備2図圃

國と︑朝日の御民ひるがヘキ同胞
すべて六千萬︒

みはらし﹇▽やまのうえのみはらし

身分相當

みぶんそうとう

十二927図

﹇身分相当﹈︵名︶1

身分相當の交際は家を保

身分不相當

﹇身分不相当﹈︵名︶

つ上にも必要なり︒

1

みぶんふそうとう

見本

︽ース︾

リマス︒

五481 ︿略﹀︑間もなく目がくらむや

うないなびかりがして︑耳がさける

︿略﹀︑顔を上げて︑そのあた

やうなおそろしいかみなりが鳴りま

五485

その高い木がまつ二つにさけてゐま

二人は思はず耳に手をあてて︑

た緊人がいくさのはなしをす

ると︑耳をすまして聞いてゐました︒

六444

そこにたふれました︒

五483

りを見まはすと︑かみなりがおちて︑

見まはる

した︒

﹇見回﹈︵五︶1

した︒

次の朝農夫は︿略﹀︑若しや
白雀が居はしまいかと︑屋敷のまは

八227

︽ーッ︾

みまわ・る

十二923図身分不相當の活計は産を
﹇見本﹈︵名︶1

破り︑家を心す基なり︒
みほん

七608図犬の種類はすこぶる多し︒

見張人

りを見まはって︑野原の方までも行

﹇見張人﹈︵名︶1

十6310 一隻の捕鯨船が︿略﹀進んで 十一一521図 見本ト現物トヲ異ニシ︑

みはりにん

事の知らせを聞きても知らぬ風をし︑

目は食物を見ても見ぬふりをして過

あしらいちどう

二441囹

かくて二三日を過せしに︑

し︑︿略﹀︒

此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑

ル所甚ダ多シ︒

尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ

八752図

ことかなはず︑︿略﹀︒

耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑動く

八707図

二442囹﹁ダルマサンニハ︑耳ハ

︿略﹀︑耳ノ長サガ八尺五寸︑

サガ五尺六寸︑中指ノ長サガ五尺ア

目ノ長サガ三尺九寸︑手ノヒラノ長

五144

ん︒

二近キ位置二在リ︒

ヲ聞キ︑︿略﹀︑各之ヲ拶二報告ス︒

十772辛目ハ色・形ヲ見︑耳心音聲

十一478

女子は耳に耳輪をはむるこ

馬主は︿略﹀︑馬の耳に口

と男子に同じく︑︿略V︒

十798図

さぐ︒

三394耳もよくきこえて︑きき 十797図 あいぬの男子は︿略﹀︑耳
に金属製の輪をはめ︑こしに小刀を
おとすやうなことはありませ

とがわかりません︒

やることや︑みんなの言ふこ

がなければ︑せんせいのおつし

三387だい二には耳です︒これ 十771図目・耳・鼻・ロバ何レモ拶

耳もありません︒

三222わたくしには口も目も

ケニナリマシタ︒

ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ

二65ートノサマヤ︑オトモノ人

イリマセン︒﹂

﹁耳ハドウシマセウ︒﹂

八703図 ︿略﹀︑これより後は耳は食

︿略﹀︒耳のたれたるもの︑立ちたる

見まはす

耳﹇▽くちみみて

行く︒見張人がマストの上から北の

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち

﹇見回﹈︵五︶1

﹇耳﹈︵名︶22

もの︑︿略﹀︑一々敷へがたし︒

叔父さんのうちへ見まひに行

みみ

つてたつねましたが︑影も形も見え

見まひεお

ません︒

﹇見舞﹈︵名︶1

んみまい・おんみまいじょう︒かじみ

︽ 一 みまい

︿略﹀︑商品ノ品質ヲ下スガ如キ皆信

見張ル

用ヲ害スル所以ナリ︒

﹇見張﹈︵ 五 ︶ 1

方を指ざして聲高く呼んだ︒

リ︾

みは・る

ホリ

八433

八888︿略V一軍曹ハ中佐ヲ壕ノ内二 まい・すいがいみまいのぶん
入レテカイハウシタ︒戦ハマスく

けおちたさうだ︒

むね

二棟の土藏の中︑一棟はとうく焼

つたにいさんが蹄っての話に︑︿略﹀︑

身ブリ

ハゲシイ︒中佐ハ目ヲ見張リテ︑軍
﹇身振﹈︵名︶1

刀ヲ杖二起上ラウトスル︒
みぶり

西洋のことわざにも﹁よく

九554図 ソレヨリモナホ面白キハ︑ みま・う ﹇見舞﹈︵四︶2 見舞ふ ︽一

九616図

ハ・ーフ︾

西洋のことわざにも﹁よく
ず︒﹂といへり︒

みまさか

日光の見舞ふ家には癖者は見舞は

九616図

ず︒﹂といへり︒

日光の見舞ふ家には瞥者は見舞は

其ノ動物ノ身ブリニヨリテ︑形サへ

身分

其ノ周園ノ物二似ルモノノアルコト
﹇身分﹈︵名︶3

ナリ︒

みぶん

六437 ︿略﹀豊臣秀吉といふ人は︑
もとはいたって身分のひくい人でご
ざいました︒

みまわ・す

ぎて杉坂に着きたりしに︑︿略﹀︒

奉らんとて︑道も無き山の雲をしの

十一153図

六856図圏九つとや︑心はかならず みまさか ﹇美作﹈︹地名︺1 美作
高くもて︑たとひ身分はひく＼とも︑
輕くとも︒

十一柵4 きせるは身分の高い里程長
いのを用ひる︒

みみざとし一みやこしたまう

630

宮←おみや︒お

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

﹇宮﹈︵名︶4

九67図

草薙劔は尾張の國にとゴめ

みやうら・おんみや︒だいとうのみや

みや

さぐ︒女子は耳に耳輪をはむること
見

を寄せて︑何事か話してみるかと思
ミムク

はさばきよりも一層の見物なり︒

﹇見向﹈︵五︶3

男子に同じく︑︿略V︒

みむ・く

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ
出した︒

ウツクシイサクラノハナ

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ

三47

れり︒今の熱田神宮即ち是なり︒

軍の調である︒

十一5510 耳をそばだてて聞けば︑進 むく ︽ーキ︾

ガ︑マドノソトカラノゾイテ︑

あっ

﹁︿略﹀︒デテキテ︑イツシヨニア

見る物の多い今日の祭日に︑

︿略﹀︑祭の當日には︑おび

内へつめかけた︒

聲のもとに︑︿略﹀︑今日九重にに

九9210図圃

ほひぬと︑つかうまつりし言の葉
の花は千歳も散らざらん︒
いてふ

宮の森のこんもりと茂った問
から︑古い銀杏の木が一本︑木枯に

十281

吹きさらされて︑︿略﹀︒

五聖ハスベテ葉脈トイフモノ
ガアル︒︿略﹀︒ソノ釜日モ亦種々ア
ル︒

竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ

ルQ

みやげ﹇▽おみやげ・おみやげばなし

みやこ ﹇都﹈︵名︶8 都

首府をパリーといひ︑世界

中最も美しき都なり︒

八784図

ら

見るもの聞くものにつけて︑都の空

九806図 筑紫に到りて後は︑︿略﹀︑

のみしたはしく︑︿略﹀︒
な

九932図幽︿略﹀︑古の奈良の都の

つかうまつりし言の葉の花は千歳

八重櫻︑今日九重ににほひぬと︑

も散らざらん︒

たんぱ
﹁我え元丹波の松よ︑

山こむる霞を後ユ︑いかだして都

十126図團園

に來けり︒﹂

十953図圏古の奈良の都の八重櫻︑

ア

マ

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

ベノナカ

今日九重ににほひぬるかな︒

テ︑都ニアリシ時此ノ山山出ヅル月

十963図

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︿略﹀︒

奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ

跡ニシテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

十975図

リ︒

き心持に相成候︒

都大

極北の寒地も今ははや生れ故郷の如

十︻梱5囲囲住めば都とやら︑此の

路

し綜毛の車は如何に優美なりけん︒

十一257図

昔都大路をねり行きたり

みやこおおじ ﹇都大路﹈︵名︶1

きさいの宮の仰言︑御

たgしい見物人が朝早くから宮の境

九827

時代後れの下手な音曲に耳を傾ける

十二8110

マドノソトカラノゾイテ︑

三56 ︿略﹀ウツクシイ小トリガ

ライキマセウ︒﹂

モシナイデ︑﹁コレガスンデカ

ソビマセンカ︒﹂マサヲハミムキ

く略V︑︼日良雄に面罪し︑

者は一人もない︒

十二868図

耳ざと

反復直言して復仇の事を勧む︒良雄
﹇耳聡﹈︵形︶1

一笑して更に耳を傾けず︒
みみざと・し

﹁︿略﹀︑チツトソトヘデテ︑イツ

︽iキ︾

し

シヨ

未明

十71

かへるはく略﹀︒とんぼな みゃく ﹇脈﹈︵名︶5 脈

キマセゥ︒﹂

ナイデ︑﹁コレガスンデカライ

マサヲハヤツパリミムキモシ

ニウタヲウタヒマセウ︒﹂

七618図犬は耳ざとき動物にして︑
眠れる時も人の足音を聞けば︑たゴ

みトず

ちに目をさます︒
みトず
﹇蛆矧﹈︵名︶1 書評

みみず

十一885図蛆矧は地下に穴をうがち 三478

﹇未明﹈︵名︶1

どがあたまの上をとびまはつ
みめい

ても︑見むきもしません︒
みみつく

て住み︑多量の土を呑込みては之を
﹇木菟﹈︵名︶1

地上の穴の口に出す︒
みみずく

く略V八月三日の朝︑今 十74

マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑

八582 ︿略﹀︑からだの割合に目の最 十二768図

サキニ行ツテ︻ツ前集ツテヰル︒

櫻や梅ノ心当唯一スヂノ太イ

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ
脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

十77

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出島

十76

日はコロンブスが遠征隊出雲の日な

﹇御恵﹈︵名︶1

乃木大黒はおごそかユ．︑

細イ脈が網ノ目ノ様ニナツテヰル︒

本ノ虜カラ手ノ指ノヤウ田所レテヰ

シタマフ

︽ーヒ︾

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ みやこしたま・う ﹇都営﹈︵四︶1 都

傳ふれば︑かれかしこみて謝しまつ

くはへたる魚をふりかへ

十79

る︒

丸めぐみ深き大君の大みことのり

十391図韻

みめぐみ

り人の山を築けり︒

りとて︑西班牙パロスの港は未明よ
耳

も大きいのはふくろふ・みみつくな
﹇耳成山﹈︹地名︺1

耳輪

御めぐみ

どである︒

みみなしやま

無山

三山︑イヅレモ麗シキ山ニシテ︑鍋

十棚9図 畝傍山・香旦ハ山・南無山ノ

﹇耳輪﹈︵名︶1

ノ足ノ如ク向ヒ合ヒテ立テリ︒
みみわ

十一8110図

十798図 あいぬの男子は︿略﹀︑耳みもの ﹇見物﹈︵名︶1 見物
に金属製の輪をはめ︑こしに小刀を

631
みやのした一みょうにち

ニントク

ナニ

ハ

六804図 大阪ハ講武難波トイヒテ︑
仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒

キ

が

宮人

ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ盧ノ

ソコクラ

︿略﹀︑イカバ水中ニオヨグ

フスマニエガケル糟ナリシナリ︒
九552図

オキナハ

れば︑目には見えざれども︑︿略﹀︒

エ

ミン

イマ・ニシテ︑黒蝦夷ト二二不忠ノ

そ

やま

人皇第十二代景行天皇の御

フルマヒ多カリキ︒
え

九49図

十一一8310 人々は唯神曲に心を奪はれ

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

もしない︒

義山

みょうぎさん﹇妙義山﹈︹地名︺1妙

九17図妙義山

六405囲

日

明後日はこ︑を立って︑道

︿略﹀箱根七湯ハ︑開ケ行 みょうごにち ﹇明後日﹈︵名︶2 明後

本武尊に命じて︑之を討たしめ

とたけるのみこと

代︑東國の蝦夷叛きしかば︑天皇日
給ふ︒
九398図

浴客年二女ノ敷ヲ加フ︒

九647図空聾は形もなく︑色もなけ ク明治ノ御代ト共二盆くサカエテ︑

ルトキハ︑サナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

︿略V︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ枝ニトマ

九567図沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

間ハ水色ナレドモ︑岩石ナドニ附着
みやのした ﹇宮下﹈︵地名︺2 宮ノ下
サハ
スル時時岩石ト同ジ色二見ユ︒
九3910図 善導トハ湯本・塔ノ澤・堂

﹇宮人﹈︵名︶1

宮ノ下

湯ライフ︒

九40図
みやびと

さい

蝦夷はく略V︑景行天皇の

ぞ

で用をたして︑この次の水曜日まで

九923図圃 みすのうちより宮人の

え

やまとたけるのみこと

九623図

赤と緑とを並ぶれば︑赤も

明後日御面容の節返上致

十495図

ふ

袖引止めて︑大江山いく野の道の

あぺのひ

ら

にはかへる︒
めい

すべく候︒

十936國国
ちしが︑︿略﹀︒

明天皇の御時阿倍比羅夫また之を討
くわんむ

將軍坂上田村麻呂之を平定して︑大

九626図

く略Vやみの天地をまた

なる功勢を立てたり︒

︿略﹀︒

我が國後土御門天皇の御代にして︑

しなの

て書がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一35図

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

連ね︑︿略﹀なき敷にいる名をぞ

決死の士百四十三名の名字を壁に書

と団むる︒といふ一首の和歌を書残

せるは此の所なり︒

明朝六時

急に商用が出來て︑明朝六

かくて次の夜は如何にと

是等の沿革は︿略﹀︑官

廉・諸役所等の前に掲示せらる﹂を

隔心ー78口口凶

とり言いひ居たり︒

ねずして明日はかく古里がかんなどひ

うかゴふに︑前の如く夜もすがら寝

十一736図

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

翌日垂工の早朝に起出で みょうにち ﹇明日﹈︵名︶6 明日
シバ
七594図 明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

時の汽車で東京へ立ちます︒

七157団

1

鰻をくはへてくちばしに 十二8010図 コロンブスの遠征時代はみょうちょうろくじ ﹇明朝六時﹈︵名︶

山下に忠士あり︒

せん

元の御代に返すは誰が任ぞ︒金剛

十8910図囲

こんがう

桓武天皇の御代に至り︑ みょうじ ﹇名字﹈︵名︶1 名字

もまかせず︑岩と波との間にボート
業とは見えず︒

うなぎ

十一14図圃

しQ
せう

十二55図

日午前五時︑哨艦信濃丸は﹁敵艦見

妙音

なり︒筆勢非凡にして︑丹青の言い
ふべからず︒

﹇妙音﹈︵名︶2

︿略﹀︑其のバイオリンを取

どかな春によはせ︑︿略﹀︒

妙音は︑忽ち人の心を百花満開のの

つて弾始めた︒︿略﹀︒攣化極りない

十二838

みょうおん

富士山の古歌には煙の立

ゆ︒﹂と報告す︒

十二401図

つことを歌へるもの多く︑時時破裂
せしことも亦歴史に見えたり︒

クワウ

十﹁734図

明治三十八年五月二十七 みょう﹇妙﹈︵名︶1妙

巻附かれ︑持て卒して見ゆるもをか

十一822図

ども︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒

吉野山霞の奥は知らね

をあやつり居たる少女の働は︑人間

十706青縞の基岩にも當てず︑波に

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

︿略﹀︑赤と黒とを並ぶれば︑

御代日本武尊之を征し給ひ︑齊

見ゆ

十496図

線もよく引立ちて見ゆれども︑︿略V︒

﹇深山木細工﹈︵名︶1

遠ければ︑ふみ見ずといひし言の
葉は︑︿略﹀︒

みやまぎざいく
う ち
八44図 ︿略﹀︑宇治橋のたもとにい

御山木細工

見ユ

たる︒このあたり御山木細工・貝細
﹇見﹈︵下二 ︶ 1 6

工などを契る店多し︒
み・ゆ
︽ーエ・ーユ・ーユル・ ー ユ レ ︾

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

七226二目毛見ユレドモ︑字ノ讃メ
七227図 シカル出目ハ見エズシテ︑
大學者トナリシ人アリ︑塙保己一コ
レナリ︒

七552図 櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ
ルカギリハ皆人家ナリ︒

七554図 サレドモコ・ニテ見ユルハ
東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒
アサ

よ
ソガノイルカ

極天皇ノ御代︑蘇我入鹿勢ヲホシ

ギョク

今ヨリ千二百年ノ昔︑皇

七557図淺草ノ観音堂モ東ノ方二見 みよ ﹇御代﹈︵名︶7 御代﹇▽おおみ
ユ︒

コハ如何二︑カノ死人ト見エシバ︑

八308図 工恐ルく近ヨリテ見レバ︑ 八497図

以て︑我等は之を見て︑明日の天氣
ガデキマセン︒

ウツクシイ日ノデヲミルコト

観ル

みる

見

︽ミ・ミル・ミ

トモキチハシンパイシテ︑

コレカライツシヨニヨン

ヨイオヂイサンバコレヲ
︿略﹀コノウスヲカリテ

﹁モウードハナヲサカ

うかがいみる・おもいみる・かえりみ

ドニテヲタタイテホメマシタ︒

三162ミテヰタ人ハミンナ一

のです︒

三408

だい︸には目です︒これ

びきくはへて︑ういて出ます︒

テ︑ヨクヨク見ルト︑ソコハサ

を見て︑母に﹁︿略﹀︒﹂と問ひ

ついてゐました︒おちよはそれ

︿略﹀おとしだまにのしが

カナヤノ店デ︑︿略﹀︒

三415圏水の中へはいったら︑

ました︒

四422

どんな心もちだらう︒ 一つやつ

から見てみて︑︿略﹀︒

三413それをからすが木の上

て見よう︒﹂

ヘ
出テ見

白ウサギハコレヲ見テ︑

四546圏 オマヘタチノセナカノ
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル

デ見ヨ︒﹂

カラ︑ムカフノヲカマデナラン

四544園 オマヘタチノセナカノ
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル

シタ︒

ズヰブン多イ︒︿略﹀︒﹂トイヒマ

﹁ナルポド︑オマヘ ノナカマ ハ

四537

カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

四531園 ﹁オマヘノナカマトオ
レノナカマト︑ドツチが多イ

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

四527 アル潮入マベへ出テ見

ツテ見タイト思ツテ︑︿略﹀︒

ガ︑ムカフノ大キナヲカへ行

四524島ノ上里居タ白ウサギ

ォクリモノニナリマス︒

デハナイガ︑オメデタイ時ノ

三612はまべのまつの木の下 四512 チヨツト見ルト︑リッパ
アル日ウミベ

へ行って見ませう︒
三655

ニシテ

ルト︑子ドモが大ゼイ︑ テカメ

オモシロイアソビ毎
モ日

ヲツカマヘテ︑オモチヤ
ヰマス︒

三694

アキテキマ

ウチヘカヘツテ見ル
ト︑

見ルト︑シマヒニハ
ス︒

三725

オドロキマシタ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑タマテバコヲアケテ

見ルト︑中カラ白イ ケムリガ

三735

出テ︑︿略V︒

見えますね︒

﹁にいさん︑ここ から見

ると︑町が一目に

四42圏

四55圏私はまるでちがった方
を見てゐました︒﹂
コノゴロ パクリ
ノォチル
ジブン デ︑毎アサ早クオキテ︑

四126

スコシタツテカラ︑
ソツト

行ツテ見ルノが タノシミデス︒

カラ︑ムカフノヲカマデナラン

四408

フタヲアケテ︑外 ヲ見ルト︑

けさおきて見ると︑雪が

デ見ヨ︒﹂

たくさんつもって︑どこを見て

四623

何ダカヤウスガ チガツテヰマ
ス︒

見てみるうちにまた一 四413 コレハヲカシイトオモツ

でく略﹀いろいろなものを見る

三385

中にゐます︒

る・かぞえみる・かんがえみる・くら

ネエサンガエヲミテヰ

ミテヰルウチニダンダン

二42オソクオキル人事︑コノ

ノボツテキマス︒

二27

マス︒

﹁273

ぞみみる・ふりさけみる・わたりみる

べみる・してみれば・のぞきみる・の

セテミョ︒﹂

Q園

ナヲサカセテミヨ︒﹂

二611囲﹁オモシロイコトダ︒ハ

︿略﹀︒

イツテ︑米ヲツイテミマシタガ︑

二573

ミテ︑タイソウカナシンデ︑︿略﹀︒

二546

テミマシタガ︑︿略V︒

二533サウシテソノ犬ヲツレテ
イツテ︑下司ケノスミヲホッ

デミマセウ︒

二497

シテ︑イテミマセゥカ︒﹂

二347囹﹁カガミモチヲマトニ

カドグチヘデテミマシタ︒

二266

ガヰマス︒

ニー47 シタヲミルト︑ミヅノ
ナカニモサカナヲクハへ三主

如何を豫知するこ と を 得 べ く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二291図圏 ﹁我︑明日大軍を率ゐ
て出冒せんとす︒

十二296池園 ﹁明日城門に行きて︑
﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹄と告
げよ︒

十二919図 家内能く和合して︑︿略V︑
ぜん
むつまじく打揃うて夕の膳に向ふ時︑

一日の螢苦は忘れられて︑更に明日
の活動を思ふなり ︒

明年

︿略﹀︑私も明年は是非と

﹇明年﹈︵名︶1

十269圓国

みょうねん

も御仲間入致し度と今より相樂しみ

ミル

居り候闇︑時々螢内の様子御報知下
﹇水松﹈︵名︶ 一

されたく願上候︒﹁

みる

七763 ミルヤモヅクノ様二線色ノモ

視る

ミル

ノモアレバ︑︿略﹀︑テングサノヤウ

見る

﹇見﹈︵上一︶泌

ニ紅色ノモノモア ル ︒

みる
ル

一一

三358︿略﹀︑いそいでかみをあ
けてみると︑ほたるはやはり

レ・ミヨ︾﹇▽あい み る ・ あ お ぎ み る ・

U4

みょうねん一みる

632

633
みる一みる

あります︒

思ヒ︑︿略﹀︒

白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト

けさおきて見ると︑雪が 五337 サクラノ花ノ下ニトンデヰル

もまつ白です︒

四626
たくさんつもって︑どこを見て
もまつ白です︒
ヨクカザレマシタ︒︿略﹀︒﹂トイ
カト思ヒマス︒

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ

四754 母性來テ見テ︑﹁タイソウ 五341 ︿略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル
ヒマシタ︒

ス︒

マシタ︒

︿略﹀ネムツタヤウニシテヰ

蝶ハイツ見テモ課口イラシイ

向フノ汽車カラコチラノ汽車

ロクテタマリマセン︒

て︑︿略﹀︒

信長はこれを見て︑ますく

後には秀吉の馬じるしを見る

かんしんして︑︿略﹀︒

六484

ソノ中ニケモノが勝チサウニ 六422 人ノブリ見テ︑ワガブリ直行︒

ナツタノヲ見テ︑ニバカニ︿略﹀︑

五534

︿略﹀︑一人のかりうどをつれ

七395

その間に色色な子どもを見ま

我が生キテフタ・ビ汝ヲ

コノ度ノ合戦サダメテナ

あなたほどの大きな花ぶさ

一匹の舞の口から出る綜をの

筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・

これを見た人は皆ほしいとは

ルト︑︿略﹀︒

カンザシナドノ店ヲ見テ︑右へ折レ

七367

ことである︒

ばして見ると︑五六町もあるといふ

七287

は見たことがございません︒

七222園

ヲ見テスベシ︒

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七83図取

タリ︒

サノアマリ︑ツト立チテ別室二行キ

七33図正行ハコレヲ見テ︑カナシ

見ンコトバカタカルベシ︒

七25図園

よ︑あはれめよ︒

人見るときは︑力のかぎりいたはれ

六847幽霊七つとや︑なんぎをする

タマヒキ︒

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

六808図昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少

した︒

六701

になりました︒

と︑敵は戦はないでにげて行くやう

おちよは取上げて讃んで見る 六494

ケモノノミカタニナリマシタ︒

五635

フト水ニウツツタジブンノス

と︑︿略﹀と書いてあります︒

五712

五771

て來た︒見ると丈の高い︑たくまし
これを見た三千人の軍ぜいは︑

い男である︒

五815

どっと一時にかけ下りて︑城の中へ

白い砂に青い松︑どこのはま

攻めこんだ︒

六21

どこの田を見ても︑稻がよく

べを見ても︑美しい景色である︒

六148

︿略﹀︑﹁そんなら私がはか

じゅくして︑重さうにほをたれてゐ
ます︒

六208園

つて見ませう︒﹂といって︑まつ象
朝おきて見ると︑池に氷がは

を船にのらせました︒

文太郎ハフシギニ思ツテ外ヲ 六372

かく

水せんの花を見てゑをかいた︒

つてみた︒

六385

から北山の方へ行って︑金閣寺を見

明日は銀閣寺を見て︑それ
シキガカハルノデ︑文太郎ハオモシ

五453

かく

て︑︿略﹀︒

明日は銀閣寺を見て︑それ
から北山の方へ行って︑金閣寺を見

左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ 六403国
シキガカハルノデ︑文太郎ハオモシ

五453

ロクテタマリマセン︒

左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ 六402國

見ルト︑汽車ハハシノ上ヲ通ツテヰ

五438

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

五434

クヤウニ見エマス︒

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

五422

マドカラ外ヲ見テヰルト︑山

スガ︑ドレヲ見テモ美シウゴザイマ

嘉3蝶ニハ︿略﹀サマぐアリマ

モノデス︒

五346

ルノカト思ヒマス︒

ルノヲ見ルト︑ドンナユメヲ見テヰ

五345

ノカト思ヒマス︒

四766 見ればへさきに長いさを 五344 又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木
ガタヲ見テ︑アタマカラ足マデツク
を立てて︑そのさをのさきに
ノ葉ノ上ニネムツタヤウニシテヰル
ぐトナガメテ︑ヒトリゴトヲハジ
はひらいた赤い扇がつけてあ
ノヲ見ルト︑ドンナユメヲ見テヰル
メマシタ︒
ります︒

から︑目をひらいて見ると︑こ

四817 ︿略﹀︑神さまにいのって

んどは扇が少しおちついて見
︿略﹀︑何だか目がまはって︑

えます︒

五96

しばらくの間は何も知らずにゐまし
た︒きがついて見ると︑人が二三人
立 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ながめてゐました︒

として︑どちらを見ても水ばかりで

吾5ミへ來て見ると︑ひろぐ
す︒

五B6こ＼へ來て見ると︑ひろぐ
として︑どちらを見ても水ばかりで
す︒

五155 池ノ中デコヒガオヨイデヰル
ノヲ見タコトガアリマセウ︒

がら︑いそいで行 っ て 見 る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五195 おはなは﹁はい︒﹂といひな

るみざりだといふうはさがあるので︑

五228 ぬす人はきんじよに住んでゐ
行って見ると︑なるほどそのかまが

みる一みる

634

やたの

コハ如何二︑カノ死人ト見エシバ︑

之ヲ見テ他ノ一直進ミ出デ

︿略V︒

ツテヰルガ︑皆一ツニナツテヰテ︑

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ

テヰル︒

九88

ふと通りか㌦つた大尉が之を

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

見て︑あまりに女々しいふるまひと

九191

大尉はそれを取って見ると︑

思って︑︿略﹀︒

次の様な事が書いてあった︒

九204

九214業事母は其の方々の顔を見る

毎に︑そなたのふがひなきことが思

カクノ如ク國事ニタフレタ

ひ出されて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑しらべて見ると︑機關

其の頃︿略﹀︑馬車・鐵道を

いよく聖恩が出來て︑汽車

て見ようといふことになって︑︿略﹀︒

スチブンソンの登明した汽車を用ひ

こしらへようといふ話があったが︑

九342

れを直した︒

の一部に故障があったので︑すぐそ

九325

ノ心ヲ起サザラン︒

アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公

ル言々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

其の後どうかと思ってゐま 九306図

テ︑入鹿ノ足ヲキル︒

八685国

︿略﹀︑目は食物を見ても見

したが︑手紙を見て安心しました︒
八704図

︿略﹀︑目は食物を見ても見

ぬふりをして過し︑︿略﹀︒

八704図

か﹂る地方にては氣候つね

ぬふりをして過し︑︿略﹀︒

八819図

に寒冷にして︑美しき花木を見るこ
と能はず︒

テ

敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲
アラ

四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ戸外開

やがて汽車が動き出すと︑馬

一日の旅程を十里つつと見て︑

九414図

︿略﹀大空ヨリ箱根山ヲ見

十二日程か＼つた︒

九357

つて見たが︑︿略﹀︒

上の人はしきりにむちを打ってあせ

九349

の運轄をして見る日になると︑︿略﹀︒

之ヲ見受敵単坐二新手ヲ加へ 九345

ヲウチカケタ︒

八871
八873

テ︑ブタ・ビ攻メヨセテ來タ︒

︿略﹀︑尊をいざなひ︑尊の
野に入り給ふを見て︑火を放ちて焼

九58図

ルト︑カウイフエ合帯ソレぐ攣ツ

工芸ルく近ヨリテ見レバ︑ 九83

八目鏡を授けたまひて︑﹁この鏡を

フスマニエガケル檜ナリシナリ︒

八307図

思ひましたが︑︿略﹀︑誰一人買はう

見ること我を見るが如くせよ︒﹂と

せが高く︑目がするどくて︑

おほせられたり︒

八313

ちよつと見ると︑おそろしいが㍉い

おはなさんはしばらく見な

いうちに︑髪が大そうきれいになり

たって氣だてのやさしい老人であっ
た︒

八319

諸子ハイマダマツチノ製造

つて見てみた︒

僕は時々其の仕事場の前に立

ました︒

八126圏

といふ者がありません︒

七403囹 武士としてはあのくらみな
馬をもつて見たい ︒ ﹂

七566図︿略﹀︑観音堂ヲ拝シ︑ソレ
ヨリ水族館ヲ見ル︒
シバ

さんの小さい時分にそっくりです︒

七594図明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ 八128国 この窺眞で見ると︑おかあ
ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

七688尊母はこんな美しい大きな桃 八131国 窮眞を見て︑急に皆さんに

八389図

﹁それはさうと︑君は白い

場ヲ見タルコトナカルベシ︒

お目にか＼りたくなりました︒

八534図

︿略﹀障子ノ破レヲツクロ

ヨシカゲ
ヒヰタリ︒暉尼ノ兄三景コレラ見テ︑

は︑はじめて見た と 申 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

るのなら︑植ゑて見たいと申して居
︿略﹀︒

七693団 ︿略﹀︑こんな見事な桃がな 八165図
ります︒

八208圏

みた雀を見て︑︿略﹀︒

七781 ︿略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮 八202 ︿略﹀︑そこらあたりに飛んで

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル
ノハ︑陸上デハ見ルコトノ出來ナイ

﹁いや︑見たことがない︒

雀を見たことがあるか︒﹂

八211圏

﹁それはめづらしい︒どう

美シイ景色デアラウ︒

七832園 何人とも知れないいるかが
八223園

かして其の雀をつかまへて見たい︒﹂

およいでみるのを見ることもありま
す︒

水車場へ行くのかと思って見

︿略﹀︑まだねてみた妻を呼起

き奉らんとせり︒

キタリ︒

八284図川成行キテ見ルニ︑小サキ 九78 ツ・ジノ花ヲ見ルト︑辮ハ揃

して聞かせました︒

して︑︿略﹀︑今見た事をすっかり話

八259

居酒屋の方へ行きます︒

てるると︑水車場の方へは行かずに︑

八236

る様子がありません︒

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

七841囹見るもの聞くもの総べてめ 八229 婦って見ると︑自分の家は戸
づらしいものばか り で す ︒ ﹂

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

七868園海岸には燈塁がありますか
いふことが分ります︒

七881雲海の波を見たばかりで︑恐
あまてらすおほみかみ

ろしがる人があるではありませんか︒
やたの

八24図園︿略﹀天照大神︑︿略V︑
八腿鏡を授けたまひて︑﹁この鏡を

見ること我を見るが如くせよ︒﹂と
あまてらすおほみかみ

おほせられたり︒

八24図圏︿略﹀天照大神︑︿略﹀︑
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みる一みる

下サバ︑全髄ノ形ノスリバチヲ白下
シタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

九489図 ︿略﹀︑其の日の夕方︑一組
きやうぎ

の隊商の宿れるテントを見たり︒

九509図圏 夏の首木や萎わらは
見るにもいと丈輕げなり︒

九702 雨戸を明けて見ると︑明るい

さてかりに印刷して︑讃合せ

しを︑︿略﹀︒

十1910
て見て︑誤があれば︑幾度でも其の
五日目ノ断行キテ見レバ︑

活字を抜きかへて植直す︒

十234図

十蝕年ノ後︑我マタ汝ヲ

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

十245図園
去レリ︒

︿略﹀︑其ノ書ヲ與ヘテ去レ

見ルベシ︒﹂トテ︑其ノ書ヲ與ヘテ
十246図

月夜である︑︿略﹀︒

時の間に雪に攣ったか︑そこら一面
書ナリ︒

白字を書くときに︑指先を

十539図園

平生にても︑若き人は白

十一2510図

今は爾陛下も馬車に召し

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

當総督府の纒螢も着着

﹁馬が子供と遊んでみるの

此の時﹁自分が行かう︒﹂

クドナールである︒

とさけぶ人を誰かと見れば︑將軍マ

十一569

を見たことがある︒

十一509

かくべきやうもなし︒

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

十一452図 ︿略﹀︑少しも疑ふ心なき

る能はざる程に御座候︒

め建築物の壮大なる︑内地にても見

てい
十一366王国 ︿略﹀︑網督官邸をはじ

承知の通りに候虜︑︿略﹀︒

其の効を見るに至り早事︑かねて御

十一361僧団

義仲之を見て︑﹁︿略V︒﹂と︑ ずば見るべからず︒

髪を見て侮る心あり︒
十546図

さめぐと泣きたれば︑︿略V︒

漕抜けた一隻は勇氣をふるつ

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑

十649

もり
︿略﹀錯を打つ︒

十667他のボートを見れば︑今新に
鯨を追ふものもあり︑鈷を打って鯨

夜明けて見れば︑岩の上に

に引廻されてみるものもある︒

十693図

一隻の難破船横たはれり︒
少女は之を見て︑﹁︿略﹀︒

早く船を出して救はん︒︿略V︒﹂と

十696図

せき立つ︒

ヲ聞キ︑︿略VQ

十772図目ハ色・形ヲ見︑耳ハ音聲

義を見てせざるは勇無

人生七十年と見るも六十

翌日壷工の早朝に起出で

瀧日の︸角崩れ落ち︑今は其の奇勝

十一766図 ︿略﹀︑先年大風雨の爲︑

たれば︑︿略﹀︒﹂

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

十一751図画 ﹁︿略﹀︑箱根山中にて

なり︒

て壷がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一733図

萬時間に過ぎず︒

十一676図

が命を惜しむ理由はない︒

十792図身躯ノ健全ナルトキハ︿略﹀︑ 十一579園我が子の死ぬのを見て父
何事ヲ爲シテモ良キ結果ヲ見ルナル

︿略﹀︑販路次第二型ケ︑此

ノ業ヲ螢ムモノモ亦追々二増加シ︑

ベシ︒

きなり︒

船の其の間を行くとき︑

十一145図園

吉野山の光景まのあたり見るが如し︒

全山花の雲に包まれたる

つゴき︑吉野初瀬の花の中宿︒

見よ︑︿略﹀第十四圖・第 十二9図圃來て見ればこ＼も櫻の峯

十519図園

若者かと思へば︑面にお

十一182図

島かと見れば岬なり︒

十一8310図紡績工場二入リテ見隠︒

を見ること能はず︒

十一854図

︿略﹀︑汽船絶えず通航し

て︑遠く近く黒砂の青空にたなびく

硫綿服ヨリ出ヅル綿花ハ
を見る︒

十一204図

義仲の幼目に見たりし時 十一183図 岬かと見れば島なり︒
樋口は一目見て︑﹁あな︑
むざんや︑實盛にて候︒﹂

十5210図

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

十526図園

見れば︑髪つやくと黒し︒

びた玄しきしわた＼めり︒老人かと

十522図園

曵く者なし︒

た㌧れ着けたり︒大量かと思へば︑

士かと見れば︑錦のひ 十一15図

十五圖の模檬の如何に麗しきかを︒

十466図

遂二今日ノ盛大ヲ見ルニ至レリ︒

十442図

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

十373園

リ笑ハザルハナシ︒

ヒテ跨ノ下ヲクグル︒見ル者アザケ

十256図

盲信︿略﹀︑ヤガテハラバ

リ︒受ケテ見レバ︑世職モ得難キ兵

九707 ︿略﹀︑翌朝起きて見れば︑何
銀世界になってみることもある︒

九806図 ︿略﹀︑雨の朝︑風の夕︑見
るもの聞くものにつけて︑都の空の
みしたはしく︑︿略﹀︒

九926図圏︿略﹀︑大江山 いく野の

くちざらん︒
ひぐらし

道の 遠ければ︑ふみ見ずといひし
あま
言の葉は︑天の橋立 末かけて︑
後の世永く

九945図 此の門一年日暮門の名あ
るは︑日暮るるまで見れどもあかず
との意なりとそ︒

十23図 いっこより見ても山にさへ
ぎられ︑かすみにへだてられて︑其
の全景を見ること能はず︒
其の全景を見ること能はず︒

十24図 いっこより見てもく略V︑

十72竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ
マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑
サキニ行ツテーツ国勢ツテヰル︒

の雪はすだれをか㌧げて見る︒﹂と

十174図 是白樂天の詩に︑﹁首魁峯
いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ

みれん一みわく
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眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ

に當りて︑はるかに数條の黒煙を見
カ

る︒

キ

進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル
︿略﹀鷹下將卒モ皆此

じて磨ぐ︒

十二431図

熔岩の光︑火山灰及び水

ふとう
市街建築物及び埠頭等頗

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき
光景を呈す︒

十一一H1図国

ノ成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激

も

十二547図

く

ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如

ガ如シ︒

シ︒﹂

十﹁884図 蜘蛛は其の艦より縣を出
して網を張る︒︿略﹀︒此の網にて轟

時代後れの下手な音曲に耳を傾ける

こかげ

者は一人もない︒

聴衆は四方から集って來て︑

の様子を見てみた一人の紳士があっ

＋二碧木蔭に立ってつくぐと此

た︒

十二834

老人は︿略﹀︑再び幅子を

見る内に人山を築いた︒

差出す︒見る間に復あふれるばかり︒

十二846

十一一876図園 我が目︑獣として良雄

此の如く全然移住するは
稀に見ることなれども︑︿略﹀︑食物

十一一961図

国力我に劣れる國民を見

他藩に行きて︑其の市街

等を見れば︑︿略﹀︒

尚高き

ね
學びの高嶺

於ける乗客の墨止︑道行く人の容儀

・建築物等の状況︑汽車・電車中に

十一一捌6図

ざるが如きは︑︿略﹀︒

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

十二㎜10図

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

智徳の最も圓満に畿達せ

我が足︑獣として良雄に食はしめた

︿略﹀︑遠く之を望めば︑

り︒

を視︑我が舌︑獣として良雄を罵り︑
一定の季節に最も多敷の

を追うて其の居を轄ずるは珍しきこ

十二695図

る地鼠の一種なり︒

移住を見るはく略﹀レミングと構す

十一一687図

とにあらず︒

十二671図

世都市の好模範たり︒

十二623図此の鮎より見れば眞に近

る規模の壮大なるを見る︒

を捕ふるは漁業の類とも見るべし︒

是等の豫報は︿略﹀︑官

廉・諸役所等の前に掲示せらる＼を

十一939図 ︿略﹀︑又他の職業に弔事 十ニー78図

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之
以て︑我等は之を見て︑明日の天下
故に今より出帆せんとす

諸子は中央氣象皇より獲
ひ

行ずる天氣圖を見たることありゃ︒

十ニー92図

︿略﹀︒

る船は︑之を見て出嚢を見合せ︑

十二ー89図

如何を豫知することを得べく︑︿略V︒

に轄話するに至るべし︒

十一㎜3國国 森林は内地及び北海道
に於ては見るを得ざる股掌なる天然
林にして︑︿略﹀︒

十一悩7図園 後人日ク︑﹁出師ノ表
ヲ見テ書影ザルモノハ人玉肥ズ︒﹂
ト〇
ゆ

右に見

あたかも洋々たる江流を見るが如き

はちまん

壮観を呈することあり︒

由比の濱べを

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御

十二246図圃
社︒

マウクワク

十一鵬1図囹 ︿略﹀︑孔明謀ヲ以テ其

ノ將孟獲ヲ捕へ︑蜀軍ノ陣螢ヲ示

く見たるコロンブスの誤は遂に此の

﹁︿略﹀︑若し向ひの山 十二7510図︿略﹀︑地球を齢りに小さ

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

大嚢見を成さしむる基となりしなり︒

︿略﹀︑コ・二黒校舎ノ落 十二774図船の次第に朝霧の中にか
成ヲ見ルニ至レルハ︑國民訴育ノ一

セぢて見ん︒

十二伽9図圏

よくと心配するは︑未練にして愚

思ひても返らぬことをく

﹇未練﹈︵形状︶1 未練

なる人のする事なり︒

十﹁702ロロ凶

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

見る物の多い今日の祭日に︑ 十692図

枝の波のまにく浮べるを見たり︒
十一一819

︽ークル︾

︿略﹀︑幾度かいそべに出で

十一一788図︿略﹀︑又果實の附きたる みわ・く ﹇見分﹈︵下二︶1 見分く

ず︒

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

十一一781図

しと語れり︒

くれ行くを見送りて︑数萬の見物人
本校舎ノ建築ハ質素堅固

は再び此の船を見ること能はざるべ

十二367図

ヲ主トシ︑︿略﹀︑其ノ注意ノ周到ナ
ル︑足下マレニ見ル所ナルベシ︒
れんぱ

︿略﹀廉頗之を見て心安
からず︑﹁相如にあはば必ず辱しめ

十二388図

ん︒﹂と言ひ居たり︒

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を轄

︿略﹀︑朝の風を聞きては みれん

慶事トイフベシ︒

十二363図

城を出でたりと知れ︒

十二279図囹

シテ︑﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂ト問
フ︒

十一鵬6図 後洋品︑孔明ノ陣螢ノ跡
ヲ観テ︑﹁孔明ハ 天 下 ノ 奇 才 ナ リ ︒ ﹂
ト歎ジタリ︒

十﹇佃1 男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る
と︑昔の人に會つた様な氣がする︒

ふみ

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

十一柵9 上流の婦人は四方を閉ぢた
する︒

十二26図鶴古の書見る度に思ふか
うつりよう

な︑おのが企むる國は如何にと︒

島附近に集りて敵を待ちしが︑東方

十二82図 我が艦隊はく略V︑欝陵 十二3810図 相如聞きて︑力めて之を
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みわける一みんな

てながめしが︑墨を流したる如き空
十一一794図

明け行くま＼に見渡せば︑ みんき

﹇眠亀﹈︹人名︺2

模様にて︑一寸先をも見分くること

眠亀←い

十444図眠亀が一身一家ヲ忘レテ︑

出セント試ミシガ︑︿略﹀︒

自ラ花莚敷十種ヲ織出シ︑海外二輸

眠撫付此ノ機械ヲ用ヒテ︑

そざきみんき

﹇三輪町﹈︹地名︺3

三輪

十434図

町

みわちょう

の客を眺めて立てり︒

鳥さへづり︑土人は驚きて此の新來
見分け

前面の一島草木青々として︑花開き︑

︽ーケル︾

﹇見分﹈︵下一︶1

能はず︑︿略﹀︒

る

みわ・ける

七871園︿略﹀︑星が出てみれば︑そ

せう︒

四645 今日は早くから學校へ
行って︑みんなで雪なげをしま

よしっねをはじめ︑みんなが馬

四828をかの方では大しやう

みんなと橋のたもとに出合つ

のくらをたたいてよろこびま

した︒

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ

熱心二此ノ再帰志シ︑機械ヲ獲明シ︑

十988図

六83

れに便って︑居る場所や方角がちや

國産ヲ廣メシバ大イナル功勢トイフ

ました︒

私もみんなと一しょの分は

さんによそ行の顔だといって笑はれ

まじめになり過ぎましたので︑にい

八106困

︿略﹀︒

て︑川について︑四五事行くと︑
ベシ︒

みんな

進上バ︑一時間バカリニシテ三輪町

マセウ︒﹂

二405園

﹁ミンナデユキダルマヲ

二66園 サア︑ミンナデーポン
ヅツモツテ︑キミガヨヲウタヒ

ミンナ

二達ス︒

瀬川ニソヒテ爪先上リニ行ケバ︑初

三輪山

三輪町ノ南二二井町アリ︒

瀬町二至ル︒

﹇三輪山﹈︹地名︺1

十㎜2図
みわやま

﹇皆﹈︵名︶1一

んと分ります︒︿略﹀︒この星を見分

︽ーシ︒ース・一

三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初 みんな

十989図

見渡す

見わた

とは︑船に乗る者には大切な事で

見渡ス

﹇見渡﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 7

けることや︑燈皇のあかりを知るこ

す︒﹂

す

みわた・す

セ︾

あともいちじるく︑くつれ残れる民

ニハイルノハイヤデスカラ︑

﹁ウチノ

ニイサンヤネ

ミンナガフンパツスルヤウニ
ナリマシタ︒

マスカ︒﹂

オルスヰヲナサイマス︒

中につつんであります︒

四301

三郎のうちではタはん

がくかうのきんじよにあります︒

も︑本を戻るうちも︑みんな

四14ふでやかみを解るみせ

エサンヲアハセルト︑ミンナデ
三616みんなめづらしい貝ばか
りです︒
五人デスカラ︑カタ手ノユビ
ノカズト同ジデス︒
三728 ︿略﹀︑トモダチモミンナ
四253囹 ﹁ソノ細イノヲニ本ク ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
ダサイ︒ミンナデイクラニナリ
ハ一人置アリマセン︒

四217園

ドニテヲタタイテホメマシタ︒
三378 がくかうへもって行くも
のは︑みんなこのふろしきの

三436ダレモ右ノ方ノナカマ 三162ミテヰ翁人ハミンナ一

の言ふことがわかりません︒

四813弓をとりなほして︑むかふ 十988図 三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠
ツクリマセウ︒﹂
みんな ﹇皆﹈︵副︶10 ミンナ みんな
を見わたすと︑船がゆれて︑
三388 これがなければ︑せんせい 三118ウチノ人ガミンナソト
緑シタ・ルが如シ︒コ・二官幣大社
オホミワ
大神神社アリ︒
のおっしゃることや︑みんな
ヘデルトキニハ︑オバアサンガ
まとがさだまりません︒

﹇民屋﹈︵名︶1 民屋
なつめ

みんしょくん
みんおく

庭に一本喪の木︑揮丸

七469園 ﹁マヅコノザシキヲ見渡シ みん←ぶんめいこくみん・ほんちょう
テモ︑コノタクサンノ障子ハ皆掛ラ
ノ仲間デハツテアルデハナイカ︒

セバ︑コ・モマタ見渡スカギリ︑人

屋ユ一︑今ぞ相見る二將軍︒

七592図力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下 十388図圃
家ナラザルハナシ ︒

まうせん

爾岸及び島々︑見渡す限

民間

七重ン︑ミンナデニ十勝センニ

此ノ時諸葛孔明トイフ人

﹇民間﹈︵名︶1

アリ︑民間二十リテ耕作ヲ事トセシ

ナリマス︒﹂

十一撹5図

みんかん

如く︑白壁の民家其の間に嵩在す︒

り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが

十一194図

七901図 ボートハヤガテ福井丸ノカ みんか ﹇民家﹈︵名︶1 民家
タハラニ卸サレテ︑一同乗リウツレ
リ︒見渡セバ杉野ナシ︒

十279 ︿略﹀木の葉も︑大方は散果
てて︑見渡せば四方の山々のいたゴ
きは︑はやまつ白になってみる︒

ガ︑︿略﹀︑劉備ハ三度マデモ其ノイ

﹁糸が十五セン︑フデガ

十一193図 爾岸及び島々︑見渡す限

ホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣トセリ︒

四257園
り田園よく開けて︑毛毯を敷けるが

まうせん

如く︑白壁の民家其の間に貼在す︒

みんぷく一むかう

638

が覆すんで︑みんなあつまって︑

色色なはなしをしてゐます︒
四564 ︿略﹀︑一バンシマヒニ居

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン
ナムシリトツテシマヒマシタ︒

四 6 3 7 は のおちた木もみんな
まつ白になって︑はながさいた
やうです︒

十374園外の者は着物だけは美しか

民福

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな
つてゐました︒

﹇民福﹈︵名︶1

十一悩1図 孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

みんぷく

無爲

尊く心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ

む

薫皿シテ繕又ラズ︒

．む﹇▽ん

﹇無為﹈︵名︶2

むいみ

﹇無意味﹈︵形状︶1

無意味

模檬には全く無意味なるも

あれども︑草木・花鳥・轟魚等の形

十472図
を攣じて作れるもの多し︒

向ひ←すじむ

﹁︿略﹀︑若し向ひの山

﹇向﹈︵名︶2

かい・まむかい

むかい
十一一278図園

にのろしのあがるを見ば︑幸にして
城を出でたりと知れ︒

黒き影は城の一方より現

れ出で︑ひらりとばかり身を水中に

十二287図

︽ーッ・

むか

投入れたり︒︿略﹀︒しばらくして黒
き影は向ひの岸に現れたり︒

向ひ合ふ

﹇向合﹈︵四・五︶4

向ヒ合フ

葉は羽形で︑二枚つつ向ひ
︿略﹀︑ナデシコナドノ葉ハニ
枚ヅツ向ヒ合ツテ附イテヰル︒

十83

合ってゐますし︑︿略﹀︒

七209園

かひあってみた時︑︿略﹀︒

四764 やしまのたたかひにげん
じはをか︑へいけは海で︑む

ーヒ︾

ひあふ

むかいあ・う

十一681図 ︿略﹀︑功業を成し︑公盆

むい

畝傍山・香具山・耳無山ノ
三山︑︿略﹀︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合ヒ

十皿10図

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

テ立テリ︒

を廣むるも︑將又無爲にして一生を
するとせざるとにあり︒

十一692図 我等の周園には誼むべき むかいたま・う ﹇向給﹈︵四︶1 向ひ
給ふ

︽ーヒ︾

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

九63図尊はなほも進みで北に向ひ

かふ

向フ

向ふ

︽ーッ・ーハ・ーヒ・

三446アサ日ニムカツテ︑手ヲ

ーフ︾

ヒロゲテゴランナサイ︒

花々シク戦ヒテ︑一族ノ人々トトモ

七86図正行ハソレヨリ戦場二月ヒ︑

ニ職死ヲトゲタリ︒

妻はこれを聞いて︑夫に向つ

西洋紙が日本紙二向ツテ︑

て︑﹁その馬の直はいか程でござい

七405

ます︒﹂

︿略﹀︑にたんの四郎ただ

つねといふぶしが︑弓矢をな

四174

げすてて︑馬をとばして︑その

﹁︿略﹀︒﹂トイフト︑︿略﹀〇

七462

ておひじしにむかひました︒

げんじの虚しやうよしつ 七562図雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観

音里中向ツテ行ケバ︑爾ガハニアマ

四783

タノ店アリ︒

兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ

とたつねました︒

︿略V︒

こ＼において︑胃は一同に

又其ノ舌咽ハ内方仰向ツテ

ヨーロッパよりシベリヤ鐵

ハエタル太キ毛ノ如キトゲアリ︑

八744図

向って曰く︑︿略﹀︒

八711図

やう︑﹁︿略﹀︒

等﹁同申し合せて︑胃に向っていふ

八696図ある時口・耳・目・手・足

シ︒﹂トイヘリ︒

四方ノカベニ糟ヲカキテタマハリタ

八279図 一日川成二品ヒテ︑﹁︿略﹀︒

停車場へ急グ︒

八152

ねはけらいにむかって︑﹁︿略﹀︒﹂

役人は︿略﹀︑そのうちにる
ざりにむかって︑﹁︿略﹀︒﹂と申しわ

五261

︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは

たしました︒

五753

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい
は西の門へ立つた︒
︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい

五754

何でも裏からまはって︑てき

は西の門へ向つた︒

五761

のふいをうたなければならぬ︒﹂と
考へて︑︿略V︑こっそりと裏道から
ひよどりこえに四つた︒

道にて東方へ向はば︑二週間あまり

熊が人ニムカツテ來ル時ニハ︑ 八793図

にして日本に編着することを得べし︒

六645

後足デ立上ツテ︑大キナ手ノヒラデ

三十七年ノ四月第二軍ニツイ

尊こ＼において天叢雲劔を

つて賊の方に向ひ︑尊は難をまぬか

抜きて︑草を薙彿ひ給ふに︑火勢却

九510図

テ職地へ向ツタガ︑︿略﹀︒

八847

ツカミカ・ツテ︑スルドイ爪デヒツ

羽織・はかまの主人は一同に

カキマス︒

六766

た︒

向って︑うれしさうに︑﹁どうも御
む

苦勢︑御苦螢︒﹂とあいさつしまし
ムカフ

東瓦ことぐく平ぎたり︒
むか・う ﹇向﹈︵四・五︶49

給ひしに︑蝦夷ども皆恐れて降参し︑

事限りなし︒時間の貴きを知れる物
は無憂に苦しむことなし︒

むいかεくがつむいか・さんがつむい
か・にがつむいか

639
むかう一むかし

れ給ひ︑︿略＞Q

セキヤド

九1510図 赤堀川ハ關宿ノ北ニテフ
タ・ビニツ山分レ︑︿略﹀︑一周西南

十二299図

つ ︽ーツ︾

迎へ撃

我が海軍は初より敵を近

勝商城に向ひ︑高らかに むかえう・つ ﹇迎撃﹈︵四︶1

號んで曰く︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

巳時書卓に向ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑
︿略﹀︒

十一7310図夜明けて後︑住持書工に

汽車が今ていしゃばへっきま

した︒︿略V︑むかへに來た人もあり︑

我が標目物トモセズ敵陣メガ

昔←

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

八861

見おくりに來た人もあって︑課そう

こみ合ってゐます︒

五392

むかへる ︽1へ︾

むか・える ﹇迎﹈︵下一︶2 ムカヘル

鮮海峡に集中せしが︑︿略﹀︒

海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

十一一304図其の將伊企灘をして日本
十二51図

に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と號ばしむ︒

らずして突進す︒

害を顧みず︑向ふ庭何物をもはゴか

が故に︑次第に行進を早め︑遂に危

︿略﹀︑飢餓刻々にせまる

が

向ひて︑只略﹀︒﹂と︑夜中のぞき見

魏將司馬蓮華聞キテ之ヲ

き

二向ヒ︑椹現野川二合シテ江戸川ト
十二6910図

鼠食其ノ子二一ヒテ︑

たる姿をして聾するに︑︿略﹀︒

十一鵬3図

﹁︿略﹀︒﹂トイフ︒

十一欄8図

ナル︒

征するや︑恩威ならび行はれて︑向

九637図 將軍田村麻呂の東北の地を
ふ所敵なく︑︿略﹀︒

十二757図

︿略﹀思へらく︑若し欧

追フ︒蜀ノ軍少シモサワガズ︑旗ヲ
ツヅミ

反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ目蔭二足ハント

九642図之をはうむりし時は︑︿略﹀︑
ながく皇城を守護せしめたりといふ︒

︿略﹀︑九月六日更に西へ

かばねを宮城の方に向ひて立たぜ︑

十一一778図

ならんと︒

羅巴より西へ向って進まば︑印度に
し
な
達する前︑日本又は支那に到着する

︿略﹀太平洋第二・第三

艦隊は︑朝鮮海峡を纒てウラヂオス

てうせん

十二410図

スルモノノ如シ︒

九835 五箇村の人々は各我が村の騎
手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつけ

ムカシ

ムカシアルトコロニ︑タ

タ人ガアリマシタ︒

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

おおむかし

迎ふ

むつまじく打揃うて夕の膳に向ふ時︑

迎フ

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

﹇迎﹈︵下二︶2

二332
むか・う

一日の勢苦は忘れられて︑︿略﹀︒

︽1へ︾

又風の方向は矢を以て示

し︑矢の上へ向ふは南風︑右へ向ふ

ムカシアルトコロニ︑ヨ
イオヂイサントワルイオヂイサ

一﹇502

ンガアリマシタ︒
ホリヲ訪ヒ︑記田迎ヘテ重臣トセリ︒

イフチカラノツヨイ人ガア

ムカシウラシマ太郎トイ

昔みなもとのよりともが

四426園 ﹁これは昔からのしき
たりで︑昔はのしあはびをつ

のでまきがりをしました︒

けらいをつれて︑ふじのすそ

四152

フ人ガアリマシタ︒

三65一

リマシタ︒

三134ムカシタイマノケハヤト

迎へ

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之

十二川1図法力量に劣れる國民を見

ガ︑︿略﹀︑劉備ハ三度マデモ其ノイ

アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ

十一撹7図此ノ時諸葛孔明トイフ人

︿略﹀︑矢の上へ向ふは南

﹇迎﹈︵名︶1

ざるが如きは︑︿略﹀︒
むかえ

九495図

聞けばハッサンは別引の來

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

來りしなり︒

ありしを幸ひ︑迎へかたぐこ＼に

ることの蝕りにおそければ︑道連の
﹁︿略﹀︒﹂と︒

＋二296図勝頼︑勝商に向ひていふ︑

風︑左へ向ふは東風とす︒

十二201図︿略﹀︑矢の上へ向ふは南

風︑左へ向ふは東風とす︒

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

十二201図

風︑左へ向ふは東風とす︒

風︑右へ向ふは西風︑下へ向ふは北

十二201図く略V︑矢の上へ向ふは南

は東風とす︒

は西風︑下へ向ふは北風︑左へ向ふ

十三ー910図

さぎ︑︿略﹀︒

てるる︒
トックに向はんとす︒
向って航行せり︒
以テムカヘタ︒
十2910 犬を連れた男が︿略﹀︑あぜ 十二83図 よりて主職艦隊及び巡洋．十二918図家内能く和合して︑︿略﹀︑
むかし ﹇昔﹈︵名︶65
ぜん
道傳ひにあちらの岡へ向つた︒

或人が主人 に 向 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

どういふ御見込で︑あの青年を御用

十347

︿略﹀︑船 は は や 方 向 を 轄 じ て ︑

ひになったのかとたつねた︒
十647
北へ向って走る︒

東大寺二三ル︒

十968図 春日神社ヨリ西北二向ヒテ
ホブリユウ

十981図 奈良見物ヲ終ヘテ法隆寺
二向フ︒

︿略﹀熊王といふ者あり︑

瀬川ニソヒテ爪先上リニ行ケバ︑初

十9810図 三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初
瀬町二至ル︒

十一416図

流していふ︒

一 日 光 範 に 向 ひ て ︑﹁︿略﹀︒﹂と涙を

十一721図 住持は心得ぬ事に思ひて︑

むかし一むかし
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けたのです︒

四427園 ﹁これは昔からのしき
たりで︑昔はのしあはびをつ
けたのです︒

四664 昔からうめにうぐひす
といって︑うめの花のさくじ
ぶんから︑あんなうつくしいこ
ゑでなきはじめます︒
テヰマス︒

五161 鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ
五233園 ﹁この釜は昔から私のうち
ゆうりゃく

にある釜です︒

五365 昔雄略天皇が︿略﹀︑こをた
くさん集めて著いとおほせになりま
した︒

五528 昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ
ケンクワヲシタ時︑ カ ウ モ リ ハ ︿ 略 ﹀ ︑

ドチラヘモツキマセンデシタ︒

五605 昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル
土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ
シタ︒

六204 昔ある國で大きな象の目方を

七342

わが國は昔から三舞の盛な國

で︑生縣は外罰へ費出す品物の第一
である︒

七533園昔はひきゃくといふものが

昔より﹁犬は三日かへば︑

あって︑手紙や品物を配達しました
が︑︿略﹀︒

七616図
あまてらすおほみかみ

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒
に

填是認尊をこの國に降したまはん

ぎのみこと

八22図 神代の昔皇祖天照大神︑
とせし時︑︿略﹀︒

昔西洋のある所に︑︿略﹀︑何

ク

昔百濟川成トイフ名高キ

ダラノ

不足なく暮してみた農夫がありまし

八191

た︒

八277図

昔東海道といったのは江戸か

造りタルモノニシテ︑︿略﹀︒

九354

農夫の辛苦共
すげ笠こそはたふとけれ︒

知りし騨長ありて︑道眞の今の身の

九879図費買トイフコトナカリシ遠

昔より富士は日本一の高山

取換ヘテ有無相通ジタルニ過ギザリ

キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

キ︒

たり︒

リ︒

ア

昔は大鯨一頭を捕へると︑人

豚はく略V︒︿略﹀︒内地では

く略V︑昔ハ境内三四町︑堂

縣靡・裁判所・師範學校・

マ

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

ベノナカ

奈良ノ市街ノ西ハ昔ノ都ノ

跡目シテ︑今ハオホムネ田畠トナレ

十975図

ル所ナリ︒

テ︑︿略﹀︒トヨメルコト人ノヨク知

十962図

ノ境内二在リ︒

高等女鑑言動ノ敷地円鏡昔ノ興福寺

十951図

テ大ナリシガ︑︿略﹀︒

塔三舎ノ敷百七十五アリ︑規模極メ

十946図

琉球ではたくさん飼って居った︒

りゅうきう

昔から齢り多くは飼はなかったが︑

十867

支へ得ると言ったものである︒

口敷百人の一村︑一箇月の生活費を

十678

今にのこれるは甚だ少し︒

造なれば︑古社寺等も昔のま＼にて

十42図

我が國の建物はおほむね木

役の後︑︿略﹀︑富士は第二位に落ち

と稻せられしが︑明治二十七八年戦

昔の旅行には色々難儀なこと 十15図

ら京都へ上る街道で︑凡そ百二十四
里︑︿略﹀︒

九3510

昔の道中には馬とかごがあっ

があった︒

た︒

九376

箱根山ハ︿略﹀︒東海道ノ
通路ニアタレルヲ以テ︑昔日人馬ノ

九389図

昔ノ關所直江カニ其ソアト

往來甚ダ盛ナリキ︒

九396図

ヲ止ムルノミ︒

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

九406図昔ヲ知レル入︑若シ菖道ノ

昔ヲ知レル人︑若シ奮道ノ

ヲクラベ見バ︑︿略﹀︒

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ 九407図

室里工アリキ︒

八387図

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

にする

植︒草取・取入れに

九522等流昔の風をそのま＼に︑田

ンといふ者あり︑︿略﹀︒

九448無罪アラビヤの贈主にハッサ

噴火山ナリシナリ︒

箱根七湯モ︑遠キ昔ハ二二恐ロシキ

︿略﹀箱根騨モ︑︿略﹀今ノ

レタレバ︑サ程ニハ乱民ザレドモ︑

クワウ

九412図

ヲクラベ見バ︑︿略﹀︒

ソがノイルカ

今ヨリ千二百年ノ昔︑皇

キハ︑今更二其ノ便利ナル言説カ

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト
ル・ナリ︒

八497図
ギヨク

極天皇ノ御代︑蘇我首骨勢ヲホシ
あまてらすおほみかみ

はからうとしたが︑どうしてはかつ
ハ

イマ・ニシテ︑︿略V︒

ナニ

てよいか分りませんでした︒

て︑一人で進んで功名を立てる様な

九226園併し今の戦孚は昔とちがつ 九799図筑紫へ下る道に︑昔より相

六804図 大阪ハ昔ハ難波トイヒテ︑ 九18図 神代の昔︑天照大神の御
すさのをのみこといつも
ニントク
弟素面鳴尊出雲の國にいたり給ひ
仁徳天皇ノ都シタマヒシトコロナリ︒
六808図昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少 しに︑︿略V︒

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ
タマヒキ︒

十997図圏人はいさ心も知らず︑故
上を深く悲しみしに︑︿略﹀︒
ことは出來ない︒
六844ロ︒凶醐 六 つ と や ︑ 昔 を 考 へ ︑ 今
九295図社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔 九8110 昔或氏神のお祭に競馬の神事 里は 花ぞ昔の香ににほひける︒
十欄8図昔ノ人ノ 來て見ればこ＼
といふ事があった︒
ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ
を知り︑學びの光を身にそへよ︑身

につけよ︒
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むかしがたり一むぎわら

も櫻の峯つゴき︑吉野初瀬の花の中
くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

宿︒ト歌ヒシバコ・ナリ︒

十一34図

な

決死の士百四十三名の名字を壁に書
連ね︑︿略V︒

し

十一167図 是は昔︑支那に呉︒越と
いふ二國ありてたがひに孚ひしが︑
︿略﹀︒

十一257図 昔都大路をねり行きたり
し縣毛の車は如何に優美なりけん︒

め

り

か

昔箱根山の噴火せしこと

相如といふ賢臣あり︒

しやうじよ

十二40エ図
あ

は我等既に之を學べり︒
︿略﹀︑南亜米利加の野牛

等の︑昔の遊牧の民の如く︑食物を

十二672図

追うて其の居を轄ずるは珍しきこと
にあらず︒

むかたな

﹇六戸﹈︵名︶1

六刀

︿略﹀︑．ただつねはこしの

刀をひきぬいて︑つづけて五刀

四192

六刀さしとほしました︒

ムギ

変与おお

むきεうしろむき・ようむき・ろうじ
﹇麦﹈︵名︶15

んむき

むぎ

むぎ・からすむぎ・こむぎ・はだかむ

はほが出る︑菜は花盛り︒

農夫は之を聞いて︑近年婁の

取高の少いのは︑この雀のせいでは

八205

又萎ノホノ様ナ全冊ナツテ咲

あるまいかと思ひました︒

九99

畑には萎がもう一寸程にのび

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

︿略﹀︒

てるる︒

十289

十二4310図 我が國は氣候温に︑地味
一336 イネムギイモダイコン
三173 アタタカイカゼガソヨソ 肥え︑極めて耕種に適し︑米・妾の

︿略﹀︑屋島︒壇浦は源 ぎ

﹇昔語﹈︵名︶1 昔語
だんのうら

十一207図

むかしがたり

平の昔語に人の感興を動かすこと甚
だ切なり︒

栽培は最も早く開けたり︒

十一472 昔トルコの或大將がアラビ

十二444図

︿略﹀︒

米と萎とは全國に︑製

茶は静岡・三重・京都

十二489図國

そ二千萬石なり︒

そ百八十萬町歩︑其の牧穫は年々凡

十一一446図 ︿略﹀︑萎の作付反別は凡

を占めて︑︿略V︒

作物は米・萎其の大部分

ヨトムギノホノ上ヲブイテ
昔ナガ

ヰマス︒ヒバリガオモシロサウ

﹇昔乍﹈︵副︶3

昔ながら

ラ

むかしながら

ニサヘヅツテヰマス︒

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

八29図神殿は昔ながらの白木造に

約束をした︒

十一869図昔ノ綜全勝テ紡グ時ハ︑

めんは何でつくりますか︒﹂三
﹁それではごはんにたく

郎﹁知ってゐますとも︒褻です︒﹂

四326園

︽ーシ︾

むきだ・す ﹇剥出﹈︵五︶1 むき出す

それではうどんやさう

して︑二十年ごとに新しく造らせた．

十44図然るに此の寺は今より凡そ
一千二百年以前のものにて︑昔なが
らの形を存せり︒

すか︒﹂

とんで來ます︒

八235

その中に下男が萎俵をかつい

﹁いいえ︑うどんやさうむぎだわら ﹇麦俵﹈︵名︶2 萎俵

りもどしました︒

むぎわら ﹇麦藁﹈︵名︶3 変ワラ 萎
んにたく萎は大変です︒﹂
七95圃道をはさんで畠一面に︑褻 わら

めんにする変は小確で︑ごは

四334囹

で︑裏門から出て來ました︒
んにたく妾は大変です︒﹂
﹁いいえ︑うどんやさう 八241 農夫は驚いて︑其の褻俵を取

めんにする褻は小変で︑ごは

四334園

あらくして︑土けむりをたてて︑

﹁それではごはんにたく 四165 ︿略﹀大きなみのししで︑
きばをむき出して︑はないきを

褻と︑うどんやさうめんにす
る妾は同じですか︑ちがひま
すか︒﹂

大和國ハ久シキ間皇都ノア
リシ地ニシテ︑昔ナガラノ山河︑一

昔の旅

四328園
︹課名︺2

昔の旅

第十一課昔の旅

第十一課

むかしのたび

九353

九目12

ダーリングの生

﹇昔物語﹈︵名︶1

グレース

むかしものがたり

十717図

家に程近き寺院の庭上には︑右手に

萎と︑うどんやさうめんにす
る妻は同じですか︑ちがひま

木・一草書ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

十撹9図

四324園

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑

まふ御定なりと承る︒
シ

ナ

︿略﹀︒

十一皿2図 支那ノ画嚢漢ノ末︑天下
麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方二起レリ︒

十一欄1男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小
馬に乗って︑田舎道を通るのを見る
と︑昔の人に會つた様な氣がする︒

十一備4図圃 神代はるけき昔より
我が皇室の大みいつ︒

君臣分は定まりて︑萬世一系動きな
き

十二265図圃 建長・圓畳古寺の 山
昔の音やこもるらん︒

つきの い き な

門高き松風に

よしあきら

十二303図 昔調仁山灘は新羅と戦 昔物語
ひて新羅の將に捕へらる︒

十二374図 昔藤堂高虎・加藤嘉明

かいを握れる少女の銅像あり︑永く
き昔物語を語れり︒

あひつ
事によりて相悪みし頃︑會津の城主

がまふたずさと

りん

此の勇ましく︑やさしく︑且は麗し
し な

てう

蒲生忠郷死せり︒

十二386図支那の昔趙といふ國に藺

むぎわらざいく一むし
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萎ワラデハヤネヲフキマ

ス ガ ︑ 又 赤 や青ヤキ色ニソ

四368
メテ︑変ワラザイクニモツカヒマ
ス︒

四375 マダコノホカニ萎ワラ
デ作ツタ物デ︑アツイジブン
ニツカフ物ガアリマス︒

向く

︽一

にて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

ケ︾

の若者はひとしく目を其の方向に向

十644

無限

むかふ

無限の富を際し

シタ︒

ムサシ

九154図

ヲナセリ︒

ワタラ

セ

更二東南二流レテ︑上野・

はあらずや︒

四813弓をとりなほして︑むかふ 九17区区藏
むさし
十525図園 ﹁そは武藏の齋藤別戸に
を見わたすと︑船がゆれて︑
まとがさだまりません︒

むざん ﹇無残﹈︵形状︶2 むざん

まだむかふからいそいで走つ むさん﹇▽むにむさん
て來る人があります︒

五412

時ニハ︑向フノ汽車ニノツテヰル人

大將義仲の前に行き︑︿略﹀︒︿略V︒

よしなか

五432走ツテヰル汽車ガスレチガフ 十531図園 手塚︑首をたつさへて︑

あぶらむし・くつわむし・すずむし・

むし ﹇虫﹈︵名︶13 むし 虫 轟﹇▽

された︒

ましい少年鼓手は忽ち谷底へはき落

がなだれて來て︑むざんや︑かの勇

十一555 ︿略﹀︑山のやうな雪なだれ

實盛にて候︒﹂

樋口は一目見て︑﹁あな︑むざんや︑

向フノ汽車カラコチラノ汽車

ノカホハヨク気門マセン︒

五434

か﹂る間に︑又向ふより一

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

九492図

にょいりん

吉水神社を出つれば︑谷

組の隊商到着せしが︑︿略﹀︒

十﹁33図

をへだてて向ふの山腹に如意輪寺あ
り︒

三98

ム

サシ

むさし

武藏

小さなむしがとんできま

小さな虫がまヘへくる

毒ナドが水ノ上ヲトンデヰル

ト︑バネ上ツテトツテ食ヒマス︒

五171

もうなくこゑもきこえません︒

た虫も死んでしまったのか︑

四272 くさのかげにないてゐ

ほをしてゐます︒

と︑ばくつとくって︑へいきなか

三481

した︒︹ひらがなのドリル︺

むし

向フガハ

毎日其の日の午後六時より翌日の午

﹇向側﹈︵名︶1

向島

川ノ向フガハハ向島ニテ︑

﹇向島﹈︹地名︺1
櫻ノ名所ナリ︒

﹇武蔵﹈︹地名︺4

武藏

むさし

武藏

七571図川ノ向フガハ一向島上テ︑

むこうじま

櫻ノ名所ナリ︒

七57！図

むこうがわ

國氣象の大勢を豫令す︒

後六時に至る︑向ふ二十四時間の全

四方の海の底泣く︑魚 十一一173図︿略﹀︑中央氣象皇は︿略﹀︑ でんでんむしむし・はまきむし・まつ

かくの如き早場の工夫は無

﹇無限﹈︵形状︶2

けた︒

むげん

限に多し︒

十476図

十二482図韻

介さまみ＼海草の

ムカフ

フツタヤウニ白クナツタトコ

三22ムカフノ山川ハ︑ユキガ

向フ向ふ5かわむこう

﹇向﹈︵名︶10

たり︒

デ見ヨ︒﹂

九2010圏團 何の爲にいくさには御出 四544囹 オマヘタチノセナカノ
受払ノ國境ヲ過ギ︑渡良瀬川ヲ合セ
でなされ候ぞ︒一命をすてて君に報
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル
テ栗橋二至ル︒
シモフサ
カラ︑ムカフノヲカマデナラン
九162図其ノ流ハ下総・武藏ノ國境
ゆる爲には候はずや︒

おつかさんは﹃一命をすて

て君に報いよ︒﹄といって居られる

九2210園
が︑まだ其の折に出會はないのだ︒
質素を旨とせざればいつ

勇も忘れ果てて︑︿略V︒

心も無下に賎しくなりて︑節操も武

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十一一榊3図

九508図圏路行く人のかぶりもの︑ むげに ﹇無下﹈．︵副︶1 無下に
見るにもいとゴ輕げなり︒

きやうぎ
︿略﹀︒︿略﹀︒夏の垂木や妾わらは

﹇麦藁細工﹈︵名︶2

むく

︿略﹀船長を始め︑三十五人

委ワラデハヤネヲフキマ む・ける ﹇向﹈︵下一︶1 向ける ︽一

萎ワラザイク

むぎわらざいく

四371

ス ガ ︑ 又 赤 や青ヤキ色目ソ

妾ワラザイクニバカゴヤ

メテ︑萎ワラザイクニモツカヒマ
ス︒

四372

﹇向﹈︵五︶ 2

オモチヤや色色ナ物ガアリマ
ス︒

む︒︿
イ︾﹇▽みむく

らをむいて︑ながいさををふ

︽ーイ

むこう

三456あるばん一人の男がそ
りまはしてゐました︒

報ゆ

七824園 どちらを向いても青い水ば
﹇報﹈︵上 二 ︶ 3

かりです︒
むく・ゆ

ロガミエマス︒

ギガ︑ムカフノ大キナヲカへ
行ツテ見タイト思ツテ︑海ヲ

四523島ノ上二居タ白ウウサ

ワタルクフウヲカンガヘテヰマ

八699図園 ある時口・耳・目・手・

ヨ︒ーユル︾

ふやう︑﹁我等はつねにいそがしく

三等一同申し合せて︑胃に向ってい

働けるに︑汝はただ坐して食ふのみ

643
むし一むすご

むしぼし
﹇虫干﹈︵名︶1

虫ボシ

三558今日ハウチノ虫ボシデ

虫ボシ

﹇虫干﹈︹課名︺2

三目9 ニ十一 虫ボシ

五617圏 あきの夜長を鳴き通す︑ むしぼし
あ＼︑おもしろい鐘のこゑ︒
おもしろい鍛のこゑ︒

五628三秋の夜長を鳴き通す︑あ﹂︑ 三557ニ十一 虫ボシ
七289 この長い綜を出す轟が百匹も

ノウチニイクスヂ

ス︒

ザシキ

なければ︑木綿はゴ一尺の絹織物を
モ ツナ ヲハツテ︑ウチヂユウノ

︿略﹀︑

﹇錘﹈︵名︶2

ムシロ

ムシリ

むしろ

イネノワラデハ︑タワラ

ボウ

キザミテヂク木トシ︑︿略﹀︒

テムシ︑ケヅリテウス板トシ︑細ク

十一844図先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ 八393図 マヅ木材ヲ切りテ︑湯前ニ
ホグシ︑︿略﹀︑鐵棒ニマキテ︑長サ

メン

な

ら

全國無数の佛像中奈良の大

其ノ左右上下更二無数ノ坑

十一1710図瀬戸内海には︑到る庭に

道アリ︑︿略﹀︒

十621図

すでに之を知れり︒

佛の大きさの日本一なることは諸子

十47図

かゴやけり︒

九484図晴れたる大空には無数の星

既二錘綿トナレバ硫綿機 むすう ﹇無数﹈︵名︶5 無敷

ソ

むしろ
四尺バカリ︑直言尺鯨ノ錘綿トス︒

十一848図
ニカク︒

十一84図錘綿
︿略﹀ブラッシノ仕掛ア
リテ︑錘綿ヲ引延シナガラ細カキ雑

十一851図

無蓋

阿里山の檜材は世界無

り

﹇無尽蔵﹈︵形状︶2

物ヲ去ル︒

むじんぞう

あ

十一403國團

岬あり︑湾あり︑大小無数の島々は

く略V︑又學科も小學校を

むつかしい

卒業したる者には饒りむつかしとも

十582腐團

︽ーシ︾

むずか・し ﹇難﹈︵形︶1 むつかし

ちて山を鋳る︒

かう
野︑其の他無数の磧坑は 山をう・σ

さ ど
古く知らる㌧佐渡・生

比の良材と合せらる＼ものにて︑

むす

十二488年商

各所に散在す︒

︿略﹀︑又山脈の爾がは

︿略﹀︑山林の富のみにても無墨藏と
申すべく候︒

十一㎜7國團

﹇生﹈︵四︶2

︽一

には石炭層各所にあり︑殆ど無盤藏

む・す

ス︾﹇▽こけむす

畳え申さず候︒

く略V︑よしっねのぐんぜい

むすご ﹇息子﹈︵名︶1 むすこ

しい︒︿略﹀︒﹂と考へて︑︿略V︒

は﹁表から攻めおとすことはむつか

は西の門へ向つた︒しかしよしっね

五755園

なかなか．むつかしさうです︒

れを一矢でいおとすことは︑

四781いくら弓の名人でも︑こ

︽！・ーイ︾

むずかし・い﹇難﹈︵形︶2

君がよはちよにや
いはほと
海行かば水つくかばね︑

むす

山行かば草蒸すかばね︑大君の邊に

十二備2図圃

なりて︑こけのむすまで︒

ちよに︑さざれ石の

四103図圏

蒸す

に候へども︑未だ成皿に採掘に着手せ

むしろ

らる＼には至らず候︒

コモムシロナハワラヂミノナ
これがすむと︑むしろをしい

ムシロ

て︑お祝ひのさかもりがはじまりま

六753

ドヲ作りマス︒

四36一

﹇▽はなむしろ

むしろ

ナムシリトツテシマヒマシタ︒

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

一バンシマヒニ居 藏

むしりと・る ﹇雀取﹈︵五︶一

人 ノ キモノガホシテアリマス︒

織る絹縣は出愚ない︒

七731 ︿略﹀サンゴハコノ轟ノ骨デ
アル︒

も

四564

七735 ︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノソ トル ︽ーッ︾

︿略﹀︑南半球にては木の葉

コノ岩ナドニ取リツイテヰル毒ノ骨
デアル︒

八815図
く

散りしきて︑轟の鳴く秋の時候なり︒

して網を張る︒︿略﹀︒此の網にて轟

十一884図蜘蛛は其の膿より縣を出
を捕ふるは漁業の類とも見るべし︒

くわふん

はち
十二205 蝶や蜂は︿略﹀花の汁を吸
ふ︒其の時花の中の花粉は是等の毒

した︒

﹇寧﹈︵副︶2

︿略﹀︑其の形白扇を倒にか
第一の山といふべく︑むしろ世界一

けたるが如く美しきは︑なほ我が國

十21図

︿略﹀農産宴曲何物れむしろ

に着いて︑一つの花から他の花に傳
達される︒

十一一4810図圏

ど︑小さき轟の吐出す 生綜く無二
の輸出品︒

の名山とも稻すべし︒

﹇ 無 私 ﹈ ﹇ ▽ こ うへいむし

むし

ムス

蛾が出ると︑縣が取れないか

﹇蒸﹈︵四・五︶2

こそ愚なめ︑顧みはせじ︒

︽ーシ︾

む・す

︿略﹀︑ミダリニ聲色ヲ作

ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

七333
ムシロ

をころしておいて︑︿略﹀︒

ら︑まだ出ない内にむして︑さなぎ

トモ︑信實ノ心アルモノニ如カズ︒

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切

十一544図

むしのこえ ︹官名︺2 轟のこゑ

五607 第二十轟のこゑ

五目8 第二十 轟のこゑ
むしののうこうぎょう ︹課名︺2 轟
の農工業

十一目9 第二十二課轟の農工業
むしろわた ﹇錘綿﹈︵名︶4 莚綿
十一876 第二十二課轟の農工業 錘綿

むすぶ一むなしい
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八343 何時も丈夫さうな老人であっ
たが︑去年の暮に死んでしまった︒

其の時分までよそへ奉公に行って居

むすめ

すさのをのみこと

﹇娘﹈︵名︶6

んが爲に魯公と會見す︒
むすめ

娘

イ︒

むだのわたし

﹇⊥ハ田渡﹈︵名︶1

六田

六田の渡を渡りて上り行

く坂路の左右すでに櫻多し︒

十一17図

九21図く略V素菱鳴尊︿略﹀︑夫 の渡
婦の老人一人のむすめを中にすゑて

次

九349

やがて汽車が動き出すと︑馬

上の人はしきりにむちを打ってあせ
つて見たが︑︿略﹀どうして競走が

︿略﹀大蛇あり︑毎年來

出來よう︒

六つとや︑昔を考へ︑今

﹇六﹈︵感︶1六つとや
六843図圏

むっつとや

ふるへば音を獲す︒

九645図扇を使へば風起り︑むちを

りて︑我が娘を取回ひ︑今また残り

九36図︿略﹀︑老人夫婦に命じて酒

ひしに︑︿略﹀︒

を知り︑學びの光を身にそへよ︑身

十二湘8図圃

手を取り

導きな

心に開く︑智え

師の君の

六年年月日

て︑教へ給ひし

くば︑いかで我が

徳え︒

むなぎ

片時

あはれ我︑梁や棟木や

はり

ムナギ

むなぎ
むなぎ ﹇棟木﹈︵名︶3 ムナギ 棟木

棟木

六75図工

けた

ひと

十135園長園

角柱

つか・ぬき

いつもせおひて

梁・棟木

休む間なし︒﹂と

桁どもを

も

りつぶやく︒

︽ーシウ

・柱何一つ取外すとも︑たちま

十145図圏園

ちユ 家え崩れん︒﹂

・ーシク︾

むな・し ﹇空﹈︵形︶4 空し

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空

九472図 ︿略﹀︑一同は行くべき方に

につけよ︒

︽ージク︾

天︑勾践を空しうする

はな

又愛桿眞田を編み︑花

ばくかんさなだ

コロンブスは︿略﹀︑熱

心に此の説を主張したりしが︑何人

十二764図

り︒

少女も手を空しうする生なきに至れ

錘を織ること行はれ︑十二三歳の

むしろ

十一麗5図

なかれ︒時︑萢釜無きにしもあらず︒

はんれい

十﹁1510図齪

しく一日を過せり︒
こうせん

父は此の大波に何とて行か むつま・じ ﹇睦﹈︵形︶1 むつまじ

は忘れられて︑︿略﹀︒

心にわだかまりなく︑むつまじく打
ぜん
揃うて夕の膳に向ふ時︑ 日の勢苦

家内能く和合して︑互の

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

十698図

ダーリングとて心やさしき少女あり︒

燈思立の娘に列刻一

其のほとりに娘を坐せしめて待ち給

さかぶね
を造らせ︑之を八つの酒槽に盛り︑

の一人をも食はんとす︒

九31図園

は元八人の娘ありしが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おきなは﹁我等に むち ﹇鞭﹈︵名︶2 むち﹇▽ひとむち

泣きかなしめるを見給ふ︒

な

九27國園

つた若いむすこが︑今では其の後を
む

ついで︑︿略V︒

ムスブ

︽ ー バ ・ービ・ーブ・iべ︾

﹇結﹈︵四 ・ 五 ︶ 9

結ぶ

むす︒ぶ
すぶ

ちぐさの花もおもしろや︒

六58幽︿略﹀︑白つゆむすぶ秋の野
の

七257 モシ手ガナカツタラ︑ドノク
ラヰ不自由デセウ︒︿略﹀︒オビヲム
し

スブコトモ出陣マセン︒

たゴきに︑結．ぶ 赤 だ ま か は い ら し ︒

九513図囲 ︿略﹀︑支那の幅子はい

しぼり︑頭に結ぶはち巻は
紅梅の

ムダ

六田

十一一918図

﹇六田﹈︹地名︺1

六田
﹇無駄﹈︵形状︶2

むだ

にはげまされて︑ボートを用意す︒

むだ

十一2図

むだ

枝

九532図魍 ︿略﹀︑手ぬぐひ三尺引き 十688﹇図
第々々にすたれ行く︒

九917図圏色香も深き
にむすびて︑勅なれば いともかし
こし︑うぐひすの 問はば如何にと
雲ゐまで 聞えあげたる 言の葉
は︑︿略﹀︒

ごだいご

天皇を隠岐へ流し奉る︒臣下として

︿略﹀︑北條高時︑後醍醐

ほうでう

十815図 唯かづらなどにて︑かやを 九691 恐ろしいのは二百十日頃の大 むどう ﹇無道﹈︵名︶1 無道
あらしで︑家は倒れる︑堤は切れる︑

一天萬乗の君を遠國へ遷し奉ること
無道の極みなり︒

き

稻の花は散る︑一年中の農夫の辛苦
ともある︒

お

結びて壁に代へ︑又かやを並べて屋

が一夜の中にむだになってしまふこ

十一135図

根となせり︒

十二207 植物の花には︑同種の他の
花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

も一笑に附して顧みるものなかりき︒
べて︑あむを御選の

おきてなる︑

六年中ば︑卒へし今日
うれしけれ︒

ク︾

むなし・い ﹇空﹈︵形︶1 空しい ︽一

轄じ︑居ること多年︑︿略﹀︒

是に於て空しく志を抱いて西班牙に

一人デ むとせ ﹇六年﹈︵名︶2 六年

分業二二依ラズ︑

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑仕

學びの道の

十一112

事ノ移り攣ル度毎二︑居ル場所ヲ愛

こそ

ものがある︒

至りて罪を謝し︑つひに無二の親交

十二397図廉頗︿略﹀︑相如の門に

イノデ︑ムダニ時間ヲ費スコトガ多

へ︑又器旦ハヲ取換ヘナケレバナラナ

十一一佃4図下人の子どもの たしな

を結べりとそ︒

十二9410図 景公よりて魯と好を結ば

645
むに一むらがりつく

十︸488 追手のトルコ人は如何とも
すべき方法が無い︒空しく錦って︑

﹁半者・騎馬・黄金︑三つとも失つ
てしまひました︒﹂と報告する外は
無二

ムネ

胸

修身・威世の上に於て何人にも最も
﹇胸﹈︵名︶7

大切なること言を待たず︒
むね

熊ノ毛色ハ大ガイマツ黒デ︑

ムネノ所ダケ三日月ナリノ白イ毛ガ

六648
アリマス︒

︿略﹀︑一雨又モ中佐ノ胸ヲツ
︿略﹀︑一二又モ中佐ノ胸ヲツ

旨

棟←ひと

胸ノ左右ニハ肺アリ︒
むね

むね

テ︑其ノ上二頭ヲイタダキ︑︿略﹀︒

十759図

﹇棟﹈︵名︶4

むね・ふたむね

むね

とやさしく御世話下され︑︿略﹀︒

頭になるといふ定であった︒

村は次の祭の日まで︑其の五箇村の

九822 ︿略﹀︑競馬をさせて︑勝つた

九834

てるる︒

﹁負けたら村の名折になる

手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつけ

五箇村の人々は各我が村の騎
無比﹇▽せかい

むね上げ

むね上げ

むね上げ

むね
の天守閣の棟の爾はしにあり︒
第二十二

﹇棟上﹈︹課名︺2

六目10

むねあげ

第二十二

太古以來忠節の心にあっ

﹇無比﹈︵名︶1

六741
むひ

十二価7図

むひ

ぞ︒﹂

九835園

一鏡

我が村には戸数三百︑人

村の頭になって︑御支配をなさって

下さい︒﹂

口千四百鯨あり︒

十一川7図

村役場と學校とは相並び

なる人あり︑︿略﹀︒

十一川8図村の財産家に勧業に熱心

十一襯7図

村長は村の奮家に生れ︑

て村の中央に在り︒

十一擢7図

極めて親切公平なる人なれば︑深く

行くく吉野宮に参葬し︑

村上義光

村上義光墓

十一2図村上義光墓

︵名︶1

むらかみよしてるのはか ﹇村上義光墓﹈

村上義光の墓をとぶらふ︒

よしてる

十一18図

1

むらかみよしてる ﹇村上義光︺︹人名︺
よしてる

村与せじりむら むら ﹇群﹈﹇▽くさむら

村民に敬愛せられ︑︿略﹀︒

﹇村﹈︵名︶12

・二九ヅツニテモ貯ヘンコトヲ心ガ
むら

クベシ︒

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑

九873園︿略﹀︑あなた方の村が五箇

きは︑我が軍民の世界に無比なる美
無病

常に無病にして︑署者に

﹇無病﹈︵名︶1

徳にして︑︿略﹀︒

むびょう

か＼りたることなき人あり︑︿略﹀︒

無謀

︿略﹀︑コロンブスの暴學

﹇無謀﹈︵名︶1

十二771図

むぼう

無用

をあざける者︑皇后の無謀をそしる
﹇無用﹈︵名︶1

者︑口々に語り合へり︒
むよう

田村麻呂は身の丈五尺八寸︑

越え︑︿略﹀︒

胸の厚さ一尺二寸︑鄭重は三十貫を

九631図

かりにて候︒

ひ出されて︑此の胸は張りさくるば

毎に︑そなたのふがひなきことが思

九216國字母は其の方々の顔を見る 九597図

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

八893

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

︿略﹀︑越王勾践︿略﹀︑ 八892

﹇無二﹈︵名︶3

ない︒

むに
十一1610図
萢釜といふ無一一の 忠 臣 の 助 を 得 て ︑
遂 に 呉 を 滅 し て ︿ 略﹀︒

十二397図 廉頗︿略﹀︑相国の門に
至りて罪を謝し︑つひに無一一の親交
を結べりとそ︒

無二

ど︑小さき轟の吐出す 生意え無二

十二491図圃 ︿略﹀農産侵入何初れ

﹇無二無三﹈︵名︶1

の輸出品︒

無三

むにむさん

てい

十二77図夜に入りて︑我が駆逐隊 十755図 身髄ノ中部ハ胸ト腹トニシ 九783図 サレバ平生ノ牧入中ヨリ成
・水雷艇隊は︿略﹀敵艦にせまり︑

無二無三に攻撃せしかば︑敵艦隊は
﹇旨﹈︵名︶4

四分五裂の有檬となれり︒
むね

・となりむら・ながらむら・へいわな
るむら・ゆきのしたむら

むねの上には紙のぬさを立て
て︑色どった大きな弓矢や同車がか

十一一898図 其の他食器・衣服等何事 六742

にも清潔を旨とするは衛生上にも必

四32

二百十日も事なくすんで︑

着く

︽ーキ︾

め
撃茎は植物の若芽・若葉

むらがりつ・く ﹇群着﹈︵四︶1 群り
村デハ農夫ガクハヲカツイデ︑

タンボへ出ル時デアル︒

八147

村の祭のたいこがひゴく︒

七111圃

まにつんで︑隠りにきます︒

やすみやたきぎを馬やくる

村の人人が︑毎日やさい
ざつてあります︒

間もなくむねの上からもちを

むね

︿略﹀︑神殿の御屋根はかや

を拾ひました︒

投げると︑大ぜいがあらそってそれ

六748

要なる事なり︒

十二掘2図 一には︑軍人は質素を旨
とすべし︒

十二M2図 質素を旨とせざればいつ

八59図

にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑

しか文弱に流れ︑︿略﹀︑節操も武勇

爾はしに千木をうちちがへたり︒

名高き金のしゃちほこは此 九2010國囲村の方々は朝に夕に色々 十一889図

も忘れ果てて︑世人の爪揮を画くる

八939図

に至るべし︒

十二備7図 平常質素を旨とすべきは

﹇紫式部﹈︹人名︺3
むらたしんたろうさま

﹇村田新太郎様﹈

村田新太郎様

むらさきしきぶ

︹人名︺1

などに甦り着きて︑其の植物の汁を
吸ひ︑︿略V︒

紫式部
でう
十153図 一條天皇の頃には才濡すぐ

九月一日差佐藤眞一 村田

ムラガル

新太郎停

七681圃

﹇群﹈︵四︶一

れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

むらが・る
︽ーリ︾

村人

又肥料の利目も著しく︑

﹇村人﹈︵名︶1

生活を螢み︑﹁群の総割判萬に及ぶ

ものあり︒

故に飼養者の注意により

く略V︑春夏の交産卵の

ては︑次第に其の群の敷を増加する

十一710図

ことを得べし︒

十一992㈱国

爲︑鯨の群をなして海岸近く寄來る

十一悩8図

むらびと

作物の獲育も目立ちてよくなりて︑

時は海水爲に白色を呈し︑︿略﹀︒

紫式部は︿略﹀︑兄の書を

えたるは紫式部と清少納言となり︒

ガリ︑白色ノ蝶ハ大根畠二宮ル︒
讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

村人の喜一切ならず︒

十157図

九537図 黄色ノ蝶ハ菜種ノ花ニムラ

じ︑少しも．忘る＼ことなかりしか

むらくも ﹇群雲﹈︵名︶1 叢雲﹇▽あ

めのむらくものつるぎ
ば︑父の二時は︿略﹀︑﹁汝の男と生

﹇村雨﹈︵名︶1

村雨

秋の夜長には衣打つきぬた

むり

村役場と學校とは相並び
﹇無理﹈︵形状︶2

め ﹇目﹈︵名︶6一

のめ・いっかめ・おさなめ︒おめ・か

せん︒友吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

ましたが︑音次郎はなかくき＼ま

ひがしくひらのちょうこちょうめ・ひ

んめ・なのかめ・にだんめ・にどめ・

いちどう・さんだんめ・じゅうさんね

わりめ・ききめ・くちみみめてあしら

むりに手をひっぱってつれ出しまし

︿略﹀︑そこをのかせようとし

た︒

五476

むり

て村の中央に在り︒

十一麗7図

清少納言も亦紫式部と同じ むらやくば ﹇村役場﹈︵名︶1 村役場

の音が村々相慮じて聞える︒

十一川5

増々

れざりしが口をし︒﹂といひたりと

﹇村村﹈︵名︶1

九46図 かの大蛇の住みし上には叢
そ︒

むらむら

雲常に立ちこめたれぽ︑劔の名を天
十167図

く宮中に仕へ︑其の才氣を以て知ぢ
れたりき︒

むらさきしきぶとせいしょうなごん
せいせうなごん

紫式

せいせうなごん

紫式部と清少納言

むらさきしきぶ

第五課

紫式部と清少納言

むらさきしきぶ

︹課名︺2
十目6

部と清少納言

むらさめ

メ 目 眼﹇▽あみ

叢雲劔と申せり︒

むらさき ﹇紫﹈︵名︶5 ムラサキ む
らさき 紫

一415 アカアヲキムラサキ
三7一 ノハラニハ︑アヲイクサ
ノ中二︑アカヤ︑キイロヤ︑ム
ラサキヤ︑イロイロナハナガサ
イテヰマス︒

ト三イロソロツテキレイデス︒

三94アカトキイロトムラサキ 十151 第五課 紫式部と清少納言

みつかめ・やくめ・よだんめ・よっか

せんぼん・ほんちょうにちようめ・

とめ﹇一目﹈・ひとめ﹇人目﹈・ひとめ

を織って絹織物にするまでには︑大

十﹁308図嚢逐艦ノ名コソ二二優美 七294 量をかつて絹綜を取り︑絹縣
そうな手間がか＼る︒それを考へる

ウ︒﹂

二434囹

ダルマサンノ目ハ大

﹁コレデ目モデキマシ

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ

二426圏ダルマサンノ目ハ大

ゥ︒﹂

キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ

二424圏

マイアサハヤ

ナレ︒︿略﹀︒雨ニハ春雨・時雨・夕

ワタクシハ

立・村雨︑︿略﹀︑其ノ外く略V等ア

群

はん
唯あぜの榛の木に雀がたくさ

﹇群﹈︵名︶4

ろくせんにん
むれ

十288

ん集ってみて︑時々群になっては飛
立つ︒

十一56図蜜蜂は群を回して共同の

クメヲサマシマス︒

一一13
つしてむりではない︒

と︑絹織物のあたひの高いのも︑け

吹く度にむらさきのふさが動いてゐ

むら雀

る︒

リ︒

﹇群雀﹈︵名︶1

村田新太郎

佐

︿略V︑黄色に實のつた秋の田むりょ皿vしれいちょうかんいかむりょ

九月二日

村田新太郎
藤津一様

七696困

名︺1

﹇村田新太郎﹈︹人

むら雀のばっと飛立つのは面白い︒

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九695

十485図例へば赤に青を加ふれば︑

﹇紫色﹈︵名︶一

ムラサ

むらすずめ

セン︒

イタムラサキ色ノハオリハ︑イ
ツマデタツテモ︑色ガカハリマ

三576私ガヲバサンカライタダむらたしんたろう

キ色

むらさきいろ

なるが如し︒

紫となり︑青に黄を加ふれば︑線と

め・よつめ・わきめ

七193 にはの藤の花が咲いて︑風が

め

むらがる一め

646

647
め一め

タ︒

アリマセン

二435園 コハサウナ目ヲシテ︑
ニランデヰルデハ
カ︒﹂

ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ

か目がまはって︑しばらくの間は何
も知らずにゐました︒
︿略V︑目ノ長サガ三尺九寸︑

︿略﹀︑中指ノ長サガ五尺アリマス︒

五146

誰の馬か︒﹂とたつねました︒
ギンザ

七543図銀座通ノニギハシサマヅ目
ヲオドロカス︒

七621図題は耳ざとき動物にして︑
眠れる時も人の足音を聞けば︑たゴ

﹁航海といふものはかうい

ちに目をさます︒

七848園

ふ面白いものですが︑又時にはおそ

︿略﹀︑間もなく目がくらむや

うないなびかりがして︑耳がさける

ろしい目にあふこともあります︒

此の下女は毎朝かうして︑主
たのです︒

﹁成程これではいけない︒﹂

人の目をかすめて︑牛乳を費ってゐ

八251

やうなおそろしいかみなりが鳴りま

五478

太イヒゲガアリマス︒

二647トノサマヤ︑オトモノ人 五167 目粗大キクテ︑ロノ右左ニハ
ケニナリマシタ︒

三222わたくしには口も目も
だい一には目です︒これ

耳もありません︒

三383

はえてみるのは目がさめるやうな心

六26松・杉・ひのきなどが↓面に

した︒

で本の中のじゃゑや︑︿略﹀

八273園

と︑︿略﹀︒︿略﹀︒︿略﹀︑夜も書もよ

げで目がさめた︒御恩は一生忘れな

く働きました︒︿略﹀︒農夫は﹁おか

少しのゆだんもなく主人に仕

へるこ＼ろざしにかんしんして︑こ

六615醐園まへからわたしは目がわ

た︒

八577

せが高く︑目がするどくて︑

ことかなはず︑︿略﹀︒

尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ

八752図此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑

ヨーロッパ人は大むね皮膚

ル所甚ダ多シ︒

八836図

我等日本人は髪も黒く︑眼

白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

八837図

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒
ホリ

八︒︒oo8 ︿略﹀一軍曹ハ中佐ヲ壕ノ内

ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ杖一罪上ラ

二六レテカイハウシタ︒︿略﹀︒中佐

ウトスル︒

東海道の旅行中︑最も多く

衆人の目をひくものは︑富士山と名

八933図

祖父様はいつもの通り朝

古屋城の金のしゃちほことなるべし︒

九435國国

は︑はや朝顔のはちをならべて︑

起にて︑私どもの目をさまし候頃に

︿略V︒

九474図其の夜アリふと目をさまし

よごれし手にて目をこすり

て︑人々のかたるを聞けば︑︿略﹀︒

よごれし手にて目をこすり

て目をわづらひし人あり︒

田村麻呂は︿略﹀︑眼の光

空氣は形もなく︑色もなけ

其の上にか﹂れる朱塗の橋︑

美観先つ目を驚かす︒

九939図

れば目には見えざれども︑︿略﹀︒

九647図

時はたけき獣も恐れたり︒

ははやぶさの如く鋭く︑︿略﹀︑怒る

九631図

て目をわづらひし人あり︒

︿略V︑からだの割合に目の最 九592図
どである︒

し︑︿略﹀︒

耳鳴り︑目暗み︑手足なえて︑動く

八707図

かくて二三日目過せしに︑

目は食物を見ても見ぬふりをして過

事の知らせを聞きても知らぬ風をし︑

八704図

︿略﹀︑これより後は耳は食

も大きいのはふくろふ・みみつくな

八579

し・たかの類で︑︿略﹀︒

目の最も恐ろしげなのは︑わ 九592図

たって氣だてのやさしい老人であっ

ちよつと見ると︑おそろしいが︑い

八313

い︒﹂といって︑︿略＞Q

れから信長は目をかけて使ひました︒

六474

持がする︒

いろいろなものを見るのです︒

三392私はよるよくねむります
から︑目はいつもはっきりして
みて︑よく見えます︒

かへるはをかにみると

きには︑大きな目をして︑手

三475
をついてすわってゐます︒

るく︑杖をたよりにあるきます︒
﹁︿略﹀︑かなしいことに

目が見えず︑さがすことさへ出塁ま

六625圃園

せ．ん︒﹂

四597 ︿略﹀︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

白ウサギ引目ヲコスツテ︑又

めくらは杖を受取って︑

七226図目岩見ユレドモ︑字ノ讃メ

二人の行くへ見送れば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑見えぬ目ながらふりかへり︑

六638圏

トオタヅネニナリマシタカラ︑
ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四815 しばらく目をつぶって︑
神さまにいのってから︑目を
ひらいて見ると︑︿略﹀︒

レナリ︒

七433

つて︑﹁あ﹂︑よい馬︑名馬握々︒

一豊の馬ははたして信長の目にとま

やがて馬そろへの日となって︑

大野者トナリシ人アリ︑塙保己一コ

四817 しばらく目をつぶって︑
ザル人ヲアキメクラトイフ︒
神さまにいのってから︑目を
七227図 シカル三目一見エズシテ︑
ひらいて見ると︑︿略﹀︒

ルモノドモハ目ヲアケテヰルコトガ

五7一 ソノ光ガキうくトシテ︑ワ
デキマセン︒

五94 一思ひにとび下りると︑何だ

め一めいじさんじゅうしちはちねん

648

︿略﹀︒

九947qq凶 金銀の光︑丹青の色︑目も 歓喜を眼の光に浮べて刃先に上陸し︑
まばゆきばかりなり︒

︿略﹀︒

を視︑我が舌︑獣として良雄を罵り︑

十644 ︿略﹀船長を始め︑三十五人 十二876歯石 我が目︑獣として良雄
の若者はひとしく目を其の方向に向
けた︒

め

十689図 波風にまじりて聞ゆる悲鳴め ﹇芽﹈︵名︶1 め←しんめ・わか
の聲に目をさまし︑眠れる父をゆり
く略V︑だんだんあたたか

かしこくして︑よく主人の命を守る︒

祖宗の大業を承けて︑明

勅諭は︿略﹀︑明治の大

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

十一一28図

きに非ず︒

老人片足ノ靴ヲ橋下二落シ︑

良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂トイ

十228図

十二㎜4図

明

軍の今の制度を定め給へる由來を詳

御代に及びて︑復古の政と共に陸海

フ︒良︿略﹀︑老人ノ言ナレバ︑命
ノマ・二拾ヒ取りテサ・グ︒

に御諭しあり︑︿略﹀︒

九394図

然ルニ明治維新ノ後ハ大名

めいじいしん ﹇明治維新﹈︵名︶1

我が艦隊は東郷司令長官

いへ

の命により︑欝陵島附近に集りて

うつりよう

十二710図

ながしの

く略V奥平信昌︑徳川家治維新

のぶまさ

敵を待ちしが︑︿略﹀︒

十二267図

の命に從ひて︑少しも混雑を生ずる

圖に︑通行の人は行くも止るも唯其

と思ふべく︑︿略﹀︒

坂ヲ越ユルモノ少シ︒

明治九年頃ヨリモツパラ花

明治九年頃

めいじくねんごろ ﹇明治九年頃﹈︵名︶

1

明

錘ノ改良二品シ︑先ヅ之ヲ織ル機械

十426図

ノ製作二工夫ヲコラセシガ︑︿略﹀︒

﹇明治五年学制発布以来﹈︵名︶1

めいじごねんがくせいはっぷいらい

十二357図

治五年學藩学布以來

ルーブル博物館は名書一・

﹇名画﹈︵名︶1

古彫刻最も多く︑美術博物館として

年

﹇明治

明治三十七八

タ軍人ハ大ゼイアツタガ︑︿略﹀︒

ノタメ國ノタメ︑名蟹ノ戦死ヲトゲ

八841

明治三十七八年ノ職役目︑君

三十七八年﹈︵名︶互

めいじさんじゅうしちはちねん

︿略V︒

ハ學齢見童百分ノ九十七ヲ越工︑

テイヨく盛二︑今や全國就墜下童

布以來︑教育ノ普及襲達ハ年ヲ追ウ

ソモ︿明治五年目回護
世界無比の名あり︒

十一一647図

めいが

名局

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

十二麗3図

ことなし︒

﹇海布﹈εわかめ・あらめ

番町デ目アキ目

く︑目アキトイフモノハ不自由ナ

て

故に下級の者の上官の命

せます︒

く略V巡査の一身手の合 ノ往來全ク絶工︑︿略V︑今ハ此ノ山

康の命を受けて長篠城を守る︒

やす

になると︑枯れたあとから︑ま

十二606図

四292園

め

ためをふき出して︑そのうち
にきれいなはなをさかせて見

起して︑幾度かいそべに出でてなが
めしが︑︿略﹀︒

十771速目・耳・鼻・ロバ何レモ磯
二世キ位置二在リ︒
之ヲ拶二報告ス︒

十771図目ハ色・形ヲ見︑︿略﹀︑各

時ノ人

モノダ︒﹂トイヒタリトゾ︒

保己一ハ笑ヒテ︑﹁サテ

クラニ物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒

七238図圏

十﹁189図 春は島山霞に包まれて眠めあき ﹇目明﹈︵名︶2 目アキ
るが如く︑夏は山海皆緑にして目覧
むるばかりあざやかなり︒

絶エズ綜二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直

十一863図 工女ハ常二其ノ藍子立チ︑ 七249園
チニ之ヲツナグ︒

に目につくのは︑家の低くて小さい

ましてや人と生れ着て︑ めいざん ﹇名山﹈︵名︶1 名山

十一鵬10 朝鮮の地に上陸して︑第一 めあて ﹇目当﹈︵名︶2 めあて 目あ
七797図圏

昔より富士は日本一の高山
と片せられしが︑︿略﹀︒然れども四

十21図
ふらず︑怠らず︑ふるひ進むに何事

時雪をいたゴきて潔く︑其の形白扇

を倒にかけたるが如く美しきは︑
︿略﹀︑むしろ世界一の名山とも構す

すべて沙漠の旅行は︑以前

べし︒

明治

ハ︑開ケ行ク明治ノ御代ト共二白く

めいじさんじゅうしちはちねんせんえき

︿略﹀カノ名高キ箱根七湯
サカエテ︑浴客年二其ノ敷ヲ加フ︒

九398図

﹇明治﹈︵名︶3

に通りし酪駝の足跡を目あてに行く

すべて犬は人になれ易く︑

めいじ

なり︒

九467口︒凶

か など成らざらん︑︿略﹀︒

一たんめあて︑定めては︑わき目も

事である︒

物である︒

十一鵬3 第二に目につくのは白い着

十﹇佃8 京城地方の婦人がたまく
外出する時には︑うちかけの様なも
のをかぶって目ばかり出してみる︒

﹇名﹈←ひやくしじゅうさんめい
・ひゃくにさんじゅうめい

めい

十二643図 ︿略﹀︑テームス河岸の國

會議事堂は第一に観客の目を引く建
築物なり︒

七615図

めい ﹇命﹈︵名︶6 命
十二799図 く略V︑コロンブスは深紅

の美服を着し︑西班牙の國旗を持し︑

649
めいじさんじゅうしちはちねん一めいしょう

﹇明治三十七八年戦役﹈︵名︶2 明治
三十七八年戦役
たる後も︑天皇陛下御参拝あらせら

八35図 明治三十七八年職役の終り
れ︑平和の成りたるを告げたまひし
が︑︿略V︒

の ぎ

﹇明治十五年﹈

ヤウヤク一種ノ機械ヲ登明セリ︒

めいじじゅうごねん
明治十五年軍人に下し給

明治十五年

十二㎜8図

︵名︶1
へる勅諭こそ一般雪明の寸時も忽に
すべからざるものなれ︒

こだま
十二547図 市街に大山通・見玉町・ めいじたま・う ﹇命給﹈︵四︶1 命ジ

明治二十年頃︑新式ノ機械 十一397遠田

墓南は南部の大都會に

て︑附近に名所・奮蹟の多き所に御

十617図

七里方位のいそ傳ひ︑

稻村が崎︑名將の 劔投ぜし古戦場︒

十二238図圏

めいしょう ﹇名将﹈︵名︶1 名將

座候︒

明

ヲ用ヒシ以來︑大イニ人力ヲ省クコ

﹇明治二年﹈︵名︶1

トヲ得テ︑産出高モ著シク増加シ︑
︿略﹀︒

めいじにねん
治二年

十307図

マ

イモ

關東ニチハ薩摩芋トイヒ︑

サツ

此ノ神社ノ建テラレタルハ めいしょう ﹇名称﹈︵名︶2 下構
明治一一年ニシテ︑︿略﹀︒

九284図

﹁召使ノ中田カ・ル事ヲ めいじはちねん ﹇明治八年﹈︵名︶1

八167図園

タマフ

︽1へ︾

乃木町君の名あるは︑明治三十七八

ノカク異ナルヲ以テモ︑此ノ芋ノ次

︿略V︑琉球ニチハ唐芋トイフ︒名稻

頃﹈︵名︶1

明治二十年頃

テハ︑初ハモツパラ輸入品ヲ用ヒタ

明治丸

リシガ︑明治八年ヨリ内地ニチモ之
﹇明治丸﹈︵名︶2

ヲ製造スルニイタレリ︒
めいじまる

長き航海を終へて回り重れ
る明治丸の船長は︑︿略﹀︑航海の話

七804図

ります︒

佛蘭西のバイオリンの名手

ふらんず

﹇名手﹈︵名︶1

ブーシェーであっ
たとは後になって分つた︒

アレキサンドル

十二855

名手

な汽船で︑乗組の人員は二百人もあ

ふのは︑長さが六十間程もある大き

七572図

川ノ向フガハ出向耳蝉テ︑
名所・藷蹟ヲアマネク尋ネ

櫻ノ名所ナリ︒

十観10図

ンニハ︑幾月ノ巡遊モ尚足ラザル感
アルベシ︒

シ︒

花の名より取れる桃色・

だいく
＜略﹀・碧色︑實の名より取れる榿

十491図

﹇名勝﹈︵名︶5 名勝

色・︿略V・小豆色︑其の他鼠色・茶
とび
色﹁・鳶色等︑色の名君も亦千種耳門

なり︒

めいしょう

らず︒

く︑︿略V︒

我が國到るところ名勝の地

其の他森林は︿略﹀︑神社

いつくしま

日本三景の一に敷へられて殊に名高

名勝の地少からず︒雄島は古より

十一205図

内海の沿岸及び島々には

添ふる等︑其の効用あげて敷ふべか

・佛閣又は名勝の地に一種の風景を

十109図

如くはなし︒

美と天然の美とを併せたるは日光に

にとぼしからざれども︑よく人工の

九964図

タリニハ名勝ノ乏少カラズ︒

七816園私の乗ってみる明治丸とい 九173図 長浦・北浦等ノ合流スルア

をなしたり︒

第二西方ヨリ造意セシコトヲ知ルベ

明治八年

明治

マツチハ︿略﹀︒我が國ニ

ヨク心得タル者アリ︒ソレ定命ジタ

明治二十七八年及び三十七

明治二十七八年

﹇明治二

八406図

八47図

十七八年目︵名︶2

めいじにじゅうしちはちねん

マへ︒﹂

要職役の記念たり︒

めいじさんじゅうしちはちねんせんえき

戦地﹈︵名︶1 明治三十七八年職役

げきせんち ﹇明治三十七八年戦役激
激職地
しゅざんばう

八年職役の戦利品たる大砲︑︿略﹀

十一一553図 其の西南なる首山颪は
︿略﹀︑遼陽防備の要害地にして︑明

明治二十七八年の戦役まで

など︑またいつれも神苑の内にあり︒

九268図

治三十七八年戦役激職地の一なり︒

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

めいじさんじゅうはちねんごがつにじゅ
うしちにちこぜんごじ ﹇明治三十八

﹇明治二十七八年戦役﹈︵名︶2

めいじにじゅうしちはちねんせんえき

に過ぎざりしが︑︿略＞Q

明治三十八年五月二十七日午前五時

年五月二十七日午前五時﹈︵名︶1

しなの

十一一54図 明治三十八年五月二十七
せう

日午前五時︑哨艦信濃丸は﹁敵艦見

二十七八年戦役

みた︒

り︑官田士は第二位に落ちたり︒

役の後︑皇湾の我が領土となりしょ

と構せられしが︑明治二十七八年子

十16図

昔より富士は日本一の高山 めいしょ ﹇名所﹈︵名︶3 名所

兵が女手の手紙を讃みながら泣いて

つた︑ある日立が軍艦高千穂の一水

明治一一十七八年戦役の時であ めいしゅ
たかち ほ

九189
﹇明治四十二年﹈

ゆ︒﹂と報告す︒

めいじしじゆうにねん

︵名︶1 明治四十二年
十二583図 此の直道は日露戦役中に
急設したる輕便外道にして︑明治四
﹇明治十一年﹈

十二年よりこれが改築に着手せり︒
めいじじゅういちねん

︵名︶1 明治十一年
ヒテ考案ヲ績ケ︑明治十一年二至リ︑

十433図 ︿略﹀︑イヨく勇氣ヲフル めいじにじゅうねんごろ ﹇明治二十年

めいじょう一メートル

650

アカシ

イツクンマ

ウヂ タツタ

ス

マ

十一304図又益々・橋立・須磨・
明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以
名城

とくがはいへ

﹇名城﹈︵名︶1

テ名ヅケタルモノ ニ シ テ ︑ ︿ 略 V ︒

めいじょう

康が諸大名に課して造らしめたる名

やす

名

を討たしめ給ふ︒

天略﹀︑義仲二歳なりし

を︑敵は畠山に命じ︑尋ね出して殺

十548図園
さんとせり︒

﹇命中﹈︵サ変︶1

軍に出動を命じ︑︿略﹀︒

︽ーシ︾

めいちゅう・す
中す

︿略﹀︑打出す砲揮よく命
名刀

明白に答へて︑しかもよけいなこと

睡蓮を全うせる戯事の妻と其の徳を

︿略﹀︑世界昏昏の國民た

之に相令する品格を備へざるべから

る名怒一円を負ふものは︑國民としても

十二977図

同じうすとやいはん︒

﹇銘銘﹈︵名︶4 メイく

はいひません︒

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

ず︒

総べて上官の命令を守って︑

大工ハノコギリ︑︿略﹀︑仕立 めいれい ﹇命令﹈︵名︶6 命令

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九229園

る所なるべし︒

も上官の命令を守るは諸子の能く知

人ノ職業上ハイロくアツテ︑ 九262図上下の別明かにして︑何れ
皆メイくノ仕事ヲシテ︑毎日働イ

故に下級の者の上官の命

ざること山の如く︑船員も其の勇氣

﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ ス ︽ーシ︾

命令

磯ハ其ノ報告ニヨツテ判別

御一家を始め一村の名審に御座候︒

ぴやくくメートル・はっぴやくメー

ひゃくにじゅうしメートル︒せんろっ

く略V︑何を聞いても︑一々 十二3210図 ︿略﹀︑戦陣の際に良人の トル・ひゃくにじゅうごメートル・ろ

より御入螢︑軍務に服せられ候事︑

辞啓︑いよく來月一日メートル ︵名︶2 メートル←せんし

シム︒

シ︑手・足・全等二命令シテ活動セ

十774図

﹇命令﹈︵サ変︶1

と思ふべく︑︿略﹀︒

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

十二麗4図

此の西班牙の新領地をサンサルバド
名義

に感じて命令に服せざるを得ざりき︒

コロンブスは︿略﹀動か

命令・報告等ヲ傳達シ︑︿略﹀︒

通報艦ハ主トシテ艦隊ノ

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ嚢スル

十一341図

ノ各部分ヲ造ル人々ガメイく勝手
命名

モ︑墜落ノA叩ムコ第七ル︒

﹇命名﹈︵サ変︶1

ナ形ヲ造ツタナラ︑︿略﹀︒

十一124例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑其 十776図 取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

テヰルノデアル︒

八154

メイ︿ノ仕事ニカ・ル︒

屋ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑

八147

シヲシマシタ︒

ントテツビンガメイくジマンバナ

六246

めいめい

︿略﹀︑﹁さらば是にて本

﹇名刀﹈︵名︶1

十一4210図

めいとう

中して︑敵艦翌々火災を起し︑︿略﹀︒

十一一69図

命

八937図 名古屋城は︿略﹀︑徳川家 十二56図東郷司令長官は直ちに全

けごんのたき

﹇名状﹈︵サ変︶2

城にして︑︿略﹀︒

︽ース︾

めいじょう・す
屈す

九962図 此の湖の落口は華再選と
なる︒直下七十丈︑壮観名状すべか
らず︒

意を遂げよ︒﹂とて︑常に身を離さ

十358園

めいれい︒す

明治三十七八年ノ重役二︑君

﹇名誉﹈︵名︶5

ルと命名せり︒

︽ーセ︾

す

︿略﹀︑大湯と構するは一書めいめい・す

三々

夜に数回噴出す︒噴出する時は湯氣
名馬

十二801肯く略V︑コロンブスはく略V︑十二785図

﹇名馬﹈︵名︶5

﹁あ＼︑よい馬︑名馬寸々︒

めいよ

ダ︒﹂

死スルノハ軍人ノ面目ダ︒名四ノ事

御誕生日ダ︒此ノメデタイ日二討

タンジヤウ

八906園

タ軍人ハ大ゼイアツタガ︑︿略﹀︒

ノタメ國ノタメ︑名碁ノ職死ヲトゲ

﹁あ﹂︑よい馬︑名馬隅々︒ 八842

昔トルコの或大將がアラビ
約束をした︒

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で謂ふ

十﹇472

誰の馬か︒﹂

七434園

誰の馬か︒﹂

七434囹

めいば

立ちのぼりて︑鳴動の威すさまじ︒

十747図

鳴動

ざりし名刀を與へて行かしめたり︒

命ず

﹇鳴動﹈︵名︶1

のしぶき枯木に氷結して︑水晶の花

名人

めいどう

十一789図又嚴冬の頃は︿略﹀︑水

﹇名人﹈︵名︶2

を咲かす︒其の奇観眞に名状すべか
らず︒

めいじん

れを一矢でいおとすことは︑

四778いくら弓の名人でも︑こ
なかなかむつかしさうです︒

そらをとんでみる鳥

でも︑三羽ねらへば︑二羽だけ

四794園

命ズ

はきっといおとすほどの名人
﹇命﹈︵サ変︶5

でございます︒
めい・ず
︽ージ︾

﹁あれ程の名馬はいくら

馬の産する所以が分つた︒﹂

十一513丸丸の︸事でアラビヤに名 十266薩國

金を彿っても惜しくはない︒﹂

八524図 中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉 十﹇492園
ヂサセ︑︿略﹀︒

九35図尊︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑老人夫
婦に命じて酒を造 ら せ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
え ぞ

ば︑天皇日本武尊に命じて︑之

やまとたけるのみこと

九410図 ︿略﹀︑東國の蝦夷叛きしか めいはく ﹇明白﹈︵形状︶1 明白
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めがける一めずらしい

メガケ

くせんメートル︒ろっぴやくメートル
九17図 メートル
﹇目掛﹈︵下一︶2

九40図 メートル
めが・ける

廻らす

運

クラ曲物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒
﹇巡﹈︵四︶3

︿略﹀︑良市内二巴ヲ運ラシ︑

︽ーシ︾

めぐら・す
ラス

十258図

信ハ外二兵ヲ用ヒテ︑遂二高祖ヲシ

︽ーケ ︾

テ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒

めがける

八859 我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ
孔明︑劉備勝事へ︑出デ

目ざましい

︽ーイ︾

﹇目覚﹈︵形︶2

ノ面二﹁甘藷先生墓﹂トアリ︒

シイ

めざまし・い

メザマ

に連図り︑様々に回りて︑かくと正

儀に告ぐるに︑正儀は情深き武士な

れば︑呼出して召使ひたり︒

︽ーサ・ーシ︾﹇▽おめす

︿略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸 め・す ﹇召﹈︵四︒五︶2 めす 召す

二︑帝國ノタメ︑天皇陛下ノ御タメ

八849

ニ︑メザマシイ働ヲシナケレバナラ

︽ーヒ・一へ︾

るやうになされるのが大事と考へま

して︑︿略﹀︒﹂

夫に別れて後︑宮中に召さ

れて︑上東門院に漢文・漢詩を教へ

十162図

参らせたり︒

珍し

上野公園ニハ廣キ動物園ア

︽ーシカラ・ーシキ・ーシク︾

リテ︑種々ノメヅラシキ動物ヲ集メ

七547図

．十一85図 されば氣候不順にして︑
花のとぼしき時は蜂合戦の起ること

タリ︒

高タマキ上ゲサセ︑正行ヲ近ク召シ

耕作に水牛を使用する

り か

等の︑︿略﹀︑食物を追うて其の居を

十二673図 ︿略﹀︑南亜米利加の野牛

様も珍しく︑︿略﹀︒
あ め

十一384國国

珍しからず︒

ずば見るべからず︒

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一259図今は爾陛下も馬車に召し

タリ︒

タマヒテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセ出サレ

天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

よい馬にめして︑主人のお目にとま

七426園あなた様にも︑その折には

ナイト︑︿略﹀︑勢鋭ク進撃シタ︒

もあるだらう︒其の時にはおたがひ

九235園其のうちには花々しい職孚

さく

艦の名をあげよう︒

メシヲタク釜モ鐵デス︒

めし

酒やすや醤油も︑めしやもち

﹇飯﹈︵名︶2

七645

やくわしも︑水がなければ出血ない︒

六271園

メシ

に目ざましい働をして︑我が高千穗

テハ軍師トナリテ謀ヲ運ラシ︑入ツ
たけだかつより

めぐり←ひと

めし

十二2610図 武田勝頼︿略﹀︑柵を城
なは
外に廻らし︑縄を城下の河中に張り

﹇巡﹈︵名︶1

て︑城兵のひそかに逃れ出つるを防
ぐ︒

︽ーリ︾

めずら・し ﹇珍﹈︵形︶4 メヅラシ

テハ首相トナリテ政ヲ行ヒ︑︿略V︒

十一佃2図

ル

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ
以テムカヘタ︒

十6410 漕抜けた一隻は勇氣をふるつ

目方

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑急
もり
鈍めがけて破裂矢をしかけた鈷を打
つ︒

﹇目方﹈︵名︶3

めぐりす・やまとめぐり

六204 昔ある國で大きな象の目方を めぐり

めかた

はからうとしたが︑どうしてはかつ

九596図

廻る

召し給ふ

七78図

マフ

巡り

︿略﹀︑佛門に入りて父

﹇巡歩﹈︵四︶1

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身腔

︽ーク︾

めぐ・る ﹇巡﹈︵四︶1

巡り歩くなり︒﹂

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を

十一437図園

歩く

めぐりある・く

弱りて︑氣分もふさぐ︒

運動不足なれば︑食物のこ めしたま︒う ﹇召給﹈︵四︶2 召シタ

てよいか分りませんでした︒
︿略﹀︑その石をおろして︑な

んどにもはかりにかけて︑その目方

六223

を知りました︒

恵﹇▽みめぐみ

えても︑四銭で送れます︒

七529囹近い所ならもっと目方がふ
﹇恵﹈︵名︶ 1

メクラ

めくら

十一一伽3図韻思へばうれし︑師の情︒

めぐみ

﹇盲﹈︵名︶3

思へばうれし︑師の恵︒
目クラ﹇▽あきめくら

めくら

珍しい

︽ーイ・一

イ

りです︒

三616みんなめづらしい貝ばか

ゴト︑ミゴト︒﹂

めづらしい

﹁召使ノ中山カ・ル事ヲヨク心得タ

﹇▽かけめぐる
めしつかい ﹇召使﹈︵名︶1 召使
轄ずるは珍しきことにあらず︒
ヨシカゲ
十一186図船の其の間を行くとき︑
八166図園 繹尼ノ兄義景コレラ見テ︑めずらし・い ﹇珍﹈︵形︶7 メヅラシ
︿略﹀︒︿略﹀︒︿略﹀︑水路きはまるが

二622園 ﹁コレ ハ メヅラシイ︒ミ

ク︾

六635圃 めくらは杖を受取って︑

ル者アリ︒ソレニ命ジタマへ︒﹂ト
召使ふ

イヒシニ︑︿略V︒

﹇召使﹈︵四︶1

如くにして︑また忽ち開く︒かくし

めしつか・う

て島轄じ︑海廻りて︑其の書くる所
﹇目黒﹈︹地名︺1

目黒

︿ 略 ﹀ ︑ 見 え ぬ 目 ながらふりかへり︑

めぐろ

を知らず︒

二 人 の 行 く へ 見 送 れば︑︿略﹀︒

ナリシガ︑︿略﹀︒

七229図︑保己一ハ五歳ノ時メクラト

︽ーヒ︾

七238図圏時ノ人番町デ目アキ目 十341図 東京ノ西南︑目黒ナル墓石 十一4310図忠元あはれみて︑己が家

めだつ一めんもく
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御誕生日ダ︒此ノメデタイ日二討
目通り

七B2国又母がかねぐめづらしい
﹇目通﹈︵名︶1
︿略﹀︑木下藤吉郎秀吉と名の
だのぶなが

雌蜂

群中には必ず雌蜂・雄蜂

﹇雌蜂﹈︵名︶4

十一58図

選管は女王ともいひ︑唯

・働蜂の三種あり︒

十一57図

めばち

ることも出來ませんでした︒

はひくい役目で︑信長の目通りへ出

つて︑織田信長につかへました︒初

お

六458

めどおり

死スルノハ軍人ノ面目ダ︒

から︑︿略﹀︒

草花をほしいくと申して居ります

づらしいものばか り で す ︒ ﹂

七842圏 見るもの聞くもの総べてめ

﹁それはめづらしい︒どうかして其

八222圏 農夫は此の話を聞いて︑
の雀をつかまへて見たい︒﹂と思ひ
ました︒

十676 鯨は︿略﹀︑長さは十五問︑
即ち九十尺にも及ぶものも珍しくは

十一6図

︿略﹀︑女王は新しく生れ

雌蜂

一匹にして︑︿略﹀︒

十一468 アラビヤ馬の長途の騎行に
十一77図

ない︒

たへることは實に驚くべき程で︑四

︽ーイ︾

めめし・い

たかち

ほ

﹇女女﹈︵形︶1

女々しい

たる雌蕊に其の位をゆづり︑臣下を

︽一

ひきみて分離す︒
目立つ

五日間うち通し︑毎日三十里位をか
﹇目立﹈︵ 五 ︶ 2

けるのは珍しくな い ︒
めだ・つ
チ︾

ホグシ︑︿略﹀︒

其ノ作業ノ間ニハ綿花ノ

細片四方二飛散シテ︑吹雪ノ風ニク

十一846図

硫綿機ヨリ出ヅル綿花ハ

ルフが如ク︑︿略﹀︒

十一853図

眞白雪ノ如ク︑︿略﹀︒

面罵

で南に面してみる日医りのよい地を

選ぶ︒

火山全勝の望むる面積は

めんせき ﹇面積﹈︵名︶2 面積﹇▽そ

十二424図

うめんせき

耕地の面積面面なるが如

百十三平方里にして︑︿略﹀︒

十二459図

くなれども︑総面積の約一割五分に

過ぎず︒

喜多︿略﹀︑足の指に魚

綿布

シテ︑綿三又ハ綿布トシ︑︿略﹀︒

十一838図年々一億圓ノ綿花ヲ輸入

めんぷ ﹇綿布﹈︵名︶1

肉敏片をはさみて良雄の面前に出す︒

十二871図

薩摩の士に喜劔といふ人 めんぜん ﹇面前﹈︵名︶1 面前

さつま

﹇面会﹈︵サ変︶1

めんかい﹇▽ごめんかい

︽ーシ︾

めんかい・す
す

十一一867図

あり︑︿略V︑︸日良雄に面過し︑反
﹇綿花紡績﹈︵名︶1

復直言して復仇の事を勧む︒
めんかぼうせき
．綿花紡績

︑めんぼくnvめんもく

我が國ノ機械工業中最モ

工業の発達著しく︑焼物・塗物・扇

死人を葬るのに︑小高い所

船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設

計圖ヲコシラヘル︒

十二H9

めんもく ﹇面目﹈︵名︶4 面目

﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ

御誕生日ダ︒此ノメデタイ日二討
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八905圏

軍人となって︑いくさに出

死スルノハ軍人ノ面目ダ︒

九195園

たのを男子の面目とも思はず︑其の

去年の今夜清涼殿の御宴に

有様は何事だ︒

﹃二人の我が子それ

み＼に︑死所を得たるを喜べり︒こ

十404図心園

こしたりしが︑︿略﹀︒

御・衣を賜はりて身に蝕る面目をほど

侍し︑詩を作りて天皇の御感に入り︑

︿略﹀︑犬吠崎ニハ燈皇アリ︒ 九811國

イヌボウザキ

﹇綿密﹈︵形状︶1 綿密

成皿ナルハ紡績事業ニシテ︑殊二綿花

十一837図

綿縣

めんみつ
﹇綿糸﹈︵名︶2

紡績其ノ大部ヲ占ム︒
めんし

・綿練・織物等の産出すこぶる盛な

︿略V軍艦高千穂の一水兵が 八954図 名古屋は︿略﹀︒︿略﹀︑商

女手の手紙を讃みながら泣いてみた︒

りQ

九192

ふと通りか＼つた大尉が之を見て︑

六747 男や女や年よりや子供も大ぜ
い集ってゐますが︑新しいしるしば

あまりに女々しいふるまひと思って︑

年々一億圓ノ綿花ヲ輸入
シテ︑綿練又ハ綿布トシ︑︿略﹀︒

十一838図

んてんを着てみる大工が一番目立ち

メリンス

シ︾

フランネル・ラシャ・メリ めん・す ﹇面﹈︵サ変︶1 面ス ︽一

︵名︶一

ンスナドノ如ク︑ケモノノ毛ヲツム

六354図

メリンス

﹁︿略﹀︒﹂と言葉鋭くしかった︒

ます︒

十一悩8図 又肥料の利目も著しく︑

メツタニ

作物の獲育も目立ちてよくなりて︑

﹇滅多﹈︵ 副 ︶ 一

村人の喜一方ならず︒
めったに

九184園

高シ︒

東太平洋二面シ︑風景ノ美ヲ以テ名

ギテ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒
綿花

十一m9

︽ーシ︾

年々一億圓ノ綿花ヲ輸入 めん・する ﹇面﹈︵サ変︶1 面スル

十一843図先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

シテ︑綿綜又ハ綿布トシ︑︿略﹀︒

十︸837図

﹇綿花﹈︵名︶4

めん5いちめん・せつだんめん

五574 近ゴロバ又マツチトイフベン

︽ーイ︾

めんか
メデタイ

リナ物が出來テ︑火打石や火打金ヲ

︵形︶一

使フ島西メツタニアリマセン︒
めでた・い

nVおめでたい︒おめでとう

八905園 ﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ

653
も一も

も

も

れぞ武門の面目︒﹄と︑ 大將答力あ

テ︑︿略﹀︑ワント

一コエホエマ

二292
マス︒

マス︒

二295

ヲトコノ子モ︑
ヲンナノ子

アソンデヰ

アソコデモ︑ココデモ︑
アソコデモコ
︑コデモ︑

アイサツシテヰマス︒

エダコジ
ニダコ︑ドチラ

アイサツシテヰマスQ

二321圏

︿略﹀

二295

︿略﹀

アソンデヰ

ヲトコノ子モ︑
ヲンナノ子

モ︑オモシロサウニ

ニー65︿略﹀︑イロイロナ木ノハ
二292

︿略﹀︑マルイノモ︑ホソナ

モ︑オモシロサウニ

ガトンデキマス︒大キナノモ
大キナノモアリ︑小サナ

アリ︑小サナノモアリ︑︿略﹀︒

ニー66
U

ノモアリ︑︿略﹀︒

ガイノモアリマス︒
︿略﹀︑マルイノモ︑ホソナ

オカアサン
ハワタクシ

モマケズ︑クモ マデアガレ︒
ニ402圏

タクシモオカアサンヲダイジ

ヲカハイガツテクダサイマス︒ワ

﹁ヤツトカラダガデキマ

ニシマス︒

V園

シタ︒︿略V︒﹂﹁コレデアタマモ

タ︒

リマス︒

二453

リマス︒

二454

チラノ山モ︑一極ンニミゴト

︿略﹀︑アチラノ山モ︑コ

ナハナザカリニナリマシタ︒

二616

チラノ山モ︑一メンニミゴト

ナハナザカリニナリマシタ︒
V ︿略﹀目モ︑ロモ︑耳モ︑

ハヒダラケニナリマシタ︒

ハヒダラケニナリマシタ︒

二647︿略﹀目モ︑ロモ︑耳モ︑

ハヒダラケニナリマシタ︒

二651︿略﹀目モ︑ロモ︑耳モ︑

上ニモ︑サクラノハナガーメ

三12ヲカノ上ニモ︑ツツミノ

ンニサキマシタ︒

三12ヲカノ上ニモ︑ツツミノ

上上モ︑サクラノハナガーメ

ヒラヒラトカゼニチルノ

ンニサキマシタ︒

モマタミゴトデス︒

三18

白イノモコウバイモア

三38園﹁マサヲサン︑ノニモ山
ニモワタクシドモノナカマガ

クナツタトコロガミエマス︒ア
レモサクラノハナデス︒

ニモワタクシド．モノナカマガ

タクサンサイテヰマス︒
︿略﹀︑ドコノテンジンサ 三38園﹁マサヲサン︑ノニモ山

セウ︒﹂

デ︑﹁コレガスンデカライキマ

マサヲハミムキモシナイ

マノオヤシロニモ︑ウメノ木

チニ︑︿略﹀︑大キナ太イ木肌

二615︿略V︑アチラノ山モ︑コ三56 マサヲハヤツパリミムキ

ナリマシタ︒

三47

ガウエチアリマス︒

S︿略﹀︑一月モタタナイウ

タクサンサイテヰマス︒

二476

白イノモコウバイモア

二434園﹁コレデ目モデキマシ 三24ムカフノ山雪ハ︑︿略﹀白

デキマシタ︒

一一

シタ︒

も﹇▽いかにも・い

ニー67

クルクルマハツテ︑クモノ

ガイノモアリマス︒
ニー72

ニオチテ︑フ

スニカカルノモアリマス︒
ミヅノウヘ

エモ︑スズメノナクコエモ︑
ウレシサウニキコエマス︒

ケサハカラスノナクコ
エモ︑スズメノナクコエモ︑

二287

ウレシサウニキコエマス︒

U4

り︒

も

モ

﹇面﹈﹇▽たのも

一

︵係助︶M

くらも・いつも・いまにも・さても・
しかも・すこしも・ちっとも︒なおも
・なにごともせいしん・なにも・なん
とも・なんにも・はやくも・ひきもき

Q

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ

らず︒またも・まもなく・ややもすれ
ば・ゆめにも・よにも・よもすがら

トモキチハヨロコンデ︑ト

ドコノイヘニモカドマツ

T ケサハカラスノナクコ

ガタテテアリマス︒

U

ツテ︑ツイテイキマス︒

ンデイキマシタ︒犬モヲヲフ

R

リニツケマシタ︒

ニキリマシタ︒イロモソノトホ

ニハノ土モミエマセン︒
R ︿略﹀︑カミヲソノ為手チ

タクサンチツタトコロバ︑

モアリマス︒

タカイイシダンモミエマス︒

T

一256 アカイトリヰガミエマス
一32一 アチラデモコチラデモタ
ノクサヲトツテヰマス︒
一322 アチラデモコチラデモタ

ヲウタツテヰマス︒

ノクサヲトツテヰマス︒
一326 ドコデモオモシロイウタ
一426 ヒゴヒガ︿略V︑四ヒキヰ
マス︒アチラカラモーピキキマ
ス︒

ヒノデナイウチニナン

ベンモウタヲウタヒマス︒

ニー6

一一15一 シタヲミルト︑ミヅノ

ナ下駄モサカナヲクハへ一犬
ガヰマス︒

ニー53 ソノサカナモホシクナツ

一一
一一

一一
一一
一一

P8

一一
一一
一一

S1

T5

P6
P8

一一

P9

Q7

Q7

Q8

やくにたつどうぶつでござい
すすめば︑わ

おまへがころべば︑わた

すすむ︒

三274圃

たしも

おまへが

モシナイデ︑﹁コレガスンデカ

一パイ

三263醜

ます︒

マサヲ﹁ボクハモウコン

ライキマセウ︒﹂

三86園
キチ﹁ボクモモウテニ

ナニタクサンツミマシタ︒﹂トモ

三304ソノホカ竹ノスダレモ

カタビラモアリマ

アハセモ︑ワタイレモ︑ピ

トヘモノモ︑

三565

ス︒

﹁コトシバホウネン︑ホ

ニホガサイテ︑ミチノ小グサ

三338圏
モ米ガナル︒﹂

︿略﹀︑目はいつもはっき 三566 アハセモ︑ワタイレモ︑ピ
トヘモノモ︑ カタビラモアリマ
りしてみて︑よく見えます︒耳

三394

しません︒

とんぼなどがあたまの
上をとびまはっても︑見むきも

三478

ナリマシタ︒

ワVタイレハ︑ユキモ
︿略

タケモ ミジカクナツテ︑モウキ

三582

ラレマセン︒

タケモ ミジカクナツテ︑モウキ

ス︒
もよくきこえて︑ききおとすや
しもころぶ︒
ニナリマシタ︒﹂
三566 アハセモ︑ワタイレモ︑ピ
うなことはありません︒
三143園 ﹁日本中ニハヨワイモノ 三301 竹馬モ竹デコシラへ︑タ
三435ダレモ右ノ方ノナカマ トヘモノモ︑ カタビラモアリマ
コノホネモ竹デ作りマス︒
バカリデ︑ジブンノアヒテニ
ス︒
二曹イルノハイヤデスカラ︑
三302 竹馬モ竹デコシラへ︑タ
ナルモノハ一人モナイ︒﹂
ミンナガフンパツスルヤウニ
三582 ︿略ワ
﹀ タイレハ︑ユキモ
コノホネモ竹デ作りマス︒

ガマコトニハヤカツタノデス︒
アリ︑竹ノカキネモアリマス︒

三152 ケハヤハ︿略﹀︑ケルコト

シカシスクネモチカラガツヨ

三305ソノホカ竹ノスダレモ

三586

うの
み水が青青として︑

ラレマセン︒

へもぐって︑︿略﹀︑水の上へ

三495又さかさまになって︑下

どこまでも つづいてゐます︒
かけてみるのもあ
三595 ほを

り︑かけて みないのもあります︒

出てきます︒水の上で足を
のばして︑ぼんやりうかんでみる

モノホシザヲニモ︑コクキ

ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ

こともあります︒
をか

モノホシザヲニモ︑コクキ

ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ

三308

ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒
モノホシザヲニモ︑コクキ

をか

三31一

ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ

人ノキモノガホシテアリマ

モ ツナヲハツテ︑ウチヂユウ

三56一ザシキノウチニイクスヂ

きる のです︒

馬ニマグハヲヒカセテ︑

ノ

ス︒

トヘモノモ︑

カタビラモアリマ

三324 ナハシロデナヘヲトツテ ス︒
三565アハセ モ︑ワタイレモ︑ピ
ヰル人モアリマス︒

リマス︒

田ヲカキナラシテヰル人モア

三321

ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

黷T0か
3 へるは水の中にも︑
の上にもすむことがで

きる のです︒

くろけ
い むりを出して走

いくきせんもあります︒

ますが︑ ︿略﹀︑ふかいつぼのか

んなに︑
4さいのもあります︒
三622 ︿略﹀二つ合ふのもあり

三618

に大きいのも︑こ
三618 こんな
んなに＼
4さいのもあります︒
に大きいのも︑こ
こんな

あげます︒

三607 ︿略﹀︑女や子どもも大ぜ
い出て︑ いっしよになってひき

つて

三601

かけてみるのもあ
三502かへるは水の中にも︑ 三596 ほを
り︑かけて みないのもあります︒
の上にもすむことがで

ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

三308

タガガカケテアリマス︒

三306タルヤヲケニモ︑竹ノ

アリ︑竹ノカキネモアリマス︒

クテ︑スバシコイ人デシタカラ︑
︿略﹀︒

一ピキ上り

サヘヅツテヰマス︒ゴランナサイ︑

三176 ヒバリガオモシロサウニ

マタアソコカラモ
マシタ︒

耳もありません︒

三222わたくしには口も目も
三222わたくしには口も目も
耳もありません︒

三222わたくしには口も目も
耳もありません︒

三227私をころがすのはだれ

三223手もあしもありません︒
三223手もあしもありません︒
にもできますが︑︿略V︑二つか
さねることは︑どうしてもでき
ません︒

ハシツテイク人モアリマス︒

三252うまは牛よりよわいけれ 三326 ナヘカゴニナヘヲ入レテ︑
ども︑︿略V︒どちらもたいそう

一一

も一も

654

655
も一も

たちになってみるのもありま
す︒

︿略﹀︑オトヒメノイツタ

ハ一人モアリマセン︒
三734

も︑本を費るうちも︑みんな

四14ふでやかみを士買るみせ

アケテ見ルト︑︿略﹀︒

三625︿略V二つ合ふのもあり コトモワスレテ︑タマテバコヲ
たちになってみるのもありま

ますが︑︿略﹀︑ふかいつぼのか
す︒

も︑本を責るうちも︑みんな

四14ふでやかみを費るみせ

三627又あはびの貝のやうに︑ がくかうのきんじよにあります︒
一つでひらたいのもあります︒
がくかうのきんじよにあります︒

三687 ウラシマハ︿略﹀︑リユウグ

四93私ドモノガクカウデモ︑
シタQ

のししで︑︿略﹀︑土けむりをた

までかうして︑かつちん︑かつちん︒

ず︑いきをもつがずに︑あさ

ス︒

ハ

アタマモヲモアリマセン︒

アタマモヲモアリマセン︒

スコシ長イ名ヲモツテヰマ

四517海ニヰタ時ヨリモ︑今

ガ︑

四507サカナノニホヒガシマス

ガ︑

四507サカナノニホヒガシマス

かうして︑かつちん︑かつちん︒

いきをもつがずに︑あさまで

︿略﹀一どうのものが︑た 四501圏 ︿略﹀︑ちっとも休まず︑

てて︑とんで來ます︒

四198

だっねをほめるこゑは︑山も
くつれるほどであったといひ
ます︒

四207園﹁︿略﹀︑マン中ノーパン

高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ
ビトモイヒマスQ
﹁︿略﹀︑マン中ノーパン

高イノハ︑中ユビトモ︑高高ユ

四208園

ビトモイヒマス︒

ユビデス︒

四225園小サイネエサンバ私ヨ 四541 オレノ方が少イカモ
リモスコシ高イカラ︑クスリ
知レナイ︒
四581 白ウサギハスグ海ノ水

︿略V︑センセイモセイト

一シヨニ君ガヨノウタヲ

モ

四96

ヨリモ

カヘツテイタクナツテ︑ナホナホ

︿略﹀︑のはらのくさやは

ヘカミサマガタガ

なは着ていかれてしまひました︒

マヘ

四273

四96 ︿略﹀︑センセイモセイト

ソコ

クルシンデヰマシタ︒

オトホリガカリニナツテ︑﹁ナゼ

四594
もうなくこゑもきこえません︒

︿略﹀虫も死んでしまったのか︑

くさのかげにないてゐ

モーシヨニ君ガヨノウタヲ

四274

ナクノカ︒﹂トオタヅネニナリ

︿略﹀︑毎アサ早クオキテ︑

た虫も死んでしまったのか︑

﹁ナゼナクノカ︒﹂トオタヅネ

コノ神サマ モ︑

行ツテ見ルノガタノシミデス︒

マシタ︒︿略﹀︒

﹁︿略﹀あんは何で作る

ニナリマシタカラ︑︿略﹀︒

四614園 アナタハノチニハ︑キ
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ

クオナリニナリマス︒﹂

四635やぶの竹は弓のやう

変ワラデハヤネヲフキマ

スガ︑又赤や青ヤキ漁戸ソ

四637にはの松の木はわた

す︒

にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま
すんで居るまも︑ちっとも休ま

四497圏われらがねどこで︑や

ス︒

メテ︑萎ワラザイクニモツカヒマ

四372

郎﹁あれも豆です︒﹂

郎﹁だんごにつけるこなは︒﹂三

のですか︒﹂三郎コ豆です︒﹂次

四344園

もうなくこゑもきこえません︒

はじめの日も︑つぎの

はじめの日も︑つぎの

日も︑たくさんえものがありま

四157

四132 クリ林ノ中ニハ︑ドング
リノ木モ五六本アリマス︒

シタ︒

ケサモ五十ホドヒロツテ來マ

四126

ウタヒマシタ︒

ヲアビマシタガ︑

ウタヒマシタ︒

ケサ天長セツノシキガアリマ

チヘカヘルノモワスレテヰマ
ウマイゴチソウモ毎日タ

ウノオキヤクサマニナッテ︑ウ
シタQ

三692
ベルト︑シマヒ ニハイヤ ニナ
リマス︒

三694 オモシロイアソビモ毎日
見ルト︑シマヒニハアキテキマ
ス︒

三726︿略﹀︑父モ母モシンデ
シマツテ︑ジブンノウチモアリ
マセン︑︿略﹀︒

シマツテ︑ジブンノウチモアリ

三726︿略﹀︑父モ母モシンデ
マセン︑︿略﹀︒

三727︿略﹀︑父モ母モシンデ
シマツテ︑ジブンノウチモアリ

した︒

マセン︑︿略﹀︒

三728 ︿略﹀︑トモダチモミンナ

四158

四164牛ほどもある大きなゐ

した︒

日も︑たくさんえものがありま

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

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ

も一も

656

をのせたやうに見えます︒は
のおちた木もみんなまつ白に
なって︑はながさいたやうで
す︒

四676 三郎ハ︿略﹀︑ヒマサヘア

今モ外径ラカヘツテ︑スグコ

レバ︑母ノソバへ來テ︑︿略﹀︒

五166

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

金色ヲオビテヰマス︒

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆
ソノ色ニバクロイノモアリ︑

赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆

五166

ソノ色ニバクロイノモアリ︑

金色ヲオビテヰマス︒

五166

ガアリマス︒

たのしい時も

あれをいないといふ 五278圃二月・三月花ざかり︑うぐ
ひす鳴いた春の日の
ゆめのうち︒

五293圃︿略﹀︑思へばつらいことば
しわはよってもわかい氣で︑

かり︑それもよのため︑人のため︒

五296圃

小さい君らのなかま入︑うんどう會
にもついて行く︒

ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ

枝モ見エマセン︒

五303

ヨクソダツタ茶ノ葉三蓋サガ
ニ寸バカリモアリマス︒

五31一

マタ三番茶・四番茶マデモツ

見地ハ大キナノモ︑小サナノ
蝶ニハ大キナノモ︑小サナノ

モアリ︑羽ノ色ニモ・︿略﹀サマぐ

キモノノモヤウヤ︑カンザシ

アリマスガ︑︿略﹀︒

五357

ナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑ソ
ノスガタガカハイラシイカラデセウ︒

下りる人もあり︑のりこまう

とする人もあり︑むかへに來た人も

五392

田デハタライテヰル人モ︑道

ヲ通ツテヰル人モ︑馬モ車モ︿略﹀︑

五426

田デハタライテヰル人モ︑道

スグ後ニナツテシマヒマス︒

ヲ通ツテヰル人モ︑馬モ車モ︿略﹀︑

五427

田デハタライテヰル人モ︑道

スグ後ニナツテシマヒマスQ

五427

とする人もあり︑むかへに來た人も

ヲ通ツテヰル人モ︑馬モ車モ︿略﹀︑

した︒︿略﹀︑だんく近くなって︑

五464 ︿略﹀︑かみなりが鳴り出しま

スグ後傷ナツテシマヒマス︒
︿略﹀︒

雨もつよくふってきました︒

マク一眼や夕顔や西瓜一軍︑

マク申言ヤタ顔や西瓜ニハ︑

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

五517 キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニ・ン

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五498

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

︿略V︑むかへに來た人もあり︑ 五498

下りる人がまだ下りてしまは

かばんを持って走って行く人

キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ

モタベル︒

五532圏

キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ

く略V︑カウモリハ﹁私黒鳥

く略V︑カウモリハ﹁私ハ鳥

テ︑ドチラヘモツキマセンデシタ︒

デモケモノデモナイカラ︒﹂トイツ

五532圏

モタベル︒

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

五518

モタベル︒

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑又ニテ

まだきつぶを買ってみる人も 五518
︿略﹀︑山モ川モ野原モ林モ後

︿略﹀︑山モ川モ野原モ林モ後
︿略﹀︑山モ川モ野原モ林モ後
︿略﹀︑山モ川モ野原モ林モ後
ノ方ヘトンデ行クヤウニ見エマス︒

五423

ノ方ヘトンデ行クヤウ曲見エマス︒

五423

ノ方ヘトンデ行クヤウ曲見エマス︒

五422

ノ方ヘトンデ行クヤウニ見エマス︒

五422

あります︒

五398

もあります︒

五397

ります︒

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五396

見おくりに來た人もあって︑︿略V︒

五393

見おくりに來た人もあって︑︿略V︒

五393

︿略V︑むかへに來た人もあり︑

あり︑見おくりに來た人もあって︑

あり︑見おくりに來た人もあって︑
赤イノモアリ︑白イノモアツテ︑皆
ヲ通ツテヰル人モ︑馬モ車モ︿略﹀︑
コへ來テヰル所デス︒
︿略﹀︒
金色ヲオビテヰマスQ
スグ後ニナツテシマヒマス︒
四687園﹁イイエ︑オクスリハジ
五173時ニハニ一二尺モ高クトブコト 五392 下りる人もあり︑のりこまう 五427 田デハタライテヰル人モ︑道
ブンデノマナケレバ︑何ニモナ
リマセン︒﹂

四785園
のもざんねんだ︒
くらをたたいてよろこびました︒

四831をかの方ではく略﹀馬の
海の方でも︿略﹀︑ 一どにどつ
とほめました︒
に診た︒山に寝た︑里に來た︑のに

五47当為が來た︑春が來た︑どこ
も來た︒

五52圏花がさく︑花がさく︑どこ
にさく︒山にさく︑里にさく︑野に
もさく︒

五333

ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム

五55齪鳥がなく︑鳥がなく︑どこ
でなく︒山で鳴く︑里で鳴く︑野で

ト︑茶ノ木ノタメニ四二クナイサウ
デス︒

蝶ニ北大キナノモ︑小サナノ

も鳴く︒

五66 又アル時ドコカラトモナク︸

五351

モアリ︑︿略﹀︒

五351

モアリ︑︿略﹀︒

五348

︿略﹀︑ 右 か ら も ︑ 左 か ら も ︑

羽ノ金色ノトビガ ト ン デ 來 テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
五116

︿略V︑右からも︑左からも︑

なかまがあつまっ て 來 て ︑ ︿ 略 V ︒

五116

なかまがあつまっ て 來 て ︑ ︿ 略 V ︒
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デモケモノデモナイカラ︒﹂トイツ
テ ︑ ド チ ラ ヘ モ ツキマ・センデシタ︒

ケンクワヲシタ時 ︑ カ ウ モ リ ハ ︿ 略 ﹀ ︑

五533 昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ
ドチラヘモツキマセンデシタ︒

五585 石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ
ツ ト ツ ヨ イ ノ デ ︑︿略V︒

オ宮寺ハエマガタクサンカケ

テアル︒古イノモ新シイノモアル︒

五695

ほどです︒

さも︑取入れのいそがしさも︑全く

がめた時は︑田うゑや草取りの苦し

へいけはふいを打たれて︑ど 六172 ︿略﹀︑その俵をつみ重ねてな

はしない︒

五817

海岸には切立てたやうな岩山

うすることも出來ない︒

︿略﹀︑その俵をつみ重ねてな

わすれてしまひます︒

六172

さも︑取入れのいそがしさも︑全く

がめた時は︑田うゑや草取りの苦し

わすれてしまひます︒

一面に小松のはえた小松原も
あり︑又大きな松がならんだ長い松

・あやめ︑白つゆむすぶ秋の野の

のぼりついたじぶんには足も

ちぐさの花もおもしろや︒

金ヤギンハ︿略﹀︑ドチラ

金ヤギンハ︿略﹀︑ドチラ

銅ハ︿略﹀︑金や銀ヨリモ

ソレデゼニニナルコトモ出

ソレデゼニニナルコトモ出

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六263悪金ダラヒニモナレバ︑私ノ

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六262圏

來レバ︑針金ニナルコトモ出來マス︒

六262囹

ネダンモヤスウゴザイマス︒

タクサンアリマスカラ︑シタガツテ

六261園

ネダンモヤスウゴザイマス︒

タクサンアリマスカラ︑シタガツテ

六257囹銅ハ︿略﹀︑金や雪鬼リモ

モ高ウゴザイマス︒

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六256園

モ高ウゴザイマス︒

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

六255園

を知りました︒

んどにもはかりにかけて︑その目方

六223 ︿略﹀︑その石をおろして︑な

ル︒バカリニモ色々アリ︒

六195売物ノ重サ山鳥カリニテバカ

原もある︒

六15

所が多い︒

もあるが︑平たい砂原になってみる

ヨシツネ・ベンケイノエモア 六14

テアル︒古イノモ新シイノモアル︒

五696
ヨシツネ・ベンケイノエモア

リ︑ニタンノ四郎ノエモアル︒

五696
リ︑ニタンノ四郎ノエモアル︒

又日本ヘイガロシヤヘイト

タ・カツテヰルエモアル︒

︿略﹀炭ハ︑︿略V︒︿略﹀︒油 五697

ニモ色々アリマス ︒

五588

五71＆園角ノアルケモノモタクサン

あり︑又大きな松がならんだ長い松

一面に小松のはえた小松原も

五588 魚カラトツタモノモアリ︑ケ

知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ

六16

モノカラトツタモノモアリ︑シヨク

原もある︒

日本には山が多い︒どの山に
一年中にからりとはれた日が
多い︒月夜のながめもまた美しい︒

六46

も木がよくしげつてみる︒

︿略V︑強いものばかり三千人 六24

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

た︒

い︒

五788囹

だいぶくたびれて︑はらもすっかり
のぼりついたじぶんには足も

足︑た岱つめがわれてるるとみない

六106

すきました︒

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

だけのちがひだ︒

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ 六105

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五763

ふだんは人も通らない道だか 六61圏うめ・も＼・さくら・ふち

且つた︒この中にはべんけいも居つ

をすぐつて︑︿略﹀ひよどりこえに

五761

ブツカラトツタノモアリマス︒

モノカラトツタモノモアリ︑シヨク

五591 魚食ラトツタモノモアリ︑ケ
ブツカラトツタノモアリマス︒

五592 魚カラトツタモノモアリ︑ケ
モノカラトツタモノモアリ︑シヨク
ブツカラトツタノモアリマス︒

︿略V︒あれ︑鈴 墨 も 鳴 き だ し た ︒

五613圃 あれ︑松轟が鳴いてみる︒

五638困 おはなさんもつれて一しょ
にお出でなさい︒

五788園

だいぶくたびれて︑はらもすっかり

五666園そのおしまひのあいてみる

足︑たゴつめがわれてるるとみない

のぼる時には三時間もか＼つ

所へ︑﹃おかあさんからもよろし

六113

すきました︒

︿略﹀︑﹁進めく︒﹂とさしづ

だけのちがひだ︒

たが︑下りる時には二時間しかか＼

五808

く︒﹂と書きたし て 下 さ い ︒

をしたが︑馬もこはがってすくんで

五692 サンケイスル人ハ皆カハル
ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒オチヨ

りませんでした︒

今日は天氣もよいから︑人が
それで取入れの時は大へんに
いそがしくて︑夜も十分前眠れない

六156

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

六151

しまひ︑人も顔を見合せて進まうと
︿略﹀︑﹁進めく︒﹂とさしづ

しまひ︑人も顔を見合せて進まうと

をしたが︑馬もこはがってすくんで

五811

はしない︒

モオハナモ鈴ヲ鳴ラシテヲガンダ︒

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒オチヨ

五692 サンケイスル人ハ皆虚日ル
モオハナモ鈴ヲ鳴ラシテヲガンダ︒

五695 オ宮ニハエマガタクサンカケ

も一も
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六264圏金ダラヒニモナレバ︑私ノ
ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六267園 ﹁ナルポド銅ハタクサンア
ツテ︑役ニモ立チ マ セ ウ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

モツト役二立ツモノ温血デセウ︒

ておいで︒

ミソモ醤油モ塩ヲ入レテツクル︒

おみやげもおみやげ話も 六543図菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ

様々あるから︑たのしみにして待つ

六411國

ザルモノ少シ︒ニモノヲスルニモ砂

たけだしんげん

ワが國ニチハ海ノ水嵩リツクル︒

六546図塩ハ山並リモ出ヅレドモ︑

糖ヲ用フルコトアリ︒

サルモ木市ラオチル︒

ておいで︒

六423
チリモツモレバ︑山トナル︒
てうせん

日本中を平げて︑後には朝鮮 六553 その相手は武田信玄で︑これ
も謙信におとらないいくさの上手で

﹁われくはたがひにいく

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

又ある朝早く信長がかりに

少しのゆだんもなく主人に仕

六717

めくらは杖を受取って︑

︿略﹀︑先生に何か聞かれても︑

︿略﹀︑何を聞かれても︑はつ
字を書くのに︑︿略﹀︑紙をた

よくおちついてみて︑少しも

度々けっせきしたり︑ちこく

ざいました︒

書きそこなひなどをしない子供もご

六714

そ＼つかしい子供もございました︒

くさんほこにしたりするやうな︑

六712

きりと答へる子供もございました︒

六707

する子供もございました︒

答へることが出來ないで︑顔を赤く

六704

も後ふりかへる︒

︿略﹀︑二人の行くへ見送れば︑二人

六642圏

には何のうらみもない︒

さをしてみるけれども︑敵の國の人

初はひくい役目で︑信長の目 六588闘

あった︒

六472

よびますと︑︿略﹀︒

出ようとして︑﹁誰も居らぬか︒﹂と

六467囹

通りへ出ることも出來ませんでした︒

六458

人は︑︿略﹀︒

六435

六272園メシヲタク釜モ鐵デス︒物 六428
ヲニル鍋モ鐵デス︒

六272園 メシヲタク釜モ鐵デス︒物
ヲニル鍋モ鐵デス︒

五トクモ鐵デス︒

六273園 ユヲワカス私モ︑私ノノル
六273園 ユヲワカス私モ︑私ノノル
五 ト ク モ 鐵 デ ス ︒層

六281園 今デハ鐵ハ銭ノ仲間ニハハ
イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

な

一ぺんもまけた

秀吉は︿略﹀︑たびくいく

へるこ﹂ろざしにかんしんして︑
︿略﹀︒

銅ヨリモマダ上デ ス ︒ ﹂

六305 ︿略﹀︑直吉は何の氣なしにそ

し

支那からは大兵をおくって︑

京都の東山の山の上に秀吉の
とには秀吉をまつった神社もござい

一日もけっせきもせず︑ちこ

したりして︑先生にしかられた子供

ツケ物ハスベテ塩ニテツケ︑ 六718

一日もけっせきもせず︑ちこ

くもしなかった子供もございました︒

ツケ物心スベテ塩ニテツケ︑ 六718

もございました︒

六537図

ミソモ醤油モ塩ヲ入レテツクル︒

六537図

ます︒

はかがございます︒又その山のふも

六534

したが︑︿略﹀︒

おそれて︑わぼくを申しこんで來ま

兵にはかなひません︒そこで支那も

朝鮮をたすけましたが︑︿略﹀日本

六516

ことがありません︒

さをしたけれども︑

六492

男の子も氣がつかずにそのま＼かへ

のつりに一せんの銅貨を三枚渡した︒

つた︒

から︑だまってみれば︑誰にも知れ

六324圏 ﹁それでもだんなが居ない

︿略﹀︑うちではす＼はきをし

はしない︒﹂

六362

た︒僕も手ぬぐひをかぶって︑立つ
だひをした︒

おかはりはないか︒

六392國 おちいさんもおばあさんも
六392團 おちいさんもおばあさんも
おかはりはないか︒

六408囲 おみやげもおみやげ話も
様々あるから︑たのしみにして待つ

一日もけっせきもせず︑ちこ

くもしなかった子供もございました︒

六718

一日もけっせきもせず︑ちこ

くもしなかった子供もございました︒

くもしなかった子供もございました︒

六721

六723 十人十色と申しますが＼︿略﹀︑

顔のちがふやうに︑せいしつも色々

學校でいつも先生にほめられ︑

かはってゐます︒

學校で先生にしかられ︑友だ

友だちにもすかれた善い子供は︑

六725

︿略﹀︒

ちにもきらはれた悪い子供は︑︿略﹀︒

六727

六735私のからだがこんなにぐらっ

くやうになったのも︑その子供たち

こんなにたくさん墨を附けた

のいたづらからでございます︒

六737

男や女や年よりや子供も大ぜ

のも︑その子供たちでございます︒

六745

い集ってゐますが︑︿略﹀︒

ツテ行ク小サナ船ガアル︒アレハハ

六777 ︿略﹀︑煙ヲ出シナガラ早ク走

シケデアル︒小サナ和船モアチラコ

オキノ方カラ黒クヌツタ船ガ

チラヲコギマハツテヰル︒

ハイツテ來ル︒白イ帆ヲアゲタ帆カ

六783

ケ船モイクツトナクハイツテ來ル︒

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

六811図昔仁徳天皇国立上ル煙ノ少

タマヒキ︒今ハ工業モ大イニヒラケ

淀川ハイクスヂニモ分レテ

テ︑エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

六815図
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海曹ソ・グ︒

守りてつくせ︑家のため︑

六858図圃 十とや︑遠き祖先のをし
へをも

たなのもちひくねずみの音

村の祭のたいこがひゴく︒

七122圃
も︑ふけてのきばに雪降積る︒

︿略﹀西洋西瓜の種を三色

七261

大工が家ヲタテルノモ︑左官

ガカベヲヌルノモ︑︿略﹀︑皆手デス

︿略﹀︑センドウが船ヲコグノ

ルノデス︒

七261

モ︑農夫が田ヲタガヤシ︑畠ヲツク

七185囲

ルノモ︑皆手デスルノデス︒

國のため︒

います︒︿略﹀︒又母がかねぐめづ

︿略﹀︑センドウが船ヲコグノ

︿略﹀︑ノミーツデ見事ナホリ

手バカリ動カシテモ︑チエガ

ガナランデヰル︒ドノ店ニモ品物ガ

何モ買フモノガナケレバ︑ソ

キレイニナラベテアル︒

七389

これを見た人は皆ほしいとは

ノマ・カヘツテモヨイ︒

思ひましたが︑何分にも直が高いの

七396

で︑誰一人買はうといふ者がありま

せん︒

一豊も

これを見た人は皆ほしいとは

思ひましたが︑︿略﹀︒︿略﹀︒

七399

さだめて皆檬は御じまんの

ほしくてくたまらないから︑︿略﹀︒

馬に乗ってお集りのことでございま

七426園

せう︒あなた様にも︑その折にはよ

い馬にめして︑主人のお目にとまる

﹁日ごろ貧しい暮しをして

やうになされるのが大事と考へまし

一匹の騒の口から出る縣をの

七439園

ばして見ると︑五六町もあるといふ

この長い綜を出す轟が百匹も

て︑︿略﹀︒﹂

七289

ことである︒

七288

ナケレバ何ノ三国モ立チマセン︒

七285

セルノモ︑手ノ翠黛ラキデセウ︒

物ヲコシラヘタリシテ︑人ヲ感心サ

七275

ルノモ︑傷手デスルノデス︒

モ︑農夫が田ヲタガヤシ︑畠ヲツク

七262

ばかり買って激ていたゴきたうござ

らしい草花をほしいくと申して居

ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間ハ︑

りますから︑︿略﹀︑これも二三種買

七26図怪我が死日タル後モ︑一門
︿略﹀︑天皇ノ御 タ 目 鼻 ツ ク ス ベ シ ︒

第一あなたにも私にも豆が
第一あなたにも私にも豆が

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

モ知ラズ︑講義ヲツ寸ケタレバ︑

トモシビキエタリ︒保己一ハソレト

七244図︿略﹀︑風隠バカニ吹キテ︑

なります︒

七209囹

なります︒

七208園

つて來ていたゴきたうございます︒

七27図囹我が死ニタル後モ︑一門
ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間ハ︑
︿略﹀︑天皇ノ念写メニツクスベ．シ︒

七47図園 カクテハ君ノ御用二立ツ
ベシトモオボエズ︒﹂トテ︑泣ク
くイマシメタリ︒
七51図 正行大イニカンジテ︑コレ
一

︿略﹀︒

日モワスル・コトナカリキ︒

ヨリ後口父ト母ト ノ 教 ヲ 守 り テ ︑

七256

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

ハワヅカニ十一歳︑父一軸ヲ合戦ノ

を買ひもとめた︒

七65図囹 父正成ノ戦死セシ時︑臣

なければ︑木綿はゴ一尺の絹織物を

けれども一月ばかりの内には︑

マヅ短日ノ新聞ハ西洋紙デ

ハリサウダ︒﹂

ナイカ︒コ・ニアル扇モウチハモヤ

子ハ濁世ラノ仲間デハツテアルデハ

七472囹 ﹁︿略﹀︑コノタクサンノ障

紙デコシラヘルヤウニナツタ︒﹂

アルシ︑書物モ近ゴロバ大テイ西洋

七466園

占用ヒラレル．ヤウニナツタカト思フ︒

間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケノー

七464園 ﹁︿略﹀︑ドウモ君主チノ仲

いふもかしこし︑菊と桐︒

七446図圃おほよそ家の紋どころ︑

織る絹縣は出來ない︒

七299

ない︒

たひの高いのも︑けっしてむりでは

それを考へると︑絹織物のあ

ラヰ不自由デセウ︒ハシヲ持ツコト

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

七294

モ出來マセン︒

モシ手ガナカツタラ︑ドノク

場 ニ モ ト モ ナ ハ ズ ︑﹁︿略﹀︒﹂ト申シ

七258

スブコトモ出來マセン︒

ラヰ不自由デセウ︒︿略﹀︒オビヲム

七257

残シタリ︒

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

七83玉杯 コノ度ノ合戦サダメテナ
ヲ見テスベシ︒

もはじめは黒いが︑だんくかはつ

皆さんの小指程の大きさになり︑色

七83図囹 コノ度ノ合職サダメテナ

ヲカクコトモ︑イタイトコロヲサス

ラヰ不自由デセウ︒︿略﹀︒カユイ所

︿略﹀︑二万匹の慧をかふのに︑

︿略﹀︑右へ折レルト︑ソコニ

給草紙屋・ゲタ屋・オモチや屋ナド

七369

程いそがしい︒

人一人附き＼りで︑眠るひまもない

七314

て青白くなる︒

ンギナルベケレド︑進ムモ退クモ時

カユイ所ヲカクコトモ︑イタ

大工が家ヲタテルノモ︑左官
ルノデス︒

ガカベヲヌルノモ︑︿略﹀︑凡手デス

七259

イトコロヲサスルコトモ出來マセンQ

七258

ルコトモ出來マセン︒

ヲ見テスベシ︒

眠る蝶々︑とび立つひば

り︑吹くや春風た も と も 全 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七97翻

むをとめ︑日ましくにはるこも太

七99圃 ︿略﹀︑あちらこちらに桑つ

る︒

七109圏 二百十日も事なくすんで︑

も一も
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七472園 コ・ニアル扇モウチハモヤ
七636図

ある山國にては︑︿略﹀︑つ

かれたる旅人をすくはしむることあ
り︒又近ごろは職場にも犬を用ひて︑

ハリサウダ︒﹂

七532園 又新聞は二十匁までが五厘︑

ソコノ砂地二沈ンデヰルモノモアル︒

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

コ・イカナドガスンデヰル︒︿略﹀︒

七727
轟轟モタクサン居ル︒

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

七745

コンナ所ニハ動物モゴクマレ

海ノ深イ所ハ蚕室ヒロモアル︒

七749

コノ他マダタクサンアルガ︑

海草ニモ色々アル︒

ルシ︑

海草ノ形ハ様々デアル︒オビ

海草ノ形ハ様々デアル︒オビ

又ニハトリノ五二似タノモア
ウチハナリノモアル︒

ウチハナリノモアル︒

七762又ニハトリノ尾二膏石ノモア

ルシ︑

七761

枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒

ノ檬二廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︑

七759

枝ノ様ニナツテヰルノモアル︒

ノ様二廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︑

七757

イヅレモヨイ肥料ニナル︒

七755

デ︑植物ハマツタクナイガ︑︿略V︒

七746

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七743

骨デアル︒

時二使フ海綿モ︑ヤハリ︿略﹀轟ノ

アル︒又物ヲ洗ツタリフイタリスル

われくは一日も水を飲まな 七733 ︿略﹀サンゴハコノ轟ノ骨デ
ゆ・茶・汁・すひ物はいふま
酒やすや醤油も︑めしやもち
酒やすや醤油も︑めしやもち
くだ物も水をふくんで居り︑
くだ物も水をふくんで居り︑

もとからある分にくらべる

もとからある分にくらべる

うございます︒

と︑實も大きく︑味もよほどよろし

七671困

やさいにも水けがある︒

七647

やさいにも水けがある︒

七646

やくわしも︑水がなければ出面ない︒

七645

やくわしも︑水がなければ愚輩ない︒

七645

でもない︒

七644

いことはない︒

七639

たふれたる兵士をさがさしむといふ︒

これもたゴの手紙などよりはよほど

書物や寓眞の類は三十匁まで二五で︑

安いのです︒

七536隈︿略﹀︑これは今日のやうに
早くは配達が出置ず︑賃銭も高かつ
たのです︒

へすれば︑どんな遠い所へもとどき

七537圏 今では切手をはって出しさ
ますから︑大そう 便 利 で す ︒ ﹂

七555図 サレドモコ・ニテ見ユルハ
東京ノ三分ノーニモ足ラズトイフ︒

七556図 櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ
アサ
ルカギリハ皆人家ナリ︒︿略﹀︒淺草

ノ観音堂モ東ノ方二見ユ︒

キ運動場モアリ︒

七585図コ・ニハ美シキ池アリ︒廣
七671国

と︑實も大きく︑味もよほどよろし

七587図 公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ
ハジメ多クノ官省アリ︒イヅレモ洋

うございます︒

母は︿略﹀︑おとなりへも
いつれも大よろこびで︑こ
見たいと申して居ります︒

んな見事な桃がなるのなら︑植ゑて

七691囲

おすそ分けをいたしました︒

七689田

風ノレングワヅクリニテリツパナリ︒

セバ︑コ・モマタ見渡スカギリ︑人

七592図 カヘリ道二坂ノ上ヨリ見下
家ナラザルハナシ︒
るは猫よりも小さし︒

七598図 大なるは小馬の如く︑小な

︿略V緑色ノモノモアレバ︑
ノモノモアル︒

︿略﹀茶色ノモノモアリ︑︿略﹀紅色

七764

色モ一様デハナイ︒

海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外 七763海草ノ形ハ様々デアル︒︿略﹀︒

魚類ニハ︿略V︑岩ノカゲヤ
海草ノ間ヲオヨグモノガアリ︑︿略﹀︑

七711

モアル︒

色々ノ動物が居り︑サマぐノ植物

七603図毛のいたって短きものは指 七701
さきにてもつまめ ぬ 程 な れ ど ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

眠れる時も人の足音を聞けば︑た〜

七619図 犬は耳ざとき動物にして︑
ちに目をさます︒

︿略﹀緑色ノモノモアレバ︑

︿略﹀茶色ノモノモアリ︑︿略﹀紅色

七765

ノモノモアル︒

︿略﹀緑色ノモノモアレバ︑

︿略V茶色ノモノモアリ︑︿略﹀紅色

七766

海草ハ大テイ花が塵室ナイ︒

ノモノモアル︒

七771

根モ︿略﹀養分ヲスヒ取ルタメノモ

ノデハナク︑︿略﹀︑岩ナリ石ナリヘ

のきよりおつる雨だれの

クツツクダケノ用ヲナスモノデアル︒

七785図圏

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

をうがつなり︒

など

かたきもつひ

はれず︑はげみ進むに何事の

七792図圃 ︿略﹀︑事に動かず︑さそ

成らざらん︑重石の

にとほすべし︒

塔をもきづき︑つばめさへ

千里の

七793図圏小さきありもいそしめば︑

波を渡るなり︒

塔をもきづき︑つばめさへ

千里の

七794図韻小さきありもいそしめば︑

波を渡るなり︒

怠らず︑ふるひ進むに何事か

など

七798五宝 ︿略﹀︑わき目もふらず︑

成らざらん︑︿略﹀︒

七802図圃 ︿略﹀︑わき目もふらず︑

など

重きも

怠らず︑ふるひ進むに何事か

成らざらん︑ばんじゃくの

つひにうつすべし︒

七807調﹁私も子供の時には︿略﹀︑

皆さんと同じ様に︑あの運動場で艦
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操をしたり︑この講堂でお話を重い

が降ったりして︑一寸先も見えなく

︿略﹀の記念砲身塔など︑またいつ
︿略﹀︑数千年号へたらんか

れも神苑の内にあり︒

八52図

と思はる＼老木枝をまじへて︑高く

急に暴風雨が写ると︑︿略﹀︑

なる事もあります︒

天をつく︒

七854園

たりしてみたのです︒

船は今にも沈むかと思ふ檬になりま

七812圏 今日このなつかしい學校へ
す︒︿略V︒又きりがか㌦つたり︑大

その他には何の御かざりも

今日は神嘗祭なれば︑夕方

しこく︑かたじけなし︒
かんなめ

いふ︒

八102圃

でに私一人のもとりましたから︑爾

がそろって寓眞をとりました︒つい

この悪く略V︑うち中の者

には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

八78図

なき質素なる御かまへ︑かへってか

八66図

填て︑皆さんにお話をするのは︑何

くなる事もあります︒

雪が降ったりして︑一寸先も見えな

よりもうれしうございます︒

汽船も軍艦も御存じでせう︒

七815園 皆さんは海を御存じでせう︒

又漁業その他海の仕事に出

方一枚つつ差上げます︒

町ハ段々人通リガ多クナツテ︑

車モ通り︑馬モ通ル︒

車モ通り︑馬モ通ル︒

八142

役所デモ︑會社デモ︑上カラ

役所デモ︑會社デモ︑上カラ

下マデ一同ソロツテ事務口取リカ・

八149

ル︒

八151

働クコトガナケレバ︑食物モ

下マデ一同ソロツテ事務二取リカ・

ル︒

働クコトガナケレバ︑食物モ

買ハシナイシ︑着物モコシラヘラレ

八156

ナイ︒

ヨシカゲ

買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

八156

ナイ︒

イヒシニ︑﹁我モコレ程ノ事ハ心得

ル者アリ︒ソレニ命ジタマへ︒﹂ト

﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲヨク心得タ

三郎はいつもにこくして 八169図園 暉尼ノ兄義景コレラ見テ︑

八106囲私もみんなと一しょの分は

ゐます︒

ゐますから︑窩眞でも笑って窺って

大砲ノヒマキハ︑天モオチ︑ 八105国
大砲ノヒぐキハ︑天モオチ︑

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七893図

海モサクルカト思フバカリナリ︒

七893図

かける人もありませう︒

七888園

出かける人もありませう︒

つてから二念へ商費その他の用事で

七887園皆さんの中にも︑大きくな

出かける人もありませう︒

つてから外濠へ商費その他の用事で

七815園 皆さんは海を御存じでせう︒ 七885囹皆さんの中にも︑大きくな
汽船も軍艦も御存じでせう︒

ふのは︑長さが六十間程もある大き

七817園私の乗ってみる明治丸とい
な汽船で︑︿略﹀︒

ふのは︑︿略﹀︑乗組の人員は二百人

七818園私の乗ってみる明治丸とい
もあります︒

ちならんでみる人家も︑段々に小さ

七821園 ︿略﹀港を出て行くと︑立
く見える様になります︒

タリ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂ト

七822囹 海岸の松原も次第に遠くな

まじめになり過ぎましたので︑にい
︿略﹀︑敵ノ砲塁ヨリハ砲丸

テ︑︿略﹀︒

七921図

さんによそ行の顔だといって笑はれ

つて︑︿略﹀︒

ヲアビセカクルコトイヨく盛ナリ︒

タリ︒人手ヲカルニモ及バズ︒﹂

﹁我モコレ程ノ事ハ心得

七829囹 何萬とも知れないいるかが

ました︒

八171星園
中ニモ福井丸ノボートニハ敵ノ砲丸

三郎さんは實にかはいらし
雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

義景重ネテ︑﹁サラバコ

トぐク張りカへ給へ︒︿略﹀︒﹂ト

八179図園

イヘバ︑﹁我モ後ニハコトぐク張

リカヘント思ヘドモ︑︿略V︒﹂ト答

なるほど皆さんと一しょの
分は︑おはなさんも次郎さんも少し

ヘタリトゾ︒

ルベシ︒

モ︑カ・ル母二心ハレタルニヨルナ

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

八187図時頼が心正シク︑ツネニ節

まじめになってゐます︒

八124囲

分はほんとによく三ってるます︒

く窺りました︒おはなさんも一人目

八122團

およいでみるのを見ることもありま

代々の天皇は皇大神宮をた

す︒

八14図

ふとびたまふこときはめてあつく︑

七832園 霊鳥とも知れないいるかが
およいでみるのを見ることもありま

國民もまた深くうやまひ奉りて︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑皇室及び國家に大事

す︒

七835園 又ある時にはとび魚が甲板

八35図

分は︑おはなさんも次郎さんも少し

の上へとび上ることもあります︒

あれば︑かならずこれを告げたまふ︒

まじめになってゐます︒

なるほど皆さんと一しょの
明治三十七八年戦役の終りたる後も︑

八124団

七848圏 ﹁航海といふものはかうい

天皇陛下御参拝あらせられ︑︿略﹀︒

町ハ段々人通リガ多クナツテ︑

ふ面白いものですが︑又時にはおそ

八142

ろしい目にあふこともあります︒

七854園 又きりがか︑つたり︑大雪 八51図 ︿略﹀の戦利品たる大砲︑

も一も
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八191

︿略﹀︑ 畑 も た く さ ん も っ て ︑

牛もたくさんかひ︑何不足なく暮し
てるた農夫がありました︒
︿略﹀︑ 畑 も た く さ ん も っ て ︑

牛もたくさんかひ︑何不足なく暮し

八191

てるた農夫がありました︒

八193 初は近所の人にもうらやまれ
る 程 の 身 代 で し たが︑︿略﹀︒

休んだ事がない︒

かま
ある時は鎌をきたへてみた︒

又車のわを打ってるた事もあった︒

八323

仕事をしながら︑僕に色々な

話をした事もある︒

八332

花の

ほこ

里もな

︿略﹀︑つゴいてかをる梅

うるはしさ︒

皆一時に紅白の

櫻も咲けば︑

ひなの祭の桃の花

が香に︑うぐひす鳴かぬ

八353図圏

し︒

ながめの

梨・すも＼

ろびそめて︑山々の

八194 ︿略V︑牛も段々減り︑畑の取 八356図圏
高 も 年 々 に 少 く なって︑︿略﹀︒

八194 ︿略V︑牛も段々減り︑畑の取
高 も 年 々 に 少 く なって︑︿略﹀︒

つて︑野原の方までも行ってたつね
ばた︒

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

風

八228 ︿略V︑屋敷のまはりを見まは 八361図韻 野べも山べも新緑．の 風
ましたが︑影も形も見えません︒
︿略﹀︑ 影 も 形 も 見 え ま せ ん ︒

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

野べも山べも新緑の

八229
︿略﹀︑ 影 も 形 も 見 え ま せ ん ︒

八361図國

八229
ばた︒

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑明治八年
ヨリ内地ニチモ之ヲ製造スルニイタ
レリ︒

ダ盛ニシテ︑外國へ輸出スルモノノ

八409図今日ニチハ其ノ製造ハナハ

あ㌧︑火の勢が一そう強くな

︿略＞O

ミニテモ︑一年間一千萬圓ノ金高二
達シ︑

八423

火事場でさわぐ人の聲がここ

つた︒又隣へうつ＼たのかも知れな
い︒

八424

さっきからもう二時間もたつ

までも聞える︒

八431

さっきからもう二時間もたつ

から︑四五十戸も焼けただらう︒

八431

役場は幸に僥けなかった︒一

から︑四五十戸も焼けただらう︒

八437

切の書類や記録類も皆ぶじであった

のである︒

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

大きなきかいの動くのも︑汽

中にも君の千代八千代野ふや菊の

用によるのである︒

用によるのである︒

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

大きなきかいの動くのも︑汽
て︑さびしきにはのさざん花や︑

いつしか木々もうらがれ 八443

︿略﹀︒

八376図醐

花の宴︒

八374図韻︿略﹀︑秋の花草多けれど︑ 八443

どる玉︑︿略V︒

八369図韻 夕暮に咲く月見草︑月見
といふことだ︒
はぎ
のころも近づけば︑萩のうねりにや
八439 火は一日も無くてはならぬも

八231 鋸って見ると︑自分の家は戸
る様子がありませ ん ︒

八234 牛小屋の牛はしきりに鳴いて

︿略﹀︑夜も書もよく働きまし

︿略﹀︑夜も書もよく働きまし

みるのに︑誰も草をやるものがあり
ません︒

八268
た︒

た︒

八268

八407図我が國ニチハ︑初ハモツパ

ソマツニ黒雲フベカラズ︒

八403図之ヲ思ババ一本ノマツチモ

厘ニモ足ラズ︒

又ことばも電報だから︑そ
んなにていねいに書くことはいらな

八472園

イと書くにも及ばない︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

い︒﹂

一郎﹁これでようございま

すか︒﹂父﹁それでもよいが︑火事の

八478圏

昨夜あったことはもう御存じだから︑

サクヤとは書くには及ばない︒

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八482囹又ヤケナイといへば︑うち

チもいらない︒

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八482園又ヤケナイといへば︑うち

チもいらない︒

アル日皇子︑寺ノニハニテ

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ

ケマリノ會ヲナシ給ヒ︑鎌足モ参り

八509図

合壁タリ︒

八513図

キテ皇子ニサ・ゲシニ︑皇子モマタ

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ

ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

ミ奉ルコトヲ得テ︑同志ノ人々ヲモ

八515図

入鹿ツヒニ殺サレタリ︒蝦

カタラヒテ︑ヒソカニ時ノイタルヲ

待テリ︒

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

夷モマタ其ノ家ニテ自殺セリ︒

八537図

八543図

駝鳥は鳥類の中で一番大きく

奉りテ功アリシカバ︑︿略﹀︒

て︑卵も子供の頭程ある︒

八562

八565

はぎの長い鳥は首も長く︑首

はぎの長い鳥は首も長く︑首

の長い鳥は大ていくちばしも長い︒

八565

空を飛ぶ必要はないから︑︿略﹀︒

八295図幾度カマハリタレドモ︑入 八383園 マツチハ︿略﹀︑一箱三四 八472圏焼けない事さへいへば︑御 八563 走ることは馬よりも早いので︑
ルコトヲ得ズ︑クチヲシクモエノ笑
聲ヲ後ニシテ鋸レリ︒

八317 ︿略V︑毎朝早くから弟子を相
手につちを打つ音が聞える︒一日も
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の長い鳥は大ていくちばしも長い︒

八566 併しかはせみははぎも首も短
くて︑くちばしばかりが長い︒

八566 併しかはせみははぎも首も短
くて︑くちばしばかりが長い︒

八567 駝鳥ははぎも首も長くて︑く
ちばしだけが短い ︒

八567 駝鳥ははぎも首も長くて︑く
ちばしだけが短い ︒

かた
八614図圏 堅田の浦の浮御堂︑おち
來るかりもふぜいあり︒

八665国 取分けおいそがしい中を︑
一週間もおひまをいただきまして︑
まことに有りがたう存じます︒

八667団 病中の祖母も大そうよろこ
びまして︑有りがた涙をこぼして居
ります︒

用ナキ時之ヲカクスコト︑

虎モ猫モ相同ジ︒

八742図

猫ノロニハ上下二二本ヅツ

我が日本の國の大部分は︑

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

八831図

︿略﹀︑雪月花のながめも折

く暑からず︑︿略﹀︒

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑

勇白湯︑こチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

八926

ム心モ深カッタ︒

八931 橘中佐ハ︿略﹀︒︿略﹀︑軍神

平生カラノ行ガリツパデアツタカラ

トイハレル程ニウヤマハレタノハ︑

八832図

節にかはりて面白く︑山川の風景も

ノ鋭キ牙アリテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八746図

うるはし︒

名高き金のしゃちほこは

焼物・塗物・扇・烏鳶・織物等の産

八955図 く略V︑商工業の獲達著しく︑

とを得べし︒

て︑遠く三里の外よりも望み見るこ

︿略﹀︒︿略﹀︑朝日︒夕日にかゴやき

八944図

ジデアル︒

デアル︒海軍ノ廣瀬中佐モヤハリ同

重扇ノ田田ハ内方二向ツテハエタル

︿略﹀︑雪月花のながめも折

我等日本人は髪も黒く︑眼
我等日本人は髪も黒く︑眼
も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

八838図

も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

八837図

うるはし︒

節にかはりて面白く︑山川の風景も

八833図

太キ毛ノ如キトゲアリ︑︿略﹀︒虎モ
マタ同ジ︒

八747図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ
急二審ビツキテ之ヲ捕フ︒

レバ︑︿略﹀︑シヅカニ雲容二近ヨリ︑

レバ︑︿略﹀︑シヅカニ翼下二近ヨリ︑

八747乳虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ
急二二ビツキテ之ヲ捕フ︒

出すこぶる盛なり︒戸口もまた年々

く略V大蛇あり︑毎年來

の一人をも食はんとす︒

りて︑我が娘を面食ひ︑今また残り

九32図園

は今後いよいよ著しからん︒

海陸運輸の便盆く開け︑産業の獲達

近年新しき港も成りたれば︑

人ハ大ゼイアツタガ︑ソノ中デモ海

敵ハ︿略V︑上カラ下マデ幾

八957図

に増加す︒

八855

ハ軍神トマデイハレタ︒

軍ノ廣瀬中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人

八749図面モマ翼翼ノ如ク︑ヨク木 八843 ︿略﹀︑名轡ノ職死ヲトゲタ軍
猫ノ中幅モ其ノ毛色虎二似

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

八755図

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒
イギリスは︿略﹀︑商業・工

重モノ陣地ヲ布キ︑盛二弾丸ヲ打出

八773図

下って︑食事も進みますから︑一先

業いつれも盛に︑海軍強く︑商船多

ス︒

八673国 昨朝あたりから熱がずっと
し︒

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ

チ

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見

シソノ花ノ様ニクチビルノ形

シソノ花ノ牽牛クチビルノ形

ヲシタノモアリ︑オシロイノ花ノ様

九94

ニクダノ形ヲシタノモアル︒

ヲシタノモアリ︑オシロイノ花ノ様

九93

テヰル︒其ノ形モマタ様々デアル︒

ルト︑カウイフエ合ニソレぐ攣ツ

九85

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

時ハ八月三十一日ノ朝日モマ 九76梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ
カウ

﹁一度占領シタ此ノ高地︑

︿略﹀︑一揮又モ中佐ノ胸ヲツ

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘
ガ︑︿略V︒

レテ︑アランカギリノカヲツクシタ

八907

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

八893

足モ退却スルナ︒﹂

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒一

八877園

ダ上ラナイ頃デアツタ︒

八869

ケテ突撃シタガ︑︿略﹀︒

ロシヤはく略V︑其の領地甚 八858

かくの如く日本を出で︑

た其の一部なり︒

だ廣く︑アジヤ大陸のシベリヤもま

八788図

安心いたしました ︒

がっくから︑心配するには及びませ

八686団 こちらの方はどうとも都合

ん︒

八803図

本に逸り送る︒西へ西へと進むもま

︿略﹀︑東へ東へと進めば︑翻心の日

八723図圏 諸君若し我に食物を送る
ために働きたりといはば︑我もまた

た同じ︒

諸君を養ふために 帥 労 し た り と い は ん ︒

八732図 虎モ猫モアゴ短ク︑首太シ︒

地球を南北の爾半球に分て
我が日本の國の大部分は︑
く暑からず︑︿略V︒

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

八831図

ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

八732図 虎モ猫モアゴ短ク︑首太シ︒ 八812図
八737図 虎モ猫モアゴ短ク︑首玉シ︒
︿略﹀︒足モマタ 太 ク シ テ ︑ 力 強 シ ︒

八742図 用ナキ時之ヲカクスコト︑
虎モ猫モ相同ジ︒

も一も
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ニクダノ形ヲシタノモアル︒

九97 タトヘバボタンノ様一ニリン

きとのこと︑︿略﹀︒

言へ︒﹂

九217圏團

はちまん

九213圓国園何にてもゑんりよなく

自由なる事もあらん︒

いくさに出でし里なれば︑定めて不

九95花ノ附方モ亦ソレぐチガフ︒ 九213㈱国営﹃一人の子が國家の爲
咲ノモアリ︑ニンジンノ様ニカラカ
サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア
ル︒

九99 タトヘバボタンノ檬二一リン
そなたがあっばれなるてがらを立て

大尉は之を讃んで︑思はずも

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九222

涙を落し︑水兵の手を握って︑﹁わ

おつかさんの精神は感心の

たしが悪かった︒

九225圏

將校も兵士も皆一つになつ

外はない︒お前の淺念がるのももつ
ともだ︒

九227囹

將校も兵士も皆一つになつ

て働かなければならない︒

九227園

輻重兵は何れも戦孚に必要にして︑

九256図歩兵・騎兵・砲兵・工兵・

上下の別明かにして︑何れ

其の任務には導車の別あることなし︒

九262図

も上官の命令を守るは諸子の能く知
る所なるべし︒

︿略﹀︑本殿ニバカシコクモ

盛り一助花ノ雲タナビキテ︑﹁花ハ

︿略﹀︑男子は十七歳より四

其の後は何の障もなく︑百五

つたが︑︿略V︒

九327

之を聞いて︑是までフルトン

十マイルを三十二時間で走った︒

を笑った人々も大いに感心して︑皆

九3210

其の成功を喜んだといふことである︒

さて幾度も幾度も造り直して︑

終に其の目的を達することが出來た︒

九337

う︒

中には汽車と競走する積で︑

上下八里の箱根山も越えなけ
てん

つたり渡船に乗ったりして渡ったの

龍川なども︑︿略﹀︑人の肩車に乗

りゆう

ればならず︑富士川・大井川・天

九362

であった︒

つたり渡船に乗ったりして渡ったの

龍川なども︑︿略﹀︑人の肩車に乗

りゆう

ればならず︑富士川・大井川・天

九361

上下八里の箱根山も越えなけ
てん

走る汽車とはどうして競走が出挙よ

九3410 ︿略﹀︑ 時間に十五マイルも

馬に乗って來た人もある︒

九347

終に其の目的を達することが出來た︒

九291図境内ニハ櫻最モ多ク︑春ノ 九337 さて幾度も幾度も造り直して︑
櫻木︑人ハ武士︒﹂ノコトワザモ自

拝アリ︑種々ノ齢興

春秋爾度ノ大祭ニハ︿略﹀︑

ラ思ヒ出デラル︒

九302図

陸海軍將卒ノ参

臨時大祭二天皇皇后爾陛下

モ行ハレテ甚ダニギヤカナリ︒

九304図

如何なる獲明も︑一度や二度

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア
リ︒

九314

の不成功で氣をくじく様では出郡上
︿略﹀最初の船は︑フランスの

るものでは無い︒

九317

セイヌ川に浮べたが︑不幸にも直に

豊島の職に町なかつたこと

て働かなければならない︒

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒

八幡平に日参いたし候も︑ 九286図

咲ノモアリ︑ニンジンノ様ニカラカ

ス

母も人間なれば︑我が子

候様との心願に候︒

イキ

九218㈱國

サヲヒロゲタ謙卑集ツテ咲クノモア
ル︒

九116図圃葉かげにいねし鳥ははや
ゆめも見あきつ︒

九174園 七浦・北浦等ノ合流スルア
トリ

タリ堀上名勝ノ地霊カラズ︒中土モ
カ ンマ

香取・息栖ノ両社ハ北浦ノポトリナ

カ

ル鹿島トトモ三二社ノ名アリ︒
レモ川ノ中二立テリ︒

九1710図香取・息子ノーノ鳥居ハ何

九195園軍人となって︑いくさに出
たのを男子の面目とも思はず︑其の
有様は何事だ︒

は艦中一同残念に思ってみる︒併し

沈んでしまった︒

義務あり︒

十歳までの間︑何れも兵役に服する

九243園

もあるだらう︒

﹁箱根八里は馬でも越すが︑

越すに越されぬ大井川︒﹂といふ歌

九368
る︒﹂といふことを新聞紙に急告し

︿略﹀︑早くもないし︑又そんなに樂

だから︑早いことはない︒かごも

馬は︿略﹀︑ゆるく歩むの

などもあった︒

沈んでしまった︒︿略﹀︒︿略﹀︑又一

でも無かった︒

︿略V最初の船は︑︿略﹀直に 九378
大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

し進んだきりで︑やがて動かなくな

つの船を造った︒︿略﹀︒此の時も少

九324

たが︑︿略﹀︒

るから︑何人にも乗船の望に鷹じ

九234園其のうちには花々しい戦孚 九3110 ︿略V︑﹁何月何日初航海をす であった︒

是も仕方がない︒

九1910圏私には妻も子もありません︒ 九233園
九1910園私には妻も子もありません︒

ほうたう

九201園私も日本男子です︒何で命
ををしみませう︒

九206隅囲 ﹁聞けば︑そなたは豊島
みかいゑい

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛

ほうたう

攻撃とやらにもかくべつの働なかり
きとのこと︑︿略﹀︒

すべ給ふ︒

九207國團 ﹁聞けば︑そなたは豊島 九244図 かしこくも天皇陛下は自ら
みかいゑい

の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛
攻撃とやらにもかくべつの働なかり
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九3710

かごもく略V︑早くもないし︑

かごもく略﹀︑早くもないし︑

又そんなに樂でも無かった︒
九381
又そんなに樂でも無かった︒

九382 今は水路に汽船があり︑陸上
にも所々方々に鐵道が通じてみる︒

九384 其の上道もよくなり︑橋も多
くかけられた︒

くかけられた︒

九384 其の上道もよくなり︑橋も多
九385 萱所も無ければ︑川止も無い
から︑︿略﹀安樂に 旅 行 が 出 目 る ︒

九385 妥当も無ければ︑川止も無い
から︑︿略﹀安樂に 旅 行 が 出 要 る ︒

九402図今ハ此ノ腰湯ノ外二新シキ
温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出島︑

ヲンセン

︿略﹀電車サへ開通 セ リ ︒
ヲンセン

九403図心ハ此ノ竃湯ノ外二新シキ
温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出來︑

︿略﹀電車サへ開通 セ リ ︒

九4010図 然レドモ自然ノ轄攣ハ的証
是ヨリモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ
ヤ︒

九411図 ︿略﹀箱根騨モ︑︿略﹀箱根

七戸モ︑遠キ昔ハ共二期ロシキ噴火
山ナリシナリ︒

九412図 ︿略﹀箱根騨モ︑︿略﹀箱根

七湯モ︑遠キ昔風共二恐ロシキ噴火
山ナリシナリ︒

止ミタリ︒

九4110図 此ノ四山ノ噴火モ今ハ全ク

ヲモウガツトイフ︒

姉上も最早御全快にて︑

ヲモウガツトイフ︒

九423図水ノシヅクモ度重ナレバ石
九432國囲

又御宮裏の田も︑本年は

四五日前より起きて翼の世話をなさ
れ居り候︒

きしゃう

皆二二

夏の堅木や変わらは

きやうぎ

帽︒學生・生徒の帽子にも
の徽章あり︒

九509図圃

車夫のかぶるは形より

見るにもいとゴ輕げなり︒

九527図圃

保護色ノ攣ズルハスデニ面

まんぢゆう笠の名もをかし︒

九554図

白キコトナリ︒ソレヨリモナホ面白

九439國囲
水も十分に御座候問︑少しも御案じ

︿略﹀或老人に︑長生の

﹁病は口より入る︒﹂つ＼し

よごれし手にて目をこすり

毎日運動するが故に︑讐者にも相談

する必要なきなり︒﹂

九5910図園 ﹁我は天質にも相談せず︑

毎日運動するが故に︑署者にも相談

空態の大切なることも食物

する必要なきなり︒﹂

におとらず︒

九607図

西洋のことわざにも﹁よく

日光の見舞ふ家には警者は見舞は

九616図

さい

蝦夷は︿略﹀︑景行天皇の

ず︒﹂といへり︒
え ぞ

九624図

やまとたけるのみこと

あべのひらふ

御代日本武尊之を征し給ひ︑齊

明天皇の二時阿倍比羅夫また之を討

めい

ちしが︑其の後も度々叛きて︑︿略﹀︒

まで強き人にて︑怒る時はたけき獣

されども又いつくしみ深き

も恐れたり︒

人にて︑笑ふ時は子供もなつき親し

九635図

將軍田村麻呂の東北の地を

みたりといふ︒

九637図

蝦夷も︑遂に全く皇威に服するに至

空氣は︿略﹀︑机の引出し

にも︑たもとの中にも︑節穴の中に

九648図

れば︑目には見えざれども︑︿略﹀︒

九647図空氣は形もなく︑色もなけ

れば︑目には見えざれども︑︿略﹀︒

九647図空氣は形もなく︑色もなけ

天皇の御信任も厚く︑︿略﹀︒

九639図

かばかりの大功ありし人故︑

征するや︑︿略﹀︑さしもに強かりし

住居もなるべくきれいにせ

れり︒

く洗ひて︑よごれたるをば着ること

に足らん︒

髄弱りて︑氣分もふさぐ︒

九597図

運動不足なれば︑︿略﹀︑身

よ︒よき心持のみにても病をふせぐ

九595図

るべくきれいにせよ︒

たるをば着ることなかれ︒住居もな

九594図衣服もよく洗ひて︑よごれ

なかれ︒

て目をわづらひし人あり︒衣服もよ

九593図

た病の種となる︒

むべきは飲食なり︒︿略﹀︒不潔もま

九591図

までもなし︒

九5810図酒・煙草の害は今更に言ふ 九633図 田村麻呂は︿略﹀︑力あく

いふ︒

のも二十七度かめ︒﹂と答へたりと

方法を問ひしに︑﹁やはらかなるも

九586図囹

似ルモノノアルコトナリ︒

キハ︑︿略﹀︑形サへ其ノ周園ノ物二

又御宮裏の田も︑本年は

下さるまじく候︒

九439圓団

水も十分に御座候間︑少しも御案じ
︿略﹀︑一日も早く御用御

下さるまじく候︒

九442塵困

すましの上︑御婦りの程御待ち申上
候︒

九457図︿略﹀︑木のかげ一つもなき
砂原つゴきなれば︑其の苦しさたと

引は子供のことなれば︑

へんに物なし︒

九4510図

話相手もなく︑たゴ父にあはんを樂
みに一日々々と旅行をつゴけたり︒
︿略﹀︑一同は行くべき方に
まよひて︑︿略﹀︑空しく一日を過せ

九473図

り︒之が爲に一行の用意せる水も残
り少になれり︒

アリは幸にも星によりて方
角を見定むることを知り居たれば︑

九485図

か＼る間に︑又向ふより一

それを便りに進行せり︒

九493図

組の隊商到着せしが︑其の中には刻
りの父ハッサンもまじれり︒

九423導水ノシヅクモ度重ナレバ石 九506図圏 ︿略﹀︑艦の名あるは水兵 九599岸里 ﹁我は天氣にも相談せず︑

も一も
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ず存在せずといふこと無し︒

も︑握りこぶしの間にも︑︿略﹀︑必
を保つこと能はざるべし︒

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

て此の雨風も四季の時候につれて︑

九648図空氣は︿略﹀︑机の引出し 九672 五風十雨といって︑︿略﹀︒さ
にも︑たもとの中にも︑節穴の中に
春の雨はしめやかに降って︑

それぐにちがふ︒
のきの玉水の音も静かに聞える︒

九674

も︑握りこぶしの間にも︑︿略﹀︑必
ず存在せずといふこと無し︒

九648図空者は︿略﹀︑机の引出し
は︑我が身も蝶の様に飛立ちたくな

︿略﹀︑そよくと吹く春風に

る︒

九6710

も︑握りこぶしの間にも︑︿略﹀︑必

にも︑たもとの中にも︑節穴の中に
ず存在せずといふこと無し︒

死者四人︑傷者四五十人

もこれあり候︒

九753寒国

もこれあり候︒幸に命を全うしたる

幸に馬方は左程の損害も

何と御案じ申し居り候︒

者も︑大がいは着のみ着のま＼にて︑

九722國團

無く︑家族一同無事に御座候問︑御

九755寒国 ︿略﹀︑當村に引取りて保

︿略﹀︒

安心下され度候︒

ぼつく立退きたる者もこれあり︑

護を致し居り尊者も百二一二十名の多

九729魍団︿略﹀︑川近きあたりには
同夜は近村の者一人も眠につきたる

きに上り候︒

一日二一鑓・二鏡ヅツニテ

者これなく候︒

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見

九764図

く略V︑ヤ・高野ナル必要品

又悪夢其ノ他ノ場合ニモ︑

一部分トモナスコトヲ得ベシ︒

モ買フコトヲ得ベク︑家業ノ元手ノ

九764図

一部分トモナスコトヲ得ベシ︒

モ買フコトヲ得ベク︑家業ノ元手ノ

九763図 ︿略﹀︑ヤ・高潔ナル必要品

ハ︑鯨程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ

︿略﹀︑同夜は近村の者一 九761図

人も眠につきたる者これなく候︒

九7210㈱団

え出し候へば︑︿略﹀︒

九649図空氣は︿略﹀︑机の引出し 九686 一天にはかにかき曇って︑ほ 九731圏團 明けて二十九日には雨も
し物を取込むひまもない夕立は︑さ

明けて二十九日には雨も

︿略﹀︑此の分ならば︑も

他人ノ救ヲ受クルが如キコトナカル

ベシ︒

便貯金トナスヲヨシトス︒︿略﹀︒又

九774図金鏡ヲ安全二身フル流量郵

︿略﹀急に水音はげしく
相成り︑犬のなき聲もたゴならずと

銀行二貯金スル方法モアリ︒

圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

九776図普通ノ銀行ニチハ一度二五

全村百鯨戸の中二三十戸
死者四人︑傷者四五十人

金銭ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

九777図郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

書入レタル通帳ヲ渡ス︒

金鏡ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

九777図郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

ニチモ預カル︒

モ︑貯蓄銀行ニチハ五圓ヨリ少キ金

九738國國︿略﹀︑犬のなき聲もたゴ

九752國国

も押流され候︒

九751属團

に減退致し候︒

山中︑夜も明けはなれて︑水は次第

九745言置全家立退の用意致し居り

がねを打出し候︒

ならずと思ふ間もなく︑隣村にて早

出し候︒

思ふ間もなく︑隣村にて早がねを打

九737國国

者も引返したる程に御座候︒

はや心配には及ぶまじと立退きたる

九734圓国

え出し候へば︑︿略﹀︒

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見

九731囲囲

わがしい中に勇ましい︒

恐ろしいのは二百十日頃の大

にも︑たもとの中にも︑節穴の中に
九692

も︑握りこぶしの間にも︑︿略﹀︑必
ず存在せずといふこと無し︒

苦が一夜の中にむだになってしまふ

九649図 空子はく略V︑凡そ少しに あらしで︑︿略﹀︑一年中の農夫の辛
てもすき間ある所には︑必ず存在せ

今年は何事もなくて︑黄色に

こともある︒

實のつた秋の田の上を吹渡る風が鳴

九693

ずといふこと無し︒

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

子を動かすと︑むら雀のぱっと飛立

九656図 皇所にて火吹竹を使ふも︑

氣を送りて︑火の勢を盛ならしむる

つのは面白い︒

雨戸を明けて見ると︑明るい

︿略﹀︑本日の新聞により︑

御老人・御子供衆も御大勢の事故如

九715隈圏御一家御無事に御座候や︒

からざる由承知致し驚き入り候︒

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

九713挙国

銀世界になってみることもある︒

時の間に雪に攣ったか︑そこら一面

九708︿略﹀︑翌朝起きて見れば︑何

思はず首をちゴめることもある︒

月夜である︑身を切るやうな寒さに

九704

爲にして︑︿略V︒

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

九656図 塁所にて火吹竹を使ふも︑

氣を送りて︑火の勢を平ならしむる
爲にして︑︿略﹀︒

も鳥獣も草木も多くの生物は其の生

九662図若し空芝なからんには︑人
を保つこと能はざるべし︒

九662図 若し空玉なからんには︑人
も鳥獣も草木も多くの生物は其の生
を保つこと能はざるべし︒

九662図 若し空玉なからんには︑人
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書入レタル通帳ヲ渡ス︒

九781図 銀行貯金ニチモ︑郵便貯金
キ昔ニハ︑必要ノ場合二物ト物トヲ

九881図士画壇トイフコトナカリシ遠

何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得
ベシ︒

紅梅の

取換ヘテ有無相通ジタル霜囲ギザリ

にむすびて︑︿略﹀と

色香も深き

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

︿略﹀︑勅なれば

言の葉は︑︿略﹀︒

九916図圃

行クハ樂シキモノナリ︒
え上げたる

枝

いとも

雲ゐまで聞

キ︒若シ今ノ世ニモナホカ・ル事ア
九918図圃

ン︒

言

問はば如何
聞え上げたる

かしこし︑うぐひすの
にと

九885図

の葉は︑︿略V︒

きさいの宮の 仰言︑御
言の葉の
ざらん︒

りし

花は千歳も

散ら

聲のもとに︑︿略﹀と︑つかうまつ

九935図圏

雲ゐまで

更二乙ノ農夫ノ所二行カザルベカラ

カクテ持チアルク中ニハ︑
一合ノ米ニモ換へ

ノ進ムニシタガヒ︑︿略﹀︑物ト物ト

九951図

之を過ぎて拝殿あり︑舞殿

まばゆきばかりなり︒

パ

セヲ

セヲ

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直脛

二廣クテ大キナノモアル︒
オニバス

十54

ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア

オニバス

熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直樫

ルカラ︑︿略﹀︒

オニバス

ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア

十54

ルカラ︑︿略﹀︒

其ノ上三二四歳位ノ子供ヲ坐ラセル

十56熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ︿略﹀︑

葉ノ形ニハ卵形ト楕圓形が最

コトモ出來ルサウデアル︒
ダエン

十58

モ多イガ︑鑓ノ様二圓イノモアリ︑

針ノ様二細長イノモアル︒
ダエン

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

一箪ニスべ

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザ

ノコギリ

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

ノコギリ

一膿ニスべ

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザ

くシテヰルノモアル︒

くノアルノモアレバ︑

十63

くシテヰルノモアル︒

くノアルノモアレバ︑

︿略﹀︒

十62

葉モアル︒

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

十6一

葉モアル︒

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

十6一

葉モアル︒

尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

十510

針ノ二二細長イノモアル︒

モ多イガ︑鏡ノ様二圓イノモアリ︑

九889図サレバ何レノ國ニチモ︑世 九947図 金銀の光︑丹青の色︑目も 十59 葉ノ形ニハ卵形ト楕弓形が最

難キニ至ルベシ︒

其ノ魚騒士リテ︑

九888図

二丙丁ノ農夫二他家ザルベカラズ︒

ズ︒乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑更

其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑

リトセバ︑其ノ不便如何バカリナラ

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

九781図 銀行貯金ニチモ︑郵便貯金

︿略﹀︑一鏡・二曲ヅツニテ

行クハ樂シキモノナリQ
九784図
モ貯ヘンコトヲ心ガクベシ︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ホ

九785図 タぐシ貯金センが爲二必要
ムベキ事ニアラズ ︒

九794図道眞は罪もなきに官を下げ
られ︑あまつさへ遠國へうつされし
かども︑︿略V︒

九805図筑紫に到りて後は︑常に門

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

天然の美は更に人工の美よ

の後に本殿あり︑いつれも善書し︑
美上せり︒

是金銀ハ償高ク︑保存スル

九954図

九897図

ニモ都合ヨク︑又分合スルコトモタ

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

ヤスクシテ︑︿略﹀︑直筆ノ攣動モ少

︿略﹀︑其の形白扇を倒にか

けたるが如く美しきは︑なほ我が國

十21図

りも勝れたり︒

片時も君を忘れ奉 る こ と 無 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ナリ︒

キ等︑貨幣トスルニ最モ便利ナレバ

九809園 いっか秋のなかばも過ぎて︑
九月十日の夜となれり︒

九844 馬場の中程から一騎後れ︑二

是金銀ハ償高ク︑保存スル

第一の山といふべく︑むしろ世界一

九898図

ニモ都合ヨク︑︑又分合スルコトモタ

騎後れ︑つゴいて三騎までも後れて︑
︿略﹀︒

九853 附添人も見物人も︑きもを冷

我が國の建物はおほむね木

の名山とも稻すべし︒

今にのこれるは甚だ少し︒

造なれば︑古社寺等も昔のま﹂にて

十42図
キ等︑貨幣トスル訓導モ便利ナレバ

ヤスクシテ︑︿略﹀︑要望ノ思置モ少

ナリ︒

してかけよって︑︿略﹀︑上を下への
さわぎである︒

九854 附添人も見物人も︑きもを冷 九8910図 是金銀暮景高ク︑保存スル

ハス

ニモ都合ヨク︑又分合スルコトモタ

様二小サナノモアリ︑蓮・芭蕉ノ様

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ

してかけよって︑︿略V︑上を下への

ヤスクシテ︑︿略﹀︑直段ノ攣動モ少

十52

さわぎである︒

パ

植物ノ葉ニハウキクサノ葉ノ
ハス

様工特サナノモアリ︑蓮︒芭蕉ノ様

十53

二廣クテ大キナノモアル︒

九913図之ヲ日本銀行二草平カバ︑

ナリ︒

キ等︑貨幣トスルニ最モ便利ナレバ

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

九861囹熊吉の落馬したのにかまは
勝であったのに︑︿略﹀︒

も一も

668

ノコギリ

ヘリモ鋸ノ歯ノ様ニギザ

くノアルノモアレバ︑ 一型ニスべ

十64
らはれぬ

つかとなり

ぬきもあるなりQ

十143図齪圏

十1410図圃

床となる

夜半のあらしに

そ

幾度も幾度も印刷を重ねなければな
らぬ︒

らぬ︒

印刷が出來上ってから本にと

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

十205 ︿略﹀︑色のたくさんまじった
身も︑それぐの務をもてり︒
げにくと 皆うなづき 美しい檜圭旦や地圖のやうなものは︑

て︑折からの

くシテヰルノモアル︒

十72 葉ニハスベテ葉脈トイフモノ
ののちは

音もきこえず︒

ガアル︒︿略﹀︒ソノ脈ニモ亦種々ア

十207

ちるまでにも︑まだ中々手敷がか＼

清少納言も亦紫式部と同じ

く宮中に仕へ︑其の才氣を以て知ら
る︒

表紙には紙ばかりのもあり︑
表紙には紙ばかりのもあり︑

廻りつばなものになると︑革
是は活版刷の本の造り方であ
るが︑この外に木版刷の本もある︒

十215

をきせたのもある︒

十213

紙の上を布で包んだのもある︒

十212

紙の上を布で包んだのもある︒

十211

幾ページ分も一度に刷れる︒

十179図萬づに置ききたること︑此 十209 印刷する紙は廣い大きな紙で︑

れたりき︒

十167図

ル︒

十81 葉ノ董二附ク様子ニモ種々ア
ル︒

出つることは何人も︑知れる所なり︒

十87図 炭・薪・材木等の森林より

本の中には字ばかりのもある

の一例にても知るべし︒
が︑圭里や地曳や窟眞のはいってみる

十182
のもある︒

り荒す時は︑敷時間の暴雨にもたち

十97図 故に若しみだりに森林をき
まち大水出で︑社日のひでりにも河

本の中には字ぽかりのもある

︿略﹀︑筆をとる前には十分に

其の考を練らなければならぬ︒さて

十189

のもある︒

が︑書や地曳や窩眞のはいってみる

十183

水全くかれはつべし︒

り荒す時は︑敷時間の暴雨にもたち

十97図 故に若しみだりに森林をき
まち大水出で︑数日のひでりにも河
水全くかれはつべし︒

十105図 森林はく略V︑又常に土地

書きはじめてからも︑消したり加へ

ことが思事るが︑木版では一枚つつ

又活字は何時でも直に植ゑる

をうるほして︑土砂を落付かしむ︒

たりして︑︿略V︑幾度書直すかも知

十223

︿略﹀︒︿略V︑ 森 林 は 漁 業 の 爲 に も 大

彫るから︑手間が幾層倍もか＼る︒
五日目ノ言行キテ見レバ︑

れない︒

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

十2310図

いなる三盆をあたふ︒

したり加へたりして︑︿略V︑幾度書

十106図 海岸又は河岸の森林を伐彿 十191 さて書きはじめてからも︑消
ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

︿略V︒次ノ五日目ノ朝モ亦老人二先

美しい給垂や地鶏のやうなものは︑

黄に紅に林をかざってみた木

の葉も︑大方は散果てて︑見渡せば

十278

四方の山々のいた団きは︑はやまつ

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

白になってみる︒
い てふ
十282 ︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

廣い田の面は切株ばかりで︑

も残ってみない︒

人影の見えないのみか︑か＼しの骨

十286

も残ってみない︒

物置の後には︑大きなだい

くの木があって︑黄色い大きな實

十295

魚の影は一つも見えない︒

が枝もたわむ具なつてみる︒

十297

名盤ノカク異ナルヲ以テモ︑

此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來セシコ

十307図

︿略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作

トヲ知ルベシ︒

十325図

ノ年ニモ︑國中︸人ノ餓死スルモノ

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

ナキニ至レリ︒

エ︑遂ニハ中國地方全膿割愛ブニ至

十326図

レリトイフ︒

サレバ平左衛門ノ死セシ時

ハ︑中國ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父

十328図

黒房別ル・如ク悲シミタリトナリ︒

ハ︑中國ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父

サレバ平左衛門ノ死セシ時
上は︑品行方正︑職務に忠實にして︑

志望者は五十人ばかりも來た

母二別ル・如ク悲シミタリトナリ︒

が︑主人は其の中で一人の青年をや

十345
も御仲間入致し度と今より相註しみ

とひ入れることにきめた︒

︿略﹀︑私も明年は是非と

居り候間︑︿略﹀︒

十269國圃

隊中の模範となられ度︑︿略﹀︒

十266圓国

ダタレタリ︒

直すかも知れない︒

あ

申すまでもなく御入螢の 十328図

方も少からず︒

﹂字も誤がなくなってから本

眞をうつす人の苦心も亦一通りでは

十134図艶歌 ﹁さはいへど うらや 十193 畜をかく人︑圖をひく人︑窺
むなぎ

ましきえ 身も輕き 君︑床柱︒
はり

ない︒

けた

十137説明囹 あはれ我︑梁や棟木や

十201

休む間なし︒ ﹂

刷にか＼るのである︒

桁どもを いつもせおひて 片時

も

塗込められて

十142雲影圏 ﹁ねだ低く︑たるきは 十204 ︿略﹀︑色のたくさんまじった
古同し︒かべ土ユ

669
も一も

十348

︿略﹀︑知名の人の手紙を持つ

て來た者も大勢あったのに︑どうい
ふ御見込で︑あの青年を御用ひにな

ノ馬宿ヨリモ心々註文ヲ受ケ︑︿略﹀︒

ノ業ヲ螢ムモノモ亦追々二増加シ︑

十441図︿略﹀︑販路次第二胡ケ︑此

十563圏囲
らっば

兵要撃の生活は規律正し

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑
一々劇夙の合壁により︑又毎日朝夕
雨度の人員貼呼も御座候︒

これなく︑︿略﹀︒

れたる者には︑術科もつらきことは

小生の如く平素勢働にな

なる感畳を與ふるを以て︑曲線を用

十5710國国

ふれば︑更に美しき模様を得べし︒

曲線は直線よりもやはらか

をゆづりました︒人に親切なことは

つたのかとたつねた︒
︿略﹀︒
い す
十356園 ︿略﹀︑すぐに立って︑椅子 十458図
是でも知れると思ひました︒

︿略﹀︑又軽科も小耳校を

卒業したる者には掌りむつかしとも

十581圏團

あれども︑草木・花鳥・轟魚等の形

十3510園 はきくしてるて︑禮儀・ 十472図 模様には全く無意味なるも
作法をわきまへてみることも︑それ

畳え申さず候︒

︿略﹀︑又學科も小學校を

を攣じて作れるもの多し︒

卒業したる者には鯨りむつかしとも

十582圓国

ですっかり分りました︒

貴え申さず候︒

十364園外の者は少しも氣が附かな 十491図 かくの如き模様の工夫は無
いで︑中にはそれをふんだ者もあり
亦千種萬様なり︒

び大祭日にて︑水曜日も︿略﹀夕食
前まで外出を許され候︒

十591圓団︿略﹀︑又日曜日等には忠
臣・義士に質する講談等もこれあり︑

中隊長殿の何事にも注意

面白く有盆に存候︒

十592國国

入螢當時は友人も少く︑

の周密なるは隊中一同感謝致し居り
候︒

十597國団

生活も一過致し候事とて︑多少不自
由を感じ候へども︑︿略﹀︒

入螢當時は友人も少く︑

生活も一攣致し些事とて︑多少不自

十597國国

く略V︑新式ノ機械ヲ用ヒシ

極内の生活にもなれ︑日々樂しく暮

し居り候︒

十618図

以來︑大イニ人力ヲ省クコトヲ得テ︑

︿略﹀︑今や足尾町ハ︿略﹀︑

産出高モ著シク増加シ︑︿略﹀︒

學校・病院・銀行等々備ラザルナシ︒

十636図

銅山ノ盛ナルコト︑是ニテモオシバ

鯨の一群は影も形も見えなく

鯨の一群は影も形も見えなく

カラルベシ︒

なった︒

十653

なった︒

十653

くなる︒

十665

他のボートを見れば︑今新に

絶えて︑水面に横たはる︒

鯨を追ふものもあり︑鈷を打って鯨

十667

に引廻されてみるものもある︒

鯨を追ふものもあり︑錆を打って鯨

十668他のボートを見れば︑今新に

捕鯨法には此の外に汽船の備

に引廻されてみるものもある︒

十672

捕鯨法には︿略﹀︑又以前に

砲から鈷を打つ方法もあり︑︿略﹀︒

は鯨の通路に網を張って鈷を打つ方

十673

鯨は獣類中置も大きなもので︑

法などもあった︒

長さは十五間︑即ち九十尺にも及ぶ

︿略﹀︑昨今は友人も出來︑ 十676

由を感じ候へども︑︿略﹀︒

十599國国

鯨は獣類中最も大きなもので︑

ものも珍しくはない︒

︿略﹀︑昨今は友人も出來︑ 十676

螢内の生活にもなれ︑日々黒しく暮
し居り候︒
十5910圓團

六七十尺の大事も今は全く息

十584鬼事外出日は日曜日・祝日及 十663 鯨は段々弱って︑泳ぐ力もな

限に多し︒︿略﹀︒︿略﹀︑色の名樗も

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︿略﹀︒

十494回目赤と線とを並ぶれば︑赤も

ましたが︑︿略V︒

つばりしたものを着て︑歯もよく磨

赤と線とを並ぶれば︑赤も
手塚其の間に敵の草ずりを

平生にても︑若き人は白
ては︑進まんとすれば︑大人げなし

髪を見て侮る心あり︒まして職場に

十538図園

の外白髪には成りたらんに︑︿略﹀︒

十527図心今は七十にも饒れば︑殊

は成りたらんに︑︿略﹀︒

今は七十にも齢れば︑殊の外白髪に

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

十駆6図囹義仲の幼目に見たりし時

︿略﹀︒

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑

十514図

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︿略﹀︒

十494図

十372囹 又着物はそまつながら︑さ
いてるました︒

十379園 りっぱな人の手紙よりも︑
何よりも︑本人の行がたしかな保誰
です︒

十379園 りつばな人の手紙よりも︑

なつめ

何よりも︑本人の行がたしかな保誰
です︒

十387図圏 庭に一本喪の木︑弾丸
あともいちじるく︑くつれ残れる民
屋 ユ 一 ︑ 今 ぞ 相 見 る二將軍︒

ることばもうちとけて︑我はた＼へ

十395図圏昨日の敵は今日の友︑語
つ︑かの防備︒

十4110図半平圓クシテ︑長サ五尺バ

白髪頭にて若き人と先を

とあざけり︑︿略﹀︒

孚ふもはゴかりあり︒

︿ 略 ﹀ ︑ 翌 年 英 國 ヨ リ 註 文 ア 十543図園

カリ︑短キハニ即位ナルモアリ︒
十4310図

リシヲ始トシ︑ドイツ・アメリカ等

も一も

670

長さは十五間︑即ち九十尺にも及ぶ
ものも珍しくはない︒

模様にて︑↓寸先をも見分くること

十692図 く略V︑墨を流したる如き空
能はず︑︿略﹀︒

十692図 ︿略﹀︑一寸先をも見分くる
こと能はず︑心ならずも夜明を待ち
たり︒

ぐに救を呼べりQ

か

ほ

に及べり︒

男子も女子も寒き時は犬の

異なる所多し︒

十806図

皮などにて造れる羽織の如きものを

取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

二近キ位置二在リ︒

用ひ︑︿略﹀︒

十774図

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ嚢スル

箱根は温泉場の敷も多く︑
モ︑皆磯ノ命令ニヨル︒

十741図

廣大なる旅館も少からざれども︑

皮などにて造れる羽織の如きものを

︿略﹀︑又あつし織の短き

はんをはく︒

つ＼袖を着︑足にもあつし織のきや

十809図

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ獲スル

取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

用ひ︑︿略﹀︒

十775図

モ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

十775図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止 十806図 男子も女子も寒き時は犬の

︿略﹀︒

箱根は温泉場の数も多く︑

箱根は︿略﹀︑近く東京・

廣大なる旅館も少からざれども︑

十741図

︿略﹀︒

よこはま

十743図

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ獲スル
モ︑皆膿ノ命令ニヨル︒

其の家はほったて小屋の如

彼等は元は讃み書きも知ら

彼等は元は讃み書きも知ら

犬は︿略﹀︑猫は︿略﹀︒是等

・豚等である︒

してもっと大切なものは牛・馬・羊

も家畜の中に敷へられるが︑家畜と

十837

るものもあり︒

るに至り︑中には小善校教員となれ

嵩み書き・計算をもなし得るものあ

十827図 ︿略﹀︑今は内地人と同じく︑

るものもあり︒

るに至り︑中には小學校教員となれ

讃み書き・計算をもなし得るものあ

十825図 ︿略﹀︑今は内地人と同じく︑

︿略V︒

ず︑算敏の考もとぼしかりしが︑

十824図

︿略﹀︒

ず︑算敷の考もとぼしかりしが︑

十824図

く︑床もなく︑天井もなし︒

十814図

く︑床もなく︑天井もなし︒

十775図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止 十814図 其の家はほったて小屋の如
ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ嚢スル
モ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ襲スル

取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

モ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

十775図

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ獲スル

物事ヲ梅壷クルモ︑善悪ヲ

モ︑皆臆ノ命令ニヨル︒

又力士ノ如キハ常二全身二

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十786図

力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

物事ヲ三分クルモ︑善悪ヲ

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

︿略﹀︑一小部分ノ傷害モ直

ク嚢達セリ︒

十788図

チニ全身ノ元氣二三スルモノナレバ︑

物事ヲ山分クルモ︑善悪ヲ
ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

捨書ノ健全ナルトキハ精神
あいぬの風俗はこれのみに
あいぬの風俗はこれのみに
衣服・食物・家屋の有様に至りても

ても既に内地人と同じからず︒其の

十805図

ても既に内地人と同じからず︒

十803図

モ亦常二快活ニシテ︑︿略﹀︒

十791図

︿略V︒

物事ヲ弊誌クルモ︑善悪ヲ

物事ヲ芭蕉クルモ︑善悪ヲ

十771雪目・耳・鼻・ロバ何レモ拶

モ皆拶ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十769図

モ皆拶ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十769図

モ皆拶ノ作用ナリ︒

十769図

モ皆拶ノ作用ナリ︒

十769図

モ皆謄ノ作用ナリ︒

十768図

時浴客あふる＼ばかりなり︒

て︑暑をさくるによろしければ︑夏

十751図此の地も半夏甚だ涼しくし 十775図 取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

あり︒

十748図 伊香保も亦古くより知られ
はるな
たる温泉にして︑榛名山のふもとに

れの旅館も空室なきに至るを常とす︒

十695図 水夫等はく略V︑息も絶え 横濱をひかへたれば︑盛夏の候は何
十704図 此の軽爆にも當てず︑波に
もまかせず︑︿略﹀ボートをあやつ

り居たる少女の働は︑人間業とは見
えず︒

もまかせず︑︿略﹀ボートをあやつ

十704後置の間岩にも當てず︑波に
り居たる少女の働は︑人間業とは見
えず︒

山なす大波を物ともせず︑

男勝りの大力にてボートをあやつり

十7010図

し ダ ー リ ン グ の 手 は︑︿略﹀︒
い づ

十731図 伊豆半島のみにても三十箇
所を敷ふ︒

十732図 温泉の多きこと實に世界第

い

一なり︒中にも最も世に知られたる
あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱
海︒伊香保等あり︒

み

箇所にして︑其の分量も少く︑帝都

十735図 湯のわき出つる口僅かに

く略V︑古代より世に著れ︑

をさること遠けれど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十737図

往昔天皇の行幸し給ひしことも敷回

671

も一も

十842 ︿略﹀︑農家では牛を色々の勢

働に使役する︒其の上牛肉と牛乳は
飲食物としても大切である︒

る牛は敷千頭にも上るといふことで

十845 東京市だけでも︑一年にほふ
ある︒

給ふ︒

いこはせ給ふ

夜書三日供御もなく︑歩

︿略﹀︑さして行く笠置の

みつか望て松かげに

十889図圏
かしこさよ︒

十894図圃

がもふし︒

同學士は御承知の通り︑

山を出でしょり︑天が下にはかくれ

十845 東京市だけでも︑一年にほふ
十907國国

も精々誘ひ合せ︑是非参會致すべく

働をもなさざるを以て︑秋の初には

働蜂の武器は賠の後方に

皆働蜂にさし殺さる︒

く略V︑昔ハ︿略﹀︑規模極 十一86図

候︒

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

十9410図

メテ大ナリシガ︑今ハ往時ノ三ノ一

働蜂の武器は艦の後方に

禦にも常に之を用ふ︒

禦にも常に之を用ふ︒

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

十一86図

ニモ足ラズ︒

タ

十一910 ︿略﹀︑全膿ノ人が同ジ仕事

ナカく複雑ナモノデ︑︿略﹀︒

法隆寺ノ附近ニハ廣瀬神 十一92 一箱ノマツチヲ造ル手妻モ

人二近ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ

十961図神鹿ノ三々五真友ヲ呼ビ︑
シ︒

タツ

十985図

社・龍田神社アリ︒紅葉二名高キ龍

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物

十一101 ︿略﹀︑全膣ノ人が同ジ仕事

カニ多イ︒

十995図圃人はいさ心も知らず︑故

田川モ程遠カラズ︒

同學士は御承知の通り︑

畝傍山・香具山・耳無山ノ

つ〜き︑吉野初瀬の花の中宿︒

十欄9図圃來て見ればこ﹂も櫻の峯

里は

ノ出來バエが良クテ︑製造高モハル

通じ︑實地にも明かなる人に候へば︑

十907國囲

多年府縣の技師をも務め︑學理にも
通じ︑實地にも明かなる人に候へば︑
︿略﹀︒

十棚9図

ノ出來バエが良クテ︑製造高モハル

同量士は御承知の通り︑

三山︑イヅレモ麗シキ無恥シテ︑

手早ノカ・ツタマツチノ債

多年府縣の技師をも務め︑學理にも

十一102

カニ多イ︒

名所・善蹟ヲアマネク尋ネ

ノ安イノモ︑分業法二依ツテ製造ス

随ツテ良イ品物が出來テ︑

又分業二依ツテーツノ仕事

仕事ハ何ニモナラナイ︒

十一126 セツカク苦塩労シテモ︑其ノ

ルコトモアル︒

仕事二適スル器具ノ改良や三明ヲス

ニバカリ掛ツテ居ルト︑︿略﹀︑其ノ

十一118

製造高モ多クナル︒

十一109

ル︒

スカラ︑誰モ早ク甘ハノ仕事二熟練ス

又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ

ン二二︑日月ノ巡遊モ団匪ラザル感
くまり

ルカラデアル︒
み

金峰神社等あり︒此の附近にも亦櫻

きんぷ

十一44図譜進めば︑水分神社・
樹多し︒

篤学は女王ともいひ︑唯

なほ歯磨よりは小杉事務 十一54馬持歌書よりも軍書にかな
し吉野山︒

一匹にして︑︿略﹀︒

十一107

アルベシ︒

十鵬1図

︿略﹀︒

︿略﹀︒

御嵩も當村と同じく水利

通じ︑實地にも明かなる人に候へば︑

十908閥團

花ぞ昔の香ににほひける︒

︿略V︒

多年府縣の技師をも務め︑知内にも

る牛は敷千頭にも上るといふことで
ある︒

十8410 何から何まで役に立って︑不
用な部分といふものは一つもない︒

十851 馬も牛と同様に湿生にも使は
れ︑食用にもなる︒

十851 馬も牛と同様に勢働にも使は
れ︑食用にもなる︒

十851 馬も牛と同様に勢働にも使は
れ︑食用にもなる︒

十852 死んだ後で︑身腔の全部にす
たりのないことも牛と同じである︒

十9010國団

突いたりするのも︑人に恐れるから

の良き割合には田地少く︑整理の必

十862 又馬が人をけたり︑牛が人を
である︒

十926離島

︿略﹀︑外役の蜂は朝より
夕に至るまで︑螢螢として寸時も休

雄蜂は︿略﹀︑何等の勢

まず︒

短日は本村の重なる人々 十一74図

の話も出で︑何れ熟考の上實行せん
十9210圏囲

と申合せ居り候事とて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑折々會合の節は其 十一66図

理の必要これあり︑︿略﹀︒

仰の如く本村にも耕地整 十一58図

官も御臨席のはずに御座候︒

十917陰嚢

れ候はば︑小生も御同行致すべく候︒

十915國国御道筋の事故御立寄下さ

要これあり候様存ぜられ語間︑︿略﹀︒

の乳は牛乳のやうに飲料になる︒

十873 羊の肉も亦食用となり︑山羊
十877 姑く家畜といへば︑鳥類まで
も入れて言ふ︒

家に飼はれるのは難で︑︿略﹀︒其の

十881 ︿略﹀家畜として最も多く農 十924圓團
外あひるや七面鳥なども家に飼はれ
る鳥である︒

かさぎ

十886図圏 笠置の山の行在所︑寄す
る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち

も一も

672

十﹇128

︿略﹀︑今日デハドンナ品物

ヲ製造スルニモ︑分業法鯖雲ラナイ
コトハポトンドナイ︒

十一136図 武家の運命も今に蓋きな
んと︑罵りいきどほる聲ちまたに滞⁝
つ︒

ちまたに漏つ︒御供仕うまつれる警

十一137図 ︿略﹀︑罵りいきどほる聲

かさぎ
︿略﹀︑主上尚笠置におは

固の武士もようひの袖をしぼらざる
はなかりき︒

十一141図
しませし時︑早くも義兵を墨げしが︑
︿略﹀︑笠置も落ちたる由風聞ありし

︿略﹀︒﹂といへば︑心あ

かば︑其のま㌧にて止みたり︒
十一148図
みま さ か

る者どもいつれも此の議に同ず︒

十一154図 さらば美作の杉坂に待ち
奉らんとて︑道も無き山の雲をしの
ぎて杉坂に着きたり し に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一157図 高徳せめても此の所存を
上聞に達せばやとて ︑ ︿ 略 V ︒

味を知らざりしかば︑思ひとがむる

十一166図 されど武士どもは其の意
こともなかりき︒

十一198図 海の静かなることは鏡の
如く︑朝日・夕日を底ひて︑島がく
れ行く白帆の影ものどかなり︒
十一1910図 月影の小波にくだけ︑漁

火の波間に出没する夜景も亦一段の
おもむきあり︒

來らば煙れ︑恐れんや︒

十一237図圏 浪にたゴよふ氷山も︑

よ

ろつば

シマ

得︒

十一353図

十一354図

く略V︑國家防禦ノ上ヨリ

一別以來御攣りもこれ

斜地にてはとくに苗の

植付も終り︑南部にてははや稻の花

十一358國団

無く候や︒

十一357圓團

ズ︒

常二強大ナル海軍ヲ有期ザルベカラ

イフモ︑商業保護ノ上ヨリノラモ︑

︿略﹀︑國家防禦ノ上ヨリ

常二強大ナル海軍ヲ有セザルベカラ

空中の交通開始せられ︑

カ

く略V︑鹿島・香取湖面レ

ズ︒

イフモ︑商業保護ノ上ヨリイフモ︑

大小幾多の軍艦は海上の

米利加・欧羅巴の航路をも開くに至

リ︒

十一3010図

十一312図

︿略﹀︑風ノ如ク急進スル

︿略﹀︑風ノ如ク急進スル

優ニヤサシキ武人ノ風流モシノバル︒

勇壮ナル有様モオモヒ見ルベク︑又

十一311図

ル有様モオモヒ見ルベク︑︿略﹀︒

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮ナ

當紹督府の纒螢も着着

く略V︑街路井然︑総督

今や西部縦貫鐵道も全

部開通致忌事とて︑交通の利便いよ

十一369谷野

地にても見る能はざる程に御座候︒

官邸をはじめ建築物の壮大なる︑内

てい

十﹇366豆打

承知の通りに候虜︑︿略V︒

其の効を見るに至り寄事︑かねて御

十一3510囲囲

雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物 盛りの由に御座候︒

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ

十一305図

て座上の空談にあらざらんとす︒

又其の軍事上に磨益せらる＼も決し

十﹇295図

して︑到る庭に國光をか曳やかせり︒

浮城とも稻すべく︑遠く四方に航行

十一292図

れり︒

めりか

哩を越え︑︿略﹀︑印度・南洋より亜

あ

十一239図圃海まき上ぐるたつまき 十一288図 今や全國町道の延長六千
も︑起らば起れ︑驚かじ︒

交通・運輸の便を與ふる

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

十一247図

交通・運輸の便を與ふる

多く︑其の形状も様々なり︒

十一248図
もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も
︿略﹀︑四重の猫車︑塁湾

多く︑其の形状も様々なり︒

十一253図
さくちや

の操車の如きは唯一輪なり︒自轄車
の雨輪が前後に並べるも反様攣れり︒

今は両陛下も馬車に召し

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一258図
ずば見るべからず︒

都心の地には電車・自動

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一261図

に速力を競ふ世とはなれり︒

西洋形の帆前船には二本

・三本の橋あるもあり︒

十一273図

スチブンソンの造りし機

勇壮ナル有様モオモヒ見ルベク︑又

十一277図

二塁は︑今日の完備せる機差脚にく

テイ

優ニヤサシキ武人ノ風流モシノバル︒

あんぴん

たんすゐ

南部の打狗港と淡水・

たかお

十一375國圃

相成候︒

十一316図水雷艇ニハ︿略V鳥ノ名 く開け︑産業の獲達は若く多望に
ヲ用ピタリ︒︿略﹀︒又第只見艇トノ

︿略﹀︑今や列車の速度は

らぶべくもあらず︒

ミイフモノモ多シ︒

十一283図

四萬噸前後の大汽船をも製造するに

きいるん

し

な

戦艦ハ︿略V堂々敵ト決 基隆・安平の三号とは本島の四開港

一時間七十五哩以上に及ぶものあり︒

十一3110図

場にこれあり︑其の外支那形船に限

至れり︒

りて許されたる敷多の開港場もこれ

思へば今より六十年以前

戦スルヲ目的トス︒故二型レモ大ナ
十一285図

ル大砲ヲ備へ︑又艦ノ要部一極メテ
カウ

には︑我が國に一哩の鐵道も︑冨又

あり候︒

基隆港の大規模の築港

厚キ鋼鐵ニテ包メリ︒

港も唯今成皿に工事中に御座候︒

も遠からず落成致すべく︑打狗の築

十一376圖国

の汽船もなかりしなり︒

其ノ艦膿二大小ノ差アレ
ドモ︑何レモ多量ノ石炭ヲ積ミ︑大

十一333図

ナル速度ニテ長時間航海スルコトヲ

思へば今より⊥ハ十年以前

には︑我が國に一哩の鐵道も︑一隻

十一286図

の汽船もなかりしなり︒
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も遠からず落成致すべく︑打狗の築

十一377圏国 基隆港の大規模の築港
港も唯今盛に工事中に御座候︒
しやうなう

十一381藁囲 本島産物の重なるもの
は︑御承知の樟㎜脳・米・茶・砂糖
等 に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ ︿略﹀︒其の着金・材

木・塩等も年々其の産額を増加する
模様に御座候︒
くわんとん

様も珍しく︑又平田に廣東婦人が

十一384團囲 耕作に水牛を使用する

に浴する様に相成望事︑國家の爲眞
に大賀の至に御座候︒
﹁正儀は主君の敵にて︑

我が爲にも父の仇なり︒

十﹁417図囹

いまだ幼ければ︑敵も
﹁幼き身を唯一人敵國

心をゆるすべく︑︿略﹀︒﹂

十一419図囹
十一423図囹
また我に代りて討死し

へやらんも心許なし︒

十一442図囹

正儀は河内にて領地を

かく諸王を巡り歩くなり︒﹂

とて︑如何ともし難ければ︑︿略﹀︑

光範と心を併せての事

﹁年長じては敵も近づ

たる六郎の形見とも思ふものを︒﹂

十一424図園
十一426図園

ようじゅ

しひ

け申すまじ︒

隊を成して草取を爲す有様は殊に興
味を意え申候︒

十一435図園

かし

しひ

くす
十﹁388圓国 中部の山林には樟・松
ひのき

・杉・檜・樫・昇等の繁茂著しく︑
南部には格樹も見受け申候︒

かし

與へんとしたれども︑熊王は﹁何の

ひのき

くす
十一391胴囲 中部の山林には樟・松

戦功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

︿略﹀︑熊王今夜こそ正儀

︿略﹀︑大曲は今少しまけぬ

門外へは出でざりきとそ︒
十一475

かといふ︒馬主はもう一文も引けぬ
といふ︒

追手のトルコ人は如何とも
︿略﹀馬を家族の一員と考

すべき方法が無い︒

十﹇488
十一505

へて︑家長は之を自分の子供と同じ
様にかはいがる︒馬もよく飼主にな

奇書健全ナル人ハ︑精神

れて︑其の家族一同と親しんでみる︒

十一523図

られて︑吹く風は身を切るやうに寒

ない︒

十一568

兵士等は氣をあせるのみで︑

﹁將軍の命は我々千萬人

何の工夫もつかぬ︒

十一574園

︿略﹀︑やうくさがし當て

﹁兵士は皆我が子も同様

の命よりも貴い︒

十一577園

である︒

たが︑少年ははや息も絶え絶えであ

十一586

る︒

をあげた︑アルプの山もふるふばか

十一591 ︿略﹀︑全軍一同に歓喜の聲

りに︒

十一643

勇み勇みて出で行く兵

追て準備の都合もこれ

人ヲ招待スル時ハイフマデ

報下され度候︒

︿略﹀︑本町二丁目高野義太郎宛御一

有り候間︑御來會下され候はば︑

十一638國国

士︒はげましつ＼も見送る一家︒

十一615管轄

ん︒兄弟共に敵をば討さん︒

天性快活ナル人モ︑身艦 十一604単磁 兄君︑我も後より行一の

モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ
皆樂シ︒

十一526図

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ
ヘテ笑フコト少シ︒

天性快活ナル人モ︑身膿
ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

十一527図

かった︒

︿略﹀︑山も谷も雪にうづめ

ヘテ笑フコト少シ︒

るに︑正儀はかくとも知らず︑﹁今

十一548
日は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた

十一446図

・杉・檜・樫・椎等の繁茂著しく︑

り

︿略﹀︒竹にも直 樫 一 尺 以 上 の も の こ
あ

れあり︑︿略﹀︒

中には直脛二十尺蝕︑一樹にて千五

十一402圓團 阿里山の檜材はく略V︑
百尺〆の材積を得るものもこれあり

﹁ピエールよ︑少年鼓手 十一644 人ヲ招待スル梓川イフマデ

切デアル︒

材料及ビ料理法二注意スルコトが大

モナク︑毎旦二度ノ食事ニモ︑其ノ

モ大ノーナル得失ガアル︒

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纒濟ノ上ニ

十一646 同ジ材料デモ︑︿略﹀︑料理

切デアル︒

よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の

材料及ビ料理法用注意スルコトが大
かった︒

モナク︑毎日三度ノ食事ニモ︑其ノ

十﹇453図幾度か思ひ直して討たん

十一558

︿略﹀︑山も谷も雪にうづめ

とすれども︑少しも疑ふ心なき正儀

十一548
もとゴりを上げて︑︿略﹀︒

十一403塵圏 阿里山の檜材は世界無

の様を見ては︑刀のつかに手をかく

り

比の良材と構せらる＼ものにて︑

あ

候由︑︿略﹀︒

︿略﹀︑山林の富 の み に て も 無 蓋 藏 と

べきやうもなし︒

深さは幾百丈とも知れない
谷底︑︿略﹀︒

十一564

答もない︒

られて︑吹く風は身を切るやうに寒

申すべく候︒

︿略﹀︑心の攣ることもあ

るべきかとて︑其の後は一度も院の

十一463図

門外へは出でざりきとそ︒

十一406㈱国 教育の事業も段々進歩
成候事︑國家の材料に大賀の至に御

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

︿略﹀︑心の攣ることもあ 十一564︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

るべきかとて︑其の後は一度も院の

十﹁464図

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相
下説︒

十一407國囲 ︿略﹀︑蕃人も追々皇恩

も一も
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十一659 又魚類や野菜ハ各其ノ季節
ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化
モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

古人の片言・隻句も我等

も輕んずべからず︒

が師なり︒

十一688図

ば年來の謝恩に何か書きて参らすべ
し︒﹂とて︑心構せし様なりしが︑
又筆もとらで四五日過ぎたり︒

思ひて︑其のま＼寝間に測れり︒
の種ならぬはなく︑︿略﹀︒
がら
︿略﹀︑街上に落ちたる硝 十︻747図 然るに未だ一月もた＼ざ

く略V︑敷十隻の遊船︑岐

筆も言葉も書し難し︒

阜提灯の光を水にうつせる奇観は

ぢやうちん

十﹁832図

筆も言葉も蓋し難し︒

きんくわ

生なはを引上げて︑鵜の

る内︑又再び引返して一國寺に古れ

快し︒

の上に出でて︑川風たもとを携ふも

ふなばたに立並べる時︑半月金華山

十一834図

子の一片を去るも︑公衆の利盆なる
り︒

けごんの

べし︒

す

十一6810図

十﹇659 又魚類や野菜ハ各其ノ季節 十﹁688図路傍の一草・一木も學問 十︸731図 さまたげせんも心なしと
ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化
モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

十一6510 又魚類や野菜ハ各其ノ季節
ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

シ︒

テ整然タルニハ︑何人モ驚クナルベ

日光山には面忘瀧を始 十一842図 ︿略﹀︑其ノ作業ノ速ニシ
として︑︿略﹀等其の幾世に知られ

十一759図

たるもの少からず︒中にも華嚴・霧

︿略﹀︑今日の如く通信交

通の機關獲達し︑社會の活動敏速な

十一712図

る時代にありては︑時間は金髪より

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒
アキ易ク︑身髄ノ爲ニモヨクナイ︒

もいふべし︒

熱き地方の白蟻は周園十

熱き地方の白蟻は︿略﹀

を園むといふ︒熟練なる土木技師と

小山の如き巣を造り︑木質にて内部

十一898図

巣を造り︑︿略﹀︒

間︑高さ三間にも達する小山の如き

十一896図

漁業の類とも見るべし︒

十一884図書の網にて轟を捕ふるは

十一662 日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑

二漫相並んで雄を孚ひ︑

降・裏見を日光の三大爆布と構す︒

十一782図

其のひゴき萬雷のとゴろくが如く︑

他人をして時間を損失せ

しむるは其の罪金鏡を損失せしむる

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

大地も爲にふるひ︑︿略﹀︒

十一7110図此の給をかける書工︿略﹀︑ 十一792図

よりも重し︒

十一714図

も貴し︒

十﹁662 ソレ故材料モ料理法モ成ル
ベ ク 適 當 二 攣 化 サ セテ︑︿略﹀︒

十一663 ソレ故材料モ料理法モ成ル
ベ ク 適 當 二 珪 化 サ セテ︑︿略﹀︒

十一679図 身を立て︑父母をあらは

ながら

と︑我が國にては与謝響く諸所に行

かざをりゑぼ

十一911図例へばこ＼に一種の石あ

鵜匠は古風の風折烏帽

の

何一つ文殻がくこともなく︑毎日遊び

一二年在京せんもはかり難

方に浮び︑彼方に沈み︑︿略﹀︒

十﹁832図︿略﹀︑数十隻の遊船︑岐
ぢやうちん

挙提灯の光を水にうつせる奇観は

十一919図

しかして供給の需要より

償あることなし︒水の如きも亦然り︒

︿略﹀︑之を買ふ必要なく︑随って亦

日光・空氣の如きは︑

つて償あることなし︒

ものならば︑之を云ふものなく︑随

り︑︿略﹀︑飾にも實用にもならざる

十一911上例へばこ＼に一種の石あ

つて償あることなし︒

ものならば︑之を買ふものなく︑随

子をかぶり︑こしみのを着く︒かご
くはへたる魚をふりかへ

り︑︿略﹀︑飾にも實用にもならざる

うなぎ

はさばきよりも一層の見物なり︒

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

十一8110図

り火も亦古代の風を其のままなり︒

し

飼は最も名高く︑︿略V︒
うじやう

み

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ

はれたり︒中にも美濃の長良川の鵜
﹁君は骨子家としで一家

暮して三年を去たり︒
十﹁722図園

を成せる人なるに︑三年の間未だ一
度も着筆を取り給ひしことなし︒

我衣食の費をいとふに
あらざれども︑何庭へなりとも出で

十一724図囹
て遊び給へ︒

く略V︑星園へなりとも

十一803図

るも︑︿略﹀︑唯此の二十萬時間を利
聾するとせざるとにあり︒

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ

十一6710図 身を立て︑父母をあらは
るも︑︿略﹀︑唯此の二十萬時間を利

く略V︑功業を成し︑公盆

用するとせざるとにあり︒
十一6710図

十一724蝶貝

巻附かれ︑持て塗して見ゆるもをか

を廣むるも︑將又無爲にして一生を

出でて遊び給へ︒愚僧も所用ありて

しQ

鰻をくはへてくちばしに
京へ上り︑一二年在京せんもはかり

十﹁822図

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

難し︒﹂

︿略﹀︑功業を成し︑公盆

上り︑

愚侶も所用ありて京へ 十﹁8210図︿略﹀︑百にも近き鵜︑此 十一915図

するとせざるとにあり︒
十一681図

し︒﹂

十一725装置

終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

を廣むるも︑固葉無二にして一生を
するとせざるとにあり︒

十一686図之を思へば︑一寸の光陰 十一728図 ︿略﹀︒垂工﹁︿略﹀︒さら
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︿略﹀︑夏より秋にかけ

をつとせい

十一997薩困

てこ＼に集る艦胸獣は敷千頭にも達
することこれあり候︒

十一㎜1國国漁業に次ぎて有望なる

か＼る時は靴屋は︿略﹀︑

も少きときは物の償は高くなり︑
︿略V︒

盛に之を製造すべく︑又他の職業に
は農業と林業とにて︑︿略﹀︑又牧畜

十一939図

從事する人も︿略﹀︑之に帝業する
にも適し候︒

住めば都とやら︑此の

に至るべし︒

十一棚6國團
極北の寒地も今ははや生れ故郷の如

十一943図 又之と日々に︑償次第に
安くなりて︑普通の償よりも下るに
砦心持に相藩候︒

此ノ時諸葛孔明トイフ人

イホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣トセ

アリ︑︿略﹀︑劉備ハ三度マデモ其ノ

十一撹6図

同じことと存候︒

極心暑熱の御地にても

至る時は︑︿略﹀︒

を減ずるが故に︑供給も随って減じ

十一945図 ︿略﹀︑次第に其の製造高 十一梱7圏團

て︑︿略﹀︒

リQ

十一957國国事の後日々業務に追は
れ︑古り旅行も致さず候へども︑見

着物が乾してある︒

︿略﹀︑近年作物の改良も

出來︑又桑を植ゑ︑慧を養ふ者多く︑

十一川10図

何れの家にても卵を尽れ

難を飼はざる家なし︒

十一麗1図

はな

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・
ばくかんさなだ

醤油を買ふに饒あり︒
むしろ

十一麗5図葉変質眞田を編み︑花
錘を織ること行はれ︑十二三歳の
少女も手を空しうする者なきに至れ
り︒

校長も︿略﹀︑生徒を愛

十一備6図

村會にて村費を議するに

又肥料の利目も著しく︑

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

十一脳7図

作物の順流も目立ちてよくなりて︑

又肥料の利目も著しく︑

村人の喜一方ならず︒

作物の議育も目立ちてよくなりて︑

十一脳8図

里道の改修も全く成り︑

村人の喜一方ならず︒

村内の重なる道路は荷車・人力車を

十一餌9図

通ずるに至れり︒

瑞穂の國と農業は

十ニー5図︿略﹀︑
之を拝誼するもの

けぬ地なし︑野も山も︒

十一耀2図画

けぬ地なし︑野も山も︒
みつほ

みつほ
十一柵2図圏 瑞穂の國と農業は 開

も 構へし其の名君子國︒

十︻備9図様 ︿略﹀︑禮儀は早く唐人

の犯罪者をも出したる例なし︒

村長はく略V︑幾度の改 十一価7図 ︿略﹀︑二十年念写だ一人

村長は村の善家に生れ︑

選にも常に選學せられて︑二十凶年

十一襯9図
間勤更せり︒

極めて親切公平なる人なれば︑深く

十﹁麗10図

十一研1

十一佃1図

こと子の如く︑︿略﹀︒

實温厚なる人にして︑生徒を愛する

村民に敬愛せられ︑︿略﹀︒校長も着

朝鮮は夏も暑いが︑冬は又

﹁米のないのは辛抱も出來

案外に寒い︒

十一柳3

く略V︑冬は寒卵窮しく︑ 田舎は大抵藁屋根ばかりである︒

町には瓦屋根の家もあるが︑
わら

聞取交へ︑新版圖の状況大略御報知
申上薬︒

十一9510圓團

地面は三尺の下まで凍り︑海岸も海
水 厚 く 凍 結 し ︑ ︿ 略V︒

十一佃1

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

誰か御聖徳の山よりも高く︑ 御仁愛

︿略﹀︑海岸も海水厚く

すること子の如く︑生徒も亦校長を

十﹁961國團

るが︑薪がなければ生きてゐられ

十ニー5図 ︿略﹀︑之を舞讃するもの

凍結し︑流氷の流れ來る事もこれあ

十一備2図其の他の教員も校長を模

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛

したふこと父母の如し︒

範として︑職務に勉働するが故に︑

ぬ︒﹂

大泊は樺太島の入口 十一佃5 きせるは身分の高い人程長
いのを用ひる︒長いのは四尺もある︒

み出でさせ給へる御製にも︑常に國

︿略﹀︒陛下がく略V︑折にふれてよ

十ニー7図

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒
ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑
︿略﹀︑上童は皆よく之に

家を思ひ︑臣民をあはれみ給ふ大御

十ニー9図 ︿略﹀︑常に毛書を思ひ︑

かしこき極みなり︒

心の辞察せらる＼は︑かしこしとも

後も尚學校の門に出入するを樂みと
村會議員も全村一致して
と更になし︒

之を選暫し︑互に競冒するが如きこ

十一稲5図

せり︒

なつきて︑學校を思ふ心厚く︑卒業

十一佃4図

見童は皆よく之になつきて︑︿略﹀︒

り候へば︑︿略﹀︒
おほと ま り

十﹇971圓團

とも申すべく︑全島第一の良港に候︒

寄客に會ふことも︑外出することも

十一976國国︿略﹀︑鈴谷川平野の中 十﹁佃6 婦人は室内に引込んでみて︑
少い︒

婦人は室内に引込んでみて︑

央に位し︑大泊より十里︑輕便鐵道

十一佃7

も出來居候︒

十一977圏困 又豊原より眞岡に至る

來客に會ふことも︑外出することも

かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い

暑い時分汽車に乗って朝鮮

間も近時道路新に開け︑交通大いに
ます

少い︒
にしん

便利に相測候︒
たら

十一985圓国 ︿略﹀︑鯨と鱒との漁利 十一m4
さけ

は殊に多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

開

も一も
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らる＼は︑かしこしともかしこき極

臣民をあはれみ給ふ大御心の拝察せ
みなり︒

に從ひ︑一致協同して︑此の三家を

十一一29図 我等臣民も亦祖先の遺風

キ

カ

︿略﹀磨下篇卒モ皆此

ノ成果ヲ見越ルニ及ンデ︑唯唯感激

十ニー11図国

︿略﹀︑大キナ戦艦ナドニナ

ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如
シ︒﹂

十ニー22

ルト︑設計圖バカリデ数百枚モアル
トイフ︒

護らざるべからず ︒

十二37図此の御製を礼讃しては︑
イ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

シンチユウ

十ニー26

︿略﹀︒

︿略﹀︒

シンチユウ

十ニー27

︿略﹀︒

イ

クワン

︿略V︑汽錘・煙突等ヲ造

イヅレモ大規模二黒來テヰ

ぐ附属具ガアリ︑︿略V︒

いに力があるのである︒

十ニー46︿略﹀︑實際ハ龍骨ニモ︑肋

あるが︑動物の呼吸作用も與って大

十二225 ︿略﹀︑他にも種々の原因も

カ

クレ

城中には僅かに四五日の

﹁我︑明日大軍を率ゐ

是等の人々はく略V︑能

此の心は何年如何なる場

人世には思はぬ不幸︑驚

就學見童ノ数が年々増加シ︑

十一一36刀 教場ノ激ハ十二︑外二晩職口貝

ノデ︑此ノ改築ヲ計蟄シ︑︿略﹀︒

義務教育年限モ六年二延長セラレタ

十二351

ノ代理トシテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

同義校舎二参集シ︑縣廉カラモ知事

十二346 ︿略﹀︑其ノ他工事關係者一

らず︒

くべき語素の何時起り來らずとも限

十二337図

合にも忘るべからず︒

十二336図

は男子にも勝れり︒

婦人の實例にして︑其の志操の固き

く其の書すべき道に等したる我が國

十二324図

に行け︒﹂

て出嚢せんとす︒汝も止りて我と共

十二292図園

も亦期すべからず︒

糧食を饒せるのみ︒援軍の來らん日

十二273図

死んでしまふ︒

二三日も水を取換へないと︑金魚は

十一一227 金魚を細口のびんに入れて︑

いに力があるのである︒

あるが︑動物の呼吸作用も與って大

十二225 ︿略﹀︑他にも種々の原因も

いに力があるのである︒

材ニモ︑梁ニモ︑外皮板厚モソレ
︿略﹀︑大キナ船デハ船底モ

ぐ附属具ガアリ︑︿略﹀︒
十ニー48

︿略﹀︑大キナ船デハ船底モ

三歳モニ黒黒ニスル︒
十ニー48

我が國ノ造船所デ︑最モ規
シヤウ

両側モニ半張ニスル︒

ス

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中

十一一154
ヨコ

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア
ル︒

十ニー65図故に文明諸國に於ては何
れも氣象皇・測候所を置きて︑日々
︿略﹀︑全國に凡そ百箇虜

の氣象を調査す︒
十ニー69図

しん
の測候所あり︒尚韓國・清談にも二

是等の豫報は古言塁・測

十饒箇庭を置けり︒

十ニー79図

候所を始め︑官磨・諸役所等の前に
日の天賜豫報は毎朝の新聞紙にても

掲示せらる﹂を以て︑︿略﹀︑又其の

鳥ばかりではない︑人や獣

知るを得べし︒

十二2010

類も果實をたべては其の種子を方々

植物も動物と同じく︑呼吸

へまき散すのである︒

十二218

給されるのは︑他にも種々の原因も

然るに炭酸瓦斯が絶えず供

作用で酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出
すが︑︿略﹀︒

十用手46︿略﹀︑壁際ハ龍骨ニモ︑肋

あるが︑動物の呼吸作用も二って大

十一﹇225

材ニモ︑梁ニモ︑外皮板ニモソレ

ぐ鷹具ガアリ︑︿略V︒

材ニモ︑梁ニモ︑外皮板ニモソレ

黒黒ー45︿略﹀︑凝望ハ龍骨ニモ︑肋

み＼附高目ガアリ︑︿略﹀︒

材ニモ︑梁ニモ︑外皮板ニモソレ

十ニー45

︿略﹀︑實際ハ龍骨ニモ︑肋

ノ手デ自由二運韓スルコトが出來︑

十二ー210

テ︑墨ク蒸氣や電氣ノカヲ利用スル︒
テツツヰ
何千貫トイフ大弓鎚モ一人

十ニー28

スル木工場モアル︒

ル庭モアリ︑又木製ノ器雪囲類ヲ製造

十一一128

スル木工場モアル︒
クワン

ル虜モアリ︑又木製ノ器具類ヲ製造

︿略V︑汽錘・煙突等ヲ造

鋼鐵・眞鍮類ヲ鋳ル虜モアリ︑

カウテツ

十ニー27

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

鋼鐵・堅磐類ヲ鋳ル虜モアリ︑

カウテツ

何人も義勇の心にをどり立つなるべ
し︒

十二310図齪 國を思ふ道に二つはな
かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ
もQ

十二310図駅 國を思ふ道に二つはな
かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ
も︒

かちに心を許さざらなん︒

十二42図圏 波風のゑつかなる日も
船人は

十二44図治に居て齪を忘れざるも
此の心なり︒

十二45図 學問を修むるにも︑事業
に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
の目的は達し得らるべき︒

十一一45図 學問を修むるにも︑事業
に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
の目的は達し得らるべき︒

十二69図 風立び海怒りて︑波浪山
の如くなれども︑熟練なる我が砲手
は物ともせず︑打出す砲揮よく命中
して︑︿略V︒

十二75図 ︿略﹀︑敵の爾旗艦は遂に
沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ
るもの多し︒
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室 ・ 裁 縫 室 モ ア ツ テ︑︿略﹀︒

て︑一日も守なかるべからず︒

あうう
十二376図 會津は奥羽重要の地にし

位を占めて︑其の債額一億圓以上に

リテ物償ノ高下スルモ亦相同ジ︒

ルハ相同ジク︑需要供給ノ原則ニヨ

易モ︑有無相通ズルノ理法二女ヅケ

十二517図

同一國民ノ嗜好ニモ亦

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒

十二516図人種・風俗ノ異ナルニ依

及ぶ︒茶も亦盛に栽培せられ︑輸出
︿略﹀︑鳥獣の肉を食する

債額年々一千萬圓に達す︒
十二456図

こと少く︑又衣服の原料も綿・麻・

富士山の古歌には煙の立

生縣に仰ぎて︑家畜の毛に求むるこ

十一一401図

つことを歌へるもの多く︑時時破裂

満洲政治・交通の中心た

時々ノ攣遷アリ︒

美観を添ふ︒

テームスとセーヌとは

どいつ

したる橋は何れも壮大にして︑市の

︿略﹀︑河幅はるかに廣く︑之に架

十一一595図

るべし︒

沙河の名も永く世人の忘れざる所な

しゃか

る奉天は︑︿略﹀︒︿略﹀︒奉天の南方

︿略﹀︑大いに荒地を開き︑ 十二558図

きも︑菖法になづまず︑能く學理を

美囮を増すの必要あり︒栽培法の如

十二463図

と少かりしによる︒

せしことも亦歴史に見えたり︒

火山なれども︑現に噴火せる火山の

十二403図 是等は現時噴火の止れる
数も全國に於ては五十座を下らず︒
のこ ぎ り

十二4010図 最も東なる根子岳は七面

農業は我等が生活に必要

一層其の牧穫を増加する

ことを得ん︒

磨用せば︑

十二4110図但し此の噴孔は時々其の
十二4610図

山とも領し︑山頂鋸の歯の如し︒
位置を攣じ︑其の勢力にも消長あり︒

日もこれなかるべからず︒
い

せざき

︿略﹀壮大なる建築の

数々高く中空にそびゆるのみならず︑

十二6010図

人家も多くは六七層にして︑二幅も

然れども地下には各種の

亦之に適へり︒

鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の

十二631図

倫敦には︿略﹀世界に名

下をも往直せり︒

十二645図

里にもルーブル博物館・凱旋門を始

を知られたる建築物多し︒︿略﹀︒巴
がいせん

め︑世に聞えたる建物少からず︒

十二654図 ︿略﹀︑其の規模甚だ大な

又かつて栗鼠の大群ウラ

らず︑其の建築も亦新し︒
り す

十二668図

て︑︿略﹀︒

何れも南より北へ同一の進路を取り

ル山中の一丁會に現れしが︑︿略﹀︑

十二676図

又燕の春早りて秋去り︑

つばめ

盛に二曲すると共に︑首府の人口も

雁の秋來りて春去るが如く︑獣類中

がん

にもく略﹀︑毎年一定の季節に其の

︿略﹀︑首府の人口も年々

著しく増加する勢なれば︑其の巴里

時としては幾千萬とも敷

︿略﹀︑遂に危害を顧みず︑

向ふ虜何物をもはゴからずして突進

十二6910図

更に一物をも食ふこと能はず︑︿略﹀︒

十二699図 ︿略﹀︑列後に在るものは

ぎるに︑︿略﹀︒

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

十二693図

居を移すもの少からず︒
し︒

雑を生ずることなし︒

止るも唯其の命に從ひて︑少しも混

十二606図

︿略﹀︑通行の人は行くも

と同敷に至るも瓢箪だ遠からざるべ

十二602図

年々著しく増加する里なれば︑︿略﹀︒

絹織物の産地には︑京 十二601図 然れども近年濁馬田力の
きりふ

古く其の名を知ら吐たり︒
世界無比なる七寳の

名は海外にヤゴうけり︑やぎ出し蒔

十一一4910図駅

も

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

十二494図圃

家

十二422図 烏帽子岳はく略V︑直樫 なる材料を作り出す所以にして︑國
八百メートルの噴火口を有し︑其の

通なる杵島岳も亦頂上に三箇の噴火
口を有す︒

十二431図 熔岩の光︑火山灰及び水
蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき
光景を呈す︒

給の精巧も

我が工業のほこりにて︒

十二433図 ︿略﹀安永八年櫻島の破

我等ハ世界ノ市場ヨリ如

何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑世

十一一509図

界ノ各戸ハ亦皆我が商品ノ市場ニシ

遷せし時は︑九州・四隅・山陽・山
陰・東海道までも火山灰を降らした

テ︑︿略V︒

りといふ︒

十二435図太古人口少く︑人智も開

止るも唯其の命に從ひて︑少しも混

内國ノ商業モ︑海外ノ貿 十二606図 ︿略﹀︑通行の人は行くも
雑を生ずることなし︒

十二512図

易モ︑有無相通ズルノ理法二年中ケ

︿略﹀壮大なる建築の す︒
十二728図 進取の氣象に富める人は
叢々高く中空にそびゆるのみならず︑

事に從ふを以て︑成功は期せずして

何事を爲すにも︑︿略﹀︑熱心に其の

内乱ノ商業モ︑海外ノ貿 十二6010図
易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ

人家も多くは六七層にして︑町幅も

十二512図

ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を
我が 國 は 氣 響 岩 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

採りて食物とせり︒
十二449図

米・萎の栽培は最も早く開けたり︒

亦之に適へり︒
内國ノ商業モ︑海外ノ貿

ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

く略V︑生綜は輸出品の首 十一一514図

︿略﹀︒養翼も亦早くより開けて︑今
尚幸く盛なり︒

十一一451図

も一も
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到る︒

十二763図

ぼるとがる

もしない︒

人々は唯神曲に心を奪はれ

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

コロンブスは葡萄牙に客 十二841

遊中︑熱心に此の説を主張したりし
人々は唯神曲に心を奪はれ

もしない︒

もしない℃

要なる事なり︒

其の他食器・衣服等何事

じまり

戸締の用心よりも火の

にも清潔を旨とするは衛生上にも必

十二898図

と

要なる事なり︒

十一一899図

主婦は寝に就く前︑先つ

用心は一層大切なり︒
十一一902図

つぼ

竈の下より火消壺までもよく検査

かまど

て此虜彼虜にかゴやいてみるとは︑

十一一852

衛生上の注意を怠らずし

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様

し︒

十二908図
招く︒

にても少しの不注意は大いなる禍を

病氣のみに限らず︑何事

て︑何人も病にをかされぬ様にすべ

十一一905図

にすべし︒

かの情深い紳士は誰であっ

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二853

今の今まで誰一人も氣附かなかった︒

︿略﹀︑燈火の光が嵩々とし

て︑妙音の外には何物も見えも聞え

十二841

が︑何人も一笑に附して顧みるもの
なかりき︒

十二779図 是より先は未だ航行せし
ことなき大洋なれば︑乗組の人々も
︿略﹀︑朝の風を聞きては

次第に不安の念を生ぜり︒
十一一782図

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸
の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
ず︒

四十七士の事蹟は見童・

にも三分の資を投ずべく︑公達ハの事

業にも後れを取るべからず︒

十二9210図 ︿略﹀︑慈善の事業にも慮

分の資を投ずべく︑公共の事業にも

孔子事へて吏となりしに︑

後れを取るべからず︒

治績大いに諮り︑職を退きし後も弟

十二941図

子の道を問ふもの結く多かりき︒

く略V︑職を退きし後も弟
せい
子の道を問ふもの鋭く多かりき︒齊

十二943図

官位・門地・技術・財産

の尊公も亦道を孔子に問へり︒

十二976図

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

としても自ら高尚なる品格を要する

が如く︑︿略﹀︒

十二977図 ︿略﹀︑世界強國の國民た

之に相撰する品格を備へざるべから

る名讐を負ふものは︑國民としても

ず︒

若し家内に傳染病等に
か﹂るものあらば︑近虜・隣へ朝し

十二909図

ても申しわけなく︑世間へ蔵しても

︿略﹀︑急ぎの場合にも混

雑なく︑暗き時にも手探にて用を足

相濟まぬ次第ならずや︒

十二892図

走卒も之を知らざるはなく︑︿略V︒

十二861図

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

十二785図 コロンブスは掲り堅固な 十二853 かの情深い紳士は誰であっ
る決心を以て動かざること山の如く︑

船員も其の勇氣に感じて命令に服せ
︿略﹀︑前のそしりし者︑

ざるを得ざりき︒

十二805図

し得る様に︑極りよく整へ置くは主

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆

婦たる者の務なり︒

十二996図

︿略﹀︑幼者・不具者の爲

衆に封ずる禮儀あり︒

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

十二9810図道を行くにも︑舟・車に

衆に封ずる禮儀あり︒

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

十二9810書道を行くにも︑舟・車に

衆に封ずる禮儀あり︒

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

十二9810劇道を行くにも︑舟・車に

右辺個人の品格の外に出でず︒

るものなれば︑國民の品格といふも

十二9710図 國民は個人の集A口より成

事ひてコロンブスを歓迎し︑皇后も

か＼るものあらば︑近虜・隣へ和し

若し家内に傳染病等に
ても申しわけなく︑世間へ潔しても

︿略﹀︑急ぎの場合にも混 十二9010図

雑なく︑暗き時にも手探にて用を足

相濟まぬ次第ならずや︒

十一一892図

亦コロンブスを引見して︑厚く其の
動功を塾せり︒

し得る様に︑極りよく整へ置くは主

見る物の多い今日の祭日に︑

婦たる者の務なり︒

十一一821

時代後れの下手な音曲に耳を傾ける

親類・縁者はもとより︑

親類・縁者はもとより︑
世間の交際をも外さず︑慈善の事業

十二929図

業にも後れを取るべからず︒

にも畑瀬の資を投ずべく︑公共の事

世間の交際をも外さず︑慈善の事業

十二929図

つ上にも必要なり︒

十二894図家内のよく整頓せる程の 十二928図 身分相當の交際は家を保

者は一人もない︒

帽子の中に一文の銭もない

老人は︑︿略﹀︑ 幅 子 の 内 を 眺 め て は ︑

家は日々のふき掃除も必ず行届きて

十一一822

清潔なるものなり︒

凡そ家内の掃除は︿略﹀︑

其の他食器・衣服等何事
にも清潔を旨とするは衛生上にも必

十二897図

せざるべからず︒

便所の隅より下駄箱の奥までも注意

十二896図

幾度かためいきをついて居る︒
最早動く力も勲皿きて︑傍の

石にこしを下し︑額を二手に支へて

十二824

人知れぬ涙をこぼして居る︒

十二841 人々は唯神曲に心を奪はれ
て︑妙音の外には何物も見えも聞え
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も一も

も︑皇民としても︑其の心の奥ゆか

に席を與ふるが如きは︑個人として
市・町村會に於て市・町村長を選墨

・市會に於て参事會員を選有するも︑

町村會議員を選墨するも︑府縣・郡

ること鴻毛よりも輕き覧悟なかるべ

國家の大事に際しては︑身命をすつ

十一一柑8図︿略﹀︑軍人たる者はく略V︑
こロつ

たまへり︒

しきを感ぜずや︒

するも︑一に此の精神に基づくべく︑

十二996図︿略﹀︑幼者・不具者の爲
十二皿5図

︿略﹀︑上官の者は常に下

からず︒

く略V︑市町村長・参事會

員等の其の事務を庭理するも︑議員

級の人をいたはりて︑いさ＼かも輕

質素を旨とせざればいつ

返すぐも七二すべき大御言ならず

ふくよう

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

や︒

十一一価3図 此の五箇條を行ふも︑結

返すぐも服暦すべき大御言ならず

ふくよう

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

や︒

禮儀も亦軍に軍隊の間に

行はる＼に非ずして︑此の心得なく

十二価8図

して如何でか日常の社會に立たんや︒

太古以來忠節の心にあっ

きは︑我が國民の世界に無比なる美

十二柵10図

武勇の精神も亦富民が古來のほこり

徳にして︑︿略﹀︒禮儀も亦︿略﹀︒

質素を旨とせざればいつ

しか文弱に流れ︑輕浮の風にそみ︑

十一一佃⁝4図

あに
我等豊一日も之を忘れん

信義は人と交り世に虜す

るに於て最も大切なる事にして︑商

十二描6図

や︒

十二備5図

となす所なり︒

心も無下に賎しくなりて︑︿略﹀︒

十二M3図

と諭し給ふ︒

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ

十二擢8図禮儀を守る心得を導ける

侮の念を有すべからず︒

く略V︑市町村長・参事會

自治制の如き最良の制度

しか文弱に流れ︑︿略﹀︑節操も武勇

に至るべし︒

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん
く略V︑議員たる者は至誠

も忘れ果てて︑世人の爪揮を受くる

十二欄3図

や︒

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

十一一塒6図

なる精神を以てすべし︒

の纒費を議するも︑亦常に此の公平

員等の其の事務を慮遇するも︑議員

十二鵬4図

なる精神を以てすべし︒

の纏費を議するも︑亦常に此の公平

十二鵬3図

︿略﹀︒

に席を與ふるが如きは︑個人として
も︑皇民としても︑其の心の奥ゆか
若し公衆の間に︑規則を

しきを感ぜずや︒

十一一欄1図

是等文明の利器も其の運用を全くす

守り︑規律を重んずる心乏しき時は
ること能はず︒
どいつ

十二欄6図 又猫逸にては圖書館の書
籍を借受くるに↓枚の葉書にて申し
込めば直ちに送り來る︒之を返すに
も其の期日を違ふる者絶えてなしと
いふ︒

一言・一行の間にも︑大國民の品格

十二棚10図我等五千萬の同胞は︿略﹀︑

質素を旨とせざればいつ

工業の人としても常に之を重んぜざ

十二榊4図

しか文弱に流れ︑︿略﹀︑節操も武勇

るべからず︒

奉公の赤心を以て忠直に其の職責を

配すべく︑一般選墨人も亦公平無私

も忘れ果てて︑世人の爪弾を受くる

を高むるの用意あるべきなり︒

十二欄1図 一般人民の府縣・郡・市

に至るべし︒

平常質素を旨とすべきは

の精神を以て参政の公職に最も適任

此の五箇條はく略V︑軍

人として始めて守るべき事に非ず︒

十二柵3図

大切なること言を待たず︒

修身・虜世の上に於て何人にも最も

十二備8図
なる人物を選出せざるべからず︒

十二掴5図此の風一度軍人の間に起

町村會議員を選墨するも︑府縣・郡

明治十五年軍人に下し給

・市會に於て参事會員を選畢するも︑

十二柵9図

りては︑士氣も丘ハ氣も衰ふぺければ︑

市・町村會に於て市・町村長を選暴
するも︑一に此の精神に基づくべく︑

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

十二桝6図此の風一度軍人の間に起

︿略﹀︒

勅諭は︿略﹀︑其の後半

すべからざるものなれ︒

されば陛下も﹁此の五箇條は天地の

十二柵4図

︿略﹀︒

りては︑二足も兵氣も衰ふぺければ︑

十二鵬1図 一般人民の府縣・郡・市

世の移り攣るに連れて︑兵制にも攣

りん

町村會議員を選威するも︑府縣・郡

公道︑人倫の常纏なり︒︿略﹀︒﹂と

錦

︿略﹀︒

柳櫻の

諭し給へるなり︒

十二佃7図圏

を熱︑へて︑野も山も︒

十一一佃7図圏 柳櫻の 春にほふ 錦

春にほふ

遷あること︑︿略﹀︑復古の政と共に

心事ならざれば︑如何な

十二価2図此の五箇條を行ふも︑結

何の用にか立たん︒

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

十二価1図

・市會に於て参事會員を選學するも︑

等軍人の大元帥なるぞ︒︿略﹀︒との

十二柵6図︿略﹀︑かしこくも朕は汝

を詳に御諭しあり︑︿略﹀︒

陸海軍の今の制度を定め給へる由來
一に此の 精 神 に 基 づ く べ く ︑

市・町村會に於て市・町村長を選暴
するも︑
︿略﹀︒

十一一佃2図 一般人民の面面・郡・市

も一もう
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もう

︵副︶40

モウ

もう

アア︑モウスツカリノボリマシタ︒

二34イマ日ガデマス︒︿略V︒

を静・へて︑野も山も︒

十二佃10図圏 いろはのいをも わき

まくら

ガ︑モウスコシタツト︑キモノ

﹁マダ小サイカラ︑モウ

﹁モウードハナヲサカ

一パ

﹁ボクハモウコンナニ
﹁ボクモモウテニ

イニナリマシタ︒﹂

三86囹

タクサンツミマシタ︒﹂

三84圏

セテミョQ﹂

二641圏

キハジメマシタ︒

クサンアリマス︒モウハナガサ

二45ーココニハウメノ木ガタ

スコシ大キクシマセウ︒﹂

一一412園

大キクナリマシタ︒﹂

ツクリマセウ︒﹂﹁モウコンナニ

エマセン︒

三281 四五日マヘ ニアタマヲ
ダシタタケノコガ︑モウコンナ
ゴランナサイ︑モウアノ

ニノビテ︑︿略﹀︒

三342

ヒロイ田ガハンブンバカリウ
﹁どうしてもう光らない

ワリマシタ︒

三365囹

のでせう︒﹂

﹁モウゴハンダカラ︑オ

イデナサイ︒﹂

三536園

マセン︒

まだむかふからいそいで走つ

て來る入があります︒あの人はもう

五413

間に合はないでせう︒

大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

ダンノ道ヲ上ツテ︑モウーツ小サナ

五685

︿略﹀︑川について︑四五町行

鳥居ヲク．Nルト︑オ宮ガアル︒

六85

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

モウ秋ニナツタカラ︑ガンガ

出ました︒

オヒオヒトンデ來ル︒

六126

今のお客にもう一銭上げな

ければならなかった︒﹂

六308園

の言ふことをきくやうになりました︒

みのししはますますあば 六512 ︿略﹀日本中の大名が皆秀吉
れてかけおります︒︿略﹀︒もうす

七665囲

海岸の松原も次第に遠くな

學校デハモウ授業ガハジマツ

錦って見ると︑自分の家は戸

火元は裏町通の材木屋で︑も

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼

八419

上ってゐます︒

る様子がありません︒日はもう高く

がまだしまってみて︑誰も起きてゐ

下りる人がまだ下りてしまは 八232

タ︒

八149

なります︒

つて︑しまひにはもう何も見えなく

七823園

のでございます︒

に︑もうこんなに大きなのがなった

一昨年つぎ木をしたわか木

秀吉はもう日本中に敵がなくなった

今年はもうこれです

﹁もうすぐお正月です

めました︒

から︑こんどは朝鮮せいぼつをはじ

くさのかげにないてゐ

こしでよりとものちかくへ來

ります︒

ます︒

ふからいそいで走って來る人があり

五412

もう汽車が出ます︒まだむか

ないうちに︑もうのりこんだ人もあ

五396

なりません︒﹂

から︑もち米をよういしなければ

四304園

かりませう︒﹂

みました︒らい年またお目にか

四294園

もうなくこゑもきこえません︒

た虫も死んでしまったのか︑

四273

るかと思ふと︑︿略﹀︒

四185

ハシデ︑モウアマクナリマシタ︒

本アリマス︒︿略﹀︒一本ハキザ

四108ウチニバカキノ木ガニ

ウ︒﹂

カラ︑モウウチヘカヘリマセ

二407園﹁ミンナデユキダルマヲ 三704園 アマリナガクナリマス

ヲヌイデ︑下ヘトビオリマス︒
二252 モウ日ガクレマシタ︒

ヰタワタイレ ハ︑ユキモタケ
モミジカクナツテ︑モウキラレ

二205イマ山木ノ上ニヰマス 三583私ガキヨネンマデキテ

まへぬ 身のいつしかに 積み得さ

知ら

文字の敷︒

︿略﹀︑西も東も

る︑︿略﹀︑世の 人 並 の
十二⁝⁝⁝2図心

ざりし 身のいつしかに 分け陵た

知ら

道の筋︒

︿略﹀︑西も東も

る︑︿略﹀︒世の 人 並 の
十二⁝⁝⁝2図韻

道の筋︒

ざりし 身のいつしかに分け砂た
る︑︿略﹀︒世の 人 並 の

も ︵接助︶7 も
萬時間に過ぎず︒

十一676図 人生七十年と見るも六十

盆なき事に心を属するは︑時間を徒

十一697図 又事既に過ぎて︑思ふも

世を憤り︑人をねたみ︑

費すること甚だし︒
十一一712図

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害
あるも一利なし︒

十二714図 身をはかなむも過ぎしこ
とは追ふべからず︒

し

十二724図 位人臣の榮を極め︑富天 三178 サヘヅリナガラダンダン
タカク上ツテイキマス︒モウコ
下に冠たるも︑自ら省みてやましき
エバカリキコエテ︑スガタハミ
そ

所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

ひら

十二726図囹 ﹁疏食をくらひ︑水を
飲み︑肱を曲げて之を枕とするも︑
厚み亦其の中に在り︒

者︑如何に其の職務に忠實なるも︑

十二悩4図 ︿略﹀公共の事務に彫る
一般人民の之を助くるなくんば︑自
治團膿の粗漏なる獲達は得て望むべ
からず︒
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もうかく一もうしこむ

けてるるのださうだ︒

八431 さっきからもう二時間もたつ
から︑四五十戸も焼けただらう︒
﹁︿略﹀︑火事の昨夜あった

ことはもう御存じだから︑サクヤと

八479囹
は書くには及ばない︒
ません︒勝はあなた方のものです︒

九869園 ﹁もう改めて勝負には及び

︿略﹀︑大胆は今少しまけぬ

十289 畑には萎がもう一寸程にのび
てるる︒

十一474

まうけ

けて︑早く衆議を聴く機關に供せさ
﹇儲﹈︵名︶1

せ給へり︒

もうけ

ほんとのまうけでない金は

﹇儲﹈︵下一︶1

まうける

一厘でも取ってはならない︒﹂

六318園
もう・ける

十二9610図

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

おほせにあまえて申し上げ

三色ばかり買って來ていたゴきたう

ますが︑種物屋から西洋西瓜の種を

七174困

神武天皇ト申シ上ゲマス︒

孟子死して二千齢年︑孔 五58

孝纏に曰く︑﹁身を立て︑

子と共に其の名盆くあらはる︒

十二972図

父母をあらはすは孝の終なり︒﹂と︒

ございます︒

道を行ひ︑名を後世にあげて︑以て
孟子の如きは即ち其の一人なり︒

らこゑをかけて︑﹁とくに申し上げ

七196園畠のゑんどうがかきの外か
申シ

ようと思ってゐました︒あなたと私

﹇申上﹈︵下二︶3

は親類ださうでございますから︑ど

もうしあ・ぐ

わいもうしあぐ・おんまちもうしあぐ

うかこれからお心安く願ひます︒﹂

今のお客にもう一鏡上げな 上グ 申上 ︽ーグル・iゲ︾﹇▽おんい

ければならなかった︒﹂といって︑

・ごあんないもうしあぐ銑ごほうちも

といふ︒

︽ーケ︾

すぐに追っかけて行って︑残りの一

うしあぐ・ごほうもうしあぐ

六315園

鏡を渡した︒︿略﹀︑長松は笑って︑

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

村田新太郎

もうしあわ・す ﹇申合﹈︵下二︶2 申

八664囲謹んで申し上げます︒

佐藤眞一様

上げます︒九月二日

その内参上してお禮を申し

七58図正行コノ度ハサイゴノ合職

うけておけばよかったのに︒﹂とい

﹁先では知らないのだから︑

一銭ま

かといふ︒馬主はもう一文も引けぬ

正行︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑

我等一同申し合せて︑今

様心得られたし︒﹂

日より働くことを止むぺければ︑左

八701図説

やう︑﹁︿略V︒﹂

等一同申し合せて︑胃に向っていふ

八696図ある時口・耳・目・手・足

もはや新聞紙にて御承知 し合す ︽ーセ︾

申
︽ーゲ︾﹇▽お

﹇申上﹈︵下一︶8

の事とは存候へども︑寸時のあらま

九725苗圃

涙ナガラニ申シ上ゲタリ︒

七77図

シ上ゲタリ︒

ルヤウ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑涙ナガラニ申

七694囲

孔子の孫子思の學説を受

﹇孟子﹈︹人名︺7

ったら︑︿略﹀︒

もうし

うしともうし

は孟子なり︒

しを申上候︒

申し上げる

もうしあ・げる
シ上ゲル

タ︒

仰の如く本村にも耕地整

1 申合せ居り ︽ーリ︾

理の必要これあり︑折々會合の節は

十927國団

申し

其の話も出で︑何れ熟考の上価差せ

んと申合せ居り候事とて︑︿略﹀︒

もうしこ・む ﹇申込﹈︵四・五︶2

もうしこし且Vおんもうしこし

白ウサギ焦目ヲコスツテ︑
ヨロコンデオホクニヌシノ
﹁︿略﹀︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒

ミコトノ所ヘオレイニ行ツテ︑

四616

又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四598

ニナリマシ

ワケヲ申シ上ゲマスト︑ もうしあわせお・り ﹇申合居﹈︵ラ変︶

だしもうしあげる・ごあんないもうし
あげる

其の後孟子出でて學び︑

學を卒へずして蹄りし時︑診たま

孟子これより感奮・勉働

﹁︿略V︒﹂トオヲシヘ

四573

十二968図

るは我が此の機を断つが如し︒﹂と︒

子を戒めて曰く︑﹁汝の今學を讃す

十二966図直ちに其の機を盈ち︑孟

く機上に在り︒

十二965図

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

十二963図

孟子の幼時母は深く意を

け︑孔子の道を傳へて大賢の名ある

十一一963図

孟子﹇▽こ

といふ︒

マウクワク

十﹁584 將軍が谷底へ下りた時には︑
もう太鼓の音は聞えぬ︒
孟獲
マウクワク

サキニ蜀ノ南方齪レシヤ︑

もうかく ﹇諸学﹈︹人名︺2 孟獲
十一悩10図

孔明謀ヲ以テ其ノ將孟獲ヲ捕へ︑
蜀軍ノ血管ヲ示シテ︑﹁此ノ軍備ヲ
何 ト 見 ル ︒ ﹂ ト 問 フ︒

十一獅2図 孟獲答ヘテ日ク︑﹁此ノ
如シト知ラバ何ゾ敗 レ ン ︒ ﹂ ト ︒

もうかとん ﹇孟家屯﹈︹地名︺1 孟家
十二57図 孟家屯

屯

もう・く ﹇設﹈︵下二︶2 設く ︽一
又産業組合を設け︑慈善

して遂に一世の大家となり︑魚田雫

十一一脳10図

ケ︾

事業を起し︑若しくは青年會を組織

奪の世に在りて︑專ら聖人の道を講
ぜり︒

して︑︿略﹀︒

十二鵬2図︿略﹀︑別に帝國議會を設

もうしたてまつる一もうず
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申し込む

︽ ーメ・ーン︾

と申しわたしました︒

七419園

大事の折に使へ︒﹄

このお金は私がこちらへま

みる時︑﹃夫の

﹁唯一人ふみ止って職ひ

隊中の模範となられ度︑︿略V︒

十504図園

すは信濃の國の住人︑手塚太郎光

給ふは誰ぞ︒名乗り給へや︒かく申

六516 そこで支那もおそれて︑わぼ もう︒す ﹇申﹈︵四・五︶28申ス 申す

こむ

と申して︑父の渡してくれた金でご

盛なり︒

もり

みつ

ざいます︒

候︒名乗れと申せば︑﹃存ずる由あ

十517図園 ﹁光成皿︑曲者の首里って

てっかの

七675囲

しなの

たまわりもうす・うちとりもうす・お

申︽ーサ・ーシ・ース・ーセ︾←うけ

あげもうす・おねがいもうす・おぼえ

ら︑やしき中の桃の木に皆つぎ木を

くを申しこんで來 ま し た が ︑ ︿ 略 V ︒
といつ

籍を借受くるに一枚の葉書にて申し

十一一鵬5図 又搦逸にては圖書館の書
もうす・おもいもうす・かなしみもう

實盛日頃申し候に︑﹃職

り︒木曾殿見知り給ふ︒﹄といひて

名乗らず︒

︿略﹀︑天皇陛下御参拝あら

此ノ頃中大兄皇子ト申ス

ナカノオホエノ

あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

もう・ず

あ

︿略﹀杉坂に着きたりし

阿里山の檜材は世界無

り

全島の住民は約三百鯨

其の中内地人は八萬饒︑

大泊は樺太島の入口

おほとまり

陛下が︿略﹀よみ出でさ

﹇詣﹈︵下二︶3 マウヅ ま

申さん︒

こき極みなり︒いでや︑其の二三を

拝察せらる＼は︑かしこしともかし

せ給へる御製にも︑︿略V大御心の

十ニー9医

とも串すべく︑全島第一の良港に候︒

十一971薩匡

に候︒

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

ばんじん

十一406魍国

萬と申候︒

十一404濾囲

申すべく候︒

︿略﹀︑山林の富のみにても無黒皿藏と

比の良材と構せらる＼ものにて︑

十一403圓国

と申す︒

に︑主上はや院庄に入らせ給ひぬ

ゐんのしゃう

十一155図

り︒

場に出でん時は髪を染めんと思ふな

は︑はじめて見たと申して︑おとな

いつれも大よろこびで︑こ

十535図園

なれり︒

九47図

これより此の劔の名を改め
申すまでもなく御入螢の
上は︑品行方正︑職務に忠言にして︑

十266圓国

て草薙劔と申す︒

九62図

叢雲劔と申せり︒

雲常に立ちこめたれば︑劔の名を天

かの大蛇の住みし上には叢

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九16図

なれり︒

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九15図

カシコキ皇子アリキ︒

八503図

たぐひなかりきと申す︒

ひしが︑その御亡の盛なること前古

せられ︑平和の成りたるを告げたま

八．38図

見たいと申して居ります︒

んな見事な桃がなるのなら︑植ゑて

七693囲

りへもおすそ分けをいたしました︒

母はこんな美しい大きな桃

父はこんなにちがふものな

込めば直ちに送り來る︒

すると申してゐます︒

﹇申奉﹈︵四︶1

り・ごへんかもうす・ちかづけもうす

︿略﹀︑すぐに大神のお手をと

すがるはその大ぜいの子をお

七688困

す・かんじもうす・ごあんじもうしお

もうしたてまつ・る

・みうけもうす︒みせもうす

︽ール︾

﹁なすのよ一と申すも

八542図 中大兄皇子ハ後天皇ノ位ニ

五43

のがございます︒

四791園

申シ奉ル
テンデ

申シ

ツキ給フ︒天智天皇ト申シ奉ルハ即
﹇申残﹈︵四︶1

チ此ノ御方ナリ︒
もうしのこ・す

つて︑お出し申し上げました︒それ

︽ーシ︾

残ス

でせかい中がまたもとのとほりあか
︿略﹀︑コノ日ヲキゲンセツト

ゴザイマス︒

申シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデ

五82

るくなったと申します︒

七68図園父ハ臣ヲ合職ノ場ニモト
モナハズ︑﹁残りタル一門ノモノド

申分

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹂ト
﹇申分﹈︵名︶1

申シ残シタリ︒
もうしぶん

十二3610教場ノ敷ハ十二︑外二職員五245 うったへた人は︑天壌﹀︒そ
れを私のるすにこのみざりがぬすん
又ゐざりは﹁︿略﹀︒その釜は

だのでございます︒﹂と忙します︒

します︒

六722

十人十色と申しますが︑まこ

みやのそばでやしなって居ったと申

五387

す︒﹂と申します︒

私が前から持ってるたのでございま

五256

室・裁縫室モアツテ︑町立ノ四丁ト
申しわけ

シテハ先ヅ申分ノナイ設備デアル︒
﹇申訳﹈︵名︶1

十二909図 若し家内に外壁病等に

もうしわけ

か＼るものあらば︑近虞・隣へ卜し

申し

ても申しわけなく︑世間へ請しても
相模まぬ次第ならずや︒
﹇申渡﹈︵五︶1

︽ーシ︾

もうしわた・す
わたす

とにその通りで︑︿略﹀︒

七B3圏又母がかねぐめづらしい

五265 役人はしばらく考へてるまし
たが︑そのうちにるざりにむかって︑

草花をほしいくと申して居ります
から︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒この釜はお前の物にちがひ
あるまい︒さっそく持ってかへれ︒﹂
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もうせん一もくてき

︽ーヅル︒ーデ︾
シバ

七595図 明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

うつ

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントズ︒

モ

ガミ

最上

最上

ネ

を警むといふ︒

工場ニハ色々アル︒鐵ヲ鍛

目前

川上にか量り火の明り先

﹇目前﹈︵名︶1

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒ソレ

ユエ木炭トイヒマス︒

石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ

ツトツヨイノデ︑︿略﹀︒

五585

九338

スチブンソンは︿略﹀︑すべ

もくてき ﹇目的﹈︵名︶9 目的

分業デスル仕事ハ皆全膿ノ

上で走らせる様にしたらよからうと︑

づ見え初めて︑ほうくと呼ぶ聲を

終に其の目的を達することが出來た︒

︿略V︒さて幾度も幾度も造り直して︑

りのよい童・をすべりのよいレールの

最上・淀・千早・龍田等ハ之日向ス︒

聞く内に︑舟は早くも目前にせまり

十一802図

もくぜん

器具類ヲ製造スル木工場モアル︒

フ鍛工場モアレバ︑︿略﹀︑又木製ノ

論叢ー27

諸子ハ数多アル我が軍艦 もくせい ﹇木製﹈︵名︶1 木製

﹇最上﹈︵名︶3

十一303図

もがみ

ト

ノ名ヲ知レルナルベシ︒︿略﹀︒︿略﹀︑
スミダ

・最上・淀等アリ︒

ヨド

十一32図通報艦最上

モガミ

川ノ名ヲ附シタルモノニ隅田︒利根

アリ︒コ・ニマウヅルモノ︑誰カバ

十一訓3瓜凶

十槌5図 又畝傍山ノ東南二橿原神宮
其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ御

こ

來る︒

まへからわたしは目がわ もくぞう ﹇木造﹈︵名︶1 木造

﹇日取﹈︵五︶2

六617圃園

︽ーッ・ーラ︾

もぎと・る

もぎ取る

通報鰭一ハ︿略﹀︒︿略﹀︒

威徳ヲ仰ガザラン︒
み

十二255図圃 鎌倉宮にまうでては︑
蓋きせぬ親王のみうらみに 悲憤の
涙 わきぬべし︒
まうせん
﹇毛饒﹈︵名︶1 毛租

もうせん

ヲスルモノニ︑共同一致ノ考ガナケ

﹇木造建
木造建築物中

日本一の古き建物の今にの

荷足・高瀬・茶船・屋根

戦艦ハ︿略﹀︑其ノ名ノ

船等其の目的により︑大小・構造千

十一269図

差萬別あり︒

海防艦ハ專ラ自國ノ沿岸

如ク堂々敵ト決戦スルヲ目的トス︒

十﹁319図

十一336図

騙逐艦ハ︿略﹀︑敵艦二

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

十一胆7図

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

ほふりゆう

︿略﹀︒

火バチナドニ入レル炭ハ︑木 十二45図

學問を含むるにも︑事業

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十一柵1図青年の氣風を養ひ︑智徳

的トス︒

水雷ヲ放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目

潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

これるは︑大和の法隆寺なり︒

五578

十一351図

シ︑又敵ノ水雷艇ヲ駆逐・撃破スル

十2210図

目送

︿略﹀︒恐らくは木造建築物中世二十

やまと

一部分デアルカラ︑ソレぐノ仕事

レバ︑分業ノ目的ハ達セラレナイ︒

十一123

十一193図 雨岸及び島々︑見渡す限

造なれば︑古社寺等も昔のま＼にて

我が國の建物はおほむね木

るく︑杖をたよりにあるきます︒い

今にのこれるは甚だ少し︒

小山の如き巣を造り︑木質にて内部

十一897図熱き地方の白蟻は︿略﹀ もくたん ﹇木炭﹈︵名︶2 木炭

リテ引返シ來リ︑︿略﹀︒

テ去ル︒驚キテ目送スレバ︑ヤ・ア

老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑ヒ

﹇目送﹈︵サ変︶1

ヲ目的トス︒

もくそう・す

菖のものなるべし︒

十45図

築物中﹈︵名︶1

もくぞうけんちくぶつちゅう

二世界第一ノ木造建築物トス︒

高サ十五丈︑東西長サニ十九丈︑眞

東大寺ハ︿略﹀︑大佛殿ノ

木造建築物

︵名︶1

わたしの手からもぎ取って︑は

で

十971図
木材

マヅ木材ヲ切りテ︑舟守ニ

﹇木材﹈︵名︶4

次の門を唐門といふ︒木材
船ヲ組立テルニハ︑魚串ノ

は一切唐木を用ひたり︒

九948図

キザミテヂク木トシ︑︿略﹀︒

テムシ︑ケヅリテウス板トシ︑細ク

八392図

もくざい

ふった音はしましたが︑︿略﹀︒﹂

﹁わるい子どもが大ぜい もくぞうけんちくぶつ ﹇木造建築物﹈

十42図

まその杖をもぎ取られ︑かへりの道

まうせん
が知れません︒﹂

︽一

六623露原

り田園よく開けて︑毛積を敷けるが
﹇燃立﹈︵五︶1
︿略﹀︑海とをかとにおし立て

もえたつ

如く︑白壁の民家其の間に黙在す︒
もえた・つ
︽ーッ︾

五751

モエル

た何千本の赤はだは︑まるで火のも
﹇燃﹈︵下 一 ︶ 2

えたったやうに見える︒
も・える

五605 昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル

エル︾

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

バンギ

十ニー36

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ

シタ︒

上二王ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒

リュウコツ

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

十一一585図

︿略V︒

林より伐出す木材の集散地なれば︑

安東縣は鴨緑江附近の森 ス ︽ースレ︾

五606 昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル
シタ︒

もが・く ﹇腕﹈︵五︶一 モガク ︽i
イ︾

枝ニヒツカ・ツテ︑イクラモガイテ

五736 カハイサウニ美シイ角が木ノ もくしつ ﹇木質﹈︵名︶1 木質
モハヅレマセン︒

もくはん▽もし
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ばらくたつと︑︿略﹀︑水の上
﹇目礼﹈︵サ変︶1

禮する ︽ーシ︾

もくれい・する

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其
木版

へ出てきます︒

﹇木版﹈︵名︶3

の目的は達し得らるべき︒
もくはん

十219 活版は︿略﹀︑同じ活字を何

目

六137

モシ列ニハナレルヤウナコト

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑
スグ八二加ルノデアル︒

﹁私タチノサビルノハ皆人

ガ使ハナイカラデス︒モシセイ出シ

六287園

テ使ツテクレサヘスレバ︑鐵ハイツ

歌が終ると︑紳士はバイオ

デモ光ツテヰマス︒

十二8410
リンを老人に渡し︑目禮して何年へ

度でも組立てて使へる︒木版では一
か行った︒

若シ

モシ病ニカ・リテ早ク死

力大陸に着くべし︒

これ世界の圓きがためにし

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

八804図

く程出嚢嵩に遠ざかるべきはずなら

ずや︒

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

八912圏

若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

事胆管ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

砲聲・塁壁ガツ．・クヤウナラ︑我が

八914園

若し其の關所をよけて︑わき

軍が苦戦シテヰルト思へ︒

九373

其のものは重い罰を受けた︒

ナラン︒

﹁若し明日中に水のある

若し空氣なからんには︑

若シ今ノ世ニモナホカ・ル

其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑

事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

九881図

と能はざるべし︒

︿略﹀多くの生物は其の生を保つこ

九661図

し︒﹂

胃の中の水を飲むより外なかるべ

所に着かずば︑平内を殺して︑其の

九476図囹

箱根山ヲ見下サバ︑︿略﹀︒

九412図若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ

ダシキニ驚クナラン︒

ヲクラベ見バ︑世ノ轄攣ノ如何二三

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

昔ヲ知レル人︑若シ菖道ノ

道を通る様なことをすれば︑︿略﹀︑

我若し食物をこなす事な

九406図

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ

モシ手ガナカツタラ︑ドノク
又若し外の雀が見つけると︑

くじゃくはく略V︒大きなも

らるべき︒

諸君若し我に食物を送る

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八714図圏

へっかへる程である︒

せたら︑座敷一ぽいになって︑天井

のになると︑若し家の中でひろげさ

八589

すぐ蹄ってしまふといふことだ︒﹂

よってたかっていぢめるので︑︿略﹀︑

八217囹

ラヰ不自由デセウ︒

七255

シ︒

ナバ︑君ノ御タメニハ不忠ノ臣トナ

七69図園

おとし物でもしたのか︒﹂と︑︿略﹀︒

みる︒もしおなかでもいたいのか︑

﹁なんでそんなに泣いて

枚々々彫らなければならぬから︑其

目録

もし

六607圏園

の自由がきかぬ︒

もくろく

二目1 モクロク

十二目1 目録

若し

﹇若﹈︵副︶39

もこう且Vいおりもこう
もし

よ一は心のうちで︑も

八722図圏

ために働きたりといはば︑我もまた

八759図我等若し汽船に乗りて︑我

九884図

諸君を養ふために勢したりといはん︒

が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

﹁あ＼︑あぶなかった︒も

行かば︑凡そ二週間の後にはアメリ

五488園

し君が居なかったら︑僕は死んでし

更二乙ノ農夫ノ所二行カザルベカラ
まったのだらう︒﹂

︿略V︒

しこれをいそこなったら︑生き
てはみまいとかくごをきめて︑

四807

ニー95 モシナツデアツタラ︑ド
ンナイロヲツケタデセウ︒

モシ

十222 又活字は何時でも直に植ゑる もくろく ﹇目録﹈︹課名︺1一 モクロク
ことが出遊るが︑木版では一枚つつ
彫るから︑手間が病田倍もか＼る︒

木曜

もぐる

︽ーッ

十223 それ故近年は木版が段々すた 三目1 モクロク
四目1 もくろく
れて︑活版を用ひることが多くなつ
五目1 もくろく
た︒
六目1 もくろく
もくはんずり ﹇木版刷﹈︵名︶1 木版
七目1 もくろく
刷
十214 是は活版刷の本の造り方であ 八目1 もくろく
九目1 目録
るが︑この外に木版刷の本もある︒
十目1 目録
﹇木片﹈︵名︶1 木片
八395図箱ハウスキ木片ヲ折り︑其 十一目1 目録
もくへん

﹇木曜﹈︵名︶1

ノ 上 二 紙 ヲ 張 り テ 造り︑︿略﹀︒

もくよう

﹇ 潜 ﹈ ︵ 五︶3

六378十二月十四日号木曜 雪
もぐ・る
︒ーリ︾

三404うが川の中でさかな
おもふと︑すぐに 一びき

を とって ゐました︒今もぐつた
か と

くはへて︑ でてきます︒

三408それをたべると︑またす
ぐ に もぐります︒

まに なって︑下へもぐって︑し

三491かへるはく略﹀︒又さかさ

685
もじ一もちいる

ズ︒

十96図 故に若しみだりに森林をき
り荒す時は︑敷時間の暴雨にもたち
ま ち 大 水 出 で ︑ ︿ 略V︒

﹁汝長大ニシテ︑劔．ヲオ

ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒若シ勇

十252嬉野

氣アラバ我ヲ殺セ ︒

十476図 若し此の模様に種々の色ど
りを加ふるときは︑一層其の美しさ
を増すべし︒

十﹇103 若シ一人ノ手デ製造スルナ
ラバ︑一包三鏡ヤ三鏡五厘二黒ツテ

して︑産業の襲達︑風俗の改善︑人

事業を起し︑若しくは青年會を組織

﹇若﹈︵副︶1

︿略﹀︒

若しや

と︑屋敷のまはりを見まはって︑

起きて︑若しや白雀が居はしまいか

八226次の朝農夫はいつになく早く

もしや

心の章動にして︑︿略﹀︒

心の作興に務むるが如きは︑皆公共

れて置けば︑水を取換へなくても金
﹁︿略﹀︑若し向ひの山

魚は割合に長く生きてみる︒
十二278図園

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

︿略﹀思へらく︑若し欧

城を出でたりと知れ︒

十二757図

門司

門司

てうせん

文字

マヅタベラレルモノニハ︑コ

﹁︿略﹀︑もちやだんごの

むねあげぬさの前にはおみ

あんは何で作るのですか︒﹂

四337囹

六744

間もなくむねの上からもちを

きやもちや魚がそなへてあります︒

投げると︑大ぜいがあらそってそれ

六748

たなのもちひくねずみの音

を拾ひました︒

七122圏

酒やすや醤油も︑めしやもち

も︑ふけてのきばに雪降積る︒

七645

やくわしも︑水がなければ出双ない︒

ルク ︽ーク︾

もちある・く ﹇持歩﹈︵四︶1 持チア

九887図︿略﹀︑魚ヲ米二取換ヘント

おほかみ

バ︑更二丙丁ノ農夫二談ゼザルベカ

テ︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタリトセ

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

ヨ︒︿略V︒乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズ
や

ラズ︒カクテ持チアルク中馬匹︑其

し

ナポレオンがモスコーよ

もち﹇▽お

デコシラヘタモノデスカラ︑

ナル

︽ーレ︾

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

もちいな・る ﹇土壌﹈︵下二︶1

ル・ナリ︒

キハ︑今更二其ノ便利ナルニ驚カ

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト

レタレバ︑サ程ニハ思ハザレドモ︑

八385図

用ヒ

り退軍せし時︑露西亜の狼は行く

﹇餅﹈︵名︶8

ながもち
もち

もち・かがみもち・ひしもち

イテハイケマセン︒﹂

キニ至ルベシ︒

ノ魚心腐リテ︑一合ノ米ニモ換へ難
︿略﹀︒

く雪中に倒る﹂封禅の跡を追ひて︑

ろ

十二658図

︹地名︺一

ノモアレバ︑︿略﹀︒

七763

モスコー

リ︒モヅクナドガアリ︑︿略﹀︒

ンブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・ノ

七75一

若し家内に至当病等に もずく ﹇水雲﹈︵名︶2 モヅク

羅巴より西へ向って進まば︑印度に
し な
達する前︑日本又は支那に到着する
ならんと︒

十二908図

か＼るものあらば︑︿略V︑世間へ封

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

じ

モスコー

若し公衆の間に︑規則を

しても相同まぬ次第ならずや︒

是等文明の利器も其の運用を全くす

十一一9910図

悔いて︑其の過を再びせざらんこと

十一699図 若し過あらば︑深く之を

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

をちかふべし︒

ること能はず︒

の中の一人若し十分を後るとせば︑

﹇門司﹈︹地名︺2

も

﹇文字﹈︵名︶2

モチ

門司にて乗船し朝鮮海峡 もち ﹇持﹈﹇▽あいもち・こころもち︒

門司

るときは︑帝國墨汁の協賛にあらず︒
も
じ

もじ

約二日間にして大連に着す︒

を過ぎて︑黄海を西北に航すること

十二544図

十一19図

もじ

十一709図例へば六十人の集會に其 十二鵬1図 若し剣劇の決議一致せざ
六十人の時間の損失は合して十時間
となるべし︒

クンバ︑之ヲタスケヨ︒

十一鵬5図園 ﹁我が白丁シタスクベ

が す

十一佃6図囹 若シ不才ナラバ︑君自
ラ之二代レ︒﹂

たる風なく︑常に一といふ文字をだ

十二213 動物はく略V︑炭酸瓦斯を 十165図 く略V︑式部は少しも高ぶり 一一353園 ﹁モチハタイセツナオ米
に知らぬ顔に過したりといふ︒

わき

積み得さ

いろはのいをも

吐出す︒若し之を消費するものがな

十一一柵4図圏

まへぬ身のいつしかに

若しくは
又産業組合を設け︑慈善

﹇若﹈︵接︶1

る︑︿略﹀︑世の人並の文字の敷︒
もしくは

十一一脳10図

んの米はどうちがひますか︒﹂

おもちいる

四308園﹁もちにする米とごは
四
446園 ﹁人の死んだ時などの
おめでたくない時には︑なまぐ

タ︒

二362 ︿略﹀︑モチハ白イトリニ もち・いる ﹇用﹈︵上一︶12 もちひる
ナツテ︑パツトトンデイキマシ
用ヒル 用ひる ︽ーヒ・ーヒル︾﹇▽

ければ︑空氣中には炭酸瓦斯が段々
に増加し︑︿略﹀︒

十二221 若し炭酸瓦斯を供給するも
のがなければ︑空氣中の炭酸瓦斯の
分量が著しく減っ て ︑ ︿ 略 V ︒

十二229 若し其の中に青い水草を入

もちう一もちう

686

さものをもちひないことがお
ほいのです︒
﹇用﹈︵上二︶51

いのを用ひる︒
もち・う

六543図

せもちう

用フ

用ふ

ニモノヲスルニモ砂糖ヲ用

︽ーヒ・ーフ・ーフル・ーフレ︾←あわ

﹁︿略﹀君タチノ仲間ヨリモ︑僕ラノ

七464園西洋紙が日本紙岸向ツテ︑
仲間ノ方ガヨケイ国用ヒラレルヤウ
九309 蒸氣機關は︿略﹀︑初の中は
用フルモノハ松ト杉トニシテ︑︿略﹀︒

栗・ケヤキナドアリ︒モツトモ多ク

六674図材木ニハ松・杉・ヒノキ・

フルコトアリ︒

たゴ水をすひ上げる爲に用ひる位で

ニナツタカト思フ ︒

あった︒

六678図義理デンシン柱四望ヒ︑又

船ヲ作ル旧習フ︒

九30！0 蒸密議關は︿略﹀︒始めて之 六677図松・杉・ヒノキ・ケヤキハ
を船に用ひて汽船を造ったのは︑刻
板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑
メリカのフルトン と い ふ 人 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑馬車鐵道をこしらへよ

ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ル丁目フ

九342
ルコト多シ︒

又近ごろは職場にも犬を用

がさしむるに適す︒

七636図

ひて︑たふれたる兵士をさがさしむ
といふ︒

八63母材は皆ひのきの白木を用ひ︑
金色の金物きらくと日にかゴやけ
り︒

﹁︿略﹀︑総べテ物ハ破レ

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八182図園

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若
キ者世知ラセントテカクスルナリ︒﹂

マツチハ︿略﹀︒我が國ニ
テハ︑初ハモツパラ輸入品ヲ用ヒタ

八406図

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

リシガ︑︿略﹀︒

八544図

シ︒．

九949図次の門を唐門といふ︒木材

︿略﹀︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑

は一切唐木を用ひたり︒

吟唱外二兵ヲ用ヒテ︑遂二高祖ヲシ

十259図

眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

テ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒

自ラ花円敷十種ヲ織出シ︑︿略﹀︒

十434図

十451図第一圖は縦の線のみを用ひ︑

第一圖は縦の線のみを用ひ︑

第二圖は横の線のみを用ひ︑︿略﹀︒

第二圖は横の線のみを用ひ︑︿略﹀︒

十452図

十452図 ︿略﹀︑第三圖は斜の線のみ

を用ひたるものにして︑第四圖は縦

・点耳様の線を用ひ︑︿略V︒

を用ひたるものにして︑第四圖は縦

十454図 ︿略﹀︑第三圖は斜の線のみ

うといふ話があったが︑スチブンソ

奉りテ功アリシカバ︑天皇重ク用ヒ

十4510図

曲線は直線よりもやはらか

線を用ひ︑︿略﹀︒

の線を用ひ︑第六圖は縦・斜雨下の

十455m図 く略V︑第五圖は横・斜爾⁝様

線を用ひ︑︿略﹀︒

の線を用ひ︑第六圖は縦︒斜爾⁝様の

十454図 く略V︑第五圖は横・斜 下様

・横雨様の線を用ひ︑︿略﹀︒

テ大臣トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

墓所にて火吹竹を云ふも︑

ハコ・ヲケ・タルナドヲ作ルニ用フ

九656図

氣を送りて︑火の勢を愚ならしむる

かち屋にてふいごを用ふるも︑皆空

爲にして︑︿略﹀︒

六685図桐ハヤハラカクシテ弱キ木

ルコト多シ︒

六681図杉ハデンシン柱二等ヒ︑又

ンの獲明した汽車を用ひて見ようと
い ふ こ と に な っ て ︑︿略﹀︒

十224 それ故近年は木版が段々すた
れて︑活版を用ひることが多くなつ
た︒

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテ冒用

貨幣トシタル物品ハ︿略﹀︒

責ル・買フ︑財産ノ財︑貨

なる感覧を與ふるを以て︑曲線を用
ナ

幣ノ貨等ノ字ノ一部二七ノ字アルハ︑
シ

宮等ノ造螢二用ヒタル銅ハ︑大抵此

十612図

ふれば︑更に美しき模様を得べし︒
トウセウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照
トイフ︒

ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイフ︒

明治二十年頃︑新式ノ機械

ヲ用ヒシ以來︑大イニ人力ヲ省クコ

銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル 十617図
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少

九904図

トシテ金銀ヲ用フ︒

九896図

今ノ文明諸道ノ貨幣ニハ主

支那ノ古代二貝ヲ用ヒタルが故ナリ

九895図

トアリ︒

貝・毛皮・穀物・牛馬ヲ用ヒタルコ

九893図

ヒラレザレドモ︑︿略V︒

・タンス・ハキモノナドヲ作ルニ用フ︒

六687図桐ハ︿略﹀︑ツクエ・本バコ

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十﹇659 又魚類や野菜乱軍其ノ季節
モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

犬は︿略﹀︒︿略﹀︒又その

もって︑かりに用ひて︑えものをさ

鼻はよく物のにほひをかぎ分くるを

七623図

・皿・はちの類は︑︿略﹀︒

七352図我らのつねに用ふる茶わん

ナリ︒

タンスナドヲ作ルモノハサシモノシ

ノハダイクニシテ︑ツクエ・本箱・

六692図

十︻661 日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑
此のオンドルがある爲に︑

アキ易ク︑身膿ノ爲ニモヨクナイ︒
十一研10

上衣と股引は冬でも多．くは

普通の家では冬でも夜具を用ひない︒
十一期7
白いのを用ひる︒
はかま

十一鵬8 女は短い上衣を着て︑西洋
婦人の用ひる様なゆるやかな袴を着
ける︒

十一㎜5 きせるは身分の高い人弓長

687
もちかえる一もつ

トヲ得テ︑︿略﹀︒

ガヒテ獲達ス︒

十782図 又筋肉ハ之ヲ用フルニシタ
十808図 男子も女子も寒き時は犬の
皮などにて造れる羽織の如きものを
用ひ︑︿略﹀︒

十一棚5國国

︿略﹀︑本島の開拓は

劉多肉ク孔明ヲ信頼シ︑

我々口早の最も力を用ふべき所に候︒

十一麗8図
︼々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑關羽・張
子等ノ諸將之ヲヨロコバズ︒

もちこめ

﹇精米﹈︵名︶2

もち米

ノハシヲオモチナサイ︒

U7園サア︑ミンナデーポン

ヅツモツテ︑キミガヨヲウタヒ

﹁もうすぐお正月です

から︑もち米をよういしなければ

マセウ︒﹂

四304園
なりません︒﹂

︿略﹀︑タヤハタケヲタク

二382園

タ︒

ハシヲモツテ︑︒コハン

サンモツテヰタ人ガアリマシ

R

ツテ︑ウチヘカヘツテ︑︿略﹀︒

四312園 ﹁おもちにするのはも ニー9一 オハナハモミヂノハヲ
ち米といふ米です︒ごはんの
一マイヒロヒマシタ︒ソレヲモ
米はねばりけがすくないから︑

孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

持出す

五月・六月實がなれば︑枝

﹇持出﹈︵五︶1

盆く心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ

十一悩1図

もちだ・す

蓋シテ攣ラズ︒

何れの家にても卵を費れ

おもちにはなりません︒﹂

十一擢2図

五283圏

ヲタベサセテクダサツタノハ︑

︽ーサ︾

からふるひおとされて︑きんじよの

ば︑其の代金にて一年中用ふる塩・
天霊芝に用ふる普通の符

五396

︿略V︑添い物は一しょにここ

おはなは戸だなの中から一ば

どうして釜のやうな重い物

その釜は私が前から持って

この釜はお前の物にちがひ

かばんを持って走って行く人

あるまい︒さっそく持ってかへれ︒﹂

五264園

みたのでございます︒﹂

五253園

が持って行かれませう︒

五251園

ん大きなさらを持って來ました︒

五205

までもって望ました︒

五134

ス︒

ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ

四518海鼠ヰタ時ヨリモ︑今

中につつんであります︒

三377 がくかうへもって行くも
のは︑みんなこのふろしきの

モツテヰマス︒

ワタクシバ本ヲ五サツ

ドナタデスカ︒

星行ク︽一

二482

町へ持出され︑何升何合はかり責︒

醤油を買ふに鯨あり︒

十ニー97図
りんしゃうじよ

號は左の如し︒

十二387図 ︿略﹀藺相如といふ賢臣 もちぬし ﹇持主﹈︵名︶1 持主
しん
あり︒重版秦に干して功ありしかば︑
十一927図 く略V︑費家の持主五人は
各其の家の費れざらんことを恐れて︑

モチノマト

孚ひて其の債を低くすべし︒

︹課名︺2

﹇難行﹈︵四︶1

我が國ノ紙幣ハ︿略﹀︑一
圓・五圓・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

九912図

カ︾

もちゆ・︿

ニ目4 十四 モチノマト
ニ331 十四 モチノマト

もちのまと

或時齊の野景公に告げ

趙王厚く之を用ふ︒

十一一948図囹

て曰く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を
危くすることあらん︒﹂と︒

一一

一一

十一87図 働蜂の武器は髄の後方に
ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防
禦にも常に之を用ふ︒

マナヅル

軍事上に用ふる車には︑
しちよう
砲車・材料車・丁重車身種々あり︒

十一2810図
テイ

ヒバリ カサヘギカリガネオホトリキジカモメウヅラ

十一314図 水雷艇ニハ千鳥・眞鶴・

雲雀・鵠・雁・鴻・雅・鵬・鶉・

サギ

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ヒタリ︒

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ 成ルベク債ノ安イモノ

十一652 材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑
ヲ求メ︑ソレヲ成ルベクスタリノナ
イ檬二用フベク︑︿ 略 V ︒

十一678図 人生七十年と見るも六十

孟子の幼時母は深く意を
其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

十二964図

際修學及び業務に用ふる時間は僅か

て︑一二度其の居を遷せりといふ︒

萬時間に過ぎず︒其の内く略V︑實
に二十萬時間を越えざるべし︒

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑

十一935図例へば靴を用ふること流 十二鵬9図 まして威力を以て強制し︑
画して︑買手にはかに増すときは︑

モ金貨ト交換スルコトヲ得ベシ︒

︽ーチ・ーッ・ーツ・ーテ︾

﹇▽おもちなさる・がっこうへもってい

持ツ持つ

持錦る も・つ ﹇持﹈︵四・五︶37 モツもつ

働蜂中には蜂の集め來る

﹇持帰﹈︵四︶1

之ヲ日本銀行二持行力バ︑何時ニテ

︽ーラ︾

もちかえ・る

︿略V︒

又は之に左右せらる＼が如きは︑

︿略﹀︑錬の群をなして

靴の債はにはかに高 く な り て ︑ ︿ 略 V ︒

十一993熟覧

海岸近く寄誤る時は︿略﹀︑特殊の
たも
網を用ひずとも︑摸網にてすくひ取

十一610図

一48．2

くもの・ささげもつ

るを得る程にて︑︿略﹀︒

りて持去らざるものあれば検査掛は

蜜を検査する検査掛あり︒︿略﹀︒怠

ヲモツカラ︑アナタハンチラ

ワタクシガコチラノハシ
拓に力を用ひたるは主として五十度

内に入るを許さず︑︿略﹀︒

十一伽9富国 ロシヤにて早くより開
以北に候︒

R3

もっこうば一もっとも
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もあります︒

五722園 角ノアルケモノモタクサン
知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ
モツテヰルモノハナイヤウダ︒

五772 手にはかりに使ふ弓矢を持つ
てるる︒

石を持って予て︑力まかせに投げつ

六236 その時一人の子どもは大きな
けました︒

八146

かういふやうな色々な美質

マクドナールは此の隊の司

木工場

工場ニハ色々アル︒鐵ヲ鍛

﹇木工場﹈︵名︶1

十八ー28

もっこうば

つた勇奮である︒

令官で︑突貫將軍といふあだ名をも

十︸57一

た上︑︿略﹀雇ふことに致しました︒

をもってみることをよく見定めまし

大工ハノコギリ︑左官ハコテ︑． 十376園

石屋ハノミ︑カヂ屋ハッチ︑仕立屋

ハ針︑ソレぐノ道具ヲ持ツテ︑メ
︿略﹀︑畑もたくさんもって︑

イくノ仕事ニカ・ル︒
八191

牛もたくさんかひ︑何不足なく暮し

その中に下男が褻俵をかつい

てるた農夫がありました︒

八239

フ鍛工場モアレバ︑︿略﹀︑又木製ノ

以てn▽まず

で︑裏門から出て來ました︒︿略﹀︒

﹇以﹈︵接︶2
もって・をもって

もって

器具類ヲ製造スル木工場モアル︒

で︑其のかたに持って行かうとする．

此の男は居酒屋に酒代の借があるの

の中に︑秀吉を日本國王にするとい
のです︒

六517 ︿略﹀︑その使のもって以た文
ふぶれいなことばがありました︒

﹁ナルポド銅ハタクサンア

二立ツモノハ鐵デセウ︒

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑ソレヨ

六271園

リモツトタクサンアツテ︑モツト役

﹁小包郵便は二百匁までは

二立ツモノハ鐵デセウ︒

︿略﹀︑八鏡でよいのです︒近い所な

七528園

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

らもっと目方がふえても︑四銭で送

れます︒

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七743

きものは殆ど齢す所なし︒

草根を始め︑凡そ取って以て食ふべ

に敷へられるが︑家畜としてもっと

る獣である︒︿略V︒是等も家畜の中

犬と猫は最も多く家に飼はれ

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

みる︒弓張を持って走る人が︑後か

十838

ら後からとつゴいて飛んで行く︒

六855図圃 九つとや︑心はかならず 八417 火のこが花火のやうに散って 十二696図 過ぐる庭の沿路︑乱読・
高くもて︑たとひ身分はひく﹂とも︑

名を後世にあげて︑以て父母をあら
もっと

る︒

來ない︒

もっとも

﹁お前のいふことはまこと

お前の残念がるのももっと

で進んで功名を立てる様なことは出

もだ︒併し今の職箏はく略V︑一人

九225園

ちがひあるまい︒

にもっともだ︒この釜はお前の物に

五262圏

もっとも ﹇尤﹈︵形状︶2

制

﹁ソンナニ少シヅツノ

モツト

はすは孝の終なり︒﹂

︵副︶8

四692園

マナイデ︑モツトタクサンノン
汽車が文太郎ノ行ク町ヘツイ

ダラ︑早クナホリマセウ︒﹂

五456

童女︑文太郎ハモツトノツテヰタイ

材木ニハ松・杉・ヒノキ・

最も

ケレドモコノ足ハ細クテ︑ もっとも ﹇最﹈︵副︶69 モツトモ も

ト思ヒマシタ︒

五727園

大切なものは牛・馬・羊・豚等であ

引くとも︒

て名高く︑﹁尾張名古屋は城で持

もっと

中佐ハ︿略V︑左手二軍刀ヲ

トウく山上ノ敵ヲ追梯ツテ︑︿略﹀︒

持ツテ部下ノ兵士ヲハゲマシく︑

八866

シタガヘリ︒

七142園 卸費といふのは品物をたく 八525図 鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御上ニ 十二971図 ﹁身を立て︑道を行ひ︑
さん持ってるて︑小費店へ大口に費
渡すことで︑︿略﹀︒

七254 取ル・拾フ・握ル・持ツ・投
ゲルナドハ毒手ノハタラキデス︒

つ︒﹂とうたはれたり︒

七256 モシ手ガナカツタラ︑ドノク 八948韻 名古屋は此の城あるにより
ラヰ不自由デセウ︒ハシヲ持ツコト

身も︑それぐの務をもてり︒

つかとなり床となる

モ出來マセン︒

ことはない︒武士としてはあのくら

七403園 ﹁あ㌦︑金がない程残念な 十144心添園

是程の才學をもちながら︑

六673図

つとも

十164図

イカニモ弱サウニ見エル︒出監ルコ

みな馬をもつて見た い ︒ ﹂

トナラ︑モツト太クテ強イ足ガホシ

最モ

式部は少しも高ぶりたる風なく︑

七415囹 これまで貧しい暮しをして

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑ソレヨ

このやうに水はわれくの生

活にもっとも大切なもので︑水がな

七654

用フルモノハ松ト杉トニシテ︑︿略﹀︒

栗︒ケヤキナドアリ︒モツトモ多ク

︿略V︒

イモノダ︒﹂

十347

︿略﹀︑知名の人の手紙を持つ

みるのに︑こんな大金を持ってるる

リモツトタクサンアツテ︑モツト役

六268園
ふ御見込で︑あの青年を御用ひにな

て來た者も大勢あったのに︑どうい
つたのかとたつねた︒

﹁ナルポド銅ハタクサンア

なら︑なぜあると＝三口いはなかつ
た︒﹂

八85国電友よ︑來よ︒手かごを持
ちて︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒
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もっとも一もっとも

ければ︑生きてみることは出頑ない︒
えたるは紫式部と清少納言となり︒

れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

オホイダ

兵器は軍人のたましひに

山・廣島・福岡・大分等ノ諸縣ニシ
テ︑︿略﹀︒

十567國囲
候へば︑其の手入は最も念入に致し
候︒

我が國は火山國にして︑全

鯨は獣類中研も大きなもので︑

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子
等ナリ︒

十675
︿略V︒

十732図

騙逐艦ハ艦式量モ輕ク︑

速度最モ大曲シテ︑︿略V︒

十一345図

他人ノ歓心ヲ買ハントシ

霧降瀧は︿略﹀︑三論布
きいのくにな

ち

紀伊國那智山には四十八
瀧あり︒最も大なるは第一の爆布に

十一768図

中塗も美観を以て聞ゆ︒

十一767図

なるは華嚴にして︑︿略﹀︒

を日光の三大爪調と滅す︒最も壮観

十一7510図中にも華嚴・霧降・憶見

ヤシムベシ︒

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

十︸541図

速度最モ大潟シテ︑︿略﹀︒

十424図花錘ヲ最モ多ク産スル一斗 十一345図 駆逐艦ハ艦腔最モ輕ク︑

八577 目の最も恐ろしげなのは︑わ
し・たかの類で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑からだの割合に目の最

も大きいのはふくろふ・みみつくな

八581

どである︒

八729図 虎ト猫トハ最モヨク相似タ
ル獣ナリ︒

る都會をニューヨークといふ︒

八766図此の國にて商業の最も盛な 十607図 我が國銅山ノ中田テ最モ盛
八776図 首府ロンドンは世界の都市
中にて︑人口最も多きところなり︒

来意も美しき都なり ︒

八783図 首府をパリーといひ︑世界

して︑高さ八十鯨丈と質す︒

の

ながら

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

國到る庭に温泉あり︒︿略﹀︒中にも

み

我が國ノ機械工業中最モ
かくて其の家の便は段々

かくて其の家の慣は段々

帝國領の中部クスンナ
イとマヌイとの間は最も狭く︑且山

十一982國国

其の家を責ることを導べきなり︒

安くなりて︑最も償を低くしたる人︑

十一929図

人の手に渡るべきなり︒

高くなりて︑最も高き償をつけたる

十一924図

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑︿略﹀︒

十一836図

飼は最も名高く︑︿略﹀︒

十一792図

八933図 東海道の旅行中︑最も多く

ほ

と︑我が國にては古來煙く諸所に行

か

最も世に知られたるは︑西に道後・

はれたり︒中にも美濃の長良川の鵜

い

有馬︑東に箱根・熱海・伊香保等あ

あたみ

衆人の目をひくものは︑富士山と名
り︒

な

犬と猫は最も多く家に飼はれ
し

隣國の支那人は最も多く豚肉
鳥類の中で家畜として最も多
分業法二依ルト︑人々が其
我が國に最も普通なるは
戦艦ハ軍艦中春モ優勢ナ

脈低くして︑︿略﹀︒

イとマヌイとの間はく略V︑東西の

巡洋艦ハ軍艦中豊モ任務 十一983囲囲 帝國領の中部クスンナ
ノ多キモノニシテ︑︿略﹀︒

十一324図

ルモノニシテ︑︿略﹀︒

十一318図

荷車・人力車等にして︑︿略V︒

十一254図

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒

十﹁106

く農家に飼はれるのは難で︑︿略﹀︒

十879

を食ふ里民である︒

十869

る獣である︒

十835

古屋城の金のしゃちほことなるべし︒

九247図 歩兵は高徳の主力にして︑
其の敷最も多し︒

九288図 境内ニハ櫻最モ多ク︑春ノ
盛りニハ花ノ愚弄ナ ビ キ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九8910図 是金銀ハ償高ク︑保存スル
ニモ都合ヨク︑︿略 ﹀ ︑ 直 答 ノ 開 園 モ

少キ等︑貨幣トスルニ最モ便利ナレ
バナリ︒

九967図 されば一年中遊覧者跡を絶
たず︑夏の盛りの頃︑秋の紅葉の折
には薫り遊ぶもの最も多し︒
ダエン

十57 葉ノ形ニハ卵形ト書記形が最
モ多イガ︑銭ノ二二圓イノモアリ︑
でう

針ノ様二細長イノモアル︒

十153図 一條天皇の頃には才學すぐ

樺太にて最も有望なる

交通最も便利なる所に御座候︒

十一984囲国

は漁業にて︑︿略﹀︒

我が國ノ造船所デ︑最モ規
ンヤウ

我々國民の最も力を用ふべき所に候︒

十一棚4鳳咽国山 ︿略﹀︑本島の開拓は

十ニー53

又私設デハ三菱・川崎等ノ

ミツビシ

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑

︿略﹀︒

造船所が最モ大キイ︒

十ニー55

ヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル所ナ

十二356図 ︿略﹀︑其ノ席末二列スル

リ︒

十二404図 ︿略﹀︑現に噴火せる火山

就中噴火口の最も大なるを肥後の阿

の敷も全中に於ては五十座を下らず︒

蘇山とす︒
がく
十一一409図 ︿略﹀の五華東より西に

相連りて突起す︒最も東なる根子岳

は七面山とも構し︑︿略﹀︒

耕種に適し︑米・委の栽培は最も早

十一一441園 我が國は︿略﹀︑極めて

く開けたり︒

して其の味最も美なり︒

十二448図我が國の米は品質優良に

十一一453図 我が國の農業中型も開け

﹁農は人の職業中質も

ざるは牧畜の業なり︒

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

十二473図園

なるものなりQ﹂

十一一473図園 ﹁農は人の職業中最も

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

もっぱら一もと
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なるものなり︒﹂

十二474図心 ﹁農は人の職業中里も
健全︑最も高貴にして︑又最も有盆
なるものなり︒﹂

も重し︒

等につきては︑主婦たる人の責任最

ノ製作二工夫ヲコラセシガ︑︿略﹀︒

麺ノ改良心志シ︑先ヅ之ヲ織ル機械

海防艦ハ專ラ自國ノ沿岸

豚はもつばら食用の爲に飼ふ︒

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

十一336図

智徳の最も思懸に嚢達せ 十864

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

十二9510図

十二539図 我が國宇島國ニシテ︑海 十一一鵬10図 まして威力を以て強制し︑

シタ︒

四607 白ウサギガソノトホリニ
シマスト︑カラダハスツカリ

モトノヤウニナホリマシタ︒

︿略﹀︑すぐに大神のお手をと

つて︑お出し申し上げました︒それ

五43

でせかい中がまたもとのとほりあか

本校舎ノ建築ハ質素堅固

るくなったと申します︒

十二365図

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑通

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑

風・採光ニツナガラ其ノヨロシキヲ

外 交 通 ノ 便 覧 モ 多 ク︑︿略﹀︒

又は之に左右せらる＼が如きは︑自

私はもと雨の一しっくです︒

てうせん

日本中を平げて︑後には朝鮮

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ

六436

休んでゐましたが︑︿略﹀︒

そらからふって︑山の木のはの上に

五85

治の精神に反すること最も甚だし︒

孟子これより感奮・勉働

人は︑もとはいたって身分のひくい

七669団

一昨年つぎ木をしたわか木

人でございました︒

奪の世に在りて︑專ら聖人の道を講

市町村長・議員等を選墨

持て饒

元

﹁自分は今こそこんな小刀

かくの如く日本を出で︑海

﹁我等には元八人の娘あ

ば︑又元の日本に蹄り來る︒

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八802図

は人に知られた刀かちで︑︿略V︒

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八334圏

もよほどよろしうございます︒

る分にくらべると︑實も大きく︑味

に︑もうこんなに大きなのがなった
︽一

︿略﹀私交上の關係をさしはさむべ
もつる

のでございます︒︿略﹀︒もとからあ
﹇纏﹈︵下二︶1

﹇持余﹈︵四︶1

を︑たくみにさばきてもつれしめず︒

握り︑右往左往思ひくに浮沈する

鵜を使ひ︑十二條の細なはを片手に

十一807図鵜匠は一人にて十二羽の

レ︾

もつ・る

からず︒

するには專ら其の人物に重きを置き︑

十二佃6図

ぜり︒

して遂に一世の大家となり︑戦些事

十一一969図

キヲ置キ︑︿略V︒

得︑專ラ教授ノ便ヲ計り︑實用二重

は道幅狭く︑車馬街上に満ちてく略V︒

ず︒

上元帥より下一世に至る

まで︑官職の高下︑就職の新奮によ

十二

3図

も適任なる人物を選出せざるべから

平無私の精神を以て参政の公職に最

︿略﹀︑一般選墨人も亦公

十二603図上の中央最も繁華なる虜

とゴきて︑︿略﹀︒

十一一619図 街路は掃除最もよく行き 十二佃4図

は伯林にして︑市街の隅々通ぜざる

十二634図 電車の便の最も開けたる
庭なく︑︿略﹀︒

信義は人と交り世に庭す

りて上下の分別最も正し︒

十二稲6図

るに於て最も大切なる事にして︑
︿略﹀︒

平常質素を旨とすべきは

モツパラ

マツチハ︿略V︒我が國ニ

もてあま・す

うなぎ

す

もと

た残りの一人をも食はんとす︒

毎年來りて︑我が娘を三食ひ︑今ま

りしが︑此の地に︿略﹀大蛇あり︑

鰻をくはへてくちばしに 九27図囲

﹇元﹈︵名︶16

し︒

もと

四515今ハ死ンデヰマスガ︑モ 九421図 噴火一タン止ミテ後︑其ノ
噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ
ト入海ノ中デオヨイデヰマ

モト

巻附かれ︑持て齢して見ゆるもをか

︽ーシ︾

リシガ︑明治八年ヨリ内地ニチモ之

十﹇821図
工兵は陣地をきづき︑道を
開き︑橋をかけ︑鐵道を造り︑電信

九251図

ヲ製造スルニイタレリ︒

テハ︑初ハモツパラ輸入品ヲ用ヒタ

八405図

も

修身・庭世の上に於て何人にも最も

十二描8図

﹇専﹈︵副︶8

大切なること言を待たず︒
もっぱら

十二641図 英國は國會の最も早く開
け た る 國 に し て ︑ ︿略﹀︒

十二648図 ルーブル博物館は名書・
古彫刻最も多く︑美術博物館として
世界無比の名あり︒

き程の大建築物なし︒最も人目を引

十二652図 伯林には世界にほこるべ
くものは國會議事堂なりといへども︑
︿略﹀︒

移住を見るはく略﹀レミングと醒す

十二686図 一定の季節に最も多敷の っぽら 專ラ 專ら
る地鼠の一種なり︒

十二746図 ︿略﹀︑十四歳の時より既

に航海業に從事せるコロンブスは最

十一一913図男子は外に出でて不在勝

を通ずる等︑もつばら技術の事にし

も熱心に之を考へ居たり︒

のものなれば︑幼見は母の感化を受

たがふ︒

明治九年頃ヨリモツパラ花

くること最も多し︒

十二915図 く略V︑子供の行儀・作法 十426図
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もと一もとむ

リ︒︿略﹀︒是等ノ 山 ト 元 ノ 噴 火 ロ ノ

木曾の檜よ︑

マハリノ山トノ間二水ノタマリタル
﹁我え元

吉野の杉よ︑

うなじユ一 ま き て ︑ 峯 高 く

モノハ盧ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒
き そ
ひのき

白雲を

十118図嚢園

﹁我え元

空ユ一そびえき︒﹂

十121図説囹

良木の 花をよそにて︑霧深き 谷
間ユ一立ちき︒﹂

たんぱ
﹁我え元 丹波の松よ︑

山こむる 霞を後ユ︑いかだして

十124図翻園

都に來けり︒﹂

六197図
トス︒

花ユねてよしや吉野の

まくらのもとユ石走る音︒

重サヲバカルニハ貫ヲモト 十一32買受
よし水虻

一般人民の出丸・郡・市

昌運の獲展を期するは一なり︒

るも︑一に此の精神に基づくべく︑

・町村會に於て市・町村長を選墾す

町村會議員を選定するも︑︿略﹀︑市

十二鵬2図

先づ幾條かのや＼太き綜を渡し︑之

七265手ハスベテノ仕事ノモトデス︒ 十一882図網を張らんとする時は︑
を本として︑次第に細き綜をかけ︑

︿略﹀︑信長は大そう感心して︑

しかして萬機公論に決す

これが一豊の出世のもとになったと

七443

︿略﹀︒

十二鵬1図

るの聖旨に基づき︑別に帝國議會を

即ち物の債は普通の償を

︿略﹀︒

設けて︑廣く衆議を聴く機關に供せ

数日ノ後︑川成ヨリ﹁見セ 十一946図

いふことであります︒

本として上下すと知るべし︒

八299図

申シ度キ糟出迎タリ︒御出アリタ

十一一524図信用ノ雪覆正直ニアリ︒
く見たるコロンブスの誤は遂に此の

大嚢見を成さしむる基となりしなり︒

一日一二鏡・二銭ヅツニテ

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後引

九763図

もとで ﹇元手﹈︵名︶1 元手

仰言︑御 十二765図く略V︑遂に皇后イサベラ

業ノ元手ノ一部分トモナスコトヲ得

ハ︑齢程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︑家

もとどり も

の知る所となり︑其の保護の下に此

﹇髪﹈︵名︶2

の大探検を行ふに至れり︒

ベシ︒

もとどり

家の牧入を基として︑豫
め其の支出を定め︑衣服・飲食の費

十二921図

メ︾

熊王今はせん方なく︑其

とむ 求ム 求む

︽ーム・ームル・一

もと・む ﹇求﹈︵下二︶7 モトム も

元箱根

もとはこね ﹇元箱根﹈︹地名︺1 硯箱

寛法師と名乗れり︒

くわん

の刀にてもとどりを切放ち︑さて往
しやう
生院に入りて檜となり︑︿略﹀正

十一459図

まさひろ
田小次郎正寛と名乗らせ︑︿略﹀︒

よ︒﹂とて︑もとぜりを上げて︑和

らず︑﹁今日は吉日なり︑元服せ

十一447図︿略﹀︑正儀はかくとも知

とゴり

身分不相當の活計は産を

皆其の範園を越ゆることなかるべし︒

十二924図

十二価2図此の五箇條を行ふも︑結

破り︑家を亡す基なり︒

ガアル︒本ノ方が太クテ︑︿略V︑末

返すぐも服秘すべき大御言ならず

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑
ふくよう

ニナルト︑肉眼デハ見増ナイ十目イ︒

や︒

十73 竹ノ葉ヲ見ルト︑本ノ方カラ
マツ直二幾スヂカノ脈が並ンデ出テ︑

もどす←うちもどす・とりもどす
づく

︿略﹀︑地方自治の精神に

ルハ相同ジク︑︿略V︒

十二撹4図

基づきて︑其の團罷の幸福を進め︑

九40図

内國ノ商業モ︑海外ノ貿 根

︽ーキ・ーク・ーケ︾

本ノ虜カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

十一一512図

十79 モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ もとづ・く ﹇基﹈︵四︶4 基ヅク 基

サキ二言ツテーツニ集ツテヰル︒

させ給へり︒

シ︒﹂ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

きさいの宮の

分煙草のすひがらが元だらうといふ

八448聞けば此の火事は︿略﹀︑多 十二761図く略V︑地球を翻りに小さ
話だ︒

十632図 此ノアタリ︑元ハ山間ノサ 九931純色

散らざ

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

花は千歳も

し

聲のもとに︑︿略Vと︑つかうまつり

十510

らん︒

言の葉の

尾町ハ人口凡ソ三萬ヲ有スルー都門

ビシキ村落ナリシガ︑︿略﹀︑今や足

彼等は一兀は讃み書きも知ら

トナリ︑︿略﹀︒

十823図

葉モアル︒

・尖ツテヰル葉モアリ︑ヘコンデヰル

下

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

ず︑算敷の考もとぼしかりしが︑今

もと

十69

は内地人と同じく︑警み書き・計算
をもなし得るものあ る に 至 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

こんがう

十899図圃 ︿略﹀やみの天地をまた

モト

元の御代に返すは誰が任ぞ︒金剛
﹇本﹈︵名︶22

山下に忠士あり︒

せん

もと

元 本 基←くびもと・こころもと
なし・てもと・ながしもと・ねもと・
のどもと・ひともと・ひのもとっくに

ル︒

︿略﹀︒

に我を此の齋藤別館のもとに預け︑

き者に刀を立てん︒﹄とて︑ひそか

六176図長サヲバカルニハ尺ヲモト 十5410図園畠山は﹃いかでか＼る幼 易モ︑有無相通ズルノ理法三軸ヅケ

・ひもと・ゆもと
トス︒

六188図 カサヲバカルニハ升ヲモト
トス︒

もとめる一もの
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九741圏囲

︿略 ﹀ ︑ 川 上 の 堤 防 切 れ ︑

隣村は大半水中にあり︑救をもとむ
る 聲 か ま び す し く 候故︑︿略﹀︒

人心近ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ

十961図 神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑
シ︒

﹁﹃志士・仁人は生を求

めて仁を害することなし︒身を殺し

十一144図園

リウビ

て仁を成すことあ り ︒ ﹄ と か や ︒

十一慨4図 劉備ハ漢朝ノ末流︑英明
ニシテ大志アリ︒漢朝ノ復興ヲ圖リ︑
シキリニ賢士ヲモトム︒

︿略﹀︒

もとゆい

﹇元結﹈︵名︶一

モトユヒ

モトユヒや水引ノヤウナ︑

のや・えもの・おくりもの・おとしも

はれます︒

トシテ︑マコトニウツクシイモ

三293アタラシイ竹ハアヲアヲ

フ

ハモノヲツツ

の・おりもの・かざりもの・がっこう

タケノカバ

へもっていくもの・かなもの・かなも

ノデス︒

七482圏

三296

フデノヂク︑モノサシ

ほかにまだだいじなもの

が三つあります︒

三382

中につつんであります︒

三378 がくかうへもって行くも
のは︑みんなこのふろしきの

ツタモノガタクサンアリマス︒

エツエザルカゴナド︑竹デ作

三298

ムノニツカバレマス︒

のや・かぶりもの・きぬおりもの・き

の・しなもの・しまもの・じょうもの

や・さいくもの・さしものし・しきも

や・けおりもの・こまもの・こまもの

もの・くいもの・くだもの・くだもの
固

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ
もとより

もとよりすっぽいこのから

﹇固﹈︵副︶6

出來ナイ︒﹂

もとより
固より

・しるもの・すいもの・たからもの・

五285圏

ヨリ
だ︑しほにっかつてからくなり︑し
な

たてもの・たねものや・たまもの・つ

し

にっぽんいちのもの・にもの・ぬりも

けもの・なにもの・なまぐさもの・

そにそまって赤くなり︑︿略﹀︒

支那からは大兵をおくって︑

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

六515

の・のみもの・はきもの・ひとえもの
・べつもの・ほしもの・ほりもの︒み

ゑや︑せんせいの見せてくださ

三385これで本の中のじゃ

兵舎内にては歌をうたふ

い日本兵にはかなひません︒

せもの・みせものこや・みもの・もめ

十572國國

んおりもの・もめんきもののゆらい・

るいろいろなものを見るので

︿略﹀︑走りで岡崎に到り︑家康に見

十一一289図 翌十五日の朝︑勝商は

を吸ふ累累堅く禁ぜられ居り候︒多

事︑︿略﹀︑所定以外の場所にて煙草

す︒

えて援を求む︒

ものるい

やきもの・やきものとぬりもの・やき

十二456図 ︿略﹀︑又衣服の原料も綿

人敷の土入同生活に候へば︑是はもと

物

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

デマセン︒

三233

かたいものにあたればこ

ス︒

マダコノホカニ委ワラ

ノ中ヘハイツテ︑内カラトヲ

四395蜀︿略﹀︑ドンナ時デモ︑コ

ニツカフ物ガアリマス︒

デ作ツタ物デ︑アツイジブン

四376

ニツカフ物ガアリマス︒

デ作ツタ物デ︑アツイジブン

四375

マダコノホカニ委ワラ

オモチヤや色色ナ物ガアリマ

愛ワラザイクニバカゴヤ

デコシラヘタモノデスカラ︑

﹁モチハタイセツナオ米 四128 クリハ ユデテタベテモ︑

より當然の事に候︒

ツ

もの

四373

ス︒

二575 ヨクノフカイオヂイサン
バ︿略﹀︑米ヲツイテミマシタ

イテハイケマセン︒﹂

二354圏

・麻・生綜に仰ぎて︑家畜の毛に求
︿略﹀︑獣類中にも食物を 本学ー08図囲

﹁我が聯合艦隊ガ︿略﹀

むること少かりしによる︒
十一一676図

イ

前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑

濁逸帝國は創建以照年尚

テ︑固ヨリ人置ノ能クスベキニアラ

ミ

求め︑氣候を追ひて︑毎年皿定の季
もとめる

一二天皇陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシ

﹇求﹈︵ 下 一 ︶ 2

節に其の居を移すもの少からず︒
もと・める

ズ︒

十一一656図

ガ︑ヤツパリキタナイモノバカ
リデテ︑ヨイモノハナンニモ

︽ーメ︾﹇▽おもとめあそばす

デマセン︒

・かいもとめる

國に及ばざるものあるは固よりあや

淺ければ︑首府の壮観の未だ英佛二

求メル

を出して︑﹁どうぞこれでその馬を

親類・縁者はもとより︑

しむに足らず︒

十二928園

世間の交際をも外さず︑慈善の事業
モノ

にも鷹分の資を投ずべく︑︿略﹀︒

﹇物﹈︵名︶蹴

呂あさおりもの・あらいもの・あらも

もの

二575 ヨクノフカイオヂイサン
バ︿略﹀︑米ヲツイテミマシタ
ガ︑ヤツパリキタナイモノバカ
リデテ︑ヨイモノハナンニモ

七431 ︿略﹀︑鏡箱の中から民訴の金
一

︿略﹀︑纒濟上蓋リハ︑成ル

幽豆は妻に禮をのべて︑その馬をもと

おもとめあそばしませ︒﹂︿略﹀︒

めました︒

十一651

ベク償ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成
ルベクスタリノナイ様二用フベク︑
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シメテヰサヘスレバ︑アンシン
ナモノデスQ﹂
なことはいたしません︒﹂

パナ物ダ︒

織物トイフ︒

五234園私はよその物をぬすむやう 五714園 ﹁ジブンノ角ハジツニリツ 六336図 絹糸ニテ織りタルモノヲ絹

この釜はお前の物にちがひ

が持って行かれませう︒

五263園
あるまい︒

蝶ハイツ見テモカハイラシイ

モノデス︒

五347
﹁かみなりは古同いもののあ

る所へおちるのだ︒

五473囹

知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ

ナドノアタヒ高キモノハ大テイコノ

木綿糸ニテ織りタルモノヲ

絹織物ニテツクル︒

六347図

麻糸ニテ織りタルモノバカ

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

六346図麻又バカラムシノ糸ニテ織

木綿織物トイフ︒

出來ルコトナラ︑モツト太 六342図
曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道ニ

アル︒ヨクチユウイシタモノデハナ

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

六146

クテ強イ足ガホシイモノダ︒﹂

五728園

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

カラノナイモノバカ 五251園 どうして釜のやうな重い物 五723園角ノアルケモノモタクサン 六337図 着物・羽織・バカマ・オビ

ハイサウナモノダ︒﹂

四405囹

四423園﹁人に物をあげる時
に︑なぜのしをつけるのです
か︒﹂

四433園 のしあはびといふのは︑

あはびの肉をのして︑紙のや
うにうすくしたものです︒

近ゴロバ又マツチトイフベン

ソノホカニ石炭トイフモノガ

ル︒

六186図物ノカサハ枡ニテバカル︒
ル︒

六265囹

シテ見レバ銅ホド三二立ツ
モノハアリマスマイ︒﹂

コレハ大昔ハエテヰ零丁が土 六271園 ﹁︿略﹀︑ソレヨリモツトタ
クサンアツテ︑モツト役二立ツモノ
物ヲニル鍋モ鐵デス︒

フランネル・ラシャ・メリ

リタルモノバカタビラナドニツクル︒

ンスナドノ如ク︑ケモノノ毛ヲツム

六356図

菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ

ギテ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

六538図

塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク

ザルモノ少シ︒

六543図

ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略V︒

六544図塩ト砂糖ト指物ノ味ヲ附ク

塩ト砂糖トハ︿略﹀︑コノ

ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略﹀︒

六545図

ニツノ物ナケレバ︑物ノ味ハウマカ

六272園

ハ鐵デセウ︒

油ニモ色々アリマス︒魚カラ

イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ

塩ト砂糖トハ︿略﹀︑コノ

ラズ︒

ラズ︒

六548図砂糖ハ種々ノモノヨリトレ

シ︒

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

六547図

砂糖ハ種々ノモノヨリトレ

ニツノ物ナケレバ︑物ノ味解ウマカ

六545図

ウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

ソノ他釘や針ノヤウナ小サ

ノ中天ウマツテ︑シゼント奥義並物
五588

トツタモノモアリ︑ケモノカラトツ
タモノモアリ︑シヨクブツカラトツ
タノモアリマス︒

ソノ忍釘や針ノヤウナ小サ
イ物カラ︑キクワン車・垂込ンノヤ

油ニモ色々アリマス︒魚カラ 六275園
トツタモノモアリ︑ケモノカラトッ

シカモソノサビハ大ソウド
クナモノデス︒﹂

六293囹

時々青イ物ヲ出シマセゥ︒

六291園銅ハ人二使込レテヰテモ︑

ウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

タノモアリマス︒

タモノモアリ︑シヨクブツカラトツ

五591

六274園

デ︑︿略﹀︑石炭トイヒマス︒

五583

アリマス︒

五58一

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

五577火バチナド王入レル炭ハ︑木 六194盛物ノ重サハハカリニテバカ

リナ物が出盛テ︑︿略﹀︒

五573

ヤナドニツクリ︑︿略V︒
イカ︒
四436圏 このまん中に小さな物 五562 人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ
六175図物ノ長サバ物サシニテバカ 六351図︿略﹀︑カラムシノ糸ニテ織
リシテタベマス︒
がありませう︒これがのしあは

びのかはりです︒﹂

四508ヨク人ノタベルモノデ
スガ︑ソノママデヤイタリニ
タリシテタベルノデハアリマ
セン︒

五126 やがて重い物が私どもの上へ
來ましたから︑何かと思ったら︑に
もつをつんだ船が通ってみたのです︒

五131 町の中を通る時にきたない物．
をなげつけられるのにはこまりまし
た︒

五132 けれども重い物は皆そこへし
︿略﹀︑輕い物は一しょにここ

づめてしまって︑︿略﹀︒

五133

までもって來ました︒

五143 ナラノ大ブツトイツテ名高イ
モノデス︒

ヒマスQコレハ地ノ中カラシゼント

ランプニトボスノハ石油トイ
ワキ出ルモノデ︑︿略V︒

五598

ツテオヨイデヰルノハ︑マコトニミ

五158 大キナコヒガタクサンアツマ
ゴトナモノデスQ

もの一もの
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ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多
シ︒

松ト杉トニシテ︑︿略﹀︒

六674図 モツトモ多ク用フルモノハ
七134園 たとへば十五鏡で費ってよ
いものを二十鑓といふやうなもので

ゑがきたるものをまきゑといふ︒

七387店ニハ番人が居テ︑買ハウト
何モ買フモノガナケレバ︑ソ

思フ物ハスグニ買ヘルQ

七388
又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

ノマ・カヘツテモヨイ︒

七389
デアル︒

﹁イやく︑君ラバ破レ易

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利

七481園

す︒

高くいふ直段がかけねです︒たとへ

日本紙ハコヨリニシテ物ヲ
モトユヒや水引ノヤウナ︑

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ

七483囹

シバルコトが出來ル︒

七481園

クテ︑少シモ強ミトイフモノガナイ︒

七135園 ねぎられたら引く積りで︑
ば十五銭で士買ってよいものを二十鏡
︿略﹀︑何かあちらでと＼の

といふやうなものです︒
七163国

へて重る物がございますなら︑御ゑ
んりよなくおっしゃって下さい︒
出來ナイ︒﹂

あって︑手紙や品物を配達しました

七534囹昔はひきゃくといふものが

七239図圏時ノ人番町デ目アキ目
クラニ物ヲキ・︒トイヒタリトイフ︒

七609図耳のたれたるもの︑立ちた
るもの︑︿略﹀︑↓々敷へがたし︒

るもの︑︿略﹀︑

﹈山高へがたし︒

七609図耳のたれたるもの︑立ちた
︿略﹀︑尾ののびたるもの︑

たれたるもの︑まきたるもの︑︿略﹀︑

七611図

︿略﹀︑尾ののびたるもの︑

一々敷へがたし︒
七611図

たれたるもの︑まきたるもの︑︿略V︑
一々敷へがたし︒

たれたるもの︑まきたるもの︑︿略﹀︑

七612図︿略﹀︑尾ののびたるもの︑

く略V︑足の短きもの︑長き

一々敷へがたし︒

七612図

・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑水

ノ表面二近イ所ヲオヨグモノガアリ︑

︿略﹀︒

七708 ︿略﹀︑タヒ・ボラ・ハモ・コ

チ・キスナドノヤウニ︑岩ノカゲヤ

海草ノ間ヲオヨグモノガアリ︑︿略﹀︒

ナドノヤウニ︑ソコノ砂地二沈ンデ

七711 ︿略﹀︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

エビノピンくハネタリ︑カ

ヰルモノモアル︒

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

七714

カキハスグニフエルモノデ︑

川下スムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

七719

カキハスグニフエルモノデ︑

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

又物ヲ洗ツタリフイタリスル

又眞珠貝トイフモノガアル︒

物ニツケバ︑中々ハナレナイ︒

七719
一々敷へがたし︒

七723

く略V︑足の短きもの︑長き

ものなど︑一々数へがたし︒

ものなど︑

七612図

七732

ル︒

時二使フ海綿モ︑︿略V轟ノ骨デア

又その鼻はよく物のにほひ
をかぎ分くるをもって︑かりに用ひ

七622図

て︑えものをさがさしむるに適す︒

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑

陸ノケモノニ手込モノニハ︑
をまぜてこしらへた物を口に入れな

︿略V︑魚二八タモノニハ︑鯨

︿略﹀︒

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

海草ニモ色々アル︒マヅタベ

ラレルモノニハ︑コンブ・ワカメ・

七749

一番大キイガ︑︿略V︒

七741

ガアル︒

︿略﹀︑水のまじった物や︑水 七739
をまぜてこしらへた物を口に入れな

七642

いことはない︒

七642

︿略﹀︒あばら骨の敷へらる＼程やせ

細りたるものあり︒

七601修築の種類はすこぶる多し︒
︿略﹀︒あるく時肉のゆれ動く程こえ
太りたるものあり︒

七602図毛のいたって短きものは指

いことはない︒

このやうに水はわれくの生
父はこんなにちがふものな

アラメ・ヒジキ・ノリ・モヅクナド

七752 ︿略﹀︑ノリニスルモノニハ︑

ガアリ︑︿略﹀︒

魚類ニハイワシ・アヂ・サバ

ら︑やしき中の桃の木に皆つぎ木を

七705

すると申してゐます︒

七673團

活にもっとも大切なもので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑長きものは羊の如く︑ 七655

さきにてもつまめぬ程なれど︑︿略﹀︒
七604図

あるものは頭大きくまるく

立ちてもその毛はなほ地面に達す︒

七606図

して︑し＼の如く︑︿略V︒

︿略﹀︑あるものは顔長くと
がりて︑狐の如し︒

七607図

︿略﹀︑水のまじった物や︑水 七737

七599図犬の種類はすこぶる多し︒

が︑︿略﹀︒

七249圏 保己一ハ笑ヒテ︑﹁サテ
く︑目アキトイフモノハ不自由ナ
モノダ︒﹂トイヒ タ リ ト ゾ ︒

七249囹 保己一ハ笑ヒテ︑﹁サテ
く︑目アキトイフモノハ不自由ナ
モノダ︒﹂トイヒ タ リ ト ゾ ︒

七28一 サルニハ手ノハタラキヲスル
モノが四本アリマス︒

七282 シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ
コシラヘルコトハ出国マセン︒

七351図 かくして出來たるものをす
やきといふ︒

七353図 ︿略﹀茶わん・皿・はちの
類は︑このすやきにうはぐすりをか
けて︑ふた＼び焼きたるものなり︒

七361図 うるしの上に金野は銀にて
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フ ノ リ ・ ツ ノ マ タ ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑トコロテンニスルモノ

ニハ︑テングサガアル︒

七753

︿略﹀︑コンブヤアラメノヤウ

ノモアレバ︑︿略﹀︒

七764 ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ
七765
ニ 茶 色 ノ モ ノ モ ア リ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色
︿略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

ノモノモアル︒

七765
七767

七842園

見るもの聞くもの縮べてめ
見るもの聞くもの総べてめ

づらしいものばかりです︒﹂

七842園
﹁航海といふものはかうい

づらしいものばかりです︒﹂

七847囹
﹁航海といふものはかうい

ふ面白いものですが︑︿略﹀︒

七847園

しかし船はなかく沈むも

ふ面白いものですが︑︿略﹀︒

七852園
のではありません︒

船にはらしんぎといふもの

があって︑それで方角をとって進ん

七861園
で行くのです︒

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色
ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ

日本は海國でありながら︑

アル︒

七883囹

海を恐れる人の多いのは残念な事で

︿略﹀︑マヅ緑色ノモノハ淺イ

す︒︿略﹀︒たとへば自分のうちを恐

七767

心惑︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

ろしがる様なもので︑︿略﹀︒

それですから小さい時から

ノモノハソノ中間ニハエテヰルノデ

七889園

アル︒

︿略﹀︑マヅ緑色ノモノ田丸イ

海になれておくやうにしたいもので

七768

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

ダ盛ニシテ︑︿略﹀︑我が國輸出品中

八449

くじゃくはく略﹀︒大きなも

火は實に恐ろしいものだ︒

︿略﹀︒

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力

これ世界の圓きがためにし

我等の住む世界は圓きもの

敵ハ︿略﹀︑盛二弾丸ヲ打出

東海道の旅行中︑最も多く

名古屋城は︿略﹀︑其の天

又委ノホノ様ナ形ニナツテ咲

クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

九910

守閣は加藤清正のきづきしものなり︒

かとうきよまさ

八938図

古屋城の金のしゃちほことなるべし︒

衆人の目をひくものは︑富士山と名

八933図

テ突撃シタガ︑︿略﹀︒

ス︒我が兵ハ物トモセズ敵陣メガケ

八858

故︑名づけて地球といふ︒

八807図

ずや︒

く程出番鮎に遠ざかるべきはずなら

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

八804図

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

八755図猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似

強ク︑︿略﹀︒

八733図

上げて下さい︒

僅かですが︑何かすきな物を買って

八692團此のかはせの金は︑ほんの

つて︑天井へつかへる程である︒

のになると︑︿略﹀︑座敷一ぽいにな

八588

のである︒

火は一日も無くてはならぬも

えるもので︑又大そう作物を荒すも

﹁朝ね程損なものはない︒

八439

ノ重要ナルモノノーツトナレリ︒

︿略﹀︑雀といふものはすぐふ

のだといふことを話しました︒
八204

えるもので︑又期そう作物を荒すも
八257園

刀は武士のたましひといは

のだといふことを話しました︒

八337園

れたものだから︑きたへる時は身を
刀は︿略﹀︑きたへる時は

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

八338園

マツチハ︿略﹀︒カクノ如

身を清めて︑一心不嫁に打つたもの
だ︒﹂

八384図

ク債ノ安キモノニテ︑カクノ如ク便
利ナルモノハ世二少カルベシ︒
マツチハ︿略﹀︒カクノ如

ク償ノ安キモノニテ︑カクノ如ク便

・八384図

我等ハ平生マツチヲ用ヒナ

利ナルモノハ世些少カルベシ︒

八386図

此ノモノノナカリシ昔ヲ思ヒ出スト

レタレバ︑サ程ニハ思ハザレドモ︑

キハ︑今更二其ノ便利ナルニ驚カ

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

す︒﹂

ル・ナリ︒

マツチノ製造門生驚クベキ
マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑

ダ盛ニシテ︑外國へ輸出スルモノノ

八409図今日ニチハ其ノ製造ハナハ

外國ニテ嚢明セラレタルモノナリ︒

八405図

手当ノカ・ルモノナリ︒

八392図

樂ナヤウ側見エルガ︑却ツテ苦シイ
﹁︿略﹀︑網ベテ物ハ破レ
タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八181図圏

モノデアル︒

八159

ノモノハソノ中間ニ五茄テヰルノデ
アル︒

ヲスヒ取ル条下ノモノデハナク︑

七772 根モ陸上ノ植物ノヤウニ養分

︿略﹀︒

七774 根モ︿略﹀︑タぐハナレナイ

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑

︿略﹀︑雀といふものはすぐふ

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ

リ︒﹂

若キ者二知ラセントテカクスルナ
八203

ケノ用ヲナスモノデアル︒

のですから︑少しそのお話をいたし

今日ニチハ其ノ製造ハナハ

ミニテモ︑一年間一千萬圓ノ金高二
八411図

えるもので︑高大そう作物を荒すも
︿略﹀︑雀といふものはすぐふ

達シ︑︿略﹀︒

八203

のだといふことを話しました︒

七813園 私は年中航海をしてみるも
ませう︒

づらしいものばか り で す ︒ ﹂

七842園 見るもの聞くもの総べてめ

もの一もの
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九101

︿略﹀︑絡ノ形ニナツテ咲クモ

ノニ評論ナドガアル︒

九267図 二箇旅團の歩兵にそこばく
の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ
たるものを師團といふ︒

九294図 く略V︑内外古今ノ武器其ノ
他軍事二關スル物ヲ多ク集メタリ︒

ノアリテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑自ラ其ノ周園ノ物ノ

色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二

九542図
見附ケラル・コトナシ︒

動物ノ中ニハ其ノ周園ノ物

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

九547図
ノ攣ズルモノアリ︒

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ
ノ攣ズルモノアリ︒

ノ色ノ攣ズルニシタガツテ︑保護色

行クハ樂シキモノナリ︒

るもの聞くものにつけて︑都の空の

九806図︿略﹀︑雨の朝︑風の夕︑見
みしたはしく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑雨の朝︑風の夕︑見

るもの聞くものにつけて︑都の空の

九806図

みしたはしく︑︿略﹀︒

愛作さんは實に見上げたも

ヨリテ︑形サへ其ノ閉園ノ三二似ル

ジタルニ過ギザリキ︒

場合二物ト物トヲ取換ヘテ有無相通

絡べて魚類は暗き庭を喜び︑

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

子が日本一と思ふ物を数へ見よ︒

十69

ガアル︒

森林の影さす水中には多く集り削る

十104図

ものなるを以て︑︿略﹀︒

護んでみる間は︿略﹀︑どう

して出軍るものかといふ事は深く考

十185

へないが︑本といふものはたやすく

︿略﹀︑本といふものはたやす

出來るものではない︒

︿略﹀︑本といふものはたやす

︿略﹀︑我我の讃む様なものに

かうして出來上ったものを活

︿略﹀︑色のたくさんまじった

版所へ渡す︒

十194

ない︒

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

十1810

く差響るものではない︒

十186

く辺境るものではない︒

︿略﹀遠キ昔ニハ︑必要ノ 十186

モノノアルコトナリ︒

九8710図

のです︒

九872園

九296図社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔 九548図動物ノ中二品其ノ周園ノ物 九8610園勝はあなた方のものです︒
造 り タ ル モ ノ ニ シ テ︑︿略﹀︒

の不成功で氣をくじく様では出下上

九315 如何なる嚢子も︑一度や二度 九555図 ︿略﹀︑其ノ動物ノ身ブリニ
るものでは無い︒

場合二物ト物トヲ取換ヘテ有無相通

︿略﹀遠キ昔ニハ︑必要ノ

ヨリテ︑形サへ其ノ閉園ノ三二似ル

く略V︑其ノ動物ノ身ブリニ 九8710図

是ヨリモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ

ジタルニ過ギザリキ︒

九4010図 然レドモ自然ノ轄攣ハ更二 九555図
モノノアルコトナリ︒

︿略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メ

ヤ︒

九8810図

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

或動物ハ之二反シテ︑周園

スル不便ヲ省クニ至レリ︒

九568図

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

︿略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

ヤカナル渋色ヲ有ス︒

九416園

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

︿略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メ 十204

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

九8810図

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい糟早旦や地圖のやうなものは︑

是等騙事クハ他ノ動物ノ恐

テ之ヲ仲ダチトシ︑物ト物トヲ交換

九571図

ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

九422図 是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ
ハリノ山トノ問二水ノタマリタルモ

スル不便ヲ省クニ至レリ︒

十205

らぬ︒

・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑︿略﹀︒

ノニシテ︑︿略﹀︒

又々上品なものになると︑機

ノハ蕾楓ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

十七度かめ︒﹂

九422図 く略V︑湖水ノアフレテ流 九586図園 ﹁やはらかなるものも二 九909図 紙幣ハ貨幣ノ代用トナルモ
ル・モノ銭嵩チ早川ナリ︒

表紙には紙ばかりのもあり︑

械では刷らないで︑手刷にする︒

紙の上を布で包んだのもある︒冠り

十212

つばなものになると︑革をきせたの

諸子よ︑試みに此の外に諸

信ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

＋3110図日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

もある︒

恐らくは木造建築物中世界

一千二百年以前のものにて︑昔なが

十49図

最奮のものなるべし︒

十45図

らの形を存せり︒

十44図然るに此の寺は今より凡そ

リ善行スルモノニシテ︑︿略V︒

貯金墓紙トイフモノヲ買ヒ 九911図我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ

オキテ︑︿略V郵便切手ヲ買ヒテ皇

九7610図

紙ニハリツケ︑︿略V︒

九458図︿略﹀︑木のかげ一つもなき
砂原つゴきなれば︑其の苦しさたと

此ノ通帳ハ此ノ後金鏡ヲ預

へんに為なし︒

九7710図

クル時又ハ引出ス時共二必要ナルモ

九541図 カクノ如ク動物ノ茜色ニハ
其ノ住メル周園ノ物ノ色調似タルモ

銀行貯金ニチモ︑郵便貯金

ノナレバ︑大切二保存スベシ︒

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

九782図

ノアリテ︑︿略﹀︒

九542図 カクノ如ク動物ノ五色ニハ
其ノ住メル開園ノ物ノ色二似タルモ
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喜ビ︑︿略﹀︒

つばりしたものを着て︑歯もよく磨

十371園 又着物はそまつながら︑さ
いてるました︒

十421図 我等ノ家二敷ケル畳ノ表ハ︑
此ノ董ヲアミテ造りタルモノナリ︒

十676

鯨は︿略﹀︑長さは十五間︑

昔は大々一頭を捕へると︑人

即ち九十尺にも及ぶものも珍しくは
ない︒

十679
口数百人目一村︑一箇月の生活費を
支へ得ると言ったものである︒

しダーリングの手は︑︿略﹀︒

男勝りの大力にてボートをあやつり

十453図 第一圖は縦の線のみを用ひ︑ 十7010図山なす大波を物ともせず︑
第二圖は横の線のみを用ひ︑第三圖

用ひ︑︿略V︒

是等も家畜の中に敷へられる

が︑家畜としてもっと大切なものは

十838

︿略﹀︑重い物を負はせて遠く

牛・馬・羊・豚等である︒
十8310

へ運ばせたり︑農家では牛を色々の
勢働に使役する︒

何から何まで役に立って︑不
用な部分といふものは一つもない︒

十8410

︿略﹀︒

豚はどんな物でも食ふから︑

十一57図

︿略﹀︒

蜜を吸至る︒

十一610図

シヤウトク

雄蜂は唯働蜂の集め來り

れば︑検査掛は内に入るを許さず︑

︿略V︒

十一73図

雄蜂は唯働蜂の集め來り

たる物を食して生活するものにして︑

︿略﹀︒

一箱ノマツチヲ造ル手骨モ

たる物を食して生活するものにして︑

十一73図

︿略﹀︒

十一92

同ジ人糞デ同ジ時間二物ヲ

ナカく複雑ナモノデ︑︿略﹀︒

十一99

ガ品物ノ出來バエが良クテ︑製造高

製造スルノニ︑︿略﹀︑分業デスル方

若シ一人ノ手デ製造スルナ

モハルカニ多イ︒

十一104

ラバ︑一包三鏡ヤ三銭五厘二責ツテ

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

交通・運輸の便を與ふる

イハミ

國名ヲ以テ名ヅケラレタ

スハウ

イコマ

トネ

クラマ

モガミ

ヨド

イ

モノニ隅田・利根・最上・淀等アリ︒

スミダ

十一302図 ︿略﹀︑川ノ名ヲ附シタル

吹・淺翠蔓︑︿略﹀︒

ブキ

三笠・富士・筑波・生駒・鞍馬・伊

ツクバ

十一301浜山ノ名ヲ附シタルモノニ

前・相模・周防・丹後等アリ︒

サガミ

ルモノニハ︑安藝・薩摩・石見・肥

アキ サツマ

十一2910図

一時間七十五哩以上に及ぶものあり︒

十一282図 ︿略﹀︑今や列車の速度は

多く︑其の形状も様々なり︒

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

十一247図

ノアルモノデアルガ︑︿略﹀︒

此ノ寺ハ聖徳太子が用明 十一119 此ノ様二分魚沼大キナ利盆

一群の生

一群の総敷傘下に及ぶ
終日勢働して︑

怠りて持場らざるものあ

力強く壮なるものは外に出でて花の

十一63図

働蜂の若きものはく略﹀︑

て幼轟を育て︑又は其の居室を螢み︑

十一61図働蜂の若きものは内に居

計を維持するものは働蜂なり︒

十一510図

ものあり︒

生活を螢み︑

蜜蜂は群を下して共同の

天皇ノ御爲二建立シタルモノニシテ︑

十982図

飼ふのにたやすい︒

十864

立てさせるものは馬である︒

ならぬもので︑︿略﹀︑勇士に軍功を

其の即戦孚には必ず無くては

ならぬもので︑︿略V︑勇士に軍功を

絶えずわき出つるものと︑

︿略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ書

十855

然に地上にわき出つるもの︑即ち温
絶えずわき出つるものと︑

立てさせるものは馬である︒

十765図

ルモノヲ禮外二出ス︒

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十764図︿略﹀︑腸ハ胃ニテコナシ墨

時を定めてわき出つるものとあり︒

十721図

時を定めてわき撃つるものとあり︒

十721図

泉なり︒

十7110図其の熱氣に下りたる水の自 十854 其の上質孚には必ず無くては

は斜の線のみを用ひたるものにして︑
︿略﹀︒

十457図 ︿略﹀︑第七圖は縦・横・斜
三様の線を併せ用ひたるものなり︒

十473図 忘草には︿略﹀︑草木・花
鳥・轟魚等の形を攣じて作れるもの
多し︒

十474図 次の圖は其の一二の例を示
すものなり︒

十499図 ︿略﹀︑我等の衣食住には模
様・色どりをほどこしたるもの多し︒
トウセウ
︿略﹀︑江戸城及ビ日光東照

サザルモノヲコナシテ︑其ノ不用ナ

十613図

宮座ノ造螢御用ヒタル銅ハ︑大抵此

身髄ノ構造ハ極メテ複雑ナ

ルモノヲ髄外二出ス︒

ルモノニテ︑︿略﹀︒

十787図

ノ山ヨリ産出シタルモノナリトイフ︒

十629図 カク選り分ケタルモノハ之
ヲ製煉場二送ル︒

是は北海道に住するあいぬ
右は女子なり︒

人を豊がけるものにて︑左は男子︑

十795図

スルモノナレバ︑︿略﹀︒

部分ノ傷害モ直チニ全身ノ元号二十

十667他のボートを見れば︑今新に 十788図 身髄ノ構造ハ︿略﹀︑ 一小
鯨 を 追 ふ も の も あ り︑︿略﹀︒

十668他のボートを見れば︑︿略﹀︑
錆を打って鯨に引廻されてみるもの
もある︒

十671 捕鯨は實に勇壮なものである︒

男子も女子も寒き時は犬の
皮などにて造れる羽織の如きものを

十675 鯨は獣類中最も大きなもので︑ 十808図
︿略﹀︒

もの一もの
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イツクンマ

ウヂ タツタ

ス

マ

明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以

アカソ

十一304図又嚴島・橋立・須磨・
テ 名 ヅ ケ タ ル モ ノ ニシテ︑︿略﹀︒
ハヤ

テ

十﹁306図 風ノ名ヲ負ヘルモノニ神
ノ ワキ

風・春風・朝風・疾風・松風・追風
・野分等アリ︒

トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮ナ

十一3010図 雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物
ル有様モオモヒ見 ル ベ ク ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一315図 又第何號艇トノミイフモ
ノモ多シ︒

ルモノニシテ︑︿略﹀︒

十﹁319図 戦艦ハ軍艦中世モ優勢ナ
十一325図 巡洋艦ハ軍艦中最モ任務
ノ 多 キ モ ノ ニ シ テ ︑︿略﹀︒

ナルモノハ戦艦二次グノ勢力ヲ有シ︑

十一331図 巡洋艦ハ︿略﹀︒其ノ大

︿略﹀︒

十一339図砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二近
寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ
陣地ヲ攻撃スルモノナリ︒

十一352図 以上ノ外︑尚水雷母艦・
工作船・給炭船等ノ如キ特別任務ヲ
有スルモノアリ︒
しやうなう

十一378國囲 本島産物の重なるもの

は︑御承知の樟拶︒米・茶・砂糖
等にて︑︿略V︒

十一391㈱團 竹にも直樫一尺以上の
ものこれあり︑︿略﹀︒
あ り

あ

り

阿里山の檜材は︿略﹀︑

中には悪子二十尺鯨︑一樹にて千五

十一402姦商

身膿健全ナル人ハ︑精神

百尺〆の材積を得るものもこれあり
候由︑︿略﹀︒

十一524図
モ亦快活ニシテ︑耳目ニフル・モノ
皆樂シ︒

十﹁6410衛生上ヨリハ︑成ルベク滋
養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選
︿略﹀︑纏濟上貫リハ︑成ル

ブベク︑︿略﹀︒

十一651

ベク償ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成

︿略V︑味ハ人々ノ好ミヲ考

ルベクスタリノナイ様二用フベク︑
︿略﹀︒

十一653

ヘテ︑多敷ノ漏足ヲ買フベキ物ヲ選
バナケレバナラヌ︒
︿略﹀︑暑イ時分ハ︿略﹀︑

アツサリトシテ消化シ易イモノヲ取

十一658

又魚類や野菜ハ各其ノ季節

ルノガヨイ︒

十一659

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化
モヨク︑︿略﹀︒

︿略V︑又野寄ノナイモノノ
︿略﹀︑アマイ物ノ後口一塩

次ニハ汁物ヲ出シ︑︿略﹀︒

十﹇665
十一666

カライ物ヲ配合スル類デアル︒
︿略﹀︑アマイ物ノ後仏ハ塩
カライ物ヲ配合スル類デアル︒

十一666

事限りなし︒

書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

我等の周園には済むべき

比の良材と構せらる＼ものにて︑

十︻3910㈱困 阿里山の檜材は世界無 十一691図

︿略﹀︒

けごんの

はんにゃ

日光山には華嚴瀧を始

として︑霧降・早見・方等・般若等

十一759図

り︑極めてまれにして随意に得られ

ざるものなりとも︑︿略﹀︒

ものならば︑之を買ふものなく︑随

り︑︿略﹀︑飾にも實用にもならざる

十一911図工へばこ㌦に一種の石あ

つて償あることなし︒

く略V︑綿綜又ハ綿布トシ︑

其の三世に知られたるもの少からず︒

内國ノ所用ヲミタシテ︑尚海外二丁

十一839図

出スルモノ五千萬圓以上二及ブ︒
ニアラズヤ︒

油轟は︿略﹀︑其の植物

ものなり︒

物の債の高下は主として

需要と供給との關係によりて定まる

十一918図

ことなし︒

之を買ふ必要なく︑穿って亦償ある

︿略V︑随意に得らる＼ものなれば︑

十一874図機械ノカバ驚クベキモノ 十﹁914図 日光・空氣の如きは︑
十一891図

の汁を吸ひ︑身腔より絶えず甘き汁
を出すものなれば︑︿略V︒

アメリカの一地方に産す
る蟻の一種に牧穫蟻といふものあり︒

十一8910図

随意に得られざることとによりて生

ものなり︒

需要と供給との關係によりて定まる

十一906図物の償は効用あることと︑ 十一919眉墨の債の高下は主として
ずるものなり︒

きときは安くなるなり︒

も少きときは物の償は高くなり︑多

十一907図物の償は効用あることと︑ 十一9110図 しかして供給の需要より
随意に得られざることとによりて生

或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

供給の關係によりて︑或時は高く︑

十一931図物の債はかくの如く需要

ずるものなり︒

故に随意に得られざるも
のなりとも︑効用なきものは債ある

十﹁907図

ことなく︑︿略﹀︒

供給の關係によりて︑或時は高く︑

十一908図故に随意に得られざるも 十一932図物の償はかくの如く需要

或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相當の利盆と

十一934図南の債は︿略﹀︑常に其

傾きあるものなり︒

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相客の利盆と

十一932図物の債は︿略﹀︑常に其

のなりとも︑効用なきものは償ある
︿略﹀︑効用あるものなり

ことなく︑︿略﹀︒

十一908図

︿略﹀︑効用あるものなり

とも︑随意に得らる＼ものは亦償あ
ることなし︒

十一909図

とも︑随意に得らる＼ものは亦償あ
ることなし︒

十一911図例へばこ＼に一種の石あ
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傾きあるものなり︒

十一946図即ち物の債は普通の償を
本として上下すと知るべし︒

︿略﹀︑敵の爾旗艦は遂に
十一一207

植物の花には︑同種の他の

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

十二76図
沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ

カ

ヨ

ツ

若し炭酸瓦斯を供給するも

︿略﹀︑生存上動物と植物の

十一一437図人口やうやく増加し︑自

つことを歌へるもの多く︑︿略﹀︒

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆
なるものなり︒﹂

道に當るもの︸として之をさまたぐ

︿略﹀︑獣類中にも︿略﹀︑

ること能はざりきといふ︒

毎年一定の季節に其の居を移すもの

十二677図

少からず︒

らんと欲するもの期せずして相集り︑

十一一692図 く略V︑温暖なる地方に移

次第に其の敷を加ふ︒

過ぐる虜の沿路︑果實・

草根を始め︑凡そ取って以て食ふべ

十二696図

しかも僅かに飢をしのぐ

きものは殆ど満す所なし︒
うゑ

に在るものは更に一物をも食ふこと

されば河水・湖水におぼ

能はず︑︿略V︒

十二702図

れて魚腹に葬らる﹂もの︑野獣の爪

されば河水・湖水におぼ

牙にさかれて食はる﹂もの︑其の敷

を知らず︒

十二702図

れて魚腹に葬らる＼もの︑野獣の爪

牙にさかれて食はる＼もの︑其の数

英蘭銀行は設立の古きと︑
資本の多きと︑信用の厚きとに於て︑

見る物の多い今日の祭日に︑

を知らず︒

忽び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

あかほ
十二8510図 赤穂浪士が三年の苦難を

者は一人もない︒

時代後れの下手な音曲に耳を傾ける

凱旋門は有名なるナポレ 十二819

最も人目を引くものは國
濁逸帝國は︿略﹀︑首府
の壮観の未だ禽鳥二士に及ばざるも

精華を嚢曝せるものといふべし︒

死に就けるはく略﹀︑日本武士．道の
す

ル山中の一都會に現れしが︑︿略﹀︑

はふたをし︑錠を下すべき庭には錠

ぢやう

十二669図又かつて栗鼠の大群ウラ 十二891図 ︿略﹀︑ふたをすべき物に

り

のあるは固よりあやしむに足らず︒

十二656図

會議事堂なりといへども︑︿略﹀︒

十二653図

オンの計書た成れるものにて︑︿略﹀︒

十二6410図

其の右に出つるものなし︒

十二6310図

は先頭に進める一部に過ぎず︑列後

十一一3910図富士山の古歌には煙の立 十二698図

固著は極めて密接なものである︒

十二235

分量が著しく減って︑︿略﹀︒

のがなければ︑空雪中の炭酸瓦斯の

十一一222

に増加し︑︿略﹀︒

ければ︑罪質中には炭酸瓦斯が段々

若し之を消費するものがな

ものがある︒

イ

殊二塁が軍ノ損失・死
レイ

キ

十二213

るもの多し︒

止れり︒

︿略﹀︒﹂

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ
るに至りて︑︿略﹀︑衣食住の材料を

リュウコツ

クレ

﹁農は人の職業中最も

ノ成果ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激

十二ー12図團

カ

かも天上より下界を見下すが如く︑

十二474図園

ノ極︑言フ所ヲ知ラザルモノノ如
シ︒﹂

クQ

十一一139

十一一154

我が國ノ造船所デ︑最モ規
ンヤウ

テ︑段々二組立テテ行ク︒

デ︑此ノ脊骨ノ左右カラ肋骨ヲ出シ

セポネ
コレ用人ノ腸骨ノ様ナモノ
ロクコツ

其ノ上二先ヅ龍骨トイフモノヲ置

野景ー37

船ヲ組立テルニハ︑︿略﹀︑

得ることを工夫するに至れり︒

︿略﹀磨下心卒モ皆此

ニ依ルモノト信仰スルノ外ナク︑

カウ

傷ノ僅少ナリシバ歴代神簸ノ加護

十ニー010図国

ノ致ス所ニシテ︑︿略﹀︒

タルモノハ︑＝一天皇陛下ノ御稜威

ミ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得

十ニー07図囲

﹁我が聯合艦隊が克ク

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に

十一948図物の債はかく上下するも 十ニー03図 我が軍の死傷甚だ少く︑
のなれども︑︿略﹀︒

十一948図物の償はかく上下するも
︿略 ﹀ ︑ 供 給 に 限 り あ る 物 ︑

のなれども︑︿略﹀︒

十一949図

例へば名高き古人の書書丁古器物な
どの如きは︑︿略﹀︒

は↓定の贋なしといふべし︒

十一952図 即ち供給に限りあるもの
十一995國團 ︿略﹀︑錬の群をなして
たも
海岸近く寄贈る時は︿略﹀︑撚網に

てすくひ取るを得る程にて︑實に壮
快なるものに御座候︒

十一榔4図 蜀ノ軍少シモサワガズ︑
ツヅミ

旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ

京城地方の婦人がたまく

ントスルモノノ如シ︒

十一m8
外出する時には︑うちかけの様なも
のをかぶって︑目ばかり出してみる︒
ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑

我等が身を修め︑世に署するの道を

十一一14図

示し給へるものにし て ︑ ︿ 略 V ︒

ヨコ ス

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア

十二67図 く略V︑はげしく敵を砲撃
せしかば︑敵の艦列忽ち翻れ︑早く

一目に全野天候の如何を示すものな

天心圖とは︿略﹀︑あた

ル︒

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

り︒

十一一196図

も戦列を諮る＼ものあり︒

は物ともせず︑打出す砲揮よく命中

十二69図 風號び海怒りて︑波浪山

して︑︿略﹀︒

もの一もの
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を下し︑︿略﹀︒

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を
明治十五年軍入に下し給

︿略﹀︑豫め能く事の成否

を察し︑成し得べからざるものは引

十一而8図

すべからざるものなれ︒

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

十二鵬10図

十二895図 家内のよく整頓せる程の 及すものなれば︑︿略﹀︒
家は日々のふき掃除も必ず行届きて
清潔なるものなり︒

のものなれば︑幼児は母の感化を受

十二912図 男子は外に出でて不在勝
くること最も多し︒

へるものなれども︑︿略﹀︒

十二柵5図此の勅諭は特に軍人に賜

十二952図 其の時齊の有司進みて戯 受くべからず︒
樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる
ものありとて之を止めしむ︒

らゆる修身の徳を一言にて墨し給へ

十二柵2図此の五箇條は即ち皆我等

るものなれば︑困民の品格といふも

十二979図 島民は個人の集合より成 十二備10図 誠の↓字之を貫くは︑あ

が平常に之を身に行ふべきものにし

るものといふべし︒

十二982図 ︿略﹀︑殊に他國人の注意

て︑軍人として始めて守るべき事に

亦各個人の品格の外に出でず︒

を引くものは社會の公徳及び卑吝の

きもの・なにもの・にせもの・ほめも

εいたずらもの・くせもの・しょうじ

もの﹇者﹈︵名︶旧モノもの者

非ず︒

度量なりとす︒

るが如きは︑公徳の低きを示し︑大

十二989図 ︿略﹀︑公園の樹木を折取
國民の品格を傷つくるものなり︒
等の⊥父通臨機關︑

の・わかもの・わかものども︒わるも

︿略﹀

のども

十二999﹇図

敏速と規律とを尊ぶものなれば︑之

︿略﹀等の公共螢造物に在りては︑

三141圏

アマリハタラキノナカツタモノ

ヲ右ノ方ニナラベタノデス︒
︿略V︑トモダチモミンナ

ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ

三731

ハ一人モアリマセン︒

四154大ぜいのものが下にま
弓でいとったのです︒

ちかまへてみて︑︿略﹀けものを︑

四197 よりともはじめ一どうの
ものが︑ただつねをほめるこゑ

は︑山もくつれるほどであっ

カラノナイモノバカ

たといひます︒

四405圏

ハイサウナモノダ︒﹂

﹁あの扇をいおとすも
のはないか︒

四784園

四786園 あれをいないといふ
のもざんねんだ︒だれか上手
﹁なすのよ一と申すも

なものはないか︒﹂

四791圏

︿略﹀︑三羽ねらへば︑二

のがございます︒
四795圏

りあるくものでございます︒

をすぐつて︑こっそりと裏道からひ

五757 ︿略﹀︑強いものばかり三千人

よどりこえに向つた︒

ある日信長が夜明け前に出か

けようとすると︑はや︑馬を乗りま

六463

材木ヲ山ヨリキリ出スモノ

はしてみる者があります︒

六688図

材木ヲヒキテ︑板又旧劇ト

ハソマナリ︒

六691図

材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

ナスモノハコビキナリ︒

六692図

ノハダイクニシテ︑︿略﹀︒

スナドヲ作ルモノハサシモノシナリ︒

六693m図 ︿略﹀︑ツクエ・本箱・タン

七26図囹我が死ニタル後モ︑一門

ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間ハ︑

︿略﹀︑天皇ノ御タメニツクスベシ︒

士買商人といひます︒

七143園 ︿略﹀︑卸費をするものを卸

來た者がありました︒

七394 ︿略﹀︑大そうよい馬を費りに

七397 ︿略﹀︑何分にも直が高いので︑

と︑︿略﹀︒

見上げた志のもの︑りつぽ

豊の馬でございます︒﹂といひます

けらいのものが︑﹁これは一

誰︸人買はうといふ者がありません︒

羽だけはきっといおとすほど
の名人でございます︒これに

ました︒

な武士︒﹂と︑信長は思そう感心し

﹁︿略V︑私は足の立たない 七441圏
もので︑軍手をついて︑やっとゐざ

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサ

て︑︿略﹀︒

ニナツタリ︑合羽ニナツタリスルモ

﹁︿略V︑私は足の立たない 七492囹
もので︑両手をついて︑やっとゐざ

五248囲

りあるくものでございます︒

五247調

かまをぬすまれたものがあり

バカリデ︑ジブンノアヒテニ

ソノ日ノイクサニ︿略﹀︑

五226

七435

﹁日本中ニハヨワイモノ

まさるものはございません︒﹂

三433

ナラベテ︑︿略﹀︒

三43一 ソノ日ノイクサニテガ
ラノアツタモノヲ左ノ方ニ

ナルモノハ一人モナイ︒﹂

バカリデ︑ジブンノアヒテニ

三142園

ナルモノハ一人モナイ︒﹂

﹁日本中ニハヨワイモノ

に必要なる諸種の規則あり︒

十二川8図 他國に行きて︑︿略V︑道
くも其の國民の品格の知らる＼もの

行く人の容儀等を見れば︑︿略V︑早
なり︒

十二佃1図 しかして︑法律及び羽十
は帝國議會の協賛を纏たる後︑天皇

帝三型會の協賛は十三の

の裁可を待ちて始めて成立するもの
とす︒

十一一佃2図
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ノガアル︒

燈塁のあかりを知ることは︑船に乗

七872園 この星を見分けることや︑
る者には大切な事で す ︒ ﹂

七879園 ちよつと渡船に乗ってさへ︑
こはがる者があるではありませんか︒

九374

若し其の關所をよけて︑わき

其のものは重い罰を受けた︒

道を通る様なことをすれば︑︿略﹀︑

︿略﹀︑日暮ヨリ後下一切旅

人ノ通行ヲ差止メタレバ︑諸大名其

九392図

︿略﹀︑鐵道開通後ハ旅客ハ

ノ他旅客ノ宿泊スルモノ多ク︑︿略V︒

大がいは着のみ着のま㌧にて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑吾吾に引取りて保

護を致し居り候者も百二一二十名の多

九755國国

一度二拾鏡以上ノ貯金ヲナ

きに上り候︒

九769図

︿略﹀︑金野ヲ預ケタル者ニ

スコト能ハザル者ノ爲ニハ︑︿略﹀︒

九777図

ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡

九396図

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今ハ此ノ

ス︒

せ

らず伊勢に参拝せんと心がけざるも
山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

い

八18図 ︿略﹀︑一生に一度は︑かな
のなし︒

て窩眞をとりました︒

熟せざるくだ物︑生にえの

ンといふ者あり︑︿略﹀︒

きたなき水を飲みで︑恐ろ
よく働かんとするものはよ
人多き都會に住む者は︑

外賢人の我が國に隠る者亦

外造血の我が國に磨る者亦

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

ましたが︑︿略﹀︒

十373園外の者は着物だけは美しか

つたが︑爪の先はみんなまつ黒にな

つてゐました︒

士かと見れば︑錦のひ

亦追々二増加シ︑遂二今日ノ盛大ヲ

十441図く略V︑此ノ業ヲ螢ムモノモ

見ルニ至レリ︒

た＼れ着けたり︒大恩かと思へば︑

十5110図園

績く者なし︒

京家・西國の者かとすれ

ば︑坂東聲なり︒

十5110図園

を︑敵は畠山に命じ︑尋ね出して殺

十549図囹 ﹁︿略﹀︑義仲二歳なりし

れ︑︿略﹀︒

何か不都合なる事ありて︑

罰に属せられたる者は外出を禁ぜら

十595國國

畳え申さず候︒

卒業したる者には齢りむつかしとも

十581國圏 ︿略﹀︑又學科も小走校を

これなく︑︿略﹀︒

れたる者には︑術科もつらきことは

小生の如く平素勢働にな

さんとせり︒畠山は﹃いかでか＼る

く略V︑罪人ドモハ︿略V︑

十5710國団

必ずこ＼に遊びて︑日光の結構を賞
﹁汝ハ教フルニ足ル者ナ

幼き者に刀を立てん︒﹄とて︑︿略﹀︒

ナシ︒

十334図

ナキニ至レリ︒

ノ年ニモ︑隻語一人ノ餓死スルモノ

十325図

︿略﹀︑是ヨリ後ハ五穀不作

十256図見ル者アザケリ笑ハザルハ

リ︑︿略﹀︒﹂

十231図囹

せざるものなし︒

九969図

せざるものなし︒

必ずこ＼に遊びて︑日光の結構を賞

九968図

紅葉の折には騰り遊ぶもの最も多し︒

八101團 く略V︑うち中の者がそろつ 九448謡言アラビヤの或町にハッサ 九967図 ︿略﹀︑夏の盛りの頃︑秋の

九6010図

く眠るべし︒

九603図

しき病にか＼る者多し︒

九589図

命をうしなふ者少からず︒

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑一

八166溜息 ﹁召使ノ中戸カ・ル事ヲ 九588図
ヨク心得タル者アリ︒
﹁︿略﹀︑総べテ物ハ破レ

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八183図囹

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑

若キ者二知ラセントテカクスルナ
リ︒﹂

︿略﹀︑木立しげき公園等を散歩すべ

八234 牛小屋の牛はしきりに鳴いて
みるのに︑誰も草をやるものがあり

︿略﹀︑川近きあたりには

し︒

︿略﹀︒

九729圏国

るに至り︑︿略﹀︒

讃み書き・計算をもなし得るものあ

十826図 ︿略﹀︑今は内地人と同じく︑

倉に入れられ候由承り首玉︒

者は外出を禁ぜられ︑又重き者は螢

︿略V︑知名の人の手紙を持つ 十595気受 ︿略﹀︑罰に庭せられたる

餓死スルモノ年々少カラザリキ︒
く略V︑同夜は近村の者一 十348

いで︑中にはそれをふんだ者もあり

外の者は少しも氣が附かな

て経た者も大勢あったのに︑︿略﹀︒

ましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の分ならば︑も 十363園

はや心配には及ぶまじと立退きたる

九753囲団幸に命を全うしたる者も︑ 十364園外の者は少しも氣が附かな

者も引返したる程に御座候︒

九734國國

人も眠につきたる者これなく候︒

九7210國国

人も眠につきたる者これなく候︒

︿略﹀︑同夜は近村の者一

ぼつく立退きたる者もこれあり︑

九729國国

ません︒

名を迭達紙の外部に表はさんとする

八48図図 電報迭達の際獲信人居所氏
ものは其居所氏名を此虜へ記すべし

八712図園 ﹁諸君は知らずや︑我は
たゴ坐して食ふ者にあらず︒

九306図 カクノ如ク國事ニタフレタ
ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公
︿略﹀︑其の日になって乗船し

ノ心ヲ起サザラン︒

九322

たものは僅か十二人に過ぎなかった︒

もの一もの
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十826図

︿略﹀︑中には小聖校教員と

なれるものもあり︒

十831図 ︿略﹀︑農業を螢まんとする
も の に は 土 地 を 與 へ︑︿略﹀︒

十撹5図 コ・ニマウヅルモノ︑誰カ

ヂク

バ︿略﹀︑皇室ノ御威徳ヲ仰ガザラ
ン︒

︿略﹀︑軸木ヲ火二号カス者︑

コシラヘル者︑︿略﹀︒

十一94 材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ

︿略﹀︒

十一94

品ヲ附ケル者︑︿略 V ︒

十一95 ︿略﹀︑乾イタ軸木ノ先へ藥

者︑︿略﹀︒

十一95 ︿略﹀︑ソレヲ温室デ乾カス

十﹇96︿略﹀︑揃ヘテ箱二入レル者︑
︿略﹀︒

十一96 ︿略﹀︑十二箱ヅツ集メテ紙
二包ム者︑︿略﹀︒

＋冠2︿略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス
ルモノニ︑共同一致ノ考ガナケレバ︑
分業ノ目的ハ達セラレナイ︒

う の

の書きたるかと︑讃みかねて上聞に

十一162図 ︿略﹀︑何事を如何なる者
達したり︒

︸族の者領地を

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑︿略﹀︑

外︑人二恥ヂズ︑内︑己二恥ヂザル
工夫ヲナスベシ︒

イハンや我二優レル人ヲ

ネタミ︑其ノ聲轡ヲ傷ツケントシテ

十﹁5310図

︿略﹀︑ミダリニ聲色ヲ作

笑フ者二於テヲヤ︒

十一544図

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切
ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ
︿略﹀︑ミダリ山幸色ヲ作

トモ︑信實ノ心アルモノ草亀カズ︒

十﹁544図

リテヘツラヒ笑ヒ︑中心却ツテ親切
ノ念ナキモノハ︑ムシロ不愛敬ナリ

百歳の長命を保ちて︑一

トモ︑信實ノ心アルモノ四丁カズ︒

十一683図

生を坐食に費す者あり︒

ト〇

十一佃3

まだ冠禮を行はない者は

チョンガーといって︑髪を三つ打ち

金がなくて︑冠禮の行へな

にして後へたらしてみる︒

十一鵬6

い者は︑三十を過ぎてもチョンガー
で︑大人の仲間入が出來ない︒
︿略﹀︑又桑を植ゑ︑慧を

養ふ者多く︑難を飼はざる家なし︒

十一川10図

︿略﹀︑十二三歳の少女も
手を空しうする者なきに至れり︒

十一柵5図

︿略﹀︑之を拝讃するもの

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛

十ニー4図

城を抜け出でて岡崎に

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

十二276図囹

至り︑急を主公に告ぐる事なきか︒﹂

將來本校二學ブ者ノ幸福
﹁嘉明に如く者はあら
相如の日ふやう︑﹁余

其の附近我が華人の在留

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

十二557図

永遠の幸福を望む者は一

するもの多し︒

時の玉筆を忽ぶべし︒

十二707図

年の辛苦をいとふべからず︒

十二708図老後の安曇を願ふ者は若

貧賎なる者必ずしも苦し

も樂しからず︒

十二721図 ︿略﹀︑富貴なる者必ずし

からず︒

十二722図

き所ある者は︑苦多く︑樂少し︒

十二724図︿略﹀︑自ら省みてやまし

コロンブスは︿略﹀︑熱

心に此の説を主張したりしが︑何人

十二763図

熱湯の海ありと語る者︑

も一笑に附して顧みるものなかりき︒

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑︿略V︑

十二769図

口々に語り合へり︒

舟を呑む海獣ありと談ずる者︑︿略V︑

十二7610図 熱湯の海ありと語る者︑

口々に語り合へり︒

はれむ者︑コロンブスの暴言をあざ

十二7610図 ︿略﹀︑乗組員の運命をあ

く略V︑乗組員の運命をあ

ける者︑︿略V︑口々に語り合へり︒

はれむ者︑コロンブスの暴學をあざ

十二771図

ける者︑︿略﹀︑口々に語り合へり︒

︿略﹀︑朝の二時頃﹁陸﹂

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

十二791図

る者︑口々に語り合へり︒

十二771図 ︿略﹀︑皇后の無謀をそし

き職業の如く思ふものなきにあらず︒

農業に唐事するものは

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

十二518引越二商業二從事スルモノ

く略V︑身隆常に健全なり︒

十一﹇471図

十一一468図世には農業を以ていやし

ぞ濁り廉將軍を恐れんや︒

は心心を其の朝に叱したるもの︒何

十一一392亡君

じ︒﹂

十二379図囹

如何ゾヤ︒

十二367図

約していふやう︑︿略﹀︒

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

二三十歳の短命にして美 十二276図 鳥居勝商といふ者あり︑
時間の貴きを知れる者は

名を萬世にとゴむる者あり︒

十一684図
十一692図

無爲に苦しむことなし︒

上手ナル者ハ一分時ニヨ

悔することなき者は幸福にして賢き

十一699図爲したる事に過なく︑後
人なり︒

十﹇866図

ク十数本ノ綜ヲツナグトイフ︒

是ヨリ諸將マタイフ者ナ
後人日ク︑﹁出師ノ表
ヲ見テ泣カザルモノハ人二幅ズ︒﹂

十一脳7図囹

カリキ︒

十一鵬1図

く︑随って償あることなし︒

らざるものならば︑之を買ふものな

十一416図 此の時討死せる宇野六郎 十一912図 ︿略﹀︑飾にも實用にもな
︿略﹀︑

の一子に熊王といふ 者 あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一434画聖

うばひて︑我を追出したり︒﹂

十一528図 公明正大ニシテ︑心中一
貼ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒
十一5210図 ヨク笑ハント欲スルモノ
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十二803図

︿略 ﹀ ︑ 前 の そ し り し 者 ︑

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆
箏ひてコロンブスを 歓 迎 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略 ﹀ ︑ 前 の そ し り し 者 ︑

十二伽7図

之を返すにも其の期日を
眞に自治の精神に富める

違ふる者絶えてなしといふ︒

十二悩1図

んなところでさををふりまは

こやつ

したって︑どうしてとどくもの

か︒

ること鴻毛よりも暴き寛悟なかるべ

平生より此の底流なきも

いといふことがあるものかQ

五797圓

鹿の通れる所を馬の通れな

からず︒

十二m9図

のは︑時に臨みて或は不覧の名を取

十二804図

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

六318園 ︿略﹀︑長松は笑って︑﹁先

ることあらんと戒め給ふ︒

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

十二擢3図故に下級の者の上官の命

任者を墾ぐるを知りて︑其の他には
公吏・議員等直接公共の

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆
十一一桝3図

何等の私心を有せざるなり︒

︿略﹀ ︑ 前 の そ し り し 者 ︑

ておけばよかったのに︒﹂といった

モノオキ

中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉

ものがたり ﹇物語﹈︵名︶1 物語﹇▽

カクレ給フ︒

ヂサセ︑長キヤリヲトツテ下側ゲニ

八525図

ものかげ ﹇物陰﹈︵名︶1 桑戸ゲ

のか︒

ら︑直吉は︑﹁そんな事が出石るも

では知らないのだから︑ 一気まうけ

︿略﹀︑上官の者は常に下

血氣にはやりて︑粗暴の

﹇物置﹈︵名︶2

むかしものがたり
ひるげ

も偉きせぬ物語︒

ワタクシハアノモノオ 十407図圃 爾覚書食事にして︑なほ

物音

物事ヲ知分クルモ︑善悪ヲ

フデノヂク︑モノサシフ

エツエザルカゴナド︑竹デ作

三297

一113ハサミトモノサシ

物サシ

ものさし ﹇物差﹈︵名︶4 モノサシ

モ茎葉ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十768図

ものごと ﹇物事﹈︵名︶1 物事

頼みしに︑一同快く引受けたり︒

し事を物がたり︑ねんごろに同行を

九4810図列引はそこに行きて︑あり

る ︽ーリ︾

物置の後には︑大きなだい ものがた・る ﹇物語﹈︵四︶1 物がた
﹇物音﹈︵名︶1

ふと山のいたゴきの方にす

て來て︑︿略﹀︒

﹇物覚﹈︵名︶1

十157図紫式部は幼き頃より画聖よ

ものおぼえ

物覧

︿略﹀︑山のやうな雪なだれがなだれ

さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑

十一553

ものおと

くの木があって︑︿略﹀︒

十294

キノ中ヘカクレマス︒﹂

一一236園

物置

ものおき

正の軍人にあらず︒

所行あるものは小勇の人にして︑眞

十一一佃1図

侮の念を有すべからず︒

級の人をいたはりて︑いさ＼かも輕

十二麗4図

と思ふべく︑︿略﹀︒

孚ひてコロンブスを 歓 迎 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十二804図

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆
事務に當る者︑如何に其の職務に忠
︿略﹀︑地方人民たる者は

實なるも︑︿略﹀︒

り︒

大いに力を是等の事業に忘すべきな

十二価3図

孚ひてコロンブスを 歓 迎 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略 ﹀ ︑ 前 の そ し り し 者 ︑

怒りし者︑罵りし者︑泣きし者︑皆

十二804図

箏ひてコロンブスを 歓 迎 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑國家に勤勢あり又

︿略﹀十五人の中より一

られたるもの是なり︒

人を互選し︑其の選に細りて勅任せ

十一一鵬8図

の中より一人を互選し︑︿略﹀︒

多額の直接國税を納むるもの十五人

十一一塒7図︿略﹀︑及び各府縣に調て

もの︑︿略﹀是なり︒

は學識あるものより勅任せられたる

十一一柵6図

もの︑︿略﹀是なり︒

は學識あるものより勅任せられたる

十二821 ︿略﹀︑時代後れの下手な音 十二欄5図 ︿略﹀︑國家に勤勢あり又
曲に耳を傾ける者は一人もない︒
十一一893図︿略﹀︑極りよく整へ置く
は主婦たる者の務なり︒

十二909図 若し家内に血染病等に
か＼るものあらば︑︿略﹀︑世間へ封
な

しても下洗まぬ次第ならずや︒
し

十二933図支那幾千年間の人物中︑
大聖として徳化の尚今日に著しきも
の︑孔子に如くはなし︒
︿略 ﹀ ︑ 職 を 退 き し 後 も 弟

子の道を問ふもの盆く多かりき︒

十一一942図

十二975図 官位・門地・技術・財産

︿略﹀︑議員たる者は至誠
奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

十二鵬2図

・學盗癖に於て衆を抜く者は︑個人

︿略﹀︑國民皆兵なる今の

薫皿すべく︑︿略﹀︒

く︑兄の書を讃むを聞きみて︑直ち
に之をそらんじ︑少しも忘る＼こと
ものか

大御代︑國民たる者は皆軍人たる心

︵終助︶3

なかりしかぼ︑︿略﹀︒

三468圏﹁ばかなことをいふ︒そ

︿略﹀︑軍人たる者は一途 ものか
に忠節を重んじ︑︿略﹀︑身命をすつ

十二川6図

得なかるべからず︒

十二㎜8図

としても自ら高尚なる品格を要する
︿略﹀︑世界強國の國民た

が如く︑︿略VQ

十二977図

る名碁を負ふものは︑國民としても
之に相鷹する品格を備へざるべから
ず︒

ものさしとますとはかり一もむ
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ツタモノガタクサンアリマス︒

十一905
ホシザヲ

第二十三盛物の債

六175図 物ノ長サバ物サシニテバカ ものほしざお ﹇物干竿﹈︵名︶一 モノ
ル︒

︹課名︺2

ものを

︵終助︶1

ものを

ヤルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

ノサヲニモ︑センドウが舟ヲ

六181図物サシニバカネ尺トクヂラ 三308 モノホシザヲニモ︑コクキ
尺トアリ︒

ものさしとますとはかり

物サシトマストバカリ

模範﹇▽こう

額を両手に支へて人知れぬ涙をこぼ
﹇模範﹈︵名︶5

して居る︒

もはん

もはん

す︒

たうみ
九668図︿略﹀︑唐箕の車をまはして︑

もみとしひなとをあふぎ分くるが如

き皆然り︒

そのもみを又よく日にかわか

して︑すりうすですって︑もみがら

六165

もみがら ﹇籾殻﹈︵名︶1 もみがら

く略V御入管の上は︑品もみ ﹇揉﹈←うりもみ

行方正︑職務に忠實にして︑隊中の

十268廻国

模範となられ度︑︿略﹀︒

をのけると︑はじめて米になるので

十一川9曝首の財産家に勧業に熱心

す︒

﹁幼き身を唯一人子國

なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

十一424図園

翼・掌上・養魚等の模範を示せしを

六目7 第六 物サシトマストバカリ
へやらんも心許なし︒また我に代り

物さ

て討死したる六郎の形見とも思ふも

﹇物寂﹈︵形︶1

六174 第六 物サシトマストバカリ
ものさびし・い

以て︑近年作物の改良も出來︑又桑

ふさ

ゑ

もん

ち

紅葉

一マイヒロヒマシタ︒

ニー86オハナハモミヂノハヲ

六27春は花︑秋はもみちで︑山の

ながめは時々かはる︒

九967図︿略﹀︑夏の盛りの頃︑秋の
いま

能く父母に事へたる︑︿略﹀︑松下琿

モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ

秋の山は紅葉の錦を織り︑

紅葉二名高キ龍田川モ程遠

本ノ庭カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

十78

紅葉の折には來り遊ぶもの最も多し︒

の妻の慈善を行ひたる︑皆後世女子
の模範とすべき徳行なり︒

ル︒

カラズ︒

十984図

我等はく略V︑既に祖先
の事蹟を學び得たること多し︒常に

かわかします︒かわくと︑それを稻
こきでこいてもみを取ります︒

そのもみを又よく日にかわか
して︑すりうすですって︑もみがら

六163

をのけると︑はじめて米になるので

どうかして助ける工夫はあ

るまいかと︑兵士等は皆氣をもんで

十一563

聲を限りに救を呼べり︒

膿にすがり︑さかまく波にもまれて

十686図生残れる水夫は破れたる船

もむ ︽ーマ・

冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

十一191図

之を忘れず︑之を模範として︑唯く

十一一宙6図

に

もみじ ﹇紅葉﹈︵名︶6 モミヂ もみ
を植ゑ︑舞を養ふ者多く︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

範として︑職務に勉愛するが故に︑

十一佃2図其の他の教員も校長を模

のを︒﹂

︽ーイ︾

姉上も最早御全快にて︑

九699 秋の末になって︑風の吹散し もはや ﹇最早﹈︵副︶6 もはや 最早

れ居り候︒

九724圏圏

の事とは存候へども︑當時のあらま
しを申上磯︒

明けて二十九日には雨も

止み︑︿略﹀︑此の分ならば︑もはや

九733晒囲

尼の倹約を守りたる︑鈴木今右衛門

もはや新聞紙にて御承知 十一一328図孝女お房の幼き身を以て
ぜん

四五日前より起きて翼の世話をなさ

九432國團

びしい

た木の葉の上に︑雨の降りか＼るの
もの知り

父は三郎のあたまを

﹇物知﹈︵名︶1

は︑何となく物さびしい︒
ものしり

四355圏

物すご

なでながら︑﹁三郎はこんやは
零そうもの知りになったね︒﹂
﹇物凄﹈︵形︶1

といひました︒
ものすご・い

心配には及ぶまじと立退きたる者も

︽ーイ︾

い

引返したる程に御座候︒

一の誠心を以て報國煮皿忠の道にいそ

一騎後れ︑二騎後れ︑

つゴいて三騎までも後れて︑もはや

しまんとす︒

︿略﹀

熊吉と愛作の二人だけの競走となつ

九844

九702 葉の散果てた冬木立に吹きす

モノドモ

さむ木枯の風は︑音を聞くだけでも
﹇者共﹈︵名︶2

物すごい︒

ものども

別れ候より最早一箇年に相成型︒

も・む ﹇揉﹈︵四・五︶2
もみ ﹇籾﹈︵名︶3 もみ
た︒
者ども
七67図圏 ﹁残りタル一門ノモノド 十一954㈱圃 光陰矢の如く︑南北に 六162 刈った稻はく略V︑よく日に ン︾

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹂

く力も薫皿きて︑傍の石にこしを下し︑

度かためいきをついて居る︒最早揮

老人は︑傾く夕日を望み︑︿略V︑幾

十一148図 く略V︒﹂といへば︑心あ 十一一824 幅子の中に一文の銭もない
る者どもいつれも此の議に同ず︒

十一目10 第二十三課 物の債

もののあたい ︹課名︺2 物の償
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もめん一もよう

みる︒

﹇木綿﹈︵名 ︶ 一

モメン

﹇木綿糸﹈︵名︶4

木綿糸

一213 キヌモメンシロヌノ

もめん

もめんいと

木綿綜
木綿織物トイフ︒

六341図 木綿糸ニテ織りタルモノヲ
八624 ︿略﹀木綿織物ハドウシテ造
リマスカ︒木綿締ヲ機デ織ツテ造り
マス︒

はゴ

この長い縣を出す轟が百匹も

なければ︑木綿は9皿尺の絹織物を

七289
織る絹綜は出來ない︒

もも﹇桃﹈︵名︶9モモも＼桃
四746︿略﹀︑又ソノ次ノダン
ニハヒシモチトオゼンヲソナ
ヘテ︑花イケニハモモノ花ト
ヒガンザクラヲイケマシタ︒
・あやめ︑白つゆむすぶ秋の野の

六57圏うめ・も〜・さくら・ふち
ちぐさの花もおもしろや︒

七663国桃がじゅくしましたから︑
︿略﹀︑やしき中の桃の木に

少しばかりですが︑差上げます︒
七674囲

見事な桃をたくさんおおく

皆つぎ木をすると申してゐます︒

七683困

り下さいまして︑有りがたう存じま
す︒

十488図花の名より取れる桃色・紅

がく︒

︽ーエ︾

モヤウ

もや

又此ノ董ヲ染分ケテ︑花鳥

模檬には全く無意味なるも

唐草模檬・波模様の如き是

若し此の模檬に種々の色ど

給二丁模様等を色どりする

十一382益獣

其の外土・材木・塩等

においては極めて大切なる事とす︒

しき色どりを案ずるは︑工藝・美術

十4910図種々の模檬を工夫し︑又聞

どりをほどこしたるもの多し︒

るまで︑我等の衣食住には模檬・色

・塗物の糟模様︑其の他菓子類に至

十499図 ︿略﹀︑着物の縞模様︑焼物

には︑色の調和を考へざるべからず︒

十493図

を増すべし︒

りを加ふるときは︑一層其の美しさ

十476図

は無限に多し︒

なり︒︿略﹀︒かくの如き模檬の工夫

十476図

を攣じて作れるもの多し︒

あれども︑草木・花鳥・轟魚等の形

十472図

模様の如何に麗しきかを︒

併せ用ひたる第十四圖・第十五圖の

十4610図 見よ︑︿略﹀︑直線・曲線を

に美しき模檬を得べし︒

十4510図 ︿略﹀︑曲線を用ふれば︑更

美しき模檬を生ず︒

は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

一定の間合を置きて︑或は縦に︑或

十4410図 直線を適當の長さに切り︑

ガ國輸出品ノーナリ︒

等ノ美シキ模檬ヲ織出セル花錘ハ我

十422図
モモヒキ

梅色・藤色・墨色︑︿略﹀︑色の名構
﹇股引﹈︵名︶3

も亦千種皆様なり︒
も︑ひき

ももひき
几又−

円月弓 月戸ワ

几又−

モヒキヲキセタカカシガタテ

四112︿略﹀︑古イカサト古イモ

もしひき

男はゆるやかな股引をはき︑

チアリマス︒
どうぎ

十一鵬4

上衣と股引は冬でも多くは

胴衣を着けて︑其の上に長い上衣を
着る︒

十一㎜6

白いのを用ひる︒

百尋

翌夕のろかい操りて︑

﹇百尋﹈︵名︶1

十一229図圖

ももひろ

行手定めぬ浪まくら︑百苦・千尋海
︹課名︺2 桃を

の底︑遊びふれさる庭早し︒

おくる手紙

ももをおくるてがみ

燃ゆ

桃をおくる手紙

桃をおくる手紙
第二十

第二十

﹇燃﹈︵下二︶i

七662

母はこんな美しい大きな桃 七目8
は︑はじめて見たと申して︑おとな

七687圏

も・ゆ

﹇模様﹈︵名︶13

模様﹇▽あれもよう・えもよう・

キモノノモヤウヤ︑カンザシ

花鳥・山水・人物などのも
やうは︑うはぐすりをかくる前にゑ

七354図

ノスガタガカハイラシイカラデセウ︒

ナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑ソ

五356

よう・なみもよう

からくさもよう・しまもよう︒そらも

う

もよう

︿略﹀︑こんな見事な桃がな 九655図火は空舟なければ燃えず︒

りへもおすそ分けをいたしました︒

七692団

ほこ
櫻も咲けば︑

ひなの祭の桃の花

るのなら︑植ゑて見たいと申して居
ります︒

八354雪嶺

ろびそめて︑山々の
︿略﹀︒

桃色←う

ウニ欝ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

九76 梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ
﹇桃色﹈︵名︶1
すももいろ

ももいろ

八625 木綿締ハドウシテ出來マスカ︒
八626 綿ヲ機械ニカケテツムグト︑
木綿絡ニナリマス ︒

﹇木綿織物﹈︵名︶5

モメン織物 木綿織物

もめんおりもの

六334図 織物ニハキヌ織物・モメン

織物・アサ織物・毛織物ナドイロ
くアリ︒
六342図 木綿糸ニテ織りタルモノヲ
木綿織物トイフ︒

六344図 ワレラノ着物ハ多クコノ木
綿織物ニテツクル︒

八622 皆サンノ着物ニシテヰル木綿
織物ハドウシテ造りマスカ︒

八639 木綿織物二六や回心ヤカスリ
ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドウ
シテコシラヘルノデスカ︒

もめんきもののゆらい︹課名︺2木
八目6 第十八 木綿着物ノ由來

綿着物ノ由來

八621 第十八 木綿着物ノ由來
もめんはば ﹇木綿幅﹈︵名︶1 木綿

もようという一もん

706

から︑古い銀杏の木が一本︑木枯に

を八つの酒槽に盛り︑其のほとりに

さかぶね

たくさんの子どもをもらって︑つれ

いてふ

も年々其の産額を増加する模檬に御

モリ﹇▽こもり

森

︽ールル︾

びゃくれん

床下に土石を盛り︑心志の

八367図額

もる

︸家和合セザル時ハ家道

もろなお←こうのもろなお

ル・事ナカルベシ︒

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ

十一521図

白蓮の巻葉をもる㌧つゆ涼し︒

︿略﹀︑にごりにしまぬ

﹇漏﹈︵下二︶2 モル

いて室内を温める︒

みぞを造って︑一方の口から火をた

十一柳4

附近数百歩の地にありては︑器に盛

かげ

鈷

森の蔭から出て來て︑あぜ道傳ひに
鋤

れる水軍に波紋を生ず︒

もある︒

砲から鈷を打つ方法もあり︑︿略﹀︒

十672

直ラ

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

﹇門﹈︵名︶10

千尋いたがきこ

らもん・こもん・さくらだもん・たま

ん・がいせんもん・かみなりもん・か

もん・いちもん・うらもん・おもても

もん

もん ﹇文﹈﹇▽いちもん

中ノーツト思ヘバ︑︿略V︒﹂

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

捕鯨法にはく略V︑又以前に 七73図囹

成皿上

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニツノ
︽ーゲ・ーゲル︾

﹇盛上﹈︵下一︶2

は鯨の通路に網を張って鈷を打つ方

げる

もりあ・げる

法などもあった︒

十673

も・る

漕抜けた一隻は勇氣をふるつ

﹇鈷﹈︵名︶5

つ︒

十657
される︒

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

ボートは鈷に附けた長いつな

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑急
もり
虜めがけて破裂矢をしかけた錯を打

十6410

もり

あちらの岡へ向つた︒

犬を連れた男が銃を肩にして︑ 十一784図 く略V︑大地も爲にふるひ︑

娘を坐せしめて待ち給ひしに︑︿略﹀︒

ないが︑いつれ又改めてやり直しを
﹇守﹈︵名︶一

してもらはなければなるまい︒﹂

ワタクシバ︿略﹀︑イモウト

もり

十299

吹きさらされて︑︿略V︒

もり

三112

モリ

ノモリヲシタリ︑オツカヒニ
﹇盛﹈﹇▽さかもり

イツタリシマス︒
﹇森﹈︵名︶9

モリノナカ心置ミヤガ

スガ︑ナイテイク︒

しげってみるのが︑八まんさま

四63圏あの川むかふの木の
のもりです︒﹂

捕鯨法には此の外に汽船の備 もろなおら ﹇師凶事﹈ ︹人名︺1 師

︸531韻 オミャノモリへ︑オテ 十668 他のボートを見れば︑︿略V︑
ラノ ヤネへ︑カアカア︑カラ
錯を打って鯨に引廻されてみるもの

アリマス︒

﹁25一

もり

もり

︿略﹀︑今日の勝負はきまら

て來ました︒

もよほす

九865園

座候︒

もようという ︹単名︺2 模様と色
十目15 第十四課 緊緊と色
﹇催﹈︵五︶1

十447 第十四課 嵩置と色
もよお・す
︽ース︾

モラフ

もら

九675 春の初に降るのは一雨毎に花
﹇貰﹈︵五︶8

をもよほすかとうれしい︒

﹁︿略﹀︑ボクガウチカラ

︽ーッ・ーハ・ー ヒ ︾

もら・う
ふ

一一432囹

タ ド ン ヲ モ ラツテキマスカ
ラ︒﹂

二586 ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑カマドノ
下ニオキマシタ︒

三 3 5 2 み ち でほたるを一びき
つかまへて︑母からかみをもら
つてつつみました︒

イサマシイタイコノ音が森ノ

中カラキコエテクル︒︿略V︒オチヨ

五674

三723 ウラシマハ ハコヲモラツ

トオハナハアネニツレラレテ︑支宮
ニサンケイシタQ

テ︑︿略﹀︑海ノ上へ出テ來マ
シタ︒

貴人の墓には内地の様に石
をたてるけれども︑普通の墓は大抵

十一佃1
た森があって︑森の間からはお社の

四242圏オトミ﹁ソノ糸ハーカケ 六88 たんぼのさきにこんもりとし
イクラデスカ︒﹂オマツ﹁三セン

都市・村落の周園の山や岡

土を盛上げるばかりである︒

がきこもん・におうもん・にもん・ひ

十一佃2

ぐらしもん・ようめいもん

たんぼのさきにこんもりとし

赤い鳥居が見えます︒

には︑まんぢゆうの様に置く盛上げ

レ︾

九36図

ユウグウノ門ヘツキマシタ︒

メニノルト︑︿略﹀︑マモナクリ

三676ウラシマガヨロコンデ︑カ

た±山が激知れず並んでみる︒

宮の森のこんもりと茂った間

尊︑︿略﹀酒を造らせ︑之

社の森を離れるまでは︑留り も・る ﹇盛﹈︵四・五︶3 成折る ︽ リ・

た森があって︑森の間からはお社の

十281

甲乙はなかった︒

九842

赤い鳥居が見えます︒

六88

デス︒﹂オトミ﹁ソレデハ五山ケモ
ラヒマセウ︒

四73一 轟轟ルハアネニテツダツ
テモラツテ︑オヒナサマヲカザ
リマシタ︒

五376 すがるはく略V︑﹁天子様のお
ほせだから︑子を 出 す や う に ︒ ﹂ と ︑

707
もん一や

五744 へいけのぐんぜいがふくはら
七456図圏

あが

さが

︿略﹀︑上り下りの藤の紋︑

さてはたかの羽・つるの丸︑家の氏
さが

のしろを守ってみる︒東生田の門か
あが

の名多ければ︑紋の敷々かぎりなし︒
︿略﹀︑上り下りの藤の紋︑

紋どころ

匁5さんじゅ

分ノーヲ分︑分ノ十分ノーヲ厘トイ
フ︒

貫ノ千分ノーヲ匁︑匁ノ十

分ノーヲ分︑分ノ十分ノーヲ厘トイ

六198図
フ︒

﹇矢﹈︵名︶8

ヤハウマクアタリマシタ︒

・ひとや・ゆみや

た︒

建長・圓覧古寺の

山

又風の方向は矢を以て示

﹇夜﹈﹇▽いちや

にて表すなり︒

し︑︿略V︒又其の強弱は矢の羽の敷

十二202図

や

ふくてんおんちゅう・おんうまや・か

しや・かじゃ・かなものや・ぎゅう

にゆうや・くだものや・くつや・げた

や・ごふくどいや・ごふくや・こまも

のや・こめや・ざいもくや・さかなや

・したてや・しんぶんや・たねものや

十二265図表

昔の音やこもるらん︒
かずとよ

かの山内一豊の妻が貧苦

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二331図

ヤ

や

︿略V形名の妻と其の徳を同じうす

とやいはん︒

將軍田村麻呂の東北の地を

︵接助︶4

征するや︑恩威ならび行はれて︑向

九636園

や

四821よ一は弓に矢をつがへ︑
よくねらひをさだめ︑︿略﹀︑ひ
之をはうむりし時は︑よう

ようと皿矢いはなしました︒
九641図

ひ・劔・弓・下等を土ハにをさめ︑

光陰矢の如く︑南北に

︿略﹀︑ながく白王城を守護せしめたり
といふ︒

十一954國国

ふ所敵なく︑︿略﹀︒

ふるひ︑岩の細片は火山灰となりて

十二428図其の破裂するや︑土地は

フ︒

蜀軍ノ陣螢ヲ示シテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト問

孔明謀ヲ以テ其ノ將孟獲ヲ捕へ︑

マウクワク

上界の方向は矢を以て示 十一脳10図 サキニ蜀ノ南方齪レシヤ︑

別れ候より最早一箇年に相成候︒
十一一1910図

し︑矢の上へ向ふはく略﹀︑左へ向
ふは東風とす︒

又風の方向は矢を以て示
へ向ふは東風とす︒

し︑矢の上へ向ふは南風︑︿略﹀︑左

十ニー910図

門高き松風に

四161︿略﹀︑矢にあたったみの ・といや・とまや・やまもとやさま・
ししが︑上の方からよりとも
やまもとやたしちろう・わがや
の居る方へかけおりて來まし や ︵係助︶2 や

二36一

や・おわりやごふくてん・おわりやご

さてはたかの羽・つるの丸︑家の氏

﹇紋所﹈︵名︶1

おほよそ家の紋どころ︑

﹇匁﹈︵名︶2

貫ノ千分ノーヲ匁︑匁ノ十

矢←はれつや

かや・いしゃ・えぞうしや・おもちゃ

もんどころ

七445図圃

いふもかしこし︑菊と桐︒

もんめ

もんない﹇▽しはんがっこうもんない

うもんめ・しもんめ・にじゅうもんめ

六198図

・にひゃくもんめ

ヤ

や ﹇屋﹈﹇▽あめや・あらものや・いざ

七459図圃

ら西一の谷の門までの間︑︿略﹀︑人
や 馬 で ふ さ ・ が っ てみる︒

五744 東生田の門から西一の谷の門

紋﹇▽いえ

や

の名多ければ︑紋の数々かぎりなし︒
門外

︿略﹀︑心の攣ることもあ

﹇門外﹈︵名︶1

もんいんεじょうとうもんいん

こ

もんこ﹇▽さんだいもんこ・にだいもん

門外へは出でざりきとそ︒

るべきかとて︑其の後は一度も院の

十一464図

︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは もんがい

までの間︑︿略﹀ ︑ 人 や 馬 で ふ さ が つ
てるる︒

五753

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい
は西の門へ向つた ︒

︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい

五754

は西の門へ向つた ︒

門地
官位・門地・技術・財産

﹇門地﹈︵名︶1

十一一975図

もんち

九804図筑紫に到りて後は︑常に門 もんじ﹇▽いちもんじ・だいもんじ
を閉ぢて出つることまれなりしが︑
︿略﹀︒

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

やうめい

九943 進んで陽明門に至る︒此の門

としても自ら高尚なる品格を要する

ひぐらし

一に日暮門の名あるは︑日暮るる

モンツキ

︿略﹀︑コチラニハオカアサ

﹇紋付﹈︵名︶一

が如く︑︿略﹀︒

マス︒

ンノモンツキノハオリガアリ

三574

もんつき

まで見れどもあかずとの意なりとそ︒

九948層次の門を唐門といふ︒
十一柵4図 く略V︑見童は︿略﹀︑學
校を思ふ心厚く︑卒業後も尚學校の
門に出入するを樂みとせり︒

の非をさとり︑相如の門に至りて罪

十一一397図 廉桜之を聞きて︑深く其もんどう与しようぎょうもんどう

モン

を謝し︑つひに無二の親交を結べり
とそ︒

﹇紋﹈︵名︶3

のもん・こもん

もん

一一464 ︿略﹀︑アノオヤネニハウ

メバチノ大キナモンガツイテ
ヰマス︒

や

や一や
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や

飛散し︑︿略﹀︒

サイテヰマス︒

オトウサンヤニイサンハ

マイアサハヤクカラタンボヘ

三116
イキマス︒

十二 3図故に下級の者の上官の命
を承くるや︑直ちに陛下の命令なり

三136

タガガカケテアリマス︒

三305タルヤヲケニモ︑竹ノ

しても︑できません︒

四13ふでやかみを士入るみせ
も︑本を費るうちも︑みんな
がくかうのきんじよにあります︒

︿略Vやさいやすみやた

きぎを馬やくるまにつんで︑

四32

︿略Vやさいやすみやた

士買りにきます︒

四32

きぎを馬やくるまにつんで︑

士買りにきます︒

四34又町からは︑きれやこ

四318圏

それではうどんやさう

︿略﹀︑うどんやさうめん

めんは何でつくりますか︒﹂

にする変は同じですか︑ち

四327園

がひますか︒﹂

﹁いいえ︑うどんやさう

めんにする萎は小変で︑ごは

四333園

﹁︿略V︑もちやだんごの

んにたく委は大筆です︒﹂

四338囹

イクニモツカヒマス︒

あんは何で作るのですか︒﹂
︿略Vやさいやすみやた
四371変ワラデハ︿略﹀︑又赤ヤ
青ヤキ色ニソメテ︑変ワラザ

ケタコトハアリマセン︒
きぎを馬やくるまにつんで︑
三228私をく略V︑たたせること 一翼りにきます︒
や︑二つかさねることは︑どう
四33

ダレトスマフヲトツテモ︑マ

ツノデモヲツテシマフホドデ︑

ウシノツノヤ︑シカノ

と思ふべく︑︿略﹀︒

アカイノヤシロイノヤ

ヤ

や

︵並助︶脳

一403

マジツテヰマス︒

アカイノヤシロイノヤ

イロイロマジツテヰマス︒

一404
イロイロ

一一332 ムカシアルトコ日嗣︑タ

ヤハタケヲタクサンモツテヰ
タ人ガアリマシタ︒
二336 ︿略﹀︑トリヤケモノヲイ

五人デスカラ︑︿略﹀︒

四236オマツノ店ニハ︑糸ヤ
キレヤフデヤカミガナラベテ
アリマス︒

四236オマツノ店ニハ︑糸ヤ
キレヤフデヤカミガナラベテ
アリマス︒

︿略﹀︑女や子どもも大ぜ 四236オマツノ店ニハ︑糸ヤ

オモチヤや色色ナ物ガアリマ

ス︒

四403圏 ﹁コンドハタヒヤヒラ
メナドハキツトヤラレタニチ

ガヒナイ︒

や︑すべてなまぐさものをおく

四453圏 今でも魚や貝や鳥

る時には︑のしをつけません︒﹂

キレヤフデヤカミガナラベテ
い出て︑いっしよになってひき
四453園 今でも魚や貝や鳥
アリマス︒
あげます︒
や︑すべてなまぐさものをおく
三613 あそこにはうつくしいか 四271 ︿略V︑のはらのくさやは る時には︑のしをつけません︒﹂
なは大ていかれてしまひました︒
ひや小石がたくさんあります︒
四453圏 今でも魚や貝や鳥

三607

ら出ると︑しんでしまひます︒

三497こひやふななどは水か

ん︒

にながく居ることはできませ

三496人や犬などは水の中

の言ふことがわかりません︒

のおっしゃることや︑みんな

コロシテ︑オモシロガツテヰマシ
三384これで本の中のじゃ まものやさかななどを買って
四371 変ワラデハ︿略﹀︑二戸ヤ
．かへります︒
タ︒
ゑや︑︿略Vいろいろなものを
青ヤキ色ニソメテ︑萎ワラザ
イクニモツカヒマス︒
四35又町からは︑きれやこ
二564︿略﹀︑ウスノ中カラォカ 見るのです︒
三384これで本の中のじゃ
ネヤキモノヤ︑イロイロナタカ
四373 委ワラザイクニバカゴヤ
まものやさかななどを買って
ゑや︑︿略﹀いろいろなものを
ラモノガデマシタQ
かへります︒
オモチヤや色色ナ物ガアリマ
ス︒
四216囹 ﹁ウチノ ニイサンヤネ
二565︿略﹀︑ウスノ中カラオカ 見るのです︒
エサンヲアハセルト︑ミンナデ
三388 これがなければ︑せんせい
ネヤキモノヤ︑イロイロナタカ
四373 愛ワラザイクニバカゴヤ
ラモノガデマシタ︒

二646トノサマヤ︑オトモノ人
ノ目モ︑ロモ︑耳モ︑ハヒダラ
ケニナリマシタ︒
三71 ︿略﹀︑アカヤ︑キイロヤ︑

ムラサキヤ︑イロイロナハナガ
サイテヰマス︒

ムラサキヤ︑イロイロナハナガ

三71 ︿略V︑アカヤ︑キイロヤ︑
サイテヰマス︒

ムラサキヤ︑イロイロナハナガ

三72 ︿略﹀︑アカヤ︑キイロヤ︑
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や一や

や︑すべてなまぐさものをおく
る時には︑のしをつけません︒﹂

五354

早い流をいかだの下って行く

である︒

六144
アル︒

六157

刈った稻はさをや木にかける

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道ニ

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

コノ美シイ蝶ガトビマハルノ 六35

デ︑花ゾノや野原ノケシキガーソウ

ナドニ蝶ノ形ノツケテアルノモ︑ソ

四744 又四ダン目皿ハ小サナタ 引立チマス︒
五356 キモノノモヤウヤ︑カンザシ
ンスヤナガモチヤヒバチナド
ヲナラベ︑︿略﹀︒

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

四744 又四ダン目ニハ小サナタ ノスガタガカハイラシイカラデセウ︒
ンスヤナガモチヤヒバチナド
五497 マクハ瓜ヤタ顔や西瓜ニハ︑
ヲナラベ︑︿略﹀︒

か︑地面にひろげるかして︑よく日
にかわかします︒

ぬさの前にはおみきやもちや

男や女や年よりや子供も大ぜ

魚がそなへてあります︒

六744

六745

男や女や年よりや子供も大ぜ

い集ってゐますが︑︿略﹀︒

男や女や年よりや子供も大ぜ

い集ってゐますが︑︿略﹀︒

六745

六745

高イホバシラヤ︑ヒクイホバ

い集ってゐますが︑︿略﹀︒

シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ

六773

この首木の枝やわらなどで作

林ノヤウニ見エル︒

七321

モトユヒや水引ノヤウナ︑

つたまぶしへうつしてやると︑︿略﹀︒

アンナ丈夫ナ物ハ日本紙デナケレバ

七482園

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

﹁葉書や切手や印紙ナドハ

﹁葉書や切手や印紙ナドハ

﹁ソンナニイバツテモ︑ア

いことはない︒

をまぜてこしらへた物を口に入れな

七642 ︿略﹀︑水のまじった物や︑水

が︑︿略﹀︒

あって︑手紙や品物を配達しました

七534園昔はひきゃくといふものが

などよりはよほど安いのです︒

十匁まで二銭で︑これもたゴの手紙

七531園 ︿略﹀︑書物や寓眞の類は三

イ︒﹂

ノ神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

七498圏

皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂

七495園

皆僕等ノ仲間ダゾ︒﹂

七495囹

出來ナイ︒﹂
ガ︑︿略﹀︒

ノ他イロくナカザリ物ニナリマス

六253園金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

わすれてしまひます︒

さも︑取入れのいそがしさも︑全く

キ瓜や白瓜ハ生デ瓜モミニシ 六171 ︿略﹀︑田うゑや草取りの苦し
︿略﹀︑ヒルノ問山木ノウロヤ

鳥ヤケモノ山火ヲ使フコトヲ
近ゴロバ︿略﹀︑火打石や火

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

六257園銅ハソレニヒキカヘテ︑金
シタガツテネダンモヤスウゴザイマ

︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

キカイナドヲウゴカスノ一当︑皆コ

ソノ他書や針ノヤウナ小サ

清水寺をはじめ︑たくさん
むねの上には紙のぬさを立て

ぬさの前にはおみきやもちや
魚がそなへてあります︒

六744

ざつてあります︒

て︑色どった大きな弓矢や各車がか

六743

のお寺やお宮へさんけいした︒

六397囲

コシラヘルコトが出來マセン︒

ウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ︑

イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ

六274園

ス︒

︿略﹀︑汽車や汽船ヤソノ他ノ

︿略﹀︑北は山のふもとから南

よしっねはよろこんで︑刀や
ようひをやってけらいにした︒

五774

がってみる︒

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ

五746

レヲ使ヒマス︒

キカイナドヲウゴカスノニハ︑皆コ

五586

レヲ使ヒマス︒

五586

打金ヲ使フ人ハメツタニアリマセン︒

五573

知りマセン︒

五565

穴ノ中野カクレテヰテ︑︿略﹀︒

五556

テモ︑ツケ物ニシテモタベ︑︿略﹀︒

五517

四756園 オチヨサンヤオマツサ 五497 マクハ瓜ヤタ顔や西瓜ニハ︑
マルノー形ノモ︑長イ形ノモアル︒
ンヲヨンデ來テ︑オアソビナサ
イ︒﹂

五115 それから田や畠の間を通って
來るうちに︑右からも︑左からも︑

︿略﹀︑ は し が か け て あ っ て ︑

なかまがあつまっ て 來 て ︑ ︿ 略 V ︒
五122

人や馬や車がたくさん通ってみるの
です︒

︿略﹀︑ は し が か け て あ っ て ︑

︿略﹀︑ 羽 ノ 色 ニ モ ︑ 白 イ ノ ヤ ︑

人や馬や車がたくさん通ってみるの

五122

です︒

五351

︿略﹀︑ 羽 ノ 天 職 モ ︑ 白 イ ノ ヤ ︑

ノヤサマぐアリマスガ︑︿略V︒

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ
五352

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ
︿略﹀︑ 羽 ノ 色 ニ モ ︑ 白 イ ノ ヤ ︑

ノヤサマぐアリマスガ・︿略﹀︒
五352

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ
ノヤサマぐアリマスガ︑︿略﹀︒

所々に白いぬのをさらしたや
うなたきや谷川があって︑一そう山

︿略﹀︑羽ノ色入モ︑白イノヤ︑ 六32

の景色を引立てる︒

五352

ノヤサマぐアリマスガ︑︿略﹀︒

キイロナノヤ︑黒イノヤ︑マダラナ

や一や
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親類や友だちは大そう心配し

まして︑︿略﹀︑いろく考へてるま

八196
した︒

メマス︒

メマス︒

八643

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ染

其ノ中へ白下や白布ヲ入レテ︑

其ノ中へ白綜や白布ヲ入レテ︑

又ユリヤアヤメノ花ハ韓ノ色

菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ

如何なる嚢明も︑一度や二度

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

九87

ガ癬トーツ色デアル︒

九81

ノ花ノ霧ハ不揃デアル︒

ウニ鱒ガヨク揃ツテヰルガ︑豆や藤

九77梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

紺や淺黄荒染メルノデス︒

八661

紺や淺黄二染メルノデス︒

其の後は毎朝必ず早く起きて︑ 八659

﹁自分は今こそこんな小刀

一切の書類や記録類も皆ぶじ
大きなきかいの動くのも︑汽
車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

八443

であったといふことだ︒

八437

は人に知られた刀かちで︑︿略﹀︒

や釘などを造ってみるが︑元は少し

八333園

かせ︑︿略﹀︒

下男や下女は早くから畑へ出して働

八262

美シイ羽化ハ︑コノ貝ノカラノ中ニ

カンザシノ玉ヤヲジメニスル
ミルヤモヅクノ檬二緑色ノモ

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ

七763

サンゴハコノ轟ノ骨デアル︒

七729

アルノデアル︒

七644 酒やすや醤油も︑めしやもち 七724 指ワヤエリドメナドニハメル
やくわしも︑水がなければ出発ない︒

七644 酒やすや醤油も︑めしやもち
やくわしも︑水がなければ出來ない︒

七645 酒やすや醤油も︑めしやもち
やくわしも︑水がなければ出來ない︒
やくわしも︑水がなければ出來ない︒

七645 酒やすや醤油も︑めしやもち

海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ

スヒ取ル︒

七775

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ

七652 又冷水浴や海水浴はひふを強 七764 ミルヤモヅクノ軌匡緑色ノモ
くし︑︿略﹀︑心 を さ わ や か に す る ︒

飲むと︑おそろしい病氣にか＼るこ

七658 尊きたない水やくさった水を
とがある︒

用によるのである︒

︿略﹀などの様に︑大空を飛 九314

の不成功で氣をくじく様では出子上

八548

びまはって︑他の鳥をとらへて食ふ

︿略﹀︑様々ノ魚ヤケモノが浮

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

鐵道の通じてみない所でも︑

るものでは無い︒

馬車や人力車がある︒

九383

又にはとり・七面鳥・あひる 九501図翻路行く人のかぶりもの︑

中折・鳥打・山高や︑シルクハット

ぎ

などは陸上や水上にばかり居て高く

木綿織物二紺や淺黄ヤカスリ

木綿織物二紺や淺黄ヤカスリ

紺や学堂ヤカスリハアヰデ染

サキや本ノ圓イ葉モアレバ︑

パラノ葉や豆ノ葉が即チソレ

櫻や梅ノ葉ハ唯一スヂノ太イ

細イ脈が網ノ目ヲ様ニナツテヰル︒

脈ガマン中二通ツテ︑ソレカラ出タ

十75

デアル︒

十66

葉モアル︒

尖ツテヰル葉モアリ︑ ヘコンデヰル

十510

見るにもいとゴ磨げなり︒

木綿織物二紺や淺黄ヤカスリ 九508図圏夏の纏木や変わらは

きやう

と類多し︒

八643

シテコシラヘルノデスカ︒

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドウ

八639

シテコシラヘルノデスカ︒

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドウ

八639

シテコシラヘルノデスカ︒

ヤ其ノ他色々ナ縞ガアルノハ︑ドウ

八639

飛ばないから︑其のつばさが小さい︒

八554

ばさが大きい︒

鳥や︑︿略﹀などの様に︑氣候によ

日の出や日の入には日光が

つてすむ所をかへる鳥は︑総べてつ

ます︒

七855圏

くなった時には︑︿略﹀︒

きりや雪で︑方角の分らな

波にうつって︑水の色が金色になり

七825圏

ノハ︑︿略﹀美シイ景色デアラウ︒

七778

ノ動物や植物ガアル︒

七699 海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外 七776 廣イ海ニハ︑コノ通りニ多ク
色々ノ動物が居り︑サマぐノ植物
モアル︒

七699 海ノ中ニハ魚や貝ヤソノ外
色々ノ動物が居り︑サマぐノ植物
モアル︒

七707 魚類ニハ︿略﹀︑タヒ・ボラ
・ハモ・コチ・キスナドノヤウニ︑

岩ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガ
アリ︑︿略﹀︒

この星を見分けることや︑

る者には大切な事です︒﹂

燈毫のあかりを知ることは︑船に乗

七871園

んと分ります︒

れに便って︑居る場所や方角がちや

七866圏く略V︑星が出てみれば︑そ

りします︒

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七714 エビノピンくハネタリ︑カ 七859圏 そんな時には海の深さをは
ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ
︿略﹀︑タコヤイカノアシヲソ

川ニスムモノトチ ガ ハ ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七715

ロヘテ優等グ様ハマコトニ面白イ︒

七717 アサリ・ハマグリナドハ砂ヤ
泥ノ上二三リ︑︿略﹀︒

キオトサナケレバナラナイ程デアル︒

七721 軍カンや汽船ハ時々カキヲカ

711

や一や

休む間なし︒﹂

はり

はり

むなぎ

むなぎ

桁どもを いつもせおひて 片時

けた

十135図警告 あはれ我︑梁や棟木や
も

休む間なし︒﹂

桁どもを いつもせおひて 片時

けた

十135図冷感 あはれ我︑梁や棟木や
も

や窺眞のはいってみるのもある︒

ハ︑トテモ引合フモノデナイ︒

ラバ︑一包鼻鏡ヤ三鏡五厘一；買ツテ

又分業二心ツテーツノ仕事

や

ヤ

や←まえやうたえ

枝ぶりすべてお

見上げる峯の一つ松︑はま

︵終助︶56

や・をや

六52圏

べはつゴく松原の

十一118
ニバカリ掛ツテ居ルト︑︿略﹀︑其ノ

通ふ白ほの美し

わけて名におふ松島の 大

もしろや︒

や︒

六61圏

しや︒

わけてさくらの吉野山︑一

二つとや︑二人のおや御

八712名園

﹁諸君は知らずや︑我は

これ世界の著きがためにし

たゴ坐して食ふ者にあらず︒

て︑若し平たき物ならば︑行けば行

八805図

く程出嚢鮎に遠ざかるべきはずなら

ずや︒

さしく舞へや︒

九108図圏舞へや舞へや︑すがたや

さしく舞へや︒

九108図圖舞へや舞へや︑すがたや

さしく舞へや︒

九108図圃舞へや舞へや︑すがたや

く舞へや︒

九109図圃舞へや舞へや︑たもと輕

く舞へや︒

九109図武舞へや舞へや︑たもと輕

く舞へや︒

九109図圏舞へや舞へや︑たもと輕

九111図面舞へや舞へや︑花に草に︒

九111図準星へや舞へや︑花に草に︒

く舞へや︒

九114図圏舞へや舞へや︑たもと輕

く舞へや︒

九114図圏舞へや舞へや︑たもと輕

く舞へや︒

九114図譜舞へや舞へや︑たもと輕

さしく舞へや︒

九H3図團舞へや舞へや︑すがたや

さしく舞へや︒

九113図圏舞へや舞へや︑すがたや

さしく舞へや︒

九113図圃舞へや舞へや︑すがたや

を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑

諸子は皇大神宮のかくばか
今日のこの日に年玉ののぞ

風戸にさてもよき日や︒山遊びする

八83図春秋の日の過すみわたり︑

みを達したるは何等の幸そや︒

八79図

りたふときいはれを知れりや︒

八21図

母の愛︒

六828図示

恩︒

一に︑あふげや︑高き君の恩︑國の

六825図圃

一つとや︑入々忠義を第

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美

六64圏

ちぐさの花もおもしろや︒

・あやめ︑三つゆむすぶ秋の野の

うめ・も㌦・さくら・ふち

島・小島その中を

六55圏

仕事二適スル器具ノ改良や獲明ヲス
ルコトモアル︒

ない︒

十一648

又魚類や野菜島隠其ノ季節

座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置

都市・村落の三園の山や岡

︿略﹀︑多人戸ノ技師や技手

イヅレモ大規模二出撃テヰ
テ︑墨ク蒸氣や電氣ノカヲ利用スル︒
はち
蝶や蜂は花から花へいそが

によき日や︒

によき日や︒

か団やく入日美しや︒

八601土煙

まつ渡り見ん瀬田の橋︑

風暖にさてもよき日や︒山遊びする

又ひよやつぐみは美しく熟 八84図魍秋の日の貸すみわたり︑
鳥ばかりではない︑人や獣
へまき散すのである︒

類も果實をたべては其の種子を方々

十二2010

してみる果實をついばむ︒

︿略﹀︑難卵や難肉の養分の多 十一一208

しさうに飛廻って花の汁を吸ふ︒

十一一204

十ニー29

ガ永クカ・ツテ製圖スルカラ︑︿略﹀︒

十ニー21

た土山が数知れず並んでみる︒

には︑まんぢゆうの様に圓く盛上げ

十一柵2

ナイノハヲカシイ話デアル︒

ク人ガ︑皇所ヲ不潔ニシテカヘリミ

十一673

モヨク︑︿略﹀︒

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十一658

ヘナケレバナラヌ︒

先ヅ衛生・纏濟・味ノ三方面ヨリ考

材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

十182 本の中には︿略﹀︑童里や地謡 十一565 ︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪
十182 本の中には︿略﹀︑圭里や地圖
や寓眞のはいってみるのもある︒

窺眞は銅版に彫りつけて︑相當の場

十197 圖や書は別に堅い木に彫り︑

︿略﹀︑色のたくさんまじった

所に入れる︒

十204

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

美しい檜壷や転落のやうなものは︑

らぬ︒

十2810 それと隣り合って︑ねぎや大
根が青々とうねをかざって︑︿略﹀
なめしがは

旨々とした色を見せてみる︒

ん や 靴 な ど を 造 り ︑︿略﹀︒

十846 其の皮は革に製して︑かば

工物に使ふ︒

十847 ︿略﹀︑其の骨や角は色々の細

ぎ

十848 二皮・骨・ひづめなどからは
や

にかはが出來︑血や腸は肥料になる︒
十8710

十871 羊や山羊は毛が必要である︒
いことは知らぬ人はない︒

十881 其の外あひるや七面鳥なども
家に飼はれる鳥である︒

十一103 若シ一人ノ手デ製造スルナ

や一や
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九2010象車何の爲にいくさには御出
でなされ候ぞ︒一命をすてて君に報
ゆる爲には候はずや︒

け︑我が子︒

ニアラズヤ︒

十﹁875図

自治制の如き最良の制度

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

十二価7図
機械ノカバ驚クベキモノ
や︒

中にも君の千代八千代祝ふや菊の

八375図圃 ︿略﹀︑秋の花草多けれど︑

花の宴︒

いつしか木々もうらがれ

十2510図 良や老人ノ無禮ヲトガメズ︑

信や少年ノ笑罵二怒ラズ︑︿略﹀︒

・よっつとや

信や少年ノ笑罵二十ラズ︑︿略﹀︒

﹃さらば﹄と︑握手ねん

ごろユ︑別れて行くや右左︒

にて候︒﹂

十531上野 ﹁あな︑むざんや︑實成皿

よし水試まくらのもとユ．石走る

十一31図和花ユねてよしや吉野の

音︒

十一555 ︿略﹀︑山のやうな雪なだれ

がなだれて來て︑むざんや︑かの勇

ましい少年鼓手は忽ち谷底へはき落

﹁おはなや︑用があるから︑

ちよつとお出で︒﹂と︑母はだいど

上るや石のきざ目しの︑

てふ

左に高き大銀杏︑問はばや︑遠き

い

十二249図圏

された︒

眠る蝶々︑とび立つひばり︑
吹くや春風たもとも輕く︑︿略V︒

七97圏

ころからよびました︒

五188圏

良や老人ノ無禮ヲトガメズ︑

十261図

禮儀も亦軍に軍隊の間に
行はる＼に非ずして︑此の心得なく

や﹇▽いざや・いつ

十415算勘
や︒

十二描5図

︵間助︶22

ヤ

して如何でか日常の社會に立たんや︒
あに
我等山豆一日も之を忘れん

十二幡10図

て︑さびしきにはのさざん花や︑北

風寒きやぶかげに︑びはの花咲く年

八377図團

十二幡4図此の五箇條を行ふも︑結

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん

かくて数年の後には︑地

面に近き土をば全く上下にうち返す

の暮︒

九4010図 然レドモ自然ノ幽囚占拠二 十﹇888図
是々リモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ

返すぐも服唐すべき大御言ならず

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

﹁余は秦王を其の朝に

や・むっつとや・もしや・やっつとや

是は公の大事なり︒何 ・ひとつとや・ふたつとや・みっつと

ここのつとや・とおとや・ななつとや

將來本校却々ブ者ノ幸福 つとや・いでや・いまや・いわんや︒

や

古今勇士の意氣甚だ相似

ふくよう

といふ︒農夫の田畑を耕すに似たら

十一一307図
たらずや︒

や︒

ずや︒

修身の徳是なりと︑教

ヤ︒

九518図圃 赤き帽子のトルコ人︑長
十一佃5図韻
育勅語のり給ひ︑戦後二四かくこそ

き白布くるくと 頭に巻ける印度
人︑所攣れば様々に 攣るよそほひ
と︑戊申の詔書かしこしや︒

ぼしん

面白や︒

九715屡国御一家御無事に御座候や︒ 十ニー93図 諸子は中央氣週期より議

空なつかしや︒﹂

とり離れて︑はるぐと多重の

十132図蟹玉 ﹁︿略V︑我が友3 ひ 行ずる天氣圖を見たることありゃ︒
しほ路︑故里の

如何ゾヤ︒

十504図園 ﹁唯一ふみ止って職ひ給 十二368図
ふは誰ぞ︒名乗り給へや︒

れんや︒

十二9010図

ても申しわけなく︑世間へ卑しても

か＼るものあらば︑黒暗・隣へ封し

若し家内に傳染病等に

聾したるもの︒何ぞ濁り廉將軍を恐

十二392図園

ぞ私事を以て公事を害せんや︒﹂

十507図囹 唯首を取って︑大將の見 十二382図南
参 に 入 れ よ ︒ ︿ 略 ﹀︒組めや手塚︒﹂

むさし
十525最早 ﹁そは武藏の齋藤四十に
はあらずや︒

十﹇145図圏 ﹁﹃志士・仁人は生を求

めて仁を害することなし︒身を殺し
て仁を成すことあり︒﹄とかや︒

十一238図魍 浪にたゴよふ氷山も︑

艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

に席を與ふるが如きは︑個人として

雪︑︿略﹀︑家の氏の名多ければ︑紋

櫻・たちばなや︑三がい松にさ＼の

には︑其の人や全く精神なき人形の

に長ずとも︑皿片忠節の心なからん

しやな︒

十二佃1夕桜

十二冊1図圃

うれしうれしや︑う塗

うれしうれしや︑う望

も︑男性としても︑其の心の奥ゆか

ましてや人と生れ來て︑
皿たんめあて︑定めては︑わき目も

七796図醜

ふらず︑怠らず︑︿略﹀︒

み︒

の

違ふる者絶えてなしといふ︒我等の
學ぶべき事ならずや︒

数々かぎりなし︒

しきを感ぜずや︒

七454図圏 二つどもゑに三つどもゑ︑
相濟まぬ次第ならずや︒
世々の跡︒
來らば來れ︑恐れんや︒
セノ
三つ星・四つ目・九曜星︑梅ばち・
十二帽4図 如何程技藝に通じ︑學術
十﹇318図 諸子ハ職艦・︿略﹀・潜水 十一一997図 ︿略﹀︑幼者・不具者の爲

十一357國圏 一別以來御攣りもこれ
無く候や︒

け︑我が子︒

十一594図圃 行けや行けや︑とく行 十二㎜7図 之を返すにも其の期日を
十一594図韻 行けや行けや︑とく行
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やえざくら一やき

しやな︒

十二佃9図團 うれしうれしや︑うれ
しやな︒

十二佃9墨壷 うれしうれしや︑うれ
しやな︒

しやな︒

十二佃7図囲 うれしうれしや︑うれ
十二㎎7図圏 うれしうれしや︑うれ
しやな︒

しやな︒

十一一伽5図圃 うれしうれしや︑うれ

十二㎜5図願 うれしうれしや︑うれ
しやな︒

にほひぬと︑

やえざくら ﹇八重桜﹈︵名︶3 八重櫻
な ら
九932図︿團
略﹀︑古の 奈良の都の
八重櫻︑今日九重に

散らざらん︒

つかうまつりし 言の葉の 花は千
歳も
イ

セ タイ フ

其の手紙を差出した︒

此の時も少し進んだきりで︑

やがて汽車が動き出すと︑馬
つて見たが︑︿略﹀︒

上の人はしきりにむちを打ってあせ

九348

それを直した︒

關の一部に故障があったので︑すぐ

やがて動かなくなったが︑︿略﹀︑機⁝

九324

つこりと笑って立去った︒

が︑やがて手をあげて敬宣して︑に

水兵は頭を下げて聞いてみた

がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

まもなく町の中へはいると︑

九239

心し︑筋肉を勢するが故に︑身馬丁
やがて

に健全なり︒

ヤガテ

ヨイオヂイサンハヤガテ

︵副︶18

︿略﹀︒

︿略﹀父子の︑今無事にて
相見し喜は如何なりしそ︒やがて親

九497図

頭を立直しく︑死力を墨して漕進

む︒

此の故事を引きて︑やが

て忠臣の起りて勤王の兵を墨げ︑必

十﹁172図

ず御心を安んじ奉るべきことを聞え

上げたるなり︒

夜間は紅燈を赤球に︑緑

やかん ﹇夜間﹈︵名︶1 夜間

燈を圓筒形に︑紅線二燈を圓錐形に

十ニー87図

代ふ︒

アル晩金物ヤノ店デ︑ヤクワ

やかん ﹇薬缶﹈︵名︶5 ヤクワン

ントテツビンガメイくジマンバナ

六245

シヲシマシタ︒

マヅヤクワンガイヒマスニハ︑

仲間ノ銅デセウ︒

デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモノ

﹁金工ハイロくアリマスガ︑ナカ

六247
をもよほすかとうれしい︒︿略V︒併

春の初に降るのは一雨毎に花

子打連れて︑心樂しく獲足したり︒

一豊は妻に禮をのべて︑その 九678

し此の雨はやがて花を散す雨となる
一幽豆の馬ははたして

ヤクワンハソレヲ聞イテ︑

第八

︹課名︺2

ヤクワ

ヤクワントテツビン

ヤクワントテツビン

第八

やき←すやき・せとくたにありたきよ

六244

六目9

ントテツビン

やかんとてつびん

テシマヒマシタ︒

イヒマシタノデ︑ヤクワンハダマツ

六294 ソノ時鐵ビンハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

シタ︒

ナルデハアリマセンカ︒﹂トイヒマ

﹁ソレデモ衆智ヂキニサビテ︑赤ク

六282

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六263圏金ダラヒニモナレバ︑私ノ

の日となって︑

て︑鳥居の下へ集って來た︒

人々に附きそはれ︑静々馬を歩ませ

九828

る︒

ので︑其の時はうらめしい心地がす

七508図母は出で來りて︑やがて六
鏡をはらひて︑一通の手紙を受取り
たり︒

やがて五人の騎手は多くの

信長の目にとまって︑︿略﹀︒

馬をもとめました︒やがて馬そろへ

七432

ら︑︿略﹀︒

を産んで︑間もなく死んでしまふか

七335

蛾は繭から出ると︑やがて卵

上へ來ましたから︑何かと思ったら︑

ゐました︒やがて重い物が私どもの

︿略﹀︑人がいそがしさうにあるいて

五126

ガ︑︿略﹀︒

ツテ︑ソレデ米ヲツキマシタ

コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク

一一557

やがて

十952図 師範學校門内ノ八重櫻一株︑
︿略﹀︒ト︑伊勢大輔ノヨミシ其ノ奈
良櫻ノ名残ヲトぐメタリ︒

十953図圃古の奈良の都の八重櫻︑
今日九重ににほひぬるかな︒

中佐ハシヅカニ︑﹁杉野ハ

十255自門信シバシ其ノ面ヲウチマ

七899図

今鮎火ヲ終ヘタルゾ︒総員ボート

やか8あざやか・おだやか・ささやか

モリシガ︑ヤガテハラバヒテ跨ノ下

父は︿略﹀︑娘のやさしき
やがて二人は荒波に打返さる＼船の

心にはげまされて︑ボートを用意す︒

十699図

がて打ちまたがって首をかく︒

上げ︑こぶしも通れとさし通し︑や

十515図

ヲクグル︒

へ︒﹂ボートハヤガテ福井丸ノカタ
一同乗リウツレリ︒

ハラニ卸サレテ︑

野外

鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御町ニ

手塚其の間に敵の草ずりを

︒さわやか・しめやか・すこやか・す
﹇野外﹈︵名︶2

︿略﹀︒

二進ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑

シタガヘリ︒ヤガテ同志ノ一人御前

八526図

みやか・にぎやか・ゆるやか
やがい

九6010図 人多き都會に住む者は︑
折々野外に出でて︑新しき空氣をす
ひ︑︿略﹀︒

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

十二471図農業に從事するものは多 九199 水兵は驚いて︑立上ってしば
く野外にありて︑清潔なる空氣を呼

やぎ一やくじゅういちまん
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や

ぎ

みずさつまやき
や ぎ
﹇山羊﹈︵名︶2 山羊
山羊

るまで︑我等の衣食住には模様・色

やき

焼物

やき物とぬり物

やき物とぬり物

︹課名︺2

どりをほどこしたるもの多し︒

物とぬり物

第十

第十

十871 羊や山羊は毛が必要である︒ やきものとぬりもの

やぎ

長くのびると︑刈取って毛織物の材

七345
﹇焼物類﹈︵名︶1

七目11

︿略﹀︑山羊の乳は牛乳のやう
やきものるい

料にする︒

十873

に飲料になる︒殊に其の乳の成分は

り

か

野牛

類

め

﹇野牛﹈︵名︶1
あ

臨機デセウ︒

六278園今デハ鐵一六ノ仲間ニハハ
イレマセンガ︑人ノ玉船立ツコトハ
銅ヨリモマダ上デス︒﹂

手バカリ動軸シテモ︑チエガ

は石のこをねりかためてかわかし︑

かまどに入れて画く︒

・皿・はちの類は︑このすやきにう

七353図我らのつねに用ふる茶わん

はぐすりをかけて︑ふた＼び聡きた

るものなり︒

此のオンドルがある爲に︑

普通の家では冬でも夜具を用ひない︒

十一柳9

ばく日光にかわかすべし︒

き所をえらび︑夜具・衣服の類はし

九614図家を建つるには日あたりよ

西洋紙ハ﹁君ラバ表ダケシ やぐ ﹇夜具﹈︵名︶2 夜具

ナケレバ何ノ役ニモ立チマセン︒

七285
七475園

カ役二立タナイガ︑僕ラバ裏表トモ
ニ使バレル︒

何から何まで役に立って︑不
用な部分といふものは一つもない︒

十849

十382図圏

︽ーイ・ーキ・ーク︾

役 や・く ﹇焼﹈︵四・五︶7 ヤク 旨く

ユデテタベテモ︑

ヲコハシテ︑火ニクベテ︑ヤイ
クリハ

テシマヒマシタ︒

四128

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

くなれども︑絡面積の約一割五分に

過ぎず︒

︵名︶1

全島の住民は約三百飴

約三百饒萬

やくさんびやくよまん ﹇約三百並製﹈

萬と隊旗︒

十﹁404圓国

十978園

コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春

やくしじ ﹇薬師寺﹈︵名︶1 摺師寺

約四十

日・三笠・若草等ノ山々二連リ︑

︵名︶1

やき物をつくるには︑土又 やくじゅういちまん ﹇約十一万﹈︵名︶

洲鐵道中央停車場のある庭なり︒

る奉天は︑遼陽の北約四十哩︑南漏

十二554図

満洲政治・交通の中心た

やくしじゅうマイル

塔アリ︒

︿略﹀︑西ニハ西大寺・藥師寺等ノ堂

アリマ

スガ︑ソノママデヤイタリニ
セン︒

五562

火バチナドニ入レル炭ハ︑木
七349図

ヲヤイテコシラヘタモノデス︒

五577

リシテタベマス︒

人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ 哩

タリシテタベルノデハ

四51ーヨク人ノタベルモノデ

ス︒

十一一459図 耕地の面積廣大なるが如

旅順開城約成りて︑敵の やくいちわりこぶ ﹇約一割五分﹈︵名︶
の ぎ
乃木大量と會見の
1 約一割五分

︿略﹀︑南亜米利加の野牛やく ﹇約﹈︵名︶1 約

等の︑昔の遊牧の民の如く︑食物を

十二672図

やぎゅう

人の乳に似てみるから︑子供に適す
焼

る︒

︽ーラ︾

﹇焼直﹈︵四︶1

十二497図圃 焼物類は瀬戸・九谷︑
さつま
有田・清水・薩摩焼︒

き奉る

やきたてまつ・る

いつはり降り︑︿略﹀︑尊の野に入り

九58図 ︿略﹀︑ここにありし賊ども

やく

慮はいつ訊水師螢︒
ヤク

將軍ステッセル

﹇役﹈︵名︶10

タチマス︒

シテ見レバ銅ホド役二立ツ
﹁ナルポド銅ハタクサンア

モノハアリマスマイ︒﹂

六265圏

私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑

六251囚囚

﹁金ニハイロくアリマス

三294竹ハイロイロナヤクニ

たつどうぶつでございます︒

三252どちらもたいそうやくに 二582 マタオコツテ︑ソノウス

﹇▽したやくども

やく

追うて其の居を高ずるは珍しきこと

焼

にあらず︒

やき物

給ふを見て︑火を放ちて焼き奉らん
﹇焼物﹈︵名︶5

とせり︒

物

やきもの

などはやき物にして︑ぜん・わん・

七346図茶わん・土びん・皿・はち
ぼん・重箱などはぬり物なり︒

七348図 やき物をつくるには︑土又
は石のこをねりかためてかわかし︑
かまどに入れて基く︒

ニハ皿・ハチ・茶ワンナドノ嶢物ヲ

七365 マヅ馬差ヲハイルト︑右ノ方
士買ル店ガアリ︑︿ 略 V ︒

リモツトタクサンアツテ︑モツト役

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑ソレヨ

く 略 V ︑ 鐵 道 の 開 通 せ し ょ り ︑ 六267圏

扇・綿綜・織物等の産出すこぶる盛

二立ツモノ一二デセウ︒

商工業の護達著しく︑嶢物・塗物・

八954図

なり︒

クサンアツテ︑モツト役二立ツモノ

十497図 ︿略﹀︑着物の縞模様︑嶢物 六271圏 ﹁︿略﹀︑ソレヨリモツトタ

・塗物の糟模様︑其の他菓子類に至
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やくじゅうろくじょう一やける

1 約十↓萬
約束をした︒

きは時間の賊なり︒殊に集會の時間

約束の時日を違ふるが如

は正しく守らざるべからず︒

ばんじん

十一405臨監 其の中内地人は八萬齢︑ 十一705図

蕃人は此の外にて約十一萬と申す事

平素ノ愛顧ニナレテ︑商品ノ品質ヲ

十二5410図

﹇役場﹈︵名︶3

やくば

﹇▽むらやくば

四16 がくかうの西どなりはや
くばで︑やくばのまむかひが
けいさつしょです︒

八436

役場は幸に焼けなかった︒一
切の書類や記録類も皆ぶじであった
といふことだ︒

役目

月影の小波にくだけ︑漁

火の波間に出没する夜景も亦一段の

十一1910図

﹇焼落﹈︵上一︶1 避け

おもむきあり︒

やけお・ちる

︿略V︑やうく米屋の土藏で

︽ーチ︾

八435

おちる

はとうく焼けおちたさうだ︒

むね
とまったが︑二棟の土藏の中︑一棟

ヤケル や

ワタクシノカラダハ︑日

融ける ︽ーケ︾

ヰマス︒

さっきからもう二時間もたつ

から︑四五十戸も焼けただらう︒

八431

い︒

では︑どこまで焼けて行くか分らな

八426 ︿略﹀︑今夜の此のはげしい風

けてるるのださうだ︒

う本町通へ抜けて︑角の呉服屋が焼

八421

火元は裏町通の材木屋で︑も

ニヤケタヤウナイロヲシテ

二212

ける

や・ける ﹇焼﹈︵下一︶13

奉天より北すること約百

約百八十八哩

やくひゃくはちじゅうはちマイル
︵名︶1

十一一5510図

てつれい

藥品

八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に
至る︒

ある山國にては︑犬のくび

﹇薬品﹈︵名︶2

︿略﹀︑軸木ヲ火二乾カス者︑

八436

﹇役目﹈︵名︶1

通りへ出ることも出來ませんでした︒

役場 やけい ﹇夜景﹈︵名︶1 夜景

焼けない事さへいへば︑御

サクヤウチヤケナイシンル

の焼けなかったことも分るか・ら︑ウ

八481幽晦ヤケナノーといへば︑うち

ヰミナブジ

八475国

イと書くにも及ばない︒

安心なさるから︑ゴアンシンクダサ

八469園

スゴアンシンクダサイ

ケマセンデシタシンルヰミナブジデ

サクヤノクワジニウチハヤ

役場は幸に嶢けなかった︒

乾イタ軸木ノ先へ藥品ヲ附ケル者︑

てうせん

門司にて乗船し朝鮮海峡

﹇約二日間﹈︵名︶1

八464圏

も

約二日間

やくめ

約二日間にして大連に着す︒

を過ぎて︑黄海を西北に航すること

十一一545図

じ

やくふつかかん

︿略﹀︑皆ソレぐニチガフ︒

十一95

はしむることあり︒

かけおきて︑つかれたる旅人をすく

に藥品・食物などを入れたるかごを

七633図

やくひん

大連より南山・得利寺・

れうやう

大石橋等の戦蹟を纏て︑北へ進むこ
と約二百哩︑遼陽あり︒
人﹇▽おやくにんさま

役人はしばらく考へてるまし

役人は後からこゑをかけて︑

箱根と新居とには關所があっ
ミ

けいさつしょです︒

十二522図 ︿略﹀︑約束ノ期限ヲ違へ︑ 四16 がくかうの西どなりはや
くばで︑やくばのまむかひが

に候︒

やくじゅうろくじょう ﹇約十六丈﹈
︵名︶1 約十六丈
や

私はかねてのやくそく通り︑

﹇約束通﹈︵名︶1

下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以ナリ︒

六81

くそく通り

やくそくどおり

十一7710図 ナイヤガラ漫布は左右二

つに分れ︑左爆は幅三百齢丈︑鳴声
は百蝕丈︑高さ民約十六丈あり︒

やくしょ ﹇役所﹈︵名︶1 役所﹇▽
しょやくしょ

約す

︵名︶1約二百哩

二三人の友だちと遠足に出かけまし

約ス

やくにひゃくマイル

た︒

﹇約﹈︵サ変︶3

下マデ一同ソロツテ事務二取リカ・

八149 役所デモ︑會社デモ︑上カラ
ル︒

やく・す
︽ーシ︒！スル︾

ニテ我ヲ待ツベシ︒﹂トイヒ捨テテ

十236図囹 ︿略﹀︑五日目ノ朝此ノ庭やくにん ﹇役人﹈︵名︶5 やく人 役
去レリ︒五日目ノ朝行キテ見レバ︑

やくば

ニテ︑百七十饒年程前ノ人ナリ︒

十319図平左衛門ハ石見ノ國ノ役人 六458 初はひくい役目で︑信長の目

イハ

て役人が一々旅人をしらべて通した︒

九372

つけて︑しばらせました︒
あらみ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑下役どもに言ひ

五268

﹁︿略﹀︒﹂と申しわたしました︒

たが︑そのうちにるざりにむかって︑

五257

た︒

その釜を前において取りしらべまし

やく人は二人をよび出して︑

五238

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒大
イニ怒リテ︑﹁長者ト約シテ後ル・
ハ禮二非ズ︒

十241図老人怒リテ︑五日目ノ朝ヲ
約スルコト亦前ノ如シ︒

十二277図鳥居勝商といふ者あり︑
進み出でて其の使たらんことを請ひ︑
約していふやう︑﹁︿略﹀︒三日を過

約束

ぎなば︑又山上に謬りて援軍の消息
を示さん︒﹂と︒

﹇約束﹈︵名︶3

十一473 昔トルコの或大將がアラビ

やくそく

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

やさい一やじゅう
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チもいらない︒

さしく舞へや︒
た︒

次の朝農夫は︿略﹀︑若しや

白雀が居はしまいかと︑屋敷のまは

八227

八481園又ヤケナイといへば︑うち 九211圓團村の方々は朝に夕に色々 やしき ﹇屋敷﹈︵名︶1 屋敷
とやさしく御世話下され︑﹃︿略﹀︑

りを見まはって︑野原の方までも行

の焼けなかったことも分るから︑ウ
てもゑんりよなく言へ︒﹄と親切に

つてたつねましたが︑︿略V︒

定めて不自由なる事もあらん︒何に
おほせ下され候︒

チもいらない︒

八48蘭越 ヤケナイシンルヰブジワ
ダ

き中

父は此の大波に何とて行か やしきじゅう ﹇屋敷中﹈︵名︶1 やし

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

八492團 ヤケナイシンルヰブジワダ 十698図
十292 霜にやけて︑赤くなった杉垣

父はこんなにちがふものな

︽ーッ・ーハ・ーヒ・一

やしなふ

ら︑やしき中の桃の木に皆つぎ木を

︿略﹀︑ダーリングの手は︑

養ふ

﹇養﹈︵四・五︶H

十711図

養フ

やしな・う

すると申してゐます︒

︿略﹀︑右手にかいを握れる

フ︾﹇▽いたわりやしなう

﹁その子は皆お前にやるか
ら︑やしなってやるがよい︒﹂

五382圏

あり

十一889図 蟻は油轟を養ふ︒︿略﹀︑

集りて之を保護し︑或は其の卵を他

蟻は︿略﹀︑ 油轟の附着せる植物に

の植物にうつして成長せしむ︒

十一川10図 ︿略﹀︑又桑を植ゑ︑願を

池には大抵鯉・鮒等を養

養ふ者多く︑難を飼はざる家なし︒
ふな

青年の氣風を養ひ︑智徳

ひて︑二年毎に之を費るに︑其の利

十一麗3図

少からず︒

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十一脳10図

︿略﹀︒

此の外︑動物は植物の果實

・根・三等を食って罷を養ひ︑植物

十二233

は動物質の腐敗物を肥料として成長

する等︑︿略﹀︒

︿略﹀︑屋島・壇浦は源

だんのうら

すがるはその大ぜいの子をお やしま ﹇屋島﹈︹地名︺2 屋島

十﹇18図

十一311図︿略﹀︑風ノ如ク急進スル 五386

り︒

やさしく︑且は麗しき昔物語を語れ

少女の銅像あり︑永く此の勇ましく︑

十717図

半死半生の水夫を親切に看護せり︒

今ややさしきをとめの手にかへりて︑

七673国

野菜

にはげまされて︑ボートを用意す︒

やさい

の中には︑寒菊が今を盛りと咲いて
﹇野菜﹈︵名︶3

みる︒

やさい

四32村の人人が︑毎日やさい
やすみやたきぎを馬やくる
まにつん︑で︑士買りにきます︒

七646 くだ物も水をふくんで居り︑
やさいにも水けがある︒

みやのそばでやしなって居ったと申

十﹁658 又魚類や野菜ハ各其ノ季節

勇壮ナル有檬モオモヒ見ルベク︑又

屋島

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

やじゅう ﹇野獣﹈︵名︶1 野獣

來ました︒

ら一そうのふねをこぎ出して

かひあってみた時︑へいけ方か

四763 やしまのたたかひにげん
じはをか︑へいけは海で︑む

やしまのたたかひ

やしまのたたかい ﹇屋宿学﹈︵名︶1

だ切なり︒

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一206︹図

士︒はげましつ＼も見送る一家︒勇

我若し食物をこなす事な

モ︑カ・ル二二養ハレタル順守ルナ

らるべき︒

ために働きたりといはば︑我もまた

八723図園

諸君若し我に食物を送る

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八715図園

ルベシ︒

もしおなかでもいたいのか︑

やさしい

氣は彼に︑情は是に︑勇まし︑やさ
﹇優﹈︵形︶2

六612圃

︽ーイ・iク︾

やさし・い

し︑を＼しの別︒

時頼が心正シク︑ツネニ節

します︒

やさ

勇み勇みて出で行く兵 八187図

優ニヤサシキ武人ノ風流モシノバル︒

ヤサシ

十一617四韻

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

やたのかがみ

やさか

やさかにのまがたま ﹇八尺遜勾玉﹈
やさかにのまがたま

︵名︶1 八坂填曲玉

天照大神︑八翌年・八坂

環曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし

にのまがたま

九44図

﹇優﹈︵形︶8

かば︑これより三種の神器の一とな
れり︒

やさ・し

のかたに手をかけて︑ことばやさし

おとし物でもしたのか︒﹂と︑その子

︽ ー シ ・ ー シ キ ・ーシク︾﹇▽こころ

諸君を養ふために勢したりといはん︒

り︑一年の間養ひたる後︑之を殺し

牙にさかれて食はる＼もの︑其の敷

れて魚腹に葬らる＼もの︑野獣の爪

あいぬは時々子熊を捕へ來 十二702図 されば河水・湖水におぼ
て盛大なる儀式を行ふことあり︒

十818図
ちよつと見ると︑おそろしいが︑い

せが高く︑目がするどくて︑
たって氣だてのやさしい老人であっ

八314

くなぐさめる︒

し

九108図幽花に宿れる蝶は今眠さめ

やさし
たり︒舞へや舞へや︑すがたやさし
く舞へや︒

九113図虚字へや舞へや︑すがたや
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やしろ一やせおとろえる

を知らず︒

やしろ ﹇社﹈︵名︶2 社←おやしろ

七591図電車ニテ九段坂ノ上野イタ

・おんやしろ
ヤスクニ

イウシウ

リ︑靖國神社ニサンケイス︒社ノカ
タハラニ遊就館アリ︒

安イ

九842 社の森を離れるまでは︑飴り
ヤスイ

︽ーウ・ーイ ︾ 且 V お こ こ ろ や す

﹇安﹈︵形︶4

甲乙はなかった︒

やす・い
安い

﹇靖国神社﹈︵名︶4

靖國神社

やすくにじんじゃ

靖國神社

ヤスクニ

電車ニテ九段坂ノ上面イタ
五月五日二︿略﹀︒靖國神

リ︑靖國神社ニサンケイス︒

ヤスクニ

七589図
九277図

靖國神社ハ東京九段坂ノ上

社ノ春ノ大祭ハアタカモ此ノ日二始
ル︒

ニアリ︒維新前後國事ニタフレタル

九279図

又そんなに樂でも無かった︒

か＼る時は︿略﹀︑靴の やす・む﹇休﹈︵四・五︶8やすむ休

或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

四497圃

む︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

十一941図

償はやうやく安くなりて︑普通の債

六96

く略V︑ちっとも休まず︑

そらからふって︑山の木のは

まつ御社にさんけいして︑し

れて︑土の上へおちました︒

の上に休んでゐましたが︑風にふか

五86

かうして︑かつちん︑かつちん︒

いきをもつがずに︑あさまで

四498幽

でかうして︑かつちん︑かつちん︒

すんで居るまも︑︿略﹀︑あさま

われらがねどこで︑や

に復するか︑場合によりては尚それ

又之と反封に︑償次第に

以下に下るべし︒

十一943図

安くなりて︑普通の償よりも下るに
至る時は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑供給に限りある物︑

例へば名高き古人の早書7古器物な

十一951図

人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸戦役二戦死

どの如きは︑︿略﹀︑需要の減ずるに

きなり︒

非るよりは︑決して安くなることな

シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

月五日ヨリ行ハル︒春秋両度ノ大祭

︽ーク︾

はり

むなぎ

一日も休んだ事がない︒

片時

あはれ我︑梁や棟木や

いつもせおひて

角柱 ひとり

百花満開の候には︑外役

の蜂は朝より夕に至るまで︑螢螢と

十一66図

つぶやく︒

も 休む間なし︒﹂と

桁どもを

けた

十137図圃園

八318

をうがつなり︒

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

十二388図︿略﹀︑趙王厚く之を用ふ︒
ばらくそこで休みました︒
れん
趙の將軍にて武功の聞え高かりし廉
七784図圏 のきよりおつる雨だれの
頗之を見て心安からず︑﹁相如にあ

ぱ

易し

はば必ず辱しめん︒﹂と言ひ居たり︒
﹇易﹈︵形︶1

もりやすし
十一一925図

やすみ←おやすみ・ひとやすみ

をごりより倹約に進むは難し︒

をごりに流るるは易く︑

・なれやすし・ぶんべつしやすし・ま

且vおこないやすし・ぜんしんしやすし

やす・し

六261囹 銅ハソレニヒキカヘテ︑金 九2910図 靖國神社ノ秋ノ大祭二十一

い

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

安し

二巴必ズ勅使ヲ差立テラレ︑陸海軍
安シ

シタガツテネダンモヤスウゴザイマ

﹇安﹈︵形︶9

將卒ノ参草月アリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑書物や窺眞の類は三 やす・し

ス︒

︽ーカラ・ーカレ・ーキ・ーク︾﹇▽おんこ

七533園

十匁まで二銭で︑これもたゴの手紙

とこしへに民安かれとい

ころやすし

神︒

カクノ如ク債ノ安キモノニ

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

八71図翻

などよりはよほど安いのです︒

ノ安イノモ︑分業法二依ッテ製造ス

十一102 手敷ノカ・ツタマツチノ償
ルカラデアル︒

八383図

テ︑カクノ如ク便利ナルモノ二世二

︿略﹀︑纒濟上ヨリハ︑成ル

少カルベシ︒

十一651

ベク債ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成

して寸時も休まず︒

じ奉るべきことを聞え上げたるなり︒

て勤王の兵を墨げ︑必ず御心を安ん

十一173図 ︿略﹀︑やがて忠臣の起り

安んじ奉る ︽ール︾

ひるはあたたかな日にてらさ やすんじたてまつ・る ﹇安奉﹈︵四︶1

しかして供給の需要よりやすみなし ﹇休無﹈︵名︶1 休なし

五108

休み

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

︹休休﹈︵副︶正

休なしにあるきました︒

やすみやすみ

かくて其の家の債は段々
安くなりて︑最も償を低くしたる人︑

く
供給の關係によりて︑或時は高く︑

く行くのだから︑早くもないし︑

やせ衰へる︽一へ︾

十一932出物の償はかくの如く需要 九379 かごも人の肩でかいて︑休み やせおとろ・える ﹇痩衰﹈︵下一︶1

其の家を責ることを得べきなり︒

十一929図

きときは安くなるなり︒

も少きときは物の債は高くなり︑多

十一9110図

ルベクスタリノナイ様二用フベク︑
﹇易﹈﹇Vあきやすい・かかりや

︿略﹀︒

やすい

すい・しょうかしやすい・やぶれやす

ヤ ス クニ

﹇ 靖国神社﹈︹嘉名︺

い・よわりやすい
やすくにじんじゃ
ヤスクニ

2靖國神社
ヤ ス クニ

九目10 第九課 靖國神社

九275 第九課 靖國神社

やせほそる一やとう

718

十一一814

︿略﹀ ︑ や せ 衰 へ た 禮 を 義 足

に支へて︑路ばたにバイオリンを揮
いて居る老人の辻音楽師がある︒

︽ーリ︾

やせほそ︒る ﹇痩細﹈︵四︶1 やせ細
る

せ細りたるものあり︒
﹇八喜連﹈︵名︶一

ヤタガ

ちよに︑さざれ石の

いはほと

なりて︑こけのむすまで︒
祝ふや菊の

琵琶の形に似たりとて︑
かゴみの如き

八つ

リガ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂マサヲハヤ

セウ︒﹂コンドハウツクシイ小ト

ツパリミムキモシナイデ︑﹁コレ

︿略﹀︑や㌧ありてかの大蛇

あらはれ出で︑八つの頭を八つの槽

九37図

の中に入れ︑酒を飲みでよひふした

太郎﹁︿略﹀︒今あのはし

ガスンデカライキマセウ︒﹂

の上を人がいくたりとほって

四73園

り︒

︿略﹀︑や＼ありてかの大蛇

ゐますか︒﹂次郎﹁五人です︒﹂太

あらはれ出で︑八つの頭を八つの槽

九38図

の中に入れ︑酒を飲みでよひふした

五人です︒﹂

急に商用が出來て︑明朝六

﹇宿﹈︵名︶3

う

ち

八時宿を出でて︑町を南へ

宿に量りて一休みの後︑外

宮に参拝す︒

八75図

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒

八43図

宿はいつもの所です︒

時の汽車で東京へ立ちます︒︿略﹀︒

七165国

やど

宿←なかやど

二人三人四人五人︑やつばり

郎﹁いいえ︑六人です︒﹂次郎コ人
八つとや

八つとや︑病は口より入

﹇八﹈︵感︶1

り︒

心せよ︒

やっと

﹁マダ小サイカラ︑モウ

︵副︶2

カラダガデキマシタ︒

スコシ大キクシマセウ︒﹂﹁ヤツト

二414囹

やっと

ヤツト

るといふ︒飲物・食物氣を附けよ︑

六851図翻

やっつとや

八364図韻︿略﹀︑秋の花草多けれど︑

は

中にも君の千代八千代
花の宴︒
び

ハ

ニセモノダ︒ニ

水の面︑あかぬながめは八つの景︒

其の名をおへる湖の

八597図翻

七599図 あばら骨の敷へらる＼程や やつ ﹇八﹈︵名︶1 八つ
やたがらす
ラス

﹁コレ

﹇八﹈︵名︶8

ヒマシタ︒

やっつ

八ツニナル女ノ子ガア

八ツ

サンハトウトウシバラレテシマ

クイヤツダ︒﹂ト︑ワルイオヂイ

ニ654園

五63 ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ やつ ﹇奴﹈︵名︶一 ヤツ
出テ來テ︑オサキニ立ツテ︑ヨイミ

あまてらすおほみかみ

チノ方へ御アンナイ申シ上ゲマシタ︒
やたの
﹇八腿鏡﹈︵名︶2 八腿

やたの

鏡 八腿鏡

かがみ

やたのかがみ

に トぎのみこと

八23図 神代の測定糊置天照大神︑

三531

やたの

這々杵尊をこの國に降したまはん

﹁お役人さま︑︿略﹀︑私は
足の立たないもので︑両手をついて︑

五247園

雇ひ

か＼る時は靴屋は更に多

やといい・る ﹇雇入﹈︵下二︶1

入る ︽ーレ︾

くの職人を雇ひ入れて︑盛に之を製

十一937図

水ノホカニハナンニモデテキ

十346

とひ入れる ︽ーレル︾

とひ入れることにきめた︒

が︑主人は其の中で一人の青年をや

く略V色々な美質をもつて

﹇雇﹈︵五︶1 雇ふ ︽ーフ︾

ほ平生の行をしらべて雇ふことに致

みることをよく見定めました上︑な

十378園

やと・う

スヲカリテイツテ︑米ヲツイ

マサヲハミムキモシナイ
デ︑﹁コレガスンデカライキマ

三56

ハナンニモデマセン︒

イモノバカリデテ︑ヨイモノ

テミマシタガ︑ヤツパリキタナ

志望者は五十人ばかりも來た
マセン︒︿略V︒︿略﹀マタコノウ

造すべく︑︿略﹀︒
二574 ︿略﹀︑ハタケノスミヲホ
ツテミマシタガ︑キタナイドロ
やといい・れる コ雇入﹈︵下一︶1 や

ヤツパリ やつぱ

やっとゐざりあるくものでございま

おろち

︵副︶3

つの時にお寺へ小ぞうにやられまし

やまた

此の地に八分目大蛇とて

おろち

八つの頭と八つの尾とある大蛇あり︑
︿略﹀︒
さかぶね

九35図 く略V酒を造らせ︑之を八

り

八つばかりの女の子︑たも やっぱり

す︒

︿略﹀︒

やまた

八つの頭と八つの尾とある大蛇あり︑

九29図園

く泣いてみる︒

とを顔におしあてて︑ひとりしく

六602囲

たが︑︿略V︒

うちがまつしかったので︑八

リマシタ︒

夜中

六441

とせし時︑上腿鏡を授けたまひて︑

﹁この鏡を見ること我を見るが如く
やさか

天照大神︑八腿鏡・八坂

やたのかがみ

せよ︒﹂とおほせら れ た り ︒
にのまがたま

九43図
硬曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし

﹇夜中﹈︵名︶2

かば︑これより三種の神器の一とな
れり︒

やちゅう

八41図雨は夜中にはれて︑今日は
うら＼かなる上士なり︒

八

向ひて︑︿略﹀︑夜中のぞき見たる姿

十一741図 夜明けて後︑住持圭里工に 九29図園此の地に八斗の大蛇とて
を し て 証 す る に ︑ ︿略﹀︒

やちよ

つの酒槽に盛り︑其のほとりに娘を

﹇八千代﹈︵名︶2

坐せしめて待ち給ひしに︑︿略﹀︒

やちよ

四98図圃君がよはちよにや

千代

719
やどる一やぶる

しました︒

宿る

﹇宿﹈︵四︶7

ヤドル

やど

︽ ール・ーレ︾

宿ル

る

︿略﹀︑月見のころも近づ

やど・る

八371図圃
はぎ
けば︑萩のうねり に や ど る 玉 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

たり︒

九107図半半に宿れる蝶は今眠さめ
九489図 ︿略﹀︑其の日の夕方︑一組
の隊商の宿れるテントを見たり︒

九535図 田ニスムカヘルハ土色ニシ
テ︑木ノ葉ニヤドル雨ガヘルハ緑色
ナリ︒

十768六号ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑
全身ヲ支配ス︒

十791図 西洋ノ古語二日ク︑﹁健全
ナル精神ハ健全ナル身熟二宿ル︒﹂
ト︒

ヤナギ

やなぎ

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

やね

屋

一215

ヒクイヤネ︒

それよりはやねの上

時々青イ物ヲ出シマセウ︒ソレガヤ

四633やぶの竹は弓のやう

いつしか木々もうらがれ

﹇藪陰﹈︵名︶1 やぶかげ

にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま

す︒

の暮︒

﹇破﹈︵四・五︶4

破る

風寒きやぶかげに︑びはの花咲く年

て︑さびしきにはのさざん花や︑北

八378図録

く略V︑日本紙ハ﹁︿略﹀︑コやぶかげ

ハツテアルデハナイカ︒コ・ニアル

ノタクサンノ障子ハ急心ラノ仲間デ

七472園

一533圃 オミヤノモリへ︑オテ ハリサビデス︒
ラノヤネへ︑カアカア︑カラス
七264 色々ナキカイガアツテモ︑ソ
ガナイテイク︒
レヲハタラカセルノハヤハリ手デス︒

三468圏
イネノワラデハ︑︿略﹀︒

へあがってはたけ︒﹂

四363

又タタミノトコニシタリ︑ヤ

ヒマス︒

扇モウチハモヤハリサウダ︒﹂トイ

やぶ・る

︽ーッ・iリ︾﹇▽うちやぶる

﹇夜半十二時前﹈

身を立て︑父母をあらは

火山の破裂は地中の水蒸

﹇破﹈︵下二︶3破ル

破る

︿略﹀︑オボツカナキ手ツキ

ニテ︑破レタル所ヲ一間ヅツ張レリ︒

八172図

︽ーレ︾

やぶ・る

破り︑家を亡す基なり︒

十一一924図 身分不相手の活計は産を

しり出つるより起る︒

氣︑地皮の弱き庭を破りて︑ほどば

十二427図

用するとせざるとにあり︒

るも︑︿略﹀︑青墨の二十萬時間を利

すも︑産を破り︑祖先をはっかしむ

十一679図

破って出て贈る︒

まりたつと︑さなぎがく略﹀︑繭を

羅が繭を作ってから二十日あ

お花は﹁小包郵便でもやはり四匁ま

七329
︿略﹀サンゴハコノ轟ノ骨デ

橘中佐ハ︿略﹀︒︿略﹀︑軍神
トイハレル程ニウヤマハレタノハ︑

八931

骨デアル︒

ソコノ岩ナド引取リツイテヰル轟ノ

アル︒又︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノ

七733

でが三銭ですか︒﹂と問ふに︑︿略﹀︒

すが︑︿略﹀︒︿略V︒﹂と教へたり︒

萎ワラデハヤネヲフキマ 七524園 ﹁手紙は四匁までは三型で やぶり←せきしょやぶり

ネヲブイタリシマス︒

四368

唯かづらなどにて︑かやを

スガ︑︿略V︒

十816図

り す
又かつて栗鼠の大群ウラ

結びて壁に代へ︑又かやを並べて屋
根となせり︒

十一一667図

屋根船

ル山中の一都鳥に現れしが︑︿略﹀︑
まど
町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓を抜け︑

﹇屋根船﹈︵名︶1

座敷を横ぎり︑︿略﹀︒

荷足・高瀬・茶釜・屋根

平生カラノ行ガリツパデアツタカラ

夜半

デアル︒海軍ノ廣瀬中佐モヤハリ同
﹇夜半﹈︵名︶1

船等其の目的により︑大小・構造千

やはん

ジデアル︒

やばせ
﹇矢橋﹈︹地名︺1 矢田

良此ノ度コソハト︑夜半ヨ

やはんじゅうにじぜん

リ起キテ橋上二品レバ︑シバラクア

白帆を送る
やはり

矢走をさして至り行く
ヤハリ

リテ︑カノ老人來レリ︒

︵副︶7

﹁おや︑にげたのかしら ︵名︶1 夜半十二時前
は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

シバラク舶用ヲナスベキコトヲ︑

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

九604年越﹁夜半十一一時前一時間の眠 八181図囹 ﹁︿略﹀︑総べテ物要破レ
といへり︒

若キ者二知ラセントテカクスルナ

みると︑ほたるはやはり中に

六292園銅ハ人二使ハレテヰテモ︑ やぶ ﹇藪﹈︵名︶1 やぶ

ゐます︒

ん︒﹂と︑いそいでかみをあけて

三361

やはり

夕風に︑聲程近し︑三井のかね︒

やばせ

八617図圃三つ四つ五つうち連れて︑ 十242図

やばせ

差萬別あり︒

十一269図

やねぶね

十二9810早道を行くにも︑舟・車に

﹇柳﹈︵名︶3

衆に封ずる禮儀あり︒
やなぎ

柳←しだれやなぎ

一144 ヤナギニツバメ
三515圏 しだれやなぎに とびつ

ほどに︑とう

くかへる︑︿略﹀︑おちても︑おち

ても︑またとぶ

とうやなぎに とびついた︒

ヤネ

十二佃6図圖 柳櫻の 春にほふ 錦
を．静︑．へて︑野も山も︒

﹇屋根﹈︵名︶7

根n▽おやね・おんやね・かわらやね

やね

・わらやね

やぶる一やま

720

リ︒﹂

のやま・ふなさかやま・まつやま・み

龍にすがり︑さかまく波にもまれて

ま・みやまぎざいく・みわやま・よし

十685図 生残れる水夫は破れたる船 かさやま・みかさのやま・みみなしや

ヘ

︿略V︑アチラノ山モ︑コ

みなりさまを下にきく︑ふじ

﹁コレハトンネルトイツテ︑
︿略﹀︑北は山のふもとから南

日本には山が多い︒

みる︒

六23

どの山にも木がよくしげつて

所々に白いぬのをさらしたや

御社の後から山へのぼる道が

六428

京都の東山の山の上に秀吉の

チリモツモレバ︑山トナル︒

又その山のふもとには秀吉を

塩ハ山ヨリモ出ヅレドモ︑

ある心血信が山の上に陣取つ

材木ヲ山ヨリキリ出スモノ

上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行

急に暴風雨が來ると︑山の

手かごを持ちて︑いざ︑

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手敷

八398図此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

てたつねん︒

裏山にきのこたつねん︒山深く行き

八87園翻

と思ふ様になります︒

様な波が立って︑船は今にも沈むか

七849翻

ノ電車二乗ル︒

七557図

ハソマナリ︒

六688図

た︒

に分けて︑はさみうちにしようとし

てるると︑信玄は兵を右と左と二手

六555

ワが國ニチハ海ノ水ヨリツクル︒

六546図

まつった神社もございます︒

六533

はかがございます︒

六532

あります︒

六97

の景色を引立てる︒

うなたきや谷川があって︑一そう山

六32

ながめは時々かはる︒

く略V︑ふじは日本一の 六28 春は花︑秋はもみちで︑山の

は日本一の山︒
四141圃
山︒

山︒

四198 よりともはじめ一どうの
ものが︑ただつねをほめるこゑ

は︑山もくつれるほどであっ
たといひます︒

五46出合が來た︑春が來た︑どこ
に來た︒山に來た︑里に來た︑のに
も干た︒

五51韻花がさく︑花がさく︑どこ
にさくQ山にさく︑里にさく︑野に
もさく︒

でなく︒山で鳴く︑里で鳴く︑野で

五54圏鳥がなく︑鳥がなく︑どこ

そらからふって︑山の木のは

も鳴く︒

五86

の上に休んでゐましたが︑︿略﹀︒

のやうに荷物をつんで來ました︒

六23

がってみる︒

は海の波打ぎはまで︑人や馬でふさ

五745

山ヲホリヌイタ所デス︒﹂

五443函

クヤウ二見エマス︒

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

太郎と次郎が二人で山 五422マドカラ外ヲ見テヰルト︑山
へ のぼりました︒

四38

ずんあゆめ︒

三257圃山でも︑さかでも︑ずん 五407 えきふが小さな車の上へ︑山

タクサンサイテヰマス︒

三38園﹁マサヲサン︑ノニモ山
ニモワタクシドモノナカマガ

ロガミエマス︒

フツタヤウニ白クナツタトコ

三22ムカフノ山ニハ︑ユキガ

ナハナザカリニナリマシタ︒

チラノ山モ︑一メンニミゴト

二616︿略﹀︑アチラノ山モ︑コ

ナハナザカリニナリマシタ︒

チラノ山モ︑一名ンニミゴト

二615

ガレテクルノデス︒﹂

三二33囹﹁アノ山ノオクカラナ

センタクニ︒

カリニ︑オバアサンバカバ

オヂイサンハヤマヘシバ 四148圃 ︿略﹀︑ふじは日本一の

のやま

破レ

︸373

聲を限りに救を呼べり︒

レ︾

やぶ・る ﹇敗﹈︵下二︶1 敗ル ︽一
︿略V︑三軍ノ陣螢ヲ示シテ︑

﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂ト問フ︒孟

十一価2

破レ

獲答ヘテ日ク︑﹁此ノ如シト知ラバ

ホウデウトキヨリ

﹇破﹈︵名︶1

何ゾ敗レン︒﹂ト︒

やぶれ

八164図 北條時頼ノ母松下蓄財︑

﹇破易﹈︵形︶1

︿略﹀︑ス・ケタル障子ノ破レヲツク
ロヒヰタリ︒

︽ーク︾

やぶれやす・い
易イ

七479園 日本紙ハ﹁イやく︑君ラ

夜分

バ破レ易クテ︑少シモ強ミトイフモ
﹇夜分﹈︵名︶1

ノガナイ︒

やぶん

十575國囲 課業は術科と學科との二
つにて︑︿略﹀︑學科は夜分又は雨天
等を利用して學習熟し候︒

やま ﹇山﹈︵名︶74 ヤマ 山与あが

つまやま・あさまやま・アルプのやま

四82︿略V雨がふりさうにな
つたので︑いそいで山を下りま

・いしつちやま・いわやま・うねびや
ま・うらやま・おおえやま・かぐやま

した︒

し︑四方の山を見おろして︑か

四137瞬あたまを雲の上に出

ノ林ガアリマス︒

四123ウラノ山ニバクリノ木

・かさぎのやま・かみふたこやま・か
みやま・きたやま・こやま・しまやま
・しもふたこやま・そまやま︒つちや
せやま・ひがしやま・ひとやま・ふじ

ま・にいたかやま・はこねやま・はつ

721
やまあそびす一やまい

マ デ 敷 へ 上 グ レ バ︑︿略﹀︒

此ノ銅山ハ嚢見ノ當初ヨリ

タル銅ハ︑大抵此ノ山ヨリ産出シタ

産出高スコブル多ク︑︿略﹀二用ヒ

十613図

上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑
ルモノナリトイフ︒

八854 敵ハケハシイ五二陣取ツテ︑
盛二揮丸ヲ打出ス ︒

男勝りの大力にてボートをあやつり

ヲンセン

九403図今ハ此ノ七言ノ外二新シキ 十709図 山なす大波を物ともせず︑
温泉場モ開ケ︑廣キ新道モ出來︑山

前面は海に臨み︑後は山を

しダーリングの手は︑︿略﹀︒

ア

旅館は山により︑谷に臨み

ベノナカ

マ

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

ヲ眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︿略﹀

テ︑都ニアリシ時下ノ山二出ヅル月

十963図

るを得べし︒

て︑山水のながめをほしいま＼にす

十7410図

負ひ︑冬山に夏涼し︒

十744図

ノブモトナル湯本マデハ電車サへ開
通セリ︒

ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

九4110図 是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ

ノハ蕾皿ノ湖ニシテ︑︿略＞〇

九421図 是等ノ山ト元ノ噴火ロノマ
ハリノ山トノ間二水ノタマリタルモ

九426図山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

三笠の山に出でし月かも︒トヨメル

ノハ薩ノ湖ニシテ︑︿略﹀︒

カ・リテ田島キトナリ︑ヨドミテハ

コト人ノヨク知ル所ナリ︒
カマタリ

アリ︒

畝傍山・香具山・耳無山ノ

十㎜7図社殿ノ後ノ山口ハ鎌足ノ墓

フチトナリ︑︿略V︑遂二今日ノ如キ
十19図 ︿略﹀︑富士は︿略﹀︒然れ

十棚9図

美シキ景色トナリシナリ︒

ども四時雪をいたゴきて潔く︑其の

さらば美作の杉坂に待ち
奉らんとて︑道も無き山の雲をしの

十一154図

三山︑イヅレモ麗シキ山ニシテ︑鍋

は

形白扇を倒にかけたるが如く美しき

び

は︑なほ我が國第一の山といふべく︑
あふみ

ノ足ノ如ク向ヒ合ヒテ立テリ︒
みまさか

︿略﹀︒

十23図 日本一の湖水は近江の琵琶

ぎて杉坂に着きたりしに︑︿略﹀︒

十一191図秋の山は紅葉の錦を織り︑

湖にして︑︿略﹀︒いっこより見ても

山にさへぎられ︑かすみにへだてら

十一301図

イコマ

クラマ

イ

山ノ名ヲ附シタルモノニ

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

ナポレオンがアルプ山を越

吹︒淺間等︑︿略﹀︒

ブキ

三笠・富士・筑波・生駒・鞍馬・伊

ツクバ

冬の木は白雪の綿を重ぬ︒

れて︑其の全景を見ること能はず︒
たんぱ
﹁具え元 丹波の松よ︑

十125図圃園

山こむる 霞を後ユ︑いかだして
都に來けり︒﹂

へ逃げて行く︒

十302 銀杏の木の鳥は急いで山の方 十﹁548

す

ル山中の一丁會に現れしが︑︿略﹀︑

十二669図

り

半で︑山も谷も雪にうづめられて︑

又かつて栗鼠の大群ウラ

吹く風は身を切るやうに寒かった︒

當るもの一として之をさまたぐるこ

山あれば越え︑河あれば泳ぎ︑道に

と能はざりきといふ︒

ふと山のいたゴきの方にす

さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑

十二769図 ︿略﹀︑今日はコロンブス

十一552

︿略﹀︑山のやうな雪なだれがなだれ

コロンブスは掲り堅固な

柳櫻の

を静︑へて︑野も山も︒

十二佃7図圃

春にほふ

山行かば草蒸すかばね︑︿略﹀︒

錦

十一一恥2図圃海行かば水つくかばね︑

になる︒

の彼方へ連れて行かれるやうな心持

野越え︑山越え︑ふわりくと春霞

十二836 ︿略﹀︑輕く浮立つた調子に︑

ざるを得ざりき︒

船員も其の下市に感じて命令に服せ

る決心を以て動かざること山の如く︑

十二785図

り〇

パロスの港は未明より人の山を築け

が遠征隊出獲の日なりとて︑西班牙

て來て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑山のやうな雪なだれ
がなだれて來て︑︿略﹀︒

十一554

静かな山の中に流れる水の

都市・村落の周團の山や岡

音が遠く聞えるばかり︒

十一558

十一m2

開

には︑まんぢゆうの様に措く盛上げ
た土山が敷知れず並んでみる︒
みづほ
十一⁝川2図圃 瑞穂の國と農業は

く略V︑之を拝讃するもの

けぬ忍なし︑野も山も︒

十ニー5図

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛

風號び海怒りて︑波浪山

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

十二68図

の如くなれども︑熟練なる我が砲手

﹁︿略﹀︑若し向ひの山やまあそび・す ﹇山遊﹈︵サ変︶1 山

は物ともせず︑︿略﹀︒

遊びす ︽ースル︾

十二278図園

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

八84図圃秋の日の直すみわたり︑

風息にさてもよき日や︒山遊びする

城を出でたりと知れ︒
翌十五日の朝︑勝商は山

ど

山をう一つ

さ

七69図園

心せよ︒

モシ病ニカ・リテ早ク死

るといふ︒飲物・食物氣を附けよ︑

六852図圃八つとや︑病は口より入

六431病ハロヨリ入ル︒

によき日や︒

十一一288︹図

古く知らる＼佐渡・生 やまい ﹇病﹈︵名︶14 病
かう

かう

古く知らる＼佐渡・生

野︑其の他無封の磧坑は

に上りてのろしをあげ︑︿略﹀︒
さ ど

十二488図圃

ちて山を鋳る︒

十二488図圏

野︑其の他無敷の磯坑は山をうみ
ちて山を鋳る︒

ナバ︑君ノ御筆隠里ハ不忠ノ臣トナ
むるばかりあざやかなり︒

るが如く︑夏は山海皆緑にして目畳
山おろし

位人臣の榮を極め︑富天

中ノ苦ヲ如何ニセン︒

十二724図

下に冠たるも︑自ら省みてやましき
所ある者は︑苦多く︑樂少し︒
山路

瀧の後より山路を上るこ

﹇山路﹈︵名︶1

やましろ

山下

﹇山下﹈︹人名︺︸

ら

山下

吉野には︿略﹀︑鷹神天

﹇山高﹈︵名︶1

の事絶えたり︒

やまたか

と類多し︒
をうち

﹇八岐大蛇﹈︵名︶1

中折・鳥打・山高や︑シルクハット

九501図工路行く人のかぶりもの︑

山高

ありしが︑山城へ遷都ありし後は其

皇の頃より奈良朝の頃には度々行幸

な

十一51図

﹇山城﹈︹地名︺1 山城
おうじん

二246

やました

と四町饒︑一條の谷川あり︑︿略﹀︒

十一769図

やまじ

山おろしの風は身にしみて寒

﹇山颪﹈︵名︶1

十2710

やまおろし

リ︑父ノタメニハ不孝ノ子トナルベ
シ︒

九65図 尊︿略﹀︑道にて病にか＼

暑い時分汽車に乗って朝鮮

着物が乾してある︒

﹇山風﹈︵名︶1

山風

かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い

十一川3

い︒
り︑遂に伊勢にてかくれ給へり︒
かげ
九581図 ﹁病は口より入る︒﹂つ＼しやまかげ ﹇山陰﹈︵名︶1 山陰

むべきは飲食なり ︒

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑
やまかぜ

九584図 八十歳を越えて病を知らざ
︿略﹀︒

九589図

たどり行く細路つたひ︑

山口

山川

はや︑かうばしくきのこにほへり︒

きたなき水を飲みで︑恐ろ 八91金野

しき病にか㌧る者多し︒
﹇山川﹈︹人名︺
1

山風にきのこかをれり︒

二246山ロ
山國

﹇山口﹈︹人名︺1

二246山川

九595図 よき心持のみにても病をふやまかわ

九591図不潔もまた病の種となる︒
せぐに足らん︒

ば︑却って病を起すことあり︒

九601図 然れども運動多きに過ぐれやまぐち

﹇山国﹈︵名︶2

やまた

やまたのおろち

え

ぞ

やまと
叛服常ならず︑景行天皇の御代日本

九623図蝦夷は東北の地に住して︑

たけるのみこと

﹇大和国﹈︹地名︺1 大

武 尊之を征し給ひ︑︿略﹀︒

やまとのくに

十撹9図大和國武備シキ間皇都ノア

和國

リシ地ニシテ︑昔ナガラノ山河︑一

﹇倭姫命﹈︹人名︺

木・一草蓋ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

い せ

倭姫命

やまとひめのみこと

倭姫命

やまとひめのみこと

2

やまとひめのみこと

尊は先づ伊勢にいたりて神

宮を辞し︑又御叔母倭姫命に御

九51図

倭姫命此の時天叢雲劔を尊

いとまごひし給ふ︒

九52図

に授け︑﹁つ＼しみて怠ることなか

﹇山鳥﹈︵名︶

十986第二十七課

二246

山中

マ

ト

大和巡リ

ヤ

マ

ト

大和巡リ

大和巡リ

大和巡リ

ー 山鳥

︹課名︺2 山

やまなか ﹇山中﹈︹人名︺− 山中

じやくなどである︒

るなどで︑ 長いのはきじ・山鳥・く

八587尾の短いのはかはせみ・あひ

やまどり

ヤ

ヤマ
﹇大和巡﹈︹命名︺4 大

れ︒﹂と教へ給へり︒

牌弟二十⊥ハ課

大和巡リ

やまとめぐり

和巡リ

十目14

＋目15 第二十七課
をうち

やまと
﹇大和﹈︹地名︺1 大和

やまた

八岐の大蛇

十938

やまと

ほふりゆう

日本一の古き建物の今にの
これるは︑大和の法隆寺なり︒

やまと

十41図

﹇日本武尊﹈︹人

日本武尊

やまとたけるのみこと

やまとたけるのみこと

名︺2

やま

人皇第十二代景行天皇の御 やまのうえのみはらし

の上の見はらし

そ

本工尊に命じて︑之を討たしめ

代︑東國の蝦夷叛きしかば︑天皇日

給ふ︒

とたけるのみこと

四目3二山の上の見はらし
四37二山の上の見はらし

え

九410図

牌弟二十⊥ハ課

八つの頭と八つの尾とある大蛇あり︑

九28図圏此の地に八岐の大蛇とて

やま

︿略﹀︒

に藥品・食物などを入れたるかごを
はしむることあり︒

︿略﹀︑鐵道開通津ハ旅客ハ

﹇山坂﹈︵名︶1

ヤマシ

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今ハ此ノ
﹇疾﹈︵形︶2

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒
やま・し

︽ーシキ︾

トアレバ︑勉メテ面二笑フトモ︑心

十一529図内二省ミテ︑ヤマシキコ

し

山坂

かけおきて︑つかれたる旅人をすく

七633図ある山國にては︑犬のくび

ない︒

六583武田信玄の國は山鵯で︑ 塩が

九6110図 飲食に注意し︑身心の清潔やまぐに
を保ち︑適度の運 動 を 怠 ら ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

なほ病にか㌦らば︑二黒が罪にあら
ず︒

十727図 温泉の諸種の病を治するは︑

山海

九396園

軍に行かば︑からだを やまさか

た〜に其のふくめる島物の効のみな
らず︑︿略﹀︒
ま

いとへ︒揮丸に死モとも︑病に死そ

た

十一601ロロ長享

な︒

十二905図 衛生上の注意を怠らずし

﹇山海﹈︵名︶1

て︑何人も病にをかされぬ様にすべ
し︒

やまうみ

十一189図春は島山霞に包まれて眠

（二）（一）（二）（一）

やまうみ一やまのうえのみはらし

722

723
やまのうちかずとよ一ややもすれば

やまのうちかずとよ ﹇山内一豊﹈︹人
かずとよ

だのぶなが

七393 山内一豊が織田信長のけらい

お

名︺2 山内一豊 山内一豊
になったばかりのころ︑大そうよい
馬 を 士 去 り に 來 た 者がありました︒
かずとよ

花のながめの

うるはしさ︒

︿略﹀︑男難山のふもとに

九731魑囲

明けて二十九日には雨も

止み︑風も静まりて︑日の光さへ見
え出し候へば︑︿略﹀︒

こ

中暉寺湖あり︑周回凡そ六里︑湖

ちゆうぜんじ

九956図
十239図

ズ︒
十623図

く略V︑手は食物を口に入

とを止めたり︒

る㌦ことを止め︑足は食堂へ行くこ

八706図

ヤ・ や﹂

わし・たか・とびなどは上く

﹇梢﹈︵副︶6

とを止めたり︒

九37図

尊︑︿略﹀︑其のほとりに娘

ちばしがことに鋭くて︑や︑太い︒

八573

やや

黒黒大刀ヲオビテ市中ヲ行

を坐せしめて待ち給ひしに︑や︑あ

一日一二鏡・二銭ヅツニテ

りてかの大蛇あらはれ出で︑︿略﹀︒

モ積立ツル高山︑五年・十年ノ後ニ

九762図

ハ︑鯨程ノ金高トナリテ︑ヤ・高贋

︿略﹀見島高徳といふ武

く

も

蜘蛛は︿略﹀︒︿略V︑先

づ幾條かのや︑太き綜を渡し︑之を

十一882図

ヒ捨テテ去レリ︒

朝此ノ虚ニテ我ヲ待ツベシ︒﹂トイ

リテ引返シ來リ︑﹁︿略﹀︑五日目ノ

十2210図

驚キテ目送スレバ︑ヤ・ア

十一142図

︿略﹀︒﹂と︑しかる様にい

︿略﹀︒

ナル必要品モ買フコトヲ得ベク︑

十一583

のま＼にて止みたり︒

置も落ちたる由風聞ありしかば︑其

が︑事の未だ成らざるに先だち︑笠

士あり︑︿略﹀︑早くも義兵を學げし

止ム時ナシ︒

人ノ坑夫が銅鑛ヲ掘取ルコト︑書夜

カンテラノ光ヲ便りニ数千

ク︒無頼ノ少年等口々面罵リテ止マ

十2410図

トイフニ︑良ヤムヲ得ズシテ隔レリ︒

ヨリ後五日目ノ朝再ビ來ルベシ︒﹂

大イ唱曲リテ︑﹁︿略V︒今

面鏡の如く︑四方の山々皆野に影を

︿略﹀木の葉も︑大方は散果

うつせり︒

十279
てて︑見渡せば四方の山々のいたゴ

十二328図 かの山内一豊の妻が貧苦
きは︑はやまつ白になってみる︒

︿略﹀︒

しQ

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十二568図

其の後方の山々は皆我が

日・三笠・若草等ノ山々相論リ︑

コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春

︿略﹀形名の妻と其の徳を同じうす

やまびこ

十977図

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑
とやいはん︒
かずとよ

かずとよ

やまのうちかずとよのつま ︹課名︺2
山内一豊の妻

﹇山彦﹈︵名︶1

七392 第十二 山内﹁豊の妻

かずとよ

七目13 第十二 山内一豊の妻
やまびこ

︿略﹀ やみの天地をまた
こんがう
御代に返すは誰が任ぞ︒金剛

山下に忠士あり︒

せん

元の

十899下下

八94図圏 うれし︑この松の根もと やみ ﹇闇﹈︵名︶1 やみ←くらやみ

山べ

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒や
﹇山辺﹈︵名︶1

まびこにひゴく呼聲︒
やまべ

ふので︑兵士は止むを得ず將軍を谷

底へ下した︒
止ム

︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

に藤波さわぐ時︑池水にほふかきつ

九418図噴火一タン止ミテ後︑其ノ 十二286図 敵の衛兵相呼んで尋ねん

止む

八361図圏 野べも山べも新緑の 風 や・む ﹇止﹈︵四・五︶1一 ヤム やむ
ばた︒

本として︑次第に細き綜をかけ︑終
すゴき

とするに︑

一老兵のいふ︑﹁︿略﹀︒

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

﹇山本屋様﹈︵名︶1

に完全なる網を造る︒

やまもとやさま

流をさかのぼる鮭の縄にふる＼なら

や︑あって紳士はしばらく

リ︒

中へ投入れる︒

んで︑孚って老人のさ＼げた帽子の

弾く手を止めると︑聴衆は鏡をつか

十二842

山本屋様

て止む︒

ーメ︾

四日目の正午頃︑大風吹起 や・む ﹇止﹈︵下二︶3 止む ︽ーム・
りて︑砂煙は天をおほへり︒一同は

ざるが如きは︑︿略V︑國交を傷つけ︑

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

て︑や︑もすれば三世の念を以て之

十一一㎜10図 國力我に劣れる國民を見

我等一同申し合せて︑今 ややもすれば ︵副︶1 や＼もすれば

︿略﹀︑手は食物を口に入
る＼ことを止め︑足は食堂へ行くこ

八706図

軸心得られたし︒﹂

日より働くことを止むぺければ︑左

八702図園
夜が更けて︑雨の音が静かに
ると︑︿略﹀︒

なったから︑止んだことと思ってゐ

九706

のをさまるを待てり︒

やむことを得ず︑進行を止めて︑風

九463図

止ミタリ︒

ん︒﹂といへば︑﹁さもあらん︒﹂と

山本屋檬

九144圓團 五月七日 尾張屋呉服店 九4110図 此ノ四山ノ噴火モ今ハ全ク
﹇山本屋太七郎﹈

︹人名︺1 山本屋太七郎

やまもとやたしちろう

尾張屋呉服店御中
﹇山山﹈︵名︶5

山々

九134囲国 五月三日 山本屋太七郎
やまやま

ば︑梨・すも＼皆一時に紅白の

八355図圖 く略V︑山々の 櫻も咲け

やよ一やる

724

多し︒

随って國力の焚展をさまたぐること
に走るやら︑上を下へのさわぎであ

吉に水を吐かせるやら︑警者を呼び
る︒

吉に水を吐かせるやら︑醤者を呼び

十一598図囲 セらば行くか︑やよ待 九857 附添人も見物人も︑︿略﹀︑熊

やよ ︵感︶1 やよ
て︑彗︑の子︒老 い た る 母 の 願 は 一 つ ︒
ヨヒ

彌生
キサラギ

る︒

に走るやら︑上を下へのさわぎであ

ヤ

﹇弥生﹈︵名︶1
ウヅキ

ミナヅキ

ツノ

軍に行かば︑からだをいとへ︒
やよい
ヤヨヒ

ヤリ

中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉

ヤリダセ︒

デンデンムシムシ

﹇槍﹈︵名︶2

ダセ

一266鴎

やり

十一309図 季節ノ名ニハ初春・如月 やり ﹇遣﹈﹇▽きやり

ほうたう

・彌生・卯月・水無月・長月・菊月
等アリ︒

やら ︵副助︶2 やら

八524図

ヂサセ︑長キヤリヲトツテ物カゲニ

みかいゑい

九207属團 ﹁聞けば︑そなたは豊島
の戦にも出ず︑又八月十日の威海衛

やり先

その時信玄のけらいが︑後か

﹇槍先﹈︵名︶1

カクレ給フ︒

六575

やりさき

攻撃とやらにもかくべつの働なかり
きとのこと︑︿略﹀︒

十一川5魑國住めば都とやら︑此の

らやり先で謙信の馬のしりを力一ぽ
や

いになぐりつけた︒
﹇遣取﹈︵サ変︶1

極北の寒地も今ははや生れ故郷の如
やりとり・する

き心持に相成鶏︒

やら ︵並助︶6 ヤラ やら

りとりする時には︑なまぐさの

一﹇523︿略V︑土ノ中カラ︑オカりとりする ︽ースル︾
四448園 ︿略﹀︑ふだん品物をや
ネヤラ︑キモノヤラ︑ソノホカ
タカラモノガタクサンデマシタ︒

やり直し

しるしにのしあはびをつける
﹇遣直﹈︵名︶1

やうになったのでせう︒
やりなおし

二524 ︿略﹀︑土ノ中カラ︑オカ
ネヤラ︑キモノヤラ︑ソノホカ
タカラモノガタクサンデマシタ︒
ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音

してもらはなければなるまい︒﹂

ないが︑いつれ又改めてやり直しを

五703 見刃物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ 九865園 ︿略﹀︑今日の勝負はきまら
ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒

︽ーッ・ーラ・ーリ？ール︾

バヲヤツテヰマス︒

ニカヒ

五704 見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤや・る ﹇遣﹈︵四・五︶22 ヤル やる
ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音

二257

オヂイサンハウマ

ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒
九856 附添人も見物人も︑︿略﹀︑熊

ルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

三311︿略﹀︑センドウが舟ヲヤ

一つやつ

杖を見つけ出し︑すぐに拾って取つ

てやる︒

たとへばごふく問屋といふ

のは︑︿略﹀︑又織物を買ひたいとか

七153園

り︑︿略V︒

のまれて︑それをほかへ±買渡してや

のは︑織物を士買りたいといふ人にた

﹁水の中へはいったら︑ 七151囹 たとへばごふく問屋といふ

ハ︿略﹀︑子ドモ

どんな心もちだらう︒

三415園

ウラシマ

て見よう︒﹂

三662

ハナシテヤリマシタ︒

カラソノカメラ買ツテ︑ウミ
ヘ

ひなさ

ません︒

小さい時分はやはらかな葉を

小さい時分はやはらかな葉を

この時く略Vまぶしへうつし

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

九836囹

何にも見上げたりっぱな行だ︒

ないと︑相手を助けてやったのは如

九863築く略V︑人の命にはかへられ

をつけてみる︒

りやってくれ︒﹂などと︑口々に勢

の騎手に向って︑﹁︿略﹀︒﹂﹁しっか

五箇村の人々は亀田が村

みるのに︑誰も草をやるものがあり

八234

からだを包む︒

てやると︑口から美しい綜を出して︑

七322

と︑枝のま＼やる︒

こまかく切ってやるが︑大きくなる

七307

と︑枝のま＼やる︒

こまかく切ってやるが︑大きくなる

七306

すぐ食ひはじめる︒

物をさがしてみて︑桑の葉をやると︑

四404圏 ﹁コンドハタヒヤヒラ ふ人にたのまれて︑それをほかから
買取ってやる店のことです︒
メナドハキツトヤラレタニチ
ガヒナイ︒カラノナイモノバ
七303 かへりたてから︑しきりに食
おはるあしたは

カハイサウナモノダ︒

四726團

ままつり︒きせてやりたい この
はれぎ︒

お前にやるから︑やしなってやるが

五382園天皇は︿略﹀︑﹁その子は皆

天皇は︿略﹀︑﹁その子は皆

よい︒﹂とおほせになって︑︿略﹀︒

五383園

お前にやるから︑やしなってやるが

よしっねはよろこんで刀やよ

よい︒﹂とおほせになって︑︿略﹀︒

五774

うひをやってけらいにした︒
︿略﹀︑主人はこの事を聞いて︑

直吉は正直ものだとほめて︑長松に

六331

うちがまつしかったので︑八

はひまをやった︒

六442

おふみはいそぎ道ば

つの時にお寺へ小ぞうにやられまし
︿略﹀

たが︑︿略﹀︒

六634圃

そこかこ＼かとさがすうち︑

少しはなれたくさむらに︑やうく

たを

725
やわ．らか一ゆうかぜ

十﹁423廃園 ﹁幼き身を唯一人敵國
﹇柔﹈︵形状︶5

へやらんも心許なし︒
やわらか

ヤハラカ

ゆ

ると︑つかれてすぐにねてしまった︒

く略V航路殆ど全く絶

ゆいいつ﹇唯一﹈︵名︶1唯一
十一964圓團

え︑西海岸の眞岡港のみ唯﹁の不凍

﹇遺言﹈︵名︶1

遺言

港として僅かに内地との交通を保ち
居候︒

ゆいごん

十591薩團 ︿略﹀︑又日曜日等には忠

臣・義士に關する講談等もこれあり︑

同学士は︿略﹀︑學理に

面白く有盆に存候︒

も通じ︑實地にも明かなる人に候へ

十909國国

ば︑其の講話は定めて有盆なる事と

存候︒

せし時︑其の子に教へて曰く︑

校の基本金とし︑其の一部をさきて︑

十一一939図魯の重臣某の病死せんと 十一価3図 ︿略﹀︑其の三盆を以て學

一村共同の有壁なる費用にあっるこ

︿略﹀︑水のまじった物や︑水

﹁︿略﹀︒我死せば︑汝必ず之を師と

をまぜてこしらへた物を口に入れな
いことはない︒ゆ・茶・汁・すひ物

ととせり︒

﹁農は人の職業中最も

せよ︒﹂と︒子其の遺言を奉じて︑

夕顔

健全︑最も高貴にして︑又最も有盆

なるものなり︒﹂

キ瓜・マクハ瓜・白瓜・夕顔

ゆうがお ﹇夕顔﹈︵名︶4

・西瓜・トウ瓜・カボチャ・ヘチマ

五494

マク甲骨や春恨や西瓜ニハ︑

ナドヲ瓜トイフ︒

五497

︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

マルイ形ノモ︑長イ形ノモアル︒

五516

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ

アル︒

﹇夕風﹈︵名︶1 夕風
やばせ

他ハ皆黄色デアル︒

五524花ハタ顔ダケが白クテ︑ソノ

ゆうかぜ

ナイヤガラ忽布は左右二
つに分れ︑︿略﹀︒二爆相並んで雄を

事ひ︑其のひゴき旧離のとゴろくが
如く︑︿略﹀︒
チク

行く

白帆を送る夕風に︑聲程近し︑

騙逐艦ノ名コソ更二優美 八618図幽 ︿略﹀︑矢走をさして写り
ナレ︒︿略﹀︒︿略﹀勇壮ナル有様モ

ク

十二474運筆

はいふまでもない︒

七644

﹇結﹈且Vもとゆい

り︒
オモヒ見ルベク︑又急呈ヤサシキ武
ゆ ひ
人ノ風流モシノバル︒
ゆい ﹇由比﹈︹地名︺1 由比
ゆ ひ
十二245図圃 由比の濱べを右に見て︑ゆういnVしょうそうゆうい
はちまん
ゆうえき ﹇有益﹈︵形状︶4 有盆
雪の下村過行けば︑八幡宮の御社︒

湯﹇▽あし

ゆい

ゆ

三232私はそとがかたくて︑中
ユ

ユヲワカス私モ︑私ノノル

﹇湯﹈︵名︶8

やはらか
ゆ

のゆ・おおゆ

がやはらかです︒
七305 小さい時分はやはらかな葉を
六273園
五トクモ鐵デス︒

こまかく切ってやるが︑大きくなる
と︑枝のま＼やる ︒

レバ︑歩ム時音ヲ立テズシテ︑シヅ

八747図虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ 六365 ゆにはいって︑ごはんをたべ
カニ年嵩二近ヨリ︑急二飛ビツキテ
之ヲ捕フ︒

九585聖岳 ︿略﹀或老人に︑長生の
方法を問ひしに︑﹁やはらかなるも

時々湯にはいらないと︑から ゆう ﹇夕﹈︵名︶1 夕←あさゆう

又時々湯にはいる︒

往いて學べり︒

七649

七649

とやさしく御世話下され︑﹃︿略V︒﹂

義を見てせざるは勇無

﹇有﹈﹇▽ぎょゆう

と親切におほせ下され候︒
ゆう

十725図温泉のわき出つる虜は︿略﹀︒
其の湯には大抵一種の臭氣あり︑味
あり︑色あり︒

きなり︒

十一145図園

い よ
道後は四丁の伊豫にあり︒ ゆう ﹇勇﹈︵名︶1 勇
湯のわき出つる口僅かに↓箇所にし

十734図

︽ーシ︾

十一7710図

湯のわき出つる庭二十蝕箇 ゆう ﹇雄﹈︵名︶1 雄

て︑其の分量も少く︑︿略﹀︒

十745図

所︑大湯と構するは一書夜に数回噴
出す︒

九2010圓囲村の方々は朝に夕に色々

のも二十七度かめ︒﹂と答へたりと

ヤハラカ

︽一

だがきたなくなる︒

いふ︒

十458図 曲線は直線よりもやはらか
なる感覧を與ふるを以て︑曲線を用
﹇柔﹈︵形︶一

ふれば︑更に美しき模様を得べし︒
やわらか・し
︽ーク︾

六684辺土ハヤハラカクシテ弱キ木

シ

和ぐ

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用
﹇和﹈︵ 下 二 ︶ 1

ヒラレザレドモ︑︿略﹀︒

ゲ︾

やわら・ぐ

土砂の流出を防ぎ︑︿略﹀一種の風

吸ひてわらべとふ一りにけ

十一311図

生れてしほに浴して︑ ゆう ﹇優﹈︵形状︶1 優

十108図 其の他森林は諸候を和げ︑ ゆあみ・す ﹇湯浴﹈︵サ変︶1 浴す
十一217図圏
海の氣を

浪を子守の歌と聞き︑千里寄せくる

景を添ふる等︑其の効用あげて敷ふ
べからず︒

ゆ「うがた一ゆうじん
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﹇夕方﹈︹雷名︺2

三井のかね︒

ゆうがた

ユフガタ

ネテ︑一時ハ赤貧洗フが如キ有檬ト
ナレリ︒然レドモ少シモ其ノ志ヲタ

ワメズ︑イヨく勇氣ヲフルヒテ考

漕抜けた一隻は臆面をふるつ

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑急
もり
庭めがけて破裂矢をしかけた鈷を打

十649

セリ︒

案ヲ績ケ︑︿略﹀一種ノ機械ヲ三明

ユフガタ

ニ251 十一 ユフガタ
﹇夕方﹈︵名︶7

ニ目12 十一 ユフガタ

書方

ゆうがた

ヤクカヘラナイト︑オカアサン
つ︒

一50一 ユフガタニナリマシタ︒ハ
ガシンパイシマス︒

﹇夕暮﹈︵名︶2

自由なり︒

ゆうぐれ

夕暮

ずや︒

ゆうししゃ

就館

シウ

﹇有志者﹈︵名︶1

有志者

午前九時郡長・警察署長・

ヤスクニ

係者一同新校舎二参集シ︑︿略﹀︒
イウ
ゆうしゅうかん ﹇遊就館﹈︵名︶2 遊

・學務委員・有志者︑其ノ他工事關

郡視學・町長・郡會議員・黒血議員

十二345

身をきるやうな北風の 吹 ﹇▽ちょうないゆうししや

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

六598圃
ぐ野中道︒

友軍

八368図圏 夕暮に咲く月見草︑月見
はぎ
のころも近づけば︑萩のうねりにや
﹇友軍﹈︵名︶2

どる玉︑︿略﹀︒

ゆうぐん

砲兵は大砲を以て遠方より
敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし

落暉の愛情と勇氣によって︑ 九249図

軍曹の花が助かったので︑全軍一同

﹇遊戯﹈︵名︶1

何︒

其の時齊の有司進みて戯

﹇有志﹈︵名︶1

き

有志

な

イウシウ

武器其ノ他軍事二心スル物ヲ多ク集

ノ建物ヲ遊船館トイヒ︑内外古今ノ

メタリ︒

ゆうじゅうふだん ﹇優柔不断﹈︵名︶1

優柔愈々

結果を思ひわづらひて︑優柔不断其

十一一731図 引込思案の人は徒に其の

の事業に取掛らざる中に︑良好なる

時機を失ふこと多し︒

﹇タ食前﹈︵名︶1

く略V︑水曜日も其の日の

夕

マクドナールは此の隊の司

﹇勇将﹈︵名︶1 勇將

十597便国

入螢當時は友人も少く︑

ゆうじん ﹇友人﹈︵名︶2 友人

出を許され候︒

課業を終へたる時より夕食前まで外

十585㈱團

食前

ゆうしょくまえ

つた勇將である︒

令官で︑突貫將軍といふあだ名をも

十一57一

ゆうしょう

く略V耕地整理に翻する

そひ合せの上︑御來會相成候ては如

支これなく候はば︑有志の方々御さ

講話これあり候︒︿略V︒︿略﹀︑御差

十913尊墨

ゆうし

ものありとて之を止めしむ︒

樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる

十二951図

勇み勇みて出で行く兵 ゆうし ﹇有司﹈︵名︶1 有司

む︒

十一616図圃

に歓喜の聲をあげた︑︿略V︒

十一5810

三195 ユフガタニナツテモ︑オ 十707図 父はボートに引返し︑二人 九247図騎兵は進退敏活にして︑多 七591図 ︿略﹀︑靖國神社ニサンケイ
イウシウ
ヤドリガオリテコナイトキニ
はまた有らん限りの勇氣をふるひて︑
くは友軍の前方に出でて敵状をさぐ
ス︒社ノカタハラ外遊平館アリ︒
るQ
遂に岸べに漕着けたり︒
ハ︑子ヒバリハスノ中デ︑ド
九293図社殿ノカタハラナル西洋風
ンナニマツテヰルコトデセウ︒
六117 それから又方々であそんで︑
かん な め

うちへかへったのは夕方でした︒

士︒はげましつ＼も見送る一家︒勇

八77図 今日は神嘗祭なれば︑夕方
には内宮へ勅使の参拝もあるべしと

氣は彼に︑情は是に︑︿略﹀︒

ゆうぎ

遊戯

さはあれ︑勇氣には大勇

ざるを得ざりき︒

船員も其の勇氣に感じて命令に服せ

る決心を以て動かざること山の如く︑

コロンブスは猫り堅固な

いふ︒

其ノ日ノ出方二絶エタ︒

八909 ︿略﹀︑中佐ノイキハトウトウ 十二785図
九488図 ︿略﹀︑其の日の夕方︑一組
の隊商の宿れるテントを見たり︒

勇氣

と小勇との産別あり︒

十一4810 三日目の夕方一同半死半生 十二擢9図
﹇勇気﹈︵名︶9

の膣になって蹄って來た︒
ゆうき

︿略﹀︑將卒と共に職場をかけ

い

鳥居勝商といふ者あり︑
︿略V︒古今勇士の意氣甚だ相似たら

く略V︒︿略V︒聖書伊企灘はく略V︒

つきの

十二307図

ものは馬である︒

めぐって︑勇士に軍功を立てさせる

十855

人生七十年と見るも六十 ゆうし ﹇勇士﹈︵名︶2 勇士
萬時間に過ぎず︒其の内寝食・談話

十一677図

・遊戯・病氣等の爲に費す時閤は三

八925 橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑
勇氣二︑こチタ軍人デ︑部下ヲアハレ

﹇憂苦﹈︵名︶1

分の二を占め︑︿略﹀︒

ゆうく

守る所正しければ︑心に
憂苦なく︑行ふ手直ければ︑身常に

十二722図

憂苦

ム心モ深カッタ︒

十252早事 ﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ
ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒若シ勇
氣アラバ我ヲ殺セ︒

十432図 く略V︑失敗ノ上二失敗ヲ重
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ゆうしんかんせんす一ゆうびんきって

生活も︼攣致し候事とて︑多少不自
︿略﹀ ︑ 昨 今 は 友 人 も 出 來 ︑

由 を 感 じ 候 へ ど も ︑︿略﹀︒

十599圓囲

螢内の生活にもなれ︑日々詳しく暮
し居り候︒

カン

キ

カ

ゆうしんかんせん・す ﹇勇進敢戦﹈︵サ
カン
変︶1 勇進業態ス ︽ーシ︾
サキ
十ニー010図国︿略﹀︑響二敵二封シ勇

進敢職シタル零下將卒モ皆此ノ成果

ベカラズ︒

十二421図

烏帽子岳は其の西南方に

在りて︑直言八百メートルの噴火口
を有し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の北なる杵島岳

ナ

も亦頂上に三箇の噴火口を有す︒

十二422図

シ

デ︑ユフ日ノ入ル方が西デス︒

望み見ることを得べし︒

にかゴやきて︑遠く藤里の外よりも

物トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮
ユフダチ

八942図高さ八尺五寸︑朝日・夕日

﹇夕立﹈︵名︶4

ナル有様モオモヒ見ルベク︑︿略﹀︒

ゆうだち

チク

帽子の中に一文の鏡もない

ゆうび ﹇優美﹈︵形状︶2 優美

て居る︒

を眺めては︑幾度かためいきをつい

老人は︑傾く夕日を望み︑帽子の内

十二823

れ行く白帆の影ものどかなり︒

如く︑朝日・夕日を負ひて︑島がく

一366ソラガクモツテキマシタ︒ 十一197図海の静かなることは鏡の

タ立

カミナリガナリダシマシタ︒イマ
一天にはかにかき曇って︑ほ

ニユフダチガキマス︒
九686

し物を取込むひまもない夕立は︑さ

小山の様な白波が高くくだけ

わがしい中に勇ましい︒

十651

ク

て︑夕立のやうに降散る︒

ワキ

チク

﹇郵便﹈︵名︶2

分署アリ︒

づつみゆうびん

ゆうびん

ノ

郵便5こ

春風・朝風・疾風・松風・追風・野

ハヤテ

ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ神風・

十﹁306図駆逐艦ノ名コソ更二優美

ク

し綜毛の車は如何に優美なりけん︒

十一308図駆逐艦ノ名コソ三二優美 十一258図 昔都大路をねり行きたり
ナレ︒︿略﹀︒雨ニハ春雨・時雨・夕

夕張

立・村雨︑︿略﹀︑其ノ外︿略﹀等ア
リ︒

﹇夕張﹈︹地名︺1

掘れど炭礪限りなく︑︿略﹀︒

十二485図圃三池・夕張・大の浦︑

ゆうばり

十二5310図く略V︑殊二近クハ人口四
眞に自治の精神に富める

億ヲ有スル支那ノ大國二季ス︒

十二悩2図
者は︑公平無私︑︿略V︑其の他には

衆議院は一定の選學資格

優勢

級の人をいたはりて︑いさ＼かも輕

十一一鞭5図︿略﹀︑上官の者は常に下

て組織し︑︿略﹀︒

を有する臣民の公選したる議員を以

十二鵬10図

ヲ見タルニ及ンデ︑唯唯感激ノ極︑
有す

何等の私心を有せざるなり︒

有ス

言フ所ヲ知ラザルモ ノ ノ 如 シ ︒ ﹂

﹇有﹈︵サ変︶13

︽ーシ・ース・ースル ︒ ー セ ︾

ゆう︒す

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

九569図 或動物ハ之二反シテ︑禁園
ヤカナル調色ヲ有ス︒

侮の念を有すべからず︒

ゆうすうεせかいゆうすう

九571図是等ハ多クハ他ノ動物ノ恐
ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味

ゆうせい

﹇優勢﹈︵形状︶1

・悪臭ヲ有スルモノ ニ シ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七503園 ﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび
タはん

戦艦ハ軍艦中事モ優勢ナ ゆうはん ﹇夕飯﹈︵名︶3 ユフハン

三426

イノ人ヲ右ト野口ワケテ
スワラセマシタ︒

三郎のうちでは夕はん
が今すんで︑みんなあつまって︑

四298

色色なはなしをしてゐます︒

三443アサ日ノ上ル方が東

一度二拾銭以上ノ貯金ヲナ

九771図 ︿略﹀︑貯金セントスル時二

リ︒

手ニヨリテ貯金スル便利ナル方法ア

スコト能ハザル者ノ置旧ハ︑郵便切

九769図

郵便切手

ゆうびんきって ﹇郵便切手﹈︵名︶2

御覧下され度候︒

でふ
候壼湾聖王帖一部郵便にて差出寸間︑

ルモノニシテ︑其ノ名ノ如ク堂々敵

十一318図

遊船

勇壮

︿略﹀︑ユフハン自由︑ケラ

ト決職スルヲ目的トス︒
﹇遊船﹈︵名︶2

観客は遊船を中流に浮べ
︿略﹀︑敷十隻の遊船︑岐

﹇勇壮﹈︵形状︶2

ナレ︒︿略﹀︒雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ

駆逐艦ノ名コソ更二優美ゆうひ ﹇夕日﹈︵名︶4 ユフ日 夕日

チク

捕鯨は實に二七なものである︒
ク

ス︒

二254オバアサンバ火ヲタイテ︑ て︑配達夫は入口に立ちたり︒
十一4010圏団 當絡督府にて出版相成
ユフハンノシタクヲシテヰマ

十671

ゆうそう

筆も言葉も書し難し︒

阜提灯の光を水にうつせる奇観は

ぢやうちん

十一831図

て︑鵜舟の下り來るを待つ︒

十一799図

︿略﹀︑今や足尾町ハ人口凡 ゆうせん

膿色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑

ハチ
九577図 タトヘバ毒汁ヲ有スル蜂ノ

︿略﹀︒

十634図

ソ三萬ヲ有スルー都 會 ト ナ リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一332図其ノ大ナルモノハ戦艦二
次グノ勢力ヲ有シ︑時二戦艦ト合同
シテ敵ノ主力ト戦フコトアリ︒

工作船・給炭貫道ノ如キ特別任務ヲ

十一352図 以上ノ外︑尚水雷母艦・
有スルモノアリ︒

︿略﹀︑常二強大ナル海軍ヲ有セザル

十一354図 四面皆海ナル我が帝國ハ︑ 十一311図

ゆうびんきってちょうふ一ゆうりょく
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ハ︑其ノ金銭ニテ郵便切手ヲ買ヒテ
行クハ樂シキモノナリ︒

︹課名︺2

郵便の話

郵便の話

第十五

第十五

ゆうびんのはなし
話

塁紙ニハリツケ︑全部バリ終ヘタル
時︑之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯

七目3

郵便の

﹇郵便配達夫﹈

郵便配達夫
︿略﹀︑郵便配達夫・車夫等

﹇夕﹈︵名︶4

ルヲ以テナリ︒

ゆうべ

ます

樺太にて最も有望なる

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒
にしん

十一984属囲

毎日の食物のにたきから種々

の工業まで︑火の力を要することは

八445

有用な火でも︑ひよつとまちがふと

たら

敷へきれない程多い︒︿略﹀︒これ程

さけ

め

り

か

遊牧

く略V大石良雄は初め京

都に在り︒日々遊軍を事として全く

十二865図

ゆうらく ﹇遊楽﹈︵名︶1 遊樂
よしを

大へんな事が出來る︒

は漁業にて︑鯨と鱒との漁利は殊に

漁業に次ぎて有望なる

多く︑鮭・鱈も亦少からず候︒

十﹁998囲圏

あ

﹇遊牧﹈︵名︶1

は農業と林業とにて︑︿略﹀︒

ゆうぼく

復仇の事を忘れたるが如し︒

︿略﹀︑南亜米利加の野牛

等の︑昔の遊牧の民の如く︑食物を

十二672図

ゆうらん ﹇遊覧﹈︵名︶1 遊覧

つる
自ら劔を帯び︑︿略﹀盛に弦を鳴ら

みき

ゆうよう

︿略﹀︒

神戸市に近き布引瀧は雌

雄二爆あり︒︿略﹀︒市民遊覧の地に

十﹁775図

遊覧

されば一年中遊覧墨跡を絶

﹇遊覧者﹈︵名︶1

して︑又神戸市水道の源たり︒

ゆうらんしゃ

者

たず︑夏の盛りの頃︑秋の紅葉の折

九966図

﹇雄略天皇﹈︹人

には來り遊ぶもの最も多し︒

雄略天皇
昔雄略天皇がすがるといふ

ゆうりゃく

我が國の米は品質優良に

して其の味最も美なり︒

十二448図

ゆうりょう ﹇優良﹈︵形状︶1 優良

集めて養いとおほせになりました︒

人をおめしになって︑こをたくさん

五365

名︺1

ゆうりゃく

ゆうりゃくてんのう
あいぬの熊祭とて有名なり︒

前橋市ハ人口四萬アマリ︑

有用

昆陽ハ有名ナル學者ニテ︑
﹇有用﹈︵形状︶1

十3210図

して︑﹁日光の結構︒﹂こ＼に論る︒

十一一526図 廣告ハ商業嚢展ノ有力ナ

ををしまざるによるQ

て敵軍にあたり︑團膿の爲には身命

得るは︑︿略﹀︑有力なる武器を備へ

九939図 ︿略﹀朱塗の橋︑美観先づ ゆうりょく ﹇有力﹈︵形状︶2 有力
みはし
目を驚かす︒是即ち有名なる神橋に
十一89図 蜜蜂の群集生活を営むを

有名ナル生縣ノ市場ナリ︒

九152図

かうぺ

追うて其の居を轄ずるは珍しきこと
にあらず︒

形名の妻︑夫を働まし
て︑﹁良人今濁り身を全うして︑祖

十二311図園

く略V︑雨の朝︑風の夕︑見ゆうめい ﹇勇名﹈︵名︶1 勇名

みしたはしく︑︿略V︒

るもの聞くものにつけて︑都の空の

九806図

夕

ノ足ノ強キ︑︿略﹀︑ヨク之ヲ使用ス

十783図

︵名︶1

ゆうびんはいたつふ

七502

金トスルナリ︒

い

ゆうびんきってちょうふ ﹇郵便切手貼
付﹈︵名︶1 郵便切手貼付
八48図 郵便切手貼付
﹇郵便局﹈︵名︶3

うびんきよく 郵便局

ゆうびんきょく

四 2 2 け い さ つしょのよこを北
へまがって︑すこし行くと︑左
がはにいうびんきよくがありま
す︒

九772図 く略V郵便切手ヲ買ヒテ毫

せり︒

先以來の勇名を辱しめ給ふか︒﹂と︑

の蜂は朝より夕に至るまで︑螢螢と

百花満開の候には︑外役

して寸時も休まず︒

十一65図

之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト

紙ニハリツケ︑全部バリ終ヘタル時︑

スルナリ︒

九777図郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

十8110図

く略V︑朝の風を聞きてはゆうめい ﹇有名﹈︵形状︶6 有名

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

十二781図

金事ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

旅脚線は︿略﹀︑日清・
日露爾役に有名なる旅順口に達す︒

十二566図

十一一918図

ゆふべ

一日の勢苦は忘れられて︑更に明日
﹇昨夜﹈︵名︶1

の活動を思ふなり︒

ゆうべ

か

なること世界第一と構せらる︒

家内能く和合して︑︿略V︑十二649図 凱旋門は有名なるナポレ
ぜん
むつまじく打揃うて夕の膳に向ふ時︑
オンの計書に成れるものにて︑壮大

ず︒

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

﹇郵便貯金﹈︵名︶4

書入レタル通帳ヲ渡ス︒
ゆうびんちょきん

郵便貯金

九766図金鏡ヲ安全二貯フル畑田郵
便貯金トナスヲヨシトス︒

九767図 郵便貯金ニチハ一度ノ預ケ
高一人拾鑓以上ナリ︒

つかなばんでしたから︑少しも

ゆふべは風がなくて︑し
知らずにゐました︒

九773図 く略V郵便切手ヲ買ヒテ皇 四627
之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト

ゆうぼう

るうた

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

ないぶち

十一969魑囲

﹇有望﹈︵形状︶3 有望
すすや
︿略﹀︑南部の鈴谷川・

鼻汁ハリツケ︑全部バリ終ヘタル時︑
スルナリ︒

ニチモ︑預ケタル金高ノ次第二上リ

九781図 銀行貯金ニチモ︑郵便貯金

729
ゆえ一ゆえに

ル手段ナリ︒

なにゆえ

ゆえ ﹇故﹈︵名︶19 故←それゆえ・

にしなければならぬと存じます︒

八674囲 併し老病の事故よほど大事

八717図園諸君︿略﹀︑此の敷日問
少しも食物を送らざるが故に︑新し
き血出來ずして︑諸君は皆却って自
ら苦しむにいたれり ︒

故︑名づけて地球といふ︒

ヨク和合スレバ︑︿略V︑家運自ラ開

ケテ一家ノ内藤フコト多シ︒故二笑

費ル・買フ︑財産ノ財︑貨 十二888図 出入口に︑はき物の置齪

フベシ︑

九895図

れたる家には︑盗人のうかゴふこと

故二

故に

るものなりとも︑効用なきものは償

ずるものなり︒故に随意に得られざ

随意に得られざることとによりて生

十一907黒物の償は効用あることと︑

故＝笑フベシ︑常二笑フベシ︒

十﹇524⁝図 心樂シケレバ自ラ笑フ︒

一家墨・ツテ笑フベシ︒

多しといへり︒出入口の混雑せる程

ナ

支那ノ古代二号ヲ用ヒタルが故ナリ

幣ノ貨等ノ字ノ一部二貝ノ字アルハ︑
ン

﹇故﹈︵接︶16

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト

あることなく︑効用あるものなりと

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ
アリ︒故斜高地方ニチハ之ヲドビン

ことなし︒

於ては何れも氣象毫・測候所を置き

に大なる關係あり︒故に文明諸國に

日々の天辺は我等の生活

も︑随意に得らる︑ものは亦償ある

十干ー64図

森林の樹木は︿略﹀︑雨の
の水分の一時に蒸議するを防ぐ︒

一度に地上に落つるを止め︑又地上

十96図

ワリトイフ︒

九562図

ゆえに

整頓・不始末の事多きが故なるべし︒

なれば一事が萬事︑縮べて家内に不

其の湯には大抵︼種の臭氣

トイフ︒

十726図
あり︑味あり︑色あり︒是種々の塩
分をふくめるが故なり︒

御道筋の事故御立寄下さ

れ候はば︑小生も御同行致すべく候︒

十915團團
魚は火の光を追ひて集り

鵜は深く沈まずして︑たやすく魚を

荒す時は︑数時間の暴雨にもたちま

︿略﹀︒故に若しみだりに森林をきり

︿略﹀︑次第に其の製造高

を減ずるが故に︑供給も随って減じ

て︑日々の氣象を調査す︒

又一地方に荒模様ある時

ち大水出で︑徳日のひでりにも河水

十ニー88図
全くかれはつべし︒

は︑女王は︿略﹀︑臣下をひきみて

又航海中の船は早く港に入りて難を

する船は︑之を見て出嚢を見合せ︑

掲ぐ︒︿略﹀︒故に今より出帆せんと

は︑︿略V︑警報の信號を各信承所に

よりては︑次第に其の群の数を増加

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

避くることを得るなり︒

戦艦ハ︿略﹀︑其ノ名ノ 十二514図

テ物償ノ高下スルモ亦相同ジ︒故＝

易モ︑︿略﹀︑需要供給ノ原則ニヨリ

スルヲ要ス︒

低二注意シ︑需要供給ノ情況二精通

商人ハ常二全世界二輪ケル物債ノ高

如ク堂々敵ト決戦スルヲ目的トス︒

通報艦ハ主トシテ艦隊ノ

故二重レモ大ナル大砲ヲ備へ︑又艦
カウ
ノ要部南極メテ厚キ鋼鐵ニテ包メリ︒

十一3110図

することを得べし︒

分離す︒︿略﹀︒故に飼養者の注意に

其の数齢りに多くなる時

て︑又普通の償に復するか︑場合に

範として︑職務に勉働するが故に︑

十︻欄3図其の他の教員も校長を模

︿略＞Q

見童は皆よく之になつきて︑學校を
田心ふ・心厚く︑

祖宗の大業を承けて︑明

農業に定事するものは多

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

十一一29図
きに崩ず︒

十二472図

く野外にありて︑清潔なる空薫を呼

十一343図

十二517図人種・風俗ノ異ナル隠勢

命令・報告等ヲ傳達シ︑或ハ敵ノ軍
豊丘ハ沿海ノ情勢ヲサグリテ︑我が

リテ︑人ノ嗜好モ亦同ジカラズ︒同

き が
︿略﹀︑飢餓刻々にせまる

威し︑筋肉を嘉するが故に︑身膿常
に健全なり︒

艦隊二報告ス︒故二艦載甚ダ輕ク︑

一雨民ノ嗜好ニモ亦時々ノ攣遷アリ︒

十一一699図

十一710図

よりては尚それ以上に上るべし︒

十一944図

捕ふることを得るなり︒

來り︑︿略﹀︑水面近く浮ぶが故に︑

八807図 我等の住む世界は圓きもの 十一825図
︿略﹀木 ノ 葉 蝶 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

裏面ハ枯葉山事タルが故二︑羽ヲ閉

九565図

ヂテ︑草木ノ枝ニトマルトキハ︑サ
ナガラ枯葉ノ如ク見ユ︒

ク之ヲミトメ︑之目近ヅクコトナキ

九574図他ノ動物ハ︿略﹀︑タヤス
ガ故二︑却ツテ其ノ身ノ安全ヲ保ツ
コトヲ得ルナリ︒

﹁我は哲多にも相談せず︑

毎日運動するが故に︑思者にも相談

九599図星

す る 必 要 な き な り ︒﹂

九639図 かばかりの大功ありし人工︑
天皇の御信任も厚く︑其の莞ぜし時︑
天皇は深く之ををしみ給ひき︒

九715霜囲 御老人・御子供衆も御大
勢の事故如何と御案じ申し居り候︒
︿略﹀ ︑ 川 上 の 堤 防 切 れ ︑

が故に︑次第に行進を早め︑︿略﹀︑

速度至大ナリ︒

隣村は大半水中にあり︑救をもとむ

九742國国

る聲かまびすしく候故︑是は大言な

向ふ虜何物をもはゴからずして突進

故二商業二從事スルモノハ常二花客
す︒

親子・夫婦・兄弟・姉妹

りと︑直ちに老母と子供を裏山に立

十一519図
退かせ︑︿略﹀︒

ゆえん一ゆき

730

ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオモムク所ヲ
察セザルベカラズ︒

の一事でアラビヤに名馬の産する所
以が分つた︒﹂

他人ノ悪事・短所ヲアザ

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

十一538図
リ︒

十二524図 信用ノ基ハ正直ニアリ︒

故＝日ク︑﹁正直ハ最善ノ商略ナ

ゆか

床

つかとなり 床となる

﹇床﹈︵名︶4

十143図圃囹

身も︑それぐの務をもてり︒
の上に投げておきました︒

十362園私はわざと一巻の書物を床

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑

︽ーシ

床

祭の服に

古風ゆかしき我が國の

﹇床﹈︵形︶1

テ甲板トスル︒
ゆか・し
キ︾

農業は我等が生活に必要 九519図圏

ゆかし

外側二板ヲ張り︑梁ノ上二天ヲ造ツ

十ニー42

く︑床もなく︑天井もなし︒

﹁よく勉め︑又よく遊 十814図 其の家はほったて小屋の如

リ︒﹂ト︒

十一695図
ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

十二悩5図 ︿略﹀︑↓般人民の之を助
くるなくんば︑自治團髄の圓満なる

我が國は氣候温に︑地味

り︒﹂

十一一4610図

の國の名ある所以なり︒

肥え︑極めて耕種に適し︑米・変の
みつほ
栽培は最も早く開けたり︒古六七穗

十二441図

嚢達は得て望むべからず︒故に人々
常に自治制の本旨を膿し︑協同一致
して團艦の福利を増進せんことを心
甘くべし︒

まで︑官職の高下︑就職の新鶴によ

十一一椴3図上元帥より下一足に至る

し

かんむり・烏帽子今は唯

ぽ

なる材料を作り出す所以にして︑國

残りたり︒

ゑ

りて上下の分別最も正し︒故に下級

家一日もこれなかるべからず︒

ゆか下

床下に土石を成皿り︑李下の

ユキ

三22ムカフノ山ニハ︑ユキガ

ゆき

フツタヤウニ白クナツタトコ
ロガミエマス︒アレモサクラ

︿略﹀︑からだに雪の

ノハナデス︒

四144圏

けさおきて見ると︑雪が

きものきて︑かすみのすそを
とほくひく︑ふじは日本一の

山︒

四624

たくさんつもって︑どこを見て
もまつ白です︒

四641犬はよろこんで︑雪の中

をとびあるいてゐます︒

四643みちをとほる人は︑あし
だのはにはさまった雪をた

十二月十四日遅木曜

雪

たきおとしながらあるいてゐま

す︒

たなのもちひくねずみの音

朝おきると︑雪が五六寸つも

七855園

八九頭の遍いきほひよく敷

きりや雪で︑方角の分らな

を走り行くさま︑まことにいさまし︒

人を乗せたるそりを引きて︑雪の道

七631図

も︑ふけてのきばに雪降積る︒

七123圏

つてみた︒

六378

ゆか下から去年なくしたこま 六378

﹇床下﹈︵名︶2
下

ゆかした

見本ト現物トヲ異ニシ︑ ゆかしい﹇▽おくゆかしい

質ヲ下スガ如キ皆信用ヲ害スル所以

十一研4

が出てうれしかった︒

六363
現在の職務に心志なれば︑

みぞを造って︑一方の口から火をた

上下の愛敬・信用其の身に集り︑心

十一一719図

ナリ︒

約束ノ期限ヲ違へ︑︿略﹀︑商品ノ品

十二523図

の者の上官の命を承くるや︑直ちに
陛下の命令なりと思ふべく︑上官の
者は常に下級の人をいたはりて︑い
さ＼かも輕侮の念を有すべからず︒

十二稲6図 信とは我が言を行ひ︑義
とは我が分を書すをいふ︒故に十分

廣く︑膿ゆたかなり︒是即ち遠きを

に信義を書さんと思はば︑豫め能く
事の成否を察し︑成し尊べからざる

﹇桁﹈︵名︶一

三582私ガキヨネンマデキテ

ゆき

き・うれゆき︒よそゆき

國民各自の行爲をつ㌧し ゆき ﹇行﹈←あさくさゆき・うえのゆ

いて室内を温める︒

十二982図

慮る所以なり︒
所以

ものは引受くべからず︒
﹇所以﹈︵名︶ 1 0

格を高むる所以なりといへども︑

み︑品格を重んずるは即ち部民の品

ゆえん

十262園 良や老人ノ無類ヲトガメズ︑

︿略﹀︒

信や少年ノ笑罵二連ラズ︑其ノ初メ
小事ニシノビシバ︑後大功ヲ立ツル

きあたったりする檬なまちがひが出

春より先に咲く花は︑距

良の古同ねの暮の雪︒

ロリ

八608図圃

紅ます︒

くなった時には︑︿略﹀︑外の船につ

國力我に劣れる学寮を見

雪﹇▽お

ヰタワタイレハ︑ユキモタケ
十二捌3図

ユキ

モミジカクナツテ︑モウキラレ

ニ至リシ所以ナリ︒

25

マセン︒

﹇雪﹈︵名︶

おゆき・ささのゆき・しらゆき・はつ

ゆき

ばざるが如きは︑却って我が國民の
度量の狭く︑品格の低きを示す所以

て︑︿略﹀︑甚だしきは之と交るを喜

にして︑︿略﹀︒

十﹁513 ︿略V三つ四つの子供が︑
みると︑馬はさもうれしさうに︑

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて
︿略V︑其の子供をあやしてみた︒此

731
ゆきげしき一ゆく

ない︒

硫綿価ヨリ出ヅル綿花ハ

﹇行届﹈︵四︶2 行き

十二6110図

の學術を鷹用せる百般の設備皆具れ

︽ーフ︾

せう︒

六381

さまじい物音が聞え始めたと思ふと︑
︿略﹀︑山．のやうな雪なだれがなだれ
て來て︑︑︿略﹀︒

四目7

十九

雪のあさ

住持は驚きて︑﹁東國 ゆきのあさ ︹課名︺2 雪のあさ

行き給

家を治めん︑領掌は︒家の事をば心

にかけず︑御惚の爲に行きませ︑い

ぎや︒

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク・

ゆく・うえゆく・かえりゆく・かくれ

ーケ︾﹇▽あがりゆく・あけゆく・いで

行一の 往く

ゆ・く ﹇行﹈︵四・五︶53 行ク行く

街路は掃除最もよく行き

とfく行届く︽ーキ︾

や氷にとざされて︑どこか全く知れ ゆきとど︒く

ギハ︑︿略﹀︑雪ノ降ル頃トナレバ︑

十一853図

九5410図 タトヘバ北國ニスム野ウサ
全ク白色二攣ジ︑︿略﹀︒

り︒

と9きて︑衛生・消防を始め︑近世

進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

九707︿略﹀︑翌朝起きて見れば︑何 眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ
ガ如シ︒

︿略﹀︒

ふ

ゆきたま・う

十一748図園

へ行き給ふと聞きしに︑再び蹄り來

雪の下村
ひ

はちまん

行きます

雪の下村過行けば︑ 八幡宮の御

﹇行座﹈︵四︶1

十﹇609図團
親に事へ︑弟を助け︑

︽ーセ︾

ゆきま・す

社︒

て︑

十二247図圏
由比の濱べを右に見

ゆ

られしは何故ぞ︒﹂と問へば︑︿略﹀︒
四622 十九雪のあさ
ユキ
ゆきのしたむら
﹇雪下村﹈︹地名︺1

ユキダ

﹇雪達磨﹈︹課名︺2

ユキダルマ

ユキダルマ
﹇雪達磨﹈︵名︶一

十六

十六

ゆきだるま

ダルマ

四目6

二404
ゆきだるま

ルマ

二405園﹁ミンナデユキダルマヲ
ツクリマセウ︒﹂

正行ハコレヲ見テ︑カナシ

今日ハマヅ丸ノ内二行キテ

二三匹の犬︑よく二三百頭

ち

八時宿を出でて︑町を南へ

八87図圖手かごを持ちて︑いざ︑

前を通り︑御宮の前にいたる︒

かぐら
洗ひて左へ行き︑神樂殿・御馬屋の

八55図五十鈴川の水に口す㌦ぎ手

行けば︑宇治橋のたもとにいたる︒

う

八43図

主人の行く方へ行かしむといふ︒

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

七628図二一二匹の犬︑よく二一二百頭

主人の行く方へ行かしむといふ︒

の牛︑；二千頭の羊を追ひまはして︑

七627図

宮城ヲ舞シ奉ル︒

七575図

タノ店アリ︒

音堂江向ツテ行ケバ︑爾ガハニアマ

七562図雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観

タリ︒

サノアマリ︑ツト立チテ別室二行キ

七34図

・はしりゆく・ひらけゆく・もちゆく

・たどりゆく・ねりゆく・のぼりゆく

・すぎゆく・すすみゆく・すたれゆく

ゆく・こえゆく・さおさしゆく・さか
雪

今日は早くから學校へ

雪なげ

えゆく・しずみゆく・しまがくれゆく

四646

﹇雪投﹈︵名︶2

家は日々のふき掃除も必ず行届きて
ゆきなげ

清潔なるものなり︒

家内のよく整頓せる程の

時の間に雪に攣ったか︑そこら一面

天氣圖に用ふる普通の符號

一般の天氣要素を地面の土に記載し︑

・雨・雪︑風の方向・強弱︑温度等

十ニー94相之氣圖とは︿略﹀晴・曇十一一895図

銀世界になってみることもある︒

九938図岩にくだくる清流︑雪と散

り︑玉と飛ぶ︒
︿略﹀︒

十18図 然れども四時雪をいたgき
て潔く︑其の形白扇を倒にかけたる

十ニー99
①雪

雪景色

學校で雪投をして遊んだ︒

満目の廣野雪に埋れて食 行って︑みんなで雪なげをしま

﹇雪景色﹈︵名︶1

物の鉄乏せる頃に至れば︑︿略﹀︒

十二691図

は左の如し︒︿略﹀

が如く美しきは︑なほ我が國第一の
山といふべく︑︿略﹀︒

十168図 ある雪の朝︑皇后は美しき
かうろほう
御庭の雪景色を御覧じて︑﹁香櫨峯

峯の雪は如何に︒﹂ と 仰 せ ら れ し に ︑

ほう

︿略﹀︒
十174図 是白樂天の詩に︑﹁香高峯

の雪はすだれをか＼げて見る︒﹂と
いふ句あるを思ひ出でて問はせ給ひ
しを︑︿略V︒

・村雨︑雪ニハ初雪・白雪・吹雪︑

十一308図 雨ニハ春雨・時雨・夕立
其ノ外白雲・白露・初霜・朝霜等ア

リ︒
︿略﹀︑山も谷も雪にうづめ

られて︑吹く風は身を切るやうに寒

十一548

かった︒
十一564︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

﹇行給﹈︵四︶1

く略V︒
十169図 ある雪の朝︑皇后は美しき
ゆきなだれ ﹇雪雪崩﹈︵名︶1 雪なだ
かうろほう
十169図園 ある雪の朝︑皇后は美し
御庭の雪景色を御覧じて︑﹁香櫨峯 れ
かうろ
き御庭の雪景色を御覧じて︑﹁香櫨︑ の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑
十一554 ふと山のいたゴきの方にす

の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑ ゆきげしき

投

ゆくえ一ゆくえ

732

裏山にきのこたつねん︒山深く行き
てたつねん︒

八284図 川成行キテ見ルニ︑小サキ
四角四面ノ堂アリテ︑四方ノ戸皆開
キタリ︒

八706図 ︿略﹀︑手は食物を口に入
る＼ことを止め︑足は食堂へ行くこ
とを止めたり︒

八804図 これ世界の圓きがためにし
て︑若し平たき物ならば︑行けば行
く程出遅嵩に遠ざかるべきはずなら
ずや︒

九4910図圏路行く人のかぶりもの︑
中折・鳥打・山高や︑シルクハット
と類集し︒

五日目ノ朝行キテ見レバ︑

更二二ノ農夫ノ所二行力ザルベカラ

九885図其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑
ズ︒

十234図

韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

十249図
ク︒

﹃さらば﹂と︑握手ねん
手塚︑首をたつさへて︑大

ごろユ ︑別れて行くや右左︒

十415図圃

よしなか

十516図

將義仲の前に行き︑﹁光盛︑曲者の

八804図 これ世界の圓きがためにし
て︑若し平たき物ならば︑行け健47

父は此の大波に何とて行か

首取って候︒

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

十698図

く程出獲鮎に遠ざかるべきはずなら

にはげまされて︑ボートを用意す︒

ずや︒

に通りし酪駝の足跡を目あてに行く

十︸2510図

げよ︒

く略V巡査の一汝等の合

今は︿略﹀︑古風の牛車 ﹃援軍來らず︑速に降るべし︒﹄と告

は博物館に行かずば見るべからず︒

忠實な犬はく略V︑道行く

の命に從ひて︑少しも混雑を生ずる

圖に︑通行の人は行くも止るも唯其

是より御いとま賜はり︑ 十二606図
幼き時に参りてこそ︒﹂

河内に行きて正儀に仕へん︒

かはち

十︻419図園
十一4210図

ことなし︒

人の投與へる喜捨を待ちわびてみる︒

十二819

と︑しきりに望めば︑︿略﹀︑常に身

を離さざりし名刀を與へて行かしめ

魯の重臣某の病死せんと

衆に封ずる禮儀あり︒

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

十二9810図道を行くにも︑舟・車に

往いて學べり︒

せよ︒﹂と︒子細の遺言を奉じて︑

天略﹀︒我死せば︑汝必ず之を師と

せし時︑其の子に教へて曰く︑

十二939図

其の墓を拝して曰く︑︿略﹀︒

熊王直ちに河内に行きて︑ 十二8710図 喜劔直ちに泉岳寺に行き︑

たり︒

十一431図

行けや行けや︑とく行

行けや行けや︑とく行

行けや行けや︑とく行

赤坂城のほとりにた＼ずむ︒

け︑我が子︒

十一594図醐
十一594図圏
け︑我が子︒

け︑我が子︒

十一594図韻

て︑我み子︒

十一598図圃曽らば行くか︑やよ待

ま

兄君︑我も後より行あ

いとへ︒揮丸に死キとも︑病に死キ

十二296図圏

に行け︒﹂

﹁かしこに行きて︑彼

・建築物等の状況︑︿略V︑道行く人

く略V︑汽車・電車中に於

の容儀等を見れば︑︿略﹀︒

ける乗客の翠止︑道行く人の容儀等

十一而6図

を見れば︑︿略V︒

十二葡2図等差行かば水つくかばね︑

海行かば水つくかばね︑

2たり

智を徳を︑

世の海を

師の賜物の

かちにムをりに

十二協8図圃

山行かば草蒸すかばね︑︿略﹀︒

十二幡2智慧

︿略﹀︑行きてうかゴへば︑ 山行かば草蒸すかばね︑︿略﹀︒

﹁我︑明日大軍を率ゐ

て行かん︒

﹁明日城門に行きて︑ ゆくえ ﹇行方﹈︵名︶3 行くへ 行方

て出畿せんとす︒汝も止りて我と共

十一一292図圏

つ＼寝起する様なり︒

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ

十一7210図

の書師の有様を見給へ︒﹂

十一729図園

ん︒兄弟共に敵をば討さん︒

十一604図團

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ装スル
︿略﹀︑さして行く笠置の

な︒

がも5．し︒

十958図

三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初
瀬町二至ル︒

島かと見れば岬なり︒

十一182図

船の其の間を行くとき︑

瀬川ニソヒテ爪先上リ善行ケバ︑初

十991図

春日神社足腰ル︒

カ ス ガ

テ書聖小暗キ間ヲ行ケバ︑官幣大社

く略V︑老樹路ヲサシハサミ

山を出でしょり︑天が下にはかくれ

十893図録

モ︑皆腰ノ命令ニヨル︒

た

十775図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止 十一5910図囲 軍に行かば︑からだを 十二棚5図 他國に行きて︑其の市街

九468図 すべて沙漠の旅行は︑以前
なり︒

九471図 ︿略﹀︑翌日風なぎて出立し

たれども︑一同は行くべき方にまよ
ひて︑右に往き︑左に往き︑空しく
一日を過せり︒

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空

九472図 ︿略﹀︑一同は行くべき方に

︿略﹀︑一同は行くべき方に

しく一日を過せり︒
九472図

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空
しく一日を過せり︒

九4810図 アリはそこに行きて︑あり

し事を物がたり︑ねんごろに同行を
頼みしに︑︿略﹀︒

733
ゆくて一ゆっくり

二人の行くへ見送れば︑二人も後ふ

︿略V︑見えぬ目な が ら ふ り か へ り ︑

肥せらる︒

盛に︑大連と共に満洲の二大門戸と

十二575図 螢口は︿略﹀︑商業港と
かす
して︑豆類・豆油・豆粕の輸出甚だ

六641圃 めくらは杖を受取って︑

りかへる︒
かさぎ

十一一452図

輸出債額

﹇輸出﹈︵サ変︶3

︽ースル・ーセ︾

輸出

茶も亦盛に栽培せられ︑

十886図説 笠置の山の行在所︑寄す ゆしゅつかがく ﹇輸出価額﹈︵名︶1
る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち

ス

ゆしゅつ︒す

輸出債額年々一千萬圓に達す︒

給ふ︒

十一487 間もなく日は暮れて︑夜の
行手

とばりは全く馬主の行方をかくした︒
﹇行手﹈︵名︶1

自ラ花錘敷十種ヲ織出シ︑海外二二

十二491．図圏

︿略﹀

増

農産牧入何物れ

福井・石川・富山

とやま

近年ぞみに産額の

ど︑小さき轟の吐出す生縣え無二
の輸出品︒

十二496図韻
ほくろく

﹇輸出品中﹈︵名︶

羽二重織の輸出品︒

大せしは北陸の
なる

輸出品中

ゆしゅつひんちゅう

1

今日ニチハ其ノ製造ハナハ
ダ盛ニシテ︑︿略V︑我が國輸出品中

八411図

ゆず・る

ゆくて

ダ盛ニシテ︑外國へ輸出スルモノノ

八408図今日ニチハ其ノ製造ハナハ

︽ーリ︾

く坂路の左右すでに櫻多し︒行く

シテ︑綿綜又ハ綿布トシ︑︿略﹀︑尚

輸出

近年ノ輸出高ハ年々五六百

﹇輸出高﹈︵名︶1

海外二輸出スルモノ五千萬圓以上二
及ブ︒

ゆしゅつだか

十442図

高

ゆつる

莚を織ること行はれ︑︿略V︒され

むしろ

ば全村頗るゆたかにして︑皆其の家

業を樂しめり︒

魚介の供給ゆたかに︑鳥獣の肉を食

十二455図 ︿略﹀︑四面皆海にして︑

現在の職務に忠實なれば︑

すること少く︑︿略﹀︒

十二719図

上下の愛敬・信用其の身に集り︑心

辛く︑腔ゆたかなり︒

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

ゆだ・ぬ ﹇委﹈︵下二︶一 ユダヌ ︽一

十一欄5図

ネ︾

孔明ニユダネテ︑﹁我が子若シタス

ヒシニ︑︿略﹀︒

才ナラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂トイ

クベクンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不
つて來ましたが︑すぐに立って︑椅
す

十一78図

六42一 ユダン大敵︒

少しのゆだんもなく主人に仕

ん

老人長者の爲に道をゆづ

たる雌鶏に其の位をゆづり︑臣下を
十一一995図

へるこ＼ろざしにかんしんして︑こ

れから信長は目をかけて使ひました︒

デ︾

四127

クリハユデテタベテモ︑

が如きは︑個人としても︑國民とし

ゆたか

ゆ・でる ﹇茄﹈︵下一︶一 ユデル ︽一
や︒

﹇曲豆﹈︵形状︶5

ても︑其の心の奥ゆかしきを感ぜず

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

六472

ひきみて分離す︒

︿略﹀︑女王は新しく生れ ゆだん ﹇油断﹈︵名︶2 ユダン ゆだ

子をゆづりました︒

談話最中一人の老人がはい

﹇譲﹈︵四・五︶3

ノ重要ナルモノノーツトナレリ︒

行手定めぬ浪まくら︑百尋・千尋海

十一228図圏 丈饒のろかい操りて︑

ミニテモ︑一年間一千萬圓ノ金高二

十355園

の 底 ︑ 遊 び ふ ． れ さる庭蔵し︒
達シ︑︿略﹀︒

ゆくゆく ﹇行行﹈︵副︶2 行くく

十一18図六田の渡を渡りて上り行 十435心止亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑
出セント試ミシガ︑︿略﹀︒

よしてる

おほかみ

十一839図年々︸億圓ノ綿花ヲ輸入

く吉野宮に参秤し︑村上義光の墓
をとぶらふ︒
や

十二659図 ナポレオンがモスコーよ
ろ し

り退軍せし時︑露西亜の狼は行く
く雪中に倒る＼佛兵の跡を追ひて︑
どいつ

湯氣

中部濁逸にまで鈍りしことあり︒
﹇湯気﹈︵名︶2

八392図 マヅ木材ヲ切りテ︑湯氣ニ

ゆげ

ゆたか

ス︒

野はらは平ですから︑ゆつく

ヤイテタベテモ︑ウマイモノデ

九117図圃歌へ歌へ︑心ゆたかに歌
へ︒

﹇輸出品﹈︵名︶4

九122図圃歌へ歌へ︑心ゆたかに歌 ゆっくり ︵副︶2 ゆっくり

輸出

︿略﹀花錘ハ我が國輸出品
︼

萬圓ヲ下ラズトイフ︒

︿略﹀︑大湯と質するは一書 ゆしゅつひん

テムシ︑︿略﹀︒

十747図

十423図

品

ノーナリ︒

夜に敷回噴出す︒噴出する時は湯氣
輸出

立ちのぼりて︑鳴動の溶すさまじ︒
﹇輸出﹈︵名︶2

五102

ゆしゅつ

へ︒

八688國五日越も十日でも︑一人で

りあるきました︒

ふな
ば︑︿略﹀︒池には大抵鯉・相等を養

十二502図圏 中直筋の花錘︑紡績 十一一4410図 ︿略﹀︑紅皿は輸出品の首 十一

はなむしろ

位を占めて︑其の償額一億圓以上に

ね起きの出來るまで︑ゆっくり看病

6図何れの家にても卵を責れ

縣とまつちとは︑輸出年々増すばか

ひて︑︿略﹀︒又萎桿眞田を編み︑花

はな

及ぶ︒

ばくかんさなだ

り︒

ゆにゅうす一ゆめ

734

ス

してお上げなさい︒

輸入す

︽ ー シ ・ーセ︾

ゆにゅう・す ﹇輸入﹈︵サ変︶2 輸入

﹁︿略﹀︒獣ならば︑かくして食へ︒﹂

と︑足の指に魚肉敷片をはさみて良
雄の面前に出す︒

二344

アル日トモダチニユミノ

ジマンヲシテ︑︿略﹀︒

と︑天上の音樂の様な美しい音がわ

き出した︒

ら後からとつゴいて飛んで行く︒

みる︒弓張を持って走る人が︑後か

四156 大ぜいのものがく略﹀︑高ゆみはり ﹇弓張﹈︵名︶1 弓張
八417 火のこが花火のやうに散って
いところからおひおろして來る

けものを︑弓でいとったので

にまがって︑中にはさきが土
までとどいてみるのもありま
す︒

四777 いくら弓の名人でも︑こ
れを一矢でいおとすことは︑

四167

早くて早くて︑とても弓矢

︿略﹀︑にたんの四郎ただ

ではいとれません︒

四173

つねといふぶしが︑弓矢をな

げすてて︑馬をとばして︑その

ておひじしにむかひました︒

むねの上には紙のぬさを立て

て︑色どった大きな弓矢や扇車がか

六743

ざつてあります︒

﹇夢﹈︵名︶4

シタガヘリ︒

ユメ ゆめ

よ一は︿略﹀︑弓を引きし 八525図鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御後ニ
ぼって︑ひようと一矢いはなしま

四822

よくねらひをさだめ︑︿略V︒

四821よ一は弓に矢をつがへ︑

まとがさだまりません︒

四813弓をとりなほして︑むかふ 五772 手にはかりに使ふ弓矢を持つ
てるる︒
を見わたすと︑船がゆれて︑

なかなかむつかしさうです︒

﹇弓矢﹈︵名︶5 弓矢

す︒

指サス

四633やぶの竹は弓のやうゆみや

先

外字を書くときに︑指先を

﹇指差﹈︵五︶1

︿略V︑日本紙ハ神ダナヲ指サ

﹇指差﹈︵五︶1

イ︒﹂トイヒマシタ︒

ゆびざ・す

見張人がマストの上から北の

指ざす

神ダナノ御札ヤゴヘイニハナレマ

シテ︑﹁ソンナニイバツテモ︑アノ

七497

︽ーシ︾

ゆびさ・す

見ると︑爪は短く切ってゐました︒

十373囹

さきにてもつまめぬ程なれど︑︿略﹀︒

七603図毛のいたって短きものは指

十一837図 年々一億圓ノ綿花ヲ輸入ゆびさき ﹇指先﹈︵名︶2 指さき 指
︿略﹀︑印度地方の懐石・

シテ︑綿綜又ハ綿布 ト シ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二741図

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
おう

等の港を纒て欧洲へ輸入せり︒

ゆにゅうひん ﹇輸入品﹈︵名︶1 輸入
品

八406図 マツチハ︿略﹀︒我が國ニ
テハ︑初山モツパラ輸入品ヲ用ヒタ
リシガ︑︿略﹀︒

ゆのみ

ゆのたに ﹇湯谷﹈︹地名︺1 湯ノ谷
﹇湯飲﹈︵名︶1

十一一41図湯ノ谷
ゆのみ

十641

︽ーシ︾

指ワ

方を指ざして聲高く呼んだ︒
﹇指輪﹈︵名︶2

十509図

形名の妻︑夫を働まして︑

ふま＼に︑はや弓を捨てて進み寄る︒
十一一312図

つる
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒

﹁︿略V︒﹂と︑自ら劔を帯び︑侍女数

︿略﹀︑其のバイオリンを取

つて揮始めた︒弓が一度綜にふれる

十二829

たのしい時も

二月・三月花ざかり︑うぐ

ゆめも見あきつ︒

歴史は長き

興亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこ

十二261図韻

七百年︑．

九116図圏葉かげにいねし鳥ははや

ス︒

ドンナユメヲ見テヰルノカト思ヒマ

ネムツタヤウニシテヰルノヲ見ルト︑

五345 ︿略﹀︑シヅカニ木ノ葉ノ上ニ

五278圃

ひす鳴いた春の日の

ゆめ

九641図之をはうむりし時は︑よう

ゆめのうち︒

した︒

ニナツタリ︑トケイニナツタリ︑ソ

ひ・劔︒弓・矢等を共にをさめ︑

ユミヲイルコトガスキ

﹁︿略V︒組めや手塚︒﹂とい

︿略V︑ながく皇城を守護せしめたり

二335

デ︑トリヤケモノヲイコロシテ︑
オモシロガツテヰマシタ︒

といふ︒

ノ他イロくナカザリ物ニナリマス

六253園金ヤギンハ美シクテ︑指ワ

ゆびわ

三201 ゆのみが二つ︒︹ひらがな
のドリル︺

ゆび ﹇指﹈︵名︶4 ユビ 指込おや
ゆび・おやゆびだい・くすりゆび・こ
ゆび・たかたかゆび・てのゆび・なか
ゆび・ひとさしゆび

四203園 ﹁次郎︑オマヘ ハ手ノ

ガ︑︿略﹀︒
ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
四218圏 ﹁ウチノニイサンヤネ 七724 指ワヤエリドメナドニハメル
美シイ眞珠心︑コノ貝ノカラノ中ニ
エサンヲアハセルト︑ミンナデ
アルノデアル︒
五人デスカラ︑カタ手ノユビ
ゆみ ﹇弓﹈︵名︶12 ユミ 弓←あず
ノカズト同ジデス︒

本ノ虜カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ

十710 モミヂノ葉ハ幾スヂカノ脈ガ さゆみ・おゆみ
ル︒

十二871図 喜劔大いに罵って日く︑

735
ゆめ一よ

﹇努﹈︵副︶1

け蒸しぬ︒

ゆめ

ゆめ

十一718図
そ面白けれ︒

此の壷の出來たる由來こ
勅諭は︿略﹀︑明治の大

御代に及びて︑復古の政と共に陸海

十一一柵5図

波ニユラレテ︑色ノ美シイ海

十一一麗8図

禮儀を守る心得を訣ける

ゆるす

許

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ
﹇許﹈︵四・五︶6

と諭し給ふ︒

ゆる・す

す︽ーサ・ーシ・ース︾

りては︑士気も兵氣も衰ふぺければ︑

十二掴6図此の風一度軍人の間に起
軍の今の制度を定め給へる由來を詳

が

︿略﹀︑水曜日も其の日の

怠りて持蹄らざるものあ
れば︑検査掛は内に入るを許さず︑

十一71図

出を許され候︒

課業を終へたる時より夕食前まで外

十585圓団

よしっねがゆるしません︒

一どはじたいしましたが︑

ゆめ此の訓を忘るなと︑ねんごろに

ふねはなみにゆられて︑

ユラレル

四805

キ

これあり候︒

十一419図囹

し な
︿略﹀︑其の外支那形船

ゆるく

馬は馬子が引いて︑ゆるく

︵副︶1

はかま
ひる様なゆるやかな袴を着ける︒

ゆるゆる

歩むのだから︑早いことはない︒

九377

ゆれる ︽一

あるく時肉のゆれ動く程こ

ゆれうご・く ﹇揺動﹈︵四︶1 ゆれ動

く ︽ーク︾

え太りたるものあり︒

七601図

レ︾

ゆ・れる ﹇揺﹈︵下一︶1

四814弓をとりなほして︑むかふ
を見わたすと︑船がゆれて︑

まとがさだまりません︒

よ

よ 世 代﹇▽いく

よ・おおみよ・かみよ・きみがよ・ち

よ ﹇世﹈︵名︶32

よ・みよ

八384図

ヒダノタクミ

其ノ友二飛騨工トテ世二

カクノ如ク償ノ安キモノニ

聞熱量ル大工アリ︒

八278図

神︒

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

八72図圏とこしへに民安かれとい

かり︑それもよのため︑人のため︒

五293圖 ︿略﹀︑思へばつらいことば

なりて︑こけのむすまで︒

いはほと

くとも︑長き間には必ず討取るべき

心をゆるすべく︑たとひ用心きびし

儀に仕へん︒いまだ幼ければ︑敵も

かはち
︿略﹀︑河内に行きて正

に限りて許されたる敷面の開港場も

十一374㈱團

強ひて入らんとすれば立ちどころに

ユリ←うばゆ

ヤケモノが浮イタリ沈ンダリオヨイ

﹇百合﹈︵名︶2

さし殺す︒

ゆり

ダリシテヰルノハ︑︿略﹀︒

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑様々ノ魚

七777

上ったり下ったりします︒

四775

ゆられる ︽ーレ︾

﹇揺﹈︵下一︶2

に御諭しあり︑︿略V︒

ゆめにも

ゆら・れる

戒め給ふ︒

ツ︑

︿略﹀︑一弾又モ中佐ノ胸ヲツ

ゆめうつつ ﹇夢現﹈︵名︶一 ユメゥ
八894

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒二
﹇夢﹈︵副︶1

人ハ投ゲ出サレテユメウツ・︒
ゆめにも

五806 へいけ方はがけの上から︑て
きの軍ぜいが攻めこまうとはゆめに
も思はない︒

ソコクラ

又ユリヤアヤメノ花ハ韓ノ色

ガ辮トーツ色デアル︒

九81

ゆもと ﹇湯本﹈︹地名︺3 湯本
り・くるまゆり
サバ
九3910図 七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂 一23ーユリノハナガサキマシタ︒

ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ盧ノ
湯ライフ︒

九403図 ︿略﹀︑廣キ新道モ出來︑山ゆりおこ・す ﹇揺起﹈︵四︶1 ゆり起
す

女は︿略﹀︑西洋婦人の用

ちよに︑さざれ石の

四98図圏君がよはちよにや

ゆるみ

かちに心を許さざらなん︒

波風のゑつかなる日も

折に出會ふべし︒﹂

船人は

十二43図圏

﹇緩﹈︵名︶1

同胞すべて六千萬︒

男はゆるやかな股引をはき︑

﹇緩﹈︵形状︶2 ゆるやか
もトひき

十一期8

胴衣を着けて︑︿略﹀︒

どうぎ

十一佃4

ゆるやか

なき

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ

十一柵8図魍建國以來三千年春歴史

ゆるみ

波風にまじりて聞ゆる悲鳴

﹇忽﹈︵形状︶1

めしが︑︿略﹀︒

ゆるがせ

明治十五年軍人に下し給
すべからざるものなれ︒
許し

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

十一一柵10図

忽

起して︑幾度かいそべに出でてなが

の聲に目をさまし︑眠れる父をゆり

︽ーシ︾

ノブモトナル湯本マデハ電車サへ開

十6810図
湯元

通セリ︒

九40図湯本
﹇湯元﹈︵名︶1

由來﹇▽もめ

十749図 湯元は一箇所にして︑之を

ゆもと

戸毎の浴室に引けり︒
﹇由来﹈︵名︶3

んきもののゆらい

ゆらい

あめのむらくものつるぎ

九16図此の劔初は天叢雲劔と申

ゆるし﹇▽おゆるし

﹇許難﹈︵形︶1

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

︽ーキ︾

ゆるしがた・し
難し

なれり︒いでや此の劔の小謡をかた
らん︒

よ一よ

736

十二969図

一匹にして︑雄蜂は二一二百匹︑鹸は

孟子︿略﹀︑西風事事の

より世に著れ︑往昔天皇の行幸し給

夜三つきよ・まい

まもなく夜が明けた︒

アル夜弟子ヲ集メテ︑書物

日暮るれば︑一同テントを

夜が更けて︑雨の音が静かに

ると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑全家立退の用意致

なったから︑止んだことと思ってゐ

九705

き酪駝の足跡あり︒

九487図夜明くれば︑砂の上に新し

日く︑︿略﹀︒

て︑人々のかたるを聞けば︑一人の

九474図其の夜アリふと目をさまし

張りて夜を過す︒

九459図

ノ講義ヲセシ時︑︿略﹀︒

七242図

五802

よ・みつかみよ

﹇夜﹈︵名︶19

テ︑カクノ如ク便利ナルモノハ十二

積み得さ

よ

皆働蜂なり︒

︿略﹀︒

十二佃4図圃

身のいつしかに

知ら

文字の数︒

︿略﹀︑西も東も

道の筋︒

世の海を 2たり
蝕←いちじかんよ

九745國国

し居り候中︑夜も明けはなれて︑水

く︒いちりよ・いっせんより・ごけん
く・さんびやくよじょう・しちょうよ

は次第に減退致し候︒

いっか秋のなかばも過ぎて︑

・しゃくよ・じゅうくけんよ・じゅう

よ・さんじょうよ・さんびやくよしゃ

・いちまんさんぜんしちじゅうよしゃ

﹇余﹈︵名︶1

て行かん︒

かちにゑをりに

十二伽7図圖師の賜物の智を徳を︑

る︑︿略V︒世の人並の

ざりし身のいつしかに分け砂た

十二湘5図圃

る︑︿略﹀︑世の人並の

まへぬ

いろはのいをも わき

るに於て最も大切なる事にして︑

信義は人と交り世に庭す

世に在りて︑専ら聖人の道を講ぜり︒

車等も次第に多く行はれて︑ひとへ

十一而5図

ひしことも敷回に及べり︒

道後に次ぎて早く世に知ら

少カルベシ︒

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︒

八725図像 今より後はたがひに親密 十738図
に暮すべし︒世はすべて相持なり︒﹂

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト
に速力を競ふ世とはなれり︒
けごんの

九408三月ヲ知レル人︑若シ唱道ノ 十一263図 都會の地には電車・自動
ヲクラベ見バ︑世ノ轄攣ノ如何二甚
はんにゃ

榮えゆく代を思いのるかな︒

世に︐のゴやかせ︑我が軍人︒

九月十日の夜となれり︒

九809図
んしひゃくよ・せんにひゃくよねん・

此の野墓附近の岩の上に乗上げたる

十682図或夜にはかの嵐に吹かれて︑

よにん・じゅうよねん・じょうよ・せ
とおかよ・にじっしゃくよ・にじゅう

世には農業を以ていやし
き職業の如く思ふものなきにあらず︒

よかしょ・にじゅうよねんかん・にせ

巴里にもルーブル博物館 んよねん・にひゃくよ・はちじゅうよ

有無互に相通じ︑世界各國皆市場︒

十二502二方
十二646図

じょう・はちまんよ・はっけんよ・

かいせん

・凱旋門を始め︑世に聞えたる建物

ひゃくくじゅうまんえんよ・ひゃくさ

夜明けて見れば︑岩の上に
んじゅうよねんまえ・ひやくしちじゅ

ストイフ︒

十9510図

毎年節分ノ夜蓋ク之二嵩火

︸隻の難破船横たはれり︒

十693図

帆前船あり︒

千里比隣の今の世は

十二468図

よ

日光山には華麗瀧を始

として︑霧降・裏見・方屋・般若等

十一759図

九672 五風十雨といって︑五日短の
其の名世に知られたるもの少からず︒

ダシキニ驚クナラン︒

風︑十日毎の雨は太平無事の世の有

十一皿5図此ノ時諸葛孔明トイフ人
アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ

様である︒

九797図 道眞は罪もなきに官を下げ

教育勅語と戊申詔書とは︑

ガ︑才名運脚カクレナケレバ︑︿略﹀︒
ぼしん

きなく

十二25図圃承けつぎし國の柱の動

示し給へるものにして︑︿略﹀︒

我等が身を修め︑世に会するの道を

十ニー3図

られ︑あまつさへ遠國へうつされし

かども︑少しも世をいきどほり︑人
をうらむる心なかりき︒

九881図若シ今ノ世ニモナホカ・ル
事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ
ナラン︒

いく野の

るく

九889図サレバ何レノ國ニチモ︑世 十二36図圏鍛ひたる劔の光いちじ
ノ進ムニシタガヒ︑︿略﹀︑物ト物ト

︿略﹀︑大江山

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒
九928図圃
あま

言の葉は︑天の橋立 末かけて︑

道の 遠ければ︑ふみ見ずといひし

でう

後の世永く くちざらん︒

少からず︒

十153図 一條天皇の頃には才學すぐ
れたる宮女多かりしが︑最も世に聞

十二711図

うよねん・ひゃくよこ・ひゃくよじよ

雌蜂は女王ともいひ︑唯 十﹁728図 或夜宮檜住持の居間に來

今なりと︑心を取直せども︑︿略﹀︒

十一449図夜に入りて︑討つべきは

身をはかなみて自ら苦しむは︑百害

う・ひゃくよねん・やくさんびやくよ

十一59図

世を憤らんよりは︑進み まん

て之を救平すべし︒

十二712爾︒凶

あるも一利なし︒

世を憤り︑人をねたみ︑

えたるは紫式部と清少納言となり︒

十732図中にも最も世に知られたる
い か ほ

あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

み

海・伊香保等あり︒

十736図 道後は︿略﹀︒︿略﹀︑古代

737
よ一よい

りて︑﹁︿略﹀︑彼の豊師の有檬を見
給へ︒﹂とささやくに︑︿略﹀︒

十一735図 かくて次の夜は如何にと
うかゴふに︑︿略V︑明日はかく書が
かんなどひとり言いひ居たり︒

夜明けて後︑住持圭二世に

ひ見るに︑︿略V︒

十一738図 其の後準夜更けてうかゴ
十一7310図
向 ひ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑夜中のぞき見

たる姿をして超す る に ︑ ︿ 略 V ︒

・水雷艇隊は砲火をくゴつて敵艦に

てい

十一一76図 夜に入りて︑我が駆逐隊
せまり︑無二無三に攻撃せしかば︑
︿略﹀︒

多からんと思ひ︑其の夜團を解きて

十二314図 賊之を聞きて︑城中兵尚
去れり︒

三256圏

はいしい︑はいしい︑あゆ

めよ︑小馬︒

白雲を

うなじユ・まきて︑峯高く

空ユそびえき︒﹂

櫻木の

たんぱ
﹁我え元 丹波の松よ︑

花をよそにて︑霧深き 谷

三265圏あゆめよ︑あゆめよ︑足 十121図面園 ﹁我え元吉野の杉よ︑
おとたかく︒

都に來けり︒﹂

山こむる霞を後ユ︑いかだして

十124図圏園

三265囲あゆめよ︑あゆめよ︑足 間ユ立ちき︒﹂

走れよ︑走れよ︑ころば

答もない︒

十一585園

答もない︒

いこはせ給ふ

ろ
筋骨たくましき若者が鱈
﹁ピエールよ︑少年鼓手

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲ガ

﹇夜明頃﹈︵名︶2 夜明頃

能はず︑心ならずも夜明を待ちたり︒

よあけごろ

聞エテ︑砲聲・銃聲が絶エタラ︑見

八912園

︿略﹀︑夜明頃突撃ノ聲が盛二

事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思へ︒

起ツテモ︑砲聲・銃聲ハ絶エナイ︒

八919

ある日信長が夜明け前に出か

よあけまえ ﹇夜明前﹈︵名︶1 夜明け

前

けようとすると︑はや︑馬を乗りま

六462

はしてみる者があります︒

良い

善い ︽ーイ・ーウ︒ーカッ・

ヨイオヂイサンバコブヲ

ヨイオヂイサン

バ

コレ

ヲ

ミテ︑タイソウカナシンデ︑︿略﹀︒

二545

ウ重出ハイガツテヰマシタ︒

二505 ヨイオヂイサンバ白イ犬
ヲ 皿ピキカツテ︑子ドモノヤ

ンガアリマシタ︒

二502 ムカシアルトコロニ︑ヨ
イオヂイサントワルイオヂイサ

トラレテヨロコビマシタ︒

一44一

ーカラ・ーク︾

イ

よ・い ﹇良﹈︵形︶6一 ヨイ よい 良

聲を限りに﹁ピエールよ︑

よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の

十一557圏

﹁ピエールよ︑少年鼓手

よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の

十一557囹

を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさよ︒

十一268図

さし行く乗合舟ののどけさよ︒

十一266図小歌交りに老船頭のさを

かしこさよ︒

みつか垂て松かげに

走れよ︑走れよ︑ころば 十891図圏 夜書三日供御もなく︑歩

ばかばか︑ばかばか︑走れ

おとたかく︒

三268圃
よ︑小馬︒

三275圃
ぬやうに︒
ぬやうに︒

三275鴎

三つとや︑みきは一．つの

枝と枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六833図圏

學びのはじめぞ︑

五つとや︑いつはりいは

ぬが子供らの

六841図圏

つ＼しめよ︑いましめよQ
人見るときは︑力のかぎりいたはれ

十一一789図人々始めて陸地の近きを 六848図圏七つとや︑なんぎをする
よ︑あはれめよ︒

人見るときは︑力のかぎりいたはれ

六848図鵬七つとや︑なんぎをする

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る
余

こと能はず︒

﹇予﹈︵代名︶3

十二356図 郡長船左ノ祝文ヲ讃ンダ︒

よ

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑

八85図亡友よ︑來よ︒手かごを持

︿略V︒

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

ル・二當リ︑其ノ席末二列スルヲ得

ちて︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

よ︑あはれめよ︒

タルハ余ノ最モ垂氷トスル所ナリ︒

けませんよ︒
あはつ

コ・二本校新築落成式ヲ墾行学ラ

は秦王を其の朝に叱したるもの︒何

ぞ濁り廉將軍を恐れんや︒

十二394図園余の彼を避くるは︑國
家の急を先にして︑私のうらみを後
︵終助︶24

よ

にするが爲なり︒﹂

八603図圏粟津の松の色はえて︑か

すまぬ空ののどけさよ︒

そ

ひのき

木曾の檜よ︑

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑

︿略V︒

く略V︑墨を流したる如き空
模様にて︑一寸先をも見分くること

十692図

十48図諸子よ︑試みに此の外に諸 よあけ ﹇夜明﹈︵名︶1 夜明
き

﹁叶え元

子が日本一と思ふ物を敷へ見よ︒
十118図圏園

ンニモデマセン︒

ノバカリデテ︑ヨイモノハナ

二575︿略V︑ヤツパリキタナイモ

ガ︑︿略﹀︒

十二391三園 下主の日ふやう︑﹁余 八113団 伯母様お笑ひになってはい 十一585囹 聲を限りに﹁ピエールよ︑ 二557 ヨイオヂイサンハヤガテ
コノ木ヲキツテ︑ウスヲツク
ツテ︑ソレデ米ヲツキマシタ

よ

よい一よい

738

い︒

六78
でした︒

六151
︿略﹀︑卜定のよい間に取入れ

昔ある國で大きな象の目方を

何事ニヨラズ手ノハタラキノ

ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ

七278

何モ買フモノガナケレバ︑ソ

ノワルイノヲ下手トイヒマス︒

七389

︿略﹀︑大そうよい馬を費りに

ノマ・カヘツテモヨイ︒
七394

あなた様にも︑その折には

來た者がありました︒

七426園

よい馬にめして︑主人のお目にとま
るやうになされるのが大事と考へま
﹁あ﹂︑よい馬︑名馬引々︒

して︑︿略﹀︒﹂

七434園

はからうとしたが︑どうしてはかつ
﹁先では知らないのだから︑

誰の馬か︒﹂

﹁日ごろ貧しい暮しをして
を買ひもとめた︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

今日は天氣がよくて暖いから︑ 七439園

うちではす﹂はきをした︒

六358

一鏡まうけておけばよかったのに︒﹂

六316園

てよいか分りませんでした︒

六205

なければなりません︒

六154

大ぜい出て︑稻をかつてゐます︒

今日は天氣もよいから︑人が

きのふは日本ばれのよい天氣

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

﹁これでようございます

﹁それでもよいが︑火事の

大尉は︿略﹀︑水兵の手を

スチブンソンはく略V︑すべ

スチブンソンは︿略﹀︑すべ

スチブンソンはく略V︑すべ

其の上道もよくなり︑橋も多

日夜其の事ばかり考へてるた︒

上で走らせる様にしたらよからうと︑

りのよい車・をすべりのよいレールの

九335

日夜其の事ばかり考へてるた︒

上で走らせる様にしたらよからうと︑

りのよい車をすべりのよいレールの

九334

日夜其の事ばかり考へてるた︒

上で走らせる様にしたらよからうと︑

りのよい車をすべりのよいレールの

九334

るがよい︒﹂といひ聞かせた︒

つかさんにいって上げて︑安心させ

握って︑﹁︿略﹀︒此のわけをよくお

九237園

サクヤとは書くには及ばない︒

昨夜あったことはもう御存じだから︑

八478園

か︒﹂

八477園

よいのです︒
七172國 このよい時節に東京へお上 八467園 ﹁これでようございます
二585 ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑カマドノ
五764 ふだんは人も通らない道だか
か︒﹂
りはおうらやましい事でございます︒

下ニオキマシタ℃

四576園﹁ソレナラ海ノ水ヲア
よい神さまがたは︑︿略﹀︑一

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂
五23

同あまの岩戸の外にあつまって︑お
かぐらをおはじめになりました︒

五64 ソノ時ヤタガラストイフ烏ガ
出テ來テ︑︿略﹀︑ヨイミチノ方へ御
アンナイ申シ上ゲマシタ︒

デス︒

五171鯉ハマコトニヰセイノヨイ魚
五182 鯉ノヤウニゲンキガヨク︑
︿略﹀︑鯉ガタキ ヲ 上 ル ヤ ウ ニ ︑ ズ ン

ズンシユツセヲセヨトイフ心デ祝フ
ノデセゥ︒

それから信玄が死んだと聞

﹁小包郵便は二百匁までは
どんなに遠い所でも︑八鏡でよいの

七528園
です︒

コノ他マダタクサンアルガ︑

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

十︸108

︿略V︑全膿ノ人が同ジ仕事

↓色の印刷は一度刷ればよい

カニ多イ︒

︿略﹀︑誰モ早ク其ノ仕事二

ノ出門バエが良クテ︑製造高モハル

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物

十一101

が︑︿略﹀︒

十203

くかけられた︒

一人の分はうっかりしてゐ 九384

親類や友だちは探そう心配し

く考へてるました︒

まして︑どうしたらよいかと︑いろ

八197

よく官珂りました︒

る間に窮されましたので︑かへって

八112團

イヅレモヨイ肥料ニナル︒

七755

した︒よいいくさ相手がなくなつ

ちゃんとしせいをよくして︑

熊ノ皮ハヨイシキ物ニナリマ

た︒﹂といってなげいた︒

いた時︑謙信は﹁ああ︑をしい事を

五315 花ニハベンが五ツアツテ︑ヨ 六594園
イニホヒガシマス ︒

ヨイ茶ニナリマス ︒

五33一 ソノ葉デコシラヘル茶が一番

ス︒

五335 マタ三番茶・四番茶マデモツ 六653
ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム

六705

氣を附けてみて︑︿略﹀︒

ト︑茶ノ木ノタメニハヨクナイサウ
デス︒

友だちにもすかれた善い子供は︑

學校でいつも先生にほめられ︑

お前にやるから︑やしなってやるが

︿略V︑りっぱな人になりました︒

五383園 天皇はく略V︑﹁その子は皆 六725
よ い ︒ ﹂ と お ほ せになって︑︿略﹀︒

高くいふ前段がかけねです︒たとへ

が︑毎年一羽つつしか出て來ない︒

五652囹 ﹁それでも私はまだ手紙の 七134園 ねぎられたら引く積りで︑
ば十五銭で費ってよいものを二十銭

さうしてそれをつかまへる

書き方を習ひませんから︑どう旧い

といふやうなものです︒

八216園

てよいかわかりま せ ん ︒ ﹂

五654園 ﹁お話をする通りに書けば

739
よいち一よう

熟練スル︒随ツテ良イ品物が出來テ︑

四821よ一は弓に矢をつがへ︑

︿略﹀︒

よいでっち

よいでっち

よいでっち

二物相待つに非ざれば用

を回し難きを﹁車の二輪の如し︒﹂

十﹁251図
といへども︑︿略﹀︒

︿略﹀郷里に錦り︑公私

の屠を終へて︑再び江戸に出つれば︑

十二879図

︿略﹀︑諸道具の置場庭を

良雄以下既に死を賜へり︒
十一一．892図

等一同申し合せて︑胃に向っていふ

八697図ある時言・耳・目・手・足

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取

やう︑﹁︿略V︒﹂とて︑︿略﹀︒

十244図

出シテイフヤウ︑﹁︿略﹀︒﹂トテ︑其

﹁思ふ様あれば︑名乗る

ノ書ヲ與ヘテ去レリ︒

然るに今︑主上隠岐に遷

まじ︒唯首を取って︑大將の見参に

十506図説

入れよ︒

一定し︑前後左右次第よく並べて︑
︿略V︑暗き時にも手探にて用を足し

十一143図

へるやう︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑︿略﹀︒

され給ふと聞き︑ 一族共を集めてい

得る様に︑極りよく整へ置くは主婦
心誠ならざれば︑如何な

たる者の務なり︒

十一一価2図

正儀の様を見ては︑刀のつかに手を

十一453図

く略V︑少しも疑ふ心なき
る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

やう

といふ︒

信解語士を集めていふや

鳥居勝商といふ者あり︑

十二391図相如の日ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂

約していふやう︑﹁︿略V︒﹂とQ

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

十一一277図

う︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二273図

かくべきやうもなし︒

何の用にか立たん︒

﹇洋﹈﹇▽インドよう︒たいせいよ

う・たいへいよう︒たいへいようだい

よう

製造高モ多クナル ︒

よくねらひをさだめ︑︿略﹀︑ひ

第九

︹襲名︺2

ようと一矢いはなしました︒
六目10

第九
よひふす

︿略﹀︑や＼ありてかの大蛇

﹇酔伏﹈︵四︶1

六296

よいでっち

十一6410 衛生上ヨリハ︑成ルベク滋
養二富ンデ︑．コ ナ レ ノ 良 イ モ ノ ヲ 選

︿略﹀ ︑ 暑 イ 時 分 ハ ︿ 略 ﹀ ︑

ブベク︑︿略V︒

十一658

アツサリトシテ消化シ易イモノヲ取
よいふ・す
︽ーシ︾

ルノガヨイ︒

十一659 又魚類や野菜ハ各其ノ季節
九38図

﹇用﹈︵名︶10

り︒

よう

﹁おはなや︑用があるから︑

用﹇▽こうさくよ

の中に入れ︑酒を飲みでよひふした

あらはれ出で︑八つの頭を八つの槽

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化
モ ヨ ク ︑ 又 人 々 ノ好．ミニモ適スル︒

十一659 又魚類や野菜ハ各駅ノ季節
ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化
う・ごよう

モヨク︑又人々ノ好ミニモ適スル︒

五188園

にだいさんかんたい

ヤゥ

マルイマルイマンマルイ︑

マルイマルイマンマルイ︑

ミヅノウヘニオチテ︑フ

モアリマス︒

ネノヤウニナツテ︑ハシルノ

ニー8一

ボンノヤウナ月ガ︒

ニー15囲

スミノヤウナクモニ︒

ボンノヤウナツキガ︒
ニー07翻クロイクロイマツクロイV

ニー02圃

様 よう ﹇様﹈︵形状︶娚 ヤゥ やう 様

L⊥奏といひ︑建議といひ︑

﹇様﹈︵名︶10

を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

なりといへども︑要は下情上達の道

請願といひ︑其の手績に託て各相異

十一一佃9図

明後日はこ＼を立って︑道 よう ﹇要﹈︵名︶1 要

根モ︿略﹀︑八寸ハナレナイ

よう

よこななめさんよう

﹁︿略﹀︑絡ベテ物ハ破レ ←いいよう・いちよう・かよう・たて
七15図

シ上ゲタリ︒

ルヤウ︑﹁︿略V︒﹂ト︑涙ナガラニ申

セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

七59図正行コノ度ハサイゴノ合職

フクメテ︑國ヘカヘシタリ︒

ヤウ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネンゴロ三言ヒ

︿略﹀︑正成ハ道ニテサトス

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若
足ノ先口ハ鋭クシテ曲レル

又人は空氣を動かし︑風を
起して︑種々の用に供す︒

九667図

虎モ猫モ相同ジ︒

爪アリ︒用ナキ時之ヲカクスコト︑

八742図

キ者告知ラセントテカクスルナリ︒﹂

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八183菜園

ケノ用ヲナスモノデアル︒

ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ

七774

にはかへる︒

で用をたして︑この次の水曜日まで

六406團

ちよつとお出で︒﹂

アキ易ク︑身禮ノ居回モヨクナイ︒
︿略﹀︑毎日同ジ献立ヲクリ

十一662 日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑
十一664
カヘサヌ碧山注意スルガヨイ︒

植物の花には︑同種の他の

で南に面してみる日罵りのよい地を

十一欄10 死人を葬るのに︑小高い所

選ぶ︒

十一一207

よ︸﹇▽な

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
ものがある︒

﹇与一﹈︹人名︺3

すのよいち

よいち

よしっねは﹁それをよ

よ一は心のうちで︑も

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四798
ました︒

四806

しこれをいそこなったら︑生き
てはみまいとかくごをきめて︑

よう一よう

740

ワタクシノカラダハ︑日

ニヤケタヤウナイロヲシテ

二212
ヰマス︒

ミンナガフンパツスルヤウニ
思ひだしたやうにざぶん

ナリマシタ︒

三483

はまぐりのやうに二つ
︿略V︑さざえのやうに︑

︿略﹀︑この貝がらはかた

てるます︒

四398

﹁いいえ︑私たちは枯れ

のしあはびといふのは︑
うにうすくしたものです︒

あはびの肉をのして︑紙のや

四432

ガシマシタ︒

カキマハスヤウナ大キナオト

ソノウチニ海ノ水ヲ

たやうに見えても︑ねは生き

四285園

てい枯れてしまったやうです︒

四282園あなたのおなかまは大

づまきがあります︒

つむりのやうに︑おもてにう

三632

一つでひらたいのもあります︒

たのしをつかふやうになりま

四435園︿略﹀︑今では紙で二つ
した︒

四452園

︿略﹀︑ふだん品物をや

りとりする時には︑なまぐさの

しるしにのしあはびをつける
やうになったのでせう︒

四505木ノヤウニカタイガ︑

ハ

スツカリ

白ウサギガソノトホリニ

木デハアリマセン︒

四607

シマスト︑カラダ

モトノヤウニナホリマシタ︒
にまがって︑︿略﹀︒

四633やぶの竹は弓のやう

ウロコハカハラヲブイタヤウ
鯉ノヤウニゲンキガヨク︑

︿略V︑鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑

五234囹

私はよその物をぬすむやう

祝フノデセウ︒

ズンズンシユツセヲセヨトイフ心デ

五184

ノデセウ︒

ズンシユツセヲセヨトイフ心デ祝フ

︿略﹀︑鯉ガタキヲ上ルヤウニ︑ズン

五18！

ニカサナリ合ツテヰテ︑︿略﹀︒

五162

やうです︒

まつ白になって︑はながさいた

四638はのおちた木もみんな

をのせたやうに見えます︒

四636にはの松の木はわた

三626又あはびの貝のやうに︑

みるのもあります︒

ふかいつぼのかたちになって

三623

合ふのもありますが︑︿略﹀︒

三621

になってみるやうに見えます︒

三587うみの水がく略V︒とほく
の方では青そらといつしょ

きます︒

やうにして︑水の上へ出て

四442園 ﹁どうしてのしあはぴを
二457アノ太イ木バカレタヤ と水の中へとびこみます︒
ウニミエマスガ︑ツボミガタ
三492︿略﹀︑下へもぐって︑しば
つけるやうになったのでせ
らくたつと︑ひとりでにうかぶ
う︒﹂
クサンツイテヰマス︒

二507 ︿略﹀白イ犬ヲーピキカ
ツテ︑子ドモノヤウニカハイガ
ツテヰマシタ︒

二555︿略﹀︑天マデトドクカト
オモフヤウナ︑大キナ太イ木
ニナリマシタ︒

三22 ムカフノ山ニハ︑ユキガ
フツタヤウニ白クナツタトコ
ロガミエマス︒

三27 アツテモ︑日本ノサクラ
ノヤウナウツクシイハナハサ
キマセン︒

まるいけれどもまりのや

三186 オリルトキ日記︑オチル
ヤウニハヤクオリテキマス︒

三224
うにまんまるではありません︒
三276團 走れよ︑走れよ︑ころば

イマニアノナヘガノビ

ぬやうに︒

三345

テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ
ニナリマセウ︒

三395耳もよくきこえて︑きき
おとすやうなことはありませ
ん︒

三437 ダレモ右ノ方ノナカマ
ニハイルノハイヤデスカラ︑

どうして釜のやうな重い物

なことはいたしません︒﹂

五251園

マルクカリコンダニ亀木ノヤ

が持って行かれませう︒

ソノ實ハツバキノ實ノヤウニ

ウニ見エマス︒

五304

五316

又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木

カタクテ︑︿略﹀︒

ノ葉ノ上ニネムツタヤウニシテヰル

五344

ノヲ見ルト︑︿略﹀︒

おほせだから︑子を出すやうに︒﹂

五374園 すがるはく略﹀︑﹁天子様の

と︑たくさんの子どもをもらって︑

えきふが小さな車の上へ︑山

つれて來ました︒

のやうに荷物をつんで來ました︒

五408

五424マドカラ外ヲ見テヰルト︑山

モ川モ野原モ林モ後ノ方ヘトンデ行

ソノウチニ下ノ方デカミナリ

クヤウニ見エマス︒

ノヤウナ音ガシマシタ︒

五436

︿略﹀﹇日がくらむやうないな

びかりがして︑耳がさけるやうなお

五481

︿略V︑耳がさけるやうなおそ

そろしいかみなりが鳴りました︒

五482

シカタナシニ︑ヒルノ間ハ木

ろしいかみなりが鳴りました︒

ノウロや穴ノ中ニカクレテヰテ︑夜

五558

ニナルト出テ空ヲトビアルクヤウニ

大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ

ナツタトイフハナシデス︒

出シマシタガ︑ソレカラ後ニハ石ト

五571

741
よう一よう

金ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシ
タ︒

五583 コレハ︿略V︑石ノヤウニカ
タクナツテヰマスカラ︑石炭トイヒ
マス︒

五603 ランプニ石油ヲトボスヤウニ
ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ
スタレテ來マシタ ︒

五657 おちよはしばらく考へて︑葉
書の裏へ次のやうに書きました︒

知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ

五724囹角ノアルケモノモタクサン

︿略﹀︑海とをかとにおし立て

ぞツテヰルモノハナイヤウダ︒
五751

た何千本の赤はだは︑まるで火のも
えたったやうに見える︒

六13 海岸には切立てたやうな岩山
もあるが︑平たい砂原になってみる

ソノ他釘や針ノヤウナ小サ

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六274園
イ物カラ︑キクワン車・女陰ンノヤ
ウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

ソノ他釘や針ノヤウナ小サ

高くいふ直領がかけねです︒たとへ

が︑これは今日のやうに早くは配達

このやうに水はわれくの生

が出來ず︑賃銭も高かったのです︒

︿略﹀︒

七706

魚類ニハイワシ・アヂ・サバ

魚類ニハ︿略﹀︑タヒ・ボラ

ノ表面色近イ所ヲオヨグモノガアリ︑

・マグロ・カツヲナドノヤウニ︑水

七703

活にもっとも大切なもので︑︿略﹀︒

七654

ば十五鏡で士買ってよいものを二十銭

西洋西瓜には色々あるさう

といふやうなものです︒

七181團

で．ございますが︑なるべく大きくて

うまい實のなるやうなのをお願ひ申

六275園
イ物カラ︑キクワン車・軍カンノヤ

します︒

サルニハ手ノハタラキヲスル

岩ノカゲや海草ノ間ヲオヨグモノガ

︿略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

あなた様にも︑その折には

﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑

︿略﹀︑書物モ近ゴロバ大テ

中デオモシロイノハサンゴデ︑

オビノ檬二廣クテ長イノモア

ミルヤモヅクノ榛二緑色ノモ

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

ノモノモアル︒

七765 ︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ

七764

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ

七763

テ︑枝ノ檬ニナツテヰルノモアル︒

七759 ︿略﹀︑ゼンタイが細カニ分レ

レバ︑︿略﹀︒

七757

シテヰル︒

タクサン集ツテ︑木ノ枝ノ檬ナ形ヲ

七729

ヰルモノモアル︒

ナドノヤウニ︑ソコノ砂地二沈ンデ

七709 ︿略﹀︑エヒ・カレヒ・ヒラメ

アリ︑︿略﹀︒

・ハモ・コチ・キスナドノヤウニ︑

大きな翼がたくさんで桑の葉

ウニ色々ナ物ヲコシラヘルコトハ出

タ︒﹂

七483園

あって︑手紙や品物を配達しました

物ノヤウニ養分ヲスヒ取ルタメノモ

七535園昔はひきゃくといふものが 七772 海草ハ︿略﹀︒根モ陸上ノ植

出來ナイ︒﹂

アンナ丈夫ナ三目日本紙デナケレバ

モトユヒや水引ノヤウナ︑

イ西洋紙デコシラヘルヤウニナツ

七467園

ニナツタカト思フ︒

仲間ノ方ガヨケイ丁霊ヒラレルヤウ

ドウモ君タチノ仲間ヨリモ︑僕ラノ

七465囹

して︑︿略﹀︒﹂

るやうになされるのが大事と考へま

よい馬にめして︑主人のお目にとま

七427園

になって︑繭を破って出て早る︒

七328

か＼るやうな音がする︒

を食ふ時には︑木の葉に雨が降り

七312

來マセン︒

モノが四本アリマス︒シカシ人ノヤ

七282

ウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

うちが見ちがへるやうにきれ
後には秀吉の馬じるしを見る

いになった︒

六364
六495

と︑敵は戦はないでにげて行くやう
になりました︒

吹

︿略﹀︑しまひには日本中の大

名が皆秀吉の言ふことをきくやうに

六511
なりました︒

身をきるやうな北風の

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

六597韻

︿略﹀︑筆をおとしたり︑すみ

ぐ野中道︒

六712

ほこにしたりするやうな︑そ＼つか

をこぼしたり︑︿略﹀︑紙をたくさん

所が多い︒

はえてみるのは目がさめるやうな心

十人十色と申しますが︑︿略﹀︑

かはってゐます︒

顔のちがふやうに︑せいしつも色々

六723

しい子供もございました︒

六26松・杉・ひのきなどが一面に
持がする︒

う な た き や 谷 川 が あって︑︿略﹀︒

六31 所々に白いぬのをさらしたや

六36 早い流をいかだの下って行く

私のからだがこんなにぐらっ
くやうになったのも︑その子供たち

六735

のいたづらからでございます︒

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

て行くのは︑まるでゑにかいたやう

高イホバシラヤ︑ヒクイホバ
林ノヤウニ見エル︒

シラガタクサン重り合ツテ︑マルデ

六774

である︒

ガアツテモ︑ソノ ア ヒ ヅ ． ヲ 聞 ク ト ︑

六138 モシ列代ハナレルヤウナコト
スグ列二加ルノデアル︒

六263園金ダラヒニモナレバ︑私ノ 七135囹 ねぎられたら引く積りで︑

よう一よう

742

クツツクダケノ用ヲナスモノデアル︒

ノデハナク︑︿略 ﹀ ︑ 岩 ナ リ 石 ナ リ ヘ

七773 根モ︿略﹀︑タ．・ハナレナイ
ヤウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダ
﹁私も 子 供 の 時 に は ︿ 略 ﹀ ︑

ケノ用ヲナスモノデアル︒
七808園

皆さんと同じ様に︑あの運動場で艦
操をしたり︑この講堂でお話を聞い
たりしてみたのです︒

七822園 ︿略﹀港を出て行くと︑立
ちならんでみる人家も︑段々に小さ
く見える様になります︒

七827園 月夜には波が銀の檬に七つ
て︑その美しさは何とも言ひ様があ
りません︒

様な波が立って︑︿略﹀︒

七849園急に暴風雨が罷ると︑山の
七851園︿略﹀︑山の様な波が立って︑
船は今にも沈むかと思ふ様になりま
す︒

七857園 きりや雪で︑方角の分らな
くなった時には︑︿略﹀︑淺瀬へ乗上

げたり︑外の船につきあたったりす
る檬なまちがひが出來ます︒

七883圏 たとへば自分のうちを寧ろ
しがる檬なもので︑こんなことでは
どうして海國の國民といはれませう︒

海になれておくやうにしたいもので

七889闘 それですから小さい時から

す︒﹂

八118田御爲眞をありがたう︒よく
窮ってみるので︑皆さんにお目に

何モシナイデ遊ンデヰルノハ

か＼つたやうな氣がします︒

八159
樂ナヤウニ見当ルガ︑却ツテ苦シイ

八926

中佐ノ檬ナ死方ヲシタ人ハイ

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

クラモアルガ︑︿略﹀︒

九76

︿略V︑朝顔ノ立脚ジヤウゴノ

ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

九91

︿略﹀︒

イチゴノ花ハボンノ様ナ形デ︑
︿略﹀︑ホタルブクロノ花ハフ

九810

様ナ形ヲシテヰル︒

友だちはふと思ひ出したやう 九87

モノデアル︒

八207
に︑﹁それはさうと︑君は白い雀を
見たことがあるか︒﹂

其の中に︿略﹀︑たゴ身代を

取返す事にばかり心がけるやうにな

八267
つて︑夜も書もよく働きました︒

クロノ檬デアル︒

九96

タトヘバボタンノ様二一リン

ダノ形ヲシタノモアル︒

伯父さんが御安心なさる檬 九93 ︿略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク

ヲシタノモアリ︑︿略﹀︒

八416火のこが花火のやうに散って 九92 シソノ花ノ檬ニクチビルノ形
みる︒

八462園

本文中の数字は片假名と分

に早く返事を上げよう︒

八48図図

︿略V︑ニンジンノ檬ニカラカ

咲ノモアリ︑︿略﹀︒

九97

て︑一人で進んで功名を立てる檬な

如何なる獲明も︑一度や二度

ことは出來ない︒

の不成功で氣をくじく様では出來上

九315

るものでは無い︒

スチブンソンは︿略﹀︑すべ

りのよい車をすべりのよいレールの

九335

上で走らせる様にしたらよからうと︑

日夜其の事ばかり考へてるた︒

道を通る密なことをすれば︑關所破

九374 若し其の甲所．をよけて︑わき

といって︑其のものは重い罰を受け

た︒

或動物ハ之二反シテ︑川園

ノ物トマギレザルヤウ︑コトニアザ

九568図

︿略﹀︑そよくと吹く春風に

ヤカナル膿色ヲ有ス︒

九6710

は︑我が身も蝶の様に飛立ちたくな

︿略﹀︑うちの名の和田を入

別し易き檬大書すべし

サヲヒロゲタ形二等ツテ咲クノモア

る︒

八491園

れて︑十五字になるやうに書いてご

ル︒

十51

植物ノ葉比島ウキクサノ葉ノ

パ

植物ノ葉ニハ︿略﹀︑蓮・芭

葉ノ形ニハ︿略﹀︑鑓ノ様二

葉ノ形ニハ︿略V︑鏡ノ様二

圓イノモアリ︑針ノ様二細長イノモ

十58

蕉ノ二二廣クテ大キナノモアル︒

セヲ

檬二小サナノモアリ︑︿略﹀︒
ハス

十52

思はず首をちゴめることもある︒

九703 ︿略﹀︑身を切るやうな寒さに

らん︒﹂

胤変ノホノ檬ナ形ニナツテ咲
クモノニハ大葉子ノ花ナドガアリ︑

わし・たか・とびなどの檬に︑ 九99

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

八547

︿略﹀︒

︿略﹀︑つる・がん・つばめな

タンポ・・ヨメナナドハーリ

へて食ふ鳥や︑︿略﹀︒

八549

九103

︿略﹀︑

タクサンノ小サナ花が集ツテ咲イテ

ン咲ノ檬二見エルガ︑實ハ

大尉はそれを取って見ると︑

アル︒

八幡様に日参いたし候も︑ 十58

圓イノモアリ︑針ノ檬二細長イノモ

ヘリモ鋸ノ歯ノ檬ニギザく

ノコギリ

そなたがあっばれなるてがらを立て

併し今の戦箏は昔とちがつ 十62

アル︒

九227園

候檬との心願に候︒

九218圓国

はちまん

次の純な事が書いてあった︒

九204

ヰルノデアル︒

どの檬に︑氣候によってすむ所をか

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ檬二畑

へる鳥は︑︿略﹀︒

八652

二作リマス︒

敵ノ揮商口雨アラレノ様二飛
ンデ來ル︒

八864

八915乱言シ突撃ノ聲が搾油テモ︑
砲聲・銃聲ガツぐクヤウナラ︑我が
軍が苦戦シテヰルト思へ︒

743
よう一よう

ノ ア ル ノ モ ア レ バ ︑︿略﹀︒

テ︑ソレカラ出墨取イ脈が網ノ目ノ

十78 ︿略﹀太イ脈ガマン中二通ツ
檬ニナツテヰル︒

十710 モミヂノ葉一穂スヂカノ脈ガ
本ノ慮カラ手ノ指ノヤウ二分レテヰ

十874

︿略﹀︑山羊の乳は牛乳のやう

御村も當村と同じく水利

に飲料になる︒

十912圏国

ベク償ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成

する︒

十一727図︿略﹀︑書工﹁︿略﹀︒さら

ば年來の謝恩に何か書きて参らすべ
し︒﹂とて︑心構せし檬なりしが︑
又筆もとらで四五日過ぎたり︒

スル︒

寒風身を切る檬な冬の日で

インチ

︿略﹀︑鼻詰ト厚イ鐵ノ板

ロクコツ

コレ乱人ノ脊骨ノ檬ナモノ

是は前にいった檬な風調が

弓が一度綜にふれると︑天

重く沈んだ調に暗いく海

はず︑雨の降る榛に木鐸り次第に投

十一一844 銅貨といはず︑金銀貨とい

になる︒

の彼方へ連れて行かれるやうな心持

野越え︑山越え︑ふわりくと春霞

十二837 ︿略﹀︑輕く浮立つた調子に︑

と思ふと︑︿略﹀︒

の底へ引込まれるやうな氣がするか

十二835

た︒

上の音樂の榛な美しい音がわき出し

十二829

るからである︒

びんの中の金魚と水草の間に行はれ

十二231

テ︑段々二組立テテ行ク︒

デ︑此ノ甲骨ノ左右カラ肋骨ヲ出シ

十夕食38

セポネ

デモ︑大根ヲ切ル檬二造作ナク切断

十ニー32

る︒

も︑氷の下の水をくんでせんたくす

十一川2

ソレ故材料モ料理法モ成ル

ルベクスタリノナイ様二藍フベク︑
︿略﹀︒

十一664

ベク適當二攣化サセテ︑毎日同ジ献

の良き割合には田地少く︑整理の必
要これあり香春存ぜられ風間︑︿略﹀︒

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ

教育の事業も段々進歩

ィ︒

此ノ榛二大勢ノ人が手分ヲ

此ノ榛二分歯剥大キナ利盆

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十一97
トイフ︒

ル︒

十1810 さて書きはじめてからも︑
十一119
十一407國国

ノアルモノデアルガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑我我の讃む檬なものになるま

︿略﹀︑色のたくさんまじった

でには︑幾度書直すかも知れない︒
十204

く略V︑行きてうか望へば︑

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相

十一731図

美しい給査や地圖のやうなものは︑

女は短い上衣を着て︑西洋
はかま

家の構造は主として寒さを

障子に身を寄せて︑華々に姿を攣へ

ける︒

婦人の用ひる檬なゆるやかな袴を着

十一佃8

防ぐ檬に出來てるる︒

十一研4

藩候事︑國家の爲眞に大賀の至に御

古來アラビヤ人は馬を家族

幾度も幾度も印刷を重ねなければな

十一504

つ上寝起する様なり︒

いてふ

の一員と考へて︑家長は之を自分の

︿略﹀︑古 い 銀 杏 の 木 が 一 本 ︑

座候︒

らぬ︒

子供と同じ檬にかはいがる︒

十283

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

中人のアラビヤ旅行日記の

︿略V︑山も谷も雪にうづめ 十一佃1男の冠をかぶり︑︿略﹀︑小

一節に次の檬なことが書いてある︒

十一507

も残ってみない︒はうきを立てた様
に高く雲をはらはうとしてみる︒

十291 ︿略﹀︑ねぎや大根が青々とう

十一549

馬に乗って︑田舎道を通るのを見る

ねをかざって︑こ＼ばかりは冬を知
らないやうに辛々とした色を見せて

られて︑吹く風は身を切るやうに寒

と︑昔の人に會つた檬な氣がする︒

︿略﹀山や岡には︑まんぢ

込む︒

雑なく︑暗き時にも手探にて用を足

十二893図 ︿略﹀︑急ぎの場合にも混

し得る様に︑極りよく整へ置くは主

京城地方の婦人がたまく
外出する時には︑うちかけの榛なも

戸締を爲すと共に火の用心を忘れざ

十一一903図 主婦は寝に就く前︑︿略﹀︑

婦たる者の務なり︒

上流の婦人は四方を閉ぢた

輿に乗って︑外から見られない榛に

こし

十一柵10

のをかぶって︑目ばかり出してみる︒

十一柵8

れず並んでみる︒

ゆうの檬に圓く盛上げた土山が敷知

十一m2

をたてるけれども︑︿略V︒

貴人の墓には内地の檬に石

かった︒

早くしないと︑ピエールが

︿略V︑荒野上筆リハ︑成ル

十一佃10

みる︒

か＼る榛なひゴきと共に︑山のやう

十376園 かういふやうな色々な美質 十一554 ︿略﹀︑百雷の一時に落ち
な雪なだれがなだれて來て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑山のやうな雪なだれ

をもってみることをよく見定めまし

十一652

底へ下した︒

ふので︑兵士は止むを得ず將軍を谷

死んでしまふ︒﹂と︑しかる榛にい

十一582

がなだれて來て︑︿略﹀︒

十一554

た上︑なほ平生の行をしらべて雇ふ
ことに致しました︒

十6410 小山の榛な白波が高くくだけ
て︑夕立のやうに降散る︒

十652 小山の檬な白波が高くくだけ
て︑夕立のやうに降散る︒

やうである︒

十669 あちらこちら入齪れて戦場の

よう一ようさん

744

る檬にすべし︒

ところがとなり國では信玄を

玄の陣に攻入った︒

十一一906図 衛生上の注意を怠らずし 六585

よう

さ僅かに三百鯨尺の小山なれども︑

遼陽防備の要害地にして︑︿略﹀︒

とあり︒

岩の細片は火山灰となりて飛散し︑
ようがん
又之に次ぎて眞紅の熔岩噴出するこ

十二4210図 其の破裂するや︑︿略﹀︑

ようがん
ようがん ﹇溶岩﹈︵名︶2 熔岩 熔岩

く略V︑全家立退の用意致

し居り簾中︑夜も明けはなれて︑水

九744囲圃

我等五千萬の同胞は常に

は次第に減退致し候︒

行の間にも︑大國民の品格を嵩むる

大帝國の國民たるを思ひ︑一言・一

十一一川10図

らこゑをかけて︑﹁とくに申し上げ

アリは︿略﹀︑飲用水其の

要害地
其の西南なる首山保土は高

しゅざんばう

﹇要害地﹈︵名︶1
十二552図

ようがいち

村の財産家に勧業に熱心

わが國は昔から養慧の盛な國

村の財産家に勧業に熱心

なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

十一川9図

である︒

で︑生蝋は外國へ日出す品物の第一

七342

ようさん ﹇養蚕﹈︵名︶3 養猛

以て︑︿略﹀︒

慧・養難・養魚等の模範を示せしを

なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

十一川9図

ようけい ﹇養鶏﹈︵名︶1 養魚

以て︑︿略﹀︒

量・養難・養魚等の模範を示せしを

なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

十﹁川9孤村の財産家に勘業に熱心

ようぎょ ﹇養魚﹈︵名︶1 養魚

なり︒

くも其の國民の品格の知らる＼もの

行く人の容儀等を見れば︑︿略﹀︑早

車・電車中に於ける乗客の墨止︑道

十二棚6詐言國に行きて︑︿略﹀︑汽

ようぎ ﹇容儀﹈︵名︶1 容儀

光景を呈す︒

蒸氣にうつりて︑見るもすさまじき

十二4210図熔岩の光︑火山灰及び水

の用意あるべきなり︒

旧したり︒

外何くれと用意して︑隊商と土ハに出

九455図

︽ーシ・ース・ーセ︾

其の後は毎朝必ず早く起きて︑ようい︒す ﹇用意﹈︵サ変︶3 用意す

伯父さんが御安心なさる様

九473図之が爲に︼行の用意せる水
父は此の大波に何とて行か

も残り少になれり︒

十699図

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心
よう

にはげまされて︑ボートを用意す︒
﹇用意﹈︵サ変︶1
︽ーシ︾

ひますと︑︿略V︒

八日←じゅ

いしなければなりません︒﹂とい

お正月ですから︑もち米をよう

四305囹母が父に﹁もうすぐ

いする

ようい・する

其の頃イギリスのある會社で︑

︿略﹀︑スチブンソンの嚢明し

︿略﹀︑馬上の人はしきりにむ

﹇八日﹈︵名︶2

拝啓︑來る八日午後一時

ういちがつようか

ようか

十903躍囲

宿る八日講話會これあり

半より︿略﹀耕地整理に幽する講話
これあり候︒

入が大勢込合ってみる中で︑

十922國圃

十369医

て競走が出來よう︒

に十五マイルも走る汽車とはどうし

ちを打ってあせって見たが︑︸時間

九3410

なって︑︿略﹀︒

た汽車を用ひて見ようといふことに

九342

あったが︑︿略﹀︒

馬車鐵道をこしらへようといふ話が

九341

をあげよう︒

ましい働をして︑我が高千穗艦の名

九236園其の時にはおたがひに目ざ

いてごらん︒﹂

に早く返事を上げよう︒お前一つ書

八462園

けようと︑たつねまはりました︒

︿略﹀︑自分はどうかして白雀を見つ

八264

ようと思ってゐました︒

七196囹畠のゑんどうがかきの外か

こまらせようと思って︑塩を送らせ

︽ーハ︾

て︑何人も病にをかされぬ檬にすべ
よふ

ないことにした︒
﹇酔﹈︵五︶1

し︒

よ・う

十二839 攣化極りない妙音は︑忽ち
人の心を百花満開ののどかな春によ

ヨウ

はせ︑又忽ち落葉散敷く秋のさびし
︵助動︶18

さに沈ませる︒

よう

三355 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま
せん︒

三416囹 一つやって見よう︒﹂

四531圏 ﹁オマヘノナカマトォ
レノナカマト︑ドツチが多イ
カ︑クラベテ見ヨウ︒﹂

五471 友吉は﹁早くこっちへ來たま
へ︒︿略V︒﹂といって︑そこをのか

くき＼ません︒

せようとしましたが︑音次郎はなか

六462 ある日信長が夜明け前に出か
けようとすると︑はや︑馬を乗りま
はしてみる者があります︒

六466 又ある朝早く信長がかりに出
よ う と し て ︑ ﹁ ︿ 略V︒﹂とよびますと︑
︿略﹀︒

少しも人に先んじようとはせず︑静
懸軍は上衣をぬぎすてて︑
用意

候爵にて御書ひ下され有り難く丁丁︒

かに自分の順番を待ってるました︒

十一572

﹇用意﹈︵名︶2

はや谷へ下りようとする︒
ようい

六557 ︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二
手に分けて︑はさみうちにしようと
した︒

から先がけをしょうと︑夜の間に信

六558 謙信はそれを知って︑こちら

745

以て︑︿略﹀︒

慧・養難・養魚等の模範を示せしを
ば直ちに去るべく︑︿略﹀︒

さまたげざる時間を選び︑用事終れ
幼者

老人長者の爲に道をゆづ

﹇幼者﹈︵名︶i

きを感ぜずや︒

備崩ズルニ臨ミ︑後事ヲ

﹇幼主﹈︵名︶1

シテ織又ラズ︒

是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑︿略﹀︑忠義ヲ煮皿

孔明ニユダネテ︑︿略﹀︒︿略﹀︒孔明

十一悩1図

ようしゅ

幼主

が如きは︑︿略﹀︑其の心の奥ゆかし

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

十二995図

養慧も亦早くより開けて︑ ようしゃ

まゆ
今尚盆く盛なり︒繭の取入高は年々

十一一449図

増加して近年三百五十萬石を越え︑
︿略﹀︒

幼見

主婦は老人にいたはりか

﹇幼児﹈︵名︶2
ようじゅ

と

戸締の用心よりも火の

じまり

十一一899図
と

じまり

用心は一層大切なりσ

戸締の用心よりも火の

用心は一層大切なり︒

十二899図

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八402図︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

十615図取レドモ其ノ頃ハ奪取リテ

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

バ︑産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スル

つぼ

主婦は寝に就く前︑先つ

強キカヲ要スル部分ニ霜露

キ筋肉アリ︒

十781図

竈の下より火消壺までもよく検査

かまど

十二902図

様子

コト多カリシナリ︒

ヤウス

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様
﹇様子﹈︵名︶7

にすべし︒

ようす

二目ヲ注ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲ

スコシタツテカラ︑ソツト 十一865図 工女ハ︿略﹀︑絶品ズ綜

ツナグ︒熟練ト機敏トヲ要スルコト

四408

何ダカヤウスガチガツテヰマ

フタヲアケテ︑外ヲ見ルト︑

大ナリ︒

エビノピンくハネタリ︑カ 十一8610図 昔ノ縣車ニテ紡グ時ハ︑

一本ノツム一二人ヲ要スベキニ︑今

ス︒
ようじゅ ﹇椿樹﹈︵名︶1 格樹
ようじゅ
︿略﹀︑南部には棺樹も 七714

十一388圓団

ハ僅カニ⊥ハ七人ノ工女ニテ︑能クニ

心をゆるすべく︑たとひ用心きびし

た︒

要ス

要す

至るべし︒

然るに印度との交通は長

官位・門地・技術・財産

としても自ら高尚なる品格を要する

・學問等に於て衆を抜く者は︑個人

十二976図

れば︑︿略V︒

日月を要し︑中途の危険亦少からざ

十二742図

給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

於ケル物申ノ高低二注意シ︑需要供

十二515図故二商人ハ常二全世界二

コト日一日ヨリ急ナリ︒

年々増加シテ︑學校ノ増設ヲ要スル

十二総−閣凶

一日ッテ兵書見立里ノ敷ハ

教育の爲︑一厘の支出を要せざるに

十一価5図十四五年の後には村民は

千本ノツムヲ扱フコトヲ得ベシ︒

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

馬丁ハドウナルコトカト心配

葉ノ董二附ク芸子ニモ種々ア

タガ︑トウく戦死サレタト聞イテ︑

シナガラ︑思子ノ分ルノヲ待ツテ居

八922

ありません︒

まってみて︑誰も起きてみる様子が

︿略﹀︑自分の家は戸がまだし

堅塁スムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

養生
養生

八232

見受け申候︒其の氣根の地に入りて︑

第十七課

第十七課

養生

敷幹・数十幹入齪れて一大樹を成し．

生法

十81

︿略﹀︒

か﹂りたることなき人あり︑平生の

九598図

ル︒

︿略﹀︑時々螢内の様子御
こかげ

＋二乗木蔭に立ってつくぐと此

報知下されたく願上高︒

十271國團

養生法を問へば︑﹁︿略﹀︑毎日運動

常に無病にして︑署者に

ようじょうほう﹇養生法﹈︵名︶1養

九5710

九目4

﹇養生﹈︹難名︺2

のものなれば︑幼児は母の感化を受

用事

ようじょう

十一一912図 男子は外に出でて不在勝

幼時

たるは見事に御座候︒

﹇幼時﹈︵名︶2

﹇用事﹈︵名︶3

用心

するが故に︑署者にも相談する必要
﹇用心﹈︵名︶4

なきなり︒﹂といへり︒

ようじん

つてから外鰐へ商費その他の用事で

﹇要﹈︵サ変︶11
︽ーシ・ース・ースル︒ーセ︾

よう・す
折に出會ふべし︒﹂

くとも︑長き間には必ず討取るべき

十一703図 人を訪問する時は業務を

出かける人もありませう︒

七886園皆さんの中にも︑大きくな 十一4110図園 いまだ幼ければ︑敵も の榛子を見てみた一人の紳士があっ

むはずですが︑︿略﹀︒

東京へ立ちます︒用事は四五日です

七158國 急に商用が出來て︑︿略﹀

ようじ

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

其の教育に用ひ︑市井の感化を恐れ

十二963図 孟子の幼時母は深く意を

異業に商事せるコロンブスは︿略﹀︒

海事を好み︑十四歳の時より既に航

十二744図 ゼノアに生れて幼時より

ようじ

くること最も多し︒

り︒

しっく外︑幼見を育て上ぐる大任あ

十一一911図

ようじ

・埼玉曽て群馬︑海なき縣に著し︒

十二491図圃 養慧業の盛大は 長野

舞扇

ようさんぎょう ﹇養蚕業﹈︵名︶1 養

ようさんぎょう一ようす

ようすいろ一ヨーロッパ

746

が如く︑︿略﹀︒

十一一㎜3図 英國にては停車場に手荷
物を黒くるに合札 を 要 せ ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

養父

て幼立を育て︑又は其の居室を螢み︑
﹇養父﹈︵名︶1

︿略V︒

ようふ

ンヤウトク

﹇用心天皇﹈︹人名︺

商責ノ用向ヲシラベテヰル︒

八141︿略﹀︑父ハハや店ニスワツテ

用明天皇

ようめいてんのう

︿略﹀︑別當は七日の間手 1

やうめい

やうめい
﹇陽明門﹈︵名︶1 陽明

ひぐらし

門一に日暮門の名あるは︑日暮る
るまで見れどもあかずとの意なりと
ヤウヤク

やうく

あたかも洋々たる江流を見るが如き

﹇漸﹈︵副︶3

壮観を呈することあり︒

そこかこ㌦かとさがすうち︑

も絶え絶えである︒

くさがし當てたが︑少年ははや息

十﹁586 ︿略﹀︑方々を尋ねて︑やう

はとうく焼けおちたさうだ︒

八434 ︿略﹀︑やうく米屋の土藏で
むね
とまったが︑二棟の土藏の中︑一棟

てやる︒

杖を見つけ出し︑すぐに拾って沖つ

少しはなれたくさむらに︑やうく

たを

六633團 ︿略﹀ おふみはいそぎ道ば

ようよう

十982図工ノ寺ハ聖徳太子が聖明

十552図囹

ようめいもん

︿略﹀︒

もとに置きて︑木曾へつかはしたり︒

十一M5図之によりて用水路の改修

ようすいろ ﹇用水路﹈︵名︶1 用水路

要部

天皇ノ御島辺建立シタルモノニシテ︑

はい

﹇要部﹈︵名︶1

されば實盛は義仲の爲には七箇日の

くわんがい

ようぶ

行はれ︑窓口・排水其のよろしき
要スル

養父︒

﹇要﹈︵サ変︶3

洋風

﹇漸﹈︵副︶4

や

九943図進んで陽明門に至る︒此の

十一3110図戦艦ハ︿略﹀︒故二何レ 門

﹇洋風﹈︵名︶1

モ大ナル大砲ヲ備へ︑又艦ノ要部バ
カウ
極目テ厚キ鋼鐵ニテ包メリ︒
ようふう

そ︒

ようやく

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ

ハジメ多クノ官省アリ︒イヅレモ洋

七587図

﹇要路﹈︵名︶1 要路

要路にあたれるを以て︑早くより東

美濃の養老瀧は孝子の傳

み の

﹇養老滝﹈︹地名︺1

海道一の大都會なりしが︑︿略﹀︒

養老瀧

ようろうのたき

一年二至リ︑ヤウヤク一種ノ機械ヲ
嚢明セリ︒

十一509

説を以て其の名天下に高し︒

十﹁777図

ヨーロッパ

欧羅巴

ヨーロッパよりシベリヤ鐵

欧羅巴

に増來り︑靴の償はやうやく安くな

八793図

八77図 ヨーロッパ

よぼろつば

か＼る時は靴の供給次第 ヨーロッパ ︹地名︺10 ヨーロッパ
りて︑普通の償に復するか︑場合に

十一9310図

脚をなでて︑戯れてみると︑︿略﹀︒

る三つ四つの子供が︑馬の尾を引き︑

やうやく立歩くことのでき

ワメズ︑︿略﹀．考案ヲ績ケ︑明治十

十433雲高レドモ少シモ其ノ志ヲタ 八951図 名古屋はく略V︒四通八達の

うやく
養分

風ノレングワヅクリニテリツパナリ︒
ようぶん ．﹇養分﹈︵名︶5

海草ハ︿略﹀︒根モ陸上ノ植

物ノヤウニ養分ヲスヒ取ルタメノモ

七772

海草ハスベテ養分ヲ葉や蓮デ

ノデハナク︑︿略﹀︒

七775

豚肉はあぶらに富んでみて︑

スヒ取ル︒

︿略﹀︑難卵や難肉の養分の多

養分の多いことは牛肉におとらぬ︒

十866
十8710

よりては尚それ以下に下るべし︒

道にて東方へ向はば︑二週間あまり

外に同化作用といって︑成皿

いことは知らぬ人はない︒

十二436図太古人口少く︑人智も開

な

ヨーロッパより船にて日本

め

り

か

よびろっ

か︑印度・南洋より亜米利加・欧羅

あ

十一288図 ︿略﹀︑又支那沿岸はおろ

し

へ錦るには︑︿略V︒

八796図

に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭素

洋々
︿略﹀︑遠く之を望めば︑

﹇洋洋﹈︵形状︶1
十二694図

ようよう

不足を告ぐるに至りて︑︿略﹀︒

増加し︑自然に生ずる物のみにては

にして日本に露着することを得べし︒
葉脈

葉ニハスベテ葉脈トイフモノ

﹇葉脈﹈︵名︶1

けざりし時は︑︿略﹀︒人口やうやく

ガアル︒

十69

ようみゃく

を養分にして酸素を放つ作用がある︒

十二221

ようろ

を得て︑水田は乾 田 と な り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

よう・する
︽ ー シ ・ ー スル︾

八442 毎日の食物のにたきから種々

要する

の工業まで︑火の力を要することは
数へきれない程多い︒
方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十一654 季節二野ツテ︑食物ノ選ビ
十二349 敷地総坪数二千坪︑建坪何

養成

百何十坪︑之二塁シタ纏費ハ総計何
﹇養成﹈︵名︶1

萬何千島︑︿略﹀︒

ようせい

十二価2図 又産業組合を設け︑慈善
事業を起し︑若しくは青年會を組織
して︑産業の襲達︑風俗の改善︑人

心の作興に務むるが如きは︑皆公共
心の自動にして︑自治の精神の養成

用たし

に資し︑自治團髄を助長すべきを以
て︑︿略V︒

﹇用足﹈︵名︶1

ようそ﹇▽てんぎょうそ
ようたし

六298 ある日主人は朝から用たしに

幼轟

出たので︑二人が店のるすをしてゐ
∩幼虫﹈︵名︶1

ると︑︿略﹀︒

ようちゅう

十一61図 働蜂の若きものは内に居 ようむき ﹇用向﹈︵名︶1 用向

747
ヨーロッパじん一よく

ば

ろっぱ

︿略﹀︑大連より僅かに二

巴の航路をも開くに至れり︒

十二589図
よ

べるりん

週間にして欧羅巴の中央に入るべし︒
ばり

倫敦・巴里・伯林を欧羅

うんどん

十一一592図
巴の三大都とす︒

ろつば

一群大暴して︑印度よりペルシャを

十二663図 く略V︑通常の灰色の鼠の
よ

纒て欧羅巴に移り︑ ︿ 略 V ︒

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

ろつば

や

ロシヤはヨー．ロッパ大陸の

ス・ドイツ・ロシヤ等の喜々あり︒
八786図

東部にひろがれる國にして︑其の領
地甚だ廣く︑︿略﹀︒

アジヤ大陸の西︑ヨーロッ

︿略﹀︑ヨーロッパ大陸とア

パ大陸の南にある大陸をアフリカと

八791図
いふ︒

八796図

︹課名︺2

フリカ大陸との中間にある地中海を
過ぎ︑︿略﹀︒

ヨーロッパのさんだいと
ろつば

よ

鯨興

欧羅巴の三大都

欧羅巴の三大都

ろつば

第十六課

第十六課

欧羅巴の三大都欧羅巴の三大都

よ

十二目3
十二591

﹇余興﹈︵名︶1

春秋両度ノ大祭ニハ︿略﹀︑

﹇預金﹈︵名︶1

ナリ︒

よきん

預金

種々ノ齢興モ行ハレテ甚ダニギヤカ

九302図

よきょう

よヒ
十二747図 コロンブスは︿略﹀︑欧
印度の東海岸に到着すべしとの意見
を抱けり︒

十二757図 ︿略﹀思へらく︑若し欧

じ

羅巴より西へ向って進まば︑印度に
し な
達する前︑日本又は支那に到着する
あ

ならんと︒

亜細亜の東端は欧羅巴の

西端に近しと信じ︑地球を飴りに小

十一一759図

さく見たるコロンブ ス の 誤 は ︿ 略 ﹀ ︒

ヨーロッパじん ︵名︶2 ヨーロッパ

よく

ヨク

よく

ヨ

克ク

︿略﹀︑トノサマノオカヘリヲマ
ツテヰマシタ︒
﹇良﹈︵副︶88

クイラツシヤイマシタ︒﹂

能ク 能く善く←いきおいよく
二85園 ﹁オキクサンデスカ︒ヨ

カゼヨクウケテ︑クモ
マデアガレ︒

二311圃

ワタクシバオカアサンノ
イヒツケヲヨクキイテ︑︿略﹀︑

三112

オッカヒニイツタリシマス︒

グラヰデ︑アタ・カイトコ即日ヨク

ソダツ木デス︒

ヨクソダツタ茶ノ葉ハ長サガ

ニ寸バカリモアリマス︒

五308

時二戸︑向フノ汽車ニノツテヰル人

五433走ツテヰル汽車ガスレチガフ

﹁よく出來ました︒これで

ノカホハヨク見エマセン︒

五664園

﹁よく出來ました︒これで

よくわかります︒

五664園

よくわかります︒

たんぼにはいねがよくみのつ

てるます︒

て︑風のふくたびに黄色な波が立つ

六86

みる︒

三392私はよるよくねむります 六24 どの山にも木がよくしげつて
から︑目はいつもはっきりして
みて︑よく見えます︒
はっきりしてみて︑よく見えます︒

三393私は︿略﹀︑目はいつも

四755園
シタ︒

イカ︒

どこの田を見ても︑稻がよく

じゅくして︑重さうにほをたれてゐ

六148

ます︒

そのもみを又よく日にかわか

よくおちついてみて︑少しも

七18図園

ヨク父ノ言フコトヲ聞分

ざいました︒

書きそこなひなどをしない子供もご

六713

して︑すりうすですって︑︿略﹀︒

六163

にかわかします︒

か︑地面にひろげるかして︑よく日

﹁タイソウヨクカザレマ 六158 刈った稻はさをや木にかける

四821よ一は弓に矢をつがへ︑
よくねらひをさだめ︑︿略﹀︑ひ
コ・二茶ノ木ガアリマス︒ハ

ようと一矢いはなしました︒
五302

茶ノ木ノ高サバ大テイ三四尺

ガヨクシゲツテ︑下ノ方円枝モ見エ
マセン︒

五307

アル︒ヨクチユウイシタモノデハナ

三394耳もよくきこえて︑きき 六146 曇ツタ夜や月ノナイ夜二道ニ
おとすやうなことはありませ
マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ
ん︒

タリシテタベルノデハアリマ

スガ︑ソノ

四507ヨク人ノタベルモノデ
圓以上ノ預金ノミヲ取りアツカヘド

九775図普通ノ銀行ニチハ一度二五
モ︑︿略﹀︒

ヨクノフカイオヂイサン

ママデヤイタリ ニ

八82図 ヨーロッパ人

一一57一

ヨクノフカイオヂイサン

ハマタコノウスヲカリテイツ
テ︑米ヲツイテミマシタガ︑
︿略﹀︒

二627

バコノハナシヲキイテ︑ノコツ
テヰタハヒヲカキアツメテ︑

セン︒

人 ヨーロッパ人

よく

八835図 ヨーロッパ人は大むね皮膚 よく ﹇浴﹈﹇▽かいすいよく・れいすい
白く︑髪赤く︑眼の色青し︒

第一

ヨーロッパだいいち ︵名︶1 欧羅巴 よく ﹇欲﹈︵名︶2 ヨク

一の大都會にして︑亦實に世界第一

十一一598図 倫敦は︿略﹀︒欧羅巴第
の大都會なり︒

ロッパ大陸

ヨーロッパたいりく ︹地名︺4 ヨー
八778図 ヨーロッパ大陸にはフラン

よく一よく

748

ケヨ︒

カセル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ

七268 家デモ國デモ手ヲヨク馬脳ラ
マス︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七438圏 ﹁日ごろ貧しい暮しをして
を買ひもとめた︒

七615図 すべて犬は人になれ易く︑
かしこくして︑よく主人の命を守る︒

をかぎ導くるをもって︑かりに用ひ

七622図 又その鼻はよく物のにほひ
て︑えものをさがさしむるに適す︒

つて︑夜も書もよく働きました︒

ル獣ナリ︒

八729図虎ト猫トハ最モヨク相似タ

八749図工モマタ猫ノ如ク︑ヨク木
フランスの隣國にて︑其の

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

八785図
東北にあるドイツは學問のよく開け
ベン

櫻ノ花ニハ五ツノ辮ガアツテ︑

たる國なり︒

九71

梅・桃・梨ナドノ花モ櫻ノヤ

辮ノ大キサガヨク揃ツテヰル︒

九77
ウニ辮ガヨク揃ツテヰルガ︑︿略﹀︒

美と天然の美とを併せたるは日光に

森林は能く暴風をさ＼へ︑

如くはなし︒

十99図

﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑

其の力をそぐを以て︑土砂の飛散を
防ぎ︑︿略﹀︒

十244図園

家の横に水のよくすんだ小川

遂二王者ノ師タラン︒

十296

が流れてみる︒

きれいずきで︑つ＼しみ深
いことは︑それでよく分りました︒

十353闘

ア

風がある︒

マ

ロ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

ベノナカ

其の後吉野の朝の皇居と

テ︑︿略﹀︒トヨメルコト人ノヨク知

十967図

ル所ナリ︒

まうせん

雨岸及び島々︑見渡す限

なりしは人の能く知る所なり︒

十﹁52図

十一193図

り田園よく開けて︑逐年を敷けるが

馬もよく飼主になれて︑其

如く︑︿略﹀︒

の家族一同と親しんでみる︒

十一505

親子・夫婦・兄弟・姉妹

ヨク和合スレバ︑︿略﹀︑家運自ラ開

人が大勢込合ってみる中で︑ 十一517図
︿略﹀︑静かに自分の順番を待ってる

十3610園

ケテ一家ノ藩士フコト多シ︒

七626図 二三匹の犬︑よく一＝二百頭 九236園此のわけをよくおつかさん

ました︒あれの温順なことをよく現

公明正大ニシテ︑心中一

にいって上げて︑安心させるがよ

十一5210図

ヨク笑ハント欲スルモノ

嵩ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

十一528図

の牛︑二三千頭の羊を追ひまはして︑

又着物はそまつながら︑さ

二恥ヂズ︑下︑地二恥ヂズ︑外︑人

ハ︑常二其ノ行ヲツ︑シミ︑﹂⊥︑天

り︒

﹁よく勉め︑又よく遊

ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

﹁よく勉め︑又よく遊

二七ヂズ︑内︑己二軍ヂザル工夫ヲ

かういふやうな色々な美質

撃劔家・水夫等ノ手ノ太キ︑

十一695図

をもってみることをよく見定めまし

赤と緑とを並ぶれば︑赤も

ナスベシ︒

十784図

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︿略﹀︒

十494図

た上︑︿略﹀雇ふことに致しました︒

食物はよくかみこなすべし︒ 十377圏

いてるました︒

つばりしたものを着て︑歯もよく磨

十372園

して居ります︒

上下の別明かにして︑何れ

い︒﹂

九584図

る所なるべし︒

も上官の命令を守るは諸子の能く知

九262図

主人の行く方へ行かしむといふ︒

飲むと︑おそろしい病氣にか＼るこ

七661 又きたない水やくさった水を
とがある︒よく氣を附けなければな
らない︒

よく働かんとするものはよ
よく働かんとするものはよ

﹁よく勉め︑又よく遊

ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

十﹁695図

り︒

ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

又力士ノ如キハ常二全身二 十一695図

ノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ

︿略﹀︑大工・カヂや等ノタナゴコロ

ナリ︒

り︒

十786図

力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

西洋のことわざにも﹁よく

ク嚢達セリ︒

九616図

に如くはなし︒

九604笹身膿の螢を直すはよく眠る

く眠るべし︒

九603図

く眠るべし︒

九603図

たるをば着ることなかれ︒

八117防御寓眞をありがたう︒よく 九593図衣服もよく洗ひて︑よごれ
寓ってみるので︑皆さんにお目に
か＼つたやうな氣がします︒

八122囲 おはなさんも 人の分はほ
んとによく窺ってゐます︒
ヨク心得タル者アリ︒

八166芸園 ﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲ
八186図 時頼が心正シク︑ツネニ節

日光の見舞ふ家には署者は見舞は

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

ず︒﹂といへり︒

のど

︿略﹀︑聖なる鵜は能く十

二三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒

十一816図

モ︑カ・ル母帆座ハレタルニヨルナ

すべて家畜はよく勢らなけれ
ばならぬが︑とかくに之をいぢめる

十857

ルベシ︒

我が國到るところ名勝の地
にとぼしからざれども︑よく人工の

八268 其の中に︿略﹀︑たゴ身代を 九965図
取返す事にばかり心がけるやうにな

749
よくしつ一よけい

十一867図 上手ナル者ハ一分時ニヨ
ク十謡本ノ綜ヲツナグトイフ︒

能く父母に事へたる︑︿略﹀︑皆後世
女子の模範とすべき徳行なり︒

栽培法の如きも︑奮法に

くれた︒

九4610図

然るに此の大風の爲に︑今

夜が更けて︑雨の音が静かに

なったから︑止んだことと思ってゐ

九706

こら一面銀世界になってみることも

十二463図

ると︑翌朝起きて見れば︑︿略﹀︑そ

︿略﹀︑今ハ僅カニ六七人

までの驕駝の足跡消えたれば︑翌日

十一871図

風なぎて出立したれども︑一同は行

よくちょうさんじごろ ﹇翌朝三時頃﹈

見つけて︑︿略V︒

十一162図

ある︒

層其の牧穫を増加することを得ん︒

なづまず︑能く學理を慮用せば︑

一

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

なり︒

翌朝三時頃

翌年

其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・

或年暴風雨の爲に不作な

を議するに破り︑︿略﹀︒

りしことあり︑其の翌年學校の纏費

十一佃8図

︿略﹀︒

カ等ノ諸國ヨリモ浅々註文ヲ受ケ︑

文アリシヲ始トシ︑ドイツ︒アメリ

米二國へ送りシニ︑翌年英國ヨリ註

十438図

よくねん ﹇翌年﹈︵名︶2

に水音はげしく相成り︑︿略﹀︒

九736國團然るところ翌朝三時頃急

く略V︑中央氣象毫はく略V︑︵名︶1

て蚕がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

街路は掃除最もよく行き 十一733図 翌日圭里工の早朝に起出で

家内のよく整頓せる程の

十一一172図

毎日其の日の午後六時より翌日の午
後六時に至る︑向ふ二十四時間の全

翌日壮士十六人︑勝商を

國母上の大勢を豫標す︒

十二299図

翌十五日の朝︑勝商は山

﹇翌十五日﹈︵名︶1

園みて城門に到る︒

十二288図

︽ーシ

よくばり←いぬのよくばり

室内にのみ居て︑外出する よくよく ﹇善善﹈︵副︶3 ヨクヨク

浴す

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎
﹇浴﹈︵サ変︶3

に到り︑︿略﹀︒

よく・す

九613図

・ースル︒ーセ︾

翌朝警固の武士ども之を

フコトヲ得ベシ︒

十二894図

と赴きて︑︿略﹀︒

十二6110図

くべき方にまよひて︑︿略﹀︒

十一川1 朝鮮人は︿略﹀︑婦人の着
物をよく洗ふことは感心である︒

家は日々のふき掃除も必ず行届きて

十一備3図其の他の教員も︿略﹀︑
職務に勉働するが故に︑見童は皆よ
清潔なるものなりQ
つぼ

主婦は寝に就く前︑先つ

竈の下より火消壺までもよく検査

かまど

十二902図

く之になつきて︑學校を思ふ心厚く︑
︿略﹀︒

十二69図 ︿略﹀︑熟練なる我が砲手

能く義理をわきまへ︑精

ぜん
揃うて夕の膳に向ふ時︑︿略﹀︒

十二柵1図

翌十五日

家内能く和合して︑互の よくじゅうごにち

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様
にすべし︒

は物ともせず︑打出す砲弾よく命中
して︑敵艦葦囲火災 を 起 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一917図

ツ

心にわだかまりなく︑むつまじく打

十一一79図 明くれば二十八日︑天よ
ヨ
﹁我が聯合艦隊が克ク

く晴れて海波静かなり︒
十一一106図囲
イ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得
ミ

務を回す人を眞の大勇の人といふべ

神を修養し︑︿略﹀︑十分に自己の職

しと訓へ給ふ︒

タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜威
﹁︿略﹀前記ノ如キ奇績

ノ致ス所ニシテ︑︿略﹀︒

十ニー08図團

故に十分に信義を蓋さん

コレハヲカシイトオモツ

よくく

十一一柵7図

四412

ヨクく

ツ

こと少き人の︑色青ざめて元氣なき

イ

は︑日光に浴せざるが爲なり︒

ミ

ヲ牧メ得タルモノハ︑一二天皇陛下

成し得べからざるものは引受くべか

翌朝

コレポドノワケノ分ラヌ

如何ばかりの思にて︑此

よけい ﹇余計﹈︵形状︶3 ヨケイ よ

察しこれあり三次︒﹂

の手紙をした＼めしか︑よくく御

九2110長囲

コトハアルマジ︒ヨクく考へ見ヨ︒

七39図園

カナヤノ店デ︑︿略﹀︒

テ︑ヨクヨク見ルト︑ソコハサ

と思はば︑豫め能く事の成否を察し︑

︿略﹀︑新しき空氣をすひ︑

し︑蕃人も追々皇恩に浴する様に相

十一407囲国教育の事業も段々進歩

ば︑是我が罪にあらず︒

常に日光に浴して︑なほ病にか＼ら

九6110図

ノ御稜威ノ致ス子房シテ︑固ヨリ人

らず︒

浴室

爲ノ能クスベキニアラズ︒
たけだかつより

り攻むれども︑城兵善く職ひて抜く

﹇浴室﹈︵名︶1

翌日

﹇翌朝﹈︵名︶2

成茶事︑國家の爲眞に大賀の至に御
座候︒

よくちょう

湯元は一箇所にして︑之を
﹇翌日﹈︵名︶5

僕の家で一度つるべの金たが
があったが︑翌日すぐにこしらへて

がこはれた時︑つくろひを頼んだ事

八327

よくじつ

戸短の浴室に引けり︒

十7410図

よくしつ

十一一268図武田勝頼大軍を率みて來
こと能はず︑︿略﹀︒

十二322図 是等の人々は皆非常の大
事にあひて心を取齪さず︑能く其の
馴すべき道に費したる我が國婦人の
孝女お房の幼き身を以て

實例にして︑︿略﹀︒
ふさ

十一一325図

よける一よし

750

けい

が流れてみる︒
て之を豫告し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑或は縦に︑或は横に︑或はな
シ︾

ヨコ

ス

﹇横須賀﹈︹地名︺2

カ

横須賀

こ

レ︾

よごれし手にて目をこすり

て目をわづらひし人あり︒

九592図

閉ぢたる室内にはよごれた

よさん ﹇予算﹈︵名︶4 豫算

る空氣こもる︒

九608図

たるをば着ることなかれ︒

うんどう 九593図 衣服もよく洗ひて︑よごれ

十449図直線を適量の長さに切り︑ よご・す ﹇汚﹈︵五︶1 よごす ︽一

四712韻太郎きのふは

口では．つきりこたへます︒けれ

三398なにをきかれても︑この
なめに並ぶる時は︑美しき模様を生

横須賀

よこすか

のはかま︒

くわいで︑どうにょごした

どもそのほかによけいなこと

﹇余香﹈︵名︶1

鯨香

︿略﹀︑第二圖は横の線のみ

ず︒

よこう

を用ひ︑︿略﹀︒

十451図

は言ひません︒
七464園 西洋紙が日本紙二向ツテ︑
﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑ドウモ君
タチノ仲間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方

シヤウ

キ

サツ

横田ハ

帝國軍艦ノ薩摩ハ横須賀︑

クレ

費を議するに當り︑村會にては其の

九818民国恩賜の御衣なほこ㌦に在 十一一154 我が國ノ造船所デ︑最モ規 十一佃9図 ︿略﹀︑其の翌年學校の纏
カ

豫算の不足なるべきをうれへて︑之

ス

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑中
ヨコ

ニモ横須賀ト呉ノが最大ナモノデア
ル︒
ア

十八ー56

﹇横﹈︵四・五︶3

安藝ハ呉デ造ツタノデアル︒

十一M1図園

﹁不作の後なれば︑成

帝國議會の主要なる任務

意見によりて豫算を編成したるな

るべく墜下を節約したしとの校長の

︽ーリ・ール・ーレ︾

よこたわ・る

︿略﹀︑内ニ直黒ブクレニナ 十一一研4図

り︒﹂

八303図

ル

横たはる

を増加せんとせしに︑︿略﹀︒

横ぎる

﹇横切﹈︵四︶2

時としては幾千萬とも敷

マ

り︒さ＼げ持ちて苺日饒香を拝す︒
︿略﹀︑何を聞いても︑一々 よこぎ・る

ガヨケイニ用ヒラレルヤウニナツタ
カト思フ︒

十358園

り す
又かつて栗鼠の大群ウラ

まど
町を過ぎ︑屋根を傳ひ︑窓を抜け︑

十二694図

座敷を横ぎり︑︿略﹀︒

ル山中の一都會に現れしが︑︿略﹀︑

︽ーリ・ール︾

︽一

明白に答へて︑しかもよけいなこと
よける

十二668図

﹇避﹈︵下一 ︶ 1

はいひません︒

ケ︾

よ・ける

九373 若し其の關所をよけて︑わき

夜明けて見れば︑岩の上に
﹇横斜両様﹈

﹇汚﹈︵下二︶3

よごる

︽

しかして︑法律及び豫算

は帝國平炉の協賛を経たる後︑天皇

三図案

宝算案は政府之を提出し︑

﹇予算案﹈︵名︶1

の裁可を待ちて始めて成立するもの

とす︒

十二研5図

よさんあん

法律案は政府の外︑貴族院・衆議院

共に下之を提出するを得︒

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

九713圖国 ︿略﹀︑本日の新聞により︑

れ評議︑一同安心斥候︒

箱根はく略V︑近く東京・ 九431國国少しも御障なく入らせら

よし ﹇由﹈︵名︶10 由

︿略﹀︑第五圖は横・斜雨様

横・斜面様

十二研9図

は法律及び歳出・歳入の豫算を議定

よご・る

れの旅館も空室なきに至るを常とす︒

二五をひかへたれば︑盛夏の候は何

よこはま

十742図

の線を用ひ︑︿略﹀︒

十454図

︵名︶1

よこななめりょうよう

一隻の難破船横たはれり︒

十694図

絶えて︑水面に横たはる︒

六七十尺の白鯨も今は全く息

リテクサリタル死人二藍ハリテ︑臭

又各測候所が︿略﹀︑其

十665

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

道を通る歪なことをすれば︑關所破

豫面す

といって︑其のものは重い罰を受け

﹇予告﹈︵サ変︶4

︿略﹀︑中央線象塁は︿略﹀︑

豫報といふ︒

又皿地方に荒模様ある時
は︑測候所は地方暴風雨警報を獲し

十瀬上84図

暴風雨警報を嚢して之を豫告す︒

おそれある時は︑中央氣象垂は全國

十ニー82叉

よこはま
我が國及び附近に風雨の よこはま ﹇横浜﹈︹地名︺1 横槍

の地方の天氣を豫告するを地方天工

十ニー76図

豫画す︒

向ふ二十四時間の全國氣象の大勢を

十ニー73図

︽ーシ・ース・ースル︾

よこく・す

するにあり︒

横﹇▽たて

氣鼻ヲツクが如シ︒

よこ

ぎるに︑︿略﹀︒

﹇横﹈︵名︶6

た︒

よこ

よこりようよう

よこ・たてよこななめさんよう・．たて

四 1 8 け い さ つしょのよこを北

あにの次郎が又よこか

へまがって︑すこし行くと︑左
がはにいうびんきよくがありま
す︒

四336

ら︑﹁こんどはにいさんがきく
が︑︿略﹀︒﹂

七713 エビノピンくハネタリ︑カ
ニノ横型ハツテアル ク 様 子 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十296 家の横に水のよくすんだ小川

751
よし一よしお

からざる由承知致し驚き入り候︒

シ

良し

好し

る由あり︒木曾殿見知り給ふ︒﹄と

し・しのぎよし

善し

︽ーカリ・ーキ

三つとや︑みきは一つの

十518図園 名乗れと申せば︑﹃存ず ・ーク・ーシ︾﹇▽きまりよし・こころよ

り

阿里山の心材は︿略﹀︑

出骨董常二良カリシヲ以テ︑数年ナ
ラズシテ石見一手ニヒロガリ︑︿略﹀︒

十336図︿略﹀︑此ノ芋ヲ植ウルニ如
クハナシト思ヒ︑或年三ミニ之ヲ作
リシニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒
しなの

人︑手塚太郎光盛なり︒よき敵ぞ︑

みつもり

にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑

身中ノ健全ナルトキハ精神

御陰も當村と同じく水利

べき︒﹂といふ︒﹁嘉明に如く者はあ

らじ︒﹂と答ふるに︑︿略﹀︒

十二3710図囹 ︿略﹀︑秀忠あやしみて︑

﹁汝多年嘉明と不和なりと聞く︒今

之を推証するは如何に︒﹂と問ふ︒

秀忠大いに感じて其の言

は私の小事なり︒

十二381図園 コ一同虎の嘉明と相黒む

十二383図

嘉明後穂の事を聞きて大

に随ひ︑嘉明を上げて糊塗に封ぜり︒

良雄←お

いに恥ぢ︑高虎と水魚の交をなすに

十二383図

至れりとそ︒

けず︒

薩摩の士に馬蝉といふ人

さつま

十二867図良雄一笑して更に耳を傾

復直言して復仇の事を勧む︒

あり︑︿略﹀︑一日良雄に面會し︑反

十二867図

︿略﹀︒

あり︑未だ良雄と相識らざりしが︑

十二866図薩摩の士に正中といふ人

さつま

おいしよしお

﹇良雄﹈︹人名︺10

よしいえ←みなもとのよしいえ

﹁︿略﹀︑東國へ下る路

まくらのもとユ右走る音︒

十一31図圏花ユねてよしや吉野の

要これあり候様存ぜられ暫間︑︿略﹀︒ よしお

の良き割合には田地少く︑整理の必

十9010囲囲

モ良キ結果ヲ見ルナルベシ︒

モ亦常二快活ニシテ︑何事ヲ爲シテ

十792図

組み給へ︒﹂

尊時分はよしと︑おびさせ

住居もなるべくきれいにせ

よし水設

十一751図園

すがら︑箱根山中にてよき枝ぶりの
檜を見て︑其の意を得たれば︑之を
書添へんとて︑︿略﹀︒﹂

十二8810図

︿略﹀︑諸道具の置場虜を

して乗心地甚だ好し︒

は伯林にして︑︿略﹀︑車内亦清潔に

良雄平然頭を低くして之

喜劔︿略﹀︑義士復仇の

我が目︑獣として良雄

を視︑我が舌︑獣として良雄を罵り︑

十二876図園

るに及びて︑︿略﹀︒

墨を聞き︑其の主謀の良雄たるを知

十二875図

を食ひ︑からくと打笑へり︒

十二872図

肉筆片をはさみて良雄の面前に出す︒

十二636図電車の便の最も開けたる 十一一871図 喜響く略V︑足の指に魚

村人の喜一方ならず︒

作物の嚢育も目立ちてよくなりて︑

金製ヲ安全二心フルニハ郵 十一隅8図 又肥料の利目も著しく︑
是金銀ハ償高ク︑保存スル

紙幣ハ︿略﹀︑輕クシテ取

秀忠﹁さらば誰か然る

嘉明

一定し︑前後左右次第よく並べて︑
︿略﹀︒

﹇嘉明﹈︹人名︺5
十一︻378図園

←かとうよしあきら

よしあきら

十157図紫式部は幼き頃より物畳よ

悪場都合ヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

九9010図

ヤスクシテ︑︿略﹀︒

ニモ都合ヨク︑又分合スルコトモタ

九897図

便貯金トナスヲヨシトス︒

九766図

き所をえらび︑︿略﹀︒

九614図家を建つるには日あたりよ

に足らん︒

よ︒よき心持のみにても病をふせぐ

九595図

を斬り給ひしに︑︿略﹀︒

給へる劔を抜きて︑ずたずたに大蛇

九39図

︿略﹀︒山遊びするによき日や︒

八84図今秋の日の冷すみわたり︑

風鐸にさてもよき日や︒

八83図上秋の日の聾すみわたり︑

友と友︑人と人︒

てっかの

六835図圃四つとや︑善き事たがひ 十505図園 かく申すは信濃の國の住

枝と枝︑仲よく暮せよ︑兄弟・姉妹︒

六833三三

︿略﹀︑罰に庭せられたる

いひて名乗らず︒

十596間土

者は外出を禁ぜられ︑又重き者は螢
倉に入れられ候由承り季候︒

十923圖団 來る八日講話會これあり
候由にて御幸ひ下され有り難く斥候︒
︿略﹀︑早くも義兵を塁げ

しが︑事の未だ成らざるに先だち︑

十一141図
笠置も落ちたる由風聞ありしかば︑
︿略﹀︒

十一359圓咽国宣地にてはとくに苗の
植付も終り︑南部にてははや稻の花
︿略﹀︑樟拶は世界産額

盛りの由に御座候 ︒

十一3710圓團
あ

の八分の五を占むる由に御座候︒
十一402國国

中には直樫二十尺齢︑一樹にて千五
百尺〆の材積を得るものもこれあり
遠見︑山林の富のみにても無蓋藏と
申すべく候︒

十一462図 かくて光範の與へたる刀

中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

ヨシ

には事の由を書添へて送り返し︑
︵感︶一

︿略﹀︒

よし

七903図園

︿略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑其ノ

十323図

く︑兄の書を讃むを聞きみて︑直ち

良

タヅネ來ン︒﹂ト︑タず一人タマナ

よし

に之をそらんじ︑︿略﹀︒

ヨシ

ク船内ヲタヅネタレドモ︑杉野ノス
﹇良﹈︵形︶ 2 一

ガタナシ︒

よ・し

よしおいか一よじのぼる

752

︿略﹀︒

よしたろう﹇▽たかのよしたろうあて
よしっね

この時よしつねは︑﹁われを

﹁進めく︒﹂とさしづをしたが︑
︿略﹀︒

五812

手本にせよ︒﹂といひながら︑馬に
一むちあててかけ下りた︒

手塚︑首をたつさへて︑大

よしてるn▽むらかみよしてるのはか
よしなか
﹇義仲﹈︹人名︺6 義仲 義

十516図

花ユねてよしや吉野の

の宴を張りて舞をまはしめ給ひし所

なりと傳ふ︒

十一31図翻

吉野には古く離宮あり︑

よし水試 まくらのもとユ石走る音︒

十一410図

山野

︿略﹀︒其の後吉野の朝の皇居となり

き そ

又森林は全量の

しは人の能く知る所なり︒

︿略﹀︒

たほはぬ虜なく︑殊に名高き木曾・

十二483図圃

吉野

よしてる

吉野川

其の後吉野の朝の皇居と

せつ

つ

散々に撃破られたり︒

楠木正儀と囁津の住吉に職ひて︑

くすのきまさのり

十一414図

なりしは人の能く知る所なり︒
みつのり
吉野の朝の頃︑赤松光範︑

十一52図

野の朝

よしののちょう ﹇吉野朝﹈︵名︶2 吉

十一2図吉野町

野町

よしのちょう ﹇吉野町﹈︹地名︺1 吉

十︸2図吉野宮

村上義光の墓をとぶらふ︒

行くく吉野宮に参拝し︑

﹇吉野宮﹈︵名︶2 吉野宮

十一18図

十一2図吉野川

む
義仲之を聞きて︑﹁そは武 よしのがわ ﹇吉野川﹈︹地名︺2 吉野
義仲の幼目に見たりし時

谷

吉野の杉よ︑

十一18図

義仲之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑よしのぐう

﹁我が父の討たれ給ひし

されば實盛は義仲の爲に
は七箇日の養父︒

十552図圏

命じ︑尋ね出して殺さんとせり︒

時︑義仲二戯なりしを︑敵は畠山に

十547図圏

ひの袖をしぼらざるはなかりき︒

さめぐと泣きたれば︑一座皆よう

十546図

も︑すでに白髪ましりの老人なりき︒

十525図心

藏の齋藤別学にはあらずや︒﹂

さし

十524図

將義仲の前に行き︑﹁︿略﹀︒﹂

よしなか

仲

一どはじたいしましたが︑

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

した︒

オ宮ニハエマガタクサンカケ

のくらをたたいてよろこびま

よしっねをはじめ︑みんなが馬

四827をかの方では大しやう

よしっねがゆるしません︒

四804

ました︒

四796よしつねは﹁それをよよしなか

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

ねはけらいにむかって︑

四782

げんじの冠しやうよしつ

十二876図園我が目︑獣として良雄よしつね ﹇義経﹈︹人名︺12 ヨシツネ
を視︑我が舌︑獣として良雄を罵り︑
︿略﹀︒

十二877図園 く略V︑我が足︑獣とし
て良雄に食はしめたり︒

十二877図囹 我が心の良雄を獣干せ
し は 罪 死 に 湿 れ り ︒﹂

︿略﹀︑公私の用を終へて︑

よしおいか ﹇良雄以下﹈︵名︶1 良雄
以下
十二879図

ヨンカゲ

再び江戸に出つれば︑良雄以下既に
死を賜へり︒

ヨシカゲ

よしかげ ﹇義景﹈︹人名︺2 義景 義
景

五695

ノエモアリ︑ニタンノ四郎ノエモア

テアル︒︿略﹀︒ヨシツネ・ベンケイ

八165図 輝尼ノ兄義景コレラ見テ︑
ル者アリ︒ソレニ命ジタマへ︒﹂ト
ル︒

︿略﹀︑のりよりのぐんぜいは

．﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲヨク心得タ

イヒシニ︑︿略﹀︒

五753

東の門へ向ひ︑よしっねのぐんぜい

八173図 義景重ネテ︑﹁サラバコト

は西の門へ向つた︒

﹁我え元

花をよそにて︑霧深き

得て見ればこ㌧も櫻の峯
つゴき︑吉野初瀬の花の中宿︒
ざわう

ル︾

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

八751図虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木

ル ︽

吉野の町に入れば藏王堂 よじのぼ・る ﹇消壷﹈︵四︶一 ヨヂ上

塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑別離

十一25図堂前四本の櫻ある庭は大

あり︒

十一24図

十㎜10図圏

間ユ立ちき︒﹂

櫻木の

十121図芝蘭

しかしよしっねはく略V︑こよしの ﹇吉野﹈︹地名︺7 吉野

ぐク張りカへ給へ︒切張ハマダラ

つた︒

五773

よしっねはよろこんで︑刀や

つそりと裏道からひよどりこえに向

五754

ニ ナ リ テ 見 苦 シ ︒ ﹂トイヘバ︑︿略﹀︒

よじかん ﹇四時間﹈︵名︶1 四時間
つにて︑術科は午前・午後を通じて︑

十574國国 課業は術科と學科との二
四 時 間 よ り 六 時 間 ︑︿略﹀︒

よしさだ ﹇義貞﹈︹人名︺1 義貞﹇▽

ようひをやってけらいにした︒

よしっねはまったつねた︒
ゑちぜんのくに

五778

につたよしさだ

につたよしさだ

よしっねはこれを聞くと︑
うりふたもつ

五787

かながさき

十二316図 新田義貞︑︿略﹀越前國

がけの上まで出た︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけて︑夜のうちに
そま

よしっねはこ＼ぞと思って︑

金崎の城に在りし時︑瓜生保其の

五806

弟義鑑等と共に杣山に旗あげして義

ぎかん

貞に磨ず︒

753
よしのやま一よっきゃく

よしのやま ﹇吉野山﹈︹課名︺2 吉野

十一目2 第一課吉野山

山
十一12 第一課 吉野山

十一2図

吉水神社
にょいりん

吉水神社を出つれば︑谷

﹇寄﹈︵下二︶3

よす

寄す

をへだてて向ふの山腹に如意輪寺あ

十一33図
り︒

よしのやま ﹇吉野山﹈︹地名︺7 吉野 よ・す

山︽ースル・ーセ︾﹇▽いざないよす・とり
筑紫に到りて後は︑︿略﹀︑

九807図

よす

目千本咲きみちて︑かすみか雲か美

六62圏 わけてさくらの吉野山︑ 一

都の空のみしたはしく︑僅かに詩歌
居たり︒

給ふ︒

セづ

つ＼寝起する様なり︒
﹇墓﹈︵上二︶一

ちぢて見ん︒

﹇寄来﹈︵力丸︶1

ね

クニニハ︑コンナニタクサンア
リマセン︒

さんによそ行の顔だといって笑はれ

ました︒

是等の豫報はく略Vに掲

よち・す ﹇予知﹈︵サ変︶1 豫書す

ヲナラベ︑︿略﹀︒

三348 あるばんまさをははは よだんめ ﹇四段目﹈︵名︶1 四ダン目
四743 又四ダン目出戸小サナタ
といつしょによそからかへっ
ンスヤナガモチヤヒバチナド
私はよその物をぬすむやう

てきました︒

五234園

べく︑︿略﹀︒

明日の天氣如何を前知することを得

示せらる＼を以て︑我等は之を見て︑

十ニー78︹図

ある日友吉と音次郎の二人が ︽iスル︾

なことはいたしません︒﹂

五458

お寺では﹁︿略﹀︒﹂といって︑

よそからかへって來る道で︑︿略﹀︒
六451

うちへかへしました︒父はしかたな

白帆を送る

三つ四つ五つうち連れて︑

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

だけのちがひだ︒

足︑たゴつめがわれてるるとみない

五788園

だけのちがひだ︒

足︑たゴつめがわれてるるとみない

五788圏

よつあし ﹇四足﹈︵名︶2 四つ足

夕風に︑聲程近し︑三井のかね︒

矢走をさして凍り行く

やばせ

八616図圏

其の時分までよそへ奉公に行 よつ ﹇四﹈︵名︶1 四つ

しに又よそへほうこうに出しました︒

八342

谷

吉野の杉よ︑

つて居った若いむすこが︑今では其

﹁我え元

花をよそにて︑霧深き

十122図圏園

櫻木の

間ユ立ちき︒﹂

よそほひ

攣るよそほひ

頭に巻ける印度

赤き帽子のトルコ人︑長

﹇装﹈︵名︶1

九518図圏

よそおい

き白布くるくと

人︑所愛れば様々に

よっきゃく

た︒

四日目の正午頃︑大風吹起

四日目の朝︑大乗は何心な

﹇浴客﹈︵名︶4 浴客

び馬をひいて來て︑天球﹀︒﹂といつ

く外を眺めてみると︑前の馬主が再

十一494

りて︑砂煙は天をおほへり︒

﹁事の成否は今より豫 九462図

よっか﹇▽ごがつよっか・にがつよっか

十二278図園

吸ひてわらべとふりにけり︒よそく・す ﹇予測﹈︵サ変︶1 豫測す

く略V︑千里寄せくる海 面白や︒

寄せく

十二伽9重三尚高き學びの高嶺

︽ーヂ︾

障子に身を寄せて︑様々に姿を攣へ

十一7210図

︿略﹀︑行きてうかゴへば︑ の後をついで︑︿略﹀︒

る雲霞の敵兵に︑行方も知らず落ち

かさぎ
十885図圏 笠置の山の行在所︑寄す

に思をよせて︑ひとり自らなぐさめ

しや︒
七54図 正成職死シテ後ハ︑︿略﹀︑

タマヘリ︒

天皇ハ吉野山ノカリノ皇居ニウツリ

十一13図圏 吉野山霞の奥は知らね
ども︑見ゆる限りは櫻なりけ望︒
吉野山の光景まのあたり見るが如し︒

十一15図 全山花の雲に包まれたる

よ・ず

十一21図魍 七三えくとば一のを花
試吉野山︒

本の外︑到る虜櫻樹あらざるなし︒

十一46図吉野山は口・中・奥の千

︽ークル︾

十一54図圏 歌書よりも軍書にかな よせ︒く
し吉野山︒

の氣を

十﹇219図圃

︽1

よっかめ ﹇四日目﹈︵名︶2 四日目

寄せる

︽ース︾

﹇寄﹈︵下一︶1

セ︾←せめよせる・ひきよせる

よ・せる

十二9410図 景公よりて魯と好を結ば

よしみ ﹇誼﹈︵名︶1 好
んが爲に魯公と倉見す︒
よしみず ﹇吉水﹈︵名︶1 よし水

﹇余所行﹈︵名︶1

でたりと知れ︒

よそゆき

まじめになり過ぎましたので︑にい

八108團私もみんなと一しょの分は

よそ行

しのあがるを見ば︑幸にして城を出

馬主は︿略﹀︑馬の耳に口 測すべからず︑若し向ひの山にのろ
を寄せて︑何事か話してみるかと思

十一31図囲花ユねてよしや吉野の．十﹁478
よし水主 まくらのもとユ石走る音︒

出した︒
よそ

ふと︑ひらりと飛乗って一散にかけ

吉水神社

﹇余所﹈︵名︶7

三25サクラノ木ハ︑ヨソノ

ヨソ

よしみずじんじゃ ﹇吉水神社﹈︵名︶3

は後醍醐天皇の行宮の跡なり︒

こだいご

十一28図 藏王堂の東なる吉水神社 よそ

よっつ一よびとめる

754

なし︒

﹇夜露﹈︵名︶1夜つゆ
ならぶすげがさ涼しいこゑ

︿略﹀︒かへる道々あと見かへれば︑

で︑歌ひながらにうゑゆくさなへ︒

七107圏

よつゆ

九399図 ︿略﹀箱根七湯ハ︑開ケ行
ク明治ノ御代ト共二善くサカエテ︑
浴客湿気其ノ数ヲ加フ︒

ク集レル今ノ箱根七湯モ︑遠キ昔ハ
葉末々々に夜つゆが光る︒
ヨド

九411図 ︿略﹀箱根騨モ︑浴客ノ多
共二恐ロシキ噴火山ナリシナリ︒

ヨド

諸子ハ数多アル我が軍艦
ト

ネ

通報艦ハ︿略﹀︒最上・

﹇四度﹈︵名︶1

四度

舞が桑の葉を食ふのは︑︿略﹀︑

よな

︵名︶1

よな
こ

つ

マタ三番茶・四番茶マデモツ

ムコトガアリマスガ︑ソンナニツム

五333

ト︑茶ノ木ノタメニ有気クナイサウ

阿蘇山の蕾噴火口は

デス︒

十一一419図

盛に水蒸室とよなと食する火山灰と

高浜ルハヨロコンデ︑友ダ

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

四76一

ビアツメル ︽ーメ︾

よぴあっ・める ﹇呼集﹈︵下一︶一 ヨ

︿略﹀︒︿略﹀︒内に二箇の隠忍ありて︑

を噴出す︒

夜長

あきの夜長を鳴き通す︑あ

﹇夜長﹈︵名︶3

よなかnvまよなか
よなが

＼︑おもしろい轟のこゑ︒

五616圃

れば︑呼出して召使ひたり︒

儀に告ぐるに︑正儀は情深き武士な

に連鋪り︑様々に勢りて︑かくと正

十一439図忠元あはれみて︑己が家

︽ーシ︾

よびいだ・す ﹇呼出﹈︵四︶1 呼出す

五627圏秋の夜長を鳴き通す︑あ﹂︑

夜中頃

秋の夜長には衣打つきぬた

おもしろい塁のこゑ︒

十一川4

四人

うれし︑この松の根もと

まびこにひゴく二心︒

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒や

八94図翻

よびこえ ﹇呼声﹈︵名︶1 呼聲

﹁朝ね程損なものはない︒

で︑まだねてみた妻を呼起して︑

八256 ︿略﹀︑すぐ家の中へかけこん

︽ーシ︾

二十七日の夜中頃よりよびおこ・す ﹇呼起﹈︵五︶1 呼起す

﹇夜中頃﹈︵名︶1

の音が戸々相講じて聞える︒
よなかごろ

九726國圏

追々増水︑二十八日は終日大暴風雨
よど

世ニモ

﹇四人﹈︵名︶2

コ人二人三人四人五

世ノ中

五238

ました︒

やく人は二人をよび出して︑

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四798よしつねは﹁それをよ

︽ーシ︾

死者四人︑傷者四五十人 よびだ・す ﹇呼出﹈︵五︶2 よび出す
﹇社中﹈︵名︶1

タチノ仲間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方

﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑ドウモ君

七463圏西洋紙が日本紙二向ツテ︑

よのなか

もこれあり候︒

九752圓團

人︑やつばり五人です︒﹂

四73圏

よにん

キ兵書ナリ︒

十246図受ケテ見レバ︑世ニモ得難

﹇世﹈︵副︶1

にて︑︿略﹀︒

よど

く略V︑湖水より出つる瀬田

よにも

その間に一日か二日つつ眠ることが
ヨド

淀

四度ある︒

七318

よど

淀・千早・龍田等ハ之二属ス︒

十一343図

・最上・淀等アリ︒

モガミ

川ノ名ヲ附シタルモノニ隅田・利根

スミダ

ノ名ヲ知レルナルベシ︒︿略﹀︒︿略﹀︑

十一303図

十739図心後に次ぎて早く世に知ら よど ﹇淀﹈︵名︶2 淀 淀
れたるは有馬の温泉にして︑京都・
大阪に近ければ︑浴客多く集り︑す
こぶる繁榮せり︒

て︑暑をさくるによろしければ︑夏

十753図 此の地も亦夏甚だ涼しくし
時浴客あふる＼ばかりなり︒

よっつ ﹇四﹈︵名︶2 四ツ←みっつ
よっつ

四ツ揃ツテ︑十字形ニナツテヰル︒

九88 菜や大根ノ花ヲ見ルト︑辮ガ
九418図

淀川

淀川ハイクスヂニモ分レテ

ヨド
市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ

﹇淀川﹈︹地名︺3

淀川

ち

ヨドム

て︑大阪に至りて海に注ぐ︒
﹇淀﹈︵四︶一

く略V︑カ・リテハタキトナ

︽

川は下流宇治川となり︑淀川となり

う

十26図

海ニソ・グ︒

六814図

フ︒

六814図

川

噴火一タン止ミテ後︑其ノ よどがわ

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ
リ︒

よっつとや ﹇四﹈︵感︶1 四つとや

六834図圏 四つとや︑善き事たがひ

よつぼど

にす．＼めあひ︑ 悪 し き を い さ め よ ︑
友と友︑人と人︒

﹇余程﹈︵副︶1

五762 ひよどりこえはしろの北の方

よっぽど

よど・む

九427口︒凶

ミ︾

その釜を前において取りしらべまし

四つ目

ガヨケイニ用ヒラレルヤウニナツタ

﹇四目﹈︵名︶1

にあって︑よつぼどけはしい所であ
る︒

リ︑ヨドミテハフチトナリ︑又切レ

よつめ

七453図圏 二つどもゑに三つどもゑ︑

ヨビ

た︒

よびと・める ﹇呼止﹈︵下一︶一

カト思フ︒

四番茶

テハ急流トナリ︑遂二今日ノ如キ美

﹇四番茶﹈︵名︶1

シキ景色トナリシナリ︒

よばんちゃ

の氏の名多ければ︑紋の粛々かぎり

三つ星・四つ目・九曜星︑︿略﹀︑家

755
よぶ一よみかぬ

五703

︽ーメ︾

トメル

見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ

﹁松村さん︑郵便︒﹂とよび

て︑配達夫は入口に立ちたり︒

七504図

ります︒﹂と答へました︒

と︑﹁藤吉郎秀吉こ＼にひかへて居

﹁誰も居らぬか︒﹂とよびます

ヤラ︑ニギヤカナコトデアル︒

ラ︑フエ・タイコデハヤシタテル音
六468

よぶ

︽ ー バ・ービ・ーブ・ーベ・

ヨブ

四383 アル日タヒヒラメサバ
タコナドガオヨイデヰルト︑
サザエが岩ノカゲカラヨビト

呼ぶ

﹇ 呼 ﹈ ︵ 四 ・五︶23

メテ︑︿略＞Q

呼ブ

よ・ぶ

ーン︾﹇▽あいよぶ

乳母ガ﹁早ク︑早

答もない︒
聲を限りに﹁ピエールよ︑

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑方々

十一585

を尋ねて︑やうくさがし當てたが︑
︿略﹀︒

と︑實も大きく︑味もよほどよろし

初は近所の人にもうらやまれ

うございます︒

八195

る程の身代でしたが︑︿略V︑五六年

昨朝あたりから熱がずっと

の中によほど財産を減らしました︒

た︒併し老病の事故︑よほど大事に

下って︑︿略﹀︑一先安心いたしまし

︿略﹀︑ほうくと呼ぶ聲 八675国

を聞く内に︑舟は早くも目前にせま

十一801図
り詣る︒

︿略V︒

光にはげまされて︑鵜は盛に活動し︑

ハ鯨程ノ金高トナリテ︑︿略﹀︒

モ積立ツル時ハ︑五年・十年ノ後ニ

あさんをよんで下さい︒﹂といふ︒

十ニー36

十二791図

︿略﹀︑朝の二時頃﹁陸﹂

バンギ
上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑︿略﹀︒

づ

さてかりに印刷して︑護合せ

︽ーセ︾

︽ーデ︾

でさせ給へる御製にも︑︿略﹀︒

はす御かたはら︑折にふれてよみ出

十一一17図

陛下が萬機の政をみそな

よみい・ず ﹇読出﹈︵下二︶1 よみ出

活字を抜きかへて植直す︒

て見て︑誤があれば︑幾度でも其の

十1910

合せる

船ヲ組立テルニハ︑船皇ノ よみあわ・せる ﹇読合﹈︵下一︶1 讃

に︑まつ見つけつと高く呼ぶ聲︒や
︿略﹀︑熊吉に水を吐かせるや

﹇予報﹈︵名︶1 豫報5ぜん

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

よほう

う・てんきよほう・てんきよほうおよ

こくてんきょほう・ちほうてんきょほ

行く︒見張人がマストの上から北の

びぼうふううけいほう

一隻の捕鯨船が︿略﹀進んで

方を指ざして聲高く呼んだ︒﹁プ

よみかき ﹇読書﹈︵名︶2 讃み書き

あいぬの︿略﹀︒彼等は元

るに至り︑︿略﹀︒

讃み書き・計算をもなし得るものあ

十825図 ︿略﹀︑今は内地人と同じく︑

ぼしかりしが︑︿略﹀︒

は拒み書きも知らず︑算敷の考もと

十824図

地方天蚕急報といふ︒是等の唐門は

︿略︶︒

飴程

もとからある分にくらべる

十一163図

ぬ ︽ーネ︾

翌朝警固の武士ども之を

よみか・ぬ ﹇読兼﹈︵下二︶1 痛みか

又新聞は二十匁までが五厘︑

﹇余程﹈︵副︶5

七533園

よほど

所等の前に掲示せらる＼を以て︑

氣象塁・測候所を始め︑官財・諸役

︿略﹀︑其の地方の天雷を豫貢するを

之を全二天無二報といふ︒

十一一176図

生残れる水夫は破れたる船
腔にすがり︑︿略﹀聲を限りに救を

十686図

ロー︑く︑く︒﹂

十641

へのさわぎである︒

ら︑尋者を呼びに走るやら︑上を下

九857

まびこにひ〜く呼聲︒

八93図圃うれし︑この松の根もと

一243 オヤドリガココココトヨ 七507圏 お花は﹁はい︒﹂と答へて 十一8010図 ふなばたを打つ音︑ほう しなければならぬと存じます︒
九762図 一日二一鏡・二銭ヅツニテ
くと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこの
ンデヰマス︒ヒヨコガピヨピヨ
受取らんとせしが︑配達夫は﹁おか
ピヨトナイテヰマス︒
オヂイサンバ︿略﹀︑﹁ハナ

サカヂヂイ︑ハナサカヂヂイ︑カレ

一一604

木ニハナヲサカセマセゥ︒﹂ト
ヨンデアルキマシタ︒

デナサイ︒﹂トヨバレテモ︑﹁ハ

三538 ﹁モウゴハンダカラ︑オイ
イ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ナカ

アル

ナカスグニ ハ行キマセン︒

三55一
ク︒﹂トヨンダノニ︑イツモノ
ニハキマセンデシタ︒

トホリ︑﹁︿略VQ﹂トイツテ︑スグ

きつきて︑息も絶えぐに救を呼べ
り〇

神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑

これもたゴの手紙などよりはよほど

書物や窺眞の類は三十匁まで二鏡で︑

七672国

安いのです︒

二二近ヅキ來リテ食ヲ求ムルモ愛ラ

﹁ピエールよ︑少年鼓手
よ︒﹂と聲を揃へて呼んだが︑何の

十一557

シ︒

十961図

よほど

四757園 オチヨサンヤオマツサ 呼べり︒
十695図 水夫等はなほほばしらに抱
ンヲヨンデ來テ︑オアソビナサ
イ︒﹂

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四797囹よしつねは﹁それをよ
ました︒

五191 ﹁おはなや︑用があるから︑
ちよつとお出で︒﹂と︑母はだいど
ころからよびました︒

よむ一より

756

見つけて︑何事を如何なる者の書き

﹇詠﹈︵四︶ 4

ヨム

よむ

︽一

たるかと︑讃みかねて上聞に達した
り︒

よ・む
メ︾

九793図 是は菅原道眞が︿略﹀︑庭

ミ・

セ

の梅に別ををしみてよめる歌なり︒
イ

日九重ににほひぬるかな︒ト︑伊勢

アリ

と︑︿略﹀︒と書いてあります︒

之ヲ讃ミ︑遂二兵法ヲ余得シタリ︒

讃

八25図

その神勅によりて︑代々の

代々の天皇の御勤に即かせ

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

が︑︿略﹀︒

上るや石のきざえしの︑

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

九13図

つぎ給ふ︒

左に高き大銀杏︑問はばや︑遠き

いてふ

十二251図圃

世々の跡︒

サテ最後二精紡機二移シ

より ﹇四里﹈︵名︶1 四里

マキトラシム︒

テ︑︿略V︑更ニヨリヲカケ︑ツムニ

十一861図

テ綜ノ形二近ヅカシム︒

十﹁859図 ︿略﹀︑次第ニ因りヲカケ

より ﹇繕﹈︵名︶2 ヨリ

より ﹇寄﹈n▽としより

保己一ハ︿略﹀︑人二書物 十﹇6810図我等の周圏には讃むべき
書多く︑學ぶべき物多く︑成すべき

七231図
ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑一心二勉
事限りなし︒

ボーロの

郡長岡左ノ祝文ヲ讃ンダ︒

て思へらく︑︿略﹀︒

﹇嫁菜﹈︵名︶一

タンポ・・日送ナナドハーリ

︽ーメ︾

﹇読﹈︵下一︶2

テ咲イテヰルノデアル︒

メル

よ・める

八12図

夜もすがら

代々の天皇は皇大神宮をた
ふとびたまふこときはめてあつく︑
︿略﹀︒

︵格助︶謝

り︑︿略﹀︒

ヨリ

より←からふ

とよりたいわんへ・たいわんよりから

より

﹁︐おれよりちからのつ

くものか︒それよりはやねの

ふりまはしたって︑どうしてとど

三468医そんなところでさをを

います︒

三248 うまは牛よりよわいけれ
ども︑はしることがはやうござ

のドリル︺

よい人はあるまい︒﹂︹ひらがな

三164園

く略V︑前の如く夜もすが ふとへ・もとより

﹇夜﹈︵副︶1

十一735図

よもすがら

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

七226図目ハ見ユレドモ︑字ノ護メ

四462 皆さんはとけいにかいて
十
二407図 阿蘇山の藷噴火口は南北
ある字がよめますか︒
の長径六里︑東西の気楽四里にわた

よめる

ノ上二︑タクサンノ小サナ花が集ツ

ン咲ノ様二見エルガ︑實ハーツノ董

九102

ヨメナ

の旅行記によりて製したる地圖を得

日本に關する記事を讃み︑又ボーロ

十二751図︿略﹀マルコ

十二354

強セシカバ︑︿略﹀︒

ヤガテ同志ノ一人御前二進

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワ

八527図
ナ・キ聲フルフ︒
たかち ほ

アリは︿略﹀︑父の手紙を

我々は毎日本を黒んで色々な
歪んでみる間は中に書いてあ

よめな

大尉は之を讃んで︑思はずも よめ﹇▽およめ

嘉したり︒

十158図

︿略﹀︒

る事ばかりを一心に考へてるるから︑

十183

事を畳える︒

十181

に之をそらんじ︑︿略﹀︒

く︑兄の書を讃むを聞きみて︑直ち

紫式部は幼き頃より物覧よ

済みて心勇み︑︿略﹀︑隊商と共に出

九453図

涙を落し︑︿略﹀︒

九222

女手の手紙を讃みながら泣いてみた︒

十955図 古の奈良の都の八重櫻︑今 九18！0 ︿略﹀軍艦高白蛇の一水兵が

ロ

大輔ノヨミシ其ノ奈良櫻ノ名残ヲ

タイ フ

ア ベノナカ マ

トぐメタリ︒

テ︑︿略﹀︑天の 尻 ふ り さ け 見 れ ば ︑

十967図 昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ
春日なる 三笠の山に出でし月かも︒
キノツラユキ

トヨメルコト人ノヨク知ル所ナリ︒

十998図 紀貫之ガ 人はいさ心も知

護ム

ける︒トヨミタリトイフ梅ノ木山此

らず︑故里は 花ぞ昔の香ににほひ

ヨム

︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾﹇▽およ

﹇ 読 ﹈ ︵ 四 ・五︶19

ノ廊ノ霞石ハラニアリ︒
よ・む

む

讃む

カイテ

二496 コレニハ︿略﹀︑ハナサカヂ 十187 たくさんの本を讃んだ學問の
ガ

ら寝ねずして︑明日はかく董がかん

オ ハ ナシ

深い人でも︑筆をとる前には十分に

ノ

よもやま

ヂイ

﹇四方山﹈︵名︶1

などひとり言いひ居たり︒

松を火にたくみうりのそば
で︑夜はよもやま話がはずむ︒

七118蟹

︿略﹀︑我我の讃む様なものに よもやま

其の考を練らなければならぬ︒

ない︒

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

十1810

マス︒コレカライツシヨニヨン
デミマセウ︒

三35 ハルノアタタカイ日二︑
マサヲが本ヲヨンデヰマシタ︒

キ兵書ナリ︒農大イニ喜ビテ︑朝夕

十247図受ケテ見レバ︑世ニモ得難

を蝕みながら︑活字を拾って並べる︒

五633囲 ﹁ねえさんの所からお手紙 十196 活版所では︑活字拾ひがそれ よよ ﹇世世﹈︵名︶4 代々 世々

が來てるます︒讃んでごらんなさ
い︒﹂

五635 おちよは取上げて讃んで見る

757
より
より

上へあがってはたけ︒﹂
︿略﹀︒

リモスコシ高イカラ︑クスリユ
ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑ソレヨ

四225囹小サイネエサンバ私ヨ 六268園 ﹁ナルポド銅ハタクサンア
リモツトタクサンアツテ︑モツト役

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

父より

太

六278園今デハ鐵ハ鏡ノ仲間ニ脚下

二立ツモノハ鐵デセウ︒

ビデス︒

四517海船ヰ上面ヨリモ︑今
ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
ス︒

十二月十六日

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

六415囲

七49図

正行大イニカンジテ︑コレ

ヨリ後寮父ト母トノ教ヲ守りテ︑一
日モワスル・コトナカリキ︒

花々シク戦ヒテ︑︿略﹀︒

七85図正行ハソレヨリ戦場二日ヒ︑
﹁︿略V︑ドウモ二重チノ仲

間ヨリモ︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイ

七464園

﹁手紙はく略V︑四匁より少

ニ用ヒラレルヤウニナツタカト思フ︒

七515園

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

ヲアビマシタガ︑マヘヨリモ

四581白ウサギハスグ海ノ水
お花どの

せん︒

七532囹

ニ

櫻が岡ヨリ見下セバ︑見ユ
仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ

ワウ

力ヘリ道二坂ノ上ヨリ見下
セバ︑︿略﹀︑人家ナラザルハナシ︒
シバ

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ

一番大キイガ︑鯨ニクラベルト︑大

七743

のきよりおつる雨だれの

人ト赤子ヨリモ︑モツトチガフ︒

七783図圏

たえず休まず打つ時は︑石にも穴

をうがつなり︒

のは︑．何よりもうれしうございます︒

七812園 ︿略﹀︑皆さんにお話をする

七919図︿略﹀︑敵ノ砲皇ヨリハ砲丸

お

これより少し進めば︑︿略﹀

ヲアビセカクルコトイヨく盛ナリ︒

伯母より

︿略﹀エンニ上リテ︑南ノ

十一月八日

老木枝をまじへて︑高く天をつく︒

八52図

八134國

はなさま

ロヨリ入ラントスレバ︑其ノ戸ハタ

八289図

ト閉ヅ︒

スレバ︑其ノ戸マタ同書ト閉ヂテ︑

八291図驚キテ西ノロヨリ入ラント

︿略﹀︒

ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

八297図数日ノ後︑川成ヨリ﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒

八398図︿略﹀︑山ヨリ木ヲ切出シ︑

マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑

外國ニテ星明セラレタルモノナリ︒

八404図

八406図 ︿略﹀︑明治八年ヨリ内地ニ

明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ
ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

今ヨリ千二百年ノ昔︑皇

八504図鎌足早クヨリ其ノ人トナリ

極天皇ノ御代︑︿略﹀︒

ギョク

八497図

テモ之ヲ製造スルニイタレリ︒
クワウ
りもト
ノさし︒
七616図 昔より﹁犬は三日かへば︑

大なるは小馬の如く︑小なるは猫よ

七598図犬の種類はすこぶる多し︒

七594図

七59β図

拝シ︑ソレヨリ水族館ヲ見ル︒

七566図

ルカギリハ皆人家ナリ︒

七552図

ニテ上野公園二着ク︒

タル︒︿略﹀︒ソレヨリニ十分アマリ

七545図十五分ホドニテ日本橋ニイ

などよりはよほど安いのです︒

十匁まで二鏡で︑これもたゴの手紙

︿略﹀︑書物や窮眞の類は三

に︑差出人が三鏡しかはっておきま

この手紙は四匁より重いの

手をはらなければなりません︒

塩ハ山ヨリモ出ヅレドモ︑

砂糖ハ種々ノモノヨリトレ

そこか
材木ヲ山ヨリキリ出スモノ
秀吉コ・下城ヲキヅキシヨ

七517圏

病ハロヨリ入ル︒

郎どの
六431

カヘツテイタクナツテ︑ナホナホ
クルシンデヰマシタ︒

シ︒

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

六547図

ワが國ニチハ海ノ水曜リツクル︒

六547図

四614園 アナタハノチニハ︑キ 六546図塩山山ヨりモ出ヅレドモ︑
ツト兄サマガタヨリモ︑オエラ
ワが國ニチハ海ノ水影リツクル︒
クオナリニナリマス︒﹂
五585 石炭ノ火ノカバ木炭ヨリモズ
ッ ト ッ ヨ イ ノ デ ︑ ︿略V︒

五642国 九月十三日 あねより お
ちよさま

るといふ︒

六852図圃八つとや︑病は口より入

レリ︒

リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ

六806図

ヒデヨシ

ハソマナリ︒

六688図

こ＼かとさがすうち︑︿略﹀︒

おふみはいそぎ道ばたを

営ません︒﹂それを聞くより妹の

六627團﹁︿略﹀︑さがすことさへ出

シ︒

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

五677 子ドモハフダンヨリハ美シイ 六548図砂糖ハ種々ノモノヨリトレ
着物ヲ着テアソンデヰル︒

六71図 三月ノ初ヨリ五月ノ終マデ
ハ春ナリ︒

六72図 六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ
ハ夏ナリ︒

六74図九月ノ初ヨリ十一月ノ終マ
デハ秋ナリ︒

個月ノ終マデ店開ナリ︒

六75図十二月ノ初ヨリアクル年ノ
六183図 カネ尺バクヂラ尺ヨリ少シ
ミジカク︑︿略﹀︒

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

六257圏 銅ハソレニヒキカヘテ︑金

より一より
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給ひしに︑︿略﹀︑東國ことぐく平
あふみ
ぎたり︒尊これより引返して近江の

ヨーロッパよりシベリヤ鐵
賊を討ち給ひしが︑︿略﹀︒

八793図
道にて東方へ向はば︑二週間あまり

ヲシタヒ奉り︑︿略﹀︒

にして日本に蹄着することを得べし︒

イン

パ

ト

ネ

ダケ

︿略﹀利根岳ヨリ嚢スル

ヌマ

鬼怒川ノ落合フ所ヨリ少シ
︿略﹀船戸アリ︒コ・ヨリ
く略V︑東京ヨリ江戸川ヲサ

が

本流ハ︿略﹀︒下総ノ手賀

路ニシテ︑︿略V︒

グ︒

九242図

義務あり︒

本流ハ︿略﹀︒︿略﹀︑常陸

砲兵は大砲を以て遠方より

十歳までの間︑何れも兵役に服する

︿略﹀︑男子は十七歳より四

ノ霞浦・北浦ノ水ハ北ヨリ之旧注

カスミガウラ

九1610図

二注ギ︑︿略﹀︒

沼・印旛沼・長沼等ノ水ハ南ヨリ之

ヌマ

九169図

テ

カノボリテ利根川二通ズル汽船ノ通

九166図

江戸川二通ズル運河ハ︑亦略V︒

九165図

ク下流ニアタリテ船戸アリ︒

九164図

橋市ノ西ヲ過グ︒

リ南流シテ吾妻川ヲ合セ︑︿略﹀︑前

九1410図 ︿略﹀︑沼田町二至ル︒是ヨ
アガツマ

︿略﹀︒

シタガヒテ︑敷多ノ小流ヲ葡萄︑

サ・ヤカナル細谷川ハ︑流レ下ルニ

九148図

東太郎ノ名アリ︒

ヨーロッパより船にて日本 九147園

ハ此ノ皇子ライタぐキ奉ルヨリ他二

八796図
︿略﹀︑北半球は南半球より

へ蹄るには︑︿略﹀︒

八811図
︿略﹀︑中佐ノイキハトウトウ

も陸地多し︒

八911
其ノ日ノタ方二絶エタ︒コレヨリ先︑

中佐ハ自分ノ馬丁二言付ケテ︑
名古屋城は今より凡そ三百

﹁︿略﹀︒﹂トイツタガ︑︿略﹀︒

八936図
とくがはいへやす

年前︑徳川家康が諸大名に課して造
らしめたる名城にして︑︿略﹀︒

︿略﹀︒︿略﹀︑遠く数里の外よりも望

み見ることを得べし︒

名古屋は︿略﹀︒︿略﹀︑早

名古屋は︿略﹀︒︿略﹀︑鐵

くより東海道一の大都會なりしが︑

八952図

︿略V︒

八953図

︿略﹀第一師團より第十八

方より兵糧・揮藥等を運ぶ︒

五月五日二︿略﹀︑男子ノ

師團に至る十八箇師團︑︿略﹀︒

九2610図

九477霊園

靖國神社ノ秋ノ大祭一十一

︿略﹀關所アリテ︑日暮ヨ

若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ

或時旅行先より手紙を送り

﹁若し明日中に水のある

て︑︿略Vと言ひっかはしたり︒

九4410図

れ居り候︒

四五日前より起きて翼の世話をなさ

九433濫立姉上も最早御全快にて︑

カラズ︒

流レ落チタル水ノカバハカリ知ルベ

九425貫く略V︑此ノ大ナル湖水ヨリ

レテ︑下戸カタマリタルガ︑︿略﹀︒

ソレヨリ噴出シタル物ノ四方ニナダ

九416図︿略﹀大ナル噴火ロニシテ︑

箱根山ヲ見下サバ︑︿略﹀︒

九413図

アルヲ知ラズヤ︒

ノ轄攣ハ更二是ヨリモ甚ダシキモノ

ダシキニ驚クナランQ然レドモ自然

九409図︿略﹀︑世ノ轄攣ノ如何二甚

バ︑︿略﹀︒

リ後山一切旅人ノ通行ヲ差止メタレ

九391図

月五日ヨリ行ハル︒

九2910図

風習ナリ︒

福運ヲイノルコト︑我が侠気ヨリノ

利根川ハ︿略﹀︑古ヨリ坂 九27Z図

八505図 鎌足︿略﹀︑大事ヲ成スニ
道 ナ シ ト 思 ヒ シ ガ︑︿略﹀︒

八514図 鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ
キテ皇子ニサ・ゲシニ︑皇子モマタ
ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒コ
レヨリ鎌足︑皇子ト親シミ奉ルコト
︿略﹀︑天皇重ク用ヒテ大臣

ヲ得テ︑︿略﹀︒

八545図

トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒藤原
氏ノ一門コレヨリナガクサ青肌タリ︒

よりも早いので︑︿略﹀︒

八563 駝鳥はく略V︒走ることは馬

良の高ねの暮の雪 ︒

コリ

八607図圏春より先に咲く花は︑地 八944図 名高き金のしゃちほこは
八701図園 我等一同申し合せて︑今
日より働くことを止むぺければ︑左
右 心 得 ら れ た し ︒﹂

﹁︿略V︒﹂とて︑これより後

道の開通せしょり︑商工業の獲達著

は耳は食事の知らせを聞きても知ら

八703図

ぬ風をし︑︿略﹀ ︑ 足 は 食 堂 へ 行 く こ

天照大神︑八腿鏡・八坂

やさか

しく︑︿略﹀︒
やたのかがみ

とを止めたり︒

尊こ＼において天叢雲劔を

九249図

し︒﹂

胃の中の水を飲むより外なかるべ
ちょう

所に着かずば︑驕駝を殺して︑其の
し

又別に輻重兵ありて︑後

敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし

九254図

これより此の劔の名を改めて草薙劔

尊はなほも進みで北に向ひ

む︒

九64図

と申す︒

抜きて︑草を薙彿ひ給ふに︑︿略﹀︒

九61図

れり︒

かば︑これより三種の神器の一とな

理曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし

にのまがたま

八724図画 今より後はたがひに親密 九45図
に暮すべし︒

八752図此ノ外目・鼻・耳ノ形ヨリ︑
尾ノ長ク︑ヒデノ太キマデ︑相似タ
ル嬉野ダ多シ︒

八768図 こ＼より汽船に乗りて︑ふ
た ＼ び 東 へ 進 め ば︑︿略﹀︒

フランスは︿略﹀︒早くより

工藝・美術の畿達したる國なり︒

八782図
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より
より

九482図︿略﹀︑さては此のま＼にて
は過されじと︑︿略V︑そこより逃れ
出でたり︒

九492図 か㌧る間に︑又向ふより一
組 の 隊 商 到 着 せ し が︑︿略﹀︒

九526図圏車夫のかぶるは形より
まんぢゆう笠の名もをかし︒

九538図書鮎苗キ所ニヒソミ︑日暮
ヨリ出デテ飛ブカウモリハ暗黒色ニ
シテ︑︿略﹀︒

九545図 ︿略﹀敵ニオソハル・ウレ
へ少ク︑我ヨリ敵ヲオソフニハ便ナ
リ︒

知りし騨長ありて︑道眞の今の身の

宮人の

我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ

上を深く悲しみしに︑︿略﹀︒

九911図
みすのうちより

リ篤行スルモノニシテ︑︿略﹀︒

九923図圃
いく野の道

遠ければ︑ふみ見ずといひし

袖引止めて︑大江山
の
言の葉は︑︿略﹀︒

べう

炭・薪・材木等の森林より

らの形を存せり︒

十87図

良此ノ度コソハト︑夜半ヨ

今ヨリ後五日目ノ朝再ビ

紫式部は幼き頃より物覧よ

出つることは何人も知れる所なり︒

く︑︿略﹀︒

十157図
十237学園
來ルベシ︒﹂

十242図

︿略﹀︒

十3010図

十318図

二人が之ヲヒロメントセシ

ウエジニ

ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

ハレミ︑之ヲ救ハントズル義心ヨリ

起レリ︒

十321図 ︿略﹀︑或時旅檜ヨリ此ノ芋

ノ話ヲ聞キテ︑大イニ喜ビ︑︿略﹀︒

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑︿略﹀︒

十322図︿略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

十324図︿略﹀︑之ヲ試植セシニ︑

ロガリ︑是ヨリ後ハ︿略﹀︑國面一

︿略﹀︑敷年ナラズシテ石見一國ニヒ

人ノ餓死スルモノナキニ至レリ︒

です︒

りっぱな人の手紙よりも︑

明治九年頃ヨリモツパラ花

︿略﹀︑翌年英國ヨリ註文ア

莚ノ改良二志シ︑︿略V︒

十426図

です︒

何よりも︑本人の行がたしかな保工

十379囹

りつばな人の手紙よりも︑

何よりも︑本人の行がたしかな保謹

十378園

リハ少シ後ノ人ナリ︒

辞啓︑いよく來月一日 十3210図 昆陽ハ︿略﹀︑平左衛門ヨ

︿略﹀︑此ノ芋ノ次第二西方
原産地ハアメリカニシテ︑

︿略﹀︑琉球ヨリ曲金︸摩二丈バ

曲線は直線よりもやはらか

ぷだう

︿略﹀︑實の名より取れる

かき

墨色・柿色・葡萄色・小豆色︑

だいく

十489図

梅色・藤色・重事︑︿略V︒

十488図花の名より取れる桃色・紅

なる感畳を與ふるを以て︑︿略﹀︒

十458図

ノ諸思出リモ心々註文ヲ受ケ︑︿略﹀︒

十4310図 ︿略﹀︑ドイツ・アメリカ等

リシヲ始トシ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑アメリカヨリルソン 十439図
ン ナ

アメリカヨリルソンニ傳バリ︑︿略﹀︒

十309図

ヨリ傳來セシコトヲ知ルベシ︒

十308図

居り候間︑︿略﹀︒

も御仲間入致し度と今より相宣しみ

十2610國國

︿略﹀︑私も明年は是非と

より御入螢︑軍務に服せられ候事︑

十264圏団

ノ書ヲ與ヘテ去レリ︒

出シテイフヤウ︑﹁︿略V︒﹂トテ︑其

リ起キテ橋上二至レバ︑︿略﹀︒
九951図︿略﹀︑舞殿の後に本殿あり︑
いへみつ
十243図 フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取
︿略﹀︒是より西南にあたりて︑家光
の廟あり︑︿略﹀︒

たいわん

九954図天然の美は更に人工の美よ
りも勝れたり︒

山なり︒︿略﹀︑富士山より高きこと

九553図保護色ノ攣ズルハスデニ面 十14図 日本一の高山は皇湾の新高
白キコトナリ︒ソレヨリモナホ面白

十17図 昔より富士は日本一の高山

と構せられしが︑︿略﹀︒

十15図 昔より富士は日本一の高山

凡そ一千尺なり︒

似ルモノノアルコトナリ︒

キハ︑︿略﹀︑形サ へ 其 ノ 周 園 ノ 物 二

﹁病は口より入る︒﹂つ＼し

むべきは飲食なり︒

九581図

は

領土となりしょり︑富士は第二位に
び

と構せられしが︑︿略﹀︑磁極の我が

あふみ

追々増水︑二十八日は終日大暴風雨

落ちたり︒

九726圓国 二十七日の夜中頃より
にて︑︿略V︒

日本一の湖水は近江の琵琶

︿略﹀︑支那ヨリ琉球︑琉球

ニ傳バリ︑ルソンヨリ支那二入リシ

図

︿略V︒

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十312図此ノ芋ノ始メテ琉球二傳ハ

リ︑︿略V︒

十30

ヨリ薩摩二傳バリ︑︿略﹀︒

十3010図

ガ︑︿略﹀︒

よど

︿略﹀︑湖水より出つる瀬田

湖にして︑︿略V︒いっこより見ても

ち

︿略﹀︑其の全景を見ること能はず︒

九776図 く略V︑貯蓄銀行ニチハ五圓 十23図
ヨリ少キ金ニチモ預カル︒

九783図 サレバ平生ノ牧入中ヨリ成

う

十25図

川は下流宇治川となり︑淀川となり

ルベク無用ノ入費ヲハブキテ︑一鑓
・二鏡ヅツニテモ貯ヘンコトヲ心ガ

ゑち

て︑︿略﹀︒

信濃の東南部より嚢し︑越

クベシ︒

にひがた

一千二百年以前のものにて︑昔なが

十43図然るに此の寺は今より凡そ

後の新潟に至りて海に入る︒

ご

九7810図 是は菅原道眞が右大臣とい 十28図
つくし

ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅
立 た ん と す る 時 ︑ ︿略﹀︒

九799図 筑紫へ下る道に︑昔より相

より一より
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︿略﹀︒

十512図 三人組合ひて馬より撃つ︒

十553重圏 あやふき敵の手より救ひ
くれたる厚恩︑い か で か 忘 る べ き ︒ ﹂

十561魍囲 ︿略﹀︑朝の起床より夜の
らっば
消燈まで︑一々嘲肌の合圖により︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑術科は午前・午後
︿略﹀︑水曜日も其の日の

を通じて︑四時間 よ り 六 時 間 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十574囲囲
十585塵困

課業を終へたる時より夕食前まで外
出を許され候︒

十609図 足尾銅山ハ︿略﹀︑今ヨリ
三百年前︑此ノ地ノ人始メテ之ヲ獲
見セリトイフ︒

十611図 此ノ銅山ハ嚢見ノ當初ヨリ
産 出 高 ス コ ブ ル 多 ク︑︿略﹀︒

十613図 ︿略﹀等ノ造螢二用ヒタル
銅ハ︑大抵此ノ山ヨリ産出シタルモ
ノナリトイフ︒

アリテ︑銅鑛ヨリ銅ヲフキ分クルナ

ロ
十6210図製煉場ニ影写二大イナル櫨
リ︒

十761図

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

心臓ハ︿略﹀︑又身膿ノ各

血ヲ全身虫送リ︑︿略﹀︒

十762図
部ヨリ蹄リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ
肺臓二送ル︒

胃ハロヨリ入唐レル食物ヲ

コナシ︑︿略V︒

十763図
さして行く笠置の山を出

でしより︑天が下にはかくれがもふ

十893図韻
し︒

忌違︑來る八日午後一時

半より當村小學校に於て︑︿略﹀耕

十903画聖

なほ縣磨よりは小杉事務

地整理に關する講話これあり候︒

十916塵團

官も御臨席のはずに御座候︒
ナ
ラ

十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良思入

奈良ヨリ汽車二乗リテ南へ
︸時間バカリニシテ三輪町

ア

ス

カ

一里鯨ニシテ︑︿略﹀︒
アンゴ

コ・二程近キ飛鳥ノ安居院
カシハラ

ハ︿略﹀︒︿略﹀︒コ・ヨリ西北へ進

十棚8図
ウネピ

天皇のこ﹂に行幸ありし

メバ︑畝傍・橿原ノ単二出ヅ︒

十一310図

より三年︑北方の天を望みて崩御あ
りし御心事を察し奉れば︑︿略﹀︒
ふもと

十一47墨客は麓より咲初めて次第

ら

くに至れり︒

く略V我が帝國ハ︑國家

防禦ノ上ヨリイフモ︑商業保護ノ上

十﹁353図

ヨリイフモ︑常二強大ナル海軍ヲ有

︿略﹀我が帝國ハ︑國家

セザルベカラズ︒

防禦ノ上ヨリイフモ︑商業保護ノ上

十﹇354図

ヨリイフモ︑常二強大ナル海軍ヲ有

是より御いとま賜はり︑

セザルベカラズ︒

く略V︑正儀は︿略﹀︑天

︿略﹀︑﹁今は自ら死ぬ

て腹かき切らんとす︒

るより外なし︒﹂とて︑刀を取直し

十﹇456図園

與ふ︒

皇より賜はりし具足一領を取出して

十一448図

河内に行きて正儀に仕へん︒

かはち

く略V︑鷹神天皇の頃より 十﹇418図囹

に山上に及び︑︿略V︒
おうじん
な

十﹁410図

歌書よりも軍書にかな

奈良朝の頃には度々行幸ありしが︑
︿略﹀︒

十一54図圏
し吉野山︒

百花満開の候には︑外役
の蜂は朝より夕に至るまで︑管理と

十︻65図

して寸時も休まず︒

り

か

嚴島は古より日本三景

よ

幾年こ＼にき急へきる

ろつば

今や︿略﹀︑印度・南洋

﹁將軍の命は我々千萬人

兄君︑我も後より行・の

材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑

衛生上ヨリハ︑成ルベク滋

ブベク︑︿略﹀︒

養二富ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

十一649

ヘナケレバナラヌ︒

先ヅ衛生・強弩・味ノ三方面ヨリ考

十一649

ん︒兄弟共に敵をば討さん︒

十一604図翻

の命よりも貴い︒

十一574園

笑聲ノ戸ヨリモル・事ナカルベシ︒

十一521図 一家和合セザル時ハ︿略﹀︑

寛法師と名乗れり︒

くわん

はりたる名の正寛を其のま＼に正

︿略﹀︑全膿ノ人が同ジ仕事 ＋一4510図熊王︿略﹀︑正儀より賜
しやう

︿略﹀︑播磨の今宿とい

ノ出來バエが良クテ︑︿略﹀︒
いまじゅく

め

より亜米利加・欧羅巴の航路をも開

あ

十一287図

の汽船もなかりしなり︒

には︑我が國に一望の七道も︑一隻

思へば今より六十年以前

鐵より堅きみひふあり︒

十一233図團

の一に数へられて殊に名高く︑︿略﹀︒

十一206図

いつくしま

し奉るといふ︒

ふ所より山陰道へか＼りて遷幸をな

十﹁152図

ヲスルヨリモ︑分業デスル方が品物

︿略﹀︑大阪ヨリ奈良二至ル 十一910

ルニハ奈良線ニヨルベク︑︿略﹀︒

十9310図

門札關西国電ヨルベシ︒

十968図春日神社ヨリ西北堅甲ヒテ
奈良ノ市街ノ西ハ︿略V︑

東大寺二到ル︒

十976図

今ハオホムネ田畠トナレリ︒コ・ヨ

十987図

リ眺ムレバ︑︿略﹀︒

進メバ︑

い よ
十736図 道後は四國の伊豫にあり︒
の行幸し給ひしことも数回に及べり︒

︿略﹀︑古代より 世 に 著 れ ︑ 往 昔 天 皇

二達ス︒

︿略﹀︒

コレ

ヨリ谷川ニソヒテ︑坂路ヲ上ルコト

十㎜5図 ︿略﹀

︸ノ鳥居アリ︒

瀬川ニソヒテ爪先上リニ行ケバ︑

十9810図三輪町ヨリ東南へ向ヒ︑初 十﹁285図

十748図 伊香保も亦古くより知られ
たる温泉にして︑︿略﹀︒

十756図︿略﹀︑左右ノ手ハ肩ヨリ分
レ︑二本ノ足ハ全身ヲ支フ︒

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十759図 肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル・空
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より一より

十一6410
く

硫綿機ヨリ出ヅル綿花ハ
も

蜘蛛は其の髄より綜を出

ロシヤにて早くより開

することこれあり候︒

十﹁㎜9國圃

五十度以南我が帝國の

拓に力を用ひたるは主として五十度
以北に候︒

領土となりしょり︑諸種の纒螢追々

油轟は︿略﹀︑身命より 十一捌1國囲

絶えず甘き汁を出すものなれば︑

備サトシテ日ク︑﹁︿略﹀︒
願バクハ再ビイフコトナカレ︒﹂ト︒

十一佃1図

成功致候へども︑︿略﹀︒

しかして供給の需要より

是ヨリ諸將マタイフ者ナカリキ︒

置く心ヲ用ヒテ民福ヲ計り︑忠義ヲ

く略V︑償次第に安くなり 十一横1図孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑
書シテ攣ラズ︒

護スル登臨ミ︑表ヲ上ル︒

て︑普通の償よりも下るに至る時は︑

き

はうこ

神代はるけき昔より
我が皇室の大みいつ︒

君臣分は定まりて︑百世一系動きな

十一描4図圃

同胞すべて六千萬︒

食す國と︑朝日の御坐ひるがヘモ

南塁湾・膨湖島︑︿略﹀︑我が大君の
を

十一価10図引

言々皆忠君ノ至情ヨリ獲ス︒
からふと
北は樺太・千島より︑

︿略﹀名高き古人の書圭里 十一脳6図

︿略﹀︒

十一943図

︿略﹀︒

も少きときは物の償は高くなり︑

十一919図

︿略V︒

十一8810図

して網を張る︒

十一881図

眞白雪ノ如ク︑︿略﹀︒

︿ 略 V ︑ 纏 薄 墨 ヨ リ ハ ︑ 成 ル 十一853図

ベク償ノ安イモノヲ求メ︑ソレヲ成

︿略﹀︑得人より訪問を受

ルベクスタリノナイ様二用フベク︑
︿略﹀︒

十一704図
﹁時は金なり︒﹂といふ古

くる時は直ちに出でて鷹接すべし︒
十一712図
言あれども︑︿略﹀ ︑ 時 問 は 金 銭 よ り
も貴し︒

しむるは其の罪歯鏡を損失せしむる

十一714図 他人をして時間を損失せ

﹁︿略﹀︒﹂といへば︑圭里師

よりも重し︒
十一745図

十一951図

・古器物などの如きは︑︿略﹀︑需要

それより後の二枚には圭里がかず︑唯
檜一本を書がきて︑東國へ出立せり︒

光陰矢の如く︑南北に
︿略﹀︑一月より三月ま

おほとまり

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛
︿略﹀︑之を拝讃するもの

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒
十鰻重5図

一の良港に候︒是より一條の大道遠
︿略﹀︑こ＼に樺太磨の

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛
神代より承けし寳をま

所在地豊原あり︑︿略﹀︑大泊より十

十一一22図圏

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

又豊原より眞岡に至る

もりにて︑治め來にけり︑日の本つ

十二51図我が海軍は初より敵を近

く略V︑夏より秋にかけ 國︒
てこ＼に集る膿肋獣は敷千頭にも達

をつとせい

十一996圏圏

間も近時道路新に開け︑︿略V︒

十一976圓圏

里︑輕便血道も出身居候︒

とよはら

十一975霜囲

く北へ通じてロシヤ領に入候︒

十一971圓國大泊は︿略﹀︑全島第 十ニー5図 ︿略﹀︑之を葬讃するもの

︿略V︒

で凡そ三箇月間は航路殆ど全く絶え︑

十一962國團

別れ候より最早一箇年に相成歯︒

十一954圏国

なることなきなり︒

の減ずるに非るよりは︑決して安く

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一764図 量見瀧は後の細道より瀧
たりしが︑︿略﹀︒

十一769図書の後より山路を上るこ
と四町鯨︑一條の谷 川 あ り ︑ ︿ 略 V ︒

ぎ ふ
十一794図 長良川は岐阜市の北を東
より西へ量る︒

あゆ
十一818図 鵜の鮎を呑むは必ず頭よ
りす︒

十一819図 くはへたる魚をふりかへ
て︑頭より呑下す早業は︑︿略﹀一
層の見物なり︒

て︑頭より呑下す早業は︑鵜匠のな

十一8110図 くはへたる魚をふりかへ
はさばきよりも一層の見物なり︒

ホグシ︑︿略﹀︒

十一843図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ

海に迎へ撃つの計を定め︑全力を朝

鮮海峡に集中せしが︑︿略﹀︒

より二回の水雷攻撃を受けて︑傲の

く ちく
十一一74図 ︿略﹀︑績いて我が騙逐隊

爾旗艦は遂に沈没し︑︿略﹀︒

樺太の寒帯に近き地方まで︑全國に

からふと

十ニー68図南学用の熱帯地方より北

凡そ百箇虞の測候所あり︒

十ニー72図︿略﹀︑中央氣象皇はく略V︑

毎日其の日の午後六時より翌日の午

後六時に至る︑向ふ二十四時間の全

故に今より出帆せんとす

國氣象の大勢を豫告す︒

十ニー88図

諸子は中央氣象皇より獲

る船は︑之を見て出獲を見合せ︑

︿略﹀︒

天氣圖とは︿略﹀︑あた

行ずる天下圖を見たることありゃ︒

十ニー92図

十ニー95図

﹁事の成否は今より豫

一目に全面天候の如何を示すものな

かも天上より下界を見下すが如く︑

り︒

十二278図囹

黒き影は城の一方より現

崩すべからず︑︿略﹀︒

れ出で︑ひらりとばかり身を水中に

十一一282図

楠木正行の母が正行を

くすのきまさつら

投入れたり︒

ほ

戒め︑高千面通乗組水丘ハの母が其の

たかち

十二333図

子を叱りしが如きは︑︿略﹀︑忠義の

﹄随ツテ學齢︷兄立里ノ〃数ハ

爲には恩愛を忘る＼眞心より出でた

りQ

十二361︹図

より一より
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年々増加シテ︑學校ノ増設ヲ要スル
︿略﹀︑此の問に︿略﹀の

コト日一日ヨリ急ナリ︒
十二409図
五岳東より西に相蔭りて突起す︒

十二428図 火山の破裂は地中の水蒸
氣︑地皮の弱き虜を破りて︑ほどば
しり出つるより起る︒

八 年 櫻 島 の 破 裂 せ し時は︑︿略﹀︒

十二431図 今より百三十鯨年前安永
十二449図 養慧も亦早くより開けて︑
今尚盆く盛なり︒

戻訊望の入らぬ林あり︒

十二5610図

︿略﹀︒

︿略﹀︑十四歳の時より既

に航海業に理事せるコロンブスは

螢口線は大石橋より分れ︑ 十二745図

り退軍せし時︑︿略﹀︒

十二663図 ︿略﹀灰色の鼠の一群大
よ
學して︑印度よりペルシャを経て欧

コロンブスはく略V︑歓

海岸に到着すべしとの意見を抱けり︒
よ

ぱ

を抱けり︒

事を引起せしこと其の月数ふるにい

十一一8910図 煙草の吸ひがらより大火

とまあらず︒

つほ

竈の下より火消壺までもよく検査

かまど

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様

にすべし︒

十一一925図 をごりに診るるは易く︑

是に於て齊侯魯より奪略

をごりより倹約に進むは難し︒

十二968図直ちに其の機を臨ち︑孟

せる地敷箇虞を返せり︒

十二956図
羅巴より西へ向って進まば︑︿略V︑

十二757図
な

子を戒めて日く︑天平V︒﹂と︒孟子

し

國民は個人の集合より成

大家となり︑︿略V︒

帝國〜議論は貴族院・衆議

院の両院より成る︒

十二鵬3図

るものなれば︑︿略﹀︒

く略Vカナリヤ島に着し︑ 十二979図

は未明より人の山を築けり︒

︿略﹀更に西へ向って航行せり︒是

十一一778図

より先は未だ航行せしことなき大洋

十一一鵬5図 ︿略﹀︑國家に勲勢あり又

は學識あるものより勅任せられたる

喜劔其の後江戸に出で︑

なれば︑︿略V︒

義士復仇の翠を聞き︑︿略V︒是より

十一一878図

十二668図︿略﹀︑何れも南より北へ同

もの︑︿略﹀︒

じまり

平生より此の堅雪なきも

十二堰1図上元帥より下一画に至る

ることあらんと戒め給ふ︒

のは︑時に臨みて或は薄畳の名を取

十二川8図

悟なかるべからず︒

身命をすつること鴻毛よりも輕き覧

十二棚8図 く略V︑軍人たる者は︿略﹀︑
こロつ

の中より一人を互選し︑︿略V︒

多額の直接國税を納むるもの十五入

︿略﹀︑及び錨星縣に於て

暇を請ひて郷里に亘り︑公私の用を
︼の進路を取りて︑︿略﹀︒

戸棚に至るまで︑諸道具の置場虜を

とだな

一定し︑前後左右次第よく並べて︑
︿略﹀︒

凡そ家内の掃除は︿略﹀︑

便所の隅より下駄箱の奥までも注意

十二896図

と

せざるべからず︒

戸締の用心よりも火の
用心は一層大切なり︒

十二899図

十二鵬7図
終へて︑再び江戸に出つれば︑︿略﹀︒

里の地より集り蘇りて之を食ひ︑

十二679図

︿略﹀︒

世を憤らんよりは︑進み
て之を救濟すべし︒

人をねたまんよりは︑勉
めて之に勝らんことを工夫すべし︒

十一一713図

十二889図座敷の床の間より垂所の

さる
︿略﹀︑数多の猿遠く数百

羅巴に移り︑︿略﹀︒

ろっ ば

これより感奮・勉働して遂に一世の

日本又は支那に到着するならんと︒

く略V思へらく︑若し欧

印度の東海岸に到着すべしとの意見

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

ろっ

十二748図

は球形なりと信じ︑︿略V印度の東

安奉線は奉天より軽率 十二747図 コロンブスは初より世界 十一一901図 主婦は寝に就く前︑先つ

あふりよく

螢口に因て清國京奉線の支線に連接
す︒

十二581図

此の鐵道は︿略﹀︑明治

江の江口に近き安東縣に達して︑
︿略﹀︒

十一一583図

安東縣は鴨線江附近の森

四十二年よりこれが改築に着手せり︒

十二585図

ろつば

林より伐出す木材の集散地なれば︑
︿略﹀︒

よ

世都市の好模範たり︒

十二623図此の黙より見れば眞に近 十一一769図 く略V︑西班牙パロスの港

週間にして欧羅巴の中央に入るべし︒

十二461図 西洋諸國の耕地が其の総 十二589図 ︿略﹀︑大連より僅かに二
面積の二割より六割に及べるに比す

からふと

れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑
︿略V︒

より

十二484図圏 ︿略﹀ 樺太・皇湾太古 十一一658図 ナポレオンがモスコーよ

十二509図 我等ハ世界ノ市場ヨリ如
何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑
︿略﹀︒

十二549図 大連より南山・得利寺・
れうやう

大石橋等の戦蹟を纒て︑北へ進むこ
又聞國京奉線は奉天より

と約二百哩︑遼陽あり︒
十一一558図
北京に通ず︒

八十八哩︑鐵嶺を過ぎて長春の地に

てつれい

十二5510図 奉天より北すること二百 十二712図

至る︒

十二561図 長春はく略V︑大連より

ゼノアに生れて幼時より
海事を好み︑十四巌の時より既に航

十二744図

海業に從事せるコロンブスは︿略﹀︒

こ＼に至る四百三十六哩︒
子より分れて︑︿略﹀旅順口に達す︒

十二565図 旅順線は大連の次騨臭水
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よる
よりく

まで︑︿略﹀上下 の 分 別 最 も 正 し ︒

十二佃8図 ︿略﹀︑望め能く事の成否
を察し︑成し得べからざるものは引

︽一

受くべからず︒初より事の順逆・理
寄留

︿略﹀︑春夏の交産卵の

﹇寄来﹈︵ 力 変 ︶ 1

非を熟考して︑︿略﹀︒

クル︾

より・く

十一992圓国

爲︑鯨の群をなして海岸近く寄騎る
﹇因﹈︵接︶3

ヨリテ

よりて

時 は 海 水 爲 に 白 色 を呈し︑︿略﹀︒

十337図 昆陽ハ︿略﹀︑或年試ミニ

よりて

之ヲ作りシニ︑其ノ結果甚ダ良カリ
キ︒ヨリテクハシク其ノ作方︑貯藏
ノ方法等ヲ記シテ幕府二丈レリ︒

十二82図 ︿略﹀︑東方に當りて︑は
るかに皇典の黒煙を見る︒よりて主
其の進路をふさぎ︑片岡・瓜生・東

戦艦隊及び巡洋艦隊は東方に向って︑

郷の諸隊は其の退 路 を 絶 ち ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

に居た︑にたんの四郎ただつね
といふぶしが︑︿略﹀︑そのて

もうすこしでよりともの

おひじしにむかひました︒

四185

よりともはじめ

一どうの

ちかくへ來るかと思ふと︑
︿略﹀︒

﹇夜﹈︵名︶22

たといひます︒
よる

夜

は︑山もくつれるほどであっ

ものが︑ただつねをほめるこゑ

四197

よる

から︑目はいつもはっきりして

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道ニ

マヨフカラ︑大テイ月夜ニトブノデ
アル︒

六144

マヨフカラ︑大テイ月夜野トブノデ
アル︒・

それで取入れの時は大へんに

いそがしくて︑夜も十分に眠れない

六156

謙信は︿略﹀︑こちらから先

ほどです︒

六558

がけをしょうと︑夜の間に信玄の陣
に攻入った︒

又夜はいくら暗くても︑星

其の中に︿略﹀︑た〜身代を

がからさき

八612図圏滋賀唐崎の一つ松︑夜の

し

つて︑夜も書もよく働きました︒

取返す事にばかり心がけるやうにな

八268

場所や方角がちゃんと分ります︒

が出てみれば︑それに便って︑居る

七863園

す︒されば夜を守らしむるによろし︒

の足音を聞けば︑たゴちに目をさま

十一486

間もなく日は暮れて︑夜の

え

ぞ

とばりは全く馬主の行方をかくした︒

上毛野形名︑蝦夷を討ち

かみつけぬのかたな

て利あらず︑兵事四散せしかば︑夜

十二3010図

︿略﹀︑旅館にて夜晩く高

に乗じて城をすてて逃れんとす︒

聲を礎して︑他人の安眠をさまたぐ

十二993図

るが如きは︑文明國民の爲すべきこ

櫨る

何事ニヨラズ手ノ目張ラキノ

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・

﹇因﹈︵四・五︶74 ヨル よる

とにあらず︒

依ル

よ・る

七277

ーレ︾

アリ︒

八549

その神勅によりて︑代々の

大きなきかいの動くのも︑汽

サル程三二韓ノ使ミツギヲ

︿略﹀︑つる・がん・つばめな

奉ルニヨリテ︑入鹿ノ参内スルコト

八517図

用によるのである︒
カン

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

八444

ルベシ︒

モ︑カ・ル母二養田レタル下酒ルナ

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

八188図時頼が心正シク︑ツネニ節

が︑︿略﹀︒

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

八25図

そろへをなさいますとのこと︒

人織田檬には︑近いうちに京都で馬

七422画人の話によりますと︑御主

ノワルイノヲ下手トイヒマス︒

七621図犬はく略V︑眠れる時も人 ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ

で︑夜はよもやま話がはずむ︒

三392私はよるよくねむります 七118囲 松を火にたくみうりのそば
みて︑よく見えます︒

四474皆さんがよるねる時に
は︑みじかいはりがどの字の
所にありますか︒

ひるはあたたかな日にてらさ

四714圃 夜おそくまで おくの
まに︑母はせい出す はりしご
と︒

五108

れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

十二949図 或時齊の臣心念に告げて

休なしにあるきました︒

雨にぞ名を得たる︒

北極・南極に近き地方にて
は︑半年は書にして︑半年は主なる

八818図
所あり︒

犬は夜を守らせる爲︑又はか
りに使ふ爲に飼ひ︑︿略﹀︒

十835

一々豊里の合帯により︑︿略﹀︒

らっば

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑

兵革内の生活は規律正し

出テ空ヲトビアルクヤウニナツタト

五563夜ニナレバ火ヲトボシマス︒

曇ツタ夜や月ノナイ夜ハ道二

十561國国

イフハナシデス︒

穴ノ中子カクレテヰテ︑三綱ナルト

︿略﹀︑ヒルノ間ハ木ノウロヤ

日く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を危

よりとも

五557

くすることあらん︒﹂と︒景公より

﹇頼朝﹈︹人名︺4

て魯と好を結ばんが爲に魯公と量見
す︒

よりとも

﹇▽みなもとのよりとも・みなもとの
よりとものはか

六144

がけの上まで出た︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけて︑夜のうちに

四163︿略﹀みのししが︑上の方 五801 よしっねはこれを聞くと︑

か ら よ り と もの居る方へか
けおりて來ました︒

四 1 7 1 こ の 時よりとものそば

よる一よる

764

どの様に︑雪害によってすむ所をか
へる鳥は︑絡べてつばさが大きい︒

八946図 名古屋は此の城あるにより

て名高く︑﹁尾張名古屋は城で持
つ ︒ ﹂ と う た は れ たり︒

︿略﹀

金貨ハ日常流通スル

コト少シ︒是金貨二代ル紙幣ノ行ハ

九907図

甘藷ノ名ハ地方ニヨリテ異

ル・ニヨル︒

十305図
ナリ︒

九138圏囲 葬啓︑御註文の縞物三十 十316図 然ルニ今日ノ如ク全州到ル
コンヤウ

虜二作ラル・二至リシバ︑主トシテ
エモン

井戸平左衛門ト青木昆陽トノ蓋力ニ

兵螢内の生活は規律正し

獲掘シタル銅鑛ハ︑︿略V︑

坑外男運ビ出シ︑之ヲ選鑛場二丁ル︒

或ハ坑内二敷キタルレールニヨリテ

十625図

一々嘲肌の合圖により︑︿略﹀︒

らっば

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑

十562圓團

ヨル︒

ヘイザ

反︑本日通運便により汽船平安丸に
︿略﹀︑鐵道開心後ハ旅客ハ

て獲送いたし候︒

九395図

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今二野ノ
山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

九485図 アリは幸にも星によりて方
角を見定むることを知り居たれば︑
それを便りに進行せり︒

九554図 ソレヨリモナホ面白キハ︑

磯ハ其ノ報告ニヨツテ判別

手敷ノカ・ツタマツチノ償

ノ安イノモ︑分業法国依ツテ製造ス

十一102

人ハ其ノ身腔︒才能ナドニ

ルカラデアル︒

十一105

分業法二依ルト︑人々が其

ヨツテ︑仕事二適不適ガアル︒

十一106

分業法二依ラズ︑

一人デ

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒

十﹁1010

種々ノ仕事ヲスルコトニナルト︑

分業法二依ツテ︑一人デ一

︿略V︑ムダニ時間ヲ費スコトガ多イ︒

十﹁H3

種ノ仕事ニバカリカ・ルコトニナル

又分業二依ツテーツノ仕事

ト︑︿略V︑徒二時間ヲ費スコトガナ
ィ︒

十一116

ニバカリ掛ツテ居ルト︑︿略V︑其ノ
仕事三省スル器旦ハノ改良や獲明ヲス

十773図

シ︑手・足・口見開命令シテ活動セ

其ノ動物ノ身ブリニヨリテ︑形サへ

其ノ周胎ノ物二似ルモノノアルコト

ルコトモアル︒

ヲ製造スルニモ︑分業法二依ラナイ

︿略﹀︑今日デハドンナ品物

シム︒

ルモ︑食物ヲ食フモ︑言語ヲ嚢スル

十一128

ナリ︒

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之

九572図 く略V︑他ノ動物ハ其ノ膿色 十776図取ルモ捨ツルモ︑行クモ止

十9310図

く略V︑大阪ヨリ奈良尊書ル

ルニハ奈良線二二ルベク︑︿略﹀︒

差遠別あり︒

十一371㈱圏

十一533図笑ハ心身ノ薄給ナレドモ︑

地方へ出張致候︒

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

十一645

レ︑︿略﹀︒

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纏濟ノ上ニ

十一646 同ジ材料デモ︑︿略﹀︑料理

モ大イナル得失ガアル︒

季節二依ツテ︑食物ノ選ビ

方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十一654

動スル機械ハ︑幾皇トナク立並ビテ

十一8310図蒸器機關ノカニヨリテ自

之ヲ紡績作業ノ第︼段ト

廻轄スベク︑︿略﹀︒

十一845図

蟻は其の種類によりて

ス︒皆機械ニヨリテナサル︒

種々の巣を造れども︑︿略﹀︒

十一894図

物の償は効用あることと︑

随意に得られざることとによりて生

十一907図

ずるものなり︒

十一918薫物の債の高下は主として

物の償はかくの如く需要

需要と供給との關係によりて定まる

ものなり︒

供給の關係によりて︑悲壮は高く︑

十﹇931爾q凶

か＼る時は︿略﹀︑靴の

或時は安くなるものなれども︑︿略﹀︒

十一悩3図

蜀國ノ魏・呉二強國ト相

よりては尚それ以上に上るべし︒
ギ

て︑又普通の償に復するか︑場合に

十﹇945図 ︿略﹀︑供給も随って減じ

以下に下るべし︒

に復するか︑場合によりては尚それ

償はやうやく安くなりて︑普通の債

先月は官命により南部 十一941図

船等其の目的により︑大小・構造千

コトハポトンドナイ︒
モ︑皆謄ノ命令ニヨル︒
二近ヅクコトナキが故二︑︿略V︒
ナ
ラ
く略V︑本日の新聞により︑ 十939図京都ヨリ汽車ニテ奈良二丁 十﹁269図 荷足・高瀬・茶船・屋根

御地方は非常の出水にて︑死傷も少

九712國国

からざる由承知致し驚き入り候︒

ニハ關西線工区ルベシ︒

ては︑次第に其の群の敷を増加する

十一710図故に飼養者の注音心により

九769図 一度二拾鏡以上ノ貯金ヲナ
スコト能ハザル者ノ爲乱丁︑郵便切

軍部の花が助かったので︑全軍︸同

將軍の愛情と勇氣によって︑

時ト場合トニヨリテ笑フベカラザル
コトアリ︒

ず︑︿略﹀︑團膿の爲には身命ををし

に歓喜の聲をあげた︑︿略﹀︒

十一5810
まざるによる︒

得るは︑共同團結して竪紙をいとは

十一810図蜜蜂の群集生活を螢むを

ことを導べし︒

手繰ヨリテ貯金スル便利ナル方法ア
リ︒

ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒

九892図 貨幣トシタル物品ハ時代ニ
九892図 貨幣トシタル物品ハ時代ニ
ヨリ︑場所ニヨリテ一定セズ︒

765
よる一よろこびおり

封立シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ
バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

十一脳1図園 ﹁不作の後なれば︑成

意見によりて心算を編成したるな

るべく纏費を節約したしとの校長の

り︒﹂

十一一362図

今本町民諸君ノ熱心ニヨ

リ︑コ・二見校舎ノ落成ヲ見ルニ至

よしあきら

昔藤堂高溶・加藤嘉明

レルハ︑國民教育ノ一慶事トイフベ
シQ

十一一374図
事によりて相学みし頃︑︿略﹀︒

我が國の農業中里も開け

︿略﹀︑サザエガ︿略﹀︑

イヨロヒヲキテヰルカラ︑

﹁︿略﹀︒ボクラバカウイフカタ

四392園

暴馬支那は王室衰へ︑諸 よろい ﹇鎧﹈︵名︶6 ヨロヒ ようひ

く略V自治團盟の事業は︑

侯各其の國によりて互に勢を雫ひた

十二935図
り︒

ヘスレバ︑アンシンナモノデ

︿略﹀︑内カラトヲシメテヰサ

十二悩9図

地方人民の一般に之を尊重し︑之に

よしっねはよろこんで︑刀や

ようひをやってけらいにした︒

五774

ス︒﹂

協力するによりて︑始めて其の効果
︿略﹀︑天皇は國務大臣の

を全うすることを得べきなり︒
十二価10図

輔弼によりて一切の政務を親裁せさ

ざるは牧畜の業なり︒︿略﹀︑又衣服

十二457図
の原料も綿・麻・生綜に仰ぎて︑家

んじて着手し︑昨年既に之を完成せ

十︸M5図 耕地整理は縣下二村に先
り︒之によりて用水路の改修行はれ︑

︿略﹀︑ながく皇城を守護せしめたり

ひ・劔・弓・矢等を共にをさめ︑

九641図之をはうむりし時は︑よう
まで︑官職の高下︑就職の新雪によ

十一而2図上元帥より下心情に至る

せ給ふ︒

内國ノ商業モ︑海外ノ貿

畜の毛に求むること少かりしによる︒

十二513図

︿略﹀︒

我が艦隊は東郷司令長官

テ物債ノ高下スルモ亦相同ジ︒

易モ︑︿略﹀︑需要供給ノ原則ニヨリ

うつりよう

十一一710図

の命により︑欝陵島附近に集りて

び居り

胸部ノヨロヒノ如キ骨導テ

御供仕うまつれる警固の

たがひに心もとなく思ひ合

又肥料の利目も著しく︑

︽ーリ︾

よろこびお・り ﹇喜居﹈︵ラ変︶1 喜

村人の喜一方ならず︒

作物の焚育も目立ちてよくなりて︑

十一柑8図

如何なりしそ︒

ひし父子の︑今無事にて相見し喜は

九497図

ろこび・おんよろこび

よろこび ﹇喜﹈︵名︶2 喜﹇▽おおよ

かりき︒

武士もようひの袖をしぼらざるはな

十一138図

センが爲ナリ︒

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

十778図

ひの袖をしぼらざるはなかりき︒

さめぐと泣きたれば︑一座皆よう

義仲之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

といふ︒

いこはせ給ふ

十555図

りて上下の分別最も正し︒

人種・風俗ノ異ナル南下 よ・る ﹇寄﹈︵四・五︶3 よる ︽ーッ・
ーリ︾←うちよる・おんたちよりくだ
さる︒かけよる・すすみよる・たちよ
る︒ちかよる・ながれよる・はしりよ

米國商人が新聞其ノ他ノ

印刷物二依リテ当期二費ス金額ハ︑

る

しわはよってもわかい氣で︑
小さい君らのなかま入︑うんどう會

南満洲鐵道によりて︑露 五294圃

て︑山水のながめをほしいま＼にす

旅館は山により︑谷に臨み

と︑よってたかっていぢめるので︑

て來ない︒又若し外の雀が見つける

︿略﹀︑毎年一羽つつしか出

西亜の東清鐵道及びシベリヤ学道を

︿略﹀︑又ボーロの旅行記

八218園

利用せんか︑大連より僅かに二週間

く︑︿略V︒

︿略﹀︒﹂

るを得べし︒

︿略﹀︑北條早雲が小田原 十7410図

城に嫁りて︑次第に其の椹力を四隣

﹁其の母によりて其の子よるひる ﹇夜昼﹈︵名︶1 夜書

に張らんとせる頃なりき︒

十二811図

ほうでう

によりて製したる地圖を得て思へら

十二754図

にして欧羅巴の中央に入るべし︒

よロろつば

にもついて行く︒

十一一588図

︿略﹀︒

十二528図

リテ︑人ノ嗜好モ鼠毛ジカラズ︒

十二516図

敵を待ちしが︑︿略﹀︒

レイ

十ニー09図團殊二我が軍ノ損失・死
カウ

傷ノ僅少ナリシバ歴代神露ノ加護
自浄ルモノト信仰スルノ外ナク︑
︿略﹀︒﹂

ヨロコ

十ニー14図園 ﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依

︿略﹀︑中央氣象毫は各測

リ祖宗ノ神璽二封フルヲ得ルヲ澤
ブ︒﹂

昏酔ー71図
候所の報告によりて天氣圖を作り︑
︿略﹀︒

十ニー75図 又各測候所が此の全三号
氣豫報と其の地の観測とによりて︑

其の地方の天氣を豫回するを地方天
氣豫報といふ︒

十ニー85図 信號は警報の種類により

十二913図

みつか窪て松かげに

て異なり︒

を察せよ︒﹂といへるが如く︑子供

かしこさよ︒

夜宮三日供御もなく︑歩
の行儀︒作法等につきては︑主婦た

十889図圃

十二212 動物は呼吸作用によって︑

る人の責任最も重し︒

が す

空平中の酸素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐

さん

出す︒

﹇ 喜 ﹈ ︵ 四・五︶26

バ

コブ

ヲ

ヨロコブ

く別の異状これなく︑先以て不幸中

おちよはよろこんで︑母にはなしま

つしゃい︒︿略﹀と書いてあります︒

この時べんけいはく略﹀︑

すと︑︿略﹀︒

一

物事ヲ諸分クルモ︑善悪ヲ

ワキマフルモ︑喜ブモ怒ルモ悲シム

十769図

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

モ皆拶ノ作用ナリ︒

十一撹9図

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑聖上・張

五774

人のかりうどをつれて來た︒︿略﹀︒

飛入ノ諸將之ヲヨロコバズ︒

ブ︒﹂

リ祖宗ノ神露二封フルヲ得ルヲ惇

ヨロコ

十ニー15図囹﹁朕ハ汝等ノ忠烈二半

よしっねはよろこんで︑刀やようひ
︿略﹀︑一週間もおひまをい

ただきまして︑まことに有りがたう

八667団

をやってけらいにした︒

所ヘオレイ三宝ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂

母ハ來テ見テ︑﹁︿略﹀︒オ

をとびあるいてゐます︒

四641犬はよろこんで︑雪の中

ト申シ上ゲマシタ︒

ロコンデオホクニヌシノミコトノ

し
九749女主 田畑の作物には多少の損
四
608 白ウサギガソノトホリニ
焔 害・れあり候へども︑其の他にはか
シマスト︑カラダハスツカリ
モトノヤウニナホリマシタ︒ヨ
一

よろこ・ぶ

跡 の幸と喜び居り候︒
ろ

ヨイオヂ イ サ ン

四758

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

十一一281図 鳥居勝商といふ者あり︑

九331

之を聞いて︑是までフルトン
を笑った人々も大いに感心して︑皆
其の成功を喜んだといふことである︒

國力我に劣れる國民を見

て︑や㌧もすれば輕侮の念を以て之

十二棚2図

ず︒

びて︑手の舞ひ︑足のふむ所を知ら

先頭の一歩が嚢せる號砲に︑人々喜

﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒︿略﹀︑

十二792図 ︿略﹀︑朝の二時頃﹁陸﹂

を示さん︒﹂と︒信昌大いに喜ぶ︒

ぎなば︑又山上に來りて援軍の消息

約していふやう︑﹁︿略﹀︒三日を過

存じます︒病中の祖母も大そうよろ

よ一は︿略﹀︑ひようと

居ります︒

チヨサンヤオマツサンヲヨン
ヨロコンデ︑

︻一272 ソコ ヘオトウサンガカヘ
ハ

こびまして︑有りがた涙をこぼして

ヒマシタ︒オハル

デ來テ︑オアソビナサイ︒﹂トイ

コンデ︑トンデイキマシタ︒
シタ︒

友ダチヲヨビアツメテアソビマ
四831

二596 ︿略﹀︑ハヒガパツトタツ
テ︑︿略﹀︑ウツクシイハナガサ

総べて魚類は暗き庭を喜び︑
森林の影さす水中には多く集り來る

十103図

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取

ものなるを以て︑︿略﹀︒

十247図

出シテ︿略﹀︑其ノ書ヲ與ヘテ去レ

を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

リ︒受ケテ見レバ︑世心モ得難キ兵

ざるが如きは︑︿略﹀︒

役人はく略Vゐざりにむかつ

書ナリ︒良大イニ喜ビテ︑朝夕之ヲ

し︽ーシ・ーシカル・ーシキ・ーシケ

誼ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

がひあるまい︒さっそく持ってかへ
れ︒﹂と申しわたしました︒ゐざり

て︑﹁︿略V︒この釜はお前の物にち

五266

らをたたいてよろこびました︒

をかの方では減しやうよしつ
ねをはじめ︑みんなが馬のく

なめのきはをいきられて︑︿略V︒

矢いはなしました︒赤い扇はか

キマシタ︒オヂイサンバヨロコン
﹁︿略﹀︑カレ木ニ ハナヲサカセ

ソコヘトモダチガサソヒ

マセウ︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

三62

ツシヨニノハラヘアソビニイ

ニキマシタカラ︑ヨロコンデイ
キマシタ︒

は干そうよろこんで︑その釜をあた

眠れる時も人の足音を聞けば︑たゴ

犬は耳ざとき動物にして︑

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ よう・し ﹇宜﹈︵形︶5 ヨロシ よろ

キテ︑﹁︿略﹀︒オレイニリユウグ

レ︾

十322図

ウヘ ツレテ行ツテアゲマセウ︒

檎ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ
ト︑

まにかぶって︑書手をついてゐざり
ノル

︿略V︒﹂トイヒマス︒ウラシマガ
ニ

七621図

カメ

ちに目をさます︒されば夜を守らし

﹃二人の我が子それ

テ︑之ヲ試植セシニ︑︿略﹀︒

十403図圏囹

といひ︑此の地方には自行よろしか

九127四這右は地質といひ︑縞がら

文太郎ハ田町コンデ︑﹁海ダ︑海

大忌答力あ

むるによろし︒

り︒

れぞ武門の面目︒﹄と

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒こ
おちよは取上げて讃んで見る
と︑︿略﹀︑朝早くからあそびにいら

五644

ダ︒﹂トイツテヰルウチニ︑︿略V︒

︿略﹀︑ヒロイ海が見エマス︒

喜ビ︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨリ取寄セ

ヨロコンデ︑

三682 リユウグウニハオトヒメ

︿略﹀︒

トイフキレイナオヒメサマガ
居テ︑ウラシマノ來タノヲタ
イソウヨロコンデ︑︿略﹀︒

五447

出しました︒

三674 ︿略﹀︑大キナカメが出テ

一

ツテキマシタ︒トモキチハヨロ

トラレテヨロコビマシタ︒

一443

バ・ービ・ーブ・ーベ・ーン︾

よ．よろこぶ喜ブ喜ぶ層フ︽一

7

@デ︑ソノハヒヲカゴニイ︒テ︑

66

767
よろしい一らく

る べ し と 存 ぜ ら れ 候間︑︿略﹀︒

八日

し︒

伯母より

おはなさま

弱し

︿略﹀︑暑イ時分ハ︿略﹀︑

且胃腸ノ弱り易イ時デアルカラ︑ア

十一657

ツサリトシテ消化シ易イモノヲ取ル
ノガヨイ︒

﹇弱﹈︵四・五︶2 弱る
運動不足なれば︑食物のこ

來客に會ふことも︑外出することも

少い︒

拝啓︑いよく黒月一日

らいげつついたち ﹇来月一日﹈︵名︶1

來月一日

より御入螢︑軍務に服せられ候事︑

十264國国

御一家を始め一村の名馬に御座候︒

らいしんし ﹇頼信紙﹈︵名︶1 頼信紙

ヤケナイシンルヰブジワダ

n▽でんぽうらいしんし

︿略V︑又も鯨に近寄り︑今度 八二4囹

頼信紙があるから︑書いてお出し︒﹂

︿略﹀︒父﹁それでよろしい︒こ＼に

今年はもうこれです

みました︒らい年またお目にか

婦人は室内に引込んでみて︑

﹇楽﹈︵名︶5

樂

苦あれば必ず樂あり︑樂

右心苦ノ種一︑苦ハ樂ノ種一︒

苦あれば必ず樂あり︑樂

あれば必ず苦あり︒

十二705図

あれば必ず苦あり︒

十一一705図

占ハ426

六426樂ハ苦ノ種︑苦ハ樂ノ種︒

らく

・なめらか・やわらか

らか呂うららか・きよらか・たからか

たいと思って居ります︒

たくさんならせて︑たくさん差上げ

︼そう手入をして︑全点は

きみら・くちみみめてあしらいちどう

十一佃6

七676國

かりませう︒﹂

すいふら・てあしらいちどう・なんじ

・こどもら・これら・しょうねんら︒

四295園

です︒

四287園土の中で︑しっかにら
い年のはるをまってみるの

年

らいねん ﹇来年﹈︵名︶3 らい年 來

は銃を以て破裂矢を打込む︒鯨は

ら

段々弱って︑泳ぐ力もなくなる︒

十663

弱りて︑品分もふさぐ︒

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身髄

九597図

︽ーッ・ーリ︾

よわ︒る

︿略﹀︑清少納言は直ちに其

よわ

そ

皆うなづき

夜半のあらしに

げにくと

﹇夜半﹈︵名︶1

十149図圃

よわ

夜半

きたること︑此の一例にても知るべ

の意を察し奉りしなり︒萬づに心き

十178図

十752図 此の地も亦夏甚だ涼しくし よろず ﹇万﹈︵名︶1 萬づ
て︑暑をさくるによろしければ︑夏
時浴客あふる＼ばかりなり︒
はい

行はれ︑灌概・排水其のよろしき

くわんがい

十一描6図 之によりて用水路の改修
を得て︑水田は乾田 と な り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二365図 本校舎ノ建築ハ質素堅固
て︑折からの
ヨワイ

音もきこえず︒

ののちは
﹇弱﹈︵形︶3

﹁日本中ニハヨワイモノ

バカリデ︑ジブンノアヒテニ

三141園

い 弱イ ︽1・ーイ︾

よわ・い

ヲ主トシ︑外観美ナラザレドモ︑通

野竹シイ

風・採光ニツナガラ其ノヨロシキヲ

︽ ー イ ・ ーウ︾

﹇宜﹈︵形︶4

得︑︿略﹀︒

よろし・い
よろしい

申して居りますから︑︿略﹀︑これも

七187團 く略V草花をほしいくと

三248うまは牛よりよわいけれ

ナルモノハ一人モナイ︒﹂

二三種買って來ていたゴきたうござ

弱シ

ら﹇▽かまたりら・かれら・ぎかんら・

ども︑はしることがはやうござ

﹇弱﹈︵形︶3

ら・なんら︒へいしら・ぼくら・まさ
いちどう

らい呂にじゅうねんらい

●．雷雨

天氣圖に用ふる普通の丸竹

いかいくださる

らいかい←こらいかいあいなる・こら

は左の如し︒︿略V

十ニー99

﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ らいう ﹇雷雨﹈︵名︶1 雷雨

﹇弱易﹈︵形︶1

しり出つるより起る︒

易ノー︽ーイ︾

よわりやす・い

弱り らいきゃく ﹇来客﹈︵名︶1 來客

氣︑地皮の弱き虜を破りて︑ほどば

十二427図火山の破裂は地中の水蒸

ブトイヘドモ︑心甚ダ弱シ︒

十251図画

ヒラレザレドモ︑︿略﹀︒

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用

六684図桐ハヤハラカクシテ弱キ木 つらら・もろなおら・われら・われら

︽ーキ・ーシ︾

よわ・し

イカニモ弱サウ心見エル︒

ケレドモコノ足ハ細クテ︑

います︒

よろしく

五726園

います︒花の種類は何でもよろしう
︿略﹀新シイ勧工場が出星章︒

ございます︒

七385
︿略﹀︒日用品ナラバ︑マヅ何デモア
ルトイツテヨロシイ︒

七672國 もとからある分にくらべる
と︑實も大きく︑味もよほどよろし
うございます︒

一郎﹁かうすると︑ちやうど十五字

八494園 ヤケナイシンルヰブジワダ

﹇宜﹈︵副︶2

になります︒﹂父﹁ そ れ で よ ろ し い ︒

よろしく

所へ︑﹃おかあさんからもよろし

五666園 そのおしまひのあいてみる
く︒﹄と書きたして 下 さ い ︒

八133囲皆さんによろしく︒十一月

下に冠たるも︑自ら省みてやましき

十二725図 位人臣の榮を極め︑南天

﹇楽﹈︵形状︶2

樂

所ある者は︑苦多く︑樂少し︒
らく

樂ナヤウニ見台ルガ︑却ツテ苦シイ

八159 何モシナイデ遊ンデヰルノハ
モノデアル︒

さばく

大キナキカイデ︑ドンナ重イ

荷物デモラクくト上ゲオロシヲシ

六794
テヰル︒

らし且vかわいらし

︿略﹀︑其の子のアリに駆駝

大沙漠を往來するを業とせり︒

九451図
を連れて︑荷物を取りに來るべしと
言ひっかはしたり︒
nvかわいらしい

アリは︿略﹀︑年頃かひならしい ︵助動︶1 らしい ︽ラシイ︾

らしたる酪駝に乗り︑︿略V︑隊商と

九454図

火事だ︑火事だ︒どこだらう︑

八415

ラシャ

あまり遠くはないらしい︒
︵名︶一

フランネル・ラシャ・メリ
ギテ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

ンスナドノ如ク︑ケモノノ毛ヲツム

六353図

ラシャ

すべて沙漠の旅行は︑以前

共に出立したり︒

九467図
に通りし駆駝の足跡を目あてに行く

九381 かごも人の肩でかいて︑休み
く行くのだから︑早くもないし︑
なり︒

然るに此の大風の爲に︑今

までの駆駝の足跡消えたれば︑︿略V︒

九469図

又そんなに樂でも無かった︒

らくせい ﹇落成﹈︵名︶1 落成εあ
んぼうてつどうかいちくらくせい

があって︑それで方角をとって進ん

七861園船にはらしんぎといふもの

﹁若し明日中に水のある らしんぎ ﹇羅針儀﹈︵名︶1 らしんぎ

所に着かずば︑酪駝を殺して︑其の

で行くのです︒

十二363図 ︿略﹀︑コ・二新校舎ノ落 九476図園
成ヲ見ルニ至レルハ︑國民教育ノ一

胃の中の水を飲むより外なかるべ

海ニハ又ケモノガスンデヰル︒

又一人︑﹁然らばかの子らっこ ﹇猟虎﹈︵名︶一 ラッコ

し︒﹂

︽ース︾

七737

陸ノケモノニニタモノニハ︑ラッコ

︽プル

あまてらすおほみかみ

神代の昔皇祖天照大神︑

に

にぎのみこと

やたの

再々杵尊をこの國に降したまはん

とせし時︑八高鏡を授けたまひて︑

明治三十七八年戦役の終り

﹁︿略﹀︒﹂とおほせられたり︒

八36図

たる後も︑天皇陛下御参辞あらせら

マツチハ今ヨリ凡ソ百年前︑

れ︑平和の成りたるを告げたまひし

が︑︿略﹀︒

八405図

我等一同申し合せて︑今

外國ニテ爽明セラレタルモノナリ︒

日より働くことを止むぺければ︑左

八702三園

様心得られたし︒﹂

我若し食物をこなす事な

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八716霞継

らるべき︒

九128二面右は地質といひ︑縞がら

といひ︑此の地方には責行よろしか

此ノ神社ノ建テラレタルハ

るべしと存ぜられ雪間︑︿略﹀︒

タナビキテ︑﹁花町叉木︑人ハ武

臨時大祭二天皇皇后両陛下

︿略﹀動物ノ艦色畑鼠其ノ

住メル周園ノ物ノ色二黒タルモノア

九543図

リ︒

ノ行幸啓アラセラレシコトモ度々ア

九304図

アリ︑︿略V︒

使ヲ差立テラレ︑陸海軍將卒ノ参拝

九301図春秋爾度ノ大祭ニハ必ズ勅

士︒﹂ノコトワザモ自ラ思ヒ出デラ

兵螢内の生活は規律正し

らる

ル︒

らっば

ラル

く︑朝の起床より夜の消燈まで︑
︵助動︶70

八25図

せ細りたるものあり︒

七599図あばら骨の敷へらる︑程や

ヒラレザレドモ︑︿略﹀︒

ナレバ︑家ヲタツル材木トシテハ用

六685図桐ハヤハラカクシテ弱キ木

・ラルル・ラルレ・プレ︾

らる

一々嘲夙の合圖により︑︿略V︒

十561躍囲

明治二年ニシテ︑︿略V︒

九283図

酪駝乗
する

﹇楽楽﹈︵副︶1

・ヲツトセイナドガアリ︑︿略﹀︒

く略V︑ひそかに酪駝にうち

第十四課

らくだ

九291図︿略﹀︑春ノ盛りニ画影ノ雲

乗りて︑そこより逃れ出でたり︒

九482図

九487図

き駆駝の足跡あり︒

乗

九447

九目15

酪駝

らっば
夜明くれば︑砂の上に新し らっぱ ﹇嘲夙﹈︵名︶1 劇夙

供の乗れる酪駝を殺さん︒﹂といふ︒

九479図示

慶事トイフベシ︒

成致す

らくせいいた・す ﹇落成﹈︵四︶1 落

十一376圓国 基隆港の大規模の築港
も遠からず落成致す べ く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

らくせいしき ﹇落成式﹈︵名︶1 落成
式﹇▽がっこうらくせいしき・ほんこ

うしんちくらくせいしき
週ノ土曜日ニハ落成式が學行サレタ︒
︽ーシ︾

らくだ
第十四課 酪駝乗
らくだ

十二344 ︿略﹀學校が落成シテ︑前らくだのり ﹇酪駝乗﹈︹生名︺

成スル

らくせい・する ﹇落成﹈︵サ変︶1 落

テヰタ着着が落成シテ︑前週ノ土曜

九8510園
熊吉の落馬したのにかまは

落馬

日陰ハ落成式が學行サレタ︒
﹇賂駝﹈︵名︶9

らくらく

ラクく

ず︑馬をかけさせたら︑ 勝も勝︑大

らくだ

ンといふ者あり︑酪 駝 に 乗 り て ︿ 略 ﹀ ︑

九448図昔アラビヤの竪町にハッサ

勝であったのに︑︿略﹀︒

酪駝

︽ーシ︾

十二343 昨年ノ夏カラ建築ニカ・ツらくば・する ﹇落馬﹈︵サ変︶

2
1

らく一らる

768

769
らる一らる

リテ︑︿略﹀︑タヤスク他ノ動物二見
れ︑︿略﹀︒

罰に虜せられたる者は外出を禁ぜら

十595圏囲何か不都合なる事ありて︑

附ケラル・コトナ シ ︒

罰に慮せられたる者は外出を禁ぜら

九795図 道眞は罪もなきに官を下げ
られ︑あまつさへ遠軽へうつされし

リ︒

水夫は蓋く燈皇番の小屋に
然れども入墨をほどこすこ
御村も當村と同じく水利

キ

國名ヲ以テ名ヅケラレタ

り

シノ

十一855図此ノ流ハ自ラ昏睡ラレテ︑
親指大ノ篠形トナリテ鐵管ノ中二入
ル︒

十一906図物の償は効用あることと︑
随意に得られざることとによりて生

故に随意に得られざるも

ずるものなり︒

十一907図

に從ふにも︑常に此の心ありてぞ其

の目的は達し得らるべき︒

十二59図 ﹁︿略V︒﹂との三面旗が戦

敵の司令長官ロジェスト

れたるは午後一時三十分にして︑

圖旗と共に我が旗艦三笠にか＼げら

︿略﹀︒

十二96図

逐艦の漣・陽炎の二隻に追撃せら

ウェンスキー中頃は︿略﹀︑我が駆

敵の司令長官ロジェスト

かげろふ

勝報上聞に達し︑陛下の

敵兵に捕へらる︒

とするに︑不幸護見せられて︑遂に

十二295図︿略﹀︑次いで城に入らん

敵兵に捕へらる︒

とするに︑不幸獲見せられて︑遂に

十二295図 ︿略﹀︑次いで城に入らん

掲示せらる︑を以て︑︿略﹀︒

候所を始め︑官廉・諸役所等の前に

十一一177図 是等の豫報は氣象皇︒測

仰せられたり︒

下し給へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と

十二H6図

は捕獲せられて︑︿略﹀︒

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

十二910図 ︿略﹀︑敵艦の大部分は我

は捕獲せられて︑︿略﹀︒

が艦隊の爲に︑或は撃沈せられ︑或

十二99図く略V︑敵艦の大部分は我

れ︑遂に捕へらる︑に至れり︒

逐艦の漣・陽炎の二隻に追撃せら

さてなみ

ウェンスキー中出は︿略﹀︑我が駆

十二96図

れ︑遂に捕へらる＼に至れり︒

かげろふ

のなりとも︑効用なきものは償ある

陛下がく略V御製にも︑
常に國家を思ひ︑臣民をあはれみ給

十ニー8図

ふ大御心の拝察せらる㌧は︑かしこ

學問を修むるにも︑事業

しともかしこき極みなり︒

十二46図

さぜなみ

ことなく︑︿略V︒

︿略﹀︑効用あるものなり

とも︑随意に得らる㌧ものは亦償あ

十一909図
ることなし︒

︿略﹀︑極めてまれにして

随意に得られざるものなりとも︑

十一911図

︿略﹀︒

︿略﹀石炭層各所にあ

村長は︿略﹀︑深く村民

村長は︿略﹀︑深く村民
に敬愛せられ︑幾度の改選にも常に

十一擢9図

選書・せられて︑︿略﹀︒

に敬愛せられ︑幾度の改選にも常に

十一鯉9図

に採掘に着手せらる︑には至らず候︒

り︑殆ど無煮皿藏に候へども︑未だ盛

十一欄8三二

之を買ふ必要なく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑随意に得らる㌧ものなれば︑

南島は古より日本三景 十一914図 日光・空氣の如きは︑
空中の交通開始せられ︑

空中の交通開始せられ︑

あ

十︸3910圏囲

︿略﹀︒

十一749図面

られしは何故ぞ︒﹂と問へば︑︿略﹀︒

へ行き給ふと聞きしに︑再び参り來

住持は驚きて︑﹁東國

比の良材と構せらる︑ものにて︑

阿里山の黒黒は世界無 選基せられて︑︿略﹀︒

ルモノニハ︑安藝・︿略﹀・丹後等ア

ア

十一2910図

て座上の空談にあらざらんとす︒

又其の軍事上に鷹漏せらる︑も決し

十一295図

て座上の空談にあらざらんとす︒

又其の軍事上に鷹用せらる﹂も決し

十一295図

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒

十一206図

いつくしま

要これあり候様存ぜられ候間︑︿略﹀︒

の良き割合には田地少く︑整理の必

十912聖楽

とは今は全く禁ぜられたり︒

十801図

入れられたり︒

十709図

き者は螢倉に入れられ候由承り申候︒

罰に翻せられたる者は︿略﹀︑又重

何か不都合なる事ありて︑

れ︑︿略﹀︒

ぬきもあるなり︒

十596㈱團

かども︑︿略﹀︑ 人 を う ら む る 心 な か
りき︒

九904図 銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル
レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少
シ︒

と塗せられしが︑︿略﹀︒

十15図 昔より富士は日本一の高山
十24図 いっこより見ても山にさへ
ぎられ︑かすみにへだてられて︑其
の全景を見ること能はず︒

十113図 かく保護せられたる森林を
保安林といふ︒

あらはれぬ

十141図翻圏 かべ土ユ 塗込められ
て
︿略﹀︑其の作れる文は古文

の手本として︑今なほひろく愛号せ

十156図

らる︒

十1610図 ある雪の朝︑皇后は美しき
かうろほう
御庭の雪景色を御覧じて︑﹁香櫨峯
の雪は如何に︒﹂と仰せられしに︑
︿略﹀︒

十265圓団 舞啓︑いよく湖月一日
より御入螢︑軍務に服せられ望事︑

御一家を始め一村の名蟹に御座候︒
十5610囲國 兵舎内にては歌をうたふ

事︑︿略﹀煙草を吸ふ急騰堅く禁ぜ
られ居り候︒

十594國團何か不都合なる事ありて︑

られる一らん
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十一一301図園

徳川・織田二丁大軍を

つきの い き な

率みて︑既に出獲せらる︒
ひて新羅の將に捕へらる︒

十一一303図 昔調伊企灘は新羅と戦
十二306図 伊企灘︿略﹀︑幾度責め
らるれども改めず︑遂に殺されたり︒
コ・二本校新築落成式ヲ

暴行セラル・二當リ︑其ノ席末二列

十一一355図

ス ル ヲ 得 タ ル ハ ︿略﹀︒

︿略﹀︑冷冷に世 界 第 一 と 労 せ ら る ︒

十二406図 其の噴火口の大きさは

輸出償額年々一千萬圓に達す︒

十二452図 茶も亦盛に栽培せられ︑

十二576図 螢口は︿略﹀︑大連と共
に満洲の二大門戸と構せらる︒

出口と相並んで︑南満洲の三大門戸

十二587図 安東縣は︿略﹀︑大連・
と済せらる㌧日あるべし︒

如きは︑世界最美の街路と構せらる︒

十二612図 シャンゼリゼーの大通の

ること世界第一と構せらる︒

︿略﹀十五人の中より一

もの︑︿略﹀︒

十二欄8図

マセン︒

五131

ジメテ汽車ニノリマシタ︒
︿略﹀︑ニナケレバタベラレナ

イノハ︑カボチヤトトウ瓜トタ顔デ

五515

アル︒

ヘチマハワカイウチハタベラ
レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

五521

働クコトガナケレバ︑食物モ

リ・モヅクナドガアリ︑︿略﹀︒

ナイ︒

其の上道もよくなり︑橋も多

︿略﹀︑人の命にはかへられ

何にも見上げたりっぱな行だ︒

ないと︑相手を助けてやったのは如

九862園

くかけられた︒

九385

せられたが︑︿略﹀︒

天盛呼樋は二百年置前に畿明

西湘レナイシ︑着物モコシラヘラレ

町の中を通る時にきたない物 八157

をなげつけられるのにはこまりまし

られる
コブ

文太郎ハ父ニツレラレテ︑ハ 九308

た︒

ラレル
バ

五418

人を互選し︑其の選に巡りて勅任せ

又貴族院及び衆議院は各

られたるもの︿略﹀︒

十二鵬6図
濁立して上奏し︑建議し︑且臣民の

︵助動︶3一

請願を受くるの椹能を與へられたり︒

ワルイオヂイサン

レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

・豚等である︒

してもっと大切なものは牛・馬・羊

も家畜の中に敷へられるが︑家畜と

シカシスクネモチカラガ 五522 ヘチマハワカイウチハタベラ 十838 犬と猫はく略V︒︿略﹀︒是等
オチヨトオハナハアネニツレ
ラレテ︑オ宮ニサンケイシタ︒

五682

シタ︒

三方から攻立てられて︑さん

︿略V︑山も谷も雪にうづめ

ノ考ガナケレバ︑分業ノ目的四達セ

一部分デアルカラ︑︿略﹀︑共同一致

それでけはやはわらはれ 五738 トウく犬二追ヒッメラレマ 十一123 分業デスル仕事ハ皆全儂ノ
五818

ラレナイ︒

られて︑吹く風は身を切るやうに寒

ぐんばいうちはでふせいだが︑ 十﹁548
えが折れて︑かた先へ切りつけられ

六574

三532何ヲ言ヒツケラレテモ︑

かった︒

﹁米のないのは辛抱も丁丁

た︒

﹁世ノ中ガヒラケテカラ︑
︿略﹀︑僕ラノ仲間ノ方ガヨケイニ用
ヒラレルヤウニナツ山蔓ト思フ︒

マヅタベラレルモノニハ︑コ
ンブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・ノ

七749

ぬ︒﹂

らん

就望見童ノ敷が年々増加シ︑

﹇乱﹈︵名︶2

齪

ノデ︑此ノ改築ヲ計書シ︑︿略﹀︒

義務教育年限モ六年二延長セラレタ

十一一351

する︒

輿に乗って︑外から見られない様に

こし

十一佃10

上流の婦人は四方を閉ぢた

るが︑薪がなければ生きてゐられ

學校でいつも先生にほめられ︑ 十一鵬2

六724

︿略﹀︑畠の藤豆さんとはち

友だちにもすかれた善い子供は︑
︿略﹀︒

七217圏

ドングリノミハタベラレ

がって︑私の豆はたべられません︒

ヰタワタイレ ハ︑ユキモタケ
モミジカクナツテ︑モウキラレ

今一本ノ木ハシブカキ

七465圏

四134

レマセン︒

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

四114

マセン︒

三583私ガキヨネンマデキテ

ラ︑ナカナカトリカカリマセン︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ

ベラレマス︒

タチマス︒ダイータケノコガタ

三295二丁イロイロナヤクニ ぐにうちやぶられた︒

︹ひらがなのドリル︺

て︑すくねはほめられました︒

三171

レマセン︑︿略﹀︒

ツヨクテ︑スバシコイ人デシタ
カラ︑ナカナカケハヤニハケラ

三156

ヲツケラレテコマリマシタ︒

一45一

︽ラレ・ラレル︾

られる

十二651図 凱旋門はく略V︑壮大な

↓日の勢苦は忘れられて︑更に明日

十二919図 家内 能 く 和 合 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
ぜん
むつまじく打揃うて夕の膳に云ふ時︑

まし て 威 力 を 以 て 強 制 し ︑

の活動を思ふなり︒
十一一鵬9図

．

又は之に左右せらる㌧が如きは︑

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑

︿略V︒

く略 V ︑ 尊 家 に 動 勢 あ り 又

は學識あるものより勅任せられたる

十一一鵬6図
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秀吉コ・二城ヲキヅキシヨ

ヒデヨシ

ドモ︑砂糖キビヨリツクレルモノ多

レリ︒

リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ

六807図

シ︒

六548図砂糖ハ種々ノモノヨリトレ

り

え

ぞ

里﹇▽いちり・いち

又多クノホリアリテ︑川ト
く略V︑天皇ハ吉野山ノカリ

シカルニ正行スデニ男盛

昔より﹁犬は三日かへば︑

眞ニテ見知リタルニ重橋力・レリ︒

七617図

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

犬は︿略﹀︑眠れる時も人

一日︿略﹀︑航

長き航海を終へて婦り來れ

の足音を聞けば︑たゴちに目をさま

七619図
す︒

七804図

る明治丸の船長は︑

タハラニ卸サレテ︑一同乗リウツレ

リ︒

中佐ハマタモ船内ヲカケメグレリ︒

七907図 ﹁残念ナリ︑今一度︒﹂ト︑

ビタヅネマハレリ︒

七912図 ﹁今一度︒﹂ト︑中佐ハ三タ

船ハ次第二沈ミ行キテ︑水

ハスデニ甲板ヲヒ斜陽リ︒

ハボートニ乗りウツレリ︒

七917図 ﹁今ハゼヒナシ︒﹂ト︑中佐

七923図中ニモ福井丸ノボートニハ

一獲ノ砲丸ハタチマチ中佐

敵ノ砲丸雨ノ如クニ降リソ・ゲリ︒

諸子は皇大神宮のかくばか

ノ身ヲ佛ヘリ︒

七926図

八21図

すゴ

く略V︑後神殿を今の五十鈴

い

りたふときいはれを知れりや︒

の川上に造り︑︿略﹀︑皇祖天照大神

八28図

をまつりたまへるなり︒

り︒

八89図星

山風にきのこかをれり︒

はや︑かうばしくきのこにほへり︒

八91図蟹

一日川成二念ヒテ︑﹁︿略﹀︒﹂

ニテ︑破レタル所ヲ一間ヅツ張レリ︒

八173図︿略﹀︑オボツカナキ手ツキ

トイヘリ︒

八283図

聲ヲ後ニシテ館レリ︒

ルコトヲ得ズ︑クチヲシクモエノ笑

廣瀬中佐ノ乗レル福井丸干︑ 八296図幾度カマハリタレドモ︑入

海の話をなしたり︒
リヨジユン

七895図

ボートハヤガテ福井丸ノカ

今旅順ノ港ロニ進ミタリ︒

七901図

たどり行く斜路つたひ︑

七577図宮城ノ御堀ニハ︑カネテ爲 八65図材は皆ひのきの白木を用ひ︑
金色の金物きらくと日にかゴやけ

と問へり︒

七514図お花はあやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂

トナリ︑多クノ書物ヲアラバセリ︒

ナリシガ︑︿略﹀︑後ニハ名高キ二者

七233図保己一ハ五歳ノ時メクラト

リニ及ベリ︒

七69図園

ノ皇居ニウツリタマヘリ︒

七55図

川トヲツナゲリ︒

六816図

エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

孔子事へて吏となりしに︑ 六813図今ハ工業モ大イニヒラケテ︑ 七915図

治績大いに減り︑︿略﹀︒

十一一9310図

利←いちり

海岸又は河岸の森林を伐彿

﹇利﹈︵名︶3

方も少からず︒

かみつけぬのかたな

少からず︒

﹇里﹈︵名︶3

に乗じて城をすてて逃れんとす︒

て利あらず︑兵皆四散せしかば︑夜

十二309図

上毛野命名︑蝦夷を討ち

ひて︑二年毎に之を費るに︑其の利

十一堰3図

ふが
池には大抵鯉・図心を養

ひたる爲に︑漁業の利を失ひたる地

十106図

り

吏﹇▽かんこうり

ノ齪ヲ平ゲ︑遂二自ラ諸軍ヲ率ヰテ

︽ラン︾

り ﹇吏﹈．︵名︶1

十一悩5図 孔明ハ︿略﹀︑先ヅ南方
北征ス︒

十一一44図 波風のムつかなる日も船
人は かちに心を許さざらなん︒治
らん

に居て齪を忘れざるも此の心なり︒
︵助動︶3

ランカン

昔の音やこもるらん︒

﹇欄干﹈︵ 名 ︶ 一

り

りよ・いちりろくちょうしじっけんこ
しゃく・いっせんより・くじゅうより
さんり・しちじゅうさんり・じゅうい

・さんじゅうさんり・さんじゅうり・

五602 ランプニ石油ヲトボスヤウニ

ちりはん・じゆうにりくちょう・じゅ

うり・すうひゃくり・すうり・せんり

ナツテカラ︑アンドンハダンダンニ

からかみ

・せんりひりん︒はちり︒ひゃくじゅ

らんま

り・より・ろくじゅうり︒ろくり

うさんへいほうり・ひゃくにじゅうよ
九17図

里

里

まで︑我等の衣食住には模様・色ど

はじめ︑︿略﹀︑其の他菓子類に至る

十一19図

︽リ・ル︾

りをほどこしたるもの多し︒

り

里
り ︵助動︶脚

リ

十一98図

十497図 欄間の彫物︑唐紙の地紙を

らんま

スタレテ來マシタ︒
らんま
﹇欄間﹈︵名︶1 欄間

ヒマス︒

五595 ランプニトボスノハ石油トイ

ランプ ︵名︶2 ランプ

一316 ランカン

らんかん

門高き松風に

十二265画聖 建長・圓覧古寺の 山

てか候ふらん︒﹂

見れば︑髪つやくと黒し︒何者に

びた緊しきしわた＼めり︒老人かと

十523閉園若者かと思へば︑面にお

らん︒

る 言の葉は︑幾代の春か かをる

ば如何にと 雲ゐまで 聞え上げた

九921図圏 く略V︑うぐひすの 問は

らん

らん一り

りり
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ト︑エノモトニイヒ來レリ︒

八299図二日ノ後 ︑ 川 成 ヨ リ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

かくて二三日を過せしに︑

みにて︑少しも我等に報ゆる所なし︒

八709図
︿略﹀︑動くことかなはず︑皮膚の色

さへ青ざめて︑遣直は全く力なきに

八308図 工恐ルく近ヨリテ見レバ︑
コハ如何二︑カノ死人ト見エシバ︑

諸君我を苦しめんとして︑

いたれり︒

此の数日間少しも食物を送らざるが

八719図園

フスマニエガケル絶ナリシナリ︒

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑明治八年
故に︑︿略﹀︑諸君は皆却って自ら苦

八407図我が國ニチハ︑初ハモツパ
ヨリ内地ニチモ之ヲ製造スルニイタ
しむにいたれり︒

すさのをのみこといつも

︿略﹀素菱鳴尊出雲の國に

いたり給ひしに︑︿略﹀︑夫婦の老人

九22図

一人のむすめを中にすゑて泣きかな
しめるを見給ふ︒

給へる劔を抜きて︑ずたずたに大蛇

九39図尊時分はよしと︑誇びさせ

ゃさか

天照大神︑余響鏡・八坂

やたのかがみ

を斬り給ひしに︑︿略﹀︒
にのまがたま

九45図

かば︑これより三種の神器の一とな

環曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし
れり︒

雲竜に立ちこめたれば︑劔の名を天

︿略﹀︑尊の野に入り給ふを見て︑火

九66図

尊︿略﹀︑道にて病にか＼
草薙劔は尾張の國にとゴめ

り︑遂に伊勢にてかくれ給へり︒

九68図

給ひしかば︑宮を建ててそこにまつ
れり︒

たり︒

栗橋ハ東北街道ノ通路ニア

九107図圏花に宿れる蝶は今眠さめ
九156図

香取・息栖ノーノ鳥居ハ何

レモ川ノ中二立テリ︒

九181図

このゑ

︿略﹀︑三十七八年の戦役後

はく略﹀十八箇師團︑外に近衛師團

コ

九272図

七山神社ハ︿略﹀︒維新前

を合せて十九箇師團となれり︒

九281図

落窪事ニタフレタル人々ヲ始メ︑

東海道ノ通路ニアタレルヲ

︿略﹀忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

以テ︑昔ハ人馬ノ往來甚ダ盛ナリキ︒

九389図

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

九406図昔ヲ知レル人︑若シ葎一道ノ

︿略﹀︑浴客ノ多ク集レル今

ヲクラベ見バ︑︿略﹀︒

ノ箱根七湯モ︑遠キ昔ハ共二続開シ

九411図

キ噴火山ナリシナリ︒

九415図此ノスリバチノソコニアタ

く略V︑ソレヨリ噴出シタル

レル所ハ大ナル噴火ロニシテ︑︿略﹀︒

物ノ四方ニナダレテ︑冷信望タマリ

九417図

噴火一タン止ミテ後︑其ノ

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出セ

九419図

リ︒

四日目の正午頃︑大風吹起

さばく
あり︑︿略﹀︑大沙漠を往來するを業

九4410図昔く略Vハッサンといふ者

とせり︒

りて︑砂煙は天をおほへり︒

其ノ塁壁下灘・武藏ノ國境 九463図

タリ︑一大鐵粘力・レリ︒
シモフサ

九162図

ヲナセリ︒

ル湯本マデハ電車サへ開通セリ︒

九397図市街ハ甚ダサビシクナレリ︒
かの大蛇の住みし上には叢 九405即今ハ︿略﹀︑山ノブモトナ

向って曰く︑﹁︿略﹀︒﹂といふに︑手

舷側命此の諸天叢雲劔を尊

叢雲劔と申せり︒

足ノ先ニハ鋭クシテ曲レル 九54図

に授け︑﹁︿略﹀︒﹂と教へ給へり︒

を放ちて焼き奉らんとせり︒

ある土人の如きは氷を以て
四通八達の要路にあたれる

あめのむらくものつるぎ

此の劔初は天叢雲劔と申

ひ︑なほ進みで賊を討滅し給へり︒

ロシヤはヨーロッパ大陸の 九61図 ︿略﹀︑尊は難をまぬかれ給

ふ盲あり︒農業・工業・商業共に盛

八952図

家を造りて住めり︒

八822図

地甚だ廣く︑︿略﹀︒

東部にひろがれる國にして︑其の領

八786図

にして︑國甚だ富めり︒

八765図北アメリカには合衆國とい 九58図 ︿略﹀︑ここにありし賊ども

爪アリ︒

八741図

足等一同成程と感心せり︒

八726図 こ＼において︑胃は一同に 九47図

れるをさとりしならん︒

八721図面諸君は今にして諸君の誤

レリ︒

ダ盛ニシテ︑︿略V︑我が國輸出品中

八412図今日ニチハ其ノ製造ハナハ
ノ重要ナルモノノーツトナレリ︒

八514図 鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ
キテ皇子ニサ・ゲシニ︑皇子モマタ
ヒザマヅキテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

八516図 コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ
ミ奉ルコトヲ得テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ヒ ソ カ ニ
時ノイタルヲ待テ リ ︒

八522図 サテイヨく其ノ日トナレ
リ︒

八526図 鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御後ニ
シタガヘリ︒

セリ︒

八539図 蝦夷モマタ其ノ家山テ自殺
八544図 鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ

あっ
名古屋の南に熱田あり︒今

を以て︑早くより東海道一の大都會

なれり︒

し︑後に改めて草薙劔と申すことと

九艮6反

合して名古屋市の︸部となれり︒

八957図

奉りテ功アリシカ バ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 藤 原 ノ
は

なりしが︑︿略﹀︒

び

姓ヲタマヘリ︒

八595図圃 琵琶の形に似たりとて︑
其の名をおへる湖の かゴみの如き
水の面︑あかぬながめは八つの景︒

八698図闘 ﹁我等はつねにいそがし
く働けるに︑汝はただ坐して食ふの

773

りり

九465図 一同は︿略﹀︑進行を止め
︿略﹀︑一同は行くべき方に

て︑風のをさまるを待てり︒
九472図

まよひて︑右に往き︑左に往き︑空
しく一日を過せり︒

九473図 之が爲に一行の用意せる水
も残り少になれり︒

九473図之が爲に一行の用意せる水
も残り少になれり︒

九479図園 又一人︑﹁然らばかの子
供の乗れる賂駝を殺さん︒﹂といふ︒

ならず︑︿略﹀︒

といへり︒

九617図

西洋のことわざにも﹁よく

日光の見舞ふ家には警者は見舞は
將軍田村麻呂の東北の地を

ず︒﹂といへり︒

九638図
征するや︑︿略﹀︑さしもに強かりし

是は菅原道眞が︿略﹀︑

蝦夷も︑遂に全く皇威に服するに至
れり︒
つくし

九793図
筑紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に

別ををしみてよめる歌なり︒

九月十日の夜となれり︒

九4710図之を聞けるアリの驚は一方九8010図 いっか秋のなかばも過ぎて︑

九951図

之を過ぎて金殿あり︑拝殿

此の水即ち大谷川の上流を

成せり︒

日本一の古き建物の今にの

ほふりゆう
やまと
これるは︑大和の法隆寺なり︒

十41図

︿略﹀︑古社寺等も昔のま＼

然るに此の寺は︿略﹀︑昔

にて今にのこれるは甚だ少し︒

十43図

十45図

ら

︿略﹀奈良の大佛の大きさ

な

ながらの形を存せり︒

十48図

炭・薪・材木等の森林より

の日本一なることは諸子すでに之を
知れり︒

十88図

︿略﹀落葉・こけ及び網の

出つることは何人も知れる所なり︒

十93図

十246図

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取

ノ書ヲ與ヘテ去レリ︒

出シテイフヤウ︑﹁︿略﹀︒﹂トテ︑其

二人が之ヲヒロメントセシ

く略V︑是ヨリ後ハ五穀不作

バ︑︿略﹀︑之ヲ絶戸ントスル義心ヨ

十318図

リ起レリ︒

ノ年ニモ︑國中一人ノ餓死スルモノ

十326図

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

ナキニ至レリ︒

エ︑遂ニハ中藍地方全艦二及ブニ至

十327図

ヨリテクハシク其ノ作方︑

レリトイフ︒

十338図

幕府ハ︿略﹀︑内地ノ所々

貯藏ノ方法等ヲ記シテ幕府二奉レリ︒

十341図

昆陽ハ七十二歳出テ死セリ︒

ラル・二至レリ︒

へ配布セシカバ︑間モナク全國二作

︿略﹀︑近年一定の森林を指 十3310図

如くひろがれる木の根などは︑︿略﹀︒

十113図

定し︑其の樹木を一時に伐取ること
つかとなり 床となる

ユ︑今ぞ相見る二皇軍︒

十388貸費 ︿略﹀︑くつれ残れる民屋

我等ノ家二丁ケル畳ノ表ハ︑

ひら

﹃二人の我が子それ

十403図圏園

二人共に和漢の學に通じ︑

砲音絶えし砲皇に

其の作れる文は︿略﹀︑今なほひろ

ナレリ︒

ネテ︑一時ハ赤貧洗フが如キ有様ト

十431図 ︿略﹀︑失敗ノ上二失敗ヲ重

ナリ︒

ヲ織出セル花錘ハ我が國輸出品ノ一

十423図 ︿略﹀︑花鳥等ノ美シキ模様

此ノ董ヲアミテ造りタルモノナリ︒

十421図

めき立てり︑日の御笠︒

十417図圃

つと

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒
驚キテ目送スレバ︑ヤ・ア

五日目ノ朝行キテ見レバ︑
大イニ怒リテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

良︿略﹀︑夜半ヨリ起キテ
ノ老人來レリ︒

橋上二至レバ︑シバラクアリテ︑カ

十243図

イフニ︑良ヤムヲ得ズシテ蹄レリ︒

十239図

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

十235図

テテ去レリ︒

リテ引返シ來リ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ捨

十233図

く愛楽せらる︒

十155図

身も︑それぐの務をもてり︒

十144図團園

紙幣ハ︿略﹀︑輕クシテ取 を禁ぜり︒
其の上にか＼れる朱塗の橋︑

扱二都合ヨキコトハ貨幣ニマサレリ︒

九9010図

ヲ交換スル不便ヲ省クニ至レリ︒

ノ進ムニシタガヒ︑︿略﹀︑物ト物ト

九484図晴れたる大空には無敷の星 九891図サレバ何レノ國ニチモ︑世
かgやけり︒

九486図引は幸にも星によりて方
角を見定むることを知り居たれば︑
それを便りに進行せり︒

一組の隊商到着せし

美観先つ目を驚かす︒

九489図 ︿略﹀︑其の日の夕方︑一組 九938図
︿略﹀

の隊商の宿れるテントを見たり︒

の後に本殿あり︑いつれも善導し︑

九493図

美逃せり︒

いへ
是より西南にあたりて︑家

が︑其の中にはアリの父ハッサンも

べう

相似たり︒

九957図

︿略﹀︑湖面鏡の如く︑四方

光の廟あり︑建築の善美を幸せる亦

みつ

九952図

まじれり︒

頭に巻ける印度 人 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九516図圃 ︿略﹀︑長き白布くるく
と

九541図 カクノ如ク動物ノ薄色ニハ
其ノ住メル芸園ノ物ノ色二似タルモ

さちの

天皇陛下かつてこ・に行幸

の山々皆倒に影をうつせり︒

九963図

湖の名を下し賜へり︒

うみ

あり︑其の風景を賞し給ひて︑幸

く 略 V ︑ 平 生 の 養 生 法 を 問 へ 九961図

ノアリテ︑︿略﹀︒

九5910図

ば︑﹁︿略﹀︒﹂とい へ り ︒

は︑十二時後二時間の眠にまさる︒﹂

九606図 ﹁夜半十二時前一時間の眠

りり
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十434図︿略﹀︑明治十一年二至リ︑
ヤウヤク一種ノ機械ヲ襲明セリ︒

十442図 ︿略﹀︑販路次第二者ケ︑此
ノ業ヲ螢ムモノモ亦追々二増加シ︑
早旦今日ノ盛大ヲ見ルニ至レリ︒

十467図 見よ︑曲線のみにて成れる

十685図生残れる水夫は破れたる船
艦にすがり︑︿略﹀聲を限りに救を
呼べり︒

十687図生残れる水夫は破れたる船
髄にすがり︑︿略﹀聲を限りに救を
呼べり︒

べり︒

道後に次ぎて早く世に知ら

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︑

十7310図

浴客多く集り︑すこぶる毒除せり︒

十7410図湯元は一箇所にして︑之を
戸短の浴室に引けり︒

︿略﹀悲鳴の聲に目をさま 十762図

はく略V︑中には迷想校教員となれ

ず︑三章の考もとぼしかりしが︑今

るものもあり︒

されば北海道奮土人保護法

ロ

と構する法律ありて︑︿略﹀︑厚く保

十833図

マ

昔安倍仲麻呂が唐土ニアリ

ベノナカ

護の方法を講ぜり︒

ア

テ︑︿略﹀︒トヨメルコト人ノヨク知

十6810図

血ヲ全身二送リ︑等身艦ノ各部ヨリ

第十二圖及び第十三圖︑直線・曲線
し︑眠れる父をゆり起して︑幾度か

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ 十967図

を併せ用ひたる第十四圖・第十五圖

かりき︒

今ハサ・ヤカナル堂中二古

に成れり︒

畝傍山・香具山・骨無山ノ

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が

御供仕うまつれる警固の

︻族土ハを集めてい

まうせん

り田園よく開けて︑毛檀を敷けるが

十﹁194図

両岸及び島々︑見渡す限

＋正6図衆皆殺を失ひて散りぐ

今かくと待ち奉れり︒

十一1410図 ︿略﹀舟坂山にかくれ︑

へるやう︑︿略﹀︒

され給ふと聞き︑

十一143図

然るに今︑主上隠岐に遷

武士もようひの袖をしぼらざるはな

十一137図

残せるは此の所なり︒

連ね︑︿略﹀︒といふ一首の和歌を書

決死の士百四十三名の名字を壁に書

十一38図

テ立テリ︒

三山︑︿略V︑鍋ノ足ノ如ク向ヒ合ヒ

十梱10図

キ丈六ノ佛ノミ残レリ︒

十川7図

害心オホムネ田畠トナレリ︒

奈良ノ市街ノ三眠︿略﹀︑

ル所ナリ︒

又力士ノ如キハ常二全身二

是は北海道に住するあいぬ

十976図

編リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ肺臓二

十763図

十795図

ク密画セリ︒

力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ

十786図

コナシ︑︿略﹀︒

胃ハロヨリ入來レル食物ヲ

いそべに出でてながめしが︑︿略﹀︒

水夫等はなほほぼしらに抱

一隻の難破船横たはれり︒

十695図

︿略﹀︑︿略Vダーリングの

きつきて︑息も絶えぐに救を呼べ
り︒

十713図

送ル︒

の模様の如何に麗しきかを︒

鳥・轟魚等の形を封じて作れるもの

十473図 模様には︿略﹀︑草木・花 十694図 夜明けて見れば︑岩の上に
多し︒

十488図画の名より取れる桃色・紅
梅色・藤色・櫻色︑︿略﹀︑色の名構
も亦千種萬様なり ︒
ぷだう

十4810図 く略V︑實の名より取れる 手は︑今ややさしきをとめの手にか
かき

春色・柿色・葡萄色・小豆色︑

だいぐ

人を圭旦がけるものにて︑左は男子︑

女子は︿略﹀︑又口の周圏︑

へりて︑半死半生の水夫を親切に看

十7910図

右は女子なり︒

ダーリングの生

護せり︒

家に程近き寺院の庭上には︑右手に

男子も女子も寒き時は犬の

用ひ︑︿略﹀︒

皮などにて造れる羽織の如きものを

十808図

手首・手の上等には入墨をほどこせ
︿略﹀︑永く此の勇ましく︑

り︒

り︒

唯かづらなどにて︑かやを
結びて壁に代へ︑又かやを並べて屋

十816図

根となせり︒

十726図

あり︑味あり︑色あり︒是種々の塩

て︑永く之を保存するを以て︑垣の

温泉の諸種の病を治するは︑ 十822図殺したる熊の頭は垣にかけ
上には多くの頭骨︑風雨にさらされ

十826図

道後はく略V︒︿略V︑往昔 て残れり︒

たゴに其のふくめる垂物の効のみな

十737図

天皇の行幸し給ひしことも適量に及

彼等は元は讃み書きも知ら

らず︑︿略﹀︒

十727図

分をふくめるが故なり︒

其の湯には大抵一種の臭氣

やさしく︑且は麗しき昔物語を語れ

十717図

かいを握れる少女の銅像あり︑︿略﹀︒

グレース

︿略﹀︑色の名構 も 亦 千 種 萬 様 な り ︒

十716図

︿略﹀︒﹂とて︑之を洗ふに

びたゴしきしわた＼めり︒

十522図囹 若者かと思へば︑面にお
十545図
白髪の頭となれり ︒

を︑敵は畠山に命じ︑尋ね出して殺

十548図園 ﹁︿略﹀︑義仲二歳なりし
さんとせり︒

三百年前︑此ノ地ノ人始メテ之ヲ護

十6010図 足尾銅山ハ︿略﹀︑今ヨリ

︿略﹀︑新式ノ機械ヲ用ヒシ

見セリトイフ︒

十619図

以來︑︿略﹀︑産 出 高 モ 著 シ ク 増 加 シ ︑

コ・弓始メテ世界有敷ノ大銅山トナ
レリ︒
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如く︑︿略﹀︒

十一208図 我が國に遊べる西洋人は
此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界
海上の一大公園なりといへり︒

十一209図 我が國に遊べる西洋人は
此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界
海上の一大公園なりといへり︒

べるも亦様攣れり ︒

十一253図 自轄車の雨輪が前後に並
十一254図 自轄車の雨輪が前後に並
べるも出様攣れり ︒

十一264図 ︿略﹀電車・自動車等も
次第に多く行はれて︑ひとへに速力
を競ふ世とはなれり︒

十一276図 スチブンソンの造りし機
關車は︑今日の完備せる機操車にく
らぶべくもあらず ︒

十一283図 四萬噸前後の大汽船をも
製造するに至れり ︒
あめりか

よ

ろつば

ンマ

ノ

十一306図

風ノ名ヲ負ヘルモノニ神
ワキ

﹁君は書家として一家

さまたげせんも心なしと
翌日畜工の早朝に起出で

しに︑十日饒にして鶴二十四五羽を

﹁我が童里がかんと思ひ

︿略﹀︑書師それより後の

︿略﹀︑大地も爲にふるひ︑

の

ながら

鵜飼を業とする漁夫は皆
︿略﹀︑敷十隻の遊船︑岐

鵜なはを引上げて︑鵜の
ふなばたに立並べる時︑︿略﹀︑川風

十一833図

筆も言葉も蓋し難し︒

阜提灯の光を水にうつせる奇観は

ぢやうちん

十一832図

此の二村に住めり︒

十一797図

へば鵜飼をおもふに至れり︒

飼は最も名高く︑︿略V︑長良川とい

たもとを彿ふも快し︒

︿略﹀︒

十一撹3図

シ

ナ

支那ノ昔後漢ノ末︑天下

此ノ時諸葛孔明トイフ人

麻ノ如ク齪レテ︑英雄四方二起レリ︒

十一撹7図

ギ
蜀國ノ魏・呉二墨黒ト相

イホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣トセ

アリ︑︿略﹀︑劉要理三度マデモ其ノ

リ︒

十一梱3図

封事シテ︑常二其ノ勢力ヲ維持セシ

孔明ハ沈着ニシテ︑機二

バ︑主トシテ孔明ノカニヨレリ︒

臨ミ︑愛二鷹ジテ︑智謀百出セリ︒

十一悩9図

テ之ヲ斬り︑又自ラ責ヲ引イテ位三

十一価10図 孔明︑︿略﹀︑涙ヲフルツ

等ヲ下士リトゾ︒

十一柵4図囹時ノ人﹁死セル諸葛︑

時ノ人﹁死セル諸葛︑

生ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

生ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

十一欄5図園

り︒

十一椴6図

はな

村長は︿略﹀︑幾度の改

選にも常に選墨せられて︑二十饒年

十一麗10図

して︑半面の家業を樂しめり︒

されば全村頗るゆたかに

少女も手を空しうする忍なきに至れ

錘を織ること行はれ︑十二三歳の

むしろ

十一擢5図又萎桿眞田を編み︑花

ばくかんさなだ

ケル仲達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

十一794図中にも美濃の長良川の鵜 十一欄5図時ノ人﹁死セル諸葛︑生

み

れる水常に波紋を生ず︒

附近敷百歩の地にありては︑器に盛

十一784図

布をさらせるが如し︒

十﹁775図美しき瀧にして︑眞に白

去れりとなん︒

て︑一枝を書添へ︑別を告げて出で

十一753図︿略﹀︑書工﹁︿略﹀︒﹂と

り︒

る内︑又再び引返して一國寺に下れ

十一748図然るに未だ一月もた＼ざ

きて︑東國へ出立せり︒

二枚には豊がかず︑唯檜一本を口口が

十一746図

か︒﹂

構へしことを如何にして知り給へる

十一743図園

の臥したる様をなせり︒

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴

十一892図 ︿略﹀︑蟻は︿略﹀︑油土
書がけり︒
風・︿略V・野分等アリ︒
セン
諸子ハ戦艦・︿略﹀・潜水 十一7310図 ︿略﹀︑今度はひぢを張り︑ の附着せる植物に集りて之を保護し︑

十一318図
︿略﹀︑発艦ノ要部田畑メ

艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒
カウ

十一321図

う の
此の時討死せる宇野六郎

テ厚キ鋼鐵ニテ包メリ︒

十一415図
の一子に熊王といふ者あり︑︿略﹀︒

十一462図 熊王︿略﹀︑正儀より賜
しやう
はりたる名の正寛を其のま＼に正
くわん

寛法師と名乗れり︒

イハンや我二優レル人ヲ

十一516図﹁笑フ門脇ハ福來ル︒﹂ト
イヘリ︒

十一539図

ネタミ︑其ノ聲轡ヲ傷ツケントシテ
時間の貴きを知れる者は

笑フ者二黒テヲヤ︒

十一692図

其の座敷の一間の杉戸に

無爲に苦しむことなし︒
ひのき

十一718図

なり︒

十一738図

住持は知らぬ得して過せ

て圭里がけるを見れば︑皆ふしたる鶴

十一733図

思ひて︑其のま＼寝間に他宣れり︒

十一732図

度も書筆を取り給ひしことなし︒

を成せる人なるに︑三年の間未だ一

十一722特区

く此の寺に寄食してありしが︑︿略﹀︒

十一719図此の絶をかける壼工久し

鶴二十五羽ばかり壷がけり︒

十一288図 今やく略V︑印度・南洋 は檜一本を壼がき︑他の一間には

大小幾多の軍艦は︿略﹀︑

より亜米利加・欧羅巴の航路をも開
くに至れり︒

十一293図

遠く四方に航行して︑到る虜に國光
をかゴやかせり︒

十一294図 近年は空中飛行器の照明
諸國に起れり︒

十一299図 諸子ハ敷多アル我が軍艦
カ

ノ名ヲ知レルナルベシ︒
︿略﹀︑鹿島・香取二半レ

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ

十一305図

リ︒

りり
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間勤績せり︒

十一稲4図 ︿略﹀︑見童は︿略﹀︑卒
業後も尚善書の門に出入するを樂み
とせり︒

く略V︑村長は﹁︿略﹀︒﹂

と説明したれば︑さらばとて原案の

十一M3図
ま＼に決議せり︒

十一M5図 耕地整理は流下丸首に先
んじて着手し︑昨年既に之を完成せ
りQ

十一脳7図書によりて用水路の改修
行はれ︑︿略﹀︑二毛作をなし得る良
里道の改修も全く成り︑

田五十六町歩を得るに至れり︒
十﹇脳10図

村内の重なる道路は荷車・人力車を
通ずるに至れり︒

十一価1図 青年の氣風を養ひ︑智徳
をみがくを目的とせる青年會あり︑
︿略V︒

十一価4図 く略V︑其の利盆を以て學

仰せられたり︒

しん
尚韓国・清國にも二十鯨

下し給へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と

ん︒﹂

十二302図

城中には僅かに四五日の
﹁敵は長園の計を取れ
﹁水方にみなぎれり︒

形名の妻︑︿略﹀︑侍女鐵
つる
人と弓を取りて盛に弦を鳴らせり︒

賊之を聞きて︑城中兵尚

﹁二子の君の爲に職死

をすてず︒﹂といへり︒

よしあきら

十二375図昔藤堂高虎・加藤嘉明

あひつ
事によりて相悪みし頃︑會津の城主

がまふたでさと

秀忠︿略﹀︑嘉明を下げ

蒲生忠郷死せり︒

て會津に封ぜり︒

十二383図

嘉明く略V︑高虎と水魚

の交をなすに至れりとそ︒

十二385図

共に生きず︒﹄といへり︒

十二394図園 ﹃繭⁝虎土ハに圖へば︑勢

廉頗之を聞きて︑︿略﹀︑

相如の門に至りて罪を謝し︑つひに

十二398図

富士山の古歌には煙の立

無二の親交を結べりとそ︒

十二3910図

つことを歌へるもの多く︑︿略﹀︒

十一一402図 昔箱根山の噴火せしこと

是等は現時噴火の止れる

は我等既に之を學べり︒

十二403図

く略V︑現に噴火せる火山

火山なれども︑︿略V︒

の敷も全國に於ては五十座を下らず︒

是等の人々はく略V︑其 十二403図

火山全農の占むる面積は

︿略﹀︑衣食住の材料を得ることを工

みにては不足を告ぐるに至りて︑

十二439図︿略﹀︑自然に生ずる物の

採りて食物とせり︒

けざりし時は︑魚鳥を捕へ︑果實を

十二436図太古人口少く︑人智も開

半に達せり︒

く略V︑東西十二里九町︑南北十一里

十二426図

にして︑︿略V︒

く略V︑戦陣の際に良人の 十一一414図 中言は現今活動せる部分

名蟹を全うせる形名の妻と其の徳を

十二3210図

の志操の固きは男子にも勝れり︒

十一一324図

せるは家門の讐なり︒

十二319図園

去れり︒

多からんと思ひ︑其の心膜を解きて

十二314図

十二313図

勝頼怒りて之を殺せり︒

流をさかのぼる鯖の縄にふる＼なら

すぜき

十二285図園

るに︑我は糧食殆ど書きたり︒

十二274図囹

糧食を饒せるのみ︒

十二272図

箇庭を置けり︒

十ニー69図

を深く信頼し給ひて︑︿略﹀︒と仰せ

露国が︿略﹀︑本國に於

給へり︒

十二49図
ける海軍の幾んど全勢力を墾げて組

我が海軍は︿略﹀︑遂に

織せる太平洋第二・第三艦隊は︑
︿略﹀︒

十二53図

︿略﹀︑敵艦濡々火災を起

之と辞して︑世界史上空前なる大海
戦となれり︒

十二610図

時に午後二時四十五分︑

し︑火煙海をおほひて敵を包めり︒

十二71図

敵はかなはじと︑にはか

勝敗の敷は既に定まれり︒

十二72図

︿略﹀︑敵の爾旗艦は遂に

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

十二76図

沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ
︿略﹀︑無二無三に攻撃せ

るもの多し︒

十二78図
なれり︒

︿略﹀︑午前十一時三十分

しかば︑敵艦隊は四分五裂の有様と

校の基本金とし︑其の一部をさきて︑

十二86図

︿略﹀︑今や全國六曜見童

同じうすとやいはん︒
十二3510図

ハ學齢見童百分ノ九十七年越工︑本
郡ノ如キハ實二百分ノ九十九ノ好成

敵の司令長官ロジェスト

く略V︑コ・二新校舎ノ落

ウェンスキー中將は︿略﹀︑遂に捕

十二363図

へらる＼に至れり︒

我が軍の死傷甚だ少く︑

古語に﹁私事を以て公事

成ヲ見ル上澄レルハ︑三民教育ノ一
十一一374図

慶事トイフベシ︒

勝報上聞に達し︑陛下の

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に
書写ー13図

止れり︒

十ニー03図

績ヲ示セリ︒

十一一97図

︿略﹀其の部下と共に降服せり︒

︿略﹀︑ネボカトフ少將は

全く敵を黒門せり︒

一村共同の有盆なる費用にあっるこ

十一一91図

ととせり︒

ぼしん
十覇気4図 教育勅語と戊申詔書とは︑
我等が身を修め︑世に諾するの道を
示 し 給 へ る も の に して︑︿略﹀︒

十ニー7図 陛下が萬機の政をみそな
はす御かたはら︑折にふれてよみ出
で さ せ 給 へ る 御 製 にも︑︿略﹀︒

せ給へる御盛運事なきに非ず︒

十二28図 く略V︑明治の聖世を開か

十二34図 陛下は忠勇なる我が臣民
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即するに至れり︒

十二622図

寝れり︒

︿略﹀︑衛生・消防を始め︑

く略V︑衛生・消防を始め︑

近世の學術を磨用せる百般の設備皆

面積の二割より六割に及べるに比す

十二461図 西洋諸國の耕地が其の網
十二622図

新來の客を眺めて立てり︒

十二796図 ︿略﹀︑土人は驚きて此の

孚ひてこれまでの不從順なりし罪を

︿略﹀︑遂に皇后イサベラ 十二797図 船員皆歓喜して︑︿略﹀︑

印度の東海岸に到着すべしとの意見
を抱けり︒

謝せり︒

十一一766図

の知る所となり︑其の保護の下に此

︿略﹀︑数萬の見物人は再

するに至れり︒

め

り

か

に達し︑始めて亜米利加大陸に上陸

あ

第三回の航海に於て︑オリノコ河口

十二809図其の後コロンブスは︿略﹀

り︒

刻を引見して︑厚く其の動功を上せ

十二806図 ︿略﹀︑皇后も亦コロンブ

ルと命名せり︒

此の西班牙の新領地をサンサルバド

十一一801図︿略﹀︑コロンブスはく略V︑

の大探検を行ふに至れり︒
︿略﹀︑今日はコロンブス

が遠征隊出陣の日なりとて︑西班牙

十二769図

パロスの港は未明より人の山を築け

然れども地下には各種の

鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の

り︒

語れり︒

コロンブスの遠征時代は

次第に其の椹力を四隣に張らんとせ

く略V︑北條早雲が小田原城に檬りて︑

ほうでう

繕を加へ︑九月六日更に西へ向って
十二7710図︿略﹀︑乗組の人々も次第

赤穗浪士が︿略﹀︑從容

赤穂浪士がく略V︑尊容

を食ひ︑からくと打笑へり︒

十一一873図 良雄平然頭を低くして之

精華を獲揮せるものといふべし︒

死に就けるはく略﹀︑日本武士道の

十二8510図

の一美談たるのみならず︑︿略﹀︒
あかほ

死に就けるは徳川時代に於ける史上

十二859図

る頃なりき︒
あかほ

航行せり︒

十二778図

︿略﹀︑こ＼にて船艦に修 十二812図

び此の船を見ること能はざるべしと

十二775図

者︑口々に語り合へり︒

をあざける者︑皇后の無謀をそしる

凱旋門は有名なるナポレ 十二772図 く略V︑コロンブスの暴塞・

︿略﹀露西亜及びシベリ

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

︿略﹀︑朝の風を聞きては

に不安の念を生ぜり︒
十二782図

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

進取の氣象に富める人は

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

十二728図

は先頭に進める一部に過ぎず︑︿略﹀︒

十二698図

物の訣乏せる頃に至れば︑︿略V︒

十一一691早漏目の廣野雪に埋れて食

する地鼠の一種なり︒

やの寒き平地に住せるレミングと構

十二689図

めるかもしかの＝桓は︑︿略﹀︒

十二681図東南シベリヤの高地に住

オンの計書に成れるものにて︑︿略V︒

十二6410図

下をも往來せり︒

十一一631図

減れり︒

近世の心術を至仁せる百般の設備皆

れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑
︿略V︒

︿略﹀︑強健なる軍用の馬

匹︑滋養に富める乳・肉等を供給せ

十一一466図

んこと︑實に今日の急務なり︒
十一一474図﹁︿ 略 V ︒ ﹂ と い へ る ワ シ ン
トンの言味はふべ し ︒

十二499図圃世界無比なる七寳の
名 は 海 外 に ヤ ゴ う けり︑︿略﹀︒

十二508図 ︿略﹀千里比隣ノ如キ今
日二於テハ商業ハ世界ヲ相手ノ商業
トナレリ︒

十二513図 内國ノ商業モ︑海外ノ貿
易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ
ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

しん
十二557図 清國政府はこ＼に総督を

置きて満洲全部を無学し︑我が三十

事に從ふを以て︑成功は期せずして

何事を爲すにも︑︿略﹀︑熱心に其の

絡領事を置けり︒

急設したる早便鐵道にして︑明治四

船員は失望の饒り︑コロ

十二584図 此の鐵道は日露寺台中に

十二784図

ず︒

︿略﹀︑印度地方の蛭石・

ンブスを海に投じて編國せんと謀る
に至れり︒

︿略﹀︑先頭の一遍が嚢せ
足のふむ所を知らず︒

る號砲に︑人々喜びて︑手の舞ひ︑

十二792図

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

死を賜へり︒

再び江戸に出つれば︑良雄以下既に

十二8710図 ︿略﹀︑公私の用を終へて︑

しは罪死に写れり︒﹂

︿略﹀︑十四歳の時より既 十一一788図 ︿略﹀︑又回心の附きたる 十一一878図園 我が心の良雄を獣干せ

に航海業に淫事せるコロンブスは最

十二745図

等の港を経て欧洲へ輸入せり︒

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
おう

十二742図

到る︒

されど十字街頭に立てる

十二年よりこれが改築に着手せり︒
十一一605図

巡査の一裁手の空聾に︑通行の人は
︿略﹀︑少しも混 雑 を 生 ず る こ と な し ︒

壮大なる建築の且々高く中空にそび

十二609図 佛國の長き歴史を飾れる

よロ
コロンブスは︿略﹀︑歌

も熱心に之を考へ居たり︒

羅巴の西海岸より西を指して進まば︑

ろっぱ

︿ 略 ﹀ ︑ 人 家 も 多 く は 六 七 十二749図

ゆるのみならず︑︿略﹀︒

十二6010図

層にして︑町幅も亦之に適へり︒

りいんりん一りき
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くわくりやう

之を義士の舌側に葬れりといふ︒

十二883図 時の人当の志を壮として
じゅしや

十一一883図 事幕末の儒者林町上の
ひ
作れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

れたる家には︑盗人のうかゴふこと

孟子の幼時母は深く意を

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

十二964図
其の教育に用ひ︑︿略﹀︑三度其の居
を遷せりといふ︒

世に在りて︑專ら聖人の道を講ぜり︒

十二887図 出入口に︑はき物の置齪 十二969図 孟子︿略﹀︑戦國孚奪の
國力我に劣れる國民を見

て︑や﹂もすれば輕侮の念を以て之

十一一㎜10図

十二887図 出入口の混雑せる程なれ
を迎へ︑甚だしきは之と交るを喜ば

多しといへり︒

ば︑︿略﹀︑総べて家内に不整頓・不

眞に自治の精神に富める

ざるが如きは︑︿略﹀︒

者は︑公平無私︑地方公職の爲の適

十二脳1図

始末の事多きが故なるべし︒

家は日々のふき掃除も必ず行届きて
任者を基ぐるを知りて︑︿略V︒

十二894図 家内のよく整頓せる程の
清潔なるものなり︒

軍人は伝家としても許し難き罪人ぞ

十二擢7図工儀を守る心得を鉄ける
と諭し給ふ︒

なるを以て︑森林は漁業の爲にも大

いなる利盆をあたふ︒

同ジ人数デ同ジ時間二物ヲ

製造スルノニ︑︿略V︑分業デスル方

十一119

ガ品物ノ胃宿バエが良クテ︑製造高

以上の五箇條即ち︿略﹀

モハル玉戸多イ︒︿略V︒此ノ様二分

十一一掴9図

の五箇條を特に軍人の精神と諭し給

解除

物の便は︿略﹀︑常に其

く略V︑其の一事業として

通津關︑博物館・圖書館等の公共管

十二欄1﹇図 汽重・・汽船・重唱車等の⊥父

りき ﹇利器﹈︵名︶1 利器

しむ徳義をいふ︒

衆人の利害を考へて其の行爲をつ＼

十二985ロロ凶 公徳とはく略V︑総べて

りがい ﹇利害﹈︵名︶− 利害

を以て學校の基本金とし︑︿略﹀︒

杉・檜等の植林を進み︑其の利盆

ひのき

十﹇緬2図

に清書するに至るべし︒

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

十一939図 ︿略﹀︑道警の職業に丁丁

の利盆非常に多かるべし︒

靴の償はにはかに高くなりて︑靴屋

行して︑買手にはかに増すときは︑

十一936比例へば靴を用ふること流

傾きあるものなり︒

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相盛の利盆と

十一933図

べし︒

子の↓片を去るも︑公衆の利盆なる

す

がら
十一6810図 ︿略﹀︑街上に落ちたる硝

︿略﹀︒

業ハ大キナ利盆ノアルモノデアルガ︑

へる上に︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の五箇條を行は

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十二悩10図

給へり︒

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十二柵3図此の五箇條を行ふも︑結
ふくよう

此の勅諭は特に軍人に賜

返すぐも服列すべき大御言ならず
や︒

へるものなれども︑濁り軍人として

十一而5図

けて︑帯く衆議を聴く機影に供せさ

︿略﹀︑蟹足の歴史上の事

誠の一字之を貫くは︑あ

蹟は十分に之を讃明せり︒

十一一価8図

の心得なりと思ふべからず︒

皇族・公侯爵︑前半の互

十二備10図

らゆる修身の徳を一言にて蓋し給へ

明治十五年軍人に下し給

へる勅諭こそ一般國民の寸時も忽に

されば陛下も﹁︿略﹀︒﹂

るものといふべし︒

りん

炭・薪・材木等の森林より

絡べて魚類は︿略﹀︑森林
の影さす水中には多く集り留るもの

十105図

には止らず︒

されど森林のあたふる障壁は是のみ

出つることは何人も知れる所なり︒

十88画

︿略﹀︑かしこくも朕は汝 りえき

﹇利益﹈︵名︶8

りいんりん且vりんりんりんりんりいん

と諭し給へるなり︒

十二帯4図

すべからざるものなれ︒

十二佃9図

選せる伯子男爵︑︿略﹀︒

十二欄5図

せ給へり︒

十二914図 ﹁其の母によりて其の子 十二鵬2図︿略﹀︑別に面骨議會を設
を 察 せ よ ︒ ﹂ と い へるが如く︑︿略﹀︒

十二938図園 ﹁孔子は年少にして禮
を好めり︒

十二939図 子其の遺言を奉じて︑往
いて學べり︒
せい

十二943図 齊の景公も亦道を孔子に
問へり︒

たまへり︒

十二川1図

隊は即ち鳥合の衆に同じ︒

十二川5図此の如き人の組織せる軍

の五箇條を諭し給へり︒

さて軍人の心得として次

等軍人の大元帥なるぞ︒︿略V︒との

十二m10図

に御諭しあり︑︿略﹀︒

軍の今の制度を定め給へる由來を詳

御代に及びて︑復古の政と共に陸海

十二952図 其の藁葺の有司進みて戯 十二佃5図 勅諭は︿略﹀︑明治の大
樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる
ものありとて之を止めしむ︒

十二957図 是に於て断雲魯より奪略
せる地敷箇虚を返せり︒

十二957図 是に於て二面魯より奪略
︿略﹀︑相田は氣を以て人

せる地敷藁慮を返せり︒
十一一959図

を服せりといへども︑孔子は義を以
て人を動かせしなり︒

十二9510図 智徳の最も男面に凝達せ
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りきし一りっぱ

間に︑規則を守り︑規律を重んずる

造物に在りては︑︿略V︒若し公衆の

心乏しき時は是等文明の利器も其の
力士

運用を全くすること能はず︒
﹇力士﹈︵名︶1

︿略﹀︑朝の二時頃

陸海

ばうし
軍兵の帽子にて︑艦の名あるは水兵
帽︒

海草ハ︿略﹀︒根モ陸上ノ植

ノデハナク︑︿略﹀︒

物ノヤウニ養分ヲスヒ取ルタメノモ

七771

︿略﹀︑朝の二時頃 りくじょう ﹇陸上﹈︵名︶5 陸上

﹁陸﹂﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

十二791図園
十二791言置
﹇陸海軍﹈︵名︶2

﹁陸﹂﹁陸﹂﹁陸﹂と呼ぶものあり︒

りくかいぐん

又かつて栗鼠の大群ウラ

て︑先がとがって居る︒
り す
﹇栗鼠﹈︵名︶1 栗鼠
り す

十二665図

りす

ダンダンノビルト︑タケノ

﹇立派﹈︵形状︶14 リッパ り

ル山中の一都會に現れしが︑︿略﹀︒

つば

りっぱ

︿略V︑万々ノ魚ヤケモノが浮 三29一

カバガオチテ︑リツパナ竹ニ

七779

ナリマス︒

かしこくも天皇陛下は自ら

イタリ沈ンダリオヨイダリシテヰル

始めて西半球の陸地を襲
たりや

チヨツト見ルト︑リッパ

﹁ジブンノ角ハジツニリツ

けれども日吉丸は︑どうかし

學校でいつも先生にほめられ︑

りました︒

見上げた志のもの︑りつば

となになってから︑りっぱな人にな

友だちにもすかれた善い子供は︑お

六726

ゐましたから︑︿略V︒

てりつばな武士になりたいと思って

六妬2

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

知ツテヰルガ︑コンナリツパナ角ヲ

五721淫蕩ノアルケモノモタクサン

パナ物ダ︒

五714園

オクリモノニナリマス︒

デハナイガ︑オメデタイ時ノ

四512

ナハコヲワタシマシタ︒

三72ータマテバコトイフリツパ

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を

美シイ景色デアラウ︒

ノハ︑陸上デハ見ルコトノ出來ナイ

勅諭はく略V︑明治の大

又にはとり・七面鳥・あひる
などは陸上や水上にばかり居て高く

八554

軍の今の制度を定め給へる由來を詳

鶴・さぎ・くひななど水の中

飛ばないから︑其のつばさが小さい︒

今は水路に汽船があり︑陸上
にも所々方々に鐵道が通じてみる︒

九382

をあるく鳥ははぎが長い︒陸上に居
だてう
る鳥で︑はぎの長いのは駝鳥である︒

八559

に御諭しあり︑︿略﹀︒

御代に及びて︑復古の政と共に陸海

十二佃5図

すべ給ふ︒

九244図

十785図 又力士ノ如キハ常二全身二 軍

りきし

離宮

力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ
﹇離宮﹈︵名︶1

ク猶達セリ︒

りきゅう
な ら

慮神天皇の頃より奈良朝の頃には

おうじん

十一410図 吉野には古く離宮あり︑

陸

度 々 行 幸 あ り し が ︑︿略﹀︒

﹇陸﹈︵名︶9

陸海軍將卒
春秋爾度ノ大祭ニハ必ズ勅

陸軍←わ

陸地

地球を南北の爾半球に分て

﹇陸地﹈︵名︶4

て︑︿略﹀︒

陸地の片影だにみとめ難く︑︿略﹀︒

十二7710図

かくて日増は重れども︑

見したるは伊太利人コロンブスにし

い

十一﹇737図

ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

八812図

りくち

︿略﹀︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬

﹇陸軍﹈︵名︶3

アリ︑︿略﹀︒

使ヲ差立テラレ︑陸海軍將卒ノ参事

九301図

︵名︶1

七737 陸ノケモノニニタモノ入団︑ りくかいぐんしょうそつ ﹇陸海軍将卒﹈

りく

ラッコ・ヲツトセイナドガアリ︑
︿略﹀︒

七741 陸ニスムモノデハ︑象ガマヅ
一番大キイガ︑︿略﹀︒

がりくぐん

八801図 かくの如く日本を出で︑海 りくぐん
を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八843

中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人ハ軍神ト

ば︑又元の日本に蹄り來る︒

八809図地球の表面の凡そ三分の二

陸軍の兵種には五あり︒

マデイハレタ︒

九246図

明治二十七八年の戦役まで

は海にして︑三分の︸は陸なり︒

十一247図 交通・運輸の便を與ふる

九268図

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團

もの︑陸に車︑水に船︑其の種類も

多く︑其の形状も様々なり︒

な武士︒﹂

七441園

︿略﹀︑朝の風を聞きては

十二782図

知り︑其の夜は一同うれしさに眠る

十一一788図人々始めて陸地の近きを

水鳥のくちばしは平たくて先
が圓く︑陸鳥のくちばしは圓く細く

八569

八929 ︿略﹀︑軍神トイハレル名田ウ

ワヅクリニテリツパナリ︒

ノ官省アリ︒ノーヅレモ洋風ノレング

七588図 ︿略﹀︑海軍省ヲハジメ多ク

に過ぎざりしが︑︿略﹀三十七八年

こと能はず︒

の戦役後は︿略﹀十九箇師團となれ

陸

陸軍 りくちょう ﹇陸鳥﹈︵名︶1 陸鳥

星の形を打ちたるは

﹇陸軍兵﹈︵名︶1

九504図圃

兵

りくぐんへい

り︒

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸
の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら
ず︒

十二791図園 ︿略﹀︑朝の二時頃
﹁ 陸 ﹂ ﹁ 陸 ﹂ ﹁ 陸 ﹂と呼ぶものあり︒

す

ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

十二512図
つ

りゆう

ら齢り多くは飼はなかったが︑琉

サツ

マ

イモ

﹇琉球芋﹈︵名︶一

球ではたくさん飼って居った︒

琉球芋

リウキウ

リウキウ

十306図

關東ニチハ薩摩芋トイヒ︑

りゅうきゅういも

き

内金ノ商業モ︑海外ノ貿 十868 豚肉はく略﹀︒内地では昔か

裏面

易モ︑有無相通ズルノ理法二基ヅケ
ルハ相同ジク︑︿略﹀︒

コ畏面﹈︵名︶2
オキナハ

九565図沖縄二産スル木ノ葉書ハ︑

りめん

九863憎く略V︑人の命にはかへられ

わ ツパデアツタカラデアル︒
う
り

ないと︑相手を助けてやったのは如
何にも見上げたりつばな行だ︒
其ノ羽ノ表ノ方背肉美シキ色ドリア

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球ニテ
ハ唐芋トイフ︒

凝して︑買手にはかに増すときは︑

﹇竜骨﹈︵名︶2

龍骨

靴の償はにはかに高くなりて︑︿略﹀︒
リュウコツ

龍骨

りゅうこつ

十一一137 船ヲ組立テルニハ︑船皇ノ
バンギ

リュウコツ

上二盤木ト呼ブ木材ヲ積ンデ︑其ノ

コレハホンノ大筆ノ構造ノ

上門先ヅ龍骨トイフモノヲ置ク︒

十ニー45

梁ニモ︑外皮板ニモソレぐ附属具

話デ︑實堅田龍骨ニモ︑肋材ニモ︑

﹇流出﹈︵名︶1 流出

ガアリ︑︿略﹀︒

其の他森林は氣候を和げ︑

あげて数ふべからず︒

土砂の流出を防ぎ︑︿略﹀︑其の効用

りゅうしゅつ

︿略﹀︑大キナカメが出

モムク所ヲ察セザルベカラズ︒

強き時は︑却って火の消ゆることあ

るべし︒

りゅうつう︒す ﹇流通﹈︵サ変︶3 流

閉ぢたる室内にはよごれた

通ス 流通す ︽ース・ースル・ーセ︾

る空氣こもる︒時々障子を明放ちて︑

九609図

新しき空氣を流通せしむべし︒

レドモ︑金貨ハ日常流通スルコト少

我が國ノ紙幣ハ︿略﹀︑

一

九905図銀貨・銅貨ハ廣ク用ヒラル

シ︒

流

圓・五圓・十圓・百圓ノ四種流通ス︒

九912図

︽！スル︾

九664図願望流動する時は風を生ず︒

動ず

りゅうどう・す ﹇流動﹈︵サ変︶1

十一935図例へば靴を用ふること流

行ず

︽ーシ︾

九659図然れども空氣の流通昇りに

ウラシマガヨロコンデ︑カ りゅうつう ﹇流通﹈︵名︶1 流通

ツレテ

テキテ︑﹁ウラシマサン︑コノア

ウ

理由

の裏面を望み見るを以て此の名を得
﹇理由﹈︵名︶1

三676

行ツテアゲマセウ︒

オレイニリユウグウヘ

十108図

三668園

りゆう

十﹁5710園我が子の死ぬのを見て父

みき

が命を惜しむ理由はない︒
みき
りゅういき ﹇流域﹈︵名︶1 流域
すすや
︿略﹀︑南部の鈴谷川・
か

メニノルト︑︿略﹀︑マモナクリ

るうた

内淵川・留多加川の流域の如きは︑

ウラシマハ︿略﹀︑リユウグ

チヘカヘルノモワスレテヰマ

ウノオキヤクサマニナツテ︑ウ

三686

居テ︑︿略﹀︒

トイフキレイナオヒメサマガ

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒

イモ

薩摩ニチハ琉球芋トイヒ︑琉球ニテ

マ

りゅう
﹇琉球﹈︹地名︺5 琉
サツ

關東ニチハ薩摩芋トイヒ︑

踏迷ふが如きこと有るべからずと諭

リウキウ

十306図

礪琉球

りゅうきゅう

ユウグウノ門ヘツキマシタ︒
三678 リユウグウニハオトヒメ

ないぶち

十一969包囲

ヒダハアリガタウゴザイマシタ︒

たりしが︑︿略﹀︒

十一764図

︿略﹀︒

師九86濁愛作さんのりつば念がけ

衷¥村
一内
憎の
9重
図なる
里道
道路
のは
改荷修
車も
・全
人く
力成
車り
を︑

りどう ﹇里道﹈︵名︶1 里道

です︒

何よりも︑本人の行がたしかな保誰

十378囹 りっぱな人の手紙よりも︑

もある︒

つばなものになると︑革をきせたの

紙の上を．布で包んだのもある︒又り

十212 表紙には紙ばかりのもあり︑

レドモ︑裏面ハ枯葉二似タルが故二︑

り

7
通ずるに至れり︒

りひ ﹇理非﹈︵名︶2 理非
十一一備8図 初より事の順逆・理非を
熟考して︑︿略﹀︑又は公道の理非に

し給ふ︒

シタ︒

リシガ︑支那ヨリ琉球︑琉球ヨリ薩

十3010図

踏迷ふが如きこと有るべからずと諭

リシガ︑支那ヨリ琉球︑琉球ヨリ薩

十3010図

熟考して︑︿略﹀︑又は公道の理非に
ふみまよ

し給ふ︒

りべん ﹇利便﹈︵名︶1 利便

︿略﹀︒

リシバ今ヨリ三百年以前ニシテ︑

十312図此ノ芋ノ始メテ琉球二傳ハ りゅうこう・す ﹇流行﹈︵サ変︶1 流

十一3610興国 今や西部縦貫鐵道も全 摩二傳バリ︑︿略﹀︒
部開通致外事とて︑交通の利便いよ
く開け︑︿略﹀︒

りほう ﹇理法﹈︵名︶1 理法

ハ常二花客ノ嗜好ヲ考へ︑流行ノオ

摩二黒バリ︑︿略﹀︒
りゅうこう ﹇流行﹈︵名︶1 流行
ン ナ
く略V︑ルソンヨリ支那二入十二518図 全日商業二從事スルモノ

十二佃10笑初より事の順逆・理非を

ハ唐芋トイフ︒
シ
ナ
︿略﹀︑ルソンヨリ支那二入

ふみまよ

心見瀧は後の細道より瀧 りゅうぐう ﹇竜宮﹈︵名︶4 リユウグ

で︑熊吉の命が助かりました︒

一

ゆ

80

781
りゅうび一りょうしゃ

りゅうび
備
ビ

リウ ビ
﹇劉備﹈︹人名︺4 劉備
リウ

ニシテ大志アリ︒

劉

十一撹3図 西詩ハ漢朝ノ末流︑英明

リ起キテ橋上二品レバ︑シバラクア
リテ︑カノ老人來レリ︒

良大イニ喜ビテ︑朝夕之ヲ
後張良・韓信共二心ノ高祖

讃ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

十247図
十258図
二仕へ︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑信ハ

十一撹6図 此ノ時諸葛孔明トイフ人
アリ︑︿略V︑劉備ハ三度マデモ其ノ

﹇遼河﹈︹地名︺2 遼河
にうちやん

の緑樹は枝を交へて︑雅麗比なし︒

まうせん

薬毒及び島々︑見渡す限

りょうきかん ﹇両旗艦﹈︵名︶1 爾旗

如く︑︿略﹀︒

り田園よく開けて︑黒檀を敷けるが

十一192図

十二572図言口は一に牛荘港と構りょうがん ﹇両岸﹈︵名︶1 両岸

りょうが

し︑遼河の河口にありて︑遼河水運

﹇両側﹈︵名︶8

爾ガハ

るもの多し︒

十二394図園

﹃雨虎共に闘へば︑勢

りょうこ ﹇両虎﹈︵名︶1 墨守

共に生きず︒﹄といへり︒

大泊は樺太島の入口

とも申すべく︑全島第一の良港に候︒

十一971團困

おほとまり

まもなく町の中へはいると︑ りょうこう ﹇良港﹈︵名︶1 良港

爾側

りょうがわ

雨がは
五124

雨がはにいへがたちならんで︑人が

り

阿里山の檜材は世界無

比の良材と漏せらる＼ものにて︑

十一3910國国

あ

りょうざい ﹇良材﹈︵名︶1 良材

良好なる時機を失ふこと多し︒

優柔不断其の事業に取掛らざる中に︑

十一一732図 引込思案の人は︿略﹀︑

道ノ雨ガハ令月︑アメヤ・オ りょうこう ﹇良好﹈︵形状︶1 良好

いそがしさうにあるいてゐました︒

五675

モチヤヤ・クダモノヤ・クワシヤナ
ドが店ヲナラベテヰル︒

七372店強雨ガハニアツテ︑マン中
雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観

ノ道議セマイガ︑︿略V︒

七562図

︿略﹀︒

トリ

イキ

ス

北浦ノホトリナル鹿島トトモ三二社

カ シマ

九175熱中ニモ香取・息栖ノ雨社バ

カ

りょうしゃ ﹇両社﹈︵名︶1 両社

せられ︑或は捕獲せられて︑︿略﹀︒

大部分は我が艦隊の爲に︑或は撃沈

十二98図此の雨日の職に︑敵艦の

りょうじつ ﹇両日﹈︵名︶1 青刈

廊下ノ雨ガハニハ幾百株ト りょうじ﹇▽そうりょうじ

音堂二向ツテ行ケバ雨ガハニアマタ
ノ店アリ︒
タン

十999図
ポ

︿略﹀︑又山脈の雨がは

ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒
十一伽6國國

︿略﹀︑大キナ船デハ船底モ

には石炭層各所にあり︑︿略﹀︒

雨側には白色の高屋相並
び︑人道と車道との間なる左右二列

十二613図

雨側モニ重張ニスル︒

吉良ー48

沈没し︑其の他にも相ついで沈没せ

螢口は一に牛二黒と構 十二75図︿略﹀︑敵の雨旗艦は遂に

にうちやん

﹇三河水運﹈︵名︶1

遼河

の起瀦なれば︑︿略﹀︒

十二57図

りょうがすいうん
遼河水運

良や老人ノ無禮ヲトガメズ︑ 十二573図

外二兵ヲ用ヒテ︑︿略﹀︒

し︑遼河の河口にありて︑遼河水運

十2510図

イホリヲ訪ヒ︑遂二迎ヘテ重臣トセ
リ︒

信や少年ノ笑罵二怒ラズ︑其ノ初山

の起黙なれば︑商業港として︑豆類
かす

十一撹8図 劉備畜ク孔明ヲ信頼シ︑
小事ニシノビシバ︑後大功ヲ立ツル

雨院の決議一致すとも︑

・豆油・豆粕の輸出甚だ盛に︑︿略﹀︒

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑關羽・張
﹇両﹈与じゅうりょう

版図リシ所以ナリ︒

りょう

﹇料﹈﹇▽でんぽうりょう・とく

﹇陵﹈﹇▽ごだいこてんのうりょ

﹇領﹈﹇▽いちりょう・ていこく
利用

大きなきかいの動くのも︑汽

﹇利用﹈︵名︶1

車や汽船の走るのも︑皆火の力の利

八444

りょう

りよう・ロシヤりょう

りょう

う．ごりょう

りょう

しゅとりあつかいりょう

りょう

飛等ノ諸手之ヲヨロコバズ︒
十一欄2図

孔明︑劉 備 回 気 へ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
シヨ ク

遂二備ヲタスケテ蜀ノ國ヲ建テ︑天
流氷

下ヲ三分シテ其ノーヲ保タシム︒
﹇流氷﹈︵名︶1

十一961國団 御承知の通り︑冬は寒

りゅうひょう

良﹇▽ちょう

結し︑流氷の流れ來る事もこれあり

氣馨しく︑︿略V︑海岸も海水厚く凍

﹇良﹈︹人名︺8

候へば︑︿略﹀︒

りよう

りょう

両院

帝國議會は貴族院・衆議

﹇両院﹈︵名︶3

用によるのである︒

き

りょうえきδにっしんにちろりょうえ

ぜざるなり︒

天皇の裁可を経ざれば其の効力を生

十二柵2図

るときは︑帝國議會の協賛にあらず︒

十二鵬1図若し雨意の決議一致せざ

院の雨院より成る︒

十一一柵3図

りょういん

十227図 老人片足ノ靴ヲ橋下二二シ︑
良ヲカヘリミテ︑﹁ 拾 ヒ 來 レ ︒ ﹂ ト イ
フ︒

十227図良無恥ナリトハ思ヘドモ︑
老人ノ言ナレバ︑命ノマ・二言ヒ取
リテサ・グ︒

大イ口耳 リ テ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

十235図 五日目ノ朝行キテ見レバ︑
十239図

イフニ︑良ヤムヲ得ズシテ蹄レリ︒

十241図 七色ノ度コソハト︑夜半ヨ

艦

、

りょうしょう一りょうほう

782

ノ名アリ︒

りょうしょう

M

の

ぎ

﹇思量﹈︵名︶1

爾將

十406図圏︿略﹀︑敵の將軍ステッセ
乃木大首と會見の 慮はいつ訊
ひるげ

糧食

水 師 螢 ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ 爾將書画共にして︑
なほも黒皿きせぬ物語︒

﹇糧食﹈︵名︶3

︿略﹀︑兵 器 ・ 糧 食 を 運 送 し ︑

の方向に關らず︑十分に風力を利用

へんとしたれども︑能⁝王は﹁何の職
功もなければ︒﹂とて受けざりき︒

爾手

アラビヤは世界に名高い良

今日の記念に献ずべし︒﹄

十一466

るのは︑風土が馬の飼養に適してゐ

アラビヤに良馬の多く産す

馬の産地である︒

るばかりではない︒

﹁︿略V︑私は足の立たない 十一499

﹇両手﹈︵名︶3

もので︑蛍手をついて︑やっとゐざ

爾肺ノ器皿心臓アリ︒

︿略﹀︑神殿の御屋根はかや
むね
にてふき︑棟にはかつを木をならべ︑

爾半球

選鑛場ニハ種々ノ機械アリ︑

今は雨陛下も馬車に召し

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

﹇両方﹈︵名︶2 両方

ツマデタツテモ勝負ガツカナイカラ︑

ケンクワヲシタ時︑︿略﹀︒︿略﹀︒イ

五547

りょうほう

りょうま﹁◇こりようま

ずば見るべからず︒

給へば︑古風の牛車は博物館に行か

十一258図

下←てんのうこうこうりょうへいか

りょうへいか ﹇両陛下﹈︵名︶1 爾陛

選り分ク︒

此ノ機械ニカケテ︑一々其ノ良否ヲ

十627図

りょうひ ﹇良否﹈︵名︶1 良否

ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

八811図

地球を南北の雨半球に分て

りょうはんきゅう ﹇両半球﹈︵名︶1

の天守閣の棟の雨はしにあり︒

八939図 名高き金のしゃちほこは此
むね

雨はしに千木をうちちがへたり︒

八61図

りょうはし ﹇両端﹈︵名︶2 爾はし

十7510図

ゐざりはく略﹀︑その釜をあ りょうはい ﹇会合﹈︵名︶1 甲介

最早弾く力も蓋きて︑傍の
人知れぬ涙をこぼして居る︒
はい

︿略﹀︑灌概・排水其の

くわんがい

﹇良田﹈︵名︶1

﹇両度﹈﹇▽しゅんじゅうりょ

﹇領土﹈︵名︶2 領±むな
︿略﹀︑明治二十七八年戦役

五十度以南我が帝國の

良馬

﹇遼東湾﹈︹地名︺1

遼東潜

﹇良馬﹈︵名︶3

正儀は河内にて領地を與 十408図翻園 ﹁我に愛する良馬あり︒

りょうば

十一一57図

遼東湾

りょうとうわん

成功五緒へども︑︿略﹀︒

領土となりしょり︑諸種の纏螢追々

十﹇梱1國国

官田士は第二位に落ちたり︒

の後︑目皿湾の我が領土となりしょり︑

十16図

んぼくしんりょうど

りょうど

うど・ちょうせきりょうど

りょうど

得るに至れり︒

二毛作をなし得る良田五十六町歩を

よろしきを得て︑水田は乾田となり︑

十一掴7図

良田

石にこしを下し︑額を亀手に支へて

十二825

り出しました︒

たまにかぶって︑金手をついてゐざ

五267

りあるくものでございます︒

騙逐艦ノ名コソ更二優美 五247圏

チク

ぱ

りょうて

十一274図帆の運用自在なれば︑風

ク

することを得︒

十﹇3010図
ナレ︒︿略﹀︒雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ

物トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮

ろっ

住吉の戦に父の討死し

りょうでん

く略V︑功業を成し︑公盆

ナル有様モオモヒ見ルベク︑︿略﹀︒

十一681図
を廣むるも︑將又無事にして一生を

十854

りょうしょく

倉卒と共に戦場をかけめぐって︑勇
終ふるも︑唯此の二十萬時間を利用

り︒

よ

︽ースル︾

﹇利用﹈︵サ変︶1

にして欧羅巴の中央に入るべし︒

スル

りよう・する

利用

利用せんか︑大連より僅かに二週間

西亜の東清田道及びシベリヤ鐵道を

十二589図

南満洲鐵道によりて︑露

ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

﹁よく勉め︑又よく遊

士に軍功を立てさせるものは馬であ

良人

十一695図

するとせざるとにあり︒
城中には僅かに四五日の

る︒

十一一272図
糧食を飴せるのみ︒

十二274図闘 ﹁敵は長園の計を取れ
﹇良人﹈︵名︶2

るに︑我は糧食殆ど蓋きたり︒
りょうじん

て︑﹁良人今濁り身を全うして︑祖

十二311図囹 罪名の妻︑夫を働まし
先以來の勇名を辱し め 給 ふ か ︒ ﹂ と ︑
︿略﹀︒

かずとよ

イヅレモ大規模二出金テヰテ︑書ク
領地﹇▽し

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二3210図 かの山内一豊の妻が貧苦 十ニー29 工場ニハ色々アル︒︿略﹀︒

んりょうち
八787図

十一442図

我を追出したり︒

たる後︑ 一族の者領地をうばひて︑

十一434図冤

た其の一部なり︒

だ廣く︑アジヤ大陸のシベリヤもま

ロシヤは︿略﹀︑其の領地甚

﹇領地﹈︵名︶3

蒸氣や電氣ノカヲ利用スル︒

利用ス

りょうち

職陣の際に良人の名讐を全うせる形

︽ i シ ・ ースル・ーセ︾

﹇利用﹈︵サ変︶7

名の妻と其の徳を同じうすとやいは
ん︒

りよう・す
利用す

この空高く上る︑是皆人の自然の風

九665図帆かけ船の水上を走る︑た
を利用したるなり︒
天馬を利用して學習致し候︒

十575囲囲 ︿略﹀︑學科は夜分又は雨

783
りょうやく一りょこうき

料理

第十六課料理

﹇料理﹈︵名︶3

十一642
同ジ材料デモ料理ノ塩梅ニ

を爲し難きを﹁車の雨輪の如し︒﹂
といへども︑︿略﹀︒

自轄車の雨輪が前後に並
雨ワキ

英気にてはく略﹀︑旅客

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

十二㎜3図

は下車騨にて各自に荷物を受取るに︑

間違の起ること殆ど無し︒

く略V︑人道と車道との間

りょくじゅ ﹇緑樹﹈︵名︶1 緑樹

鯉ハ︿略V︒︿略﹀︑雨ワキニ 十二615図

﹇両脇﹈︵名︶1

べるも逆剥攣れり︒

十一253図

五163

りょうわき

なる左右二列目緑樹は枝を交へて︑

同ジ材料デモ︑︿略﹀︑料理

ノ方法ニヨツテハ︑其ノ纏濟ノ上ニ

寒雲比なし︒

異所も無ければ︑川止も無い

昔の旅行には色々難儀なこと

ラビヤりょこうにっき・だいりょこう

りょこう ﹇旅行﹈︵名︶5 旅行﹇▽ア

代ふ︒

燈を圓筒形に︑紅緑二燈を圓錐形に

十一一187図 夜間は紅燈を赤球に︑線

りよくとう ﹇緑灯﹈︵名︶1 春燈

アタマカラヲマデーレツニ︑クロイ

旅館

箱根は温泉場の敷も多く︑

箱根は︿略﹀︑近く東京・

九3510

か

なり︒

アリはく略V︑たゴ父にあ

すべて沙漠の旅行は︑以前

れ︑饒り旅行も致さず候へども︑見

十一957囲囲

其の後日々業務に追は

に通りし酪駝の足跡を目あてに行く

九466図

けたり︒

はんを樂みに一日々々と旅行をつゴ

九461図

女子供でも安樂に旅行が出干る︒

から︑僅かの旅費︑僅かの日敷で︑

九386

があった︒

横濱をひかへたれば︑盛夏の候は何

︿略﹀︑旅館にて夜晩く高

衆に封ずる三儀あり︒

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

十二9810二道を行くにも︑舟・車に

るを得べし︒

て︑山水のながめをほしいま＼にす

十7410図旅館は山により︑谷に臨み

れの旅館も空室なきに至るを常とす︒

よこはま

十743図

︿略﹀︒

廣大なる旅館も少からざれども︑

十741図

﹇旅館﹈︵名︶5

ランデヰマス︒

テンノアルウロコが三十六枚ヅツナ

﹇料理道具﹈︵名︶1

塁審ハ︿略V︑流シ元・戸

りょかん

材料ノ種類や料理ノ方法ハ︑

ヘナケレバナラヌ︒

先ヅ衛生・纏濟・味ノ三方面ヨリ考

十一648

モ大イナル得失ガアル︒

十一646

︿略﹀︒

ヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味忍駒レ︑

十一645

︿略﹀︑うち中の者がそろつ りょうり

雨方が仲ナホリヲシマシタ︒
八103団
て罵眞をとりました︒ついでに私一

良藥

人のもとりましたから︑雨方一枚つ
﹇良薬﹈︵名︶1

つ差上げます︒

りょうやく

十一533図 笑ハ心身ノ良藥ナレドモ︑
時ト場合トニョリテ笑フベカラザル
れうやう
﹇西陽﹈︹地名︺3 遼陽

コトアリ︒

りょうよう
陰陽

十一671

料理道旦ハ

りょうりどうぐ

特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

常二食物ヲ料理スル泣所ハ

りょうり・する﹇料理﹈︵サ変︶1料
十一一5410図 大連より︿略﹀︑北へ進
れうやう
理スル ︽ースル︾
むこと約二百哩︑遼陽あり︒
約四十哩︑南満洲鐵道中央停車場の

十二554図 ︿略﹀奉天は︑遼陽の北 十﹇669
ある虜なり︒

﹇両様﹈ ﹇ ▽ た て な な め り ょ

十二57図 遼陽
りょうよう

ダナヲハジメ︑料理道具・食器・フ

料理

うよう︒たてよこりようよう・よこな

﹇料理法﹈︵名︶2

十二992図

聲を嚢して︑他人の安眠をさまたぐ
るが如きは︑文明國民の科すべきこ

︿略V︑毎日三度ノ食事ニモ︑

とにあらず︒

旅客

︿略﹀︑日暮ヨリ後ハ一切旅

﹇旅客﹈︵名︶3

其ノ材料及ビ料理法二注意スルコト

十一662

ソレ故材料モ料理法モ成ル りょきゃく

ガ大切デアル︒

十一644

法

りょうりほう

テ置カナケレバナラヌ︒

キンナドニ至ルマデ︑常二清潔ニシ
﹇遼陽戦﹈︵名︶

なめりょうよう
レウヤウ

りょうようのたたかい

︿略﹀︑中佐ハ︿略﹀︑八月末

一 遼陽ノ戦
八851
レウヤウ

ノ遼陽ノ堅雪ハ︑部下ノ大隊ヲヒキ
﹇遼陽防備﹈︵名︶1

ヰテ︑勢鋭ク進撃シタ︒
りょうようぼうび

急雷防備
しゅざんばう

九392図

聞取交へ︑新版圖の状況大略御報知

ベク適當二愛化サセテ︑毎日同ジ献

申上候︒

十二552図 其の西南なる島山塗墜筒

人ノ通行ヲ差止メタレバ︑諸大名其
爾輪

ノ他旅客ノ宿泊スルモノ多ク︑︿略﹀︒

﹇両輪﹈︵名︶2

立ヲクリカヘサヌ様二注意スルガヨ
りょうりん

さ僅かに三百饒尺の小山なれども︑

料理

二物相待つに非ざれば用

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今川此ノ

十二753図

︿略﹀伊太利の大旅行家

︿略﹀︑浜道開通後ハ旅客ハ りょこうき ﹇旅行記﹈︵名︶1 旅行記

ィ︒

﹇料理﹈︹空名︺2

十一251図

九395図

遼 陽 防 備 の 要 害 地 にして︑︿略﹀︒

りょうり

十一目3 第十六課 料理

りょこうさき一る

784

マルコ ボーロの日本に増する記事
を讃み︑又ボーロの旅行記によりて
製したる地圖を得 て 思 へ ら く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

りょこうさき ﹇旅行先﹈︵名︶1 旅行

﹇旅順口﹈︹地名︺1

虜はいつ訊水師螢︒

の ぎ
謬説ステッセル 乃木大幕と會見の
りょじゅんこう
旅順口

﹇厘﹈︵名︶2

厘←いちりん・

﹇林﹈←てんねんりん・ほあんり

女子供でも右下に旅行が出來る︒

りん
ん

りん

いっせんごりん・ごりん︒さんしりん
・さんせんごりん

着順線は大連の次騨臭水

子より分れて︑日清・日露爾役に有

十二566図

六178図︿略﹀︑寸ノ十分野ーヲ分︑

ぶじゆん

分ノーヲ分︑分ノ十分ノーヲ厘トイ
﹇輪﹈几▽いちりん・いちりんざき

フ︒

りん

十一999囲困

漁業に次ぎて有望なる
﹇臨幸﹈︵名︶2

臨幸

は農業と林業とにて︑︿略﹀︒

りんこう

な

隣國の支那人は最も多く豚肉

し

全膏雨及ブ内鼠レリトイフ︒

十869

﹇臨時大祭﹈︵名︶1

を食ふ國民である︒

臨時大祭

りんじたいさい

九303図 靖國神社ハ︿略﹀︒︿略﹀︒

臨時大祭二天皇皇后両陛下ノ行幸啓

アラセラレシコトモ度々アリ︒

藺相如

りんしゃうじよ

し

てう

しん

りん

相如といふ賢臣あり︒敵國秦に使

しやうじよ

十二386図支那の昔趙といふ國に藺

して功ありしかば︑趙王厚く之を用

ふ︒

此の會に於ける孔子の行

しん

動は藺相如が二王を叱したるとは

りんしゃうじよ

十一一958図

異なり︑相如は氣を以て人を服せり

といへども︑孔子は義を以て人を動

く略V︑主上隠岐に遷さ
れ給ふと聞き︑︿略﹀︑天華﹀︒いで

十一145黒鳥

な

六201図貫ノ千分ノーヲ匁︑匁ノ十 りんしょうじょ ﹇藺相如﹈︹人名︺2

分ノ十分ノーヲ厘トイフ︒

名なる旅順口に達す︒

順線

十二564図
安寧線あり︒

﹇旅僧﹈︵名︶1

名なる旅順口に達す︒

りょそう

日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

かせしなり︒

臨席←ご

や臨幸の路次に参り會ひ︑君をうば

﹇臨席﹈︵名︶1

信ヨリ此ノ芋ノ話ヲ聞キテ︑大イニ

りんせき

りんせき

臨幸饒りにおそかりしか 十二347 ︿略﹀落成式が三園サレタ︒
ば︑人をしてうかゴはしむるに︑

りんりんりんりんりいんりん

りいんりん︒

あれ︑鈴轟も鳴き出した︒

りんくくく

五614圏

りんくくくりいんりん

︵感︶1

二参集シ︑縣廉カラモ知事ノ代理ト

フランスの隣國にて︑其の

シテ事務官ノ臨席ガアツタ︒

︿略﹀︑其ノ他工事底設者一同新校舎
奉るといふ︒

︿略﹀山陰道へか＼りて遷幸をなし

十一151図

孫に傳ふべし︒﹂

ひ奉りて義軍を起し︑︿略﹀︑名を子
旅團﹇▽に

四箇中隊を大隊︑三箇大隊

﹇旅団﹈︵名︶1

喜ビ︑︿略VQ

スベキモノヲト心ガケシガ︑或時旅

十321図

旅僧

子より分れて︑日清・日露両型に有

十二565図

旅順線は大連の二巴臭水 りんぎょう ﹇林業﹈︵名︶1 林業

順姻線・替口﹇H線・煙ムロ拍椰・塩韻隔⁝門司榔●

えんだい

南満洲の支線としては旅

りょじゅんぜん﹇旅画線﹈︵名︶2旅

九4410図 或時旅行先より手紙を送り

先

て︑其の子のアリにく略Vと言ひつ
かはしたり︒

旅行先の父に送る

2 旅行先の父に送る手紙

りょこうさきのちぢにおくるてがみ
︹課名︺

九目14 第十三課

手紙
手紙

九429第十三課 旅行先の父に送る

︽ースル︾

りょこう・する ﹇旅行﹈︵サ変︶1 旅
行ずる

旅

十一川3 暑い時分汽車に乗って朝鮮
かげ
を旅行すると︑どこの山陰にも白い
﹇旅行中﹈︵名︶1

着物が乾してある ︒

りょこうちゅう

りょだん

九266図

こりょだん

行中

八933図 東海道の旅行中︑最も多く

旅程

八784図

昔東海道といったのは江戸か りんごく ﹇隣国﹈︵名︶3 寸心

﹇旅程﹈︵名︶1

一日の

東北にあるドイツは學問のよく開け

ら京都へ上る街道で︑︿略﹀︒

九356

りょてい

を聯隊︑二箇聯隊を旅團とす︒

れん

衆人の目をひくものは︑富士山と名
古屋城の金のしゃちほことなるべし︒
リヨジユン

旅順

りょじゅん ∩旅順﹈︹地名︺2 旅順

リヨジユン

旅程を十里つつと見て︑十二日程

七33図

レ︾

正成ハタシテ戦死シテ︑ソ

︿略﹀︑敷年ナラズシテ石見 る︵助動︶77ルるを︽ル・ルル・

聞傳ヘテ之ヲ植エ︑遂ニハ中國地方

一舟ニヒロガリ︑︿略﹀︒隣國ノ人モ

十326図

たる國なり︒

旅費

か＼つた︒

町所も無ければ︑川止も無い

﹇旅費﹈︵名︶1

から︑僅かの旅費︑僅かの日溜で︑

九385

りょひ

七895図 廣瀬中佐ノ乗レル福井丸ハ︑
今自象ノ港ロニ進ミタリ︒

十二57図 旅順
︵名︶1 旅順開城

りょじゅんかいじょう ﹇旅順開城﹈
十382図鶴 旅順開城約成りて︑敵の

785
る一る

ノクビハ家二送ラレタリ︒

七85図天皇ハコレヲ聞キ︑︿略﹀︑
正 行 ヲ 近 ク 召 シ タ マヒテ︑﹁︿略V︒﹂

トオホ煙出サレタリ︒
そ が

七451図圃 いほりもかうは孝行の
曾我兄弟に知られたり︒

テウ

シ

河ロニ銚子港アリ︒醤油ノ

産地トシテ知ラル︒

九182図

九215圓團母は其の方々の顔を見る
毎に︑そなたのふがひなきことが思
ひ出されて︑此の胸は張りさくるば
かりにて候︒

タル庭アリ︒

九2910図

春秋爾度ノ大祭ニハ︿略V︑

シタガツテ敵ニオソハル・

便ナリ︒
え ぞ

蝦夷は東北の地に住して︑

如き是なり︒

九6510図

燈の火の風に吹消さる︑が

かはされし精しばくなりき︒

叛服常ならず︑︿略﹀︑征東空軍をつ

九625図

ウレへ少ク︑我ヨリ敵ヲオソフニハ

九544図

り︒

れじと︑︿略﹀︑そこより逃れ出でた

ならず︑さては此のま﹂にては過さ

九481図之を聞けるアリの驚は一方

ナリ︒

種々ノ鯨興モ行ハレテ甚ダニギヤカ

九302図

月五日ヨリ行ハル︒

胎勢神社ノ秋ノ大祭ハ十一

七788図圏︿略﹀︑一たん心定めては︑ 九291図社殿ノ後ニハ美シク作ラレ
な ど 成らざらん︑︿略﹀︒

事に動かず︑さそはれず︑はげみ進
むに何事の

七805図 く略V明治丸の船長は︑一
日その町の學校へまねかれて︑航海
の話をなしたり︒

七899図 ボートハヤガテ福井丸ノカ
タハラ四葉サレテ︑一同乗リウツレ
リ︒

七924図 ボート手水ニオツル砲丸ノ
シブキニ包マレタリ︒

七927図 中佐ハ一片ノ肉ヲボートニ
残シテ︑海ノ中ニハウムラレタリ︒

八53図 ︿略﹀︑数千年もへたらんか

と思はる︑老木枝をまじへて︑高く
天をつく︒

八187図 心頼ガ︿略﹀︑ヨク天下ヲ
ヲサメタルモ︑カ・ル母二類焼レタ
ルニヨルナルベシ︒

昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二其ノ便

いっこより見ても山にさへ

かども︑︿略﹀︒

十23図

ぎられ︑かすみにへだてられて︑其

夫に別れて後︑宮中に召さ

の全景を見ること能はず︒

十162図

れて︑上東門院に漢文︒漢詩を教へ

清少納言も︿略﹀︑其の才

参らせたり︒

十168図

次ノ五日目ノ朝モ亦老人二

氣を以て知られたりき︒

十2310図

先ダタレタリ︒

生残れる水夫は︿略﹀︑さ

父は此の大波に何とて行か

かまく波にもまれて聲を限りに救を

十686図

呼べり︒

十698図

るべきと思ひしが︑娘のやさしき心

父は︿略﹀︑娘のやさしき

にはげまされて︑ボートを用意す︒

心にはげまされて︑ボートを用意す︒

十699図

やがて二人は荒波に打返さ

る︑船の頭を立直しく︑死力を蓋

十6910図

して漕進む︒

十702図 ︿略﹀︑ボートは幾度となく

打ちもどされ打ちもどさる＼を︑辛

︿略﹀御入螢の上は︑品
行方正︑職務に忠實にして︑隊中の

十268薩囲

い

あり︒

か

ほ

道後に次ぎて早く世に知ら

はるな

伊香保も亦古くより知られ

たる温泉にして︑榛名山のふもとに

十748図

れたるは有馬の温泉にして︑︿略﹀︒

十738図

海・伊香平等あり︒

み

あた
は︑西に道後・有馬︑東に箱根・熱

十732図中にも最も世に知られたる

くして難破船に漕着けたり︒

打ちもどされ打ちもどさる㌧を︑辛

く略V︑ボートは幾度となく

くして難破船に漕着けたり︒

コンヤウ

十702図

模範となられ度︑︿略﹀︒

然ルニ今日ノ如ク全隠避ル
エモン

虜二作ラル・二至リシバ︑主トシテ

十314図
ヘイザ

幕府ハ︿略﹀種芋ヲ添ヘテ︑

井戸平左衛門ト青木昆陽トノ煮皿力ニ
ヨル︒

十3310図

島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配布セシ

︿略﹀︑水曜日も其の日の

カバ︑間モナク全國二作ラル・二至
レリ︒

十586國国

課業を終へたる時より夕食前まで外
出を許され候︒
モオシバカラルベシ︒

二其ノ上ヲオホフ︒

此の燈塁附近の岩の上に乗上げたる

リ〇

分ハ︑殊二強堅ナル骨ニテ包マレタ

十683石巻夜にはかの嵐に吹かれて︑ 十777図 スベテ重要ナル機關アル部
帆前船あり︒

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

釜石二つにくだけて︑一半 十779図 胸部ノ減量ヒノ如キ骨ニテ
ははや大波にさらはれたり︒

道眞は罪もなきに官を下げ 十685図
られ︑あまつさへ遠國へうつされし

九796図

立たんとする時︑︿略﹀よめる歌なり︒

九791図 是は菅原道議が右大臣とい
つくし
ふ高き官よりおとされて︑筑紫へ旅

も押流され候︒

八388図く略V︑此ノモノノナカリシ 九751霊告全村百鯨戸の中二三十戸 十636図 銅山ノ盛ナルコト︑是ニテ 十757図骨ハ筋肉二包マレ︑皮膚更
利ナルニ驚カル・ナリ︒

八537図 入鹿ツヒニ殺サレタリ︒

八948図 名古屋は此の城あるにより
て 名 高 く ︑ ﹁ 尾 張 名古屋は城で持つ︒﹂

とうたはれたり︒

るい一るす
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センが爲ナリ︒

十822図︿略﹀︑垣の上には多くの頭
骨︑風雨にさらされて残れり︒

十一15図 全山花の雲に包まれたる
吉野山の光景まのあたり見るが如し︒

十一74図雄蜂は︿略﹀︑秋の初に
は皆働蜂にさし殺さる︒

十一179図此の四海峡に包まれたる
細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一188図 春は島山霞に包まれて眠
るが如く︑︿略﹀︒

モヒ見ルベク︑又優ニヤサシキ武人

十一312図 ︿略﹀勇牡ナル有様モオ
ノ風流モシノバル ︒

に限りて許されたる数多の開港場も

くと呼ぶ聲︑水に飛散る火のこの

鰻をくはへてくちばしに

うなぎ

光にはげまされて︑鵜は盛に活動し︑
︿略﹀︒

十一821図
巻附かれ︑持て鯨して見ゆるもをか
し︒

之ヲ紡績作業ノ第一段ト

ス︒皆機械ニヨリテナサル︒

十一845図

︿略﹀︑野獣の爪牙にさか

の敷を知らず︒

十二702図

︿略﹀︑野獣の爪牙にさか

れて食はる＼もの︑其の敷を知らず︒
十二702図

れて食はる︑もの︑其の数を知らず︒

十一一906図衛生上の注意を怠らずし
て︑何人も病にをかされぬ様にすべ
し︒

量器に行きて︑︿略﹀︑道

く略V︑海ノソコノ砂ノ上ニ

其の名其の類亦多し︒

スムヒラメ・カレヒノ類ハ︑其ノ髄

九539図

ノ一面︑砂ノ色二似タリ︒

九614図︿略﹀︑夜具・衣服の類はし

︿略V︑毎日同ジ献立ヲクリ

ばく日光にかわかすべし︒

カヘサヌ様二注意スルガヨイ︒例へ

十一666

バ動物質ノ滋養品亡婦植物質ノ食物

ヲ添へ︑︿略﹀︑アマイ物ノ後ニ一塩

十二川8図

行く人の容儀等を見れば︑︿略﹀︑早

十一957囲蒼蒼の後日々業務に追は
れ︑鯨り旅行も致さず候へども︑

カライ物ヲ配合スル類デアル︒

も

くも其の國民の品格の知らる︑もの

十一884図蜘蛛は其の膿より綜を出

く

︿略V︒

なり︒

せざき

るうた

か

るうた か

みき

留多加川 留多加川
すすや
十﹁969國国 ︿略﹀︑南部の鈴谷川・

内釜川・留多加川の流域の如きは︑

ないぶち

ルー

巴里にもルーブル博物館

︵名︶2

地味肥え︑有望の農業地に御座候︒

ブル博物館

ルーブルはくぶっかん
はぐすりをかけて︑ふた＼び焼きた

少からず︒

世界無比の名あり︒

古彫刻最も多く︑美術博物館として

十二647図

ルーブル博物館は名書・

・凱旋門を始め︑世に聞えたる建物

がいせん

十二645図
︿略﹀︑書物や寓眞の類は三

目の最も恐ろしげなのは︑わ

九529図圏

と類多し︒

づきんにおこそ・大黒と

中折・鳥打・山高や︑シルクハット

六301

それを私のるすにこのみざ

ある日主人は朝から用たしに

りがぬすんだのでございます︒﹂

五243園

九502図盆路行く人のかぶりもの︑ るす ﹇留守﹈︵名︶2 るす尋おるす

し・たかの類で︑︿略V︒

八578

などよりはよほど安いのです︒

十匁まで二銭で︑これもたゴの手紙

七531囹

るものなり︒

・皿・はちの類は︑このすやきにう

七352図無らのつねに用ふる茶わん 十一98図 留多加川

ぶるい・まめるい︒やきものるい

して網を張る︒︿略﹀︒此の網にて轟

十一一価9図軽薄も亦輩に軍隊の間に

を捕ふるは漁業の類とも見るべし︒

はい

之によりて用水路の改修

行はれ︑雷撃・排水其のよろしき

行はる︑に非ずして︑此の心得なく

くわんがい

十一脳5図

を得て︑水田は乾田となり︑︿略﹀︒

るうたかがわ ﹇留多加川﹈︹地名︺2

い

代濡鼠︑商業ハ殆ド内國二限ラレタ

ガ國ハ官田國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

ちゅうるい・ほうせきこうりょうけん

して如何でか日常の社會に立たんや︒

ちて山を鋳る︒
きりふ

絹織物の産地には︑京

らるれども改めず︑遂に殺されたり︒ るい ﹇類﹈︵名︶9 類﹇▽かしるい・
さ ど
十一一487図圃 古く知らる︑佐渡・生 きぐるい・きろくるい・こうてつしん
かう
野︑其の他無蓋の蒔肥は 山をうみ

し な
十一374雪囲 ︿略﹀︑其の外支那形船 十一一306図 伊出営︿略﹀︑幾度責め
これあり候︒

十一399國團南部地方には製糖業盛
に行はれ居候︒

つ

都西陣始とし︑群馬の桐生・伊勢崎

せつ

も

くすのきまさのり

みつのり
十一415図 吉野の朝の頃︑赤松光範︑ 十二494図圏

楠木正儀と囁津の住吉に職ひて︑

古く其の名を知らまたり︒

散々に撃破られたり︒

リキ︒

外國トノ交通少カリシ時

は今日の元服の事等思ひ置けては︑

十一451図 く略V︑年頃の恩愛︑殊に 十二507図
如何でか討たるべき︒
けごんの

十一759図 日光山には華嚴瀧を始 十二534図 強兵ヲ以テ知ラレタル我
として︑霧降・裏見・方等・般若等

急務ニシテ︑︿略﹀︒

はんにゃ

其の名世に知られたるもの少からず︒

されば河水・湖水におぼ
れて魚腹に葬らる︑もの︑︿略V︑其

十二702図

を知られたる建築物多し︒

十一792淫雨を使ひて魚を捕ふるこ 十二638図 倫敦には︿略﹀世界に名
と︑我が國にては古來凹く諸所に行
はれたり︒

十一811図 ふなばたを打つ音︑ほう
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るすい一れきしじょう

出たので︑二人が店のるすをしてゐ
樂を奏せしかば︑孔子は禮に反せる
りました︒

くはしほこ

武勇のほまれ細父

心をさわやかにする︒

十一854図杭綿機ヨリ出ヅル綿花ハ

レース ︵名︶一 レース

眞白雪ノ如ク︑四尺程ノ幅トナリテ

千足の國の名に負ひて︑禮儀は早く

ちたる

十一備9図圏

進ム様︑精巧ナルレースノ流ヲ見ル

﹁魯人は君子の道を以

ものありとて之を止めしむ︒

唐人も

構へし其の名君子國︒

十二991図道を行くにも︑舟・車に

スチブンソンはく略V︑すべ

レール

て其の君を輔くるに︑我が臣の行ふ
例εいちれい

九334

︵名︶2

所は禮に反す︒

﹇例﹈︵名︶4

一には︑軍人は禮儀を正

りのよい車をすべりのよいレールの

十二麗1図

レール

ガ如シ︒

れい
すものなり︒

十474図次の圖は其の一二の例を示

衆に封ずる禮儀あり︒

乗るにも︑旅館に宿るにも︑自ら公

十一一954華字

ると︑︿略﹀︒

るすい﹇▽おるすい

甘藷ノ 名 ハ ︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︒

ルソン ︹地名︺2 ルソン
十309図

シ

原産地ハアメリカニシテ︑アメリカ
ヨリルソン風下バリ︑ルソンヨリ支
ナ
那二入リシガ︑︿略﹀︒

上で走らせる様にしたらよからうと︑

全然移住せし例は二百年

しくすべし︒︿略V︒故に下級の者の

十二662図

日夜其の事ばかり考へてるた︒

原産地ハアメリカニシテ︑

上官の命を貴くるや︑直ちに陛下の

十3010図

命令なりと思ふべく︑上官の者は常

ば

以前︑通常の灰色の鼠の一群大上し
よコろっ

て︑︿略﹀欧羅巴に移り︑︿略﹀黒色

シ ナ

禮儀を守る心得を訣ける

﹇令﹈︵サ変︶1

令ス

︽一
︿略﹀︑仲呂ハ孔明ノ墓ヲ

﹇冷水浴﹈︵名︶1

冷水

れきし ﹇歴史﹈︵名︶5

歴史

建國以來三千年

歴史は長き七百年︑興

同胞すべて六千萬︒

富士山の古歌には煙の立

佛國の長き歴史を飾れる

我等は修身書に於て︑歴

事蹟を學び得たること多し︒

史に於て︑讃本に於て︑既に祖先の

十二宙5図

ゆるのみならず︑︿略﹀︒

壮大なる建築の敷々高く中空にそび

十一一608図

せしことも亦歴史に見えたり︒

つことを歌へるもの多く︑時時破裂

十二401図

蒸しぬ︒

亡すべてゆめに似て︑英雄墓はこけ

十一一259図圏

なき

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ

十一柵7図圏

歴史

坑外二運ビ出シ︑之ヲ選鑛場二送ル︒

或ハ坑内二敷キタルレールニヨリテ

十625図 出訴シタル銅鑛ハ︑︿略﹀︑

アメリカヨリルソンニ傳バリ︑ルソ

7図

軍人は國家としても許し難き罪人ぞ

十一一

も輕侮の念を有すべからず︒

に下級の人をいたはりて︑いさ＼か

ン ヨ リ 支 那 二 入 リ シガ︑︿略﹀︒

れい ﹇礼﹈︵名︶8 れい 禮εおん

の鼠を全く追彿ひしことあり︒
さる
く略V︑敷多の猿遠く敷百

里の地より集り趨りて之を食ひ︑果

十一一6710図

實歩くれば︑再び其の故郷に上るを

れい

﹁あ＼︑ありがたうございます︒う

六637圃 めくらは杖を受取って︑
例とす︒

以上の五箇條即ち忠節・

と諭し給ふ︒

煙草の吸ひがらより大火 十二掴8図

れしいこと︒﹂とれいいって︑︿略﹀︒

十二8910図

禮儀・武勇・信義・質素の五箇條を

七431 妻は立って︑鏡箱の中から十

事を引起せしこと其の寄敷ふるにい

浴

上

れきしじょう ﹇歴史上﹈︵名︶1 歴史
7水浴や海水浴はひふを強
くし︑したがってからだを強くし︑

七652

又ム

れいすいよく

ヲ刈り︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

祭り︑士卒二令シテ︑其ノ附近ノ草

十一鵬7図

シ︾

れい︒す

して如何でか日常の社會に立たんや︒

行はる＼に非ずして︑此の心得なく

十二価8図

︿略﹀︒

爾 の 金 を 出 し て ︑ ︿略﹀︒︿略﹀︒一豊

0

特に軍人の精神と諭し給へる上に︑

﹇零﹈︵名︶5
〇

で︑少しも生意氣な風がなく︑何を

禮儀も亦輩に軍隊の間に

とまあらず︒

十237図園 五日目ノ朝行キテ見レバ︑ 九17図

〇

れい

九40図

〇

〇

禮儀

は妻に禮をのべて︑その馬をもとめ

十一2図

ました︒

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒大

十一19図

﹇礼儀﹈︵名︶7

0

イ雪叩リテ︑﹁長者ト約シテ後ル・

れいぎ

十一98図

ハ禮二非ズ︒

十一536図 謹嚴ナルベキ場合二字フ

ろ

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

人と爲り禮を好み︑温良・恭倹なり

十二936図 孔子は魯といふ國に生れ︑ 十359園あいさつをしてもていねい
き︒

へてみることも︑それですっかり分

くしてるて︑禮儀・作法をわきま

もよけいなことはいひません︒はき

聞いても︑一々明白に答へて︑しか

十二938図書 ﹁孔子は年少にして禮
を好めり︒

十一一952図 其の時齊の有司進みて戯

れきだいしんれい一れる
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十二価8図 太古以來忠節の心にあっ
きは︑我が國民の世界に無比なる美
徳にして︑古園の歴史上の事蹟は十
分に之を誼明せり︒

︽ース

ヨイオヂイサンバ

一442

ひろこうち

公園・廣小路の如きは︑十敷高列を

烈士喜劔
列⁝士士号劔

くわくりやう

列ス

タ︒

三168

タケノカバ

︹ひらがなのドリル︺

三297

ムノニツカバレマス︒

かまをぬすまれたものがあり

五月・六月實がなれば︑枝

五月・六月實がなれば︑枝

からふるひおとされて︑きんじよの

五283團

町へ持出され︑何升黒焼はかり責︒

からふるひおとされて︑きんじよの

五282圃

が持って行かれませう︒

五252園どうして釜のやうな重い物

ました︒

五226

テヰマス︒

鯉ハ昔カラ川魚ノ長トイハレ

休なしにあるきました︒

コブラ れ︑夜は美しい月をうかべながら︑

なにをきかれても︑この

三538﹁モウゴハンダカラ︑オイ

へいけはふいを打たれて︑ど

うすることも出來ない︒

五817

町へ持出され︑何人何合はかり費︒

﹁ハヤクオサラヒヲナサ
イ︒﹂トイハレテモ︑﹁ハイ︑今

ぐにうちやぶられた︒

五821

ガヒナイ︒

五107

すごしい風にふかれながら︑

草の上にすわって︑にぎりめしをた

六107

べた時はく略V︒

︿略﹀勝家などはこれをきら

ほろぼされて︑︿略﹀︒

つて︑てきたひましたが︑かへって

六507

ふけらいにころされました︒

みつひで
六498 ︿略﹀︑信長は京都で光秀とい

うにやられましたが︑︿略﹀︒

六442 ︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ

時々青イ物ヲ出シマセウ︒

扇は風にふかれて︑ぐる 六291圏銅ハ人二使ハレテヰテモ︑

赤い扇はかなめのきは

︿略V︑山の木のはの上に休ん

ひるはあたたかな日にてらさ

上へおちました︒

でるましたが︑風にふかれて︑土の

五87

て︑︿略V︑波の上におちました︒

をいきられて︑そらにまひ上つ

四824

ぐるまはってゐます︒

四776

オレニダマサレタナ︒

四557囲

﹁オマヘタチハウマク

四404圏 ﹁コンドハタヒヤヒラ 六13 わが日本は島國である︒四方
メナドハキツトヤラレタニチ
は海にとりまかれてるる︒

三方から攻立てられて︑さん
スグニ︒﹂トコタヘルバカリデス︒

三544

ナカナカスグニ吾平キマセン︒

デナサイ︒﹂トヨバレテモ︑︿略﹀︑

口ではっきりこたへます︒

三396

ハモノヲツツ

て︑すくねはほめられました︒

それでけはやはわらはれ

トウトウシバラレテシマヒマシ

︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ 五161

トラレテヨロコビマシタ︒

ル︾←おこなわれる

二657

なして前後相接す︒

列後

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

﹇列後﹈︵名︶1

十二698図

れつご

は先頭に進める一部に過ぎず︑列後

﹇歴代神霊﹈︵名︶一

れきだいしんれい

に在るものは更に一物をも食ふこと

レイ

第二十一課

﹇烈士喜剣﹈︹課名︺2

十二目8
牌弟二十一課

じゅしや

事幕末の儒者林鶴梁の
ひ

﹇烈士喜剣碑﹈︵名︶1

十一一鴎7

烈士喜劔

れっしきけん

能はず︑︿略﹀︒

歴代神塞
レイ

傷ノ僅少ナリシバ歴代神璽ノ加護

碧雲ー09三国殊二我が軍ノ損失・死
カウ

匹婦ルモノト信仰スルノ外ナク︑
︿略﹀︒﹂

ーフ︾

れたまう ︵助動︶2 れ給ふ ︽ーヒ・

列⁝士壼口劔碑

れっしきけんひ
ひ

十547図園 義仲之を見て︑﹁我が父

十二883図

作れる烈士喜劔碑の文にくはし︒

の討たれ給ひし時︑義仲二歳なりし
を︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今や列車の速度は

﹇列﹈︵サ変︶1

コ・二本校新築落成式ヲ

レミング

スルヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル

墨行セラル・二當リ︑其ノ席末二列

十二356図

ル︾

れっ・す

一時間七十五哩以上に及ぶものあり︒

十一281図

きゅうこうれっしゃ

十一142図 然るに今︑主上隙岐に遷れっしゃ ﹇列車﹈︵名︶1 列車﹇▽
され給ふと聞き︑一族共を集めてい
へるやう︑︿略﹀︒

にれつ

れつ ﹇列﹈︵名︶5 列旨いちれつ・

六128 ガンハイツデモーシ乱川ナツ
テ︑列ヲツクツテトブ︒

六132 ソノ時ニハ一羽ノガンバ列ヲ
ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

︵名︶一

所ナリ︒

移住を見るは露西亜及びシベリヤの

︸定の季節に最も多敏の
寒き平地に住せるレミングと構する

十二689図

レミング

六137 モシ列ニハナレルヤウナコト
ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

ガアツテモ︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

六14一 モシ列ニハナレルヤウナコト

地鼠の＝種なり︒

スグ列二叉ルノデアル︒

スグ男臼加ルノデアル︒

多．きは巴里を第 一 と し ︑ ︿ 略 V ︑ 殊 に

十二634図 壮麗なる馬車・自動車のれる ︵助動︶8一 レル れる ︽レ・レ

789
れる一れる

六562 信玄はふいをうたれておどろ
いたが︑︿略﹀︒

六567 謙信は勝氣な人で︑いよいよ
いくさがはげしくなると︑じっとし
ては居られない︒

かへりの道が知れ ま せ ん ︒ ﹂

六617圃園 いまその杖をもぎ取られ︑

サレテシマヒマス ︒

六658 大テイノケモノハ一打デコロ
︿略﹀︑ 先 生 に 何 か 聞 か れ て も ︑

答へることが出場ないで︑顔を赤く

六703

︿略﹀︑何を聞かれても︑はつ

する子供もございました︒
六706
きりと答へる子供もございました︒

七152園

たとへばごふく問屋といふ

ふ人にたのまれて︑それをほかから

のは︑︿略V︑又織物を買ひたいとい
買取ってやる店のことです︒

七476園 ﹁君ラバ表ダケシカ役回立
．タナイガ︑僕ラバ裏表トモニ使バレ
ル︒

たとへば自分のうちを恐ろ

しがる様なもので︑こんなことでは

七885囹
どうして海國の國民といはれませう︒

八898

陣地ハフタ・ビ敵二取返サレ
︿略﹀︑セツカク占領シタ陣

ルノデアラウ︒

八902園

馬丁ハ︿略﹀︑トウく戦死

地ヲ取返サレテ残念津和ダ︒﹂

八923

サレタト聞イテ︑カケツケテ其ノ死
ガイニ取リスガツテ泣イタ︒

︿略V︑軍神トイハレル程ニウ
ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

八928

ツパデアツタカラデアル︒

される︒

ボートはく略V︑或は右に或

は左に引廻される︒

十659

錆を打って鯨に引廻されてみるもの

十668 他のボートを見れば︑︿略V︑

もある︒

十678 其の肉は食用となり︑︿略﹀︑

犬と猫は最も多く家に飼はれ

ひげは細工物に使はれる︒

十835

る獣である︒

十一556

鳥類の中で家畜として最も多

其の外あひるや七面鳥なども

︿略﹀︑山のやうな雪なだれ

家に飼はれる鳥である︒

十882

く農家に飼はれるのは難で︑︿略﹀︒

十879

れ︑食用にもなる︒

八109囲私もみんなと一しょの分は 八928 ︿略V︑軍神トイハレル程ニウ 十851 馬も牛と同様に邑智にも使は
ヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリ

︿略﹀︑スチブンソンは其の會

同ジ材料デモ︑料理ノ塩梅

チョンガーの間は人に侮ら

くわふん

其の時花の中の花粉は是等

に傳達される︒

の轟に着いて︑一つの花から他の花

十二206

れるから︑成るべく早く冠禮を行ふ︒

十一佃5

レ︑︿略﹀︒

ニヨツテハ︑全ク別物ノ如ク味ハハ

十一646

ない︒

や氷にとざされて︑どこか全く知れ

︿略﹀︑谷へ下りる細道も雪

がなだれて來て︑︿略﹀少年鼓手は

或年選ばれた子供の中に︑す

十﹇565

社に頼まれて士道を敷き︑其の上を
﹁箱根八里は馬でも越すが︑

忽ち谷底へはき落された︒

九824

などもあった︒

越すに越されぬ大井川︒﹂といふ歌

九367鴎

走る汽車を造った︒

九344

が︑まだ其の折に出會はないのだ︒

て君に報いよ︒﹄といって居られる

おつかさんは﹃一命をすて

ツパデアツタカラデアル︒

働クコトガナケレバ︑食物モ

初は近所の人にもうらやまれ
﹁自分は︿略﹀︑元は少しは

九231園

まじめになり過ぎましたので︑にい

一人の分はうっかりしてゐ

さんによそ行の顔だといって笑はれ
ました︒

八156

よく昇りました︒

る間に窮されましたので︑かへって

六717 ︿略﹀︑先生にしかられた子供 八111国
もございました︒

六725 學校でいつも先生にほめられ︑

友だちにもすかれた善い子供は︑

ナイ︒

買ハレナイシ︑着物モコシラヘラレ

八193

︿略﹀︒

ちにもきらはれた 悪 い 子 供 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八334園

る程の身代でしたが︑︿略﹀︒

六727 學校で先生にしかられ︑友だ
六727 學校で先生にしかられ︑友だ
ちにもきらはれた 悪 い 子 供 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

やがて五人の騎手は多くの

ぐれて上手な騎手が二人あった︒

刀は武士のたましひといは 九829

人に知られた刀かちで︑︿略﹀︒

人々に附きそはれ︑︿略﹀︑鳥居の下

八336園

れたものだから︑きたへる時は身を

高くいふ直段がかけねです︒

七132囹 ねぎられたら引く積りで︑

七146圏 問屋といふのは他人からた

へ集って來た︒

いてふ

清めて︑一心不齪に打つたものだ︒﹂

木枯に吹きさらされて︑今は葉一枚

︿略﹀︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬 十282 ︿略﹀︑古い銀杏の木が一本︑

中佐︑陸軍ノ橘中佐ノ詩人ハ軍神ト

に引かれて︑或は右に或は左に引廻

給されるのは︑︿略﹀︑動物の呼吸作

二人ハ投ゲ出サレテユメウ 十658 ボートは鈷に附けた長いつな 十二224 然るに炭酸瓦斯が絶えず供

も残ってみない︒

ツ・︒

八894

マデイハレタ︒

八844

のまれて︑品物を責つたり買ったり
して︑口銭を取る店のことです︒

七149園 たとへばごふく問屋といふ
のは︑織物を費りたいといふ人にた
のまれて︑それをほかへ費渡してや
り︑︿略﹀︒

れんがづくり一ろう

790

用も與って大いに力があるのである︒

是は前にいった様な關係が

が吸蓋されるからである︒

十二229 是は水中にとけてみる酸素
十一一232

びんの中の金魚と水草の間に行はれ
るからである︒
︿略 ﹀ ︑ 前 週 ノ 土 曜 日 ニ ハ 落

成式が暴行サレタ︒

十一一344

十一一835 重く沈んだ調に暗いく海
の底へ引込まれるやうな氣がするか

す

︽ース︾

あふりよく

す

︽ース︾

螢口に於て清滝京車線の支線に連接
れん

停車場へ急グ︒

ろ

魯の重臣某の病死せんと

せし時︑其の子に教へて曰く︑﹁孔

十二936図

き︒

人と盛り禮を好み︑温良・恭倹なり

四箇中隊を大隊︑三箇大隊 十二935図 孔子は魯といふ國に生れ︑

れんたいだいにちゅうたい
れん

九265図

廉頗

子は年少にして禮を好めり︒我死せ

趙の將軍にて武功の聞え

を聯隊︑二箇聯隊を旅團とす︒
れんぱ
﹇廉頗﹈︹人名︺4 廉頗

十二388図

れんぱ

う
ろ ﹇魯﹈︹地名︺5 魯 魯
引

安奉線は奉天より鴨緑 十二571図 螢口線は大石橋より分れ︑

や

﹇連隊﹈︵名︶1 聯隊←に

江の江口に近き安東縣に達して︑韓

十二582図

し

これんたい︒ほへいだいしちじゆうに

連結 れんたい

す︒

﹇連結点﹈︵名︶1

國の縦貫鐵道に連結す︒

れんけつでん

ろ

長春は南西洲鐵道最北の

騨にして︑︿略﹀︒露西亜の東清鐵道

十二562図

﹇連合艦隊﹈︵名︶1

との連結鮎とす︒

聯合艦隊

れんこうかんたい

高かりし廉富源を見て心安からず︑

れんぱ

﹁相如にあはば必ず辱しめん︒﹂と言

ば︑汝必ず之を師とせよ︒﹂と︒

東郷司令長官此の職況

を打電し︑︿略﹀︑﹁我が聯合艦隊ガ

ひ居たり︒

て曰く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を

ロ

十二956図是に於て笹下魯より奪略

んが爲に魯公と會見す︒

君公よりて魯と好を結ば

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を轄

が爲なり︒

十二396図

連敗

リ︒

アリテ︑貸下ヨリ銅ヲフキ分クルナ

十6210三三丁場ニハ殊二大イナル燈

廉頗之を聞きて︑深く其
せる地数箇虜を返せり︒
ロ
ろ ﹇炉﹈︵名︶1 櫨
の非をさとり︑相如の門に至りて罪

﹇連敗﹈︵名︶1

を謝し︑つひに無二の親交を結べり
とそ︒

れんぱい

練

ろ
筋骨たくましき若者が旛

を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさよ︒

十一267図

う
ろ ﹇膳﹈︵名︶1 膳

ちゅう・にっしんにちろりょうえき

ろ ﹇露﹈・．▽にちろ・にちうせんえき

露國が連敗の勢を回復せ ろ﹇路﹈・6ようすいう
ん爲︑本丁に於ける海軍の幾んど全

十二48図

勢力を墨げて組織せる太平洋第二・
﹇練兵場﹈︵名︶1

胱弟三艦隊は︑︿略V︒

兵場

兵士ハ練兵場へ向ヒ︑旅人ハ ろう ﹇労﹈︵名︶1 勢

れんぺいじょう

八152

十二9410図

危くすることあらん︒﹂と︒

然れども強権の兵を趙

じて逃ぐ︒

或時齊の臣景公に告げ

十二3810図
連日

下したるもの︒何ぞ濁り卜占軍を恐

國に加へざるは廉頗と我と二人目る

連日の大雨に候へば︑大 十二393図園

れんや︒

相如聞きて︑力めて之を 十二948図園

克ク勝ヲ制シテ前記ノ如キ自益ヲ牧

ヨ

イ

ころ︑︿略﹀︒

れんじょうき

硫綿機ヨリ出ヅル綿花ハ
︿略﹀︒︿略﹀︒既二鐵管二満ツレバ︑

十﹇857図

機

レンゼウ
﹇練篠機﹈︵名︶1 練篠

川に近き御地は如何と案じ居り候と

九7010重囲

﹇連日﹈︵名︶1

稜威ノ致ス所ニシテ︑︿略V︒

ツ

メ得タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御

︿略﹀︑惹く浮立つた調子に︑ 十ニー06図団

と思ふと︑︿略﹀︒

十二837

︿略﹀春霞の彼方へ連れて行かれる

レン

れんじつ

人々は唯神曲に心を奪はれ

やうな心持になる︒
十一一8310

﹇煉瓦造﹈︵名︶一

て︑妙音の外には何物も見えも聞え
もしない︒

グワヅクリ

れんがづくり

七587図 公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ
ハジメ多クノ官省アリ︒イヅレモ洋
レンゲ

ボクハレンゲヲツム

﹇蓮華﹈︵名 ︶ 一

風ノレングワヅクリニテリツパナリ︒
れんげ

三76囹

レンゼウ

﹇廉将軍﹈︹人名︺1

コレラ練下機ト構スル機械ニカケテ︑
れんしょうぐん

カラ︑マサヲサンハタンポポヲ
れんげ

或ハ合シ︑或ハ延シ︑︿略﹀︒

﹇蓮華草﹈︵名︶1

オツミナサイ︒﹂
れんげそう

十重軍

かはいらしいのは︑あの春の野に咲

七224囹私どもの親類で︑小さくて 十一一392図園 ﹁余は秦王を其の朝に

草

くれんげ草でござ い ま せ う ︒ ﹂

れんけつ・す ﹇連結﹈︵サ変︶1 連結 れんせつ・す ﹇連接﹈︵サ変︶1 連接

791
ろう一ろうす

だのぶ

十957図
スガ

老人εい

三輪山ハ老樹繁茂シテ︑翠

﹇老人﹈︵名︶24

せが高く︑目がするどくて︑

ひの

去ル︒

十一一846 老人は之を袋に移して︑再

歌が終ると︑紳士はバイオ

び帽子を差出す︒

リンを老人に渡し︑目禮して何虜へ

十一一8410

か行った︒

り︒

家内には老人あり︑子供

主婦は老人にいたはりか

しっく外︑幼童を育て上ぐる大任あ

十二911図

あり︒

十二904図

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒

老人怒リテ︑五日目ノ朝ヲ 十一一853 かの情深い紳士は誰であっ

良此ノ度コソハト︑夜半ヨ

良や老人ノ無芯ヲトガメズ︑

老人長者

1

談話最中一人の老人がはい ろうじんちょうじゃ ﹇老人長者﹈︵名︶
つて來ましたが︑すぐに立って︑椅
す

が如きは︑︿略V︑其の心の奥ゆかし

り︑幼者・不具者の爲に席を與ふる

十二994図老人長者の爲に道をゆづ
びたゴしきしわた＼めり︒老人かと

きを感ぜずや︒

十522図園

見れば︑髪つやくと黒し︒

若者かと思へば︑面にお

子をゆづりました︒

十354園

信や少年ノ笑罵二怒ラズ︑︿略﹀︒

十2510図

リテ︑カノ老人來レリ︒

リ起キテ橋上二至レバ︑シバラクア

十243図

約スルコト面前ノ如シ︒

十2310図

先ダタレタリ︒

十2310図次ノ五日目ノ朝モ亦老人二

老人スデニ來リテ︑良ヲ待テリ︒

老後の安樂を願ふ者は若 十234図 五日目ノ朝堂キテ見レバ︑

︿略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

テ書尚小暗キ間ヲ行ケバ︑官幣大社

八314

ちろうじん・ごろうじん

ろうじん

緑シタ・ルが如シ︒

十988図

春日神社二六ル︒

カ

老樹

年の辛苦をいとふべからず︒

十二708図

十二291図 く略V︑勝商は︿略﹀︑走ろうご ﹇老後﹈︵名︶1 老後
お

りて岡崎に到り︑家康に見えて援を
求む︒家康直ちに勝商をして織田信
ろうし﹇▽あこうろうし

なが

長に見えて︑長篠城の急を告げしむ︒

勢役

﹇老樹﹈︵名︶2

ろうじゅ

ニ

信長︑勝商の螢を賞し︑且いふ︑
廊
ラウ

王門ヲ入レバ百間二鯨ル長廊アリ︒

ハ セ

﹇廊﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂と︒

ろう
ワウ

十998図 ︿略﹀長谷ノ観音アリ︑仁
キノツラユキ

紀貫之ガ︿略﹀︒トヨミタリトイフ

﹇労役﹈︵名︶1

梅ノ木ハ此ノ廊ノカタハラニアリ︒
ろうえき
︿略﹀︑外役の蜂は︿略﹀︑

ちよつと見ると︑おそろしいが︑い

十一68

螢螢として寸時も休まず︒秋・冬の

何時も丈夫さうな老人であっ

たって氣だてのやさしい老人であっ

かは

老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑ヒテ

老人夫婦

尊︑﹁さらば我汝等のため

に其の大蛇を退治せん︒﹂とて︑老

頭には霜をいたゴき︑︿略﹀︑ 九35図

人夫婦に命じて酒を造らせ︑︿略﹀︒

向き

がすり上物十反だけ御見立の上︑

九129囲困

︿略﹀御送り相成度願上書︒

九139圏囲次に老人向きの紺がすり

饗す

︽ーシ

は︑御申越の期日までには少々間に

合ひかね善事と存候︒

ろう・す ﹇労﹈︵サ変︶4

︿略﹀︑聴衆は鏡をつかんで︑

其の節別に老人向きの紺

帽子の中に︸文の鏡もない ろうじんむき ﹇老人向﹈︵名︶2 老人

路ばたにバイオリンを揮いて居る老

いて居る︒

十一一8210

入れる︒

孚って老人のさ＼げた帽子の中へ投

十一一843

ちまもって居た︒

に︑バイオリンと紳士の手つきを打

老人は︑︿略﹀不思議さう

老人は︑︿略﹀︑幾度かためいきをつ

十二822

人の辻音樂師がある︒

十一一816

も︑すでに白髪まじりの老人なりき︒

九19図 ︿略﹀素箋鳴尊︿略﹀︑簸 十526図園義仲の幼目に見たりし時ろうじんふうふ ﹇老人夫婦﹈︵名︶1

すさのをのみこと

たが︑去年の暮に死んでしまった︒

八341

た︒

花少き季節に入りても︑食物に不足

廊下

一に其の螢役の結

ワウ

廊下

ロリロつ

することなきは︑

ニ

﹇廊下﹈︵名︶2

果なり︒

ろうか
︿略﹀︑仁王門ヲ入レバ貸間

ラウ

十999図

川のほとりにて︑夫婦の老人一人の

タン

むすめを中にすゑて泣きかなしめる

ポ

八十歳を越えて病を知らざ

ハニハ幾百株トナク牡丹ヲ植込ミタ

九585図

を自給ふ︒

ニ饒ル長廊アリ︒︿略﹀︒廊下ノ爾ガ

リ︒

ロリロつ

十一895図 蟻は︿略﹀︑多くは地下

老人片足ノ靴ヲ橋下心落シ︑

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

フ︒

良ヲカヘリミテ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂トイ

十226図

︿略﹀︒

勢苦

に穴をうがちて︑部屋・廊下を造り︑
﹇労苦﹈︵名︶2

其の内面を壁の如くに固む︒
ろうく

十二707図永遠の幸福を望む者は一
時の螢苦を忽ぶべし︒

十229

リテサ・グ︒

十二918図 家内能く和合して︑︿略﹀︑ 十228図 良無禮ナリト心心ヘドモ︑
ぜん
むつまじく打揃うて夕の膳に向ふ時︑
老人ノ言ナレバ︑命ノマ・二拾ヒ取

一日の螢苦は忘れられて︑更に明日
の活動を思ふなり︒

・ース・ースル︾

八724上谷 諸君若し我に食物を送る
ために働きたりといはば︑我もまた
諸君を養ふために堕したりといはん︒

十﹁696図 業務に從直する間は熱心
に之を行ひて︑他事に心を螢すべか
らず︒

老船

働をもなさざるを以て︑秋の初には

蜜蜂の群集生活を富むを

皆働蜂にさし殺さる︒

十一88図
得るは︑共同團結して螢働をいとは

勢働

ず︑︿略V︑團髄の爲には身命ををし

﹇労働﹈︵サ変︶1

まざるによる︒

ろうどう・す

終日螢無して︑一群の生

計を維持するものは働蜂なり︒

十一510図

十一697図 又事既に過ぎて︑思ふも す ︽ーシ︾
盆なき事に心を勢するは︑時間を徒
費すること甚だし ︒

モ

病中の祖母も︿略﹀︒︿略﹀︒

﹇老父﹈︵名︶1

老父

ろく

六75図
六75図
六75図
八48図
九40図

六﹇▽だいろく

﹇六月頃﹈︵名︶1

﹇六

間︑御光臨の榮を賜はり度︑此段御

案内申上候︒

︿略﹀︑此ノ脊骨ノ左右カラ

六時間

く略V︑術科は午前・午後

六七十尺の大鯨も今は全く息

六七十尺

十二6010図

層

︿略﹀壮大なる建築の

ろくしちそう ﹇六七層﹈︵名︶1 六七

絶えて︑水面に横たはる︒

十664

1

ろくしちじつしゃく ﹇六七十尺﹈︵名︶

を通じて︑四時間より六時間︑︿略﹀︒

十575挙国

ろくじかん ﹇⊥ハ時間﹈︵名︶1

み＼附属具ガアリ︑︿略﹀︒

材ニモ︑梁ニモ︑外皮板ニモソレ

十ニー45 ︿略﹀︑實際ハ龍骨ニモ︑肋

テ甲板トスル︒

外側二板ヲ張り︑梁ノ上二二ヲ造ツ

十ニー310 肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑

之ヲ肋材トイフ︒

肋骨ヲ出シテ︑段々二組立テテ行ク︒

ロクコ ツ

十一一1310

W﹇▽い ろくざい ﹇肋材﹈︵名︶3 肋材

六月ノ初ヨリ八月ノ終マデ

六月

二月頃種ヲ蒔イテ︑六月頃刈

ハ夏ナリ︒

八655

頃

ろくがつごろ
カバ

六月三

取ルノデス︒

月三十日午後二時﹈︵名︶1

十日午後二時

6

︿略﹀︑上る六月三十日

ろくがつさんじゅうにちこごにじ

ふじのまきがり

六︑

＋一236却
十一614

＋一身9却
五月・六月實がなれば︑枝

﹇六月﹈︵名︶2

六71図

︵土曜日︶午後二時建碑式翠進運候

ふじのまきがり
四季⁝⁝⁝六

十一635圓国

ヒノ
︑︑リ

ヒノ
．︑リ

ノアソビ⁝⁝⁝六

カバ

﹇六﹈︹課名︺9

・だいろっか
一一目7

三目4

ニー21

三目7
三172
四目7
四151

六目3 第二

六

花ノサマぐ⁝⁝
﹇⊥ハ﹈︵名︶9

九目4 第三課
六
ろく

ちじょうろくしゃく・いちりろくちょ
うしじっけんこしゃく・こごろくじ・
ろくず・こしゃくろくすん・みかさい

拝啓︑老父事本年帰馬 ごぜんろくじ・さくじつろくじ・だい

十歳に相早牛に付︑來る七月二日の
たんじやう

老木

四46図一

かろくせき・みょうちょうろくじ

︿略﹀︒

老母
く略V︑是は大辛なりと︑

﹇老木﹈︵名︶1

の底︑遊びふれさる庭廣し︒

からふるひおとされて︑きんじよの

五281圃

ろくがつ

六月

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑

十一6110乱国

ろうふ

ければならぬと存じます︒

併し老病の事故︑よほど大事にしな

八674囲

十二472図 農業に從事するものは ろうびょう ﹇老病﹈︵名︶1 老病
︿略﹀︑清潔なる空氣を呼吸し︑筋肉

﹇老船頭﹈︵名︶1

を螢するが故に︑身髄常に健全なり︒
ろうせんどう
頭

十﹇265図 小歌交りに老船頭のさを
さし行く乗合舟ののどけさよ︒
ラフソク
ろうそく ﹇蝋燭﹈︵名︶1 蝋燭
ラフソク
ク

十一872図加フルニ彼ノ蝋燭ノ心ト

ろうへいεいちろうへい

ろうぼく

︿略﹀︒

直ちに老母と子供を裏山に立退かせ︑

九742躍圃

﹇老母﹈︵名︶1

スル太キ綜︑蜘蛛ノイノ如キ細キ綜︑
勢働

ろうぼ

﹇労働﹈︵名︶5

細大二心ノマ︑ニシテ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ろうどう

十579圓囲 小生の如く平素螢働にな
れたる者には︑術科もつらきことは
これなく︑︿略﹀︒

く略V︑敷千年半へたらんか
と思はる﹂老木枝をまじへて︑高く

八53図

せたり︑重い物を負はせて遠くへ運

ム

十一227図魍丈齢のろかい操りて︑

うかい

ナ
ギ

町へ持出され︑何升何合はかり士買︒

﹇膳擢﹈︵名︶1

天をつく︒

十841 田を耕させたり︑荷車を引か

＿」
■」＿

行手定めぬ浪まくら︑百出・千尋海

うかい

ばせたり︑農家では牛を色々の螢働
に使役する︒

十851 馬も牛と同様に螢働にも使は
れ︑食用にもなる︒

十一73図 雄蜂はく略V︑何等の螢

！、

！、
二二
！、

一
■■＿
■■＿

＿」＿

！、

！、
＿」＿

ノ、

6六六六六V

ろうせんどう一ろくしちそう

792

793
ろくしちにん一ろくせんマイル

六七

人家も多くは六七暦にして︑町幅も

敷々高く中空にそびゆるのみならず︑

﹇六七人﹈︵名︶1

亦之に適へり︒

ろくしちにん
︿略﹀︑今日僅カニ六七人

フコトヲ得ベシ︒

﹇六十間﹈︵名︶1

六十

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十一871図

人

間

ろくじっけん

二十五

ウラシマノハナシ

第二十一
海ノ生物⁝一⁝⁝

古机⁝⁝⁝六十九

母の心⁝⁝⁝六十

第二十一

二十二

ニ⁝⁝⁝六十九

三目13
四目10
六目9

九

七目9
胃と二面⁝⁝⁝六十
六

獣類の移住⁝⁝

はがき⁝⁝⁝六十

空氣⁝⁝⁝六十四

五目10
七

六目8

第二十ニ

六十八國

沖縄諸島合せてぞ︑

おきなは

古

人生七十年と見るも六十

六十萬時間

あふみ

び

は

日本一の湖水は近江の琵琶

二十一

桃をおくる手紙⁝⁝

子ドモノ心⁝⁝⁝

雨と風⁝⁝⁝六十

手紙⁝⁝⁝六十六

第二十

ろくじゅうろく ﹇六十六﹈︹課名︺4

湖にして︑周回六十里︒

十22図

里

ろくじゅうり ﹇六十里﹈︵名︶1 六十

萬時間に過ぎず︒

十一676図

︵名︶1

ろくじゅうまんじかん ﹇六十万時間﹈

府は三つ︑縣は四十三︒

き六十八國ユ

十一一477図圏我が大日本帝國の

1

マツリ⁝⁝⁝六十 ろくじゅうはちこく ﹇六十八国﹈︵名︶

材木⁝⁝⁝六十七
時間⁝⁝⁝六十

雪のあさ⁝⁝⁝六十

六

十九

木綿着物ノ由來⁝⁝

﹇六十二﹈︹十重︺3

第十七課

第二十

十︸目4
七

第十八

ろくじゆうに
十二

四目7
二

八目6

さかのうへのたむらまろ

六

坂上田村麻呂⁝
﹇六十人﹈︵名︶2

第十八課

・：六十二

九目5

：⁝⊥ハ十二

ろくじゅうにん

六十六

十一708図例へば六十人の旧庵に其 四目9

十人

六十六

七目8

：⊥ハ十六

第十九

第二十課

﹇六千﹈←しれいちょうかん

ろくせん ﹇六銭﹈︵名︶2 六鏡

いかむりょろくせんにん

ろくせん

六

九目7

例へば六十人の集會に其 八目7

六十人の時間の損失は合して十時間

の中の一人若し十分を後るとせば︑

となるべし︒

十一709図

六十人の時間の損失は合して十時間

の中の一人若し十分を後るとせば︑
となるべし︒

六十年以前

銭をはらひて︑一通の手紙を受取り

十一285図思へば今より六十年以前 七508図母は出で來りて︑やがて六
には︑我が國に一哩の鐵道も︑一隻

ろくせんマイル

︵名︶1

六千哩

手をはらなければなりません︒

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

﹁手紙はく略V︑四匁より少

たり︒

勇ましき少女⁝⁝

七516園

の汽船もなかりしなり︒

六十八

⁝六十八

十目6

第十九課

料理⁝⁝⁝六十 ろくじゅうはち ﹇六十八﹈︹課名︺1
﹇六十七﹈︹課名︺3

第十六課

︵名︶1

ウラシマノハナシ ろくじゅうねんいぜん ﹇六十年以前﹈

六

捕鯨船⁝⁝⁝六十

水とからだ⁝⁝⁝六

二十四

﹇六十四﹈︹課名︺5

第十八課

第十九

第二十一

﹇六十三﹈︹課名︺3

第十七課

﹇六十五﹈︹課名︺1

第二十

⁝六十九

八目8
九
ろくじゅうご

十三

七目7

三

五目9

六十三

ろくじゅうさん

⁝六十五

十二目4

七817園私の乗ってみる明治丸とい 十五
ふのは︑長さが六十間程もある書き
な汽船で︑乗組の人員は二百人もあ
ります︒

﹇六尺﹈︵名︶1 六尺
オニバス

十54 熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ直面

ろくしゃく

六十

ガ六尺モアツテ︑葉ノ質モ丈夫デア
ルカラ︑︿略﹀︒

﹇六十﹈︹課名︺2

十目5

ろくじゅう

五目8 第二十轟のこゑ⁝⁝⁝六十

三目12

十四

ろくじゅうし

三

十

十目4 第十七課 足尾銅山⁝⁝⁝六
ろくじゅう ﹇六十﹈︵名︶1 六十■
まんろくじっさい

二十

うぐひす⁝⁝⁝六十四

一⁝⁝⁝六十四

四目8

﹇六十一﹈︹課名︺2

八48図 六十

第十九

ろくじゅういち

六目7

第十九課

熊⁝⁝⁝六十四

六十一

九目6

六十七

ろくじゅうしち

四

三目11 二十三 かひ⁝⁝⁝六十一

六

十一目3

十一

﹇六十九﹈︹単名︺5

十一目2 第十五課招待状⁝⁝⁝六

十九

ろくじゅうく

ろくせんまん一ろっぴやくメートル

794

哩を越え︑︿略﹀︒

十一286図 今や全判七道の延長六千
ろくせんまん ﹇六千万﹈︵名︶7 六千
︿略﹀︑我が大君の食す

萬εどうほうすべてろくせんまん
を

十一描2評言

國と︑朝日の御旗ひるがヘモ 同胞
すべて六千萬︒

同胞すべて六千萬 ︒

十︸描6図圃 あまねき光仰ぎ見る
十一備10図翻 祖先の遺風つぎくて︑
同胞すべて六千萬 ︒

同胞すべて六千萬︒

の富を起さんと︑勤勉・努力激ゆみ

みくに
十一柵4図圃 商工業の獲達に 皇國
なき

同胞すべて六千萬︒

の跡にかんがみて︑日進月歩ゆるみ

十一柵8図影野國以來三千年 歴史
なき

十一佃2図引上下心残一にして︑同
胞すべて六千萬︒

十一佃6図團已みことのりたふとび
て︑同胞すべて六千萬︒

ろくせんメートル ︵名︶1 六千メー

﹇露国﹈︹地名︺1

魯公

露國

景公よりて魯と好を結ば

﹇魯公﹈︵名︶1

し︑︿略﹀︒

ろこく

んが爲に魯公と會見す︒

十二951図

ろこう

就學見童ノ敷が年々増加シ︑

六万

義務教育年限モ六年二延長セラレタ

十二351

﹇六万人﹈︵名︶1

ノデ︑此ノ改築ヲ計壼シ︑︿略﹀︒

人

ろくまんにん
カウノ

ロシヤにて早くより開

し や

長春は︿略﹀︒露西亜の

う

拓に力を用ひたるは主として五十度

十一梱9属團

以北に候︒

十二562図

南満洲鐵道によりて︑露

東清鐵道との連結貼とす︒

西亜の東清鐵道及びシベリヤ鐵道を

十二588図

利用せんか︑大連より僅かに二週間

し

や

おほかみ

一定の季節に最も多数の

移住を見るは露西亜及びシベリヤの

十二687図

來りしことあり︒

佛兵の跡を追ひて︑中部搦逸にまで

どいつ

り退軍せし時︑露西亜の狼は︿略﹀

ろ

十二658図

よびろつば

第三艦隊は︑朝鮮海峡を纒てウラヂ

にして欧羅巴の中央に入るべし︒

極樂寺坂越え行けば︑

ナポレオンがモスコーよ

オストックに向はんとす︒

てうせん

ん爲︑︿略﹀組織せる太平洋第二・

く略V︑アル年歯ノ大士高 十二48図 露玉が連敗の勢を回復せ

六里

師直六万人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻

モロナホ

七56図
ム心

こ

せ

路次

長谷観音の堂近く︑露坐の大佛お
﹇路次﹈︵名︶1

寒き平地に即せるレミングと製する

いでや臨幸の路次に参
り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起

十一146図園

うし

はします︒

は

十二243図圃

︿略﹀︑男禮山のふもとに ろざ ﹇露座﹈︵名︶1 露坐

ろくり ﹇⊥ハ里﹈︵名︶2
ちゆうぜんじ

九956図

中暉寺湖あり︑周回凡そ六里︑湖
阿蘇山の薔噴火口は南北

面鏡の如く︑︿略﹀︒

十二407図

の長樫六里︑東西の短樫四里にわた

六郎ε

地鼠の一種なり︒

十二92図

ロジェストウェ ンスキー
敵の司令長官ロジェスト
ウェンスキー中豊は昨日の戦闘に傷

う

し

や

ロシヤ 露西亜

を負ひ︑幕下と共に一心逐艦に移り
しが︑︿略﹀︒

︹地名︺7

ヨーロッパ大陸にはフラン
ス・ドイツ・ロシヤ等の國々あり︒

オ宮ニハエマガタクサンカケ

テアル︒︿略V︒又日本ヘイガロシヤ

五697

ヘイトタ・カツテヰルエモアル︒

十一972圓国

是より一條の大道遠く

ロシヤりょう ︵名︶一 ロシヤ領

セ

ポネ

北へ通じてロシヤ領に入候︒
ロクコツ
ろっこつ ﹇肋骨﹈︵名︶1 肋骨

ロクコツ

コレハ人ノ脊骨ノ様ナモノ

デ︑此ノ脊骨ノ左右カラ肋骨ヲ出シ

楽聖ー39

六百

中岳はく略V︑其の火口

︵名︶1

テ︑段々二組立テテ行ク︒

メートル

ロシヤはヨーロッパ大陸の ろっぴやくメートル

東部にひろがれる國にして︑其の領

は口耳六百メートルの品形をなし︑

十二416図
もまた其の一部なり︒

地甚だ抱く︑アジヤ大陸のシベリヤ

八786図

ロシヤへい ︵名︶一 ロシヤヘイ

し︑︿略V︑名を子孫に傳ふべし︒﹂

一
︹人名︺

また我に代りて討死し ロジェストウェンスキーちゅうじょう

﹇六郎﹈︹人名︺2

り︑︿略﹀︒

ろくろう
うのろくろう

十一424三園

六割

あくる年は六郎の七回忌 中將

たる六郎の形見とも思ふものを︒﹂

﹇六割﹈︵名︶1

十﹁444図
なり︒

ろくわり

西洋甘干の耕地が其の紹

ロシヤ

面積の二割より六割に及べるに比す

十二461図

れば︑尚甚だ狭小なりといふべく︑

十二65豊富の先頭部隊は直ちに砲

トル

火を開始せしが︑我は之に鷹ぜず︑

日露の職役に撃ては︑露
軍は海軍根披地として此の地を死守

八779図

露西亜
魯君

我︑罪を筆下に得たり︑

﹇亡君﹈︵名︶1

如何にせば可ならん︒﹂

十二954図園

ろくん

︿略V︒

六人

距離六千メートルに近づきて始めて
﹇六人﹈︵名︶2

唱首し︑︿略﹀︒

ろくにん

六年

十二567図

﹁くるまにのってみる ろぐん n露軍﹈︵名︶1 露軍

四72囹 ﹁いいえ︑六人です︒﹂

四76圏

﹇六年﹈︵名︶1

人を入れると︑六人でせう︒﹂
ろくねん

795
ろっぺん一わが

﹇六遍﹈︵名︶1

六ペン

深さ百二十五メートルあり︒
ろっぺん

サア︑タケヲサンカラオ

トビナサイ︒︿略﹀五ヘン六ペン

一495

﹇魯人﹈︵名︶1

魯人

七ヘン八ヘン九ヘン十ペン︒
ろひと

て曰く﹁魯人は君子の道を以て其の

十二953図園 景公露りて群臣に告げ

路傍

君を輔くるに︑我が臣の行ふ所は禮
に反す︒

﹇路傍﹈︵名︶1

十﹁688図 路傍の一草・一木も學問

ろぼう

十一一625図

﹁我が圭里がかんと思ひ構⁝へしことを

如何にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒

直ちに其の機を噺ち︑

孟子を戒めて日く︑﹁汝の今學を廣

十二967図園

するは我が此の機を噺つが如し︒﹂
と︒

ワアツト

勝負が一番スムト︑ワアツト

︵副︶一

五702

わあっと

和歌

ホメルコエガキコエル︒
くすのきまさつら

﹇和歌﹈︵名︶1

正平の昔︑楠木正行が
なき数にいる名．をぞと〜むる︒

︿略﹀︑・のへらじとあねて思へばあっ

十一38図

わか

倫．敦は世界第一の大都會

なれども︑古き都市にして街路狭け

倫敦には英國博物館・英

れば︑古風の乗合馬車を以て主なる
交通機關⁝とす︒
らん

十一一637図

蘭銀行・國會議事堂等世界に名を知

られたる建築物多し︒

﹇羽﹈﹇▽いちわ・さんば・じゆうに

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑︿略﹀︒

ダ盛ニシテ︑︿略V︑我が國輸出品中

八411図今日ニチハ其ノ製造ハナハ

我が大日本帝國はアジヤ大

ノ重要ナルモノノーツトナレリ︒

八758図

我等若し汽船に乗りて︑我

陸の東の海中にある島國なり︒

が帝國の港を出で︑東へ東へと進み

八759図

イギリスは我が日本帝國の

行かば︑︿略﹀︒

八771図

我が日本の國の大部分は︑

如き島國にして︑︿略﹀︒

八829図

我が兵ハ物トモセズ敵陣メガ

﹁今日ハ我が皇太子殿下ノ

御誕生日ダ︒

タンジヤウ

八904園

ケテ突撃シタガ︑︿略﹀︒

八858

冬も甚だしく寒からず︑夏も甚だし

わ

我み

わが日本は島國である︒

我

さ弓

がらす

我が

ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ

人ノブリ見テ︑ワガブリ直セ︒ 八916園若シ突撃ノ聲が聞エテモ︑

︿略﹀︑ある日我が軍艦高千穗

をあげよう︒

母も人間なれば︑我が子

ましい働をして︑我が高千穂艦の名

九235園其の時にはおたがひに目ざ

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九218國困

泣いてみた︒

の一水兵が女手の手紙を赤みながら

九189

た残りの一人をも食はんとす︒
たかち ほ

毎年來りて︑我が娘を判子ひ︑今ま

九31図園此の地に︿略﹀大蛇あり︑

軍が苦戦シテヰルト思へ︒

砲聲・銃聲ガツ︑・クヤウナラ︑我が

六424

とこしへに民安かれとい

わが國は昔から養量の盛な國
八72図圃

で︑︿略V︒

七342

ワが國ニチハ海ノ水師リツクル︒

六546図塩瀬山口リモ出ヅレドモ︑

サヲ知レ︒

六422

六12

ガ

わが

く暑からず︑︿略﹀︒

輪﹇▽つきのわ

ワガ

といふ一首の和歌を書残せるは此の

わ

﹇我﹈︵連体︶伽

わ・にさんば・にじゅうこわ・にじゅ

﹇輪﹈︵名︶2

・みみわ・ゆびわ

わ

僕の近所に年よりのかち屋が
あった︒︿略﹀︒外車のわを打ってる

八322

た事もあった︒

あいぬの男子は︿略﹀︑耳
に金属製の輪をはめ︑こしに小刀を

十797図
さぐ︒

我

我が生キテフタ・ビ汝ヲ

﹇我﹈︵代名︶4

七23聖主

わ

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大
神︒

八73図く略V︒の御製を思ひ出でて︑

我が死ニタル後モ︑一門

見ンコトバ勢至カルベシ︒

ノ者一人ニチモ生キ残りテアル間ハ︑

七26図園

わが

硝子の一片を去るも︑公衆の香盆な

べるりん

わ ﹇話﹈﹇▽のうぎょういっせきわ

所なり︒

うんどん

露華

うしごわ・にわ

うりょう

ばり

倫敦にはテームス河︑巴

倫敦は人口四百八十萬︑

きに達す︒欧羅巴第一の大都會にし

我が國ニチハ︑初ハモツパ

我が國睡のたふとさ︑いよいよ身に
八405図

忠義ノ兵ヲ起シテ︑天皇ノ御記メニ
︿略﹀︑壼師は驚きて︑

て︑勘当に世界第一の大都會なり︒

十一742図囹

しみておぼゆ︒
名高し︒

十二603図 倫敦の市街は繁盛を以て

ツクスベシ︒

接績都會を合すれば七百三十萬の多

十一一597図

河ありて各其の市街を貫流す︒

里にはセーヌ河︑伯林にはスプレー

十一一592図

巴の三大都とす︒

十二592図 倫敦・巴里・伯林を欧羅

うんどん

中にて︑人口最も多きところなり︒

八774図 首府ロンドンは世界の都市

倫敦

ロンドン ︹地名︺7 ロンドン 倫敦

十一98図 露領

﹇露領﹈︵名︶1

るべし︒

の種ならぬはなく︑街上に落ちたる

わ

わが一わが

796

九242図 我が國は國民皆兵なり︑
︿略﹀︒

九268図 明治二十七八年の職役まで
は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團
に過ぎざりしが︑︿略﹀︒

九277図 五月五日二︿略﹀︑男子ノ
福運ヲイノルコト︑我が國早上リノ
風習ナリ︒
ぼ

し

かんむり・烏帽子今は唯 祭の服に

ゑ

九519図圏古風ゆかしき我が國の
残りたり︒

九6110図飲食に注意し︑︿略﹀︑常に
日光に浴して︑なほ病にか＼らば︑
是我が罪にあらず ︒

九6710 ︿略﹀︑そよくと吹く春風に

は︑我が身も蝶の様に飛立ちたくな
る︒

第一の山といふべく︑︿略﹀︒

我が國に最も普通なるは

やこそ︑我ぢふつかしき住家ふれ︒

十一254図

荷車・人力車等にして︑︿略﹀︒

十一342図

諸子ハ敷多アル我が軍艦
︿略﹀︑或ハ我が運送船・

通報艦ハ︿略﹀︑或ハ敵

商船ヲ保護シ︑︿略﹀︒

十一328図

ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一299図

道も︑一隻の汽船もなかりしなり︒

ひ 十一285図︿略﹀︑我が國に一番の鐵

十41図我が國の建物はおほむね木
造なれば︑︿略﹀︒

﹁︿略V︑我が友ユ

とり離れて︑はるぐと五百重の

十1210図翻園

マタ
殺ス能ハズバ︑我が膀ノ

しほ路︑︿略﹀︒﹂

十253﹇図園
下ヲクぐレ︒﹂

我はた﹂へっ︑かの防備︒

かれは構へつ︑我が武勇︒

十397図圃

ノ軍艦郵船沿海ノ情勢ヲサグリテ︑

﹃二人の我が子それ

十402冠着園

我が國銅山ノ中ニテ最モ盛

ノ梓ヲ雲譲タリトイフベシ︒

我が國に遊べる西洋人は

︿略﹀︑煙さなびくとま

である︒

十一577主我が子の死ぬのを見て父
行けや行けや︑とく行

が命を惜しむ理由はない︒

十一594図圏
け︑我が子︒

セらば行くか︑やよ待

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

我が國には至徳の爆布あ

十一598図圏
て︑我ぢ子︒

十一756図
り︑︿略﹀︒

十一791図

我が國ノ機械工業中最モ

と︑我が國にては古來廣く諸所に行
はれたり︒

十﹁836図

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑︿略﹀︒

十一川1憾困

五十度以南我が帝國の

領土となりしょり︑諸種の纏螢追々

﹁我が子若シタスクベ

成功致候へども︑︿略V︒

を

我が村には戸敷三百︑人

クンバ︑之ヲタスケヨ︒

十一佃5図園

十﹁川7図

口千四百鯨あり︒

國と︑朝日の御旗ひるがへそ一同胞

十一葡1図圃 ︿略﹀︑我が大君の食す

すべて六千萬︒

十一稲5図圃 ︿略﹀︑萬世一系動きな

陛下は忠勇なる我が臣民

き 我が皇室の妊みいつ︒

︿略﹀︒

十二79図

我が海軍は初より敵を近

うつりよう

我が艦隊は︿略﹀︑欝陵

せまり︑︿略V︒

・水雷艇隊は砲火をく団って敵艦に

てい

十二76図夜に入りて︑我が駆逐隊

爾旗艦は遂に沈没し︑︿略V︒

より二回の水雷攻撃を受けて︑敵の

して︑敵艦績々火災を起し︑︿略﹀︒
くちく
十一一74図 く略V︑急いて我が書聖隊

は物ともせず︑打出す砲弾よく命中

十二68図

︿略﹀︑熟練なる我が砲手

れたるは午後一時三十分にして︑

闘旗と土ハに我が旗艦三笠にか＼げら

十二59図 ﹁︿略﹀︒﹂との信號旗が職

海に迎へ撃つの計を定め︑︿略﹀︒

十二410図

るく 世に・のゴやかせ︑我が軍人︒

十二36図圃鍛ひたる劔の光いちじ

を深く信頼し給ひて︑︿略﹀︒

四面雲海ナル我が書聖ハ︑ 十二31図

我が艦隊二報告ス︒

ベカラズ︒

十﹁417図囹

我が爲にも父の仇なり︒

﹁正儀は主君の敵にて︑

︿略﹀︑常二強大ナル海軍ヲ有セザル

十︻353図

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒
軍のおきてにしたみひ

て︑他日我が手に受領せば︑な・づく

十412図絶類

︿略﹀花車ハ我が國輸出品

いたえり養はん︒﹄

十423図
ノーナリ︒

等ナリ︒

二銅ヲ産出スルハ足尾・小坂・別子

十607図

時︑義仲二歳なりしを︑︿略﹀︒

九834 五箇村の人々は各我が村の騎 十547図園 ﹁我が父の討たれ給ひし 十︸576圏 ﹁兵士は子烏が子も同様
手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつけ
てるる︒

︒銀貨・銅貨ノ三種アリ︒

九902図 現今我が國ノ貨幣ニハ金貨

我が國は火山國にして︑全
國到る盧に温泉あり︒

九9010図 我が國ノ紙幣ハ日本銀行ヨ 十7210図
リ乱行スルモノニ シ テ ︑ ︿ 略 V ︒

にとぼしからざれ ど も ︑ ︿ 略 V ︒

九964図 我が國到るところ名勝の地 十973図 我が國ノ古美術ハコ・二其

十一215図圏

海上の︸大公園なりといへり︒

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一207図

に入り來れば︑直ちに之をさし殺す︒

九968図 外國人の我が國に來る者亦 十一83図 く略V︑他群の蜂我が群中
必 ず こ ＼ に 遊 び て ︑︿略﹀︒

りしより︑富士は第二位に落ちたり︒

十16図 ︿略﹀︑皇臣の我が領土とな
十19図 ︿略﹀︑其の形白扇を倒にか

けたるが如く美しきは︑なほ我が國
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わかい
わかい

島附近に集りて敵を 待 ち し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二95図 敵の司令長官ロジェスト
さゾなみ かげろふ

ウェンスキー中將は︿略﹀︑我が駆

逐艦の漣・陽炎の二隻に追撃せら
れ︑︿略﹀︒

大部分は我が艦隊の爲に︑或は撃沈

十二99図此の雨日の戦に︑敵艦の
せられ︑或は捕獲せ ら れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︒

十ニー02図我が軍の死傷甚だ少く︑

ヨ

十ニー06画道 ﹁我が聯合艦隊が克ク

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇麗ヲ牧メ得
タルモノハ︑︿略﹀︒

十ニー08図團殊二野が軍ノ損失・死
傷 ノ 僅 少 ナ リ シ バ ︿略﹀︒﹂

十ニー53

我が國ノ造船所デ︑最モ規
シヤウ

模ノ大キイノハ海軍ノ工廠デ︑
︿略V︒

十ニー510我が國デ一番上キイノハ佐
世 保 海 軍 工 廠 ノ 船 渠デ︑︿略﹀︒

我が國及び附近に風雨の

身心ー67図 我が國には東京に中央氣
象塁あり︒

十一一181図

其の沈酔企灘をして日

おそれある時は︑︿略﹀︒

十一一304重三

本に向って︑﹁日本の將我がしりを
食 へ ︒ ﹂ と 號 ば し む︒

十二305図園 伊企灘却って﹁新羅王
我 が し り を 食 へ ︒ ﹂といひて︑︿略﹀︒

く其の庭すべき道に心したる我が國

我が國は即断温に︑地味

現今我が國の耕作地は

肥え︑極めて耕種に適し︑︿略﹀︒

十一一4310図

十二443図
︿略﹀凡そ五百五十萬町歩あり︒

ちゅうさつ

︿略﹀︑我が國亦総領事を

て︑我が悟得軍の重要なる駐三江
なり︒

十二556図
置けり︒

し︒

十二8010図

︿略﹀︒

我が心の良雄を獣崩せ

の三級に分れたり︒

十二鵬9石楼が國は救世一系の天皇

之を統治し給ひ︑︿略﹀︒

が古來天皇の統率し給ふ歪なること

十一一柵2図勅諭は先づ我が國の軍隊

信とは我が言を行ひ︑義

を諭し給ひ︑︿略﹀︒

信とは我が言を行ひ︑義

太古以來忠節の心にあっ

心に開く︑智

我が友セらば︑健かユ︒

しわはよってもわかい氣で︑

ヘチマハワカイウチハタベラ

人に知られた刀かちで︑若い時から

八335園 ﹁自分は︿略﹀︑元は少しは

レルガ︑實ガイルトタベラレナイ︒

﹁魯人は君子の道を以 五521

にもついて行く︒

小さい君らのなかま入︑うんどう會

五294圏

く略V︑我が足︑獣とし い 若い ︽ーイ︾

わか・い ﹇若﹈︵形︶5 ワカイ わか

︿略﹀︑我が舌︑獣とし 十一一梱1図圃

孟一徳え︒

なくば︑いかで我が

十二佃10図圏︿略﹀師の君の導き

徳にして︑︿略＞Q

きは︑我が國民の世界に無比なる美

十二価7図

とは我が分を鑑すをいふ︒

十二佃6図

とは我が分を蓋すをいふ︒

く略V︑我が軍は苦戦十一 十二佃5図

其の後方の山々は皆我が

十二876図囹
を視︑︿略﹀︒

所は禮に反す︒

て其の君を輔くるに︑我が臣の行ふ

十一一954図園

しは昏昏に香れり︒﹂

十二877図園

て良雄に食はしめたり︒

十二877図園

て良雄を罵り︑︿略﹀︒

十一一876図園

我が目︑獣として良雄

我が国後土御門天皇の御代にして︑

コロンブスの遠征時代は

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十二569図

箇月にして之を陥れたり︒

十一一567図

するもの多し︒

十二447図我が國の米は品質優良に 十一一557図 其の附近我が國人の在留
我が國の農業中最も開け

して其の味最も美なり︒

十二453図
ざるは牧畜の業なり︒

是我が國の凸面・風土の

古

我が國の農業は︑決して

牧畜に適せざるにあらず︑︿略﹀︒

十二453図
十一一458図

現状を以て満足すべきにあらず︒

我が大日本帝廟の

おきなは
き六十八國一ユ 沖縄諸島合せてぞ︑

十二477図画

︿略﹀︑やぎ出し蒔縮の

府は三つ︑縣は四十三︒
我が工業のほこりにて︒

十二4910図圏

精巧も

︿略﹀︑世界ノ各國ハ亦皆

︿略﹀︑全世界ノ人日皆我

我が商品ノ市場ニシテ︑︿略﹀︒

十一一5010図

十二511図

ガ商費ノ花客ナリ︒

ガ國ハ千畳ノ道ヲ講ズルコト今日ノ

十二534図強兵ヲ以テ知ラレタル我

我が國ハ島國ニシテ︑海

色心務ニシテ︑︿略﹀︒

十二539図

二塁我に劣れる國民を見

何十本となく大太刀・小太刀をきた

十二川2図

て︑︿略﹀︑甚だしきは之と交るを喜

富國ノ實ノ墨ルト學ラザ

外交通ノ便最モ多ク︑︿略﹀︒

へた︒

十二541図

ばざるが如きは︑却って我が王民の

九333

スチブンソンは若い時から機

の後をついで︑︿略﹀︒

つて居った若いむすこが︑今では其

其の時分までよそへ奉公に行

ルトハ我が商人ノ信用・勤勉︒機敏

八343
我が國の地方自治團膿は︑

府縣・市の二級或は府縣・郡・町村

十二鯉2図

にして︑︿略﹀︒

度量の狭く︑品格の低きを示す所以

満洲内地屈指の市場にし

是我が南漏洲鐵道の起嵩

ノ如何二号ス︒

十二5410図

なり︒

十一一323図 是等の人々は︿略﹀︑能 十二545図
婦 人 の 實 例 に し て ︑︿略﹀︒

わがかいぐん一わかる

798

關 の 事 に 明 る か っ たが︑︿略﹀︒

わがかいぐん ︹課名︺2 我が海軍

十一目9 第八課 我が海軍
十一298 第八課 我が海軍

﹇分﹈︵四・五︶4

分ツ

分つ

カス私モ︑私ノノル五トクモ鐵デス︒
わか・つ

一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四

︽ーッ・ーツ・ーテ︾

六68図
季二分ツ︒

わかば

若シ

若し

︽一

十二252図蟹

堂

若葉

かへせし人

若宮堂の舞の袖︑しつ

のをだまきくりかへし
をしのびつ＼︒

ワカメ

海草ニモ色々アル︒マヅタベ

﹇若布﹈︵名︶一

ラレルモノニハ︑コンブ・ワカメ・

若芽

め

アラメ・ヒジキ・ノリ・モヅクナド
﹇若芽﹈︵名︶1

ガアリ︑︿略﹀︒

わかめ

め
油画は植物の若芽・若葉

︿略﹀船長を始め︑三十五人

若者は長い劔を突通し︑幾度

の若者はひとしく目を其の方向に向

十643
けた︒

十663

ろ
筋骨たくましき若者が膳

となく抜いては又突く︒

十一267図

を揃へて漕ぎ出す漁船の勇ましさよ︒

六761

一人の年取つた男がく略V︑
木やりの歌を歌ひ出すと︑わかもの
どもはこゑをそろへて︑そのあとに
我が家

おちよはく略﹀︑葉書の裏

てよいかわかりません︒﹂

五664園

れを母に見せますと︑母は﹁よく出

へ次のやうに書きました︒︿略﹀︒そ

ふだんは人も通らない道だか

來ました︒これでよくわかります︒

五764

昔ある國で大きな象の目方を

ら︑どこをどう行ってよいか分らな

い︒

はからうとしたが︑どうしてはかつ

六205

てよいか分りませんでした︒

ノ子ナレバ︑コレポドノワケノ分ラ

七39図園﹁汝ヲサナクトモ︑父

きりや雪で︑方角の分らな

ヌコトハアルマジ︒

ない︒

八455圏

又夜は︿略﹀︑星が出てゐ

長い天馬つゴきで︑かわきき

父﹁東京のをぢさんから火

風では︑どこまで焼けて行くか分ら

つてみる上に︑今夜の此のはげしい

八427

いふことが分ります︒

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

七869囹海岸には燈皇がありますか

角がちゃんと分ります︒

れば︑それに便って︑居る場所や方

七866園

くなった時には︑︿略﹀︒

敷日の後︑水夫はく略V︑ 七855圏

﹇我家﹈︵名︶2

ついて歌ひました︒

わがや

十714図

各我が家に図りたりとそ︒

分

和歌山

義勇の務御國に墨し︑

我が陸軍

我が陸軍

我が陸軍

﹇和歌山﹈︹地名︺1

孝子の讐我が家にあげよ︒

十一597図翻
わかやま

第八課

︹課名︺2

十一18図和歌山
九目9

わがりくぐん

第八課

わかる
︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾呂

﹇分﹈︵四・五︶17

九241
わか・る
分る

おわかる

ル

三391だい二には耳です︒これ

してそんなに早く伯父さんに分つた

の焼けなかったことも分るから︑ウ

八482園

のでせう︒﹂

愚見まひの電報が來た︒﹂一郎﹁どう

﹁それでも私はまだ手紙の
書き方を習ひませんから︑どう書い

五652園

とがわかりません︒

がなければ︑せんせいのおつし
若者

などに群り着きて︑其の植物の汁を
﹇若者﹈︵名︶4

やることや︑みんなの言ふこ
わかもの

若者かと思へば︑面にお
びたゴしきしわた＼めり︒

十521凝集

又ヤケナイといへば︑うち

吸ひ︑︿略﹀︒

十一889図

ものども

歩兵は平時凡そ百五十人を わかものども ﹇若者共﹈︵名︶1 わか
サテソレカラ船室ヲ分ツタ

﹇若葉﹈︵名︶1

吸ひ︑︿略﹀︒

などに凝り着きて︑其の植物の汁を

十一889図

め
油轟は植物の若芽・若葉

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑︿略﹀︒

十ニー49

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

九265図

ば︑北半球は南半球よりも陸地多し︒

七665囲 一昨年つぎ木をしたわか木 八811図 地球を南北の爾半球に分て

わかぎ ﹇若木﹈︵名︶1 わか木

に︑もうこんなに大きなのがなった
のでございます︒

十977図 奈良ノ市街ノ西ハ︿略﹀︒

わかくさ ﹇若草﹈︹地名︺1 若草

コ・ヨリ眺ムレバ︑東二春日・三笠
・若草等ノ山々相連 リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

が國の農業

わがくにののうぎょう ︹画名︺2 我
十二目13 第十二課 我が國の農業
﹇若﹈︵形︶4

十二434 第十二課 我が國の農業 わかみやどう ﹇若宮堂﹈︵名︶1 若宮
︽ーキ︾

わか・し

ワカス

七751

わかめ

八183図園 ﹁︿略﹀︑総べテ物ハ破レ
タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

シバラク舶用ヲナスベキコトヲ︑若
キ者二知ラセントテカクスルナリ︒﹂

十538図囹 平生にても︑若き人は白
髪を見て侮る心あり︒
孚ふもはゴかりあり︒

十542図囹 白髪頭にて若き人と先を

十一61図働蜂の若きものは内に居

﹇沸﹈︵五︶一

て幼轟を育て︑又は其の居室を螢み︑
︿略﹀︒

わか・す

六273園 テツビンハ﹁︿略V︒ユヲワ

ス︾

799
わかる一わきまう

チもいらない︒

シナガラ︑様子ノ分ルノヲ待ツテ居

八922 馬丁ハドウナルコトカト心配

﹁︿略﹀︑先づ着物のほこり

タガ︑︿略﹀︒

十353園

を彿ひ︑︿略﹀静かに後の戸をしめ
た︒きれいずきで︑つ＼しみ深いこ
とは︑それでよく分りました︒

十361囹 あいさつをしてもていねい

参らせたり︒
となん︒

十721図

絶えずわき出つるものと︑

温泉のわき出つる虚はおほ

時を定めてわき出つるものとあり︒

十723図

湯のわき出つる口僅かに一

むね火山の附近に在りて︑︿略﹀︒

十734図

書夜に敷回噴

湯のわき出つる虚二十饒箇

箇所にして︑︿略﹀︒

海草ノ面一様々デアル︒︿略V︑ 十745図

所︑大湯と構するは

︿略﹀︑北方の天を望みて

わき出でて禁じ難し︒

崩御ありし御心事を察し奉れば︑涙

十一41図

ゼンタイが細カニ分レテ︑枝ノ様ニ

ギザくノ深イノニナルト︑

出す︒

ヰル︒

ランプニトボスノハ石油トイ

わきま・う ﹇弁﹈︵下二︶3 ワキマフ

ホツタ油ニナルノデス︒

ツテヰマスガ︑シアゲルト︑スキト

五598 ︿略﹀︑ワキ出タママノハニゴ

ワキ出ルモノデ︑︿略﹀︒

ヒマス︒コレ占地ノ中書ラシゼント

五597

ル︽ーデ・ーデル︾

わき・でる ﹇湧出﹈︵下一︶2 ワキ出

き出した︒

と︑天上の音樂の様な美しい音がわ

つて揮始めた︒弓が一度綜にふれる

十二8210 ︿略V︑其のバイオリンを取

︽ーシ︾

モミヂノ葉六曜スヂカノ脈ガ わきだ・す ﹇湧出﹈︵五︶1 わき出す

↓枚ノ葉が敷枚ノ小サイ葉二分レテ

十65

ナツテヰルノモアル︒

七758

しつねのぐんぜいは西の門へ向つた︒

よりのぐんぜいは東の門へ向ひ︑よ

げんじは二手に分れて︑のり

︽ーレ︾

分れる

サレバ平左衛門ノ死セシ時 わか・れる ﹇分﹈︵下一︶4 分レル

ハ︑中國ノ人々︑知ルモ知ラヌモ父

十329図
五752

﹃さらば﹂と︑握手ねん

母二別ル・如ク悲シミタリトナリ︒

十415図圏
︿略﹀︑左右ノ手直肩ヨリ分

ごろユ︑別れて行くや右左︒
十756図

霧降瀧は上下二層に．分れ︑

レ︑二本ノ足ハ全身ヲ支フ︒
十一766図

ナイヤガラ爆布は左右二

高さ各十四五丈︑︿略﹀︒

十﹁779図

つに分れ︑左爆は幅三百鯨丈︑二丁

ひません︒はきくしてるて︑禮儀

で︑︿略﹀︑しかも よ け い な こ と は い

・作法をわきまへてみることも︑そ

十710

本ノ庭カラ手ノ指ノヤウニ分レテヰ
ル︒

︿略﹀︑最も世に聞えたるは

和漢の學に通じ︑︿略﹀︒

紫式部と清少納言となり︒二人共に

十154図

旅順線は大連の次騨臭水 わかん ﹇和漢﹈︵名︶1 和漢

螢口に於て清國京奉線の支線に連接
す︒

﹇分﹈←のわき

﹁マサヲサン︑イツシヨ

我が國の地方自治團腔は︑ わき ﹇脇﹈︵名︶一 ワキ﹇▽りょうわ

二231園
マセウ︒﹂

﹇湧出﹈︵下二︶7
︽ーヅル・ーデ︾

わき出

ニコノカキネノワキニカクレ

き

別εおわかれ
つく

府縣・市の二級或は府縣・郡・町村
﹇別﹈︵名︶3

の三級に分れたり︒

十二撹3図

わき

十二5610図螢口線は大石橋より分れ︑

子より分れて︑︿略﹀旅順口に達す︒

十二565図

別れ候より最早一箇年に相成候︒

光陰矢の如く︑南北に

は墜落丈︑︿略﹀︒

分る

十一954㈱國

れですっかり分りました︒

の産する所以が分つ た ︒ ﹂

十一513 此の一事でアラビヤに名馬
十二856 かの情深い紳士は誰であっ
ふらんす

たか︑老人も知らぬ︑聴衆も知らぬ︒
く略V︒佛蘭西のバイオリンの名手ア

︽ ー ル・ールル・ーレ︾

分ル

レキサンドル ブーシェーであった

別る

﹇分﹈︵下二︶14

とは後になって分つた︒
わか・る
別ル

海ニソ・グ︒

わかれ

づ

わきい・ず

士︒はげましつ＼も見送る一家︒

十721図

泉なり︒

然に地上にわき出つるもの︑即ち温

十二佃2図

物事ヲ知分クルモ︑善悪ヲ

能く義理をわきまへ︑精

モ皆拶ノ作用ナリ︒

ワキマフルモ︑宣ロブモ怒ルモ悲シム

十769図

十一617図圃勇み勇みて出で行く兵 十7110図 其の熱氣に温りたる水の自 わきまふ ︽ーフル・一へ︾

ををしみてよめる歌なり︒

紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

し

アメリカ大陸は地業 九792図 是は菅原道眞が︿略﹀︑筑

六815図 淀川ハイクスヂニモ分レテ

八763図

と南アメリカとに分る︒
橋ヲ過ギテ︑間モナクニツニ分ル︒

九157図 利根川ハ︿略﹀︒︿略V︒栗
セキヤド

︿略﹀︑勇まし︑やさし︑を︑しの別︒

九159図 赤堀川ハ關宿ノ北ニテフ

十一753図中暑﹁︿略﹀︒﹂とて︑一

時を定めてわき出つるものとあり︒

絶えずわき出つるものと︑

十162図 夫に別れて後︑宮中に召さ

枝を書添へ︑別を告げて出で去れり

タ ・ ビ ニ ツ ニ 分 レ ︑︿略﹀︒

れて︑上東門院に漢文・漢詩を教へ

神を修養し︑小敵を侮らず︑大敵を
ワケ

わけ←も

︿略V︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

﹇訳﹈︵名︶5

わけする・とりわけ

わけ
うしわけ

恐れず︑︿略﹀︒

十二佃10図圃 いろはのいをも わき
四573

オヲシヘ

ニナリマシタ︒

ヲ申シ上ゲマスト︑﹁︿略﹀︒﹂ト

トオタヅネニナリマシタ︒ワケ

まへぬ 身のいつしかに 積み得さ
る︑︿略﹀︑世の人並の文字の敷︒
へる ︽1へ︾

わきま・える ﹇弁﹈︵下一︶1 わきま

タカラ︑白ウサギハ︿略﹀︑又ソ

ノカ︒﹂トォタヅネニナリマシ

十3510園 はきくしてるて︑古儀． 四597 コノ神．サマモ︑﹁ナゼナク
作法をわきまへてみることも︑それ

ノワケヲ申シ上ゲマシタQ

ですっかり分りました︒
わきみ ﹇脇見﹈︵名︶1 わき見

﹁汝ヲサナクトモ︑父ノ

子ナレバ︑コレポドノワケノ分ラヌ

六702 あくびをしたり︑わき見をし 七39図園
コトハアルマジ︒

どういふわけで︑おたがひ

たりしてみて︑先生に何か聞かれて
七203園

も︑答へることが出來ないで︑︿略﹀︒
あらみ

に親類の間がらでございますか︒﹂

併し今の感孚は昔とちがつ

きみちて︑かすみか雲か美しや︒

︽iケ︾←みわける

わ・ける﹇分﹈︵下一︶3．ワケル分
ける

︿略﹀︑ユフハンニハ︑ケラ

イノ人ヲ右ト左ニワケテ

三428

一組に三間つつわりあてて︑

秀吉は大ぜいの人を十組に分

スワラセマシタ︒

六481
けて︑

︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

仕事をいそがせましたから︑︿略﹀︒

六556

手に分けて︑はさみうちにしようと
した︒

和合

わざくらべ ﹇技比﹈︹課名︺2

第九

第九

ワザクラベ

ワザクラベ

ラベ

八276

八目10

わざと ﹇態﹈︵副︶1 わざと

ワザク

私はわざと一巻の書物を床

の上に投げておきました︒

十362圏

病氣のみに限らず︑何事

わざわい ﹇災﹈︵名︶1 禍

わざく

にても少しの不注意は大いなる禍を

十二908図

招く︒

﹁︿略V︑東國へ下る路

﹇態態﹈︵副︶1

るなり︒﹂

書添へんとて︑わざく撮り來りた

檜を見て︑其の意を得たれば︑之を

すがら︑箱根山中にてよき枝ぶりの

十一752図囹

わざわざ
笑ハント欲セバ︑一家ノ

﹇和合﹈︵名︶1

十一5110図

わこう

和合ス

八578

わし・たか・とびなどの様に︑

わし・たか・とびなどは軽く

目の最も恐ろしげなのは︑わ

ちばしがことに鋭くて︑や﹂太い︒

八571

かへる鳥は︑総べてつばさが大きい︒

などの様に︑氣候によってすむ所を

へて食ふ鳥や︑つる・がん・つばめ

大空を飛びまはって︑他の鳥をとら

八547

親子・夫婦・兄弟・姉妹 わし ﹇鷲﹈︵名︶3 わし

︽ーシ︒ースレ・ーセ︾

﹇和合﹈︵サ変︶4

和合ヲ計ルベシ︒

わこう・す
和合す

十︻517図

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

て︑一人で進んで功名を立てる平な

九236園

ことは出頭ない︒︿略﹀︒此のわけを

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑︿略﹀

一家

よくおつかさんにいって上げて︑安

一家和合セザル時ハ家道
ル・事ナカルベシ︒
︿略﹀︑

し・たかの類で︑︿略﹀︒

﹁農は入の職業中最も健

るものなり︒﹂といへるワシントン

全︑最も高貴にして︑又最も有盆な

十二474図

ワシントン ︹人名︺一 ワシントン

家内能く和合して︑互の わじま﹇▽しずおかわじまぬり

わざ与にんげんわざ・はやわざ

は忘れられて︑︿略﹀︒

心にわだかまりなく︑むつまじく打
ぜん
揃うて夕の膳に向ふ時︑一日の寒苦

十二917図

者をも出したる例なし︒

和合して︑二十年來未だ一人の犯罪

十一価6図

一村は一家の如く

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ

十一5110図

ノ内笑フコト多シ︒

知ら

分け陸

︿略﹀︑西も東も

﹇分得﹈︵下二︶1

心させるがよい︒﹂

わけ・う
エ︾

分け侮た

十二㎜3図園

道の筋︒

︽

ざりし身のいつしかに

わけて

日本の國は松の國︒︿略﹀︒

﹇別﹈︵副︶2

大島・小島
通ふ白ほの美しや︒

日本の國は花の國︒︿略V︒

わけてさくらの吉野山︑一目千本咲

六62瞬

その中を

わけて名におふ松島の

六53圏

わけて

る︑︿略V︒世の人並の

るひ進むに何事か など成らざらん︑

十二258図圃 鎌倉宮にまうでては︑
こ

わけ n分﹈←おすそわけ・てわけ・て

わく・ふきわく・みわく

かぎわく・ききわく・しりわく・そめ

わく ﹇分﹈呂あおぎわく：又りわく・

涙 わきぬべし︒

盤きせぬ親王のみうらみに 悲憤の

み

わ・く ﹇湧﹈︵四︶1 わく︽iキ︾

︿略﹀︒

ては︑わき目もふらず︑怠らず︑ふ

七798図囲 く略V︑一たんめあて定め

わきめ ﹇脇目﹈︵名︶1 わき目

所破といって︑︿略V︒

わき道を通る檬なことをすれば︑關

て︑︿略V︒若し其の關所をよけて︑

九373 箱根と新居とには絶所があっ

bきみち ﹇脇道﹈︵名︶1 わき道

わきまえる一ワシントン

800

801
わす一わすれたてまつる

の言味はふべし︒

﹇僅﹈︵形状︶ 1 8

わす﹇▽あいわす
わずか
僅か

ワヅカ

臣 ハ ワ ヅ カ ニ 十 一 歳︑︿略﹀︒

僅力

七62図園 ﹁父正成ノ戦死セシ時︑

萬時間に過ぎず︒其の内︿略﹀︑實
際修學及び業務に用ふる時間億僅か
に二十萬時間を越えざるべし︒

奉天の南方生胆の名も永

しゃか

なる場合にも忘るべからず︒

十二559図

ミヅカラ御コトバヲウケ

つぼ

主婦は寝に就く前︑先つ

十二919図 家内能く和合して︑︿略V︑

にすべし︒

して︑︿略﹀火の用心を忘れざる様

竈の下より火消壼までもよく検査

かまど

十二902図

復仇の事を忘れたるが如し︒

都に在り︒日々遊歩を事として全く

︿略﹀大石良雄は初め京

よしを

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

七46図園

ち

十二865図

く世人の忘れざる所なるべし︒

正行︿略﹀︑コレヨリ後ハ

ハ早クモワスレタルカ︒

く略V︑今壮年力二六七人 七51図

父ト母トノ教ヲ守りテ︑一日モワス

十一871図

ル・コトナカリキ︒

昔より﹁犬は三日かへば︑

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

こ

東風吹かばにほひおこせ
紫式部は幼き頃より物前よ

一日の勢苦は忘れられて︑更に明日

ぜん
むつまじく打揃うて夕の膳に向ふ時︑

十二悩6図

此の風一度軍人の間に起

の活動を思ふなり︒

く︑兄の書を讃むを聞きみて︑直ち

十444図辺垂が一身一家ヲ忘レテ︑

なかりしかば︑︿略﹀︒

に之をそらんじ︑少しも忘る㌧こと

十159図

よ梅の花︑主なしとて春を写るな︒

九789図圃

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

七617図

フコトヲ得ベシ︒

のみ唯一の不凍港として︑僅かに内

八691国画のかはせの金は︑ほんの 十一964信号 ︿略﹀︑西海岸の眞画筆
僅かですが︑何かすきな物を買って

地との交通を保ち居候︒
十代ー03図我が軍の死傷甚だ少く︑

上げて下さい︒

九268図 明治二十七八年の戦役まで

沈没したるもの僅かに水雷艇三隻に

止れり︒
糧食を齢せるのみ︒

十二272図

城中には僅かに四五日の

は︑我が國の陸軍は僅かに七箇師團
に 過 ぎ ざ り し が ︑ ︿略﹀︒

︿略﹀︑其の日になって乗船し

たものは僅か十二人に過ぎなかった︒

九322

しゅざんぱう

其の西南なる首山塗は高

ゆめ此の訓を忘るなと︑ねんごろに

りては︑士氣も兵氣も衰ふぺければ︑

十二552図

熱心二此ノ業二宮シ︑機械ヲ慶明シ︑

︿略﹀︑僅かの旅費︑僅かの日

さ僅かに三百冬尺の小山なれども︑

九385

激で︑女子供でも安樂に旅行が出來

我等は︿略﹀︑既に祖先

の事蹟を學び得たること多し︒常に

十二柵6図

日も之を忘れんや︒

あに
は我等が祖先の教訓なり︒我等豊一

十二備5図︿略﹀︒といふ忠勇の精神

戒め給ふ︒

國産ヲ廣メシバ大イナル功勢トイフ
ベシ︒

遼陽防備の要害地にして︑︿略﹀︒

く略V︑大連より僅かに二
ろうば

くれたる厚恩︑いかでか図るべき︒﹂

十553図園

あやふき敵の手より救ひ

る︒

よ

急ぐる庭の沿路︑︿略﹀︑

十二44図治に居て齪を忘れざるも
此の心なり︒

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど
うゑ
齢す所なし︒しかも僅かに飢をしの

十二697図

週間にして欧羅巴の中央に入るべし︒

九386 ︿略V︑僅かの旅費︑僅かの日 十二589図
敷で︑女子供でも安樂に旅行が出來
る︒

ヲ止ムルノミ︒

九396図 昔ノ關所ハ僅力二其ノアト

かずとよ

十二329図

かの山内一豊の妻が貧苦
ぐは先頭に進める一部に過ぎず︑列

硬目書忠の道にいそしまんとす︒

之を忘れず︑之を模範として︑︿略﹀

︿略﹀︑見るもの聞くものに

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

九807図

後に在るものは更に一物をも食ふこ

︽ール・ールル・一

わ

わすれたてまつ・る ﹇忘奉﹈︵四︶1

得たり︒

圖り︑︿略﹀會稽の恥を雪ぐことを

︽ーク︾

難し

楠木正行の母が正行を戒 わすれがた・し ﹇忘難﹈︵形︶1 忘れ
め︑高千穂艦乗組水兵の母が其の子

王勾践つぶさに辛苦をなめて報復を

十一169図書のうらみ忘れ難く︑越

ほ

を叱りしが如きは︑︿略﹀︑忠義の爲

凡そ婦人の道は夫を助け
げしむるに在り︒此の心は何庭如何

て家政を治め︑子に教へて家名をあ

十二336図

には恩愛を忘る㌧身心より出でたり︒

たかち

十二333図

くすのきまさつら

つけて︑都の空のみしたはしく僅か

謬る

﹇忘﹈︵下二︶18
忘ル

ワスル

よごれし手にて目をこすり

わづらふ

︿略﹀︒

﹇煩﹈︵四︶1

と能はず︑︿略V︒

レ︾

する

わす・る

て目をわづらひし人あり︒

九593図

︽ーヒ︾εおもいわずらう

わずら・う

に詩歌に思をよせて︑ひとり自らな
ぐさめ居たり︒

十734図 湯のわき出つる口僅かに一
箇所にして︑其の分 量 も 少 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十829図 あいぬの敷︑古は甚だ多か
りしが︑近年次第に減少して︑今は
僅かに二萬人に足らず︒

十一678図 人生七十年と見るも六十

わすれはつ一わたくし

802

︽ール︾

九805図 筑紫に到りて後は︑常に門

忘れ奉る

を閉ぢて出つることまれなりしが︑

︽ーテ︾

﹇忘果﹈︵下二︶1

忘れ

片時も君を忘れ奉 る 事 無 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

果つ

わすれは・つ

十二掴4図 質素を旨とせざればいつ
しか文弱に流れ︑︿略﹀︑節操も武勇

ワスレル

も忘れ果てて︑世人の爪弾を寒くる
﹇忘﹈︵下︸︶5

に至るべし︒

わす・れる

わすれる 忘れる ︽ーレ︾与うち

三687 ウラシマハ︿略﹀︑リユウグ

わすれる

ゥノオキヤクサマニナツテ︑ウ

チヘカヘルノモワスレテヰマ

ワスレテ︑タマテバコヲアケテ
見ルト︑︿略﹀︒

がめた時は︑乞うゑや草取りの苦し

わた

綿与むし

らん︒﹂

ヤケナイシンルヰブジワ

ワタイレ

ヤケナイシンルヰプジワダ

﹇綿入﹈︵名︶2

モミジカクナツテ︑モウキラレ

ヰタワタイレハ︑ユキモタケ

三581私ガキョネンマデキテ

ス︒

三565 ア一志モ︑ワタイレモ︑ヒ
トヘモノモ︑カタピラモアリマ

わたいれ

八492團

ダ

和船の大なるは五百石積 八48図團

コギマハツテヰル︒

十一2610図
・千石積等ありて︑近海を航行すれ
ほばしら

﹇綿﹈︵名︶12

﹇腸﹈与はらわた

ども︑摘はおほむね一本なり︒
わた

にはの松の木はわた

わた
ろわた

四636
をのせたやうに見えます︒
綿ヲ機械ニカケテツムグト︑

木綿六戸ナリマス︒

八626

マセン︒

綿ハ何カラトリマスカ︒

わだかまり
家内能く和合して︑互の

﹇蠕﹈︵名︶1

は忘れられて︑︿略V︒

心にわだかまりなく︑むつまじく打
ぜん
揃うて夕の膳に向ふ時︑一日の螢苦

十一一917図

わだかまり

綿ノ木カラトリマス︒

綿ノ木ハドコニ出塁マスカ︒

綿ノ木ハ畑二作リマス︒

實が熟スルト︑サケテ中カラ

白イ綿ガハミ出シマス︒

ノデス︒

八652

藍ノ草ハ綿ノ木ト同ジ様二十
綿ハ實カラトリマスガ︑藍ハ

二作リマス︒

八653

葉ト董カラ取ルノデス︒

は私の小事なり︒是は公の大事なり︒

十一一395図上余の彼を避くるは︑國

ワタクシ

家の急を先にして︑私のうらみを後
﹇私﹈︵代名︶64

にするが一合なり︒﹂

わたくし

ワタクシガコチラノハシ

ワタクシハ

マイアサハヤ

ワタクシノウタヲキク
ト︑人ガダンダンオキテキマス︒

二2一

クメヲサマシマス︒

一一12

ノハシヲオモチナサイ︒

ヲモツカラ︑アナタハンチラ

﹁48一

十﹁192図秋の山は紅葉の錦を織り︑ わたくし 私
︿略﹀︑又衣服の原料も綿

冬の木は白雪の綿を重ぬ︒
十二456図

和田

・麻・歯音に仰ぎて︑家畜の毛に求
ワダ

むること少かりしによる︒
﹇和田﹈︹人名︺3

れて︑十五字になるやうに書いてこ

T5園

﹁ワタクシニハソノキイ

ワタクシノキモノニハ︑

ワタクシノカラダハ︑日

ワタクシヲヒノナカヘ

ワタクシバオニニナツ

ワタクシハ

アノモノォ

オカアサンバワタクシ

ワタクシモオカアサン

ワタクシバ本ヲ五サツ

オハナ﹁ソレデハワタクシ

スミレヲツミマセウQ﹂

三231私はそとがかたくて︑中

にもできますが︑︿略﹀︒

三227私をころがすのはだれ

耳もありません︒

三222わたくしには口も目も

ニイツタリシマスQ

三11一 ワタクシバオカアサンノ
イヒツケヲヨクキイテ︑イモウ
トノモリヲシタリ︑オツカヒ

ハ

三82囹

モツテヰマス︒

二482圏

ヲダイジニシマス︒﹂

二401圏

ヲカハイガツテクダサイマス︒

V囹

キノ中ヘカクレマス︒﹂

二235園

テ︑ココニタツテヰマス︒

二223園

トビダシマス︒

イレルト︑大キナコエヲタテテ︑

二214

ヰマス︒

ニヤケタヤウナイロヲシテ

二21一

マス︒

ホソイハリガーパイハエテヰ

二202

ロナノヲクダサイ︒﹂

一一

一一

8

八489囹︿略﹀︑うちの名の和田を入

わだ

六173 ︿略V︑その俵をつみ重ねてな
さも︑取入れのいそがしさも︑全く
わすれてしまひます︒

すれて︑たゴ身代を取返す事にばか

八266 其の中に雀のことはいつかわ
り心がけるやうに な っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

和船

八273園 ﹁おかげで目がさめた︒御
﹇和船﹈︵名︶2

恩は一生忘れない ︒ ﹂

わせん

六777 小サナ和船モアチラコチラヲ

R9

9
1

6 3

三734 アマリカナシクナツ畠山 八636 綿ノ中ニハ種ガアリマスカラ︑わたくし ﹇私﹈︵名︶2 私
ラ︑オトヒメノイツタコトモ
綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取去ル
十一一381図囹 ﹁高虎の嘉明と相悪む

シタ︒

八 ノ、 ノ、 ノ天 ノ【k
63 63 63 62 62

がやはらかです︒

三234私はなんでせう︒
三281 ︿略﹀タケノコガ︑モウコ

ンナニノビテ︑私ノセイトオ
ナジクラヰニナリマシタ︒

︿略﹀︒

私は一たい子供がすきでござ
私のからだがこんなにぐらっ

いますが︑︿略﹀︒

﹁これは私が毎日使ってゐ 六732

なことはいたしません︒﹂

五242園

﹁私バカラダガネズミニニ

おちよ﹁それでも私はまだ

私は︿略﹀︑二三人の友だち

ユヲワカス私モ︑私ノノル

ヤウナヤクワンニモナリマスQ
六273囹

ユヲワカス私モ︑私ノノル

五トクモ鐵デス︒

六273園

ふのは︑長さが六十間程もある恥き

ついでに私一人のもとりま

な汽船で︑︿略﹀︒

したから︑国方一枚つつ差上げます︒

八102団

私もみんなと一しょの分は

まじめになり過ぎましたので︑︿略﹀︒

八106團

九201園

私も日本男子です︒
ございますから︑どうかこれからお

﹁あなたと私は大そう似て

私はわざと一巻の書物を床

の上に投げておきました︒

十362園

居り候間︑︿略﹀︒

も御仲間入致し度と今より相樂しみ

十268町彫 ︿略﹀︑私も明年は是非と

でした︒

七207圏

︽ース︾

﹁いいえ︑私たちは枯れ

﹁私タチノサビルノハ皆人

そこに居る人は私たちとは

ことばで話してゐます︒

まるでちがった風をして︑かはった

七838園

ガ使ハナイカラデス︒

六286園

てるます︒

たやうに見えても︑ねは生き

四285園

チ私たち

わたくしたち ﹇私達﹈︵代名︶3 私タ

神に奉り給ふ︒

べきにあらず︒﹂とて︑之を天照大

九42図園

尊﹁こは神劔なり︑私す

わたくし・す ﹇私﹈︵サ変︶1 私す

安心下され度候︒

無く︑家族一同無事に御座候間︑御

九722國困幸に私方は左程の損害も

第一あなたにも私にも豆が わたくしかた ﹇子方﹈︵名︶1 私方

みるではありませんか︒

七208園
なります︒

私はこんな大きななりをし
てるますが︑︿略﹀︑私の豆はたべら

七216囹
れません︒

七217園私はこんな大きななりをし
てるますが︑︿略﹀︑私の豆はたべら
れません︒

このお金は私がこちらへま
みる時︑︿略﹀︑父の渡してくれた金

七418園

でございます︒
﹁私も︿略﹀︑皆さんと同じ

様に︑あの運動場で膿操をしたり︑

七807園

この講堂でお話を聞いたりしてみた
のです︒

のですから︑少しそのお話をいたし

私は年中航海をしてみるも
私は古机でございます︒

七813園
六696

私の乗ってみる明治丸とい

ませう︒

七816園

私がこ＼へまみつたのは︑こ
の素謡がたった年でございますから︑

六696

五トクモ鐵デス︒

﹁私はちっとも存じません

心安く願ひます︒﹂

七197園あなたと私は親類ださうで 九1910園 私には妻も子もありません︒

のいたづらからでございます︒

くやうになったのも︑その子供たち

それを私のるすにこのみざ 六734

た釜でございます︒

五243囹
りがぬすんだのでございます︒﹂

り︑私は足の立たないもので︑︿略﹀︒

三392私はよるよくねむります 五246園 ﹁お役人さま︑ごらんの通
から︑︿略V︒

六78

う書いてよいかわかりません︒﹂

手紙の書き方を習ひませんから︑ど

五651園

仲間ダ︒﹂

五543園﹁私ハ羽ガアルカラ︑鳥ノ

テヰルカラ︑ケモノノ仲間ダ︒﹂

五536圏

テ︑ドチラヘモツキマセンデシタ︒

デモケモノデモナイカラQ﹂トイツ

五532囹︿略﹀︑カウモリハ﹁私ハ鳥 七201園

みたのでございます︒﹂

三576私ガヲバサンカライタダ 五253園 その釜は私が前から持って
イタムラサキ色ノハオリハ︑
︿略﹀︒

三581私ガキヨネンマデキテ
ヰタワタイレハ︑︿略﹀︒

三638私はをぢさんに︑﹁どこ
でこんなにたくさんおひろひ
になりました︒﹂ときさましたら︑
︿略﹀︒

三671園私ノセナカヘオノリ
ナサイ︒﹂

四53園 次郎﹁ああ︑あれですか︒

私はまるでちがった方を見て

﹁そんなら私がはかって見

と遠足に出かけました︒

六208園

ゐました︒﹂

四225囹小サイネエサン茎短ヨ

ませう︒﹂

﹁この釜は昔から私のうち
五233園
にある釜です︒

五234囹
私はよその物をぬすむやう

六263囹金ダラヒニモナレバ︑私ノ

リモスコシ高イカラ︑ クスリユ
ビデス︒

ビデ︑三郎ハ小ユビ︑

人サシユ
四 2 2 6 囹 ソ レカラ私ハ
Q

リ

一

五85私はもと雨の一しっくです︒

ノンデ上ゲマセウ︒﹂

四684園苦ケレバ私ガカ

テ
ス

ノ、

803
わたくしかた一わたくしたち

﹇王土 ハ ﹈ ︵ 代 名 ︶ 9

ワタ

四

わたくしのうち
ノウチ

わたくしども

クシドモ 私ドモ 私ども

三目5

︹隠名︺2

ワタクシ

ワタクシノウチ
︹課名︺2

ワタクシ

このお金は私がこちらへま

みる時︑︿略﹀︑父の渡してくれた金

九224園 大尉は︿略﹀︑水兵の手を 七421園
握って︑﹁わたしが悪かった︒︿略﹀︒

﹁一度占領シ二階ノ高地︑

カウ チ

でございます︒

全滅スルトモ敵ノ手ニワタスナ︒

郵便局ニチモ銀行ニチモ︑

金鏡ヲ預ケタル者ニハ︑其ノ金高ヲ

九778図

網を張らんとする時は︑

かうして出來上ったものを活

書入レタル通帳ヲ渡ス︒

十195

版所へ渡す︒

先づ幾條かのや＼太き縣を渡し︑之

十一882図

和

歌が終ると︑紳士はバイオ

を本として︑次第に細き縣をかけ︑

︿略﹀︒

リンを老人に渡し︑目禮して何庭へ

十二8410

﹇和田武雄﹈︹人名︺1

か行った︒

オマツハツリヲワタシテ︑ 田武雄

ツツンデ︑ワタシナガラ︑

八877園

お前の残念がるのももっともだ︒
渡船

ちよつと渡船に乗ってさへ︑

﹇渡舟﹈︵名︶2

七879園

わたしぶね

こはがる者があるではありませんか︒

︽ーシ︒ース︾与う

わ

てん
︿略﹀︑富士川・大井川・天

龍川なども︑其の頃は橋が無かつ

ワタス

乗ったりして渡ったのであった︒

りゆう

たから︑人の肩車に乗ったり渡船に

九364

封目8 十八 ワタクシノホン
ニ481 十八 ワタクシノホン

八637

﹇渡﹈︵四・五︶13

渡す

りわたす・みわたす・もうしわたす

たす

ニ

︿略﹀︒

四265

わだち

八48図和田武雄

﹁敵は長渕の計を取れ

轍にあぎとふ鮒の如し︒

ふな

るに︑我は糧食殆ど薫皿きたり︒今は

わだち

ワタナベカナメ

わたなべかなめ ﹇渡部要﹈︹人名︺一

八48図渡部要

渡．要撃
ワタナベカナメ

ワク

ラ

セ

わたらせがわ ﹇渡良瀬川﹈︹地名︺2

直吉は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒今のお

十二275学園

﹁ねえさんの所からお手紙が わだち ﹇轍﹈︵名︶1 轍

﹁毎ドアリガタウゴザイマス︒﹂

來てるます︒︿略V︒﹂と︑母は手紙

五634

わだたけお

四256オマツハ糸トフデヲ紙

三72一 タマテバコトイフリツパ
ーナハコヲワタシマシタ︒

渡ス

綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取去ル
﹇和田小次郎正

和田小次郎正寛

わだこじろうまさひろ
寛﹈︹人名︺1

︿略﹀︑正儀は︿略﹀︑﹁今

日は吉日なり︑元服せよ︒﹂とて︑
まさひろ

もとgりを上げて︑和田小次郎正寛

十一447図

まさぴろ

ノデス︒

綿ノ中郡ハ種ガアリマスカラ︑わた・す

綿クリ機械

わたくりきかい

﹇綿繰機械﹈︵名︶1

ノホン

わたくしのほん

三102四ワタクシノウチ

三38圏﹁マサヲサン︑ノニモ山
ニモワタクシドモノナカマガ
タクサンサイテヰマス︒

四12私どものがくかうは町
の中ほどにあります︒

四93私ドモノガクカウデモ︑
ケサ天長セツノシキガアリマ
シタ︒

五91 私どものなかまは︑出合ふと
すぐに一しょになるのがきまりです︒

來ましたから︑何かと思ったら︑

五126 やがて重い物が私どもの上へ

︿略﹀︒

六251園 ﹁金ニハイロくアリマス
ガ︑ナカデ一番人ノ役二立ツノハ︑
私ドモノ仲間ノ銅デセウ︒

﹇渡﹈←むだのわたし

と名乗らせ︑︿略﹀︒

﹇私﹈︵代名︶6

七213囹 大豆・小豆・さ﹂げ・そら
豆・なた豆などはすべて私どもの親
わたし

わたし

わたし

おまへがすすめば︑わた

をおちよにわたしました︒

六313

のつりに一せんの銅貨を三枚渡した︒

おまへがころべば︑わた 六305 ︿略V︑直吉は何の氣なしにそ
ましていくさのその時は︑

客にもう↓銭上げなければならなか
つた︒﹂といって︑︿略﹀︑残りの一

つた音はしましたが︑︿略﹀︒﹂

でわたしの手からもぎ取って︑はふ

す︒

後になって代金を受取るのがかけで

テ栗橋二二ル︒

ワタラ

セ

武藏ノ國境ヲ過ギ︑渡良瀬川ヲ合セ

ムサシ

るく︑杖をたよりにあるきます︒
銭を渡した︒
渡良瀬川 渡良瀬川
﹁わるい子どもが大ぜい 七128園 ︿略﹀︑品物を渡しておいて︑ 九154図 更二東南二流レテ︑上野・

六623圃園

六615團園まへからわたしは目がわ

なくてはならぬこのわたし︒

五298圏

しもころぶ︒

三274鴎

しもすすむ︒

三263園

類です︒

七222園 私どもの親類で︑小さくて
かはいらしいのは︑あの春の野に咲
くれんげ草でござ い ま せ う ︒ ﹂

起にて︑私どもの目をさまし堅巻に

九435國団祖父様はいつもの通り朝
は︑はや朝顔のはちをならべて︑
︿略﹀︒

四目2 一私どものまち
四11 一私どものまち

ものまち

わたくしどものまち ︹課名︺2 私ど

わたくしども一わたらせがわ

804

805

九17図渡良瀬川
﹇渡見﹈︵上一︶1

︽ーミ︾

わたり・みる
見る

か窟やく入日美しや︒

渡り

八599図圏 まつ渡り見ん瀬田の橋︑

十一17

六田の渡を渡りて上り行く
ふもと

坂路の左右すでに櫻多し︒

ワニザメ粗玉ウサギノイ

フトホリニナラビマシタ︒

四548

時ト場合トニヨリテ笑フベカラザル

コトアリ︒

十一521図

一家和合セザル時ハ家道

ワニザメハソレヲキク わらいこえ ﹇笑声﹈︵名︶1 笑聲

次第ニオトロヘテ︑笑聲ノ戸ヨリモ

四56一

サギノ毛ヲミンナムシリトツ

ト︑大ソウオコツテ︑︿略﹀︑白ウ

十︻49耐労は麓より咲初めて次第
に山上に及び︑︿略﹀︑奥の花の盛り

︽ーッ・ーハ・ーヒ・

ワラフ わ

となるまでは︑ほとんど一月にわた

らふ 笑フ 笑ふ

わら・う ﹇笑﹈︵四・五︶34

秀吉は︿略﹀︑こんどは朝鮮 ーフ︾←あざけりわらう・うちわらう

﹇和睦﹈︵名︶1

六516

わぼく

わぼく

ル・事ナカルベシ︒

︿略﹀︑其の五人は各其の

市を出でて橋を渡れば長 わびるnvまちわびる

テシマヒマシタ︒

るといふ︒

十一795図

わ

良村あり︒

ワタル

たる 2たる 渡る ︽ーッ・ーラ・一
十一922図

﹇ 渡 ﹈ ︵ 四 ︒五︶16

たる

三168

・おわらう・へつらいわらう

﹇和睦﹈︵サ変︶1
︽iシ︾

光秀をうちほろぼしました︒

四目12

十一

十一

ワラ

ワラ

ワう
﹇藁﹈︵名︶2

ぎわら・むぎわらざいく

わら

四358

智を徳を︑ わら ﹇藁﹈︹課名︺2 ワラ

にたり
ワナ・ク

わら←む

はわらはれて︑すくねはほめら

しました︒しかしのみのすくね
にはまけました︒それでけはや

ともだちは﹁ばかなこと

れました︒︹ひらがなのドリル︺

三472

オヂイサンバ﹁ナルホド︑

をいふ︒︿略﹀︒﹂といってわらひ

ました︒

ソノトホリデス︒﹂トイツテ︑ニ

四232

イマ一足デヲカへ上ラ

ツコリワラヒマシタ︒

四56一

ウトイフ所デ︑﹁オマヘタチ
ハウマクオレニダマサレタナ︒
イネノワラデハ︑タワラ

コモムシロナハワラヂミノナ

かへって來ると︑長松は笑つ

︿略﹀︒﹂トイツテワラヒマシタ︒

笑

笑

﹁だんながおるすだから︑な

ほさらまちがひがあってはならな

六327

といったら︑︿略﹀︒

銭まうけておけばよかったのに︒﹂

て︑﹁先では知らないのだから︑ 一

この時木の枝やわらなどで作 六313

ドヲ作りマス︒

﹇笑﹈︹課名︺2

つたまぶしへうつしてやると︑︿略﹀︒

七321

四36一

︿略﹀︑けはやがじまんを
こで支那もおそれて︑わぼくを申し

﹇鰐鮫﹈︵名︶4

すぐに敵とわぼくしてかへって診て︑

阿蘇山の善噴火口は南北 六501 秀吉はこの知らせを聞くと︑

くする

わぼく・する

こんで來ましたが︑︿略V︒

せいばつをはじめました︒︿略V︒そ

かくて其の家の償は段々

家の他人の手に渡らんことを恐れて︑
十一925図

箏ひて高き償をつくべし︒

ガ︑︿略﹀︑海ヲワタルクフウヲ

り︑︿略﹀︒

十二伽8図翻

︽ーキ︾

﹇憾言﹈︵四︶一

て行かん︒

かちにゑをりに世の海を

師の賜物の

の長樫六里︑東西の短裡四里にわた

十二408図

人の手に渡るべきなり︒

高くなりて︑最も高き償をつけたる

カンガヘテヰマシタ︒

四553 ワニザメ粛白ウサギノイ
フトホリニナラビマシタQ白ウ
サギハ 一ツニツトカゾヘテ︑
ワタツテ行キマシタガ︑︿略﹀︒

六94 ︿略﹀︑小川の橋を渡ると︑御
社の前へ出ました︒

塔をもきづき︑つばめさへ 千里の
ゑん

わなな・く

七795図韻小さきありもいそしめば︑
波を渡るなり︒

八46図 橋を渡りて神苑に入る︒

わにざめ

アル日ハマベへ出テ見

わらい

十一目13第十二課笑
﹇笑﹈︵名︶1

十一533着込ハ心身ノ良藥ナレドモ︑ い︒﹂といっても︑長松はまだ笑つ

わらい

ワニザメハ﹁ソレハオモ 十一515 第十二課 笑
ナカマヲ大黒イツレテ來マシタ︒

シロカラウ︒﹂ト答ヘテ︑スグニ

四533

﹁︿略﹀︒﹂トノーヒマシタ︒

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

四527

ワニザメ

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑手ワ

八798図 ︿略﹀地中海を過ぎ︑印度 八527図 ヤガテ同志ノ一人御前二進
洋を渡りて︑東へ東へと進むなり︒
な

のしき庭ぞ︒

九1010忍女春風渡る廣野は 汝がた ナ・キ聲フルフ︒

龍川なども︑︿略﹀︑人の肩車に乗

りゆう

てん
九365 ︿略﹀︑富士川・大井川・天
つたり渡船に乗ったりして渡ったの
であった︒

東照宮の正面に出づ︒

とうせう

九941図 川を渡りて坂路を上れば︑

わぼ

四 5 2 5 島 ノ 上二心タ白ウサギ

リ ・ ー ル ・ ー レ ︾ ﹇ ▽すみわたる︒ふきわ

わた・る

わたりみる一わらう

てるた︒

く︑目アキトイフモノハ不自由ナ

七248図 保己一一笑ヒテ︑﹁サテ
モノダ︒﹂トイヒ タ リ ト ゾ ︒

されども又いつくしみ深き

ハ︑常二其ノ行ヲツ︑シミ︑︿略﹀︑

外︑人二恥ヂズ︑内︑己二恥ヂザル

九634図
人にて︑笑ふ時は子供もなつき親し
工夫ヲナスベシ︒

親子・夫婦・兄弟・姉妹

﹁笑フ門ニハ福來ル︒﹂ト

一家塞・ツ

わりこぶ・ろくわり

わり﹇▽どびんわり・にわり・やくいち

店ハ爾ガハニアツテ︑マン中

わりあい ﹇割合﹈︵名︶5 割合

時ト場合トニヨリテ笑フベカラザル

マイ割合ニハコンザツシナイ︒

ノ道ハセマイガ︑︿略﹀︑通り道ノセ

どである︒

も大きいのはふくろふ・みみつくな

己ヒトリ樂シトテ︑他人 八579 ︿略﹀︑からだの割合に目の最

イハンや我二優レル人ヲ
笑フ者二於テヲヤ︒

ネタミ︑其ノ聲碁ヲ傷ツケントシテ

十﹁5310図

ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

ナリ︒

︿略﹀︑貨幣トスルニ最モ便利ナレバ

二直段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑

十一536図雪穴ナルベキ場合二笑フ 九898図 是金銀ハ︿略﹀︑分合ノ爲

人ナリ︒

ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情．ノ無キ

十一535図

コトアリ︒

老人足ニテ之ヲ受ケ︑笑ヒ 十一533図 笑ハ心身ノ良禽ナレドモ︑ 七376

みたりといふ︒

テ去ル︒

十229図

イヘリ︒

十一516図

七489 西洋紙ハナホマケズニ︑﹁君

等一水ニヌレルト︑スグニベタく

テ笑フベシ︒

テ笑フベシ︒

十一519図

故自警フベシ︑

十一519図故二笑フベシ︑一家翠ツ

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

ヨク和合スレバ︑︿略﹀︑家運自ラ開

十一518図

ニ ナ ル ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒﹂日本紙ハ笑ツテ︑

﹁僕等ノ仲間ニバカラカサニナツタ
水受ヌレルグラヰハ何デモナイコト

リ︑合羽ニナツタリスルモノガアル︒

ダ︒﹂

八105團 三郎はいつもにこくして
ゐますから︑窩眞でも笑って窩って
ゐます︒

バ︑産出高ノ割合ニハ人手ヲ要スル

フキ分クル方法ナホ不十分ナリシカ

十615図然レドモ其ノ頃ハ掘取リテ

コト多カリシナリ︒

至人答ヘテ日ク︑﹁此ノ
如シト知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒孔

十一価3図

明笑ヒテ之ヲ放チ︑再ビ職ハシメテ

御村も當村と同じく水利

の良き割合には田地少く︑整理の必

要これあり候様存ぜられ眼間︑︿略﹀︒

若し其の中に青い水草を入

魚は割合に長く生きてみる︒

れて置けば︑水を取換へなくても金

十二2210

イネノワラデハ︑タワラ わりあい ﹇割合﹈︵副︶1 割合

﹇草鮭﹈︵名︶一

わらべ

吸ひてわらべと5．りにけ

わら

朝鮮の地に上陸して︑︿略﹀︒

秀吉は大ぜいの人を十組に分

︽ーテ︾

九562図

農夫ナドハ小枝ト見チガへ

わ・る ﹇割﹈︵四︶一 ワル ︽ール︾

出來上りました︒

仕事をいそがせましたから︑すぐに

けて︑ ︸組に十間つつわりあてて︑

六482

あてる

生れてしほに浴して︑ わりあ・てる ﹇割当﹈︵下一︶1 わり

﹇童﹈︵名︶1

十︻研2

十9010魑囲

心樂シケレバ自ラ笑フ︒

十一5210図

中ノ苦ヲ如何ニセン︒
町には瓦屋根の家もあるが︑田舎は
わら
ヨク笑ハント欲スルモノ 大抵藁屋根ばかりである︒

トアレバ︑七三テ面二軸フトモ︑・い

十一529二言二二ミテ︑ヤマシキコ わらやね ﹇藁屋根﹈︵名︶1 藁屋根

り︒

海の氣を

浪を子守の歌と聞き︑千里寄せくる

十一2110図書

わらべ

ドヲ作りマス︒

コモムシロナハワラヂミノナ

四362

わらじ

ワラヂ

再ビ之ヲ捕フ︒

故二合フベシ︑常二笑フ
笑ハント垣外バ︑衛生二

身艦ヲ健全ニスベシ︒

わらく﹇▽かていわらく

故二笑フベシ︑常二笑フ

和合ヲ計ルベシ︒

八108囲 私もみんなと しょの分は 十一519図笑ハント欲セバ︑一家ノ
まじめになり過ぎましたので︑にい
さんによそ行の顔だといって笑はれ
ました︒

八272 二三ケ月立ってから︑前の友
だちが果て︑﹁どうだ︑白雀は見つ
かったか︒﹂と︑笑ひながらたつね
ました︒

八305図 工臨キ︑アツト聲立テテニ

ノ健全ヲ害スレバ︑意氣モ亦オトロ

天性快活ナル人モ︑身受
ヘテ笑フコト少シ︒

公明正大ニシテ︑心中︸

ガラ︑﹁カク我ノ居ルニ︑何ユエニ

が︑やがて手をあげて敬出して︑に
つこりと笑って立去った︒

を笑った人々も大いに感心して︑皆

九3210 之を聞いて︑是までフルトン
其の成功を喜んだといふことである︒

鮎ノ曇ナキモノハヨク笑フ︒

九2310 水兵は頭を下げて聞いてみた 十﹁528図

入り給ハザルカ︒ ﹂ ト イ フ ︒

ゲ出セバ︑川成腹ヲカ・ヘテ笑ヒナ

十 十 十 十十
一注一ベーベー一
52意52シ52シ5252
7シ5Q5。44
図
図 図 図図

わらく一わる

806

807

ワルイ

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

﹇悪﹈︵形︶ 1 6

わる

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト
アリ︒

悪い

るく︑杖をたよりにあるきます︒

﹁わるい子どもが大ぜい

でわたしの手からもぎ取って︑はふ

六622圏園
つた音はしましたが︑︿略﹀︒﹂

學校で先生にしかられ︑友だ

の鏡を見ること我を見るが如くせ

︿略﹀松下図面︑︿略﹀障

ルモノドモハ目ヲアケテヰルコトガ

八169図園

よ︒﹂とおほせられたり︒

天皇ハ國ノ中ノワルモノドモ

デキマセン︒

五76

子ノ破レヲツクロヒヰタリ︒琿尼ノ

シニ︑﹁我モコレ程ノ事ハ心得タリ︒

ヨシカゲ

ヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑天
我

電導景コレラ見テ︑﹁︿略V︒﹂トイヒ

﹇我﹈︵名︶4

皇ノオクラヰニオツキニナリマシタ︒

ちにもきらはれた悪い子供は︑︿略﹀︒ われ

六728

へ乗上げたり︑外の船につきあたつ

くなった時には︑悪くすると︑淺瀬

笑フ者二於テヲヤ︒

ネタミ︑其ノ聲讐ヲ傷ツケントシテ

テタリ︒

ヒテ︑﹁我︑此ノゴロ小サキ堂ヲ建

ユエニ入リ給ハザルカ︒﹂トイフ︒

笑ヒナガラ︑﹁カク我ノ居ルニ︑何

衆人群集の場庭にて他人 八306戸当 ︿略﹀︑川成腹ヲカ・ヘテ

一一526 トナリノワルイオヂイサ

かへりの道が知れません︒﹂﹁そんな

五813囹

この時よしつねは︑﹁われ
を手本にせよ︒﹂といひながら︑馬
に一むちあててかけ下りた︒

に向って日く︑﹁諸君は知らずや︑

我の職務は食物をこなし

我はた〜坐して食ふ者にあらず︒

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八713図囹

我若し食物をこなす事な

くば︑全身を養ふ血は如何にして得

八714図園

スヤウ︑﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生メ

八716図囹諸君我を苦しめんとして︑

らるべき︒

なれ悪く︑血のめぐりにぶく︑身龍

此の敷日間少しも食物を送らざるが

尊︑﹁さらば我汝等のた

めに其の大蛇を退治せん︒﹂とて︑

九34図園

ふために艸労したりといはん︒

八723図囹 ︿略﹀︑我もまた諸君を養

ために働きたりといはば︑︿略﹀︒

諸君若し我に食物を送る

バ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオト

へ

八722図園

弱りて︑氣分もふさぐ︒

に

し時︑八腿鏡を授けたまひて︑﹁こ

やたの

杵尊をこの國に降したまはんとせ

ぎのみこと

八24図囹︿略﹀天照大神︑硬々

あまてらすおほみかみ

ハ早クモワスレタルカ︒

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

ミヅカラ御コトバヲウケ

故に︑新しき戸出來ずして︑︿略﹀︒

モノドモ
神武天皇ト申シ上ゲマス︒コ︑ノ天皇

ガワルモノドモヲ御セイバツニナツ

ソノ光ガキうくトシテ︑ワ

タ時︑︿略﹀︒

五68

七45図園

シテ︑ソノカヲ白雲ストイフ︒

九596図運動不足なれば︑食物のこ 七16図囹 ︿略﹀︑正成ハ道ニテサト

八712図園こ＼において︑胃は一同

をおしのけ︑汽車・汽船等の中にて
國力我に劣れる國民を見

て︑や﹂もすれば準準の念を以て之

十一一欄10図

我搦り廣き誘導を占領し︑︿略﹀︒

十一一992図

たりする様なまちがひが出來ます︒

も涙を落し︑水兵の手を握って︑

大尉は之を讃んで︑思はず

﹁わたしが悪かった︒︿略﹀︒お前の

九224園

トウトウシバラレテシマヒマシ

残念がるのももっともだ︒

ヤサマノオツシヤルトホリノ

わるさを誰がした︒﹂

六615圏園 まへからわたしは目がわ

がわるかった︒

六367 十二月十一日 月曜 雨 道

が わ る く な る か ら ︑︿略﹀︒

六153かつた稻が雨にぬれると︑米 五58 日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

まのわるいことをはじめました︒

五22 ︿略﹀︑わるい神さまがさまざ わるものども ﹇悪者共﹈︵名︶3 ワル

めました︒

さまがさまざまのわるいことをはじ

かいがくらやみになって︑わるい神

五21 ︿略﹀︑今まであかるかったせ わる・し ﹇悪﹈︵形︶1 悪し ︽ーク︾

マナケレバナリマセン︒

を迎へ︑︿略﹀︒
四695囹 ﹁サウードニノンデハ︑ わるさ ﹇悪﹈︵名︶1 わるさ
カヘツテワルイノデス︒オイシ
六621圃園 いまその杖をもぎ取られ︑われ ﹇我﹈︵代名︶52 われ 我 余

タ︒

二655 ︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ

ニキマシタ︒

ンバソレヲキイテ︑犬ヲカリ

ンガアリマシタ︒

一516︿略﹀︑オヤニシンパイヲ 七279 何事ニヨラズ手ノハタラキノ 九544図 シタガツテ敵ニオソハル・ 八π9圏﹁我モ後ニハコトぐク
張りカヘント思ヘドモ︑︿略﹀︒﹂
ウレへ少ク︑我ヨリ敵ヲオソフニハ
カケルノハワルイコトデス︒
ヨイノヲ上手トイヒ︑手ノハタラキ
ヒダノタクミ
八281二二 其ノ友二飛騨．エトテ世
便ナリ︒
ノワルイノヲ下手トイヒマス︒
二503 ムカシアルトコロニ︑ヨ
日並工タル大工アリ︒一日川成日向
イオヂイサントワルイオヂイサ
七856園 きりや雪で︑方角の分らな 十一539図 イハンや富屋優レル人ヲ

ヲツケラレテコマリマシタ︒

一444 ワルイオヂイサンバコブ

い

わる・い

わるい一われ

われさきに一われら

808

老人夫婦に命じて 酒 を 造 ら せ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
つ︑かの防備︒

九599図園 ﹁我は天氣にも相談せず︑ 十408図蟹圏

ひるげ
当路書函共にして︑な

義仲之を見て︑﹁︿略﹀︒

ほも蓋きせぬ物語︒﹃我に愛する良
十5410図園

毎日運動するが故に︑対者にも相談
ひのき

木曾の檜よ︑

馬あり︒今日の記念に献ずべし︒﹄
そ

﹁我え一元

き

す る 必 要 な き な り ︒﹂

十118図圏園

武勇のはたらき命さ﹂

家を治めん︑妹我は︒

十一613図韻

我衣食の費をいとふに

げて︑御國の敵を討ちなん︑我は︒

備サトシテ日ク︑﹁我

あらざれども︑仙薬へなりとも出で

十﹁723図園
て遊び給へ︒

︿略﹀︒

十二72図

﹁敵は長居の計を取れ

喜劇︿略﹀︑驚いて曰

義にして富み且貴きは︑我に於て浮

雲の如し︒﹂と︒

く︑﹁あ＼︑余死せん︒

十二875長野

罪を地下に謝すべし︒﹂と︑刀を抜

十一一881神園 喜劔︿略﹀︑﹁我當に萬

魯の重臣某の病死せん

き切腹して終る︒

十二938図園

とせし時︑其の子に教へて曰く︑

景尊属りて群臣に告げ

﹁︿略﹀︒我死せば︑汝必ず之を師と

せよ︒﹂と︒

十二954図圏

て曰く﹁︿略﹀︒我︑罪を湿性に得た

り︑如何にせば可ならん︒﹂と︒

我は海の

四五隻のボートは母船を離れ

われさきに ﹇我先﹈︵副︶1 我先に

て︑我先にと漕いで行く︒

十648

︹課名︺2

我は海の子

第六課我は海の子

第六課

信長︑勝商の帥労を賞し︑われはうみのこ

十﹁目7

子

十﹇2010

高いふ︑﹁我︑明日大軍を率みて出

け︒﹂と︒

畿せんとす︒汝も止りて我と共に行

十一一291図圏

るに︑我は糧食殆ど孟きたり︒

十二274図園

大の損害を受け︑︿略﹀︒

ぎりて攻撃せしかぽ︑敵の諸艦皆多

我は急に其の前路をさへ

火を開始せしが︑我は之に鷹ぜず︑

十一一64図敵の先頭部隊は直ちに砲

如シ︒

ノ孔明アルハアタカモ魚ノ水アルガ

畠山は﹃︿略﹀︒﹄とて︑ひそかに我

むかず︒

いみじき樂と我は聞く︒

十一225図圃．ふぎさの松に吹く風を

れ︒

とまやこそ︑我方ふつかしき住家ふ

さわぐいそべの松原に︑煙さ一なびく

十﹇212図韻

我は海の子︑白浪設

吉野山︒といひし古人の句我をあざ

訊彗えくとば・のを花設

白雲を うなじユまきて︑峯高く

むなぎ

十一22図

十一皿9図園

吉野の杉よ︑

を此の齋藤別義のもとに預け︑︿略﹀︒

﹁我え．元

空ユそびえき︒﹂

十121図圏園

罫引の 花をよそにて︑霧深き 谷
間ユ立ちき︒﹂

たんぱ
﹁我え元 丹波の松よ︑

山こむる 霞を後ユ︑いかだして

十124図圃園

都に來けり︒﹂

十129図書囹 ﹁熱き國 しげる林ユ

はり

生ひ立ちし 我︑タガヤサン︑
︿略＞Q﹂

いで︑軍艦に乗組みて︑

我は護らん︑海の國︒

十一245野卑

我は拾はん︑海の富︒

十135図翻囹 あはれ我︑梁や棟木や 十一243図圃 いで︑大船を乗出して︑
桁どもを いつもせおひて 片時

けた

も休む間なし︒﹂と角柱ひと
りつぶやく︒

十232図囹 ﹁汝ハ教フルニ足ル者ナ 十一423図園光範﹁︿略﹀︒また我に
代りて討死したる六郎の形見とも思

れら

われらがねどこで︑や

我等

ワレラノ着物ハ多クコノ木

でかうして︑かつちん︑かつちん︒

すんで居るまも︑︿略﹀︑あさま

我ら

信長︑勝商の勢を賞し︑われら ﹇我等﹈︵代名︶34 ワレラ わ

リ︑五日目ノ朝此ノ虜ニテ我ヲ待ツ

誓いふ︑﹁︿略V︒汝も止りて我と共

四496圏
十一一297図囹勝頼︑勝商に向ひてい

十二292図説

ベシ︒﹂

ふものを︒﹂とて固く止めしが︑

に行け︒﹂とQ

住吉の戦に父の討死し
たる後︑㎝族の者領地をうばひて︑

ふ︑﹁︿略﹀︒さらば我必ず重く汝を

綿織物ニテツクル︒

六343図

七351三戸らのつねに用ふる茶わん

相如の日ふやう︑
﹁︿略﹀︒然れども強秦の兵を趙國に

るものなり︒

・皿・はちの類は︑このすやきにう
し

孔子曰く︑﹁︿略﹀︒不

加へざるは廉頗と我と二人あるが爲
つ

はぐすりをかけて︑ふた＼び焼きた
十二727図園

こ

なり︒

十二393図塵

賞せん︒﹂と︒

う上しうを一し︑勇まし
兄君︑我も後より行・の

十一607図圃親に事へ︑弟を助け︑

ん︒兄弟共に敵をば討さん︒

十一604上士

う珪一し︒出征兵士の弟ぞ︑我は︒

十一603図面

我を追出したり︒

十﹁434図圏

︿略﹀︒

十245二親 十齢年ノ後︑我マ歌里ヲ
見ルベシ︒﹂トテ︑其ノ書ヲ與ヘテ
去レリ︒

十252図圏 韓信大刀ヲオビテ市中ヲ
行ク︒無頼ノ少年等口々二罵リテ止
マズ︒其ノ中ノ一 人 日 ク ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

若シ勇氣アラバ我ヲ殺セ︒

十396図圏昨日の敵は今日の友︑語
ることばもうちとけて︑我はた＼へ

809
われらいちどう一われわれ

七786図圏 我等は人と生れきて︑一
たん心定めては︑事に動かず︑さそ
はれず︑︿略V︒

︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

レタレバ︑サ程ニハ思ハザレドモ︑

んが爲に呼吸す︒

儀式・公會等ノ席ニテ談

古人の片言・隻句も我等

十二509図

なり︒

我等一世界ノ市場ヨリ如

ど
英國にてはく略﹀︒又濁

我等五千萬の同胞は常に

國民の品格を高むるの用意あるべき

大帝國の乱民たるを思ひ︑︿略﹀︑大

十二棚8図

べき事ならずや︒

逸にてはく略﹀︒︿略﹀︒我等の學ぶ

いつ

十二㎜7図

テ︑︿略﹀︒

界ノ各國ハ亦上界が商品ノ市場ニシ

我等ノ家書敷ケル聾ノ表ハ︑ 何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑世

此ノ藍ヲアミテ造りタルモノナリ︒

十4110図

が師なり︒

十一688図

ナリ︒

笑ヲツ・シムハ我等文明國民ノ美風

十一537図

様・色どりをほどこしたるもの多し︒

八385図 我等ハ平生マツチヲ用ヒナ 十498図 ︿略﹀︑我等の衣食住には模

︿略﹀︒

八401図

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手
ヲ要スルカヲ知ラズ︒

八698図園 ある時口・耳・目・手・

我等の周圏には讃むべき

來のほこりとなす所なり︒︿略﹀︒と

十二備4図

十一6810図

書置く︑學ぶべき物多く︑成すべき

足早一同申し合せて︑胃に撃ってい
事限りなし︒

武勇の精神も亦國民が古

ふやう︑﹁我等はつねにいそがしく

なり︒

や︒

十一一備4図

此の五箇條は即ち皆我等

史に於て︑豊本に著て︑既に祖先の

十二術4図我等は修身書に煮て︑歴

非ず︒

て︑軍人として始めて守るべき事に

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二柵1図

あに
我等豊一日も之を忘れん

いふ忠勇の精神は我等が祖先の教訓

働けるに︑汝はただ坐して食ふのみ

任務は重き日本國︒
ぼしん
教育勅語と戊申詔書とは︑

我等臣民も亦祖先の遺風

日々の天氣は我等の生活

︿略﹀︑唯く一の誠心を以

事蹟を學び得たること多し︒
十二柵7図

て報國壼忠の道にいそしまんとす︒

︿略﹀︑我等は之を見て︑

明日の天氣如何を豫知することを得

是即ち我等の賢悟なり︒

我等一同

昔箱根山の噴火せしこと われらいちどう ﹇我等 同﹈︵名︶1

なる材料を作り出す所以にして︑國

我等一同申し合せて︑今日より働く

足等一同申し合せて︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒

ことを止むぺければ︑左壁心得られ

たし︒﹂とて︑︿略﹀︒

わ・れる ﹇割﹈︵下一︶3 われる ︽一

三244牛のつめは二つにわれ

レ︾

てるますが︑うまのはわれて

ゐません︒

﹁鹿も四つ足なら馬も四つ

てるますが︑うまのはわれて

三245牛のつめは二つにわれ

ゐません︒

足︑たゴつめがわれてるるとみない

五791園

だけのちがひだ︒

われく

謙信はそれを聞いて︑﹁わ

﹇我我﹈︵代名︶9

我々

われくは一日も水を飲まな

われ／＼は毎朝顔を洗ひ︑口

このやうに水はわれくの生

我々は毎日本を讃んで色々な

︿略﹀︑我我の嵩む様なものに

十一573園兵士等はあわてて異口同

ない︒

なるまでには︑幾度書直すかも知れ

十189

事を畳える︒

十181

ければ︑生きてみることは出來ない︒

活にもっとも大切なもので︑水がな

七654

をす＼ぐ︒

七648

いことはない︒

七639

みもない︒

けれども︑敵の國の人にに何のうら

れくはたがひにいくさをしてみる

六587園

我我

われわれ

農業は我等が生活に必要 八701図園ある時口・耳・目・手・
家一日もこれなかるべからず︒

十二469図

は我等既に之を學べり︒

十二402図

べく︑︿略﹀︒

十型ー78図

に大なる關係あり︒

黒土ー64図

護らざるべからず︒

に從ひ︑一致協同して︑此の生家を

十二29図

示し給へるものにして︑︿略﹀︒

我等が身を修め︑世に心するの道を

十ニー3図

の

か＼る我等の肩の上︒東方文明先進

東洋平和の天職は

十一柵10図圃

﹁︿略﹀︑汝はただ坐して

にて︑少しも我等に報ゆる所なし︒
八699図囹

食ふのみにて︑少しも我等に報ゆる
所なし︒

八759図 我等若し汽船に乗りて︑我
が帝國の港を出で︑東へ東へと進み
行かば︑︿略﹀︒

八807図 我等の住む世界は近きもの
故︑名づけて地球といふ︒

八837図 我等日本人は髪も黒く︑眼
も黒く︑皮膚の色は黄なり︒

給へば︑おきなは﹁我等には元八人

九27図園 尊は﹁︿略﹀︒﹂と問はせ

の 娘 あ り し が ︑ ︿ 略﹀︒︿略﹀︒﹂と答
ふ︒

九645図譜を使へば風起り︑むちを
ふるへば音を蔑す︒是我等の三園に
空氣のあればなり ︒

九661図 我等は常に此の空論を吸は

音に︑﹁將軍の命は我々千萬人の命
よりも貴い︒

下さい︒﹂

十一574園 ピエールは我々にお任せ

﹇椀﹈︵名︶2

ふべき所に候︒

ワン

わん

本島の開拓は我々國民の最も力を用

十一棚4心墨 新版圖の事に候へば︑

わん

を

︵格助︶蹴

ヲ

を

銭3しゃしん

ニイサンガジヲカイテ

﹁ミナサンニキクノハ

ガデキマセン︒

二45園
ナヲアゲマス︒

﹁ボク添上

アゲマセゥ︒﹂

二52園

ノヲクダサイ︒﹂

コノシロイ

ネエサンガエヲミテヰ 二47圏 タケヲサンニハドレヲ

テヲヒイテアゲマス︒

をおくるてがみ・ももをおくるてがみ

﹁272

﹁224
マス︒

︸275
ヰマス︒

ヨイオヂイサンバ

コブラ

ワルイオヂイサンバコブ

一464

ハシゴヲカツイデイソグ︒

ポンプヲヒイテハシル︒

ワタクシガコチラノハシ
︿略V︑アナタハソチラノ
︿略﹀︑オヤニシンパイヲ

ニー3 ワタクシハ

マイアサハヤ

カケルノハワルイコトデス︒

﹁514

ハシヲオモチナサイ︒

一485

ヲモツカラ︑︿略﹀︒

一482

一47一

ヲツケラレテコマリマシタ︒

一45一

トラレテヨロコビマシタ︒

一442

オモシロイウタヲウタツ

﹁オハナサンバ︿略﹀︑一
ヲバサンバ︿略V︑ 一バン

く略V︑キミガヨヲウタヒ

オハナハオキクヲザシキ

︿略V︑モウスコシタツト︑

ワタクシノカラダハ︑日

キモノヲヌイデ︑下ヘトビオリ

二206

マス︒

二212

ワタクシヲヒノナカヘ

ニヤケタヤウナイロヲシテ

ヰマス︒

︿略﹀︑大キナコエヲタテ

イレルト︑︿略﹀︒

二214

二215

﹁カクレンボヲシテアソ

テ︑トビダシマスQ

ビマセゥ︒

二222圏

ユフハンノシタクヲ シテヰマ

︑ ンノ火
二253オバアサ
ヲタイテ︑

ス︒

ニカヒ

シテヰマ

ヲタイテ︑
二254オバアサンバ火

ユフハンノシタクヲ

ス︒

バヲヤツテヰマス︒

ウマ
二257 オヂイサン バ

ヰドバタデ
オカアサンバ
シタヲミルト︑︿略﹀︒

二273犬モヲヲ
フツテ︑ツイテ

水ヲクンデヰマス︒

二262
ニー47

︿略﹀︑ミヅノナカニモサ

モツテヰタ人ガアリマシ

二335ユミヲイルコトガスキ

タ︒

サン

二333︿略V︑タヤハタケヲタク

ナ︑ イトヲ︒

二327額 アレアレア
︑ガル︒ハナス

ピケ︑イトヲ︒

イキマス︒

ニー51

︿略﹀︑カミヲソノカタチ

ヘツテ︑︿略﹀︒

ニー92

ニキリマシタ︒

ンナイロヲツケタデセウ︒

ニー96モシナツデアツタラ︑ド

アレアレ︑
サガル︒ピケ

カナヲクハへ山犬ガヰマス︒
ニー86 オハナハモミヂノハヲ

黶@ソレヲモツテ︑ウチヘカ

一マイヒロヒマシタ︒

二325圃

ハシノウヘニキマシタ︒

ニー45犬ガサカナヲクハヘテ︑

オクワシヲダシマシタ︒

二92オハナハ︿略﹀︑オチヤト

ヘトホシテ︑︿略﹀︒

二87

マセウ︒﹂

二67圏

小サイノヲトリマス︒

二65園

バン大キイノヲアゲマセウ︒

U2園

﹁283 アノハタヲゴランナサイ︒ 二56囲 ﹁ワタクシニハ ソノキイ
︿略﹀タノクサヲトツテ
ロナノヲクダサイ︒﹂

ヰマス︒

七347図 く略V︑ぜん・わん・ぼん・ 一323
重箱などはぬり物なり︒

ワン

ホレ︑ワンワンワ

テヰマス︒

七366 ︿略﹀︑左ノ方ニハゼン・ワン 一332
・ハシナドノ塗物 ヲ 士 買 ル 店 ガ ア ル ︒

わん ﹇湾﹈︵名︶1 湾﹇▽あにわわん
・タライカわん・タライカわんとう・
とうきょうわん・りょうとうわん

︵感︶一

岬あり︑灘あり︑ ︿ 略 V ︒

十一1710図 瀬戸内海には︑到る虜に
わん

ホエマシ タ ︒

ニー54 ソノサカナモホシクナツ
テ︑ハシノウヘカラ︑ワント
一コエ

わんわんわん ︵感︶2 ワンワンワン
イツテ︑﹁ココ

二515闘 ハタケ
ノスミヘツレテ
ワンワンワン︒﹂ト

︿略﹀ナンベンモウタヲ

クメヲサマシマス︒
一﹇16

ワタクシノウタヲキク

ウタヒマス︒

一﹇2一

ト︑人ガダンダンオキテキマス︒

ウツクシイ日ノデヲミルコト

二42オソクオキル人ハ︑コノ

一一

一［

ン︒ココホレ︑

ワン ワ ン ワ ン ︒ ﹂

V囹﹁ココホレ︑ワンワンワン︒

を

P9

ヲシヘマシタ︒
一一

ココホレ︑

T1

わん一を

810

デ︑︿略﹀︒

二336 ︿略﹀︑トリヤケモノヲイ
コロシテ︑オモシロガツテヰマシ
タ︒

アル日トモダチニユミノ

ジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

二345
マシタ︒

U園﹁カガミモチヲマトニ

シテ︑イテミマセウカ︒﹂

V囹

オカアサンバワタクシ

ドナタデスカ︒﹂

ワタクシモオカアサン

ヲカハイガツテクダサイマス︒

二402園
T園

﹁ミンナデユキダルマヲ

ヲダイジニシマス︒﹂

タドンヲモラツテキマスカ
ラ︒﹂

二435園コハサウナ目ヲシテ︑
ニランデヰルデハアリマセン

Q ワタクシバ本ヲ五サツ

カタヲマツツタノデス︒
モツテヰマス︒

ヨイオヂイサンバ白イ犬
一ピキカツテ︑︿略﹀カハイガ

U
ヲ

ツテヰマシタ︒

二513アル日犬ハオヂイサン
ノタモトヲクハヘテ︑︿略﹀︒

オヂイサンガソコヲボル

R

︿略﹀マタコノゥスヲカ

テ︑︿略﹀︒

タガ︑︿略﹀︒

リテイツテ︑米ヲツイテミマシ

トナリノワルイオヂイサ

ニキマシタ︒

ンバ︿略﹀︑犬ヲカリニキマシ

二527
タ︒

マシタ︒

二532サウシテソノ犬ヲツレテ 二577 ︿略﹀︑ソノウスヲコハシ
イツテ︑ハタケノスミヲホツ
テ︑火ニクベテ︑ヤイテシマヒ
テミマシタガ︑︿略﹀︒

黶@オヂイサンハタイヘンニ
Q

オヂイサンバ︿略﹀︑ソノ

ハラヲタテテ︑︿略V︒

ヨイオヂイサンバコレヲ

犬ヲコロシテシマヒマシタ︒

二545

ミテ︑タイソウカナシンデ︑︿略﹀︒

ヨイオヂイサンハヤガテ

ヲツク

ニイレテ︑

オヂイサンバヨロコンデ︑

ヒヲモラツテキテ︑︿略﹀︒

ハヒヲカゴ

二597

︿略﹀︒

ソノ

トノサマガココヲオトホ

サカセマセウ︒﹂

二602園．﹁︿略﹀︑カレ木ニ ハナヲ

T

︿略﹀︑タクサンノゴホウビ

ヨクノフカイオヂイサン

︿略V︑ノコツテヰタハヒ

﹁モウードハナヲサカ

S コンドハイクラバヒヲ

セテミョ︒﹂

二641囹

ツテヰマシタ︒

二634 ︿略﹀︑カレ木ノ上ニノボ
ツテ︑トノサマノォカヘリヲマ

ヲカキアツメテ︑︿略﹀︒

Q

バコノハナシヲキイテ︑︿略﹀︒

二63一

ヲクダサイマ・シタ︒

T

ナゲカケマスト︑︿略V︒

二547 ヨイオヂイサンバ︿略V︑
リニナツテ︑︿略V︒
タイソウカナシンデ︑犬ヲウヅ
二607園 ハナヲサカセテミヨ︒﹂
二613 ハヒヲトツテ︑カレ木月
メテ︑︿略﹀︒

二56一

︿略﹀︒

コノ木ヲキツテ︑ウス
ツテ︑

ソレデ米ヲ

︿略﹀︑
ヨイオヂイサハン

︿略﹀︒

黶@ヨイオヂイサンバ ヤガテ
コノ木ヲキツテ︑ウス ヲツク
ツテ︑

二562

ウスヲツクツテ︑

ツキマシタガ︑︿略V︒

二527 トナリノワルイオヂイサ
二
572 ヨクノ
フカイオヂイサン
ンバソレヲキイテ︑犬ヲカリ
ハマタコノゥスヲ カリテイツ

ト︑︿略﹀︒

二522

タ︒

二471 天ジンサマハスガハラノ 二55ーヨイオヂイサンバ︿略﹀小
ミチザネトイフチユウギナオ
サナマツノ木ヲ一本ウエマシ

カ︒﹂

ツテミマシタガ︑︿略V︒

コレカラアタマヲツク 二533 ︿略﹀︑ハタケノスミヲホ 二586 ヨノーオヂイサンバソノハ

ツクリマセウ︒﹂

二415囹
リマセウ︒﹂

二426園ダルマサンノ目ハ大
キイカラ︑大キナ目ヲツケマセ

二373園 ﹁︿略﹀︑ダイテチチヲノ

マセテクダサツタノハ︑ドナタ
ウ︒﹂

ハシヲモツテ︑ゴハン

二432園﹁︿略﹀︑ボクガウチカラ

デスカ︒

タツテクダサツタノハ︑ドナタ

二376園 ︿略﹀︑ネンネコウタヲゥ
デスカ︒

二382園 ハシヲモツテ︑ゴハン
ヲタベサセテクダサツタノハ︑

Q囹

ドナタデスカ︒

ヲタベサセテクダサツタノハ︑
ドナタデスカ︒

ヲイタクシタリシタトキニ︑

二385囹 カゼヲヒイタリオナカ
︿略﹀︒

ヲイタクシタリシタトキニ︑

二385園 カゼヲヒイタリオナカ
︿略﹀︒

二387園 ︿略﹀︑クスリヲノマセテ

クダサツタノハ︑ドナタデス
キモえヲヌツタリセン

一一

一一

一一

フリカケテモ︑ハナハスコシモ

一一

カ︒

R園

タクシタリシテクダサルノハ︑

T7

U2

U3

U4

一一
一一
一一
一一

一一

T4

T4

R9
S0

S8

T0

U0

一一
一一
一一

一一
一一
一一

T6

R4
R8

R9

811

を一を

を一を
812

サキマセン︒
デヰマシタ︒

三35︿略﹀︑マサヲが本ヲヨン
三55園 ﹁︿略﹀︑イツシヨニウタ
ヲウタヒマセウ︒﹂

マセウ︒

ボクハレンゲヲツム

三 7 4 圏 ﹁ コ レカラハナヲツミ
三76園
カラ︑︿略﹀︒﹂

三78圏 ︿略﹀︑マサヲサン ハタ
ンポポヲオツミナサイ︒﹂

三82圏 ﹁ソレデハワタクシハス

ソレカラ三人デツンダ

ミレヲツミマセゥ︒﹂

三92
ノヲイツシヨニシテ︑ハナタバ
ヲコシラヘマシタ︒
三93 ︿略﹀︑ハナタバヲコシラヘ

キニナツテ︑︿略﹀︒

ォトラセ

ニ

︿略﹀︑ノミノスクネトイ

フ人トスマフラ

三147
ナリマシタ︒

三157 スキヲネラツテ︑タツタ
一ケリデ︑ケハヤヲケタフシマ
シタ︒

三16一 スキヲネラツテ︑タツタ
一ケリデ︑ケハヤヲケタフシマ
シタ︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑けはや

ドニテヲタタイテホメマシタ︒

ハモノヲツツ

三318

馬ニマグハヲヒカセテ︑

田ヲカキナラシテヰル人モア
リマス︒

三318馬ニマグハヲヒカセテ︑
田ヲカキナラシテヰル人モア
リマス︒

中にゐます︒

ゑや︑︿略﹀いろいろなものを

三385これで本の中のじゃ

なにをきかれても︑この

見るのです︒

口ではっきりこたへます︒

三396

三323ナハシロデナヘヲトツテ 三404うが川の中でさかな

から見てみて︑︿略﹀︒

三412それをからすが木の上

をとってゐました︒
ヰル人モアリマス︒
三325 ナヘカゴニナヘヲ入レテ︑ 三407それをたべると︑またす
ぐにもぐります︒
ハシツテイク人モアリマス︒

ツテ︑
︿略﹀︒

アカイタスキヲカケテ︑

タツテヰマス︒

三334 ︿略﹀︑コエヲソロヘテ︑ウ

︿略V︒

ツテ︑

三333︿略﹀︑マルイカサヲカブ

アカイタスキヲカケテ︑

三333 ︿略﹀︑マルイカサヲカブ

︿略﹀︒

一びき

テ︑アヲイタタミヲシイタヤウ
ニナリマセウ︒

みちでほたるを

た︒

イノ人ヲ右ト左ニワケテ

三427 ︿略﹀︑ユフハン ニハ︑ケラ

ソノ日ノイクサニテガ

スワラセマシタ︒

ラノアツタモノヲ左ノ方ニ

三43一

︿略﹀︑アマリハタラキノ

ナラベテ︑︿略﹀︒

ナカツタモノヲ右ノ方ニナ

三433

ラベタノデス︒

ヒロゲテゴランナサイ︒

三447アサ日ニムカツテ︑手ヲ

方トイヒマス︒

三453東ト西ト南ト北ヲ四

三352︿略﹀︑母からかみをもら 三456あるばん﹁人の男がそ
らをむいて︑ながいさををふ
つてつつみました︒
三358︿略﹀︑いそいでかみをあ りまはしてゐました︒
けてみると︑ほたるはやはり
三457 ︿略﹀︑ながいさををふり

つかまへて︑︿略﹀︒

三351

んで︑とうとうしんでしまひまし

三332ナヘヲウエテヰル女ハ︑ 三418︿略﹀︑がぶがぶと水をの

ナゲ入レテヰマス︒

三163ミテヰタ人請ミンナ一 三331︿略﹀︑ナヘヲ田ノ中へ
三166

アタタカイカゼガソヨソ

がじまんをしました︒︹ひらがな
のドリル︺

三174

ヨトムギノホノ上ヲブイテ
ヰマス︒

三227私をころがすのはだれ

マシタ︒

イヒツケヲヨクキイテ︑︿略﹀︒

三11一 ワタクシバオカアサンノ

タケノカバ

ニノビテ︑︿略﹀︒

三278 四五日マヘ ニアタマヲ 三335 アノウタヲオキキナサイ︒
ダシタタケノコガ︑モウコンナ
三344 イマニアノナヘガノビ

してもできません︒

にもできますが︑たたせること
や︑二つかさねることは︑どう

三112 ︿略﹀︑イモウトノモリヲ
シタリ︑オツカヒ ニイツタリシ
マス︒

三121 ︿略﹀︑オバアサンガオルス

ヰヲナサイマス︒

モノホシザヲニモ︑コクキ
ッカヒマス︒

ノサヲニモ︑︿略Vニモ︑竹ヲ

三312

ルサヲニモ︑竹ヲツカヒマス︒

三311︿略﹀︑センドウが舟ヲヤ

ムノニツカバレマス︒

三124 ︿略V︑オヂイサンハイロイ 三296

ロナオモシロイハナシヲキカセ
テクダサイマス︒

ソレヲ天子サマガオキ

ツテモ︑マケタコトハアリマセ

三137 ︿略﹀︑ダレトスマフヲト
ン︒

三145

813
を一を

まはしてゐました︒

三461園﹁おい︑なにをしてみる
のだ︒﹂

イジナキン日日ヲトツテ︑ニゲ

ザシキノウチニイクスヂ

テ行キマシタ︒

三562
モツナヲハツテ︑︿略﹀︒

三598
つていくきせんもあります︒

︿略﹀︑今あみをおろして

三603︿略V︑魚をつってみる舟
です︒

三605

へひきよせてくると︑

今にあのあみをだんだ

みるのです︒

三606
んはまべ
︿略V︒

ヲシタリ︑サマザマノアソビヲ

三683︿略﹀︑イロイロナゴチソウ
シテ見セマシタ︒

三684︿略﹀︑イロイロナゴチソウ

ヲシタリ︑サマザマノアソビヲ
シテ見セマシタ︒

を見てゐました︒﹂

四67圏今あのはしの上を人

﹁くるまにのってみる

がいくたりとほつてゐます

か︒﹂

人を入れると︑六人でせう︒﹂

四75園

シマセウ︒

した︒

ハアリマセン︒

ドンナウチデモオイハヒ

センセイガチヨクゴヲオ

︿略﹀君ガヨノウタヲ

︿略﹀︑古イカサト古イモ

︿略﹀︑かみなりさまを

︿略﹀︑かすみのすそを

昔みなもとのよりともが

をしました︒

けらいをつれて︑︿略﹀まきがり

四152

山︒

とほくひく︑ふじは日本一の

四146圃

下にきく︑ふじは日本一の山︒

四138圏

︿略﹀︒

し︑四方の山を見お．うして︑

四137間あたまを雲の上に出

︿略﹀︒

し︑四方の山を見おろして︑

四136圏あたまを雲の上に出

チアリマス︒

モヒキヲキセタカカシガタテ

四112

ウタヒマシタ︒

ウラシマハハコヲモラツ 四97

ヨミニナツテ︑︿略﹀︒

四95

ヲシナイトコロ

シカシケツシテフタヲ 四87

シタ︒

も︑本を費るうちも︑︿略﹀︒

ふでやかみを費るみせ

見ルト︑︿略﹀︒

三734

︿略﹀︑タマテバコヲアケテ

テ︑︿略﹀︑海ノ上へ出テ來マ

三723

ナハコヲワタシマシタ︒

三72ータマテバコトイフリツパ

オアケナサイマスナ︒﹂

三716園

くろいけむりを出して走
四
82︿略V雨がふりさうにな
三
7
1
3
囹
ソ
レ
デ
ハ
オ
ワ
カ
レ
ノ
シ
つたので︑いそいで山を下りま
ルシニ コノハコヲオ上ゲマウ

り︑かけてみないのもあります︒

そんなところでさをを 三594ほをかけてみるのもあ

三466囹 ﹁ばかなことをいふ︒

三467園
ふりまはしたって︑どうしてとど
くものか︒

をして︑手をついてすわって

三475 かへるはく略﹀︑大きな目
ゐます︒

三475 かへるはく略﹀︑大きな目

をして︑手をついてすわって
ゐます︒

とんぼなどがあたまの

上をとびまはっても︑︿略﹀︒

三477

買ってきたのです︒﹂

三645園 貝ざいくを責るみせで 四13

ました︒

をこんなにたくさんいただき

三482 ︿略﹀︑へいきなかほをし 三615をぢさんのおみやげに貝
てるます︒

ながら︑あちらこちらへおよぎ

三486︿略﹀あと足で水をかき
まはります︒

カメヲッカマヘテ︑オモチヤニ

四33 ︿略﹀やさいやすみやた
きぎを馬やくるまにつんで︑

︿略﹀︒

四18 けいさつしょのよこを北．
へまがって︑すこし行くと︑

も︑本を費るうちも︑︿略V︒

三494水の上で足をのばして︑三656 ︿略V︑子ドモが大ゼイデ 四14ふでやかみを罷るみせ
シテヰマス︒

ウラシマハ︿略V︑子ドモ

︿略﹀︑ウラシマガウミベ

費りにきます︒

四35又町からは︑きれやこ
まものやさかななどを買って

︿略﹀オトヒメトイソキレ

かへります︒

四55園私はまるでちがった方

マノ來タノヲタイソウヨロコ
ンデ︑︿略﹀︒

イナオヒメサマが居テ︑ウラシ

三682

デツリヲシテヰルト︑︿略﹀︒

三665

ヘハナシテヤリマシタ︒

カラソノカメラ買ツテ︑ウミ

三662

ぼんやりうかんでみることも
す

あります︒

かぜふく小えだに

をはる小ぐも︑︿略﹀︒

三518圃

すをはった︒

三527圏 ︿略﹀︑とうとう小えだに

三532何ヲ言ヒツケラレテモ︑
︿略﹀︑ナカナカ ト リ カ カ リ マ セ ン ︒

イ︒﹂

三543園 ﹁ハヤクオサラヒヲナサ
三555 ︿略﹀︑トナリノネコガダ

︿略﹀ミノナドヲ作りマス︒

リ︑ヤネヲブイタリシマス︒

けたのです︒

四428園 ﹁これは昔からのしき
たりで︑昔はのしあはびをつ

か︒﹂

四153 昔みなもとのよりともが 四235 オマツガオトミトアキナ 四317囲 ﹁三郎さんはまだそれ
に︑なぜのしをつけるのです
ヒノアソビヲシテヰマス︒
けらいをつれて︑︿略﹀まきがり
を知らなかったのですか︒
か︒﹂
をしました︒
四
2
4
4
圏
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ラ
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ヲ
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テ
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四
424園﹁人に物をあげる時
に︑なぜのしをつけるのです

ニ ツツンデ︑ワタシナガラ︑
︿略﹀︒

四26ーオトミハマルクキツタ白

スガ︑︿略﹀︒

四392園

タイヨロヒヲキテヰルカラ︑
︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑サザエが岩ノカゲ
カラヨビトメテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

四396

スレバ︑アンシンナモノデス︒﹂

テ︑内カラトヲシメテヰサヘ

オマツハツリヲワタシテ︑ 四394圏︿略﹀︑コノ中ヘハイツ

イ紙ヲ三ツ出シテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

四265

ボクラバカウイフカ

カキマハスヤウナ大キナオト
ガシマシタQ

四402サザエハスグカラノ中
ヘヒツコンデ︑フタヲシメテ︑
︿略﹀︒

やうになったのでせ

四446園 ｪVおめでたくない時

う︒﹂

つける

四442園 ﹁どうしてのしあはびを

した︒

四435囹︿略﹀︑今では紙で作つ
たのしをつかふやうになりま

うにうすくしたものです︒

あはびの肉をのして︑紙のや

四255オマツハ糸トフデヲ紙 四368 変ワラデハヤネヲフキマ 四432囹 のしあはびといふのは︑

ダサイ︒

四253園 ﹁ソノ細イノヲニ本ク 四363又タタミノトコニシタ

イフデヲ出シテ︑﹁︿略﹀︒﹂

クダサイ︒﹂
四156 ︿略﹀︑高いところがらお
でながら︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
ひおろして來るけものを︑弓で
四247 オマツ一下イフデト細 四362 イネノワラデハ︑タワラ

いとったのです︒
四165 ︿略﹀︑きばをむき出して︑

はないきをあらくして︑土けむり

をたてて︑とんで來ます︒
四165 ︿略﹀︑きばをむき出して︑

はないきをあらくして︑土けむり

をたてて︑とんで來ます︒
四166 ︿略﹀︑きばをむき出して︑

をたてて︑とんで來ます︒

はないきをあらくして︑土けむり

一びきのきつねがさきの

こってみるのぎくを見つけて︑

四276

﹁︿略﹀︒﹂といひましたQ

四173 ︿略V︑弓矢をなげすてて︑

馬をとばして︑そのておひじし

です︒

四293囹 く略V︑そのうちにきれ
いなはなをさかせて見せます︒

まためをふき出して︑︿略V︒

四292園

︿略﹀︑枯れたあとから︑

四287囹土の中で︑しっかにら ツテ︑ジマンバナシヲシマシタ︒
い年のはるをまってみるの
四397ソノウチニ海ノ水ヲ

にむかひました︒
四173 ︿略﹀︑弓矢をなげすてて︑

馬をとばして︑そのておひじし
にむかひました︒

ただつねはしっかりとを

をにぎって︑のってゐます︒

四183

五人デスカラ︑︿略﹀︒

て︑︿略﹀︒

四423園

には︑ なまぐさものをもちひな

いこと がおほいのです︒

四448園︿略﹀︑ふだん品物をや
りとりする時には︑︿略﹀︒

に のしあはび をつけるやうに

四451園︿略﹀︑なまぐさのしるし

なった のでせう︒

﹁人に物をあげる時 四457 皆さんはとけいの見方

四198 ︿略V一どうのものが︑た 四301 ︿略﹀︑みんなあつまって︑ 四407 ︿略V︑ソツトフタヲアケ四454園 ︿略﹀︑すべてなまぐさも
色色なはなしをしてゐます︒
だっねをほめるこゑは︑︿略﹀︒
テ︑外ヲ見ルト︑︿略﹀︒
の をおくる時 には︑のしをつ
四204園﹁次郎︑オマヘハ手ノ 四304圏 ﹁もうすぐお正月です 四408 ︿略﹀︑ソツトフタヲアケ
けません︒﹂
から︑もち米をよういしなければ
ユビノ名ヲ知ツテヰマスカ︒﹂
テ︑外ヲ見ルト︑︿略﹀︒
四454為 く略﹀︑すべてなまぐさも
四216圓 ﹁ウチノニイサンヤネ なりません︒﹂
四422 おちよはそれを見て︑母
のをおくる時 には︑のしをつ
エサンヲアハセルト︑ミンナデ
四306 ︿略﹀︑三郎はそれをきい
に﹁︿略﹀︒﹂と問ひました︒
けません︒﹂

刀をひきぬいて︑︿略﹀︒

四191 ︿略﹀︑ただつねはこしの

「〈

を一を
814

815
を一を

ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ

四59一 アニ神サマガタノオトモ

ヲアビマシタガ︑︿略＞Q

四491圃 ︿略﹀︑ちっともおんなじ
ツシヤツタノデ︑︿略﹀︒

を知ってゐますか︒

所をささずに︑ばんまでかう

ツシヤツタノデ︑︿略﹀︒

四592 アニ神サマガタノオトモ
ヲシテ︑フクロヲカツイデイラ

して︑かつちん︑かつちん︒

いきをもつがずに︑あさまで

四501圏 ︿略﹀︑ちっとも休まず︑
かうして︑かつちん︑かつちん︒

又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四603園く略V︑シホケノナイ水
︿略﹀︑ガマノホヲシイ

デカラダヲアラツテ︑︿略﹀︒﹂

四603園

テ︑ソノ上ニコロガレ︒﹂

つて︑どこを見てもまつ白で

四626 ︿略﹀︑雪がたくさんつも

四535 ワニザメハ︿略﹀︑スグニ
す︒

四636にはの松の木はわた
をのせたやうに見えます︒

四642みちをとほる人は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑みんなで雪なげを

三郎ノ母ハ四五日マヘ
オハルハ︿略﹀︑オ．ヒナサマ

ヲカザリマシタ︒

四732

カラ風ヲヒイテネテヰマス︒

四671

しませう︒

四646

あるいてゐます︒

まった雪をたたきおとしながら

ワニザメハソレヲキク 四斑3 ︿略﹀︑あしだのはにはさ

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

四578白ウサギハスグ海ノ水

ビテ︑ネテヰルガヨイ︒﹂

四575園﹁ソレナラ海ノ水ヲア

︿略﹀︒

四573

ンナムシリトツテシマヒマシタ︒

四564 ︿略﹀︑白ウサギノ毛ヲミ

ト︑大ソウオコツテ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

四562

カラ︑︿略﹀︒﹂

一バン上ノダン協心ダ

イリサマヲナラベテ︑︿略﹀︒

四735

ニダン目ニバクワンヂヨ

ツクシノーシヨクダイヲ立テマシ

とすことは︑なかなかむつかし

さうです︒

あれをいないといふ

の名人でございます︒

でも︑︿略﹀きっといおとすほど

四792園そらをとんでみる鳥

のもざんねんだ︒

四785園

のはないか︒

四738︿略﹀︑ソノ左ト右ニウ 四784囹﹁あの扇をいおとすも
タ︒

四741

ヲスエテ︑︿略﹀︒

ヲナラベ︑︿略﹀︒

ました︒

よ一は︿略﹀︑もしこれを

よ一は︿略﹀︑もしこれを

いとかくごをきめて︑︿略﹀︒

いそこなったら︑生きてはみま

四808

いとかくごをきめて︑︿略﹀︒

いそこなったら︑生きてはみま

四807

よ一をよび出しました︒

四746︿略V︑又ソノ次ノダン 四798 よしっねはく略﹀︑すぐに
ニハヒシモチトオゼンヲソナ
︿略﹀︑花イケニハモモノ

ヘテ︑︿略﹀︒

四747

花トヒガンザクラヲイケマシタ︒
﹁オカアサヤ︑オヒナサマ

ヲカザリマシタカラ︑ゴラン下

四752園

サイ︒﹂

回目ル畑鼠ロコンデ︑友ダ
︿略﹀︑へいけ方から一そう

さをのさきの扇をい

を見わたすと︑︿略﹀︒

四813弓をとりなほして︑むかふ

神さまにいのってから︑︿略﹀︒

四815しばらく目をつぶって︑

よくねちひをさだめ︑︿略﹀︒

四821よ一は弓に矢をつがへ︑

四822よ一は弓に矢をつがへ︑

四778︿略V︑これを一矢でいお よくねらひをさだめ︑︿略﹀︒

よといふのでせう︒

四773

を立てて︑︿略﹀︒

のふねをこぎ出して來ました︒
四817︿略﹀︑目をひらいて見る
四767 見ればへさきに長いさを と︑︿略﹀︒

四765

チヲヨビアツメテアソビマシタ︒

四76一

イ︒﹂

四543囹 オマヘタチノセナカノ 四641犬はよろこんで︑雪の中 四757園 オチヨサンヤオマツサ 四813弓をとりなほして︑むかふ
上ヲアルイテ︑カゾヘテ見ル
をとびあるいてゐます︒
ンヲヨンデ來テ︑オアソビナサ
を見わたすと︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ナカマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒
四537 白ウサギハコレヲ見テ︑

カンガヘテヰマシタ︒

四598 白ウサギハ目ヲコスツテ︑ 四744 又四ダン目ニハ小サナタ 四797園 よしっねは﹁それをよ
べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し
ンスヤナガモチヤヒバチナド

四518 海里ヰ零時ヨリモ︑今 四597 白ウサ目減目ヲコスツテ︑ 四742 ︿略﹀︑三ダン目ニハ五人バ
ハスコシ長イ名ヲモツテヰマ
ヤシヲオキマシタ︒
又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒
ス︒

島ノ上二恩タ白ウサギ

ガ︑︿略﹀︑海ヲワタルクフウヲ

四525
カンガヘテヰマシタ︒

T島ノ上二郎タ白ウサギ

T2

ガ︑︿略﹀︑海ヲワタルクフウヲ

．四

を一を
816

四822 よ一は︿略﹀︑弓を引きし

赤い扇はかなめのきは

ぼって︑ひようと一矢いはなしま
した︒

四824
を い き ら れ て ︑ ︿ 略﹀︒

みんなが馬のくらをたたいて

四827 ︿略﹀よしっねをはじめ︑
よろこびました︒

海の方でもふなばたを

四828 ︿略﹀︑みんなが馬のくら
をたたいてよろこびました︒

四832
たたいて︑ 一どにどっとほめま
した︒

︿略﹀︒

五14 ある時生馬のかはをはいで︑
五14 ︿略﹀︑大神がはたをおらせて
いらっしゃる所へおなげ入れになり
ました︒

戸の戸をたてて︑その中へおかくれ

五16 大神はおどろいて︑あまの岩
になりました︒

まのわるいことをはじめました︒

五22 ︿略V︑わるい神さまがさまざ
五26 よい神さまがたは︑︿略﹀︑お
かぐらをおはじめになりました︒

五31 ︿略V︑大ぜいの神さまがたは
手をたたいて︑お笑ひになりました︒

五35 ︿略﹀︑大神は少しばかり戸を
たちからを

あけて︑おのぞきになりました︒

五38 手力男のみことといふ力の
つ．よい神さまが︑これをごらんにな
ると︑︿略V︒

︿略﹀︑すぐに大神のお手をと

日本ノーバンハジメノ天皇ヲ

つて︑お出し申し上げました︒

五41

五57
神武天皇ト申シ上ゲマス︒

コノ天皇ガワルモノドモヲ御
︿略﹀︑ワルモノドモハ目ヲア

セイバツニナツタ時︑︿略﹀︒

五58
五71
ケテヰルコトガデキマセン︒

天皇ハ國ノ中ノワルモノドモ

︿略﹀︑コノ日ヲキゲンセツト

ヲノコラズオタヒラゲニナツテ︑

五77

︿略﹀︒

五82

申シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデ
︿略﹀︑コノ日ヲキゲンセツト

ゴザイマス︒

五83

申シテ︑毎年オイハヒヲイタスノデ
鳥はだのしさうに時々來て︑

ゴザイマス︒

五104

︿略V︑夜は美しい月をうかべ

羽をひたしました︒

五108

五136

池ノ中デコヒが虚血イデヰル

こ＼を人が海といひます︒

らを見ても水ばかりです︒

五155

ノヲ見タコトガアリマセウ︒

ウロコハカハラヲブイタヤウ

それからそこに切ってある

母はく略V︑切ったさしみを

さ．らの中へ入れて︑︿略﹀︒

五216

五218圏 ﹁︿略﹀︑そのひしゃくを取

﹁︿略V︑そのひしゃくを取

つて︑水をかけておくれ︒﹂

おはなは水がめから水をくん

つて︑水をかけておくれ︒﹂

五221園

︿略﹀︑皆金色ヲオビテヰマス︒ 五223

ニカサナリ合ツテヰテ︑︿略﹀︒

五162
五167

轟ナドが水ノ上ヲトンデヰル

五207圏

たけのこをおなべの中へ入れておく
れ︒﹂

︿略﹀︑おはなはざるの中のた

﹁こんどは何の御用をいた

けのこをなべの中へ入れました︒

五211

しませう︒﹂

五213園

かまをぬすまれたものがあり

私はよその物をぬすむやう

やく人は二人をよび出して︑

やく人は︿略﹀︑その釜を前

それを私のるすにこのみざ

ゐざりはく略V︑その釜をあ

ゐざりはく略V︑鉱毒をつい

役人は後からこゑをかけて︑

大ゼイノ女が茶ヲツンデヰマ

茶ハシンメノ出ルジブンニ︑

ソノデタテノ葉ヲツムノデス︒

五324

ス︒

五321

﹁︿略﹀︒﹂といって︑︿略﹀︒

五268

てるざり出しました︒

五267

り出しました︒

たまにかぶって︑女手をついてゐざ

五266

りあるくものでございます︒

もので︑吊手をついて︑やっとゐざ

五247園 ﹁︿略﹀︑私は足の立たない

りがぬすんだのでございます︒﹂

五243園

において取りしらべました︒

五238

︿略﹀︒

五238

なことはいたしません︒﹂

五234園

ました︒

五226

で︑母の手にかけました︒

五172

︿略﹀︑五月ノセツクニ鯉ノブ

ト︑︿略﹀︒

五178

︿略﹀︑ズンズンシユツセヲセ

︿略V︑鯉ガタキヲ上ル．ヤウニ︑

キナガシヲ立テマス︒
五183
︿略﹀︒

五185

母は流しもとで︑まないたに

ヨトノーフ心デ祝フノデセウ︒

五197

魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ
ます︒

母は流しもとで︑まないたに
魚をのせて︑さしみをこしらへてゐ

五198
ます︒

おはなは戸だなの中から一ば

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

そばを通る人が﹁美しい川 五201 母は戸だなの方をさして︑

ながら︑休なしにあるきました︒

五111

︿略﹀きたない物をなげつけ

町の中を通る時に︿略﹀︒

ん大きなさらを持って來ました︒

それから田や畠の間を通って 五205

だ︒﹂といって︑ほめました︒

五115

減るうちに︑右からも︑左からも︑

︿略﹀︑何かと思ったら︑にも

なかまがあつまって來て︑︿略﹀︒

五127
五128

つをつんだ船が通ってみたのです︒

五131

︿略﹀︑ひろぐとして︑どち

られるのにはこまりました︒

五136

817
を一を

五327

︿略﹀︑一バンハジメニツムノ

ヲ一番茶トイヒマ ス ︒

ノヲニ番茶トイヒ マ ス ︒

五332 ソレカラ十四五日タツテツム
五337 サクラノ花ノ下ニトンデヰル
白イ蝶ヲ見ルト︑花ガチツタノカト
思ヒ︑︿略﹀︒

すがるはく略V︑たくさんの

子を出すやうに︒﹂

五376
天皇はこれをごらんになって︑

子どもをもらって︑つれて來ました︒

五378
大そうお笑ひになりましたが︑︿略V︒

天皇は︿略﹀︑すがるには小
すがるはその大ぜいの子をお

子部といふ姓をたまはりました︒

五385
五386
みやのそばでやしなって居ったと申

︿略﹀︑ナノ畠ニアソンデヰル

蝶ヲ見ルト︑ナノ花ガトビ立ツタノ
します︒

五341
カト思ヒマス︒

ノ葉ノ上ニネムツタヤウニシテヰル

まだきつぶを買ってみる人も
かいさつ口では切符をしらべ
こちらの方のは︑これからの
あちらの方のは︑今下りた入
︿略﹀︑山のやうに荷物をつん

マドカラ外ヲ見テヰルト︑
田デハタライテヰル人モ︑道

ヲ見テモ︑同ジコトデセウ︒

文太郎ハフシ漏出思ツテ外ヲ
見ルト︑︿略﹀︒

五437

︿略﹀︑汽車ハハシノ上ヲ通ツ
テヰマシタ︒

五438

五443圏﹁コレハトンネルトイツテ︑
山ヲホリヌイ膳所デス︒﹂

トンネルヲ出ルト︑マ宝舟ル
左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

クナツテ︑︿略﹀︒

五446
五453

左ヲ見テモ︑右ヲ見テモ︑ケ

シキガカハルノデ︑︿略﹀︒

五453

友吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

シキガカハルノデ︑︿略V︒
五471

友吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

そこをのかせようとしましたが︑
︿略﹀︒

五476

音次郎が木の下を出ると︑間

むりに手をひっぱってつれ出しまし
た︒

五478

もなく＜略﹀かみなりが鳴りました︒

二人目思はず耳に手をあてて︑
しばらくたって︑顔を上げて︑

そこにたふれました︒

五483
五484

そのあたりを見まはすと︑︿略﹀︒

しばらくたって︑顔を上げて︑

音次郎は友吉のかたに手をか

そのあたりを見まはすと︑︿略﹀︒

五485

五487

キ瓜・︿略﹀・ヘチマナドヲ瓜

けて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五495
トイフ︒

︿略﹀︒

︿略﹀︒

五511

︿略﹀︑ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベ
テ中ヲノコス︒

五512

西瓜ハ中ヲタベテ外ヲノコシ︑

五434向フノ汽車カラゴチラノ汽車 五511 西瓜ハ中ヲタベテ外ヲノコシ︑

ヲ通ツテヰル人モ︑︿略V︒

五426

︿略﹀︒

五422

で來ました︒

五408

の切符をうけ取ってみるのです︒

五405

る人の切符を切ってみるのです︒

五403

てるます︒

五401

あります︒

五398

もあります︒

五342又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木 五396 かばんを持って走って行く人
ノヲ見ルト︑︿略﹀ ︒

五344又羽ヲタ・ンデ︑シヅカニ木
ノ葉ノ上ニネムツタヤウニシテヰル
ノヲ見ルト︑︿略﹀ ︒

︿略﹀︑ドンナユメヲ見テヰル

︿略﹀︑ドレヲ見テモ美シウゴ

ノカト思ヒマスQ

五345

五353
ザイマス︒

ヲツカマヘテイヂメル人手︑ドウイ

五362 コノカハイラシイ︑美シイ蝶

ゆうりゃく

フ心デセウ︒

五365昔雄略天皇がすがるといふ
人 を お め し に な っ て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑こをたくさん集めて來
︿略﹀︑皇后さまがかひこをお

いとおほせになりました︒

五366
五368

かひあそばすためでございました︒

五373 すがるはく略﹀︑あちらこち
ら を た つ ね ま は っ て︑︿略﹀︒

五374園 ﹁天子様のおほせだから︑

五512 ︿略﹀︑ソノ他ノ瓜ハ外ヲタベ

昔鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ

テ中ヲノコス︒

ケンクワヲシタ時︑︿略﹀︒

五528

ソノ中ニケモノが勝チサウニ

ナツタノヲ見テ︑︿略﹀︑ケモノノミ

五534

カタニナリマシタ︒

シタQ

五547 ︿略﹀︑爾方が仲ナホリヲシマ

ビアルクヤウニナツタトイフハナシ

五557 ︿略﹀︑夜ニナルト出テ空ヲト

デス︒

火ヲ使フコトノ出発ルノハ人

夜ニナレバ火ヲトボシマス︒

リシテタベマス︒

五562人ハ火デ物ヲヤイタリ︑ニタ

五564

鳥ヤケモノハ火ヲ使フコトヲ

バカリデス︒

五564

五565

鳥ヤケモノハ火ヲ使フコトヲ

知りマセン︒

大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ

知りマセン︒

五566

五567

大昔ハ木ト木ヲコスツテ火ヲ

出シマシタガ︑︿略﹀︒

出シマシタガ︑︿略﹀︒

五567

ヲウチ合セテ出スヤウニナリマシタ︒

五568 ︿略﹀︑ソレカラ後ニハ石ト金

︿略﹀炭ハ︑木ヲヤイテコシ

人ハメツタニアリマセン︒

五574 ︿略﹀︑火打石や火打金ヲ使フ

五577

︿略Vキカイナドヲウゴカス

ラヘタモノデス︒

五586

を一を

818

ノニハ︑皆コレラ使ヒマス︒
ノニハ︑皆コレラ使ヒマス︒

五587 ︿略﹀キカイナドヲウゴカス

ナツテカラ︑︿略﹀ ︒

五602 ランプニ石油ヲトボスヤウニ
五605 昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル
シタ︒

土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ

五606 昔ノ人ハ石炭ノコトヲモエル
土︑石油ノコトヲモエル水トイヒマ
シタ︒

﹂︑おもしろい轟のこゑ︒

五616圃 あきの夜長を鳴き通す︑あ

五627圃秋の夜長を鳴き通す︑あ＼︑
︿略﹀︑母は手紙をおちよにわ

おもしろい轟のこ ゑ ︒

五634
たしました︒

五648園 それから今すぐにへんじを
書 い て お 出 し な さい︒﹂

五651園 ﹁それでも私はまだ手紙の
書き方を習ひませんから︑どう書い
てよいかわかりま せ ん ︒ ﹂

よいのです︒

五654圏 ﹁お話をする通りに書けば

それを母 に 見 せ ま す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

とにうれしうございます︒

五658国 お手紙をいた皮いて︑まこ
五663

五667園それから表の方へあて名を
書いてお出しなさいQ﹂

五673 大キナ字ヲ書イタ大キナノボ
リガ立テテアル︒

五676 道ノ爾ガハニハ︑アメヤ・

子ドモハフダンヨリ鳥声シイ

︿略﹀・クワシヤナドが店ヲナラベテ
ヰル︒

五678
大キナ鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石

着物ヲ着テアソンデヰル︒

五684
ダンノ道ヲ上ツテ︑︿略﹀︒

大キナ．鳥居ノ下ヲ通ツテ︑石
︿略﹀︑モウーツ小サナ鳥居ヲ

ダンノ道ヲ上ツテ︑︿略﹀︒

五685
五686

サンケイスル人置皆カハル

クゴルト︑二宮ガアル︒

五69一

オチヨモオハナモ鈴ヲ鳴ラシ

ぐコレラ鳴ラシテヲガム︒
五692
テヲガンダ︒

見セ物ゴヤデ客ヲヨブコエヤ
鹿が水ヲノマウト思ツテ︑谷

ラ︑︿略﹀︒

五703
五708

川ノ中ヘハイリマシタ︒

フト水中ウツツタジブンノス
︿略﹀︑ヒトリゴトヲハジメマ

ガタヲ見テ︑︿略V︒

五712
五713
シタ︒

︿略﹀︑コンナリツパナ角ヲ

へいけのぐんぜいがふくはら

モツテヰルモノハナイヤウダ︒

五722園

五743

のしろを守ってみる︒

︿略﹀︑強いものばかり三千人

きのふいをうたなければならぬ︒﹂

五756園何でも裏からまはって︑て
五757

をすぐつて︑︿略﹀︒

ふだんは人も通らない道だか
ら︑どこをどう行ってよいか分らな

五764

い︒

一

この時べんけいは火の明りを
この時べんけいはく略﹀︑

たよりにたつねて行って︑︿略﹀︒

五767
五768

よしっねはよろこんで︑刀や

のや︑しっかな川をほかけ船の上つ

早い流をいかだの下って行く

て行くのは︑︿略﹀︒

六35

のや︑しっかな川をほかけ船の撃つ

川の上にかけた橋︑橋の下に

て行くのは︑︿略﹀︒

の景色をそへてみる︒

わけて名におふ松島の

島・小島その中を通ふ白ほの美し

六54圃

や︒

大

立ってつりする人など︑それぐ川

手にはかりに使ふ弓矢を持つ 六38

人のかりうどをつれて來た︒

五772
てるる︒

五774

ようひをやってけらいにした︒

よしっねはこれを聞くと︑
﹁︿略V︒﹂と言ひつけて︑︿略﹀︒

五787

家を出たのは朝の七時ごろで

︿略V︑川について︑四五町行

あぜ道を七八町通って︑小川

出ました︒

くと︑もう町をはつれて︑たんぼへ

六85

した︒

六83

季二分ツ︒

五796園鹿の通れる所を馬の通れな 六67図 一年ヲ春・夏・秋・冬ノ四
さあ︑あんないをせよ︒﹂

いといふことがあるものか︒
五798園

よしっねはく略﹀︑﹁進め
︿略﹀︑人も顔を見合せて進ま

く︒﹂とさしづをしたが︑︿略﹀︒

五807
五811

うとはしない︒

あぜ道を七八町通って︑小川

かへりには同じ道を通らずに︑

晩にはくたびれた足をのばし

ガンハイツデモーシヨニナツ

ソノ時ニハ︼羽ノガンバ列ヲ

ハナレテ︑少シ先ノ方ニトンデ行ク︒

六132

テ︑列ヲツクツテトブ︒

六128

て︑けさまで一眠に眠りました︒

六H7

別の道から下りました︒

六112

は大そううまうございました︒

六108 ︿略﹀︑にぎりめしをたべた時

の橋を渡ると︑︿略﹀︒

六94

の橋を渡ると︑︿略﹀︒

この時よしつねは︑﹁われ 六94
を手本にせよ︒﹂といひながら︑馬

五813園

へいけはふいを打たれて︑ど

これを見た三千人の軍ぜいは︑

に一むちあててかけ下りた︒

五815
︿略﹀︒

五817

白い砂に青い松︑どこのはま

うすることも出來ない︒

六21

所々に白いぬのをさらしたや

べを見ても︑美しい景色である︒

六31

︿略﹀たきや谷川があって︑

うなたきや谷川があって︑︿略V︒

六32

早い流をいかだの下って行く

一そう山の景色を引立てる︒

六34

819
を一を

六141

︿略V︑ソノアヒヅヲ聞クト︑

スグ列二加ルノデアル︒

六143 ガンノ鳴クコエヲ聞クノハ︑
空が晴レテ︑月ノ明ルイ晩二多イ︒

六148 どこの田を見ても︑稻がよく︑
じゅくして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ 稻 が よ く じ ゅ く し て ︑

重さうにほをたれてゐます︒

六151

六152 ︿略V︑人が大ぜい出て︑稻を
かつてゐます︒

六161 かわくと︑それを稻こきでこ
いてもみを取ります︒

六162 かわくと︑それを稻こきでこ
いてもみを取ります︒

六163 そのもみを又よく日にかわか
︿略﹀︑すりうすですって︑も

して︑︿略﹀︒

六165

みがらをのけると︑はじめて米にな
るのです︒

六168 米を俵に入れて︑その俵をつ
み 重 ね て な が め た 時は︑︿略﹀︒

六171 米を俵に入れて︑その俵をつ
み 重 ね て な が め た 時は︑︿略﹀︒

分ノ十分ノーヲ厘トイフ︒
分ノ十分ノーヲ厘トイフ︒

六178図︿略﹀︑寸ノ十分ノーヲ分︑

カサヲバカルニハ升ヲモト

六187図心サヲバカル正風升ヲモト
トス︒

六188図
トス︒

六188図升ノ十倍ヲ斗︑斗ノ十倍ヲ
石トイヒ︑︿略V︒

石トイヒ︑︿略﹀︒

六191図升ノ十倍ヲ斗︑斗ノ十倍ヲ
六192図︿略﹀︑升ノ十分ノーヲ合︑
合ノ十分ノーヲ勺トイフ︒

重サヲバカルニハ貫ヲモト

合ノ十分ノーヲ勺トイフ︒

六193図︿略﹀︑升ノ十分ノーヲ合︑

六196図
トス︒

六217

︿略﹀︑その代りに石をたくさ

さうして前にしるしを附けて

んつみました︒

さうして前にしるしを附けて

︿略﹀︑なんどにもはかりにか

︿略V大きな石を持って來て︑
︿略﹀︑子どもはあやふい命を

︿略﹀︑ヤクワントテツビンガ

六272園

メシヲタク釜モ鐵デス︒

メイくジマンバナシヲシマシタ︒

六246

たすかりました︒

六242

力まかせに投げつけました︒

六236

けて︑その目方を知りました︒

六223

その石をおろ．して︑︿略﹀︒

おいた所まで船が水につかった時に︑

六222

その石をおろして︑︿略﹀︒

おいた所まで船が水につかった時に︑

六221

それから象をおろして︑︿略﹀︒

ユヲワカス私モ︑私ノノル

ヤクワンハソレヲ聞イテ︑

︿略﹀︑二人が店のるすをして

︿略﹀︑一人の男の子がふでを

一本三せんつつのを二本買つ
一本課せんつつのを二本買つ
て︑貸せん銀貨を出したから︑︿略﹀︒

六303

て︑十せん銀貨を出したから︑︿略V︒

六302

買ひに來た︒

六302

みると︑︿略﹀︒

六301

時々青ノー物ヲ出シマセウ︒

六291園銅ハ人目使ハレテヰテモ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

六282

五トクモ鐵デス︒

六273園

六196図重サヲバカルニハ貫ヲモト 六272囹物ヲニル鍋モ鐵デス︒
トス︒

六198図貫ノ千分余ーヲ匁︑︿略﹀︑
く略V︑匁ノ十分ノーヲ分︑

分ノ十分ノーヲ厘トイフ︒
六201図

分ノ十分ノーヲ厘トノーフ︒

昔ある國で大きな象の目方を
はからうとしたが︑︿略﹀︒

六204

分ノ十分ノーヲ厘トイフ︒

六175図長サヲバカルニ協心ヲモト 六201図︿略﹀︑匁ノ十分差ーヲ分︑
トス︒

六176図 長サヲバカル片理尺ヲモト
トス︒

した︒

六214
六216

つかった所にしるしを附けました︒

さうして象の重みで船の水に

六176図 尺ノ十倍ヲ丈︑︿略V︑分ノ 六211 ︿略﹀︑まつ象を船にのらせま
︿略﹀ ︑ 尺 ノ 十 分 ノ ー ヲ 寸 ︑

十分ノーヲ厘トイフ︒
六177図

︿略﹀︑分ノ十分 ノ ー ヲ 厘 ト イ フ ︒

六177図︿略﹀︑寸ノ十分ノーヲ分︑

した︒

六305 ︿略﹀ 心せんの銅貨を三枚渡

直吉は後でふと氣が附いて︑

六308園﹁あ㌧︑大へんなことをし

た︒

︿略V︑残りの一念を渡した︒

六313

あとになって︑主人はこの事

を聞いて︑︿略﹀︒

六328

絹糸ニテ織りタルモノヲ絹

六331 ︿略﹀︑長松にはひまをやった︒

六336図

織物トイフ︒

木綿織物トイフ︒

六342図木綿糸ニテ織りタルモノヲ

六346図麻又バカラムシノ糸ニテ織

リタルモノヲ麻織物トイフ︒

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

六355図 ︿略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ

六356図 ︿略﹀︑ケモノノ毛ヲツムギ

テ織りタルモノヲ毛織物トイフ︒

僕も手ぬぐひをかぶって︑手

六361 ︿略﹀︑うちではす＼はきをし

た︒

六362

僕も手ぬぐひをかぶって︑手

つだひをした︒

六362

とくがはみつくに

つかれてすぐにねてしまった︒

ゆにはいって︑ごはんをたべ

つだひをした︒

六365

ると︑

︿略﹀︒

六368學校で徳川光差の話を聞いて︑

六371 ︿略﹀︑紙などをそまつにして

をばさんから塩せんべいをい

はならないと思った︒

六377

を一を

820

たゴいた︒

六381 學校で雪投をして遊んだ︒

六463

︿略﹀︑はや︑馬を乗りまはし

し

六514

な

支那からは大兵をおくって︑

そこで支那もおそれて︑わぼ

朝鮮をたすけましたが︑︿略﹀︒

くを申しこんで來ましたが︑︿略V︒

︿略V︑これから信長は目をか 六516

てるる者があります︒
けて使ひました︒

六385 評せんの花を見てゑをかいた︒ 六474
六385 乳せんの花を見てゑをかいた︒

といふぶれいなことばがありました︒

秀吉は大ぜいの人を十組に分 六518 ︿略﹀︑秀吉を日本町王にする
秀吉は大ぜいの人を十組に分 六526 秀吉は︿略﹀︑その使を追ひ
かへして︑二度目の朝鮮せいばつを
秀士口は︿略﹀︑二度目の朝鮮

けて︑︿略V︑仕事をいそがせました

秀吉が信長に言ひっかつて︑

秀吉はこの知らせを聞くと︑

秀吉は︿略﹀︑光秀をうちほ
︿略﹀勝家などはこれをきら
︿略﹀日本中の大名が皆秀吉
秀吉は︿略﹀︑こんどは朝鮮
支那からは大兵をおくって︑

な

六562

信玄は︿略﹀︑たちまち陣立

いたが︑︿略﹀︒

六563

信玄は︿略﹀︑たちまち陣立

をかへて︑敵を引受けた︒

六564

信玄は刀を抜くひまがない︒

をかへて︑敵を引受けた︒

六572

信玄はそのすきにあやふい命

謙信の馬のしりを力一ぽいになぐり

六575 その時信玄のけらいが︑︿略﹀

つけた︒

六577

ところがとなり國では信玄を

をたすかった︒

こまらせようと思って︑．︿略﹀︒

六585

謙信はそれを聞いて︑︿略﹀︑

さうだ︒﹂

六591囹

﹁われくはたがひにいく

それを苦しめるのはかはい

さをしてみるけれども︑︿略V︒

六587園

じぶんの國から塩を送らせた︒

六586

塩を送らせないことにした︒

く略V︑ミソモ醤油モ塩ヲ入 六585 ところがとなり國ではく略﹀︑

ニモノヲスルニモ砂糖ヲ用
ニモノヲスルニモ砂糖ヲ用

︿略﹀︑信玄は兵を右と左と二

謙信はそれを知って︑︿略﹀︑

謙信は︿略﹀︑こちらから先

信玄はふいをうたれておどろ

に攻入った︒

がけをしょうと︑夜の間に信玄の陣

六558

夜の間に信玄の陣に攻入った︒

六557

した︒

手に分けて︑はさみうちにしようと

六556

ルニ大切ナルモノニシテ︑︿略V︒

﹁ああ︑をしい事をしたQ

身をきるやうな北風の

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

ぐ野中道︒

く夕暮にあねいもと︑かへりをいそ

六601韻

ぐ野中道︒

六603圏 ︿略﹀︑たもとを顔におしあ

吹

六597鶴身をきるやうな北風の吹

よいいくさ相手がなくなった︒﹂

六594医

じぶんの國から塩を送らせた︒

六544図塩ト砂糖トハ物ノ味ヲ附ク 六592 謙信はそれを聞いて︑︿略﹀︑

フルコトアリ︒

六543図

フルコトアリ︒

六542図

ザルモノ少シ︒

六538図菓子ノ中ニハ砂糖ヲフクマ

レテツクル︒

六537図

まつった神社もございます︒

又その山のふもとには秀吉を

せいばつをはじめました︒

六527

はじめました︒

信長はこれを見て︑ますく

後には秀吉の馬じるしを見る

一ぺんもまけた

秀吉は︿略﹀︑たびくいく 六533

かんしんして︑︿略﹀︒

六484

から︑すぐに出來上りました︒

六482

けて︑︿略﹀︒

六395囲 今日は朝からあちらこちら 六481
を見物した︒

六395團 第一番に御所ををがんで︑
それから東山の方へ行った︒

六397團 清水寺をはじめ︑たくさん
かく

明日は銀閣寺を見て︑︿略﹀︒

のお寺やお宮へさんけいした︒
六402團

︿略﹀︒

六501

が︑︿略＞Q

敵を攻めに行ってみた間の事でした

六496

になりました︒

と︑敵は戦はないでにげて行くやう

六494

ことがありません︒

さをしたけれども︑

六403國 ︿略﹀︑金閣寺を見て︑北野 六491
の天神様へさんけいする︒

︿略﹀︑道で用をたして︑こ

︿略V︑この次の水曜日までにはかへ

六405團 明後日はこ＼を立って︑
る︒

六406国
の次の水曜日までにはかへる︒

六424 ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ
サヲ知レ︒

六424 ワが身ヲツメツテ︑人ノイタ
サヲ知レ︒

六433

し

朝鮮をたすけましたが︑︿略﹀︒

六514

せいばつをはじめました︒

六513

の言ふことをきくやうになりました︒

六508

つて︑てきたひましたが︑︿略﹀︒

六506

ろぼしました︒

井ノ中ノカバヅ大海ヲ知ラズ︒ 六502
てうせん

六435 日本中を平げて︑後には朝鮮

までも攻めて行った豊臣秀吉といふ
人は︑︿略﹀︒

ました︒

六438 小さい時の名を日吉丸といひ
六444 たゴ人がいくさのはなしをす
ると︑耳をすまして聞いてゐました︒

六444 たゴ人がいくさのはなしをす
ると︑耳をすまして聞いてゐました︒

821

を一を

てて︑ひとりしくく泣いてみる︒
六611圃︿略﹀︑その子のかたに手を
かけて︑ことばやさしくなぐさめる︒

六613囲 涙をふいて女の子︑﹁い﹂
え︑さうではありません︒

六616翻園まへからわたしは目がわ
るく︑杖をたよりにあるきます︒
かへりの道が知れません︒﹂

六617圏園 いまその杖をもぎ取られ︑

六621圏園 ﹁そんなわるさを誰がし
た︒﹂

みはいそぎ道ばたをそこかこ＼か

六627圃 それを聞くより妹のおふ

︿略﹀︒

六668

︿略﹀︑後カラーツヅツヌケテ

ソレヲ人が後カラ拾ツテ來ル

オチルノヲ知りマセンQ

六668
松・杉・ヒノキ・ケヤキハ

コトガアリマス︒

六676図
板又ハ柱トシテ家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

︿略﹀家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

船ヲ作ルニ用フ︒

六677図

︿略﹀家ヲタテ︑橋ヲカケ︑

船ヲ作ルニ用フ︒

六677図
船ヲ作ルニ用フ︒

六678図杉ハ︿略﹀︑又ハコ・ヲケ
・タルナドヲ作ルニ用フルコト多シ︒

六684図桐ハ︿略﹀︑家ヲタツル材

とさがすうち︑︿略 V ︒

六628圃 それを聞くより妹のおふ

木トシテハ用ヒラレザレドモ︑︿略﹀︒

六702

した︒

六701

材木ヲ山ヨリキリ出スモノ
材木ヲヒキテ︑板又職員ト
材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ
材木ヲ用ヒテ家ヲタツルモ

あくびをしたり︑わき見をし

その間に色色な子どもを見ま

スナドヲ作ルモノハサシモノシナリ︒

六693口q凶︿略﹀︑ツクエ・本箱・タン

ノハダイクニシテ︑︿略﹀︒

六692図

ノハダイクニシテ︑︿略﹀︒

六692図

ナスモノハコビキナリ︒

六691図

ハソマナリ︒

六688図

用フ︒

コ・タンス・ハキモノナドヲ作ルニ

六687図桐ハ︿略﹀︑ツクエ・本バ

みはいそぎ道ばたをそこかこ＼か
︿略﹀ ︑ 少 し は な れ た く さ む

と さ が す う ち ︑ ︿ 略﹀︒

・六633圏

らに︑やうく杖を見つけ出し︑す
ぐに拾って取ってやる︒

六635圃 めくらは杖を受取って︑
﹁︿略﹀︒﹂とれいい っ て ︑ ︿ 略 V ︒

六652 コレラ月ノワトイヒマス︒
戸 ヲ 明 ケ テ ︑ ︿ 略 ﹀︒

六662 熊ハ︿略﹀︑人ノ家ノクラノ
六663 熊ハ︿略﹀︑カズノ子ノ俵ヲ
カツイデ︑ニゲテ行クコトガアルト
イヒマス︒

六665 又川バタニ行ツテ︑魚ヲツカ
マヘルコトガアリマス︒
通シテ︑肩ニカツイデ行キマスガ︑

六666 ソノツカマヘタ魚ヲ竹ノ枝二

あくびをしたり︑わき見をし

た吟してみて︑︿略﹀︒

六702

︿略﹀︑先生に何か聞かれても︑

たりしてみて︑︿略V︒

六704

答へることが出來ないで︑顔を赤く
ちゃんとしせいをよくして︑

する子供もございました︒

六705

ちゃんとしせいをよくして︑

氣を附けてみて︑︿略﹀︒

六705

氣を附けてみて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何を聞かれても︑はつ

字を書くのに︑筆をおとした

きりと答へる子供もございました︒

六706

六708

り︑すみをこぼしたり︑書きそこな
つて︑︿略﹀︒

字を書くのに︑筆をおとした
り︑すみをこぼしたり︑書きそこな

六708

つて︑︿略﹀︒

字を書くのに︑筆をおとした
り︑すみをこぼしたり︑書きそこな

六708

︿略﹀︑紙をたくさんほこにし

つて︑︿略﹀︒

六711

たりするやうな︑そ＼つかしい子供
︿略﹀︑少しも書きそこなひな

もございました︒
六714

どをしない子供もございました︒

こんなにたくさん墨を附けた
むねの上には紙のぬさを立て

のも︑その子供たちでございます︒

六737
六742

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑新しいしるしばんてん

を着てみる大工が一番目立ちます︒

六747

六748

間もなくむねの上からもちを

︿略﹀もちを投げると︑大ぜ

投げると︑︿略﹀︒

いがあらそってそれを拾ひました︒

六752

これがすむと︑むしろをしい

一人の年取つた男がこゑをは

て︑お祝ひのさかもりがはじまりま

六754

した︒

一人の年取つた男がこゑをは

り上げて︑・木やりの歌を歌ひ出すと︑

六757

︿略﹀︒

り上げて︑木やりの歌を歌ひ出すと︑

六758

︿略V︒

歌がすむと手打をして︑口々

そろへて︑そのあとについて歌ひま

六761 ︿略﹀︑わかものどもはこゑを

した︒

六763

大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

に﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

大キナ汽船ノ間ヲ︑煙ヲ出シ

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

六775

ル︒

小サナ和船モアチラコチラヲ

ナガラ早ク走ツテ行ク小サナ船ガア

六775

ル︒

六777

白イ帆ヲアゲタ帆カケ船モイ

コギマハツテヰル︒

︿略﹀汽船ハシキリニキテキ

クツトナクハイツテ來ル︒

六783

六787

ハトバノ右二着イテヰル汽船

ヲ鳴ラシテヰル︒

ハ今荷物ヲオロシテヰル︒

六79一

を一を

822

ンデヰル︒

六792 左手ノ汽船ハ今荷物ヲ積ミコ
六794 ︿略﹀︑ドンナ重イ荷物デモラ

クくト上ゲ幕開シヲシテヰル︒

を知り︑學びの光を身にそへよ︑身

六844図圃六つとや︑昔を考へ︑今
につけよ︒

見ンコトバカタカルベシ︒

七28図書︿略﹀︑忠義ノ兵ヲ起シテ︑
天皇ノ御タメニツクスベシ︒

刀ヲ抜キテ︑︿略﹀︒

七35図︿略﹀︑正行ハ父ノカタミノ

カ寸フニ︑︿略﹀︒

七35図母アヤシミテ︑ソノ室ヲウ

ツト立チテ別室二行キタリ︒

六844図圃六つとや︑昔を考へ︑︑今 七33図 正行ハコレヲ見テ︑︿略﹀︑

を知り︑學びの光を身にそへよ︑身

⊥ハつとや︑昔を考へ︑今

を知り︑學びの光を身にそへよ︑身
につけよ︒

六796 右ノ方ノ汽船デハ︑サツキカ
ラ牛ヲ何匹トナクツルシオロシタ︒
六845図圃

リ︑次第二商業ノ盛ナル大都會トナ
につけよ︒

ヒデヨシ

六805図 秀吉コ・二城ヲキヅキシヨ
レリQ

人見るときは︑力のかぎりいたはれ
よ︑あはれめよ︒

心せよ︒

るといふ︒飲物・食物氣を附けよ︑

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生

我が生キテフタ・ビ汝ヲ

トノ教ヲ守りテ︑一．日モワスル・コ

楠木氏ハソノ後ツネニ皇居

トナカリキ︒

七55図

︿略﹀︑アル年敵ノ大心高

師直⊥ハ万人ノ大兵ヲヒキヰテ來リ攻

モロナホ

ヲ守りテ︑敵ト戦ヒシガ︑︿略V︒
カウノ

七57図

ム︒

七64図園父一三ヲ合職ノ場ニモト

モナハズ︑﹃︿略﹀︒﹄ト申シ残シタリ︒

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹄

七67図園﹃残りタル一門ノモノド

七67図園﹃残りタル一門ノモノド

モヲ集メテ︑朝敵ヲホロボセ︒﹂

バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ

クビヲカレラニ取ラスルカ︑ニッノ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑．正行ラガ

七42豊津父ノ汝ヲカヘシタマヒシ
バ︑汝ノヲサナクシテ死ヌルヲカナ
シミタマヒテニアラズ︒

大人トナリテ︑君ノ御タ

大人トナリテ︑君ノ御タ

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

七44図圏
メントナリ︒

七44図園

ミヅカラ御コトバヲウケ

山崎忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ
メントナリ︒

七45図圏

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝

ミヅカラ御コトバヲウケ

ハ早クモワスレタルカ︒

七46図園

タマハリ來リテ我ニツゲタルヲ︑汝
︿略﹀︑コレヨリ後ハ父ト母

ハ早クモワスレタルカ︒

七49図

七84図園

コノ度ノ合戦ニハ︑師直

︿略﹀︑今﹂度天顔ヲヲガ

天皇ハ︿略V︑正行ヲ近ク

フカク汝ヲタノミニ思フ

見テスベシ︒

七83図園︿略﹀︑進ムモ退クモ時ヲ

召シタマヒテ︑︿略﹀︒

七78図

高タマキ上ゲサセ︑︿略﹀︒

七78図天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

高タマキ上ゲサセ︑︿略﹀︒

七77図天皇ハコレヲ聞キ︑ミスヲ

ミテマヰリタシ︒﹂

七75図園

中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

クビヲカレラ判取ラスルカ︑ニツノ

ラノクビヲ正行が取ルカ︑正行ラガ

七74図園

中ノーツト思ヘバ︑︿略﹀︒﹂

シミタマヒテニアラズ︒

七41図園父ノ汝ヲカヘシタマヒシ 七73図園 コノ度ノ合職ニハ︑師直

デヲオサへ︑︿略﹀︒

七37図母ハ走リヨリテ︑正行ノウ

ハラヲ切ラントス︒

六808図 昔仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少 六847図魍七つとや︑なんぎをする 七36図 ︿略﹀︑正行ハ︿略﹀︑今ニモ
キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ
タマヒキ︒

キヲ見テ︑民ノマヅシキヲアハレミ

六811湿舌仁徳天皇ハ立上ル煙ノ少 六853図圃 八つとや︑病は口より入
タマヒキ︒

十とや︑遠き祖先のをし

守りてつくせ︑家のため︑

﹁我聞ク︑シ・草子ヲ生

﹁我聞ク︑シ・ハ子ヲ生

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日目シテコレラ谷ソコヘオ

七16図園

國のため︒

へをも

六812図 今ハ工業モ大イニヒラケテ︑ 六858図魍
エントツノ煙ハ空ヲオホヘリ︒

ヨド
六814図 市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ
フ︒

ヨド
六814図 市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ
フ︒

コエタリ︒

ケヨ︒

七19図園
七25図圏

ヨク父ノ言フコトヲ聞分

七18図園ナンヂハ年スデニ十歳ヲ

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日ニシテコレヲ谷ソコヘオ

七17図囹

トシテ︑ソノカヲタメストイフ︒

メバ︑三日月シテコレラ谷ソコヘオ

六816図 又多クノホリアリテ︑川ト 七17図園
川トヲツナゲリ︒

六824図翻 一つとや︑人々忠義を第
一に︑あふげや︑高き君の恩︑國の
恩︒

六827図圖 二つとや︑二人のおや御
を大切に︑思へや︑ふかき父の愛︑
母の愛︒

にす＼めあひ︑悪しきをいさめよ︑

六836図圃 四つとや︑善き事たがひ
友と友︑人と人︒

823
を一を

ゾ︒﹂

七87図 ︿略﹀︑一族ノ人々トトモニ
戦死ヲトゲタリ︒

七89図 正行ノ如キハマコトニ忠孝
ニツノ道ヲ全ウシタル武士ニシテ︑
︿略﹀︒

はほが出る︑菜は花盛り︒

七94幽 道をはさんで畠一面に︑萎
七117幽 松を火にたくみうりのそば
で︑夜はよもやま話がはずむ︒

七127圏 品物と引きかへに代金を受
取るのが現金で︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 品 物 を 渡 し て お い て ︑

︿略﹀ ︑ 品 物 を 渡 し て お い て ︑

後になって代金を受取るのがかけで

七128園

す︒

七128園

後になって代金を受取るのがかけで
す︒

いものを二十鏡といふやうなもので

七134園 たとへば十五鑓で二ってよ

す︒

七138園 学費といふのは商人から品
物を使ふ人にすぐに責渡すことです︒

七139園 小事をする商人を小豆商人
といひます︒

といひます︒

七139園 小著をする商人を小責商人
七142園 卸費といふのは品物をたく
さん持ってるて︑小責店へ大口に費
渡すことで︑︿略﹀︒

七143園 ︿略﹀︑卸責をするものを卸
責商人といひます︒

︿略﹀︑卸責をするものを卸

問屋といふのはく略﹀︑品

費商人といひます︒

七143園

七147園
物を費つたり買ったりして︑口鏡を

葉は羽形で︑︿略﹀︑花は同

こゑをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ￠

七211園

じく蝶の形をしてゐます︒

七216園私はこんな大きななりをし
てるますが︑︿略﹀︒

七244図

︿略﹀︒

七261 ︿略﹀︑センドウが船ヲコグノ

モ︑︿略﹀︒

畠ヲツクルノモ︑︿略﹀︒

七262 ︿略﹀︑農夫が田ヲタガヤシ︑

七262 ︿略﹀︑農夫が田ヲタガヤシ︑

畠ヲツクルノモ︑︿略V︒

家デモ國デモ手ヲヨクハタラ

筆一本デ美シイエヲカイタリ︑

ドンナガクキガアツテモ︑

何事ゴヨラズ手ノハタラキノ

ヨイノヲ上手トイヒ︑︿略﹀︒

七278

來マスマイ︒

︿略V︑オモシロイ音ヲ出スコト戸出

七276

手ノハタラキデセウ︒

七274 ︿略﹀︑人ヲ感心サセルノモ︑

物ヲコシラヘタリシテ︑︿略﹀︒

七274 ︿略﹀︑ノミーツデ見事ナポリ

︿略﹀︒

七273

マス︒

．薄書ル人が多ケレバ多イ程盛ニナリ

七268

レヲハタラカセルノハヤハリ手デス︒

保己一ハ︿略V︑人二書物 七263 色々ナキカイガアツテモ︑ソ

保己一ハ︿略﹀︑人二書物

保己一ハ︿略﹀︑多クノ書

アル夜弟子ヲ集メテ︑書物
アル夜弟子ヲ集メテ︑書物
保己一ハソレトモ知ラズ︑

ノ講義ヲセシ時︑︿略﹀︒

七242図

ノ講義ヲセシ時︑︿略﹀︒

七242図

ヲキ・︒

七239図圃番町デ目アキ目クラニ物

物ヲアラバセリ︒

七232図

強セシカバ︑︿略﹀︒

ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑一心二子

七231図

強セシカバ︑︿略V︒

ヲ讃マセ︑コレラ聞キテ︑一心二子

七231図

ザル人ヲアキメクラトイフ︒

問屋といふのはく略V︑品 七226図目ハ見ユレドモ︑字ノ讃メ

取る店のことです︒

七147園
物を七つたり買ったりして︑口銭を
︿略﹀︑織物を費りたいとい

取る店のことです︒

七149園

ふ人にたのまれて︑それをほかへ費
︿略﹀︑織物を責りたいとい

渡してやり︑︿略﹀︒

七151園

ふ人にたのまれて︑それをほかへ費
渡してやり︑︿略V︒

︿略﹀︑又織物を買ひたいと

いふ人にたのまれて︑それをほかか

七151囹

︿略﹀︑又織物を買ひたいと

ら買取ってやる店のことです︒
七152園

いふ人にたのまれて︑それをほかか

しかし卸責商人で︑問屋を

ら買取ってやる店のことです︒

七154園

してみる場合がたくさんあります︒

ハシヲ持ツコトモ三連マセン︒ 七279 ︿略﹀︑手ノハタラキノワルイ

講義ヲツ寸ケタレバ︑︿略﹀︒

七256

︿略﹀︑種物屋から西洋西瓜

の種を三色ばかり買って來ていたゴ

七176国

サルニ毒手ノハタラキヲスル

シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ

一匹の貿の口から出る綜をの

コシラヘルコトハ出來マセンQ

七282

モノが四本アリマス︒

七28一

ノヲ下手トイヒマス︒

オビヲムスブコトモ出來マセ
ン︒

七257
︿略﹀︑なるべく大きくてう

︿略﹀︑イタイトコロヲサスル

︿略﹀︑左官ガカベヲヌルノモ︑ 七289

大工が家ヲタテルノモ︑︿略﹀︒

この長い綜を出す轟が百匹も

ばして見ると︑︿略V︒

七287
七259

七259

コトモ出土マセン︒

七258

モ出來マセン︒

七257

カユイ所ヲカクコトモ︑︿略﹀

きたうございます︒

七181囲

まい實のなるやうなのをお願ひ申し
ます︒

七B3団又母がかねぐめづらしい
草花をほしいくと申して居ります
畠のゑんどうがかきの外から

から︑︿略﹀︒

七195

を一を
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な け れ ば ︑ ︿ 略 V︒

を織る絹綜は出來ない︒

七291 ︿略﹀︑木綿はゴ︸尺の絹織物

七327

慧が繭を作ってから二十日あ
︿略﹀︑さなぎが蝶のやうな形

まりたつと︑︿略﹀︒

七329

七339

︿略﹀︑さなぎをころしておい

︿略﹀︑それから繭をにて︑綜

りをかくる前にゑがく︒

塗物は︿略﹀などにうるし

を塗りてつくる︒

七357図

うるしの上に金曜は銀にて

あるは︑皆うるしに色を着けたるな

七草図塗物にく略Vさまぐの色
り︒

七361図

マヅ入ロヲハイルト︑︿略V︒

ゑがきたるものをまきゑといふ︒
七364

︿略﹀︒

七366

筆・墨・紙ナドノ店︑クシ・

・ハシナドノ塗物ヲ士買ル店ガアル︒

︿略﹀︑左ノ方ニハゼン・ワン

茶ワンナドノ焼物ヲ費ル店ガアリ︑

︿略﹀︑それから繭をにて︑綜 七365 ︿略﹀︑右ノ方人ハ皿・ハチ・

蛾は繭から出ると︑やがて卵

かくして出來たるものをす
︿略﹀︑このすやきにうはぐ

︿略﹀もやうは︑うはぐす

︿略﹀︒

七382

色々ナ店ノ前ヲ通ツテ︑左へ

︿略﹀︑出ロ精一鍋・釜・鐵ビ

これを見た人は皆ほしいとは

來た者がありました︒

思ひましたが︑︿略﹀︒

七395

馬の主は馬を引いてがへらう

としました︒

七397

馬をもつて見たい︒﹂

七403園武士としてはあのくらみな

ました︒

七404 ︿略﹀︑思はずひとり言をいひ

七408

妻は立って︑鏡箱の中から十

七404 妻はこれを聞いて︑︿略﹀︒

﹁どうぞこれでその馬をお

両の金を出して︑﹁︿略﹀︒﹂

七409園

これまで貧しい暮しをして

もとめあそばしませ︒﹂

七414園

く略V︑こんな大金を持って

みるのに︑︿略﹀︒﹂

みるなら︑なぜあると＝三口いはなか

七415圏

つた︒﹂

近いうちに京都で馬そろへをなさい

七423園 ︿略﹀︑御主人織田様には︑

︿略﹀と考へまして︑今日

ますとのこと︒

七428園

一豊は妻に禮をのべて︑その

﹁日ごろ貧しい暮しをして

を買ひもとめた︒

みる一豊が︑よくもかういふよい馬

七438園

馬をもとめました︒

七431

馬をもとめました︒

︸豊は妻に禮をのべて︑その

このお金を出しましたのでございま

又一ドニ色々ナ物ヲ買集メタ

七431

ン・火バシナドヲ士買ル金物屋ト︑
︿略﹀︑出ロニハ︿略﹀金物屋

す︒﹂

デアル︒

七394

︿略V︑大そうよい馬を詣りに

イ時ニハ︑一トコロデスムカラ便利

七389

荒物屋ガアル︒

ト︑ヲケ・タラヒ・ザルナドヲ士買ル

七384

︿略﹀ガアル︒

七383

織ナドヲ責ツテヰル店ガアリ︑︿略V︒

出ロニ近イ所片目︑着物・羽

折レタリ︑右へ折レタリスルト︑

七378

ルト︑︿略﹀︒

カンザシナドノ店ヲ見テ︑右へ折レ

︿略﹀︑出て塗ると︑すぐに紙 七367

その卵を産みつけさせた紙を
その卵を産みつけさせた紙を

猛をかふのは春と夏と秋の三

﹇匹でおよそ四五百程の卵を

慧卵紙といふ︒

七338

筥卵紙といふ︒

七337

の上において卵を産みつけさせる︒

七336

ら︑︿略﹀︒

を産んで︑間もなく死んでしまふか

七335

を取るのである︒

七334

を取るのであるQ

七334

て︑︿略﹀︒

七333

麺をかつて絹綜を取り︑︿略﹀︒ 七329

︿略﹀︑絹縣を織って絹織物に

七291 麺をかつ て 絹 綜 を 取 り ︑ ． ︿ 略 V ︒
に
な
っ
て
︑
繭を破って出て苦る︒
が
これを麩の蛾といふ︒
七292

七292
するまでには︑︿略﹀︒

七293 それを考へると︑絹織物のあ
たひの高いのも︑けっしてむりでは
ない︒

︿略V︑桑の葉を．やると︑すぐ

物 を さ が し て み て︑︿略﹀︒

七303 かへりたてから︑しきりに食
七303
食ひはじめる︒

︿略﹀︑頭をうごかして︑しき

こ ま か く 切 っ て やるが︑︿略﹀︒

七305 小さい時分はやはらかな葉を
七308
りに桑の葉をたつねる︒
︿略﹀︑頭をうごかして︑しき

りに桑の葉をたつねる︒

七311

七312 大きな慧がたくさんで桑の葉

産む︒

︿ 略 V ︑ 二 万 匹 の 猛 を か ふ の に ︑ 七341

を食ふ時には︑︿略﹀︒

七314

やき物をつくるには︑︿略﹀︒

度で︑︿略﹀︒

七348図

︿略﹀︑品川は石のこをねり

︿略﹀︑眠るひま も な い 程 い そ が し い ︒

七316 慧が桑の葉を食ふのは︑およ

七348図

七355図

すりをかけて︑︿略V︒

七353図

やきといふ︒

七351図

かためてかわかし︑︿略﹀︒

そ二十五日から四 十 日 の 間 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑口から美しい縣を出し

七318 眠る度に皮をぬぎかへて︑
︿略﹀︒

七322

︿略﹀︑口から美しい綜を出し

て︑からだを包む︒
七323

て︑からだを包む︒

825
を一を

七439園

﹁︿略﹀一豊が︑よくもかう

いふよい馬を買ひもとめた︒

七469園 ﹁マヅコノザシキヲ見渡シ
テモ︑︿略﹀︒

七482囹 日本紙ハコヨリニシテ物ヲ
︿略﹀︑日本紙ハ神ダナヲ指サ

シバルコトが出來 ル ︒

七497
シテ︑﹁︿略﹀︒﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒

七507園 ﹁おかあさんをよんで下さ
い︒﹂

七508図 母は出で來りて︑やがて六
銭をはらひて︑一通の手紙を受取り
たり︒

一通の手紙を

ヲオドロカス︒

︿略﹀廣キ動物園アリテ︑

種々ノメヅラシキ動物ヲ集メタリ︒

七547園

されば夜を守らしむるによ

ば︑たゴちに目をさます︒

ろし︒

七621図

をかぎ分くるをもって︑︿略V︒

七557図上野ノ山ヲ下りテ︑淺草行 七622図画その鼻はよく物のにほひ
ノ電車二乗ル︒

仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ

ワウ

音堂二戸ツテ行ケバ︑︿略﹀︒

ワウ

ヒ

ビ

ヤ

︿略﹀︒

七629図

二三匹の犬︑よく二三百頭

八九頭の率いきほひよく敷
︿略﹀︑雪の道を走り行くさ
ま︑まことにいさまし︒

七631図

人を乗せたるそりを引きて︑︿略﹀︒

七631図

人を乗せたるそりを引きて︑︿略﹀︒

七631図八九頭の犬いきほひよく敷

そりを引かしむ︒

又寒き國にては︑犬をして

の牛︑二一二千頭の羊を追ひまはして︑

七627図

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

七626図外國にては︑犬をして牛か

のをさがさしむるに適す︒

七561図雷門ニテ電車ヲ下りテ︑観 七623図︿略﹀︑かりに用ひて︑えも
ニ

七565図
ニ

辞シ︑︿略V︒

仁王門ヲ入りテ︑観音堂ヲ

︿略﹀︑ソレヨリ水族館ヲ見

拝シ︑︿略﹀︒

七565図
七566図
ル︒

スミダ
コ・ヲーメグリシテ隅田川

ノホトリニ出ヅ︒

七569図

公園アリ︒

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ

七633図︿略﹀︑犬のくびに藥品・食
物などを入れたるかごをかけおきて︑

︿略﹀︑つかれたる旅人をす

又近ごろは職場にも犬を用
︿略﹀犬を用ひて︑たふれ
たる兵士をさがさしむといふ︒

七636図

ひて︑︿略﹀︒

七636図

くはしむることあり︒

七635図

︿略﹀︒

物などを入れたるかごをかけおきて︑

︿略﹀︒

公園ヲ出ヅレバ︑海軍省ヲ

七634図︿略﹀︑犬のくびに藥品・食

すべて犬は︿略﹀︑よく主
昔より﹁犬は三日かへば︑

ば︑たゴちに目をさます︒

七619図犬は︿略﹀人の足音を聞け

三年その恩をわすれず︒﹂といへり︒

七617図

人の命を守る︒

七615図

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

七594図

ハジメ多クノ官省アリ︒

七586図

シバ
明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

ハジメ多クノ官省アリ︒

七586図

櫻田門ヲ出ヅレバ︑日比谷

宮城ヲ拝シ奉ル︒

﹁︿略﹀︑なぜまたおあしを 七575図今日ハマヅ丸ノ内二行キテ

母は︿略﹀︑

受取りたり︒

七509図

七51．3園
彿ふのですか︒﹂

しでも重いと︑その倍の六銭だけ切

七516園 ﹁手紙は︿略﹀︑四匁より少 七579図
手をはらなければなりません︒

七521園 不足の時には︑その不足の
倍だけを受取人の方で梯はなければ
ならないのです︒﹂

七534園昔はひきゃくといふものが
あって︑手紙や品物を配達しました
が︑︿略﹀︒

七536園 今では切手をはって出しさ
へすれば︑どんな遠い所へもとどき
ますから︑大そう 便 利 で す ︒ ﹂

七542図 新橋停車場ヲ出デテ︑上野
行ノ電車二乗ル︒
ギンザ

七543図銀座通／耳当ハシサマヅ目 七621図 犬は︿略﹀人の足音を聞け

七639

われくは一日も水を飲まな

水を飲まないことはあっても︑

いことはない︒

七641

︿略﹀︒

物を口に入れないことはない︒

七642 ︿略﹀︑水をまぜてこしらへた

七642︿略﹀︑水のまじった物や︑水

をまぜてこしらへた物を口に入れな

くだ物も水をふくんで居り︑

いことはない︒

われくは毎朝顔を洗ひ︑口

われくは毎朝顔を洗ひ︑口

やさいにも水けがある︒

七646

七648

をす＼ぐ︒

又冷水浴や海水浴はひふを強

をす＼ぐ︒

七648

七652

又冷水浴や海水浴は︿略﹀か

くし︑︿略﹀︒

又冷水浴や海水浴は︿略﹀か

らだを強くし︑心をさわやかにする︒

七653

七653

けれども水をたくさん飲みす

らだを強くし︑心をさわやかにする︒

又きたない水やくさった水を

ぎたり︑︿略﹀するのはどくである︒

七656

七659

よく氣を附けなければならな

飲むと︑︿略﹀︒

い︒

七661

一昨年つぎ木をしたわか木

に︑もうこんなに大きなのがなった

七665団

のでございます︒

七674国く略V︑やしき中の桃の木に

皆つぎ木をすると申してゐます︒

を一を
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た く さ ん な ら せ て ︑︿略﹀︒

七676圏 一そう手入をして︑長年は

り下さいまして︑有りがたう存じま

七683團 見事な桃をたくさんおおく
す︒

七689團︿略﹀︑おとなりへもおすそ
分けをいたしました︒

七694國 その内参上してお禮を申し
上げます︒

七704 魚類ニハ︿略﹀︑水ノ表面二
近 イ 所 ヲ オ ヨ グ モ ノガアリ︑︿略﹀︒

七707 魚類ニハ︿略﹀︑岩ノカゲヤ
︿略﹀︑タコヤイカノアシヲソ

海草ノ間ヲオヨグ モ ノ ガ ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七715

たえず休まず打つ時は︑石にも穴
をうがつなり︒

千里

小さきありもいそしめば︑

塔をもきづき︑︿略V︒

七794図圃
︿略﹀︑つばめさへ

長き航海を終へて騙り零れ

の波を渡るなり︒

七795帯芯

七804図
る明治丸の船長は︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︑あの運動場で膣操

航海の話をなしたり︒

まついかりをぬいて港を出

皆さんは海を御存じでせう︒

す︒

七839園

そこに居る人は私たちとは

まるでちがった風をして︑かはった
ことばで話してゐます︒

船長はこつぶの水を一口飲
船長はこつぶの水を一口飲

みて︑又その話をつゴけたり︒

七845図
七845図

そんな時には海の深さをは

みて︑又その話をつゴけたり︒

りします︒

七859園
りします︒

七862園

この星を見分けることや︑

この星を見分けることや︑
る者には大切な事です︒﹂

燈墓のあかりを知ることは︑船に乗

七872圏

る者には大切な事です︒﹂

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗

七871圏

いふことが分ります︒

ら︑それを見ると︑あれはどこだと

七868園海岸には燈芯がありますか

で行くのです︒

があって︑それで方角をとって進ん

船にはらしんぎといふもの

かったり︑きてきやかねを鳴らした

そんな時には海の深さをは

かったり︑きてきやかねを鳴らした

七806図︿略﹀明治丸の船長は︑︿略﹀︑ 七858園

七808園
をしたり︑︿略﹀︒

﹁︿略V︑この講堂でお話を

聞いたりしてみたのです︒

七809園

七812園︿略﹀︑皆さんにお話をする
のは︑何よりもうれしうございます︒

ロヘテオヨグ檬ハマコトニ面白イ︒

七721 軍カンや汽船ハ時々カキヲカ

私は年中航海をしてみるも

七815園

まついかりをぬいて港を出

す︒

七881園

日本は海豚でありながら︑

海の波を見たばかりで︑恐

海を恐れる人の多いのは残念な事で

七877園

段と聲をはり上げて︑︿略V︒

どちらを向いても青い水ば 七874図船長はかくいひ終へて︑一
ある時には鯨が頭から高く
何萬とも知れないいるかが
およいでみるのを見ることもありま

七832囹

水けを吹いてみることがあります︒

七829園

かりです︒

七824圏

て行くと︑︿略V︒

七819圏

て行くと︑︿略V︒

七819園

ませう︒

のですから︑少しそのお話をいたし

七814園

のですから︑︿略﹀︒

七813園私は年中航海をしてみるも

︿略﹀︑タクサン集ツテ︑木ノ

キオトサナケレバナラナイ程デアル︒
七729
枝ノ様ナ形ヲシテヰル︒

七732 又物ヲ洗ツタリフイタリスル
時二使フ海綿モ︑︿略﹀︒

メ ノ モ ノ デ ハ ナ ク ︑︿略﹀︒

七772 根モ︿略﹀養分ヲスヒ取ルタ
七774 根モ︿略﹀︑岩ナリ石ナリヘ
クツツクダケノ用ヲナスモノデアル︒

七775 海草ハスベテ養分ヲ葉や董デ
スヒ取ル︒

草ガヒラヒラト動ク間ヲ︑様々ノ魚

七778 波ニユラレテ︑色ノ美シイ海
ヤケモノが浮イタリ沈ンダリオヨイ
ダリシテヰルノハ ︑ ︿ 略 V ︒

七785図圃 のきよりおつる雨だれの

たとへば自分のうちを恐ろ

うしがる人があるではありませんか︒

七883園

﹁杉野ハ今鮎火ヲ終ヘタ

しがる様なもので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑タ寸一人クマナク船

七898図園

ルゾ︒

七904図

く略V︑中佐ハマタモ船内ヲ

内ヲタヅネタレドモ︑杉野ノスガタ

ナシ︒

カケメグレリ︒

七907図

七914図会ハ次第二沈ミ行キテ︑水

︿略﹀︑敵ノ気高ヨリハ砲丸

ハスデニ甲板ヲヒタセリ︒

中佐ハ︿略﹀︑ナホモ杉野

ヲアビセカクルコトイヨく盛ナリ︒

七919図

七924図

中佐ハ︿略﹀︑ナホモ杉野

ヲウシナヒタルヲナゲキヰタリ︒

⁝襲ノ砲丸ハタチマチ中佐

ヲウシナヒタルヲナゲキヰタリ︒

七925図

七926図

中佐ハ︻片ノ肉ヲボートニ

ノ身ヲ彿ヘリ︒

残シテ︑海ノ中ニハウムラレタリ︒

七927図

諸子は皇大神宮のかくばか

ふとびたまふこときはめてあつく︑

八13図代々の天皇は皇大神宮をた

︿略﹀︒

八21図

あまてらすおほみかみ

りたふときいはれを知れりや︒

神代の昔皇祖天照大神︑

とぎのみこと

硬々杵尊をこの國に降したまはん

に

八22図

︿略﹀︑八腿鏡を授けたまひ

やたの

とせし時︑︿略﹀︒

八23図

て︑︿略V︒

827
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見るが如くせよ︒﹂

八24図囹 ﹁この鏡を見ること我を
八24図園 ﹁この鏡を見ること我を
見るが如くせよ︒﹂

すソ

天皇はこれを宮中にあがめたまひし

八26図 その神勅によりて︑代々の
が︑︿略﹀︒

い

八27図 ︿略﹀︑後神殿を今の五十鈴
の川上に造り︑︿略﹀︒

八27図 ︿略﹀︑この御鏡を御神膿と
して︑皇祖天照大神をまつりたまへ

︿略﹀老木枝をまじへて︑

などを植ゑたり︒

八53図
︿略﹀老木枝をまじへて︑

高く天をつく︒

八53図
︿略﹀︑神樂殿・御馬屋の前

かぐら

高く天をつく︒

八56図

板垣御門を入りて︑玉垣御

そこの御門を板垣御門とい

を通り︑御宮の前にいたる︒

八56図
ふ︒

八57図

窟眞を見て︑急に皆さんに

お目にか㌧りたくなりました︒

八131国

︿略﹀︑父山下や店ニスワツテ

八138人ハ皆ネドコヲハナレタ︒
八141

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋外牛

商費ノ用向ヲシラベテヰル︒

八143

新聞屋ハ新聞ヲ︑牛乳屋外牛

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

八143

乳ヲ家々二配達シテアルク︒

八M6︿略V︑ソレぐノ道旦ハヲ持ツ
八148

村デハ農夫ガクハヲカツイデ︑

テ︑メイくノ仕事ニカ・ル︒

御垣の内をうか〜ひ奉れば︑

北條時頼ノ母松下琿尼︑ア
︿略﹀︑ス・ケタル障子ノ破

ヨク心得タル者アリ︒

八166図園﹁召使ノ中ニカ・ル事ヲ

︿略﹀︒

八165図輝尼ノ兄義景コレラ見テ︑

レヲツクロヒヰタリ︒
ヨシカゲ

八164図

ル日時頼ヲ招待セントテ︑︿略V︒

八163図

ホウデウトキョリ

テ︑毎日働イテヰルノデアル︒

︿略﹀︑皆メイくノ仕事ヲシ

タンボへ出ル時デアル︒

八155

︿略﹀︑棟には︿略﹀︑爾は

むね

むね
︿略﹀︑棟にはかつを木をな

門の前にて舞し奉る︒

︿略﹀︒

八58図
八61図

るなり︒

して︑皇祖天照大神をまつりたまへ

︿略﹀︒

とこしへに民安かれとい

八63言貌は皆ひのきの白木を用ひ︑

しに千木をうちちがへたり︒

八62図

らべ︑︿略V︒

八28図 ︿略﹀︑この御鏡を御神燈と
るなり︒

八33図 ︿略﹀︑一年中の重だちたる
祭日には勅使を差立 て た ま ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

あれば︑かならずこれを告げたまふ︒

八34図 ︿略﹀︑皇室及び國家に大事

八72里言

のるなる︑我が世を守れ︑伊勢の大

八36図 ︿略﹀︑天皇陛下御参拝あら
せられ︑平和の成りたるを告げたま

︿略﹀︒の御製を思ひ出でて︑

神︒

八169丸年

︿略﹀︑うち中の者がそろつ

酔罵眞をありがたう︒

八183図園

天略﹀︑総べテ濡濡破レ
タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八183図囹

キ者二道ラセントテカクスルナリ︒﹂

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

シバラクハ用ヲナスベキコトヲ︑若

キ者二知ラセントテカクスルナリ︒﹂

時頼が心置シク︑ツネ環節

時頼が心正シク︑ツネニ節

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

八186図

モ︑︿略﹀︒

八187図

倹ヲ守りテ︑ヨク天下ヲヲサメタル

モ︑︿略V︒

産を減らしました︒

八196 ︿略﹀︑五六年の中によほど財

︿略﹀︑いろく世間話をして

みたが︑︿略﹀︒

八201

みた雀を見て︑︿略﹀︒

八202 ︿略﹀︑そこらあたりに飛んで

︿略V︑又大そう作物を荒すも

のだといふことを話しました︒

八203

のだといふことを話しました︒

八204 ︿略﹀︑又澄そう作物を荒すも

﹁それはさうと︑君は白い

八205 農夫は之を聞いて︑︿略﹀︒

雀を見たことがあるか︒﹂

八208園

八213 ︿略﹀︑ふしぎさうな顔附をし

さうしてそれをつかまへる

て︑農夫は問返しました︒

と︑大へんに仕合がよくなるといふ

八215園

が︑︿略﹀︒

八223園

どうかして其の雀をつかま

八222 農夫は此の話を聞いて︑︿略﹀︒

ゑをさがして︑︿略V︒﹂

八219園 ︿略﹀︑毎朝早くすを出て︑

ゑをさがして︑︿略V︒﹂

﹁︿略V︑縮ベテ物ハ破レ 八219園 ︿略﹀︑毎朝早くすを出て︑

ニテ︑破レタル所ヲ一間ヅツ張レリ︒

人手ヲカルニモ及バズ︒﹂

我が國燈のたふとさ︑いよいよ身に

今日のこの日に年來ののぞ

八172図︿略﹀︑オボツカナキ手ツキ

八117囲

て耳目眞をとりました︒

八102圏

裏山にきのこたつねん︒

八85図圃手かごを持ちて︑いざ︑

みを達したるは何等の幸そや︒

八79図

しみておぼゆ︒

八73図

ひしが︑︿略﹀︒

八42図家々に日の丸の旗を立てた
り︒

八43図 八時宿を出でて︑町を南へ
行けば︑︿略﹀︒

八43図 八時宿を出でて︑町を南へ
行けば︑︿略﹀︒

八45図 このあたり御山木細工・貝
細工などを責る店多し︒

ゑん
八46図 橋を渡りて神苑に入る︒

八47図渇き道の左右に梅・松・櫻

︿略﹀︑屋敷のまはりを見まは

へて見たい︒﹂

八227
つて︑︿略V︒

みるのに︑誰も草をやるものがあり

八234 牛小屋の牛はしきりに鳴いて
ません︒

で︑裏門から出て來ました︒

八235 その中に下男が変俵をかつい
八242 農夫は驚いて︑其の愛俵を取
︿略﹀︑今度は下女がぼけつを

りもどしました︒

八245
さげて︑牛小屋から出て來ました︒

八247 どうするのかと氣を附けてゐ
ると︑︿略﹀︒

八251 此の下女は︿略﹀︑主人の目
をかすめて︑牛乳を士買ってみたので
す︒

八267

︿略﹀︑たゴ身代を取返す事に

ばかり心がけるやうになって︑夜も
書もよく働きました︒

︿略﹀︑かたく友だちの手を握

四方ノカベニ縮ヲカキテ

﹁我︑此ノゴロ小サキ堂

りしめました︒

八274

八281図園
ヲ建テタリ︒

八282図園
タマハリタシ︒﹂

八295図幾度カマハリタレドモ︑入
ルコトヲ得ズ︑︿略＞Q

八295図︿略﹀︑クチヲシクモエノ笑
聲ヲ後ニシテ蹄レリ︒

工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ

︿略﹀︑毎朝早くから弟子を相
︿略﹀︑毎朝早くから弟子を相

爪車のわを打ってるた事もあ

ある時は鎌をきたへてみた︒

かま

僕の家で一度つるべの金たが
がこはれた時︑ つくろひを頼んだ事
があったが︑ く略V︒

方まで働いてみた︒

八329︿略﹀︑あせを流しながら︑暮

八331

仕事をしながら︑僕に色々な
仕事をしながら︑僕に色々な

話をした事もある︒

八332

﹁自分は今こそこんな小刀

話をした事もある︒

八333園

﹁︿略﹀︑若い時から何十本

や釘などを造ってみるが︑︿略V︒

八336園

刀は︿略﹀︑きたへる時は

となく大太刀・小太刀をきたへた︒

八337園

︿略V若いむすこが︑今では

身を清めて︑一心不齪に打つたもの
だ︒﹂

八344

其の後をついで︑︿略﹀︒

く略V︑にごりにしまぬ
白蓮の巻葉をもる﹂つゆ涼し︒

びゃくれん

八367図圃

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑︿略﹀︒

リ︒

八397図 ︿略﹀︑外ガハニ藥ヲ塗ルナ

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手敷

八398図

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

マデ敷へ上グレバ︑︿略﹀︒

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手敷

八398図

此ノ上二︑山ヨリ木ヲ切出

マデ敷へ上グレバ︑︿略﹀︒

シ︑紙ヲスキ︑藥ヲ製スル等ノ手数

八398図

マデ敷へ上グレバ︑︿略﹀︒

く略V︑一箱ノマツチが我等

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

八402図

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ヲ要スルカヲ知ラズ︒

ノ手二入ルマデニハ︑何十人ノ人手

弓張を持って走る人が︑後か

︿略﹀︑火の力を要することは

く略V︑誰かすぐに東京へ電

伯父さんが御安心なさる様

に早く返事を上げよう︒

八462圏

報を打つたのだらう︒

八458隈

敏へきれない程多い︒

八442

ら後からとつゴいて飛んで行く︒

八417

テモ之ヲ製造スルニイタレリ︒

八407図 ︿略﹀︑明治八年ヨリ内地ニ

ラ輸入品ヲ用ヒタリシガ︑︿略﹀︒

八406図我が國ニチハ︑初ハモツパ

ソマツニハ使フベカラズ︒

八402図心ヲ思ババ一本ノマツチモ

レタレバ︑サ程ニハ適言ザレドモ︑

マヅ木材ヲ切りテ︑湯氣ニ
︿略﹀︑頭二藥ヲツケ︑其ノ
︿略﹀︑頭二藥ヲツケ︑其ノ

八396図箱ハウスキ木片ヲ折り︑其

ノ上二紙ヲ張りテ造り︑︿略V︒

八396図箱ハウスキ木片ヲ折り︑其

カタマルヲ待チテ︑箱筆入ル︒

八395医

カタマルヲ待チテ︑箱二入ル︒

八394図

テムシ︑︿略﹀︒

ある時は釘をこしらへてみた︒ 八392図

場ヲ見タルコトナカルベシ︒

八389図諸子ハイマダマツチノ製造

利ナルニ驚カル・ナリ︒

昔ヲ思ヒ出ストキハ︑今更二其ノ便

八387図︿略﹀︑此ノモノノナカリシ

︿略﹀︒

く略Vクサリタル死人横タ 八385図 我等ハ平生マツチヲ用ヒナ 八402図 ︿略﹀︑一箱ノマツチが我等

ザ︑コナタへ︒﹂トイフ︒

八299図

八304図

ハリテ︑臭橘鼻ヲツクが如シ︒

八319

手につちを打つ音が聞える︒

八317

手につちを打つ音が聞える︒

八317

ヒナガラ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフ︒

八251 此の下女はく略V︑主人の目 八305図 ︿略﹀︑川成腹ヲカ・ヘテ笑
をかすめて︑牛乳を三ってるたので
す︒

︿略﹀︑すぐ家の中へかけこん

を引ったくりました︒

八252 農夫はおこって︑其のばけつ
八256

で︑まだねてみた妻を呼起して︑
︿略V︒

八257園 朝ねをしてみる間に︑身代
が減って行くのだ︒ ﹂

︿略﹀︑今見た事をすっかり話

して聞かせました︒

八259

八264 ︿略V︑自分はどうかして白雀

を見つけようと︑たつねまはりまし
た︒

1

o

2
6

た
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3232
八
32 つ

を一を

828

829
を一を

ミシ

リ︒

八516図

リ︒

八517図

リ給フ︒

鎌足之ヲ拾ヒテ︑ピザマヅ
︿略﹀︑皇子モマタヒザマヅ

コレヨリ鎌足︑皇子ト親シ

白帆を送る夕風に︑聲程近し︑

ノデス︒

八654

綿ノ中鷺四種ガアリマスカラ︑

サウシテ其ノ董ト葉ヲ細カク

八657

藍玉ヲ水ノ中へ入レテオクト︑

ソレヲ藍玉トイヒマス︒

︿略V︒

其ノ中へ白綜や白布ヲ入レテ︑

八668困

︿略﹀︒

取分けおいそがしい中を︑

病中の祖母も︿略﹀︑有り

一週間もおひまをいただきまして︑

八665團

取分けおいそがしい中を︑

一週間もおひまをいただきまして︑

八665囲

紺や淺黄二染メルノデス︒

八659

紺色ノ汁が出マス︒

八658

キザンデ︑日ニホシテ︑︿略V︒

八656

取ルノデス︒

二月頃種ヲ蒔イテ︑六月頃刈

綿クリ機械ニカケテ︑ソレヲ取去ル

八638

八633 種ヲ蒔クノハ五月頃デ︑︿略﹀︒

木綿綜ニナリマス︒

八534図之ヲ見テ他ノ一人進ミ出デ 八626 綿ヲ機械乱丁ケテツムグト︑
之ヲ見テ他ノ一人面ミ出デ

テ︑入鹿ノ足ヲキル︒

八536図

テ︑入眼ノ足ヲキル︒

鎌足其ノ後モ天皇ヲタスケ
︿略﹀︑天皇重ク用ヒテ大臣

奉りテ功アリシカバ︑︿略V︒

八543図
八544図

トナシ︑藤原ノ姓ヲタマヘリ︒

︿略﹀︑大空を飛びまはって︑

︿略﹀︑藩候によってすむ所を

︿略﹀水の中をあるく鳥はは
︿略﹀︑空を飛ぶ必要はないか

くじゃくは時時尾を扇形にひ
は

かゴみの如き

八679団

く略V︑どうか今四五日のと

がた涙をこぼして居ります︒

八612図圃滋賀唐崎の一つ松︑夜の

行く

木綿縣ヲ機デ織ツテ造りマス︒

三井のかね︒

八624

し︒﹂

く略V︑手紙を見て安心しま

を止むぺければ︑左様心得られた

八702図園 ︿略﹀︑今日より働くこと

て上げて下さい︒

八692団 ︿略﹀︑何かすきな物を買つ

した︒

ころ御ゆるしを願ひ度う御座います︒

八685囲

やばせ

白帆を送るタ風に︑聲程近し︑
三井のかね︒

行く

八617図韻

雨にぞ名を得たる︒
やばせ
︿略﹀︑矢走をさして編り

水の面︑︿略﹀︒
し がからさき

其の名をおへる湖の

八595図魍琵琶の形に似たりとて︑

び

ろげて見せる︒

八588

ら︑つばさははなはだ小さい︒

八563

ぎが長い︒

八558

かへる鳥は︑︿略﹀︒

八549

他の鳥をとらへて食ふ鳥や︑︿略﹀︒

八548

他の鳥をとらへて食ふ鳥や︑︿略﹀︒

く略V︑同志ノ人々ヲモカタ 八547 ︿略﹀︑大空を飛びまはって︑

鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ
︿略﹀︑アラカジメ其ノ手口

中大兄皇子命ジテ宮門ヲ閉
︿略﹀︑長キヤリヲトツテ物

鎌足ハ弓矢ヲ持ツテ御後ニ
ヤガテ同志ノ一人御前二進

八534図皇子く略V︑入鹿ノ肩ヲキ

討ツベキ手創ズナリシガ︑︿略﹀︒

八529下風ノニ人ハ此ノ間二入鹿ヲ 八618図面 ︿略﹀︑矢走をさして曇り

ミテ︑三韓ノ表文ヲ讃ムニ︑︿略﹀︒

八527図

シタガヘリ︒

八525図

カゲ隠蟹クレ給フ︒

八524図

ヂサセ︑︿略﹀︒

八524図

ズヲ定メタリ︒

八521図

オコナハントシ︑︿略﹀︒

八519図

奉ルニヨリテ︑︿略﹀︒

カン
サル程三二韓ノ使ミツギヲ

ラヒテ︑ヒソ高湿時ノイタルヲ待テ

︿略﹀︑同志ノ人々ヲモカタ

ラヒテ︑ヒソカ二時ノイタルヲ待テ

八515図

ミ奉ルコトヲ得テ︑︿略﹀︒

八514図

キテ︑之ヲ受ケ給ヘリ︒

八513図

キテ皇子ニサ・ゲシニ︑︿略﹀︒

八512図

ニ︑皇子ノクツヌゲタリ︒

八489園 く略V︑うちの名の和田を入 八511図 ︿略﹀︑マリヲケ給フハズミ
れて︑十五字になるやうに書いてご
らん︒﹂

八48図図 電報迭達の際嚢信人居所氏
名を聞達紙の外部に表はさんとする
ものはく略﹀

八48図図 ︿略﹀其居所氏名を此虜へ
記すべし
に知らせんとする時は︿略﹀

八48図図 獲信人の居所氏名を受信人
八48図図 護信人は自己の居所氏名を
ソガノ イ ル カ

可成杢子にて此虜に記すべし
エ

︿略﹀︑蘇我入町勢ヲホシイ

マ・ニシテ︑父蝦夷ト共二不忠ノフ

八498図

ルマヒ多カリキ︒
ナカトミノ

ナカトミノ

八499書中臣鎌足コレヲウレヘテ︑
︿略﹀︒

八501図中臣鎌足︿略﹀︑國ノタメ
ニ入鹿父子ヲノゾカント思ヒ立チタ
リ︒

ヲシタヒ奉り︑︿略﹀︒

八504図 鎌足早クヨリ其ノ人トナリ
八505図 鎌足︿略﹀︑大事ヲ成スニ
ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二
道ナシト思ヒシガ︑︿略﹀︒

八505図 鎌足︿略﹀︑大事ヲ成スニ
ハ此ノ皇子ライタ寸キ奉ルヨリ他二
︿略﹀︑未ダ近ヅキ奉ル折ヲ

道ナシト思ヒシガ︑︿略﹀︒

得ザリキ︒

八507図

八508図 アル日皇子︑寺ノニハニテ
ケ マ リ ノ 會 ヲ ナ シ 給ヒ︑︿略﹀︒

を一を

830

事の知らせを聞きても知らぬ風をし︑

八703図 ︿略﹀︑これより後は耳は食

︿略﹀︒

故に︑︿略﹀︒

八721図園

諸君は今にして諸君の誤

れるをさとりしならん︒

ニ便ナリ︒

︿略﹀︑我もまた諸君を養

アゴ短ケレバ︑物ヲカム力

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

八735図︿略﹀︑クビ太ケレバ︑他ノ

強ク︑︿略﹀︒

八733図

ヲ書イテオキ︒﹂トイフコトアリ︒

八728図圏﹁猫デナイシヨウコニ竹

ふために歯したりといはん︒

八723図園

ために働きたりといはば︑︿略﹀︒

八704図︿略﹀︑これより後は耳は食 八722図園 諸君若し我に食物を送る
事の知らせを聞きても知らぬ風をし︑
︿略﹀︒

ぬ ふ り を し て 過 し ︑︿略﹀︒

八704図 ︿略﹀︑目は食物を見ても見
八705図 ︿略﹀︑目は食物を見ても見
ぬ ふ り を し て 過 し ︑︿略﹀︒

る＼ことを止め︑︿ 略 V ︒

八705図 ︿略﹀︑手は食物を口に入

る﹂ことを止め︑︿略﹀︒

八705図 ︿略﹀︑手は食物を口に入

︿略﹀︑シヅカニ他獣二近ヨ

リ︑急二飛ビツキテ之ヲ捕フ︒

八749図

ニヨヂ上ルコトヲ得︒

八751図虎モマタ猫ノ如ク︑ヨク木

タルモノアリ︑之ヲ虎猫トイフ︒

八755野猫ノ中ニモ其ノ毛色虎二似
︿略﹀︑我が帝國の港を出で︑

東へ東へと進み行かば︑︿略﹀︒

八761図

八766図此の國にて商業の最も盛な
る都島をニューヨークといふ︒

フランスは海をへだててイ
ギリスの南にあり︒

八781図

首府をパリーといひ︑世界
中最も美しき都なり︒

八783図

アジヤ大陸の西︑ヨーロッ

ヨーロッパよりシベリヤ鐵

パ大陸の南にある大陸をアフリカと

八791図
いふ︒

八795図

道にて東方へ向はば︑二週間あまり

ば︑︿略﹀︒

八801図

ば︑︿略﹀︒

ヨーロッパより船にて日本

かくの如く日本を出で︑海

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

かくの如く日本を出で︑海

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八801図

印度洋を渡りて︑︿略﹀︒

へ錦るには︑︿略﹀地中海を過ぎ︑

八798図

印度洋を渡りて︑︿略﹀︒

へ上るには︑︿略﹀地中海を過ぎ︑

ヨーロッパより船にて日本

にして日本に隔着することを得べし︒

リ︑骨二附キタル肉ヲ食合ルニ便ナ

レバ︑歩ム時音ヲ立テズシテ︑︿略﹀︒

八798図

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド

用ナキ時之ヲカクスコト︑

リテ︑肉ヲサクニ適ス︒

八744図猫ノロニハ︿略﹀鋭キ牙ア

虎モ猫モ相同ジ︒

八742図

ルが如シ︒

ヲタフスコト︑猫ノネズミヲトラフ

八739図

ルが如シ︒

八739図虎ハ前足ノ一撃ニテ鹿ナド

ニ便ナリ︒

獣類ヲトラヘタル時︑之ヲ運ビ去ル

八706図く略V︑足は食堂へ行くこと 八735図︿略﹀︑クビ太ケレバ︑他ノ
を止めたり︒

八707図 かくて二三日余過せしに︑
︿略﹀︒

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八713図圏 我の職務は食物をこなし

て︑之を血の製造場へ送るにあり︒

八713図心 我の職務は食物をこなし

くば︑︿略V︒

八714主査 我若し食物をこなす事な
八雛5図園 我若し食物をこなす雅な
くば︑全身を養ふ血は如何にして得
らるべき︒

此の敷径間少しも食物を送らざるが

リ︒

八716図囹 諸君我を苦しめんとして︑ 八746図又其ノ蜜蝋ハ︿略﹀トゲア

故に︑︿略﹀︒

此の敷日間少しも食物を送らざるが

八717図園 諸君我を苦しめんとして︑ 八747口︒凶虎モ猫モ足ノ裏ヤハラカナ

かくの如く日本を出で︑海

か＼る地方にてはく略﹀︑

地球を南北の爾半球に分て

を越え︑陸を越え︑東へ東へと進め

八801図

ば︑︿略﹀︒

八811図

ぽ︑︿略V︒

八819図

ある土人の如きは氷を以て

美しき花木を見ること能はず︒

八822図

又世界の中には︑︿略﹀甚

家を造りて住めり︒

だ暑く︑少しも氷雪を知らざる國あ

八825図

り︒

布片を身膿の一部にまとふに過ぎず︒

八827図 く略V︑人は皆はだかにして︑

人ハ大ゼイアツタガ︑︿略﹀︒

八842 ︿略﹀︑霞岳ノ職死ヲトゲ血豆

二︑︿略﹀︑メザマシイ働ヲシナケレ

八848 ︿略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

バナラナイト︑︿略﹀︒

八849 ︿略﹀︑中佐ハ今度ノ出陣ヲ幸

二︑︿略V︑メザマシイ働ヲシナケレ

バナラナイト︑︿略V︒

敵塁︿略﹀︑上カラ下マデ幾

勢鋭ク進撃シタ︒

八852 ︿略V︑部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑

八856

中佐ハ︿略﹀︑タチマチ三人

敵ハ︿略﹀︑盛二弾丸ヲ打出

重モノ陣地ヲ布キ︑︿略V︒

八857

ス︒

八863

中佐ハハヤ︑右手二一ケ所ノ

ノ敵ヲ斬り殺シタ︒

傷ヲ受ケタガ︑︿略﹀︒

八865

831

を一を

八866

︿略﹀︑左手二軍刀ヲ持ツテ部
︿略﹀︑左手二軍刀ヲ持ツテ部

下ノ兵士ヲハゲマシく︑︿略﹀︒
八866
下ノ兵士ヲハゲマシく︑︿略﹀︒

八888

中佐ハ目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ
軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑︿略V︑

杖二起上ラウトスル︒

八889

軍曹ハ

︿略﹀︑弾丸ノ下ヲ

ケハシイガケヲカケ下りタ︒

下りタ︒

︿略﹀︑一翼又モ中佐ノ胸ヲツ

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

八893

下りタ︒

クずりナガラ︑ケハシイガケヲカケ

八891

テ

イQ

り︒﹂

﹁さらば我汝等のために

其の大蛇を退治せん︒﹂

其ノ時ハオレノ死禮ヲセオ 九34図園

九35図く略V︑老人夫婦に命じて酒

︿略﹀︒

さかぶね
を造らせ︑之を八つの酒槽に盛り︑

馬丁ハ︿略﹀︑様子ノ分ルノ 九35図︿略﹀︑老人夫婦に命じて酒

ツテ帰ル積りデカケツケヨ︒﹂

八917囹
八922

ヲ待ツテ居タガ︑︿略﹀︒

橘中佐ハ︿略﹀︑部下ヲアハ

レム心モ深カッタ︒

八926

さかぶね
を造らせ︑之を八つの酒槽に盛り︑

︿略﹀︒

せしめて待ち給ひしに︑︿略V︒

東海道の旅行中︑最も多く 九36図︿略﹀︑其のほとりに娘を坐
衆人の目をひくものは︑︿略﹀︒

八933図

で︑八つの頭を八つの槽の中に入れ︑

︿略﹀かの大蛇あらはれ出
敷里の外よりも望み見ることを得べ

八945図高さ八尺五寸︑︿略﹀︑遠く 九37図

く略Vかの大蛇あらはれ出

酒を飲みでよひふしたり︒

尊︿略﹀︑おびさせ給へる

給ひしに︑︿略﹀︒

劔を抜きて︑ずたずたに大蛇を斬り

九310図尊︿略﹀︑おびさせ給へる

給ひしに︑︿略﹀︒

劔を抜きて︑ずたずたに大蛇を斬り

九39図

で︑︿略﹀︑酒を飲みでよひふしたり︒

九38図

し︒

代々の天皇の御事に即かせ

いでや此の劔の由來をかた
すさのをのみこと

︿略﹀素菱鳴尊︿略﹀︑夫

すさのをのみこと

やたのかがみ

やさか

天照大神︑八腿鏡・八坂

かの大蛇の住みし上には叢

雲常に立ちこめたれば︑劔の名を天

九46図

かば︑︿略﹀︒

硬曲玉と共に之を皇孫に授け給ひし

にのまがたま

九44図

に奉り給ふ︒

きにあらず︒﹂とて︑之を天照大神

九43図尊﹁こは神劔なり︑私すべ

ふに︑一ふりの劔出でたり︒

︿略﹀素雪公女︿略﹀︑夫 九41図あやしみて尾をさきて見給

︿略﹀︑毎年來りて︑我が

娘を取食ひ︑今また残りの一人をも

九31図園

泣きかなしめるを見給ふ︒

婦の老人一人のむすめを中にすゑて

九22図

泣きかなしめるを見給ふ︒

婦の老人一人のむすめを中にすゑて

九21図

らん︒

九16図

つぎ給ふ︒

給ふ時には︑必ず三種の神器を受け

軍曹ハ︿略﹀一兵士トトモニ 九14図

ラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ打抜イタ︒

八897

多敷ノ部下ヲ死ナセタ上︑

中佐ヲイ監理ツタ︒

八901園

セツカク占領シタ陣地ヲ取返サレテ
︿略﹀︑セツカク占領シタ陣

残念千萬ダ︒﹂

八902園

地ヲ取返サレテ残念千萬ダ︒﹂

中佐ハ﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガ
ラ︑形ヲ正シテ︑︿略﹀︒

八903

クラモアルガ︑︿略﹀︒

軍曹ハ︿略﹀︑揮丸ノ下ヲ 八927 ヰ佐ノ檬ナ死息ヲシタ人ハイ

クでリナガラ︑ケハシイガケヲカケ

八867 ︿略﹀︑トウく山上ノ敵ヲ追 八889
彿ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

八868 ︿略﹀︑トウく山上ノ敵ヲ追
彿ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒

八871 敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲
ヲウチカケタ9

八871 敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲
ヲウチカケタ︒

アラ

八873 之ヲ見タ敵ハ︿略V︑ブタ・ 八893 ︿略﹀︑一弾又モ中佐ノ胸ヲツ
ビ攻メヨセテ來タ ︒

八874 之ヲ見底心ハ更二新手ヲ加へ
中佐ハ﹁︿略﹀︒﹂トサケンデ

テ︑ブタ・ビ攻メ寒極テ來タ︒
八878
部下ヲハゲマシ︑︿略﹀︒

八878 中佐ハ︿略﹀︑敵ヲ撃退スル
コト敷度二及ンダ ︒

八881 此ノ時中早強スデニ第二弾ヲ
右手二︑第三揮ヲ腹二受ケテ居タガ︑
︿略V︒

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘
レテ︑アランカギリノカヲツクシタ

八907

ガ︑︿略﹀︒

八881 此ノ時中佐ハスデニ第二揮ヲ
右手二︑第三揮ヲ腹二黒ケテ居タガ︑

軍曹ハ︿略﹀︑アランカギリ

︿略﹀︒

八908

︿略﹀︑ソレデモタワマズ︑奮

八882

︿略﹀︑毎年來りて︑我が

食はんとす︒

娘を怨讐ひ︑今また残りの一人をも

九32図園

食はんとす︒

それをかなしみ申すな

タラ︑見事二敵ノ陣地ヲ取ツタト思

八914園其ノ時制スグ馬ヲ引イテ來 九32図囹

へ︒

﹁︿略﹀︑砲聲・銃聲が森下

ノカヲツクシタガ︑︿略﹀︒

八913圏

戦 ヲ ツ ぐ ケ テ 居 ル ト︑︿略﹀︒

ポリ
八886 ︿略﹀一軍曹ハ中佐ヲ壕ノ内
二入レテカイハウシタ︒

八888 中佐付目ヲ見張リテ︑軍刀ヲ
杖二黒上ラウトスル︒

を一を
832

叢雲劔と申せり︒
え

やまとたけるのみこと

ぞ

九78

ツ・ジノ花ヲ見ルト︑︿略﹀︒

多クノ花ヲ取ツテシラベテ見
豆ノ花押蝶ノ形ヲシテヰルシ︑
︿略﹀︑朝顔ノ花ハジヤウゴノ
菜や大根ノ花ヲ見ルト︑︿略﹀︒

︿略﹀︑オシロイノ花ノ様ニク
︿略﹀︑ニンジンノ様ニカラカ

サヲヒロゲタ形二集ツテ咲クノモア

九98

ダノ形ヲシタノモアル︒

九94

ヲシタノモアリ︑︿略﹀︒

九92 シソノ花ノ様ニクチビルノ形

九88

様ナ形ヲシテヰル︒

九87

︿略﹀︒

九86

ルト︑︿略﹀︒

九410図 ︿略﹀︑東國の蝦夷叛きしか 九83

ば︑天皇日本武尊に命じて︑之
を討たしめ給ふ︒
い せ

九51図 尊は先づ伊勢にいたりて神
宮を辞し︑︿略﹀︒

するが

九53図 倭姫命此の時天叢雲劔を尊
に授け︑︿略﹀︒

九55図 尊之を受けて︑進みで駿河
の 國 に 至 り 給 ひ し に︑︿略﹀︒

九57図 ︿略﹀︑ここにありし賊ども
︿略﹀︑尊をいざな ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ル︒

九58図 ︿略﹀︑ここにありし賊ども
︿略﹀︑尊の野に入り給ふを見て︑火

ゴンゲン

コ

水兵は︿略﹀︑やがて頭を下

顔を見つめてみたが︑︿略﹀︒

九158図北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南 九198 水兵は︿略﹀しばらく大尉の
ナルヲ椹現堂川トイフ︒

ヌ

水兵は︿略﹀︑其の手紙を差

大尉はそれを取って見ると︑

毎に︑︿略﹀︒

九214豊国

一命をすてて君に報ゆる

母は其の方々の顔を見る

爲には候はずや︒

九209㈱團

次の檬な事が書いてあった︒

九204

出した︒

九203

九202園 どうぞ之を御覧下さい︒﹂

ををしみませう︒

九201園私も日本男子です︒何で命

げて︑︿略﹀︒

赤堀川ハ︿略﹀ニツ二分レ︑ 九199

江戸川ハ︿略﹀︒其ノ流ハ

一ハ東南二流レテ利根ノ本流ヲナシ︑

九1510図

︿略﹀︒

ンモフサ

九162図

ヌ

利根川ノ本流ハ︿略﹀鬼怒

下総・武藏ノ國境ヲナセリ︒
キ

九163図

キ

川・小貝川ヲ合セ︑盆く其ノ大イサ
ヲ増ス︒

利根川ノ本流ハ︿略﹀鬼怒
川・小貝川ヲ合セ︑盆く其ノ大イサ

九164図
ヲ増ス︒

︿略﹀︑東京ヨリ江戸川ヲサ

カノボリテ利根川二通ズル汽船ノ通

九166図

ノ國境ヲ流レテ太平洋二入ル︒

セ

ハル

ナ

ナ

利根川ハ︿略﹀︑本流・支

ヲ貫流シ︑︿略﹀︒

九186図

流ノ長サヲ合スレバ︑一千齢里二及
ブ︒

大小ノ船舶此ノ川ヲ上下シ
︿略﹀︸水兵が女手の手紙を

テ︑運輸ノ便スコブル多シ︒

九187図
九1810

讃みながら泣いてみた︒

ふと通りか＼つた大尉が之を
軍人となって︑いくさに出

見て︑︿略﹀︒

九191
九194園

たのを男子の面目とも思はず︑其の
有様は何事だ︒

如何ばかりの思にて︑此

大尉は之を呑んで︑思はずも

大尉は之を讃んで︑思はずも

併し今の戦事は︿略﹀︑

一

大尉は︿略﹀︑水兵の手を握

出挙ない︒

九229園

九229園

く略V︑自分の職務に精を出

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

総べて上官の命令を守って︑

人で進んで功名を立てる様なことは

九226園

つて︑︿略﹀︒

九222

涙を落し︑︿略V︒

九222

涙を落し︑︿略﹀︒

九222

察しこれあり藩候︒﹂

の手紙をした＼めしか︑よくく御

九2110詩書

なるてがらを立て候様との心願に候︒

︿略﹀サ・ヤカナル細谷川
路ニシテ︑︿略﹀︒
九218國国 ︿略﹀︑そなたがあっばれ
ヌマ
ヒ タ チ
ハ︑︿略﹀︑敷多ノ小流ヲ集メ︑沼田
九168図本流乳下リテ︑下絡・常陸
アガツマ

ハル

︿略﹀︑赤城・榛名ノニ山ノ

セ︑︿略﹀︒
アカギ

アカギ

間ヲ流レ︑前橋市ノ西ヲ過グ︒

九151図

九151図是ヨリ南流シテ吾妻川ヲ合 九185図 利根川ハイハユル關東平野

町二至ル︒

九1410図

を放ちて僥き奉らんとせり︒
︿略﹀︑尊の野に入り給ふを見て︑火

九58図 ︿略﹀︑ここにありし賊ども
を放ちて焼き奉らんとせり︒

抜きて︑草を薙彿 ひ 給 ふ に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九59図 尊こ＼において天叢雲劔を

九59即決こ＼において天叢雲劔を
抜きて︑草を薙彿ひ給ふに︑︿略V︒

間ヲ流レ︑前橋市ノ西ヲ過グ︒

九510図 ︿略﹀︑尊は難をまぬかれ給 九152図 ︿略﹀︑赤城・榛名ノ書画ノ
ひ︑なほ進みで賊を討滅し給へり︒

サシ

ラ

ツニ分ル︒

ナルヲ権現堂川トイフ︒

ゴンゲン

九157図

北ナルヲ赤堀川トイヒ︑南

九157図栗橋ヲ過ギテ︑間モナクニ

渡良瀬川ヲ合セテ栗橋二至ル︒

ワタ

九155図更二東南二流レテ︑︿略﹀︑

武藏ノ至境ヲ過ギ︑︿略﹀︒

ム

九61図 く略V︑尊は難をまぬかれ給 九154爾︒凶 更二東南二流レテ︑上野・
ひ︑なほ進みで賊を討滅し給へり︒

あふみ

九62図 これより此の劔の名を改め
て草薙劔と申す︒

九65図尊これより引返して近江の
賊 を 討 ち 給 ひ し が ︑︿略﹀︒

てそこにまつれり︒

九67図 草薙劔は︿略﹀︑宮を建て
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を一を

すのが第一だ︒
を通ずる等︑︿略﹀︒

ルコト︑︿略﹀︒

ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲイノ

五月五日二軍人形ヲカザリ︑

ルコト︑︿略V︒

工兵は陣地をきづき︑道を 九276図

開き︑橋をかけ︑今道を造り︑電信

九2210園 おつかさんは﹃一命をすて 九2410図
を通ずる等︑︿略﹀︒

五月置日二︿略﹀︑男子ノ

福運ヲイノルコト︑我が國古語リノ

工兵は陣地をきづき︑道を 九277図

開き︑橋をかけ︑鐵道を造り︑電信

︿略﹀︑何れも上官の命令を

歩兵は平時凡そ百五十人を

二箇聯隊を旅装とす︒

維新前後國事ニタフレタル

︿略﹀︑社殿ハ上古ノ風ヲウ
︿略﹀︑本殿ニバカシコクモ

︿略﹀︑内外古今ノ武器其ノ

他軍事開銀スル物ヲ多ク集欝欝リ︒

九294図

ノ建物ヲ遊就館トイヒ︑︿略V︒

イウシウ

ノ諸大名ノヲサメタル大砲ヲ集メテ

九306図 ︿略﹀︑誰カバ義勇奉公ノ心

蒸氣機關は︿略﹀︑初の中は

ヲ起サザラン︒

始めて之を船に用ひて汽船を

た曳水をすひ上げる爲に用ひる位で

九309

あった︒

造ったのは︑アメリカのフルトンと

九3010

いふ人︑︿略﹀︒

始めて之を船に用ひて汽船を

造ったのは︑アメリカのフルトンと

九3010

いふ人︑︿略﹀︒

九311 ︿略﹀︑又之を車に農用して︑

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

スチブンソンといふ人である︒

汽車をこしらへたのは︑イギリスの

九311 ︿略﹀︑又之を車に慮寒して︑

スチブンソンといふ人である︒

フルトンが工夫に工夫を重ね

フルトンは之に驚かず︑更に

フルトンは︿略﹀︑又一つの

此の度は大丈夫と考へて︑

したが︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂といふことを新聞紙に廣告

九321

何人にも乗船の望に磨じる︒﹂

九3110 ﹁雪月何日初航海をするから︑

船を造った︒

九319

又一つの船を造った︒

新しい機關をイギリスに註文して︑

九318

て造った最初の船は︑︿略﹀︒

九316

るものでは無い︒

の不成功で氣をくじく様では出子上

九293図社殿ノ至高ハラナル西洋風 九314 如何なる獲明も︑一度や二度

天皇陛下ノ御製ノ歌ヲカ・ゲタリ︒

九287図

ツシテ造り︑︿略﹀︒

九285図

シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

人々ヲ始メ︑其ノ後ノ諸戦役二戦死

九281図

シタル忠勇ノ士ヲマツレル所ナリ︒

人々ヲ三遷︑其ノ後ノ諸戦役二早死

又別に輻重兵ありて︑後 九2710図維新前後読響ニタフレタル

風習ナリ︒

九264図

守るは諸子の能く知る所なるべし︒

九262図

方より兵糧・揮心耳を運ぶ︒

九254図

を通ずる等︑︿略﹀︒
し ちょう

九251図

て君に報いよ︒﹄といって居られる
︿略﹀目ざましい働をして︑

が︑︿略﹀︒

九235園
︿略﹀目ざましい働をして︑

我が高千穂艦の名をあげよう︒
九236園
我が高千穗艦の名をあげよう︒

九236園 此のわけをよくおつかさん
にいって上げて︑︿略﹀︒﹂

九239 水兵は頭を下げて聞いてみた
が︑︿略﹀︒

歩兵は平時凡そ百五十人を

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

九264図

一中隊とし︑之を三箇小隊に分つ︒

げて敬零して︑︿略﹀︒

九239 水兵は︿略﹀︑やがて手をあ
九245図 かしこくも天皇陛下は自ら
を聯隊︑

二箇聯隊を旅團とす︒

九265図四箇中隊を大隊︑三箇大隊
れん

大元帥なるぞとおほせて︑陸海軍を
すべ給ふ︒
れん

を聯隊︑

を聯隊︑

れん

九266図四箇中隊を大隊︑三箇大隊

二箇聯隊を旅團とす︒

九248図 騎兵は︿略﹀︑多くは友軍 九265図四箇中隊を大隊︑三箇大隊
の前方に出でて敵状をさぐる︒

敵を砲撃し︑︿略﹀︒

九249図 砲兵は大砲を以て遠方より

の騎兵・砲兵・工兵・輻重兵を加へ

造りタルモノニシテ︑︿略﹀︒

九296図社前ナル青銅ノ鳥居ハ︑昔
たるものを師團といふ︒

九249図 砲兵はく略V遠方より敵を九267図二箇旅團の歩兵にそこばく
砲撃し︑友軍を前進し易からしむ︒
九2410図 工兵は陣地をきづき︑道を

カクノ如ク國事ニタフレタ

カクノ如ク國事ニタフレタ
アツキヲ見ルモノ︑︿略﹀︒

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九306図

アツキヲ見ルモノ︑︿略﹀︒

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九305図

使ヲ差立テラレ︑︿略﹀︒

二箇旅團の歩兵にそこばく 九301図春秋爾度ノ大祭ニ髭面ズ勅
の騎兵・砲兵・工兵・犬牽兵を加へ

九267図

を通ずる等︑もつばら技術の事にし

たるものを師團といふ︒

開き︑橋をかけ︑夜道を造り︑電信
たがふ︒

ノボリヲ立テテ︑男子ノ福運ヲイノ

五月五日二軍人形ヲカザリ︑

團を合せて十九箇師團となれり︒

九2410図 工兵は陣地をきづき︑道を 九271図 ︿略﹀第一至芸より第十八
このゑ
師團に至る十八箇師團︑外に近衛師

開き︑橋をかけ︑鐵道を造り︑電信

を通ずる等︑︿略﹀︒

開き︑橋をかけ︑鐵道を造り︑電信

九2410図 工兵は陣地をきづき︑道を 九276図

を一を
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つたので︑すぐそれを直した︒

いよく上道が出馬て︑汽車

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト
ヲクラベ見バ︑︿略﹀︒

昔ヲ知レル人︑若シ調剤ノ

然レドモ自然ノ轄攣ハ更二

ヲクラベ見バ︑︿略﹀︒

今ノサビシサト︑昔ノ尾羽ハシサト

︿略﹀︑馬上の人はしきりにむ 九408図
↓日の旅程を十里つつと見て︑
九4010図
ヤ︒

︿略V朝の急行列車で東京を 是ヨリモ甚ダシキモノアルヲ知ラズ

べて︑︿略﹀︒

し候頃には︑はや朝顔のはちをなら

九436國國︿略﹀︑私どもの目をさま

べて︑︿略﹀︒

大沙漠を往來するを業とせり︒

さばく

九449図 ︿略﹀︑賂駝に乗りて︿略﹀︑

或時旅行先より手紙を送り

大沙漠を往回するを業とせり︒

さばく

九449図 く略V︑驕駝に乗りて︿略﹀︑

て︑︿略V︒

九413図若シ鳥ノ如ク高ク大空ヨリ 九4410図

其の頃之を川止といった︒

ガ

昔ヲ知レル人︑若シ奮道ノ

下サバ︑全禮ノ形ノスリバチヲ倒ニ

言ひっかはしたり︒

を連れて︑荷物を取りに來るべしと

を連れて︑荷物を取りに來るべしと

︿略﹀大空ヨリ箱根山ヲ見 九451図く略V︑其の子のアリに酪駝

言ひっかはしたりQ

アリは︿略﹀︑父の手紙を

日暮るれば︑一同テントを

日暮るれば︑一同テントを

張りて夜を過す︒

九459図

張りて夜を過す︒

九459図

讃みて心勇み︑︿略﹀︒

九453図

下サバ︑全膿ノ形ノスリバチヲ倒ニ
︿略﹀︑ソレヨリ噴出シタル

噴火一タン止ミテ後︑其ノ

く略V︑私どもの目をさま
し箕面には︑はや朝顔のはちをなら

九435囲困

なされ居り候︒

はんを樂みに一日々々と旅行をつゴ

けたり︒

アリはく略V︑たゴ父にあ

はんを樂みに﹈日々々と旅行をつ曳

九461図

けたり︒

九464図

﹁同はやむことを得ず︑進

一同はやむことを得ず︑進

行を止めて︑風のをさまるを待てり︒

九463図

姉上もく略V騒の世話を 九462図︿略﹀︑砂煙は天をおほへの︒

九426図山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

︿略﹀︒

九426図山ヲケヅリ︑谷ヲウガチ︑

ヲモウガツトイフ︒

九423図水ノシヅクモ度重ナレバ石 九461園 アリは︿略﹀︑たゴ父にあ

リ︒

噴火口中二更二四ツノ噴火山ヲ出置

九419図

タルガ︑今ノ箱根山ヲ成セルナリ︒

物ノ四方ニナダレテ︑冷エカタマリ

九417図

シタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

九414図

シタルニヒトシキヲ見ルベシ︒

︿略﹀大空ヨリ箱根山ヲ見 九451図 く略V︑其の子の三王に二三

箱根山ヲ見下サバ︑︿略﹀︒

九371

︿略﹀︑役人が一々旅人をしら 九414図

若し其の關所をよけて︑わき
若し其の關所をよけて︑わき
若し其の關所をよけて︑わき
︿略﹀︑屠所破といって︑其の

︿略﹀︑日暮ヨリ後ハ一切旅
︿略﹀︑今ハ此ノ山坂ヲ越ユ

昔ノ關所ハ僅カニ其ノアト
然レドモカノ名高キ箱根七

ソコクラ

九3910図

九406図

湯ライフ︒

ガ島・宮ノ下・底倉・木賀及ビ盧ノ

キ

湯ハ︑︿略V︑浴客年二其ノ敷ヲ加フ︒
︿略﹀︒
サハ
七湯トハ湯本・塔ノ澤・堂 九433囲囲

九399図

ヲ止ムルノミ︒

九397図

ルモノ少シ︒

九396図

人ノ通行ヲ差止メタレバ︑︿略﹀︒

九391図

ものは重い罰を受けた︒

九375

道を通る様なことをすれば︑︿略﹀︒

九374

道を通る直なことをすれば︑︿略﹀︒

九374

道を通る急なことをすれば︑︿略V︒

九373

べて通した︒

九373

ことが出演る︒

出立すれば︑晩にははや京都に着く

九358

十二日程か﹂つた︒

九356

ちを打ってあせって見たが︑︿略﹀︒

九349

の運轄をして見る日になると︑︿略﹀︒

九326 ︿略﹀︑機關の一部に故障があ 九345

十マイルを三十二時間で走った︒

九328 其の後は何の障もなく︑百五
九329 之を聞いて︑是までフルトン
を笑った人々も大いに感心して︑
︿略﹀︒

九3210 之を聞いて︑是までフルトン

を笑った人々も大いに感心して︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑皆其の成功を喜んだと

いふことである︒

九331
︿略﹀︑すべりのよい車をすべ

りのよいレールの上で走らせる様に

九334

したらよからうと ︑ ︿ 略 V ︒

九338 ︿略V︑終に其の目的を達する
ことが出來た︒

九341 其の頃イギリスのある會社で︑
馬車里道をこしらへようといふ話が
︿略﹀︑スチブンソンの嚢明し

．あったが︑︿略V︒

九342

た汽車を用ひて見ようといふことに
なって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑スチブンソンは︿略﹀

︿略V︑スチブンソンは︿略﹀

鐵道を敷き︑其の上を走る汽車を造

九344

つた︒

九344

鐵道を敷き︑其の上を走る汽車を造
つた︒

︿略﹀︑スチブンソンはく略V

鐵道を敷き︑其の上を走る汽車を造

九344

つた︒
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を一を

行を止めて︑風のをさまるを待てり︒

九465図 一同はやむことを得ず︑進
行を止めて︑風のをさまるを待てり︒

九467図 すべて沙漠の旅行は︑以前
に通りし酪駝の足跡を目あてに行く
なり︒

九472図︿略﹀︑一同は行くべき方に
まよひて︑︿略﹀ ︑ 空 し く 一 日 を 過 せ
りQ

九474図其の夜アリふと目をさまし
て︑人々のかたる を 聞 け ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九474図其の夜アリふと目をさまし
て︑人々のかたる を 聞 け ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
﹁︿ 略 ﹀ ︑ 皇 宗 を 殺 し て ︑

九486図

アリは幸にも星によりて方

角を見定むることを知り居たれば︑

之に力を得て︑南へくと

それを便りに進行せり︒

九488図
︿略﹀︑其の日の夕方︑一組

急がするに︑︿略﹀︒

九489図
の隊商の宿れるテントを見たり︒

し事を物がたり︑ねんごろに同行を

農夫ナドハ小枝ト見チガヘ

ルトキハ︑︿略﹀︒

九562図

テ︑土ビンヲカケ︑落シテワルコト
アリ︒

故二心地方ニチハ之ヲドビ
︿略﹀︑羽ヲ閉ヂテ︑草木ノ

或動物ハ︿略﹀︑コトニア
ザヤカナル盟色ヲ有ス︒

九569図

枝ニトマルトキハ︑︿略﹀︒

九566図

ンワリトイフ︒

九563図

九4810図引はそこに行きて︑あり
頼みしに︑︿略﹀︒

ル・武器又ハ他ノ動物ノイトフ悪味
︿略﹀︑他ノ動物ハ其ノ盟色

し事を物がたり︑ねんごろに同行を

九4810図引はそこに行きて︑あり九571図是等ハ多クハ他ノ動物ノ恐

九573図

・悪臭ヲ有スルモノニシテ︑︿略﹀︒

聞けばハッサンは︿略﹀︑

頼みしに︑︿略﹀︒

九495図

ニヨリテ︑タヤスク之ヲミトメ︑之

九476図囹

二近ヅクコトナキが故国︑︿略﹀︒

西洋婦人のボンネット

ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒

九575沸く略V︑却ツテ其ノ身ノ安全

ヲ保ツコトヲ得ルナリ︒

陸 九575図 ︿略﹀︑却ツテ其ノ身ノ安全

道連のありしを幸ひ︑迎へかたぐ
星の形を打ちたるは

こ＼に來りしなり︒

にする
九545図

︿略﹀︑其ノ腔ノ後ノハシヲ

ヅク︒

九577図

膿色ハ黄ト黒トノダンダラニテ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︒

九585図

︿略﹀︒

八十歳を越えて病を知らざ

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

九584図

八十歳を越えて病を知らざ

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

此ノ種ノ常色ヲ保護色ト名 九584図 八十歳を越えて病を知らざ

︿略﹀︑我ヨリ敵ヲオソフニ

すげ笠こそはたふとけれ︒
ハ便ナリ︒

ヅク︒

九545図
九558図

桑ノ木犀附ケ︑膿ヲナ・メニ突出ス
ルトキハ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其ノ燈ノ後ノハシヲ

桑ノ木二附ケ︑膿ヲナ・メニ突出ス

九559図

ハチ
タトヘバ鯨汁ヲ有スル蜂ノ

九522図毒煙の風をそのま＼に︑田 九576乙甲ノ種ノ髄色ヲ警戒色ト名

花をかざりてうるはしく︑︿略﹀︒

九511掛釣

軍兵の帽子にて︑︿略﹀︒

ばうし

九503図圃

其の胃の中の水を飲むより外なかる
﹁︿ 略 ﹀ ︑ 酪 駝 を 殺 し て ︑

べし︒﹂

九477図園

其の胃の中の水を飲むより外なかる
べし︒﹂

九479図園 ﹁然らばかの子供の乗れ
る酪駝を殺さん︒﹂

︿略﹀︑人々のねしづまるを

ならず︑︿略﹀︒

九4710図葉を聞けるアリの驚は一方 植・草取・取入れに農夫の辛苦土ハ
九481図

うかゴひ︑︿略﹀︑そこより逃れ出で
たり︒

九485図 アリは幸にも星によりて方
角を見定むることを知り居たれば︑
︿略﹀︒

九485図 アリは幸にも星によりて方
角を見定むることを知り居たれば︑
︿略﹀︒

熟せざるくだ物︑生にえの

る或老人に︑長生の方法を問ひしに︑

︿略﹀︒

肉︑くさりたる魚などを食ひて︑一

九587図

命をうしなふ者少からず︒

九588図︿略﹀などを食ひて︑一命

きたなき水を飲みで︑恐ろ

をうしなふ者少からず︒

しばく入浴し︑身艦を清

しき病にか＼る者多し︒

九588図

九591図

よごれし手にて目をこすり

潔にすべし︒

九592図

よごれし手にて目をこすり

て目をわづらひし人あり︒

九592図

て目をわづらひし人あり︒

九594図衣服もよく洗ひて︑よごれ

よき心持のみにても病をふ

たるをば着ることなかれ︒

九595図

せぐに足らん︒

九598図︿略﹀︑平生の養生法を問へ

然れども運動多きに過ぐれ

ば︑﹁︿略﹀︒﹂といへり︒

九601図

ば︑却って病を起すことあり︒

に如くはなし︒

九604図身禮の勢を直すはよく眠る

九608図時々障子を明放ちて︑新し

き空氣を流通せしむべし︒

き空氣を流通せしむべしQ

九609図時々障子を明放ちて︑新し

九6010図︿略﹀︑折々野外に出でて︑

新しき空晶をすひ︑︿略﹀︒

九611図︿略﹀︑又朝早く起きて︑木

を一を

836

寄しげき公園等を散歩すべし︒
︿略﹀︒

九642図

といふ︒

之をはうむりし時は︑︿略﹀︑

︿略﹀︑ながく皇城を守護せしめたり

ひ・劔・弓・諸等を共にをさめ︑

九613図家を建つるには日あたりよ 九641図之をはうむりし時は︑よう
き所をえらび︑︿略﹀︒

九614図工を建つるには日あたりよ
き所をえらび︑︿略﹀︒

九618図 飲食に注意し︑身髄の清潔

之をはうむりし時は︑︿略﹀︑

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑
︿略﹀︒

を保ち︑適度の運 動 を 怠 ら ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九618図 飲食に注意し︑身心の清潔

九656図

︿略﹀︒

九655図

是茶わんの中に空氣ありて︑

く略V︑かち屋にてふいごを

皇所にて火吹竹を使ふも︑

水の進入するを防げばなり︒

九654図

水中に入れよ︒

しをつけ︑之を倒にして︑しっかに

九651図試みに茶わんのそこにしる

しをつけ︑︿略﹀︒

九651図試みに茶わんのそこにしる

ふるへば音を流す︒

んが爲に呼吸す︒

九661図我等は常に此の空茶を吸は
若し空氣なからんには︑

︿略﹀多くの生物は其の生を保つこ

九663図

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑黄色に實のつた秋の田

︿略﹀木枯の風は︑音を聞く

の上を吹渡る風が鳴子を動かすと︑

九695

︿略﹀︒

空氣流動する時は風を生ず︒ 九702

と能はざるべし︒

九664図

帆かけ船の水上を走る︑

雨戸を明けて見ると︑明るい

だけでも物すごい︒

九664図

月夜である︑︿略V︒

九702

申上候︒

︿略﹀︑身を切るやうな寒さに

九725圓国

︿略﹀︑當時のあらましを

思はず首をちゴめることもある︒

九704

思はず首をち〜めることもある︒

︿略﹀︑是皆人の自然の風を 九703 ︿略﹀︑身を切るやうな寒さに

︿略﹀︑是皆人の自然の風を利用した
るなり︒

利用したるなり︒

九665図

起して︑種々の用に供す︒
起して︑種々の用に供す︒

き皆然り︒

九668図

九694

打出し候︒

く略V︑唐箕の車をまはして︑ 九741圏團

たうみ

︿略﹀︑救をもとむる聲か

︿略﹀︑直ちに老母と子供

まびすしく候故︑︿略﹀︒

九743魍国

幸に命を全うしたる者も︑

を裏山に立退かせ︑︿略﹀︒

大がいは着のみ着のま＼にて︑︿略﹀︒

九753塵團

く略V︑ヤ・高償ナル必要品

く略V︑家業ノ元手ノ一部分

如キコトナカルベシ︒

九765口︒凶 ︿略﹀︑他人ノ救ヲ受クルガ

トモナスコトヲ得ベシ︒

九764園

モ買フコトヲ得ベク︑︿略﹀︒

九763図

きに上り候︒

護を致し居り候者も百二三十名の多

春の初に降るのは一雨毎に花 九755六国 く略V︑當村に引取りて保
併し此の雨はやがて花を散す
雨のはれた朝︑花の香を送つ
︿略﹀︑ほし物を取込むひまも

︿略V︑黄色に實のつた秋の田

ないタ立は︑︿略V︒

九686

て︑そよくと吹く春風には︑︿略﹀︒

九679

雨となるので︑︿略﹀︒

九678

をもよほすかとうれしい︒

九675

き粛然り︒

もみとしひなとをあふぎ亡くるが如

たうみ
く略V︑唐箕の車をまはして︑

もみとしひなとをあふぎ分くるが如

九668口自凶

せしむるが如き︑︿略﹀︒

九645図扇を使へば風起り︑むちを 九667図 オルガンにて美しき音を議 九739圓団 ︿略﹀︑隣村にて早がねを

ふるへば音を出す︒

九645図扇を使へば風起り︑むちを 九666図 又人は空氣を動かし︑風を

ふるへば音を出す︒

九645謡扇を使へば風起り︑むちを 九666図 又人は空濠を動かし︑風を

ながく皇城を守護せしめたりといふ︒

かばねを宮城の方に向ひて立たせ︑

九642図

︿略﹀ ︑ 新 し き 空 氣 を す ひ ︑

を保ち︑適度の運 動 を 怠 ら ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
九619図
常 に 日 光 に 浴 し て︑︿略﹀︒
え ぞ

やまとたけるのみこと

九623図 蝦夷は︿略﹀︑平行天皇の

あべの

御代日本武尊之を征し給ひ︑
︿略﹀︒

さいめい

九624図 ︿略﹀︑齊明天皇の御出阿倍
比羅夫また之を討 ち し が ︑ ︿ 略 V ︒

ひ ら ふ

九625図く略V︑其の後も度々叛きて︑

︿略﹀︑將軍坂上田村麻呂之

征東気血をつかはされし事しばく
なりき︒

九627図
を平定して︑大なる県勢を立てたり︒
︿略﹀︑將軍坂上田村麻呂之

を平定して︑大なる功勢を立てたり︒

九629図

三 十 貫 を 越 え ︑ ︿略V︒

九631図 田村麻呂は︿略﹀︑膣重は

征するや︑恩威ならび行はれて︑向

九636図 將軍田村麻呂の東北の地を

用ふるも︑︿略﹀︒

く略V︑皆空氣を送りて︑火
の勢を盛ならしむる爲にして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の莞ぜし時︑天皇 九656図

ふ所敵なく︑︿略﹀︒

九6310図

は深く之ををしみ給ひき︒

の勢を盛ならしむる爲にして︑︿略V︒

九6310図之をはうむりし時は︑よう 九657図 ︿略﹀︑皆空氣を送りて︑火
ひ・劔・弓・矢等を共にをさめ︑

837
を一を

便貯金トナスヲヨシトス︒

こ

ち

是は菅原道眞がく略V︑庭
道眞は罪もなきに官を下げ

られ︑︿略﹀︒

九794図

の梅に別ををしみてよめる歌なり︒

九792図

よ梅の花︑主なしとて春を図るな︒

九766図金鏡ヲ安全二貯フルニハ郵 九789図圃 東風吹かばにほひおこせ
九766図 金銭ヲ安全二貯フル出田郵
便貯金トナスヲヨシトス︒

九768図 一度二拾鏡以上ノ貯金ヲナ
ス コ ト 能 ハ ザ ル 者 ノ爲ニハ︑︿略﹀︒

オキテ︑︿略﹀︒

り︑人をうらむる心なかりき︒

九7610図 貯金皇紙トイフモノヲ買ヒ 九797図 ︿略﹀︑少しも世をいきどほ

手ヲ買ヒテ薄紙ニ ハ リ ツ ケ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

り︑人をうらむる心なかりき︒

九771図 ︿略﹀︑其ノ金銭ニテ郵便切 九797図 ︿略﹀︑少しも世をいきどほ

︿略﹀︑道眞は﹁︿略﹀︒﹂と

攣り改るを︒
九803図

︿略﹀︑御衣を賜はりて身に

て︑はるかに東方を重し︑︿略﹀︒

甲乙はなかった︒

九814図く略V︑恩賜の御衣をさ＼げ 九847 ︿略V︑熊吉の馬はつまついて

愛作は︿略﹀︑すぐに熊吉の

前足を折った︒

る︒

九859

熊吉の落馬したのにかまは

た＼いて︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

愛作方の人々は愛作．の肩を

九857 ︿略﹀︑上を下へのさわぎであ

ら︑醤者を呼びに走るやら︑︿略﹀︒

九856 ︿略﹀︑熊吉に水を吐かせるや

ら︑馨者を呼びに走るやら︑︿略﹀︒

九855 ︿略﹀︑熊吉に水を吐かせるや

してかけよって︑︿略＞Q

附添人も見物人も︑きもを冷

きよせた︒

えりを引つつかんで︑ぐっと岸へ引

︿略﹀︑一篇の詩を作りたり︒ 九851

て︑はるかに東方を拝し︑︿略﹀︒

九814図

九817図團秋思の詩篇ひとりはらわ
たをたつ︒

拝す︒

恩賜の御衣なほこ＼に在 九854
︿略﹀子供の騎手を一人つつ

り︒さ＼げ持ちて毎日鯨香を

九818図圏
九821

出して︑競馬をさせて︑︿略﹀︒

︿略﹀子供の騎手を一人つつ
九829︿略﹀︑静々馬を歩ませて︑鳥
のりと
神主は先づ神前で祝詞を上げ

居の下へ集って來た︒

九831

て︑︿略﹀︒

五人の騎手は︿略﹀︑第二の

五箇村の人々は各我が村の騎

馬の頭を揃へて︑三番太鼓を今やお
︿略﹀︑五人の騎手は︿略﹀︑

そしと待構へてるる︒
九8310

社の森を離れるまでは︑疑り

三番太鼓を今やおそしと待構へてる
る︒

く略V︑恩賜の御衣をさ﹂げ 九842

︿略﹀物ト物トヲ取換ヘテ

九883図 ︿略﹀︑魚ヲ米二取換ヘント

ヨ︒

テ︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタリトセ

九883図︿略﹀︑魚ヲ米二取換ヘント

有無相通ジタルニ過ギザリキ︒

九8710図

御支配をなさって下さい︒﹂

九873圏︿略﹀︑あなた方の村が︿略﹀︑

い︒﹂

直しをしてもらはなければなるま

九865園 ︿略﹀︑いつれ又改めてやり

のは如何にも見上げたりっぱな行だ︒

九862園 ︿略﹀︑相手を助けてやった

勝であったのに︑︿略﹀︒

ず︑馬をかけさせたら︑勝も勝︑大

︿略V︑﹁支度︒﹂といふあひつ 九861園
だいこ

九832

の一番太鼓を打鳴らした︒

てるる︒

手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつけ

九836

あひつを待ちかまへてみる︒

九833

つて︑︿略﹀︒

筑紫に到りて後は︑常に門 九833 五人の騎手は神に勝利をいの

いふ意味の詩を作りてあたへたりと
いふ︒

九804図

︿略﹀︑片時も君を忘れ奉る

を閉ぢて出つることまれなりしが︑
︿略﹀︒

九805図

︿略﹀︑僅かに詩歌に思をよ

こと無く︑︿略＞Q

せて︑ひとり自らなぐさめ居たり︒

九807図

出して︑競馬をさせて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑昔より相知りし騨長 九822

しみしに︑︿略﹀︒

ありて︑道眞の今の身の上を深く悲

︿略﹀︑全部バリ終ヘタル時︑ 九801図

之ヲ郵便局二差出シテ︑郵便貯金ト

九772図

スルナリ︒

︿略﹀︑金銭ヲ預ケタル者ニ

圓以上ノ預金ノミヲ取りアッカヘド

九775図普通ノ銀行ニチハ一度二五 九802図圃 ﹁騨長驚くなかれ︑時の
モ︑︿略﹀︒

九777図

ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡
ス︒

九778図︿略﹀︑金鏡ヲ預ケタル者ニ
ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡
ス︒

︿略﹀︑金銭ヲ預ケタル者ニ

ハ︑其ノ金高ヲ書入レタル通帳ヲ渡

九778図

ス︒

九814図

齢る面目をほどこしたりしが︑︿略V︒

九811図

齢る面目をほどこしたりしが︑︿略﹀︒

九811図︿略﹀︑御衣を賜はりて身に

感に入り︑︿略V︒

九779図 く略V金銭ヲ預クル時又ハ 九8010図 ︿略﹀︑詩を作りて天皇の御 九839 ︿略﹀︑五人の騎手はく略V︑
引出ス時共二必要ナルモノナレバ︑
︿略V︒

九783図 サレバ平生ノ牧入中ヨリ成
ルベク無用ノ入費 ヲ ハ ブ キ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

モ貯ヘンコトヲ心ガクベシ︒

九784図︿略﹀︑一鏡・二鏡ヅツニテ

を一を

838

テ︑先ヅ甲ノ農夫ヲタヅネタリトセ
ヨ︒
︿略﹀︒

九941図

あり︒

九884図 其ノ農夫若シ魚ヲ望マズバ︑ 九942図
︿略﹀︒

︿略﹀︒

し︒

十28図

川を渡りて坂路を上れば︑

べう

汽車は此のトンネルを通過

するに七八分を費す︒．

十34図

汽車は此のトンネルを通過
其の工事の総費用は︿略﹀︑

十44図然るに此の寺は︿略﹀︑昔

に等しといふ︒

一里の長さだけ十圓金貨を並べたる

十38図

するに七八分を費す︒

︿略﹀︑表門を入れば五重塔 十35図

木材は一切唐木を用ひたり︒
いへみつ

︿略﹀︑家光の廟あり︑建築

ら

︿略﹀奈良の大佛の大きさ

な

ながらの形を存せり︒

︿略﹀落葉・こけ及び︿略﹀

木の根などは︑地上に落ちたる水を

十94図

ふくみさ＼ふること︑あたかも海綿

故に若しみだりに森林をき

の如くなるを以て︑︿略﹀︒

森林は能く暴風をさ＼へ︑

り荒す時は︑︿略﹀︒

十96図

十99図

森林は能く暴風をさ＼へ︑

其の力をそぐを以て︑︿略﹀︒

其の力をそぐを以て︑︿略V︒

十99図

森林は︿略﹀︑土砂の飛散

を防ぎ︑︿略﹀︒

十910図

十910図

総べて魚類は暗き威を喜び︑

︿略﹀︑森林は漁業の爲にも

海岸又は河岸の森林を伐梯

大いなる利盆をあたふ︒

十105図

︿略﹀︒

十103図

散りて︑其の土地を荒すこと多し︒

︿略﹀︑土砂附近の田畠に飛

森林は︿略﹀︑土砂を落付

をうるほして︑︿略﹀︒

十56熱イ國二生ズル大鬼蓮ハ︿略﹀︑

かしむ︒

竹ノ葉ヲ見ルト︑︿略﹀︒

十102図

其ノ上三二四歳位ノ子供ヲ坐ラセル

子が日本一と思ふ物を敷へ見よ︒
オニバス

十49図諸子よ︑試みに此の外に諸 十910図 森林は︿略﹀︑又常に土地

知れり︒

の日本一なることは諸子すでに之を

︿略﹀︑湖面鏡の如く︑四方 十48図
︿略﹀︑其の風景を賞し給ひ

︿略﹀︑其の風景を賞し給ひ

此の水即ち大谷川の上流を

普通ノ葉ヲ軍葉トイヒ︑此ノ

コトモ出來ルサウデアル︒

普通ノ葉ヲ輩葉トイヒ︑此ノ
十72

︿略﹀多クノ葉ガ﹁虜二等ツ

ひたる爲に︑︿略﹀︒

十106図

︿略﹀森林は氣候を和げ︑

︿略﹀森林は氣候を和げ︑

佛閣又は名勝の地に一種の風景を添

十109図 ︿略﹀森林は︿略﹀︑神社・

±砂の流出を防ぎ︑︿略﹀︒

十108図

土砂の流出を防ぎ︑︿略﹀︒

十108図

地方も少からず︒

森林の樹木はたがひに其の 十106図 く略V︑漁業の利を失ひたる

森林の樹木はたがひに其の

森林の樹木は︿略﹀︑又地
上の水分の一時に高言するを防ぐ︒

十92図

つるを止め︑︿略V︒

枝をまじへて︑雨の皿度に地上に落

十91図

つるを止め︑︿略﹀︒

枝をまじへて︑雨の一度に地上に落

十810図

テ︑董ノ周園ヲ取巻イテヰル︒

十84

種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

十68

種類ノ葉ヲ複葉トイフ︒

く略V︑よく人工の美と天然 十67

外界人の我が國に來る者亦

︿略﹀四時雪をいたゴきて
︿略﹀︑其の形白扇を倒にか

の

いっこより見てもく略﹀︑
しな

日本一の長流を信濃川とす︒

其の全景を見ること能はず︒

十24図

けたるが如く美しきは︑︿略V︒

十18図

潔く︑︿略V︒

十18図

せざるものなし︒

必ずこ＼に遊びて︑日光の結構を賞

九969図

たず︑︿略﹀︒

九966図

されば一年中遊覧者跡を絶

の美とを併せたるは日光に如くはな

九965図

成せり︒

九962図

て︑幸湖の名を下し賜へり︒

さちのうみ

九9510図

て︑幸湖の名を下し賜へり︒

さちのうみ

九959図

の山々王道に影をうつせり︒

九957図

の善美を煮皿せる体量似たり︒

九952図

︿略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メ 九949図之を過ぎて拝殿あり︑︿略﹀︒

九949図

九886図 乙ノ農夫モ亦魚ヲ望マズバ︑ 九948図次の門を唐門といふ︒
九8810図
テ 之 ヲ 仲 ダ チ ト シ ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑或種類ノ物品ヲ定メ

テ 之 ヲ 仲 ダ チ ト シ ︑︿略﹀︒

九8810図

九8810図︿略﹀︑物ト物トヲ交換スル
不便ヲ省クニ至レリ︒
不便ヲ省クニ至レリ︒

九891図︿略﹀︑物ト物トヲ交換スル

ヒタルコトァリ︒

九893図 貝・毛皮・穀物・牛等ヲ用

ヒタルが故ナリトイフ︒

シ ナ
九895図 ︿略﹀︑支那ノ古代二品ヲ用

トシテ金銀ヲ用フ ︒

九896図 今ノ文明諸國ノ貨幣ニハ主

二直段ノ割合ヲ攣ズルコトナク︑

九898図 是金銀ハ︿略﹀︑分合ノ爲

︿略﹀︒

九912図之ヲ日本銀行二野行カバ︑
︿略﹀︒

九913図之ヲ日本銀行二持行カバ︑
何時ニチモ金貨ト交換スルコトヲ得
ベシ︒

九939図 其の上にか＼れる朱塗の橋︑
美観先つ目を驚かす︒

九941図川を渡りて坂路を上れば︑
︿略﹀︒

839
を一を

讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

ひのき

︿略﹀清少納言は︑つと立

是白浜天の詩に︑﹁︿略﹀︒﹂

我々は毎日本を包んで色々な
我々は毎日本を讃んで色々な

たくさんの本を讃んだ釜中の
︿略﹀︑筆をとる前には十分に

︿略﹀︑筆をとる前には十分に

其の考を練らなければならぬ︒
十188

蚕をかく人︑︿略﹀︒

其の考を練らなければならぬ︒
十191

︿略﹀︑窮眞をうつす人の苦心

かうして出來上ったものを活
活版所では︑活字拾ひがそれ
活版所では︑活字拾ひがそれ
︿略﹀︑誤があれば︑幾度でも

それを折って︑揃へてとちる︒

十224

それ故近年は︿略﹀︑活版を

老人︿略﹀︑良ヲカヘリミ

老人片足ノ靴ヲ橋下二落シ︑

用ひることが多くなった︒

十227図

︿略﹀︒

十227図

老人足高テ之ヲ受ケ︑笑ヒ

テ︑﹁拾ヒ來レ︒﹂トイフ︒

十229図

テ去ル︒

庭ニテ我ヲ待ツベシ︒﹂

十232図圓 ﹁︿略﹀︑五日目ノ朝此ノ

十235図︿略﹀︑老人スデニ來リテ︑

良ヲ待テリ︒

十239図大イニ怒リテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

老人怒リテ︑五日目ノ朝ヲ

イフニ︑良ヤムヲ得ズシテ婦レリ︒

十241図

フトコロヨリ一巻ノ書ヲ取

約スルコト亦前ノ如シ︒

出シテイフヤウ︑︿略﹀︒

十244図

遂二王者ノ師タラン︒

其の上に表紙をつけて︑機械 十244図園 ﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑

見ルベシ︒﹂

表紙にはく略V︑紙の上を布十245図面 十新年ノ後︑我マタ汝ヲ

リ︒

讃ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

十247図

良大イニ喜ビテ︑朝夕之ヲ

又りつばなものになると︑革 十246図 ︿略﹀︑其ノ書ヲ與ヘテ去レ
︿略﹀版下を堅い木にはりつ

讃ミ︑遂二兵法ヲ會得シタリ︒

ク︒

活版は印刷が終れば︑其の活 十249図 韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行

ク︒

活版は︿略﹀︑同じ活字を何 十249図 韓信大刀ヲオビテ市中ヲ行
度でも組立てて使へる︒

十219

字を取離すことが出來るから︑︿略﹀︒

十218

を造り︑︿略﹀︒

讃んでみる間は中に書いてあ 十216 ︿略﹀︑其の上から彫って版木 十248図良大イニ喜ビテ︑朝出之ヲ

けて︑︿略﹀︒

十215

をきせたのもある︒

十212

で包んだのもある︒

く略V︑清少納言は直ちに其 十211

にかけて固くしめる︒

十2010

十209

ねなければならぬ︒

﹁香墨髭の雪はすだれを 十205 ︿略﹀︑幾度も幾度も印刷を重

其の活字を抜きかへて植直す︒

十201

を企みながら︑活字を拾って並べる︒

十197

を讃みながら︑活字を拾って並べる︒

十196

版所へ渡す︒

十194

も亦一通りではない︒

十192

︿略﹀︑上東門院に漢文・漢 十191 ︿略﹀︑圖をひく人︑︿略﹀︒

頭をなでて︑︿略﹀︒

十163図

︿略﹀︑式部は︿略﹀︑常に

是程の才學をもちながら︑

詩を教へ参らせたり︒

︿略﹀︒

十164図
十165図

一といふ文字をだに知らぬ顔に過し

ある雪の朝︑皇后は美しき

たりといふ︒

十187

深い人でも︑︿略﹀︒

十187

︿略﹀︒

る事ばかりを一心に考へてるるから︑

十184

事を魔える︒

十181

事を畳える︒

十181

の意を察し奉りしなり︒

十177図

ひしを︑︿略﹀︒

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給

十175図

か＼げて見る︒﹂

十174図

ちてみすをまき上げたり︒

十171図

御庭の雪景色を御覧じて︑︿略﹀︒

木 曾 の 檜 よ ︑ 十169図

むなぎ

︿略﹀︑父の爲時は常に其の

ふる等︑其の効用あげて敷ふべから

そ

十161図

じ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑近年一定の森林を指

ず︒

十112図

︿略﹀︑其の樹木を一時に伐

定し︑其の樹木を一時に伐取ること
を禁ぜり︒

十112図
︿略﹀︑其の樹木を一時に伐

取ることを禁ぜり︒

十112図
取ることを禁ぜり︒

き

十113図 かく保護せられたる森林を
保安林といふ︒
﹁我 え ． 元

吉野の杉よ︑

白雲を うなじユまきて︑峯高く

十119図圏園

﹁我え元

空ユそびえき︒﹂

十122五月園

たんぱ
﹁我え元 丹波の松よ︑

櫻木の 花をよそにて︑霧深き 谷
間ユ立ちき︒﹂

十125図圃園

はり

山こむる霞を後ユ︑いかだして
都に來けり︒﹂

休む間なし︒﹂

桁どもを いつもせおひて 片時

けた

十136図圃園 あはれ我︑梁や棟木や
も

十144図圏園 つかとなり 床となる

身も・それぐの務をもてり︒
十158図 紫式部はく略V︑兄の書を
讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん
じ︑︿略﹀︒

讃むを聞きみて︑直ちに之をそらん

十158図 紫式部はく略V︑兄の書を
じ︑︿略﹀︒

十159図 紫式部は︿略﹀︑兄の書を

を一を

840

十251図園﹁汝長大ニシテ︑劔ヲオ
ブトイヘドモ︑心魂ダ弱シ︒

十252図囹 若シ勇氣アラバ我ヲ殺セ︒

とした色を見せてみる︒

當時ハ遠島ト構シテ︑罪人

隣國ノ人モ聞傳ヘテ之ヲ植

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑︿略﹀︒

エ︑︿略﹀︒

︿略V冬を知らないやうに昭々 十326図

とした色を見せてみる︒

十291

マタ
十253図園 殺ス能ハズバ︑我が膀ノ 十293 ︿略﹀︑寒菊が今を盛りと早い

二三羽のあひるがく略﹀︑し

二人が之ヲヒロメントセシ
ウエジニ

スベキモノヲト心ガケシガ︑︿略V︒

ノ話ヲ聞キテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑罪人ドモハ魚類・果

實等ニテ命ヲツナグノミニテ︑︿略﹀︒

十335図昆陽ハ之ヲ救フニハ︑此ノ
芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑
︿略﹀︒

を彿ひ︑︿略﹀︒

十351圓 ﹁︿略﹀︑先づ着物のほこり

十352圏 ﹁︿略﹀︑はいってからは静

かに後の戸をしめた︒
い す
十355園 ︿略﹀︑すぐに立って︑椅子

あいさつをしてもていねい

をゆづりました︒

十357圏

で︑少しも生意氣な風がなく︑︿略﹀︒

明白に答へて︑︿略V︒

十358圏 ︿略﹀︑何を聞いても︑一々

十3510囹 ︿略﹀︑禮儀・作法をわきま

へてみることも︑それですっかり分

十335図昆陽ハ之ヲ救フ二等︑此ノ
芋ヲ植ウルニ如クハナシト思ヒ︑

私はわざと﹂巻の書物を床

の上に投げておきました︒

十362園

りました︒

︿略﹀︑或年三ミニ之ヲ作り

︿略﹀︒

十336図

ヨリテクハシク其ノ作方︑

シニ︑其ノ結果甚ダ良カリキ︒

者もありましたが︑︿略﹀︒

十364囹く略V︑中にはそれをふんだ

十376園

それで注意深い男といふこ

︿略﹀︑静かに自分の順番を

あれの温順なことをよく現

又着物はそまつながら︑さ

又字を書くときに︑指先を

又字を書くときに︑指先を

く略V色々な美質をもつて

見ると︑︿略V︒

十373園

見ると︑︿略V︒

十372囹

つばりしたものを着て︑︿略﹀︒

十371園

して居ります︒

十3610圏

待ってるました︒

十369園

とを知りました︒

十366園

直に書物を取上げて︑︿略﹀︒

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添 十365圏︿略﹀︑あの青年ははいると

幕府ハ此ノ書物二種芋ヲ添

外註の或商會で新聞紙に店員
︿略﹀︑主人は其の中で︸人の
︿略﹀︑知名の人の手紙を持つ

或人が主人に向って︑︿略﹀︑

ひになったのかとたつねた︒

どういふ御見込で︑あの青年を御用

十349

て來た者も大勢あったのに︑︿略﹀︒

十347

青年をやとひ入れることにきめた︒

十346

入用の廣告を出した︒

十344

布セシカバ︑︿略﹀︒

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

十339図

布セシカバ︑︿略﹀︒

ヘテ︑島々ヲ始メ︑内地ノ所々へ配

十338図

貯藏ノ方法等ヲ記シテ幕府二心レリ︒

名構ノカク異ナルヲ以テモ︑ 十337図

ずどんと一護︒何を撃つたの

ヲ遠キ島二流スコトアリシガ︑︿略﹀︒

十331図

かげ

かげ

十301

森の蔭から出て來て︑︿略﹀︒

犬を連れた男が銃を肩にして︑

森の蔭から出て全て︑︿略﹀︒

犬を連れた男が銃を肩にして︑

きりにゑをあさってみる︒

十298

ふみくだきながら︑︿略﹀︒

十298

てるる︒

十333図

下ヲク．・レ︒﹂

二三羽のあひるが岸の霜柱を

モリシガ︑︿略V︒

十254図 韓信シバシ其ノ面ヲウチマ

ヒテ膀ノ下ヲクグル︒

十255図 韓信︿略﹀︑ヤガテハラバ

信 ハ 外 二 兵 ヲ 用 ヒ テ︑︿略﹀︒

十258図︿略﹀︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑ 十299

︿略﹀︑遂二高祖ヲシテ其ノ

信 ハ 外 二 兵 ヲ 用 ヒ テ︑︿略﹀︒

十259図︿略﹀︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑ 十299
十器10図
だらう︒

バ︑︿略﹀︒

十316図

トヲ知ルベシ︒

此ノ芋ノ次第二西方ヨリ子心セシコ

良や老人ノ無禮ヲトガメズ︑ 十308図

大業ヲ成サシメタリ︒
十2510図
信や少年ノ叱罵二 怒 ラ ズ ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑其ノ初メ小事ニシノ

ビシバ︑後大功ヲ立ツルニ至リシ所

十262図

以ナリ︒

ウエジニ
︿略﹀︑不作ノ年餓死スル人

ル義心ヨリ起レリ︒

ノ多キヲアハレミ︑之ヲ救ハントス

十317図

ノ多キヲアハレミ︑︿略﹀︒

十265魑国 ︿略﹀御入螢︑軍務に服 十317図 ︿略﹀︑不作ノ年餓死スル人
せられ候事︑御一家を始め︸村の名
讐に御座候︒

の 葉 も ︑ 大 方 は 散 果てて︑︿略﹀︒

十278 黄に紅に林をかざってみた木

はらはうとしてみ る ︒

十283 はうきを立てた様に高く雲を 十321図 日頃穀類ノ外二民ノ常食ニ

はらはうとしてみ る ︒

十283 はうきを立てた様に古記く雲を 十321図 ︿略﹀︑或時旅檜ヨリ此ノ芋

十323図く略V︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ねぎや大根が青々とう 十322図︿略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ

ね を か ざ っ て ︑ ︿ 略V︒

十2810

十291︿略﹀冬を知らないやうに活々

841

を一を

みることをよく見定めました上︑
︿略﹀雇ふことに致 し ま し た ︒

みることをよく見定めました上︑

十377囹 ︿略﹀色々な美質をもつて

︿略﹀︑なほ平生の行をしら

︿略﹀雇ふことに致 し ま し た ︒

十377園
︿略﹀︑﹃此の方面の職

べて雇ふことに致しました︒
十3910図圏園

闘に 二子を失ひ給ひつる 閣下の
心如何にぞ︒﹄と︒

十403図圃園 ﹃二人の我が子それ
ぐに︑死所を得たるを喜べり︒

十403図圃園 ﹃二人の我が子それ
ぐに・死所を得たるを喜べり︒
十421図 ︿略﹀畳ノ表高︑此ノ董ヲ

直線を︿略﹀︑或は縦に︑

第一圖は縦の線のみを用ひ︑
︿略﹀︑第二圖は横の線のみ
︿略﹀︑第三圖は斜の線のみ

く略V︑第四圖は縦・曾爾様
︿略﹀︑第五圖は横・斜爾様
︿略﹀︑第六圖は縦・斜両様

の線を用ひ︑︿略﹀︒

十454図

の線を用ひ︑︿略﹀︒

十453図

を用ひたるものにして︑︿略＞Q

十452図

を用ひ︑︿略﹀︒

十452図

︿略﹀︒

十451図

美しき模様を生ず︒

或は横に︑或はななめに並ぶる時は︑

十4410図

並ぶる時は︑︿略﹀︒

或は縦に︑或は横に︑或はななめに

十432図︿略﹀︑イヨく勇氣ヲフル 十449図︿略﹀︑一定の問合を置きて︑
ヒテ考案ヲ績ケ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑イヨく勇氣ヲフル
︿略﹀︑ヤウヤク一種ノ機械

ヒテ考案ヲ績ケ︑︿略﹀︒

十432図
十433図

眠亀附置ノ機械ヲ用ヒテ︑

ヲ獲明セリ︒

十434図
自ラ花莚敷十種ヲ織出シ︑︿略﹀︒

青図ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑
︿略﹀︑唯一商人アリテ︑其

自ラ花錘数十種ヲ織出シ︑︿略﹀︒

十434図
十437図

其ノ商人ハ試ミニ之ヲ英・

ノ中ノ敷種ヲ買取リタルノミナリキ︒

十438図

︿略﹀︑翌年英國ヨリ註文ア

米二國へ送りシニ︑︿略V︒

十439図

近年ノ輸出高ハ年々五六百

く略V︑第七圖は縦・横・斜

曲線は直線よりもやはらか
︿略﹀︑曲線を用ふれば︑更

︿略﹀︑曲線を用ふれば︑更
に美しき模様を得べし︒

十461図

に美しき模様を得べし︒

十4510図

なる感畳を與ふるを以て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑早昼今日ノ盛大ヲ見 十459図

三様の線を併せ用ひたるものなり︒

十456図

の線を用ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ドイツ・アメリカ等 十455図

リシヲ始トシ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

得︒

の角を旨くすれば︑左の第十一圖を

十465図︿略﹀︑右の第十圖の八角形

得︒

併せ用ひたる第十四圖・第十五圖の

十468図 見よ︑︿略﹀︑直線・曲線を

模様の如何に麗しきかを︒

併せ用ひたる第十四圖・第十五圖の

十471図 見よ︑︿略﹀︑直線・曲線を

模檬の如何に麗しきかを︒

鳥・轟魚等の形を攣じて作れるもの

十473図模様にはく略V︑草木・花

多し︒

すものなり︒

十474逐次の圖は其の一二の例を示

りを加ふるときは︑︿略﹀︒

十477図若し此の模様に種々の色ど

すべし︒

色の原色は︿略﹀︑之を

十481図 ︿略﹀︑一層其の美しさを増

十483図

︿略﹀

之を種々に配合すれ

種々に配合すれば︑種々の色を生ず︒

ば︑種々の色を生ず︒

十484図

紫となり︑︿略﹀︒

十485図例へば赤に青を加ふれば︑

剛堅・模様等を色どりする

ふれば︑緑となるが如し︒

十486図例へばく略﹀︑青に黄を加

十493図

絶蜜・模様等を色どりする

には︑色の調和を考へざるべからず︒

十493図

十494図

赤と緑とを並ぶれば︑赤も

く略V︑右の第十圖の八角形 には︑色の調和を考へざるべからず︒
の角を圓くすれば︑左の第十一圖を

十464図

左の第九圖を得︑︿略﹀︒

十463図右の第八圖の角を取れば︑

左の第九圖を得︑︿略﹀︒

︿略﹀︑機械ヲ単層シ︑國産 十462図右の第八圖の角を取れば︑
ヲ廣メシバ︿略﹀︒

十445図

熱心二此ノ業二志シ︑︿略﹀︒

十444慰留亀が一身一家ヲ忘レテ︑

萬圓ヲ下ラズトイフ︒

十443図

ルニ至レリ︒

十442図

亦追々二増加シ︑︿略V︒

十441図︿略﹀︑此ノ業ヲ螢ムモノモ

ノ諸國ヨリモ績々註文ヲ受ケ︑︿略﹀︒

論題ノ董ヲ染分ケテ︑︿略﹀︒ 十4310図

アミテ造りタルモノナリ︒
十422図

十423図 く略V︑花鳥等ノ美シキ模様
ヲ織出セル花錘ハ︿略V︒

十424図 花営ヲ最モ多ク産スルハ
︿略﹀︑其ノ織方ヲ嚢明シタ

︿略﹀等ノ諸冥感シテ︑︿略﹀︒

十425図

ルハ︿略Vトイフ人ナリ︒
先ヅ之ヲ織ル機械ノ製作二工夫ヲコ

十427図 ︿略﹀花莚ノ改良二志シ︑

ラセシガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先ヅ之ヲ織ル機械ノ

製作二工夫ヲコラセ シ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十428図

ヲ廣メシバ︿略﹀︒

十429図 く略V︑失敗ノ上二失敗ヲ重 十445図 ︿略﹀︑機械ヲ平明シ︑國産
ネテ︑︿略﹀︒

ワメズ︑︿略﹀︒

十432妄挙レドモ少シモ其ノ志ヲタ 十448図 直線を千歯の長さに切り︑

を一を
842

︿略﹀︑赤と黒とを並ぶれば︑

緑もよく引立ちて見ゆれども︑︿略V︒
十495図
らんま

からかみ

赤の黒ずみて見ゆるが如し︒

よしなか

十516図

手塚︑首をたつさへて︑大
義仲之を聞きて︑︿略﹀︒

將義仲の前に行き︑﹁︿略﹀︒﹂

十524図

十542図面

白髪頭にて若き人と先を

髪を見て侮る心あり︒

十549図園
刀を立てん︒﹄

十5410図園

賢え申さず候︒

︿略﹀其の日の課業を終
︿略﹀︑水曜日も︿略﹀外

へたる時より夕食前まで︿略﹀︒

十584塵囲
十585塵困
出を許され候︒

く略V︑外出せずとも少し

も不自由を感じ申さず︑︿略﹀︒

十589塵困

入螢當時は︿略﹀︑多少
︿略﹀最モ盛二銅ヲ産出ス
足尾銅山ハ︿略﹀︑今ヨリ

︿略﹀︑産出高ノ割合ニハ人
︿略﹀︑新式ノ機械ヲ用ヒシ

トヲ得テ︑︿略﹀︒

十622図カンテラノ光ヲ便りニ︿略﹀

く略V敷千人ノ坑夫が銅鑛

図面ヲ鷹取ルコト︑即夜止ム時ナシ︒

十622図

嚢掘シタル銅鑛ハ︑︿略﹀

ヲ掘取ルコト︑書夜露ム時ナシ︒

十626図

坑外二運ビ出シ︑之ヲ選鑛場二送ル︒

十627図︿略﹀︑此ノ機械ニカケテ︑

ロ

カク選り分ケタルモノハ之

一々其ノ良否ヲ選り分ク︒

十629図

ヲ制双脚場二幅ル︒

銅鑛ヨリ銅ヲフキ分クルナリ︒

十6210図 ︿略﹀大イナル燧アリテ︑

十634図︿略﹀︑今や足尾町ハ人口凡

︿略﹀︑そよくと吹く風に︑

ソ三萬ヲ有スルー都下トナリ︑︿略﹀︒

十639

一隻の捕鯨船が今静かに波を

海面はさゴ波を立ててみる︒

十6310

見張人がマストの上から北の

切って進んで行く︒

十641

甲板に立ってるた船長を始め︑

方を指ざして聲高く呼んだ︒

十643

︿略﹀ひとしく目を其の方向

三十五人の若者は︿略﹀︒

に向けた︒

十644

十647 ︿略﹀︑船ははや方向を混じて︑

四五隻のボートは母船を離れ

北へ向って走る︒

十648

漕抜けた︻隻は睾丸をふるつ

て︑我先にと漕いで行く︒

十662

︿略﹀︑急心めがけて破裂矢を

︿略V︑今度は銃を以て破裂矢

も鯨に近寄り︑︿略﹀︒

十66ーボートはつなをたぐって︑又

しかけた錆を打つ︒

もり

十6410

しかけた鈷を打つ︒

もり

十6410 ︿略﹀︑急誉めがけて破裂矢を

︿略V︒

て︑見る内に一頭の鯨に近寄り︑

く略V︑大イニ人力ヲ省クコ 十649
トヲ得テ︑︿略＞Q

十618図

以來︑︿略﹀︒

十617図

手ヲ要スルコト多カリシナリ︒

十615図

見セリトイフ︒

三百年前︑此ノ地ノ人始メテ之ヲ獲

十609図

ルハ足尾・小坂・別子等ナリ︒

十607図

不自由を感じ候へども︑︿略﹀︒

十598薩囲

者は外出を禁ぜられ︑︿略﹀︒

﹃︿略﹀︒悲しきは老の白 十595硬団 ︿略﹀︑罰に虞せられたる

﹃いかでか㌧る幼き者に
畠山は︿略﹀︑ひそかに

我を此の齋藤別當のもとに預け︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑一座皆ようひの袖を

︿略﹀歌をうたふ事︑

しぼらざるはなかりき︒

十555図

を販費致し居り候へば︑︿略﹀︒

十538図囹平生にても︑若き人は白 十588薩囲 く略V日用品・飲食物等

染めんと思ふなりQ

十497図 欄間の彫物︑唐紙の地紙を 十536図園 ﹃戦場に出でん時は髪を
はじめ︑︿略﹀︑其の他菓子類に至る
まで︑︿略V︒

様・色どりをほどこしたるもの多し︒

十499図 ︿略﹀︑我等の衣食住には模

を塗りて候︒﹂

髪なり︒﹄といひしにたがはず︑墨

十544國圏

十4910図種々の模様を工夫し︑五平 孚ふもはゴかりありQ
し き 色 ど り を 案 ず るは︑︿略﹀︒

し き 色 ど り を 案 ず るは︑︿略﹀︒

十4910図 種々の模様を工夫し︑又麗

白髪の頭となれり︒

十506図園 唯首を取って︑大海の見 十545図 ﹁︿略﹀︒﹂とて︑之を洗ふに
参に入れよ︒

や弓を捨てて進み寄る︒

十509図﹁︿略﹀︒﹂といふま＼に︑は 十546図 義仲之を見て︑︿略V︒

十5010図 手塚の家來は組ませじと中
をへだっれば︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 敵 は 之 を つ か ん で ︑

片手にひつさぐ︒

十5010図

十511図 手塚は家來を討たせじと︑
敵に組みつく︒

︿略﹀︒

十513図 敵は手塚の家來を押へ︑刀 十568魑団
を抜きて首をかく︒

て煙草を吸ふ事︿略﹀︒

十513図 敵は手塚の家來を押へ︑刀 十5610塵困 ︿略﹀︑所定以外の場所に 十618図 ︿略﹀︑大イニ人力ヲ省クコ
を抜きて首をかく︒

を通じて︑四時間より⊥ハ時間︑︿略﹀︒

十513図 敵は手塚の家国を押へ︑刀 十574囲田 ︿略﹀︑術科は午前・午後
を抜きて首をかく︒

︿略﹀︑又學科も小謡校を

卒業したる者には論りむつかしとも

十581属困

天等を利用して學習致し候︒

十514図 手塚其の間に敵の草ずりを 十575國囲 ︿略﹀︑學科は夜分又は雨
︿略﹀︑やがて打ちまたがつ

上げ︑︿略V︒

十515図

て首をかく︒

843
を一を

を打込む︒

十663 若者は長い劔を突通し︑幾度
となく抜いては又突く︒

十667

︿略﹀︑今新に鯨を追ふものも

十667他のボートを見れば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑錆を打って鯨に引廻さ

あり︑︿略﹀︒

十668
れてるるものもあ る ︒

十6610 さきのボートは鯨を引きなが
ら母船の方へ急ぐ ︒

十672 捕鯨法には此の外に汽船の備
砲から鈷を打つ方 法 も あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十673 ︿略﹀鯨の通路に網を張って
錆を打つ方法などもあった︒

十673 ︿略﹀鯨の通路に網を張って
鈷を打つ方法などもあった︒

十678 昔は大盗一頭を捕へると︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑心ならずも夜明を待

こと能はず︑︿略﹀︒

十693図

十716図

︿略﹀︑右手にかいを握れる

︿略﹀︑永く此の勇ましく︑

少女の銅像あり︑八略V︒

十717図

やさしく︑且は麗しき昔物語を語れ

ちたり︒

り︒

水夫等は︿略﹀︑息も絶え

ぐに救を呼べり︒

絶えずわき出つるものと︑

神氣自らさわやかなるを賢ゆ︒

十724図温泉のわき出つる庭は︿略﹀︑

時を定めてわき出つるものとあり︒

十721図

十695図
少女は之を見て︑︿略﹀︒

早く船を出して救はん︒

十696図

十696美園

父は︿略﹀︑ボートを用意

す︒

十699図

故なり︒

十6910図やがて二人は︿略﹀船の頭 十726図 是種々の塩分をふくめるが
を立直しく︑死力を蓋して漕進む︒

温泉の諸種の病を治するは︑

︿略﹀地を韓じて清新なる
︿略﹀地を轄じて清新なる

空輸を吸ひ︑︿略﹀︒

十728図

らず︑︿略﹀︒

た〜に其のふくめる着物の効のみな

やがて二人は︿略﹀︑死力 十727図

を蓋して漕進む︒

十6910図

父は︿略﹀水夫を助けて︑

ボートにうつす︒

十703図

十705図︿略﹀︑岩と波との間にボー

十728図

つ

我が國は︿略﹀︑争議到る

空氣を吸ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑二人はまた有らん限 十731図

トをあやつり居たる少女の働は︑
︿略﹀︒

十707図

い

虜に温泉あり︒伊豆半島のみにても

︿略﹀︑人口敷百人の一村︑一

三十箇所を敷ふ︒

十679

りの勇氣をふるひて︑遂に岸べに漕

十751図

箱根はく略V︑近く東京・
︿略﹀︑盛夏の候は何れの旅

前面は海に臨み︑後は山を
湯元は一箇所にして︑之を
旅館は︿略﹀︑山水のなが

戸毎の浴室に引けり︒

十749図

負ひ︑冬暖に夏涼し︒

十745図

館も空室なきに至るを常とす︒

十743図

横寺をひかへたれば︑︿略﹀︒

よこはま

十742図

をさること遠けれども︑︿略﹀︒

道後は︿略﹀︒︿略﹀︑帝都

着けたり︒

︿略﹀︑男勝りの大力にて

十735図

箇月の生活費を支へ得ると言ったも

十7010図

グの手は︑︿略V︒

︿略﹀ボートをあやつりしダーリン

十7010図山なす大波を物ともせず︑

のである︒

十686図 生残れる水夫は︿略﹀聲を
限りに救を呼べり ︒

限りに救を呼べり︒

十686図 生残れる水夫は︿略﹀聲を

は︑︿略﹀︒

︿略﹀ダーリングの手は︑

十6810図 波風にまじりて聞ゆる悲鳴 ボートをあやつりしダーリングの手

せり︒

十714図

に熱き感謝の涙をそ＼ぎて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑水夫は此の少女の手

︿略﹀︑半死半生の水夫を親切に看護

︿略﹀︑眠れる父をゆり起し 十712図

の 聲 に 目 を さ ま し ︑︿略﹀︒

て︑︿略﹀︒

十6810図

十691図 ︿略﹀︑墨を流したる如き空
︿略﹀︑一寸先をも見分くる

模様にて︑︿略﹀︒

十692図

旅館は︿略﹀︑山水のなが

めをほしいま＼にするを得べし︒

めをほしいま＼にするを給べし︒

十751図

此の地も上覧甚だ記しくし

身髄ノ中部ハ胸ト腹トニシ

て︑暑をさくるによろしければ︑

十752図

︿略﹀︒

十755図

テ︑其ノ上二頭ヲイタダキ︑︿略﹀︒

骨ハ筋肉二包マレ︑皮膚更

十756図 ︿略﹀︑二本ノ足下全身ヲ支

フ︒

十758図

二其ノ上ヲオホフ︒

十7510図肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル・空

心臓ハ肺臓ヨリ來ル新シキ

氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒

十761図

︿略﹀︑又身艦ノ各部ヨリ婦

血ヲ全身二言リ︑︿略﹀︒

リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ肺臓二送

十762図

ル︒

く略V︑又言言ノ各部ヨリ蹄

胃ハロヨリ入歯レル食物ヲ

リ來レル血ヲ集メテ︑之ヲ肺臓二送

十762図

ル︒

十764図

コナシ︑︿略﹀︒

十764図︿略﹀︑腸酒量ニテコナシ壷

︿略﹀︑其ノ不用ナルモノヲ

サザルモノヲコナシテ︑︿略﹀︒

十765図

拶ハ精神ノ宿ル所ニシテ︑

膿外二出ス︒

十768図

物事ヲ春分クルモ︑善悪ヲ

全身ヲ支配ス︒

ワキマフルモ︑︿略V皆拶ノ作用ナ

十768図

を一を
844

リ︒

ワキマフルモ︑︿略V皆拶ノ作用ナ

十769図 物事ヲ知分クルモ︑善悪ヲ
リ︒

十772図目ハ色・形ヲ見︑︿略﹀︒
十772図 ︿略﹀︑竃湯音痴ヲ聞キ︑
︿略﹀︒

十772図︿略﹀︑鼻ハ香ヲカギ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑各之ヲ拶二報告ス︒

十772図︿略﹀︑ロバ味ヲ味ハヒテ︑
︿略﹀︒

十773図

十775図 ︿略﹀︑食物ヲ食フモ︑言語
ヲ嚢スルモ︑皆拶ノ命令ニヨル︒

十775図 ︿略﹀︑食物ヲ食フモ︑言語
ヲ嚢スルモ︑毎夏ノ命令ニヨル︒

十778図 頭ノ骨ノ堅キハ拶ヲ護ラン
ガ爲ナリ︒

十779図 胸部ノヨロヒノ如キ骨ニテ
オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護
センが爲ナリ︒

十789図

ひえ

食物は粟・稗・うばゆりの

あは

︿略﹀︑鹿の肉は珍味として

根等を主とし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑常二身髄ヲ大切ニシ︑ 十812図

之ヲ強健二念ザルベカラズ︒

十815図

唯かづらなどにて︑かやを

之を賞美す︒

十792図画艦ノ健全ナルトキハ︿略﹀︑ 十813図
何事ヲ爲シテモ良キ結果ヲ見ルナル
ベシ︒

となせり︒

り︑︿略﹀︒

十817図

あり︒

︿略﹀︑

一家之を園みて談笑

之を殺して盛大なる儀式を行ふこと

十819図︿略﹀︑一年の間養ひたる後︑

あり︒

之を殺して盛大なる儀式を行ふこと

く略V︑農業を螢まんとする

︿略﹀︑農業を管まんとする

ものには土地を與へ︑農旦？種子等

を給し︑︿略﹀︒

されば北海道奮土人保護法

學校を建つる等︑厚く保護の方法を

十832図 ︿略﹀︑又政府の費用を以て

講ぜり︒

十833図

と構する法律ありて︑︿略﹀︑厚く保

犬は夜を守らせる爲︑又はか

護の方法を講ぜり︒

りに使ふ爲に飼ひ︑︿略﹀︒

十836

飼ふのである︒

十836 ︿略﹀︑猫は鼠を捕らせる爲に

せたり︑︿略V︒

田を耕させたり︑荷車を引か

︿略V︑農家では牛を色々の榮

維新前までは牛肉を食ふ人は

︿略V︑兵器・糧食を運送し︑

るものは馬である︒

十855 ︿略﹀︑勇士に軍功を立てさせ

︿略﹀︒

將卒と土ハに戦場をかけめぐって︑

十854

︿略﹀︒

高卒と共に戦場をかけめぐって︑

十854 ︿略﹀︑兵器・糧食を運送し︑

んや靴などを造り︑︿略﹀︒

其の皮は革に製して︑かば

なめしがは

至って少かったが︑︿略﹀︒

十843

働に使役する︒

十841

へ運ばせたり︑︿略﹀︒

十8310 ︿略﹀︑重い物を負はせて遠く

せたり︑︿略﹀︒

十819図︿略﹀︑一年の間養ひたる後︑ 十8310

り︑︿略V︒

十818図あいぬは時々子熊を捕へ來 十8310 田を耕させたり︑荷車を引か

す︒

十817図

屋内には中央にみうりを造

十816図︿略﹀︑又かやを並べて屋根

十792図身膿ノ健全ナルトキハ︿略V︑ 結びて壁に代へ︑︿略﹀︒

是は北海道に住するあいぬ

何事ヲ爲シテモ良キ結果ヲ見ルナル
ベシ︒

十795図
あいぬの男子は髪とひげと

人を書がけるものにて︑︿略﹀︒

十797図
を長くのばし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑耳に金屡製の輪をは
︿略﹀︑耳に金属製の輪をは

め︑こしに小刀をさぐ︒

十797図
十798園

め︑こしに小刀をさぐ︒

女子は耳に耳輪をはむるこ
︿略﹀︑又口の周園︑手首・

と男子に同じく︑︿略V︒

十798図
十799図

手の甲等には入墨をほどこせり︒

て︑永く之を保存するを以て︑︿略V︒

十831図

を給し︑︿略﹀︒

ものには土地を與へ︑農具・種子等

十831図

を給し︑︿略V︒

ものには土地を與へ︑農貝・種子等

く略V︑農業を螢まんとする

讃み書き・計算をもなし得るものあ

︿略﹀︑足にもあつし織のき

あつし織とは︑おひようと

十8210図

皮などにて造れる羽織の如きものを

︿略﹀︑又あつし織の短き

るに至り︑︿略﹀︒

物なり︒

いふ木の皮を細く裂きて織りたる織

十8010図

やはんをはく︒

十809図

つ＼袖を着︑︿略﹀︒

十809図

用ひ︑︿略﹀︒

十808図 男子も女子も寒き時は犬の 十825図 ︿略﹀︑今は内地人と同じく︑ 十847

とは今は全く禁ぜられたり︒

十781図 強キカヲ要スル部分付上強 十7910図 然れども入墨をほどこすこ 十821図 殺したる熊の頭は垣にかけ
キ筋肉アリ︒

十782図 又筋肉ハ之ヲ用フルニシタ
ガヒテ各階ス︒

十784図 碁子家・水夫等ノ手ノ太キ︑

ノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ

︿略﹀︑大工・カ ヂ や 等 ノ タ ナ ゴ コ ロ

ナリ︒

十785図 又力士ノ如キハ常二全身二
︿略﹀ ︑ 常 二 身 膿 ヲ 大 切 ニ シ ︑

力ヲ入ル・ヲ以テ ︑ ︿ 略 V ︒
十789図

之ヲ強健ニセザルベカラズ︒

845
を一を

十858

︿略﹀︑とかくに之をいぢめる

風がある︒

突 い た り す る の も ︑︿略﹀︒

十861 又馬が人をけたり︑牛が人を
十862 又馬が人をけたり︑牛が人を
突いたりするのも︑ ︿ 略 V ︒
し

な

十863 氣を附けなければならぬ︒

十869 隣國の支那人は最も多く豚肉
︿略﹀︑さして行く笠置の

を食ふ國民である︒
十893図圃

やみの天地をまた

山を出でしょり︑天が下にはかくれ
がもふし︒

︿略﹀

御代に返すは誰が任ぞ︒

十899図圏
元の

多 年 府 縣 の 技 師 を も務め︑︿略﹀︒

十907國国 同學士は御承知の通り︑

十928國団︿略﹀︑此の際其の道の專
門家の講話を承るは︑大いに参考に
停車場ヲ 出 デ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
カイクワ
︿略﹀︑左二開化天皇ノ陵ヲ

相成るべしと存候︒
十941図

十942図
サルサハ

辞シ︑猿澤ノ池二至ル︒
セ ダイ フ

︿略﹀︒ト︑伊勢大輔ノヨミシ其ノ奈

イ

十955図 師範學校門内ノ八重櫻一株︑
良櫻ノ名残ヲト二目タリ︒

︿略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

十957図 帝室博物館ヲ観覧シテ︑
︿略﹀︒

十957図

︿略﹀︑老樹路ヲサシハサミ

テ 書 尚 小 暗 キ 間 ヲ 行ケバ︑︿略﹀︒

十958図

神鹿ノ三々五々友ヲ呼ビ︑

テ 書 尚 小 暗 キ 間 ヲ 行ケバ︑︿略﹀︒

十9510図

︿略﹀食ヲ求ムルモ愛ラシ︒

皇子二近ヅキ奉りシバ︑︿略﹀︒

ラン︒

むかず︒

︿略﹀︑昔ナガラノ山河︑一

名所・善蹟ヲアマネク尋ネ
六田の渡を渡りて上り行

行くく吉野宮に忽々し︑
訊望えくとば・の一望花試

︿略﹀︑別離の宴を張りて
︿略﹀︑別離の宴を張りて

十一37図圃

吉水神社を出つれば︑

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が
連ね︑︿略V︒

みへらじと・のねて思へ

決死の士百四十三名の名字を壁に書

十一35図

の山腹に如意輪寺あり︒

にょいりん

十一33図︿略﹀︑谷をへだてて向ふ

︿略﹀︒

十一33図

舞をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

十一26図

舞をまはしめ給ひし所なりと傳ふ︒

十一26図

ちさせ給ふ時︑︿略﹀︒

︿略﹀大塔宮の吉野を落

こ＼を口の千本といふ︒

吉野山︒といひし古人の句我をあざ

十﹁22図

村上義光の墓をとぶらふ︒

よしてる

十一18図

く坂路の左右すでに櫻多し︒

十一17口︒凶

ンニハ︑︿略﹀︒

十鵬1図

木︒﹇草蓋ク上古ヲ談ゼザルナシ︒

十撹10図

ノ御威徳ヲ仰ガザラン︒

十撹7図

︿略﹀︑誰カバ︿略﹀︑皇室

モヒ出デテ︑皇室ノ御威徳ヲ仰ガザ

十961図神鹿ノ︿略﹀︑人二近ヅキ 丁丁6図 ︿略﹀︑誰カバ其ノカミヲォ
く略V此ノ山二出ヅル月ヲ

來リテ食ヲ求ムルモ愛ラシ︒

十963図
く略V此ノ山二出ヅル月ヲ

曇日タルコトヲ思ヒ出デテ︑︿略﹀︒

十964図
眺メタルコトヲ思ヒ出デテ︑︿略﹀︒

十973図帝室ノ御有ニシテ︑多ク古
我が國ノ古美術ハコ・二其

代ノ寳器ヲ藏ス︒

十974図

人ヲシテソぐロニ佛教ノ盛

ノ梓ヲ集メタリトイフベシ︒

十979図

ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒
ホブリユウ

ワウ

︿略﹀︑千二百齢年ヲ纏タル

十981図奈良見物ヲ終ヘテ法隆寺
焔管フ︒

十983図

ニ

ケマリ

十一25図

く略V︑仁王門ヲ入レバ三間 十一22図

古堂ノ中二．ハ當時ノ佛像今尚存ス︒
ラウ

十993図

廊下ノ爾ガハニ出雲百株ト

誓言ル長廊アリ︒
ポ タン

十999図

其ノ附近ノ地ハ︿略﹀︑シ

ナク牡丹ヲ植込ミタリ︒

十欄3図

櫻井町ヲ南へ去レバ談山神

バく皇居ヲ定メ給ヒシトコロ︒

十欄4図

コレヨリ谷川ニソヒテ︑坂

社ノーノ鳥居アリ︒

十欄5図

ナカノオホエノ

︿略﹀︑中大兄皇子が蹴鞠

多淫峯ヲ西へ下レバ岡寺ア

路ヲ上ルコト一里齢ニシテ︑︿略﹀︒

十川2図
リ︒

十川4図

く略V︑鎌足が靴ヲサ・ゲテ

ノ遊ヲナシ給ヒ︑︿略﹀︒

十川5図

ばあつさ弓

と曳むる︒

なき数にいる名をぞ

を書残せるは此の所なり︒

十一38図︿略﹀︒といふ一首の和歌

天皇の︿略﹀︑北方の天

を望みて崩御ありし御心事を察し奉

十一310図

天皇の︿略﹀︑北方の天

れば︑︿略V︒

十一41図

を望みて崩御ありし御心事を察し奉

れば︑︿略﹀︒

十﹇43図

本道を更に南へ進めば︑

十一42図之を中の千本といふ︒

蜜蜂は群を早して共同の

之を奥の千本といふ︒

︿略﹀︒

十一45図

生活を管み︑︿略﹀︒

十一56図

生活を螢み︑︿略﹀︒

十一56図蜜蜂は群を爲して土ハ同の

計を維持するものは働蜂なり︒

十一510図終日勢働して︑一群の生

て幼轟を育て︑又は其の居室を盗み︑

十一62図働蜂の若きものは内に居

︿略﹀︒

十一62図働蜂の若きものは内に居

︿略﹀︑力強く壮なるもの

て幼轟を育て︑又は其の居室を澱み︑

︿略﹀︒

は外に出でて花の蜜を吸來る︒

十一64図

働蜂中には蜂の集め來る

蜜を楡査する検査掛あり︒

十一69図

蓄掛あり︒

十一610図又之を受取りて貯ふる貯

を一を
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十一71図 怠りて持蹄らざるものあ
れば︑検査掛は内に入るを許さず︑
︿略﹀︒

十一73図 雄蜂は唯働蜂の集め來り
たる物を食して生活するものにして︑
︿略﹀︒

働 を も な さ ざ る を 以て︑︿略﹀︒

蜜蜂の群集生活を螢むを

をしまざるによる︒

十一88図
得るは︑︿略﹀︑團髄の爲には身命を
をしまざるによる︒

︿略﹀︑共同團結して二上

をいとはず︑︿略﹀︒

十一88図

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

人々ガメイく勝手ナ形ヲ造ツタナ

︿略﹀︑其ノ各部分ヲ造ル

ラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今日デハドンナ品物

コトハポトンドナイ︒

ヲ製造スルニモ︑分業法二丁ラナイ

十一128

組立テルコトハ出來ナイ︒

十一125 ︿略﹀︑ソレヲ完全ナ時計二

ラ︑︿略＞Q

人々ガメイく勝手ナ形ヲ造ツタナ

十一124

トイフ︒

同ジ人間デ同ジ時間二物ヲ

製造スルノニ︑︿略﹀︒

十一99

︿略﹀︑全盛ノ人が同ジ仕事

ヲスルヨリモ︑︿略﹀︒

十一910

分業法二依ルト︑人々が其

ノ最モ適シタ仕事ヲスルコトニナル︒

十一106

又毎日同ジ仕事ヲクリカヘ

︿略﹀︑自然ソレニ精神ヲコ

︿略﹀︑其ノ仕事二適スル器

︿略V︑其ノ各部分ヲ造ル

き

︿略V︑官公吏ノ事務ヲ取扱

ごだいご

く略V︑北條高時︑後醍醐

ほうでう

く略V

一天萬乗の君を遠

く略V警固の武士もよう

く略V島島高徳といふ武

かさぎ
士あり︑主上尚笠置におはしませし

十一1310図

ひの袖をしぼらざるはなかりき︒

十一138園

國へ遷し奉ること無道の極みなり︒

十一135図

天皇を隠岐へ流し奉る︒

お

十一134図

ル等ハ皆分業二野ナラヌノデアル︒

十一131 ︿略﹀︑教師ノ生徒ヲ教育ス

︿略﹀︒

ヒ︑教師ノ生徒ヲ教育スル二上

十一131

︿略﹀︒

︿略﹀教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ

十一1210 ︿略﹀︑商人ノ物品ヲ費買シ︑

︿略﹀︒

︿略﹀教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ

十一1210 ︿略﹀︑大工ノ家屋ヲ作り︑

︿略﹀︒

︿略﹀教師ノ生徒ヲ教育スル等ハ

︿略﹀︑一人デ種々ノ仕事ヲ 十一129 ︿略﹀︑農夫ノ田畑ヲ耕シ︑

十一111︿略﹀︑居ル場所ヲ攣へ︑又

スルコトニナルト︑︿略﹀︒

十一1010

スカラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑胃腔の爲には身命 十一107

一箱ノマツチヲ造ル手工モ
一箱ノマツチヲ造ル倉敷モ

︿略﹀︒

十一112
トガ多イ︒

︿略﹀︒

十一123
︿略﹀︒

十一124

例ヘバ時計ヲ造ルノニ︑

ルモノニ︑土ハ同一致ノ考ガナケレバ︑

＋箆2︿略﹀︑ソレぐノ仕事ヲス

旦ハノ改良や嚢明ヲスルコトモアル︒

十一H8

ラスコトニナルカラ︑︿略V︒

十一117

ガナイ︒

十一114︿略﹀︑徒二時間ヲ費スコト

︿略﹀︑ムダニ時間ヲ費スコ

器具ヲ取換ヘナケレバナラナイノデ︑

︿略﹀︑居ル場所ヲ攣へ︑又

器具ヲ取換ヘナケレバナラナイノデ︑

︿略V︑軸木ヲ八二乾カス者︑
︿略﹀︑乾イタ軸木ノ先へ藥
︿略﹀︑ソレヲ温室デ乾カス

此ノ図画大勢ノ人が手分ヲ

此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ

此ノ様二大勢ノ人が手分ヲ

十一111

︿略﹀︑ソレヲ大勢ノ人が手分シテス

ヂク
材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ

ヂク
材木ヲ機械ニカケテ軸木ヲ

︿略﹀︒

トイフ︒

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十一97

者︑︿略V︒

十一95

品ヲ附ケル者︑︿略﹀︒

十一95

︿略﹀︒

十一94

コシラヘル者︑︿略﹀︒

十一94

コシラヘル者︑︿略﹀︒

十一93

ルノデアル︒

十一93

ナカく複雑ナモノデ︑︿略﹀︒

十一92

ををしまざるによるQ

十一810図

へて敵軍にあたり︑︿略﹀︒

十一73図 雄蜂は︿略﹀︑何等の勢 十一89図 ︿略﹀︑有力なる武器を備

あり︒

十一75図 女王の任務は卵を産むに
十一76図 天候の暖なる間絶えず之
を 産 出 す る を 以 て ︑︿略﹀︒

十一78図 ︿略﹀︑女王は新しく生れ
たる雌蜂に其の位を ゆ づ り ︑ ︿ 略 V ︒

十︻78画く略V︑女王は︿略﹀︑臣
たる

下をひきみて分離す︒

る所に置けば︑︿略﹀︒

十一78図此の時箱・樽等を適當な
十一81図 ︿略﹀︑次第に其の群の敷
を増加することを得べし︒

十一81図 く略V︑次第に其の群の数
を増加することを得べし︒

十一83図 ︿略﹀︑他益の蜂は甚だし
く之を敵視し︑︿略﹀︒

十一84図 く略V︑他群の蜂︑我が群
中に入り來れば︑直ちに之をさし殺

十︻98

す︒

ある鋭利なる針にして︑攻撃にも防

十一98

トイフ︒

シテ︑別別ノ仕事ヲスルコトヲ分業

十﹁87図 働蜂の武器は膿の後方に
禦にも常に之を用ふ︒
得るは︑︿略﹀︑團膿の爲には身命を

十一88図 蜜蜂の群集生活を掴むを
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︿略﹀︑一族共を集めてい

時 ︑ 早 く も 義 兵 を 下げしが︑︿略﹀︒

十一143図
﹁﹁志士・仁人は生を求

へるやう︑︿略﹀︒

十一143図園
﹁﹃志士・仁人は生を求

めて仁を害することなし︒
十一144華燭
めて仁を害することなし︒

十一144図園身を殺して仁を成すこ
とあり︒﹄とかや︒

十一144図園 身を殺して仁を成すこ
とあり︒﹄とかや︒

きなり︒

十一145筆管 義を見てせざるは勇士
十一146図園 いでや臨幸の路次に参
り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起
し︑︿略﹀︒﹂

十一146図囹 いでや臨幸の路次に参

︿略﹀︑たとひかばねを

り會ひ︑君をうばひ奉りて義軍を起
し︑︿略﹀︒﹂

十一147図園

︿略﹀︑たとひかばねを

職場にさらすとも︑名を子孫に傳ふ
べし︒﹂

十一147図園

︿略 ﹀ ︑ 警 固 の 武 士 ︑ ︿ 略 ﹀

戦場にさらすとも︑名を子孫に傳ふ
べし︒﹂

十一153図

︿略﹀︑道も無き山の雲を

山陰道へか＼りて遷幸をなし奉ると
いふ︒

十一154図

しのぎて杉坂に着 き た り し に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

に成れり︒

＋正5図衆皆力を失ひて散りぐ

十一157図

高徳せめても此の所存を

上聞に達せばやとて︑︿略﹀︒

十一158図︿略﹀︑大いなる櫻の木の
︿略﹀︑大文字に詩の句を

幹をけづりて︑︿略﹀︒

十一159図

天︑勾践を空しうする

こうせん

書きつけたり︒

なかれ︒

翌朝警固の武士ども之を

十一1510図團

十一162図

︿略﹀︑何事を如何なる者

見つけて︑︿略﹀︒

十一162図

主上は詩の心を御さとり

の書きたるかと︑讃みかねて︿略﹀︒

十一164図
ありて︑︿略﹀︒

されど武士どもは其の意
︿略﹀︑呉の勢盛になりて︑

味を知らざりしかば︑︿略﹀︒

十一165図

くわいけい

十一168図

︿略﹀︑越王勾践つぶさに

會稽山の職に越の軍を打破りたり︒

十一169図

く略V︑越王勾践つぶさに

辛苦をなめて報復を圖り︑︿略﹀︒

十一1610図

て勤王の丘ハを瞬げ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑必ず御心を安んじ
︿略﹀︑必ず御心を安んじ

奉るべきことを聞え上げたるなり︒

十一173図
十一173図

さだのみさき

奉るべきことを聞え上げたるなり︒

浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

の氣を 吸ひてわらべとふりにけり︒

十一219革茸 ︿略﹀︑千里寄せくる海

いみじき樂と我は聞く︒

十一224図團ふぎさの松に吹く風を

︿略﹀佐田岬長く突出で︑ 十一242図圏 いで︑大船を乗出して︑
ほうよ
我は拾はん︑海の富︒
九州にせまりて豊豫海峡をなす︒

十一177図

だんのうら

得︒

十一281図

上古の舟車と今日の汽車

二物相待つに非ざれば用

二物相待つに非ざれば用

昔都大路をねり行きたり

ろ

︿略﹀若者が膳を揃へて

和船の大なるはく略﹀等

其の後百年間の嚢達は蒸

︿略﹀︑十分に風力を利用することを

十一274図帆の運用自在なれば︑

得︒

︿略﹀︑十分に風力を利用することを

十一274図帆の運用自在なれば︑

ありて︑近海を航行すれども︑︿略﹀︒

十一271図

漕ぎ出す漁船の勇ましさよ︒

十一267図

ふ世とはなれり︒

十一263図 ︿略﹀︑ひとへに速力を競

し綜毛の車は如何に優美なりけん︒

十一257図

といへども︑︿略﹀︒

を爲し難きを﹁車の雨輪の如し︒﹂

十一251図

といへども︑︿略﹀︒

を爲し難きを﹁車の両輪の如し︒﹂

十一251図

・汽船とをくらべんには︑︿略﹀︒

十一249図

もの︑陸に車︑水に船︑︿略V︒

十一179図此の四海峡に包まれたる 十一247図 交通・運輸の便を與ふる
細長き内海を瀬戸内海といふ︒
島かと見れば岬なり︒

十一181図船の其の間を行くとき︑
かくして島轄じ︑海廻り
て︑其の蓋くる所を知らず︒

十一187図

︿略﹀︒

︿略﹀︑冬の木は白雪の綿

十一191図秋の山は紅葉の錦を織り︑
十一192図
を重ぬ︒

︿略﹀田園よく開けて︑
毛毯を敷けるが如く︑︿略﹀︒

まうせん

十一194図

十一197図︿略﹀︑朝日・夕日を負ひ

く略V︑汽船絶えず通航し

て︑島がくれ行く白帆の影ものどか
なり︒

を見る︒

だ切なり︒

︿略﹀西洋人は此の瀬戸

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一207図

︿略﹀︑屋島・貯溜は源

て︑遠く近く黒身の青空にたなびく

く略V︑苑叢といふ無二の 十一204図

辛苦をなめて報復を圖り︑︿略V︒
十一1610図

忠臣の助を得て︑︿略﹀︒

十一171図︿略﹀︑遂に呉を滅して會
稽の恥を雪ぐことを得たり︒

︿略﹀︑遂に呉を滅して會

︿略﹀︑遂に呉を滅して會 十一208図

稽の恥を雪ぐことを得たり︒

十﹇171図
十一171図

内海の風景を賞して︑世界海上の一
此の故事を引きて︑︿略﹀︒

生れてしほに浴して︑

大公園なりといへり︒
十一171図

︿略﹀︑やがて忠臣の起り 十一218図團

稽の恥を雪ぐことを得たり︒
十一172図

を一を
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氣機転の上に多大なる改良を加へた．
るを以て︑︿略﹀︒

十一283図 四萬噸前後の大汽船をも
製造するに至れり ︒

哩を越え︑︿略﹀︒

︿略﹀︑印度・南洋より亜

あ

十﹁287図 今や全國貫道の延長六千
十﹇288図
よ ろっぱ

米利加・欧羅巴の航路をも開くに至

め り か

れり︒

遠く四方に航行して︑到る庭に國光

十﹁293画面大小幾多の軍艦は︿略﹀︑
をかゴやかせり︒

十﹇299図 諸子ハ敷多アル我が軍艦
ノ名ヲ知レルナルベシ︒

十一301図山ノ名ヲ附シタルモノニ

トネ

モガミ ヨド

︿略﹀︑川ノ名ヲ附シタル

三笠・︿略﹀・淺間直︑︿略V︒
スミダ

十一302図
シマ

︿略﹀︑鹿島・香取ハ何レ

カ

モノニ隅田・利根・最上・淀等アリ︒
十一305図

モ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ
リ︒

ワキ

風・︿略﹀・野分等アリ︒

ノ

十一306図 風ノ名ヲ負ヘルモノニ神
十一3010図 雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物
トモセズ︑︿略﹀︒

トモセズ︑︿略﹀︒

テイ
水雷艇ニハ千鳥・︿略﹀・

十︻3010図雲霧ヲ利用シ︑雨雪ヲ物
十一314図
サギ

鷺等ノ如ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒

十一314図 其ノ敏速ナル行動ハ鳥ノ
空中ヲ飛行スル如クナレバナルベシ︒
セン
諸子ハ戦艦・︿略﹀・潜水

十一318図

職艦ハ︿略﹀堂々敵ト決

艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒

十一319図
戦スルヲ目的トス︒

︿略﹀︑或ハ敵ノ港湾及ビ

有スルモノアリ︒

工作船・給炭三等ノ如キ特別任務ヲ

通報艦ハ︿略﹀︑或ハ敵 十一352図 以上ノ外︑尚水雷母艦・

駆逐艦ハ︿略﹀︑敵艦二

ベカラズ︒

十一382三国

當皇北市街の如きは︑

てい
く略V︑総督官邸をはじ

其の飾金・材木・上等

の八分の五を占むる由に御座候︒

十﹁3710國国 ︿略﹀︑樟眠は世界産額

追懐するの情にたへず候︒

十﹁368圏團︿略﹀︑そゴうに當年を

る能はざる程に御座候︒

め建築物の壮大なる︑内地にても見

十一365㈱國

近年市厘を改正し︑︿略﹀︒

十一364属団

承知の通りに候庭︑︿略﹀︒

其の効を見るに至り候事︑かねて御

十︸361下露

當絡督府の纏螢も着着

︿略﹀︑常二強大ナル海軍ヲ有セザル

駆逐艦ハ︿略V︑敵艦二 十一354図 四面皆海ナル我が帝國ハ︑

ノ軍艦下網沿海ノ情勢ヲサグリテ︑

十一342図

︿略﹀︒

シ︑︿略V︒

十一謎6陶凶

シ︑︿略﹀︒

十一謎7田凶

水雷艇ヲ駆逐・撃破スルヲ目的トス︒

十一346図

駆逐艦ハ︿略﹀︑又敵ノ

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

一画逐艦ハ︿略﹀︑敵鰭一二

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈

十一3110図故二何レモ大ナル大砲ヲ 十一346図
備へ︑︿略﹀︒

十一328図
︿略﹀︑或ハ我が運送船・

軍艦ノ情勢ヲサグリ︑︿略﹀︒

十一329図
商船ヲ保護シ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑或ハ敵ノ運送船・

商船寒風之ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・

十一331図

捕獲ス︒

シ︑願書ノ水雷艇ヲ駆逐・撃破スル

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ之ヲ撃沈
ヲ目的トス︒

︿略﹀︑或ハ敵ノ運送船・

商船又漏壷ヲ保護スル軍艦ヲ撃沈・

十一331図

捕獲ス︒

十一332図

水雷艇ハ︿略﹀︑敵艦二

水雷艇ハ︿略﹀︑敵艦二

潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑

潜水艇ハ︿略V︑水雷ヲ

く略V︒

十一386圏国

米田は全平地の二分置

耕作に水牛を使用する

くわんとん

くわんとん

︿略﹀︑又平田に廣東

く略V隊を成して草取

婦人が隊を成して草取を癒す有様は

潜水艇ハ︿略V︑水雷ヲ 十一385麗圏

︿略﹀︒

婦人が隊を成して草取を爲す有様は

十﹇385魍国く略V︑又平田に丁丁

様も珍しく︑︿略V︒

十一384國囲

一を占め居候︒

十一383國国

も年々其の産額を増加する模様に御

︿略﹀︑ 麟臥認岨二

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

ル小重田艇ハ

座候︒
一胆Qノ図

十一3410図

放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目的トス︒

十一3410図

︿略V︒

十一3410図

沈スルヲ任務トス︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

←1

沈スルヲ任務トス︒

十一349図

沈スルヲ任務トス︒

近ヅキ︑魚形水雷ヲ放チテ︑之ヲ撃

其ノ大ナルモノハ戦艦二 十一349図

次グノ勢力ヲ有シ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何レモ多量ノ石炭

︿略﹀︑何レモ多量ノ石炭

ヲ積ミ︑︿略V︒

十﹁334図

十一335図

ヲ積ミ︑大ナル速度ニテ長時間航海

海防艦ハ專ラ自國ノ沿岸

スルコトヲ得︒

十﹁336図

海防艦ハ專ラ自國ノ沿岸

ヲ護ルコトヲ目的トス︒

十一336図

ヲ護ルコトヲ目的トス︒
十一338口︒凶砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二近

砲艦ハ︿略﹀︑敵ノ陣地

寄り︑或ハ河江ヲサカノボリ︑︿略﹀︒

十一339図

潜水艇ハ︿略﹀︑水雷ヲ

放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目的トス︒
放チテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ目的トス︒

通報艦隠田トシテ艦隊ノ 十一351図

ヲ攻撃スルモノナリ︒

十一341図

命令・報告等ヲ傳達シ︑︿略﹀︒
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正儀は河内にて領地を與

︿略﹀︑かく諸國を巡り

の後をとぶらはんとて︑︿略﹀︒﹂

るに︑︿略﹀︒

十一447図

︿略﹀︑熊王今夜こそ正儀

く略V︑天皇より賜はりし

十一4410図夜に入りて︑討つべきは

具足一領を取出して與ふ︒

十一448図

て︑︿略﹀︒

元服せよ︒﹂とて︑もとゴりを上げ

︿略﹀︑﹁今日は吉日なり︑

を討ためと︑ひとり心に思ひ定めた

十一445図

へんとしたれども︑︿略﹀︒

十一442図

歩くなり︒﹂

其の氣根の地に入りて︑ 十一436図園

を爲す有檬は殊に興味を畳え申候︒
十一3810國国

愚母・数十幹入譲れて一大樹を成し
たるは見事に御座候︒
てつばい
︿略﹀︑是にて国選とい

十一394國囲
ふ皇湾特有の船を造り候︒

十﹁394國囲 又竹を原料として竹紙
を製造致居候︒

十一395園困 又竹を原料として竹紙
を製造致居候︒

︿略﹀︑一樹にて千五百

尺〆の材積を得るものもこれあり候

十一402圓国

由︑︿略﹀︒

十一419図園 いまだ幼ければ︑敵も

︿略﹀︑少しも疑ふ心なき

今なりと︑心を取直せども︑︿略﹀︒

く略V︑刀のつかに手をか

思はず大聲をあげて泣號

くべきやうもなし︒

十一453図

正儀の様を見ては︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一日光範に向ひて︑ 十一452図

心をゆるすべく︑︿略﹀︒﹂

十一422図
﹁︿略﹀︒﹂と涙を流 し て い ふ ︒

へやらんも心許なし︒

十一423図書 ﹁幼き身を唯一人指國

十一453図
びぬ︒

︿略﹀︑熊王年來包みたる

十一458図園

りを切放ち︑︿略﹀︒
しやうくわん

十一4510図︿略﹀︑其の刀にてもとど

つるに及ぶべき︒﹂と︑︿略﹀︒

十一462図

アラビヤ人はこ＼に始めて

アラビヤ人は︿略﹀︑雲を霞

一方にはアラビヤ人の不實

﹁あれ程の名馬はいくら

四日目の朝︑大副は何心な

く外を眺めてみると︑︿略﹀︒

十一494

金を彿っても惜しくはない︒﹂

十﹇492園

を罵りながら︑︿略﹀︒

十一491

主の行方をかくした︒

十一487 ︿略﹀︑夜のとばりは全く馬

と逃げのびた︒

十一486

馬に全速力を出させて︑︿略﹀︒

︿略﹀事の由を書添へて 十一485

送り返し︑︿略﹀︒

アラビヤ馬の︿略﹀︑毎日三

十里位をかけるのは珍しくない︒

十一468

こ﹂にアラビヤ馬の達者な
昔トルコの或大婚がアラビ

ことを讃明する面白い話がある︒

十一471
十一473

ヤ人から一頭の名馬を三千圓で買ふ

昔トルコの或大將がアラビ

約束をした︒

十一473

矧人から一頭の名馬を三千圓で買ふ
約束をした︒

ひいて來て︑︿略﹀︒

さていよく馬を受取る段 十一495 ︿略﹀︑前の馬主が再び馬を
になって︑︿略﹀︒

十一473

牧谷アラビヤ人は馬を家族

﹁馬が子供と遊んでみるの

︿略﹀三つ四つの子供が︑

を見たことがある︒

十一509

供と同じ檬にかはいがる︒

十一503 ︿略﹀︑家長は之を自分の子

の一員と考へて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大將は怒って三千圓 十一502
の金を地に投げつけた︒

十一476

馬主はしばらく大將の顔を
︿略﹀︑静かに其の金を拾ひ

見つめてみたが︑︿略﹀︒

十一477
十一478

上げ︑︿略﹀︒

︿略V三つ四つの子供が︑

みると︑︿略﹀︒

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

十一511

みると︑︿略＞Q

馬の尾を引き︑脚をなでて︑戯れて

︿略﹀︑馬の耳に口を寄せて︑ 十一5010

︿略﹀︑大將の部下の二三人

何事か話してみるかと思ふと︑︿略﹀︒

十一478

十﹇481

アラビヤ人は後をふりかへ

はく略﹀︑其の跡を追っかけた︒

十一482

十一518図 ︿略﹀︑互二相助ケテ各其

供をあやしてみた︒

十一512 ︿略﹀︑馬は︿略﹀︑其の子

してみた︒

もちやをさ＼げて︑其の子供をあや

︿略﹀︑絶えず追手と或間隔 十一512 ︿略﹀︑馬は︿略﹀︑口でお

追手が接近すれば速力を速

追手が︿略﹀︑後れ＼ば脚
のきざみを短くする︒

十一484

め︑︿略﹀︒

十一483

を保ちながら進んで行く︒

十一483

く略V︑﹁何とて命を捨 りく︑︿略﹀進んで行く︒

︿略﹀︑刀を取直して腹か

心の中を打明けて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑常に身を離さざり 十一456図

十一429図園 ﹁さらば是にて本意を
遂げよ︒﹂

十一4210図

一族の者領地を

き切らんとす︒

︿略﹀︑常に身を離さざり 十一457図

し名刀を與へて行かしめたり︒
十一4210図

︿略﹀︑一族の者領地を

し名刀を與へて行かしめたり︒
十一434図園

︿略 ﹀ ︑

うばひて︑我を追出したり︒
十一434西園

うばひて︑我を追出したり︒

と名乗れり︒

る名の正寛を其のま＼に正寛法師

十﹁435図圏 光範と心を併せての事 十一461図 ︿略﹀︑正儀より賜はりた
と て ︑ 如 何 と も し 難ければ︑︿略﹀︒﹂

十一436図囹 ︿略﹀︑佛門に入りて父

を一を
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一家ノ

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開
ケテ︿略﹀︒

笑ハント勃興バ︑

和合ヲ計ルベシ︒

十一5110図

︿略﹀︑平話ノ健全ヲ害ス

注意シ︑身艦ヲ健全ニスベシ︒

十一525図 笑ハント欲セバ︑衛生二
十﹁526図
レバ︑意氣モ亦オ ト ロ ヘ テ ︿ 略 ﹀ ︒

笑フ者二於テヲヤ︒

十一539図イハンや我二者レル人ヲ
ネタミ︑其ノ里謡ヲ傷ツケントシテ
笑フ者二於テヲヤ︒

將軍は上衣をぬぎすてて︑

はや谷へ下りようとする︒

十一572

親に事へ︑弟を助け︑

家を治めん︑妹我は︒

十一607図圃

はり度︑此段御案内申上筆︒

く略V︑御光臨の榮を賜

げて︑御弾の敵を討ちなん︑我は︒

武勇のはたらき命さ＼

御國の爲に行きませ︑いぎや︒

十一578園我が子の死ぬのを見て父 十一608図案 家の事をば心にかけず︑
が命を惜しむ理由はない︒

十一581囹

て︑早く自分を谷へ下せ︒

大砲のつなをく﹂りつけ 十一碍7國団

が命を惜しむ理由はない︒

他人ノ歓心ヲ買ハントシ 十︸579園我が子の死ぬのを見て父 十一613図圃

花客二接シテ愛敬ヲ書ス

テヘツラヒ笑フハ︑︿略﹀︒

十一5310図

十一542図
ハ商人ノ美徳ナレドモ︑︿略﹀︒

はならぬ︒

ナポレオンがアルプ山を越

︿略﹀︑吹く風は身を切るや

︿略﹀︑太鼓を打ちながら︑

﹁︿略﹀︒﹂と聲を揃へて呼ん

︿略﹀︑兵士は止むを得ず將

て︑早く自分を谷へ下せ︒
十﹁583

︿略﹀︑兵士は止むを得ず將

軍を谷底へ下した︒
十一583

聲を限りに﹁ピエールよ︑

軍を谷底へ下した︒

十一585

︿略﹀︑方々を尋ねて︑やう

ピエールよ︒﹂と呼びながら︑︿略V︒

十﹁585

手早く帯をほどいて︑︿略﹀︒

くさがし當てたが︑︿略﹀︒
十一587

︿略﹀︑兵士等は力を合せて

二人を引上げた︒

十一606図圃

親に事へ︑弟を助け︑

兄弟共に敵をば討さん︒
家を治めん︑妹我は︒

十一605図韻

いとへ︒

モナク︑︿略V︒

養二官田ンデ︑コナレノ良イモノヲ選

十﹁6410衛生上ヨリハ︑成ルベク滋

ブベク︑︿略﹀︒

ベク償ノ安イモノヲ求メ︑︿略﹀︒

十一651 ︿略﹀︑纒濟上ヨリハ︑成ル

リノナイ様御用フベク︑︿略V︒

十一651 ︿略﹀︑ソレヲ成ルベクスタ

ヘテ︑︿略V︒

十一652︿略﹀︑味ハ人々ノ好ミヲ考

十︸653 ︿略﹀︑多選ノ満足ヲ買フベ

︿略V︑多言ノ満足ヲ買フベ

キ物ヲ選バナケレバナラヌ︒

キ物ヲ選バナケレバナラヌ︒

十一653

季節二依ツテ︑食物ノ選ビ

又魚類や野菜ハ逃避ノ季節

ノ物ヲ用ヒルト︑味モヨクテ︑消化

十一659

ルノガヨイ︒

アツサリトシテ消化シ易イモノヲ取

十一5910ロロ凶圃 軍に行かば︑からだを 十一658 ︿略V︑暑イ時分ハ︿略﹀︑

ル必要ガアルカラ︑︿略﹀︒

十﹇655寒イ時ハ三二艦温ヲ維持ス

方二多少ノ注意ヲ要スル︒

十﹇588 ︿略V︑兵士等は力をA即せて 十一654

二人を引上げた︒

十一588

りつけて合圖をすると︑︿略﹀︒

耳をそばだてて聞けば︑進 十一588 ︿略﹀︑ピエールの膣にく＼

軍の調である︒

十一5510

だが︑何の答もない︒

十一557

かひぐしく進んで行く︒

十一551

うに寒かった︒

十一549

半で︑︿略﹀︒

えて︑イタリヤへ攻入った時は冬の

十一547

リテヘツラヒ笑ヒ︑︿略V︒

十一5210図内二省ミテ︑ヤマシキコ 十一543図 く略V︑ミダリニ聲色ヲ作 十一581囹 大砲のつなをく㌦りつけ 十一643 人ヲ招待スル時世イフマデ
トアレバ︑勉メテ面二手フトモ︑心
中ノ苦ヲ如何ニセ ン ︒

十一531図 ヨク笑ハント欲スルモノ
ハ︑常二亘ハノだ何ヲツ︑シこ︑︑︿略﹀︒

十一532図 ヨク笑ハント欲スルモノ
ハ︑︿略﹀︑外︑人二恥ヂズ︑内︑己
二恥ヂザル工夫ヲナスベシ︒

十一534図 己ヒトリ樂シトテ︑他人
ノ悲ヲ思ハズシテ笑フハ同情ノ無キ
人ナリ︒

十一536図 謹嚴ナルベキ場合二笑フ
ハ︑禮ヲ知ラザル人ナリ︒

笑ヲツ・シムハ我等文明窮民ノ美風

マクドナールは︿略﹀︑突

をあげた︑︿略﹀︒

兵士等は氣をあせるのみで︑ 十一591 ︿略﹀︑全軍一同に歓喜の聲

︿略﹀︑兵士等は皆氣をもん

十一537図 儀式・公減等ノ寛正テ談 十一562 あの勇ましい少年を殺して
十一563
でるる︒

ナリ︒

十一538図 他人ノ悪事・短所ヲアザ

十︸567

何の工夫もつかぬ︒

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ
リ︒

あるQ

貫將軍といふあだ名をもつた勇將で

十一57一

とさけぶ人を誰かと見れば︑︿略﹀︒

十一538図他人ノ悪事・短所ヲアザ 十︸569 此の時﹁自分が行かう︒﹂
ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ
リ︒

十一539図 イハンや我二優レル人ヲ
ネタミ︑其ノ聲轡ヲ傷ツケントシテ
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モヨク︑︿略﹀︒

︿略﹀︑毎日同ジ面立ヲクリ

アキ易ク︑身膿ノ爲ニモヨクナイ︒

十一661 日々同ジ食物ヲ用ヒルト︑
十一663
カヘサヌ様二注意スルガヨイ︒

身を立て︑父母をあらは

り︒

十一697図

業務に從書する間は熱心

忌事既に過ぎて︑思ふも

他事に心を螢すべからず︒

十一696図業務に從事する間は︿略﹀︑

に之を行ひて︑︿略﹀︒

身を立て︑父母をあらは 十一696図

越えざるべし︒

すも︑︿略﹀︒

十一679図
十一679図
すも︑︿略﹀︒

︿略﹀︑思ふも盆なき事に

盆なき事に心を勢するは︑︿略﹀︒

甚だし︒

悔いて︑︿略﹀︒

十一6910図

︿略﹀︑其の過を再びせざ

︿略﹀︑其の過を再びせざ

思ひても返らぬことをく
人を訪問する時は業務を
人を訪問する時は業務を
人を訪問する時は業務を
︿略﹀︑又人より訪問を受

きは時間の賊なり︒

十一705図約束の時日を違ふるが如

くる時は直ちに出でて慮接すべし︒

十一704図

さまたげざる時間を選び︑︿略﹀︒

十一703図

さまたげざる時間を選び︑︿略﹀︒

十一703図

さまたげざる時間を選び︑︿略﹀︒

十一703図

よくと心配するは︑︿略﹀︒

十﹁701図

らんことをちかふべし︒

十一701図

らんことをちかふべし︒

十﹁6910図

若し過あらば︑深く之を

心を勢するは︑時間を徒費すること

︿略﹀︑産を破り︑祖先を 十一698図
︿略﹀︑功業を成し︑公盆
︿略﹀︑功業を成し︑公盆

︿略﹀︑將虚無爲にして一

︿略﹀︑唯此の二十萬時間

百歳の長命を保ちて︑一
百歳の長命を保ちて︑一

二三十歳の短命にして美

がら
︿略﹀︑街上に落ちたる硝

之を思へば︑一寸の光陰

名を萬世にとゴむる者あり︒

十一684図

生を坐食に費す者あり︒

十一683図

生を坐食に費す者あり︒

十一683図

を利用するとせざるとにあり︒

十一681図

生を終ふるも︑︿略﹀︒

十一681図

を廣むるも︑︿略﹀︒

十一6710図

を定むるも︑︿略﹀︒

十一6710図

はっかしむるも︑︿略﹀︒

十一6710図

はっかしむるも︑︿略﹀︒

十一665例ヘバ動物質ノ滋養銃声ハ 十一679図 ︿略﹀︑産を破り︑祖先を
︿略﹀︑又汁氣ノナイモノノ

植 物 質 ノ 食 物 ヲ 添 へ︑︿略﹀︒

十一麗6
︿略﹀︑アマイ物ノ後ニハ塩

次 ニ ハ 汁 物 ヲ 出 シ ︑︿略﹀︒

十一666
カライ物ヲ配合スル類デアル︒

十一669 常二食物ヲ料理スル毫所ハ
特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒

十一669 常二食物ヲ料理スル毫所ハ
要所ハ種々ノ食物ヲ置キ︑

特二清潔ヲ保ツノ必要ガアル︒
十一6610

ニタキ・洗ヒ流シヲスル所デアルカ
ラ︑︿略﹀︒

十一6610 塁所由︿略﹀︑ニタキ・洗
ヒ流シヲスル所デア ル カ ラ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑流シ元・戸ダナヲハ

ジメ︑料理道具・食器・フキンナド

十一671

ニ至ルマデ︑︿略﹀︒

十一689図

ぶ︒﹂はよく時間を利用する所以な

﹁よく勉め︑又よく遊

無爲に苦しむことなし︒

他人をして時間を損失せ

の中の一人若し十分を後るとせば︑

︿略﹀︒

十一713図

他人をして時間を損失せ

しむるはく略﹀︒

其の座敷の一間の杉戸に

しむるは其の罪金銭を損失せしむる

十一713図

よりも重し︒

ひのき

十一717図

此の絶をかける壼工久し

は檜一本を圭里がき︑︿略＞Q

十一719図

﹁君は畜家として一家

︿略﹀︑﹄母日遊び暮して三

く此の寺に寄食してありしが︑︿略﹀︒

十一7110図

年を纒たり︒

十一722図園

を成せる人なるに︑︿略﹀︒

十一723図園 ﹁︿略﹀︑三年の間未だ

我衣食の費をいとふに

一度も壼筆を取り給ひしことなし︒

十一723図園

あらざれども︑︿略﹀︒

の書師の有様を見給へ︒﹂

十一729図囹﹁かしこに行きて︑彼

︿略﹀︑檬々に姿を攣へ

十一7210図 ︿略﹀︑障子に身を寄せて︑

︿略﹀︒

十一731図

翌日書工の早朝に起出で

つ﹂寝起する様なり︒

十一733図

て壷がけるを見れば︑︿略﹀︒

十四五羽を壼がけり︒

十一738図 ︿略﹀︑十日鯨にして鶴二

十一739図 ︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

足をのべ︑手を口にあてて︑︿略﹀︒

十一709図例へば六十人の集會に其 十一739図 ︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

なり︒

をして貴重の時間を空費せしむれば

十一692図時間の貴きを知れる者は 十一707図 一人の興る＼爲に多人敷

べし︒

子の一片を去るも︑公衆の利盆なる

す

も輕んずべからず︒

十一673 座敷や庭園ヲ奇麗ニシテ置 十一686図
︿略﹀︑毫所ヲ不潔ニシテカ

ク人ガ︑︿略﹀︒

十一673

ヘリミナイノハヲカ シ ノ ー 話 デ ア ル ︒

十一677図 其の内寝食・談話・遊戯
・病氣等の爲に費す時間は三分の二
を占め︑︿略﹀︒

に用ふる時間は僅かに二十萬時間を

十一678図 ︿略﹀︑實際修學及び業務 十一695図

を一を
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足をのべ︑手を口 に あ て て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

足をのべ︑手を口 に あ て て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一739図

十一7310図

足をのべ︑手を口にあてて︑尚も鶴
の臥国したる様をなせり︒

するしやう

十一761図

︿略﹀︑直下七十丈の水は

︿略﹀︑其の野つぼの深さ

︿略﹀︑水姻深谷をおほひ︑

絶壁に水晶のすだれをかく︒
十一762図
︿略﹀︒

十一763図

裏口瀧は後の細道より瀧

は幾十尺なるを知らず︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一742図 ︿略﹀︑﹁今日書き給はん 十一764図

鶴の姿はかやうなるべし︒﹂と︑夜
裏見瀧は後の細道より瀧

︿略﹀︑今は其の奇勝を見

瀧の後より山路を上るこ
︿略﹀︑この水即ちか＼つ

て第一の滉布を成すなり︒

十一771図

と四町齢︑一條の谷川あり︑︿略﹀︒

十︸769図

ること能はず︒

十﹇765図

たりしが︑︿略﹀︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一764図

たりしが︑︿略﹀︒

﹁我が書一がかんと思ひ

中のぞき見たる姿をして見するに︑
︿略﹀︒

十一743︹図園

構へしことを如何にして知り給へる
か︒﹂

十一745図 ︿略﹀︑図師︿略﹀︑唯檜
﹁︿略﹀︑箱根山中にて

一本を書がきて︑東國へ出立せり︒
十一751﹇図囹

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得
たれば︑︿略﹀︒﹂

の瀧に至る︒

十一775図

︿略﹀︒

十︸784ロロ凶

波紋を生ず︒

と︑︿略﹀︒

十一791図

と︑︿略﹀︒

二爆相並んで雄を箏ひ︑

く略V︑器に成皿れる水煙に

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

鵜を使ひて魚を捕ふるこ

氷結して︑水晶の花を咲かす︒

十︻788園

︿略﹀︑水のしぶき枯木に

十一7710図

布をさらせるが如し︒

美しき瀧にして︑眞に白

十一752忍野 ﹁︿略﹀︑箱根山中にて 十一772図又一山を越ゆれば︑第三

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得
﹁︿略﹀︑之を書添へん

たれば︑︿略﹀︒﹂

十一752図圏

とて︑わざく蹄り來りたるなり︒﹂
十一753図董工﹁︿略﹀︒﹂とて︑︸枝
を書添へ︑︿略V︒

けごんの

十一753図︿略﹀︑別を告げて出で去
れりとなん︒

十一758図 日光山には華嚴瀧を始
として︑︿略﹀等其の名世に知られ
たるもの少からず︒

を日光の三大葬布と号す︒

十一7510図 中にも華嚴・霧降・学士 十一791図

十一793図

く略×鵜飼といへば長良

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を

鵜を使ひ︑︿略﹀︒

片手に握り︑︿略﹀︒

十一805図く略V︑十二條の細なはを

︿略﹀︑右往左往思ひく

みたる魚を吐かせ︑︿略﹀︒

十一807図此の間に鵜を引上げて呑

つれしめず︒

に浮沈するを︑たくみにさばきても

く略V︑鵜飼といへば長良 十一806図

おもふに至れり︒

十一794図

ふ

川をおもひ︑長良川といへば鵜飼を
ぎ

長良川は岐阜市の北を東

おもふに至れり︒

十一794図

より西へ流る︒

良村あり︒

みたる魚を吐かせ︑︿略﹀︒

十一795図市を出でて橋を渡れば長 十一808図此の間に鵜を引上げて呑

鵜飼を業とする漁夫は皆

に呑下すことなく︑︿略﹀︒

十一815図 ︿略﹀︑捕へたる魚を腹中

競ふ︒

ひたすら其の獲物の多からんことを

十一813図 く略V︑鵜は盛に活動し︑

十﹁8010図 ふなばたを打つ音︑︿略﹀︒

添ふるなど︑︿略V︒

十﹇808図 ︿略﹀︑又かゴり火に薪を

︿略﹀︑再び之を水に放ち︑︿略﹀︒

十一795図市を出でて橋を渡れば長 十一808図 此の間に鵜を引上げて
良村あり︒

十一796図

此の間毎夜月なき時をう

此の二村に住めり︒

十一799図

かゴひて漁舟を出す︒

十一799図此の間短夜月なき時をう
観客は遊船を中流に浮べ

かゴひて漁舟を出す︒

十一799図

て︑鵜舟の下り來るを待つ︒

十一7910図

観客は遊船を中流に浮べ 十﹇816図 ︿略﹀︑大なる鵜は能く十
のど
二三尾のあゆを喉元にふくむといふ︒
あゆ

ぽ

十一818図

鰻をくはへてくちばしに

くはへたる魚をふりかへ

かゴり火をたくは魚を集

かゴり火をたくは魚を集

めんが爲なるのみならず︑︿略﹀︒

十一822図

めんが爲なるのみならず︑︿略﹀︒

十一822図

巻附かれ︑︿略V︒

て︑頭より呑下す早業は︑︿略﹀︒
うなぎ

十一821図

りす︒

く略V︑ほうくと呼ぶ聲 十﹇817図 鵜の鮎を呑むは必ず頭よ

て︑鵜舟の下り潤るを待つ︒

十一801図

かざをりゑ

かざをりゑ

鵜匠は古風の風折烏帽

ほ

鵜匠は古風の風折鳥幅

を聞く内に︑舟は早くも目前にせま
うしやう

り坐る︒
ヒリ

十︻802図

うしやう

子をかぶり︑こしみのを着く︒

十︸803図

か団り火も亦古代の風を

子をかぶり︑こしみのを着く︒

し

十一803図

其のままなり︒

十一805図鵜匠は一人にて十二羽の
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十﹁823図

かゴり火をたくはく略﹀︑

又鵜をはげます一法たり︒

來り︑︿略﹀︒

十﹇823図 魚は火の光を追ひて集り

すく魚を捕ふることを得るなり︒

十﹇825図 ︿略﹀︑鵜は︿略﹀︑たや

すく魚を捕ふることを得るなり︒

十一826図 く略V︑鵜は︿略﹀︑たや
︿略﹀︑漁夫は↓時間饒に
︿略﹀︑漁夫は一時間齢に

して敷千百尾の鮎を得るを常とす︒

十一828図
十一828図

敷隻 の 漁 舟 相 並 び ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

して敷千百尾の鮎を得るを常とす︒
十一831図

之を取園みて︑敷十隻の遊船︑岐阜
ぢやうちん

提灯の光を水にうつせる奇観は

︿略﹀︒

︿略﹀︑錘綿ヲ引延シナガ

之ヲ紡績作業ノ第一段ト

ヲ去り︑︿略﹀︒

ス︒

十一845図
十一851図
︿略﹀︑錘綿ヲ引延シナガ

ラ細カキ雑物ヲ去ル︒
十一851図

アタカモ人ノ頭髪ヲクシ

ラ細カキ雑物ヲ去ル︒

十一852図

昔ノ縣車ニテ紡グ時ハ︑

十一872図

蜜蜂の蜜を吐き︑又たく
みつばち

く略V︑多量の土を呑込み

あり

十一889口口凶

らずや︒

十一888図

蟻は油轟を養ふ︒

農夫の田畑を耕すに似た

全く上下にうち返すといふ︒

十一887図 ︿略﹀︑地面に近き土をば

ては之を地上の穴の口に出す︒

十一886図

ては之を地上の穴の口に出す︒

十一885図 ︿略﹀︑多量の土を呑込み

て住み︑︿略﹀︒

十一885遣米矧は地下に穴をうがち

漁業の類とも見るべし︒
みとず

︿略﹀︑今一僅カニ⊥ハ七人 十一884図此の網にて轟を捕ふるは

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱
まゆ
量の縣を吐きて繭を造る

フコトヲ得ベシ︒

十一877図

まゆ
量の綜を吐きて繭を造る

は紡績の業に等しく︑︿略﹀︒

十一877図

︿略﹀︑葉巻轟の綜にて葉

は紡績の業に等しく︑︿略﹀︒

十一878図

みつばち

をつゴり合するは裁縫の業に同じ︒

造る︒

く

十一883図

も

蜘蛛は其の盟より綜を出
も

蜘蛛は其の膿より綜を出
網を張らんとする時は︑
く略V︑先づ幾條かのや＼
︿略﹀︑先づ幾條かのや＼

︿略﹀︑先づ幾條かのや＼

︿略﹀︑終に完全なる網を

に細き綜をかけ︑︿略V︒

太き綜を渡し︑之を本として︑次第

十一883ロロ凶

に細き綜をかけ︑︿略V︒

太き綜を渡し︑之を本として︑次第

十﹇882図

太き綜を渡し︑︿略﹀︒

十一882図

︿略﹀︒

十一881図

して網を張る︒

く

して網を張る︒

十一881図

とをかねたりといはんか︒

みに巣を造るは醸造の業と建築の業

十一895図

油轟は︿略﹀︑身膿より

蟻は其の種類によりて

く略V︑其の内面を壁の如

うがちて︑部屋・廊下を造り︑︿略V︒

ヒリロつ

十一895図 ︿略﹀︑多くは地下に穴を

うがちて︑部屋・廊下を造り︑︿略﹀︒

ロりロつ

十一895図 ︿略﹀︑多くは地下に穴を

種々の巣を造れども︑︿略﹀︒

十一894図

植物にうつして成長せしむ︒

十一892図 ︿略﹀︑或は其の卵を他の

︿略﹀︒

の附着せる植物に集りて之を保護し︑

十一892図 ︿略﹀︑蟻は︿略﹀︑油轟

得んが爲に︑︿略V︒

十一891図 ︿略﹀︑蟻は此の甘き汁を

︿略﹀︒

絶えず甘き汁を出すものなれば︑

十一8810図

の汁を吸ひ︑︿略﹀︒

十一8710図蜜蜂の蜜を吐き︑又たく 十一8810図 油轟は︿略﹀︑其の植物
す

す
みに巣を造るはく略﹀︒

十一879図

す
みに巣を造るはく略﹀︒
みつばち

く略V︑精巧ナルレースノ 十一879図蜜蜂の蜜を吐き︑又たく

ケヅルニ豊野リ︒

十一854図

連単鐵管二漏ツレバ︑コ

流ヲ見ルが如シ︒
レンゼウ

十一857図

︿略﹀︑次第ニヨリヲカケ

レヲ練篠機ト構スル機械ニカケテ︑
︿略﹀︒

十﹁859図

テ綜ノ形二流ヅカシム︒

︿略﹀︑絶エズ綜二目ヲ注

熟練ト機敏トヲ要スルコ

ギテ︑切ルレバ直チニ之ヲツナグ︒

十一864図

絶エズ綜二目ヲ注ギテ︑︿略﹀︒

十一863図 工女ハ常二其ノ前開立チ︑ 十一881図

ツムニマキトラシム︒

十︸832図 ︿略﹀︑之を取園みて︑数 十一861図く略V︑更閉門リヲカケ︑
ぢやうちん

十隻の遊船︑岐阜提灯の光を水に
鵜なはを引上げて︑︿略﹀︒

う つ せ る 奇 観 は ︿ 略﹀︒

十一833図
︿略﹀︑川風たもとを彿ふ

ト大ナリ︒

十一865図

も快し︒

十﹁834図

盛ナルハ紡績事業ニシテ︑殊二綿花

︿略﹀︒

本ノツムニ一人ヲ要スベキニ︑

十一8610図

ク十官本ノ縣ヲツナグトイフ︒

十一867図上手ナル者ハ一分時画工

十一837図 我が國ノ機械工業中最モ
紡績其ノ大部ヲ占ム︒

十一837図年々一億圓ノ綿花ヲ輸入
シテ︑綿綜又ハ綿 布 ト シ ︑ ︿ 略 V ︒

シテ︑ ︿略V︒

十一838図 ︿略﹀︑内國ノ所用ヲミタ

ホグシ︑︿略﹀︒

フコトヲ得ベシ︒

ノ工女ニテ︑能クニ千本ノツムヲ扱

十一843図 先ヅ綿花ヲ俵ヨリ出シテ 十一871図 ︿略﹀︑今戸僅カニ六七人
十一843図 く略V︑土砂其ノ他ノ雑物

を一を
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くに固む︒

十一897図 熱き地方の白蟻は︿略﹀
小 山 の 如 き 巣 を 造 り︑︿略﹀︒

十一897図 く略V小山の如き巣を造
り︑木質にて内部を霞むといふ︒

十一8910図 一種の草の實を食用とす
るを以て︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

行して︑買手にはかに増すときは︑

か﹂る時は靴屋は更に多

家の他人の手に渡らんことを恐れて︑

︿略﹀︑費家の持主五人は

︿略﹀︑最も償を低くした

か写る時は靴屋は︿略﹀︑

ずとも︑撹網にてすくひ取るを得る

たも

十一993囲団︿略﹀︑特殊の網を用ひ

程にて︑︿略﹀︒

ずとも︑捲網にてすくひ取るを得る

たも

十一994紫黒 ︿略﹀︑特殊の網を用ひ

程にて︑︿略﹀︒

に著ては見るを得ざる磁壁なる天然

森林は内地及び北海道

する人も靴屋の利盆あるを見て︑之

しら

面に生ひ茂り︑之を伐採せば

少からぬ牧盆と相成るべく︑︿略﹀︒

樺等

かば

く略V︑次第に其の製造高 十一㎜5魑圃︿略﹀︑椴松・︿略﹀・白

とど

林にして︑︿略﹀︒

ち居候︒

先般御手紙にて御近況
︿略﹀︑西海岸の吉岡港

縦に走り候へば︑︿略﹀︒

十一967國團

南北に細長き島を山脈

のみく略V僅かに内地との交通を保

十一965國團

を承知致し︑御なつかしく存候︒

十一955圓團

本として上下すと知るべし︒

以北に候︒

十一棚5囲團

可溶ノ復興ヲ圖リ︑シキ

リニ賢士ヲモトム︒

十一繊4図皇朝ノ復興ヲ圖リ︑シキ

リニ賢士ヲモトム︒

十一齪4図

我々國民の最も力を用ふべき所に候︒

︿略﹀︑本島の開拓は

拓に力を用ひたるは主として五十度

十一946図即ち物の債は普通の償を 十一㎜9塵国山 ロシヤにて早くより開

て︑︿略﹀︒

を減ずるが故に︑供給も随って減じ

十一944図

に韓遷するに至るべし︒

十一939図 ︿略﹀︑諸他の職業に工事 十一㎜3圏囲

盛に之を製造すべく︑︿略﹀︒

十一938図

くの職人を雇ひ入れて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の五人はく略V︑ 十一937図

孚ひて高き償をつくべし︒
十一923図
孚ひて高き債をつくべし︒

かくて其の家の債は段々

高くなりて︑最も高き償をつけたる

十一924図
人の手に渡るべきなり︒

り︒

十一9210図

り︒

十一9210図

り〇

十一935図例へば靴を用ふること流

ふ︒

を一文字に森林を伐りすかし︑︿略﹀︒

日・露の境は温浴間齢
を一文字に森林を伐りすかし︑︿略﹀︒

十一979乱筆

を置きて︑分明に相成居候︒

く略V︑錬の群をなして
海岸近く寄來る時は︿略﹀︒

十一992乱筆

呈し︑︿略﹀︒

海岸近く寄來る時は海水爲に白色を

十﹁934図此の金額を普通の償とい 十一993圓囲 ︿略﹀︑錬の群をなして

傾きあるものなり︒

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と詫言の利盆と

十一933図物の償は︿略﹀︑常に其 十︻9710憾国 ︿略﹀︑四箇所に境界石

傾きあるものなり︒

を併せたる金額に等しからんとする

の物を製造する費用と相等の利盆と

十一932図

劉備深ク孔明ヲ信頼シ︑

劉宿坊ク孔明ヲ信頼シ︑

︿略﹀︑關羽・張飛等ノ諸

將之ヲヨロコバズ︒

十一堰9図

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑︿略﹀︒

十一槌8図

一々其ノ言ヲ用ヒシカバ︑︿略＞Q

十﹁麗8図

其ノイホリヲ訪ヒ︑︿略﹀︒

十一撹6図 ︿略﹀︑劉備ハ三度マデモ

ガ︑︿略﹀︒

アリ︑民間二在リテ耕作ヲ事トセシ

物の償はく略V︑常に其十一978属國日・露の境は幅五丁丁 十一湿5図 此ノ時諸葛孔明トイフ人

る人︑其の家を曲ることを並べきな

︿略﹀︑最も償を低くした

る人︑其の家を寂ることを得べきな

︿略﹀︑最も償を低くした

る人︑其の家を責ることを得べきな

十一929図

︿略﹀︑孚ひて其の債を低くすべし︒

十︸928図

孚ひて其の償を低くすべし︒

各其の家の費れざらんことを恐れて︑

十一901図 ︿略﹀︑常に此の草の多く 十一928図 ︿略﹀︑責家の持主五人は
生 ず る 所 を 選 び て 住み︑︿略﹀︒

十一901図 ︿略﹀︑周園の雑草を食切
りて︑︿略﹀︒

十一902図 ︿略﹀︑ひたすら此の草の
成長を保護し︑︿略﹀︒

に落つるを待ちて︑其の巣に運び去

十一903図 ︿略﹀︑其の實の熟して地

る︒

らざるものならば︑之を買ふものな

十一912図 く略V︑飾にも實用にもな

く︑︿略﹀︒

の生命を保つに必 要 な れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一913図 日光・空氣の如きは︑人

︿略﹀︑之を買ふ必要なく︑︿略﹀︒

十一914図 日光・空氣の如きは︑
十一916図 されど水は大都會などに
ては︑時として償を生ずることあり︒
十一917図 是飲料水とぼしくして︑

の費家

意のま﹂に之を得ること能はざれば
なり︒

十一921図例へばこ＼に＝

ありて︑之を買はんとする人五人あ
︿略﹀︑其の五人は各其の

るときは︑︿略﹀︒

十一923図
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十一欄2図 孔明︑劉備山事へ︑出デ
テハ軍師トナリテ謀 ヲ 運 ラ シ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一欄3図孔明︑︿略﹀︑入ツテ田下

孔明ハ魏ヲ攻メテ支那中

カニヨレリ︒

十一悩4図
孔明ハ魏ヲ攻メテ支那中

央ノ地ヲ取り︿略﹀︒

マウクワク

十一価3図

︿略﹀︑先ヅ南方ノ齪ヲ平

︿略﹀︑遂二塁ラ諸軍ヲ率

﹁出師ノ表ヲ見テ泣カ
︿略﹀︑孔明謀ヲ以テ其ノ

︿略﹀︑蜀軍ノ陣螢ヲ示シ

︿略﹀︑﹁此ノ軍備ヲ何

孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再
孔明笑ヒテ之ヲ放チ︑再

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒

十一塒3図

ト見ル︒﹂ト問フ︒

十﹇価1図面

テ︑﹁此ノ軍備ヲ何ト見ル︒﹂ト問フ︒

十一価1図

將孟獲ヲ捕へ︑︿略﹀︒

十一悩10図

ザルモノハ人二非ズ︒﹂

十一悩7図囹

十一脳6図嚢スルニ臨ミ︑表ヲ上ル︒

ヰテ北征ス︒

十一皿⁝5図

ゲ︑︿略﹀︒

十一悩5図

セントシ︑︿略﹀︒

孔明ハ︿略﹀漢朝ヲ興復

央ノ地ヲ取り︿略V︒

十一悩4図

孔明︑︿略﹀︑遂二子ヲタ

孔明︑︿略﹀︑遂二備ヲタ

相 ト ナ リ テ 政 ヲ 行 ヒ︑︿略﹀︒

十一悩4図

十一佃3図
シヨク
ス ケ テ 蜀 ノ 國 ヲ 建 テ︑︿略﹀︒

十﹁欄4図
︿略﹀︑天下ヲ三分シテ其

シヨク
ス ケ テ 蜀 ノ 國 ヲ 建 テ︑︿略﹀︒

十一欄4図
︿略﹀︑天下ヲ三分シテ其

ノーヲ保タシム︒

十︸鵬4図

備崩 ズ ル ニ 臨 ミ ︑ 後 事 ヲ

ノーヲ保タシム︒
十一⁝⁝⁝5図
孔明一﹁ユダネテ︑︿略﹀︒

十一佃6図園 ﹁我が子若シタスクベ
く略V︑孔明涙ヲ流シテ︑

クンバ︑之ヲタスケヨ︒
十一鵬7図
﹁臣アヘテ死力ヲ書シ︑

﹁︿略＞o﹂ト答フ︒

十一欄7図園
﹁臣アヘテ死力ヲ墨シ︑

忠節ヲ致スベシ︒﹂

十一欄7通園
忠牌即ヲ致スベシ︒﹂

十一個1図 孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

其ノ度量ノ二大ナルヲ知

ビ戦ハシメテ再ビ之ヲ捕フ︒

ルベシ︒

十一価6図

︿略﹀︒

十一悩1図 孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑

孔明ハ嚴正ニシテ甚ダ規
孔明︑護ノ二面ヲ惜シミ
孔明︑︿略﹀︑軍律ヲ齪サ
ンコトヲ恐レ︑︿略﹀︒

十一価9図

シカド︑︿略﹀︒

十一価8図

律ヲ重ンジタリ︒

十一価7図

盆く心ヲ用ヒテ民福 ヲ 計 り ︑ ︿ 略 V ︒

十一悩1図 孔明是ヨリ幼主ヲ輔ケ︑
盆 く 心 ヲ 用 ヒ テ 民 福ヲ計り︑︿略﹀︒

十一秘2図 孔明︿略﹀︑忠義ヲ蓋シ
テ攣ハラズ︒

勢力ヲ維持セシバ︑主トシテ孔明ノ

十一悩3図 魚苗ノ︿略﹀︑常二其ノ

十︸価9図

孔明︑︿略﹀︑軍律ヲ齪サ
孔明︑︿略﹀︑涙ヲフルツ

ンコトヲ恐レ︑︿略﹀︒

十一価9図

テ之ヲ斬り︑︿略V︒

十一価9図孔明︑︿略﹀︑涙ヲフルツ
孔明︑︿略﹀︑又自ラ責ヲ

テ之ヲ斬り︑︿略﹀︒

十一価10図

孔明︑︿略V︑又自ラ責ヲ

引イテ位三等ヲ下火リトゾ︒
十一価10図

引イテ位三等ヲ下火リトゾ︒
クワン

十一伽1図蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國

蜀ノ軍︿略﹀︑旗ヲ反シ︑

魏將司馬仲達聞キテ之ヲ

二三ラントス︒

十一柵2図
追フ︒
ツヅミ

十一鵬3図

鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハントスル
蜀ノ軍︿略﹀︑旗ヲ反シ︑

モノノ如シ︒
ツヅミ

十一欄3図

鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向陣ントスル

十一柳4家の構造は主として寒さを

防ぐ様に出費てるる︒

床下に︿略﹀︑敷條のみぞ

十︸研4 床下に土石を盛り︑︿略﹀︒

を造って︑︿略﹀︒

十一研5

十一柳5 ︿略﹀︑一方の口から火をた

一方の口から火をた

いて室内を温める︒

いて室内を温める︒

十一柵5 ︿略﹀︑

之をオンドルといふ︒

十一研9 ︿略﹀︑普通の家では冬でも

十一柳6

ももひき

男はゆるやかな股引をはき︑

夜具を用ひない︒

十一柵4

どうぎ

男はゆるやかな股引をはき︑

もトひき

胴衣を着けて︑︿略﹀︒

胴衣を着けて︑︿略﹀︒

どうぎ

十一柵5

上衣と股引は冬でも多くは

十一佃6 ︿略﹀︑其の上に長い上衣を

着る︒

白いのを用ひる︒

十一佃7

十一佃8 女は短い上衣を着て︑︿略﹀︒

モノノ如シ︒

十一鵬5図寿言ノ人﹁死セル諸葛︑

男の冠をかぶり︑其のひも

生ケル聞達ヲ走ラス︒﹂トイヘリ︒

後言達︑孔明ノ陣螢ノ跡

男の冠をかぶり︑其のひも

男の︿略﹀︑小馬に乗って︑

十一欄1 男の︿略﹀︑小馬に乗って︑

田舎道を通るのを見ると︑︿略﹀︒

十一梱1

道を通るのを見ると︑︿略﹀︒

を長くたらし︑小馬に乗って︑田舎

十一悌10

道を通るのを見ると︑︿略﹀︒

を長くたらし︑小馬に乗って︑田舎

十一佃9

十一佃9 ︿略﹀︑西洋婦人の用ひる様
はかま
なゆるやかな袴を着ける︒

十一鵬6図

︿略﹀︑仲達ハ孔明ノ墓ヲ

ヲ観テ︑天略V︒﹂ト歎ジタリ︒

十一鵬7図

︿略﹀︑其ノ附近ノ草ヲ刈

祭り︑︿略﹀︒

十一伽8図

︿略﹀︑其ノ附近ノ草ヲ刈

リ︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒
十一欄8図

リ︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトノーフ︒

︿略﹀︑其ノ附近ノ草ヲ刈
リ︑薪ヲ伐ルヲ禁ジタリトイフ︒

十一欄8図

田 舎 道 を 通 る の を 見ると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑髪を三つ打ちにして

チ ョ ン ガ ー と い っ て︑︿略﹀︒

十一佃3 まだ冠禮を行はない者は
十一㎜3
︿略﹀︑成るべく早く冠禮を

後へたらしてみる︒

行ふ︒

十一佃5

十一佃6 金がなくて︑冠禮の行へな
い者は︑三十を過ぎてもチョンガー
で︑︿略﹀︒

十一佃9 死人を葬るのに︑︿略﹀日
當りのよい地を選ぶ︒

十一㎜10 死人を葬るのに︑︿略﹀日
當りのよい地を選ぶ︒

を た て る け れ ど も ︑︿略﹀︒

十一佃10 貴人の墓には内地の様に石
︿略﹀︑普通の墓は大抵土を

盛上げるばかりである︒

十一佃1

十一柵4 朝鮮人は煙草を好む︒

︿略﹀︑うちかけの様なもの

いのを用ひる︒

十一柵5 きせるは身分の高い財田長
十一佃8
をかぶって︑目ばかり出してみる︒

輿 に 乗 っ て ︑ ︿ 略 V︒

こし

十一m9 上流の婦人は四方を閉ぢた
十一川1 ︿略V︑婦人の着物をよく洗
ふことは感心である︒

十一川1 寒風身を切る様な冬の日で
も︑︿略﹀︒

十一川2 ︿略V︑氷の下の水をくんで
せんたくする︒

十一川3 暑い時分汽車に乗って朝鮮

︿略﹀︑自ら先んじて耕作

全村農業を以て生計を立

を旅行すると︑︿略﹀︒

つ︒

十一川8図
十一川9図
・養魏︒養難・養魚等の模範を示せ
︿略﹀︑又桑を植ゑ︑慧を

しを以て︑︿略﹀︒

十一川10図
︿略﹀︑又桑を植ゑ︑猛を

養ふ者多く︑難を飼はざる家なし︒
十一川10図
︿略﹀︑又桑を植ゑ︑量を

養ふ者多く︑難を飼はざる家なし︒
十一擢1図

何れの家にても卵を費れ

養ふ者多く︑難を飼はざる平なし︒

十一鞭1図
ば︑︿略﹀︒

十一佃2図其の他の教員も校長を模
範として︑職務に勉働するが故に︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑見童はく略V︑學

校を思ふ心厚く︑︿略﹀︒

十一佃3図

︿略﹀︑見童はく略V︑卒

村荘議員も全村一致して

業後も尚革嚢の門に出入するを樂み

十﹁佃4図
とせり︒

十一佃5図

村會にて村費を議するに

之を華墨し︑︿略﹀︒

十一榴6図

村會にて村費を議するに

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

十一佃7図

村會にて村費を議するに

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

十﹁佃7図

だ

十一桝6図

く略V︑村會にては其の豫

︿略﹀︑村會にては其の豫

﹁不作の後なれば︑成

耕地整理は︿略﹀︑昨年
はい

︿略﹀︑灌概・排水茎の

くわんがい

既に之を完成せり︒

十一M4図

によりて豫算を編成したるなり︒﹂

十一M1図園﹁︿略﹀との校長の意見

音心見によりて︿略﹀︒﹂

るべく重質を節約したしとの校長の

十一冊10塾主

増加せんとせしに︑︿略V︒

算の不足なるべきをうれへて︑之を

十一佃9図

増加せんとせしに︑︿略V︒

算の不足なるべきをうれへて︑之を

十一冊9図

費を議するに當り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の翌年念校の経

も︑大抵原案を可決するを常とす︒

十一麗2図︿略﹀︑其の代金にて一年

十﹁冊8図

︿略﹀︑二年毎に之を費る
ばくかんさなだ

又萎桿眞田を編み︑
ばくかんさな

又愛桿眞田を編み︑

校長も︿略﹀︑生徒を愛
︿略﹀︑ 生徒も亦校長をし

たふこと父母の如し︒

十一冊1図

すること子の如く︑︿略V︒

十一麗10図

して︑皆其の家業を樂しめり︒

十一麗6図 されば全村頗るゆたかに

手を空しうする者なきに至れり︒

十一鯉5図︿略﹀︑ 十二三歳の少女も

錘を織ること行はれ︑︿略V︒

むしろ

十一麗4図

錘を織ること行はれ︑︿略V︒

むしろ

十一堰4図

に︑其の利少からず︒

十一襯3図

ひて︑︿略﹀︒

十一穐3図

専用ふる塩・醤油を買ふに蝕あり︒

ふな
池には大抵鯉・鮒等を養

花疑

花壕

を一を

856

よろしきを得て︑︿略﹀︒

良田五十六町歩を得るに至れり︒

十一脳6図︿略﹀︑二毛作をなし得る

く略V︑二毛作をなし得る

良田五十六町歩を得るに至れり︒

十﹁桝7図

は荷車・人力車を通ずるに至れり︒

十一餌10図 ︿略﹀︑村内の重なる道路

青年の氣風を養ひ︑智徳

青年の氣風を養ひ︑智徳

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十一M10図

︿略﹀︒

十一拠10図

青年の氣風を養ひ︑智徳

をみがくを目的とせる青年會あり︑

︿略V︒

︿略﹀︑其の一事業として

をみがくを目的とせる青年會あり︑

十﹁価1図

︿略V︒

杉・檜等の植林を混み︑︿略﹀︒

ひのき

十一価2図

︿略﹀村民は教育の爲︑

一村共同の有官なる費用にあっるこ

十一価3図 ︿略﹀︑其の一部をさきて︑

ととせり︒

十一価5図

く略V︑二十年來未だ↓人

一厘の支出を要せざるに至るべし︒

十﹇価7図

商工業の獲達に

皇國

の犯罪者をも出したる例なし︒
みくに

智は東西の長を採り︑

同胞すべて⊥ハ種違︒

の富を起さんと︑勤勉・努力激ゆみ

十一柵3図翻

なき

十﹁柵6図圃

智は東西の長を採り︑

文明古今の梓を抜く︒

文明古今の梓を抜く︒

十一柵6図圃

857
を一を

十一佃2図圃 上下心織一にして︑同
︿略﹀ ︑ 我 等 が 身 を 修 め ︑

胞すべて六千萬︒
十ニー3図

世に虞するの道を示し給へるものに
く略V︑我等が身を修め︑

して︑︿略﹀︒

十ニー4図

世に庭するの道を示し給へるものに
︿略﹀︑之を葬讃するもの

して︑︿略﹀︒

十ニー4図
︿略﹀︑之を拝讃するもの

誰か︿略﹀を仰ぎ奉らざらん︒
十ニー5図

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛
の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

十一一16図 陛下が萬機の政をみそな
︿略﹀ ︑ 常 に 國 家 を 思 ひ ︑

はす御かたはら︑︿略﹀︒

十ニー7図

臣民をあはれみ給ふ大御心の拝察せ
︿略﹀ ︑ 常 に 國 家 を 思 ひ ︑

らる＼は︑︿略﹀︒

十ニー8図

臣民をあはれみ給ふ大御心の拝察せ
らる㌧は︑︿略﹀︒

十ニー9図 いでや︑其の二三を申さ
ん︒

十一一22図圃 神代より承けし寳をま
もりにて︑治め來にけり︑日の本つ
國︒

榮えゆく代を暑いのるかな︒

十一一25図圏 承けつぎし國の柱の動
きなく

我等臣民も︿略﹀︑

せ給へる御盛運故なきに非ず︒
十一一210図

海に迎へ撃つの計を定め︑︿略﹀︒

我が海軍は︿略﹀︑全力

おきのヒま

東郷司令長官は︿略﹀︑

︿略﹀︑東郷司令長官は三

で

は

うりふ

︿略﹀︑片岡・出羽・瓜生

︿略﹀︑はげしく敵を砲撃
︿略﹀︑敵の艦列忽ち齪れ︑
︿略﹀︑敵艦三々火災を起

︿略﹀︑火煙海をおほひて

︿略﹀︑火煙海をおほひて

我は急に其の前路をさへ
ぎりて攻撃せしかば︑︿略﹀︒

十二73図

に路を愛へて逃れ去らんとせり︒

十一一72図敵はかなはじと︑にはか

敵を包めり︒

十一一610図

敵を包めり︒

十二610図

し︑︿略﹀︒

十二610図

早くも職列を曇る＼ものあり︒

十二67図

せしかば︑︿略V︒

十一一66図

火を開始せしが︑︿略﹀︒

十一一64図敵の先頭部隊は直ちに砲

つく︒

・東郷︵少將︶の諸隊は敵の後尾を

十二63図

︿略﹀︒

笠以下六隻の主戦艦隊を率みて︑

十二61図

近に誘ひ寄せしむ︒

先づ小軍艦をして敵艦隊を沖島附

十二56図

軍に出動を命じ︑︿略﹀︒

十二55図東郷司令長官は直ちに全

を朝鮮海峡に集中せしが︑︿略﹀︒

十二51図

海に迎へ撃つの計を定め︑︿略﹀︒

一致 十一一51図我が海軍は初より敵を近

陛下は忠勇なる我が臣民

協同して︑此の國家を護らざるべか
らず︒

十二31図
國民は一つ心に守りけ

を深く信頼し給ひて︑︿略﹀︒

十二33図心
みおや

り︑遠つ御祖の神の教を︒

十一一37図此の御製を拝讃しては︑

國を思ふ道に二つはな

何人も義勇の心にをどり立つなるべ
し︒

十一一39図圃

文武道を異にすれども︑

かりけり︑軍のにはに立つも立たぬ
も︒

十一一41図

かちに心を許さざらなん︒

波風のゑつかなる日も

國に土盤す誠は一なり︒

船人は

十一一43図圏

十一一44図治に居て齪を忘れざるも
此の心なり︒

學問を修むるにも︑事業
露國が連敗の勢を回復せ

に從ふにも︑︿略﹀︒

十一一44図
十一一48図

ん爲︑︿略﹀組織せる太平洋第二・

︿略﹀︑本國に於ける海軍

第三艦隊は︑︿略﹀︒

十二49図

の幾んど全勢力を暴げて組織せる太

︿略﹀太平洋第二・第三

平洋第二・第三艦隊は︑︿略﹀︒

十二410図

艦隊は︑朝鮮海峡を纒てウラヂオス

十二28図 祖宗の大業を承けて︑明

トックに向はんとす︒

てうせん

治の聖世を開かせ給へる御盛運故な

十二51図我が海軍は初より敵を近

きに非ず︒

十二28図 ︿略﹀︑明治の聖世を開か

十二74図

︿略﹀︑敵の諸艦皆多大の

く ちく

︿略﹀︑食いて我が駆逐隊

損害を受け︑︿略V︒

より二回の水雷攻撃を受けて︑︿略﹀︒

十二74図

てい

十一一77図夜に入りて︑我が駆逐隊

・水雷艇隊は砲火をく岱って敵艦に

うつりよう

我が艦隊は︿略﹀︑欝陵

せまり︑︿略V︒

︿略﹀︑東方に極りて︑は

島附近に集りて敵を待ちしが︑︿略﹀︒

十二81図

十二82図

よりて主戦艦隊及び巡洋

るかに敷條の黒煙を見る︒

艦隊は東方に向って︑其の進路をふ

十二84図

さぎ︑︿略﹀︒

十一一85図 く略V︑片岡・瓜生・東郷

十二86図

︿略﹀︑ネボカトフ悪夢は

︿略﹀全く敵を包園せり︒

の諸隊は其の退路を絶ち︑︿略V︒

十二88図

白旗をか＼げ︑︿略﹀︒

以下四隻を墨げて其の部下と共に降

十二810図︿略﹀︑戦艦ニコライ一世

服せり︒

敵の司令長官ロジェスト

ウェンスキー中畑は昨日の職圖に傷

十二93図

を負ひ︑︿略﹀︒

ヨ

十一一104図 東郷司令長官此の戦況を

打電し︑︿略﹀︒

ヨ

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇怪ヲ牧メ得

十ニー06雲量 ﹁我が聯Aロ艦隊が克ク

タルモノハ︑︿略﹀︒

勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇怪ヲ牧メ得

十一一106図団 ﹁我が聯A口⁝艦隊が克ク

を一を
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タルモノハ︑︿略﹀︒
キ

カ

十ニー11属望 ︿略﹀磨下陰卒モ皆此
く略V︑唯唯感激ノ極︑

ノ成果ヲ見タルニ 及 ン デ ︑ ︿ 略 V ︒ ﹂
十一一112﹇図圃

言フ所ヲ知ラザル モ ノ ノ 如 シ ︒ ﹂

ヨロコ

十二ー14図園﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依

十ニー28

︿略﹀︑又木製ノ器具類ヲ製
トビラ

十ニー59

船ヲ其ノ中二入レテ一方ノ
船ヲ其ノ中二入レテ↓方ノ

扉ヲ閉ヂ︑︿略﹀︒

豫報といふ︒

べく︑︿略﹀︒

明日の天守如何を豫益することを得

十ニー78図 ︿略﹀︑我等は之を見て︑

べく︑︿略﹀︒

暴風雨警報を護して之を豫註す︒

十一一182図 く略V︑中央氣象毫は全國

し︒

報は毎朝の新聞紙にても知るを得べ

十ニー710図 ︿略﹀︑又其の日の天氣豫

べく︑︿略﹀︒

明日の天氣如何を豫画することを得

︿略﹀︑其ノ水ヲポンプデカ 十ご178図 ︿略﹀︑我等は之を見て︑

︿略﹀氣象墓・測候所を
︿略﹀事象毫・測候所を

しん
尚韓國・清國にも二十齢

雨警報を流して之を嬉野し︑︿略﹀︒

十ニー83図 ︿略﹀︑測候所は地方暴風

暴風雨警報を嚢して之を公告す︒

各地の測候所は其の地方 十ニー82図 ︿略﹀︑中央氣象垂は全國

︿略﹀︑中央氣象塁は各測

雨警報を等して之を豫告し︑︿略﹀︒

十ニー83図 ︿略﹀︑測候所は地方暴風

號所に掲ぐ︒

十一一184図 く略V︑警報の信號を各信

書間は立葉を以て風の強

夜間は紅燈を赤球に︑線

夜間は紅燈を赤球に︑緑

燈を圓筒形に︑紅緑二燈を壷錐形に

十一一187図

代ふ︒

燈を圓筒形に︑紅熱二目を圓錐形に

十ニー87図

雨のおそれあるを示す︒

十寸ー87図 ︿略﹀︑圓錐形を以て暴風

ゑんすみけい

それあるを示す︒

の強きを︑圓錐形を以て暴風雨のお

ゑんすみけい

十ニー86図 ︿略﹀︑圓筒形を以て風雨

きを示し︑︿略﹀︒
ゑんとうけい

之を全上天氣豫報といふ︒ 十一一185図

又各測候所がく略V︑其
の地方の天氣を豫令するを地方天氣

十六ー75図

十ニー74印q凶

全國氣象の大勢を各氏す︒

十一一173図︿略﹀︑向ふ二十四時間の

︿略V︒

候所の報告によりて天氣圖を作り︑

十ニー72図

報告し︑︿略﹀︒

の氣象観測を面輔二回中央窩里芋に

十ニー610図

箇虜を置けり︒

十ニー69図

置きて︑日々の氣象を調査す︒

十ニー66図

置きて︑日々の氣象を調査す︒

美麗ー65図

イ出シテ工事二掛ルノデアル︒

十ニー510

扉ヲ閉ヂ︑︿略﹀︒

トビラ

︿略﹀︑墨ク蒸氣や電氣ノカ 十一一159

造スル木工場モアル︒
十一一129

バンギ

︿略﹀︑大根ヲ切ル様二造作

ヲ利用スル︒

十ニー32
ナク切噺スル︒
十ニー34

リュウコツ
︿略﹀︑其ノ上一先ヅ龍骨

︿略﹀︑此ノ嵩置ノ左右カラ

之ヲ肋材トイフ︒

肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑

︿略﹀︑梁ノ上二床ヲ造ツテ

サテソレカラ船室ヲ分ツタ
サテソレカラ船室ヲ分ツタ

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑︿略﹀︒
ホパシラ

︿略V︑機ヲ附ケタリ︑機
ホパンラ

果報といふ︒

十ニー77図

︿略﹀︑我等は之を見て︑

明日の天氣如何を豫知することを得

濫読ー78口q凶

掲示せらる＼を以て︑︿略﹀︒

候所を始め︑官磨・諸役所等の前に

是等の豫報は氣象憂・測

の地方の天氣を豫託するを地方天氣

︿略V︑橋ヲ附ケタリ︑機 十ニー76図 三極測候所が︿略﹀︑其
︿略﹀︑細カイ造作ヲシタリ

船艦ノ修繕︑船底ノ塗換等
船艦ノ修繕︑船底ノ二王等
ヲスル虜ヲ船渠トイフ︒

センキョ

十哲ー57

ヲスル慮ヲ船渠トイフ︒

センキョ

前議ー57

シテ︑︿略﹀︒

十ニー51

關ヲスエタリ︑︿略V︒

十水中51

關⁝ヲスエタリ︑︿略﹀︒

十ニー410

十ニー410

リ︑倉庫ヲコシラヘタリ︑︿略V︒

十ニー49

甲板トスル︒

十ニー42

外側二瀬ヲ張り︑︿略V︒

十ニー41

十悪ー310

肋骨ヲ出シテ︑段々二組立テテ行ク︒

ロクコツ

十一一139

トイフモノヲ置ク︒

十ニー38

ブ木材ヲ積ンデ︑︿略V︒

︿略﹀︑船皇ノ上二盤木ト呼

船ヲ組立テルニハ︑︿略﹀︒

リ祖宗ノ神璽二封フルヲ得ルヲ澤
十一一136
コ

ブ︒﹂

ヨロ

リ祖宗ノ神璽二封フルヲ得ルヲ澤

宮寺ー15図囹﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依
ブ︒﹂

十ニー16図 將卒之を聞きて感泣せざ
るはなかりき︒

十ニー19 船ヲ造ルニ爪先ヅ綿密ナ設
計圖ヲコシラヘル︒

十二H9 船ヲ造ルニハ先ヅ綿密ナ設
其ノ圖ハ船ノ切噺面罵ビ構

計圖ヲコシラヘル︒
十ニー110

成等ヲ何十分ノ＝一シタ縮圖デ︑
︿略V︒

十ニー23 設計圖が出奉上ルト︑細密
ナ構造分圖ヲ各工 場 二 廻 シ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑必要ナ部分ハ習物大

ノ圖ヲ作ツテ︑︿略﹀︒

十ニー24

イ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

シンチユウ

イ

鐵ヲ鍛フ鍛工場モアレバ︑

鋼鐵・眞鍮類ヲ鋳ル虜モアリ︑

カウテツ

十ニー26

︿略﹀︒

十伊江27
シンチユウ

クワノ

鋼鐵・眞盛粧ヲ鋳ル庭モアリ︑

カウテツ

︿略V︒

ル虞モアリ︑︿略 V ︒

十ニー27︿略﹀︑汽錘・煙突等ヲ造
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代ふ︒

十一一188図

夜間は紅燈を赤帽に︑緑

燈を圓筒形に︑紅緑二心を圓錐形に
代ふ︒

︿略﹀船は︑之を見て出
︿略﹀船は︑之を見て出

嚢を見合せ︑︿略﹀︒

十一一189図
十一一189図
︿略﹀︑帰航海中の船は早

襲 を 見 合 せ ︑ ︿ 略 V︒

十ニー91図

︿略﹀︑又航海中の船は早

く港に入りて難を避くることを得る
なり︒

十三二91図

く港に入りて難を避くることを得る
なり︒

十ニー92図 諸子はく略V天金圖を見
たることありゃ︒

一目

︿略﹀︑あたかも天上より

天氣要素を地軸の 上 に 記 載 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十ニー94図 天氣圖とは︿略﹀一般の
十二ー95図
野紺菊とは︿略﹀︑

下 界 を 見 下 す が 如 く︑︿略﹀︒

十ニー96図

に全國天候の如何を示すものなり︒
はち
蝶や蜂は︿略﹀︑花の汁を

十一一205

それが爲におのつと種子を
︿略﹀︒

十二227

十二2210

︿略﹀︑城兵のひそかに逃

れ出つるを防ぐ︒

金魚を細口のびんに入れて︑ 十二271図

城中には僅かに四五日の

信昌人士を集めていふや

﹁敵は長島の計を取れ

う︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二273図

糧食を齢せるのみ︒

︿略V︑二三日も水を取換へ 十二272図

若し其の中に青い水草を入

・根・葉等を食って膿を養ひ︑︿略﹀︒

城を抜け出でて岡崎に

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

十二275図園

るに︑我は糧食殆ど蓋きたり︒

︿略﹀︑水を取換へなくても 十二274図囹

れて置けば︑︿略﹀︒

十二229

ないと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人や獣類も果實をた 十二227

あちらこちらへ散布する︒

十二209
十二2010

︿略﹀︑人や獣類も果實をた

べては其の種子を方々へまき散すの
である︒

十二211

さん

金魚は割合に長く生きてみる︒
さん
動物は︿略﹀︑空豆中の酸 十二233 此の外︑動物は植物の果實
す

べては其の種子を方々へまき散すの
である︒

十一一212
が

が

す

はちまん

右に見

かへせし人

く略V︑進み出でて其の使

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂

﹁︿略V︑若し向ひの山

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

十二279図園

城を出でたりと知れ︒

にのろしのあがるを見ば︑幸にして

十二279図圏 ﹁︿略﹀︑若し向ひの山

﹁︿略﹀︒﹂とQ

たらんことを請ひ︑約していふやう︑

︿略﹀︑植物は動物質の腐敗 十二277図
ひ

物を肥料として成長する等︑︿略﹀︒

十一一234

・根・葉等を食って腔を養ひ︑︿略﹀︒

動物はく略V︑二三中の酸 十二233 此の外︑動物は植物の果實 十二276図園 城を抜け出でて岡崎に

素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出す︒

十二213
素を吸ひ︑炭酸瓦斯を吐出す︒

若し之を消費するものがな

ければ︑︿略﹀︒

十二213

ゆ

︿略﹀︑遂には地球上の動物 十二245図圃由比の濱べを

て︑雪の下村過行けば︑八幡宮の御

十二215

が呼吸作用を螢むことが出撃なくな

のをだまきくりかへし

いへ

をしのびつ＼︒
ながしの

ながしの

︿略﹀奥平信昌︑徳川家

のぶまさ

康の命を受けて長篠城を守る︒

やす

十二267図

やす

十一一268図

いへ

三日を過ぎなば︑又山

十一一283図 黒き影は︿略﹀︑ひらり

上に來りて援軍の消息を示さん︒﹂

十一一2710図囹 三日を過ぎなば︑皿山

上に異りて援軍の消息を示さん︒﹂

十二2710図園

く略V奥平信昌︑徳川家 城を出でたりと知れ︒

のぶまさ

十二254図圃若宮堂の舞の袖︑しつ

社︒

︿略﹀︑一方に於て植物が之

る道理である︒
十一一217

植物も︿略﹀酸素を吸ひ︑

を消費するからである︒

十二218

植物も︿略﹀酸素を吸ひ︑

炭酸瓦斯を吐出すが︑︿略﹀︒

十一一219

炭酸瓦斯を吐出すが︑︿略﹀︒

り蕾むれども︑︿略﹀︒

十二268図武田勝頼大軍を率みて來

たけだかつより

外に同化作用といって︑盛 康の命を受けて長篠城を守る︒
に炭酸瓦斯を取って︑其の中の炭素

十二2110

を養分にして酸素を放つ作用がある︒

吸ふ︒

花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ

十二221

なは

とばかり身を水中に投入れたり︒
十一一221 ︿略﹀︑其の中の炭素を養分 十一一269図︿略﹀︑攻めあぐみて長團
すビき
十二285三園 流をさかのぼる臆の縄
にして酸素を放つ作用がある︒
の計を取り︑︿略﹀︒
さく
︿略﹀︑其の中の炭素を養分 十二2610図 ︿略﹀︑柵を城外に廻らし︑ にふる﹂ならん︒﹂

十二207 植物の花には︑同種の他の
ものがある︒

十二207 植物の花には︑同種の他の
花の花粉を受けると︑良い實を結ぶ
ものがある︒

縄を城下の河中に張りて︑︿略﹀︒

なは

十一一289図 く略V︑走りで岡崎に到り︑

十二288図 翌十五日の朝︑勝商は山
にして酸素を放つ作用がある︒
縄を城下の河中に張りて︑︿略﹀︒
さく
若し炭酸瓦斯を供給するも 十二2610図 ︿略﹀︑柵を城外に廻らし︑ に上りてのろしをあげ︑︿略﹀︒
のがなければ︑︿略﹀︒

十二208 又ひよやつぐみは美しく熟 十二222
してみる果實をついばむ︒

を一を
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家康に見えて援を求む︒

え ぞ

か︒﹂

形名の妻︑︿略﹀弓を取
除名の妻︑︿略﹀弓を取
賊之を聞きて︑城中兵尚
賊之を聞きて︑︿略V︑其
たかなが

新田義貞︑尊良親王を奉

につたよしさだ

保の母は一時に二子を失

是等の人々は皆非常の大
事にあひて心を取齪さず︑︿略﹀︒
いなふこうけん

十二322図

悲しむ色を見せざりき︒

十一一321車懸の母は︿略﹀︑少しも

を圖るべし︒﹂

︿略﹀︒

墨行セラル︑二當リ︑︿略﹀︒

コ・二本校新築落成式ヲ

郡長ハ左ノ祝文ヲ讃ンダ︒

十二352 ︿略V︑此ノ改築ヲ計畜シ︑

く略V︑職陣の際に良人の シタQ

名轡を全うせる形名の妻と其の徳を

十一一3210図

ほ

平時に於て常に之に虜す

ヲ得タルハ余ノ最モ光榮トスル所ナ

リQ

年ヲ追ウテイヨく成皿二︑︿略﹀︒

十一一358図 ︿略﹀︑教育ノ普及嚢達ハ

く略V︑今や全寸意倉見童

ハ學齢見童百分ノ九十七ヲ越工︑

十二359図

︿略﹀︒

十二3510図 ︿略﹀︑本郡ノ如キハ實二

︿略﹀︑學校ノ増﹇設ヲ要ス

百分ノ九十九ノ好成績ヲ示セリ︒

十二361m図

︿略﹀︑コ・二途校舎ノ落

ルコト日一日ヨリ急ナリ︒

十二363図

成ヲ見ルニ至レルハ︑医事教育ノ一

本校舎ノ建築ハ質素堅固

慶事トイフベシ︒

ヲ主トシ︑︿略V︒

く略V︑見苦しき行を爲す 十一一364図

十一一365図 ︿略﹀︑通風・採光ニツナ

︿略﹀︑專ラ教授ノ便ヲ計

ガラ其ノヨロシキヲ得︑︿略﹀︒

く略V︑專ラ教授ノ便ヲ計

リ︑誤用二重キヲ置キ︑︿略﹀︒

十二366図

リ︑實用二重キヲ置キ︑︿略﹀︒

外温順・愛敬の徳を守り 十二366図
︿略﹀︑自若として其の常

て︑内確固たる志操を持し︑︿略﹀︒

十二3310図
十二34長刀q凶

︿略﹀︑町長ハ工事ノ報告ヲ

ヲ表ス︒

十一一368図

謹ンデ一言ヲノベテ祝意

先ヅ君が代ノ歌ヲ歌ツタ後︑ 十二368ロロ凶 謹ンデ＝三ロヲノベテ祝意

を失はざるは日本女子の美徳なり︒

︿略﹀︒

十一一348

十二348

十一一355図

︿略﹀︑戦陣の際に良人の 十二354

同じうすとやいはん︒
十二3210図

名蟹を全うせる形名の妻と其の徳を

たかち

︿略﹀︑高千守艦乗組水兵

楠木正行の母が正行を 十二356図︿略﹀︑其ノ席末二列スル

くすのきまさつら

同じうすとやいはん︒

十二331図

戒め︑︿略﹀︒

十二332図

の母が其の子を叱りしが如きは︑
︿略﹀︒

十二333図︿略﹀︑忠義の爲には恩愛
を忘る㌦眞心より出でたり︒
凡そ婦人の道は夫を助け
て家政を治め︑︿略﹀︒

十一一334図

凡そ婦人の道は夫を助け
て家政を治め︑︿略﹀︒

十二334図

ことあらん︒

十一一339図

るの道を覧奇し置かずば︑︿略﹀︒

十二338図

子に教へて家名をあげしむるに在り︒

十二3110図園尚三子あれば更に再墨 十二335図 凡そ婦人の道は︿略﹀︑

︿略﹀︒

ひて悲歎にくる㌧ならんと思ひの外︑

十二318図

︿略﹀︒

じて越前國金崎の城に在りし時︑

ゑちぜんのくにかながさき

十二315図

の夜園を解きて去れり︒

十二314図

多からんと思ひ︑︿略V︒

十二313図

つる
りて成皿に弦を鳴らせり︒

十二313図

りて盛に弦を鳴らせり︒

つる

十二312図

を帯び︑︿略﹀︒

お
十二2810図 家康直ちに勝商をして織 十二312図 書名の妻︑︿略﹀︑自ら劔
田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

だのぶなが

しむ︒

十二291図 信長︑勝商の勢を賞し︑
且いふ︑﹁︿略V︒ ﹂ と ︒

十二291霊園 ﹁我︑明日大軍を率ゐ
て出爽せんとす︒

十二294図 十六日勝商は再び山上に
のろしをあげ︑︿略﹀︒

十二297田園 さらば我必ず重く汝を
賞せん︒﹂

十二299図 翌日壮士十饒人︑勝商を
園みて城門に到る ︒

率みて︑既に出爽せらる︒

十二301図園 徳川・織田二五大軍を
十二302図 勝頼怒りて之を殺せり︒
︿略﹀︑﹁日本の將我が

しりを食へ︒﹂と 號 ば し む ︒

十二304図園

十二305図圏 伊企灘却って﹁新羅王
かみつけぬのかたな

我がしりを食へ︒ ﹂ と い ひ て ︑ ︿ 略 V ︒

て 利 あ ら ず ︑ ︿ 略V︒

十二309図 上毛野並名︑蝦夷を討ち
かみつけぬのかたな

もん

て︑内確固たる志操を持し︑︿略V︒

十二3010図上二野匿名︑︿略﹀︑夜に 十一一326図 ︿略﹀︑稻生恒軒の妻の常 十二339図外温順・愛敬の徳を守り

いま

かの山内一豊の妻が貧苦

かずとよ

︿略﹀︑鈴木今右衛門の妻

ゑ

ぜんに
︿略﹀︑松下輝尼の倹約を

に祖先の祭に心を蓋したる︑︿略﹀︒

︿略V︒

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二329図

の慈善を行ひたる︑︿略﹀︒

十二327図

守りたる︑︿略﹀︒

形名の妻︑夫を働まして︑ 十二327図

乗じて城をすてて逃れんとす︒

︿略﹀︒

十二3010図

十二311図圏 ﹁良人今論り身を全う
して︑祖先豊玉の勇名を辱しめ給ふ
か︒﹂

十二311図圏 ﹁良人今搦り身を全う
して︑祖先以上の勇名を辱しめ給ふ

861

を一を

ヲ表ス︒

十一一369
シタ︒

式終ツテ︑一同校舎ヲ巡覧

十二391図

然れども強秦の兵を趙

何ぞ濁り廉將軍を恐れ

﹁余は秦王を其の朝に

相如の論者皆之を恥づ︒

十二391図星
叱したるもの︒

十二392図囹

り︒﹂

︿略﹀︑國家の急を先に

︿略﹀︑國家の急を先に

十一一417図

︿略﹀︑其の火口は直二六

︿略﹀︑盛に水蒸氣とよな

百メートルの圓形をなし︑︿略﹀︒

十二419図

と構する火山灰とを噴出す︒

現今我が國の耕作地は毫

ることを工夫するに至れり︒

からふと

十一一443図

作物は米・変其の大部分

湾及び樺太を除きて凡そ五百五十萬

町歩あり︒

︿略﹀︑生綜は輸出品の首

て近年三百五十萬石を越え︑︿略﹀︒

十一一4410図 繭の取入高は年々増加し

まゆ

を占めて︑︿略＞Q

十二4110図但し此の噴孔は時々其の 十二444図
鳥帽子岳は︿略﹀︑直脛

位置を攣じ︑︿略﹀︒

十二421図

八百メートルの噴火口を有し︑︿略﹀︒

く略V︑鳥獣の肉を食する

栽培法の如きも︑︿略﹀︑

能く學理を慮用せば︑︿略﹀︒

十二463図

美田を増すの必要あり︒

十二462図 ︿略﹀︑大いに荒地を開き︑

美田を増すの必要あり︒

十一一462図︿略﹀︑大いに荒地を開き︑

こと少く︑︿略﹀︒

十二455図

位を占めて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の北なる杵島岳 十二451図
も亦頂上に三箇の噴火口を有す︒

十二422図

火山の破裂は地中の水蒸
氣︑地皮の弱き庭を破りて︑ほどば

十二427図

︿略﹀安永八年櫻島の破

︿略﹀︑見るもすさまじき

しり出つるより起る︒
十一一431図
光景を呈す︒

十二433図

裂せし時は︑︿略V東海道までも火
山灰を降らしたりといふ︒

加することを得ん︒

︿略﹀︑魚鳥を捕へ︑果實 十二464図 ︿略﹀︑ 一層其の牧穫を増

加することを得ん︒

く略V︑魚鳥を捕へ︑果實 十二464図 ︿略﹀︑ 一層其の牧穫を増

然に生ずる物のみにては不足を告ぐ
︿略﹀︑動物を飼養し︑又

︿略﹀︑衣食住の材料を得

︿略﹀︑衣食住の材料を得

︿略﹀耕作用の牛馬︑

吸し︑筋肉を嘉するが故に︑︿略﹀︒

十一一472図 ︿略﹀︑清潔なる空聾を呼

︿略﹀︒

なる材料を作り出す所以にして︑

︿略﹀︑動物を飼養し︑又 十一一4610図農業は我等が生活に必要

に今日の急務なり︒

︿略﹀︑乳・肉感を供給せんこと︑實

十二466図

更に之を盛にし︑︿略﹀︒

十二437図人口やうやく増加し︑自 十一一465図家畜の飼養に至りては︑

を採りて食物とせり︒

十二436図

を採りて食物とせり︒

廉頗之を聞きて︑深く其 十二435図

の非をさとり︑︿略﹀︒

十二396図

廉頗之を聞きて︑深く其

して︑私のうらみを後にするが爲な

十二395図園

り︒﹂

して︑私のうらみを後にするが爲な

十二395図囹

にするが爲なり︒﹂

家の急を先にして︑私のうらみを後

十二395図葉余の彼を避くるは︑國

國に加へざるはく略﹀︒

んや︒

十二373図 古語に﹁私事を以て公事
十一一393図園

を す て ず ︒ ﹂ と い へり︒
ひ で たゾ

十二376図 將軍秀忠︑高浜の武名を
重んじて︑之に封ぜんとす︒

十二378図 高虎﹁年老いて其の任に
あらず︒﹂とて之 を 否 む ︒

十二3710図園 ﹁汝多年嘉明と不和な

りと聞く︒今之を推墨するは如何
に︒﹂

害せんや︒﹂

十二382黒質 何ぞ私事を以て公事を
十二383図 秀忠︿略﹀︑嘉明を墨げ
て會津に封ぜり︒

いに恥ぢ︑︿略﹀︒

十二384図 嘉明後此の事を聞きて大

十一一396図

・

十一一438図

ることを工夫するに至れり︒

十一一438図

植物を栽培して︑︿略﹀︒

十二438図

植物を栽培して︑︿略﹀︒

十一一437図

富士山の古歌には煙の立 るに至りて︑︿略﹀︒
昔箱根山の噴火せしこと
は我等既に之を學べり︒

十二402図

つことを歌へるもの多く︑︿略﹀︒

十二3910図

交を結べりとそ︒

十二397図 ︿略﹀︑つひに無二の親

至りて罪を謝し︑︿略﹀︒

廉頗︿略﹀︑相如の門に

の非をさとり︑︿略﹀︒

十二384図 嘉明︿略﹀︑高虎と水魚

十一一397図

かば︑趙王厚く之を用ふ︒

の交をなすに至れりとそ︒

しん
十二387図 敵國秦に平して功ありし

十二388図 趙の將軍にて武功の聞え

相如聞きて︑力めて之を

れんぱ
高かりし廉頗之を見て心安からず︑

︿略﹀︒

十一一3810図

避け︑廉頗の來るを見れば︑車を轄
じて逃ぐ︒

︿略﹀︑現に噴火せる火由
の敷も全智に於ては五十座を下らず︒

十二3810図 全軍︿略﹀︑廉頗の替る 十二404図
を見れば︑車を轄じて逃ぐ︒

を肥後の阿蘇山とす︒

十二3810各相如︿略﹀︑廉頗の干る 十一一404図 就中噴火口の最も大なる
を見れば︑車を轄じて逃ぐ︒

を一を
862

吸し︑筋肉を揺す る が 故 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二472図 ︿略﹀︑清潔なる空花を呼

無 限 の 富 を善したり︒

十二482図圃 四方の海の底穿く︑
︿略﹀
かう

い

山をう方ちて山を鋳る︒

十二488図圃 ︿略﹀︑其の他無数の磧
坑は
山をうみちて山を鋳る︒
きりふ
い
︿略﹀︑群馬の桐生・伊

い

十二488図圃 ︿略﹀︑其の他無敷の磯
坑は

かう

せざき

ガ如キ皆信用ヲ害スル所以ナリ︒

十二523図︿略﹀︑商品ノ品質ヲ下ス

置きて漏洲全部を曲管し︑︿略﹀︒

しん
十二556図 清國政府はこ＼に総督を
置きて漏洲全部を樋管し︑︿略﹀︒

の地に至る︒

十二5510図

置けり︒

ナ

てうせん

門司にて乗船し朝鮮海峡

く略V︑露軍は海軍根糠地

てつれい
︿略﹀︑鐵嶺を過ぎて長春

近年各國商人零話ヒテ其 十二556図 ︿略﹀︑我が國亦総領事を

ガ如キ皆信用ヲ害スル所以ナリ︒

十一一527図
ノ方法ヲ講ジ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑廣告ノ爲ニハ多額

ノ費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒

十一一527図

十一一528図

じ

ること約二日間にして大連に着す︒

十二547図

︿略﹀︑我が軍は苦戦十↓

として此の地を死守し︑︿略V︒

︿略﹀︑廣告ノ爲ニハ多額 十二567﹇図

・

ヲ講ズルコト今日ノ急務ニシテ︑

︿略﹀︑海外貿易ノ二王ヲ

圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ︿略﹀︒

十二535図

圖リ︑大イニ國富ヲ増殖スルハ︿略﹀︒

其の後方の山々は玉門が

かう
撫順は満洲屈指の炭坑地

止るも唯其の命に從ひて︑少しも混

雑を生ずることなし︒

佛國の長き歴史を飾れる

壮大なる建築の再々︿略V︒

十二608図

枝を交へて︑雅麗斜なし︒

十二615図く略V左右二列の零丁は

近世の學術を応用せる百般の設備皆

十二621図 く略V︑衛生・消防を始め︑

詐れり︒

せる百般の設備皆具れり︒

十一一621図 ︿略﹀︑近世の學術を鷹用

然れども地下には各種の

鐵道縦横に貫通し︑テームス河床の

十二63！図

壮麗なる馬車・自動車の

下をも往來せり︒

十二632図

倫敦には︿略﹀世界に名

の如きは︑十敷皇典をなして前後相
べるりん

接す︒
ばり

少からず︒

巴里にもルーブル博物館

最も人目を引くものは國

・凱旋門を始め︑世に聞えたる建物

がいせん

十二646図

築物なり︒

會議事堂は第一に観客の目を引く建

十二643図 ︿略﹀︑テームス河岸の國

を知られたる建築物多し︒

十二638図

及びシベリヤ一道を利用せんか︑
うんどん

倫敦・巴里・伯林を欧羅

︿略﹀︑之に架したる橋は

十二597図倫敦は人口四百八十萬︑

十二653園

て︑︿略﹀︒

し

や

おほかみ

︿略﹀︑露西亜の狼は行

う

くく雪中に倒る＼佛兵の跡を追ひ

巴里の入口は二百八十萬︑ 十二659図

會議事堂なりといへども︑︿略﹀︑

接薫陶會を合すれば七百三十萬の多

何れも壮大にして︑市の美観を添ふ︒

十二596図

其の市街を貫流す︒

︿略﹀︑伯林にはスプレー河ありて各

倫敦にはテームス河︑

巴の三大都とす︒

十二592図

︿略V︒

十二589図

なれば︑特に支線を敷きたるなり︒
多きは巴里を第一とし︑︿略﹀︒
ひろこうち
く略V︑露西亜の東清鐵道 十一一634図 ︿略﹀︑殊に公園・廣小路

十一一578図

し︒

同胞の血をそ＼ぎし地ならざるはな

十二569図

箇月にして之を陥れたり︒

但シ不正當ナル手段・廣 十二568図

ノ費ヲ投ズルヲ惜シマズ︒
十一一5210図

ガ如キハ︑︿略﹀︒

4セく産業働みつ﹂ 告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

古く其の名を知ら窪たり︒

十一一494図圃

勢崎も

十二504図録
國の富をば渦やせかし︒

メテ國家ノ盛大ヲ致ス︒

十一一508図︿略﹀今日二於テハ商業 十二533図 富國ト強兵ト相待ツテ始
ハ世界ヲ相手ノ商業トナレリ︒

何ナル物品ヲモ買ヒ得ルが如ク︑
︿略V︒

十二509図 我等ハ世界ノ市場ヨリ如 十一一534図 ︿略﹀我が國ハ富士ノ道

︿略﹀︒

供給ノ情況二精通スルヲ要ス︒

十二515図 故塁商人ハ︿略﹀︑需要 十二535図 ︿略﹀︑海外貿易ノ嚢展ヲ
十二518図 ︿略﹀常二花客ノ嗜好ヲ
考へ︑︿略﹀︒

も

を過ぎて︑︿略V︒

十二544図

億ヲ有スル支那ノ大國二隣ス︒

シ

十二519図 ︿略﹀︑流行ノオモムク所 十二5310捌く略V︑殊二宮クハ人口四 十二594図
ヲ察セザルベカラズ︒

十二521図 商人ニシテ信用ヲ失フト
キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒
キハ其ノ極終二破産ヲマヌカレズ︒
見本ト現物トヲ異ニシ︑

きに達す︒

十二5910図

く略V︑通行の人は行くも

伯林は二百萬を算す︒

十二549図

十二606図

大石橋等の戦蹟を纒て︑︿略﹀︒

しん
十二556図 清國政府はこ＼に総督を

大連より南山・得利寺・

る規模の壮大なるを見る︒

ふとう
市街建築物及び埠頭等頗

十一一521図 商人ニシテ信用ヲ失フト 十二544園 ︿略﹀︑黄海を西北に航す
十一一522図

約 束 ノ 期 限 ヲ 違 へ ︑︿略﹀︒

約束ノ期限ヲ出遅へ︑︿略＞Q

十二522図 見本ト現物トヲ異ニシ︑

十二523図︿略﹀︑商品ノ品質ヲ下ス

863
を一を

十二663図
よ ろっ ば

︿略﹀︑通常の灰色の鼠の

一群大署して︑印度よりペルシャを
︿略﹀︑古津此の地方にあ

纏 て 欧 羅 巴 に 移 り ︑︿略﹀︒

十二664図

︿略﹀︑町を過ぎ︑屋根を

りし黒色の鼠を全く追彿ひしことあ
り︒

傳ひ︑︿略﹀︒

十二667図

十二667図 く略V︑町を過ぎ︑屋根を
傳ひ︑︿略﹀︒

まど
十二667図 く略V︑窓を抜け︑座敷を
まど

︿略 ﹀ ︑ 窓 を 抜 け ︑ 座 敷 を

横ぎり︑︿略﹀︒

十一一668図

︿略﹀︑何れも南より北へ

横ぎり︑︿略﹀︒

十二668図

其の居を移すもの少からず︒
さる
︿略﹀︑敷多の猿遠く数十
壮観を呈することあり︒

︿略﹀︑果眼・草根を始め︑

うゑ
しかも僅かに飢をしのぐ

凡そ取って以て食ふべきものは殆ど

十二696図

鯨す所なし︒

す︒

が

︿略﹀︑列後に在るものは
き

︿略﹀︑飢餓刻々にせまる

暮さば︑︿略﹀︒

身をはかなみて自ら苦しむは︑︿略﹀︒

十一一711図 世を憤り︑人をねたみ︑

身をはかなみて自ら苦しむは︑︿略﹀︒

十一一711図世を憤り︑人をねたみ︑

身をはかなみて自ら苦しむは︑︿略﹀︒

十一一711図 世を憤り︑人をねたみ︑

て之を救濟すべし︒

十一一712図世を憤らんよりは︑進み

十一一712図 世を憤らんよりは︑進み

人をねたまんよりは︑勉

身をはかなむも過ぎしこ

を顧みることなかれ︒

十二715儲君に前を望みて︑徒に後

とは追ふべからず︒

十二714図

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

人をねたまんよりは︑勉

めて之に勝らんことを工夫すべし︒

十二713図

く略V︑遂に危害を顧みず︑ て之を救織すべし︒

もの︑其の敷を知らず︒

の︑野獣の爪牙にさかれて食はる＼

十二703図︿略﹀魚腹に葬らる＼も

す︒

向ふ威何物をもはゴからずして突進

十二6910図

く略V︑遂に危害を顧みず︑ 十二713図

向ふ虜何物をもはゴからずして突進

十一一6910図

が故に︑次第に行進を早め︑︿略V︒

十二6910図

更に一物をも食ふこと能はず︑︿略V︒

十一一698図

は先頭に進める一部に過ぎず︑︿略﹀︒

さる
く略V︑数多の猿︿略﹀集 十一一697図

里の地より集り來りて之を食ひ︑

十二679図

︿略﹀︒

十二6710図
り図りて之を食ひ︑三楽墨くれば︑
︿略﹀︑大群をなし︑水を

再び其の故郷に判るを例とす︒
十二683図
尋ねて低地に下り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大群をなし︑水を
︿略﹀︑水を尋ねて低地に

尋ねて低地に下り︑︿略V︒

十二684図
十二685図

下り︑春を待ちて再び山谷に入る︒
一定の季節に最も多数の

移住を見るはく略﹀レミングと歯す

十一一687図

︿略﹀期せずして相集り︑

る地鼠の一種なり︒

時としては幾千萬とも敷

永遠の幸福を望む者は一

り︒

十二719図

て盆なし︒

されど饒り小さき事にま

是即ち遠きを慮る所以な

十二717図︿略﹀︑却って心を苦しめ

で遠き將來を慮るは︑︿略﹀︒

十二717図

を顧みることなかれ︒

十二706図先づ苦しみて然る後に樂 十一一715図常に前を望みて︑徒に後
しむを賢者とし︑︿略﹀︒

十一一709図

そ

し

下に冠たるも︑︿略﹀︒

そ

十二725図面

飲み︑︿略﹀︒

﹁疏食をくらひ︑水を

し

老後の安樂を願ふ者は若 十二725図園 ﹁疏食をくらひ︑水を
少壮有意の間を徒に遊び

年の辛苦をいとふべからず︒

十二708図

年の辛苦をいとふべからず︒

十二708図老後の安樂を願ふ者は若 十二723図 位人臣の榮を極め︑富天

時の螢苦を恐ぶべし︒

十二708図永遠の幸福を望む者は一

時の余輩を忽ぶべし︒

十二707図

後に苦しむを愚人とす︒

時としては幾千萬とも敷 十二707図 ︿略﹀︑先づ樂しみて然る

︿略﹀︑遠く之を望めば︑

︿略﹀︑遠く之を望めば︑

︿略﹀︑遠く之を望めば︑

あたかも洋々たる江流を見るが如き

十二695図

肚観を呈することあり︒

あたかも洋々たる江流を見るが如き

十二695図

壮観を呈することあり︒

あたかも洋々たる江流を見るが如き

十二694図

ぎるに︑︿略﹀︒

知れぬ大群︑長列をなして枯野を横

十二694図

ぎるに︑︿略﹀︒

知れぬ大群︑長屋をなして枯野を横

十二693図

次第に其の敷を加ふ︒

︿略﹀︑道に労るもの一と 十二693図

同 一 の 進 路 を 取 り て︑︿略﹀︒

十二6610図

︿略﹀︑昔の遊牧の民の如

して之をさまたぐること能はざりき
といふ︒

十二673図

く︑食物を追うて其の居を轄ずるは
︿略﹀︑昔の遊牧の民の如

珍しきことにあらず︒
十二673図

く︑食物を追うて其の居を轄ずるは
珍しきことにあらず︒

求め︑氣候を追ひて︑︿略﹀其の居

十二676図 く略V︑獣類中にも食物を
を移すもの少からず︒
︿略﹀︑獣類中にも食物を

求め︑氣候を追ひて︑︿略﹀其の居

十二676図

を移すもの少からず︒

十二677図 く略V︑獣類中にも︿略﹀

を一を

864

飲み︑︿略﹀︒

十一一725図囹

ひぢ

﹁︿略﹀︑肱を曲げて之

ひぢ

﹁︿略﹀︑肱を曲げて之

を枕とするも︑︿略﹀︒

まくヒリ

まくロり

十一一726図園
を枕とするも︑︿略﹀︒

︿略﹀コロン引別は最も

起業に從落せるコロンブスは︿略﹀︒

十一一746図
ろっ

ぱ

︿略﹀︑欧羅巴の西海岸よ

よ

熱心に之を考へ居たり︒
十二748図
り西を指して進まば︑︿略﹀︒

度の東海岸に到着すべしとの意見を

十二749図コロンブスは︿略﹀︑印

此の事は必ず成るべしと覧心して︑
抱けり︒

十二728図 ︿略﹀何事を爲すにも︑
熱心に其の事に從ふ を 以 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

結 果 を 思 ひ わ づ ら ひて︑︿略﹀︒

日本に署する記事を讃み︑︿略V︒

十二7210図引込思案の人は徒に其の 十二751図 ︿略﹀マルコ ボーロの

に取掛らざる中に︑良好なる時機を
く︑︿略V︒

によりて製したる水曜を得て思へら

十二732図 ︿略﹀︑優柔不断其の事業 十一一756図 ︿略﹀︑又ボーロの旅行記
失ふこと多し︒

く見たるコロンブスの誤は︿略﹀︒

る者︑︿略﹀︒

十一一771図

︿略﹀︑皇后の無謀をそし

十二774図船の次第に朝霧の中にか
くれ行くを見送りて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑数萬の見物人は再

パロスを出帆して七日目

び此の船を見ること能はざるべしと

十二774図
語れり︒

十二776図
に︑︿略﹀︒

十二777図︿略﹀︑こ＼にて船霊に修
︿略﹀︑乗組の人々も次第

繕を加へ︑︿略﹀︒

十二779図

に不安の念を生ぜり︒

︿略﹀︑夕の雲を見ては陸

鳥の聲かと疑ひ︑︿略﹀︒

十二733図 ︿略﹀︑天下何事か成らざ 十二7510図 ︿略﹀︑地球を隠りに小さ 十二781図 ︿略﹀︑朝の風を聞きては
るを憂へん︒

十二781図

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

十二736図 く略V東半球の人は全く 十二761図 ︿略﹀コロンブスの誤は

ず︒

ず︒

十二783図
れり︒

︿略﹀︑又果實の附きたる

十二7810反十時頃はるかに一壷の燈

知り︑︿略﹀︒

十二789図人々始めて陸地の近きを

枝の波のまにく浮べるを見たり︒

十二788図

感じて命令に服せざるを得ざりき︒

十二786図

火をみとめしが︑︿略﹀︒

十二793図︿略﹀︑人々喜びて︑手の

舞ひ︑足のふむ所を知らず︒

新來の客を眺めて立てり︒

十二795若く略V︑土人は驚きて此の

十一一796図 船員皆歓喜して︑コロン

ブスの身寄を園み︑︿略﹀︒

春泥順なりし罪を謝せり︒

十一一797図 ︿略﹀︑孚ひてこれまでの

十二799図 ︿略﹀︑コロンブスは深紅

の美服を着し︑︿略﹀︒

し︑︿略V︒

十二799図 ︿略﹀︑西班牙の画報を持

十二799図︿略﹀︑歓喜を眼の光に浮

べて眞先に上陸し︑︿略﹀︒

地をサンサルバドルと命名せり︒

十二7910図 ︿略﹀︑此の西班牙の新領

十二804図 ︿略﹀︑皆孚ひてコロンブ

スを歓迎し︑︿略﹀︒

スを引見して︑︿略﹀︒

十二805図 ︿略﹀︑皇后も亦コロンブ

十二805図 ︿略﹀︑皇后も亦︿略﹀︑

厚く其の動功を賞せり︒

十二807図其の後コロンブスは敷回

頭には霜をいたゴき︑身に

頭には霜をいたゴき︑身に

はつゴれをまとひ︑︿略﹀︒

十二814

はつ薫れをまとひ︑︿略﹀︒

十二814

る頃なりき︒

次第に其の灌力を四隣に張らんとせ

の航海を試みしが︑︿略V︒
ほうでう
︿略﹀︑船ロ貝も其の勇氣に 十二811図 く略V︑北條早雲が︿略﹀︑

スを海に投じて蹄講せんと謀るに至

船員は︿略﹀︑コロンブ

の影かと疑へるも︑幾度なるを知ら

鳥の聲かと疑ひ︑夕の雲を見ては陸

︿略﹀︑朝の風を聞きては

遂に此の大竃見を成さしむる基とな

︿略﹀︑其の保護の下に此

て西班牙に轄じ︑︿略V︒

十二766図

く略V︑西班牙パロスの港

の大探書を行ふに至れり︒

十二769図

く略V︑舟を呑む海獣あり

は未明より人の山を築けり︒

︿略﹀︑コロンブスの暴塞・

はれむ者︑︿略﹀︒

十一一771図

をあざける者︑︿略﹀︒

十二782図

りしなり︒

西半球を知らざりき︒

心に此の説を主張したりしが︑︿略V︒

コロンブスは︿略﹀︑熱

十二737図 始めて西半球の陸地を嚢
たりや

十一一762図

い

見したるは伊太利人コロンブスにし
て︑︿略V︒

い す ばにや

︿略﹀︑印度地方の寳石・

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ

十二738図 ︿略﹀︑彼をして其の志を 十一一764図是に於て空しく志を抱い
うなりき︒

十二741図
おう

香料・絹布類は盛にベニス・ゼノア
等の港を経て欧洲へ輸入せり︒

と談ずる者︑︿略﹀︒

十一一742図 然るに印度との交通は長 十二769図
日月を要し︑︿略﹀︒

かんことは欧洲人一般の希望なりき︒

十二743図 ︿略﹀︑便利なる航路を開 十二7610図 ︿略﹀︑乗組員の運命をあ

海事を好み︑十四歳の時より既に航

十二744図 ゼノアに生れて幼時より

865
を一を

︿略V︑やせ衰へた膿を義足

に支へて︑︿略﹀︒

十一一815

を揮いて居る老人の買子樂師がある︒

十二815 ︿略V︑路ばたにバイオリン

て︑︿略﹀︒

ばうし
十二818 忠實な犬は古帽子をくはへ
︿略﹀︑道行く人の投書へる
︿略﹀︑時代後れの下手な音

喜捨を待ちわびてみる︒

十二819
十二8110
曲に耳を傾ける者は一人もない︒

︿略﹀ ︑ 傾 く 夕 日 を 望 み ︑ 帽

子 の 内 を 眺 め て は ︑︿略﹀︒

十二823 ︿略﹀︑傾く夕日を望み︑帽
十一一823

︿略﹀︑ 傍 の 石 に こ し を 下 し ︑

︿略﹀ ︑ 幾 度 か た め い き を つ

子 の 内 を 眺 め て は ︑︿略﹀︒

いて居る︒

十一一823

十二824
︿略﹀︒

知れぬ涙をこぼして居る︒

十二825 ︿略﹀︑額を雨手に支へて人

良雄一笑して更に耳を傾

反復直言して復仇の事を勧む︒

﹁主人は死し︑主家は

﹁主人は死し︑主家は

︿略﹀︑足の指に魚肉数片

良雄平然頭を低くして之

良雄平然頭を低くして之

を食ひ︑︿略﹀︒

十一一872図

を食ひ︑︿略﹀︒

十二872図

をはさみて良雄の面前に出す︒

十二871図

るを知らず︑︿略﹀︒

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十二869遠野

るを知らず︑︿略﹀︒

亡びたるに︑汝家老として仇を報ず

十一一869図園

けず︒

人々は唯神曲に心を奪はれ 十二868図

や＼あって紳士はしばらく

はせ︑︿略﹀︒

十二8310
て︑︿略﹀︒

十二842
︿略﹀︑聴衆は鏡をつかんで︑

弾く手を止めると︑︿略﹀︒

十二843

老人は之を袋に移して︑再

事って︿略﹀帽子の中へ投入れる︒

十二846
老人は之を袋に移して︑再

び帽子を差出す︒

十二846

幾千の聴衆は帽子をぬいで

紳士は更に填太利の濡歌を

び帽子を差出す︒

十二848
揮始めた︒

十二849

四十七士の事蹟は見童・
日々遊樂を事として全く

︿略﹀︑

藩王く略V︑其の主謀の
我が目︑獣として良雄
く略V︑我が舌︑獣とし

我が心の良雄を獣零せ
是より暇を請ひて郷里に
︿略﹀︑公私の用を終へて︑

一日良雄に面會し︑ 十一一8710図

賜へり︒

﹁我當に萬罪を地下に

其の墓を辞して曰く︑︿略﹀︒

評語︿略﹀︑刀を抜き切

十二881図園

謝すべし︒﹂

十二881図

腹して終る︒

十二882図時の人其の志を壮として

時の人︿略﹀之を義士の

之を義士の墓側に葬れりといふ︒

十二882図

︿略﹀︑諸道具の置場庭を

墓側に葬れりといふ︒

一定し︑前後左右次第よく並べて︑

十二8810図

︿略﹀︒

十二8810図 ︿略﹀︑ふたをすべき物に

︿略﹀︑ふたをすべき物に

はふたをし︑︿略﹀︒

ぢやう
︿略﹀︑錠を下すべき庭に

はふたをし︑︿略﹀︒

十一一891図

十二891図

ぢやう
︿略﹀︑錠を下すべき庭に

は錠を下し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑暗き時にも手探に

は錠を下し︑︿略﹀︒

十二891図

十二892図

︿略﹀何事にも清潔を旨

て用を足し得る様に︑︿略﹀︒

とするは衛生上にも必要なる事なり︒

十二897図

煙草の吸ひがらより大火

事を引起せしことく略﹀︒

十二8910図

すと共に︿略﹀︒

十一一902図 主婦は︿略﹀︑戸締を爲

十二902図主婦は︿略﹀火の用心を

衛生上の注意を怠らずし

忘れざる様にすべし︒

十二905図

喜劔直ちに泉岳寺に行き︑ て︑︿略﹀︒

日々遊樂を事として全く 十二8710図 ︿略﹀︑良雄以下既に死を

再び江戸に出つれば︑︿略﹀︒

十二879図

婦り︑︿略﹀︒

十二878図

しは罪死に移れり︒﹂

︿略﹀︑日本武士道の精華 十二877霊園

て良雄を罵り︑︿略﹀︒

十一一876含益

を視︑︿略V︒

十二876図園

良雄たるを知るに及びて︑︿略﹀︒

十二875図

義士復仇の學を聞き︑︿略V︒

︿略﹀︑紳士はバイオリンを 十二874図喜劔其の後江戸に出で︑

相和して歌った︒
十一一8410

北殿浪士が丁年の苦難を

老人に渡し︑︿略﹀︒
あかほ

十二858図

忽び︑遂に主君の仇を報じて︑從容
赤穗浪士が数年の苦難を

死に就けるはく略﹀︒
あかほ

十二865図

走卒も之を知らざるはなく︑︿略﹀︒

十二861図

を嚢揮せるものといふべし︒

十二8510図

死に就けるはく略﹀︒

忽び︑遂に主君の仇を報じて︑從容

十二825 ︿略﹀︑額を両手に支へて人 十二858図
知れぬ涙をこぼして居る︒
︿略﹀此の様子を見てみた

一人の紳士があった︒

十一一826

つて弾始めた︒

十二828 ︿略﹀︑其のバイオリンを取
老人は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ バ イ オ リ ン

と紳士の手つきを打ちまもって居た︒

十一一833

十一一867図

復仇の事を忘れたるが如し︒

十一一865図

十二834 聴衆はく略V︑見る内に人 復仇の事を忘れたるが如し︒
山を築いた︒

愛化極りない妙音は︑忽ち

人の心を百花満開ののどかな春によ

十一一838

を一を

866

十二907図 四季寒暑の攣り目にはと
りわけ衣服・飲食に氣を附くべし︒

十一一924図

身分不相當の活計は産を

破り︑家を冷す基なり︒

身分不相當の活計は産を

破り︑家を亡す基なり︒

十二908図 ︿略﹀︑何事にても少しの 十二924図
不注意は大いなる禍を招く︒
て上ぐる大任あり︒

十二911図 主婦は︿略﹀︑雪見を育 十二926図 倹約を守るは大切なれど
も︑︿略﹀︒

きQ

せい
十二943図 齊の景公も亦道を孔子に
問へり︒

﹁魯孔子を用ふ︒或は

齊を危くすることあらん︒﹂

十二948図園

﹁魯孔子を用ふ︒或は

齊を危くすることあらん︒﹂

十二948図囹

んが爲に魯公と會賦す︒

孟子の幼時母は深く意を

大賢の名あるは孟子なり︒

十二963図

く略V︑市井の感化を恐れ

其の教育に用ひ︑︿略﹀︒

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

十二964図

て︑三度其の居を遷せりといふ︒

十一一964図 ︿略﹀︑市井の感化を恐れ

學を卒へずして焦りし時︑︿略﹀︒

十二9410図塞出よりて魯と好を結ば 十一一965図 其の後孟子出でて學び︑

孔子は禮に反せるものありとて之を

︿略﹀︒﹂

せる地敷三寸を返せり︒
りんしゃうしよ

しん

動は事相如が辞意を叱したるとは
異なり︑︿略﹀︒

子を戒めて乏く︑天略﹀︒﹂と︒

我が此の機を臨つが如し︒﹂

十一一967畑田 ﹁汝の今學を腰するは

孟子︿略﹀︑戦国雫奪の

我が此の機を断つが如し︒﹂

十一一967図園 ﹁汝の今學を屡するは

十二969図

﹁身を立て︑道を行ひ︑

世に在りて︑專ら聖入の道を講ぜり︒

﹁身を立て︑道を行ひ︑

名を後世にあげて︑︿略﹀︒﹂

十二971図

十二971園

﹁身を立て︑道を行ひ︑

名を後世にあげて︑︿略﹀︒﹂

宮位・門地・技術・財産

・學問等に於て衆を抜く者は︑︿略﹀︒

十二975図

はすは孝の終なり︒﹂

十一一972図 ﹁︿略﹀︑以て父母をあら

名を後世にあげて︑︿略﹀︒﹂

く略V︑相如は氣を以て人 十二971図
︿略﹀︑孔子は義を以て人

を服せりといへども︑︿略﹀︒

十二959図
十二959図

智徳の最も圓漏に獲達せ

を動かせしなり︒

十二962図

︿略﹀︑孔子の道を傳へて

け︑孔子の道を傳へて︿略﹀︒

十二977図 ︿略﹀︑世界強國の國民た

高尚なる品格を要するが如く︑︿略﹀︒

十二962図孔子の孫子思の帯説を受 十一一976図 く略V︑喜入としても自ら

る人格は孔子に於て之を見るべし︒

十二961図

直ちに其の機を断ち︑孟

子を戒めて日く︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

身分相當の交際は家を保 十一一951図 其の時齊の有司進みて戯 十二966図 直ちに其の機を断ち︑孟
樂を奏せしかば︑︿略﹀︒

さず︑慈善の事業にも鷹分の資を投

く略V︑世間の交際をも外 十一一952図 ︿略﹀戯樂を奏せしかば︑ 十二966図

ずべく︑︿略﹀︒

﹁魯人は君子の道を以
て其の君を輔⁝くるに︑︿略﹀︒

く略V︑慈善の事業にも慮 十二954図圏

分の資を投ずべく︑︿略﹀︒

十二929図

止めしむ︒

十二929図

つ上にも必要なり︒

十二928図

むべき事なり︒

理に外れても︑費用を惜しむは賎し

十二913図 く略V︑幼見は母の感化を 十二927図 ︿略﹀︑人情にそむき︑義
受くること最も多し︒

十二914図 ﹁其の母によりて其の子
を察せよ︒﹂

十二916図 主婦は︿略﹀︑家内一同
を樂しましむべし︒

て夕の膳に向ふ時︑一日の忍苦は忘

ぜん

十二919図 ︿略﹀︑むつまじく打揃う

れられて︑更に明日の活動を思ふな
り︒

れを取るべからず︒

十二9110図 日々の暮しは﹁入るを計 十一一9210図 ︿略﹀︑公共の事業にも後 十二954図園 我︑罪を二君に得たり︑
つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

りて互に勢を底ひたり︒

十二9110図 日々の暮しは﹁入るを計 十一一935図 く略V︑諸侯各其の國によ 十二957図是に於て齊侯魯より奪略
つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

﹁孔子は年少にして禮

禮を好み︑温良・恭倹なりき︒

十二9110図 日々の暮しは﹁入るを計 十一﹇936図 孔子はく略V︑人と曇り 十二958図此の會に於ける孔子の行
つて出つるを制す︒﹂を第一義とす︒

を好めり︒

十一一921図 家の牧入を基として︑豫 十二938図囹
め 其 の 支 出 を 定 め ︑︿略﹀︒

師とせよ︒﹂

十二921図 家の牧入を基として︑豫 十二938図圏 我死せば︑汝必ず之を
め 其 の 支 出 を 定 め ︑︿略﹀︒

子其の遺言を奉じて︑往

孔子く略V︑職を退きし
孔子︿略﹀︑職を退きし
後も弟子の道を問ふもの盆︑︑多かり

十二941図

後も︿略﹀︒

十二941図

いて學べり︒

十二922図 ︿略﹀︑衣服・飲食の費皆 十二939園
其の範團を越ゆることなかるべし︒
其の上不時の出費の爲︑

多少の準備を画し置くを必要とす︒

十二923口q凶

多少の準備を直し置くを必要とす︒

十二923図 其の上不時の出費の爲︑

867
を一を

︿略 ﹀ ︑ 國 民 と し て も 之 に

る 名 碁 を 負 ふ も の は︑︿略﹀︒

十一一978図

相慮する品格を備へざるべからず︒

十二981図 唐言各自の世心をつ＼し
國民各自の行爲をつ﹂し

み︑品格を重んずる は く 略 ﹀ ︒

十一一981図
み︑品格を重んずる は く 略 ﹀ ︒

十二981図 ︿略﹀王民の品格を歪む
る 所 以 な り と い へ ども︑︿略﹀︒

を 引 く も の は く 略 ﹀︒

十二982図︿略﹀︑殊に他原人の注意

︿略﹀︑公共の物品を大切

十二988図

市街・道路を不潔にし︑

︿略﹀︑公園の樹木を折取るが如きは︑

︿略﹀︑大國民の品格を傷

公徳の低きを示し︑︿略﹀︒

十二988図
つくるものなり︒

十二9810図道を行くにも︑舟・車に
衆人群集の場庭にて他人

乗るにも︑︿略﹀︒

十二991図
をおしのけ︑︿略V︒

く略V︑旅館にて夜晩く高

にて我辺り廣き乾季を占領し︑︿略﹀︒

十二992図︿略﹀︑汽車・汽船等の中
十二993図

︿略﹀︑他人の安眠をさま

聲を羨して︑︿略﹀︒

り︑︿略﹀︒

十二995図

︿略﹀︒

︿略﹀⊥父涌一機⁝關︑︿略﹀公

其の運用を全くすること能はず︒

十二㎜2図

︿略﹀是等文明の利器も

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二欄1図若し公衆の間に︑規則を

︿略﹀︒

守り︑規律を重んずる心乏しき時は

十二9910図若し公衆の間に︑規則を

を尊ぶものなれば︑︿略﹀︒

共螢造物に在りては︑敏速と規律と

十二999﹇図

きを感ぜずや︒

十二996図︿略﹀︑其の心の奥ゆかし

に席を與ふるが如きは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑幼者︒不具者の爲

老人長者の爲に道をゆづ

たぐるが如きは︑︿略﹀︒

く略V︑社會の規律を尊び︑十二993図

十二984図 ︿略﹀公衆の衛生を重ん
じ︑︿略﹀︒

十一一984図
︿略﹀︒

十二985図
にする等︑︿略﹀︒

を考へて其の行爲をつ＼しむ徳義を

十二985図 ︿略﹀︑総べて蓄蔵の利害 十二995図
いふ︒

十二986図 ︿略﹀︑絡べて衆人の利害

を考へて其の行爲をつ＼しむ徳義を
いふ︒

十二986図 公徳とは︿略﹀︑網べて
衆人の利害を考へて其の行爲をつ＼
しむ徳義をいふ︒

十二986図 市街・道路を不潔にし︑
︿略﹀︒

十二987図 ︿略﹀︑官途・學校・神社
・佛三等の建築物を け が し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略 ﹀ ︑ 公 園 の 樹 木 を 折 取
る が 如 き は ︑ ︿ 略 V︒

十一一987図

英國にては停車場に手荷
英國にては停車場に手荷

物を預くるに合札を要せず︑︿略V︒

十二㎜3図
十一一㎜3図

︿略﹀︑旅客は下車騨にて

物を預くるに合札を要せず︑︿略﹀︒

十二伽4図

又濁逸にては圖書館の書

籍を借受くるにく略﹀︒

各自に荷物を受取るに︑︿略﹀︒
どいつ

十二㎜5図

違ふる者絶えてなしといふ︒

十二㎜6図之を返すにも其の期日を
十一一㎜6図之を返すにも其の期日を
違ふる者絶えてなしといふ︒

外國人に接するに人種・

︿略﹀︒

十二棚4図 ︿略﹀︑随って國力の嚢展

他國に行きて︑其の市街

をさまたぐること多し︒

・建築物騒の状況︑︿略﹀︑道行く人

十二捌6図

の容儀等を見れば︑︿略﹀︒

く略V︑未だ其の國情を詳

にせず︑其の当人と一語を交へずし

十二棚7図 ︿略﹀︑未だ其の國情を詳

て︑︿略﹀︒

十二川7図

我等五千萬の同胞は常に

にせず︑其の國人と一語を交へずし

て︑︿略﹀︒

國民の品格を高むるの用意あるべき

大帝國の國民たるを思ひ︑︿略﹀︑大

十二棚9図

なり︒

宗教・風俗の如何を問はず︑︿略﹀

十二欄8図

等しく之を親愛するは大國民の度量

きなり︒

大國民の品格を潤むるの用意あるべ

十二棚10図我等五千萬の同胞は︿略﹀︑

なり︒

十二㎜9図外國人に接するにく略﹀
等しく之を親愛するは大國民の度量

進め︑國運の嚢展を期するは一なり︒

十一一撹5図 ︿略﹀︑其の團罷の幸福を

なり︒

十一一柵10図國力我に劣れる君民を見

十二撹5図 ︿略﹀︑其の團膿の幸福を

て︑や＼もすれば輕侮の念を以て之
を迎へ︑︿略﹀︒

何をか自治の精神といふ︒

進め︑國運の嚢﹇展を期するは一なり︒

地方人民協同一致して︑

國力量に劣れる國民を見

十二槌7図

十二梱1図

て︑や＼もすれば野並の念を以て之

十二慨8図

一般人民の府縣・郡・市

十一一欄2図︿略﹀︑市・町村會に於て

於て参事會員を選合するも︑︿略﹀︒

十二欄1図 ︿略﹀︑府縣・郡・市會に

町村會議員を白墨するも︑︿略﹀︒

十二撹10図

の精神是なり︒

︿略﹀︑誠意其の二重の爲に力を致す

を迎へ︑︿略﹀︒

十二棚1図畜力我に劣れる國民を見
て︑︿略﹀︑甚だしきは之と交るを喜
ばざるが如きは︑︿略﹀︒

く略V︑却って我が國民の

度量の狭く︑品格の低きを示す所以

十二棚3図

︿略﹀︑國交を傷つけ︑

にして︑︿略﹀︒

十二棚3図

を一を
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市・町村長を選面す る も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑議員の纒費を議す

員等の其の事務を虜理するも︑︿略V︒

十二鵬3図 ︿略﹀︑市町村長・参事會
十二鵬4図
るも︑︿略﹀︒

するにはく略﹀︒

十二鵬6図 市町村長・議員等を選墨

十二欄7図市町村長・議員等を選墨
するには専ら其の人物に重きを置き︑
︿略﹀︒

十二鵬7図︿略﹀︑親族・縁故其の他
︿略﹀ 威 力 を 以 て 強 制 し ︑

私交上の野立をさしはさむべからず︒
十一一鵬9図

︿略﹀︑地方公職の爲の適

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑
︿略﹀︒

十二悩1図

任者を學ぐるを知りて︑其の他には
何等の私心を有せざるなり︒

十二悩1図 く略V︑地方公職の爲の適
任者を墨ぐるを知りて︑其の他には
何等の私心を有せざるなり︒

十二悩2図︿略﹀︑其の他には何等の
︿略﹀︑一般人民の之を助

私心を有せざるなり︒
十二悩4図
くるなくんば︑︿略﹀︒

旨を訂し︑︿略﹀︒

十二悩6図 故に人々常に自治制の本
十二悩6園 く略V︑協同一致して團磯
の福利を増進せんことを心掛くべし︒
く略V︑協同一致して團膿

︿略﹀︑地方人民の一般に

の福利を増進せんことを心掛くべし︒

十一一悩7図

十二悩8図

︿略﹀︑始めて其の効果を

之を尊重し︑之に協力するによりて︑
︿略﹀︒

十二悩9図
︿略﹀︑始めて其の効果を

全うすることを得べきなり︒
十一一秘⁝9図

︿略﹀︑慈善事業を起し︑

又産業組合を設け︑︿略﹀︒

全うすることを得べきなり︒
十二悩10図
十二悩10図
︿略﹀︒

︿略﹀︑若しくは青年會を

︿略﹀︑自治の精神の養成

組織して︑︿略﹀︒

十一一悩10図

十二価3図

に資し︑自治團龍を助長すべきを以
て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑地方人民たる者は

大いに力を是等の事業に書すべきな

十一一価4図

り︒

自治制の如き最良の制度

も︑︿略﹀︑いづくんぞ其の美果を牧

十二価7図

自治制の如き最良の制度

むるを得んや︒

十二価7図

も︑︿略﹀︑いづくんぞ其の美果を牧
我が國は萬世︸系の天皇

むるを得んや︒

十一一価9図

之を統治し給ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑天皇は︿略﹀一切

く略V︑別に帝國議會を設

の政務を親裁せさせ給ふ︒

十二価10図

十二鵬2図

けて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑廣く衆議を聴く機

貴族院は五種の議員を以

關に供せさせ給へり︒

十二鵬2図

十二鵬4図

︿略﹀多額の直接國税を

て之を組織す︒

十二鵬7図

蕾むるもの十五人の中より一人を互
選し︑︿略﹀︒

︿略﹀多額の直接國税を

衆議院は一定の選畢資格

納むるもの十五人の中より 人を互

十二鵬7図
顕し︑︿略﹀︒

十二鵬10図

を有する臣民の公選したる議員を以

帝國議論の主要なる任務

て組織し︑︿略﹀︒

十二伽4図

は法律及び歳出・歳入の怪鳥を議定

︿略﹀︑法律案は政府の外︑

豫算案は政府之を提出し︑

するにあり︒

十二柳6図
︿略﹀︒

十二柵8図

︿略﹀︑法律案は政府の外︑

貴族院・衆議院共に各之を提出する
を得︒

十二柳8図

貴族院・衆議院共に各之を提出する
を得︒

︿略﹀︑法律及び豫算は帝
國議會の協賛を纏たる後︑︿略V︒

十二縦10図

︿略﹀︑天皇の裁可を待ち

て始めて成立するものとす︒

十一一柳10図

︿略﹀︑天皇の裁可を纒ざ

く略V︑天皇の裁可を纏ざ

れば其の効力を生ぜざるなり︒

十二鵬3図

十一一⁝⁝3図

れば其の効力を生ぜざるなり︒

く略V︑且臣民の請願を受

又貴族院及び衆議院は

くるの権能を與へられたり︒

十二鵬6図

十二佃6図

上奏とは文書を天皇に奉

︿略﹀の樺能を與へられたり︒

︿略﹀︑建議とは文書を政

︿略＞Q

十二佃7図

明王し︑

府に提出して意見を述ぶるをいふ︒

十二佃7図

十一︻鵬8図 ︿略﹀︑建議とは文書を政

︿略﹀︑建議とは文書を政

府に提出して意見を述ぶるをいふ︒

府に提出して意見を述ぶるをいふ︒

十二柵8図

十二欄10図 ︿略﹀︑要は下情上達の道

帝國議會の協賛は國家の

を開かせ給ふ聖慮に外ならず︒

盛衰︑國民の安危に重大なる關係を

十二佃2図

及すものなれば︑︿略﹀︒

十二佃3図く略V︑議員たる者は︿略﹀

︿略﹀︑

﹇般望薄人も

忠實に其の職責を煮皿すべく︑︿略﹀︒

︿略﹀最も適任なる人物を選出せざ

十二鵬5図

今謹みて其の大意を述べ

天皇陛下を大元帥と仰ぎ

るべからず︒

十二欄7図

奉り︑︿略﹀︒

ん︒

十二m10図

が古來天皇の統率し給ふ所なること

十二柵3図勅諭は先づ我が國の軍隊

︿略﹀︑明治の大御代に及

を諭し給ひ︑︿略﹀︒

十二佃5図

びて︑︿略V陸海軍の今の制度を定

︿略﹀︑明治の大御代に及

め給へる由宇を詳に御諭しあり︑

︿略﹀︒

十二畑5図

びて︑︿略﹀陸海軍の今の制度を定

869
を一を

こ

こ

つ

め給へる由來を詳に御諭しあり︑
︿略﹀︒

頼み︑︿略﹀︒

十二佃7図 されば朕は汝等を股肱と
十二m8図 ︿略﹀︑汝等は朕を頭首と
さて軍人の心得として次

仰ぎてぞ其の親は特に深かるべき︒
十一一m10図
の五箇條を諭し給へり︒

十二川2図 一には︑軍人としては忠
節を書すを本分と爲すべし︒

十二川2図 一には︑軍人としては忠
國家を護り︑國椹を維持

節 を 煮 皿 す を 本 分 と遷すべし︒

十一一棚5図
す る は 兵 力 に 頼 る を以て︑︿略﹀︒

十二川6図 國家を護り︑算道を維持
す る は 兵 力 に 頼 る を以て︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 軍 人 た る 者 は 一 途

に忠節を重んじ︑︿ 略 V ︒

十一一川7図

鴻毛よりも輕き

こロつ

覚悟なかるべからず︒

十二川7図 く略V︑身命をすつること

のは︑時に臨みて或は不畳の名を取

十二川9図 平生より此の覧悟なきも

一には︑軍人は禮儀を正

ることあらんと戒め給ふ︒
十二麗1図

あはれみ︑︿略﹀︒

十二堰6図下は上を敬し︑上は下を

禮儀を守る心得を惹ける

あはれみ︑︿略﹀︒

十二麗6卑下は上を敬し︑上は下を
十二擢7図
雪平を守る心得を漉ける

軍人はく略V︒

十二擢7図

能く義理をわきまへ︑精

一には︑軍人は武勇を尚

軍人は︿略﹀︒

十二麗9図
ぶべし︒

十一一佃2図

能く義理をわきまへ︑精

神を修養し︑︿略﹀︒

十二冊2図

︿略﹀︑小敵を侮らず︑大

神を修養し︑︿略﹀︒

十二備2図

敵を恐れず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑小敵を侮らず︑大

敵を恐れず︑︿略﹀︒

十一一佃2図

︿略﹀︑十分に自己の職務

を古す人を眞の大勇の人といふべし

十二柵3図

︿略﹀︑十分置自己の職務

と訓へ給ふ︒

十二柵6図

故に十分に信義を盆さん

と思はば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑止め能く事の成否

を察し︑︿略﹀︒

十二備7図

十二稲8図初より事の順逆・理非を
く略V︑小さき信義を立て

熟考して︑︿略﹀︒

や︒

あに
十二描5図 我等山豆一日も之を忘れん

も常に之を重んぜざるべからず︒

十二描6図 ︿略﹀︑商工業の人として

︿略﹀何人にも最も大切なること言

十一一備7図 平常質素を旨とすべきは

を待たず︒

︿略﹀何人にも最も大切なること言

十一一描8図 平常質素を旨とすべきは

十一一佃9図

んが爲に大いなる順逆を誤り︑︿略﹀︒

を待たず︒

誠の一字之を貫くは︑あ

︿略﹀︑小さき信義を立て

十二柵9図

んが爲に大いなる順逆を誤り︑︿略﹀︒

十二恥9図

れ︒

此の五箇條は即ち皆我等

我等は︿略﹀︑既に祖先

常に之を忘れず︑之を模

れしな

常に之を忘れず︑之を模

人の子どもの

おきてなる︑

六年をば︑卒へし今日

うれしけれ︒

年をば︑卒へし今日こそ

うれしけ

十二佃4図圏 ︿略﹀︑學びの道の 六

こそ

學びの道の

べて︑謁むを御國の

十二佃3図圃

範として︑︿略﹀︒

十二帽6図

範として︑︿略﹀︒

十二摺6図

の事蹟を學び得たること多し︒

十二柵5図

て︑︿略﹀︒

が平常に之を身に行ふべきものにし

十二柵1図

しQ

を＝三口にて蓋し給へるものといふべ

十二備9図 ︿略﹀︑あらゆる修身の徳

るものといふべし︒

らゆる修身の徳を一言にて訂し給へ

一には︑軍人は質素を旨

十二悩2図
とすべし︒

十二櫓2図質素を旨とせざればいつ
︿略﹀︑世人の爪弾を受く

しか文弱に流れ︑︿略﹀︒

十二桐4図

︿略﹀︑ゆめ此の訓を忘る

るに至るべし︒

十二描6図

なと︑ねんごろに戒め給ふ︒

く略V忠節・禮儀・武勇
・信義・質素の五箇條を特に軍人の

十二梱8図

︿略﹀︑此の五箇條を行は

精神と諭し給へる上に︑︿略﹀︒

十二悩9図

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十二稲3図

給へり︒

︿略﹀︒

蹟は十分に之を謹明せり︒

十一一備8図

︿略﹀︑古來の歴史上の事

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十二価2図此の五箇條を行ふも︑結

︿略V︒

局一の誠心を本とすと諭し給へる︑

十二備2図此の五箇條を行ふも︑結

を蓋す人を眞の大勇の人といふべし

信とは我が言を行ひ︑義

一には︑軍人は信義を重

と訓へ給ふ︒

十二備5図
んずべし︒

しくすべし︒

十二擢3図故に下級の者の上官の命

十二柵5図

信とは我が言を行ひ︑義
信とは我が言を行ひ︑義
とは我が分を崩すをいふ︒

十二佃6図

とは我が分を薫皿すをいふ︒

十二㎎6図

とは我が分を博すをいふ︒

を承くるや︑直ちに陛下の命令なり
と思ふべく︑︿略﹀︒

十二櫃5 ︿略﹀︑上官の者は常に下級
の 人 を い た は り て ︑︿略﹀︒

念を有すべからず︒

十二鞭5図 く略V︑いさ＼かも輕侮の

十二佃7図圏 柳櫻の 春にほふ 錦
を 諦 ︑ へ て ︑ 野 も 山も︒

十二稲10図圃 いろはのいをも わき
文字の敷︒

まへぬ身のいつしかに積み得さ
る︑︿略﹀︑世の人 並 の

て︑敏へ給ひし師の君の

︿略﹀︒

十二湘8図圏 六年の月日 手を取り

十二伽6図鵬師の賜物の智を徳を︑
かちにムをりに世の海を 2たり
て行かん︒

十一一伽6図韻師の賜物の 智を徳を︑

かちにゑをりに世の海を2たり
て行かん︒

十二伽7図韻 師の賜物の 智を徳を︑

かちにゑをりに世の海を 2たり
て行かん︒

是 阻 害 天の詩に︑﹁︿略﹀︒﹂

といふ句あるを思ひ出でて問はせ給
ひしを︑清少納言は直ちに其の意を
察し奉りしなり〇

十547図囹 ﹁我が父の討たれ給ひし

そりを引かしむ︒

く略V落葉︒こけ及び︿略﹀

木の根などは︑︿略﹀︑水をして少し

十95図
つつ静かに流れ出でしむ︒

へ︒﹂と號ばしむ︒

︿略﹀︑彼をして其の志を
いすばにや

ヲ以テ

を以て

成さしめたるは西班牙の皇后イサベ

十二738図
うなりき︒

︵格助︶54

鎌足今上ノ日ヲ以テ大事ヲ
ある土人の如きは氷を以て
我が兵四物トモセズ敵陣メガ

砲兵は大砲を以て遠方より

十一2910図

諸子稲敷多アル我が軍艦

ス

キ

マ

名ヅケラレタルモノニハ︑安藝︒

ア

ノ名ヲ知レルナルベシ︒國名ヲ以テ

イツクシマ

︿略﹀・丹後等アリ︒

ウヂ

タツタ

明石・宇治・龍田等ハ名勝ノ地ヲ以

アカシ

十﹁304図又嚴島・橋立・須磨・

辞啓︑老父事本年二六

テ名ヅケタルモノニシテ︑︿略﹀︒

十﹁621囲圃

十歳に相達候に付︑來る七月二日の

誕生日を以て︑親族一同打寄り︑

たんじやう

心ばかりの祝宴相開き︑︿略﹀︒

人生の長短は事業の大小

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

十一685図

人生の長短は事業の大小

量るべからず︒

十一685図

霧降瀧はく略V︑三才布

を以て量るべく︑年歯の多少を以て

學校を建つる等︑厚く保護の方法を

︿略﹀︒

十一川7図

マウクワク

サキニ蜀ノ南方齪レシヤ︑

ひのき

十ニー85図書間は赤球を以て風の強

外側二板ヲ張り︑︿略﹀︒

十ニー310 肋材ハ梁ヲ以テ内カラ支へ︑

とし︑︿略﹀︒

螢み︑其の利盆を以て學校の基本金

十一獅2図︿略﹀杉・檜等の植林を

つ︒

全村農業を以て生計を立

孔明謀ヲ以テ其ノ蛍雪獲ヲ捕へ︑

十一悩10図

説を以て其の名天下に高し︒

美濃の養老瀧は孝子の傳

み の

中最も美観を以て聞ゆ︒

十﹇767図

敵を砲撃し︑友軍を前進し易からし

清少納言も︿略﹀︑其の才

む︒

藩候︒

れあり候へば︑手紙を以て御祝ひ申

十274㈱国 く略V︑手放し難き商用こ 十﹁777図

氣を以て知られたりき︒

十168國

量るべからず︒

九248図

ヲ以テ名高シ︒

九184図東太平洋二面シ︑風景ノ美

以テムカヘタ︒

ケテ突撃シタガ︑敵ハツルギノ林ヲ

八861

家を造りて住めり︒

八822図

オコナハントシ︑︿略﹀︒

八518図

十259図く略V︑良ハ内二謀ヲ運ラシ︑
をもって
信教外二兵ヲ用ヒテ︑遂三口同祖ヲシ
テ其ノ大業ヲ成サシメタリ︒
ナリシ奈良時代ヲオモハシム︒

十979図人ヲシテソぐロニ佛教ノ盛
臨幸贈りにおそかりしか

かくの如くにして︑汽車

ば︑人をしてうかゴはしむるに︑

十一151図

︿略﹀︒

十﹁284図

・汽船の進歩は世界諸國をして日に
盆く接近せしむ︒

重砲車の如きは十頭の馬

をして引かしむ︒

十一291図

殊に集會の時間は正しく

守らざるべからず︒一人の盛る＼爲

十一707図

に多人数をして貴重の時間を空費せ
しむればなり︒

他人をして時間を損失せ

寄り︑今度は銃を以て破裂矢を打込

十662

十一712図

しむるは其の罪金鑓を損失せしむる

ボートは︿略﹀︑又も鯨に近
よりも重し︒

む︒

時︑義仲二歳なりしを︑敵は畠山に

おきのしま

東郷司令長官は︿略﹀︑

命じ︑尋ね出して殺さんとせり︒

十702図 く略V︑ボートは幾度となく 十二56図
打ちもどされ打ちもどさる＼を︑辛

肺ハ鼻・ロヨリ吸入ル・空

田信長に見えて︑長篠城の急を告げ

十7510図

しむ︒

本道を更に南へ進めば︑
庭園を以て名高き竹林院あり︒

其の將伊豆灘をして日本 十﹁43園
に向って︑﹁日本の將我がしりを食

十二304図

講ぜり︒

だのぶなが

十二289図

先づ小軍艦をして敵艦隊を沖島附

をして

くして難破船に漕着けたり︒
ヲシテ

近に誘ひ寄せしむ︒
氣ヲ以テ血ヲ清潔ニス︒
お
家康直ちに勝商をして織 十832図 ︿略﹀︑又政府の費用を以て

︵間助︶﹇▽ものを

︵格助︶14

七628図 又寒き國にては︑犬をして

ひ・羊かひの手つだひをなさしむ︒

七625図 外國にては︑犬をして牛か

をして

を

十176図

を ︵接助︶3 を

を一をもって

870

871
をもって一をもって

きを示し︑︿略﹀︒
ゑんとうけい

︿略﹀︑圓筒形を以て風雨

の強きを︑圓錐形を以て暴風雨のお

ゑんすみけい

十ニー86図

︿略﹀︑圓筒形を以て風雨

ゑんとうけい

それあるを示す︒
ゑんすみけい

十ニー86図

玉上の方向は矢を以て示

の強きを︑圓錐形を以て暴風雨のお
それあるを示す︒

し︑︿略﹀︒

十一一1910図
ふさ

十二608図
聞ゆ︒

十二617図
著る︒

十二627図

巴里の市街は肚麗を以て
伯林の市街は清潔を以て
倫敦は︿略﹀︑古風の乗
快活なる精神を以て熱心

合馬車を以て主なる交通機關とす︒

十二732図
に其の事業に從事せば︑天下何事か

コロンブスは濁り堅固な

成らざるを憂へん︒

十二784図

る決心を以て動かざること山の如く︑

十二325図 孝女お房の幼き身を以て
能く父母に事へたる︑︿略﹀︑皆後世
︿略﹀︒

﹁魯人は君子の道を以

女子の模範とすべき徳行なり︒

所は禮に反す︒

まして威力を以て強制し︑

九389図

箱根山ハ︿略V︒東海道ノ

通路ニアタレルヲ以テ︑尊見人馬ノ

十二欄8園

往來甚ダ盛ナリキ︒

︿略﹀落葉・こけ及びく略V

森林は能く暴風をさ＼へ︑

森林の影さす水中には多く集り來る

十104図絡べて魚類は暗き虜を喜び︑

砂を落付かしむ︒

防ぎ︑又常に土地をうるほして︑土

其の力をそぐを以て︑土砂の飛散を

十99図

つ静かに流れ出でしむ︒

の如くなるを以て︑水をして少しつ

ふくみさ＼ふること︑あたかも海綿

木の根などは︑地上に落ちたる水を

十95図

山坂ヲ越ユルモノ少シ︒

皆汽車ノ便ニヨルヲ以テ︑今ハ此ノ

九395図 ︿略﹀︑鐵道開通津ハ旅客ハ

又は之に左右せらる＼が如きは︑
まして威力を以て強制し︑

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑
︿略﹀︒

十二佃8図

貴族院は五種の議員を以

又は之に左右せらる㌧が如きは︑

私利を以て勧誘する等の手段を用ひ︑

︿略﹀︒

十二鵬4図

て之を組織す︒

十二鵬10図衆議院は一定の選墾・資格
を有する臣民の公選したる議員を以
て組織し︑︿略﹀︒

奉公の赤心を以て忠實に其の職責を

十一一佃3図︿略﹀︑議員たる者は至誠

︿略﹀︑一般選書人も亦公

蓋すべく︑︿略﹀︒

ものなるを以て︑森林は漁業の爲に

十二柵4図

平無私の精神を以て参政の公職に最
︿略﹀︑電槽は氣を以て人

も大いなる利盆をあたふ︒

十二959図

も適任なる人物を選出せざるべから

をも

名構ノカク異ナルヲ以テモ︑

トヲ知ルベシ︒

此ノ芋ノ次第二西方ヨリ傳來セシコ

十307図

り︒

其の樹木を一時に伐取ることを禁ぜ

きを以て︑近年一定の森林を指定し︑

森林の効用かくの如く著し

を服せりといへども︑孔子は義を以

ヲモツテ

十111図
ず︒

︵接心︶26
を以て

大阪ハ︿略﹀︒︿略﹀︒堀ト

ヲ以テ

をもって

て報早春忠の道にいそしまんとす︒

︿略﹀︑相如は氣を以て人 十二柵7図 ︿略﹀︑瞬く一の誠心を以

て人を動かせしなり︒

君︑實を以て謝せよ︒﹂

十二956図園

﹁君子は過あれば謝す︒

て其の君を黒くるに︑我が臣の行ふ

十一一373図 古語に﹁私事を以て公事 十二953図園
を す て ず ︒ ﹂ と い へり︒

十一一382図園 是は公の大事なり︒何
ぞ私事を以て公事 を 害 せ ん や ︒ ﹂

十二458図我が國の農業は︑決して
現状を以て満足すべきにあらず︒

十二468図世には農業を以ていやし
き職業の如く思ふものなきにあらず︒

を服せりといへども︑孔子は義を以

十二5210図 但シ不正當ナル手段・廣 十二959図
告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル

て人を動かせしなり︒

つて

六817図

橋トノ多キヲモツテ名高シ︒

出雲非常二良カリシヲ以テ︑敷年ナ

リ取寄セテ︑之ヲ試植セシニ︑其ノ

七623図又その鼻はよく物のにほひ 十323図︿略﹀︑直チニ種芋ヲ薩摩ヨ
をかぎ分くるをもって︑かりに用ひ

國力尽に劣れる曽於を見

て︑えものをさがさしむるに適す︒

曲線は直線よりもやはらか

なる感畳を與ふるを以て︑曲線を用

十459図

ラズシテ石見一國ニヒロガリ︑︿略﹀︒

て︑や㌧もすれば輕侮の念を以て之

の要路にあたれるを以て︑早くより

名古屋は︿略﹀︒四通八達
東海道一の大都會なりしが︑︿略﹀︒

八952図
るも︑密書に此の公平なる精神を以

︿略﹀︑議員の経費を議す
てすべし︒

十二欄4図

を迎へ︑︿略﹀︒

十二川1図

く之を親愛するは大國民の度量なり︒

いはゆる四海兄弟の精神を以て等し

十二柵9図外蔵人に接するにく略﹀︑

ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ
事ニアラズ︒

十二534図 強兵ヲ以テ知ラレタル我
ガ國ハ官田國ノ道ヲ講ズルコト今日ノ
壁心務ニシテ︑ ︿略﹀︒

壷忠ノ精神ヲ以テ︑平和ノ戦孚二從

十一一537図 商人ハ︿略V︑常二報國
事スベシ︒

名高し︒

十二603図 倫敦の市街は繁盛を以て

をや一ん
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ふれば︑更に美しき模様を得べし︒

十784図 撃劔家・水夫等ノ手ノ太キ︑
ノ堅キハ︑ヨク之ヲ使用スルヲ以テ

︿略V︑大工・カヂや等ノタナゴコロ

にとほすべし︒

成らざらん︑鐵石の

ケリ笑フハ︑己ノ品位ヲ下ス所以ナ

見ンコトバカタカルベシ︒

七58図

正行コノ毒口サイゴノ合戦
セントテ︑皇居ニマヰリテ申シ上グ

お花は﹁はい︒﹂と答へて

ルヤウ︑﹁︿略﹀︒

七506図

コ・ニハ櫻ノ木多シ︒春ノ

受取らんとせしが︑︿略﹀︒

七551國

明日ハ芝公園ヲ見テ︑ソレ

花盛リイカニ美シカラン︒
シバ

七595図

ヨリ四十七士ノ墓ニマウデントス︒

など

︿略﹀︑事に動かず︑さそ

はれず︑はげみ進むに何事の

七791工女

︿略﹀︒

せ

ぎのみこと

かたきもつひ

など

重きも

四隻ノ船ハ皆爆沈シテ︑乗

あまてらすおほみかみ

︿略﹀︑敷千年もへたらんか

友よ︑來よ︒手かごを持

その神々しさいはん手なし︒

八87図圃

いでや︑あの岩の小かげ

山深く行きてたつねん︒

たけがりのいさをくらべ

︿略﹀松下暉尼︑アル日時

ノ破レヲツクロヒヰタリ︒

頼ヲ招待セントテ︑ス・ケタル障子

八164図

ん︒

八97図圃

に︑皆うちよりてえもの数へん︒

八96図圃

ちて︑いざ︑裏山にきのこたつねん︒

八86図團

八54図

天をつく︒

と思はる＼老木枝をまじへて︑高く

八52図

とせし時︑︿略﹀︒

着々杵尊をこの國に降したまはん

に

八23図神代の昔皇祖天照大神︑

のなし︒

らず伊勢に参拝せんと心がけざるも

い

八17図

︿略﹀︑一生に︻度は︑かな

員ハ思ヒくニコギサラントシ︑

七919図

ク船内ヲタヅネタレドモ︑︿略﹀︒

タヅネ來ン︒﹂ト︑タぐ一人タマナ

七903図囹 中佐ハ心配ゲニ︑﹁ヨシ︑

つひにうつすべし︒

成らざらん︑ばんじゃくの

怠らず︑ふるひ進むに何事か

七801図團 ︿略﹀︑わき目もふらず︑

於テヲヤ︒

ン

︽メ・ン︾﹇▽あ

其ノ託言ヲ傷ツケントシテ笑フ者二

︵助動︶創

ん

ひたすら此の草の成長を保護し︑
村の財産家に勧業に熱心

翼・養難・養魚等の模範を示せしを
ん

選びて住み︑周園の雑草を食切りて︑

︿略﹀︒

十一川9図

以て︑近年作物の改良も出來︑又桑

なる人あり︑自ら先んじて耕作・養

十786図 又力士ノ如キハ常二全身二
を植ゑ︑慧を養ふ者多く︑難を飼は

ナリ︒

力ヲ入ル・ヲ以テ︑何レノ部分モヨ
ざる家なし︒

ク畿達セリ︒

十821園殺したる熊の頭は垣にかけ

らんかぎり・せんかたなし

正成ノ職死セシバ正行が十
一歳ノ時ニシテ︑ソノ折父トトモニ

七14図

戦場二四デントセシガ︑︿略﹀︒

是等の豫報はく略V︑官

廉・諸役所等の前に掲示せらる＼を

十ニー77図
以て︑我等は之を見て︑明日の天氣

進取の氣象に富める人は

刀ヲ抜キテ︑今ニモハラヲ切ラント

︿略﹀︑正行三哲ノカタミノ

事に從ふを以て︑成功は期せずして

ス︒

七36口︒凶

到る︒

何事を給すにも︑︿略﹀︑熱心に其の

十二729図

如何を豫知することを得べく︑︿略﹀︒

上には多くの頭骨︑風雨にさらされ

十﹇74図 雄蜂は︿略﹀︑何等の勢
働をもなさざるを以て︑秋の初には
皆働蜂にさし殺さる︒

十一76図 氣候の暖なる間絶えず之
を産出するを以て︑一群の敷は次第

メニ忠義ノ兵ヲ起シテ︑賊ヲ平ゲシ

バ︑︿略﹀︒大人トナリテ︑君ノ御タ

七44図譜父ノ汝ヲカヘシタマヒシ

の改善︑人心の作興に務むるが如き

︿略﹀︑産業の嚢達︑風俗

は︑︿略V︑自治の精神の養成に資し︑

十二価3図

氣機關の上に多大なる改良を加へた

十一281図 其の後百年間の嚢達は蒸

自治團膿を助長すべきを以て︑地方

ヲヤ

リ︒イハンや我二優レル人ヲネタミ︑

メントナリ︒

るを以て︑今や列車の速度は一時間

人民たる者は大いに力を是等の事業
に黒田すべきなり︒

國家を護り︑國灌を維持
するは兵力に頼るを以て︑軍人たる

十二川6図

者は︿略﹀︑國家の大事に際しては︑
こ つ

身命をすつること鴻毛よりも輕き畳
︵終助︶一

悟なかるべからず︒
をや

あり︒一種の草の實を食用とするを

他人ノ悪事・短所ヲアザ

以て︑常に此の草の多く生ずる所を

十一8910図 ︿略﹀牧穫蟻といふもの 十一5310図

たりしが︑︿略﹀︒

の裏面を望み見るを以て此の名を得

十一764園 露見瀧⁝は後の細道より瀧

ケテ一家ノ内笑フコト多シ︒

ノ家業ヲ樂シムヲ以テ︑家運自ラ開

ヨク和合スレバ︑互二相助ケテ各其

十一518図 親子・夫婦・兄弟・姉妹

七十五哩以上に及ぶものあり︒

に増加す︒

七25図圏我が生キテフタ・ビ汝ヲ

て残れり︒

て︑永く之を保存するを以て︑垣の

ん
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八 甲 圏 ﹁ 我 モ 後ニハコトぐク
張りカヘント思ヘドモ︑︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︑総べテ物識破レ

タル所ノミツクロヒテ用フルトキハ︑

八184図圓

シバラク雨季ヲナスベキコトヲ︑

﹁入り テ 見 給 へ ︒ ﹂ ト イ フ ニ ︑

若キ者二元ラセントテカクスルナ
リ︒﹂

八289図

何心ナクエンニ上リテ︑南ノロヨリ
入ラントスレバ︑其ノ戸山タト閉ヅ︒
スレバ︑其ノ戸マタハタト閉ヂテ︑

八292図驚キテ西ノロヨリ入ラント
南ノ戸開キタリ︒

八716図園

諸君我を苦しめんとして︑

諸君は今にして諸君の誤

此の敷日野少しも食物を送らざるが
故に︑︿略﹀︒

八722図園
諸君若し我に食物を送る

れるをさとりしならん︒

八724図囹
ために働きたりといはば︑我もまた
近年新しき港も成りたれば︑

諸君を養ふために帥労したりといはん︒

八959図
︿略﹀︑産業の嚢達は今後いよいよ著

いでや此の劔の由來をかた

しからん︒

九17図
らん︒

毎年來りて︑我が娘を取食ひ︑今ま

ダシキニ驚クナラン︒

九458図︿略﹀︑木のかげ一つもなき
砂原つゴきなれば︑其の苦しさたと

アリは︿略﹀︑たゴ父にあ

へんに物なし︒

九461図

﹁然らばかの子供の乗れ

はんを極みに一日々々と旅行をつゴ
けたり︒

九479図書

よき心持のみにても病をふ

る驕駝を殺さん︒﹂

九595図

よく働かんとするものはよ

せぐに足らん︒

九603図

く眠るべし︒

ナラン︒

タトヘバコ・二漁夫アゾテ︑

魚ヲ米二取換ヘントテ︑先ヅ甲ノ農

九883図

夫ヲタヅネタリトセヨ︒

言の葉は︑天の橋立末かけて︑

九928図圃 ︿略﹀︑ふみ見ずといひし
あま

後の世永くくちざらん︒

言の葉の

九935図囲 ︿略﹀︑今日九重に にほ

ひぬと︑つかうまつりし

梁・棟木

つか・ぬき

花は千歳も 散らざらん︒

・柱何一つ取外すとも︑たちま

十147図幽圏

ちユ．家え崩れん︒

ウエジニ

二人が之ヲヒロメントセシ

遂二王者ノ師タラン︒

十316図

ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

若し空事なからんには︑

ハレミ︑之ヲ塩押ントスル義心ヨリ

ウエジニ

二人が之ヲヒロメントセシ

︿略﹀多くの生物は其の生を保つこ

ん︒

軍のおきてにした方ひ

そ

唯首を取って︑大將の見

参に入れよ︒木曾殿には見知り給は

き

十507図園

出セント試ミシガ︑︿略﹀︒

自ラ花錘敷十種ヲ織出シ︑海外二輸

十435図眠亀ハ此ノ機械ヲ用ヒテ︑

いたえり養はん︒﹄

て︑他日我が手に受領せば︑な．の．く

十413図翻園

起レリ︒

ハレミ︑之ヲ救ハントスル義心ヨリ

ハ︑不作ノ年餓死スル人ノ多キヲア

十317図

起レリ︒

と能はざるべし︒

九662図

んが爲に呼吸す︒

八302図 工︑川成ヲ音ナヘバ︑﹁イ 九32図無此の地に︿略﹀大蛇あり︑ 九661図我等は常に此の空曹を吸は 十245図園 ﹁汝ヨク此ノ書ヲ學ババ︑
ザ︑コナタへ︒﹂トイフ︒サラバト

た残りの一人遅も食はんとす︒

﹁さらば我汝等のために

其の大蛇を退治せん︒﹂

九34釜煎

テ入ラントスルニ︑︿略﹀︒

八48図図 電報迭達の際獲信人居所氏
名を迭達紙の外部に表はさんとする

︿略﹀︑貯金セントスル時ニ

ハ︑其ノ金沢ニテ郵便切手ヲ買ヒテ

九771図
いつはり降り︑︿略﹀︑尊をいざなひ︑

九58図︿略﹀︑ここにありし賊ども

八48図図 嚢信人の居所氏名を受信人

ものはく略﹀此虜へ記すべし
に知らせんとする時は︿略﹀片假名

塞紙ニハリツケ︑︿略﹀︒

一実・二二ヅツニテモ貯ヘン

タ．・シ貯金センが爲二必要

つく
是は菅原道眞が︿略﹀︑筑

若シ今ノ世ニモナホカ・ル
事アリトセバ︑其ノ不便如何バカリ

九882図

ををしみてよめる歌なり︒

紫へ旅立たんとする時︑庭の梅に別

し

九791図

ムベキ事ニアラズ︒

ナル費用マデモヲシムが如キハ︑ボ

九785図

コトヲ心ガクベシ︒

︿略﹀︑

サレバ平生ノ導入中ヨリ

尊の野に入り給ふを見て︑火を放ち

いくさに出でし事なれば︑定めて不

九784図
て焼き奉らんとせり︒

ナカトミノ

にて記すべし
工芸鹿父子ヲノゾカント思ヒ立チタ

八501図中臣鎌足︿略﹀︑國ノタメ 九213國国訴 ﹃一人の子が國家の爲
リ︒

カクノ如ク國事ニタフレタ

自由なる事もあらん︒

ル人々ヲアハレミ給フコトノ深ク且

九306図

アツキヲ見ルモノ︑誰カバ義勇奉公

八519図 鎌足等此ノ日ヲ以テ大事ヲ
オコナハントシ︑アラカジメ其ノ手

昔ヲ知レル人︑若シ奮道ノ
ヲクラベ見バ︑世ノ轄攣ノ如何二甚

今ノサビシサト︑昔ノニギハシサト

九409図

ノ心ヲ起サザラン︒

ハズヲ定メタリ︒

八532図今シバシタメラババ事アラ
バレントス︒

かゴやく入日美し や ︒

八599図星 まつ渡り見ん瀬田の橋︑

ん一ん
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十528図園今は七十にも足れば︑殊
の上知行せんと申合せ居り候事とて︑

理の必要これあり︑︿略﹀︑何れ熟考

︿略﹀︒

の外白髪には成りたらんに︑髪・ひ
げの黒きは如何に ︒
ひぐち

りたらん︒﹂

名所・善蹟ヲアマネク尋ネ

アルベシ︒

ンニハ︑融和ノ巡遊モ尚足ラザル感

十鵬1図

御威徳ヲ仰ガザラン︒

バ其ノカミヲオモヒ出デテ︑皇室ノ

十529図面 樋口は古き友なり︑見知 十醜8図 コ・ニマウヅルモノ︑誰カ

場に出でん時は髪を染めんと思ふな

十536唐言 實盛日頃申し候に︑﹃戦
り︒

十537図囹﹃職場に出でん時は髪を

強ひて入らんとすれば立ちどころに

れば︑検査掛は内に入るを許さず︑

怠りて持婦らざるものあ

十5310図囹 まして職場にては︑進ま
さし殺す︒

十一71図

んとすれば︑大人げなしとあざけり︑

染めんと思ふなり︒

︿略﹀︒

武家の運命も今に妬きな

んと︑罵りいきどほる聲ちまたに満

十548図園 ﹁︿略﹀︑義仲二歳なりし 十一136図

を︑敵は畠山に命じ︑尋ね出して殺

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち

つ︒

十一243図圃

本土の西︑近く九州と相
浪にたゴよふ氷山も︑

フルトンの始めて造りし

の進歩の大なるに驚かざらん︒

十一279図

ヨク笑ハント欲スルモノ

中ノ苦ヲ如何ニセン︒

十一5210図

外︑人込恥ヂズ︑内︑己二天ヂザル

ハ︑常二其ノ行ヲツ・シミ︑︿略﹀︑

イハンや我二優レル人ヲ

他人ノ歓心ヲ買ハントシ

親に事へ︑弟を助け︑

一二年在京せんもはかり難

さまたげせんも心なしと

に向ひて︑﹁今日書き給はん鶴の姿

夜明けて後︑住持垂工

などひとり言いひ居たり︒

ら寝ねずして︑明日はかく圭旦がかん

十﹇736園 ︿略﹀︑前の如く夜もすが

思ひて︑其のま＼寝間に蹄れり︒

十﹁731図

し︒﹂

上り︑

十一725図園 愚檜⁝も所用ありて京へ

しQ

の過を再びせざらんことをちかふべ

十一6910図 若し過あらば︑︿略﹀︑其

げて︑御國の敵を討ちなん︑我は︒

十一613図圃武勇のはたらき命さ＼

家を治めん︑妹我は︒

十一607図韻

ん︒兄弟共に敵をば討さん︒

十一605図圃 兄君︑我も後より行一の

ん︒兄弟共に敵をば討さん︒

十一604図圃 兄君︑我も後より行一の

ヤシムベシ︒

テヘツラヒ笑フハ︑其ノ心事最モイ

十一5310図

笑フ者二於テヲヤ︒

ネタミ︑甘ハノ聲讐ヲ傷ツケントシテ

十一5310図

工夫ヲナスベシ︒

汽船は︑今の小さき川蒸氣程の旧き
空中の交通開始せられ︑

さなりしならん︒

十一296図

又其の軍事上に鷹議せらる＼も決し
て座上の空談にあらざらんとす︒

是より謡いとま賜はり︑

河内に行きて正儀に仕へん︒

かはち

十一419園主

﹁幼き身を唯一入手國
へやらんも心許なし︒

十一423図囹

︿略﹀︑佛門に入りて父

の後をとぶらはんとて︑かく諸國を

十一436五官

正儀は河内にて領地を與

巡り歩くなり︒﹂

十一442図

へんとしたれども︑熊王は﹁︿略V︒﹂

いよく忌日になりて︑

とて受けざりき︒

十一445図

熊王今夜こそ正儀を討ためと︑ひと
り心に思ひ定めたるに︑︿略﹀︒

とすれども︑︿略﹀︑刀のつかに手を

十一452図幾度か思ひ直して討たん
かくべきやうもなし︒

腹かき切らんとす︒
笑ハント欲セバ︑
和Aロヲ計ルベシ︒

十一519図

一︷家ノ

より外なし︒﹂とて︑刀を取直して

いで︑大船を乗出して︑ 十一457図 ︿略﹀︑﹁今は自ら死ぬる

來らば來れ︑恐れんや︒

十一238図囲

接せんとする所︑下關海峡あり︒

十一175図

ぎて杉坂に着きたりしに︑︿略﹀︒

奉らんとて︑道も無き山の雲をしの

十﹇154図

さんとせり︒

刀を立てん︒﹄

十549図囹 ﹃いかでか﹂る幼き者に

十697図郭 ﹁あはれなり︑父上︒早
く船を出して救はん︒

ガ爲ナリ︒

十778図頭ノ骨ノ堅キハ腰ヲ護ラン

オホハレタルハ肺臓及ビ心臓ヲ保護

十779園 胸部ノヨロヒノ如キ西山テ

いで︑軍艦に乗組みて︑

我は拾はん︑海の官田︒

上古の舟車と今日の汽車

笑ハント欲セバ︑衛生二
注意シ︑類集ヲ健全ニスベシ︒

十﹁525図

トアレバ︑勉メテ面二笑フトモ︑心

上古の舟車と今日の汽車 十一5210図内二省ミテ︑ヤマシキコ 十一741園冤
・汽船とをくらべんには︑誰か人智

十一2410図

の進歩の大なるに驚かざらん︒

・汽船とをくらべんには︑誰か人智

十一249図

我は護らん︑海の國︒

︿略﹀︑農業を螢まんとする 十一245図鴎

センが爲ナリ︒

十8210図

ものには土地を與へ︑農具・種子等
を給し︑︿略﹀︒

かげとて立寄れば︑百事ぬらす松の

十896図圃 ︿略﹀︑いかにせん︑頼む

下露︒

十927魍囲 仰の如く本村にも耕地整

875
ん一ん

はかやうなるべし︒﹂と︑夜中のぞ
︿略﹀︑書師は驚きて︑

き見たる姿をして 見 す る に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一743図囹

﹁我が書がかんと思ひ構へしことを
如何にして知り給 へ る か ︒ ﹂ と 問 ふ ︒

十﹇752図園 ﹁先に壼がきたる檜の

十一926図

之に反して︑同様なる士買

家五戸ありて︑買はんとする人唯一
人なるときは︑︿略﹀︒

いでや︑其の二三を申さ

の海よりも深きを仰ぎ奉らざらん︒

十二21図
ん︒

露國が連敗の勢を回復せ

ん爲︑本國に於ける海軍の幾んど全

く略V︑費家の持主五人は 十一一48図

各其の家の興れざらんことを恐れて︑

勢力を墾げて組織せる太平洋第二・

十一928図
孚ひて其の償を低くすべし︒

︿略﹀太平洋第二・第三

第三艦隊は︑︿略﹀︒

艦隊は︑朝鮮海峡を纒てウラヂオス

十﹇934図物の償は︿略﹀︑常に其
の物を製造する費用と相即の利盆と

トックに向はんとす︒

枝に一枝足らぬ所あり︑︿略V︑箱根
を併せたる金額に等しからんとする

孔明︑護ノ奮功ヲ惜シミ

︿略﹀︒

十二273図
べからず︒

敵はかなはじと︑にはか

十一一277図

故に今より出帆せんとす

十六日勝商は再び山上に

のろしをあげ︑次いで城に入らんと

十二295図

﹁明日城門に行きて︑

するに︑︿略﹀︑遂に敵兵に捕へらる︒

﹃︿略V︒﹄と告げよ︒さらば我必ず重

十二297図園

く汝を賞せん︒﹂

率みて︑既に出勤せらる︒圏の解け

十一一301図園 徳川・織田二十大軍を

徳川・織田二公大軍を

んは二三日の内にあらん︒﹂

十二302図囹

率みて︑既に出爽せらる︒團の解け

え

ぞ

上毛野形名︑蝦夷を討ち

かみつけぬのかたな

んは二三日の内にあらん︒﹂

て利あらず︑︿略﹀︑夜に乗じて城を

十二3010図

賊之を聞きて︑城中兵尚

すてて逃れんとす︒

十二313図

かの山内一豊の妻が貧苦

將軍秀忠︑高虎の武名を

ひでたゾ

十二382図上是は公の大事なり︒何

重んじて︑之に封ぜんとす︒

十二377図

を爲すことあらん︒

て心曇れ︑氣まどひて︑見苦しき行

るの道を畳悟し置かずば︑時に臨み

十二339図平時に於て常に之に庭す

とやいはん︒

︿略﹀形名の妻と其の徳を同じうす

に居て︑夫の一大事を忘れざりしは︑

十二331図

︿略V︑少しも悲しむ色を見せざりき︒
かずとよ

ひて悲歎にくる﹂ならんと思ひの外︑

十二319図保の母は一時に二子を失

多からんと思ひ︑其の三園を解きて

援軍の來らん日も亦期す

去れり︒

三日を過ぎなば︑又山

敵の衛兵相呼んで尋ねん

流をさかのぼる鰭の縄にふる＼なら

︿略﹀︒流をさかのぼる

﹁我︑明日大軍を率ゐ
て出爽せんとす︒

十二291図園

﹁さもあらん︒﹂とて止む︒

鰭の縄にふる＼ならん︒﹂といへば︑

すてき

十二286霊園

ん︒﹂

十一一286図園 ﹁水方にみなぎれり︒
すソき

とするに︑︿略﹀︒

十二284図

上に來りて援軍の消息を示さん︒﹂

十二2710図園

約していふやう︑︿略﹀︒

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

鳥居勝商といふ者あり︑

る船は︑之を見て出嚢を見合せ︑

十一一188図

に路を攣へて逃れ去らんとせり︒

十二72図

てうせん

山中にてよき枝ぶりの檜を見て︑其
傾きあるものなり︒

十二410図

わざく周り回りたるなり︒﹂

孔明ハ魏ヲ三皇テ支那中

の意を得たれば︑之を書添へんとて︑

十﹁悩5図

央ノ地ヲ取り蓄髪ヲ興復セントシ︑

︿ 略 ﹀︑鵜は成皿に活動し︑

ひたすら其の獲物の多からんことを
︿略﹀︒

十一813図

競ふ︒

十一価9図

ノ如シト知ラバ何ゾ敗レン︒﹂ト︒

十一822図 かゴり火をたくは魚を集 十一価2図園 孟獲答ヘテ日ク︑﹁此
めんが爲なるのみならず︑又鵜をは
げます一法たり︒
みつばち

涙ヲフルツテ之ヲ斬り︑︿略﹀︒
クワン

蜀ノ軍其ノ棺ヲ護りテ國
蜀ノ軍戸シモサワガズ︑
ツヅミ

ントスルモノノ如シ︒

旗ヲ反シ︑鼓ヲ鳴ラシテ仲達二向ハ

十一価3図

二蹄ラントス︒

十一欄2図

十﹁8710図蜜蜂の蜜を吐き︑又たく シカド︑軍律ヲ齪サンコトヲ恐レ︑
す

みに巣を造るは醸造の業と建築の業
とをかねたりといはんか︒

十一881図 網を張らんとする時は︑

先づ幾條かのや＼太き綜を渡し︑之
を本として︑︿略﹀︑終に完全なる網
を造る︒

十一891図 ︿略﹀︑蟻は此の甘き汁を 十一備10図く略V︑其の翌年學校の経

聖算の不足なるべきをうれへて︑之
みくに

費を議するに早り︑村寺にては其の
を増加せんとせしに︑︿略﹀︒

得んが爲に︑油轟の附着せる植物に

の費家

十一術3争論商工業の獲達に
同胞すべて六千萬︒

︿略﹀︑之を葬讃するもの

誰か御聖徳の山よりも高く︑御仁愛

十ニー6図

なき

の富を起さんと︑勤勉・努力．ムゆみ

皇國

集 り て 之 を 保 護 し ︑︿略﹀︒

十一921図例へばこ＼に＝

ありて︑之を買はんとする人五人あ
︿略﹀︑其の五人は各其の

るときは︑︿略﹀︒

十一922図

家の他人の手に渡らんことを恐れて︑
孚ひて高き償をつくべし︒

ん一ん
876

ぞ私事を以て公事を害せんや︒﹂
れんぱ

十二389図園 く略V廉頗之を見て心
安からず︑﹁相如にあはば必ず難し
めん︒﹂と言ひ居たりQ

十二392図圏 ﹁余は秦王を其の朝に

いづくんぞ其の美果を牧むるを得ん

も︑人民に自治の精神乏しき時は︑

若し欧

ん︒

十二柵1図

や︒

に其の事業に誓事せば︑天下何事か
︿略﹀︑便利なる航路を開

田心へらく︑

如何程技藝に通じ︑學術

や︒

十二宙7図

常に之を忘れず︑之を模

範として︑唯く一の誠心を以て報國

書忠の道にいそしまんとす︒

2たり

ね
學びの高嶺

世の海を

尚高き

かちにゑをりに

十一一伽8図圏 師の賜物の 智を徳を︑

に長ずとも︑一片忠節の心なからん

て行かん︒

故に十分目信義を蓋さん

ンカ︒

アア︑モウスツカリノボリ

マシタ︒ウツクシイデハアリマセ

二37

平生より此の覧逆なきも ん ︵助動︶悩 ン ん ヘヘン︾

芝ぢて見ん︒

十二㎜9園圃

十二備6図

ることあらんと戒め給ふ︒

のは︑時に臨みて或は不畳の名を取

十二川10図

み︒

には︑其の人や全く精神なき人形の

十二川4図

今謹みて其の大意を述べ

成らざるを憂へん︒

十二743図

︿略﹀

かんことは歓洲人一般の希望なりき︒
十一﹇鴨9岡凶

羅巴より西へ向って進まば︑印度に
な

達する前︑日本又は支那に到着する
船員は失望の齢り︑コロ

し

叱したるもの︒何ぞ写り廉客前を恐

十一一783図

ならんと︒

れんや︒

なづまず︑能く學理を転用せば︑︻

十一一464図 栽培法の如きも︑奮法に
ンブスを海に投じて餅糊せんと謀る
に至れり︒

層其の牧穫を増加することを得ん︒

十二466図 く略V︑善良なる耕作用の

コロンブスの遠征時代は

ウツクシイ日ノデヲミルコト

︿略﹀︑此の五箇條を行は

バ︑

﹁コンナ小サナ川ニハ

タクサンチツタトコロ

オトウサンハマダカヘリ

﹁モチハタイセツナオ米

アリマセン

コハサウナ目ヲシテ︑

イリマセン︒﹂

二443圏 ﹁ダルマサン ニハ︑耳 ハ

カ︒﹂

ニランデヰルデハ

二436医

イテハイケマセン︒﹂

デコシラヘタモノデスカラ︑

一一355函

マセン︒

二264

テ ハイケマセン︒

二235圏

ニハノ土モミエマセン︒
﹁イイエ︑イツシヨニヰ

ニー85

コヒバヰマセン︒﹂

ニー27圏

ガデキマセン︒

二43オソクオキル人ハ︑コノ

︿略﹀︑小さき信義を立て

成し得べからざるものは引受くべか

給へり︒

十一一価2図

る言行も表面の装飾に過ぎざれば︑

心配ならざれば︑如何な

んには一の誠心こそ大切なれと仰せ

十二悩10図

べからずと諭し給ふ︒

公道の理非に踏迷ふが如きこと有る

ふみまよ

んが爲に大いなる順逆を誤り︑又は

十二佃9図

らず︒

と思はば︑豫め能く事の成否を察し︑

﹁あ﹂︑余死せん︒

次第に其の灌力を四隣に張らんとせ

死に當れり︒﹂

︿略﹀︒我が心の良雄を獣待せしは罪

十二875図園

る頃なりき︒

︿略﹀︑北條早雲が小田原城に捺りて︑

ほうでう

十一一812図

を供給せんこと︑實に今日の急務な

牛馬︑︿略V︑滋養に富める乳・肉等
り︒

十二531図但シ不正當ナル手段・廣
ガ如キハ︑正直ナル商人ノ爲スベキ

告ヲ以テ販路ヲ大ナラシメントスル
事ニアラズ︒

我死せば汝必ず之を師とせよ︒﹂と︒

せし時︑其の子に教へて曰く︑﹁︿略﹀︒

十二589図 南満洲鐵道によりて︑露 十二937図 魯の重臣某の病死せんと
西亜の東清今道及びシベリヤ二道を
よ ろっ ば

主客齊の臣景公に告げ

景公よりて魯と好を結ば

禮儀も︿略﹀︑此の心得

何の用にか立たん︒

十二描5図

死なめ︑顧みはせじ︒
あに
我等山豆一日も之を忘れん

十二佃3興業︿略﹀︑大君の邊にこそ

んや︒

なくして如何でか日常の社會に立た

我︑罪を魯君に得たり︑ 十一一備10図

自治制の如き最良の制度

を増進せんことを心掛くべし︒

旨を饗し︑協同⁝致して團膿の福利

十二悩7図故に人々常に自治制の本

如何にせば可ならん︒﹂

十一一955図調

んが爲に魯公と想見す︒

十一一9410図

危くすることあらん︒﹂と︒

て曰く︑﹁魯孔子を用ふ︒或は齊を

十二949図園

利用せんか︑大連より僅かに二週間
にして欧羅巴の中央に入るべし︒

に至れば︑温暖なる地方に移らんと

十二692図 ︿略﹀食物の訣乏せる頃
欲するもの期せず し て 相 集 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

て之を救濟すべし︒

十二712文 世を憤らんよりは︑進み

十二713図 人をねたまんよりは︑勉
めて之に勝らんことを工夫すべし︒
めて之に勝らんことを工夫すべし︒

十二713図 人をねたまんよりは︑勉

十一一734図 快活なる精神を以て熱心 十二価7図

877
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二537 ︿略﹀︑キタナイドロ水ノ

ホカニハナンニモデテキマセン◎

ノバカリデテ︑ヨイモノハナ

二576︿略﹀︑ヤツパリキタナイモ

コンドハイクラバヒヲ

ンニモデマセン︒

二646
フリカケテモ︑ハナハスコシモ

マコトニウツクシイデハ

サキマセン︒

三16
アリマセンカ︒

ク入興ハ︑コンナニタクサンア

三26サクラノ木ハ︑ヨソノ
リマセン︒

デテキテ︑イツシヨニ

三28 アツテモ︑日本ノサクラ
ノヤウナウツクシイハナハサ
キマセン︒

三46園
アソビマセンカ︒ ﹂

﹁スミレハタクサンナイ

カラ︑マダソンナニツメマセ

三91囹
ン︒﹂

オリマセン︒

三223わたくしには口も目も
耳もありません︒

うにまんまるではありません︒

三223手もあしもありません︒
三225 まるいけれどもまりのや
うこかずにるますが︑し

んだのではありません︒

三226
三231私を︿略﹀︑たたせること
や︑二つかさねることは︑どう
してもできません︒

上をとびまはっても︑見むきも
しません︒

にながく居ることはできませ

三497人や犬などは水の中
ん︒

三535何ヲ言ヒツケラレテモ︑
﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイヒナガ
﹁︿略﹀︒﹂トヨバレテモ︑

ラ︑ナカナカトリ丁目リマセン︒
三542

ハ行キマセン︒

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ナ
カナカスグニ

ハ

キマセン

デシタ︒

︿略﹀ムラサキ色ノ馬引リ

︿略﹀ワタイレハ︑ユキモ

ウラシマハオモシロクテ

ヲシナイトコロ

ハアリマセン︒

四91 日ノマルノコクキガアサ
日ニカガヤイテヰルノハ︑イ

サマシイデハアリマセンカ︒

デスカラ︑サハサナケレバタベラ

四114今一本ノ木画シブカキ

ドングリノミハタベラレ

早くて早くて︑とても．弓矢

レマセン︒

四134

マセン︒

ではいとれません︒

四168

ン︒﹂

四274︿略﹀虫も死んでしまった
のか︑もうなくこゑもきこえ

ません︒

﹁もうすぐお正月です

から︑もち米をよういしなければ

四305園

なりません︒﹂

四315園ごはんの米はねばりけ

がすくないから︑おもちには
カヘルノモワスレテヰマシタ︒

四454園

四348園

今でも︿略﹀︑すべてな

﹁それは知りません︒﹂

なりません︒﹂

三727︿略﹀︑父モ母モシンデ

タマリマセンカラ︑︿略﹀︑ウチヘ

三685

ラレマセン︒

タケモミジカクナツテ︑モウキ

三583

ハリマセン︒

ハ︑イツマデタツテモ︑色ガカ

三578

グニ

﹁ハイ︑今スグニ︒﹂トイツテ︑ス

三237牛にはつのがあるけれど 三553 ︿略V︑イツモノトホリ︑ 四211囹 アトノニ本旨知りマセ
うまにはたてがみがある

も︑うまにはありません︒

三238

けれども︑牛にはありません︒

三245牛のつめは二つにわれ
てるますが︑うまのはわれて
ゐません︒

これがなければ︑せんせい

けれども光ってはみませ

三356 うちへかへって︑ちぢに
みせようとしたら︑光がみえま
せん︒

三391

ん︒

三138︿略﹀︑ダレトスマフヲト 三363
ツテモ︑マケタコトハアリマセ
ン︒

ん︒

三401

何ダカカナシクテカナシ

ハ一人モアリマセン︒

四87

ドンナウチデモオイハヒ

クテタマリマセン︒

けれどもそのほかによけ 三732

とんぼなどがあたまの

いなことは言ひません︒

三478

︿略﹀︑ソノママデヤイタ

リニタリシテタベルノデハア

四512

四507 サカナノニホヒガシマス
ガ︑アタマモヲモアリマセン︒

まぐさものをおくる時には︑の
三156 シカシスクネモチカラガ
シマツテ︑ジブンノウチモアリ
のおっしゃることや︑みんな
ツヨクデ︑スバシコイ人デシタ
しをつけません︒﹂
の言ふことがわかりません︒
マセン︑︿略﹀︒
カラ︑ナカナカケハヤニハケラ
三395耳もよくきこえて︑きき 三731 ︿略V︑トモダチモミンナ 四506木ノヤウニカタイガ︑
木デハアリマセン︒
ヰナクナツテ︑知ツテヰルモノ
おとすやうなことはありませ
レマセン︑︿略﹀︒

三182 モウコエバカリキコエテ︑
スガタハミエマセン︒

ケツシテスノアルトコロヘハ

三192 ヒバリハオリルトキニハ︑

ん一ん
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リマセン︒

四566

白ウサ惣山イタクテタマ

リマセンカラ︑ハマベニタツテ︑
ナイテヰマシタ︒

四662羽の色はあまりうつく
しくはありませんが︑︿略﹀︒

四674囹 ﹁マダナホリマセンカ︒
センカ︒﹂

四675園苦シイコトバゴザイマ
四688園 ﹁イイエ︑オクスリハジ

オイシヤサマノオツシ

ブンデノマナケレバ︑何ニモナ
リマセン︒﹂

四696園

これにまさるものは

ヤルトホリノマナケレバナリマ
セン︒﹂

四795圏
ございません︒﹂

四805 一どはじたいしましたが︑
よしっねがゆるしません︒

汽車はどんなことがあっても

待ちません︑きまった時間にちゃん

五415

走ツテヰル汽車ガスレチガフ

と出ます︒

五434
時佃戸︑向フノ汽車ニノツテヰル人
︿略﹀︑又暗クナツテ︑何モ見

ノカホハヨク見エマセン︒
五451
︿略﹀︑文太郎ハオモシロクテ

エマセン︒

五454
タマリマセン︒
友吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

そこをのかせようとしましたが︑音

五472

次郎はなかくき＼ません︒

︿略﹀美シイ角が木ノ枝ニヒ

ツカ・ツテ︑イクラモガイテモハヅ

五737

五783圏

しろの後はけはしい阪で︑

﹁とても出來ません︒

レマセン︒

五784園

馬の通れる所ではございません︒﹂
︿略﹀︑下りる時には二時間し

かか＼りませんでした︒

六115

︿略﹀︑天業のよい間に取入れ
なければなりません︒

六155

︿略﹀象の目方をはからうと
したが︑どうしてはかってよいか分

六206

りませんでした︒

けらいが大ぜい直しにか﹂り

通りへ出ることも出來ませんでした︒

六477

秀吉はく略V︑たびくいく

ましたが︑中々はかどりません︒

六493

さをしたけれども︑ 一ぺんもまけた

し

支那からは大兵をおくって︑

な

ことがありません︒

朝鮮をたすけましたが︑もとより強

六516

いまその杖をもぎ取られ︑

﹁い＼え︑さうではあり

い日本兵にはかなひません︒

六614韻囹

ません︒

六618囲囹

かへりの道が知れません︒﹂

目が見えず︑さがすことさへ出來ま

金ヤギンハ︿略V︑ドチラ 六626圃園 ﹁︿略﹀︑かなしいことに

せん︒﹂

金鳥ノ仲間トケモノノ仲間ガ 六256園

モタクサンアリマセンカラ︑ネダン

五533

モ高ウゴザイマス︒

七256

正直な商人はかけねなどは

﹁私はちっとも存じません

﹁あなたと私は大そう似て

あなたほどの大きな花ぶさ

ハシヲ持ツコトモ玉葛マセン︒

は見たことがございません︒

七222園

がって︑私の豆はたべられません︒

七218囹 ︿略﹀︑畠の藤豆さんとはち

みるではありませんか︒

七208圏

でした︒

七202医

んが︑︿略﹀︒

七162匪急ぎますのでうかゴひませ

いひません︒

七136園

ツヅツヌケテオチルノヲ知りマセン︒

肩学田ツイデ行キマスガ︑後カラー

ソノツカマヘタ魚ヲ︿略﹀︑

ドチラヘモツキマセンデシタ︒

初はひくい役目で︑信長の目

六668

ケンクワヲシ潜時︑カウモリハ︿略V︑

ソノ時事ウモリガケモノノ方 六277囹 ︿略﹀︑キクワン車・軍カン
ノヤウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケ

五552

へ行キマスト︑﹁馬前ハ鳥デハナイ

レバ︑コシラヘルコトが出土マセン︒

皿盛ノ方へ行キマスト︑﹁オ 六278寺今デハ鐵ハ鏡ノ仲間ニハハ

カ︒﹂トイツテ︑仲間へ入レマセン︒

イレマセンガ︑人ノ役二立ツコトハ

五555

前ハケモノダラウ︒﹂トイツテ︑ア

四815 ︿略﹀︑むかふを見わたす

と︑船がゆれて︑まとがさだま

﹁ソレデモ垂込ヂキニサビ

銅ヨリモマダ上デス︒﹂

鳥ヤケモノ氏人ヲ使フコトヲ 六284圏

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

︿略﹀︑ほうこうの方には身が

は何べんをしへてもおぼえません︒

うにやられましたが︑おきやうなど

近ゴロバ︿略﹀︑火打石や火 六443 ︿略﹀︑八つの時にお寺へ小ぞ
﹁それでも私はまだ手紙の

入りません︑︿略V︒

六454

六461

は居つきませんでした︒

﹁それでも私はまだ手紙の 六455 ︿略﹀︑どこへ行ってもながく
てよいかわかりません︒﹂

書き方を習ひませんから︑どう窪い

五653圏

てよいかわかりません︒﹂

書き方を習ひませんから︑どう書い

五652圏

打金ヲ使フ人ハメツ手馴アリマセン︒

五575

知りマセン︒

五566

ヒテニシテクレマセン︒

ソノ光ガキうくトシテ︑ワ

りません︒

五73

ルモノドモハ目ヲアケテヰルコトガ
デキマセン︒

五235圏 私はよその物をぬすむやう
なことはいたしま せ ん ︒ ﹂

う と す る と ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂といって︑ど

五236 大そうおこって︑取りかへさ
うしてもかへしません︒

枝モ見エマセン︒

五303 ハガヨクシゲツテ︑下ノ方ハ

879
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七257 オビヲムスブコトモ出來マセ
ン︒

七259 カユイ所ヲカクコトモ︑イタ
イトコロヲサスルコトモ出來マセン︒

七283 シカシ人ノヤウニ色々ナ物ヲ
コシラヘルコトハ出來マセン︒

七285 手バカリ動カシテモ︑チエガ
︿略V︑何分にも直が高いので︑

ナケレバ何ノ役ニモ立チマセン︒
七397
誰一人買はうといふ者がありません︒

七517囹 ﹁手紙は︿略﹀︑四匁より少
しでも重いと︑その倍の⊥ハ銭だけ切
手をはらなければなりません︒

七519園 この手紙は四匁より重いの

せん︒

︿略﹀︑自分の家は戸がまだし

まってみて︑誰も起きてみる様子が

八232

牛小屋の牛はしきりに鳴いて

ありません︒

八234

一週間程たつねたが︑白雀は

みるのに︑誰も草をやるものがあり
ません︒

サクヤノクワジニウチハヤ

見つかりませんでした︒

八265
八465國

こちらの方はどうとも都合

ケマセンデシタ︿略﹀

がっくから︑心配するには及びませ

八687国
ん︒

九201園私には妻も子もありません︒

︿略﹀︑何を聞いても︑一々

﹁もう改めて勝負には及び

に︑差出人が三銭しかはっておきま

九869園

んば

︵接助︶2

はいひません︒

ンバ

んば

明白に答へて︑しかもよけいなこと

十359園

ません︒

せん︒

七669国 いっしよについだ梨の木の
方は︑今年はまだ實がなりません︒

七828囹 月夜には波が銀の様に光つ
て︑その美しさは何とも言ひ様があ
りません︒

のではありません︒

クンバ︑之ヲタスケヨ︒若シ不才ナ

七853園 しかし船はなかく沈むも 十一鵬6図園 ﹁我が子若シタスクベ

︿略﹀直接公共の事務に

ラバ︑君自ラ之二代レ︒﹂

十二悩4図

當る者︑如何に其の職務に忠實なる

こはがる者があるではありませんか︒

七881圏 ちよつと渡船に乗ってさへ︑

七882園 海の波を見たばかりで︑恐

自治團艦の圓満なる嚢達は得て望む

も︑一般人民の之を助くるなくんば︑

℃﹀↓幻一﹀

OO甲
＞O力︻ω↓○閃O力○

OH≦しuOピ︾勺﹀↓刀一﹀

十二75図

＞O閃同ω↓○閃O力OOOいO一≦bご○ピ﹀

㊤〇二ωε8弓oOoδヨげ︒匿層暮﹃冨一

べからず︒

ろしがる人があるではありませんか︒

︿略﹀︑若しや白雀が居はしま

けませんよ︒

八113團 伯母様お笑ひになってはい
八229

てたつねましたが︑影も形も見えま

いかと︑︿略﹀︑野 原 の 方 ま で も 行 つ

頁

訂正事項

﹃国定読本用語総覧2﹄訂正表

段

項目を追加すべきもの
音

ドンナガクキガアツテモ︑手ガナカツタラ︑

おん ﹇音﹈ ︵名︶2

七276

オルガンにて美しき音を襲せしむるが如

オモシロイ音ヲ出スコトハデキマスマイ︒

九667図
き︑︿略﹀︒

用例を追加すべきもの

カクノ如ク動物ノ艦色ニハ其ノ黒山ル周面

家デモ國デモ手ヲヨクハタラカセル人が多ケ

レバ多イ程盛ニナリマス︒︹﹁でも﹂の項︵脆ページ︶
に移す︒︺

七268

レバ多イ程盛ニナリマス︒︹﹁でも﹂の項︵隔ページ︶

に移す︒なお︑﹁で﹂の用例目隠を鵬に改め︑﹁でも﹂

の用例数45を47に改める︒︺

⑤用例の所在を改めるべきもの

︹巻数﹁十一﹂を﹁十﹂に改める︒︺

︹ページ数﹁10﹂を﹁90﹂に改める︒︺

︹巻数﹁七﹂を﹁十二﹂に改める︒︺

︹ページ数﹁62﹂を﹁63﹂に改める︒︺

︹行数﹁3﹂を﹁5﹂に改める︒︺

︹ページ数﹁82﹂を﹁83﹂に改める︒︺

ｵん︵親︶﹂の右肩に＊印を付け︑参照見出しに改め

る︒︺

︹後要素﹁あし﹂の参照項目のうち﹁にあし﹂を削除す

︹﹁さかさま﹂を︵形状︶から︵名︶に改める︒︺

︹﹁かわさき﹂を ︹地名︺から︵名︶に改める︒︺

⑥品詞を改めるべきもの
24

蹴

4

色トマギレテ︑タヤスク他ノ動物二見附ケラル・コ

姻314

⑦その他
28

聞けば此の火事は材木屋の小屋から出たの

で︑多分煙草のすひがらが元だらうといふ話だ︒

此ノ様二大勢ノ人が手分ヲシテ︑別別ノ仕

︿略﹀︑高い松はしぜんにおもしろい枝ぶりに
秀吉のいきほひは︑しぜんに日一日と

13

79627188

トナシ︒︹﹁おのずから﹂の用例数8を9に改める︒︺

ノ物ノ色二似タルモノアリテ︑自ラ其ノ周智ノ物ノ

1

132242

3

八447
十一97

事ヲスルコトヲ分業トイフ︒

六18

用例を削除すべきもの

なってみる︒

︿略﹀
盛になりました︒

六504

一嘉8家デモ國デモ手ヲヨクハタ．フカセル人が多ケ

る︒︺

〔「

九542図

858
101
382
443
474
516
575

①

③
25

用例の位置を改めるべきもの

18

コ

3

23

3

4

29

2
1

14

行
7

1

微

560

1
1

鵬
鵬

②
蹴

棚

④
蹴

訂正表
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付

録

⁝⁝⁝⁝⁝⁝：・⁝蹴

⁝⁝⁝麟

1課名一覧

2文字のある挿絵一覧

⁝⁝⁝晒

⁝⁝脳

⁝⁝⁝謝

⁝⁝⁝⁝⁝⁝蹴

3仮名一覧︵提出順︶
4音図・いろは

5漢字一覧︵提出順︶

6漢字一覧︵五十音順︶

7﹃尋常小学読本﹄︵ハタタコ読

本︶修正経過 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝鵬

課名一覧

第二期国定読本全十二冊に収められた課名を各巻の巻頭にある﹁目

幅ハトリ

ニ

一

九

十九

二十

二十一

巻三

五十八

一

ノアソビ

十

六

十三
二十二

十七

二十三
二十五

なぞ
こうま

ニ十七

うしとうま

ヒバリ

ノミノスクネ

ワタクシノウチ

三

コレガスンデカラ

サクラ

ハナサカヂヂイロ

五十四

ハナサカヂヂイロ

五十

ハナサカヂヂイe

四十八

録﹂によって示した︒ただし︑巻一は課名が立てられていないので︑

ヒノデ

四

ここにあげるのは︑巻二から巻十二までの課名である︒

キクノハナ
ツキ

十ニ

オハナトオキク七
カバ

イヌノヨクバリ
十六

十四

キノハ
ニ十
ニ十ニ

ナゾ
カ年レンボ

三十

ニ十五

タコノウタ

三十三

ユフガタ

モチノマト

三十七

ニ十七

オカアサン

四十

シンネン

ユキダルマ

四十四

タケ

二十五

タウエ

ほたる

三十一

三十四

三十七

がくかうへもって
いくもの

うとからす
四十
ミギトヒダリ
四方

四十五

四十四

四十二
ほしとり

四十七

かへるとくも 五十

かへる

ハイ今スグニ
五十二

ふじのまきがり

十五

ニ十

アキナヒノアソビ

手ノユビ

ニ十三

三十五

二十九

二十六

きつねとのぎく

こくもつ

ワラ

のし

四十五

四十一

三十七

サザエノジマン

とけい

十九

十八

十七

十六

うぐひす

雪のあさ

白ウサギ仁

白ウサギ↓

ナゾ

六十九

六十六

六十四

六十二

五十六

五十二

五十五
五十八

二十

子ドモノ心

七十二

虫ボシ

六十一

二十一

ヒナマツリ

母の心

五十

四十八

ウラシマノハナシe

うみ

六十四

二十二

とけいのうた

ウラシマノハナシロ

かひ

六十九

二十三

一

私どものまち

なすのよ︼

なすのよ一

二十四

二十五

山の上の見はらし
八

三
十一月三日

十

十三

カキトクリ

ふじの山

七十六

の

八十

口

1
天ジンサマ

ワタクシノホン

⊥
／＼

八七

九

十十十

十十十
五四三

十十十
十十
五四

二十十十十
十九八七六
十十十十
四三ニー

捲
四
五 四 三

二 一

十九八七六五四三

七六五四三ニー巻

十十十十十十十十十九八
八七六五四三ニ一

1課名一覧
882

簑 干

あまのいはと
ム

春が來た
ジン

神武天皇

水のたびe
ナラノ大ブツ

水のたびロ
コヒ

母の手つだひ
かまぬすびと
うめぼし
茶
ちひさこ べ

小子部のすがる
ていしゃば

遠足

四季

日本

十二

七

六

一

七十七

個口
十四

とし口

取入れ

二十

十七

物サシトマストバカリ
かしこい子ども

三十五

三十三

二十九

ニ十四

ヤクワントテツビン

よいでっち
織物
太郎の日記

コトワザ

四十八

四十三

四十一

三十九

京都からの手紙

豊臣秀吉↓
一

五十三

とよとみひでよし

塩ト砂糖

豊臣秀吉口

五十五

大阪

港

かぞへ歌

クスノキマサツラ

七十七
八十
八十二

一

五

楠木正行ω
楠木正行口

十二

九
十五

みなかの四季
問合の手紙

商業問答

キイチ

十九
ホ

豆の一族

二十二

ハナハ

塙保己一

二十八

手ノハタラキ 二十五

三十九

三十六

三十四

やき物とぬり物
勧工場
山内一豊の妻

四十四

かずとよ

家の紋

四十六

西洋紙ト日本紙

五十四

五十
東京見物〇

五十九

五十七

郵便の話
東京見物口

六十三

犬
水とからだ

桃をおくる手紙

六十六

（二）（一）

参宮日記の一節

薪1鳥醐靭麓躍騨賑論旨
融雛1チ炉多（・）（一三礫幌讐

（二）（＿）自己

六十九

七十四

七十八

八十

八十四

八十九

爲眞をおくる手紙

の

働クコトハ人ノ本分

か≦

ベ

汽車ノタビ
かみなり

カウモリ

轟のこゑ

上杉謙信

五十九

けんしん

人のなさけ

六十七

六十四

材木

六十九

七十四

古血
むね上げ

八七六五四三ニー

第第第十第巻
五四三ニー八

墨筆右筆竿竿筆筆草究笑秩

第第第
十十十
五四三

重賞第第第上着第十上巻
十九八七六五四三ニー七
第十第第
十十十十
四三ニー
第七第第第三
二十十十十十
十九八七六五

炭ト油
はがき
マツリ

ひよどりこえのさかお

とし↓

ひよどりこえのさかお

熊

第第七第第第巻
六五四三ニー六
第第
八七
第第第第
斗十十九
第第三第千第十第第第
二二二十十十十十十十
十十十九八七六五四三

第第第第二第
十十十十十十
六五四三ニー
廣航航何等海
瀬海海事ノノ
中ののも生生
佐話話置物物

ノ

鹿ノ水力ここ

四三ニー

十三十十十十十十
三十七二八五三一八五四一

七さ 六六 五五四四四三三
十か七十十六十十十十十十十
四お十七三十六二九五一八六

蝶

瓜

第第第第六第第第第富江第第巻
十十十十九八七六五四三ニー五
第第国里第第第第千第第
二二二二二十十十十十十
十十十十十九八七六五四
五

883

1課名一覧

第二十

第十九
虎ト猫

胃と身髄

手紙

七十二

六十九

六十六
第十八課

第十七課

坂上田村麻呂

養生

第六課

車と船

我は海の子

二十四

二十一

水師螢の會見

第七課

二十九

第十二課

三十八

我ガ海軍

六十二

ろ

皇湾より樺太へ

第十九課

さかのうへのたむらま

四十一

第九課

第八課

七十五

第十課

熊王丸

五十一

四十六

四十四

三十五
五十五

アラビヤ馬

さいとうさねもり

ムシロ

四十四

世界の話の
第二十課

からふと

模様と色

五十

八十

花錘

第十四課

齋藤實盛

世界の話ロ
水害見舞の文

牌弟二十三

第二十一課
七十五

第十三課

六十四
第十五課

兵螢内の生活

五十七

第二十一

空氣
六十六
第十六課

八十三
貯金

第二十二

雨と風

七十

橘中 佐 e
第二十二課

タチバナ

第二十四
八十八

笑

足尾銅山

第十↓課

第十七課

第十二課

七十八

六十

菅原道眞

五十四

第二十三課

少年鼓手

しゆ

第十三課

こ

⊥ハ十＝．一

捕鯨船

六十四

六十一

第十八課

五十八

料理

八十一

出征兵±

第十六課

競馬

第十四課
七十一

第二十四課

第十五課
温泉

時間

六十八

勇ましき少女

招待状

第二十課

第十七課

八十七
九十一

九十三

七十五

貨幣
三才女
日光山

人ノ身髄

第十九課

鵜飼

爆布

七十八

七十五

七十一

六十七

第二十一課

Hの苦心

第十八課

第二十課

ばくふ

八十三

七十九
家畜

一

第二十三課

日本一の物

あいぬの風俗

第二十五課
階弔二十⊥ハ課

第二十七課
巻十

第一課

第二十二課

第十九課

すがはらのみちざね

橘中佐口
名古屋

九十三

第二十五
第二十六
巻九

四

一

草薙劔口
六

くさなぎのつるぎ

第二課

花ノサマぐ
十

草薙劔の

第三課
舞へや歌へや

第一課

第四課
註文状
十二

第五課

四

八十三

からふと

第二十三課

樺太より塁湾へ

ト

物の償
マ

百六

百こ

シヨカツコウメイ

諸葛孔明

百十一

百十五

同胞すべて六千萬

てうせん

平和なる村

朝鮮の風俗

九十五

第二十四課

ヤ

大和巡リロ九十八

第二十七課

牌弟二十⊥ハ課

第二十五課

九十
大和巡リω九十三

うかひ

葉

紡績

第二課

第二十一課

十四

ネ

八十八

利根川

松の下露

第六課

第二十四課

第三課

八

十八

保安林

水兵の母

八十七

第七課

轟の農工業

家

第二十七課

吉野山

第二十八課

九十

第二十二課

第四課

紫式部と清少納言

講話會の案内文

二十四

第五課

本

第＝課

巻十一

二十六

二十二

胱弟二十⊥ハ調課

第二十五課

我が陸軍
二十七

ト

圭旦

十一

第八課
靖國神社

ヤスクニ

第九課

第六課

張良ト韓信

十五

三十

第七課

入螢する友におくる

汽船・汽車の嚢明
三十五

第八課

第十課
昔の旅

三十八

十七

第十一課
箱根山

旅行先の父に送る手紙

第十二課
第十三課

こじまたかのり

みつばち

蜜蜂

冬景色

第二課

第九課

二十七

四十二

甘藷

カンシヨ

第十課

分業

四十四

たしかな保謹

第三課

賂駝乗

第十一課

三十

第十四課

四十九

見島高徳

かぶりもの

第四課

第十五課

瀬戸内海

五十三

第五課

動物ノ髄色

三十四

第十六課

らくだ

七三九五一
十十

1課名一覧
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885

1課名一覧

八十一

第二十四課

大國民の品格
百二

自治の精神

九十七

第二十五課

天皇陛下の御製 一

帝國議會

三十四

五十

八十五

卒業

諭
百十七

百九

百五

第二十六課

四
十一

軍人に賜はりたる勅

日本海海職
造船ノ話

第二十七課

動物と植物の關係

學校落成式
三十七

かつあき

第九課
公事と私事
三十九

三十

第十課
阿蘇山

そ

我が國の農業

あ

第十一課

國産の歌

四十三

第十二課

貿易

四十七

第十三課
南満洲鐵道

七十

六十五

五十九

五十四

第十四課
欧羅巴の三大都
獣類の移住

第十五課

苦樂

第十六課
第十七課

辻音樂

八十八

七十三

烈士喜劔

コロンブス

第十八課
第二十課

主婦の務

九十三

第十九課
第二十一課

孔子と孟子

まうし

第二十二課

こうし

第二十三課

第二十八課

天氣豫報及び暴風雨

二十三

十六

第五課
鎌倉
二十六

警報

第六課
日本の女子

鳥居勝商

二十

第七課

か ま くら

第八課

第第第第巻
四三ニー十
課課課課二

2文字のある挿絵一覧
886

文字のある挿絵一覧

さざえ︒﹁一せん五りん﹂と書かれたふ

︵こくもつ︶ ﹁大麦﹂﹁小麦﹂﹁大豆﹂﹁あづき﹂の図︒

︵サザエノジマン︶
だがある︒

十︼︒2

︵吉野山︶
みつばち

吉野の地図︒

瀬戸内海およびその周辺部の地図︒

﹁雌蜂﹂﹁雄蜂﹂﹁働蜂﹂の図︒

戦艦︒﹁戦艦香取﹂から﹁騙逐艦漣﹂に至る六隻

﹁猫車﹂﹁楚筆﹂﹁癖毛車﹂﹁自動車﹂の図︒

︵瀬戸内海︶

︵蜜蜂︶

18

6

〜19
︵車と船︶

︵我が海軍︶

〜27

25

32

の艦名をあげる︒
﹁錘綿﹂の図︒

︵樺太より皇潜へ︶ 樺太の地図︒

︵紡績︶
からふと

98

﹁稲村が崎﹂﹁源頼朝墓﹂﹁建長寺﹂の図︒

84

︵鎌倉︶

かまくら

〜26

十二・25

︵織物︶ ﹁アサ﹂と﹁カラムシ﹂︒

︵とけい︶ 時計︒文字盤に一〜団の文字がある︒

︵むね上げ︶ 建築中の家︒﹁ドダイ﹂﹁ハシラ﹂など︑各部の

57

︵コロンブス︶

︵南満洲鐵道︶

コロンブスの彫像︒台座に銘がある︒

南満州鉄道およびその沿線の地図︒

阿蘇山の地図︒

75

あ そ
︵阿蘇山︶
41

名称を記している︒
︵電報︶ 電文を記した電報頼信紙をあげる︒

︵世界の話日︶ 世界地図︒六大洲と三大洋をあげる︒
︵世界の話口︶ 世界の人種︒

ンなどの花をあげる︒

︵利根川︶ 関東地方を中心とした︑利根川流域の地図︒

ネ

︵花ノサマぐ︶サクラ・フジ・ツツ
ト

︵我が陸軍︶ 師団司令部の所在地を示した日本地図︒
︵汽船・汽車の獲明︶ フルトンの肖像画︒

︵汽船・汽車の護明︶ スチブンソンの肖像画︒

硬貨︒半銭から二十円までの九種︒金額のほか︑半

︵箱根山︶ 箱根の地図︒

︵貨幣︶

銭硬貨には︑﹁二百枚換一圓﹂の文字がある︒
︵模様と色︶ 各種の模様の図︒﹁第﹂圖﹂から﹁第十五圖﹂に

〜47 至る番号がつけられている︒

十・45

90

40

33

32

25

一7

〜Qげ

九・7

82

77

八・48

75

六・35

46

41

四・32

巻・ページ︵課名︶内容

の所在と︑その挿絵の簡略な説明を記した︒

第二期国定読本の挿絵のうち︑用語採集の対象とした文字のある挿絵

2

3
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仮名一覧（提出順）

第二期国定読本の上欄に提示された新出の仮名を提出順に示

した︒

一巻

クモ・ギネキニ・ウシルツ・ラサァオカゴリメトマ・タ・曙

24

23

23

23

22

22

20

20

19

19

18

18

18

17

17

17

15

15

15

14

14

14

14

13

13

13

11

ドザレユゲヲセヰデテソボチビヌロホブイバヤズケスンナガ

109

9

9

8

8

3

仮名一覧︵提出順︶

111111101010109998886665544332211ぺ
歩

435049464644424140373736343230302929282827272625252424

ヤタクチシキセモパペプボブ（ヒ）ゾ（ホ）（へ）ヂ（フ）（ハ）（ッ）ワベヅゼグヘジエムダエピヨ

ウウワヤヤヤウウ

15

14

14

14

13

13

12

11

11

11

10

10

8

9

7

3

1

59

48

46

43

29

24

22

シヨ

ラウ

チヨ

2

サウ

3

シウ

十

5

チユウ

6

カフ

6

やま
とり

きいろ
たくさん

むらさき
ねえさん
へいたい

おとうと
いぬ

にいさ．ん

おるすみ
ちから

よわい

だれ

それを
のみのすくね
けはや
ほめる

ふd

こゑ

おもしろい

で

8

はな

16

さくら
うつくしい

17

のはら

17

あか

17

十
十

120

119

50

50

49

48

48

4

4

118

116

60

59

23

2

1

89

88

39

38

11

11

19

19

19

ひばり

シヤウ

訊ユ

42

おりません
ゆふがた

え

一の

ふを

66

リユウ

を

キセ急

21

さ

て

ぢ
択

物

ヤ
尋芝

れ

恭︑

︵新出の表示なし︒︶

2

118

118

1ホソ

コ

ザジズゼゾ
ダヂヅデド
バビブベボ
パビプペポ

②五十音図︵片仮名︶

ヌ ネ
メ

ノ

ゾ
デ ド

ギ グ ゲ

ジ
プ

ダ ヂ ヅ

寸

ゴ

1ボ

ポ

ゼ

べぺ

︵巻二前付け︶

ヒ

ミ

イ

ズ

工

セ

ヲ

ヒ。

ス

ルユ ム フ

ザ ガ

ノず

ア イ ウ
オ
カ キ ク ケ
サ シ
ソ
タ チ ツ テ ト

ナ

ン

ラ リ
ワ ヰ ウ

二

音図・いろは

ヌネ

メ
ヨ

コ

ホ
口 ヨ モ

，、

第二期国定読本にあげられている五十音図といろはを写真版で示し

﹂ワ

1

へ
エ レ 工

た︒

①五十音図︵片仮名︶

イ

ム

ガギグゲゴ

︵巻一留〜駈︒へ一 ン︶

ク⁝

アイ ウ

カキ

タチ
ナ
ヒ フ

ミ

デセ1ゲエ
へ

ヰ
ウ…ル ユ
エ旨レ1
工

ラリ

ン

ト；ソ1コ駐
モ
ブロー

ス

ツ

マ

ヤ マ

4
二

サ
シ
ノ、

ヤ

音図・いろは
4

888

889
音図・いろは
4

③五十音図︵平仮名︶

うえ お
じず

ぐ

︵巻三20〜21ページ︶

あ

そ

と

ガゴ

ぢ

ざ

きくけ こ

さ しす

たち

も

ぞ

ど

で ぜ げ
ご

ぶ
ぺべ
ぼ ぼ

ぎ

び
ひ．

づ
甚、．

な

む

ろ

ゆえ よ

る

ラ ゑを

れ

ま

らリ
ん

ゐ

だ

㌔、

v｝

は． は

か
は
み ひ に
ふ ぬ つ
め へ ね て せ
ほ の

や
わ

④いろは
︵巻三74ページ︶

いろはにほへとち9ぬ
るをわかよたれそつね
ならむうみのおくやま
けふこえてあさきゆめ

諮ゑひもせす

890
49

49

49

43

42

42

42

42

り

ぺ巻
1 一
ン

十九八七六五四三ニー

丁丁三脚丁子
26142342221377
6737513617新
出
51
48

日本
小
人
一人
中
子
上
54

53

49

48

48

46

45

45

45

読み替え9︶

手
私
牛
55

44

45

44

42

36

35

31

30

30

本太耳目白米天

29

26

25

2320

子水火中下

31

29

29

日月

44

43

42

42

41

41

40

39

38

37

36

35

35

33

32

31

5

漢字一覧︵提出順︶

読み替え0

4

人
咽

大
円

山
犬
口
木
土
上

読み替え2

行出
454633222172新
出
6666533221新
10
24

第二期国定読本の上欄に新出または読み替えとして提示され

49

た漢字を提出順に示した︒読み替えとして提示されているもの

49

︵原文では右横に棒線がある︒︶は︑二字分︑下げて示した︒

㍗脚1鱒131飢1§§ll登

5漢字一覧（提出順）

26

25

2424

8817814621432774241476622551818661
今日

早何居又虫思男北南西東方左右心出今言見行父光母女入田舟作竹走馬力足

巻

1ρ1212胆Pll興§§1ララli四

72

72

69

68

67

65

65

64

64

62

61

61

60

58

5757

8421611552533571
出
6311663531568281新
68

雲林去古

君

年

読
み
雨長高次村店町替

今長下

知海毎來門郎

垂

太

年
47

46

45

45

44

44

43

42

40

39

38

37

36

35

34

32

30

29

買責合貝石魚青色赤

28

28

27

27

25

24

23

21

21

20

19

17

16

15

15

14

2173812584235224486131576823111624
紙細糸同
大

名刀時矢弓昔雪

次

豆萎正夕生枯死

大豆

鳥品答肉問外内岩物皆

気

所字

891

5漢字一覧（提出順）

31

30

30

29

29

29

28

28

28

26

25

24

24

23

23

読み替え31︶

32

1 ・ −

33

第
御
戸

35

同

35

22

21

20

20

20

18

18

帯五︵新出慨

●5

35

49・8

●1

御

36

1・2
1・6

2

笑
春
里
野
鳴
皇

烏
金
國
谷
間
平
美
通
畠
車
雨
重
輕
寺
丈
尺
寸
指
池
鯉
枚
轟
36

休
島
多

3

4●4
4●6
5．2
5．4
5︒6

ρO o 1

10 10

E2
E8

11

6●3
6●6
7●6
8・8
9・5

E1
H・5

E2
E4
E6
E3
E1
E4
E4
E4
E1
E5
E1
E4
E1

17 16 16 15 15 14 14 14 14 13 12 12 12

36

E3
E1
E1

弟

二

二

毛少

風兄

人

羽

37

54 53 52

申
神

學松

羽

56・3
57・3
58・4
58・8

62 61

E4
E8

63・1
63・5

E5
E5

64 64

校
枝

立

下

上手

下
名

友

花
苦

朝
夜

扇

引

船

波

65・3

E1
E5
E4
E3
E8
E4
E1
E3
E8
E8
E5

77・8
77・8
78・6
79・3
81・4
82・2
82・6

77 76 75 75 74 71 69 68 67 66 66

17

17

17

4886752687826414418762837565286653
様后

集形原黒蝶番種葉茶會氣

皇

土合

67

66

符

汽姓

車
切

67

荷

68

道

物
問
時
間

68

急音

文

69

向

70

明

70

暗

70

先近遠吉

西瓜

中

71

顔
僕

他
黄

仲

平

生

上

49 48 47 47 46 46 45 44 44 44 43 43 42 41 41 41 41 40 40 40 40 39 39 38

瓜

廣

流食

E5
E1
E1
E1
E1
E8
E8
E4
E5
D5
E8
E6
E2
E6
E1
E6
E8
E8
E2
E3
E4
E4
E4
E1

49・3

E4
E7
E3
E5
E7
E3
E8
E4
E4

53 53 52 52 51 50 50 49 49

勝

升實後考役使前釜住待切持取用祝

生

65

65

65

64

63

62

61

61

59

59

58

58

57

57

57

56

56

56

56

55

55

54

5454

4753572847641437636661883881176661
角鹿晩客新面宮着森表裏話習書讃秋

鈴地

打

油炭空穴

夜回二二炭木金後

負

二二

892
80

80

80

80

80

78

78

77

76

75

75

74

74

73

73

7272

675332741552837376

海

吉

読み替え53︶

岸

景

杉
橋
夏
冬
峯

季

色

通

巻六︵新出略

−．3

6・戸0

1●3
1・4
2︒2
2・2
2・5
3●7
4●1
4︒2
4・8
5・5
6．2
6・3
砂

咲

81

5漢字一覧（提出順）

城進軍

聞阪
西東下

暮攻分千守追匹強弱
丈

lp1ρ1ρ1ρ1ρ171711四脚1戸1岬轡1ρ1鱒職1脚ll督番lllll1

6311687621876843128328214153776311

貫勺

斗枡厘

倍全

石
37

36

35

35

35

34

34

俵刈

稻曇晴加

列涼暖眠別草渡社

分重分
34

33

33

33

32

31

31

31

30

先
30

30

29

29

家

寒暑終初

町足遠
27

27

27

27

26

25

25

24

23

22

21

21

20

19

2787461153148217438774212712787448
曜記如麻綿

誰事残

木直

火月

貨主直鏡釘鍋鐵針銀銅命投遊代附象匁

銭後銅

44 44 44 43 43 43 42 42 42 42 42 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 37 37 37

E3
E5
E7
E3
E3
E4
E4
E7
E8
E3
E5
E5
E5
E6
E8
E8
E1
E2
E4
E5
E1
E4
E6
E6
E7
E1
E3
E8
E5
E5
E7

45・6

E3
E3

47 46

絹織

堂

60

59

58

57

57

56

56

55

55

54

54

54

54

53

水

60

前

61

午塩

後
着

62

都

清
間

63

明日

神
明

苦

寺

氷

敵

丸井病杖

京

昨

身
樂

武
仕乗藤者士

所物見

53

53

53

53

53

52

51

51

51

50

50

49

48

48

4847

4735485328453744387554168848545215
拾妹涙姉泣吹送折抜

受陣相
味

味
種切

菓醤糖
用

度王
砂心病

兵
國

盛職將
名

組百
仕

893

5漢字一覧（提出順）
80

80

80

80

80

79

78

78

78

77

77

77

76

75

74

73

72

72

71

70

70

69

69

68

68

67

67

67

67

67

66

65

6464

6642127727517877856845343665327373
業商

場停積

都

帆和煙港勢歌工墨悪善

帆出

筆供机箱桐

度
85

戦

場

生

行

大人

居

2㌃

85

84

83

82

82

栗材肩皮爪熊

品

82

82

82

82

81

81

81

81

80

831685441186418

読み替え90︶

歳

我

汝
起
孝

室

賊
教

氏
万
臣

212

道

巻七︵新出掴

U

H詩

困妨

婦

抽

勃

胴抽

面髭

6︒2

四四脚騨脚病脚

柱板

祖飲

愛恩義忠

學悪

獲

堀市

着入

民

工

興lp1Plll§§§§lll§1

5521518757337544355175851631185197

洋

節存宿

現

降

親召

㎜． 隅． 齪．

40

39

39

39

39

38

38

37

36

36

35

類

40

35

35

心書者草

強

35

承

34

34

34

34

34

34

小豆

40

似

40

左

足

勉

江

弟子

40

講

握

夫農官

不及

鷺

㎜拷

㎜．

消
自
由

下手
41

響
饗

㎜姑

卵

音

食

41

族退

直責答問内家
脳．

感程

43

祭末動桑菜

鰐
鷺
饗
響
饗

急事口

響
響

西

屋卸段

33

33

安

願
親藤

33

33

32

3230

1748542272116468264449763328885938
禮

貧鏡

念

妻利便札荒割給勧塗

言夫言残主

焼

皿

養

産破包頭

山鳥花重外生紙卵頚

894
54

54

54

54

54

53

53

53

53

51

51

50

50

50

50

50

49

5

48

47

47

46

46

46

45

45

45

45

漢字一覧（提出順）

45

44

44

44

44

4443

7664265118394422569166394431764214
園公

64

市
64

64

63

眞窩差彿

通

今
63

62

達配

62

62

62

61

60

60

60

59

菊紋世志

聞新世

便
60

敷櫻梅星

郵印等易障

弟

動

電賃

59

59

59

58

58

58

58

58

兄父

58

57

57

57

57

56

馬

56

55

55

5454

8444396425984288849765118555516288
洗酒汁旅藥

適鼻
敷頭

77

76

76

75

75

75

74

尾狐羊短骨猫

小

命
74

74

73

墓坂

73

72

72

71

71

71

71

省運
風

71

70

70

像奉
木古

70

69

69

拝雷観岡館博
城宮

69

68

67

67

66

66

65

65

65

6564

15385576597937643142194．34968274229
料肥淺

深鯨陸玉珠泥

面様

細

二心植外

子

89

89

89

88

87

87

86

86

86

85

85

84

84

84

参植有佐

横沈

岸

根紅緑

83

83

82

82

81

81

80

80

梨桃
來

80

80

80

80

活浴冷湯
冷

79

79

79

79

78

78

7777

6537747756599244958588444385417285
瀬
便

暴総
角雨

甲萬
板

員艦操膿治

鋸航怠

塔成定精浮董

明

爆福砲漁恐聲毫燈

光

里

巻

lll誓l！！！！興ララllll興IU八

929291

91

91

91

908989

片

諸

授
勅
殿
造

告

陛

式
旗

老

宮
代
生

降

祭
使

役

下
平

御
細
右
身

読み替え旗︶

649888988
出
39744276665433765338621新
177
隻

坐

丸乗沈

聲縮

匙

895

5漢字一覧（提出順）

18171716161615151515151414141413131312111111101098777766る5

3636339742196339636962753895337716

27

27

26

26

26

25

牛

工

24

24

24

伯母

幸

23

髪

23

23

22

返

参

28

働

具乳

職練

却
待

28

飯

務

招

得
若給張

呼路幸

過

實

22

22

22

21

21

21

20

20

20

20

19

19

19

製

素質

外

御

19

18

19

垣
千

18

18

18

6173852774185597327315321554319766
開建書忘書週必損隣

驚借

影敷其此

際之

女男下

倹

E1
E4
E5
B8
E4
E5
E7
E6
E7
E4
E5
E8
E1
E2
E9
E7
E7
E1
E7
E5
E2
E7

・9

49

49

48

45

45

45

45

44

44

44

43

43

43

43

43

42

42

度

50

如何

50

太刀

51

紅

腹臭

元翌頼

何時
奉

白
緑

51

閉
幾

香

宴
贋

51

造

51

藥

52

氣
頭

52

2
4

52

4

53

畑雀

若返作坐産近心正

齪

更

等

角
53

財減

39 39 39 39 38 38 38 37 36 36 35 35 34 34 34 33 33 33 32 32 30 30 30 29 29 29 29

9

要
凡
輸
圓
散
54

︵読み替えの提出なし︒︶

Q
S
@6
@9
E7
@1

42 41 40 40 40 40

飛

笑

42

42

42

4242

1879838854638459521775976417776211
叔父

頃

66

66

66

65

65

64

64

63

63

63

62

62

藏

62

61

61

59

安上

戸

心

62

59

58

勢 服呉

夜

67

無録

切

67

多
煙草

68

伯父
今朝

68

報扱

信
頼

志親

殺

69

共

未

殺討故侍以

内

位

57

57

56

56

56

56

55

54

5454

1966397491319536664635197396537932
功
候
鶴

機連浦湖

即

圓

機

首

座最鋭

天井

械

綿

先

謹布藍染縞紺熟

祖母

都

併

蒔

看
熱

孫

僅

必

896
78

78

77

77

76

76

75

75

75

74

74

74

74

74

73

73

73

5漢字一覧（提出順）

73

72

72

72

72

71

71

71

71

71

71

70

70

70

69

6969

2244548739743186549751985321882954
藝府
美
86

富衆帝界甚捕歩舌牙曲撃
首

86

86

86

獣虎密誤
寸寸獣

85

85

85

85

85

85

84

84

84

83

83

83

83

82

血
招自全

82

82

81

81

81

81

81

日膚
君

81

81

止
皮

80

80

胃
報

79

78

殿

78

7878

8531765222652643275599731117147642
傷斬突弾
旗

能 極反半
球越 領部 術
隊任轡眼億
川節布雪氷 寒
布重撃進 太
気南 蹄 隣

@6
@6
@7
@7
@4
@6
@8
@2
@6
@5
@9
@1
@1
@2
@5
@8
@3
@4
@7
@8
@8
@4
@1
@1
@3
@4
@4
@5
@5
@8

E2

1・3

巻九︵新出塀

95 95 95 95 95 95 95 95 94 93 93 93 93 93 92 92 91 91 91 90 90 89 89 88 88 88 87 87 87 87 87

銃付丁絶

倒

目

開

即

守

路野

加

胸

富旅行

滅

堅

却

課

占

望

増

曹

勇

閣

著

読み替え鵬︶

盆

傷

退

刀

12121211101010988877666655555544443321111

4449105159843186411010875196426179554

娘婦改劔器
状註庭舞亦 攣離揃是遂 難放至叛常
降滅勢勧叔 国玉玉食
文樂 絡形根

母

21

202020

19

19

19

19

18

18

18

18

17

16

16

16

16

15

15

14

14

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

12

1212

1872106216553101064464109877210108754865
爲
話

攻

覧
齢

恥
女

尉舶支關飴
何

注河落

境

増園圃玉敷

多

坂古以少

期
送

啓
店本候

到
反

897

5漢字一覧（提出順）

35

35

35

35

35

34

34

34

33

33

33

友

32

32

国毎

元

32

囲．5

36

肥姑

37

典

37

察
孚
令

帥

37

…．

P

歩
速

38

兵

輕

32

胆．

S

騎

卒

箇
團
師
司

38

能

形墨

42

魏．

敬

敏

習

38

技

Ω召

￨

糧

境内
自

秋
39

陥餌

肥．2
肥．4
ロ．4

62

肥．

維始

春青

四7
凹7
凹7

μ8

肥●6
翻●7
η・3

肥勃

四6

η●6
●7
・8

麗●8

1

￨

四9

3

慨． ．92

32

31

31

31

31

31

31

30

30

30

3030

296452191096647758717511107664185332
往費罰
泊

力

街競轄的喜

泊儀

關止

攣程宿

走

終

慮蒸且臨興

章々告廣初寒初玉成

行

@10

@4
@8
@6
@9
@1
@2
@4
@7
@9
@4
@1
@2
@2
@4
@7

@8
@4
@4
@5
@7
@2
@2
@2
@4
@1
@5
@8
@6
@3

@10

@4
@5

5959585857575757565656565554

54

湖

下冷

然

自然

59

奮

59

倒

59

噴

6060606059

由
最早

祖父
昨日

悪

笠

61

久

快

案

徒
結
唯
辛
61

馬

置

快無

騨

或

跡意

逃

迎

笠

62626261

E2

52 52 51 51 50 49 49 49 48 48 47 47 46 45 45 45 44 43 43 43 43 43 43 42 41 41 41 41 41 40 40 39 39 39

湯

5454535352

322108176439973219576651054115511848

征

罪
叛住

73

72

72

寝
注置空

72

72

72

71

談
如勢

71

71

71

署衣
相

71

70

潔害法毒戒警
清

70

70

68

異
乱悪裏木

68

68

67

67

66

66

66

65

65

65

護保園周
附

65

65

暗色黒
65

64

63

63

63

6362

109875133322105196264111108854110106318
當致
堤村年配

讃

知側側

非

果堤込績静

連動

煙

吸呼

吸
燈側側

燃防試在莞威怒厚

定

898
81

81

81

81

81

80

80

80

80

80

80

80

80

79

78

78

77

5漢字一覧（提出順）

77

77

77

77

76

76

76

76

76

75

75

74

74

74

74

7473

6433110765543129386543876221018622110
救

篇

詩悲

賜

賜昔

年

93

93

92

92

涼側側朝片到
92

91

91

89

89

89

88

牧帳蓄

別主

88

88

88

87

預

普局

拾

預

87

87

86

85

85

85

84

貯押

貯償高

84

84

84

83

83

異国母直
83

83

82

82

81

81

防
81

751084643111087610862106393221085441987
交

蓋

才穀

仰永袖

省凶年

梅

歳

12

11

11

11

10

96

96

95

95

壮

95

95

94

94

94

93

9393

10

9

9

唐丹

勝

葉
10

95

馬競香在

賞回

玉章併

10

95

是

築

12

96

甲

各選

直

12

96

構並

7652196422198610108

新

12

96

乙

轄後

読み替え囎︶

13

巻十︵新出研

13

構

13

位
潔
扇

13

央

13

過
費
等

熱
13

吐添
落

1・3
1・5
1・7
1・8
1・8

呪

佛

14

2・−o

3・2
3・4
3・5
3・9
4・7
5・3

……

14

腐丙換幣傳助

9

8

8

8

8

建玉唐
8

7

7

7

朱

構結
6

6

6

6

43！098211975372210866101071087769719877
低

24

23

主角降路五生

指

百

23

23

23

22

22

22

22

22

効

22

21

20

20

20

20

失伐

和
19

19

樹

飛砂河
19

虞網

薪

脈複

掻

置床

床霞霧語禁

18

18

18

17

盆森
17

17

17

葉

斗

16

16

15

15

15

軍

14

14

14

3876366555221054210858229852103774976
念

韓良
心

層革固

刷彫版

張

約捨靴

再

極縮刷

圖

例

句

院贅幼漢

悪書萬一侍

入

崩

夜寒

半

899

5漢字一覧（提出順）

43

E6

43

43

43

42

42

42

42

42

42

紅

41

41

40

40

謀罵

運

39

39

39

39

38

37

與

昏

43

25 24 24 24 24

E8

43

@8

44

@10

44

@8

44

範模螢

罵
所以

44

25・8
26・1
26・2

44

E3

45

E8

45

活

渡原庵

七試

記果罪

26

置

寄

墓

27

群株茂

霜

檜

島

幕

望

26・8
26・8

28・1
28・5
28・8
29・1
29・2
29・4
30・8
30・8

31

E3

31・6
32・1
32・2

33 33 32 32

E3
E3
E1
E1

33・3

33

E7

33・8

E2
E3
E5

34 34 34

怠

37

36

36

3635

92988111010882110997514210997638821010910
斜縦
畳

線
曲

販
盛螢

英
績米

敗
寸言赤

縣畳
失改

献翻
気受厚

備謝
構

63

63

62

62

62

62

62

62

61

61

60

轟

63

E10

63

E2

64

@4

64

麗

示

例

64

限

64

E6
E4
E5
E1

64

作

49 48 48 47 47 47 46

家

65

曲

65

女

面

頭老

此方

66

現

錦

66

白髪

66

E2
E7
E8
E9
E1
E6
E7
E9
E2
E3
E5
E8

律

消
夕

66

E10

検

舎
66

温順

調鼠紫

侮殊

規尋

床起

持馬

共

屋

49・3
50・1
50・9

@10

E1
E1
B1
E2
E4
E5
E5
E5
E8
E1

57 56 56 56 56 56 56 56 56 56 55 55 54 54 54 54 53 52 52 52 51 51 51 51

査

雇磨

国

59

59

58

58

58

57

57

5757

975339310108648775976432433647539873
息泳廻裂漕號
齪新
77

77

突
77

76

群
76

76

75

破
75

75

煉否

向名馬着着

選気書

残

75

74

74

74

73

73

73

鑛掘抵聯倉許説科

73

72

72

72

71

庭酒
71

71

70

70

70

70

69

祝働
68

68

68

教
68

6767

5317311097254210106599698596424996296
判

拶腸

言置各

臓肺筋

榮繁

量接

泉

抱

嵐

珍

暑負臨夏著麗塩温庭女業當息女供血支

900
87

87

86

946
難

85

85

84

薪奈育

出が

95

83

83

83

83

83

82

82

82

82

82

81

81

81

80

80

79

79

79

79

78

78

77

77

7777

≦茎9748109541433227521037742978875

藤
賛
るの

乳豚3あ
95

85

5漢字一覧（提出順）

95

94

耕豚飼畜政計算彼

勢糧腸

94

94

94

94

壁

骨頭園

94

93

93

93

92

92

91

91

91

91

91

既輪属俗

翌旦

91

91

90

健雑

爲

90

90

90

89

89

胸早早語

88

88

88

88

88

8887

108210766228528310107642155547496554310
裁
鹿小株

陵巡
雑粉建興

借謹

．0げ

ρ卵ρ1戸1

1

理整
筋支田

103

103

102

102

於尚
耕

102

101

99

露
天並行霞雲行
方

99

99

98

98

98

97

97

97

難

97

9696

11771710102883733141

読み替え柵

離
石

奥

二十一︵新出齪

1

1・3

・6

4

2

■

ρ

・2

3

崩
櫻
竹
初

7

席廉
助之

3

1

3・−0

●

●7

決

幼
壮

71117

4・2
4・3

4

●7

FO

●7

1

5

●

5

6

6︒3

雄雌遷

專誘

蹟

徳

頗

翠

纒

梓寳

巡仰陵佛眺腹茂連
1ρ1ρ1即

ρ二二1興1PIP

眺求

眞

p曾§1興ll1

55211010748283107751101051041852486631019
峡州勤

29

28

28

復

幹陰議仁墨

雪圖

越笑

28

27

28

28

26

26

吏
固満遷育

26

26

25

25

24

24

23

23

22

完
買

22

22

移随
致徒

22

22

22

依乾
能

21

21

20

禦
集

20

19

19

視
鋭

19

18

掛
斗掻

18

18

17

5886223エ053381985210997537272109496510
展延噸哩
始連

速優
關差交競

智
輪

底
舟寸寸

断
尋百寸寸

浪源沿没
浴

忽湾
小壁覧廻
波

901

5漢字一覧（提出順）
44

43

43

43

42

42

41

40

40

40

39

38

37

37

36

36

36

36

36

35

35

35

35

33

33

33

33

32

32

31

30

30

3030

4987937822109109988541010821086177310877
忌

仇賀

己

玉歩略言
57

56

55

55

54

53

〆比

積

53

53

53

額

懐

厘

督苗特脚

皇国縦追井纒

52

52

52

52

52

51

51

51

51

51

51

獲情
江專

51

50

49

49

48

48

港雷霧吹時春

雪零雨

48

48

47

47

47

46

4545

211018109859965310977761163109431053742
歓

違

衣
69

令息半
69

69

68

68

嚴

優短
68

68

性衛

風気

67

67

67

67

耳計翠
66

65

65

65

心黄速

妹寸寸

64

64

隔

戯誠欲惜

互

64

64

63

63

63

63

62

62

60

疑
號

逃

金

63

論束途

60

59

59

58

57

5757

863855110873388296511086437576717443

77

77

77

77

77

76

76

76

76

75

73

73

73

此治事

墨近

丁

73

73

72

工

78

亀

戯

賛

78

準

78

塩梅

78

濟

79

菜

爲

休
80

好
化

奇

從
80

將

歯量

過

72

72

貴

帯

亡

宛

滋

修

傍

71

70

70

志

70

70

70

69

口

6969

7686544964411022ゴ81044314439753221099
條

巾

呑

旬

浮
96

96

95

瀧臣ト妙

一ロ

c

玉冬波器

源雄雌鳥

95

94

95

95

95

95

93

91

91

凡早

谷深絶

91

90

89

89

89

88

88

87

訪愚

姿

87

86

愚何筆寄心違
85

85

85

84

83

83

83

賢悔

未配
82

82

82

81

81

31109885534881695310298954115511010462
殆

凍

略

況般封傾係需飾

凍忍言

穫

牧甘

醸縫

管巧

績紡

随謹條紡切廻離鳴尾獲

902
109

108

108

107

107

107

106

106

106

105

105

1〔｝5

104

104

104

10通

5漢字一覧（提出順）

104

104

103

103

103

102

102

102

102

101

1DO

lOO

100

99

98

97

9696

39181163210429766519338643695532894
冠

瓦
田舎

冠

因

抱

観反仲
巻十二︵新出團

3
5

2・2
2・2

■戸0

2・8

2

117

117

117

117

116

116

115

行政相羽訪賢末

115

115

詔史歴

努遺系胞

115

114

114

114

114

113

犯基

採

修

承

寳
榮

興脚轡り㌃

智謀出至上

113

113

呈狭
伐

113

113

112

111

露智略
111

110

109

1〔〕9

577641058772776197332444797

読み替え麗

宗
聖

l18

郷拓採

率輔

責歎

豫可童見働編

例

㌃

㌃

り

利歩乾編

葬

衣乾京

斬

p乎脚脚1P卵§§§踊ララ契誓壬§1

10136109644429876422761085886519981510
庫側

縮設
整鍛

31

31

31

30

烈朕激
泣封

30

29

28

28

制
僅固着

28

27

27

27

26

25

23

慮虜悟

打
23

災
包

23

22

22

20

20

距奮屡
誘郷玉織画塾誠

浪
19

19

鍛協

19

18

17

17

16

16

16

15

15

15

15

7111011099510722797453228314777558754
陥辱濁

解憂

働
43

43

43

42

請援

援見方息
41

41

40

40

39

39

憤

蒸
39

38

38

濱

投
37

37

刻避

腐與旭志弱晴
37

37

35

35

35

35

掲

掲示

35

35

34

34

34

測

帯
34

34

繕崎

象周
34

33

33

私
33

3231

8221099104442911087410976321085541／021710
栽陽

但灰頂
中

永紅

推
就圏虎感力公

否

封
悪馬

齢
及

余慶
書

就坪委署郡

確叱
若

慈
戒

再

903

5漢字一覧（提出順）
63

63

63

62

61

61

61

61

60

60

60

60

57

57

56

55

54

53

52

51

51

51

51

50

50

49

48

46

46

46

46

45

4443

965299951064310777362653255859961538
資

隅

掃

雅

混困華豊屈檬留洲殖顧嗜

則

好具除略適
80

80

80

79

79

76

76

76

76

貿漆磯

二二易

75

74

74

74

74

73

72

72

71

71

71

71

70

70

70

介除培
解誤匹狭

69

69

69

69

69

69

67

65

6564

5546197659843118210621822101011111747
動

邊

引迎
90

90

89

暦探端希険柔

其築

庭
89

89

88

88

88

下

指

88

87

87

絹

87

86

86

86

賎

取憂
86

85

忽

高言憤

85

85

84

83

危乏訣埋稀創

牙爪顧

83

82

82

82

82

暖
82

81

移
81

81

81

81

彫

81

81

888528621865965410996104977549554311
禍旨届

探

染
104

頓盗

104

103

102

102

暇

識

統揮容

奪聴

側當視余亡仇
101

101

101

100

100

100

100

100

100

貸紳

從復
99

99

98

97

97

音

96

96

95

95

衰辻権

二二捨弾弓
95

94

93

93

93

93

92

92

92

接
91

90

1068427611099851334656510718976487159
簡級詳

劣

心心誘
115

115

114

止侮
113

113

113

112

112

112

籍
弟兄宗
112

112

111

111

尊
乏眠晩
111

111

110

110

個
尚

格

109

高卒

109

109

108

奏
奪

108

108

某恭侯縁

107

二二
1〔〕6

106

賎豫責濟

106

106

106

106

106

105

105

105

114843101097786653210618656765544210105
装
飾

逆訓
弾

粗
己

諭
血尚映三毛途頼烏諭率忽

述
衰

提納税
請濁

爵
二二互

弼
聴

輔凡

904

6漢字一覧（五十音順）
120

120

119

119

118

116

116

116

1031046943
恵導三
三
位

衣

以

暗案

安扱

三

悪愛漢
字
イ

と

る

っ

る

えう

すめ

十 十十 十十 十十
十
十
十十
二四十三一一十ニー九一一九ニー九九九一十九八九ニー
8082

17

1042

13859311627

70564565

19687920696334

イン

イン

イン

七・49

七・81

十一・斯

十・16

六・85

十一・15

盆

イン

のむ

イン

三・42

九・45

X︒4

越日持

イン

みぎ

ノ
四・66

四・79

四・8

圓

ユウ

はね

は

十一・魏

七・84

延宛

羽右飲陰院員因印
ウ

ウ

沿

あめ

十一・30

十一・30

はるさめ︵春雨︶

しぐれ︵時雨︶

＼ ．7
ノ

七・58

五・6
十二・m

ウン

十・25

援宴

10

尽

からす

はこぶ

三園

ウ

めぐる

四・13

遠

∩﹂

くも

九・92

十・88

十二・43

ウン

エイ

十・43

十・66

塩

7456

運蕩

ながい

エイ

王於縁

およぐ

十・73

十二・2

十・26

エイ

十・44

さかえる

エイ

＼．2
2
＼●＝7
U

／

ノ

いとなむ

かげ

するどい

鋭影螢榮英泳永雲

11

︵五十音順︶

がが

り︵一人︶

しお︵︸入︶

ンくととチクだイ
て
る

る

イひひひイイそユイイたちイイうイこイイなたイイイよ

覧

巻
十十
十
九十九十八一一一九十九八九五九八七八十七二九六六六ぺ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …
1
598154154111575926145153444342194541253756837282ジ
引
一 育 遺事 違意 移 異尉
爲胃威委依

6

漢字

出音訓

るい

ク

し

くむ

ク

ぎる

つかう

すい

らい

いも

む

って

えん︵所以︶

イかイイくこきイゆイもアくアァやあアににアあわア提
ン
ン ン
らろ

第二期国定読本の上欄に提示された漢字をその代表音訓に
よって五十音順に排列し︑読本に用いられている音訓とその提
出箇所を示した︒音は片仮名︑訓は平仮名で示し︑一つの漢字

園

に二つ以上の音訓が提出されている場合は提出順にあげた︒

警

並貫三品

易亦衛

エン

オウ

おいて

あエしエとエたけエたエエそエのエあまエエこいエエまエやまエエ
んンおンおンばむンすンンうンばンてるンッえわキキすキすたイイ

いこりけ

すいるく

︵煙草︶

い︵塩梅︶

ば

い

十十
六十ニー

十
十十 十十十十十
十
十十
十六六五九八六七二二八一一一一一八八一八八九十八二七九一一

51

72

り

90

92

64

37

7

46

67

44

77

り

54

28

27

り

37

77

20

85

28

64

56

40

16

の

り

80

71

41

8

95

50

47

り

9

52

8

905

6漢字一覧（五十音順）

火化

下

温恩

音卸乙億

屋横奥

櫻押

往鷹央

力ひカもしゲカへおさくおしあオオねオおおオオヘオやよおオさおゆオ四四
とも
たうがだりたたンン ンとろツクやク こくウくすくウウウ

至する干る1

し聾

ら

十
十
十十
十十
六ニー二九八八七五四四四二十十六二七五七九八一十七七一一七九九九九十
●

・

・

・

…

37

25

65

76

41

靴禍暇

●

23

3

27

o

80

・

・

．

77

75

8

…

過量菓華荷

o

20

71

36

家

．

82

o

82

．

．

27

夏科

．

43

●

13

河

●

84

●

83

果

●

89

●

38

償

●

14

o

71

o

1

…

4

●

45

花

75

46

何

●

38

31

瓜可

2

磨

くわいあカす二丁カにケカいカなカかカカはカあカはいいいいなすう代品く
っざとや ぎ
え つ わ
て た なずずつかにいり
わ

㌍幣る

るい干れ湯釜
蒙
虜 ）） 瓜
）

）

十十十
十
十
十
十二ニー十八六六二五十七六十六十十九十九九八七四一九八八三五五一八六
コ

22

90

87

69

3

10

30

53

60

40

界海悔改戒快

50

11

リ

8

74

4

57

ロ

9

16

ロ

コ

33

70

76

會灰回介雅賀臥

38

35

66

72

17

34

30

53

コ

コ

49

49

113

95

14

書我瓦牙霞鍋課箇歌

カカうくカカあいカこカエあカは丁丁ガかふカえかわかかきカかなカ轟轟う
イイみいイイらまイこイ うイいイイ
すク
れわ ば すべ
た
み
る

たし ろ
めめ
よ

るる

ら

い

十十
十
十 十十十十十
十十
八六三一一十九二九九九十九五二九二ニー一二十八七一二八十十六八九九六
コ

75

1

ロ

72

69

コ

69

閣隔

42

の

1

33

57

49

覧格革

り

43

24

角

コ

23

29

41

ロ

95

45

61

40

73

各局街害

35

コ

18

り

27

1

外貝懐

107

解

70

り

74

88

開

12

27

93

26

給械

80

75

廻皆

カカさカおカかすかカつカおかカガはゲほかそかカカとカひカエ恐恐めまみ
ククめクぼクわみどクのクのきイイず かイといイイけイらイ イイぐわな

るえ

る

るく

の

るす

十十十
十十
十十
十
八一一十十二十十八七五十九八九九十八七七四三一二二八八十七八一一十詣
り
93 48

18

45

貫

15

95

コ コ
21 13

乾漕運

42

85

巻

71

コ
76

83

5

35

58

冠官選甘刈

14

7

69

34

株且割

40

コ
61

36

活掛

46

30

り
95

額

28

20

36

樂

コ
62

サ コ
84 18 65

學鶴穫

36

獲確

つ二二ほかお二丁まカかカカあかシかかわいカかひガかたうまかつカえカカ
らンンすわちンンくンんンンまるユぶつりきッかたククのクなクるクるクク
く
する
り
い

ぬ

かい

むい

十

十十

十十十十

りいしぶ

十十

十十十十

十十十十

二六一一一二八十八一一七一一六十十九七十七一ニー一九六六四八一一一二
り

116

19

11d

コ

111

9

31

コ

68

24

36

コ

109108

25

12

コ

88

1595

サ

283037

の

2965

6

82

37

22

11

42

84

64

リ

コ

558981

33

33

906

顔

眼岩

岸

丸艦韓

6漢字一覧（五十音順）

観簡館歓

關管漢感

幹

勧

間

換

寒

かかかめいきかかまカカみカカカカかせカカカカカみすカケカまあカかカさ
ンおン わしンンるンンるンンンンかきンンンンンきすンンン いンえンむ
め
だ る い
わ
る
る
十 十 十十
十
十十
七五十八四七六七六七十一七二七一一九九一十七一一九七六五五五九九八六
． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 。 ． 。 ● ● ● ． ． ． ． ． ． ・ 。 ． ・ ・ ． ●． ． ．
7

48

7

83

38

74

貴期揮

1

91

幾

43

81

22

喜規

106

寄

55

102

基

54

53

蹄

27

37

起

18

85

15

27

38

記既季奇

15

5

36

39

41

其汽忌希

41

9

89

氣机

87

81

危

7

願

キとキキほいキよキキよもキキかキおしキすキキそそキキキケキつあキガね
くや ンが
う
とく ろ
せと
え こる で
この
と
ん
こ
る
る すす に
宜
えう
う

い

十十

ど

ぶ

葭

い

）

一一

十十
十十
十十
十十 十
十 十十
纉 二八一九十一十ニ一八七十七十六十六一二八五一二八五六二二九七

70

1385

リ

コ

57

吸

ロ

4

29

休藷

59

33

55

仇弓

71

ロ

ロ

32

51

ロ

115

79

80

及久九逆脚客

56

2

却

3335

80

6

67

吉菊議

79

22

3944

74

39

29

戯儀疑義技騎

69

94

機

69

21

器

18

旗稀

すキやキキかゆキおひクギあキキかよキキギギたギうギギキキはうキキは1 ﾜ
うユすユユたみユよさ やしヤやえしチク
わ た
たつ
たれ
ウむウウき ウぶし ク ククつ
む が
わ
い
て
れ う
る

十

十十

十

十十

十十十

十

十

十

九一四九ニー四二七九一ニー五八八六五七一一一九一六九九八八一九八八二
〇

●

●

●

●

●

●

●

66

69

49

40

86

41

15

35

o

o

6

o

●

42

49

113

御魚距許

●

●

●

●

33

70

87

15

●

6

●

45

●

44

●

14

●

67

o

●

51

35

●

●

45

82

割接居去牛給球救

●

●

25

o

24

●

62

62

●

●

78

■

1

●

86

4

●

67

宮級急泣求

みゴおギうキもゆキこあよキキいさキギうキたキキすグキみキいキキなもキ
んヨおヨとるヨそげるヨヨるるヨユしユまユユくウユやユそユユくとユ
するる
ウウうウウうウウぐウウめウ
る
十
十
十十 十十十十十
十
八五五七三ニー十一一一二二七三八四八三九八八二九八七五二七五二六十九
・

4

●

●

6

●

1

●

70

競鏡

・

60

．

6

42

橋

●

●

58

o

63

境

o

51

●

13

郷

●

●

81

56

●

5

敏

●

49

●

73

強

●

12

●

●

●

●

●

●

o

14

23

65

17

80

71

74

胸恭恐

●

1

●

●

o

57

68

102

狭峡況協

供

o

■

16

●

●

●

44

11

60

京

96

66

共禦漁

くキかキはけキさゴキキおしキつキむキおキせキキキクキとケキキとギギギ
らヨがヨしいヨかウヨヨしいヨよヨねヨそヨまヨヨヨ ヨもイヨヨも目口ヨ
ベウみウ だウい ウウえるウいウ ウれウいウウウ ウ
ウウ
い

る

る

る

境
内
）

十十
十
十 十十十十十
十
十
九九七九六九九九ニー十七一七五十八二七ニー一一二十九六一六十八一七八
81

ロ

リ

リ

34

40

15

コ

3

28

15

14

5

101

57

4

7

23

72

77

89

93

87

46

98

17

り

95

2

88

65

70

コ

110

38

57

49

8

リ

88

7

907

6漢字一覧（五十音順）

句厘銀謹錦僅禁筋勤

金

近玉

極局

曲業仰驚

ね︵黄金︶

める

ククギキつにキわキすキつキこかキコキちギたきゴキキくキまわギあおおき
ンンっしンずンじンとンがねンンンかヨまわクヨヨせヨがざヨおおどそ
しき ．か
いク め クク クる ウぐせろう
む
る
く
十
十
十十十
十
十
十
十一六十八十二八十十十ニー一五五一八五一七十十八九十十八十六十九八一
コ

17

36

25

コ

93

66

董径系

51

10

69

11

三

の

6

63

19

二三

46

78

訓

72

君

コ

コ

44

74

コ

50

20

81

77

51

掘三隅

コ

70

空

80

102

愚

92

24

26

具

苦
︑

カし

なわる

︑

うか

ら

ウ

なしい

み
ツ

十

十

十

十
十

十

る

しえる

四十十二九五二二二八四十十二二九九五一一二八六四四
コ

61

45

訣激

十
十

きあグむグいグククおクきクほクすクむそグおそグクにく
ン
ン み ツ
に ン れ
ン
ン

高卑

100

コ

56

十

35

群郡
ン

8

48

くさ

27

ロ

17

ょうだい︵兄弟︶

決

116

112

るしい

ケイ

ケイ

かたち

ケイ

ギョウ

ケイ

くき
5

75

兄

十
十
七十一九九五二七
77

91

撃

65283427808011611371

鯨

二野

ロ

9

二野豊里

の

ロ

6261

コ

5763604755727062

三景敬

経

14426867

掲二二恵

二二

と

ケケちあかケゲゲうゲくゲむゲケにケケかケかケケケへかケこケめははケケ
ッッ ．なくッキキつイじイかイイわイイたイるイイイるかイろイぐかかイイ
みりる
ら え
げ
む い
る
り
く
る
ご
と
十十
十 十十
十十十 十
十十十
十
一二八五二二二八八十七二九八十十九ニー九五六九一十二二八九二ニー十一
十十

ゆ

3

112

71

55

112

69

11

85

73

63

73

80

49

78

87

コ

87

57

35

コ

93

25

元劔賢権絹献検三島健倹縣

13

2

の

23

35

建玉

98

18

17

50

13

見犬

120

5

51

82

91

月．潔結

ゲもケつケかケケきコケケケかケすケケケコケたかまケみいゲかついケケむ
ンとンるンしンンぬンンンンたンこンンンンンてたみンるぬッツきさッッす
い

ぎこ

る
るえ

か
いや

ぎぶ

よ

い

十
十十十十 十
十十
九八九九一一二二六一十十十八二二十八十十九八六二六三二六二二十九九九
コ

24

33

4

む

1

102

69

81

74

33

故三豊

コ

ロ

66

40

コ

56

77

87

二二

74

り

120

78

18

42

94

り

95

28

66

28

39

38

14

36

30

11

1

59

93

二戸己嚴量減三原二

51

言

ふコゆコときもコかコよいコふコとコおきゲみゲゲへあゲゲはかゲゲゴこい
のびンなンンるらンンらぎンンンとう
る え らっと た ぶに る
れし も
わ
る
い
と
す
え

い

ねいしい

十十十十十十
十
十十
十九八二八七ニー十九八九七四八五ニー一一一一九八十七十五十十十七七三
の

133252397260

10

コ

132066

サ

9

14

コ

58

11

の

43

1

113439595

7720

74

1936

ロ

コ

1230356847

の

7741

4039

枯

個
庫

みずうみ

ゴ

コ

コ

四・28

十二・22

十二・97

甲

コ

十二・14

に﹂

＼ノ●9

交

九・39

光

コ

十・37

十二・52

十二・69

−

一・43
L下●3

﹁

十一・51

向

コ

かれる

かえりみる

いお︵五百︶

五・26

好士

湖

五

たがい

五・56

盛・38

うしろ

六・30

ゴ

ゴ

4

江

互

十二・目

のち

考

ゴ

＼／︒2

あと

．ノ

九・84

十・11

行

ゴ

﹂＼●つ8
U

ゴ

十二・8

＼●2

十・77

攻孝

おくれる

ゴ

／

九・54

7

かたる

あやまる

ゴ

十二・46

二・15

︐
7
﹂ ﹁†． 7

七・14

更

まもる

コウ

くち

六・74

十一・57

六・81

ク

七・54

ク

コウ

十二・38

コウ

おおやけ

幸七七

ゴ

呉午

語悟

誤

口

やとう

工

雇
顧

公

6漢字一覧（五十音順）

後

護

908

廣巧計

さおコふさコせコゆアギおコいコかコえよコこココむコひまココカコひココ
いかウけらウめウくンヨこウくウんウ いウのウウこウかじウウンウろウウ

い
倉
わるるえウな
号

が

う

むうりる

え

る

い

）

十 十十十
十
十
八七十九八九五七十十九八七三十五一七二ニー五十五七三一九九七九五一八
。

7

●

●

●

●

●

●

●

o

55

10

70

38

20

75

2

88

o

88

9

●

30

●

●

92

2

●

37

興縞構鑛十七高

●

43

●

25

●

33

●

23

o

63

o

●

●

●

●

●

●

●

35

65

36

64

43

82

35

26

●

●

88

降航耕校候香荒

●

84

●

83

．

32

●

52

85

54

紅皇厚侯

キしコかココみこきコたコくふココたコそココかあクくもコベコオコあココ
ヨまウまウウなが ウかウだるウウがウうウウ ら れみウにウウウつウウ
い

ウ

やろ
すう

える とね
蜜 いす
）

いなじ
い寂
葉）

十

金

．f
十
十
九八九九十一六一五九四九八七七十十四九八九八七二十九八七五五十九二八
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

30

64

93

83

62

32

77

48

50

76

左紺糸

根困

●

●

4

●

6

●

2

●

12

今込

●

9

80

骨

90

●

83

．

64

忽穀

●

●

12

54

黒

●

●

81

34

●

38

國刻

●

●

42

●

27

96

谷

o

●

●

35

76

36

告

合

●

5

●

40

●

63

●

93

15

號磯講莞

ひコココねコけコこきいこコほゆたココくコくココたコつゴあさゴココココ
だンンン ンさンとよまむツねるちククろクにククにクげウうけウウウウウ
フ
せち
朝 今今
） 年日

容しう

り

）

十

がまい

るぶ

）

十 十
十十
十十
三八二九七二八七四三三九十七ニー九九五六五ニー五九八五三一十二七九十
・

42

十

o

・

●

．

●

●

●

●

●

●

63

60

8

77

60

45

53

10

55

40

歳計

最

菜

●

68

細

o

●

82

●

59

祭

●

●

109

18

濟

●

●

●

●

89

52

35

51

●

7

七七七七

●

19

●

76

●

8

●

32

●

3

七七座

●

28

■

62

坐

●

45

●

64

差

●

48

●

24

●

63

94

砂土佐

とササもサもサなサこほサますサとササつササふサザすザサさシサすサササ
せイイはイつイ イまそイつむイるイイまイイたイ わ
すや な
び
曾
も
取

やと

かいり

たる

．早

十

）

十

十十十十十

十十

九七十九九八一七八七四八七ニー一一二七二二十九八八七一七十六六十七七
．

93

・

1

●

●

●

●

●

●

94

43

31

57

65

9

●

4

■

■

●

75

24

3

■

11

●

90

●

64

●

●

117

●

●

●

100

43

39

o

6

●

31

●

23

●

91

●

58

●

20

o

●

●

92

26

51

●

9

●

53

●

○

●

1

56

67

25

6

909

漢字一覧（五十音順）

散産麺参山三皿雑察殺刷札咲昨

作崎罪財材在際

サちサうサかまササやサさゾザササこすサふさきサササつさザつザザあザサ
ンるンむンいいンンまンらウッッッうるッだくのク クくきイみイイるイイ
う
る
こる
す
砕
旦

十
九八八七七七八七七ニー七十十九八八十十七六九六十八三二十九八六九九八
ロ

の

61

41

此

の

コ

19333328

旨矢

コ

コ

136935

13423494

市四司史

コ

7821

535320

仕氏

1938

止

サ

6

り

4339352029

支

子

サ

153361

士

之

コ

196781

斬

64

21

残賛算

ここシむやいシシシシシつうシとやつさシよでシこさシのこザきなザのササ

な

ねち

かじめめかさうし

む

れンるごンこンン

老るる鵠辞子） 康

）

下る
残

髭
方

）

）

十十
十
十
十
十
十八二二四七六一九一六六七二九八十十九七七三二十六十八一八十七六一十
ロ

51

22

試

104

89

16

歯紫

54

ロ

81

視

42

27

む

117

48

47

紙師

5

101

指

37

70

91

67

思姿枝

18

71

姉

24

14

始

り

29

の

51

使

コ

44

私

91

20

109

志

86

り

63

至

り

40

31

63

82

綜糸死

こシはむみシシかシさシゆシおすえシあシはシつシわシこシいシいいしこか

こ

らる

みすびもがだねじかたこたととぬこく

書套

うた

十十十

十

早う堰る

十十十

十

十

舞

十十

九一十十ニー七四九二十五九三一四一六一九八五二三八七一九八七四四一一
●

65

■

68

●

6

o

●

48

87

●

8

●

33

●

．

●

．

●

・

・

25

26

74

11

15

81

46

持重侍

・

・

・

73

65

51

・

・

60

・

29

…

27

●

3

24

15

●

22

●

51

●

44

●

○

○

104

5

95

●

■

●

28

23

27

●

83

62

自耳次寺字面皇霊嗜飼資詩

曲見似

ジもおジはジつジこジにしおみジジみつジジてジジしシたシめシシかシシシ
つさ べ か と るぜのず
みぎ
ら
め ま
う
め る え
んずか
す わ

る

る

郵ら

〇

る

十
十十十十 十
十
十
十
十
十五一七十八一七六一七九九八七一二四四六五四二十九九一一ニー十二九十
●

●

●

●

■

o

20

60

80

16

52

O

●

60

．

15

●

31

●

●

・

●

113

20

40

29

●

●

・

71

24

52

…

●

44

21

3

．

40

●

14

●

46

・

17

●

47

o

81

・

●

81

77

・

5

●

51

●

7

o

83

o

63

80

32

時

56

斜捨者舎官社寓〆實質漆室叱失旧識式三盆滋
なシすシもいシシくシやうシしジみシシシシしシうシシしシまジジしいジと
なやてやのなややるやしつやめツ ツツツツかッしチキるキく
ぐつ き

{舎 まうる

める
）

る弩

蕪
雨）
）

十
十
十
十 十十
十十
十十十
十二十七六一十五五六六八七一八五八二七二二十十一二二八八ニー一八五四
●

●

●

●

●

45

81

23

22

44

●

107

●

●

56

■

39

o

12

●

53

o

9

●

●

o

10

53

40

o

■

11

o

28

O

6

O

49

．

3

■

39

○

33

●

42

●

10

●

49

●

106

●

●

●

●

●

●

●

86

3

63

32

64

30

34

41

17

910

受

種

酒珠殊

首

取朱

守

6漢字一覧（五十音順）

主

手雀

弱

若爵

借尺勺謝

うシたシさシこシくシとシシまおあぬシシへじてすジよジもわシシかシシシ
けユねユけユとユびユるユユももるしユユたよ ずやわやしかややりヤヤや

る

るじ

蓑めクいクいククるクク
）圭

十 十
十
十
六六五十七七十八八二五九八五十九七六九七四三八二五二八八二十八五六十
56

54

31

58

集衆

ロ ロ
64 72 52

77

り
56 72

就週

習

20

93

93

リ ロ
13 78 39

74

終袖

29

修洲臭

82

27

秋

78

コ
18 20

22

拾

宗

り
34 21

72

周

18

106

舟州

ロ
93

23

の
14

牧樹需

19

コ
39

授

あシ
なシシシなシつおそおシシシシあジひシソまシシふシおシジジジさジ
つユ かユユユらユいわでさユユユユきユろユウわユユねユさユユユユずユ
めウ
んウウウうウ る めウウウウ ウうウ りウウ ウめウ
け
る
る
る
ず
る

く

続

＋忠＋

五八二
36

76

＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋

二八九五九九六九ニー二八九五九六二二二九一三一二九十一八八十

の

40

ロ

34

26

27

春術述

の

コ

65

72

の

33

出熟縮

7

92

1

宿

ロ

67

54

祝

リ

リ

30

30

叔

コ

62

76

縦

63

り

100

2

15

獣銃

54

24

31

17

從

10

78

8

藤壷

91

14

2

41

住汁十

はシはジのスシでジシシやシいおおジたジけジシしジえジかおジジすしジシ
るユるユベイユるユユユどユわばじユてユもユヨたユ ユさもユユむるユユ

郵ツるツククククう纏ウウのウウ㌘ウ馨いウウウウ
函

春

））

十
十十十
十
十
十十
十
九五ハニー六三八二九七十五九八一十八八八ニー一八七六五二九五七一一
ロ

29

4

78

108

104

助汝

78

コ

41

63

如

11

35

16

女諸署

の

58

18

5

暑

42

36

44

書

コ

73

72

91

所

85

103

69

ロ

85

34

初

17

12

73

62

リ

22

古楽順

リ

64

49

8

巡旬

すたなしいこめジおシシシあシかゆシとそはシはそこかいシとジジジめジ
けすんくかと ヨんヨヨヨつヨくえヨこめつヨじここしずヨこユユユぐユ

野烈

な

）

い富うるめ離論ろンンンるン
以

）

））虞慮
） ）

十
十
十十十十
十
十十
十九七九八六九八三八二十六七五十六四一九九六ニー一一十十一十十十一一
ロ

91

ロ

86

笑

の

2

ゆ

603035

稻

消

1924

33

1

コ

34

將松

ロ

75

承

ロ

7

2264263947

招

4

尚

31

コ

り

31

7

79838272

床召

59

コ

7

コ

ロ

63361039379

少升

30

小

除

シわたシシきはシまうシうまシとシなシゆとめシすすシ さおシあこちジの
ヨらたヨ呪えたヨつけヨけねヨうヨおヨかこすヨこくヨ ざ ヨず い そ
ウうえウウる ウ るウたくウとウ ウ
ウしなウ な ウき さ く

十
十
十十
十
八五十十十七一六四二九七八八二二十十十十七九四四五一
コ

の

29

3

39

1

56

24

67

48

63

2

71

り

21

71

16

112

サ

97

り

リ

89

56

14

12

7

13

63

り

54

ロ

り

28

19

十十
十七七三二二二
コ

95

ロ

59

21

5

6

61

リ

44

商

勝

ショウ

やく

ショウ
すぐれる

かつ

ショウ

えむ

十一︒囎

七・34

五・54
九・95

五・53

⊥ハ・80

十一・16

六・20

十・34

十二・16

色醸

ショウ

ショウ

ゾウ

八・89

食

八・86

七・47

十二・皿

ショウ

九・32

植

きず

つまびらか

六・53

飾殖

九・95

ショウ
さわる
ショウ

二・20

織

詔焼

傷

詳

ショウ

うえ

四・78

三・17

五・17

あがる

のぼる

十一︒脳

八・42

心辱職

じ ょ う ず ︵ 上 手︶

たてまつる

かみ

五・14

五・77

ジョウ

六・42

十一・76

身臣申

たけ
つえ

ジョウ

九・12

十一・88

六・46

すじ

のる

辛

ジョウ

七・91

五・8ー

ジョウ

九・4

七・57

しろ

つね

ジョウ

神信

上醤賞

丈

條杖

状

城

象

乗

常

障

911

6漢字一覧（五十音順）

場

情

蒸畳

かシかシシみシもシこはシシおシかシシうくシくシシいジむジたジばなジジ

み塘ンン博ン幕計る薦雰残窮う夏キろヂ蒜弓台弓
砦

四八＋九八六七四七三生，注是姓七七九七五九六三せ九＋七六±±九
コ
58 48

の
70 52

4

42

尋二型

6

57

23

41

31

蓋置

る㌣

ロ
4 33

15

人

菱父

）

サ コ
115 91 53

コ
サ
70 69 3 30

親薪

新

む

）

17

53

寝

り
57 87

2

森

り
26 30

42

進紳

1

80

43

32

深針

71

眞

と

＋六八＋＋九±七四三三二八七七＋＋＋七五＋九＋五八五竺七六±＋七六
・ ● ● ・ ・ ● o ・ ■ ・ ■
54 55 75 70 31 93 14 4 77 10 6

正世

● ■ 。 ■
2 51 19 8

井是瀬寸杉

。 ●
8 66

。 ● ・ ． ・ ● ・ ● ・ …
1 46 69 56 60 8 67 85 80 82 76

74

● ・ ○ ・ ．
26 55 97 53 40

数随誰翠遂推衰梓帥吹水

圖

；よセ擁いゼ湾事鍬糧蓬確璽矯ト磐
麦

蓼

天

う

老肇

）

四七七土八㌔九九七五六九七七±±六＋士九生生生＋九±六六二±±＋土
． ・ ● 。 ・
30 46 44 36 59

晴

盛

．

…
● ・ ・ 。 …
● ・ ・ ● ・ ・ ● ・ ・ ● 。 ● ● ● 。 ● ．
83 6 85 14 2
14 62 45 90 iO 32 98 42 6 37 109 81 97 24 30 59 37 26 95 16 18 22

43

清

省星

政

青旧知姓制

聲

西

成

生

）
六＋九六九六±九七七土＋九三±九五生七七七五五三九七＋八七七五五四八
．

1444

．

3

．

50

．

●

59

．

39

．

52

．

89

・

。

5845

・

…

10383

29

58

●

52

・

●

62

・

38

●

…

109087

17

●

●

804944

●

31

・

79

●

12

●

1

●

34

。

1

．

51

・

47

●

28

●

i8

セっあセせおセセシむシセあいコセいセゆゆゼとセセこしセセまセセ高いセ
キむとキめしキキャかヤキかわクキしキううイとイイうずイイこイイイきイ
るいクしクい
う
い
十
十十十
十
十
十十 十十
十十十
十
一六九ニー一十七九四一十三一六五三十九四二二十二二九八七ニー二九八二

セキ

十・鵬

十一・83

五・20

セキ

五・40

十二・㎜

きる
⊥ハ・54

セキ

セツ

＼・3
／
4

きっ

サイ
セツ

六・57
十・72

おれる

十二・11

四・14

セツ

＼●2
／
8

十二・姻

ゆき

十一・17

くみ
ソ

六・64

十・49

六・48
十二・4

つめ

九・96

十二・70

ねずみ
ソウ

九・43

三・54

十︼・6

ソウ

さかん
はやい
もはや︵最早︶

九・22

十一・73

十・54

ソウ

三・26

九＋九七＋七＋日量±±雄＋生七六三±九，、＋八九八七八八＋±七＋九

あさい

七・74
七・64

六・49

あらそう

九・34

ソウ

ソウ

はしる

六・55

十二・95

七・22

六・10

十一・鵬

九・59

ソウ

ソウ

あい

ショウ
ソウ

六・58

＼
4
ノ．4

くさ
たばこ︵煙草︶

九・13

十二・61

ソウ

おくる

＼●8
／
8

七・9
ソウ

十二・65

十・59

ソウ

十一・鵬

ソウ

ソウ

くわ

ほうむる

十・32

十二・髄
ソウ

ソウ

山
牙．92

七・84

厘

七・89

ソウ

ソウ

すべて

り
64 10

あらう

＼・
4
ρ〇

ノ

十二・90

十・1

四・76

セン

そめる

セン

おうぎ
ふね

七・1

九・7

たたかう

六・27

四・81
五・58

セン

六・31

セン

ぜに

十・44

そろう

セン

十二・71

セン
セン

十一・5
十一・13

十二・92

九・82

いやしめる
うつす

十・62

セン

セン

えらぶ

六・17

六・38

まったく

六・72

五・23
ゼン

九・95

X．一
ノ
7

よい

ゼン

ゼン

九・39

まえ

しかり

β〇

＼●6
ノ
十二・m

九・43

ノ

＼●6

六・85

十二・15

九・40
ゼン

しぜん︵自然︶

ソ

おば︵祖母︶
じい︵祖父︶
ソ
ソ

る

ち

80

22

29

2

38

57

95

り
43 16

75

もうける
セツ

七・17

そそぐ

八・83

十二・30

セツ

ふぶき︵吹雪︶

ふし

十・57

／

／

＼●4
＼●Q0
り

セツ

した

十一・76

たえる
ゼツ

＼・6
ノ
ニ・12

五・74

八・83

セン

かわ

八・87

ち

セン

﹂ノ

L＼9
3
一

五・47

十一・37

セン

しめる
セン

＼
7
ノ．6
十・5

さき

とがる

まず

十・92
十・71

十一・33

セン

セン

もつ雨まら

ソゾつゾゾゾゾソソかはすソソいソたソあソつすゾゾまゾゾゾつしあソこふ
ツクづククククククわやみククきクりクしクくなウウすウウウくもやウぐさ
く
めや
る
わ
る つ

るか

ロ
1 54

47

24

7

26

51

66

27

26

ロ
48 28

14

ロ
16 88

79

8

79

ロ リ
43 68 4

26

足束即臓藏増像造二型漕

吐息則

卒績賊三族俗三三

二二二型組
相撃走孚
草
総層僧装葬創曹掃桑倉送

染二巴
扇
船
三揃
鏡
賎線
遷
選
全
前
善
然
祖繕
粗櫛

7

19
42
5
1
50
4
78
7

切籍蹟績

雪弓弩折

先占川千絶舌説節
泉母野

ロ

り

コ

67
27
108
90
13
106
29
80
56
61
58
19
3
57
42
23
15
81
91
91

コ

ロ

ロ
ロ

49
1〔喝
91
46
79
40

お

かと

べの

勢
誠聖
請静製精
整
夕税
石
赤
昔
責惜席隻
積跡

6漢字一覧（五十音順）

912

913

6漢字一覧（五十音順）

帯

退殆怠待

骸樹

太打

多他損尊孫村存率

タおのタしほおタまかテタこタタたタふダうあタおタソとソまソむゾソひお
イびくイりとこイつらイイたイイち と つま お ンうンごンらンッきえ

ぞ矯

だ老声い著い豪
）
多

炉

）
生±九八七土七八五量七主±八八三二生五九八四五八生九八九四七生受生
16

58

72

87

コ

コ

8

96

り

79

16

21

81

49

80

の

11

コ

94

84

33

6545

り

10

57

14

44

53

50

25

り

98

4

67

断段男團歎鍛端蒲池炭軍丹奪達但拓瀧第皇

72

3

17

110

代

10496

大隊貸

ダダナおダタ眠きタタみさタタすタタダうタたタたダダよダかおだタおタか
ンンンとンンンたンンじぐンンみンンツばツだクきイイ イわといイおイす
こ
え
かる
う し
るなず き

る

い

矢矢

さ豆

い

十十 十十十
十
十十十十十 十十
一七八三九一二二ニー七二二五五十九二二七ニー一五七八七六七四四二八二
十
22

13

23

45

26

105

仲

12

3

75

中

53

60

89

着茶

76

ロ

コ

57

56

の

6

94

築蓄畜

95

83

竹智

50

り

41

置

100

75

1

致恥

86

1

8

21

知遠地談

4

35

27

暖

6

85

82

揮

なうチなチつきチきチチチチたチチおチいはチしいチダダあはひダた
く たじ
るけ ンンたじくンつ
ず
か

チな

かちコーかやくるヤずククククけ

ユか

義

±五生㌔三二六六五五生九九＋±三耳＋土九九九三硫詰六生生，注
106

52

り

14

コ
23 82

サ
38 67

鳥頂

眺

彫

40

朝

53

コ
76 95

り
77 83

張帳

長

30

4

の
29

24

り の
29 11

77

唐山

丁

71

の
19

貯

71

72

15

59

著註柱

59

69

書

12

り
114

注忠

81

85

96

轟虫

けチあチとチチなチほチはチチなチまチチテたチあいチはチひチそチチむむ

1弓さ罪業3る弓る捌1不妊イ1ヨ1断る翻しし
）

い
八七四七四生＋＋生＋＋八九四四六四＋土八九九＋八九六＋八九九六＋五三

． ・ ● ● ・ ． ● o ● ● ● ● ●
45 6 69 35 45 40 99 96 64 19 22 17 77 9

弟呈

低坪辻

通

● ■ ● ● ● ● ● ・ ● ・ ● o ． ● o ● ● ． ● ● ●
6
8
1 91 63 91 76 75 73 95 12 67 62 26 61 16 82 47 17 48

追賃朕

珍

沈勅

直蝶

聴

調

腸

免

㌔四姓＋竺七六五土五七生＋＋七七，、九九九七六六註竺＋＋＋九
・
24

●
58

・
99

o ● ○ ・ ● ●
51 13 34 81 50 5

●

■
11

●
36

■
73

●
53

●
11

●
81

●
67

■
91

●
71

2

● ● ・ ● ● ● ● ． ● ● ● ・ ● 0
96 74 31 13 33 29 34 106 83 55 49 84 76 80

914

轄添展嵩店

天鐵敵
あめ

みせ

テン

テン

テン

テン

そえる
●

34

85

●

o

28

燈

程提

堤停

庭帝抵

底

定

じょう︵天井︶

ころがる
84

●

適的泥釘

てテテテかテテどくテほテテつテテにテテテそテさテ
んンッキなキキろぎイどイイつイイわイイイこイだイ
う
み
め
る

十
九九九一七九四十八
●

6漢字一覧（五十音順）

●

89

●

13

冬

●

2

十十
十
十
十
二六六二七九七六九七二九九六十九八十一一九七二七

●

89

コ

59

31

刀怒

27

42

コ

60

度努

62

33

71

土塗

27

ロ

35

渡

ロ

ロ

26

107

73

都

リ

り

リ

68

80

途

71

10

75

61

徒吐直直

82

22

殿

62

78

ゆ

100

傳

45

田

たわる

や

なか︵田舎︶

た
る

こ

ちる

く

たずら

し

かる

ち︵太刀︶

たな

ウ

ゆ

ウ

ウ

もしび

とトトふトたかいたたドドドつぬトわッみトズトいトはトデどデデついデた
び
ン の ン ン
ン

十
十
十十十
十
九七一六八八四九八六六一五二七十六八六六ニ一一九九六七八八十九一十三
65

コ

リ

86

78

ロ

4

88

等

33

19

答

63

29

71

52

117

29

18

湯海若討桐桃

島

80

38

凍

コ

46

倒

サ

50

85

19

到

54

69

2

東

30

87

豆

當

九・72

四・34

十二・23

十・70

四・35

トウ

まめ

七・21

あてる

だいず︵大豆︶

三・44

六・23

あずき︵小豆︶

五・80

十二・88

ひがし

九・12

まさに

トウ

九・80

藤

31

なげる

トウ

九・48

闘

リ

91

トウ

のがれる

同

コ

107

投

いたる

十一・47

八・88

にげる

九・41

十一・95

動

11

逃

たおれる

こおる

道童堂

サ

111

さかさま

九・94

九・94

四・52

十﹈・96

トウ

十・33

トウ

しま

七・66

働

68

から

トウ

六・68

七・79

銅

9

唐

きり

七・64

得特導

31

もも

トウ

九・39

八・52

ゆ

四・44

十二・88

トウ

七・12

ぬすむ

こたえる

七・48

うつ

ら

トウ

トウ

八・39

︵読み替えの提出なし︒︶

搦至徳督

35

頭糖稻統

ドひドトトトえトみドあドはドみドドドうドおたトふトズこかトあトいトひ
クとククククるクちウかウたウちウウウごウなたウじウ うしウたウねウと
び が ら
く じか
べら ま
し
り
く ね
く
う
い
十

十十
十
十十
十
十
二二九十一十八一二六六十八六五一六七七五四二十七六十十八七七六六二十
コ
コ ロ
コ
ロ リ
ロ
コ
り
108

31

57

102

35

24

任乳

16

35

119

30

25

57

13

68

42

113

39

54

10

2

21

39

日二二難南

入

39

19

45

82

54

39

内曇呑噸頓

62

30

53

豚届

14

86

突

3

讃

だい︵境内︶

ぼん︵日本︶

た︵明日︶

う︵今日︶

る

う︵昨日︶

ウ

ウ

る

しお︵一入︶

ま二ち二ひ唱いきあきに二ひ二・こかナナみけダナうくのトトトぶとつトドよ
かンちユとユれのしよつチ ク たンンないイイちもむンンンたどくックむ
み
い
る
く
せ

十

十十十

十

一八十八十六三九六三三二二四一九九八三九八七四六一一二十十二十八九五
コ
ロ ロ
り
コ ロ
の
コ
り
57

84

87

14

117

81

32

43

40

55

2

30

2

43

42

88

5

81

45

28

51

11

39

14

80

28

88

86

83

89

66

86

72

63

915

6漢字一覧（五十音順）

倍

責磨

敗配肺舞

罵

馬頗

破

波農拶

ババうハやハハハハバのバうすハやハ
イイるイぶイイイイ の まこ ぶ
る

る

十十

10542

反罰抜

50

75

伐

5626

髪

24

4325

99

64

32

78

る

犬コ

波

）
十
十
十
十
四七十一九八二九七一四四十八二
コ リ コ
サ ロ
の
り

六七三ニー十七十七十十七三十十七一一
の
5

熱忍

さなノノノよあおもネとこネあネし
ざみウウウくたさえンせとンつッの

み

十十

1264

年

れしぶるなうめるしいぶ
小
年

る

17

能納燃念

19

82

嚢八畠畑箱爆鼻面舶

26

76

10

泊

2681

1066540

伯

23

白

10

8

5

66

70

買培

梅

タババぬバきしハかホ日脚はははバむハハハとハおおしハしバかバ あバう
ンンッくッるらッみツツチたたこクぎクククまクじばらクろイうイ
んイめ

1けけ

る麺古い1

九八九六±＋＋＋八九六一五八六七四七九九九生八八＋，に†三彩九七
・ ● ・ ● ● ● ● ■ ● ■ 。 o ● ・ ● 。 ■ ・ ● ・ ● ● ● ・ ・ ● ● ● ・ ． ●
12 81 37 57 100 10 52 22 12 49 82 49 11 19 69 89 32 54 18 39 36 106 45 11 52 35 36 12 64 43 64

肥

彼

否

皮比周

晩繁範飯販般

叛版

板阪

血判

●

帆犯

彼氏

・
91

45

半

当

藪巨

†七†±＋生＋八六±五生五＋＋八＋±九九＋七六五九七＋六六サ＋八±
● ● ● ● 。 ・ ・ 。 ● 。 ． …
26 13 43 95 62 4
19 83 67 78 14 58 77

美

備

匹

● ． ・
78 115 54

。 ● ・
14 81 106

悲

非

飛

ヒ

九・71

十・23

＼●0
2

／

九・80

十・9

とぶ

ヒ

あらず

かなしむ

九・38

十・68

十・3

ヒ

ついやす

七・60

十二・19

五・10

十一・81

ヒ

お

さける

ビ

＼・8
7

／

蓋付

ビ

うつくしい

十・63

七・62

ビ

十・39

五・73

そなわる

ヒキ

はな

＼︒6
／
2

十二・46

負附語

ヒツ

かならず

六・70

＼．6
民U
ノ

十一・72

ヒツ

ヒツ

ふで

六・47

十二・鵬

十・12

六・37

十一・22

＼・2
／

五・66
七・70

六・16

十二・20

六・43

十一・35

ヒツ

いお︵五百︶

ヒャク

もも

こおり

ヒョウ

ヒョウ

おもて

たわら

あらわす

なえ

やまい

普富符婦釜浮

鼻

毒

弼

氷

表

苗

8

78

尾避

鉱

百

俵

病

73

費

． ● ・ ● 。 ● ． ・ ・ ・ ・ …
96 75 82 82 82 37 62 70 65 39 32 99 70

父夫不敏此面品猫

フフ

）

父父父

）

）

九八八五九五†七＋五五九六八八，、八八九八八七三七七七九＋七生六四七六
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分奮

憤噴

物

佛彿複

腹福

6漢字一覧（五十音順）

復幅服

風封択舞i

部武

侮膚敷

腐

ブわフいフフブモもほブはフフはフまフはフフかホふまヘブブブあフしフく
ンかンきンンッッのとッらククらクたクばクウぜウいうや
な く さ

十十十
十十十
十
十
十
十
六五二二二九六五四十十七十十八七ニー一八七四二十九一八六二十八八二九
コ

15

ロ

75

5

71

25

41

39

コ

40

37

101

4

51

6

99

30

89

84

の

16

77

42

58

62

37

3

り

10

コ

89

78

44

動乱返邊産別壁米幣閉三思併兵

ロ

101

53

70

22

23

88

平丙三文

へあへかかヘへへかへわベへかべこへとへななあしヒヘへひたヘブきモブブ
ンむンわえン ンたンかッキベイめイじイみらわかヨイイらいインくンン
る
ぶせしウ
ら
るす
れ
る

十十

一一
の

l14

十十
十
十
繼續ｪ八二二九七九六一十十二九八八二九九八九六八五五九七五九五六
コ

112

奉

る

35

8

21

11

コ

116

79

包

80

92

79

方暮

り

11

19

81

43

35

墓

29

3

母

ロ

119

83

96

輔浦

56

捕

25

51

3

49

10

保

88

46

78

12

母勉

リ

41

17

ヘン

七・39
七・50

九・81

七・86
七・23

十一・52

九・24

＼︒4
／
7

十一・43

十﹈・拠

九・54

九・57

＼・7
48

／

十・63
＼●ρ一
〇

ノ

十一・悩

十二・鵬

三・35
＼●一
一

ノ

ベン

ビン

たよる
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7﹃尋常小学読本﹄︵ハタタコ読本︶修正経過

第二期国定読本﹃尋常小学読本﹄巻一〜二十二︵﹁ハタタコ読本﹂︶は
明治四十三年度から使用され︑第三期国定読本﹃樽鞘国語読本﹄が大正七

年度から順次学年進行でこれにかわるまで使われた︒第二期﹃尋常小学
読本﹄は使用期間中︑本文・振り仮名・上欄・挿絵・挿絵の中の文字な
どの修正がたびたび行われた︒その修正の経過は次の資料から知ること
ができる︒

明治四十三年十二月調明治四十四年

文部大臣官房雁書課

①國定教科書使用上ノ注意
二月十日嚢行

正誤表の前に﹁尋常小堂讃本中訂正セシモノ及ビ訂正スベキ見込ノ

明治四十五年二月調明治四十五年四

モノ左ノ如シ︒×印ノ分ハ後者二五セリ︒﹂とある︒

文部省圖書局

②國定教科書使用上ノ注意
月十八日品行

緒言に﹁本書ハ明治四十三年十二月調﹃國定教科書使用上ノ注意﹄

ト題スル冊子頒布以後更二教材ノ異動五二依リ教科書中改メタル事項
ヲ新茎立照集録セルモノナリ但シ×印アル事項ハ明治四十五年四月以
後製造ノ教科書中二改ムヘキ見込ノモノトス﹂とある︒

大正元年十二月七日

緒言に﹁本篇ハ御大故二基ツク教材ノ異動等二依リ大正二年四月以

後製造ノ教科書中攣更スルコトニ決定シタル事項ヲ採録セルモノナ

リ﹂とある︒また︑対照表の直前に﹁×印ヲ附セルハ大正三年度以降用

供給ノ教科書中二改ムヘキモノナリ﹂とある︒

大正二年十二月調大正三年

文部省︵緒言は文部省普通學務局︶

⑤國定教科書使用上ノ注意第五篇
一月三十日登行

本篇ハ從來

緒言に﹁本篇ハ大正二年三月調﹃國定教科書使用上ノ注意第四篇﹄

獲行以後國定敏科書中異動セル事項ヲ採録セルモノナリ

文部省普通學務局︵奥付は文部省︶

大正三年十一月大

ノ例ト異ナリ國定敏科書中既二修正ヲ了シタル事項二付キテ西之ヲ採
録セス﹂とある︒

正三年十二月十二日褒行

⑥小舌讃本小面書キ方手本︵前期用︶修正事項

文部省普通學務局︵奥付は文部省︶

大正四年四月大正

大正四年以降供給スヘキ砂書ハスヘテ修正ヲ

巻頭に﹁本篇ハ大正四年ヨリ使用セシムヘキ圖書中修正シタル事項
ヲ牧録シタルモノナリ

了シタルモノトス﹂とある︒

四年六月十三日褒行

⑦小學讃本小學書キ方手本︵賑期︶修正事項

大正六年九月調大正六年十月二十八

巻頭には⑥と同文がかかげてある︒

⑧品定教科書使用上ノ注意
文部大臣官房圖書課

緒言に﹁本書ハ大正四年四月﹃小学読本小学書キ方手本︵後期用︶

日嚢行

修正事項﹄及ヒ同年十二月﹃小学日本歴史及小学修身書修正事項﹄発

行以後国定教科書中ノ教材二異動ヲ生シタル事項ヲ収録セルナリ而シ

大正元年十月調

テ其ノ事項中ニハ既二訂正ヲ了シタルモノト今後訂正スヘキモノトア

文部省墨書局

國定教科書使用上ノ注意

緒言に﹁本書ハ明治四十五年二月差﹃國定教科書使用上ノ注意﹄ト

リ﹂とある︒

淫行

③

題スル冊子頒布以後主トシテ御大故二基ツク教材ノ異動蓮田依リ今後

大正八年十月文部省︵緒言は文部大

緒言に﹁本書ハ大正六年九月國定教科書使用上ノ注意頒布以後更二

臣官房単二課︶

⑨國定教科書使用上ノ注意

製造ノ教科書中攣更スルコトニ決定シタル事項ヲ新奮封照集録セルモ
ノナリ﹂とある︒

文部省謹書局

④國定教科書使用上ノ注意第四篇 大正二年三月調大正二年四
月八日爽行

教材二異動ヲ生シタル事項ヲ牧録セルナリ但シ新善封照セル事項ハ何
レモ大正八年以後製造ノ教科書ニハ改レルモノナリ﹂とある︒
なお︑④の緒言には︑①〜③をそれぞれ﹁國定教科書使用上ノ注意﹂
の第一篇・第二篇・第三篇と称する旨がのべられている︒
このほか﹃教育時論﹄第九五二号︵明治四十四年九月二十五日発刊︶

に﹁尋常小學讃本正誤表﹂があるが︑その内容は挿絵の訂正以外は①と
②に含まれる︒

今︑右の資料の①〜⑨までを︑そのまま転載することにする︒それは︑

修正経過におけるわれわれがとった底本の位置を明らかにするためであ
る︒

ここに転載したものの原本は①・③・④・⑤は国立国会図書館︑②・
書教授法資料集成﹄第十二巻

編纂趣意書2

︵昭和五十八年

東京書

⑥．⑦．⑨は筑波大学学校教育部の所蔵のものに依る︒⑧は﹃唖靴教科
籍︶に依った︒なお⑨の奥付ははがれている︒

①〜⑨の修正経過を示す形式は篇によって若干の相違があり︑また誤
植と思われるものや教科書の実際と異なった部分もあるが︑すべて原文
のままとし︑必要に応じて注をつけた︒

①〜⑨に示す読本のページ・行は修正前のものである︒
⑥は⑤の︑⑦は④と⑤の内容を一部門再掲載している︒

藩中の︑︹︺内は底本︵国立公文書館内閣文庫所蔵本︶と修正経過と
の関係を明らかにするために編者が新たに加えたものである︒これは底
本の指示︵挿絵を除く︶︑誤植や教科書の実際との違いなどの指摘その他

四−五

明治四十三年十二月調

正

バビブベボ

パピプペポ

上欄二﹁形﹂ヲ出ス ︹底本︺

たとへばごふく問屋といふの
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にたのまれて︑それをほかへ

は︑織物を賞りたいといふ人

たいといふ人にたのまれて︑

費渡してやり︑又織物を買ひ

屋へ分けて士買るのがごふく問

さん米を買ひこんでおいて︑

九歳

どんなに遠い所でも︑八銭で

五歳

店のことです︒

︹底本︺

︹底本︺

それをほかから買取ってやる

近い所なら四鏡で︑どんなに

米問屋です︒

方々の米屋へ分けて解るのが

屋で︑米の出至る所からたく

集めておいて︑方々のこふく

たとへばはた屋から織物を買

バビブベボ

パピプペポ

誤

①平定教科書使用上ノ注意

頁

巻頭

四九

x西

行

1五七

遠い所も︑内地なら八銭でよ

よいのです︒近い所ならもっ

上欄二﹁上﹂

上欄二﹁今﹂

ヲ出ス

ヲ出ス

上欄ノ﹁上﹂

上欄二﹁等﹂

ヲ削ル

ヲ出ス

ヲ削ル

ヲ出ス

西ノ戸

上欄二﹁芸﹂

︹②で全文訂正︺

上欄ノ﹁去﹂

内田清一

︹底本︺

︹底本︺

と目方がふえても︑四鏡で迭
です︒

東ノ戸

れます︒

いのですから︑割合に安いの

九九

内山精﹁

ロ

ロ

ロ

からなる︒

ロ

ロ
平底
本本

ロ

ロ
底底底底底底
本本本本本本
〕 〕 〕 〕 〕 〕

ロ

なお︑字体については原字体との︸致に努めたが︑一部復元できな
かったものがある︒

薯茎奎聖尭元二護
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内山

ネ

ガダケ

ハルナ

内山軍曹モツ寸イテ死ンダ︒

ト

利根岳
アカギ

アガツマ

レ︑南流シテ吾妻川ヲ合セ︑

内田
削ル
ダケ

︹②で全文訂正︺
︹②で全文訂正︺
︹底本︺

ネ

︹底本︺

ト

上欄二﹁本﹂ヲ出ス
ァカ

利根岳
アガツマ

上欄ノ﹁等﹂ヲ削ル

ハルナ

一

上欄ノ﹁本﹂ヲ削ル

ギ

南流シテ吾妻川ヲ合セ︑赤

三五

三

四十六訳

いつしか秋の半ば

温泉場

七十六沢

いっか秋のなかば

温泉場

ヲ出

百九十萬圓鯨にしてて
︑

ら

奈良

七回忌

上欄二

父の後

上欄二

上欄二

かげ

奈良

森の蔭

な

苧の影

父の跡

十回忌

上欄ノ

上欄ノ

上欄ノ

百齢丈︑高さ各約十六︹底本︺

分れ︑左爆は幅三百齢︹底本︺

ナイヤガラ二布は左右二つに
に分れ︑起爆は幅百八十

ナイヤガラの爆布は左右二つ

六十丈︑高さ各四十

網を造る︒

一＝

靴の償は

削ル

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

靴の償も

さいたま

山陰

かげ

次に

︹底本︺

埼玉

山影

埼玉

南満洲鐵道の支線には

︹底本︺

下駄箱

架し

ココ

ホレ︑

カクレマセウ︒

新

明治四十五年二月調

げ た

︹底本︺

︹底本︺

南満洲の支線としては

下駄箱

架し

︹底本︺

ーメン ニ

四字少シ上グ

シマス︒

見て

子ドモ

ナサイマス︒

シタリ︑

て

かきながら

まねする

たち

それは

アレバ

そびえたち

ソレ カラ

女の子

＊︹同上︺

かきながら

バ
﹁それは

アレ

そびえ

ソレカう

女の子

＊︹実際はノ︺

まねする

見

コドモ

シタリ

デマシタ︒

︹底本︺

一メンニ

ココホレ︑

マセウ︒

菖

②國定教科書使用上ノ注意

カクレ

か

赤城・榛名ノニ山ノ間ヲ流
城・榛名ノニ山ノ間ヲ流レ︑
︹底本︺

三七
二

二

四十間五尺︒

百八十萬圓にして︑

二十九間鯨︒

六−七

三

ヲンセン

・四〇

三

九

トンネル

・八〇

三
三

・丁

故に随意に得られざる︹底本︺

︹底本︺

されば随意に得らる＼

網を造り︑

ロ

ロ

四二三六一ヒ
五

圭六五六二行

一ヒご

ロ

ノヨ

六

九三
四九

六

三

ロ

ロ
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五六
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X

九

ノ、五

九九

丁目璽三三＝杢至三量頁

〕
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圭奢西霞石

〕
〕

〕
〕
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三

ロ
〕

ロ
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三

三 三 三 二 二 二 二
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し

ロ
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X
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〕
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ロ

ロ

口

ロ

底底底底
本本本本
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ロ

6

七 三

三 三

里柴鷺三二
ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

な

に

L

ロ
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L

ス
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ヲヲ
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ヲヲヲ
肖II削 削
コ

ロ
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ば

お
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L
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本1等
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X

X

X
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X
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コ
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九

七七六六六五四三一二
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目

見たい︒﹂
し

︹底本︺
な

アジヤ大陸には印度・支那・

＊︹かんこくと振り仮名あり︺
韓國等あり︒
︹底本︺

︹底本︺

︹脳ページ修正前の内容参照︺

全文訂正

見張リテ︑

見たい
な

︹底本︺

アジヤ大陸には印度・シャム
し

・支那等あり︒

見張ツテ

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

上欄ノ﹁橋﹂ヲ一行左ヘヨス

古ヨリノ風習ナリ︒

︹底本︺

︹底本︺

本殿ニハ

﹁日光の結構︒﹂

待構へてるる︒

セーヌ川

古來ノ風習ナリキ︒

︹底本︺

葬殿ノ中日ハ

セイヌ川

待ち構へてるる︒﹂

﹁日光の結構﹂

＊︹実際は句点︺

門より

三丈齢︑左に五重塔あり︒表

日曜日・祝日・大祭日︑其の

︹底本︺

あり︒

他定められたる休日には︑通

三丈饒︑表門を入れば五重塔

外出日は日曜日・祝日及び大

・＝

九六

九六

60

＝六

八
二
九
δ
三
七−八

︸
一〇

δ
三
五

ゼ

すずや

ン

ナポレオン

し

な

し

な

おろか︑

︹底本︺

六千哩を越え︑又支那沿岸は

︹底本︺

︹底本︺

肥前

吉野の朝

︹底本︺

上欄ノ﹁速﹂ヲ一行左ヘヨス

すすや

フランス軍

︹底本︺

︹底本︺

おほとまり

大泊

鈴谷

を

君の食す國と︑

同胞すべて六千萬︒

︹底本︺

︹底本︺

点描・

なたね

力を用ひたるは主として五十

孔明二

度以北に候︒

藝墓

︹底本︺

てうせん

孔明︑劉備

朝鮮

朝鮮

朝鮮

朝鮮

内地

朝鮮人

はいする

様にする︒

くわんがい

朝鮮

灌概・排水

同胞すべて六千全

同胞こ＼に五千萬︒

てうせん

同胞こ＼に五千萬

朝鮮八道おしなべて︑
の島々に︑

大洋の波に洗はる＼大小四千

＊︹実際は訊︒以下同︺

灌概排水︹奮・新ともに水に
は振り仮名無し︺

くわんがいはいする

韓國

やうにする︒

韓人

日本

韓國

韓國

韓國

韓國

孔明・劉備

孔明ヲ︑

＊︹実際は読点なし︺

に候へども︑

着手したるは五十度以北の地

なたね

おほどまり

大泊

鈴谷

︹底本︺

五千哩に達し︑ 又支那・朝鮮

ヒ

南北朝

肥前

はおろか︑

六
δ
四

三

七︵

九四

祭日にて︑水曜日も其の日の

えんしふ

居り候故︑望によりては外出

常︑演習を休むことに相成り

てうせん

朝鮮

︹底本︺

上欄ノ﹁許﹂ヲ一行左ヘヨス

を許され候︒

まで外出を許され候︒︹底本︺

︹底本︺

課業を終へたる時より夕食前

韓國

同胞すべて六千萬

＊︹実際はナ呂

同胞こ＼に五千萬

吉野の朝の皇居となりしは人

︹底本︺

南北朝の時に至り︑南朝五十

︹底本︺

︹底本︺

呉・越

︹底本︺

の能く知る所なり︒

呉越

自轄車の面輪

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

︹底本︺

︹底本︺

我が大

︹底本︺

ロ

＝丁六

テ三

七年間の皇居となれり︒

自轄車の大小爾輪

底底底底底底底底底底
本本本本本本本本本本
〕
〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕 〕

九
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三

三 三 ＝ ＝

一ヒ

六⊂⊃

ノ、

七

七六

五五ノ、七
八、

ノ、

三〇

同胞こ＼に五千萬︒

同胞すべて六千萬︒
同胞すべて六千萬︒

︹底本︺
︹底本︺

四時四十五分︑

︹底本︺

五時︑

同胞こ﹂に五千萬︒

ほひ︑

吉野︑

八四

一9
一9二

皇族︒

市・町村

五千萬

老人長者

袋

頁

→

ふくろ

八月三十一日

皇族︑

ましとり

八月三十一日

で

よに︑さざれ石のいは
ほとなりて︑こけのむ

君がよはちよにやち

うたひました︒

又天ちやうせつのうたも

をおよみになりました︒

からせんせいがちょくご

のうたをうたって︑それ

ました︒みんなで君がよ

ちやうせつのしきがあり

のがくかうでは︑けさ天

ろはありません︒私ども

もおいはひをしないとこ

りました︒どこのうち

でたい八月三十一日にな

で︑一年中でことにおめ

ながいなつやすみがすん

︹底本︺

全文

︹底本︺︹⑤で再訂︺

︹底本︺

新

大正元年十月調

市町村

幾千萬

老人・長者

袋

ましとり

奮

③國定教科書使用上ノ注意

三 三 三 三 三

目録
四五
四五
四七

ロ

ロ

ロ

ロ

四

しは午後一時五十五分

︹底本︺

︹底本︺

絶ちて︑午前十時十五分

去らんとす︒

︹底本︺

京都︑

底底底底底
本本本本本
〕 〕 〕 〕 〕

ロ

九九

Z

たるは午後一時三十分

分︑
︹底本︺

包み︑午後二時四十五分の頃

去らんとせり︒

包めり︒時に午後二時四十五

二

︹底本︺
一萬六百鯨人︒

絶ち︑午前十一時三十分

︹底本︺
てうせん

朝鮮及び清國にあるものを合
せて凡そ百二十箇虜の測候所

吉野

︹底本︺

中の

「
四一ノ、四六
行

I

五⊥ハ

六千人︒

全野に凡そ百箇虜の測候所あ

︹底本︺

︹底本︺

り︒尚当面・清國にも二十饒
箇慮

ひでたズ

新羅

家光

︹底本︺

︹底本︺

秀忠
＊︹忠の誤り︺

秀吉
＊︹同右︺

家光

京都

︹底本︺

朝鮮

てうせん

内地

︹底本︺

朝鮮

一文の銭もない︒老人は

てうせん

七七

︹底本︺
一文の鏡もない老人は︑
︹底本︺

韓國

朝鮮新に加りて︑

︹底本︺

＊︹実際はム︺
温熱二帯にまたがりて︑
︹底本︺

秀吉

家父新と
光奪羅ぎ

五
二

6
o
二
九

六 三
二
。

二二圖δ九三

1

地

三七

八
四

七

モ六

三

全天…琶茜工区

一〇

ｪ

三
三

三 三

三

四、

三
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九三三
五九九

⊂）

／、

二四四四四四
四八八穴六五
一 六 三

四ノN三六四六

キラト光ツテヰルバン︑

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

欄外二思ヲ出ス

欄外二又ヲ出ス

欄外二君ヲ出ス︹思ヲ削ル︺

欄外二年ヲ出ス︹男ヲ削ル︺

﹁オイ︑何ヲシテヰル

モダチガキテ︑

テ︑長イサヲヲブリマハ
シテヰマシタ︒ソコヘト

すまで︒

︹底本︺
欄外ノ又ヲ削ル

一人ノ男ガソラヲムイ

︹底本︺

ノダ︒﹂

﹁アマリホシガキレイ

トキクト︑

大元帥として親しく

明治天皇

此ノ神杜ヲ

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

て︑

天皇陛下

キオトサウト思フノ

ダカラ︑ニツ三ツハタ

此ノ神肚ノ

作リ

トコタヘマシタ︒

︹底本︺
明治ノ御代臨時大祭ノ時行幸

トモダチハ

作ラレ

臨時大祭二天皇白王后爾陛下ノ

リキ︒

啓アラセラレシコトモ度々ア

度々アリ︒

︹底本︺

︹底本︺

其ノ数ヲ加フルニ至レリ︒

削ル

ブリマハスヨリハヤネ

ンナトコロデサヲヲ

﹁バカナコトヲイフ︒ソ

ダ︒﹂

行幸啓アラセラレシコトモ
明治ノ
︹底本︺

明治天皇

其ノ敷ヲ加フ︒

天皇陛下

ロ

ロ

欄外二刀ヲ出ス

欄外二胡ヲ出ス

欄外二胡ヲ出シ養ト並書ス

へ寄ス

欄外ノ陛下ヲ削り平ヲ少シ右

明治天皇

欄外二子ヲ出シ鯉ト並書ス

︹欄外ノ君ヲ削ル︺

︹欄外ノ長ヲ削ル︺

欄外二男ヲ出ス

トイヒマシタ︒

ケ︒﹂

ノ上ヘアガツテハタ

︹底本︺

五−

一

天皇陛下

ロ

ロ

④國定教科書使用上ノ注意第四篇
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︹底本︺

五月二十八日 十一月三日
︹底本︺

ホシトリ

月ガナクテ︑

︹底本︺

︹底本︺︹⑤で再訂︺

十一月三日

全文

︹底本︺

三
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巫
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・九

二
七

ヘン
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︹底本︺
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︹底本︺

欄外二始ヲ出ス

ル︒近年マデハ春ハ五月︑秋

本肚ノ大祭ハ春秋二季二行ハ

︹底本︺

五日ヨリ行ハル︒春秋両度ノ

靖國神杜ノ秋ノ大祭ハ十一月

ハ十一月二行ハレシガ︑今ハ

春祭ハ四月三十日︑秋祭ハ十

明治天皇

欄外二軍ヲ出ス

︹底本︺

ナレリ︒雨度ノ

月二十三日二行ハル・コトト
えん

︹底本︺

︹②を参照︺

︹底本︺

明治天皇

︹②を参照︺

天皇陛下

︹底本︺

示させ

欄外二習ヲ出ス

天皇陛下

︹底本︺

みそなはせし

削ル

演習

示し

︹底本︺

︹底本︺

あはれみ

︹底本︺

︹底本︺

あはれませ

給ひし

︹底本︺

給ひし

給へる

︹底本︺

︹底本︺

陛下は

給へる

る勅語

上聞に達するや︑司令長官に
賜へる勅語
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統治し給ひ︑

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

親裁し給ふ︒

統治し︑

明治二十三年
別に

親裁せさせ給ふ︒

欄外二形ヲ出ス

里民の至情

の禮にあらせらる＼由にて︑

二十七日の朝︑少しく御安静

何事も手に附かぬさまなり︒

信じながら︑心も心ならず︑

給はんやとは︑誰もく深く

の︑かばかりの病に負けさせ

帝︑東西に比類おはせぬ聖皇

眉をひそむ︒古今に例なき大

まゆ

らずと言へば︑ひとしく憂の

にた﹂へ︑御重少しく平かな

りと言へば︑人々喜の色を面

待ちわびて︑御熱少しく下れ

より公示せらる＼御容膿書を

一日に二回又は三回︑宮内省

は刻々に安からず︒

しからぬ由聞えて︑國民の心

も又其の次の日も御氣色よろ

事あらんと思へども︑次の日

にましませしに︑いかでさる

傳はりぬ︒日頃極めて御健か

皇御病あつしとの報にはかに

明治四十五年七月二十日︑天

第二十八課

︹底本︺

︹底本︺

削ル

の機關に供し給へり︒

陛下も
第二十八課全文

︹底本︺

寸描に供せさせ給へり︒
︹底本︺
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喜び合へるかひもなく︑其の

教育勅語・戊申詔書・軍人勅

ぬれども︑さきに下し給ひし

しん

あくる日よりは一しほ重らせ

諭は國民の教訓として長へに

ニー四三一九七六二

ロ

いも若きも︑ひたすらに大君

いよく今上陛下に忠勤を働

ゆ︒常に此の御訓を忘れず︑

く書となく︑析らぬ神田もな

けれ︒

欄外二健ヲ出ス

まんこそ我等國民の務なるぺ

二重橋外には土にひれふし︑

り奉るもの︑さしもの廣場に

砂にぬかづきて︑御平癒を所

みちくて︑ゆ㌧しき有様た
とへんに物なし︒

其の効なく︑明治の大帝は月

國民の至誠をこめたる所願も

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

の三十日遂に神去り給ひぬ︒

六千萬の國民は︑天を仰ぎて
泣き︑地にふして歎けり︒﹂

天皇の國家多事の日に即位し

六−

奮
八月三十一日

八月三十一日
全文

新

︹③の再訂︺

︹③の再訂︺

をふりまはしてゐましたQ

らをむいて︑ながいさを

あるばん一人の男がそ

ほしとり

ほしとり

大正二年十二月調

欄外二在ヲ出ス

欄外二長ヲ出ス

欄外二即ヲ出ス

欄外二歎ヲ出ス

欄外二析ヲ出ス

欄外二癒ヲ出ス

欄外二所ヲ出ス

欄外二津ヲ出ス

欄外二静ヲ出ス
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⑤劃定教科書使用上ノ注意第五篇

目

て︑維新の大業を成し給ひ︑

送署署録頁

給ひ︑つとに國是を一定し

かごやかし給へるは︑内外人

在位四十六年︑國光を世界に

のともに仰ぎ奉る所なり︒い

や増しに榮え行く御治世を千

にはかに崩御あらせられんと

五

行

二

代八千代とこそ歌ひつれ︑今

は誰かは思ひかけたりし︒﹂

明治の大帝︑今は神去り給ひ

一一

く︑立てぬ願もなし︒まして

を思ひ奉る眞心より︑夜とな

に︑大帝は尚在すが如く畳

ほ

民は生きたる心地もせず︒

給へりと承るに︑六千萬の國

傳はれり︒之を舞讃する毎
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﹁おい︑なにをしてゐ

そこへともだちがきて︑
るのだ︒﹂

マシタ︒ミンナデ君ガヨ

ウデハ︑ケサシキガアリ

ノゥタヲゥタツテソレ

カラセンセイガチヨクゴ

ヲオヨミ

ときくと︑

又天長セツノウタモウ

去年

献ず

ニナリマシタ︒

だから︑二つ三つはた

﹁あまりほしがきれい

シ

ヰルノ

空中飛行器

︹④の再訂︺

欄外ノ育ヲ育トス

欄外ノ習ヲ削り休ヲ出ス
︹④の再訂︺

欄外二習ヲ出ス

欄外ノ献ヲ削ル

献ず

けん

欄外二去ヲ出ス

欄外ノ長ヲ削ル

欄外二今年ヲ出ス

欄外ノ去ヲ削り年ヲ出ス

キヨ年

欄外ノ今年ヲ削ル

コトシ

欄外二君ヲ出ス ︹④の再訂︺

欄外二長ヲ出ス ︹④の再訂︺

︹④の再訂︺

こけのむすまで︒

いはほとなりて︑

さざれ石の

ちよにやちよに︑

君がよは

タヒマシタ︒

今年

きおとさうと思ふの
だ︒﹂

とこたへました︒ともだち

ヲ

アリマセン︒

カガヤイテ

四六九九三一四一一六六四五

﹁ばかなことをいふ︒
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︹③の再訂︺

︹③の再訂︺

十月三十一日

︹④の再訂︺

ニ

九

そんなところでさをを
ふりまはすよりはやね
け︒﹂

と いひました︒

欄外二男ヲ出ス
欄外二思ヲ出ス
欄外ノ思ヲ削ル
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欄外二又ヲ出ス
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山内一豊の妻

きりぎりす︑

十四五日

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

かずとよ

小士買店

他人からたのまれて︑
費つたり買ったりして︑
を取る

口鏡

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

配達夫

です︒

︹底本︺

方で梯はなければならないの

その不足の倍だけを受取人の

三銭ですが︑

山内﹁幽豆の妻

かずとよ

品物を

使ふ人にすぐに

コノ日ヲ

リマシタ︒

天皇ノオクラヰニオツキニナ

の上

タ︒

ところでさををふり

︹⑤の再掲︺

御ソクヰノシキヲナサイマシ

欄外二又ヲ出ス ︹⑤の再掲︺

欄外ノ思ヲ削ル

欄外二百ヲ出ス ︹⑤の再掲︺

欄外二男ヲ出ス ︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

へあがってはたけ︒﹂

いふ︒そんな

とこたへました︒ ともだちは

﹁ばかなことを

まはすよりはやね

欄外ノ休ヲ削ル

魏將

二

といひました︒

暴風警報

ハ

暴風警報
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六

暴風雨警報
暴風雨警報
暴風警報
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底底
本本
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欄外二勝ヲ出ス
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懊地利

懊地利

修正事項

新

大正三年十一月

ほしとり

︹⑤の再掲︺

第二種讃本挿圭旦ヲ用フ
ほしとり

ロ

暴風雨警報

記載し

おびすとりや

懊太利

懊太利
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八月三十一日
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他人からたのまれて︑口銭を
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使ふ人へ小口に

はた

山内一豊の妻

かっとよ
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アリ︒季節ノ名山初春・如月・彌生・卯月・水無月・長月等

ミナヅキ

アリ︒雨雪ヲ物トモセズ︑風ノ如ク急進スル勇壮ナル有様モ

ウヅキ

削ル

削ル

キサラギ ヤヨヒ

︹底本︺

︹底本︺

ヒバリ

カリ

オホトリ

キジ

カモメ ウヅラ

サギ

ツバメ

ハト

オモヒ見ルベク︑又優ニヤサシキ武人ノ風流モシノバル︒

ル如クナレバナルベシ︒又其ノ小ナルモノハ第何號艇トノミ

ク鳥ノ名ヲ用ピタリ︒其ノ敏速ナル行動ハ鳥ノ空中二飛行ス

テイ

い＼え︑ちがひます︒小包郵

水雷艇自門雲雀・雁・鴻・堆・鵬・鶉・鷺・燕．鵠等ノ如

やはり

小包郵便は二百匁まではどん

なに遠い所でも︑八銭でよい

よいのです︒遠い所でも二百

イフモノアリ︒潜水艇モ亦然リ︒

のですが︑近い所なら四銭で

方がふえても︑四鏡で迭れま
匁までは八鏡で︑その上は目

雷艇・潜水艇等ノ任務ヲ知レリヤ︒戦艦ハ軍艦中最モ優勢ナ

諸子ハ職事・巡洋戦艦・巡洋艦・海防艦・砲艦・騙逐艦・水

テ包メリ︒扶桑・囁津・河内・安藝・薩摩・鹿島・香取等是

ルモノニシテ︑其ノ名ノ如ク堂々敵ト決戦スルモノトス︒故
カウ
ニ何レモ大ナル大砲ヲ備へ︑又艦ノ要部四極メテ厚キ鋼鐵ニ

近年は航空機の獲明諸國に起

其ノ大ナル速力ヲ利用シテ︑戦艦ト共口吟ノ主力二三リ︑又

巡洋戦艦ハ攻撃力・防禦力ノ大ナルコトハ戦艦ト大差ナシ︒

四十丈︑

二十

ナリ︒

近年は空中飛行器の襲明毎回

りて︑すでに軍事上にも磨用

サウ

四十一

に起れり︒空中の交通開始せ

剛・比叡・霧島・榛名・鞍馬・伊吹等是ナリ︒

敵艦隊ノ情勢ヲサグリ︑或ハ之ヲ追撃スルヲ任務トス︒金

ト共二敵二當リ︑或ハ其ノ耳目トナリテ︑敵ノ港湾及ビ敵艦

巡洋艦ハ軍艦中土モ任務ノ多キモノニシテ︑戦艦・巡洋戦艦

せらる＼に至れり︒空中交通

の空談にあらざらんとす︒

られ︑又其の軍事上に磨用せ

︹底本︺

の開始せらる＼も決して座上

あらざらんとす︒

︹底本︺

コンガウ

サツマ

ノ情勢ヲサグリ︑或ハ我が駆逐艦・水雷艇・運六三．商船ヲ

全文ヲ左ノ如ク改ム

アキ

保護シ︑或ハ敵ノ騙逐艦・水雷艇・運迭船・商船又ハ之ヲ保

セッツ カハチ

アサマ

ヒ

諸子ハ敷多アル我が軍艦ノ名ヲ知レルナルベシ︒國名ヲ以テ

イ ブキ

イハテ

トキハ

ノ差アレドモ︑何レモ多量ノ石炭ヲ積ミ︑大ナル速力三ア長

護スル軍艦ヲ撃沈・捕獲スル等ノ事二當ル︒其ノ艦腔二大小

イヅモ

クラマ

名ヅケラレタルモノニハ︑撮津・河内・安藝・薩摩・肥前・
エイ

ヂ

サガミ

見・相模・橋立等是ナリ︒

ミ

イハ
海防艦ハ專ラ三五ノ沿岸ヲ護ルコトヲ任務トス︒富士・石

チクマ

矧・筑摩ナド妙用属ス︒

ウ

時間航海スルコトヲ得︒出雲・磐手・淺間・常磐・平戸．矢

シ

ラレタルモノニ利根・矢矧・淀・隅田等アリ︒又須磨・明
カ

ノ ワキ

砲艦ハ或ハ敵ノ沿岸二近寄リ︑或ハ河江ヲサカノボリ︑敵ノ
チク

ハヤテ

駆逐艦ノ名コソ更二優美ナレ︒風ノ名ヲ負ヘルモノニ海風．

陣地ヲ攻撃スルヲ任務トス︒サレバ黙劇小サク︑船脚ハ淺シ︒
トパ
モがミ
フシミ
淀・最上・宇治・隅田・伏見・鳥羽等是ナリ︒

村雨︑雪ニハ初雪・白雪・吹雪︑其ノ外白雲・白露・初霜等

ク

山風・疾風・松風・追風・野分等アリ︒雨隠ハ時雨・夕立．

リ︒﹂

テ︑鹿島・香取ハ何レモ上古ノ武神ヲマツレル神宮ノ名ナ

シマ

石・橋立・宇治等ハ名勝ノ地ヲ以テ名ヅケラレタルモノニシ

叡・霧島・榛名・鞍馬・伊吹・沼間・富士等︑川ノ名ヲ附セ
トネ
ヤハギ ヨド スミダ
スマ

ハルナ

出雲等アリ︒山ノ名ヲ附セラレタルモノニ三笠・金剛・比

アカ

らる＼も決して座上の空談に

フ

五十九

セン

︹底本︺
方によってちがひます︒

早くは配達が出來ず︑

七十丈︑

二十一

四十四

ヘ
ノ
ヘ
ノ
ヘ
ノ
ヘ

す︒

早くはとゴかず︑

のです︒近い所ならもっと目

便は一貫六百匁までは迭れる

なほ

九六四

1

四＿上上上 五
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↓

五五五
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目目目
雪
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五十八

ロ

底底薄金底
本本本本本
〕 〕 〕 〕 〕

ノ

一七ゴーtゴ七

＝

＝

一三

三〇

三〇

1

駆逐艦ハ艦膿輕ク︑速力最モ大ニシテ︑敵艦目近ヅキ︑魚形
シや

逐撃破スルヲ任務トス︒

水雷ヲ野並シテ之ヲ撃沈シ︑又敵ノ騙逐艦・水雷艇・潜水艇
ヲ騙

献立

九七七七七六六六
五六四一一九六六
七⊂⊃

I
I
ニー五七七三三三

他の一間には

杉戸には

六九
行
二
ニー三

上段
四
三

五−

欄外ノ献ヲ削ル

献立

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

コンダテ

欄外ノ休ヲ削ル

杉戸に

他の一間のふすまに

四十丈

唯杉戸に檜一本を

よりは安くなることなきな

り︒即ち供給を増加し得る物

菖

魏將

︹⑤の再掲︺

日

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

十月三十

十月三十一日

ツキマシタガ︑

アル 日

新

大正四年四月

修正事項

菜種・

にすと知るべし︒

なきなり︒即ち供給に限りあ

︹底本︺

︹底本︺

とは大いに其のおもむきを異

アル日

ツキマシタ
ホシトリ
ホシトリ

ハアリマセン︒日ノ

ナデ君ガヨノウタヲウタツテ︑ソレカラセンセイ

私ドモノガクカウデハケサシキガアリマシタ︒ミン

サマシイデハアリマセンカ︒

マルノコクキガアサ日ニカガヤイテヰルノハ︑イ

コデモオイハヒヲシナイトコロ

十月三十一日ハ天長セツノオイハヒ日デス︒日本中ド

全文ヲ左ノ如ク改ム

ガ︑

⑦小學讃本小見書キ方手本︵後期用︶

仲達

藝墓・

なたね

べし︒

るものは一定の償なしといふ

よりま︑決して安くなること

七十丈

唯檜一本を

ロ

水雷艇ハ二言甚ダ小中シテ︑速力駆逐艦二次グ︒敵艦二近ヅ

欄外二時雨・村雨ヲ並べ出ス

欄外二雷ヲ出ス

きい

欄外二情ヲ出ス
︹菖も同じ︺
欄外二追ヲ出ス

あんぴん

たんすゐ

欄外二耳ト港トヲ並べ出ス
欄外二三ヲ出ス
欄外二專ヲ出ス
欄外二月ヲ出ス
欄外二脚ヲ出ス
欄外二軍ヲ出ス
た かお

欄外ノ追懐ヲ懐トス
打狗・安平︑北部の淡水・基
るん

ようじゅ

隆の諸港は
格樹は南部に多く見受け候︒

欄外ノ耳ヲ削ル

一

三底底底
本本本本
〕 〕 〕 〕

ロ

＝ 二 工 ＝ 二

＝ ＝

キ︑魚形水雷ヲ獲射シテ︑之ヲ撃沈スルヲ任務トス︒﹂

あんぴん

︹底本︺

︹底本︺

南部には溶樹も見受け申候︒
︹底本︺

ようじゅ

出港とは

打狗港と淡水・基隆・安平の

きいるん

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

︹底本︺

ロ

ロ

潜水艇ハ水中ヲ潜航シ︑水雷ヲ護射シテ︑敵艦ヲ撃沈スルヲ

ニ
五
九

欄外二吹雪ヲ出ス
︹奮も同じ︺

ロ
底底
本本
〕

三三

＝

任務トス︒以上ノ外︑尚水雷母艦・工作船・給炭船等ノ如キ

たんすゐ

ロ
底底
本本

ノ、

＝

特別任務ヲ有スルモノアリ︒又近年ハ飛行機モ次第二使用セ
ラル・二世レリ︒

四面皆海ナル我が帝国ハ︑当家防禦ノ上ヨリイフモ︑商業保

かお

〕

護ノ上ヨリイフモ︑常二強大ナル海軍ヲ有セザルベカラズ︒

た

ロ

／＼

七六五四四三三三二
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八

三

ロ

＝
五

ロ
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〕
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三

三

OO九ノ、
七−八

四⊥ハ

三
五

㌣八

ガチヨクゴヲオヨミニナリマシタ︒ 又天長セッノゥ
タモウタヒマシタ︒

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

欄外二長ヲ出ス

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

キョ年

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

欄外ノ今年ヲ削ル

コトシ

欄外二君ヲ出ス

こけのむすまで︒

いはほとなりて︑

さざれ石の

君がよはちよにやちよに︑

今年

去年

︹⑤の再掲︺

欄外ノ去ヲ年トス

第二種略本挿壼ヲ用フ

︹⑤の再掲︺

欄外二今年ヲ出ス

挿圭旦

い︒

くて︑月夜のながめも美し

一年中からりとはれた日が多

つりをする人

第二種讃本領圭里ヲ用フ
︹底本︺

挿圭里

つりする人

一年中にからりとはれた日が

多い︒月夜のながめもまた美
︹底本︺

第二種早早下垂ヲ用フ

しい︒

斜照

第二種讃本葬豊ヲ用フ

︹⑤の再掲︺

挿二瀬︵下︶

その他に

熊ノ毛伸長茶色デス︒

コロサレテシマヒマス︒アカ

アカ熊

欄外二去ヲ出ス

第二種讃本章壷ヲ用フ

︹底本︺

挿壼

シグマトイフ熊

︹底本︺

コロサレテシマヒマス︒
︹底本︺

その他には

！、

ノ＼
！、
ノ＼
ノN
ノ、
ノ、

！、

ズ㌧七七ゴ六

四四三
四〇！、
六六六四
四三三九
四

六六四五
四
五⊥ハ

八−九

九

三

三

ニー三

二

九
八i九

かたじけなし︒

の御製を

︹底本︺

かたじけなし︒明治天皇の御

とあそばしたまへるを

欄外二御製ヲ出ス

製に︑

欄外ノ御製ヲ削ル

︹底本︺

︹底本︺

欄外二債ト並べテ圓ヲ出ス

得︒

ニチハ三百箱モ買フコトヲ

一箱ノ償三四厘ナレバ︑一圓

︹底本︺

一ダースノ償三四銭グラヰナ

︹底本︺

︹底本︺

レバ︑一箱三四厘ニモ足ラ
ズ︒

欄外ノ圓ヲ削ル

今ヨリオヨソ千三百年前︑

なる︒

すひがらからこんな大火事に

︹底本︺

︹底本︺

すひがらがこんな大火事にな
った︒

七月頃カラ

今ヨリ千二百年ノ昔︑︹底本︺

木綿織物ノ紺ノや淺黄ノや又

︹底本︺

木綿織物二紺や淺黄ヤカスリ

七月頃二

紺や淺黄ハアヰデ染メマ

シテコシラヘルノデスカ︒

ス︒コク染メタノが紺デ︑

ハ︑ドウシテコシラヘルノデ

や其ノ他色々ナ縞ガアルノ 色々ナ縞物ヤカスリハ︑ドウ

紺や淺黄ヤカスリハアヰデ

スカ︒

ウスイノが淺黄デス︒又

ガ縞物デス︒カスリニハ染

色々二染メタ綜デ織ツタノ

メ残シタ縣デ織ツタノト︑

紺デ︑ウスイノが淺黄デ

ス︒又所々白ク染憂事シタ

染メマス︒コク染メタノガ

ノガカスリデス︒又色々二

︹底本︺

三月頃

第二種讃本挿書ヲ用フ

ト︑二種アリマス︒

織ツテカラ染メ残シタノ

︹底本︺

染メタ綜デ織ツタノが縞物
デス︒

二月頃

挿書

六月頃
影響︵猫︶

合衆國といふ國

〔

ァメリ二合衆國

第二種讃本挿書ヲ用フ

七月頃

底底
本本
〕 〕

〔

九
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ノN七∫七七七
五ノN二二⊂⊃

五五五四四
ノ＼／＼七∫六二

四四四
一〇〇八七六五五二

七∫七
二七ゴ六
七

九三三九ノ＼O

四四六

八号

ノ、

しなの

↓週間にして

にひがた

しな

にある鴨土車をのぞけば信

あふりよくかう

日本一の長流は︑朝鮮の國境

てうせん

オーストラリヤ

︹底本︺ 数日の後
︹底本︺

日本一の長流を信濃川とす︒
ゑちこ
信濃の東南部より獲し︑越後

タ寸二

高サバ十五丈六尺︑東西十八

削ル

︹底本︺

︹底本︺

大佛殿ノ北

丈八尺︑南北十六丈六尺︑

︹底本︺

高サ十五丈︑東西長サニ十九

丈︑

︹⑤の再掲︺

にはかに戦艦ニコライ一世以

し

な

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

︹⑤の再掲︺

しるし︑

欄外二弱ヲ出ス

赤圓錐

姑娘筒

赤圓錐

すみ

赤圓筒

とロつ

暴風警報

支那

天氣豫報及び暴風警報

︹底本︺ 下の

︹底本︺

＊︹しん と振り仮名あり︺

清國
ゑんとうけい

暴風雨警報
ゑんすみけい

圓筒形

常則形

圓筒形
圓錐形

記載し︑

︹⑤の再掲︺

てうせん

山内一豊

︹底本︺

理事官

かっとよ

欄外ノ弱ヲ削ル
山内一豊

朝鮮・皇湾及び樺太を除きて

五百七十萬町歩を越ゆ︒

からふと

︹底本︺

二百九十萬町歩︑

二千萬石

四千六七百萬石

︸億圓

三百五十萬石

す︒

輸出債額年々

︹底本︺

三百萬町歩︑

二千二百萬石

五千萬石

一億五千萬圓

四百萬石

る︒

一千萬圓に達 輸出償額は︼千三百萬圓に上

百五十萬町歩あり︒

からふと

慨則及び樺太を除きて凡そ五

事務官

かすとよ

天氣豫報及び暴風警報

東大寺ノ境内

天氣豫報及び暴風雨警報

孟七八二五四八七六六三二八8

目

ニー⊂⊃七フ≒く五

天氣豫報及び暴風雨警報

↓世以下

白旗をか﹂げ︑職艦ニコライ
／、

里︒
さ︑ご たうげ

︵1九

oI九

宍

の新潟に至りて海に入る︒長 濃川なり︒其の長さ九十四
たうげ

チドメ草

笹子峠

藁ム
改ム
改ム

︹⑤の再掲︺

けん

クガイ草

︹⑤の再掲︺

上＿
段三

囲茜量δ兀死天天天7く7く宍

さ九十四里︒
さとこ

ウキクサ

︹底本︺

献ずべし︒﹂﹂

長サ四尺バカリ︑

董ハ圓クシ

欄外ノ献ヲ削ル

テ︑

藺ハ水草ナリ︒

改ム

︹⑤の再掲︺

改ム

欄外二習ヲ出ス

︹④の再掲︺

えん

演習

︹⑤の再掲︺

欄外ノ習ヲ削り休ヲ出ス

浴客が地を生じて

欄外二勝ヲ出ス

によるなるべし︒﹂

配達人
︹⑤の再掲︺

欄外ノ育ヲ育トス

理事官

九九九
七六六

四四四四四四
五五四四四四

三

笹子峠

挿豊
挿壼
挿量
車ユリ

︹底本︺

ロ

ロ

ロ

献ずべし︒﹂﹂

藺ハ水草ナリ︒葉ナクシテ唯

︹底本︺

董アリ︒堅目圓クシテ︑長サ

又地を轄じて

が異なるべし︒

配達夫

事務官
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三

の
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ロ
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一〇

な

欄外二屈ヲ出ス

し

︹⑤の再掲︺

＊︹しんと振り仮名あり︺
清國
︹底本︺

支那

五

螢口にいたりて京奉線

支那の京奉線

︹底本︺

螢口に於て清國京奉線

清國京奉上

甚だ盛なり︒

6
︹底本︺

甚だ盛に︑大連と共に漏洲の

︹⑤の再掲︺

七−八

五⊥ハ

二大門戸と構せらる︒︹底本︺

欄外ノ屈ヲ削ル

洲屈指の炭坑地にして︑炭層

かう

撫順は奉天の東方に在り︒満

ば︑特に支線を敷きたるな

厚く︑炭量亦幽豆富なり︒され

かう
撫順は漏洲屈指の炭坑地なれ

り︒其の炭坑は炭層厚く︑炭

ば特に奉天より支線を敷きた

着手し︑今全く成れり︒

輕便畑道なりしが︑

落成の日には︑

構せらる︒

︹⑤の再掲︺

に完成したるを以て︑

あかほ

︹底本︺

此五ケ條

其親

あかほ

︹底本︺

⑧國定教科書使用上ノ注意

旧

かま

大正六年九月調

新

α

︒︒

一〇

イラツシヤツタノデ︑

︹底本︺

薯

ガク

かまど

︹底本︺

轟

郵便切手ニヨリテ貯金スル便

N

法アリ︒貯金台紙トイフモノ

O

妙義山

郵便切手ニヨリテ貯金スル便

︷：b．ω＝細︹底本︺

利ナル方法アリ︒貯金台紙ト

ントスル金銭ニテ︑三銭以下

ヲ郵便局ヨリモラヒ︑貯金セ

其ノ台紙片下リツケ︑

ノ同種類ノ郵便切手ヲ買ヒテ

イフモノヲ買ヒオキテ︑貯金

旅行

無書士

黒姻

奥

琉球

りゅうきう

保証です︒

初メ

ハリツケ︑

ニテ郵便切手ヲ買ヒテ台紙二

セントスル時ニハ︑其ノ金銭

妙義山

ガク

韓

︹底本︺

イラツシヤツタノデ︑

二行
一くへ地

究頁
八七爵
喜
葛某

七

㌣一〇

︹底本︺

︹底本︺

集散地なり︒今や安奉士道既

量亦底豆富なり︒
るなり︒

吉長線ヲ記入シ安東ヲ安東縣

輕便馬道にして︑
︹底本︺

︹底本︺

着手せり︒

トス

三

集散地なれば︑安奉極道改築

五⊥ハ

四

構せらる＼日あるべし︒
︹底本︺

懊地利

︹⑤の再掲︺

︹底本︺

填太利

填地利

七

六
懊太利

赤穗の浪士があらゆる苦難を

おロすとりや

八

赤穗浪士が敷年の苦難を忍

忽び︑主君の仇を報じて︑

おすすとりや

八

び︑遂に主君の仇を報じて︑
︹底本︺
其の親

初篇

欄外二日ヲ出ス

りロつきロつ

保証です︒﹂

琉球

欄外呈ノ次二殊ヲ出ス

欄外ノ図ヲ削ル

欄外二品ヲ出ス

旅行

欄外ノ逃ヲ削ル

無尽蔵

黒煙

奥

ロ

ロ

九九九七四巻

一一一一一一一一 Z〇〇〇
九九七五四四二
八三三二
九五五〇七〇〇一六七〇六

二6図二四九

三八七七〇三三三八九二

地圖

一

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

八八八八七

ノN

四

ロ

底底底底底底底底底底底底底
杢杢杢杢単語杢杢杢杢杢杢杢

ロ

此の五箇條

三八

五
四

五五五
六五五
五
七ゴ

五五
七土ゴ
五
五

五
五
ノ＼

五

五
ノ、

七〇

三

三 三 三
三

三
三

三
三 三 三
三

三 三
三

三
三
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四八

δ四

〇九八

磯

察拝
察

九三

奥

鶴

︹底本︺
︹底本は際︺

︹底本︺

孔子事へて云々
︹底本︺

りき︒

是孔子が十七歳の時な

年少にして

三

三

1七
δ．k八六五行
。

九

鉱

新

大正八年十月

︵別行トス︶

︵削ル︶

年少の時より

奥

奥

欄外二尊ヲ出ス

欄外ノ礪ヲ削ル

際拝
察
奥

八八五

杢杢四四四頁

〕

ロ
底底
本本
〕
ロ
ロ

ロ

一

⑨國定教科書使用上ノ注意

同三同同＝巻
ヨリ︑近キ所四銭ヲ六銭二︑遠キ所八鏡ヲ十二銭二改正實施セラレタリ︒

二七第十五課﹁郵便の話﹂ノ記事中︑小包郵便ノ料金ハ︑大正八年四月十五日

同

ロ

四三底底
本本本本
〕
〕 〕 〕

ロ

三
三

三
三

三三 三二

量量＿＿＿課
量
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巻八

の

修正前の内容

八十四〜九十ニページ

橘中佐

タチバナ

第二十四

︵②参照︶

ハ大ゼイアツタガ︑ソノ中デモ海軍ノ廣瀬中佐︑陸軍ノ橘中佐ノニ人ハ

明治三十七八年ノ戦役二︑君ノタメ國ノタメ︑名轡ノ戦死ヲトゲタ軍人
軍神トマデイハレタ︒

橘中佐バカツテ皇太子殿下ノ御附武官トシテ︑日頃御信任ノアツイ人デ

アツタ︒三十七年ノ八月二大隊長トシテ職地へ向ツタガ︑中佐ハ今度ノ
ンユザンパウ

出陣ヲ幸二︑帝國ノタメ︑天皇陛下ノ御タメニ︑メザマシイ働ヲシナケ

レバナラナイト︑八月末ノ首病目ノ戦二部下ノ大隊ヲヒキヰテ︑勢鋭ク
進撃シタ︒

丸ヲ打出ス︒

敵ハケハシイ山二陣取ツテ︑上カラ下マデ幾重モノ陣地ヲ布キ︑盛二揮

サスガノ日本兵モシバシバ進ミカネテ見エタガ︑中佐ハマツサキニ立ツ

テ︑﹁進メ進メ︒﹂トイヒナガラ︑敵ノ陣地ヘヲドリコンデ︑タチマチニ三
人ノ敵ヲ斬り殺シタ︒

敵ノ揮丸ハ雨アラレノ様二飛ンデ來ル︒中佐ハハヤ︑一ケ所ノ傷ヲ受ケ

タガ︑少シモヒルマズ︑部下ノ兵士ヲハゲマシく︑トウく山上ノ敵

ヲ追彿ツテ︑日ノ丸ノ國旗ヲ立テタ︒時ハ八月三十一日ノ朝日モマダ上
ラナイ頃デアツタ︒

敵ハ之ヲ見テ︑三方カラ大砲ヲウチカケタ︒イカニ心ハ堅クテモ︑身ハ

鐵石デナイ︒砲揮ニタフレル兵士ハ敷ヘキレナイ︒
此ノ時軍曹内山精皿ハ聲高ク︑

﹁大隊長殿︑前面ノ敵が前進シテ來マス︒退却シナケレバ全滅デス︒﹂
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サテハト思ツテカケ行ク向フカラ︑内山軍曹ハヨロメキナガラ中佐ヲセ

オツテ蹄ツテ來ル︒馬丁ハ主人ヲ引取ツテ︑後方ノ陣地へ蹄ツタ︒此ノ

タンジヤウ

﹁イヤ︑退却ハセヌ︒今日ハ皇太子殿下ノ御誕生日ダ︒此ノオメデタ

夜中佐ハツヒニ死ンデシマツタ︒内山軍曹モツ寸イテ死ンダ︒﹂

中佐ハ聲ヲハゲマシテ︑

イ日二︑セツカク占領シタ陣地ガステラレルカ︒天皇陛下ノ御タメダ︒

橘中佐ハ平生カラ志ノ堅イ︑品濃ニミチタ軍人デ︑部下ヲアハレム心モ

︵明治四十三年六月二十四日翻刻発行

軍ノ廣瀬中佐モヤハリ同ジデアル︒

東京書籍株式会社

による︶

程ニウヤマハレタノハ︑平生カラノ行ガリツパデアツタカラデアル︒海

深カッタ︒中佐ノ様ナ造方ヲシ工人ハイクラモアルガ︑軍神トイハレル

帝國陸軍ノ名工ノタメダ︒アクマデモ退却ハセヌ︒﹂

タ︒

口

此ノ時敵弾ブタ・ビ中佐ノ右肩ニアタツテ︑中佐ハドウト其ノ三二倒レ

第二十五 橘中佐
﹁大隊長殿︑大隊長殿︒﹂

ト︑軍曹ハロヲ耳ニアテテ呼ブ︒何ノ答モナイ︒軍曹ハ中佐ヲセオツテ︑
弾丸ノ下ヲクぐリナガラ︑ケハシイガケヲカケ下りタ︒

ホツトーイキツク折カラ︑一弾又モ中佐ノ腹ヲツラヌキ︑軍曹ノ胸ヲモ

二人ハ吹ク朝風二正氣ヅイタ︒敵ノ突撃ノ聲が盛二聞エル︒陣地ハフ

打抜イタ︒二人ハ投ゲ出サレテユメウツ・︒

タ＼ビ敵二取返サレルノデアラウ︒中佐ハ残念トイヒナガラ︑軍刀ヲ杖
二︑立上ラウトシテ又倒レル︒軍曹ハスリヨツテ︑
﹁大隊長殿︑オ氣ヲタシカニ︒﹂

トダキ起ス︒中佐ハ

﹁モウダメダ︒死ハ軍人ノ面目ダガ︑多数ノ部下ヲ死ナセタ上二︑セツ
カク占領シタ陣地ヲ取返サレテ残念千萬ダ︒﹂

立チ︑立ツテハヨロメク︒

軍曹ハ自分ノ重傷ヲモウチ忘レテ︑ツト立ツテ中佐ヲセオヒ︑倒レテハ

コレヨリ先︑中佐ハ自分ノ馬丁一一言付ケテ︑

陣地ヲ取ツタト思へ︒其ノ時ハスグ馬ヲ引イテ來イ︒若シ突撃ノ聲ガ

﹁若シ夜明頃︑突撃ノ聲が聞エテ︑砲聲・銃聲ガタエタラ︑見事二敵ノ

聞エテモ︑砲聲・銃聲ガツぐクヤウナラ︑我が軍が苦職シテヰルト思
へ︒其ノ時ハオレノ死腔ヲセオツテ蹄ル積りデカケツケヨ︒﹂

トイツタガ︑夜明頃突撃ノ聲が盛二起ツテモ︑砲聲・銃聲ハ絶エナイ︒

後

記
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後
編集の経過と担当者

麻砂彦︵昭和五十八年三月まで︶・加藤信明︵昭和五十八年四月か

ら︶．貝美代子︵昭和六十一年九月から︶・服部隆︵昭和六十二年二
月から︶

第二期国定読本すなわち﹃尋常小学読本﹄︵いわゆるハタタコ読本︶の
総索引作成作業は昭和五十六年度から開始された︒昭和五十七年三月か

上七代．内尾淑美・遠藤真希子・佐藤裕美・吉田恵理がこの作業を助けた︒

また︑久池井紀子・伊藤眞↓郎・平澤啓・木下哲生・吉竹孝介・三宅
順子．妹尾和子・山川淑子・山下かおり・吉野美奈子・国久千賀子・池

なお︑昭和五十四年度に国語辞典編集準備室が開設されてから今日ま
で︑用例を採集する文献の目録を作成する作業と︑用例採集の方法につ

本書の付録1〜6は高梨信博が︑7は貝美代子が作成した︒

に記した通りである︒第一期国定読本は小学校一年から四年までの八冊

八五二
三八

七七四一九

0

諸外国における大辞典︵千石喬・池上嘉彦・佐藤純一・田島

国語辞典覚書︵林大︶

4

用例採集のための主要文学作品目録︵飛田良文・清水康行・湯

用例採集のための主要雑誌目録︵飛田良文・高梨信博・見坊豪

用例採集のためのベストセラー目録︵飛田良文・高梨信博・見

紀．荒尾禎秀・村山昌俊・斎藤純子︶

3

浅茂雄・柏木成章︶

2

宏・石綿敏雄ほか︶

1

完成している︒

いての実験が継続している︒以下の成果が国語辞典編集準備資料として

わゆるハタタコ読本には

見出し語数
参照見出し数
用例数

空見出し︵・印︶数

用例辞典編集作業のためにの口︵見坊豪紀︶

坊豪紀・村山昌俊・斎藤純子・瀧本典子︶

5

用例採集法を中心として一︵林

現代語用例辞典の構想
大・飛田良文︶

6

用語総索引作成のための電算機利用方式︵木村睦子︶

昭和五十六年度

スカウト式用例採集の手引き︵見坊豪紀︶

調査員

7

補助員斎藤純子

主幹斎賀秀夫

8

見坊文庫目録

見坊豪紀・木村睦子・湯浅茂雄・村山昌俊・碁石雅利

調査員林大・見坊豪紀・木村

昭和五十七年度から昭和六十二年度まで

研究員高梨信博

︵昭和六十三年二月十七日飛田良文記す︶

国語辞典編集準備室所蔵

スカウト方式による用例採集の実験的試行︵見坊豪紀︶

主幹飛田良文

睦子．瀧本典子︵昭和六十年三月まで︶・中田恵美子︵同上︶・二戸

別冊

9

副主幹飛田良文

第二期に関する作業にたずさわった担当者は次の通りである︒

が収録されている︒

＝四九五

噛この﹃用語総覧2﹂と﹃同3﹄の二巻に含まれる第二期国定読本︑い

原稿を三省堂に渡しはじめたのは昭和六十二年の八月であった︒

﹃国定読本用語総覧3﹄の原稿作成に入ったのは昭和六十一年四月︑完成

て﹂の部を﹃用語総覧2﹄︑﹁と〜ん﹂の部を﹃用語総覧3﹄に分けた︒

語数は約二倍となった︒そこで二分冊として刊行することにし︑﹁あ〜

本であったが︑第二期からは一年から六年までの十二冊本となり︑収録

昭和六十年四月からは﹃国定読本用語総覧﹂の編集計画の↓冊として
原稿作成の作業に入った︒作業の手順は﹃国定読本用語総覧1﹄の後記

月からカード採集をはじめた︒

ら手作業総索引方式によって作業原本作成・複写カード作成を行い︑四

記

CONCORDANCE 3 OF KOKUTEI TOKUHON
1. "CONCORDANCE 3 OF KOKUTEI TOKUHON" is the third volume of the twelve‑volume
series of "CONCORDANCE OF KOKUTEI TOKUHON", which is a part of the basic research
materials for the Historical Japanese Dictionary being planned at the NATIONAL LAN‑

GUAGE RESEARCH INSTITUTE. The CONCORDANCE series is the work being done by
the Section for Dictionary Research of the Institute.
2. The so‑called Koleutei 7bkuhon, or elementary school national reader edited by the Ministry

of Education, is comprised of six separate series used nationwide consecutively from April

1904 to March 1949.
They are:
lst series: "Zinzy6 SyQgaku Toleuhon", used from 1904.
2nd series: "ZinzyO SyQgaleu Tbleuhon", used from 1910.
3rd series: "Zinzy6 SyQgaku Koleugo Toleuhon", used from 1918.
4th series: "SyQgaleu Kokugo 7bleuhon", used from 1933.

5th series: "Ybmihata" and "Syot6ha Kohugo", used from 1941.
6th series: "Kokugo", used from 1947.
3. The concordance for the first series Kokutei Toleuhon was published in 1985 as "CON‑

CORDANCE1OFKOKUTEITOKUHON."CONCORDANCE2(1987)andCONCORDANCE3
together cover the vocabulary of the second series Koleutei Tbkuhon called the Zinzy6

SyQgaku Toleuhon.
4. CONCORDANCE 2 contains the first half of the vocabulary or words from A (IE}) to 7ZE ('C),

whereas CONCORDANCE 3 contains the latter half, from TO (t) to N (A,).
5. The number of words and quotations in CONCORDANCE 2 and 3 is as follows:

11,495 entry words;
852 reference words (second element of compounds);
38 variants (marked by *); and
77,419 quotations.
6. The Ziney6 SyQgaleu Tokuhon was revised several times during the period it was in use. (The

process of the revision is explained in the appendix in CONCORDANCE 3.) The text chosen

for CONCORDANCE 2 and 3 is an earlier version published in the years 1909 and 1910 and

is now in the possession of the NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN (MVI)tJ5(=ee).
7. Information on the second series Kohutei Toleuhon is explained in the introduction in

CONCORDANCE 2.
The appendix in CONCORDANCE 3 contains lists of hana and kanei, explanations of
illustrations containing letters, and the process of textbook revision.
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