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刊行のことば

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

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

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

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

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

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

この作業は︑もともと︑この時期の用語を採集する方法の検討のために︑試験的に行ってきたものであるが︑昭和六十

三年十月に国語辞典編集室が新設され︑その室の担当事業となった︒その結果は︑現代言語生活の基幹である︑いわゆる
標準語の確立の経過を示す基本的な資料となるものと考えられる︒

明治四十三年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日ハタタコ読本と俗称︶巻一〜十二
大正七年より使用﹃榑鞘国語読本﹄︵今日ハナハト読本と俗称︶巻一〜十二
昭和八年より使用﹃小学国語読本﹄︵今日サクラ読本と俗称︶巻一〜十二
昭和十六年より使用﹃ヨミカタ﹂一〜二﹃よみかた﹂三〜四﹃初等科国語﹄一〜八

︵今日アサヒ読本と俗称︶

ここで国定読本というのは︑明治三十七年四月から昭和二十四年三月までの間に使用された文部省著作の小学校用国語
明治三十七年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日イエスシ読本と俗称︶一〜八

教科書六種のことである︒その六種を使用時期に従ワて示すと次の通りである︒
ノお

弟弟弟弟弔
五四三ニー
期期期期期
ノげ

第六期

昭和二十二年より使用﹃こくご﹄
いいこ読本と俗称︶

一〜四﹃国語﹄第三学年︵上下︶第四〜六学年︵各上中下︶︵今日みんな

あ〜ん︶を︑第二期国定読本については二分冊とし︑第

あ〜て︶とし︑第二分冊を﹃国定読本用語総覧3﹄︵第二期 と〜ん︶として

第一期国定読本については︑﹃国定読本用語総覧1﹄︵第一期

一分冊を﹃国定読本用語総覧2﹄︵第二期

刊行した︒さらに第三期国定読本について作業を進めた結果︑ここに編集を完了したので︑﹃国定読本用語総覧4﹄及び

﹃同5﹄の二分冊で刊行することにした︒このたび刊行するのはその第一分冊﹃国定読本用語総覧4﹄であるが︑これには
第三期の用語﹁あ〜て﹂の部を収める︒

この﹃国定読本用語総覧4﹄の編集作業及び諸本の調査にあたったのは︑主幹飛田良文︵言語変化研究部長︶︑木村睦

子︵国語辞典編集室長︶︑高梨信博︵主任研究官︶︑調査主群大︵前所長・名誉所員︶︑見坊豪紀︵元第三研究部長︶︑加藤
信明︑貝美代子︑服部隆である︒

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

国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館︑東書文庫︑大分県立大分図書館︑埼玉県立文書館︑藤沢市文書館︑

横須賀市教育研究所︑御宿町歴史民俗資料館︵千葉県︶︑財団法人五倫文庫︑愛知教育大学附属図書館︑滋賀大学附

属図書館教育学部分館︑奈良女子大学附属図書館︑筑波大学学校教育部︑増穂町教育委員会︵山梨県︶︑増穂小学校創

立百周年記発出育資料展実行委員会︵山梨県︶︑文化庁文化部国語課主任国語調査官安永実︑国立教育研究所教育情

菊

雄

報資料センター教育図書館事務室長中村紀久二︑大谷女子大学教授鈴木博︑山梨大学教授松井栄一︑岐阜大学助教

授梶山雅史︑筑波大学専任講師塩澤和子
また︑前三巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

平成元年六月十日

元

国立国語研究所長

野
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国定読本第二期から第三期へ
﹃紅痛国語読本﹄編集の考え方

︵二︶

はじめに

j
書誌・諸本・底本

﹃榑輔国語読本﹂各巻の編集
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第三期国定読本について

解
︵三︶

（一

このような状況の中で︑政府は大正六年九月二十一日内閣直属の諮問

心の自由教育への運動が展開された︒

師範学校付属小学校や私立学校を中心に教師中心の画一主義から児童中

である︒先進諸国の社会思想が紹介され︑教育思想もその影響を受け︑

りをした︒第二は︑ロシア革命の成功が社会主義への関心を高めたこと

アメリカ．フランス・イタリアと並ぶ発言力を獲得して︑列強の仲間入

働争議や小作争議が各地に発生した︒一方︑国際的に日本はイギリス・

急速に発展させ︑国内的には物価が高騰し国民生活は極度に圧迫され労

に起こった第一次世界大戦である︒大戦下の好景気は日本の資本主義を

の間に︑いくつかの大きな社会状勢の変化があった︒第一は︑大正三年

第二期のいわゆるハタタコ読本が使用され始めた明治四十三年四月か
ら︑第三期のいわゆるハナハト読本が使用され始める大正七年四月まで

︵二︶ 国定読本第二期から第三期へ

て述べる︒

読本改訂の事情と︑今回の作業対象である第三期国定読本の概要につい

本用語総覧2﹄の解説に記したので︑ここでは︑第二期から第三期への

国定読本の資料的意味と第一期国定読本の概要とについては︑﹃国定
読本用語総覧1﹄の解説に︑第二期国定読本の概要については﹃国定読

（一

機関︑臨時教育会議官制︵大正八年五月まで︶を公布し︑学制全般の改

民道徳の徹底を要求し︑教科書の編集に多くの影響を与えた︒

革について諮問した︒その答申は︑国家主義を基調とする国民思想・国

これに先立ち︑文部省では明治四十四年に図書局を置き︑国定教科書

の編纂事務はここで扱うことにした︒大正二年この事務は普通学務局第

二課の所管となり︑さらに国定教科書の編集に専任の図書官を置いた︒

大正五年六月十四日︵勅令第一六七号︶には大臣官房図書課ができ︑組

ここで︑小学校の修身・歴史の教科書とともに︑第三期のいわゆるハナ

織を拡大して︑図書事務官︑図書監査官︑図書官︑図書官補を置いた︒

また︑明治四十五年六月文部大臣は︑第二期国定読本の内容について

ハト読本の編集が開始されたのである︒

﹃国定教科書意見報告彙纂﹄第一集〜第五集がその報告である︒大正五年

修正すべき事項を報告するよう各府県師範学校に内訓を発していた︒

の春には︑帝国教育会が第六回全国小学校教員会議を開き︑文部省の諮

問に対して新しく読本を編集する場合の四項にわたる希望を答申した︒

ニ︑教材ハ主要課ト補助課トニ別ツコト

一︑他教科トノ連絡ヲ計ルコト

三︑行文ヲ平易ニシ分量ヲ豊富ニスルコト

四︑文章及挿絵ハ児童ノ性情二適切ナルモノヲ択ブコト

これらについては︑﹃榑韓国語読本巻一・巻二・巻三・巻四編纂趣意

書﹄︵大正六年十二月︶の緒言の中で﹁新二編纂スベキ小学読本ハ従来ノ

等ノ意見ヲ参酌シテ之ヲ編纂ス﹂︵編集の要旨︶と記されている︒

第一種本ヲ標準トシ︑高等師範学校及ビ各府県師範学校ノ他実地教授者

さて︑第三期ハナハト読本は大正五年十一月から編集がはじまり︑大

正七年から学年進行で使用されることになるが︑この時期には第二期ハ

タタコ読本の修正も行われた︒﹃榑鞘国語読本﹄の新編集と﹃尋常小学読

本﹄の修正編集が並行したのである︒文部省内では︑修正編集の﹃尋常

していた︒俗に︑月読は黒い表紙であったので黒表紙本︑国道は灰白色

小学読本﹄は﹁尋読﹂︑新編集の﹃榑韓国語読本﹄は﹁国読﹂といって区別
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は︑これまでの﹃尋常小学読本﹄を修正したものと︑新しく編集された

の年入学の一年生から学年進行で使用されることになった︒国語教科書

﹃揖鞘国語読本﹄の二種が用意され︑府県知事の裁定によって︑どちらを

の表紙であったので白表紙本の称も行われた︒

尋読は従来の関係上︑教科用図書調査委員会の委員芳賀矢一︑乙竹岩

島︑山口︑長崎︑熊本の一府七県で︑﹃幽界国語読本﹄を採用した府県が圧

しかし︑﹃尋常小学読本﹄を採用したのは東京︑栃木︑岐阜︑愛知︑広

使用してもよいことになった︒

造︑三土忠造の三氏及び新たに補助委員に青木存義を嘱託して修正の任
にあたらせ︑国読は八波則吉︑高野辰之を図書官︵教科用図書調査委員
右の尋読は︑第二期国定読本に第一種第二種の両種あったうち．の第一

も遅かった東京府でも︑新編集の読本が完成した大正十三年四月入学の

倒的であった︒前者を採用した府県も順次後者に変更し︑切り替えの最

会の委員も兼任︶に任命して起草にあたらせた︒

種本の修正であるが︑国読は︑これとは別に新たに編集されるものであ

書局が復活し︑教科用図書調査委員会も教科書調査会という名の文部大

この両種読本の巻八の編集が終った大正九年四月︑官制が改まって図

本﹄は昭和三年度に東京府の六年生が使用したのが最終であった︒

一年生から﹃梼韓国語読本﹄に変更している︒いいかえれば︑﹃尋常小学読

る︒寸評と反読との編集作業が同時に進行することになった事情につい
ては︑詳細は不明であるが︑友納友次郎は﹃国語読本の膿系﹄︵明治図
現在の読本は現在の読本として適当に修正を行ひ︑更に新しく時代の

書・昭和二年刊︶で︑

要求に応ずるような読本を編集しようといふことにやっと省議が纒ま

臣の諮問機関に改組された︒このとき︑芳賀矢一︑乙竹岩造︑三土忠造

官の武笠三と高木市之助が担当し起草することになった︒大正十年には

本﹄は図書監修官の青木豊麗と大岡保三が︑﹃榑輔国語読本﹄は図書監修

が修正から手を引き︑八波則吉︑高野辰之は文部省を去り︑﹃尋常小学読

つた︒︵形態編制ページ︶

と述べ︑両者の作業が全然没交渉で進められたについては︑
異った編纂者が異った気分異った思想で編纂に従事したら︑出来た読
おの

本も自つから其の色彩を異にするであらうといふ用意に外ならなかつ

待鳥清九郎が尋読に加わり︑井上赴が国読に加わり︑同十一年には高木

大正九年四月からの編集の状況を井上赴は﹁読本編集三十年﹂の中で

二巻の完成をみるに至った︒

にかわって佐野保太郎が加わり︑大正十二年五月に至って両者とも全十

た︵同前七ページ︶
としている︒また︑大正九年から図書監修官であった高木市之助は﹃碍鞘
国語読本﹄︵中公新書・昭和五一年刊︶で︑

この二組の関係は︑必ずしも緊密であったとは言えないらしく︑わた

す︒芳賀先生などは︑そうした抗争にかかわるほど狭量な方ではな

評でなく悪罵に近いものがあり初心者は腹が立つが︑腹を立てたら

ると今度は両本の担当六人が集まって実にしんらつな批評をする︒批

て︑まず各本担当の三人が会議をして批評し逐一修正する︒それが終

まず︑各人が文章を担当して書く︒︵中略︶教材ができるにしたがっ

次のように述べている︒

かったし︑それは多分省内の官僚同志のありがちな競争心のあらわれ

ちゃかされるだけである︒友好友次郎君など実際家も参加して実際的

者の方々の間がうまく行っていなかったというのではないと思いま

しの入る前にいろいろな軋礫があったようです︒それは︵中略︶代表

お互いに部屋を閉め切って︑極秘のうちにそれぞれ仕事を進めたとい

ではなかったでしょうか︒とにかく両派の対抗意識は相当なもので︑

な立場から批評する︒これらの批評を総合してまた書き直すほど修正

こうして一巻分まとまると清書ガリ版に仕立てた︸冊ができるが︑

し三訂四訂︑底止する所を知らぬ︒

いますから︑想像がつくでしょう︒

大正七年四月からは︑修身︑国語︑書き方手本の新しい教科書が︑こ

と書いている︒
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本を表現読本といったらよいかと思います︒

そういう特色から私はこの読

しみだとあって図書局長︑普通局長︑督学官︑文書課長の面々とわれ

また短所として﹁八波読本の詩という詩は︑みんな道徳の歌でした︒

編集の新味と︑教材の巧みな表現

われを官邸に招き︑うなぎ飯を夕食に午後から夜深更まで会議が続

読﹂の詩は︑しだいに鼻もちのならぬものになって来ました︒﹂︵国定読

大正から昭和へかけ︑白秋や雨情の詩が世に出るにつれ︑こうした﹁国

それが省内協議会の議案である︒当時の次官南弘氏はこの協議会が楽

く︒いろいろ格のちがった立場からかれこれ横槍が出︑時に大修正を

松原行一

穂積重遠

北澤種一

林

杉浦理太郎

第三期国定読本について

﹃樽韓国語読本﹄編集の考え方

期・第二期の方針がそのまま継承された︒

修正が行われたといってよいであろう︒文章や用語については︑第一

ことである︒したがって︑基本的には編集方針に変更はなく︑部分的に

というものであった︒第一種本とは第二期国定読本︵ハタタコ読本︶の

編纂ス︵﹃毒言国語読本巻一・重刷・巻三・巻四編纂趣意書﹄︶

範学校及ビ各府県師範学校其ノ他実地教授者等ノ意見ヲ参酌シテ之ヲ

新二編纂スベキ小学読本ハ従来ノ第一種小学読本ヲ標準トシ︑高等師

始まった︒その方針は︑

書課に設けられた教科用図書調査委員会が編集方針を決定すると同時に

﹃搏鞘国語読本﹄︵ハナハト読本︶の編集は大正五年十一月︑大臣官房図

︵三・一︶

︵三︶

本の編集︶とも指摘している︒

命ぜられることもあるが︑協議会は内わであるだけにだいたい和気の

うちに終了する︒そしてこの会議の結果を綜合して修正したものが教
科書最後の大会議︑教科書調査会の議案となるのである︒

小笠原長生

馬場鉄一

このようにして作成された読本は︑さらに教科書調査会に提出され

芳賀矢一

た︒調査会のメンバーは次のような人人であった︒

︿委員﹀尾野筆写

︿会長﹀澤柳政太郎

山内繁雄

春雄吉田熊次黒板勝美前田利定徳富猪一郎東郷安
佐々木吉三郎

伊藤房太郎 ︵大正九年五月七日現在・文部時報第三号︶
こうした審議の結果である﹃劇論国語読本﹄は︑大正七年から使われは

じめ︑第四期サクラ読本までの十五年間使用された︒その長所を井上赴
は次のように述べている︒

の熱意をひつさらったのは︑実にその表現にあったと思います︒児童

﹁国営﹂が﹁尋読﹂を圧倒的に︑子どもの興味と︑指導する先生がた

の生活︑田園趣味を打って一丸とした多くの低中学年の教材が︑芳賀
現に導きました︒もっとも︑八波読本といえども︑たとえば﹁五一ち

出来得ル丈児童ノ日常使用スル言語ノ中ヨリ用語ヲ取りテ︑談話洋綴

ヲ取り︑カクテ国語ノ標準ヲ知ラシメ︑其統一ヲ図ルヲ務ムルト有配︑

第一期の編纂趣意書には︑
︑文章ハロ語ヲ多クシ︑用語ハ主トシテ東京ノ中流社会二行ハルルモノ

読本式の思想読本的な窮屈さを打破して︑趣味ゆたかな︑感動的な表
いさん﹂は労働の神聖を説くものであり︑コ本杉﹂にしても︑その底

リ方ノ応用二目セシ甲唄リ︒

には露骨な教訓があります︒けれども︑これらの道徳や教訓が︑巧み
な表現に包まれて︑しみじみとした味わいの中から︑自然に汲み取ら

で標準としている︒

第二期の編纂趣意書には

と記されており︑﹁東京ノ中流社会二行ハルルモノ﹂を﹁模範語﹂と呼ん

口語ハ略東京語ヲ以テ標準語トセリ︒但シ東京語ノ託音・卑語ト認ムル

れるような趣きがありました︒﹁曾我兄弟﹂や﹁扇のまと﹂﹁くりから

まに生かそうとしたところに︑やはり八波読本の表現主義が一貫して

谷﹂﹁弓流し﹂等は口語的表現ではありますが戦記物語の日調をそのま
います︒

説
解
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イヒ︑イイ天気ヲ採ラズシテヨイ天気ヲ採レルが如シ︒国語読本ハ一方

モノハ固ヨリ之ヲ採ラズ︒例ヘバヒラツタイトイハズシテヒラタイト

する報告を集成したのが﹃国定教科書意見報告彙纂﹄五冊である︒その

部大臣が内訓を発して意見報告を年々提出するように命じた︒これに対

第三輯

第二輯

第一輯

大正四年・五年度に提出されたもの

大正三年度に提出されたもの

大正二年度に提出されたもの

明治四十五年・大正元年度に提出されたもの

明治四十五年六月の内訓によって新しく提出したもの

報告は︑第二期国定教科書についての修正意見であって︑

第四輯

二於テ国語統一ノ実効ヲ挙ゲントスルモノナレバ︑教授者円成ルベク

とを強調している︒

と述べており︑﹁東京語ヲ標準語﹂として﹁国語統一ノ実効ヲ挙ゲン﹂こ

第五輯

読本ノ言語二熟シテ︑誰音及ビ方言ヲ匡正スルノ覚悟ナカルベカラズ︒

用語ハ其ノ選択ノ方針従来ト更二挺ナル所ナシ︒タダ対話二於テ一層

分量

仮名並ビニ漢字ノ提出時期及ビ漢字ノ数二関シテハ︑略従来ノ

従来ノ第一種読本二比シテハ︑低学年用二於テ約三割ヲ増加

シ︑高学年ニハ一割乃至二割ヲ増加ス︒
文字

文字︑教材︑挿画について︑修正方針を決定した︒すなわち︑

教科用図書調査委員会は︑これらの意見を参考にして︑教科書の分量︑

を収録している︒

第三期の編纂趣意書には︑

長幼尊卑ノ別ヲ明ラカニシテ︑日常口語ノ実際二近ヅカシメンコトヲ
重罰ルノ差アルノミ︒︵二八ページ︶

と記されており︑用語についての方針が一貫していることは明らかであ
る︒ただ第三期編纂趣意書の中には標準語という名称が使用されていな
い︒が︑ハタタコ読本の編者の一人︑八波則吉著﹃輸麟国語の講習﹄︵教育

学年用二梢減少シ︑低学年用二増加ス︒

第一種読本二拠ル︒但シ漢字ノ配当ハ︑第一種読本二号シテ高

研究会発行・大正十一年刊・大正十三年修正七版︶には︑

のしよっては︑たとひ漢字は﹁背負って﹂と書いても﹁しょって﹂と

教材ノ選択二就キテハ︑児童ノ日常生活二触レタルモノ︑田園趣

紺のふろしきつつみをしょって来て
教材

味ヲ養成スベキモノ︑理科実業経済及ビ公民ノ心得二関スルモ

読むのが標準語です︒ついでに︑

と書くのですから︑地方に依り︑士人に依っては︑異様に感ぜられる

着物のすそをはしょった︵巻七﹁潮干狩﹂︶も︑漢字では﹁端折つた﹂

ノ第一種読本ヨリモ梢増加ス︒練習文ヲ適宜各巻中二挿入ス︒

ノ︑国勢ノ現状世界ノ事情二通ゼシムベキモノ等ノ材料ヲ従来

従来ノ第一種読本ノ画風ノ外二︑洋画風ノモノ及ビ略筆画ヲモ
描写ス︒

加へ︑且成ルベク児童ノ性情二適合セシメ又地方ノ生活情態ヲ

では︑どのように実地教授者の意見は尊重されたのであろうか︒大正

と決定したのである︒

挿画

方もありましようが︑これが標準語と極った以上は︑致方はありませ
ん︒︵二四二ページ︶

一方︑﹁実地教授者等ノ意見ヲ参酌シテ﹂という部分は︑先にふれた

と述べており︑標準語という名称と概念は︑すでに定着していた︒

文部省は明治三十七年一月︑高等師範学校及び各地方長官に通牒を発

﹃国定教科書意見報告彙纂﹄の意見をさしている︒

五年七月から大正九年の四月まで︑文部省にあって﹃輯蠣国語読本﹄の編

私は国語読本が世に出ると間もなく︑﹁国語読本は実地教授者諸君の

纂に従事していた難波則吉はその著書の中で次のように述べている︒

意見を尊重し︑其の手腕に信頼して之を編纂す﹂と明言し︑具体的に

し︑文部省著作の小学校教科用図書について高等師範学校及び府県師範
者に﹁其ノ分量︑程度︑材料等ノ適否﹂を年年報告させていた︒この報

学校の付属小学校において︑国定教科書を使用した経験によって︑教授
告が教科書改良に田下であると認められ︑明治四十五年六月には更に文

（7）

説
解

○低学年用書に︑童謡と童話が多く採用してあるのも﹁児童本位﹂の証

い材料でも︑思ひ切って割愛しました︒︵同前一六ページ︶

﹁ミノ・カサ・カラカサ﹂の如く︑単語を三つ宛一頁に出すに致しまし

十四頁しかありませんのに︑童謡六首ほど引用し︑童話に二十一頁︑

左なのです︒︵中略︶一例を挙げれば︑巻一の如き全巻の頁数が僅か五

其の理由を開陳しました︒︵中略︶例へば︑﹁ハト・マメ・マス﹂又は

ても︑挿絵を一幅の画図に纒めて︑或は動物愛護魚雷は勤労の精神を

このほか︑八波則吉が意図したのは︑﹁世界を相手に﹂という方針で

即ち三分の一触を割いてゐます︒︵同前一七〜一八ページ︶

示す様にしましたのも︑実地教授者諸君の意見を尊重したのでありま
す︒従来の読本に﹁タコ・コマ・マリ﹂等の個々の品物が羅列してあ

から﹁ミノ﹂とでも直してくれないかとあったのを見て︑意見尊重︑

﹁アメ・カサ・カラカサ﹂とあったら﹁アメ﹂は直観教授に都合が悪い

致しました︒︵同前二一七ページ︶

を申しますれば︑先づ外国の人名地名に単線や複線を引かないことに

国民に逸早く世界の事情に通ぜしめることを心掛けました︒二一二の例

尋常小学国語読本を編纂する際にも︑これを標語の一つに選んで︑少

世界を相手に︑これは現代人の標語でなければなりません︒私どもが

あった︒

りましたところ︑あれでは興が無いから成るべく活動的に︑出来たら
一幅の絵にしてくれよとの意見が方々の師範学校から出てゐましたの

そのま・﹁ミノ﹂と改めたやうな次第です︒︵﹃幡弊国語の講習﹄三九

で︑早速﹁意見尊重﹂を実現したのであります︒︵中略︶従来の読本に

ページ︶

このような世界化の考え方は︑たとえば︑巻十二第二十七課﹁我が国

民性の長所短所﹂などの教材になり︑世界の中で︑日本人の長所短所を

なお︑品薄則吉は︑ハナハト読本の特色を﹁児童本位﹂の読本だと豪
語している︒そして︑﹁汝のいはゆる﹃児童本位﹄とは何か︒蠕く︑児童

これら編纂の主眼は︑みな︑第二期国定読本の編纂趣意書にある﹁大国

客観的に比較している︒

の巻五に記された﹁国民性ノ滴養ト常識ノ養成﹂にあたるものであろう︒

民ノ品格ヲ造成スル﹂ことを継承しているものであり︑第三期編纂趣意書

ジ︶と述べ︑その具体例を挙げている︒

を大人の犠牲にしないこと︑即ち是れです︒﹂︵﹃幡弊国語の講習﹄二ペー

事︑︵中略︶例へば巻六を一冊開いて見ましても︑第一﹁俵の山﹂の作者

﹃醤国語読本﹄各巻の編集

第三期国定読本は︑第二期の﹁小学読本ヲ標準﹂としたので︑根本方

︵三・二︶

○文の主人公︑若しくは副主人公に︑成るべく当該学年の児童を採用する
﹁私﹂は第三学年の児童です︒︵後略︶︵﹃幡弊国語の講習﹄一〇ページ︶

○児童の個性を尊重すること︒︵中略︶私どもは国語読本に一切児童を笑

ほか

には

な

糟齠ﾇ本巻一・巻二・巻三・巻四編纂趣意書 大正六年十二月

針に変更はない︒﹃樽韓国語読本﹄の編纂趣意書は︑数回にわたって刊行

の

か︒﹂

ひの種子に使用しまいと考へました︒﹁ゆびのな﹂の課で︑

こゆび

﹁二郎︑おまへ は その ゆび で 人 を さす

と

された︒

は︑おやゆび

の次に︑﹁といったので︑うちぢゆうのものが︑どっとわらひました﹂

ゆび

とは書かずに︑

の

が ない のです︒﹂

﹁あし

と書いてみるのが其の一例です︒︵同前＝二〜一四ページ︶

○どの課も︑どの課も︑﹁希望と元気﹂に充ち満たしめようと企てまし
た︒で萄も陰気臭く︑しめっぽい話は︑たとひ大人に取っては棄て難

糟齠ﾇ本巻七・巻八編纂趣意書

榑鞘国語読本巻五・半尻編纂趣意書

大正十年三月

大正九年三月

樽韓

大正十二年七月

大正十一年十一月

それは編集担当者の交替したこと

樽韓国語読本巻九・二十編纂趣意書
その構成はそれぞれ同一ではない︒

樽韓国語読本巻十一・巻十二編纂趣意書

縛韓

サクラ

ガ

サイタ﹂に

はじまる読本への橋渡しの役をしている︒そして八重則吉は﹁早れ語や

サイタ

この﹁文﹂重視の編集方針は第三期国定読本の一大特色であり︑第四

句を軽んずるに非ずして︑実に実地教授者の御手腕を信頼致してみるか

期サクラ読本の︑最初から﹁サイタ

以下︑編纂趣意書と読本から︑その要点を紹介しよう︒

ない︒

を反映しているのであるが︑基本方針が一貫していることはいうまでも

分量については︑

らであります﹂︵﹃二黒国語読本要義﹄︶と述べている︒

第

期

＝＝＝＝一一
二 二 二 ＿ 一 一
九〇四三六四

三

偶五十音図は巻一の清音文字の提出が終わったところに掲げ︑濁音表

の片仮名の記し方を提出している︒

いろは四十七字は従来は巻三の終りに提示したが︑第三期では﹁第四

は巻一の濁音文字の終わったところに掲げてある︒

いろは順ハ今ナホ世二行ハルルヲ以テ之ヲ掲ゲタレド彼ノ五十音図ノ

二二﹃かるた取﹄ノ課ヲ設ケテ︑其ノ課ノ終二之ヲ提出﹂した︒そして︑

如ク学理的ニシテ将来語法学習ノ基礎トナルモノニアラザレバ︑タダ
一応学バシムルニ止ムルモ可ナリ︒

る︒

と趣意書に記している︒いろは順から五十音順への注目すべき発言であ

また︑未熟ノ片仮名文字を反復練習させるため︑巻一の四十三ページ

ドビン

コゾウ

フデタテ

ゼン

ゴトク
スズ

カザグルマ
ツヅミ

タンポポ

トンボ

ゲタ

に二十五個の略画を示しその便を図った︒その画は濁音・半濁音を含む

カギ

左の答を期待したものであった︒
メガネ
ダイコン

ザクロ

ペン

ツルベ

コツプ

ブタ

ω平仮名は巻三から提出した︒その提出法は︑

ヒバチ

従来平仮名ノ提出ハ︑其ノ総べテヲ教授シ了ヘテ後︑

ラツパ

ベク早ク文二入リ︑文中ノ品詞ニヨリテ片仮名文字ノ提出ヲナスノ方

ハ教授ノ際︑文ノ形二於テ問答セラルルコト多キニ鑑ミ︑本書ハ成ル

ヲ欄外二掲グルコト漢字ノ場合ノ如クシテ︑成ルベク早ク平仮名交リ

交りョリ入ルノ方法ヲ採りタレドモ本書ニハ第四課ヨリ平仮名ノ新字

ノ文ヲ提出スルコトトセリ而シテ此ノ間別二練習ノ語句ヲ設ケズ︒教

一課全文平仮名

バ事物教授二傾キテ︑言語文章ノ応用練習ヲ閑却スルノ憂ヲ除クニ便
ナルベシ︒

針ヲ採りテ︑第四頁ヨリ文二入レリ︑コレ又仮名提示ノ間︑動モスレ

ニョリテ提出シ︑語ヨリ句二進ミ︑句ヨリ文二移ルコトトシ︑巻一第

従来ノ第一種本二於テハ︑片仮名ノ新字ハ専ラ名詞・形容詞・動詞等

出した︒その提出法は第二期とは大きく異なる︒

そのほか︑巻一にはコ一三ノ長音﹂︑巻二には﹁拗音・長音・拗長音﹂

ω教科用図書調査委員会の方針は﹁従来ノ第一種本二比シテハ︑低学
年用二於テ約三割ヲ増加シ︑高学年用平日一割乃至二割ヲ増加ス︒﹂であ

る︒巻一は五十四ページからなり︑第二期より一ページ減じているが︑

編纂趣意書によると︑文字数は一七四〇字に上り︑第二期の一一九三字

期

に比べて凡そ四割五分の増加となっている︒各巻のページ数を比較して

添
第
二

みると次のようになる︒
期

一一一

ニー〇九九九
一八四六五二

期
，

ニー

ω片仮名は巻一に清音・濁音・半濁音・促音・転呼音として全部を提

文字と符号については︑

巻巻口巻巻巻
寝十十九八七

十九頁早速リテ始メテ完全ナル文ヲ提出セリ︒サレド是等ノ語ト句ト

ンビ・ヂ・ジ

ピ・エフサ

一一

第
三

○〇九九七五
八二六〇八四

第
二

八八八七六五
六二三四六五

巻

一巻巻巻巻巻
六五四三ニー

説
解
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説
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リ︒而シテ其ノ字体ハママ従来ノ読本中ノモノト異ナルモノアリ︒コ

強ヒテ字形ノ類似︑観念ノ類似等二連絡ヲ求メズ︑字画ノ繁簡ト応用

漢字の提出法は︑

と記しているように変更されている︒

レ世間通用ノ字体二鑑ミテ︑新二之ヲ定メタルノミナリトス︒

授者宜シク適当ノ語句文章ヲ用ヒテ︑ヨク練習セシムベキナリ︒

㈲変体仮名は第二期では巻十から巻十二の韻文に二十六字を提示して
いるが︑第三期ではわずかに巻八重十六の﹁看板﹂に﹁宅藩て︵キソ

ノ多少トヲ酌量シテ︑教材二適当セルモノヲ掲グルノ方針二出デタ

バ︶・すぞん︵ウドン︶・嵐る乳︵シルコ︶・些し︵スシ︶・第ん彦虞︵セ

と記されているように︑﹁教材二適当セルモノ﹂を優先させ︑字体も﹁世

間通用ノ字体﹂を参考にして新たに定めており︑第三期の字体には特色

シタルコト﹂と︑﹁世間通用ノ字体ニシテ簡略ナルモノハ︑其ノ正体ト共

が認められる︒編纂趣意書の巻五・巻六では︑﹁振仮名付ノ漢字ヲ多ク出

㈲漢字は﹁実地教授者ノ意見心任ヅキ︑其ノ配当ヲ従来ノ尋常小学第

ンベイ︶が提出されているだけである︒
五六学年用書ヨリ百余字ヲ減ジテ︑之ヲ第一二一二学年用書誌加フル﹂の

二

期

三

期
読

﹁羽←羽﹂

後者は︑世間通用の字体にも通じさせようと意図したからである︒

第三期の漢字の字体は︑第二期と比較すると︑﹁﹂←L﹂
﹁ル←ハ﹂が注目される︒たとえば︑

習

船

曜

T戦教荒止縣里聾成．耳罪夙帆乗税廠︒索㍉

け字形が他の期と異なるものがある︒たとえば︑次のようなものである︒

であって︑いずれも第四期・第五期へと受け継がれていく︒また︑第三期だ

商深

弱

替

四五

第
出

一〇二

八四

羽

羽←羽

一五

一五八

六四

＝二六

一七九

九八五

ル←ハ

L←L運遠近週進送達通道縫遊

六八

一三

一四九

九五

新

二教フル方針ヲ取リテ︑上欄二萬︵万︶翼︵蚕︶縣︵糸︶等ト掲ゲ﹂た︒

方針により︑巻一に十字︵数字一から十まで︶を︑摺出に三十九字を提

第
替
一〇字

巻四
一二二

五四

一八○

八六

読
○字

三九

○字

よって提出漢字数をまとめて第二期と比較すると次のようになる︒

出した︒巻二は第二期と比べると十五字の増加になる︒各巻の趣意書に

期巻

δ字

出

巻一

二四

新

巻二

巻五
一四六

八九

一六三

一二二

一七

巻六
一七四

一一七

一三〇

七一

巻七

一七七

一六八

五一

巻八

一五七

一八○

一二一

巻三

巻九

一五六

一七〇

一五二

巻十

一四一

一二
＝三ハ五

＝二一

巻十一

一四九

九八四

一二四

＝二五〇

﹁分別書キ方案﹂によるものと見られる︒

文部大臣官房図書課で編成し︑同年十二月国語調査委員会の議決を経た

﹃縛鞘国語読本﹄の編纂趣意書には明記されていないが︑明治三十九年に

ω分かち書きは第二期と同様で︑巻四まで行っている︒その基準は

其ノ標準ヲ定メタルモノ﹂とある︒

ノ各種教科書二使用セル漢字二千六百余字二就キテ︑字形ノ整理ヲ行ヒ

二月に文部省普通学務局から発表されたもので︑その凡例に﹁尋常小学校

するものである︒同案は︑この第三期読本の編纂進行中である大正八年十

右の二十数字のうち︑＊印をつけたものは︑﹃漢字整理案﹄の標準体と合致

殿曳義収飢均屯

瘠f

五

巻十二
計

雨、

二
九

解

説
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尚此ノ巻ヨリ書簡ノ文トシテ候文ヲ提出セリ︒シカモ読易ク解シ易キ

圖送り仮名は第二期と同様で︑編纂趣意書の巻九のところで︑

ヲ旨トシ︑送仮名ノ如キモ世間ノ慣用白々ラズ︑他ノロ語文・文語文
ト同様二扱ピタリ︒

文章については︑

である︒到頭を宛字と見たものであろう︒

働口語は巻一から提示し三六まではすべて口語文である︒編纂趣意書

の巻二には﹁初歩ノロ語文ヲ学バシムルヲ目的﹂として種々の長短の文

ルノ方針ヲ採り︑家庭ヲ中心トシテ記シタルモノ少カラズ﹂とあり︑巻

を収めている︒巻三には﹁叙述ハ成ルベク児童ノ観察及ビ用語ヲ尊重ス

向では﹁教授者宜シク適宜二単元ヲ求心テ︵中略︶其ノ内容ノ難易ト新

とあって︑明治四十年六月文部省国語調査委員会の編纂に係る﹁送仮名

形式ノ有無トヲ考慮シテ︑時二或ハ一白ヲ一単元トシ︑時二或ハ数行ヲ

法﹂に準拠するものとしてよかろう︒しかし︑巻十一・十二においては︑﹁候
慣用ノ送仮名二近ヅカシメタリ︒﹂とあり︑世間の慣用を重視している︒

文ノ送仮名ハ巻九及ビ巻十二於ケルモノト梢く趣ヲ塾員シテ︑幾分世間

一単元トナス﹂よう注意している︒巻五・巻六では﹁文章ハ内容二順応

セシメテ︑各課ノ長短格調ヲ雨垂﹂たとあり︑所々に写生文・日記・日

紛句読法も第二期と同じである︒準拠しているのは︑明治三十九年文
部省官房図書課が編成し︑同年十月国語調査委員会の議決を経た﹁句読

⑯口語の用語については巻五・巻六編纂趣意書に﹁用語ハ其ノ選択ノ

用文を掲げ﹁綴り方教授トノ間二連絡アラシメン﹂としている︒

とする方針を受け継いでいるが︑対話に関しては﹁タダ対話二言テ一層

方針従来ト更二異ナル所ナシ﹂とあり︑第二期の﹁東京語ヲ以テ標準語﹂

句読点はそれぞれに一字分をとっていない︒

法案﹂としてよい︒

分かち書きで一語が二行にわたるものは︑前行の終りに11を用い︑改

段落表示も改行一字下げを行っていない︒

編纂趣意書に見える﹁然レドモ我がロ語ハ未ダ確乎タル標準ヲ得ズ︑社

セルノ差アルノミ﹂と相違のあることを記している︒これは︑第二期目

長幼尊卑ノ別ヲ明ラカ一一シテ︑日常口語ノ実際巾着ヅカシメンコトヲ期

︵ただし︑巻四に﹁のきらんぷ﹂の例がある︶︒第二期では地名の右側に

テ︑学校用読本トシテハ純然タル自然的言語ヲ写スコト能ハザル憾言シ

会ノ階級尊卑等二於テ︑登戸児童ノ男女間二於テモ特殊ノ言語アルヲ以

⑩外国の地名・人名及び外国語は第二期同様すべて片仮名書きである

行すべき個所で前行に余地のないものは﹂を用い︑第二期と同様である︒

双線一を施し︑人名には単線1を右側に施したが︑第三期では行ってい

トセズ﹂という記述と比較してみるとき︑東京語が統一され定着してき

ない︒八五則吉は傍線を施さないことによって﹁これで児童に外国の地
名や人名を日本語同様に親しめる事となります﹂︵﹃幡躰国語の講習﹄︶と

また︑直酒則吉は﹃論陣国語の講習﹄の中で︑

たことを示すものとして注目される︒

此の﹁ハコ二八﹂の如く敬体の口語文で綴ってある文章は︑声音に出

なお︑外国の地名・人名及び外国語では︑促音・拗音の書き方に小字を用

記している︒

いている︒たとえば︑﹁ニューヨーク﹂︵黒八・七〇ページ︶︑﹁将軍ステッセ

なって︑

とうとう

やなぎ

ド︑本書二言テハ巻七ヨリ之ヲ提出ス﹂とあるように︑巻七では冒頭の

㈲文語文については巻六の編纂趣意書に﹁従来早天ヨリ提出シタレ

と述べており︑口語は話し言葉の標準語として執筆されている︒

して朗読すれば︑これが其の儘で話し方になります︒︵六九ページ︶

に

たうふう﹂にある

ω字音仮名遣いは︑第二期の方針を受け継ぎ︑歴史的仮名遣いを採用

ル﹂︵巻九・三九ページ︶︑﹁ピンセット﹂︵巻十二・五三ページ︶など︒

の

やう

﹁世界﹂を始めとして九課の文語文を提出した︒その割合は巻七全体の約

とべる

三分の一叢にあたる︒文語文の提出法は︑最初の二課又は三石ずつ連続

高く

に とびつきました︒︵五六ページ︶

だんだん

している︒巻三の十八﹁をの

の﹁とうとう﹂は問題のあるところであるが︑第二期でも﹁とうとう﹂

（11）

説
解

して提出し実地教授者の取扱上の便利を考慮している︒以下巻十二まで
この文語文の量について井上赴は︑﹁小学読本編纂史﹂の中で︑

材

十

4
4
3
4
5
3
4
2
3

ほぼ三分の一が文語文で三分の二が口語文である︒

すら教材の三分の一以上︵中略︶に至った︒旧読本が巻十一に於て口

3
5
5
4
5
2
4
5
4

2
4
2
4
3
4
3
4
3

2
2
2
2
2
3
3
3
4

3
3
4
2
2
3
2
3
3

1

マタ韻文ノ形式ニヨルモアリテ︑何レモ皆児童ヲシテ感奮興起セシメ

リテハ︑必ズシモ実在ノ人ヲ主トセズシテ︑寓話アリ︑仮作諌アリ︑
ンコトヲ期セリ︒

朝二至ルマデヲ配当スルコトトセリ︒

三・第四両学年二載スル方針ヲ取り︑第三学年用書旧訳神代ヨリ吉野

ハ現代二至ルマデノ︑国史上重要ナル人物・事蹟ヲ選ビテ︑之ヲ第

○歴史的教材ハ他日学習スベキ日本歴史ノ準備トシテ︑上ハ神代ヨリ下

器具玩具を加えて偏りのないようにした︒さらに﹁新字ヲ用ピザル練習

○地理的教材ハ歴史的教材ト共二︑他日学習スベキ日本地理ノ予備知識
トナルベキモノヲ採レリ︒

○理科的教材ハ成ルベク児童ノ目撃スルモノ一一シテ︑人生二関係深キ事

○実業的教材思量商工等ニワタリテ︑其ノ＝一偏スルコトナク︑

物・現象二採リ︑時二珍奇ナル物ヲ紹介ストイフヲ方針トセリ︒

び︑以下巻ごとに類別表を掲げている︒各巻の編纂趣意書の分類をもと

これらの教材について︑井上赴は﹁小学読本編纂史﹂の中で︑

巻七からは﹁外国ノ地名人名其ノ他外国二関スル材料﹂を加えた︒

ノヲ採ルヲ方針トセリ︒

○国民科的教材ハ日常生活二密接ノ関係アル制度ニシテ︑理解シ易キモ

の結語︶と記している︒

が﹁其ノ内容・文章ノ上ニハ面目ヲ異ニセルモノ多シ﹂︵巻四編纂趣意書

なお︑教材の中には第二期国語読本から採ったものも毎巻込︑三ある

に教材数を数えると下の表のようである︒

ノ類別二方ルベカラザル国語読本特有ノ教材﹂を仮りに文学的教材と呼

教材は修身・歴史・地理・理科・実業・国民科挙とし︑その他﹁以上

うな実科的教材を減じて文学的教材を多くした︒

巻二は﹁都鄙男女ノ何レニモ偏スルコトナキヲ期シ﹂︑地理・理科のよ

文﹂を所所に加えた︒

じ︑また猿蟹合戦・桃太郎のような昔話︑ほかに動植物・天然現象及び

巻一では犬・猫・馬・牛のような家蓄を選んで児童の喜ぶところに応

編纂趣意書は巻ごとに方針を示している︒

教材については︑

備トナリ︑応用トナルが如キ事例ヲ掲グルコトトセリ︒タダコレニア

○修身的教材ハ第三学年用ノ小学修身書ト連絡ヲ取りテ︑其ノ訓戒ノ予

べている︒

巻五では︑文学的教材を除く本書の教材の内容について次のように述

12

文体にても︵中略︶各巻に著しく口語文が幅を利かせ︑最上級に於て

5

1
1
1
1
2
2
3
3
3

語五・文語二十三︑巻十二に於て口語四・文語二十四といふのに比べ

計

101172330314442

±
主

辮

四

3
2

4

4

9
7
9
9
9
8
8
8
7

ると︑けだし著しい変遷であり相違であるといわねばならない︒︵一八
一ニページ︶

と指摘している︒

㈲候文は書簡文として巻九から提出した︒読み易さを重視して﹁送仮
名ノ如キモ世間ノ慣用ニヨラズ︑他ノロ語文・文語文ト同様二二﹂い︑

巻十一・巻十二において﹁行書ヲ以テ記スルモノ﹂を置き︑送り仮名も

5

五
六
七
八
九

15

巻

㈹教科用図書調査委員会の方針は先に述べた通りであるが︑第三期の

﹁幾分世間慣用ノ送仮名二近ヅ﹂けたと記されている︒

計

二
三

25
26
24
26
26
26
28
25
27
28
27

教

文国実理地歴修
学民業審理史身
的科的的的的的
教的七教教教旨
材教材材材端材
材

説
解
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む

む

〇一包十箱が十銭ぐらゐで買はれる︒︵由来・一〇三ページ︶

む

国語教材は︑押しなべて在来のよりも文学化せられ︑又よし中には不

○毎日何処へか出かけたくてたまらないだらうと思ひました︒︵巻十・

む

敬語の用法で異なるものに︑

などが注目される︒

七七ページ︶

自然な表現があったにしても︑それが在来よりも児童といふものに接
近して来たことは事実である︒︵一八二ページ︶
㈹挿画については︑﹁従来ノ第一種本ノ画風ノ外二︑洋画風ノモノ及ビ

と評している︒

む

む

む

む

○おとうさんへ電報で御返事をいたしたやうに︵巻五・八四ページ︶
ま

○先生が拝殿にかけてある絵馬のお話をして下さいましてから︑たんぼ

鉄道﹂﹁相持のもの﹂﹁赤さん﹂﹁調べかは﹂﹁学問をべんきやうしなさい﹂

今日と異なるものには︑﹁景物﹂﹁活動写真﹂﹁最大急行の列車﹂﹁地下

が目につく︒

の小道へ出て︑︵遺品・四〇ページ︶

ゑ

服はなるべく﹁多数国民ノ階級ヲ標準﹂とし貴族的にならないようにし

略筆画ヲモ加へ﹂た点に特色がある︒また︑第二期では人物・家屋・衣

いて︑方針が変わっている︒

たとあるのに対して︑第三期では﹁地方ノ生活情態ヲ描写ス﹂となって
以上は︑﹁梼鞘国語読本編纂趣意書﹂に述べるところを中心に若干の解
説を加えたものである︒

このほか︑第一期から受けついでいるのは﹁こうば︵工場︶﹂﹁ていし

などがある︒

ゃば︵停車場︶﹂の﹁ば﹂の読み方や﹁こがわ︵小川︶﹂の﹁こ﹂の読み

第三期の用語の特色は︑先にも述べたが︑編纂趣意書に﹁従来ト更二

なお︑用語の特色の一端をここに述べておく︒

方である︒

イギリス

アルゼンチン國ブラジル

イギリス ロシヤ

いぎりす
アメリカ

アルゼンチン

書誌・諸本・底本

大正五年から大正九年四月図書局が復活するまでは大臣官房図書課の

り起草者も交代した︒

一月から開始され大正十二年五月に完成した︒その間に官制の改革があ

﹃榑鞘国語読本﹄︵いわゆるハナハト読本︶十二巻の編集は︑大正五年十

︵三・三︶

て︶︑﹁仕合はせ﹂︵幸せ︶などがある︒

今日と異なる表記には︑﹁中直り﹂︵仲直り︶︑﹁おなかを明けて﹂︵開け

期は片仮名に双線一を加え︑第三期は片仮名に﹁國﹂を加えたものがある︒

のように︑仮名書きされたものは︑第一期は文章の仮名表記に従い︑第二

第三期

胱弟二期

第一期

表記では外国の国名表示に特色があって︑

二ナル所ナシ﹂とある︒やはり第一期で樹立された一人称・二人称の代

む

ブラジル國

名詞︑あるいは﹁おとうさん﹂﹁おかあさん﹂などの親族名称の体系を継
﹁ぼく﹂﹁われわれ﹂など上品な語彙が使用され︑第二期で加わった﹁おれ﹂

承した点がまず挙げられる︒しかし︑一人称の場合︑﹁わたくし﹂﹁わたし﹂

は使われていない︒親族名称でも﹁おとうさん﹂﹁おかあさん﹂が使用され︑

第二期で加えられた山の手言葉の﹁おかあさま﹂︑下町言葉の﹁おっかさ

目﹂﹁キ

ん﹂は除かれている︒標準語を定め﹁国語統一ノ実行ヲ挙ゲン﹂とする第二

しかし一方では︑ゆれのみられるものもあり︑﹁マツクロナ

む

期編纂趣意書の方針が更に徹底してきたものと考えられる︒
む

む

イロイ クチバシ﹂﹁黄色なのは﹂﹁赤いのは﹂という場合の﹁な﹂と
む

む

﹁い﹂︑また﹁タクサンナ種類﹂﹁たくさんの星﹂﹁仕合はせのよい事﹂﹁は
む
るかの下に﹂のように体言に続くときの﹁な﹂と﹁の﹂にゆれが見られる︒
む

用法の異なるものには︑
む

○我が国で出来る品物ばかりでは用が足らない︒︵巻十・八六ページ︶

○馬も誠に従順で︑けたりかみづいたりするやうな事は決してしませ
ん︒︵巻十・一七ページ︶

（13）

説
解

図書官黒鳥則吉と高野辰之が担当していた︒巻一から巻八を起草し︑そ
の草稿本は教科用図書調査委員会の第三部会の修正を経て総会へ提出し

また︑個別的な訂正・修正事項については︑﹃国定教科書及本省著作教

尋常小学国語読本︵奇数巻︶

尋常小学国語読本︵偶数巻︶

︵昭和六年十月ヨリ使用分︶

︵昭和六年四月ヨリ使用分︶

︵昭和五年十月ヨリ使用分︶

①﹃国定教科書及本省著作教科書訂正通牒﹄︵昭和六年七月︶文部省

科書訂正通牒﹄によって知ることができる︒

から巻十二を担当した︒同十年からは井上赴が加わり︑同十一年には高

︵昭和七年四月ヨリ使用分︶

た︒大正九年四月からは図書局の図書監修官武笠三と高木市之助が巻九
木が去り佐野保太郎が加わり完成したのである︒

尋常小学国語読本︵後期︶

なお︑底本を決定するため奥付の年月日と本文の異同を調査したとこ

飛田良文︶にくわしい︒

ろ︑奥付の年月日が同じであっても使用年度に相違のあることが貝美代

システムの開発﹄︵研究代表者

究個研究成果報告書﹃光学文字読み取り装置によるコンコーダンス作成

である︒巻八についての実態は昭和六十三年度科学研究費補助金一般研

しかし︑その修正事項がどのように実現されたかについてはさまざま

一年三月︶文部省

④﹃昭和十一年度使用国定教科書及本省著作教科書訂正通牒﹄︵昭和十

三月︶文部省

③﹃昭和十年度使用国定教科書及本省著作教科書訂正通牒﹄︵昭和十年

三月︶文部省

②﹃昭和九年度使用国定教科書及本省著作教科書訂正通牒﹄︵昭和九年

尋常小学国語読本︵前期︶

教科書調査会の任務は﹁文部大臣ノ監督二宮シ其ノ諮問二応シテ小学
昭和五一

校ノ教科用図書ヲ調査ス﹂るものであった︒当時文部省の図書監修官で
あった高木市之助は︑その回想録﹃縛鞘国語読本﹄︵中公新書

年刊︶の中で︑調査会の有様を次のように伝えている︒

この巻九にわたしが盛り込もうとしたのは︑この教科書で学ぶ五年
生の児童の熱情を鼓吹するような教材で︑それには︑叙事詩がふさわ
しいだろうと考えました︒︵中略︶こんな気持から探したものが例の
﹃平家物語﹄六之巻の祇園女御の条でした︒︵中略︶わたしは苦心惨憺︑

原典の表現を活写するよう推敲に推敲を重ねて一文を草し︑調査会に
提出したのです︒

ところが︑︵中略︶某代議士がいきなり食ってかかってきた︒

白河法皇はそのとき人もあろうに愛妾のもとへお通いになるのではな

﹁こんな教材を国定の読本に入れるのはもってのほかだ︒なぜなら︑後

いか︒おそれ多くも皇室に関してこんな事実をあばくのは教育上不敬

である︒詳細は先述の科学研究費の報告書にゆずりその結果を整理する

は変体仮名及び平仮名︑日本書籍は数字︶が︑使用年度を示していたの

子調査員によって明らかにされた︒奥付に付されている符号︵東京書籍

と十二の表の通りである︒なお︑大阪書籍発行本にも片仮名の符号があ

代議士委員が威丈高になってそう発言すると︑ほかの二︑三の委員

千万である︒こんな教材は根こそぎ撤去すべきだ﹂

こうした意見によって﹃壮語国語読本﹄巻九の草稿本にあった﹁第二十

底本には︑この使用年度を示す符号の発見によって︑学年進行によっ

るが︑調査した冊数が少ないため詳しいことはわからない︒

も︑さも我が意を得たりという顔をして同調する︒︵三〇〜三一二ページ︶

え採択されたのであった︒

四 忠盛ノ沈勇﹂は撤回され︑二九の最後にある﹁選挙ノ日﹂にさしか

て使用された初年度使用本を確信をもって使用することができた︒その

奥付の年月日・符号・所蔵は以下の通りである︒

教科用図書調査委員会及び教科書調査会が審査し決定した第三期国定
読本属輔国語読本﹄は︑文部省原本又はその修正原本として逐次刊行さ

東京書籍ア・国立国語研究所蔵本

大正7年−月31日翻刻発行

巻一

大正6年11月24日翻刻印刷

れた︒詳細は﹁国定読本用語総覧5﹂の付録﹁口出国語読本︵ハナハト読
本︶の修正経過﹂を参照されたい︒

大正6年11月27日翻刻印刷

東京書籍マ・藤沢市文書館蔵本

巻二

大正9年10月9日翻刻印刷大正9年10月25日翻刻発行
大正7年6月20日翻刻発行 巻七
日本書籍11国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館蔵本

大正10年4月16日翻刻印刷大正10年4月30日翻刻発行
巻三
大正7年9月28日翻刻印刷大正7年10月12日翻刻発行 巻八
日本書籍11国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館蔵本
日本書籍9横須賀市教育研究所蔵本
大正10年12月5日翻刻印刷大正H年1月15日翻刻発行
巻四
大正7年10月1日翻刻印刷大正8年3月30日翻刻発行 巻九
東京書籍ヨ横須賀市教育研究所蔵本
大正11年7月−日翻刻印刷大正11年7月23日翻刻発行
大正8年8月25日翻刻印刷大正8年12月5日翻刻発行 巻十
日本書籍9国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館蔵本

巻五

伐

あ

￡ ゐ 琶

呼

は

g用開始

文部省検査日の下

ろ

サクラ

翻刻発行兼印刷者の住所の末尾

る

ほ

と

27

第四期

昭和12

共通

武蔵野書院

昭和五十九年十月

古田東朔﹃小学読本便覧﹄第七巻

昭和三十八年〜
講談社
武蔵野書院

文部省﹃学制百年史﹄昭和四十七年十月

社

形態編﹄﹃同

｣教科書教授法資料﹂第十二巻
東京書籍

中央公論

内容編﹄昭和二年五月

﹃複刻国定教科書︵国民学校期︶解説﹄昭和五十七年二月

ほるぷ出版

編纂趣意書2昭和五十八年二月

高木市之助述・深萱和男録﹃搏鞘国語読本﹄昭和五十一年二月

明治図書

友納友次郎著﹃国語読本の髄系

春日政治著﹃碍韓国語読本の語法研究﹄大正七年七月修文館

帝国地方行政学会

井上赴著・古田東朔編﹃国定教科書編纂二十五年﹂昭和五十九年五月

三十九年

海後宗臣﹃日本教科書大系﹄近代編四〜九国語の〜因

解説の執筆にあたっては以下の文献を参考にした︒

東京書籍ろ横須賀市教育研究所蔵本
巻十二 大正12年7月1日翻刻印刷大正12年7月23日翻刻発行
東京書籍ろ東書文庫蔵本

東京書籍憂国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館蔵本
東京書籍る国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館蔵本
巻六
大正9年3月10日翻刻印刷 大正9年4月25日翻刻発行 巻十一 大正11年12月24日翻刻印刷 大正12年1月20日翻刻発行
日本書籍10横須賀市教育研究所蔵本

ア

20

日本書籍

ち

期

苫．

定価欄の下

ゐ セ

三

19

昭和5

︿国定読本の使用年度と奥付の符合の関係﹀

ユ

第
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期
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年

二
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に
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9
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通
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期

説
解
（14）

例

（15）

凡

凡

例
j内容

︵二︶底本

︵四︶見

︵五・一︶見出し

︵三︶用語採集の範囲

︵五︶見出し語の注記
︵五・三︶品詞 ︵五・四︶人名・地名などの注記
︵七・二︶所在

︵六︶見出し

︵五・六︶表記

︵七︶用例と所在 ︵七・一︶用例文

︵五・七︶活用形

︵五・五︶度数

j 内 容

︵七 ・ 三 ︶ 層 別

語 の 排列

︵ 五・二︶漢字

出し語の立て方

（一

③図版

②本文

①目録

底本のうち︑

底

本

︵三︶ 用語採集の範囲

た︒詳しくは本書所収の解説参照︒

国立国語研究所所蔵本を含め︑各種機関の所蔵本を底本として用い

︵二︶

の全用例のうちアからテの部までを収めたものである︒

︵いわゆるハナハト読本︒全十二冊︒︶の全用語を五十音順に排列し︑そ

本書は︑大正七年度から用いられた第三期国定読本﹃面罵国語讃本﹄

（一

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は
除いた︒

表紙・扉・ページを示す数字・奥付などの部分は︑用語採集の対象と
しない︒

なお︑本文の上部欄外に示された︑仮名・漢字の新出と読み替えの表

示は︑トの部以下の用例を収めた﹃国定読本用語総覧5﹄の巻末に別に

見出し語の立て方

まとめて付録とする︒

︵四︶

用法と実例﹄︵国立

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

とし︑助詞・助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞

国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言

または体言相当のものにしかに接続している場合は切り離さな
い︒

③助詞・助動詞を構成要素に持つ副詞・接続詞等の処理は別に行
う︒

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

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑口語・文語などで活用の

異なるものは別見出しとして扱った︒ただし︑﹁会う﹂のように口

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

例

なお︑単位決定の詳細については︑別に問題語一覧を作成する予定で
用例

いつくしま

品詞

一

度数

〈
略
％
）

、

六722
出ます︒

見出し

に・︵中点︶を入れた︒

︵五・二︶漢字

品

詞

層別

そふ

活用形

︽ーウ・ーッ・ーヒ︾

東の方は此の橋のたもとから︑川にそって電車が

語の識別のため︑必要に応じて︑

︵五・三︶

接続詞︵接︶

代名詞︵代名︶

詞と動詞は︑さらに細分類を行った︒

名詞︵名︶

助動詞︵助動︶

連体詞︵連体︶
形容詞︵形︶

感動詞︵感︶

形状詞︵形状︶

助詞

副詞

動詞

︵副︶

品詞は次の通りとし︑後に記すような略号を用いて示した︒ なお︑助

見出し語にあたる漢字を注記した︒

活用語は終止形を見出しとし︑活用しない部分と活用する部分との間

た︒

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し

︵五・一︶

沿ふ

十一348図嚴島は古より日本三景の一に数へられて殊

ジ同
・く

@
イ丁

複合語などの後部にあらわれる要素については︑次のように切り出し
所在

・に

漢字

f憲

そ・う﹇沿﹈︵四・五︶4

見出し

巻一

ある︒

表記

い

］一藷

て見出しに立て︑﹇▽で︑主となる見出しを参照させて検索できるように
した︒

あいて 且vおあいていたす・そうだんあいて

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

読みに二通りの可能性があったりして︑検索に支障をきたすおそれのあ
．うしろあし ←あとあし︵後足︶

るものは︑＊印をつけた空見出しをもうけ︑参照すべき項目を示した︒

︒かねだか ﹇▽きんだか︵金高︶

さらに複数の読みがそれぞれ見出しになっていて︑相互に参照するこ

度数

島曇

とが望ましいと思われるものは︑表記の下に‡で示した︒
あした‡あす・みょうにち︵明日︶
あす→・あした・みょうにち

じ‡ち︵地︶
ち・←じ

注記

嚴7

︵五︶ 見出し語の注記

漢字

各見出し語ごとに︑ 次のような事項を記した︒

例
見出し

いつくしま ﹇厳島﹈︹地名︺

1．

凡
（16）

例

（17）

凡

接続助詞

終助詞︵終助︶

係助詞︵係助︶

準体助詞︵準助︶

副助詞︵副助︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒

格助詞︵格助︶
︵接助︶ 並立助詞︵並助︶
間投助詞︵呑助︶

サ行変格

上一段︵上一︶

力行変格︵力尽︶

上二段︵上二︶

下一段目下一︶

五段︵五︶

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒

四段︵四︶
ラ行変格︵ラ変︶

人名・地名などの注記

ナ行変格︵ナ変︶

下二段︵下二︶
︵サ変︶

︵五・四︶

見出し語の意味・用法について︑必要に応じて︑﹁人名・地名・課名・

数
︵用例の数︶を記した︒

話し手名﹂などの注記を加えた︒なおその場合には品詞は省略した︒

︵五・五︶度
見出し語ごとに︑その使用度数

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

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

①片仮名
②平仮名
③変体仮名
④漢字︵片仮名の振り仮名つき︶
⑤漢字︵平仮名の振り仮名つき︶
⑥漢字︵振り仮名なし︶

⑦アラビア数字

活用形

⑧ローマ数字
︵五・七︶

活用のある見出し語の用例について︑活用形の異なるものを列挙し

た︒ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別

活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部

ではなく︑語形上の異なりをさす︒

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

見出し語の排列

また︑二つ以上の活用形がある場合は︑五十音順に並べた︒

︵六︶

つやゆよ︶は普

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

通の仮名に︑長音符号﹁1﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換え

たものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒

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

①清音←濁音←半濁音
②小文字←大文字

すなわち︑拗音←直音︑促音←直音

③普通の仮名←長音符号

以上によっても排列の決まらないものは︑次の各項を順に適用して排
列する︒

名詞←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←

①次の品詞順とする︒

例

凡
（18）

a名詞のなかでは次の順とする︒

動詞←形容詞←助動詞

課名←話し手名←人名←地名←それ以外の名詞
格助詞←副助詞←係助詞←接続助詞←並立助詞←準体助詞←終

b助詞のなかでは次の順とする︒
助詞←間投助詞

なお︑五十音図・いろはは︑本文ではそれぞれ一部分を示すにとどめ︑
付録に全体の形を示した︒

︵七・二︶所在

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

六目2

なお︑目録と図版中の語は︑それぞれ
五36図

c動詞のなかでは次の活用順とする︒
四段←五段←上二段←上一段←下二段←下一段←力変←サ変←

のように記し︑目録または図版中の語であることが分かるようにした︒

ナ変←ラ変

②漢字表記の付けられるもの︑付けられないものの順とする︒

a漢字表記の付けられるものについては︑字数の少ないものか

用例文の文体上の性格を次の三類八種に分類した︒

︵七・三︶

別

ら多いものの順とする︒字数が同じ場合は︑一字目の画数順と

い︒

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

た︒

上記の分類の第一字目によって︑図國圃国園のように区分を示し

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

③地の文会話文

①口語文文語文候文
②散文韻文手紙文

層

し︑一字目が同画数の場合は︑﹃康煕字典﹄の順に並べ︑同字は

まとめたうえで︑二字目の画数順とする︒

b漢字表記の付けられないものについては︑

用例と所在

平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

︵七︶

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒

︵七・一︶ 用例文

漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

用例の長さは︑五十字︵本書の三行︶程度を目安として︑一文を採用

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

同一見出し語に含まれる用例は︑底本における出現順に排列した︒
用例中︑見出し語にあたる部分は太字で示した︒

1

あ一あいあらそう

あ
あ ︵感︶4 アあ

三36園﹁ア︑日が出ハジメタ︒
キレイダ︒ニイサン︑ニイサン︒﹂

四362囹スルトホカノ鳥が見
ツケテ︑﹁ア︑ニクイヤツが居
ル︒﹂トイハナイバカリニ︑︿略V︒
いかけて行きます︒ ﹂

五655園 ﹁あ︑町の方へ馬車が二だ
十一413 あ︑西の空がほんのり明る
あ＼

い︒明日は晴かも知れない︒
︵副︶3

四725園

せんさう

ああ︑よいばんだ︒︿略﹀︒

五174園 ﹁をぢさん︑︿略﹀一番こつ
し
ちは金鶏勲章でせう︒﹂﹁あ︑︑今度

み こ
﹁われは天皇の皇子やまと

の戦孚でいたゴいた︒﹂

ります︒

﹁あ㌧︑あの角の石屋

誰もうなつく工場あり︒

九8010墨字
か︒﹂と︑

﹁あ〜︑あの一番高い杉の

トーベン先生ですか︒﹂きやうだい

唯自分だけが此のやうに

は思はず叫んだ︒

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

十二551園

い︒あ︑︑何といふ情ない身の上で

あらう︒

然れどもこは今日のア！

﹃あ︑︑かはいさうだ︒あ アークとう ︵名︶2 アーク燈

あ︑︑よく氣がついたね︒

眞上の所にあるのが北極星でせう︒﹂

九8810園
九8910園

五宗8園
をぐな︒﹂﹁あ〜︑た〜人ではおあり

九923園

あ〜︑面白かつた︒

︿略V︒

路等の照明用としては適當なれども︑

ク燈に類するものにして︑公園・街

十二川7図

九927園

父は腰から鎌をぬきながら︑

がアーク燈の熱の爲に導火して︑多

十二柵6 ︿略﹀︑活動窮眞のフィルム

あ㌧︑あのかはい㌦鳩が︑一

先に立つたにいさんが︑
﹁あ︑︑咲いてみる︑く︒

の職士の勇ましき誕生︒

白波高く海にをどり入る︒あ〜︑海

見るく艦は速力を増して︑
マリーはおばあさんのづきんを取つ

﹁あ㌧︑さうだ︒﹂と言って︑ 十梱9図

て︑丘ハ士の頭にかぶせました︒

とうく大島についた︒

た︒

さんぎょうくみあい・じゃれあい・す

あい ﹇合﹈︵名︶←おきあい・ぐあい・

じあい・つきあい・ばあい・ひとづき

﹇間﹈︵名︶﹇▽たにあい

あい・わりあい

あい

あい ﹇藍﹈︵名︶2 藍

即ち赤・黄・藍・白・黒

の五色を横に並べたるものにて︑

十二638図

︿略﹀︒

もロつ

こ

十二639図 ︿略﹀︑赤は漢人︑黄は満

洲人︑藍は蒙古人︑︿略﹀を代表す

十一873囹

﹁あ︑︑五海里の海上を僕も泳ぎき

﹁かうですか︒﹂﹁あ〜︑さ

うです︒それから︑つんぼのまねを

ふ ︽ーヒ︾

﹁あ︑︑あなたはべ一 十︸52図 當時支那は数國に分れて

ありしが︑︿略﹀︒

年久しく相事ひて互に勝敗

あ︑︑此のむざんな光景あいあらそ・う ﹇相争﹈︵四︶2 相惚

るなり︒

十二432園

曲だ︒

十二376園あ︑︑あれは僕の作った 十偽4図

を御らんなさい︒

十二338囲

ることが出來たのだ︒﹂
﹁シンとあります︒﹂﹁あ︑︑
信吉からだ︒よんでごらん︒﹂

七㎜4園

してね︒﹂

七907圏

くの死傷者を出した話などを附加へ

﹁あ〜︑今朝はなかく寒い︒指の

︿略﹀︒

十4410囹

十589

をどうかして出したいものだ︒﹂

﹁あ︑︑きれいだ︒あの色

先がしびれるやうだ︒﹂といって︑

十397園

てはならぬ︒﹄

のアルカスに親殺の大罪ををかさせ

なさらなかった︒︿略﹀︒﹂

此の村の名を言ふと︑

﹁あ〜︑あの貧乏村か︒﹂と言はれた

五684園

﹁あ〜︑それは紅茸だ︒

ものださうだ︒

六154囹

雷はかんしんして︑﹁あ㌧︑

︿略﹀︒﹂と︑にいさんが言ひました︒

六451園

月日の立つのは早いものだ︒自分は
夕立にしよう︒﹂

さて萬じゅは︑だれか母の事

ゐますが︑十日たっても二十日たつ

十622園あ︑︑おいたはしいお姿︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六588

ても︑母の名をいふ者がありません︒

十棚4園

八942園﹁先生︑私の娘にもあ〜し

ああ

て教へて下さったのでせうか︒どう

あ〜︑母はもう此の世の人ではない

度任務を命ぜられると︑︿略﹀︒

も恐れ入ったことだ ︒ ﹂

のかと︑力をおとして居りました︒

あ㌧

よ

は横町の小さい家だつたが︑今度は

ああ

七895圏

十508園 ﹁あれは銀行だよ︒今まで
あ︑いふりっぱなのを建てたのだ︒﹂

﹇発呼﹈︵感︶2 9

くなって︑あれ一つしか無いのだ︒

廻したのは︒あ㌧いふねぢはもう無

十二568園 誰だ︑仕事皇の上をかき

ああ

三521園﹁ああわかった︒あの光

るところが雨のふるあな
だ︒﹂

﹁あ︑︑あなたが先生でいらっしや

今度は先生に向って︑

いひません︒﹂﹁ああ︑はっかしい

いますか︒娘が大そうお世話様にな

三892園 ﹁いいや︑天人はうそを 八873園
ことを申しました︒﹂

あいうえお一あいそう
2

あいう え お く 略 ﹀

3

アイ

互に退去ひ︑戦齪止むことなかりし
かば︑︿略﹀︒

ウエオ︿略﹀

あいうえおく略﹀︹五十音図︺

一26一 アイウエオ︿略﹀︹第五巻付
録参照︺

ニーー アイウエオ︿略﹀︹第五巻付
録参照︺

録参照︺

哀音

三241 あいうえおく略﹀︹第五巻付
﹇哀音﹈︵名︶1

︿略﹀︑正義の念と愛國の情 あいじちゅう
中

九367図

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

す︒

﹇藍地中﹈︵名︶1

基地

︿略﹀︑藍地中の星章は︑

あいしろあかさんしょく

藍・白・赤三色

ス・ースル︾

九429図韻圏

﹃我に愛する良馬あり︒

校長も着實温厚なる人にし

愛すべく美しき山野は︑

あひつ

蟻は虎の指のまたからくゴつ

﹇合図﹈︵名︶11

びて︑済いよく深きを覧ゆ︒
あいず

六303

こ

神主は︿略﹀︑﹁支度﹂といふ

て︑仲間の者にあひつをしました︒

八76

だい

五人の騎手は神に勝利をいの

あひつの一番太鼓を鳴らした︒

八77

合圖

更に太古以來の歴史と結び文學と結

十二欄8図

︿略﹀︒

て︑生徒を愛すること子の如く︑

十伽1図

今日の記念に献ずべし︒﹄

けん

あい・す﹇愛﹈︵サ変︶3愛す︽一

旗なり︒

に染分けられたるは︑フランスの國

十一一632図藍・白・赤三色を以て縦

︵名︶1

﹇藍白赤三色﹈

常に州の数と一致せしむるを定めと

十二629図

︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ

も︑終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

十二616図

愛國

るが如き愛國の至誠を表すものとも
﹇愛国心﹈︵名︶1

いふべきか︒

あいこくしん
心

萬世一系の皇室を中心とし

愛作君
あいさつ

良助

愛

て團結した國民は︑︿略﹀︑熱烈な愛

十二悩2

六月十五日

﹇愛作君﹈︹人名︺1

國心を養成した︒

あいさくくん

亡君

十二棚3図 人なつかしげに寄り趨る

あいおん

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

七408團
﹇挨拶﹈︵名︶3

信吉は僕の等親に婦って來た
あいさつをしてもていねい

ひません︒

で︑︿略﹀︑しかもよけいなことは言

十槻6園

あいさつをすますと︑︿略V︒

八837

さつもせず︑︿略V︒

七985 ところが長盛がろくくあい

あいさつ

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を
さますも︑︿略﹀︒

あいかわらず ﹇相変﹈︵副︶3相カハ
︿略﹀︑朝カラ晩マデ︑横這ハ

ラズ 相かはらず
七518

ラズ︑トンテンカン︑トンテンカン
ト︑働イテヰマス︒

八糾8園 父は﹁相かはらずせっかち
だね︒﹂といったが︑︿略﹀︒

九34圏 叔父さんも相かはらず丈夫 あいさりもう・す ﹇相去申﹈︵四︶1
︽1︵シ︶︾

相去り申

しかし幸に纒過良好に
て︑熱も凡そ二週間質にて全く卒去

で島々を廻ってみるから︑安心して
愛

十一437國国
﹇愛好﹈︵サ変︶−

下さい︒

あいこう︒する

つて︑第二のあひつを待ちかまへて
り申候︒

﹁指であひつをしたのは昔

たんでせう︑指であひつもしないの

に︒﹂

のことで︑今は口を見せてものを言

八893園

馬はどれも皆張りきって︑

はせます︒﹂

︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち

九櫛3

かまへてみた︒

渡すといふあひつに手を打って︑取

十214團︿略﹀︑掛の人が其の直で士買

︿略﹀造船部長の指揮につ

合圖のかねが鳴るとすぐ動き

引が成立ちます︒

十799

出す︒

れて吹く進水主任の葭笛を合圖に︑

十伽2図

着々と進み行く進水作業︒

其の時魚見やぐらの上で旗

合圖す

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ

十二786

﹇合図﹈︵サ変︶1

たといふ合圖をすると︑︿略﹀︒

あいず・す

︽ーシ︾

︽ーセ︾

﹇相接﹈︵サ変︶1

相接

合圖して銃火をあびせかけたれば︑

十一289図 ︿略﹀︑すかさず鐵砲組に

︿略﹀︒

す

あいせつ・す

本土の西︑近く九州と相
けふ

接せんとする虜︑下民海峡あり︒

十一321図

或夏の半ば︑宣長はかねて

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ あいそう ﹇愛想﹈︵名︶1 愛想﹇▽ぶ

みる︒

︽ースル︾

く略V︑白地に赤十字の徽 八83

註する

十二621図

あいそう

や温和な氣候は︑︿略﹀︑自然美を愛

十二悩4 其の上半が國の美しい風景 あいじ ﹇藍地﹈︵名︶1 藍地

に︑五人の騎手は打連れて︑辞殿の

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

章ある前者の國旗と︑質地に半白十

﹁先生︑どうして口がきけ

好するやさしい性情を育成するのに

八891園

十一711
一旗となし︑︿略﹀︒

そばの大きな立石の前に並んだ︒
愛國

字の徽章ある後者の國旗とを合して
﹇愛国﹈︵名︶2

與って力があった︒
あいこく

3

あいだ一あいだ

アヒダ

→・かん且vこ の あ い だ

﹇間﹈︵名︶8 8

愛想よく迎へて︑︿略﹀︒

あいだ
間

あひだ

ニー84マツノ木ノアヒダガダ
ンダンアカルクナツテキマス︒
三156囹 ︿略﹀︑中ゆびとおやゆび

のあひだにあるのが人さし
ゆび︑︿略﹀︒

のあひだにあるのがくすりゆ

三158園 く略V︑中ゆびとこゆび
びです︒

三205 ︿略﹀︑二人はまつやっつ

じのあひだをあちらこちらへ

五722

︿略﹀︑一年ばかりの間は︑べ

長い間の苦辛が病氣のもとで

つだんくじやうも得なかった︒

五763
あったといふことだ︒

石垣の間でも︑地盛様のかげ

通は廣くて平で︑歩道と車

魚類ニハ

︿略﹀︑岩ノカゲヤ

海藻ノ間ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七佃4図彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其
クワウレイサイ

ノ中日二︑春ハ春季皇花祭︑秋ハ
秋季皇璽祭ヲ行無下ラル︒

始の間はあまり甲乙はなかつ

︿略﹀︑炭を焼く間ねとまりを
︿略﹀︑四五日の間︑中の木を
︿略﹀︑一生の間仕合はせのよ

﹁︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

三日の間に一同は白木綿を一
スナハチ一間蝕モアルツバサ

ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒
シカゴとニューヨークの間
落ちる時の勢が加はると︑長
い間には︑思ひの外の事をする︒

八824

は九百八十哩もありますが︑︿略﹀︒

八712囲

クテ︑︿略﹀︒

八505

上二︑︿略﹀︒

人ノヨリツケナイ絶壁ノ間や老木ノ

八502巣ハ至ツテソマツナモノデ︑

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

ヲハツテ︑敷分ノ間羽バタキーツセ

八492

反つつ持って参りました︒

八432

持参致せ︒﹂

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八429園

い事がつごいたと申します︒

八351

むし焼にする︒

八316

するための小屋を建てる︒

八302

下さい︒

あなた方の村が五箇村の頭になって

八127囹どうか今日から一年の間︑

たが︑︿略V︒

いころすのもかはいさうだと 八88

思って︑爾耳の間をねらって︑頭の

五798

僕がぐみをたべてみる間に︑

上をすれくにいました︒
六148

爾方からおしよせて︑ちんの

にいさんは初茸を五六本取ったやう
でした︒

六234

京都は長い間の都ですから︑

間がわっか三町ばかりになりました︒

︿略﹀︒

六694

ぢゆう

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

たふ

日は雲のあひだからや 六725 ︿略﹀︑青い松の間に︑五重

くぐってとりました︒

四396
さしいかほを出して︑︿略VQ

︿略﹀︑城の四方二三里の間は︑

人や馬でふさがった︒

萎畠やなたね畠の間にさいて

車・電車の便あり︒

私は長い間に子どもを 七88図 横濱と東京との間には汽

んばりとして居まして︑︿略﹀︒

四785私の下で︑長い間しょ 六912
四796
たくさん見ましたので︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

七438

謙信はそれをさとって︑夜の

道の間に並木が植ゑてありますが︑

七359国

だう
でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

七178

みるのは︑ことに目立って美しい︒

四927 ︿略﹀︑長い間つけねらひま 七173

したが︑手を出すすきはあり
ませんでした︒
五272 ツバメハコチラニ居ル間二︑
マス︒

人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ
五566 松島は大小二三百の島が︑海

上三四里の間にちらばってみて︑

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七803

唐馬の間にどうと落ちた︒

五572 あたりの高い所からもながめ 七477 二人は︿略﹀むんずと組み︑

︿略V︒

ますが︑多くは舟に乗って︑島の間
を通って見物します︒

八826

長い間か＼らなくても︑工夫

して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

事をする︒

八858 ﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

君等は僕を苦しめようとし

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八櫃2園

て︑此の数日の間少しも食物を送つ

大辛はこれから後︑一生の間

てよこしませんでした︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

八六4

さん

く略V美しい魚の群が︑珊

かったといふ︒

瑚の林や海藻の間をぬって泳いで行

ご

九85団

く〇

そこで此の父も︑︿略V︑四

十鯨年の間︑寝食を忘れて其の道の

九234園

︿略﹀︑もうくと立ちこめる

書物を讃み︑︿略﹀︒

九312

水煙の間から近く瀧をながめるのも

よく︑︿略﹀︒

實に勤めて︑︿略﹀︒

九5110囹 ︿略﹀︑それから又長い間忠

其の中に汽車は山の間を出て︑

がら︑︿略﹀︑つり床の間をぬって行

九627 ︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな

く︒

九728

ぢ

此の邊から野悲母あたりまで

の へ

大きな川の見える所に出た︒

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ

九7410

てるるのが見えた︒

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

︿略﹀はひ松の間に居るのです︒

九971園

あいだ一あいて

4

九柳8 やがてもうくと上る白煙の
間から︑︿略﹀︒

十46図 此所を出でて奮御苑に入り︑
木立の間の細道をた ど れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十了8 ︿略﹀︑わっか十敷年の間に四
方の黒々を征服して ︑ ︿ 略 V ︒

十2010團 其の間︑買手の競孚する聲
と掛の人の聲と入齪れて︑非常にに
ぎやかです︒

十日間も績いて︑其の間には千頭か

十223困此の町では︑二歳駒の市が
らの士買買があり︑︿略﹀︒

た︒

こんな不便な暦でも長い

三百六十五日と四分の一だが︑︿略﹀︒
くわん

十一941園

間の習慣で︑今でも使ってみるも

此のやう起︑人々相互の間
のがあるやうだ︒

十一195
の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

やがて打績く松並木の間

間

つて世界的の地歩を占めた以上︑

十一一柵2 今日我が國が列強の間に立

︵接助︶4

︿略﹀︒

あいだ

今日小包にて粗末なる物︑

赤さんの御着物にもと御送り致し候

十重4組立

間︑御前様御ひまの折︑裁縫のおけ

尚御生前御好物なりしや

いこに御仕立て下されたく候︒

十柵4㈱國

うかん一挙︑小包便にて御送り申し

上げ上間︑御立前へ御供へ下された

︿略﹀︑生物は絡べて長年月

の間には次第に攣化し︑下等なもの

くず
尚當地産の葛粉少少御

ブラジルの視察も大膿

アヒテ

相手

終り瞬間︑程なく鶴國致すべく候︒

十一冊3心急

受納下され度候︒

見舞の印までに御送り申上野間︑御

十一427魑國

く候︒

といふことを謹選した︒

から高等なものへと進むものである

十ニー310

を過ぎて境内に入り︑︿略﹀︒

十二57図

ぐしく立働ける様を見ては︑︿略V︒

子供が︑各匠人の間にまじりてかひ

︿略﹀︑今まで二方の枝と枝 十一研5塵囲中にも十三四ばかりの

ひ︑︿略﹀︒

十一389

使ひみちによって︑三十年

と組合ってみたのが急に間がすいて
く略V︒

十一404
目から五六十年目ぐらみの間に伐る
君は︿略﹀︑数年の問

のださうだから︑︿略﹀︒

十一4410図上
一度も筆を取り給ひし事なし︒

十375 昔︑太平・大西雨洋の間を往 十一521 其の間︿略﹀︑苦心はなか
く一通りでない︒
來 す る 船 は ︑ ︿ 略 V︒

数十年の間に驚くべき爽達を遂げた

十ニー55図 我が國にてか＼る新聞の
ゐ
現れたるは維新前後にして︑其の後
り︒

﹇相手﹈︵名︶9

﹇▽おあいていたす・そうだんあいて

黒い程こい緑の葉の間から︑あいて

其の一つくが日の色にはえてくつ

タ︒

七748

︿略﹀︑毎朝暗イウチカラ︑弟

八118園

い︒

信作が落ちたのにかまはず

相手の信作があの通りだか

︿略﹀︑相手を助けてやったのはえら

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八116園

が︒﹂といって︑相手になりません︒

妻もまた﹁せっかくです

子ヲ相手二打ツツチノ音が聞エマシ

七499

マセン︒

﹁︿略V︒﹂トイツテ︑アヒテニシ

三765又鳥ノ方へ行キマスト︑
︿略﹀︑車道と人道との間

やがてベルリンに入って
ふれてみて︑︿略﹀︒

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ

十二355圏

かに連なってゐます︒

には︑緑した＼る街路樹が目もはる

十二319國

きりと浮出てみるのが見える︒

十一一207

木質部との問にある乳管組織といふ
︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

汽車は密林の間をあへぎ
此の方法は各國民の間に︑

︿略﹀︑画く又極めて長い間

それより一年ばかりの間︑
き

さうして︿略﹀︑六年の間
彼は此の心境の尊さに敷日
の間囲うつとりとしてみたが︑︿略﹀︒

十二9510

種々の苦行を試みた︒

十二943

風波をしのぎ︑飢寒と戦ひ︑︿略﹀︒

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑ 十二832図

でを一回臨年といって︑それを本と

太陽暦は春分から春分ま
してこしらへたものだ︒其の間は約

十﹇929園

遂に古事記の研究を大成した︒

三十五年の間努力に努力を績けて︑

十一7610

行はれてるたものであるが︑︿略﹀︒

十一669

のであるが︑︿略V︒

廣く又極めて長い寒行はれてるたも

十一668

く通り抜けて︑︿略﹀︒

十一613

なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒

十一606

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

十428 しばらくの間めいくがこん 十一525 元來ゴム液は︑幹の皮部と
な風に働いてみると ︑ ︿ 略 V ︒

十785団 面白いのは︑三日四日喰い

みの間暖さが悪くといふやうに︑

て寒ければ︑其の次には又其のくら

︿略V︒

十佃9 もうくと立ちこめる白煙の
間から見ると︑︿略﹀︒

十備10 まだ芽の出ないはぜの木の間
を通り︑︿略﹀︒

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

十佃9 白梅は今ちやうど眞盛りであ

︿略﹀︑霜よ け の わ ら の 間 か ら ︑

心々と交って美しい︒
十佃6

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ
十︻169 ︿略﹀︑本棚に並んでみる雑

るのも珍しい︒

誌の間へそれぐお入れになりまし

5

あいとなる一あう

ら︑いつれ又改めてやり直しをして
もらはなければなるまい︒

てるたが︑︿略﹀︒

十一555 初は十閤以上も相手をぬい

くつれ残

庭に一本なつめの木︑

相持

分業で仕事をする時︑誰か一

人の手ぎはが悪いと︑全髄の出來ま

八鵬9

て相持のものです︒

八佃3園世の中といふものは︑すべ

﹇相持﹈︵名︶2

いまぞ相見る二輪軍︒

愈愈あともいちじるく︑

︿略V︑唯僅かに十勝川を上九401田隈

ろう
そのかみ金殿玉棲相望み

あいもち

下するアイヌの丸木舟の便をかりる

十﹁6210

相望む

れる民屋に︑

﹇四望﹈︵四︶2

に過ぎなかった︒

淡路島の東端︑本土と相

︽ーミ・ーム︾
あはち

十二欄1図

きたん
望む虜︑紀淡海峡となり︑︿略﹀︒

十一325図

あいのぞ・む

十一556 ︿略﹀︑どうしたのか急に相
手にぬかれて︑一二間も後れてしま
つた︒

十一一鵬3 之を見た村人たちは︑彼を

更にアイルランドの加はるに及び︑

とスコットランドと合するや︑︿略﹀︑

︵名︶﹇▽でんきアノーロン

︿略﹀︒

あいうん

會ふ

﹇会﹈︵五︶7

﹁航海といふものは︑かう

︽ーッ・ーヒ・ーフ︾几Vいであう・であ

あふ

あ・う

七567園

う

いふ面白いものですが︑たまには恐

愛らし

︽一

た︒

僕は今日其のえらい社長さん

うちに置くと︑火事にあっ

あるからね︒

か

も まぶち

あなたがよく會ひたいと

たり︑盗人に取られたりする危瞼が

十515園

くうれしい氣がしました︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

九561

ふのでございますが︑︿略﹀︒

八875園私は三年ぶりに此の子にあ

参りました︒﹂

八857園

ちよつととよにあひたくて

にあって︑やうやう向岸に着きまし

さうしてずるぶんあぶない目

でも悪くなる︒やはり世は相持のも

﹇愛﹈︵形︶1

えんがはにうつくまる三

愛らしき三毛と思へば︑

愛らしい

七645

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻

愛

秘匿扱ひにして相手にもせず︑唯物

︵サ変︶1

武人は昔から之を愛養して︑

︽ーシ︾

﹇愛養﹈

しい目にもあひます︒

らん︒

︽ーイ︾

あいらし・い

はと

﹇合﹈︵五︶2

あふ

合ふ

あう・かさなりあう・かわりあう・く

︽ーッ︾且Vいいあう・うちあう・おち

あ︒う

先程御見えになりました︒

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

︿略﹀︑鳩は見るからに愛らし 十一712園

此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀

アイルラン

みあう・こみあう・ころがりあう︒さ

︹地名︺一

さやきあう・しあう・しげりあう・し

︿略﹀︑先づイングランド たしみあう・じゃれあう・しんじあ

ド﹇▽イングランドアイルランドス
十二623図

コットランドさんごく

アイルランド

でも驚かない者はあるまい︒

使者の役目を務めると聞いては︑誰

十544

いものである︒

十543

﹇愛﹈︵形︶2

三毛もまた︑したはしき人と見る

毛のねこ︑

八274口︒凶圏

シキ︾

あいら・し

かけた︒

いざといふ時には︑それに乗って出

七268

養する

あいよう・する

のである︒

︽ース︾

何分田舎にて飯事不便

相反
く略V︑唯をかしきは日

﹇相反﹈︵サ変︶1

︽ースル︾

﹇相等﹈︵形︶1

に季節の相反する事に候︒

︽ーシク︾

あいひと・し

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

﹇合間﹈︵名︶1

ク︑︿略﹀︒

あいま

書の仕事の合間に讃むのは

﹇相見﹈︵上一︶1

るまで讃む︒

︽ーミル︾

あい・みる

相見る

勿論︑夜は床に就いてから燈が書き

十一997

合間

此ノ頃ハ書夜ノ長サポトンド相等シ

七戸8図

相等シ

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十﹇欄8國団

す

あいはん・す

便宜相計り申すべく候︒

には候へども︑︿略﹀︑及ぶ限りの御

十一426國囲

相計り申す

あいはかりもう・す

︿略﹀︒

かざし紅葉かざして往來しけむ︑

相隣る

相成る

﹁此所は天下の役所なるに︑

アイ ヌ

﹇相計申﹈︵四︶1

笑の種にしてみた︒

十二㎜10 相手は大きな眼でじっと安

﹇相隣﹈︵四︶1

芳の顔を見つめながら︑だまって聴
いてるる︒

あいとな・る
︽iレ︾

る二國ありき︒

一

十悌3図 昔支那に呉・越とて相隣れ
﹇相近日﹈︵四︶2

︽1︵シ︶︾

あいなりもう・す
相成り申
當地に参りて以來︑

度手紙を以て御様子御身ひ申上げた

十二⁝⁝⁝8圏國

しとは存じながら︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 一 日 心 々

︿略﹀︑追々店の様子も

と延引致し︑今日に相成り申候︒
十二梱4圓團

わかり︑お客様の巨匠にもなれて︑
﹇相成﹈︵四︶1

仕事に興味を覧ゆるやう相成り申候︒
あいな・る

八422園

︽ ー ラ ︾ ﹇ ▽ こ こ う ら いあいなる

許しもなくて齪入するとは不届しご
︵名︶一

く︒もはや隣すこと は 相 成 ら ぬ ︒ ﹂
アイヌ

あう一あおた
6

とりあう・にあう・ねじあいおしあ

う︒すれあう︒だしあう・つきあう・
う・はなしあう・ひきあう・ひっぱり
あう・まにあう・みあう・みせあう・
むかいあう・ゆずりあう・よぴあう

青イ

主な通にはアカシヤの並木

白帆が浮んでみるのは︑︿略V︒

十一597
アヲイ

ミガナリマシタ︒サルガ

︽ーイ・ーク︾

﹇青﹈︵形︶10

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

あお・い
青い

一145
ミツケテトリマシタ︒アヲイノ

六883 自分たち程の子どもが出て來
ヲカニ

ぢゆう

で︑色の青い元氣のなささうな若い
青垣

げにや﹁めぐらせる青

﹇青垣山﹈︵名︶1

男が靴を縫ってみる︒

あおがきやま

十二鵬7図翻

山

仰ぎ

垣山に︑こもれる大和うるはし︒﹂
﹇皇居﹈︵上一︶！

と歌ひしにそむかず︒

︽ーヰ︾

あおぎ・いる
みる

九675

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

清められた乗員は︑︿略﹀︒

界の偉人として萬人に仰がれるやう

十一捌4彼が他日大統領となり︑世

になったのは︑︿略V︒

の如く身中から仰がれる身となった

十一一974 今や繹迦は衆星の中の満月

が︑︿略﹀︒

すざく

十二棚10図 ︿略﹀︑北に大内裏の宮殿

り

を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑南

端に羅城門をふまへたる古の奈良の

信吉は感心して︑熱心に空

︽ーク︾

あおそら ﹇青空﹈︵名︶3 青空

だ︒

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

十﹇575

ものすごい程青白くかはつ

あおじろ・い ﹇青白﹈︵形︶1 青白い

川方の願意をとほさせた︒

都に上って勅裁を仰ぎ︑とうく徳

府にはせつけて議をまとめ︑更に京

さうして直に静岡の大総督

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

九895図

仰ぐ

十二湿1

都は︑︿略V︒

あふぎ

げて︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇扇出﹈︵五︶！
︽ーシ︾

すると象は鼻で︑其所にあっ
ふぎ出した︒

﹇仰﹈︵五︶9

大日本︑大日本︑ われら

︽iイ．・ーガ・ーギ︾

五21囲

天皇陛下を神ともあ
おやともしたひてお仕へ申

國民七千萬は

青空高くそびえたち︑

ふじは日本一の山︒

三811圃

瀬戸内海の沿岸には

く黒煙の青空にたなびくを見る︒

︿略﹀︑汽船絶えず通航して︑遠く近

十一346図

の一群が身輕さうに飛んで行く︒

︿略﹀︑

す︒

十432 ︿略﹀︑古同いく青空を︑ひわ

﹁︿略V︒﹂と︑おとうさんは朝

と仰がれるやうになったのは︑︿略﹀︒

つた乃木大星が︑︿略V︑武人の手本

う︒あれは製綜工場で︑︿略﹀︒

八価9此の父母の下に︑此の家に育 あおた ﹇青田﹈︵名︶4 青田
五647圏あの青田の中にあるのだら

やった︒

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし

七927

玉山上の表忠塔をあふぎ︑︿略﹀︒

ぎょく

七399囲十日号かり前に︑私ども中
はく
學の二年生が修學旅行に行って︑白

ふぎ︑

あふぐ

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

六901

出す

あおぎだ・す

ツイコノアヒダウエ厚田

ニナゲツケマシタ︒

て︑象の前足にだきついて見せた︒

タ︒

其の洲の白い砂の上に︑青い

ガ︑モウアンナニ青クナリマシ

三512

子どもの手がやっと合ってみた︒

十一927圏 太陽暦の方がよく季節に
﹇敢﹈︵下二︶与 と り あ え ず

あって都合がよいからだ︒
あう

五581

松が一面に立ってるて︑長い橋のや

あえ・ぐ ﹇喘﹈︵五︶4 あへぐ ︽一
ギ︾

うに見えます︒

時々青イ物ヲ出シマス︒

六135園銅ハ人二使ハレテヰテモ︑

十一613 汽車は密林の間をあへぎ
く通り抜けて︑やがてトンネルに
はいる︒
たふ

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

ても青い水ばかりです︒

て行きますと︑︿略﹀︒どちらを向い

七542囹先ついかりをあげて港を出

あお・ぐ

十一613 汽車は密林の間をあへぎ 六724 ︿略﹀︑青い松の間に︑五重
く通り抜けて︑やがてトンネルに
はいる︒

十二914 ︿略﹀︑牛はつかれ果ててあ
へぎあへぎ働いてみる︒

かうして二三日たちますと︑
らだに全く力がなくなりました︒

︿略﹀︑顔の色も青くなって來て︑か

十二915 ︿略﹀︑牛はつかれ果ててあ 八川1
へぎあへぎ働いてみる︒

あお ﹇青﹈︵名︶2 青←まっさお

すゴなりになってみるのが目につく︒

九84團青・緑・紅・紫︑目のさめ 九撹2 ︿略﹀︑井戸端の柿の木に柿が
るやうに美しい魚の 群 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︒まだ青いが早く甘くなるたち

︿略﹀︑眼下には廣々とした

薄暗いらふそくの火のもと

末は青い大空に接してみる︒

十勝の大平野がはるばると聴いて︑

十一619

だから︑もう直に食べられる︒

十七7 成程︑緑色の絹綜で作ったの
かと思はれるやうな葉もあれば︑赤

青々

や黄や青や紫のまだらの美しいのも
ある︒

﹇青青﹈︵副︶2

九754 青々とした波の上に︑冴々と 十二391

あおあお

7

ちやうど田の草取のさい中です︒

と

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

﹇青森﹈︹地名︺1

わ

青森﹇▽

青森縣上北郡
か

十和田湖は一部分秋田縣鹿

だ

北郡﹈︹地名︺2
つの

十二497

﹇青森県上

午後二時二十分︑汽車は青森

に着いた︒

九765

とうきょうからあおもりまで

あおもり

上に日が氣持よくてってゐます︒

五207

五662 道の両がはは一面に青田で︑ あおば ﹇青葉﹈︵名︶1 青葉

は 大 て い あ れ 地 で ︑︿略﹀︒

五685 此のあたりの青田も︑其の頃

てるて︑汽車は果もなく績いてるる

九694 目がさめると︑もう夜が明け
青田の中を走ってみた︒

︿略﹀︑大きな青大積が︑向ふ

あおだいしょう ﹇青大将﹈︵名︶1 青 あおもりけんかみきたぐん
大將
九355

あおもりゆき
行

﹇青森行﹈︵名︶1

青森

﹇煽﹈︵五︶1

青山

あふる

︽一
あんどん

の光はうす暗く︑たて切ってあるし

﹇赤﹈︵名︶9

ある︒

赤■あいしろあ

だれがかいたか︑

成程︑緑色の絹縣で作ったの

アメリカ合衆國の國旗は

希望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

あかあか ﹇赤赤﹈︵副︶1 赤々

とさして來た︒

い 赤イ 赤い ︽ーイ・ーク︾呂うす

あか・い ﹇赤﹈︵形︶25 アカイ あか

二77園﹁ワタクシハアノアカイ

あかい

大キナハナガスキデス︒﹂

︿略﹀︑目立ナンテンノミ
デス︒アカイ小サナ目デ︑カハ

二405

ソノ大キナカホハ火ノ

イラシウゴザイマス︒

二76一

あかいきものをきてゐ

ヤウニアカク︑ノービキハカミナ
リノヤウデシタ︒

三186園

ます︒

のもんつきはおかあさんので

す︒

四118圃﹁やっとすんだ︒﹂と見
上げる空に︑ あすも天氣か︑

︿略﹀︑二つ三つとりのこし

夕日が赤い︒

てある柿が︑赤い玉のやう

くわいきやう

に光ってゐます︒

ちべっと

をいきられて︑︿略﹀︒

四666 赤い扇はかなめのきは

ます︒

ひらいた赤い扇がつけてあり

四617︿略﹀︑其のさをの先には︑

洲人︑藍は蒙古人︑白は回彊人︑
十二641図

︿略﹀︑其の家の紋章の色

なる白と赤とに︑統一の成功を祈る

十二644図

白地中に王家の紋章を表せり︒

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

イタリヤの國旗は︑緑．

黒は西藏人を代表するなり︒

もうこ

十二639図︿略﹀︑赤は漢人︑黄は満 四244

に並べたるものにて︑︿略﹀︒

即ち赤・黄・藍・白・黒の五色を横

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十二638園國旗の色彩が其の國の人

旗なり︒

を横に染分けたるものはドイツの國

十二635図 ︿略﹀︑黒・赤・金の三色 三716 それから︑あの赤いじゅ
ばんはねえさんので︑ねずみ色

のにして︑︿略﹀︒

横筋は︑濁立當時の十三州を表すも

く略V︒即ち赤・白合はせて十三條の

十二627図

目もさめるばかりであった︒

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十一伽2

取分け美しかったのは電燈

や黄や青や紫のまだらの美しいのも

かと思はれるやうな葉もあれば︑赤

十鵬7

虹の橋︒

ゑぎぬヘ一筆に︑

と︑七つの色をならばせて︑空の

五611圏赤・黄・みどりやむらさき 十412 向ふの山の頂に日の光が赤々

かさんしょく・まっか

あか

午後六時︑叔父さんと一所に︑

﹇青山﹈︹地名︺1

ばかりにして神宮橋に達す︒

︽ーテ︾

﹇煽立﹈︵下一︶1
ふり立てる

あおりた・てる

此の時義貞が方々へ火をかけ

あお・る

たからたまりません︒

させますと︑濱風が之をあふり立て

七224

あ

車を下り︑廣き参道を行くこと十町

十14図 青山の神宮前停留場にて電

あおやま

上野騨から青森行の列車に乗った︒

九678

青森縣上北郡

角郡に属し︑其の齢は青森縣上北郡

アヲノリ

十二51図

の水たまりの所をうねって︑のろの
青

に属してみる︒

﹇青鎖戸﹈︵名︶2

ろと草の中にかくれて行く︒

のくさり戸

あおのくさりど

十二悩4 これからが世に恐しい青の
くさり戸である︒

あをのけ

か＼る手前︑路をさへぎつて立つ岩

十二悩9 此の青のくさり戸にさし
山に︑︿略﹀︒

﹇仰﹈︵名︶1

てるる︒
どう

あおのどうもん

﹇青海苔﹈︵名︶2

ル︾

ブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・アマ

とあふる︒

やうじのやぶれを︑秋風がはたはた
︿略﹀︒

ノリ・アヲノリ・モヅクナドガアリ︑

七856 先ヅタベルモノニハ︑コン 九223 まくらもとに置いてある行燈

七84図 アヲノリ

あおのり

十二目8 第二十一課 青の洞門
どう
十二欄10 第二十一課 青の洞門

青の洞門 青の洞門

﹇青洞門﹈︹課名︺2

九m4 中尉はあをのけになって倒れ

あおのけ

あおだいしょう一あかい

あかいろ一あかりとり

8

五103園 ﹁頭が八つ︑尾が八つある
大蛇で︑目はほほづきのやうに赤く︑
︿略﹀︒﹂

六127園 ﹁ソレデモ熟眠ヂキニサビ
テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六144 松山の入口で︑赤くなってゐ
た ぐ み を 一 枝 折 る と︑︿略﹀︒

六撹1 ねえさんは赤いたすきをかけ
︿略﹀︑しゃくやくが赤い芽を

て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒
六撹7
出してゐました︒

七112 さうしてさをの先に︑赤いし
るしのあるはんてんをしばりつけて︑
︿略﹀︒

八14 黄色なのはならやくぬぎで︑
赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒

五平ちいさんが︑時時へんな右回を

あかし

やぶかうじの實木の根に赤く︑
︿略﹀︒

さん

やりがたけ

あかしさん

空には赤とんぼが幾つともな

く飛んでみる︒

九川9

うQ

あかむらさき

庭の菊も白い花びらに赤みが

﹇赤紫﹈︵名︶1

紅紫

あかむらさき

さして來た︑霜にあたったからだら

六265

其の隣の畠にしやうがが︑根 あかしさん ﹇赤石山﹈︹地名︺1 赤石 あかみ ﹇赤﹈︵名︶1 赤み

して皆を笑はせる︒

九重5
山

﹁信州の槍岳や赤石山で︑
アカシヤ

明かす

︽一

紅紫のもうせんをしきつめたやう

あかむらさき

りである︒︿略﹀︑田の形其のま＼に

主な通にはアカシヤの並木 七172 此の頃はれんげさうの花ざか

︵名︶一

十一596

アカシヤ

どれも一万尺以上ある︒﹂

しんしう

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

六72圏

細長い管の一端を︑とけた

て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美
しい︒

十一偽5
ガラスの中に突っこんで引出すと︑

﹇明﹈︵五︶2

が青々と茂ってをり︑︿略V︒

に見える︒

オチヨサンノウチデハ︑

面輔96 コチラノクライモリノ
中学ミエルノハ︑ドコノウチ

マス︒

オザシキニアカリガツイテヰ

一385

やがてうばをも呼入れて︑三 あかり ﹇明﹈︵名︶5 アカリ あかり

シ︾﹇▽おあかしくださる

妹の顔はさっと赤くなった︒あか・す

先に赤い玉がくっついてみる︒
赤色

した︒

十一一726

が︑︿略﹀︒

れて︑とある小屋に一夜を明かした

王は二三の忠臣にかしつか

人は其の夜をなみだの中に明かしま

喜三右衛門は︑其の日から赤 六628

﹇赤色﹈︵名︶2

十二397
あかいろ

十4510

すみきった空氣の中に煉瓦

色の焼付に熱中した︒

十765団

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮
出して見えるのは實にきれいです︒

八246囹 ﹁それ程首がほしいなら︑ あかご ﹇赤子﹈︵名︶2 赤子

赤い着物を着て︑此所を通る者の首

明日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑

﹁おかあさん︑あかちゃん

﹇暁﹈︵名︶1

あかつき

﹇赤蜻蛉﹈︵名︶1

赤とん

︿略﹀︑燈皇のあかりを知る

今風であかりがきえました︒

九491国園

﹇明取﹈︵名︶1

の上りだ︒

あかりとり

り

あかり取

ご
それがすむとやがて志下

あがり ﹇上﹈︵名︶1 上り﹇▽あめあ

八642園

はだ大切なことなのであります︒

ことは︑船に乗る者に取って︑はな

七594圏

ッタリスレバ︑︿略﹀︒

マスガ︑日や月ガデテヰナカ
それでもまだあかちゃん

ツタリ︑アカリガツイテヰナカ

あかとんぼ

大岩山のとりでより︑︿略﹀︒

日のあかつき︑十三箇所のうちなる

十一2310図時は天正十︸年四月二十 がり

あかつき

い︒﹂

におちぢをのませてちやうだ

三136闘

がなくときには︑︿略﹀︒

三134

すぐそばへよって︑︿略﹀︑子も

七845 ︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑ あかちゃん ﹇赤﹈︵名︶3 あかちゃん
ノァカリデセウ︒
赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒
三125 あかちゃんがなき出すと︑ 一一584 イツモアナタニツイテヰ

さうして教へられた場所へ行

八343

つて見ますと︑望の赤子は居ません
赤さん

今日小包にて粗末なる物︑

﹇赤﹈︵名︶1

でしたが︑︿略﹀︒

あかさん

十佃3早期

赤し
︿略﹀︑河忍目リ

赤シ

赤さんの御着物にもと御送り致し候

揚子江ハ

﹇赤﹈︵形︶2

間︑︿略﹀︒

あか・し

八216図

︽ーク・⁝シ︾

りうたをうたひます︒

を取れ︒﹂

﹁︿略﹀ ︑ 赤 い 着 物 を 着 て ︑

︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

此所を通る者の首を取れ︒﹂といひ

八247國

ました︒

八252

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

︿略﹀︑やぶかうじの赤い實に

八253 ︿略﹀︑赤い着物を着た人が來
ました︒

九324
しゅんらん

並んで︑春蘭のつぼみのふくらん

シトイフ︒

こずゑ明るき林を行けば︑ ぼ

海上百里ノ間︑海水コレガタメニ赤

九596 赤いたすきを掛けた女たちが

十897図圃

だのも見える︒

よい聲で歌をうたふと︑へうきんな

9

あがりはじめる一あかれんが

十二柵7 洞門の長さは實に三百八間︑
高さ二丈︑幅三丈︑川に面した方に

﹇書始﹈︵下一︶1

は庭々にあかり取りの窓さへうがつ
てある︒

あがりはじ・める

トイツテワラヒマシタ︒

上ラウトイフトコロデ︑﹁︿略﹀︒﹂

八533

た︒
二かさね目のせいろうから︑

く︑︿略﹀︒

潮がずんく下がるので︑舟

はすつすと進んで︑たちまち海へ出

七102

た︒ぱっと明るくなった︒

てるる爾がはの木立も︑まだ若葉だ

何時もはうす暗い程茂り合つ

九673

九323

朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

風にひらめきながら︑しっくと上

四623舟はなみにゆられて︑上 ゆげが上るまでに︑少し間があった︒
昨日からうちの翼が上りはじ

つたり下ったりします︒
五468

けに︑下草まで見えるぐらゐ明るい︒

やがてもうくと上る白煙の

九研7

九608東の空が明るくなると︑︿略﹀︒

つて行く様は︑︿略﹀︒

間から︑︿略﹀︒

今桑をたべてみる舞も︑明日

九悩6

五494

九星7圏団先日遊びに上り候節御約

折から燈がぱっと明るくな

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︑明

十二528暗い箱の中にしまひ込まれ

えてしまった︒

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消

十二421

い︒

十一413あ︑西の空がほんのり明る

ではお着きになれますまい︒

とても明るいうちに山本ま

だんく明るくなって來た︒

の朝までには︑たいてい上ってしま

めました︒上る頃には︑登のからだ

︽ ー メ︾

上

十623園

上りはじめる

アガル

束致し候三毛の子猫︑︿略﹀︒

がすき通るやうになります︒

めました︒
﹇ 上 ﹈ ︵ 四 ・五︶27
︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾﹇▽

近き中に頂きに上りたく
候に付き︑︿略﹀︒

土間でこぼれもみを拾ってゐ

たにはとりが︑俵の山へ上ってとき

六43

十347

かうして前後三段に上った船

を作りました︒

九擢9圓団

ふさうです︒

五468 昨日からうちの舞が上りはじ

上る

あが・る
ル

うきあがる・おあがりくださる・おあ
がりなさる・おあがる・おきあがる・
おどりあがる・かけあがる・すりあが

は︑海面より約二十六メートルも高
い水面に浮ぶのである︒

十柳9圓囲近き虚ならば早速上り候
その中︑先に進んでみた者

て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︒

十一858

一膿最も理想的な燈火は

るい庭へ出された︒

こずゑ明るき林を行けば︑

東京停車場はく略V︒赤れん

もあります︒

ぐわの三階造で︑間口が百八十四間

五伽5

ぐわ

あかれんが ﹇赤煉瓦﹈︵名︶1 赤れん

︿略﹀︒

十896乱逆

キ︾

あかる・し ﹇明﹈︵形︶1 明るし ︽一

いものであります︒

ほたるの光のやうに熱をともなはな

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

僕も急に元氣がなくなって︑ 十二帽4園

が二三人列から離れて船に上った︒
十一8510

一所に船に上らうかと思ったが︑
︿略V︒

十二351囲︿略﹀︑又工場といふ工場
には成皿に黒煙が上ってゐました︒

アカルイ
︽ーイ・ーク︾

﹇明﹈︵形︶12
明るい

一メンニアカルクナツテ︑

四283 電とうはらんぷとちがつ
て︑へやのすみずみまであかる

ヒルノヤウデス︒

ニー87

ンダンアカルクナツテキマス︒

ニー84マツノ木ノアヒダガダ

あかるい

あかる・い

それでも義纒は︑太刀で熊手

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六367

げました︒陸へ上った時︑︿略﹀

る・たちあがる・つきあがる・できあ
がる・とびあがる・のびあがる・はい

︿略﹀︑敵の船は高くて上るこ

村の西にくぬぎ林がある︒そ
さらしもめん

れを通りぬけて四五町上ると︑︿略﹀︒

七231

へをどりこんだ︒

ふして︑之をはしごにして︑敵の船

とが馬乗ない︒通有はほばしらをた

六825

あがる・はねあがる・ひあがる・まい
あがる・めしあがる・もちあがる・も
りあがる

二692圖 アレアレアガル︑ ヒカウ
キガ︒

一一696圃 ズンズンアガル︑ クモ
ノ上︒

雨ざらしになっていらっしゃるが︑

そんなところでとどく 七241 晒木綿のづきんをかぶって︑

ものか︒やねへ上ってはたけ︒

三533園

時々は線香の上ってみること

せんかう

何時もお花が上ってみる︒

七241

三573︿略﹀︑毎日字をならひま
した︒ずんずん手が上って︑の

塚の前にく略V石が立ってる

はね起きて見ると︑︿略﹀せ
いろうからは︑盛にゆげが上ってゐ

八511

上ってみる︒

て︑其の前に時時新しい馬のくつが

七255

もある︒

今 年 は田がよく出來た

ちには名高い書手となりまし
た︒

四45

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒
四154︿略﹀︑イマ一足デヲカへ

あかんぼう一あく
10

あかんぼう

﹇赤坊﹈︵名︶1

ばう
赤ん坊

十二佃8 ︿略﹀︑無線電話で子守歌を
ばう
聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ

﹇明﹈︵名︶εめ あ き

と な ど の 耳 新 し い 話に︑︿略﹀︒

あき

秋←はつあき・

﹇秋﹈︵名︶！3

やまのあき

あき

六461 大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬
ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑秋 ノ 彼 岸 ヲ 過 グ レ バ ︑

七佃7図 彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑
七佃9図
夜ヤウヤク長シ︒

ノ中日二︑︿略﹀︑ 秋 ハ 秋 季 皇 璽 祭 ヲ

七佃5図 彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其
行ハセラル︒

八12 秋は山が美しい︒

の夜の月︒

十一一㎜9図

春は︿略﹀︑秋は春日の

たむけ

社神さび︑手向山の紅葉夕日にはゆ
人なつかしげに寄り來る

る様殊に見所あり︒

十二梱3図
り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

秋風

︿略﹀︒

つゆや時雨が色よくそめた

﹇秋風﹈︵名︶4

さますも︑︿略﹀︒

あきかぜ

だ

秋田縣鹿
か

あき箱

ところで︑どういふ事をす

のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

れば罪になるか︑其の制裁としてど

杉は吉野杉・秋田杉を以 十一203

﹇空箱﹈︵名︶1

て第一とし︑檜は︿略﹀︒

十二4810図
あきばこ

﹇秋晴﹈︵名︶2

秋晴

明らかでなく︑︿略＞Q

度が低いために︑土牧戸生活の意義が

九1310図 物置の前なるあき箱より︑
明か．に定めてあるから︑︿略﹀︒
から
しゴみの殻を取出し︑細かに打ちく
十二245 これはひつきやう文明の程
だく︒

あきばれ

しかし其の半面には︑物に

んではみないか︒

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ

十二儒5

きらめ易い ︽ーイ︾

十777団殊に秋晴の美しさはかくべ あきらめやす・い ﹇諦易﹈︵形︶1 あ
つで︑︿略﹀︒

停車場の外に出つれば︑

昔はあきめくらも多かりし

﹇飽易﹈︵形︶1

あき易

ンワン︒

かうして又幾年か過すうち

ホエルト︑ロガアイテ︑

二552園大キナロヲアイテ︑ワ

クハヘテヰタサカナハ︑︿略﹀︒

ニー54

明く ︽ーイ・ーキ︾

あ・く﹇開﹈︵四・五︶5アクあく

た︒

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

十二柵10

く眺められます︒

あきてみた私には︑如何にも心地よ

十一一369国久しく輩調平凡な景色に

キ︾

あきめく あ・きる ﹇飽﹈︵上一︶2 あきる ︽一

目は見ゆれども︑字のよめ

﹇明盲﹈︵名︶2

秋晴の空はあくまですみて︑暖さ春

十二49図
の如し︒

︽ーク︾

明

しかし其の半面には︑物に

﹇明﹈︵形状︶4

んではみないか︒

あきらか

五35 ﹁︿略V︒﹂といって︑此の間か

らあいてみたせきをおさしになりま

︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

りぞいたが︑又おしよせて來るのは

八幡様の御引合はせか︑門の

した︒

戸は細めに明いて居りました︒

六607

九23図解

さて一族どもに奪はれた佐
野三十齢郷は︑理非明らかなるによ

きざみくて︑明方の
つて汝に返しあたへる︒

十719囹

明らかである︒

六837

か

明らか

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ

十二鵬5

い

あきやす・い

となりし人あり︒

に︑まことのめくらにして︑大望者

八623図

ざる人をあきめくらといふ︒

八622図

ら

あきめくら

︿略﹀︑たて切ってあるしやう

うらの小山に秋風吹けば︑

五311團
九222

秋風ぞ吹く︑白河

﹃都をば︑かすみと共

じのやぶれを︑秋風がはたはたとあ
ふる︒

九706図三園
に立ちしかど︑
の關︒﹂

ベルダンの職跡に立ってるます︒
﹇秋田県﹈︹地名︺1

我が國の湖沼中此の湖より

秋田

すら寒い秋風を浴びながら︑︿略﹀

八19 ︿略V︑秋の山は小鳥の聲でに 十一一3310團 私は今落日に還して︑う
ぎやかである︒

九536囹 社長さんが銀行の頭取にな

つてからちゃうど十年目の秋︑︿略﹀︑ あきたけん

十二512

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

縣

る︒

銀行が破産しなければならぬ事にな
或秋の夜の事である︒

つた︒

十2410
ば

わ

﹇秋田県鹿角郡﹈

︿略﹀︑早年の秋はもう眞白

そ

と

︹地名︺2
角郡

角郡に属し︑︿略﹀︒

つの

十二497

秋田県鹿角郡

﹇秋田杉﹈︵名︶1

十一一51図

あきたすぎ

秋田杉

十和田湖は一部分秋田呈出

あきたけんかつのぐん

かつの
秋田縣鹿角郡

十435園

︿略﹀︑唯をかしきは日

な蕎変の花で︑此の地面が埋まって
しまふのだ︒

十一㎜7客好

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様
に季節の相反する事に候︒

の見ゆるかな︑ す＼きがはらの秋

＋ 二 3 6 園 は るぐと風のゆくへ

11

あく一あけはなし

あく

︽ーカ︾

きて︑ほのぐと東の窓はしらみ

鶏鳴けば︑夜のとばり しっかにあ

﹇飽﹈︵四︶1
ふたら

たり︒

あ・く

︿略﹀︑

明く

ひねも す 見 れ ど も

︽ーク

あか

十川3図圏 二荒の山もと 木深き庭︑
ざる宮居︒

﹇明﹈︵下二︶3

主上さきに笠置におはせし

が一せいにあぐる歓呼の聲︒
ぎ

十柵7図
高徳此の故事をひきて︑や

時早くも義兵を學げしが︑︿略﹀︒

十悩1図

少時より學問に働み︑長

がて忠臣の起りて勤王の兵を學げ︑
︿略﹀︒

十一49図
じて後魯の君に仕へ︑大いに治績を
かん
學げしかども︑好臣の爲にさまたげ

あ・く
レ・ーケ︾
られ︑︿略﹀︒

今其の主要なるものを學

握手ε

ひのき
ぐれば︑杉・檜・︿略﹀等なり︒

りょうしょうぐんのあくしゅ

あくしゅ ﹇握手﹈︵名︶2

十二459図

九25図圃 よき日は明けぬ︑さわや
かに︒

盛政は賎男より西北に當れる高地に

十一284図 明くれば二十一日の朝︑
兵を引きまとめたり し が ︑ ︿ 略 V ︒

︽ーケ︾

上ぐ

谷あひの家窓明

明く

︵名︶←おびあげ・ひきあげ・り

ごろ・よあけまえ

きざみくて︑明方の

さていろくと思案したあ

まの

夢にのみ干し山川も︑

あたり近く迫りぬ︒

あけくれにしたひし家も︑

十二搬7図翻

あけくれ ﹇明暮﹈︵名︶1 あけくれ

げく︑遂に心を決して︑︿略﹀︒

十二価8

あげく ﹇挙句﹈︵名︶1 あげく

鶏鳴けば︑︿略﹀︒

九21図圃

あけがた ﹇明方﹈︵名︶1 明方

上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

五464園米をつくのに︑上にもうす

あげおろし ﹇上下﹈︵名︶1 上げ下し

くあげする

鐵眼の深大なる慈悲心と︑ あげ

チミチテヰル︒

十﹁伽5図

あくまで初一念をひるがへさざる熱
心とは︑強く人々を感動せし．めしに
や︑︿略﹀︒

十二410図停車場の外に出つれば︑

ダーウィンは興味を覧える

秋晴の空はあくまですみて︑暖さ春
の如し︒

十ニー32

と︑あくまでそれにこる性質で︑
︿略﹀︒

徳川方も事こ㌧に至っては︑

堅忍不抜あくまでも初一念

あくまでも戦ふ費悟をきめて︑︿略﹀︒

十二悩10

十二柵6

を通すねばり強さが映けてはみない
か︒

﹇明﹈︵連体︶2

明クル

明く

七156

舟は上げ潮に乗って︑をかの

方へ動きはじめた︒

あけそ・める ﹇明初﹈︵下一︶1 明け

＋二958︿略﹀︑夜はほのぐと明け

﹇明﹈︵名︶5よあけがた・よあけ

あけはじ・める ﹇明始﹈︵下一︶1

十一953

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

一方は明けはなしになってみて︑戸

それは三方が丸太の壁で︑

あけはなし ﹇明放﹈︵形状︶1 明けば

ケハジメタ︒

六331

ケハジメル ︽ーメ︾
ヰン

明

そめる ︽ーメ︾

あけ

そめた︒

る

︿略V︒

六633

ます︒

かすが

あけ
﹇朱﹈︵名︶1 朱

舞姫に出ることになったのでござい

さうして其の明くる年の春︑

四38ーフクロフが鳴クト︑其ノ
明クル日ハ天幸ガヨイカラ︑

あくる

ヤウナモノデアル︒

アル蝶ノ羽ニハ美シイ色ドリガアル

九211例ヘバ︿略﹀︑悪味や悪臭ノ あげしお ﹇上潮﹈︵名︶1 上げ潮

﹃さらば﹄と︑握手ねん あくみ ﹇毒味﹈︵名︶1 悪味
悪臭

別れて行くや右左︒

﹇悪臭﹈︵名︶1

﹇悪風﹈︵名︶1

ヤウナモノデアル︒

あくふう

呉鳳は役人になった時から︑

﹇飽迄﹈︵副︶6

いものだと思ひました︒
あくまで

アクマデ

どうかして首取の悪風を止めさせた

八232

悪風

アル蝶ノ発出ハ美シイ色ドリガアル

九211例ヘバ︿略﹀︑悪味や悪臭ノ

あくしゅう

ごろに︑

九435図圃

つから進んで握手を求め︑︿略﹀︒

十一474図夜明けて住持︑書師に向 九377図 ︿略﹀︑エンミッヒ畢生はみ

︿略﹀︑

﹇ 開 ﹈ ︵ 下 二 ︶1

ひて︑︿略﹀︒

あ・く

七348図圃
あぐ

︽ ー グ ル ・ ー グレ・ーゲ︾﹇▽おん

﹇上﹈︵下二︶6

けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒
墨ぐ

あ・ぐ

うかがいもうしあぐ・おんおくりもう
しあぐ・おんくやみもうしあぐ・おん
さっしもうしあぐ・おんしらせもうし
あぐ・おんねがいもうしあぐ・きこえ
あぐ・すくいあぐ・ねがいあぐ・はり
あぐ・まきあぐ︒まちあぐ

九807図圏石安工場と筆太に︑小 あくまで

あけ

の廻廊山の緑にはえて︑︿略﹀︒

ロリロつ

十二997図然れども春日の社頭︑朱 なし

︿略﹀︑トガツテカギノ如クニ あけ

見エル爪︑コゲ茶色ノ羽︑アクマデ

八483

モガンジヨウナツバサ・尾︑何所二

︿略﹀︒

十囲5図 拍手かつさい︑天地をとど

一分ノスキモナク︑強ミが全身一マこ

屋根に上げし看板が
はく

工場といふ工場︑船といふ船の汽笛

ろかす萬歳の叫︑勇猛なる軍樂の調︑

あける一あげる
12

も窓も床もないものであった︒

あ・ける ﹇明﹈︵下皿︶7 明ケル 明

其ノ中二夜が明ケルト︑

︽ i ケ ・ ー ケ ル︾

四356

ける

目が見エナクナルノデ︑︿略V︒
八341 婦人は大いに喜んで︑夜の明
けるのを待って︑すぐに其の山へ上
りました︒

てるて︑汽車は果もなく妬いてみる

九693 目がさめると︑もう夜が明け
青田の中を走ってみた︒

シノマン中二︑キリデ小サナ
アナヲアケマシタ︒
︿略﹀︑フシニ小サナアナ

ヲタクサンアケマシタ︒

三691

上ゲル

上げる

墾げる

揚げ

る ︽ーゲ・ーゲル・ーゲロ︾﹇▽おあげ

げる

なさる・おあげる・かきあげる・きづ

﹁ジョージ︑早く行って

けて御らん︒

きあげる・さしあげる・しあげる・せ

十一佃5園

農場の門をしめろ︒人が何と言って

る・つみあげる・とりあげる・のりあ

りあげる・つきあげる・つくりあげ

も決してあけるな︒﹂

三695囹 コンナニアナヲタクサ 十一佃9 さうしてジョージに早くあ
ンアケテハダメダ︒
けて通すやうにと言った︒

げる・はさみあげる・ひきあげる・ひ

る・まくりあげる・みあげる・もうし

ろいあげる︒ふりあげる・まきあげ

きずを見てやらうと思 十一m⁝2園 僕はおとうさんから︑誰
が來ても此の門をあけてはならない

四691
つて︑私がかごの戸を明けま

ス︒

ワタクシハ

ワタクシガアヤシテアゲ

三417園

﹁オ年ダマ

ニハナニヲ

﹁ねえさんこれをあげ

タイサウノトキアルキ出

それではこの玉手箱を

みよ子はさっとささの

ゲルト︑ヤネノ上マデトドキ

ト︑ウマク心慮テヰテ︑高ク上

三674池ノ水デタメシテミル

小えだを上げて︑﹁︿略﹀︒﹂

三646

上げます︒

三448園

う．へ つれていって上げませう︒

そのおれいにりゅうぐ

スノハ左ノ足デ︑オケイコ
ノトキアゲルノハ右ノ手デ

三364

ます︒﹂

三296転落

アゲマセゥ︒﹂

二331園

ウマトイヒマス︒

ルト︑ ミヨチャン ハ︿略﹀︑ウマ

Q

ヤンノォモリヲシテアゲマス︒

二26一

あげる︒ゆりあげる

と言ひつけられてるるのです︒

先生がまどをすっかり明けて︑ 十一佃4するとジョージは︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁おとうさんは︑誰が來

シャベルでざくくかきま

あ

マイ日ミヨチ

すと︑︿略﹀︒

五158

と言ってどうしてもあけない︒

騎馬の人たちは︑あけない

騎馬の人たちは︑︿略V︑あ

となぐるぞと言っておどしたり︑

鶏の光がまるでいなびかり 十一佃4

出しておやりになりました︒

五195園

のやうで︑わるものどもは目を明け

︿略﹀︒

い︒

十二389

アゲル

友人がそっと立って窓の戸
をあけると︑︿略﹀︒

十二424

けてはいって行った︒

ベートーベンは急に戸をあ

立ちのぼって︑目も口もあけられな

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに

十一槻2

言はれてるるのです︒

をあけてはならないとおとうさんに

十﹇伽9園僕は︑誰が点ても此の門

に言ひつけました︒﹂

ても此の門をあけてはならないと僕

十一憎8園

つてすかしたりした︒

けてくれ﹂ばお禮に金貨をやると言

うちへかへって︑ふろしきを 十一柵5

てるることが出來ず︑︿略﹀︒

五253

ちやうどかまを明けたところ

明けて見ましたら︑︿略﹀︒

五382

毎日きまった時刻に來て︑私

で︑白いけむりが立ってるました︒

五924

濁音半濁音文字の下は一字あ

のおなかを明けて持って行きます︒

七堰図

けること

八38しやうじを明けて見ると︑小
さな犬ころが二匹︑上になり下にな
りしてじゃれてみる︒

かまはく略﹀︑後の方に煙出
彼はふるへる足をふみしめて

の口を明けるのである︒

八311
十489

窯をあけにか㌦つた︒

障子をあけてみるとまだ雨
が降ってみる︒

十一354

﹇上﹈︵下一︶50

一一

＋256夜がほのぐと明けた頃︑
︿ 略 ﹀ ︑ か の 難 破 船を見とめた︒

離れないで︑もどかしさうに夜の明

十485 其の夜喜三右衛門は窯の前を
けるのを待ってるた︒

十488 いよく夜が明けた︒

あ

たやうで︑日光の有讐をしみぐ

十855 坑外に出ると︑急に夜が明け

アケル

︽ーケ・iケル︾尋おあ

﹇開﹈︵下一 ︶ 2 9

感じると共に︑︿略﹀︒

あ・ける

明ける

けなさる

ける

三 3 3 ト ヲ ア ケルト︑ムカフノ
ソラガウスアカクナツテヰマ
ス︒

三464 ︿略﹀︑おとひめのいった

こともわすれて︑玉手箱をあけ
ました︒

白いけむりがばっと出て︑︿略﹀︒

三 4 6 4 あ け ると︑箱の中から

三667私ハソレヲヒロツテ︑フ 十﹇913園 もっとおしまひの方をあ あ・げる

Q6

13

あこがれる一あさ

マス︒

四37一

モズハ︿略﹀︑﹁キイキイ﹂

トカチドキヲアゲマス︒

﹁話して 上 げ よ う か ︒ ﹂

つくづくとかほを見合ひました︒

四947 二人目たいまつを上げて︑
五182園

五216 ︿略V︑鯉が大きな口で︑思ふ
ぞんぶん風をのんで︑家のむねより
も高く尾を上げます︒

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

︿略﹀石が立ってるて︑其の

信吉は感心して︑熱心に空

竿に軍艦旗があげられる︒

九896図

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

七256

げて︑﹁︿略＞Q﹂

の適任者を學げることだけを考へて︑

決して私心をもたないのである︒

土塗の事業は︑︿略﹀︑始めて其の効

十一肪7例へば教育・衛生等の自治

其の時魚見やぐらの上で旗

果を完全に學げることが出來る︒

を揚げて︑︿略﹀︒

十二785

て︑ 海の誇のあるところ︒

十一一807翻 八重の高潮かちどき揚げ

れる ︽ーレ︾

聖日︑︿略﹀たき火をして

﹁命中︑々々︒﹂一同は歓呼の

うやくしく拝んでさて頭を

本當に自治の精神に富んで
みる者は︑公平無私︑地方公職の爲

十一価8

てるた彼は︑目のさめるやうな柿の

﹇朝﹈︵名︶37

アサ

あさ

色の美しさに打たれて︑︿略V︒

︿略﹀アサハヤクカラヒバ

アルアサ︑引証アサンガ

︿略﹀︒

うちがみさまの森で︑あ

︿略﹀︑

今日も朝から

どんなにか鳴いたのでせ

しらずに居ました︒

うが︑うちのものは朝まで

四687

せい出すおや子︒

四107圏

さからたいこのおとがします︒

四12

あさ︑

三287圏ゆふべの雨でくさや
木のみどりいうますなつの

ャッタノデ︑︿略﹀

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

三68

リガサヘヅツテヰマス︒

三22

さ・まちのあさ・よくあさ

nVぐんかんせいかつのあさ・まいあ

あさ

朝

日頃から自然の色にあこがれ

に言ってあげて︑安心なさるやうに

水兵は頭を下げて聞いてみた

十456

︿略﹀︒

り愛つた︒﹂と聲をあげると︑︿略﹀︒

十389

私は思はず︑﹁やあ︑すつか

が︑やがて手をあげて敬写して︑

九佃7

するがよい︒

九佃5園此のわけをよくおかあさん あごが・れる ﹇憧﹈︵下一︶1 あこが

ずよう︒

い働をして︑我が高田上艦の名をあ

九佃4園其の時にはお互に目ざまし

を高くあげた︒

北風は︑︿略V︑得意さうに頭

前に時時新しい馬のくつが上ってゐ

武田方が之を見て︑聲をあげ

九価7

る︒これは馬がけがをしないやうに︑
馬方が上げるのださうだ︒

七419園其の船に乗ってみるなら︑
鐵砲を上げろ︒
かんぱん

すると甲板の上で鐵砲を上げ

すると︑又鐵砲を上げたのが

わかったらもう一度鐵砲を

た者がある︒

七421

げた︒

十念3

聲をあげた︒

十M2

煙をあげて燃出しました︒

みると︑そばの黒い岩に火がつき︑

十849園

﹁これだ︒﹂と大殿をあげた︒

腰ついかりをあげて港を出 十492 喜三右衛門は︑︿略﹀︑不意に
のりと

神主は先づ神前で祝詞を上げ
蕃人どもは聲を上げて泣きま

て︑︿略﹀︒

八75

て行きますと︑︿略﹀︒

七537囹

上杉方はどっとときの聲をあ

て宣口ぶと︑︿略﹀︒

七481

かすかに見えた︒

七426

五472 もう桑の葉をたべないで︑頭 七425囹
まゆ
上げろ︒
を上げて︑繭をかける所をさがしま
す︒

五551 喜んで︑それからは毎日其の
酒をくんで來て︑おとうさんに上げ
ました︒

心ぽいして︑夜中に手をけやはき物

五851囲 大水が出なければよいがと 七484
まですっかり二階へ上げました︒

五887団 おとうさんやおかあさんに
は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

した︒

八259

に居ります︒

︿略﹀︑国方から一 度 に ど っ と と き の

此の爲替はほんのわっかで

︿略﹀︑さて四方より火

上げると︑︿略﹀︒

十一佃9雪囲

を放てば︑天をもこがすばかりのほ

午前八時になると︑艦尾の旗

さまじきものに候︒

のほをあげて燃ゆる光景は︑實にす

頭を上げてみると︑それは石

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

九669

井君であった︒

九359

て上げようと申します︒

八研6國︿略﹀︑母が私に︑お友だち

下さい︒

すが︑何か好きな物を買って上げて

八473團

六238 其の夜のことです︑義仲は
こゑをあげさせました︒

六658 サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ
テ︑上ゲテ見ルト︑果シテ磁石ノサ
キニ釘ガタクサンツイテヰタ︒

義 指 金 の こ と を い ひ出すと︑︿略﹀︑

六683 さて主人に火事の話をして︑
籾や豆の種を分けて上げてもよいと
言った︒

六947 或朝︑夜明頃︑城中からうつ

あさい一あさばん
14

︿略﹀︑おびただしい見物人が︑

ぶりでハワイから蹄って來た︒

︿略﹀信吉が︑昨日の朝三年

朝早くから宮の境内へつめかけた︒

八71

シヤデタツテイキマス︒﹂

四806 昨日おとうさんと朝九時 やった︒
七柵9團 ﹁アシタノアサ皿パンノキ
の汽車で︑軍たいに居るにい
さんの所へ出かけました︒
のし⊥をふいてみると ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五28 四月四日の朝︑當番で僕が机

春子とつくしをつみに行きました︒

五142 朝︑おさらひをすましてから︑ 八833

づ︒

しさ︑︿略﹀︒

十﹇284図

うQ

人様

八461団

十二月十四日前淺吉

明くれば二十一日の朝︑ あさきち ﹇浅吉﹈︹人名︺1 昌吉

盛政は賎嶽より西北に當れる高地に

十二月十⊥ハ日

御主

村尾甲立

朝霧

ほの

しらぐと︑朝霧野山

あさぎり ﹇朝霧﹈︵名︶2

淺吉殿

八475国

吉殿

一箇日朝ロンドンを出町 あさきちどの ﹇浅吉殿﹈︹人名︺1 淺

兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

十二312團

汽車でドイツの國内には

して午後早くパリーに着きました︒

十二347團

いったのは朝まだほの暗い頃でした
が︑︿略﹀︒

をこめて︑

十296図圃

び へ お 立 ち に な っ た時︑︿略﹀︒

五327 ある朝早く︑おとうさんがた 九1110図 朝早く起きて︑井戸端に出

机の引出より養鶏日記を出 あさ・い ﹇浅﹈︵形︶4 淺イ 淺い

あざける

人は此の有様を見て︑たはけ

しょうとつ

こんな時には︑悪くすると

深さをはかるのは︑心計に

月が西の空にうす白く残り︑

﹇朝露﹈︵名︶1 朝つゆ

あさばん ﹇朝晩﹈︵名︶4 朝晩

た︒

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ

九五5

あさつゆ

乗上げないため︑︿略V︒

七578園

す︒

したりするやうなまちがひが出來ま

淺瀬へ乗上げたり︑外の船に衝突

七574囹

あさせ ﹇浅瀬﹈︵名︶2 淺瀬

少しもとんちゃくしない︒

とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑

十472

︽ーリ︾

あざけ・る ﹇嘲﹈ ︵五︶1

に 朝霧流る︒

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ

十301図趙谷間よりはひ出で︑木

月のごと︑日輪
︽ーイ︾

五493 今桑をたべてみる慧も︑明日 九149図
し︑﹁四月二十五日朝︑卵二つ︒﹂と

時ニハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上
ツテ來ル︒

斎い水たまりを歩くと足のう
らがぬるりとしたQ

七123

︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ

三百尺グラヰノ所マデ目下︑海藻ガ

七851

生エテヰル︒

一ガイニイフコトハ出來ナイ
ガ︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ所柄︑

七872

朝風

かに浮ぶ︒

の朝までには︑たいてい上ってしま

或朝の事であった︒

の静かさが忽ち破られ︑︿略﹀︒

九鵬10

溶融9國團村の方々は︑︐朝に夕にい

ろくとやさしく御世話下され︑
︿略﹀︒

十1310園朝のか＼りはおそいし︑晩
せき
のしまひは早い上に︑とかく無責任

﹁春子︑オ前脚着物や帯ノ

︿略﹀生エテヰルノデアル︒
アサ
﹇麻糸﹈︵名︶1 晶群

あさいと

カ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁麻練︒﹂

アサ

地白何ノ縣デオルカ知ツテヰマス

く略V︑今日は朝から︑義雄 六746園

な事ばかりしてゐました︒

十167國

君に案内してもらって見物に行きま
した︒

﹇朝風﹈︵名︶1

ヲカキマシタ︒

とするのは︑ 蝕上北へ進んだ爲だら

九699窓から吹きこむ朝風のひやり

あさかぜ

ガホ

一363オハナガエンピツデアサ

父は毎日︑︿略﹀︑朝早くから あさがお ﹇朝顔﹈︵名︶一 アサガホ

﹁朝のうちに此のけやきだ
けぶつ倒したいと思ってね︒﹂

十408囹

行って︑夕方おそくまで働いてみる︒

十383

ダンく上流ニサカノボツテ︑

六463
今日は天氣がよいので︑朝か

記入す︒

ら愛を打つ音が方々で聞える︒

九566

ふさうです︒

五574 晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑
いつ見てもよい景色です︒

どい雨で︑︿略﹀︒

五845圏︿略﹀︑四日の日は朝からひ 九624 ﹁総員起し︒﹂此の號令で︑朝
六272 こんな寒い日にも︑朝早くか
ら︑高い木の上をとびまはって謡い
てるる︒

月と日が居りません ︒

六445 朝︑雷が目をさまして見ると︑

六777 湖の上は朝からひじやうな人
出である︒

六946 或朝︑夜明頃︑城中からうつ
て出て︑どっとときの聲をあげた︒

其ノ後ヲツイデ︑朝カラ晩マデ︑

七518 ︿略﹀若イムスコガ︑今デハ
︿略﹀︑働イテヰマス︒

り早く起きて︑︿略﹀︒

七768 或大雪の朝︑信長はいつもよ

れい

朝は撮氏零度以下十何度といふきび

せつ

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんは朝 十7710団此の頃は大分寒くなって︑

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし

七927
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あさひ一あし

高い山はもう雪だら う ︒ ﹂

六46囹 ﹁朝晩めっきり寒くなった︒

ぶつのかはりにとなへさせます︒

七722園 妻や子どもに︑朝晩おねん

朝日

十一342図海の静かなることは鏡の

日夕日
方はもう見えぬ︒

かたあし・ちからあし・てあし・てあ

あし・みぎあし︒りょうあし

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

ヒヨコハホソイアシデ︑

チヨコチヨコアルキマス︒

三162園 それではあしのゆび
のなをしってゐますか︒
三171園 あしのゆびは︑おやゆ

びとこゆびのほかにはなが

すみきった空氣の中に煉瓦

ナ矢色ヲモツテヰル︒

ないのです︒

三356 足ニモ右左ガアリ︑目

三292圃足すべらせてこけかかる
おととをかばふあねのうで︒

ないでせう︒﹂

三196園﹁それではてもあしも

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮
︿略﹀︑夏は山海皆緑にし
アザラシ

コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア
リ︑︿略﹀︒

アサリ

あさ

アザラシ

小さい熊手で砂をかくと︑お

くまで

﹇浅姻﹈︵名︶3

七83図
あさり

七121

あさり

もしろいやうにあさりが出た︒

七14図

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居
﹇漁﹈︵四︶1

あさる

︽一

リ︑カキヤアハビハ岩ニツイテヰル︒

七814

ル︾

あさ・る

︿略﹀︑めんどりはせはしげ

あし

足

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ

九154図

アシ

さるにいそがしく︑︿略﹀︒

﹇足﹈︵名︶33

脚nVあとあし・おあし・かけあし・

あし

あし

それがかはいさうに︑あ

或日山の中で︑こけに足をす

べらせて︑うつむけにたふれました︒

五538

ことはありません︒

はどうしたらうかと思はない

四698 ︿略﹀︑今でも山がらのこ
ゑをきくと︑︿略﹀︑足のきず

くひきられました︒

るばんねずみに足のゆびを

四685

た︒

足のふみばもないくらみでし

ニモ耳ニモ右左ガアリマス︒
三363 タイサウノトキアルキ出
スノハ左ノ足デ︑︿略V︒
四225 をぢさんのうちでは︑に
は一ぽいもみがほしてあって︑

陸ノ獣二素雪モノニハ︑ラツ

﹇海豹﹈︵名︶2

て目贅むるばかり鮮かなり︒

十一339図

出して見えるのは實にきれいです︒

十765團

し・ひとあし・ふたあしみあし・まえ

か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗

しらいちどう・ひきあし・ひだりあ

つて通り過ぎた後の︑あざやかな緑

殊に毎日のやうに降るには

如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ

九75圏

行く白帆の影ものどかなり︒

話調

又或動物ハ保護色トハ反封二︑

の世界は︑︿略﹀︒

﹇浅緑﹈︵名︶1

ひろきをおのが心ともがな︒

それが︑朝飯がすむと間もな

朝飯の弾こんな話が出ました︒

鮮か

九205

三87

山

九988園

空の

十一一15解髪淺諾すみわたりたる大

あさみどり

東南の空はるかにそびえ︑︿略﹀︒

淺間山は煙をなびかせて︑

八336 昔朝鮮に一人の婦人があって︑あさまやま ﹇浅間山﹈︹地名︺1 世間
子どもをおさづけ下さるやうに︑朝
なきと

晩神様にいのってゐました︒

といっては泣き︑暑いといっては泣

八佃9 幼名を無人といったが︑寒い

﹇朝日﹈︵名︶7

き︑朝晩よく泣いた の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

あさひ

十一278図

︽ーク︾

六343 朝日ガパツト西ガハノ家ノガ あざむ・く ﹇欺﹈ ︵四︶1 あざむく
ラス戸ニカガヤイタ︒

八969図 天守閣ニハ棟ノ町端二身ノ

七931

朝飯を終へて︑妹と共に學

く︑稻の葉がさわくし出した︒
九152図
校に行く︒

鮮力

あざやか﹇鮮﹈︵形状︶5あざやか

小山の

あのあざやかな色どりも

しだいくにうすくなり︑

五624翻

七837

夜に入れば︑見渡す限り あざらし

のかゴり火脚をあざむく中を︑一萬

淺

シヤチホコアリ︒其ノ高サ八尺五寸︑

﹇浅虫近﹈︵名︶1

五千の軍勢まっしくらに進軍して︑

轟近く

取るやうに見えた︒

岸を走るので︑陸奥湾の風光が手に

九759

淺贔近くになると︑汽車が海 り

あさむしちかく

︿略﹀︒

朝 日 ・ 夕 日 ニ カ 寸 ヤキテ︑︿略﹀︒

かに︒朝日は出でぬ︑花やかに︒

九26図圏 よき日は明けぬ︑さわや
九672 朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

風にひらめきながら︑しっくと上
つて行く様は︑實におごそかなもの
である︒

もたまほしきは・いなり

六16

十489 朝日のさわやかな光が︑木立 あさめし ﹇朝飯﹈︵名︶3 朝飯
をもれて窯場にさし込んだ︒

十892図圏 冬の朝日のさす軒下に︑
俵あむ手のいそがしげなる 父と
母とに暇を告げて︑ 勇みて八つる
我が家の門︒

さわやかに

十二24図圃 さし昇る朝日の如く︑
けり︒

あさひゆうひ﹇朝日夕日﹈︵名︶1朝

あし一あしなみ
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五942

︿略﹀︑かっけで足をはらして

みる書生さんが︑お友だちへ出した
葉書には︑︿略﹀︒

︿略﹀︑それから太い足︑細い

尾︑一切糟で見た通りであった︒

六865

六885園 象つかひが﹁此の太い足で︑
どさりくと歩きます︒﹂といふと︑

七124 淺い水たまりを歩くと足のう
らがぬるりとした︒

︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

ソロヘテ泳グ重圧︑マコトニ面白イ︒

七81！

八867 信吉は︿略﹀︑頭の先から足
の爪先までながめたが︑しばらくし
て︑︿略﹀

八995誰時︑口・耳・目・手・足等
が申し合はせて︑胃に向っていひま
さうしてそ れ か ら 後 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

すには︑︿略﹀

八柵6

足は食堂へ行くことを止めました︒

州佐野の里に︑つかれし足の歩重く
たどり着きたる旅僧あり︒

にいさんも足を止めて︑
水際に寄りて馬の足を冷

﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

十鵬2
十一243図
さんとする折しも︑︿略﹀︒

ふ

イモ

八602図彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里
半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

味はまことにあっさりした

其ノ味クリ白塗シトイフ意ナリ︒

九69国

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

ものです︒

九207

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ
アヂ

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

﹇鰺﹈︵名︶2

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ

明日

の朝までには︑たいてい上ってしま

﹁さうか︒それでは明日の

ふさうです︒

アシタノアサーバンノキシ

一番で立たう︒﹂

七佃6圏

七佃9困

﹁アシターバンノキシヤデ

ヤデタツテイキマス︒

イキマス︒﹂

七川4國

呉鳳は﹁それ程首がほしい

なら︑明日の書証︑赤い帽子をかぶ

八246園

﹁明日にでもなって︑雪が

﹁これでは明日の山廻り

あ︑西の空がほんのり明る

い︒明日は晴かも知れない︒

十一413

おいた植林地の書付を開いて見る︒

十一362 ︿略﹀︑明日の用意に出して

︿略﹀︒

りか＼つて向ふの方をながめると︑

はだめだ︒﹂と思ひながら︑机によ

十一354園

はれてからではいけませんか︒﹂

八779園

ました︒

づけてやるといふ神様のお告があり

何山の何所へ行けば︑望のものをさ

すると或夜ゆめの中に︑明日

つて︑赤い着物を着て︑此所を通る

足尾山中
これは今から百三十年ばかり

あした
あした 朝

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

しもつけ

九2710

起つた事で︑︿略﹀︒

あした

﹇朝﹈︵名︶2

﹁朝に道を聞くことを

アシタ

風なほ冷たき春のゆふべ

雪降りみだる＼冬のあ

得ば︑夕に死すとも可なり︒﹂

ゆふべ

十一了3図圏

したに︑

十︻川4図魍

﹇明日﹈︵名︶12

に︑︿略﹀︒

あした

＄あす・みょうにち

八337

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二近イ所
アヂ

者の首を取れ︒﹂といひました︒

七79図

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七797

あじ

く略V︑今度はひぢを張り︑

足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

十一473図

たる様をなせり︒

砂の上を歩いて行くと︑足
手や足の玉垣を曲げたり延

の裏が焼けるやうだ︒

十一838
十一839

︽ーシキ・

あした

︿略﹀︑石は繹迦の足を傷つ

あし
ねぢは仕事皇の脚の陰にこ

彼は突然かういって足を止 あしおさんちゅう ﹇足尾山中﹈︵名︶1

ばしたりして︑出獲の號令を待つ︒

めた︒

十二378
十二562
ろがった︒

十二9710

あし

けただけで︑目的を果すことは出戸
﹇悪﹈︵形︶2

なかった︒

あ・し

九328 ﹁もう一息だ︒﹂さう思ひなが
ら足を早める︒

ど氣品高き婦人立出でて︑﹁折あし

︿略﹀︑身なりはそまつなれ

く主人が留守でございますので︒﹂

十5910囹

︿ 略 ﹀ ︑ 手 も う す 緑 ︑ 足 も う す ーシク︾

十386 ︿略﹀︑まだあらごなしの開墾

とことわりぬ︒

緑︑帯も着物も能うす緑︒

九3210

地は︑まるで足のふみ場も無い有様

なめてみると︑酒のあちがい
たします︒

五544

あじ﹇味﹈︵名︶4あぢ味

よしもがな︒

てて︑とつ國に

ナアレ︒﹂

明﹇ロバオセツクデスカ

テンキニ

五493

今桑をたべてみる量も︑明日

ビニオ出デナサイ︒

ラ︑三校ガピケタラ︑スグアソ

四874圏

タ

足だのはなをふっつりと︒

分れて

望に向ふ足なみは

三萬近き學校に

學ぶわれくの

七66図圏

あしなみ ﹇足並﹈︵名︶1 足なみ

また

三295圏

十二26図圏よきを取りあしきを捨 ニー73圏 ﹁ユフヤケコヤケ︑ アシ あしだ ﹇足駄﹈︵名︶1 足だ
かばふはずみにあねは
おとらぬ國となす

である︒

十488 彼はふるへる足をふみしめて
窯をあけにか㌧つた︒

十575 鳩に手紙を運ばせるには︑足
にアルミニウムかセルロイドの細い
くだを附け︑︿略﹀︒

十596図 雪の日の夕暮に近き頃︑上
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あしはらのなかつくに一あせ

皆一せいにそろふなり︒
﹇葦原中国﹈︹地

名︺2 葦原の中つ國 葦原の中つ國

あし

あしはらのなかつくに

皇孫之をしろしめす べ し ︒ ﹄

あし
十一一63図嚢 ﹃此の葦原の中つ國は

十二73図園 こ＼において大國主命︑

足もと

﹁此の葦原の中つ國を皇孫にたてま
つぎ
つりて︑とこしへに天つ日嗣を護り
まつらん﹂︿略V︒

あしもと

﹇足元﹈︵名︶4
ゑ

九129図 妹は餌箱を持ちて︑とやの
前に來る︒親どりどもすぐに見つけ
て︑其の足もとにむらがる︒

ので︑綱を巻いてはのばし︑のばし

五916

七713園

八357

作物の種や商品の見本も入れ

幾年かの後︑里子を返しても

來たのでございます︒

金をあづかって︑此の財布に入れて

︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

てよいことになってゐますが︑私は

あす

せん︒

ては巻いて︑氣長くあしらってみる

味はひ

まだそれをあつかったことはありま

﹇味﹈︵名︶1

うちに︑さすがの鯨も次第に弱って︑
︿略﹀︒

あじわい

アス

‡

日本人ほどあっさりした色

﹇明日﹈︵名︶4

や味はひを好むものはあるまい︒

十一一闇2
あす

らはうとすると︑先方はあつかった

あすも天氣か︑

おぼえがないといって返しません︒

預る

アスーバ

あっかる

ンデタツ

﹇与﹈︵五︶3

預ってそれをどうするのですか︒

鮭

預けたお金は何時でも返し

一世︑なぜお金を預けるの

銀行はお金を預ける虜です

けて來るとおっしゃいましたね︒

十511園

か︒

ですか︒

十513囹

十5110囹

銀行の預金には定期預金と

てもらへますか︒

いふのと當座預金といふのがあるQ

十523囹

︿略﹀︑定期の方は︑預けた日から半

年とか一年とかきまった期限が來な

いと引出すことが出來ない︒

十﹇伽1

アスファルトや石を敷いた

道端の切りかぶに腰かけて︑

男も女もひたひの汗を︑ほこ

﹁うん︑これが四十日間の

窯の周章には︑八九人の職

汗のたまものさ︒﹂

十3810園

かに打績ける︒

りだらけの腕でふきながら︑にぎや

九602

ひたひの汗をふいてみると︑︿略﹀︒

九344

テヰマシタ︒

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ

七513夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ

あせ ﹇汗﹈︵名︶6 アセ 汗

道が縦横に通じ︑︿略﹀︒

十一95

アスファルト ︵名︶一 アスファルト

しゃいました︒

別にしてのせてあります︒﹂とおつ

棚を指さして︑﹁あすごに全部學年

十﹁162園︿略﹀︑のぶ子さんは上の

銀行は有二ってるる人から あすご ﹇彼処﹈︵代名︶1 あすこ
お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十535園

第十三

程ノ大キサデ︑ウスアカイ玉ノヤウ

六468

附けるのだ︒
アヅキ
あずき ﹇小豆﹈︵名︶2 小豆 小豆
アヅキ
︿略﹀︒卵ハ小豆

く略V︑レマン義軍は静かに︑

おしまひの一日には︑小豆や

ニ見エル︒

八551

あづけ

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近
所へも配った︒

﹇預置﹈︵四︶1
︽ーキ︾

あずけお・く
置く

ひらりと下り

米屋の小ぞうお得意へ
米を運びし量り途︑

八568葦囲

角の下駄屋にあづけ置
預ける

すぐに老婆をみちびきぬ︒

て自轄車を
き︑

﹇預﹈︵下一︶5

銀行といへば︑おとうさん
は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

十5010園

︽ーケ・ーケル︾

あず・ける

私のやくめは︑︿略V郵便物

︽ーッ︾

を大切にあづかってみて︑これをあ

五906

一半︑銀行は人からお金を

四117圃﹁やっとすんだ︒﹂と見

九382園

﹁おほめにあづかって恐れ入る︒
︿略﹀︒﹂と答へたり︒

それを見てひどく氣をもん
ひ
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑︿略﹀︑國

十二921

や温和な氣候は︑︿略V︑自然美を愛

︽ーッ︾

つめに要る人に渡すのであります︒

十5210囹

あした・みょうにち

上げる空に︑

﹁アスーバンデタチマス︒﹂

夕日が赤い︒
七鯉1囲

あずか・る

七麗図国

九326 しっとりとしめりを帯びた一 七擢8國 ﹁アスーバンデタツ︒﹂

すちの道が︑足もとからうねくと
つゴいて︑︿略V︒

︿略﹀︒

を越えたる足もとに︑ 大いなる石

九828図圃 ちいさん今年六十の 坂 與る ︽ーッ・ーラ︾
横たへて︑

十8110 安全燈をたよりに歩いて行く
と︑不意に足もとからねずみが一匹
飛出しました︒

政にも與らせようとした︒

位するやさしい性情を育成するのに

七17図 ︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ

アジヤしゅう ︹地名︺3 アジヤ洲
洲・ヨーロッパ洲・アフリカ洲︒南

其の上我が國の美しい風景

アメリカ洲・北アメリカ洲・及び大

與って力があった︒

十一一悩5

洋書とす︒

あしらふ

七19図我が大日本帝國はアジヤ洲 あずか・る ﹇預﹈ ︵五︶6 あっかる
の東部にあり︒

︵五︶1

七3図 アジヤ洲
あしら・う

十価4 しかしまだなかなか勢が強い

あせだらけ一あたい
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工が汗を流して働いてみる︒

十一361囹

﹁あそこの植付をした時

はまだ寒かった︒﹂

の底︑

そぶ

遊ブ

遊びなれたる庭廣し︒

遊ぶ

︽ービ・ーブ・ーベ・

あそ︒ぶ﹇遊﹈︵四・五︶17アンブあ
ーン︾且﹀あやしみもてあそぶ・もてあ

十二914 ぼろを着た農夫は玉のやう
そこここ

あそこごこ

あ

な汗をかいて田をすき起し︑︿略V︒
そぶ

﹇彼処此処﹈︵代名︶1

あせだらけ ﹇汗﹈︵名︶1 汗だらけ

三272又あそこここにわらを

あそび

﹇▽こしきょあそばす

﹇遊﹈︵名︶2

遊﹇▽

キデス︒

今日は︿略﹀︑をぢさん

んが旅行からお陰りになったと堅い

先日遊びに上り候出御約

て︑今日にいさんと二人で遊びに行

きました︒

九擢7瞬團

前には横長き池をひかへ︑

束致し候三毛の子猫︑︿略﹀︒

池のめぐりは見渡す限りの木立・く

十49図

今日は︑のぶ子さんのうち

さむらにて︑さながら別天地に遊ぶ

思あり︒

十﹇142

我が國に遊べる西洋人は

へ始めて遊びに行きました︒

十﹁351図

見渡す限り果もない原野に︑

此の瀬戸内海の風景を賞して︑︿略﹀︒

︿略﹀︑緑草の間に羊の群をなして遊

ぶ様は︑實にのどかである︒

私ハ昨日︿略﹀︑友ダチト 十一一565囹 ﹁此虜で遊んではいけな
い︒﹂
ツミ木ヲシテアソビマシタ︒

たい

それも品と目方によって切手

明日ハオセツクデスカあたい ﹇価﹈︵名︶16 償n▽もののあ

︿略V︑マレニハ庭先二二ンデ

︿略﹀︑お書前にいらっしや

マッチはちょっとした物で︑

同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ

九446図

アルナリ︒

得ガタキ物ニチモ︑有用ナ

得ラルレバ債ナク︑得ガタケレバ債

九姻4図

アルナリ︒

得ラルレバ債ナク︑得ガタケレバ償

九444図同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ

買はれる︒

債も安く︑ 一包十箱が十鏡ぐらゐで

八欄7

の債がちがひます︒

五922
此ノ頃日雨が降りツぐイテ︑

ラ︑學校ガピケタラ︑スグアソ

八幡2国

ル︒

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア

八497

お話を聞いたり致しました︒

あの運動場で遊んだり︑此の講堂で

七526圏私も子どもの時には︑︿略﹀︑

表デ遊ブ日ガアリマセン︒

五504

ビニオ出デナサイ︒

四875園

四608

した︒

れて︑何べんも取ってあそびま

四514それから又二くみに分 十一606

もっとあそんでお出で︒

もをばさんも早くかへります︒

四258圏

も舟をながしてあそびませう︒﹂

三611圏

二郎コニ郎さん︑又今日

三24 カゼモアタタカデ︑オモ
テデアソブニハーバンヨイト

十834 近づいて見ると︑坑夫が汗だ

あそばす

らないしるしで︑のばしておや
竹にするのださうです︒

むすびつけてあるのは︑ほりと

︽一

らけになって︑元氣よく石炭を掘つ
あせ
﹇汗﹈︵五 ︶ 1 汗 ば む

てるます︒

あせば・む
ン︾

りゅうぐうのおとひめは

いたいあそび・ままごとあそび

おきゃくあそび・ぶらんこあそび・へ

九333 ︿略﹀︑ふろしき包をしょったあそび
あせ
せなかがじっとりと汗ばんで穿る︒

あぜみち ﹇畦道﹈︵名︶1 あぜ道

三432

︿略﹀︑毎日いろいろなごちそう

十933 其の近道といふのは田のあぜ
道で︑途中にはかなり深い小川にか

をしたり︑さまざまなあそびを
して見せたりしました︒
きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は

六492團

け渡した一本橋がある︒

︽ーシ︾

あせりだ・す ﹇聖書﹈︵五︶1 あせり
出す

︿略﹀︑席書師久しく寄食
してありけるが︑何一つ垂がくこと

十一447図

春の遊の 樂しさかたる︒
四504 これから友一はだんだん
あせり出しました︒みんなもし あそびくら・す ﹇遊暮﹈︵四︶1 遊び
暮す ︽ーシ︾
まひにはむちゆうになって取り
ました︒

あせ ・ る ﹇ 焦 ﹈ ︵ 五 ︶ 2 あ せ る

遊事

もなく︑毎日遊び暮して既に数年を
﹇遊事﹈︵名︶1

四916九つとなり︑七つとなつ

あそびごと

︽ーッ・ーラ︾

一軒二軒と得意先

纏たり︒

決してあせらず︑

九553圏 それにあの人の事だから︑
を ま し て 行 っ て ︑ ︿略﹀︒

たころからは︑遊事にも︑兄

﹇遊者﹈︵下二︶！

遊び

十一571 驚いて一しやうけんめい逃

あそびな・る

ふりまはし︑︿略﹀︒

が弓をひけば︑弟はたちを
あそこ

げようとしてあせってみるが︑もう
﹇彼処﹈︵代名︶2

遅い︒

あそこ

い︒面白いことをして遊びませう︒
十一357園 ﹁あそこは一昨年植付を なる ︽iレ︾
十一818図圃 く略V︑ 百尋・千尋海 九936 にいさんのお友だちの岡田さ
した地謡山だ︒﹂
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あたう一あたたかさ

︿略﹀︑ 用 ヒ ヤ ウ ナ ケ レ バ ︑

ラヌ物情債ナシ︒
九449図

誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタガツテ債
アルコトナシ︒

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九451図 カクノ如ク物二債アルハ︑
如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九455図又コ・二一匹ノ馬アリテ︑
之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑
︿ 略 ﹀ ︑ 孚 ヒ テ 高 キ 債ヲツク︒

九456図 カクテ償ハ次第三局クナリ
テ︑馬ハ最モ高キ贋ヲツケタル人ノ
物トナル︒

︿略﹀︑馬ハ最モ高キ債ヲツ
︿略﹀︑五人ノ持主各其ノ馬

ケタル人ノ物トナル︒

九456図
九461図

ノ責レザランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ
債ヲ下グ︒

九461図 カクテ債ハ次第二安クナリ
テ︑最モ償ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬
︿略﹀︑最モ債ヲ下ゲタル持

ヲ責ルコトトナル︒

九462図
主︑其ノ馬ヲ費ルコトトナル︒

あたふ

能ふ

されど宋軍の大勢日々に非

﹇能﹈︵四︶6

︽ーハ︾

あた・う

十9710図
にして︑天祥の誠忠を以てしても如

いつ

天祥固くこばみていはく︑

何ともすることあたはず︒

十986図園
﹁我︑國を救ふことあたはず︒

くんぞ人をいざなひてそむかしめん
や︒﹂と︒

張世傑等の奮戦も大勢を轄

ずることあたはずして︑宋遂に亡び

十988図

心力を墨くしてしかも救

しかば︑︿略﹀︒

十997図園

高橋さんの熱心な話は︑それ

刀をあたへました︒

十159

からそれへと績いて︑班員に強い感
動をあたへた︒

王は其の治めてみるイギリ

スを三分して娘たちに與へ︑︿略﹀︑

十一一6510

齢生を安樂に送らうと決心した︒

長女の言葉に満足した王は︑

あたかも

ア轟轟カ

暖

さしいかほを出して︑あたたか

な光をおくりました︒

ガントオナジク︑ワタリ鳥デ︑

アタ・カニナツテ︑ガンが北ノ國へ

五264

カヘルコロ︑南ノ國カラワタツテ來

マス︒

こっちは國よりよほどあ

コ雨寸々暖になって︑よ

六391国

た︑かだ︒

六㎜7園

日は暖で︑風はなし︑むされ

いあんばいです︒﹂

七141

るやうな氣がする︒

﹁よし︒寒いなら︑暖くな

全領地を二分して與へてやあたたか・い ﹇暖﹈︵形︶1 暖い ︽一

王はリガンにも三分の一を

地圖を指さしながら領地の三分の一

十二675
を與へた︒

十二681
與へた︒

十二7110

八紹1園

ク︾

ぜん

﹇暖﹈︵形状︶7

あた㌧か

のだ︒

面白いのは︑三日四日云い

面白いのは︑︿略﹀寒さと

第十九

温室の中

︿略﹀︒

の暖さの虜に置かなければいけない

だから︑かうして年中六七十度以上

十棚7園熱帯地方から持って來たの

の光︑まるで春の國に居るやうだ︒

ラス屋根を通して語るやはらかい日

︿略﹀︑ぼうっと身に感じる暖さ︑ガ

十梱1

ことです︒

暖さがほとんど規則正しく交替する

十785困

︿略﹀︒

みの着旧さが趣くといふやうに︑

て寒ければ︑其の次には又其のくら

十785團

あたたかさ ﹇暖﹈︵名︶6 暖さ

コレカラダンダンアタタ

あたたか

るやうにしてやる︒﹂

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

フランス王の再送はとりあ

程の不孝者であらうとは︒

十二735

﹇恰﹈︵副︶1

お だ
これより先︑秀吉は織田

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ
た︒

あたたか

ちたる箸を投捨てて︑︿略﹀︒

も書食の膳に向ひ居たる秀吉は︑持

日の正午大岩山の敗報至る︒あたか

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

のぶたか

十一272図

あたかも

︿略﹀︑久しく其の職に居

ふことあたはざるは天命なり︒

十一410図

社寺の壮麗はしばらくお

ることあたはずして魯を去りぬ︒
十一一伽5図

き︑何の山︑何の川︑一木一草に至

︽一

るまでも歴史あり古歌あり︑人をし
あたふ

くだきたる貝殻を器に入れ

﹇与﹈︵下二︶1

て低回去る能はざらしむ︒
あた・う
フル︾

てあたふるに︑これには餌の時のや

九144図

うに集らず︒

二674

アタ・カ

あたへる

﹇与﹈︵下一︶8

キデス︒

四397

日は雲のあひだからや

三24 カゼモアタタカデ︑オモ
テデアソブニハーバンヨイト

カニナツテキマシタ︒

︽1へ︾﹇▽かえしあたえる

頼朝は唐糸をゆるした上に︑

秀吉は感心して︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑軍功の賞として︑清正に名

七佃4

へましたので︑︿略﹀︒

萬じゅにはたくさんなほうびをあた

六644

與へる

あた・える

九464図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ債安
クナリ︑︿略V︒

九465図 カクノ如ク︑︿略﹀︑品物少
クシテ︑之ヲ望ム者多ケレバ︑其ノ
物ノ債高クナル︒

主トシテ需要ト供給トノ關君門ヨル

九465図 スナハチ物ノ償ノ高下ハ︑
ナリQ

あたたかし一あたま
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十二410図停車場の外に出つれば︑
秋晴の空はあくまですみて︑暖さ春
の如し︒

十二219 小春日和の暖さにとけて︑

︽ーメ・一

象が大きな桶を鼻で頭の上へ

ツテ︑其ノ中へ卵ヲ産ム︒

ノ多イ所がアルト︑頭や尾デ穴ヲ掘

三75 ︿略V︑ヒヨコが小サナア 六467 第十三 鮭 ︿略﹀︒キレイナ
水ガサうく流レテ︑川ソコニ小石
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ
︿略﹀︑五一ちいさんは

テヰマシタ︒

三346
六873

まき上げると︑︿略V︒

︿略﹀男が︑︿略﹀︑着物をぬ

いで頭にのせ︑一人で川へはいって

づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ

︿略V︑マリーはおばあさんの

行きました︒

ました︒

もう桑の葉をたべないで︑頭
まゆ

︿略Vと︑聲をかけた者があ

つぼを見物して廻るのは︑實に壮快

です︒

る︒頭を上げてみると︑それは石井

九359

水兵は驚いて立上って︑しば

水兵は頭を下げて聞いてみた

朝鮮の青年も︑近頃はなか

うやくしく舞んでさて頭を

十一562 ︿略﹀︑船から三四百メート．

らくとかゴやいてみて神々しい︒

上げると︑神前の大きな神鏡が︑き

十佃3

夕日を浴びた柿の色であった︒

十473彼の頭の中にあるものは︑唯

私どもは︑非常に喜んでをります︒

く頭が進んで澄ましたので︑︿略﹀

十154圏

た︒

が︑︿略﹀︑にっこりと笑って立去つ

九佃7

其の手紙を差出した︒

がて頭を下げて︑天略﹀︒﹂と言って︑

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

九価6

頭

︿略﹀︑ブラシを持つた数十人

君であった︒

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九655

並べて進んで行く︒

ろう
店に飾れる石燈籠︑

ろくじゆ
の長き福線壽︑ ︿略﹀︒

九821図韻

馬はどれも武張りきって︑

得意さうに頭を高くあげた︒

九価7 北風は︑︿略﹀︑うれしくて︑

九鵬3

乗手のあひつが下るのを待ちかまへ

すると大里の父は︿略﹀︑大

てるた︒

︿略﹀︑頭をふり上げたりしながら︑

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と

頭をなでてやると︑喜んで僕の手に

た︒

大人の塞ぐらみの實がすゴなりにな

九56國

いころすのもかはいさうだと

く略V︑手形羽の鶏一つにか

︿略﹀︑頭と頭とをつき合は

雨のやうなしぶきを浴びながら︑瀧

九316．殊に遊覧船に乗って︑頭から

せて︑いそがしげに餌を拾ふ︒

九132図

いそがしげに餌を拾ふ︒

たまり︑頭と頭とをつき合はせて︑

九132図

つてゐます︒

︿略﹀︑其の葉の根本には︑

ぬがせて︑頭から冷水を浴びせかけ

將を井戸端へ連れて行って︑着物を

八備3

から足の爪先までながめたが︑︿略﹀

いって︑娘の手をはなして︑頭の先

八867

とびついて︑ぺろくとなめる︒

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ

ぬぐひをかぶり︑着物の上に
﹁どんな大蛇か︒﹂﹁頭が八

間もなく大蛇が來て︑八つの

つ︑尾が八つある大蛇で︑︿略﹀︒﹂

五102囹

ちりょけを着て︑︿略﹀︒

四405おかあさんがあたまに手 七898

︿略﹀︒

し︑四方の山を見おろして︑

三805間あたまを雲の上に出 七644

文略﹀︒﹂といって︑大きな手で

︽

其虜からも夢のやうに船歌が聞えて
暖シ

あたまをなでました︒
﹇暖﹈︵ 形 ︶ 1

來る︒

あたたか・し
ク︾

暖める

アタタ

候ハ次第二暖ク︑夜ノ長クナルニツ

七鵬2図 書ノ長クナルニツレテ︑氣

アタ・メル

﹇暖﹈︵下︸︶4

レテ︑氣候ハ次第二三シ︒
メル

あたた・める

メル︾

五113

頭を八つのをけに入れて︑其の強い

三62ヱや水ヲヤツテモ︑見
ムキモシナイデ︑タマゴヲアタ

せまい中庭から︑屋根の上に

酒を飲みました︒

す︒

五801
思って︑

風がひゆうつとうなって來る

さうしてく略V食ひつきまし
からだ中すき間もなく︒

た︑頭のてっぺんから尾のさきまで︑

六307

頭を地に着けさうにします︒

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

六196

上をすれくにいました︒

團耳の間をねらって︑頭の

を上げて︑繭をかける所をさがしま

五472

こりだらけでした︒

頭を出してみるひよう松は︑葉がほ

五342

タメテヰマス︒
週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒

八504 春ノ初二二三ノ卵ヲ産ミ︑五
十悩5園 其慮から熱い湯を管で各室
へ送って︑適當に暖めるやうになつ
てるるのだ︒

あたま

十一675 木炭や石炭や石炭ガスの火
に

アタマ

は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

に用ひられ︑︿略﹀︒

﹇頭﹈︵名︶3 6

頭 ⑫かしら

あたま

ムリ︑ アタマガアルカ︑ メガ

一213圏 デンデンムシムシ 黒質ツ

アルカ︒
一217團 ツノダセ︑ ヤリダセ︑
アタマダセ︒
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あたらし一あたりどし

ルの虜に︑大きなふかの頭が見える︒
土人等怒りて林藏の頭を

﹇新﹈︵形 ︶ 4

新し

︽ーシ

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十一一867図

キ︾

あたら・し

但し大新聞にありては︑

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

十17図 両がはに木立すき間もなく
ず︒

十ニー92図
︿略V︑新しき事件 あ る 毎 に 改 版 し て ︑

但し大新聞にありては︑

最後の最も新しきものを市内版とす︒
十ニー93図

八齪3園主の爲に新しい血が出來な
くなって︑かへって君等は自分で苦
しむやうになったのです︒

く略V︑此所の銅の製法を改
くわう

良したり︑新しい鑛山を開いたり

九241園

︿略﹀︑おちい様の不昧向様

する爲に︑此の山中へ來たのである︒

九254園

イヤウニ︑シバラク其ノアタリニ番

或日のこと︑萬じゅが御殿の

ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ蹄ル︒

六593

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

目をさまして見ると︑ふろし

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

八394

きつつみがありません︒︿略﹀︒適い

てあたりをさがしても見當らず︑
船は次第に波間に

︿略﹀︒

︿略﹀

かつさ

敵揮いよくあたりにしげ
さがみ

︿略﹀︑相模の國より上総の
うらが
國へこえんとて︑今の浦賀のあたり

九102図

し︒

沈み︑

八984図圏

はまた︑地質や実物の方で新しい獲
︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

見をなされた︒

九575

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑

いと投げて︑又新しい束を取る︒

十441

九時頃にはもう数坪の地面が新しく

より海を渡り給へり︒

農業者は多く古い習慣に 九1210図妹は餌をつかみて︑わざと

くわん

︿略﹀︑仕事は豫想以上にはかどり︑

開かれた︒

︿略﹀︑最後の最も新しきものを市内

十二擢3図︿略﹀トマス︑ エヂソン

十一651

版とす︒

は︑既に電話機に乾する爽明に成功

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

少しはなれたるきりの木のあたりに

九331

北風は︑もう一度鼻先をなで

地面は霜で眞白である︒あた

ずいこくといふのこぎりの

りは如何にも静かで︑︿略﹀︒

十411

昇降器を下りて︑あたりを見

音が︑あたりの静かさを破る︒

まはすと︑周園の壁は皆石炭で︑そ

十805

︿略﹀百姓が︑たき火をし

れが電燈の光に物すごく光ってゐま

す︒

てるると︑そばの黒い岩に火がつき︑

十8410圏

煙をあげて燃出しました︒驚いて調

べてみると︑あたりは同じ眞黒な岩

二十メートルもある大鯨が今

ばかりでした︒

は全く息たえて︑小山のやうな膿を

十備2

水面に出たへる︒あたりには流れ出

此の峠には長いトンネルが

る血に︑紅の波がたゴよふ︒

當時論のあたりは未開の原

あって︑其のあたりは海抜約千八百

十一611

尺︑︿略﹀︒

十一629

ねぢは驚いてあたりを見廻

野で︑殆ど交通の便もなく︑︿略﹀︒

た︒

四68 今年は柿のあたり年で︑
どの木にもよくみがなりまし

あたりどし ﹇当年﹈︵名︶1 あたり年

たりしだい・ひあたり︒まのあたり

あたり ﹇当﹈︵名︶5さしあたり・てあ

いってあたりを見廻し︑︿略﹀

幾分氣も静まったのか︑﹁︿略V︒﹂と

十一一749 やがて眠から畳めた王は︑

したが︑︿略﹀︒

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑ 十二529

やがてあたりの静かさを破つ
︿略﹀︑ゆめからさめたやうに

十392

人の肩のあたりへすりよせた︒

てもらひたくなって︑そっと顔を主

九㎜6

あたりを見廻した︒

九㎜6

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

九梱9

ひ松の間に居るのです︒

此のあたりから頂上へ登る途中のは

九9610園

ぼうっとして︑︿略﹀︒

あたりの空氣までが何となく

なつみやすいものであるが︑此の邊

具を用ひ︑︿略﹀︒

サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ

へ行く︒

では新しい知識をいれて︑新式の農
新シイ

あたり

したるを以て︑更に進んで新しき電
﹇新﹈︵ 形 ︶ 1 0

﹇辺﹈︵名︶23

アタリ

燈の議明に嘉事したり︒
あたらし・い

あたり

εインドシナはんとうあたり・さく

︽ ー イ ・ ー ク︾﹇▽ことあたらし

ちょうあたり・のへじあたり・らいね

新しい

三498 新道ノリヤウガハ ニハ︑

んあたり

鳥みのあたりは︑道の

い・みみあたらしい

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒

四21

りやうがはに︑いろいろな店が

五163 四月二十六日 木曜 雨 學
校からかへって︑新しい筆で書き方

松島は︿略﹀︒あたりの高い

ならんでゐます︒

五568

のおけいこをしました︒

所からもながめますが︑多くは舟に

五421 お着きになりますと︑間もな
くたけるが新しい家を造って︑人々

乗って︑島の間を通って見物します︒
ばとうくわんぜおん

をあつめて︑其の祝をしました︒

六474

は大ていあれ地で︑︿略﹀︒

七255 塚の前に馬頭観世音とほっ 五685 此のあたりの青田も︑其の頃
た石が立ってるて︑其の前に時時新
しい馬のくつが上ってみる︒

あたる一あちらこちら
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たる

あた・る

アタル

︽ ー ッ ・ーラ︒ーリ・ール・

﹇ 当 ﹈ ︵ 四 ・五︶23
着る

あ

ーレ︾﹇▽いきあたる・つきあたる・み
あたる

さうして其のさしわたしは

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

十一110

︿略﹀︑其の容積は地球の百

齢りに當り︑︿略﹀︒

十一21

が被告で︑検事といふ役人が原告に

あち

︿略﹀︑いざといへば︑墨・國

﹇彼方此方﹈︵代名︶！

一致國難に當る氣風を生じた︒

十二悩1

こち

あちこち

あ

アチラニモ︑コチラニモ︑

﹇彼方﹈︵代名︶13

が︑︿略﹀

あちら

マシタ︒

﹁アチラニ

一ハヰマス︒﹂
日ガハイリマシタ︒︿略﹀︒

おとよ︑大きくなったなあ︒

わしはあちらに居ても︑お前の事ば

八869圏

あちらでもこちらでも︑驚く

かり心配してみた︒

九799

いがあちらにもこちらにも重り合つ

てるる︒

十123︿略﹀︑此の頃墓参りのために

朝鮮から蹄ってをられる高橋さんが

來られた︒古同橋さんは︑あちらで長

朝鮮の青年も︑近頃はなか

らく教育に從事してみる人である︒

十155囹

く頭が進んで來ましたので︑あち

らの教育に關係してみる私どもは︑

あちらでもこちらでも︑さ

非常に喜んでをります︒

十二216

えたはさみの音がちょきんくと聞

える︒

あちらこちらに子どもの
ならすらっぱやふえの音も

月の光にすかして︑あちらこ

そ

ば

山のすその方があちらこちら

白いのは︑童姿の花であらう︒

九㎜9

てるる中に︑石のらうがありました︒

ちらさがしますと︑松の一むら立つ

六611

して︑︿略V︒

四41

くぐってとりました︒

三205︿略﹀︑二人はまつやっつ
じのあひだをあちらこちらへ

あちらこちら

あちらこちら ﹇彼方此方﹈︵代名︶7

おばあさんが﹁ふみ子も

こちらは今さくらのさかりで

月を見てゐませう︒﹂と︑ひと
りごとのやうにおっしゃいまし
た︒ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃるの

こんやはきっとあちらでこの

三796園

リニ︒

アチラノ山二︑コチラノモ

二374圏

フルフルユキガ︑ ︿略V︒

アチラノソラガマツカニナリ

ニー67

一307園

ホタルヲヨブコエガシマス︒

一233

︿略﹀︑ふと東南の方を望 ちら
の

果るのである︒
み

十一2510図

﹁おとうさん︑二百十日

アチラ

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒
七915 ﹁たしかに來たはずだ︒﹂と言
三十萬倍に當ってみる︒
二362 ヤハウマクアタリマシタ︒
九㎜9 ︿略﹀︑地上には︑人馬の死が
二363 ヤハウマクアタリマシタ︒ 十﹇206 此の場合には訴へられた者 つて︑敵はあちこち見まはしました

アタルト︑モチハ白イトリニ
ナツテ︑︿略﹀︒

父﹁人のこゑも山の
み見るに︑美濃路の方面に上りてた

四332園
いまつの光おびたゴしく︑︿略﹀︒

明くれば二十一日の朝︑

りのやうに︑かへって著るこ

ね︒﹂

地方人民が協同一致して自
公吏・議員等︑直接間接に

です︒

五61

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

だいぼう網は︿略﹀︒︿略﹀

ちやうど大きなひしゃくに似てみる︒

それをお聞きして安心致し

ざいました︒

ばかりが︑氣にか﹂つてみたのでご

ました︒あちらでも︑あの子のこと

八844園

てしまったさうです︒

ある︒

十二772 即ち水のはいる虜に蒙る部
え
分が身網で︑柄に當る部分が垣網で

で︑︿略﹀︒

即ち水のはいる虞に當る部分が身網

十二771

公共の事務に當る者は︑︿略﹀︒

十一価10

ら地方公共の事に興り︑︿略﹀︒

十一榊3

豊橋間の距離に當り候︒

きよ

メートルもこれある由︑導く東京・

て︑河口の虜にては︑三百二十キロ

十︻価2塵団

河幅は驚く程の廣さに

は立春から二百十日目に挙るのです

十一883園

兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

盛徳は賎嶽より西北に巡れる高地に

十一284図

中では︑かべにあたったこむま
とがあります︒
五315圃 ︿略﹀︑ 庭は一日日がよく
あたる︒

五805園 宗任が﹁矢はあたって居り
ませぬのに︑狐は死んで居ります︒﹂

六266 庭の菊も白い花びらに赤みが
さして來た︑霜にあたったからだら
う︒

六423囲 分家の萬藏君などは小男だ
ゆそつ
から︑ひょっとすると三重輸卒にあ
たるかも知れない︒

六845 全く上下の者が心を一にして︑
國 ⁝ 難 に あ た っ た のである︒

らやりで謙信をついたが︑あたらな

七453 信玄の家來は之を見て︑後か
い︒

七778 一時は今の二時間にあたるの
である︒

十975図 其の友之を止めていはく︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ﹂ と ︒ 天 祥きかずしていはく︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ﹂ と ︒ 出 でて謹呈に煽る︒
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旧地7 あちらこちらの三々からは細
い煙が立上ってみる ︒

つ て み る う ち ︑ ︿ 略﹀

十一894 弟は尚あちらこちら暦をく

あっ

撃つ

繹迦は生れつき同情の念に

お仕へ致しませう︒

十二911
厚く︑何事も深く考へ込むたちであ
つた︒

︽ーイ︒ーウ︾nVむしあつい

つりも出來るし︑およぎも
あつい夏でもすゴしくく

印度の國はいたってあっう
夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

込んだ︒

た船員等は︑︿略﹀︑我先にと海に飛

2

扱ふ

日本人ほどあっさりした色

あっさりしたこと︑潔いこ

十994図園

天祥いはく︑﹁父母の病
れう

︽ーキ・ーク・ーケレ︾

あっ・し ﹇厚﹈︵形︶4 あつし 厚し

とを好む我が國民は︑︿略﹀︒

十二儒2

や味はひを好むものはあるまい︒

十二儒1

つさりしたことを好む風がある︒

十二惚8我が県民には潔いこと︑あ

ものです︒

九69群肝はまことにあっさりした

る ︽ーシ︾

あっさり・する︵サ変︶4あっさりす

こんなに早く咲くのだ︒
厚板

寳物殿に入りて舞観する

﹇厚板﹈︵名︶1

十二85図

あついた

に︑火きりぎね・火きりうすといふ

扱方

ものあり︒︿略﹀と︑幅四五寸長さ

﹇扱方﹈︵名︶1

且vきちがいあつかい

三尺ばかりの厚板となり︒．

あつかい

あつかいかた

︿略﹀︑追々店の様子も
わかり︑お心様の扱方にもなれて︑

十二捌3國園

︵五︶

仕事に興味を畳ゆるやう相成り昼過︒
﹇扱﹈

︽ーッ︾且﹀とりあつかう

あっか・う

十231困︿略﹀︑此の子馬共を買った

あつければ︑︿略﹀︑尚治療につとむ

テヰマシタ︒
なきと

人たちも︑どうか同じやうにやさし

幼名を無人といったが︑寒い

十一悩1

何が出來るであらうかと思

つてみると︑いろく扱ってみるう
﹇▽わるくち

ちに壼付のコップになった︒
．あっこう

﹇悪口﹈︵下一︶1

︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

大神其の眞心の厚きを賞

することを労しみとせり︒

あつく︑卒業後も尚壁心の門に出入

つきて課業にはげみ︑學校を思ふ心

十伽4図

出で候︒

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

雨親も非常に驚き居り︑

といっては泣き︑暑いといっては泣

八柵9

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ

七513

ございますので︑︿略﹀︒

六894囹

らす︒

出來て︑

五305韻

暑い

十二934 師を求めてあちらこちらさあっ・い ﹇暑﹈︵形︶5 あつい 暑イ
まよってみるうちに︑マガダ國の首
府王舎城の附近に來た︒

﹇当﹈︵下二︶2

實に鐵は熱いうちにきたへな

あっこうさ・せる

十m1圓団

るは人情の常にあらずや︒

八価1

ければならぬ︒

しめ給ふ︒

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

正成は此の旗を城門に立てて︑ 十二了6図

或日王は部下の精兵を引連れ︑ 悪口させる ︽ーサセ︾
六936

さんぐに賊を悪ロさせた︒

アツ

あったじんぐう ﹇熱田神宮﹈︵名︶一

熱帯の暑さにたへかねてゐ 九千5魍国 八幡様に日参致し候も︑

あっばれ ﹇天晴﹈︵形状︶1 あっばれ
まん

暑さも年中此のくらみのも 熱田神宮
アツ
八974図 市ノ南部二熱田神宮アリ︒

﹁暑サ寒サモ彼岸マデ︒﹂

十一548

いところのやうです︒

のださうで︑︿略﹀︑なかく住みよ

九310國

七㎜3

熱い番茶にのどをうるほしてあつさ ﹇暑﹈︵名︶3 暑サ 暑さ
蒸溜から熱い湯を管で各室

歯噛4園此の温室は南を受けてみる

てるるのだ︒

へ送って︑適當に暖めるやうになつ

十悩4囹

休んでみる所へ︑︿略﹀︒

十121

タルススといふ町に着いた︒

焼けつくやうに熱い平原を横ぎって︑

十83

のりました︒

く扱ってくれ＼ばよいと︑心からい

大將はこれから後︑一生の

き︑︿略V︒

八佃4囹

間﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいは

其の利益は︑︿略﹀︑其の淺

部を一村共同の有益なる事業の費用

あつい

あっ・い﹇熱﹈︵形︶5熱い︽ーイ︾

なかったといふ︒

﹇厚﹈︵形︶4

く救助の用に當てたりき︒
あっ・い
︽ーイ︒ーク︾

人よりも厚い幸心をもつて︑父上に

十二672園 昔からあった孝子のどの

の島を去った︒

再生の恩を謝し︑名残を惜しんで此

十289 ︿略﹀人々は︑親子にあつく

湖の氷が大へんあつくなった︒

六775 二三日ひどく寒かったので︑

厚い

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

十﹇旧9図 すなはち喜捨せる人々に

にあっる計書なり︒

十櫛8図

︽ーツル・ーテ︾

あ・つ

はず人々が叫んだ︒

子供に届いてみる︒﹁あっ︒﹂と︑思

十﹇582園 ふかの口はもうほとんど

︿略﹀︒

﹁あっ﹂とさけんで死にませうが︑

きになりました︒なみくの切なら︑

五437園 く略V︑たけるのむねをおつ

あっ ︵ 感 ︶ 2 あ っ

あっ一あっばれ

あっばれ一あつめる
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あっばれ

そなたがあっばれなるてがらを立て
候やうとの心願に候 ︒

﹇天晴﹈︵感︶1

翌日蕃人どもが︑役所の近く

に集って來た︒

八252

幹の上の方に集ってついてをり︑

鳥の羽に似た大きな葉が︑

に集ってゐますと︑︿略V︒

︿略﹀︒

九55団

ふ時は︑︿略﹀︑論衡かけて敵の大軍
九136図

十694圏 唯今にも鎌倉の御大事とい

あっばれ

に割って入り︑これぞと思ふ敵と打

アツマル

十一112

︿略V︑港内には常に敷百隻
危篤の報が傳はると︑これ

とく

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

十二985

まで教を受けた人々が四方から五つ
て別れを惜しんだ︒

集

子どもらは仕事をしてみる

老僧のまはりに集って︑﹁氣違よ

十二描5

あっむ

あつめる

集める

︽メ・ーメル︾

︿略V︑ハチハセツセトミ

且vかきあつめる・ひろいあつめる

三16

︿略V︑間もなくたけるが新し

ッヲアッメテヰマス︒

い家を造って︑人々をあつめて︑其

五422

の祝をしました︒

私のやくめは︑︿略﹀郵便物

を大切にあづかってみて︑これをあ

五907

つめに來る人に渡すのであります︒

きまった時刻に來て︑私のおなかを

︿略﹀︑舞姫をあ

ひめ

と立話でもはじめると︑私は氣がも

の封書を入れに庵る者が︑途中で人

其のあつめに煮る頃に︑急ぎ

を教へし時︑風にはかに吹きで︑と
しやう

宋の要文天祥大いに之を

五925

明けて持って行きます︒

とす︒

源頼朝が

みなもとのよりとも

めてたまりません︒

六511

︿略V︑乾かしたのをそろへて

つめました︒

マッチの箱に入れる者もあり︑箱に

八寸5

入れたのを十つつ集めて包紙に包む

大勢の人々が熟したる
コーヒーの實を手にてこき落し︑之

私はもと鉢の木がすきで︑

らん
此虜は重に蘭の類を集めて

﹁さあ︑今度は葉のきれい

それがすむと︑今度はバケ

ツを持ってコップにたまった液を集

十一532

な植物を集めてある虜だ︒﹂

十佃3園

ある庭だ︒

十棚5園

︿略V︒

いろく集めた事もありましたが︑

十667園

者もある︒

を集めてみぞに投入れ候へば︑︿略﹀︒

十一鵬8囲国

いへるやう︑﹁︿略V︒﹂と︒

れ給ふと聞き︑高徳一族土ハを集めて

十御10図

然るに今主上隠岐にうつさ

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

十971図

もし火きえたり︒

或夜弟子をあつめて︑書物 五923 郵便物をあつめる人は︑毎日

﹇集﹈︵下二︶7

く︒﹂とはやし立て︑︿略﹀︒

あっ・む

人々の同情は集ってみるし︑

ざるを持つた子供が︑川下の

苦心に苦心を重ねて集め

一切纒は︑佛教に糺する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑

十﹁伽5図

︿略﹀︒

十一切10図

二度資を集めて二度散じ

たる出版費は︑遂に一年も残らずな
りぬ︒

十一伽2図

アツメル

たる二極は︑終に奮って第三回の募
﹇集﹈︵下皿︶15

集に着手せり︒
あっ・める

午後四時︑豫定の仕事を終へ

子馬が一頭つつ中央の廣場

今度の勢そろへに集った諸

八636図

くだきたる貝殻を器に入れ む ︽ーメ︾

黄色ナ蝶ハ菜ノ花ニムラガリ︑

九5410園

白イ蝶ハ大根ノ花円集ル︒

九168

うに集らず︒

てあたふるに︑これには餌の時のや

九144図

つ＼かこひぎはに集る︒

小さき口を開きて︑びよくと鳴き

︿略﹀︑中なるひよこどもは

A口づて︑あっばれてがらを立てるか
くご︒

あつまりきた・る ﹇去来﹈︵四︶1集
︽ール︾
たく

白鼠ー73図 さて編輯部にては刻々集

り認る
かう

﹇集﹈︵四・五︶2一

り駆る原稿を選澤整 理 し ︑ ︿ 略 V ︒
あっま・る

あつまる 集ル 集る ︽ーッ・一

商士買の仕方は十分心得てみるので︑

ラ・ーリ・ール︾与お あ つ ま り な さ る ・

きたりあつまる・はせあつまる・より

さうして大急ぎで學校道具を

︿略﹀︒

よい︒

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

十725圏

てるる買手は︑︿略﹀︒

に引出されると︑黒山のやうに集つ

十208匪

て︑再び境内に集った︒

十1110

境内に集った︒

まん
論蔵は︑午前七時八幡神社の

方に集ってさわいでみるのは︑︿略﹀︒

九十7

つて︑校舎の後の菜園に集った︒

かばんにしまひ︑めいく言前にな

五228 島屋の前には︑人が黒山のや 九782

あつまる
うにあつまってゐました︒

五513 ハジメハ縣スヂホドノ流デス
ガ︑ ソレガダンくアツマツテ︑
︿略V︒

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

六523 奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑ 十117
まりました︒

六801 四國・九州の武士は博多の濱
にあつまった︒

七828 中デ面白イノハサンゴデ︑タ
クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ
シテヰル︒

人々につきそはれ︑︿略﹀︑鳥居の中

八74 やがて五人の騎手は多くの
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あて一あと

めて歩くのである︒

十一532 集めた液は之を工場に持つ
じゅん
て行き︑先づこして不純な物を取
除き︑︿略﹀︒

十二910 ごく小さい時分から動植物
に深い趣味を持ち︑儲物を集めるこ
とがすきで︑︿略﹀︒

十ニー28 かくて世界の各地をめぐつ
て︑︿略﹀︑種々の 材 料 を 集 め て 本 國

に露つたのはそれから五年の後であ
る︒

十一悩6

エプロンをかけた職工がガ

ラスの皿やコップなどを︑此の圓板
にあてて模様をほりつけたり︑︿略﹀︒

つて通り過ぎた後の︑あざやかな緑

か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗

の世界は︑︿略﹀︒

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ血脈ル
通有はほばしらをたふして︑

ノーア︑︿略﹀︒

六832

て︑國家の爲に︑此の學問を大成す

九268園此の四代の苦心の後を受け

時計師は仕上げた時計をち

之をはしごにして︑敵の船へをどり

十二598

るのがお前の役目だ︒

間もなく食事用意のラッパが

あるから︑食事のうまいことはいふ

ひゴく︒一時間齢りも活動した後で

九666

︿略﹀︒

とうさんに﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑

味方は後からくとつゴいた︒ 九506 お返事をお渡しした後で︑お
﹁︿略﹀︒﹂といふ使の後から︑

﹁大子も討死されました︒﹂といふ使

七186

六832

こんだ︒味方は後からくとつゴい

後

た︒

あと

よっと耳に當ててから︑ガラス戸棚
アト

の中につり下げた︒

﹇後﹈︵名︶32

ハシゴノアトカラマトヒ

が來たが︑︿略﹀︒

其ノ後ヲツイデ︑朝カラ晩マデ︑相

北風は驚いてすぐに立止らう

フィリップが藥を調合しに別

聞けば︑雑誌の類は號の順

つともとの場所へお入れになるのだ

に並べておいて︑取出したら後でき

十一171

出でぬ︒

十632図主人は僧の後を追ひて外に

密書が届いた︒

室へ退いた後へ︑︿略﹀︑王にあてた

十98

．追はれて︑思はず其の場から敷十間
も進んでしまった︒

としたが︑後からかけて滞る味方に

九欄3

までもない︒

かの男は﹁︿略﹀︒﹂といひな

︿略﹀︒

がら︑人夫の後について來ましたが︑

七739

カント︑働イテヰマス︒

カハラズ︑トンテンカン︑トンテン

マトヒノアトカラポンプ 七517 ︿略﹀若イムスコガ︑今デハ
サキ
アトニ︑

オホキナガンバ

チピサナガンハ
ワタレ︒

ラヤ︒

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

ゆふはんがすんだあとで︑ 八187 將軍はあとで︑御画所に︑
︿略﹀︑四五百人のものが︑そ

ろくと車の後について︑思はず知

八415

小ぞうは

﹁年の若きに感心な︒﹂

らず役所の門内へ入りこみました︒
八572図圏

かくいふ聲を後にして︑
乗りぬ︑自轄車に︒

ませう︒﹂
ちょう

れい

八794園

﹁さうです︒此の一枚には
徴税令書とありませう︒︿略﹀︒﹂

十二人いるうち︑十一人まで
はありましたが︑あとの一人があり

コレハ︑ハジメ白地馬下ツ 九75国殊に毎日のやうに降るには

﹁あとの二枚は︒﹂

六767園

ません︒

六512

なにわらはれました︒

﹁後を追って計いでにな

ったら︑大てい追ひつけませう︒﹂

十一723園

のであるが︑︿略﹀︒

に種をまくか︑又は苗木を植付ける

は︑先づ森林を焼梯って︑其のあと

さうです︒
四426 下女がびっくりして︑﹁き 八773園 ﹁諸君︑これも人のした後
十一516 此の邊でゴムを栽培するに
では︑何のざうさもない事でござい
やつ﹂といったので︑後でみん

タガ︑︿略﹀︒

竹ノキレヲノコシテ行キマシ

タガヲカケカヘマシタ︒アトへ

ヤガ來テ︑手ヲケヤタラヒノ

三662私ノウチヘキノフヲケ

た︒

おちいさんが二郎にたつねまし

三145

一544圏サルガアトオスエンヤ

ナカヨク

ニ︑

一355魍

ガイキマス︒

﹇335

ガイキマス︒

一33一

・←うしろ・のち

あと

十二304團我が日本のようひ・かぶ

宛所
あてる

當

と其の他の武器類もたくさん集めて

﹇宛所﹈︵名︶1

︵名︶与てあて︒めあて

あります︒

あて
あてどころ

七麗図 宛所は判りよく
﹇当﹈︵下一︶7

︽ ー テ ︾ ﹇ ▽ たずねあてる

あ・てる
てる

三177闘﹁このはこの中に︑お
もしろい人がゐます︒あてて ご
らんなさい︒﹂

五372 一匹は目に︑一匹は口に︑

王の日頃信頼してみる
︿略﹀︑

匹は耳に手をあててゐます︒

︿略﹀ ︑ 今 度 は ひ ぢ を 張 り ︑

パルメニオ將軍から︑王にあてた密

十99

書が届いた︒

十一473図

ふ

足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し
たる檬をなせり︒

こむと︑ぷうつとふくれる︒

十一榴5 一端に口を當てて息を吹き

あと一あなた
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十一727

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ 宣 長 は ︑ 大 急 ぎ で

眞淵の様子を聞きとって︑後を追つ
たが︑︿略﹀︒

十一梱3 ︿略V︑一同を引連れて立去

き世々の跡︒

今若草山に登りて古京の
大極殿の跡はるかに指嵩

跡を展望すれば︑︿略﹀︒

十二麗4図
十一一撹10図

蛙が︿略﹀︒やがておもだか

り

す

ガアルト︑ 頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑其

ノ中へ卵ヲ産ム︒

︸482園

ス︒

四208圏

﹁モモタラウサン︑モモタ

︿略﹀︑アナタガオアルキ

ハ

アナ

︿略﹀︑アカリガツイテヰ

アナタハオナサケブカイ

アナタカラハナレマス︒

ナカツタリスレバ︑ワタクシハ

二586

空手ラハナレマス︒

マスガ︑ ︿略﹀︑ ワタクシ

二582

イツモアナタニツイテヰ

ニナレバ︑ワタクシモアルキマ

二576

ワタクシモタチ︑︿略﹀︒

アナタガオタチニナレバ︑

モダチデス︒

ワタクシハアナタノオト

オイデニナリマスカ︒﹂

ラウサン︑アナ諸藩ドチラヘ

二573

ヲタクサンアケマシタ︒

三695園 コンナニアナヲ
タクサ
ンアケテハダメダ︒
三767ソコデカウモリハシカタ
アナ

ナシ

二575

すべく︑南の方郡山の町の東に羅城

ノコギリデ木ヲキルモ

ニ︑ヒルハ木ノゥロヤ
ノ中ニカクレテヰテ︑

門の跡今も残れりといふ︒

四59一

︿略﹀︒

つた︒ジョージは後を見送って︑帽
︿略﹀︑南の方郡山の町の

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

十二佃1図

子を振りながら叫んだ︒
警衛の兵 士 等 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 西

郷が後に高いてるるのを見て︑一同

十一一梱4
つし

九棚6

かんともせず︒

足にて立上り︑おそれて其所に近づ

あとあし ﹇後足﹈︵名︶2 後足
恭しく捧げ銃の禮をした︒
ノ
モ アリ︑ノミデアナヲホル
あと ﹇跡﹈︵名︶11 あと 跡﹇▽だん 七314図 武士の馬はおどろきて︑後
モノ モアリ︑︿略﹀︒
六467 ︿略﹀︑川ソコニ小石ノ多イ所
たかだち

がんあと・へいじょうきょうあと・も

よしっね

九723園 義経の居た高館のあとも右

えあと
せり

の董や芹の葉などにっかまって︑後

九338すると木のうろから︑栗鼠が

手に見えたはずだが︑もう通過して

︿略﹀︑やがてピンセットで

オシアハセノヨイコトガゴザ

オ方デスカラ︑後矢ハキツト

イマス︒

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

十二591

︿略﹀︑急にまた穴にかくれて
しまった︒

一匹︑

あと

足を長く延ばし︑眞青な空をじっと
玉をふくめるこ

﹇後片付﹈︵名︶1

ながめてみる︒

︿略﹀︑
あとかたづけ

しまった︒

九825図圏

ま犬も︑皆ちいさんののみのあと︒
十4110 さうして兄は︿略﹀︑父のか かたづけ

︿略﹀︑毎日々七宗氣よくの

小さなねぢ廻しでしっかりとしめた︒

五33圏

十二価1

五446園

えませんでしたが︑町は大てい水に

五883圃仕合はせに水はそれからふ
つかって︑人家も七八軒流れました︒

みを振るって︑蝕愚なく穴を掘って

降積 み し 雪 も あ と 無 く き え

り取ったあとを元氣よくつるはしで
掘返し始めた︒

みる僧があった︒

十707口口重

︿略V︑今ではあとかたづけも大がい

七801

七79図

魚類ニハ

アナゴ
︿略﹀︑タヒ・アナ

あ

ゴ︒ハモナドノヤウニ︑岩ノカゲヤ
アナタ

海藻ノ間ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

﹇貴方﹈︵代名︶29

﹁あなたは今朝一人で川を

それがあなたのやうな正直

あなたから一文でももらふ

七716園 ︿略﹀︑此の金をあなたにさ

て來はしません︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

七703園

せてもらひましたが︑︿略﹀︒

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか

七694園

こした方ではありませんか︒﹂

七665囹

しゃいます︒﹂

﹁あなたはどなたでいらっ

ここがあなたの教室です︒

て︑山河草木喜にあふる＼春とはな

十間といふ深さに達した︒

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

かくて又幾年かたつうちに︑
すみました︒

シノマン中二︑キリデ小サナ
アナヲアケマシタ︒

三688 ︿略V︑フシニ小サナアナ なた

あなた

三667私ハソレヲヒロツテ︑フ

だ︒﹂

るところが雨のふるあな

三522圏﹁ああわかった︒あの光あなご ﹇穴子﹈︵名︶2 アナゴ

且vあめのあな・ほらあな

十二研4

れり︒

く︑ 並ぶ田の面に氷きらめき︑

十901図圏 耕地整理のあとうつくし あな ﹇穴﹈︵名︶1一 アナ あな 穴
︿略V︒

の跡などを見て︑榎寺といふ虜に

えの き で ら

十柵8 途中︑太宰府といふ昔の役所
立寄った︒

十号9 此虜は菅公配所の跡である︒
上るや石のきざはしの

左に高き着いてふ︑ 問はばや遠

十一一267図圏
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あなたがた一あにうえ

まぶち

十二衙4

ラ︾

も

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

か

先程御見えになりました︒

習︑性となっては︑遂に日

本人には蜀創力がないであらうと自

し上げましても︑おしかりになるこ
あなたはまだお若いから︑

かぞへないで︑ひる

兄
が

兄←おとうとか

かぞへる

兄﹁こんなくらいばんに

﹇兄﹈︹話手︺1

らも輕んじ︑外國人からも侮られる︒
あに

よい︒﹂

﹇兄﹈︵名︶19

口で聞いたのですが︑iあなたは
あに

と︑︿略﹀
そ が

曽我兄弟は兄を十郎︑弟

兄から

信吉ど

父は毎日︑兄や木びきの力藏

十一月二日

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

十241

の

さんと︑朝早くから行って︑夕方お

十382

そくまで働いてみる︒

︿略﹀︑兄は﹁うん︑これが四

十日間の汗のたまものさ︒﹂といつ

十389

兄は︿略﹀木の根や︑小枝な

て︑︿略﹀︒

十393

どを拾ひ集めて絶て︑たき火を始め

兄は私に﹁︿略﹀︒﹂といひな

さうして兄は腰の手ぬぐひを

がら︑生木の枝で雑木を束ねて見せ

十415

た︒

十419

取って鉢まきにし︑︿略﹀︒

はうき手にく

語りつ﹂來る若き

﹁そんなことをいったつて

妹の顔はさっと赤くなった︒
わく
兄はむっつりとしてや㌧当惑の膿で

ふ

それに樂譜もございません

しばらくして兄は恐る恐る

近寄って︑︿略﹀︑コ膿あなたはど

十二426

が︒﹂と兄がいふ︒

十二408

ある︒

十二398

仕方がない︒︿略V︒﹂と兄の聲︒

十二387

︿略﹀︑

此方をさして

すれ合って︑

十908図圏

たちをふりまはし︑早く強くな
つて︑かたきを取らうと心がけ

人々︑今朝とく出でし兄も交れり︒

四916兄が弓をひけば︑弟は

を五郎といひました︒

四897

へてみるのだ︒﹂とたつねます

三536兄が﹁おまへ︑何をかぞ た︒

にゅうえいちゅうのあにへ

コ禮あなたはどういふ らあにへ・にゅうえいしたあにから︒

あな

﹁あ＼︑あなたはべ一

﹇貴方方﹈︵代名︶6

人間があなた方を生けどり

あなた方

にするには︑いく人かで力を合はせ

六292園

たがた

あなたがた

トーベン先生ですか︒﹂

十一一432園

御方でございますか︒﹂

十二428園

でしたね︒

演奏會へ行ってみたいとかいふお話

十二401園實はその︑今ちよつと門 三542

の研究を大成することが出來ませう︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

十一757園

とはあるまいと思ひます︒

七719囹 其の上あなたのお名前をう
けたまはりたうございます︒

なたの氣はそれですむかも知れませ

七725園 もしお金をもらったら︑あ
んが︑私の氣がすみません︒

八873園 あ﹂︑あなたが先生でいら
つしゃいますか︒

八908園 あなた︑此のお子が返事を
しないのは︑あなたの口が見えない
からです︒

八908囹あなた︑此のお子が返事を
しないのは︑あなたの口が見えない
からです︒

るではありませんか︒

八餅7囲 お呼びするのは大てい近所
の人で︑あなたが知っていらっしや

私どもだって︑大ぜいして

ました︒

濱へ蹄る父の小舟︑

もう改めて勝負をするには 六221翻 ︿略﹀︑ 沖へ急ぐ兄の小舟︑

親が落ちれば其の子も落ち︑

ゑがほとゑがほ︒

六255

弟が落ちれば兄も落ち︑馬の上には

太どの

ういふ御方でございますか︒﹂

四946園 ︿略﹀︑十郎﹁五郎︑かほを

あにうえ ﹇兄上﹈︵名︶1 兄上

信吉は夏休にて蒙り居たる

信吉は兄と姉とに謝して︑

兄に向ひて︑いろくと星の説明を

九851図
求めたり︒

︽1 九932図

﹁あなたがたはとんでも
侮る

六433団十二月十五日兄から千

人︑人の上には馬︑︿略﹀︒

私どもの若い自分には︑

あなた方の村が五箇村の頭になって

十一702園

きませんでした︒

︿略﹀︑あなた方の半分ぐらみしか働

十139園

下さい︒

八127園どうか今日から一年の間︑

のです︒

及びません︒あなた方の村が勝つた

八123囹

か＼れば︑あなた方に負けません︒

六298園

る方ばかりです︒

十132園 高橋さんは︑すぐ前に居る
順太郎君を見て︑﹁あなたもずゐぶ
ん大きくなりましたね︒

十133囹 私も︑あなたのおとうさん
などと心しよに︑よく道ぶしんに出
たものでした︒

おほせられて︑あなたのお露を待つ

十611囹 ﹁旅僧が一夜の宿を頼むと

︿略﹀︑ 今 夜 は 之 を た い て ︑

ていらっしやいます ︒ ﹂
十672園

あなたのおもてなしに致しませう︒

見える︒

十佃2 はるかのあなたに白い水煙が

﹇侮﹈︵五︶1

ない人たちだ︒﹂

十一712園 あなたがよく會ひたいと あなど・る

あにうえさま一あの
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見せよ︒﹂五郎﹁兄 上 ︒ ﹂

様

あにうえさま ﹇兄上様﹈︵名︶2 兄上

六百3団 三月十八日 千太 兄上檬
九497団 六月十日 要吉 兄上檬
ガタ

あにさまがた ﹇兄様方﹈︵名︶1 兄様

つてみよ︒

さうして残りの領地を二分
姉上

私も姉上と同じ心で︑

﹇姉上﹈︵名︶3

して︑姉二人にやってしまった︒

十二6910
あねうえ

十二676圏
ほんたうに姉上は私の思ってゐ
る通りをおっしゃいました︒

二72園

オカアサンハアノシロ

イハナガスキデス︒

V6園﹁ワタクシハアノアカイ
大キナハナガスキデス︒﹂
二83圏 ﹁ソノッギハ︑アノタク
サンサイテヰル︑小サナキイロ

アノキクハオトウサン

イキクデス︒﹂

だ︒﹂

イツテミマセウ︒﹂

るところが雨のふるあな

三521園﹁ああわかった︒あの光

ヘ

ノガ︑ヨクアノカラノ中ニ
ハイツテヰタモノダトオモヒ
マシタ︒

三601忌寸ハノ木ニセミガ
ノセミモコノ中ニヰルノデ

ウルサイホドナイテヰマス︒ア

それから︑あの赤いじゅ
山

なるばかりでせう︒

しだい

あれく︑虹がきえて行く︒

あのあざやかな色どりも

五624韻

小山の方はも

あのたんぼの中に︑ちよつ

くにうすくなり︑

う見えぬ︒

とした森があるだらう︒

五637圏

すか︒﹂﹁あの青田の中にあるのだら

五647園 ﹁︿略﹀白壁造の家は工場で

ませう︒

六597園

あの白壁造の±藏のある家が

︿略﹀︑あの家にはよい事が

﹁あの門の中へ︑はいって

﹁あの中には石のらうがあ

はなりませぬ︒﹂

六594園

どりにすることだ︒﹂

の弱い人間がわれわれの仲間を生け

六276圏

﹁どうも分らないのは︑あ

六15圏來年もやはりあの稻を作り

た︒

つゴいて︑身代は前よりもよくなつ

五781

それだ︒

五776

五684園 ﹁あ＼︑あの貧乏村か︒﹂

になったはずだ︒

二214園﹁ソレデハムカフ守旧 う︒
まゆ
ガアリマスカラ︑アノ木ノ下
五653國 うちの繭もあの工場で生綜

モタイソウオスキデス︒

ほんたうに姉 二86囹

上は私の思ってみる通りをおつしや

ソコへ大國主ノ神ガオ出 十二676園 ︿略﹀︑

デニナリマシタ︒︿略﹀︒兄檬ガ

四184
いました︒

ひげ
﹁︿略﹀︑此の白い髪や髭

十二739園

あね

姉

﹇姉﹈︵名︶10

タノオトモヲシテ︑︿略﹀︒
を御覧になったら︑姉上もお氣の毒

あね

三291圃 つつみかかへてがくかう

とお思ひになりさうなものだのに︑

姉たち

へ つれだちいそぐあねおとと︒
﹇姉達﹈︵名︶1

︿略﹀︒﹂

あねたち
ぎゃく

虐待されてるるといふことであっ
姉娘

あの

セウ︒

三716

何百年かたった後︑

あのうちは此の上よく

あの學校がたった時︑

︿略﹀︑ かついで行って植ゑたのだ︒

六986翻

つて︑唐糸様がおしこめられて居ら

四575韻

ばんはねえさんので︑︿略﹀︒
ア

のふもとの大木は あのしひ
れます︒﹂
いうぜん
の木か︑かしの木か︒
六737 あの美しい友繹染は︑もと此
四632園﹁だれかあの扇をいお の川べりで出來たのでございます︒
四767

とすものはないか︒﹂

ア

ア

リや王は百人の家來を連れ

﹇姉娘﹈︵名︶1

アノ

スギノキノ

一バンボシミツケタ︒

﹇彼﹈︵連体︶89

ニ︒

ニナツテヰマス︒コノ大キナモ

かばふはずみにあねは 十二729 それは父が姉たちの爲に 三591 ︿略﹀︑モウリツパニセミ

おととをかばふあねのうで︒

三293圃足すべらせてこけかかる
三294圃

あの

た︒

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

十二71一

た︒
あねは手ばやくをを
小川の水で手をあ あねむすめ

また 足だのはなをふっつりと︒

︿略V︒

三304圃
たてて︑
らひ︑

のあねの道子です︒

四472 よみ手はおちいさんで︑
取手は︿略﹀の四人と︑友一と

一402幽
ニ︒

レアノモリノ
ウヘ

ヤナギノキノ

ニバンボシミツケタ︒

三バンボシミツケタ︒

レアノドテノ

一406圏
ウヘ

ウヘ

レアノヤマノマツノキノ

ニ︒

か
十二658 姉二人は既にさる貴族に嫁

一414團

十二666園 先づ姉の︒コネリルから言

ることにきまってみた︒

し︑妹はかねてフランス王の后にな

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

九932図信吉は兄と姉とに謝して︑

て下さい︒﹂と頼み た り ︒

﹁ねえさん︑どうぞ其の話を聞かせ

九907図信吉は傍なる姉に向ひて︑

友

一一
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あの一あの

︿略﹀

死んだあの子が高取

かついで行 っ て 植 ゑ た の だ ︒

六988圏
つて︑

あの子のせいより低かった︒

六992圏 あの子は十二︑落葉松は
六993圃 あの子は十二︑落葉松は
あの子のせいより低かった︒

﹁︿略﹀︒﹂

八946園

こんじき

あの上に名高い金色堂があ
汽車は此の邊からあの川に

あのふもとに有名な小岩井

北風はもう一度あの勇ましい

號令が聞きたいと思って︑訴へるや

馬柵7

あの中にて一番面白き話

うな目付で主人の顔を見下し︑︿略﹀︒

九川10國囲

をよくおぼえ置き︑來週學校にて話

し方の時間に話し︑︿略V︒

十個10囹

あの波を御らん︒かはいさ

﹁あ＼︑きれいだ︒あの色

うだが︑とても人間業では救へない︒

十261囹

︿略V︒

人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑

實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ

﹁あ＼︑あの角の石屋 言論4圏 シカシ今度ノ候補者ノ中二︑
え
あれが北斗七星だ︒あの柄

﹁北斗七星は︿略﹀︑あの星

をどうかして出したいものだ︒﹂

﹁あ＼︑あの一番高い杉の 十589あ㌧︑あのかはい﹂鳩が︑一

さうだく︒あの鉢の木をた

度任務を命ぜられると︑︿略﹀︒

十661

いて︑せめてものをもてなしにしよ

﹁さうだ︒それにあの星は

う︒

あの人は無封に︑少しでも他人の負

てはならぬ︒﹄

のアルカスに親殺の大罪ををかさせ

ひ松の間に居るのです︒

此のあたりから頂上へ登る途中のは

坑外に出ると︑急に夜が明け

﹁あの橋は危瞼だから決し

かねてあぶないといって置

後日︑人が主人に向って︑ど

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十梱7

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

十943囹

て渡ってはならぬ︒﹂

十935園

いものに思ひました︒

活動してみる坑夫の仕事を︑たふと

たやうで︑︿略﹀︑あの坑内でたえず

十856

かけて敵の大軍に割って入り︑︿略﹀︒

にうち乗って一番にはせ参じ︑眞先

十692園 ︿略﹀︑やせたりともあの馬

何時も眞北に居るから︑あれを満つ
﹁︿略﹀︑あの北極星がひし

西洋では昔から︑あの七つ
の星と其の近所の星を一しょにして

九901囹

てるますね︒﹂

小さい北斗七星のやうなものが出來

やくの柄の先になって︑もう一つ︑

九897圏

けさへすれば︑︿略﹀︒﹂

九892園

眞上の所にあるのが北極星でせう︒﹂

九8810圏

る事が出來る︒﹂

を本にして︑すぐに北極星を見つけ

九887園

つけて︑︿略﹀︒

でない方の端にある二つの星を結び

九879園

か︒﹂

九8010二足

農場があるのだ︒

九741園

ついて︑北へくと走るのだ︒

九7210園

る︒

﹁何なら︑あのお子を今日 九719園

︼日お連れになってもようございま
す︒﹂

九2310園︿略﹀︑あの毎日見舞に來て
くれる門人たちに頼まれて︑︿略﹀︑

此の山中へ來たのである︒

﹁此の坂を下りて︑あの清

あの降りつゴいた雨のおか

﹁あの精米等身の社長さん

︿略﹀︑おとうさんは﹁︿略﹀︒﹂

あの社長さんはもと上方の
さて繋累を始めると︑あの

﹁いや︑これから先があの

とは前から友だちだったので︑︿略﹀︒

九528園うちのおちいさんはあの人

わき目もふらず働くので︑︿略﹀︒

人ならといふ信用はあるし︑それに

九523園

人で︑︿略﹀︒

九513園

分からのお話をして下さいました︒

とおっしゃって︑あの方の小さい時

九511

はえらい方なんでせう︒﹂

九507圏

ることが出來ました︒

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

九471囲

見えるはずだ︒﹂

水の所まで行くと︑石井君のうちが

六996圃 あの子がいくさに行く時に︑ 九349園
學校の前でふりかへ り ︑

六㎜3圃 昨日學校で校長に︑ あの
私も子ど も の 時 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

木の事を話したら︑ ︿ 略 ﹀ ︒
七526囹

あの運動場で遊んだり︑此の講堂で
お話を聞いたり致しました︒

にちがひないが︑︿略﹀︒

七652 これはあの人が落して行った

だ︒通してやれ︒﹂

七脳8圏 ﹁あのせいの低いのが石田

で︑費行もよからうと思ひます︒あ

七六1團 地もがらもまことに客地向
のたちで子ども向の品をもう五十反︑
至急お送り下さい︒

ら︑いつれ又改めてやり直しをして

八118園 相手の信作があの通りだか
もらはなければなるまい︒

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

捲を輕くしょうとして︑︿略﹀︒

九539囹世間には︿略﹀者もあるが︑ 九923園 ﹃あ＼︑かはいさうだ︒あ

人のほんたうにえらい所だ︒﹂

八188圏 ﹁長四郎があの心で大きく 九532園
なったら︑竹千代には無二の忠臣で
あらう︒﹂

﹁奥檬︑ あ の と よ は ︒ ﹂ と ︑

さも心配さうにたつねた︒

八838園

決してあせらず︑一軒二軒と得意先

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑
をまして行って︑︿略﹀︒

九969園

ばかりが︑氣にか﹂つてみたのでご

八844園あちらでも︑あの子のこと 九553園 それにあの人の事だから︑
ざいました︒

あはは一あぶら
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になったのかと尋ねた︒

十梱10囹 主人は答へて︑﹁あの青年
が私の室にはいる前︑先づ着物のほ

﹁︿略﹀︑

まあ︑此のお膿であの

﹇浴掛﹈︵下一︶1

︽ーケ︾

あびせか・ける
びせかける

︒﹂といひなが

ひどい嵐の中を

八備3

將を井戸端へ連れて行って︑着物を

浴

すると大將の父はく略V︑大

ら︑よ㌧と泣きくつれた︒
其のうちに誰言ふとなく︑

ぬがせて︑頭から冷水を浴びせかけ

十一一鵬9

ばうず
あれは山師坊主で︑あのやうなまね

こりを梯ひ︑︿略﹀︒

あひ

た︒

アヒル

をして︑人をろうらくするのであら

ス︒

五301圃

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

うちの前には小川が流れ︑

びる

︽ービ︾

四173園﹁ソレナラ海ノ水ヲ
アビテ︑ネテ居ルガヨイ︒﹂

白ウサギハスグ海ノ水
ヲァビマシタガ︑︿略﹀︒

四176

殊に遊覧船に乗って︑頭から

十474

彼の頭の中にあるものは︑唯

夕日を浴びた柿の色であった︒

あぶない

すら寒い秋風を浴びながら︑︿略﹀

十二3310團私は今落日に重して︑う

職跡に立ってるます︒

﹇危﹈︵形︶7

﹁あぶないことだ︒もし宗

任に悪い心があったら︒﹂と︑画家

五824園

の二障どもはひやくしたといひま

す︒

すててにげるやうな者には︑これか

五995圏﹃あぶない時に︑友だちを

馬はおどろいてとび上ったの

らっきあふな︒﹄

七455

さうしてずるぶんあぶない目

で︑信玄はあぶない所を助かった︒

にあって︑やうやう向岸に着きまし

七645

た︒

此のあぶない川を一人でこしたほど

七653 ︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

かねてあぶないといって置

お前のやうな弱轟には︑ひ

あぶなく

︿略﹀︑アルカスはそれと知

﹇危﹈︵副︶1

あぶら ﹇油﹈︵名︶2 油﹇▽たねあぶ

射殺すところでした︒

りませんから︑あぶなく親身の親を

九921園

あぶなく

い時でも︑︿略﹀︒

よっとすると命を失ふやうなあぶな

十956園

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

十942園

の人である︒

雨のやうなしぶきを浴びながら︑瀧
です︒

九343

しいこずゑの色は︑強い日光を浴び
やがて暮近くなったので︑

て︑一面に煙ってみる︒
十1510

同は︿略﹀︑夕日を浴びて下期につ
いた︒

一

みねからすそにかけての若々

つぼを見物して廻るのは︑實に壮快

九317

︽ーイ︾

あぶな・い

一301園アヒルガオヨイデヰマ

る

﹇家鴨﹈︵名︶2

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

十伽3園 く略V︑あの青年ははいると

あは＼

あひる

うといふうはさが立つた︒

︿略﹀︑我々もあのくさり戸
ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

た︒

あはは

あばら家

其の時﹁あは〜︒﹂と笑ふ あ・びる﹇浴﹈︵上一︶8アビル浴

﹇荒屋﹈︵名︶1

雪の日の夕暮に近き頃︑
とあるあばら家の

給へとこへば︑︿略﹀︒

門口に杖を止めて︑一夜の宿を貸し

︿略﹀旅僧あり︒

十596図

あばらや

ものがありました︒

六281園

︵感︶−

と相談して︑其の方法をも取りきめ

十二佃4

上に置きました︒

連声2園 かういふ嵩から︑︿略V︑あ
の青年をやとふことにしたのです︒
うちう

太陽のほかに︑これと同しやうなも

十一37 つまり此の宇宙には︑あの
のがなほ敷限りもなく存在してみる
が︑︿略V︒

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

十一310 しかも我々に最も近いあの

一昨年植付けた時の覧書だ︒

百萬里も離れてみる︒
十一3610

あの時︑﹁こんなに間をおいてよい
の で す か ︒ ﹂ と 僕 が聞いたら︑︿略﹀︒

四355

レマハル ︽ーリ︾

十一402 僕がお手臆して植ゑたあの あばれまわ・る ﹇暴回﹈ ︵五︶一 アバ
杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

ニシタリシテ

デ︑ホカノ鳥ヲイヂメタリ︑ツ

︿略﹀︑此ノ鳥ハ見エルノ

らう︒
しんじ ゃ う や

カミコロシテエ

十一718園 あの新上屋に御泊りに
なって︑さつき御出かけの途中﹃何

︵名︶nvみずあび

アバレマハリマス︒
あび

か珍しい本はないか︒﹄と︑御立寄
り下さいました︒

せかく ︽ーケ︾

みる︒

には︑すゴなりになった實が夕日を
さんご
浴びて︑珊瑚珠のやうにかゴやいて

く略V秀吉︑勝政の引足 十447 ふと見上げると︑庭の柿の木

十二545園 あのいろいろの道具︑た あびせか・く ﹇浴掛﹈︵下二︶1 あび
くさんの時計︑︿略V︑どれを見ても

十一289図

︿略﹀︒

に合圖して銃火をあびせかけたれば︑

になりたるを見て︑すかさず鐵砲組

自分よりは大きく︑自分よりはえら
さうである︒

父の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

十二7310園 コーデリヤは眠ってみる

31
あぶらぜみ一あまのかぐやま

・ら

六966 さうして其の上へ油をふりか
けさせた︒

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ
﹇安倍川義夫﹈︹課名︺

ふれてみて︑︿略﹀︒

あべかわのぎふ

ぺ

第十七
安倍川の義夫

安倍川の義夫

べ

﹇安倍川宿﹈︵名︶1

第十七

安倍川の宿

あ

あべかわのしゅく

七618

七目5

十一679 燈火としては︑初め松の木 2安倍川の義夫

アブラゼ

や魚・獣の油などをたいたのであっ
﹇油蝉﹈︵ 名 ︶ 一

たが︑︿略﹀︒

こ︑

あぶらぜみ
あ

人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︒

川原

あべかわら

べ

安倍宗任

あべのむねたふ

まん

五794

﹇甘柿﹈︵名︶2

あま柿

居ル時ハ緑色デアルガ︑︿略﹀︒

あまがき

しぶ柿が三本︑あま柿が
しぶ柿が三本︑あま柿が

二本で︑︿略﹀︒

四51
四53

二本で︑その中に私の木が
雨ざらし
さロりし

も

其の松の下に石できざんだ地

﹇雨曝﹈︵名︶1

一本あります︒あま柿です︒
あまざらし

七238

藏様が立っていらっしやる︒晒木
めん

綿のづきんをかぶって︑雨ざらしに
なっていらっしゃるが︑︿略V︒

騎も鯨すな︒﹂とおしよせた︒

アマイ甘い

十一下図

アマゾン河
ゾン河や︑イグアッスーの大二布の

十一脳2國國其の中に有名なるアマ
壮観を罵したるものもこれあり候︒

アマゾン河は全長五千
五百キロメートル︑世界の河の王と

十一悩6閥国

雨だれ

天照大神

天照大神

天照大神の弟の方に︑すさ

あまてらすおほみかみ

名︺4

のをのみことと申す神様がございま

あまてらすおほみかみ

五型6

した︒

これはめづらしいつるぎだ︒

自分の物にしてはならぬとおぼしめ

五125

此虜には天照大神をおまつ

して︑天照大神へお上げになりまし

た︒

十752団

たけみ

りした京城神社があり︑︿略﹀︒

十二61図時に天照大神の使者建御
かつち
革命此の地に來りていふやう︑

︿略﹀︒

あまど ﹇雨戸﹈︵名︶3 雨戸

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

﹇遍﹈ ︵形︶1 あまねし

報ずると共に時事を論ずるもの起り

︿略V︑やがてあまねく内外の事件を

十ニー51図 第四課 新聞 ︿略﹀︒

︽ーク︾

あまね・し

︿略﹀︒

雨戸をくるのとかはりはないが︑

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

九634

ケハジメタ︒

ヰン
六331 病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

とも出撮ませんでした︒

かぼか流れ出すほどで︑どうするこ

たふれて︑中からうすやたらひがぼ

六948囹賊は﹁それ︑敵が出た︒一 五868国 ︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

←もてあます

徳川家康が幼時家計に負はれ あま・す ﹇余﹈︵五︶1 饒す ︽ース︾

あべのむねたふ

﹇安倍宗任﹈︹人名︺！
よし

﹇甘﹈︵形︶2

をつれて廣い野原を通りますと︑

八幡太郎義軍が或日安倍宗任 アマゾンがわ ︹地名︺3 アマゾン河

あべのむねとう

て︑安倍川原へ石合職を見に行った︒

あ

八134

とくがはいへやす

あ べ
﹇安倍川原﹈︵名︶1 安倍

三582 ︿略﹀︑カラヲキタセミガ 七625 中でも安倍川の宿は一そうの
ハヒ上ツテキマス︒︿略﹀︒アプラ
ゼミデス︒
アフリカ ︹地名︺一 アフリカ与なん
ぶアフリカ

十﹁546 昔︑アフリカの或港に一そ
うの船がとまってみた時の話である︒

海を分けて太平洋・大西

アフリカしゅう ︹地名︺2 アフリカ
洲

七17図
︿略﹀︒

日ガサシテヰマス︒︿略﹀︒モウアマ

五963庭サキノブダウ二二︑今︑夕

︽ーク︾

あま・い

︽一

洋・印度洋とし︑陸を分けて︑アジ

あふる

ヤ溺・ヨーロッパ湧・アフリカ洲・
︿略﹀とす︒

﹇溢﹈︵下二 ︶ 1

七3図 アフリカ洲
あふ・る

﹇雨垂﹈︵名︶1

いはれ居候︒

あまだれ

雨だれでも石をうがつ︒

︿略﹀柿がすゴなりになって

クナツテヰマセウ︒

八824

九槌2

みるのが目につく︒︿略V︒まだ青い

十707図 降積みし雪もあと無くきえ

ルル︾

て︑山河草木喜にあふる︑春とはな

天つ

﹁此の葦原の中つ國を

て︑こ＼に始めて我等の生活に切實

十二74図囹

日嗣

つぎ

れり︒

﹇雨蛙﹈︵名︶2

に食べられる︒

﹇天日嗣﹈︵名︶1
あふれる

あまつひつぎ

﹇盗﹈︵下一︶2

あまがえる

田二住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉

なる關係を有するものとはなりぬ︒

つぎ

皇孫にたてまつりて︑とこしへに天

あまのかぐやま ﹇天香久山﹈︹地名︺1

つ日嗣を護りまつらん︒﹂

九178例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二 あまてらすおおみかみ ﹇天照大神﹈︹人

二宿ル雨蛙ハ緑色︒

九167

雨蛙

が早く甘くなるたちだから︑もう直

あふ・れる

︽ ー レ ︾ ﹇ ▽ み な ぎりあふれる

七621 連日の雨で︑川といふ川には
水があふれました︒

十二355國 やがてベルリンに入って

あまのはしだて一あみぐち

32

ぐ

スカレマスガ︑一人ハアマリ

か

うあまり・しマイルあまり・じゅうね
スカレマセン︒

天の香久山
んあまり︒とおかあまり・にしゅうか

うねび

十二佃5図 更に首を回らして南を望

つきあまり・ひゃくくばいあまり・

んあまり・にひゃくねんあまり︒ひと

九431図圃園

﹃厚意謝するに鯨りあ
長くいたは

り︒軍のおきてにしたがひて︑他
日我が手に受領せば︑
り養はん︒﹄

今や霊芝は衆星の中の漏月

のです︒さむい日のことで︑
あまり氣のどくでしたから︑
︿略V︒

あまり急ぎましたので︑水が

いすの上にあったおばあさんのづき

七891

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

んにこぼれました︒

八41

あまりかはいらしいので︑僕はしば

上になり下になりしてじゃれてみる︒

重り

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

男の子は指先でそれをつま

もりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十二559

まうとしたが︑載り小さいのでつま

めなかった︒

←ありあまる

あま・る ﹇余﹈︵五︶1 齢る ︽ーッ︾

だから︑少しでも鯨つたお

金があったら必ず預金にして置くも

十518圏

﹇浴﹈︵名︶﹇▽ゆあみす

のだ︒

あみ

﹇網﹈︵名︶4

其の時魚見やぐらの上で旗

かなあみ・だいぼうあみ・まぐろあ

網←かきあみ・

あみ

十二785

み・みあみ

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ

かうしてだんく網の中が

匹の馬は一さんにかけ出した︒始の

十二7810

たといふ合圖をすると︑︿略V︒

ゐ
ふと通りか﹂つた某大尉が之

狭められるに随って︑まぐろは水面

うつ

に渦巻を起したり︑︿略﹀︒

十二793

網をすき︑舟を漕ぎ︑漁

業の手傳などして土人に親しみ︑さ

十二8310図

と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒

網の中がいよく狭くなる

を見て︑錬りにめ﹂しいふるまひと
行幸回りに逞かりしかば︑

租界の外に出ると大ていは

てさまぐの物語を聞くに︑︿略﹀︒

あみ笠をかぶった父がふり向

︿略﹀︑まぐろの群が網には

近くに番をしてみる漁夫が急いで網

いったといふ合圖をすると︑網ロの

十二786

あみぐち ﹇細口﹈︵名︶2 網口

︿略﹀︒

くと︑母もすげ笠をそちらへ向けて︑

九579

あまり思ひがけない言葉に あみがさ ﹇編笠﹈︵名︶1 あみ笠

九歳の時始めて雲粒にはい

ベートーベンも我ながら齢
りだしぬけだと思ったらしく︑口ご

十二399

なかったので︑︿略﹀︒

つたが︑齢りすばしこい生れつきで

十一一102

ちらへゆ﹂

宣長は驚いて︑﹁先生がどうしてこ

十一715

きれいでない︒

支那学の町で︑町鳶も狭く︑あまり

十一103

人をしてうか〜はしむるに︑︿略﹀︒

十捌6図

思って︑﹁こら︑どうした︒

九摺6

間はあまり甲乙はなかったが︑︿略﹀︒

八88

らくそれを見てみた︒

の如く國中から仰がれる身となった

﹇余﹈︵形状︶2

するばかりでなく︑︿略V︒

が︑中には彼をそねむあまり︑反抗

十二975

四791其の後間もなく死んだ

めば︑︿略V畝傍山・耳成山・天の

アマノリ

ひゃくねんあまりまえ・みつきあまり

香 久 山 の 三 山 ま ゆ の如く︑︿略﹀︒

か ぐ

﹇天橋立﹈︹地名︺2

︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

あまのはしだて

天の橋立
五564

の三つを︑昔から日本三景と申しま
す︒

﹇甘海苔﹈︵名︶2

五576 天の橋立は海中へつき出た細
す
長い洲で︑長さは一里︑は皮は四五
十間︒

あまのり
あまり

︿略﹀︒何で命を惜しみませう︒どう

七856 海藻ニハイロくアル︒先ヅ 糸価7園 それは詣りな御言葉です︒

七84図 アマノリ

ぞ之を御覧下さい︒

喜三右衛門は祈りの美しさに

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︒

十448

タベルモノニハ︑コンブ︒︿略﹀・ア

雨水

マノリ・アヲノリ・モヅクナドガア
リ︑︿略﹀︒

﹇雨水﹈︵名︶3

う︒﹂

三836

れふしはきのどくにな

めてゐました︒

れふしがぼんやりと海をなが

あまりけしきがよいので︑

三冠2園 ﹁いろいろおせわになり
ました︒あまり長くなりますか
ら︑もうおいとまにいたしませ

齢り

チ ヅ
五516 雨水ノ流レル道ハ地唄ニカイ あまり ﹇余﹈︵副︶15 アマリ あまり

あまみず
タ川ヲ見ルヤウデス︒

五524 雨水ハタぐカウシテ流レルバ
カリデハアリマセン︒地ノ中ニシミ
コンデ︑︿略﹀︒

九了8囲水の乏しい此の島々では︑
其の雨水がまた大切な飲料水となる
のです︒

あまり ﹇余﹈︵名︶2 あまり 騰り

三873囹

りまして︑﹁あまりおかはいさう

←いちじかんあまり・いちまんろくせ
んじゃくあまり・ごじゅうマイルあま

一人ハタイソウ皆サンニ

ですから︑おかへし申します︒

四712

り・さんじっさいあまり・さんじゃく
あまり・じっかいりあまり・じつちょ

33
あむ一アメリカ

︿略﹀ ︑ 網 口 の 近 く に 番 を し

口をしめてしまふ︒
十一一787

あむ

︽ーム︾

てるる漁夫が急いで網口をしめてし
﹇編﹈︵四︶1

まふ︒
あ・む

俵あむ手のいそがしげなる 父と

十893野臥 冬の朝日のさす軒下に︑

雨

母とに暇を告げて︑ 勇みて出つる
﹇雨﹈︹課名︺2

我が家の門︒

あめ

五目2 十四 雨

五503 十四雨
あめ﹇雨﹈︵名︶35アメ雨←おお
あめ・にわかあめ・ひとあめ︒ひとあ

んだ︒

夕方からは雨になって︑風は全く止

雨

四月二十六日

木曜

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

此の間二三度降った雨に︑山

五162

です︒

九471困

殊に遊覧船に乗って︑頭から

ところが或夜︑夜中に激し

い雨が降ったことがある︒

十﹁9910

壁のすき間をもつた雨のた

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

十一㎜1

︿略﹀︒

山川1

雨あがりの庭はぼうっとけむ

あめあがり ﹇雨上﹈︵名︶1 雨あがり

つてゐました︒

十一榴7

工

まるであめ細工のやうであ

九月にはいっては雨つ球き

雨つゴき

る︒見てみるうちに大きなフラスコ

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ
すると乗員は︑一せいに飛起

が出來た︒

五餌4團

あめつづき ﹇雨続﹈︵名︶1

でしたが︑四日の日は朝からひどい

昨夜雨が降ったせみか︑空が

雨で︑夕方から風もはげしくなりま

のあな

三517

な

十七

一ロばなし

十801

雨

又あめややくわしやでは︑

はやし立てておきゃくをよんで

四26

ゐます︒

アメリカ

る︒

それから雨雪の量は干鳥

︹地名︺3

アメリカ←きた

一番多いか︑こんなことも記してあ

が一番多いか︑又一年中で何時頃が

十﹇915囹

地下水のしっくが︑四方から あめゆき ﹇雨雪﹈︵名︶1 雨雪
雨のやうに落ちて來る︒

障子をあけてみるとまだ雨
が降ってみる︒

十﹇354

︿略﹀︑うねくと履く岡が
雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒

十一356

一

あめのあな ﹇七穴﹈︹題名︺1 雨のあ

した︒

きれいにすんで︑向ふの天神山が近
︿略﹀︑北風は︿略﹀︑砲揮の

敵揮は前後左右へ雨のやうに
落ちて來る︒

写研4

くともせずに勇ましく活動した︒

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び

九鵬8

く見える︒

九柵8

から號令が雨のやうに下る︒

きて︑手早くつり床をく＼る︒これ

九629

ることが出演ました︒

あの降りつ卜いた雨のおか あめざいく ﹇飴細工﹈︵名︶1 あめ細

つぼを見物して廻るのは︑實に壮快

雨のやうなしぶきを浴びながら︑瀧

九316

の木の葉は目立って色づいた︒

八12

五207
此ノ頃山雨が降りツぐイテ︑

上に日が氣持よくてってゐます︒
五504
表デ遊ブ日ガアリマセン︒

カウ毎日降ル雨ハドウナツテ
カラカサニ降ル雨が四方へ流

シマフノデセウ︒

五505
五507
レオチルヤウニ︑水癌低イ方へ低イ
庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

方ヘト流レテ行キマス︒

五511

遠きをつなぐ

用

さてく︑虹はおもしろい︒

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

五616圃
ありさうに天と地の

雨のはれ間にちよつと出て︑

めごと
雲の上︒

五餌5団︿略﹀︑四日の日は朝からひ

一20ーアメガヤミマシタ︒ヒガ
テリダシマシタ︒

三252 この二一二日の雨で︑竹の

どい雨で︑夕方から風もはげしくな
りました︒

くと聞えて來て︑︿略﹀︒

もやみますと︑急に川水の音がこう

ゆふべの雨でくさや 五853囲夜明け方になって︑雨も風

子がこんなに出ました︒

三286圃

木のみどりいうますなつの
あさ︑︿略﹀︒

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

になりますが︑よくも績くと思ふく

連日の雨で︑川といふ川には

ごくたまにしか降りません︒

つてゐますが︑︿略﹀︒

三521園﹁ああわかった︒あの光 五896 雨が降っても︑風が吹いても︑ 十776団 こちらへ來てもう三月齢り あめや ﹇飴屋﹈︵名︶1 あめや

るところが雨のふるあな
だ︒﹂

二三日降りつゴいた雨がから

いっか大そう雨のふるばんに︑

らみの天氣績きで︑雨といふものは

三 5 5 1 あ る とき︑雨のふる日

︿略﹀︒

五938

七619

りとはれたので︑︿略﹀︒

六142

に︑たうふうがにはへ出て︑池

五月二十八日︑雨のふる

のはたを通りますと︑︿略﹀︒

四941

ばんの事です︑︿略﹀︒
五128 四月二十一日 土曜 雨

仕合はせに午後は風が弱った︒

水があふれました︒

五161 夕方から雨がふり出しました︒ 七949

アメリカがっしゅうこく一あやまり

34

アメリカ・きたアメリカしゅう・みな

十二626図

大統領リンカーンは︑︿略V︒

十﹇947

アメリカ合衆國第十六代の

みアメリカ︒みなみアメリカしゅう
一定不麿の部分と︑弁化を許された

アメリカ合衆國の國旗は

八752 コロンブスがアメリカを畿見

して編つた時︑イスパニや人の喜ん
る部分とより成る︒

﹁極樂寺坂の味方があやふ

ごくらくじ

見えた︒

七185園

打ちよせる大波︑打返すさか

うございます︒﹂

十274

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の

あわてて逃げんとすれど

﹇危﹈︵副︶1

であった︒

あやうく

十一247図

危く

は絶無であり︑比内はおほむね平和

國民の生活をおびやかすやうな危機

口に呑まれようとする︒
アメリカじん ︵名︶3 アメリカ人
アメリカ人の元氣なことは︑ 十二欄6 ︿略﹀︑並家の存立を危くし︑

日本人は八萬人飴も居て︑

これだけ聞いてもわかりませう︒

八666囲

だことは非常なものでした︒
十二脳9図 エヂソンの襲明せるは電
カにて特許を得たるもののみにても

話︒︿略﹀など極めて多く︑アメリ
八681國
子どもは︑アメリカ人の立てた将校

其の数實に千饒に及ぶ︒
十二佃4 アメリカにおいては此の無
へ行って︑英語で勉強しますが︑
︿略﹀︒

線電話の日用が極めて廣く︑︿略﹀︒

アメリカがっしゅうこく ︹地名︺9

なぶりものにせられて︑或は命も危

かるべし︒﹂

あやしみもてあそ・ぶ ﹇怪弄﹈ ︵四︶1

林藏の怪しみもてあそば

怪しみもてあそぶ ︽ーバ︾

る＼こと︑此庭にては更に甚だしか

十二872図

りしが︑︿略﹀︒

あやし・む ﹇怪﹈︵四・五︶2 あやしむ

見物人は孚って︑多勢の方へ

怪しむ ︽ーマ・iン︾

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

八138

命じた︒家來があやしんで︑其のわ

けをたつねると︑︿略﹀︒

ばう
十二846口q凶園 ﹁容貌の異なる汝が彼

も時評におそく︑大方はやにはに斬
倒されたり︒危く逃延びたる一二の

アメリカ人は大きいこと︑

廣いこと︑高いこと︑早いこと︑何

八731團

七2図 アメリカ合衆国

アメリカ合衆國

の地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

ルト︑︿略V︑

アヤス ︽ーシ︾

ウマウマトイヒマ

二262ワタクシガアヤシテアゲ

あや・す ︵五︶一

かるべし︒﹂

なぶりものにせられて︑或は命も危

兵卒︑はせもどって急を告ぐれば︑
︿略﹀︒

でも世界一になるやうに心掛けてゐ

それは山雲川に沿うて連な

危げ

るといひますが︑何しろ大した勢で

あやうげ

びやうぶ

十二悩6

﹇危気﹈︵形状︶1

︿略﹀及びアメリカ合衆國を世界の
す︒

アメリカ瀧

七43図 其の中腰が大日本帝國と︑
五大強國といふ︒

︹地名︺2

ス︒

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑
見るから危げな敷町のかけはしを造

右にあるのがアメリカ瀧︑左

つたものであるが︑︿略﹀︒

操る

退︑たゴ運を天にまか

︽ーッ・ーリ︾

︽ーカ あやつ・る﹇操﹈︵四・五︶2あやつる

一進

百尋・千

丈齢のろかい操りて︑

あやまり ﹇誤﹈︵名︶1 誤

あやにく薪も煮皿きてしまった︒

十659囹

﹁我もとより之を知る︒ あやにく ﹇生憎﹈︵副︶1 あやにく
だんく寒くなって來たが︑

尋海の底︑ 遊びなれたる庭廣し︒

行手定めぬ浪まくら︑

十一815夕影

せて︑二人はボートをあやつった︒

其の時︑御供にしたがひ給 十277

危し

にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

﹇危﹈︵形︶4

ひ︑︿略﹀︒

十973図園
危し︒﹂

十974図園

﹁容貌の異なる汝が彼

唯画家の危きを如何せん︒﹂
ばう

の地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

十二脳7図園

﹁羊の虎に向ふが如し︒

へる弟橘媛︑尊の御身危しと見給

おとたちばなひめ

九108図

ル︒ーキ・ーシ︾

あやう・し

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百鯨

︹課名︺2

ちらも十五六丈あります︒

アメリカだより

アメリカだより

アメリカだより
第十八

第十八

アメリカ

丈︑カナダ瀧が三百饒丈︑高さはど

九305

す︒

合はせてナイヤガラの瀧といふので

九302

七81図 ︿略﹀︑生縣は多くアメリカ アメリカだき
合衆國に︑羽二重はフランス︒イギ
リス等に送る︒

九293 世界一といはれるナイヤガラ
の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと
の國境にあります︒

十365 最後にアメリカ合衆國は︑國
家事業として此の工事に着手し︑
︿略﹀︑遂に之を造 り 上 げ た の で あ る ︒

八648

十878 輸出品の主な物は︑︿略Vな だより
八目7
どで︑輸出先はアメリカ合衆國．
︿略﹀等である︒

六963

危い ︽ーウ・ーク︾

十881 綿花は主に印度やアメリカ合あやう・い ﹇危﹈ ︵形︶4 あやふい
衆國から輸入し︑それに加工して綿

今度こそは千早城もあやふく
綜や綿織物を造る︒
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あやまる一あらそう

十二248 文明の進んだ今日尚此のや
うな考を持つのは︑大きな誤といは

﹇謝﹈︵五︶1

あやまる

﹇誤﹈︵五︶﹇▽みあやまる

ねばならぬ︒
あやま・る

あやま・る

六313 虎は︿略﹀︑どうすることも

︽ー ッ ︾

出來ません︒とうく弱って︑蟻に
あやまったと言ひます︒

あゆみ﹇歩﹈︵名︶2歩
州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

十596図 雪の日の夕暮に近き頃︑上
たどり着きたる旅僧あり︒

﹇歩来﹈︵四︶1

歩み

た︒﹂

仕事皇のそばに︑ふさぎ

こんで下を見つめてみた女の子がそ

十二585園
れを見附けて︑思はず﹁あら︒﹂と
叫んだ︒

﹇洗﹈︵名︶εかんぱんあらい・

荒い

じょうかんばんあらい・じょうかんぱ

あらい

荒イ

んあらいかた・てあらいばち
﹇荒﹈︵形︶2

︽ーイ・ーク︾

あら・い

ヒナヲ育テル間八最モ氣が荒

クテ︑家畜ヲサラフノモ多ク甲冑ノ

八505
時デアル︒

﹇洗終﹈

︵四︶−

其の主たるものであらう︒
あらいおわ・る

顔を洗ひをはりて︑いつも

︽ーリ︾

あら・う﹇洗﹈︵四・五︶1ーアラフあ

く︒

の如く︑庭のすみなるとやの戸を開

九122図

をはる

洗ひ

い浮世を知らずに過して來たことが︑

十608図 感がいに打沈みてとぼく 十二価10 ︿略﹀︑昔から此の島國で荒
と歩を運ぶ︒

︽ーレ︾

あゆみきた・る
來る

歩みよ

杖にすがりてとぼくと︑ 歩み來

八556図圃 雪どけ道のぬかるみを

﹇歩寄﹈︵四︶1

れる老婆あり︒

あゆみよ・る
︽ーレ︾

一へ︾

三47

あねは手ばやくをを
小川の水で手をあ

ニイサントーシヨニオサラヒヲ

ツテ︑ガマノホヲシイテ︑ソノ

あらごなしの開墾地は︑まるで足の

も︒

野台遠く

櫻がりするますらをのと

十二31図圃

上略コロガレ︒
ふみ場も無い有様である︒
ごま
五862団 其の時表で水だくとさけあらごま ﹇荒駒﹈︵名︶1 荒駒
ごま
荒畑を馴らしがてらに︑
ぶこゑがしましたので︑二階のまど

からのぞいて見ますと︑水が表の通

一そうの船が︑俄の嵐におそ

十二7310園﹁︿略﹀︑

まあ︑此の

はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

十2410

召物ヲ洗ツタリフイタリスル あらし ﹇嵐﹈︵名︶2 嵐

をさっと洗ひました︒

七832

荒波洗ふデッキの上に︑

時二使フ海綿モ︑︿略﹀轟ノ骨デア
ル︒

八977図圃

お膿であのひどい嵐の中を一︒﹂

これより北は波荒くして

舟を進むべくもあらず︑︿略V︒

十二835図

殊に毎日のやうに降るには あら・し ﹇荒﹈︵形︶1 荒し ︽ーク︾

やみをつらぬく中佐の叫︒

九75団

か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗

其の間草をとったり︑虎や

︿略﹀にはか雨が︑非常な あら・す ﹇荒﹈︵五︶1 荒す ︽ーシ︾

つて通り過ぎた後の︑︿略﹀︒

九75囲

十一521

﹇▽ふみあらす

はなかく一通りでない︒

象の荒しに弄るのを防いだり︑苦心

勢で木を洗ひ草を洗って通り過ぎた

あら渦

若し裁判が無いとしたら︑

十一227 ︿略﹀︑人々相互の孚がはて

︿略V︒

人々相互の事がはてしなく行はれて︑

十﹇226

あらそい

顔を洗って來て︑ビスケットあらそい ﹇争﹈︵名︶2 孚﹇▽こども

そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

﹁総員顔洗へ︒﹂

後の︑あざやかな緑の世界は︑︿略﹀︒

九659

九658園

九6910

を食べながら︑︿略V︒

﹇荒馬﹈︵名︶1

︿略﹀︒

力の強い者やわるがしこい者が勝つ

しなく行はれて︑しかも其の事は︑

ことになるであらう︒

孚フ 孚ふ ︽ーッ・ーハ・ーヒ・一

あらそ・う ﹇争﹈︵四・五︶10 あらそふ

十二811圃山もとゴうに引潮たぎり︑

あらうず

たぎる引潮あら渦を巻き︑

しかし此の外に︑往復通信の

あらごなし

四542

山祭のものが﹁日は山

かり取った雑木︑切倒した大 フ︾﹇▽あいあらそう

﹇荒﹈︵名︶1

木︑掘起した木の根や石ころ︑まだ

十386

あらごなし

一方を食事所とし︑︿略V︒

地をきめて置いて︑一方を飼養所︑

方法もある︒それは︑豫め甲乙の二

十562

ハヤクカホヲアラツテ︑ あらかじめ ﹇予﹈︵副︶1 込め

九134図 妹はやがてかこひ近く歩み らふ 洗フ 洗ふ ︽ーッ・ーヒ・ーフ︒

る

︽ーマ︾

よれば︑中なるひよこどもはく略﹀
かこひぎはに集る︒
歩む

シマセウ︒

﹇歩﹈︵五︶1

八73 やがて五人の騎手は多くの

あゆ・む

人々につきそはれ︑しっくと馬を

︿略﹀︒

四198囹早ク川へ行ツテ︑シホ
ケノナイ水デカラダヲアラ

らひ︑

三305圏
たてて︑

歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒

三641園 みよ子﹁あら︑てふてふが

あら ︵ 感 ︶ 2 あ ら

五郎さんの舟にとまりまし

あらた一あらゆる
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から出て︑山へはいる︒﹂といへ
といってあらそひます︒

ば︑島國のものが﹁ い や ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

る︒﹂といふことになりますと︑我

七627園 ︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ

︿略﹀︑地下鐵道・乗合自

正やがて正國をねぢ伏せたり︒
十二309國

動車などの乗り下りにも︑むやみに
﹇新﹈︵形状︶2

新

先を事ふやうなことはありません︒
あらた

のぞきては︑立木きはめて少かりし

奮御苑と奮御殿の邊とを

七642 此の時見すばらしいなりをし
かば︑新に植込みたる木の数︑實に

十57図園

た一人の男が︑人夫と渡賃を高いや
底数萬本に及べり︒

もくと先をあらそって渡りました︒

すいと言ってあらそってゐましたが︑

荒波洗ふデッキの上に︑

あらぬ

﹇荒武者﹈︵名︶2

る眞心がこもってみた︒

︿略﹀等の荒武者ども︑勇みに勇ん

荒

一室に通されて待ってるる

で突進す︒

十二梛9

と︑やがて西郷が出て來た︒次の間

には官軍の荒武者共がひかへて︑何

となく物々しい︒

海藻ニハイロくアル︒先ヅ

アラメ

あらめ ﹇荒布﹈︵名︶3 アラメ

七84図

タベルモノニハ︑コンブ・ワカメ・

七855

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

アラメ・︿略﹀ナドガアリ︑︿略﹀︒

七868

ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

米屋ごふく屋小ま物屋あ

かうしてボートは再び荒波を あらものや ﹇荒物屋﹈︵名︶1 あら物

やみをつらぬく中佐の叫︒

四272

屋

荒縄

とあらゆる

黒き

安き眠に入

︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明

の利器を運用して︑山をくづし︑地

十372

れるなり︒

とばりにおほはれて︑

あらゆるものはやみといふ

ふけ行く夜のしづけさよ︒

あらゆる ︵連体︶5 あらゆる﹇▽あり

た︒

はいくつも電とうをつけまし

ら物屋く略V︑そのほか大きな店

切りぬけて︑燈墓に露り着いたので

︿略﹀急流の岩に激し︑荒

︵連体︶1

王は尚あらぬ言葉を口走つ
前非を悔い︑自分を責めて娘にわび

てはみたが︑其の言葉の端端にも︑

十二759

あらぬ

けて︑車に積んで参ります︒

下役の者が石地藏に荒縄を掛 九13回転

﹇荒縄﹈︵名︶1

て︑︿略﹀︒

の心はもう驚と感激で一ぽいになつ

波の岸にくだけるやうな調に︑三人

十二442

ある︒

十285

武者ども 荒武者共
まさのり
十一297図 ﹁承る︒﹂と︑福島正則・

﹁︿略﹀︒﹂といひて目をふせあらむしゃども

右衛門と改めた︒

事務所の湯にはいって服を改

しが︑主人はやがて語氣を改めて︑

十685図

只略﹀︒﹂

十858

めると︑更に生きかへったやうな氣
持がしました︒

十二佃10 今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑虜々に手を加へて奮態を改めて
はみるが︑一部は尚昔の面目を留め
て︑暉海一生の苦心を永久に物語つ

たい
ところが此の新な態度に驚

いた五人の友は︑繹迦が全く修行を

てるる︒

十二949

七648 かの人夫は︑少ししてから︑
止めてしまったものと思ひ︑彼を捨

︿略﹀︒

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

新手

此のま＼新手の兵を迎へ
ては︑萬に一つの勝算もなし︒

十︻267図

﹇新手﹈︵名︶1

てて立去った︒

あらて

た所へ行って見ます と ︑ ︿ 略 V ︒

メ︾

改めて

相手の信作があの通りだか

鼓した喜三右衛門は︑程なく名を柿

八406

一夜の宿を貸し給へ あらなわ

もう改めて勝負をするには

八977図圃

﹁宋亡びぬ︒御身の忠義 あらなみ ﹇荒波﹈︵名︶3 荒波

八136 一方は百四五十人で︑他の一 あらた・む ﹇改﹈︵下二︶1 膨む ︽一
方は三百人以上もあった︒見物人は

十991図圏

らん︒﹂

八123園

もらはなければなるまい︒

ら︑いつれ又改めてやり直しをして

八119園

あらためて

﹇改﹈︵副︶3

めて元に仕へば︑富貴は意の如くな

を蓋くすべき所なし︒今より心を改

孚って︑多勢の方へ行ったが︑家康
は小勢の方へ行けと命じた︒
之ヲ買ハントスル人五人置ルトキハ︑

九455図 又コ・二一匹ノ馬アリテ︑

渡ランコトヲ恐レテ︑事ヒテ高キ債

其ノ五人ハ︑各其ノ馬が他人ノ手二
ヲツク︒

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

︿略﹀︑

及びません︒
十614図

改める

とこへば︑︿略﹀︒︿略﹀︒僧は改めて

﹇改﹈︵下一︶4

主人に一宿をこへり︒

︽ーメ・ーメル︾n▽おあらためる

あらた・める

九4510上之二反シテ︑同ジヤウナル
買ハントスル人タぐ一人ナルトキハ︑
五人ノ持主各其ノ馬ノ責レザランコ
トヲ恐レテ︑孚ヒテ償ヲ下グ︒

孚はせ︑又は人を罰することではな

十﹇223 裁判の目的は︑決して人を
い︒

士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清

十﹇306図直に組合ひたる二人の勇 十496 かうして柿の色を出す事に成
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あらわす一あり

をうがち︑河水をせき止めた事など︑
︿略﹀︒

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が
出來た︒

しよく

れい
一三の下に零を二十六もつけて表さ

十一15 太陽の光と熱とがなくては︑ 十一27 ︿略V︑之を燭光でいへば
我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一
ねばならぬ︒

﹁おのれを修めて人を安

として生存することは出來ない︒

更に思へば︑︿略﹀︑日の

の面目︑よく此の語にあらはれたり

忘れて︑人生の爲に煮皿くしたる大聖

といふべし︒

すると其のうちには又思

の外な．尻押なども現れて︑事めんだ

十二伽6園
しり

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒

島未だ去らざるに︑一島更にあらは

十282

限り

親子は非常な危瞼ををかして︑

十一333図岬かと見れば島なり︒一 あらんかぎり ﹇有限﹈︵名︶1 あらん
れ︑水路きはまるが如くにして︑ま

人々をボートに牧糊し︑又あらん限

あり

りの力をオールに注いで︑我が家へ

た忽ち開く︒

と向つた︒

ひうが

十一一154図我が國にてか＼る新聞の
ゐ
現れたるは維新前後にして︑︿略﹀︒

あり

あり

十二495図中にも南部松・日向松は あり ﹇蟻﹈︵名︶8 蟻 蟻←とらと
良材として最も世に著る︒

なるほど︑ごまつぶ程の蟻が

然るに其の實際を調査し 六285園 ﹁私です︒蟻です︒﹂

六286

十二823図

て此の疑問を解決したる人︑遂に我

即ち赤・白合はせて十三

が日本人の中より現れぬ︒

親のほねをりが子の時になつ
てあらはれたのであらう︑︿略﹀︒

上杉方からは小さな馬に乗つ
た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしゃ

七469

﹁︿略V︒﹂と名のった︒

軍艦の壮大な姿が︑だんくにあら

九609東の空が明るくなると︑︿略﹀
はれて來る︒

虎はおこって︑蟻をふみつぶ

蟻は虎の指のまたからくゴつ

さうとしました〇

て︑仲間の者にあひつをしました︒

六302

さあ大へん︑何千匹か何萬匹

か︑敷かぎりもない蟻がまつ黒にな

六305

とうく弱って︑蟻にあやま

つて︑出て來ました︒

いつ方に志してか︑日

つたと言ひます︒

六313

十二34図囲

眺望皇で眺めると︑道を

あり
盛りの やけたる道を蟻の行くらむ︒

十二334囲

あり

まるで蟻のはふやうに見えるし︑

あり

美唄してみる人間や自動車などは︑

︿略﹀︒

地球の表面には︑海と陸と

非 ︽ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

七14図

在り

あ・り ﹇在﹈︵ラ変︶即 アリ

書がけるが如く美しき山の︑

て︑今日の天氣はどうかと空をなが

ふく
九619 副長もはや上甲板にあらはれ
める︒

十一621

︿略﹀︑きっと結んだ口もと

或は右に或は左にあらはれるのは︑
だけ
サホロ嶽の甚六の一つであらう︒
十二価4

には意志の強さが現れてみる︒

一匹虎を見上げてゐます︒

條の横筋は︑搦立當時の十三州を表

﹇現﹈︵下一︶7

すものにして︑永久に攣化すること

あらわ・れる

六301

國旗の色彩が其の國の人
イタリヤの國旗は︑緑・

かくの如く各國の國旗は︑

五781

此の三色は︑自由・平 れる 現れる ︽ーレ・ーレル︾

あらざれども︑︿略﹀︒

あらは

十二628図

表すものともいふべきか︒

丸は熱烈燃ゆるが如き愛國の至誠を

十二616図

あらはせる語なり︒

んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を

十﹁685 人は生活上の必要から嚢火 十﹇78図
法を工夫し︑燃料を研究し︑火の熱
と光とをあらゆる方面に利用するこ
︿略﹀︑相可に名ある新聞

とを考へて來た︒

十ニー58図

︽fサ︒ーシ︒ース・一

あらはす

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

現す

﹇ 現 ﹈ ︵ 四・五︶15

の 利 器 を 用 ふ る を 以て︑︿略﹀︒

表す

あらわ・す

セ︾

れば︑︿略﹀︒

十二792

を起したり︑背びれを水上に現した

うつ
︿略V︑まぐろは水面に渦巻

其の國民の理想・信仰を表すものな

或は其の建國の歴史を暗示し︑或は

十二647図

白地中に王家の紋章を表せり︒

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

十二642図

種を表すものに︑支那の谷下あり︒

十二637図

等・博愛を表すものと構せらる︒

八628図保己一は五歳の時めくらと 十二633図
なりしが︑︿略﹀︑ 多 く の 書 物 を あ ら
はせり︒

九235園 そこで此の父も︑︿略V︑本
もあらはし︑出來るだけは骨折つた
つもりである︒

みた少年は︑固い決心を顔にあらは

九278 目に涙を一ぽいためて聞いて
して︑實行をちかっ た ︒

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

九㎜6 其の隣の畠にしやうがが︑根
て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美
しい︒

りして泳ぎ廻ってみる︒
あらはる

其の身を忘れ︑よはひを

︽ール・ーレ︾

﹇現﹈︵下二︶5
早る 著る

あらわ・る

十111 ︿略V︑王は信頼の情を面にあ
らはして︑フィリップを見下してゐ
た︒

十114 王は間もなく健康を回復して︑ 十一82図

あり
あり
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ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍
半なり︒

七19図我が大日本帝國はアジヤ洲
の東部にあり︒

⊥ハ十動議あり︒

七41図 地球の上には大小合はせて

七53図圃 日本中の小弓生︑ 八百
萬人ありといふ︒

七63図圃 日本中の小學校︑ 三萬
近くありといふ︒

七74図 横雪は東京の西南八里半の
所にある一大貿易港にして︑商船の
ばうは て い

出入たゆる時なし︒

七76図 港には防波堤ありて︑風波

横濱と東京との間には汽

のおそれ少く︑︿略﹀︒

七89図
車三電車の便あり︒

七292図 又多クノ堀アリテ︑川ト川
トヲツナゲリ︒

七296図 大阪ノ西十里二神戸アリ︒

をどり入りたり︒船におよぎつかん

七338図獅子は︿略﹀つと海の中に
とてなり︒されどかなふべくもあら
ず︒

七佃7図 彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑
︿略﹀︒

七 図図 取扱上不都合の廉あらば口

頭又は無料郵便にて申越されたし
に知らする必要あるときはく略﹀

七櫃図図 獲信人の居所氏名を受信人

八202図 此ノ河ノ上流地方ヨリ木材
ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

シャンハイ

ヲ下スコトアリ︒
カンコゥ

又沿岸ニハ上海・漢口等
雪どけ道のぬかるみを

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

八219図
八556図圏

歩み來

手を

北風寒き町の辻︑

杖にすがりてとぼくと︑
︿略﹀︑

れる老婆あり︒
八564図廟

身なりいやしき老婆には︑

國に母をや残すらん︑

かす人もあらざりき︒

八575図圃

彼の姿

下駄買ふ人も︑穿る人も︑

彼のまぶたにつゆありき︒

八577図額
︿略V︒

下駄屋にありし人は皆︑
を見送りぬ︑

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

昔はあきめくらも多かりし

看板モアリテ︑看板ノ種類ハキハメ
テ多シ︒

八624図

に︑まことのめくらにして︑大息者

保己一の家は今の東京︑其

となりし人あり︒

八631図

の頃の江戸の番町にありて︑︿略﹀︒

名古屋市下町が國屈指ノ大

都會ニシテ︑人口四十母野アリ︒

八959図

ソレガ︿略﹀︑用ヒヤウナ

ケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタ

九449図

ガツテ償アルコトナシ︒

カクノ如ク物二償アルハ︑

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九451図

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

九453図又コ・二一匹ノ馬アリテ︑

︿略﹀︒

此所二名高キ名古屋城アリ︒ 九454図又コ・二一匹ノ馬アリテ︑

之二反シテ︑同ジヤウナル

︿略﹀︑孚ヒテ高キ償ヲツク︒

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

八964図

天守閣ニハ棟ノ爾端年金ノ
シヤチホコアリ︒

八969図

名古屋市ハ此ノ城アルニヨ 九458図

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

八972図

買ハントスル人直ぐ一人ナルトキハ︑

死所を得たるを喜べり︒

これ
大旱答力あり︒

一人の子が御國の弱いく

石屋か︒﹂と︑誰もうなつく工場あ

九811図圃 ︿略﹀︑ ﹁あ㌧︑あの角の

り︒

九桁1国守

さに出でし事なれば︑定めて不自由

なる事もあらん︒

我に愛する良馬あり︒

何れも︑御在世中しばく

行幸・行啓ありし所にて︑︿略V︒

ぎやうかう

十39図

由なるが︑︿略﹀︒

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

九429図圏園

飲料水二不自由ナキ土地ニ

厚意謝するに蝕りあり︒ 十32図又日々に奉る供へ物には︑

トセヨ︒

九447図例ヘバコ・︸ニツノ石アリ

アルナリ︒

得ラルレバ償ナク︑得ガタケレバ債

前には横長き池をひかへ︑

十65図囹

皇湾・樺太など︑遠方よ

からふと

︿略V︑さながら別天地に遊ぶ思あり︒

十49図

るも之がためなるべし︒

九444図同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ 十44図 はぎの御茶屋といふ名のあ

ナリ︒

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

アリテハ︑金鏡ヲツヒヤシテ︑水ヲ

九4310図

九431三諦園

ぞ武門の面目︒﹄と︑

︿略﹀︒

リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持
アツ

ツ︒﹂ト歌ハレタリ︒

八974図市ノ南部二熱田神宮アリ︒

八598図

今ナホ古風ヲ守りテ︑霊捧て︵キソ

レマン將軍の目には涙あり

九392図
き︒

バ︶・︿略﹀ナドト記シテ︑三二下ゲ
タルモアリ︒

ケイ

ヰ

に︑

八599図又マレニハナゾヲ用フルモ 九426図圃三人の我が子それぐ
アリ︒

看板ニハマタ商品ヲエガキ
タルモノアリ︒

八605図

モ

又足袋屋・︿略﹀等ニハ︑

アンドン

此ノ他宿屋ニハ︑掛行燈二

商品ヲ大キクセル模型ヲカ・グル風

八612図
アリ︒

八615図

シバ

旅人宿何屋ト記シテ掛クルモアリ︑
︿略V︒

︿略﹀︑芝居又ハ活動避雷ナ

︿略﹀︑窮眞屋ニハ︑三筆ノ

ドノ興行場ニハ︑給看板アリ︑

コウギヤウ

八616図

︿略﹀︒

八617図

39
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り送り亘れるもあれば︑枯損ずるも
の多かるべきに︑︿略﹀︒

十596図 雪の日の夕暮に近き頃︑上

十燭3図

昔支那に呉・越とて相隣れ
昔支那に呉・越とて相隣れ

る中暑ありき︒

十鵬4図
る二國ありき︒年久しく相即ひて互

十一68荘園富貴は人のねがふ所な

に勝敗ありしが︑︿略﹀︒

十705図 旅僧もまた主人夫婦の情心
り︒然れども正しき道によるに非ざ

州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

にしみて︑そ〜うに別れがたき思あ
れば︑我之に居らず︒

たどり着きたる旅僧あり︒

り︒

段の趣あり︒

何とぞ十分の御養生あ

御承知の通り聖地には

りて︑一日も早く御全快なされ皇嗣

十一421圓團
切に祈申候︒

十一423囲團

さかひ

温泉これあり︑病後の保養には特に
宜しき由に候︒

昔︑泉州堺のなにがし

り︒然れども正しき道によるに非ざ

日遊び暮して既に数年を纒たり︒

るが︑何一つ畜がくこともなく︑毎

寺に︑或圭里師久しく寄食してありけ

十一446図

れば︑我之を去らず︒

十7010図 常世は︑時こそ來れと︑や 十一610古園貧賎は人のいとふ所な
せ馬にむちうってはせつけたり︒や

だ

へ︒

難し︒

さ我が國の十三倍もこれあり︑其の

大部分は熱帯に属し居候へども︑

︿略﹀︒

ゾン河や︑イグアッスーの大世篭の

十一悩5國古聖の中に有名なるアマ

河幅は驚く程の廣さに

壮観を篤したるものもこれあり候︒

て︑河口の虚にては︑三百二十キロ

十﹇価1詩聖

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

十一価4圏團次にイグアッスーの瀧

殊に日本人の小朝里あ

國との境にある導爆布にて︑︿略﹀︒

十一鵬1囲國

りて︑御前たちぐらみの子供が通學

く略V︑御前たちぐらゐ

し居るを見ては︑︿略V︒

の子供が通遷し居るを見ては︑殆ど

十﹇鵬3國團

先づ柄の長さ一間もあ

身の南米に在るを忘れ候︒
え

るなたにて灌木を伐梯ひ︑︿略﹀︒

十一鵬4雲量

つて大木を伐るに︑三抱も四抱もあ

十一鵬6薩国︿略﹀︑次にをのを振る

るものが地ひgきを打って護るる様︑

切纒は︑︿略﹀︑此の教

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

十一466図

ころなり︒

に志ある者の無二の寳として貴ぶと

十一伽6図

壮快言語に絶し候︒
﹁先に圭里がきたる檜︑

幾年こ＼にきたへたる

十一佃3國囲此のブラジル國は︑廣

鐵より堅き腕あり︒

十一821図翻

不断の花のかをりあり︒

ち

てつげん

今より二百敷十年前︑山

わうばく

城宇治の黄蘂山萬福寺に鐵眼といふ

う

十﹇鵬2図

の業に非ず︒

きに上り︑これが出版は決して容易

十一811図圏高く鼻つくいその香に︑ 十﹇伽8図 しかも其の巻数幾千の多

りしが︑︿略﹀︒﹂

何となく物足らぬ所ありて氣にか㌦

十一488図園

に筆を動かしみたり︒

翌朝書師は常にもあらず

上り︑或は一二年置在せんもはかり

十一454図園

愚僧も所用ありて京に

へなりとも行きて君の技をふるひ給

ておはすべきにあらねば︑今は何虜

︿略﹀︑何時までもかく

いとふにあらざれど︑何時までもか

お

瀬戸内海には︑到る虜に

十一453図園

日のあかつき︑︿略﹀余罪湖のほと

味方は今日の戦に將卒共

くておはすべきにあらねば︑︿略V︒

もあらず︒
のぶたか

十一271図

福島正則以下の六人︑ま

日の正午大岩山の敗報至る︒

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

これより先︑秀吉は織田

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十一266図

りに下り極れる七八人の兵卒あり︒

よごのうみ

十一242図時は天正十一年四月二十 十一452四部 我もとより衣食の費を

がて命ありて御前に召されぬ︒

十996園園 父母の病あつければ︑讐
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ
とむるは人情の常にあらずや︒

十悩7図我が村には戸敷三百︑人口
千四百鯨あり︒

あり︒
こじまたかのり

十偽6図 役場と學校とは村の中央に

ふ武士あり︒

上欄6図 此の頃備前に見島高徳とい

十一317図

たそれぐに名ある勇士を討取って︑

ぎ
十欄9図 主上さきに笠置におはせし

武名を天下にと〜うかせり︒

本土の西︑近く九州と相

時早くも義兵を墨げしが︑事のいま

所に散在す︒

月影のさ貸なみにくだけ︑
漁火の波間に出没する夜景もまた一

十一344図

岬あり︑湾あり︑︿略﹀︒

十一329図

瀬戸内海には︑到る慮に

岬あり︑湾あり︑大小無敷の島々各

十一329図

けふ
接せんとする慮︑下關海峡あり︒

十一322図

だ成らざるに先だち︑笠置も落ちた
る由風聞ありしかば︑力なくて止み
たり︒

十捌3図 心ある者ども何れも同意し
ければ︑︿略﹀︒
こうせ ん

時︑歴朝無 き に し も あ ら ず ︒

はんれい

純麗9図嚢 天︑勾陵を空しうするな
かれ︒

十鵬1図 主上は詩の心を御さとりあ
りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給
ひぬ︒

あり一あり
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時代にありては︑唯をりく興味あ
る特殊の事件を報道するに過ぎざり

僧ありき︒

十一搦8図 たまく大阪に出水あり︒
き︒

︿略﹀︑唯をりく興味あ

されど人智の進歩と印刷

術の登達とは︑何時までもかく軍純

十ニー51図

き︒

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

十実記48図

十一桝6図園 喜捨を受けたる此の金︑
之を一切纏の事に費すも︑うゑたる
人々の救助に用ふるも︑臨する所は
一にして二にあらず︒

にして遊戯的なるものに満足すべく

十︻旧7昏乱 一切経を世にひろむる
はもとより必要の事なれども︑人の

報道せらる︒

十ニー64図

勿論今日我が國にて最戸

︿略﹀︑相當に名ある新聞

これも社によりて多少の

く略V︑編輯・螢業の二局

しかして編輯局は︿略﹀

輯事務にたつさはる︒

く略V︑白地に赤十字の徽

章ある前者の國旗と︑野地に陰白十

十二622図

字の徽章ある後者の早島とを合して

︿略﹀︑世界各國主要の地

一旗となし︑︿略﹀︒

十二ー71図

れば直に電話又は電信にて通知し來

に特派員又は通信員ありて︑事件起
る︒

の加はるに及び︑白地に斜赤十字の

十二624図 ︿略﹀︑更にアイルランド

徽章ある其の國旗を合はせて︑遂に

但し大新聞にありては︑

比較的早く印刷したるものをば地方

十ニー810図

即ち赤・白合はせて十三

今日の如き形式をなすに至れり︒

十二629図

條の横筋は︑︿略﹀︑永久に攣化する

但し大新聞にありては︑

版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒

ことあらざれども︑藍地中の星章は︑

十ニー92図

︿略﹀︑新しき事件ある毎に改版して︑

樺太が離れ島にして大陸

の廿里にあらざることは︑此の探検

十二826図

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十一一638図説旗の色彩が其の國の人

︿略﹀︒

最後の最も新しきものを市内版とす︒

されば同一日替の同じ新
聞にても︑単行地にて受取るものと

十ニー95図

他地方にて受取るものとは︑記事に
多少の相違あるを常とす︒

によりて略ミ知ることを得たれども︑

さい

りき︒

と明白となりしのみならず︑此の地

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

十一一879図

林藏が二回の探楡により

±地の事情を研究することを怠らざ

りしが︑か㌧る中にありても︑彼は

る＼こと︑多占にては更に甚だしか

十二873ロ簡凶 林藏の怪しみもてあそば

舟を進むべくもあらず︑︿略﹀︒

これより北は波荒くして

要の多きこと我が國の木材中幕一位

十二465激暑に杉は︿略﹀︑其の需

き

十二835図

︿略﹀︒

ひば・松・落葉松は何れ

にあり︒

十二477図

も堅くして︑耐久・罵言の性あるを
以て建築・土木・造船等其の用途頗
る益し︒
へう

十二6010図國旗は實に國家を代表す
それぐ深き意義あり︒

る標識にして︑其の徽章・色彩には
︿略﹀我が國の築館は︑
りゆう
國運の隆昌さ
皇威の獲揚︑

十一一614図
︿略﹀︑

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

十二欄4図く略V︑何の山︑何の川︑

方の事情も︿略﹀︒

章ある前者の國旗と︑藍島に斜白十

︿略﹀︑白地に赤十字の徽

ながら旭日昇天の勢あるを思はしむ︒

字の徽章ある後者の國旗とを合して

十二621図

＋ニー6衝︿略﹀︑各部にそれぐ掛

一旗となし︑︿略﹀︒

あり︑人をして低回去る能はざらし

て材料を取り︑或は社内にありて編

の記者又は技術家ありて︑或は出で

又は技術家ありて︑︿略﹀︒

等に分れ︑各部にそれぐ掛の記者

十画工69図

を司どり︑︿略﹀︒

ありて︑編輯に聾することは前者之

十ニー65図

て全膿を統べ︑︿略﹀︒

相違はあれども︑多くは総務局あり

十ニー64図

はあれども︑多くはく略V︒

べん︒これも社によりて多少の相違

先づ社の組織について述

りし事件も僅か一雨日にして義者に

は︑︿略﹀︑今や遠くヨーロッパに起

十二ー57図

一がいには言難けれども︑︿略V︒

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑

十丁目57図

もあらず︑やがて︿略﹀︒

死を救ふは更に必要なるに非ずや︒

十一㎜3図 然れども鐵眼少しも屈せ
ず︑︿略﹀︑効果空しからずして宿志
の果さる＼も近きにあらんとす︒

ききん

き
十一囲6図 然るに︑此の度は近畿地
方に大愚謹起り︑人々の困苦は前の
出水の比に非ず︒

ひのかは

たかねにも︑ のぼればのぼる道は

十二21図團 大空にそびえて見ゆる
ありけり︒

十二47図園 ﹁此の川は古の簸川に
して︑かのをうち退治の傳説あるは
此の川の川上なり︒ ﹂

十二53図旅行にはよき日なりなど
思ひつ＼︑参詣人の群にまじりて行
けば大鳥居あり︑︿ 略 V ︒

十二610図 此の時事代主命はすなど
み ほ のさき

りのため美保崎といふ庭にありし
が︑使を得て急ぎ馨り︑父君に申す
やう︑﹁︿略＞Q﹂

十二83図 寳物殿に入りて舞観する

ち

︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

に︑火きりぎね・人きりうすといふ
ものあり︒

区長ー48図
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ありあまる一ありさま

む︒

十二㎜5図

︿略﹀︑一木一草に至るま
︿略﹀︑秋は春日の二神さ

で も 歴 史 あ り 古 歌 あり︑︿略﹀︒
たむけ

十二梱1図

エヂソンは︿略﹀︑ふと

び︑手向山の紅葉夕日にはゆる様癌
に見所あり︒

十一一備8図

見れば机上に形珍しき一本の團扇あ
り︒

十二備9図 彼の眺め入りしは縛にあ
らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら
れたる竹なりしなり︒

︽ ー ッ︾

ありあ

十二備10図彼の眺め入りしは給にあ

有意る

﹇有余﹈︵五︶3

らず紙にあらず︑︿略﹀︒

まる

ありあま︒る

五758 一冬ごして︑春には池の水が

たい

有難い

を退きけりとそ︒

拝復︒御親切なる御手

ありさま ﹇有様﹈︵名︶10 ありさま

ようだいは時々刻々に悪くな

の有檬を見て︑フィリップといふ讐

過を見守ってみるばかりである︒此

つて行く︒署師は皆︑︿略﹀︑たゴ纒

十94

有榛は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九脳10囹軍人となって︑いくさに出

が手に取るやうによく見えます︒

つで︑︿略﹀︑美しい海底のありさま

九83国璽のすんでみる事はかくべ

坑外に出ると︑急に夜が明け 有様n▽おんありさま

感じると共に︑︿略﹀︒

たやうで︑日光の有無をしみぐ

はし 十855

﹁正さん

︿略﹀手ぬぐひの

︽ーイ・ーウ・ーク︾

三303圃園
ひきさいてさし出せば︑

これはありがたう︒﹂

送り下され︑誠に有難く存じ候︒

九川10塵国昨日は美しきお話の本御

︽ーク︾

うらしまさん︑このあひありがた・し ﹇有難﹈︵形︶3 有難し

だはありがたうございました︒

三415圓

しんゑん

お手紙をありがたう︒

う ちはし

五838團
宇治橋を渡って神苑に入り︑

十一432閥團

高息3囲団

六価2國
千年もたったかと思ふ老木の下へ行

御手富有難く心見致し候︒

つた時には︑何となく心持がかはつ

あ

かり取った雑木︑切倒した大

師が︑︿略﹀︒

病中の祖母も大そう喜びま 十387

﹇有難涙﹈︵名︶！

紙有難く魚見仕候︒
ありがたなみだ

て︑ 一そうありがたくかんじた︒

八嘱7國取分けおいそがしい中を︑

八449国

木︑掘起した木の根や石ころ︑まだ

りがた涙

あらごなしの開墾地は︑まるで足の

一週間もおひまをいただきまして︑

して︑ありがた涙をこぼして居りま

︿略﹀︒﹂﹁アリガタウゴザイマス︒﹂

八843園母が﹁とよちゃんかね︒丈

い︒

喜三右衛門はそれでも研究を

多少や難船の有様を通知したり︑

知らせたり︑漁業者が沖から獲物の

く多い︒飛行機の不時着陸地嵩を

十5710

傳書鳩を利用する場合はなか

と罵ったが︑少しもとんちゃくしな

見て︑たはけとあざけり︑氣ちがひ

止めようとしない︒人は此の有檬を

十472

ふみ場も無い有檬である︒

す︒

まことにありがたう存じます︒

や︑口をきいたぞ︒おとよ︑

お前はものが言へるやうになったの

八887園

﹇有難御座﹈
有難うございま

︵感︶4アリガタウゴザイマスあ

ありがとうございます
りがたうございます

﹁指であひつをしたのは昔

か︒ありがたい︒

のことで︑今は口を見せてものを言

す

八895囹

七月・八月にかけて︑水はありあま

はせます︒﹂﹁それはありがたい︒お

一ぽいになった︒六月の田植時から

つた︒

イ︒﹂﹁アリガタウゴザイマス︒﹂

﹁ドウゾオアガリクダサ

二64圏

うびを下さるのだ︒

が︑めいくの骨折に貸して︑御ほ

九484國囹米が出軍るのも︑変が取 四878圏 ﹁︿略﹀︑學校ガピケタラ︑
スグアソビ ニオ出デナサイ︒
れるのも︑土といふありがたいもの

か︒

とよ︑わしの言ってることがわかる

十533園世の中にはお金の有心って
みる人もあるが︑︿略﹀︒

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十535囹 銀行は有鯨ってみる人から
附けるのだ︒

﹁お志は有難いが︑そんな

︿略﹀︑いろくに利用する事が出射

有合はせ

夫でみるよ︒﹂といふと︑信吉はほ

﹇有合﹈︵名︶1

十6410園 ﹁お宿は致しても︑さて何 十665圏

ありあわせ

る︒

萬事此の有檬なれば︑一村

つと息をついて︑﹁ありがたうござ

十﹇94

租界には皮膚の色の違ひ︑

繁榮を増すばかりなり︒

は誠に平和にして︑年を追うて其の

十伽10図

りっぱな鉢の木をたくのは︑どうぞ

まあ一曲ひかせていたゴ
す︒しかし誠に粗末なピヤノで︒

きませう︒﹂︿略﹀︒﹁有難うございま

十二406園

も差上げる物はございません︒ちや

有難さ

います︒

﹇有難﹈︵名︶2

止めて下さい︒﹂

一同謹んで承る中に︑常世
は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前

十728図

ありがたさ

うど有合はせの粟の飯︑召上るなら

ありが

と妻が申してをりますが︑いかゴで
﹇有難﹈︵形︶9

ございませう︒﹂

ありがた・い

ありさん一ある

42

言語・風俗の違った幾多の人種が入
交ってみるので︑其の有檬は一見世
界人種の展覧會のやうである︒

十一961 一家の暮し向は誠にあはれ
なもので︑食物なども自由には得ら

ありなし

越前守は呉服屋の手代を呼出

﹇有無﹈︵名︶1

八434

ありなし

ありの

して︑其の中に盗まれた品のありな

﹇有儘﹈︵名︶2

しを調べさせました︒

ありのまま
ま﹂

有りのま＼

れず︑時には生のじゃがいもしか食

まへて︑おもちゃにしてるます︒

子どもが大ぜいでかめをつか

出て︑﹁一つ二つ﹂とかぞへてゐ

三535あるばん︑弟がにはへ
ました︒

三551あるとき︑雨のふる日
︿略﹀︒

︿略V︒

アル日ハマベ

或里人ガネシヅマツテカラ︑

金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン

六92

或日のこと︑萬じゅが御殿の

ガ︑ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒

六592

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

里村に大火事があって︑一村

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

ほとんど丸やけになった︒

六666

或物持の所へ行くと︑下男が

主人がひどくしかってみた︒

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

ある時︑日と風が力く 六946 或朝︑夜明頃︑城中からうつ
らべをしました︒

四385

て︑はさみうちにしようとした︒

つてみると︑信玄は兵を二手に分け

それがかはいさうに︑あ 七436 ある時謙信が山の手に陣を取

るばんねずみに足のゆびを

まん

︿略﹀︒

ある時︑出雲の國のひの川の

あぺのむねたふ

或大雪の朝︑信長はいつもよ

り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼

七768

ぶと︑やはり藤吉郎が出て來た︒

ところが世用大地震が起って︑

人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

七998

昔或氏神のお祭に︑競馬の

聲は天地にひゴきました︒
くらべうま

八337

丁年選ばれた子どもの中に︑

或製炭を焼く男が太郎のうち

すると星夜ゆめの中に︑︿略﹀

話をした︒

へ來て︑みうりのはたでいろくの

八296

すぐれて上手なものが二人あった︒

八66

神事といふ事があった︒

ある朝早く︑おとうさんがた 八59

或日山の中で︑こけに足をす
よし

八幡太郎義家が或日安倍宗任
をつれて廣い野原を通りますと︑

五794

べらせて︑うつむけにたふれました︒

五538

て表へ出て見ました︒

びへお立ちになった時︑お見送をし

五327

ら箸が流れて來ました︒

はし

はたをお通りになりますと︑川上か

五了7

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒
いつも

五63ある日︑僕がうんどう場へ出

じのまきがりをいたしました︒

四932 ある年︑よりともは日本 七556園 又ある時にはとび魚が甲板
中のさむらひを引きつれて︑ふ
の上へとび上ることもあります︒

くひきられました︒

四684

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

へ出テ見 六668

に︑たうふうがにはへ出て︑

入れて︑﹁ありのま〜に申すまでは

八182園將軍は長四郎を大きな袋へ

ムカシアルトコロニ︑田

ヤハタケヲタクサンモツテヰ
アル日トモダチニユミ

山人ガアリマシタ︒

二346

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ
ヒマシタ︒

デ︑﹁ココホレ︑ワンワン︒ココ

二42ーアル日犬ハ畠ノスミ

アルアサ︑オカアサンガ

ホレ︑ワンワン︒﹂トヲシヘマシタ︒

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

四125

其の夜又父に強く聞きたゴさ

﹇在場所﹈︵名︶1

りのま︑に話した︒

ありばしょ

に一しょになることはない︒

舎のあり場所もちがふので︑めった

く略V︑兵種がちがふと︑兵

あり場

れて︑太郎はやっと今日の次第を有

十946

て柱に掛けた︒

出さぬ︒﹂といって︑袋の口を封じ

はれないこともあった︒かういふ有
様 で あ っ た か ら ︑ ︿略﹀︒

十一㎜2國国 か＼る庭にても日本人
が盛に開墾に嘉事致居り︑其の有檬

あ りさん
﹇阿里山﹈︹地名︺3 亜里山

は如何にも男らしく勇ましきものに
候︒
あ り

ありさん
ばんじん

阿里山亜里山

亜里山の蕃人にだけは︑此の悪い風

六412團

八224 重出の蕃人には︑お祭に人の 所
首を取って供へる風がありますが︑
あ りさん

が早くから止みました︒

あり

二334

八227 比量は今から二百年程前の人 ある ﹇或﹈︵連体︶65 アル ある 或
で︑亜里山の役人でした︒

き
そ
十一一491図 ︿略 ﹀ ︑ 檜 は 木 曽 産 の 聲 讐
あ り

有田

高く近時墓湾阿里山の檜また有名な

り︒

﹇有田﹈︹地名︺1

十497 柿右衛門は今から三百年ばか

ありた

﹇有﹈︵連体︶1

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒
ありとあらゆる

とあらゆる

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

十二678園 ﹁︿略V私はありとあらゆ 三68
る身の樂しみを退けても︑ひたすら

ある日はまを通ると︑

ャッタノデ︑︿略﹀︒

三401

父上を大事に致すのを此の上もない
仕合はせと存じてを り ま す ︒ ﹂

43
ある一ある

神檬のお告がありました︒

て此の事を申し出た︒

或日の夕方︑喜三右衛門はあ

或人又なじりていはく︑

天略﹀︒﹂と︒

十992図

ると︑︿略﹀︒

とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

さかひ

清夜小僧︑住持の居間に

昔︑アフリカの或港に一そ
或山寺で︑四人の僧が一室

に閉ちこもって︑七日間の無言の行
を始めた︒

十二榴6図

寒詣のことなりき︒エヂ

ソンは例の如く＜略﹀︒

る︽tッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ︾﹇▽

或夏の半ば︑宣長はかねてあ・る ﹇在﹈︵五︶鰯 アル ある 有

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十一7010

おありなさる・おある・じゅうしさい

一213デ
圃ンデンムシムシ カタツ

一74オテラガアリマス︒
一76ヤクバモアリマスQ

一了2 オミヤガアリマス︒

一62 ハサミガアリマス︒
一64モノサシガアリマス︒
一66ヒノシモアリマス︒

ら・とある

のときがにどあるか・それであるか

愛想よく迎へて︑︿略﹀︒

ン傳を借りたことがある︒

昔イギリスの或大きな農場

或日彼が古木の皮をむくと︑

アタマガアルカ︑メガ

アル

カ︒

アタマガアルカ︑メガ

カ︒

一214デ
圏ンデンムシムシ カタツ

ムリ︑

人町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通

ムリ︑

月のさえた冬の夜友人と二
り︑或小さいみすぼらしい家の前ま

アル

リマス︒

ヤマニハ︑キガウエテア
一294

或時︑父王と共に城外に出
て︑農夫の働く檬を見廻つたことが

ムカシムカシ︑オヂイサン

一297カバニハ︑ハシガカケテ

アリマス︒

かくて彼は二十九歳の或夜︑

人知れず宮殿を出て修行の途に二つ

ガタクサンアリマス︒

二203圏コノ山ニハ︑クリノ木

トオバアサンガアリマシタ︒

一443
彼は遂に﹁︿略﹀︒﹂と決心

或時のことである︒彼は夜

カ︑サツパリアリマセン︒﹂

二211園﹁モウ人ガヒロツタノ

木ノ下ヘイツテミマセウ︒﹂

キナ木ガアリマスカラ︑アノ

二213園﹁ソレデハムカフ一大
下にみるのを見附けて︑上の方から

或時の如きは︑繹迦が山の
大石をころがしたが︑︿略﹀︒

十二978

してみると︑︿略﹀︒

もすがら静坐してひたすら思をこら

十二956

して︑或静かな森へ行った︒

十二942

た︒

十二932

ある︒

十二912

で溜ると︑︿略﹀︒

十二374

珍しい甲轟が二匹みた︒

直濡ー17

を監督してみた︒

かん

で︑農場主が大勢の人の耕作するの

十一柵7

い雨が降ったことがある︒

十847囹平日︑此の附近の山へ薪を 十一999 ところが或夜︑夜中に激し

見物しました︒

十797此の間︑九州三池の或炭坑を 十一994 或時近邊の人からワシント

わたゴしく窯場から走り出た︒
かう

十475

の船が︑︿略﹀︒

八636図 或夜弟子をあつめて︑書物 十2410 或秋の夜の事である︒一そう
を教へし時︑風にはかに吹きで︑と
もし穿きえたり︒

八995三時︑口・耳・目・手・足等
が申し合はせて︑胃に向っていひま
すには︑﹁︿略V︒﹂

八擢7 或年の冬︑大將が思はず﹁寒
い︒﹂といった︒

九159 中デモ面白イノハ︑或動物ノ
膿色ガマハリノ物ノ色丹似テヰルコ
トデアル︒

鋭意の百花會で︑新聞紙に店
︿略﹀︑主人はそれ等の人々を

入れた︒

十一691

うの船がとまってみた時の話である︒

十一546

て︑製造したものである︒

十一498 ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

れば︑︿略﹀︒

のする様を見給へ︒﹂とさ＼やきけ

來りて︑﹁彼庭に行きて︑彼の詳細師

十一4510図

或日盛の土師に︑﹁︿略V︒﹂

十一448図住持は心得ぬ事に思ひて︑

るが︑︿略﹀︒

寺に︑探書師久しく寄食してありけ

十一446図

昔︑泉州堺のなにがし

さしおいて︑或一人の青年をやとひ

十捌6

員入用の廣告を出した︒

九204 又或動物ハ保護色トハ反封二︑ 十梱2
マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ
ナ膿色ヲモツテヰル ︒

九917囹 其の中に︑子供のアルカス

はだんく大きくなって︑狩人にな
りましたが︑或日大熊を見つけたの
で︑それを射殺さうとしました︒

九皿10 或血戦箏が始つたので︑北風
も外の軍馬と同じやうに︑主人にし
たがって職地へ向つた︒

九鵬10 或朝の事であった︒東の空が
ほ ん の り と 白 む 頃 ︑︿略﹀︒

九餌4 或日我が軍艦高千穗の一水兵
が︑女手の手紙を甘みながら泣いて
みた︒

十82 西日王は部下の精兵を引連れ︑
焼けつくやうに熱い平原を横ぎって︑
タルススといふ町に着いた︒

かったので︑フィリップは丸心こめ

げき
十95 方法は急劇藥を用ひる外にな

ある一ある
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R園 ﹁コノゴロナカマノモノ
ガ︑ネコニトラレテコマルガ︑
Q7

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

タ人ガアリマシタ︒

サントワルイオヂイサンガア

S13 ムカシ ムカシ︑ヨイォヂイ
リマシタ︒

三228どちらもたいていおなじ

した︒

れ は 小 二 郎 のうちのいぬで

くるものがあります︒︿略﹀︑そ

らかさかさいはせてかけ上って

とってゐますと︑下のはうか

三215 二人がむちゅうになって

びです︒﹂

のあひだにあるのがくすりゆ

三158圏 天略﹀︑中ゆびとこゆび

しゅび︑︿略﹀︒﹂

び の あ ひ だ にあるのが人さ

三157園 天略﹀︑中ゆびとおやゆ

シタモ慰留イアリマシタ︒

二723タイヘンカガツヨク︑テ

セン︒

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ

くらみで︑かちまけはありませ
んでした︒

三317園

からすのなかない日は

あっても︑五一ちいさんがうた
はない日はない︒

新道ノリヤウガハ ニハ︑

ヅクリノヤクバガアリマス︒
三503

フシガ

一ツアツテ︑水デツパウ

ニナリサウナノガアリマシタ︒
サウナノガアリマシタ︒

足ニモ右左ガアリ︑目 三665 ︿略﹀︑水デツパウニナリ

ニモ耳介モ右左ガアリマス︒

三356

三492

ニモ︑クツニモ

キモノノソデニモ︑タビ

むかしうらしま太郎とい

學校ノ丁田小高イヲカ

ヲカノ上二天ジンサマ

ろにかけてあります︒

ひろって家のたからに．しょ

う︒﹂

二本で︑その中に私の木が

一本あります︒

家ニモコクキが出シテアリマ

四91村ノ方ヲ見ルト︑ドノ

シタ︒

コクキが出シテアリマシタ︒

四225 をぢさんのうちでは︑に
は一ぱいもみがほしてあって︑

ぢさんのうちがあります︒

三734ムカシ鳥トケダモノガ 四221山一つむかふの村にを

スルトカウモリハ﹁私

ケンクワヲシタコトガアリマ
ス︒

三752園

とって來たすすきも︑花いけ

にさしてそなへてあります︒

をばさんも早くかへります︒

なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび

三786 空は水のやうにすみき 四306犬のすがたが見えなく
つて︑雲︸つありません︒

學校ノ東ドナリニニカイ 三845園﹁これはよい物がある︒ ますと︑向ふの方で︑﹁ぼちぽ

ノォミヤガアリマス︒

三484

ガアリマス︒

三482

三448園 それではこの玉手箱を
足のふみばもないくらみでし
旧
年
ガ
ア
ル
カ
ラ
︑
鳥
ダ
︒
﹂
ト
た︒
上げます︒どんなことがあって
イツテ︑鳥ノ方ニツキマシタ︒
も︑ふたをおあけなさいます
三781 えんがはには︑夕方から 四244前の畠の柿の木は︑
な︒
はがまつかになってみて︑二つ
いもやだんごをつくゑにのせ
三462︿略﹀︑村のやうすもすつ て︑お月さまにそなへてありま
三つとりのこしてある柿が︑
かりかはってゐます︒しってゐ
赤い玉のやうに光ってゐます︒
す︒
るものは︸人もありません︒
三784今日私が川の土手から 四256園 今日はこんなにもみが
ほしてあるから︑をぢさんも

ふ人がありました︒

三397

右左ガアリマス︒

ニモ︑手ブクロ

三36一

ガアリマス︒

二637 センセイノオツシヤルコ 三357︿略﹀︑目ニモ耳ニモ右左 三704 たんすやつづらから着物 四93 谷ソコノーケンヤニモ︑
川ヲ下ツテ行ク小サナ舟ニモ︑
を出して︑風通しのよいとこ

アリマセン︒﹂

二607圏 ﹁イイエ︒サウニガクハ

シテ行キマシタガ︑ソノ中ニ

ナ虚心ヨイクフウハアルマイ
三273又あそこここにわらを 新シイ家が七八ケンデキマシタ︒ 四24 おもちゃやにはらつばや
カ︒﹂
むすびつけてあるのは︑ほりと
ソノ中ニハ︑ニウリヤモアリマ
かたなやひかうきなどがなら
二284園 ヨイクフウガアリマス︒
ス︒
らないしるしで︑のばしておや
べてあります︒
竹にするのださうです︒
二336 ムカシアルトコロニ︑田
三546 むかしをののたうふうと 四48私のうちには柿の木
三312 村はつれに水車やがあり いふ人がありました︒
が五本あります︒
ます︒．
三664アトへ竹ノキレヲノコ 四52 しぶ柿が三本︑あま柿が

一一

一一
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ち﹂と．口まねをするものがあ
ります︒

父﹁人のこゑも山の

れも居るのではありません︒﹂

四322囹 ﹁それは山びこです︒だ

四333囹
りのやうに︑かへって睡るこ

中では︑かべにあたったこむま
とがあります︒

四347九フクロフ︿略﹀︒カホ
ハネコノヤウデ︑其ノ上ネズ
ミヲトツテクフノデ︑ネコ鳥
トイフトコロモアリマス︒
四361 ︿略﹀︑目が見エナクナル

﹁頭が八つ︑尾が八つある

あります︒

大道へ出て︑となり村の入日

八幡様の高い石だんを上りつ

まん

木がありました︒

めた所に︑しめをはった大きな杉の

五395

になりました︒

道に待たせておいて︑學校へおより

があるから︒﹂といって︑私どもを

五385園 ︿略﹀︑先生が﹁ちよつと用

五371

へ行くと︑道ばたの立石にさるが三

ませんでした︒
大蛇で︑目はほほづきのやうに赤く︑

匹ほってありました︒

五102園

ノモアリ︑ノミデアナヲホル
モノモアリ︑カンナデ板ヲ
︿略﹀︒﹂

四592ノコギリデ木ヲキルモ

ケヅルモノモアリマス︒

四594 ︿略﹀︑カンナデ板ヲケヅ 五138 學校からかへって見ると︑廣
ルモノモアリマス︒
田君からゑはがきが來てるました︒
︿略﹀︒ と書いてありました︒
四617 見ればへさきに長いさを
じんむ
五186園 むかし神武天皇がわるもの
を立てて︑其のさをの先には︑

どもをこせいばつになった時︑わる

つ

ひらいた赤い扇がつけてあり

こ

ものどもが強くて︑おこまりになつ

七級まである︒

き

が六人で︑やっとかかへました︒

五203園此の勲章には功一級から功 五397圏御神木ださうです︒私ども

たことがある︒

ます︒

四678私のうちに山がらが一
羽かつてありました︒

四701 ︿略﹀︑今でも山がらのこ

ゆかた
や︑すゴしさうな浴衣地がかざって

入口の左手には︑小切やえり

ので︑︿略﹀︑家がたったり︑こは

五326

入口の左手には︑︿略V︑それ
︿略﹀︑りやうがはの歩道に人

を見てみる人も大ぜいあります︒

五242

ます︒

て︑それを見てみる人も大ぜいあり

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

五242

あります︒

ナヘテアリマス︒

四846 ︿略﹀︑ヒシモチモモウソ

ヘテアリマス︒

シテアリ︑ヒシモチモモウソナ

四845モモノ花が花イケニサ

知って居ます︒

出たりしたことをみんな見て

れたり︑火事があったり︑水が

これで間数が七つもあるとは︑どう
時計屋の前に電車の停留場が

しても思はれませんでした︒
ていりう

五346

五492

昔熊襲のかしらに川上のたけ

なみくの者なら︑﹁あっ﹂

﹁しばらくお待ち下さい︒

早いのはもう繭を作り上げて

まだ繭をかける場所をさがし

はたらいてみるのもあります︒

ゐます︒又︿略﹀︑ 一生けんめいに

五491

申したいことがあります︒﹂

五443園

ります︒﹂といひました︒

くお待ち下さい︒申したいことがあ

熊襲のかしらだけあって︑﹁しばら

とさけんで死にませうが︑たけるも

五441

にしたがひませんでした︒

るといふ者があって︑天皇のおほせ

五413

くまそ

ノデ︑森や林ノヒクイ木ノ
五232 二かいのまどに萬國旗がつる
﹁さしわたしが八尺もある︒﹂と先生
ゑをきくと︑まだあれが生き
してあって︑おくの方からたえずち
がおっしゃいました︒
て居るだらうか︑足のきずは
枝ニトマツテ︑ボンヤリトシテ
ゑ ま
くおんきの音が聞えて來ます︒
五406 先生が辞宜にかけてある檜馬
どうしたらうかと思はないこ
居ルコトガアリマス︒
とはありません︒
五238 下のかざりまどには︑目のさ
のお話をして下さいましてから︑
四383 フクロフが鳴クト︑其ノ
明クル日ハ天氣ガヨイカラ︑
︿略﹀︒
四734私は長生をして居ます めるやうなちりめんや︑きれいな帯

今ちらしで取って居ま

﹁ノリツケホウセ﹂ト鳴クノダ
トイフ所モアリマス︒

四475園
す︒﹁花よりだんご︒﹂みよ子﹁は
い︑ありました︒﹂

お前はたいそうとんち

があると聞いた︒

四546園

あるとらをしばって見せよ︒

四547囹此のからかみにかいて

︿略﹀︑長い間つけねらひま

したが︑手を出すすきはあり

四928

ウ︒ズヰジンデス︒

通のたえることがありません︒
四588ドンナサムイ日デモ︑大 四861園 オ花﹁クワンヂヨノリヤ
五338店・客間・居間・勝手など︑
ウワキニカザツテアルノデセ

ヲキルモノモアリ︑ノミデア

工サンバ︿略﹀︑ヰセイヨクハ
タライテ居マス︒ノコギリデ木

ナヲホルモノモアリ︑︿略﹀︒

ある一ある
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てるるのもありま す ︒

五505 此ノ頃ハ雨が降りツぐイテ︑
表デ遊ブ日ガアリ マ セ ン ︒
チ ヅ

タ川ヲ見ルヤウデス︒本流ガアリマ

五517 雨水ノ流レル道附語圖ニカイ
ス︒支流ガアリマ ス ︒

五517 本流ガアリマス︒支流ガアリ
マス︒

雨水ハタ．・カウシテ流レルバ

カリデハアリマセ ン ︒

五524

イヅミ

五526 地ノ中ニシミコンデ︑井戸水

ジヨウ

エナイ水蒸氣ニナツテ︑空ヘカヘ

ジヨウ

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑目二見

ルノモアルサウデ ス ︒

五527 ︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣

み

の

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ
デス︒

五531 昔美濃の國にまっしい人があ
りました︒

があります︒

用

さてく︑虹はおもしろい︒

雨のはれ間にちよつと出て︑

五617圏
遠きをつなぐ

﹁おとうさん︑町があんな

ありさうに天と地の
雲の上︒

五636園
に近く見えてみて︑まだ一里半もあ
るのですか︒﹂

あのたんぼの中に︑ちよつ

とした森があるだらう︒

五638圏
あれは神明様の森だが︑あ

れまでが半道で︑あれから町まで一

五643園
里ある︒

﹁神明様のこちらにある白

壁造の家は工場ですか︒﹂

五644園

外に村のさかえる工夫はあるまいと
いふので︑みんな賛成したといふこ
とだ︒

土手は長さが三百間︑高さが

六間半︑幅は一番上で三間といふ大

五716

きなもくろみであった︒

﹁そんな大きな池がいるだら

うか︒﹂と言って︑首をひねる者も

五721

其の賃鏡をみんな庄屋が自分

あったといふが︑︿略﹀︒

五747

のふところがら出した︒よい身代で

ばこ

五895

私は町の辻に立ってるる郵便

︿略V︑葉書や封書などを入れ

函であります︒

五901

る人の外は︑私のからだにさはる者

がありません︒

たのはこれだな︒﹂とひとりごとを

五904 ︿略V︑ ﹁うん︑郵便函といつ

言って行く者があります︒

を大切にあづかってみて︑これをあ

五908私のやくめは︑︿略﹀郵便物

いかな日でも葉書の百枚や封

つめに巡る人に渡すのであります︒

五912

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

あったが︑其のために田を士買り︑白田

を士買り︑家も土藏もみんな亘りはら

毎日かならず新聞を入れに來

ざっし

しゃしん

たまには雑誌や寓眞がはいる

作物の種や商品の見本も入れ

てよいことになってゐますが︑私は

五917

こともあります︒

五914

る方も四五人はあります︒

五913

らないことはありません︒

長い間の苦螢が病氣のもとで

つた︒

五763

あの白壁造の土藏のある家が

あったといふことだ︒

五777

﹁神明様のこちらにある白

壁造の家は工場ですか︒﹂﹁あの青田

それだ︒

五647園

の中にあるのだらう︒あれは製恕罪

親のほねをりが子の時になつ

まだそれをあつかったことはありま

てあらはれたのであらう︑あの家に

五781

はよい事がつゴいて︑身代は前より

﹁今日は買物もあるし︑蹄

場で︑︿略﹀︒

りには馬車に乗って︑此の下まで來

五657園

がありまして︑酒がすきでございま

五534 此の人に年取つたおとうさん

私の口にはいる物は︑はがき

せん︒

葉書には︑大ていちよっとし

の外はきっと切手がはってあります︒

五921

もよくなった︒

ひ
土手の此の記念碑に︑今話し
た事がくはしく書いてある︒

五785

てもよい︒﹂

﹁うちの方では︑田に水が

五933

は︑いろくこみ入った事が書いて

た用事が書いてありますが︑封書に

﹁あぶないことだ︒もし宗
任に悪い心があったら︒﹂と︑義家

五824園

五668囹此の村には︑向ふの杉山の

︿略﹀︑封書には︑いろくこ

おめでたい事やたのしさうな

事が書いてありますと︑私もうれし

五935

み入った事が書いてあります︒

五934

あります︒

の家來どもはひやくしたといひま
おとうさんへ電報で御返事

す︒

五842團

すそに︑大きな用水池があって︑其
﹁鯉も居るが︑それよりも︑

所から水を引くからだ︒

此の村にはよく水がありますね︒﹂

ないと言って︑さわいでゐますのに︑

五666園

した︒

が た く さ ん あ り ま すが︑︿略﹀︒

五563 日本の國には︑景色のよい所

いつくしま

五584 宮島はまはりが七里もある島
で︑︿略﹀︒

ます︒

五587 島の東北に嚴島神社があり

五681園

をいたしたやうに︑うちには大した

くわいらう

五594 ことにしほのみちた時は︑社

もっとお前に聞かせて置きたい話が

りゅうぐう

殿や廻廊が海の中に浮いて︑お話

わぎでした︒

事もありませんでしたが︑中々のさ
︿略﹀︑さうでもしなければ︑

ある︒﹂

五701

にある龍宮はこれかと思はれます︒

五597 社前の海に︑日本一の大鳥居
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いと思ひますが︑︿ 略 V ︒

五937 ︿略V︑悲しい事や苦しさうな
事が書いてありますと︑もらひ泣き
をいたします︒

てあったか︒﹂

五945園 ﹁それにはどんな事が賄い

六26

うちでも土間に丸太を置いて︑

其の上につんであります︒

今日庭にほしてあるもみをす

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

六33

﹁にいさん︑富士山はまつ

の山は出來上りませう︒
ふ じ

六52園
ろ一万二千五百尺もあって︑内地第

白でせうね︒﹂﹁さうさ︑︿略﹀︒何し

棚ガゴザイマス︒ソレニハ黒ミノア

五966 叔父サンノウチニモ︑ブダウ
ルムラサキ色ノ實ガナツテヰマス︒

毫湾の新高山さ︒これは一

やりがたけ

あかしさん

﹁信州の槍岳や赤石山で︑

しんしう

﹁外國には︑新高山より︑

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑モツト
タクサンアツテ︑モツト役二立ツ物
︿略﹀︑モツトタクサンアツ

ハ鐵デアラウト思ヒマス︒
六115圏

テ︑モツト役石立ツ物ハ鐵デアラウ
︿略﹀︑モツト役二立ツ物ハ

ト思ヒマス︒

六116圓

鐵デアラウト思ヒマス︒

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ
テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六128囹

﹁此の近くに︑しめちの出
る所はありませんか︒﹂

六175囹

いつも通る汽船も︑︿略﹀︑汽

てきの音は少しも聞えません︒冬時

六204

の海には︑よくこんなことがありま
す︒

セウ︒﹂ト言ツタ︒

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

六34一 ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

へ急グノデアラウ︒

義纒に此の名を惜しむ心があ

つたので︑何時の職にも勝つたので

六385

く略V︑兵には歩・騎・砲・

ございませう︒

しちよう

六403国

工・輻重の五種があって︑私の村

から︑今歩兵になって來てるるのは

鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

私一人だけなのだ︒

六456

鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

魚デモアル︒

六456

大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

魚デモアル︒

六465

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

︿略﹀︒コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ

不意を討たれた平家方は︑上
を下への大さわぎ︑︿略﹀︑人の馬に

六248

ニ來ルノデアル︒

不意を討たれた平家方は︑

源頼朝が

みなもとのよりとも

ません︒

ひめ

︿略﹀︑舞姫をあ

十二人いるうち︑十一人まで

はありましたが︑あとの一人があり

六513

がありません︒

人まではありましたが︑あとの一人

つめました︒十二人いるうち︑十一

六512

シマフノモアル︒

六476中ニハ其所デツカレテ死ンデ

ム︒

ヤ尾デ穴ヲ掘ツテ︑其ノ中へ卵ヲ産

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑頭

キレイナ水ガサうく流レテ︑

は自分が乗り︑自分の馬には人が乗

六251

︿略﹀︑後向に乗る者もあれば︑一匹
の馬に二人乗る者もあります︒

其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも
あり

人間があなた方を生けどり

のがありました︒︿略﹀﹁私です︒蟻

六282
です︒﹂

六295囹

にするには︑いく人かで力を合はせ
るではありませんか︒

橋ノタモトニ人力車ガーダイ
アツテ︑車夫ガ﹁ダンナ︑マヰリマ

六323

六467
り︑後向に乗る者もあれば︑一匹の
︿略﹀︑中デ一番人ノ役二立

中デ一番人ノ役目立ツノハ︑私ドモ
六96園

︿略﹀︑ドチラモ

ツノハ︑私ドモノ仲間ノ銅デアラウ
金や銀ハ

ト思ヒマス︒

六102囹

タクサンアリマセンカラ︑ネダンモ
古同ウゴザイマス︒

銅ハソレニヒキカヘテ︑金
ヤ江平リモタクサンアリマスカラ︑

六105囹

シテミレバ銅ホド役二立ツ

シタガツテネダンモ安ウゴザイマス︒

六112園

ナルポド︑当面タクサンア

物ハアリマスマイ︒

六114園

馬に二人乗る者もあります︒

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

六95園金ニハイロくアリマスガ︑

もっと高い山がありますか︒﹂

六75園

どれも一万尺以上ある︒﹂

六73園

にあって︑四番目が富士山だ︒﹂

六64園 ﹁いや︑二番も三番も塁湾

万三千尺からある︒

六55園

一の高山だから︒﹂
たいわん

五97一 ブダウニハ︑マダイロくノ
種類ガアルトイヒマス︒

車場で︑宮城の東にあります︒

きゅうじやう

五㎜4 東京停車場は東洋第一の大立
五㎜7 赤れんぐわの三階造で︑間口
が百八十四間もあります︒

五三3 停車場の階上には︑役所もホ
テルもあります︒

五梱5 階下の入口には︑左右に堅き
︿略﹀︑此の外に中央郵便局の

な 待 合 室 が あ っ て ︑︿略﹀︒

五棚6

分室もあれば︑爾替店や︑いろく
の責店もあります︒

分室もあれば︑爾書店や︑いろく

五梱8 ︿略V︑此の外に中央郵便局の
の責店もあります︒
しよくだう

しよくだう

五棚8 又洗面所もあれば︑食堂も
あります︒

あります︒

五二1 又洗面所もあれば︑食堂も
六21 おちいさんが庭にほしてある
もみをかへしていらっしゃると︑
︿略V︒

ある一ある
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六515 こまってみる所へ︑御殿に仕
へてみる萬じゅがよからうと申し出
た者がありました︒

︿略﹀︑松の一むら立ってるる

なであったでございませう︒
六612
中に︑石のらうがありました︒

かの萬じゅの姫であったのでござい
せんでした︒

一人もらひ泣きをしない者はありま

六531 其の五番目の舞姫といふのは︑ 六642 ︿略﹀︑居合はせた者に︑だれ
ます︒

又いくさのあった時には︑

賀茂川には橋がたくさんかけ

六745囹

﹁春子︑口前ハ着物や帯ノ

てあります︒

六711

たことでございませう︒

いくたびとなく此の川の水にうつつ

︿略﹀武士の刀や︑なぎなたの光も︑

六698

ほとんど丸やけになった︒

六541園﹁さてく︑此のたびの舞 六666或村に大火事があって︑一村
は日本一の出來︒國はどこ︑又親の
名は何と申す︒ほうびはのぞみにま
かせて取らせるであ ら う ︒ ﹂

はさっとかはりました︒かはるも道

六547 之を聞くと︑頼朝のかほの色
理︑これには深いわけがあったので
ございます︒

六554 義仲からは折りかへし返事が
モ

モ

メン

地ハ何ノ綜デオルカ知ツテヰマス
キヌ

あって︑︿略﹀大切な刀を送ってよ

カ︒﹂﹁絹綜ト木綿綜デス︒﹂﹁マダア
リマス︒﹂
キヌ

﹁絹綜ト木綿綜デス︒﹂﹁マ
アサ

毛綜デオツタ物ニハ︑ドン
﹁セルモサウデセウカ︒﹂
二三日ひどく寒かったので︑

からあった︒

大きなのにおどろいた︒たけは一重

自由にうこかすことの量質る

あれば︑人の手にすがって︑こはこ

六878

象の鼻は手の用をなすもので︑

檜で見た通りであった︒

み
長い鼻︑箕のやうな耳︑︿略﹀︑一切

六866

はすべる者もある︒

︿略﹀︑人の手にすがって︑こ

はこはすべる者もある︒

六791

いろくな曲すべりをやる者

實に力がある︒

六914

楠木正成が守った千早城は︑

こんな山城一つ︑何程の事が

りが一里にも足らず︑︿略﹀︒

けはしい金剛山上にはあるが︑まは

こんがうざん

六908

くすのきまさしげ

ふぎ出した︒

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

いろくな曲すべりをやる者 六898 すると象は鼻で︑其所にあっ

もあり︑ころんでばかりみる者もあ

六792
る︒

六793

もあり︑ころんでばかりみる者もあ
る︒

はかた

博多の沖は見渡すかぎり︑元
からおしよせた船でおほはれた︒十

六797

敵は高いやぐらのある大船︑

何萬といふ大軍である︒

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

六806

こっちはつり舟のやうな小舟であっ

城中には十分水の用意がして

ると︑︿略﹀︒

ふみとゴまってみたのは︑み・

う

正成は實にえらい人である︒

死んだあの子

あの學校がたった時︑

かついで行って植ゑ

うちにも村にも︑かはった

御門の前でうやうやしく拝

慌してから︑神殿の御もやうを葬し

六鵬4囲

事はありません︒

六餌1困

たのだ︒

が掘取って︑

ちの畠にあったのを

六987鴎

六978

賊はうまくはかられたのであ

はかられたのである︒

んな藁人形であった︒賊はうまく

わらにんぎやう

六955

あった︒

六927

た︒

敵は高いやぐらのある大船︑

まるで大きな島が出芽たやう

こっちはつり舟のやうな小舟であっ

六807

た︒

六815

なものである︒

見せ物小屋で象を見た︒先づ

る︒

︿略V︑敵は一先づ沖の方へし 六956
りぞいたが︑又おしよせて測るのは

六837

實に我が國にとっては︑これ

明らかである︒

六838

全く上下の者が心を一にして︑

までにない大難であった︒

六艇6

此のまこころが神のおぼしめ

國難にあたったのである︒

六861

風雨がおこって︑海はわきかへった︒

しにかなったのであらう︑一夜大暴

湖の上は朝からひじやうな人 六848

すべるく︑みんなすべる︒
片足でおそろしい程早くすべる者も

六787

出である︒

六777

ぐらゐもあらう︒

湖の氷が大へんあつくなった︒一尺

六775

﹁サウデス︒マダアリマセウ︒﹂

六756園

ナ物ガアリマスカ︒

六752園

セウ︒﹂﹁毛綜デス︒﹂

ダアリマス︒﹂﹁麻綜︒﹂﹁マダアリマ

六747園

メン

こしました︒

六558 光盛の娘は其の後︑事書頼朝
をねらひましたが︑少しもすきがあ
りません︒

六563 頼朝は其の刀に見おぼえがあ
つたのでございます︒

六567 唐糸には其の時十二になる娘
がありました︒

六587 さて萬じゅは︑だれか母の事
をいひ出す者はないかと氣をつけて
ゐますが︑十日たっても二十日たつ
ても︑母の名をいふ者がありません︒

六597園 ﹁あの中には石のらうがあ
つて︑唐糸様がおしこめられて居ら
れます︒﹂

六602 之を聞いた萬じゅの喜はどん
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た︒一切白木造で︑お屋根はかやで
棟 に はかつを木がならべて

ふいてある︒
六⁝⁝⁝6囲

あり︑棟の爾はしには千木が置いて
ある︒

あり︑棟の爾はしには千木が置いて

六燭8國 棟にはかつを木がならべて
ある︒

七112 さうしてさをの先に︑赤いし
るしのあるはんてんをしばりつけて︑
﹁皆さん︑これが目じるしだよ︒﹂と
言口つた︒

七126 淺い水たまりを歩くと足のう
らがぬるりとした︒おさへて見たら︑
小さなかれひであった︒
﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言つ

て︑つかんで見せると︑ふりかへっ

七131
たのは知らない人であった︒

七145 妹やお松は何があったのか︑
笑ひながらしきりに取ってみる︒

七153 珍しかったのは︑丸山君のざ
るに︑たつのおとしごが一つあった
ことであった︒

七153 珍しかったのは︑丸山君のざ
るに︑たつのおとしごが一つあった
ことであった︒

りである︒

七169 此の頃はれんげさうの花ざか
七176 道ばたや土手にさいてみるの
はこぼれ種であらう ︒

七槍6 又南の海上にはひしひしと軍
船を浮べて︑岸には大木がきりたふ

してあります︒

鎌倉へは海陸ともに攻めこむ

七361國

通は廣くて平で︑歩道と車

村の西にくぬぎ林がある︒

七415

七411

軍人をのせた御用船が今しも

日露戦孚神風のことである︒

此の頃は其の葉の美しいさかりです︒

道の間に並木が植ゑてありますが︑

それを通りぬけて四五町上る

すきがありません︒

七197
七229

七231

で︑乗組人員だけでも二百人からあ

ります︒

ふのは︑長さが六十間銀もある汽船

七536園私の乗ってみる太平丸とい

で︑乗組人員だけでも二百人からあ

ります︒

七549囹 ︿略﹀︑月夜には波が銀色に

港を出ようとした其の時︑﹁ごめん

なさい︒く︒﹂といひく︑見送

みきが二か㌧へもあって︑枝

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

光って︑其の美しいことは何ともい

七232
が傘をひろげたやうに出てみるので︑

ひやうがありません︒

かんぱん

すると甲板の上で刺子を上げ
郡長をはじめ︑見送の人々は
私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ
︿略﹀︑毎朝暗イウチカラ︑弟

鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ

ます︒

七557圏

何萬とも知れないいるかが︑

見るもの聞くものが︑総べ

けれども船はなかく沈む

又きりがか＼つたり︑大雪

深さをはかるのは︑三瀬に

一たい船にはらしんぎとい

七586囹 ︿略﹀︑いくらきりが深くて

進みますから︑︿略V︒

ふ物があって︑それで方角をとって

七583圏

あります︒

すのは︑︿略﹀︑衝突をさけるためで

乗上げないため︑かねや汽笛を鳴ら

七582圏

なることもあります︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七573園

ものではありません︒

七571園

て皆珍しいのであります︒

七563囹

の上へとび上ることもあります︒

又ある時にはとび魚が甲板

およぎして行くのを見ることもあり

はね上ってはおよぎ︑はね上っては

七556園

みるのを見ることがあります︒

七552短時には鯨が高く潮を吹いて

人をおし分けて︑前へ出るおばあさ

七501

アリマシタ︒

七494

みんな泣いたといふことである︒

七431

た者がある︒

七422

つけてみる︒

腰に小さなふろしきつつみをむすび

年は六十四五でもあらうか︑

んがある︒

せんかう

時々は線香の上ってみること
傘松の四五間さきに︑小さな

七415

村の人は之を傘松と呼んでみる︒

もある︒

七242
七243
茶屋が一軒ある︒

茶屋から二三町行った所の右

人あるのださうだが︿略﹀︒

七247此のおばあさんにむすこが一
七253

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな
つか

戦孚の時には乗用としても︑

塚がある︒

子ヲ相手二打ツツチノ音が聞エマシ

七267

輸送用としても︑きはめて大切なも

七505
ス︒

ナタヲ打ツテヰタコトモアリ
マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

七506

鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ

のである︒

き

マス︒

︿略﹀︑近くは乃木大將も︑馬 七504

タ︒一日モ休ンダコトハアリマセン︒
れんぐわ

七273

馬の高さは前足の所ではかる︒

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの
である︒

七276

八寸・九寸などといふのは︑四尺八
と

寸・四尺九寸などのことで︑五尺あ

ふのは︑長さが六十間程もある汽船

七535圏私の乗ってみる太平丸とい

トモアリマス︒

ると︑十寸といふ︒
アリマス︒
おく
七358国 町に大山通・乃木町・奥 七508 ︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ
こだま

町・見玉町などと︑日露職雫の時の
大望方の名を取ってつけてあるのは
面白いでせう︒

ある一ある
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百八九十年昔の事であります︒
べ

七619

中でも安倍川の宿は一そうの

あ

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七625

をいふ程の者ではありません︒

家には七十近い父と︑三十

になる妻と︑三つになる子どもがあ

七729園

るので︑どうかすると︑其の日のく
らしにこまるやうなこともあります

︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

此のあぶない川を一人でこしたほど

七654

人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︒

ことはありません︒

七591園 又海岸には所々に燈皇があ
りますから︑それを見ると︑あれは
が︑︿略﹀︒

何所だといふことが分ります︒

の人である︒もし此の大金がなかつ

ラメナドノヤウニ︑底本沈ンデヰル

七805 魚類ニハ ︿略﹀︑カレヒ・ヒ

モノモアル︒

アハビ自民ヲハナレテ動クコ

トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ

七817

カキハ又スグフエルモノデ︑

タラ決シテハナレナイ︒

七822

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

︿略﹀︑どうかすると︑其の

七597園 此の星を見分けることや︑
たら︑氣がちがって死ぬやうな事に

ケレバナラナイホドデアル︒

指輪や襟留ナドニハメル美シ

又眞珠貝トイフモノガアル︒

エリドメ

指輪や襟留ナドニハメル美シ

カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ

邑智ヲ洗ツタリフイタリスル

陸ノ書士似タモノニハ︑ラツ

リ︑魚二似タモノニハ︑イルカや鯨

コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア

七837

二子リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

時二使フ海綿モ︑ヤハリ海ノ底ノ岩

七834

スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒

七83一

ノデアル︒

イ眞珠ハ︑此ノ貝ノカラノ中ニアル

七826

ノデアル︒

イ眞軸足︑此ノ貝ノカラノ中ニアル

エリドメ

七823

日のくらしにこまるやうなこともあ

︿略﹀︑どうかすると︑其の

一度もした事はありません︒
七733園

日のくらしにこまるやうなこともあ
りますが︑心にすまないことはまだ

たとひ親子の者がうゑ死を

一度もした事はありません︒

七735園

七826

りますが︑心にすまないことはまだ

七732園

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗
なるかも知れぬ︒

﹁あなたは今朝一人で川を
五十両は黄色なきれにつ㌦

ざうり

きのした

するやうなことがあっても︑人から

とよとみひでよし

だ

た時のことである︒

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お

七763

せん︒

いはれなく金をもらはうとは思ひま

︿略﹀︑百雨は小さなふくろ

んであって︑百里は小さなふくろに
七678囹

に入れてあります︒

七689園まして人通の多い渡場で落
しましたから︑たとひとんで行って

時は今の二時間にあた

﹁一時も前に︒﹂といって信長

は驚いた︒

七778

るのである︒

ガアル︒

七838 ︿略﹀︑魚二似タモノニハ︑イ

海ノ深イ所ハ何萬尺モアル︒

ルカや鯨ガアル︒

七餌8

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ
ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二男イ所

先ヅタベルモノニハ︑コン

海藻ニハイロくアル︒

ノニハ︑︿略﹀︒

ノリ
ブ・︿略﹀ナドガアリ︑糊ニスルモ

七854
︿略﹀︑タヒ・アナ

ヲ泳グモノガアリ︑︿略V︒

魚類ニハ

海藻ノ間ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

ゴ・ハモナドノヤウニ︑岩ノカゲヤ

七803

七857

七801

いとぐちである︒

これがそもく藤吉郎出世の

したが︑︿略﹀︑引つかへして参りま

一文でももらふ氣があるくらみなら︑

私は川ばたの人夫で︑名前

七788

した︒

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

入れてあります︒

七677園

こした方ではありませんか︒﹂

七665圏

る者があります︒

右手につゑをついて︑かけ下りて來

か＼りますと︑上から片はだぬいで︑

七662 三四里行って︑大きな峠へ

る者に取って︑はなはだ大切なこと
なのであります︒

七602園 さておしまひに一ついって
置きたい事があります︒

七602園 それは日本は海國でありな
がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

ふことで︑これは實に残念な事であ
ります︒

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

七603囹 それは日本は海國でありな
ふことで︑︿略V︒

残念な事であります︒

七604圏それはく略﹀︑これは實に
七605圏 ちよつと渡船に乗ってさへ︑
こはがる者があります︒

七606圏 海の波を見たばかりで︑も
う恐しがる人もあります︒
なってから︑商用其の他で︑外國へ

七611園皆さんのうちには︑大きく 七704園 おやめなさい︒あなたから

︿略﹀︑だんなはなさけ深い

此所まで持って來はしません︒

七728園

はあるまいと思ひます︒

上げましても︑おしかりになること

方ですから︑此の金をあなたにさし

七718園

出かける人もありませう︒

七612園 漁業や航海業に從事する人
もありませう︒

七614圏 どうか今から十分海になれ
て置くやうにしてもらひたいのであ
ります︒
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七858

ノリ

︿略﹀︑糊ニスルモノニハ︑フ
︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

ノ リ ヤ ツ ノ マ タ ガ アリ︑︿略﹀︒

七861

ニスルモノ二割︑テングサヤエゴノ
リガアル︒

七862 此ノ他海藻ニハマダタクサン
ナ種類ガアツテ︑中ニハ肥料ニスル
モノモアル︒

あります︒﹂﹁あ㌧︑信吉からだ︒よ

黄色なのはならやくぬぎで︑

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒
から

四十雀・目白・ひよどり・も

小鳥は時々此の清水にのどを

八28

きのこのむらがって出るのも︑

栗のいがのゑむのも今である︒

である︒

うるほしては︑こずゑでさへっるの

八26

やかである︒

ず・ひわ︑秋の山は小鳥の聲でにぎ

八21

八15

から︑それでは十七字になる︒

にごりのある字は二字に数へるのだ

おん
十五字までが一音信だが︑

所二︑紅色ノモノハ深イ騒乱︑茶色

しい木こり小屋で︑戸棚一つもあり

七川7園

んでごらん︒﹂

︿略V︑海藻ハ養分ヲ其ノ膿ノ

ノモノハ其ノ中間二生エテヰルノデ
アル︒

七879

あわた〜しくかけこんで來た

全面カラ吸取ルノデアル︒

七882
者があります︒

マリーはどうかしてかくして

ません︒

やりたいと思ひました︒けれども貧

七887

ナ種類ガアツテ︑中品ハ肥料ニスル

七862 此ノ他海藻ニハマダタクサン
モノモアル︒

あまり急ぎましたので︑水が

いすの上にあったおばあさんのづき

七892
んにこぼれました︒

七864 海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二
廣クテ長イノモアレバ︑全膿が細カ

八32

しひの實が落ちて︑くぼたまりにこ

﹁よいあんばいだ︒此のも

やうなら︑今日は大したことはある

七926囹

ニ分レテ︑枝ノ乱酒ナツテヰルノモ
アリ︑︿略V︒

まい︒﹂

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑全

艦が細カニ分レテ︑枝ノ様ニナツテ

七865

ろがり合ふのも今である︒
くらべうま

．昔或氏神のお祭に︑競馬の
それはく略﹀といふ定めであ
或年選ばれた子どもの中に︑

八156園 ︿略﹀﹁殿はまだお若くて︑

これから功名をお立てになる折はい

さめると︑頼宣は顔色をかへて︑

くらもございます︒﹂といってなぐ

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時が二度あ

將軍秀忠が刀を取って出て見

ひでたど

長四郎が十一歳の時のことで

るか︒﹂といった︒

八164

ある︒

八172

ると︑長四郎であった︒

頼まれは致しません︒﹂﹁いや︑きつ

八178園 ﹁誰に頼まれた︒﹂﹁誰にも

﹁長四郎があの心で大きく

と頼まれたであらう︒﹂

八189園

なったら︑竹千代には無二の忠臣で

言挙はあとで︑懸垂所に︑

あらう︒﹂

八191

皇湾の蕃人には︑お祭に人の

ちやうど蕃人が︑其の前の年

首を取って供へる風がありますが︑

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒
ばんじん

八224

︿略﹀︒

八234
しかも其所は深い所である︒

︿略﹀︑毎年其の首を一つづつ供へさ

に取った首が四十齢ありましたので︑

八102

八326

山野に生ずる草木の中には︑

るのである︒

粉をかけて消せば︑かた炭が出來上

こ

出の口を明けるのである︒
けし
八319 ︿略﹀︑かまの外へ引出し︑消

一尺程のかま口を造り︑後の方に煙

かまはく略﹀︑前には三尺に

せました︒

信作方の人々は之を聞いて︑

八311

つきそひの者や見物人はかけ

八129

ぎである︒

よって來て︑︿略﹀︑上を下へのさわ

八112

すぐれて上手なものが二人あった︒

八67

つた︒

八65

神事といふ事があった︒

八59

七983

清正は腹を立てて︑﹁神々
も照覧あれ︑戦一つ出藍ず︑人のか

せうらん

七988囹

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

此の人だけは自分のために心

ヰルノモアリ︑ニハトリノトサカニ
海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑ニ

似タノモアル︒

七866
ハトリノトサカニ似タノモアル︒

げごとばかりいふ石田めとは︑此の

七868 色モ一様デハナイ︒ミルヤモ
ヅクノ様二緑色ノモノモアレバ︑コ

清正一生中直りは致さぬ︒

三成は驚いて︑﹁今天下に

小西は日本の大膳ならず︑

たといふことである︒

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑さうきまつ

﹁おとうさん︑電報が來ま

方は三百人以上もあった︒

一方は百四五十人で︑他の一

まことは堺の町人︑道案内の者故︑

七十3園

した︒﹂﹁どこからだらう︒﹂﹁シンと

八136

にげも致したであらう︒

七三8園

門を守る者は誰か︒﹂

此の石田を知らぬ者はあるまい︒御

胴鉢8園

ンブヤアラメノヤウニ茶色ノモノモ
アリ︑︿略﹀︒

七869 ミルヤモヅクノ檬二緑色ノモ
ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ
ニ茶色ノモノモアリ︑テングサノヤ
ウニ紅色ノモノモアル︒
︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色
︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

ノモノモアル︒

七871
七874

ある一ある
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藥用にするものが多くありますが︑
︿略﹀︒

八334 さうして其の栽培については
次のやうな話もあります︒

ル︒

八498

︿略﹀︑マレニハ庭先二二ンデ

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア
ル︒

人ノヨリツケナイ絶壁ノ間や老木ノ

八335 昔朝鮮に一人の婦人があって︑ 八503巣ハ至ツテソマツナモノデ︑

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒

時デアル︒

クテ︑家畜ヲサラフノモ多．クハ此ノ

八506

ニヤハラカナコケヲ置クダケデアル︒

上二︑タテ横田小枝ヲ並べ︑其ノ上

すると気道 ゆ め の 中 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

晩神様にいのってゐました︒
八339

望のものをさづけてやるといふ神様
のお告がありました︒

八392 目をさまして見ると︑ふろし

餅をつく音に目がさめた︒は

ね起きて見ると︑土間の大釜の上に

八509

八427園 ﹁しからば許してつかはす

積んであるせいろうからは︑成皿にゆ

きつつみがありません︒

であらうが︑其の代りと致して︑白
げが上ってみた︒

二かさね目のせいろうから︑

八664團此の港には︑十五六年前に

ゆげが上るまでに︑少し問があった︒

八534

木綿を一反つつ︑名札をつけて︑三
日の間に間違なく持 参 致 せ ︒ ﹂

して︑其の中に盗まれた品のありな

大地震があって︑町は大方こはれた

八435 越前守は呉服屋の手代を呼出
しを調べさせました︒すると其の中

えんとつ

ニューヨークは人口からい

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七

八719団

高い建物のあることは世界

百萬以上もあるといひます︒

八719国

第一で︑十階・二十階の家はいくら
もあります︒

高い建物のあることは世界

第一で︑十階・二十階の家はいくら

八722国

高い建物のあることは世界

もあります︒

八723囲

第一で︑︿略﹀︒中で最も高いのは五

此所は有名な商業地ですが︑
はくぶつ

十五階もあります︒

八737困
と

りつぽな見学もありますし︑博物
くわん

と

︿略﹀︑博物館や希書館な

はくぶつくわん

館や圖書館などもたくさんありま
す︒

八738国

きつぶ

どもたくさんあります︒

八784園此の切符に︑﹃一月二十日
ちょう

れい

なふふ
限り當役場へ納付﹄とありませう︒

ありませう︒これは村の税で︑︿略﹀︒

八796囹

︿略﹀︒

明治天皇の御製に︑

納税告知書としてあります︒

八799國
八819

といふ御歌がある︒

信吉にはおとよといふ今年十

一になる女の子があるが︑︿略﹀︑唖

八834

信吉にはおとよといふ今年十

の學校に入れてある︒

八836

一になる女の子があるが︑生れつき

唖なので︑僕のうちで世話して︑唖

おし

の學校に入れてある︒

八863 ︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい

﹁いや︑聲が聞えるのでは

つて來られた︒生徒はおとよであっ

た︒

ありません︒口の動き方を見てさと

八899圏

げんに此の學校の卒業生で︑

るのです︒﹂

商店の番頭になってみる者もあれば︑

八931

裁縫の先生になってみる者もあるな

︿略V︑商店の番頭になってゐ

どと話された︒

る者もあれば︑裁縫の先生になって

八932

みる者もあるなどと話された︒

八棚6園僕はたゴ坐ってみて物を食

食った物をこなして︑之を

ふだけの者ではありません︒

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八棚7園

つて︑僕が若し食物をこなさなかつ

たなら︑からだを養ふ所の血がどう

く略V︑かへって前打は自分

して出世ませう︒

八繊6薩

ます︒

は全く三等が自分で招いたのであり

で苦しむやうになったのです︒これ
電燈・電車等に用ひる寧日も︑もと

彼の水力電撃の如きはそれで︑
をたゴせば水の力である︒

八829

︿略﹀︒

それからこれは國の税で︑

書とありませう︒これは縣の税で︑

でん
ごらん︑これには徴税傳令

サンフランシスコはカリ 八791圏此の一枚には徴税令書と

のですが︑︿略﹀︒

です︒

八713團

日本にはまだこんな早い汽
車はありません︒

八716囲

は九百八十哩もありますが︑︿略﹀︒

シカゴとニューヨークの間

もあるから︑健康には害がなささう

で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ

八702團此所は工業地で︑煙突の煙

︿略﹀︒

州は合衆國の中でも︑氣候がよくて︑

フォルニや州にあるのですが︑此の

八671国

に二反ありました︒
ワシ

ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

八478 大キサカライツテモ︑強サカ
デアル︒

八489マシテ自由ノ天地二二テ︑自
在二毛ヲトブ様ハ︑實二勇マシイモ
ノデアル︒

八49一 スナハチ一間鯨モアルツバサ
ヲハツテ︑敏分ノ問羽バタキーツセ
キツネ

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

八496 狐・︿略﹀ナドハ彼ノ下草ル
物デアルガ︑マレニハ庭先二二ンデ
ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア
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八鵬9 マッチはちょっとした物で︑
造るとして︑こんなに安く詣れるで

償も安く︑︿略﹀︒しかし之を一人で
あらうか︒

八悩6 それではマッチは︑どうして
誰が造るのであらう︒

し ら へ て み る 者 も あ り︑︿略﹀︒

ぢく
八一1 材木を機械にかけて軸木をこ
八価1 ︿略V︑軸木を火で乾かす者も
あり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑乾かした軸木の先に藥

︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

を つ け る 者 も あ り ︑ ︿略﹀︒

八価2

八塒3
で乾かす者もあり︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑乾かしたのをそろへて
︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

マッチの箱に入れる 者 も あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八鵬4
八価5
集めて包紙に包む者もある︒

銭ぐらゐで三っても︑さうおうにま

八鵬3 したがって一包のマッチを十
うかるのである︒

八鵬6 うちはを造るにしても︑時計
を造るにしても︑家を建てるにして
も︑皆これによるのである︒

八鵬9 分業で仕事をする時︑誰か一

カハルモノモアル︒

カバレバ︑間モナクソレト似タ色ニ

なきと

人も多く︑少しもさびしくはありま

保護色ヲモツテヰル上二︑其

黒血ヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

又沖縄二産スル木ノ頓智ハ︑

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑

九203 此ノ轟ハ ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテ

︿略﹀︒

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑

九201

産スルカマキリノ一種デアラウ︒
ラン
此ノ轟ハ主二蘭二男ツテヰテ︑

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

九1910

︿略﹀︒

アルガ︑裏ハ枯葉二道テヰルノデ︑

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ

九192

テワルトイフ意味デアラウ︒

枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ

リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小

九1810

リノ物二似テ見エルモノモアル︒

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ

九侶4

バ枯木二野タ色ニナル︒

居ル時ハ緑色デアルガ︑枯木二移レ

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

ない︑泣人だといったといふことで

コ・椰子は︑高いのは七八
から

から

九58囲實の中にはかたい殻があっ

のがあります︒

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

九57圏實の中にはかたい殻があっ

間もあります︒

九53困

せん︒

︿略﹀︑大將の父はうす暗い中

ある︒

八m9
せんがくじ

に大將を起して︑往復一里齢もある
たかなは

泉岳寺には名高い四十七士の

高輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

八月3
大前の父は陰々義士のことを

墓がある︒

八椴6

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

珍しい植物は此の外にもま
多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

中デモ面白イノハ︑或動物ノ

シタガツテ敵ニオソバレル心
配モ少ク︑又コチラカラ敵ヲォソフ

九165

トデアル︒

喜色ガマハリノ物ノ色二塁テヰルコ

九1510

クQ

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159

だたくさんあります︒

九72國

い實は︑中にきれいな水があります︒

まだ十分にじゅくしてみな

大乱に話してきかせて︑其の墓に参

なぎなた

九62團

のがあります︒

大將が何か食物の中にきらひ

大払の母もまたえらい人であ

詣したのである︒

つた︒

八佃6
八佃7

な物があると見れば︑三度三度の食
事に︑必ず其のきらひな物ぽかり出
當時大將の腔は︑もうこれだ

して︑︿略V︒

八丁1

け丈夫になってみたのである︒

郷里の家は六畳・三畳・二畳

の三間と︑二畳の板の間が一つだけ

八二5

やり

の︑至ってせまい︑そまつな家であ
つた︒

保護色ノ例ハイクラモアル︒

ノニモ都合ガヨイノデアル︒

九166

けれども刀・槍・薙刀など︑
武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

八丁7

ナカく見分ケガツカナイサウデア

ルQ

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

保護色ヲモツテヰルモノノ中 九207 コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐
ニハ︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

見トメラレル方ガカヘツテ安全ナノ

ウトスルモノガナイカラ︑タヤスク

九209 コレ等ハ ︿略﹀︑之二近ヅカ

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

又季節ニヨツテカハルクラヰ
デナク︑何時デモマハリノ物ノ色ガ

九178

ナ色ニカハルモノモアル︒

ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ

九173

ホクキヨクグマ

らく光ってみたといふことである︒

︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊

︿略﹀︑まことにいはれのある

︿略﹀︑内地から移って來た

ハ眞白デアル︒

九169
此の家に育つた乃木大言が︑
終生忠誠質素でおし通して︑武人の

八丁2

手本と仰がれるやうになったのは︑

人の手ぎはが悪いと︑全艦の出來ま
でも悪くなる︒やはり世は相持のも

九45囲

ことである︒

八丁2

まことにいはれのあることである︒

のである︒

八佃8 乃木大將は幼少の時︑燈が弱
おく
く︑甘口の上臆病であった︒

なきと
幼名を無人といったが︑︿略V︑

近所の人は大空のことを︑無人では

八川2

ある一ある
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デアル︒

問の精神である︒

の國境にあります︒

わき目もふらず働くので︑店はだん

だん繁昌して︑︿略﹀︒

九539圏

世間にはこんな場合に︑な

る者もあるが︑あの人は反封に︑

るたけ自分の負憺を亡くしようとす

廣さが千敷百方里もある︑海

一大絶壁をみなぎり落ちるのですか

これはまことに残念な事で
十六のお前が︑旅費も乏し

︿略﹀︑資本を出さうとする者もあっ

たが︑社長さんは︑︿略V︑夜を日に

右にあるのがアメリカ瀧︑左

ついで働いた︒

九301

にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

後には変の束が山と積んであ

︿略﹀︑董の先についてみる穂

が︑敷いてあるむしろの上に面白い

九572

る︒

九5610

合はせてナイヤガラの瀧といふので
す︒

右にあるのがアメリカ瀧︑左
にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

九302

合はせてナイヤガラの瀧といふので

やうに飛散る︒

軍艦の起床時間は︑夏は五時︑

九6310

そこで五分間の休けいがあっ

冬は六時である︒

九618

ある︒

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百齢 九614 艦内は深山のやうな静かさで

もあらう︑又つらい事もあるであら

九308

す︒

うが︑︿略﹀︒

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九271圏

ある︒

九265園

あって︑凶行が出來ずにしまった︒

九264囹 ︿略﹀︑くはしく計書を立 九2910 瀧は︑落口にあるゴート島と ︿略﹀︒
九548園 町の人々は之を見かねて︑
いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒
てた事もあるが︑いろくの差支が

のやうな湖から流れる大きな河が︑

くわく
いて︑︿略﹀︑くはしく計壷を立て

ら︑︿略﹀︒

九295

アル蝶ノ羽属目美シイ色ドリガアル

た事もあるが︑いろくの差支があ

九211例ヘバ︿略﹀︑悪味や悪臭ノ 九263園 わたしも此の精神にもとつ
ヤウナモノデアル︒

つて︑實行が出來ずにしまった︒
くわく

︿略﹀︑悪鳥や悪臭ノアル蝶ノ

羽ニハ美シイ色ドリガアルヤウナモ

九212

︿略﹀︑悪心や悪臭ノアル蝶ノ

ノデアル︒

九212

羽ニハ美シイ色ドリガアルヤウナモ
ノデアル︒

九214 動物ノ形や色デモ︑注意シテ

あんどん

調べテミルト︑コノヤウニイロく
フシギナ事ガアル︒

九221 まくらもとに置いてある行燈

十六のお前が︑旅費も乏し

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九271園

丈︑カナダ瀧が三百饒丈︑高さはど

︿略﹀︑たて切ってあるしゃう

の 光 は う す 暗 く ︑ ︿ 略﹀︒

もあらう︑又つらい事もあるであら

九222

じのやぶれを︑秋風がはたはたとあ

ちらも十五六丈あります︒

それをじっと見送ってみると︑

爾舷直といふのは︑特別の務

て︑上甲板洗となる︒

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

頭を上げてみると︑それは石 九645

九666

雨舷直といふのは︑特別の務

甲板洗はいかにも勇ましく面

其の様は︑まるで雨後の蛙が

一時間饒りも活動した後であ

むらがり飛んでみるやうである︒

九656

白いものである︒

九652

とである︒

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九646

﹁閣下の防戦はまことに見 とである︒
しかし部下の者は︑最後ま

會社では︑幾重もある精米機
さて商士買を始めると︑あの

人ならといふ信用はあるし︑それに

九524園

械が電力で勢よく廻り︑︿略﹀︒

九501

つもりである︒

でベルギーの名轡をけがさなかった

九384園

事であった︒﹂

九3710圏

亡君であった︒

九3510

ね︒﹂と︑聲をかけた者がある︒

﹁やあ︑加藤君︑よく來てくれた

九359

うが︑︿略﹀︒

くわんあ ん

十六のお前が︑旅費も乏し

古人も﹃志ある者は事終に

のぶ

︿略﹀︑此の老人こそは出羽の
のぶすゑ

歓庵以來代々力をつくして來

世界一といはれるナイヤガラ
の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと

九294

つて大成したのである︒

た農學は︑信季の望通り︑信淵に至

九291

淵である︒

ひろ

國の警者佐藤信季︑少年は其の子信

九282

成る︒﹄と言ってみる︒

九276圏

うが︑︿略﹀︒

もあらう︑又つらい事もあるであら

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九271園

ふる︒

の本は農業を成皿にするにあるとお氣

九225園 ︿略﹀歓庵様が︑國利民福
づきになって︑︿略 V ︒

の學問を大成したいと︑︿略V︑出來

九236園 そこで此の父も︑何とぞ此
るだけは骨折つたつもりである︒

九243園 それから諸國を歩き廻った
すゑ︑︿略﹀︑此の山中へ來たのであ
る︒

︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

九245 老人は大分つかれたやうであ
る︒

九261園

の爲につくすといふお考は︑どなた
も皆同じ事で︑これが佐藤の家の學
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といはれるだけあって︑ちよつと形

が︑よく星を見て船の位置をはかる

がよいのだ︒

下山の時には︑木の枝など

ことがあります︒

そり

九9510園

を構にして︑此の雪渓をすべって下

お花畠は雪渓を登りつめた

る人があります︒

所にあります︒

九966園

富士山も︑晴れた日には︑

白雲の上にかすかに見える事がある

面白いお話がまだたくさんあ

ので︑僕等はおいとまごひをして蹄

りさうでしたが︑もう夕方になった

九993

ある星ですもの︑それを見つけるの

九8610園

と

それにはまた都合のよい事

さうです︒

がある︒

九872囹

に大石でせう︒﹂

﹁でも︑あんなにたくさん 九991園

らないのがあるから︑まことに都合

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

それに︑たくさんの星の中

るから︑食事のうまいことはいふま

つ

九866圏

といふではありませんか︒

あのふもとに有名な小岩井

が似てみるね︒

ひえ

山畑に稗の作ってあるのも珍

む

陸中と陸奥との境にある幾つ

つがる

がだんくに開けて仕る︒

かのトンネルをくばると︑遍い原野

九748

らに見えるのも面白い︒

しく︑谷間に白い山ゆりの花のまば

九746

農場があるのだ︒

九742園

でもない︒

九674 朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

風にひらめきながら︑しっくと上
つて行く様は︑實におごそかなもの
である︒

くんれん

清められた乗員は︑これから訓練に

九676 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
取掛るのである︒

九685 まだ日が暮れたばかりのやう

遠くにはかすかに津輕半島が

いふ一群の星があって︑何時でも北

九873囹何かといふと︑北斗七星と

九762

横たはり︑近くには形のよい島々な

に思ったが︑もう八時半であった︒

どもあって︑大そう景色のよい所で

︿略﹀︑今結んだ二つの星の

﹁あ㌧︑あの一番高い杉の
小熊座と大熊座について︑

そ ば

山のすその方があちらこちら

ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

北風はたけが五尺二寸もある

北風はたけが五尺二寸もある

職地ではいろくつらい事も

職場の光景は實に恐しいもの

であったが︑北風はく略V︑びくと

九佃7

ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

九佃3 ︿略﹀︑職場をかけ廻るのは︑

あったが︑戦場をかけ廻るのは︑北
ゆ
風にとって愉快な事であった︒

九佃2

軍馬である︒

黒馬で︑︿略﹀︑見るからに強さうな

九撹8

黒馬で︑︿略﹀︒

九撹6

どぢやうを取るのであらう︒

九川8

白いのは︑里親の花であらう︒

九鵬10

りました︒

だ︒昔は一面の荒野であったが︑今

九688囹 此の邊が有名な那須野が原

九906園

眞上の所にあるのが北極星でせう︒﹂

九891園

かなり大きい星があるだらう︒

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九883園

して行くと︑︿略﹀︒

ひしゃくの口の向いてみる方へのば

二つの星を結びつけて︑其の線を︑

九欄2 向ふの畠には︑たうのいもが
極星の位置を知らせてくれるのだ︒
あった︒
え
︿略V︑大そう景色のよい所で 九879圏あの柄でない方の端にある 作ってある︒

九762

北海道に渡る人は︑停車場に

は方々に町や村が出精てるる︒

九703園 白河を通ったのは昨夜の十
あった︒

九767

績いた乗船所から汽船に乗るのであ

︿略﹀︑此の關所は濱街道の

一時前であった︒

る︒

な こそ

九708圏
馬立の關と土ハに︑ 有 名 な も の で あ っ

﹁東京から此所までは四百
く來てみると︑そんなに遠い所に來

五十六哩もあるのだが︑かうたやす

九769園

た︒

時で︑少しは下りた人も乗った人も

九711圏 仙皇に着いたのは午前の三
あった︒

大人の握りこぶし程の大きな

たやうな氣がしないね︒﹂

面白い昔話があるはずだから︑ねえ

九793

さんに聞いてごらん︒

大學も高等下校もある︒

九712圏 仙皇は東北第一の都會で︑

らしいのもあるが︑どれも皆︑絹の

のもあれば︑雀の卵ぐらみなかはい

した︒

九954園

て︑時には一寸先も見えないやうな

散じ︑散じたかと思へば卑わいて來

雲や霧がわいたかと思へば

んと︑アルカスといふ子供がありま

昔カリストといふおかあさ

九713園 昔は竹に雀の紋所で名高い
仙声様の城下であった︒
こんじき

大人の握りこぶし程の大きな

九912圏
やうなうすい皮がはち切れさうに︑

九794

のもあれば︑雀の卵ぐらみなかはい

ころも

よく實がいってみる︒

九719園 あの上に名高い金色堂があ
る︒
べんけい

九727園 辮慶が立往生をしたと傳へ

られてるる衣川は︑すぐ此の先に

それでも航海をする人など

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

九8510圏

ある︒

九741囹 あれは岩手山だ︒南部富士

ある一ある
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其のおかあさんらしい人が︑︿略﹀︑

水を通はせることは到底出來ぬ事で

マケドニヤといふ小さな國の

あった︒

十710

くびや背をなでたりしてみるのもあ

もせずに勇ましく活動した︒

ります︒

︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平

王子と生れ︑︿略﹀︑聖岳世界に類の

てある︒

そこで此の運河は︑非常に攣

高い±地の上に水をた＼へた

此の湖へ雨方の海から掘割が

︿略﹀︑掘割の聡慧に水門を設

けて︑たくみに船を上下する様にし

十333

通じてある︒

十326

ずっと高い︒

のであるから︑湖の水面は海面より

十323

つた仕組に出來てるるのである︒

十319

であった︒

の水を通はせることは到底出來ぬ事

かな掘割を造って︑太平・大西七洋

十318

ない大國を建設した英雄である︒

或朝の事であった︒

其の大王が東方諸國の遠征に

十日間も績いて︑其の間には千頭か

十223団此の町では︑二歳駒の市が

つて︑其の上に掛の人が居る︒

せり場の一方に高い皇があ

九佃10

十82
水は意外に冷たくて︑まるで

出かけた時の事である︒

十86

十206團

九価3囹 ﹁おい北風︑今日は大分手
ごたへがあるぞ︒し っ か り 頼 む よ ︒ ﹂

九重10 しかし聞えるのはかすかな息
づかひばかりであった︒

醤師は皆︑投藥してもし萬一

氷のやうであった︒

圓・五千圓といふ高いのがあるさう

十91

です︒

つた︒

九脳4 明治二十七八年戦役の時であ
の事があれば︑毒殺のうたがひを受

らの責買があり︑直段も一頭四千

けはしないかと恐れて︑︿略﹀︒

さうです︒

て見ると︑︿略V︑店の看板にも馬が

十236團

しばらく進むと水門があって︑

上手にも水門があるので︑船

上手にも水門があるので︑船

かうして前後三段に上った船

これは高い山地を切通したも

事であったといふ事である︒

ので︑此庭を切通すのは非常な難工

十352

い水面に浮ぶのである︒

は︑海面より約二十⊥ハメートルも高

十349

つて︑船はさらに︸段高くなる︒

十345此の湖を横ぎると又水門があ

る︒

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

十339

る︒

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

十338

行くてをさへぎつてみる︒

十336

英國の東海岸にロングストー
︿略V︑老夫婦のなぐさめとな

るものは︑氣だてのやさしい一人娘

十249

ンといふ島がある︒

十244

かいてあるのがよく目につきました︒

蹄りに散歩がてら町を歩い

四千圓・五千圓といふ高いのがある

十日間も績いて︑︿略﹀︑直段も一頭

十225国此の町では︑二歳駒の市が

九位3 大尉はそれを取って見ると︑
醤師は皆︑︿略﹀︑た望纏過を

それにはフィリップが敵から

見守ってみるばかりである︒

十93

九価8圏私には妻も子も有りません︒
次のやうな事が書いてあった︒

九佃2囹 其のうちには花々しい母語
十102

大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

もあるだらう︒其の時にはお互に目
ざましい働をして︑我が高千穂艦の

としてみるといふ風説があるから︑

それにはく略﹀と書いてあっ
十月二十五日は︑青年團の道
古同橋さんは︑あちらで長らく

のグレース︑ダーリングであった︒

市場は町はつれにあります︒ 十2410 或秋の夜の事である︒

かうしてボートは再び荒波を

其の外にもいろくの理由が
あるので︑︿略﹀︑太平・大西爾志の

十316

界に名高いパナマ運河である︒

十313此の地峡に造った運河が︑世

ある︒

切りぬけて︑燈皇に昇り着いたので

十286

へないことはありますまい︒

十181国私の行った時には︑もう其 十265園命を捨ててか㌦ったら︑救

十177囲

教育に早事してみる人である︒

十124

ぶしんの日であった︒

十116

た︒

十102

用心するやうにと書いてあった︒

名をあげよう︒

九伽1 道雄が今朝起キテミルト︑商
用デ四聖ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑
夜汽車デ蹄ツタトコロデアツタ︒

實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ

二尉4圏 シカシ今度ノ候補者ノ中二︑
人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑

オトウサンバ最初カラチヤント其ノ
世間ニハ︑︿略﹀︑或ハ棄椹

人煙キメテヰタ︒

所にすき間も無く子馬がつないであ

九搬8翻

シテシマツタリスル人モアルガ︑ソ

りました︒

まだせりが優るのに間があ

中には︑母馬がつきそって

十201里中には︑君ぐらみの子供や︑

來てるるのもたくさんにあります︒

十187困

つたが︑︿略﹀︒

るといふので︑馬つなぎ場を見て廻

十182国

ンナ事ヲスルノハ︑選墨ノ趣意ニソ
ムイテヰル︒

ガ韓校シタノデ︑近々後任ノ選取ヲ

九章3 道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長
スルコトニナツテヰルノデアツタ︒
ル大王といふ王があった︒

十76 昔ヨーロッパにアレクサンド

57
ある一ある

な難工事であったといふ事である︒

毎日珍いてはくだき︑焼いて

彼の頭の中にあるものは︑唯
彼の頭の中にあるものは︑唯
柿右衛門は今から三百年ばか

夕日を浴びた柿の色であった︒

十474

夕日を浴びた柿の色であった︒

十473

實に見る目もいたましい程であった︒

はくだきして︑歎息する彼の様子は︑

十352 ︿略V︑此庭を切通すのは非常 十464

かすみ

十354 ガツン湖といって︑廣さが
霞が浦の二倍以上もある大きな人
︿略﹀︑もと此々にそびえてゐ

造湖で︑︿略﹀︒

十356
た山々である︒

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

十359 此虞から又掘割を走って︑終 十498
に洋々たる太西洋に出るのである︒

うちに置くと︑火事にあっ

はと
い＼目︑︿略﹀鳩は見るからに愛ら
しいものである︒
此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

いろくの困難ををかして︑遠い虜

十547

まで使者の役目を務めると聞いては︑
誰でも驚かない者はあるまい︒

それ故主の髄に手紙を附けて

普通傳書鳩を使用する方法は︑

放せば︑容易に通信が出亘るのであ

十557
る︒

十5510

一定の飼養所から他の土地に連れて

十364 パナマ地峡に運河を造る事は︑ 十516園

行って︑飛蹄らせるのである︒

それは︑豫め甲乙の二地をき

面白い事であらうが︒﹂

十617園此庭から十八町程先に︑山

﹁お連れ申しはしたが︑差

本といふ宿場があります︒

十646園

上げる物はあらうか︒﹂

いろく集めた事もありましたが︑

十668園私はもと鉢の木がすきで︑

かう落ちぶれては︑それも無用の物

それなるは佐野源左衛門常

好と思ひ︑大てい人にやってしまひ

ました︒

世か︒これは何時そやの大雪に宿を

十716圏

今度の勢そろへに集った諸

借りた旅僧であるぞ︒

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

十725園

よい︒

﹁今度の勢そろへに集った

がよい︒理非を正して裁噺致すであ

諸侍の中に︑訴訟ある者は申し出る

十727園

らう︒﹂

鳩は一分間に約一キロメート

メートルの虚を往復して食事するぐ

す︒

十753国

十754国

南大門の東南の方に南山と

此虜には天照大神をおまつ

に朝鮮総督府があります︒

とく

りした京城神社があり︑又其の近く

此虚には天照大神をおまつ

いふ山があって︑公園になってゐま

十751團

になってみたのださうです︒

虜々にかういふ門があって︑出入口

十7310囲 京城の市街は︑︿略V︑その

か︒こちらも一同無事です︒

十732團皆様御かはりはありません

ルも飛ぶ力があるから︑四五十キロ

十5610

するのである︒

めて置いて︑︿略﹀︑其の往來を利用

十568

方法もある︒

しかし此の外に︑往復通信の

たり︑盗人に取られたりする危瞼が

だから︑少しでも齢つたお

十562

あるからね︒

さうで無くても︑至言のお

事もあったが︑成功を見るに至らな

しまふ︒

金があると︑ついむだな事に使って

十517園

︿略﹀︑實地に大仕 掛 の 工 事 を 行 っ た

かった︒

十368 最後にアメリカ合衆國は︑
︿略﹀︑遂に之を造 り 上 げ た の で あ る ︒

金があったら必ず預金にして置くも

十3610 米國が此の運河を造るに成功 十518囹
したのは︑主として︑最新の學理を
のだ︒

銀行の預金には定期預金と

︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせて︑其

鳩に手紙を運ばせるには︑

らゐは何でも無い︒

うと思ってみる人で︑お金のない人

の中に入れるのである︒

十577
がある︒

みる人もあるが︑又何か事業を起さ

十533圏世の中にはお金の同齢って

いふのと當座預金といふのがある︒

十522圏

慮用したからであった︒

は︑此の不便が無くなり︑したがつ

十379 しかしパナマ運河の開通以來
て世界の航路に大きな愛動を生じた
のである︒

こん

ざふ
十381 村はつれにある︑うちの雑木
山を開墾し始めてから︑もう一月飴

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

りになる︒

みる人もあるが︑又何か事業を起さ

十535園世の中にはお金の適齢って 十585 又戦書の時質的から戦状を報

十387 ︿略V︑まだあらごなしの開墾

のも其の一つである︒

に榮えてみる人がながめたら︑さぞ

十607園﹁お＼︑降ったはく︒世

さに感心しない者はあるまい︒

︿略﹀︑何人も其のかしこさと勇まし

あ﹂︑あのかはい＼鳩が︑

うと思ってみる人で︑お金のない人

寳玉をちりばめたやうなかは

十593
がある︒

貸附の利子は預金の利子よ

地は︵まるで足のふみ場も無い有様

十543

銀行の乱入になるのだ︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

十537園

である︒

十392 地面は霜で眞白である︒

十459 日頃から自然の色にあこがれ
てるた彼は︑︿略﹀︑もう立っても居
ても居られなくなったのである︒

ある一ある
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りした京城神社があり︑又其の近く
とく
に朝鮮総督府があります︒

十8810

輸出入の額の増加して行くの

は國家が次第に盛になる印である︒

うしてそんなに言ひにくいのです︒﹂

やさしい言葉ではありませんか︒ど

し やうとく

林を後にして右に昌徳宮︑左に景

翌日太郎が友だちの正雄・良

が︑それで中々言ひにくい場合があ
るのだ︒﹂

十931
一と三人連で︑學校から贈る時の事

其の近道といふのは田のあぜ

であった︒

十934
本橋がある︒

道で︑途中にはかなり深い小川にか
け渡した

十936 太郎は前から父に︑﹁︿略﹀︒﹂

と固く禁ぜられてるたのであるが︑
友だちのす㌧めをことわりかねて︑
一所に渡り出した︒

十棚5園あ㌦︑咲いてみる︑く︒

らん
此虜は重に蘭の類を集めて

みよ子︑ずるぶん珍しい花があるだ
らう︒

十棚5園

たくさん咲いてみる中で一番

ある虜だ︒

十湿1

美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ

それから少し行くと︑うつぼ

も咲いてみる薄紅色の花である︒

十齪3

かづらといふものがある︒

﹁さあ︑今度は葉のきれい
な植物を集めてある庭だ︒﹂

骨導3園

成程︑緑色の翠蔓で作ったの
かと思はれるやうな葉もあれば︑赤

十鵬7

や黄や青や紫のまだらの美しいのも
ある︒

中には︑まるで花かと思はれ

や

し

椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

出勝から又右に折れると︑細

もりが髄内深くくひ込んで︑

二十メートルもある大将が今

太宰府町は太宰府神社のある
太宰府町は太宰府神社のある
何百年も纒たであらうと思は

池にかけてある二つの太鼓橋
白梅は即ちやうど眞成皿りであ

茶屋のおばあさんに尋ねると︑
それは園内に飼ってある鶴の聲であ

十佃3

鮎々と交って美しい︒

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

十冊9

を渡り︑︿略﹀︒

十柵1

れる樟の大木が茂り合ってみる︒
たい こ

くす

十柵10

慮である︒

十帽4

虜である︒

十柵4

水面に横たへる︒

は全く息たえて︑小山のやうな膿を

十備1

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒

歩侍4

草花が並べてある︒

長い室一ぽいに︑目もさめるやうな

十悩9

十悩4園此の後にかまがある︒

物を見るのは始めてである︒

ムの木などは名を聞いてみたが︑實

十悩3

て出てみるものもある︒

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十佃9

らの美しいのもある︒

十761国北の方の山のすそには︑松 十925囹 ﹁﹁はい︒﹄﹃い﹂え︒﹄大脳 十佃8 ︿略V︑赤や黄や青や紫のまだ
福宮の壮大な構があ る ︒

りゆう

かんかう

十767團 京城の西南部に龍山とい 十929圏父は﹁誠にやさしいやうだ
ふ虜があります︒

小さな町であったが︑京城の嚢展す

十769団 龍山はもと漢江にのぞんだ
る に 連 れ て 次 第 に 廣がり︑︿略﹀︒

し

十773團 此虜には軍司令部や龍山停
車場などがあります ︒

ろくありますが︑大分長くなりま

十789国 お知らせしたい事はまだい
したから︑今日は此のくらみにして
置きます︒

りも︑時には外國の品を使ふ方が都

十864 又國内で出身るものを使ふよ
合のよい事もある︒

十865 種々の品物が遠く外國から輸
入されるのは︑主にこれ等の事情か
︿略﹀︑輸出先はアメリカ合衆

らである︒

十879

國・支那︒イギリス・フランス等で
ある︒

十886 支那の豚の毛が輸入されて日
本でブラシに造られ︑又支那へ輸出
されるなども同じ例である︒

絡額は敷十億圓の多額で︑之を十年

十889 最近における我が國の輸出入
前の額に比べると︑實に十敷倍であ
る︒

つた︒

茶屋のおばあさんに尋ねると︑

低いじめくした松林の中に

此庭は菅公配所の跡である︒

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

十柵3

つた︒

十佃9

十佃10

公は此虞にうつされてから一

小さな社がある︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十伽2

宮中の御宴の事を思ひ出して

ぎょえん

送られたさうである︒

十伽4

申し込んで來た者は五十人許

詩を作られたのも此庭であらう︒

もあって︑︿略﹀︑或一人の青年をや

十梱3

申し込んで來た者は五十人許

とひ入れた︒

もあって︑︿略V︑りつばな學歴のあ

十梱5

る者もあったのに︑︿略V︒

︿略V︑りっぱな學歴のある者

もあったのに︑主人はそれ等の人々

十梱5

をさしおいて︑或一人の青年をやと

ひ入れた︒

これほど我々に重大な連係

これほど我々に重大な關係

のある太陽とは︑一事どんなもので

十一16

あらう︒

十一17

たい
一口にいへば︑白熱の状態

のある太陽とは︑一掃どんなもので

あらう︒

にある一大火球で︑︿略V︒

十T17

一口にいへば︑︿略﹀︑之を
えき
形造ってみるものは︑液膿に近い氣

十一18
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膿であらうといふ︒

十一210望遠鏡で見ると︑︿略﹀︑光
の強い部分もあれば弱い部分もあり︑
︿略﹀︒

の強い部分もあれば弱い部分もあり︑

十一31望遠鏡で見ると︑︿略﹀︑光

︿略﹀︒

十一31 望遠鏡で見ると︑︿略﹀︑又
所々に黒駝といって黒く見える所も
ある︒

十一32 此の黒嵩は多分表面に生ず

ために︑むだに費した時間と螢力は

十一192

しかし大勢の中にはそれを

さいそく

例へば︑借りた金を︑返す

守らない人もある︒

十一1810

みる事である︒

どといふことは︑我々が十分心得て

らぬ︑他人に害を加へてはならぬな

約束は固く守らなければな

︿略V︑西洋風の建物もあって︑趣が

ば

十一1810

大きなものであった︒
と

上海が黄蟹江に臨む部分は

や＼攣ってみる︒

十一108
は

延長八哩︑六十齢の波止場がある︒

此の地は︿略﹀︑外翼との

貿易ばかりでなく︑支那の各地との

十一111
取引にもきはめて便利であるから︑
︿略﹀︒

此の地は︿略﹀︑港内には

約束の日が來ていくら催促されても︑

十一113
常に敷百隻の船が集ってみて︑頗る

返さない人がある︒

又他人の物を盗んだといふ

裁判を行ふのは判事の職務

であり︑刑事裁判で︑墨家を代表し

十一217

て犯罪者の虜罰を求めるのは忌事の

職務である︒

べん

代表して犯罪者の熱帯を求めるのは

十一218 ︿略﹀︑刑事裁判で︑國家を

検事の職務である︒

十一222又︿略﹀するために辮護士

といふものがある︒

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

十一225

若し裁判が無いとしたら︑

中にするのが其の目的である︒

十一228

やわるがしこい者が勝つことになる

︿略﹀︑しかも其の孚は︑力の強い者

やうな犯罪があった場合には︑國家

十一198

壮観である︒

通された部屋には︑古いた

は其のやうな不法な行が再びされな

んすや戸棚などが並べてありました

十一143

が︑さうちもよく行届いてみるし︑

るうつ巻であらうといふ︒
きよ
十一39 ︿略﹀︑たゴ其の距離の遠い

ために︑あんなに小さく見えるので

であらう︒

裁判は實に正義保護のため

いふべきである︒

辮護士の任務は極めて重大なものと

の大切な仕事であり︑判事・検事・

十一231

生活することが出來ぬであらう︒

ぬとしたら︑︿略﹀︑我々は安心して

十一2210

若し又裁判が公平に行はれ

いやうに︑︿略﹀︒

ところで︑どういふ事をす

縛べてがきちんとしてゐました︒

十一203

ある︒

三月の末になさるはずであ

れば罪になるか︑其の制裁としてど

十一148

のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

十一43 今かりに一時間五十里の速

つたのが︑お取込があったため︑今

︿略﹀︒

十一203

︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑

明かに定めてあるから︑裁判所は︑

まで延びてみたのださうです︒

三月の末になさるはずであ

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

︿略V︒

のある者を十分に取調べて適當公平

のといふべきである︒

此の場合には訴へられた者 十一232 裁判は︿略﹀︑判事・検
事・辮護士の任務は極めて重大なも

な裁判をする︒

十一207

が被告で︑検事といふ役人が原告に

私は學校で習ふ本でさへ

當るのである︒

十一365 ︿略﹀︑朱線で園んであるの

るのが一昨年植付けた虜︑︿略﹀︒

裁判所は國家が設ける機上 十一364 地鼠の中の薄緑に染めてあ
かういふ風に︑三回くりか

いろくの印がついてみる︒

が今年伐採する虞︑それから次々と

十﹇369 立射﹀︒﹂とおとうさんの手

へして裁判してもらふ事の出域る組
念入にするためである︒

織になってみるのは︑つまり裁判を

十一216

で︑これにく略﹀の四階級がある︒

十一209

時々見失って︑大さわぎをすること
見れば引出にはみんな札が

︿略﹀︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

これまで自分の不整頓の

チ﹂などと一々書いてあります︒

十一178

チ﹂などと一々書いてあります︒

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

十一178

があります︒

十一166

してのせてあります︒﹂

十一162園

﹁あすこに全部學年別に

つたのが︑お取込があったため︑

十一148

ても︑太陽に到着するには八十七年
か＼るのである︒

十一87 それからく略﹀︑更に十海
里滴りさかのぼると︑其の西岸にあ
しゃんはい

る上海に着く︒

十︻89 上海は支那第一の貿易場で︑
百萬近くの人口を有する大都會であ
る︒

十一92 租界といふのは居留地の一
種で︑︿略﹀︑自治制を布いてみる虜
である︒

十﹁95 租界にはく略V︑其の有様
は一見世界人種の展覧會のやうであ
る︒

十一105 唯商業の取引の盛な部分は︑ 十一184園

ある一ある
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で記してある︒

十一3710 植付けた苗木の枯れた虜へ
補植をするのは︑翌年一回だけだと

るには︑山野に自生するゴムの木か
ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

には︑日本人の経螢してみるゴム園

らん
マレイ半島・蘭領東印度等

いふから︑今年はもうしなくともよ
もたくさんにある︒

十一514

いのであらう︒

昔︑アフリカの寒樹に一そ

辛く廣くなるばかりである︒

十﹇547

︿略﹀︑中にもうれしさうに

うの船がとまってみた時の話である︒
十一553

見えたのは︑十三四になる二人の少

る︒

開せられた風景は︑雄大といはうか

十一617 ︿略﹀︑突如として眼前に展

豪壮といはうか︑恐らく全道第一の

がう

壮観であらう︒

或は右に或は左にあらはれるのは︑

十一622 書︸がけるが如く美しき山の︑

一人は老砲手の子である︒

サホロ嶽の砲塁の一つであらう︒

年であった︒

十一555

立ちこめた砲煙の薄れゆく

十一385 ︿略﹀︑斜面などに植ゑた木 十一518此の邊でゴムを栽培するに
は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと

十一587

明治十六年こ＼に十三戸の

それが今は人口約二萬︑戸

敷約四千を算するりっぱな町となつ

十一632

りであった︒

農家が移住して來たのが此の町の始

十一628

すものは帯廣の町である︒

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

十一627

だけ

は︑低い虜にあるもの程早く大きく
に種をまくか︑又は苗木を植付ける

札幌に來て先づ感ずること

さつぼろ

きなふかの死禮であった︒

十一595

︿略﹀︑市街の中央を東西に

は︑街路が眞直で幅の非常に奮いこ
とである︒

十﹇599

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公
だん
園ともいふべきもので︑花壇が設け

こんな旧い畠であるから︑

たのである︒

未開の土地を切開いて︑思 十﹇636

てあり︑銅像なども立ってるる︒

耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔

十︸5910

十勝川の流域一帯の廣野は

なって︑こずゑの差が段々少くなつ
のであるが︑︿略﹀︒

から液をとるために︑木の幹に小刀
で傷をつけることをいふのである︒

元來ゴム液は︑幹の主部と

木質部との間にある乳管組織といふ

十一525

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

元來ゴム液は︑幹の皮部と

につれて︑先つ目に入ったのは︑大

て行くのも面白い︒

の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は

十一394 いっかもにいさんが︑﹁杉 十一524 切付といふのは︑ゴムの木
せたことがある︒

いと思ったのは︑枝打をしないと木

十一399 それから始めて聞いて面白
に節が出弄ることである︒

十一526

木質部との間にある乳管組織といふ

今年伐るはずのは︑︿略V︑

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

十一408

もう幹のまはりの三尺重りもあるも

ふま﹂に設計して造った町であるか

此の傷から出て移るゴム液

中にはトラクターを用ひて

くにも︑大てい機械と馬の力による︒

トラクターはちやうど軍用

くわん

農業者は多く古い習慣に

猶動機が取付けてある︒

のタンクのやうな形で︑ガソリンの

十一6310

全く大旧式にやってみる庭もある︒

十﹁638

ら︑総べてが大規模でのびくとし
つきさつぶ

市外の眞駒内及び月寒に
︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

かりかち

十勝の平野は心ゆくばかり

晴々しい虜である︒

十︸656

なつみやすいものであるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑約五時間後に石狩と 十一651

此の峠には長いトンネルが

類ばかりで︑他の動物には見られな

十一6510 ︿略V︑火を使用するのは人

あって︑其のあたりは海抜約千八百

い所である︒

此の峠には長いトンネルが
尺︑北海道鐵道沿線中の最高所であ

十一612

あって︑︿略﹀︒

十﹁611

十勝の境にある狩勝の峠にか﹂る︒

とかち

十一6010

なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒

十﹁607

は︑大きな牧場がある︒

まこまない

は︑流れて下のコップにたまるので

ゴムの用途は︑年を追うて

十一604

てるる︒

それがすむと︑今度はバケ
めて歩くのである︒

ツを持ってコップにたまった液を集

十﹇532

ある︒

十一529

のが大分見える︒

十一497 一膿ゴムは何からどうして
造るのであらうか︒

て︑製造したものである︒

十一499 ゴムは︑︿略Vを原料とし
十一501 これには種類が多く︑︻番
よいのはパラゴムといふのである︒

集めた液は之を工場に持つ
て行き︑先づ︿略﹀︑機械で薄くの

十一535

して乾かすのである︒

十﹇502 今日世界におけるゴムの大
部分は︑此の木から取ったものであ

こ＼までが原産地における

之をそれぐ用途に鷹して︑
十一544

更に加工するのである︒

土53

仕事である︒

十一536

る︒

十一504 此の種のゴムが︑血路とし
て南米ブラジルのパラ州から産出し
たので︑パラゴムの名が生じたわけ
である︒

十一506 ブラジル邊でゴムを製造す
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十一661 ﹈悪人は最初どうして火を
得たであらうか︒

人である︒

さうして新上屋の主人に︑

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

萬一御露りに又泊られることがあっ

十一732

んでおいた︒

十一664 思ふに落雷の爲に樹木が燃
えたり︑︿略﹀たりした自然の火か

望がかなって︑宣長が眞淵

眞淵はもう七十歳に近く︑

下に聞えた老大家︒

いろくりつばな著書もあって︑天

十﹁7310

のは︑それから数日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出田た

十一738

ら︑火種を取ったものであらう︒

廣く又極めて長い間行はれてるたも

十一669 此の方法は各國民の間に︑

のであるが︑マッチの使用が廣まる
につれてすたって來た︒

十一67一 マッチは今から約百年前に
獲明されたものである︒

我々の普通に金銭とい．つて

又此の外に貨幣の代りに用

其の他いろくの訣嵩がある︒
それで金属を用ひることを

思ひつき︑︿略﹀︑遂に今のやうな貨

十一794

かうして出來た貨幣は極め

幣を造ったのである︒

十一795

て使用に便利ではあるが︑尚場合に

十一923園

暦には太陽暦と太陰暦と

したがって二百十日も太

あって︑︿略﹀︒

十﹁939園

陽暦ならく略﹀︑太陰暦になると三

櫻の咲く季節でも霜の降

十日もちがふことがある︒

る季節でも︑やはりさうである︒

十一9310園

十一961

最後に父は﹁暦は實に重

それは三方が丸太の壁で︑

一家の暮し向は誠にあはれ

も窓も床もないものであった︒

一方は明けはなしになってみて︑戸

十一954

は寳の持ちぐされだ︒﹂

るのに︑それを利用しないでみるの

急なものだ︒こんな重寳なものがあ

十一943囹

のがあるやうだ︒

間の習慣で︑今でも使ってみるも

くわん

今では世界各國︑貨幣・紙 十一941園 こんな不便な暦でも長い

よっては持運びに不便なので︑︿略﹀︒

十一797

ふと見ると︑さしわたし六

幣を用ひない國はないのである︒

十一849

これは略本暦だ︒この中

くと浮いてみる︒

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

十一887圏

にある﹃通日﹄で敷へて御らん︒

﹁こ＼に﹁八十八夜﹄と
ありますが︑これは何ですか︒﹂

十一899園

僕はこれまで暦といふと︑

いもしか食はれないこともあった︒

なもので︑︿略﹀︑時には生のじゃが

今年は紀元何年であるか︑前月何日

十一902

は何曜日であるか︑︿略Vといふや

もっとおしまひの方をあ

十一川5

かういふ心掛であったから︑

かういふ心掛であったから︑

或葦辺邊の人からワシント

ところが或夜︑夜中に激し

彼が他日大統領となり︑世

い雨が降ったことがある︒

十一9910

ン傳を借りたことがある︒

十一994

成績は何時も優等であった︒

十一982

成績は何時も優等であった︒

十﹁981

ことなどは殆ど出撃なかった︒

リンカーンは十歳頃までは本を讃む

かういふ有様であったから︑

うな事を見るものとばかり考へてる

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

十一914園

けて御らん︒﹃各地の氣候﹄といふ
所がある︒

それから雨雪の量は何慮
が一番多いか︑又一年中で何時頃が

十一917圏

一番多いか︑こんなことも記してあ
る︒

十一961

して一日も生活することは出置ぬと

︿略﹀︑今年は紀元何年であ

いってもよいくらゐである︒

十一781

ひられる紙幣がある︒

十一777

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十﹇776

學問の道をたどってみるのである︒

十一673火の熱は︑初め主として食 十一744年こそちがへ︑二人は同じ
物を調理するのに用ひたもののやう
であるが︑︿略﹀︑火の用途もだん

く葺くなって來た︒
や魚・獣の油などをたいたのであっ

十﹇6710 燈火としては︑初め松の木
たが︑其の後らふそくや種油がとも
され︑︿略﹀︒

十一683 かくして人は︑暗黒の世界

からだんく光明の世界へと︑みち

十一903

たので︑︿略﹀︒

しかし今日の貨幣や紙幣を

祝祭日・土用・彼岸・入梅・日食・

るか︑宵月何日は何曜日であるか︑

十﹇787

案出するまでには︑人間は實に種々

びかれて來たのである︒

様々なものを使用してみたのである︒

﹁必要は 嚢 明 の 母 ︒ ﹂ で あ る ︒

十一684

十一789石・貝・家畜・獣皮・布・

しかしこれらの物は︑受取

しかしこれらの物は︑︿略﹀︑

月食が何時になるかく略﹀︒

てこれで完成したといふわけではあ

十﹁792

り︑其の恥いろくの鉄鮎がある︒

やうに分割することが出來なかった

る者にそれが不用であったり︑思ふ

十一7810

の役目をしたこともあった︒

農産物などが︑︿略V︑それぐ貨幣

十一687 しかし火の利用法は︑決し
るまい︒

十一689 將來は又どんなものが護明
されて︑今のガスや電氣にかはるこ
とであらうか︒

い せ

十﹇699園 ﹁無言の行に口をきくと
のりなが

いふ事があるか︒﹂

十一707 本居宣長は伊勢の國松坂の

ある一ある
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界の偉人として萬人に仰がれるやう
になったのは︑實に此の少年時代の
苦心のたまものである︒

十一佃3 我が國の地方自治團膿には︑

神に全く反するものである︒

本當に自治の精神に富んで

みる者は︑︿略﹀︑決して私心をもた

十一価9
ないのである︒

公吏︒議員等︑直接間接に

ようかいがま

何が出來るであらうかと思

まるであめ細工のやうであ

には熔解窯がある︒

る︒

十一旧7
十一協10

つてみると︑いろく扱ってみるう
ちに毫付のコップになった︒

これ即ち世間の信用を博し

んで行くのであらう︒

十二227

︿略﹀︑見本には精良な品を

て堅實に自己の事業を議展させる道

である︒

使って︑實際の注文に託しては粗悪

十一一2210

なものを送るやうな事は︑人として

十一描1
十一悩2

府・縣・市・町・村の別がある︒

職務に忠心であっても︑一般の人民

公土ハの事務に當る者は︑如何に其の

實にうまいものである︒

其の組織に繁簡の差があるにしても︑

十一鴨4 其の土地に構い狭いがあり︑

さっきの歌の主であらう︒

それ故大多数の商人は︑

彼等が町人といって賎しめ

十二315囲

これはひつきやうく略﹀商

テームス川を飾るタワー

此虜はさすがに藝術の都

先を箏ふやうなことはありません︒

動車などの乗り下りにも︑むやみに

十二3010団 ︿略﹀︑地下軌道・乗合自

あります︒

と其の他の武器類もたくさん集めて

十二304團我が日本のようひ・かぶ

だけあると思ひました︒

さすがに世界の大博物館といはれる

かも其の敷量の数限りもないのは︑

ちん
十二303団 陳列品の多種多様で︑し

驚く外はありません︒

橋・︿略﹀︑其の他見る物聞く物唯々

十二299團

が重んぜられなかったからである︒

業の本質が理解されず︑商人の人格

十一一247

られたのも其の爲であらう︒

十二244

の爲であった︒

︿略﹀︑忍耐も努力も要するに皆自己

十二243

商業であると思はれてるた︒

昔は個人の利益を螢むのが

爲すべからざる事である︒

の室にはいった︒こ＼は加工場であ
る︒

取分け美しかったのは電燈
の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十一伽3

又父には﹁︿略﹀︒﹂といつ

目もさめるばかりであった︒
十ニー07

十二216

あれは港の親船へ蜜柑を運

十二2310

十一悩4橋本君にうながされて︑次

又産業組合を設けたり︑

のは︑皆公土ハ心の里下であって︑自

︿略﹀︑風俗の改善等に務めたりする

十一備10

襲達を望むことは出心ない︒

の後援がなければ自治團膿の圓漏な

︿略V︒

十一稲4 其の土地に掬い狭いがあり︑

其の土地に廣い狭いがあり︑

其の組織に繁簡の差があるにしても︑
︿略V︒

治の精神を養成し︑自治團膿を助長

十一⁝旧1

其の組織に繁簡の差があるにしても︑

するものであるから︑︿略V︒

彼が︿略﹀本革を出尽した

此の頃のことであった︒

て叱られたことがあった︒

十ニー26

十ニー17

かくて世界の各地をめぐつ

ダーウィンの後半生は病氣
がちであったが︑︿略﹀︑七十四歳の

十手ー37

ら五年の後である︒

て︑︿略V本國に撃つたのはそれか

十一一129

のは︑二十三歳の時である︒

動であって︑自治の精神を養成し︑

制度を運用するのは人であ
しかしジョージは依然とし

じゅ

︿略﹀︑生物は縛べて長年月

長壽を保つことが出來た︒
十王ー41

の間には次第に攣化し︑下等なもの

ジョージは︑かねてウェリ
ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな

十二219

界を根本から動かしたものである︒

これが有名な進化論で︑學

から高等なものへと進むものである

次の建物にはいると︑こ＼

十口唇43

といふことを謹明した︒

こんなところで毎日働いて

人物であるといふ事を聞いてみたの

十一齪8

であらうと思った︒

みる人たちは︑どんなにつらいこと

十一擢6

で︑︿略＞Q

十一伽5

つた︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂とくり返すばかりであ

十一m⁝10

る︒

十一帽3

を墨くさねばならぬ︒

地方人民は大いにこれ等の事業に力

自治用事を助長するものであるから︑

十一柵1又く略Vは︑皆紅土ハ心の獲

地方自治の精神に基づいて其の二十
の幸福を進め︑國運の獲展を期する
ことは皆同じである︒

十一M2 一艦自治の精神とは何であ
るか︒

十一掴4 地方人民が協同一致して自
ら地方公共の事に周り︑誠意其の團
膿の爲に力を薫皿くす精神が即ちそれ
である︒

十一網5 此の精神は實に自治制の根
本であり︑又其の生命である︒

十一悩5 此の精神は實に自治制の根
本であり︑又其の生命である︒

には︑︿略﹀私交上の關係の爲に心

十一価3 市町村長や議員を選墾する
を迷はすやうなことがあってはなら
ない︒

るとか︑︿略﹀するのは︑自治の精

十一価6 まして威力によって強制す
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ある一ある

として世界に聞えてみるだけあって︑
建物なども一般に壮麗です︒

十二318国 世界最要の街路といはれ
五六層もある美しい建物が道路の爾

てるるシャンゼリゼーの大通には︑
側に並び︑︿略V︒
がい せ ん

の起嵩にあります︒

十二322囲 有名な凱旋門は此の大通

ましたが︑りっぱな給豊・彫刻の多

十二328囲 ルーブル博物館も一覧し
いことは恐らく世界第一であらうと
思ひました︒

十二331国 此の塔は世界最高の建物
で︑高さが三百メートルもあるさう
です︒

十二332団 塔の中には費店もあり︑
音樂堂・食堂なども設けられてあり
ます︒

十二333圏塔の中には士買店もあり︑

ドイツの有名な音三家べ一

音樂堂・食堂なども設けられてあり
ます︒

十一一373

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑情ない

トーベンがまだ若い時分のことであ
つた︒

十二384

やうにいってみるのは若い女の聲で
ある︒

十二392 其のそばにある奮式のピヤ
ノによりか㌧つてみるのは妹であら
う︒

十二393 其のそばにある奮式のピヤ
ノによりか＼つてみるのは妹であら

う︒

十二398
わく

兄はむっつりとしてや﹂當

惑の階である︒

︿略﹀︑ふと見ると︑かはい

さうに妹はめくらである︒

十二411

一音は一音より妙を加へ神

十二523

︿略﹀︑魚類のさかのぼる道

を絶ってるるからである︒

ます
今日鱒の産地として世に知

しかしだんく落着いて見

られるやうになったのは養魚纏螢の

十二525
賜である︒

十二533

ると︑此々は時計屋の店であること

十二418

がわかった︒

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略﹀︒

だ︒しかも一番喜んだのはねぢであ

十一一587 父も喜んだ︑子どもも喜ん

つた︒

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十一一658王にはゴネリル・リガン・

いてみたい事がある︒

十一一664囹 今日はお返たちに一つ聞

昔からあった孝子のどの

コーデリヤは王が一番かは

言へないのでございます︒

十一一689圏私は胸にある事が十分に

いがってみる娘であった︒

十二682

お仕へ致しませう︒

人よりも厚い眞心をもつて︑父上に

十二671園

葉巧みであった︒

かちくと氣ぜはしいのは 十二669 ゴネリルの答は如何にも言

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

つ

十二5310

も畳えないやうである︒
き

ベートーベンの﹁月光の

曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十一一456

置時計で︑かったりくと大やうな
︿略﹀︑あれは何の役に立つ

のは柱時計である︒

のであらう︑これはどんな虞に置か

十二542

のは此の曲である︒
此の邊は一図に山地で︑

れるのであらう︿略﹀︒

十二5410圏

あのいろいろの道具︑

一かどの役目を勤めて世

く︑自分よりはえらさうである︒

︿略﹀︑どれを見ても自分よりは大き

十二548園

ない者であらう︒

家來の中にはしきりに王を

全領地を二分して與へてや

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二721

も出來ない︒

よくつのって︑もうどうすること

なだめた者もあったが︑王の怒はい

十二702

だ︒﹂

リヤ︒何とか言方がありさうなもの

十二545園自分は何といふ小さい情 十二693圏 ﹁どうしたのだ︑コーデ

れるのであらう︿略﹀︒

のであらう︑これはどんな虚に置か

湖岸線は大艦軍調であるが︑ 十二543 ︿略﹀︑あれは何の役に立つ

︿略﹀︑其の面積は約六十方キロメー

十一一4910

トルある︒

︿略V︒

十二501

︿略﹀中湖の東岸の如きは︑

なかのうみ

絶壁の高さが二百メートル以上もあ

十二508

る︒

中湖は深さが三百七十八
メートル︑此の湖中での一番深い虜

十一一511
である︒

我が國の湖沼中此の湖より

間の役に立つのに︑どれもこれも不

十二馴3

足は無ささうである︒

あ﹂︑何といふ情ない身

怒と失望と後悔とに身も魂

程の不孝者であらうとは︒

もくだけ果てた王は︑我にもあらず

︿略﹀︑小さな子どもが二人 十二724

奥からかけ出して來た︒男の子と女

其の夜は風雨にともなって

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

十二725

の子である︒

それでは自分のやうな小さ
な者でも役に立つことがあるのかし

十二573

荒野の末にさまよひ出た︒

十一一554

の上であらう︒

十一一551園

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ
おいらせ
湖の水は東岸から奥入瀬川

る︒

十二515

となって流れ出るのであるが︑一年
を通じて水位の攣化は極めて少い︒

これは奥入瀬川を十町蝕り
下った庭に大きな瀧があって︑魚類

十二523

のさかのぼる道を絶ってるるからで
ある︒

レ

ある一ある
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た︒

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

十二7210 それは父が姉たちの爲に
た︒

な︒笑って下さるな︑どうも娘の

十二751圏 ﹁これはどなたであらう
コーデリヤのやうに思はれてならぬ
が︒﹂

くあるが︑︿略﹀︒

十二766 まぐろを取る方法はいろ
十二767 まぐろを取る方法はいろ
くあるが︑だいぼう網で取るほど
勇壮なものはあるまい︒
だいぼう網は身網と垣網と

二つの部分から成ってみて︑非常に

十一一769
大きなものである︒

十二773 即ち水のはいる虜に當る部
え
分が身網で︑柄に當る部分が垣網で
ある︒

迦の名望をねたみ︑幾度か彼を害し

これまで説いた教そのも

へ投込まれる光景は︑實に壮快の極

びやうぶ

十二悩7

これからが世に恐しい青の

それは山國川に沿うて連な

くさり戸である︒

十二悩5

のが私の命である︒

十二9810圏

ようとした︒

八重の高潮かちどき揚げ

みである︒

海の誇のあるところ︒

十二808蟹
て︑

法律は︑國家といふ共同生

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

ちつちよ

十二883
るための規則であるから︑︿略﹀︒

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

見るから危げな敷町のかけはしを造

法律は︑國家といふ共同生

つたものであるが︑︿略﹀︒

ちつちよ

十二884
活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

︿略﹀︑昔から之を渡らうと
百人あったか知れない︒

して水中に落ち︑命を失った者が幾

十二悩8

るための規則であるから︑いやしく

そこで天皇が之を裁可せら

も國民たる者は必ず之を守らなけれ
ばならぬ︒

十二898

十一一脳9

享保の頃の事であった︒

きやうほう

十二価1

みを振るって︑齢念なく穴を掘って

︿略﹀︑毎日々々根氣よくの

れ︑公布せしめられると︑始めて法

法律の外に勅令・閣令︒省

律が出來上るのである︒

十二899

みる僧があった︒

十二鵬9

︿略﹀︑たとへ何十年中㌦ら

強さが現れてみる︒

が︑きっと結んだ口もとには意志の

年の頃もよくわからぬくらゐである

これ等の命令も國の規則で 十二価3 身には色目も見えぬ破れ衣
をまとひ︑日にやけ仕事にやつれて

令・府縣令等の命令がある︒

十二8910
しん

あって︑︿略﹀︑其の制定も出來る限

これ等の命令も國の規則で
はり法律であるから︑︿略V︒

あって︑廣い意味でいふ場合にはや

十二901

十二7710潮に流されないやうに︑身 り愼重な手玉を纒る︒
網にも垣網にも土俵や石などが重り
に附けてある︒

十二781 身網の外側や陸上の高い虜

ぱうず

あのやうなまねをして︑人をろうら

十二髄10 ︿略V︑あれは山師坊主で︑

出出る氣つかひはないと見

くするのであらうといふうはさが立

つた︒

くびつてみた岩山の掘抜も︑これで

十二研9

一念こった不断の努力は恐

はどうにか出來さうである︒

しいものであると思ひつくと︑此の

十二佃10

見る影もない老僧の姿が︑急に尊い

そこで人々はく略V︑老僧

ものに見え出した︒

の命のあるうちに其の志を遂げさせ

十二佃3

ぎ

ると共に︑我々もあのくさり戸を渡

る難儀をのがれようではないかと相

其の後は老僧と共に洞穴の

談して︑︿略V︒

中でのみを振るふ者もあり︑費用を

十二鵬7

喜捨する者もあって︑仕事は大いに

其の後は︿略﹀︑費用を喜

はかどって來た︒

捨する者もあって︑仕事は大いには

十二佃8

かどつて來た︒

暗い燈を便りに︑経文をとなへなが

十一一㎜1 ︿略﹀︑時には夜半までも薄

繹迦は生れつき同情の念に

ばか﹂れ︑我が命のある限り︑一身
十二912

をさ＼げて此の岩山を掘抜き︑萬人

に魚見やぐらが設けてあって︑漁夫

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ

ら一心にのみを振るふことさへあっ

が絶えずまぐろの來るのを見張って

洞門の長さは實に三百八間︑

二十五日午後一時から︑學

校の講堂で村崎工學博士の﹁節前の

十二価5

がってある︒

︿略﹀陸々にあかり取りの窓さへう

十二㎜7

た︒

の爲に安全な路を造ってやらうと︑

さていろくと思案したあ

︿略﹀︑中には古わらちや小
石を投げつける者さへあった︒

十二鵬6

の仕事に着手したのであった︒

げく︑︿略﹀︑神佛に堅くちかって此

十二燗2

︿略﹀︒

つた︒

或時︑父王と共に城外に出

みる︒

十二913

て︑農夫の働く様を見廻つたことが

十二796 三四十貫︑時には百貫以上

もある大まぐろがどたりくと船中

或時のことである︒

ある︒

十二956

殊にデーバダッタは︑いと
この身でありながら︑かねてから繹

十二977

へ投込まれる光景は︑實に壮快の極
みである︒

もある大まぐろがどたりくと船中

十二798 三四十貫︑時には百貫以上
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ある一あるいは

世の中﹂と題する講演があった︒

十二価9囹 諸機械の原動力であった

し來って︑今や世界五大國の一に敷
へられるやうになったのは︑︿略﹀︒

我が國が︿略﹀︑今や世界

五大國の一に数へられるやうになつ

十二髄10

つて︑工業界の一大革新をうながし
たのは︑主として我々曲直にそれだ

人力又は蒸出力もだんく黒酢に攣
てるます︒

我が國が︿略﹀︑今や世界

けすぐれた素質があったからである︒
十二髄10

五大國の一に敷へられるやうになつ

を登明したのは四十年ばかり前のこ

十二帽1園 エヂソンが炭素線の電燈

とであったが︑今では更に進んで
たのは︑主として我々國民にそれだ
十一一悌5

東海の島に櫨つた日本は︑

けすぐれた素質があったからである︒

︿略﹀︒

一髄最も理想的な燈火は

︿略﹀熱をともなはないものであり

十一一柵5園

ます︒
た︒

︿略﹀︑國家の存立を危くし︑

國家を建設する上に頗る有利であっ

十二宙9園 電信や電話の爽明は其の
十二溜7

︿略﹀︑國内はおほむね平和

其の上我が國の美しい風景
穏健ならしめ︑自然美を愛好するや

をん

や温和な氣候は︑自ら國民の性質を

十二悩5

であった︒

十二偽8

であった︒

は絶無であり︑國内はおほむね平和

國民の生活をおびやかすやうな危機

當時實に全世界を驚かしたものであ
りますが︑︿略﹀︒

十二葡1 最後に博士はく略V︑家庭
における電氣の利用に就いて興味あ
だん

る話をして壇を下った︒

十二悩10 月の十五日を期して総攻撃
を行ひ︑一學に江戸を撃つ取る手は
ずである︒

十二協3 しかし市中の混齪は蜂の巣

︿略﹀我が國民は︑とかく
とロつ

さしい性情を育成するのに與って力
があった︒

を突いたやうなさわぎである︒

十二伽6 安芳は今日こそ最後の確答

十一一悩10

る︒

十二価9

いつ

すべて日本人の短所として︑

其の原因はいろくあらう

性質が小さく狭く出山たきらひがあ

十一一価9

るかたむきがある︒

力の精神に乏しく︑遊惰安逸に流れ

だ

引込み思案におちいり易く︑奮闘努

を得ようと決心して︑西郷をおとつ
れたのである︒

十二伽8園 之に比べれば︑幕臣の身
としては如何がな申分ではあるが︑

徳川家の存亡などは言ふにも足らぬ
小事でござります︒

十二齪7 我が國が世界無比の國膿を
有し︑三千年の光輝ある歴史を展開

が︑昔から此の島國で荒い浮世を知
らずに過して來たことが︑其の主た
るものであらう︒

櫻の花の一時に咲き一時に

つさりしたことを好む風がある︒

散る風情を喜ぶのがそれであり︑

ヒふぜい

十二研10

︿略﹀︒

十二佃1 ︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

其の原因はいろくあらう

が︑昔から此の島國で荒い浮世を知

ける討死を無上の名山としたのがそ

十二鵬1

らずに過して來たことが︑其の主た

日本人ほどあっさりした色

れである︒

こ＼にもまた我々の反省す

こ㌧にもまた我々の反省す

我が國民の長所・短所を数

ふしぎや︑今まで荒れに荒

﹇荒﹈︵下二︶1 荒る ︽ーレ︾

難し︒

十二847図園

今少しく日もた＼ば︑

愚僧も所用ありて京に

﹁容貌の異なる汝が彼

ばう

上り︑或は一二年滞在せんもはかり

十一454図園

参り候やもはかり難く候︒

に付︑或は仰に從ひ︑其の中御地へ

轄地するもよからんと醤師も申居候

十﹇439圓国

あるいは ﹇或﹈︵副︶4 或は

なく上絡の國に着き給ひきといふ︒

れみたる大海︑おのつから静まりて︑
なぎ
おだやかなる凪となり︑尊はつ㌦が

九116図

あ・る

らう︒

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

十二榴10

べき短所があるやうである︒

十二髄8

べき短所があるやうである︒

十二柵8

や味はひを好むものはあるまい︒

十二駕2

るものであらう︒

今日我が國が列強の間に立

つて世界的の地歩を占めた以上︑か

十二鵬3

ういふ短所はやがて我が誘引から消
去るであらうが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑かういふ短所はやが
て我が國民から消去るであらうが︑

十二搦4

出与る限り早く之を一掃することは
我々の務ではあるまいか︒

支那・印度の文明を入れ︑

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二鵬8

を成し遂げた日本農民は︑賢明な機
敏な國民である︒

他國の文明を消化して︑之
を巧みに自薦のものとすることは︑

十二燭9

しかし此の半面にもまた短

實に我が國民性の一大長所である︒

十二鵬10

所がうかgはれないであらうか︒
もはう
︿略V︑昔から殆ど摸倣のみ

習︑性となっては︑遂に日

を事として來た観がある︒

十二伽3

十二研4

本人には搦創力がないであらうと自
らも輕んじ︑外國人からも侮られる︒

我々は︿略﹀︑世界文明の

なぶりものにせられて︑或は命も危

の地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

こうけん

上に大いに貢献したいものである︒

十二研7

十二慨9我が國民には潔いこと︑あ

あるいは一あるく
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しやう

主人の家が大きな醤油屋

だったので︑始は近在の出費店へ︑

九9110医此の大熊こそは︑先にジュ 九517國
ノーに形を攣へられたおかあさんの

の記者又は技術家ありて︑或は出で

しに歩き廻ったものださうだが︑

毎日旨々︑降っても照っても︑おろ

＋ニー69図︿略﹀︑各部にそれぐ掛

カリストだつたのですが︑アルカス

かるべし︒﹂

て材料を取り︑或は社内にありて編

はそれと知りませんから︑あぶなく

十二捌6圏 安芳は自分の胸を指さし
て︑﹁次第によっては︑或は君等の
輯事務にたつさはる︒

十二647図

れば︑︿略﹀︒

十二864図

れば︑︿略﹀︒

︽ーシ・ース︾

ごいうなり聲を立てながらのそり

十一642 トラクターは︿略﹀︒ これ
すき
が大きな鋤を何本も引いて︑ものす

アルク 歩

くと歩き廻ると︑二間直ぐらみに

﹇歩﹈︵四・五︶2一

耕されて行く︒

おあるく

ソノハヒヲザル

一一487

寺入レテ︑﹁花

オヂイサンバヨロコンデ︑

ク 歩く ︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾←

タイサウノトキアルキ出ある・︿

歩き出す

穿つかひが﹁此の太い足で︑

スノハ左ノ足デ︑オケイコ
ノトキアゲルノハ右ノ手デ
ス︒

二花ヲサ野比マセウ︒﹂トヨン

サカヂヂイ︑花サカヂヂイ︑カレ木

二58一

アナタガオタチニナレバ︑

デアルキマシタ︒

どさりくと歩きます︒﹂といふと︑

﹁此の坂を下りて︑あの清水
の所まで行くと︑石井君のうちが見

九351

長い鼻をぶらくさせて歩き出した︒

六886

︿略﹀︒

銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒よ

﹃あ＼︑かはいさうだ︒あ

親身の親を射殺すところでした︒

九923園

＋ニー69図︿略﹀︑各部にそれぐ掛
の記者又は技術家ありて︑或は出で

く此の胸を見畳えて お い て く れ ︒ ﹂

のアルカスに親殺の大罪ををかさせ

或は

て材料を取り︑或は社内にありて編

てはならぬ︒﹄

或ハ

輯事務にたつさはる︒

﹇或﹈︵接︶ 1 4

十二646図

三362

出ス

あるいは

ノ爲二︑或ハ信用モシテヰナイ人戸

或は其の建國の歴史を暗示し︑或は

九槻7園 世間ニハ︑イロくノ事情
投票シタリ︑或ハ棄椹シテシマツタ

其の國民の理想・信仰を表すものな

かくの如く各國の國旗は︑あるきだ・す ﹇歩出﹈︵五︶3 アルキ

リ ス ル 人 モ ア ル ガ ︑ ︿略﹀︒

ノ二二︑或ハ信用モシテヰナイ人二

九擢7園 世間ニハ︑イロくノ事情
投票シタリ︑或ハ棄権シテシマツタ

或は其の建國の歴史を暗示し︑或は

かくの如く園主の國旗は︑

リ ス ル 人 モ ア ル ガ ︑ ︿略﹀︒

十226團 これ等の馬が日本全國に散 其の國民の理想・信仰を表すものな
らばつて︑或は軍馬になり︑或は馬

土人等林藏を珍しがりて

車馬になり︑或は耕馬になるのださ

之を他の家に連行き︑大勢にて柔艶
みながら︑或は抱き或は懐を探り︑

うです︒

ワタクシモタチ︑アナタガオア
ルキニナレバ︑ワタクシモアル

十226國 これ等の馬が日本全國に散

事を考へながら︑出後れのわらびを

えるはずだ︒﹂と︑此の前去た時の

或は手足をもてあそびなどす︒
土人等︿略﹀︑或は抱き

十二865図

ハホソイアシデ︑

ヨ︒﹂トイヒマシタ︒

ムカフノヲカマデナランデミ

ヲアルイテ︑カゾヘテミルカラ︑

﹁︿略﹀︒オマヘタチノセ中ノ上

四143園白ウサギハコレヲ見テ︑

イコトニナツテヰマス︒

三373ソレカラ︑道ヲアルクト
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ

チヨコチヨコアルキマス︒

ヒヨコ

らばつて︑或は軍馬になり︑或は馬

︽ーケ︾

二人は野をすぎ︑山をこえ︑

歩きつゴける

六574

歩き

けて︑やうく鎌倉に着きました︒

なれない道を一月あまりも歩きつ思

﹇歩回﹈︵五︶3
︽ーッ・ール︾

すゑ︑︿略﹀︑此の山中へ來たのであ

三88

車馬になり︑或は耕馬になるのださ

アルカス

﹇歩続﹈︵下一︶1

キマス︒

︿略﹀︑或は抱き或は懐を

︹人名︺4

あるきつづ・ける

一本折って︑又歩き出す︒
びなどす︒

或は懐を探り︑或は手足をもてあそ
十二865図

うです︒

らばつて︑或は軍馬になり︑或は馬

アルカス

探り︑或は手足をもてあそびなどす︒

十227團 これ等の馬が日本全國に散
車馬になり︑或は耕馬になるのださ
うです︒

廻る

あるきまわ・る

三里がけるが如く美しき山の︑ 九912園庭カリストといふおかあさ

んと︑アルカスといふ子供がありま

十一6110

或は右に或は左にあらはれるのは︑

した︒

だけ

サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

る︒

それから諸國を歩き廻った
はだんく大きくなって︑狩人にな

其の中に︑子供のアルカス 九239園
りましたが︑︿略V︒

十一621 書がけるが如く美しき山の︑ 九916園
或は右に或は左にあらはれるのは︑
︿略﹀︒
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あるける一あれ

四605 風が吹クト︑カンナクヅ
ガ小屋中マツテアルキマス︒
六885囹 象つかひが﹁此の太い足で︑
どさりくと歩きます︒﹂といふと︑

長い鼻をぶらくさせて歩き出した︒

と︑不意に足もとからねずみが一匹

です︒安全燈をたよりに歩いて行く

にアルミ一一ウムかセルロイドの細い

あれ

くだを附け︵又は胸に袋を掛けさせ
アレ

﹁ソノツギハ︒﹂﹁ソノツ

﹇彼﹈︵代名︶32

二86園

あれ

て︑其の中に入れるのである︒

錦りは二日市まで歩くことに

飛出しました︒

十舶4
お汗してから︑私はひとり

人デスカ︒アレハウタヲゥタ

ないことはありません︒
四866囹 オ花コ扇ヲ持ツテ居ル

﹁ここがあなたの教室です︒

フ人ダサウデス︒﹂

五33園

此の間からあいてみたせきをおさし

せきはあれにします︒﹂といって︑

した︒

ギハ︑アノタクサンサイテヰル︑

十一181

小サナキイロイキクデス︒﹂﹁ア

七48図圃 一年生を先頭に︑ 二・
で歩きながら自分の始末のわるいこ

︹地名︺一

五331

ある朝早く︑︿略﹀表へ出て

に︑新聞配達と四五人の人のすがた

はいたつ

見ました︒書あれほどにぎやかな通

が見えるだけでした︒

石がきの下へ出たのは︑
かはがおちはじめて︑竹になり

日の朝までには︑たいてい上ってし

五496園今桑をたべてみる慧も︑明

三282むかふの方に︑二本なら

﹁民子︑いよく今夜一ばんになつ

まふさうです︒さっきおかあさんが︑

︿略﹀︑そのとなりのめり

あれは神明様の森だが︑あ

あれは神明様の森だが︑あ

う︒あれは製綜工場で︑女工が四百

五648園あの青田の中にあるのだら

里ある︒

れまでが半道で︑あれから町まで一

五642園

里ある︒

れまでが半道で︑あれから町まで一

五641園

れから町まで一里ある︒

様の森だが︑あれまでが半道で︑あ

とした森があるだらう︒あれは神明

五638園あのたんぼの中に︑ちよつ

たよ︒あれで八分通だ︒﹂

んでみるほそい竹の子は︑いま

三714そちらのはばの廣い光

ただくつもりです︒

あれで竹うまをこしらへてい

に竹になったら︑おちいさんに︑

さを竹にでもなるのでせう︒

かかってゐます︒あれはいまに

三268

になりました︒

三・四・五・六年が 四列になりて

﹁海

砂の上を歩いて行くと︑足

一

アルゼンチ

笑ひ話

﹇歩﹈︵下一︶1歩ける
第十二

︹地名︺一

アルゼ

サンモタイソウオスキデス︒﹂

レデスカ︒アノキクハオトウ

それがすむと︑今度はバケ

とを考へて︑︿略﹀︒

ン

十﹁齪図

アルゼンチンこく
ンチン國

るおびはねえさんので︑はば
のせまい黒いのはおばあさん
のです︒おばあさんはあれを
アルゼンチン

アルゼンチン

の上でも歩けさうだ︒﹂

六437園

︽ーケ︾

ある・ける

の裏が焼けるやうだ︒

十一838

めて歩くのである︒

ツを持ってコップにたまった液を集

十﹁532

歩く時︑ 全校生徒の八百は 八十
間もつゴくなり︒

七55図圃 八百萬の小事生︑ 四列
になりて歩かんか︑ 八十萬間つゴ
くべし︒

七123 淺い水たまりを歩くと足のう
らがぬるりとした︒

七261 馬はたいそう元年のよい動物
で︑生れた日からすぐ歩く︒

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

七808 エビノピンくハネタリ︑カ
川ニスムモノトチガ ハ ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ガシクナリテ︑見物人ノ外山︑町ノ

八591図 近年人々ノ生活次第ニイソ
ガハ

両側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如

しめて︑よくお寺まみりにいら

のです︒

時々青イ物ヲ出シマス︒アレガヤハ

六135園銅ハ人二一ハレテヰテモ︑

人も紙を取ってみる︒

ゑをきくと︑まだあれが生き

四697

て居るだらうか︑︿略﹀と思は

︿略﹀︑今でも山がらのこ

の村のお祭によばれて行く

んすのあはせは私のです︒私
どもはあれを着て︑をばさん

三726

つしゃいます︒

十一価3圏国次にイグアッスーの瀧
は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

キ者ナシ︒

國との境にある大賊布にて︑︿略﹀︒

アルプ

るり色の水に浮ぶルソー

︹地名︺一

で︑馬やかごに乗らず︑両親と共に

アルプ

八脳7 其の時大將は江戸から大阪ま
歩いて行った︒

十二367国

島︑湖畔に連なる緑樹・白壁︑はる

︿略﹀︑土地の人は一向平氣

かに紺青の空にそびえて雪をいたゴ

十174国

で︑三四歳の子供でも︑腹の下など

鳩に手紙を運ばせるには︑足

︵名︶一

くアルプの連峯︒

十575

アルミニウム

アルミニウム

を自由にくゴつて歩きます︒

て見ると︑︿略V︒

十233団 蹄りに散歩がてら町を歩い
十819 此庭は電燈も無いので︑眞暗

あれ一あれる
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リサビデス︒

七488園 鬼神の如き彦六が︑あれ程
の小兵に討たれたは味方の不運︒

七591園 又海岸には所々に燈墓があ
りますから︑それを見ると︑あれは
何所だといふことが分ります︒

十688園

かやうに落ちぶれてはみる

ウヘ

ニ︒

︻414圃

三バンボシミツケタ︒ ア

レアノヤマノマツノキノ

ものの︑御らん下さい︑これに旦ハ足
ウヘ

ニ︒

一領︑長刀一ふり︑又あれには馬を

ヒカウキガ︒

大キナ

ヒカウキ アレア

トブヤウダ︒

二十四

トビガ︑

レアガル︑

二692圃

ふもとの川を白帆が二つ三 あれあれ︵感︶4アレアレあれ

く

一匹つないでもってをります︒

十二218
つ通って行く︒あれは港の親船へ蜜

十二376圏︿略﹀︑中からピヤノの音
た曲だ︒

が聞える︒﹁あ﹂︑あれは僕の作つ

九7210園其の中に汽車は山の間を出 柑を運んで行くのであらう︒
て︑大きな川の見える所に出た︒
﹁あれが北上川だ︒

九7310園汽車が盛岡を出て少し進む
十二541

ヤウダ︒

あれく︑虹が立ってるる︒
にじ

九104図既に大海に出で給ひしに︑

大風俄に吹來りて︑波すさまじく荒

れくるひ︑御船少しも進まず︑今に

もくつがへらんばかりなりき︒

れくるふ海上を見渡したグレース親

＋256夜がほのぐと明けた頃︑荒

子は︑ふとはるかの沖合に︑かの難

岩の附近は波がいよく荒れ

破船を見とめた︒

十272

ねぢは︑これ等の道具や時

二人は時庭らを見廻してゐ

物をあれこれといちり始めた︒

たが︑男の子はやがて仕事皇の上の

十二556

の役に立つのであらう︑︿略﹀︒

計をあれこれと見比べて︑あれは何

十二541

くるふ︒
二703翻 アレアレアンナニ ヒカ
あれこれ ﹇彼是﹈︵代名︶2 あれこれ
ウキガ︒小サナトンボガ トブ

と︑遠く左に見えるかくかうのよい

計をあれこれと見比べて︑あれは何

五602圃

あれく︑虹がきえて行く︒

ねぢは︑これ等の道旦ハや時

山を指さして︑﹁あ れ は 岩 手 山 だ ︒

の役に立つのであらう︑これはどん

五623圃

にじ

九874園 あれごらん︑向ふの杉林の

な虜に置かれるのであらうなどと考

﹇荒居﹈︵上一︶1

ふしぎや︑今まで荒れに荒

荒れる

上の所に︑ひしゃくのやうな形にな

︿略﹀︒

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

九116図

ねちが無い︒︿略V︒あ＼ る ︽ーヰ︾

あれ・いる

へてみる中に︑︿略V︒

十二569園

いふねぢはもう無くなって︑あれ一

あ＼いふねぢはもう無く

つしか無いのだ︒

十二5610圏

︹人名︺一

アレクサンドル大王と

︽ーヒ・ーフ︾

しやうや

ところが︑今から百二一二十年

それを見て︑村の人は急にあ

ならやくぬぎの

はは

﹇荒﹈︵下一︶1 あれる ︽i

四104圃

レル︾

あ・れる

れ地を田にしだした︒

五756

つた︒

米がとれるやうにしたいものだと思

うかして村のあれ地を田地にして︑

前に︑此の村の庄屋が︑︿略V︑ど

五692

ふことだ︒

は︑木もろくにない草山だつたとい

は大ていあれ地で︑其の杉山なんぞ

五686此のあたりの青田も︑其の頃

あれち ﹇荒地﹈︵名︶3 あれ地

つて︑七つの星が並んでみるのが見
えるだらう︒

﹁え＼︑見えます︒﹂﹁あれ
︿略﹀︑今結んだ二つの星の

が北斗七星だ︒

九879圏
九883囹

アレクサンドルだいおう
アレクサンドル大王

なって︑あれ一つしか無いのだ︒あ
くわい

れが無いと町長さんの懐中時計が

十76

へだたりの五倍ばかりのところに︑

直せない︒

アレクサンドル大王

アレクサンドルだいおうといしフィリッ

ル大王といふ王があった︒

昔ヨーロッパにアレクサンド

かなり大きい星があるだらう︒あれ

其のうちに誰言ふとなく︑
ばうず
あれは山師坊主で︑あのやうなまね

十二価9

が今話した北極星だ︒

何時も眞北に居るから︑あれを見つ

九893園 ﹁さうだ︒それにあの星は

プ

︹課名︺2
をして︑人をろうらくするのであら

と讐師フィリップ

アレクサンドル大王と

うといふうはさが立つた︒

第ニ

讐師フィリップ

十了5

署師フィリップ

第ニ

けさへすれば︑道に迷った時などに

スギノキノ

﹇402蟹 一バンボシミツケタ︒ ア
ニ︒

レアノモリノ
ウヘ

るふ

ア あれくる・う﹇荒狂﹈︵四︶3荒れく

ヤナギノキノ

ニバンボシミツケタ︒

レアノドテノ

一川W6圃

十目3

もすぐ方角を知る事が出癖る︒﹂

隣にりっぱな建物が出來ましたね︒

十506園 ﹁おとうさん︑今度役場の あれ ︵感︶3 アレ
あれは何ですか︒﹂

十507園 ﹁おとうさん︑今度役場の
隣にりっぱな建物が出來ましたね︒
あれは何ですか︒﹂ ﹁ あ れ は 銀 行 だ よ ︒
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あわ一あわび

黄にそまり︑

廣いたんぼに

あはち

あ は
﹇阿波﹈︹地名︺1 阿波

は

北風あれる︒
あわ
あ

十一一805圏 阿波と淡路のはざまの海
なると
は︑此虞ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒
粟

ちやうど有合はせの粟の飯︑

﹇粟﹈︵名︶1

十6410囹

あわ

の國旗とを合して一旗となし︑更に

に斜赤十字の徽章ある其の土塁を合

アイルランドの加はるに及び︑白地
はせて︑遂に今日の如き形式をなす
に至れり︒

アメリカ合衆國の戦旗は

︿略﹀︒即ち赤︒白合はせて十三條の

十二627図

あわせ

﹇袷﹈︵名︶2

きあわせ・みあわせ
あはせ

あわせ ﹇合﹈︵名︶﹇▽ありあわせ・おひ

横筋は︑方立當時の十三州を表すも

︽一

召上るならと妻が申してをりますが︑
あはし

のにして︑︿略﹀︒

﹇淡﹈︵形︶1

いかゴでございませう︒
あわ・し

十一㎜7里離 白雲いうく去り又來

シ︾

る︒ 西窓一片残月 あ は し ︒
あはち
﹇淡路﹈︹地名︺1 淡路
あ は

なると

あはち

三723 こちらのかすりのつつそ
では太郎のあはせで︑そのと
なりのめりんすのあはせは私

あわじ

十二805圃 阿波と淡路のはざまの海

あはち

んすのあはせは私のです︒

のです︒

は︑此庭ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒
あはち
﹇淡路島﹈︹地名︺1 淡路

あわじしま

三724 ︿略﹀︑そのとなりのめり

島
きたん

我々は常に早馬にしたがつ
て幸福な生活を螢み︑あはせて國の

十二906

十一324図 淡路島の東端︑本土と相 あわせて ﹇併﹈︵副︶1 あはせて
望む庭︑紀淡海峡となり︑四望に近
なると
き庭︑鳴門海峡となる︒

六十鯨國あり︒

あのたちで子ども向の品を

もう五十反︑至急お送り下さい︒代

七掴3団

﹁多勢の方はゆだんをして

金は二口合はせて月末に送ります︒

八142園

みるが︑小勢の方はみんな心を合は

右にあるのがアメリカ瀧︑左

せて︑一生けんめいになってみる︒﹂

九303

にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

す︒

或日の夕方︑喜三右衛門はあ

︽一

妹は餌をつかみて︑わざと

﹇慌﹈︵下二︶2 あわつ

わた讐しく窯場から走り出た︒

十476

あわ・つ

テ︾

少しはなれたるきりの木のあたりに

九131図

水際に寄りて馬の足を冷

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

へ行く︒

さんとする折しも︑思ひもよらぬ敵

十一244図

に急ぎて進み量る︒あわてて逃げん

の一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎ

とすれども二才におそく︑大方はや

一昨日海軍のにいさんが︑

合はせてナイヤガラの瀧といふので
す︒

九476國

休暇でお蹄りになったので︑おとな

にはに斬倒されたり︒

きうか

りからの五つだひと含はせて︑植手

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

︽ーイ︾

正一のうちの人たちに手つだ あわてさわ・ぐ ﹇慌騒﹈ ︵五︶1 あわ

が八人になって︑にぎやかでした︒

てさわぐ

九591

ひもまじって︑七八人の男や女が向

七222

いでるます︒

あわ・てる ﹇慌﹈︵下一︶2

き

木曽義仲が都へせめ上ると聞

そ

﹁なんで又さうあわてて引

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

六227

︽ーテ︾5おどろきあわてる

あわてる

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

ひ合って︑片足をふみ出し︑掛聲を
からざを
合はせながら︑ばたんぱたんと殻竿

ちやうど其の時︑はるか遠方

で委を打ってるる︒

九川3

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒
︽一

品位を高めることにつとめなければ

合はす

︿略﹀︒さうして之に合はせるやうに︑

﹇合﹈︵下二 ︶ 4

︿略﹀︑一二高く天に向っていな＼い

あわ・す

ならぬ︒

けました︒

つかへします︒﹂﹁落し物をしました

かうつけ

から︒﹂

七816

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居

アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

リ︑カキヤアハビ撒餌ニツイテヰル︒

七815

あわび ﹇飽﹈︵名︶3 アハビ

越中に櫻井︑上野に松井田︑合は

︽iク︾

﹇慌﹈︵形︶2 あわ

せて三箇所の地を汝に授ける︒

ゑつちゆう

十722圏

た︒

セ︾﹇▽つきあわす・ み あ わ す

心を合はせて︑折々らう屋をたつね

︽ーセ・ーセル︾﹇▽いあわせる・うち

あわせる・こすりあわせる・つなぎあ
る

其の返禮として加賀に梅田︑ 七668園

六631 これから後萬じゅは︑うばとあわ・せる ﹇合﹈︵下一︶9 合はせる
ては︑母をなぐさめて居りました︒

らく防ぎ戦ひしが︑俄に槍を投捨て

十︸2910図正國も槍を合はせ︑しば わせる・ひきあわせる・もうしあわせ

たゴしい

人間があなた方を生けどり あわただし・い

あわた写しくかけこんで來た
者があります︒見れば自國の兵士で

にするには︑いく人かで力を合はせ

て 大 手 を ひ ろ げ ︑ ﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

元来イ ギ リ ス は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

地球の上には大小合はせて

七882

七41図

るではありませんか︒

六295園

十二624図

白地に赤十字の徽章ある前者の國旗
と︑藍地に斜白十字の徽章ある後者

あわめし一あんしんする
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トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ
タラ決シテハナレナイ︒

七81図 アハビ
あは
﹇粟飯﹈︵名︶1 粟飯

あわめし

十647園 ﹁お連れ申しはしたが︑差
あは
上げる物はあらうか︒﹂﹁粟飯ならご

ざいますが︒﹂

﹇哀給﹈

︵四︶一

ア

︿略﹀︑其ノ頃天皇ハ立上ル

︽ーヒ︾

あわれみたま・う
ハレミタマフ

七286図

あはれむ

煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハ
﹇哀﹈︵五︶！

レミタマヒキ︒

︽ーン︾

あわれ・む

折から飛下りて來た鳥が鍬

に傷つけられた轟をついばんだ︒木

十二918

十一311図 声点得たりと︑力足をふ
陰からじっと見てみた彼は︑︿略﹀︑

あわや ︵副︶1 あはや
ん張りてはねかへさんとせしが︑ふ
案﹇▽ほうりつあ

法律を制定するには︑政府

﹇案﹈︵名︶5

んぜんたい

あん

轟の運命をあはれんだ︒

あはれ

みそこねてあはや谷底へ轄び落ちん
﹇哀﹈︵形状︶3

とす︒

あわれ

十二887

又は貴衆爾院の何れかが其の案を作

十一959 一家の暮し向は誠にあはれ
成して議會に提出する︒

上する︒

安心致す ︽ーサ︒

シ︾

あんしんいた・す ﹇安心﹈︵四・五︶5
商人たる者は︑︿略V︑品質

のよい品物をなるべく安償になるべ

十一一224

八454国

﹇案出﹈︵サ変︶2

しかし今日の貨幣や紙幣を

︽ーシ・ースル︾

あんしゅつ・する
案出する

十一786

案出するまでには︑人間は實に種々
様々なものを使用してみたのである︒

したが︑昨朝あたりから熱が下って︑

食事も進むやうになりましたので︑

ありがたうございます︒そ

やっと安心致しました︒

八844園

寒さきびしき折から皆様

れをお聞きして安心致しました︒

には御障もなく︑御前様にも日々學

十島5囲團

二人ともよく勉強し居

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒

十﹁捌9瞬国

此の上はいよく仕事

らるる由︑安心致候︒

に働み︑ 一日半早く一人前の商人と

十二桝9魑国

﹇安心﹈︵五︶1

なりて︑親に安心致させたしと存じ

居り候︒

安心しなさる ︽ーイ︾

あんしんしなさ・る

﹁中には︒﹂﹁小判が百五十

爾はいって居ります︒︿略﹀︒外にま

七681園

だ手紙が七八本︒﹂﹁安心しなさい︒

此所へ持って來ました︒﹂

らん︒

九35囲

其の後どうかと案じてゐま

うちには何事もないさうで

叔父さんも相かはらず丈夫

窟眞帖を送りますから︑ゆっくりご

安心しました︒其のうちに給葉書や

八743団

したが︑手紙を見て安心しました︒

八465国

心する ︽ーシ︾

あんしん・する﹇安心﹈︵サ変︶5安

︿略﹀︑更に貨幣の代りにな
︵名︶←ごあんしんくださる

る紙幣といふ物を案出した︒

十一796
あんしん

始は熱が高くて心配致しま

く敏速に供給して︑廣く公衆の爲を
計らなければならぬ︒
暗黒

汽車は密林の間をあへぎ

﹇暗黒﹈︵名︶2

十一614

あんこく

く通り抜けて︑やがてトンネルに
はいる︒しばらく暗黒の中を通って
燈火としては︑︿略﹀︑今は

再び光明の世界に出た時︑︿略﹀︒

十一682

ガス燈や電燈が到る虜にかゴやき渡
る時代となった︒かくして人は︑暗

黒の世界からだんく光明の世界へ

高徳せめては此の所存を君

と︑みちびかれて來たのである︒
あん
﹇行在所﹈︵名︶1 行在

所

あんざいしょ

主導6図
あん

に知らせ奉らばやとて︑夜にまぎれ
︵名︶﹇▽ごあんざん

即ち第一讃會で其の案を大 て行在所の御庭にしのび入り︑︿略﹀︒
あんざん

︽ーシ︾

かうして其の院で可決すれ あんじ・す ﹇暗示﹈︵サ変︶1 暗示す

安贋

︵名︶←ゆうだあんいつ

或は其の建國の歴史を暗示し︑︿略﹀︒

又書論爾院の何れかから提 十二646図 かくの如く各員の國旗は︑

﹇安易﹈︵形状︶1

狭い島國に育ち︑生活の安
易な樂土に平和を樂しんでみた我が

十一一悩7

安易

し︑可決すれば同じ手績によって奏

出された案は︑他の一院のみで討議

十二896

ば︑其の案を他院に移す︒

十二892

膿に調査し︑︿略﹀︒

十二8810

づ議會の一院で討議される︒

政府から提出された案は先

れず︑時には生のじゃがいもしか食

あはれ

十二888

なもので︑食物なども自由には得ら
はれないこともあった︒

十二922 しかし彼は城外に出る毎に︑
杖にすがるあはれな老人や︑︿略﹀

をまのあたり見て︑葺く世のはかな
さを感じた︒

れい
十二櫛6 ︿略﹀︑諸藩の露場を拝み巡

つた末︑たまく此の難名を通って
﹇哀﹈︵感︶1

幾多のあはれな物語を耳にし︑︿略V︒
あわれ

あはれさ

あんい

七339図獅子は武士の方を見まもり
﹇哀﹈︵名︶1

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒
あわれさ

七962図囲 村の役場に三十年︑ 勤

あんいつ

自民は︑︿略﹀︒

あんか

めつゴけし小使の 年のよりしがあ
はれさに︑人々物を出し合ひて︑

﹇安価﹈︵形状︶1
樂なくらしにかへてやる︒
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あんしんなさる一あんばい

で島々を廻ってみるから︑安心して
下さい︒

九278 父は安心した様子で︑やがて
すやくと眠った︒

しよう

昇降器がすさまじい勢で下り

員と一所に昇降器に乗りました︒

十802

今年のひでりにも︑此の用水

池にはあんなに水がたまってみる︒

五791

あんなに盲同くなりました︒﹂

をつけていらっしゃるとは實に感心

案内εみ

案内の人にみちびかれて︑

まつ社務所の隣なる奮御殿を拝観す︒

十41図

全燈を持って︑案内の事務員と一所

ちやうど此の頃︑此所の名

案

そこで間もなく片手間に精 十798 事務所で坑内服に着かへ︑安

﹇案内﹈︵サ変︶2

に昇降器に乗りました︒

しよう

全くあんな人は珍しい︒﹂ あんない・する

んなりっぱな會社にしたのだ︒

九559囹

十167囲

内する ︽ーシ︾

今日は朝から︑義雄君に案内しても

物の馬市が始ってみるといふので︑

﹁にいさん︑空にはあんな

とお話しになりました︒

にたくさん星が見えますが︑少しも

﹁さあ︑今度は葉のきれいな

らって見物に行きました︒

植物を集めてある慮だ︒﹂といって︑

十鵬5

﹇塩梅﹈︵名︶3 あんばい

にいさんは次の室へ案内して下さる︒

あんばい

﹁でも︑あんなにたくさん

北斗七星は何時もあんなに

おかあさん

﹁一雨々々暖になって︑よ

いあんばいです︒﹂と︑

六㎜7園

﹁よ

が誰かにおつしゃつてるる時︑私は

二百十日

﹁しかし天氣が績いてよい

あんばいだ︒﹂

十401園

いでかうおっしゃった︒

おとうさんは朝起きるとすぐ空を仰

日は大したことはあるまい︒﹂と︑

いあんばいだ︒此のもやうなら︑今

第二十一

たちがあんなにかはいがってみたの

きよ
︿略﹀︑たゴ其の距離の遠い

七925園

庭へ出ました︒

ある︒

十一172

弟さんまでが︑あんなに氣

ために︑あんなに小さく見えるので

十一39

した︒

てくれ＼ばよいと︑心からいのりま

も︑どうか同じやうにやさしく扱つ

を見て︑此の子馬共を買った人たち

十228団私は今日此所に絶て︑飼主

の關係も常に攣らないから︑︿略﹀︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

九885園

に大嘘でせう︒﹂

ある星ですもの︑それを見つけるの

九8610園

動かないのですか︒﹂

九853圏

學校へ行って案内をこふと︑

﹇案内﹈︵名︶3

なことです︒

﹁こまかな人だが︑出す時 あんない

ちあんない

六686囹

には出すね︒﹂﹁全くだ︒あんな小言

とって

て行くので︑目がまはりさうです︒

安全燈の取手を握りしめて︑じっと

ヒカ

オ日
ユ

小使が出て來た︒

八854

が

六㎜1圃園

のだらう︒﹂

を言ふ程だから︑此の義勇が出來た

安全燈をたよりに歩いて行く

アレアレアンナニ

アンナニトンダラ

﹁わたしの植ゑた落葉松

目をつぶってみるうちに︑︿略﹀︒

十819
と︑不意に足もとからねずみが一匹

の光はうす暗く︑たて切ってあるし

あんどん

二人はほの暗い行燈のもと

やうじのやぶれを︑秋風がはたはた
とあふる︒

十一739

で封坐した︒

サマニ︒

クワイダラウ︒

三51ーツイコノアヒダウエタ田
ガ︑モウアンナニ青クナリマシ
タ︒

米所を始め︑追追に大きくして︑あ

暗やみの中にかすかに安全燈 九558園

飛出しました︒

十832

石炭の壁は安全燈の光に照ら

が光ってみる︒

十8310
あんどん

あんどん

行燈←か

されて︑黒光りに光ってゐます︒

﹇行灯﹈︵名︶2

けあんどん

あんどん

十一2210 若し又裁判が公平に行はれ

安

ぬとしたら︑︿略﹀ ︑ 我 々 は 安 心 し て

﹇安心﹈︵五︶1

生活することが出來ぬであらう︒

︽ール︾

あんしんなさ・る
・いなさる

九二5園此のわけをよくおかあさん

案ずる

に言ってあげて︑安心なさるやうに
﹇案﹈︵サ変︶2

するがよい︒

あん・ずる
︽ージ︾

したが︑手紙を見て安心しました︒

八464團其の後どうかと案じてゐま 九221 まくらもとに置いてある行燈
十二728 父の身の上を案じながらフ

安全

ランスに行ったコーデリヤは︑やが
ていたましい報知を得た︒
﹇ 安 全 ﹈ ． ︵形状︶2

二703圏

九209 コレ等ハ︿略﹀︑之二近ヅカ あんな ︵形状︶15 アンナ あんな

あんぜん

ウトスルモノガナイカラ︑タヤスク

ウキガ︒

安全

二712囲ダンダンチカヨル

見トメラレル方ガカヘツテ安全ナノ
デアル︒
︿ 略 ﹀︑萬人の爲に安全な路

﹇安全灯﹈︵名︶5

つて此の仕事に着手したのであった︒

を造ってやらうと︑神馬に堅くちか

十一一価10

燈

あんぜんとう

に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

﹁おとうさん︑町があんな
るのですか︒﹂

五635園

見物しました︒事務所で坑内服に着

かう
十798 此の間︑九州三池の或炭坑を
かへ︑安全燈を持って︑案内の事務

あんまひころく一いいえ
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あんまひころく

あんまひころく

あんまひころく ﹇安間彦六﹈︹人名︺1
安間彦六

いふ大の男が︑物の旦ハ見事に着かざ

七466 翌日武田方からは安間彦六と
り︑大の馬に打乗って︑上杉方の陣
へ向つた︒

が申し合はせて︑胃に向っていひま
すには︑︿略﹀︒

此の時胃は一同に向って言ひ

﹇意﹈︵名︶7 意
イモ

ました︒

八棚2
い

彼ノ焼畑屋ノ看板二︑八里

二606園

いえ い＼え

﹁オカアサン︑ソノオクス

﹁ソレナラ︑︿略V︑モツト

タクサンオアガリニナツタラ︑

二α6園

ン︒﹂

﹁イイエ︒サウニガクハアリマセ

リハニガウゴザイマスカ︒︿略﹀︒﹂

い

居合

﹁だれだい︑今宿つたの
﹇居合﹈︵下一︶1

︵終助︶1

六284園

い

はQ﹂

︽ーセ︾

いあわ・せる
はせる

二入がたがひに取りついて︑

ハヤクナホリマセウ︒﹂﹁イイエ︒

六638

うれし泣きに泣いた時には︑頼朝を

八602図

はじめ︑居合はせた者に︑だれ一人

安逸

半ト二院ルモノノ如キハコレニシテ︑

﹇安楽﹈︵形状︶2

十二662 王は其の治めてみるイギリ

其ノ味クリ畑道シトイフ意ナリ︒

あんらく

サウ

﹁あかいきものをきて

う︒﹂﹁いいえ︒﹂

ゐます︒﹂﹁それではをんなでせ

三188囹

一ドニノンデハイケマセン︒
もらひ泣きをしない者はありません

同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ

いひA口ふ

九444図

︵五︶1

スを三分して娘たちに與へ︑自分は

︽ーッ︾

すか︒﹂﹁いいえ︒としよりです︒﹂

其の由り途で︑青年たちは 三192園﹁それではをとこの子で
﹁こまかな人だが︑出す時には出す

六691

盛政は睦嶽より西北に儲れる高地に

﹁ソレハメリンスデ︑絹デ

﹁おい娘︑兵士が一人來た

﹁いや︑きっと頼まれたで

﹁おとうさんは︑もっと言

言葉と︑﹃い〜え︒﹄といふ言葉だ︒﹂

いふ言葉ですか︒﹂﹁﹃はい︒﹄といふ

ひにくい言葉を知ってみる︒﹂﹁何と

十924圏

ございません︒﹂

あらう︒﹂﹁い㌧え︑頼まれたのでは

八179園

らう︒﹂﹁い〜え︒﹂

七913圏

タ物デス︒

セゥ︒﹂﹁イ・エ︑ヤハリ毛綜デオツ

六762園

う︒﹂﹁い︑え︒﹂

のついてみるわけは知ってみるだら

とび
五181圏 ﹁これは鶏だよ︒︿略﹀︑鶏

が取ったのです︒﹂

つたのです︒﹂友一﹁いいえ︒僕

四487圏薯﹁はい︒﹂道子﹁私が取
く︒﹂といひ合った︒

﹃此の

彼はた﹂へっ︑我が武勇︒

﹇言出﹈︵下二︶1

つ

いひ出

ね︒﹂﹁全くだ︒︿略﹀︒﹂﹁さうだ︑

デ︾

いいい・ず
︽

と

﹇﹇飯浦坂﹈﹈︹地名︺2

閣下の心如何にぞ︒﹄と︒

方面の戦闘に
つる

いいうらざか

飯浦坂飯浦坂
十一25図飯浦坂

いひ

二子をうしなひ給ひ

かたち正していひ出でぬ︑

九419図圏

づ

﹇言合﹈

でした︒

カクノ如ク物二償アルハ︑

いいあ・う

得ラルレバ償ナク︑得ガタケレバ債
九452図

アルナリ︒

百人の家來を連れて月代りに三人の
娘の許に身を寄せ︑寺子を年無に送
らうと決心した︒

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

らん︒﹂

﹁先に壼がきたる檜︑

りしが︑東國へ下る画すがら︑箱根

何となく物足らぬ所ありて氣にか＼

十一4810図圏

あらはせる語なり︒

んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を

十一了8図

﹁おのれを修めて人を安

めて元に仕へば︑富貴は意の如くな

を煮皿くすべき所なし︒今より心を改

﹁宋亡びぬ︒御身の忠義

孝養によって齢生を安樂に送ったと

い

十991図園

一

いふ︒

十二763 其の後老王はコーデリヤの

い

五十音の獲音を教へてるられた︒

山中にてよき枝ぶりの檜を見て︑其
昂りしなり︒﹂

を﹁え﹂と間違へたりするのを︑先
こん

十一伽8図︿略﹀︑人々のくるしみは

兵を引きまとめたりしが︑此の時ま
いひ
でも飯浦坂にふみ留って︑追込る敵

明くれば二十一日の朝︑

︵名︶←かのとい・きのとい

日々にまさりゆくばかりなり︒血眼

を防ぎ居し弟勝政に引きあげを命じ

十一285図

い ﹇亥﹈

︵名︶←だ い い ち い

こ＼において再び意を決し︑喜捨せ

の意を得たれば馬かき添へんために

い ﹇位﹈

︵名︶﹇▽おるすい・みやい

られた︒

い ﹇居﹈

イ・エ い

たり︒

︵感︶15イイエ

る人々に説きて出版の事業を中止し︑

いいえ

胃

︿略﹀︒

︵名︶2

八995或時︑口・耳・目・手・足等

い ﹇胃﹈

生は根氣よく︑何度もく教へてる

﹁い﹂を﹁う﹂と 間 違 へ た り ︑ ﹁ う ﹂

おん

八937 此所では女の先生が︑生徒に

い
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いいにくい
いいかた

﹃はい︒ ﹄ ﹃ い ︑ え ︒ ﹂ 痙 攣 や

さしい言葉ではありませんか︒

十925囹

と見ると︑かはいさうに妹はめくら

れでどうして︒﹂といひさして︑ふ

いひ出す

一がいには言難けれども︑相當に名
である︒

いいだ・す

さて萬じゅは︑だれか母の事

ても︑母の名をいふ者がありません︒

ゐますが︑十日たっても二十日たつ

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六585

そこで始めて乗虚貝は顔を洗ふ︒ 言出す ︽ーシ・ース︾

其の中に上陸員が蹄艦する︒其所此
言

所で︑﹁お早う﹂が言ひかはされる︒

﹇言聞﹈︵下一︶3

のだ︒

﹁︿略﹀︒﹂と思ひ出しながら︑

いいつけ ﹇言付﹈︵名︶2 いひつけ

言ひつけ

さっきおとうさんのいひつけで︑明

十一362

日の用意に出しておいた植林地の書

ウェリントン公爵ともい

付を開いて見る︒

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一伽8圓

言ひ

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

どうしても考へられません︒

﹁こまかな人だ︒これではと
ても義指はしてくれまい︒﹂﹁さうか

つける ︽ーケ︾且vおいいつける

いいつ・ける ﹇言付﹈︵下一︶3

六678

も知れない︒﹂さて主人に火事の話

病みつかれた六十ばかりの老

︽ーセ・ーセル︾

いいきか・せる
聞かせる

﹇言出﹈︵五︶5

ある新聞は︑︿略﹀︒

はす

十947囹 ﹁なぜ其の時﹃い︑え︑僕 いいかわ・す ﹇言交﹈︵五︶− 言ひか

は止められてみるから渡りませ
九6510

︽ーサ︾

ん︒﹄と︑きっぱりことわらなかつ
たのか︒﹂

十954園 成程弱轟だ︒人の言ふこと
に喫して﹃い︑え︒ ﹄ と 言 切 る に は ︑
ほんたうの勇氣がい る ︒

人が︑ふとんの上に起直って︑十五

をして︑義指金のことをいひ出すと︑

十957園 お前のやうな早耳には︑ひ 九218
よっとすると命を失ふやうなあぶな

六の少年に︑熱心に何か言聞かせて

つて農場の門をしめろ︒人が何と言

た自分の子に︑﹁ジョージ︑早く行

十一⁝⁝6 農場主は︿略﹀︑そばに居

い時でも︑言出すことの出心ない程︑

﹁それはお氣の毒だ︒﹂と言って︑

みる︒

其の本については︑後に又

︿略﹀︒

つても決してあけるな︒﹂と言ひつ

其の時にいさんが﹁私にもつ
かせてみて下さい︒﹂といひ出すと︑

けた︒

八536

おちいさんが﹁とてもまだ︒﹂とお

大尉は之を重んで︑思はず

も涙を落し︑水兵の手を握って︑

が來ても此の門をあけてはならない

十一⁝⁝⁝2園 僕はおとうさんから︑誰

﹁おとうさんは︑誰が來

いいにく・い ﹇言渡﹈︵形︶7 言ひに

に言ひつけました︒﹂

ても此の門をあけてはならないと僕

十一佃9園

と言ひつけられてるるのです︒

つしゃつたが︑おばあさんは﹁まあ︑

た︒

﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

九佃6

家の學問の精神である︒

言聞かせるが︑︿略﹀︑これが佐藤の

九258園

﹃い㌧え︒﹄といふ 言 葉 は 言 ひ に く い
のだ︒

＋965太郎はつくぐと自分の悪か

言方

の言ひにくいわけを

つた事を後悔すると土日に︑﹁はい︒﹂

と﹁い︑え︒﹂

﹇言方﹈︵名︶2

さとることが出來た ︒

いいかた

︽ーッ・ール︾

八767

之を聞いたコロンブスは︑

ついてみるがよい︒﹂とおつしゃつ
言切る

十二404 ﹁實はその︑今ちよつと門 いいき・る ﹇言切﹈︵五︶2 いひきる

口で聞いたのですが︑一あなたは

清正は腹を立てて︑﹁︿略V︑

︿略﹀︑﹁諸君︑こ＼うみに此の卵を

七994

石田めとは中直りは致さぬ︒﹂とい

演奏會へ行ってみたいとかいふお話
でしたね︒まあ一曲ひかせていたゴ

卓上に立ててごらんなさい︒﹂とい
ひました︒人々は何の爲にこんなこ

ひきって与りました︒

人の言ふことに封して

十918園幾度もくりかへしてみる中
お前のやうな弱轟には︑ひ

にすらく言へるやうになった︒太

に︑太郎は生変生米生卵︒と︑早口

くい ︽ーイ︾

十957園

ずはございません︒

とをいひ出したかと思ひながら︑や

ふ

いひさす

つて見ましたが︑もとより立たうは
﹇言止﹈︵五︶1

﹃い﹂え︒﹄と言切るには︑ほんたう

︽ーシ︾

いいさ・す

の勇氣がいる︒

十954園

きませう︒﹂其の言方が如何にもを
かしかったので︑︿略﹀︒

リヤ︒何とか言方がありさうなもの

十二693園 ﹁どうしたのだ︑コーデ

だ︒﹂

言難し

こんなに言ひにくい言葉は外に無い

郎は得意になって︑﹁おとうさん︑

﹇言難﹈︵形︶1

よっとすると命を失ふやうなあぶな

いいがた・し

い時でも︑言出すことの出來ない程︑

﹁︿略﹀︒それに樂譜もござ

﹃い＼え︒﹄といふ言葉は言ひにくい

十二4010

いませんが︒﹂と兄がいふ︒べ一

︽ーケレ︾

トーベンは︑﹁え︑樂譜がない︒そ

でせう︒﹂

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑

十ニー57図 勿論今日我が國にて登行

いいにくいことば亀一いう

74

十921囹 ﹁おとうさんは︑もっと言
﹁﹃はい ︒ ﹄ ﹁ い ＼ え ︒ ﹄ 大 攣

ひにくい言葉を知っ て み る ︒ ﹂
十926園

やさしい言葉ではありませんか︒ど
うしてそんなに言ひにくいのです︒﹂

十928園 父は﹁誠にやさしいやうだ
が︑それで中々言ひにくい場合があ
るのだ︒﹂

母はないはずといって︑いろいろ調

言分

べますが︑どちらも天蓋だといひは
﹇言分﹈︵名︶1

ります︒

いいぶん

其の場合に貸主から借主を

裁判所に訴へると︑裁判所は雨者の

十一193
言分を聴いた上で︑︿略﹀︒

いいや

らん︒﹂

オヤドリハナンニモタベ

それでもまだあかちゃん

つれていきます︒

すかQ﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁まあ︑いってご

しのゆびのなをしってゐま

三165囹﹁さうです︒それではあ

んのところへ

いって︑だっこをしておかあさ

がなくときには︑﹁︿略﹀︒﹂かう

三141

ソノヘンヲ見マハリマス︒

ナイデ︑コココトイヒナガラ︑

三96

ココココトイツテヰマシタ︒

二276 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ 三82 ヒヨコガナクト︑オヤド
リハオハナシデモスルヤウニ︑

ミガナカマノモノニイヒマシ

タQ

二28一 ソノトキーピキノ子ネズ
ミガマヘヘデテイヒマシタ︒
S ﹁ナルポドヨイカンガヘ
ダ︒﹂トイツテ︑ミンナカンシン

スルト年トツタネズミガ︑
﹁︿略V︒﹂トイヒマシタノデ︑ミン

R

シマシタ︒

たら︑まはずに空へお上りに

﹁いやいや︑おかへし申し

︵感︶1

よっとすると命を失ふやうなあぶな

ナダマツテシマヒマシタ︒

アル日トモダチニユミ

なりませう︒﹂﹁いいや︑天人はう

ヒマシタ︒

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

二353

い時でも︑言出すことの出來ない程︑
いひやう

どちらを向いても青い水ば

﹇言様﹈︵名︶1

ちだといって︑二人は︿略﹀と

七549囹

いいよう

かりです︒︿略﹀︑月夜には波が銀色

二367ソレカラコノ人ノ田ニ 三204 よけいにとったはうがか

て︑さう言へなかったのです︒﹂﹁そ

りました︒

かさいはせてかけ上ってくるも

三213︿略V︑下のはうからかさ

のがあります︒

センセイノオツシヤルコ

三321

た︒

﹁︿略﹀︒﹂と村の人から

はせ︑︿略﹀そばへよってきまし

三222犬ははなをくんくんい

オヂイサンハトウトウシバラレ

セン︒

二716
シタ︒

ドウジトイフワルモノガヰマ

が道で︑﹁いつもおたっしやな

いはれるほど︑いつもきげんよ
ムカシ大江山ニシユテン
くうたをうたふちいさんです︒
三346 いっかうちのおとうさん

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ

二636

テシマヒマシタ︒

イヤツダ︒﹂トイツテ︑ワルイ

ニク

ハ︑蒔米ガスコシモデキナクナ

娘の答に失望した王は︑例

四強モノダ︒

に光って︑其の美しいことは何とも

シ︾

いふ

ハ

れ御らん︒﹃はい︒﹄も言ひにくい言

︽

十二6910

の烈しい氣性から︑苦り切って︑

イフ

﹁お前にはもう何もやらぬぞ︒永の
かん

勘當だ︒﹂と言渡した︒
い・う ﹇言﹈︵四・五︶鰯

ニ︑

フ︒

コ

言フ 言ふ ︽ーッ・ーハ・ーヒ・
一へ︾

ソノ

﹁コレ

ツタトイヒマス︒

いひはる

バ

ニ︑シユテンドウジヲタイヂセ

手であたまをなでました︒

わりまして︒﹂といって︑大きな

一ちいさんは﹁もうすっかりよ

ことで︒﹂とおっしゃったら︑五

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒

二732 ソコデ天子サマカラ︑ラ
イクワウトイフツヨイ大シヤウ
ルト︑ミヨチヤンハ︿略﹀︑ウマ

ワタクシガアヤシテアゲ

モモタラウトイフナヲツケマ

一472 オヂイサン

シタ︒

ウマトイヒマス︒

一一265

二535

いひやうがありません︒

の言ひにくいわけを

﹇言意言葉﹈︹課名︺

﹇言張﹈︵五︶2

たがひに勝利をいひ は る の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

前守で︑一人の子どもに二人の實

ぜんのかみ

八363 時の町奉行は名高い大岡越

ゑち

へ着いた︒二人を出した村の者は︑

八94 さうしてそれが同時に決勝黙

︽ーリ・ール︾

いいは・る

十911 第十七 言ひにくい言葉

十目4 第十七 言ひにくい言葉

2 言ひにくい言葉

いいにくいことば

さとることが出來た︒

と﹁い﹂え︒﹂

つた事を後悔すると 共 に ︑ ﹁ は い ︒ ﹂

十965 太郎はつくぐと自分の悪か いいわた・す ﹇言渡﹈ ︵五︶1 言渡す

葉では無いか︒﹂

十963園 ﹁僕何だかきまりが悪くつ

のだ︒

そをいひません︒﹂

三888園

いいや

一一

一一

﹃い﹂え︒﹄といふ 言 葉 は 言 ひ に く い

十958園 お前のやうな弱轟には︑ひ

Q9

R0

75
いう
いう

●

むかしうらしま太郎とい

ふ人がありました︒

三397
三421 ︿略V︑大きなかめが出て
きて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三445 うらしまはく略﹀︑おとひめ
に﹁︿略﹀︒﹂とい ひ ま し た ︒

三452 おとひめは﹁︿略﹀︒﹂とい

つて︑きれいな箱をわたしまし
た︒

三463 ︿略﹀︑おとひめのいった

こともわすれて︑玉手箱をあけ
ました︒

ヒマス︒

三478東西南北ヲ四方トイ

トイツテ︑ナカマへ入レテクレ

﹁オマヘノナカマトワタシノ

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

にはとりが時時もみを

をうけ取って︑︿略﹀︒

四251

うほう﹂といっておおひにな

かき出します︒おばあさんが﹁ほ

オマヘタチノセ中ノ上

白ウサギハ︿略﹀︑イマ

一

おばあさんが﹁︿略﹀︒もつ

︿略﹀︑﹁おうい﹂

︿略﹀︑﹁だれだ﹂といふと︑

正太郎がおこって︑﹁ばか﹂

もやさしく答へ︑︿略﹀︒

四335園 それが山びこです︒こ
ちらでやさしくいへば︑向ふで

か﹂と口まねをします︒

といひますと︑又向ふで︑﹁ば

四312

﹁だれだ﹂と答へます︒

四311

と答へます︒

﹁だれだ﹂といふと︑﹁だれだ﹂

とよぶと︑﹁おうい﹂といひ︑

四308 八 山びこ

へりました︒

おとめになりましたが︑︿略﹀か

とあそんでお出で︒﹂といって

四261

りますと︑︿略﹀︒

ナカマト︑ドツチが多イカ︑ク

スグニナ

ワニザメハ﹁ソレハオモ

ラベテミヨウ︒﹂トイヒマシタ︒

ノノ方へ行キマスト︑﹁︿略﹀︒﹂

マセン︒

四146

カマヲ大高イツレテ來マシタ︒

白カラウ︒﹂トイツテ︑

四134

三765又鳥ノ方へ行キマスト︑
﹁︿略V︒﹂トイツテ︑アヒテニシ
マセン︒

ソコデカウモリハ︿略﹀︑

ヲアルイテ︑カゾヘテミルカラ︑

クラクナツテカラ空ヲトビマ

三77一

ハルヤウニナツタトイヒマス︒

ムカフノヲカマデナランデミ
ヨ︒﹂トイヒマシタ︒

三825園﹁今日はまあ︑何とい
ふよいお天きだらう︒﹂

四154

フ通りニナラビマシタ︒

三827むかし一人のれふしが 四148 ワニザメハ白ウサギノイ
松原を通りました︒

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑みほの

コロデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテワラ

足デヲカへ上ラウトイフト

︿略﹀︒﹂といって︑持ってかへら

三532園﹁星を二つ三つはたき 三847﹁これはよい物がある︒
おとさうとしてるるのだ︒﹂

ヒマシタ︒

マシタ︒

四214

ウサギノイッタ通リ︑エライォ
方ニオナリニナリマシタ︒

四235おばあさんはもう耳が
遠いので︑大きなこゑで︑﹁おば
あさん︑今日は︒﹂といふと︑ふ
りかへって︑︿略V︒

四346九フクロフ︿略﹀︒カホ

いったからです︒

のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

四341園向ふで﹁ばか﹂といった

いったからです︒

四337園向ふで﹁ばか﹂といった
のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

のです︒

ソノ後大國主ノ神ハ︑白 四336園 こちらでやさしくいへ
ば︑向ふでもやさしく答へ︑お
こっていへば︑おこって答へる

レタナ︒︿略V︒﹂トイツテワラヒ

タチハウマクワタシニダマサ

白ウサギハ︿略﹀︑﹁オマヘ

うとしますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑下男の太七がわら
うです︒

︿略﹀︑﹁おばあさん︑今日

は︒﹂といふと︑ふりかへって︑

四237
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったといふ

四67その時おちいさんは

四161

﹁ばかなことをいふ︒

三545

いませ︒

四64

いひません︒﹂

三891囹

﹁いいや︑天人はうそを

三875園 そのかはりに天人の
まひといふものをお見せ下さ

にはようのないものです︒﹂

むかしをののたうふうと 三856園 ﹁いや︑それは天人の
はごろもといふ物で︑人げん

コマツテニイサンニ見テ

いふ人がありました︒

三698

ソノトキカウモリハ﹁私

コトデシタ〇

モ ラ ヒ マ シ タ ラ ︑ ﹁︿略﹀︒﹂トイフ

三738

ハ鳥デモケダモノデモナイカ
ラ︒﹂トイツテ︑ドチラヘモツ
キマセンデシタ︒

ケダモノノミカ巨艦ナリマシタ︒

三746ソノ中二く略Vトイツテ︑ ひながら︑﹁︿略V︒﹂といったさ
三753 スルトカウモリハ﹁私ハ
羽ガアルカラ︑鳥ダ︒﹂トイツ

ね︒﹂といって︑ふろしきつつみ

﹁おう︑三ちゃんか︒よく來た

アル日ハマベへ出テ見

ことです︒

ソノ時カウモリガケダモ 四132

テ︑鳥ノ方ニツキマシタ︒

三762

いつ一いつ
76

トイフトコロモアリマス︒

ハネコノヤウデ︑其ノ上ネズ
ミヲトツテクフノデ︑ネコ鳥
いってあらそひます︒

海から出て︑海へはいる︒﹂と

いへば︑島國のものが﹁いや︑
た︒

たのだらう︒﹂といふことでし

﹁河上の方で雪がとけはじめ

四363
ニクイヤツが居

しひを見上げてかういった︒
そ

でした︒
が

スルトホカノ鳥が見ツ 四565圏山の中からころげ出て︑ 四832そばに乗って居た人の
人にふまれたかしのみが︑
話では︑軍かんだといふこと

ケテ︑﹁ア︑
ル︒﹂トイハナイバカリニ︑ヨツ

すみ出て︑﹁︿略V︒﹂といひました︒

の子どもに︑﹁何といふくやし

た︒﹂といひ︑西の村では

五373

見ざる・いはざる・聞かざる

といふのださうです︒

あるから︒﹂といって︑私どもを道

五385 ︿略﹀︑先生が﹁ちよつと用が

に待たせておいて︑學校へおよりに

なりました︒

昔熊襲のかしらに川上のたけ

尊は其のころ︑やまとをぐな

といふ御名で︑︿略﹀︒

五416

にしたがひませんでした︒

るといふ者があって︑天皇のおほせ

五412

くまそ

テタカツテイヂメカヘシマス︒
四
8
9
8
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五
393 此の時私どもの村へよく物費
といふのでせう︒
四365 烏ハ大キナコエデワル
を五郎といひました︒
に來るおちいさんが︑︿略﹀といつ
四644其の時一人の家來がす 四904囹 母は泣きながら二人 て通りました︒
ロヲイヒ︑太イクチバシデツ
ツキマス︒

﹁︿略﹀︒﹂などと申します︒

だけあって︑﹁しばらくお待ち下さ

五444 ︿略﹀︑たけるも熊襲のかしら

い︒申したいことがあります︒﹂と

いひました︒

だけあって︑︿略﹀︒︿略V︒﹁︿略﹀︒﹂

五455 ︿略﹀︑たけるも熊襲のかしら

﹁ここがあなたの教室です︒
此の間からあいてみたせきをおさし

まぶしには︑かさくといふ

といって︑息がたえました︒

五481

音がしてゐますが︑これは懲が動く

やうらう

又まことにめでたい事だとい

で︑今度遠い所から託て︑今日から

す︒

松島は︿略﹀︑島といふ島に

ないと言って︑さわいでゐますのに︑

五664圏

﹁うちの方では︑田に水が

は︑枝ぶりのよい松がしげってゐま

五567

つたと申します︒

ふので︑年がうを養老とお改めにな

五558

からです︒

聞けば級のものが二三人で︑

僕は﹁君︑しっかりしたまへ︒

﹁これは鶏だよ︒それで金
鶏勲章といふのだが︑︿略﹀︒﹂

五176園

いって︑力をつけてやりました︒
とび

日本の男は泣くものではない︒﹂と

五71

たのださうです︒

中村君を窺いきだといって︑いぢめ

五65

此の級へはいる方です︒

五38園此の方は中村さんといふ人

になりました︒

せきはあれにします︒﹂といって︑

五35

大慌のお氣に入りで︑︿略V︒

四922 けれどもかたきのくどう
は︑みなもとのよりともといふ

子どもに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四378 フクロフノ鳴キゴエハ所 四724東の村では﹁それ︑もう
い事だらう︒︿略﹀︒﹂といひまし
ニヨツテイロイロ ニイヒマス︒
た︒
日がくれるぞ︒一本杉のうし
ろへお日檬がおはいりになつ
四907 母は泣きながら二人の

ケホウセ﹂ト鳴クノダトイフ

四382 フクロフガ︿略﹀︑﹁ノリツ

所モアリマス︒

目の金持だといはれたうち

たび人のぐわいたうをぬ 四773それは西の村で︑二番
に生れた人のでした︒

四387

がせた方が勝といふことに

といひました︒

﹁此の人も 一本杉の外にない
てくれるものがなくなった︒﹂

四795︿略﹀︑送って行く人が

きめて︑先づ風からはじめまし
た︒

四425 下女がびっくりして︑﹁き
やつ﹂といったので︑後でみん
なにわらはれました︒

四448

ことを見ぬきます︒

四798私は︿略﹀︑どういふ子
はどういふ人になるといふ

ことを見ぬきます︒

四798私はく略V︑どういふ子
はどういふ人になるといふ

ことを見ぬきます︒

花子はねこをだいてう 四797私は︿略﹀︑どういふ子
はどういふ人になるといふ

ろ う ろ し て 居 ま し たので︑﹁︿略﹀︒﹂

といはれました︒

山國のものが﹁日は山

吉がいひましたが︑︿略﹀︒

四456 ﹁此のごろはく略﹀︒﹂と今

四538

から出て︑山へはいる︒﹂とい
へば︑島國のものが﹁︿略V︒﹂と
いってあらそひます︒

四542 山雪のものが﹁︿略V︒﹂と 四818 ﹁︿略﹀︒﹂とたつねましたら︑

77
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此の村にはよく水が あ り ま す ね ︒ ﹂

知れないがね︒﹂と言って︑栗林の

﹁それにはどんな事が書いて 六181 ︿略﹀︑﹁さあ︑まだ早いかも

あったか︒﹂といふおたつねが出る

五946

下のくぼ地を教へてくれました︒

庄屋は村の者にいろく言つ

どと言ふ者が出て來て︑︿略﹀︒

かも知れませんが︑それは人にもら

五683 昔此の村はひどく貧乏で︑此 五736
て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

又お出で︒﹂と言ひました︒

を言ひましたら︑﹁一雨降ったら︑

婦りがけに︑力藏さんにお禮

の村の名を言ふと︑﹁あ＼︑あの貧

してはならないことになってゐます︒

六187

︿略﹀︒

﹁うん︒﹁あぶない時に︑友

これからつきあふな︒﹄と言った︒﹂

だちをすててにげるやうな者には︑

五嗣1園

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

ヤクワンハ之ヲ聞イテ︑﹁ソ

其ノ時鐵ビンハ

﹁︿略﹀︒﹂ト

︿略V︑﹁あ＼︑それは紅茸だ︒

す︒

こんな時には︑﹁これが五日

とうく弱って︑蟻にあやま

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

橋ノタモトニ人力車ガーダイ

源氏の者どもは義纏をかばひ

宿の者にきくと︑﹁もうとう

にお立ちになりました︒﹂と言ひま

六448

つたと申します︒

六384 義経は笑って︑﹁︿略﹀︒﹂と言

だ︒

はれては︑源氏の名折れになるから

て︑﹃これが感興の弓だ︒﹄などと言

六382圏︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

﹁お捨てなさい︒﹂と口々に言ひます︒

ながら︑﹁捨てておしまひなさい︒﹂

六362

セウ︒﹂ト言ツタ︒

アツテ︑車夫ガ﹁ダンナ︑マヰリマ

六325

父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

六315

つたと言ひます︒

六313

とひとりごとを言ひました︒

六278大きな虎が山おくで︑﹁︿略﹀︒﹂

とロゆ

ふしのこゑが︑其所此所にします︒

もつゴくと︑ひぼしだ︒﹂と言ふれ

六207

出で︒﹂と言ひましたQ

五994圏熊が君の耳の所へ口を持つ 六191 ︿略﹀︑﹁一雨降ったら︑又お

種類ガアルトイヒマス︒

ブダウニハ︑マダイロくノ

乏村か︒﹂と言はれ た も の だ さ う だ ︒

長い間の苦螢が病氣のもとで

六58園墓湾ではめったに雪が降ら
は︑いつもつもってみるといふこと

ないさうだが︑此の山のいたゴきに

だ︒

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

もゆびをりの金持村だと言はれてる

金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン

かけよって見て︑宗任が 六94 或晩人ガネシヅマツテカラ︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑義母が﹁︿略﹀︒﹂

六156

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

六138

デハアリマセンカ︒﹂ト言ヒマシタ︒

レデモ鐵ハヂキニサビテ︑赤クナル

六13一

ヤクワンが言ヒマスニハ︑﹁︿略﹀︒﹂

ガ︑ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒先ヅ
︿略﹀︑義家が﹁びっくりして

﹁あぶないことだ︒もし宗任

叔父さんは大へんだ土手が

毒だよ︒其の手でぐみをたべてはい

と︑︿略﹀︒

所はありませんか︒﹂とたつねます

つて︑﹁此の近くに︑しめちの出る

六173

た︒

けない︒﹂と︑にいさんが言ひまし

﹁うん︑郵便函といったの

切れたといって︑すぐ屋根へ出まし

五902囹

はこれだな︒﹂

︿略﹀︑﹁うん︑郵便函といつ

たのはこれだな︒﹂とひとりごとを

五903

言って行く者があります︒

にいさんが﹁今日は︒﹂と言

た︒

五863國

家來どもはひやくしたといひます︒

に悪い心があったら︒﹂と︑義塾の

五826

きかへる︒﹂と言ひました︒

たふれたのだ︒ほって置け︑今に生

五812

と言ひました︒

五807

る︒

五788

あったといふことだ︒

五764

くいった︒

もので︑三度目に土手の工事はうま

五753人の一心といふものはえらい

くにげてしまった︒

口を言ふ者ばかりで︑普請方はとう

五684 ︿略V︑﹁あ＼︑あの貧乏村 五742 かうなっては︑もう庄屋の悪 五972
︿略﹀︑其の杉山なんぞは︑木

か︒﹂と言はれたも の だ さ う だ ︒

五687

︿略﹀︑さ う で も し な け れ ば ︑

もろくにない草山だつたといふこと
だ︒

五702

外に村のさかえる工夫はあるまいと
いふので︑みんな賛成したといふこ
とだ︒

はあるまいといふので︑みんな賛成

五702 ︿略V︑外に村のさかえる工夫
したといふことだ︒

五704 着手は來年からといふことに
なって︑庄屋は方々の村へ用水池を
見に出た︒

五716 土手は長さが三百間︑高さが
野間半︑幅は一番上で三間といふ大
きなもくろみであっ た ︒

五721 ﹁そんな大きな池がいるだら
うか︒﹂と言って︑首をひねる者も
あったといふが︑︿略﹀︒

一年ば か り の 間 は ︑ べ つ

︿略﹀︑首をひねる者もあった

といふが︑

五721

だんくじやうも出なかった︒

五724 氣早な者は自分の持地を田に
﹁こんなむだな仕事をすれば︑

造りかへたといふことだ︒
五734

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒﹂な

いつ一いつ
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六472卵酒︿略﹀︒ 一匹デ三四千粒
モ産ムトイフガ︑︿略﹀︒

六483園 ﹁之ヲ鮭ノ里臨トデモ言ツ
︿略﹀︑﹁之ヲ鮭ノ里婦トデモ

タラヨカラウ︒﹂

六484

言ツタラヨカラウ︒﹂ト叔父サンガ
言言レタ︒

六528 其の五番目の舞姫といふのは︑
かの萬じゅの姫であったのでござい
ます︒

六542 ほうびはのぞみにまかせて取
らせるであらう︒﹂ と 言 ひ ま し た ︒

來ぬといふ事になって︑石のらうを

六564 さあ︑此の女にはゆだんが出
造って︑それに入れました︒

でございます︒

六565 唐糸といふのは此の女のこと

けて上げてもよいと言った︒
︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

﹁全くだ︒あんな小言を言

げてもよいと言った︒

六683

六686園

京都を北から南へ流れてみる

ふ程だから︑此の義掲が出來たのだ
らう︒﹂
も

六694
か

博多の沖は見渡すかぎり︑元

はかた

川を賀茂川といひます︒

六797
からおしよせた船でおほはれた︒十

元の兵は一人も上陸させぬと

何萬といふ大軍である︒

六802

いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ

武士といふ武士は必死のかく

いて守った︒

六842

にした︒

百騎にげ︑二百騎にげして︑

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ

六975

︿略﹀︑﹁義一さん︑それはお

には十萬騎に減じ︑︿略﹀︒
せつく

六皿8

節供に使ふのですよ︒﹂といふねえ

われらが住む世界は︑其の

さんの聲がしました︒

七13図

形まるくして︑球の如し︒ゆゑに之

三斜

八百

其の中我が大日本帝國と︑

を地球といふ︒

七44図

︿略﹀を世界の五大強國といふ︒

日本中の小學生︑
日本中の小學校︑

萬人ありといふ︒

七53図圏
七63図醐

ございます︒﹂といふ使の後から︑

﹁大將も討死されました︒﹂といふ使

が來たが︑︿略V︒

此のおばあさんにむすこが一

人あるのださうだがずっと前から南

七249

武人は昔から之を愛養して︑

アメリカへ行ってみるといふことだ︒

七268

畠山重忠はひよどりこえのさ

しげたゴ

いざといふ時には︑それに乗って出

かけた︒

か落しに︑馬をしょって下りたとい

七271

馬の高さは前足の所ではかる︒

ふし︑︿略Vo

八寸・九寸などといふのは︑四尺八

七275

と

き

寸・四尺九寸などのことで︑五尺あ

ると︑十寸といふ︒

船頭が﹁皆さん︑そろくお 七276 八寸・九寸などといふのは︑

近くありといふ︒

生きてかへった者は数へる程 七108

ごでふせいだ︒

六854

き

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑

と

五尺あると︑十寸といふ︒

れんぐわ

目ぬきの所には三階建・四

市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ

ヨド

それ以上は十寸︸寸・十寸二

七366團

フ︒

七289図

寸などといふ︒

七277

したくだ︒﹂と言ったので︑みんな

さうしてさをの先に︑赤いし

羽織をぬいで︑着物のすそをはしよ
つた︒

象つかひが﹁此の太い足で︑

しがなかったといふ︒

どさりくと歩きます︒﹂といふと︑

七115

六886

長い鼻をぶらくさせて歩き出した︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六587 さて萬じゅは︑だれか母の事
ゐますが︑十日たっても二十日たつ

六897又﹁︿略V︒﹂といふと︑今の

言った︒

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

べて立ってるるので︑日本の町より

七128

はかへって西洋の都會に似てみると

七391國

かす

輸出品は豆粕が第一で︑輸

だといひます︒

よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

七388国

いひます︒

て︑つかんで見せると︑ふりかへっ

﹁極樂寺坂の味方があやふう

ごくらくじ

七186

ございます︒﹂といふ使の後から︑
﹁大將も討死されました︒﹂といふ使

﹁極帯寺坂の味方があやふう

ごくらくじ

が來たが︑︿略V︒

七188

大連の貿易高は横濱や神戸

たのは知らない人であった︒

﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言つ

﹁皆さん︑これが目じるしだよ︒﹂と

るしのあるはんてんをしばりつけて︑

ても︑母の名をいふ者がありません︒

之をかこんだ賊は百萬騎とい
ふ大軍で︑城の四方二三里の間は︑

六912

が一度にふき出した︒

だ︒﹂と誰かがいったので︑みんな

六904 此の時︑﹁大きなお守さん

子どもが象の腹の下へねころんだ︒

六603 三月二十日︑今日はお花見と
いふので︑御殿は人少でございます︒

六655 僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ
テ︑磁石ヲ持ツテ曲学︒

汎濫2 或物持の所へ行くと︑下男が
まだ使へる小縄を捨てたと言って︑
主人がひどくしかってみた︒

落さうといふので︑賊は大きなはし

もう此の上は︑しゃにむに攻

人や馬でふさがった︒

ごを作って︑之を城の堀に渡して橋

六957

はお氣の毒だ︒﹂と言って︑たくさ

義指金のことをいひ出すと︑﹁それ

六682 さて主人に火事の話をして︑

ん金を出した上に︑籾や豆の種を分
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入品は綿布が一番多いといふことで
す︒

く︒﹂といひく︑見送人をおし

七414 ︿略﹀︑﹁ごめんなさい︒
分けて︑前へ出るおばあさんがある︒

船長はかくいひて後︑一だ

何所だといふことが分ります︒

七598図
さておしまひに一ついって

ん聲をはり上げて︑︿略﹀︒

七601園
置きたい事があります︒

それは日本は海國でありな

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

七603園
ふことで︑これは實に残念な事であ

七414 ︿略﹀︑﹁ごめんなさい︒

く︒﹂といひく︑見送人をおし
ります︒

七608囹

連日の雨で︑川といふ川には
︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ

渡るといっても︑自分一人で

は渡ることは紅舌ません︒

七628

もくと先をあらそって渡りました︒

る︒﹂といふことになりますと︑我

七626園

水があふれました︒

七621

海國の民といはれませう︒

こんなことでは︑どうして

分けて︑前へ出るおばあさんがある︒

七427 おばあさんは﹁やれく︒﹂
といって︑其所へすわった︒
みんな泣いたといふことである︒

七431 郡長をはじめ︑見送の人々は
あんまひころく

七466 翌日武田方からは安間彦六と
いふ大の男が︑︿略 ﹀ ︑ 上 杉 方 の 陣 へ
撃つた︒

七492 此の時信玄は之を止めて︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ったので︑めでたく中

なほりが出來た︒

ふのは︑長さが六十間程もある汽船

た一人の男が︑人夫と渡賃を高いや

七534園私の乗ってみる太平丸とい 七642此の三見すばらしいなりをし
すいと言ってあらそってゐましたが︑
︿略﹀︒

これはあの人が落して行った

で︑︿略﹀︒

七566園 航海といふものは︑かうい

七653

七682

﹁安心しなさい︒此所へ持つ

て來ました︒﹂といって︑人夫は財
つい

お

だ

ざうり

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

コ時も前に︒﹂といって信長

た時のことである︒

は驚いた︒

七777

一ガイニイフコト刷出來ナイ

又眞珠貝トイフモノガアル︒

しばらくして︑﹁︿略﹀︒

布を出して渡しました︒

七823

七701

ては此の中の金を半分だけお禮のし

七871

こまってゐますと︑﹁では水

﹁しばらく︑うちのおばあさ

みんな出て行ってしまひました︒

七923 さうして︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

が︑︿略V︒

つて︑敵はあちこち見まはしました

七915 ﹁たしかに來たはずだ︒﹂と言

てやりました︒

中大急ぎでおばあさんの着物を着せ

んにおなりなさい︒﹂かう言って︑

七902

て︑兵士の頭にかぶせました︒

マリーはおばあさんのづきんを取つ

七896 ﹁あ﹂︑さうだ︒﹂と言って︑

した︒

を一ぽい下さい︒﹂と兵士が言ひま

七889

色ノモノハ︿略V︒

ガ︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ二二︑紅

るしにさし上げます︒﹂といって︑

人夫は之を見て︑﹁おやめな

財布の中に手を入れました︒

七707

さい︒︿略V︒﹂といって︑編らうと
しました︒

かの男は﹁どうぞしばら
私は川ばたの人夫で︑名前

く︒﹂といって引きとめました︒

七708
七727園

をいふ程の者ではありません︒
︿略﹀︑人からいはれなく金を

もらはうとは思ひません︒﹂かうい

七737

かの男は﹁それではこまる︑

つて︑さっさと幾って参ります︒

七738

ぜひ︒﹂といひながら︑人夫の後に
見れば年取つた父といふのが︑

ついて來ましたが︑︿略﹀︒

七742

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

十日といふのは立春の日から二百十

かの男がわけを話して︑どう 七935 おちいさんにきいたら︑二百

て居りまして︑︿略＞Q

かお禮を受けてくれといひますと︑

七745
て︑此のあぶない川を一人でこした

おちいさんにきいたら︑二百

日目の日のことで︑︿略﹀︒

十日といふのはく略﹀よく大風が吹

︿略﹀︑年よりはちよつとふり 七937

かへりましたが︑何ともいはず︑す

﹁どうかひどい風にならなけ

ればよいが︒﹂と︑おちいさんが言

七941

とに心配するのださうだ︒

くから︑厄日といって︑農家ではこ

妻もまた﹁せっかくです
きのした

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

とよとみひでよし

七762

が︒﹂といって︑相手になりません︒

七748

ぐ又仕事をつゴけました︒

七746

︿略﹀︒

﹁落し物をしましたから︒﹂と

いひくかけ出します︒人夫は其の

七671

ほどの人である︒

にちがひないが︑渡賃が心胆いといつ

ふ面白いものですが︑たまには恐し
い目にもあひます︒

七566圏 航海といふものは︑かうい
ふ面白いものですが︑たまには恐し
い目にもあひます︒

男のたもとをおさへて︑﹁まあ︑お

七583囹 一たい船にはらしんぎとい
ふ物があって︑それで方角をとって

待ちなさい︒落した物は︒﹂

﹁落し物をしましたから︒﹂と

いひくかけ出します︒

七671

進みますから︑︿略﹀︒

りますから︑それを見ると︑あれは

七592園 又海岸には所々に尊皇があ

いつ一いつ
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はげしくなって來た ︒
せ う らん

の空が黄色になって︑風がだんく

つていらっしゃったが︑其の中に南
あった︒

で︑五箇村の頭になるといふ定めで

を出した村が︑次の年のお祭の日ま

﹁今年の競馬はさぞ見ものだ

耕三方の人々は﹁︿略﹀︒﹂な

信作方の人々は之を聞いて︑

松平正綱の子信綱は幼名を長

いって喜んだ︒

八162

將軍は長四郎を大きな袋へ入

四郎といった︒

呉鳳は﹁それ程首がほしいな

ら︑︿略﹀︒﹂といひました︒

八249

さうして今も其の通りにして

みるのだといひます︒

八265

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

八292図手はずべて仕事のもとにし

八183

れて︑﹁ありのま＼に申すまでは出

ました︒

手はずべて仕事のもとにし

すると紫野ゆめの中に︑明日

︿略V︑一人の子どもに二人の

はります︒

調べますが︑どちらも俗累だといひ

實母はないはずといって︑いろいろ

八362

おぼえがないといって返しません︒

らはうとすると︑先方はあつかった

八358

幾年かの後︑里子を返しても

づけてやるといふ神様のお告があり

何山の何所へ行けば︑望のものをさ

八338

いふは︑働く人の少きをいふなり︒

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

八292図

いふは︑働く人の少きをいふなり︒

さぬ︒﹂といって︑袋の口を封じて

將軍はあとで︑御篭所に︑

柱に掛けた︒

八191

竹千代には無二の忠臣であらう︒﹂

﹁長四郎があの心で大きくなったら︑

將軍はあとで︑三皇所に︑

といったといふことである︒

八191

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

八212図其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ
一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ

ダラトキテ木材ヲ費ルニ至ルマデ︑

八129

どといった︒

八122

八76 ︿略﹀︑それがすむと︑﹁支度﹂
だいこ
といふあひつの一番太鼓を鳴らした︒

宮の境内へつめかけた︒

おびただしい見物人が︑朝早くから

らう︒﹂といって︑祭の當日には︑

八69

つて︑年は同じく十五歳︒

七989園神々も照覧あれ︑職一つ出 八68 一人は信作︑一人は耕造とい
來ず︑人のかげごとばかりいふ石田

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂と清正がいひますと︑

めとは︑此の清正一生中直りは致さ
ぬ︒

七槌9

秀吉はうなづきました︒

七佃3園 ﹁石田でござる︒お通しな
さ れ ︒ ﹂ ﹁ 石 田 と いふ者ださうだ︒﹂

七悩7 秀吉が之を聞いて︑幕の中か
ら︑﹁もうよい︒通 し て や れ ︒ ﹂ と い

ひましたので︑清正は︿略﹀︑三成

﹁︿略V︑あなた方の村が五箇村の頭

︿略﹀︑海水コレ

になって下さい︒﹂といったので︑

を入れてやりました︒

揚子江ハ
ごほう

これは呉鳳といふ人のおかげ

を取ることを許してくれといって出

﹁︿略﹀︒勝つた方へ其の子を渡す︒﹂

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と

といひました︒

八398

越前守は手代の言ふ所を聞い

親は恐れ入ったといひます︒

つた︒﹂と申し渡しましたので︑里

﹁︿略﹀︒手を放した女が實母にきま

八385 ︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

ますと︑︿略V︒

いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

八376

ました︒

八239そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首 八368 越前守はじっと考へましたが︑

だと申します︒

八226

ガタメニ赤シトイフQ

八216図

トイフ︒

七度9 ︿略﹀︑清正は﹁あのせいの低

︿略﹀︑あなた方の村が五箇村

さうきまったといふことであるQ

家來があやしんで︑其のわけ

くやし泣きに泣くと︑そばに

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの
はよくないといふことを説聞かせて︑

八242
なぐさめると︑頼宣は顔色をかへて︑

︿略﹀︑もう一年︑もう一年と

られません︒﹂といって來ました︒

ると︑﹁もう︑どうしても待ってる

のばさせてゐましたが︑四年目にな

八245

ましたが︑︿略V︒

もう一年︑もう一年とのばさせてゐ
︿略﹀︑頼宣は顔色をかへて︑

家康は之を聞いて︑﹁今の一
言は︑先陣の功名にもまさる︒﹂と

八159

るか︒﹂といった︒

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時が二度あ

八157

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

居た松平正綱が﹁︿略﹀︒﹂といって

まさつな

八155

をしてみるが︑︿略﹀︒﹂といった︒

をたつねると︑﹁多勢の方はゆだん

八144

で︑さうきまったといふことである︒

の頭になって下さい︒﹂といったの

八129

いのが石田だ︒通してやれ︒﹂とい
つて︑三成を入れてやりました︒
さかひ

七塒6園 小西程の者を堺の町人と
みん
の＼しり︑又客思への返書に豊臣清

正と記したといふが︑それはまこと
秀吉は感心し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

の事か︒

七佃4

いって︑軍功の賞として︑清正に名
刀をあたへました︒

七佃3図 故二﹁暑サ寒サモ彼岸マ
デ︒﹂トイヘリ︒

七擢6園 それでもよいが︑電報はさ
くらべうま

うていねいにいはなくてもよい︒

八59 管下氏神のお祭に︑競馬の
神事といふ事があった︒

八64 それはく略﹀︑勝つた子ども
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いつ一いつ

て︑︿略﹀︒

八403 越前守は手代の言ふ所を聞い
石地藏をしばって來るやうに命じま

て︑﹁︿略V︒﹂と い っ て ︑ 下 役 の 者 に

した︒

目あきめくらに
ひたりといふ︒

と言

と言ひた

番町で目あ

道をき＼︒

道をき＼︒

︿略﹀︑時の人

少しお待ち下さいませ︒今風であか

︿略﹀︑弟子どもは﹁先生︑

きめくらに

八635図
へむ
りとヘし・ゐ

りがきえました︒﹂と言ひしに︑保

八644図

悪いことをなさったと見える︒﹂な

己一は笑ひて︑︿略﹀︒

八414 ﹁これは珍しい︒地乳様でも

ろくと車の後について︑思はず知

﹁さてく︑目あきといふ
︿略﹀︑保己一は笑ひて︑

とほ

明治天皇の御製に︑ 器には

︿略﹀︒

八879

私は三年ぶりに此の子にあふ

一口も口

のでございますが︑何のいんぐわで︑

ひさしぶりに蹄つた私に︑

をきくことが出來ないのでございま

といふ御歌

したがひながら︑いはほをも

八819
すは水の力なりけり︒

水にはこれといふ形がない︒

せう︒﹂といふと︑先生はおとよに︑

がある︒

八821

それでは弱いものかといふに︑

八889

ありがたい︒もう一つ何と

信吉はびっくりして︑二足三

か言っておくれ︒

八888囹

低い聲できかれた︒

八823

信吉にはおとよといふ今年十

さうではない︒

一になる女の子があるが︑︿略﹀︒

八834

母が﹁とよちゃんかね︒丈夫

い︒もう一つ何とか言っておく

足後へ下ったが︑﹁︿略﹀︒ありがた

八842

でるるよ︒﹂といふと︑信吉はほっ

﹁指であひつをしたのは昔

れ︒﹂といって︑娘を引きよせて︑

と息をついて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑信吉はほっと息をつい

﹁︿略﹀︒﹂

八餌7

て︑﹁ありがたうございます︒︿略V︒

八894園

それはありがたい︒おとよ︑

聞えるなら︑もう一つ何か

信吉はまだ先生の言はれたこ

信吉は

く略V︑娘の耳に口を

︿略﹀︑おとよは何も言はない

よく見えるやうにして︑も

う一度しつかに言ってごらんなさい︒

八911園

で︑信吉の顔を見てみる︒

八906

聲で言ったが︑︿略﹀︒

つて來て︑うれしいか︒﹂と大きな

よせて︑﹁おとよ︑おとうさんが蹄

八906

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

八902

言っておくれ︒

八897園

しの聲が聞えるか︒

わしの言ってることがわかるか︒わ

八895園

はせます︒﹂

のことで︑今は口を見せてものを言

それではちよつと行って参りま
す︒﹂といって︑すぐ出かけようと

ニューヨークは人口からい

父は﹁相かはらずせっかちだ

した︒

八糾9

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七

ニューヨークは人口からい

﹁私はこちらに御やくかいに

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と
から足の爪先までながめたが︑︿略V︒

いってハ娘の手をはなして︑頭の先

八867

び上るやうにして奥の方を見た︒

す︒︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉はの

なってみる松木とよの父でございま

八858

しょに行ってお出で︒﹂といった︒

父は︿略﹀︑僕に︑﹁お前も一

ね︒﹂といったが︑別に止めようと

︿略﹀︑コロンブスの成功を祝

八852

もせず︑︿略﹀︒

アメリカ人はく略﹀︑何で

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七

八761

といひますが︑何しろ大した勢です︒

も世界一になるやうに心掛けてみる

八734団

百萬以上もあるといひます︒

八719團

百萬以上もあるといひます︒

八717囲

自由なものだ︒﹂と言ひたりとそ︒

﹁さてく︑目あきといふものは不

八647図

ものは不自由なものだ︒﹂

八645圏

どといって︑四五百人のものが︑そ
らず役所の門内へ入りこみました︒

八477 大キサカライツテモ︑強サカ
ワシ
ライツテモ︑鷲二日シカニ鳥類ノ王
デアル︒

﹁お早う︒﹂といふと︑﹁よく

八477 大キサカライツテモ︑強サカ
ワン
ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王
デアル︒

八519

目がさめたね︒今四時を打つたばか
﹁お早う︒﹂といふと︑﹁よく

りだ︒﹂と︑にいさ ん が い っ た ︒

八523

目がさめたね︒今四時を打つたばか
りだ︒﹂と︑にいさ ん が い っ た ︒

﹁年の若きに感心な︒﹂

かくいふ聲を後にして︑小ぞうは

八572図案

くと航海して︑陸地に出あったの

しますと︑一人の男が﹁大洋を西へ

イモ
八602図 彼ノ焼門屋ノ看板二︑八里

が︑それ程の手がらだらうか︒﹂と

乗りぬ︑自轄車に︒

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

之を聞いたコロンブスは︑

いって冷笑しました︒

といって︑今度は先生に向って︑

﹁おとよ︑大きくなったなあ︒︿略﹀︒﹂

信吉は︿略﹀︑しばらくして︑

卓上に立ててごらんなさい︒﹂とい

八872
ひました︒

︿略﹀︑﹁諸君︑こ＼うみに此の卵を

八766

其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒
ざる人をあきめくらといふ︒

八623図 目は見ゆれども︑字のよめ
︿略﹀︑多くの弟子保己一に

つきて學びたれば︑時の人番町で

八635図

いつ
いつ
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かに言ってごらんなさいQ﹂と言は

八913 先生は天略﹀︑もう一度しつ
れた︒

おとよの顔を見ながら︑﹁おとよ︑

八916 信吉は少しはなれて︑今度は

おとうさんが二って︑うれしい
か︒﹂と言った︒

八923 信吉は﹁もうく何所へも行
きはしない︒﹂といって︑大きな涙
信吉は教室 を 出 る と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

をぽたく落した︒
八944

どうも恐れ入ったことだ︒﹂といつ
らうか
て︑先生を廊下でをがむやうにした︒

︿略﹀︑僕もまた玉高を養ふ

爲に骨を折ったといひます︒

八醜9園

八鵬2在世の中といふものは︑すべ
之を聞いて︑手足等一同は︑

て相持のものです︒

八鵬5

すべてかういふやうに︑手分

なるほどと感心したといひます︒

八広6
をして別々に仕事をすることを分業

すべてかういふやうに︑手分

といふ︒

へ

なきと
幼名を無人といったが︑︿略﹀︑

をして別々に仕事をすることを分業

八号7
ヘ

とし・ゐ

八m8

近所の人は大將のことを︑無人では

先生は﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い は れ た ︒

八948
なきと

ない︑夢人だといったといふことで
ある︒

幼名を無人といったが︑寒い

︿略﹀︑寒いといっては泣き︑

といふことである︒

八相2

八冊4

或年の冬︑大工が思はず﹁寒
すると大営の父は﹁︿略﹀︒﹂

大要はこれから後︑一生の間

つて︑︿略﹀︒

といって︑大將を井戸端へ連れて行

八瑠2

い︒﹂といった︒

八麗8

といったといふことである︒

なきと
︿略V︑無人ではない︑泣人だ

八捌2 ︿略﹀︑近所の人は大聖のこと
なきと
を︑無人ではない︑発呼だといった

暑いといっては泣き︑︿略﹀︒

八網9

き︑︿略﹀︒

といっては泣き︑暑いといっては泣

八㎜8

なきと

八951 信吉は﹁いや︑何︑それには
及 び ま せ ん ︒ ﹂ と いったが︑︿略﹀︒
信 吉 は ﹁ ︿略﹀︒﹂といったが︑

すぐ﹁では︑一日お借り申します︒

八954

近所の者に見せてやりたい︒﹂とい
つて︑︿略﹀︒

が申し合はせて︑胃に向っていひま

八996或時︑口・耳・目・手・足型
すには︑﹁︿略﹀︒﹂

日からは働かないことにしたから︑

八㎜3 僕等は一同申し合はせて︑今
さう思ってくれ給へ︒﹂といひまし
た︒

八棚2 此の時胃は一同に向って言ひ
ました︒

八熊8園 君等が若し僕に食物を送る
爲に働いたといふなら︑僕もまた君
等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな
かったといふ︒

八柵5大將はこれから後︑一生の間
﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな
かったといふ︒

其の爲︑大仁には全く食物に

やり

なぎなた

好ききらひといふものがないやうに

八榊2
なった︒

けれども刀・槍・薙刀など︑

も皆同じ事で︑︿略﹀︒

九276園古人も﹃志ある者は事終に

世界一といはれるナイヤガラ

成る︒﹄と言ってみる︒

の瀧は︑アメリカ合首魁とカナダと

九293

瀧は︑落口にあるゴート島と

の國境にあります︒

九2910

右にあるのがアメリカ瀧︑左

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九304

にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

八価7

九441図

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

米が出來るのも︑変が取

お返事をお渡しした後で︑お

九523園

さて商費を始めると︑あの

とうさんはく略﹀︒

とうさんに﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑お

九509

うびを下さるのだ︒

が︑めいくの骨折に除して︑御ほ

れるのも︑土といふありがたいもの

九484囲圏

ハラヒテ水ヲ買フ︒

所ニチハ︑一手桶何程トイフ代贋ヲ

九443図

ナリ︒

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

アリテハ︑金鑓ヲツヒヤシテ︑水ヲ

飲料水二不自由ナキ土地ニ

合はせてナイヤガラの瀧といふので
安

す︒

らく光ってみたといふことである︒
黒きとばりにおほはれて︑

あらゆるものはやみとい

武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

ふ

九13図圃

其の時︑御供にしたがひ給

き眠に入れるなり︒
おとたちばなひめ

九114図

へる弟橘媛︑尊の御身危しと見給
ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といひて︑︿略﹀︑其の

く略V︑尊はつ㌦がなく上絡

上に飛下り給へり︒

九118図

コンナ膿色ヲ保護色トイフ︒

の國に着き給ひきといふ︒
九16一

九189所干与ツテ此ノ轟ヲドビンワ
リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小
枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ

しかし此の農學といふ學問

此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

テワルトイフ意味デアラウ︒
九2010

町でも屈指の財産家となった︒

人ならといふ信用はあるし︑︿略﹀︑

九229園

は︑種々様々の事を︑占地と學理の

といって︑笑ってみた︒

﹃なあに︑もう一度出直すのです︒﹄

九544囹 けれども社長さんは︑︿略﹀︑

両方から調べて行かねばならぬので︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

の爲につくすといふお考は︑どなた

九2510囹
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九8510園

それでも航海をする人など

﹃そんな事までなさらなくても︒﹄と

九547園 町の人々は之を見かねて︑
が︑よく星を見て船の位置をはかる
いや︑何月何日の何時には︑

といふではありませんか︒

ました︒

九922園

ところがめぐみ深いジュピ

ひ

だ

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

ターといふ神様が︑それを見て︑
︿略V︒
だけ

九9310

九969園

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑岡田さん

さん出して見せて下さいました︒

は高山植物や雷鳥の給葉書を︑たく

九972

ひ松の間に居るのです︒

此のあたりから頂上へ登る途中のは

九969園

はれない美しさです︒

が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい

いろいろの珍しい高山植物

問上ではわかってみるから︑はから

西洋では昔から︑あの七つ

した︒

山だといふ事は知ってゐましたが︑

﹁それは何といふ星です

くはしい事は今日始めてうかゴひま

か︒﹂

﹁北極星といふ星だ︒﹂

いふ一群の星があって︑︿略﹀︒

九904圏

極星の位置を知らせてくれるのだ︒

いふ一群の星があって︑何時でも北

九873囹何かといふと︑北斗七星と

と

九872園 それにはまた都合のよい事
と
がある︒何かといふと︑北斗七星と

九869囹

ほくきよくせい

九868囹

れない事はない︒

何所に討議が見えるといふ事が︑學

九864園

いって︑資本を出さうとする者もあ
つたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑社長さんは︑﹃自分

の力でやれる所までやってみま

九549園

す︒﹄といって︑夜を日についで働
いた︒

九552園︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑
︿略﹀︑母もすげ笠をそちらへ

夕方には必ず空になるといふ景氣︒
九583
向けて︑﹁ほんたうにさうですね︒
︿略﹀︒﹂と言ひながら︑正一を見て
にっこりした︒

九645 爾舷直といふのは︑特別の務
のあるものをのぞいた外の水兵のこ
とである︒

どうぞ之を御覧下さい︒﹂と言って︑

﹃一人置子が御悩の言い

其の手紙を差出した︒

くさに出でし事なれば︑定めて不自

九柵2皇道

由なる事もあらん︒何にてもゑんり

おかあさんは︑﹃一命を捨

よなく言へ︒﹄

てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

三揃9囹

れるが︑まだ其の折に出會はないの

だ︒

に言ってあげて︑安心なさるやうに

九二5園此のわけをよくおかあさん

するがよい︒

﹁オトウサンバ誰二投票ナ

サルノデス︒﹂﹁ソレ一肩ニモ言フベ

九捌2園

︿略﹀︑自分ノタフトイ選墨

キ事デハナイ︒

九槻1園

灌ヲ棄テルトイフ玉山︑選思人トシ

テカリソメニモスベキ事デハナイカ

の星と其の近所の星を一しょにして

ラ︑︿略﹀︒

九667 一時間鯨りも活動した後であ

此の前まだ少し早いと言って残して

︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

小熊の形を想像し︑北斗七星と其の

置いたのが︑今日はもう熟しきった

九999

るから︑食事のうまいことはいふま

やうな顔をして︑へそを日にさらし

メイく自分ノ適當ト信ジテヰル人

二士6園當選スルシナイハ別席シテ︑

近所の星を一しょにして大熊の形を
﹃都を

てるる︒

想像して︑それぐ小熊座・大熊座

昔能因といふ人が︑

のういん

と よんだのは其所のこ

二投票スルノガ︑ホンタウノ選塁ト

︿略﹀︑それらの品を社務所

はぎの御茶屋といふ名のあ

るも之がためなるべし︒

十44図

と願ひ出つる者敷多しといふ︒

にたつさへ來て︑神前にさ＼げたし

十34図

イフモノダ︒

三角4道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑自

中尉はひらりと北風にまたが
分手ごたへがあるぞ︒しっかり頼む

つて︑︿略﹀︑﹁おい北風︑今日は大

九七5
んと︑アルカスといふ子供がありま

昔カリストといふおかあさ
した︒

分デ一三三當ダト信ジテヰル中村君

昔カリストといふおかあさ

よ︒﹂と︑まるで人間に言ふやうに

九912圏

水兵は驚いて立上って︑︿略V︑
﹁それは古りな御言葉です︒︿略V︒

九備1

に言った︒

つて︑︿略﹀︑まるで人間に言ふやう

中尉はひらりと北風にまたが

ヲ選暴シヨウト決心シタ︒

んと︑アルカスといふ子供がありま
した︒

おかあさんのカリストは︑

大そう美しい人だつたので︑ジュ

九914園

とうとうカリストを熊にしてしまひ

ノーといふ神様がそれをねたんで︑

九価5

言った︒

九911園

といふ名をつけてみる︒

でもない︒

九704園
ば︑︿略﹀︒﹄
とで︑︿略﹀︒
ひらいつみ

もなく︑叔父さんは近く左に見える

九717 次の平泉といふ騨を出て間

こんじき

山を指さして︑︿略﹀︒
ひかり

九719園 あの上に名高い金色堂があ

る︒光堂ともいって︑昔は金光り
に光りかゴやいてみたさうだ︒

といはれるだけあって︑ちよつと形

九7310圏 あれは岩手山だ︒南部富士
が似てみるね︒

いつ一いつ
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が︑力藏さんは見向きもせずに︑

に︑僧は返す言葉もなくて出行きぬ︒

足も早くお出かけなさい︒﹂といふ

かくうんて い

の直だと見ると︑掛の人が其の直で

むさし

十47図名を隔語論といふ由なり︒

ずいこくといふのこぎりの 十643図 降積む雪に道を失ひ︑進み

︿略V︒

こま

もやらずた＼ずみたる様は︑古歌に

といへ

駒とめて袖打彿ふかげもなし︑

佐野のわたりの雪の夕暮︒

﹁壮吉︑お前はおとうさん

のかった雑木を︑かういふ風に束ね

僧は其の厚意を深く謝し︑

頂きたい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂主人はけんそ

さて﹁失物ながらお名前を聞かせて

十678図

るにも似たりけり︒

兄は私に﹁肚吉︑︿略﹀︑かう

て運んでくれ︒﹂

十416園

音が︑あたりの静かさを破る︒

十4010

士買渡すといふあひつに手を打って︑

さんとの皇太后の思召のま＼に︑今

英國の東海岸にロングストー
十418

んして言はず︒

いふ風に束ねて運んでくれ︒﹂とい
ひながら︑生木の枝で雑木を束ねて

北アメリカが南アメリカに績

見せた︒

彼は此の後も尚研究に研究を

唯今にも鎌倉の御大事とい

十7310圃京城の市街は︑もと石で

に身を固め︑︿略﹀︒

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

十6810園

といひて目をふせしが︑︿略﹀︒

かしながら申し上げませう︒︿略﹀︒﹂

父は﹁︿略﹀﹂と黒しさうに言 十685図﹁それ程おっしゃるなら︑恥

けふ
く部分は︑パナマ地峡といって︑地

十499

つた︒

十438

形がきはめて細長くなってみる︒

十311

ンといふ島がある︒

十244

いふ高いのがあるさうです︒

︿略﹀︑里美も一頭四千圓・五千圓と

十224国此の町では︑二歳駒の市が

取引が成立ちます︒

十51図 昔の武藏野の姿を此所に残
も人工を加へずといふ︒
ル大王といふ王があった︒

十76 昔日ーロヅパにアレクサンド
十了7 マケドニヤといふ小さな國の
王子と生れ︑︿略﹀︑當時世界に類の
ない大國を建設した英雄である︒

いふ町に着いた︒

十83 柴灯王は︿略﹀︑ タルススと

これは高い山地を切通したも

ので︑此虜を切通すのは非常な難工

十352

といふ醤師が︑一命をなげうっても
事であったといふ事である︒

十94 此の有様を見て︑フィリップ
王を助けようと決心した︒

重ね︑工夫に工夫を積んで︑世に柿
右衛門風といはれる精巧な陶器を製

ガツン湖といって︑廣さが

霞が浦の二倍以上もある大きな人

作するに至った︒

かすみ

十101 それにはフィリップが敵から 十353
大金をもらふ約束で王を毒殺しよう
造湖で︑︿略﹀︒

﹁あれは銀行だよ︒今まで

としてみるといふ風説があるから︑

十508園

た＼んだ高い城壁で園まれ︑その

︿略﹀︑兄は﹁うん︑これが四

翌々にかういふ門があって︑出入口

十391

は横町の小さい家だつたが︑今度は

用心するやうにと書いてあった︒

あ＼いふりっぱなのを建てたのだ︒﹂

お金といふものは︑うちに
銀行の預金には定期預金と
銀行の預金には定期預金と

一

此虜から十八町並先に︑山
されど主人は︑﹁︿略V︑

南大門の東南の方に南山と

りゆう

京城の西南部に龍山とい

こちらへ來てもう三月塗り

此の頃は大分寒くなって︑

れい

朝は転炉零度以下十何度といふきび

せつ

十781囲

ごくたまにしか降りません︒

らみの天氣飽きで︑雨といふものは

になりますが︑よくも高くと思ふく

十776国

ふ虜があります︒

十767國

す︒

いふ山があって︑公園になってゐま

十751田

になってみたのださうです︒

て︑かついで來たつるはしを下へ置

十619図

本といふ宿場があります︒

十617圏

いふのと當座預金といふのがある︒

十522園

いふのと當座預金といふのがある︒

十521園

しまって置くものではない︒

十514園

けて睡るとおっしゃいましたね︒

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

銀行といへば︑おとうさん

十日間の汗のたまものさ︒﹂といつ

﹁あ＼︑今朝はなかく寒い︒︿略﹀︒﹂

十509園

ういふ仕事になると︑あなた方の半

いた︒

十139園 私どもの若い時分には︑か
分ぐらみしか働きませんでした︒
物の馬市が始ってみるといふので︑

十166国 ちやうど此の頃︑此所の名 十399 父は腰から鎌をぬきながら︑
といって︑たき火のそばの切りかぶ
力藏さんも︑﹁しかし天業が

に腰を下し︑鎌をとぎにか﹂つた︒

︿略﹀見物に行きま し た ︒

十171団 なれない私は︑大丈夫とい

十402

旧いてよいあんばいだ︒﹂と誰に言

はれても︑やはり馬のそばを通るの
が危険なやうな氣がしてならなかつ

ふともなく言って︑︿略﹀︒

一服

力藏さんも︑﹁︿略﹀︒﹂と誰に

父は﹁力藏さん︑まあ︑

やってから始めなさい︒﹂といった

十406

言ふともなく言って︑︿略﹀︒

十402

たが︑︿略V︒

十183團 まだせりが凝るのに間があ
るといふので︑馬つなぎ場を見て廻
つたが︑︿略﹀︒

十214団 さうして︑もうこれが最高
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しさ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑飾臼へ行く途中などは︑寒い

十782国此の頃は大分寒くなって︑
といふよりもいたいやうに感じます︒

十785團 面白いのは︑三日四日績い
みの間暖さが績くといふやうに︑寒

て寒ければ︑其の次には又其のくら

さと暖さがほとんど規則正しく交替
することです︒

十787圏 こちらでは昔から之を三寒
事務員は平氣で︑﹁坑内には︑

四温といつてみるさうです︒
十824
ねずみがたくさん居て困ります︒﹂
と言って笑ひました︒

十851園 それから﹃燃える石﹂とい
ふひやうばんが高くなって︑附近の
村々では之をとって薪の代りに使ふ
やうになりました︒

うさん︑こんなに言ひにくい言葉は

け渡した一本橋がある︒

かねてあぶないといって置

十湿8園

あいさつをしてもていねい

で︑︿略﹀︑しかもよけいなことは言
ひません︒

それで注意深い男だといふ

ことを知りました︒

すると︑しまひに皆が僕の 十伽5園

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

十942園
十9410園
事を弱墨だといって笑ひました︒

十悩5

主人は答へて︑﹁︿略﹀︒りつ

の青年をやとふことにしたのです︒

人の言ふことに白して 十梱1園 かういふ貼から︑︿略﹀︑あ

﹃い＼え︒﹄と言切るには︑ほんたう

十954園
の勇氣がいる︒

ぱな人の紹介状よりも︑何よりも︑

がたく︑萢盆といふ忠臣の助を得て

たい

一口にいへば︑白熱の状態

報復の計を立て︑︿略﹀︒

十一17

たい

一口にいへば︑白熱の状態

にある一大火球で︑︿略V︒

十一19

しよく

光の強さに至っては非常な

にある一大火球で︑之を形造ってゐ
えき
るものは︑液艦に近い氣膣であらう

ヘ
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十﹁25

もので︑之を燭光でいへば＝二の

お前のやうな弱轟には︑ひ

下に零を二十六もつけて表さねばな

十958園

本人の行がたしかな保謹です︒﹂と

此の黒鮎は多分表面に生ず

ところが此の大きな太陽も︑

十﹇74図

へん
孔子常に中正不偏を貴び︑

く略V︑﹁過ぎたるは及ぼ

博きはめて學問に熱心に

ざるが如し︒﹂ともいへり︒

十一72図

ともいへり︒

ひ︑﹁過ぎたるは及ばざるが如し︒﹂

﹁中庸は徳の至れるものなり︒﹂とい

よロつ

十﹇72図

ふ︒

る小さな星の一つと同じものだとい

夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

十一36

るうつ巻であらうといふ︒

十﹇32

ある︒

所々に黒嵩といって黒く見える所も

十一31

らぬ︒

れい

よっとすると命を失ふやうなあぶな

はく

拍手かつさい︑天地をとど

いった︒

十伽3図

工場といふ工場︑船といふ船の汽笛

ろかす萬歳の叫︑勇壮なる軍樂の調︑

︿略﹀︑工場といふ工場︑船

が一せいにあぐる歓呼の聲︒
十伽4図

こじまたかのり

といふ船の汽笛が一せいにあぐる歓
呼の聲︒

此の頃備前に見島高徳とい
ふ武士あり︒

十髄6図

望遠鏡で見ると︑︿略﹀︑又

い時でも︑言出すことの出來ない程︑

それから又︑下間私が暗い

﹃い＼え︒﹄といふ言葉は言ひにくい
のだ︒

十9510圏

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい
そう

はなかったのだ︒

十968図支那の宋朝の末︑北方に元
といふ國おこり︑︿略﹀︒

それから少し行くと︑うつぼ

十㎜⁝10図然るに今主上隙岐にうつさ
れ給ふと聞き︑高徳一族土ハを集めて

﹁さあ︑今度は葉のきれいな
植物を集めてある虜だ︒﹂といって︑

行幸叢りに遅かりしかば︑
いん

ゐんのしゃう

あした
して︑其の好學の念の切なる︑﹁朝
ゆふべ
に道を聞くことを得ば︑夕に死すと
く略V︑﹁主上はや院庄に入

らせ給ふ︒﹂と人の言へば︑衆心力

糸捌10図

︿略﹀︑勾践此のうらみ忘れ

其の身を忘れ︑よはひを

も可なり︒﹂といふに至れり︒

十悌7図

十一82図

を失ひて散りくになりぬ︒

り給ひし由なり︒

今宿といふ虞より︑山陰道にか＼

いまじゅく

人をしてうかゴはしむるに︑播磨の

十梱7図

なきなり︒︿略﹀︒﹂と︒

いへるやう︑﹁義を見てせざるは勇
えのきでら

途中︑太宰府といふ昔の役所

途中︑太宰府といふ昔の役所
えのきでら

後日︑人が主人に三って︑ど
になったのかと尋ねたQ

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十梱7

立寄った︒

の跡などを見て︑榎寺といふ慮に

十㎎9

立寄った︒

の跡などを見て︑榎寺といふ庭に

十佃8

にいさんは次の室へ案内して下さる︒

十重5

かづらといふものがある︒

十9110 太郎は得意になって︑﹁おと 十撹3
外に無いでせう︒﹂といふと︑父は
﹁何とい ふ 言 葉 で す か ︒ ﹂

︿略﹀︒

十923園

﹁﹃はい ︒ ﹂ と い ふ 言 葉 と ︑

﹁﹃はい ︒ ﹄ と い ふ 言 葉 と ︑

﹃い＼え︒﹂といふ言葉だ︒﹂

十924園

十924園

﹃い＼え︒﹄といふ言葉だ︒﹂

う︒﹂と正雄が言ふと︑良一はすぐ

十932 ﹁本道は遠いから近道を通ら
賛成した︒

道で︑途中にはかなり深い小川にか

十933 其の近道といふのは田のあぜ

いう
いつ
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の面目︑よく此の語にあらはれたり

忘れて︑人生の爲に豪くしたる大聖
のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

れば罪になるか︑其の制裁としてど

此の犯罪者を罰するための

明かに定めてあるから︑︿略﹀︒

かういふ風に︑三回くりか

へして裁判してもらふ事の出來る組

十一214

契るのである︒

が被告で︑検事といふ役人が原告に

十一206此の場合には訴へられた者

裁判を刑事裁判といふ︒

十一205

といふべし︒

くわうほ

十一86 それから五十海里ばかりさ
かのぼって︑黄鐘江といふ支流に
入り︑︿略﹀︒

十一810 こ＼には外玉人の居留する
者が非常に多く︑これ等は租界とい
ふ特別の匠域内に住んでみる︒

十一9！ 租界といふのは居留地の一

いっかもにいさんが︑﹁杉

の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は

十一393

生きた枝でも枯れた枝でも︑

せたことがある︒

十一401

其のま＼にしておくと︑︿略﹀︑其庭

今年伐るはずのは︑おとう

が節になるのだといふ︒

十一407

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

もう幹のまはりの三尺尽りもあるも
のが大分見える︒

住持は﹁︿略﹀︑今は何虜

から液をとるために︑木の幹に小刀

で傷をつけることをいふのである︒

元來ゴム液は︑幹の皮部と

木質部との間にある乳管組織といふ

十﹁526

電氣の機械や︑蓄音機の圓

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

十﹁542

盤などに用ひるエボナイトといふも

ばん

ちやうど其の時︑﹁ふかだ

のもゴムから造る︒

く︒﹂といふ船長のけた﹂ましい

十一5510

叫び聲が聞えた︒

十﹁598 ︿略﹀︑市街の中央を東西に

十一456図

へなりとも行きて君の技をふるひ給

又民事裁判では︑原告・被

織になってみるのは︑︿略﹀︒

十一222

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公
だん
園ともいふべきもので︑花壇が設け

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

と名残をしき事なり︒さらば謝恩の

へ︒︿略﹀﹂といへば︑書師﹁そはい

て︑自治制を布いてみる虜である︒

告く略Vの主張を助け︑刑事裁判で
ぺん
は︑︿略﹀被告を保護するために辮

十一163囲 ﹁成程︑かういふ風に分
類してそろへて︑おけば︑いつ取出す

︿略﹀︑突如として眼前に展

てあり︑銅像なども立ってるる︒

がう
︿略﹀︑雄大といはうか豪壮

壮観であらう︒

豪壮といはうか︑恐らく全道第一の

がう

開せられた風景は︑雄大といはうか

十﹁616

爲に何か圭旦がきて参らすべし︒﹂と
て︑︿略V︒

護士といふものがある︒

︿略﹀︑判事・検事・辮護士

十一468図

︿略﹀︑猛勇天略﹀︑かき

といはうか︑恐らく全道第一の壮観

十一616

であらう︒

此の液の取れる木を普通に 十︸658 ﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

枝かき添へ︑又別れを告げて立去れ

添へんために極りしなり︒﹂とて一

十﹁492図

筆勢非凡︑丹青の妙言ふべからず︒

つる
其の壼がく所皆鶴にして︑

のにも便利だ︒﹂

十一232

の任務は極めて重大なものといふべ

十一184圏 整頓といふのは艦裁をつ
くることではなくて︑むだをなくす
きである︒

武器は愛顧なりしかば︑

此の四海峡に包まれたる

ヘ
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いはれてみるやうに︑火を使用する

十一4910

ゴムの木といってみる︒これには種

我が國に遊べる西洋人は
此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

のは人類ばかりで︑︿略﹀︒

しかし火の利用法は︑決し

類が多く︑一番よいのはパラゴムと

てこれで完成したといふわけではあ

十﹁687

における海上の一大公園なりといへ

これには種類が多く︑一番

いふのである︒

十一501

るまい︒

三人とも物を言ってしまつ

たので︑上座の老僧がもったいらし

十一703

いふ事があるか︒﹂

切付といふのは︑ゴムの木 十﹁699園 ﹁無言の行に口をきくと

よいのはパラゴムといふのである︒

植付けた苗木の枯れた庭へ 十一522

から液をとるために︑木の幹に小刀

十一3710

といって笑ってをられた︒

十﹁378︿略﹀︑おとうさんが﹁︿略﹀︒﹂

り︒

十一352図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一328図

世に之を締して下愚の七本槍といふ︒

十一319図

ことだ︒

十一189 約束は固く守らなければな
らぬ︑他人に害を加へてはならぬな
どといふことは︑我々が十分心得て
みる事である︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一196 此のやうに︑人々相互の間
ひ︑訴へた方を原告︑訴へられた方
ひ
を被告といふ︒

ひ

十一197此のやうに︑︿略﹀︑訴へた
方を原告︑訴へられた方を被告とい

で傷をつけることをいふのである︒

ふ︒

田植をするのは︑翌年一回だけだと

切付といふのは︑ゴムの木

いふから︑今年はもうしなくともよ

十一524

やうな犯罪があった 場 合 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

いのであらう︒

十一198 又他人の物を盗んだといふ
十一201 ところで︑どういふ事をす
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い顔をして︑﹁物を言はないのはわ

るのですね︒﹂と言って︑日敷を敷

をかり取る︑父が畠を打てば自分は

︿略V︑父は學校へ行って時

かういふ心掛であったから︑

それからは又父の手助をし

十一鵬8圓囲此のブラジル國は︑

少しも攣らなかった︒

なったが︑本を讃みたいといふ心は

たり︑人にやとはれたりすることに

十一986

成績は何時も優等であった︒

十一981

れなかった︒

がよいといって︑なかく許してく

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十一968

なり︑︿略V︒

十一965 かうしてみるうちに︑知識
よく
を得たいといふ彼の欲望は早く強く

ことなどは殆ど出來なかった︒

リンカーンは十歳頃までは本を讃む

十一961

いてるた︒

種をまくといふ風にかひがひしく働

父は暦を持って來て︑﹁こ

へてみようとした︒

十一889
れは略本暦だ︒︿略﹀︒﹂かういって
弟の手に渡した︒

僕はこれまで暦といふと︑

今年は紀元何年であるか︑︿略﹀と

十一902

は何曜日であるか︑祝祭日・土用・

もっとおしまひの方をあ

かういふ有様であったから︑

しばかりだ︒﹂

十一705園 ﹁物を言はないのはわし
︿略﹀︑主人は愛想よく迎へ

ばかりだ︒﹂

十﹁715

て︑﹁どうも残念なことでした︒あ
いふやうな事を見るものとばかり考

か も まぶち

なたがよく會ひたいと御話しになる
江戸の賀茂眞淵先生が︑先程御見え
へてみたので︑此の話を聞いて珍し
く感じた︒

彼岸・入梅・日食・月食が何時にな

今年は紀元何年であるか︑手先何日

十一904

僕はこれまで暦といふと︑

になりました︒﹂と い ふ ︒

十一751囹 私も實は我が國の古代精
神を知りたいといふ希望から︑古事
十一7510園 たゴ注意しなければなら

るかといふやうな事を見るものとば

記 を 研 究 し よ う と したが︑︿略﹀︒

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一914園

かり考へてるたので︑︿略﹀︒

とです︒

十﹇772 有名な古事記傳といふ大著
述は此の研究の結果で︑我が國文學

それから雨雪の量は何虞

けて御らん︒﹃各地の氣候﹄といふ
所がある︒

の上に不滅の光を放ってるる︒

十一918園

十﹇佃9

さうしてジョージに早くあ

けて通すやうにと言った︒

十一佃与するとジョージは︑﹁︿略V︒﹂

騎馬の人たちは︑あけない

と言ってどうしてもあけない︒

十一湘5

となぐるぞと言っておどしたり︑

︿略﹀︒

けてくれ㌧ばお禮に金貨をやると言

十一湘6 騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

つてすかしたりした︒

最後に目つきのやさしい老

紳士が言った︒

十一伽1

ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな

十﹇伽5ジョージは︑かねてウェリ

ウェリントン公爵ともい

人物であるといふ事を聞いてみたの

で︑︿略﹀︒

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一伽7園

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

どうしても考へられません︒

をあけてはならないとおとうさんに

十一伽10園僕は︑誰が來ても此の門

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

日本の冬が夏といふ様に季節の相反

︿略﹀︑唯をかしきは日本の秋が春︑

十一775 我々の普通に金銭といって

が一番多いか︑︿略﹀︒︿略﹀︒かうい

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

ふやうに︑暦はわたしたちに日日の

今より二百敷十年前︑

たけみ

時に天照大神の使者建御

十二69図此の時事代主命はすなど

此の國をたてまつり給ふや如何に︒﹂

神の勅にいはく︑﹃︿略﹀︒﹄と︒快く

雷命此の地に掌りていふやう︑﹁大

かつち

十二62図

ひのかは
の川は古の簸川にして︑︿略﹀︒﹂と︒

十一一46図露なる人のいふやう︑﹁此

く略V心眼といふ僧ありき︒

てつげん

十一伽2図

言はれてるるのです︒

十一776 これらを忍べて貨幣といふ︒

する事に候︒

アマゾン河は全長五千

事を教へてくれる大切なものだ︒

僕はよく年寄の人が新の幾 十一悩8國国

﹁ジョージ︑早く行って
も決してあけるな︒﹂

農場の門をしめろ︒人が何と言って

十一佃4園

いふやうな手段を用ひたり︑︿略﹀︒

るとか︑私利によって勧誘するとか

まして威力によって強制す

五百キロメートル︑世界の河の王と

太陽暦は春分から春分ま

父が木を伐れば自分は雑草

十一価5

いはれ居候︒

それから太陰暦を薔暦︑

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

十﹇957

してこしらへたものだ︒

でを一回周年といって︑それを本と

十一928囹

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一925園

して︑其の事を父に尋ねた︒

十一9110

十一7710 我々は殆ど貨幣・紙幣なく
して一日も生活することは出來ぬと
︿略﹀︑更に貨幣の代りにな

いってもよいくらゐである︒
十一796

父は空を な が め て ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒

る紙幣といふ物を案出した︒
十一882

二百十日もこれで無事にすんだ︒﹂
と︑團扇を使ひながら言った︒

二百十日差立春から二百十日目に當

十一885 すると弟が﹁おとうさん︑

いつ一いつ

88

み ほ のさき

りのため美保崎といふ庭にありし
が︑︿略＞Q

に︑早きりぎね・旨きりうすといふ

十一一83図 寳物殿に入りて拝観する
ものあり︒

十二243

彼等が町人といって賎しめ

られたのも其の爲であらう︒

十二397

﹁御免下さい︒︿略﹀︒﹂と

ベートーベンがいった︒

あなたは

の上であらう︒

十二551園

あ＼︑何といふ情ない身

いけない︒﹂といひながら仕事皇の

實はその︑今ちよつと門 十一一566 時計師は﹁豊野で遊んでは

口で聞いたのですが︑

文明の進んだ今日等温のや 十二402園

うな考を持つのは︑大きな誤といは

上を見て︑出して置いたねちの無い

十二248

演奏會へ行ってみたいとかいふお話

あ＼いふねぢはもう無く

ねばならぬ︒

つて渡した︒

十一一604 ﹁直りました︒︿略＞Q﹂とい

なって︑あれ一つしか無いのだ︒

十二569園

のに氣が附いた︒

其の言方が如何にもをかし

﹁有難うございます︒︿略﹀︒﹂

落書の純正潔白なる性質を示し︑日

十一一616図 更に思へば︑白地は我が

の丸は熱烈燃ゆるが如き愛國の至誠

ベートーベン

﹁いや︑これでたくさんで
す︒﹂といひながら︑

十一一d3

と兄がいふ︒

十二408

思はずにっこりした︒

かったので︑言った者も聞いた者も

十二404

でしたね︒

世界の大都會です︒

世界最美の街路といはれ

五六層もある美しい建物が道路の爾

を表すものともいふべきか︒

十二718

其の上王に百人の家來を五

ところがリガンは︑まだ父

十人に減ずるやうにといった︒

十二715

つてみよ︒

十二667圏先づ姉のゴネリルから言

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

王にはゴネリル・リガン・

はピヤノの前に腰を掛けて直にひき

御方でございますか︒﹂

﹁まあ待って下さい︒﹂べ一

トーベンはかういって︑さつき娘が

十二4210

﹁それでは此の月の光を題

ひいてみた曲を又ひき始めた︒

十二437

十二657
始めた︒

世界の公園といはれてゐ

﹁あ﹂︑あれは僕の作った

に景色がよい︒

るスイスは︑到る庭我が日本のやう

十二359團

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十二3410團︿略﹀︑又工場といふ工場 十一一428園 ﹁一本あなたはどういふ

側に並び︑︿略﹀︒

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

十二317国

だけあると思ひました︒

さすがに世界の大博物館といはれる

かも其の数量の数限りもないのは︑

ちん
十二302囲 陳列品の多種多様で︑し

十二89図此の社にては︑今も太古 十二29！團 ロンドンは何と言っても
の法に從ひ︑之によりて火を作ると
いふ︒

十二91図 境内を出でて海岸に到る︒
いなさ

稻佐の濱といふ虜なり︒

いなさ

十二92野帰佐の濱といふ虜なり︒
かの建御首命が大國主命と會見せら
れしは此庭なりといふ︒

十二93図折から日は地平線に近づ
きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ
いふばかりなし︒
又父には ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い つ

て叱られたことがあった︒

十ニー07

十ニー41 さうして辛く動植物を研究
して︑生物は総べて長年月の間には

曲だ︒聴き給へ︒なかくうまいで

ふのを口實にして︑すげなくも王を

上を迎へる準備が整ってみないとい

十二378

に一曲︒﹂といって︑彼はしばらく

次第に固化し︑下等なものから高等

すみきった空を眺めてみたが︑やが

なものへと進むものであるといふこ

はないか︒﹂彼は突然かういって足

とを讃明した︒

十二749

それは父が姉たちの爲に

コーデリヤは︿略﹀︑﹁︿略﹀︑

︒﹂といひながら︑よ＼

やがて眠から覧めた王は︑

と泣きくつれた︒

の中を

まあ︑此のお膿であのひどい嵐

十二742

た︒

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

十二7210

内に入れなかった︒
て︿略﹀︒

いった︒

きロつ

ない者であらう︒

十二545圏自分は何といふ小さい情

のは此の曲である︒

曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十二455

ベートーベンの﹁月光の

せうか︒﹂きやうだいは口を揃へて

﹁先生︑又お出で下さいま

を止めた︒

そんなことをいったつて

十一一449

十一一381圏

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒ほんたうに

仕方がない︒

十二385園

いってみるのは若い女の聲である︒

聴いてみたい︒﹂と︑情ないやうに

一度でもよいから︑演奏會へ行って

十一一384

よい曲なんでせう︒

にいさん︑まあ何といふ

して多大の時間を要する如くなれど

十ニー78図 かくいへば︑頗る繁雑に

＝塁よく一分間に

も︑︿略﹀︑以て其 の 如 何 に 速 な る か
を知るべし︒
︿ 略 ﹀︑

四百五十枚を印刷すといふ︒

十ニー87図

十一一205 どれを見ても︑枝といふ枝
すて
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な
りになってみる︒
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いえ．一いえ，

幾 分 氣 も 静 ま っ た のか︑﹁︿略﹀︒﹂と

いってあたりを見廻し︑︿略V

孝養によって鯨生を安樂に送ったと

十二764 其の後老王はコーデリヤの
いふ︒

十二786 其の時魚見やぐらの上で旗
を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ
た と い ふ 合 圖 を す ると︑︿略﹀︒

といふ庭に渡り︑︿略﹀探検の途に

しらぬし
十二8210図 先づ樺太の南端なる白主

上りぬ︒

大極殿の跡はるかに指嵩

川家の存亡などは言ふにも足らぬ小
事でござります︒

十二佃1図
すべく︑南の方郡山の町の東に羅城

十二溜2

君と親とに至心を捧げ書く

を見合はせてにっこり笑った︒

てくれ︒﹂といひながら︑西郷と顔

又略﹀︒よく此の胸を見畳えておい

安芳は自分の胸を指さして︑

十二梱8

僧は名を暉海といってもと

ぜんかい

門の跡今も残れりといふ︒

十二価5
越後の人︑︿略﹀︒

十二鵬9 其のうちに詳言ふとなく︑
ばうず
あれは山師坊主で︑あのやうなまね

いざといへ

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た
随って︿略﹀︑

をして︑人をろうらくするのであら

た︒

十二搦2

﹇家﹈︵名︶66

家εのぶこさん

大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂
新道ノリヤウガハ ニハ︑

米をつく家も出來ました︒

四286よこ町に電氣の力で︑

シタ︒

家ニモコクキが出シテアリマ

四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ

からにします︒

れいになって居ましたので︑み

四464︿略V︑家の内も外もき

んながほめられました︒

四732私は︿略﹀︑人が生れたり︑

それでとうとう家も土ざ

たり︑︿略Vみんな見て知って居

死んだり︑家がたったり︑こはれ

ます︒

うも田も畠も人の物にな

四777

つてしまひました︒

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

五215 ︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

も高く尾を上げます︒

ツバメハコチラニ居ル間日︑

こんな所にと思ふやうな村外

人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ

五272

マス︒

五278

お着きになりますと︑間もな

れに︑家が一けん立ってるます︒

くたけるが新しい家を造って︑人々

五422

をあつめて︑其の祝をしました︒

尊はかみをといて︑女のすが

たになり︑つるぎをふところにかく

五424

して︑其の家の中へおはいりになり

ました︒

よい身代であったが︑其のた

其の後槍の人は︑庄屋の家屋

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど

五775

もみんな費りはらった︒

めに田を責り︑畠を責り︑家も土藏

五748

壁造の家は工場ですか︒﹂

三854國持ってかへって家のた 五645園 ﹁神明様のこちらにある白

う︒﹂

ひろって家のたからにしよ

三845囹﹁これはよい物がある︒

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒

三498

ノ字ナリニタツテヰマス︒

三487

のいえ

いえ

去るであらうが︑︿略V︒

ういふ短所はやがて我が軍民から消

つて世界的の地歩を占めた以上︑か

今日泊が國が列強の間に立

ば︑塁國一致草聖に當る氣風を生じ

十二鵬10

ることは︑今更いふまでもない︒

其のうちに誰言ふとなく︑

うといふうはさが立つた︒
十二柵10
︿略﹀といふうはさが立つた︒

十間といふ深さに達した︒

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

十二834図 く略V樺太の北端に近き 十二塀5 かくて又幾年かたつうちに︑
ナニヲーといふ虜にたどり着きたり︒

十一一837図止むなく南方のノテトと

今日文明の利器と移せら

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

十二価2図

才によらざるもの殆どなしといひて

いふ虜に引返し︑︿ 略 V ︒

はこれまでの記録一切を取りまと

十二糾10園 出護の日近づくや︑林藏
可なり︒

そればかりでなく︑石炭

博士は先づ﹁︿略﹀︒﹂とい
﹁︿略﹀︒一型最も理想的な

しかもほたるの光のやうに熱をとも

燈火は太陽の光のやうに明るくて︑

十二柵6

つて︑︿略﹀ことを力説した︒

十二備6

力は無限といってよい︒

は早晩使ひ書くされてしまふが︑水

十二備5園

め︑之を從者に渡していふやう︑
﹁︿略﹀︒﹂とQ
ちつちよ

十二883 法律は︑國家といふ共同生
活を︑秩序ありかつ幸福なものにす
る た め の 規 則 で あ るから︑︿略﹀︒

十二8910 これ等の命令も國の規則で
あって︑廣い意味でいふ場合にはや
一國文化の程度は︑其の國

は り 法 律 で あ る か ら︑︿略﹀︒

なはないものであります︒﹂といひ︑

十一一905

民が國法を守る精神の厚薄に依って

安芳がいふ︑﹁官軍方の御

︿略﹀︒

十二伽1

測ることが出來るといはれてみる︒

意見はどのやうなものか存じません

十二962 彼は︿略﹀︑やがて此の尊
い心境を世界の人々と共にせずには

が︑︿略﹀︒﹂

十二旧8園之に比べれば︑︿略﹀︑徳

ゐられぬといふ慈悲の心が︑胸中に
みなぎりあふれた︒

い兄一いえ
90

もに︑もとの家へ錦ってもらった︒
が︑︿略﹀︒

かの男は︿略﹀︑とうく又

川を渡って︑人夫の家へ参りました︒

五777 あの白壁造の土藏のある家が 七741
それだ︒

其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ

一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ

ダラトキテ木材ヲ費ルニ至ルマデ︑

五781 ︿略﹀︑あの家にはよい事が 八208図
っゴいて︑身代は前よりもよくなつ

保己一の家は今の東京︑其

れます︒

なによく整頓されてるるかが想像さ

リンカーンが七歳の時︑一

しい家に生れた︒

り前︑ケンタッキー州の片田舎の貧

大統領リンカーンは︑今から百年鯨

アメリカ合衆國第十六代の

本をお開きなされ︑元庵様は︿略﹀︑

しやう

︿略﹀︑これが佐藤の家の學 十一948

おちい様の不昧軒様は︿略﹀︒

九261園
問の精神である︒

主人の家が大きな醤油屋

だったので︑︿略﹀︒

九515圏
九568

家はインディアナ州に移ったが︑さ

正一の家でも︑親子三人︑庭 十﹁95一

にすゑた打垂の前に並んで︑萎を打

リンカーンが七歳の時︑

父は自分で木を切出して小さな家を

しあたり家がなくてはならぬので︑
これ等の仕事は︑陸上の家で︑

つてみる︒

毎朝起きると先づ四二ハをかたづけ︑

九633

造った︒

家が出來てから次に土地を

鉛筆や紙も自由には買へな

には︑木のシャベルと炭を用ひた︒

かったから︑家で算術の練習をする

十一978

開きにか㌦つた︒

十一954

な家を造った︒

︿略﹀︑父は自分で木を切出して小さ

十一952
信吉の家にては︑夕飯後庭

雨戸をくるのとかはりはないが︑
︿略﹀︒

九848図

先に涼み皇を出して︑家内一同涼み

おとうさんが着いた日は︑
せつく
ちやうど五月のお節供の日で︑日本

人の家には︑鯉のぼりが立ってるま

﹁あれは銀行だよ︒今まで

みたり︒

高い建物のあることは世界 十507園

は横町の小さい家だつたが︑今度は

たまく大阪に出水あり︒

月のさえた冬の夜友人と二

で集ると︑︿略﹀︒

り︑或小さいみすぼらしい家の前ま

人町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通

十二374

路頭に迷ふ者敷を知らず︒

死傷頗る多く︑家を流し産を失ひて︑

十一伽9図

た︒

行って事情を述べ︑﹁︿略﹀︒﹂と六つ

翌朝貸してくれた人の家に

かりでなく︑近くに圖書館もないの

く略V︑殊に一村鶏を飼はざ

此の一事で︑家の中がどん

十一㎜4

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此
主人は急ぎて家に蹄りぬ︒

で︑︿略﹀︒

十613図

さいはひ附近の田で働いてゐ

青銅の大鳥居をくゴつて進む

る家なし︒

十伽2口q凶

んだ物を費ってみる︒

と︑沿道の家は大てい天満宮にちな

十柵6

ねずみのやうになって家に編つた︒

た村の人々に助けられ︑何れもぬれ

十9310

の家の主人なるべし︒

折から︑たもとの雪を打納 十一987 ところが家に書物がないば

あ﹂いふりっぱなのを建てたのだ︒﹂

そまつな

十605図

第一で︑十階・二十階の家はいくら

分業はマッチの製造ばかりで

郷里の家は︿略﹀︑至ってせ
郷里の家はく略×
家であった︒

八緬4

まい︑そまつな家であった︒

八価3

ても︑皆これによるのである︒

計を造るにしても︑家を建てるにし

はない︒うちはを造るにしても︑時

八鵬5

もあります︒

八721團

した︒

八661囲

の頃の江戸の番町にありて︑︿略﹀︒

八629図

畑を耕すも︑皆手の働なり︒

を塗り︑船頭の舟をこぎ︑農夫の田

八285図大工の家を建て︑左官の壁

トイフ︒

た︒

六316 一番汽車二乗ラウトイフノデ︑
父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

六343 朝日ガパツト西ガハノ家ノガ
ラス戸ニカガヤイタ ︒

六555 義仲からは折りかへし返事が
あって︑﹁すきをねらって︑頼朝の
命を取れ︒﹂と︑木曽の家につたは

川の西は水のすぐそばから︑

つてみた大切な刀を送ってよこしま
した︒

六72！

すき間もなく家が立ちならんでゐま
す︒

七348図圏 田の面は水の並々と︑
夜に親 し む 時 は 來 ぬ ︒

蛙の聲もにぎはしく︑ 谷あひの家
窓明けて︑

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

れんぐわ

七364團 目ぬきの所には三階建・四
べ て 立 っ て る る の で︑︿略﹀︒

七558園 外國の港に着くと︑見なれ
ない形の家が並んで立ってるます︒

つた乃木大將が︑終生忠誠質素でお

八備8此の父母の下に︑此の家に育
し通して︑武人の手本と仰がれるや

も︑中々出ないものでございます︒

七686園 家の中で見えなくした物で
七728園 家には七十近い父と︑三十

うになったのは︑︿略﹀︒

歓庵様は佐藤の家の農學の 十一179

になる妻と︑三つになる子どもがあ

九2410囹

るので︑どうかすると︑其の日のく
らしにこまるやうなこともあります
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いえいえ一いかなる

とくがわいえやす

彼は急 い で 家 に 蹄 つ た ︒

十一一453

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

言へる

いおり

﹇庵﹈︵名︶1 いほり
りうび

我が身をすてて報

起ちてぞ出でぬる︑草の

こよなき知遇︑
いんと︑

﹇以下﹈︵名︶﹇▽せっしれいどいか

いほりを︒
いか

じゅうなんど・たかときいかほうじょ
うがた・ちゅういか・ふくしままさの
りいか

いか

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

イカ

﹇烏賊﹈︵名︶3
︽1 七806

コ・イカナドガスンデヰル︒

おとよ︑お前はものが言へ 七80図 イ力

﹇言﹈︵下一︶4

いって喜んだ︒

い・える

八886圏

へ︒ーヘル︾

︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ
ソロヘテ泳グ様ハ︑マコトニ面白イ︒

七811

いが

栗のいがのゑむのも今である︒

﹇毬﹈︵名︶1

八27

いが

幾度もくりかへしてみる中に︑

るやうになったのか︒

十916

らく言へるやうになった︒

太郎は生妾生米生卵︒と︑早口にす

水は意外に冷たくて︑まるで
十﹇419圓囲

りきとのこと︒

十二伽7囹

之に比べれば︑幕臣の身

いかが ﹇如何﹈︵形状︶1 如何が

徳川家の存亡などは言ふにも足らぬ

としては如何がな申分ではあるが︑

小事でござります︒

お泊め申してはいか窟でご

いかが ﹇如何﹈︵副︶2 いかゴ

ざいませう︒

十626園

ちやうど有合はせの粟の飯︑

召上るならと妻が申してをりますが︑

十651囹

いかどでございませう︒

此ノ河ノ上流地方ヨリ木材

イカダノ大ナルモノハ長サ

其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ

ダラトキテ木材ヲ費ルニ至ルマデ︑

八208図

シタガヒテ下ル︒

六七十間︑幅三四十間︑︿略﹀︑流ニ

八202図

ヲ下スコトアリ︒

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

八201図

いかだ ﹇筏﹈︵名︶3 イカダ

︿略﹀︑貴兄には去月以

氷のやうであった︒

十85

﹁僕何だかきまりが悪くつ いがい ﹇意外﹈︵形状︶3 意外

言へないのでございます︒

十二689囹私は胸にある事が十分に

て︑さう言へなかったのです︒﹂

十961園

ぐぼつ

見物人は孚って︑多勢の方へ 十一相8図翻 ︿略﹀︑ 劉備が三顧の

八137

命じた︒

ンマヌエル王︑國土統一の時︑其の

十二643図 これイタリや中興の主エ
家の紋章の色なる白 と 赤 と に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

後に此の話を聞いた者は︑皆

家康は之を聞いて︑﹁今の一

家康の年に似合はずかしこいのに驚

八145
いた︒

る︒

十二863図 キチーにて土人の家に宿
十二864図 土入書林藏を珍しがりて
八157

とも

言は︑先陣の功名にもまさる︒﹂と

之を他の家に連行き︑大勢にて取園
みながら︑︿略﹀︒

十二伽8圓団私の勤め居り候家は呉
服店にて︑なかく忙しく御座候︒
夢にのみ香し山川も︑

家々

あけくれにしたひし家も︑ まの

十一一槻7図圃

﹇家家﹈︵名︶3

あたり近く迫りぬ︒

いえいえ

納めるのをまとめて︑それぐへ送

八807圏 村役場で︑村内の家々から
るのです︒

立並ぶ家々︑

十303図鴎 しめやかに︑夜の霧 ち
またをつ﹂み︑
しびうるむ︒

一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ
たい

いかな日でも葉書の百枚や封

いかな

來御病氣にて︑しかも一時は大分御

五908

いかな ﹇如何﹈︵連体︶1

トイフ︒

く略V︑士吾んで寄附するも

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入
候︒

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

十﹇伽9図

らないことはありません︒

ばうはてい

港には防波堤ありて︑風波

る大船もきしに横づけにすることを

のおそれ少く︑水深くして︑いかな

七了7図

如何なる

いかなる ﹇如何﹈︵連体︶2 いかなる

の意外に多く︑此の度は製版・印刷

﹇威海衛攻撃﹈

の業着々として進みたり︒

威海衛攻撃

聞けば︑そなたは豊島沖
衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

の海戦にも出ず︑又八月十日の威海

九位5國団

︵名︶1

いかいえいこうげき

四638園空をとんで居る鳥で

とすものはないか︒﹂

四632園﹁だれかあの扇をいお

なかなかむつかしさうです︒

れを一矢でいおとすことは︑

四626いくら弓の名人でも︑こ

︽ース︾

十一763夏の夜は更けやすい︒家々 いおと・す ﹇射落﹈︵五︶3 いおとす
﹇家屋敷﹈︵名︶2

の戸はもう皆とざされてるる︒
やしき
家屋敷

家屋敷

いえやしき
やしき

五765 家屋敷もなくなった上に︑夫
に死なれたので︑庄屋の妻は子ども
をつれて里へ露ってみた︒

五773 其の後村の人は︑庄屋の家屋

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは
ございます︒

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど
家康﹇▽

きっといおとすほどの上手で
﹇家康﹈︹人名︺3

もに︑もとの家へ露ってもらった︒
いえやす

し、カ、り
し、カ、に
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得︒

と︒

あし

の海戦にも出ず︑又八月十日の威海

かったので︑言った者も聞いた者も

十一一404 其の言方が如何にもをかし

︿略﹀︑一轄すると︑今度は如何にも

十二441 ︿略V︑やさしい沈んだ調は︑

思はずにっこりした︒

衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか
りきとのこと︒母は如何にも残念に

﹁大神の勅にいはく︑
思ひ候︒

十二64図園
﹁此の葦原の中つ國は皇孫之をしろ

十一協3図 一代の事業として一切纒
しめすべし︒﹄と︒快く此の國をた

あたりは如何にも静かで︑た

ものすごい︑いはば笥怪な物の精が

ゴネリルの答は如何にも言

しばふ

寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

かり

いかばかり

﹇如何許﹈︵副︶2 如何ば

葉巧みであった︒

十二669

︿略﹀︒

まに散る落葉の音が︑かさりくと
こうはん

敵將張弘範如何にもして之

︿略﹀︑孔子大いに之をう
民の苦を救はんものと︑響く各國を

れひ︑如何にもして國家を治め︑萬

十﹇54図

いはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

を降らしめんとし︑文天虜に命じて

十984図

聞える︒

十392

を出版せん事を思立ち︑如何なる困

如何

難を忍びでも︑ちかって此のくはだ
いかに

てまつり給ふや如何に︒﹂

﹇如何﹈︵副︶13
諜者に配布せらる＼か︒
︿略﹀︑原稿締切時刻より

︿略﹀古の奈良の都は︑

そもく如何に美しく︑如何に盛な

十二麗1図

其の如何に速なるかを知るべし︒

刷出まで其の間僅かに数十分︑以て

十六ー710図

しめ

十七ー61図 然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑

てを成就せんと︑︿略﹀︒

いかに
如何に

八281図 取る・拾ふ・握る・持つな

二
どは無手の働なり︒もし手なくば︑
我等は如何に不自由ならん︒
と つ

九422図蟹園 ﹃此の方面の戦乱に
二子をうしなひ給ひつる 閣下の心
如何にぞ︒﹄

にくしとはつゆ思ひ申さず︒如何ば

十柵7魑団

大兄をはじめ皆様方の御

か︑よくよく御察し下されたく候︒

かりの思にて此の手紙をした﹂めし

九摺7國團母も人間なれば︑我が子

ひ︑下枝を伐落して行くと︑今まで

なたや鎌などでつる草を彿

十二撹2図︿略﹀古の奈良の都は︑

爾方の枝と枝と組合ってみたのが急

めぐりて︑用ひられんことを求めぬ︒

そもく如何に美しく︑如何に盛な

悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上

十一3810

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑用
りしそ︒

りしそ︒

ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナ

九447図 ソレが如何ニマレニシテ︑

ク︑︿略﹀︒

げ候︒

如何にも

に間がすいて如何にも回持よささう

いかにも

べば︑そのかみ此虜にいかめしく向

十二94図なぎさに立ちて昔をしの

︽ーシク︾

船員等は︑如何にも氣持よ いかめ・し ﹇厳﹈︵形︶1 いかめし

に見える︒

を出してうか団はしむるに︑こは如

十一264園 ︿略﹀︑盛政直に物見の兵 いかにも ﹇如何﹈︵副︶16 イカニモ

イ力ニモ丈夫サウナ老人デシ 十一551

十一餌6魍國中にも十三四ばかりの

ささうに泳ぎ廻ってみたが︑︿略V︒

七514
シタ︒

子供が︑各論人の間にまじりてかひ

ひあひけん英雄の姿︑今まのあたり

八117圏

見るが如く︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人の命にはかへられ

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ

何に︑降ってわいたる敵の大軍︑木

之本の邊に満ちくたりと報じ参る︒
十一468図 かくて次の夜は如何にと
うかゴふに︑書師は ︿ 略 ﹀ ︒

ぐしく立働ける様を見ては︑如何

さうして清正のやせた姿︑日

涙ぐみました︒

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

七槻5

いかり ﹇怒﹈︵名︶3 怒

にもけなげに存ぜられ候︒

か＼る庭にても日本人
が盛に開墾に古事致居り︑其の有様

十﹁佃2圓團

ないと思って︑相手を助けてやった

︿略﹀︑千里百人の乗員が號令

のはえらい︒如何にも見上げた心掛
だ︒

事を如何にして知り 給 へ る か ︒ ﹂

十︻478楽園﹁我が心に思ひ構へし
十一価10 公吏・議員等︑直接間接に

九637

は如何にも男らしく勇ましきものに

公共の事務に當る者は︑如何に其の

候︒

よくつのって︑もうどうすること

なだめた者もあったが︑王の怒はい

家來の中にはしきりに王を
あきてみた私には︑如何にも心地よ

十二703
く眺められます︒

久しく軍調平凡な景色に

にしたがって︑規律正しく活動する

聞けば︑そなたは豊島沖

十二369團

其の様は︑如何にも目ざましい︒

一般の人民

甲板洗はいかにも勇ましく面

の後援がなければ自治管長の圓満な

九描6國國

白いものである︒

九651

職務に忠實であっても︑

爽達を望むことは雲影ない︒

ふかな︑ おのが治むる國はいかに

十ニー4平手 古のふみ見るたびに思
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いかり一いきおい

も出來ない︒

十二723 怒と失望と後悔とに身も魂
もくだけ果てた王は︑我にもあらず
いかり

荒野の末にさまよひ出た︒
﹇碇﹈︵名︶1

七537園 先ついかりをあげて港を出

いかり

て行きますと︑港に立並んでみる人

﹇怒易﹈︵形︶1

怒り

家は︑だんく小さくなって行きま
す︒

いかりやす・い

母が﹁とよちゃんかね︒丈夫

度が低いために︑土ハ同生活の意義が

へう

十二6010図

き

さい

此世は實に三家を代表す

理解されず︑︿略﹀︒

今や獅子の息はたえんとす︒ 明らかでなく︑随って商業の本質が

といって︑息がたえました︒

七312図

︿略﹀︑正義の念と愛國の情

とに死を恐れざるベルギー軍の鳶職

八842

九368図

も︑終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

でるるよ︒﹂といふと︑信吉はほっ

それぐ深き意義あり︒

る標識にして︑其の徽章・色彩には

陣頭に立っては百萬の敵を物

と息をついて︑﹁ありがたうござい

十89
ます︒︿略﹀︒

雨水ノ流レル道ハ︿略﹀︒

︽ール︾

ノヤウニナリ︑高イ所二行キアタル

︿略﹀︒低クテ廣イ所ニタマルト︑池

五521

タル

耕地整理のあとうつくし いきあた・る ﹇行当﹈︵五︶1 行キア

ひき生る馬のつ

並ぶ田の面に氷きらめき︑新
く念白し︒

十一偽5

ト︑其所ヲヨケテ流レマス︒

︿略﹀︒

敵は此のいきほひにおそれて︑

大明の軍勢四十萬︑勢はげ

西行長は一たまりもなくにげ落ち︑

しくおしよせたるに︑日本の大將小

七鵬1圏

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒

六813

しかし彼は城外に出る毎に︑ いきおい ﹇勢﹈︵名︶21 いきほひ 勢

はかなさを感じた︒

﹇域﹈︵名︶2
ぐういきりゃくず

の勢で明の都へおしよせ︑四百饒州

七七1園切ってく切りまくり︑其

をやきはらはう︒

八82 ︿略﹀︑﹁ぜひ勝ってくれ︒﹂

﹁負けたら村のはちになるぞ︒﹂﹁し

我々は何時かは摸倣の域を

つかりやってくれ︒﹂などと︑ 口々

に勢をつけてみる︒

脱して十分に猫創力を嚢白し︑︿略V︒

﹇意気﹈︵名︶1

八543いよぐにいさんがっき出し

た︒始のうちは勢がよかったが︑間

さ
殊に徳川幕府二百鯨年の鎖
國は︑國民をして海外に襲推する意

アメリカ人は大きいこと︑

掛けてみるといひますが︑何しろ大

︿略﹀︑何でも世界一になるやうに心

八735団

もなく腰がふらつき出して︑︿略﹀︒

意義﹇▽しんい

これはひつきやう文明の程

﹇意義﹈︵名︶2

十二245

ぎ

いぎ

氣を消磨せしめ︑︿略﹀︒

十二価3

き

いき

意氣δなまい

十二研6

の域に進みしが︑︿略﹀︒

十二擢8図 彼が稀代の天才はこ＼に
かん
も遺憾なく蓋世せられて︑着々成功

域εめいじじん

る死者をまのあたり見て︑益く世の

えだえの病人︑さては野里に送られ

杖にすがるあはれな老人や︑息もた

十二922

こむと︑ぷうつとふくれる︒

一端に口を當てて息を吹き

道つたひ車重げに

く︑

十904図圏

とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも
﹁我もとより之を知る︒

することが出來ない︒

十974図園
唯田家の危きを如何せん︒﹂と︒出

拙者は︑此の談判がよし

いき

されど宋軍の大勢日々に非

でて元軍に當る︒

十9710図
にして︑天盛の誠忠を以てしても如

︽ーク︾

易い

汝大勢の如何ともすべか

何ともすることあたはず︒

十992三世

十二655 生れつき烈しい氣性の上に︑

年とともに老の氣短さが加はつて︑

しかし大勢は如何ともしが

十二伽9囹

︿略﹀︒

たく︑危機は既に目前に迫ったので︑

十二伽6

らざるを知って︑何ぞいたづらに苦

怒る

しむことの甚だしきや︒
怒ル

ちょっとした事にも怒り易くなって
﹇ 怒 ﹈ ︵ 四 ・五︶4

みた︒

いか・る
︽ーッ・ーリ︾

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

七308図 獅子の目は火の如くにもえ︑

どのやうに決着するにもせよ︑さや

︒

﹇遺憾無﹈︵副︶1

のないもので

いかんなく
く

彼が稀代の天才はこ㌧に
かん
も遺憾なく嚢揮せられて︑着々成功

かん
遺憾な

ぬが︑大勢は人力の如何ともしやう

にげまどへど︑蛇はますく強くし
︿略﹀︒︿略﹀︑怒ツ

うな事になれかしとは毛頭考へませ
鷲

めつけたり︒
十三

テヰル肩︑サキノ曲ツタ大キナクチ

八481

バシ︑︿略﹀︑何所 一 二 分 ノ ス キ モ ナ
ク ︑ 強 ミ が 全 身 一 マこチミチテヰル︒

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ

の域に進みしが︑︿略﹀︒

十二716 王は胸も張裂けんばかりに 十二麗6図
ンの許に走った︒

息﹇▽ひといき

﹁︿略﹀︒今御名をさし上げ

﹇息﹈︵名︶6

ます︒日本武皇子と申したまへ︒﹂

五455園

いき

十二867図 土人等怒りて影写の頭を いき ﹇生﹈︵名︶←ながいき
打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒
いかん ﹇如何﹈︵名︶7 如何←ここ
ろがけいかん

いきかえり一イギリス

94

した勢です︒

年久しく相孚ひて互に勝敗

うちに︑さすがの鯨も︿略﹀︒

ありしが︑勾践越の王となるに及び︑

十偽5図

い間には︑思ひの外の事をする︒雨

呉の勢盛にして越軍大いに破れ︑勾

八823 落ちる時の勢が加はると︑長
だれでも石をうがつ︒

践は呉に捕へられぬ︒

か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗

粉・製紙其の他の諸工場が勢よく黒

次第に盛になって︑紡績・造船・製

十一119

九74国 殊に毎日のやうに降るには
つて通り過ぎた後の︑あざやかな緑

行きかへ

は死んで居ります︒﹂と言ふと︑義

﹁矢はあたって居りませぬのに︑狐

ほって置け︑今に生きかへる︒﹂と

なりません︒

子どもは︑大ていろくなものに

いきのこ・る
︽ーッ︾

十279

息づかひ

﹇生残﹈︵五︶1

生残る

からうじてボートはかの難破
船にたどり着いた︒生残つた船員は
涙を流して喜んだ︒

生物

彼が探検船ビーグル號に乗

込んで意氣揚々と本國を出褒したの

十三ー25

は︑二十三歳の時である︒

其の中我が大日本帝國と︑

イギリス

輸出品の主な物は︑︿略﹀な

チャールズ︑ダーウィンは

十二618図

これはイギリスやフラン

イギリスの國旗は︑今日

元來イギリスは︑イング

重ねたるものなり︒

の形式を具ふるまでに幾多の攣化を

十二617図

ました︒

更ながらドイツ人の勤勉なのに驚き

スなどでは見られぬ光景で︑私は今

十二351団

今から百年懸り前イギリスに生れた︒

十一一98

を監督してみた︒

かん

で︑農場主が大勢の人の耕作するの

十一帯7 昔イギリスの或大きな曲辰場

那・イギリス・フランス等である︒

どで︑輸出先はアメリカ合衆國・支

十879

る︒

羽二重はフランス・イギリス等に送

七82図 輸出品の主なる物は︑︿略﹀︑

いふ︒

アメリカ合衆國を世界の五大強聴と

イギリス・フランス・イタリや及び

七42図

七3図

イギリス ︹地名︺1一 イギリス

學校の行きかへりにく略﹀︑

﹇生物﹈︵名︶1

四802

いきもの

生物をころしたりするやうな

氣揚々

事務所の湯にはいって服を改 いきようよう ﹇意気揚揚﹈︵副︶1 意

言ひましたQ

十858

めると︑更に生きかへったやうな氣

持がしました︒
元の兵は一人も上陸させぬと

﹇息絶﹈︵下一︶1

いて守った︒

︽ーエ︾

二十メートルもある大鯨が今

﹇息遣﹈︵名︶1

しかし聞えるのはかすかな息
いきなり

おとよは信吉の顔を見ると︑

﹇行成﹈︵副︶2

きついて泣いた︒

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

八864

いきなり

づかひばかりであった︒

九佃10

いきづかい

水面に横たへる︒

は全く息たえて︑小山のやうな膿を

十備1

息た

いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ

六802

上海は︿略﹀︑近時工業も いきごみ ﹇意気込﹈︵名︶1 瓦葺ごみ
ばう

の世界は︑︿略﹀︒

安芳は大音に﹁西郷はどこ

﹇行帰﹈︵名︶1

える

︿略﹀︑四五尺にのびた杉の いきた・える

若木が勢よく立並んでみるのが︑目

十一359

九501 會社では︑幾皇もある精米機 煙を立ててみる︒
械 が 電 力 で 勢 よ く 廻り︑︿略﹀︒
から ふ と

十66図囹塁湧・樺太など︑遠方よ

︿略﹀我が國の号旗は︑

に見えるやうな氣がする︒

十二614図

り送り掌れるもあれば︑枯損ずるも
の多かるべきに︑ほとんど皆勢よく

最もよく我が國號にかなひ︑皇威の

いきかえり

れて兵士等は思はず道を開いた︒

に居る︒﹂と叫んだ︒其の勢に呑ま

十二梛6

天の勢あるを思はしむ︒

りゆう

根づきたるは︑誠に驚くべき事なら

爽揚︑國運の隆昌さながら旭日昇
昇降器がすさまじ・い勢で下り

ずや︒

十801
て行くので︑目がまはりさうです︒

十812 室の中には︑大きなポンプが
幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ
ます︒

そう
十968図 支那の宋朝の末︑北方に元 り

どもは︑大ていろくなものに

四801 學校の行きかへりに道草 十ニー110 これも逃しては大軍と︑い
といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑
きなり右の手の轟を口の中へ投込ん
をくったり︑石をなげたり︑生
宋の領地ををかし＼ か ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
だ︒
十976図 然るに元軍の勢いよく盛 物をころしたりするやうな子
にして︑宋軍到る虜に敗れ︑皇帝・

なりません︒

いきかえ・る﹇生返﹈︵五︶2生きか

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

へる︽ーッ・ール︾

十掴8 やがて鯨は再びはるか彼方に
浮上つた︒今まで勢よく引出されて

五811園

ので︑綱を巻いてはのばし︑のばし

十柵2 しかしまだなかなか勢が強い

家が﹁びっくりしてたふれたのだ︒

かけよって見て︑宗任が

みた綱もや＼ゆるんで來た︒

ては巻いて︑氣長くあしらってみる

95

いきるいく

ランド・スコットランド・アイルラ
ンド三國の合同して成れる國家にし
て︑︿略V︒

︽一

イク

私は永遠に生きてをる︒
﹇行﹈︵五︶謝

いく

行

ク行く往く︽ーカ・ーキ・ーク・一

い・く

ハシゴノアトカラマトヒ

ラトンデイキマス︒

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

三73アルアサ︑オカアサンガ
ヤツタノデ︑見ニイキマスト︑

をしておかあさんのところへ

がなくときには︑︿略﹀︑だっこ
つれていきます︒

小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし
あねは手ばやくをを

がくかうさしていそ

﹁さ︑いきませう︒﹂ときや

そのおれいにりゅうぐ
うへっれていって上げませう︒

三417園

方をいってみます︒

三383園ぼくは右のちか道の

ぎゆく︒

うだいは

らひ︑

たてて︑小川の水で手をあ

三306圏園

た︒

マトヒノアトカラポンプ 三203
オヂイサンハヤマヘシバ
ヘ

イヌヲケライニシテイ

イツテミマセウ︒﹂

﹁ソレモ

ソヘハイキマセン︒

一一672

三35カラスガニ三バナキナガ

くりゆうぐうへ

つきました︒

出シマスト︑﹁ジイツ﹂トナイテ︑

トンデ行キマシタ︒

三632舟は風にゆられながら︑
土ばしの方へながれて行きま

す︒

ソノ中二︿略﹀︒

三731私どもはあれを着て︑

をばさんの村のお祭によばれ

ソノ時カウモリガケダモ

て行くのです︒

三757

ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀ト
イツテ︑ナカマへ入レテクレマ

セン︒

﹁オ前ハケダモノダラウ︒﹂トイ

三763夏鳥ノ方へ行キマスト︑

ツテ︑アヒテニシマセン︒

まひながら松原の上を

三802 ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃる

のです︒

三906

よりも高い大空のかすみの

だんだん高く上って︑ふじの山

中へはいって行きました︒

三595ツカマヘヨウトシテ手ヲ 四123 島ニヰタ白ウサギガ︑ム
カフノ大キナヲカへ行ツテ見

二665 オや牛ヲソトへ出スト︑ 三495ヤクバノヨコデ︑川ガ
四
92 谷ソコノーケンヤニモ︑
子牛モツイテイキマス︒
ニツオチアツテ︑マガリクネツテ︑
川ヲ下ツテ行ク小サナ舟ニモ︑
ツナヲツケナクテモ︑ヨ
南ノ方ヘナガレテイキマス︒
コクキが出シテアリマシタ︒

マシタ︒

二365 アタルト︑モチ八白イト 三424 ︿略﹀︑かめはだんだん海
リニナツテ︑パツトトンデイキ
の中へはいっていって︑まもな

カ︒﹂

ガソノスズヲツケニイク

二301園

ヨイガ︑ダレ

二216園﹁︿略﹀︑アノ木ノ下へ

キマスト︑サルガキマシタ︒

一50一

センタクニイキマシタ︒

カリニ︑オバアサンバカバ

一447

ガイキマス︒

﹁337

ガイキマス︒

一333

マス︒

一183サルガミヅヲツケニイ ︿略﹀︒
三634 三人は舟とならんで︑川
キマスト︑ハチガチクリトサシ
三123 お花はがくかうからかへ
のふちをかけて行きます︒
マシタ︒
ると︑おつかひにいったり︑に
三663私ノウチヘキノフヲケ
︻324ピケシガトンデイキマス︒
は
を
は
い
た
り
し
て
︑
︿
略
﹀
︒
ヤガ來テ︑︿略﹀︒アトへ竹ノ
一326 トビグチヲカツイデイキ 三142 それでもまだあかちゃん
キレヲノコシテ行キマシタガ︑

十二6510 王は其の治めてみるイギリ ケ・ーッ︾
そこでコーデリヤは夫に請

スを三分して娘たち に 與 へ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽一

うて共々に家來を連れてイギリスに

十一一731

いきる

赤い扇はかなめのきは

﹇射切﹈︵五 ︶ 1

渡った︒

いき・る

四666

ラ︾

生きる

をいきられて︑空に高くまひ上
﹇生﹈︵上一 ︶ 5

つて︑︿略﹀︒

キ︾

い・きる

四 6 5 3 よ 一 は心の中で︑もし
これをいそこなったら︑生きて

は居まいとかくごをきめて︑
︿略﹀︒

四697 ︿略﹀︑今でも山がらのこ

ゑをきくと︑まだあれが生き
て居るだらうか︑足のきずは
どうしたらうかと思はないこ
とはありません︒
六853 生きてかへった者は敷へる程
しがなかったといふ ︒

十一399 生きた枝でも枯れた枝でも︑
つれて其の枝を包んで行くために︑

其のま＼にしておくと︑木が太るに
其虜が節になるのだといふ︒

十二991園私のなくなった後も︑め
いくが其の教をまじめに行ふ所に

いく一いく
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タイトオモツテ︑海ヲワタル
白ウサギハ

︸ツニツト

クフウヲシテヰマシタ︒

四153
カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑
︿略V︒

四748まことによくはたらく人
たちでした︒︿略﹀︑くはやかま

を持ってたんぼへ行きました︒

くしをつみに行きました︒

おひるすぎおかあさんにつれ

られて︑買物に行きました︒

五227

デ︑︿略﹀︑矢ヨリモ早クトンデ行キ

︿略V︑お星様が光りはじめ 五262 ツバメハトブコトが上手ナ鳥

るころになって︑小さなわらぶ

四753

四793︿略﹀︑送って行く人が
﹁此の人も一本杉の外にない

マス︒

平尾山のすそへ行くと︑わら

へ行くと︑道ばたの立石にさるが三

大道へ出て︑となり村の入ロ
匹ほってありました︒

弟も東へ行き︑︿略﹀︒

て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま

四926くどうが東へ行けば︑兄 五381 大平橋を渡ってから左へをれ

五366

弟も東へ行き︑西へ行けば︑
西へ行き︑長い間つけねらひま

てるました︒

びやぜんまいが︑すっかり葉になつ

五358

先生もお出でになってゐました︒

くと︑もう級のものが大分來てるて︑

五354

遠足のしたくをして學校へ行

ツテ︑︿略﹀︑南ノ國ヘカヘツテ行キ

サウシテダンくス︑・シクナ

マス︒

てくれるものがなくなった︒﹂

五27一

きのうちへかへって行きまし

四206 ヨロコンデ大國主ノ神ノ
トコロヘオレイ星行ツテ︑﹁オ

四782

た︒

居たか︑村にもひさしく居ませ

四196圏 ﹁ソレ バカハイサウダ︒

早ク川へ行ツテ︑シホケノナ
イ水デカラダヲアラツテ︑ガ
マノホヲシイテ︑ソノ上巳
んでした︒

カゲサマデ︑︿略V︒﹂ト申シ上ゲ
といひました︒

それからどこへ行って

コロガレ︒﹂

マシタ︒

みを持って︑おつかひに行きま
したが︑︿略﹀︒

四222私はきのふふろしきつつ 四925くどうが東へ行けば︑兄
した︒

四254 ︿略﹀︑にはとりよりさき

に︑すずめがくらのやねへに
げて行きます︒

す︒

日曜

晴
おさらひをすましてから︑春子とつ

五143

四月二十二日

朝︑

作太郎は父につれられて︑は

あれく︑虹がきえて行く︒

んを腰に着けてみて︑︿略﹀︒

五632

五623圃

じめて町へ行きました︒

五655國 ﹁あ︑町の方へ馬車・が二だ

少しまはり道だが︑となり

いかけて行きます︒﹂

五676圏

人の一心といふものはえらい

村の用水池を見て行くことにしよう︒

もので︑三度目に土手の工事はうま

五754

くいった︒

時々道を人にきいて來た者と

見えて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごとを言

五903

郵便物をあつめる人は︑毎日

つて行く者があります︒

きまった時刻に來て︑私のおなかを

五924

熊が來て︑︿略V︑其のまま行

明けて持って行きます︒

五987

熊が君の耳の所へ口を持つ

つてしまひました︒

五993囹

おちいさんが庭にほしてある

ぼへ稻こきに行きました︒

カラカサニ降ル雨が四方へ流 六23

の前へ行くと︑︿略﹀︒

もみをかへしていらっしゃると︑卵

五508

買が湿て︑卵を七つ買って行きまし

た︒

レオチルヤウニ︑水ハ低イ方へ低イ

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

方ヘト流レテ行キマス︒

五512

五535

それで山へ行くにも︑へうた

くテ海へ行キマス︒

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

私がたんぼへお湯を持って行

のばして︑﹁もうお書かな︒﹂とおつ

つてくると︑おちいさんが庭で腰を

六37

六24 今どこのうちへ行って見ても︑
四935かたきのくどうもよりと ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒
俵の山が出來てるます︒
五523 カウシテ流レル水ハ︑ミゾカ
ものおともをして行って居ま

んでした︒

が︑手を出すすきはありませ

四927︿略﹀︑西へ行けば︑西へ
行き︑長い間つけねらひました

西へ行き︑︿略V︒

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒
四315 そこへぼちが來ました 四926くどうが東へ行けば︑兄 した︒
五384 此所を出て︑となり村の學校 六17 今日はうちの者がみんなたん
弟も東へ行き︑西へ行けば︑
ので︑一しょに向ふの方へ行

つてみましたが︑だれも居ませ
んでした︒
四693 ︿略﹀︑山がらはとび出して︑

竹がきの上にとまって︑それ
からうらの山へとんで炉47つて
しまひました︒

四714 シカシニ人トモ大師ツナ
モノデ︑ドナタノウチニモ︑ナ

カマノモノが大テイ行ツテ居
マス︒私ドモハ何ト何デセウ︒
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しゃいました︒
ねがったのでございます︒

う

或物持の所へ行くと︑下男が

あの學校がたった時︑

學校の前でふりかへり︑

﹁︿略﹀︒﹂

人あるのださうだがずっと前から南

七648

かの人夫は︑少ししてから︑

これはあの人が落して行った

さいふ

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

七688園

三四里行って︑大きな峠へ

まして人通の多い渡場で落

る者があります︒

か＼りますと︑︿略﹀︑かけ下りて來

七659

にちがひないが︑︿略﹀︒

七652

かは

アメリカへ戸47つてるるといふことだ︒

た所へ行って見ますと︑革の財布が

見マシタ︒

落ちてゐました︒

茶屋から二三難行つた所の右

七252

十日ばかり前に︑私ども中

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな
つか

塚がある︒

七398国

學の二年生が石心旅行に行って︑

ちの畠にあったのを死んだあの子

六991圏

主人がひどくしかってみた︒

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

六144 ︿略V︑昨日のお書すぎ︑にい 六671
さんときのこ取に行きました︒

六163 だんく上って行くと︑︿略﹀
木びきの力藏さんがうたをうたひな
がら︑大きなのこぎりで板をひいて
が掘取って︑

︿略﹀︒

かついで行って植ゑ

たのだ︒

ゐました︒

六183 行って見ますと︑なるほど少
六996圃

あの子がいくさに行く時に︑ 七502私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ

し早すぎましたが︑それでも︑小さ
なしめちが列を作って出てゐました︒

しましたから︑たとひとんで行って

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二
行ツテヰ下振イムスコガ︑今デ測温

七516

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

六198 うちよせて來る波は︑岩をか 六棚3池のはたへ行って見ると︑し
み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

さうして︑﹁こいつ︑かなつ

﹁アシタノアサーバンノキ

二匹はいちもくさんにかけて

行ったが︑間もなくかはいらしいの

八54

イキマス︒﹂

﹁アシターバンノキシヤデ

シヤデタツテイキマス︒﹂

七佃9困

行ってしまひました︒

んぼだな︒﹂と言って︑みんな出て

七923

れふを致して居りましたが︑︿略﹀︒

七711圏房州へ出かせぎに行って︑

ばう

したが︑︿略﹀︒

先ついかりをあげて港を出

ノ後ヲツイデ︑︿略V︒

るから︑一つ取って行って見せよう

七537園

た︒

ギウニユウ

と引いて行きます︒

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑ハシ

ハイタツ

七539圏

す︒

ます︒

今度の競走も五分二二に進ん

を一匹つれて來た︒

八96

で行ったが︑中程まで行った時︑信

今度の競走も五分々々に進ん

進みますから︑いくらきりが深くて

八135

徳川家康が幼時家來に負はれ

とくがはいへやす

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

で行ったが︑中程まで行った時︑信

八97

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

此の時見すばらしいなりをし
いって行きました︒

た一人の男が︑︿略﹀︑一人で川へは

七644

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

ふ物があって︑それで方角をとって

七585園

一たい船にはらしんぎとい

およぎして行くのを見ることもあり

はね上ってはおよぎ︑はね上っては

七555園

何萬とも知れないいるかが︑ 七川4團

家は︑だんく小さくなって行きま

︿略﹀︑港に立並んでみる人

て行きますと︑港に立並んでみる人

一そうありがた
ふたみが

参拝をすましてから︑二見

すると︑︿略﹀︑落ちて行く潮

此のおばあさんにむすこが一

す︒

家は︑だんく小さくなって行きま

の方へ行くと︑しゃくやくが赤い芽

こんなことを思ひ出して垣根

と思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

六322 マツ先言出アツタノハ牛乳 六梱5 うちの人はみんな知らずに居
ツテ行ツタ︒

ホ

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク

ヤ

ニ
六327 カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑ 六撹7

ホ

七249

く沖へ流れてしまひました︒

にさそはれて︑賊の軍船はことごと

七211

すら寒い︒

大川を下って行く舟の中はう

を買った︒

浦を見に行って︑おみやげに貝細工

ロつロリ

六柳7團

くかんじた︒

く心持がかはって︑

ふ老木の下へ行った時には︑何とな

ノラシイ︒
を出してゐました︒
ニ
六328 カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑ 六悩8団 く略V︑千年もたったかと思
ヤ

フク

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク

ノラシイ︒

ゴ

六331 少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ
テン

ガ表ヲハイテヰタ︒

六333 自轄車が後カラ來テ︑カケヌ
ケテ行ツタ︒

ます︒

しほ
六352 弓は潮に引かれて流れて行き 七95

六478 翌年ノ平定ナツテ︑卵カラカ
︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒
六578

行って︑うばと二人で御ほうこうを

いく
いく
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すると大將の父は︿略﹀︑大

︿略﹀︑臨って図ると︑又日本人の立

八冊2

て︑安倍川原へ石合職を見に行った︒

將を井戸端へ連れて行って︑着物を

其の時大將は江戸から大阪ま

ぬがせて︑頭から冷水を浴びせかけ

八掴7

で︑馬やかごに乗らず︑両親と共に
歩いて行った︒

く略V︑鶏はあわてて其の方

仕事は水入らずの三人の手で︑

出すまでになった︒

ずんくはかどって行く︒

九585

鶏が萎のこぼれを食ひに來て

は︑追はれて逃げて行く︒

九606

がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり

九627 ︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな

床の間をぬって行く︒

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九655 ︿略﹀︑ブラシを持つた数十人

朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

並べて進んで行く︒

九674

風にひらめきながら︑しっくと上

つて行く様は︑實におごそかなもの

しかし此の二親といふ學問
は︑種々様々の事を︑實地と學理の

しほばら

紅葉と温泉で名高い塩原へ

﹁仙毫から三つ目の松島騨

行くには︑此所で下りるのだ︒

九689園

である︒
︿略﹀︒

九3010

で下りるのだ︒麟りに見物して行か

九716囹

う︒﹂

水の所まで行くと︑石井君のうちが

根氣よくほって︑ほったいもを一つ

九881圏あの柄でない方の端にある

一っていねいにならべて行く︒
え

﹁此の坂を下りて︑あの清 九798 となりでは︑︿略﹀︑星野君が

瀧をながめるのもよく︑︿略V︒

くと立ちこめる水煙の間から近く

木立の深いゴート島に行って︑もう

瀧の上手にかけた石橋を渡り︑

爾方から調べて行かねばならぬので︑

九231圏

へ行く︒

九131図

や海藻の間をぬって泳いで行く︒

﹁お前も一しょに行ってお 九86團 青・緑・紅・紫︑目のさめ
さんご
るやうに美しい魚の群が︑珊瑚の林

それではちよつと行って参

た︒

てた學校へ行って︑日本語で學問を

八851園

役場のひけないうちに行つ

八137 見物人は争って︑多勢の方へ

八846園

て來よう︒

八813園

してゐます︒

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと
命じた︒

八137 見物人は孚って︑多勢の方へ
行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

出で︒﹂

ります︒

八169 日が暮れてから︑長四郎がそ
八854

命じた︒

つと屋根づたひに行って︑もう少し

おうせつ

小使が出て來た︒

學校へ行って案内をこふと︑

で雀の巣へ手が届かうとした時︑ふ
み外して軒下へどうと落ちた︒

出て行ったが︑間もなく黒い服を着

小使は僕等を鷹接室へ通して

た先生が︑女生徒を一人つれて︑は

八861

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

八296 太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
つて見たことがない︒

﹁はい︑うれしうございま

いって來られた︒

八918園

す︒もう何所へも行って下さいます

何山の何所へ行けば︑望のものをさ

八338 すると或夜ゆめの中に︑明日
づけてやるといふ神様のお告があり

﹁もうく何所へも行きは

な︒﹂

しない︒﹂

目は食物を見ても︑見ないふ

生の教室に連れて行かれた︒

八936
八㎜6

ひしゃくの口の向いてみる方へのば

二つの星を結びつけて︑其の線を︑

︿略﹀︑大きな青大士が︑向ふ

の水たまりの所をうねって︑のろの

九356

を止め︑足は食堂へ行くことを止め

して行くと︑今結んだ二つの星のへ

だたりの五倍ばかりのところに︑か

僕は今日學校から射るとすぐ︑

ところがめぐみ深いジュピ

おとうさんのお手紙を持って︑精米

九4910

ろと草の中にかくれて行く︒

マッチの製造所へ行って見る

九925園

なり大きい星があるだらう︒

それにあの人の事だから︑

會社へお使に行って來ました︒

九554圏

子の者を天へ連れていって︑大熊座

ターといふ神様が︑︿略﹀︑すぐに親

せんがくじ

をまして行って︑後には表通へ店を

決してあせらず︑

そこで大畑が四五歳の時から︑

大將の父はく略V泉岳寺へよく連れ

一軒二軒と得意先
て行った︒

八擢1

分をして働いてみる︒

と︑職工が大勢居って︑それぐ手

八悩7

ました︒

りをし︑手は食物を口へ入れること

見えるはずだ︒﹂

それから先生は︑僕等を一年 九349園

八922園

ました︒

つて見ますと︑望の赤子は居ません

八342 さうして教へられた場所へ行
でしたが︑︿略﹀︒

八492 スナハチ一間齢モアルツバサ
ヲハツテ︑数分ノ間羽バタキーツセ
︿略﹀︑マレニハ庭先二郎ンデ

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒
八498

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア
ル︒

八682囲 日本人は八萬人齢も居て︑

子どもは︑アメリカ人の立てた學校
へ行って︑英語で勉強しますが︑
︿略V︒

八684囲 日本人は八萬人遅も居て︑
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と小熊座になさったのださうです︒

んが旅行からお婦りになったと聞い

九937 にいさんのお友だちの岡田さ
て︑今日にいさんと二人で遊びに行
きました︒

九9410園幅は二一二町︑長さは一里に
近く︑行っても行っても眞白です︒
近く︑行っても行っても眞白です︒

十414

やがて父は︑鎌を手にして雑

普通傳書鳩を使用する方法は︑

あ︑︑あのかはい＼鳩が︑

と︑不意に足もとからねずみが一匹

雨方の枝と枝と組合ってみたのが急

なたや鎌などでつる草を梯
ひ︑下枝を伐落して行くと︑今まで

十一388

﹁植林は貯金のやうなも

じゅん

集めた液は之を工場に持つ

或夏の半ば︑宣長はかねて

宣長は︑︿略﹀︑後を追った

次の宿のさきまで行ってみ

砂の上を歩いて行くと︑足

の裏が焼けるやうだ︒

十﹁838

たが︑やはり追ひつけなかった︒

十一7210

それらしい人は見えない︒

が︑松坂の町はつれまで行っても︑

十一729

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十一7010

開いて行く︒

新式の方法によってどしく土地を

十一653 ︿略V︑新式の農具を用ひ︑

と︑二間幅ぐらみに耕されて行く︒

を立てながらのそりくと歩き廻る

十一644 ︿略﹀︑ものすごいうなり聲

除き︑︿略﹀︒

て行き︑先づこして不純な物を取

十一533

に暮れて行く︒

方にた望よつて︑向ふの山も薄墨色

十一413 ︿略﹀︑いっか夕方の色が四

て利息が附いて行く︒﹂

ので︑植ゑてさへおけば︑年々太つ

十一4010園

其庭が節になるのだといふ︒

つれて其の枝を包んで行くために︑

其のま＼にしておくと︑木が太るに

十﹇3910 生きた枝でも枯れた枝でも︑

に見える︒

に間がすいて如何にも氣持よささう

炭車が一ぽいになると︑馬方

飛出しました︒

我々が今日生活して行くには︑

米は我が國でずるぶん多くと

輸出入の額の増加して行くの
それから少し行くと︑うつぼ
一隻の捕鯨船が︑勇ましく波
地圖を便りにして進んで行く

今かりに一時間五十里の速
度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

十一42

ぼれてるるのも面白く︑︿略﹀︒

と︑山畑の其虜此虜に野梅の咲きこ

十佃5

を切って進んで行く︒

十擢7

かづらといふものがある︒

十湿2

は國家が次第に盛になる印である︒

十889

けぬわけには行かないQ

れるが︑全く外南米の足しまへを受

十867

足らない︒

我が國で出來る品物ばかりでは用が

十861

の通ふ道まで運んで行きます︒

がそれを馬に引かせて︑電氣機關車

︿略﹀︑高いく青空を︑ひわ 十845

木のやぶへはいって行った︒

十433
さうして手槍り次第に︑何で

の一群が身輕さうに飛んで行く︒

十479
もひつつかんで行っては窯の中へ投
込んだ︒

れまい︒

十631園此の大雪︑まだ遠くは行か

者はあるまい︒

のかしこさと勇ましさに感心しない

んで行くのを見たならば︑何人も其

︿略V︑矢のやうに目的地へ向って飛

十591

行って︑飛蹄らせるのであるQ

一定の飼養所から他の土地に連れて

十5510

けて叱るとおっしゃいましたね︒

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

九9410園幅は二三町︑長さは一里に 十509園 銀行といへば︑おとうさん

九研5 蛙がぼかんくと飛込んでは
すうつと泳いで行く︒

取りに行くのだ︒

九麗4 午後には弟と天神山へきのこ
九欄3 味方は其の正面から眞一文字
に進んで行く︒

つて行く︒

十810 ようだいは時々刻々に悪くな

君に案内してもらって見物に行きま

十168国 く略V︑今日は朝から︑義雄

した︒

は︑寒いといふよりもいたいやうに

十1710国私の行った時には︑もう其 十781國 ︿略﹀︑土質へ行く途中など
所にすき間も無く子馬がつないであ

ても︑太陽に到着するには八十七年
今日は︑のぶ子さんのうち
︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

は︑低い虜にあるもの程早く大きく

十一386

へ始めて遊びに行きました︒

十一142

か＼るのである︒

感じます︒

昇降器がすさまじい勢で下り
て行くので︑目がまはりさうです︒

十802

りました︒

きませう︒

十259園 おとうさん︑早く助けに行

此虚から方々へ坑道が通じて

なって︑こずゑの差が段々少くなつ

みて︑揮い坑道には︑電氣機長車が

十808

炭車を引いて往つたり來たりしてゐ

ててか﹂ったら︑救へないことはあ

十264園 さあ︑行きませう︒命を捨

ます︒

りますまい︒

十8010

坑道を少し行って︑ポンプ室

さんと︑朝早くから行って︑夕方お

安全燈をたよりに歩いて行く

の前に望ました︒

て行くのも面白い︒

十383 父は毎日︑兄や木びきの力藏
そくまで働いてみる ︒

十384 今日は私もついて行って見た︒ 十8110

十一843

やがて﹁進め︒﹂

の號令と

順々に水の中へとはいって行く︒

土 ハ に ︑ 三 十 人 の 一組は二列になって︑

十一846

だんく沖の方へ進んで行
こ

くと︑水の色はものすごい程濃い紺
色だ︒

十二218

ふもとの川を白帆が二つ三

︹地名︺一

イ

國との境にある大害布にて︑︿略V︒

イグアッスーおおたき

イグアッスー大瀧

あれは港の親船へ蜜柑を運 グアッスー大瀧

つ通って行く︒

十二219
十一齪図

さに出でし事なれば︑定めて不自由

されども不意を討たれし

なる事もあらん︒

十一249図

く︑︿略﹀︒

俄の軍に︑清秀等の奮戦其のかひな

いくせい・する

七289図

﹇育成﹈︵サ変︶1 育

淀川ハイクスヂニモ分レテ

二日目で小さなおそなへが幾 いくすじ ﹇幾筋﹈︵名︶一 イクスヂ

軍

かさねか出來︑三日目からは︑のし

八529

ほんたうに一度でもよい いくかさね ﹇幾重﹈︵名︶1 幾かさね

んで行くのであらう︒

十二383園
ベートーベンは急に戸をあ

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

いくさ

海ニソ︑グ︒
﹇軍﹈︵名︶9

餅が出來た︒

其の上我が國の美しい風景

があった︒

さしい性情を育成するのに與って力

穏健ならしめ︑自然美を愛好するや

をん

や温和な氣候は︑自ら國民の性質を

十二悩5

天じゃうをはらふ︑たたみ 成する ︽ースル︾

をたたく︑ひさしうらのくも

四434

あなたは演奏會へ行って いくさ

父の身の上を案じながらフ

のすを取る︑勝手のすすを

六503圃

きに上り︑これが出版は決して容易

しかも其の巻数幾千の多

いくせん ﹇幾千﹈︵名︶1 幾千

の業に非ず︒

亡いくさのあった時には︑よ 十一伽7図
うひかぶとの勇ましいなりをした武

六698

すぎしいくさの手がらを語る︒

みうりのはたに露なふ父は

はらふ︑まるでいくさのやうで

なかつ

した︒

ランスに行ったコーデリヤは︑やが
そこで数そうの船に分乗し

ながら身網を一方からたぐって行く︒

た漁夫が︑えんやくと掛聲を掛け

十二7810

ていたましい報知を得た︒

十二728

みたいとかいふお話でしたね︒

十一一402圏

けてはいって行った︒

十一862 僕も急に元氣がなくなって︑ 十二389

一所に船に上らうかと思ったが︑
︿略V自ら働まして進んで行った︒

十一868 これに力を得て︑又一しや
うけんめいに泳いで行く︒
︿略﹀︑父に畏して是非學校

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一967

も︑父は溶岩へ行って時間をつぶす
よりも畠に出て働いた方がよいとい

つて︑なかく許してくれなかった︒

ぶぜん

して︑或静かな森へ行った︒

十一9810 熱心なリンカーンは︑書物 十二942 彼は遂に﹁︿略﹀︒﹂と決心
を持ってるる人の所には遠近を問は

支那幾千年の人物中︑大

いくせんねん ﹇幾千年目︵名︶1 幾千

士の刀や︑なぎなたの光も︑いくた
びとなく此の川の水にうつったこと

豊前の中津から南へ三里︑

でございませう︒

十二悩2

激流岩をかむ山國川を右に見て︑川

ず借りに行った︒

沿の道をたどって行くと︑左手の山

何の爲にいくさには御出
一人の子が御三の爲いく

ロつ

川口近くになると︑潮干狩の

租界には皮膚の色の違ひ︑

交ってみるので︑︿略﹀︒

言語・風俗の違った幾多の人種が入

十一93

いくた ﹇幾多﹈︵副︶4 幾多

舟がいくそうもよって來た︒

七99

いくそう ﹇幾艘﹈︵名︶1 いくそう

なし︒

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは

マ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

あの子がいくさに行く時に︑ 十一45図
﹁︿略﹀︒﹂

軍人となって︑いくさに出

九描10三園

でなされ候ぞ︒

九描7圓團

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九桝9園

條をほろぽさうとしてるます︒

でう

七201 さて︑心の中に︑義貞今天皇
ほう
の御ためにいくさを起して︑賊臣北

學校の前でふりかへり︑

六996韻

行 っ て 事 情 を 述 べ ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ

安芳がはいって行かうとす

イグアッ
其の中に有名なるアマ

︹地名︺2

く略V行くてをさへぎつた︒

ると︑門を守ってみた兵士等が

十二伽9

は次第に頭上にせまり︑︿略﹀︒

十一㎜4 翌朝貸してくれた人の家に
た︒

十一佃4圏 ジョージ︑早く行って農
場の門をしめろ︒

十一佃7 ジョージがとんで行って門

イグアッスー
十﹇悩3魍国

スー

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

騎馬の人たちはもう門の外まで乗り

次にイグアッスーの瀧
は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

十一塒2薩囲

壮観を寓したるものもこれあり候︒

ゾン河や︑イグアッスーの大様布の

つけた︒

十一梱7 昨日橋本君と一しょに町は
つれのガラス工場を見に行った︒
はどこへ行ったかわからなかった︒

豆蔵ー24 此の時にはもう三番目の轟

年

イグアッスー一いくた

100

101

いくだい一いくひゃっぱん

十二617図 イギリスの國旗は︑今日 十一一202 今登って來た方を振返って

八955

鐵より堅き腕あり︒

吹く潮風に

幾年こ＼にきたへたる

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

信吉は︿略﹀︑慮接室に待つ 十一8110図圃

見ると︑幾段にも幾段にもきづき上

はだは赤銅さながらに︒

の形式を旦ハふるま で に 幾 多 の 山 群 を

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

かくて又幾年かたつうちに︑

めんどりはせはしげに幾度か土をか

十間といふ深さに達した︒

出がけにとやの方を見れば︑ 十二伽4

きちらして︑餌をあさるにいそがし

十二佃9

ナマムギナマモメナマタマゴ︒幾度
もくりかへしてみる中に︑太郎は生

変生米生卵︒と︑早口にすらく言
村長は︿略﹀︑幾度の改選

へるやうになった︒

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

た︒

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

かうして又幾年か過すうち

く︑︿略﹀︒

九153図

黒みたる

いくつ

におじぎをした︒

イクツ

﹁オトウサン︑モウイクツ

﹇幾﹈︵名︶8

げられた山畑には︑︿略﹀︒

いくつ

重ねたるものなり︒

幾つ

十一一価6 僧は︿略﹀︑たまく此の
難虜を通って幾多のあはれな物語を

二306園

えんとつ

此所は工業地で︑煙突の煙 十価9図

にも重ねて選属せられ︑既に二十齢

年契達せり︒
殊にデーバダッタは︑いと
この身でありながら︑かねてから繹

十二978

信季は其の後幾日かたって︑

僕はよく年寄の人が新の幾

僕はよく年寄の人が新の幾

人間があなた方を生けどり

﹇幾人﹈︵名︶1 いく人

るではありませんか︒

にするには︑いく人かで力を合はせ

六294圏

いくにん

して︑其の事を父に尋ねた︒

日とか菖の幾日とかいふのを思ひ出

十一9110

して︑其の事を父に尋ねた︒

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

十一9110

とうく此の宿でなくなった︒

九283

いくにち ﹇幾日﹈︵名︶3 幾日

﹁オ正月ガクルト︑オマ 十914 ナマムギナガゴメナガタマゴ︒

米屋ごふく屋︿略﹀︑その

ハイクツニナリマスカ︒﹂

八702團

うをつけました︒

ほか大きな店はいくつも電と

四275

ヘ

二326園

ネタラ︑オ正月デスカ︒﹂

耳にし︑どうにか仕方はないものか
と深く心をなやました︒

いくだい

本をなすもので︑之に附随して幾多

十二鵬3 忠孝は實に我が國民性の根

﹇島台﹈︵名︶2

の良性︒美徳が嚢達した︒
いくだい

五聖4 汽車の早着時刻が近づくと︑

幾皇

で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ

つ

自動車・馬車・人力車がいくだいと

む

迦の名望をねたみ︑幾度か彼を害し

九748

かのトンネルをくゴると︑商い原野

生頭

ようとした︒

﹇幾頭﹈︵名︶1

たくさん咲いてみる中で一番 いくとせ ﹇幾年﹈︵名︶5 幾年

た︒幾年かの後︑里子を返してもら

百人

十二梱8 ︿略﹀︑昔から之を渡らうと

して水中に落ち︑命を失った者が幾

百人あったか知れない︒

いくひゃっぱん ﹇幾百本﹈︵名︶1 幾

社殿の後に廻ると︑釜澤は

ない古木の梅が咲績いてるる︒

群々とした梅林で︑幾百本とも知れ

十佃7

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ 百本

となれり︒

で︑財布を幾度かいたgきましたが︑

はうとすると︑︿略V︒

八356

いくひゃくにん ﹇幾百人﹈︵名︶1 幾

十一241図時は天正十一年四月二十

いくとう

がだんくに開けて來る︒

陸中と陸奥との境にある幾つ

もあるから︑健康には害がなささう

いくたび

です︒

なく︑入口・出口によって來ます︒

﹇幾度﹈︵名︶2

械が電力で勢よく廻 り ︑ ︿ 略 V ︒

九501 會社では︑幾憂もある精米機
いくたび

六697 京都は長い間の都ですから︑

空には赤とんぼが幾つともな
く飛んでみる︒

九棚9

日のあかつき︑︿略﹀︑田頭かの馬を

乗ったお姫様方の姿を︑此の川の水

︿略﹀︑きれいな着 物 を 着 て ︑ 牛 車 に

十811

ひきて余浮雲のほとりに下り來れる
ます︒

よごのうみ

はいくたびとなくうつしたことでご

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ
十川10

室の中には︑大きなポンプが

ざいませう︒

︿略V︑なぎなたの光も︑いくたびと

六702 又いくさのあった時には︑

七327図かくて幾年かすぎし後︑武

七八人の兵卒あり︒

なく此の川の水にうつったことでご

美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ
幾度

目からはなみだがひっきりなしにこ

かの男はゆめかとばかり喜ん

﹇幾度﹈︵名︶6

見ると︑玉津にも幾段にもきづき上

ぼれてるます︒

七683

いくど

士は海をこえてふるさとへ古ること
忍辱

も咲いてみる薄紅色の花である︒

ざいませう︒

﹇幾段﹈︵名︶2

十二201 今登って來た方を振返って

いくだん

げられた山畑には︑蜜柑の木が行儀

ぎ

よく並んでみる︒

いくぶん一いける
102

いくぶん

﹇幾分﹈︵副︶1

幾分

幾萬

いことを知った︒

﹁殿はまだお若くて︑これ

高い建物のあることは世界

第一で︑十階・二十階の家はいくら

八722国

もございます︒﹂

から功名をお立てになる折はいくら

八154園

くらも

十二744 やがて眠から畳めた王は︑ いくらも﹇幾﹈︵副︶3イクラモい
﹇幾万﹈︵名︶1

幾分氣も静まったのか︑﹁︿略﹀︒﹂

いくまん
したのは︑︿略﹀︒ 衛 生 の 設 備 を よ く

十371 民社が此の運河を造るに成功
して危除な病氣を根絶し︑幾萬の從
業 者 の 健 康 を は か った事や︑︿略﹀︒
もあります︒

いけ

﹇生﹈︵名︶﹇▽はないけ

イケ

﹇池﹈︵名︶18

池与かわ

ドコカラキタノカ︑

トンデキタ木ノハ︑ヒラヒラ
マツテキテ︑イケノ上ニオチ

二236韻

いけ・ようすいいけ

いけ

コンドハイクラバヒヲ 九166 保護色ノ例ハイクラモアル︒

いくら ︵名︶7 イクラ いくら

二525
マイテモ︑スコシモ花ガサキマ
セン︒

れを一矢でいおとすことは︑

四625いくら弓の名人でも︑こ
なかなかむつかしさうです︒
七584園 一たい船にはらしんぎとい

手がくつれて︑池のたまり水が村の

毎に之を重るに︑其の利益少しとせ

を養ふことも盛にして︑大てい二年

ず︒

一壷こして︑春には池の水が いけどり ﹇生捕﹈︵名︶3 生けどり

一雨毎に池の水はふえた︒

中へおし出した︒

五755

人間があなた方を生けどり

味方は後からくとつゴいた︒

さんぐに切りまくって︑其の船の

六833

るではありませんか︒

にするには︑いく人かで力を合はせ

六293囹

どりにすることだ︒﹂

の弱い人間がわれわれの仲間を生け

六277圏

﹁どうも分らないのは︑あ

五757

そこで一年ましに田がふえた

一ぽいになった︒

五762

が︑をしいことに︑庄屋は池が出來

池のはたへ行って見ると︑し

上った年の冬︑死んでしまった︒

六棚3

やうぶが小指程に芽を出してゐまし
た︒

大將を生けどりにして引上げた︒

エビノピンくハネタリ︑カ

﹃︿略V︑もはや朝鮮に日本

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

七809

いけみず

らう︒﹄

者は皆かへせ︒命ばかりは助けてや

の武士は一人も居らぬ︒生けどった

七鵬3園

︽ーッ︾

いけど︒る ﹇生捕﹈︵五︶1 生けどる

それは氏子の五箇村から︑子

川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

八62

どもの騎手を一人つつ出して︑社の

其のはずみに︑ころくと池の中へ

横の池のまはりで競走させて︑︿略﹀︒

三552あるとき︑雨のふる日

ころげこんだ︒

テ︑︿略﹀︒

に︑たうふうがにはへ出て︑池

ふ物があって︑それで方角をとって
進みますから︑いくらきりが深くて

のはたを通りますと︑︿略V︒

信作はつるりとすべり落ちて︑

も︑まるでちがった方へ行くやうな

八99

ことはありません︒

﹇池水﹈︵名︶1 池水
がらん

れど︑尚三重五重の塔︑皇恩の池水

﹁モチハタイセツナオ米

イイエ︒サウ

一ドニノン

四492園 さうひっぱりあっては
いけません︒まん中へふせてお

デハイケマセン︒

二617園

イテハイケマセン︒﹂

デコシラヘタモノデスカラ︑

二357園

ける 行ける ︽ーケ︾

い・ける ﹇行﹈︵下一︶8 イケル い

さるさは

興福寺は伽藍半ば屡れた

に影をうつして南都第︻の美観たり︒

こ

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒

十二9910図
池のめぐりは見渡す限りの木立・く

前には横長き池をひかへ︑

前には横長き池をひかへ︑

三673池ノ水デタメシテミル

さむらにて︑さながら別天地に遊ぶ

低クテ廣イ所ニタマルト︑池 十48図

思あり︒

十47図

七586囹 聖夜はいくら暗くても︑星

ゲルト︑ヤネノ上マデトドキ

ト︑ウマク出講テヰテ︑高ク上
マス︒

が出てみれば︑それにたよって方角

五518

を 知 る こ と も 出 量 るし︑︿略﹀︒

十461 しかしいくら工夫をこらして

たい

池のめぐりは見渡す限りの木立・く

十偽2図

くfると︑本殿の前に出る︒

十佃1 池にかけてある二つの太鼓橋
ろう
を渡り︑給金堂の前を通って棲門を

思あり︒

さむらにて︑さながら別天地に遊ぶ

﹁私どもの村では︑どうし

ノヤウニナリ︑高イ所二行キアタル

五672園

ト︑其所ヲヨケテ流レマス︒

も︑目ざす柿の色の美しさは出て來
ない︒

十一191例へば︑借りた金を︑返す
さいそく
約束の日が慌ていくら催促されても︑

﹁そんな大きな池がいるだ

て池を掘らないのでせう︒﹂

五718園

返さない人がある︒

︿略﹀︑其の年のつゆに︑又土

十二946 次第にやせ衰へて︑物にす

五74！

らうか︒﹂

彼はいくら苦行をしても更に効のな

がらなければ立てない程になった時︑

103
いけん一いさましい

きなさい︒こんど取った人がそ
れも取ることにします︒
それは紅茸だ︒毒

いころす
ス︾

射殺す

︽ーサ・ーシ・一

れん

︵四︶1

いざなふ

て廉恥を貴び︑潔白を重んずる美徳
﹇誘﹈

を嚢揮してみる︒

二344ユミヲイルコトガスキいざな・う
︽ーヒ︾

﹁あ＼︑

デ︑トリヤケダモノヲイコロシ

六155囹

だよ︒其の手でぐみをたべてはいけ

﹁我︑國を救ふことあた

﹇勇﹈︵形︶5

むかしめんや︒﹂

いさま・し

︽一

いざ︑起出でて︑勇まし
我もはげまん︑今日の業︒
︿略﹀勇將レマンは︑︿略V

か＼る庭にても日本人

船頭勇まし︑此の潮筋を

九625

此の號令で︑朝の静かさが忽

ち破られ︑起床ラッパは勇ましく

甲板洗はいかにも勇ましく面

ひgき︑︿略﹀︒

白いものである︒

九652

の馬が︑林のかげや沼のほとりを元

九753黒・芸当色︑大小さまぐ

氣よくかけ廻ってみる様は︑實に勇

ましい︒

戦場の光景は實に恐しいもの

であったが︑北風は︿略﹀勇ましく

九佃9

北風はもう一度あの勇ましい

活動した︒

九佃7

號令が聞きたいと思って︑︿略V︑左

つかれ果てた人々も︑親子の

右の耳をそばだててみた︒

勇ましい働にはげまされて︑我も

十283

くと力をそへる︒

せう

娘の勇ましい行雨は︑歌に歌

はれ︑其の肖像圭里は到る庭の店頭に

十293

おう
ところが︑先年の欧洲大戦で︑

飾られた︒

十552

やはり此のやさしい︑しかも勇まし
ゐ
い通信者の働の偉大な事が謹明せら
勇マシイ

れたので︑今では各國共に盛に傳書

﹇勇﹈︵形︶13
︽ーイ・ーク︾

殊に︿略﹀︑全く方法の書き

令使にたよるより外はない︒

た場合などには︑此の勇ましい小傳

十588

鳩の改良に力を用ひ︑︿略﹀︒

又いくさのあった時には︑よ

落し漕ぎゆく︑木の葉舟︒

十二817圃

候︒

は如何にも男らしく勇ましきものに

が盛に開墾に從事致居り︑其の有様

十一佃3詳論

誕生︒

十囲9図あ㌧︑海の戦士の勇ましき

く防ぎ戦ひたり︒

ドノーツの大軍を物ともせず︑勇まし

九364図

く

勇まし

はず︒いづくんぞ人をいざなひてそ

十987図囹

いざ

我も
随って國民は國の誇を傷つ

九27図圏

︿略﹀︑狩人になりましたが︑ シ・ーシキ・ーシク︾

︿略﹀︑アルカスはそれと知

︵感︶3

武人は昔から之を愛養して︑

十二鵬10

はげまん︑今日の業︒

いざ︑起出でて︑勇ましく

九27図翻朝日は出でぬ︑花やかに︒

かけた︒

いざといふ時には︑それに乗って出

七268

いざ

射殺すところでした︒

りませんから︑あぶなく親身の親を

九921園

殺さうとしました︒

包茎大熊を見つけたので︑それを射

九918園

上をすれくにいました︒

思って︑爾耳の間をねらって︑頭の

いころすのもかはいさうだと

テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

意見﹇▽こい

五797

ない︒﹂

七396團 旅順へは汽車で一時間で行
けます︒

八779囹 ﹁明日にでもなって︑雪が
はれてからではいけ ま せ ん か ︒ ﹂

だから︑かうして年中六七十度以上

十棚8園 熱帯地方から持って來たの
の暖さの庭に置かなければいけない
のだ︒

﹇意見﹈︵名︶1

十二565園 ﹁此虜で遊んではいけな
い︒﹂

いけん
けん

十二893 此虜でも同様の形式で討議
し︑爾院の意見が一致すれば︑最後

以後

に議決した議院の議長から國務大臣
﹇以後﹈︵名︶1

を纒て奏上する︒

いご

けられたことがなく︑又其の誇を永

勇ましい

いさまし・い

十一769 其の後︿略﹀︑面會の機會

六701

士の刀や︑なぎなたの光も︑いくた

うひかぶとの勇ましいなりをした武

久に持績しょうとする心掛けも出來
亘る氣風を生じた︒
﹇潔﹈︵形︶2

︽一

て︑いざといへば︑學國一致王難に
︵名︶﹇▽こいこう

いさぎょ・い

びとなく此の川の水にうつったこと

潔い

は松坂の一夜以後とうく損なかつ
た︒

いこう

い こま
﹇生駒山 ﹈ ︹ 地 名 ︺ ！ 生 駒

でございませう︒

いこまやま

十二餅8我が國民には潔いこと︑あ

ノデアル︒

在関空ヲトブ様ハ︑實二勇マシイモ

空に輪を垂がきながら︑しかと方向

度任務を命ぜられると︑勇ましく高

マシテ自由ノ天地二居テ︑自 十5810 あ＼︑あのかはい＼鳩が︑一

イ︾

あっさりしたこと︑潔いこ
とを好む我が國民は︑其の長所とし

十二悌2

八489

山
たかまど

こま

イコロス

つさりしたことを好む風がある︒

十二棚7図 佐保・佐紀の丘岡に北を
い

限り︑春日・高商の山々を東に︑矢
﹇射殺﹈︵五︶4

田山・生駒山を西に ひ か へ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

いころ・す

いさましさ一いし

104

を見定め︑︿略﹀︒

十佃6 一隻の捕鯨船が︑勇ましく波
を切って進んで行く ︒

︵感︶1

かった︒

いざや

いざや

いざや︑我が友うち連

かげろふもえて野は晴

鳴くやひばりの聲う

ら＼かに︑

十一124図圃
れわたる︒

勇ましさ

今日はうれしき遠足の

﹇勇﹈︵名︶1

十592 あ＼︑あのかはい＼鳩が︑
れ行かん︒

いさましさ
︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

六612

月の光にすかして︑あちらこ

ちらさがしますと︑松の一むら立つ
てるる中に︑石のらうがありました︒

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

もかんしんして︑石のらうから唐糸

六636

を出して︑萬じゅに渡しました︒

掛けてはっぴ着て︒

京城の市街は︑もと石で

た㌦んだ高い城壁で羨まれ︑その

十739國

並々にかういふ門があって︑出入口

になってみたのださうです︒

それから﹃燃える石﹂とい

此々では之をとって薪の代りに使ふ

ふひやうばんが高くなって︑附近の

十851園

やうになりました︒

︿略﹀︑賊が城の門まで攻上る

と︑城のやぐらから大きな石を投落

六916

して︑賊のさわぐ所をさんざんに射

石←おおいし・

アスファルトや石を敷いた

車等が絶間なく往來してみる︒

道が縦横に通じ︑電車・馬車・自動

十﹁96

こいし・たていし・ちからいし

其の松の下に石できざんだ地

た︒

七235

三392ちか道の方は︑道がこ

﹇石﹈︵名︶28

日よ︒

いさみ

いし

んで行くのを見たならば︑何人も其

︵五︶2

のかしこさと勇ましさに感心しない
﹇勇立 ﹈

者はあるまい︒
いさみた・つ

はれてみたり︑石が出てみたり

勇みたつ︽ーッ・ーッ︾

立つ

ばとうくわんぜおん

藏様が立っていらっしゃる︒

金を打合はせて火を出す法を考へる

學校の行きかへりに道草 七254 塚の前に馬頭観世音とほっ 十一667 それから少し進むと︑石や

しました︒

た石が立ってるて︑其の前に時時新

四802

をくったり︑石をなげたり︑生

といふ御名で︑御年はわっかに十六

五418 尊は其のころ︑やまとをぐな
でいらっしゃいましたが︑いさみ立

石・貝・家畜・獣皮・布・

やうになった︒

つて︑それみ＼貨幣の役目をしたこ

農産物などが︑時代により場所によ

十一788
ウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダケ

大勢の人々が熟したる

ともあった︒

りたる石・砂などは沈み︑實のみ浮

を集めてみぞに投入れ候へば︑まじ

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

次に其の小屋のそばへ土と石 十一鵬9囲困

其所の木のかげ︑此所の石の

雨だれでも石をうがつ︒

坂

こ＼は加工場である︒調べ

問はばや遠

網にも垣網にも土俵や石などが重り

十二779潮に流されないやうに︑身

き世々の跡︒

左に高き大いてふ︑

十一一265骨油上るや石のきざはしの

圓板が車輪のやうに廻ってみる︒

かはの廻るにつれて︑石や木や金の

十一悩4

びて流れ候を︑︿略﹀︒

八825

ト八議︒

大いなる石
めがねを

なほ怠らずこっくと︑
何をか常に刻みみる︑

横たへて︑

を越えたる足もとに︑

九829図画

ちいさん今年六十の

九447図例ヘバコ・二一ツノ石アリ

のも見える︒

んで︑春蘭のつぼみのふくらんだ

しゅんらん

そばには︑やぶかうじの赤い實に並

九323

でかまをつく︒

八305

ノ用ヲナスモノデ︑︿略V︒

ウナ所モ︑︿略﹀︒タゴハナレナイヤ

海藻ハ花が咲カナイ︒根ノヤ

しい馬のくつが上ってみる︒

す．ると酒のにほひがしますの

なりません︒

五543

さあ︑此の女にはゆだんが出

﹁あの中には石のらうがあ

七877

物をころしたりするやうな子

︽一

どもは︑大ていろくなものに

つてお出かけになりました︒

北風の心は先づ勇みたつ︒
勇む

九鵬4 ラッパのひゴきや大砲の音に︑
﹇勇﹈︵四 ・ 五 ︶ 4

で︑ふしぎに思って︑見まはします

いさ・む

ミ・ーン︾←よろこびいさむ

ゐます︒

と︑石の中から酒ににた物がわいて

くはやる︒

れます︒﹂

をつれて︑石のらうをたつねました︒

六605

萬じゅは其の夜ひそかにうば

つて︑唐糸様がおしこめられて居ら

六597國

造って︑それに入れました︒

來ぬといふ事になって﹁石のらうを

六564

たらいた︒

村の人は普請方のさしづをうけては

五712

土を掘る︑石を運ぶ︑︿略V︑

九佃2 人はいよく勇み︑馬はます

俵あむ手のいそがしげなる 父と

十895図圏 冬の朝日のさす軒下に︑
母とに暇を告げて︑ 勇みて出つる
我が家の門︒
﹁承 る ︒ ﹂ と ︑ ︿ 略 V 等 の

荒武者ども︑勇みに勇んで突進す︒

十一297﹇図

いさめ

十一297図 ︿略﹀等の荒武者ども︑
﹇諌﹈︵名︶1

勇みに勇んで突進す︒
いさめ

父のい さ め も 妻 の な げ き も ︑

此の決心をひるがへすことは出組な

十一一931

に附けてある︒

下にみるのを見附けて︑上の方から

十二9710 遠里の如きは︑繹迦が山の
大石をころがしたが︑石は繹迦の足

のです︒︿略﹀︒石がきの下へ
出たのは︑かはがおちはじめて︑
元の兵は一人も上陸させぬと

竹になりかかってゐます︒
六803

武將の幼時

青畳の幼時

第四

石合

石合

石合
一

﹇石合戦﹈︵名︶1

徳川家康が幼時家來に負はれ

いしじぞう

﹇石地蔵﹈︵名︶4

石地藏

下役の者が石地藏に荒縄を掛

みつなり

石田三成石田三成

間もなく石田三成が城に登つ

士口にざんげんしました︒

石田三成に頼んで︑清正のことを秀

みつなり

呉服屋の手代が︑大きなふろ 七975 行長は清正の軍功をねたみ︑

しきつつみを石地藏の前におろして

八387
休みましたが︑︿略﹀︒

八405

せうらん

﹇石田奴﹈︹人名︺2石田め

たとひ数年の軍功がみとめ

木がありました︒

めた所に︑しめをはった大きな杉の

まん
五394 八幡様の高い石だんを上りつ

いしだん ﹇石段﹈︵名︶1 石だん

も︑石田めとは中直りは致さぬ︒

られず︑此のま＼切腹を命ぜられて

七992園

ぬ︒

めとは︑此の清正一生中直りは致さ

來ず︑人のかげごとばかりいふ石田

七989園神々も照覧あれ︑職一つ出

いしだめ

越前蟹は再び一同を呼出して︑

けて︑車に積んで参ります︒

八441

さきに納めさせた白木綿を返し︑つ

いしずゑ
しよく

いでに石地藏を︑もとの所へもどし
﹇礎﹈︵名︶1

たと申します︒

いしずえ

帝の

いしずゑ固めし蜀漢
車中王はおごそかに

十一榴3図鵬
の國︑

位をふませ給ひぬ︒

て参りました︒

越前守は手代の言ふ所を聞い 七五1

いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ

八403

を傷つけただけで︑目的を果すこと

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑下役の者に

八133

べ

石地藏をしばって着るやうに命じま

いて守った︒

石垣の間でも︑地髪様のかげ

は出來なかった︒

七178

した︒

いし ﹇医師﹈︵名︶3 警世←アレク
だう
でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

サンドルだいおうといしフィリップ
合戦

石

かりかち

﹇石塊﹈︵名︶1

にある狩勝の峠にか＼る︒
いしころ

たいかふ

れば太閤の御きげんは直るまいと申
しました︒

され︒﹂

﹁石田といふ者ださうだ︒﹂

﹁石田でござる︒お通しな
二選3園

七欄2囹
木︑掘起した木の根や石ころ︑まだ

﹁今天下に此の石田を知ら

かり取った雑木︑切倒した大
あらごなしの開墾地は︑まるで足の

七榴8園

大岡さばき

石地固

第十一

二

石地藏

八目17

二

八386

︿略﹀

﹁あのせいの低いのが石田
いしだみつなり

﹇石田三成﹈︹人名︺2

だ︒通してやれ︒﹂

七人8園

か︒﹂

ぬ者はあるまい︒御門を守る者は誰

ふみ場も無い有様である︒

十386

石ころ

れんぐわ

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

﹇石燈籠﹈︵名︶1 石燈

べて立ってるるので︑︿略V︒

ろう

いしどうろう

籠

ろくじゆ
の長き福千灯︑

︿略﹀︑ 皆ちいさん

ろう
九8110図圃店に飾れる石燈籠︑

ののみのあと︒

いしばし ﹇石橋﹈︵名︶1 石橋

頭

七363国目ぬきの所には三階建・四

いしづくり ﹇石造﹈︵名︶！ 石造

此の坂を登るのです︒

いしづき ﹇石突﹈︵名︶1 石づき
いしだ ﹇石田﹈︹人名︺5 石田
いしかり ﹇石狩﹈︹地名︺1 石狩
ねむろ
十一6010 瀧川から根室行の汽車に乗 七985 ところが長盛がろくくあい 九955圏 登山者はかんじきをはいて︑
こんがう
とび
とかち
さつもせず︑石田と中直りをしなけ
石づきの付いた金剛杖や鳶口を力に︑
ると︑約五時間後に石狩と十勝の境

て︑安倍川原へ石合戦を見に行った︒

あ

八135

とくがはいへやす

いしがっせん

第四

十810 讐師は皆︑投黙してもし萬一 いしがっせん ﹇石合戦﹈︹題名︺2 石
の事があれば︑毒殺のうたがひ塗受

八目6

意志

戦

けはしないかと恐れて︑た曳纒過を
見守ってみるばかりである︒

十94 此の有様を見て︑フィリップ
といふ讐師が︑一命をなげうっても
王を助けようと決心した︒

十一439㈱団 今少しく日もた＼ば︑

轄参するもよからんと讐師も申居候
に付︑或は仰に從ひ︑其の中御地へ
﹇意志﹈︵名︶1

参り候やもはかり難く候︒
いし

石井

︿略﹀︑きっと結んだ口もと
﹇石井君﹈︹人名︺2

には意志の強さが現れてみる︒

十二価4
いしいくん
君

水の所まで行くと︑石井君のうちが

九349囹 ﹁此の坂を下りて︑あの清
見えるはずだ︒﹂

戦
藏

九3510 頭を上げてみると︑それは石 いしじぞう ﹇石地蔵﹈︹題名︺2 石地
石がき

そこから竹の子が出る

﹇石垣﹈︵名︶3

井君であった︒

いしがき

三266

垣

105
いし一いしばし

いじめかえす一いす
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ひろ

か︒﹂

父はダーウィンを窯業にし
石屋

﹁あ﹂︑あの角の石屋

﹇石屋﹈︵名︶2

九8010圏園

いしゃ

ようと思って大學へやった︒

十一一112

九309 瀧の上手にかけた石橋を渡り︑ 淵である︒

イヂ

くと立ちこめる水煙の間から近く

木立の深いゴート島に行って︑もう

︽ーシ︾

﹇寒返﹈︵五︶一

瀧をながめるのもよく︑︿略﹀︒

戸長ヘス

いじめかえ・す

﹇苛﹈︵下一︶3

イヂメル

にたゴ一人︑

いしゃすこうば

んいじょう・よそういじょう・ろくし

る

た︑意地悪き人と見るらん︒

十二槻3

安芳が一命をかけた努力と︑

いしん ﹇維新﹈︵名︶1 維新

西郷の果断によって︑江戸の市民も

今日我が國が列強の問に立

ちじゅうどいじょう

徳川家もわざはひを免れて︑維新の

十二燭2

つて世界的の地歩を占めた以上︑か

︽ースル︾

移

︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

︽ーメ︾

正時近邊の人からワシント

リンカーンは︿略﹀︑此の

苦心のたまものである︒

になったのは︑實に此の少年時代の

界の偉人として萬人に仰がれるやう

十一棚4彼が他日大統領となり︑世

偉人の品性に深く感化された︒

十一柵10

になって一心に即諾けた︒

つてみたので︑鬼の首でも取った氣

ゐ
ンはかねぐ此の偉人を非常にした

ン傳を借りたことがある︒リンカー

十一995

偉人

大事業もとゴこほりなく成し遂げら

ゐ

ういふ短所はやがて我が富民から消
去るであらうが︑︿略V︒

給へ︒

植する

いしょく・する

至った︒

いちり始める

いじりはじ・める

新前後

意地

十槻4園

あまり急ぎましたので︑水が

﹁向ふむきになって︑此の

談話の最中に一人の老人が

いすにかけていらっしゃい︒﹂

七904園

んにこぼれました︒

いすの上にあったおばあさんのづき

七892

い す
いす ﹇椅子﹈︵名︶3 いす 椅子

り○

敷十年の間に驚くべき獲達を遂げた

現れたるは維新前後にして︑其の後

我が國にてか＼る新聞の

る
二人は其虜らを見廻してゐ いしんぜんご ﹇維新前後﹈︵名︶1 維
たが︑男の子はやがて仕事墓の上の

﹇意地悪﹈︵形︶1

ゐ

十ニー54園

︵五︶1 いちる
さうして一つの懐中時計を

﹇弄﹈

いじわる・し

の穴にさし込み︑︿略﹀︒

てピンセットでねぢをはさんで機械

出してそれをいぢつてみたが︑やが

十一一5810

︽ーッ︾

いじ・る

物をあれこれといちり始めた︒

十二556

﹇弄始﹈︵下一︶1

の領地にパラゴムの木を移植するに

増したために︑英國人はマレイ半島

十﹇509

︵サ変︶1

いとふにあらざれど︑︿略﹀︑今は何

以上←い

﹇移植﹈

︿略﹀︒

石蟹工場

慮へなりとも行きて君の技をふるひ

第十八

石安工場
九目6

﹇石安工場﹈︹濫発︺2

れるやうになった︒
四364 スルトホカノ鳥が見ツ 九842言霊 今朝遠足にとく起きて︑ いしょく ﹇衣食﹈︵名︶1 衣食
る
十一451図囹 我もとより衣食の費を いじん ﹇偉人﹈︵名︶3 偉人
石屋の前を通りしに︑ 即き工場
ケテ︑﹁ア︑ニクイヤツが居

ル︒﹂トイハナイバカリニ︑ヨツ
いじ・める
︽ ー メ ・ーメル︾

テタカツテイヂメカヘシマス︒
いぢめる

石安工場

四354 ︿略﹀︑此ノ鳥ハ見エルノ 九804 第十八 石安工場
いしゃすこうば ﹇石安工場﹈︵名︶1
デ︑ホカノ鳥ヲイヂメタリ︑ツ
カミコロシテエ ニシタリシテ

移

往來の人の目

九806図齪石安工場と筆太に︑小

﹇移住﹈︵サ変︶2

︿略﹀︒

明治十六年こ㌧に十三戸の

︽ーシ︾

そこで海外に移住しても外
はい
引証から思ひ掛けぬ誤解を受けて排
﹇以上﹈︵名︶1

斥されるやうなことも起って來る︒

せき

十二髄6

りであった︒

農家が移住して來たのが此の町の始

十一628

住する

いじゅう・する

につきて︑

屋根に上げし看板が

アバレマハリマス︒

五65 聞けば級のものが二三人前︑
中村君を類いきだといって︑いぢめ
たのださうです︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

五74 僕は自分よりえらい友だちを
ないと思ひます︒

いしゃ ﹇医者﹈︵名︶4 賢者←おい
しゃさま
八111 ︿略﹀︑信作に水をはかせるや

ら︑讐者を呼びに走るやら︑上を下

いじょう

んいじょう・しちひゃくまんいじょ

ちまんじゃくいじょう・さんびやくに

へのさわぎである︒

老膿のこと故︑留筆大事にしなけれ

悪し

黒もま

軒下にはらばへる黒き犬︑
にくらしき黒と思へば︑

︽ーキ︾

う・じっけんいじょう・それいじょ

八269図圃
にひゃくメートルいじょう・ひゃっか

う・どういじょう・にばいいじょう・

八454團 しかし讐者の申す所では︑
ばならないとのことでございます︒
のぶ

︿略﹀︑此の老人こそは出羽の
のぶすゑ

國の黒影佐藤信季︑少年は其の子信

九282
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いず一いずもたいしゃ

﹇出﹈︵下二︶ 2 5

出ヅ

出づ

はいって來ましたが︑それを見ると
い す
すぐに立って︑椅子をゆづりました︒
い・ず
︽ーヅ・ーヅル・ーヅレ ・ ー デ ︾ ﹇ ▽ い い い

ず・おきいず・すべりいず・たちい

木立の間の細道をたどれば︑程なく

く略V︑程なく小さき建物の

小さき建物の前に出づ︒

十46図
前に出づ︒

主人は僧の後を追ひて外に

十52図奮御苑を出でて北参道より
摺る︒

出でぬ︒

ず・つきいず・ねがいいず・はいい

し

十633図

し

ず・はしりいず・ほどばしりいず・も
うしいず

我が家の門︒

冬の朝日のさす軒下に︑
父と

はうき手にく

勇みて出つる

︿略﹀︑

母とに暇を告げて︑

俵あむ手のいそがしげなる

十895図圃

へ知らぬ旅に出でんとす︒

さ

境内を出でて海岸に到る︒

秋晴の空はあくまですみて︑暖さ春
の如し︒

十二810図

十299盲撃

野路を行く人影

こずゑはいつこ︒

た〜ち

にきえて︑ けた＼まし︑もずの音︑

風は音なくやなぎをわ

へなりとも行きて君の技をふるひ給

ておはすべきにあらねば︑今は何虚

十一453庄園 ︿略﹀︑何時までもかく

行くは何虚ぞ︑桃さく村へ︒

たり︑ 船は静かに我等をのせて︑

十一139図圃

音いっこ︒

＋ニー69図く略V︑各部にそれぐ掛 十305図圃 影のごと︑人去り 人影
る大路︑ ほろくと聞ゆる 笛の
の記者又は技術家ありて︑或は出で
て材料を取り︑或は社内にありて編

これより北は波荒くして

輯事務にたつさはる︒
十二836図

こくりゆう

それより山を越え︑河を

へ︒

ブラジルは何心へ参り

ゆ

人の最も多く住める庭にて︑何虜に

イスパニやじん

︵名︶一

イスパニヤ

ても果なき原野と森林とに候︒

十一佃1囲國

快に候︒

行きても日本人を見かけ候は甚だ愉
いつ方

ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出
﹇何方﹈︵代名︶1

あり

いつ方に志してか︑日
いづくんぞ

やけたる道を蟻の行くらむ︒

コロンブスがアメリカを嚢見

地ノ野党シミコンデ︑井戸水

ルノモアルサウデス︒

エナイ水蒸氣ニナツテ︑空ヘカヘ

ジヨウ

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑目二見

イヅミ

五525

だことは非常なものでした︒
イヅミ
いずみ ﹇泉﹈︵名︶1 泉

して臨つた時︑イスパ＝ヤ人の喜ん

八753

﹁我︑國を救ふことあた 人

﹇安﹈︵副︶2

何

我は宋の臣なり︒いつく
いっこ

﹁杉野はいっこ︑杉野

﹇何処﹈︵代名︶8

は居ずや︒﹂

九397図譜
の

乃木大將と窪目
所はいっこ︑水師螢︒

の將軍ステッセル

いつも

出雲大社

十二目3

第二課

出雲大社

出雲大社

着順開城約成りて︑ 敵 いずもたいしゃ ﹇出雲大社﹈︹課名︺2

八979図霊園

庭

いずこ

んぞ二号に仕へんや︒

十㎜1図園

むかしめんや︒﹂

はず︒いづくんぞ人をいざなひてそ

十987図園

いずくんぞ

成下りの

十二33図圃

いずかた

つればまた舟を浮べて進む︒

十二859図其の間︑山にさしか﹂れ 十一価10國囲 此の邊は南米中︑日本

るキチーに出づ︒

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な

十二858図

東海岸に出でんとすれば︑︿略﹀︒

七305図昔一匹の獅子︑森の中にて 十6910図 翌朝僧は暇をこひて又行く 舟を進むべくもあらず︑山を越えて
眠りしに︑後の暗きやぶかげより大
へび
いなる蛇つと出でて︑獅子のからだ
にまきつきたり︒

り︒

七335図船は沖に向ひて港を出でた
八208図 其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ 十908図囲

此方をさして

語りつ＼集る若き

人々︑今朝とく出でし兄も交れり︒

天声きかずしていはく︑

ダラトキテ木材ヲ費ル半日ルマデ︑

當る︒
しばた

︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐

きを如何せん︒﹂と︒出でて元軍に

﹁我もとより之を知る︒唯國家の危

十974図

一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ
トイフ︒

朝日は出で ぬ ︑ 花 や か に ︒

九26図圏 よき日は明けぬ︑さわや
かに︒

まもりまさ

やながせ

うき世をよそなるしづ

劉備が三顧の

我が身をすてて報

︿略﹀︑

けき住居︑ 出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒
りうび
つ

起ちてぞ出でぬる︑草の

こよなき知遇︑

ぐ

十一川8﹇図圃

十一川2図囲

近江の柳瀬に討って出でしむ︒

あふみ

久間盛政をして一二五千の兵を率ゐ︑

く

十一236図

九1110図朝早く起きて︑井戸端に出
づ︒

九849図 月はまだ出でざれども︑空
よく晴れて︑満天の星は寳石をちり
ばめたるが如し︒

九平10團園 一人の子が御三の旧いく
さに出でし事なれば︑定めて不自由
なる事もあらん︒

いんと︑

十19図 左に折れて第二の鳥居を過
ぎ︑又右に折れて第三の鳥居の前に

いほりを︒

十二49図停車場の外に出つれば︑

出づ︒

十45図 此所を出でて薔御苑に入り︑

いずもたいしゃ一いそがしげ
108

いつも

﹇出雲大社﹈︵名︶1

十二43 第二課 出雲大社
いずもたいしゃ

出雲大社
なり︒

十二77図 これ即ち出雲大社の起原
いつ

いへるやう︑﹁義を見てせざるは勇

エサンバミンナシルシバンテン
ヲヌイデ︑ヰセイヨクハタライ

海岸の松原や︑いその小山

も次第に遠くなって︑しまひにはも

七539圓

う何も見えなくなります︒

イソガシ

十一8010図圏古酒く射つくいその香に︑

﹇忙﹈︵形︶4

不断の花のかをりあり︒

いそが・し

おんいそがし

八589図

近年人々ノ生活次第ニイソ

いふは︑働く人の少きをいふなり︒

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

八291図

手はずべて仕事のもとにし

間もなく當直慢罵から威勢の いそがし 忙し ︽ーシキ・ーシク︾﹇▽
﹁萬歳︑々々︒﹂船員は手早く

昔︑大國主命賊を平げ

胡弓二十⊥ハ

伊勢参宮

めんどりはせはしげに幾度か土をか

九154図出がけにとやの方を見れば︑

キ者ナシ︒

ガハ

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

爾側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如

ガシクナリテ︑見物人ノ外ハ︑町ノ

伊勢参宮

﹇伊勢参宮﹈︹氏名︺2

なし︒

十二61図

鯨の尾をくさりで船ばたにつないで︑
きよ
威勢よく根篠地に引上げる︒
みこと

十柵6

よい黒甜がか＼る︒

九647

カケテ來タ︒

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク

停車場デキツプヲ買ツテヰル

なきなり︒︿略V︒﹂と︒心ある者ど

されど何れも美しき光澤

六346

テ居マス︒

十二473図

種の箱を作るに用ひられ︑つがは

を有するが上に︑もみはく略V︑諸

ひば・松・落葉松は何れ

︿略﹀︑家屋の柱・土毫となすに宜し︒

十一一477図

けやき・栗・かしは何れ

も堅くして︑︿略﹀︒

十一一481図

六目14

私の勤め居り三家は呉

﹇忙﹈︵形︶2

いそがし

今日のお書頃はうち中︑目が

僕等はふだんいそがしく働

いてるますのに︑君はたゴ坐ってゐ

八997圓

まはるほどいそがしうございました︒

五478

い ︽ーウ・！ク︾﹇▽おいそがしい

いそがし・い

服店にて︑なかく忙しく御座候︒

十二伽8㈱田

つくらんとする様なり︒

首をすゑ︑むねを張り︑今やときを

く︑をんどりは箱のふちをふまへて︑

きちらして︑餌をあさるにいそがし
働

伊勢参宮

せ

おとうさんは昨日分家の叔

﹇伊勢参宮﹈︵名︶1

伸弟二十⊥ハ

蔓質5国

勢参宮

せ

いせさんぐう

法律を制定するには︑政府 六鵬−

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

十一一886

又は貴会爾院の何れかが其の案を作

兄貴駄卸院の何れかから提

成して議會に提出する︒

い

父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た

せ

い せ
﹇伊勢国﹈︹地名︺1 伊勢

出された案は︑他の一院のみで討議

いせのくに

れました︒

いつれ

い

本居宣長は伊勢の國松坂の

のりなが

人である︒

十﹇707

相手の信作があの通りだか の國

﹇何﹈︵副︶2

もらはなければなるまい︒

ら︑いつれ又改めてやり直しをして

八119園

いずれ

し︑︿略＞Q

十二895

いせさんぐう

凡そこれ等の木材は︑其

も何れも同意しければ︑さらばとて
︿略﹀︒

十二462図
の有する性質によりて各種の用に供
すべく︑随って何れも重要ならざる

も

いずものくに﹇出雲国﹈︹地名︺1出
はなけれど︑中にも其の用途の廣き

いつも

五了7 ある時︑出雲の國のひの川の

何れ

は杉及び檜なり︒

雲の國

いつれ

はたをお通りになりますと︑川上か
はし

ら箸が流れて來ました︒
﹇何﹈︵代名︶ 1 2

九136図 毎日世話し居ることとてい

いずれ

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ
は↓そうかはゆく思はる︒
︿略﹀︑眼前には︿略﹀︑遠

くにはく略﹀など︑いつれおとらぬ

九986圏

高山が︑南から西へ連なって︑互に

何れも︑御在世来しばく

雄姿を競ってゐます︒
ぎやうかう

十39図
行幸・行啓ありし所にて︑當時の

御殿・御庭などの︑今も其のま＼に
保存せらる＼なりとそ︒

十610図園 又御造螢の半ば頃より︑
各地方青年團の御手つだひを願ひ出
つる者敷多かりしかば︑何れも十日
間を限りて土木に妻事せしめたるに︑
︿略﹀︒

しかしジョージは依然とし

いそがし

て物を食ふだけで︑少しも僕等の爲

いそがしげ ﹇忙﹈︵形状︶2

て︑﹁︿略V︒﹂とくり返すばかりであ

いそ

につくさない︒

﹇磯﹈︵名︶2

つた︒

十一⁝⁝⁝7

いつれ又近い中に便りをし いぜん ﹇依然﹈︵副︶1 依然
ませう︒おとうさんやおかあさんに
威勢

た村の人々に助けられ︑何れもぬれ

十9310 さいはひ附近の田で働いてゐ 九94国

ヰセイ

よろしく︒

﹇威勢﹈︵名︶5

四586ドンナサムイ日デモ︑大いそ

いせい

ねずみのやうになって家に錦つた︒

れ給ふと聞き︑高徳 一 族 土 ハ を 集 め て

十梱3図 然るに今主上隙岐にうつさ

109
いそぎ一いだい

九133図 白・黒・うすかば色︑十幾

げ

グ急ぐ︽ーイ・ーギ・ーグ︾

いそ︒ぐ ﹇急﹈︵四・五︶14

いそぐ

急

つつみかかへて

つれだちいそぐあ

三291圏︿略﹀︑

がくかうへ

羽の鶏一つにかたまり︑頭と頭とを
つき合はせて︑いそがしげに餌を拾

兄弟は今度こそはと︑

ねおとと︒

六221圏

沖ものどか︑

すれ合って︑

の一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎ
つと大砲のそばへ寄って︑

に急ぎて進み來る︒

十一578

︿略﹀合圖をすると︑網口

彼は急いで家に臨つた︒

急いで南砂をこめ︑ねらひを定めた︒

十二453

いそこ

の近くに番をしてみる漁夫が急いで

十二787

四652

なふ

よ一は心の中で︑もし

﹇射損﹈︵五︶1

網口をしめてしまふ︒

ゑがほとゑ

り入れました︒

馬にまたがって︑海の中への

は居まいとかくごをきめて︑

これをいそこなったら︑生きて

濱へ露る父

︽ーッ︾

濱ものどか︑ いそこな・う

のすそ野へ急ぎました︒

母にいとまごひをして︑ふじ

四937

ふ︒

俵あむ手のいそがしげなる 父と

十893図圃 冬の朝日のさす軒下に︑
母とに暇を告げて︑ 勇みて出つる
我が家の門︒

の小舟︑

沖へ急ぐ兄の小舟︑

そぎ
がほ︒

いそぎ ﹇急﹈︵名︶1 急ぎ3おおい
五925 郵便物をあつめる人は︑毎日

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

六34一

へ急グノデアラウ︒

きまった時刻に來て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ 其 の あ

つめに直る頃に︑急ぎの封書を入れ

紀州の男は急いで國へ蹄つ

て︑其の金をまちがひなくと〜ける

あまり急ぎましたので︑水が

やうに致せ︒
七891

いすの上にあったおばあさんのづき
んにこぼれました︒

主人は急ぎて家に鋸りぬ︒

いなむら

﹇板﹈︵名︶5

家なれ︒

いた

いた・のしいた

いた

板与あっ

しいて︑︿略﹀いろいろな物がは

四413にはへいたやむしろを

こび出されました︒

ツト板ノ上ヲ通ルト︑カンナ

四593 ︿略﹀︑カンナデ板ヲケヅ
ルモノモアリマス︒
四60一 ヨクキレルカンナガスウ

クヅガヒトリデニクルリトマハ

木びきの力藏さんがうたをう

ツテスベリオチマス︒

たひながら︑大きなのこぎりで板を

六167

ひいてゐました︒

まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

十二86図面の棒を此の板の上にて

りて火を生ず︒

白ウサギハイタクテタマ

ぜっ

れい

る

いだい ﹇偉大﹈︵形状︶1 偉大

やうに感じます︒

中などは︑寒いといふよりもいたい

何度といふきびしさ︑學校へ行く途

十782團 ︿略﹀︑朝は撮氏零度以下十

テ居マシタ︒

ヘツテイタクナツテ︑クルシガツ

四177 白ウサギハスグ海ノ水
ヲアビマシタガ︑前ヨリモカ

ナイテ居マシタ︒

リマセンカラ︑ハマベニ立ツテ︑

四165

い ︽ーイ・ ク︾

いた・い ﹇痛﹈︵形︶3 イタイ いた

七里が濱のいそ傳ひ︑

イソッ

劔投ぜし古戦
︵名︶一

稻村が崎︑名將の
場︒

イソップものがたり
プ物語

かうしてイソップ物語やロ
ビンソン︑クルーソーや合衆國史等

十一992
を讃んだ︒

打返す磯波にまき込まれたか

いそ
﹇磯波﹈︵名︶1 磯波
いそ

十268

いそなみ

と思へば︑忽ち大波にゆり上げ︑
︿略﹀︒

いそべ

我がなつかしき住

煙たなび

我は海の子︑白波の

﹇磯辺﹈︵名︶1

くとまやこそ︑

さわぐいそべの松原に︑

十﹁801図圃

いそべ

水際に寄りて馬の足を冷

榎寺を出て二日市の停車場へ

十613図

十伽6

十一244図

十二2410図圏

聞けば今朝から五里の山道を︑いそづたい ﹇磯伝﹈︵名︶1．いそ傳ひ

に來る者が︑途中で人と立話でもは

ほのさき

急ぎな

七754圏

七429

急ぎ

じめると︑私は氣がもめてたまりま
︵四︶1

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

︽ーリ︾

﹇急帰 ﹈

せん︒

蹄る

いそぎかえ︒る

み

十二610図 此の時事代主命はすなど

りのため美保崎といふ庭にありし

︵五︶1

が︑使を得て急ぎ鋸り︑父君に申す
﹇急﹈

やう︑﹁︿略﹀︒﹂

︽ーイ︾

いそぎなさ・る
さる

︵五︶1

いそぎ

七705囹さあ︑道を急ぎなさい︒私 急いだ︒
﹇急行﹈

は渡場へ露って人を渡します︒
いそぎゆ・︿

の一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎ

さんとする折しも︑思ひもよらぬ敵
に急ぎて進み來る︒

︽ーク︾

三307圃 ︿略﹀︑ ﹁さ︑いきませ

水際に寄りて馬の足を冷
さんとする折しも︑思ひもよらぬ敵

十一244図

ゆく

う︒﹂ときやうだいは がくかう
さしていそぎゆく︒

いたがる一いだす
llO

おう
十552 ところが︑先年の激洲大魚で︑

いたがる

﹇致置﹈︵四︶1

火を放てば︑︿略V︒

で其のま＼に致置き︑さて四方より

伐倒したる木は乾くま

致置く

來ず︑︿略﹀︑いたき所をさすること

いたしお・く

も出野ざるべし︒

やはり此のやさしい︑しかも勇まし
ゐ
い通信者の働の偉大な事が謹明せら
︽ーキ︾

︵五︶−

十一柵8囲團

れたので︑今では各 國 共 に 成 皿 に 公 書

﹇痛﹈

鳩 の 改 良 に 力 を 用 ひ︑︿略﹀︒
いたが・る
︽ーッ︾

五937

︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

事が書いてありますと︑もらひ泣き

今︑三條の大橋に立って︑川

をいたします︒

六714

なれますれば︑お子どもし

下を見ると致しませう︒

六894園

此の講堂でお話を聞いたり致しまし

．ゆうのお守も致します︒
七527囹 私も子どもの時には︑︿略﹀︑

す︽ーサ・ーシ・ース・セ︾且﹀あんし

︿略﹀︑両方から引合ひました いた︒す ﹇致﹈︵四・五︶27 いたす 致

が︑子どもがいたがって︑わっと泣

八372

た︒

私は年中航海をしてみるも
のですから︑少し其のお話を致しま

七532園

んいたす・えんいんいたす・おあいて
す・おんおくりいたす・おんやくそく

出しますと︑實母の方は驚いて手を
いたく

いたす・おつかえいたす・おやどいた

﹇痛﹈︵副︶2

放しました︒

いたく

いたす・かんしゃいたしおり・かんし

七711園房州へ出かせぎに行って︑

ばう

十629図 同情深き妻の言葉に︑主人

んいたす・きこくいたす・ごぶさたい

す︒

はいたく心動きて︑﹁ではお泊め申

れふを致して居りましたが︑︿略﹀︒

たす・しさついたしおり︒じさんいた

やうに致せ︒

て︑其の金をまちがひなくと〜ける

紀州の男は急いで國へ錦つ

たす・さいだんいたす・さんじょうい
す・じゅうじいたしおり︒しんぽいい

七756園

さう︒︿略＞Q﹂

十698図 一語々々︑心の底よりほど

たす・にっさんいたす・はいけんいた

せうらん

しばらくして︑其の中のおも

立つた者が出て︑いろくおわびを

八426

致しますと︑越前守は﹁︿略V︒﹂と

命じました︒

﹁しからば許してつかはす

であらうが︑其の代りと致して︑白

八428園

木綿を一反つつ︑名札をつけて︑三

來る二十五日に︑亡母の三

日の間に間違なく持参致せ︒﹂

八郷7團

父が今年八十八になりまし

回忌の法事を致します︒

たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

八佃7團

︿略﹀︑通常の人夫にもま

を致したいと存じます︒

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

十73田園

これも里心の致す所なるべし︒

お宿は致しても︑さて何も

差上げる物はございません︒

十649囹

あなたのおもてなしに致しませう︒

十672圏 ︿略﹀︑今夜は之をたいて︑

來ず︑人のかげごとばかりいふ石田

て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︒

大事に致すのを此の上もない仕合は

早しみを退けても︑ひたすら父上を

十二679園私はありとあらゆる身の
たとひ敷年の軍功がみとめ

かん
毎晩責上高の勘定を致

せと存じてをります︒

が一番達者なりとて︑何時もほめら

す時など︑仲間のうちにて計算は私

十二梱5陳囲

れ申候︒

小西は日本の大將ならず︑
まことは堺の町人︑道案内の者故︑

︽ーシ・ーセ︾←おもいいだしもうす・

﹁誰に頼まれた︒﹂﹁誰にも いだ︒す ﹇出﹈︵四︶6 出ス 出す
頼まれは致しません︒﹂

八177園

にげも致したであらう︒

七鵬7園

も︑石田めとは中直りは致さぬ︒

られず︑此のま＼切腹を命ぜられて

七993園

ぬ︒

めとは︑此の清正一生中直りは致さ

七991國神々も照覧あれ︑戦一つ出 十町10塵団近き庭ならば早速上り候

致す︒

人夫には此方から手あてを

動かされたる旅僧は︑両眼に涙を

中のさむらひを引きつれて︑ふ
じのまきがりをいたしました︒
なめてみると︑酒のあちがい
たします︒

五544

おとうさんへ電報で御返事
をいたしたやうに︑︿略﹀︒

五841國

七757園

ばしり出つる主人の物語に︑いたく

あまり長くなりますか

す︒はっきりいたしおり

う︒

三863医

﹁天人のはごろもなら︑

ら︑もうおいとまにいたしませ

一一一444囹

た＼へて聞きみたり︒

いだ・く﹇抱﹈︵四︶2いだく抱く
︽ーキ︾

八581歯牙 下駄屋にありし人は皆︑
彼の姿を見送りぬ︑ さとすべき

なほさらかへすことは出來ませ

︽一

ある年︑よりともは日本

ん︒國のたからにいたします︒﹂

いたし

四933

子にさとされし小さき悔をいだき
土人今林藏を珍しがりて

つ㌔
十二864

﹇痛﹈︵形︶1

︿略﹀︑或は抱き︑或は懐を探り︑
︿略﹀︒

キ︾

いた・し

に不自由ならん︒箸を持つことも出

八283図 もし手なくば︑我等は如何

111

いたずら一いたどり

さ

殊に徳川幕府二百鯨年の鎖

國は︑國民をして海外に獲諭する意

十一一価3

氣を消磨せしめ︑徒に此の小天地を

おもいいだす・さしいだす・とりいだ

八584図學校用具ヲ費ル店二︑手

す

理想郷と観じて︑世界の大勢を知ら
いた

ぬ國民とならしめた︒

﹇頂﹈︵名︶2

いたゴき

頂

此の人は小さい時から

﹇悪戯者﹈︵名︶1

帳・筆・墨・給具ナドト記シタル看

いただき

いたづらもので︑︿略﹀︒

四775

づらもの

いたずらもの

板ヲ出シ︑︿略V看板ヲ出セルハ︑
︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

ヨク人ノ知ル所ナル ベ シ ︒ ．

八586図

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ
ニ記シタル看板ヲ出会ルハ︑ヨク人
ノ知ル所ナルベシ︒

し︑﹁四月二十五日 朝 ︑ 卵 二 つ ︒ ﹂ と

ないさうだが︑此の山のいた9きに

九148図机の引出より養鶏日記を出 六57園毫湾ではめったに雪が降ら
は︑いつもつもってみるといふこと

向ふの山の頂に日の光が赤々

とさして來た︒

十412

だ︒

記入す︒

先に涼み皇を出して︑家内一同涼み

九848図 信吉の家にては︑夕飯後庭
みたり︒

十一263図 こはたゴ事ならじと︑尾 いただ・く ﹇頂﹈︵四・五︶20 イタダク

いたづら

︿略﹀︑おちいさんに︑あれ

オ花ハオカアサンニオヒ

せんさう

度の職孚でいた曵いた︒﹂

町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二

大キナ磁石ライタぐイタ︒

六651

かしはもちをこしらへてい

た球いた︒

六櫃6

ていただいて︑うち中の者が潮干狩

と妻が申してをりますが︑いかゴで

頂きませう︒﹂

ございませう︒﹂﹁それはけっこう︑

﹁失禮ながらお名前を聞か

せて頂きたい︒﹂

十675囹

にそびえて雪をいた零くアルプの連

十二367團 ︿略﹀︑はるかに紺青の空

のに感心してしまひました︒

見せていた9いて︑其の始末のよい

七161困昨日おかあさんにるすをし 十一154 一年生の時からの成績物も

︿略﹀︑人夫は財布を出して渡

に参りました︒

七684

峯︒

しました︒かの男はゆめかとばかり
喜んで︑財布を幾度かいた球きまし

る

賀茂川はく略V水がいたって

印度の國はいたってあっう

鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山

郷里の家はく略V︑至ってせ

︽ーテ︾

いた・てる

﹇射立﹈︵下一︶1 射立て

まい︑そまつな家であった︒

八価4

︿略﹀︒

ニスム︒巣ハ至ツテソマツナモノデ︑

八499

氣立ノヤサシノー老人デシタ︒

イヤウデシタガ︑イタツテ正直デ︑

七496 ︿略﹀︑チヨツト見ルト︑コハ

ございますので︑︿略﹀︒

六894園

きれいで︑染物にむいてゐます︒

六736

たって至ツテ至って

いたって ﹇至﹈︵副︶5 イタツテ い

きませう︒

十二403圏まあ一曲ひかせていた讐
それがあなたのやうな正直

たが︑︿略﹀︒

七696園

なお方に拾はれて︑財布をいた球か
せてもらひましたが︑いたゴいたの
は財布ではなくて︑私の命でござい
ます︒

︿略﹀︑財布をいたゴかせて

もらひましたが︑いた幽いたのは財

七696囹

取分けおいそがしい中を︑

布ではなくて︑私の命でございます︒

八446団

一週間もおひまをいただきまして︑
まことにありがたう存じます︒

八掴1國又まことに申しかねますが︑

︿略﹀三毛の子猫︑もは

當日祝の歌を一首いた向きたうござ
います︒

九戸9國國

や大きくなり候事と存じ候︒近き中

それにつけても︑諸君にも 六817 敵ははげしく射立てた︒味方

に頂きに上りたく候に付き︑︿略﹀︒

十157園

はばたばたとたふれた︒
五174園 ﹁をぢさん︑︿略﹀︒ 一番こ
大いに奮登していた悪きたいのです︒
し
十653園 ﹁︿略﹀粟の飯︑召上るなら いたどり ﹇虎杖﹈︵名︶2 いたどり
つちは金鶏勲章でせう︒﹂﹁あ＼︑今

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

四844

かへりました︒

つて︑いただいたくりを持って

四262 ︿略﹀︑おそくなるとおも

つもりです︒

で匿うまをこしらへていただく

三283

タダキマシタ︒

ユキデウサギヲコシラヘテイ

ワタクシハネエサンニ︑

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

く

イタぐクいただくいたゴく頂

に物見の兵を出してうかゴはしむる

野路山の本道に急報すれば︑盛政直

に︑︿略﹀︒

二402

十二866図 やがて酒食を出したれど

﹇徒﹈︵形状︶3

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧
みず︒

いたずら

りき︒

の時日と金鏡とを費したるに過ぎざ

の研究に没頭したれども︑徒に多く

十二偽4図 こ㌧において再び炭素線

しむことの甚だしき や ︒

らざるを知って︑何ぞいたづらに苦

十993図囲 汝大勢の如何ともすべか

徒

いたのま一いたる
112

板の間
いふ︒

イタリヤ
其の中我が大日本帝國と︑

十二641図
を表せり︒

ル・ーレ︾

至

鐵眼こ＼において再び意

の領地にパラゴムの木を移植するに

至った︒

パナマ地峡に運河を造る事は︑

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十364

十一鵬1図

かくて天和元年雪眼が初

境内を出でて海岸に到る︒

ばく

家屋・橋梁・船舶・電

りやう

從際する者の心掛け如何の影響が

更に大きい︒

至れり︒

十二881図

松に至りては産地極めて

う

しロつ

く略V︑林藏は好機至れり

林藏が二回の探楡により

はんことを求む︒

とひそかに喜びて︑切に己をともな

十二844図

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

いふ虜に引返し︑酋長コーこの宅に

十二839図

止むなく南方のノテトと

︿略﹀︑遂に今日の如き形式をなすに

十二625図 イギリスの國旗は︑︿略V︒

まで殆ど之を見ざる庭なく︑︿略﹀︒

廣くして︑奥羽地方より九州に至る

あう

十二493︹図

廣くして︑︿略﹀︒

十二492︹図松に至りては産地極めて

で︑一として杉を用ひざるなし︒

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

事既にこ＼に至る︒天守 十二466図

温度はく略V︒光の強さに
よう

﹁中庸は徳の至れるも

きやう

たまく元の大軍至るに及 十一一234 外目貿易に至っては︑之に

十二810図

大出版は遂に完成せられたり︒

至りて︑一切経⊥ハ千九百五十六巻の

度の募集を始めてより十八年の後に

十﹇燭1図

銭をも留めざるに至れり︒

及ぶ限り廣く人々を救ひ︑又もや一

を決し︑︿略﹀︑其の資金を以て力の

壼したところで︑︿略﹀︑成功を見る
に至らなかった︒

彼は此の後も尚研究に研究を

重ね︑工夫に工夫を積んで︑世に柿

十4910

右衛門風といはれる精巧な陶器を製
作するに至った︒
そう

のなり︒﹂

あした
なる︑ ﹁朝に道を聞くことを得ば︑

其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ 十一74図

︿略﹀︑其の好學の念の切

十一71図園

至っては非常なもので︑︿略﹀︒

十﹇23

唯死せんのみ︒

十998図園

へらる︒

んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

十981図

んとするに至れり︒

は次第におとろへて︑ほとんど亡び

これイタリや中興の主エ 十9610図 支那の宋朝の末︑︿略﹀︑宋
いたる

川中島で前後五回職つたが︑

ル至る到る︽ーッ・ーラ・iリ・一

いた・る ﹇至﹈︵四・五︶33

ンマヌエル王︑國土統一の時︑︿略V︒

十二642図

イタリヤの國旗は︑︿略﹀

アメリカ合衆情を世界の五大仏説と

イギリス・フランス・イタリや及び

七42図

七3図

五362 いたどりは私どものせいほど イタリヤ ︹地名︺4 イタリヤ
にのびてゐました︒

﹇発問﹈︵名︶1

五36図 いたどり
いたのま

八価3 郷里の家は六鍾・三畳・二畳
の三間と︑二畳の板の間が一つだけ

﹇板橋﹈︹地名︺1 板橋
よしのぶ

の︑至ってせまい︑そまつな家であ
つた︒

いたばし

いたまし

の官軍は諸道より並 び 進 ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

十二惚8 明治元年三月徳川慶喜征討

﹇痛﹈︵形︶2

東山道先鋒は板橋に着いた︒
いたまし・い

七458

まだ勝負がつかなかった︒第六回

︽ーイ︾

十464 毎日焼いてはくだき︑焼いて

目にいたって︑信玄から謙信へ︑

い

はくだきして︑歎息する彼の様子は︑
スカウ

﹁︿略V︒﹂と申しこんだ︒
ヤウ

實に見る目もいたましい程であった︒

十二729 父の身の上を案じながらフ 八194図 揚子江ハ ︿略﹀︑我が國ノ

八209図

最南端ヨリ最北端二至ル長サヨリモ

︽一

ランスに行ったコーデリヤは︑やが
いたむ

長シ︒

﹇痛﹈︵五︶1

ていたましい報知を得た︒
いた・む

ダラトキテ木材ヲ責ルニ至ルマデ︑

夕に死すとも可なり︒﹂といふに至

ゆふべ

ン︾

一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ

ぶん
﹁爽署しては食を忘れ︑

十二602囹直りました︒ねちが一本

十一了10図園

多しんではうれひを忘れ︑老の將に
だ

これより先︑秀吉は織田

お

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

のぶたか

十一272図

至らんとするを知らず︒﹂

歓二半來代々力をつくして來

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十
︿略V︑近年ゴムの需要が激

増したために︑英國人はマレイ半島

十﹇509

日の正午大岩山の敗報至る︒

寳物殿に到りて御遺物を舞

た農學は︑如意の望通り︑信淵に至

観す︒

十35図

つて大成したのである︒

九291

ヒテ小屋根ノ上ニカ・グルニ至レリ︒

ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

れり︒

至り

八594図

トイフ︒

イタヤ

いたんでゐましたから︑取りかへて
﹇板屋﹈︵名 ︶ 一

置きました︒
いたや

ニ382圃 ツモルツモルユキガ︑
マツ白ナユキガ︒ ワラヤノヤ
﹇至﹈︵名︶1

ネニ︑ イタヤノノキニ︒
いたり

員先かけて参ったは感心の至り︒

十717囹 其の時の言葉にたがはず︑

113
いたるところ一いち

て︑︿略﹀︑此の地方の事情も始めて
我が國に知らる＼に至れり︒

ご

等の娯樂機關が到る虚に散在してゐ
る︒

瀬戸内海には︑到る虚に

岬あり︑湾あり︑大小無敷の島々各

こ ん な 事 を 次 か ら 次 へ と 考 十一329図

へては︑遂に心の苦しみにたへられ

十一一9210

燈火としては︑︿略﹀︑今は

所に散在す︒

世界の公園といはれてゐ

七目16 第十四

世界⁝⁝−⊥
山の秋⁝⁝−⊥

七目詔

第一

今日⁝⁝⁝一

七目2
第一

明治神宮重葬⁝⁝・・⊥

川中島

一

一

動物

︼騎打

海ノ生物

第十九

石合

手紙

子

石合

一

小ぞうか

第十二

一

アメリカだより

武將の幼時

大岡さばき

一

第十一

手紙

↓

一

小ぞうか

第十二

アメリカだより

一

第十八

第四

﹁

﹁ 動物

川中島の戦 一 一

ら主人へ

八649

﹇

第二十七．人を招く手紙

サンフランシスコから

萎打

八研2

第十四

石安工場

一

九564

第十八

我は海の子

一

一

九805

一

手紙

九川8

十5図 1

第二十三

一
入

大岡さばき

八目6 第四 武將の幼時

七791説十九海ノ生物
七佃4 第二十六 注文 一

騎打

七433第十四

螢中の兄へ

第一

六撤⁝2 第二十六 伊勢参宮

八目2
第一

太陽⁝⁝⁝一

九目2
第一課

十目2

十﹁目2

1﹇▽こう

明治天皇御製⁝⁝
一

第一課

︵名︶33

十二目2
﹇＝

：⊥

いち

いっきゅう・さんぶんのいち・しなだ

るスイスは︑到る虜我が日本のやう

戦

ども孚

九三のうち

一

手紙

第十九課

第四課

第二十

十﹁121

十鵬2

十一799

遠足

一

しけ

伊勢参宮

﹁

一
笑ひ話

海

第十八

八目16 第十一

八目19

ちじつ・せかいいち・せかいだいい
いいちい︒だいいちどっかい・だい

いいち・しぶんのいち・じゅうねんい

︽ーハ︾

いたはり養ふ

八133

サンフランシスコから

八目27

ら主人へ

ち・ぜんどうだいいち・だいいち・だ

に景色がよい︒

十一一359困

る時代となった︒

ガス燈や電燈が到る虞にかゴやき渡

十一681

な く な っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と思ひ立つに
至った︒

十二㎜4図 社寺の壮麗はしばらくお
き︑何の山︑何の川︑一木一草に至
るまでも歴史あり古歌あり︑人をし
て低回去る能はざらしむ︒
︿略﹀︑次第に改良せられ
いたわしい ︵形︶﹇▽おいたわしい

十二川6図

て︑四五十年の後には燈皇などにす
いたわりやしな・う

いっか・でんいちごう・とうきょうこ

うようだいいち︒ときいっすん・ない

うじまちくたけひらちょういち︒とう
だいだいいち・とうほくだいいち・と
軍のおきてに

八354

他日我が手に受領せ

したがひて︑

うごにちこごいちじ・にっぽんいち・

ちだいいち・なんぶだいいち・にじゅ

ども孚

五277

海

第五

第二十六

第十二

戦

ば︑ 長くいたはり養はん︒﹄

八444

﹇一﹈ ︹右記︺
18 一

ガンガトンデキマス︒一

ちキロメートル・わがくにだいいち

いち

お祭⁝⁝⁝﹁

六目30

六目7

のあな

大日本

お祭

螢中の兄へ
六436

しけ

三馴7十七一口ぱなし一雨

トンデキマス︒

二三四五六七八九十︑十バ

一342

べいこくだいいち・まんいち・やくい

謝するに亘りあり︒

九434図心園 ﹃我に愛する良馬あり︒
けん
今日の記念に献ずべし︒﹄ ﹃厚意

﹇労養﹈︵四︶1

ゑ附けらる＼に至りぬ︒
十二麗9図 ︿略﹀︑着々成功の域に進
しん
みしが︑唯心に至りては彼の最も苦

徳川方も事こ﹂に至っては︑

心したる所なりき︒

十二悩10

いたる

あくまでも職ふ覧悟をきめて︑もの
きん
すごい緊張を示してみる︒
﹇至所﹈︵名︶7

ウンドウクワイ

いたるところ

ウンドウクワイ
イマハ

一

イマハ：⁝⁝∴

﹁
一

イマハ

二目2

三目2

一

お祭

二21

國から種馬を輸入したので︑大いに

三目2

一

一

七281 我が國の馬は︿略﹀︑近年外

改良されて︑いたる所に良馬を見る

四目2

三11

所 到る庭

やうになった︒

一

大日本⁝：⁝二

十293 娘の勇ましい行爲は︑歌に歌

四目2

﹇

大日本

一

せう
はれ︑其の肖像圭旦 は 到 る 虚 の 店 頭 に

一

飾られた︒

十976図 然るに元軍の勢いよく盛 五目2

一

六目2 第一 俵の山⁝−⁝二

第五

五目2

にして︑宋軍到る虞に敗れ︑皇帝・

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒
其の外各種の學校や︑︿略﹀

四11

五11

六193

十﹇101

入

子

いち一いちぐん
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一

十一棚7 第二十三課 南米より︵父
の通信︶

十二289 第八課 ヨーロッパの旅
一 ロンドンから
第二十五 課

港入

一

十二804 第十六課 鳴門 一
十一一櫨5

いち ﹇市﹈︵名︶！ 市εうまいち・
うまいちけんぶつ

﹇位置﹈︵名︶8

位置

十 日 間 も 績 い て ︑ ︿ 略V︒

十222国此の町では︑二歳駒の市が
いち

九857園 どの星かを見おぼえて乏い
てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

を占めたために︑此の時計全腔が再

一々

び活動することが出向たのだと思ふ

一々

︿略﹀︑何を聞いても︑

﹇一＝︵副︶2

と︑︿略﹀︒

いちいち
十槻7園

明白に答へて︑しかもよけいなこと

も

覚えないやうである︒

おん
一音

一音は﹇音より妙を加へ神
﹇一音信﹈︵名︶1

に入って︑︿略﹀︒

十二417
いちおんしん
信

おん
十五字までが一音信だが︑

一番低い一月との差は︑僅かに三十

父から

太郎

＝月十八日﹈

八センチメートルに過ぎない︒

いちがつじゅうはちにち

一月十八日

一月十八日

さち子どの

八747困

︵名︶1

どの

﹁これは略本暦だ︒この

いちがっついたち﹇一月一日﹈︵名︶1

一月一日

︿略﹀︑それでは十七字になる︒

七川7園

十一888園

は言ひません︒

見れば引出にはみんな札が いちかいきねん ﹇一回帰年﹈︵名︶2

十一178

ところが太陰暦は︿略﹀︑

＝月二十日限﹈

一月二十日限り

﹃一月二十日限り當役場へ

一行

一口又一口︑平然と藥を飲む

︸口紅一口︑平然と藥を飲む

一軍

一群

日は大分高くなってさわやか

にかゴやき︑高いく青空を︑ひわ

十433

極星の位置を知らせてくれるのだ︒

いふ一群の星があって︑何時でも北

と
九873囹何かといふと︑北斗七星と

いちぐん ﹇一群﹈︵名︶2

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒

十一2810図 ︿略﹀︑敵は見る間にばた

口軍﹈︵名︶1

かゴやくフィリップ︒

王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼

十108

たフィリップが︑︿略V︒

か皮やくフィリップ︒やがて讃終つ

王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼

十108

いちぎょう ﹇一行﹈︵名︶2

納付﹂

なふふ

八783圏

︵名︶1

いちがつはっかかぎり

これは一月一日から敷へた日章だ︒﹂

中にある﹃通日﹄で数へて御らん︒

十﹇928囹太陽暦は春分から春分ま

一回編年

十一934囹

してこしらへたものだ︒

でを一回錦年といって︑それを本と

チ﹂などと一々書いてあります︒
一院

政府から提出された案は先

﹇一院﹈︵名︶2

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

いちいん

十二888
づ議會の一院で討議される︒

此の一年は一回錦年より約十一日少
いから︑太陽暦とくひちがって建て︑

又貴重毒煙の何れかから提

出された案は︑他の一院のみで討議

︿略V︒

十二896

九8510医 それでも航海をする人など

し︑可決すれば同じ手績によって奏

つて見えるから︒

が︑よく星を見て船の位置をはかる

＝概﹈︵副︶2 一ガイニ

上する︒

いちがいに

といふではありませんか︒

ガイニイフコトハ出來ナイガ︑先ヅ

せらる㌧新聞中にも大小種種ありて︑

一がいには言難けれども︑襲職に名
ある新聞は︑︿略V︒

即ち水位の一番高い五月と

いちぐん

色モ一様デハナイ︒︿略V︒一

一がいに

緑色ノモノ汗馬イ所書︑紅色ノモノ

七871

御推察下されて︑特別の御仁慈を以

口紅イ所二︑︿略V︒

十二糊2園此の邊の事情をよくく
ておだやかに事のまとまるやう今﹇

のなら︑目送にならないでせう︒

九861圏 星がそんなに位置の攣るも いちおう璽応﹈︵副︶2一鷹
九866圏 それに︑たくさんの星の中

磨御評議下さることになりますれば︑

一音

勿論今日我が國にて爽行

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

﹇一音﹈︵名︶3

十ニー57図

らないのがあるから︑まことに都合

何分今一鷹の御評議を推

誠に日本國の幸でござります︒

いちおん

して御願ひ申す次第でござります︒

十二伽5囹

がよいのだ︒

と
九874園 何かといふと︑北斗七星と
いふ一群の星があって︑何時でも北
極星の位置を知らせてくれるのだ︒

九929圏 にいさん︑やっぱりにいさ 十二414 ︿略﹀︑ベートーベンはピヤ いちかぞく □家族﹈︵名︶1 一家族
ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

族がついて來て︑親切に世話をして

子馬には大てい飼主の一家

んのおっしゃったやうに︑星の位置

其の最初の一音が既にきやうだいの

十189囲

は選りますね︒

ゐます︒

十一一518

一音は一音より妙を加へ神いちがつ ﹇ 月﹈︵名︶1 一月
に入って︑何をひいてみるか熟田ら

十二416

耳には不思議にひゴいた︒

十一109 此の地は交通上重要な位置
を 占 め て み て ︑ ︿ 略 ﹀︒

十二595 ねぢは︑自分が此虜に位置

115
いちげん一いちぞくども

﹇一言﹈︵名︶1

＝言

の一群が身輕さうに飛んで行く︒
いちげん

一語

＝時﹈︵名︶4

一時

者一命にかけて御引受け申します︒

いちじ
うちでも一時は飲水やたべ

たづけも大がいすみました︒

物にこまりましたが︑今ではあとか

八158囹 ﹁今の一言は︑先陣の功名 五882國
﹇一語﹈︵名︶2

にもまさる︒﹂

いちご

警衛の兵士等は︑安芳の姿

聲は天地にひ置きました︒

十二捌3

を見ると一時に押寄せて干たが︑
︿略V︒

十二榴9我が皇民には潔いこと︑あ
ふぜい

つさりしたことを好む風がある︒櫻
の花の一時に咲き一時に散る風情を

鳩を通信に使ったのは︑蔓忍

古い時代からの事で︑殊に一時は非

喜ぶのがそれであり︑︿略﹀︒

十697図 一語々々︑心の底よりほど 十549
ばしり出つる主人の物語に︑いたく
常に盛に行はれたが︑︿略﹀︒

いちじょう

︿略﹀︒

﹇一条﹈︹地名︺1

一條

散る風情を喜ぶのがそれであり︑

ふぜい

櫻の花の一時に咲き︻時に

動 か さ れ た る 旅 僧 は ︑︿略﹀︒

候︒

廣さが一丈五尺︑長さが二十

一丈五尺

いちじょうごしゃく ﹇一読五尺﹈︵名︶

1

丈︑其の上を賊が我先に渡った︒

六961

し

︽ーク︾

いちじる・し ﹇著﹈︵形︶1 いちじる

くつれ残

庭に一本なつめの木︑

揮丸あともいちじるく︑

九399図國

著し

︽一

れる民屋に︑ いまぞ相見る二將軍︒

支那幾千年の人物中︑大

いちじる・し ﹇著﹈︵形︶3

十一46図

シキ︾

こヒつ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは

今若草山に登りて古京の
跡を展望すれば︑︿略﹀︑遠く連なる

十二231

かやうな仕方は唯一時の利益を得る

もみ・つがは共にそり又

なし︒

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

は伸び縮みすること著しきを以て︑

十一一472口︒凶
の

田園の間に東西に走る三筋の路は︑

の大路の名残とす︒

に止って︑永面することが出來ない
一時間

北より敷へて古の一條・二條・三島

﹇一時間﹈︵名︶2

一條

九桐5

一族土ハ

ざ

ゑもん

佐野源左衛門常世と申して︑

﹇族どもに所領を奪はれて︑此の通

もとは佐野三十齢郷の領主︑それが

十683圏

ども

いちぞくども ﹇一族共﹈︵名︶3 一族

みた︒

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて

或日誌が軍艦高千穂の一水兵

いちすいへい ﹇一水兵﹈︵名︶1 一水

︿略﹀︒

霜道のまくら木登の用に供せられ︑

性殊に著しきを以て︑家屋の土定︑

見せ物小屋で象を見た︒︿略﹀︒ 十一一484図 ︿略﹀︑栗は耐久・耐灘の

かまはさしわたしが一鞭ぐら
﹇一条﹈︵名︶1

はるかの下に一條の白煙を
たなびかせて見えがくれする上り列

十一622

いちじょう

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略﹀︒

八307

たけは一士からあった︒

六861

旅順へは汽車で一時間で行 いちじょう ﹇一丈﹈︵名︶2 一丈

今かりに一時間五十里の速
ても︑︿略﹀︒

いちじかんあまり

闇もなく食事用意のラッパが

一時間認り

一場

車は︑ちやうどおもちゃのやうに見
﹇一場﹈︵名︶1

ひゴく︒一時間饒りも活動した後で

いちじょう

十二鵬3図

にして思へば唯一場の夢に過ぎず︒

かざし紅葉かざして往來しけむ︑今

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻

ろう
そのかみ金殿玉書相望み

える︒

までもない︒

一時に

あるから︑食事のうまいことはいふ

九665

﹇一時間余﹈︵名︶1

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

十一41

けます︒

七396囲

いちじかん

から︑︿略﹀︒

評言に損益の鮎から見ても︑ 十二欄8図

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

たい

來御病氣にて︑しかも一時は大分御

十697図 一段目々︑心の底よりほど 十一419國囲 ︿略﹀︑貴兄には去月以 十二榴9
一出家

ば し り 出 つ る 主 人 の 物語に︑︿略﹀︒

﹇一国家﹈︵名︶1

十二608図 今日一票家を形成する

いちこっか

一言

昏々にして︑國旗の制定せられざる
﹇一言﹈︵名︶1

所なし︒

いちごん

十一481図 住持﹁昨夜のぞき見て知
りたり︒﹂此の一言 を 聞 く や ︑ ︿ 略 V
東回へ出立しぬ︒

いちさん ﹇＝三︵名︶1 ＝二

もので︑之を燭光でいへば＝二の

しよく

十一26 光の強さに至っては非常な

一字

れい
下に零を二十⊥ハも っ け て 表 さ ね ば な
らぬ︒

﹇一字﹈︵名︶1

七漆漉 濁音半濁音文字の下は一字あ

いちじ
けること

一事

．いちじつ 且Vいちにち

十一179 此の一事で︑家の中がどん

いちじ□事﹈︵名︶2

なによく整頓されてるるかが想像さ

﹇一時﹈︵副︶4

いちじに

ところが或夜大地震が起って︑
人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

七998

れます︒

の総攻撃見合はせの︸事だけは︑拙

十二欄8園 よろしい︒とにかく明日

二

いちぞん一いちど
116

りの始末でございま す ︒

野三十齢郷は︑理非明らかなるによ

一大革新

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣

十718園 さて一族どもに奪はれた佐 十二価10園 諸機械の原動力であった

横濱は東京の西南八里半の

一大貿易港

﹇一大貿易港﹈

︵名︶2

いちだいぼうえきこう

七74図

＝度﹈︵名︶22

段の趣あり︒

一度

いちど

ミ

ヨ︒﹂

一ド

一ど

テ

二522園﹁モウ﹇ド花ヲサカセ

一どすみました︒道子が

一どやってごらん

所にある一大貿易港にして︑商船の

三655園

なさい︒

神代此

音二郎が六まい︑友一はたった

郎が九まい︑ちよ子が八まい︑

十二まい︑みよ子が十まい︑國太

四507

もう

出入たゆる時なし︒

神戸ハ一大貿易港ニシテ︑

つて︑工業界の一大革新をうながし

つて汝に返しあたへ る ︒

ラズ︒

＝太郎やあい︒其の船に

一太

輸出入ノサカンナルコト横濱ニユヅ

七297図

てるます︒

我が國に遊べる西洋人は

﹇一大公園﹈︵名︶1

いちだいこうえん
一大公園

れ給ふと聞き︑高徳一族共を集めて

十一352図

十欄10図 然るに今主上隠岐にうつさ
いへるやう︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︒

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

七418圏

郎

いちぞん﹇一存﹈︵名︶1 一存
における海上の一大公園なりといへ

いちたろう三太郎﹈︹人名︺1

十二伽10圏 其の飴の事は拙者の一存
り︒

大日本︑大日本︑

二まいでした︒

一太郎やあい

月日とともに︑

國の光がかがやき

の方一度もてきに 負けたことなく︑

五24韻
第十三

まさる︒

︹課名︺2 一太郎
七目14

一太郎やあい

一

しやうの強いもので︑一度種

わかったらもう一度鐵砲を

く略V︑どうかすると︑其の

一度もした事はありません︒

りますが︑心にすまないことはまだ

日のくらしにこまるやうなこともあ

七733園

上げろ︒

七424園

く︒

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

七177

ない︒

だ一度も外電から攻められたことは

六855 それからこ＼に⊥ハ単二年︑ま

もう一度土手をつきなほした︒

方々から人夫をやとって來て︑

第十三

前と同じ方法で︑船はもう︻

一だん

一だ

五745

七409

やあい

いちたろうやあい

乗ってみるなら︑鐵砲を上げろ︒﹂

にはまるりませぬから︑追っての沙
﹇一対十万﹈︵名︶

ヨー⊥00000

﹇一大絶壁﹈︵名︶1

1：100000

！・・

十二撹図
一大絶壁

九296

十342

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

﹇一段﹈︵副︶3

船長はかくいひて後︑

中尉は始終先頭に立って進ん
見て︑一だん高く軍刀をふりかざし︑

アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

トガアルケレドモ︑カキハ﹁度ツイ

月影のさゴなみにくだけ︑ 七817
漁火の波間に出没する夜景もまた一

十一344図

︿略V︒

でるたが︑敵陣が間近になったのを

九悌5

ん聲をはり上げて︑︿略﹀︒

七598図

段

いちだん

つて︑船はさらに一段高くなる︒

此の湖を横ぎると又水門があ

小さい人造湖に出る︒

﹇一大叢書﹈︵名︶1

十346

ある︑海のやうな湖から流れる大き

ぶところなり︒

一大長所

いちだいちょうしょ

1

他國の文明を消化して︑之
實に我が國民性の一大長所である︒

を巧みに自演のものとすることは︑

十二鵬9

超大長所﹈︵名︶

の教に志ある者の無二の寳として貴

十一伽5図 一切纒は︑佛教に關する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑此

いちだいそうしょ
そう
一大叢書

のですから︑︿略﹀︒

な河が︑一大絶壁をみなぎり落ちる

の瀧は︑︿略﹀︒廣さが千軍百方里も

世界一といはれるナイヤガラ いちだん ﹇一段﹈︵名︶2 一段

いちだいぜっぺき

1

いちたいじゅうまん

汰をお待ち下さい︒
て つげん

いちだい﹇一代﹈︵名︶1 一代
十一協2図 ︿略﹀王立といふ僧あり
き︒一代の事業として一切経を出版
せん事を思立ち︑︿略﹀︒

いちだい □台﹈︵名︶3 一ダイ 一

六323 橋ノタモトニ人力車ガーダイ

皇

アツテ︑︿略﹀︒

九545圏 社長さんは早速荷車を一騎

︿略﹀︑機械は電力により

借りて來て︑醤油のはかり費を始め
た︒

十島ー86図

て働き︑印刷も切断も人手を要せず︑

﹇一大火球﹈︵名︶1

一垂よく一分間に四百五十枚を印刷
すといふ︒

いちだいかきゅう

一大火球
十一17 ︿略﹀太陽とは︑ 一書どん
たい

なものであらう︒一口にいへば︑白
﹇一大革新﹈︵名︶1

熱の状態にある一大 火 球 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

いちだいかくしん
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いちどう一いちにち

タラ決シテハナレナイ︒

ひに勝利をいひはるので︑神主は二

八95 二人を出した村の者は︑たが
人の者だけで︑もう一度競走させる

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

當地に参りて口無︑一

一同←か

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた

十二佃5圓国
しとは存じながら︑︿略﹀︒

﹇一同﹈︵名︶14

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前

て︑雨方から一度にどっとときのこ

此の時︑﹁大きなお守さん．

ゑをあげさせました︒

警衛の兵士等は︑︿略﹀︑西

一同

された︒

賊が四方から之を目がけてお

一度に落したので︑又何百人かころ

しょせると︑城から大石を四五十︑

六953

が一度にふき出した︒

だ︒﹂と誰かがいったので︑みんな

皆同軸かはりはありません 六904

を退きけりとそ︒

十732団

﹁命中︑々々︒﹂一同は歓呼の

か︒こちらも一同無事です︒
十桝2

聲をあげた︒

いちどう

十一梱2

ことにした︒

けんぶつにんいちどう・じょういんい

ないいちどう・かんちゅういちどう・

十二悩4

郷が後に績いてるるのを見て︑
つト

恭しく捧げ銃の禮をした︒

横づけにすることが出來ます︒

でるて︑たくさんな大船を一どきに

十二996図第二十課奈良

一

危く逃延びたる一二の兵

ぬかれて︑ 一二間も後れてしまった︒

みよ子﹁さあ︑私がこゑ

いちにさん ﹇一二三﹈︵感︶1 一︑二︑

いちにち

いちにち ﹇一日目︵名︶18 一日﹇▽ひ

三︒﹂

に舟を出すのですよ︒一︑二︑

をかけましたら︑みなさん一しょ

三626園

く略V︑ 三

一ドニ

今は唯畿内の﹇都市として僅かに古
﹇一度﹈︵副︶6

の名残を留むるのみ︒
いちどに
度に

一度にど
其の夜のことです︑義仲はひ
そかにみ方の者を敵の後へまはらせ

六237

つとほめました︒

ふなばたをたたいて︑

四675海の方でもへいけ方が

ケマセン︒

庭は﹇日日がよくあたる︒

遠洋航海を終へて︑郷里に

蹄り承れる太平丸の船長は︑一日其

七523図

タ︒一日モ休ンダコトハアリマセン︒

子ヲ相手二打ツツチノ音が聞エマシ

七501 ︿略﹀︑毎朝暗イウチカラ︑弟

ば︑

二616園サウードニノンデハイ 五315圏 松をのこして木の葉がちれ

三バウチオトシマシタ︒

ニー34人ガテツパウデ︑一ドニ

てるたが︑どうしたのか急に相手に

七382団第一第二第三と三つならん 十﹇556 初は十間以上も相手をぬい

いちにけん ﹇一二間﹈︵名︶1 一二幾

︿略﹀︒

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑

十一247図

いちに ﹇一二﹈︵名︶1 一二

ベートーベンの友人も全く

で答禮し︑一同を引連れて立去った︒

さうして自身も帽子をぬい

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

一同は驚

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒

越前守は早速門をしめさせて︑ 十二4110

ぎでございます︒

いて︑泣くやらなげくやら︑大さわ

︿略﹀と申し渡しました︒

見物人一同の所名前を書取らせ︑

八423

ちどう・てあしらいちどう

八296 太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
つて見たことがない︒

八911園 よく見えるやうにして︑も
う一度しつかに言ってごらんなさい︒

九544囹 ﹃なあに︑もう一度出直す
のです︒﹄

九㎜5 北風は︑もう﹇度鼻先をなで
反つつ持って参りました︒

八432

三日の間に一同は白木綿を一 いちどきに ﹇一時﹈︵副︶1 一どきに

てもらひたくなって︑そっと顔を主

越前守は再び一同を呼出して︑

等が申し合はせて︑胃に四っていひ
ますには︑﹁︿略﹀︒僕等は一同申し

合はせて︑今日からは働かないこと
にしたから︑︿略﹀︒

一

十月十二日︑我等五年生一

此の時胃は一同に向って言ひ
ました︒

八捌2

十12図

やがて暮近くなったので︑

同は︑︿略﹀明治神宮に参拝せり︒

同は元氣よく團歌を歌ひながら︑夕

十1510

一同謹んで承る中に︑常世

時頼は尚一同に向ひて︑

日を浴びて鋸途についた︒

﹁︿略﹀︒﹂

十724図
十728図

きない

八999園或時︑口・耳・目・手・足いちとし ﹇一都市﹈︵名︶1 一都市

︿略﹀︒

八439

人の肩のあたりへすりよせた︒

九㎜7 北風はもう一度あの勇ましい
號 令 が 聞 き た い と 思って︑︿略﹀︒

度任務を命ぜられる と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 矢 の

十589あ＼︑あのかはい＼鳩が︑一
やうに目的地へ向って飛んで行くの
︸度此の中にはいると︑ま

を見たならば︑︿略﹀︒

十価5園
た寒い虜へ出るのがいやになるね︒

十一4410図園 君は壼を以て一家を成

覚える

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を
取り給ひし事なし︒
ダーウ ィ ン は 興 味 を

と︑あくまでそれにこる性質で︑﹁

十一一133

度何かをし始めたら︑満足な結果を
得るまでは決して中途でやめなかつ
た︒

十二382園 ほんたうに﹁度でもよい

いちにちおき一いちねんせい
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の町の學校へまねかれて︑航海の話

十二佃7皇国

も早く洞門を開通し︑︿略﹀︒

しとは存じながら︑︿略﹀︑一日々々

度手紙を以て御様子御願ひ申上げた

絹地に参りて以來︑一

をなせり︒

かはるぐ立って︑コuンブスの成

八755 一日祝賀會の席上で︑人々が

いちねん

﹇一年﹈︵名︶13

一年

り約十一日少いから︑︿略﹀︒

年とするが︑此の一年は一回早年よ

十一934圏 ︿略﹀︑通例十二箇月を一

︿略﹀︑首をひねる者もあった

といふが︑一年ばかりの間は︑べつ

五722

年とするが︑此の一年は一回鮎子よ

湖の水は︿略﹀︑ 一年を通

じて水位の五彩は極めて少い︒

十二515

り約十一日少いから︑︿略﹀︒

だんくじやうも出なかった︒

どうか今日から一年の間︑

あなた方の村が五箇村の頭になって

八127園
下さい︒

と延引致し︑今日に相成り申候︒
十二佃7魍團

功を祝しますと︑︿略﹀︒

致し︑今日に相成り申候︒

︿略﹀︑一日窪々と延引

一日お連れになってもようございま

八946園 ﹁何なら︑あのお子を今日

ダラトキテ木材ヲ費ルニ至ルマデ︑

﹇一念﹈︵名︶1

一念←

しいものであると思ひつくと︑此の

年中

は最もよく適してみる︒

雨量が多いので︑ゴムの木の爽育に

南洋は一年中温度が高く︑

いちねんじゅう ﹇一年中﹈︵名︶2 一

ものに見え出した︒

見る影もない老僧の姿が︑急に尊い

主家は︿略﹀︑もう一年︑も

う一年︑もう一年とのばさせてゐま

︿略﹀︒

う一年とのばさせてゐましたが︑

八242

したが︑︿略﹀︒

八242呉鳳は︿略﹀説聞かせて︑も 十二研9 ﹇念こった不噺の努力は恐

しょいちねん

いちねん

風波をしのぎ︑飢寒と戦ひ︑︿略﹀︒

八211園其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ 十二832図 それより一年ばかりの間︑
き

十二梱8打貫
に働み︑一日も早く一人前の商人と

此の上はいよく仕事

す︒﹂

八952圏 では︑一日お借り申します︒

一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ

一二年

トイフ︒

なりて︑親に安心致させたしと存じ

居り候︒

八悩2 たとひ休まず働いても︑一人
で一日に一包は造れまい︒
置

た︒

いちにねん

﹇一二年﹈︵名︶1

に普請の手つだひをすることになつ

五711

村の人は代り合って︑一日置

十703図 今一日留り給へとすΣめて いちにちおき ﹇一日置﹈︵名︶1 一日
止まざりき︒

十研4腐囲私とてもかはゆらしきめ
一日も早く御忌を見たく存じ

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ
しく︑
候︒

︿略﹀︒一年と過ぎ二年とたつうちに︑

困難はそればかりで無かった︒ 十﹁511

上り︑或は一二年滞在せんもはかり

其の日の暮しにも困るやうになった︒

十467

難し︒

十一421護国 何とぞ十分の御養生あ 十一454園園 愚僧も所用ありて京に
りて︑

﹇日も早く御全快なされ候様

切に祈申候︒

方は︑預けた日から半年とか一年と

る︒

一番多いか︑こんなことも記してあ

が︸番多いか︑又一年中で何時頃が

十523園當座の方はく略V︑定期の 十一916囹 それから雨雪の量は何庭
前

かきまった期限が來ないと引出すこ

十一7710 我々は殆ど貨幣．紙幣なくいちにんまえ ﹇一人前﹈︵名︶3 一人
して一日も生活することは出來ぬと

とが出來ない︒

一年

全校生徒の八百は

生の教室に連れて行かれた︒

八十

八935それから先生は︑僕等を一年

間もつゴくなり︒

歩く時︑

四列になりて

﹁成績物は︿略﹀︑皆一生の いちねんせい ﹇一年生﹈︵名︶3

いってもよいくらゐである︒

十一157

八928︿略﹀︑もう二年たって︑此の
そつ
學校を卒業する頃には︑りっぱに﹇
人前の事が出來るやうになる︒

生

の閏をおくことになってみる︒

うるふ

十︻931囹 ︿略﹀︑普通四年毎に一日

記念になるのだ︒﹂と思ふと︑私も

七46図團

二・
急に一年からのをまとめたくなりま

十一938園 したがって二百十日も太 九519園 十年齢ゆもしんぼうして︑

したが︑︿略﹀︒

︻年生を先頭に︑
やうく一人前の番頭になり︑それ

く略V︑通例十二箇月を一

三・四・五・六年が

陽暦なら大がい九月一日で︑ちがつ

十一933圏

日を﹇年とし︑︿略﹀︒

と四分の一だが︑便宜上三百六十五

十一9210園其の間は約三百六十五日

から又長い間忠實に勤めて︑︿略﹀︒

此の上はいよく仕事

ても一日ぐらみのも の だ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

居り候︒

なりて︑親に安心致させたしと存じ

に働み︑一日も早く一人前の商人と

一日おいて町長さんが來た︒ 十一一捌8舌早

﹁ 時 計 は 直 り ま し たか︒﹂

十二5910

出來るだけ此の仕事を助けて︑︻日

十二佃3 そこで人々はいっそ我々も
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いちねんたらず一いちばん

十﹁154 一年生の時からの成績物も

一

見せていたゴいて︑其の始末のよい
﹇一年 足 ﹈ ︵ 名 ︶ 1

のに感心してしまひました︒
いちねんたらず

十一984 しかしせっかく始めた學校

年足らず
通ひも︑家事のために僅か一年足ら

六523

一番二番三番と︑十二番の舞

﹁さうか︒それでは明日の

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

七声6園
一番で立たう︒﹂

﹁アシタノアサーバンノキ
﹁アシターバンノキシヤデ

シヤデタツテイキマス︒﹂

七柵9困
七川4団
﹁アスーバンデタチマス︒﹂

イキマス︒﹂

七擢1団

一年
﹁アスーバンデタツ︒﹂

﹇一年増﹈︵名︶1

ずで止めねばならなくなった︒
七襯8困

アス︻パンデタツ

いちねんまし
まし

七麗図工

一番

一バンオホキナオニニム

三155園

﹁それから︑ 一ばんなが

いのが中ゆびで︑︿略﹀︒﹂

ニ居タ

した︒

七115

僕が一番先に海へ下りた︒
かす

陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ

其の實は土人の一番大事な

﹁あ＼︑あの一番高い杉の

堂上の所にあるのが北極星でせう︒﹂

九8810園

食べたりします︒

食料で︑焼いて食べたり︑餅にして

九67囲

一番大キイガ︑︿略﹀︒

七842

す︒

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ 七391國 輸出品は豆粕が第一で︑輸
入品は綿布が一番多いといふことで
ノハ私ドモノ三校デス︒
一バンシマヒ

ワニザメハ︿略﹀︑タイソウ

オコツテ︑

四162

ノガ︑白ウサギノ毛ヲミンナ

一番先にしやうじやか

ムシリ取ツテシマヒマシタ︒

四411

らかみが外へ出されました︒

し

土手は長さが三百間︑高さが

今どこのうちへ行って見ても︑

一番下は四俵︑一番上は一斗

十748国

しよう

南大門通から本町通・鍾

番にぎやかな庭です︒

路通にかけての一帯が︑京城での一

ろ

ヲ選墨シヨウト決心シタ︒

分デ一番適當ダト信ジテヰル中村君

九伽4 道雄ハ誰が何上三曲ツテモ︑自

し方の時間に話し︑︿略﹀︒

をよくおぼえ置き︑來週學校にて話

九川10國團あの中にて一番面白き話

は最後の襲撃︒

しふげき

をぢさん︑勲章がふえま 九伽9 中でも一番目ざましかったの

くんしやう

四864園五人バヤシノ一番右二
居ル人心何ヲスルノデセウ︒

六26

十俵つつです︒

下は四俵︑一番上は一丸で︑一山は

俵の山が出來てるます︒︿略﹀︒一番

六26

きなもくろみであった︒

六間半︑幅は一番上で三間といふ大

五715

一番こっちは金鶏動⁝章でせ

したね︒

五172園

ばん

イテ︑

﹇532

カヒマシタ︒

二67園﹁オカアサン︑オカアサン

バドノハナガーバンオスキデ

キデス︒

一ばんほそいのがこ

一ばんふといのがおや

使ひみちによって︑三十年

も咲いてみる薄紅色の花である︒

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

十一404

のださうだから︑一番早く伐るとし

どの町村からも︑歩兵が一
番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

十一4910

これには種類が多く︑一番

みの年になってみるわけだ︒

ても︑其の時は僕がおとうさんくら
萬じゅは當年やうやく十三︑

舞姫の中では一番年わかでございま

六521

村からは私一人だ︒

六415團

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

十川10 たくさん咲いてみる中で一番
で︑一山は忍言つつです︒
三25 カゼモア画工カデ︑オモ
六95卸金ニハイロ︿アリマスガ︑ 美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ
テデアソブ自刃ーバンヨイト

スカ︒﹂

うQ

ふ時は︑︿略﹀一番にはせ参じ︑
ご︒

︿略﹀︑あっばれてがらを立てるかく

唯今にも鎌倉の御大事とい

五761 そこで﹇年ましに田がふえた

一興

十692園

︹地名︺2

いちのせき

が︑をしいことに︑庄屋は池が出原

せんだい

﹇一関﹈

上った年の冬︑死んでしまった︒
いちのせき
一望
いちのせき

やがて一關だ︒よく ね た ね ︒ ﹂

市場

モモタラウハカタナヲヌ

九697園 ﹁仙塁はとっくに過ぎて︑ いちばん ﹇一番﹈︵副︶39 一バン 一

﹇市場﹈︵名︶3

九717 一關で諸腰を買った︒
いちば

十169囲 だんく市場に近づくと︑
本通も横町も皆馬でいっぱいです︒

十177園 市場は町はつれにあります︒

一バン

一

十238囲 別封の糟葉書も労りに買つ
たのです︒市場の様子がよくわかる
﹇一番﹈︵名 ︶ 1 0

から︑引合はせて見て下さい︒
いちばん

三151園
ゆびで︑

番

四762西の村﹇番の金持の

ゆびです︒

ゆびです︒

三152囹 一ばんふといのがおや
ゆびで︑ 一ばんほそいのがこ

むすめさんが︑此の人の所へ
およめに來ましたが︑︿略﹀︒
士山︑三番目は︒﹂

六61園 コ番は新高山︑二番は富

いちばんがち一いちまんろくせんじゃくあまり

120

よいのはパラゴムといふのである︒
の舟︒﹂

三648園

一番汽車

いちばんきしゃ

十︸754圏古い言葉を調べるのに一
番よいのは萬葉集です︒

十﹁916園 それから雨雪の量は何庭

﹁いちばんがち︑五郎さん
﹇一番汽車﹈︵名︶1

六315

一ば

こ

︸分

一秒又一秒︑七百尺に近き
大船膿は︑︿略﹀︒

十段6図

﹇一分﹈︵名︶1

八484第十三鷲︿略﹀︒︿略﹀︑何

いちぶ

二︑こチミチテヰル︒

﹇一部﹈︵名︶2

一部

所一二分ノスキモナク︑強ミが全身
いちぶ

林藏が二回の探検により 十一634 ︿略﹀︑ 一枚の畠でうねが五

町も十町も長々と績いてるるのが少

十一一879図

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

くない︒

と

わ

一部分
か

れい

︸枚

一篇五千

十一235図

まもりまさ

やながせ

さ

︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐

しばた

久間盛政をして﹁萬五千の兵を率ゐ︑

く

あふみ

夜に入れば︑見渡す限り

近江の柳瀬に討って出でしむ︒

のかゴり火書をあざむく中を︑一考

十一278図

五千の軍勢まっしくらに進軍して︑

︿略﹀︒

︵名︶1

一万五百尺

いちまんごひゃくしゃく ﹇一万五百尺﹈

ひ

一万三千尺

﹇一万三千尺﹈

コ万尺以上﹈

一万二千五百

﹇一万

あかしさん

一万尺以上

やりがたけ

︵名︶1

﹁信州の仁恵や赤石山で︑

尺

つて︑内地第一の高山だから︒

六52圏

何しろ﹁万二千五百尺もあ

二千五百尺﹈︵名︶1

いちまんにせんごひゃくしゃく

どれも一万尺以上ある︒﹂

しんしう

六73園

いちまんじゃくいじょう

万三千尺からある︒

六55園皇尊の新高山さ︒これは︸

たいわん

︵名︶1

いちまんさんぜんじゃく

は甲斐の白根で︑一万五百尺︒﹂

か

十和田湖は一部分秋田縣鹿 六68圏 ﹁富士山の次は︒﹂﹁内地で

﹇一部分﹈︵名︶1
だ

いちまんこせん ﹇一万五千﹈︵名︶2

と明白となりしのみならず︑︿略V︒

十二佃10 今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑冷々に手を加へて奮態を改めて

しかしフランス王は﹁部始

﹇一部始終﹈︵名︶1

はみるが︑﹇部は尚昔の面目を留め
て︑︿略﹀︒

つの

一木一草

ちょう

﹇一枚﹈︵名︶5

一枚は縣の税で︑一枚は國
一枚は縣の税で︑一枚は國

六千尺余﹈︵名︶1

一萬六千尺攣り

なさずにそろへていらっしゃるのに

十ニー82図殊に驚くべきは輪轄機の

︿略﹀︑成績物を﹁枚も無く いちまんろくせんじゃくあまり□万

驚きました︒

十﹇151

の税です︒

八795園

の税です︒

八795圏

ありませう︒

八791園舎の一枚には徴税令書と

いちまい

るまでも歴史あり古歌あり︑︿略﹀︒

き︑何の山︑何の川︑一木一草に至

十一而3図

社寺の壮麗はしばらくお

いちぼくいっそう□木一草﹈︵名︶1

に属してみる︒

角郡に属し︑其の齢は青森縣上北郡

十二497

いちぶぶん

こもってみるのを認め︑︿略﹀︒

リヤの簡軍な答の中にも十分眞心の

終をよくくき＼た窟して︑コーデ

十一一707

一部始終

いちぶしじゅう

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

が﹁番多いか︑又︸年中で何時頃が
﹇一番太鼓﹈︵名︶1

父ト五時半者二家ヲ出タ︒
だいこ

いちばんだいこ

一番多いか︑こんなことも記してあ
る︒

だい

神主は︿略﹀︑﹁支度﹂といふ

あひつの一番太鼓を鳴らした︒

八了6

十﹇916園 く略V︑又一年中で何時頃 一番太鼓
が﹇番多いか︑こんなことも記して
ある︒

メートル︑此の湖中での﹇番深い庭

聞いてからは︑もうじっとしては居

けるのを待ってるた︒一番鶏の聲を

十485

︿略﹀︑もどかしさうに夜の明

十二5010 中湖は深さが三百七十八いちばんどり ﹇一番鶏﹈︵名︶1 一番
である︒

十二517 即ち水位の一番高い五月と
一番低い一月との差は︑僅かに三十
られない︒

ンボシ

一秒

スギノキノ

﹁401圃 一バンボシミツケタ︒ ア
ニ︒

レアノモリノ
ウヘ

認証﹈︵名︶2
十協6図

一秒又皿秒︑七百尺に近き

番謡の父を大事に思ってくれるか︑

﹇一番勝﹈︵名︶1

べり出づ︒

大船膣は︑寸︑尺︑間と音もなくす

いがってみる娘であった︒

んがち

いちばんがち

れ申候︒

が一番達者なりとて︑何時もほめら

す時など︑仲間のうちにて計算は私

かん
十二桝5繍圃 毎晩費上高の勘定を致

十二682 コーデリヤは王が一番かは

わしはそれが知りたいのだ︒

十二665圏 お前たちのうちで誰が一 いちびょう

つた︒

だ︒しかも一番喜んだのはねぢであ

十二586 父も喜んだ︑子どもも喜ん

一番低い一月との差 は ︑ ︿ 略 V ︒

十二517 即ち水位の一番高い五月と いちばんぼし ﹇一番星﹈︵名︶1 一バ

八センチメートルに過ぎない︒

鶏
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いちめい一いちりょう

︿略﹀︒

七225

九343

能力なり︒雀取紙とて幅三尺六寸︑
長さ一萬六千尺齢りのものを之に取

て︑

鎌倉は一面火の海になって︑

氣があるくらみなら︑此所まで持つ
て來はしません︒

﹇一夜﹈︵名︶6

さかのいちや

いちや

一夜﹇▽まつ

みねからすそにかけての若々 いちもんじ ︵名︶﹇▽まいちもんじ

一面に煙ってみる︒

しいこずゑの色は︑強い日光を浴び

り つ く れ ば ︑ ︿ 略 V︒

いちめい﹇一命﹈︵名︶5 一命
九柵7國団 何の爲にいくさには御出

ルーブル博物館も一覧し

昨日大英博物館を一覧し

いちらん・する ﹇一覧﹈︵サ変︶2 一

十二2910圏

覧する ︽ーシ︾

ました︒

ましたが︑りっぱな給壼・彫刻の多

十二324国

いことは恐らく世界第一であらうと
一夜自暴

此のまこころが神のおぼしめ

しにかなったのであらう︑

思ひました︒

庭に敷きつめたむしろの上に︑ 六848

九587

一命を捨てて君の御

でなされ候ぞ︒

黄色い委の穗が一面に重げられて︑

七867

く略V常世も︑

一夜の物語

王は二三の忠臣にかしつか

一様

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︒色

す

あれは神明様の森だが︑あ

長い洲で︑長さは一里︑はゴは四五

十間︒

れまでが半道で︑あれから町まで一

五643園

里ある︒

楠木正成が守った千早城は︑

くすのきまさしげ

そう
︿略﹀︑まはりが一里にも足らず︑総

六908

勢わっか千人ばかり︒

ぜい

九949園 雪漢は︿略﹀︒幅は二三町︑

長さは一里に近く︑行っても行って

一里半

﹁おとうさん︑町があんな

□里半﹈︵名︶1

も眞白です︒

いちりはん

に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

五636囹

るのですか︒﹂

いちりよ ﹇一里余﹈︵名︶1 一里齢
たかなは

いちりょう ﹇一領﹈︵名︶1 一領

の泉岳寺へよく連れて行った︒

せんがくじ

ひつきやう掘取る者︑運 八川9 ︿略﹀︑往復一里鯨もある高輪

モ一檬デハナイ︒

十67図囹

五577天の橋立は海中へつき出た細

︿略﹀旅僧あり︒とあるあ いちり ﹇一里﹈︵名︶4 一里

風雨がおこって︑海はわきかへった︒

ばら家の門口に杖を止めて︑一夜の

十597図

宿を貸し給へとこへば︑︿略﹀︒

此の邊が有名な那須野が原

だ︒昔は一面の荒野であったが︑今

九687園

︿略﹀︒

恩に報ゆる爲には候はずや︒

よ︒﹄

九酩8園 ﹃﹇命を捨てて君恩に報い

は方々に町や村が出京てるる︒

一命をなげうっても

﹁旅僧が一夜の宿を頼むと

といふ醤師が︑

十94 此の有様を見て︑フィリップ

十702図

ていらっしやいます︒﹂

おほせられて︑あなたのお蹄を待つ

十611園

九782

枯れか﹂つて一面に黄色にな

王を助けようと決心した︒

つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

んくと照らしてみる︒

十二㎜9囹 とにかく明日の総攻撃見
合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十一槻一

にうちとけては︑名残なかく煮皿き

シャベルでざくくかきま

けて御引受け申しま す ︒

ぜると︑白い粉が﹇面に煙のやうに

︿略﹀︑面會の機會は松坂の

十二慨2 安芳が一命をかけた努力と︑

十二726

一夜以後とうく露なかった︒

十一769

ず︒

い︒

や温和な氣候は︑自ら財主の性質を

十二悩6

其の上我が國の美しい風景

立ちのぼって︑目も目もあけられな

一メン

一

西郷の果断によって︑江戸の市民も
﹇一面﹈︵名 ︶ 1 1

徳 川 家 も わ ざ は ひ を免れて︑︿略﹀︒

いちめん
をん

穏健ならしめ︑自然美を愛好するや

︵名︶﹇▽おおいちょう

面﹇▽うらいちめん・そらいちめん

ニー87 ネエサン︑デテゴランナサ

さしい性情を育成するのに與って力

いちょう

﹇一様﹈︵形状︶3

れて︑とある小屋に一夜を明かした

イ︑月ガデハジメマシタ︒︿略﹀︒

があった︒しかし此の事情は一面に

いちょう

が︑︿略﹀︒

一メンニアカルクナツテ︑ヒル

國民の短所をもなしてみる︒

ふと︑垣根の外でちやらく

ハヒヲマキマスト︑カレ いちもくさん ﹇一目散﹈︵名︶1 いち

ノヤウデス︒

もくさん

二497

三二花ガサイテ︑一メン山花

八54

一型に心を蓋くし

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

面は全部が一様にかゴやいてみるの

一領︑長刀一ふり︑又あれには馬を

ものの︑御らん下さい︑これに具足

望遠鏡で見ると︑太陽の表 十688園 かやうに落ちぶれてはみる
ではなく︑︿略﹀︒

十一29

ぶ者︑植込む者︑

︵名︶3むいちもつ

とす団の音が聞えた︒二匹はいちも
いちもつ

﹇一文﹈︵名︶1

七703園あなたから一文でももらふ

一文

いちもん

くさんにかけて行ったが︑︿略﹀︒

ザカリニナリマシタ︒
松が一面に立ってるて︑長い橋のや

五581 其の洲の白い砂の上に︑青い
うに見えます︒

ちやうど田の草取のさい中です︒

五662 道の両がはは一面に青田で︑

いちりょうじつ一いっか
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一

く略V︑今や遠くヨーロッ

﹇一 両 日 ﹈ ︵ 名 ︶ 1

一匹つないでもってをります︒
両日

いちりょうじつ

十ニー59図

一ハ

一羽

パに起りし事件も僅か﹁雨着にして
﹇一羽﹈︵名︶6

讃者に報道せらる︒

いちわ

﹁アチラニ

一廓ヰマス︒﹂

︻304囹﹁一下ニ旧藩バ四二︑四

﹁マタ

ハヰマス︒﹂

﹇311園
一ハキマシタ︒﹂

一314園

‡ひとつ

の一に数へられて殊に名高く︑︿略﹀︒

喜捨を受けたる此の金︑

之を一切纏の事に費すも︑うゑたる

十一恢5図心

ばく

人々の救助に用ふるも︑臨する所は
りやう

一にして二にあらず︒

﹁ハナシデキタイツクルヘ

時の問にか洲が見えなくなった︒

ン︒﹂

七佃5團

四十鯨年はいつの間にか過ぎ

て︑もう供へる首がなくなりました︒

八237

の問にか︑ぐっすりねこんでしまひ

﹁成程︑かういふ風に分

類してそろへておけば︑いつ取出す

十一164圏

僕がお手傳して植ゑたあの

のにも便利だ︒﹂と思ひました︒

じよ
そこで先づ順序として萬

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十一402

らう︒

十﹇755園

葉集の研究を始めたところが︑何時

僕はこれまで暦といふと︑

の間にか年をとってしまって︑︿略﹀︒

︿略﹀・日食・月食が何時になるかと

十一904

いふやうな事を見るものとばかり考

温順な彼は父の命に從って

へてみたので︑︿略﹀︒

勉強してみたが︑何時の間にか好き

十三ー14

な博物學の研究が主となってしまつ

た︒

もう爽狂してみた︒

十一一727 王は︿略﹀︑何時の間にか

イカダノ大ナルモノハ

いっか ﹇一家﹈︵名︶5 一家﹇▽いっ

家屋・橋梁・船舶・電 八389 呉服屋の手代が︑︿略﹀︑何時

︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

柱より桶︒たる・曲物の類に至るま

十二466図

九176

ました︒

我が國がく略V︑今や世界

で︑︻として杉を用ひざるなし︒

十二麗8

と

色ガカバレバ︑間モナクソレト馬上
ハ︿略﹀︒

色ニカハルモノモアル︒例ヘバ雨蛙
いつ

五大國の一に敷へられるやうになつ
イツ

何かといふと︑北斗七星と

たのは︑︿略﹀︒

﹇何時﹈︵代名︶25

九873園

いふ一群の星があって︑何時でも北
極星の位置を知らせてくれるのだ︒

たくなってしまひます︒

山の上に居るやうな氣持になって聞

トンネルを出て︑海を見 九9710 ︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑

下した時には︑いつ見てもよ

しんいっか

︿略﹀︑一家コトゴトクコレニ乗リテ︑

﹁預けたお金は何時でも返 八206図
してもらへますか︒﹂

十5110園

きました︒

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

六134園

義纒に此の名を惜しむ心があ
ございませう︒

つたので︑何時の職にも勝つたので

六385

サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

︿略﹀︑そゴうに別れがたき
べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

思あり︒されどかくて何時まで留る

十705図

ことが出搾るが︑定期の方は︑︿略V︒

大罪が十歳の年︑大魚の一家

君は書を以て一家を成

取り給ひし事なし︒

せる人なるに︑数年の間一度も筆を

十﹇4410学園

は郷里へ浸ることになった︒

芸態4

モシセイ出シテ使ツテクレ 十522圏當座の方は何時でも引出す 流ニシタガヒテ下ル︒

いつ見てもよい景色です︒

五574

いけしきだと思ひました︒

四824

シマシタ︒

三754 イッマデタツテモシヨウ 九957園 眞夏の日中でも︑杖を握つ
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ
てるる手などは︑何時の間にかつめ

カ︒﹂

三64圏﹁イツ︑ヒヨコが出マス

何時

四678私のうちに山がらが一 いつ
羽かつてありました︒
︿略﹀︑金色の鶏が﹁羽とん

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

五188園

一

︿ 略 ﹀ ︑山鳥が一羽飛立つた︒

﹇一﹈︵名︶8

十4210

いつ

國難にあたったのである︒

六845 全く上下の者が心を一にして︑

十374 米國が此の運河を造るに成功
したのは︑主として︑最新の學理を
鷹用したからであった︒︿略﹀︑藷粥
を根絶し︑幾萬の従業者の健康をは
かった事や︑︿略﹀山をくづし︑地
をうがち︑河水をせき止めた事など︑
一としてそれならぬものはない︒

十伽6図 青年團の事業の一として︑
ひのき

杉・檜の植林を践めり︒

六964

リンカーンが七歳の時︑一

家はインディアナ州に移ったが︑

十一9410

︿略﹀︒

じっと目をつぶってみるうちに︑何
きました︒

時の間にか︑地下九百尺の坑底に着

とって
すると正成は︑何時の間に用 十804 安全燈の取手を握りしめて︑

十一15 太陽の熱と光とがなくては︑

陣して置いたか︑たくさんなたいま
潮がだんだんさして來て︑何

つを出して︑︿略﹀︒

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一
いつくしま

として生存することは出定ない︒

十一349図 嚴島は古より日太−三景 七155
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いっか一いっけん

なもので︑︿略﹀︒

十﹇959 ﹇家の暮し向は誠にあはれ
五日﹇▽くが

いのであらう︒

其の一角にそびえてみる燈塁

﹇一箇月﹈︵名︶1

一箇月
ところが太陰暦は︿略﹀︑

︵名︶﹇▽しゅうしいっかんす

おかなければならない︒

三年にならないうちに一箇月の閏を

十一936園

いっかげつ

人で︑わびしく其の日を送って居た︒

に︑年とった燈皇恩が︑妻と娘と三

十245

何時力私ノウチノツルベノ金 いっかく ﹇一角﹈︵名︶1 一角

見せ合ふ︒
七508
タガガコハレタ時︑ツクロヒヲタノ
ンダラ︑翌日スグニナホシテクレマ

﹇五日﹈︵名︶6

ついつか・ごがついつか

いっか

清正はつけひもの頃から︑

﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

いっかん
る

﹇一旗﹈︵名︶1

はっしと切る︒

いっき

一旗

十窩4図 やがて工廠長のふりかざし
つち
たる金色の槌は︑二年間の苦心を此
けいさく
の一揮にこめて︑切勤皇上の繋索を

銀行といへば︑おとうさん いっき ﹇一揮﹈︵名︶1 一揮

何時か御約束した通り︑今

日は當地の様子を少しばかり申し上

十733囲

けて來るとおっしゃいましたね︒

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

十509囹

時のことを思ひ出した︒

何時かおかあさんと日光見物に來た

九683

うつのみや

何時か見習つたものと見える︒

此の方のひざの上でそだったので︑

七佃1園

シタ︒

ひぼしだ︒﹂

六206圏 ﹁これが五日もつゴくと︑

七622 橋のないところでは五日も十

︿略﹀︑ 五 日 で も 十 日 で も ︑

日も水のひくのを待たなければなら
ず︑︿略﹀︒

八468国

一人で寝起の出蒙るまで︑ゆっくり

看病してお上げなさい︒
りく略﹀

十一89図五日月立春つちのとと
十一89図五日水かのとみ︿略﹀
十二8610図 翌日此の地を去り︑河を

げます︒

章ある前者の國旗と︑藍地に斜懸十

十二388囹

一曲

﹁はいってみよう︒さう

いっきょく﹇一曲﹈︵名︶4

して一曲ひいてやらう︒﹂

三人は﹁どうかもう一

十二403園まあ一曲ひかせていたゴ

きませう︒

十二435園

﹁それでは此の月の光を

曲︒﹂としきりに頼んだ︒

題に一曲︒﹂

十二437囹

十一255図

寄手の大將佐久間盛政は︑

いっきょに ﹇一挙﹈︵副︶2 一蓋に

月の十五日を期して縛攻撃

︿略﹀︑ ﹇學に敵をみちんにせんと︑

︿略﹀︒

十二悩9

嚴島は古より日本三景

嚴島

いつくしま

を行ひ︑一學に江戸を且つ取る手は

ずである︒

﹇厳島﹈︹地名︺1

いつくしま

いつくしま

嚴島神社
いつくしま
島の東北に嚴島神社があり

ます︒

いっけい

︵名︶﹇▽ばんせいいっけい

五587

1

いつくしま

いつくしまじんじゃ ﹇厳島神社﹈︵名︶

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略V︒

いっかもにいさんが︑﹁杉 十二622図 ︿略﹀︑白地に赤十字の徽 十一348図

の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は

さかのぼること五日︑遂に目的地な
何時

十一3810
いっか

﹇旗となし︑︿略﹀︒

一騎も

字の徽章ある後者の國旗とを合して

ぼんやりいろくの事を考

﹁それ︑敵が出た︒

﹇一騎﹈︵名︶2

六947囹

いっき

第十四

川中島の職 一 一

川中島

こんな所にと思ふやうな村外

始の間はあまり甲乙はなかつ いっけん ﹇一軒﹈︵名︶3 一けん 一

齢すな︒﹂

八89

一騎

せたことがある︒

るデレンに着せり︒
﹇何時﹈︵副︶ 1 2

何時か

いっか
力

十一411

へてみるうちに︑いっか夕方の色が

三342 いっかうちのおとうさん
が道で︑﹁いつもおたっしやな

我々は何時かは摸倣の域を

色に暮れて行く︒

四方にたゴよって︑向ふの山も薄墨

ら

ことで︒﹂とおっしゃったら︑
︿略V︒

な

第十四

傘松の四五問さきに︑小さな

それにあの人の事だから︑

決してあせらず︑一軒二軒と得意先

九553園

茶屋が一軒ある︒

七243

れに︑家が一けん立ってるます︒

五278
一騎

軒
﹇一騎打﹈︹題名︺2

七目16

打

いっきうち

たが︑半分程の所から﹇騎後れ︑二

一回

脱して十分に濁創力を嚢等し︑世界
こうけん

﹇一回﹈︵名︶1

騎後れ︑︿略V︒

いっかい

ある︒

文明の上に大いに貢献したいもので

五552 いっか此の事が天皇のお耳に 十二伽6

入りまして︑わざく奈良の都から
ぎやうかう

美濃の國へ行幸になりました︒
年取つたおちいさんが︑遠方に居る

五938 いっか大そう雨のふるばんに︑

七433

一 一騎打
騎打

植付けた苗木の枯れた虜へ
補植をするのは︑翌年一回だけだと

十一379

いふから︑今年はもうしなくともよ

む す こ の 所 へ 出 し た封書や︑︿略﹀︒

ふやうになって︑︿ 略 ﹀ ︑ お た が ひ に

七136 何時か知らない人とも話し合

いっけん一いっしゅ
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をまして行って︑︿略﹀︒

いっけん 2間﹈︵名︶1 一間
え

十﹁佃4㈱圃先づ柄の長さ一間もあ
るなたにて灌木を伐彿ひ︑次に

︿略﹀︒

十二904

一國文化の程度は︑其の國

民が國法を守る精神の厚薄に依って
測ることが出來るといはれてみる︒
何時頃

それから雨雪の量は何年

﹁何時頃までに出來ます

﹇何時頃﹈︵名︶2

九836囲圏

いつごろ

か︒﹂

十﹁916園

人を救はんが爲なり︒

喜捨を受けたる此の金︑

之を一切経の事に費すも︑うゑたる

十一佃4図圏

﹁切経を世にひろむる

人々の救助に用ふるも︑︿略﹀︒

十一旧6図圏

はもとより必要の事なれども︑人の
死を救ふは更に必要なるに非ずや︒
かくて︿略﹀︑

一切経六

が一番多いか︑又一年中で何時頃が

これ世に二軸版と稻せら

九佃1

さうして主人がこひしくなつ

三密﹈︵名︶3

一室

て︑今來た方へ﹇散にかけもどった︒

いっしつ

或山寺で︑四人の僧が一室

望がかなって︑心望遠が眞淵

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十一691

を始めた︒

十﹁736

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

一室に通されて待ってるる

のは︑それから数日の後であった︒

二三日中どく寒かったので︑

﹇一尺﹈︵名︶1 一尺

と︑やがて西郷が出て來た︒

十二梛8

いっしゃく

十一御3図

十一欄1図

が入交ってみるので︑其の有様は一

千九百五十⊥三冠の大出版は遂に完成

一切

る＼ものにして︑︸切経の嘆く我が

六775

出田の日近づくや︑二号

國に行はる㌦は︑實に此の時よりの

おとうさんは一昨日の正午

一さつ

かまはく略﹀︑前には三尺に

又まことに申しかねますが︑

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

租界といふのは居留地の一

十二479図

ひぼはく略V︑落葉松は

て︑自治制を布いてみる虜である︒

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

十一91

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

九199

いっしゅ ﹇一種﹈︵名︶3 一種

います︒

當上坐の歌を一首いたゴきたうござ

八柵1囲

いっしゅ ﹇一首﹈︵名︶1 一首

出の口を明けるのである︒

一尺程のかま口を造り︑後の方に煙

八309

尺余

いっしゃくほど ﹇一尺程﹈︵名︶1 一

ぐらゐもあらう︒

湖の氷が大へんあつくなった︒﹁尺

はこれまでの記録一切を取りまと

﹁鐵眼は︸生に三度一

事なりとす︒

﹁︿略﹀︒﹂と︒

め︑之を從者に渡していふやう︑

十二849図

﹇一切﹈︵名︶！

一番多いか︑こんなことも記してあ

一間齢

いっさい

見世界人種の展覧會のやうである︒
一ケン

せられたり︒

﹇一軒家﹈︵名︶1
る︒

十﹇94 租界には︿略﹀幾多の人種

いっけん﹇一見﹈︵副︶1 一見

ヤ

いっけんや

四92 谷ソコノーケンヤニモ︑
川ヲ下ツテ行ク小サナ二心モ︑
﹇一間余﹈︵名︶1

コクキが出シテアリマシタ︒
いっけんよ

十一燭8図園
かん

切纒を刊行せり︒﹂

八652團

日

自由にうこかすことの出來る いっさくじつ ﹇一昨日﹈︵名︶1 一昨

長い鼻︑︿略V︑細い尾︑一切給で見

た︒

﹇一散﹈︵副︶3

床の上に投げて置きました︒
いっさんに
一散に

ました︒

匹の馬は一さんにかけ出した︒

八87

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

せて︑一さんに伏見の城へかけつけ

七㎜3 此の時清正は︑地震と共には
てこ
ね起き︑家來の者二百人に挺を持た

一さんに

六戸1園私はわざと﹇さつの書物を

いっさつ

﹇一冊﹈︵名︶1

無事にサンフランシスコへ着きまし

た通りであった︒

六865

八49一 スナハチ﹇三白モアルツバサ いっさい ﹇一切﹈︵副︶2 一切

一行

ヲハツテ︑数分ノ間羽バタキーツセ
﹇一行﹈︵名︶2

ズ︑空中ヲノシテ行 ク ︒

いっこう

く略V︑神殿の御もやうを拝

した︒︻切白木造で︑お屋根はかや

六鵬1團

二・林特等の一行八人は︑︿略﹀上

でふいてある︒

十二855図 文化六年六月の末︑コー
解したり︒

十二875図露途＝仔は黒龍江を下り いっさいきょう ﹇一切経﹈︵名︶8 一
切纒﹇▽てつげんのいっさいきょう

﹈代の事業として一切纏
我が一切纒の出版を思
教を盛にせんとするは︑ひつきやう

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑佛

十一171図園

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀︒

十一伽2図

︿略﹀︒

書籍を集めたる一大叢書にして︑

そう

﹇切経は︑佛教に修する

て河口に達し︑海を航してノテトに
一向

十一価5図

﹇一向﹈︵副︶1

露れり︒

いっこう

なやうな氣がしてならなかったが︑

十173団 なれない私は︑︿略﹀危険

﹇一国文化﹈︵名︶1

︵ 名 ︶ ﹇ ▽ こくいっこく

土地の人は一向平氣で︑︿略﹀︒
いっこく

一過文化

いっこくぶんか
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いっしゅうかん一いっしん

此の時には頼朝もおもしろく

兵舎のあり場所もちがふので︑めつ

六527

一種の品位を有する等︑心持の特性
一

たに一しょになることはない︒

﹇一 週 間 ﹈ ︵ 名 ︶ 2

を旦ハへたりQ

いっしゅうかん

八851園

さうしてみんな﹁しょに雄牛

が二三人列から離れて船に上った︒

いっしょうけんめい

けんめい

状︶8

﹇一生懸命﹈︵形

一しゃう

一シヤウケンメ

ゴランナサイ︑ミンナガ

一生けんめい

一シヤゥケンメイ

僕も急に元旦がなくなって︑一所に

ました︒

又うすい吉野紙のやうな作り

三571 それからは一しやうけん
めいになって︑毎日字をならひ

イデス︒

チカラヲイレテ︑

二36

船に上らうかと思ったが︑︿略﹀︒
此の手紙と一しょに︑

昨日橋本君と一しょに町は

糟葉書をたくさん小包にて送り申候︒

十一佃10囲圏

十一梱6

つれのガラス工場を見に行った︒

一生

く略V︑八人﹇所にうつく
﹇一生﹈︵名︶8

まりて僅かに雨露をしのぐ︒

十二861図
いっしょう

かけの繭の中で︑きゅうくつさうに

五488

たらいてるるのもあります︒

からだをまげて︑ 一生けんめいには

午後六時︑叔父さんと一所に︑ 七989園 ︿略﹀︑戦一つ出軍ず︑人の
かげごとぽかりいふ石田めとは︑此

武士といふ武士は必死のかく

の清正一生中直りは致さぬ︒

の星と其の近所の星を﹁しょにして

ごでふせいだ︒卑しやうも一生けん

これが人質で︑此の婦人は長 六844

生をしましたが︑一生の間仕合はせ

﹁多勢の方はゆだんをして

めいで︑ひやうらうをはこんだ︒

八142囹

みるが︑小勢の方はみんな心を合は

大將はこれから後︑一生の間
﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

八佃4

のよい事がつゴいたと申します︒

八351

︿略﹀︑北斗七星と其の近所

して︑それぐ小熊座夫熊座とい

せて︑一生けんめいになってみる︒﹂

︿略﹀︑友だちのす＼めをことわりか

その中︑先に進んでみた者

ねて︑一所に渡り出した︒

十﹁859

かん

そ

九鵬6

やがて﹁進め﹂の宿払がか＼

ると︑たゴ愉快にたゴ一生けんめい

これに力を得て︑又一しや

にかけ出す︒

驚いて一しやうけんめい逃

一しやうけんめい

いっしん ﹇一心﹈︵名︶1 一心

遅い︒

げようとしてあせってみるが︑もう

十一5610

1

いっしょうけんめい ﹇一生懸命﹈︵副︶

うけんめいに泳いで行く︒

此の航海によって彼の博物 十一868

慰服を刊行せり︒﹂

十ニー210

芋助としての基礎が十分に軍民︑一
かうして︑︿略﹀︑彼が一生

生の方針がはっきりときまった︒
十二佃5

︿略﹀︑一部は尚昔の面目を

をさ＼げた大工事が見事に成就した︒
十二佃10

留めて︑暉海﹇生の苦心を永久に物
語ってみる︒

めいに働く者が勝だ︒

﹁成績物は一つ一つ自分 九483困圏世の中は何でも一生けん

かったといふ︒

の力のこもったもので︑皆﹇生の記

十一156園

念になるのだ︒﹂

︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所
に︑露螢のテントの前に︑列を正し

たものでした︒

などと一しょに︑よく道ぶしんに出

十134園私も︑あなたのおとうさん 十一㎜8図園 ﹁卓眼は一生に三度一

て並んだ︒

九脳2

ふ名をつけてみる︒

の星を一しょにして大熊の形を想像

九903園

小熊の形を想像し︑︿略V︒

九902園西洋では昔から︑あの七つ

上野騨から青森行の列車に乗った︒

九678

の門を出た︒

八956

一しょに出かけた︒

僕ははかまを着けて︑信吉と

﹁お前も一しょに行ってお

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

八446囲 取分けおいそがしい中を︑

週間

いっしよ

八852

出で︒﹂

一週間も

一週間もおひまをいただきまして︑
まことにありがたう存じます︒
これこそ僕たちが︑

一宿

前から︑毎日々々待ってるた命令だ

九778

﹇一宿﹈︵名︶1

つたので︑︿略V︒

いっしゅく

へり︒

﹇一所﹈︵名 ︶ 2 2

十614図 僧は改めて主人に一宿をこ
いっしょ

一シヨ 一しょ 一所

ハヤクカホヲアラツテ︑

デーシヨニウタツテヰマス︒

一一177 子ドモが大広イ︑オモテ

三48
ニイサント ﹁シヨニオサラヒヲ
シマセウ︒

三624園さあ︑私がこゑをかけ
ましたら︑みなさん﹇しょに舟
を出すのですよ︒

三627三人は﹇しょに舟を出
しました︒

に昇降器に乗りました︒

しよう

四314 そこへぼちが來ました 十799 事務所で坑内服に着かへ︑安
ので︑一しょに向ふの方へ行
全燈を持って︑案内の事務員と一所
つてみましたが︑︿略﹀︒
な心しよにさいてゐます︒

五135團 うめやも＼やさくらがみん 十937 ︿略﹀ 一本橋がある︒太郎は
︿略﹀︑私を入れて村からは
五人も出てみるが︑兵種がちがふと︑

六413團

いっしん一いっそう
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五753 人の﹇心といふものはえらい
もので︑三度目に土手の工事はうま
くいった︒

一身

︿ 略 ﹀ ︑我が命のある限り︑

﹇一身﹈︵名︶1

十二価10

いっしん

心に

毘沙門天を刻みみき︑

めが

一

︿略﹀︑何事も忍耐が第

すると乗員は︑

これこそ僕たちが︑一週間も

鐵眼こ＼において再び意

カウ

揚子江ハ支那第一ノ大河ニ

□千三百里﹈

を決し︑︿略﹀︑又もや一銭をも留め

ざるに至れり︒

ス

一千三百里

いっせんさんびやくり

︵名︶1

ヤウ

一千二百年

□千二百年﹈

シテ︑其ノ長サ一千三百里︑︿略﹀︒

八193図

層

︵副︶1

いっそ

そこで人々はいっそ我々も

﹇一草﹈︵名︶﹇▽いちぼくいっ

一そう

︿略V︑へいけ方から舟を

□艘﹈︵名︶4

もとより舟は一そうも出てゐ

一そうの船が︑俄の嵐におそ

昔︑アフリカの或港に一そ

いっそう ﹇一層﹈︵副︶6 一そう 一

うの船がとまってみた時の話である︒

十一546

はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

十2410

ません︒

六201

一そうこぎ出して來ました︒

四614

いっそう

そう

いっそう

︿略V︒

がれようではないかと相談して︑

我々もあのくさり戸を渡る難儀をの

ぎ

るうちに其の志を遂げさせると土ハに︑

も早く洞門を開通し︑老僧の命のあ

出來るだけ此の仕事を助けて︑一日

十二欄2

いっそ

千二百年の面影を残せり︒

空高くそびえて︑五丈三尺の大二一

十二999図 ︿略﹀︑東大寺の金堂は天

︵名︶1

一せいに飛起 いっせんにひゃくねん

望に向ふ足なみは

三萬近き學校に 分れて

せいに

て︑時には﹇寸先も見えないやうな

喜んだ︒

皆は一せいにほりにか﹂る︒

つたので︑皆一せいに小をどりして

前から︑毎日々々待ってるた命令だ

九779

きて︑手早くつり床をく＼る︒

九628

単一せいにそろふなり︒

學ぶわれくの

七67図齪

ことがあります︒
ねを掛けてはっぴ着て︒
のりなが
本居宣長は︿略﹀︒︿略﹀︑ いっせいに ﹇一斉﹈︵副︶8

十一708

心に勉強してみた︒

將來學問を以て身を立てたいと︑

十一996

リンカーンは︿略﹀︑鬼の

︻身をさ＼げて此の岩山を掘抜き︑

けた︒

十一一捌2囲国

心にのみを振るふことさへあった︒

固く︑︿略V︑誓文をとなへながら﹁

十二佃10

彼の初一念は年と土ハに就く

首でも取った氣になって一心に讃績

﹇一身一家﹈︵名︶1

萬人の爲に安全な路を造ってやらう
︿略﹀︒

一身一家

いっしんいっか
︿略﹀︑大業一身一家の爲で

九788

なく︑一すぢに國の爲︑民の爲につ

九259園
一とのかねての御教訓に從ひ︑

一心

くすといふお考は︑どなたも皆同じ

拝観者の目は︑

馬上の人となった︒

丁丁6図

にそ㌧がれぬ︒

﹁せいに艦

﹁乗馬︒﹂兵士たちは一せいに

九鵬1

十439

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰 十伽5図︿略﹀︑工場といふ工場︑船

いっしんふらん

り︑︿略﹀︒

に働き候ため︑追々店の様子もわか
﹇一進一退﹈︵名︶1

一進一退︑たゴ運を

﹇一心不乱﹈︵名︶1

事で︑︿略﹀︒

いっしんいったい

一進一退
くるふ︒︿略﹀︒

十275 岩の附近は波がいよく荒れ 一心不齪

といふ船の汽笛が一せいにあぐる歓

安芳がはいって行かうとす

呼の聲︒

十二旧3

ると︑門を守ってみた兵士等が
く略V︑一せいに銃劔を取直して行く

しかしたとへにも申す通

︸隻

り︑一寸の轟にも五分の魂︒徳川侍

十二伽2園

﹇一隻﹈︵名︶1

一隻の捕鯨船が︑勇ましく波
を切って進んで行く︒

十麗6

いっせき

てをさへぎつた︒

一寸

のなまくら刀にも少しは切れる所が
﹇一寸先﹈︵名︶2

ござりませう︒

いっすんさき

一銭
苦心に苦心を重ねて集め

＝銭﹈︵名︶2

十﹁窩10図

りぬ︒

たる出版費は︑遂に﹁銭も残らずな

十﹁梛10図

白きりがか﹂つたり︑大雪 いっせん

雲や霧がわいたかと思へば
散じ︑散じたかと思へば又わいて來

九954囹

なることもあります︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七573園

先

一寸

も彼も一心不齪に働くので︑仕事は

安ちいさんは﹇

いっすん□寸﹈︵名︶1

豫想以上にはかどり︑︿略﹀︒

一心に

天にまかせて︑二人はボートをあや
﹇一心﹈︵副︶8

つった︒

いっしんに

なりしが︑人に書物をよませて︑一

八627享保己一は五歳の時めくらと
心に之を聞き︑︿略﹀︒

丸275園 それにはわたしが死んでも

だがはげんずる

りっぱな學者を先生にして︑一心に

國へ錦らずに︑すぐに江戸へ出て︑

う

學問をはげむがよい︒

大槻玄澤などの人々をたよって︑一

おほっきげんたく

九286 信淵は︿略﹀︑宇田川玄随・

︿略﹀︑

心に西洋の學問を勉強した︒
九844図圏
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いっそうする一いっちする

う

ちはし

となく心持がかはって︑
べ

一そうあり

六価2団宇治橋を渡って︿略﹀︑何

あ

がたくかんじた︒

七625 中でも安倍川の宿は一そうの
人ごみであったと申 し ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九137図 毎日世話し居ることとてい
つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ
は一そうかはゆく思はる︒
ふまいけん

︵サ変︶1

一

村長は︿略﹀︑常に力を一

一村

村の幸福の爲に書くすが故に︑深く

十伽7図

萬事此の有様なれば︑

村民に敬愛せられて︑︿略V︒

十鵬10図

は誠に平和にして︑年を追うて其の

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八428囹 ﹁︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

いったん ﹇一反﹈︵名︶2 一反

ほたるの光のやうに熱をともなはな
一

いものであります︒
一たい

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに
﹇一体﹈︵副︶11

急ぎて進み來る︒
いったい

一たい船にはらしんぎとい

持参致せ︒﹂

七583囹

ふ物があって︑それで方角をとって

繁榮を増すばかりなり︒

八432

十513園
のですか︒﹂

十5210園

﹁一銭︑なぜお金を預ける

反つつ持って参りました︒

十一65図

今此の書によりて其の一

いったん ﹇一端﹈︵名︶3 一端

細長い管の﹁端を︑とけた

端を述べん︒

一端に口を當てて息を吹き

こむと︑ぷうつとふくれる︒

十一鵬5

先に赤い玉がくっついてみる︒

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

一髄︑銀行は人からお金を 十一旧3

これほど我々に重大な關係

預ってそれをどうするのですか︒

三日の間に一同は白木綿を一

進みますから︑いくらきりが深くて

﹇一村共同﹈︵名︶

いっそんきょうどう

も︑まるでちがった方へ行くやうな

其の利益は︑大部分を學校

ことはありません︒

1 一村共同

なり︒

一膿

パナマ地峡は一意に小山が起 十一16

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

るか︒

十一桝2

一膿人は最初どうして火を
一丁自治の精神とは何であ

得たであらうか︒

十一661

造るのであらうか︒

又浮上つた信作のえりを引つつかん

で︑ぐっと岸へ引上げた︒

□致﹈

︵サ変︶1 一致す

いっち ︵名︶与きょこくいっち

いっち・す

︽ーセ︾

章は︑常に州の数と一致せしむるを

十二6210図 即ち く略V︑藍地中の星

定めとす︒

する

︽ースレ︾nvきょうどういっち

いっち・する □致﹈ ︵サ変︶1 一致

此の邊は﹇膿に山地で︑湖

一

八104 耕造は︿略﹀︑ 一たん沈んで

一再ゴムは何からどうして いったん ﹇一旦﹈︵副︶1 一たん

のある太陽とは︑一艦どんなもので

一帯

それに此の邊一帯の島々は

十一496

あらう︒

たい

いったい

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一一746圏

れば︑最後に議決した議院の議長か

十二894 ︿略﹀︑両院の意見が一致す

する

十一一術3囹

ら義務大臣を纒て奏上する︒

う︒﹂

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

一丁最も理想的な燈火は

艦わしは今までどうしてみたのだら

﹁此虜は何庭だらう︒

面は海面より四百メートルも高く︑

十二498

御方でございますか︒﹂

南大門通から本町通・鍾 十二428園 ﹁一禮あなたはどういふ

其の手前は一帯に朝鮮家屋

一隊
︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

﹇一隊﹈︵名︶1
十一244図

いったい

いはゆる十勝平原で︑︿略﹀︒

十勝川の流域一帯の廣野は

びえてみる︒

で︑其の又手前には︿略﹀洋館がそ

十761囲

番にぎやかな庭です︒

路通にかけての﹇帯が︑京城での一

ろ

十748囲

しよう

我が國の支配に属してみるので︑

九43團

﹇一帯﹈︵名︶4

いったい ﹇一退﹈︵名︶﹇▽いっしんいっ

石が多い︒

十314

いったい

﹇一体﹈︵名︶1

の有益なる事業の費用にあっる計書

の基本金とし︑其の残部を﹁村共同

九229園 それから元庵様・不昧軒様︑ 十伽8図
一 そ う 研 究 を進められた︒

二代つゴいて︑其のお志をおつぎに
なり︑

十価7 外はさっきよりも一そう風が
強くなったのか︑ガラス越しに見え
る向ふの木がひどくゆれる︒
くわん

十佃6 此の神社は菅公の御墓所に

﹇ 一 掃﹈

建てたものだと聞いて︑一層感を深
くした︒

︿略﹀︑かういふ短所はやが

︽ースル︾

いっそう・する
掃する

十二鵬4

何時そや

出來る限り早く之を﹇掃することは

て我が二黒から消去るであらうが︑

﹇何時﹈︵副︶1

我々の務ではあるまいか︒
いつぞや

十715園 それなるは佐野源左衛門常
世か︒これは何時そやの大雪に宿を
借りた旅僧であるぞ ︒

いっそん﹇一村﹈︵名︶4 一村
ほとんど丸やけになった︒

六666 或村に大火事があって︑一村 十一626
十伽1図 全村農業を以て生計を立つ︒
︿略V︑殊に一村鶏 を 飼 は ざ る 息 な し ︒

いっちょう一いっぴき
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いっちょう

﹇一丁﹈︵名︶2

一ちやう

八287図︿略﹀︑のみ一ちやうにて見
事なるほり物をほりて︑人を感ぜし
むるも︑手の働なり︒

彼は夜もすがら静坐してひ

︵サ変︶−

一

たすら思をこらしてみると︑やがて

十一一957

□転﹈

﹇鮎の明星がきらめいて︑︿略﹀︒

いってん・する

一ぽい

﹁いつも人より一時前に参

﹇一杯﹈︵名︶1

つて居ります︒﹂

七775園
いっぱい

いつぽい

﹁では水を一ぽい下さい︒﹂

﹇一杯﹈︵形状︶7

七888園

いっぱい

目に涙を一ばいためて聞いて

撃て下さいました︒

九277

みた少年は︑固い決心を顔にあらは

して︑實行をちかった︒

いっぱつ ﹇一発﹈︵名︶2 一獲

んと一獲︑破裂矢をしかけたもりを

十備8 ︿略﹀︑ねらひを定めて︑ずど

十二794 漁夫はめいく手に一ちや 治する ︽iスル︾

一ぽい﹇▽かごいっぱい・せいいつ

︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑

ぱい・ちからいっぱい・にわいっぱ

十二4310

︿略﹀︑一古すると︑今度は如何にも

騒ぎ
うつつの鈎を持ち︑狂ひ廻るまぐろ

とたんに︑ずどんと一護す

を引っかけ︑はねるはずみを利用し

打つ︒

さまじい大砲の音がとゴろき渡った︒

十一582

公吏・議員等︑直接間接に

圓漏な獲達を望むことは出來ない︒

の人民の後援がなければ自治團腔の

公共の事務に當る者は︑︿略﹀︑ 一般

十一備1

なはてつたひに來る風も︑いっぱん ﹇一般﹈︵名︶3 一般
空一
涼しく金にまた﹂

若葉のにほひかんばしく︑

七344図圃

一ぱいになった︒

一冬ごして︑春には池の水が

い︒みせいっぱい

岬かと見れば島なり︒一

ぱいの星は皆︑

十一332図

五757

て船中に引上げる︒

︿略﹀︒

ものすごい︑いはば音怪な物の精が
しばふ
寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

いつつ ﹇五﹈︵名︶2 五ツ 五つ←
よっついつつ
デス︒

二311闘 モウ五ツネレバ︑オ正月いっとう ﹇一流﹈︵名︶2 一翼
五聖だ去らざるに︑一躍更にあらは

だんく市場に近づくと︑

團膿の事業は︑地方人民が︸般に之

十一稲6例へば教育・衛生等の自治

を尊重し︑之に協力することによつ

炭車が一ぱいになると︑馬方
がそれを馬に引かせて︑電子機關車

思掛はさすがに藝術の都

て︑︿略﹀︒

十二315国

として世界に聞えてみるだけあって︑

其慮から又右に折れると︑細

建物なども一般に壮麗です︒

十二799

一ぱい

と︑︿略﹀︑えつさくと陸の方へ漕
﹇一杯﹈︵副︶2

錦って來る︒

いっぱい

︿略﹀︑とだなからうでた

くりをおぼんに一ぽい持って

四241

一般人民

十一悩5

にも︑皆此の精神を本としなければ

ならない︒

びき

︸匹

いっぴき ﹇一匹﹈︵名︶19 一ピキ

二277 ソノトキーピキノ子ネズ
ミガマヘヘデテイヒマシタ︒

一

るか︒︿略﹀︒ 一般人民が︿略﹀する

一酉自治の精神とは何であ

︿略V︑三人の心はもう驚といっぱんじんみん ﹇一般人民﹈︵名︶1

長い室一ぱいに︑目もさめるやうな
十二444

草花が並べてある︒

十悩8

の通ふ道まで運んで行きます︒

十844

本通も横町も皆馬でいっぱいです︒

十1610団

けり︒

一躍未だ去らざるに︑一

れ︑︿略﹀︒

十一333図

一頭

島外にあらはれ︑水路きはまるが如
﹇一頭﹈︵名︶2

くにして︑また忽ち開く︒

子馬が︻頭つつ中央の廣場

いふ高いのがあるさうです︒

く略V︑直段も一頭四千圓・五千圓と

十224葉理の町では︑二歳駒の市が

に引出されると︑︿略﹀︒

十207囲

いっとう

四898 十郎が五つ︑五郎が三つ
の年に︑父はくどうすけつね
にころされました︒
いってい 重態﹈︵名︶2 一定
く︻定の場所に納められる︑すべて

九631 それにつれて︑つり床は正し
の窓や出入口は開かれる︒

十559 普通傳書鳩を使用する方法は︑

一定の飼養所から他の土地に連れて
﹇一定不変﹈︵名︶1

行って︑飛蹄らせるのである︒
いっていふへん

一時

感激で一ぱいになって︑尊ぼうつと

＝時﹈︵名︶2

して︑ひぎ終ったのも氣附かぬくら

いっとき

時

ゐ︒

十二626図 アメリカ合衆國の國旗は 七776囹 ﹁いつもより早いのに︑よ

である︒

いっときまえ

前

船がまぐろで一ぽいになる

一定不攣

く参って居った︒﹂﹁いつも人より一

に︒﹂

︻定不堪の部分と︑饗化を許された
一天

時前に参って居ります︒﹂﹁一時も前

﹇一天﹈︵名︶1

る部分とより成る︒
いってん

一鮎

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑
﹇一点﹈︵名︶1

﹇一時前﹈︵名︶1

五186園丁の時一天にはかにかき曇 七777 一時は今の二時間にあたるの
︿略﹀︒

いってん
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いっぴょう一いっぼん

二415

ヨイオヂイサンバ犬ヲ

一ピキカツテ︑タイソウカハイガ
ツテヰマシタQ
一びきとび出しました︒

四424 だい所で︿略﹀︑子ねずみ
が
匹は耳に手をあててゐます︒

五371 一匹は目に︑一匹は口に↓
︑
五371 一匹は目に︑一匹は口に一
︑
匹は耳に手をあててゐます︒

五371 ↓匹は目に︑一匹は口に︑
よし

匹は耳に手をあててゐます︒
まん

五795 八幡太郎義家が︿略﹀廣い野
きつ ね

原を通りますと︑狐が一匹とんで出

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑御らん下さい︑これ

に具足一領︑長刀一ふり︑又あれに

十689囹

る︒

いっぺん

︸ペン

西窓一片残月あはし︒

﹇一遍﹈︵名︶1

ハナハソレデョイカ

ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウ一

﹁376園

公は此虞にうつされてから一

これは學問の研究には特

送られたさうである︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十伽1

は馬を一匹つないでもってをります︒
ペンカイテゴランナサイ︒
安全燈をたよりに歩いて行く
いっぽ ﹇一歩﹈︵名︶3 一歩

十8110
と︑不意に足もとからねずみが一匹

︿略﹀︑珍しい甲轟が二匹ゐ．

はっと思って立止ると又一匹︒

飛出しました︒

十821
十ニー19

十一761園

それから︻歩一歩高く登り︑最後の

に必要ですから︑先づ土皇を作って︑

一芸

俵の山が出來てるます︒︿略﹀︒一番

一服

下は四俵︑一番上は一等で︑一山は
﹇一服﹈︵名︶1

十俵つつです︒

いっぷく

服やつてから始めなさい︒﹂といつ
たが︑︿略﹀︒

一分

いっぽう

﹇一本﹈︵名︶10 一本

掛けながら身網を一方からたぐって

十一一789 ︿略﹀︑えんやくと掛聲を

行く︒

いっぼん

しぶ柿が三本︑あま柿が

二本で︑その中に私の木が

四52

それを通りぬけて四五町上る

一本あります︒

七231

又筆一本にて美しき糟をゑ

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

がき︑のみ一ちやうにて見事なるほ

八287図

り物をほりて︑人を感ぜしむるも︑

︿略﹀︑此の前來た時の事を考

手の働なり︒

へながら︑出後れのわらびを一本折

九351

火縄一本の煙草ぼんのまはり

つて︑又歩き出す︒

九661

には︑人の山が出來て︑いろいろの

話が出る︒

八135

九789

亡しぬ︒

一坪一本の割︒﹂とおとう

置きました︒

此の一言を聞くや︑書師

いたんでゐましたから︑取りかへて

十二602園

直りました︒ねちが﹁本

杉戸に檜﹇本を書がきて東國へ出

ひのき

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑唯

十﹇482図

けた時の畳書だ︒

さんの手で記してある︒一昨年植付

十一368

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ
た︒

僕はわり合にしっかりしてゐ

に行った︒一方は百四五十人で︑他
一方は百四五十人で︑他の一

せり場の一方に高い塁があ
それは︑豫め甲乙の二地をき

︿略﹀︑︻方を飼養所︑一方を

それは三方が丸太の壁で︑

も窓も床もないものであった︒

一方は明けはなしになってみて︑戸

十一953

食事所とし︑︿略﹀︒

十564

食事所とし︑︿略﹀︒

めて置いて︑一方を飼養所︑一方を

十564

つて︑其の上に掛の人が居る︒

十206国

方は三百人以上もあった︒

八136

の一方は三百人以上もあった︒

﹇一方﹈︵名︶7 一方
あ べ
︿略﹀︑安倍川原へ石合戦を見

にな．さい︒

高く登り︑最後の目的に達するやう

十一761園︿略﹀︑それから︸歩一歩

目的に達するやうになさい︒

た︒早速碁手に一匹つつつかむと︑

早速両手に一匹つつつかむ

又一匹愛つたのが見えた︒

十ニー19

□俵﹈︵名︶1

と︑又一匹攣ったのが見えた︒

いっぴょう

ました︒

六248
︿略﹀︑人の 馬 に は 自 分 が 乗 り ︑
六27

今どこのうちへ行って見ても︑

自分の馬には人が乗り︑後向に乗る
者もあれば︑一匹の馬に二人乗る者
もあります︒

六286 なるほど︑ごまつぶ程の蟻が
一匹虎を見上げてゐます︒

モ産ムトイフガ︑産ンデシマフト︑

六471卵ハ︿略V︒ 一匹デ三四千粒 十405囹 父は﹁力藏さん︑まあ︑ 一

し

其ノ上二砂や小石ヲカブセル︒
し

間

十568

殊に驚くべきは輪帯機の

一片

白雲いうく去り又來

﹇一片﹈︵名︶1

十一柵7図圃

いっぺん

四百五十枚を印刷すといふ︒

能力なり︒︿略﹀︑＝塁よく一分間に

十ニー86図

ルも飛ぶ力があるから︑︿略﹀︒

鳩は一分間に約一キロメート

七304図 昔一匹の獅子︑森の中にて いっぶんかん﹇一分間﹈︵名︶2
眠りしに︑︿略﹀︒

八55 二匹はいちもくさんにかけて
行ったが︑間もなくかはいらしいの
を一匹つれて來た︒

り す
九336 すると木のうろから︑栗鼠が
一匹︑けろりとした顔を出したが︑
︿略﹀︒

九453図 又コ・二一匹ノ馬アリテ︑

いっぽんすぎ一いできたる
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にして遊戯的なるものに漏足すべく

︿略﹀︒イツモ

いつ

十二稲8図 エヂソンは︿略﹀︑ふと

ナゾ

イツモ

もあらず︑︿略﹀︒

十九

﹇何時﹈︵副︶28

何時も

二582

も

いつも

見れば机上に形珍しき一本の團扇あ
り︒

いっぽんすぎ ＝本杉﹈︹課名︺2 一
本杉

アナタニツイテヰマスガ︑日
リガツイテヰナカツタリスレバ︑

ヤ月ガデテヰナカツタリ︑アカ
一本

四目9 二十 一本杉
﹇一本杉﹈︵名︶4

四717 二十 一本杉
いっぽんすぎ

ワタクシハアナタカラハナレマ
ス︒

杉

二625私ノ目ハイツモハツキ
リシテヰテ︑ヨク見エマス︒

四718私は道ばたの一本杉で
一本杉のうしろへお日

す︒

四723園

一本

日はよくてつてみて︑ふ

晒木綿のづきんをかぶって︑

さらしもめん

七239

九二6

中尉は︿略﹀︑いつものはれ

ぐとした聲で︑﹁そら︑もう恵

おそ

雨ざらしになっていらっしゃるが︑

下刈はいつも土用中にする

かういふ心掛であったから︑

成績は何時も優等であった︒

十一982

ので︑︿略V︒

十﹇381

がり

か＼つたものでした︒

の道ぶしんなどは︑何時も二日は

十143園

そんな風でしたから︑ぼん

だぞ︒襲へく︒﹂と叫んだ︒

毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰

何時もお花が上ってみる︒

七767

か居るか︒﹂と呼ぶと︑いつも藤吉
或大雪の朝︑信長はいつもよ

郎が眞先に出て來た︒

七768

﹁いつもより早いのに︑よ

り早く起きて︑︿略﹀︒

七774園

御壮健の由︑何よりのことに御座候︒
かん

﹁いつも人より一時前に参 十二伽1國囲 ︿略﹀︑先生には何時も

く参って居った︒﹂

七775園

つて居ります︒﹂

く︒

の如く︑庭のすみなるとやの戸を開

十一89図

十﹁89図

いて

いて

何時もはうす暗い程茂り合つ いで ﹇出﹈︵名︶﹇▽おいで・おいでくだ
さる・おいでなさる・おんいでなさる
てるる両がはの木立も︑︿略﹀︒

九321

北斗七星は何時もあんなに

十一8210図圏 いで︑大船を乗出して︑

いで︑軍艦に乗組みて︑

我は拾はん︑海の富︒

十一832図團

﹇出会﹈︵四︶1出であふ

我は護らん︑海の國︒

︽iリ︾

いできた・る ﹇出来﹈︵四︶1

出來る

ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか﹂る︒

のがけ路にて敵將山路正國に出であ

十一299図中にも加藤清正は︑山際

︽ーヒ︾

それにあの星は何時も眞北 いであ・う
に居るから︑︿略V︒

九892園

の關係も常に攣らないから︑︿略﹀︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

九884圏

支度をして︑母校園へお集りなさい︒

けれどもかたきのくどう 九775園 皆いつものやうに︑此所で いで ︵感︶2 いで

六57毎週湾ではめったに雪が降ら

をつれて居ます︒

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家庭

四923

れいに見えました︒

じの山はいつもよりなほき

三832

とで︒﹂

十一一梱6㈱国 毎晩士買上高の勘定を致
三321﹁︿略﹀︒﹂と村の人から 八丁6 ︿略﹀︑武士の魂と呼ばれる物
様がおはいりになった︒
す時など︑︿略﹀︑何時もほめられ申
は︑何時もきらく光ってみたとい
いはれるほど︑いつもきげんよ
四725園
一本杉のふところから
候︒
ふことである︒
くうたをうたふちいさんです︒
お月様がお上りになった︒
四794園 ﹁此の人も 一本杉の外 三343園 ﹁いつもおたっしやなこ 九122図 顔を洗ひをはりて︑いつも いて ﹇射手﹈︵名︶2 いて

﹇一本橋﹈︵名︶1

にないてくれるものがなく
なった︒﹂

橋

いっぽんばし

何時ま

道で︑途中にはかなり深い小川にか

十934 其の近道といふのは田のあぜ

﹇何時迄﹈︵副︶2

け渡した一本橋がある︒

ないさうだが︑此の山のいたゴきに

いつまでも

でも

だ︒

は︑いつもつもってみるといふこと

いとふにあらざれど︑何時までもか

十一452図圏 我もとより衣食の費を

やがて中尉はちよつと腕時計
號令をかけた︒

を見て︑いつものやうにすんだ聲で

九価8

川は︑いつもより水が多い︒

いつも通る汽船も︑高波をよ 九棚3 たんぼの中程を流れてみる小
けて︑沖を通ると見えて︑汽てきの

六201

虜へなりとも行きて君の技をふるひ

音は少しも聞えません︒

くておはすべきにあらねば︑今は何
給へ︒

うめもどきの實がいつもより
目立って見える︒

十ニー410図 されど人智の進歩と印刷 六267

術の獲達とは︑何時までもかく四恩
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いでたまう一いなびかり

出で給
氣持よし︒

しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに

第二十五

胃とからだ

いとすじ

﹇糸筋﹈︵名︶1

綜スヂ

﹇営﹈︵四・五︶3

工む

いとまごい ﹇暇乞﹈︵名︶1 いとまご

四936

兄弟は今度こそはと︑

母にいとまごひをして︑ふじ

のすそ野へ急ぎました︒

地ノ中ニシミコンデ︑井戸水

いどみず ﹇井戸水﹈︵名︶1 井戸水

イヅミ

五525

田舎←かた

何分田舎にて萬事不便

﹇田舎﹈︵名︶1

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒

いなか

昔は個人の利益を螢むのが

さ

佐の濱

十二810図

垣根も倒れれば︑しをり戸も

九佃1

いなづま

砲口はかはるがはるいなづま

﹇稲妻﹈︵名︶1 いなづま

外れる︒まして稻田は大波が打つ︒

七944

いなだ ﹇稲田﹈︵名︶1 汐田

稻佐の濱といふ庭なり︒

いなさ

境内を出でて海岸に到る︒

いな
いなさのはま ﹇稲佐浜﹈︹地名︺1 稻

には候へども︑︿略﹀︒

十一424國国

我々は常に雪雲にしたがつ いなか
て幸福な生活を螢み︑あはせて國の

十二906

商業であると思はれてるた︒

十二2310

杉・檜の植林を澱めり︒

ひのき

十伽6図青年團の事業の一として︑

︽ーミ・ーム・ーメ︾

いとな︒む

ガ︑︿略﹀︑水ノカサモ多クナリマス︒

九1110図井戸に近き柿の木の︑日ま 五512 ハジメハ締スヂホドノ流デス ひ﹇▽おいとまごい

十648図 主人はうちうなづきて島忠 いど ﹇井戸﹈︵名︶1 井戸
﹇出給﹈︵四︶1

り︑僧に向ひて︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

いでたま・う
︽ーヒ︾

︽ーハ・ーフ︾

我もとより衣食の費を

貧賎は人のいとふ所な

九103図 既に大海に出で給ひしに︑ いと・う ﹇厭﹈︵四・五︶3 いとふ

ふ

大風俄に吹來りて︑派すさまじく荒

十一69図圏
十一451図鑑

り︒

れくるひ︑︿略﹀︒

十矧1図囹 ﹁義を見てせざるは勇な

いでや ︵感︶1 いでや
いとふにあらざれど︑何時までもか

品位を高めることにつとめなければ
ヰドバタ

﹁オウイ﹂トヰドバタデ︑
すると大將の父は﹁︿略﹀︒﹂

といって︑大將を井戸端へ連れて行

八備2

ニイサンノコエガシマス︒

三38

﹇井戸端﹈︵名︶4

庭へなりとも行きて君の技をふるひ

くておはすべきにあらねば︑今は何

出行く

きなり︒いでや︑行幸の路に待受け︑
﹇出行﹈︵四︶2

移動

井戸端

︿略﹀︑路の遠いのは少しも いどばた

ならぬ︒

た︒

いどう・する

﹇移動﹈︵サ変︶1

いとはず︑毎日毎日元氣よく通黒し

十一974

給へ︒

君を奪ひ奉りて義軍 を 起 さ ん ︒ ﹂

いでゆ︒く
︽⁝キ︾

︿略﹀︑おのれは主人を迎へ
︿略﹀︑僧は返す言葉もなく

にとて外に出行きけ り ︒

十603図
十619図
て出行きぬ︒

︿略V︑飼養所を移動し︑其庭

︽ーシ︾

つて︑着物をぬがせて︑頭から冷水

十573

を浴びせかけた︒

する

︵下一︶←お い で る

を見覧えさせて飛蹄らせるやうにす

いと ﹇糸﹈︵名︶3 綜←あさいと・

る事も出來る︒

いでる

きいと・きぬいと︒けいと︒もめんい

八目17

れさうにほえ立ててみる︒

︽ーイ︾

うちの方をふりかへると︑井 いなな・く ﹇噺﹈ ︵五︶1 いな﹂く

に向っていな︑いた︒

戸端の柿の木に柿がすgなりになつ

暇εおいと

九川5 さうして︿略﹀︑ 一聲高く天

﹇暇﹈︵名︶2

いなびかり ﹇稲光﹈︵名︶1 いなびか

父と母とに暇を告

てるることが出來ず︑︿略﹀︒

のやうで︑わるものどもは目を明け

五193園鶏の光がまるでいなびかり

翌朝僧は暇をこひて又行く り
︿略﹀

げて︑勇みて出つる我が家の門︒

十894図圏

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

ま・おいとまする

いとま

てるるのが目につく︒

九棚10

づ︒

九1110図朝早く起きて︑井戸端に出 のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

と

四百人も練を取ってみる︒

胃とからだ
いとぐち

第二十五

﹇糸口﹈︵名︶1

いとぐちである︒

殊にデーバダッタは︑いと

﹇従兄﹈︵名︶1

ようとした︒

迦の名望をねたみ︑幾度か彼を害し

この身でありながら︑かねてから繹

十二977

いとこ

いとこ

七787 これがそもく藤吉郎出世の

いとぐち

八994

五651囹 あれは製綜工場で︑女工が いとからだ ︹課名︺2 胃とからだ

地ハ何ノ締デオルカ知ツテヰマス

六742園 ﹁春子︑下前ハ着物や帯ノ

カ︒﹂

六763囹 ラシヤヤフランネルトチガ

いと

ツテ︑練が細イカラ︑氣ガツカナイ
ノデス︒

﹇最﹈︵副︶1

十一457図園 そはいと名残をしき事

いと

なり︒

いなみたてまつる一いぬ
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いなみ奉る

﹇馬添﹈︵四︶−

︽ール︾

古

居ならぶ

ふかな︑

おのが治むる國はいかに

十ニー3図圃古のふみ見るたびに思
とQ

ひのかは

﹁此の川は古の簸川に

して︑かのをうち退治の傳説あるは

十二46図園

されば珍しき事件の起り

此の川の川上なり︒﹂
十ニー47図
し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

く略V︑

く襲下することは古より行はれたり
奈良

︿略﹀︑遠く連なる田園の

そもく如何に美しく︑如何に盛な
りしそ︒

十二櫃8図

間に東西に走る三筋の路は︑北より

敷へて古の一條・二條・三等の大路
の名残とす︒

︿略V︑古の武士が玉とくだ

﹇委任﹈︵サ変︶1

委任

ける討死を無上の名讐としたのがそ

十二研10

れである︒

犬

慶喜から官軍に封ずる交渉

︽一十︾

いにん・する
する

十二伽4

やすよし

の全椹を委任せられてみた奮幕府の
陸怯軍総裁騰脚安＋方は︑︿略﹀︒

いぬ

ガヰマス︒

︿略V︒

ウカナシガツテ︑犬ヲウヅメテ︑

﹁ヲヂサン︑コンヤモマ

︻85シロイイヌトクロイイヌ

P園

タカゲエヲシテ見セテクダサ

ガヰマス︒

イ︒﹂﹁︿略﹀︒サア︑犬デス︒

イヌヲケライニシテイ

キマスト︑サルガキマシタ︒

ヤ︒

ニー42犬ガサカナヲクハヘテ︑
ハシノウヘヲトホリマシタ︒

ヨイオヂイサン

バ

犬ヲ

カニモサカナヲクハヘタ犬ガ

ニー46シタヲミルト︑川ノナ
ヰマス︒

二415

一ピキカツテ︑タイソウカハイガ
ツテヰマシタ︒

二42ーアル日犬ハ畠ノスミ
ワルイオヂイサンバソレ

デ︑﹁︿略﹀︒﹂トヲシヘマシタ︒

二435

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ
マシタ︒

二436サウシテムリニ犬ヲナカ
セテ︑ソコヲホツテミマシタガ︑

オヂイサン

バ

ハラヲタテ

キタナイド心慰バカリシカデマ
セン︒

二443

タヌキ

ブタ

黒もま

軒下にはらばへる黒き犬︑

ウサギ

農場主はせっかくよく出來

﹁お前のやうに犬の世話

は困るではないか︒﹂

やねずみを取ることにばかり熱心で

十ニー05園

︿略V︒

みあらされてはたまらないと思って︑

てるる変を︑たくさんの馬や犬にふ

十一佃1

ノ求メル物デアルガ︑︿略﹀︒

八496狐・狸・兎︒犬・豚ナドハ彼

キツネ

た︑意地悪き人と見るらん︒

にくらしき黒と思へぽ︑

八267図圃

ますと︑︿略﹀︒

なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび

四303 犬のすがたが見えなく

道を通りました︒

四302正太郎が犬をつれて︑山

つきました︒

はせ︑ををやたらにふって︑小
二郎のそばへよってきました︒
三237 小二郎がうちへかへって
みますと︑犬はもうとっくに
かへってみて︑かけてきてとび

一525 キジハ ツツツキマハリ︑サ 三221 二人がびっくりして見て
ゐますと︑それは小二郎のう
ルハヒツカキマハリ︑イヌバカ
ちのいぬでした︒
ミツキマハリマス︒
一542圏 クルマニツンダタカラ 三221犬ははなをくんくんい
モノ︑イヌガヒキダスエンヤラ

﹇50一

一一

いなみたてまつ・る

ことしろぬし

十一一67図園 ﹁我もとよりいなみ奉

いなむらがさき

﹇稲村崎﹈︹地名︺3

る心なし︒我が子冷気主とはかりて
答へ申さん︒﹂
いほむら

いなむらがさき

七四2 稻村崎の此方に着いて︑

いなむらがさき

稻村が崎 稻村崎 稻村崎

︿略﹀︒

第二十課

十一一996図

しが︑︿略﹀︒

みた稻村崎は︑其の夜の月の入る頃

七208 すると︑これまで潮の滞ちて

今は唯畿内の一都市として僅かに古
の名残を留むるのみ︒

きない

に︑二十宮町にはかに干上って砂地
にかはり︑︿略﹀︒

﹇居並﹈︵五︶2

稻村が崎︑名將の 劔投ぜし古戦

いなむら

十二251図圃 七里が濱のいそ傳ひ︑ 十二撹1図︿略﹀古の奈良の都は︑
場︒

いなら・ぶ
︽ーブ︾

きぬ
六494圏 ともし火近く 衣ぬふ母は
春の遊の 樂しさかたる︒ 歪な
喜び 勇 む ︒

らぶ子どもは 指を折りつつ︑ 日
数かぞへて︑

六504圃 居ならぶ子どもはねむさ忘

いつくしま

﹇古﹈︵名︶9

れて︑ 耳をかたむけ︑こぶしをに
ぎる︒

いにしえ

十一348図 早島は古より日本三景
の一に敷へられて殊 に 名 高 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

イヌ

テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ

﹇犬﹈︵名︶24
εこまいぬ

いぬ

來せるものの僅かに世に存するのみ

タイン

シタ︒

ハ

一83シロイイヌトクロイイヌ

一8一 イヌガヰマス︒

ヨイオヂイサン

にて︑細管其の得がたきに苦しみた

二446

りきQ

十一伽8図 されば古は︑支那より渡

T5
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いぬ一いはなす

いぬ

いぬ

︽ーネ︾

﹇戌﹈︵名︶5かのえいぬ・きのえ

寝ぬ

︿略﹀︑書師は前の如く夜

﹇ 寝 ﹈ ︵ 下 二 ︶1

十一469図

い・ぬ

もすがら寝ねずして︑明日はかく壷

﹇犬﹈︹課 目 ︺ 2

犬ころ

犬ころ

がかんなど濁言してみたりければ︑
︿略﹀︒

いぬころ

八目3 第二 犬ころ
犬ころ

﹇犬﹈︵名 ︶ 1

八36第二
いぬころ

八38しやうじを明けて見ると︑小
さな犬ころが二匹︑ 上になり下にな
りしてじゃれてみる ︒

いぬのよくばり ︹課名︺2 犬ノヨク

﹇稲扱﹈︵名︶1

稻こき

の物の種をまく目安になる日だ︒﹂

いねこき

いのちと

いのち
の

命ε

今日はうちの者がみんなたん

今夜かぎり

﹇命﹈︵名︶18

ぼへ稻こきに行きました︒

六17
いのち
四944

おいのち

思って︑十郎﹁五郎︑かほを見せ
よ︒﹂

﹁すきをねらって︑頼朝の

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

命を取れ︒﹂

六554園
六576

︿略﹀︑いたゴいたのは財布

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

七697園

ではなくて︑私の命でございます︒

七柵4園生けどった者は皆かへせ︒

人の命にはかへられないと思って︑

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

信作が落ちたのにかまはず

命ばかりは助けてやらう︒

バリ

稻

八116園

﹇稲﹈︵名︶5

ニ目7六犬ノヨクバリ
ニー41六犬ノヨクバり
いね

此 の人たちの田や畠

相手を助けてやったのはえらい︒

四755
の作り方はていねいでしたか

八125囹

ててか＼ったら︑救へないことはあ
りますまい︒

お前のやうな弱轟には︑ひ

よっとすると命を失ふやうなあぶな

十956園

い時でも︑言出すことの出盛ない程︑

のだ︒

﹃い︾え︒﹄といふ言葉は言ひにくい

十二671園私はもう何よりも︑どん
な寳よりも一ほんたうに自分の命
﹁容貌の異なる汝が彼

よりも父上を大事と存じます︒
ばう

十二餌7図園

の地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

なぶりものにせられて︑或は命も危
かるべし︒﹂

︽−︵シ︶︾

いのりもう・す ﹇祈申﹈︵四︶1 祈申

何とぞ十分の御養生あ

いのる 祈

りて︑一日目早く御全快なされ候様

十一422圏団

切に祈申候︒

．しばらく目をつぶって︑

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

五人の騎手は神に勝利をいの

からいのりました︒

やさしく扱ってくれ＼ばよいと︑心

買った人たちも︑どうか同じやうに

十231南冥は︿略﹀︑此の子馬共を

晩神様にいのってゐました︒

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

八336昔朝鮮に一人の婦人があって︑

みる︒

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

八77

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

六577

おちついて見えます︒

神様にいのってから目をひら
いて見ると︑今度は扇が少し

四661

る︽ーッ・ーリ・ール︾←おいのる

いの・る ﹇祈﹈︵四・五︶6

これまで説いた教そのも
︿略﹀︑昔から之を渡らうと

のが私の命である︒

十二9810園
十一一悩8

して水中に落ち︑命を失った者が幾
︿略﹀︑我が命のある限り︑

百人あったか知れない︒
十二塒9

萬人の爲に安全な路を造ってやらう

一身をさ﹂げて此の岩山を掘抜き︑

と︑︿略﹀︒

が

又夜はいくら暗くても︑星

場所を知ることも出來ます︒

いはな・す ﹇射放﹈︵五︶1

いはなす

が出てみれば︑︿略﹀︑自分の船の居

七588園

いばしょ ﹇居場所﹈︵名︶1 居場所

︿略﹀白と赤とに︑統一の成功を祈

る希望の色として緑を加へ︑更に王

十二644図 イタリヤの國旗は︑︿略﹀︒
に其の志を遂げさせると土ハに︑我々

家の紋章を配したるものなり︒

ぎ

の命は︑とても仕事の出來上るまで

もあのくさり戸を渡る難儀をのがれ

こら︑どうした︒命が惜し

か

﹇命辛辛﹈︵副︶1

國へにげました︒

六ゐ8大將維盛は命からぐ袈の

からぐ

いのちからがら

法をも取りきめた︒

ようではないかと相談して︑其の方

九描8園

くなったか︑妻子がこひしくなった
か︒

私も日本男子です︒何で命
さあ︑行きませう︒命を捨

を惜しみませう︒

九備9園

十264園

命

もつまいと思ふ︒

九243囹しかし此の分では︑わたし 十一一柵3 ︿略﹀︑老僧の命のあるうち

の命が助かりました︒

耕造さんのおかげで︑信作

ら︑稻も委もよそのよりは
よく出來ました︒

六15圏 來年もやはりあの稻を作り
ませう︒

く︑稻の葉がさわくし出した︒

七931 それが︑朝飯がすむと間もな
九四1 二百十日を無事に越した田に
は稻の千重がもう大分重みを見せて
みる︒

十一8910囹 ﹁それも立春から数へる
と八十八日目で︑稻をはじめ大てい

いばる一いま
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︽ーシ︾

ウルサイホドナイテヰマス︒
ふさうです︒

ひ

五688 ところが︑今から百二一二十年
しやうや
前に︑此の村の庄屋が︑︿略﹀︒

る︒

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

物にこまりましたが︑今ではあとか

五883国

うちでも一時は飲水やたべ

もゆびをりの金持村だと言はれてる

五787

た事がくはしく書いてある︒

友一のうちでかるた取 五784 土手の此の記念碑に︑今話し

ちらしで取って居ます︒

がはじまって居ます︒︿略﹀︒今

四473

ここでひろったのです︒

四665よ一は弓に矢をつがへ︑ 三853園 いや︑これは私が今
よくねらひをさだめて︑ひよう
といはなしました︒

︽ーッ︾

見上げるほどの大木

なって見せずにおくもの

今の村長さんのおとう

さんもおとなしい人で︑小さい
時からよくはたらきました︒

四758

て居ました︒

長さんのおちいさんやおばあ
さんを其のわかい時から知つ

﹁今年はほんたうにほう年

日ガサシテヰマス︒

のだ︒

今どこのうちへ行って見ても︑

六424国
だらう︒

六713
六758園

今デハ鐵什宝アシノ仲間ニ

﹁だれだい︑今笑ったの

﹁ネエサンが今ヌツテヰル

下を見ると致しませう︒

今︑三條の大橋に立って︑川

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる

お前は今の分では大男にな

になって來てるるのは私一人だけな

六404国︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

は︒﹂

六284闘

トハ銅以上デス︒

ハハイレマセンガ︑人ノ画帖立ツコ

六123圏

俵の山が出來てるます︒

六24

いに取れさうだ︒﹂

だ︒今の分では去年より七八俵よけ

四742私は東の村の今の村 六12園

ことはありません︒

自分たち程の子どもが出て來

此ノ帯ハ︒﹂﹁ソレハメリンスデ︑絹

デセウ︒﹂

て︑象の前足にだきついて見せた︒

六897

下へねころんだ︒

︿略﹀︒︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

それ

二階のまどにとゴ

あの子のせいより低かった︒

六994間あの子は十二︑落葉松は

が今では學校の

いてる︒

ります︒

七777

である︒

大阪ハ

︿略﹀︒今ハ商工業

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

どうか今から十分海になれ

三成は驚いて︑﹁今天下に

八27

きのこのむらがって出るのも︑

栗のいがのゑむのも今である︒

八227

﹁今の一言は︑先陣の功名

歩寄は今から二百年程前の人

にもまさる︒﹂

八158囹

ろがり云ふのも今であるQ

しひの實が落ちて︑くぼたまりにこ

八32

此の石田を知らぬ者はあるまい︒

七欄8園

一時は今の二時間にあたるの

て置くやうにしてもらひたいのであ

七613園

ノ後ヲツイデ︑︿略﹀︑働イテヰマス︒

行ツテヰタ若イムスコガ︑今デハ其

七517

サカンニシテ︑大工場多ク︑︿略V︒

七286図

條をほろぼさうとしてるます︒

でう

七199 さて︑心の中に︑義貞今天皇
たづけも大がいすみました︒
四696 ︿略﹀︑今でも山がらのこ
ほう
五961庭サキノブダウ棚二︑今︑夕 の御ためにいくさを起して︑賊臣北
ゑをきくと︑︿略Vと思はない

か︒﹂

に

だって︑

此の人は小さい時から 四566圃園 ﹁今に見てみろ︑僕

いば・る ﹇威張﹈︵五︶1 みばる

四776

イビキ

いたづらもので︑大きくなって
も︑うちの仕事もせず︑みばつ
﹇干畠π﹈︵名︶一

てばかり居ました︒
いび き

ニ76ーソノ大キナカホ野火ノ
ヤウニアカク︑イビキハカミナ
︵名︶．﹇▽こいぶつ

リノヤウデシタ︒
いぶ つ

﹇▽ただいま

いま ﹇今﹈︵名︶鵬 イマ いま 今

二31 一 ウンドウクワイ ︿略﹀

イマ︑ツナヒキノマツサイチユウ
デス︒

今オキクトオヒナ様ノ
こちらは今さくらのさかりで

今御名をさし上げます︒日
今桑をたべてみる翼も︑明日
の朝までには︑たいてい上ってしま

五493

本武皇子と申したまへ︒

五453園

てしまったさうです︒

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

五58

前ニスワツテナガメテ居マス︒

四846

い人でした︒

二245 ミヨチヤンガイマオカア 四766 今の村長さんも子ども
の時からすなほで︑なさけぶか
サンニダカレテ︑オチチヲノン
デヰマス︒

二594 太郎ハイマ︑オカアサン

ガオクスリヲノムトコロヘキ

イマハサクラヤナタネ

テ︑﹁︿略﹀︒﹂

三12
ノ花ザカリデス︒

アリマス︒今ソノミセノマヘ

三503ソノ中ニハ︑ニウリヤモ
ニニ車ガトマリマシタ︒

三596今田ハノ木星セミガ
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これは全く君等が自分で招

いたのであります︒今になって始め

八齪6園

あれが今話した北極星だ︒

兵士たちはめいく馬のそば

九883園

九悩3

に立って︑今かくと命令の下るの

︿略﹀︑此の後は決して人の首

で︑亜里山の役人でした︒

て︑考違をしてみたことがお分りに
を待ってるた︒

八264

を取らぬとちかひました︒さうして
するが

︿略﹀︑今かくと命令の下る

なるでせう︒
うらが

九101図駿河の賊を亡し給ひし後︑

其の日の職は果して今までに
しかし主人をうしなったと思

弟子たちも此の主人を見限つ

て︑一人逃げ二人逃げ︑今は手助す

十4610

柿右衛門は今から三百年ばか

る人さへも無くなった︒

十497

﹁あれは銀行だよ︒今まで

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

は横町の小さい家だつたが︑︿略﹀︒﹂

十507園

十553 ︿略V︑今では各國土ハに盛に傳

一夜の物語

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

しやう

く略V常世も︑

奨心してみる︒

にうちとけては︑名残なかく墨き

十703図

ず︒今一日留り給へとす＼めて止ま

北風は俄におちけがついた︒

さうして主人がこひしくなって︑今

今でも城壁は大部分昔の面

今から四百年面前の事ださ

今まで勢よく引出されてみた

二十メートルもある大鯨が今

白梅は今ちやうど眞盛りであ

るが︑︿略﹀︒

心匠9

水面に横たへる︒

は全く息たえて︑小山のやうな膿を

十備1

綱もや﹂ゆるんで來た︒

十M8

の如くならん︒﹂

り心を改めて元に仕へば︑富貴は意

十9810図園 ﹁宋亡びぬ︒︿略﹀︒今よ

うです︒

十847園

れたのださうです︒

て︑今では龍山も京城の中に編入さ

十7610國 ︿略﹀︑雨方が町績きになつ

は残ってゐます︒

影を留めてゐますし︑門も主なもの

十741国

ざりき︒

しかし今の戦孚は昔と違つ
ことは出來ない︒

て︑一人目進んで功を立てるやうな

九酩4園

來た方へ一散にかけもどった︒

九佃1

くじけて︑︿略﹀︒

ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も

九佃5

なくはげしかった︒

九欄7

のを待ってるた︒

九悩3

今も其の通りにしてるるのだといひ
ます︒

ふしぎや︑今まで荒れに荒

︿略﹀︑今の浦賀のあたりより海を渡
り給へり︒

八328 これはもと野生のものでした
が︑今から千言百年も前から栽培す

九116図

︿略﹀︒

庭に一本なつめの木︑
くつれ残
いまぞ相見る二身軍︒

九608東の空が明るくなると︑今ま

れる民屋に︑

弾丸あともいちじるく︑

九401図圏

起つた事で︑︿略﹀︒

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

しもつけ

九2710

これは今から百三十年ばかり

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

ることになったのだとったへてゐま
す︒

八521囹 ﹁よく目がさめたね︒今四
時 を 打 つ た ば か り だ︒﹂

今ナホ古風ヲ守りテ︑窒二日︵キソ

八595図サレド食物ヲ費ル店ニハ︑
バ︶・す夢ん︵ウ ド ン ︶ ・ ︿ 略 ﹀ ナ ド

ト記シテ︑軒二下ゲタルモアリ︒

の 頃 の 江 戸 の 番 町 にありて︑︿略﹀︒

八629図 保己一の家は今の東京︑其

何れも︑御在必中しばく
行幸・行啓ありし所にて︑當時の

ぎやうかう

で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

御殿・御庭などの︑今も其のま＼に

十310図

八642園 ﹁先生︑少しお待ち下さい

壮大な姿が︑だんくにあらはれて

保存せらる＼なりとそ︒
むさし

十410図

今通って見て來ましたが︑出そうり

も人工を加へずといふ︒

さんとの皇太后の思召のま＼に︑今

昔の武藏野の姿を此所に残

來る︒

千敷百人の乗員は︑今もなほ

今は方々に町や村が出血てるる︒

九721園

堂の中に其のま＼保存されてみる︒
え

つばになりました︒

今まで人にも知られなかった
燈墓守の娘グレース︑ダーリングの

十291
つけて︑其の線を︑︿略﹀のばして

でない方の端にある二つの星を結び

九881囹あれが北斗七星だ︒あの柄

さや
八百年前の建物で︑今も鞘 十125園 やあ︑皆さん御二宮ですね︒

九688囹昔は一面の荒野であったが︑

安らかに眠を績けてるる︒

九613

ませ︒今風であか り が き え ま し た ︒ ﹂

八665国 此の港には︑十五六年前に
のですが︑今では前よりもかへって

大地震があって︑町は大方こはれた
りっぱになってゐ ま す ︒

八786園 ﹁今手に持っていらっしや
るのは︑みんな切 符 で す か ︒ ﹂

八893園 ﹁指であひつをしたのは昔
のことで︑今は口を見せてものを言
はせます︒﹂

八985図圏 ﹁杉野はいっこ︑杉野は

名は︑程なく國の内外に傳はつた︒
敵揮いよくあ

行くと︑今結んだ二つの星のへだた
︿略 ﹀ ︑

居ずや︒﹂

今太平洋の方から此の運河を
通るとする︒

十334
りの五倍ばかりのところに︑かなり
︿略﹀︒

大きい星があるだらう︒

たりにしげし︒ 今はとボートにう
つれる中佐︑

いま一いま
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十欄9図 然るに今主上隠岐にうつさ
れ給ふと聞き︑︿略﹀︒

十捌4図 心ある者ども︿略﹀舟坂山
にかくれ︑今かくと待ち奉れり︒

十捌4図︿略﹀︑今かくと待ち奉れ
り︒

へなりとも行きて君の技をふるひ給
へ︒

十一485図園﹁東國へ行き給ふと聞
きしに︑今又此庭に來られしは何故
ぞ︒﹂

飯時此のあたりは未開の原

野で︑︿略﹀︒それが今は人口約二萬︑

十一631
戸敷約四千を算するりっぱな町とな

十一41 今かりに一時間五十里の速
度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし
マッチは今から約百年前に

つたのである︒

燈火としては︑初め︿略﹀︑

漏ちくたり︒
の法に從ひ︑之によりて火を作ると

十二88図此の社にては︑今も太古
いふ︒

べば︑そのかみ心慰にいかめしく向

十二95図なぎさに立ちて昔をしの
ひあひけん英雄の姿︑今まのあたり
見るが如く︑︿略﹀︒

チャールズ︑ダーウィンは

ぎ

今登って來た方を振返って

今から百年鯨り前イギリスに生れた︒

十二98

十一一1910

見ると︑︿略﹀︑蜜柑の木が行儀よく
並んでみる︒

ばと
すら寒い秋風を浴びながら︑山鳩の

十二3310國私は今落日に値して︑う
聲さびしきベルダンの職跡に立って

將來は又どんなものが五明

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

ます︒

今の身の上ではないか︒﹂

て仕方がない︒家賃さへも梯へない

十二386圏

﹁そんなことをいったつ

ジュネーブ湖上の風光に見とれてゐ

ンブラン橋のてすりにもたれて︑

十一一3510囲私は今ジュネーブ市のモ

ゐます︒

それで︿略﹀︑遂に今のや
今では世界各國︑貨幣・紙
こんな不便な暦でも長い

のがあるやうだ︒

間の習慣で︑今でも使ってみるも

くわん

十一941圏

幣を用ひない國はないのである︒

十一796

うな貨幣を造ったのである︒

十一793

とであらうか︒

十一688

き渡る時代となった︒

今はガス燈や電燈が到る庭にか窒や

十一681

嚢明されたものである︒

十一6610

ても︑︿略﹀︒
しやう

十一46図 孔子は今より凡そ二千五
う

ろ

百年前︑盛時の魯即ち今の山東省
の地に生れたり︒
しやう

十一47図 ︿略﹀︑毎時の魯即ち今の
山東省の地に生れたり︒

十一65図 論語は︑︿略﹀︒今此の書
によりて其の一端を述べん︒

つたのが︑お取込があったため︑今

十一148 三月の末になさるはずであ
まで延びてみたのださうです︒

十一287図 今まで賎嶽の山上より︑

また﹂きもせず戦況を下居たりし秀
吉︑︿略﹀︑すかさず節録組に合齢し
て銃火をあびせかけ た れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一388 なたや鎌などでつる草を彿

ら百年齢り前︑ケンタッキー州の片

十二593

今其の主要なるものを墨
其の時︑今まで雲の中に居

龍頭を廻すと︑今まで死

りゆうつ

一ぽいにさし込んで來た︒

た太陽が顔を出したので︑日光が店

十二581

ひのき
ぐれば︑杉・檜・︿略V等なり︒

十二458図

口で聞いたのですが︑︿略﹀︒

今我が國を始め主なる諸

忽ち愉快さうにかちくと音を立て

んだやうになってみた懐中時計が︑
ゆ

始めた︒

十二6010図

一膿わしは今までどうし

重油の國旗に就いて述べん︒

十二747園

今より百二十年ばかり前︑

てるたのだらう︒

即ち文化五年の四月に︑林藏は

十二824図

文化六年六月の末︑コー

︿略﹀樺太の海岸を探検せり︒

十二856図

二・林藏等の一行八人は︑小舟に乗
けふ
じて今の間宮海峡を横ぎり︑デカス

トリー湾の北に上陸したりQ
しゃか
十二909 繹迦は今から凡そ二千五百

な

ら

年前︑︿略V生れた︒

︿略﹀奈良の都も︑沼江
き
り香失せて年篭に久しく︑今は唯畿

十二995図

内の一都市として僅かに古の名残を

ない

今若草山に登りて古京の

留むるのみ︒

跡を展望すれば︑︿略﹀︒

十二腿3図

十一一佃1図 ︿略﹀︑南の方郡山の町の

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

エヂソンが炭素線の電燈

とであったが︑今では更に進んで

を語明したのは四十年ばかり前のこ

十二宙！園

今より凡そ百十齢年前のことなり︒

十一一棚3図 電燈の襲明せられたるは︑

はみるが︑︿略﹀︒

今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑馬弓に手を加へて事態を改めて

︿略﹀リンカーンは︑今か 十二401黒蓋はその︑今ちよつと門 十二㎜9
田舎の貧しい家に生れた︒

十一947

爾方の枝と枝と組合ってみたのが

ひ︑下枝を直話して行くと︑今まで

︿略﹀︒

てつげん

十一伽1図心より二百敷十年前︑山
わうばく

十一438直面 今少しく日もた＼ば︑

城宇治の黄重三萬福寺に鐵眼といふ

此の版木は今も持続寺に
保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

十一欄5図

う ち

轄配するもよからんと亡師も申居候

僧ありき︒

︿略﹀︑何時までもかく

に付︑︿略V︒

十一453図園

ておはすべきにあらねば︑今は何虜
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いまや
いま

︿略﹀︒

思出の深き船

て︑船は今静かに節る︑懐かしき

十二慨10図圃 かもめ飛ぶ海をすべり
故郷の港︒

︿略﹀︑

つ＼がなく 今 日 し も 果 て て ︑

十二欄7図圏
路や︑

︿略﹀︑

うったかき積

船は今静かに昇る︑ 懐かしき故
郷の港︒

十二悩4図圖

は今静かに鶴る︑ 懐かしき故郷の

荷の中に海山の寳を載せて︑船
港︒
十二㎜2園 く略V︑特別の御仁慈を以
ておだやかに事のまとまるやう今一

今吉

今市を過ぎ︑大社騨に着

﹇今吉﹈︹人名︺2

十二49図
きぬ︒

いまきち

五811園

﹁びっくりしてたふれたの

異な行が再びされないやうに︑其の

戦をはじめてから十二年︑

今に勝負がきまらない︒

七461囹

だ︒ほって置け︑今に生きかへる︒﹂
今しも

ましめにもせねばならぬ︒

犯罪者をこらし︑又世間の人々のい
﹇今﹈︵副︶1

離して植ゑても︑十五六年目には間

十一375園今に御らん︑此のくらみ

四435手つだひの今吉がおどけいましも
七412

軍人をのせた御用船が今しも

て︑はうきを大なぎなたのやう

今宿

いまじゅく

港を出ようとした其の時︑︿略V︒

﹇今宿﹈︹地名︺1

から︒

伐をしなければならないやうになる

に持って︑べんけいのまねを

いまじゅく

いん

いまにして ﹇今﹈︵副︶1 今にして
ろう
十一一鵬3図 そのかみ金殿玉模相望み
り給ひし由なり︒

いまじゅく

今宿といふ虜より︑山陰道にか㌧

かざし紅葉かざして往來しけむ︑今
いまだ

︿略﹀︑事のいまだ成らざる

﹇未﹈︵副︶3
土柱8図

いまだ

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

一士未だ去らざるに︑一

りしかば︑力なくて止みたり︒

十一333図

猛毒にあらはれ︑水路きはまるが如
︿略﹀東廻へ出立しぬ︒

くにして︑また忽ち開く︒

十一483図

なった︒

急に暴風雨が干ると︑山の

く略V︑遷すさまじく荒れく

夜が更けるにつれて燈がだ

んく暗くなり︑今にも消えさうに

十一694

つがへらんばかりなりき︒

るひ︑御船少しも進まず︑今にもく

九104図

かと思ふやうになります︒

やうな波が立って︑船は今にも沈む

七569囹

いまにも ﹇今﹈︵副︶3 今にも

にして思へば唯一場の夢に過ぎず︒

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻
未だ

人をしてうか望はしむるに︑播磨の

﹁︿略V︒﹂と今吉がいひま 十捌7図 行幸齢りに遅かりしかば︑

しました︒

四456
したが︑それでも︿略﹀︒
今更

當地に御見まひの頃度度

﹇今更﹈︵副︶4

十佃10國国

いまさら

これはイギリスやフラン

を承り怪事など︑今更のやうに思ひ

参上致し︑大兄と共にいろく御話
出され候︒
十一一353団

スなどでは見られぬ光景で︑私は今

慮御評議下さることになりますれば︑
誠に日本國の幸でござります︒

更ながらドノーツ人の勤勉なのに驚き

ほら

十二柳7此の洞穴と︑十年一日の如

ました︒

十二欄5園 何分今一鷹の御評議を推
して御願ひ申す次第でござります︒
居間

未だ一月差た＼ざるに︑かの書師は

﹇居間﹈︵名︶2

く黙々としてのみの手を休めない僧

いま

五337店・客間・居間・勝手など︑

いまに

突然臨り与れり︒

イマニ

の根氣とを見た村の人々は︑今更の

今に

マス︒

です︒

七311図

︿略﹀︑蛇はますく強くし

いまや ﹇今﹈︵副︶9 今や

を今やおそしと待ちかまへてみる︒

三281︿略﹀︑いまに竹になった めつけたり︒今や獅子の息はたえん
とす︒
ら︑おちいさんに︑あれで竹う
八85 馬の頭をそろへて︑三番太鼓
まをこしらへていただくつもり

でもなるのでせう︒

三268

あれはいまにさを竹に

一256 ツボミモタクサンツイテ いまは ﹇今﹈︹国名︺2 イマハ
三目2 一 イマハ
ヰマス︒イマニナガイミガナリ
三11 一 イマハ

﹇今﹈︵副︶6

これで間敷が七つもあるとは︑どう

いましむ

いまに
やうに驚いた︒

君と親とに眞心を捧げ聡く

しても思はれませんでした︒

﹇戒﹈︵下二︶1

さ

夜をいましむる夜まはり

︿略﹀︑國家は其のやうな不

﹇戒﹈︵名︶1

びしく時をきざみ行く︒
いましめ

十一1910

いましめ

の拍子木のごとかちくと︑

ひやう

九17図囲

余ームル︾

いまし・む

ることは︑今更いふまでもない︒

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た

十一4510図 或夜小僧︑住持の居間に 十二罵1

來りて︑﹁彼虜に行きて︑彼の書屋

イマ

のする様を見給へ︒﹂とさ＼やきけ
﹇今﹈︵副︶一

れば︑︿略﹀︒

いま

四153 白ウサギハ︿略﹀︑イマ 一

足デヲカへ上ラウトイフト

今市

コロデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテワラ
﹇今市﹈︹地名︺1

ヒマシタ︒

いまいち

いや
いみ
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をふまへて︑首をすゑ︑むねを張り︑
の松に吹く風を︑

なぎさ

いも←とうのい

いみじき樂と我

不噺の花のかをりあり︒

よれば︑︿略V︒

しまふ︒

校に行く︒

九152図

妹の置きて行きたる餌箱に

朝飯を終へて︑妹と共に學

入れて持蹄り︑茶の間の戸棚の中に

九147園

とれてひよこのそばをはなれず︒

も面白い︒

﹁一番は新高山︑二番は富

士山︑三番目は︒﹂﹁いや︑二番も三

六63囹

いってあらそひます︒

海から出て︑海へはいる︒﹂と

いへば︑島國のものが﹁いや︑

山から出て︑山へはいる︒﹂と

四541園山國のものが﹁日は

にはようのないものです︒﹂

が今ここでひろったのです︒
三856圏 ﹁いや︑それは天人の
はごろもといふ物で︑人げん

ございます︒﹂﹁いや︑これは私

三853圏﹁それは私の着物で

十一813図圏高く鼻つくいその香に︑ 九137図 妹も同じ心にや︑しばし見 いや ﹇否﹈︵感︶16 イヤ いや

九155図 ︿略﹀︑をんどりは箱のふち いみ・じ ︵形︶1 いみじ ︽ージキ︾

︿略 ﹀ ︑ 敵 は 見 る 間 に ば た

今やときをつくらんとする様なり︒
十一2810図

﹇芋﹈︵名︶3

は聞く︒

えんがはには︑夕方から

瓦餅1魑国男ばかりの御兄弟の中に︑

三778

も・やきいもや

︿ 略 ﹀ ︑ 相 當 に 名 あ る 新 聞 いも

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒
十四ー59図
は︑︿略V︑今や遠くヨーロッパに起

いもやだんごをつくゑにのせ

りし事件も僅か一両日にして護者に
報道せらる︒

此の度始めて妹を得られ百事︑御前
其のそばにある正式のピヤ

様の御喜さぞかしと察し申し候︒

て︑お月さまにそなへてありま

先生も大きな箱を持って穿て︑ 十二393

ノによりか＼つてみるのは妹であら

九787

す︒

十二683 王は寸前に笑みをた＼へな
がら︑今や遅しと其の答を待受けて
みる︒

ほったいもは此の中へ入れるやうに

妹の顔はさっと赤くなった︒

﹁どのうちでも︑納める金

八949圏先生は﹁何なら︑あのお子

です︒﹂

ません︒口の動き方を見てさとるの

て︑﹁いや︑聲が聞えるのではあり

言っておくれ︒﹂先生はにこくし

八899園聞えるなら︑もう一つ何か

産や牧入の多少によって違ひます︒

高は同じですか︒﹂﹁いや︑それは財

八811圏

と頼まれたであらう︒﹂

頼まれは致しません︒﹂﹁いや︑きつ

八178圏 ﹁誰に頼まれた︒﹂﹁誰にも

だ︒﹂

︿略V︑かはいさうに妹はめ 番も皇湾にあって︑四番目が富士山
︿略﹀︑妹はかねてフランス
王の后になることにきまってみた︒

十二658

くらである︒

十二4010

十二397

う︒

イモウト

妹

︿略﹀︑ほったいもを一つ一つ

とおっしゃった︒

九797

﹇妹﹈︵名︶15

ていねいにならべて行く︒

ミヨチヤンハワタクシノ

いもほり

いもほり

おとうさんも︑にいさんも︑ いもほり ﹇芋掘﹈︹小名︺2 いもほり

イモウトデ︑︿略﹀︒

二254

いもうと

十二974 今や繹迦は衆星の中の満月
の如く門中から仰がれる身となった
が︑︿略﹀︒

れましたが︑今やそれが盛に利用さ

十二佃2園又最近無線電話が蛮明さ
れる機運となりました︒

十二魏8 我が國が︿略﹀︑今や世界

七117

九目5

五大國の一に敷へられるやうになつ

丸山君も︑妹も︑お松も︑みんな下

十七

たのは︑主として我々國民にそれだ

第十七

今日はこれからいもほりを
いや

一度此の中にはいると︑ま

﹇嫌﹈︵形状︶2

しませう︒

九775園

妹やお松は何があったのか︑ いもほり ﹇芋掘﹈︵名︶！ いもほり

妹とお松のざるには︑やどか

いや

妹は温語を持ちて︑とやの 十鵬6園

た寒い虜へ出るのがいやになるね︒

妹は餌をつかみてAわざと 十一384 木でも見下されるのがいや

ざいます︒﹂といはれた︒信吉は

を今日︸日お連れになってもようご

﹁いや︑何︑それには及びません︒﹂

なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低
こずゑの差が段々少くなって行くの

い慮にあるもの程早く大きくなって︑

妹はやがてかこひ近く歩み

少しはなれたるきりの木のあたりに

九133図

まきちらせば︑︿略﹀︒

九129図

前に來る︒

九128図

りがたくさんみた︒

七151

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七144

九773

意味

りた︒

﹇意味﹈︵名︶3

けすぐれた素質があったからである︒
いみ

九189 所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ
リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小
枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ
テワルトイフ意味デアラウ︒

意味をよく知ってみた︒

九帽2 戦孚なれた北風は︑此の聲の

あって︑廣い意味でいふ場合にはや

十二8910 これ等の命令も國の規則で
はり法律であるから ︑ ︿ 略 V ︒
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し、やし、や一し、よし、よ

て︑一所に船に上らうかと思ったが︑
をかす人もあらざりき︒

辻︑身なりいやしき老婆には︑手

來ませんので︑引つかへして参りま

ひましたが︑此のま＼蹄ることも出

といったが︑︿略﹀︒

﹁いや︑こ＼ががまんのしどころだ︒

法律は︑︿略﹀︑いやしくも

賎しめ

其の時にいさんが﹁私にもつ

船内くまなくたつぬる三

大都會ニューヨーク市に着きました︒

を立って︑今日いよく米國第一の

八709團長く滞在してみたシカゴ市

た︒

︿略﹀︒いよくにいさんがっき出し

かせてみて下さい︒﹂といひ出すと︑

八542

くごをして來たのでございます︒

へとびこんで死んでしまはうと︑か

した︒いよくない時には︑川の中

九389園 やがてレマン將軍は︑萬感
十二884

よく

呼べど答へず︑さがせど見え

北上川はまだをりをり見える

く谷川になってしまった︒

が︑いよくせまくなって︑とう

九745

いよくあたりにしげし︒

ず︑ 船は次第に波間に沈み︑ 敵弾

度︑

ぱたばた︑ぱたばた︑いよい 八984三重

い

彼等が町人といって賎しめ

﹇卑﹈︵下一︶1

國民たる者は必ず之を守らなければ
ならぬ︒

いやし・める
︽ーメ︾

十二243

る

いやしくも

そんな弱いことではだめだ︒﹂と︑

﹇萄﹈︵副︶1

自ら働まして進んで行った︒

いやしくも

劔をときて渡さんとするを︑エン
しかし誠に粗末なピヤノ
ふ

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

十二412園

で︒それに樂譜もございません

ミッヒ將軍は﹁いや︑それには及ぼ
ん︒︿略﹀︒﹂と︑強ひて之をおし止

いやいや

が︒﹂と兄がいふ︒︿略﹀︒﹁いや︑こ

﹇否否﹈︵感︶2

し下さいませ︒﹂﹁いやいや︑おか

四427

られたのも其の爲であらう︒
いやく
三884園そのはごろもをおかへ いよいよ ﹇愈﹈︵副︶26 いよいよ

いやいや

れでたくさんです︒﹂

めたり︒

九532園 ﹁ほんたうにえらい人です
ね︒﹂﹁いや︑これ か ら 先 が あ の 人 の
ほんたうにえちい所 だ ︒ ﹂

のなら︑手書にならないでせう︒﹂

へし申したら︑まはずに空へお

九863園 星がそんなに位置の攣るも
﹁いや︑寒月何日の何時には︑何所

美しいびらで︑一月も前から

よさうちがはじまりました︒
五224

廣嫁してみた島屋の大膳出しは︑い

陸へ上った時︑家來が﹁た

上りになりませう︒﹂
とひ金銀で作った弓でも︑御命には

よく今日からはじまりました︒

六375園

に何事が見えるといふ事が︑學円上
ではわかってみるから︑はかられな

代へられませぬ︒﹂と申しますと︑

い事はない︒

九伽6園 ﹁オトウサン︑御用ハモウ

﹁民子︑いよく今夜一ば

義脛は笑って︑﹁いやく︑弓が惜

くるふ︒

十272

馬屋の前を通ってだんく奥

いよく夜が明けた︒

岩の附近は波がいよく荒れ

九十2 人はいよく勇み︑馬はます
くはやる︒

いよくはずんで來て︑︿略﹀︒

着手は丁年からといふことに 九976 お話が頂上のながめに移ると︑

﹁こんなむだな仕事をすれ
みちあり

十829

此の時河野の通有は︑たった 十488

深く進むと︑いよいよ石炭を掘って

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

にして︑宋軍到る虜に敗れ︑皇帝・

然るに二軍の勢いよく盛

左のかたを射られたが︑少しも覚せ

︿略﹀︑もうあるまいとは思

十976図

みる虜へ來ました︒

七692圏

ことが出血ない︒

おしよせたが︑敵の船は高くて上る

ず︑刀をふるって進んだ︒いよく

小舟二そうで向つた︒︿略V︒通有も

六823

ば︑貧乏村はいよいよ貧乏になる︒﹂

五732園

らっれて來た︒

年になって︑庄屋は普請方をよそか

ふしんかた

なって︑︿略﹀︒︿略﹀︒いよく其の

五707

んになったよ︒あれで八分野だ︒﹂

五496囹

しかったのではない︒
イヤガル

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

﹇嫌﹈︵五︶一

ナイ︒今日午後四時ノ汽車デ又出カ

︽ール︾

いやが・る

スンダノデスカ︒﹂ ﹁ イ ヤ ︑ マ ダ ス マ

ケルノダ︒﹂

九梱10園 ﹁ソンナエライ方ナラ︑オ

九207

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

トウサンガワザくオ蹄リニナラナ
クツテモ大丈夫デセウ︒﹂﹁イヤ︑其

警藥

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略V︒

﹇医薬﹈︵名︶1

とむるは人情の常にあらずや︒

十995図園 父母の病あつければ︑讐
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ

いやく

ノ人が當選スルコトハウタガヒナイ
ガ︑自分ノタフトイ選塁椹ヲ棄テル
トイフ事ハ︑選黒人トシテカリソメ

テワザく蹄ツテ來タノダ︒

ニモスベキ事デハナイカラ︑カウシ

キ︾

行き
北風寒き町の

老婆の前を右左︑

十676園 ﹁失禮ながらお名前を聞か いや・し ﹇卑﹈︵形︶1 いやし ︽ーシ
せて頂きたい︒﹂﹁いや︑名前を申し

八563図圃

かふ男女多けれど︑

上げる程の者ではございません︒﹂

十一8510園 僕も急に元氣がなくなつ

いよう一いらっしゃる

140

十﹁窩7 一端に口を嘗てて息を吹き

かしては又吹く︒いよく大きくな

こむと︑ぷうつとふくれる︒ふり動
る︒

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

何心なく手に取りて眺め

乗移ったやう︒

十二佃9図
みたりし彼の眼は異檬に輝きぬ︒

つういらい・かんあんいらい・きょげ

以來εかい

ついらい・たいこいらい

﹇以来﹈︵副︶2

のって︑もうどうすることも出町な

十二703 ︿略﹀︑王の怒はいよくつ いらい
い︒

無線電信などが獲明せられて以．來︑

していらっしやいました︒
︿略﹀︑八岐の大蛇の喋るのを

此の間町のをばさんがいらっ

待っていらっしやいました︒

五112

五288

尊は其のころ︑やまとをぐな

しゃつて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま
した︒

五417

大ぜいの女どもにまじってい

﹁あなたはどなたでいらっ

おちいさんが庭にほしてある
もみをかへしていらっしゃると︑

六22

しゃいます︒﹂

五446圏

つけて︑自分のそばへ呼びました︒

らっしやいますと︑たけるは尊を見

五426

でいらっしゃいましたが︑︿略﹀︒

十二793 網の中がいよく狭くなる 十5410 鳩を通信に使ったのは︑︿略﹀︑ といふ御名で︑御年はわっかに十六
と︑其の霊園を船で取巻いてしまふ︒
しらぬし

自然輕んぜられるやうになった︒

度手紙を以て御様子御宮ひ申上げた

十一一網5囲團

十二831図 先づ樺太の南端なる白主
といふ庭に渡り︑此虜にて土人を雇
しとは存じながら︑︿略﹀︒

野地に参りて以來︑一

ひて高冷となし︑小舟に乗じていよ

く探検の途に上りぬ︒

︽ーイ・ーッ・ール︾

︿略V︒

八411園

晒木綿のづきんをかぶって︑．

﹁向ふむきになって︑此の
﹁どうかひどい風にならなけ

﹁何だ︑何だ︒﹂﹁地事様が

の空が黄色になって︑︿略＞Q

つていらっしゃったが︑其の中に南

ればよいが︒﹂と︑おちいさんが言

七941

いすにかけていらっしゃい︒﹂

七904園

何時もお花が上ってみる︒

雨ざらしになっていらっしゃるが︑

七238

さらしもめん

藏様が立っていらっしゃる︒

おばあさんはあれをしめ 七236 其の松の下に石できざんだ地

木をついでいらっしゃる時︑

四58おちいさんがこの柿の

のです︒

三802 ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃる

やいます︒

て︑よくお寺まみりにいらっし

三714

クイラツシヤイマシタ︒﹂

二54圏﹁オチヨサンデスカ︑ヨ

いらっしゃる

十二986 いよく臨終が近づいた時︑いらっしゃ・る ︵五︶36 イラツシヤル
繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑
︿略V︒

十二佃9図 愛すべく美しき山野は︑
更に太古以來の歴史と結び文學と結

びて︑暗いよく深きを畳ゆ︒
され︑常に﹁小山はどうしてみるだ

十一一伽4圓團 私のこと御心にかけ下

らうか︒﹂と仰せらる﹂由︑いよ
く御なつかしく存じ奉り候︒

十二捌8國團 此の上はいよく仕事
に働み︑一日も早く一人前の商人と
なりて︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

兄様ガタノオトモヲシ
テ︑フクロヲカツイデイラツシ

四185

ヤツタノデ︑オオクレニナツタ

て團結した國民は︑かくていよく

十二悩2 萬世一系の皇室を中心とし
結束を固くし︑熱烈な愛國心を養成

縄にか＼つていらっしゃる︒﹂

おかあさんは取粉をのし板の
上にひろげて︑餅のつき上るのを待

︿略﹀︑おばあさんが日あた 八513

りのよいえんがはでつぎ物を

四231

ノデス︒

異様

した︒︹拘軌︺

﹇異様﹈︵形状︶2

十二415 ベートーベンの両眼は異檬

いよう

おちいさんは大釜の火をたい

つていらっしゃる︒

ていらっしやる︒

八515

つき上ると︑おばあさんが餅

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

八525

おかあさんはそれを二つにち

へ持っていらっしやった︒

八527

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし

﹁葦手に持っていらっしや

やったが︑忽ちきれいなおそなへに

なった︒

八786圏

あ㌧︑あなたが先生でいら

るのは︑みんな切符ですか︒﹂

つしゃいますか︒娘が大そうお世話

八873圏

お呼びするのは大てい近所

様になります︒

八研8国

の人で︑あなたが知っていらっしや

もし天壇がよかったら︑三

る方ばかりです︒

﹁今年ほど水の都合のよか

郎さんを連れて︑お書前にいらっし

八佃1国

やい︒

つた事はない︒﹂と︑おとうさんが

九4610囲

喜んでいらっしゃいます︒

其の時おとうさんがにいさ

んと︑﹁︿略﹀︒﹂と話していらっしや

九488團

いました︒

九5210囹うちのおちいさんはあの人

とは前から友だちだったので︑よく

其の話をなすっては︑大へんほめて

ふと氣がつくと︑校長先生と

いらっしゃったものだ︒﹂

九802

大道へ出て︑となり村の入ロ

へ行くと︑道ばたの立石にさるが三

五366
匹ほってありました︒

山田先生が︑箱のそばへ射て︑面白
さうに僕等の仕事を見ていらっしや

階下の入口には︑左右に大き
汽車の襲着時刻が近づくと︑

ました︒

いりこ・む
入込む

松山の入口で︑赤くなってゐ

︽ーミ︒ーン︾

入りこむ

入

交ってみるので︑其の有様は一見世
﹇入乱﹈︵下一︶1

界人種の展覧會のやうである︒
いりみだ・れる

其の間︑買手の競期する聲

︽ーレ︾

十211囲

齪れる

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

あらゆるものはやみとい

ふ黒きとばりにおほはれて︑安

九15図瞬

われ皇子の御身代りとな

き眠に入れるなり︒

九111図園

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

ちはし

しんゑん

とやの内に入りて見るに︑

信吉は兄と姉とに謝して︑

橋を渡り︑大鳥居をくゴり

水屋の水に手を清め口をす

小さき建物の前に出づ︒

木立の間の細道をたどれば︑程なく

十45図此所を出でて奮御苑に入り︑

しさたとへん方なし︒

すぎて南神門を入れば︑︿略﹀︑神々

十110図

て南参道に入る︒

十16図

遅しく其の夜のゆめに入れり︒

九933図

がいってみる︒

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

九795 ︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

り︒

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ

わら

九145図

ひよこを放つ︒

か＼へ出し︑軒下なるかこひの中に

九124豊中に入りてひよこの箱を

と掛の人の聲と入口れて︑非常にに
威力

し︒

﹇威力﹈︵名︶2

ぎやかです︒

いりょく

されど比類なき四十ニセン
けい
チメートルの大口臼砲の威力に封し

九366図

ては︑正義の念と愛國の情とに死を
恐れざるベルギー軍の防職も︑︿略﹀︒

まして威力によって強制す

入る ︽ーッ・

るとか︑︿略﹀のは︑自治の精神に

十一価3

﹇入﹈︵四・五︶28

全く反するものである︒
い・る

る・おどりいる・おどろきいる・きき

︿略V︑四五百人のものが︑そ ーラ・ーリ・ール・ーレ︾ ﹇▽おそれい

ろくと車の後について︑思はず知

いる・こみいる・しのびいる・せめい

ら

いっか此の事が天皇のお耳に
な

る・ながめいる・ねいる・みいる・み

らず役所の門内へ入りこみました︒

八416

﹇入込﹈︵五︶2

な枝を︒﹂と︑にいさんに注意され

たぐみを一枝折ると︑﹁そんな細き

六144

なく︑入口・出口によって來ます︒

自動車・馬車・人力車がいくだいと

五撹4

な待合室があって︑︿略﹀︒

五川4

まん中が帝室用になってゐます︒

五㎜7向って右が入口︑左が出口で︑

つた︒

お友だちに︑白馬登山のお話をなさ

九938 ちやうど岡田さんは四五人の
つていらっしゃる所でした︒

十612囹 ﹁旅僧が一夜の宿を頼むと
おほせられて︑あなたのお編を待つ
て い ら っ し や い ま す◎﹂

十一147 のぶ子さんはちやうど︑五
年生の時の成績物に表紙をつけて︑
とちていらっしやる所でした︒
︿略﹀︑成績物を一枚も無く

なさずにそろへていらっしゃるのに

十﹁151

驚きました︒

十﹁1510園 ﹁本や帳面はどうしてい
ら っ し や い ま す か ︒﹂

十一172 弟さんまでが︑あんなに氣
をつけていらっしゃるとは實に感心

友人がそっと立って窓の戸

五552

ずいらず

十二424

をあけると︑清い月の光が流れるや

なことです︒

うに入込んで︑ピヤノとひき手の顔

う

宇治橋を渡って神苑に入り︑

く略V︑眞先かけて敵の大軍

に割って入り︑これぞと思ふ敵と打

十693園

合って︑あっばれてがらを立てるか

すると︑これまで潮の満ちて

給ふ︒﹂

﹁主上はや院庄に入らせ

ゐんのしやう

みた稻村崎は︑其の夜の月の入る頃

獅子は武士の方を見まもり

十捌10戸棚

くごD

七339図

にかはり︑︿略﹀︒

に︑二十齢町にはかに干上って砂地

七208

つた時には︑︿略﹀︒

千年もたったかと思ふ老木の下へ行

六掴7團

美濃の國へ行幸になりました︒

ぎやうかう

入りまして︑わざく奈良の都から

小引出から取出して︑持っていらっ

﹇入交﹈︵五︶3
︽ーッ︾

入りま

十一176 のぶ子さんはすぐたんすの

いりまじ・る

を照らした︒

じる 入交る

しゃいました︒

いり ︵名︶﹇▽おきにいり・つきのい

七135

租界には皮膚の色の違ひ︑
言語・風俗の違った幾多の人種が入

十一94

ちらして戦った︒

爾軍は入りまじって︑火花を

れない程みる︒

人も入りまじって︑何百人か敷へき

舟で來た人も︑をかから來た

り・でいり・でいりぐち︒でいりさせ

入口

る・でいりす・ねんいり︒ひのいり・
みなといり
﹇入口﹈︵名︶6

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

五238 入塾の左手には︑小切やえり 七444

いりくち

ます︒

て︑それを見てみる人も大ぜいあり

いる

141

いり

いる一いる
142

十一22 温度は表面で約六千度︑内

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ
一音は一音より妙を加へ神

ふれてみて︑︿略﹀︒

十一一417

ス︒

一96

イロイロナハタガカ出離

テヰマス︒

ヒラヒラシテヰマス︒

二27

オハナトオチヨガオキヤ

クアソビヲシテヰマス︒

ニイサンガエヲカイテ 二45

コガニガナイテヰマシタ︒

コネコ・ガニヒキヰマス︒

一154
ヰマス︒

一222

部に入るに随って尊 く 高 い ︒
くわうほ

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

十一86 ︿略﹀︑黄浦江といふ支流
も覧えないやうである︒

しゃんはい

に入り︑更に十海里齢りさかのぼる

一227

ヰマス︒

マサヲガソバデミテヰ

イキクデス︒﹂

サンサイテヰル︑小サナキイロ

一224ネエサンガジヲカイテ 二84園 ﹁ソノツギハ︑アノタク

と︑其の西岸にある上海に着く︒

十一277図 夜に入れば︑見渡す限り いる ﹇要﹈︵五︶4 いる ︽ール︾
五694

田地にするには︑水がいるが︑

のかゴり火書をあざむく中を︑一萬

引いて來る川がない︒

十バトマツテヰマシタ︒

ニー33木ノエダニ︑コトリガ

ヰマセウカ︒

カニモサカナヲクハヘタ犬ガ

ツボミモタクサンツイテ ニー46シタヲミルト︑川ノナ

子ドモが大乱イ︑オモテ

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

二205園ユフベカゼガブイタカ

デーシヨニウタツテヰマス︒

ニー77

マシタ︒

ハ︑川ノナカヘオチテシマヒ

︿略﹀︑クハヘテヰタサカナ

ヰマス︒

オザシキニアカリガツイテヰ

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

︿略﹀︑オニドモハテツノ

シテヰマスト︑オホキナモモガ

一452オバアサンガセンタクヲ

マス︒

ニー55

ヰマス︒

一302園﹁アヒルガオヨイデヰマ
ス︒ナンバヰルカ︑カゾヘテゴ

スQ

一301囹アヒルガオヨイデヰマ

一255

ツテヰマス︒

一243ハスノハニツユガタマ ニー37木ニマダナンバトマツテ

一232ホタルガトンデヰマス︒

マス︒

五千の軍勢まっしくらに進軍して︑

ひめ

︿略﹀︑舞姫をあ

﹁そんな大きな池がいるだ

五718園
みなもとのよりとも

源頼朝が

人の言ふことに摩して

の勇氣がいる︒

﹁い＼え︒﹂と言切るには︑ほんたう

十955園

がありません︒

人まではありましたが︑あとの一人

つめました︒十二人いるうち︑十一

六511

らうか︒﹂

︿略﹀︒

十一316図正國の首は終に清正の手
に入りぬ︒

十一465図 さまたげせんも心なしと
思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ
り︒

十一586 立ちこめた砲煙の薄れゆく
につれて︑先つ目に入ったのは︑大
きなふかの死膿であった︒

十一9610 ところが母のとりなしで終いる﹇居﹈︵上一︶鰯ヰルみる居

ランナサイ︒﹂
︽ヰ・ヰル・ヰレ・ヰロ︾﹇▽あ

︻306園﹁一ハニハ三バ四ハ︑四

居る

おぎいる・あれいる・うこかしいる︒

ル

︸ハヰマス︒﹂

に學校に入ることが出牢たので︑リ

ハヰマス︒﹂

オチヨサンノウチデハ︑

デヰマス︒

二397

マツクロナ目ヲシテ︑コ

テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

デ︑トリヤケダモノヲイコロシ

二345 ユミヲイルコトガスキ

タ人ガアリマシタ︒

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

二335

ムカシアルトコロニ︑田

サンニダカレテ︑オチチヲノン

ヒノミノカネガナツテ 二247ミヨチヤンガイマオカア

一311囹﹁アチラニ

ヰマス︒

る・すずみいる・ながめいる・ふせぎ

カラスガヰマス︒

一322
一42

いる・むかいいる

おもいいる︒かえりいる・きざみい

ンカーンの喜は一通りでなかった︒

十一相3図鶴 うき世をよそなるしづ
けき住居︑出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒

十一梱1 公爵はひどく此の答が氣に

を過ぎて境内に入り︑先づ拝殿の前
にぬかつく︒

十二82図 寳物殿に入りて舞観する

一387

ナガレテキマシタ︒

入った︒

一44スズメガヰマス︒
一51ウシガヰマス︒
一52ウマガヰマス︒
︻54ウシトウマガヰマス︒
︻81イヌガヰマス︒
一86シロイイヌトクロイイヌ

十二58図 やがて打績く松並木の間

に︑火きりぎね・沸きりうすといふ

一517

トコネコガヰマ
オヤネコ

ガヰマス︒
やがてベルリンに入って

一93

ものあり︒

十一一354囲

143
いる一いる

チラヲニランデヰマス︒

二 4 1 7 ヨ イ オヂイサンバ犬ヲ
一ピキカツテ︑タイソウカハイガ
ツテヰマシタ︒

ワルイオヂイサンバコノ

三17︿略﹀︑ハチハセツセトミ
ッヲァッメテヰマス︒

ミチバ魚価ハスミレヤタ

マポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒

三2一

しってゐます︒

なをしってゐますか︒﹂
三151囹

それではあしのゆび

のなをしってゐますか︒

三163園

太くてやはらかなわらび
二人がむちゅうになって

でるます︒

五一ちいさんがその水車

やのばんをしてみるからで

三315

す︒

イコトニナツテヰマス︒

はれてみたり︑石が出てみたり

三392ちか道の方は︑道がこ

しました︒

はれてみたり︑石が出てみたり

しました︒

三404 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか

それから二三日たって︑

まへて︑おもちゃにしてるます︒

三413

うらしまが舟にのってつりを
してゐますと︑大きなかめが

かはってゐます︒

みて︑村のやうすもすっかり

三458︿略﹀︑うちもなくなって

ましたが︑︿略﹀︒

うちへかへるのもわすれてゐ

うらしまはおもしろがって︑

ゐますと︑それは小二郎のう

かへってみて︑かけてきてとび

三437

出てきて︑︿略﹀︒

ムキモシナイデ︑タマゴヲアタ
︿略﹀︑オヤドリノムネノ

つきました︒

三口7

上ってゐます︒

大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂

ノ字ナリニタツテヰマス︒

三488

もありません︒

三461しってみるものは一人

かりかはってゐます︒

石がきの下へ出たのは︑ 三461︿略﹀︑村のやうすもすつ
かはがおちはじめて︑竹になり

三267

むかふの方に︑二本なら

かかってゐます︒

三281

んでみるほそい竹の子は︑︿略﹀︒

﹁おまへはてのゆびの 三313村の人は五一車とよん

リハ︿略Vトイツテヰマシタ︒

三148園

三255 むぐらもちでもとほつた
やうに︑土がところどころもち

タメテヰマス︒

三62ヱや水ヲヤツテモ︑見 三237︿略﹀︑犬はもうとっくに

ちのいぬでした︒

てくるものがあります︒
三217 二人がびっくりして見て

とってゐますと︑︿略Vかけ上つ

三212

がたくさんはえてゐました︒

三208

すか︒

三194圏どんなかほをしてゐま 三392ちか道の方は︑道がこ

ゐます︒﹂

のきものをきてゐますか︒
三186圏 ﹁あかいきものをきて

三185園この人はどんないろ

しろい人がゐます︒

三23 ︿略﹀︑ムギ畠ノ上ニハア 三177園このはこの中に︑おも 三375 ソレカラ︑道ヲアルクト
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ

サハヤクカラヒバリガサヘヅ

T12
ツテヰマス︒

コウバノキテキガナツテ

コウバデハモウシゴトガ
メンドリハヘンナコエヲ

タテテヰマシタガ︑︿略﹀︒

三56

ハジマツテヰルラシイ︒

三46

ソラガウスアカクナツテヰマ

三34トヲアケルト︑ムカフノ

ヰマス︒

三27

ハナシヲキイテ︑ノコツテヰタ

イツモアナタニツイテヰ

トノサマノオカヘリヲマツテ
ヰマシタ︒

二582
タカラハナレマス︒

マスガ︑︿略﹀︑ ワタクシハアナ

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

二584︿略﹀︑日や月ガデテヰ

ナカツタリスレバ︑ワタクシハ

アナタカラハナレマス︒

二593 太郎ノオカアサンバ園主
ヲヒイテネテヰマス︒

二626私ノ目ハイツモハツキ

シタ︒

スルコトガデキマセンデシタ︒

ヰマシタカラ︑ナカナカタイヂ

二725ソノ上イハヤニコモツテ 三83 ヒヨコガナクト︑オヤド

ルヤウデシタ︒

二 6 4 6 私 ノ ウチニハオや牛ト
トコロカラ︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ
子牛ガヰマス︒
テヰマシタ︒
V16 ムカシ大江山ニシユテン
ドウジトイフワルモノガヰマ
三二8ハネノ下ニモニ三バヰ

リシテヰテ︑ヨク見エマス︒

ダイテシマヒマシタ︒

アナタカラハナレマス︒
三57 メンドリハヘンナコエヲ
タテテヰマシタガ︑見テヰル
二585 ︿略﹀︑アカリガツイテヰ
ウチニ︑タマゴヲハラノ丸字

ナカツタリスレバ︑ワタクシハ

ス。

T15 ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

ハヒヲカキアツメテ︑︿略﹀︒

一一

一一

一一

ハ︑村ヲ東カラ西へ︑マッス

キヨネンデキ上ツタ新道

三525圏 ﹁おい︑長いさををふり

三497

いる

おとさうとしてるるのだ︒﹂

あるばん︑弟がにはへ

アノカラノ中ニハイツテヰタ
モノダトオモヒマシタ︒

三601下位ハノ木ニセミガ
ウルサイホドナイテヰマス︒

三602アノセミモコノ中ニヰ
ルノデセウ︒

風がしっかにふいて．來て︑

にすきとほつてゐます︒

三607

きしのささがさらさらとおと

三536
出て︑二つ二つ﹂とかぞへてゐ
をたててゐます︒

草のはにとまってみた

ト︑ウマク出來テヰテ︑高ク上

三674池ノ水デタメシテミル

ました︒

てふてふがおどろいてとびたち

三636

ました︒

弟﹁星をかぞへてゐま

三537園﹁おまへ︑何をかぞへて
みるのだ︒﹂

三541園
す︒﹂

わかいとき字をならひま

ゲルト︑ヤネノ上マデトドキ

三548
したが︑うまく書けませんので︑
マス︒

なぎのえだへ︑かへるがとび

つかうとしてゐます︒

三583色ガウスクテ︑ヌレテヰ
ルヤウニ見エマス︒

三584 見テヰルウチニ︑チヂン
デヰタハネモダンダンノビテ︑

三592

コノ大キナモノガ︑ヨク

ニナツテヰマス︒

三588 ︿略﹀︑モウリツパニセミ

︿略﹀︒

ニ

﹁私バカラダガネズミ
ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒﹂

三768︿略﹀︑ヒルハ木ノウロ
ヤアナノ中ニカクレテヰテ︑
クラクナツテカラ︿略﹀︒

三775十五やの月がざしきの

す︒

つとあちらでこの月を見て

三797園

﹁ふみ子もこんやはき

きほどからふえを吹いてゐま

アル日ハマベ

﹁︿略﹀︒﹂ト．イヒマシタ︒

へ出テ見

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

四126

ヲシテヰマシタ︒

四122島ニヰ自白ウサギガ︑
ゐませう︒﹂
三831日はよくてつてみて︑ふ ︿略﹀クフウヲシテヰマシタ︒
四124 ︿略﹀︑海ヲワタルクフウ
じの山はいつもよりなほき
︿略﹀︑れふしがぼんやりと

れいに見えました︒

三837

海をながめてゐました︒

と︑天人は︿略﹀︒

鳥みのあたりは︑道の

四15 大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま
す︒

四22

りやうがはに︑いろいろな店が
ならんでゐます︒

四26 ほほづきやふうせん玉を
費る店も出てゐます︒

ゐます︒

一つ取ってみまし

ナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

白ウサギハイタクテタマ

リマセンカラ︑ハマベニ立ツテ︑

四166

ナイテ居マシタ︒

四174圏﹁ソレナラ海ノ水ヲ

白ウサギハ︿略﹀︑クルシガ

アビテ︑ネテ居ルガヨイ︒﹂

ツテ居マシタ︒

四178

四243前の畠の柿の木は︑

てある柿が︑赤い玉のやう

えんさきのさざんくわに︑

友だちでも居るのかと

おもって︑﹁おうい﹂とよぶと︑

四307

四291 又町はつれに大きな工場
のふしんがはじまって居ます︒

枝へとんでゐます︒

目白が二は來てるて︑枝から

四248

枝へとんでゐます︒

四32 ちやうど人の出さかりで︑ に光ってゐます︒
四247 えんさきのさざんくわに︑
お宮のすずがひつきりなしに
目白が二は來てるて︑枝から
なってゐます︒

お宮のうらではすまふ
がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

四36

きのふ
ゐました︒

たら︑もう黒くごまをふいて

四了7

ほどなってゐます︒

とはやすこゑがきこえます︒
まん中までさしてゐます︒
三585 見テヰルウチニ︑チヂン
三788だれか川上の方で︑さ 四75私の木も枝がをれる
デヰタハネモダンダンノビテ︑

︿略﹀︒

三744園

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒
三554 あるとき︑︿略V︑しだれや 三686 ︿略V︑センヲヌイテ見ル 四27又あめややくわしやでは︑
四245 ︿略﹀︑二つ三つとりのこし
はやし立てておきゃくをよんで
ト︑キレガトレテヰマシタ︒

こまってゐました︒

四163︿略﹀︑一バンシマヒニ居
物がかかってゐました︒
︑三902 れふしが見とれてゐます
タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

三528圏﹁星を二つ三つはたき 三605 ︿略﹀︑小川の水はきれい 三842 ︿略﹀︑松の木に美しい

だ︒﹂

まはして︑何をしてみるの

グニツキヌイテヰマス︒

いる

144

145
いる
いる

工サン

バ︿略﹀︑ヰセイヨクハ

四587ドンナサムイ日デモ︑大

タライテ居マス︒

もう二百年あまりもここ

カマノモノが大テイ行ツテ居

マス︒

四721

に立って居ます︒

でした︒

たら︑にいさんがむかへに來て

四834

ルノヲ見ルコトガスキデス︒
四728私は長生をして居ます 居ました︒
四613 屋島のたたかひに︑げん ので︑︿略﹀みんな見て知って居
四847今オキクトォヒナ様ノ

四597私バカンナヲカケテ居

むかふのてい車場へ着い

居マス︒
﹁ お う い ﹂ と い ひ ︑︿略﹀︒
モヨクニテ居マス︒
四827 ちやうど大きな船がおき
四316 ︿略V向ふの方へ行って 四583 ︿略﹀大工サンが毎日其 四715 シカシニ人トモ大セツナ
を通って居ました︒
モノデ︑ドナタノウチニモ︑ナ
ノ中デ仕事ヲシテ居マス︒
四831 そばに乗って居た人の
話では︑軍かんだといふこと

みましたが︑だれも認ませんで

した︒

四321囹 ﹁それは山びこです︒だ
れも居るのではありません︒﹂

四361︿略﹀︑森や林ノヒクイ
木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト
シテ居ルコトガアリマス︒

四625

扇は風に吹かれて︑くる

時から知って居ました︒

それからどこへ行って

四777 此の人は︿略﹀︑うちの
仕事もせず︑みばつてばかり居
ました︒

空をとんで居る鳥で

くるまはって居ます︒

四782

四637園

きっといおとすほどの上手で

昨日︿略﹀︑軍たいに居る

オキク﹁五人バヤシノ

番右二居ル人ハ何ヲスル

ノデセウ︒﹂

スカ︒

一

四866園扇ヲ持ツテ居ル人デ

けれどもかたきのくどう

四871 二人ガオ話ヲシテ居ル
所へ︑オ花ノオカアサンが來

マシタ︒

四923

をつれて居ます︒

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家來

ものおともをして行って居ま

す︒

ました︒

はひけふと︑﹁︿略﹀︒﹂と名のり

ね入って居るものをきる

四954 ふみこんで見ると︑くどう
はよくね入って居ます︒

河を見たら︑たいそう水が出

四955
て居ました︒

にいさんの所へ出かけました︒
四812 てつけうへかかった時︑

四807

んぼりとして居まして︑日がく
れてから村へはいりました︒

四786私の下で︑長い間しょ 四935 かたきのくどうもよりと

どいみなりをして居ました︒

四785かへって來た時には︑ひ

ませんでした︒

四782︿略V︑村にもひさしく居

んでした︒

居たか︑村にもひさしく居ませ

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは
ございます︒

四653よ一は心の中で︑もし
は居まいとかくごをきめて︑

これをいそこなったら︑生きて
︿略V︒

︿略V︑うちのものは朝

たべるほどになって居ました︒

四687

︿略﹀︑まだあれが生きて

までしらずに励ました︒
四697

居るだらうか︑足のきずはど
うしたらうかと思はないこと
はありません︒

四704私ドモニ人ハ色モナリ

四864園

ます︒
四363囹﹁ア︑ニクイヤツが居 じはをか︑へいけは海で︑向
前ニスワツテナガメテ居マス︒
ひあって居ました時︑︿略﹀︒
ル︒﹂
四741 ︿略﹀みんな見て知って居 四853圏ダイリ様ノ下ノダン
四376 ソレデモフクロフハ︿略V 四621 一人のくわんちよが其の ます︒
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人
キヨトキヨトシテ居ルバカリデ
下に立って︑まねいて居ます︒
ハ何デセウ︒
四744私は︿略﹀を其のわかい
ス︒

花子はねこをだいてう

ろ う ろ し て 居 ま し たので︑﹁︿略﹀︒﹂

四443
といはれました︒

四464 おとうさんがおかへりに

なった時には︑家の内も外
もきれいになって居ましたので︑
みんながほめられました︒

四468友一のうちでかるた取
がはじまって居ます︒

て居ます︒︿略V︒今ちらしで取

四473 ︿略﹀かるた取がはじまつ 四682︿略﹀︑私の手からゑを
つて居ます︒

なって見せずにおくもの

四566翻園 ﹁今に見てみろ︑僕
だって︑ 見上げるほどの大木

に
か︒﹂

四 5 8 1 私 ノ ウチデハ此ノゴロ
土ザゥノブシンガハジマツテ

いる一いる
146

かへりみちに︑はなれ馬がと

んで來ましたので︑どうしょうかと

五145
思ってゐますと︑よそのをぢさんが

五31 四月四日の朝︑當番で僕が机
の上をふいてみると︑先生が知らな．
大手を廣げてとめて下さいました︒

ぼちが昨日から病氣で︑ごは

い生徒を一人つれてお出でになりま

五152

した︒

﹁︿略﹀︒﹂ と い っ て ︑ 此 の 間 か

んをたべませんので︑図画に居ても

五35

らあいてみたせきをおさしになりま
しんぽいでしたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑もうよくなってみて︑

五177圏

るだらう︒

﹁金の鳥がついてゐます
それで金葉勲章といふのだ

それで金鶏勲章といふのだ

が︑鶏のついてみるわけは知ってゐ

五177囹

ね︒﹂

五175園

尾をふってむかへに出ました︒

五153

した︒

五48 中村君は色が黒くて︑まるま
ると太ってゐます︒

五51 氣がさっぱりしてみて︑二三
日たつと︑前からの友だちのやうに
なりました︒

五53 中村君がこれまで居た所は日
本の南の方で︑︿略﹀︒

が︑鶏のついてみるわけは知ってゐ

五58 何でも汽車に二日二ばん乗通
しで︑こちらへ着いたのださうです

︿略﹀︑わるものどもは目を

るだらう︒

五242

ゆふべの雨がはれて︑青葉の
美しいびらで︑一月も前から

島屋の前には︑人が黒山のや

から注文をうけては︑小ぞうさんた
ちにさしづをしてゐます︒
︿略﹀︑店のしるしのついた手

ツバメハコチラニ居ル影野︑

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五255

ました︒

五272

こんな所にと思ふやうな村外

人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ
マス︒

五281

庭さきのもみちの木は︑前の

れに︑家が一けん立ってるます︒

五285

うら一めんの林は私のうちの

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五287

もので︑此のごろは栗の花がたくさ
んさいてゐます︒

せまい中庭から︑屋根の上に
頭を出してみるひよう松は︑葉がほ

五342

遠足のしたくをして學校へ行

こりだらけでした︒

五355

くと︑もう級のものが大分來てるて︑

︿略﹀︑もう級のものが大分來

先生もお出でになってゐました︒
五356

平尾山のすそへ行くと︑わら

てるて︑先生もお出でになってゐま
した︒

五361

びやぜんまいが︑すっかり葉になつ

いたどりは私どものせいほど

てるました︒

︿略V︑番頭さんたちは︑お客 五383

一匹は目に︑一匹は口に︑一

ちやうどかまを明けたところ

匹は耳に手をあててゐます︒

五372

にのびてゐました︒

入口の左手には︑小切やえり 五363

うにあつまってゐました︒

五228

よく今日からはじまりました︒

廣告してみた島屋の大費出しは︑い

五223

上に日が氣持よくてってゐます︒

五208

みんなにげてしまったさうだ︒

明けてみることが出來ず︑おそれて

五195園

から︑何百里かはなれてみるのでせ
う︒

五64ある日︑僕がうんどう場へ出
て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

五82 みことは此の川上にも人がす
んでみるにちがひないとおかんがへ
になって︑︿略V︒

五85 ︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

﹁︿略﹀︑せ中には︑ひのき

んが︑一人の娘を中において泣いて
ゐました︒

五104園

や杉の木が生えてゐ ま す ︒ ﹂

五246

ます︒

て︑それを見てみる人も大ぜいあり

．五133學校からかへって見ると︑廣 や帯あげなどがたくさん下げてあっ
田君からゑはがきが來てるました︒

な一しょにさいてゐます︒

五135困 うめやも﹂やさくらがみん

で︑白いけむりが立ってるました︒

と︑さっきの学校の小使さんが萎

こづかひ

五402 ︿略﹀︑べんたうをたべてみる

のどがかわいてみたので︑み

ゆを持って來て下さいました︒

五404

まぶしには︑かさくといふ

んな大よろこびで飲みました︒

音がしてゐますが︑これは 銘が動く

五482

早いのはもう繭を作り上げて

早いのはもう繭を作り上げて

からです︒

五485

ゐます︒

ゐます︒︿略﹀︑一生けんめいにはた

五491

まだ繭をかける場所をさがし

らいてるるのもあります︒

五492

今桑をたべてみる貿も︑明日

てるるのもあります︒

五493

の朝までには︑たいてい上ってしま

山から薪を取って來て︑それ

ふさうです︒

を費って︑くらしを立ててゐました︒

五533

それで山へ行くにも︑へうた

んを腰に着けてみて︑かへりに酒を

五536

買って診ては︑おとうさんを喜ばせ

てるました︒

ゐました︒

五537 ︿略﹀︑おとうさんを喜ばせて

がわいてるます︒

五543 ︿略﹀︑石の中から酒ににた物

松島は大小二三百の島が︑海

上三四里の間にちらばってみて︑

五567

︿略﹀︒

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

りのよい松がしげってゐます︒

五568

五582 其の洲の白い砂の上に︑青い
松が一面に立ってるて︑長い橋のや
うに見えます︒

五586 宮島はまはりが七里もある島
しか

で︑島の山には鹿がたくさんすんで
ゐます︒

ばこ

雨が降っても︑風が吹いても︑

函であります︒

五897

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立
つてゐますが︑︿略﹀︒

私のやくめは︑︿略﹀郵便物

を大切にあづかってみて︑これをあ

五907
つめに殴る人に渡すのであります︒

作物の種や商品の見本も入れ

てよいことになってゐますが︑私は

五916
まだそれをあつかったことはありま

にじ

五602圃 あれく︑虹が立ってるる︒
せん︒

五941

下りて來て︑﹁︿略﹀︒﹂

五988此の時︑木に上ってみた者が
五992園僕は木の上から見て︑びく
くしてるた︒

今どこのうちへ行．つて見ても︑

まん中が帝室用になってゐます︒

五胡1三って右が入口︑左が出口で︑
六25

俵の山が出來てるます︒

昨日までに二山出京て︑もう
土間でこぼれもみを拾ってゐ

三つ目の山が雄心か＼つてゐます︒

六31
六43

たにはとりが︑俵の山へ上ってとき

﹁さうさ︑中ほどまでは降

を作りました︒

六51囹

には︑私もはらわたがちぎれるやう

つてみるかも知れない︒︿略﹀︑内地

だ︒

る︒

いんど

な

ら

かすが

みかさ

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる

六78園

印度のヒマラヤ山は世界一

は︑いつもつもってみるといふこと

ないさうだが︑此の山のいた窟きに

六58園皇湾ではめったに雪が降ら

第一の高山だから︒﹂

︿略﹀︑かっけで足をはらして

︿略﹀︑それは人にもらしては

庭サキノブダウ棚二︑今︑夕
日ガサシテヰマス︒

五961

ならないことになってゐます︒

五948

やうに思ひました︒

葉書には︑私もはらわたがちぎれる

みる書生さんが︑お友だちへ出した

五943

に思ひました︒

むすこの所へ出した封書や︑︿略﹀

年取つたおちいさんが︑遠方に居る

いっか大そう雨のふるばんに︑

五635囹 ﹁おとうさん︑町があんな
に近く見えてみて︑まだ一里半もあ
るのですか︒﹂

五652囹 あれは製綜工場で︑女工が
四百人も縣を取ってみる︒

五665園 ﹁うちの方では︑田に水が
ないと言って︑さわいでゐますのに︑
此の村にはよく水が あ り ま す ね ︒ ﹂

なってみる︒

五674園 來年あたりから掘ることに
五677園 ﹁用水池には大きな鯉が居
﹁鯉も居るが︑それよりも︑

ませうね︒﹂

五678園

もっとお前に聞かせて置きたい話が
ある︒﹂

尺そこくだが︑白根や心墨よりも

奈良の春日山や三笠山は千
知られてみるし︑京都の東山にして

六83園
ソレニハ黒ミノアルムラサキ

モウアマクナツテヰマセゥ︒

六144

松山の入口で︑赤くなってゐ

時々青イ物ヲ出シマス︒

六135囹銅ハ人二使ハレテヰテモ︑

サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

六134園

もさうだ︒

五967

れて里へ蹄ってみた ︒

一人はもうにげる間がないの

色ノ實ガナツテヰマス︒

五982

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

熊は死人には手を着けないと

てるました︒

五983

聞いてみたからでございます︒

モシセイ出シテ使ツテクレ

五772 ︿略V︑庄屋の妻は子どもをつ 五964

五788 昔の貧乏村は︑今︑郡の中で
もゆびをりの金持村だと言はれてる

五791 今年のひでりにも︑此の用水

る︒

五895 私は町の辻に立ってるる郵便

池にはあんなに水がたまってみる︒

いる
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いる

僕がぐみをたべてみる間に︑

たぐみを一枝折ると︑︿略﹀︒

六148

︿略V︑大きなのこぎりで板を

にいさんは初茸を五六本取ったやう

でした︒

何の木か︑おがくつが大そう

ひいてゐました︒

六167

六168

︿略﹀︑小さなしめちが列を作

よくにほってゐました︒

ひよどりは元氣な鳥だ︒こん

もとより舟は一そうも出てゐ

つて出てゐました︒

六185

六201

ません︒

な寒い日にも︑朝早くから︑高い木

六273

虎が見まはしましたが︑だれ

の上をとびまはって鳴いてみる︒

六283

なるほど︑ごまつぶ程の蟻が

も居ません︒

六287

フク

町ハマダヒツソリトシテ︑ネ

⁝匹虎を見上げてゐます︒

六317

ゴ

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ

ムツテヰタ︒

六332

ガ表ヲハイテヰタ︒

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

六34一 ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

へ急グノデアラウ︒

停車場デキツプヲ買ツテヰル

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク

六345

よしっね

屋島の合職に︑近回が小わき

カケテ來タ︒

六348

昨日はとなり村から來てる

にはさんでみた弓を海へ落しました︒

六397團

いる一いる
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をいひ出す者はないかと氣をつけて

地口何ノ綜デオル流言ツテヰマス
サウ︑ヨク知ツテヰマシタ︒

る歩兵の音吉君と二人で町を見物し
六751園

カ︒﹂

賀茂川は︿略﹀水がいたって
﹁春子︑年前ハ着物や帯ノ

男の生徒もみれば︑女の生徒

六781

先生もみれば︑軍人もみる︒

先生もみれば︑軍人もみる︒

男の生徒もみれば︑女の生徒

六781

みんな氷壁を着けて︑思ひ

又西洋人もみる︒

る︒

六868

象が大きな桶を鼻で頭の上へ

わらにんぎやう

賊が千早城一つを持齢してゐ

んな藁人形であった︒

ると︑方々で官軍が賊のひやうらう

六972

道をふさいだので︑賊は人馬ともに

つかれた︒

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ

六⁝削8 ﹁︿略V︒﹂と︑おかあさんが誰

雨あがりの庭はぼうっとけむ

出ました︒

六曜2

池のはたへ行って見ると︑し

つてゐました︒

うちの人はみんな知らずに居

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

下川4

た︒

るから︑一つ取って行って見せよう

六棚5

ねえさんは赤いたすきをかけ

と思って︑︿略﹀︒

六撹2

こんなことを思ひ出して垣根

て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒

の方へ行くと︑しゃくやくが赤い芽

六齪8

を出してゐました︒

舟で來た人も︑をかから來た

もやが水の上をこめてみる︒

七94

番兵がゆだんをしてみると︑

ふみとゴまってみたのは︑み

七159

妹やお松は何があったのか︑

妹とお松のざるには︑やどか

川口にか＼つた時ふりかへっ

りがたくさんみた︒

七152

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七146

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

七144女の人はだすきをかけて︑手

れない程みる︒

人も入りまじって︑何百人か敷へき

まき上げると︑乗ってみた象つかひ

御らんの通り大きなからだ

子どもの手がやっと合ってゐ

七136

六954

て引上げた︒

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六931

しうございます︒

をしてゐますが︑単帯はしごくやさ

六891園

た︒

六884

は桶の中へはいってしゃがんだ︒

六874

ごばんの上へ乗らせたりした︒

をのべては︑らっぱを吹かせたり︑

象つかひが乗ってみて︑口上

もあり︑ころんでばかりみる者もあ

いろくな曲すべりをやる者

くのすべり方をしてみる︒

六784

六782

もみる︒

六778

もみる︒

六778

此ノ帯ハ︒﹂

﹁ネエサンが今ヌツテヰル

ゐますが︑十日たっても二十日たつ
ても︑母の名をいふ者がありません︒

月の光にすかして︑あちらこ

ちらさがしますと︑松の一むら立つ

六612

昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ

てるる中に︑石のらうがありました︒

六653

或物持の所へ行くと︑下男が

六758園

た︒

六404囲 ︿略﹀︑私の村から︑今歩兵
になって來てるるのは私 人だけな
のだ︒

六407国 正作君と大工の松さんは工
兵︑力松君は砲兵︑役場につとめて

︿略﹀︑果シテ磁石ノサキニ釘

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰタ時︑
︿略﹀︒

ゐ ら れ た 下 村 さ ん は騎兵︑︿略﹀︒

六411国︿略﹀︑私を入れて村からは
六662

六672

ガタクサンツイテヰタ︒

五人も出てみるが︑兵種がちがふと︑
兵舎のあり場所もち が ふ の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

六415国 どの町村からも︑歩兵が
番多く出てみるのに︑ふしぎと私の
主人がひどくしかってみた︒
も

村からは私一人だ︒
か

︿略V︑川は昔のま＼に清く美
川の西は水のすぐそばから︑

しく流れてゐます︒

六708

川を賀茂川といひます︒

六418国巡の代り輻重兵の外は各種 六693 京都を北から南へ流れてみる 六792
の兵が出てみる︒

六428国 軍隊へ來ても︑學校でなま
けてるた者は人一倍苦勢をする︒

す︒

六724

人通の多いのは此の大橋で︑
べんけい

義経・至尊の五條の大橋は此

六743園

きれいで︑染物にむいてゐます︒

六737

す︒

の川下にか＼つてみるのでございま

よしっね

これには電車も通ってゐます︒

六728

つてゐますが︑︿略﹀︒

かけて︑やはり人家がこみ合って立

此の電車道から東山のすそへ

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六475 ︿略V︑シバラク其ノアタリニ 六721
番ヲシテヰテ︑ソレカラ海会蹄ル︒

六513 こまってみる所へ︑御殿に仕
へてみる萬じゅがよからうと申し出
た者がありました︒

六514 こまってみる所へ︑御殿に仕
へてみる萬じゅがよからうと申し出
た者がありました︒

みた大切な刀を送ってよこしました︒

六555 ︿略V︑木曽の家につたはって 六731

つてみた刀を見つけられてしまひま

六561 かへって︑はだみはなさず持
した︒

六586 さて萬じゅは︑だれか母の事
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いる
いる

て見たら︑もう廣い海には誰もみな
かった︒

七173 褻畠やなたね畠の間にさいて
みるのは︑ことに目立って美しい︒

七175 道ばたや土手にさいてみるの
︿略﹀︑北の山手には木戸を立

はこぼれ種であらう ︒

七194
てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七203 さて︑心の中に︑義貞今天皇
ほう
の御ためにいくさを起して︑賊臣北
でう

條をほろぼさうとしてるます︒

ばとうくわんぜおん

アメリカへ行ってみるといふことだ︒

︿略﹀︑其の前に時時新しい馬

た石が立ってるて︑︿略﹀︒

七254 塚の前に馬頭観世音とほっ
七255
のくつが上ってみる︒
たいかく

我が國の馬は西洋諸國の馬に

くらべると︑せいも低く︑正格もお

七279
とってみたが︑︿略V︒

目ぬきの所には三階建・四
れんぐわ

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

七365困
べて立ってるるので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑日本の町よりはかへ

つて西洋の都會に似てみるといひま

七366団

す︒

七207 すると︑これまで潮の満ちて
みた稻村崎は︑其の夜の月の入る頃

第一第二第三と三つならん
どきに

年は六十四五でもあらうか︑

﹁一太郎やあい︒其の船に
ある時謙信が山の手に陣を取

鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ
鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ

七507

︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ

夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ

トモアリマス︒

七514

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ
テヰマシタ︒

あります︒

又夜はいくら暗くても︑星

が出てみれば︑それにたよって方角

七587園

此の時見すばらしいなりをし

を知ることも出來るし︑︿略﹀︒

た一人の男が︑人夫と渡賃を高いや

七642

すいと言ってあらそってゐましたが︑

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

行ツテヰタ若イムスコガ︑今デハ其

七517

さいふ

︿略﹀︒

した︒

七649 ︿略﹀︑革の財布が落ちてゐま

かは

ノ後ヲツイデ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑トンテンカン︑トンテ
ンカント︑働イテヰマス︒

七519

した︒

中には小判がどっさりはいってゐま

こばん

七531三眠は年中航海をしてみるも 七651 取上げると志そうおもくて︑
のですから︑少し其のお話を致しま

七685 ︿略﹀︑目からはなみだがひつ

す︒

七534圏私の乗ってみる太平丸とい

お

だ

ざうり

きりなしにこぼれてゐます︒

七815

海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ

︿略﹀︑カレヒ・ヒ

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居

コ︒イカナドガスンデヰル︒

七807

モノモアル︒

ラメナドノヤウニ︑底二沈ンデヰル

七804 魚類ニハ

ザマノ植物モ生山テ居ル︒

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ

七796

てるた時のことである︒

先ついかりをあげて港を出 七763 ︿略﹀︑織田信長の草履取をし

ふのは︑︿略﹀︒

七538園

て行きますと︑港に立並んでみる人

家は︑だんく小さくなって行きま
す︒

七552園時には鯨が高く潮を吹いて
外商の港に着くと︑見なれ

みるのを見ることがあります︒

七559圏

其所にみる人は︑私どもと

ない形の家が並んで立ってるます︒

七559園

はまるでちがった風をして︑まるで
ちがった言葉で話をしてゐます︒

虫類モタクサン居ル︒

リ︑カキヤアハビハ仕送ツイテヰル︒

七827

其所にみる人は︑私どもと
はまるでちがった風をして︑まるで

七562囹

中デ面白イノハサンゴデ︑タ

七834

事物ヲ洗ツタリフイタリスル

シテヰル︒

クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

七829
のは︑外の船に自分等の船の居るこ

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

ちがった言葉で話をしてゐます︒

とを知らせて︑衝突をさけるためで

七581園
マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

ナタヲ打ツテヰタコトモアリ
アリマス︒

七506

ス︒

七505

マス︒

七503

て︑はさみうちにしようとした︒

つてみると︑信玄は兵を二手に分け

七436

乗ってみるなら︑鐵砲を上げろ︒﹂

七418囹

つけてみる︒

腰に小さなふろしきつつみをむすび

七417

横づけにすることが出血ます︒

でるて︑たくさんな大船を

七382囲

に︑二十饒町にはかに干上って砂地
にかはり︑︿略﹀︒

七222 賊のぞなへは忽ちくつれて︑
防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ
いでるます︒

が傘をひろげたやうに出てみるので︑

七233 みきが二か＼へもあって︑枝
村の人は之を傘松と呼んでみる︒

七234 ︿略V︑村の人は之を傘松と呼
さらしもめん

んでみる︒

七241 晒木綿のづきんをかぶって︑
雨ざらしになっていらっしゃるが︑
せんかう

何時もお花が上ってみる︒

もある︒

七241 時々は線香の上ってみること

つちで菓子やわらちを責ってみる︒

七246 茶屋にはおばあさんが一人ぼ

人あるのださうだがずっと前から南

七249此のおばあさんにむすこが一

いる一いる
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時二使フ海綿モ︑ヤハリ海ノ底ノ岩

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

五人の騎手は神に勝利をいの

とを見てみる︒

みる︒

八82
馬の頭をそろへて︑三番太鼓

てるる︒﹂

﹁︿略﹀︑小勢の方はみんな

心を合はせて︑一生けんめいになつ

八143園

せて︑ 一生けんめいになってみる︒﹂

みるが︑小勢の方はみんな心を合は

﹁多勢の方はゆだんをして

を今やおそしと待ちかまへてみる︒

八86

に勢をつけてみる︒

五箇村の人々は︿略﹀︑口々

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

八了8

二取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

七835 海崎ハ又獣類ガスンデヰル︒
三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七853 ︿略﹀岸二近イ淺イ所カラニ
生エテヰル︒

七865 海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀枝
ノ様ニナツテヰルノモアリ︑ニハト
リノトサカ野望タノモアル︒

二生エテヰルノデアル︒

七873 ︿略V︑茶色ノモノハ其ノ中間 八141圏

七887 こまってゐますと︑﹁では水
を一ぽい下さい︒﹂と兵士が言ひま
した︒

七917園 ﹁これ︑おばあさん︑お前

くやし泣きに泣くと︑そばに

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

みるのだといひます︒

八295

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行
︿略﹀︑今から千何百年忌前か

つて見たことがない︒

身二・こチミチテヰル︒

マシテ自由ノ天地鳩居テ︑自

在二空ヲトブ親臨︑實二勇マシイモ

八487

ノデアル︒

八497 ︿略﹀︑マレニハ庭先二遊ンデ

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア

八329

ら栽培することになったのだとった

ル︒

はね起きて見ると︑土聞の大

へてゐます︒

昔朝鮮に一人の婦人があって︑ 八51！

釜の上に積んであるせいろうからは︑

八336

鷲

︿略﹀︑強ミが全

八681困

始のうちは勢がよかったが︑

サンフランシスコには︑日

サンフランシスコには︑日

︿略﹀︑日本人の家には︑鯉

日本人は八萬人蝕も居て︑

富んでゐます︒

八678国 ︿略﹀︑いろいろな農産物に

ろな農産物に富んでゐます︒

上地味が肥えてゐますから︑いろい

八676圃 ︿略﹀︑氣候がよくて︑其の

つてりっぱになってゐます︒

八666国 ︿略﹀︑今では前よりもかへ

のぼりが立ってるました︒

八661国

費をしてゐます︒

本人がたくさんみて︑いろくな商

八658国

費をしてゐます︒

本人がたくさんみて︑いろくな商

八657国

るたびに動いた︒

しめてみる両足が︑きねをふり上げ

間もなく腰がふらつき出して︑ふみ

八544

べる所をこしらへてみた︒

にいさんが奥の間に︑餅を並

中皿にゆげが上ってみた︒

第十三

︿略﹀︑強ミが全身二︑こチミチテヰル︒

八486

八517

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

さうして教へられた場所へ行

晩神様にいのってゐました︒

八343

つて見ますと︑望の赤子は居ません
︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤

でしたが︑︿略﹀︒

八344

な美しい實が一つなってゐました︒

と見えて︑何時の間にか︑ぐっすり

︿略V︑齢程つかれてみたもの
ねこんでしまひました︒

八389

居た松平正綱が﹁︿略V︒﹂といって

まさつな

八152

なぐさめると︑頼宣は顔色をかへて︑

は知ってみるだら う ︒ ﹂

空には雲もなくて︑まことによく晴

七931 何だか少しむし暑いやうだが︑

包の中には白木綿が五十反ば
其の後どうかと案じてゐま
金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

︿略﹀︑怒ツテヰル肩︑サキノ
曲ツタ大キナクチバシ︑︿略﹀︑強ミ

八481

︿略﹀︑強ミが全身二︑こチミチテヰル︒

ト止り木二止ツテヰルノヲ見テモ︑

八479

したが︑手紙を見て安心しました︒

八464囲

かりはいってみたのでございます︒

八394

︿略V︒

呉鳳は︿略﹀︑もう一年︑も

﹁もう︑どうしても待って
翌日蕃人どもが︑役所の近く
をかぶって︑赤い着物を着た人が來

さうして今も其の通りにして

チバシ︑スルドクテ落着イテヰル目︑

待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 八482 ︿略﹀︑サキノ曲ツタ大キナク

ガ全身二︑こチミチテヰル︒

八264

した︒

すぐに其の人を殺して︑首を取りま

八254

ました︒

に集ってゐますと︑果して赤い帽子

八252

ゐられません︒﹂

八244園

年目になると︑︿略﹀︒

う一年とのばさせてゐましたが︑四

八243

れてるた︒

八18 ︿略V︑つるうめもどきが美し
い實をならべてみる︒

八23 谷間の水はすきとほるやうに
すんでみる︒

八41しやうじを明けて見ると︑小
さな犬ころが二匹︑上になり下にな
りしてじゃれてみる︒

八42 あまりかはいらしいので︑僕
はしばらくそれを見てみた︒

みるのに氣がつい た と 見 え て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

八43 すると其のうちに︑僕の見て
ちよこくやって來た︒
八52 ︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手
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いる
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子どもは︑アメリカ人の立てた三校
へ行って︑︿略V︒

八685団︿略﹀︑錦って吊ると︑又日
本人の立てた學校へ行って︑日本語
で學問をしてゐます︒

八686團 つまりお前たちよりもよけ
いに勉強してみるわけです︒
を立って︑︿略V

ニューヨーク市に

八708団長く滞在してみたシガゴ市
着きました︒

か
八731困 地上の鐵道には勿論︑高架
鐵道にも︑地下血道にも︑電車や汽
車が終日終夜︑密なしに運轄してゐ
ます︒

八871囹

わしはあちらに居ても︑お

︿略﹀︑おとよは何も言はない

前の事ばかり心配してみた︒
八907

おとよは信吉の口を︑中まで

で︑信吉の顔を見てみる︒

八917
のぞきこむやうにしてみたが︑︿略﹀︒
さいほう

れうり

おとよは話し方ばかりでなく︑

さんじゅつ

八926

書き方も算術も裁縫も料理も習つ
げんに此の學校の卒業生で︑

てるる︑大そうりこうだから︑︿略﹀︒

八931

商店の番頭になってみる者もあれば︑
︿略﹀︑裁縫の先生になってゐ

裁縫の先生にく略V︒

八932

信吉はとりのぼせたやうにう

る者もあるなどと話された︒

八934

れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑

八734團 アメリカ人は大きいこと︑

かはりばんこに見てみた︒

此所では女の先生が︑生徒に

語いこと︑高いこと︑早いこと︑何

八939

信吉は︿略﹀︑鷹接室に待つ

もく教へてるられた︒
八954

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

﹁杉野はいっこ︑杉野

つくさない︒

八川5園僕はた〜坐ってみて物を食
ふだけの者ではありません︒

今になって始めて︑考違を
マッチの製造所へ行って見る

してみたことがお分りになるでせう︒

八湿7園
水廻8

と︑職工が大勢居って︑それぐ手
ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

分をして働いてみる︒

八悩9

しらへてみる者もあり︑軸木を火で
ちやうふはん

乾かす者もあり︑︿略﹀︒

大將の父は長府藩主に仕へ
て︑江戸で若君のお守役をしてみた

八川4

正時大將の艦は︑もうこれだ

が︑︿略﹀︒

八桝9

︿略﹀︑武士の魂と呼ばれる物

け丈夫になってみたのである︒
八価6

は︑何時もきらく光ってみたとい

下さい︒

九41團

地から移って來た人も多く︑少しも

我が國の支配に属してみるので︑内

それに此の邊一帯の島々は

違ひ︑なかく住みよいところのや

のださうで︑かねて思ってみたとは

暑さも年中此のくらみのも

で島々を廻ってみるから︑安心して

ふことである︒
五十音の褒音を教へてるられた︒
こん
︿略V︑先生は面輔よく︑何度 九35国 叔父さんも相かはらず丈夫

おん

八937

でも世界一になるやうに心掛けてゐ
るといひますが︑何しろ大した勢で
す︒

八832 もと僕のうちに奉公してみた
信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ
から錦って潤た︒

八841園 ﹁とよちゃんかね︒丈夫で

八979図圃圏

におじぎをした︒

八図5園あちらでも︑あの子のこと

みるよ︒﹂

ばかりが︑氣にか﹂つてみたのでご

うです︒

いてるますのに︑君はた〜坐ってゐ

さびしくはありません︒

僕等はふだんいそがしく働 九44国

は居ずや︒﹂

て物を食ふだけで︑少しも僕等の爲

八997園

八855囹私はこちらに御やくかいに

につくさない︒

ざいました︒

なってみる松木とよの父でございま

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

大人の接ぐらみの實がすゴなりにな

八998圏︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて 九57団 く略V︑其の葉の根本には︑

す︒

前の事ばかり心配してみた︒

八871囹 わしはあちらに居ても︑お

まだ十分にじゅくしてみな

つてゐます︒

九61囲

又パンの木も所々に美しい

い實は︑中にきれいな水があります︒

これ等の植物が思ふま㌧に

林をつくってゐます︒

九66囲

九73囲

海の中もなかくきれいで

茂ってみる百子は實に見事です︒

土人はまだよく開けてゐま

す︒水のすんでみる事はかくべつで︑

九81囲

︿略﹀︒

九88国

此の間も十ぐらみの少女が

せんが︑性質はおとなしく︑︿略V︒

九93圏

中デモ面白イノハ︑或動物ノ

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

二色ガマハリノ物ノ色二似テヰルコ

九1510

トデアル︒

保護色ヲモツテヰルト︑マハ

リノ色ニマギレテ︑容易二他ノ動物

九161

二見ツケラレナイ︒

ホクキヨクグマ

沙漠地方二面ルラクダハ灰色

サパク

保護色ヲモツテヰルモノノ中

デ︑雪ノ中二住ム北極熊ハ賢島デ

九168

アル︒

カツシヨク

北國二住ム野ウサギや高山ノ

ニハ︑︿略﹀モノモアル︒

九171

九174

カツシヨク

上二居ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑

︿略﹀︒

枯葉や土ノ色二似テヰルガ︑︿略﹀︒

九175︿略V雷鳥ハ︑岩出褐色デ︑

居ル時ハ緑色デアルガ︑枯木心移レ

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

いる一いる
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バ枯木二似タ色ニナル︒
ル︒

にちぎれ雲が飛んでみる︒

みねからすそにかけての若々

しいこずゑの色は︑強い日光を浴び

直島動物ハ保護色トハ反封二︑ 九343
て︑

九205
マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

九181 保護色ヲモツテヰル上二︑其
ナ艦色ヲモツテヰル︒

一面に煙ってみる︒

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ

やうやく清水まで來て︑手の

ひたひの汗をふいてみると︑︿略﹀︒

コレ等粗大テイ他ノ動物ノ恐 九344 道端の切りかぶに腰かけて︑
九354

つゴけ様に飲んでみると︑大きな青

︿略﹀︑四五人の若い人々がぬ

社長さんは飴程の年よりらし

商責の仕方は十分心得てみるので︑

毎朝引いて出た荷が︑夕方には必ず
空になるといふ立面︒

正︸の家でも︑親子三人︑庭
にすゑた打垂の前に並んで︑委を打

九569

つてみる︒

やうに飛散る︒

廣げられて︑まぶしいやうな夏の日

九589 ︿略﹀︑黄色い萎の穗が︸面に

にかゴやいてみる︒

からざを

正一のうちの人たちに手つだ

ひもまじって︑︿略V殻竿で萎を打

九593

日はかんくと照ってみる︒．

つてみる︒

九604

庭のすみにはほうせん花が眞

赤に咲いてみる︒

九605

︿略﹀︑望遠鏡を持つた信號

ばうゑんきやう

壮大な姿が︑だんくにあらはれて

來る︒

兵が遠くを見張ってみる︒

九611

げん
九612 舷門には︑銃を手にした番兵

千敏百人の乗員は︑今もなほ

が近くを警戒してみる︒

九614

其の様は︑まるで雨後の蛙が

安らかに眠を績けてるる︒

九656

ずる分こんでみたが︑みんな

むらがり飛んでみるやうである︒

がゆづり合ってくれたので︑二人と

九679

昔は

面の荒野であったが︑

も腰を掛けることが出來た︒

九688園

目がさめると︑もう夜が明け

今は方々に町や村が出來てるる︒

てるて︑汽車は果もなく績いてるる

九693

目がさめると︑もう夜が明け

青田の中を走ってみた︒

てるて︑汽車は果もなく績いてるる

︿略﹀︑董の先についてみる穂 九694
が︑敷いてあるむしろの上に面白い

九572

で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

それをじっと見送ってみると︑ 九609東の空が明るくなると︑今ま

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

す︒

人々の同情は集ってみるし︑
商圏の仕方は十分心得てみるので︑

九5410園

といって︑笑ってみた︒

九544園

けれども社長さんは︑︿略﹀

いが︑にこにこしてみる元氣な方で

九504

かだらけになって働いてゐました︒

九503

﹁︿略﹀︒﹂と︑聲をかけた者がある︒

病みつかれた⊥弘前ばかりの老 九357

大將が︑︿略﹀︒

九219

︿略﹀ヤウナモノデアル︒

九2010例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ膿 切れるやうにつめたいのを二三ばい

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

九206

リノ物二似テ見エルモノモアル︒

ハ︑︿略﹀︒

九184 桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

九185 桑ノ木二居ルエダシヤクトリ
リデナク︑︿略﹀︒

リト呼ンデヰルノハ︑︿略﹀トイフ

九188所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ
人が︑︿略﹀︑熱心に何か言聞かせて
みる︒

意味デアラウ︒

九193 又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

少年はひざに爾手をついて︑

老人の顔をじっと見つめながら聞い

九2110

てるる︒

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ
アルガ︑裏ハ枯葉二似テヰルノデ︑

古人も﹃心ある者は事終に

成る︒﹄と言ってみるQ

九276囹

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

九257園此の方々のお書きになった

︿略﹀︒

九194 又沖縄二二スル木ノ葉熟田︑

二止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

︿略V︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝
ツテヰルヤウニ見エル︒

目に涙を一ぽいためて聞いて

毎朝引いて出た荷が︑夕方には必ず

九277

みた少年は︑固い決心を顔にあらは

九196 又沖縄二回目ル木ノ葉魚田︑
︿略V︑マルデ枯葉が引掛ツテヰルヤ

空になるといふ景氣︒

空ははてもなくすんで︑所々

九551園人々の同情は集ってみるし︑

して︑實行をちかった︒

瀧は︑落口にあるゴート島と
いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九30！

ウニ見エル︒

九198 シカシサラニコレヨリモ色ヤ
形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

九341

を下に投げるのか︑︿略V︒

みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

九329 かんくとこずゑをてらして

けに︑下草まで見えるぐらゐ明るい︒

九321 何時もはうす暗い程茂り合つ
産スルカマキリノ一種デアラウ︒
ラン
てるる爾がはの木立も︑まだ若葉だ
九201 此ノ轟地主和蘭二止ツテヰテ︑
外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑
︿略﹀︒

九202 此ノ轟ハ︿略V︑羽ヲ廣ゲテ

ナカく見分ケガツカナイサウデア

ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑
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︿略﹀︑汽車は果もなく績いて

青田の中を走ってみた︒
九694
ひかり

みる青田の中を走ってみた︒

たかだち

んくと照らしてみる︒
けてるる︒

だけ

んがね︒

九941

私も齢程前に讃んだのです

ひ

だ

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

僕はわり合にしっかりしてゐ 九911園

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ

九789

た︒

︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

くはしい事は今日始めてうかゴひま

山だといふ事は知ってゐましたが︑

九876囹

あれごらん︑︿略﹀︑ひしゃ

くのやうな形になって︑七つの星が
並んでみるのが見えるだらう︒
え

九881園あの柄でない方の端にある
二つの星を結びつけて︑其の線を︑

九948園

眞夏の日中でも︑杖を握つ

︿略﹀︑頂上近くまで績いてるます︒

九957園

てるる手などは︑何時の間にかつめ
あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

たくなってしまひます︒

此のあたりから頂上へ登る途中のは

九971園

ひ松の間に居るのです︒

お話が頂上のながめに移ると︑

いよくはずんで観て︑岡田さんは

九978

目の前に見てみるやうな様子で説明
︿略V︑僕等も何時の間にか︑
きました︒

九988圏

を競ってゐます︒
とがくし

︿略﹀︑戸隠連山は東北の

︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

顔をして︑へそを日にさらしてみる︒

︿略﹀︑今日はもう熟しきったやうな

九伽1

だってゐます︒

方に︑呼べば答へるばかり近くそば

九9810園

が︑南から西へ連なって︑互に雄姿

︿略﹀︑いつれおとらぬ高山

山の上に居るやうな男持になって聞

九981

なさるので︑︿略﹀︒

して行くと︑︿略V︑かなり大きい星

北斗七星は何時もあんなに

それにあの星は何時も智北

﹁にいさんく︑︿略﹀︑も

あ＼︑よく氣がついたね︒
西洋では昔から︑︿略﹀︑そ

れぐ小熊座・大熊座といふ名をつ

九905囹

並び方が全く似てみるだらう︒

九8910圏

のが出現てるますね︒﹂

う一つ︑小さい北斗七星のやうなも

九899園

事が出早る︒

に居るから︑︿略﹀すぐ方角を知る

九892園

ぐに北極星を見つける事が早大る︒

ひしゃくの形をしてみて︑︿略﹀︑す

九886園

があるだらう︒

ひしゃくの口の向いてみる方へのぼ

雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

何所に何星が見えるといふ事が︑學

ぢ

した︒

がいってみる︒

九796

九7110囹光堂ともいって︑昔は金
光りに光りかゴやいてみたさうだ︒

さや
九723圏 八百年前の建物で︑今も鞘
よしっね

堂の中に其のま＼保存されてみる︒

手に見えたはずだが︑もう通過して

九723園 義纏の居た高館のあとも右 九864園 いや︑何月何日の何時には︑
図上ではわかってみるから︑はから

ころも

へ

れない事はない︒

しまった︒
べんけい

九727囹 辮慶が立往生をしたと傳へ

︿略﹀︑此所まで來ると川幅が

られてるる衣川は︑すぐ此の先に
ある︒

九736
かなりせまくなってみる◎

九741囹 南部富士といはれるだけあ
の

つて︑ちよつと形が似てみるね︒

九751此の邊から野業地あたりまで
の間には︑所所に放し飼の馬の群れ
てるるのが見えた︒

九753黒・白・茶色︑大小さまぐ
の馬が︑林のかげや沼のほとりを元

氣よくかけ廻ってみる様は︑實に勇
ましい︒

九755 青々とした波の上に︑鮎々と
白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか
り見て來た目に殊さらうれしかった︒

前から︑毎日心々待ってるた命令だ

九779 これこそ僕たちが︑一週間も
つたので︑︿略﹀︒

九784 枯れか＼つて一面に黄色にな
つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

黒みがかった紫色の董が見事

に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風

九㎜4

其．の隣の畠にしやうがが︑

に動かしてみる姿は︑誠に氣持がよ

い︒

︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも

九柵6

美しい︒

二百十日を無事に越した田に

たんぼの中程を流れてみる小

は稻の穗先がもう大分重みを見せて

九鼎2

みる︒

九捌3

蛙が︿略﹀︒やがて︿略﹀︑眞

川は︑いつもより水が多い︒

青な空をじっとながめてみる︒

九棚7

九棚8 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

空には赤とんぼが幾つともな

どぢやうを取るのであらう︒

く飛んでみる︒

九梱9

うちの方をふりかへると︑井

戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ

九繊1

北風の主人は︿略﹀︑まるで

てるるのが目につく︒

九齪10

我が子のやうに大事にしてみた︒

る中尉が乗ってみてくれるので︑

九佃7 ︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

︿略﹀勇ましく活動した︒

九柵8 ︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

兵士たちはめいく馬のそば

る中尉が乗ってみてくれるので︑

︿略﹀︒

に立って︑今かくと命令の下るの

九悩4

いる
いる
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を待ってるた︒

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ

九悩5 月が西の空にうす白く淺り︑

た︒

九悩10 中尉はひらりと北風にまたが
．︿略﹀︒

つて︑齪れてるたたてがみをそろへ︑

下るのを待ちかまへてみた︒

九鵬4 馬は︿略﹀︑乗手のあひつが

の先頭に立って進んでみた︒

九鵬6 敷分の後には︑北風はもう列

はう

九期2 谷︸つへだてた向ふの岡に︑
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

雨隠2 砲口はかはるがはるいなづま
れさうにほえ立ててみる︒

九柵4 中尉は始終先頭に立って進ん
でるたが︑︿略﹀と 叫 ん だ ︒

九佃5 しかし主人をうしなったと思
ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も
くじけて︑ゆめからさめたやうにあ
︿略﹀︑地 上 に は ︑ 人 馬 の 死 が

たりを見廻した︒
九佃10

いがあちらにもこちらにも重り合つ
てるる︒

てるる︒

九㎜4 中尉はあをのけになって倒れ
九川3 戦事なれた北風は︑此の聲の
意味をよく知ってみた︒

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて

九胴6 或日我が軍艦高千穗の一水兵
みた︒

九価5

水兵は驚いて立上って︑しば

らく大尉の顔を見つめてみたが︑
︿略﹀︑其の手紙を差出した︒

おかあさんは︑﹁︿略V︒﹄と

言ってゐられるが︑まだ其の折に出

九佃9園

豊島沖の海戦に出なかった

會はないのだ︒

九佃1園
水兵は頭を下げて聞いてみた

ことは︑門中一同残念に思ってみる︒

九佃7
が︑やがて手をあげて敬黒して︑に

道雄が今朝起キテミルト︑商

つこりと笑って立去った︒

九品1

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

蹄ツタトコロデアツタ︒

用デ四國ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑
夜汽車デ

九梱3圏

ヲスルコトニナツテヰルノデアツタ︒

分デ一番適當ダト信ジテヰル中村君

九榴5道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑自

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

ヲ冠鶴シヨウト決心シタ︒

十85

町はつれを流れてみるきれいな川に
はいって水浴をした︒

画師は皆︑︿略V︑たゴ経過を

見守ってみるばかりである︒

十93

フィリップが藥を調合しに別
室へ退いた後へ︑王の日頃信頼して

十99

みるパルメニオ將軍から︑王にあて
た密書が泣いた︒

それにはフィリップが敵から
大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

十101

されてみるかどうかと︑少し氣にな

十148園く略V︑これがまじめに送行

つたのでした︒

︿略﹀︑あちらの教育に關係

ちやうど此の頃︑此所の名

してみる私どもは︑非常に喜んでを

十155圓

ります︒

十166團

物の馬市が始ってみるといふので︑

︿略﹀見物に行きました︒

せり場を中央にして︑其の周部は馬

十179団廣さは二町四方面らゐで︑

つなぎ場になってゐます︒

らしい顔をして︑おとなしくつなが

十185團 ︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

れてるます︒

十186囲中には︑母馬がつきそって

子馬には大てい飼主の一家

としてみるといふ風説があるから︑

十229國

それを見ると︑成程︑こん

せり場の一方に高い塁があ

私は今日此所に來て︑飼主

の直をつけて︑次第にせり上げる︒

みる買手は︑自分の見込で思ひく

十208国 ︿略﹀︑黒山のやうに集って

つて︑其の上に掛の人が居る︒

十207国

思ひました︒

順で人になつくわけだと︑しみぐ

なにかはいがられて居れば︑馬も從

十202困

なでたりしてみるのもあります︒

十1910国中には︑︿略﹀︑くびや背を

ゐます︒

族がついて去て︑親切に世話をして

十191囲

實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ

︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

煮てみるのもたくさんにあります︒

た︒

らはして︑フィリップを見下してゐ

十112

用心するやうにと書いてあった︒

︿略﹀︑オトウサンバ最初カ

人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑
︿略﹀︒

脇手5囹

ラチヤント其ノ人ニキメテヰタ︒

熱い番茶にのどをうるほして
休んでみる所へ︑︿略﹀高橋さんが

十121

來られた︒

九槻5園長選スルシナイハ別ニシテ︑

メイく自分ノ適當ト信ジテヰル入

古同橋さんは︑あちらで長らく
高橋さんは︑すぐ前に居る順

せき

︿略﹀︑とかく無責任な事ば

と＼のってみるのに驚いて︑︿略﹀︒

めて青年團の規約を見た時は︑其の

十147園私が今度蹄って來て︑はじ

かりしてゐました︒

十142園

太郎君を見て︑﹁︿略﹀︒﹂

十1210

教育に從慌してるる人である︒

十124

二投莇示スルノガ︑ホンタウノ選塞・ト

世間ニハ︑イロくノ事情

イフモノダ︒

九個7囲

ノ爲二︑或ハ信用モシテヰナイ人二
投票シタリ︑或ハ棄権シテシマツタ

世間ニハ︑︿略﹀スル人モ

リスル人モアルガ︑︿略﹀︒

九擢9園

アルガ︑ソンナ事ヲスルノハ︑出撃
道雄ノ學校デハ︑︿略﹀選墨

ノ外土思ニソムイテヰル︒

九榴3
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たちがあんなにかはいがってみたの
た山々である︒

みる島々は︑もと雨止にそびえてゐ
︿略V︑湖上に並々と散在して

父は毎日︑兄や木びきの力藏

兄はそこらに散らばってみる

力藏さんも︑︿略﹀︑昨日から

しばらくの間めいくがこん

のこぎりでひき始めた︒

ひきかけてみるけやきの大木を︑大

十403

て︑たき火を始めた︒

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

十394

そくまで働いてみる︒

さんと︑朝早くから行って︑夕方お

十384

た山々である︒

みる島々は︑もと此間にそびえてゐ

十356

を見て︑︿略﹀と︑心からいのりま
した︒

十234團 駆りに散歩がてら町を歩い
て見ると︑士買ってみる菓子もおもち

やも︑多くは馬にちなんだ物で︑
︿略﹀︒

十237国 成程︑此の邊は馬でもつて
みる虞だと思ひました︒

十245 其の一角にそびえてみる燈皇
に︑年とった燈皇守が︑妻と娘と三
人で︑わびしく其の日を送って居た︒

十246 ︿略﹀燈墓守が︑妻と娘と三
人で︑わびしく其の日を送って居た︒

た︒

十446

力藏さんのひいてみたけやき

︿略﹀︑もう立っても居ても居

られなくなったのである︒
十458

喜三右衛門は︑血走った目を

られなくなったのである︒

十482

見張って︑しばらく火の色を見つめ
てるたが︑︿略﹀︒

其の夜喜三右衛門は︿略﹀夜
一番鶏の聲を聞いてからは︑

の明けるのを待ってるた︒

十485
十486

もうじっとしては居られない︒

喜三右衛門は︑一つ又一つと

窯から皿を出してみたが︑不意に

十491

柿右衛門は今から三百年ばか

﹁これだ︒﹂と大聲をあげた︒

十498

柿右衛門はひとり我が國内に

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

十502

おいて古今の名工とた＼へられてる
るばかりでなく︑其の名は遠く西洋

柿右衛門は︿略﹀︑其の名は

諸夏にまで聞えてみる︒

十503

遠く西洋諸國にまで聞えてみる︒

銀行は有齢ってみる人から
附けるのだ︒

︿略﹀為書鳩の改良に力を用
ひ︑其の飼養を心耳してみる︒

十554

しやう

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十535囹

ない人がある︒

を起さうと思ってみる人で︑お金の

十534園世の中には︿略﹀何か事業

みる人もあるが︑︿略﹀︒

ふと見上げると︑庭の柿の木 十533囹世の中にはお金の有齢って

日はもう西にかたむいてみる︒

の大木も︑見事に根本から切倒され

十441

一羽飛立つた︒

な風に働いてみると︑︿略﹀︑山鳥が

十263園私は︑とても人の死ぬのを 十428
︿略﹀︑パ ナ マ 地 峡 と い っ て ︑

じっと見ては居られません︒
けふ

十311

地形がきはめて細長くなってみる︒

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

十314 パナマ地峡は一曹に小山が起
石が多い︒

みる︒

十449

日頃から自然の色にあこがれ

又窯場の方へとって返した︒

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︑

喜三右衛門は齢りの美しさに

には︑すゴなりになった實が夕日を
さんご
浴びて︑珊瑚珠のやうにかゴやいて

十319 そこで此の運河は︑非常に攣 十448
つた仕組に出見てみるのである︒

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

十3110 先づ地峡の山地を流れてみる

た︒

行くてをさへぎつてみる︒

十336 しばらく進むと水門があって︑

十457

てるた彼は︑︿略﹀︑もう立っても居

十339 上手にも水門があるので︑船
は大きな箱の中に浮いてみる形であ

ても居られなくなったのである︒

︿略﹀︑もう立っても居ても居 十606園﹁お﹂︑降ったはく︒世

る︒

十355 ︿略V︑湖上に直々と散在して 十458

に事えてみる人がながめたら︑さぞ

かやうに落ちぶれてはみる

面白い事であらうが︒﹂

ものの︑御らん下さい︑︿略﹀︒

十687囹

京城の市街は︑もと石で

た＼んだ高い城壁で團まれ︑その

十741囲

虜々にかういふ門があって︑出入口

になってみたのださうです︒

今でも城壁は大部分昔の面

影を留めてゐますし︑門も主なもの

十743囲

は残ってゐます︒

南大門の東南の方に南山と

十745団 ︿略﹀︑門も主なものは残つ

てるます︒

いふ山があって︑公園になってゐま

十752国

す︒

市街の退園を取園んだ山々

は地はだが白く︑それに松がまばら

十759團

其の手前は一帯に朝鮮家屋

に生えてみる︒

十764圏

で︑其の又手前には︿略﹀などのり

こちらでは昔から之を三寒

つばな洋館がそびえてみる︒

四温といつてみるさうです︒

十788団

るうちに︑何時の問にか︑地下九百

十803 ︿略﹀︑じっと目をつぶってゐ

︿略﹀︑周園の壁は皆石炭で︑

尺の坑底に着きました︒

十806

此庭から方々へ坑道が通じて

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

ます︒

みて︑廣い坑道には︑電全機關車が

十807

いる一いる
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︿略﹀︑華華機關車が炭車を引

炭車を引いて往つたり來たりしてゐ
ます︒

十809
いて往つたり來たりしてゐます︒

十813 室の中には︑大きなポンプが

︿略﹀︑こんな大きなポンプを

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ
ます︒

十816

備へ附けてみる慮は︑世界でも珍し
いさうです︒

さ ん 居 て 困 り ま す ︒﹂

十823囹 ﹁坑内には︑ねずみがたく

てるます︒

十826 二三十匹の馬がまぐさを食つ
十826 坑内に馬が居るのは不思議だ
と 思 っ て ︑ 聞 い て みると︑︿略﹀︒

十828 ︿略V︑これは石炭を運ぶため
に飼はれてるるのださうです︒

て燃出しました︒

︿略﹀︑あの坑内でたえず活動

してみる坑夫の仕事を︑たふといも

十857
のに思ひました︒

それで︑印度支那半島あたり
それで︑機械類もまだかなり

から年々輸入してみる︒

十868
十874
多く輸入されてるる︒

我が國は種々の品物を輸入し

てるるばかりでなく︑︿略V︒

十875

︿略﹀

一番美しいのは︑たれ

下った藍に︑幾つも咲いてみる薄紅

十槌1

葉の先からつるを出して︑五

色の花である︒

十湿6

中をのぞいて御らん︑何か

六寸の細長い袋をつるしてみる︒

十撹9園

︿略﹀︑そっとのぞいて見ると︑

はいってみるやうだから︒
十佃2

はへのやうな轟が二匹︑底の水の中
で︑動けなくなってみる︒

中には︑まるで花かと思はれ
る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

幾度もくりかへしてみる中に︑ 十欄9

太郎は生半生米生卵︒と︑早口にす

十914

次の室には大きい熱帯植物類
や

し

が並んでみる︒

十悩1

て出てみるものもある︒

﹁おとうさんは︑もっと言

らく言へるやうになった︒
十922囹

ひにくい言葉を知ってみる︒﹂

椰子・バナ・・コーヒー・ゴ
ムの木などは名を聞いてみたが︑實

十梱2

と固く禁ぜられてるたのであるが︑

物を見るのは始めてである︒

十936 太郎は前から父に︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒

た村の人々に助けられ︑︿略﹀家に

へ送って︑適當に暖めるやうになつ

十8210 馬屋の前を通ってだんく奥 十939 さいはひ附近の田で働いてゐ 十悩5園 其威から熱い湯を管で各室
深く進むと︑いよいよ石炭を掘って

てるるのだ︒

十価3園此の温室は南を受けてみる
上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

父は﹁お前はどうしたのだ︒

蹄つた︒

こんなに早く咲くのだ︒

︿略V︑まるで春の國に居るや

だ︒

其の枝の先にしょんぼりと止

十人許の乗組員は︑ひとしく目を其

十稲1

甲板に立ってるた船長を始め

つてみる烏の姿も︑見るから寒さう

十塒10

こんなに早く咲くのだ︒

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

﹃い＼え︑僕は止められて 十価4園生の温室は南を受けてみる

︿略﹀︒﹂とたつねたが︑太郎はだま

うだ︒

十棚3

みるから渡りません︒﹄

十947園

つてみた︒

十944

みる虜へ來ました︒

十833 暗やみの中にかすかに安全燈
が光ってみる︒

十836 近づいて見ると︑坑夫が汗だ
らけになって︑元氣よく石炭を掘つ
てるます︒

十841 石炭の壁は安全燈の光に照ら
されて︑黒光りに光ってゐます︒

十842 採炭坑夫は四人つつ一組にな 十棚4園あ﹂︑咲いてみる︑く︒
十棚4園あ﹂︑咲いてみる︑く︒
つてみて︑︿略﹀︒

たくさん咲いてみる中で一番
美しいのは︑︿略﹀の花である︒

︿ 略 ﹀ ︑ た き 火 を し て み る と ︑ 十棚9

そばの黒い岩に火がつき︑煙をあげ

十849園

今まで勢よく引出されてみた

の方向に向けた︒

十桝9

綱もや＼ゆるんで來た︒

︿略﹀︑沿道の家は大てい天満

うちに︑さすがの鯨も次第に弱って︑

半価5 ︿略﹀︑氣長くあしらってみる

︿略﹀︒

十術7

何百年も猛たであらうと思は

宮にちなんだ物を士買ってみる︒

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くす

十佃1

うやくしく拝んでさて頭を

上げると︑神前の大きな神鏡が︑き

十佃5

社殿の後に廻ると︑其庭は

らくとかゴやいてみて神々しい︒

十佃8

廣々とした梅林で︑幾百本とも知れ

掛茶屋に休んで名物の餅を食

ない古木の梅が警告いてるる︒

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲

歩脚1

が聞えた︒

地番を便りにして進んで行く

と︑山畑の其庭此丈に野梅の咲きこ

台墨6

ぼれてるるのも面白く︑︿略﹀︒

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

十冊7 ︿略V︑霜よけのわらの間から︑

冬の日はもう暮れか＼つてゐ

るのも珍しい︒

る︒

十伽7

あちらこちらの村々からは細

い煙が立上ってみる︒

十梱9

ぎ
はきはきしてみて︑湿咳を

時を過ぎてみた︒

十伽10 停車場に着いた時は午後の⊥ハ

十擢9園
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わきまへてみることも︑それですつ
百萬里も離れてみる︒

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

少時より苔色に警み︑長

上海は專ら商業の都市とし

外國人中第一位を占めてみる︒

十一117

て知られてみるが︑︿略﹀︒

ばう
︿略﹀︑紡績・造船・製粉・

製紙其の他の諸工場が勢よく黒煙を

十一119

立ててみる︒

ました︒

てるるし︑総べてがきちんとしてゐ

十一144

︿略﹀︑さうちもよく行届い

じて後魯の君に仕へ︑大いに治績を
かん
墨げしかども︑愚臣の爲にさまたげ

︿略﹀︑これ等は租界といふ

租界には皮膚の色の違ひ︑

︿略﹀︑電車・馬車・自動車
︿略﹀︑銀行・會社等のりつ
ご

其の外︿略﹀等の娯心機關
唯商業の取引の盛な部分は︑

此の地は交通上重要な位置

︿略﹀︑お取込があったため︑

てるました︒

十一149

﹁こんなによく整頓して

今まで延びてみたのださうです︒
とん

十一166圏

みる中で勉強したら︑どんなに氣持
がよいだらう︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と思ひつゴけてる

ざっし
ると︑そこへ弟さんが雑誌を二三さ

十一167

ざっし
︿略﹀弟さんが雑誌を二三

つ持って來て︑︿略﹀︒

織になってみるのは︑つまり裁判を

障子をあけてみるとまだ雨

念入にするためである︒

十一354

︿略﹀︑山の背を通ってみる

が降ってみる︒

小路を中にはさんで︑四五尺にのび

十一358

た杉の若木が勢よく立並んでみるの

が︑目に見えるやうな氣がする︒

若木が勢よく立並んでみるのが︑目

十一359 ︿略﹀︑四五尺にのびた杉の

地圖の中の薄緑に染めてあ

に見えるやうな氣がする︒

十一366

くの印がついてみる︒

るのがく略﹀︑それから次々といろ

︿略V木が競暮するやうに︑

しんを立ててすくすくと延びてみる

十一383

のを見ると︑非常にうれしい︒

十一389 ︿略﹀︑今まで爾方の枝と枝

と組合ってみたのが急に間がすいて

如何にも氣持よささうに見える︒

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

十一406 ︿略﹀︑一番早く伐るとして

十一169

さつ持って而て︑本棚に並んでみる

ぼんやりいろくの事を考

︿略﹀︑書師は前の如く夜

四方にたゴよって︑︿略﹀︒

へてみるうちに︑いっか夕方の色が

十一411

の年になってみるわけだ︒

雑誌の間へそれぐお入れになりま
した︒

なによく整頓されてるるかが想像さ

此の一事で︑家の中がどん
れます︒

十﹁179
敷百隻の船が集ってみて︑頗る壮観

十一4610図

此の液の取れる木を普通に

ゴムの木といってみる︒

十一4910

もすがら寝ねずして︑明日はかく豊

がかんなど濁弔してみたりければ︑

約束は固く守らなければな
らぬ︑他人に害を加へてはならぬな

︿略﹀︒

︿略V︑港内には常に数百隻 十一189
の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

どといふことは︑我々が十分心得て

へして裁判してもらふ事の出見る組

かういふ風に︑三回くりか

みる事である︒

4

︿略﹀︑我が居留民の数は︑

つてみるのは︑日︒英・米三國で︑

十一

︿略﹀︒

十一116

十一216

貿易上薬も重要な砂錫をも

十一112

である︒

を占めてみて︑︿略V︑港内には常に

十一109

︿略﹀︑趣がや＼攣ってみる︒

十一106

が到る庭に散在してみる︒

十一101

ぱな建物がそびえてみる︒

十一99

等が絶間なく往來してみる︒

十一97

交ってみるので︑︿略﹀︒

言語・風俗の違った幾多の人種が入

十一94

治制を布いてみる虞である︒

十一92 租界といふのはく略﹀︑自 十一145 ︿略﹀︑総べてがきちんとし

特別の匠域内に住んでみる︒

十一810

はずして魯を去りぬ︒

られ︑久しく其の職に居ることあた

十一410図

かり分りました︒

ぎ
十槻9園 はきはきしてみて︑禮儀を
わきまへてみることも︑それですつ

︿略﹀︑爪はみじかく切って

かり分りました︒
は
︿略﹀︑歯もよくみがいてる

十榴7園
ました︒

十囲8園
ゐました︒

十鵬10園外の者は着物だけは美しか
つたが︑爪の先は眞黒になってみる
者が多うございました︒

の美質をもつてみることをよく見定

十桝7園 かういふ鮎から︑いろく
めて︑あの青年をやとふことにした
のです︒

のは︑液髄に近い氣盟であらうとい

えき

十﹁18 ︿略V︑之を形造ってみるも
ふ︒

十﹁21 ︿略﹀︑其の容積は地球の百
三十萬倍に當ってみるQ
面は全部が一様にか〜やいてみるの

十一29 望遠鏡で見ると︑太陽の表
ではなく︑︿略V︒

凡そ十一年齢を週期として増減して

十﹁34 さうして其の数や大きさは︑
みる︒

うちう

十︻38 つまり此の宇宙には︑あの
太陽のほかに︑これと同じやうなも
のがなほ敷限りもなく存在してみる
が︑︿略﹀︒

十﹇41 しかも我々に最も近いあの

いる一いる
蓋58

十一512 南洋は︿略﹀︑ゴムの木の
︿略﹀︑日本人の経干してゐ

獲育には最もよく適してみる︒
十一513
るゴム園もたくさんにある︒

十一546 昔︑アフリカの或港に一そ
うの船がとまってみた時の話である︒

十﹇548 熱帯の暑さにたへかねてゐ
た船員等は︑船長から泳を許された
ので︑我先にと海に飛込んだ︒

十一5410 船には船長と老砲手だけが
残ってみた︒

ささうに泳ぎ廻ってみたが︑中にも

十一551 船員等は︑如何にも心持よ
うれしさうに見えたのは︑十三四に
なる二人目少年であった︒

十一554 二人は外の者からずっと離
れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを
してみた︒

一二間も後れてし

十﹇555 初は寸間以上も相手をぬい
てるたが︑︿略V︑
まった︒

十一557 これまでにこくしてなが
めてみた老砲手は︑︿略﹀︑甲板から
しきりに働ました︒

十一566 老砲手は氣ちがひのやうに
なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り
に叫んでみるが︑︿略﹀︒

遅い︒

十一574

ふかははや急心メートルの

近くにせまってみる︒

ふかの口はもうほとんど子

供に届いてみる︒

十一581

十一695

末席に坐ってみた僧は︑そ

れが氣になってしかたがない︒

隣に坐ってみた僧が之を聞

いて︑﹁無言の行に口をきくといふ

十一698

若い頃から讃書がすきで︑

事があるか︒﹂

十一709

將丈短問を以て身を立てたいと︑一

老砲手は大砲にもたれて︑

心に勉強してみた︒

十一591
無言のま＼じっとそれを見つめてゐ

宣長は︿略﹀︑どことなく
とく
年こそちがへ︑二人は同じ

︿略﹀︑非常にたのもしく思

十一77有
3名な古事記傳といふ大著

てるる︒

十一763家々の戸はもう皆とざされ

つた︒

曲淵は

十一744だんく話してみるうちに︑

學問の道をたどってみるのである︒

十一743

急心のひらめいてみる篤學の牡年︒

十一742

る︒

市街は此の眞直な路によつ

︿略V︑総べてが大規模での

︿略﹀︑銅像なども立ってる

て碁般皿の目のやうに正しく割られて

ごばん

十︻596
みる︒

十一599
る︒

十一601

︿略﹀大平野がはるばると

びくとしてみる︒
十﹇619

畠にしても︑︿略﹀うねが

績いて︑末は青い大空に接してみる︒

十一635

述は此の研究の結果で︑我が國文學

我々の普通に金鑓といって

五町も十町も長々と績いてるるのが

十一779

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

その中︑先に進んでみた者

くと浮いてみる︒

波打際には大勢の人が

が二三人列から離れて船に上った︒

十﹇857

十︻871

弟はそれを見てしばらく考

︿略﹀と叫んでみる︒

へてみたが︑︿略﹀

十一8810

弟は尚あちらこちら暦をく

つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の

十﹁896

僕はこれまで︿略﹀とばか

文字に目を止めて︑﹁︿略V︒﹂

り考へてるたので︑此の話を聞いて

十︸905

︿略﹀︑日本では明治五年

珍しく感じた︒

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌

十一923園

く略V︑普通四年毎に一日

年から太陽暦を用ひた︒

うるふ

十一931園

こんな不便な暦でも長い

の閏をおくことになってみる︒

問の習慣で︑今でも使ってみるも

くわん

十一941園

こんな重主なものがある

のがあるやうだ︒

我我はこれらの貨幣や紙幣 十一944園

みる物の中には︑︿略Vがある︒

十一775

の上に不滅の光を放ってるる︒

中にはトラクターを用ひて

少くない︒

十一638

全く大農式にやってみる虜もある︒
︿略﹀︑人々は自由な大氣を

のに︑それを利用しないでみるのは

十一655

寳の持ちぐされだ︒

十﹁964

てるた︒

父が木を伐れば自分は

唯通りがかりの旅人から珍

く略Vといふ風にかひがひしく働い

十一958

も窓も床もないものであった︒

一方は明けはなしになってみて︑戸

それは三方が丸太の壁で︑

くの用を辮じてるる︒

空には十念の日がさらく
ふと見ると︑さしわたし六

十一953

を用ひて物品を費平し︑其の他いろ
此のやうに便利なものも︑

呼吸しながら︑土の香に親しんで樂

十一851

とかゴやきわたってみる︒

十︻837

を感ずることもなく︑︿略﹀︒

我々は︑これについて事新しく便利

其の使用に馴れきってしまってみる

十﹁783

しげに働いてみる︒

﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

此の方法は各部民の間に︑

いはれてみるやうに︑︿略﹀︒

十一658

十﹁669

廣く又極めて長い間々はれてるたも

︿略﹀︑二人の耳にははいら

のであるが︑︿略﹀すたって來た︒

十一567

ぬのか︑夢中で泳ぎくらを績けてる

︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀を
動かすのに大切なものとなってみる︒

十一678

る︒

げようとしてあせってみるが︑もう

十一572 驚いて一しやうけんめい逃
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しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ
さめてみた︒

よく

を得たいといふ彼の欲望は葺く強く

十一965 かうしてみるうちに︑知識
なり︑︿略﹀︒

十一972 學校は四重論りも離れてゐ
たが︑︿略﹀︑毎日毎日元氣よく通學
した︒

十一989 熱心なリンカーンは︑書物
を持ってるる人の所には遠近を問は
ず借りに行った︒
ゐ

＋一995リンカーンはかねぐ此の
偉人を非常にしたってみたので︑

︿略﹀一心に讃績け た ︒

十一㎜2 壁のすき間をもつた雨のた
めに︑本がすっかりぬれてみたので︑
︿略﹀︒

十﹁㎜10 リンカーンは︿略﹀何度も

く讃返してみるうちに︑此の偉人
の品性に深く感化された︒

十一備7 本當に自治の精神に富んで
みる者は︑︿略V︑決して私心をもた
ないのである︒

で︑農場主が大勢の人の耕作するの

十一帽8 昔イギリスの或大きな農場
かん

を監督してみた︒

十﹁佃1 農場主はせっかくよく名筆
てるる変を︑たくさんの馬や犬にふ
みあらされてはたまらないと思って︑
︿略﹀︒

十一佃2 農場主は︿略﹀︑そばに居
た 自 分 の 子 に ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂と言ひつけ

た︒

十一㎜3園

僕はおとうさんから︑

ジョージは︑かねてウェリ

︿略﹀と言ひつけられてるるのです︒

十一伽5
ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな

僕は︑︿略﹀とおとうさ

人物であるといふ事を聞いてみたの
で︑︿略﹀︒

十一伽10園
んに言はれてるるのです︒
けい
︿略﹀職工が珪砂にソーダ

隣の室では︑︿略﹀模様を

︿略﹀︑みがきをかけたりしてみる︒

十︸桝9

がら

皿・︿略﹀などがきれいに

つけてみる︒

十一伽2
並んでみた︒

︿略﹀︑貝殻や鑛石などを室

内に並べては一人で樂しんでみた︒

十一一101

︿略﹀︑先生にもむしろ中型
下の生徒と思はれてるた︒

十ニー04

十ニー09念いろくの鳥を注意して
見ると︑それぐ違った面白い習性

十﹇捌10
灰や石灰石の粉を入れてかきまぜて

温順な彼は父の命に從って

世界最美の街路といはれ

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

十二317困

︿略V︒

十二餅10国 ︿略﹀︑車道と人道との間

には︑緑した﹂る街路樹が目もはる

眺望毫で眺めると︑道を

かに連なってゐます︒

十二333囲

まるで蟻のはふやうに見えるし︑

あり

往來してみる人間や自動車などは︑

︿略﹀︒

と攣ってゐます︒

十二339団山も森も村も皆焼野が原

十二343憎憎は今︿略﹀ベルダンの

︿略﹀工場といふ工場に

職跡に立ってるます︒

は盛に黒煙が上ってゐました︒

十二351国

十二355國やがてベルリンに入って

即日彼が古木の皮をむくと︑

十二379

ひ へい

く略V速写の疲弊を回復

久しく輩調平凡な景色に

二人は戸外にた＼ずんでし

く眺められます︒

あきてみた私には︑如何にも心地よ

十二369国

湖上の風光に見とれてゐます︒

十二363困私は︿略﹀︑ジュネーブ

に景色がよい︒

るスイスは︑到る庭男が日本のやう

十一一359團 世界の公園といはれてゐ

く敬服しました︒

するため盛に活動してみるのには全

十二357團

た︒

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ

珍しい甲轟が二匹みた︒

︿略V山畑には︑蜜柑の木

ふれてみて︑︿略﹀全く敬服しまし

どれを見ても︑枝といふ枝

黒い程こい緑の葉の間から︑

︿略﹀二三人の男が︑器用
昔は個人の利益を螢むのが

此庭はさすがに藝術の都
建物なども一般に壮麗です︒

として世界に聞えてみるだけあって︑

十二315国

商業であると思はれてるた︒

十二2310

な手つきで蜜柑を採ってみる︒

十二215

きりと浮出てみるのが見える︒

其の一つくが日の色にはえてくつ

十二209

りになってみる︒

すど
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な

十二207

十二204

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十ニー19

勉強してみたが︑︿略﹀︒

十ニー14

味がわき︑︿略﹀︒

をもってみるので︑見れば見る詩興
こんなところで毎日働いて

みた︒

みる人たちは︑どんなにつらいこと

十﹇個4
であらうと思った︒

とけたガラスが中でぎら

窯の周胎には︑八九人の職

くかがやいてみる︒

十一槻10
十﹁伽2

工が汗を流して働いてみる︒

細長い管の一端を︑とけた
ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一旧5

見てみるうちに大きなフラ

先に赤い玉がくっついてみる︒

十一榴8

何が出著るであらうかと思

スコが出馬た︒

十一鵬10

︿略﹀︑いろく扱ってみる

つてみると︑︿略﹀コップになった︒

十一悩1

調べかはの廻るにつれて︑

うちに皇付のコップになった︒

十一悩5

エプロンをかけた職工が

石や木や金の圓板が車輪のやうに廻
つてみる︒

十一悩7

いる一いる
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︿略﹀ ︑ 情 な い や う に い っ て

ばらく耳をすまして み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一一384

みるのは若い女の聲である︒

︿略﹀︑殊に爾半島にはさま

二人は其虜らを見廻してゐ

たが︑男の子はやがて仕事垂の上の

十二555

れてるる中湖の東岸の如きは︑絶

物をあれこれといちり始めた︒

なかのうみ

十二506
壁の高さが二百メートル以上もある︒

女の子は唯じっと見まもつ

見附けて︑︿略﹀︒

てるたが︑やがてかの小さなねぢを

これは主として周園が山で︑ 十二557

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二5110

因してみる︒

十二392 薄暗いらふそくの火のもと
で︑色の青い元氣のなささうな若い

十二523

これは奥入瀬川を十町齢り

の湖には魚類が全く居なかった︒

口がきけない︒

す︒﹂と叫びたくてたまらないが︑

十二521三十年ばかり前までは︑此 十一一577闘 ねぢは﹁此庭に居ま

男が靴を縫ってみる︒

十二393 其のそばにある奮式のピヤ
ノによりか㌧つてみるのは妹であら
う︒

其の時︑今まで雲の中に居

下った庭に大きな瀧があって︑魚類

た太陽が顔を出したので︑日光が店

十二581

十二417 一音は一音より妙を加へ神
のさかのぼる道を絶ってるるからで

私も姉上と同じ心で︑

スを三分して娘たちに與へ︑︿略V

と決心した︒

ほんたうに姉上は私の思ってゐ

十一一677圏

コーデリヤは王が一番かは

る通りをおっしゃいました︒

十二682

王は満面に笑みをた＼へな

いがってみる娘であった︒

がら︑今や遅しと其の答を待受けて

十二684

みる︒

﹁父上︑私は唯ほんたう

の事を申し上げてみるのでございま

十二695團

んで下を見つめてみた女の子がそれ

答の中にも十分仁心のこもってみる

十一一709 ︿略﹀︑コーデリヤの簡軍な

す︒﹂

を見附けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫

ところがリガンは︑まだ父

のを認め︑︿略V︒

上を迎へる準備が整ってみないとい

さうして一つの懐中時計を 十二7181
出してそれをいぢつてみたが︑やが

ふのを口實にして︑︿略﹀︒

王は其の治めてみるイギリ

︿略V︒

それは父が姉たちの爲に

家來は荒野にさまよってゐ

コーデリヤは眠ってみる父

てるたのだらう︒

十二747園

一膿わしは今までどうし

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

十二736

許に連れて來た︒

たりヤ王を見附けて︑コーデリヤの

十二733

た︒

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

十二7210

もう獲狂してみた︒

龍頭を廻すと︑今まで死 十二727 王はく略V︑何時の間にか
忽ち愉快さうにかちくと音を立て
始めた︒

ねちが一本いたんでゐま

んだやうになってみた懐中時計が︑
ゆ

十二593

りゆうつ

てピンセットで︿略﹀︒

十二5810

んだ︒

仕事毫のそばに︑ふさぎこ

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︑明

自分の置かれたのは︑仕事

るい虜へ出された︒

十二534

毫の上に乗ってみる小さなふたガラ
スの中で︑︿略V︒

十二535 ︿略﹀︑そばには小さな心棒
は
や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

︿略﹀さまみ＼の道具も︑
周園の壁やガラス戸棚には︑

同じ皇の上に横たはってるる︒

十二537
十二538

十二602園

したから︑取りかへて置きました︒

︿略﹀︑ちょっとした事にも

︿略V︑妹はかねてフランス
十二6510

王の后になることにきまってみた︒

十二659

怒り易くなってみた︒

十二655

立ってるるのだ︒﹂

ねぢは︑︿略Vなどと考へ 十二605園 ﹁自分もほんたうに役に

いろくな時計がたくさん並んでゐ
る︒

十二543

十二584

一ぽいにさし込んで來た︒

だ

暗い箱の中にしまひ込まれ

ある︒

わ

十二527

も覧えないやうである︒

十二419 きやうだいは唯うっとりと
して感に打たれてみる︒

十二426 しかしベートーベンは唯だ
ベートーベンはかういって︑

まってうなだれてみる︒
十二4210

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始
めた︒

十二438 ﹁それでは此の月の光を題
に一曲︒﹂といって︑彼はしばらく
と

すみきった空を眺めてみたが︑︿略V︒

十二498 十和田湖は︿略﹀に属して
みる︒

十二503 湖岸線は大切軍書であるが︑

東南岸だけは二つの半島が並んで突

てるる中に︑ふと自分の身の上に考
︿略﹀︑形も大きさもそれ

出してみるためにや＼複雑になって

さうである︒

自分よりは大きく︑自分よりはえら

ぐ違ってはみるが︑どれを見ても

十二547園

へ及んだ︒

湖岸線は︿略﹀や＼複雑に

みる︒

十一一504
なってみる︒

多く︑︿略﹀︒

十二505 岸は絶壁になってみる虜が
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やがて眠から畳めた王は︑

︿略﹀︑そばに居る コ ー デ リ ヤ を 見 て ︑

十二7410

﹁︿略﹀︒﹂

十二756囹 お前はわたしをうらんで
みるはずだが︒

てはみたが︑其の言葉の端端にも︑

十二759 王は尚あらぬ言葉を口走つ

だいぼう網は身網と垣網と

︿略﹀眞心がこもってみた︒

︿略﹀眞心がこもっ て み た ︒

十二761
十一一768

二つの部分から成ってみて︑非常に

師を求めてあちらこちらさ

比べて︑︿略﹀︒

十二934
まよってみるうちに︑マガダ國の首
かねて半分の徳をしたって

府王霜雪の附近に來た︒

十二936
そこで彼は先づ面懸の河に

みたマガダ國王は︑︿略﹀︒

十二948

浴し︑たまく其庭にみた少女の

彼は夜もすがら静坐してひ

さ＼げた牛乳を飲んで元氣を回復し
た︒

十二957

れた︒

十二979

︿略﹀此の尊い心境を世界

繹迦はく略V︑各地を巡つ

氣違扱ひにして相手にもせず︑唯物
笑の種にしてみた︒

子どもらは仕事をしてみる

を免れたこと︿略﹀︒

十二佃8 ︿略﹀︑無線電話で子守歌を
ばう
聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ

となどの耳新しい話に︑博士は満堂

十一而4

老僧のまはりに集って︑﹁氣違よ

﹁小山はどうしてみるだ

徳川方も︿略﹀︑ものすご

慶喜から官軍に封ずる交渉

やすよし

の全灌を委任せられてみた藷幕府の

十二伽4

い緊張を示してみる︒

きん

十二拓1

らうか︒﹂

十二伽3囹

の會衆を喜ばせた︒

しかし僧はふりかへりもせ

く︒﹂とはやし立て︑︿略﹀︒

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ

もく

十二鵬8
た︒

しかし僧は唯黙々としての
蟻巻る五つかひはないと見

みを振るってみた︒

十二佃3
十二研8

陸軍総裁勝安芳は︑︿略﹀を計って

︿略﹀勝安芳は︑かねてか

やすよし

くびつてみた岩山の掘抜も︑これで

十二伽6

みた︒

たい
今ではく略V奮態を改めて

はどうにか出來さうである︒

ら百方信服して時局の圓満な解決を

十二佃10

はみるが︑一部は詐欺の面目を留め

︿略﹀︑遠い虜の音樂・演

十二伽1

安芳がはいって行かうとす

安芳は大音に﹁西郷はど

一室に通されて待ってるる

︿略﹀︑うかくと兄弟垣

相手は大きな眼でじっと安

ぬとは決して申されませぬ︒

にせめいでるたら︑︿略﹀事になら

十二伽5囹

ばれる︒

てるる仲なので︑話はおだやかに運

十二桝！0 しかし二人は互に信じ合つ

と︑やがて西郷が出て來た︒

十二御8

こに居る︒﹂と叫んだ︒

十二梛5園

︿略﹀行くてをさへぎつた︒

ると︑門を守つ．てるた兵士等が

十一一櫛10

がすき間もなく警衛してみる︒

屋敷の附近は︑官軍の兵士

計ってみた︒

十二佃5

説・講話などを居ながら聞くことが
︿略﹀︑進行中の汽車が無線

出來る︿略﹀︒

十二佃7

電話機を備へ附けてみたために危瞼

十一一伽8

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑﹈部は尚昔の面目を

諸機械の原動力であった

留めて︑琿海一生の苦心を永久に物

十二川1

語ってみる︒

十二価10園

人力又は蒸氣力もだんく電設に攣
つて︑工業界の一大革新をうながし
てるます︒

みる我が國では︑將二上く水力電氣

十二987

て道を傳へてるたが︑︿略﹀︒

十一﹇983

大石をころがしたが︑︿略V︒

下にみるのを見附けて︑上の方から

或時の如きは︑繹迦が山の

ふ慈悲の心が︑胸中にみなぎりあふ

の人々と共にせずにはみられぬとい

十二961

の間唯うっとりとしてみたが︑︿略﹀︒

大きなものである︒
たすら思をこらしてみると︑︿略V︒
十二7610 これを海中に張った形はち 十二9510 彼は此の心境の尊さに数日

やうど大きなひしゃくに似てみる︒
︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ
︿略﹀︑網口の近くに番をし

の來るのを見張ってみる︒

十二782
十二786

てるる漁夫が急いで野口をしめてし
まふ︒

うつ

︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

を起したり︑背びれを水上に現した

十二792

討議 の 形 式 は ︑ ︿ 略 ﹀ の 三

りして泳ぎ廻ってみる︒
十一一8810

度の會議を断ることになってみる︒

の利用をはからなけれぽならぬこと

︿略V︑急流や爆布に富んで

繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑

いよく臨終が近づいた時︑ 十一一佃6
︿略﹀︒

十二905 一國文化の程度は︑其の國
民が國法を守る精神の厚薄に依って

之を見た村人たちは︑彼を

を力説した︒

十二価1

十二伽4

さが現れてみる︒

十二価4 ︿略V口もとには意志の強

つてみる僧があった︒

か＼る手前︑︿略﹀︑鯨念なく穴を掘

此の青のくさり戸にさし

測ることが出罷るといはれてみる︒

十二915 ぼろを着た農夫は玉のやう
な汗をかいて田をすき起し︑牛はつ
かれ果ててあへぎあへぎ働いてみる︒

十二916 木陰からじっと見てみた彼

は︑しみぐと自分の身の上に思ひ

いる一いれる
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水にはこれといふ形がない︒

キカナイデイマシタ︒

八821

芳の顔を見つめながら︑だまって聴

いれ物次第で︑旧くもなれば︑四角

容れる ︽i

い

にもなる︒

入れる

イレル

といふのでせう︒
入レル

﹇入﹈︵下一︶46

四622さをの先の扇をいよ

れる

い・れる

いてるる︒

頭の上をすれくにいました︒

五801

十二㎜7 西郷はしばらくじっと考へ
て る た が ︑ ﹁ よ ろ し い︒︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑爾耳の間をねらって︑

十二梱4警衛の兵士等は︑︿略﹀︑西
六818

二36

イマ︑ツナヒキノマツサイ

る・のりいれる・やといいれる・よび

通有も左のかたを射られたが︑ レ・ーレル︾且﹀おいれる・なげいれ

郷が後に績いてるるのを見て︑一同
少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

つト

恭しく捧げ銃の禮をした︒
んに射た︒

︿略V︑賊のさわぐ所をさんざ いれる

六917

民の短所をもなしてみる︒

十二悩6 しかし此の事情は一面に國

米を入れる︒﹂

る人の外は︑私のからだにさはる者

五898 ︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

毎日かならず新聞を入れに來

がありません︒

五912

作物の種や商品の見本も入れ

る方も四五人はあります︒

てよいことになってゐますが︑私は

五915

其のあつめに來る頃に︑急ぎ

まだそれをあつかったことはありま

せん︒

さうして︑これをよけようと

間もなく大蛇が射て︑八つの

大蛇の來るのを待っていらっしやい
ました︒

五114

頭を八つのをけに入れて︑其の強い

﹁上のうすには︑どうして

酒を飲みました︒

五465園

今日庭にほしてあるもみをす

である︒

さあ︑此の女にはゆだんが出

萬じゅはとびらのすきから手

︿略V︑近くは乃木副乳も︑馬

入れてあります︒

んであって︑百爾は小さなふくろに

七678園

五十両は黄色なきれにつ㌧

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

れんぐわ

七272

木曽の萬じゅでございます︒﹂

を入れて︑﹁おなつかしや︑母様︒

六622

造って︑それに入れました︒

來ぬといふ事になって︑石のらうを

六565

一しょになることはない︒

五人も出てみるが︑︿略﹀︑めったに

六408団く略V︑私を入れて村からは

の山は出來上りませう︒

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

六34

めてたまりません︒

と立話でもはじめると︑私は氣がも

の封書を入れに黙る者が︑途中で人

チユウデス︒ゴランナサイ︑ミン

六943

ヨロコンデ︑

五925
バ

ニガイナラ︑オサタウヲ

ケサオカアサンガタマゴ

ソノ時カウモリガケダモ

酒が出営ると︑みことはそれ

四478園﹁ねんにはねんを入

ナカマへ入レテクレマセン︒

ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀︑

三762

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

三55

入レテオアガリナサイ︒

一一604圏

﹁︿略﹀︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

ソノハヒヲザルニ入レテ︑

オヂイサン

ナガチカラヲイレテ︑一シヤウ

いつ

いる

二483

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

だ

︽ーレ︾

十二悩8 狭い島國に育ち︑生活の安
易な樂土に平和を秘しんでみた我が

うに集らず︒

妹の置きて行きたる餌箱に

イルカ

入れて持蹄り︑茶の間の戸棚の中に

九147図

﹇海豚﹈︵名︶2

しまふ︒

いるか

何萬とも知れないいるかが︑

れ︒﹂

七553囹

か

入る

ケンメイデス︒

射

くだきたる貝殻を器に入れ

﹇入﹈︵下二︶2

五千人鯨もころした︒
い・る

國民は︑︿略V︑遊惰安逸に流れるか
たむきがある︒
﹇▽なげいる

れん

十二湖4 ︿略﹀我が國民は︑其の長
九143図

いる

てあたふるに︑これには餌の時のや

所として廉恥を貴び︑潔白を重んず
る美徳を嚢零してみる︒
十二悌5 しかし其の半面には︑物に
あき易く︑あきらめ易い性情がひそ
んではみないか︒

十二悌7 堅忍不抜あくまでも初一念

イル

を通すねばり強さが避けてはみない
﹇射﹈︵上一︶9

か︒

いる

はね上ってはおよぎ︑はね上っては

五111

︵名︶εとりいれ

いれ物次第

を八つのをけに入れさせて︑八岐の

およぎして行くのを見ることもあり
ます︒

いれ

ルカや鯨ガアル︒

ナドガアリ︑魚二似タモノニハ︑イ

﹁オソナヘノモチヲマ 七838 陸ノ獣心似タモノニハ︑︿略﹀

ユミヲイルコトガスキ

る︽イ・イヨ・イル︾

二337
デ︑︿略﹀︒

二352園

トニシテ︑イテミマセウカ︒﹂

二357園﹁モチハ︿略﹀︑イテハ
イケマセン︒﹂

イケマセン︒﹂ト︑トメマシタガ︑

二362 トモダチハ﹁︿略﹀︑イテハ いれものしだい ﹇入物次第﹈︵名︶1
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七701

﹁︿略﹀︒ ﹂ と い っ て ︑ 財 布 の 中

に手を入れました︒
︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

金をあづかって︑此の財布に入れて

七713園
來たのでございます︒

七786 信長は︿略﹀藤吉郎を草履取
︿略﹀︑おちいさんはかぼちや

から引上げて役人の敷に入れた︒

とおっしゃった︒

ほったいもは此の中へ入れるやうに
型から出す︒

かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて

時計師は︿略﹀︑大事さう
ところがリガンは︑︿略﹀︑

其の結果︿略﹀︑人を信じ
支那・印度の文明を入れ︑

三585

見テヰルウチニ︑チヂン

色モシダイニコクナツテキマ

デヰタハネモダンダンノビテ︑

シタ︒

の光にかがやきました︒

三901︿略﹀︑はごろもの色は日

モヨクニテ居マス︒

四703私ドモニ人ハ色モナリ

中村君は色が黒くて︑まるま

ると太ってゐます︒

五48

のしつくもきのことなって︑

うらの小山に秋風吹けば︑

ばん

木々

つゆや時雨が色よくそめた

のごはんのおかずにまじる︒

五307圃
れて長足の進歩を成し遂げた日本國

︿略V︑更に西洋の文明を入
民は︑賢明な機敏な國民である︒

十二搦6

を成し遂げた日本皇民は︑︿略V︒

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二搦6

人を容れる度量に乏しい︒

十二悩6

すげなくも王を内に入れなかった︒

十二719

にもとのふたガラスの中へ入れた︒

王は讃終って︑そっと手紙を 十二589

まくらの下へ入れた︒

十103

鳩に手紙を運ばせるには︑

︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせて︑其

十577

︿略﹀二人が石炭を掘崩すと︑

の中に入れるのである︒
十843

他の二人がそれをざるで運んで炭車

七947

棚につっかい棒を入れたり︑菊の鉢
に入れる︒

のぶ子さんは︑成績物が返

年の終におまとめになるのださうで

うすべにいろ・かおいろ・きいろ・き

虹の橋︒

ゑぎぬへ一筆に︑ だれがかいたか︑

と︑七つの色をならばせて︑空の

五612翻赤・黄・みどりやむらさき

んいろ・ぎんいろ・ぎんねずみいろ・

六545

いろ・うすかばいろ・うすずみいろ・

集めた液は︿略﹀︑次に藥 いろ ﹇色﹈︵名︶51 いろ 色﹇▽あか

こがねいろ・こげちゃいろ︒こんい

くわん

ろ・しろちゃいろ・ちゃいろ・つちい

︿略﹀︒

三287間ゆふべの雨でくさや
木のみどりいうますなつの
あさ︑

三583アブラゼミデス︒色ガウ
スクテ︑ヌレテヰルヤウニ見エ
マス︒

八川1

︿略﹀︒

色が美しい上に︑姿がやさし

けれども日の出や日の入に

さうして煙出から出る煙の色

かうして二三日たちますと︑

で嶢加減を見て︑かまの外へ引出し︑

八318

モ一様デハナイ︒

七867 海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︒色

金色になりますし︑︿略V︒

は︑日光が波にうつって︑水の色が

七546園

取って花たばにする︒

いので︑つみ草の時には︑誰も之を

七182

はさっとかはりました︒

之を聞くと︑頼朝のかほの色
なつみやすいものであるが︑此の邊

農業者は多く古い習慣に

では新しい知識をいれて︑︿略﹀土

十一651

地を開いて行く︒

して乾かすのである︒

品を入れて固まらせ︑機械で薄くの

十﹇534

す︒

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

十一152

を軒下に運んだりされた︒

いのが石田だ︒通してやれ︒﹂とい

七悩9 ︿略V︑清正は﹁あのせいの低
つて︑三成を入れてやりました︒
らいしん

七佃1園 それで十字だから︑うちの
屋がうのカネキを入れて︑此の頼信
紙に書きこんでごらん︒

し

八181 將軍は長四郎を大きな袋へ入
れて︑︿略﹀︑袋の口を封じて柱に掛
けた︒

八836 信吉にはおとよといふ今年十
一になる女の子があるが︑︿略﹀︑唖

ろ・どうぶつのいうとかたち・なまり
ろ・みどりいろ・むらさきいろ・るり

︿略V︑父に封して是非回忌 いろ・ねずみいろ・はいいろ・べにい
いろ

十一966

に入れてもらひたいと願ったけれど

の學校に入れてある︒

も︑︿略﹀︑なかく許してくれなか

さうしてそれ か ら 後 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

手は食物をロへ入れることを止め︑

八㎜6

つた︒

こちらを見ると︑そこでは

のきものをきてゐますか︒

足は食堂へ行くことを止めました︒

十一佃2國圃之を機械にかけて皮を

三185園この人はどんないろ

︿略﹀︑乾かしたのをそろへて

除き︑袋に入れて外國に輸出する由

八燭4

に候︒

けい
︿略﹀職工が珪砂にソーダ

マッチの箱に入れる者もあり︑箱に

みた︒

灰や石灰石の粉を入れてかきまぜて

十一梱9

入れたのを十つつ集めて包紙に包む
︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

者もある︒

八価4

集めて包紙に包む者もある︒

九787 先生も大きな箱を持って來て︑ 十一旧9

いろいろ一いろいろ
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九213

九209

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

にほひのよいのや︑色の美し

に居るやうだ︒

十悩10

いのや︑形のかはいらしいのや︑ど

らだに全く力がなくなりました︒

れを見てもどれを見ても︑一枝髪に

十︻93

租界には皮膚の色の違ひ︑

さしてみたい︒

調べテミルト︑コノヤウニイロく
かんくとこずゑをてらして

みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

九3210

フシギナ事ガアル︒

︿略﹀︑顔の色も青 く な っ て 來 て ︑ か

九1510 中デモ面白イノハ︑或動物ノ
艦色ガマハリノ物ノ色二二テヰルコ
トデアル︒

言語・風俗の違った幾多の人種が入

九162 保護色ヲモツテヰルト︑マハ
を下に投げるのか︑手もうす緑︑足

︿略﹀︑いっか夕方の色が四

リノ色ニマギレテ︑容易二陣ノ動物

十一412

交ってみるので︑︿略﹀︒

みねからすそにかけての若々

もうす緑︑帯も着物も皆うす緑︒

九342

二見ツケラレナイ︒
︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

方にた曳よつて︑向ふの山も薄墨色

九172

しいこずゑの色は︑強い日光を浴び

だ︒

だんく沖の方へ進んで行

黒い程こい緑の葉の間から︑

こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

十一847

色だ︒

十二208

其の一つくが日の色にはえてくつ
薄暗いらふそくの火のもと

きりと浮出てみるのが見える︒

十二391

で︑色の青い元氣のなささうな若い
男が靴を縫ってみる︒

十二643図イタリヤの國旗は︑︿略﹀︒
︿略V︑其の家の紋章の色なる白と赤

それから繹迦はブッダガヤ

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

十二952

コり

︿略﹀奈良の都も︑色移

な

に思をこらした︒

十二995図

り香失せて年既に久しく︑今は

︿略﹀︒

︿略﹀光の色が太陽に似
かく
て︑しかも比較的熱をともなふこと

十二宙1園

の少い電燈さへも嚢明されました︒

日本人ほどあっさりした色

や味はひを好むものはあるまい︒

十二鵬1

私ノ目ハ︿略﹀︒︿略﹀︑セ

︿略V︑毎日いろいろなごち

鳥みのあたりは︑道の

フクロフノ鳴キゴエ ハ所
ニヨツテイロイロニイヒマス︒

四415にはへいたやむしろを

四378

ならんでゐます︒

りやうがはに︑いろいろな店が

四22

びをして見せたりしました︒

そうをしたり︑さまざまなあそ

三428

ンセイノ見セテクダサルイロイ
ロナモノモ見ルノデス︒

二632

ヒラヒラシテヰマス︒

イロく いろいろ いろく
二25 イロイロナハタガカゼニ

ものすごい程青白くかはつ いろいろ ﹇色色﹈︵形状︶42 イロイロ

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同

日頃から自然の色にあこがれ

日頃から自然の色にあこがれ

しかしいくら工夫をこらして

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

﹁あ＼︑きれいだ︒あの色 十一576

に暮れて行く︒

ない︒

喜三右衛門は︑血走った目を

とに︑統一の成功を祈る希望の色と

一びき

だい所でいろいろな物を

のけると︑子ねずみが

四423

しいて︑そこへ火ばちや机や
本箱やいろいろな物がはこび出
︿略﹀︑統一の成功を祈る

漁夫の顔は得意の色に謡い

希望の色として緑を加へ︑更に王家

十二644図

して緑を加へ︑︿略V︒

かうして柿の色を出す事に成

て︑︿略﹀︒

十二801

されました︒

見張って︑しばらく火の色を見つめ
十495

草した喜三右衛門は︑程なく名を柿
右衛門と改めた︒

やうな強い香︑︿略V︑まるで春の國

＋期とりぐの花の色︑むせ返る

の紋章を配したるものなり︒

てるたが︑︿略V︒

十482

夕日を浴びた柿の色であった︒

十474

彼の頭の中にあるものは︑唯

も︑目ざす柿の色の美しさは出て來

十461

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

てるた彼は︑目のさめるやうな柿の

十457

ても居られなくなったのである︒

てるた彼は︑︿略﹀︑もう立っても居

十456

をどうかして出したいものだ︒﹂

十4410圏

て︑一面に煙ってみる︒

︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

ジヤウナ色革カハルモノモアル︒
九173

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同
ジヤウナ色ニカハルモノモアル︒
カツンヨク

九175 北國二住ム野ウサギや高山ノ

上二居ル雷鳥ハ︑夏日褐色デ︑枯
葉や土ノ色二似テヰ ル ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九177 又︿略﹀︑何時デモマハリノ
物ノ色ガカバレバ︑間モナクソレト
︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

似等色ニカハルモノモアル︒
九178

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ
篭池口引ルモノモアル︒

九1710例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二
居ル二目緑色デアルガ︑枯木二移レ
バ枯木二二タ色ニナル︒

九185 桑ノ木旧居ルエダシヤクトリ
ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ
リデナク︑︿略﹀︒

九197 シカシサラニコレヨリモ色ヤ
形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二
産スルカマキリノ一種デアラウ︒
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いろいろ
いろいろ

とび出しました︒

四461 ︿略﹀ふきさうちがすんで︑

すっかりいろいろな物をもと
の所へなほしたら︑夕方近くな
りました︒

らいろくな反物や帯地をかついで

五247 小ぞうさんたちは︑土ざうか
來て︑お客の前につみ上げます︒

でも︑氣候がよくて︑其の上地味が

八677囲︿略﹀︑此の州は合衆國の中
肥えてゐますから︑いろいろな農産
物に富んでゐます︒

軍隊や︑裁判所や︑尊爵と

のつきあひや︑其の他いろくの費

八801園
用になるのです︒

いろく

八924 先生はいろくな事を信吉に
わたしもく略﹀︑

話して聞かされた︒

あるので︑︿略Vことは到底出來ぬ
事であった︒

此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

いろくの困難ををかして︑遠い虜

十545

まで使者の役目を務めると聞いては︑

飛行機の不時着陸地鮎を知ら

誰でも驚かない者はあるまい︒

十582

せたり︑︿略V︑いろくに利用する

かういふ鮎から︑いろく

事が出來る︒

十桝1園

の美質をもつてみることをよく見定

九264園

の差支があって︑野馬が望遠ずにし

める︑土手をつく︑いろくの工事

ひ
五713 土を掘る︑石を運ぶ︑樋をう
に︑村の人は普請方のさしづをうけ

ねぢは驚いてあたりを見廻

したが︑いろくの物音︑いろいろ

十二529

の物の形がごたくと耳にはいり目

にはいるばかりで︑︿略＞Q

ろいろの物の形がごたくと耳には

十一一529 ︿略﹀︑いろくの物音︑い

周園の壁やガラス戸棚には︑

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

あのいろいろの道具︑

いろくな時計がたくさん並んでゐ

十二538

る︒

十二545園

く︑自分よりはえらさうである︒

地目の中の薄緑に染めてあ いろいろ ﹇色色﹈︵副︶27 イロく

︿略﹀︑どれを見ても自分よりは大き

めて︑あの青年をやとふことにした

十一365

のです︒

まった︒

社長さんが銀行の頭取にな

くの手違から︑銀行が破産しなけ

いろいろおせわになり

しやうや

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑村

庄屋は村の者にいろく言つ

︿略V︑封書には︑いろくこ

七406国

海藻ニハイロくアル︒

後便に又いろく申し上げ

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ車上立ツノハ︑私ドモ

六95園池ニハイロ︿アリマスガ︑

み入った事が書いてあります︒

五933

︿略﹀︒

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

五736

︿略﹀と思った︒

のことをいろくと考へたすゑ︑

五691

いろく

三442園

いろいろ

を用ひて物品を責呈し︑其の他いろ
しかしこれらの物は︑︿略﹀︑

くの用を薫じてみる︒
十一791

其の他いろくの愛楽がある︒
隣の室では︑︿略V︑ガラス

器にいろくの模様をつけてみる︒

十一悩8

七854

時の町奉行は︿略﹀︑いろい

ませう︒

見ると︑それみ＼違った面白い習性

八362

又いろくの鳥を注意して
をもってみるので︑︿略﹀︒

十月ー08

ました︒

くの印がついてみる︒

ぼんやりいろくの事を考
へてみるうちに︑︿略﹀︑向ふの山も

十一411

るのがく略﹀︑それから次々という

火縄一本の煙草ぼんのまはり

小僧一人だけ自由に室内に

薄墨色に暮れて行く︒

十一693

出入させて︑いろくの用を足させ

温田が農具小屋から︑鍬・シ

た︒

いろいろの珍しい高山植物

其の外にもいろくの理由が

我我はこれらの貨幣や紙幣

ヤベルなどいろくの道具を出して
九9210園

十315

ムイテヰル︒

ンナ事ヲスルノハ︑選塞・ノ趣意ニソ

ノ三二︑︿略﹀スル人モアルガ︑ソ

九尊6園世間ニハ︑イロ︿ノ事情

はれない美しさです︒

が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい

九967囹

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

僕今夜はいろくの事をお 十一779

來た︒

九785

話が出る︒

には︑人の山が出身て︑いろいろの

九662

ればならぬ事になった︒

つてからちゃうど十年目の秋︑いろ

九536囹

てはたらいた︒

五97一 ブダウニハ︑マダイロ︿ノ
︿略﹀︑此の外に中央郵便局の

種類ガアルトイヒマス︒
五棚7

分室もあれば︑爾飢民や︑いろく
．の士買店もあります ︒

六101鞍上や銀点︿略﹀︑其ノ外イ
ロ︿ナカザリ物ニナリマスガ︑
︿略﹀︒

六791 いろくな曲すべりをやる者
もあり︑ころんでばかりみる者もあ
る︒

七793 海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ
ザマノ植物モ生口テ居ル︒

八298 或日炭を焼く男が太郎のうち

へ來て︑みうりのはたでいろくの
話をした︒

本人がたくさんみて︑いろくな商

八657団 サンフランシスコには︑日
責をしてゐます︒

いろづきかく一いわ
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﹇色付﹈︵五︶2

けたるはぎ茂れり︒

十佃9圏國
︽ーイ︾

いろづ・く

當地に御住まひの頃度度

ろ調べますが︑どちらも實母だとい

参上致し︑大兄と共にいろく御話

色づく

どれを見ても︑枝といふ枝

すど
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な

十二206

の木の葉は目立って色づいた︒

八13此の間二三度降った雨に︑山

ひはります︒

眞淵はもう七十歳に近く︑

を承り候事など︑今更のやうに思ひ
出され候︒

八425 しばらくして︑其の中のおも

立つた者が出て︑いろくおわびを
十﹇7310

何が出來るであらうかと思

勇壮なものはあるまい︒

が︑昔から此の島國で荒い浮世を知

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

五624韻

り

あのあざやかな色どりも

しだいくにうすくなり︑ 小山の

話をした︒

り︒

十656図

三人はみうりを圏みて坐せ

みうりの火は次第におとろ

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ

十656図

すが如し︒

十673図主人は三本の鉢の木を切り

てるうりにたきぬ︒

いろりび ﹇囲炉裏火﹈︵名︶2 みうり

みうり火はとろく︑外は

六498囲みうり火はとろく︑外

火

ふゴき
は吹雪︒

六506圃

﹇岩﹈︵名︶15 岩

吹雪︒

いわ

うちよせて來る波は︑岩をか

︿略V︑タヒ・アナ

み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

六197

魚類ニハ

と引いて行きます︒

ゴ・ハモナドノヤウニ︑岩ノカゲヤ

七802

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居

海藻ノ間ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

唐物ヲ洗ツタリフイタリスル

モノデ︑︿略﹀︒

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス

七877 タ．・ハナレナイヤウニ︑岩ナ

二取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

時二使フ海綿モ︑ヤハリ海ノ底ノ岩

七833

タラ決シテハナレナイ︒

トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ

七816

リ︑カキヤアハビハ岩ニツイテヰル︒

いろはにほへとく略V︹第五 七815

1

アル蝶ノ下灘ハ美シイ色ドリガアル
ヤウナモノデアル︒

いろはにほへとく略V︹いろは︺

四515

ろはにほへとく略﹀

巻付録参照︺

色目

身には色目も見えぬ破れ衣

﹇色目﹈︵名︶1

みうり

みうりのはたに縄なふ父は

﹇囲炉裏﹈︵名︶5

土日炭を焼く男が太郎のうち

へ來て︑みうりのはたでいろくの

八297

すぎしいくさの手がらを語る︒

六502圏

いろり

とには意志の強さが現れてみる︒

をまとひ︑︿略﹀︑きっと結んだ口も

十二価2

いうめ

い

九212例ヘバ︿略﹀︑金味や悪臭ノ

アルガ︑裏ハ︿略﹀︒

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ

十二766 まぐろを取る方法はいろ 方はもう見えぬ︒
九191 又沖縄日産スル木ノ葉蝶ハ︑
くあるが︑だいぼう網で取るほど

ちに垂付のコップになった︒

つてみると︑いろく扱ってみるう

十一旧10

十一907園 暦を見れば︑まだいろ りになってみる︒
いうどり ﹇彩﹈︵名︶3 色ドリ 色ど
く大切な事がわかる︒

下に聞えた老大家︒

いろくりっぱな著書もあって︑天

致しますと︑︿略﹀︒

九158 多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

イロく珍シイ事ガアルノ脈石ガツ
ク︒

九214 動物ノ形や色デモ︑注意シテ

調べテミルト︑コノヤウニイロく
フシギナ事ガアル︒

兄に向ひて︑いろくと星の説明を

九851図 信吉は夏休にて詰り居たる
求めたり︒

九欄2 職地ではいろくつらい事も

さていろくと思案したあ

げく︑︿略﹀着手したのであった︒

十二価8

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

あったが︑戦場をかけ廻るのは︑北
ゆ
風にとって愉快な事であった︒

く承り申候虜︑先生には何時も御

本日突然上田君に出會

九稲9國國村の方々は︑朝に夕にい
ろくとやさしく御世話下され︑

十二協1上層

﹃︿略﹀︒﹄と︑親切におほせ下され候︒

らずに過して干たことが︑其の主た

其の原因はいろくあらう

十667圏私はもと鉢の木がすきで︑

るものであらう︒

十二燭9

いろく集めた事もありましたが︑

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十164團久々で皆様といろくお話 牡健の由︑何よりのことに御座候︒

︿略﹀︒

らう︒

十789囲 お知らせしたい事はまだい 十二柵9 我が暴民の長所︐・短所を敏

ろくありますが︑大分長くなりま

﹇色付掛﹈︵下二︶1

御庭の此所彼所に︑下葉の色づきか

十43図御殿は質素なる平屋にて︑

色づきかく ︽ーケ︾

いろづきか・く

したから︑今日は此のくらみにして

先に立つたにいさんが︑

置きます︒

十棚9

﹁︿略﹀︒﹂と︑いろく説明して下さ
る︒

167
いん
いわい

十251 一そうの船が︑俄の嵐におそ
はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

人許の船員がすがり附いて︑聲を限

十253 岩の上に残った乱雲には︑十
りに救を求めたが︑何のかひもなか
つた︒

を致したいと存じます︒

十㎜6図

元帝歎じていはく︑﹁文天

祥は眞の男子なり︒﹂と︒

いはほ

いはく

とほすは水の力なりけ

器にはしたがひながら︑

﹇巌﹈︵名︶1

十973図

天皇きかずしていはく︑
こうはん

ぎやうかい

福田行誠かつて鐵眼の

かつて自らいはく︑

りき︒其の言にいはく︑﹁︿略V︒﹂と︒

十一79図
﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一欄7図

たけ

事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒
みかつち

十二63図園時に天照大神の使者建

るやう︑︿略﹀︒

ソノ上イハヤニコモツテ

いわや ﹇岩屋﹈︵名︶一 イハヤ

ヰマシタカラ︑ナカナカタノーヂ

ニ724

︿略V︑路をさへぎつて立つ

﹇岩山﹈︵名︶3 岩山

スルコトガデキマセンデシタ︒

いわやま

岩山に︑︿略﹀穴を掘ってみる僧が

十二脳10

あった︒

岩山を掘抜き︑萬人の爲に安全な路

十二価10 ︿略﹀︑一身をさ＼げて此の

出亘る氣つかひはないと見

十勝川の流域一帯の廣野は

すものは帯廣の町である︒

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

十﹁626

いわゆる ﹇所謂﹈︵連体︶1 いはゆる

はどうにか出來さうである︒

くびつてみた岩山の掘抜も︑これで

十二柳8

を造ってやらうと︑︿略﹀︒

﹁大神の勅にいはく︑﹃︿略﹀︒﹄と︒

大國主命答へていはく︑

御雷命懸の地に來りていふやう︑
十一一66図

いはざる

一匹は目に︑一匹は口に︑一

﹇言猿﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂

五372

いわざる

匹は耳に手をあててゐます︒見ざ
る・いはざる・聞かざるといふのだ
さうです︒

せん︒

其のいはれで︑︿略V勲章

たとひ親子の者がうゑ死を

いはれなく金をもらはうとは思ひま

するやうなことがあっても︑人から

七735圏

に︑金の鶏をおつけになったのだ︒

五198囹

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ いわれ ﹇謂﹈︵名︶3 いはれ

イワシ

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七79図

あれは岩手山だ︒南部富士

﹇岩手山﹈︹地名︺1

九7310園

山

︿略﹀︑張型範︑文天皇に説 いわてさん

狂人又なじりていはく︑

岩手

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二心イ所

七797

敵丁張弘範如何にもして之 いわし ﹇鰯﹈︵名︶2 イワシ

﹁︿略﹀︒﹂と︒

孔子は正義の念強き愚な

八佃1團又まことに申しかねますが︑

イハフ

十一67図

います︒

﹇祝﹈

︵五︶一

當轟轟の歌を一首いたゴきたうござ
いわ・う
︽ーッ︾

り︒

いわく

﹇日﹈︵名︶15

いはほをも

八817図圃

いわお

イヲイハツタノデス︒

十271 岩の附近は波がいよく荒れ 四96 キノフハ日本閑中ノ人
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ
くるふ︒

十274 打ちよせる大波︑打返すさか
波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の
或日︑︿略﹀︑たき火をして

口に呑まれようとす る ︒

十849園
みると︑そばの黒い岩に火がつき︑
煙をあげて燃出しました︒

ほん

﹁︿略﹀︒﹂と︒

十851囹 驚いて調べてみると︑あた 十972図 其の友之を止めていはく︑

だいや

岩打つほとり︑︿略﹀︒

りは同じ眞黒な岩ばかりでした︒
ふたら
十川1精通 二荒の山もと 木深き虜︑
大谷の奔流

を降らしめんとし︑文天雷に命じて

十二442 ︿略﹀急流の岩に激し︑荒 十985図
波の岸にくだけるやうな調に︑三人

天祥固くこばみていはく︑

いはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十992図

きていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十989図

﹁︿略﹀︒﹂と︒

十986図

の心はもう驚と感激で一ぽいになつ
なかつ

豊前の中 津 か ら 南 へ 三 里 ︑

て︑︿略﹀︒
ぶぜん

十一一悩1

激流岩をかむ山郭川を右に見て︑川
沿 の 道 を た ど っ て 行くと︑︿略﹀︒

いわい ﹇祝﹈︵名︶3 祝εおいわ

つた乃木大鑑が︑終生忠誠質素でお

八柵1此の父母の下に︑此の家に育

し通して︑武人の手本と仰がれるや

いん ﹇印﹈︵名︶←ひづけいんおうなつ

あることである︒

いはば

といはれるだけあって︑ちよつと形
﹁︿略﹀︒﹂と︒

﹇言﹈︵副︶1
︿略V︑

うになったのは︑まことにいはれの

い︒おいわいび

天汚いはく︑﹁︿略V︒﹂と︒いわば

が似てみるね︒

くたけるが新しい家を造って︑人々

十9910図

十一一441

如何にもものすごい︑いはば音怪な
しばふ
物の精が寄集って︑夜の芝生にをど

一轄すると︑今度は

五422 お着きになりますと︑間もな 十994図 天祥いはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒
十㎜4図
と︒

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

天五刑せらる＼にのぞみ︑

をあつめて︑其の祝をしました︒

たので︑︿略﹀︑ほ ん の 心 ば か り の 祝

八佃6国 父が今年八十八になりまし

いん一いんりょうすい
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﹇員﹈︵名︶3さんじかいいん・じ

むいん・しゅうぎいんぎいん・じょう
りくいん・つうしんいん・でんれいい
ん・とくはいん・のりくみいん

いんさつ

﹇印刷﹈︵名︶4

印刷

十一㎜9図︿略﹀︑此の度は製版・印
されば珍しき事件の起り

刷の業着々として進みたり︒

十ニー46図
く嚢落することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

こうそいん・だいしんいん

いん ﹇院﹈︵名︶1 院←いちいん・

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明
の利器を用ふるを以て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑機械は電力により

殊に驚くべきは輪轄機の

讃者に配布せらる＼か︒

十ニー87図

能力なり︒︿略﹀︑＝塁よく一分間に
四百五十枚を印刷すといふ︒
但し大新聞にありては︑

比較的早く印刷したるものをば地方

かく

十一一191図

たく

印刷部

さて編輯部にては刻々集

﹇印刷部﹈︵名︶2

版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒

かう

り來る原稿を選澤整理し︑糟書丁寓
印刷部にては直に所要の

眞等と共に之を印刷部に送る︒

十五ー74図

印度﹇▽きた

これらの製品は我々の使ひ料

下塗から輸入し︑︿略V︒

にもなるが︑又支那・印度其の他の

十884

東洋諸声へ輸出される︒

支那・印度の文明を入れ︑

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二鵬6

︵名︶1

を成し遂げた日本國民は︑︿略V︒

インドしなはんとうあたり

米は我が國でずるぶん多くと

印度支那半島あたり

れるが︑︿略﹀︒それで︑印度支那半

十867

印度洋

海を分けて太平洋・大西

︹地名︺2

島あたりから年々輸入してみる︒

七16図

インドよう

七3図

印度洋

洋・印度洋とし︑陸を分けて︑︿略V︒

しやう

十二10雲気

庄

のです︒

ナリ︒

﹁主上はや院庄に入らせ

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

アリテハ︑金鑓ヲツヒヤシテ︑水ヲ

九43！0図

飲料水理不自由ナキ土地ニ

其の雨水がまた大切な飲料水となる

九78國水の乏しい此の島々では︑

料水

いんりょうすい ﹇飲料水﹈︵名︶3 飲

給ふ︒﹂

ゐんのしやう

ゐんの
リンカーンが七歳の時︑一いんのしょう ﹇院庄﹈ ︹地名︺1 院

イン

＝塁よく一分間に四百五十枚を印刷

ディアナ州

︿略V︒

インド

印度のヒマラヤ山は世界一
印度の國はいたってあっう
しかして︑綿は印度より︑

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

九442図

九198

し︒

砂糖はオーストラリヤより足る仁多

七85図

ございますので︑︿略﹀︒

六894圏

で︑︿略﹀︒

六76園

インド・らんりょうひがしインド
いんど

いんど
︹地名︺7 印度

家はインディアナ州に移ったが︑

十一9410

︹地名︺一

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷

印

インディアナしゅう

りて校正部に廻す︒
印刷機
けい
校正終れば紙型に取り︑

﹇印刷機﹈︵名︶！

刷機にかく︒

いんさつじゅつ
刷術

﹇印刷術﹈︵名︶2

更に之をもととして鉛版を造り︑印

十ニー77図

いんさっき

すといふ︒

て働き︑印刷も切断も人手を要せず︑

十一一185図

十ニー74図

︿略﹀︑相當に名ある新聞 いんさつぶ

しが︑︿略﹀︒

いんぐわ

十割ー58図

十二892 かうして其の院で可決すれ
陰

さうして陰に陽に仕事のじ

﹇陰﹈︵名︶1

ば︑其の案を他院に移す︒
いん
十二⁝川1
﹇因果﹈︵名︶1

やまをする者も少くなかった︒
いんが

八876山踏は三年ぶりに此の子にあ
ふのでございますが︑何のいんぐわ
で︑ひさしぶりに露つた私に︑一口
も口をきくことが出逢ないのでござ
︵ 名 ︶ ﹇ ▽ こいんきょさま

いませう︒
いんきょ

イングランド ︹地名︺一 イングラン
ド

ち

︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

時代にありては︑唯をりく興味あ

イギリスの國旗は︑︿略﹀︒十ニー47図

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

十二6110図

ランドと合するや︑白地に赤十字の

︿略﹀︑先づイング ラ ン ド と ス コ ッ ト

されど人智の進歩と印刷

き︒

にして遊戯的なるものに満足すべく

術の直達とは︑何時までもかく軍純

十ニー49図

徽章ある前者の國旗と︑立地に斜白
十字の徽章ある後者の國旗とを合し
て一旗となし︑︿略﹀︒

イングランドスコットランドアイルラン

もあらず︑︿略﹀︒

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

十二618図 元來イギリスは︑イング いんさつ・す ﹇印刷﹈︵サ変︶3 印刷

ドさんごく

す︽ーシ・ース・ーセ︾

ハラヒテ水ヲ買フ︒

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

ランド・スコットランド・アイルラ

所ニチハ︑一手桶何程トイフ代償ヲ
綿花は主に印度やアメリカ合

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

十881

十ニー61図

然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑

ンド三國の合同して成れる上家にし
て︑︿略V︒
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う

2

う

陶つ

あした

二十日目月は上りぬ︒退

と頗る急なり︒

も︑秀吉の軍は︑︿略﹀︑追撃するこ

却軍は少しく之にたよりを得たれど

十一281図

得ば︑夕に死すとも可なり︒﹂

ゆふべ

﹃二人の我が子それ 十一74図園 ﹁朝に道を聞くことを
大玉答力

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒

九424図心囹
これぞ武門の面目︒﹄と︑
あり︒

得ラルレバ償ナク︑得ガタケレバ償

九二4図同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ

エヂソンの獲明せるは

を作りて實験せしに︑豫想以上の好

十二餌3図彼は直に竹を以て炭素線

結果を得たり︒

く略V極めて多く︑アメリカにて特

十二掴10図

︽ウ︾

許を得たるもののみにても其の数實

ウ う

に千鯨に及ぶ︒

う ︵助動︶鵬

一462 オバアサンガモモヲキラ
ウトシマスト︑モモガニツニ

ワレテ︑︿略﹀︒

ニー37木ノエダニ︑コトリガ

﹁先に壼がきたる檜︑

何となく物足らぬ所ありて氣にか＼

十一4810図園

︿略﹀︑身のはたらき自由ならず︒正

國得たりと︑力足をふん張りてはね

十一3010図清正刀を抜かんとするに︑

九個8図例ヘバコ・一斉ツノ石アリ

かへさんとせしが︑︿略﹀︒

アルナリ︒

トセヨ︒ソレガ︿略﹀︑タヤスク得

︿略﹀︒

おん
此所では女の先生が︑生徒に五十音
ラレザル物ナリトモ︑用ヒヤウナケ

唖の学校

の爽音を教へてるられた︒﹁い﹂を
レバ︑誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタガ

第二十二

﹁う﹂と間違へたり ︑ ﹁ う ﹂ を ﹁ え ﹂

ツテ償アルコトナシ︒

八937

よく︑何度もく教へてるられた︒

こん
と間違へたりするのを︑先生は根氣

十一櫛5図

︿略﹀︑葺く各地をめぐり

て資金をつのること数年︑やうやく
すなはち喜捨せる人々に

にして之をと＼のふる事を得たり︒

十一旧8図

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

のさき

此の時事代主命はすなど

く救助の用に當てたりき︒
ほ

りのため美保崎といふ虜にありし

み

十一一610図

が︑使を得て急ぎ錦り︑父君に申す
やう︑﹁︿略﹀︒﹂

ツテヰマセウカ︒

ニー97 コチラノクライモリノ
中ニミエルノハ︑ドコノウチ

ノアカリデセウ︒

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

二206園ユフベカゼガブイ二二

サガシテミマセウ︒

二217圓﹁ソレデハムカフニ木
ガアリマスカラ︑アノ木ノ下

﹁︿略﹀︒大キナスズヲネ

ヘイツテミマセウ︒﹂

二292園

コノクビ ニツケテオイテ︑ソ
ノオトガキコエタラ︑ニゲルコ

アゲマセゥ︒﹂

二352囹

アル日トモダチニユミ

ニハナニヲ

の地績にあらざることは︑此の探検

十二827図樺太が離れ島にして大陸

一ド十三パウチオト

十バトマツテヰマシタ︒人ガテ

カクノ如ク物二債アルハ︑

りしが︑東宝へ下る路すがら︑箱根

九452図

シマシタ︒聖心マダナンバトマ

ツパウデ︑

︿略﹀︒

山中にてよき枝ぶりの檜を見て︑其

唖の学校

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

の意を得たれば︑かき添へんために

第二十二

おん
此所では女の先生が︑生徒に五十音

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

十研1圏囲男ばかりの御兄弟の中に︑

︿略﹀︑勾践此のうらみ忘れ

婦りしなり︒﹂

の嚢音を教へてるられた︒﹁い﹂を

此の度始めて妹を得られ三園︑御前
く略V︑勾践は呉に捕へられ

こん
と間違へたりするのを︑先生は根氣

十鵬8図

しが︑︿略﹀︒

ぬ︒後からうじて鋪号することを得

十偽6図

様の御喜さぞかしと察し申し候︒

﹇ 卯 ﹈ ﹇ ▽ つ ち の とう・みずのとう

よく︑何度もく教へてるられた︒

﹁う﹂と間違へたり ︑ ﹁ う ﹂ を ﹁ え ﹂

八938

う

う ﹇雨﹈←だいぼうふうう・ぼうふう

︽ウ・エ︾

報復の計を立て︑再び呉と職ひて遂

がたく︑萢轟といふ忠臣の助を得て

得

船もきしに横づけにすることを得︒

しかも遂に志を達するこ

に之を亡しぬ︒

十一58図

とを得ざりしかば︑老後は専ら力を
教育と著述とに用ひたり︒

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二備1図初め彼は紙に炭素を塗り

﹁オ年ダマ

トニシテハドウデセウ︒﹂
集録したるものにして︑最もよく此

二332園

によりて略く知ることを得たれども︑

八972図 天守閣ニハ棟ノ両端要点ノ

の大聖の面目をうかゴふを喜べし︒

十一65図論語は︑曽参と有恩との

シヤチホコアリ︒︿略﹀︑遠ク敷里ノ

︿略﹀︒

外ヨリ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

ボルコトヲ得︒

五十里︑小舟ハオヨソ九百里サカノ

八198図 汽船ハ河ロヨリオヨソ四百

れざるを得ざることとなりぬ︒

七333図 こ＼に武士と獅子とはわか

七78図 楽章は︿略﹀︑いかなる大

﹇得﹈︵下二︶24

う
う

つ一つ

つ一つ
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モチヲマトニシテ︑イテミマ

ノジマンヲシテ︑﹁オソナヘノ
セウカ︒﹂トイヒマシタ︒

二486園 オヂイサンバ︿略V︑﹁花
サカヂヂイ︑花サカヂヂイ︑カレ木

二花ヲサカセマセウ︒﹂トヨン

え︒﹂

三196園

どんなかほをしてゐま

まはして︑何をしてみるの

三528園﹁おい︑長いさををふり

すか︒﹂﹁かほぢゆうひげだらけ

だ︒﹂﹁星を二つ三つはたきおと
あるとき︑︿略﹀︑たうふう

さうとしてるるのだ︒﹂
三554

です︒﹂﹁それではてもあしも

あれはいまにさを竹に

ないでせう︒﹂﹁はい︒﹂

三271
でもなるのでせう︒

へるがとびつかうとしてゐま
かへるはやなぎのつゆ

がく略﹀︑池のはたを通ります
と︑しだれやなぎのえだへ︑か

三556

す︒

デアルキマシタ︒

がくかう

U15医﹁ソレナラ︑ソンナニス 三306圏囹 ︿略﹀︑ ﹁さ︑いきませ
う︒﹂ときやうだいは
さしていそぎゆく︒

︿略V︑何べんも何べんもとびつ

を虫とでもおもったのでせう︑

ころへきました︒まはりつこを

かうとします︒

三378園小二郎﹁又わかれ道のと

ゥードニノンデハイケマセン︒
してみませうか︒﹂
︿略V︒

ダンダンテカヨ

アンナ一︑一トン

ユクワイダラ ウ ︒

オ日サマニ︒

ウキガ︒
ル
ダラ

三5一 ハヤクカホヲアラツテ︑
ニイサント シヨニオサラヒヲ
シマセウ︒

三9一 ヒヨコハ︿略﹀︒タベモノ

それではあしのゆび

クチバシデ︑トキドキヂメンヲ

デモサガスノデセウ︑キイロイ
ツツキマス︒

三164園

のなをしってゐますか︒﹂﹁お
なじことでせう︒﹂﹁まあ︑いって
ごらん︒﹂

三187園この人はどんないろ
のきものをきてゐますか︒﹂
﹁あかいきものをきてゐます︒﹂
﹁それではをんなでせう︒﹂﹁いい

ころへきました︒まはりつこを

おち︑とんではおち︑何べんも

トイツテ︑アヒテニシマセン︒

ト︑﹁オ前ハケダモノダラウ︒﹂

おばあさんが﹁ふみ子も

こんやはきっとあちらでこの

三797園

月を見てゐませう︒﹂と︑︿略﹀

おっしゃいました︒

﹁今日はまあ︑何といふよい

三826園むかし一人のれふしが

みほの松原を通りました︒

お天きだらう︒﹂といひながら︑

﹁︿略V︒ひろって家のたか

らにしよう︒﹂といって︑持って

三847

かへらうとしますと︑見たこ
ともない美しい女が來ました︒

﹁いやいや︑おかへし申し

三878園おれいにまひをまひま

せう︒

たら︑まはずに空へお上りに

三887囹

なりませう︒﹂﹁いいや︑天人はう

白ウサギハ︿略﹀︑イマ

う︒﹂正﹁はい︒﹂

一

四298 さうなったら町はどんな
にべんりになるでせう︒
四327園 父﹁ごむまりをかべに
なげつけると︑はねかへるでせ

ヒマシタ︒

コロデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテワラ

足デヲカへ上ラウトイフト

四154

ナカマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒

モ白カラウ︒﹂トイツテ︑ スグニ

ワニザメハ﹁ソレハオ

ノセミモコノ中ニヰルノデ

ガコシラヘテヤラウ︒

三764園又鳥ノ方へ行キマス

四133圏

そをいひません︒﹂

せう︒

三615囹

たから︑かったのでせう︒

三655園五郎さんの舟には︑て
ふてふのせんどうさんがのつ

見る人になりませう︒﹂

みよ子﹁私はかちまけを

三612囹又はしりくらをさせま

も舟をながしてあそびませう︒﹂

三61！園二郎﹁三郎さん︑又今日

セウ︒

ウルサイホドナイテヰマス︒ア

三602今ニハノ木ニセミガ

何べんもとびつかうとします︒

うらしまさん︑このあひ

つ
うらしまはく略﹀︑おとひ

ニ ニ
車ガトマリマシタ︒車ヲヒイテ

ニナツタノデセウ︒

ハトリガナキマス︒モウオヒル

三515ドコカヲカノ下デ︑ニ 三697圏 ソノウチニ︑ニイサン

ノデセウ︒

キタ人ガベンタウデモタベル

三508 今ソノミセノマヘ

ませう︒﹂といひました︒

すから︑もうおいとまにいたし

めに﹁︿略﹀︒あまり長くなりま

三444圏

れていって上げませう︒

そのおれいにりゅうぐうへ

だはありがたうございました︒

三417園

ませう︒

してみませうか︒﹂正一﹁してみ

二713囲 アレアレアンナニ ヒカ 三381園小二郎﹁又わかれ道のと 三558 かへるはく略﹀︑とんでは

︿略V︒﹂

ヤクナホリマセウ︒﹂﹁イイエ︒サ

コシヅツノマナイデ︑モツトタ
クサンオアガリニナツタラ︑ハ

一一
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つ一つ

四622

一人のくわんちよが其の

下に立って︑まねいて居ます︒

さをの先の扇をいよとい
ふのでせう︒

がとけはじめたのだらう︒﹂と
いふことでした︒

四856圏ダイリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人
叩合デセウ︒

足のゆびをくひきられました︒
どんなにか鳴いたのでせうが︑
カザツテアルノデセウ︒︿略V︒﹂

オ花﹁クワンヂヨノリヤウワキニ

持ツテ居ル人ハ何デセウ︒﹂

四861園オキク﹁︿略﹀︑弓や矢ヲ

うちのものは朝までしらず

四686 ︿略﹀︑あるばんねずみに

に居ました︒

四904圏

ノデセウ︒﹂

四96呈すけつねもく略﹀︑まくらも

とび
﹁これは鶏だよ︒︿略﹀︑鶏

しましたが︑ほんたうの死人だと思

つたのでせう︑其のまま行ってしま

五178園

ひました︒

が下りて來て︑﹁どんなにこはかつ

五991園此の時︑木に上ってみた者

のついてみるわけは知ってみるだら

なみくの者なら︑﹁あっ﹂

う︒﹂﹁い㌧え︒﹂

五438

たらう︒僕は木の上から見て︑びく

とさけんで死にませうが︑たけるも
熊襲のかしらだけあって︑﹁︿略﹀︒﹂

くしてるた︒︿略﹀︒﹂

﹁私どもの村では︑どうし

﹁さうです︒新田が大へん

といひました︒

る︒︿略﹀︒﹂

五673園

﹁そんな大きな池がいるだ

﹁用水池には大きな鯉が居

て池を掘らないのでせう︒﹂

五677園
ませうね︒﹂

五718園

らうか︒﹂と言って︑首をひねる者
もあったといふが︑︿略﹀︒

親のほねをりが子の時になつ
てあらはれたのであらう︑あの家に

五781

はよい事がつゴいて︑身代は前より

フサくト下ツタウスムラサ

もよくなった︒

五964

キノ實ハ︑美シイ玉ノヤウニ見エマ
熊が來て︑からだ中かぎまは

ス︒モウアマクナツテヰマセウ︒

五986

昨日までに二山出來て︑もう

六47園

﹁にいさん︑富士山はまつ

﹁朝晩めっきり寒くなった︒

う︒

庭の菊も白い花びらに赤みが

さして來た︑霜にあたったからだら

六266

ト思ヒマス︒

テ︑モツト役二立ツ物ハ鐵デアラウ

六116囹 ︿略﹀︑モツトタクサンアツ

ハ鐵デアラウト思ヒマス︒

タクサンアツテ︑モツト前置立ツ物

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑モツト

六115園ナルポド︑銅ハタクサンア

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六97二面ニハイロくアリマスガ︑

は降ってみるかも知れない︒︿略﹀︒﹂

白でせうね︒﹂﹁さうさ︑中ほどまで

高い山はもう雪だらう︒﹂
ふ じ

六48園

ませう︒

今日︿略﹀︑三つ目の山は出來上り

三つ目の山が出來か㌧つてゐます︒

六36

稻を作りませう︒﹂

よく出來ました︒來年もやはりあの

カウ毎日降ル雨ハドウナツテ 六15医
﹁︿略﹀︒あのたんぼの中に︑

シマフノデセウ︒

五506
五638圏

ちょっとした森があるだらう︒あれ
は神明様の森だが︑︿略﹀︒﹂

母は泣きながら二人 五648園 ﹁神明様のこちらにある白

四688 きずを見てやらうと思 四865園 オキク﹁五人バヤシノ 一
番右二居ル人ハ何ヲスル
つて︑私がかごの戸を明けま
すと︑山がらはく略﹀うらの山

の中にあるのだらう︒あれは製綜工

壁造の家は工場ですか︒﹂﹁あの青田

へとんで行ってしまひました︒

の子どもに︑﹁何といふくやし

との刀を取っておき上らうと

くんしやう

﹁をぢさん︑勲章がふえま
し
一番こっちは金鶏勲章でせ

場で︑女工が四百人も綜を取ってゐ

い事だらう︒︿略﹀︒﹂といひまし
が

四698 ︿略﹀︑今でも山がらのこ

そ

四918 曽我兄弟は︿略﹀︑早く強

た︒

ゑをきくと︑まだあれが生き
て居るだらうか︑足のきずは
どうしたらうかと思はないこ

くなって︑かたきを取らうと

四698 ︿略﹀︑今でも山がらのこ
ゑをきくと︑︿略﹀︑足のきず

しました︒

とはありません︒

はどうしたらうかと思はない

心がけました︒

ことはありません︒

しで︑こちらへ着いたのださうです

四716私ドモハ何ト何デセウ︒五58 何でも汽車に二日二ばん乗通
今の村長さんも子ども

から︑何百里かはなれてみるのでせ

四768

う︒

﹁よし︒其の大蛇をたいぢ

い人でした︒あのうちは此の

う︒﹂

したね︒

五173囹

れ︒﹂とおいひつけになりました︒

してやらう︒強い酒をたくさんつく

五105園

の時からすなほで︑なさけぶか
上よくなるばかりでせう︒
四814園く略V︑河を見たら︑たい
そう水が出て居ました︒﹁此の

よいお天氣に︑どうしたので
せ う ︒ ﹂ と た つ ね ましたら︑︿略﹀︒

四817囹く略V︑﹁河上の方で雪

つ一つ
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へてみる萬じゅがよからうと申し出

こまってみる所へ︑．御殿に仕

た者がありました︒

六292園 ﹁何で笑った︒﹂﹁だって分 六514
つて︑大ぜいしてか＼れば︑あなた

翌日頼朝は念じゆを呼出し

ツタ物デス︒︿略﹀︒﹂

﹁其ノキレイナモヤウハ︑
﹁︿略﹀︒

コレゴラン︑表ダ

ドウシテツケルノデセウカ︒﹂

六766園
六772圏

ケデ︑ウラノ方ハ染メテナイデセ

ほうびはのぞみにまか

此ノ帯ハ︒﹂﹁ソレハメリンスデ︑絹

腰に小さなふろしきつつみをむすび

つけてみる︒

七533圏私は年中航海をしてみるも

のですから︑少し其のお話を致しま

私は年中航海をしてみるも

す︒皆さんは海を御存じでせう︒

のですから︑少し其のお話を致しま

七534園

皆さんのうちには︑大きく

大ぜいの人々が口々に人夫を

︿略﹀一人の男が︑人夫と

いよくない時には︑川の

人夫は之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と

たとひ親子の者がうゑ死を

するやうなことがあっても︑人から

七735園

いって︑錦らうとしました︒

七707

かくごをして來たのでございます︒

中へとびこんで死んでしまはうと︑

七693圏

はいって行きました︒

着物をぬいで頭にのせ︑一人で川へ

は出來ないものと見きったのでせう︑

︿略﹀あらそってゐましたが︑相談

七643

︿略﹀︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七635

從事する人もありませう︒

なってから︑︿略﹀︒漁業や航海業に

七612圏皆さんのうちには︑大きく

出かける人もありませう︒

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七61！囹

海國の民といはれませう︒

こんなことでは︑どうして

す︒︿略﹀︒汽船も軍艦も御存じでせ

もう此の上は︑しゃにむに攻

道ばたや土手にさいてみるの

︿略﹀︑義貞今天皇の御ために
ほうでう

町にく略V︑日露戦孚の時

年は⊥一十四五でもあらうか︑

七608圏

湖の氷が大へんあつくなった︒一尺
かめ
おそれ多くも亀山上皇は︑御

う︒

ませう︒

七415

後便に又いろく申し上げ

は面白いでせう︒

の大將方の名を取ってつけてあるの

七358團

さうとしてるます︒

いくさを起して︑賊臣北條をほろぼ

七202

年其所で花がさく︒

もので︑一度種が地に落ちれば︑年

はこぼれ種であらう︒しやうの強い

七176

にした︒

ごを作って︑之を城の堀に渡して橋

落さうといふので︑賊は大きなはし

六957

風雨がおこって︑海はわきかへった︒

しにかなったのであらう︑一夜大鷲

六848此のまこころが神のおぼしめ

りになった︒

身をもって國難に代らうと︑おいの

六842

ぐらゐもあらう︒

二三日ひどく寒かったので︑

て︑﹁︿略﹀︒

﹁全くだ︒あんな小言を言

びとなくうつしたことでございませ

六775

ゥ︒﹂

した︒

六602

つた︒

う︒

姫檬方の姿を︑此の川の水はいくた

六698

︿略﹀おくげ面取や︑︿略﹀お

らう︒﹂﹁さうだ︑く︒﹂といひ合

ふ程だから︑此の義掲が暖房たのだ

六687圏

なであったでございませう︒

之を聞いた萬じゅの喜はどん

せて取らせるであらう︒﹂と言ひま

六541園

り切った事でせう︒︿略﹀︒私どもだ

方に負けません︒﹂

六301 虎はおこって︑蟻をふみつぶ
一番汽車・二乗ラウトイフノデ︑

さうとしました︒

六315
父ト五時半福二家ヲ出タ︒

六324園 橋ノタモトニ人力車ガーダ
イアツテ︑車夫ガ﹁ダンナ︑マヰリ
マ セ ウ ︒ ﹂ ト 言 ツ タ︒

六342 ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場
へ急グノデアラウ︒

つたので︑何時の職にも勝つたので

六386 藩法に此の名を惜しむ心があ
ございませう︒

︿略﹀武士の刀や︑なぎなた

の光も︑いくたびとなく此の川の水

六705

にうつったことでございませう︒

六402國 お前はなぜ自分の村の人と
見物しなかったかと思ふだらうが︑

今︑三連の大橋に立って︑川
アサ

六747園 ﹁マダアリマス︒﹂﹁麻綜︒﹂

下を見ると致しませう︒

六715

︿略﹀︑私の村から︑今歩兵になって
而てみるのは私一人だけなのだ︒

の兵が出てみる︒輻重兵にも其の中

六421団 其の代り軸重兵の外は各種

﹁マダアリマセウ︒﹂

六755園﹁ソレダケデスカ︒﹂﹁セルモ

にだれか出るだらう︒

六425圏 お前は今の分では大男にな

サウデセウカ︒﹂﹁サウデス︒︿略V︒﹂

マダアリマセウ︒﹂﹁モ

﹁セルモサウデセウカ︒﹂

ウ知りマセン︒﹂

﹁サウデス︒

六756園

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる
だらう︒

六455 叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ
ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

デセウ︒﹂﹁イ・エ︑ヤハリ毛綜デオ

﹁ネエサンが今ヌツテヰル 七406國

モ言ツタラヨカラウ︒﹂ト叔父サン

六484園 く略V︑﹁之ヲ鮭ノ里蹄トデ 六761園
ガ言置レタ︒
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いはれなく金をもらはうとは思ひま
あります︒﹂

した︒﹂﹁どこからだらう︒﹂﹁シンと

﹁ハナシデキタイツクルヘ

﹁先生︑どうして口がきけ

出來ないのでございませう︒

う︒

八鵬9

こんなわけですから︑これ

それではマッチは︑どうして

ませう︒

九94團

く略V︑お書算にいらっしや

いつれ又近い中に便りをし

い︒面白いことをして遊びませう︒

八柵2国

誰が造るのであらう︒

八幽6

こんなに安く士買れるであらうか︒

しかし之を一人で造るとして︑

から後は互に親しみ合って暮しませ

八高2園

してみたことがお分りになるでせう︒

八湿7意志になって始めて︑考違を

血がどうして出嫁ませう︒

さなかったなら︑からだを養ふ所の

八棚9園 ︿略﹀︑僕が若し食物をこな

教へて下さったのでせうか︒

八943園先生︑私の娘にもあ＼して

に︒﹂

たんでせう︑指であひつもしないの

アメリカ人の元氣なことは︑ 八891圏

見ましたらうね︒

八668團

﹁大洋を西へくと航海し

これだけ聞いてもわかりませう︒

八759園

て︑陸地に出あったのが︑それ程の
︿略﹀︑﹁諸君︑こ㌧うみに此

手がらだらうか︒﹂

八768

の卵を卓上に立ててごらんなさ

はずはございません︒

やって見ましたが︑もとより立たう

に立地向で︑費行もよからうと思ひ

山の秋︿略﹀︒うさぎ

い︒﹂といひました︒人々はく略V︑

第一

の毛も間もなく白くなるだらう︒

八35

ます︒

事に着きました︒地もがらもまこと

七佃9國︿略﹀縞物三十反︑本日無

で立たう︒﹂

ン︒﹂﹁さうか︒それでは明日の一番

七柵6園

せん︒

つて居ります︒﹂コ時も前に︒﹂

七779囹 ﹁いつも人より一時前に参
︿ 略 ﹀ ︒ ﹁ 寒 か ら うが︒﹂﹁少しも寒く
はございません︒﹂

七912圏 ﹁おい娘︑兵士が一人言た
らう︒﹂﹁い＼え︒﹂

︿ 略 ﹀ ︑敵は︿略﹀︑﹁これ︑

おばあさん︑お前は知ってみるだら

七917園

う︒﹂すると兵士のおばあさんが︑

﹁諸君︑これも人のした後
では︑何のざうさもない事でござい

八774園

ませう︒﹂

或年選ばれた子どもの中に︑

すぐれて上手なものが二人あった︒

八69園

︿略﹀︒﹁今年の競馬はさぞ見ものだ

﹁はい︑よいお洋装 で ご ざ い ま す ︒ ﹂

配してくれるであらうと思ったので

七984 此の人だけは自分のために心

きつぶ

八784園

れい

徴税令書とありませう︒これは村

ちょう

八792園﹁さうです︒此の一枚には

いな手敷をかけることになります︒

今日までに納めないと︑役場によけ

なふふ
限り當役場へ納付﹄とありませう︒

此の切符に︑﹃一月二十日

らう︒﹂といって︑︿略﹀︑おびただ

︿略﹀︑長四郎がそっと屋根づ

﹁いや︑きっと頼まれたで

手が届かうとした時︑︿略﹀︒

たひに行って︑もう少しで雀の巣へ

八169

しい見物人が︑︿略﹀つめかけた︒

ございます︒

七齪8園 ﹁お庭先の御門を守る者が

ございません︒某の手で固めませ
う︒﹂と清正がいひますと︑秀吉は
うなづきました︒

八178園

の税で︑村の學校や役場の費用など

明國の使者︑︿略﹀︑﹃︿略﹀︒

になるのです︒﹂

七二5園

あらう︒﹂﹁い＼え︑頼まれたのでは

將軍はあとで︑御皇所に︑

生けどった者は皆かへせ︒命ばかり

八189囹

ございません︒﹂

﹃小西は日本の大品ならず︑

は助けてやらう︒﹂ な ど と の 廣 言 ︒

リト呼ンデヰルノハ︑︿略﹀トイフ

七価8囹

書とありませう︒これは縣の税で︑

でん
ごらん︑これには徴税傳令 九1810 所馬素ツテ此ノ轟ヲドビンワ
﹁長四郎があの心で大きくなったら︑

八796園

まことは堺の町人︑道案内の者故︑

デアル︒

︿略﹀︑之二近ヅカ

見トメラレル方ガカヘツテ安全ナノ

ウトスルモノガナイカラ︑タヤスク

九207 コレ鳥目

産スルカマキリノ＝種デアラウ︒

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

意味デアラウ︒

一口も口をきくことが

九1910

︿略﹀︒それからこれは國の税で︑

ふでせう︒

︿略﹀私に︑

八878園

︿略﹀︑何のいんぐわで︑

ひます︒くはしいことは又三校で習

高は同じですか︒﹂﹁いや︑︿略﹀違

﹁どのうちでも︑納める金

︿略﹀︒

︿略﹀︑越前守は﹁しからば

ハワイから出した糟葉書は

八812園

竹千代には無二の忠臣であらう︒﹂

幾年かの後︑里子を返しても

といったといふことである︒

八652国

と命じました︒

許してつかはすであらうが︑︿略﹀︒﹂

八427園

らはうとすると︑︿略﹀︒

八357

にげも致したであらう︒︿略﹀︒﹄

七研2圏此の清正こそはまことの大
將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒

切ってく切りまくり︑其の勢で明
の都へおしよせ︑四百隷下をやきは
らはう︒﹄と返書をつかはしました
が︑︿略﹀︒

七㎜2園 ﹁おとうさん︑電報が來ま

つ一つ
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い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九271園 十六のお前が︑旅費も乏し
もあらう︑︿略V︒

九271囹 十六のお前が︑旅費も乏し
い旅先で親に別れては︑︿略V︑又つ
らい事もあるであら う が ︑ ︿ 略 V ︒

要撃だらう︒

九352 腹が大分すいて來た︒もうお

一月モカ・ルヤウナオ話ダツ

我が高千穂艦の名をあげよう︒

九㎜3

タノニ︑ドウシテコンナニ早クオ鋸

﹁︿略﹀︒あれごらん︑︿略﹀︑

のよい事がある︒︿略V︒﹂

リニナツタノダラウト思ツテ聞イテ

九877園

七つの星が並んでみるのが見えるだ
ミタ︒

せう︒﹂

十672園 ︿略﹀︑今夜は之をたいて︑

それ程おっしゃるなら︑恥

あなたのおもてなしに致しませう︒

十682園

かしながら申し上げませう︒

い︒理非を正して裁断致すであら

﹁︿略﹀︑訴訟ある者は申し出るがよ

十727園時頼は尚一同に向ひて︑

トウサンガワザく唐戸リニナラナ

九捌9園

クツテモ大丈夫デセウ︒﹂

﹁ソンナエライ方ナラ︑オ

らう︒﹂﹁え＼︑見えます︒﹂

︿略﹀︑今結んだ二つの星の

かなり大きい星があるだらう︒あれ

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九883園

が今話した北極星だ︒

う︒﹂﹁さうだ︒︿略V︒﹂

北風は驚いてすぐに立止らう
としたが︑︿略﹀︒

九鵬3

私には妻も子も有りません︒
私も日本男子です︒何で命を惜しみ

半価9圏

さあ︑行きませう︒

おとうさん︑早く助けに行
十264園

大勢の人に利子を彿ふだけ

つで︑遠足好きの君なら︑毎日何々

へか出かけたくてたまらないだらう

﹁おとうさん︑こんなに言

と思ひました︒

十919囹

﹁本道は遠いから近道を通

ひにくい言葉は外に無いでせう︒﹂

十932園

らう︒﹂と正雄が言ふと︑良一はす

︿略﹀︑又何か事業を起さう

と思ってみる人で︑お金のない人が

ぐ賛成した︒

お泊め申してはいかゴでご
十6210圏

﹁なうく︑旅のお方︑お

ではお泊め申さう︒

十653圏

﹁お連れ申しはしたが︑差

もりが艦内深くくひ込んで︑

どうだ︑美しいだらう︒

があるだらう︒

十価3圓

十榊4

もりにつけた長い綱はぐんぐん引張

つな

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒

何百年も纏たであらうと思は

られて︑三百メートル許もくり出さ

れた︒

十柵10

くす

ぎょえん

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

これほど我々に重大な關係

のある太陽とは︑一覧どんなもので

十一17

詩を作られたのも此虞であらう︒

ちやうど有合はせの粟の飯︑ 十椥⁝4 宮中の御宴の事を思ひ出して

﹁それはけっこう︑頂きま

いかゴでございませう︒

召上るならと妻が申してをりますが︑

十652圏

上げる物はあらうか︒﹂

十646圏

もどり下さい︒お宿致しませう︒﹂

十635圏

ざいませう︒

十627圏

面白い事であらうが︒﹂

に榮えてみる人がながめたら︑さぞ

十607園﹁お＼︑降ったはく︒世 十梱5園 みよ子︑ずるぶん珍しい花

ある︒

十534園

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十532園

きませう︒

十2510圏

う︒﹂
九508園 く略V︑おとうさんに﹁あの 九891園﹁あ﹂︑あの一番高い杉の 十128園 どれ︑私もお茶を一つ御ち
そうになりませう︒
眞上の所にあるのが北極星でせ
十779早撃に秋晴の美しさはかくべ

精米會社の社長さんはえらい方なん

でせう︒﹂と言ふと︑︿略﹀︒

お花畠は雪漢を登りつめた

ば

山のすその方があちらこちら
そ

白いのは︑博愛の花であらう︒

九伽10

ば︑此所は春の國でせう︒

所にあります︒雪渓が冬の世界なら

九967園

それを射殺さうとしました︒

はく略V︑或日大熊を見つけたので︑

九918園其の中に︑子供のアルカス

︿略﹀︒﹂

並び方が全く似てみるだらう︒

九528圏 それはわたしの十五⊥ハの時 九901園 ﹁あ﹂︑よく氣がついたね︒
分だったらう︒

九548園 町の人々は之を見かねて︑
﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い って︑資本を出さうと
す る 者 も あ っ た が ︑︿略﹀︒

九6910 窓から吹きこむ朝風のひやり

とするのは︑齢程北へ進んだ爲だら
う︒

で下りるのだ︒薫りに見物して行か

九716囹 ﹁仙墓から三つ目の松島騨
う︒﹂

九775囹

﹁來春まではか＼るだらう︒﹂

どぢやうを取るのであらう︒

く略V︑先生はにこくして︑ 九川9 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

﹁今日はこれからいもほりをしませ
う ︒ ︿ 略 ＞ Q ﹂ と おっしゃった︒

か︒﹂

九837齪囹 ﹁何時頃までに出來ます

のなら︑目當にならないでせう︒

九862囹 星がそんなに位置の攣るも

もあるだらう︒其の時にはく略V︑

九湘2圏其のうちには花々しい戦箏

ませう︒

ある星ですもの︑それを見つけるの

九871園 ﹁でも︑あんなにたくさん
に大壁でせう︒﹂﹁それにはまた都合
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あらう︒

一口にいへば︑

十︸19 ︿略﹀太陽とは︑ 一膿どん

えき

一大火球で︑之を形造ってゐ

なものであらう︒
︿略﹀

るものは︑液艦に近い氣髄であらう
といふ︒

十一32 此の黒質は多分表面に生ず
るうつ巻であらうといふ︒

十一149 私が來たので︑すぐしまは
うとなさるのを強ひて止めてお手傳
をしましたが︑︿略﹀︒

とん
十一167園 ﹁こんなによく整頓して

みる中で勉強したら︑どんなに氣持
がよいだらう︒﹂

十﹇228 若し裁判が無いとしたら︑
人々相互の箏がはてしなく行はれて︑

た︒

きませう︒

にいさん︑まあ何といふ

﹁はいってみよう︒さう

ませうか︒﹂きやうだいは口を揃へ

十二448圏

﹁先生︑又お出で下さい

十二403囹まあ一曲ひかせていたゴ

う︒

ノによりか﹂つてみるのは妹であら

十二393

其のそばにある菖式のピヤ

ベンは急に戸をあけてはいって行つ

して一曲ひいてやらう︒﹂ベートー

十二388園

よい曲なんでせう︒

此の頃の日の出や日の入 十二381園

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒

︿略V︑突如として眼前に展 十一909園

開せられた風景は︑雄大といはうか

十一616
がう

ウェリントン公爵ともい

こんなところで毎日働いて

何が出品るであらうかと思

ていった︒

十二4410園 ﹁参りませう︒﹂

役に立つのであらう︑これはどんな

十二542 ねぢは︑︿略﹀︑あれは何の

又いろくの鳥を注意して
見ると︑︿略﹀︑見れば見る程興味が

十ニー11

ちに塁付のコップになった︒

つてみると︑いろく扱ってみるう

十﹇旧10

であらうと思った︒

みる人たちは︑どんなにつらいこと

十一擢6

どうしても考へられません︒

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一伽8園

﹃月齢﹂を見る︒

こんな事を知るには﹃日出﹂﹃日入﹄

︿略﹀︑突如として眼前に展

豪肚といはうか︑︿略V︒

十一616

開せられた風景は︑雄大といはうか
︿略﹀︑突如として眼前に展

豪肚といはうか︑︿略V︒

がう

十一617
開せられた風景は︑︿略﹀︑恐らく全
道第一の壮観であらう︒

書がけるが如く美しき山の︑

或は右に或は左にあらはれるのは︑

十一622
だけ

サホロ嶽の連連の一つであらう︒

一膿人は最初どうして火を
思ふにく略﹀︑︿略﹀自然の

得たであらうか︒

十一661
十一664

火から︑火種を取ったものであらう︒

庭に置かれるのであらうなどと考へ

わき︑人はなぜみんな鳥類の研究を

てるる中に︑︿略﹀︒

將來は又どんなものが爽明

しないだらうと不思議に思ふやうに

十一689

なった︒

しかも其の事は︑力の強い者やわる

されて︑今のガスや下身にかはるこ

役に立つのであらう︑これはどんな

十二543 ねぢは︑︿略﹀︑あれは何の

庭に置かれるのであらうなどと考へ

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒

いことは恐らく世界第一であらうと

ましたが︑りつばな糟書・彫刻の多

男の子は指先でそれをつま

王は其の治めてみるイギリ

スを三分して娘たちに與へ︑自分は

十二662

めなかった︒

まうとしたが︑葬り小さいのでつま

十二559

の上であらう︒

十二552園あ＼︑何といふ情ない身

ない者であらう︒

自分は何といふ小さい情

てるる中に︑︿略＞Q

こんな事を知るには﹃日出﹄﹁日入﹄

思ひました︒

十二545囹

採ってみる︒さっきの歌の主であら

ふもとの川を白帆が二つ三

彼等が町人といって瞳しめ

柑を運んで行くのであらう︒

つ通って行く︒あれは港の親船へ蜜

十二219

う︒

三人の男が︑器用な手つきで蜜柑を

︿略﹀︑かごを首に掛けた二

とであらうか︒

あなたはまだお若いから︑

十二216

がしこい者が勝つことになるであら

﹁後を追って悪いでにな

う︒

十一759圏

ったら︑大てい追ひつけませう︒﹂

十一2210 若し又裁判が公平に行はれ 十一725園
ぬとしたら︑せっかくの法律もねう
ちが無くなり︑我々は安心して生活
することが出來ぬであらう︒

︿略﹀︑きっと此の研究を大成するこ

僕も急に元氣がなくなって︑

とが二心ませう︒

一所に船に上らうかと思ったが︑

十一8510

いふから︑今年はもうしなくともよ

補植をするのは︑翌年一回だけだと

十一381 植付けた苗木の枯れた虜へ

いのであらう︒

十二244

られたのも其の爲であらう︒

﹁月齢﹄を見る︒

十﹇908園此の頃の日の出や日の入 十二328國 ルーブル博物館も一覧し

つた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら働まして進んで行

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十一403 僕がお手甘して植ゑたあの
らう︒

十一497 一腔ゴムは何からどうして
造るのであらうか︒

︿略﹀三人の娘の許に身を寄せ︑齢
生を安樂に送らうと決心した︒

︿略﹀︑繹迦は泣悲しんで

をゆづらうとまで申し出たが︑︿略﹀︒

十二988園

みる人たちに︑﹁私は行はうと思つ
たことを行ひ蓋くし︑語らうと思つ

昔からあった孝子のどの

人よりも厚い民心をもつて︑父上に

十一一673園

たことを語り公田くした︒︿略﹀︒﹂と

一膿わ

私は行はうと思ったこと

︿略﹀︑かういふ短所はやが

るものであらうQ
十二髄3

しかし此の半面にもまた短

て我が國民から消去るであらうが︑
︿略﹀︒

十二搦10

習︑性となっては︑遂に日

所がうかゴはれないであらうか︒

十一一僻4

ウへ

︽ーエ︾

上3あに

一404團

一バンボシミツケタ︒

三バンボシミツケタ︒

ヤナギノキノ

ニバンボシミツケタ︒

レアノモリノ スギノキノ

ニ︒

一412韻

ウヘ

ニ︒

レアノドテノ

ウヘ

︻417囲

テ︑︿略﹀︒

タケノ

ハノ上二︒
a7 ヨイオヂイサンハタイソ

マツ白ナハナガ︒︿略﹀︑

二386覇

サイタサイタハナガ︑

二236園 ドコカラキタノカ︑
トンデキタ木ノハ︑ヒラヒラ
マツテキテ︑イケノ上ニオチ

デマシタ︒

︿略﹀︒モウスツカリ木ノ上へ

ア

ア

ア

ニー86︿略﹀︑月ガデハジメマシタ︒

ハシノウヘヲトホリマシタ︒

心匠43犬ガサカナヲクハヘテ︑

ニ︒

ウヘ

レアノヤマノマツノキノ

う＼

へたならば︑まだ外にもいろいろあ
︵感︶−

らう︒

黒もま

軒下にはらばへる黒き犬︑
はを
垣を出
︽ーエ︾

︿略﹀︑桑を植ゑて登を飼ふ

﹇植﹈︵下二︶1

て行く︒

う・う

﹇飢﹈︵下二︶1

しQ
う・う

喜捨を受けたる此の金︑

﹇上﹈︵名︶協

うえさま・おばうえさま・おんちぢう

うえ・あにうえさま・あねうえ・おじ

うえ

人々の救助に用ふるも︑︿略V︒

之を㎝切纒の事に費すも︑うゑたる

十一摺4図園

うう

者多く︑殊に一村鶏を飼はざる家な

十伽1図

植う

むきて︑う︑とうなりて︑

た︑意地悪き人と見るらん︒

にくらしき黒と思へば︑

八271図韻

うう

我が馬首の長所・短所を鐵

本人には濁創力がないであらうと自

︿略V︑我が命のある限り︑

ばうず

︿略﹀︑あれは山師坊主で︑

﹁小山はどうしてみるだ
安芳がはいって行かうとす

十二儲10

らも輕んじ︑外國人からも侮られる︒

︿略V︑昔から之を渡らうと

を行ひ黒田くし︑語らうと思ったこと

十二伽9

らうか︒﹂

十二伽4園

つた︒

くするのであらうといふうはさが立

あのやうなまねをして︑人をろうら

十二鵬10

と︑︿略﹀︒

萬人の爲に安全な路を造ってやらう

一身をさ＼げて此の岩山を掘抜き︑

十二鵬1

百人あったか知れない︒

して水中に落ち︑命を失った者が幾

十二悩7

を語り薫皿くした︒

十二988園

諭して静かに眼を閉ぢた︒

お仕へ致しませう︒

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二721 全領地を二分して與へてや
程の不孝者であらうとは︒

十二746園 やがて眠から畳めた王は︑
一膿わ

しは今までどうしてみたのだら

︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ 情 心 は 何虜だらう︒

う︒﹂といってあたりを見廻し︑
︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ 此 庭 は 何庭だらう︒

十二748囹 やがて眠から畳めた王は︑

しは今までどうしてみたのだら
う︒﹂といってあたりを見廻し︑
︿略﹀︒

十二751圏やがて眠から畳めた王は︑
︿略﹀︑そばに居る コ ー デ リ ヤ を 見 て ︑

﹁何でうらむわけがござ

﹁これはどなたであらうな︒︿略﹀︒﹂

十一一757圏

いませう︒何でうらむわけがござい

十一一伽4園︿略﹀︑一寸の轟にも五分

ると︑︿略﹀︒

の魂︒徳川侍のなまくら刀にも少し

ませう︒﹂

十二758園 ﹁何でうらむわけがござ

は切れる所がござりませう︒

其の原因はいろくあらう

いませう︒何でうらむわけがござい

が︑︿略﹀︒

十二価10

ませう︒﹂

生れて來たのか︒我々の行末はどう

十二926囹 ﹁人は何の爲に此の世に

は・そのうえ・ちぢうえ︒まうえ・み

えさま・おんははうえさま・このうえ
のうえ

其の原因はいろくあらう
が︑昔から此の島國で荒い浮世を知

十二慣1

らずに過して來たことが︑其の果た

なるだらうか︒﹂

みたマガダ國王は︑︿略﹀︑自分の國

十二937 かねて繹迦の徳をしたって

ウエマシタ︒

ヒカウ

︿略﹀︑ムギ畠ノ上ニハア

三454うらしまはく略﹀︑又かめ

ツテヰマス︒

サハヤクカラヒバリガサヘヅ

三22

クモノ上︒

キガ︒︿略﹀︒ ズンズンアガル︑

二697韻

アレアレアガル︑

ソノ上二小サナマツノ木ヲ

ウカナシガツテ︑犬ヲウヅメテ︑

一一

つつ一つえ
176

177
つえ一つえ．

のせ中にのって︑海の上へ
出てきました︒

三 4 8 3 ヲ カ ノ上二天ジンサマ
ノオミヤガアリマス︒

三621 みよ子はささの小えだ
を手にもって︑土ばしの上に
たちました︒

ノ上マデトドキマス︒

あのうちは此の上よく

つて︑︿略﹀︒

四768
四月四日の朝︑丁番で僕が机

なるばかりでせう︒
五28
ゆふべの雨がはれて︑青葉の

の上をふいてみると︑︿略V︒

五207
上に日が氣持よくてってゐます︒

せまい中庭から︑屋根の上に

頭を出してみるひよう松は︑葉がほ

五342

上をおよぎます︒

三675 ︿略V︑高ク上ゲルト︑ヤネ 五221 其のたびに︑鯉のかげが地の

三805翻二十五ふじの山あた
まを雲の上に出し︑︿略﹀︒

しば

の芝の上で︑べんたうをたべてみる
と︑︿略﹀︒

いころすのもかはいさうだと

に死なれたので︑︿略﹀︒

五801

思って︑爾耳の間をねらって︑頭の
︿略V︑木の上へにげ上りまし

上をすれくにいました︒
五978
た︒

五991園僕は木の上から見て︑びく
︿略V︑俵の山が出置てるます︒

くしてるた︒
六26

うちでも土間に丸太を置いて︑其の
上につんであります︒

不意を討たれた平家方は︑上
を下への大さわぎ︑︿略﹀︒

には馬︑かさなりかさなって︑︿略﹀︒

﹁米をつくのに︑上にもう 六255 ︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

の上げ下しに米がつける︒﹂

すをさかさにつるしておけば︑きね

五463園

六242

三903 れふしが見とれてゐます
こりだらけでした︒
六27 一番下は四達︑一番上は一差
はいれい
でん
と︑天人はまひながら松原の
五401 先づ拝禮をして︑古殿のよこ
で︑一山は十俵つつです︒

オマヘタチノ忌中ノ

上をだんだん高く上って︑︿略﹀︒

四142園
上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ
ラ︑ムカフノヲカマデナランデ
ミヨ︒

︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

六264

ひよどりは漏壷な鳥だ︒こん

屋根の上に霜がまつ白だ︒

には馬︑かさなりかさなって︑︿略﹀︒

六255

六272

かげひなたなくはたらく上に︑

人の仕事まで引きうけるやうにしま

六582

頼朝は唐糸をゆるした上に︑

したので︑︿略﹀︒

萬じゅにはたくさんなほうびをあた

六643

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑た

へましたので︑︿略﹀︒

くさん金を出した上に︑籾や豆の種

六682

湖の上は朝からひじやうな人

を分けて上げてもよいと言った︒

六776

象つかひが乗ってみて︑口上

出である︒

をのべては︑らっばを吹かせたり︑

六872

象が大きな桶を鼻で頭の上へ

ごばんの上へ乗らせたりした︒

六873

賊が之を聞いて︑くやしがつ

まき上げると︑︿略V︒

六941

て攻めよせると︑正成は高いがけの

上から大木を落させた︒

つて︑︿略﹀橋にした︒廣さが一通

六962 ︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

五尺︑長さが二十丈︑其の上を賊が

すると正成は︑︿略V︑たくさ

んなたいまつを出して︑之に火をつ

六966

な寒い日にも︑朝早くから︑高い木

義経は馬の上にうつぶしにな

﹁海の上でも歩けさうだ︒﹂

をつけて︑橋の上に投げさせた︒さ

六966 すると正成は︑︿略﹀︑之に火

けて︑橋の上に投げさせた︒
六437園

七94

地球の上には大小合はせて

もやが水の上をこめてみる︒

六十饒國あり︒

七41図

うして其の上へ油をふりかけさせた︒

一匹デ三四千粒モ産ムトノーフ

頼朝は一目見た上でと︑萬じ
ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︒

六515

小石ヲカブセル︒

ガ︑産ンデシマフト︑其ノ上二心ヤ

六473

ようとします︒

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

六353

我先に渡った︒

すをさかさにつるしておけば︑きね

其の洲の白い砂の上に︑青い

すには︑どうして米を入れる︒﹂

五581

うに見えます︒

松が一面に立ってるて︑長い橋のや

の上をとびまはって鳴いてみる︒

の上げ下しに米がつける︒﹂﹁上のう

四201囹︿略﹀︑ガマノホヲシイ 五465囹 ﹁米をつくのに︑上にもう
テ︑ソノ上ニコロガレ︒
四406 おかあさんがく略﹀︑着物

の上にちりょけを着て︑︿略﹀
おはたらきになりました︒

ヨクキレルカンナガスウ

ツト板ノ上ヲ通ルト︑︿略﹀︒

四602

土手は長さが三百間︑高さが

だれ

赤い扇は︿略﹀︑空に高 五621圃 ︿略﹀︑ 用ありさうに天と
地の

四668

くまひ上って︑︿略﹀︑なみの上

が渡るか︑虹の橋︒

遠きをつなぐ雲の上︒

におちました︒

五766家屋敷もなくなった上に︑夫

やしき

きなもくろみであった︒

六間半︑幅は一番上で三間といふ大

四692 ︿略V︑山がらはとび出して︑ 五716
竹がきの上にとまって︑︿略﹀︒

四751又私のかたの上で︑お
星檬が光りはじめるころにな

つえ一つ7し

178

七182 色が美しい上に︑姿がやさし
いので︑つみ草の時には︑誰も之を
取って花たばにする ︒
かんぱん

た者がある︒

七421 すると甲板の上で鐵砲を上げ

の上へとび上ることもあります︒

七557園 又ある時にはとび魚が甲板

七659 三四里行って︑大きな峠へ
か＼りますと︑上から片はだぬいで︑
︿略﹀︑かけ下りて 回 る 者 が あ り ま す ︒

八502

巣ハ︿略﹀︑︿略﹀老木ノ上二︑

タテ横二小枝ヲ並べ︑其ノ上ニヤハ
巣ハ︿略﹀︑︿略﹀︑タテ横二

ラカナコケヲ置クダケデアル︒
八503

小枝ヲ並べ︑其ノ上ニヤハラカナコ
︿略﹀︑土間の大釜の上に積ん

ケヲ置クダケデアル︒
八509
であるせいろうからは︑︿略﹀︒

おかあさんは取粉をのし板の

上にひろげて︑︿略V︒

八512

保護色ヲモツテヰル上二︑其

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ
リノ物二似テ見エルモノモアル︒

病みつかれた六十ばかりの老

あれごらん︑向ふの杉林の

お話が頂上のながめに移ると︑

富士山も︑晴れた日には︑

らせられし御有様︑

一つくの御品
の上にうか〜はれて︑無量の感に打

たれたり︒

せき
のしまひは早い上に︑とかく無責任

十141園朝のか＼りはおそいし︑晩

な事ばかりしてゐました︒

せり場の一方に高い皇があ

岩の上に残った船釣には︑

パナマ地峡は一膿に小山が起

高い土地の上に水をた＼へた

中には︑まるで花かと思はれ

マストの上の見張人が不意に

十一161

私はわざと一さつの書物を

たどりつきたる峠の上

︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚

ひさゴめくひるげのむしろ︒

に︑菜の花にほふ里見下して︑笑

十一132図翻

上に置きました︒

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

十伽4園 ︿略﹀︑あの青年ははいると

床の上に投げて置きました︒

十偽1圏

を指さした︒

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

十麗7

こんなに早く咲くのだ︒

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

十価4上脇の温室は南を受けてみる

て出てみるものもある︒

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十佃9

ずっと高い︒

のであるから︑湖の水面は海面より

十322

石が多い︒

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

十314

︿略﹀︒

十253

つて︑其の上に掛の人が居る︒

︿略﹀︑董の先についてみる穗 十206團

人が︑ふとんの上に起直って︑︿略﹀︒

九217
九573

が︑敷いてあるむしろの上に面白い
やうに飛散る︒

庭に敷きつめたむしろの上に︑

黄色い変の穂が一面に廣げられて︑

九587

︿略﹀︒

︿略﹀︑叔父さんは近く左に

見える山を指さして︑﹁あの上に名

ヨリテ看板ノ如キモ︑︿略﹀︑ 九719囹

高い金色堂がある︒

八594図

キソヒテ小屋根ノ上ニカ・グルニ至

七892 あまり急ぎましたので︑水が
レリ︒

こんじき

いすの上にあったおばあさんのづき

青々とした波の上に︑貼々と

んにこぼれました︒

九981

みるのが見えるだらう︒

上の所に︑︿略V︑七つの星が並んで

九875園

白帆が浮んでみるのは︑︿略V︒

之を聞いたコロンブスは︑つ 九754

と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

八763

此の方のひざの上でそだったので︑
︿略﹀︒

七研9医 清正はつけひもの頃から︑
何時か見習つたものと見える︒

コ・椰子は︑︿略V︒鳥の羽

に居るやうな氣持になって聞きまし

九991囹

の と
るかに浮ぶ能登半島︑︿略﹀︒

九984囹

た︒

︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑山の上

︿略﹀︑菅錘八枚︑敷皮八

すがむしろ

に似た大きな葉が︑幹の上の方に集
九115図

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重
すがむしろ

ね︑其の上に飛下り給へり︒

︿略﹀︑日本海の波の上には

ってついてをり︑︿略V︒

九54国

やみをつらぬく中佐の叫︒

八39しやうじを明けて見ると︑小 八977器差 荒波洗ふデッキの上に︑
さな犬ころが二匹︑上になり下にな
りしてじゃれてみる︒

八112 つきそひの者や見物人はかけ
よって來て︑︿略V︑上を下へのさわ
ぎである︒

八315 さて山の木をきり倒して︑四
五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ

︿略﹀︑菅錘八枚︑敷皮八

白雲の上にかすかに見える事がある

九115図

さうです︒

つしりとかまの中に立て並べ︑よく

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重

北風は︑主人の艦がくらの上
でぐらっとゆれるのを感じた︒

九五10

ね︑其の上に飛下り給へり︒

北國二男ム野ウサギや高山ノ

もえるやうに其の上下にそだを置き︑

九181

居ル時ハ緑色デアルガ︑︿略﹀︒

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二 十37園 平生きはめて御質素にわた

上二居ル雷鳥ハ︑︿略﹀︒

九174

又其の上にねったかま土を置いて︑
打固める︒
︿略﹀︑ス ウ ツ ト 下 り テ 來 テ ︑

急ニツバサヲチ寸メ︑風ヲ切ツテマ

八495

ツシクラニエモノノ上ニツカミカ・
ル︒
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うえ一うえつけ

を 指 さ し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とおっしゃい
ました︒

︿略﹀︑裁判所は雨者の言分

を聴いた上で︑貸主の主張を正當と

十一193

みとめれば︑其の借金を返すやうに
借主に命ずる︒

十一585 砲手はその結果を見るのを
おそれるやうに︑手で顔をおほって
大砲の上につつ伏した︒

十﹁772 有名な古事記傳といふ大著
述は︿略﹀︑我が國文學の上に不滅
︿略﹀︑形の上に種々の工夫

の光を放ってるる︒

十一793

をこらして︑遂に今のやうな貨幣を
造ったのである︒

の裏が焼けるやうだ︒

十一838 砂の上を歩いて行くと︑足

してくれる︒

十一867 船の上からはしきりに働ま

たなそこの上に指さすがごと︒

十一擢2図圃 天下を定むる三分の計︑

きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

まさつ

十二86図此の棒を此の板の上にて
りて火を生ず︒

十二474図 されど何れも美しき光澤
を有するが上に︑もみは柔かにして
工作に便なれば︑︿略﹀︑つがは堅く
し て 久 し き に 耐 ふ る が故に︑︿略﹀︒

皇の上に乗ってみる小さなふたガラ

十二533 自分の置かれたのは︑仕事
スの中で︑︿略﹀︒

つち

トや小さな槌やさまぐの道旦ハも︑
同じ毫の上に横たはってるる︒

をまとひ飢と戦ひつ＼︑︿略﹀︒

カブワケ

ウエ

十一一983 語学は︿略﹀︑なほつ〜れ
うゑ

カリコヨミ

農家ニチハ種蒔・株分・植

タネマキ

ウエカへ
﹇植代﹈︵名︶1 植替

ツギキ

﹇植木﹈︵名︶一

ウエ木

﹇植込﹈︵四︶2

植込む

いません︒

上杉

翌日武田方からは安間彦六と

あんまひころく

うえすぎがた ﹇上杉方﹈︵名︶3

七467

方

いふ大の男が︑︿略﹀︑大の馬に重砲

上杉方からは小さな馬に乗つ

つて︑上杉方の陣へ向つた︒

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしや

七468

か

ひ

たけだ

うえすぎけんしん ﹇上杉謙信﹈︹人名︺

げた︒

三677︿略﹀︑土師ニ水ヲウツタ ﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒
リ︑ウエ木二水ヲカケタリシ
七483 上杉方はどっとときの聲をあ

うえき

︿略﹀︒

替・接木・刈込・取入レ等ヲナスニ︑

カヘ

七佃6図

うえかえ

︿略V︑男の子はやがて仕事うえ ﹇植﹈←たうえ・はちうえ

時計師は︿略﹀仕事毫の上

毫の上の物をあれこれといちり始め

十二555
た︒

十一一566

を見て︑出して置いたねちの無いの

誰だ︑仕事毫の上をかき

に氣が附いた︒

十二568園
廻したのは︒

マシタ︒

けんしん

1

上杉謙信
余ーミ・ーム︾

けんしん

しなの

越後の上杉謙信と甲斐の武田

︵名︶一

信玄が︑たびたび信濃の川中島で戦

しんげん

ゑちご

七434

つた︒

ウェストミンスターじいん

大方は在民の首札こめた
る献木にて︑︿略﹀︒︿略﹀︒ひつきや

く略V︑國會議事堂・大英

本日突然上田君に出差

﹁あそこは一昨年植付を

﹁あそこの植付をした時

はまだ寒かった︒﹂

十一361園

した地藏山だ︒﹂

十一357園

うえつけ ﹇植付﹈︵名︶2 植付

く承り申弓庭︑︿略﹀︒

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

十二佃10青墨

君

うえだくん ﹇上田君﹈︹人名︺1 上田

りません︒

其の他見る物聞く物唯々驚く外はあ

博物館・ウェストミンスター寺院︑

十一一296団

ウェストミンスター寺院
︿略V︒

う掘取る者︑運ぶ者︑植込む者︑

けん

十67図園

の数︑實に十数萬本に及べり︒

十57図園︿略﹀︑新に植込みたる木

うえこ・む

生れつき烈しい氣性の上に︑

年とともに老の合肥さが加はつて︑

十二654

︿略﹀︒

︿略﹀︑一私は︿略﹀︑

ひたすら父上を大事に致すのを此の

十二6710園

其の時魚見やぐらの上で旗

上もない仕合はせと存じてをります︒

十二785

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ
たといふ合圖をすると︑︿略﹀︒

加藤清正これまで参上仕る︒
上榛をはじめ皆様︑おしの下になつ

七川6囹

ては居られぬかと存じ︑︿略﹀︒

て︑上を木の皮にておほひ︑八人一

十二861図木の枝を伐りて地上に立 うえさま ﹇上様﹈︵名︶2 上様
所にうつくまりて僅かに雨露をしの

清正は上檬へお目通がかな
うゑ死

︵サ変︶1

う

たとひ親子の者がうゑ死を

﹇飢死﹈︵名︶1

﹇飢死﹈
︽ースル︾

しかし此のま︑に日を送つ
ては︑唯空しくうゑ死する外はござ

十695園

ゑ死する

うえじに・する

するやうなことがあっても︑︿略V︒

七734園

うえじに

はぬはず︒

七悩2園

ぐ︒

︿略﹀︑繹迦が山の下にみる

のを見附けて︑上の方から大石をこ

十二979

東海の島に接つた日本は︑

ろがしたが︑︿略＞Q

十二駕4

我々は︿略﹀︑世界文明の

國家を建設する上に頗る有利であっ
た︒

十一一衙7

こうけん

上に大いに貢献したいものである︒

うゑ
十二537 きりやねぢ廻しやピンセッ うえ ﹇飢﹈︵名︶1 飢

うえつけもうす一うかうか
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植付け申

﹇植付申﹈︵四︶1

︽ 1 ︵ シ ︶︾

うえつけもう・す

十一柵2薩国 燃えあとは取零附けて

ウェリントン公爵ともい

人物であるといふ事を聞いてみたの
で︑︿略﹀︒

十﹇伽7園
はれるえらいお方が︑おとうさんの

︿略﹀︒

白田とし︑コーヒー・わたの木などを

植付

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

﹇植付﹈︵下一︶4

ントン公爵萬歳︒﹂

ウェリントンと少年

と少年
﹇植﹈︵下一︶！6

植

かついで行って植ゑたのだ︒

﹁わたしの植ゑた落葉松

通は廣くて平で︑歩道と車

あんなに高くなりました︒﹂

六998鴎園
が

七361團

道の間に並木が植ゑてありますが︑
︿略﹀︒

あの降りつ〜いた雨のおか

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

九472国

早く間伐して細材を取る

ることが出來ました︒

鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

魚デモアル︒

六456

サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ

魚デモアル︒

イヤウニ︑︿略V︒

六473

六485 鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑︿略﹀︒

海ノ中ニ交野や貝や其ノ外イ

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ

七792

陸ノ獣二似タモノニハ︑︿略﹀

ザマノ植物モ生エテ居ル︒

七837

ナドガアリ︑魚二野タモノニハ︑イ

十一374圏

目的のところでは︑一坪に二本も三

ルカや鯨ガアル︒

青・緑・紅・紫︑目のさめ

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

さんご
るやうに美しい魚の群が︑珊瑚の林

く略V︑此の邊では太材を 九85国
取る方が利益だから︑かう間をおい

や海藻の間をぬって泳いで行く︒

十一375園

て植ゑるのだ︒

十一376園今に御らん︑此のくらみ 十一679 燈火としては︑初め松の木

や魚・獣の油などをたいたのであっ

う・える

たが︑︿略﹀︒

﹇魚見櫓﹈︵名︶2

其の時魚見やぐらの上で旗

︵副︶1

うかく

は諸外国が檬々の考を持って見てを

十一一伽4園 ︿略﹀︑今日日本の周園に

うかうか

たといふ植下をすると︑︿略﹀︒

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ

十二785

みる︒

が絶えずまぐろの來るのを見張って

に魚見やぐらが設けてあって︑漁夫

身網の外側や陸上の高い虜

魚見

これでもう魚は逃出すこと

離して植ゑても︑十五六年目には間

今年伐るはずのは︑おとう

﹁植林は貯金のやうなも

十二π10

僕がお手嬉して植ゑたあの やぐら

うおみやぐら

が出來ない︒

十二787

伐をしなければならないやうになる

︽ーエ・ーエル︾

から︒

十一384
は︑︿略﹀︒

十一409園

︿略﹀︒

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

十一407

らう︒

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十一402

︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

一293ヤマニハ︑キガウエテア
リマス︒

二45一

ナマツノ木ヲウエマシタ︒

犬ヲウヅメテ︑ソノ上二身サ

ヨイオヂイサンバ︿略﹀︑

ゑる

ウエル

十一帽6第二十六課ウェリントン

と少年

十一目13第二十六課ウェリントン

︹匿名︺2

帽子を振りながら叫んだ︒﹁ウェリ

十一梱4囹

ジョージは後を見送って︑

植付け申候︒

うえつ・ける
︽ーケ・ーケル︾

十一364 迎年の中の薄緑に染めてあ

ける

るのが一昨年植付け た 庭 ︑ ︿ 略 V ︒

十一379 植付けた苗木の枯れた虜へ

十﹁369 一昨年植付けた時の貴書だ︒ウェリントンとしょうねん
補植をするのは︑︿略﹀︑今年はもう
しなくともよいのであらう︒

は︑︿略﹀︑其のあ と に 種 を ま く か ︑

十一517此の邊でゴムを栽培するに

植手

又は苗木を植付けるのであるが︑
︿略﹀︒

﹇植手﹈︵名︶1

九476葺く略V︑おとなりからの手つ

うえて

上野騨

だひと合はせて︑植手が八人になつ
﹇上野駅﹈︵名︶1

て︑にぎやかでした︒
うえのえき

タ︒

五786

らまつ

村の學校のげんくわんの

ので︑植ゑてさへおけば︑年々太つ
わたしの子

魚﹇▽とびうお

鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

﹇魚﹈︵名︶9

六456

うお

向って右の落葉松は︑

死んだあの子が掘取って︑

あの単二がたった時︑

て利息が附いて行く︒﹂

︿略V

六991額

どもが植ゑたので︑︿略﹀︒

か

六984翻

て植ゑたのださうだ︒

此の山の杉も庄屋が先に立つ

九678 午後六時︑叔父さんと一所に︑ 三51一 ツイコノアヒダウエタ田
ガ︑モウアンナニ青クナリマシ
上野騨から青森行の列車に乗った︒

しやく

ウェリントン ︹人名︺一 ウェリント
ン

十﹇伽2囹私は公爵ウェリントン
だ︒

ウェリントンこうしゃく ︹人名︺3
ウェリントン公爵
ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな

十一伽4 ジョージは︑かねてウェリ
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うかがいみる一うきよ

でるたら︑日本全國にのしをつけて

るので︑うかくと兄弟垣にせめい

です︒

﹇伺﹈︵五︶4

うかゴふ

おとうさんにうか球ったら︑
︿略﹀︑私がゆめの中に通過し

かもめだとおっしゃった︒

七97
九702
だけ

ひ

だ

た早々のお話をうか球つた︒

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

山だといふ事は知ってゐましたが︑

九942

月のごと︑日輪

ほの

してみた︒

八105

信作は︿略﹀池の中へころげ

つた信作のえりを引つつかんで︑ぐ

こんだ︒︿略﹀︑一たん沈んで又浮上

つと岸へ引上げた︒

十3310 底の水道から水がわき出て︑

前と同じ方法で︑船はもう一

船は次第に高く浮上る︒

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

十343

小さい人造湖に出る︒

やがて鯨は再びはるか彼方に

浮上つた︒

士官8

︽ーシ︾

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

十766團

すみきった空氣の中に煉瓦

うきだ・す ﹇浮出﹈︵五︶1 浮出す

かうして前後三段に上った船

今度は前と反封に︑順次に三
ものすごい程青白くかはつ

︽ーッ・ーリ・⁝ル︾

︿略﹀︑日本海の波の上には うきあが・る﹇浮﹈︵五︶4浮上る

白帆が浮んでみるのは︑︿略﹀︒

九984園

中尉の顔には満足らしいゑみ

の と
るかに浮ぶ能登半島︑︿略﹀︒

だ︒

大勢の人々が熟したる

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

十︻577

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十358

い水面に浮ぶのである︒

は︑海面より約二十六メートルも高

十349

かに浮ぶ︒

をこめて︑

＋297翻しらぐと︑朝霧野山

が浮んだ︒

おとうさんにうか窟ひます 土用6

︽ーッ︒ーヒ︾﹇▽おんうかがいもうしあ

うかが・う

五831囲

ぐ

ふ
く略﹀鶴の臥したる檬を

うかgふ

と︑叔母さんの町に大水が出たさう

にならぬとは決して申されませぬ︒

︽ーミレ︾

﹇ 伺見﹈︵上一︶．．1う

どこぞの國へやってしまふやうな事

うかがい・みる

かゴひ見る

ひ見れば︑

其の後勘夜更けてうか球
十一472図
なせり︒
ミ ・う ﹇窺﹈︵四・五︶7
うヘカカ

︽ーハ・ーフ︾

十37図 平生きはめて御質素にわた
らせられし御有様︑ 一つくの御眠

︽一

くはしい事は今日始めてうか9ひま
うがつ

した︒

﹇穿﹈︵五︶3

雨だれでも石をうがつ︒

十一価10圏囲

出して見えるのは實にきれいです︒

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

うき・でる ﹇浮出﹈︵下一︶1 浮出る

︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明

を集めてみぞに投入れ候へば︑まじ

︿略﹀︑蜜柑の木が行儀よく
すゴ
並んでみる︒︿略﹀實が鈴なりにな

十二209

つてみる︒黒い程こい緑の葉の間か

ら︑其の一つくが日の色にはえて

くっきりと浮出てみるのが見える︒

︿略﹀︑ ひねもす見れど

うきぼり ワ浮彫﹈︵名︶1 浮きぼり

柱にけたに︑

振るひしの

巧をきはめ︑︿略﹀︒

うきよ ワ岸世﹈︵名︶2 うき世 浮世

みのて

ぼりの

もあかざる宮居︒浮きぼり・毛

︿略﹀︑河・湖に出つれば 十川4図圏

二人は外の者からずっと離
れて︑沖のうきを目上に泳ぎくらを

ぎ

りたる石・砂などは沈み︑實のみ浮

浮べる

るり色の水に浮ぶルソー
﹇浮﹈︵下一︶2

又南の海上にはひしひしと軍

︽ーデ︾

の利器を運用して︑山をくづし︑地

青々とした波の上に︑鮎々と

十一553

うちの前には小川が流れ︑ うき ﹇浮﹈︵名︶1 うき

また舟を浮べて進む︒

十一一859図

船を浮べて︑︿略﹀︒

七195

︽ーベル︾

うか・べる

島︑︿略﹀︒

十二364國

びて流れ候を︑︿略﹀︒

をうがち︑河水をせき止めた事など︑

十373

八825

チ・ーッ・ーツ︾

うが・つ

の 上 に う か 球 は れ て︑︿略﹀︒

人 を し て う か 球 は しむるに︑︿略﹀︒

十個6図 行幸去りに遅かりしかば︑

十一65図論語は︑︿略﹀︑最もよく
此の大聖の面目をうかぜふを得べし︒
︿略﹀︑盛政直に物見の兵

︿略﹀︒

を 出 し て う か ど は しむるに︑︿略﹀︒

十﹁263図

十﹇469図 かくて次の夜は如何にと

浮

洞門の長さは實に三百八間︑
高さ二丈︑幅三丈︑川に面した方に

十二柵7

は虚々にあかり取りの窓さへうがつ

うか球ふに︑書師は前の如く夜もす
がら寝ねずして︑明日はかく壼がか

てある︒
うか・ぶ ﹇浮﹈︵四・五︶11

うかぶ

んなど濁思してみた り け れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二罵6 四周目海が天然の城壁とな
つて︑容易に外敵のうか毬ふことを

ぶ

九755

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

五302醐

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

うちの前には小川が流れ︑

︽ービ・ーブ・ーベ・ーン︾

許さないから︑︿略 ﹀ ︑ 國 内 は お ほ む

五301圃
︿略﹀︑ 實 に 我 が 國 民 性 の 一

ね平和であった︒
十二鵬10

大長所である︒しかし此の半面にも
また短所がうか写はれないであらう
か︒

うく一うける
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十一川1図團 うき世をよそなるしづ
︿略﹀︑昔から此の島國で荒

けき住居︑︿略﹀︒

十二価10

ウク

浮く

︽一

い浮世を知らずに過して來たことが︑

﹇浮﹈︵五︶4

其の主たるものであらう︒
う・く

承り候へば︑御祖母様に

は先日より御病妻の虜︑御養生のか

十佃1魑国

ばされ候由︑︿略﹀︒平生甚だ御達者

ひもなく︑去る十九日遂に御死去遊

はく略﹀︑去る十九日遂に御死去遊
にて︑近來は殊に御嵩氣のやうに承

當地に御宮まひの頃度度

叔母上様

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒︿略V

十佃10圓囲

みよ子

り居り候事とて︑︿略﹀︒

﹇承申﹈︵四︶1

承り申 ︽1︵シ︶︾

うけたまわりもう・す

から

松太郎殿

程なくフィリップはく略V︑

うやくしく藥のコップを王にさ﹂

十105

石・貝・家畜・獣皮・布・

げた︒王は片手にそれを受取り︑

︿略﹀︒

十﹇7810

の物は︑受取る者にそれが不用であ

本日突然上田君に出會

農産物などが︑︿略V︒しかしこれら

十二伽1選評

参上致し︑大兄と共にいろく御話

イ︾

昨年僕の藩校より︑君の

﹁承る︒﹂

と︑

く略V同じ新聞にても︑

ゴム園の人は毎朝暗いうち

︽ーケ・！ケル︾﹇▽おひきうけも

﹇受﹈︵下一︶14 うける 受

て廻る︒

に起きて︑受持の木に此の切付をし

十一5210

上甲板洗は水兵の受持で︑

うけもち ﹇受持﹈︵名︶2 受持

受取るものとは︑︿略﹀︒

獲行地にて受取るものと他地方にて

十ニー94図

受取るものとは︑︿略﹀︒

嚢行地にて受取るものと他地方にて

秀吉はるかに之を望み︑ 十日ー94図 ︿略﹀同じ新聞にても︑

と大音聲︒

旗本の若武者どもをきっと見て︑
﹁︿略﹀︒﹂

うけつぐ

受付

︿略﹀︒

宣長は黒鉱の志をうけつぎ︑ 九641

﹇受継﹈︵五︶1

︿略﹀荒武者ども︑勇みに勇んで突
進ず︒

うけつ・ぐ
︽ーギ︾

十一7610

分

ける

うけ取 う・ける

三十五年の間努力に努力を書けて︑

時

﹇受取﹈︵四・五︶7

受付午

﹇受付﹈︵名︶1

遂に古事記の研究を大成した︒
うけつけ

つたり︑︿略﹀︒

を承り嘉事など︑今更のやうに思ひ

エサカ

出され候︒

バ

く承り申候庭︑先生には何時も御

コヒ

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

︿略﹀︑

二243圃

うけ

十﹇295図園

﹇承﹈︵四・五︶8
︽ーリ・ール︾

﹁私は此所から百里さきの

上あなたのお名前をうけたまはりた

紀州の者でございます︒︿略V︒其の

き

七721圏

たまはる 承る

うけたまわ・る

壮健の由︑何よりのことに御座候︒

殿や廻廊が海の中に 浮 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

くわいらう

トウイテクル︒
五593ことにしほのみちた時は︑社
十339 上手にも水門があるので︑船

ふと見ると︑さしわたし⊥ハ

は大きな箱の中に浮いてみる形であ
る︒

十﹇8410

九冊7囲團

うございます︒︿略﹀︒﹂人夫は之を

︽ーク

七寸もある大きなくらげが︑ふわり
受く

聞いて︑首をふりました︒

﹇受﹈︵下二︶2

くと浮いてみる︒
う・く

學校へ御湿罪なされ候佐野先生︑先

七麗容

頃より御病氣の由承り候︒

時頼は尚一同に向ひて︑

十一174図囹喜捨を受けたる此の金︑

十728図

うけと・る

おばあさんはく略V︑ふろし うす・おみうけもうす・ひきうける・

︽ーッ・ーリ・ール︾

﹁︿略﹀︒﹂

四237

て下さい︒

三月二十五日お出しのお手
紙を昨日受取りました︒︿略﹀叔父

九32囲

七745

らいた︒

︿略V︑番頭さんたちは︑お客

︿略﹀︑いろくの工事に︑村

かの男がわけを話して︑どう

の人は普請方のさしづをうけてはた

五714

ちにさしづをしてゐます︒

から注文をうけては︑小ぞうさんた

五245

まちうける

る

きつつみをうけ取って︑︿略﹀︒

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前

さて御父上様の御葉書な

七718園︿略﹀︑此の金をあなたにさ

十鵬9國團

を退きけりとそ︒

受取る

同謹んで承る中に︑常世

ル︒ーケ︾

︿略﹀︒

十二486図 ︿略﹀︑かしは最も堅くし
ろ
て尽力に富むが故に︑櫓・車・運動
器具の如き強烈なる力を轟くるもの
を製作するに適せり︒

らびに御前様の御手紙により︑御母

し上げましても︑おしかりになるこ

ウグヒス

ケサウグヒスガウメノ

上様には去る二日御安産にて︑玉の

﹇鶯﹈︵名︶ 一

とはあるまいと思ひます︒どうぞ之

ニ677

様なる女の御子御生れの由承り︑

うぐいす

木デ︑ホウホケキヨウトナキマ

十研6囲圏御名は何と付けられ候や︑
これも早く承りたく︑御知らせ待ち
上げ候︒

を受取って︑私の氣がすむやうにし
︿略﹀︒︿略﹀叔母より
﹇言意﹈︵ラ変︶1

さち子どの

シタ︒

うけたまわりお・り

承り居り︽ーリ︾

十佃5魑團 承り候へば︑御祖母様に
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うご一うさぎ

かお禮を受けてくれといひますと︑
︿略﹀︒

九268園 此の四代の苦心の後を受け
て︑國家の爲に︑此の下問を大成す
るのがお前の役目だ︒

十92 醤師は皆︑投貸してもし萬一
の事があれば︑毒殺のうたがひを受
けはしないかと恐れて ︑ ． ︿ 略 ﹀ ︒

十867 米は我が國でずるぶん多くと
れるが︑全く外壕米の足しまへを受
けぬわけには行かない︒

十価3園此の温室は南を受けてみる
上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑
こんなに早く咲くのだ︒

太陽の影響を受けぬものは一つも

えいきやう

十一13 地球上に存在するもので︑
ない︒

︿略﹀︑其の制裁としてどの

やうな刑罰を受けるかは︑法律で明

十﹁202

か に 定 め て あ る か ら︑︿略﹀︒

十︻767 其の後宣長は絶えず文通し
て眞淵の教を受け︑師弟の關係は日
一 日 と 親 密 の 度 を 加へたが︑︿略﹀︒

けてぴかりと光った ︒

十二583 するとねちが其の光線を受
十二929園 ﹁此の上は聖賢を訪うて
︿略﹀︑これまで教を受けた

教 を 受 け る 外 は な い︒﹂

十二985

人々が四方から集って別れを惜しん
だ︒

十二髄7 そこで海外に移住しても外
よし

國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

せき

雨後

動

其の様は︑まるで雨後の蛙が

﹇雨後﹈︵名︶1

斥されるやうなことも起って來る︒

うご

九656
﹇里居﹈︵上一︶1

むらがり飛んでみるやうである︒
うこかし・いる

いよくにいさんがっき出し

タラ決シテハナレナイ︒

八545

︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

十一677

た︒︿略﹀︑ふみしめてみる二足が︑

かうして二三日たちますと︑

きねをふり上げるたびに動いた︒

すのに大切なものとなってみる︒

市町村長や議員を選學する

耳は鳴り︑目は暗み︑手足はなえて

八㎜9

十一価5

には︑︿略﹀私交上の關係の爲に心

しまって動くことが出勝ず︑︿略﹀︒

を迷はすやうなことがあってはなら
ない︒まして威力によって強制する

かしみる ︽ーヰ︾

動きはじめる

これが有名な進化論で︑學

﹁いや︑聲が聞えるのでは

動き出

事務所で坑内服に着かへ︑

︽ーメ︾

動ク

動く

舟は上げ潮に乗って︑をかの
﹇動﹈︵四・五︶11

方へ動きはじめた︒

七157
うご・く

まぶしには︑かさくといふ

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク・ーケ︾

五483

みる︒

動かないのだ︒しかし地球

しかし地球が廻るために︑

中尉の手はじっとして動かな

同情深き妻の言葉に︑主人

折から燈がぱっと明るくな

動ける

﹁此の袋で轟をとるのだ︒

匹︑底の水の中で︑動けなくなって

︿略﹀︒﹂︿略﹀︑はへのやうな轟が二

十欄2

︽ーケ︾

うご・ける ﹇動﹈︵下一︶1

も動かなかった︒

十二938 ︿略﹀︑彼の決心はどうして

えてしまった︒

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消

十二422

はいたく身動きて︑﹁︿略＞Q﹂

十629図

い︒

寸劇7

我々の目には動くやうに見える︒

九856園

うに見える︒

が廻るために︑我々の目には動くや

九855園

動かないのですか︒﹂

にたくさん星が見えますが︑少しも

﹁にいさん︑空にはあんな

九854園

翌朝書損は常にもあらず

とか︑私利によって勧誘するとかい

十一467図

ふやうな手段を用ひたり︑又此の手
十ニー42

段に動かされたりするのは︑︿略﹀︒

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり
うこかす

に筆を動かしみたり︒

︽ーサ・ーシ・ース︾

うこか・す ﹇動﹈︵四・五︶10
動かす

るのです︒﹂

うごきだ・す
︽ース︾

しよう
︿略﹀︑︿略﹀昇降器に乗りました︒

十7910

す

﹇動出﹈︵五︶1

ありません︒口の動き方を見てさと

八899園

四416 たんすをうこかすと︑其 界を根本から動かしたものである︒
のうしろから物さしと花子の うごきかた ﹇当方﹈︵名︶1 動き方
見せ物小屋で象を見た︒︿略﹀︒

お手玉が出ました︒
六861

自由にうこかすことの出過る長い鼻︑
︿略﹀︒

向ふの畠には︑たうのいもが

ゆらと風に動かしてみる姿は︑誠に

合圖のかねが鳴るとすぐ動き出す︒

作ってある︒︿略V︑大きな葉をゆら

九㎜4

氣持がよい︒

動かした︒

十266此のけなげな言葉は遂に父を うごきはじ・める ﹇動始﹈︵下一︶1

ばしり出つる主人の物語に︑いたく

十698図 一語些々︑心の底よりほど

天芝いはく︑﹁︿略﹀︒願は

動かされたる旅僧は︑︿略﹀︒

十㎜2図

くは我に死をたまへ︒﹂と︒帝其の

音がしてゐますが︑これは意が動く

兎﹇▽しろうさぎ・のうさぎ

ウサギ

アハビ包膜ヲハナレテ動クコ うさぎ ﹇兎﹈︵名︶3 ウサギ うさぎ
トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ

七816

︿略﹀︑屋島・壇浦は源 からです︒

志の動かすべからざるを知り︑︿略﹀︒
だんのうら

十一3410図

平の昔語に人の感興を動かすこと甚
だ切なり︒

うし一うしろ
184

一一402 ワタクシハネエサンニ︑

ユキデウサギヲコシラヘテイ
タダキマシタ︒

ブタ

八34 うさぎの毛も間もなく白くな
キツネ タヌキ ウサギ

るだらう︒

ウシトウマガヰマス︒

牛車に乗ったお姫様方の姿を︑︿略﹀︒
くらべうま

氏子

昔或氏神のお祭に︑競馬の

﹇氏子﹈︵名︶1

八61

うじこ

うじな

神事といふ事があった︒それは氏子
の五箇村から︑︿略﹀︒

た

う

ど

瀬戸内海の沿岸には大

﹇失業﹈︵四︶1

しなひ給ふ ︽ーヒ︾

うしないたま・う

つ
津・高濱等良港多く︑︿略﹀︒

阪・神戸・尾道・宇品・高松・多度

うじな

十一345図

八496狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼 うじな ﹇宇品﹈︹地名︺1 宇品
ノ 求 メ ル 物 デ ア ル ガ︑︿略﹀︒

うし ﹇牛﹈︵名︶5 ウシ 牛﹇▽おや
うし︒おやうしとこうし︒こうし

一53

一5一 ウシガヰマス︒

二子をう

かたち正していひ出で

とロつ
﹃此の方面の職圖に

うしなふ

閣下の心如何に

ヒ・ーフ︾

﹇失﹈︵四・五︶7

ぞ︒﹂と︒

しなひ給ひつる

ぬ︑

十一605 見渡す限り果もない原野に︑ 九421図圃園

放牧の馬や牛がいうくと草をはむ
様や︑︿略﹀︒

うしな・う

十二914 ぼろを着た農夫は玉のやう
な汗をかいて田をすき起し︑牛はつ
失ふ

︽ーッ・

かれ果ててあへぎあへぎ働いてみる︒

しかし主人をうしなったと思

ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も

お前のやうな弱轟には︑ひ

︿略﹀︑衆皆力を失ひて散り

たまく大阪に出水あり︒

十二悩8

︿略V︑昔から之を渡らうと

う

宇治橋

ちはし

して水中に落ち︑命を失った者が幾

う

ちはし

しん

後

ε

︿略﹀︑午後外宮へ参り︑今

﹇宇治橋﹈︵名︶1

百人あったか知れない︒
うじはし

六悩6国

うしろ

日内宮へ参った︒宇治橋を渡って神
﹇後﹈︵名︶19

苑に入り︑︿略﹀︒

ゑん

うしろ
あと

四416 たんすをうこかすと︑其
のうしろから物さしと花子の
お手玉が出ました︒

い︒

かまはく略﹀︑高さが四五尺

ぐらゐで︑前には三尺に一尺程のか

旧訓1

ま口を造り︑後の方に煙出の口を明

信吉はびっくりして︑二足三

けるのである︒

足後へ下ったが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

八885

桑ノ木二三ルエダシヤクトリ

娘を引きよせて︑︿略﹀︒

ハ︑︿略﹀︑髄ノ後ノ端ヲ木ニツケテ︑

九186

膿ヲナ・メニツキ出スト︑︿略﹀︒

正一の家でも︑親子三人置庭

にすゑた打墓の前に並んで︑萎を打

九569

つてみる︒後には萎の束が山と積ん

﹁それ︑もう日がくれる

である︒

四723園

ぞ︒︸本杉のうしろへお日様

後には萎の束が山と積んであ

︿略V︑めいく身輕になって︑

それでも誰一人敵に後を見せ

校舎の後の菜園に集った︒

九782

く高くなる︒

るにつれて︑前の萎藁の山が見る

る︒︿略﹀︒後の山がだんだん低くな
わら

朱ぬりの社殿が山のみどりを 九575

がおはいりになった︒﹂
五588

其の夜のことです︑義仲はひ

後にして︑たいそうきれいに見えま
す︒

六237

そかにみ方の者を敵の後へまはらせ
て︑︿略﹀︒

社殿の後に廻ると︑音読は

心計4園此の後にかまがある︒

福宮の壮大な構がある︒

林を後にして右に昌徳宮︑左に景

しやうとく

十7510團北の方の山のすそには︑松

る者はない︒

暗さは暗し︑道はなし︑平家 九研6

フク

方はにげ場がなくて︑後のくりから

六252

ゴ

谷へ︑なだれをうって落ちました︒

六333 少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ
テン
ガ表ヲハイテヰタ︒自轄車が後カラ
し

來テ︑カケヌケテ行ツタ︒
し

門々とした梅林で︑幾百本とも知れ

七304図 一旦匹の獅子︑森の中にて 十冊7
眠りしに︑後の暗きやぶかげより大
へび

死傷頗る多く︑家を流し産を失ひて︑

後にして悠然と横たはれり︒

いう

︿略﹀大職艦陸奥は︑海を

ない古木の梅が咲績いてるる︒
む つ

らやりで謙信をついたが︑あたらな

七452

信玄の家來は之を見て︑後か 十桝4図

いなる蛇つと出でて︑︿略﹀︒

即ち一人の貿易商が外人の
信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︒

十二236

路頭に迷ふ者敷を知らず︒

十一伽9図

くになりぬ︒

十槻1図

い時でも︑︿略﹀︒

よっとすると命を失ふやうなあぶな

十956囹

もやらずた㌧ずみたる様は︑︿略﹀︒

降積む雪に道を失ひ︑進み

ひやると共に︑轟の運命をあはれん

十二917 ︿略﹀︑農夫や牛の勢苦を思 九㎜5

氏神

︿略﹀︑き れ い な 着 物 を 着 て ︑

十639図

くじけて︑︿略﹀︒

﹇▽やましろうじ

﹇氏神﹈︵名︶1

くらべうま

﹇丑﹈﹇▽ひのとうし・みずのとう

だ︒

うし
し
うじ

うじがみ

八59 昔或氏神のお祭に︑競馬の
神事といふ事があった︒

うちがみさまの森で︑あ

うじがみさま ﹇氏神様﹈︵名︶1 うち
がみさま

四12

さからたいこのおとがします︒
六696

うしぐるま ﹇牛車﹈︵名︶1 牛車

185
うしろあし一うすぐらい

．うしろあし

うしろかげ

﹇▽あとあし

﹇後影﹈︵名︶1

後影

十6110図 すごくと立去る僧の後影

後向

を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ
て︑﹁︿略V︒﹂

﹇後向﹈︵名︶1

六247 不意を討たれた平家方は︑上

うしろむき
を下への大さわぎ︑︿略﹀︑後向に乗

ウ

ウ

る者もあれば︑一匹の馬に二人乗る
﹇牛若丸﹈︹課名︺2

者もあります︒

うしわかまる
シワカマル

ニ目5 四 ウシワカマル
﹇牛若丸﹈︹人名︺3

ニー11四ウシワカマル

ヲオシツケマシタ︒

ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ

な

ら

ウスア

如しと誇りし奈良の都も︑色移り香
←あらうず

失せて年既に久しく︑︿略﹀︒

﹇薄赤﹈︵形︶2

︽ーイ︒ーク︾

る

羽の鶏一つにかたまり︑︿略﹀︒

︽ーリ・ール︾

うずくま・る ﹇躇﹈ ︵四︶2 うつくま

えんがはにうつくまる三

毛のねこ︑︿略﹀︒

八273図幽

て︑上を木の皮にておほひ︑八人一

ぐ︒

ソラガウスアカクナツテヰマ

アヅキ

所にうつくまりて僅かに雨露をしの
︿略﹀︒﹂

ウスイ

アカイ玉ノヤウニ見エル︒
︵形︶5

薄暗い

︽ーイ・i

ニイサン

ヨリサ

マダウスグラウゴザイマス

うす暗い

三28

ウ・ーク︾

ライ

﹇薄暗﹈︵形︶8 ウスグ

ス︒︿略﹀︒﹁ア︑日が出ハジメタ︒

三33トヲアケルト︑ムカフノ 十二861図工の枝を伐りて地上に立

カイ

うすあか・い

うず

二455ヨイオヂイサンバソノ木
タ︒

二457ソノウスデ米ヲツキマ
スト︑︿略﹀︒

二461︿略﹀︑ウスノ中カラ︑マ
タォカネや出口ラモノガデマ
シタ︒

ノウスヲカリニキマシタ︒

﹇薄﹈

︽ーイ・ーク︾

うす

二464ワルイオヂイサンバ又コ 六471 卵ハ小豆程ノ大キサデ︑ウス うすぐら・い

薄い

︿略﹀︒

キ高目キテミヨウトオモツテ︑

ガ︑ケサコソ
マス︒

スクテ︑ヌレテヰルヤウニ見エ

三583アブラゼミデス︒色ガウ

い

二471又質コツテ︑ソノウスヲ うす・い

﹁米をつくのに︑上にもう

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ
タ︒

五463囹

すをさかさにつるしておけば︑きね

うしわかまる

シワカマル 牛わかまる

又うすい吉野紙のやうな作り 七742 見れば年取つた父といふのが︑

せんがくじ

︿略V︑大平の父はうす暗い中

あんどん

まくらもとに置いてある行燈

何時もはうす暗い程茂り合つ

けに︑下草まで見えるぐらゐ明るい︒

てるる雨がはの木立も︑まだ若葉だ

九321

の光はうす暗く︑︿略﹀︒

九221

く連れて行った︒

に大將を起して︑︿略V泉岳寺へよ

八相8

て居りまして︑︿略﹀︒

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

五485

あれく︑虹がきえて行く︒

かけの繭の中で︑︿略﹀︒

五625圃

しだい

︿略﹀︒

小山の方はも

あのあざやかな色どりも

くにうすくなり︑

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

いもほり

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

第十七

う見えぬ︒

九795

︿略V︑どれも皆︑絹のやうなうすい

つき上ると︑おばあさんが餅
を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

集めた液は之を工場に持つ

月のさえた冬の夜友人と二

人町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通

十二374

り︑或小さいみすぼらしい家の前ま

友人も奪いてはいった︒薄

で來ると︑︿略﹀︒

白・黒・うすかば色︑十幾 十二391

﹇薄蒲色﹈︵名︶1

かすのである︒

かば色

うすかばいろ

九132図

うす

て行き︑︿略﹀︑機械で薄くのして乾

十一534

てるる︒

皮がはち切れさうに︑よく實がいつ
失す

へ持っていらっしやった︒

八524

かぼか流れ出すほどで︑︿略V︒

五871国

米を入れる︒﹂

﹁上のうすには︑どうして

の上げ下しに米がつける︒﹂

臼

五465園

ニー16 ウシワカマルハヒラリト
ランカンヘトビアガリマシタ︒

ニー25 ベンケイハトウトゥカゥ
サンシテ︑ウシワカマルノケライ
ニナリマシタ︒

うす

はねまはってたたかひましたら︑
ウス

うす

今はとボートにうつれる

﹇失﹈︵下二︶2
︽ーセ︾

う・す

四437 僕は牛わかまるになって︑

﹇臼﹈︵名︶1一

︿略﹀︒

うす

﹇▽ひきりうす︒ひとうす・ふたうす
め・みうすめ・ようすめ

八991図圃
中佐︑

一166カニガシニマシタ︒︿略﹀︒

旅順港外うらみぞ深き︑

軍神廣瀬

た ま
飛來る揮丸に忽ちうせて︑

ハチガキテ︑ナクワケヲタヅ

と其の名残れど︒

︿略﹀︑咲く花のにほふが

ネマシタ︒︿略﹀︒ウスモキイテ

十二995図

オコリマシタ︒

一19一 ウスガオチテキテ︑サル

うずしお一うたう

186

暗いらふそくの火のもとで︑︿略﹀
若い男が靴を縫ってみる︒

十二鵬8 ︿略﹀︑時には夜半までも薄
暗い燈を便りに︑経文をとなへなが

﹇渦潮﹈︵名︶1

渦潮

ら一心にのみを振るふことさへあっ
た︒

うずしお
頗だかじま

胸も波だち眼もくらむ︒

十二815韻 裸島より渦潮見れば︑

︽ーク︾

うすじろ・い ﹇薄白﹈︵形︶1 うす白
い

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ

九悩4 月が西の空にうす白く盛り︑

た︒

うすずみいろ ﹇薄墨色﹈︵名︶1 薄墨
色

十麗1

たくさん咲いてみる中で一番

美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ
﹇渦巻﹈︵名︶2

此の黒鮎は多分表面に生ず

も咲いてみる薄紅色の花である︒
うつ
うつ巻 渦

うずまき

十一32

下に投げるのか︑手もうす緑︑足も

かんとりうた

地響の中の薄緑に染めてあ

うす緑︑帯も着物も皆うす緑︒

十一363

﹇埋﹈︵下一︶一

ウスム

ウヅメル

ヨイオヂイサンバ︿略﹀︑

います︒

九585

木びきの力藏さんがうたをう

赤いたすきを掛けた女たちが

娘の勇ましい行瀬は︑歌に歌
せう
はれ︑其の肖像書は到る庭の店頭に

千里寄せく

十一806黒土生れて潮に浴して︑

飾られた︒

十293

よい聲で歌をうたふと︑︿略﹀︒

九597

えて來る︒

何所からかにぎやかな歌が聞

當日祝の歌を一首いたゴきたうござ

八柵1国又まことに申しかねますが︑

ひいてゐました︒

たひながら︑大きなのこぎりで板を

六166

フ人ダサウデス︒﹂

人デスカ︒アレハウタヲウタ

三322 ︿略V︑いつもきげんよく
うたをうたふちいさんです︒
四867圏 落花﹁扇ヲ持ツテ居ル

﹇薄紫﹈︵名︶一

るのが一昨年植付けた庭︑︿略﹀︒
うすむらさき

ラサキ

二446

︽ーメ︾

うず・める

タウスムラサキノ實ハ︑︿略﹀︒

五962 庭サキノブダウ聖心︑今︑夕
るうつ巻であらうといふ︒
うつ
日ガサシテヰマス︒フサくト下ツ
︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

埋まる

を起したり︑背びれを水上に現した

十二791
りして泳ぎ廻ってみる︒

﹇埋﹈︵五︶2

︿略﹀︒大川を

うす

犬ヲウヅメテ︑ソノ上二小サ

︽ーイ︾

第四

潮干狩

﹇薄寒﹈︵形︶2

ナマツノ木ヲウエマシタ︒
ら寒い

うすらさむ・い

︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

︽ーッ・ーリ︾

うずま・る
六257

には馬︑かさなりかさなって︑ずる
ぶん深いくりから谷が︑平家の人馬

ば

ばと
すら寒い秋風を浴びながら︑山鳩の

十二3310團私は今落日に施して︑う

下って行く舟の中はうすら寒い︒

く略V︑來年の秋はもう眞白 七95

で埋まりました︒
そ

十一412 ︿略﹀︑いっか夕方の色が四 十436園

うす緑

な蕎萎の花で︑此の地面が埋まって
﹇薄緑﹈︵名︶5

方にたゴよって︑向ふの山も薄墨色
うすみどり

しまふのだ︒

うったか

に暮れて行く︒

﹇堆﹈︵形︶1

浪を子守の歌と聞き︑

うずたか・し

る海の氣を

さっきの歌の主であらう︒

吸ひてわらべとなりに

聲さびしきベルダンの戦跡に立って

十二216

けり︒

ゐます︒

薄れゆ

九121図井戸に近き柿の木の︑日ま

︵五︶−

薄緑

︽ーキ︾

︽ーク︾

﹇薄行﹈

十二脳2図圃 く略V︑ うったかき積

く

うすれゆ・く

し

しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに

かんくとこずゑをてらして 十一586 立ちこめた砲煙の薄れゆく うたいだ・す ﹇歌出﹈︵五︶1 うたひ

出す

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

にいさんが﹁我は海の子﹂を

︽ーシ︾

につれて︑先つ目に入ったのは︑大
うそ

みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

﹇歌﹈︵名︶9

うた 歌
εこもりうた・ふなうた・みうた・み

うた

ウタ

ニー77

ーフ︾

アシタ

︽ーッ・ーハ・ーヒ・

﹁ユフヤケコヤケ︑

たふ 歌フ 歌ふ

﹁いいや︑天人はうそを うた・う﹇歌﹈︵四・五︶14ウタフう

﹇嘘﹈︵名︶！

七103

︿略﹀日かげが︑若葉の色を

いひません︒﹂

︿略﹀日かげが︑若葉の色を 三888園

うそ

きなふかの十二であった︒

九331

うす緑︑帯も着物も皆うす緑︒

下に投げるのか︑手もうす緑︑足も

九3210

︿略﹀︒

を下に投げるのか︑手もうす緑︑

九3210

氣持よし︒

うす紅

荷の中に 海山の寳を載せて︑ 船

﹇薄紅﹈︵名︶！

は今静かに煮る︑ 懐かしき故郷の
港︒

うすべに

なら

︿略﹀︑若葉のにほひがく略V︒

てもなつかしい︒

黄の勝つた緑のけやき︑どの木を見

うす紅のかへで︑銀ねずみ色の楢︑

九346

色

うすべにいろ ﹇薄紅色﹈︵名︶1 薄紅

187
うたがい一うち

娘の勇ましい行爲は︑歌に歌
せう
たくしのうち

オザシキニアカリガツイテヰ

﹇383

十293
はれ︑其の肖像圭旦は到る虜の店頭に

テンキニ ナアレ︒﹂ 子ドモガ
飾られた︒

ニー96 コチラノクライモリノ
中ニミエルノハ︑ドコノウチ
ノアカリデセウ︒

二645私ノウチニハオや牛ト
子牛ガヰマス︒

かは

かは

三57 メンドリハ︿略V︑見テヰ
ルウチニ︑タマゴヲハラノ下
うちの子ねこは

ニダイテシマヒマシタ︒

三105囲

いい子ねこ︑︿略﹀︒

うちの子ねこは
いい子ねこ︑︿略﹀︒

三113囲

二人がびっくりして見て

ゐますと︑それは小二郎のう

三218

小二郎がうちへかへって

ちのいぬでした︒

三236

みますと︑犬は︿略﹀︑かけて

いっかうちのおとうさん

きてとびつきました︒

三342

かはってゐます︒

た︒

今日はうちの虫ぼしで

おひるすぎに︑をばさんの

をぢさんのうちでは︑に

一ぽいもみがほしてあって︑

︿略﹀大きな店はいくつ

の町へかかるさうです︒

四286電話も近い中に私ども

私のうちでも二つつけました︒

も電とうをつけました︒︿略V︒

四281

ぼへ出て︑おばあさんがく略﹀︒

︿略﹀︒うちの人はみんなたん

四226

をぢさんのうちでは︑

足のふみばもないくらみでし

は

四224

ぢさんのうちがあります︒

四221山一つむかふの村にを

が五本あります︒

四48私のうちには柿の木

さんが來ましたので︑︿略﹀︒

うちからおとよさんと太郎

四16

した︒

三776 夕はんがすむと︑うちの
ものはみんなえんがはへ出ま

す︒

三702

タガヲカケカヘマシタ︒

ヤガ來テ︑手ヲケヤタラヒノ

三658私ノウチヘキノフヲケ

シタ︒

色モシダイニコクナツテキマ

オチヨサンノウチデハ︑ 三584 見テヰルウチニ︑チヂン
デヰタハネモダンダンノビテ︑

大雪イ︑オモテデーシヨニウタ

山に︑こもれる大和うるはし︒﹂と

イヤ︑其ノ人が當選スルコ

醤師は皆︑投曝してもし萬一

トハウタガヒナイガ︑︿略﹀︒

十91

の事があれば︑毒殺のうたがひを受
︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑

けはしないかと恐れて︑︿略﹀︒

十一203

マス︒

ツテヰマス︒
︿略V︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と か は い ら し い こ
歌ひしにそむかず︒

三134 あかちゃんがなき出すと︑ 十二鵬8図 げにや﹁めぐらせる青垣
ゑで︑子もりうたをうたひます︒

五一ちいさんの

九捌10園

三318囹 ﹁からすのなかない日 うたがい ﹇疑﹈︵名︶3 ウタガヒ う
たがひ 疑
はあっても︑五一ちいさんがう
たはない日はない︒﹂

﹁︿略﹀︒ ﹂

うたをうたふちいさんです︒

三322 ︿略﹀︑いつもきげんよく
三337

うたふこゑがきこえます︒

四867園 オ花﹁扇ヲ持ツテ居ル

のある者を十分に取調べて適當公平
︽一

な裁判をする︒

フ︾

疑ふ

人デスカ︒アレハウタヲウタ

人も來て見る︑小鳥もう

王は自分の耳を疑ふかのや
﹇宇田川玄随﹈︹人

宇田川玄随
おほっきげんたく

信淵は︿略﹀︑間もなく江戸
だがはげんずる

へ出て︑宇田川口蓋・大槻玄澤など

うちへかへってみると︑

三457︿略﹀︑うちもなくなって
みて︑村のやうすもすっかり

おどろきました︑︿略﹀︒

三456

ましたが︑︿略﹀︒

うちへかへるのもわすれてゐ

うらしまはおもしろがって︑

が道で︑﹁︿略V︒﹂とおつしゃつ

うち

三435

たら︑︿略﹀︒

︽ーイ︾

﹇疑﹈︵形︶1

問を勉強した︒

はしい

うたがわし・い

ウチ

やら其の地面がうたがはしい︒
﹇内﹈︵名︶窟

内←おじさんのうち・そのうち・わ

うち

中

八401園其の方の申す所では︑どう

うたが

の人々をたよって︑一心に西洋の學

う

九285

名︺1

う だがはげんずる

うだがわげんずい

うに目を見張つた︒

十二686

﹇疑﹈︵五︶1

フ人ダサウデス︒﹂
︿略﹀︑

五297齪 もえる木のめに春風吹けば︑うたが・う

たふ︒

六166 木びきの力藏さんがうたをう
たひながら︑大きなのこぎりで板を
ひいてゐました︒

リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持

八973図 名古屋市ハ此ノ城アルニヨ
ツ ︒ ﹂ ト 歌 ハ レ タ リ︒

九93国 此の間も十ぐらみの少女が
﹁君が代﹂をうたっ て ゐ ま し た ︒

一

九597 赤いたすきを掛けた女たちが
やがて暮 近 く な っ た の で ︑

よ い 聲 で 歌 を う た ふと︑︿略﹀︒

十1510

同は元氣よく團歌を歌ひながら︑夕
日を浴びて婦途についた︒

うち一うち
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昨日はうちのすすはき

のことを話しますと︑︿略﹀︒

四317うちへかへって︑父にこ
四404
でした︒

れいになって居ましたので︑み

四464︿略﹀︑家の内も外もき

友一のうちでかるた取

んながほめられました︒

四467
がはじまって居ます︒

四 5 7 7 私 ノ ウチデハ此ノゴロ
土ザウノブシンガハジマツテ
居マス︒

どんなにか鳴いたのでせ

羽かつてありました︒

四678私のうちに山がらが一
四686

うが︑うちのものは朝まで
しらずに富ました︒
四召4 ︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

ナカマノモノが大テイ行ツテ
居マス︒

目の金持だといはれたうち

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五868團

でした︒

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ

六628

な︒

やがてうばをも呼入れて︑三

死んだあの子

かついで行って植ゑ

うちの人はみんな知らずに居

七899園

うちにも村にも︑かはった

地球の上には大小合はせて

さて︑心の中に︑︿略﹀と念

うちのことはしんぼいする

何時力帯ノウチノツルベノ金

﹁しばらく︑うちのおばあ

出かける人もありませう︒

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七609園皆さんのうちには︑大きく

タガガコハレ登時︑︿略V︒

七509

二二ツツチノ音が聞エマシタ︒

ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

七498

トンテンカン︑トンテンカン

七423園

ですが︑︿略﹀︒

中日本人は五萬人︑支那人は六萬人

七367圏人口はおよそ十一萬︑其の

じて︑︿略﹀︒

七199

ふ︒

國と︑︿略﹀を世界の五大弄瓦とい

六十齢國あり︒其の中我が大日本帝

七42図

事はありません︒

六欄8圃

と思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

るから︑一つ取って行って見せよう

六棚4

たのだ︒

が掘取って︑

ちの畠にあったのを

此の村にはよく水がありますね︒
に生れた人のでした︒
人は其の夜をなみだの中に明かしま
した︒
四776此の人は︿略﹀︑大きくな 五842團 ︿略﹀︑うちには大した事も
ありませんでしたが︑中々のさわぎ
つても︑うちの仕事もせず︑
六987韻あの學校がたった時︑ う

もう此の子一人になりまし

みばつてばかり居ました︒

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

五97園
たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

かぼか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

うちでも一時は飲水やたべ

叔父サンノウチニモ︑ブダウ
ウチノブダウトハ種ガチガフ

今日はうちの者がみんなたん
今どこのうちへ行って見ても︑
俵の山が出來てるます︒

六24

ぼへ稻こきに行きました︒

六16

ノダサウデス︒

五967

棚ガゴザイマス︒

五965

たづけも大がいすみました︒

物にこまりましたが︑今ではあとか

五882團

にまみります︒

うちへかへって︑ふろしきを
こんな所にと思ふやうな村外

明けて見ましたら︑︿略﹀︒

五252
五281
れに︑家が一けん立ってるます︒こ

うら一めんの林は私のうちの

れが私のうちです︒

五286

うちのまはりのう

もので︑此のごろは栗の花がたくさ
︿略﹀︑

んさいてゐます︒

五295齪

め・もも・さくら︑かはるぐに

うちでも土間に丸太を置いて︑
﹁左足が沈まない中に右足

﹁左足が沈まない中に右足

昨日からうちの量が上りはじ 六455

出す︒﹂

を出し︑右足が沈まない中に左足を

六442園

出す︒﹂

を出し︑右足が沈まない中に左足を

六44！園

其の上につんであります︒

うちの前には小川が流れ︑ 六25

花さきみだれ︑︿略V︒

五298圃

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

五324私のうちの表通は︿略﹀︒

四 7 4 7 せ い の高い私の目にも︑
まだお日様が見えない中から︑

五335此の時世の氣もなく自分のう
ました︒

五468

ません︒

はありましたが︑あとの一人があり

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

十二人いるうち︑十一人まで
うちの方では︑田に水がな

になったはずだ︒

五652園

めました︒

まゆ
うちの繭もあの工場で生綜 六512

屋で︑左どなりは時計屋です︒

五344

私のうちの右どなりは小間物

ちを見て︑その小さいのにおどろき

くはやかまを持ってたんぼへ
行きました︒

四752 ︿略﹀︑小さなわらぶきの
うちへかへって行きました︒

よりはよく出盧ました︒それで

四756︿略﹀︑稻も妾もよその
だんだんうちがよくなりました︒

あのうちは此の上よく

なるばかりでせう︒

四768

四773それは西の村で︑二番 五664圏

189
うち一うち

秀 吉 が 之 を 聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

さんにおなりなさい ︒ ﹂
七軒4

らい し ん し

︿略﹀︑うちの屋がうのカネ

と心の中で喜びました
七麗9園

キを入れて︑此の頼信紙に書きこん
でごらん︒

八297 或日炭を旨く男が太郎のうち

へ來て︑みうりのはたでいろくの

八835

近き中に頂きに上りたく

きました︒

採炭坑夫は四人つつ一組にな

つてみて︑其の内の二人が石炭を掘

十餌2

幾度もくりかへしてみる中に︑

崩すと︑︿略﹀︒

十914

御知らせ下されたく︑御願ひ申し上．

お金といふものは︑うちに

今日は︑のぶ子さんのうち

﹁地藏山の内︑二町三段五

ひのき

ぼんやりいろくの事を考

一坪一本の割︒﹂

十﹇5210

ゴム園の人は毎朝暗いうち

色に暮れて行く︒

四方にたゴよって︑向ふの山も薄墨

へてみるうちに︑いっか夕方の色が

十一411

苗︒

畝︑澄通り理窟︑其の二二べて杉

せ

十一367

正やがて身重をねぢ伏せたり︒

士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清

十一306靴直に組合ひたる二人の勇

ぬ︒

りでは落ち︑職は午前のうちに終り

十一2410図 ︿略﹀︑清秀は討死してと

岩山のとりでより︑︿略﹀︒

︿略﹀︒︿略﹀︑十三箇所のうちなる大

十三箇所のとりでを構へ︑︿略V︒

十一2310図 く略V︑琵琶湖のほとりに

︑へ始めて遊びに行きました︒
び は

十一142

の庭まで引寄せられた︒

弱って︑船から五十メートルぐらゐ

てるるうちに︑さすがの鯨も次第に

のばしては雀いて︑氣長くあしらっ

半価5 ︿略﹀︑綱を巻いてはのぼし︑

らく言へるやうになった︒
取引の成立つた馬は︑其の

太郎は生変生米生卵︒と︑早口にす

す︒

こん

十381

りになる︒

十408園

一年と過ぎ二年とたつうちに︑

十514園

其の日の暮しにも困るやうになった︒

十468

けぶつ倒したいと思ってね︒﹂

﹁朝のうちに此のけやきだ

山を開墾し始めてから︑もう一月饒

ざふ
村はつれにある︑うちの雑木

日の中に買手に引渡されてしまひま

十216団

げ候︒

候に付き︑何日頃がよろしく候や︑

九椴9圏團

てるるのが目につく︒

戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ

信吉にはおとよといふ今年十 九十10 うちの方をふりかへると︑井

一になる女の子があるが︑︿略﹀︑僕

のうちで世話して︑唖の勘校に入れ
てある︒

︿略V︑大將の父はうす暗い中

に大車を起して︑往復一里齢もある

八川9
せんがくじ

高輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

たかなは

實に鐵は熱いうちにきたへな

とやの内に入りて見るに︑

﹁此の坂を下りて︑あの清

にいさん︑昨日でうちの田

しまって置くものではない︒

日の暮れない中に︑一足も
とても明るいうちに山本ま

一同謹んで承る中に︑常世

ではお着きになれますまい︒

十623園

早くお出かけなさい︒

十618囹

あるからね︒

たり︑盗人に取られたりする危瞼が

うちの事はすべて御安心下 十515囹 うちに置くと︑火事にあっ

植がすっかりすみました︒

九468團

見えるはずだ︒﹂

水の所まで行くと︑石井君のうちが

九3410園

り︒

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ

わら

いつれ又近い中に便りをし

ければならぬ︒

八価1

九94團

話をした︒

八326 山野に生ずる草木の中には︑
九145図

ませう︒

藥用にするものが多くありますが︑
にんじん
其の中貴重なものの一つは朝鮮人蓼
です︒

た︒始のうちは勢がよかったが︑

八542 いよくにいさんがっき出し
︿略﹀︒

八551 おしまひの一日には︑小豆や
きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近
所へも配った︒

さい︒

八742園 うちには何事もないさうで 九493團
安心しました︒

た︒

うちのおちいさんはあの人

ぬ中に︑町でも屈指の財産家となつ

店はだんだん繁昌して︑十年もた﹂

八782園 是非今日のうちに納めなけ 九525囹 さて商費を始めると︑︿略V︑
ればなりません︒

八789園 ﹁それをみんなうちで納め
るのですか︒﹂

高は同じですか︒﹂

十728図

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前
を退きけりとそ︒
とって

安全燈の取手を握りしめて︑

じっと目をつぶってみるうちに︽何

十803

九638

時の間にか︑地下九百尺の坑底に着

とん

具する︒

せい
敷分の内に艦内はすっかり整

と殻竿で妾を打ってるる︒

からざを

ひもまじって︑︿略﹀︑ばたんぼたん

正一のうちの人たちに手つだ

とは前から友だちだったので︑︿略﹀︒

八809園 ﹁どのうちでも︑納める金 九528園

て來よう︒

八813園 役場のひけないうちに行つ 九589

信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ

八832 もと僕のうちに奉公してみた
から錦って來た︒

うち一うちしずむ
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に起きて︑受持の木に此の切付をし

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀と
くご︒

合って︑あっばれてがらを立てるか
﹇打合﹈︵下一︶1

︽ーセ︾

打

それから少し進むと︑石や

分家の金次叔父さんは︑軍隊

錦のたくましい腕で︑すとんくと

九601

打下す︒

うちかえ・す﹇打返﹈︵五︶3うちか

一足々々︑遠い所へ進み行

へす 打返す ︽ース︾

十268

打返す磯波にまき込まれたか

いそ

一くはく︑動いたんぼをう

五953圃
﹇打頷﹈︵四︶1

︽ーキ︾

き︑

金を打合はせて火を出す法を考へる

ちかへす︒

うなつく

うちうなず・く

やうになった︒

うち

十一667

合はせる

うちあわ・せる

考へてるる中に︑ふと自分の身の上
お前たちのうちで誰が一

二週間もた＼ぬ中にもう王
ところがリガンは︑︿略﹀︑

り下げられながら︑沖へくとっき

と思へば︑忽ち大波にゆり上げ︑ゆ

あは

此の四海峡に包まれたる
内海の沿岸及び島々には

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一348図

名勝の地少からず︒

マタキリツケルト︑トビノ

︽ーシ︾

口に呑まれようとする︒

固める

︽ーメル︾

うちかた・める﹇打合﹈︵下一︶1打

土を置いて︑打固める︒

八315 ︿略﹀︑野卑の上にねったかま

九58踏襲の中にはかたい殻があっ

うちがわ ﹇内側﹈︵名︶1 内がは
から

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

︽i

物置の前なるあき箱より︑

だく ︽ーク︾

と歩を運ぶ︒

十608図

︽ーミ︾

打沈む

感がいに打沈みてとぼく

うちしず・む ﹇打沈﹈︵四︶1

だく︒

しgみの殻を取出し︑細かに打ちく

から

九141図

打ちく

イテ︑ベンケイノナギナタヲウ

打下す

うちくだ・く ﹇打砕﹈︵四︶1

のがあります︒

シマシタ︒

ス︒ーセ︾

うちおろ・す

武士は太刀をぬきて馬より
胴中目がけて打下せば︑︿略V︒

どう

とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の

七317図

︵四・五︶2

十バトマツテヰマシタ︒入ガテ
ツパウデ︑一ドニ三パウチオト

ニー35木ノエダニ︑コトリガ

チオトシマシタ︒

ニー24

打ちよせる大波︑打返すさか

差上げる物はあらうか︒﹂﹁粟飯なら

進む︒

十648園︿略﹀︑﹁お連れ申しはしたが︑

十273

師を求めてあちらこちらさ

ございますが︒﹂主人はうちうなづ

打合ふ

トス

かうして又幾年か過すうち うちおと・す ﹇打落﹈︵五︶2 ウチオ

かん

﹇打合﹈︵五︶1

く略V︑出先かけて敵の大軍

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の

きて出來り︑僧に向ひて︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑老僧の命のあるうち

十一327図

かくて又幾年かたつうちに︑ うちうみ ﹇内海﹈︵名︶2 内海

まよってみるうちに︑マガダ國の首

た︒

十一一捌5國国

す時など︑仲間のうちにて計算は私

毎晩士買上盲同の勘定を致

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

十二柵10

に其の志を遂げさせると共に︑︿略﹀︒

十二佃3

十間といふ深さに達した︒

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

十二研4

府王堅城の附近に來た︒

十二934

すげなくも王を内に入れなかった︒

十一一719

に無愛想な仕向をした︒

十二713

わしはそれが知りたいのだ︒

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二665圏

に考へ及んだ︒

て廻る︒

十一742 宣長はまだ三十歳齢り︑温
和なひと＼なりのうちに︑どことな
とく
く才氣のひらめいてみる篤學の壮年︒
眞淵は宣長の學識の尋常でないこと

十一744 だんく話してみるうちに︑
をさとって︑非常にたのもしく思つ
た︒

つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の

十一896 弟は尚あちらこちら暦をく

︿略﹀︑太陽暦とくひちが

文字に目を止めて︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

十一935園

つて煮て︑三年にならないうちに一
箇月の閏をおかなければならない︒

十一965 ︿略V︑リンカーンは十歳頃

までは本を讃むことなどは殆ど出差
珍しい話を聞いては︑僅かに心をな

なかった︒唯通りがかりの旅人から
ぐさめてみた︒かうしてみるうちに︑
よく
知識を得たいといふ彼の欲望は導く

が一番達者なりとて︑何時もほめら

強くなり︑︿略﹀︒

ねいに乾かして︑其の後何度もく

十一㎜10 リンカーンは其の本をてい

れ申候︒

﹇打﹈←いっきうち・えだうち・

うちあ・う

わ・ねうち・はさみうち・むぎうち

かたきうち・くみうち・なみうちぎ

うち

讃返してみるうちに︑此の偉人の品
性に深く感化された︒

十一伽8 見てみるうちに大きなフラ
スコが出來た︒

︽ーッ︾

十一悩1 何が出來るであらうかと思
．つてみると︑いろく扱ってみるう

十694園

に割って入り︑これぞと思ふ敵と打

ちに導電のコップになった︒

十二543 ねぢは︑これ等の道具や時
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うちじに一うちよす

うちじに

﹇討死﹈︵名︶1

討死

︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

討死

過ぎ候︒

誠に御無沙汰に打過ぎ︑

申しわけもこれなく候︒

十二佃4魑國
打塁

﹇打続﹈︵下一︶1

打

かざし紅葉かざして往來しけむ︑
︿略﹀︒

うちつづ・ける

男も女もひたひの汗を︑ほこ

︽ーケル︾

九603

績ける

りだらけの腕でふきながら︑にぎや

正一の家でも︑親子三人︑庭

﹇打台﹈︵名︶2

にすゑた打皇の前に並んで︑変を打

かに打績ける︒

九568

うちだい

つてみる︒

つける

其の時︑二番もりが打出され

︽ーケ︾

打ちよせる大波︑打返すさか

苦もなく立てて申しました︒

十274

うち

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の
口に呑まれようとする︒

﹇打続﹈︵四︶2
︽ーク︾

やがて打績く松並木の閤

打績く

うちつづ・く
つ〜く

十二57図

を過ぎて境内に入り︑先づ昇殿の前
にぬかつく︒

ろう
そのかみ金殿玉面相望み
てうちつ冨く都大路を︑大宮人の櫻

十一一欄2図

れ行かん︒

れる

打連

いざや︑我が壺うち連
﹇打連﹈︵下一︶1

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ

︽ーレ︾

うちつ・れる

八83

に︑五人の騎手は打連れて︑拝殿の
うちと

始は︿略﹀︑︿略﹀宿をこと

我はた＼

昨日の敵は今日の友︑

﹇打解﹈︵下二︶2

そばの大きな立石の前に並んだ︒
うちと・︿

︽ーケ︾

討取る

﹇討取﹈︵四・五︶2
︽ーッ︾

うち取

こ

︹古名︺2

うちの子ね

武名を天下にとゴうかせり︒

うちのこねこ

三目5 四 うちの子ねこ
三104 四 うちの子ねこ

あんまひころく

翌日武田方からは安間彦六と

︽ーッ︾

うちの・る ﹇打乗﹈︵五︶2 うち乗る

打乗る

いふ大の男が︑物の具見事に着かざ

七467

唯今にも鎌倉の御大事とい

り︑大の馬に打乗って︑上杉方の陣

へ向つた︒

打彿ふ

番にはせ参じ︑︿略V︒

ふ時は︑︿略﹀︑やせたりともあの馬

十692園

にうち乗って

︽⁝ヒ・ーフ︾

うちはら・う ﹇打払﹈︵四︶3

十604図折から︑たもとの雪を打梯

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

の家の主人なるべし︒

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

十604図折から︑たもとの雪を打彿

の家の主人なるべし︒
こま
十641︹図圃 駒とめて袖打佛ふかげも

うちう

なし︑ 佐野のわたりの雪の夕暮︒

うちゅう ﹇宇宙﹈︵名︶1 宇宙

うちう
つまり此の宇宙には︑あの

のがなほ敷限りもなく存在してみる

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一37

が︑︿略﹀︒

二人はすかさずうち取つ
て︑十郎は二十二︑五郎は二十︑

十一一95図

︽ースル︾

なぎさに立ちて昔をしの

うちよ・す ﹇打寄﹈︵下二︶1 打寄す

福島正則以下の六人︑ま
たそれぐに名ある勇士を討取って︑

十一317図

た︒

︿略﹀めでたくのぞみをとげまし

四965

る

うちと・る

けては︑名残なかく書きず︒

わりし常世も︑一夜の物語にうちと

十702図

へっ︑彼の防備︒

語る言葉もうちとけて︑

九416図圃

く

︽ーカ︾

ち連れ行く

︿略V︑両手で根本の所をつかうちつれゆ・︿ ﹇打連行﹈︵四︶1 う

んで︑打塁にぱたくとた＼きつけ

九571

十一124碧雲

うち出す

ると︑董の先についてみる穗が︑

︽ーサ・iシ︾

﹇打出﹈︵五︶2

︿略﹀飛散る︒

た︒

十価10

しようをうち出しました︒

五856囲︿略﹀︑間もなく火の見で半

打出す

うちだ・す

く略V︑清秀は討死してと

﹇討死﹈︵サ変︶1

ける討死を無上の名轡としたのがそ

十二研10
れである︒

︽ーシ︾

うちじに・す
す

十﹁2410図

りでは落ち︑戦は午前のうちに終り
ぬ︒

﹁大將も 討 死 さ れ ま し た ︒ ﹂

︽ーサ︾

うちじに・する﹇討死﹈︵サ変︶1討
死する

七187園

うちじゅう n内中﹈︵名︶5 うち中

五477 今日のお純量はうち中︑目が
まはるほどいそがしうございました︒

者がはいった︒

六伽5 しやうぶ湯を立ててうち中の

ていただいて︑うち中の者が潮干狩

此の時コロンブスは︑こつん

打付ける

七162団昨日おかあさんにるすをし うちつ・ける ﹇打付﹈︵下一︶2 うち
八771

打磨ぐ

と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

に参りました︒

八佃9 大針が何か食物の中にきらひ
馴れるまで︑うち中の者がそればか

な物があると見れば ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 大 量 が

り食べるやうにした︒

九486囲園 うち中が丈夫で︑仲よく
﹇打過﹈︵上二︶3

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒
うちす・ぐ
︽ーギ︾

直垂仕候︒

十一416囲囲 久しく御無音に打過ぎ︑

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

こん
十﹇研10囲圏 森林地開墾の様子を視

うちよせる一うっかり
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くれうって︑

遭いたんぼの

不意を討たれた平家方は︑上

暗さは暗し︑道はなし︑平家

方はにげ場がなくて︑後のくりから

六253

を下への大さわぎ︑︿略﹀︒

六24！

姿まきすます︒

︽ーセ・ーセル︾

うち

べば︑︿略﹀︑打寄する波の音さへ何

打ちよせる

﹇打寄﹈︵下一︶2

事をか語るに似たり ︒

よせる

うちよ・せる

六197 うちよせて來る波は︑岩をか
み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

或朝︑夜明頃︑城中からうつ

ぐ

みんな手をうってかっさいし

谷へ︑なだれをうって落ちました︒

六877

と引いて行きます︒

十273 打ちよせる大波︑打返すさか
た︒

信玄は不意を打たれておどろ

トンテンカン︑トンテンカン

鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ
ナタヲ打ツテヰタコトモアリ

今日は天氣がよいので︑朝か

ら委を打つ音が方々で聞える︒

九566

正一の家でも︑親子三人︑庭

にすゑた打金の前に並んで︑変を打

九569
つてみる︒

九592 ︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ
からざを
合って︑︿略﹀︑ぼたんばたんと殻竿
で委を打ってるる︒

平生きはめて御質素にわた
らせられし御有様︑一つくの御品

十37図

の上にうかゴはれて︑無量の感に打
たれたり︒

渡すといふあひつに手を打って︑取

十214團︿略﹀︑掛の人が其の直で責

︿略﹀彼は︑目のさめるやう

引が成立ちます︒

十458

な柿の色の美しさに打たれて︑もう

や

ほん

ふたら
二荒の山もと

木深き虞︑

立っても居ても居られなくなったの
である︒
だい

十川！心事

あかざ

岩打つほとり︑
ひねもす見れども

大谷の奔流
︿略﹀︑

右に左に鯨を追ひつつく略﹀︑

る宮居︒

十備8

されども不意を討たれし

破裂矢をしかけたもりを打つ︒

俄の軍に︑清秀等の奮職事のかひな

ナタヲ打ツテヰタコトモアリ 十一249図
マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

の危瞼を防ぎ︑又空氣の流通がよく

なって轟がつかなくなるさうだ︒

︿略﹀︑︿略﹀大木を伐

は種をまくといふ風にかひがひしく

十一957 ︿略﹀︑父が白田を打てば自分

働いてみた︒

十一㎜6魑團

るに︑三抱も四抱もあるものが地

うき世をよそなるしづ

ひゴきを打って早るる様︑壮快言語

に絶し候︒

十一棚2図翻

きやうだいは唯うっとりと

けき住居︑ 出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒

して感に打たれてみる︒

十二419

土人等怒りて林藏の頭を

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二867図

︿略﹀︑十郎は二十二︑五郎

︽ータ・ーッ︾

う・つ ﹇討﹈︵四・五︶4 うつ 討つ

四967

は二十︑父がうたれてから十
八年目にめでたくのぞみをと

げました︒

六976 ︿略﹀︑︿略﹀賊も︑しまひに

は十萬騎に減じ︑前後から官軍にう

︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐

さ

鬼神の如き彦六が︑あれ程

たれて︑残少になって退いた︒

まもりまさ

しばた

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七488圏

く

十一235図

やながせ

久間盛政をして 萬五千の兵を率ゐ︑

あふみ

うっかり

末席に坐ってみた僧は︑そ

︵副︶1

近江の柳瀬に討って出でしむ︒

十﹇696

うっかり

く略V秀吉は︑持ちたる

く︑︿略V︒

︿略V︑風がだんくはげしく 十一273図

︿略﹀︑枝を打てば︑山火事

箸を投捨てて︑﹁すは勝つたるぞ︒﹂

十一395

と手を打って喜び︑︿略V︒

今四時を打つたばかりだ︒

なって來た︒︿略﹀︒まして稻田は大

八521園

波が打つ︒

七944

アリマス︒

七507

アリマス︒

マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

七506

ス︒

七504

二号ツツチノ音が聞エマシタ︒

ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

七499

かざして︑信玄に打ってか＼つた︒

玄の本陣に切りこみ︑大太刀をふり

七448謙信は馬に一むちくれて︑信

受けた︒

いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引

七439

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

六946

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の
口に呑まれようとする︒

うちわ ﹇団扇﹈︵名︶5 うちは 團扇
﹇▽ぐんばいうちわ

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

六898 すると象は鼻で︑其所にあっ
ふぎ出した︒

八鵬4 うちはを造るにしても︑時計
を造るにしても︑家を建てるにして
も︑皆これによるのである︒

十一882 父は空をながめて︑﹁︿略
︿略﹀︑ふと見れば机上に

﹀︒﹂と︑團扇を使 ひ な が ら 言 っ た ︒

十二佃8図
形珍しき一本の團扇あり︒

︽ータ・ーチ・ーッ・

うつ

らず紙にあらず︑實に舞扇に用ひら

十二備10図彼の眺め入りしは糟にあ

討つ

﹇打﹈︵四・五 ︶ 3 0 ウ ツ

れたる竹なりしなり︒
う・つ

打ツ打つ
ーツ・ーテ︾

三677 ウレシクテタマリマセンノ

デ︑ニハニ水ヲウツタリ︑ウエ
木二水ヲカケタリシマシタ︒

四112圏おやはかへして︑子は

193
うつくし一うつくしい

うつくし

れが氣になってしかたがない︒うつ
﹇美﹈︵形︶8

かり口をきいてしまった︒

︽ ー シ キ ・ ー シ ク︾

うつく・し
美し

美しいびらで︑一月も前から

廣坐してみた島屋の大黒出しは︑い

五223

庭さきのもみちの木は︑前の

よく今日からはじまりました︒
五284

五607圃
ブダウ

︿略﹀︒フサ

さてく︑虹は美しい︒

川に美しいかげをうつしてゐます︒

がき︑︿略﹀︑人を感ぜしむるも︑手

八287図設置一本にて美しき糟をゑ
五963

頼朝は一目見た上でと︑萬じ

指輪や襟留ナドニ画筆ル美シ

エリドメ

もいひやうがありません︒

七824

イ眞珠ハ︑此ノ貝ノカラノ二二アル

︿略﹀︑日當りのよい所には︑

秋は山が美しい︒

ノデアル︒

八17

八12

つるうめもどきが美しい實をならべ
てるる︒

︿略﹀︑見なれない草に︑武名

又パンの木も所々に美しい

な美しい實が一つなってゐました︒

八344

九66國

林をつくってゐます︒

︿略﹀︑美しい海底のありさ
まが手に取るやうによく見えます︒

九82團

さんご
るやうに美しい魚の群が︑珊瑚の林

九84圏青・緑・紅・紫︑目のさめ

すがたも上品に見えましたので︑

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

や海藻の間をぬって泳いで行くQ

妾畠やなたね畠の間にさいて
色が美しい上に︑姿がやさし

例ヘバ

アルガ︑︿略﹀︒

九335

︿略﹀︑急にかん高い音を立て

ヤウナモノデアル︒

アル蝶ノ羽八田美シイ色ドリガアル

九212

︿略﹀︑悪場や悪臭ノ

其ノ羽ノ表ノ方ニ溢美シイ色ドリガ

︿略﹀︑川は昔のま＼に清く美 九191

あの美しい友暉染は︑もと此

しく流れてゐます︒
いうぜん

七182

みるのは︑ことに目立って美しい︒

七174

の川べりで出子たのでございます︒

六737

六708

︿略﹀︒

ゆを呼出しましたが︑かほも美しく︑

六516

︿略V︒

外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ

六98下金や二伸美シクテ︑オアシ

美シイ玉ノヤウニ見エマス︒

くト下ツタウスムラサキノ言論︑

二十四

の働なり︒

九川9前言昨日は美しきお話の本御
送り下され︑誠に有難く存じ候︒

十901図南 耕地整理のあとうつくし

書がけるが如く美しき山の︑

く︑ 並ぶ田の面に惹きらめき︑
︿略﹀︒

十一6110
或は右に或は左にあらはれるのは︑
だけ
サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

十二473図 もみ・つがはく略﹀用途
甚だ狭し︒されど何れも美しき光澤
を有するが上に︑︿略﹀︒

十一一482図中にもけやきはもくめ美
しく︑︿略﹀︒

︿略﹀ 古 の 奈 良 の 都 は ︑

そもく如何に美しく︑如何に盛な

十一一撹2図

りしそ︒

愛すべ く 美 し き 山 野 は ︑

て︑美しい小鳥が二三羽︑身がるに

十一一欄8図

枝移りした︒

おかあさんのカリストは︑

いので︑つみ草の時には︑誰も之を

︿略﹀︑此の頃は其の葉の美 九913囹

大そう美しい人だつたので︑︿略﹀︒

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

其の隣の畠にしやうがが︑根
て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美

九㎜6
金色になりますし︑月夜には波が銀

は︑日光が波にうつって︑水の色が

しい︒

けれども日の出や日の入に

色に光って︑其の美しいことは何と

七548園

しいさかりです︒

七362團

取って花たばにする︒
美シイ

更に太古以來の歴史と結び文學と結

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

﹇美﹈︵ 形 ︶ 3 7

びて︑旨いよく深きを㎝覚ゆ︒

美しい

うつくし・い

三重1︿略﹀︑松の木に美しい
物がかかってゐました︒

三帰8 ︿略﹀︑見たこともない美
しい女が晦ました︒

十542 ︿略﹀︑美しい羽毛に包まれた
はと
圓い胸︑鳩は見るからに愛らしいも

たくさん咲いてみる中で一番

のである︒

美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ

十梱10

も咲いてみる薄紅色の花である︒

成程︑︿略﹀葉もあれば︑赤

にほひのよいのや︑色の美し

や黄や青や紫のまだらの美しいのも

十鵬7

ある︒

十桝10

いのや︑形のかはいらしいのや︑

︿略﹀︑一枝髪にさしてみたい︒

白梅は今ちやうど眞盛りであ

の温室は︿略﹀︑ こんなに早く咲く

三富3園どうだ︑美しいだらう︒此

のだ︒

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

二極10

瀦々と交って美しい︒

つたが︑爪の先は眞黒になってみる

三主9園外の者は着物だけは美しか

取分け美しかったのは電燈

者が多うございました︒

十一価2

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

世界最美の街路といはれ

目もさめるばかりであった︒

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

十二318国

五六層もある美しい建物が道路の爾

其の上我が國の美しい風景

側に並び︑︿略﹀︒

や温和な氣候は︑︿略﹀︒

十二悩3

十二悩10 温和な斥候や美しい風景は︑

人の心をやさしくし︑優美にはする

︑

うつくしさ一うつる

194

が︑︿略﹀︒

﹇美﹈︵名︶6

美しさ

川に美しいかげをうつしてゐます︒
︿略﹀︑︿略﹀おくげ様方や︑

はいくたびとなくうつしたことでご

︿略﹀お姫様方の姿を︑此の川の水

六697

ざいませう︒

九969園 いろいろの珍しい高山植物

うつくしさ

が紅・黄・紫と咲零れて︑何ともい

さるさは

十二㎜1図興福寺は︿略﹀︑尚三重

はれない美しさです︒
︿略﹀︑庭の柿の木には︑すゴ

義纒は馬の上にうつぶしにな

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

六353

ようとします︒

北風は︿略﹀︑訴へるやうな

目付で主人の顔を見下し︑左右の耳

九佃8
をそばだててみた︒

かづら

義家はせ中のうつぼから︑か

さて宗任がかりまたをぬき取

それから少し行くと︑うつぼ

うつぼかずら ﹇鞍葛﹈︵名︶1 うつぼ

く略V︑うつぼへさ＼せました︒

つて︑三家にかへしますと︑義家は

五816

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

五796

其の場合に貸主から借主を うつぼ ﹇靱﹈︵名︶2 うつぼ

ひ

︿略﹀を民事裁判といひ︑

裁判所に訴へると︑︿略﹀︒

十︻193
十一196

訴へた方を原告︑訴へられた方を被

十448

五重の塔︑猿澤の池水に影をうつし

︿略﹀を民事裁判といひ︑

なりになった實が夕日を浴びて︑

告といふ︒

らっるを出して︑五六寸の細長い袋

かづらといふものがある︒葉の先か

十撹2

をつるしてみる︒

うつむ・く ﹇傭﹈︵五︶1 うつむく

検事といふ役人が原告に當るのであ
討手

コーデリヤは追うつむいて︑

うつむけ ﹇術﹈︵名︶1 うつむけ

わかりません︒﹂

﹁父上︑私はどう申し上げてよいか

十二684

木曽義仲が都へせめ上ると聞 ︽iイ︾

そ

﹇討手﹈︵名︶1
き

けました︒

喜三右衛門は饒りの美しさに

︵副︶3

或日山の中で︑こけに足をす

べらせて︑うつむけにたふれました︒

五538

うつ・る﹇移﹈︵四・五︶7うつる移

きやうだいは唯うっとりと うつり ←えだうつりする

うつぶし

船は次第に波間

敵揮いよくあたりにし

今はとボートにうつれる中

それに此の邊一帯の島々は

我が國の支配に属してみるので︑内

九44囲

佐︑︿略V︒

げし︒

に沈み︑

八985図圏 ︿略﹀︑

彼は此の心境の尊さに敷日 ル 移る ︽ーッ・iリ︒ール・ーレ︾

うつのみや

﹇術﹈︵名︶1

﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲

の間唯うっとりとしてみたが︑︿略﹀︒
うつの
﹇宇都宮﹈︹地名︺1 宇都

うつぶし

に︑︿略﹀︒

九683圏

宮

みや

うつのみや

十二9510

して感に打たれてみる︒

十二418

又窯場の方へとって返した︒

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︑

十嘱8

うっとり

うっとり

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

六227

うって

る︒

此の場合には訴へられた者が被告で︑

十一206

︿略﹀を刑事裁判といふ︒

訴へた方を原告︑訴へられた方を被

十一196

告といふ︒

幾年かの後︑里子を返しても

ひ

て南都第一の美観たり︒

﹇移﹈︵四・五︶4うつす移

す︽ーサ・ース︾

うつ・す

︿略﹀か曳やいてるる︒喜三右衛門
は齢りの美しさにうっとりと見とれ
︿略﹀︑目のさめるやうな柿の

てるたが︑︿略V︒

十457

五474 十三 螢 ︿略﹀︒もう桑の葉
まゆ
をたべないで︑頭を上げて︑繭をか

ける所をさがします︒それをひろつ

色 の 美 し さ に 打 た れ て︑︿略﹀︒

十462 しかしいくら工夫をこらして

て︑まぶしへうつすのですが︑︿略﹀︒

公は此庭にうつされてから一

然るに今主上隠岐にうつさ

送られたさうである︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十伽1

も︑目ざす柿の色の美しさは出て來
ない︒

十777国 殊に秋晴の美しさはかくべ
つで︑︿略﹀︒

十㎜10図

れ給ふと聞き︑高徳一族土ハを集めて

十二93図折から日は地平線に近づ
きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

うった

かうして其の院で可決すれ

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

ば︑其の案を他院に移す︒

十二893

いふばかりなし︒

うつしたてまつ・る ﹇移奉﹈︵四︶1
ほうでう

﹇訴﹈︵下一︶8

︽ール︾
お き

うった・える

こう

うつし奉る
だいこ

男はしあんにくれて︑役所へ

十㎜2図 元弘二年三月︑北條高炉︑

八359

うったへて出ました︒

七749

︽一へ・1ヘル︾

︽ーシ︾

へる訴へる

﹇ 写 ﹈ ︵ 四 ︶1

寓す

後醍醐天皇を隠岐にうつし奉る︒

うつ・す

十一脳4圏点 く略V︑給葉書をく略V
送り申候︒其の中に有名なるアマゾ

らはうとすると︑︿略﹀返しません︒

目をさまして見ると︑ふろし

ン河や︑イグアッスーの大爆布の肚

八396

困って町奉行へ訴へて出ました︒
うつす

観を零したるものもこれあり候︒
﹇映﹈︵四・五︶3

て町奉行へ訴へて出ました︒

きつつみがありません︒︿略﹀︒困つ

うつ・す

五285 庭さきのもみちの木は︑前の

︽ー シ ︾

195
うつる一うね

地から移って射た人も多く︑︿略V︒
うに集らず︒
︿略﹀︑

窒捧ゼ

︵キソバ︶・なぞん

十二426

ベートーベンはひく手を止

ピヤノとひき手の顔を照らした︒し

めた︒︿略﹀︑清い月の光が︿略﹀︑

物すごいひびきは萬雷の如く︑

︵ウドン︶・遂る郭︵シルコ︶・嘉し

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二 九299

十一悩3

亨ぞん

︵キソバ︶・宇ぞん

橋本君にうながされて︑次

︽ーサ・ーシ︾

諸機械の原動力であった

の室にはいった︒

十二価10園

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣

うなつく

﹁あ﹂︑あ

だれてみる︒

十一一41図圏海原はみどりに晴れて︑

うな
うなばら ﹇海原﹈︵名︶1 海原
うな

﹇捻声﹈︵名︶1 うなり聲

濱松の こずゑさやかにふれる白雪︒

うなりこえ

トラクタ1はく略V︑ガソ

リンの嚢動機が取付けてある︒これ

十一64一

てながらのそりくと歩き廻ると︑

がく略﹀︑ものすごいうなり聲を立

︿略V︒

うな・る﹇捻﹈︵四・五︶3うなる

六195

風がひゆうつとうなって縛る

︽ーッ・ーリ︾

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

虎はうんくうなって︑かけ

頭を地に着けさうにします︒

軒下にはらばへる黒き犬︑

まはるより外︑どうすることも出身

六311

ません︒

︿略﹀︒ はをむきて︑う＼とうな

八271図圃

りて︑垣を出て行く︒

こんな廣い畠であるから︑

くにも︑大てい機械と馬の力による︒

耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔

十一636

てるるのが少くない︒

畠でうねが亀町も十町も長々と績い

十一635 畠にしても︑︿略﹀︑一枚の

うね ﹇畝﹈︵名︶2 うね

﹁寒からうが︒﹂﹁少しも寒く

︽ーイ・ーキ・ーク︾

七785

はございません︒﹂﹁寒くはない︒﹂
﹁はい︒︿略﹀︒﹂信長はかるくうなつ

﹁︿略﹀︒﹂と清正がいひますと︑

いたが︑︿略﹀︒

七皿9

︿略﹀︑

︿略﹀看板が 聖旨の人

秀吉はうなづきました︒

九811図圃
の目につきて︑

うな

安芳は更に﹁︿略﹀︒﹂西郷

の角の石屋か︒﹂と︑誰もうなつく
工場あり︒

十二伽10

︽ーレ︾

﹇項垂﹈︵下一︶1

はだまってうなついた︒

だれる

うなだ・れる

かしベートーベンは唯だまってうな

︵スシ︶・劣ん麿皿︵センベイ︶ナド

窒聴て

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

大地もふるひ︑敷百歩はなれた所で

分家の金次叔父さんは︑軍隊

牙は象つかひの腕よりも太か うなが・す ﹇促﹈︵五︶2 うながす

八60図

︵ウドン︶・︿略﹀︒

︿略﹀︑

八596図

居ル時ハ緑色デアルガ︑枯木二移レ

腕

ト記シテ︑軒題下ゲタルモアリ︒

うで

も︑器に盛った水が波紋をゑがく程
﹇腕﹈︵名︶4

つた︒

六881

おととをかばふあねのうで︒

三293圏足すべらせてこけかかる

うで

です︒

バ枯木二似鼠色ニナル︒

て︑親子三人町外れの裏長屋に移つ

九542園さうして全く無一物になつ
てしまった︒

︿ 略 ﹀リンカーンは︑︿略﹀︑

いよくはずんで來て︑︿略﹀︒

九976 お話が頂上のながめに移ると︑
十一9410

九601

蹄のたくましい腕で︑すとんくと

ケンタッキー州の片田舎の貧しい家
打下す︒

男も女もひたひの汗を︑ほこ

︽一

﹇頷﹈︵四・五︶4

つて︑工業界の一大革新をうながし

うでる

︿略﹀︑とだなからうでた

﹇茄﹈︵下一︶1

號令をかけた︒
う・でる
デ︾

四238

すギ

くりをおぼんに一ぱい持って
ウドン

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

﹇鰹鈍﹈︵名︶3

敵て下さいました︒
うどん

八596図

うなず・く

りだらけの腕でふきながら︑にぎや
うで卵

てるます︒

﹇茄卵﹈︵名︶1

之を聞いたコロンブスは︑つ

腕時計

やがて中尉はちよつと腕時計

﹇腕時計﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

八763

うでたまご

かに打績ける︒

九602

に生れた︒リンカーンが七歳の時︑

ら

︿略﹀︑咲く花のにほふが

な

一家はインディアナ州に移ったが︑
︿略﹀︒

十二995図

如しと誇りし奈良の都も︑色移り香
失 せ て 年 既 に 久 し く︑︿略﹀︒

うつ・る ﹇映﹈ ︵五︶2 うつる
︽ーッ︾

︿略﹀︑︿略﹀武士の刀や︑な

九価8

うでどけい

六孤3

ぎなたの光も︑いくたびとなく此の

器

を見て︑いつものやうにすんだ聲で

川の水にうつったことでございませ
う︒

は︑日光が波にうつって︑水の色が

七545園 けれども日の出や日の入に

﹇器﹈︵名︶3

金 色 に な り ま す し ︑︿略﹀︒

うつわ

いはほをも とほすは水の力なりけ

八817管轄 器にはしたがひながら︑
り︒

てあたふるに︑これには餌の時のや

九143図 くだきたる貝殻を器に入れ ん

うねうね一うま
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六631

した︒

人は其の夜をなみだの中に明かしま
人さへ

園日本の

うねうね ︵副︶2 うねく
九326 しっとりとしめりを帯びた一

たへなる花と︑

第八

馬

馬

第八

﹇馬﹈︵名︶70

ウマ

とつ國

うま

﹇午﹈←ひのえうま・みずのえう

七目9

うま

ま

うま

心を合はせて︑折々らう屋をたつね
︵四︶1

然るに今主上隠岐にうつ

﹇奪奉﹈

七258

十個2図園

奪ひ奉る ︽ーリ︾

うばいたてまつ・る

ては︑母をなぐさめて居りました︒

これから後置じゅは︑うばと うま ﹇馬﹈︹課名︺2 馬

めつるもうべそ︒

すちの道が︑足もとからうねくと
つごいて︑︿略﹀︒

十一356 ︿略﹀︑うねくと績く岡が

やまと

雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒
うねび
﹇畝傍山﹈︹地名︺！ 畝傍

うねびやま
山

馬

﹇▽くらべうま・くろうま・こうま・こ

か

され給ふと聞き︑古同徳一族望ハを集め

︿略﹀︑ 大 和 平 野 の 煮 魚 く る

うまども・たけうま・たねうま・ば

うねび

ていへるやう︑﹁︿略﹀︒いでや︑行

しゃうま・はなれうま・ははうま・や

十二㎜5図

虜はるかに畝傍山・耳成山・天の香

せうま

ウシトウマガヰマス︒

よ一は︿略﹀︑馬にまたが

四673をかの方では大しやう

つて︑海の中へのり入れました︒

四654

そこへきました︒

んが︑たきぎをうまにつけて

三233そのとき正一のおちいさ

ウマガヰマス︒

幸の路に待受け︑君を奪ひ奉りて義

番兵がゆだんをしてみると︑

︽ーッ・ーハ︾

六932

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ
て引上げた︒

ゑもん

一54

久山の三山まゆの如く︑︿略V山々

︽ーッ︾

工夫にばかり心をうばはれて
ざ

佐野源左衛門常世と申して︑

よしっねをはじめ︑みんなが馬

る者もあれば︑一匹の馬に二人乗る

を下への大さわぎ︑︿略﹀︑後向に乗

︿略V︑馬の上には人︑人の上

者もあります︒

六255

平家の人馬で埋まりました︒

には馬︑かさなりかさなって︑︿略﹀︑

には馬︑かさなりかさなって︑︿略﹀︑

六255 ︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

義経は馬の上にうつぶしにな

平家の人馬で埋まりました︒

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

六353

ようとします︒

之をかこんだ賊は百萬騎とい

ふ大軍で︑城の四方二一二里の間は︑

六913

義貞は馬から下りてかぶとを

人や馬でふさがった︒

七198

塚の前に馬頭観世音とほっ

ばとうくわんぜおん

ぬぎ︑はるぐと海上を拝しました︒

た石が立ってるて︑其の前に時時新

七255

これは馬がけがをしないやう

しい馬のくつが上ってみる︒

七255

馬はたいそう元氣のよい動物

に︑馬方が上げるのださうだ︒

七259

か落しに︑馬をしょって下りたとい

畠山重忠はひよどりこえのさ

しげたて

で︑生れた日からすぐ歩く︒

ふし︑︿略V︒

七271
は自分が乗り︑自分の馬には人が乗

は自分が乗り︑自分の馬には人が乗

を下への大さわぎ︑︿略﹀︑人の馬に

不意を討たれた平家方は︑上

り︑︿略＞Q

六248

七278

七274

我が國の馬は︿略﹀︑せいも

馬の高さは前足の所ではかる︒

である︒

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

れんぐわ

七272 ︿略﹀︑近くは乃木大將も︑馬

り︑︿略﹀︒

を下への大さわぎ︑︿略V︑人の馬に

六245

した︒

もとは佐野三十異郷の領主︑それが

う

さて一族どもに奪はれた佐

のくらをたたいてよろこびま
十718園

野三十霊宝は︑理非明らかなるによ
﹇乳母目土ハ﹈︵名︶1

つて汝に返しあたへる︒

ばもろとも

うばもろとも

不意を討たれた平家方は︑上

一族どもに所領を奪はれて︑︿略﹀︒

十683園

一52

軍を起さん︒﹂と︒

うねる

うば・う﹇奪﹈︵五︶4うばふ奪ふ

連なるを見る︒

十麗6 昨夜の風雨は名残なくをさま

うねり ︵名︶1 うねり

︵五︶1

つたが︑海面にはまだ波のうねりが
高い︒

うね・る

うば

は︑とかく家業もおろそかになる︒

九355 ︿略﹀︑大きな青大憲が︑向ふ 十466

の水たまりの所をうねって︑のろの
﹇乳母﹈︵名︶6

ろと草の中にかくれて行く︒
うば
これが萬じゅの姫で︑︿略﹀︑
かまく ら

︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

うばをつれて︑鎌倉をさして上りま

六571

した︒

六578

行って︑うばと二人で御ほうこうを
ねがったのでございます︒

に︑喜び勇んで木曽へ蹄りました︒

六605 萬じゅは其の夜ひそかにうば 六645 ︿略V︑親子は︑うばもろとも 六246 不意を討たれた平家方は︑上
をつれて︑石のらうをたつねました︒

かゴやく此

水また清く︑樂

美術の光の

の地︑山皆緑に

十麗3図圃

六607 うばを門のわきに立たせて置うべ ﹇宜﹈︵副︶1 うべ
いて︑姫は中にはいりました︒

六627 やがてうばをも呼入れて︑三
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うま一うま

人々につきそはれ︑しっくと馬を

たいかく

低く︑密接もおとっ て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

馬の頭をそろへて︑三番太鼓

歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒

︿略﹀︒

三番太鼓が鳴るが早いか︑五
︿略﹀︑中程まで行った時︑信

九454図

︿略V︒

ヲ士買ルコトトナル︒
の へ ぢ

此の邊から野邊地あたりまで

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ

九751
てるるのが見えた︒

九752黒・白・茶色︑大小さまぐ
の馬が︑林のかげや沼のほとりを元
氣よくかけ廻ってみる様は︑實に勇
ましい︒

兵士たちはめいく馬のそば

馬はどれも言張りきって︑く

だんく市場に近づくと︑
本通も横町も皆馬でいっぱいです︒

十1610囲

九柵3 人はいよく勇み︑馬はます
くはやる︒

あひつが下るのを待ちかまへてみた︒

頭をふり上げたりしながら︑乗手の

つわをかんだり︑前がきをしたり︑

九柵1

を待ってるた︒

に立って︑今かくと命令の下るの

耕造は驚いて︑ひらりと馬か 九脳3
信作が落ちたのにかまはず

︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

九453図又コ・一二匹ノ馬アリテ︑

歩いて行った︒

で︑馬やかごに乗らず︑差異と土ハに

八榊6

其の膨大將は江戸から大阪ま

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八115園

らとび下り︑︿略﹀︒

八104

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

八97

匹の馬は皿さんにかけ出した︒

八87

を今やおそしと待ちかまへてみる◎

八85

大いに改良されて︑いたる所に良馬
を見るやうになった︒
たいかく

七278 我が國の馬は西洋諸士の馬に
くらべると︑せいも低く︑艦格もお
とってみたが︑︿略﹀︒

足にて立上り︑おそれて其所に近づ

七314図 武士の馬はおどろきて︑後
かんともせず︒

とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の

七316図 武士は太刀をぬきて馬より
胴 中 目 が け て 打 下 せば︑︿略﹀︒

どう

七嘱6 謙信は馬に一むちくれて︑信
玄の本陣に切りこみ︑大太刀をふり
かざして︑信玄に打ってか＼つた︒

七453 力一ぽいに謙信の馬をなぐり
つけた︒

七454 馬はおどろいてとび上ったの
あんまひころく

で︑信玄はあぶない所を助かった︒

七467 翌日武田方からは安間彦六と

なれない私は︑︿略﹀︑やは

り馬のそばを通るのが危瞼なやうな

十171國
馬が他人ノ手二渡ランコトヲ恐レテ︑

馬も誠に從順で︑けたりか

いふ大の男が︑物の具見事に着かざ

十175国

氣がしてならなかったが︑︿略V︒

カクテ償ハ次第三局クナリ

孚ヒテ高キ償ヲツク︒

みづいたりするやうな事は決してし
︿略﹀︑こんなにかはいがら

れて居れば︑馬も從順で人になつく

十202團

テ︑馬ハ最モ高キ償ヲツケタル人ノ

之二反シテ︑同ジヤウナル

ません︒

償ヲ下グ︒

テ︑最モ償ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬

九462図

カクテ償ハ次第二安クナリ

ノ費レザランコトヲ恐レテ︑箏ヒテ

十225團

す︒

取引の成立つた馬は︑其の

これ等の馬が日本全國に散

日の中に買手に引渡されてしまひま

十216國

九4510図 く略V︑五人ノ持主各其ノ馬 わけだと︑しみぐ思ひました︒

馬五匹アリ︑︿略﹀︒

九458図

物トナル︒

九456図

り︑大の馬に打乗って︑上杉方の陣
へ向つた︒
ようひむしや

七468 上杉方からは小さな馬に乗つ
た小さな鎧武者が 人あらはれて︑
﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑爾⁝

七475 二人はたがひに馬を乗りよせ
馬の間にどうと落ちた︒

七764 信長はよく夜明前から馬場へ
出て馬を乗りならした︒

八73 やがて五人の騎手は多くの

らばつて︑或は軍馬になり︑或は馬

車馬になり︑或は耕馬になるのださ

うです︒

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

十234団 ︿略﹀︑費ってみる菓子もお

︿略﹀︒

十235団︿略﹀︑店の看板にも馬がか

成程︑此の邊は馬でもつて

いてあるのがよく目につきました︒

みる庭だと思ひました︒

十237團

十688園く略V︑これに具足一領︑長

刀一ふり︑又あれには馬を一匹つな

唯今にも鎌倉の御大事とい

いでもってをります︒

ふ時は︑︿略﹀︑やせたりともあの馬

十692圏

二三十匹の馬がまぐさを食つ

にうち乗って一番にはせ参じ︑︿略﹀︒

十825

坑内に馬が居るのは不思議だ

てるます︒

十826

炭車が一ぽいになると︑馬方

と思って︑聞いてみると︑︿略﹀︒

がそれを馬に引かせて︑電影機關車

十844

の通ふ道まで運んで行きます︒

十904図魍 ︿略﹀︑ 新道つたひ車重

く略V︑幾頭かの馬をひき

げに ひき來る馬のつく息白し︒

て余吾等のほとりに下り來れる七八

よごのうみ

十一241図

人の兵卒あり︒

水際に寄りて馬の足を冷

さんとする折しも︑︿略﹀︒

十一243図

ども績け︒﹂と馬にむちうって近江

十一275図 ︿略﹀秀吉は︑︿略V︑﹁者

うまい一うまれる
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に向ふ︒

放牧の馬や牛がいうくと草をはむ

十一605 見渡す限り果もない原野に︑
様や︑︿略V︒

十一637 こんな廣い畠であるから︑
耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔

わらにんぎやう

んな藁人形であった︒賊はうまく
まだ十分にじゅくしてみな

はかられたのである︒

九63團
これがなかくうまいもので︑湿た

い實は︑中にきれいな水があります︒

二265
ハ︿略﹀︑

ウマ

るから︑食事のうまいことはいふま

なぎ場

せり場を中央にして︑其の周智は馬

十179国廣さは二町四方ぐらゐで︑

まだせりが量るのに間があ

つなぎ場になってゐます︒

十183国

るといふので︑馬つなぎ場を見て廻
つたが︑︿略﹀︒

馬屋

其のうちに馬屋の前に出まし

﹇馬屋﹈︵名︶2

た︒二一二十匹の馬がまぐさを食って

十825

うまや

﹁︿略﹀︒貸附の利子は預金

でもない︒

十539圏

の利子より高くしてあるから︑其の

差だけが銀行の世世になるのだ︒﹂
︿略﹀︑いろく扱ってみる

﹁成程︑うまく出門たものですね︒﹂

十一悩1

うちに置付のコップになった︒實に
うまいものである︒

あ＼︑あれは僕の作った

ゐます︒︿略﹀︑これは石炭を運ぶた

十二376園

めに飼はれてるるのださうです︒

︽一

︿略﹀︒

う

しやう

孔子は今より凡そ二千五

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

十一48図

生れて潮に浴して︑

の地に生れたり︒

十一805図囲

千里寄せく

吸ひてわらべとなりに

浪を子守の歌と聞き︑

る海の氣を

n▽おんうまれ

けり︒

生れつき

九歳の時始めて學校にはい

うまれつき ﹇技量﹈︵名︶1

つたが︑穿りすばしこい生れつきで

十ニー02

なかったので︑︿略﹀︒

信吉にはおとよといふ今年十

うまれつき ﹇生付﹈︵副︶3 生れつき

一になる女の子があるが︑生れつき

八835

おし

生れつき烈しい氣性の上に︑

唖なので︑︿略﹀︒

十二653

繹迦は生れつき同情の念に

年とともに老の氣短さが加はつて︑

︿略V︒

ウマレル

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ

十二911

つた︒

子牛ハコノアヒダウマレ

おちいさんが私のぶんにつぎ

四53これは私が生れた年︑

タノデス︒

二647

コガウマレマシタ︒

一467︿略﹀︑モモガニツニワレ
テ︑ナカカラオホキナヲトコノ

生レル 生れる ︽ーレ︾

うま・れる ﹇生﹈︵下一︶12

馬屋の前を通ってだんく奥

曲だ︒聴き給へ︒なかくうまいで

十829

はないか︒

馬市

生る

深く進むと︑いよいよ石炭を掘って
﹇生﹈︵下二︶4

みる虜へ來ました︒

うま・る
レ︾

十研3圏樋里とてもかはゆらしきめ
ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

村長は村の奮家に生れ︑

しく︑一日も早く御顔を見たく存じ
候︒

十伽7園

うまれ

ワタクシガアヤシテアゲ

ミヨチャン

ウマトイヒマス︒

ルト︑

馬方

これは馬がけがをしないやう

﹇馬方﹈︵名︶2

七256

うまかた

炭車が一ぽいになると︑馬方

に︑馬方が上げるのださうだ︒

十844

がそれを馬に引かせて︑電心機膝車

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

ちもよく取って飲みます︒

の通ふ道まで運んで行きます︒

九198

形ガウマク孟春テヰルノハ︑印度二

くにも︑煽てい機械と馬の力による︒

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

十一佃1 農場主はせっかくよく出來
てるる萎を︑たくさんの馬や犬にふ

九666

うま

一時間齢りも活動した後であ うまつなぎば ﹇馬繋場﹈︵名︶2 四つ

みあらされてはたまらないと思って︑
︿略﹀︒

十二716 王は胸も張裂けんばかりに

ウマイ

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ
ンの許に走った︒

﹇甘﹈︵形︶13

︽ーイ・iク︾

うま・い
い

二362 ヤハウマクアタリマシタ︒

わかいとき字をならひま

したが︑うまく書けませんので︑

三547
こまってゐました︒

三 6 7 3 池 ノ 水デタメシテミル
ト︑・ウマク出來テヰテ︑高ク上

﹇馬市﹈︵名︶1

ちやうど此の頃︑此所の名

馬市見物

馬市見物
第四

第四

﹇馬市見物﹈︹課名︺

今日は朝から︑︿略V見物に行きま

物の馬市が始ってみるといふので︑

十166團

うまいち

サウシテセンヲヒキマシ

ゲルト︑ヤネノ上マデトドキ
マス︒

三692

した︒

うまいちけんぶつ

オマヘタチハウマクワ

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

四156園

タシニダマサレタナ︒

十目5

2馬市見物

もので︑三度目に土手の工事はうま

十162

五754 人の 心といふものはえらい
くいった︒

六955 ふみとゴまってみたのは︑み うまうま ︵感︶一 ウマゥマ

199
うみ一うみ

木をして下さったのださう
三408

のこ

うらしまはく略﹀︑子ども

足を出す︒﹂

其ノワケハ︑川デ卵カラカヘ

大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

三口ケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六461

ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

六457

魚デモアル︒

トンネルを出て︑海を見 六456 鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

つとほめました︒

四822

いけしきだと思ひました︒

下した時には︑いつ見てもよ
カウシテ流レル水ハ︑ミゾカ

くテ海へ行キマス︒

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

五523

からそのかめをかつて︑海へ
︿略﹀︑かめはだんだん海
つきました︒

くわいらう

うらしまは玉手箱をもら 五593 ことにしほのみちた時は︑社 六475 サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ

めてゐました︒

れふしがぼんやりと海をなが

ちりがつもって山となり︑

海もみどり︑

盛時の海には︑よくこんなこ
空もみどり︑

海もみどり︑

すみきって︑

空もみどり︑

かゴみとか〜み︒

つゴく空のみどり︑

空につゴく海のみどり︑ 海に

六212團

とがあります︒

六204

しっくがよって海となる︒

五957圃

すみきって︑

海もみどり︑

すみきって︑

半なり︒

七16図

敵の船はこっぱみちんにくだ

地球の表面には︑海と陸と

地球の表面には︑海と陸と

潮がずんく下がるので︑舟

はすつすと進んで︑たちまち海へ出

七102

洋・印度洋とし︑︿略﹀︒

海を分けて太平洋・大西

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍

七14図

半なり︒

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍

七14図

つた︒

けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま

六852

て︑海はわきかへった︒

六848 ︿略﹀︑一夜大暴風雨がおこつ

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

イヤウニ︑シバラク其ノアタリ屠牛
殿や廻廊が海の中に浮いて︑︿略﹀︒
つて︑又かめのせ中にのって︑
ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ婦ル︒
五596 社前の海に︑日本一の大鳥居
海の上へ出てきました︒
六478 翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ
三837 あまりけしきがよいので︑ があります︒

三454

くりゆうぐうへ

の中へはいっていって︑まもな

三423

はなしてやりました︒

です︒

に︑人が生れたり︑死んだり︑

四731︿略﹀︑東の村や西の村
︿略﹀︑水が出たりしたこと
︿略﹀︒

四774それは西の村で︑二番
目の 金持だといはれたうち
に生れた人 のでした︒

六482 ︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レタ
︿略﹀︒
川へ編ツテ來ルサウデ︑
で︑生れた日からすぐ歩く︒

七259馬はたいそう元氣のよい動物

島ニヰタ白ウサギガ︑

︿略﹀︑海ヲワタルクフウヲシ

四124
テヰマシタ︒

十77 昔ヨーロッパにアレクサンド
ル大王といふ王があった︒マケドニ

白ウサギハスグ海ノ水

六213圃

つゴく空のみどり︑

空につ〜く海のみどり︑ 海に
かゴみとかゴみ︒

空もみどり︑

かゴみとかゴみ︒

潮がすっかり落ちて︑海はを

僕が一番先に海へ下りた︒

た︒

七115

屋島の合戦に︑早急が小わき
にはさんでみた弓を海へ落しました︒

七158

川口にか＼つた時ふりかへっ

かのやうになった︒

七132
右足を出し︑右足が沈まない中に左

﹁どうして︒﹂﹁左足が沈まない中に

六437園

﹁海の上でも歩けさうだ︒﹂

六351

よしっね

つ〜く空のみどり︑

空につゴく海のみどり︑ 海に

六214圃

へはいる︒﹂︿略V﹁いや︑海から

よ一は︿略﹀︑馬にまたが

一度にど

海の方でもへいけ方が
ふなばたをたたいて︑

四674

つて︑海の中へのり入れました︒

四655

ひあって居ました時︑︿略﹀︒

じはをか︑へいけは海で︑向

屋島のたたかひに︑げん

へはいる︒﹂

四541園﹁いや︑海から出て︑海

出て︑海へはいる︒﹂

四541囹﹁日は山から出て︑山

ヲアビマシタガ︑︿略﹀︒

四176

ビテ︑ネテ居ルガヨイ︒

四173園ソレナラ海ノ水ヲア

やとい︑ふ小さな國の王子と生れ︑
︿略﹀︒

十﹇948 ︿略﹀リンカーンは︑今か
ら百年蒙り前︑ケンタッキー州の片
田舎の貧しい家に生れた︒

十一一98 チャールズ︑ダーウィンは

ヒマラヤ山のふもとカピラバスト王

今から百年坐り前イギリスに生れた︒
しゃか
十二9010 繹迦は︿略﹀︑北インドの
國の太子として生れた︒
れて歴たのか︒

﹇海﹈︹課名︺2

海

十二925園人は何の爲に此の世に生 四613
うみ

六目6 第五 海
六192 第五 海
なかのうみ・よごのうみ・われはうみ

うみ﹇海﹈︵名︶78海←うちうみ・

うみかぜ一うむ

200

こがね づ く り

て見たら︑もう幸い海には誰もみな
かった︒

七205 ︿略﹀︑黄金作の太刀を取つ
て︑海の中に投入れました︒

賊の大將高時以下北條方は︑此の火

七225 鎌倉は一面火の海になって︑
の中にはろびてしまひました︒

七291図 淀川ハイクスヂニモ分レテ
海ニソ・グ︒

七328図 かくて幾年かすぎし後︑武
士は海をこえてふるさとへ行ること
となれり︒

七336図 獅子はかなしげにほえて︑
濱べに立上りたりしが︑つと海の中
にをどり入りたり ︒

七835
海ノ深イ番田何萬尺モアル︒

海ニハ又獣類ガスンデヰル︒

二身リツイテヰル墨ノ骨デアル︒

七848

かつさ

海の中もなかくきれいで

さがみ

九710囲
す︒

九102図 ︿略﹀︑相模の國より上総の
うらが
國へこえんとて︑今の浦賀のあたり
より海を渡り給へり︒

われ皇子の御身代りとな

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

九111図園
しQ

廣さが千鳥百方里もある︑海

野忌地で始めて海が見えた︒

のやうな湖から流れる大きな河が︑

九295

︿略﹀︒

九754

いる︒

此の湖へ爾方の海から掘割が

つ

今度は前と反封に︑順次に三
む

︿略﹀大戦艦陸奥は︑海を
いう

見るく艦は速力を増して︑
白波高く海にをどり入る︒

十伽7図

後にして悠然と横たはれり︒

十桝4図

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十358

船は先づ海から廣い掘割には

通じてある︒

十325

下北半島だ︒

七533園 皆さんは海を御存じでせう︒ 九757圏海の向ふに遠く見えるのが

七576圏 それゆゑたえず海の深さを
はかったり︑かねや汽笛を鳴らした
りします︒

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

七603圏 それは日本は海國でありな 十335
ふことで︑︿略﹀︒

七605圏 海の波を見たばかりで︑も
う恐しがる人もあります︒

七613園 どうか今から十分海になれ
て置くやうにしてもらひたいのであ
ります︒

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ

誕生︒

十﹁342図

海の静かなることは鏡の

て︑其の書くる所を知らず︒

十﹇335図

かくして島轄じ︑海廻り

七792 海ノ中山ハ魚や貝や其ノ外イ 十㎜9図あ＼︑海の戦士の勇ましき
ザマノ植物モ生エテ居ル︒

七833 込物ヲ洗ツタリフイタリスル
時二使フ海綿モ︑ヤハリ海ノ底ノ岩

如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ

熱帯の暑さにたへかねてゐ

行く白帆の影ものどかなり︒

十一549

た船員等は︑船長から泳を許された

煙たなび

我は海の子︑白波の

ので︑我先にと海に飛込んだ︒

十一7910図圃

さわぐいそべの松原に︑

我がなつかしき住
生れて潮に浴して︑

くとまやこそ︑
家なれ︒

十一807図圃

千里寄せく
吸ひてわらべとなりに

浪を子守の歌と聞き︑
る海の氣を
けり︒

百尋・千

はやて吹くやみにたゴ

四周の海が天然の城壁とな

よひ︑ 寄るべなき海にさすらひ︑

十二偽4図圃

︿略V︒

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

十二鵬5

許さないから︑︿略﹀︒

海風

朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

うみかぜ ﹇海風﹈︵名︶1

海ノ生物

風にひらめきながら︑しっくと上

九673

つて行く様は︑︿略V︒

︹盛名︺2

海ノ生物

海ノ生物

第十九

第十九

うみのせいぶつ

七目7

七789

十一一佃9 しかし人は物にうみ易い︒

︽ーイ︾

丈齢のろかい操りて︑ うみやす・い ﹇倦﹈︵形︶1 うみ易い
遊びなれたる庭早し︒

行手定めぬ浪まくら︑

十一817図圃
尋海の底︑

阿波と淡路のはざまの海

あはち

港︒

︿略﹀︑

は今静かに悟る︑

うったかき積

懐かしき故郷の

荷の中に海山の寳を載せて︑船

十二悩3図鑑

海まき上ぐるたつまき うみやま ﹇海山﹈︵名︶1 海山
いで︑大船を乗出して︑

起らば起れ︑驚かじ︒

十一827図圏
も︑

十一831図圏

は

ル︒

大キクナツタ鮭ハ︑︿略﹀︑海

卵ヲ産ム場所ヲ見ツケニ來ルノデア

カラ川へ上ツテ來ル︒︿略﹀︒コレハ

六464

︽ーミ・ーム・ーン︾

う・む ﹇産﹈︵四・五︶7 産ム 産む

いで︑軍艦に乗組みて︑

我は拾はん︑海の官田︒

十一833図圃
あ

我は護らん︑海の國︒
なると
豊麗ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

十二805圃
は︑

八重の高潮かちどき揚げ
蹄途一行は黒龍江を下り

海の誇のあるところ︒

十二808圏
て︑

十一一876図

六472

六468 ︿略﹀︑其ノ中へ卵ヲ産ム︒

懐かしき

︿略V︑産ンデシマフト︑其ノ

上二砂や小石ヲカブセル︒

六472

ガ︑︿略﹀︒

一匹デ三四千粒モ産ムトイフ

て河口に達し︑海を航してノテトに

船は今静かに蹄る︑

かもめ飛ぶ海をすべり

露れり︒

て︑

十一一搬9金蝿

故郷の港︒

201
うめ一うらしま

越中に櫻井︑上野に松井田︑合は

かうつけ

せて三箇所の地を汝に授ける︒

ゑつちゆう

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

埋

︿略﹀︒

まつりぬ︒

こ＼において大國主命︑

﹁︿略﹀︒﹂と申して恭しく國土をたて

十二75図

口を開いた︒

ぬいで恭しく敬禮して︑さて静かに

十一伽6

ジョージは︑︿略﹀︑帽子を

くしく辞んでさて頭を上げると︑

六481 四五年モタツト︑大キクナツ 十721園其の返禮として加賀に梅田︑ 弓田3 ︿略﹀︑本殿の前に出る︒うや
ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

八504 鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山うめもどき ﹇梅擬﹈︵名︶1 うめもど
六267

き﹇▽つるうめもどき

﹇埋﹈︵下一︶2

目立って見える︒

う・める

恭しく捧げ銃の禮をした︒

つ

郷が後に績いてるるのを見て︑一同

ひ
土を掘る︑石を運ぶ︑樋をう 十二梱4警衛の兵士等は︑︿略﹀︑西

︽ーメ・ーメル︾

︿略﹀︒

羽毛

ハ︾

十一45図

支那幾千年の人物中︑大

九945園雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑うやま・う ﹇敬﹈︵五︶1 敬ふ ︽一

に︑︿略﹀︒

める︑土手をつく︑いろくの工事

五712

める

うめる

うめもどきの實がいつもより

ニスム︒︿略﹀︒春 ノ 初 三 一 三 ノ 卵 ヲ

︿略﹀︑︿略﹀卵二つころが

産ミ︑︿略﹀︒

九146図

れり︒昨日の午後に産みたるなるべ
し︒

うめ ﹇梅﹈︵名︶7 ウメ うめ 梅
nvしらうめ︒のうめ

タ︒

ケサウグヒスガウメノ

﹇羽毛﹈︵名︶1

こヒつ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の
尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは

︿略﹀︑美しい羽毛に包まれた
はと

誓い胸︑鳩は見るからに愛らしいも

十542

うもう

二675ウメノ花ガサキ出シマシ
二677
木デ︑ホウホケキヨウトナキマ
シタ︒

五54 ︿略﹀︑冬でもめったに雪のふ

なし︒

︽一

﹇裏﹈︵名︶10

た︒

四35

ウラ

うら

裏

うらの小山に秋風吹けば︑︿略﹀︒

などで︑繭をかけはじめますから︑

五475 ︿略﹀︑かごのうらや棚のすみ

三日のこと︑萬じゅが御殿の

ちっともゆだんが出覚ません︒

六592

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

淺い水たまりを歩くと足のう

ラノ方ハ染メテナイデセウ︒

六771囹

七124

又沖縄二産スル木ノ葉蝶足︑

らがぬるりとした︒

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ

九192

砂の上を歩いて行くと︑足

アルガ︑裏口枯葉二心テヰルノデ︑

︿略﹀︒

の裏が焼けるやうだ︒

十︻838

一めん

うらいちめん ﹇裏一面﹈︵名︶1 うら

す︒これが私のうちです︒︿略﹀︒う

五286 ︿略﹀︑家が一けん立ってるま

此のごろは栗の花がたくさんさいて

ら一めんの林は私のうちのもので︑

ゐます︒

かつさ

駿河の賊を亡し給ひし後︑

するが

うらが
うらが ﹇浦賀﹈︹地名︺1 浦賀

さがみ

九102図

今の浦賀のあたりより海を渡り給へ

相模の國より上縛の國へこえんとて︑

うらが

がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

つゆや時雨が色よくそめた

うらしまはかはいさうに

おもって︑子どもからそのかめ

三405

うらしま ﹇浦島﹈︹人名︺7 うらしま

︿略V︑山がらはとび出して︑ り︒

五311圃

んで行ってしまひました︒

︿略﹀︑それからうらの山へと

四693

とはやすこゑがきこえます︒

お宮のうらではすまふ

三202 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし

■Vひさしうら

うら

ら・ふたみがうら

﹇浦﹈←かすみがうら・だんのう

のである︒

た︒

十104程なくフィリップは病室には
いって來て︑うやくしく藥のコッ
プを王にさ＼げた︒

うら

うやうや・し

うやく

ることがなく︑うめやさくらも︑こ

﹇恭﹈︵形︶！

ちらよりはずっと早くさくさうです︒

天祥いはく︑﹁我は宋の臣
しく南︑宋の方を拝して死す︒

恭しい

﹇恭﹈︵形︶6

うやう

なり︒︿略﹀︒﹂と︒︿略＞Qうやく

十㎜4園

五134團 うめやも﹂やさくらがみん し ︽ーシク︾
な一しょにさいてゐます︒

梅田

御門の前でうやうやしく昇

やしい うやくしい

うやうやし・い

五295圃 もえる木のめに春風吹けば︑
うちのまはりのうめ・もも・さく

ら︑かはるぐに花さきみだれ︑
︿略﹀︒

﹇梅田﹈︹地名︺1

禮してから︑神殿の御もやうを舞し

十663図 ﹁︿略﹀︒﹂とて主人の持謙れ ク︾
ひ
六価5囲
るは︑秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒

廣々とした梅林で︑幾百本とも知れ

十佃8 社殿の後に廻ると︑其虜は
ない古木の梅が再送いてるる︒
うめだ

うめきち ←こばやしうめきち

うらしまさん一うる
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をかつて︑海へはなしてやり
ました︒

うらしまが舟にのってつりを

三412 それから二三日たって︑
してゐますと︑︿略V︒

海の中へはいっていって︑ま

うら手

れわたる︒

費上

かん
毎晩責上高の勘定を致

﹇売上高﹈︵名︶1

十二梱4塵団

高

うりあげだか

り

むかしうらしま太郎とい うり ﹇▽にうりや・はかりうり︒ものう

うらしま太郎

三397
﹇裏手﹈︵名︶1

ふ人がありました︒
うら手で助けてくれ助けて

．うりかい

且Vばいばい

す時など︑︿略﹀︑何時もほめられ申

裏長屋

候︒

︿略﹀中佐︑

た ま
飛來る弾丸

︽⁝

﹇売付﹈︵下一︶1
︽iケ︾

買ふ人の無智に乗じて安い

﹇売払﹈︵五︶！
︽ーッ︾

費りは

よい身代であったが︑其のた
もみんな責りはらった︒

南洋は一年中温度が高く︑

﹇雨量﹈︵名︶1

は最もよく適してみる︒

雨量が多いので︑ゴムの木の愚筆に

十一511

うりょう

雨量

めに田を揚り︑畠を滞り︑家も土工

五751

らふ

うりはら・う

事は︑︿略﹀︒

に署しては粗悪なものを送るやうな

品を高く責付け︑︿略V︑實際の注文

十二228

ける

うりつ・ける

さうして全く無一物になつ うりだし ﹇▽おおうりだし

﹇裏長屋﹈︵名︶1

︿略﹀︑どうすることも出來ませんで

うらながや

九542園
て︑親子三人町外れの裏長屋に移つ
てしまった︒

らみ

旅順港外うらみぞ

うらむ

費付

した︒

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五866囲

うらて

三421 うらしまがよろこんでか
めにのると︑かめはだんだん
もなくりゅうぐうへ つきました︒

三426 りゅうぐうのおとひめは

うらしまのきたのをよろこん
で︑︿略﹀︒

八992図圃

うらみ ﹇恨﹈︵名︶2 うらみn▽みう
三434 うらしまはおもしろがって︑

うちへかへるのもわすれてゐ
に忽ちうせて︑

ましたが︑そのうちにかへりた
深き︑

軍神廣瀬と其の名残れど︒

といひました︒

くなって︑おとひめに﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒

ム︒ーン︾

うら・む

みるはずだが︒

十二755園

お前はわたしをうらんで

﹇恨﹈︵五︶3

三453 うらしまは玉手箱をもら 十鵬7図 ︿略﹀︑勾践は呉に捕へられ
ぬ︒後からうじて露國することを得
つて︑又かめのせ中にのって︑
しが︑唱言此のうらみ忘れがたく︑
海の上へ出てきました︒
三466 ︿略﹀︑うらしまはたちまち

うら

白がのおちいさんになってし
﹇浦島﹈︹人名︺1

まひました︒

しまさん

うらしまさん

ませう︒

ませう︒

十一一757園

うら＼か

かげろふもえて野は晴

︽ース︾

渡すといふあひつに手を打って︑取

十213国︿略﹀︑掛の人が其の直で責
引が成立ちます︒

︽ーッ・ーリ・ール︾

鳴くやひばりの聲うう・る ﹇売﹈︵四・五︶15 費ル 茂る

﹇麗﹈︵形状︶1

ら〜かに︑

十一122小島

うららか

何でうらむわけがござい

三415園 うらしまさん︑このあひ 十二757園 何でうらむわけがござい うりわた・す ﹇売渡﹈︵五︶1 費渡す
だはありがたうございました︒
﹇浦島太郎﹈︹課名︺2

うらしま太郎

うらしまたろう

三目2 十四 うらしま太郎
﹇浦島太郎﹈︹人名︺1

三396 十四 うらしま太郎
うらしまたろう

四25

ほほづきやふうせん玉を

山から薪を取って起て︑それ

吉貝る店も出てゐます︒

を責って︑くらしを立ててゐました︒

五532

よい身代であったが︑其のた

めに田を由り︑畠を侍り︑家も土製

五748

よい身代であったが︑其のた

もみんな士買りはらった︒

五748

めに田を費り︑畠を費り︑家も土藏

茶屋にはおばあさんが一人ぼ

もみんな費りはらった︒

つちで菓子やわらちを責ってみる︒

七245

其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ

ダラトキテ木材ヲ責ルニ至ルマデ︑

八209図

︿略V︒

彼の姿

下駄買ふ人も︑責る人も︑

下駄屋にありし人は皆︑

八576図圃

を見送りぬ︑︿略﹀︒

︿略﹀看板ヲ出セルハ︑ヨク人ノ知

八583図 學校用具ヲ費ル店二︑︿略﹀︑

ル所ナルベシ︒

サレド食物ヲ責ル店ニハ︑

︿略﹀︑︿略﹀ナドト記シテ︑軒口下

八595図

かりに造れたとしても︑それ

ゲタルモアリ︒

八悩4

したがって︸包のマッチを十

を十銭ぐらゐで費ってはまうかるま

い︒

銭ぐらゐで責っても︑さうおうにま

八寸2

カクテ償駅子第二安クナリ

うかるのである︒

テ︑最モ債ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬

九462図

203
うるう一うれしい

ヲ責ルコトトナル︒
︿略﹀︑責ってみる菓子もお

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

十233團

︿略﹀︒

十帽7 青銅の大鳥居をくゴつて進む
と︑沿道の家は大てい天満宮にちな
んだ物を責ってみる︒

ふな
十悩3図 又池・沼を利用して鯉・鮒
を養ふことも盛にして︑大てい二年

閏

︿略﹀︑便宜上三百六十五

うるふ
﹇閏﹈︵名︶2 閏

毎に之を責るに︑其の利益少しとせ
ず︒

うるう
十一931園

日を一年とし︑普通四年毎に一日の
閏をおくことになってみる︒

うるふ

九撹6

北風はたけが五尺二寸もある

うるむ

黒馬で︑毛はうるしのやうにつや
﹇潤﹈︵四・五︶2

くしく︑︿略﹀︒

うる・む
︽ーム︾

憂

光澤と香氣とを有し︑ね

︽一

當時支那は敷國に分れて

﹇憂﹈︵上二︶1

めて少く︑︿略﹀︒

ヒ︾

十一53図

互に相互ひ︑戦戦止むことなかりし

しやう

n憂﹈︵下二︶1

うれふ

︽一

かば︑孔子大いに之をうれひ︑︿略﹀︒

うれ・う
へ︾

十971図宋の臣文天祥大いに之を

﹁おとよ︑おとうさんが錦

何よりもうれしいのでございます︒

﹁おとよ︑おとうさんが露

つて來て︑うれしいか︒﹂

八904囹

八915園

僕は今日其のえらい社長さん

はい︑うれしうございます︒

つて︑うれしいか︒﹂

八918囹

私とてもかはゆらしきめ

青々とした波の上に︑事々と

僕今夜はいろくの事をお

北風は︑主人の手がかうして

郷里の青年諸君がこんなに

れしい事です︒

まじめになって來たのは︑何よりう

十138園

つたから︑うれしくて︑︿略﹀︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

糸価7

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

九9210園

する聲︑うれしさうな聲︒

ちらでもこちらでも︑驚く聲︑感心

九799 第十七 いもほり ︿略﹀︒あ

り見て來た目に殊さらうれしかった︒

白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか

九756

くうれしい氣がしました︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

九561
︽ーシ

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん
うれし

︿略﹀︑御母上様には去る

﹇嬉﹈︵形︶4

とす︒

うれ・し

候︒

日よ︒

十一125図圃

今日はうれしき遠足の
ウレシイ
︽1・ーイ・ーウ・ーカッ︒一

﹇嬉﹈︵形︶20

十一135図圃
日よ︒

うれしい

うれし・い

私は此の村の青年諸君が︑

つてをられるのを︑うれしく思ひま

かうして修養にも實行にも︑骨を折

十153園

す︒

又寒夜に秘藏の鉢の木を切

つてたいた志は︑何よりもうれしく

十721囹

ト︑ウマク出來テヰテ︑︿略﹀︒ウ

おめでたい事やたのしさうな

思ふぞ︒

るやうに︑しんを立ててすくすくと

で︑今日此のなつかしい學 十一383 ︿略V︑それでも木が競醸す
校に來て︑皆さんにお話をするのは︑

七529園

いと思ひますが︑︿略﹀︒

事が書いてありますと︑私もうれし

五935

レシクテタマリマセンノデ︑︿略﹀︒

三676池ノ水デタメシテミル

ク︾

今日はうれしき遠足の

しく︑一日も早く御顔を見たく存じ

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

十柳4國団

れしき限りと存じ候︒

子御生れの由承り︑誠にめでたくう

二日御安産にて︑玉の檬なる女の御

十鵬9囲国

ち キ・ーシク︾

天人はしをしをとして︑

とも

うるはし

立並ぶ家々︑

しめやかに︑夜の霧

なみだにうるむ目で空を見

三868
上げました︒

十303図圃
またをつ㌦み︑

﹇麗﹈︵形︶3

しびうるむ︒

うるわ・し
︽ーシ・ーシキ・ーシク︾

主上は詩の心を御さとりあ

めぐらせる青垣山に︑

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給

十鵬2図
ひぬ︒

十二欄7図囲

う

うるはしき眞玉・白玉︑

こもれる大和うるはし︒
十二旧10図圃

うれひ

海山の寳を載

にほひよき木の實︑草の實︑
つたかき積荷の中に
﹇憂﹈︵名︶2

せて︑︿略V︒

うれい

十一936園 ところが太陰暦はく略V︑

︵五︶2

うるほす

三年にならないうちに一箇月の閏を
﹇潤﹈

おかなければならない︒
うるお・す
︽ーシ︾

八25 小鳥は時々此の清水にのどを
うるほしては︑こずゑでさへっるの
である︒

うるし

うれふ

ばり強くして︑割れ︑そる等の憂極

十二469図

至らんとするを知らず︒

派しんではうれひを忘れ︑老の將に

ぶん
十121 熱い番茶にのどをうるほして 十一了9図園 獲憤しては食を忘れ︑

ウルサイ

ウルグァイ

休んでみる所へ︑︿略﹀︒

︹地名︺一

﹇煩﹈︵形 ︶ 一

十一撹図 ウルグァイ

ウルグァイ

うるさ・い
︽ーイ︾

﹇漆﹈︵名︶1

ウルサイホドナイテヰマス︒

三598今ニハノ木ニセミガ うれ・う
うるし

うれしがる一うんどうきぐ
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延びてみるのを見ると︑非常にうれ
しい︒

十一552 船員等は︑如何にも氣持よ
ささうに泳ぎ廻ってみたが︑中にも
うれしさうに見えたのは︑十三四に
なる二人の少年であった︒

十一835 今日は始めての遠泳だと思
ふと︑何だかうれしいやうな心配な
ねぢは之を聞いて︑飛上る

やうな氣がする︒

十一一572
やうにうれしかった ︒

﹇売行﹈︵名︶1

費行

うれし泣きに泣いた時には︑︿略V︒

うれゆき
で︑責行もよからうと思ひます︒
費レル

責

七備9團地もがらもまことに揚地向
﹇売﹈︵下一︶2

︽ーレ・ーレル︾

う・れる
れる

しかし之を一人で造るとして︑

ハ木ノウロヤ
ニカクレテヰテ︑
す

うん

ばうず

あれは山師坊主で︑あのやうなまね
をして︑人をろうらくするのであら
運

︿略﹀︑運の悪い時には悪いも

﹇運﹈︵名︶2

うといふうはさが立つた︒
五737

ので︑其の年のつゆに︑又土手がく

一進︸退︑たゴ運を天にまか

つれて︑︿略﹀︒

十276

うん

せて︑二人はボ⁝トをあやつった︒

︵感︶3

︿略﹀︑﹁うん︑郵便函とい

﹁︿略﹀︒熊が君の耳の所へ

今太平洋の方から此の運河を

つた仕組に出來てるるのである︒

十334

運河は全長五十豪球り︑凡そ

通るとする︒

十359

パナマ地峡に運河を造る事は︑

十時間前後で之を航することが出來

る︒

数百年來ヨーロッパ人のしばく計

十362

米國が此の運河を造るに成功

書したところで︑︿略﹀︒

したのは︑主として︑最新の仁心を

十369

慮広したからであった︒

か
地上の畑道には勿論︑高架

︽ シ︾

うんてん・する ﹇運転﹈︵サ変︶1 運

轄する

ます︒

車が終日終夜︑骨なしに尊翰してゐ

鐵道にも︑地下鐵道にも︑電車や汽

八731団
友だちをすててにげるやうな者には︑

は﹁うん︑これが四十日間の汗のた

かり攣った︒﹂と聲をあげると︑兄

中村君は學問もよく出量るし︑

ンドウクワイ

うんどうかい ﹇運動会﹈︹課名︺2 ウ

うんどうも上手です︒

五72

．十3810合爵は思はず︑﹁やあ︑すう
つんどう ﹇運動﹈︵名︶1 うんどう

これからつきあふな︒﹂と言った︒﹂

つたのか︒﹂﹁うん︒﹃あぶない時に︑

口を持って行ったやうだが︑何か言

五995囹

を言って行く者があります︒

つたのはこれだな︒﹂とひとりごと

五902園

うん

く略V︑五人ノ持主各其ノ馬

こんなに安く責れるであらうか︒

八鵬9
九4510図
ノ責レザランコトヲ恐レテ︑雪・ヒテ
償ヲ下グ︒

ニ︑ヒル

＼ノシ酒毒
三767 ソコデ 黒ウモリ
ナシ

ノ中

を占めたために︑此の時計全艦が再

十二596 ねぢは︑自分が此庭に位置うろ ﹇空﹈︵名︶2 ウロ うろ
び活動することが出來たのだと思ふ
アナ
︿略﹀︒

と︑うれしくてうれしくてたまらな
かった︒

り

けろりとした顔を出したが︑

九336すると木のうろから︑栗鼠が
一匹︑

を占めたために︑此の時計全腔が再

十二597 ねぢは︑自分が此庭に位置

急にまた穴にかくれてしまつ
雨露

た︒

﹇雨露﹈︵名︶1

うんく

まものさ︒﹂といって︑︿略﹀︒

一

ウンドウクワイ

コレハウンドウクワイノ

エデス︒

ニ23

ドウクワイ

うんどうかい ﹇運動会﹈︵名︶一 ウン

ニ21

虎はうんくうなって︑かけ ニ目2 一 ウンドウクワイ

︵副︶！

﹇運河﹈︵名︶6

ません︒

うんが

マうんが・パナマうんがだんめんりゃ

運河﹇▽パナ

まはるより外︑どうすることも出來

六311

うんうん

十二862図木の枝を伐りて地上に立

うろ

︿略﹀︑

うれしが

び活動することが出來たのだと思ふ

﹇嬉﹈︵五︶1

と︑うれしくてうれしくてたまらな
かった︒

うれしが・る

所にうつくまりて僅かに雨露をしの

て︑上を木の皮にておほひ︑八人一

︽ーッ︾

うろうろす

八933 信吉はとりのぼせたやうにう

ぐ︒

︽ーシ︾

うろうろ・する
る

花子はねこをだいてう

︵サ変︶1

る

うれしげ

れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑

﹇嬉﹈︵形状︶！

かはりばんこに見てみた︒
うれしげ

四唱3

十312此の地峡に造った運河が︑世うんどうきぐ ﹇運動器具﹈︵名︶1 運

くず・パナマうんがへいめんず

七319図獅子はうれしげに一聲高く

といはれました︒

十318

そこで此の運河は︑非常に攣

十二486図

ろ
く略V︑櫓・車・運動器具

ろうろして居ましたので︑﹁︿略V︒﹂

其のうちに誰言ふとなく︑

動器具

ほえ︑たてがみをふるひ︑四足をの

十二鵬10

界に名高いパナマ運河である︒

ばして後︑︿略﹀︒

六637 二人がたがひに取りついて︑

うれしなき ﹇嬉泣﹈︵名︶1うれし泣き うわさ ﹇噂﹈︵名︶1 うはさ
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うんどうば一えいきゅう

︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

︿略﹀︒

の如き強烈なる力を受くるものを製
唖の学校

おん
此所では女の先生が︑生徒に五十音

八938 第二十．二

し︒

うんど

回するに適せり︒
﹇運動場﹈︵名︶2

の爽音を教へてるられた︒﹁い﹂を

うんどうば

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

江

揚子江ハ水量ツネ同語ニシ

﹇江﹈︵名︶1

と間違へたりするのを︑︿略﹀︒

う場運動場
五63ある日︑僕がうんどう場へ出

え

﹁う﹂と間違へたり︑﹁う﹂を﹁え﹂

此の學校へ通って︑皆さんと同じや

︿略V︒

﹇柄﹈︵名︶6

柄

え

え

柄

ニイサンガエヲカイテ
コレハウンドウクワイノ

一22一
ヰマス︒

エデス︒

二24

二63ーコレデ本ノ中ノジモ︑

又質一本にて美しき檜をゑ

一切檜で見た通りであった︒

四682たいそうよくなれて︑私
の手からゑをたべるほどに

妹は餌をつかみて︑︿略﹀

なって居ました︒

九129図

白・黒・うすかば色︑十幾

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

へ行く︒

くだきたる貝殻を器に入れ

うに集らず︒

てあたふるに︑これには餌の時のや

九144図

ふ︒

つき合はせて︑いそがしげに餌を拾

羽の鶏一つにかたまり︑頭と頭とを

見せ物小屋で象を見た︒︿略﹀︒ 九133図

エモ︑︿略V見ルノデス︒
︿略﹀︑

六866

八287図

がき︑︿略﹀︒

僕はもう南山へ何度も上り
ましたが︑此庭からは京城の市街が

十756囲

まるで絶のやうに見えます︒

めんどりはせはしげに幾度か土をか

三668ソレカラホソイ竹ヲエ

エ

ニ増水シテ︑濁流江二︑こナギリ︑

テ︑洋々ト流ルレドモ︑夏季ハコト

八214図

え

きちらして︑餌をあさるにいそがし

十一129図圏右に見ゆるは名高き御 九154図出がけにとやの方を見れば︑
寺︑

左に遠くかすむは古城︑春は

ニシテ︑ソノサキニキレヲマ

餌

永遠

nvにちえいべいさんごく

十二摺1

即ち赤・白合はせて十三

今では此の洞門を掘りひろ

ことあらざれども︑︿略V︒

條の横筋は︑︿略﹀︑永久に攣化する

十二628図

えいきゅう ﹇永久﹈︵名︶3 永久

私は永遠に生きてをる︒

いくが其の教をまじめに行ふ所に

十二991圏私のなくなった後も︑め

えいえん ﹇永遠﹈︵名︶！

えい

うに妹はめくらである︒

いひさして︑ふと見ると︑かはいさ

樂譜がない︒それでどうして︒﹂と

十一一409園 ベートーベンは︑﹁え︑

︵感︶− え

く︑︿略﹀︒

給のごと我等をめぐる︒

ぐんばいうちはでふせいだが︑ 十﹇個10芸園 君は圭里を以て一家を成
せる人なるに︑敷年の間一度も筆を
取り給ひし事なし︒
はん

松江を嘉したる汽車は風
光縮の如き宍道湖畔を走ること約四

しんぢ

十一一44図

十分︑︿略﹀︒

ゑ

らず紙にあらず︑實に片扇に用ひら

十二柵9図彼の眺め入りしは絵にあ

エ

れたる竹なりしなり︒
﹇餌﹈︵名︶7

え

キツケテ︑センヲコシラヘマシタ︒
七451

え
あれが北斗七星だ︒あの柄

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

九879囹

でない方の端にある二つの星を結び

にいさんく︑あの北極星

つけて︑︿略﹀︒

九897園

え

がひしゃくの柄の先になって︑︿略﹀︒

先づ柄の長さ一間もあ
るなたにて灌木を伐彿ひ︑︿略﹀︒

十一欄4臼歯
十二772

だいぼう網は︿略﹀ひしゃ え

ムキモシナイデ︑タマゴヲアタ

三6ーヱや水ヲヤツテモ︑見
え

シタ

︿略V︑ホカノ鳥ヲイヂメ
ニ

リシテアバレマハリマス︒

タリ︑ツカミコロシテエ

四355

タメテヰマス︒

くに似てみる︒即ち水のはいる虜に

縛﹇▽かげ

當る部分が身網で︑柄に當る部分が
垣網である︒

﹇重﹈←はぶたえ・やえ
垂

え

エ

﹇絵﹈︵名︶10
え

え

七526園私も子どもの時には︑毎日
うに︑あの運動場で遊んだり︑此の
運命

講堂でお話を聞いたり致しました︒
﹇運命﹈︵名︶1

十二918 折から飛下りて來た鳥が鍬

うんめい

に傷つけられた轟をついばんだ︒木
陰 か ら じ っ と 見 て み た彼は︑︿略﹀︑

運

︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明

︽ーシ・ースル︾

﹇運用﹈︵サ変︶3

轟の運命をあはれんだ︒

用する

うんよう︒する
十373

の利器を運用して︑山をくづし︑地
をうがち︑河水をせき止めた事など︑
︿略﹀︒

る︒

十一柵3 制度を運用するのは人であ

マとコ︑ ユ と エ ︑ レ と ン ︑

民に自治の精神が乏 し け れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一術3 自治制も︑之を運用する人

え
え 2 え
七襯図図

えいきょう一えがたし
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一部は尚昔の面目を留め

たい
げ︑虜々に手を加へて葎書目を改めて
えいし

英姿

ゆめに似て︑

こけむしぬ︒

興亡すべて
墓は

え＼

英雄

﹁︿略﹀︒︿略﹀︑七つの星が

︵感︶1

﹁え︑︑見えます︒﹂

沖ものどか︑

﹇笑顔﹈︵名︶2

六224圃

すれ合って︑

沖へ急ぐ兄の小舟︑
の小舟︑
がほ︒

すれ合って︑

圭里がく

つる

さらば謝恩の爲に何か

もなく︑毎日遊び暮して既に敷年を

してありけるが︑何一つ圭里がくこと

纏たり︒

十一458図園

圭里がきて参らすべし︒

十一467図 其の書一がく所皆鶴にして︑

筆勢非凡︑丹青の妙言ふべからず︒

がかんなど濁生してみたりければ︑

もすがら寝ねずして︑明日はかく圭里

十一4610図 く略V︑書師は前の如く夜

ゑがほとゑ

濱へ論る父

ゑ

ゑがほとゑ

エガク
︽ーカ・ーキ・ーク・一

又筆一本にて美しき檜をゑ
看板ニハマタ商品ヲエガキ

がき︑︿略V︒

カザリ

ハウチヤウ

ひのき
︿略﹀︑唯杉戸に檜一本を書がきて

十一482図此の一言を聞くや︑書師

東鶉へ出立しぬ︒

十一488図園先に書﹁がきたる檜︑何

となく物足らぬ所ありて氣にか＼り

しが︑︿略﹀︒

或は右に或は左にあらはれるのは︑

十一6110 里下がけるが如く美しき山の︑

︿略﹀︒

ゑがける我が國の國旗は︑︿略﹀︒

十一一612図 雪白の地に紅の日の丸を

別れた︒

がたく︑爾人は翌日の立動を期して

十一一櫛10 ︿略V︑其の日要領は遂に得

︽iク︾

洋物屋ノ看板二︑シャツ・ えがた・い ﹇得難﹈︵形︶1 得がたい

タルモノアリ︒

八604図

カマ

︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

襟∵襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略V︒

エリ

八606図

ナベ

八608図

︿略﹀︑或壼師久しく寄食

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

ハラヒテ水ヲ買フ︒

所ニチハ︑︸手桶何程トイフ代償ヲ

糸解2図

得がたし ︽ーキ？iケレ︾

えがた︒し ﹇得難﹈︵形︶4 得ガタシ

︿略V︑器に盛った水が波紋を

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒
九299

あ＼︑あのかはい＼鳩が︑

ゑがく程です︒

十5810

︿略﹀︒

濱へ罵る父

濱ものどか︑

ゑがほ

並んでみるのが見えるだらう︒﹂

九878園

ええ

王は間もなく健康を回復して︑

﹇英姿﹈︵名︶1

十113
再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

はみるが︑
出藍た︒

衛生

永

えがお

衛生の設備をよくして危除な

︵サ変︶−

例へば教育・衛生等の自治
﹇永続﹈

がほ︒

がく

えが・︿

﹇描﹈︵四・五︶14

の小舟︑

沖へ急ぐ兄の小舟︑

︿略V︑かやうな仕方は唯一 六224囲 沖ものどか︑ 濱ものどか︑

さトげつト

﹇衛兵隊﹈︵名︶1

n＞しもだえいたろう

ことが出來ないから︑︿略﹀︒

えいたろう
えいへいたい

隊

英雄

八287図

︿略﹀︑衛兵隊は捧銃の敬禮ケ︾

﹇英雄﹈︵名︶4

昔ヨーロッパにアレクサンド

回した英雄である︒

して︑金時世界に類のない大國を建

つか十敷年の間に四方の國々を征服

ル大王といふ王があった︒︿略﹀︑わ

十710

えいゆう

を底ひ︑︿略﹀︑軍艦旗に敬禮する︒

九6610

衛兵

時の利益を得るに止って︑永績する

十二232

写する ︽ースル︾

えいそく・する

團膿の事業は︑︿略﹀︒

十一陥5

病氣を根絶し︑︿略﹀︒

十3610

﹇衛生﹈︵名︶2

て︑暉海一生の苦心を永久に物語つ

英國

えいせい

てるる︒

十二偽9 三って國民は︿略﹀︑又其

えいきやう

の誇を永久に持績しょうとする心掛
けも出來て︑︿略﹀︒
きやう

えいきょう ﹇影響﹈ ︵名︶2 影響

影響
太陽の影響を受けぬものは一つも

えいきやう

十一13 地球上に存在するもので︑
ない︒

きやう

十二235 葦葺貿易に至っては︑之に

螢業

從事する者の心掛け如何の影響が
﹇営業﹈︵名︶1

更に大きい︒

えいぎょう

十ニー65図︿略﹀︑編輯︒螢業の二局

英語

あ り て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 毒 口買・廣告に關する

﹇英語﹈︵名︶1

ことは後者之を重複す︒
えいご

八682囲 日本人は八萬人齢も居て︑

子どもは︑アメリカ人の立てた勘校

﹇英国﹈︹地名︺1

へ行って︑英語で勉強しますが︑
︿略﹀︒

えいこく

陣頭に立っては百萬の敵を物

︿略﹀︑そのかみ此庭にい

十一447図

︿略V︑勇ましく高空に輪を書﹁がきな

七百年︑

がら︑しかと方向を見定め︑︿略﹀︒

歴史は長し

かめしく向ひあひけん英雄の姿︑
十二282図圃

︿略V︒

十二95図

することが出來ない︒

とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも

十244 英國の東海岸にロングストー 十89
ンといふ島がある︒

えいこくじん ﹇英国人﹈︵名︶1 英國

人
十一507 ︿略﹀︑英玉人はマレイ半島

の領地にパラゴムの木を移植するに
至った︒
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九444図同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ えき ﹇駅﹈︵名︶1 騨﹇▽うえのえ えさ ﹇餌﹈︵名︶一 エサ

十一476図 ︿略﹀︑夜中に書一二のした

﹀︒﹂と問ふ︒

十一476図

十一487図 住持驚きて︑﹁︿略﹀︒﹂と

かの圭里師は突然婦り看れり︒

十一483図未だ一月もた﹂ざるに︑

立しぬ︒

杉戸に檜一本を書がきて東國へ出

ひのき

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑唯

十一481図此の一言を聞くや︑圭里師

︿略﹀︑垂師驚きて︑天声

る様をまねて見するに︑︿略﹀︒

き・たいしゃえき・なんだいもんえ

ユラユラスレバ︑

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︑ナ

ニ242圃ドコカラキタノカ︑

得ラルレバ償ナク︑得ガタケレバ償
ミニユラレテ︑

ひらいつみ

ウイテク

九717 次の平泉といふ騨を出て間

コヒバエサカト

き・ふつかいちえき・まっしまえき

ル︒

さかひ

昔︑泉州堺のなにがし
るが︑何一つ書がくこともなく︑毎

寺に︑或豊師久しく寄食してありけ

十一446図

顔を洗って來て︑ビスケット えし ﹇絵師﹈︵名︶13 書師

﹇駅駅﹈︵名︶1

もなく︑︿略﹀︒

えきえき

九702

騨々

アルナリ︒

九446図 得ガタキ物ニチモ︑有用ナ
ラヌ物ハ償ナシ︒

十一伽9図 されば古は︑支那より渡
吊せるものの僅かに世に存するのみ
を食べながら︑私がゆめの中に通過

たい

日遊び暮して既に敷年を纒たり︒

︿略﹀︑書一師﹁︿略﹀︒﹂と

エヂソンεトマ

エヂソンは例の如く實験

︹人名︺3

問へば︑皇師﹁︿略﹀︒﹂とて一枝か

エジソン

スエジソン

しが︑ふと見れば机上に形珍しき一

エヂソンの嚢明せるは電

本の團扇あり︒

十二脳8図

アメリカにて特許を得たるもののみ

話・電燈︒︿略﹀など極めて多く︑

にても其の激實に千齢に及ぶ︒

エヂソンが炭素線の電燈

書師の苦心

を獲明したのは四十年忌かり前のこ

十二柵10園

︹逸名︺2

とであったが︑︿略﹀︒

十一目12 第十一課 圭里師の苦心

えしのくしん

く略V︑垂師は障子に身を

︿略﹀︑圭野師は前の如く夜

室に閉ちこもりて研究に鯨念なかり

十一一糊6図

二丁に行きて︑彼の垂

て︑心構せし様なりしが︑用筆も取

る様なり︒

︿略V︒

十一474図

たる様をまねて見するに︑︿略﹀︒

ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑夜中に小馬のし

九99図諸行天皇の皇子日本武

やまとたけるの

夜明けて住持︑書︻師に向 十﹇445 第十一課 垂師の苦心
え そ
えぞ ﹇蝦夷﹈︹地名︺1 蝦夷

がかんなど濁言してみたりければ︑

もすがら寝ねずして︑明日はかく蚕

十一469図

に筆を動かしみたり︒

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

十一466図

翌朝蚕師は常にもあらず

寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝起す

十一462図

師のする檬を見給へ︒

十一461二手

らで敷日を過しぬ︒

十一456図

住持は心得ぬ事に思ひて︑

き添へ︑又別れを告げて立去れりと

︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

エゴノリ

十一448図

夕日其の壷師に︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

一口にいへば︑白熱の状態

にある一大火球で︑之を形造ってゐ
えき
るものは︑液髄に近い氣膿であらう

いふ︒

空のゑぎぬヘ一筆

ゑぎぬ

︿略﹀︒

﹇絵絹﹈︵名︶1

︿略﹀︑

だれがかいたか︑虹の橋︒

二夫
﹁宇都宮﹂と轡屋の呼ぶ聲に︑

つのみや

﹇駅夫﹈︵名︶1
う

︿略V︒

九683

えきふ

に︑

五613圃

えぎぬ

といふ︒

十一18

えきたい

にて︑學者其の得がたきに苦しみた

ヰ

給看板

りき︒

シバ

﹇絵看板﹈︵名︶1

した騨々のお話をうかゴつた︒
えき
﹇液体﹈︵名︶1 白煙

えかんばん
︿略﹀︑芝居又ハ活動寓眞ナ

ドノ興行場ニハ︑絵看板アリ︑

コウギヤゥ

八616図

︿略﹀︒

き

えき
えき ﹇液﹈︵名︶6 液 液←ゴムえ
十一498 ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし
て︑製造したものである︒

十﹁499 此の液の取れる木を普通に
ゴムの木といってみる︒

エクアドル

︹地名︺一

世道に乗った︒

エクアドル

十﹇皿図

エクアドル

十備8 汽車で二日市騨に着いたのは
だざいふ
午前の八時︑騨前で太宰府行の輕便

十﹁523 切付といふのは︑ゴムの木 えきまえ ﹇駅前﹈︵名︶1 騨前
から液をとるために︑木の幹に小刀
で傷をつけることをいふのである︒

十一532 それがすむと︑今度はバケ
ツを持ってコップにたまった液を集
めて歩くのである︒

七859

リ

十一532 集めた液は之を工場に持つ えごのり ﹇恵胡海苔﹈︵名︶2 エゴノ
じゅん

て行き︑先づこして不純な物を取

七85図

リガアル︒

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ

除き︑次に藥品を入れて固まらせ︑
機械で薄くのして乾かすのである︒

に恐しく辛い液を出 し た の で ︑ ︿ 略 V ︒

十ニー22 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき

えだ一えちこ
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が傘をひろげたやうに出てみるので︑

え ぞ

村の人は之を傘松と呼んでみる︒

みこと

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ
中デ面白イノハサンゴデ︑タ

て︑東國の方に下り給ひき︒

七828
クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

えだ ﹇枝﹈︵名︶30 エダ えだ 枝
﹇▽こえだ︒したえだ ・ ひ と え だ

︿略﹀︑枝を打てば︑山火事

如何にも出軍よささうに見える︒

十︻395

の危除を防ぎ︑又西里の流通がよく
なって轟がつかなくなるさうだ︒

などでつる草を彿ひ︑下枝を伐落し

て行くと︑︿略﹀︒

それから始めて聞いて面白

いと思ったのは︑枝打をしないと木

十︻398

に節が出自ることである︒

えだうつり・する ﹇枝移﹈︵サ変︶1

生きた枝でも枯れた枝でも︑

其のま㌦にしておくと︑木が太るに

十一399

枝移りする

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑全

シテヰル︒

つれて其の枝を包んで行くために︑

身がるに枝移りした︒

えだしゃくとり ﹇枝尺取﹈︵名︶一 エ

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

枝ぶり

膣ヲナ・メニツキ出スト︑形が桑ノ

リデナク︑膿ノ後ノ端ヲ財源ツケテ︑

ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

九184

︿略﹀︑木が太るにつれて其 ダシヤクトリ

其のま＼にしておくと︑︿略﹀︒

十一3910

の枝を包んで行くために︑其虜が節
になるのだといふ︒

︿略﹀︑密生した樹木の枝と

枝がすれあって起つたりした自然の

十一662

小枝二寸分違ハナイ︒

き枝ぶりの檜を見て︑其の意を得た

十一4810図圏 ︿略﹀︑箱根山中にてよ

りのよい松がしげってゐます︒

五567 ︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

︿略﹀︑密生した樹木の枝と えだぶり ﹇枝振﹈︵名︶2

火から︑火種を取ったものであらう︒
十一662

枝がすれあって起つたりした自然の
火から︑火種を取ったものであらう︒

どれを見ても︑枝といふ枝
すご
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な

十二205

︽ーシ︾

膿が細カニ分レテ︑枝ノ製品ナツテ

を権にして︑此の雪渓をすべって下

生きた枝でも枯れた枝でも︑

九335 ︿略V︑美しい小鳥が二三羽︑

る人があります︒

十一399

其慮が節になるのだといふ︒

又沖縄二産スル木ノ葉黒山︑

ツテヰルヤウニ見エル︒

二止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

九194

ヰルノモアリ︑︿略﹀︒

七864

ニー32木ノエダニ︑コトリガ
十バトマツテヰマシタ︒

マツノ木ノ

二385圃 サイタサイタハナガ︑

マツ白ナハナガ︒

エダニ︑タケノハノ上二︒
二477 スルト︑ニハノカレ木ノ
エダニ︑キレイナ花ガサキマシ
タ︒

へ︑かへるがとびつかうとし

そり

三553 ︿略V︑しだれやなぎのえだ 九959囹下山の時には︑木の枝など
てるます︒

兄は私に﹁︿略V︒﹂といひな

其の枝の先にしょんぼりと止

がら︑生木の枝で雑木を束ねて見せ

十418

た︒

ほどなってゐます︒

四73私の木も枝がをれる
四247 えんさきのさざんくわに︑
十価9
だ︒

つてみる烏の姿も︑見るから寒さう

目白が二は來てるて︑枝から
枝へとんでゐます︒
四247 えんさきのさざんくわに︑

︿略﹀︑今まで爾方の枝と枝

て︑上を木の皮にておほひ︑八人一

枝打

毎年春の初か冬の半ばにす

﹇枝打﹈︵名︶2

所にうつくまりて僅かに雨露をしの
ぐ︒

えだうち

る枝打は︑面白いものだ︒なたや鎌

︿略﹀︑今まで両方の枝と枝 十一387

と組合ってみたのが急に問がすいて

十一389

如何にも氣持よささうに見える︒

と組合ってみたのが急に間がすいて

十︻389

枝に残って︑︿略﹀︒

けんしん

一騎打越後の上杉謙信

ゑちご

たけだしんげん

一

ゑちこ
﹇越後﹈︹地名︺2 越後

まった︒

えちこ

ひ

十一而5 僧は名を江海といってもと
れい
越後の人︑諸國の露場を辞み巡った

と甲斐の武田信玄が︑︿略﹀︒
ぜんかい

か

七434

越後

れば︑かき添へんために飾りしなり︒
りになってみる︒
十一309図 清正刀を抜かんとするに︑
目白が二は來てるて︑枝から
十二205 どれを見ても︑枝といふ枝 えたり ﹇得﹈︵感︶1 得たり
かぶとのしころつ＼じの枝に引つ
枝へとんでゐます︒
すて
十ニー23 投込まれた轟は苦しまぎれ
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な
四358 ︿略V︑森や林ノヒクイ かΣりて︑身のはたらき自由ならず︒
えき
に恐しく辛い液を出したので︑思は
りになってみる︒
十一313図 清正手早くかぶとのをを
木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト
ず吐出すと︑轟は得たりと逃げてし
十二85！0接木の枝を伐りて地上に立
切ったりければ︑かぶとはつ＼じの
シテ居ルコトガアリマス︒

五322圏 本のおさらひすました後は
枝につるしたぶらんこ遊︒

六146園 ︿略﹀ぐみを一枝折ると︑
﹁そんな大きな枝を︒﹂と︑にいさん
に 注 音 心 さ れ ま し た︒

七232 みきが二か＼へもあって︑枝
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﹇越前守﹈︵名︶7

且vおおおかえちぜんのかみ

末︑︿略﹀︒

えちぜん
えちぜんのかみ

越

十㈹4図

く略V︑勾践越の王となるに

及び︑呉の勢盛にして越軍大いに破
﹇越軍﹈︵名︶1

越軍

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒
えつぐん

四521

四目2

き

學校用具ヲ費ル店二︑手

十三

十三

ゑはがき

ゑはがき

えはがき ﹇絵葉書﹈︹玉名︺2 ゑはが

板ヲ出シ︑︿略＞Q

帳・筆・墨・繕具ナドト記シタル看

八583図

八629図保己一の家は今の東京︑其えのぐ ﹇絵具﹈︵名︶1 給具
大將の父は長府藩主に仕へ

の頃の江戸の番町にありて︑︿略﹀︒
ちやうふはん

八棚3

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

歩いて行った︒

で︑馬やかごに乗らず︑爾親と共に

其の時大弁は江戸から大阪ま

が︑︿略V︒

えつさく

八掴5

前守

︵感︶−

りっぱな聖者を先生にして︑一心に

形ばかりの葬式をすますと︑間もな
く江戸へ出て︑︿略﹀︒
か

も

まぶち

あなたがよく會ひたいと

又延いては徳川家及び江

を行ひ︑一塁に江戸を乗つ取る手は
ずである︒

十二欄4園

戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す
までもござりませぬ︒
︿略﹀︑江戸の市民も徳川家
えのきでら
︵名︶2 榎寺

もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

十二撹3

﹇榎寺﹈

途中︑太宰府といふ昔の役所

勝太郎︑東京のをぢさん

糟葉書

學校からかへって見ると︑廣

海軍のをぢさんがお出でにな

ハワイから出した檜葉書は

其のうちに繕葉書や要望帖

︿略﹀︑岡田さんは高山植物や

十238囲

別封の絶葉書も鋸りに買つ

せて下さいました︒

雷鳥の繕葉書を︑たくさん出して見

九972

を送りますから︑ゆっくりごらん︒

八744囲

す︒

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で

八703測距の給葉書は此所へ來る途

見ましたらうね︒

八651国

︿略﹀をおみやげに下さいました︒

つて︑春子にはゑ葉書とリボン︑

五167

田君からゑはがきが來てるました︒

五132

れは其のゑはがきです︒

四532国此のあひだひかうせん
が東京の空をとびました︒こ

來ました︒

からお前の所へゑはがきが

四524園

ゑ葉書

船がまぐろで一ぽいになる 九274囹 ︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑ えはがき ﹇絵葉書﹈︵名︶10 ゑはがき
學問をはげむがよい︒

越中

ゑつちゆう

﹇越中﹈︹地名︺2

もやの底にかすかに見える

信淵は父の門人たちの情で︑

えつさくと陸の方へ漕婦って來る︒
えっちゅう
ゑつちゆう

九983園
越中の平野︑︿略﹀︒
かうつけ

其の返禮として加賀に梅田︑ 十一713園

となみ

月の十五日を期して総攻撃

越中に櫻井︑上野に松井田︑合は

ゑつちゆう

十二悩9

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑
﹇越中国﹈︹地名︺1

先程御見えになりました︒

越中の國

ゑつちゆう

えっちゅうのくに

せて三箇所の地を汝に授ける︒

ゑつちゆう

九285

と︑計れふ旗を風になびかせながら︑

十二7910

えっさえつさ

れ︑虹鱒は呉に捕へられぬ︒

及び︑呉の昌盛にして越軍大いに破

八364 越前守はじっと考へましたが︑ 十罵5図 ︿略﹀︑勾践越の王となるに
︿略﹀︑越 前 守 は 聲 を か け て ︑

﹁︿略﹀︒﹂といひま し た ︒

八377
﹁これ女︑其の手を 放 せ ︒ ︿ 略 V ︒ ﹂ と

申し渡しましたので︑里親は恐れ入
つたといひます︒

八398 越前守は手代の言ふ所を聞い
て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ といって︑下役の者に

石地藏をしばって來るやうに命じま
した︒

見物人一同の所名前を書取らせ︑さ

八417 越前守は早速門をしめさせて︑ 十722囹
て お ご そ か に ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂と申し渡し
ました︒

八426 しばらくして︑其の中のおも

たひらのこれもり

引きつれて︑越中の國の礪波山に

塔

十二329国又エッフェル塔にも登つ

榎寺

えのきでら

六228大將は平維盛で︑十万騎を

致しますと︑越前守は﹁︿略V︒﹂と

ちんを取りました︒

立つた者が出て︑いろくおわびを
命じました︒

して︑其の中に盗まれた品のありな

八433 越前守は呉服屋の手代を呼出 エッフェルとう ︵名︶一 エッフェル
しを調べさせました︒

て見ました︒
江戸

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ 十㎜8

﹇江戸﹈︹地名︺11

えのきでら

の跡などを見て︑榎寺といふ庭に
榎寺を出て二日市の停車場へ
急いだ︒

十字5

立寄った︒

物見高いは江戸のくせで︑

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

︿略﹀︒

八407

た︒

八355

えど

八439 越前守は再び一同を呼出して︑
さきに納めさせた白木綿を返し︑つ

越

いでに石地藏を︑もとの所へもどし
﹇越﹈︹地名︺2

たと申します︒

えつ

る二國ありき︒

十偶3図 昔支那に呉・越とて相隣れ

えばこ一えり
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たのです︒

十一佃10國團

此の手紙と一しょに︑
骨箱

ゑ

﹇餌箱﹈︵名︶2
ゑ

餌箱

言葉書をたくさん小包にて送り申候︒
えばこ

前に庵る︒

九128図 妹は餌箱を持ちて︑とやの
九147図 妹の置きて行きたる餌箱に

エビ

入れて持蹄り︑茶の間の戸棚の中に
﹇蝦﹈︵名︶3

しまふ︒

えび

七806 魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ
コ・イカナドガスンデヰル︒

七807 エビノピンくハネタリ︑カ

絶筆

がうてんじゃう

給筆ぞにほふ︒

格天井

ニノ横同氏ツテアル ク 様 子 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

﹇絵筆﹈︵名︶1

七80図 エビ
えふで
心をこめたる

丹青まばゆき

に︑

十m7図圃
︵名︶一

エプロン

エプロン
︿略﹀模様をほりつけたり︑

エボナイト

みがき

十一惚5 エプロンをかけた職工が

︵名︶一

をかけたりしてみる︒
エボナイト
ばん

十一541 電氣の機械や︑蓄音機の圓

ゑ ま

盤などに用ひるエボナイトといふも

のもゴムから造る︒
ゑ ま
﹇絵馬﹈︵名︶1 糟馬

えま

ゑみ

笑み

中尉の顔には滞足らしいゑみ

﹇笑﹈︵名︶2

門をくゴると︑本殿の前に出る︒
えみ

九川6
が浮んだ︒

王は漏面に笑みをた﹂へな

笑む

栗のいがのゑむのも今である︒

ゑむ

がら︑今や遅しと其の答を待受けて

十二683

﹇笑﹈︵四・五︶2

みる︒

え・む

八27
主上は詩の心を御さとりあ

︽ーマ・ーム︾

十儒2図

エモノ

え物

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給
﹇獲物﹈︵名︶4

ひぬ︒

えもの
獲物

五73

僕は自分よりえらい友だちを

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

人の一心といふものはえらい

ないと思ひます︒

五753

もので︑三度目に土手の工事はうま
くいった︒

ウェリントン公爵ともい

クツテモ大丈夫デセウ︒﹂

はれるえらいお方が︑︿略﹀とおつ

十一㎜7園

しゃらうとは︑どうしても考へられ

ません︒

十二548園あのいろいろの道旦ハ︑た

自分よりは大きく︑自分よりはえら

くさんの時計︑︿略V︑どれを見ても

正成は實にえらい人である︒

六978

信作が落ちたのにかまはず えら・ぶ ﹇選﹈︵四・五︶4 選ぶ ︽一

さうである︒

八114園感心だ︑感心だ︒えらい子
だ︒

八66

バ・ーブ・ーン︾

八117園

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

僕は何となくえらさうな人だ
﹁あの精米會社の社長さん
﹁ほんたうにえらい人です
﹁いや︑これから先があの
僕は今日其のえらい社長さん

先づ岸近くまぐろの寄って

えり

入口の左手には︑小切やえり

カザリ

洋物屋ノ看板二︑シャツ・

あけ

十二998図然れども春日の社頭︑朱

かすが

襟・⁝襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略﹀︒

エリ

八606図

つかんで︑ぐっと岸へ引上げた︒

沈んで又浮上つた信作のえりを引つ

八106 耕造は驚いて︑︿略﹀︑ 一たん

て︑︿略﹀︒

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

五241

えり ﹇襟﹈︵名︶4 えり 襟 襟

エリ

を張り︑其の先へ身網を張る︒

罵る場所を選んで︑︿略V長く垣網

十二776

知るのだ︒

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

十﹇9010園 おとうさんが毎年潮工−狩

由なるが︑︿略﹀︒

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

十32図又日々に奉る供へ物には︑

すぐれて上手なものが二人あった︒

或年選ばれた子どもの中に︑
人の命にはかへられないと思って︑

大本の母もまたえらい人であ

相手を助けてやったのはえらい︒

畑稲6

な物があると見れば︑三度三度の食

つた︒大將が何か食物の中にきらひ

事に︑必ず其のきらひな物ばかり出

七149 めいくざるをかしげて︑え

して︑大盛が馴れるまで︑うち中の

九5510

人のほんたうにえらい所だ︒﹂

九532圏

ね︒﹂

九531囹

はえらい方なんでせう︒﹂

九507園

と思ひました︒

九504

者がそればかり食べるやうにした︒

物を見せ合った︒妹とお松のざるに

サウシテ伺力地上ニエモノヲ

は︑やどかりがたくさんみた︒

八493

︿略﹀︑スウツト下りテ來テ︑

獲見スルト︑︿略﹀︒

八495

急ニツバサヲチぐメ︑風ヲ切ツテマ
ツシクラニエモノノ上略ツカミカ・
ル︒

︿略﹀︑漁業者が沖から獲物の

多少や難船の有檬を通知したり︑

十579

︿略V︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

五406 先生が舞殿にかけてある意馬えら・い ﹇偉﹈︵形︶15 エライ えら

くうれしい氣がしました︒

﹁ソンナエライ方ナラ︑オ

トウサンガワザくオ聲リニナラナ

九二8園

四215ソノ後大國主ノ神ハ︑白
方ニオナリニナリマシタ︒

ウサギノイツタ通リ︑エライオ

い ︽1・ーイ︾

給馬堂

のお話をして下さいましてから︑
﹇絵馬堂﹈． ︵ 名 ︶ 1

︿略V︒

えまどう

ろう
十佃2 ︿略﹀︑縮馬堂の前を通って櫻
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えりかざり一えんぜつ

りり つ

の廻廊山の緑にはえて︑森嚴自ら人
えり

の 襟 を 正 さ し め ︑ ︿ 略﹀︒

カザり
えりかざり ﹇襟飾﹈︵名︶1 襟飾
エリ

カザリ

︿略﹀

十一目7
えんえい

遠泳

第二十課遠泳
第二十課遠泳

﹇遠泳﹈︵名︶1

コーデリヤは︑やが 十一834

ことが出來ないから︑︿略﹀︒

十二729
ていたましい報知を得た︒

かつて繹迦を見捨てた彼等 十一835 今日は始めての遠泳だと思

も︑其の慈悲圓満の姿を見ては︑思

遠隔

ふと︑何だかうれしいやうな心配な
﹇遠隔﹈︵名︶1

やうな氣がする︒

﹇遠泳﹈．︹課名︺2︑遠泳

らん︒

えんがわ

圓畳

建長・圓豊 古寺の

﹇円覚﹈︵名︶1

昔の音やこもる
えんがは

タはんがすむと︑うちの

八別9図

揚子江ノ流域ハ︿略﹀︑

えんがん ﹇沿岸﹈︵名︶3 沿岸

カンコゥ

米・茶・綿等ノ産物多シ︒又沿岸ニ

ハ上海︒漢口等アリテ︑︿略﹀︒

シャンハイ

た

ど

瀬戸内海の沿岸には大

阪・神戸・尾道・宇品・高松・多度

うじな

十一345図

内海の沿岸及び島々には

つ
津・高濱等良港多く︑︿略﹀︒

十一348図

名勝の地少からず︒

熱心なリンカーンは︑書物

えんきん ﹇遠近﹈︵名︶2 遠近

を持ってるる人の所には遠近を問は

十一989

ず借りに行った︒

直に販費部を纒て遠近に嚢画せらる︒

十一ー89図 かくて刷上りたる新聞は︑

えんこ ﹇縁故﹈︵名︶1 縁故

の他私交上の關係の爲に心を迷はす

十一備2 ︿略﹀︑決して親族・縁故其

やうなことがあってはならない︒

縁先

えんさきのさざんくわに︑

えんがはには︑夕方から えんさき ﹇縁先﹈︵名︶2 えんさき

いもやだんごをつくゑにのせ

かまば

き

さ

う

ゑもん

窯場から出て來た喜三右衛門

其の大王が東方身魂の遠征に

えんせい ﹇遠征﹈︵名︶1 遠征

を休めた︒

は︑縁先に腰を下して︑つかれた艦

十444

枝へとんでゐます︒

目白が二は來てるて︑枝から

四246
す︒

四228

僕がえんがはへ机を持出して︑
えんがはにうつくまる三

出かけた時の事である︒

十81

十二佃5

︿略﹀︑遠い虜の音樂・演

夕食をすましてから︑縁が えんぜつ ﹇演説﹈︵名︶1 演説
はへ出て涼む︒

十一878

毛のねこ︑︿略﹀︒

八273凡下

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

八49

していらっしやいました︒

りのよいえんがはでつぎ物を

︿略﹀︑おばあさんが日あた

て︑お月さまにそなへてありま

三777

した︒

ものはみんなえんがはへ出ま

三777

縁がは

﹇縁側﹈︵名︶6

山門高き松風に︑

十二284図幽

えんがく

版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒

比較的早く印刷したるものをば地方

かく

繹迦は︿略﹀︑遂に病を得 十二ー91図 但し大新聞にありては︑

えんかく

はず其の前にひざまっかざるを得な

八606図 洋物屋ノ看板二︑シャツ・ 十二969

エリドメ

襟・襟飾ノ類ヲエガ キ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
エリドメ
﹇襟留﹈︵名︶1 襟留

えりどめ
かった︒

てクシナガラ附近の林中に留った︒

十一一984

︽エ・エ

イ眞珠ハ︑此ノ貝ノカラノ閉創アル
得る

七824 指輪や襟留ナドニハメル美シ

﹇得﹈︵下一︶1 2

ノデアル︒

える

安芳は今日こそ最後の確答

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

十二伽4
れたのである︒

﹇円﹈εこせんえん・しせんえ

十一661 一学人は最初どうして火を

ん
えん

﹇宴﹈﹇▽ぎょえん

ん・すうじゅうおくえん・はちおくえ

えん

ル︾﹇▽こころえる︒ さ と り え る

︿略﹀︑木片と木片をこすり

得たであらうか︒

十一665

あはせて火を得る法をさとるやうに
なった︒

十一867 これに力を得て︑又一しや えん ﹇園﹈﹇▽がっこうえん・コーヒー
うけんめいに泳いで行く︒

かは

えん︒コーヒーえんけんぶつ・ゴムえ
えん

まりとざ

うちの子ねこは

﹇縁﹈︵名︶2

︿略﹀︑

石垣の間でも︑地藏様のかげ
だう

延

當地に参りて以來︑一

﹇延引﹈︵四︶1

でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

七179

れては えんからおちる︒

いい子ねこ︑

三118圃

えん

十一9510 一家の暮し向は誠にあはれ ん
なもので︑食物なども自由には得ら
れず︑︿略V︒

十一965 かうしてみるうちに︑知識
よく
を得たいといふ彼の欲望は益く強く
なり︑︿略V︒

十一帽4 自治制も︑之を運用する人

えんいんいた・す

十二佃7心念

引致す

民に自治の精神が乏しければ︑よい
結果を得ることは到底望まれない︒

えんえい

と延引致し︑今日に相成り申候︒

しとは存じながら︑︿略﹀︑一日々々

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた

︽ーシ︾

十ニー33 ダーウィンは︿略﹀︑満足

な結果を得るまでは決して中途でや
︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

めなかった︒
十二232

時の利益を得るに止って︑永績する

えんせん一エンミッヒ
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船は静かに我等をのせて︑

笑

今日
遠足

今ハ商工業サカンニシテ︑

が四本の船です︒
七287図

大工場多ク︑エントツノ煙ツネニ空
えんとつ

此所は工業地で︑煙突の煙

ヲオホヘリ︒

八701團

園内

援兵

鉛筆や紙も自由には買へな

をおみやげに下さいました︒

十一976

かったから︑︿略﹀︒

又臥孚の時戦線から回状を報

えんぺい ﹇援兵﹈︵名︶1

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

十584

のも其の一つである︒

九棚1

いっか乾そう雨のふるばんに︑

ちやうど其の時︑はるか遠方

むすこの所へ出した封書や︑︿略﹀︒

年取つたおちいさんが︑遠方に居る

五941

茶屋のおばあさんに尋ねると︑ えんぽう ﹇遠方﹈︵名︶3 遠方

﹇園内﹈︵名︶1

で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

つた︒

彫板

調べかはの廻るにつれて︑

毫湾・樺太など︑遠方よ

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒
からふと

︹人名︺一

エンマ

り送り來れるもあれば︑︿略﹀︒

十64図園

エンマヌエルおう

エプロンをかけた職工がガ
ラスの皿やコップなどを︑此の圓板

これイタリや中興の主エ

じひえんまん

むことは出來ない︒

なければ自治團髄の圓満な爽達を望

更に之をもととして鉛版を造り︑印

十ニー76図

エンピッ

十一櫃2 ︿略﹀︑ 一般の人民の後援が

鉛筆

﹇鉛筆﹈︵名︶3

エンミッヒ

︹人名︺一 エンミッヒ

局の圓満な解決を計ってみた︒

安芳は︑かねてから百方壼策して時

やすよし

オハナガエンピツデアサ 十二伽6 ︿略﹀奮幕府の陸軍総裁勝
海軍のをぢさんがお出でにな
つて︑︿略﹀︑僕には小刀とえんぴつ

五167

ガホヲカキマシタ︒

﹇362

えんぴつ

えんぴつ

刷機にかく︒

圓満﹇▽

へ︑更に王家の紋章を配したるもの

の成功を祈る希望の色として緑を加

家の紋章の色なる白と赤とに︑統一

ンマヌエル王︑國土統一の時︑其の

十二643図

ヌエル王

ばん

重書皿

にあてて模様をほりつけたり︑みが

十一悩6

つてみる︒

石や木や金の圓板が車輪のやうに廻

十一悩4

えんばん

﹇円板﹈︵名︶2

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

十二2

えんない

風は音なくやなぎをわ

今日

菜の花にほふ里見下して︑

ひさ窟めくひるげのむしろ︒

に︑

たり︑

十一1310三三

はうれしき遠足の日よ︒

説・講話などを居ながら聞くことが

演奏

且Vほっかいどうてつどうえん

一 議 る こ と や ︑ ︿ 略 V︒

えんせん

せんちゅう
﹇演奏会﹈︵名︶2

行くは何庭ぞ︑桃さく村へ︒

えんそうかい
はたのしき遠足の日よ︒

好き
く略V︑遠足好きの君なら︑

沿道

上海が黄浦江に臨む部分は

﹇延長﹈︵名︶1

いだらうと思ひました︒
えんちょう

十一107
﹇沿道﹈︵名︶2

青銅の大鳥居をくゴつて進む

﹇円盤﹈︵名︶1

きをかけたりしてみる︒
えんばん

盤などに用ひるエボナイトといふも

電氣の機械や︑蓄音機の圓
のもゴムから造る︒

ばん

十一541

いったのは朝まだほの暗い頃でした

汽車でドイツの宇内には

が︑もう沿道の田畑には農夫が鍬を

十二349囲

んだ物を士買ってみる︒

と︑沿道の家は大てい天満宮にちな

十柵5

えんどう

は と ば
延長八広︑六十蝕の波止場がある︒

延長

毎日何虜へか出かけたくてたまらな

十778困

﹇遠足好﹈︵名︶1

十二383園 ほんたうに一度でもよい

遠足

遠足

えんそくずき

會
から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

十二402圏 ︿略﹀︑一あなたは演奏

﹇遠足﹈︹男名︺4

會へ行ってみたいとかいふお話でし
たね︒

えんそく

十遠足

五目11十遠足
五347
十一目5 第四課 遠足
﹇遠足﹈︵名︶7

十一1110 第四課 遠足
えんそく

﹁皆さん︑遠足かね︒﹂

くと︑︿略﹀︒

五354 遠足のしたくをして學校へ行
五392園
石屋の前を通りしに︑︿略V︒

九841図團 今朝遠足にとく起きて︑

エントツ

なり︒
えんばん ﹇鉛版﹈︵名︶1 鉛版
けい
校正終れば紙型に取り︑ えんまん ﹇円満﹈︵形状︶2

振るってをり︑又工場といふ工場に
﹇煙突﹈︵名︶5

は盛に黒煙が上ってゐました︒

鳴くやひばりの添う
十一125図魍
ら＼かに︑ かげろふもえて野は晴

えんとつ

煙突

えんとつ

えんとつ

又一シキリキテキガナツ

れわたる︒ いざや︑我が這うち連
れ行かん︒ 今日はうれしき遠足の

三43

もう高いえんとつは大方
ほぼしらが二本︑えんとつ

出塁上りました︒

四291

ツクロナケムリが出マス︒

テ︑エントツカラムクムクトマ

日よ︒

今日はた

左に遠くかすむは古城︑ 春は

右に見ゆるは名高き御
＋一1210図圏
寺︑

給のごと我等をめぐる︒
のしき遠足の日よ︒

十一135図翻 たどりつきたる峠の上 四828
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九37図 エンミッヒ
エンミッヒしょうぐん ︹人名︺4 エ
︿略﹀︑エンミッヒ將軍のひ

ンミッヒ將軍
九363図

ほりょ

きみたるドイツの大軍を物ともせず︑
勇ましく防ぎ戦ひたり︒

九375図 後日レマン勝軍が捕虜とし

ゑんりよ

村の方々は︑︿略﹀︑

﹇遠慮﹈︵名︶1

九柵1図団七

えんりょ

﹃︿略V︒何にてもゑんりよなく言
へ︒﹄と︑親切におほせ下され候︒

五121

﹁頭が八つ︑尾が八つある
尾をお切りになった時︑つる

大蛇で︑︿略﹀︒﹂

五102園

はせ︑ををやたらにふって︑小
二郎のそばへよってきました︒

三222犬ははなをくんくんい

︿略﹀︑エンミッヒ將軍はみ お ﹇尾﹈︵名︶16 を 尾

てエンミッヒ手掴の前に引出されし
時︑︿略﹀︒

九376図
つから進んで握手を求め︑﹁︿略﹀︒﹂
と感歎せるに︑︿略﹀︒

やがてレマン皇軍は︑︿略﹀

急潮をときて渡さんとするを︑エン

九387図

ミッヒ將軍は﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ 強 ひ て
之をおし止めたり︒

サルガアトオスエンヤ
キジガツナヒクエンヤ

︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

五216

︿略﹀︒其の尾

所きらはず食ひつきました︑頭のて

六307さうして虎の目・鼻・耳・口︑

キレイナ水ガサうく流レテ︑

つぺんから尾のさきまで︑︿略﹀︒

六467

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑頭

盛政は勝ってかぶとのを

たてて︑小川の水で手をあ

らひ︑︿略﹀︒

十一268図

清正手早くかぶとのをを

をしめざりし油断を悔いつ＼︑︿略﹀︒

切ったりければ︑かぶとはつ＼じの

十一312図

﹇御相手﹈︵五︶1

枝に残って︑︿略﹀︒

はせがはよござ
﹁これは長谷川與五左と申

︽ース︾

お明かし下さる ︽ーイ︾

おあかしくださ・る ﹇御明下﹈︵五︶1

す者︑小兵なれどもお相手致す︒﹂

七472囹

お相手致す

見せ物小屋で象を見た︒︿略﹀︒おあいていた・す

ヤ尾デ穴ヲ掘ツテ︑其ノ中へ卵ヲ産
ム︒

六865

︿略﹀︑それから太い足︑細い尾︑一

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

切給で見た通りであった︒
八44

︿略﹀じゃれてみる︒︿略﹀︑尾をふ

えんがはにうつくまる三 十6710囹 ﹁いや︑名前を申し上げる

りながら︑ちよこくやって來た︒
八276図國

い尾をちらりと見せて︑急にまた穴

にかくれてしまった︒

船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根刮

十描5

おあがりくださ・る

﹇御上下﹈︵五︶一

オハナハオチヨヲザシ

オアガリクダサル ︽ーイ︾

キヘトホシテ︑オチヤトオクワ

二63園

シヲダシマシタ︒﹁ドウゾオアガ

リクダサイ︒﹂

おあがりなさ・る ﹇御上﹈ ︵五︶一 オ

二604園

﹁オカアサン︑ソノオクス

アガリナサル ︽ーイ︾

イナラ︑オサタウヲ入レテオア

リハ

六鯉のぼり

も高く尾を上げます︒

地に引上げる︒

五216

﹇男﹈﹇▽ますらお

ニガウゴザイマスカ︒ニガ
お

を下して來て︑さをに着けるかと思
ふと︑又はらをふくらませて︑をど

﹇緒﹈︵名︶3

あねは手ばやくをを

﹇御上﹈︵五︶一 オアガル

二614園﹁ソレナラ︑ソンナニス

︽ーリ︾

かばふはずみにあねはおあが・る

ガリナサイ︒﹂
お

︿略﹀

また足だのはなをふっつりと︒

三304圃

り上ります︒

かりまたは︑矢じりがつばめ
の尾のやうにわれた︑たいそうする

五821

どい矢で︑︿略﹀︒

を﹇▽はなお

僧は重ねて﹁︿略﹀︒是非お明かし下

程の者ではございません︒﹂︿略﹀︒
尾を立てて︑の

毛のねこ︑

さい︒﹂

︿略﹀︒

どを鳴らして︑ 我にすりよる︒
ワシ
︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王
デアル︒︿略﹀︑アクマデモガンジヨ

八484

ウナツバサ・尾︑何所一二分ノスキ

ふしぎに思って︑尾をさいて

ぎのはがこぼれました︒

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

モナク︑強ミが全身二︑こチミチテヰ

五122

た漁夫が︑えんやくと掛聲を掛け

り出ました︒

そこで 鋤 ⁝ そ う の 船 に 分 乗 し

えんやえんや ︵感︶！ えんやく

ながら身網を一方からたぐって行く︒

十一﹇789

お

えんやらや︵感︶3エンヤラヤ
五154 ぼちがく略﹀︑尾をふってむ
ル︒
り す
一543翻 クルマニツンダタカラ
かへに出ました︒
九337 ︿略V︑栗鼠が一匹︑︿略﹀︑太
モノ︑イヌガヒキダスエンヤラ
ヤ︒

ラヤ︒

一545囲
一546囲
ラヤ︒

﹇遠洋航海﹈︵名︶1

臨り來れる太平丸の 船 長 は ︑ ︿ 略 V ︒

七522図 遠洋航海を終へて︑郷里に

遠洋航海

えんようこうかい

エンミッヒしょうぐん一おあがる

おあけなさる一おいて
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おあ

コシヅツノマナイデ︑モツトタ
クサンオアガリニナツタラ︑ハ
ヤクナホリマセウ︒﹂
﹇御開﹈︵五︶1

お

支度をして︑工面園へお集りなさい︒
﹇御改﹈︵下一︶1

やうらう

又まことにめでたい事だとい

︽ーメ︾

おあらた・める
改める

五558

おあ

うので︑年がうを養老とお改めにな
つたと申します︒

﹇御在﹈︵五︶1

りなさる ︽ーラ︾

み こ
﹁われは天皇の白王子やまと

おありなさ・る

それではこの玉手箱を

︽ーイ︾

おあけなさ・る
けなさる

三451圏
上げます︒どんなことがあって

も︑ふたをおあけなさいます
五448園

﹁おい娘︑兵士が一人來た

．．．まはして︑何をしてみるの
だ︒﹂

らう︒﹂

七912園

﹁おい北風︑今日は大分手

オクスリハ︑オイシヤサ

おいしゃさま ﹇御医者様﹈︵名︶一 オ

ニ621囹

イシヤサマ

マノオツシヤルトホリニシテ

﹇御摩﹈︵形︶1 おい

ノマナケレバナリマセン︒

おいそがし・い

そがしい ︽iイ︾

一週間もおひまをいただきまして︑

取分けおいそがしい中を︑

﹇御言付﹈︵下一︶1

八445團

ごたへがあるぞ︒しっかり頼むよ︒﹂

九価3園
おいいつ・ける

︽ーケ︾

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

おいひつける

五107

まことにありがたう存じます︒

な︒

おいだ・す ﹇追出﹈︵五︶1 追出す

お上

んが︑一人の娘を中において泣いて

﹇御上﹈︵五︶1

をぐな︒﹂﹁あ﹂︑たg人ではおあり

おあげなさ・る

︽ーシ︾

たいぢしてやらう︒強い酒をたくさ

ゐました︒︿略﹀﹁よし︒其の大蛇を

四555囹﹁︿略﹀︒此のからかみに

いませ︒﹂

す︒どうぞここへ追出して下さ

せよ︒﹂﹁しばってお目にかけま

かいてあるとらをしばって見

んつくれ︒﹂とおいひつけになりま

息がたえました︒
︽一

した︒

そこで間もなく片手間に精

おいたわし・い ﹇御労﹈︵形︶1 おい

︿略﹀︒﹂

ひて︑

すごくと立去る僧の後影

﹁あ＼︑おいたはしいお姿︒

を見送りたる妻は︑やがて夫に向

十622園

だんく沖の方へ進んで行 たはしい ︽ーイ︾

参りし當座は何事もわ

おいつ・ける ﹇追付﹈︵下一︶2 追ひ

つける

がら情なく存じ候ひしが︑︿略﹀︑

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

十二梱2國團

色だ︒波も追々大きくなった︒

こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

十一848

んなりっぱな會社にしたのだ︒

米所を始め︑追追に大きくして︑あ

九557園

自分にまさる者はないので︑おいおい ﹇追追﹈︵副︶3 追追 追々

おある

なさらなかった︒︿略﹀︒﹂といって︑

︽ーイ︾

リ︾

五453圏

﹇御在﹈︵五︶1

八471国 祖母一人孫一人の事だから︑

お上げ

おあ・る

げなさる

﹇御上﹈︵下一︶1

︿略﹀︑ゆっくり看病してお上げなさ
い︒

おあ・げる

たけると申して居りましたが︑みや

︽ーゲ︾

る

︿略﹀︒︿略﹀︑ア

オアルク

こには強いお方がおありになった︒

ナゾ

﹇御下﹈︵五︶一

十九

シタガツテネおい ﹇老﹈︵名︶2 老
ぶん
十一了10図囹 ﹁嚢下しては食を忘れ︑

クシモアルキマス︒

ナタガオアルキニナレバ︑ワタ

二577

︽ーキ︾

おある・く

五125 自分の物にしてはならぬとお
ぼしめして︑天照大神へお上げにな
りました︒

おあし ︵名︶3 オアシ

六98圏金や銀同業シクテ︑オアシ
︿略V︑

ニナツタリ︑指ワニ ナ ツ タ リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

銅ハ

追々店の様子もわかり︑お客様の扱

ダンモ安ウゴザイマス︒ソレデ︑オ

六106囹

諾しんではうれひを忘れ︑老の將に

﹁後を追って御いでにな

︽1ヶ︾

アシニナルコトモ出來レバ︑針金ニ

とって︑後を追ったが︑︿略﹀︒

宣長は︑大急ぎで長淵の様子を聞き

ったら︑去てい追ひつけませう︒﹂

十﹁724園
やう相成り申候︒

方にもなれて︑仕事に興味を直ゆる
生れつき烈しい氣性の上に︑

至らんとするを知らず︒﹂

十二654

﹇追来﹈︵四︶1

追出る

ナルコトモ出挙マス︒

︽ール︾

おいきた・る

六124園 今デハ鐵ハオアシノ仲闇ニ

ちょっとした事にも怒り易くなって

おいて

nVここにおいて・において

たが︑やはり追ひつけなかった︒

いひ
︿略﹀︑此の時までも飯浦 十﹁7210次の宿のさきまで行ってみ
し弟勝政に引きあげを命じたり︒

坂にふみ留って︑追誤る敵を防ぎ居

十一286図

年とともに老の氣短さが加はつて︑

おい︵感︶3おい

みた︒

ハハイレマセンガ︑人ノ役二立ツコ
﹇御集﹈︵五︶！

トハ銅以上デス︒
おあつまりなさ・る

︽ーイ ︾

九776囹意いつものやうに︑此所で 三524圏﹁おい︑長いさををふり

お集りなさる
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おいで一おう

﹇御出﹈︵名︶2

お出で

八柵9團 まことに御苦勢様ですが︑

おいで

どうか同日午前十時頃までに︑お出

おいとま・する

﹇御暇﹈︵サ変︶1

お

お暇してから︑私はひとり

で歩きながら自分の始末のわるいこ

十一181

海軍のをぢさんがお出でにな 暇する ︽ーシ︾

一人つれてお出でになりました︒

五166
つて︑︿略﹀︒

とを考へて︑つくぐ恥つかしくな

﹁おかあさん︑お天蚕は︒﹂

五352園

りました︒

でを願ひたうございます︒

と︑とこの中からおき﹂すると︑

御命

﹁よいお天氣です︒早く起きてお出

﹇御命﹈︵名︶1

たので︑來る二十五日に︑お心やす
おいのち

間へそれぐお入れになりました︒

十一171 聞けば︑雑誌の類は︿略﹀︑

お入れになるのださうです︒

取出したら後できっともとの場所へ

四45

今年は田がよく出立た

おいわい ﹇御祝﹈︵名︶1 おいはひ

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒
とひ金銀で作った弓でも︑御命には

ヒ日

キノフハ十月三十一日デ︑

王←エンマヌエ

天長節ノオイハヒ日デシタ︒

﹇王﹈︵名︶40

ルおう・かんちゅうおう︒ちぢおう・

おう

身をもって國難に代らうと︑おいの

のがたり

を通じて水位の糖化は極めて少い︒

となって流れ出るのであるが︑一年

十一一514

奥入瀬川

おいらせ

大キサカライツテモ︑強サカ
ワシ
ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

八478

かめ
おそれ多くも亀山上皇は︑御 フランスおう・リやおう︒リやおうも

﹇御仁﹈︵五︶1

おいわいび ﹇御祝日﹈︵名︶一 オイハ

くと︑もう級のものが大分來てるて︑

代へられませぬ︒﹂と申しますと︑

遠足のしたくをして學校へ行 六371囹陸へ上った時︑直撃が﹁た

先生もお出でになってゐました︒

五355

で︒﹂︿略﹀︑︿略﹀︒

八鵬5団 父が今年八十八になりまし
い方にお出でを願って︑ほんの心ば
﹇御出下﹈︵五︶1

かりの祝を致したいと存じます︒

︽ ー イ︾

おいでくださ・る
お出で下さる

︽ーリ︾

おいの・る

申します︒

四85

至りがけに︑力藏さんにお

﹁後を追って御いでにな

或日王は部下の精兵を引連れ︑

僥けっくやうに熱い平原を横ぎって︑

十82

タルススといふ町に着いた︒

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

町はつれを流れてみるきれいな川に

十84

此の水浴が艦にさはったもの

はいって水浴をした︒

か︑王は俄にはげしい熱病にか＼つ

私のやくめは︑御承知の通り︑ 十87

お入れ

ル大王といふ王があった︒

デアル︒
奥入瀬川
おいらせ
湖の水は東岸から奥入瀬川 十76 昔ヨーロッパにアレクサンド

しばらくたつと︑おかあ おいらせがわ ﹇奥入瀬川﹈︹地名︺3

りになった︒

六842

おいのる

背振は笑って︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったと

十二448園 ベートーベンは立って出 六188囹

禮を言ひましたら︑﹁一雨降ったら︑

に︑何所へお出でになりますか︒﹂

八776園﹁おとうさん︑此の雪降り

かけた︒﹁先生︑又お出で下さいま
呈出

又お出で︒﹂と言ひました︒
﹇御出﹈︵五︶一

せうか︒﹂

おいでなさ・る
︽ーイ︾

十一723園

しゃいました︒

ふろしきを持っておいで︒﹂とおつ

さんが垂所の方から︑﹁メリンスの

十一175囹

一しょに行ってお出で︒﹂といった︒

四876囹︿略﹀︑オ花ノオカアサン 八851園 父は︿略﹀︑僕に︑﹁お前も

デナサル

ガ來マシタ︒﹁ヲバサン︑今日

オイデ

學校ガピケタラ︑スグアソビ ニ

ハ︒﹂﹁オキクサン デ ス カ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑

﹇御出﹈︵ 下 一 ︶ 1 2

オ出デナサイ︒
おい・でる

ル おいでる オ出デル お出でる

奥入瀬川
ったら︑大てい追ひつけませう︒﹂

十二51図

︽ーデ︾

御いでる

︽ーレ︾

皆様が私のロへお入れになる郵便物

此の有様を見て︑フィリップ

た︒

といふ警師が︑一命をなげうっても

ざっし
︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌 十95
を︿略﹀︑本棚に並んでみる雑誌の

十一169

を大切にあづかってみて︑︿略﹀︒

五906

る

﹇御入﹈︵下一︶3

下った慮に大きな瀧があって︑︿略V︒

これは奥入瀬川を十町鯨り

おい

おい・れる

あまり長くなりますか

十二522

う︒

とまごひ
︿略﹀︑もう夕方になったので︑

おいとまごい

た︒

僕等はおいとまごひをして臨りまし

九994

﹇御暇請﹈︵名︶1

ら︑もうおいとまにいたしませ

三443囹

﹁483園 ﹁モモタラウサン︑モモタ おいとま ﹇御暇﹈︵名︶1 おいとま

ラウサン︑アナタハドチラヘ
ソコへ大國主ノ神ガオ出

オイデニナリマスカ︒﹂

四18一

デニナリマシタ︒
四258園 おばあさんが﹁︿略﹀︒も

つとあそんでお出で︒﹂といって
おとめになりましたが︑︿略﹀︒
五32 ︿略﹀︑先生が知らない生徒を

おう一おう

216

王を助けようと決心した︒

十97 王はこ﹂ろよく之を許した︒

及び︑呉の勢盛にして越軍大いに破

アマゾン河は全長五千

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

十一掴8圓田

家來の中にはしきりに王を

︿略﹀︑王の怒はいよくつ

なだめた者もあったが︑︿略﹀︒

十一一702

十二702

のって︑もうどうすることも古寺な

十98 ︿略﹀︑王の日頃信頼してみる
五百キロメートル︑世界の河の王と

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂

といって︑︿略V︒

八866園

先から足の爪先までながめたが︑

といって︑娘の手をはなして︑頭の

︿略﹀︒

ーヒ・ーフ︾

王は胸も張裂けんばかりに

べ

あ

徳川家康が幼時家來に負はれ

は

海の静かなることは鏡の

あはち

阿波と淡路のはざまの海

なると
埋骨ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

鶏が委のこぼれを食ひに來て

は︑追はれて逃げて行く︒

九606

ーッ・ーハ・ーヒ︾

ところがリガンは︑︿略V︑ お・う ﹇追﹈︵四・五︶9 追ふ ︽ーウ・

は︑

十二806團

行く白帆の影ものどかなり︒

如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ

十一342図

て︑安倍川原へ石合職を見に行った︒

あ

とくがはいへやす

やさしい女ではなかった︒二週間も

其の上篇に百人の家來を五

八134

十二719

ンの許に走った︒

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ

十二716

十人に減ずるやうにといった︒

十二714

した︒

た＼ぬ中にもう王に無愛想な仕向を

ゴネリルは決して氣だての お・う ﹇負﹈︵四・五︶3 負ふ ︽ーハ・

パルメニオ早々から︑王にあてた密

さて領地をゆつる日に︑王

十一一713

い︒

王にはゴネリル・リガン・

いはれ居候︒

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十一一657

書が届いた︒

十99 ︿略V︑王の日頃信頼してみる
パルメニオ將軍から︑王にあてた密
王は其の治めてみるイギリ

スを三分して娘たちに與へ︑自分は

十二6510
百人の家來を連れて月代りに三人の

書が揮いた︒

を毒殺しようとしてみるといふ風説

十101 ︿略﹀フィリップが︿略﹀王
娘の許に身を寄せ︑齢生を安樂に送

と尋ねた︒

すげなくも王を内に入れなかった︒

怒と失望と後悔とに身も魂

王は男泣きに泣いた︒

十二674

十二723

十二721

北風は︿略﹀︑後からかけて

留る味方に追はれて︑思はず其の場

九糊3

主人は僧の後を追ひて外に

から敷十間も進んでしまった︒

右に左に鯨を追ひつつ四五十

十632図

王は二三の忠臣にかしつか

十溜6

れて︑とある小屋に一夜を明かした
究めた王は︑

出でぬ︒

やがて眠から

裂矢をしかけたもりを打つ︒

ゴムの用途は︑年を追うて

十一723園

﹁後を追って御いでにな

益く廣くなるばかりである︒

十一544

繁榮を増すばかりなり︒

は誠に平和にして︑年を追うて其の

萬気受の有様なれば︑一村

メートルまで近づいた時︑︿略﹀︑破

おばあさんはく略﹀︑﹁お
う︑三ちゃんか︒よく來たね︒﹂

扇田1図

いってあたりを見廻し︑そばに居る
王は尚あらぬ言口葉を口走つ
てはみたが︑︿略﹀︒

十二759

コーデリヤを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

幾分氣も静まったのか︑﹁︿略﹀︒﹂と

十二744

が︑何時の間にかもう獲狂してみた︒

十二725

荒野の末にさまよひ出た︒

もくだけ果てた王は︑我にもあらず

地圖を指さしながら領地の三分の一

王はリガンにも三分の一を
コーデリヤは王が一番かは

いがってみる娘であった︒

十二682

與へた︒

十二681

を與へた︒

長女の言葉に満足した王は︑

は娘たちを面前に呼んで︑﹁︿略V︒﹂

十二663

らうと決心した︒

があるから︑︿略﹀︒

十102 王は讃終って︑そっと手紙を
まくらの下へ入れた︒

十105 程なくフィリップは病室には

いって來て︑うやくしく藥のコッ
プを王にさ﹂げた︒

手にかの密書を取出して︑静かに

十105 王は片手にそれを受取り︑片
ブイリップに渡した︒

十108 一口又一口︑平然と藥を飲む
王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼
かゴやくフィリップ︒

王は温⁝面に笑みをた玉へな

がら︑今や遅しと其の答を待受けて

十1010﹁やがて讃終ったフィリップが︑ 十二683

青青な顔をして王を見上げると︑

みる︒

王は自分の耳を疑ふかのや

︿略﹀︒

娘の言口葉を物足りなく思つ

の烈しい氣性から︑苦り切って︑
﹁︿略﹀︒﹂と言口渡した︒

四236闘

十二697娘の答に失望した王は︑例おう ︵感︶2 おう

た王は︑や＼せきこんで︑﹁︿略V︒﹂

十二692

うに目を見張つた︒

十111 ︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ 十二686

らはして︑フィリップを見下してゐ
た︒

十113 王は間もなく健康を回復して︑

︿略﹀︑勾踵越の王となるに

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が
出來た︒

十鵬4図
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おう一おうふくつうしん

ったら︑大てい追ひつけませう︒﹂

宣長は︑大急ぎで眞淵の様子を聞き
と っ て ︑ 後 を 追 っ たが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑なれぬこととて

子を聞きとって︑後を追ったが︑

十﹇728 宣長は︑大急ぎで眞淵の様

︿略﹀︒

十二⁝⁝⁝7國團

終ふ

︽一へ︾

仕事に追はれ︑一日々々と延引致し︑

﹇ 終 ﹈ ︵ 下 二 ︶3

今日に相成り申候︒
お・う

七522図 遠洋航海を終へて︑郷里に
蹄 り 來 れ る 太 平 丸 の船長は︑︿略﹀︒

九152図 朝飯を終へて︑妹と共に學
校に行く︒

さうち

扇

﹁だれかあの扇をいお

あうう

クシ

ケイ

︽ージ︾

イタリヤの定年は︑緑・ おう・ずる ﹇応﹈︵サ変︶1 鷹ずる

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

十二642図

＋一539之をそれぐ用途に讐て︑

室慮接室

小使は僕等を雁接室へ通して

おうせつ

更に加工するのである︒
おうせつ
おうせつしつ ﹇応接室﹈︵名︶2 気軽

白地中に王家の紋章を表せり︒
︿略﹀︑其の家の紋章の色

八859

なる白と赤とに︑︿略﹀緑を加へ︑

十二645図

更に王家の紋章を配したるものなり︒

上行天皇の皇子日本

信吉は︿略﹀︑乱酔室に待つ

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

八954

←ひづけいんおうなつ

におじぎをした︒

おうなつ

ち

わうばく

僧ありき︒

黄藥山萬福寺

てつげん

今より二百敷十年前︑山

城宇治の黄舌山県福寺に鐵眼といふ

う

十一伽1図

寺﹈︵名︶1

わうばく

武 おうばくさんまんぷくじ ﹇黄葉山万福

マケドニヤといふ小さな國の

ぞ

出て行ったが︑︿略﹀︒

呂カピラバストおうこく

え

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ

みこと

九99図

われ皇子の御身代りとな

て︑東國の方に下り給ひき︒

九111僧園

おうふく ﹇往復﹈︵名︶2 往復

︿略﹀︑大將の父はうす暗い中

せんがくじ

鳩は︿略﹀飛ぶ力があるから︑

四五十キロメートルの庭を往復して

十571

復する ︽ーシ︾

﹇往復﹈ ︵サ変︶1 往

高輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

たかなは

に大將を起して︑往復一里齢もある

八川9

港ニハ船ノ出入タエズ︒

皇子は勅命を果して︑め 七294図 市中ニハ電車ノ往復シゲク︑

りて海に入り︑神の御心をなだむべ
し︒

九112図園

﹇欧州﹈︵名︶1
おう

おうふく・する

師を求めてあちらこちらさ

﹇王舎城﹈︹地名︺1

でたく都に蹄り給へ︒
おうしゃじょう

欧洲大戦

おう

十551

しかし此の外に︑往復通信の

方法もある︒︿略﹀︑飼養所から食事

十561

往復通信

おうふくつうしん ﹇往復通信﹈︵名︶1

ところが︑先年の欧洲大戦で︑ 食事するぐらゐは何でも無い︒

おうしゅうたいせん

府王女城の附近に來た︒

まよってみるうちに︑マガダ國の首

十二935

商工業盛ニシテ︑焼物・塗 田舎城

扇のまと

一扇のまと

やまとたけるの

ない大國を建設した英雄である︒

王子と生れ︑︿略﹀︑當時世界に類の

十77

扇は風に吹かれて︑くるおうじ ﹇王子﹈︵名︶1 王子

おうこく

︿略﹀︑其のさをの先には︑

﹇扇﹈︵名︶8

まで殆ど之を見ざる庭なく︑︿略V︒

す︒

四666

シQ
︹課名︺2

物・扇・綿綜・織物等ノ産出頗ル多

八959図

スカ︒

四866園扇ヲ持ツテ居ル人デ

をいきられて︑空に高くまひ上
つて︑ひらひらと二つ三つまは
つて︑なみの上におちました︒

赤い扇はかなめのきは

ら目をひらいて見ると︑今度
は扇が少しおちついて見えま

四662 ︿略﹀︑神様にいのってか おうじ ﹇皇子﹈︵名︶3 皇子

とすものはないか︒﹂

四632園

くるまはって居ます︒

四624

といふのでせう︒

四621さをの先の扇をいよ

す︒

ひらいた赤い扇がつけてありま

四617

おうぎ

十905図譜村の社の掃除や終へし︑
はうき手にく此方をさして 語
り つ ＼ 來 る 若 き 人 々︑︿略﹀︒

三38園﹁ア︑日が出ハジメタ︒

おうい ︵感︶3 オウイ おうい
ニイサ ン ︑ ニ イ サ ン ︒ ﹂

﹁オゥイ﹂トヰドバタデ︑ニイサ

キレイダ︒

ンノコエガシマス︒

友だちでも居るのか

とおもって︑﹁おうい﹂とよぶと︑

四308園

おうぎのまと

十七

又足袋屋・蝋燭屋・時計

﹇扇屋﹈︵名︶1 扇屋
ラフソク

八609図

おうぎや

四611

友だちでも居るのか 四目6 十七 一廓のまと

﹁ お う い ﹂ と い ひ ︑︿略﹀︒

四308圏

とおもって︑﹁おうい﹂とよぶと︑
﹇奥羽地方﹈︹地名︺1

﹁おうい﹂といひ︑ ︿ 略 V ︒

おううちほう

やはり此のやさしい︑しかも勇まし
ゐ
い通信者の働の偉大な事が謹明せら
モ

臼▽たちおうじょう

屋・扇屋・悪罵等ニハ︑商品ヲ大キ

おうじょう

奥羽地方

﹇王家﹈︵名︶2

王家

れたので︑︿略﹀︒

おうけ

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒
廣くして︑奥羽地方より九州に至る

あうう

十二493図松に至りては産地極めて

おうみ一おおい
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所へ通って食物を取るやうに馴らし

しばた

さ

まもりまさ

︿略﹀︒

往

昔︑太平・大西両軍の間を往

九829図魍

大いなる石

ちいさん今年六十の

を越えたる足もとに︑
横たへて︑︿略V︒

坂

十齪6図高徳︿略﹀︑大いなる櫻の
幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

十375

て︑其の往來を利用するのである︒
おうらい・する ﹇往来﹈︵サ変︶3
あふみ
おうみ ﹇近江﹈︹地名︺2 近江 近江 來する ︽ーシ・ースル︾
く

十﹇235図︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐
來する船は︑はるか南アメリカの南

やながせ

久間盛政をして一帯五千の兵を率ゐ︑

あふみ

きつけたり︒

アスファルトや石を敷いた おお・い ﹇多﹈︵形︶31 多イ 多い

道が縦横に通じ︑電車・馬車・自動

ノ如キハ實二其ノ支流ニモ及バザル
ナリ︒

へ︾

お＼

大い

マス︒

六337

入品は綿布が一番多いといふことで

す︒

まして人通の多い渡場で落

くて︑快晴の日が多いやうです︒

七395團 ︿略﹀︑氣候も思ったよりよ

七687圏

山野に生ずる草木の中には︑

しましたから︑︿略﹀︒

藥用にするものが多くありますが︑

八326

︿略﹀︒

八価9 分業で造ると︑︿略﹀︑出來高

なって造るのとは比べものにならな

がたいそう多くて︑一人群々別々に

い︒

せん︒

たんぼの中程を流れてみる小

パナマ地峡は一罪に小山が起

傳書鳩を利用する場合はなか

米は我が國でずるぶん多くと

それで︑機械類もまだかなり

多く輸入されてるる︒

十874

けぬわけには行かない︒

れるが︑全く外國米の足しまへを受

十866

く多い︒

十578

多く附く︒

十528囹定期の方には利子がずっと

石が多い︒

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

十315

川は︑いつもより水が多い︒

九棚4

開嚢することが甚だ多かった︒

の大家となって︑國家の爲に富源を

九289

さうして終に當代第一の農學

人も多く︑少しもさびしくはありま

ナルポド︑オマヘノナカ 九45団く略V︑内地から移って來た
︿略﹀︑ミゾニオチル頃片目︑

どの町村からも︑歩兵が一

︿略﹀︑川ソコニ小石ノ多イ所

人通の多いのは此の大橋で︑
賀茂川は水が多くないので︑
船は通りませんが︑︿略﹀︑染物にむ

六735

これには電車も通ってゐます︒

六727

ノ中へ卵ヲ産ム︒

ガアルト︑頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑其

六467

村からは私一人だ︒

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

六415国

通が多クナツタ︒

停車場近クニナルト︑急二人

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ

五515

マハズヰブン多イ︒

四138園

カ︑クラベテミヨウ︒

四128園 オマヘノナカマトワタ
シノナカマト︑ドツチが多イ

イ・ーウ・ーカッ・ーク︾﹇▽おそれお

おい

眺望皇で眺めると︑道を

︽

︿略﹀︒

アフリヨク

おうりょくこう

﹇馬事江﹈︹地名︺一

まるで蟻のはふやうに見えるし︑

あり

往蓋してるる人間や自動車などは︑

十二333團

車等が絶間なく往來してみる︒

十一97

端を大廻りしなければならなかった︒

︿略﹀ 秀 吉 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ 者

近江の柳瀬に討って出でしむ︒

十一276図

磨用

ども績け︒﹂と馬にむちうって近江
に向ふ︒

﹇応用﹈︵名︶1

十二佃4 アメリカにおいては此の無

おうよう

線電話の億用が極め て 廣 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽ーシ︾

おうよう・する ﹇応用﹈︵サ変︶1 鷹
用する

往來

十3610 米國が此の運河を造るに成功 鴨宮江
アフリヨク
八195図我が國第一ノ長流鴨緑江
したのは︑主として︑最新の學理を

﹇往来﹈︵名︶3

磨用したからであった︒
おうらい

屋根に上げし看板が 往來の人の目

十1110
おお ︵感︶−

て︑再び境内に集った︒

午後四時︑豫定の仕事を終へ

九808図長石安工場と筆太に︑小お・える ﹇終﹈︵下一︶1 終へる ︽1
につきて︑︿略﹀︒

つて食物を取るやうに馴らして︑其

十567 ︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

翌年の春︑大雨がふりつゴい

﹇大﹈︵形状︶3

らだにまきつきたり︒

七305図 く略V︑後の暗きやぶかげよ
いてるます︒
へび
かす
り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか
七391國 輸出品は豆粕が第一で︑輸

おおい

分ほどもくつれてしまった︒

て︑せっかくつき上げた土手が︑半

五725

の往來を利用するのである︒
十606園 お㌧︑降ったはく︒
ひん
十二306團 往來の頻繁な街上でも︑ おおあめ ﹇大雨﹈︵名︶1 大雨

よく警官の指揮に從って︑混齪する
ことがなく︑︿略﹀︒

︽ーシ︾

おうらい・す ﹇往来﹈︵サ変︶1 聖駕
す

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻

ろう
十二佃3図 そのかみ金殿玉縷相望み

かざし紅葉かざして往安しけむ︑
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おおいし一おおうりだし

た物を外野へ輸出することもなかな

十877 我が國は︿略﹀︑國内で出來
か多い︒

十榴10園 外の者は着物だけは美しか
つたが︑爪の先は眞黒になってみる
者が多うございまし た ︒

十一810 こ＼には外点人の居留する
者が非常に多く︑これ等は租界とい
︿略﹀︑数へてみるとゴムで

ふ特別の厘域内に住んでみる︒
十一496
造ったものは實に多 い ︒

された︒

十二9710

宋の臣文天爵大いに之を

しやう

大いに奮焚していたゴきたいのです︒
半時の如きは︑単三が山の 十971図

はちがみね

︿略﹀︑大岩山・画図などの要

所々々にそれぐ將卒を配置したり︒

十一25図

博多の沖は見渡すかぎり︑元

今ハ商工業サカンニシテ︑

砲手はその結果を見るのを

安

あらゆるものはやみとい

黒きとばりにおほはれて︑

四252

ヒ︾

にはとりが時時もみを

おお・う ﹇御追﹈︵五︶1 おおふ ︽一

ぐ︒

所にうつくまりて僅かに雨露をしの

て︑上を木の皮にておほひ︑八人一

十二861図木の枝を伐りて地上に立

大砲の上につつ伏した︒

おそれるやうに︑手で顔をおほって

十一585

き眠に入れるなり︒

ふ

九14図圃

ヲオホヘリ︒

大工場多ク︑エントツノ煙ツネニ空

七288図

からおしよせた船でおほはれた︒

六797

ほふ ︽ーッ・ーハ・ーヒ・一へ︾
はかた

おお・う ﹇覆﹈︵四・五︶5 オホフ お

日の正午大岩山の敗報至る︒

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

お だ
これより先︑秀吉は織田

大岩山

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

其の後は︿略﹀︑仕事は大

のぶたか

下にみるのを見附けて︑上の方から

へらる︒

十鵬5図

少時より學問に働み︑長
じて受託の君に仕へ︑大いに治績を

十一49図

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

及び︑呉の早春にして越中大いに破

︿略﹀︑勾践越の王となるに

んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

たまく元の大軍至るに及

十一271図

小山文太

十981図

とす︒

二月二十日

﹇大井先生﹈︹人名︺1

大石をころがしたが︑︿略﹀︒

おおいせんせい
大井先生

大急ぎ

マリーが大急ぎでコップに水

﹇大急﹈︵名︶4

大井先生

十二槻3圓國
郎
おおいそぎ

七889
を汲んで來ました︒

かう言って︑肥大急ぎでおば

當時支那は敷國に分れて

墨げしかども︑︿略﹀︒

さうして大急ぎで學校道具を 十一53図

あさんの着物を着せてやりました︒

十一4910 これには種類が多く︑一番 七902
よいのはパラゴムといふのである︒

九7710

互に相孚ひ︑戦齪止むことなかりし

十一511 南洋は一年中温度が高く︑

かば︑孔子大いに之をうれひ︑︿略﹀︒

である︒

界文明の上に大いに貢献したいもの

こうけん

十二僻7我々は何時かはく略V︑世

いにはかどって來た︒

十二欄8

版に着手せんとす︒

十一伽6図鐵眼大いに喜び︑將に出

れ等の事業に力を黒蟻くさねばならぬ︒

︿略﹀︑地方人民は大いにこ

かばんにしまひ︑めいく身輕にな

論い

問はばや遠

十一柵1

つて︑校舎の後の菜園に集った︒

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

雨量が多いので︑ゴムの木の嚢育に

︿略﹀︒

てふ

おおいちょう

き世々の跡︒

左に高き蠕いてふ︑

十二266図圃上るや石のきざはしの

﹇大銀杏﹈︵名︶！

子を聞きとって︑後を追ったが︑

十一726

は最もよく適してみ る ︒

十一916圏 それから雨雪の量は何虜
が一番多いか︑又一年中で何時頃が
一番多いか︑こんなことも記してあ
る︒

十﹇916園 それから雨雪の量は何庭
が一番多いか︑又一年中で何時頃が
一番多いか︑こんなことも記してあ
る︒

大いに

うほう﹂といっておおひにな

かき出します︒おばあさんが﹁ほ

我が國の馬は︿略﹀︑大いに おおいわやま ﹇大岩山﹈︹地名︺4 大

﹇大﹈︵副︶12

岩山

りますと︑︿略﹀︒

五目8七大責出し

費出し

おおうりだし ﹇大売出﹈︹課名︺2 大

それにつけても︑諸君にも 十﹇257図 寄手の大飾佐久間甲信は︑

卒あり︒

湖のほとりに下り來れる七八人の兵

うみ

︿略﹀︑十三箇所のうちな
よごの
る大岩山のとりでより︑︿略﹀余吾

改良されて︑いたる所に良馬を見る

婦人は大いに喜んで︑夜の明

十一241図

十157園

りました︒

けるのを待って︑すぐに其の山へ上

八339

やうになった︒

七281

十一一326團く略V︑りっぱな給書丁彫おおいに
刻の多いことは恐らく世界第一であ
らうと思ひました︒

多く︑︿略﹀︒

﹇大石﹈︵名︶2

大石

十二505 岸は絶壁になってみる虜が
おおいし

︿略﹀︑城 か ら 大 石 を 四 五 十 ︑

一度に落したので︑手下百人かころ

六952

おおうりだし一おおきい
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﹇大売出﹈︵名︶1

五222 七 大繭出し
おおうりだし
出し

大責

十一271図

お

だ

これより先︑秀吉は織田

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

のぶたか

日の正午大岩山の敗報至る︒

大風

或村に大火事があって︑一村

﹇大風﹈︵名︶2

﹇大釜﹈︵名︶2

大釜

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑
︿略﹀︒

おおがま

はね起きて見ると︑土間の大

釜の上に積んであるせいろうからは︑

八509

コノアヒダウマレ

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七609園皆さんのうちには︑大きく

七839

陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ

鯨バカラダが甚ダ大キイ︒

出かける人もありませう︒

七843

図

長四郎があの心で大きくな

敷字は大きく

一番大キイガ︑︿略﹀︒

七

子牛ハ

らう︒

ケイ

ラフソク

又足袋屋・蝋燭屋・時計

アメリカ人は大きいこと︑

九558圏

八869園

そこで間もなく片手間に精

おとよ︑大きくなったなあ︒

︿略V︒

るやうに心掛けてみるといひますが︑

養いこと︑︿略﹀︑何でも世界一にな

八732囲

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒

モ

寸土扇屋・忌屋等ニハ︑商品ヲ大キ

八611図

クシ

ったら︑竹千代には無二の忠臣であ

﹇大川﹈︵名︶1

︽ーイ・ーク︾

﹇大﹈
大きい

モモタラウハダンダンオ

オホキイ

八188圏

大川

おちいさんは大釜の火をたい

盛にゆげが上ってみた︒

八515

れ︒

六478

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九883園 ︿略﹀︑今結んだ二つの星の

かなり大きい星があるだらう︒

其の中に︑子供のアルカス

はだんく大きくなって︑狩人にな

九916園

りましたが︑︿略﹀︒

先日遊びに上り候節御約

なり候事と存じ候︒

束致し候三毛の子猫︑もはや大きく

大キクナツタ二日︑秋カラ冬 豊麗8囲国
四五年モタツト︑大キクナツ

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六461

ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

六457

其ノワケハ︑川デ卵カラカヘ

四905圏 お前たちが大きくなつ
たら︑此のかたきを取っておく

みばつてばかり居ました︒

四775此の人はく略V︑大きくな 米所を始め︑追追に大きくして︑あ
んなりつばな會社にしたのだ︒
つても︑うちの仕事もせず︑

ナリマシタ︒

タノデス︒モウヨホド大キク

一一652

ン大キクナリマシタ︒

二453ソノマツノ木ハズンズ

ナリマシタ︒

ホキクナツテ︑タイソウツヨク

一474

︵形︶29

大川を下って行く舟の中はう

ていらっしやる︒

おおかわ

︿略﹀︑二百十日といふのは立

春の日から二百十日目の日のことで︑

﹁成績物は︿略﹀︑皆↓生の

大キイ

おおき・い

もう高いえんとつは大方

大方は國民の眞心こめた

すら寒い︒

七95

︿略﹀︑大風俄に吹護りて︑

︿略﹀︑御船少しも進まず︑今にもく

九103図

此の日はよく大風が吹くから︑︿略﹀︒

七937

おおかぜ

ほとんど丸やけになった︒

六666

五224 美しいびらで︑一月も前から おおかじ ﹇大火事﹈︵名︶1 大火事

大江

大江

廣告してみた島屋の大費出しは︑い

大江山

﹇大江山﹈︹課名︺2

よく今日からはじまりました︒
おおえやま

二十五

大江山

山
一一目13

二十五
﹇大江山﹈︹地名︺2

一一714
おおえやま
山

十一158

るものも少からず︒

る献木にて︑中には小學生の奉りた

けん

十510図園

のですが︑︿略﹀︒

大地震があって︑町は大方こはれた

八664三重の港には︑十五六年前に

出來上りました︒

四292

二715 ムカシ大江山ニシユテン つがへらんばかりなりき︒
ドウジトイフワルモノガヰマ おおかた ﹇大方﹈︵副︶5 大方
シタ︒

ト︑山ブシニスガタヲカヘテ︑

二74一 ライクワウハケライドモ

ゑち

﹇大岡越前守﹈

大江山ヘムカヒマシタ︒
ゑちぜんのかみ

おおおかえちぜんのか み

︹人名︺1 大岡越前守
ぜんのかみ

八361 時の町奉行は名高い大岡越
前守で︑︿略﹀︑いろいろ調べます

が︑︿略﹀︒

記念になるのだ︒﹂と思ふと︑私も
急に一年からのをまとめたくなりま

﹇大岡裁﹈︹課名︺2

大岡さばき

したが︑私のはく略﹀︑大方なくな

おおおかさばき

八目15 第十一 大岡さばき

あわてて逃げんとすれど
も時潮におそく︑大方はやにはに斬

十一245図

ってしまひました︒
大男

八353 第十一 大岡さばき
﹇大男﹈︵名︶1

倒されたり︒

大勝

信作が落ちたのにかまはず

﹇大勝﹈︵形状︶1

八115圓

おおがち

六424国 お前は今の分では大男にな

おおおとこ

大垣

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる
﹇大垣﹈︹地名︺1

だらう︒

おおがき

221
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十132囹 あなたもずみぶん大きくな
りましたね︒

十鵬10次の室には大きい熱帯植物類
︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

が並んでみる︒

十一385

は︑低い庭にあるもの程早く大きく
なって︑︿略﹀︒

十一633 此の邊の農業は総べて規模
が大きい︒

十一餌8 波も追々大きくなった︒

二757ソノ大キナカホハ火ノ

ツテキヨトキヨトシテ居ルバカ

ガナイノデ︑大キナ目ヲ見ハ

さうして其の敷や大きさは︑

リデス︒

十一33

ヤウニアカク︑イビキハカミナ

︿略﹀︑大きなかめが出て
大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂

コノ大キナモノガ︑ヨク

あさん︑今日は︒﹂といふと︑
︿略﹀︑そのほか大きな店

はいくつも電とうをつけまし
た︒

四375

ツキマス︒

ソレデモフクロフハシ方

其のいはれで︑職位の時︑

を通って居ました︒

五198園

︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

勲章に︑金の鶏をおつけになったの

大きな手がらを立てた軍人に下さる

だ︒

五212

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

八幡様の高い石だんを上りつ

まん

も高く尾を上げます︒

五395

めた所に︑しめをはった大きな杉の

木がありました︒

すそに︑大きな用水池があって︑其

五668園此の村には︑向ふの杉山の

所から水を引くからだ︒

用水池には大きな鯉が居ま

どうしても大きな用水池を掘

五677圓

せうね︒

らなければならないと考へた︒

五695

村の人々は中中大きな仕事だ

とは思ったが︑︿略V︑みんな賛成し

五698

たといふことだ︒

番上で三間といふ大

土手は長さが三百間︑高さが

六間半︑幅は

五716

きなもくろみであった︒

ひをぬひ︑

五955圏

一こてく︑大きな土

一針三々︑金言・銀綜でぬ

四365 鳥一大キナコエデワル 五718園 そんな大きな池がいるだら
ロヲイヒ︑太イクチバシデツ
うか︒

のふしんがはじまって傷ます︒

四288又町はつれに大きな工場

四826ちやうど大きな船がおき

リノヤウデシタ︒

す︒

四122

タイトオモツテ︑︿略V︒

カフノ大キナヲカへ行ツテ見

島ニヰタ白ウサギガ︑ム

四14 大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま

モノダトオモヒマシタ︒

アノカラノ中ニハイツテヰタ

三59一

ノ字ナリニタツテヰマス︒

三487

きて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三413

あたまをなでましたQ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大きな手で

︿略﹀︑五一ちいさんは

凡そ十一年半を週期として増減して

一466 ︿略﹀︑モモガニツニワレ
テ︑ナカカラオホキナヲトコノ

一バンオホキナオニニム

モモタラウハカタナヲヌ

コガウマレマシタQ

﹇532
イテ︑

四232おばあさんはもう耳が

︿略﹀︒

アレアレアガル︑

トブヤ

遠いので︑大きなこゑで︑﹁おば

二77囹 ワタクシハアノアカイ
大キナハナガスキデス︒
一一284園 大キナスズヲネコノ

四274

ニ大キナユキダルマヲコ
シラヘマシタ︒

ニハ

二393 ニイサンガオトモダチト︑

クビ

ニツケテオイテ︑︿略﹀︒

カヒマシタ︒

三346

みる︒

あのいろいろの道具︑た

くさんの時計︑形も大きさもそれ

十二546囹

アトニ︑

サキ

オホキナ

ぐ違ってはみるが︑︿略﹀︒
﹇大﹈︵連体︶92

ワタレ︒

チピサナガンハ

オホキナガンバ

大キナ大きな

おおきな

ニ︑

﹇352圏
ナカヨク

シテヰマスト︑オホキナモモガ

一452オバアサンガセンタクヲ

十一榴7 細長い管の一端を︑とけた
先に赤い玉がくっついてみる︒一端

苦き

ナガレテキマシタ︒

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

に口を託てて息を吹きこむと︑ぷう
つとふくれる︒︿略﹀︒いよく大き
くなる︒

きやう

從事する者の心掛け如何の影響が

十二235 外國貿易に至っては︑之に
更に大きい︒

十二519 これは主として周園が山で︑

︿略 ﹀ ︑ ど れ を 見 て も 自 分

流れ込む川に大きいのがないのに原
因してみる︒

十一一547園

大キサ

よりは大きく︑自分よりはえらさう
﹇大﹈︵名︶4

である︒

おおきさ
アヅキ

二694圃

大キナトビガ︑

ヒカウ

六468卵ハ小豆鼠ノ大キサデ︑ウス 二551園サア︑犬デス︒大キナロ

さ

キガ︒

ヲアイテ︑ワンワン︒

八477 大キサカライツテモ︑強サカ

ウダ︒

アカイ玉ノヤウニ見エル︒

ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

ワシ

デアル︒

おおきな一おおきな
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藏の壁をぬる︒

五棚4 階下の入口には︑左右に大き

つたうちはを拾って︑子どもの顔を
第十三

鷲

休みましたが︑︿略﹀︒

く略V︒︿略V︑サ

キノ曲ツタ大キナクチバシ︑︿略﹀︑

八481

守さんだ︒﹂と誰かがいったので︑

何所一二分ノスキモナク︑強ミが全

あふぎ出した︒此の時︑﹁大きなお

︿略﹀︒

な待合室があって︑ ︿ 略 V ︒

六122園 其ノ外︑釘や針ノヤウナ小
石を投落して︑賊のさわぐ所をさん
︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

ざんに射た︒

六958

時々は手ごたへがして大きな

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

てがひ

す︒

事をする︒

︿略﹀︑大きな公園が幾つも

して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

八827

長い間か＼らなくても︑工夫

あるから︑健康には害がなささうで

八702團

身ニミチミチテヰル︒

六916

︿略﹀︑城のやぐらから大きな

サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ
ウ ナ 大 キ ナ 物 マ デ ︑︿略﹀︒

六146圓 松山の入口で︑赤くなって
みたぐみを一枝折ると︑﹁そんな大
きな枝を︒﹂と︑︿略 ﹀ ︒

ま

ふやうになって︑大きな蛤や馬刀貝

たが︑︿略﹀︒

よせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で言つ

何時か知らない人とも話し合 八906 信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を

でも取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

七138

蛤が出た︒

六167 木びきの力藏さんがうたをう 七122
たひながら︑大きなのこぎりで板を
ひいてゐました︒
とら

六275 大きな虎が山おくで︑﹁︿略
﹀ ︒ ﹂ と ひ と り ご とを言ひました︒

ば

︿略﹀︒

鳥の羽に似た大きな葉が︑

︿略﹀︑大きな青大將が︑向ふ

のやうな湖から流れる大きな河が︑

九295

廣さが牛缶百方里もある︑海

幹の上の方に集ってついてをり︑

九54国

大きな涙をぽたく落した︒

六648 町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二 七164團此の蛤は私どもの拾った中 八923 信吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑
から︑大きなのをよったのでござい
ます︒

大キナ磁石ライタぐイタ︒

六725 此の電車道から東山のすそへ

それを通りぬけて四五町上る

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

七231

重の塔や大きな寺の屋根が見えま

たふ

かけて︑︿略﹀︑青い松の間に︑五
ぢゆう

と

︿略﹀︒

は

七379国︿略﹀︑煮て先づ誰でもおど
ろくのは︑波止場の大きなことです︒

九354

す︒

六814 ︿略V︑鐵のくさりで船をつな

か玉りますと︑︿略V︑かけ下りて來

ろと草の中にかくれて行く︒
しやう

主人の家が大きな醤油屋
其の中に汽車は山の間を出て︑

大人の握りこぶし程の大きな

のもあれば︑雀の卵ぐらみなかはい

九793

黒みがかった紫色の董が見事

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風

九㎜3

上手にも水門があるので︑船

に動かしてみる姿は︑誠に氣持がよ

い︒

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

十338

る︒

十354 ガツン湖といって︑廣さが
かすみ
霞が浦の二倍以上もある大きな人

造湖で︑︿略﹀︒

しかしパナマ運河の開通以來

は︑此の不便が無くなり︑したがつ

十378

て世界の航路に大きな言動を生じた

のである︒

北に進むと︑二町ばかりで大きな門

十737国賊の停車場を出て大通を東

室の中には︑大きなポンプが

の前へ出ます︒

十811

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

ます︒

備へ附けてみる虜は︑世界でも珍し

十815 ︿略﹀︑こんな大きなポンプを

うやくしく昇んでさて頭を

いさうです︒

上げると︑神前の大きな神鏡が︑き

十冊4

らくとかゴやいてみて神々しい︒

る小さな星の一つと同じものだとい

夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

ところが此の大きな太陽も︑
ほったいもは此の中へ入れるやうに

先生も大きな箱を持って來て︑ 十﹁35
とおっしゃった︒

九786

大きな川の見える所に出た︒

九728

だったので︑︿略﹀︒

九515園

の水たまりの所をうねって︑のろの

七659 三四里行って︑大きな峠へ

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ

閑話は長四郎を大きな袋へ入

呉服屋の手代が︑大きなふろ
しきつつみを石地藏の前におろして

八387

封じて柱に掛けた︒

れて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑袋の口を

八181

そばの大きな立石の前に並んだ︒

に︑五人の騎手は打連れて︑胃痛の

八84

る者があります︒

ぎ合はせた︒まるで大きな島が出替
たやうなものである︒

六858 見せ物小屋で象を見た︒先づ
大きなのにおどろいた︒

六873 象が大きな桶を鼻で頭の上へ
まき上げると︑乗ってみた象つかひ
は桶の中へはいってしゃがんだ︒

六891園 御らんの通り大きなからだ
をしてゐますが︑氣立はしごくやさ
しうございます︒

六903園 すると象は鼻で︑其所にあ

223
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ふ︒

ために︑むだに費した時間と勢力は

十一184園 これまで自分の不整頓の
大きなものであった︒

十一562 老砲手が驚いて向ふを見る
と︑船から三四百メートルの虚に︑
大きなふかの頭が見える︒

十一587 立ちこめた砲煙の薄れゆく

つきさつぶ

につれて︑先つ目に入ったのは︑大
まこまない

きなふかの死腔であった︒

十二563

此の時大きなせきばらひが

時デアル︒
保己一は五歳の時めくらと

輸出品の主なる物は︑生綜

と羽二重とにして︑生綜は多くアメ

はぶたへ

七81図

リカ合衆國に︑羽二重はフランス・

八628図

なりしが︑︿略﹀︑後には名高き學者

だいぼう網は身網と垣網と

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

イギリス等に送る︒

十二769

となりて︑多くの書物をあらはせり︒

くわん
農業者は多く古い習慣に

二つの部分から成ってみて︑非常に

なつみやすいものであるが︑︿略﹀︒

二十メートルもある大鯨が今

﹇大国主神﹈︹人

ソコへ大國主ノ神ガオ出

大國主ノ神

四18一

名︺3

おおくにぬしのかみ

水面に横たへる︒

は全く息たえて︑小山のやうな膿を

白描1

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑おおくじら ﹇大忌﹈︵名︶1 大喜

つきて學びたれば︑︿略﹀︒

九158

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ
クQ

︿略﹀︑費ってみる菓子もお

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

十234囲

コーヒー園には多くの

ヨロコンデ大國主ノ神ノ

デニナリマシタ︒

四205

トコロヘオレイニ行ツテ︑︿略﹀︒

これも社によりて多少の

四214ソノ後大國主ノ神酒︑白

︿略﹀︑活動窺眞のフィルム

なし︒

十二66図

﹁︿略﹀︒﹂

みこと

昔︑大國主命賊を平げ

こ﹂において大國主命︑

かの建築雷干が大國主命

﹁︿略V︒﹂と申して恭しく堤通をたて

十二72図

大國主命答へていはく︑

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

十二510図

名︺4大國主命大國主命

おおくにぬしのみこと ﹇大国主命﹈︹人
みこと

ウサギノイツタ通リ︑エライォ
方ニオナリニナリマシタ︒

て全膿を統べ︑編輯．・管業の二局あ

こ＼において再び炭素線

後者之を旧事す︒

司どり︑販費・廣告に關することは

りて︑編輯に心することは前者之を

相違はあれども︑多くは総務局あり

十ニー64図

日本人が働き居候︒

十﹇研4圓国

︿略﹀︒

十一6410

八631図

多く

︿略﹀︑多くの弟子保己一に

大きなものである︒

これを海中に張った形はち

やうど大きなひしゃくに似てみる︒

十二7610
相手は大きな眼でじっと安

芳の顔を見つめながら︑だまって聴

十二伽10
いてるる︒

は大きにらくになりました︒

やかましくなったから︑すすはき

四453園此のごろは大さうちが

十一603 市外の眞駒内及び月寒に おおきに ﹇大﹈︵副︶1 大きに
は︑大きな牧場がある︒
すき
十一6310 これが大きな鋤を何本も引
いて︑︿略V︒

乃木大將はおごそかに︑

大みことの

多ク

彼かしこみて謝し
﹇多﹈︵名︶13

十一一備4図

の研究に没頭したれども︑徒に多く

松島は大小二三百の島が︑海

の時日と金鏡とを費したるに過ぎざ

五571

おおく

まつる︒

りつたふれば︑

御めぐみ深き大君の

九412図無

十一849 ふと見ると︑さしわたし六 おおきみ ﹇大君﹈︵名︶1 大君
七寸もある大きなくらげが︑ふわり

くと浮いてみる︒
で︑農場主が大勢の人の耕作するの

十一柵7 昔イギリスの或大きな農場
かん

を監督してみた︒

十一伽8 見てみるうちに大きなフラ

上三四里の間にちらばってみて︑

りき︒

スコが出直た︒

ますが︑多くは舟に乗って︑島の間

︿略﹀︑石炭の火力による

︿略V︒あたりの高い所からもながめ

十二柵7

とが出來なくなりました︒

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

十二㎜3園

うな考を持つのは︑大きな誤といは

又多クノ堀アリテ︑川ト川
トヲツナゲリ︒

七292図

を通って見物します︒

十二248 文明の進んだ今日愛息のや
ねばならぬ︒

眺望塁 で 眺 め る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

さしもの大きなパリー市も殆ど一目

十二335囲

八了2 やがて五人の騎手は多くの

まつりぬ︒

に見えます︒

十二522 これは奥入瀬川を十妙齢り

がアーク燈の熱の爲に獲饗して︑多

おおくま ﹇大熊﹈︵名︶3 大熊

と望見せられしは此慮なりといふ︒

人々につきそはれ︑しっくと馬を

多く

十二91図
﹇多﹈︵副︶2

くの死傷者を出した話などを附加へ
おおく

た︒

歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒

ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒
クテ︑家畜ヲサラフノモ多ク一三ノ

八506

下った虜に大きな瀧があって︑魚類
のさかのぼる道を絶ってるるからで
ある︒

おおくまざ一おおし
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九903園西洋では昔から︑︿略﹀︑北
斗七星と其の近所の星を一しょにし
て 大 熊 の 形 を 想 像 して︑︿略﹀︒

九334
大聲

くわんあん

︿略﹀︑四代前の歓膠様が︑

りっぱな書物もお書きになった︒

︿略﹀︑始めて三夏をお修めになり︑

九226圏

目じるしの大けやきの所まで める ︽ーメ︾

﹇大声﹈︵名︶2

來た時︑︿略﹀︒

おおごえ

大阪

大阪

不意を討たれた平家方は︑上
一同は驚いて︑泣くやらなげ

私は三校で習ふ本でさへ
時々見失って︑大さわぎをすること

十一165

くやら︑大さわぎでございます︒

八424

を下への大さわぎ︑︿略﹀︒

六243

喜三右衛門は︑︿略V︑不意におおさわぎ ﹇大騒﹈︵名︶3 大さわぎ

﹁これだ︒﹂と大仁をあげた︒

十492

九917園其の中に︑子供のアルカス 七梱4 清正は大池で申しました︒
はく略﹀︑或日大熊 を 見 つ け た の で ︑

それを射殺さうとしました︒

第九

第九

九918囹 此の大熊こそは︑先にジュ おおさか ﹇大阪﹈︹課名︺2 大阪

七283
大阪

大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ

ニントク

﹇大阪﹈︹地名︺6

があります︒

大阪ノ西十里二神戸アリ︒ おお・し ﹇多﹈︵形︶25 多シ 多し

マヒシ所ニシテ︑︿略﹀︒

七284図

おおさか

七目10

大熊座

ノーに形を攣へられたおかあさんの
﹇大熊座﹈︵名︶3

カ リ ス ト だ つ た の ですが︑︿略﹀︒

おおくまざ
西洋では昔から︑︿略﹀︑北

七296図

斗七星と其の近所の星を一しょにし

九904園

て大熊の形を想像して︑それぐ小

シ︾

大連の貿易外は横濱や神戸 ︽iカリ・ーカル・ーキ・ーク・ーケレ・一

よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

し︒

七287図

しかして︑綿は印度より︑

ヲオホヘリ︒

テ多シ︒

八618図

揚子江ノ流域ハ地味スコブ
老婆の前を右左︑ 行き

昔はあきめくらも多かりし

に︑まことのめくらにして︑大學者

八623図

となりし人あり︒

商工業盛ニシテ︑焼物・塗

物・扇・綿綜・織物等ノ産出頗ル多

八961図

シ︒

九369図 ︿略﹀︑將卒は多く職死せり︒

カクノ如ク︑品物多クシテ︑

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ嘉言

九463図

く略V︑品物少クシテ︑之ヲ

クナリ︑︿略V︒

九464図

︿略﹀︑それらの品を社務所

望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ償高クナ

ル︒

にたつさへ來て︑神前にさ＼げたし

十34図

く略V︑遠方より送り象れ

と願ひ出つる者敷多しといふ︒

るもあれば︑枯損ずるもの多かるべ

十65図園

きに︑︿略﹀︒

又御造螢の半ば頃より︑

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十610図面

つる者敷多かりしかば︑︿略﹀︒

十衡1﹇図 ︿略﹀︑桑を植ゑて翼を飼ふ

者多く︑殊に一村鶏を飼はざる家な

し︒

た

ど

瀬戸内海の沿岸には大

阪・神戸・尾道・宇品・高松・多度

うじな

十︸346図

つ

此の邊は南米中︑日本

津︒高濱等良港多く︑︿略﹀︒

十一価9圏囲

しかも其の巻数幾千の多

人の最も多く住める虞にて︑︿略﹀︒

きに上り︑これが出版は決して容易

く略V︑看板ノ種類ハキハメ 十一伽7図

かふ男女多けれど︑︿略V︒

八561図韻

ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

八219図

ヲ定ムルコト多シ︒

ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシテ︑日

口叩8図農家ニチハ種蒔・︿略V等

タネマキ

大工場合ク︑エントツノ煙ツネニ空

二曲商工業サカンニシテ︑

砂糖はオーストラリヤより來る垂雪

七87図

砂糖これに次ぐ︒

わた
又輸入品は綿もつとも多く︑

七388團

ど

お修

さたう

七84図

其の時大將は江戸から大阪ま

歩いて行った︒
た

﹇大阪神戸間﹈

たまく大阪に出水あり︒
大阪神戸間

大

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ
﹇大阪城﹈︵名︶1

ルコト︑東京横濱間ノ如シ︒

七301図

︵名︶！

おおさかこうべかん

十一伽7図

つ
津・高濱等良港多く︑︿略﹀︒

阪・神戸・尾道・宇品・高松・多度

うじな

十﹇345図

瀬戸内海の沿岸には大

で︑馬やかごに乗らず︑雨親と共に

八M5

だといひます︒

熊座・大熊座といふ名をつけてみる︒

九905園 小熊座と大熊座について︑
面白い昔話があるはずだから︑ねえ
︿略﹀神様が︑︿略﹀︑すぐ

さんに聞いてごらん︒
九925園

に親子の者を天へ連れていって︑大

︽ー イ ︾

﹇再送下﹈︵五︶1

熊座と小熊座になさったのださうで
す︒

お送り下さる

おおくりくださ・る

オオ

もう五十反︑至急お送り下さい︒

官選2國 あのたちで子ども向の品を
﹇御嵩 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 一

︽ーレ︾

おおく・れる
クレル

阪城

兄様ガタノオトモヲシおおさかじょう

テ︑フクロヲカツイデイラツシ

四185

﹇御修﹈︵下一︶1

徳川家康が大阪城を攻めた時︑
おおさ・める

︿略﹀︒

八148
大けやき

ヤツタノデ︑オオクレニナツタ
﹇大路﹈ ︵ 名 ︶ ︸

ノデス︒
おおけやき
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おおじ一おおぜい

タ︒

﹇大仕掛﹈︵名︶4

大じか

﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘニナリマシ

十︸伽8図 死傷頗る多く︑家を流し
おおじかけ

の業に非ず︒

産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を知ら
ず︒

大仕掛

候︒︿略﹀

ラリヤ

し︒

オースト

大井先生

︹地名︺2

小山文太郎

砂糖はオーストラリヤより來る無意

七86図

しかして︑綿は印度より︑

オーストラリヤ

四292 これは大じかけでれんぐ
わをやく工場です︒

け

八826

十一旧9図 ︿略﹀︑喜んで寄附するも
の意外に多く︑此の度は製版・印刷

︿略﹀︑オーストラリヤ・南部アフリ

又毛織物の原料になる羊毛は︑

して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

カなどから輸入する︒

十8610

事をする︒

長い間か﹂らなくても︑工夫

の業着々として進みたり︒

十一一458図 我が國に産する木材は其
の種類頗る多し︒

︿略V︑實地に大仕掛の工事を行った

くま

そ

るといふ者があって︑天皇のおほせ

昔熊襲のかしらに川上のたけ

事もあったが︑成功を見るに至らな

今少しく日もた＼ば︑

にしたがひませんでした︒

十一439囲囲

霊地するもよからんと馨師も申居候

然れどもこは今日のアー

ク燈に類するものにして︑︿略﹀︑室

に付︑或は仰に從ひ︑其の中御地へ

十一一川8図

かった︒

五413

十二465図殊に杉は︿略﹀︑其の需 十363 パナマ地峡に運河を造る事は︑おおせ ﹇仰﹈︵名︶3 おほせ 仰
要の多きこと我が國の木材中第一位
にあり︒

つがる

十二492図 ひばは津輕半島に最も多
く産す︒

内に用ふるには︑大仕掛にして光力

十二掴9図 エヂソンの獲明せるは電
話・電燈・電信・電車・活動寓眞・
ちく

みかつち

十二了1図園時に天照大神の使者建

たけ

参り候やもはかり難く候︒
大地震

ところが並置大地震が起って︑

﹇大地震﹈︵名︶2

強きに過ぎ︑實用に適せず︒

七998

おおじしん

蓄音機に關するものなど極めて多く︑

︿略﹀︒

おおじ ﹇大路﹈︵名︶3 大路εすざ

御雷命此の地に叢りていふやう︑

くおおじ・みやこおおじ

﹁︿略﹀︒﹂大國主命答へていはく︑

大

へ申さん︒﹂此の時事代主命は︿略﹀︑

ことしろぬし

人家堂塔↓時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

﹁︿略﹀︒我が子事代主とはかりて答

此の港には︑十五六年前に
大地震があって︑町は大方こはれた

大子イ

仰のま＼にたてまつり給へ︒﹂

﹇大勢﹈︵名︶18

大勢

子ドモが大ゼイ︑オモテ

三402 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか

シタモ大ゼイアリマシタ︒

二723タイヘンカガツヨク︑テ

デーシヨニウタツテヰマス︒

ニー76

ぜい

おおぜい

︿略﹀︑父君に申すやう︑﹁かしこし︒

大島

目ざす大島はもうそこに見

﹇大島﹈︹地名︺2

︽ーセ︾

とうく大島についた︒
仰す

十二伽4囲囲私のこと御心にかけ下

おお︒す ﹇仰﹈︵四︶1

十一872

える︒

十一869

おおしま

のですが︑︿略﹀︒

八663囲

聲は天地にひゴきました︒

すざく
︿略﹀︑朱雀の大路南に走
りら

る大路︑ ほろくと聞ゆる 笛の

十304図幽 影のごと︑人去り 人來
音いっこ︒

十二川10図

りて︑南端に羅城門をふまへたる古
︿略﹀︑︿略﹀東西に走る

の奈良の都は︑︿略﹀︒

十二観9図

三筋の路は︑北より数へて古の一
オヲ

され︑常に﹁︿略﹀︒﹂と仰せらる＼

﹇御教﹈ ︵ 下 一 ︶ 一

條・二條・三條の大路の名残とす︒

シヘル︽1へ︾

由︑いよく御なつかしく存じ奉り

おおし・える

四175 ワケヲ申シ上ゲマスト︑

ワニザメハ﹁ソレハオモ

まへて︑おもちゃにしてるます︒

四134

白図ラウ︒﹂トノーツテ︑スグニナ

カマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒
四582 ニハニ大工小屋ヲタテテ︑

けれどもかたきのくどう

大ゼイノ大工サンが毎日其ノ
中デ仕事ヲシテ居マス︒

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの整調

四923

をつれて居ます︒

僕は自分よりえらい友だちを

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

五73

ないと思ひます︒

五242 ︿略﹀︑それを見てみる人も大

大ぜいの女どもにまじってい

ぜいあります︒

らっしやいますと︑︿略﹀︒

五426

六297囹私どもだって︑大ぜいして

大ぜいの人々が口々に人夫を

か＼れば︑あなた方に負けません︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七633

︿略﹀︒

マッチの製造所へ行って見る

と︑職工が大勢居って︑それぐ手

八悩7

大勢の人に利子を沸ふだけ

分をして働いてみる︒

十531園

しかし大勢の中にはそれを

では︑銀行が損をしないでせうかQ

十一1810

波打際には大勢の人が旗を

守らない人もある︒

十一869

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

おおせくださる一おおなみ
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コーヒーの實を手にてこき落し︑之

十一鵬7圏団 大勢の人々が熟したる
を集めてみぞに投入 れ 候 へ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一柵7 昔イギリスの或大きな農場
かん

で︑農場主が大勢の人の耕作するの
を監督してみた︒

おおだち

おおたき

﹇大太刀﹈︵名︶1

﹇▽イグアッスーおおたき

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

五六層もある美しい建物が道路の爾

書した㌧る街路樹が目もはるかに連

側に並び︑車道と人道との間には︑

だがはげんずる

有名な凱旋門は此の大通

社前の海に︑日本一の大鳥居

青銅の大鳥居をくゴつて進む

旅行にはよき日なりなど思ひつ＼︑

いつも
十一一53図 第二課 出雲大社 ︿略﹀︒

んだ物を士買ってみる︒

と︑沿道の家は大てい天満宮にちな

十帽4

に入る︒

橋を渡り︑大鳥居をく〜りて南参道

十16図 第一 明治神宮艶気 ︿略﹀︒

があります︒

五597

おおとりい ﹇大鳥居﹈︵名︶5 大鳥居

の創傷にあります︒

十二322團

なってゐます︒
がいせん

玄の本陣に切りこみ︑大太刀をふり
﹇大提灯﹈︵名︶！

かざして︑信玄に打ってか＼つた︒

提灯

ぢやうちん

おおぢようちん

大

七447謙信は馬に一むちくれて︑信

大太刀

とおほせになりました︒

旅僧が一夜の宿を頼むとお

入りまして︑︿略﹀︒︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

十611園

大さう

ほせられて︑あなたのお蹄を待って
﹇大掃除﹈︵名︶1

いらっしゃいます︒

おおそうじ

ぢやうちん

御皇所やおそばの女どもと居りまし
た︒

させ︑︿略﹀︑大提灯をとぼして︑

大空

おほっきげんたく

う

︿略﹀︑天人は︿略﹀︑ふじ おおつきげんたく ﹇大槻玄沢﹈︹人名︺

﹇大空﹈︵名︶7

は大きにらくになりました︒
おおそら

やかましくなったから︑すすはき

四451章章のごろは大さうちが 七欄8 秀吉は城の庭にしき物をのべ

十二864図土人等林藏を珍しがりて ち
之を他の家に連行き︑大勢にて取園
﹇仰下﹈︵下二︶1

みながら︑︿略﹀︒

︽ ー レ︾

おおせくださ・る
おほせ下さる

三905

1大槻平話

九梛2團圏 村の方々は︑︿略﹀︑

の山よりも高い大空のかす

信淵は︿略﹀︑宇田川玄随・
心に西洋の學問を勉強した︒

大槻玄澤などの人々をたよって︑一

おほっきげんたく

﹃︿略﹀︒﹂と︑親切におほせ下され候︒

向

九285

雲までと窟く弓

森も小山も下に見て︑

ふの田から大空の

五604圃

みの中へはいって行きました︒

オ

母 は 其 の 方 々 の 顔 を見る毎に︑︿略﹀︒

﹇仰付﹈︵下一︶一

︽ーケ︾

おおせつ・ける
ホセツケル

大手
︿略﹀︑はなれ馬がとんで來ま

﹇大手﹈︵名︶2

参詣人の群にまじりて行けば大鳥居

五146

おおで

したので︑︿略﹀︑よそのをぢさんが

一一734 ソコデ天子サマカラ︑ラ のなり︒
九柵7 大空には︑午後の日が大砲の
イクワウトイフツヨイ大シヤウ
煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

大損

きよ

ニ︑シユテンドウジヲタイヂセ

あり︑巨人の如く我がゆくてに立つ︒

ひろきをおのが心ともがな︒

﹇大損﹈︵名︶1

これなるべし︒

ベンケイが大ナギナタデ

大なぎなた

おおなぎなた ﹇大長刀﹈︵名︶2 大ナ

ギナタ

四436手つだひの今吉がおどけ

キリツケマシタ︒

十736團此の停車場を出て大通を東 ニー13
北に進むと︑二町ばかりで大きな門

て︑はうきを大なぎなたのやう
に持って︑べんけいのまねを

しました︒

七944

︿略﹀︑風がだんくはげしく

おおなみ ﹇大波﹈︵名︶5 大波 大浪

︿略V︑市街の中央を東西に

の前へ出ます︒

十一598

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公
だん
園ともいふべきもので︑花壇が設け
世界最美の街路といはれ

てあり︑銅像なども立ってるる︒

十二318国

七十五尺の大鳥居とは︑

大手を廣げてとめて下さいました︒

投捨てて大手をひろげ︑﹁組打︒﹂と

目陰も︿略﹀︑俄に槍を 十二55図
叫ぶ︒

︿略V︑眼下には三々とした 十一2910図
十勝の大平野がはるばると古いて︑

空の

十ニー5子忌淺溶すみわたりたる大 おおどおり ﹇大通﹈︵名︶4 大通

末は青い大空に接してみる︒

十一619

よりとか㌧り︑︿略﹀︒

オホセル

トノサマガオトホリニナ

︽ーセ︾

﹇仰﹈︵下一︶5

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒
おお・せる
おほせる

二495
ツテ︑天略﹀︒花ヲサカセテミ
ヨ︒﹂トオホセニナリマシタ︒

おおぞん

損を招く結果になる︒

︿略﹀︑つまりは小利をむさぼって大

天皇は日本武尊にこれを 十二233 又輩に損益の鮎から見ても︑

やまとたけるのみこと

二524︿略﹀︑トノサマガオトホリ 十ニー7図圃 大空にそびえて見ゆる
たかねにも︑ のぼればのぼる道は
ニナツテ︑﹁モウード花ヲサ
ありけり︒
カセテミヨ︒﹂トオホセニナリ
マシタ︒
せいばつ

五415

征伐せよとおほせられました︒

五557 いっか此の事が天皇のお耳に
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おおのこぎり一おおよう

なって來た︒︿略﹀︒まして稻田は大
波が打つ︒

十252

した︒

五37図大平橋
﹇大広間﹈︵名︶1

大脳間

翌日諸大名が伏見城の大占間

へっめました︒

七価1

船は二つにくだけて︑船尾の おおひろま

方は見るく大波にさらはれてしま
つた︒

︿略﹀︑忽ち大波にゆり上げ︑ゆり下

た︒

七了7図

敵は高いやぐらのある大船︑

ばうはてい

十二75図

大神其の眞心の厚きを賞

大み．

[ヒ︾
ひげ
十二739園 ︿略﹀︑此の白い髪や髭を

お思ひになりさうなものだのに︑

御覧になったら︑姉上もお氣の毒と

︿略﹀︒

二月六日

小林梅吉

大

町に大山通・乃木町・奥

或大雪の朝︑信長はいつもよ

十6010園此の大雪に︑どうして出か

かちくと氣ぜはしいのは

のは柱時計である︒

置時計で︑かったりくと大やうな

十二539

おおよう ﹇大様﹈︵形状︶1 大やう

を借りた旅僧であるぞ︒

十716園

れまい︒

けたのか︒

﹇大宮人﹈︵名︶1

十6210呼名の大雪︑まだ遠くは行か

おほむね

これは何時そやの大雪に宿

ろう
そのかみ金殿玉垣相望み

ぶと︑やはり藤吉郎が出て來た︒

り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼

七768

なることもあります︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七572囹斎きりがか＼つたり︑大雪

おおゆき ﹇大雪﹈︵名︶5 大雪

面白いでせう︒

大番方の名を取ってつけてあるのは

町・見玉町などと︑日露戦孚の時の

こだま

七356国

おく

おおやまどおり ﹇大山通﹈︹地名︺1

黒石檬

十m8君国

名︺1大森茂様

乃木大忌はおごそかに︑ おおもりしげるさま ﹇大森染様﹈︹人

﹇大詔﹈︵名︶1

して︑命の爲に肚大なる宮殿を造ら
しめ給ふ︒

ことのり

おおみごとのり

九413図圃

大みことの

大水

彼かしこみて謝し

御めぐみ深き大君の
りつたふれば︑

﹇大水﹈︵名︶2

まつる︒

おおみず

と︑叔母さんの町に大水が出たさう

おとうさんにうか曳ひます 大山通
です︒

五832國

る大船もきしに横づけにすることを

心ぽいして︑夜中に手をけやはき物

せうけん

明治天皇・昭憲皇太后︑御

おほみ

でるて︑たくさんな大船を一どきに

たま

︿略﹀︒

おおみやびと

十二佃2図

人

大宮

にしづまりましますよと思へば︑

二方のおほみたま︑とこしへに此所

十25図

﹇大御霊﹈︵名︶1

まですっかり二階へ上げました︒

大まぐろ

いで︑大船を乗出して︑
おおみたま
﹇大器﹈︵名︶1

三四十貫︑時には百貫以上

﹇大回﹈︵サ変︶1

昔︑太平・大西竜洋の間を往

﹇御思﹈︵五︶1

お思ふ

︿略﹀︑國内はおほむね平和

﹇大旨﹈︵副︶1

來する船は︑はるか南アメリカの南

おおも・う

であった︒

十二㎜8

おおむね

︿略﹀︒

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻

大神

かざし紅葉かざして往蓋しけむ︑
﹇大御神﹈︵名︶2

たけ

﹁大神の勅にいはく︑﹃︿略﹀︒﹄と︒

御雷命此の地に來りていふやう︑

みかつち

十一一63図囹時に天照大神の使者建

﹇▽あまてらすおおみかみ

おおみかみ

端を大廻りしなければならなかった︒

十376

大廻りする ︽ーシ︾

おおまわり・する

へ投込まれる光景は︑︿略﹀︒

もある大まぐろがどたりくと船中

十一一796

おおまぐろ

我は拾はん︑海の富︒

十一8210図工

横づけにすることが独言ます︒

七382団第一第二第三と三つならん 五847困 大水が出なければよいがと

得︒

のおそれ少く︑水深くして︑いかな

港には防波堤ありて︑風波

こっちはつり舟のやうな小舟であっ

六806

十269 やがてボートは岸をはなれた︒おおぶね ﹇大船﹈︵名︶4 大船

げられながら︑沖へくとっき進む︒
十273 打ちよせる大波︑打返すさか
波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の
口に呑まれようとする︒

が 大 浪 の や う に 連 な り︑︿略﹀︒

﹇大鋸﹈︵名︶1

大のこ

十﹁617 右手には遠く隠田境の山々
おおのこぎり
ぎり
力藏さんも︑︿略﹀︑昨日から

ひきかけてみるけやきの大木を︑大

十403
のこぎりでひき始めた︒

おおはし ﹇大橋﹈︵名︶1 大橋←ご
じょうのおおはし︒さんじょうのおお
はし・しじょうのおおはし
ます︒人通の多いのは此の大橋で︑

六727 四條の大橋はすぐ其所に見え
これには電車も通ってゐます︒
﹇大 原 信 吉 ﹈ ︹ 人 名 ︺

一 オホハラシンキチ

おおはらしんきち

大平

七白図 受信人居所氏名く略Vオホハ
﹇大平橋﹈︵名︶2

ラシンキチ
おおひらばし
橋

五376 大平橋を渡ってから左へをれ
て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま

．《

おおよろこび一おかあさん
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おおよろこび
こび

﹇大喜﹈︵名︶1

︵名︶一

オー ル

んな大よろこびで飲みました︒

大よろ

五404 のどがかわいてみたので︑み
オール

十282 親子は︿略﹀︑人々をボート

をか

岡

に牧容し︑又あらん限りの力をオー
ヲカ

學校ノ三二小高イヲカ

﹇丘﹈︵名︶15

ルに注いで︑我が家へと向つた︒
おか

三482
ガアリマス︒

三 4 8 3 ヲ カ ノ上二天ジンサマ
ノオミヤガアリマス︒

三513ドコカヲカノ下デ︑ニ
ハトリガナキマス︒

な ら

した︒
かすが

みかさ

六86園 奈良の春日山や三笠山は千
尺そこくだが︑白根や槍岳よりも
知られてみるし︑京都の東山にして
もさうだ︒︿略﹀︑先づ高い岡だと思

潮がすっかり落ちて︑海はを

へばよい︒

七133
かのやうになった︒

二594 太郎ハイマ︑オカアサン
ガオクスリヲノムトコロ ヘキ
オカアサン︑ソノオクス

ケサオカアサンガタマゴ

ニガウゴザイマスカ︒

V園

テ︑﹁︿略﹀︒﹂

リハ

三54

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒
オカァサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

キキマスト︑﹁︿略V︒﹂トオツシヤ

三63

イマシタ︒

舟で來た人も︑をかから來た

三141

お花はがくかうからかへ

それでもまだあかちゃん

三136囹 おかあさん︑あかちゃん
におちぢをのませてちやうだい︒

つだひをします︒

ると︑︿略﹀︑おかあさんのおて

三124

ヤツタノデ︑︿略﹀︒

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トォッシ

アルアサ︑オカアサンガ

人も入りまじって︑何百人か敷へき

オカアサ

三68

七134

舟は上げ潮に乗って︑をかの

れない程みる︒

七157
方へ動きはじめた︒

九研1 谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

﹇御母﹈︵名︶4一

おかあさん

おかあさん

四123島ニヰタ白ウサギガ︑ム 十一356 ︿略﹀︑うねくと績く岡が
雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
タイトオモツテ︑︿略﹀︒
ン

オ花ハオカアサンニオヒ

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

四843

おひるすぎおかあさんにつれ

四872 二人が日直ヲシテ居ル
所へ︑黄花ノオカアサンが來

マシタ︒

遠足

﹁おかあさん︑

られて︑買物に行きました︒

五226

十

お天氣は︒﹂と︑とこの中からお

五348園

き＼すると︑︿略﹀︒

と︑ねえさんにおつしゃいました︒

五494さつきおかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

の五六日は夜もろくろくおやすみに

五498おかあさんもねえさんも︑此

ならないのです︒

おとうさんやおかあさんに

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

五886国

檬

に居ります︒︿略V 叔母から 竹子

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ

六㎜8 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

出ました︒

八526

おかあさんは取粉をのし板の

つき上ると︑おばあさんが餅

おかあさんはそれを二つにち

へ持っていらっしやった︒

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

八525

つていらっしゃる︒

上にひろげて︑餅のつき上るのを待

八512

に参りました︒

︿略﹀︑ねずみ色のもんつき 七161困 昨日おかあさんにるすをし
ていただいて︑うち中の者が潮干狩

僕は牛わかまるになって︑
おかあさんにしかられました︒

はねまはってたたかひましたら︑

四唱1

おはたらきになりました︒

ぬぐひをかぶり︑着物の上に
ちりょけを着て︑下女や手つだ
ひのものに︑おさしづをして

四404おかあさんがあたまに手

はおかあさんのです︒

三717

つれていきます︒

がなくときには︑︿略﹀︑だっこ

ハナガ

二66圏 オカアサン︑オカアサン
ハドノ

をしておかあさんのところへ
スカ︒

四144園 ︿略﹀︑ムカフノヲカマ
デナランデミヨ︒

一［

バンオスキデ

足 デ ヲ カ へ 上ラウトイフト

ハナガーバンオスキデ

ダカレテ︑オチチヲノン

二592 太郎ノオカアサンバ下目
ヲヒイテネテヰマス︒

デヰマス︒

サンニ

ニ245ミヨチヤンガイマオカア

イハナ ガスキデス︒オマヘハ︒

二72圏口軽アサンハ アノシロ

スカ︒

ハドノ

二66圏オカアサン︑オカアサン

四154 白ウサギハ︿略V︑イマ 一
コロデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテワラ
ヒマシタ︒

四158園 ワタシ バ コノヲカへ

屋島のたたかひに︑げん

來タカツタノダ︒

四612

じはをか︑へいけは海で︑向
ひあって居ました時︑︿略﹀︒

四672をかの方では詳しやう
よしっねをはしめ︑みんなが馬
のくらをたたいてよろこびま

T9
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おかえしくださる一おかし

やったが︑忽ちきれいなおそなへに

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし
するがよい︒

に言ってあげて︑安心なさるやうに

九佃4囹此のわけをよくおかあさん
待ってをります︒

萬一御錆りに又泊られることがあっ

四463

︽ーリ︾

おとうさんがおかへりに

お錦る

一昨日海軍のにいさんが︑

なった時には︑︿略V︒
きうか

九474団

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

何の木か︑おがくつが大そう

よくにほってゐました︒

耕造さんのおかげで︑信作

ことが出來ます︒

三877園おかげで天へかへる

八124園

これは呉鳳といふ人のおかげ

ごほう

の命が助かりました︒

だと申します︒

八226

あの降りつ〜いた雨のおか

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

九471團

﹁正一も大分役に立つやう

ることが怪事ました︒

にいさんのお友だちの岡田さ 九581園

休暇でお錦りになったので︑︿略﹀︒

になったなあ︒﹂︿略﹀︑母も︿略﹀︑

九935

六168

旅僧が一夜の宿を頼むとお おがくず ﹇大鋸屑﹈︵名︶1 おがくづ

ほせられて︑あなたのお錦を待って

十612園

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

さうして新上屋の主人に︑ おかげ ﹇御陰﹈︵名︶6 おかげ

いらっしゃいます︒

別れを惜しんで︑泣きながら豆やに

十一732

んじんをやったり︑くびや背をなで

んでおいた︒

︽ーイ︾

オ蹄ル

しばらくたつと︑おかあさ おかえ・る ﹇御帰﹈︵五︶6 おかへる

しゃいました︒

おかえしくださ・る
おかへし下さる

﹁天人のはごろもなら︑

んが旅行からお震りになったと聞い

なほさらかへすことは出來ませ

三865園

﹇御返下﹈︵五︶2

んが皇所の方から︑天略﹀︒﹂とおつ

十一174

たりしてみるのもあります︒

其のおかあさんらしい人が︑今日の

十194団中には︑君ぐらみの子供や︑

なった︒

八745団 おかあさんによろしく︒
一月十八日 父から 太郎どの さ
ち子どの

九95団 おとうさんやおかあさんに

なへ

よろしく︒ 四月十日 叔父から
松太郎殿
前もたしかに半人前だ︒﹂と︑おか

九478團 私は苗くばりをして︑﹁お

︿略﹀ヤ何時かおかあさんと日

あさんにほめられました︒
九683
光見物に來た時のことを思ひ出した︒

ん︒︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒どうぞおかへ

﹁︿略﹀︒おかげで今日中には大がい

九911園 昔カリストといふおかあさ
んと︑アルカスといふ子供がありま

て︑︿略﹀︒

イテミタ︒﹁オトウサン︑御用ハモ
ウスンダノデスカ︒﹂

デスカ︒

九剛8園

ウサンガワザくオ隔リニナラナク
ツテモ大丈夫デセウ︒

︿略﹀︒

これも全く先生方のお

かげと深く感謝致居り候︒

十二捌7葦囲

サマ

おかげさま ﹇御陰様﹈︵名︶一 オカゲ

コノ通り

四207園 ヨロコンデ大國主ノ神ノ
トコロヘオレイニ行ツテ︑﹁オ

カゲサマデ︑カラダハ

ニナホリマシタ︒︿略﹀◎﹂ト申シ

オ正月ノオカザリ天一︑
ドンナコトヲシマスカ︒

ニ312園

上ゲマシタ︒
くわんあん
︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑ おかざり ﹇御飾﹈︵名︶一 オカザリ

おか・く﹇御書﹈︵五︶2お書く︽一
九227園

キ︾

かたづきます︒﹂と言ひながら︑

し下さいませ︒﹂

オカヘリ

ソンナエライ方ナラ︑オト

あまりおかはいさうで 九々8園 ドウシテオ蹄リニナツタノ

︽ーシ︾

オ鋸リニナツタノダラウト思ツテ聞

そのはごろもをおかへ 九伽3 ︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

し下さいませ︒

三882園

した︒

大そう美しい人だつ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九912園 おかあさんのカリストは︑

おかへし申す

九919園此の大熊こそは︑先にジュ おかえしもう・す ﹇御返申﹈︵五︶2
ノーに形を愛へられたおかあさんの

三873圏

いやいや︑おかへし申した

﹇御帰﹈︵名︶4

ワルイオヂイサンバコノ

お蹄御婦り

おかえり

りませう︒

ら︑まはずに空へお上りにな

三884闘

すから︑おかへし申します︒

カ リ ス ト だ つ た の ですが︑︿略﹀︒

な す
九998 おかあさんと茄子をもぎに出

大尉は之を 讃 ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

たついでに︑かぼちゃ畠を見廻ると︑
︿略﹀︒

九佃2園

水兵の手を握って︑﹁わたしが悪か
つた︒おかあさんの精神は感心の外

二515

りっぱな書物もお書きになった︒

︿略﹀︑始めて農學をお修めになり︑

はない︒︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

ノォカヘリヲマツテヰマシタ︒

九256園此の方々のお書きになった おかし ﹇御菓子﹈︵名︶一 オクワシ

ハナシヲキイテ︑︿略﹀︑トノサマ

みんなでにいさんのお蹄を

てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

九495團

九佃8園 おかあさんは︑﹃一命を捨

れるが︑︿略﹀︒

おかし一おがみめぐる
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二6一

オハナハオチヨヲザシキ
五313圏

おかた

︿略﹀︑

木々のしっくもき

お方

ばんのごはんのお
オ方

アナタ同筆ナサケブカイ

﹇御方﹈︵名︶8

のことなって︑

︽一

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ
をかし

かずにまじる︒

﹇可笑﹈︵形 ︶ 1

ヲダシマシタ︒
御方

おか・し
シキ︾

四211圏

ウサギノイツタ通リ︑エライォ
方面オナリニナリマシタ︒

自分にまさる者はないので︑

たけると申して居りましたが︑みや

五452園

ちやうど岡田さんは四五人の

て︑︿略﹀︒

九937

お友だちに︑白馬登山のお話をなさ
つていらっしゃる所でした︒

ですか︒

お金といふものは︑うちに

さうで無くても︑非分のお

しまって置くものではない︒

十514園

十517園

しまふ︒

十518囲

だから︑少しでも鯨つたお

﹁︿略V︒﹂と言って︑岡田さん 金があると︑ついむだな事に使って

は高山植物や雷鳥の糟葉書を︑たく

九972

お金

預けたお金は何時でも返し

だから當分使ふ見込のない︑

がよいのだ︒

みる人もあるが︑又何か事業を起さ

十533園世の中にはお金の富饒って

預ってそれをどうするのですか︒

十5210園

一髪︑銀行は人からお金を

まとまったお金は定期預金にした方

十529囹

てもらへますか︒

十5110園

のだ︒

お話が頂上のながめに移ると︑ 金があったら必ず預金にして置くも

さん出して見せて下さいました︒

九977

いよくはずんで來て︑岡田さんは
目の前に見てみるやうな様子で説明
なさるので︑︿略﹀︒

﹇御片付﹈︵五︶1
︽ーイ︾

花子も自分のおもちゃ

おかたづけなさる

四447園

オカネ

だけ︑ちゃんとおかたづけなさ
い︒

﹇御金﹈︵名︶15

うと思ってみる人で︑お金のない入

がある︒

みる人もあるが︑又何か事業を起さ

十534圏世の中にはお金の有蝕って

もしお金をもらったら︑あ

附けるのだ︒

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十535園銀行は有爵ってみる人から

がある︒

うと思ってみる人で︑お金のない人

二46ーソノウスデ米ヲツキマ

七725園

カネヤタカラモノガデマシタ︒

スト︑ウスノ中カラ︑マ下半

マシタ︒

二431︿略﹀︑土ノ中カラ︑青年
ネヤタカラモノガタクサンデ

おかね

それがあなたのやうな正直

こには強いお方がおありになった︒

七695園

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか
せてもらひましたが︑︿略V︒

なうく︑旅のお方︑おも
お見受け申す所︑たゴのお

どり下さい︒

十679園

方とも思はれません︒

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一伽7園ウェリントン公爵ともい

なたの氣はそれですむかも知れませ

銀行はお金を預ける虜です
一瓢︑なぜお金を預けるの

︽ーッ︾

ぜんかい

僧は名を暉海といってもと
れい
越後の人︑諸國の璽場を葬み巡った

末︑︿略V︒

十二価5

巡る

おがみめぐ・る ﹇拝巡﹈︵五︶1 拝み

銀行といへば︑おとうさん

んが︑私の氣がすみません︒

十513騒

か︒

十511囹

けて來るとおっしゃいましたね︒

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

一艦あなたはどういふ御 十5010圏

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑
︿略﹀︒

十二428園

おかたづけなさ・る

四215ソノ後大國主ノ神ハ︑白

イマス︒

オ方デスカラ︑後目ハキツト
ォシアハセノヨイコトガゴザ

十一佃7圓国此のブラジル國は︑

をかしい

日本の冬が夏といふ様に季節の相反

︿略﹀︑唯をかしき は 日 本 の 秋 が 春 ︑

﹇可笑﹈︵形︶1

する事に候︒

おかし・い
︽ーカッ︾

十二404 其の言方が如何にもをかし
かったので︑言った者も聞いた者も
思はずにっこりした︒

ーシ︾

おか・す︵四・五︶5をかす︽ーサ・
九924圏 あのアルカスに親殺の大罪
ををかさせてはならぬ︒

此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

人々をボートに牧容 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十281 親子は非常な危瞼ををかして︑ 十634園
十545

いろくの困難ををかして︑遠い虜
まで使者の役目を務めると聞いては︑
︿略﹀︒

そう
十969図 支那の宋朝の末︑北方に元
といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑
宋の領地ををかし﹂ か ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二833図 それより一年ばかりの間︑ 方でございますか︒
き
風波をしのぎ︑飢寒と職ひ︑非常な おかださん ﹇岡田﹈︹人名︺4 岡田さ
ん

にいさんのお友だちの岡田さ
んが旅行からお儲りになったと聞い

る困難ををかしてく略Vナニヲーと
おかず

九935
﹇御数﹈︵名︶1

いふ虜にたどり着きたり︒
おかず

231

﹇拝﹈︵五︶3

をがむ

お髄

舞む

おかんがえ

お

き

お考

ほうでう

隠岐

然るに今主上隠岐にうつさ

後醍醐天皇を隠岐にうつし奉る︒

だいこ

十伽9図

博多の沖は見渡すかぎり︑元

はかた

ゑがほとゑがほ︒

り︒

︿略﹀︒

やおき

おき ﹇起﹈﹇▽ねおき・ねおきする・は

おき ﹇置﹈←いちにちおき・ものおき

としました︒

おき上

もとの刀を取っておき上らう

さむらひ︑﹁心えた︒﹂と︑まくら

四964すけつねも人に知られた

る ︽ーラ︾

おきあが・る ﹇起上﹈︵五︶1

沖合に︑かの難破船を見とめた︒

したグレース親子は︑ふとはるかの

十257 ︿略﹀︑荒れくるふ海上を見渡

其の後も攻めよせる者がたえ おきあい ﹇沖合﹈︵名︶1 沖合

︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

十︻846
色だ︒

き＼する

いざ︑起出でて︑勇まし

お聞きする

︽ーシ︒ース

だんく沖の方へ進んで行おきき・する ﹇珍聞﹈︵サ変︶2 お
こ

に筆を動かしみたり︒

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

翌朝書師は常にもあらず

く 我もはげまん︑今日の業︒

九27図國

︽iデ︾

︿略﹀︑沖へくとっき進む︒ おきい・ず ﹇起出﹈︵下二︶2 起出づ
︿略﹀︑漁業者が沖から獲物の

十一553

二人は外の者からずっと離 十一466図

多少や難船の有様を通知したり︑

十579

十2610

︿略﹀︑沖へくとっき進む︒

十2610

やがてボートは岸をはなれた︒

七335図船は沖に向ひて港を出でた

れてしまひました︒

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流

七213

ぞいたが︑︿略﹀︒

ないので︑敵は一先づ沖の方へしり

六836

からおしよせた船でおほはれた︒

︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民 六796

﹇御考﹈︵名︶1

九2510園

の爲につくすといふお考は︑どなた

お

も皆同じ事で︑これが佐藤の家の學
問の精神である︒

﹇御考﹈︵下一︶1

みことは此の川上にも人がす

こう

になって︑︿略﹀︒

おき

お き
﹇隠岐﹈︹地名︺2 隠岐

んでみるにちがひないとおかんがへ

五83

かんがへる︽一へ︾

おかんが・える

八944信吉は教室を 出 る と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

﹇御体﹈︵名︶1
︒

﹇二才 申 ﹈ ︵ 五 ︶ ！

禮であのひどい嵐の中を
おかりもう・す

沖←ほう

れ給ふと聞き︑高徳一族土ハを集めて

おき

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

︽ーシ︾

﹇沖﹈︵名︶17

す︒

三834おきの方はかすんで︑空 れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを
してみた︒
と水が一つになって見えま

とうおきのかいせん

おき

八952國 先生は﹁何なら︑あのお子

且vはちじゆうにおがわのう

を通って居ました︒

四826ちやうど大きな船がおき くと︑水の色はものすごい程濃い紺

信吉はく略V︑﹁︿略﹀︒それをお聞き

先づ岸近くまぐろの寄って 八843園 母が﹁︿略﹀︒﹂といふと︑
彫る場所を選んで︑海岸から沖の方

つて︑すぐ出かけようとした︒

して安心致しました︒︿略﹀︒﹂とい

群をなして寄せて來たまぐ

きなさる ︽ーイ︾

又中村君には︑﹁これは級

おききなさ・る ﹇御聞﹈︵五︶1 おき

五45圏

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて
る︒

沖へ逃げようとして身網の中へはい

十二784

へ二三百間も長く垣網を張り︑︿略﹀︒

十二777

とこの中からおき〜すると︑︿略﹀︒

ル︾

﹇御可哀相﹈︵形状︶1

濱へ編る父の小舟︑すれ合って︑

丸にやの字の帆が見える︒

おかはいさう

けて︑沖を通ると見えて︑汽てきの

五351 ﹁おかあさん︑お天氣は︒﹂と︑

な み だ に う るむ目で空を見

濱ものどか︑
ゑがほとゑ

濱へ蹄る父

沖ものどか︑
すれ合って︑
がほ︒

の小舟︑

沖へ急ぐ兄の小舟︑

六217翻

音は少しも聞えません︒

﹇御坐﹈︵名︶1

︿略＞Q﹂

おかわり

か︒

十731國 皆様御かはりはありません 六221圃 ︿略﹀︑ 沖へ急ぐ兄の小舟︑

御かはり

うですから︑おかへし申します︒

なりまして︑﹁あまりおかはいさ

上げました︒れふしはきのどくに

三873圏 天人はしをしをとして︑ 六202 いつも通る汽船も︑高波をよ 十ニー97囲 沖を走るは丸屋の船か︑

おかわいそう

おがわ

ます︒

︿略﹀︑すぐ﹁では︑一日お借り申し

ざいます︒﹂といはれた︒信吉は

を今日一日お連れになってもようご

借り申す

お

十二7310囹 ︿略﹀︑1まあ︑此のお十㎜2図 元弘二年三月︑北條高時︑

おからだ

らくとかゴやいてみて神々しい︒

上げると︑神前の大きな神鏡が︑き

十佃3 うやくしく辞んでさて頭を

にした︒

らうか
といって︑先生を廊下でをがむやう

てをがみました︒

四34私どももすずをならし

︽ーミ・ーム・ーン︾

おが・む

おがむ一おききなさる

おきく一おきる
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仕事に興味を覧ゆるやう相成り申候︒

わかり︑お面様の扱方にもなれて︑

︿略﹀︑私のは置場所をきめ 五117 ︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

リ︾

おき・る﹇御切﹈︵五︶2お切る︽一

御覧になったら︑姉上もお氣の毒と

十一158

おきばしょ

︿略﹀︒

塗し︑之を補って大國民たるにそむ
起直る

長の山田さんです︒分らないことは
﹇起直﹈︵五︶1

お思ひになりさうなものだのに︑

おきなお・る
︽ーッ︾

病みつかれた六十ばかりの老

ニ

オキヤクアソビ

オキヤクアソビ

尾をお切りになった時︑つる

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り

九218

きる

起キル

起きる

︽ーキ・ーキ

お・きる ﹇起﹈︵上一︶9 オキル お

ぎのはがこぼれました︒

五121

になりました︒

オキヤク

ておかなかったので︑大方なくなつ

お客

﹇御客﹈︵名︶4

オチヨガオキヤクニナツ

る

︿略﹀︑ケサコソニイサン

ヨ・ーキル︾且vとびおきる・はねおき

はやし立てておきゃくをよんで

四27又あめややくわしやでは︑

テキマシタ︒

二46

おきゃく

おきゃく

てしまひました︒

おきなさ

人が︑ふとんの上に起直って︑十五

︵五︶1

沖縄

三31

細目3

ニ

やった︒

早く起きてお出で︒

或大雪の朝︑信長はいつもよ

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし

七927 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんは朝

ぶと︑︿略﹀︒

り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼

七768

五352園

ました︒

曽我兄弟がまみつた︒﹂と名のり

四957園 ︿略﹀︑﹁おきよ︑すけつね︒

タ︒

モツテ︑ソツトネドコヲ出マシ

ヨリサキ磁路キテミヨウトオ

ゐます︒

五245店の中へはいって見ますと︑
番頭さんたちは︑お客から注文をう
けては︑小ぞうさんたちにさしづを

小ぞうさんたちは︑土ざうか

してゐます︒

五248

らいろくな反物や帯地をかついで
來て︑お客の前につみ上げます︒
﹇御客遊﹈︹嘉名︺2

ニ41

オキヤクアソビ

おきゃくあそび

まん中へふせておきな

﹇置﹈

六の少年に︑熱心に何か言聞かせて
みる︒

おきなさ・る
︽ーイ︾

さい︒

おきなわ

お氣に

又沖縄二産スル木ノ葉菜ハ︑
﹇御気入﹈︵名︶2

三成は秀吉のお氣に入りです

﹇御気毒﹈︵形状︶3

國を命じました︒

おきのどく
の毒

キヤクアソビ

さて主人に火事の話をして︑おきゃくあそび ﹇御客遊﹈︵名︶一 オ

お客

︿略﹀︑追々店の様子も

﹇御客様﹈︵名︶1

クアソビヲシテヰマス︒
おきゃくさま

十二惚3國困

様

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

雨戸をくるのとかはりはないが︑

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

九633

起きて來る︒

オハナトオチヨガオキヤ 九619 間もなく甲板士官や傳令員が

義絹金のことをいひ出すと︑﹁それ

御覧の通りの見苦しさ︑お

ニ43

十二739医

は出來ません︒
ひげ
︿略﹀︑此の白い髪や髭を

氣の毒ながら︑とてもお泊め申す事

十615圏

はお氣の毒だQ﹂と言って︑︿略﹀︒

六681園

お氣

から︑秀吉は之を信じて︑清正に鶴

七977

大命のお氣に入りで︑︿略V︒

四922 けれどもかたきのくどう
は︑みなもとのよりともといふ

入り

おきにいり

︿略﹀︒

九1810

﹇沖縄﹈︹地名︺1

四493園

る

置場所

かぬりっぱな國民とならねばならぬ︒

オキクサン

おきて

補ふ

﹇置場所﹈︵名︶1

此の方におききなさい︒﹂とおつし
やいました︒

おきく ︹話手︺2 オキク

四85一 オキク﹁マア︑キレイデス
コトQ︿略﹀︒﹂

四864 オキク﹁五人バヤシノ 一番

右二居ル人一尉ヲスルノ
デセウ︒﹂

オキク

今オキクトオヒナ様ノ

︹人名︺一

四846

おきく

︹人名︺一

前ニスワツテナガメテ居マス︒
おきくさん

お三つ

﹁ヲバサン︑今日ハ︒﹂﹁オ

キクサンデスカ︒︿略﹀︒﹂

四874園

くわんあん

︿略﹀︑四代前の旧庵様が︑

﹇御気付﹈︵五︶1

︽ーキ︾

おきつ・く
く

九225圏

國利民福の本は農業を盛にするにあ
﹇掟﹈︵名︶1

る と お 氣 づ き に な って︑︿略﹀︒

おきて

り︒軍のおきてにしたがひて︑他

九432図圃園 ﹃厚意謝するに饒りあ

置時計

日我が手に受領せば︑ 長くいたは
り養はん︒﹄

﹇置時計﹈︵名︶1

十二539 かちくと氣ぜはしいのは

おきどけい

！

置時計で︑かったりくと大やうな
︵五︶

︿略﹀︑ 又 常 に 其 の 短 所 に 注

﹇補﹈

のは柱時計である︒

︽ーッ︾

おぎな・う

十一一醜1
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おく一おく

︿略﹀︒

九舶10 道雄が今朝起キテミルト︑商
用デ四國ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑
夜汽車デ蹄ツタトコロデアツタ︒

に起きて︑受持の木に此の切付をし

十一5210 ゴム園の人は毎朝暗いうち
て廻る︒

与やまおく

おく ﹇奥﹈︵名︶4 オク おく 奥

き
五232 二かいのまどに重罪旗がつる

してあって︑おくの方からたえずち
トウ

フ

ニ

マメ

くおんきの音が聞えて來ます︒
コウヂ

六334 豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ
ンが小路ノオクニ母港テ來テ︑町ハ

ダンくニギヤカニナツテ來タ︒

︿略﹀︑先生がく略V︑私ども 六964

すると正成は︑何時の間に用

平して置いたか︑たくさんなたいま

五386
を道に待たせておいて︑行宮へおよ
つを出して︑︿略﹀︒

棟にはかつを木がならべて

あり︑棟の爾はしには千木が置いて

米をつくのに︑上にもうす 六鵬8団

りになりました︒

ある︒

五464園
をさかさにつるしておけば︑きねの

︿略﹀︑近くは乃木大將も︑馬

上げ下しに米がつける︒

れんぐわ

七272

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

鯉も居るが︑それよりも︑

である︒

五681園
もっとお前に聞かせて置きたい話が

さておしまひに一ついって

ある︒

やる︒

八204図

どうか今から十分海になれ

︿略﹀︑物責は

になへる

掛聲高くおして
イカダノ大ナルモノハ長サ

我が荷下に置き︑

七956図圏

ります︒

て置くやうにしてもらひたいのであ

七613園

置きたい事があります︒

ほって置け︑今に生きかへ 七601園

うちでも土間に丸太を置いて︑

五808園
る︒

六25

叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イ毒口

其の上につんであります︒

六455

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

うばを門のわきに立たせて置

いて︑姫は中にはいりました︒

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と い ふ 間 も ︑ 信 吉 は 六608

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八858

十二553 不意にばたくと音がして︑ 六652 昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ

六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ
ちやうど蕃人が︑其の前の年

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰタ時︑

八234

小さな子どもが二人奥からかけ出し

コレハ︑ハジメ白地ニオツ

それをしまって置かせて︑其の後の

に取った首が四十鯨ありましたので︑

︿略﹀︑よくもえるやうに其の

合へ︒

巣ハ至ツテソマツナモノデ︑

︿略﹀︑其ノ上ニヤハラカナコケヲ置

八503

クダケデアル︒

まくらもとに置いてある行燈

あんどん

入れて持蹄り︑茶の間の戸棚の中に

九147図．妹の置きて行きたる餌箱に

しまふ︒

九221

の光はうす暗く︑︿略﹀︒

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

九272園 ︿略﹀︑父の此の願だけは︑

げてもらひたい︒

どの星かを見おぼえて重い

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

九857園

つて見えるから︒

此の前まだ少し早いと言って残して

九9910 ︿略V︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

月が西の空にうす白く残り︑

置いたのが︑︿略﹀︒

野には朝つゆがし．つとりと置いてゐ

九悩5

た︒

お金といふものは︑うちに

來たつるはしを下へ置いた︒

十391 ︿略﹀︑兄は︿略﹀︑かついで

十514園

うちに置くと︑火事にあっ

しまって置くものではない︒

たり︑盗人に取られたりする危瞼が

十515園

だから︑少しでも饒つたお

あるからね︒

十563

のだ︒

それは︑豫め甲乙の二地をき

金があったら必ず預金にして置くも

︿略V︑又其の上にねったかま 十519囹

其の子を二人の眞中に匿い
て︑両方から子どもの手を取って引

八365囹

土を置いて︑打固める︒

八315

たかま土を置いて︑打固める︒

上下にそだを置き︑又其の上にねつ

八314

へさせました︒

お祭には︑毎年其の首を一つづつ供

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

コレハ︑ハジメ白地ニオツ

象がそれを下して干て地に置

先づ谷川のほとりに三千人置
番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

六924

上った︒

くと︑三つかひがぬっと桶の中で立

六876

ノーア︑︿略﹀︒

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

六768園

ノデ︑︿略﹀︒

六767囹

置キテ野菜ヲ作り︑︿略﹀︒

おく

︽ ー イ ・ーカ・ーキ・ーク︒

オク

︿略V︒

置く

﹇ 置 ﹈ ︵ 四 ・ 五︶69

て來た︒

お・く
置ク

ニツケテオイ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

二 2 8 7 圏 大 キナスズヲネコノ

ーケ︾

クビ

四 5 7 2 圃 園 今に見てみろ︑僕
なって見せずにおくもの

だって︑ 見上げるほどの大木

に
か︒

んが︑一人の娘を中において泣いて

ないやうにした︒

五85 ︿略﹀︑おちいさんとおばあさ
ゐました︒

おく一おくのま
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めて置いて︑一方を飼養所︑一方を
にも便利だ︒

してそろへておけば︑いつ取出すの

お・く﹇起﹈︵上二︶2起く︽⁝キ︾

今朝遠足にとく起きて︑

かんむり

︿略﹀︑冠をかぶって太刀を

はいたおくげ檬方や︑︿略Vお姫様

六695

おくげ様方

おくげさまがた ﹇御公家撃方﹈︵名︶1

石屋の前を通りしに︑︿略﹀︒

九841図圏

づ︒

大事なことは拾ひ集めた木 九1110図朝早く起きて︑井戸端に出

おかなければならない︒

十一981

燈が書きると翌朝すぐ手に

片などに書留めて忘れないやうにし
ておく︒

聞けば︑雑誌の類は號の順

十一999
置く︒

取れるやうに︑まくらもとの壁際に

に並べておいて︑取出したら後でき
さうです︒

十一363

市町村長や議員を選蔵する

には︑専ら其の人物に重きをおいて︑

十一価2

方の姿を︑此の川の水はいくたびと

いた植林地の書付を開いて見る︒

いひつけで︑明日の用意に出してお

︿略﹀︑さっきおとうさんの

つともとの場所へお入れになるのだ

十一1610

食事所とし︑飼養所から食事所へ通
つて食物を取るやうに馴らして︑其
の往來を利用するのである︒

十671囹 しかし此の三本だけは︑其
の頃のかたみとして︑大切に残して
置いたのでございま す が ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑大分長くなりました

なくうつしたことでございませう︒

から︑今日は此のくらみにして置き

十791囲

決して親族・縁故其の他私交上の關

こんなに間をおいてよい

十一371園

係の爲に心を迷はすやうなことがあ

ます︒

のですか︒

それ故大多数の商人は︑自 八838圏信吉はく略V︑﹁奥檬︑あの

とよは︒﹂と︑さも心配さうにたつ

オクスリ

オクスリ

己の利益を除いては︑殆ど何物をも

二十

﹇御薬﹈︹課名︺2

ねた︒

おくすり

﹇御薬﹈︵名︶3 オクスリ

一一597園

テ︑ 天略﹀︒﹂

ガ オクスリ

オカアサン︑ソノオクス

ヲノム トコロ ヘキ

二594太郎ハイマ︑ ォカアサン

おくすり

二591ニ十 オクスリ

自分の置かれたのは︑仕事 一一目8

ねぢは︑︿略﹀︑これはどん

時計師は︿略﹀︑出して置

オクスリハ︑オイシヤサ

ニガウゴザイマスカ︒

一日おいて町長さんが來た︒ 二617園

リハ
十二5910

社寺の壮麗はしばらくお

一人の子が御國の爲い

おくのま ﹇奥間﹈︵名︶1 奥の間

由なる事もあらん︒

くさに出でし事なれば︑定めて不自

九型10黒蓋圏

おくに ﹇御国﹈︵名︶1 御國

ノマナケレバナリマセン︒

マノオツシヤルトホリニシテ
ねちが一本いたんでゐま
十二㎜3図

したから︑取りかへて置きました︒

十二603囹

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二566

へてみる中に︑︿略﹀︒

な庭に置かれるのであらうなどと考

十二542

スの中で︑︿略V︒

塁の上に乗ってみる小さなふたガラ

十一一533

に皆自己の爲であった︒

眼中に置かず︑忍耐も努力も要する

十一一242

おくさま ﹇奥様﹈︵名︶1 奥様

十943圏 かねてあぶないといって置
取る方が利益だから︑かう間をおい

生きた枝でも枯れた枝でも︑

て植ゑるのだ︒

十一399

其のま＼にしておくと︑木が太るに
つれて其の枝を包んで行くために︑

植林は貯金のやうなもの

其虞が節になるのだといふ︒

十﹁409園

で︑植ゑてさへおけば︑年々太って
︿略﹀︑立木や切株の根本を

利息が附いて行く︒

十一645

つてはならない︒

十一375囹

︿略﹀︑此の邊では太材を

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

言語7園 熱帯地方から持って來たの
だから︑かうして年中六七十度以上
の暖さの虜に置かなければいけない
のだ︒

を通り︑霜の眞白に置いた田の中を

十備10 まだ芽の出ないはぜの木の問

走る︒

十旧1園私はわざと一さつの書物を
︿略﹀︑あの青年ははいると

床の上に投げて置きました︒

掘っておいて︑それにくさりをつけ

十旧4園

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

さうして新上屋の主人に︑

て此のトラクターで引くと︑︿略﹀︒

十一734

上に置きました︒

︿略V︑すぐ知らせてもらひたいと頼

十一153 のぶ子さんは︑成績物が返
るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

んでおいた︒
便︷且上﹈二百山ハ十五

き︑何の山︑何の川︑一木一草に至

︿略﹀︑

るまでも歴史あり古歌あり︑︿略﹀︒

ところが太陰暦は︿略﹀︑

いてくれ︒

よく此の胸を服属えてお

日を一年とし︑普通四年毎に一日の
うるふ

十一936園

三年にならないうちに一箇月の閏を

十二捌7園

閏をおくことになってみる︒

十一931囚囚

年の終におまとめになるのださうで
す︒

︿略﹀︑私のは置場所をきめ

ておかなかったので︑大方なくなつ

十一158

てしまひました︒

十一164囹 成程︑かういふ風に分類
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おくびょう一おくれる

八516 にいさんが奥の間に︑餅を並
おく
﹇臆病﹈︵形状︶1 臆病

べる所をこしらへてみた︒
おくびょう

奥深い

八佃7 乃木大耳は幼少の時︑膿が弱
﹇奥深﹈︵形︶1

おく
く︑其の上臆病であった︒

︽ーク︾

おくふか・い

十829 馬屋の前を通ってだんく奥
深く進むと︑いよいよ石炭を掘って
みる虜へ來ました︒
おく
﹇奥町﹈︹地名︺1 奥町
おく

おくまち
こだま

七356国 町に大山通・乃木町・奥
町・見玉町などと︑日露古学の時の

奥行

大聖方の名を取ってつけてあるのは
﹇奥行﹈︵名︶1

面白いでせう︒

おくゆき

︵四︶1

送り

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

十二期4 かくて又幾年かたつうちに︑

から ふ と

﹇送来 ﹈

十間といふ深さに達した︒

︽ーレ︾

おくりきた・る
來る

十64図園 皇湾・樺太など︑遠方よ

︵四︶1

送り

り送り來れるもあれば︑枯損ずるも
の多かるべきに︑︿略﹀︒

﹇送申 ﹈

ーレ︾

日は雲のあひだからや

さしいかほを出して︑あたたか

四397

其の後間もなく死んだ

な光をおくりました︒

四793
のです︒︿略﹀︑私が風の音を
こうつとさせてやりましたら︑
送って行く人が﹁︿略﹀︒﹂とい
ひました︒

義仲からは折りかへし返事が

あって︑︿略﹀︑木曽の家につたはつ

六556
てるた大切な刀を送ってよこしまし
た︒
はぶたへ

七83図 輸出品の主なる物は︑生綜
と羽二重とにして︑︿略﹀︑羽二重は
フランス・イギリス等に送る︒

船から陸あげした荷物は︑

めるのをまとめて︑それぐへ送る
のです︒﹂

比較的早く印刷したるものをば地方

十ニー92図 但し大新聞にありては︑
かく

版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒

使って︑實際の注文に些しては粗悪

十二2210 ︿略V︑見本には精良な品を

八棚7園食った物をこなして︑之を
血の製造場へ送るのが僕の役目であ

なものを送るやうな事は︑︿略﹀︒

つて︑︿略﹀︒

十二662 王は ︿略﹀︑鯨生を安樂に

君等は僕を苦しめようとし

て︑此の敷日の間少しも食物を送つ

八櫃2園

其の後肝玉はコーデリヤの

さうして此虜で父王の早書

の間種々の苦行を試みた︒

後れる ︽ーレ・ーレル︾

それをひろって︑まぶしへう

もし間に合はないと︑向ふへ

始の間はあまり甲乙はなかつ

︿略﹀︑半分程の所から一騎後

れ︑二騎後れ︑つゴいて三騎までも

八89

騎後れ︑︿略﹀︒

たが︑半分程の所から一騎後れ︑二

八89

大そうおくれて着くからです︒

五928

かけはじめますから︑︿略V︒

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

つすのですが︑少しでもおくれると︑

五474

おくれる

くしから送られた五人の友と︑六年

十二943

を感じた︒

まのあたり見て︑説く世のはかなさ

︿略V︑さては野邊に送られる死者を

十一一923 しかし彼は城外に出る毎に︑

いふ︒

孝養によって鯨生を必至に送ったと

十二764

送らうと決心した︒
君等が若し僕に食物を送る

てよこしませんでした︒

八撹8園

爲に働いたといふなら︑僕もまた君
ちつ
レマン將軍も︑︿略﹀窒息

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

九373図

し居たるを︑ドイツ丘ハに獲見せられ

其の一角にそびえてみる燈塁

て︑野戦病院に送られたり︒

十246

に︑年とった燈子守が︑妻と娘と三

しかし此のま﹂に日を送つ

人で︑わびしく其の日を送って居た︒

十695園

おくれ

すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ

七386團

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ

おく・れる ﹇遅﹈︵下一︶6

り來る原稿を選揮整理し︑檜書丁窺

﹇▽でおくれ

ンへでも北京へでも送ることが出來

いません︒

︿略﹀︑仲間の者が國へ送る 十㎜3図 天養いはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

ます︒

七712圏

念書の志の動かすべからざるを知り︑
けい

金をあづかって︑此の財布に入れて

十悩5園

公は此虜にうつされてから一
歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十伽2

てるるのだ︒

へ送って︑適當に暖めるやうになつ

其慮から熱い湯を管で各室

之を刑場に送らしむ︒

代金は二口合はせて月末に

ニツイタハデムキモウニ○

來たのでございます︒

七言5国
オクレ

七餌3團

送ります︒

申︽1︵シ︶︾

おくりもう・す

十一悩1魍國 此の手紙と一しょに︑

其のうちに糟葉書や窮眞帖

送られたさうである︒

眞等と共に之を印刷部に送る︒

たく

です︒村役場で︑村内の家々から納

へ納めれば︑よいのですか︒﹂﹁さう

かう

八808圏﹁縣や國の税も︑村の役場 十ニー74図 さて編輯部にては刻々集

を送りますから︑ゆっくりごらん︒

八744困

﹇▽おみおくり ・ ま り お く り ・ み

オクル

︽ーッ・ i ラ ・ ー リ ・ ー ル ・

お

給葉書をたくさん小包にて送り申候︒
おくり

送る

﹇ 送 ﹈ ︵ 四 ・五︶26

おくり・みおくりにん
くる

おく・る

おくれる一おごそか
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後れて︑︿略﹀︒

八91 ︿略﹀︑つゴいて三騎までも後
れて︑もはや信作と耕造の二人だけ
の競走となった︒

︽ーレ︾

﹇御呉﹈︵下一︶3

おくれ

ぬかれて︑一二間も後れてしまった︒

てるたが︑どうしたのか急に相手に

十一556 初は雲間以上も相手をぬい

る

おく・れる

の子どもに︑﹁︿略﹀︒お前たち

四 9 0 6 圏 母 は泣きながら二人
が大きくなったら︑此のかたき
信吉はび っ く り し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

を取っておくれ︒﹂といひました︒
八888園
﹁︿略﹀︒もう一つ 何 と か 言 っ て お く

れ︒﹂といって︑娘を引きよせて︑
﹁︿略﹀︒﹂

言っておくれ︒

まき上げると︑乗ってみた象つかひ

象がそれを下して接て地に置

は桶の中へはいってしゃがんだ︒

六876

と
下士官が︑甲板の吐水口から

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立
上った︒

九653
ふき出る海水を︑桶に汲んではどん
ばく

家屋・橋梁・船舶・電

りやう

く流すと︑︿略﹀︒

御要氣

九33囲

おとうさんはじめ皆様お元

氣で何よりです︒

平生甚だ御達者にて︑近

お子

來は殊に御元氣のやうに承り居り候

十号4圖團

﹇御子﹈︵名︶2

事とて︑︿略﹀︒．

おこ

先生は﹁あなた︑此のお子

が返事をしないのは︑あなたの口が

八908園

おこ・す

﹇起﹈︵四・五︶8 起す

サ・ーシ・ース︾

︽一

さて︑心の中に︑義貞今天皇
ほう
の御ためにいくさを起して︑賊臣北

七201

︿略﹀︑大紫の父はうす暗い中

條をほろぽさうとしてるます︒

でう

八相9

せんがくじ

に大將を起して︑往復一里齢もある

たかなは

世の中にはお金の有飴って

高輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

十534囹

みる人もあるが︑又何か事業を起さ

十二466図

うと思ってみる人で︑お金のない人

もうくと立ちこめる白煙の

見えないからです︒︿略﹀︒﹂と言は

十佃10

間から見ると︑すさまじい波を起し

いでや︑行幸の路に待受

て︑鯨は海底深く沈んだ︒

ました︒

︿略﹀︑︿略﹀我々は︑︿略﹀︑

又産業組合を設けたり︑慈

うつ

越前守は早速門をしめさせて︑

御めぐみ深き大君の

九411図圃

膨みことの

乃木大福はおごそかに︑

ておごそかに︑天芝﹀︒﹂と申し渡し

見物人一同の所名前を書取らせ︑さ

八418

おごそか ﹇厳﹈︵形状︶4 おごそか

りして泳ぎ廻ってみる︒

を起したり︑背びれを水上に現した

十一一791 ︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

善事業を起したり︑︿略﹀︒

十一描8

段感謝の念を起すこともない︒

又之を考案した昔の人々に吊して別

十一785

け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

それから元庵様・不昧軒様︑ 十個2世吉

僧は驚きて︑﹁お志は有難

一そう研究を進められた︒

二代つゴいて︑其のお志をおつぎに

九228圏
なり︑

十665園

いが︑そんなりつばな鉢の木をたく
のは︑どうぞ止めて下さい︒﹂

﹇御心安﹈︵形︶1
︽ーイ︾

おこころやす・い
お心やすい

父が今年八十八になりまし
たので︑上る二十五日に︑お心やす

二世5団

い方にお出でを願って︑ほんの・いぼ

オコシ

﹁オコシノモノハナン

﹇御腰﹈︵名︶一

﹇▽そういんおこし

かりの祝を致したいと存じます︒
おこし

一486園

デスカ︒﹂﹁ニツポンーノキビダ
ンゴ︒﹂

がある︒

れた︒

先生は﹁何なら︑あのお子

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

←における

﹇御岳﹈︵名︶2 お志
ふまいけん

ざいます︒﹂といはれた︒

を今日一日お連れになってもようご

八946囹

で︑一として杉を用ひざるなし︒
オケイコ

叔母上様
ヲケヤ

おこころざし

タイサウノトキアルキ出

︹御稽古﹈︵名︶3

おけいこ

おけいこ

三363

スノハ左ノ足デ︑オケイコ
ノトキアゲルノハ右ノ手デ
ス︒

︿略﹀︑御前様御ひまの折︑

﹇御怪我﹈︵名︶1

く候︒

おけが

皆様におけがもございませ
竹子

︹桶屋﹈︵名︶一

九月七日

おける

タガヲカケカヘマシタ︒

ヤガ來テ︑手ヲケヤタラヒノ

三658私ノウチヘキノフヲケおこし

おけや

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

五833圏

おけが

裁縫のおけいこに御仕立て下された

下欄5圏団

で書き方のおけいこをしました︒

八897園聞えるなら︑もう一つ何か 五164 學校からかへって︑新しい筆

け・ひとておけ

おけ ﹇桶﹈︵名︶7 をけ 桶←てお
五108 酒が出図ると︑みことはそれ
を八つのをけに入れさせて︑土岐の
大蛇の早るのを待っていらっしやい
ました︒

五113 間もなく大蛇が來て︑八つの
頭を八つのをけに入れて︑其の強い
酒を飲みました︒

六873 象が大きな桶を鼻で頭の上へ
まき上げると︑乗ってみた象つかひ
は桶の中へはいってしゃがんだ︒

六874 象が大きな桶を鼻で頭の上へ おげんき ﹇御元気﹈︵形状︶2 お元氣
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おこたり一おこる

りつたふれば︑ 彼かしこみて謝し
まつる︒

九674朝日にかゴやく軍艦旗が︑海
風にひらめきながら︑しっくと上
つて行く様は︑實におごそかなもの
である︒

しよく

十一麗4図引 いしずゑ固めし蜀漢
の國︑ 漢中王はおごそかに 帝の
位をふませ給ひぬ︒

おこたり

﹇怠﹈︵名︶1 怠
ひでよし

十一238図待ちまうけたる秀吉は︑
ぴ は

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

を構へ︑諸將を配置して防備をさを
さ怠なし︒

おこた・る ﹇怠﹈︵四︶2 怠る ︽i

︿略﹀︑お子どもしゅうは此

﹇行﹈︵名︶2

行

の腹の下でお書ねをなさると申しま

六895園

す︒

おこない

りっぱな人の紹介状よりも︑

何よりも︑本人の行がたしかな保謹

十悩4園
です︒

十一217

裁判を行ふのは判事の職務

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

であり︑︿略V︒

十一224

はれない︑平和な︑秩序正しい世の
若し裁判が無いとしたら︑

中にするのが其の目的である︒

十一226

私は永遠に生きてをる︒

を行ひ︑一暴に江戸を乗つ取る手は

十二悩9月の十五日を期して総攻撃

︽ールル︾

これ世に温麺版と落せら

行はる

翌十四日の二見は︑芝︑田

ずである︒

十二伽3

町の薩摩屋敷で行はれた︒

十﹇欄4図

おこなわ・る ﹇行﹈︵下二︶1

しかも其の孚は︑力の強い者やわる

人々相互の孚がはてしなく行はれて︑

がしこい者が勝つことになるであら

又他人の物を盗んだといふ

やうな犯罪があった場合には︑三家

十一199

むかし神武天皇がわるもの

じんむ

おこま・る ﹇御困﹈ ︵五︶1 おこまる

事なりとす︒

國に行はる〜は︑實に此の時よりの

る﹂ものにして︑一切纒の導く我が
う︒

若し又裁判が公平に行はれ
ぬとしたら︑せっかくの法律もねう

十﹇228

は其のやうな不法な行が再びされな
いやうに︑︿略﹀︒

行

ちが無くなり︑我々は安心して生活

﹇町尽﹈︵五︶1

ひ蓋くす ︽ーシ︾

おこないつく・す

することが要図ぬであらう︒

︽ーリ︾

たことがある︒

ものどもが強くて︑おこまりになつ

どもをこせいばつになった時︑わる

︿略﹀︑これが成長して︑切 五185園

かうして出戸たゴムは︑各
りロつ

ツタトイヒマス︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二366ソレカラコノ人ノ田舎

テハイケマセン︒

二355園 モチハタイセツナオ米
デコシラヘタモノデスカラ︑イ

近來床の敷物や︑道路にも おこめ ﹇納米﹈︵名︶2 オ米
此の方法は各國民の間に︑

されば珍しき事件の起り

る︽ーッ・ーリ︾

おこ・る ﹇怒﹈︵五︶1一 オコル おこ

ガナイテヰマシタ︒ハチガキ

一163カニガシニマシタ︒コガニ

一165

クリモキイテオコリマシ

ハチガキイテオコリマシタ︒

テ︑ナクワケヲタヅネマシタQ

十二988園私は行はうと思ったこと

いくが其の教をまじめに行ふ所に

十二991園私のなくなった後も︑め

を語り蓋くした︒

を行ひ蓋くし︑語らうと思ったこと

しが︑︿略﹀︒

く嚢責することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十西尾47図

のであるが︑︿略V︒

廣く又極めて長い間行はれてるたも

十﹇669

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十一543

國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

十一537

付を行ふまでには五六年もか＼る︒

十一519

十二988園私は行はうと思ったこと
を行ひ墨くし︑語らうと思ったこと
を語り蓋くした︒

九8210図圃ちいさんく略V︑ 互いな
おこな・う ﹇行﹈︵四・五︶19 行フ 行

ラ︾

ふ

︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

る石横たへて︑ なほ怠らずこつ

七絶5図彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其

さしげつト

此の時く略V︑衛兵隊は捧銃
鳩を通信に使ったのは︑鯨程

裁判は事件の輕重によって︑

又地方裁判所で行はれた最
審院にと順次に上訴する︒

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

十一213

れる︒

最初塵裁判所又は地方裁判所で行は

十﹇2010

常に成皿に行はれたが︑︿略﹀︒

古い時代からの事で︑殊に一時は非

十549

の敬禮を行ひ︑︿略﹀︒

九671

秋季皇露虫ヲ行陰圧ラル︒

ノ中日二︑春ハ春季皇霞祭︑平地

クワウレイサイ

くと︑ 何をか常に刻みみる︑
︿略﹀︒

御言葉

も︑彼は土地の事情を研究すること

十二874図︿略﹀︑か＼る中にありて

﹇御言葉﹈︵名︶1

を怠らざりき︒

おことば

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

九価7園 水兵は驚いて立上って︑し
︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ そ れ は 齢りな御言葉です︒

﹇御子供衆﹈︵名︶2

︿略﹀︒﹂と言って︑ ︿ 略 V ︒

おこどもしゅう

六893園 なれますれば︑お子どもし

お子どもしゆう
ゆうのお守も致します︒

おこる一おさしず
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タ︒

一167
タ︒

がて忠臣の起りて勤王の兵を墨げ︑

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞

︿略﹀︑密生した樹木の枝と

喜の聲はどっと起つたQ

え上げたるなり︒

十一663

火縄一本の煙草ぼんのまはり

の道を求めた︒

十一一価8 そこで海外に移住しても外
はい
國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

斥されるやうなことも起って來る︒

せき

りよ

おころりよ ﹇▽ねんねんころりよおころ

八溜5国 ︿略﹀︑母が私に︑お友だち

おこわ ﹇御強﹈︵名︶1 おこは

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

十一588

て上げようと申します︒

起らば起れ︑驚かじ︒

海まき扇ぐるたつまき

起らば起れ︑驚かじ︒

さへて︑﹁きっと此のかたきを

四911︿略V︑十郎はなみだをお

旧い水たまりを歩くと足のう

取って見せます︒﹂と答へました︒

らがぬるりとした︒おさへて見たら︑

七125

人夫は其の男のたもとをおさ

小さなかれひであった︒

ひでよし

をさをさ

へて︑﹁まあ︑お待ちなさい︒落し

七672

︵副︶1

た物は︒﹂

おさおさ

は

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

び

十一237日待ちまうけたる秀吉は︑

を構へ︑諸將を配置して防備をさを

さ怠なし︒

オザシキニアカリガツイテヰ

マス︒

四407

おかあさんがく略V︑下女

さうして日夜次々に起って おさしず ﹇御指図﹈︵名︶1 おさしづ
來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

十二954

話又は電信にて通知し要る︒

は通信員ありて︑事件起れば直に電

十二ー72図

おざしき ﹇御座敷﹈︵名︶一 オザシキ
讃者に報道せらる︒
は
﹁384 オチヨサンノウチデハ︑
此の外︑︿略﹀特派員又

パに起りし事件も僅か一両日にして

︽一へ︾

海まき上ぐるたつまき おさ・える ﹇押﹈︵下一︶3 おさへる

枝がすれあって起つたりした自然の

も︑

十一828図翻

も︑

十一828図圃

火から︑火種を取ったものであらう︒

こっていへば︑おこって答へる

起

﹁何で笑った︒﹂﹁︿略﹀︒私ど

もだって︑大ぜいしてか＼れば︑あ

六301

のです︒

四336園 こちらでやさしくいへ
ば︑向ふでもやさしく答へ︑お

ば︑おこって答へるのです︒

四336園 それが山びこです︒こ 十枷9図折しも起る﹁君が代﹂の奏
樂︒
ウスモキイテオコリマシ ちらでやさしくいへば︑向ふで
十罵10図 高徳此の故事をひきて︑や
もやさしく答へ︑おこっていへ

二47ーワルイオヂイサンバ又コ
ノゥスヲカリニキマシタ︒サ
ウシテ米ヲツイテミマシタガ︑
ヤツパリキタナイモノバカリデ
マシタ︒又オコツテ︑ソノウス
ヲワツテ︑火ニクベテシマヒマ
なた方に負けません︒﹂虎はおこつ

シタ︒

て︑蟻をふみつぶさうとしました︒

︽ーッ・iラ・ーリ・ール・ーレ︾

おこる

二766 ライクワウハ︿略﹀︑タチ

る

おこ・る ﹇起﹈︵四・五︶19

ヲスルリトヌイテキリツケマシ
タ︒シユテンドウジ ハオコツテ
クルヒマハリマシタ ︒

ききん

き
此のまこころが神のおぼしめ 十一伽5図然るに︑此の度は近畿地
方に大飢饅起り︑人々の困苦は前の

六848

しにかなったのであらう︑一夜大暴

出水の比に非ず︒

三10一 ネコデモソバ ヘクルト︑

オヤドリハオコツテケヲサカ

風雨がおこって︑海はわきかへった︒

されば珍しき事件の起り
︿略﹀︑やがてあまねく内

るもの起りて︑こ＼に始めて我等の

外の事件を報ずると共に時事を論ず

十ニー52図

し時︑︿略﹀︒

ところが或夜大地震が起って︑ 十二ー46図

ダテマス︒

七998

人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

四162 白ウサギハ︿略﹀︑﹁オマヘ

タチハウマクワタシニダマサ

九664

たるを︑︿略V︒

生活に切實なる關係を有するものと
起つた事で︑︿略﹀︒
ばく
はなりぬ︒
九3610図 レマン將軍も︑詩想の爆獲
ちつ
十ニー59図 く略V︑今や遠くヨーロッ
によりて起れるガスの爲に窒息し居

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

しもつけ

これは今から百三十年ばかり

聲は天地にひ望きました︒

一バン

九281

レタナ︒︿略﹀︒﹂トイツテワラヒ
タイソウオコツテ︑

マシタ︒ワニザメハソレヲキク
ト︑

シマヒニ居タノガ︑白ウサギ
ノ毛ヲミンナムシリ取ツテシ
マヒマシタ︒

友だちでも居るのかと

おもって︑﹁おうい﹂とよぶと︑

四312

には︑人の山が出來て︑いろいろの

支那の宋朝の末︑北方に元

﹁おうい﹂といひ︑﹁だれだ﹂と

︿略﹀︒

といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑

十968図

話が出る︒笑ひ聲も起る︒
そう

正太郎がおこって︑﹁ばか﹂とい

いふと︑﹁だれだ﹂と答へます︒

口まねをします︒

ひますと︑又向ふで︑﹁ばか﹂と
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おさしだし一おしい

﹇御差出﹈︵名︶1

お差出

をしておはたらきになりまし

や手つだひのものに︑おさしづ
た︒

し

おさしだし

おさす

︽一

七慣7團 去る三日にお差出しの縞物
﹇御差﹈︵五 ︶ 1

三十反︑本日無事に着きました︒
おさ・す

治む

︽ーム

︿略﹀︑孔子大いに之をう

﹇治﹈︵下二︶2

ル・ーメ︾

おさ・む

十一54図
れひ︑如何にもして國家を治め︑萬

古のふみ見るたびに思

民の苦を救はんものと︑︿略﹀︒

十ニー4図圏

修む

八807園

村役場で︑村内の家々から

納めるのをまとめて︑．それぐへ送
るのです︒

どのうちでも︑納める金高
それにつれて︑つり床は正し

は同じですか︒

八809囹
九631

く一定の場所に納められる︑すべて
の窓や出入口は開かれる︒

﹇修﹈﹇▽おおさめる

けました︒

信吉にはおとよといふ今年十

おし
おし ﹇唖﹈︵名︶2 唖 唖

一になる女の子があるが︑生れつき

八835

唖なので︑︿略﹀︒

おし

信吉にはおとよといふ今年十

一になる女の子があるが︑︿略V︑唖

八836

の學校に入れてある︒

おし ﹇惜﹈︵形︶5なごりおし

四月十日

叔父から

アナタハオナサケブカイ

﹇御幸﹈︵名︶一 オシアハ

松太

叔父爲朝の弓のやうな強い

おじ ﹇伯父﹈︵名︶2 叔父．
ためとも

郎殿

おしあう

セ

おしあわせ

且vねじあいおしあう

九96国

弓なら︑︿略﹀︒

王は其の治めてみるイギリ 六377園
おさめる

﹇御凌﹈︵名︶4

ハヤクカホヲアラツテ︑

四211囹

をしい

惜し

縫方デスカラ︑後ニハキツト
オシアハセノヨイコトガゴザ

﹇惜﹈︵形︶4

イマス︒

おし・い

朝︑おさらひをすましてから︑

五321圃本のおさらひすました後は

春子とつくしをつみに行きました︒

五142

シマセウ︒

ニイサントーシヨニオサラヒヲ

三48

オサラヒ

おさらい

スを三分して娘たちに與へ︑︿略V︒

十二6510

︽ーメ︾

︽一 おさ・める ﹇治﹈︵下一︶1 治める

おのが治むる國はいかに

﹇修﹈︵下二︶1

ふかな︑
と︒

おさ・む

納める

おのれを修めて人を安

﹇収﹈︵下一︶10

︽ーメ・ーメル・ーメレ︾

おさ・める

んず︒

十一77図面

五35 ﹁︿略VQせきはあれにしま メ︾

シ︾

す︒﹂といって︑此の間からあいて

︽ ーッ・ール︾

﹇御授下﹈︵五︶2

みたせきをおさしになりました︒
おさずけくださ・る
おさづけ下さる

八778園﹁おとうさん︑此の雪降り

︿略﹀︒

さきに納めさせた白木綿を返し︑

八335昔朝鮮に一人の婦人があって︑ 八439 越前守は再び一同を呼出して︑ おさらひ
子どもをおさづけ下さるやうに︑朝
晩神様にいのってゐました︒

八345 婦人は︑これは珍しい︑神様

に︑何所へお出でになりますか︒﹂

是非今日のうちに納めなけ

枝につるしたぶらんこ遊︒

おさはり

おし←しりお

其の後おさはりもございま

﹇御障﹈︵名︶1

六佃3圃

おさわり

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

そこで一年ましに田がふえた

いやく︑弓が惜しかった

十﹇721園 ﹁︿略﹀︑さつき御出かけ

がこひしくなったか︒

九脳8園命が惜しくなったか︑妻子

のではない︒

六375園

上った年の冬︑死んでしまった︒

が︑をしいことに︑庄屋は池が出來

五761

おしい

八784園今日までに納めないと︑役 八49 僕がえんがはへ机を持出して︑ い ︽ーイ・ーカッ︒ーク︾εおなごり

ればなりません︒

八782園

がおさづけ下さったのはこれに違ひ
オサタウ

﹁役場へ税を納めに︒﹂

﹇御砂糖﹈︵ 名 ︶ 一

ないと思って︑︿略﹀︒

おさとう

ニ603囹 オカアサン︑ソノオクス
リハ ニガウゴザイマスカ︒ニガ

場によけいな手敷をかけることにな

それをみんなうちで納める

﹇押﹈︵名︶1

せんか︒

國の税は勿論︑縣の税も村 おし

七川6囹

し・ひとおし

來ども二百人に挺を持たせてかけつ

下になっては居られぬかと存じ︑家

上様をはじめ皆様︑おしの

の税もみんな大事なもので︑之を納

納めれば︑よいのですか︒

八805園縣や國の税も︑村の役場へ

めることは里民の務です︒

八803園

のですか︒

八789園

ります︒

をさまる

イナラ︑オサタウヲ入レテオア
﹇治﹈︵五︶2

ガリナサイ︒

︽ーッ︾

おさま・る

十287 二日たって︑天心も晴れ︑波
浪もをさまった︒

十麗5 昨夜の風雨は名残なくをさま
つたが︑海面にはまだ波のうねりが
高い︒

おじいさま一おじいさん
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の途中︿略﹀︑御立寄り下さいまし
た︒﹂﹁それは惜しいことをした︒ど

うかして御目にか﹂りたいものだ
が︒﹂

おじいさま ︹御祖父様﹈︵名︶1 おち
い様

一ピキカツテ︑タイソウカハイガ

二535

た︒

た︒

︿略V︑ワルイオヂイサンハ

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへてやりまし

三167

おちいさんはわらひなが

そこへきました︒

︿略﹀︑うらしまはたちまち

いただくつもりです︒
三466

白がのおちいさんになってし
まひました︒

四57おちいさんがこの柿の

取ってそなへるつもりです︒

て居ました︒

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

んが︑一人の娘を中において泣いて

五84

﹁なぜ泣くか︒﹂とおたつねに

ゐました︒

なりますと︑おちいさんが︑﹁私ど

五88

もにはもと娘が八人ございました︒

いっか大そう雨のふるばんに︑

おるす居はおちいさんと私だ

︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を

買が來て︑卵を七つ買って行きまし

六21 おちいさんが庭にほしてある
もみをかへしていらっしゃると︑卵

けです︒

六18

むすこの所へ出した封書や︑︿略﹀︒

年取つたおちいさんが︑遠方に居る

五941

遠足かね︒﹂といって通りました︒

つつみをしょって來て︑﹁皆さん︑

に來るおちいさんが︑紺のふろしき

︿略﹀︒﹂
三282 ︿略﹀ほそい竹の子は︑い
五388 此の時私どもの村へよく物責
まに竹になったら︑おちいさん

さんについてかへりました︒

ヨイオヂイサンハタイソ 三234 二人はよろこんで︑おちい

長さんのおちいさんやおばあ
さんを其のわかい時から知つ

四468 よみ手はおちいさんで︑
トウトウシバラレテシマヒマシ
ツテヰマシタ︒
取手はく略V四人と︑友一と友
−
二426 ヨイオヂイサンガソコヲ タ︒
三145 ゆふはんがすんだあとで︑ 一のあねの道子です︒
ホツテミマスト︑土ノ中カラ︑
四743 私は東の村の今の村
おちいさんが二郎にたつねまし
オカネヤタカラモノガタクサン

ワルイオヂイサンバソレ

デマシタ︒

二433

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ

九253園 歓庵様は佐藤の家の農學の
本をお開きなされ︑元庵檬はおもに
マシタ︒

二445

シタ︒

二442 オヂイサンバ ハラヲタテ 三232 そのとき正一のおちいさ
んが︑たきぎをうまにつけて
テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ

高峰と農業との關係をお調べなされ
たが︑おちい檬の不昧軒様はまた︑

オヂイ

地質や鑛物の方で新しい獲見をなさ
れた︒

﹇御祖父﹈︵名︶43

ウカナシガツテ︑犬ヲウヅメテ︑

おじいさん

サン おちいさん
ウエマシタ︒

キマシタ︒

ヨロコンデ︑

二473 ヨイオヂイサンバソノハ 四54︿略V︑おちいさんが私の
ぶんにつぎ木をして下さった
ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ
のださうです︒

ノゥスヲカリニキマシタQ

二463ワルイオヂイサンバ又コ

タ︒

ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ．

二454ヨイオヂイサンバソノ木 に︑あれで竹うまをこしらへて

ソノ上二小サナマツノ木ヲ

一393 ハヤクカヘラナイト︑オヂ
イサンヤオバアサンガシンパイ
ナサイマス︒

一44一 ムカシムカシ︑オヂイサン

トオバアサンガアリマシタ︒
一444 オヂイサンハヤマ ヘシバ
カリニ︑オバアサンバカバ ヘ
センタクニイキマシタ︒

一47一 オヂイサンバソノコニ︑

モモタラウトイフナヲツケマ

バ

木をついでいらっしゃる時︑

二48一 オヂイサン

︿略V︒

シタQ

ソノハヒヲザル馬入レテ︑

た︒

﹁︿略﹀︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

四64その時おちいさんは﹁孫

七935 おちいさんにきいたら︑︿略﹀︑

しゃいました︒

のばして︑﹁もうお書かな︒﹂とおつ

六38

四了8 この二十五日はおちいさ
んのめい日ですから︑たくさん

しゃつたといふことです︒

へのこしてやるのさ︒﹂とおつ

サントワルイオヂイサンガア

ヲマツテヰマシタ︒

ノボツテ︑トノサマノオカヘリ

ハヒヲカキアツメテ︑カレ木ニ

二507 ワルイオヂイサンバ コノ
ハナシヲキイテ︑ノコツテヰタ

一一412 ムカシムカシ︑ヨイオヂイ
リマシタ︒

二413 ムカシムカシ︑ヨイオヂイ
サン．トワルイオヂイサンガア
リマシタ︒

二414ヨイオヂイサンバ犬ヲ
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おしう一おじぎ

此の日はよく大風が吹くから︑厄日
といって︑農家ではことに心配する

上様
教

其の後宣長は絶えず文通し

﹇教﹈︵名︶7

十一767

おしえ

て眞淵の教を受け︑師弟の關係は日

のださうだ︒

七941 ﹁どうかひどい風にならなけ

七946

﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ

おやゆびとこゆびのほかには

︿略﹀︒﹁あれが北上川だ︒汽車は此

上野騨から青森行の列車に乗った︒

と走るのだ︒﹂と教へて下さった︒

の邊からあの川について︑北へく

ながないのです︒﹂とをしへて
スルト神様ハ﹁︿略﹀︒早ク

やりました︒

四202

八301

此の時太郎が︑炭はどうして
焼くのかときくと︑其の男はていね
いに教へてくれた︒

すると或夜ゆめの中に︑明日

第二十二

唖の学校

︿略﹀︒

兄は私に﹁荘吉︑お前はおと

にいさんは﹁此の後にかまが

かういふやうに︑暦はわ

大切なものだ︒

たしたちに日日の事を教へてくれる

十一919園

みるのだ︒﹂と教へて下さった︒

送って︑適當に暖めるやうになって

ある︒其虜から熱い湯を管で各室へ

十悩7

精一ぽいに働いた︒

束ねては運び︑運んでは又束ねて︑

︿略﹀︒私は教へられた通り︑雑木を

うさんのかった雑木を︑かういふ風

十422

に束ねて運んでくれ︒﹂といひなが

一日と親密の度を加へたが︑︿略﹀︒

川へ行ツテ︑シボケノナイ水
デカラダヲアラツテ︑ガマノ
ホヲシイテ︑ソノ上坐コロガ

ら︑生木の枝で雑木を束ねて見せた︒

ればよいが︒﹂と︑おちいさんが言
一切纏は︑佛教に關する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑此

レ︒﹂トヲシヘテ下サイマシタ︒

十一価6図

の教に志ある者の無二の寳として貴

っ て い ら っ し ゃ っ たが︑︿略﹀︒

て︑おちいさんはかぼちや棚につつ

︿略﹀︑父は﹁それは山び

ぶところなり︒

にいさんがく略﹀︑﹁此の近く

こです︒︿略V︒﹂とをしへました︒
六181

に︑しめちの出る所はありません

を受ける外はない︒

十一一929園此の上は聖賢を訪うて教
十二969

これまで説いた教そのも

か︒﹂とたつねますと︑︿略﹀︑栗林
の下のくぼ地を教へてくれました︒

十二989園

て別れを惜しんだ︒

まで教を受けた人々が四方から集つ

座に弟子となった︒

とく
十二985 危篤の報が傳はると︑これ

彼等は事由の教を聴いて即

四323

かい棒を入れたり︑菊の鉢を軒下に
運んだりされた︒

八514 おちいさんは大釜の火をたい
ていらっしやる︒

八532 四日目の時は︑おちいさんも
手つだってつかれた ︒

八536 其の時にいさんが﹁私にもつ
かせてみて下さい︒ ﹂ と い ひ 出 す と ︑

おちいさんが﹁とてもまだ︒﹂とお

八937

場所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

何山の何所へ行けば︑望のものをさ

又中村君には︑﹁これは級長

の山田さんです︒︿略﹀︒﹂とおつし

五47

おじぎ ﹇御辞儀﹈︵名︶2 おじぎ

はあるまいと思ひます︒

上げましても︑おしかりになること

方ですから︑此の金をあなたにさし

︿略﹀︑だんなはなさけ深い

おしか・る ﹇御子﹈︵五︶1 おしかる

︽ーリ︾

八342

十二991園私のなくなった後も︑め

づけてやるといふ神様のお告があり

のが私の命である︒

九528園 うちのおちいさんはあの人

いくが其の教をまじめに行ふ所に

っしゃつたが︑︿略﹀︒

とは前から友だちだったので︑よく

七717園
︽1へ︾﹇▽おお

ヲシヘル

ました︒︿略﹀︒さうして教へられた
教へる

﹇教﹈︵下一︶15

をしへる

おし・える

私は永遠に生きてをる︒

︽一

其の話をなすっては︑大へんほめて
教ふ

おん
此所では女の先生が︑生徒に五十音

﹇教﹈︵下二︶1

いらっしゃったものだ︒

しえる

おし・う
へ︾

の獲音を教へてるられた︒
﹁い﹂を﹁う﹂と間違へたり︑

やいました︒私ども二人はていねい

信吉は︿略﹀︑鷹接室に待つ

を︑先生は根氣よく︑何度もく教

午後⊥ハ時︑叔父さんと一所に︑

におじぎをした︒

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

先生︑私の娘にもあ＼して 八955

におじぎをしました︒

九732

教へて下さったのでせうか︒

八942園

へてゐられた︒

こん

﹁う﹂を﹁え﹂と間違へたりするの

八939

二425アル日南ハ畠ノスミ
デ︑﹁ココホレ︑ワンワン︒ココ

八637図 雪夜弟子をあつめて︑書物

ホレ︑ワンワン︒﹂トヲシヘマシタ︒
伯

を教へし時︑風にはかに吹きで︑と
﹇伯父上様﹈︵名︶2

おちいさんはわらひなが
ら︑﹁二郎︑︿略V︒あしのゆびは︑

三174

ヤツテゴランナサイ︒

二567囹 コレカラユビノクミカ
タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ

もし貫きえたり︒

おじうえさま

父上様叔父上様
上様

七167囲 四月二十三日 正男 叔父
九麗5國圏 九月二十日 正男 伯父

おじけ一おしまい
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おじけ

﹇怖気﹈︵名︶1

おちけ

五145

かへりみちに︑はなれ馬がと

下さい︒
上野騨から青森行の列車に乗った︒

九678

叔父さんは大へんだ土手が

﹁︿略V︒﹂

ひらいつみ

よった︒

ヲオシツケマシタ︒

何分今一鷹の御評議を推

して御願ひ申す次第でござります︒

十二伽6圏

次の平泉といふ騨を出て間おして ﹇押﹈︵副︶1 推して
もなく︑叔父さんは近く左に見える

﹁海の向ふに遠く見えるのが おしとお・す ﹇押通﹈︵五︶− おし通

山を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂

す

九758

下北半島だ︒﹂と︑叔父さんがおつ

八備9

がれるやうになったのは︑︿略﹀︒

おしとど・む ﹇押止﹈︵下二︶1

おし

質素でおし通して︑武人の手本と仰

︿略﹀乃木大將が︑終生忠誠

︽ーシ︾

しゃつた︒

九762叔父さんのお話によると︑此
所は名高い温泉場で︑海水浴も出町

私は叔父さんに連れられて宿 止む ︽ーメ︾

るさうだ︒

九767

かすかにふるふ手に帯劔をときて渡

九391図 やがてレマン將軍は︑︿略﹀︑

さんとするを︑エンミッヒ將軍は

叔父さんが﹁︿略﹀︑そんなに

に着いた︒

遠い所に來たやうな氣がしない

唖の學校

唖の學校

第二十二

唖の學校

︹課名︺2

八目14

第二十二

さておしまひに一ついって

おしまひの一日には︑小豆や

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

八549

置きたい事があります︒

七601圏

おしまい ﹇御仕舞﹈︵名︶3 おしまひ

八831

おしのがっこう

︿略﹀︑強ひて之をおし止めたり︒

︹課名︺2 をぢさん

おしたく

みん

船頭が﹁皆さん︑そろく

﹇御支度﹈︵名︶1

と言ったので︑

な羽織をぬいで︑着物のすそをはし

おしたくだ︒﹂

七107圓

おしたく

四目7 六 をぢさんのうち
四217 六 をぢさんのうち

のうち

おじさんのうち

ね︒﹂とおっしゃった︒

九767

ウスガオチテキテ︑サル

ツケル ︽ーケ︾

叔父さん︑此所は何所ですおしつ・ける ﹇押付﹈︵下↓︶一 オシ

中へおし出した︒

手がくつれて︑池のたまり水が村の

五741 ︿略﹀︑其の年のつゆに︑黒土

︽ーシ︾

午後六時︑叔父さんと一所に︑おしだ・す ﹇押出﹈︵五︶1 おし出す

んで來ましたので︑どうしょうかと

叔父さんが﹁此の邊が有名な

思ってゐますと︑よそのをぢさんが

大空には︑ 午 後 の 日 が ︿ 略 ﹀ ︑

こロつ

をぢさん︑勲章がふえま 九709 叔父さんはなほ言葉を斎けて︑ 一193

か︒

九695園

つた︒

那須野が原だ︒︿略﹀︒﹂とおつしや

九686

どんよりとか＼り︑地上には︑人馬

九鵬10

海軍のをぢさんがお出でにな

大手を廣げてとめて下さいました︒

五166
つて︑春子にはゑ葉書とリボン︑僕
には小刀とえんぴつをおみやげに下

おし

の死がいがく略﹀重り合ってみる︒
北風は俄におちけがついた︒
﹇押込﹈︵下一︶1

こめる

︽ーメ︾

おしこ・める

のは︒﹂

五205園

た︒

棚ガゴザイマス︒

五965

叔父サンノウチニモ︑ブダウ

切れたといって︑すぐ屋根へ出まし

五862困

んのは功七級だ︒﹂

﹁をぢさんのは︒﹂﹁をぢさ

級から功七級まである︒﹂﹁をぢさん

五204園﹁︿略﹀︒此の勲章には功一 九718

したね︒

くんしやう

さいました︒

伯父様

五172園

六598園あの中には石のらうがあっ

﹇伯父様﹈︵名︶！

て︑唐糸様がおしこめられて居られ
ます︒

おじさま

ヲヂサン

十163囲 宮本の伯父檬の所に着いた
﹇伯父﹈︵名 ︶ 2 7

のは昨夜七時でした︒
おじさん

をぢさん 叔父サン 叔父さんεき
んじおじさん

二542園 ヲヂサン︑コンヤモマタ
カゲエヲシテ見セテクダサイ︒

ウサンヲ見セテクダサイ︒

二561圏 ヲヂサン︑ハヤクセンド

叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ
ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

四218山一つむかふの村にを 六454

をぢさんのうちでは︑に 六484 ︿略﹀︑﹁之ヲ鮭ノ里蹄トデモ

ぢさんのうちがあります︒

言ツタラヨカラウ︒﹂ト叔父サンガ

四224

は 一ぽいもみがほしてあって︑

せ

町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二

言合レタ︒

六648

足のふみばもないくらみでし
た︒

い

叔父さんも相かはらず丈夫
で島々を廻ってみるから︑安心して

九34団

れました︒

父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た

四257園 今日はこんなにもみが 大キナ磁石ライタぐイタ︒
六鵬4圏 おとうさんは昨日分家の叔
ほしてあるから︑をぢさんも
をばさんも早くかへります︒
四522園 勝太郎︑東京のをぢさん

からお前の所へゑはがきが
來ました︒
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おしまいなさる一おすき

所へも配った︒
んとす︒

十一一471図

︿略﹀檜を以て第一とす

ぜらる︒唯杉に比して産額少く︑増

べし︒︿略﹀︑建築材として最も重ん

十一913圏 父は暦を持って達て︑
は更に﹁もっとおしまひの方をあけ

とく
危篤の報が傳はると︑これ

﹇御正月﹈︹呼名︺2

﹇▽ほていおしょう

て別れを惜しんだ︒
おしょう

おしょうがつ

オ正月

オ正月
オ正

オ

まで教を受けた人々が四方から集つ

十二986

殖や﹂困難なるは惜しむべし︒

﹁ こ れ は 略 本 暦 だ ︒ ︿略﹀︒﹂︿略﹀父

︽ー イ ︾

﹇御仕舞﹈︵五︶1

て御らん︒︿略﹀︒﹂

おしまいなさ・る
おしまひなさる

源氏の者どもはく略﹀︑﹁捨

てておしまひなさい ︒ ﹂ ﹁ お 捨 て な さ

六358園

い︒﹂と口々に言ひます︒それでも
正月
十三

十三

﹇御正月﹈︵名︶4

オトウサン︑モウイクツ

オ正月ノォカザリニハ︑

モウ五ツネレバ︑オ正月

ネタラ︑オ正月デスカ︒

二307園

月

おしょうがつ

一一305

義経は︑︿略﹀︑と う と う 弓 を 拾 ひ 上

惜しむ

二目14

﹇惜﹈︵四・五︶8

げました︒

おし・む
︽ー ミ ・ ー ム ・ ー ン ︾

六384 義纏に此の名を惜しむ心があ
つたので︑何時の職にも勝つたので

二311囹

ございませう︒

私も日本男子です︒何で命を惜しみ

九価9囹私には妻も子も有りません︒

二312園

デス︒

ませう︒

十196国中には︑君ぐらみの子供や︑
ドンナコトヲシマスカ︒
二325園 オ正月ガクルト︑オマ
其のおかあさんらしい人が︑今日の

別れを惜しんで︑泣きながら豆やに

ヘ

︽ーセ︾

おしよ

﹃大明の軍勢四十萬︑勢は

﹇押寄﹈︵下二︶1

ハイクツニナリマスカ︒
おしよ・す

七㎜1園

す

んじんをやったり︑くびや背をなで
︿略﹀︑ 飼 主 が 泣 い て 別 れ を

たりしてみるのもあります︒
十2110困

︽ーセ・ーセル︾

六234

爾方からおしよせて︑ちんの

はかた

間がわっか三町ばかりになりました︒

︿略﹀︒

おしらせ・する

﹇御知﹈ ︵サ変︶− お

お知らせしたい事はまだい

﹇御調﹈︵下一︶1

︿略﹀︑﹁ごめんなさい︒

エンヤラ

クルマニツンダタカラ

夏の眞書の坂道に︑

き荷車ひきかぬる 人を見かねて︑

七957図圃

重

ヤ︒サルガアトオスエンヤラやQ

モノ︑イヌガヒキダス

一544圃

す︽ーサ︒ーシ︒ース︾

お・す ﹇押﹈︵五︶3 オス おす 推

分けて︑前へ出るおばあさんがある︒

︿︒﹂といひく︑見送人をおし

七414

分ける ︽ーケ︾

おしわ・ける ﹇押分﹈︵下一︶1 おし

︿略﹀︒

と農業との關係をお調べなされたが︑

九252園 ︿略﹀︑元二様はおもに藩候

お調べなされる ︽ーレ︾

おしらべなさ・れる

のくらみにして置きます︒

ろくありますが︑︿略V︑今日は此

十789国

博多の沖は見渡すかぎり︑元 知らせする ︽ーシ︾

我が武士は敵の攻めよせるの

からおしよせた船でおほはれた︒

六796
六805

草野の次郎の如きは夜警の船

を待ちきれず︑こっちからおしよせ
た︒

におしょせて︑首二十一取って︑敵

六811

の船に火をかけて引上げた︒
みちあり

六823此の時河野の通有は︑たった
くおしよせたが︑敵の船は高くて

小舟二そうで向つた︒︿略﹀︒いよ

其の後も攻めよせる者がたえ

上ることが出來ない︒

六836

ぞいたが︑又おしよせて來るのは明

ないので︑敵は一先づ沖の方へしり

︿略﹀︑城中からうつて出て︑

らかである︒
六948

一騎も齢すな︒﹂と

どっとときの聲をあげた︒賊は﹁そ
れ︑敵が出た︒
おしよせた︒

城兵はさっと引上げたが︑二

物費は ︿略﹀︑ 凹面高くおしてや

六952

る︒

すごくと立去る僧の後影

おすき ﹇御好﹈︵形状︶2 オスキ

おいたはしいお姿︒︿略﹀︒﹂

を見送りたる妻は︑︿略﹀︑﹁あ㌦︑

十622園

おすがた ﹇御姿﹈︵名︶1 お姿

町の銀行の頭取になった︒

さうして人々に推されて︑

三十人はふみとゴまった︒賊が四方

と返書をつかはしましたが︑︿略﹀︒

警衛の兵士等は︑安芳の姿
を見ると一時に押寄せて來たが︑

十二個3

九526園

から之を目がけておしよせると︑

切りまくり︑其の勢で明の都へおし

七十1園︿略﹀︑﹃︿略﹀︒切ってく

︿略﹀︒

げしくおしよせたるに︑日本の大玉

惜しむのも︑もっともな事です︒

小西行長は一たまりもなくにげ落ち︑

︿略﹀元氣を回復した人々は︑

十289

押寄せる

よせ︑四百量地をやきはらはう︒﹂

もはや朝鮮に日本の武士は一人も居
らぬ︒︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑名残を惜しんで此の島を去つ

た︒

よせる

十999図 元の皇帝深く文天祥を惜し おしよ・せる ﹇押寄﹈︵下一︶10 おし
さと

み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

おすてなさる一おそる
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︵五︶一

お捨

オ

話様

八874園

﹇遅﹈︵形︶5

おそい

遅い

﹁ずるぶんおそく來たもの

もった雨のために︑本がすっかりぬ
れてるたので︑︿略V︒
おそ

ノニモ都合ガヨイノデアル︒

配モ少ク︑又コチラカラ敵ヲオソフ

九十7園

中尉は︿略﹀︑敵陣が間近

になったのを見て︑︿略﹀︑﹁そら︑
おそ

おそ
﹁そら︑もう一息だぞ︒襲

もう一息だぞ︒襲へく︒﹂と叫ん

だ︒

九佃7園

おそく

﹁オソナヘノモチヲマ

トニシテ︑イテミマセゥカ︒﹂

二351園

おかあさんはそれを二つにち

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし

八528

やったが︑忽ちきれいなおそなへに

秀吉は城の庭にしき物をのべ

もと居りました︒

させ︑︿略﹀︑御毫所やおそばの女ど

七欄9

おそば ﹇御側﹈︵名︶1 おそば

餅が出來た︒

なった︒
へく︒﹂と叫んだ︒
一そうの船が︑俄の嵐におそ 八529 二日目で小さなおそなへが幾
かさねか出來︑三日目からは︑のし

十2410

四771此の間さびしいおさう式
﹇遅﹈︵名︶1

が私の前を通りました︒
おそく

そくまで働いてみる︒

みる︒

おそなえ

馬の頭をそろへて︑三番太鼓
行幸飴りに遅かりしかば︑

ザリマス︒﹂

二323園

あわてて逃げんとすれど

オソナへ

ノモチモカ

開せられた風景は︑︿略﹀︑恐らく全

ルーブル博物館も一覧し

道第一の牡観であらう︒

ましたが︑りっぱな糟書丁彫刻の多

十二327囲

いことは恐らく世界第一であらうと

︽ーレ︾

﹇恐﹈︵下二︶7 おそる 恐

思ひました︒

盛る

七332図

︿略﹀︑蛇はますく強くし

獅子はもとより武士にした

づかんともせず︒

後足にて立上り︑おそれて其所に近

とす︒︿略﹀︒武士の馬はおどろきて︑

めつけたり︒今や獅子の息はたえん

七314図

にげまどへど︑︿略＞Q

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

七309図獅子の目は火の如くにもえ︑

ル

おそ・る

王は満面に笑みをた＼へな

﹁オソナヘ

﹇御供﹈︵名︶4

がら︑今や遅しと其の答を待受けて

十二683

倒されたり︒

も時既におそく︑大方はやにはに斬

十一245図

人をしてうかゴはしむるに︑︿略﹀︒

十個6図

を今やおそしと待ちかまへてみる︒

八85

︽ーカリ・ーク・ーシ︾

驚いて一しやうけんめい逃おそ・し ﹇遅﹈︵形︶4 おそし 遅し

げようとしてあせってみるが︑もう

十一572

な事ばかりしてゐました︒

十13！0園芸のか＼りはおそいし︑晩 十383 父は毎日︑兄や木びきの力藏 おそらく ﹇恐﹈︵副︶2 恐らく
せき
十一616 ︿略﹀︑突如として眼前に展
さんと︑朝早くから行って︑夕方お
のしまひは早い上に︑とかく無責任

だ︒﹂

七鵬4園

つてかへりました︒

四261 おばあさんがく略Vおとめ はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒
になりましたが︑おそくなると おそうしき ﹇御葬式﹈︵名︶1 おさう
おもって︑いただいたくりを持

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

おそ・い

檬になります︒

つしゃいますか︒娘が大そうお世話

あ＼︑あなたが先生でいら

二67園 ﹁オカアサン︑オカアサン おせわさま ﹇御世話様﹈︵名︶1 お世

バドノハナガーバンオスキデ
スカ︒﹂

二87園 ﹁アレデスカ︒アノキク

︵五︶1

ハオトウサンモタイソウオス
キデス︒﹂

﹇御摩 ﹈

︽ーイ︾

おすてなさ・る
てなさる

六361園 源氏の者どもはく略﹀︑

︽ーイ ︾

﹇ 御 座﹈

﹁︿略﹀︒﹂﹁お捨てなさい︒﹂と口々に

言ひます︒
おすわりなさ・る

﹁ ヲ ヂ サ ン︑︿略﹀︒﹂﹁ソレ

スワリナサル
二546園

オセツク

デハ・シヤウジノムカフニオス
﹇御節句﹈︵名︶3

ワリナサイ︒︿略V ︒ ﹂

おせっく
せつく

お節供

せつく

四874園 明日ハオセツクデスカ 遅い︒ふかははや十敷メートルの近
くにせまってみる︒
ラ︑念校ガピケタラ︑スグアソ
十一欄一 リンカーンがふと目を号し
ビニオ出デナサイ︒オチヨサン
た時はもう遅かった︒壁のすき間を
モオ松サンモ來マス︒
六川7園 ﹁義一さん︑それはお節供
に使ふのですよ︒﹂
せつく

ふ 襲ふ ︽ーハ・ーフ・一へ︾

八659國 おとうさんが着いた日は︑ おそ・う﹇襲﹈︵五︶5オソフおそ
ちやうど五月のお節供の日で︑日本

ノニモ都合ガヨイノデアル︒

配モ少ク︑又コチラカラ敵ヲオソフ

シタガツテ敵ニオソバレル心

九163
おせわ

人の家には︑鯉のぼりが立ってるま
した︒

﹇御世話﹈︵名︶1

めに﹁いろいろおせわになりま

シタガツテ敵ニオソバレル心 おそなへ

した︒︿略﹀︒﹂と い ひ ま し た ︒

三442園 うらしまはく略﹀︑おとひ 九164

おせわ

式

245
おそるおそる一おたずねる

がひて行かんとせり︒しかるに船長
八384

る︽ーッ・ール︾

なにげてしまったさうだQ
草野の次郎の如きは夜敵の船

におしょせて︑首二十一取って︑敵

六813

の船に火をかけて引上げた︒敵は此

﹁これ女︑其の手を放せ︒泣くのも

︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

はおそれて之をゆるさず︒

かまはず力まかせに引くとは︑情を

のいきほひにおそれて︑鐵のくさり

九367図︿略﹀︑正義の念と愛國の情
とに死を恐れざるベルギー軍の防戦
知らぬ不届者︒手を放した女が實母

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ

孚ヒテ高キ償ヲツク︒

馬が他人ノ手二二ランコトヲ恐レテ︑

九455図

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

九206

ふことで︑︿略﹀︒

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

それは日本は海國でありな

も︑︿略﹀︒

く略V︑レマン將軍は静かに︑

おそ

七603園

で船をつなぎ合はせた︒

九382園

も恐れ入ったことだ︒﹂

て教へて下さったのでせうか︒どう

八943園﹁先生︑私の娘にもあ﹂し

で︑里親は恐れ入ったといひます︒

にきまった︒﹂と申し渡しましたの

︿略﹀︑五人ノ持主各戸ノ馬

ノ費レザランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ

九4510図

償ヲ下グ︒

十一826図圏 浪にた江よふ氷山も︑
︿略﹀︑山を越えて東海岸

來らば來れ︑恐れんや︒
十二836図

︽ーイ︒ーク︾

﹇恐多﹈︵形︶2

﹁おほめにあづかって恐れ入る︒

れ多い

九鵬6

戦場の光景は實に恐しいもの

しかしとうく恐しい日が來

であったが︑︿略﹀︒

九佃10

た︒

十一一122 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき
に恐しく辛い液を出したので︑思は

これからが世に恐しい青の

ず吐出すと︑︿略﹀︒

十二悩4

一念こった不断の努力は恐

くさり戸である︒

しいものであると思ひつくと︑︿略﹀︒

十二柳10

海の波を見たばかりで︑も

おそろしが・る ﹇恐﹈︵五︶1 恐しが

る ︽ール︾

う恐しがる人もあります︒

七606園

の事があれば︑毒殺のうたがひを受

お互

署師は皆︑投馨してもし萬一 おたがい ﹇御互﹈︵名︶2 おたがひ

身をもって國難に代らうと︑おいの

六841

かめ
おそれ多くも亀山上皇は︑御 十92

おそれおお・い

に出でんとすれば︑從者の土人等ゆ

おそる

︿略﹀︒﹂と答へたり︒

﹇恐恐﹈︵副︶2

くての危除を恐れて從ふことをがへ
んぜず︒

おそるおそる

く 恐る恐る
からいと

七139
十一584

砲手はその結果を見るのを
おそれるやうに︑手で顔をおほって

でも取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

︽ーイ︒iク︾

﹇恐﹈︵形︶7

い働をして︑我が高千穗艦の名をあ

九柵3魚骨の時にはお互に目ざまし
おそろし・い

片足でおそろしい程早くすべ 九32国

﹇御尋﹈︵下一︶3 オタ

航海といふものは︑かうい ヅネル おたつねる ︽ーネ︾

おたず・ねる

紙を昨日受取りました︒

三月二十五日お出しのお手

おだし ﹇御出﹈︵名︶1 お出し

げよう︒

恐しい

おそろし

六786

七567圏

こはこはすべる者もある︒

る者もあれば︑人の手にすがって︑

い

大砲の上につつ伏した︒

何時か知らない人とも話し合
ま てがひ
ふやうになって︑大きな蛤や馬刀貝
けはしないかと恐れて︑たゴ纒過を

オソレル

見守ってみるばかりである︒

りになった︒

六柳3國何のかざりもない御神殿を

︽ーレ・

多して︑まことにおそれ多い氣がし
た︒

恐れる

ソノ大キナカホ口火ノ

恐レル

﹇恐﹈︵下一︶8

二763

ーレル︾

おそれる

おそ・れる

六542 萬じゅはおそるく︑﹁べつ
にのぞみはございませんが︑唐糸の

しばらくして兄は恐る恐る

身代りに立ちたうございます︒﹂と
申しました︒

十一一426
近寄って︑︿略﹀︑ ﹁ 一 膿 あ な た は ど
ういふ御方でござい ま す か ︒ ﹂

おそれ

﹇恐﹈︵名︶2 おそれ
ばうは て い

ヤウニアカク︑イビキハカミナ

七76図 港には防波堤ありて︑風波
のおそれ少く︑水深くして︑いかな

リノヤウデシタ︒ライクワウハ
スコシモオソレズ︑タチヲスル

ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ

リガカリニナツテ︑﹁ナゼナク

へ神様ガタが名月
い目にもあひます︒急に暴風雨が來

ソコ
ると︑山のやうな波が立って︑船は

四17一
五196園鶏の光がまるでいなびかり

今にも沈むかと思ふやうになります︒

ふ面白いものですが︑たまには恐し

のやうで︑わるものどもは目を明け

タ︒

てるることが出來ず︑おそれてみん

リトヌイテキリツケマシタ︒

る大船もきしに横づけにすることを
得︒

十108 一口又一口︑平然と藥を飲む

恐れ入

王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼
﹇恐入﹈︵五︶3

かゴやくフィリップ︒
おそれい・る

おたちよりくださる一おちはじめる

246

四19一 コノ神様モ︑﹁ナゼナク
ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ
タ︒

來は殊に御斎氣のやうに承り居り候
事とて︑此の度の御報は全く夢かと
存ぜられ候︒

五946

︿略﹀︑特別の御仁慈を以

ておだやかに事のまとまるやう今一

十二㎜2園

磨御評議下さることになりますれば︑
︿略﹀︒

︽ーッ・ーヒ︾

南ノ方ヘナガレテイキマス︒

ニツオチアツテ︑マガリクネツテ︑

三493ヤクバノヨコデ︑川ガ

おちあふ

﹁それにはどんな事が書いて おちあ・う ﹇落合﹈ ︵五︶2 オチアフ

五88 みことはく略﹀︑だんだん山 おたずね ﹇御尋﹈︵名︶1 おたつね
おくへおはいりになりますと︑おち
あったか︒﹂といふおたつねが出る

一人の娘を

いさんとおばあさん が ︑

お立て

かも知れませんが︑︿略﹀︒

﹇御立﹈︵下一︶1

︽ーテ︾

﹁殿はまだお若くて︑これ

お

狭い島國に育ち︑生活の安

︽ーク︾

﹇陥易﹈︵形︶1

四535 東京の宿屋で︑山岸の
ものと︑島國のものがおちあ
ひました︒

ちいり易い

おちいりやす・い

お だ
これより先︑秀吉は織田 十二悩8

﹇織田信孝﹈︹人名︺1

もございます︒﹂

から功名をお立てになる折はいくら

八153園

る

おた・てる

中において泣いてゐました︒﹁なぜ
泣くか︒﹂とおたつ ね に な り ま す と ︑
おちいさんが︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂

﹇御立寄下﹈︵五︶

︽トイ︾

だのぶたか

のぶたか

十一2610図

織田信孝

お

おだのぶたか

く略V︑﹁先生がどうして

御立寄り下さる

おたちよりくださ・る

1
十﹁7110圏
こ ち ら へ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略﹀︑さつき御出かけ

の途中﹃何か珍しい本はないか︒﹄
と︑御立寄り下さい ま し た ︒ ﹂

お

割へ落込んで︑とても船を通すこと

は出來ないから︑︿略﹀︒

ぢ

おちぢ ﹇御乳﹈︵名︶2 オチチ おち

﹁おかあさん︑あかちゃん

サンニダカレテ︑オチチヲノン

二246ミヨチヤンガイマオカア

デヰマス︒

におちぢをのませてちやうだ

三137園

い︒﹂

落ちつく 落着ク 落着く ︽ーイ︾

おちつ・く ﹇落着﹈︵五︶4 おちつく

がさだまりません︒︿略﹀︑今度は

四663︿略﹀︑舟がゆれて︑まと

ワシ
︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

扇が少しおちついて見えます︒

八482

十佃4

砲手の落ちついた力のこもつ

デアル︒︿略﹀︑スルドクテ落着イテ

易な樂土に平和を号しんでみた我が

オタツ

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

﹇御立﹈︵五︶3

ヰル目︑︿略﹀︑何所二︸分ノスキモ

おた・つ

國民は︑とかく引込み思案におちい
いつ

とロつ

日の正午大岩山の敗報至る︒

︽ーチ︾

立つ

だ

り易く︑奮闘努力の精神に乏しく︑

お だ

二575 アナタガオタチニナレバ︑おだのぶなが ﹇織田信長﹈︹人名︺1
きのした

ナク︑強ミが全身二・こチミチテヰル︒

とよとみひでよし

織田信長

遊惰安逸に流れるかたむきがある︒

ワタクシモタチ︑︿略﹀︒

ざうり

しかしだんく落着いて見

た窪窪に︑船ははや方向を轄じた︒

︿略V︑登山者が路に迷って危 十二532

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と おちい・る ﹇陥﹈︵五︶2 おちいる
お だ

五327 ある朝早く︑おとうさんがた 七762

十581

︽ーッ︾

ると︑此虜は時計屋の店であること

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

がわかった︒

た時のことである︒

いろくに利用する事が出來る︒

落口

聞える︒

それからにいさんと︑ざふ木

あたりは如何にも静かで︑た

まに散る落葉の音が︑かさりくと

十393

ふんで︑ねずみ茸を少し取りました︒

林へはいって︑じめくした落葉を

六161

すると橋はまん中から折れて︑おちば ﹇落葉﹈︵名︶2 落葉
﹇落口﹈︵名︶！

瀧は︑落主にあるゴート島と
落込む

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

大層天爵がおだやかにな 九2910

おちぐち

三人は水中におちいった︒

十938

瞼におちいった時︑救を求めたり︑

びへお立ちになった時︑お見送をし

なぎ

ふしぎや︑今まで荒れに荒

﹇穏﹈︵形状︶4

つたね︒

︵五︶1

︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘おちはじ・める ﹇落始﹈︵下一︶1 お

﹇落込﹈

十3210

︽ーン︾

おちこ・む

てるる仲なので︑話はおだやかに運

十二伽1
ばれる︒

しかし二人は互に信じ合つ

十一8710園

おだやかなる凪となり︑︿略﹀︒

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

九117図

おだやか

て表へ出て見ました︒

おた

おだやか

朝︑︿略﹀︑月と日が居りま おだまき ﹇▽しずのおだまき

せん︒宿の者にきくと︑﹁もうとう

六447園

﹇御達者﹈︵形状︶2

にお立ちになりました︒﹂と言ひま
す︒

おたっしゃ

つしや御達者
三343園く略V︑﹁いつもおたっしや
なことで︒﹂とおっしゃったら︑
五一ちいさんはく略﹀︒

十二4三二平生甚だ御達者にて︑近
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おちぶれる一おちる

ちはじめる

三267

︽ーメ︾

二53園

オチヨサンデスカ︑ヨ

お

オチヨサンモ石松サン

クイラツシヤイマシタ︒

四876園
オチル

︽ーチ︒iチル・ーチレ︾

﹇落﹈︵上一︶29

モ來マス︒
お・ちる

石がきの下へ出たのは︑

落ちぶ

かはがおちはじめて︑竹になり
﹇落﹈︵下一︶2

かかってゐます︒
おちぶ・れる
落ちる

ちる

︽ーレ︾

れる

れおちる・にげおちる・みなぎりおち

﹇▽ころげおちる・すべりおちる・なが

三556

︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

へ︑︿略﹀︑とんではおち︑とん

では−おち︑何べんも何べんも
かへるはく略﹀︑とんでは

とびつかうとします︒

三557

赤い扇はかなめのきは

おち︑とんではおち︑何べんも
何べんもとびつかうとします︒

四668

をいきられて︑空に高くまひ上

いろく集めた事もありましたが︑
る

十668園私はもと鉢の木がすきで︑
かう落ちぶれては︑それも無用の物

五514

潮がすっかり落ちて︑海はを

谷そこへどうと落ちた︒

かのやうになった︒

七132

しやうの強いもので︑一度種

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

七177

く︒

七211 ︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流

二人はたがひに馬を乗りよせ

れてしまひました︒

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑爾

七477

馬の間にどうと落ちた︒

さいふ

所へ行って見ますと︑革の財布が落

七649 ︿略﹀︑先程渡賃をあらそった

かは

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒︿略﹀︑

ちてるました︒

ソレガダンくアツマツテ︑ミゾニ

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所記

つて︑︿略﹀︑なみの上におちま

ロガアイテ︑

した︒

一19一 ウスガオチテキテ︑サル

ホエルト︑

信作が落ちたのにかまはず

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八114園

ろがり合ふのも今である︒

しひの實が落ちて︑くぼたまりにこ

暗さは暗し︑道はなし︑平家 八31 きのこのむらがって出るのも︑

オチル頃ニハ︑︿略﹀︒

六253

谷へ︑なだれをうって落ちました︒

人の命にはかへられないと思って︑

︿略﹀︑後のくりから谷へ︑な

だれをうって落ちました︒親が落ち

六254

れば其の子も落ち︑弟が落ちれば兄

相手を助けてやったのはえらい︒

ガオチテヰマス︒

二236圃ドコカラキタノカ︑

も落ち︑馬の上には人︑人の上には

つと屋根づたひに行って︑もう少し

水にはこれといふ形がない︒

︿略﹀︑打製にぱたくとた＼

が︑敷いてあるむしろの上に面白い

きつけると︑董の先についてみる穗

九574

い間には︑思ひの外の事をする︒

︿略﹀︒落ちる時の勢が加はると︑長

八823

み外して軒下へどうと落ちた︒

日が暮れてから︑長四郎がそ
馬︑かさなりかさなって︑ずるぶん

で雀の巣へ手が届かうとした時︑ふ

親が落ちれば其の子も落ち︑

弟が落ちれば兄も落ち︑︿略﹀︒

六254

弟が落ちれば兄も落ち︑︿略﹀︒

親が落ちれば其の子も落ち︑
橋はまん中からもえ切れて︑

弟が落ちれば兄も落ち︑︿略﹀︒

六255
六968

八171

トンデキタ木ノハ︑ヒラヒラ
マツテキテ︑ イケノ上ニオチ

深いくりから谷が︑平家の人馬で埋
ナミニユラレテ︑

まりました︒

テ︑

うちの子ねこは

スレバ︑︿略﹀︒

三118圏

かは 六254 親が落ちれば其の子も落ち︑

ユラユラ

ガタクサンアリマス︒ユフベカ
ゼガブイタカラ︑キットクリ

二205囹コノ山ニハ︑クリノ木 方はにげ場がなくて︑後のくりから

ナカヘオチテシマヒマシタ︒

クハヘテヰタサカナハ︑川ノ

︿略﹀︒

ニー56犬ガサカナヲクハヘテ︑
ハシノウヘヲトホリマシタ︒

ヲオシツケマシタ︒

好と思ひ︑︿略﹀︒

オチャ

も の の ︑ 御 ら ん 下 さい︑︿略﹀︒

﹇御茶﹈︵名︶3

お茶

十687園 かやうに落ちぶれてはみる
おちゃ

二6一 オハナハオチヨヲザシキ
ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ
ヲダシマシタ︒
十127園 どれ︑私もお茶を一つ御ち
そうになりませう︒

十136 高橋さんは︑お茶を一口飲ん
で︑﹁︿略﹀︒﹂

おちよ ︹人名︺3 オチヨ

一一42 オハナトオチヨガオキヤ
クアソビヲシテヰマス︒

オチヨガオキヤクニナツ
筆工ナハオチヨヲザシキ

テキマシタ︒

二46
二56

まりとざ

れては えんからおちる︒

いい子ねこ︑

︿略﹀︑

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

村はつれに水車やがあり

ヲダシマシタ︒

三327

のおと︑とんとんひびくきねの

ます︒︿略V︒ざぶざぶおちる水

おちよさん ︹人名︺3 オチヨサン

一382 オチヨサンノウチデハ︑

おと︑︿略﹀︒

オザシキニアカリガツイテヰ
マス︒

おつ一おっしゃる
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やうに飛散る︒束を廻して又た＼き︑

三122

お使

す︒

お花は︿略﹀︑おつかひに

おかあさんのおてつだひをしま

いったり︑にはをはいたりして︑

穂 が 残 ら ず 落 ち て しまふと︑︿略﹀︒

九溜5 敵揮は前後左右へ雨のやうに
落ちて來る︒

十801 地下水のしっくが︑四方から

おつき

﹇御就﹈︵名︶1

おつき

松平正綱の子信綱は幼名を長

四郎といった︒九つの時から將軍の

八163

お月さ

えんがはには︑夕方から

﹇御月様﹈︵名︶2

若君竹千代のおつきになった︒
おつきさま

お月様

いもやだんごをつくゑにのせ

三781

ま

て︑お月さまにそなへてありま

ぢさんのうちがあります︒私

四222山一つむかふの村にを
はきのふふろしきつつみを持つ

それは山三川に沿うて連な

雨のやうに落ちて來 る ︒

十一一脳7

て︑おつかひに行きました︒

ふまいけん

れから元庵様・不昧軒様︑二代つ〜

そう研究を進められた︒

いて︑其のお志をおつぎになり︑ 一

すると乱雲ゆめの中に︑明日

おつげ ﹇御告﹈︵名︶1 お告

何山の何所へ行けば︑望のものをさ

八339

づけてやるといふ出獄のお告があり

ました︒

おつ・ける ﹇御付﹈︵下一︶1 おつけ

︽ーケ︾

其のいはれで︑職業の時︑

大きな手がらを立てた軍人に下さる

だ︒

五202園

勲章に︑金の鶏をおつけになったの

る

四726園 一本杉のふところから
お月檬がお上りになった︒

す︒

︽一

おつく

︽ーリ︾

次にリガンは﹁︿略﹀︑

ほんたうに姉上は私の思ってゐ

十二677園

おっしゃり足りる

此の時尊はふところのつるぎ おっしゃりた・りる ﹇仰足﹈︵上一︶1

﹇御突﹈︵五︶1

五435

キ︾

おつ・く

僕は今日學校から編るとすぐ︑

﹇御仕﹈︵五︶1

會社へお使に行って來ました︒
おつかえいた・す

昔からあった孝子のどの

︽iシ︾

︽一

る通りをおっしゃいました︒唯少し

お着く
やまとたけるのみこと

キ︾

︿略﹀︒﹂

おっしゃり足りませぬばかりで︑

三67

セン︒

センセイノオッシヤルコ

オカアサンニ︑﹁イツヒヨ

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ

二635

ノマナケレバナリマセン︒

マノオツシヤルトホリニシテ

二621囹

オクスリハ︑オイシヤサ

ル おっしゃる ︽ーイ・ーッ・ーラ・i

くわんあん

︿略﹀︑四代前の参集檬が︑

ル︾

おっしゃ・る ﹇仰﹈︵五︶42 オツシヤ

すごくと立去る僧の後影

︿略﹀︑いさみ立ってお出かけになり

九228圏

ギ︾

りっぱな書物もお書きになった︒そ

︿略﹀︑始めて当寺をお修めになり︑

夫はすぐ川を渡って︑かの男を追つ

﹁かくして下さい︒敵が追
つかけて來ます︒﹂

七884園

かけました︒

七657氣の毒なことだと思って︑人 おつ・ぐ ﹇御継﹈︵五︶1 おつぐ︽一

きになれますまい︒︿略﹀︒﹂

とても明るいうちに山本まではお着

を見送りたる妻は︑︿略﹀︑﹁︿略V︒

十624圏

ました︒お着きになりますと︑︿略﹀︒

征伐せよとおほせられました︒尊は

せいばつ

五421天皇は日本武尊にこれを

﹇御着﹈︵五︶2

を出して︑たけるのむねをおつきに

追つ

おつ・く

人よりも厚い紫雲をもつて︑父上に

﹇追掛﹈︵下一︶3

おやともしたひてお仕へ申

天皇陛下を神ともあ

われら

﹇御仕申﹈︵五︶！

なりました︒

す︒

ふぎ︑

國民七千萬は

五22韻大日本︑大日本︑

お仕へ申す ︽ース︾

おつかえもう・す

お仕へ致しませう︒

十二672圏

仕へ致す

お

おとうさんのお手紙を持って︑精米

九4910

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

が幾百人あったか知れない︒
﹇ 乙 ﹈ n ▽ こ う おつ

落つ

︽ーチ︾

うとして水中に落ち︑命を失った者

つたものであるが︑昔から之を渡ら

見るから危げな上町のかけはしを造

びやうぶ

おつ

﹇落﹈︵上二︶ 3

﹇▽ころびおつ

お・つ

十977図 然るに元軍の勢いよく盛
にして︑宋軍到る庭に敗れ︑皇帝・
皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

ぎ
十七8図 主上さきに笠置におはせし
置も落ちたる由風聞ありしかば︑力

時早くも義兵を墨げしが︑︿略﹀︑笠
なくて止みたり︒

おっか・ける

十一2410図 されども不意を討たれし
俄の軍に︑︿略﹀︑清秀は討死してと

義家はせ中のうつぼから︑か

︽ーケ︾

かける

おつかひ

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

りでは落ち︑職は午前のうちに終り
おついで

五797
﹇御序﹈︵ 副 ︶ −

ぬ︒

おついでに
に

﹇御使﹈︵名︶3

おついでに野田君や山口君にもよろ

十792圏 どうか御爾序奏によろしく︒
しく︒

おつかい
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おっしゃる一おっしゃる

來た︒﹂と︑又おとうさんがおつし

九728

︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

ね︒﹂とおっしゃった︒

ぎて︑やがて一図だ︒よくねた

いちのせき

せんだい
か︒﹂と聞くと︑﹁仙塁はとっくに過

五291此の間町のをばさんがいらっ 七934 やはり二百十日だ︒風が出て 九699 ﹁叔父さん︑此所は何所です
しゃつて︑﹁こんなしっかな所でく
やった︒

コが出マスカ︒﹂トキキマスト︑
﹁二十日バカリタツト出マス︒﹂
らしてみたい︒﹂とおっしゃいまし

﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ

て︑おちいさんはかぼちや棚につつ

七946

える山を指して︑﹁あの上に名高い

﹁おかあさん︑お天氣は︒﹂と︑

かい棒を入れたり︑菊の鉢を軒下に

金色堂がある︒︿略﹀︒辮慶が立往生
ころも

をしたと傳へられてるる衣川は︑

べんけい

とこの中からおき＼すると︑﹁よい

運んだりされた︒

すぐ此の先にある︒﹂とおつしゃつ

其の時にいさんが﹁私にもつ
かせてみて下さい︒﹂といひ出すと︑

汽車が盛岡を出て少し進むと︑

た︒

遠く左に見えるかくかうのよい山を

九743

おちいさんが﹁とてもまだ︒﹂とお

八538

お天氣です︒早く起きてお出で︒﹂

五353

た︒

トオッシヤイマシタ︒

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオッシ

三了2 アルアサ︑オカアサンガ
ャッタノデ︑見ニイキマスト︑
︿略﹀︒

た︒

﹁さしわたしが八尺もある︒﹂

とおっしゃったので︑はね起きまし

三344 いっかうちのおとうさん
が道で︑﹁いつもおたっしやな
五398

っしゃつたが︑︿略﹀︒

指さして︑﹁あれは岩手山だ︒︿略﹀︒

其の時にいさんが﹁私にもつ

あのふもとに有名な小岩井農場があ

八541

．かせてみて下さい︒﹂といひ出すと︑

るのだ︒﹂とおっしゃった︒

さっきおかあさんが︑﹁民子︑

いよく今夜一ばんになったよ︒あ

︿略﹀︑おばあさんは﹁まあ︑ついて

も︑まだだめだ︒﹂とおっしゃった

おとうさんは今朝も︑﹁も

が︑それでもとうく一日だけはつ
き上げた︒

九492囲

う二番茶もつまなくてはならない︒
こ
それがすむとやがて夏黎の上りだ︒

だ︒﹂とおっしゃって︑坐そう元氣

九787

叔父さんが﹁東京から此所ま

先生も大きな箱を持って似て︑

へお集りなさい︒﹂とおっしゃった︒

やうに︑此所で支度をして︑學校園

らいもほりをしませう︒卜いつもの

生はにこくして︑﹁今日はこれか

九778

とおっしゃった︒
じゅ
五時間目の授業がすむと︑先

い所に來たやうな氣がしないね︒﹂

うたやすく來てみると︑そんなに遠

では四百五十六哩もあるのだが︑か

九772

しゃつた︒

おとうさんが﹁せいは高くて 九758 ﹁海の向ふに遠く見えるのが
下北半島だ︒﹂と︑叔父さんがおつ

みるがよい︒﹂とおっしゃった︒

はじめて聞い

八547

れで八分通だ︒﹂と︑ねえさんにお
︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を

しゃいました︒

木の事を話したら︑

あの

のばして︑﹁もうお書かな︒﹂とおつ

六42

つしゃいました︒

五498

と先生がおっしゃいました︒

ことで︒﹂とおっしゃったら︑五
↓ちいさんは﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑

大きな手であたまをなでまし
た︒

三801 おばあさんが﹁ふみ子も
こんやはきっとあちらでこの
ごとのやうにおっしゃいました︒

月を見てゐませう︒﹂と︑ひとり

四67 ︿略﹀︑下男の太七がわら

た記念の木︑

六欄5魍昨日學校で校長に︑

うです︒その時おちいさんは

やった︒

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

﹁孫へ のこしてやるのさ︒﹂と

大事にするとおつし

おっしゃったといふことです︒

です︒

にいさんたちの分もわたしが働くの
あんばいです︒﹂と︑おかあさんが

﹁一雨々々暖になって︑よい
誰かにおつしゃつてるる時︑私は庭

六㎜8

一人つれてお出でになりました︒

五43 ︿略﹀︑先生が知らない生徒を
︿略﹀︒さうして﹁山田さん﹂とおよ

︿略﹀︑おとうさんは﹁お前に

て︑あの方の小さい時分からのお話

もさう見えるかね︒﹂とおつしゃつ

九511
へ望ました︒

おとうさんにうかゴったら︑
かもめだとおっしゃった︒

七97

びになりましたから︑﹁はい﹂と答
へますと︑﹁此の方は中村さんとい
ふ人で︑︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

ほったいもは此の中へ入れるやうに
叔父さんが﹁此の邊が有名な

をして下さいました︒

九691

よいあんばいだ︒此のもやう

なら︑今日は大したことはあるま

七928

とおっしゃった︒

た︒

那須野が原だ︒︿略﹀︒﹂とおつしや

五46 又中村君には︑﹁これは級長

い︒﹂と︑おとうさんは朝起きると

にいさん︑やっぱりにいさ
すぐ空を仰いでかうおっしゃった︒

九929園

の山田さんです︒︿略﹀︒﹂とおつし

つた︒

やいました︒

おって一おてらまいり
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んのおっしゃったやうに︑星の位置
は攣りますね︒

どうしても考へられません︒

夫

る

したが︑差上げる物はあらうか︒﹂

︽ーレ︾

八946園

御出かけ

を今日一日お連れになってもようご
﹇御出掛﹈︵名︶！

ざいます︒﹂といはれた︒

おでかけ

︿略﹀︑さつき御出かけの

﹇御手玉﹈︵名︶1 お手玉

會社へお使に行って來ました︒

おてだま

四417 たんすをうこかすと︑其
のうしろから物さしと花子の

お手玉が出ました︒

だひ

お花は︿略﹀︑おつかひに

お手習

三124

おかあさんのおてつだひをしま

す︒

いったり︑にはをはいたりして︑

︽ーイ︾

﹇御出掛﹈︵五︶1

途中﹃何か珍しい本はないか︒﹄と︑
おでかけなさ・る
お出かけなさる

のぶ子さんはちやうど︑五

御立寄り下さいました︒

十﹁719園

おてつだい ﹇御手伝﹈︵名︶2 おてつ

先生は・﹁何なら︑あのお子

私も姉上と同じ心で︑ おつ・れる ﹇御連﹈︵下一︶1 お連れ

ほんたうに姉上は私の思ってゐ

十二677圏

追って

る通りをおっしゃいました︒
﹇追﹈︵副︶1

其の齢の事は拙者の一存

﹇夫﹈︵名︶4
やしき

をつれて里へ鋸ってみた︒

に死なれたので︑庄屋の妻は子ども

五766家屋敷もなくなった上に︑夫

おっと

汰をお待ち下さい︒

にはまるりませぬから︑追っての沙

十二㎜10園

おって

十5010圏 銀行といへば︑おとうさん

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預
けて來るとおっしゃいましたね︒

十681園 僧は重ねて﹁お見受け申す
所︑たゴのお方とも思はれません︒

しやるなら︑恥かしながら申し上げ

是非お明かし下さい︒﹂﹁それ程おつ

ませう︒︿略﹀

十撹10 先に立つたにいさんが︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑いろく説明して下さ

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

十一1410

私が來たので︑すぐしまはうとなさ

とちていらっしやる所でした︒︿略﹀︒

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ 十618園 されど主人は︑﹁︿略﹀︒此
庭から十八町程先に︑山本といふ宿

八355

場があります︒日の暮れない中に︑

る ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹁ 此 の袋で轟をとるのだ︒

乳飲子を里子にやって奉公に望まし

るのを強ひて止めてお手傳をしまし

︽ーケ︾
やまとたけるのみこと

お手底する ︽iシ︾

僕がお手棄して植ゑたあの

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十﹁402

らう︒

右に見ゆるは名高き御

オテラガアリマス︒
三515 オ寺ノカネモナリ出シマ

十一127図圏

シタ︒

一73

御寺

おてら ﹇御寺﹈︵名︶3 オテラ オ寺

天皇は日本武尊にこれを
征伐せよとおほせられました︒尊は

せいばつ

五418

︿略﹀︑いさみ立ってお出かけになり

お手紙
お手紙をありがたう︒︿略﹀

﹇御手紙﹈︵名︶3

ました︒

おてがみ

五838團

叔母から竹子様
叔父

紙を昨旦愛取りました︒︿略﹀

糟のごと我等をめぐる︒

寺︑ 左に遠くかすむは古城︑ 春は

三月二十五日お出しのお手

から松太郎殿

九32團

おてつだい・する ﹇御手伝﹈︵サ変︶1

一足も早くお出かけなさい︒﹂とい

た︒

すごくと立去る僧の後影

ぬ︒

たが︑︿略﹀︒

中をのぞいて御らん︑何かはいって

十621図

を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ

お

出かける

そこでコーデリヤは夫に請 おでか︒ける ﹇御出掛﹈︵下一︶1 お

て︑﹁︿略﹀︒﹂

十二731

ラット

海ニハ又獣類ガスンデヰル︒

﹇細論贋﹈︵名︶2

うて共々に家來を連れてイギリスに
渡った︒

ふに︑僧は返す言葉もなくて出行き

みるやうだから︒﹂とおっしゃるか
ら︑そっとのぞいて 見 る と ︑ ︿ 略 V ︒
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と尋ねてみると︑

のぶ子さんは上の棚を指さして︑

十﹁163

﹁あすこに全部學年別にしてのせて
あります︒﹂とおっ し ゃ い ま し た ︒

十一175 しばらくたつと︑おかあさ

おっとせい
セイ

んが塁所の方から︑﹁メリンスのふ
ろしきを持っておいで︒﹂とおつし

七836

陸ノ獣二似タモノニハ︑ラッコ・ヲ

やいました︒

十一40！0 おとうさんは︑よく﹁植林

﹇御連申﹈︵五︶1

ラットセイ

ツトセイ・アザラシナドガアリ︑
︿略﹀︒

は貯金のやうなもので︑植ゑてさへ

おけば︑年々太って利息が附いて行

七83図

︽iシ︾

おとうさんのお手紙を持って︑精米

まみり

からうじて僧をともなひ蹄 九499 僕は今日墨金から錦るとすぐ︑おてらまいり ﹇御寺参﹈︵名︶1 お寺
れる主人は︑︿略﹀︑﹁お連れ申しは

十646園

連れ申す

おつれもう・す

く︒﹂とおっしゃるが︑ほんたうに
さうだ︒

十一伽8園 ウェリントン公爵ともい
はれるえらいお方が︑おとうさんの
言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑
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おてんき一おと

三714

おばあさんはあれをしめ

お裂き

て︑よくお寺まみりにいらっし
﹇御天気﹈︵名︶5

やいます︒

お天氣

おてんき

オト

おと

音

をたててゐます︒

三833風はしっかで︑なみも
おとをたてません︒

さからたいこのおとがします︒

四13うちがみさまの森で︑あ

さむい日のことで︑︿略﹀︑

てやりましたら︑︿略﹀︒

五282

それはくしつかな所で︑風

の音と水の音より外には︑何の音も

五282

聞えません︒

の音と水の音より外には︑何の音も

六32一

ギウニユウ

マツ先二出アツタノハ牛乳

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑ハシ

ハイタツ

ツテ行ツタ︒

トンテンカン︑トンテンカン

ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

七499

船長は︿略﹀︑

一だん聲を

二打ツツチノ音が聞エマシタ︒
七615図

から︑けた＼ましい羽ばたきの音を

同時に猟銃の音が績けざまに

れふ

立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒

十431

つるはしの音がこつつりく

二等聞えた︒

一秒又一秒︑七百尺に近き

十8210

聞える︒

十伽7図

大船腔は︑寸︑尺︑間と音もなくす
はく

はり上げて︑﹁︿略﹀︒﹂とむすびたる

十﹇648

とたんに︑ずどんと一襲す

又開墾する場合には︑立木

こん

さまじい大砲の音がとゴろき渡った︒

十一583

︿略﹀︒

たり︑ 船は静かに我等をのせて︑

風は音なくやなぎをわ

べり出づ︒

庭のすみで︑先程からちやら

十﹁137図蟹

時は︑拍手の話しばらくはやまざり
き︒

八37

ふと︑垣根の外でちやらく

くとす〜の音が聞える︒

八53

とすゴの音が聞えた︒

や切株の根本を掘っておいて︑それ

引くと︑めりくと音を立てて根こ

にくさりをつけて此のトラクターで

︿略﹀︑しゴみの殻を取出し︑

細かに打ちくだく︒其の音を聞きつ

ぎにされてしまふ︒

べば︑︿略V︑打寄する波の音さへ何

さんくく︑さんくく︒十二96図なぎさに立ちて昔をしの

あちらでもこちらでも︑さ

今日は背部がよいので︑朝から萎を

九566

ばみたるは眞白なるめんどりなり︒

けてかけ託り︑︿略﹀︑すばやくつい

九141図

それはくしつかな所で︑風 八508 餅をつく音に目がさめた︒
から

くおんきの音が聞えて來ます︒

してあって︑おくの方からたえずち

五234

き
二かいのまどに墨髭旗がつる

私が風の音をこうつとさせ

四792

して︑たいそうにぎやかです︒

三825園﹁今日はまあ︑何とい 四42 あちらこちらに子どもの
ふよいお天きだらう︒﹂
ならすらっばやふえの音も
四813園 ﹁此のよいお天氣に︑ど
﹁おかあ さ ん ︑ お 天 氣 は ︒ ﹂

うしたのでせう︒﹂
五348園

﹁︿略V︒﹂と︑とこの中から

と︑とこの中からおき＼すると︑
︿略﹀︒

五352囹
おき＼すると︑﹁よいお天氣です︒
︿略﹀︒﹂とおっしゃ っ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七919園 すると兵士のおばあさんが︑
﹇音﹈︵名︶4一

﹁はい︑よいお天氣 で ご ざ い ま す ︒ ﹂

おと
おと・ものおと

﹇▽つちおと・つつお と ・ の み お と ・ は

聞えません︒

える︒

山門高き松風に︑

十一一287図圏

昔の音やこもる

︿略﹀︑右向ふのくさむらの中 十二3710 ︿略﹀︑やがてピヤノの音が

の音が聞える︒

い家の前まで來ると︑中からピヤノ

十二375 ︿略﹀︑或小さいみすぼらし

らん︒

建長・圓畳古寺の

えたはさみの音がちょきんくと聞

十二217

事をか語るに似たり︒

ラッパのひゴきや大砲の音に︑

打つ音が方々で聞える︒

九欄4

やがてあたりの静かさを破つ

北風の心は先づ勇みたつ︒

九悩9

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

まに散る落葉の音が︑かさりくと
ずいこくといふのこぎりの

もやみますと︑急に川水の音がこう

十4210

音が︑あたりの静かさを破る︒

十411

聞える︒

いつも通る汽船も︑高波をよ
音は少しも聞えません︒

けて︑沖を通ると見えて︑汽てきの

六203

くと聞えて來て︑︿略﹀︒

五854圏夜明け方になって︑雨も風 十393 あたりは如何にも静かで︑た

からです︒

音がしてゐますが︑これは翼が動く

五482 まぶしには︑かさくといふ

聞えません︒

の音と水の音より外には︑何の音も

二287巨大キナスズヲネコノ 五283 それはくしつかな所で︑風
クビニツケテオイテ︑ソノオト
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ
シテハドウデセウ︒

三327ざぶざぶおちる水のおと︑
とんとんひびくきねのおと︑
︿略﹀︒

三328ざぶざぶおちる水のおと︑
とんとんひびくきねのおと︑
︿略﹀︒

三607風がしっかにふいて來て︑
きしのささがさらさらとおと

おとうさん一おとうさん
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不音心にばたくと音がして︑

はたと止んで︑︿略﹀︒

十一一553

小さな子どもが二人奥からかけ出し
て來た︒
りゆうつ

十一一594 龍頭を廻すと︑︿略﹀懐中
ゆ

オトウサ

時計が︑忽ち愉快さうにかちくと

﹇御父﹈︵名︶65

音を立て始めた︒

おとうさん

アノキクハオトウサン

ン おとうさん

二87園
モタイソウオスキデス︒
ネタラ︑オ正月デスカ︒

二306園 オトウサン︑モウイクツ

三342 いっかうちのおとうさん
が道で︑﹁いつもおたっしやな
ことで︒﹂とおっしゃったら︑五

それで山へ行くにも︑︿略﹀︑

がありまして︑酒がすきでございま
した︒

五536

かへりに酒を買って來ては︑おとう

喜んで︑それからは毎日其の

さんを喜ばせてゐました︒

五548
酒をくんで來て︑おとうさんに上げ
ました︒

﹁おとうさん︑町があんな

いでかうおっしゃった︒

をよせて︑﹁おとよ︑おとうさんが

八904圏信吉は︿略﹀︑娘の耳に口

蹄って來て︑うれしいか︒﹂と大き

﹁やはり二百十日だ︒風が出

な聲で言ったが︑︿略＞Q

七934

て來た︒﹂と︑又おとうさんがおつ

﹁おとうさん︑電報が來ま

松太郎殿

おとうさんはじめ皆様お元

よろしく︒

九94團

叔父から

﹁今年ほど水の都合のよか

四月十日

おとうさんやおかあさんに

氣で何よりです︒︿略﹀叔父から

九33團

れしいかQ﹂と言った︒

﹁おとよ︑おとうさんが鶴って︑う

八915囹信吉は少しはなれて︑︿略﹀︑

しゃつた︒

七柵1園
した︒﹂

﹁おとうさん︑ヘンとは何
おとうさんはきね︑おばあさ

のことですか︒﹂

七佃7翻
八513

んはこねどり︒おちいさんは大釜の

五635園
に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

火をたいていらっしゃる︒

松太郎殿

おとうさんが﹁せいは高くて

窪目です︒

其の時おとうさんがにいさ

おとうさんは今朝も︑

が働くのだ︒﹂とおっしゃって︑大

﹁︿略＞Qにいさんたちの分もわたし

九499

僕は今日學校から錦るとすぐ︑

そう元氣です︒

人の家には︑鯉のぼりが立ってるま
︿略﹀︑おとうさんは最大急

おとうさんのお手紙を持って︑精米

お返事をお渡しした後で︑お

會社へお使に行って來ました︒

︿略V︑おとうさんは﹁お前に

とうさんに﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑

九506

︿略﹀︒

﹁此の方はどなたですか︒﹂

するとおとよは︑にごった聲で︑ゆ

もさう見えるかね︒﹂とおつしゃつ

九509
ん︒﹂と答へた︒

つくりと︑﹁わたくしのおとうさ

八883圏

何所へお出でになりますか︒

八776圏おとうさん︑此の雪降りに︑

で着きました︒

行の列車に乗って︑たった十八時間

八713圏

した︒

九489團

ていらっしやいました︒

いに働く者が勝だ︒︿略﹀︒﹂と話し

んと︑﹁世の中は何でも一生けんめ

九482国

喜んでいらっしゃいます︒

つた事はない︒﹂と︑おとうさんが

も︑まだだめだ︒﹂とおっしゃった

おとうさんは一昨日の正午

九4610国

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

た︒横島を出てから︑ちやうど十五

無事にサンフランシスコへ着きまし

八652團

き上げた︒

が︑それでもとうく一日だけはつ

八545

るのですか︒﹂

おとうさんにうかゴひます

と︑叔母さんの町に大水が出たさう

五831團
です︒

おとうさんへ電報で御返事

をいたしたやうに︑︿略﹀︒︿略﹀叔

五838團

一ちいさんはく略﹀︒
母から竹子様
そのとなりの三つもんの 五886團 おとうさんやおかあさんに

は お り と し まのはかまはお

三707

せ

おとうさんにうかゴったら︑

おとうさんが着いた日は︑
せつく
ちやうど五月のお節供の日で︑日本

八658囲

い

おとうさんは昨日分家の叔

叔母から

竹子

七96

れました︒

父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た

六白4國

様

に居ります︒︿略﹀

おとうさんがおかへりに

とうさんのです︒

四463

今の村長さんのおとう

なった時には︑︿略﹀︒

四758

さんもおとなしい人で︑小さい
時からよくはたらきました︒

おとうさんは朝起きるとすぐ空を仰

七927 ﹁よいあんばいだ︒︿略﹀︒﹂と︑

りた︒

丸山君も︑妹も︑お松も︑みんな下

︿略﹀︒おとうさんも︑にいさんも︑

四806 昨日おとうさんと朝九時 かもめだとおっしゃった︒
七117 僕が一番先に海へ下りた︒
の汽車で︑軍たいに居るにい
さんの所へ出かけました︒
びへお立ちになった時︑お見送をし

五327 ある朝早く︑おとうさんがた
て表へ出て見ました︒

五533此の人に年取つたおとうさん

253
おとうと一おとうと

て︑あの方の小さい時分からのお話
をして下さいました︒

九534 おとうさんはすぐ言葉をつい
で︑﹁︿略﹀︒全くあんな人は珍し
い︒﹂とお話しにな り ま し た ︒

九字5園 オトウサン︑御用ハモウス
ンダノデスカ︒

九梱1園 オトウサンバ誰二投票ナサ
ルノデス︒

︿略﹀︑オトウサンバ最初カ

ラチヤント其ノ人ニキメテヰタ︒

九梱4園

トウサンガワザくオ蹄リニナラナ

九悩8園 ﹁ソンナエライ方ナラ︑オ
クツテモ大丈夫デセ ウ ︒ ﹂

十132囹 高橋さんは︑すぐ前に居る
順太郎君を見て︑﹁あなたもずゐぶ
ん大きくなりましたね︒おとうさん
の若い時そっくりです︒︿略﹀︒﹂

十133囹 私も︑あなたのおとうさん

かは

などと一しょに︑よく道ぶしんに出
たものでした︒

娘は驚いて︑﹁まあ︑

いさうに︒おとうさん︑早く助けに

十259園

行きませう︒早くく︒﹂

おとうさん︑こんなに言ひ

けて來るとおっしゃいましたね︒

十918園
にくい言葉は外に無いでせう︒

︿略﹀︑父はにこく笑ひな

曽我兄弟は兄を十郎︑弟

をおみやげに買って︑夕方の

が

二百十日は立春から二百十日目に當

そ

汽車でかへりました︒

を五郎といひました︒

四897

るのですね︒﹂と言って︑日敷を敷
へてみようとした︒

十一909園父はなほ言葉をつゴけて︑

弟はたちをふりまはし︑早く

四916︿略﹀︑兄が弓をひけば︑

十921園

﹁︿略﹀︒おとうさんが毎年潮干狩に

三535

三

星のかず
かぞへてゐました︒

あるばん︑
弟がにはへ出て︑﹁一つ二つ﹂
と

心がけました︒

天照大神の弟の方に︑すさ

あまてらすおほみかみ

のをのみことと申す神様がございま

五76

した︒

親が落ちれば其の子も落ち︑

弟が落ちれば兄も落ち︑︿略﹀︒

六254

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六653 ︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

午後には弟と天神山へきのこ

シテ拾ヒバジメタ︒

九槻4

く略V︑盛政は︿略﹀︑此

取りに行くのだ︒

の時までも飯浦坂にふみ留って︑追

いひ

十一286図

來る敵を防ぎ居し弟勝政に引きあげ

すると弟が﹁おとうさん︑

を命じたり︒

十一882

二百十日は立春から二百十日目に當

るのですね︒﹂と言．つて︑日敏を数

父は暦を持って來て︑

へてみようとした︒

﹁︿略﹀︒﹂かういって弟の手に渡した︒

十﹁889

コノ神様ハサキホドオ通 十一889 弟はそれを見てしばらく考

ら立春の前日の通日を引去って︑

﹁成程︑二百十日目だ︒﹂

へてみたが︑すぐ二百十日の通日か

へいたいばう

リニナツタ神様ガタノ弟ノ
︿略V︑弟へ

方デス︒

四183

強くなって︑かたきを取らうと

がら︑﹁おとうさんは︑もっと言ひ

るのだ︒﹂

よい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て知

︿略﹀︑さっきおとうさんの

十一柵1園

﹁おとうさんは︑誰が來

ウェリントン公爵ともい

に言ひつけました︒﹂

ても此の門をあけてはならないと僕

十一㎜8囹

と言ひつけられてるるのです︒

が來ても此の門をあけてはならない

僕はおとうさんから︑誰

にくい言葉を知ってみる︒﹂

十一362

いひつけで︑明日の用意に出してお
いた植林地の書付を開いて見る︒
﹁︿略﹀︒﹂とおとうさんの手

で記してある︒

十一369

︿略﹀︑おとうさんが﹁︿略﹀

今に御らん︑此のくらみ離して植ゑ

十一372

十一伽7園

はれるえらいお方が︑おとうさんの

ても︑十五六年目には間伐をしなけ
ればならないやうになるから︒﹂と

︿略﹀︒

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

おとうさんのお話によると︑

いって笑ってをられた︒

十一伽10園僕は︑誰が來ても此の門

十一394

枝を打てば︑山火事の危除を防ぎ︑

をあけてはならないとおとうさんに
弟

又空氣の流通がよくなって轟がつか

﹇弟﹈︹話手︺1

言はれてるるのです︒

す︒﹂

すと︑弟﹁星をかぞへてゐま

三541兄が﹁︿略﹀︒﹂とたつねま

︿略﹀︑一番早く伐るとして おとうと

なくなるさうだ︒

十一405

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ
の年になってみるわけだ︒

今年伐るはずのは︑おとう

おとうさんは︑よく﹁植林

さんの子供の二月ゑたのだといふが︑ おとうと﹇弟﹈︵名︶14弟

十一406

︿略V︒

十416園 兄は私に﹁壮吉︑お前はお
とうさんのかった雑木を︑かういふ

十一408

おけば︑年々太って利息が附いて行

は貯金のやうなもので︑植ゑてさへ

風に束ねて運んでくれ︒﹂といひな
がら︑︿略﹀︒

十505園 おとうさん︑今度役場の隣

さうだ︒

すると弟が﹁おとうさん︑ 四837

く︒﹂とおっしゃるが︑ほんたうに

十509園 銀行といへば︑おとうさん

十一883園

にりっぱな建物が出來ましたね︒

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

おとうとからあにへ一おとこ

254

トノサマガオトホリニナツテ︑

﹁︿略﹀︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の
一一517

︿略﹀︒

十一894 弟は尚あちらこちら暦をく
文字に目を止めて︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︑ こ れ は
何ですか︒﹂

おとうとからあにへ ︹課名︺2 弟か
ら兄へ

カレ木ニノボツテ︑トノサマノ
オカヘリヲマツテヰマシタ︒ソ
ノゥチニ︑トノサマガオトホリ

四435二つだひの今吉がおどけ

ヲトコ

をとこ

て︑はうきを大なぎなたのやう
に持って︑べんけいのまねを
しました︒

﹇男﹈︵名︶28

男且vおおおとこ・こおとこ

おとこ

一466︿略﹀︑モモガニツニワレ
テ︑ナカカラォホキナヲトコノ
コガウマレマシタ︒

で︑財布を幾度かいたゴきましたが︑

目からはなみだがひっきりなしにこ

かの男は﹁どうぞしばら

ぼれてるます︒

七707

かの男は﹁それではこまる︑

く︒﹂といって引きとめましたQ

七737

ついて來ましたが︑とうく又川を

ぜひ︒﹂といひながら︑人夫の後に

渡って︑人夫の家へ参りました︒

八297

男はしあんにくれて︑役所へ

紀州の男は急いで國へ蹄つ

土日炭を僥く男が太郎のうち

やうに致せ︒

て︑其の金をまちがひなくとゴける

七754囹

うったへて出ました︒

七749

︿略﹀︒

かお禮を受けてくれといひますと︑

三191園﹁それではをとこの子で 七744 かの男がわけを話して︑どう
すか︒﹂﹁いいえ︒としよりです︒﹂

男の子三人はささのは
をとって︑舟をこしらへました︒

三616

五67圏日本の男は泣くものではな
い︒

六778

あんまひころく

男の生徒もみれば︑女の生徒

五78 ︿略﹀︑すさのをのみことと申
いつ
す神檬がございました︒ある時︑出

﹇音吉君﹈︹人名︺！

りますと︑︿略﹀︒

おときちくん

もみる︒

六397團昨日はとなり村から來てる 七466 翌日武田方からは安間彦六と

吉君

音

雲の國のひの川のはたをお通りにな

も

方デス︒

リニナツタ神様ガタノ弟ノ

コノ神様ハサキホド南通

九目13 第十二 弟から兄へ

お

四182

ニナツテ︑︿略﹀︒

弟さん

九467 第十二 弟から兄へ
﹇弟﹈︵名︶2

十一168 第五課

おとうとさん

のぶ子さんの家
ざっし

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ そこへ弟さんが雑誌を

二三さつ持って來て︑本棚に並んで

みる雑誌の間へそれぐお入れにな
りました︒

十﹁172 弟さんまでが︑あんなに氣

︵五︶1

へ來て︑みうりのはたでいろくの

﹇御 通 ﹈

をつけていらっしゃるとは實に感心
なことです︒

いふ大の男が︑物の具見事に着かざ

おとおしなさ・る

る歩兵の音吉君と二人で町を見物し

︽ーレ︾

︿略V︑一人の男が﹁大洋を西

男も女もひたひの汗を︑ほこ

愛を打ってるる︒

合って︑片足をふみ出し︑掛聲を合
からざを
はせながら︑ぼたんばたんと殻竿で

九5810 ︿略V︑七八人の男や女が向ひ

といって冷笑しました︒

のが︑それ程の手がらだらうか︒﹂

へくと航海して︑陸地に出あった

八756

いに教へてくれた︒

焼くのかときくと︑其の男はていね

此の時太郎が︑炭はどうして

通しなさる

此の時見すばらしいなりをし

見れば先の男でございます︒

かの男を追っかけました︒

七662

人夫は其の男のたもとをおさ

かの男はゆめかとばかり喜ん 九602

へて︑﹁︿略﹀︒﹂

七671
七683

八299

話をした︒

七641

へ向つた︒

り︑大の馬に打乗って︑上杉方の陣
おと

た︒

﹇御伽話﹈︵名︶1

九86圏青・緑・紅・紫︑目のさめ

ぎばなし

おとぎばなし

七鵬2園間もなく石田三成が城に登

︵五︶一

つて参りました︒﹁石田でござる︒

﹇ 御通掛﹈

お通しなされ︒

すいと言ってあらそってゐましたが︑

おとおりがか︒る

さんご
るやうに美しい魚の群が︑珊瑚の林

︿略﹀︑着物をぬいで頭にのせ︑一人

た一人の男が︑人夫と渡賃を高いや

オ通リガカル

や海藻の間をぬって泳いで行く︒何

︽ーリ ︾

四167 白ウサギハ︿略﹀︑ハマベ

おどける

︿略V︑入夫はすぐ川を渡って︑

で川へはいって行きました︒

﹇戯﹈︵下一︶1

七657

だかおとぎぱなしの世界にでもまよ
お得意

ひこんだやうです︒

﹇御得意﹈︵名︶1

へ神様ガタガオ通リガカリニ

︽ーケ︾

おど・ける

米を運びし煎り途︑︿略V︒

八565焦思米屋の小ぞうお得意へ

おとくい

ニ立ツテ︑ナイテ居マシタ︒ソコ
ナツテ︑︿略﹀︒

︽ーリ︾

オヂイサンバヨロコンデ︑

お通る

おとお・る﹇御通﹈︵五︶4オトホル
オ通ル

一一49一

ソノハヒヲザルニ入レテ︑

255
おとこなき一おとたちばなひめ

い

︽ーク︾

りだらけの腕でふきながら︑にぎや

僕は自分よりえらい友だちを

﹇御年﹈︵名︶1

お年

四62園 ﹁こいんきよさま︑その

おとし

おとし ﹇落﹈且vさかおとし

ないと思ひます︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

かに打績ける︒

男ばかりの御兄弟の中に︑

五二4

十欄10圓国

此の度始めて妹を得られ候事︑御前
様の御喜さぞかしと察し申し候︒

十榴5囹 それで注意深い男だといふ
ことを知りました︒

nVたつのおとしご
﹇御年玉﹈︵名︶2

﹁オ年ダマニハナニヲ

アゲマセゥ︒﹂

二331圏

オ年ダ

お年でつぎ木をなさるのです
か︒﹂

ふと見ると︑ついそばの木

の下では︑かごを首に掛けた二一二人

十一一215

おとしご
おとしだま

の男が︑器用な手つきで蜜柑を採つ
てるる︒

で︑色の青い元氣のなささうな若い

十二392 薄暗いらふそくの火のもと マ オ年玉
男が靴を縫ってみる ︒

落し物

﹁なんで又さうあわてて引

﹇落物﹈︵名︶1

七669園

おとしもの

大キナ磁石ヲイタゴイタ︒

十二554 不意にばたくと音がして︑ 六648 町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二
小さな子どもが二人奥からかけ出し
て來た︒男の子と女の子である︒

十二555 二人置其虜らを見廻してゐ

つかへします︒﹂﹁落し物をしました
音二

たが︑男の子はやがて仕事皇の上の

ス

落す

音二郎﹁はい︑とりました︒﹂

おとす

落

︿略﹀︑音二郎が⊥ハまい︑友

︽ーサ・ーシ・ーセ︾

屋島の合職に︑義強が小わき
にはさんでみた弓を海へ落しました︒

六351

よしっね

おと・す ﹇落﹈︵四・五︶15

一はだつた二まいでした︒

四点1

四483

子國太郎音二郎の四人と︑友
一と友一のあねの道子です︒

六591

よ

母はもう此の世の人ではない
賊が之を聞いて︑くやしがつ

のかと︑力をおとして居りました︒

六941

て攻めよせると︑正成は高いがけの
上から大木を落させた︒

賊が四方から之を目がけてお

しょせると︑城から大石を四五十︑

六953

さいふ

一度に落したので︑子等百人かころ
された︒
かは

十︻255図

寄手の大將佐久間盛政は︑

で賎嶽のとりでをおとし︑ ＝拳に敵

今日の戦に勝ちほこり︑明日は進ん

宣長は力を落して︑すご

をみちんにせんと︑︿略﹀︒

十一731

やっとつまんだと思ふと直

くともどって來た︒

十二561

船頭勇まし︑此の潮筋を

に落してしまった︒︿略V︒ねぢは仕
あし
事毫の脚の陰にころがった︒

シ︾

十一⁝⁝⁝5

くれ＼ばお禮に金貨をやると言って

ぐるぞと言っておどしたり︑あけて

い︒騎馬の人たちは︑あけないとな

﹁︿略V︒﹂と言ってどうしてもあけな

すると︑ジョージは︑

おど・す ﹇脅﹈︵五︶1 おどす ︽一

落し漕ぎゆく︑木の葉舟︒

︿略V︑革の財布が落ちてゐま 十二818圃
した︒︿略﹀︒これはあの人が落して

七652

人夫は其の男のたもとをお

行ったにちがひないが︑︿略﹀︒

七673園

さへて︑﹁まあ︑お待ちなさい︒落
した物は︒﹂﹁革の財布で︒﹂

しましたから︑たとひとんで行って

すかしたりした︒

まして人通の多い渡場で落
見た所で︑もうあるまいとは思ひま

七688園

したが︑︿略﹀︒

れる ︽ーレ︾

雨だれでも石をうがつ︒長い おとず・れる ﹇訪﹈︵下一︶1 おとつ
間か＼らなくても︑工夫して大仕掛

八827

十二伽5

れたのである︒

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

安芳は今日こそ最後の確答
に水を落せば︑大きな仕事をする︒

信吉は﹁もうく何所へも行

おとたちばなひめ ﹇男達媛﹈︹課名︺2

弟三途

弟橘媛

弟橘媛

第三

第三

︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違

九98

九目4

弟橘媛

おとたちばなひめ

へる山橘媛︑尊の御身危しと見

おとたちばなひめ

九107図

其の時︑御供にしたがひ給

大尉は之を讃んで︑思はずも おとたちばなひめ ﹇弟橘媛﹈︹人名︺！

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シテワルト

せた︒

たしが悪かった︒︿略﹀︒﹂と言聞か

涙を落し︑水兵の手を握って︑﹁わ

九術10

イフ意味デアラウ︒

九189

をぽたく落した︒

きはしない︒﹂といって︑大きな涙

四471 ︿略﹀︑取手はみよ子ちよ 八923

﹇音二郎﹈︹人名︺3

から︒﹂

男らし

男らし

郎

男の子は指先でそれをつま おとじろう

物をあれこれといちり始めた︒
十一一559

男泣き

まうとしたが︑鯨り小さいのでつま
めなかった︒

﹇男﹈︵形︶1

王は男 泣 き に 泣 い た ︒

﹇男泣﹈︵名︶1

十一一721

おとこなき

︽ーシク︾

おとこら・し

十﹇柵2圓国 か＼る庭にても日本人
が盛に開墾に從事致居り︑其の有様

﹇男﹈︵形︶1

は如何にも男らしく勇ましきものに
候︒

おとこらし・い

おとと一おとよ
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給ひ︑

おとなし・い

﹇大人﹈︵形︶3

おとな

今の村長さんのおとう

︽ーイ・ーク︾

しい

﹁ こ れ 海 神のた＼りならん︒
すがむしろ

︿略﹀︒﹂といひて ︑ 菅 錘 八 枚 ︑ 敷 皮

四758

︽ーリ︾

十﹇718園

しんじゃうや

︿略﹀︑﹁先生がどうして

御泊りになって︑さっきく略V︑御

こちらへ︒﹂﹁︿略﹀︒あの新上屋に

立寄り下さいました︒﹂

十616園

泊め申す

土人はまだよく開けてゐま おとめもう・す ﹇御霊申﹈︵五︶3 お

せんが︑性質はおとなしく︑我々に

九89團

さんもおとなしい人で︑小さい
時からよくはたらきました︒

八枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷
おとと

重ね︑其の上に飛下り給へり︒
﹇弟﹈︵名︶2

もよくなつき︑︿略﹀︒

三291圃︿略﹀︑ つつみかかへて

おとと

がくかうへ つれだちいそぐあ

一昨日

れてるます︒

すごくと立去る僧の後影

テ︑フクロヲカツイデイラツシ

四184 兄様ガタノオトモヲシ

かたきのくどうもよりと

ヤッタノデ︑︿略﹀︒

四935

ものおともをして行って居ま

す︒

ダチ

お友だち

おともだち ﹇御友達﹈︵名︶6 オトモ

ニハ

ニ大キナ

ユキダルマヲコ

︑
二39一 ニイサンガオトモダチト

アナタノォト
ワタクシハ

シラヘマシタ︒

二573

モダチデス︒

みる書生さんが︑ お友だちへ出した

五943 ︿略V︑
かつけで足をはらして

﹁ニツポンーノキビダン
オトモヲ

︿略﹀︑母が私に︑お友だち

にいさんのお友だちの岡田さ

ちやうど岡田さんは四五人の

つていらっしゃる所でした︒

お友だちに︑白馬登山のお話をなさ

九937

て︑︿略﹀︒

んが旅行からお睡りになったと聞い

九935

て上げようと申します︒

をお呼びなさい︑ おこはでもふかし

八白4困

葉書には︑︿略﹀︒

を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ
でございませう︒﹂

だひと合はせて︑植手が八人になつ
おとひめ

て︑﹁︿略﹀︒お泊め申してはいかゴ

﹇乙姫﹈︵名︶4

おとめ

はいたく心動きて︑﹁ではお泊め申

りゅうぐうのおとひめは 十6210園 同情深き妻の言葉に︑主人

﹇御午﹈︵下一︶1

さう︒︿略V︒﹂

︽ーメ︾

おと・める
る

一494圏

ゴ︒﹂﹁一ツクダサイ︑

信吉にはおとよといふ今年十

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい

八862 ︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

の學校に入れてある︒

唖なので︑僕のうちで世話して︑唖

おし

一になる女の子があるが︑生れつき

八834

おとよ ︹人名︺15 おとよ

おばあさんが﹁︿略V︒もつ

とあそんでお出で︒﹂といって

四261

に﹁いろいろおせわになりまし

おとめになりましたが︑︿略﹀︒

うらしまはく略﹀︑おとひめ
た︒︿略V︒﹂といひました︒

三441

て見せたりしました︒

で︑毎日いろいろなごちそうを
したり︑さまざまなあそびをし

うらしまのきたのをよろこん

三426

おとひめ

て︑にぎやかでした︒

九475團く略V︑おとなりからの手つ 十626園

なくて出行きぬ︒

︿略﹀︒﹂といふに︑僧は返す言葉も

てもお泊め申す事は出品ません︒

りの見苦しさ︑お氣の毒ながら︑と

されど主人は︑﹁御覧の通

︽ーサ・ーシ︒ース︾

ねおとと︒

﹇一昨日﹈︵名︶2

三293圃足すべらせてこけかかる 十184国 ︿略﹀︑どの子馬も皆かはい
らしい顔をして︑おとなしくつなが
おととをかばふあねのうで︒
おととい

一昨日朝ロンドンを出爽

休暇でお蹄りになっ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

きうか

九474團 一昨日海軍のにいさんが︑ おとなり ﹇御隣﹈︵名︶1 おとなり
十二312団
して午後早くパリーに着きました︒

おととし ＝昨年﹈︵名︶3 一昨年
し た 地 走 山 だ ︒ ﹂ と思ふと︑︿略﹀︒

十一357園 ﹁あそこは一昨年植付を

るのが一昨年植付け た 庭 ︑ ︿ 略 V ︒

十一364 地底の中の薄緑に染めてあ

大人

︿略﹀︑象 ヲ 鯨 ニ ク ラ ベ ル ト ︑

﹇大人﹈︵名︶3

十一369 一昨年植付けた時の畳書だ︒
おとな
七846

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

九56團 コ・椰子は︑高いのは七八

います︒︿略V︒﹂といって︑きれい

三445 おとひめは﹁それはまこおとも ﹇御供﹈︵名︶4 オトモ おと
も
とにおなごりをしいことでござ

には︑大人の頭ぐらみの實がすゴな

な箱をわたしました︒

間もあります︒︿略﹀︑其の葉の根本
りになってゐます︒

ロモ︑耳モハヒダラ
ケニナリマシタ︒

ノ目モ︑

︿略V︑おとひめのいった シマス︒﹂
二527トノサマヤオトモノ人
こともわすれて︑玉手箱をあけ
御泊る

人の握りこぶし程の大きなのもあれ

九793 第十七 いもほり く略V︒大 三463

﹇御泊﹈︵五︶1

ました︒

おとま・る

ば︑雀の卵ぐらみなかはいらしいの
もあるが︑︿略V︒
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おとよさん一おとろえゆく

つて來られた︒生徒はおとよであっ
た︒

八863 おとよは信吉の顔を見ると︑
かけよって來て︑いきなり信吉にだ
きついて泣いた︒

八915圏

の拝観者の胸は︑まさに始らんとす

る進水式の壮快なる光景を豫想して︑

唯をどりにをどる︒

三月の末になさるはずであ

つたのが︑お取込があったため︑今

十178図

通有はほばしらをたふして︑

之をはしごにして︑敵の船へをどり
こんだ︒

画意者の言に深く感激した

鍵にふれたと思ふと︑︿略﹀︑今度は

けん

十一一442 ︿略﹀︑やがて指がピアノの

家へ向つた︒

ながら︑ひっそりした町すぢを我が

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

十一765

唯をどりにをどる︒

る進水式の壮快なる光景を豫澄して︑

の拝観者の胸は︑まさに始らんとす

く略V︑場に満ちたる十月萬

まで延びてみたのださうです︒

十一148

信吉は少しはなれて︑今度 おとりこみ ﹇御取込﹈︵名︶1 お取込

おとうさんが蹄って︑うれしい

はおとよの顔を見ながら︑﹁おとよ︑

か︒﹂と言った︒

六831

こむ

おとよは信吉の口を︑中まで おどりこ・む ﹇踊込﹈︵五︶1 をどり

のぞきこむやうにしてみたが︑﹁は

八916
い︑うれしうございます︒︿略﹀︒﹂

れうり

︽ーン︾

といって︑娘の手をはなして︑頭の

八866園 信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂

さいほう

る︽ーッ・ーラ・ール︾

我が國の馬は西洋諸國の馬に

如何にもものすごい︑いはば音怪な
しばふ
物の精が寄集って︑夜の芝生にをど
コしたけ

やりがだけ

とってみたが︑︿略﹀︒
のりくらがだけ

高岳・乗鞍岳・立山・．劔岳・白山

九986園︿略﹀︑遠〜﹁一は槍岳・穗

荒波の岸にくだけるやうな調に︑

︽一へ︾

おとろ・う ﹇衰﹈︵下二︶2

衰ふ

︿略﹀︑場に漏ちたる十鐙骨 十657図

コーデリヤは眠ってみる父

みうりの火は次第におとろ

ろへ行く︽ーキ︾

胸ををどらせながら窯のまは おとろえゆ・く ﹇単行﹈︵四︶1 おと

︿略﹀︒

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

十二736

衰へ果てる ︽ーテ︾

おとろえは・てる ﹇衰果﹈︵下一︶1

十﹇435黒蟻 く略V︑其の後とかく病
えん
勢衰へず︑遂に肺炎を引起し申候︒

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒

十9610図 ︿略﹀︑宋は次第におとろへ

おとうふ

るやう︑最後は又急流の岩に激し︑

目下滞在中のリオ︑デ︑
ジャネーロ市は︑︿略﹀︒町のりっぱ

十﹁旧1三国

なる事も︑文明諸國の大都會に比し
て少しも劣る所これなく候︒

おとらぬ國となす

︿略V︒

など︑いつれおとらぬ高山が︑︿略﹀︒

くらべると︑せいも低く︑罐格もお

七279

たいかく

おと・る﹇劣﹈︵四・五︶4おとる劣

おとよは話し方ばかりでなく︑

やうになる︒

には︑りっぱに一人前の事が出來る

てるる︑大そうりこうだから︑もう
そつ
二年たって︑此の學校を卒業する頃

書き方も算術も裁縫も料理も習つ

さんじゅつ

八925

と︑はっきり答へた︒

︿略﹀︑しばらくして︑﹁お

先から足の爪先までながめたが︑
︿略﹀︒

八869園
と よ ︑ 大 き く な っ たなあ︒︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

といって︑︿略﹀︒

八879
聲できかれた︒

で︑ゆっくりと︑﹁わたくしのおと

おひるすぎに︑をばさんの

うちからおとよさんと太郎

四17

八882 するとおとよは︑にごった聲 おとよさん ︹人名︺1 おとよさん
う さ ん ︒ ﹂ と 答 へ た︒

さんが來ましたので︑三人で

をど

てて︑とつ國に

十二27図圃よきを取りあしきを捨
よしもがな︒

ヨワイ鳥デス
ヘヨツテ︑ヲドツタリ

スズメハ

︽ーッ︒ーラ・ーリ・ール︾

十178図

りをぐるく廻った︒

十487

サヘヅツタリシテバ口才シマス︒

ガ︑ソバ

四373

どる

おど・る﹇踊﹈︵四︒五︶6ヲドルを

︿略V︑又はらをふくらませて︑

︽ーリ・ール︾

﹇平入﹈︵四︶2

かげが地の上をおよぎます︒

入る

おどりい・る

獅子はかなしげにほえて︑

見るく艦は速力を増して︑
白波高く海にをどり入る︒

十伽8図

にをどり入りたり︒

濱べに立上りたりしが︑つと海の中

七337図

をどり

をどり上ります︒其のたびに︑鯉の

五218

︵五︶1

お宮へまみりました︒
おどり ﹇▽こおどりする

いたぞ︒おとよ︑お前はものが言へ

八886園 信吉はく略V︑﹁や︑口をき
るやうになったのか ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い

おどりあが・る

﹇踊上﹈

つて︑娘を引きよせて︑﹁︿略﹀︒﹂

とがわかるか︒わしの聲が聞えるか︒

八895園 おとよ︑わしの言ってるこ り上る ︽ーリ︾

八904園信吉は︿略﹀︑娘の耳に口
をよせて︑﹁おとよ︑おとうさんが

︿略﹀︑おとよは何も言はない

な聲で言ったが︑︿略﹀︒

鋸って來て︑うれしいか︒﹂と大き
八906

で︑信吉の顔を見てみる︒

八913 信吉は少しはなれて︑今度は
お と よ の 顔 を 見 な がら︑﹁︿略V︒﹂と
言った︒

おとろえる一おどろく
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此の時何の氣もなく自分のう

叫び聲が聞えた︒︿略﹀︒人人は叫び

五336

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ

見せ物小屋で象を見た︒先づ

ちを見て︑その小さいのにおどろき

七306図

︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ
へび

大きなのにおどろいた︒

六858

ました︒

驚き

聲に驚きあわてて︑我先にと船へも
衰へる
﹇驚入﹈︵四︶2

どつて來る︒

﹇衰﹈︵下一︶1
おどろきい・る

すが如し︒

おとろ・える
︽一へ︾←やせおとろえる

十二656 リや王はもう八十の坂を越 入る 驚入 ︽ーリ︾
承り候へば︑御祖母様に

り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか

十佃3圓團
は先日より御嵩氣の虜︑御養生のか

らだにまきつきたり︒獅子はおどろ

えた︒︿略﹀︒それ に 近 來 は め っ き り

元氣が衰へて︑もう政務にもたへら

きてふりはなさんとしたれど︑蛇は

ますくかたくしめつけたり︒

ひもなく︑去る十九日遂に御死去遊
驚かす
︿略﹀︑貴兄には去月以

ばされ書誤︑誠に驚き入り候︒

﹇驚﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 2
十︻41！0圏谷

れなくなって來た︒
おどろか・す
︽ーサ・ーシ︾

﹁石田でござる︒お通しなさ

つて信長は驚いた︒

れ︒﹂﹁石田といふ者ださうだ︒﹂﹁ず

七鵬6

いことにしよう︒﹂などと清正の家

みぶんおそく來たものだ︒﹂﹁通さな

﹁今天下に此の石田を知らぬ者はあ

私どもが申します︒三成は驚いて︑

るまい︒︿略﹀︒﹂

八103 ︿略﹀︑信作の馬はつまついて︑

り落ちて︑其のはずみに︑ころく

前足を折った︒信作はつるりとすべ

と池の中へころげこんだ︒しかも其

︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ

所は深い所である︒耕造は驚いて︑

へび

來御竃氣にて︑しかも一時は大分御

り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか

七314図

九堰2圓囲あの中にて一番面白き話

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

たい

をよくおぼえ置き︑來週湿地にて話

り︑おそれて其所に近づかんともせ

二人の女は︿略﹀︑両方から

引合ひましたが︑子どもがいたがつ

八374

いた︒

家康の年に似合はずかしこいのに驚

後に此の話を聞いた者は︑皆

ひらりと馬からとび下り︑︿略V︒
驚

此所に來りしは一人の武士なり︒武
︵ラ変︶1

らだにまきつきたり︒︿略﹀︒此の時
﹇端居﹈

承り候へば︑御祖母様に

ず︒

船で図れば︑神戸から緯書

八146

候︒

おどろきお︒り

十佃1國国

き居り ︽ーリ︾

はく略﹀︑去る十九日遂に御死去遊

じ

て︑わっと泣出しますと︑實母の方

も

七378團

夜︑門司からは二書評で量地へ着き
ば

常に驚き居り︑あつく御着目し上げ

ばされ煮凍︑︿略﹀︒︿略﹀︒両親も非

士の馬はおどろきて︑後足にて立上

し方の時間に話し︑同級の人々を驚
かさんと嘱しみ居り候︒

當時計に全世界を驚かしたものであ

十二帯8園 電信や電話の嚢明は其の

驚

︿略﹀︑やがて指がピヤノの

﹇驚﹈︵名︶1

りますが︑︿略﹀︒

おどろき
十二443

と

ますが︑來て先づ誰でもおどろくの
は

候やうにと申し出で候︒

鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈ん

けん

謙信はそれをさとって︑夜の

きつつみがありません︒︿略﹀︒驚い

目をさまして見ると︑ふろし

は驚いて手を放しました︒
おどろく

七姻1

八394

は︑波止場の大きなことです︒
おどろ・く ﹇驚﹈︵四・五︶46

︽ーイ・ーカ︒ーキ︒iク・ーケ︾

てあたりをさがしても見當らず︑

驚く

だ調は︑ちやうど東の空に上る月が
次第上々にやみの世界を照らすやう︑

玄は不意を打たれておどろいたが︑

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒信

三456 うちへかへってみると︑
おどろきました︑父も母もしん

︿略﹀︒

一州すると︑今度は如何にもものす

忽ち陣立をかへて︑敵を引受けた︒

しばふ

ごい︑いはば音怪な物の精が寄集つ

でしまって︑うちもなくなって

一同は

驚いて︑泣くやらなげくやら︑大さ

らぬ︒﹂と申し渡しました︒

不届しごく︒もはや鋸すことは相成

なるに︑許しもなくて齪入するとは

ておごそかに︑﹁此所は天下の役所

見物人一同の所名前を書取らせ︑さ

越前守は早速門をしめさせて︑

て︑夜の芝生にをどるやう︑最後は

て居ります︒﹂﹁一時も前に︒﹂とい

八423

らやりで謙信をついたが︑あたらな

信玄の家妻は之を見て︑後か

又急流の岩に激し︑荒波の岸にくだ

みて︑村のやうすもすっかり
かはってゐます︒しってみるも

い︒力一ぽいに謙信の馬をなぐりつ

がおどろいてとびたちました︒

三637 三人は舟とならんで︑川 けた︒馬はおどろいてとび上ったの
で︑信玄はあぶない所を助かった︒
のふちをかけて行きます︒草
七777 ﹁いつも人より一時前に参つ
のはにとまってみたてふてふ

七454

けるやうな調に︑三人の心はもう驚

のは一人もありません︒
﹇金手﹈︵下一︶1

と感激で一ぽいにな っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽ー テ ︾

おどろきあわ・てる
驚きあわてる

く︒﹂といふ船長のけた＼ましい

十一563 ちやうど其の時︑﹁ふかだ

259
おどろく一おどろく

二十年の間に驚くべき爽達を遂げた

十ニー55図 我が國にてか﹂る新聞の
ゐ
現れたるは維新前後にして︑其の後

ひて︑﹁今日かき給はん鶴の姿はか
やうなるべし︒﹂と︑夜中に垂師の

り︒

ずや︒

したる様をまねて見するに︑書師驚

わぎでございます︒

めて青年團の規約を見た時は︑其の

きて︑﹁我が心に思ひ構へし事を如

八742団 シカゴを立つ日に︑お前た 十147圏私が今度鋸って來て︑はじ
ちの年始状が着きました︒二人とも
と＼のってみるのに驚いて︑これが

十二353国︿略﹀︑私は今更ながらド

物唯々驚く外はありません︒

十二298囲 ︿略﹀︑其の他見る物聞く

能力なり︒

十ニー710図殊に驚くべきは輪轄機の

字が上手になったのに驚きました︒

かの豊師は突然写り認れり︒住持驚

未だ一月もた＼ざるに︑

何にして知り給へるか︒﹂と問ふ︒

︿略﹀︑荒れくるふ海上を見渡

少し氣になったのでした︒

今期此庭に來られしは何故ぞ︒﹂と

きて︑﹁東宝へ行き給ふと聞きしに︑

二人は不意の憎相にさも驚

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

暗い箱の中にしまひ込まれ

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︑明

十二529

いたらしい様子︒

ちやうど其の時︑﹁ふかだ 十二394

ふを見ると︑︿略﹀︒

叫び聲が聞えた︒老砲手が驚いて向

く︒﹂といふ船長のけた＼ましい

十一561

問へば︑︿略﹀︒

したグレース親子は︑ふとはるかの
かはいさうに︒

此の愛らしい小鳥が︑他の方

法では全く通信が出來なくなった場

十547

早くく︒﹂

おとうさん︑早く助けに行きませう︒

は驚いて︑﹁まあ︑

沖合に︑かの難破船を見とめた︒娘

十258

十一484図

まじめに實行されてるるかどうかと︑

九799 あちらでもこちらでも︑驚く
﹁毘沙門天を刻むのだ︒﹂

びしゃもん て ん

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒
九838論告
﹁來

﹁翌春ま

﹁ 何 時 頃 ま で に 出 來ますか︒﹂

春まではか＼るだらう︒﹂
でも︒﹂と驚けば︑︿ 略 ﹀ ︒

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

九895図 信吉は感心して︑熱心に空

げて︑﹁にいさんく︑あの北極星

るのに氣がついた︒驚いて一しやう

がひしゃくの柄の先になって︑もう

合でも︑いろくの困難ををかして︑

けんめい逃げようとしてあせってゐ
︿略﹀︑主人は愛想よく迎へ

群をなして寄せて來たまぐ

沖へ逃げようとして身網の中へはい

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

十二783

たりを見廻したが︑︿略﹀︒

其のうちに二人はふかの來 るい虜へ出された︒ねぢは驚いてあ

一つ︑小さい北斗七星のやうなもの

遠い虜まで使者の役目を務めると聞

るが︑もう遅い︒

十一715

十一5610

が出來てるますね︒﹂

いては︑誰でも驚かない者はあるま
﹁︿略﹀︒あの鉢の木をたい

い︒

でぐらっとゆれるのを感じた︒と︑

九柵2 北風は︑主人の髄がくらの上
十664図

ても更に効のないことを知ったQそ

十二949 ︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

たづなが急にゆるんで︑中尉は後方

なたがよく會ひたいと御話しになる
まぶち

こで彼は先づ近庭の河に浴し︑たま

も

く其庭にみた少女のさ＼げた牛乳

か

ひがけない言葉に宣長は驚いて︑

ほら

此の洞穴と︑十年一日の如

やうに驚いた︒

の根氣とを見た村の人々は︑今更の

く黙々としてのみの手を休めない僧

十二研7

のと思ひ︑彼を捨てて立去った︒

繹迦が全く修行を止めてしまったも

此の新な態度に驚いた五人の友は︑

たい

を飲んで予冷を回復した︒ところが

海まき上ぐるたつまき
アマゾン河は︿略﹀︑

起らば起れ︑驚かじ︒

十一悩9國囲

も︑

十一828図圃

﹁先生がどうしてこちらへ︒﹂

る︒

て︑せめてものおもてなしにしよ
ひ
う︒﹂とて主人の持駈れるは︑秘藏

になりました︒﹂といふ︒あまり思

江戸の賀茂空聾先生が︑先程御見え

て︑﹁どうも残念なことでした︒あ
の梅・松・櫻の鉢植なり︒僧は驚き

にころげ落ちた︒北風は驚いてすぐ

て︑﹁︿略﹀︑どうぞ止めて下さい︒﹂

に 立 止 ら う と し た が ︑︿略﹀︒

を見て︑︿略﹀︑﹁︿略V︒︿略﹀︑其の

或日︑此の附近の山へ薪を

九柵4 ふと通りか﹂つた某大尉が之

十8410園

ると︑そばの黒い岩に火がつき︑煙

とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

有様は何事だ︒兵士の恥は艦の恥︑

艦の恥は帝國の恥だぞ︒﹂と︑言葉

てみると︑︿略﹀︒

をあげて燃出しました︒驚いて調べ

鋭くしかった︒水兵は驚いて立上つ
て︑しばらく大尉の顔を見つめてゐ
たが︑︿略﹀︒

か ら ふと

驚く程の廣さにて︑河口の虜にては︑

世界の河の王といはれ居候︒河幅は
なさずにそろへていらっしゃるのに

︿略V︑成績物を一枚も無く
驚きました︒

十一151

り送り來れるもあれば︑枯損ずるも

三百二十キロメートルもこれある由︑
きよ
略く東京・豊橋間の距離に當り候︒

十66洋弓午下・樺太など︑遠方よ
の多かるべきに︑ほとんど皆掛よく

十一476図

夜明けて住持︑書師に向
根づきたるは︑誠に驚くべき事なら

おなか一おなじ
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同じ

九2510圏

︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民 支那の豚の毛が輸入されて日本でブ

ラシに造られ︑又支那へ輸出される

十二描1園 殊に近年は水力電器の驚

﹁おまへはてのゆびの

なども同じ例である︒

三164囲

の爲につくすといふお考は︑どなた

く べ き 嚢 達 に と も な ひ︑︿略﹀︒

も皆同じ事で︑これが佐藤の家の學

も︑どうか同じやうにやさしく扱つ

うちう

つまり此の宇宙には︑あの

自分の置かれたのは︑仕事

塁の上に乗ってみる小さなふたガラ

十二536

學問の道をたどってみるのである︒

十2210国私は今日此所に來て︑飼主 十一743 年こそちがへ︑二人は同じ

が︑︿略﹀︒

のがなほ数限りもなく存在してみる

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一37

ふ︒

る小さな星の一つと同じものだとい

夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

ところが此の大きな太陽も︑

問の精神である︒

人で︑此の町へ始めて奉公に來たの
は︑ちやうどお前と同じ十二の年だ

十一36

なをしってゐますか︒﹂﹁しつ

おなか
てるます︒︿略﹀︒﹂﹁さうです︒そ

﹇御中﹈︵名︶1

五924 郵便物をあつめる人は︑毎日

おなか

れではあしのゆびのなをし

あの社長さんはもと上方の

つてゐますか︒﹂﹁おなじことで

九514園

きまった時刻に來て︑私のおなかを
︵形︶1

つたさうだ︒
三228 小二郎は正一とうらの
九戸1 古年戦箏が二つたので︑北風
山へわらびをとりにいきまし

せう︒﹂

明けて持って行きます︒

︽ーイ︾

﹇御 名 残 惜 ﹈

おとひめは﹁それはま

おなごりをしい

おなごりおし・い

三446園
た︒︿略﹀︒又とりはじめて︑二人

も外の軍馬と同じやうに︑主人にし

ことにおなごりをしいことでご

たちがあんなにかはいがってみたの

おなさけぶか・い

たがって戦地へ向つた︒

ざいます︒︿略﹀︒﹂といって︑きれ

はたくさんとってからくらべて
みました︒どちらもたいていお
なじくらゐで︑かちまけはあり

を見て︑此の子馬共を買った人たち

いな箱をわたしました︒
﹇御 情 深 ﹈ ︵ 形 ︶ 一

ませんでした︒

月と日と雷が同じ宿屋にとま

ピンセットや小さな槌やさまぐの

スの中で︑︿略﹀︒きりやねぢ廻しや

六445

︽ー イ ︾

四208園 ヨロコンデ大國主ノ神ノ

オナサケブカイ

てくれ﹂ばよいと︑心からいのりま

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

今度は前と反封に︑順次に三

小さい人造湖に出る︒

十358

道具も︑同じ塁の上に横たはってる

る︒

私も姉上と同じ心で︑

ほんたうに姉上は私の思ってゐ

十二676翻

︿略﹀︑馬副の意見が一致す

る通りをおっしゃいました︒

く略V︑たき火をしてみると︑十二896

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

つち
した︒

りました︒

七526圏私も子どもの時には︑毎日

トコロヘオレイニ行ツテ︑﹁オ
カゲサマデ︑カラダハ コノ通り

十342

前と同じ方法で︑船はもう一

此の甲骨へ通って︑皆さんと同じや

毎日世話し居ることとてい

ニナホリマシタ︒アナタハオナ

九138図

うに︑あの運動場で遊んだり︑此の

同じ

サケブカイオ方デスカラ︑︿略V︒﹂
同ジ

講堂でお話を聞いたり致しました︒

﹇同﹈︵形状︶3

ト申シ上ゲマシタ︒
おなじ

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

十8410園

れば︑最後に議決した議院の議長か

六768園 コレハ︑ハジメ白地ニオツ
イウゼン

ら國務大臣を纏て奏上する︒又御拾

は一そうかはゆく思はる︒妹も同じ

チリメン

そばの黒い岩に火がつき︑煙をあげ

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

て燃出しました︒驚いて調べてみる

他の一院のみで討議し︑可決すれば

雨院の何れかから提出された案は︑

心にや︑︿略﹀︒

と︑あたりは同じ眞黒な岩ばかりで

ノデ︑縮緬ノ友暉ト同ジデス︒

虚日︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

八

ツバメ

︿略V︒ガントオ

ナジク︑ワタリ鳥デ︑アタ・カニナ

五263

同じ ︽iジ・ージク︾

おな・じ ﹇同﹈︵形︶4 オナジ 同ジ

同じ手績によって奏上する︒

した︒

綿花は主に印度やアメリカ合
衆國から輸入し︑それに加工して綿

十886

ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ

八809圏 ﹁どのうちでも︑納める金 九172 保護色訂．．ツテヰルモノノ中
高は同じですか︒﹂

十一桝1 其の土地に煙い狭いがあり︑

此ノ轟ハ︿略V︑羽ヲ廣ゲテ

ナ色目カハルモノモアル︒

綜や綿織物を造る︒これらの製品は

九202

ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑

我々の使ひ料にもなるが︑又支那・

地方自治の精神に基づいて其の團艦

其の組織に繁簡の差があるにしても︑

の幸福を進め︑國運の二才を期する

ナカく見分ケガツカナイサウデア
同ジ

印度其の他の東洋諸國へ輸出される︒
おなじ

ル︒

﹇同﹈︵連体︶ 2 1

ことは皆同じである︒
おなじ
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ツテ︑ガンが北ノ國ヘカヘルコロ︑
七901園

りなさる ︽ーイ︾

リ︾

﹇鬼﹈︵名︶3

オニ

おに

鬼

ウサギノイツタ通リ︑エライォ
方ニオナリニナリマシタ︒

四215

おに

て御願ひ申す次第でござります︒﹂

お庭先

ぶつ

第一課

明治天皇御製

御願 おのおの ﹇各﹈︵名︶4 各

の ひろきをおのが心ともがな︒

︿略﹀︒ 淺緑すみわたりたる大空

十ニー6図圃第一課明治天皇御製

おのが治むる國はいかにと︒

古のふみ見るたびに思ふかな︑

十一一14図翻

おの ﹇己﹈︵代名︶2 おの

つて大木を伐るに︑︿略﹀︒

十一欄5國囲︿略﹀︑次にをのを振る

おの ﹇斧﹈︵名︶1 をの

となへさせます︒

どもに︑朝晩おねんぶつのかはりに

けたまはりたうございます︒妻や子

七722園

其の上あなたのお名前をう

おねんぶつ ﹇御念仏﹈︵名︶1 おねん

﹁︿略﹀︒﹂

西郷はしばらくじっと考へてるたが︑
オニ

﹁︿略﹀︑アナタハドチラ

ガシマヘオニセイバツニ︒﹂

︿略﹀︑オニドモハテツノ

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

一514

テヰマス︒

タ︒

︿略﹀﹁お おにわさき

﹁お庭先の御門を守る者が

お願

騎手に向って︑﹁︿略﹀︒﹂などと︑

まことに勝手がましい御願 八了8 五箇村の入々は各自分の村の

﹇御願﹈︵名︶2

でございますが︑もう四五日の所お

︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ

口々に勢をつけてみる︒

を有する等︑各面の特性を具へたり︒

は琿力に富み︑落葉松は一種の品位

償ヲ下グ︒
ていかう
十一一4710図 ひばは抵抗力を有し︑松

ノ費レザランコトヲ恐レテ︑雫ヒテ

九4510図 ︿略﹀︑五人ノ持主各其ノ馬

雪・ヒテ高キ償ヲツク︒

馬が他人ノ手駅渡ランコトヲ恐レテ︑

九454図

ひまを願ひたうございます︒︿略﹀

八457団

おねがい

うなづきました︒

う︒﹂と清正がいひますと︑秀吉は

ございません︒某の手で固めませ

七撹7園

﹇御庭先﹈︵名︶1

ダイジナタカラモノヲダシマシ

モモタラウ二目タナヲヌ 一535 オ一一ドモハカウサンシテ︑

カヒマシタ︒

十二

かるた取

イテ︑一バンオホキナオニニム

一533

﹇鬼征伐﹈︵名︶一

なれてしまへば︑少しも陸上とかは
おにせいばつ

らない︒

のづきんを取って︑兵士の頭にかぶ
セイバツ

︿略﹀︑マリーはおばあさん

南ノ國カラワタツテ來マス︒

せました︒﹁しばらく︑うちのおば
一484圏

九個3図 同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ
得ラルレバ償ナク︑得ガタケレバ債
あさんにおなりなさい︒﹂

同
ゑつ

ヘオイデニナリマスカ︒﹂﹁オニ

アルナリ︒

となみ

ソノ後大國主ノ神ハ︑白おにども ﹇鬼共﹈︵名︶2 オニドモ

九458図之二反シテ︑同ジヤウナルおな・る ﹇御成﹈︵五︶一 オナル ︽一
馬 五 匹 ア リ ︑ ︿ 略 V︒

十ニー93図 されば同一日附の同じ新

おなじく

聞にても︑︿略﹀︑ 記 事 に 多 少 の 相 違

たひらのこれもり

﹇同﹈︵副︶2

あるを常とす︒

おなじく
じく
ちゆう

六232 大將は平維盛で︑︿略﹀︑越

中の國の礪波山にちんを取りまし
四482囹

ににかなぼう︒﹂音二郎﹁はい︑と

た︒義仲は五万騎を引きつれて︑こ
れもおなじく礪波山のふもとにちん
りました︒﹂

或時近邊の人からワシント

ン傳を借りたことがある︒リンカー
ゐ

ンはかねぐ此の偉人を非常にした

十一996

を取りました︒

おなつ

八68 一人は信作︑一人は耕造とい
つて︑年は同じく十五歳︒
﹇御懐﹈︵形︶1

かし

︽ーシ︾

おなつか・し

オニガシ

︿略﹀︑當日祝の歌を一首い

淺吉御主人様
用心2国

たゴきたうございます︒これは年よ

︽ース︾

﹇御願申﹈︵五︶1

澤勝五郎様
御願ひ申す

安芳は尚言葉を績けて︑
﹁︿略﹀︒何分今一慮の御評議を推し

十二燭6園

おねがいもう・す

小野田國男

ヘオイデニナリマスカ︒﹂﹁オニ

︿略﹀︒は

おにごっこ

オニガシマヘツイテミマ
﹇鬼﹈︵名︶1

第二十氷すべり

た拾︑まり送︑おにごっこ︑何でも

六793

おにごっこ

スト︑︿略﹀︒

一513

りからのお願でございます︒︿略﹀

﹁︿略﹀︑アナタハドチラ

﹇鬼島﹈︵名︶2

つてみたので︑鬼の首でも取った氣

マ

おにがしま

になって一心に讃績けた︒

お名前

六623園﹁おなつかしや︑母様︒木
曽の萬じゅでござい ま す ︒ ﹂

﹇御名前﹈︵名︶2

七721園

おなまえ

おな

ガシマへ夕月セイバツニ︒﹂

其の上あなたのお名前をう ﹁484園

けたまはりたうございます︒

十675園 僧は︿略﹀︑さて﹁導通な
﹁いや︑名前を申し上げる程の者で

がらお名前を聞かせて頂きたい︒﹂

﹇御成﹈︵五︶1

はございません︒﹂主人はけんそん
して言はず︒

おなりなさ・る

おのずから一おばあさん
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おのずから
自ら

﹇自﹈︵副︶3

おのつから

九116図 ふしぎや︑今まで荒れに荒

あけ

れみたる大海︑おのつから静まりて︑
なぎ

かすが

お だ や か な る 凪 と なり︑︿略﹀︒

﹇尾道﹈︹地名︺1

どと申します︒
おのみち

尾道
た

ど

はちがみね

岩山・鉢峯などの要所々々にそれ
ぐ將卒を配置したり︒
こはたゴ事ならじと︑尾

﹇伯母﹈︵名︶2

子様

五月五日

叔母

やいます︒

三794 おばあさんが﹁ふみ子も
こんやはきっとあちらでこの

ごとのやうにおっしゃいました︒

月を見てゐませう︒﹂と︑ひとり

四227うちの人はみんなたん

りのよいえんがはでつぎ物を

ぼへ出て︑おばあさんが日あた

していらっしやいました︒

おばあさんはもう耳が

あさん︑今日は︒﹂といふと︑ふ

遠いので︑大きなこゑで︑﹁おば

四232

りかへって︑﹁おう︑三ちゃんか︒

おばあさん

一445

オヂイサン

ハ

ヤマ

カリニ︑オバアサンバカバ
センタクニイキマシタ︒

ヘ

シバ

ヘ
﹇45一 オバアサンガセンタクヲ
シテヰマスト︑オホキナモモガ
ナガレテキマシタ︒

オバアサンバソノモモヲ
ヒロツテカヘリマシタ︒

一454

おばあさんが﹁ほうほう﹂

おばあさんが﹁︿略﹀︒もつ

おとめになりましたが︑︿略﹀︒

とあそんでお出で︒﹂といって

四255

くらのやねへにげて行きます︒

にはとりよりさきに︑すずめが

といっておおひになりますと︑

四251

四234園 ﹁おばあさん︑今日は︒﹂

ぱい持って來て下さいました︒

からうでたくりをおぼんに一

きつつみをうけ取って︑とだな

よく來たね︒﹂といって︑ふろし

サン

オバア

叔母より さ

五892団九月十五日叔母から竹

おば

野路山の本螢に急報すれば︑︿略﹀︒

十一262図

瀬戸内海の沿岸には大 十﹁25図 尾野路山

うじな

十一345図
阪・神戸・尾道・宇品⊥口口松・多度
つ
津・高濱等良港多く︑︿略﹀︒

りなさる ︽ーイ︾

ロリロつ

十二997図然れど春日の社頭︑朱の おのりなさ・る ﹇御言﹈︵五︶1 おの
廻廊山の緑にはえて︑森嚴自ら人の

えり

己

﹇御祖母﹈︵名︶32

十鵬8囲団

おのれ

たまくコー二が交易の

をあらはせる語なり︒

十二845図

ムカシムカシ︑オヂイサン

ナサイマス︒

﹇394 ハヤクカヘラナイト︑オヂ
イサンヤオバアサンガシンパイ

おばあさん

のってつりをしてゐますと︑

﹇己﹈︵代名︶5

共同助力は人の道︑

のれの利のみかへりみず︑︿略﹀︒

七966図圃

おのれ

いひました︒

私のせ中へおのりなさい︒﹂と

ち子どの

三418園︿略﹀︑うらしまが舟に

お上る

トオバアサンガアリマシタ︒

されど婦人は︑︿略﹀︑僧を 一442

ば待たせ置き︑おのれは主人を迎へ

十602図

にとて外に出行きけり︒

孔子は他人を正す前に先

すを以て其の主義としたり︒

づおのれを正し︑近きより遠きに及

十一76図

お

大きなかめが出てきて︑﹁︿略﹀︒

襟を正さしめ︑︿略﹀︒

十二側⁝4 ︿略﹀美しい風景や温和な
をん
氣候は︑自ら國民の性質を穏健なら
しめ︑︿略﹀︒

おのだくにお ﹇小野田国男﹈︹人名︺1
小野田國男

﹇小野道風﹈︹課名︺2

八㎜4團 三月十二日 小野田國男
澤勝五郎様
おののとうふう

をののたうふう

三目6 十八 をののたうふう
三544 十八 をののたうふう
﹇小野道風﹈︹人名︺1

をののたうふう

おののとうふう

﹇御上﹈︵五︶2

三545 むかしをののたうふうと 十一77図園 ﹁おのれを修めて人を
安んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意
いふ人がありました︒
︽ーリ︾

おのぼ・る

一46一

四743私は東の村の今の村
ため大陸に渡らんとするに際し︑林

オバアサンガモモヲキラ
藏は︿略﹀︑切に己をともなはんこ
尾

たら︑まはずに空へお上りに

三886圏 ﹁いやいや︑おかへし申し

﹇尾野路山﹈︹地名︺3

とを求む︒

おのろやま

なりませう︒﹂﹁いいや︑天人はう
そをいひません︒﹂

四726無く略V︑西の村では野路山

て︑よくお寺まみりにいらっし

寄手の大黒佐久間盛政は︑ 三713
︿略﹀︑自らは尾野路山に野毒し︑大

十一257図

ゐました︒

長さんのおちいさんやおばあ
ウトシマスト︑︿略﹀︒
三713 そちらのく略﹀おびはね さんを其のわかい時から且つ
て居ました︒
えさんので︑はばのせまい黒
いのはおばあさんのです︒
五84 ︿略﹀︑おちいさんとおばあさ
おばあさんはあれをしめ んが︑一人の娘を中において泣いて

お月様がお上りになった︒﹂な

﹁︿略﹀︒一本杉のふところから
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おはいりなさる一おはな

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

七244 茶屋にはおばあさんが一人ぼ

人あるのださうだがずっと前から南

七246 此のおばあさんにむすこが一
アメリカへ行ってみるといふことだ︒

︿略﹀︑﹁ごめんなさい︒

く︒﹂といひく︑見送人をおし

七414
分けて︑前へ出るおばあさんがある︒

七422 おばあさんは又さけんだ︒
といって︑其所へすわった︒

もの

ヲバサン

つき上ると︑おばあさんが餅おはきもの ﹇御履物﹈︵名︶1 御はき

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

八524
御はきもの

﹇伯母﹈︵名︶6

八60図

︿略﹀︑おばあさんは﹁まあ︑ おばさん

へ持っていらっしやった︒
八538

叔母さん

た︒

お花

お花

五

五

おはな ﹇花﹈︹課名︺2

三目6

三121

おはな ﹇花﹈︹話手︺2

お花

オ花

をばさん

おはな

ら︑をぢさんもをばさんも早く
とめになりましたが︑︿略V︒

かへります︒︿略﹀︒﹂といってお

オ花

お

オ花コ扇ヲ持ツテ居ル人

オハナ

オハナトオチヨガオキヤ

クアソビヲシテヰマス︒

二42

ガホヲカキマシタ︒

オハナガエンピツデアサ

︹人名︺7

デスカ︒︿略﹀︒﹂

四866

︿略﹀︒﹂

ワキニカザツテアルノデセウ︒

ついてみるがよい︒﹂とおつしゃつ

さんが來ましたので︑︿略﹀︒

うちからおとよさんと太郎

て行くのです︒
四16 おひるすぎに︑をばさんの

をばさんの村のお祭によばれ

三727私どもはあれを着て︑ 四857 龍花﹁クワンヂヨノリヤウ
茶屋のおばあさんに尋ねると︑

た︒

十佃2
それは園内に飼ってある鶴の聲であ
つた︒

︽ーイ︾

﹇御入﹈︵五︶3

おはいりなさい︒﹂

︽ーリ︾

おはい・る

︽ーキ︾

三143

マシタ︒

四871 二人ガオ話ヲシテ居ル
所へ︑オ花ノオカアサンが來

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

お花はことし九つです︒
オ花ハオカアサンニオヒ

のおてつだひをします︒

三122 お花はがくかうからかへ
ると︑おつかひにいったり︑に
はをはいたりして︑おかあさん

ヲダシマシタ︒

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

二人が口話ヲシテ居 二56 オハナハオチヨヲザシキ
ル所へ︑オ花ノオカアサンガ

四873園

本杉のうしろへお日様がおは

四723玉東の村では﹁︿略﹀︒一

おはいる

三613囹 三郎﹁又はしりくらをさ 四257園 おばあさんが﹁今日は 花
一36一
こんなにもみがほしてあるか
せませう︒五郎さんもなかまに

はいりなさる

七427 おばあさんは﹁やれく︒﹂ おはいりなさ・る ﹇御入﹈︵五︶1 お
七893 あまり急ぎましたので︑水が
いすの上にあったおばあさんのづき
んにこぼれました︒
﹁あ＼︑さ う だ ︒ ﹂ と 言 っ て ︑

マリーはおばあさんのづきんを取つ

七896

て︑兵士の頭にかぶせました︒

七899園 ﹁しばらく︑うちのおばあ

﹁オキクサンデスカ︒︿略＞Q﹂

來マシタ︒﹁ヲバサン︑今日ハ︒﹂

みことは此の川上にも人がす

いりになった︒﹂といひ︑︿略﹀︒

五83

五288此の間町のをばさんがいらっ

﹁︿略﹀︒ ﹂ か う 言 っ て ︑ 又 大 急

さんにおなりなさい ︒ ﹂

んでみるにちがひないとおかんがへ

しゃつて︑﹁こんなしっかな所でく

七902

ぎでおばあさんの着物を着せてやり

らしてみたい︒﹂とおっしゃいまし

と︑叔母さんの町に大水が出たさう

五831国

た︒

になって︑だんだん山おくへおはい

尊はかみをといて︑女のすが

りになりますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑敵はあちこち見まはし

五425

たになり︑つるぎをふところにかく

です︒

らく

伯 おはたら︒く ﹇御働﹈︵五︶1 おはた

其の松の下に石できざんだ地

藏様が立っていらっしやる︒︿略﹀︑

七239

おかあさんがく略﹀︑下女 おはな ﹇御花﹈︵名︶1 お花

をしておはたらきになりまし

や手つだひのものに︑おさしづ

叔母上檬 四408

みよ子伯

竹子

﹇伯母上様﹈︵名︶2

して︑其の家の中へおはいりになり
ました︒

おばうえさま

九月七日

母上檬叔母上様
五836囲
母上檬

九榴3圏国九月二十日

おとうさんにうかゴひます 四843

ました︒

七915

ましたが︑おばあさんの肩に手をか
けて︑﹁︿略﹀︒﹂

七917囹︿略﹀︑おばあさんの肩に手
をかけて︑﹁これ︑おばあさん︑お
前は知ってみるだら う ︒ ﹂

七918 すると兵士のおばあさんが︑
﹁はい︑よいお天六 で ご ざ い ま す ︒ ﹂

んはこねどり︒

八514 おとうさんはきね︑おばあさ

おはなし一おひきうけもうす
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﹇御話﹈︵名 ︶ 2 一

何時もお花が上ってみる︒
おはなし

オ話 お話

オハナシ

三8一 ヒヨコガナクト︑オヤド
リハオハナシデモスルヤウニ︑
ココココトイツテヰマシタ︒

所は名高い温泉場で︑海水浴も出町
ちやうど岡田さんは四五人の

るさうだ︒

九938
お友だちに︑白馬登山のお話をなさ
つていらっしゃる所でした︒
せっけい

たね︒

おはなしふたつ

︹課名︺2

四目3 十四 お話二つ
お話す

お話二つ

﹇御話﹈︵五︶2

四533十四 お話二つ
おはな・す
︽ーシ︾

全くあんな人は珍し

い︒﹂とお話しになりました︒

で︑ 血汐﹀︒

九5510おとうさんはすぐ言葉をつい

九944中でも面白かつたのは大雪漢 御話す

見たくなりました︒

のお話です︒
四871 二人が夢話ヲシテ居ル
所へ︑オ花ノオカアサンが來
九963 お話を聞いて︑僕もすべって
マシタ︒

三71！そちらのはばの廣い光

るおびはねえさんので︑︿略V︒

ゆかた
きれいな帯や︑すゴしさうな浴衣地

五237 下のかざりまどには︑︿略﹀︑

がかざつてあります︒

﹁春子︑午前ハ着物や帯ノ

﹁ネエサンが今ヌツテヰル

地ハ何ノ綜デオルカ知ツテヰマス

六742園

カ︒﹂

六758園

海藻ノ形ハ檬々デ︑帯ノ様二

此ノ帯ハ︒﹂﹁ソレ口書リンスデ︑絹

デセウ︒﹂

七863

︿略﹀日かげが︑若葉の色を

入口の左手には︑小切やえり

て︑︿略﹀︒

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

五241

おびあげ ﹇帯揚﹈︵名︶1 帯あげ

うす緑︑帯も着物も皆うす緑︒

下に投げるのか︑手もうす緑︑足も

九331

を結ぶことも出前ず︑︿略﹀︒

箸を持つことも出來ず︑帯

廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︒

よく迎へて︑﹁︿略﹀︒あなたがよく
か も
會ひたいと御話しになる江戸の賀茂

八282図
た︒﹂といふ︒

まぶち

眞淵先生が︑先程御見えになりまし

つけの古本屋に行くと︑主人は愛想

それから︑お花畠のお話も面 十一713圏 ︿略﹀︑宣長はかねて買ひ
お話が頂上のながめに移ると︑

いよくはずんで來て︑岡田さんは

九975

白うございました︒

ゑ ま
五406 先生が舜殿にかけてある前馬 九965

のお話をして下さいましてから︑
︿略﹀︒

五594 ことにしほのみちた時は︑社

目の前に見てみるやうな様子で説明

りゅうぐう

殿や廻廊が海の中に浮いて︑お話
なさるので︑︿略﹀︒

くわいらう

にある龍宮はこれかと思はれます︒

畠

九965

お花畠は雪渓を登りつめた
所にあります︒

九966園

白うございました︒

それから︑お花畠のお話も面

面白いお話がまだたくさんあ おはなばたけ ﹇御花畑﹈︵名︶2 お花

りさうでしたが︑︿略﹀︒

九993

面相9㈱團昨日は美しきお話の本御

此の學校へ通って︑皆さんと同じや

七527國 私も子どもの時には︑毎日
うに︑あの運動場で遊んだり︑此の

伯父上様

送り下され︑誠に有難く存じ候︒
正男

一月モカ・ルヤウナオ話ダツ

お花見

﹁お早う︒﹂といふと︑﹁よ

八幡様の御引合はせか︑門の

1 御引受け申す ︽ーシ︾

おひきうけもう・す ﹇御引受申﹈︵五︶

戸は細めに明いて居りました︒

六606

合はせ

三月二十日︑今日はお花見と おひきあわせ ﹇御引合﹈︵名︶1 御引

﹇御花見﹈︵名︶1

六603

おはなみ

いふので︑御殿は人少でございます︒
八518園

く目がさめたね︒︿略V︒﹂と︑にい
さんがいった︒

拙者︸命にかけて御引受け申します︒

へてみたが︑﹁よろしい︒とにかく
帯

其所此所で︑﹁お早う﹂が言ひかは

九6510毒気の中に上陸員が蹄呈する︒十二欄9園西郷はしばらくじっと考

おび

明日の総攻撃見合はせの一事だけは︑
﹇帯﹈︵名︶7

される︒

おび

おとうさんのお話によると︑

なくなるさうだ︒

︿略﹀︑

會へ行ってみたいとかいふお話でし

十二402園

あなたは演奏

又空節の流通がよくなって轟がつか

枝を打てば︑山火事の危険を防ぎ︑

十一395

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十164団久々で皆様といろくお話おはよう﹇御早﹈︵感︶2お早う

ミタ︒

リニナツタノダラウト思ツテ聞イテ

タノニ︑ドウシテコンナニ早クオ鶴

九伽2

︿略﹀

講堂でお話を聞いたり致しました︒
校に來て︑皆さんにお話をするのは︑

七529囹 で︑今日此のなつかしい學
何よりもうれしいのでございます︒

七532園 私は年中航海をしてみるも

︿略﹀︑おとうさんは﹁︿略﹀︒﹂

のですから︑少し其のお話を致しま
す︒

九511

とおっしゃって︑あの方の小さい時
分からのお話をして下さいました︒

を食べながら︑私がゆめの中に通過

九702 顔を洗って來て︑ビスケット
した垂々のお話をうかゴつた︒

九763 叔父さんのお話によると︑此
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おひさま一おぼえる

おひさま

﹇御日様﹈︵名︶3

お日檬

オ日サマ

四846

今寺キクトオヒナ檬ノ

前ニスワツテナガメテ居マス︒
十勝川の流域一帯の廣野は

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

十一627

ヤウダ︒ ダンダンチカヨル オ
すものは帯磁の町である︒

ウキガ︒ 小サナトンボガ トブ

二711翻 アレアレアンナニ ヒカおびひろ ﹇帯広﹈︹地名︺1 帯廣

日サマニ︒

手紙

一

小ぞうから主人

︿略﹀︒取分けおいそがしい中を︑

︿略﹀︒

吉御主人様

まを願ひたうございます︒︿略﹀

八459国

淺

おびやか

三514
デセウ︒

モウオヒルニナツタノ おひるまえ

もし天氣がよかったら︑三

﹇御昼前﹈︵名︶1 お前前

︽一

お書頃

松子様

僕は︿略﹀︑おとうさんのお

ふと︑︿略﹀︒

さんはえらい方なんでせう︒﹂と言

おとうさんに﹁あの精米會社の社長

す︒︿略﹀︒お返事をお渡しした後で︑

︿略﹀︑にこにこしてみる元氣な方で

行って來ました︒︿略﹀︒社長さんは

手紙を持って︑精米會社へお使いに

九506

おへんじ ﹇御返事﹈︵名︶1 お返事

やい︒︿略﹀︒︿略V 春子

郎さんを連れて︑お豊前にいらっし

八欄1囲
︿略﹀︑おちいさんが庭で腰

帯びる

をのばして︑﹁もうお萱かな︒﹂とお

六41園

﹇帯﹈︵上一︶2

つしゃいました︒
お・びる
ビ︾

しっとりとしめりを帯びた一
唯商業の取引の盛な部分は︑

すちの道が︑︿略﹀︒

九325
十一105

相當に活氣を帯びてをり︑西洋風の
﹇御昼頃﹈︵名︶2

建物もあって︑趣がや＼攣ってみる︒

もうお書頃だらう︒
おひる

ぼえ

おぼえがないといって返しません︒

らはうとすると︑先方はあつかった

八357

幾年かの後︑里子を返しても

今日のお書頃はうち中︑目が おぼえ ﹇覚﹈︵名︶1 おぼえ﹇▽みお
九352

﹇御昼過﹈︵名︶3

お書すぎ

置く ︽ーキ︾

おひるすぎに︑をばさんの おぼえお・く ﹇覚置﹈︵四︶1 おぼえ

うちからおとよさんと太郎

かさんと下しみ居り候︒

し方の時間に話し︑同級の人々を驚

をよくおぼえ置き︑來週紅白にて話

九擢1圓團あの中にて一番面白き話
おひるすぎおかあさんにつれ

せ

﹁地藏山の内︑二町三段五

︽ーエ・ーエル︾﹇▽みおぼえ

おぼえる

の手で記してある︒一昨年植付けた

苗︒一坪一本の割︒﹂とおとうさん

畝︑峯通り檜苗︑其の他絡べて杉

ひのき

十一3610

二三日降りつゴいた雨がから おぼえがき ﹇覚書﹈︵名︶1 覧書
にいさんときのこ取に行きました︒

りとはれたので︑昨日のお垂すぎ︑

六143

られて︑買物に行きました︒

五226

お宮へまみりました︒

さんが來ましたので︑三人で

四16

すぎ

おひるすぎ

まはるほどいそがしうございました︒

五477

おひるごろ

く略V︑もう四五日の所おひ

一週間もおひまをいただきまして︑

へ

八糾6囲

四723園東の村では﹁︿略﹀︒一 おひま ﹇御暇﹈︵名︶2 おひま

本杉のうしろへお日檬がおは
いりになった︒﹂といひ︑西の
村では﹁︿略﹀︒﹂などと申します︒

四746せいの高い私の目にも︑

帯地

まだお日檬が見えない中から︑
﹇帯地﹈︵名︶1

︿略﹀︒

おびじ

お姫様方

五247 小ぞうさんたちは︑土ざうか おひめさまがた ﹇御姫様方﹈︵名︶1

らいろくな反物や帯地をかついで

︿略﹀︑きれいな着物を着て︑

﹇脅﹈︵五︶1

︿略﹀︑三家の存立を危くし︑

︽ース︾

十二悌7

す

おびやか・す

牛車に乗ったお姫檬方の姿を︑︿略﹀︒

六696

おびたゴ

み の
︿略﹀︑美濃路の方面に當

﹇彩﹈︵形︶1

來て︑お客の前につみ上げます︒
おびただ・し
︽ーシク︾

十一261図

し

りてたいまつの光おびた球しく︑何

お

國民の生活をおびやかすやうな危機
﹇御開﹈︵五︶1

とも知らぬ物音ざわくとして夜の

おひらきなさ・る

開きなさる ︽ーレ︾

おびた

は絶無であり︑︿略﹀︒

﹇彩﹈︵形︶1

静けさを破る︒

おびただし・い
だしい

九2410園歓庵様は佐藤の家の農事の

︽ーイ︾

八69 ︿略V︑祭の廿日には︑おびた

本をお開きなされ︑元号様はおもに

お書ね

時の豊書だ︒

謡える

おぼ・える ﹇覚﹈︵下一︶5

印度の國はいたってあっう

﹇御昼寝﹈︵名︶1

六896園

おひるね

ます︒

ございますので︑お子どもしゅうは
お書

地質や鑛物の方で新しい専属をなさ

たが︑おちい様の不昧軒様はまた︑

だしい見物人が︑朝早くから宮の境
オヒナ

氣候と農業との關係をお調べなされ
﹇御雛様﹈︵名︶2

内へつめかけた︒

おひなさま

様

オヒル

此の腹の下でお豊ねをなさると申し
﹇御昼﹈︵名︶2

れた︒

おひる

オ花ハ二上アサンニオヒ
ナ檬ヲカザツテイタダキマシタ︒

四843

おほしさま一おまえ
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更に太古以來の歴史と結び文學と結

︽ーサ・ーシ︾

めす

びて︑旧いよく深きを畳ゆ︒

いんど

る

五16圏大日本︑大日本︑神のみ

十二梱4塵困︿略﹀︑追々店の様子も

六77園 印度のヒマラヤ山は世界一
すゑの天皇陛下
おぼしめされ

を

わかり︑お客様の身方にもなれて︑

われら国民七千萬

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる

仕事に興味を畳ゆるやう相成り申候︒

十301図圏

谷間よりはひ出で︑ 木

モノノ方へ行キマスト︑﹁オ前
ハ鳥デハナイカ︒﹂トイツテ︑

︿略V︒

ト︑﹁オ前罪ケダモノダラウ︒﹂

三764園又鳥ノ方へ行キマス

︿略﹀白ウサギガ︑︿略﹀︑

トイツテ︑︿略﹀︒

四127圏

海ヲワタルクフウヲシテヰマ

のをのみことと申す神様がございま

五125 天照大神の弟の方に︑すさ おぼろ ﹇朧﹈︵形状︶1 おぼろ

あまてらすおほみかみ

わが子のやうに

る︒
る︒

九911早事も饒舌前に讃んだのです
から︑くはしい事はおぼえてゐませ

シタ︒︿略﹀︑ワニザメが居マシタ

んがね︒

した︒︿略﹀︒これはめづらしいつる

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ

九9210園 僕今夜はいろくの事をお

に朝霧流る︒

いったのも︑お前が先に

勝太郎︑東京のをぢさん

作太郎は父につれられて︑

﹁︿略V︒﹂﹁用水池には大きな鯉が居

はじめて町に行きました︒︿略﹀︒

五678園

があると聞いた︒

四546園お前はたいそうとんち

來ました︒

からお前の所へゑはがきが

四523圏

﹁ばか﹂といったからです︒﹂

と

四338園 父﹁︿略﹀︒向ふで﹁ばか﹂

シタ︒

ズヰブン多イ︒︿略﹀︒﹂トイヒマ

﹁ナルポド︑オマヘ ノナカマ ハ

コレラ見テ︑

クラベテミヨウ︒﹂トイヒマ

カラ︑﹁オマヘノナカマトワタ
シノナカマト︑ドツチが多イ

ぎだ︒自分の物にしてはならぬとお

おぼん

︿略V︑とだなからうでた

﹇御盆﹈︵名︶1

カ︑

ハイクツニナリマスカ︒﹂
︿略﹀︑おちいさんが二郎

四137園白ウサギハ

くりをおぼんに一ぽい持って
お
お⊥剛

オマへ

シタ︒

﹇御前﹈︵代名︶32
オ晶剛

まヘ

﹁オカアサンハアノシロ
ハ︒﹂

か︒﹂

三168囹

をしへてやりました︒

で人をさしますか︒︿略﹀︒﹂と

がら︑﹁二郎︑おまへはそのゆび

おちいさんはわらひな

のゆびのなをしってゐます

にたつねました︒﹁おまへはて

三147圏

ヘ

一一325園

﹁オ正月ガクルト︑オマ

イハナガスキデス︒オマヘ

二74園

おまえ

穿て下さいました︒

四238

おぼん

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

﹇御誉﹈︵名︶1

りました︒

ぼしめして︑天照大神へお上げにな

と︑あくまでそれにこる性質で︑
おほめ

おほめ

十ニー32 ダーウィンは興味を畳える

︿略﹀︒

十二418 一音は一音より妙を加へ神 九382園 ︿略﹀︑エンミッヒ前軍はみ
と感歎せるに︑レマン將軍は静かに︑

﹁おほめにあづかって恐れ入る︒

つから進んで握手を求め︑﹁︿略﹀︒﹂

お星様

に入って︑何をひいてみるか彼自ら
﹇御星様﹈︵名︶1

も豊えないやうである︒
おほしさま

︿略﹀︒﹂と答へたり︒

オホメ

トノサマガオトホリニナ

﹇御誉﹈︵下一︶一

︽ーメ︾

二505

ル

おほ︒める

四751又私のかたの上で︑お

おぼしめ

星様が光りはじめるころにな
﹇思召﹈︵名︶2

つて︑︿略﹀︒

おぼしめし

貴

メヅラシ

ツテ︑﹁︿略V︒﹂トオホセニナリ
ハ

し 思召

﹁コレ

ミゴト︑ミゴト︒﹂トオホメ

︿略﹀︒

マシタ︒

おぼゆ

ニナツテ︑ゴホウビヲタクサン

イ︒

六847 此のまこころが神のおぼしめ
し に か な っ た の で あらう︑︿略﹀︒
むさし

クダサイマシタ︒

﹇覚﹈︵下二︶3
せうけん

明治天皇・昭憲皇太后︑御

︽ーユ・ーユル︾

十28図

ゆ

おぼ・ゆ

十410図昔の武藏野の姿を此所に残
さんとの皇太后の思召のま＼に︑今
﹇思召通﹈︵名︶1

も人工を加へずといふ︒

思召通り

おぼしめしどおり

も︑もっとお前に聞かせて置きたい

ませうね︒﹂﹁鯉も居るが︑それより

﹁︿略﹀官軍

三537園兄が﹁おまへ︑何をか

安芳は 更 に

ソノ時カウモリガケダ 六398団 第十一 入慣した兄から

話がある︒﹂

二方のおほみたま︑とこしへに此所

十一一窩4園

三761園

すと︑弟﹁︿略﹀︒﹂

ぞへてみるのだ︒﹂とたつねま
愛すべく美しき山野は︑

にしづまりましますよと思へば︑か
十二鵬9図

方の思召通り一型にはゆかぬかも知
おぼし

しこさ殊に身にしみておぽゆ︒
﹇思召﹈︵五︶2

れませぬ︒︿略﹀︒﹂

おぼしめ・す
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九477囲園

なへ

私は書くばりをして︑

かあさんにほめられました︒

﹁お前もたしかに半人前だ︒﹂と︑お

︿略﹀︒お前はなぜ自分の村の人と見

物しなかったかと思ふだらうが︑

大尉は之を学んで︑思はず

かん
永の勘當だ︒﹂と言渡した︒

ヘタチハウマクワタシニダマ

サレタナ︒︿略﹀︒﹂トイツテワラ

ヒマシタ︒

コーデリヤは父の手を取

つて泣きながら︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十二755囹

つまりお前たちよりもよけ

太郎どの

さち子どの

シカゴを立つ日に︑お前た

八687囲お煮たちもせいぐ勉強な

父から

いに勉強してみるわけです︒︿略﹀

八685国

を取っておくれ︒﹂といひました︒

が大きくなったら︑此のかたき

の子どもに︑誌略﹀︒お干たち

四904園芸は泣きながら二人
御前

お前はわたしをうらんでみるはずだ
が︒﹂

﹇御前様﹈︵代名︶5

御前檬にも日々學校に御
さち子どの

さて御父上様の御葉書な

さい︒

十字6圏國

叔母より

通ひなされ候由︑安心致し候︒︿略﹀

十価4薩國

様

おまえさま

︿略﹀︑おとうさんは﹁お前

︿略﹀︒

九5010園

にもさう見えるかね︒﹂とおつしや

六423團 第十一 入偉した兄から
︿略﹀︒お前は今の 分 で は 大 男 に な り

︿略﹀︑此の町へ始めて奉公

つて︑︿略﹀︒

九佃3園

二の年だつたさうだ︒

に得たのは︑ちやうどお前と同じ十

九514園

さうだから︑砲兵か騎兵になれるだ
らう︒

六742園 ﹁春子︑オ前ハ着物や帯ノ

地ハ何ノ縣デオルカ知ツテヰマス
カ︒﹂

八739団

も涙を落し︑水兵の手を握って︑

らびに御前様の御手紙により︑御母

︿略﹀︑敵はあちこち見まは

上様には去る二日御安産にて︑玉の

七917園

﹁︿略﹀︒お前の残念がるのももっと

︿略﹀︒

男ばかりの御兄弟の中に︑
此の度始めて妹を得られ候事︑御前

十佃1圏團

檬の御喜さぞかしと察し申し候︒

十柳7國圏御母上様はまだ御やすみ

︿略﹀︑御前様御ひまの折︑

のため︑何かと御いそがしき事と察

にて︑御前様には御家事御手つだひ
し申し候︒

十柵4圏困

オマ

裁縫のおけいこに御仕立て下された

御前たち

﹇御前達﹈︵代名︶10

お君たち

白ウサギハ

︿略﹀︑﹁オマおまけに

太郎どの

さち子どの

第二十三課

南米より

さて領地をゆつる日に︑

お前たちのうちで誰が一

︵接︶1

おまけに

わしはそれが知りたいのだ︒

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二664囹

ある︒︿略﹀︒﹂と尋ねた︒

はお前たちに一つ聞いてみたい事が

王は娘たちを面前に呼んで︑﹁今日

十二664圓

が通學し居るを見ては︑︿略﹀︒

學校ありて︑御前たちぐらみの子供

︵父の通信︶︿略V︒殊に日本人の小

十一伽2王国

ちにわかるものではない︒

うだが︑其のつらさはとてもお前た

︿略﹀︑おろしに歩き廻ったものださ

お話をして下さいました︒﹁︿略﹀︒

九518園 ︿略﹀︑おとうさんはく略﹀

から

ちの年始状が着きました︒︿略﹀ 父

もだ︒︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

よっとすると命を失ふやうなあぶな

檬なる女の御子御生れの由承り︑

しましたが︑︿略﹀ ︑ ﹁ こ れ ︑ お ば あ

兄は私に﹁壮吉︑お前はお

父は﹁お前はどうしたのだ︒

い時でも︑言出すことの出麗ない程︑

お前のやうな弱轟には︑ひ

はものが言へるやうになったのか︒

十955園

つてみた︒

︿略﹀︒﹂とたつねたが︑太郎はだま

十942園

がら︑︿略V︒

風に束ねて運んでくれ︒﹂といひな

とうさんのかった雑木を︑かういふ

十416園

さん︑お前は知って み る だ ら う ︒ ﹂

父は︿略﹀︑僕に︑﹁お前も

一しょに行ってお出 で ︒ ﹂ と い っ た ︒

八851園

な し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ﹁︿略﹀︒わしはあち

八871圏 信吉は︿略﹀︑娘の手をは
らに居ても︑お前の事ばかり心配し
てるた︒﹂といって︑︿略﹀︒

信吉はび っ く り し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て︑娘を引きよせて︑

︿略﹀︒

﹁や︑口をきいたぞ︒おとよ︑お前

八886園

﹁︿略﹀︒﹂

ヘタチ

おまえたち

く候︒

は今から百年饒り前イギリスに生れ

チャールズ︑ダーウィン
た︒︿略﹀︒又父には﹁お前のやうに

十ニー05園

て︑一家の爲に︑此の學問を大成す

九269園 此の四代の苦心の後を受け
るのがお前の役目だ︒

犬の世話やねずみを取ることにばか

﹁︿略V︒オマヘタチノ天中ノ﹂⊥

白ウサ昏乱コレラ見テ︑

九269園 十六のお前が︑旅費も乏し

り熱心では困るではないか︒﹂とい

四141園

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

四156園

︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

ヲアルイテ︑カゾヘテミルカラ︑
娘の答に失望した王は︑

つて叱られたことがあった︒

︿略V︑﹁お前にはもう何もやらぬぞ︒

十二699園

もあらう︑六つらい事もあるであら
うが︑父の此の願だけは︑︿略﹀︑必
ず仕とげてもらひたい︒

おまちくださる一おみやげ
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サン

﹁ヲバサン︑今日ハ︒﹂

一
お祭

お祭

﹇御祭﹈︹課名︺2

モ來マス︒﹂

四目2
一

﹇御祭﹈︵名︶7

お祭

お祭

デナサイ︒オチヨサンモオ松

﹁︿略﹀︒︿略﹀︑スグアソビニオ出

四877園

六776 今日は日曜日で︑おまけに日おまつさん ﹇松﹈︹人名︺一 オ松サン
本晴だ︒湖の上は朝からひじやうな
人出である︒

﹇御直下﹈︵五︶3

︽ ー イ︾

おまちくださ・る
お待ち下さる

とさけんで死にませうが︑たけるも

五442囹 なみくの者なら︑﹁あっ﹂ おまつり

四11

の村のお祭によばれ

それはく略﹀︑勝つた子ども

とく

おま

りした京城神社があり︑又其の近く
﹇御纏﹈︵下一︶1

に朝鮮総督府があります︒

のぶ子さんは︑成績物が返

︽一文︾

おまと・める
とめる

十一153

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

﹇御見受訴﹈︵五︶1

年の終におまとめになるのださうで
す︒

︽ース︾

お．みうけもう・す

まぶち

御見え

天人のまひといふものをお

見せ下さいませ︒﹂

五834国

皆様におけがもございませ

おみまい ﹇御見舞﹈︵名︶1 お見舞

竹子

叔母上様

﹇御耳﹈︵名︶1 お耳

九月七日

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

おみみ

いっか此の事が天皇のお耳に

入りまして︑︿略﹀︒

五552

オミヤガアリマス︒オテラ

おみや ﹇御宮﹈︵名︶5 オミヤ お宮

ヲカノ上二天ジンサマ

なってゐます︒

四28 ちやうど人の出さかりで︑
お宮のすずがひつきりなしに

りました︒

ノオミヤガアリマス︒
四18 ︿略﹀︑三人でお宮へまみ

三483

ガアリマス︒

主人はけんそんして言はず︒ 一7一

お見受け申す

︽ーエ︾

或夏の半ば︑宣長はかね

﹇御見﹈︵下一︶1

のお方とも思はれません︒︿略﹀︒﹂

僧は重ねて﹁お見受け申す所︑たゴ

十679圏

る

おみ・える

十一713園

て買ひつけの古本屋に行くと︑主人
も

とはやすこゑがきこえます︒

がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

四35 お宮のうらではすまふ
﹇御見送﹈︵名︶1

お見送

戸の賀茂南西先生が︑先程御見えに

か

は愛想よく迎へて︑﹁︿略V︒︿略﹀江

おみおくり

﹇御見込﹈︵名︶1

お見込

後日︑人が主人に向って︑ど
ういふお見込で︑あの青年をお用ひ
﹇御見下﹈︵五︶1

になったのかと尋ねた︒
おみせくださ︒る

四837︿略﹀︑弟へへいたいばう
をおみやげに買って︑夕方の

海軍のをぢさんがお出でにな

汽車でかへりました︒

五168

つて︑春子にはゑ葉書とリボン︑僕

ふたみが

には小刀とえんぴつをおみやげに下

さいました︒

浦を見に行って︑おみやげに貝細工

ドつりり

れふしはきのどくにな 六柳7囲参拝をすましてから︑二見

︽ーイ︾

りまして︑﹁︿略V︒そのかはりに

三875園

お見せ下さる

おみやげ ﹇御土産﹈︵名︶3 おみやげ

ある朝早く︑おとうさんがた

なりましたQ﹂といふ︒

あった︒

血豆はお祭の爲に人を殺すの

お

七里には天照大神をおまつ

十悩7

︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎 おみこみ

て表へ出て見ました︒

びへお立ちになった時︑お見送をし

垂湾の蕃人には︑お祭に人の 五328

︿略﹀︒

十753国

まつりする ︽ーシ︾

おまつり・する

﹇御祭﹈︵サ変︶1

はよくないといふことを説聞かせて︑

八241

年其の首を一つづつ供へさせました︒

八235

︿略V︒

首を取って供へる風がありますが︑

八223

ばんじん

で︑五箇村の頭になるといふ定めで

を出した村が︑次の年のお祭の日ま

八64

神事といふ事があった︒

くらべうま
天59 昔或氏神のお祭に︑競馬の
ノ

今日 はお祭です︒

さから たいこのおとがします︒

四13 うちがみさまの森で︑あ

て行く のです︒

をばさん

三728私どもはあれを着て︑

おまつり

熊襲のかしらだけあって︑﹁しばら
くお待ち下さい︒︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ ま
した︒

八642園 保己一はそれとも知らず︑
話をつゴけたれば︑弟子どもは﹁先
生 ︑ 少 し お 待 ち 下 さいませ︒︿略﹀︒﹂
と言ひしに︑︿略﹀︒

十二捌1園西郷はしばらくじっと考
へてみたが︑﹁︿略 ﹀ ︒ 其 の 齢 の 事 は

お待

拙者の一存にはまみりませぬから︑
﹇御待﹈︵五︶1

追っての沙汰をお待 ち 下 さ い ︒ ﹂

﹁落し物 を し ま し た か ら ︒ ﹂

︽ーイ︾

おまちなさ・る
ちなさる

七673園

といひくかけ出します︒人夫は其

お松

の男のたもとをおさへて︑﹁まあ︑
﹇松﹈︹人名︺3

お待ちなさい︒︿略﹀︒﹂

おまつ

丸山君も︑妹も︑お松も︑みんな下

七117 おとうさんも︑にいさんも︑
りた︒

七145 妹やお松は何があったのか︑
笑ひながらしきりに取ってみる︒

七151 妹とお松のざるには︑やどか
りがたくさんみた︒
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﹇御目﹈︵名︶3

を買った︒

おめ

お目

御目

四553園 ﹁お前はたいそうとんち

があると聞いた︒此のからか
みにかいてあるとらをしばつ
て見せよ︒﹂﹁しばってお目に
かけます︒︿略﹀︒﹂

五136團 北國にも春が來ました︒う
めやも﹂やさくらがみんな一しょに
さいてゐます︒これだけはお目にか
けたいと思ひます︒

十﹇721園 ﹁それは惜しいことをし
た︒どうかして御目にか㌧りたいも

お

のだが︒﹂﹁後を追 っ て 御 い で に な つ

︽ーイ・ーウ︾

﹇御目出度﹈︵形︶2

たら︑大てい追ひつ け ま せ う ︒ ﹂

めでたい

おめでた・い

んからお前の所へゑはがき

主

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

輸出品の主なる物は︑生綜

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

カラフト

六486
ダ︒
はぶたへ

七79図

思

飲料水二不自由ナキ土地ニ

り︒

しことなど思ひ出し申候Q

水際に寄りて馬の足を冷 おもいいだ・す ﹇思出﹈︵四︶2 思ひ

出す

十一243図

さんとする折しも︑思ひもよらぬ敵

九柵4國團母は其の方々の顔を見る

兄と共にいろく御話を承り平均な

十佃10髪上︿略﹀度度参上致し︑大

りにて候︒

出されて︑此の胸は張りさくるばか

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

︽ーサ︾

の一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎ

コーデリヤはそれを聞いて

に急ぎて進み來る︒

それから繹迦はブッダガヤ

ど︑今更のやうに思ひ出され候︒

みる ︽ーヰ︾

オモイ

おも

︿略V︒

おもいおもい

く

かねて此の希望をみたさ

彼は夜もすがら静坐してひ おもい・いる ﹇思居﹈︵上一︶1 思ひ
たすら思をこらしてみると︑︿略﹀︒

︽iイ・fク︾

﹇重﹈︵形︶4

﹇思量﹈︵副︶2

思ひ

んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

十二穐1図

重い

した︒

かは

さいふ

︿略﹀︑革の財布が落ちてゐま

思ひ出し申

﹇思出申﹈︵四︶

︽1︵シ︶︾

︿略﹀︑小学校の前を通
りては︑郷里の學校のおもしろかり

十二伽7國国

1

おもいいだしもう・す

すのに大切なものとなってみる︒

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

十一677

︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

中には小判がどっさりはいってゐま

こぼん

した︒取上げると大そうおもくて︑

七649

モノヲ持ツトキニハ︑︿略﹀︒

くのすべり方をしてみる︒

あまり思ひがけない言葉に

十二価7 そこで海外に移住しても外
はい
國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

い掛ける ︽ーケ︾

おもいか・ける ﹇思掛﹈︵下一︶1 思

ちらへ︒﹂

宣長は驚いて︑﹁先生がどうしてこ

十一715

ひがけない ︽ーイ︾

おもいがけな・い ﹇思掛﹈︵形︶1 思

る︒

くの直をつけて︑次第にせり上げ

︿略﹀買手は︑自分の見込で思ひ

三368︿略﹀︑左ノ手脚オモイ 十209國 子馬がく略V引出されると︑

二持ツトキニハ︑︿略﹀︒

三366又オモイモノヲ右ノ手 六783 みんな氷面を着けて︑思ひ

い

おも・い

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒

十二伽5園 すると其のうちには又思
しり
の外な尻押なども現れて︑事めんだ

十二957

に思をこらした︒

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

十二953

腸をちぎられるやうな思がした︒

今でも城壁は大部分昔の面 十二762

と羽二重とにして︑︿略﹀︒

十744囲
影を留めてゐますし︑門も主なもの
は残ってゐます︒

輸出品の主な物は︑生縣・綿

織物・綿綜・羽二重・銅・茶・マツ

十877

主な通にはアカシヤの並木

チなどで︑︿略﹀︒

十﹁596

思ひ

今我が國を始め主なる諸

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十一一611図

思ヒ

外型の國旗に就いて述べん︒
﹇思﹈︵名︶！0

εものおもい

おもい

ナリ︒

九帽8國囲

前には横長き池をひかへ︑

旅僧もまた主人夫婦の情心
にしみて︑そゴうに別れがたき思あ

十705図

思あり︒

さむらにて︑さながら別天地に遊ぶ

池のめぐりは見渡す限りの木立・く

十49図

し下されたく候︒

手紙をした﹂めしか︑よくよく御察

如何ばかりの思にて此の

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

アリテハ︑金鏡ヲツヒヤシテ︑水ヲ

九441図

い間には︑思ひの外の事をする︒

四527國 ﹁勝太郎︑東京のをぢさ 八824 落ちる時の勢が加はると︑長

新年おめで た う ︒

が來ました︒よんでごらん︒﹂﹁は
い︒﹂

お目通

正 直 者 の 清正は︿略﹀︑︿略﹀︑

﹇御目通﹈︵名︶3

事が書いてあります と ︑ ︿ 略 V ︒

五934 おめでたい事やたのしさうな
おめどおり
七996

とうく太閤のお目通へ出ることを
禁ぜられました︒

七悩2園 ﹁何と申す︒清正は上様へ
お目通がかなはぬは ず ︒ ﹂

せぬ︒﹂

﹇主﹈︵形状︶6

オモ

七悩4園 ﹁何故にお目通がかなひま
おも

おもいかまう一おもう
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せき

﹇思構﹈︵下二︶1

斥されるやうなことも起って來る︒

おもいかま・う
︽−へ︾

思

わうばく

思ひ

﹇思出﹈︵名︶1

思出

マガダ國王は︑修行

﹇思止﹈︵五︶1

︿略﹀

思

はやて吹くやみにたゴ

寄るべなき海にさすらひ︑

おもいとどま・る

思出の深き船路や︑︿略﹀︒

よひ︑

十二旧5図圃

日とか善の幾日とかいふのを思ひ出一おもいで

ち

︿略﹀︑山城宇治の黄漿山

う

︽ーチ・ーツ︾

﹇思立﹈︵四・五︶3

して︑其の事を父に尋ねた︒
おもいた・つ
立つ 思立つ

い構ふ

十一478図圏 ︿略﹀︑書師驚きて︑
十一㎜3図
十二936

ひ止る

︽iラ︾

萬福寺に鐵眼といふ僧ありき︒一代

を思ひ止らせようとして︑自分の國

の事業として一切経を出版せん事を

てつげん

﹁我が心に思ひ構へし事を如何にし
て知り給へるか︒﹂ と 問 ふ ︒

思立ち︑︿略﹀︑廣く各地をめぐりて

﹇連比﹈︵下一︶1

思ひ

思い比べる︽iべ︾

おもいくら・べる

︽ーサ︾

思ひや

母も人間なれば︑我が子

﹇思置﹈︵四︶1

をゆづらうとまで申し出たが︑︿略﹀︒

申す

おもいもう︒す

資金をつのること敷年︑やうやくに

我が一切纏の出版を思

九柵7圓囲

にくしとはつゆ思ひ申さず︒
﹇思遣﹈︵五︶1

かへるはやなぎのつゆ

を虫とでもおもったのでせう︑

三556

︿略﹀︒

コノ大キナモノガ︑ヨク

アノカラノ中墨ハイツテヰタ

三592

モノダトオモヒマシタ︒

三688又マキナホシテ︑コンドハ
水デツパウヲジヨウロノ小一
リニシヨウトオモツテ︑フシ
中小サナアナヲタクサンアケ

マシタ︒

四123 島ニヰタ白ウサギガ︑ム
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
タイトオモツテ︑海ヲワタル

クフウヲシテヰマシタQ

つて︑いただいたくりを持って

る

︽ール︾

おもいや・る
︿略﹀︑﹁此の上は聖賢を訪

分の身の上に思ひ比べて︑農夫や牛

うて教を受ける外はない︒﹂と思ひ

十二9210

う人を救はんが爲なり︒

立ちたるはく略V︑︿略﹀︑ひつきや

十一恢2図園

して之をと＼のふる事を得たり︒

＋二917︿略﹀彼は︑しみぐと自
分の身の上に思ひ比べて︑農夫や牛

︽ーシ︾

おもひ

の勢苦を思ひやると共に︑轟の運命
をあはれんだ︒

思ひ出す

﹇思出﹈︵五︶7

思ヒ出ス

おもいだ・す
出す

思ひつ

＋二918︿略﹀彼は︑しみぐと自 四262 ︿略V︑おそくなるとおも

﹇思付﹈︵五︶2

思ふ

︽

ッ・ーハ・ーヒ・

かとおもって︑﹁おうい﹂とよぶ

ぼち﹂と口まねをするものが
あります︒友だちでも居るの

︿略V︑向ふの方で︑﹁ぼち

かへりました︒

思フ

シユテンドウジハホンタウ

フ・iへ︾

といふと︑﹁だれだ﹂と答へま

すと︑︿略﹀︒

四688 きずを見てやらうと思
つて︑私がかごの戸を明けま

す︒

と︑﹁おうい﹂といひ︑﹁だれだ﹂

︿略﹀︑ケサコソニイサン

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ

タQ

おもって︑子どもからそのかめ

三406

をかつて︑海へはなしてやり
ました︒

ゑをきくと︑まだあれが生き
て居るだらうか︑足のきずは
どうしたらうかと思はないこ

うらしまはかはいさうに 四701 ︿略﹀︑今でも山がらのこ

モツテ︑ソツトネドコヲ出マシ

ヨリサキニオキテミヨウトオ

三32

テヤリマシタ︒

二753

四307

の勢苦を思ひやると土ハに︑︿略﹀︒

立つに至った︒

︽ーケ︾

る中で勉強したら︑どんなに傘持が

もふ

それで金属を用ひることを おも・う ﹇思﹈︵四・五︶励 オモフ お

︽ーキ・ーク︾

たのである︒

十一一研10

つくと︑︿略Vo

断の努力は恐しいものであると思ひ

やうに驚いた︒︿略﹀︒一念こった不

︿略V村の人々は︑今更の

らして︑遂に今のやうな貨幣を造つ

思ひつき︑形の上に種々の工夫をこ

十一792

く

おもいつ・く

三792 時時すずしい風が吹いて
來ると︑おもひ出したやうに
くつわ虫がなきます︒
てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

六櫃6 なるほど︑去年鯉のぼりを立
した︒︿略﹀︒こんなことを思ひ出し
て 垣 根 の 方 へ 行 く と︑︿略﹀︒
うつのみや

九684 ﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

何時かおかあさんと日光見物に來た
時のことを思ひ出した︒

九旧1 道雄ハ此ノ時︑フト學校ノ級
ぎょえん

長選學ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

思ひつゴける

とん

十伽3 宮中の御宴の事を思ひ出して おもいつづ・ける ﹇思続﹈︵下一︶1
詩を作られたのも此虜であらう︒
まだ寒かった︒﹂と思ひ出しながら︑

十一361 ﹁あそこの植付をした時は 十一167 ﹁こんなによく整頓してゐ
よいだらう︒﹂と思ひつgけてるる
と︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一921 僕はよく年寄の人が新の幾
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とはありません︒

四826 トンネルを出て︑海を見
下した時には︑いつ見てもよ

今夜かぎりのいのちと

いけしきだと思ひました︒

四944
上げて︑つくづくとかほを見合

思って︑︿略﹀二人はたいまつを
ひました︒

五74 僕は自分よりえらい友だちを
大ぜいしていぢめるのは︑男らしく
ないと思ひます︒

五122 尾をお切りになった時︑つる
ぎのはがこぼれました︒ふしぎに思
つて︑尾をさいてごらんになります
と︑︿略﹀︒

︿略﹀︑廣田君からゑはがき

五341

︿略﹀︑これで間敷が七つもあ

すると酒のにほひがしますの

るとは︑どうしても思はれませんで
した︒

五542

ことにしほのみちた時は︑

で︑ふしぎに思って︑見まはします
と︑︿略﹀︒

五595
りゅうぐう

しやう

や

︿略﹀︑お話にある龍宮はこれかと
思はれます︒

や東山︒
ばよい︒

で︑先づ高い岡だと思へ

六97園金ニハイロくアリマスガ︑
中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ
ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒
︿略﹀︑モツトタクサンアツ

テ︑モツト役二立ツ物置鐵デアラウ

六116園

ト思ヒマス︒

上杉方はどっとときの聲をあ

げた︒無念に思って︑武田方から十

七485

急に暴風雨が湿ると︑山の

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

うとした︒

やうな波が立って︑船は今にも沈む

七569園

かと思ふやうになります︒

もし此の大金がなかったら︑

人夫はすぐ川を渡って︑かの男を追

も知れぬ︒氣の毒なことだと思って︑

氣がちがって死ぬやうな事になるか

七656
はじめは寒いやうに思ったが︑もう

六393国山洋服は着なれなかったので︑
なれた︒

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑

︿略V︑どうかして村のあれ地を田地

五693

まして人通の多い渡場で落

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

しましたから︑たとひとんで行って

七689園

つかけました︒

六402團

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

したが︑︿略﹀︒

上げましても︑おしかりになること

方ですから︑此の金をあなたにさし

七718園 ︿略﹀︑だんなはなさけ深い

はあるまいと思ひます︒

たとひ親子の者がうゑ死を

するやうなことがあっても︑人から

七736圏

うと思って︑賊は城へ攻めよせない
︿略﹀︑しやうぶが小指程に芽

ことにした︒

六944此の上はひやうらう攻にしょ

を出して︑萬じゅに渡しました︒

もかんしんして︑石のらうから唐糸

六635

︿略﹀︒

見物しなかったかと思ふだらうが︑

お前はなぜ自分の村の人と

にして︑米がとれるやうにしたいも
のだと思った︒

村の人々は中中大きな仕事だ
いころすのもかはいさうだと

とは思ったが︑︿略﹀︒

五698
五798

思って︑爾耳の間をねらって︑頭の

五136国
が來てるました︒︿ 略 ﹀ ︒ こ れ だ け は

上をすれくにいました︒
おめでたい事やたのしさうな

六棚6

いはれなく金をもらはうとは思ひま

を出してゐました︒うちの人はみん
な知らずに居るから︑︼つ取って行

せん︒

いっか大そう雨のふるばんに︑
年取つたおちいさんが︑遠方に居る

つて見せようと思って︑手を出すと︑

五944

いと思ひますが︑︿略﹀︒

事が書いてありますと︑私もうれし

五936

お目にかけたいと思ひます︒ と書
いてありました︒

五145 かへりみちに︑はなれ馬がと
んで來ましたので︑どうしょうかと
思ってゐますと︑︿略﹀︒

着けるかと思ふと︑又はらをふくら

︿略﹀︒

五217 其の尾を下して來て︑さをに

むすこの所へ出した封書や︑かっけ

七榊1圏

マリーはどうかしてかくして

此の人だけは自分のために心

地もがらもまことに當地向

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七984

やりたいと思ひました︒

七885

れば︑少しも寒くはございません︒

これが御奉公だと思ひます
で足をはらしてみる書生さんが︑お

六悩8團

僕が一番先に海へ下りた︒水

ふ老木の下へ行った時には︑︿略﹀︒

七115

まだ來て二三箇月で︑よく

は思ったよりつめたかった︒

七394囲

はわかりませんが︑氣候も思ったよ
りよくて︑快晴の日が多いやうです︒

七783圏

ませて︑をどり上ります︒

友だちへ出した葉書には︑私もはら

ふとん着て︑ねたるすがた

く略V︑千年もたったかと思

五258 ツバメハトブコトが上手ナ鳥

熊が來て︑からだ中かぎまは

わたがちぎれるやうに思ひました︒

しましたが︑ほんたうの死人だと思

五986

デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑物

つたのでせう︑其のまま行ってしま

ニツキアタルカト思フト︑カルクミ
ラカハシテ︑矢ヨリモ早クトンデ行

六86園

ひました︒

キマス︒

れに︑家が一けん立ってるます︒

五278 こんな所にと思ふやうな村外

おもう一おもう
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で︑費行もよからうと思ひます︒

八116園︿略﹀︑人の命にはかへられ
ないと思って︑相手を助けてやった
のはえらい︒

ねて思ってみたとは違ひ︑なかく
これ等の植物が思ふま＼に

住みよいところのやうです︒

九72国

雲や霧がわいたかと思へば

へくつれる︒

九952園

雲や霧がわいたかと思へば

散じ︑散じたかと思へば又わいて來
て︑︿略V︒

九953園

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

毎日世話し居ることとてい

茂ってみる檬子は實に見事です︒

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ
て︑︿略﹀︒

九137図

どうかして首取の悪風を止めさせた
は一そうかはゆく思はる︒

八232 呉鳳は役人になった時から︑
いものだと思ひました︒

しかし主人をうしなったと思

實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ

爾がはに木立すき間もなく

人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑

︿略V︒

明治天皇・昭憲皇太后︑御

せうけん

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

十17図

ず︒

二方のおほみたま︑とこしへに此所

十27図

にしづまりましますよと思へば︑か

九佃5

しこさ殊に身にしみておぼゆ︒

そこで此の父も︑何とぞ此

ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も

八268図醐 軒下にはらばへる黒き犬︑ 九236園
の學問を大成したいと︑四十齢年の

くじけて︑︿略﹀︒

にくらしき黒と思へば︑ 黒もま

間︑寝食を忘れて其の道の書物を讃

號令が聞きたいと思って︑訴へるや

かうして修養にも實行にも︑骨を折

十153園私は此の村の青年諸君が︑

することが出來ない︒

とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも

陣頭に立っては百萬の敵を物

た︑意地悪き人と見 る ら ん ︒ ︿ 略 ﹀ ︒

み︑塾長の實地を調べ︑本もあらは

うな目付で主人の顔を見下し︑左右

十89

八274翠嵐 えんがはにうつくまる三
し︑出來るだけは骨折つたつもりで

の耳をそばだててみた︒

或日我が軍艦高千穗の一水兵

北風はもう一度あの勇ましい

毛のねこ︑愛らしき三層目思へば︑

ある︒しかし思ふ程に仕事は罵言ず︑

九榊7

九柵8

三毛もまた︑したはしき人と見る
︿略﹀︒

らん︒︿略﹀︒

しかし此の分では︑わたし

つてをられるのを︑うれしく思ひま

九244園

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて

八346 婦人は︑これは珍しい︑神様

の命は︑とても仕事の出來上るまで

ゐ

がおさづけ下さったのはこれに違ひ

す︒

それを見ると︑成程︑こん

く略V︑二ってるる菓子もお

馬でもつてみる庭だと思ひました︒

く目につきました︒成程︑此の邊は

店の看板にも馬がかいてあるのがよ

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

十237国

思ひました︒

十203團
を見て︑詰りにめ﹂しいふるまひと

順で人になつくわけだと︑しみぐ

なにかはいがられて居れば︑馬も從

みた︒ふと通りか﹂つた某大尉が之
思って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑言葉鋭くしか

もつまいと思ふ︒

九267園しかしわたしの四十年の骨

つた︒

豊島沖の海戦に出なかった

やがてボートは岸をはなれた︒

打返す磯波にまき込まれたかと思へ

いそ

十269

ば︑忽ち大波にゆり上げ︑ゆり下げ

一月モカ・ルヤウナオ話ダツ

られながら︑︿略﹀︒

﹁朝のうちに此のけやきだ

けぶつ倒したいと思ってね︒﹂

十408園

タノニ︑ドウシテコンナニ早クオ錦
ミタ︒

九梱4園

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

リニナツタノダラウト思ツテ聞イテ

九伽3

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

九七1園

候︒

九描6國團母は如何にも残念に思ひ

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九M10園軍人となって︑いくさに出

折は︑悪習の進歩の爲には決してむ
﹁もう一息だ︒﹂さう思ひなが

僕は何となくえらさうな人だ
僕は今日其のえらい社長さん

まだ日が暮れたばかりのやう
僕は︿略﹀一本の董を握って︑

がむくく盛上ったと思ふと︑四方

ぐっと引張つた︒やはらかい黒い土

九7810

に思ったが︑もう八時半であった︒

九685

くうれしい氣がしました︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

九561

と思ひました︒

九505

ら足を早める︒

九328

だでなかったと思ふ︒

ないと思って︑其の實を取って來て︑
庭先の畠の中にまきました︒

いひ出したかと思ひながら︑やって

八767 人々は何の爲にこんなことを
見ましたが︑︿略﹀︒

八㎜2園 僕等は一同申し合はせて︑
今日からは働かないことにしたから︑
さう思ってくれ給へ︒

がかう弱虫の泣虫では︑第一藩主に

八尋7 大任の父は︿略﹀︑自分の子
封しても申しわけがない︑どうかし
て大將の艦を丈夫にし︑氣を強くし
なければならぬと思った︒

やうど内地の夏のやうです︒暑さも

九41国冬でも春でもこちらではち
年中此のくらみのものださうで︑か
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十534囹

︿略﹀︑又何か事業を起さう

と思ってみる人で︑お金のない人が

十827

坑内に馬が居るのは不思議だ 十一358

﹁あそこは一昨年植付をし
それから始めて聞いて面白

た地金山だ︒﹂と思ふと︑︿略﹀︒

坑外に出ると︑急に夜が明け 十一398

と思って︑聞いてみると︑︿略V︒

﹁あ﹂︑五海里の海上を僕

﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら働まして進んで行

つた︒

十一875

う思ふ瞬間︑つかれも何も忘れて

も泳ぎきることが出來たのだ︒﹂か

十857

いと思ったのは︑枝打をしないと木

ある︒

に節が出來ることである︒

さまたげせんも心なしと

森林には大木すき間も

農場主はせっかくよく出癖

ふみあらされてはたまらないと思つ

てるる変を︑たくさんの馬や犬に

十一佃2

居候︒

草・灌木など思ふま＼にはびこり

くわん

なく繁茂し︑其の根本には︑つる

十一佃9囲国

しまって︑︿略﹀︒

しゅん

活動してみる坑夫の仕事を︑たふと

住持は心得ぬ事に思ひて︑

たやうで︑︿略﹀︑あの坑内でたえず

り︒

ふま＼に設計して造った町であるか

て︑そばに居た自分の子に︑

十一5910

﹁ジョージ︑早く行って農場の門を

未開の土地を切開いて︑思

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

十一464図

︿略﹀︒

或日其の書師に︑天略﹀︒﹂といへば︑

十一448図

︿略﹀︑紅をさしたかと思はれ
はと
るやさしいくちばし︑︿略﹀︑鳩は見

十542

成程︑緑色の管腔で作ったの

いものに思ひました︒

︿略﹀︒

中には︑まるで花かと思はれ

かと思はれるやうな葉もあれば︑

十鵬6

るからに愛らしいものである︒

十601図 されど婦人は︑氣の毒とや
思ひけん︑︿略﹀︒

十669園私はもと鉢の木がすきで︑
子細8

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

いろく集めた事もありましたが︑
かう落ちぶれては︑それも無用の物

何百年も纒たであらうと思は

て出てみるものもある︒

ら︑総べてが大規模でのびくとし

こんなところで毎日働いて

みる人たちは︑どんなにつらいこと

十一槻6

しめろ︒︿略﹀︒﹂と言ひつけた︒

てるる︒

だんく話してみるうちに︑

であらうと思った︒

草垣は宣長の學識の尋常でないこと

十一746

をさとって︑非常にたのもしく思つ

︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

た︒

白下4図

知れると思ひました︒

十槻6園人に親切なことはこれでも

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くす

半期10

好と思ひ︑大てい人にやってしまひ
ました︒

方とも思はれません ︒

十679園 お見受け申す所︑たゴのお
︿略﹀︑眞先かけて敵の大軍

つきて課業にはげみ︑学校を思ふ心

に割って入り︑これぞと思ふ敵と打

十693園

あつく︑︿略﹀︒

十一7810

つてみると︑いろく扱ってみるう

ふかな︑

鐵準準の状を目撃して悲

おのが治むる國はいかに

十ニー3図圏古のふみ見るたびに思

が爲なり︒︿略﹀︒﹂と︒

︿略﹀︑︿略﹀︑ひつきやう人を救はん

﹁我が一切纒の出版を思立ちたるは

しみにたへず︒つらく思ふに︑

十一梛1図

しかしこれらの物は︑︿略﹀︑ ちに毫付のコップになった︒

澄したいと思ってをります︒

＋一747園私はかねぐ古事記を研 十一伽10 何が出摺るであらうかと思

合って︑あっばれてがらを立てるか

﹁成績物は一つ一つ自分の
になるのだ︒﹂と思ふと︑︿略V︒

力のこもったもので︑皆一生の記念

十一157

くご︒

つてたいた志は︑何よりもうれしく

十721圓 又寒夜に秘藏の鉢の木を切
思ふぞ︒

つたり︑其の他いろくの鋏鮎があ

思ふやうに分割することが雪像なか
る︒

﹁成程︑かういふ風に分類
してそろへておけば︑いつ取出すの

十一164

にも便利だ︒﹂と思ひました︒

十775国 こちらへ覧てもう三月飴り
になりますが︑よくも績くと思ふく

今日は始めての遠泳だと思
ふと︑何だかうれしいやうな心配な

﹁︿略﹀◎整頓といふのは膿 十﹇835

裁をつくることではなくて︑むだを

やうな氣がする︒

と︒

旅行にはよき日なりなど

思ひつ＼︑参詣人の群にまじりて行

僕も急に元氣がなくなって︑ 十二51図

一所に船に上らうかと思ったが︑

十﹁8510

に水が冷たくなった︒

障子をあけてみるとまだ雨 十一852 竹島を越したと思ふと︑急

なくすことだ︒﹂と思ひました︒

十一185

ら み の 天 氣 績 き で ︑︿略﹀︒

つで︑遠足好きの君なら︑毎日何虞

十779甚平に秋晴の美しさはかくべ
へか出かけたくてたまらないだらう

十一355

廻りはだめだ︒﹂と思ひながら︑

︿略﹀︑不意に足もとからねず

と思ひました︒

︿略﹀︒

十821

みが一匹飛出しました︒はっと且つ

が降ってみる︒﹁これでは明日の山

て立止ると又一匹︒

おもうぞんぶん一おもしろい
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け ば 大 鳥 居 あ り ︑ ︿略﹀︒

︿略﹀︑齢りすばしこい生れ

つきでなかったので︑先生にもむし

十ニー04
ろ中以下の生徒と思はれてるた︒

と︑︿略﹀︒

雪白の地に紅の日の丸を

ゑがける我が國の國旗は︑︿略﹀さ

十二614図

更に思へば︑白地は我が

ながら旭日昇天の勢あるを思はしむ︒

十二614図
國民の純正潔白なる性質を示し︑日

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類

の丸は熱烈燃ゆるが如き愛國の至誠

十ニー11

の研究をしないだらうと不思議に思

大宮人の櫻かざし紅葉かざして往來
しけむ︑今にして思へば唯一場の夢

自分で思ふま＼に造り出す

に過ぎず︒

十二御1

思

創造力は︑十分に嚢揮せられたこと
﹇思存分﹈︵副︶2

がなく︑︿略﹀︒

おもうぞんぶん
ふぞんぶん

十一柵1

市町村長や議員を選督する
には︑專ら其の人物に重きをおいて︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑ 新道つたひ川重

おもげ ﹇重﹈︵形状︶1 重げ

げに ひき來る馬のつく息白し︒

十903図韻

重

おも・し ﹇重﹈︵形︶2 重し ︽ーキ・

ーク︾

き荷車ひきかぬる 人を見かねて︑

七954図圃夏の眞書の坂道に︑

︿略V︒

州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

思ふぞんぶんはびこった 十596図 雪の日の夕暮に近き頃︑上

たどり着きたる旅僧あり︒

四558圏

山のふもとのしひの木は︑

お前たちのうちで誰が一

番此の父を大事に思ってくれるか︑

おもしろい

オモ白イ

面白イ

二493斎く略V︑﹁︿略﹀︑カレ木二

カラ・ーク︾

面白い ︽1・ーイ・ーウ・iカッ・一

ロイ

︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ おもしろ・い ﹇面白﹈︵形︶33 オモシ

根もとへ草もよせつけぬ︒

も高く尾を上げます︒

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

五213

わしはそれが知りたいのだ︒

十二665園

を表すものともいふべきか︒

ふやうになった︒

十ニー12 父はダーウィンを馨者にし
昔は個人の利益を黒むのが

ようと思って大発へやった︒
十一一2310
商業であると思はれてるた︒

唯私は子としての務を書

思ふに

一点人は最初どうして火を

﹇思﹈︵副︶1

十一661

おもうに

花ヲサカセマセウ︒﹂トヨンデ

娘の言葉を物足りなく思つ

くしたいと思ふばかりでございます︒

十二6810園

つてみる通りをおっしゃいました︒

ちん
十二303囲 陳列品の多種多様で︑し 十二676園 ほんたうに姉上は私の思
さすがに世界の大博物館といはれる

かも其の敷量の敷限りもないのは︑
だけあると思ひました︒

得たであらうか︒思ふに落雷の爲に

リニナツテ︑﹁オモシロイコト

アルキマシタ︒トノサマガオトホ

た王は︑や＼せきこんで︑﹁︿略V︒﹂

樹木が燃えたり︑密生した樹木の枝
﹁これはどなたであらう

と枝がすれあって起つたりした自然

十一一752園

の火から︑火種を取ったものであら

今でも城壁は大部分昔の面

三176囹このはこの中に︑おも

五︸ちいさんはおもしろい

しろい人がゐます︒

ちいさんです︒

三316

イヒマシタ︒ワニザメハ﹁ソレ

ガ多イカ︑クラベテミヨウ︒﹂ト

トワタシノナカマト︑ドツチ

四133囹く略V︑﹁オマヘノナカマ
空高くそびえて︑五丈三尺の大佛一

︿略﹀︑東大寺の金堂は天

ダ︒花ヲサカセテミヨ︒﹂︿略﹀︒

な︒笑って下さるな︑どうも娘の
が︒﹂

そのかみ︿略﹀都大路を︑

フクロフ一輪モ白イカツ

カウノ巨匠デス︒

四343

︿略V︒

ハオモ白力ラウ︒﹂トイツテ︑

千二百年の面影を残せり︒

十二999図

は残ってゐます︒

影を留めてゐますし︑門も主なもの

十743国

う︒

コーデリヤのやうに思はれてならぬ

十一一328團 ルーブル博物館も一覧し 十二692

ましたが︑りっぱな三訂丁彫刻の多
いことは恐らく世界第一であらうと
思ひました︒

十二399 ベートーベンも我ながら絵
りだしぬけだと思ったらしく︑口ご

いた五人の友は︑贈号が全く修行を

たい
ところが此の新な態度に驚おもかげ ﹇面影﹈︵名︶2 面影

止めてしまったものと思ひ︑彼を捨

十二9410

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消

十二421 折から燈がぽっと明るくな

てて立去った︒

もりながら︑﹁︿略V︒﹂

えてしまった︒
けん

を行ひ書くし︑語らうと思ったこと

十二438 ︿略﹀︑やがて指がピヤノの 十二988園私は行はうと思ったこと
鍵にふれたと思ふと ︑ ︿ 略 V ︒

十二欄3図

を語り葺くした︒

を行ひ薫皿くし︑語らうと思ったこと

十二988園私は行はうと思ったこと おもき ﹇重﹈︵名︶1 重き

十二5510 やっとつまんだと思ふと直 を語り煮皿くした︒
に落してしまった︒

十二596 ねぢは︑自分が此虜に位置
を占めたために︑此の時計全艦が再
び活動することが出來たのだと思ふ
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面白い︒

九573

甲板洗はいかにも勇ましく面
汽車が進むにつれて︑關東平

白いものである︒

九652

やうに飛散る︒

が︑敷いてあるむしろの上に面白い

︿略﹀︑整の先についてみる穗

の方からはるかに全景を見渡すのも

五615圃 さてく︑虹はおもしろい︒ 九315 ︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ
雨のはれ間にちよつと出て︑ 用

︿略﹀︑其の中でことに人のほ

ありさうに天と地の 遠きをつなぐ
雲の上︒

六527

め立てたのは五番目の舞でございま
した︒此の時には頼朝もおもしろく
くまで

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

に榮えてみる人がながめたら︑さぞ
面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

面白い事であらうが︒﹂

十783囲

暖さがほとんど規則正しく交替する
ことです︒

︿略﹀︑山畑の其虚此虜に野梅

の咲きこぼれてみるのも面白く︑

十佃6

︿略﹀︒

木でも見下されるのがいや
なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低

十一386

野はだんく夜の景色にかはって︑

こずゑの差が段々少くなって行くの

い庭にあるもの程早く大きくなって︑

も面白い︒

毎年春の初か冬の半ばにす
それから始めて聞いて面白

る枝打は︑面白いものだ︒

十一387
十一397

いと思ったのは︑枝打をしないと木

又いろくの鳥を注意して

に節が出置ることである︒

十一一109

りゅうぐうのおとひめは

︿略﹀︒

十二395園私は音樂家ですが︑面白

おもしろさ ﹇面白﹈︵名︶1 面白さ

さについつり込まれて参りました︒

おもしろ・し ﹇面白﹈︵形︶2 おもし

九川10塁上あの中にて一番面白き話

ろし 面白し ︽ーカリ・ーキ︾

をよくおぼえ置き︑︿略﹀︒

りては︑郷里の學校のおもしろかり

十二㎜6魍圏 ︿略﹀︑小学校の前を通

蛙がぼかんくと飛込んでは

﹇沢潟﹈︵名︶1 おもだか

しことなど思ひ出し申継︒

九川5

おもだか

すうつと泳いで行く︒やがておもだ
せり
かの董や芹の葉などにっかまって︑

︿略﹀︒

しばらくして︑其の中のおも

おもだ・つ ﹇主立﹈︵五︶1 おも立つ

︽ーッ︾

八425

ひになったのかと尋ねた︒

どういふお見込で︑あの青年をお用

入れた︒後日︑人が主人に向って︑

十梱8︿略﹀︑或一人の青年をやとひ

ひる ︽ーヒ︾

おもち・いる ﹇御用﹈ ︵上一︶1 お用

命じました︒

立つた者が出て︑いろくおわびを
オモ

見ると︑それぐ違った面白い習性

︽ーッ︾

︵五︶2

致しますと︑越前守は﹁︿略﹀︒﹂と

三434

テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

デ︑トリヤケダモノヲイコロシ

ユミヲイルコトガスキ

おもしろがる

﹇面白﹈

をもってみるので︑︿略﹀︒

シロガル

おもしろが︒る

︿略V︑谷間に白い山ゆりの花

のまばらに見えるのも面白い︒

九748

見なれた所も面白く感じた︒

七119 小さい熊手で砂をかくと︑お 九682
もしろいやうにあさりが出た︒

雫の時の大慌方の名を取ってつけて

七358國 町に︿略﹀などと︑日露職
あるのは面白いでせう︒

ふと氣がつくと︑校長先生と

山田先生が︑箱のそばへ來て︑面白

七566囹 航海といふものは︑かうい 九802
ふ面白いものですが︑たまには恐し

さうに僕等の仕事を見ていらっしや
つた︒

天々﹀︑大熊座と小熊座に

せっけい

それから︑お花畠のお話も面

︿略﹀︑毎日いろいろなごちそう

をしたり︑さまざまなあそびを

三403 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか

面白いお話がまだたくさんあ
りさうでしたが︑もう夕方になった

して見せたりしました︒うらしま

まへて︑おもちゃにしてるます︒

おもちゃ ﹇玩具﹈︵名︶4 おもちゃ

ので︑僕等はおいとまごひをして婦

るのもわすれてゐましたが︑

はおもしろがって︑うちへかへ

十607園﹁お＼︑降ったはく︒世

りました︒

九993

白うございました︒

九965

のお話です︒

九943中でも面白かつたのは大雪渓 一一345

白かった︒︿略﹀︒﹂

なさったのださうです︒﹂﹁あ＼︑面

九927園

さんに聞いてごらん︒

面白い昔話があるはずだから︑ねえ

九905園

小熊座と大熊座について︑

い目にもあひます︒
︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

ソロヘテ泳グ様ハ︑マコトニ面白イ︒

七812

七827 虫類モタクサン居ル︒中デ面
白イノハサンゴデ︑タクサン集ツテ︑
木ノ枝ノヤウナ形ヲシテヰル︒

八佃1団 もし天氣がよかったら︑三
郎さんを連れて︑お書証にいらっし
やい︒面白いことをして遊びませう︒

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159 多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

ク︒中デモ面白イノハ︑或動物ノ膿

動物ノ形や色デモ︑︿略﹀︑コ

色ガマハリノ物ノ色二似テヰルコト
デアル︒

九214

ノヤウニイロくフシギナ事ガアル︒
ホンタウニ面白イデハナイカ︒

おもちゃや一おもりさん
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四445園

おもち．

表

た︒

ゴ

フク

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ

二

表通
てん

おもて

十634園

主人は僧の後を追ひて外に

きれいでない︒唯商業の取引の盛な

西洋風の建物もあって︑趣がや＼攣

部分は︑相當に活氣を帯びてをり︑

身にてまた樺太におもむけり︒

十二829図 ︿略﹀︑同年七月林藏は軍

おもむ・く ﹇赴﹈︵四︶！ おもむく
ラン
此ノ轟ハ主二蘭口止ツテヰテ︑ ︽ーケ︾

段の趣あり︒

漁火の波間に出没する夜景もまた一

十一344図

月影のさgなみにくだけ︑

出でぬ︒﹁なうく︑旅のお方︑お

重に

つてみる︒

もどり下さい︒お宿致しませう︒﹂

主に

︿略﹀︒

九251囹

わたしも此の精神にもとつい

種々の品物が遠く外國から輸

それから繹迦はブッダガヤ

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

十二953

に思をこらした︒

網にも垣網にも土俵や石などが重り

に附けてある︒

おもり ﹇御守﹈︵名︶2 オモリ お守

二26一 ミヨチヤンハマダーツデ
ス︒ミヨチヤンハワタクシノイ

イ日ミヨチヤンノオモリヲシ

モウトデ︑︿略V︒ ワタクシハ マ

なれますれば︑お子どもし

テアゲマス︒

ゆうのお守も致します︒

六893園

たので︑︿略﹀︒

﹁大きなお守さんだ︒﹂と誰かがいつ

どもの顔をあふぎ出した︒此の時︑

六903戯すると象は鼻で︑︿略﹀︑子

おもりさん ﹇御守﹈︵名︶1 お守さん

綿花は主に印度やアメリカ合
衆國から輸入し︑︿略﹀︒

十字5

重み

らん
此威は重に蘭の類を集めてあ

十881

らである︒

入されるのは︑主にこれ等の事情か

十865

︿略﹀︒

て︑主に海産物や水利の事を調べて︑ おもり ﹇重﹈︵名︶1 重り
くわく
十二7710潮に流されないやうに︑身
くはしく計壼を立てた事もあるが︑

九262

︿略﹀︒

と農業との關係をお調べなされたが︑

︿略﹀︑元庵様はおもに氣候おもむろに ﹇徐﹈︵副︶1 おもむろに

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑

九1910

よい︒

ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持ちが

八322

炭に僥く木は︑主にならとく

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ おもに ﹇主﹈︵副︶7 おもに 主二

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

﹇面﹈︵名︶1
︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

おもてどおり

せん︒

九554園
なった︒

なし

おもてなし

﹁︿略﹀︒あの鉢の木をたい

﹇重﹈︵名︶1

る虜だ︒

おもみ

二百十日を無事に越した田に
は稻の穗先がもう大分重みを見せて

﹁︿略﹀︒︿略V︑今夜は之を 糸捌1

たいて︑あなたのおもてなしに致し

十672圏

の梅・松・櫻の鉢植なり︒

て︑せめてものおもてなしにしよ
ひ
う︒﹂とて主人の持來れるは︑秘藏

十661園

﹇御持成﹈︵名︶2

︿略﹀︑後には表通へ店を出すまでに

それにあの人の事だから︑

の歩道に人通のたえることがありま

車が引切なしに通って︑りやうがは

五324私のうちの表通は電車や自轄

﹇表通﹈︵名︶2

らはして︑フィリップを見下してゐ

十111

おもて

アルガ︑︿略﹀︒

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ

九191

ラノ方ハ染メテナイデセウ︒

六771囹

ガ表ヲハイテヰタ︒

六332

﹁花子も自分のおもち 洗ひました︒

やだけ︑ちゃんとおかたづけな
さい︒﹂

十234團 臨りに散歩がてら町を歩い
て見ると︑費ってみる菓子もおもち

やも︑多くは馬にちなんだ物で︑
︿略﹀︒

たなびかせて見えがくれする上り列

十﹁623 はるかの下に一條の白煙を

﹇玩具屋﹈ ︵ 名 ︶ 1

車は︑ちやうどおもちゃのやうに見
える︒

おもちゃや

やや

オモテ

四22 おもちゃやにはらっぽや
かたなやひかうきなどがなら
﹇表﹈︵名︶9

べてあります︒
おもて

ニー76 子ドモが大雪イ︑オモテ

一バンヨイト

カゼモアタタカデ︑オモ

デーシヨニウタツテヰマス︒

三24
テデアソブニハ
キデス︒
びへお立ちになった時︑お見送をし

五328 ある朝早く︑おとうさんがた
て表へ出て見ました︒

五504 此ノ頃ハ雨が降りツぐイテ︑
表デ遊ブ日ガアリマセン︒

みる︒

五857圃其の時表で水だくとさけ

ませう︒﹂主人は三本の鉢の木を切

租界の外に出ると大ていは
支那風の町で︑町幅も狭く︑あまり

十一106

趣

ぶこゑがしましたので︑二階のまど

︽ーイ︾

﹇趣﹈︵名︶2
りてみうりにたきぬ︒

おもどり下さる

おもむき

からのぞいて見ます と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

いて見ますと︑水が表の通をさっと

おもどりくださ・る ﹇御戻下﹈︵五︶1
五861團 く略V︑二階のまどからのぞ
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おもりやく一おやうしとこうし

おもりやく

﹇御守役﹈︵名︶1
ちやうふはん

お守役

八川4 大峰の父は長府藩主に仕へ

︽一

て︑江戸で若君のお守役をしてみた
思はし

初め彼は紙に炭素を塗り

﹇思﹈︵形 ︶ 1

が︑︿略﹀︒

おもわ・し

十一一佃1図

シキ︾

﹇思﹈︵副︶ 1 3

思はず

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒
おもわず

い︒﹂といった︒

八卦7 紀年の冬︑大將が思はず﹁寒

としたが︑後からかけて來る味方に

九㎜3 北風は驚いてすぐに立止らう
追はれて︑思はず其の場から敷十王

かったので︑言った者も聞いた者も
思はずにっこりした︒

﹁あ＼︑あなたはベートー

ベン先生ですか︒﹂きやうだいは思

十二433
はず叫んだ︒

が重んぜられなかったからである︒
市街を見物して私の特に

感心したのは︑市民が交通道徳を重

十一一306國
んずることです︒

親﹇▽さと

十二湖4 ︿略﹀我が國民は︑其の長
れん
所として廉恥を貴び︑潔白を重んず
おや

る美徳を獲有してみる︒
﹇親﹈︵名︶13

す︒

ふぎ︑

天皇陛下を神ともあ

大日本︑大日本︑ われら

親が落ちれば其の子も落ち︑

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

く略V︑某は四つ五つの頃か

たいそう蕃人をかはいがりま
したので︑蕃人からは親のやうにし

八229

でございます︒

で︑御威光を借りて豊臣と記したの

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七二3園

を出して︑萬じゅに渡しました︒

もかんしんして︑石のらうから唐糸

六635

申す︒

六537園國はどこ︑鷹番の名は何と

平家の人馬で埋まりました︒

︿略V︑ずるぶん深いくりから谷が︑

六254

てあらはれたのであらう︑︿略﹀︒

親のほねをりが子の時になつ

おやともしたひてお仕へ申

國民七千萬は

五22翻

姿まきすます︒

十六のお前が︑旅費も乏し

たはれました︒

い旅先で親に別れては︑︿略﹀︒

九2610園

りませんから︑あぶなく親身の親を

九921園 ︿略﹀︑アルカスはそれと知

たとひ我が親でないにし

射殺すところでした︒

十二738園

ても︑︿略﹀︑姉上もお氣の毒とお思

ひになりさうなものだのに︑︿略﹀︒

二目10

ト子牛

おや︑北斗七星が半分杉林

オや牛ハ子牛ヲタイソウ

オや牛ヲソトへ出スト︑

チヨツトハハナレマスガ︑

オや牛

ヘキマス︒

オや牛ト子牛

︹課名︺2

二十ニ

おやうしとこうし

スグオや牛ノトコロ

二667

子牛モツイテイキマス︒

二664

カハイガリマス︒

二66一

子牛ガヰマス︒

二645私ノウチニハオや牛ト

おやうし ﹇親牛﹈︵名︶4 オや牛

にかくれてしまった︒

九927圏

おや ︵感︶− おや

ることは︑︿略﹀︒

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た

十一一槻10 君と親とに燈心を捧げ墨く

生

居り候︒︿略﹀ 小山文太郎 大井先

なりて︑親に安心致させたしと存じ

四111間おやはかへして︑子は 十二捌9囲團 此の上はいよく仕事
くれうって︑濯いたんぼの
に働み︑一日も早く一人前の商人と

おや

おや

やっとつまんだと思ふと直

に落してしまった︒子どもは思はず

十一一561

仕事皇のそばに︑ふさぎこ

顔を見合はせた︒

十二584
んで下を見つめてみた女の子がそれ
を見附けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫
んだ︒

かつて繹迦を見捨てた彼等

はず其の前にひざまっかざるを得な

も︑其の慈悲悪善の姿を見ては︑思

十二968

かった︒

も進んでしまった︒

重んず

五778

九宙10 大尉は之を讃んで︑思はずも

思はず道を開いた︒

﹇思知﹈︵副︶1

︿略﹀︑四五百人のものが︑そ

思は

其の勢に呑まれて兵士等は

十一一旧6

︿略﹀︑まだあらごなしの開墾

涙を落し︑水兵の手 を 握 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十387

ず知らず

おもわずしらず

八415

地は︑まるで足のふみ場も無い有様

かり攣ったQ﹂と聲をあげると︑

﹇重﹈︵サ変︶1

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

然れども材の優良にして
︿略﹀︑建築材として最も重んぜらる︒

十二4610図

︽ーゼ︾

おもん・ず

らず役所の門内へ入りこみました︒

ろくと車の後について︑思はず知

である︒私は思はず︑﹁やあ︑すつ

︿略﹀︒

十一582 ふかの口はもうほとんど子
供に届いてみる︒﹁ あ っ ︒ ﹂ と ︑ 思 は
ず人々が叫んだ︒
しゅん

何も忘れてしまって︑僕も思はず

十一875 かう思ふ瞬間︑つかれも
﹁萬歳◎﹂と叫んだ◎

これはひつきやう文明の程
度が低いために︑︿略﹀︑商人の人格

十二246

十ニー22 投込まれた轟は苦しまぎれ おもん︒ずる﹇重﹈︵サ変︶3重んず
えき
に恐しく辛い液を出したので︑思は
る︽ーズル・ーゼ︾
ず吐出すと︑︿略﹀︒

十二405 其の言方が如何にもをかし

おやくそくする一おやる
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御

オや牛ト子牛

﹇約束﹈︵サ変︶1

二644 二十ニ
︽ーシ︾

おやくそくする
約束する

十733 何時か御約束した通り︑今日

おや子

親子

は旧地の様子を少しばかり申し上げ
ます︒

﹇親子﹈︵名︶12

四108圃 風に吹かれて︑なま土ふ

おやこ

︿略﹀︑﹁ お な つ か し や ︑ 母 様 ︒

んで︑今日も朝からせい出す
おや子︒

六626
木曽の萬じゅでござ い ま す ︒ ﹂ ﹁ 何 ︑

困じゆ︒八略﹀︒﹂と︑親子は手を取
A 口 づ て 泣 き ま し た︒

に︑喜び勇んで木曽へ蹄りました︒

もどり下さい︒お宿致しませう︒﹂

出でぬ︒﹁なうく︑旅のお方︑お

柑を運んで行くのであらう︒

つ通って行く︒あれは港の親船へ蜜

ヒヨコガナクト︑オヤド

テヰマシタ︒

めなさる

︽

イ︾

しばらくして︑﹁︿略﹀︒ つ

いては此の中の金を半分だけお禮の

七703園

財布の中に手を入れました︒人夫は

しるしにさし上げます︒﹂といって︑

といって︑婦らうとしました︒

之を見て︑﹁おやめなさい︒︿略﹀︒﹂

ヘツレ出シマ

ヘクルト︑

親船

オヤネコトコネコガヰマ
﹇親船﹈︵名︶1

一ばんほそいのがこ

︿略﹀︑中ゆびとおやゆび

﹁さうです︒それではあ

人さしゅび︒﹂

ニナリマシタ︒

三55 二三日マヘカラメンドリ
ガスニツキマシタ︒ケサォカア
サンガタマゴヲ入レテオヤリ

やる ︽ーリ︾

おや・る ﹇御遣﹈︵五︶3 オヤル お

ないのです︒

びとこゆびのほかにはなが

三171圏

あしのゆびは︑おやゆ

﹁まあ︑いってごらん︒﹂﹁おやゆび︑

すか︒﹂﹁おなじ こと でせう︒﹂

しのゆびのなをしってゐま

三166圏

ゆび︑︿略﹀︒

のあひだにあるのが人さし

三156園

ゆびです︒

ゆびで︑

三151園

二三日タツト︑オヤドリ おやゆび ﹇親指﹈︵名︶4 おやゆび
一ばんふといのがおや

リハオハナシデモスル．ヤウニ︑

シタ︒

三94

ネコデモソバ
ダテマス︒

親ど

オヤドリハオコツテケヲサカ

三98

ソノヘンヲ見マハリマス︒

ナイデ︑コココトイヒナガラ︑

オヤドリハナンニモタベ

ハヒヨコヲニハ

三84

ココココトイツテヰマシタ︒

三8一

おやめなさ・る ﹇御止﹈︵五︶1 おや

りの力をオールに注いで︑我が家へ

親殺

三73 ︿略﹀︑オヤドリノムネノ
トコロカラ︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ

つかれ果てた人々も︑親子の おやどり ﹇親鳥﹈︵名︶5 オヤドリ

と向つた︒

十283

勇ましい働にはげまされて︑我も
︿略﹀︑全く元氣を回復した

くと力をそへる︒
十289
人々は︑親子にあつく再生の恩を謝

親孝

これは親孝行のほうびに︑

﹇親孝行﹈︵名︶1

親子は絡掛りで探し始めた︒

し︑名残を惜しんで此の島を去った︒

十二577
おやこうこう
行

五555圏
﹇親殺﹈︵名︶1

神々がさづけられたにちがひない︒
おやごろし

五502おかあさんもねえさんも︑此

﹇親鳥共﹈︵名︶1

ゑ
妹は餌箱を持ちて︑とやの

お屋根

一切白木造で︑お屋根はか

﹇御屋根﹈︵名︶1
やでふいてある︒

六鵬2國

おやね

て︑其の足もとにむらがる︒

前に來る︒親どりどもすぐに見つけ

九128図

りども

おやどりども

﹃︿略V︒あのアルカスに親

殺の大罪ををかさせてはならぬ︒﹄

六644 ︿略V︑親子は︑うばもろとも 九924園

七734園 たとひ親子の者がうゑ死を おやす・む ﹇御休﹈︵五︶1 おやすむ
九541園 さうして全く無一物になつ

の五六日は夜もろくろくおやすみに

︽ーミ︾

て︑親子三人町外れの裏長屋に移つ

ならないのです︒

するやうなことがあ っ て も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

てしまった︒

お宿

おやぶね

ス︒

一9一

お宿は致しても︑さて何もおやねこ ﹇親思﹈︵名︶一 オヤネコ

﹇御宿﹈︵名︶1

十649圏

おやど

うです︒

のばしておや竹にするのださ

むすびつけてあるのは︑︿略﹀︑

三275又あそこここにわらを

九568 正一の家でも︑親子三人︑庭おやたけ ﹇浜竹﹈︵名︶1 おや竹
にすゑた打皇の前に並んで︑萎を打
つてみる︒

九924園 ところがめぐみ深いジュピ
ターといふ神様が︑︿略V︑すぐに親

子の者を天へ連れていって︑大熊座

お宿

十635園主人は僧の後を追ひて外に 十二219 ふもとの川を白帆が二つ三 五158 ︿略﹀︑すゴめが教室の中へと

﹇御宿﹈︵五︶1

差上げる物はございません︒
おやどいた・す

親子は死力を煮皿くして漕ぎに

と小熊座になさったのださうです︒
十2610
漕いだ︒

人々をボートに牧書し︑又あらん限

十2710 親子は非常な危瞼ををかして︑致す ︽ーシ︾
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おゆ一および

びこみました︒先生がまどをすつか
り明けて︑出しておやりになりまし
た︒

七715園小ぶくろの方は私どものだ

お湯

んなが國へおやりになる金ですが︑

﹇御湯﹈︵名︶1

︿略﹀︒

おゆ

お弓

六37 私がたんぼへお湯を持って行
﹇御弓﹈︵名︶1

つてくると︑︿略﹀︒

おゆみ

僕も泳ぎきることが出來たのだ︒﹂

泳ぎくら

二人は外の者からずっと離

﹇泳競﹈︵名︶2

十一554

およぎくら

︿略﹀︑二人の耳にははいら

れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを
してみた︒

十一567

鯉のぼり

およ

︿略﹀︒其のた

て行くのを見ることもあります︒

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二近イ所

七801

︿略﹀︑タヒ・アナゴ・ハモナ

ヲ泳グモノガアリ︑︿略V︒

七803

ドノヤウニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ

地球の表面には︑海と陸と

ボルコトヲ得︒

運河は全長五十哩齢り︑凡そ

さうして其の数や大きさは︑

十時間前後で之を航することが出來

十3510

る︒

しかも我々に最も近いあの

凡そ十一年鯨を週期として増減して

十一33

みる︒

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

十一310

百萬里も離れてみる︒

れた︒

しやう

しかし幸に纒過良好に

繹迦は今から凡そ二千五百

とカピラバスト王國の太子として生

年前︑北インドのヒマラヤ山のふも

十二909

も重要ならざるはなけれど︑︿略﹀︒
しゃか

て各種の用に供すべく︑二って何れ

等の木材は︑其の有する性質により

し・なら・くぬぎ等なり︒凡そこれ

ぐれば︑杉・檜・もみ・つが・ひ
か らまつ
ば・松・落葉松・けやき・栗・か

十一一461図 今其の主要なるものを墨
ひのき

り申候︒

て︑熱も凡そ二週間齢にて全く相撃

十一437塵團

の地に生れたり︒

孔子は今より凡そ二千五

十一47図

七15図

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍
半なり︒

電車はおよそ十分毎に嚢着す︒

七91図汽車はおよそ三十分毎に︑
電車はおよそ十分毎に嚢着す︒

七367囲人口はおよそ十一萬︑︿略﹀︒

う

さんご
しい魚の群が︑珊瑚の林や海藻の間

百年前︑長時の魯即ち今の山東省
蛙がぼかんくと飛込んでは
船の上からはしきりに働ま
してくれる︒これに力を得て︑又一

十一868

すうつと泳いで行く︒

九棚4

をぬって泳いで行く︒

九86囲︿略﹀︑目のさめるやうに美

ソロヘテ泳グ様ハ︑マコトニ面白イ︒

︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

およぎ

ぬのか︑夢中で泳ぎくらを績けてる
︵四︶1

七812

︽ーカ︾

﹇泳着﹈

る︒

つく

およぎ・つく

五188園其の時︿略﹀︑金色の鶏が 七337図 獅子はかなしげにほえて︑

泳ぎ

船員等は︑如何にも氣持よ

﹇泳回﹈︵五︶2

船におよぎつかんとてなり︒
およぎまわ・る

︿略﹀︑つと海の中にをどり入りたり︒

おゆ

一羽とんで來て︑天皇のお弓の先に
﹇御緩﹈︵下一︶1

とまった︒

おゆる・める
︽ーッ︾

十一551

廻る

︽ーメ︾

五唱4此の時尊はふところのつるぎ

潮干グ

凡そ

しやうけんめいに泳いで行く︒
ささうに泳ぎ廻ってみたが︑︿略﹀︒
うつ
︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻およそ ﹇凡﹈︵副︶14 オヨソ およそ

十二792

るめる

を出して︑たけるのむねをおつきに
なりました︒︿略﹀︑﹁しばらくお待

ス︒

五22！

す︒

ボルコトヲ得︒

五十里︑小舟ハオヨソ九百里サカノ

七554園

はね上ってはおよぎ︑はね上っては

五十里︑小舟ハ指向ソ九百里サカノ

今より凡そ百十鯨年前のことなり︒

および ﹇及﹈︵接︶9 及び 及

洲・ヨーロッパ洲・アフリカ洲・南

︿略﹀いるかが︑はね上つ 八197図汽船ハ河ロヨリオヨソ四百 七18図 ︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ
てはおよぎ︑はね上ってはおよぎし

七555圏

およぎして行くのを︿略﹀︒

何萬とも知れないいるかが︑ 八197図汽船ハ河ロヨリオヨソ四百 十二棚3図 電燈の襲明せられたるは︑

びに︑鯉のかげが地の上をおよぎま

六

一301園アヒルガオヨイデヰマ 七89図 汽車はおよそ三十分毎に︑

ぐ泳グ泳ぐ︽ーイ・ーギ︒ーグ︾

﹇泳﹈︵五︶10

を起したり︑背びれを水上に現した

つりも 出 減 る し ︑ お よ ぎ も

およ・ぐ

りして泳ぎ廻ってみる︒

泳

ち下さい︒申したいことがありま

およぎ

す︒﹂といひました︒尊は手をおゆ
﹇泳﹈︵名︶2

るめになりました︒

およぎ

︿略﹀︒

五303醜 うちの前には小川が流れ︑
出來て︑ あつい夏でもすゴしくく
らす︒

十一548熱幣の暑さにたへかねてゐ

泳ぎき

た船員等は︑ 船長から泳を許された

﹇泳切﹈︵五︶1

ので︑我先にと海に飛込んだ︒
およぎき・る
︽ール︾

十一873囹 ﹁あ＼︑五海里の海上を

る

およびする一おり
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アメリカ洲・北アメリカ洲・及び大
︿略﹀︑母が私に︑お友だち

及ブ

及ぶ

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

八柳5国
て上げようと申します︒

洋洲とす︒
七43図 其の中我が大日本帝國と︑
およ・ぶ ﹇及﹈︵四・五︶18

揚子江

︿略﹀︒我が

こ

つ

エヂソンの嚢明せるは

許を得たるもののみにても其の敷革

︿略﹀極めて多く︑アメリカにて特

十二M10図

孔子常に中正不偏を貴

ビ︾

︿略﹀︑先生が知らない生徒を

十一77図

ス︾

孔子は他人を正す前に先

およぼ・す ﹇及﹈︵四︶！ 及す ︽一

へますと︑︿略﹀︒

びになりましたから︑﹁はい﹂と答

︿略﹀︒さうして﹁山田さん﹂とおよ

一人つれてお出でになりました︒

五36

﹇御呼﹈︵五︶− およぶ ︽一

に千飴に及ぶ︒

何分田舎にて萬事不便

およ・ぶ

﹁過ぎたるは及ばざるが

へん

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは
なし︒

︿略﹀︑

十一72図園
び︑

夜ふけに及んで︑鉢峯を

如し︒﹂ともいへり︒

く候︒

ば︑及ぶ限りの御便宜相計り申すべ

には候へども︑若し御三晶相成立は

十一425便國

望み見るに︑︿略﹀︒

守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

もう改めて勝負をするには 十一259図
第五
アフリヨク

こちらの方はどうでもなる

宣長は﹁︿略﹀︒﹂

づおのれを正し︑近きより遠きに及

すを以て其の主義としたり︒

三802 ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃる

およめ ﹇御鏡﹈︵名︶2 およめ

先生は﹁何なら︑あのお子 十一746 話が古事記のことに及ぶと︑

の及ぶ限り廣く人々を救ひ︑又もや

︿略﹀︑其の資金を以て力
︸銭をも留めざるに至れり︒

十一鵬10図

﹁いや︑何︑それには及びません︒﹂

やがてレマン快心は︑︿略﹀︑ 十二了9図此の社は規模の直なるを

︿略V帯劔をときて渡さんとするを︑

のです︒

およめに來ましたが︑︿略﹀︒

むすめさんが︑此の人の所へ

四764西の村一番の金持の

およ・る ﹇御寄﹈︵五︶1 およる ︽一

此所を出て︑となり村の學校

前者の國旗と︑藍地に斜白十字の徽

五386

リ︾

の前へ行くと︑先生が︿略﹀︑學校

なし︑更にアイルランドの加はるに
の國旗を合はせて︑遂に今日の如き

へおよりになりました︒

つ＼︑各地を巡って道を傳へてるた

八154園

ほねおり・ゆびおり

﹁殿はまだお若くて︑これ
が︑︿略V︒

十二982 輝迦は八十歳の高年に及ん おり ﹇降﹈﹇▽のりおり︒のりおりする
うゑ
でも︑なほつゴれをまとひ飢と職ひ
おり ﹇折﹈︵名︶6 曇霞ひとおり・

形式をなすに至れり︒

及び︑白地に斜赤十字の徽章ある其

章ある後者の國旗とを合して一旗と

とスコットランドと合するや︑︿略﹀

く略V︑先づイングランド

以て世に知られ︑本殿の如き其の高

たまく元の大軍至るに及

十一一623図

さ實に八十尺に及ぶ︒

し止めたり︒

十510図書

へらる︒

支那幾千年の人物中︑大
聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

十一46図

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

及び︑呉の勢盛にして越軍大いに破

十偽5図

︿略﹀︑勾践越の王となるに

んで天鼓大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

十981図

の敷︑實に十数萬本に及べり︒

︿略﹀︑新に植込みたる木

及ばん︒︿略﹀︒﹂と︑強ひて之をお

エンミッヒ將軍は﹁いや︑それには

九389囹

といったが︑︿略﹀︒

ざいます︒﹂といはれた︒信吉は

を今日一日お連れになってもようご

八949園

から︑心配するには及びません︒

八467團

其ノ支流ニモ及バザルナリ︒

國第一ノ長流鴨緑江ノ如キハ實二

八196図

及びません︒

八123園

︽ーバ・ービ・ーブ・ーベ︒ーン︾

イギリス・フランス・イタリや及び
アメリカ合衆國を世界の五大強國と
いふ︒

七擢図 郵便切手貼付及日附印押捺場
所

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

十一63図 論語は︑誤配と有若との
集 録 し た る も の に して︑︿略﹀︒

十一339図 両岸及び島島︑見渡す限
せん
り田園よく開けて︑毛饒を敷けるが
如く︑白壁の民家其の間に黙在す︒

つきさつぶ

十一348図 内海の沿岸及び島々には
まこまない

名勝の地少からず︒

は︑大きな牧場があ る ︒

十一603 市外の眞駒内及び月寒に
十二463図 く略V︑中にも其の用途の
廣きは杉及び檜なり ︒

お呼

戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す

十二欄4囹 又延いては徳川家及び江

﹇御呼﹈︵サ変︶1

までもござりませぬ ︒

および・する
︽ースル︾

八概6国︿略﹀︑母が私に︑お友だち

びする

をお呼びなさい︑おこはでもふかし
て上げようと申します︒お呼びする

お呼

のは大てい近所の人で︑あなたが知

イ︾

﹇御呼﹈︵五︶1

つていらっしゃる方ばかりです︒

︽

およびなさ・る
びなさる
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の家の主人なるべし︒

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

八961図第二十三

おりもの・めんおりもの

五661

二人は峠を下りて︑となり村

此の時︑木に上ってみた者が

へはいりました︒

五988

はじめて東京見物に來て︑此

下りて來て︑﹁︿略﹀︒﹂

五撹6

下

︿略﹀︒

下りル

りる降りる ︽ーリ・ーリル︾﹇▽かけ

お・りる ﹇降﹈︵上一︶18

綿縣・織物等ノ産出頗ル多シ︒

商工業盛ニシテ︑焼物・塗物・扇・

名古屋市

り︒然れども正しき道によるに非ざ

境内を出でて海岸に到る︒

れば︑我之に居らず︒

十二92図

から功名をお立てになる折はいくら
アマゾン河は全長五千

︿略﹀︒折から日は地平線に近づきて︑

つた︒

十二915

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

な汗をかいて田をすき起し︑牛はつ
かれ果ててあへぎあへぎ働いてみる︒

船頭がさををつき立てて︑そ

第一に宮城をさしてまみります︒

七118

僕が一番先に海へ下りた︒

先に海へ下りた︒

れに舟をつないだ︒︿略﹀︒僕が一番

七115

折から飛下りて來た鳥が鍬に傷つけ
下り來
︿略﹀︑十三箇所のうちな

﹇降来﹈︵四︶1

られた轟をついばんだ︒

︽ーレ︾

十一242図

る

ぼろを着た農夫は玉のやう

ふと︑ゆらくと動いて消えてしま

折から燈がばっと明るくなったと思

十二421

かりなし︒

五百キロメートル︑世界の河の王と
原野は大てい牧場にて︑

雲も水も金色に輝き︑美しさいふば

十一佃3圓囲
をりをり

これから後萬じゅは︑うばと

折々

﹇折折﹈︵副︶4

牛馬は放し飼にせられ居候︒
おりおり

をりく

︿略﹀︑一同夢に夢見る心地︒ おりる・とびおりる

いはれ居候︒

十一悩9國囲

もございます︒﹂

九佃9園 おかあさんは︑﹃一命を捨
てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

れるが︑まだ其の折に出會はないの
だ︒
︿略﹀ ︑ 一 夜 の 宿 を 貸 し 給 へ

六632

とこへば︑︿略﹀廃品高き婦人六出

十5910園

でて︑﹁折あしく主人が留守でござ
心を合はせて︑折々らう屋をたつね

いますので︒﹂とこ と わ り ぬ ︒

十三4圓団寒さきびしき折から皆様

ち

︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

おりきた・る

これまでも折々話した通り︑

ては︑母をなぐさめて居りました︒

北上川はまだをりをり見える

壮挙ー48図

く谷川になってしまった︒

が︑いよくせまくなって︑とう

九744

︿略﹀︒

九224園

には御障もなく︑御前様にも日々學
︿略﹀︑ 御 前 様 御 ひ ま の 折 ︑

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒
十欄4國團

裁縫のおけいこに御仕立て下された
く候︒

十二868図 土人等怒りて林藏の頭を
打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

義貞は馬から下りてかぶとを

ぬぎ︑はるぐと海上を葬しました︒

七198

りた︒

丸山君も︑妹も︑お松も︑みんな下

よごのうみ

﹇折﹈︵副︶2

︿略﹀︑場に満ちたる十幾萬

折しも

︿略﹀︒おとうさんも︑にいさんも︑

おりしも

る大岩山のとりでより︑柱頭かの馬

折りかへ

をひきて余吾湖のほとりに下り來れ

﹇折返﹈︵副︶1

時代にありては︑唯をりく興味あ

おりかえし

る特殊の事件を報道するに過ぎざり
︽一

折よく同行の樺太人來りて土人等を

居

叱し︑林藏を救ひ出しぬ︒
居り

る七八人の兵卒あり︒

︵ラ変︶3

き︒

﹇居﹈

十皿9図

畠山重忠はひよどりこえのさ

しげたゴ

︿略V︑空中ヲノシテ行ク︒サ

急ニツバサヲチぐメ︑風ヲ切ツテマ

ウシテ︿略V︑スウツト下りテ來テ︑

八494

頭をなでてやると︑︿略﹀︒

七271

か落しに︑馬をしょって下りたとい

そ

し

ふし︑︿略﹀︒

き

どろきおり・かんしゃいたしおり・こ

唯をどりにをどる︒折しも起る﹁君

る進水式の壮快なる光景を豫号して︑

水際に寄りて馬の足を冷
の一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎ

ツシクラニェモノノ上ニッカミカ・
﹇織物﹈︵名︶1

に急ぎて進み來る︒
おりもの

織物﹇▽け

さんとする折しも︑思ひもよらぬ敵

十一243図

の辞表者の胸は︑まさに始らんとす

まりおり・しさついたしおり︒じゅう

六553 頼朝が木曽義仲をせめようと
てっかの
みつもり
した頃︑木曽の家來手塚太郎光盛

じいたしおり・せわしおり︒ぞくしお

の娘がく略V︑之をさとって︑すぐ

り・ぞんじおり・たのしみおり・ちつ

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ
に義仲の所へ知らせました︒義仲か
折から．

そくしおり・つうがくしおり︒つとめ

﹇折﹈︵名︶4

らは折りかへし返事があって︑︿略V︒
おりから

おのれは主人を迎へにとて外に出行

︿略﹀︑僧をば待たせ置き︑

きけり︒折から︑たもとの雪を打梯

十604図

十一69図園富貴は人のねがふ所な

もうしおり

り・べんきょうしおり・まいりおり・

おり・はびこりおり・ひきこもりお

おり・はたらきおり・はっきりいたし

が代﹂の奏樂︒

ラ・一︵リ︶︾←うけ た ま わ り お り ・ お

お・ り

おり一おりる

おる一おる
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居ならぶ子どもは
喜

春の遊の

しさかたる︒
日敷かぞへて︑

︿略﹀母は

指を折りつつ︑

六495囲

八567図韻 米屋の小ぞう︿略﹀︑ ひ
び勇む︒

ル︒

らりと下りて自脂身を角の下駄屋

樂

︿略﹀︑中程まで行った時︑信

気血が若し僕に食物を送る

みつもり

六552

てっかの

︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました
これが萬じゅの姫で︑木曽に

が︑︿略﹀︒

六568

あ＼︑母はもう此の世の人で

よ

住んで居りましたが︑︿略﹀︒

六591

﹁誰か居るか︒﹂と呼ぶと︑いつも藤

或大雪の朝︑信長はいつも

士口次が眞先に出て來た︒

七769圏

呼ぶと︑やはり藤吉郎が出て來た︒

より早く起きて︑﹁誰か．居るか︒﹂と

七774囹 ﹁そち一人か︒﹂﹁はい︒﹂

﹁いつもより早いのに︑よく参って

七棚7圏

せん︒

七川3

海ノ中ニ沖魚や貝や其ノ外イ

アサリや蛤一蓋や泥ノ中二居

當時秀吉は伏見の城に居った

秀吉は城の庭にしき物をのべ

上様をはじめ皆様︑おしの

まだ誰一人城に登って居りま

もと居りました︒

させ︑︿略V︑御蒲所やおそばの女ど

七棚1

のでございます︒

七981

リ︑カキヤアハビハ岩戸ツイテヰル︒

七814

ザマノ植物モ生エテ居ル︒

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ

七794

つて居ります︒﹂

﹁いつも人より一時前に参

はないのかと︑力をおとして居りま

八幡様の御引合はせか︑門の
これから後萬じゅは︑うばと

﹁まあ︑お待ちなさい︒落

七775圏

した︒

或日のこと︑萬じゅが御殿の

居った︒﹂

六593

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを
﹁あの中には石のらうがあ

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

六598囹

七676圏

ては︑母をなぐさめて居りました︒

心を合はせて︑折々らう屋をたつね

六633

戸は細めに明いて居りました︒

六607

つて︑唐糸様がおしこめられて居ら

居

かうして修養にも實行にも︑骨を折

をる

れます︒﹂

．す︒

ヲル

自分にまさる者はないので︑

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾

︵五︶46

つてをられるのを︑うれしく思ひま

十152園私は此の村の青年諸君が︑

折って︑又歩き出す︒

︿略﹀︑出後れのわらびを一本

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

爲に働いたといふなら︑僕もまた君

八麗9囹

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

八98

にあづけ置き︑ すぐに老婆をみち
びきぬ︒

九349園 ﹁此の坂を下りて︑あの清
見えるはずだ︒﹂と︑此の前言た時

水の所まで行くと︑石井君のうちが
の 事 を 考 へ な が ら ︑︿略﹀︒
にしな す の

叔父さんが﹁︿略﹀︒紅葉と温泉で名

九689圏 間もなく西那須野に着いた︒ 九351
しほばら

高い塩原へ行くには︑此所で下りる
のだ︒﹂とおっしゃ っ た ︒

時で︑少しは下りた人も乗った人も
﹁松島は︒﹂﹁仙塁から三つ
居る

お・る ﹇居﹈

九7010園 仙皇に着いたのは午前の三
あった︒

九715園
ル

五452圏

たけると申して居りましたが︑みや

目 の 松 島 騨 で 下 り るのだ︒︿略﹀︒﹂

こには強いお方がおありになった︒

は︒﹂﹁小判が百五十爾はいって居り

した物は︒﹂﹁革の財布で︒﹂﹁中に

﹁矢はあたって居りませぬのに︑狐

き

︿略﹀︒

く略V︑日本の大聖小西行長

七712圏私はく略V紀州の者でござ 下になっては居られぬかと存じ︑
ばう

ます︒

﹁矢はあたって居りませぬ

います︒房州へ出かせぎに行って︑

七鵬3囹

い實をならべてみる︒

よい所には︑つるうめもどきが美し

松の木にからまってをり︑日當りの

八16 ︿略﹀︑眞赤になったつたが︑

朝鮮に日本の武士は﹁人も居らぬ︒

は︻たまりもなくにげ落ち︑もはや

れふを致して居りましたが︑︿略V︒

︿略﹀︑妻はろばたでぼろを

七766医毎朝げんくわんへ出て︑

つゴつて居ります︒

七744

て居りまして︑︿略﹀︒

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

おとうさんやおかあさんに 七743 見れば年取つた父といふのが︑
竹子
朝︑雷が目をさまして見ると︑

に居ります︒︿略﹀叔母から

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

五888国

のに︑狐は死んで居ります︒﹂

五806圏

家が﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

は死んで居ります︒﹂と言ふと︑義

かけよって見て︑宗任が

車を下り︑廣き参道を行くこと十町

︽ーッ・一

五805圏

十14図 青山の神宮前停留場にて電
ばかりにして神宮橋に達す︒

十736團汽車で京城へ來る人は通常
南大門騨で下りるのです︒
て行くので︑目がまはりさうです︒

十802 昇降器がすさまじい勢で下り

折る

十805 昇降器を下りて︑あたりを見
まはすと︑︿略﹀︒

﹇折﹈︵五︶6

様

リ・ール︾

お・る

六145 松山の入口で︑赤くなってゐ

六個6

月と日が居りません︒

たぐみを一枝折ると︑︿略V︑にいさ
んに注意されました ︒
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おる一おれる

八449困

小ぞうか ら 主 人 へ

︿略﹀︒

病中の祖母も押そう喜びまして︑あ
りがた涙をこぼして居ります︒

八餌8 マッチの製造所へ行って見る
と︑職工が大勢居って︑それみ＼手

るので︑︿略﹀︒

﹁春子︑オ前ハ着物や帯ノ

かやうに落ちぶれてはみる お・る ﹇折﹈︵五︶4 オル ︽ーッ・一

が申してをりますが︑︿略﹀︒﹂

六742園

ル︾

十689園
れには馬を一匹つないでもってをり

カQ﹂

イ・エ︑ヤハリ毛綜デオツ
コレハ︑ハジメ白地ニオッ
テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

六767園

タ物デス︒

六762園

ナ物ガアリマスカ︒

六751囹

毛綜デオツ蓋物ニハ︑ドン

地ハ何ノ綜デオルカ知ツテヰマス

ものの︑御らん下さい︑︿略﹀︑又あ

ます︒

唯商業の取引の盛な部分は︑

相互に活氣を帯びてをり︑西洋風の

十一105
建物もあって︑趣がや﹂攣ってみる︒

分をして働いてみる︒

間もあります︒鳥の羽に似た大きな

︿略﹀︑おとうさんが
主な通にはアカシヤの並木

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十一597

﹁︿略﹀︒﹂といって笑ってをられた︒

十一378

九55團 コ・椰子は︑高いのは七八
葉が︑幹の上の方に集ってついてを
り︑其の葉の根本には︑大人の頭ぐ
らみの實がす緊なりになってゐます︒
色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

おる

九211例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ腔

と︑宣長は﹁私はかねぐ古事記を

十一747園話が古事記のことに及ぶ

お・る

﹇折﹈︵下二︶2

折る

︽ーレ︾

﹇降﹈几vとびおりたまう・とびお

ノーア︑︿略﹀︒

悪味や悪臭ノアル蝶ノ羽証跡美シイ

る

︿略﹀︒﹂

研究したいと思ってをります︒

色ドリガアルヤウナモノデアル︒

んなでにいさんのお露を待ってをり

九495困 夏休も近くなりました︒み

左に折れて第二の鳥居を過
ぎ︑又右に折れて第三の鳥居の前に

汽車でドイツの國内には 十18図

出づ︒

十一一3410國

いったのは朝まだほの暗い頃でした

十18図

ます︒

が︑もう沿道の田畑には農夫が鍬を

すのを此の上もない仕合はせと存じ

はく略﹀︑ひたすら父上を大事に致

﹇御留守居﹈︵名︶1

おるす

ぎ︑又右に折れて第三の鳥居の前に
おるすい

今日はうちの者がみんなたん

且vなおれ

オレイ

おれ

ぼへ稻こきに行きました︒おるす居

六18

居

左に折れて第二の鳥居を過
振るってをり︑又工場といふ工場に

︿略﹀︑此の頃墓参りのために

朝鮮から編ってをられる高橋さんが

は盛に黒煙が上ってゐました︒

十122

來られた︒

かうして修養にも斜行にも︑骨を折

十二6710園次にリガンは﹁︿略V私 出づ︒

つてをられるのを︑うれしく思ひま

てをります︒﹂

十152囹私は此の村の青年諸君が︑

す︒

︿略﹀︑繹迦は泣悲しんで

おれ

十二991園

つた後も︑めいくが其の教をまじ

みる人たちに︑﹁︿略V︒私のなくな

十156園 朝鮮の青年も︑近頃はなか

く頭が進んで來ましたので︑あち

めに行ふ所に私は永遠に生きてを

﹇御礼﹈︵名︶7

お禮

うらしまさん︑このあひ
だはありがたうございました︒

三416圏

い

はおちいさんと私だけです︒

らの教育に關心してみる私どもは︑
非常に喜んでをります︒

︿略﹀︑今日日本の周園に

は諸外國が様々の考を持って見てを

十二柵4園

る︒﹂と諭して静かに眼を閉ぢた︒

おれい

十651園 主人はうちうなづきて出船
有合はせの粟の飯︑召上るならと妻

り︑僧に向ひて︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ち や う ど

そのおれいにりゅうぐうへ

れていって上げませう︒

つ

ことが出來ます︒おれいにまひ

三878園おかげで天へかへる

スツカリモ

白ウサギガソノ通りニ

をまひませう︒

四206

ヘ

トノヤウニナホリマシタ︒ヨロ

シマスト︑カラダハ

コンデ大國主ノ神ノトコロ

カラダ

ハ

コノ通りニナリマシ

オレイニ行ツテ︑﹁オカゲサマデ︑

タ︒︿略﹀︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒

へてくれました︒︿略﹀︒着りがけに︑

六187 ︿略﹀︑栗林の下のくぼ地を教

それがあなたのやうな正直

﹁一雨降ったら︑又お出で︒﹂と言ひ

力藏さんにお禮を言ひましたら︑

ました︒

なお方に拾はれて︑財布をいた〜か

七698園

せてもらひましたが︑︿略﹀︒ついて

は此の中の金を半分だけお禮のしる

かの男がわけを話して︑どう

しにさし上げます︒

かお禮を受けてくれといひますと︑

七744

︿略V︒

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言

十一佃5 騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

つてすかしたりした︒

レル

折れる

︽ーレ・ーレル︾

お・れる ﹇折﹈︵下一︶7 をれる 折

ほどなってゐます︒

四73私の木も枝がをれる

おろし一おわり
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き

さ

う

ゑもん

は︑縁先に腰を下して︑つかれた艦

窯場から出て來た喜三右衛門

を休めた︒

かまぱ

て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま

五378 大平橋を渡ってから左へをれ 十444
した︒

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り

三

大蛇たいぢ

大蛇たいぢ

﹇大蛇退治﹈︹課名︺2

になりました︒

おろちたいじ

五目4

三

大蛇たいぢ

うの船がとまってみた時の話である︒

五75

六663；二返クリカヘシタラ︑釘ハ 十︻568 昔︑アフリカの或港に一そ
残ラズ取レテ︑其ノ上︑折レタ針ヤ︑
︿略﹀︒救ひのボートは下された︒

十二47図園

うち退治

お分る

ぎ
十㎜7﹇図 主上さきに笠置におはせし

住持は心得ぬ事に思ひ

時早くも義兵を墨げしが︑︿略﹀︒

十一452図園

何時までもかくておはすべきにあら

て︑或日置の書壇に︑又略V︒︿略﹀︑

ねば︑今は何庭へなりとも行きて君

の技をふるひ給へ︒︿略﹀︒﹂といへ

ば︑︿略﹀︒

僕は︿略﹀︑おとヶさんのお

つて來ました︒︿略V︒お返事をお渡

しした後で︑おとうさんに天略﹀︒﹂

と言ふと︑︿略﹀︒

書頃︑御塁所のおわびによつ

おわび ﹇御詫﹈︵名︶2 おわび

しばらくして︑其の中のおも

にいさんも足を止めて︑

おわら・う ﹇御笑﹈︵五︶1 お笑ふ

命じました︒

致しますと︑越前守は﹁︿略﹀︒﹂と

立つた者が出て︑いろいろおわびを

八425

て︑長四郎はやっと袋から出された︒

あなたはまだお若いから︑ 八185

﹇御調﹈︵五︶1

︽ーシ︾

﹁此の川は古の簸川に おわたし・する ﹇御渡﹈ ︵サ変︶1 お

ひのかは

彼は再びピヤノの前に腰を おろちたいじ ﹇大蛇退治﹈︵名︶1 を

サビタ針金マデツイテ來タ︒

下した︒

七451 ぐんばいうちはでふせいだが︑ 十二436
えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

かうして︑老僧が始めての

﹁殿はまだお若くて︑これ

手紙を持って︑精米會社へお使に行

渡しする

︽ーイ・ーク︾

︽ーリ︾

おわか・る

の研究を大成することが出息ませう︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

十一757園

もございます︒﹂

から功名をお立てになる折はいくら

八153園

お若い

して︑かのをうち退治の傳説あるは

大蛇8やま

﹇御若﹈︵形︶2

みを絶壁に下してからちゃうど三十

﹇大蛇﹈︵名︶7

﹁どんな大蛇か︒﹂

これは全く君等が自分で招
いたのであります︒今になって始め

八撹7園

十価7

︽ーヒ︾

一度此の中にはいると︑ま

ニ783

一547

ヲハリ

ヲハリ

終

おわり ﹇終﹈︵名︶14 ヲハリ をはり

ね︒﹂とお笑ひになった︒

た寒い庭へ出るのがいやになる

﹁︿略﹀︒

て︑考違をしてみたことがお分りに
おはし

露坐の大佛

極樂寺坂越え行けば︑

﹇御座﹈︵四︶1

なるでせう︒

おわしま・す

せ

︿略﹀︑みことはこしのつるぎ ︽iス・ーセ︾

おわ・す﹇御座﹈︵サ変︶2おはす

おはします︒

長谷観音の堂近く︑

は

十二256骨身

間もなく大蛇が來て︑八つの ます ︽iス︾

其の大蛇をたいぢしてやら

おわか・い

九506

おろそか

工夫にばかり心をうばはれて

﹇疎﹈︵形状︶1

此の川の川上なり︒﹂

おろち

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十467

おろそか

年目に︑︿略﹀︒

十938 すると橋はまん中から折れて︑ 十二佃4
建物は此虜から右に折れる︒

三人は水中におちいった︒
十欄10

十脳8 其庭から又右に折れると︑細
長い室一ぽいに︑目もさめるやうな
﹇▽あげおろし

草花が並べてある︒
おろし

五101園

にまみります︒

おろ・す﹇降﹈︵五︶9おろす下す たのおろち
五97囹もう此の子一人になりまし
︽ーサ・ーシ︾
六鯉のぼりく略V︒其の尾 たのに︑近い中に早事の大蛇がたべ
五217

を下して曾て︑さをに着けるかと思
ふと︑︿略﹀︒

う︒

出田5園

ゐます︒﹂

せ中には︑ひのきや杉の木が生えて

大蛇で︑目はほほづきのやうに赤く︑

六875 象がそれを下して予て地に置 五102園 ﹁頭が八つ︑尾が八つある
くと︑︿略﹀︒

八388 呉服屋の手代が︑大きなふろ

しやう

しきつつみを石地藏の前におろして
休みましたが︑︿略﹀︒

九517園主人の家が大きな醤油屋

五113

頭を八つのをけに入れて︑其の強い

だったので︑始は近在の小酒店へ︑

酒を飲みました︒

飲みほして︑大蛇がよひつぶ

︿略﹀︑おろしに歩き廻ったものださ

五116

れますと︑︿略﹀︒

五115

うだが︑︿略﹀︒

十399 父は腰から鎌をぬきながら︑
︿略﹀︑たき火のそばの切りかぶに腰
を下し︑鎌をとぎにか﹂つた︒
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おわりなごや一おんかじ

三907 をはり
四969 をはり
五膳9 をはり
六鵬5 をはり
二軸図図 ︿略﹀此時又は本文の終へ

終り胸間︑程なく鋸國致すべく候︒
校正終れば紙型に取り︑

コー二等の交易は七日に

更に之をもととして鉛版を造り︑印

十ニー76図

刷機にかく︒

十二875図
して終りぬ︒

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

十二備3図次いで白金其の他の金屡

片假名にて記すこと

七榊7 をはり

おん

←いちおん︒ごじゅうおん

これまた失敗に終りぬ︒

八冊3 をはり
九協6 をはり

十悩3 終
十一153 のぶ子さんは︑成績物が返 おん ﹇恩﹈︵名︶2 恩﹇▽こおん

︿略﹀︑全く元仁を回復した

九描7圓団

母は如何にも残念に思ひ

うかん一折︑小包便にて御送り申し

上げ候間︑御佛前へ御供へ下された

さち子

いった︒

馬場要助

私とてもかはゆらしきめ

︿略﹀此の無線電話の磨用

ドイツの有名な音読撰べ一

﹁御免下さい︒私は音樂

て参りました︒﹂とベートーベンが

家ですが︑面白さについつり込まれ

十二395圏

つた︒

トーベンがまだ若い時分のことであ

十二372

おんがくか ﹇音楽家﹈︵名︶2 音聾家

出來ることや︑︿略﹀︒

説︒講話などを居ながら聞くことが

が極めて廣く︑遠い庭の音樂︒演

十二佃5

おんがく ﹇音楽﹈︵名︶1 音樂

候︒︿略V 叔母より さち子どの

しく︑ 一日も早く御釜を見たく存じ

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

十研4囲團

おんかお ﹇御顔﹈︵名︶1 御平

春田延太郎様

受納下され度候︒︿略﹀

見舞の印までに御送り申上候間︑御

くず
尚當地産の葛粉少少御

大森二様

く候︒︿略﹀ 小林梅吉

今日小包にて粗末なる物︑

︽ーシ︾

叔母より

﹇御送下﹈︵下二︶

伯父上様

十︸427圓團

候︒何の爲にいくさには御出でなさ

奮師に呈

︽ーゲ︾

﹇御仁申上﹈

れ候ぞ︒

歯石ひ申上ぐ

おんうかがいもうしあ・ぐ
︵下二︶1

第二十四課

すく略﹀︒當地に参りて偶吟︑一度

十二佃6陳国

手紙を以て御様子御撰ひ申上げたし
御生れ
︿略﹀︑御母上様には去る

﹇御生﹈︵名︶1

とは存じながら︑︿略﹀︒

十鵬8圓國

おんうまれ

二日御安産にて︑玉の様なる女の御
子御生れの由承り︑︿略V︒︿略﹀叔

十289

人々は︑親子にあつく再生の恩を謝

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學
年の終におまとめになるのださうで

母より

どの
おんおくりくださ・る

御送り下さる

正男

︽ーゲ︾

十柵4圖困

申上

︵下二︶2

馬場要助様
﹇御当事上﹈

尚御生丁寧好物なりしや

御送り申し上ぐ 御送り

おんおくりもうしあ・ぐ

候︒︿略﹀春田延太郎

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り

三遍7團團

塔の中には掌記もあり︑

御母上様はまだ御やすみ

おんかじ ﹇御家事﹈︵名︶1 御家事

ます︒

音奏上・食堂なども設けられてあり

十二332国

堂

十一433國国尚又結構なる葛粉御送 おんがくどう ﹇音楽堂﹈︵名︶1 音樂

︿略﹀

送り下され︑誠に有難く存じ候︒

九川9下国昨日は美しきお話の本御

2

︽ーレ︾

間︑︿略﹀︒︿略﹀

赤さんの御着物にもと御送り致し候

王・妻子を始め八家を教化して故郷

︿略﹀︒

御有

十佃4㈱圏

明治神宮参拝

一つくの御品の上にう
御い

かゴはれて︑無量の感に打たれたり︒

御有様︑

生きはめて御質素にわたらせられし

寳物殿に到りて御遺物を拝観す︒平

十36図

﹇御有様﹈︵名︶1

御巡り致す

績いて繹迦は︿略﹀︑父 おんおくりいた・す ﹇御送﹈︵四︶1

さち子どの

し︑名残を惜しんで此の島を去った︒

︽ーリ・

第一

おんありさま

の恩に報いた︒

十二973

す︒

十一㎜9働事語讃本巻十一終
﹇尾張名古屋﹈︹地名︺1

＋二㎜4鋪乙津讃蓉＋二終
おわりなごや

尾張名古屋

終る

リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持

八973圃 名古屋市ハ此ノ城アルニヨ 様
ツ ︒ ﹂ ト 歌 ハ レ タ リ︒

﹇終﹈︵四︶ 6

ール・ーレ︾εあらいおわる・ひきお

おわ︒る

わる・よみおわる
十㎜4図圏

﹇御上﹈︵形︶1

く略V︑御前様には御家事

︽ーレ︾

﹇御出﹈︵下二︶1

叔母よ

御手つだひのため︑何かと緩いそが

十佃8國囲

そがし ︽ーシキ︾

天祥刑せらる＼にのぞみ︑ おんいそが・し

從容としていはく︑ ﹁ 臣 が 事 終 る ︒ ﹂
と︒

十一251図 されども不意を討たれし
俄の軍に︑︿略﹀︑ 清 秀 は 討 死 し て と

り

しき事と察し申し候︒︿略﹀

御出でなさる

おんいでなさ・る

さち子どの

りでは落ち︑戦は午前のうちに終り
ぬ︒

十﹁佃3國囲 ブラジルの視察も大胆

おんかよいなさる一おんせわくださる
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にて︑御前様には御家事御手つだひ
のため︑何かと御いそがしき事と察

﹇御通﹈︵下二︶1

母より
おんこう

御仕立て下さる

二︶1

︽ーレ︾

さち子どの

御名は何と付けられ候や︑

これも早く承りたく︑御知らせ待ち

十研6魍圏

さち子ど

﹇御三下﹈︵下二︶

近き中に頂きに上りたく

九月二十日

みよ子

伯母

︽−︵ゲ︶︾

﹇御知申上﹈

十二槻1回汎濫 先づは御無沙汰の御わ

︵下二︶1 御知らせ申上

おんしらせもうしあ・ぐ

上様

げ候︒

御知らせ下されたく︑御願ひ申し上

候に付き︑何日頃がよろしく候や︑

九糎10㈱困

1 御知らせ下さる ︽ーレ︾

おんしらせくださ・る

上げ候︒︿略﹀叔母より

今日小包にて粗末なる物︑

叔母より

﹇温室﹈︵名︶3

︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室
︿略﹀︑一足温室の中にはいる

がする︒

十価3園

にいさんも足を止めて︑

と︑全く別の世界に來たやうな心持

十㎜9

で乾かす者もあり︑︿略V︒

天応3

おんしつ

温室

いこに御仕立て下されたく候︒︿略V

赤さんの御着物にもと御送り致し候

さち子どの

︽iレ︾

の

十鵬5魍團

︿略﹀︒

御好み

明治神宮顧問

に御好みありし品々を選ぶ由なるが︑
︿略﹀︒

御察し下さる

﹁︿略﹀︒此の温室は南を受けてみる

びかたぐ近況御知らせ申上候︒

母も人間なれば︑我が子

︿略﹀小山文太郎

御住まひ

承り候へば︑御祖母様に

十島10國團 ︿略﹀︑御前様には御家事

おんせわ ﹇御世話﹈︵名︶1 御世話

︿略﹀︒

にいろく御話を承り見事など︑

住まひの頃度度参上致し︑大兄と共

ばされ候由︑︿略﹀︒︿略﹀︒意地に御

はく略V︑去る十九日遂に御死去遊

十二8圓国

おんすまい ﹇御住﹈︵名︶1

﹇▽いちおんしん

大井先生

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

温室の中

︿略﹀︒

おんしん

こんなに早く咲くのだ︒︿略V︒﹂と

温室の中

温室の中

にくしとはつゆ思ひ申さず︒如何ば

第十九

明治神宮参宮

御品

第十九
第一

﹇御品﹈︵名︶1

十目6

十36図

おんしな

十㎜7

︹課名︺2

かりの思にて此の手紙をした＼めし

大森茂様

おんしつのなか

お笑ひになった︒

﹇御察申上﹈
︽ーゲ︾

大兄をはじめ皆様方の御

御察し申し上ぐ

おんさっしもうしあ・ぐ

か︑よくよく御察し下されたく候︒

九宙9圓困

間︑御前様御ひまの折︑裁縫のおけ

﹇▽ちゃくじつおんこう

︿略﹀︑先生には何時も

第一

﹇御好﹈︵名︶！

私のこと御心にかけ下され︑︿略﹀︒

御壮健の由︑何よりのことに御座候︒

十二伽3㈱囲

し申し候︒︿略V 叔母より さち子 おんこころ ﹇御心﹈︵名︶1 御心
どの

おんかよいなさ・る
︽ー レ ︾

十32図

おんこのみ

御通ひなさる

には御三もなく︑御前様にも日々學
さち子どの

又日々に奉る供へ物には︑御生前殊

十鵬5魑囲寒さきびしき折から皆様

叔母より

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒
︿略﹀

おんきもの ﹇御着物﹈︵名︶1 御着物

さち子

1

十佃3囲團 今日小包にて粗末なる物︑ おんさっしくださ・る ﹇御察下﹈︵下二︶
叔母より

赤さんの御着物にもと御送り致し候
問︑︿略﹀︒︿略﹀

どの

おんくやみもうしあ・ぐ ﹇御悔申上﹈
御悔申し上ぐ

︽ーゲ︾

︵下二︶2
両親も非常に驚き居り︑

十梱7㈱團

︵下二︶1

十佃！塵團

出で候︒︿略﹀小林梅吉大森出様

小林梅吉

し御有様︑一つくの御午の上にう

平生きはめて御質素にわたらせられ
御さとり

温順

主上は詩の心を御さとりあ

﹇温順﹈︵形状︶1

御手つだひのため︑何かと語いそが

しき事と察し申し候︒近き虜ならば

温順な彼は父の命に且って

勉強してみたが︑何時の間にか好き

十一一113

おんじゅん

かgはれて︑︿略﹀︒

﹇御亡﹈︵名︶1

げ候︒︿略﹀

悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

十佃5曜圃 承り候へば︑御祖母様に

十二1図

おんさとり

は 先 日 よ り 御 翠 蓋 の虜︑︿略V︒︿略﹀︒

二月六日 小林梅吉 大森茂様

先は右とりあへず御悔申し上げ候︒

御書

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給
ひぬ︒

をん
﹇穏健口︵形状︶1 穏健

十二悩4 其の上期が國の美しい風景

おんけん

﹇御障﹈︵名︶1

﹇御世話下﹈︵下二︶

さち

早速上り候て御世話も致すべく候へ

おんせわくださ・る

子どの

ども︑︿略﹀︒︿略﹀ 叔母より

﹇御知﹈︵名︶1

御知らせ

な博物學の研究が主となってしまつ

おんしらせ

おんじょうn▽だいおんじょう

た︒

﹇御仕立下﹈︵下

さち子どの

には御障もなく︑御前様にも日々學
叔母より

おんしたてくださ・る

︿略﹀

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒

十鵬4圏困寒さきびしき折から皆様

おんさわり

御子

や温和な氣候は︑自ら困民の性質を
穏 健 な ら し め ︑ ︿ 略﹀︒

をん

﹇御子﹈︵名︶1

十鵬8國国 ︿略﹀︑御母上様には去る

おんこ

叔

二日御安産にて︑玉の檬なる女の御
子御生れの由承り︑ ︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 V
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おんせん一おんな

1

御世話下さる

︽ーレ︾

九佃9囲国村の方々は︑朝に夕にい
ろくとやさしく御世話下され︑
﹃一人の子が御國の爲いくさに出で

あらん︒何にてもゑんりよなく言

し事なれば︑定めて不自由なる事も

しほばら

温泉

叔父さんが﹁︿略﹀︒紅葉と

﹇温泉﹈︵名︶2

へ︒﹄と︑親切にお ほ せ 下 さ れ 候 ︒

おんせん
九689囹

温泉で名高い塩原へ行くには︑此所
で下りるのだ︒﹂と お っ し ゃ っ た ︒

十一423國国御承知の通り當地には

温泉場

温泉これあり︑病後の保養には特に
宜しき由に候︒

﹇温泉場﹈︵名︶1

九763 叔父さんのお話によると︑此

おんせんば

ご︒

おんため

﹇御為﹈︵名︶1

御ため

さて︑心の中に︑義貞今天皇
ほう
の御ためにいくさを起して︑賊臣北

七201
でう

﹇御地﹈︵名︶2

御地

條をほろぼさうとしてるます︒

おんち

さて昨日御地より蹄村

せられたる河井氏の御話によれば︑

十一417國團

︿略﹀︒

らびに御前様の御手紙により︑御母
上様には去る二日御安産にて︑玉の
叔母より

さち子どの

様なる女の御子御生れの由承り︑
︿略﹀︒︿略﹀

春田延太郎

馬

御親切なる御手三塁難

南米より

明治神宮参拝

御手

御手紙舞見致候︒

第二十三課

く拝見仕候︒︿略﹀

十一432評言
場要助様

十︻川8圏園

一

第一

﹇御手伝﹈︵名︶2

︵父の通信︶
︿略﹀︑轄航するもよか おんてつだい

十69図圏

つだひ

十一4310囲團

らんと署師も申居候に付︑或は仰に

御母上様はまだ御やすみ
のため︑何かと乞いそがしき事と察

第一課太陽︿略﹀︒温度

南洋は一年中温度が高く︑

竹島を越したと思ふと︑急

尊は其のころ︑やまとをぐな

といふ御名で︑御年はわっかに十六

五417

でいらっしゃいましたが︑︿略﹀︒

おんとも ﹇御供﹈︵名︶1 御供

其の時︑御供にしたがひ給

へる弟橘媛︑尊の御身危しと見給

おとたちばなひめ

九106図

をんどり

出がけにとやの方を見れば︑

n雄鳥﹈︵名︶1

ひ︑︿略﹀︒

おんどり

九154図

て︑首をすゑ︑むねを張り︑今やと

︿略﹀︑をんどりは箱のふちをふまへ

きをつくらんとする様なり︒

女

﹁あかいきものをきて

おんな ﹇女﹈︵名︶22 をんな

︿略﹀︑見たこともない美

ゐます︒﹂﹁それではをんなでせ

三187囹

う︒﹂

三848

尊はかみをといて︑女のすが

しい女が來ました︒

さあ︑此の女にはゆだんが出

たになり︑︿略V︒

五423

六563

唐糸といふのは此の女のこと

來ぬといふ事になって︑︿略V︒

でございます︒

六566

主日のこと︑︿略﹀︑下仕の女

が來て︑﹁あの門の中へ︑はいって

六594

湖の上は朝からひじやうな人

はなりませぬ︒﹂と申しました︒

六778

出である︒男の生徒もみれば︑女の

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

七142女の人はだすきをかけて︑手

生徒もみる︒

﹇御年﹈︵名︶1

御年

淫しばらくすると︑もとの水の温度
おんとし

にかへった︒

に水が冷たくなった︒︿略﹀︒しかし

十一855

は最もよく適してみる︒

雨量が多いので︑ゴムの木の嚢育に

十一511

つて轟く高い︒

は表面で約六千度︑内部に入るに随

十一21

さち子

さち子どの

さち子どの

温度

し申し候︒︿略﹀叔母より

にて︑御前様には御家事御手つだひ

二宮8書意

者数多かりしかば︑︿略﹀︒

方青年團の御手つだひを願ひ出つる

︿略﹀︒又御造螢の半ば頃より︑各地

從ひ︑其の中御地へ参り候やもはか
り難く候︒

﹇御父上様﹈︵名︶1

さて御父上檬の御葉書な

おんちぢうえさま

御父上様

十鵬6圓囲

叔母より

御傳へ下さる

さて御父上様の御葉書な

﹇温度﹈︵名︶3

どの

らびに御前様の御手紙により︑︿略﹀︒

1

おんつたえくださ・る

︿略﹀

おんど

﹇御眼下﹈︵下二︶

所は名高い温泉場で︑海水浴も出品

︽ーレ︾

御手敷

叔母よ

十佃6塵国皆様へよろしく御傳へ下

︽ーレ︾

︿略﹀

御供へ下さる

﹇御供下﹈︵下二︶

るさうだ︒

1

おんそなえくださ・る

十佃4獣畜 尚御生若御好物なりしや

されたく願ひ上げ候︒︿略﹀

﹇御手数﹈︵名︶1

吉

若し御承知に候はば︑御
手数ながら至急御報知下されたく︑

九備9山国

おんてかず

さち子どの

うかん一眼︑小包便にて御送り申し
大森茂様

り

小林梅吉

上げ候間︑御佛前へ御供へ下された
温帯

︿略﹀︑殊に温帯に属す

﹇温帯﹈︵名︶1

く候︒︿略V
おんたい
十一⁝⁝⁝5回幽困

下田英太郎

御手紙

十伽7囲囲

叔母より

御手紙有難く昇見致し候︒

﹇御手紙﹈︵名︶4

願ひ上げ候︒︿略V
おんてがみ

野萬吉君
御大事

る南部の諸州にては︑四季の攣化も
﹇御大事﹈︵名︶1

日本の如くはっきり 致 居 候 由 ︑ ︿ 略 V ︒

おんだいじ

一番にはせ参じ︑

十6810園 唯今にも鎌倉の御大事とい 十柵3囲国
ふ時は︑︿略﹀

︿略﹀︑あっばれて が ら を 立 て る か く

おんな一おんひま
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仰せらる㌧由︑いよく御なつかし

私のこと御心にかけ下され︑常に

がよろしく候や︑御知らせ下された

に頂きに上りたく候に付き︑何日頃

や大きくなり候事と存し候︒近き中

伯母上様

御葉書

九月二十

﹁小山はどうしてみるだらうか︒﹂と

みよ子

さて御父上様の御葉書な

﹇御葉書﹈︵名︶1

︿略﹀︒︿略﹀ 叔母より

さち子どの

様なる女の御子御生れの由承り︑

上様には去る二日御安産にて︑玉の

らびに御前様の御手紙により︑御母

十鵬6國囲

おんはがき

日

く︑御願ひ申し上げ候︒
女手

く存じ奉り候︒

﹇女手﹈︵名︶1

百日我が軍艦高千穂の一水兵

が︑女手の手紙を蔑みながら泣いて

子心5

おんなで

不意にばたくと音がして︑

女の子は唯じっと見まもつ
みた︒

大ぜいの女どもにまじってい

十鵬9圏團

承り候へば︑御祖母様に

おんはなし ﹇御話﹈︵名︶2 御話

十九日遂に御死去遊ばされ候由︑誠

は先日より御病氣の庭︑︿略﹀︑去る

秀吉は城の庭にしき物をのべ
させ︑︿略﹀︑御皇所やおそばの女ど

明治神宮参拝 く略V︒
ぎやうかう

︿略﹀︒

さて昨日御地より玉村

せられたる河井氏の御話によれば︑

十一417郵亭

今更のやうに思ひ出され候︒

共にいろく御話を承り候事など︑

に驚き入り候︒︿略﹀︒︿略﹀︑大兄と

もと居りました︒

七㎜9

つけて︑自分のそばへ呼びました︒

らっしやいますと︑たけるは尊を見

五426

仕事毫のそばに︑ふさぎこ おんなども ﹇女共﹈︵名︶2 女ども

ゴネリルは決して氣だての

やさしい女ではなかった︒

十二712

んだ︒

を見附けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫

んで．下を見つめてみた女の子がそれ

十二584

見附けて︑﹁まあ︑かはい＼ねぢ︒﹂

てるたが︑やがてかの小さなねぢを

十二556

て來た︒男の子と女の子である︒

小さな子どもが二人奥からかけ出し

十二554

いってみるのは若い女の聲である︒

八355 昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ 聴いてみたい︒﹂と︑情ないやうに
乳飲子を里子にやって奉公に出まし
た︒

八368 二人の女は﹁かしこまりまし
た︒﹂と︑爾方から 引 合 ひ ま し た が ︑
︿略﹀︒

八379園 里親の方はく略V︑子どもを
引きよせますと︑越前守は聲をかけ
て︑﹁これ女︑其の手 を 放 せ ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

︿略﹀︑ 越 前 守 は 聲 を か け て ︑

と申し渡しましたの で ︑ ︿ 略 V ︒
八382園

つた︒﹂と申し渡しましたので︑

﹁︿略﹀︒手を放した女が實母にきま

︿略﹀︒

第一

行啓ありし所にて︑當時の御殿・御

何れも︑御在世翻しばく行幸・

十310図

尊は其のころ︑やまとをぐな おんにわ ﹇御庭﹈︵名︶3 御庭

でいらっしゃいましたが︑︿略﹀︒

庭などの︑今も其のま＼に保存せら

五453園

る＼なりとそ︒

御願ひ申し上ぐ

︽ーゲ︾

︿略﹀三毛の子猫︑もは

さち子どの

叔

御母上檬はまだ御やすみ

裁縫のおけいこに御仕立て下された

十佃4國囲 ︿略﹀︑御前様御ひまの折︑

おんひま ﹇御暇﹈︵名︶1 御ひま

にて︑︿略V︒

十柳6圓国

母より

子御生れの由承り︑︿略﹀︒︿略﹀

二日御安産にて︑玉の様なる女の御

十二7圓團 ︿略﹀︑御母上部には去る

御母上様

︿略﹀︑まつ社務所の隣なる おんははうえさま ﹇御母上様﹈︵名︶2

奮御殿を秤観す︒御殿は質素なる平

十43図

ます︒日本武皇子と申したまへ︒﹂

御名は何と付けられ候や︑

屋にて︑御庭の此所彼所に︑下葉の

十重5國国

といって︑息がたえました︒

をぐな︒﹂﹁︿略﹀︒今御名をさし上げ

み こ
﹁われは天皇の皇子やまと

といふ御名で︑御年はわっかに十六

五416

八834 信吉にはおとよといふ今年十 おんな ﹇御名﹈︵名︶3 御名
一になる女の子があるが︑生れつき
唖なので︑︿略﹀︒

おし

おん

八936 此所では女の先生が︑生徒に
︿略﹀︑ 七 八 人 の 男 や 女 が 向 ひ

五十音の獲音を教へてるられた︒
九5810

合って︑片足をふみ出し︑掛聲を合
からざを
はせながら︑ぼたんばたんと殻竿で

これも早く承りたく︑御知らせ待ち

委を打ってるる︒

九602 男も女もひたひの汗を︑ほこ

色づきかけたるはぎ茂れり︒

高徳︿略﹀︑夜にまぎれて

句を書きつけたり︒
︵下二︶1

おんねがいもうしあ・ぐ

九m1脚質

﹇御願申上﹈

る櫻の幹をけづりて︑大文字に詩の

行在所の御庭にしのび入り︑大いな

あん

十観6図

上げ候︒︿略﹀叔母よりさち子どの
女たち

﹇御心﹈︵形︶1

御な

赤いたすきを掛けた女たちが

﹇伝達﹈︵名︶1

おんなつか・し

よい聲で歌をうたふと︑︿略＞Q

九596

おんなたち

りだらけの腕でふきながら︑にぎや
︿略﹀︑御母上様には去る

かに打即ける︒
十伽8國国

二日御安産にて︑玉の様なる女の御
子御生れの由承り︑誠にめでたくう

︿略﹀︑先生には何時も

つかし ︽ーシク︾

御亭健の由︑何よりのことに御座候︒

︿略V︑﹁︿略﹀︒ほんたうに 十二伽4雪乞

れしき限りと存じ候︒
十二384

度でもよいから︑演奏會へ行って
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おんふたかた一か

叔母より
御二

さち子どの

﹇御二方﹈︵名︶1

く候︒︿略﹀
おんふたかた

給ひ︑﹁これ海神のた＼りならん︒

われ皇子の御身代りとなりて海に入
り︑神の御心をなだむべし︒︿略﹀︒﹂

せうけん

方
御見舞

といひて︑︿略﹀︒

︿略﹀佐野先生︑先頃よ

﹇御見舞﹈︵名︶3

り御話氣の由承り候︒早速御見舞に

九偽7國囲

おんみまい

十24図 明治天皇・昭憲皇太后御二
方のおほみたま︑とこしへに此所に
御前

しづまりましますよと思へば︑︿略V︒
﹇御前﹈︵名︶3

おんやすみ

﹇御休﹈︵名︶1

御やすみ

︿略﹀︑御母上様には去る

二日御安産にて︑︿略﹀︒︿略﹀︒御母

十研7帳場

︽ーレ︾

奮師に呈

﹇御許下﹈︵下二︶

上檬はまだ御やすみにて︑︿略﹀︒
おんゆるしくださ・る

御許し下さる

十一一㎜8掃溜第二十四課

1
す

おんまえ

く候︒

十一427圓団

︿略﹀

叔母より

さち子どの

様の御喜さぞかしと察し申し候︒

此の度始めて妹を得られ候事︑御前

太郎 吉野萬吉君
おんよろこび ﹇御喜﹈︵名︶1 御喜
くず
尚當地産の葛粉少少御 三論1来園 男ばかりの御兄弟の中に︑

く略V︒失聴の段御許し下された

参上致したく存じ候へども︑御住所

ときより

不明にて困り居り候︒︿略﹀下田英

さいみやうじ

れぬ︒︿略﹀︑最明寺入道時頼はる

十7010図 やがて命ありて御前に召さ

︿略﹀︑常世はちぎれたる具

かの上座より︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂

十713図

馬場要助

見舞の印までに御湿り申上指間︑御

ときより

受納下され度候︒︿略V

さいみやうじ

こまれば︑最明寺入道時頼はるか

う

おんもよう

﹇御模様﹈︵名︶1

の如くに御座候︒

御もや

︽ーシ︾

伯母上様
ひ

過行けば︑

右に見

御やしろ

まん
八幡宮

御親切なる御手紙有難

あへず上貫まで︒︿略﹀

十一89図

一日火○望前六時三十分

⊥ハ日火海王星衝かのえ

か ﹇火﹈︵名︶4 火

いぬ

十一89図

二十五日火○予納十時十

四日火かのえたつ

きのえいぬ

十一89図

六分

十一89図

か ﹇香﹈︵名︶4 香

と・︿略﹀・とりぐの花の色︑むせ

十捌1 ︿略﹀︑一足温室の中にはいる

はてしなく績く廣野の中で︑

返るやうな強い香︑︿略﹀︒

十一654

人々は自由な大氣を呼吸しながら︑

其の上面が國の美しい風景

御わび

不噺の花のかをりあり︒

十一8010図圏高く鼻つくいその香に︑

如しと誇りし奈良の都も︑色移り香

な ら

十二995図 ︿略﹀︑咲く花のにほふが

﹇家﹈←おんがくか・ぎじゅつか・

失せて年既に久しく︑︿略﹀︒

か n貨﹈几vせいどうか・はくどうか

ざいさんか・すみか

温和な氣候や美しい風景は︑ か

小山文太郎

大井先生

にかげつ・にさんかげつ

んかしょ・じゅうさんかしょ・じゅう

先づは御無沙汰の御わ か ﹇箇﹈﹇▽いっかげつ・こかそん・さ

﹇御詫﹈︵名︶1

土の香に親しんで厚しげに働いてゐ

春田延太郎

るQ

宣長はまだ三十歳齢り︑温

﹇温和﹈︵形状︶3

馬場要助様
おんわ

︿略﹀

びかたぐ近況御知らせ申上候︒

十二侶10圏團

おんわび

人の心をやさしくし︑︿略﹀︒

十一一悩10

や温和な泣言は︑︿略V︒

十一一悩3

和なひと＼なりのうちに︑どことな
とく
く才氣のひらめいてみる平底の壮年︒

十一741

温和

り下され︑︿略V︒︿略﹀︒先づは取り

く辞見仕候︒尚又結構なる葛粉御者

十一441陳團

十一428圏団先づは御見舞までかく おんれい ﹇御礼﹈︵名︶1 御禮

春田延太郎様

足を着け︑︿略﹀︑ 進 み で 御 前 に か し

の上座より︑﹁︿略﹀ ﹂

十729図 一同謹んで承る中に︑常世

御身

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前
を退きけりとそ︒

﹇御身︺︵名︶3

禮してから︑神殿の御もやうを拝し

かめ
六餌1 おそれ多くも亀山上皇は︑御

おんみ

た︒

御門の前でうやうやしく拝

身をもって國難に代らうと︑おいの

六価8団

りになった︒

御約束致す

先日遊びに上り候影写約

雪の下道
御やしろ︒

九月置

なり候事と存じ候︒近き中に頂きに

束致し候三毛の子猫︑もはや大きく

二黒7無業

1

九108図 其の時︑御供にしたがひ給 おんやくそくいた・す ﹇御約束﹈︵四︶
おとたちばなひめ

へる弟橘媛︑尊の御身危しと見給
ひ︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 張 弘 範 ︑ 文 天 祥 に

説きていはく︑﹁宋亡びぬ︒御身の

十9810図書

ゆ

﹇御社﹈︵名︶1

みよ子

忠 義 を 壷 く す べ き 所 なし︒︿略﹀︒﹂

の

て︑

十一一264図圃由比の話声を

おんやしろ

上りたく候に付き︑︿略﹀︒
御身

と︒

﹇御身代﹈︵名︶1

十日

代り

おんみがわり

九111図囹 其の時︑御供にしたがひ
おとたちばなひめ

給へる弟橘媛︑尊の御身危しと見

か

か一か
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﹇課﹈﹇▽だいいっ か ・ だ い く か ・ だ

いこか・だいさんか・だいしか・だい

か

しちか︒だいじっか・だいじゅういつ

か・だいじゅうくか・だいじゅうこ

ノロデハツキリコタヘマス︒

三513ドコカヲカノ下デ︑ニ
ハトリガナキマス︒

三787だれか川上の方で︑さ
きほどからふえを吹いてゐま

あすも天氣か︑

︿略﹀︑ドツチが多イカ︑

後︑
何百年かたった

しらずに居ました︒

うが︑うちのものは朝まで

人間があなた方を生けどり

程みる︒

すると正成は︑何時の間に用

馬賊は何千人か死傷した︒

時の間にか洲が見えなくなった︒

七155潮がだんだんさして來て︑何

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七145

妹やお松は何があったのか︑

七135 ︿略﹀︑何百人か敷へきれない

出ました︒

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ

六蜘8 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

六968

つを出して︑︿略﹀︒

意して置いたか︑たくさんなたいま

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出 六964

るかも知れませんが︑︿略V︒

五946

さうさ︑中ほどまでは降つ

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

五994圏熊が君の耳の所へ口を持つ
六51園

何の木か︑おがくつが大そう

てるるかも知れない︒

六168

よくにほってゐました︒

いがね︒

六294囹

にするには︑いく人かで力を合はせ
るではありませんか︒

出るだらう︒

七656

もし此の大金がなかったら︑

となれり︒

士は海をこえてふるさとへ尽ること

六418囲輻重兵にも其の中にだれか 七327図 かくて幾年かすぎし後︑武
分家の野比君などは小男だ
ゆそつ
から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ

六423団

八幡様の御引合はせか︑門の

春子︑オ前ハ着物や帯ノ地

﹁さうかも知れない︒﹂

戸は細めに明いて居りました︒

六606

ゐますが︑︿略﹀︒

六904

此の時︑﹁︿略﹀︒﹂と誰かがい

︿略﹀︑城から大石を四五十︑

つたので︑みんなが一度にふき出し
た︒

六953

一度に落したので︑又何百人かころ
された︒

もしお金をもらったら︑あ

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

匹の馬は一さんにかけ出した︒

八87

七769圏 ﹁誰か居るか︒﹂

七766圏 ﹁誰か居るか︒﹂

りますが︑︿略V︒

日のくらしにこまるやうなこともあ

七731園 ︿略﹀︑どうかすると︑其の

んが︑私の氣がすみません︒

なたの氣はそれですむかも知れませ

七726園

︿略﹀︒

で︑財布を幾度かいたゴきましたが︑

氣がちがって死ぬやうな事になるか
たるかも知れない︒
四632囹 だれかあの扇をいお
六585 さて萬じゅは︑だれか母の事 も知れぬ︒
とすものはないか︒
七683 かの男はゆめかとばかり喜ん
四686 どんなにか鳴いたのでせ をいひ出す者はないかと氣をつけて

く略V︒

四573團

四141園 ワタシタチノ方が少
イカモシレナイ︒

クラベテミヨウ︒

四128園

夕日が赤い︒

上げる空に︑

四117圏﹁やっとすんだ︒﹂と見 六177園 さあ︑まだ早いかも知れな

がして來ますので︑︿略﹀︒

どこからかよいにほひ

か・だいじゅうさんか︒だいじゅうし

か﹇▽いっか・どう

三838

す︒

か・だいじゅうばつか︒だいじゅう

か・だいじゅうしちか・だいじゆうに
ろっか・だいにか・だいにじっか・だ

いにじゅういつか・だいにじゅうこ
か・だいにじゅうさんか・だいにじゅ
うしか・だいにじゅうしちか・だいに
じゆうにか・だいにじゅうばつか・だ

可

いにじゅうろっか・だいはっか・だい
﹇可﹈︵形状︶2
あした

ろっか
か

十一74図園 朝に道を聞くことを得
ゆふべ

ば︑夕に死すとも可なり︒

可なり︒
︵副助︶鵬

力

才によらざるもの殆どなしといひて

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

十二備2図 今日文明の利器と構せら

か

それからどこへ行って

六743囹

六676園

四782

居たか︑村にもひさしく居ませ

にか・どころか・なにかと・なんだ
か・なんとか

だれがかけたか︑虹の橋︒

ハ何ノ綜デオル力量ツテヰマスカ︒

んでした︒
︿略﹀︑何百里かはなれてみる
五606圃

だれが渡るか︑虹の橋︒

だれがかいたか︑虹の橋︒

空のゑぎぬへ一筆

︿略﹀︑
に︑

五614韻

のでせう︒

五58

一302園 ナンバヰルカ︑カゾヘテ
ゴランナサイ︒

二 2 0 7 園 モ ウ人ガヒロツタノ
カ︑サツパリアリマセン︒

二273園 ︿略﹀︑ネコニトラレテ

コマルガ︑ナ二百ヨイクフウ

五622蟹

ナニカキカレマスト︑コ 五627醒 だれがけすのか︑虹の橋︒

ハアルマイカ︒

二642

291

か一か

て︑もう供へる首がなくなりました︒

八237 四十齢年はいつの間にか過ぎ

らはうとすると︑︿略﹀︒

八356 幾年かの後︑里子を返しても
八389 ︿略V︑何時の間にか︑ぐつす
りねこんでしまひました︒

すが︑何か好きな物を買って上げて

八472囲此の爲替はほんのわっかで
下さい︒

八493 サウシテ何力地上ニエモノヲ
嚢見スルト︑︿略﹀︒

︿略﹀十時過ぎの日かげが︑

とうく此の宿でなくなった︒
九3210

此の水浴が膿にさはったもの

て翁島湖のほとりに下り由れる七八

よごのうみ

十一241図 ︿略﹀︑社頭かの馬をひき

木でも見下されるのがいや

人の兵卒あり︒

誰かが力石をころがして來て︑ 十一384

か︑王は俄にはげしい熱病にか＼つ

十87
た︒

なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低

そう風が

中をのぞいて御らん︑何か

尺の坑底に着きました︒

十腿8圏

外はさっきよりも

はいってみるやうだから︒

も面白い︒

十一413

あ︑西の空がほんのり象る

さらば謝恩の爲に何か

い︒明日は晴かも知れない︒

書がきて参らすべし︒

十一457図園

初は十目以上も相手をぬい

てるたが︑どうしたのか急に相手に

十一556

老砲手は︿略﹀︑﹁逃げろ

ぬかれて︑一二間も後れてしまった︒

十一567

く︒﹂と聲を限りに叫んでみるが︑

二人の耳にははいらぬのか︑夢中で

﹁先生がどヶしてこちら

泳ぎくらを績けてるる︒

十一719園

の途中﹃何か珍しい本はないか︒﹄

へ︒﹂﹁︿略﹀︒︿略﹀︑さつき御出かけ

じよ
そこで先づ順序として萬

﹁指しやうすることが出

をさせて下さい︒﹂と願った︒

來ませんから︑其の代りに何か仕事

十一㎜6圓

の間にか年をとってしまって︑︿略﹀︒

葉集の研究を始めたところが︑何時

十一755園

ございますまいか︒﹂

れについて何か御注意下さることは

十一748園 ︿略﹀︑宣長は﹁︿略﹀︒そ

と︑御立寄り下さいました︒﹂

強くなったのか︑ガラス越しに見え
此の一事で︑家の中がどん

ところで︑どういふ事をす

なによく整頓されてるるかが想像さ

十一179

る向ふの木がひどくゆれる︒

糸価8

こずゑの差が段々少くなって行くの

土をはらって高橋さんの爲に席を作
何虜からか︑ほがらかなひよ

︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

いだらうと思ひました︒

毎日何回へか出かけたくてたまらな

十778囲

ある︒

と思ってみる人で︑お金のない人が

十534園︿略﹀︑又何か事業を起さう

どりの聲が聞える︒

十413

い庭にあるもの程早く大きくなって︑

十129

めがね

つた︒

若葉の色を下に投げるのか︑手もう

つ

何所からかにぎやかな歌が聞

す緑︑足もうす緑︑帯も着物も皆う
す緑︒

九585
む

陸中と陸奥との境にある幾つ

えて登る︒

九748
かのトンネルをくゴると︑廣い原野

がだんくに開けて來る︒

り︑常に何をか刻みみる︑

安ちいさんはせぐくま

︿略﹀︑︿略﹀廣き工場の

を掛けてはっぴ着て︒

片すみに︑

九817図圃

かさねか出來︑三日目からは︑のし

八529 二日目で小さなおそなへが幾
餅が出廷た︒

どの星かを見おぼえて奮い

るうちに︑何時の間にか︑地下九百

なほ怠 十804 ︿略﹀︑じっと目をつぶってゐ

何をか常に刻み

ちいさんく略﹀︑

らずこっくと︑

信吉はびっくりして︑︿略﹀︑ 九831図圃

﹁︿略﹀︒もう一つ 何 と か 言 っ て お く

八888園

みる︑

盛夏の日中でも︑杖を握つ

つて見えるから︒

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

九856園

めがねを掛けてはっぴ着て︒

れ︒﹂といって︑娘を引きよせて︑
﹁︿略﹀︒﹂

言っておくれ︒

八897囹 聞えるなら︑もう一つ何か

九958園

てるる手などは︑何時の間にかつめ

八鵬7 分業で仕事をする時︑誰か一
人の手ぎはが悪いと︑全膿の出痔ま

︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑

たくなってしまひます︒

れます︒

十﹇202

のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

れば罪になるか︑其の制裁としてど
きれいにすんで︑向ふの天神山が近

昨夜雨が降ったせみか︑空が
く見える︒

やうな刑罰を受けるかは︑法律で明

︿略﹀︑其の制裁としてどの

かに定めてあるから︑︿略V︒

十一202

手紙をした﹂めしか︑よくよく御亭

如何ばかりの思にて此の
し下されたく候︒

九帯8魑困

明かに定めてあるから︑︿略﹀︒

九㎜8

きました︒

山の上に居るやうな氣持になって聞

九9710

でも悪くなる︒

八重7 大戸が何か食物の中にきらひ
︿略﹀︑めんどりはせはしげ

な 物 が あ る と 見 れ ば︑︿略﹀︒

九153図

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ
さ る に い そ が し く ︑︿略﹀︒

九218 病みつかれた六十ばかりの老
人が︑︿略﹀︑十五六の少年に︑熱心
に何か言聞かせてるる︒

九283 信季は其の後幾日かたって︑

か一か
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の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

十一柵8 ジョージがとんで行って門
騎馬の人たちはもう門の外まで乗り
つけた︒

十二96図なぎさに立ちて昔をしの
べば︑︿略V︑打寄する波の音さへ何
事をか語るに似たり︒

コーデリヤは窺うつむい

て︑﹁父上︑私はどう申し上げてよ

十一一685圏

王は自分の耳を疑ふかのや

いかわかりません︒﹂

十二686
うに目を見張つた︒

なに︑どう申し上げてよ

いかわからぬ︒

十二687囹
王は二三の忠臣にかしつか

れて︑とある小屋に一夜を明かした

十二727

勉強してみたが︑何時の間にか好き
が︑何時の間にかもう嚢狂してみた︒

十ニー15 温順な彼は父の命に從って
な博物學の研究が主となってしまつ
やがて眠から畳めた王は︑

幾分氣も静まったのか︑﹁此虜は何

十二745

十型ー24此の時にはもう三番目の轟

庭だらう︒︿略﹀︒﹂といってあたり

た︒

はどこへ行ったかわからなかった︒

かうして又幾年か過すうち

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

十二佃9
た︒

老僧の終始一貫した根氣は︑

遂に村人を恥ぢさせたものか︑仕事

十二柵3

安芳がいふ︑﹁官軍方の

を助ける者が又ぼつくと出国て來
た︒

十二伽2園

御意見はどのやうなものか存じませ
せつ

官軍方の思召通り一押に

んが︑拙者の考へる所では︑︿略﹀︒﹂

十二㎜4園

はゆかぬかも知れませぬ︒

安芳は自分の胸を指さし
銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

て︑﹁次第によっては︑或は君等の

十二個6園

を見廻し︑そばに居るコーデリヤを

一度

見て︑﹁これはどなたであらうな︒

ダーウィンは︿略﹀︑

何かをし始めたら︑漏足な結果を得

二巴ー33

︿略V︒﹂

︿略﹀︒﹂といひながら︑︿略﹀︒

るまでは決して中途でやめなかった︒
しめ

十二33図圏
盛りの

いつ方に志してか︑日
あり
やけたる道を蟻の行くらむ︒

法律を制定するには︑政府 か ︵係助︶1 か

又は貴桜雨院の何れかが其の案を作

︿ 略 ﹀ ︑ 原 稿 締 切 時 刻 よ り 十二886

刷出まで其の間僅かに敷十分︑以て

成して翼翼に提出する︒

減磁ー710図

其の如何に速なるかを知るべし︒

演奏會﹇へ行ってみたいとかいふお話

上する︒

し︑可決すれば同じ手書によって奏

つて︑出て來ました︒

か︑敷かぎりもない蟻がまつ黒にな

十二402判決はその︑今ちよつと門 十二895 又貴衆爾院の何れかから提 か ︵青島︶13 カ か
六304 さあ大へん︑何千匹か何萬匹
出された案は︑他の一院のみで討議
口で聞いたのですが︑一あなたは
でしたね︒

さあ大へん︑何千匹か何萬匹
か︑敷かぎりもない蟻がまつ黒にな

殊にデーバダッタは︑︿略﹀︑ 六304

かねてから諸賢の名望をねたみ︑幾

十二978

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

つて︑出て來ました︒

十二416 ベートーベンの主眼は異母

度か彼を害しようとした︒

お前は今の分では大男にな
りさうだから︑砲兵か騎丘ハになれる

六425国
だらう︒

︿略﹀︑昔から之を渡らうと

して水中に落ち︑命を失った者が幾

十二悩8

乗移ったやう︒

十二417 一音は一音より妙を加へ神

百人あったか知れない︒

水になれた人夫の肩に乗るか︑

手をひいてもらふかして渡るのでご

七631

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

ざいます︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

九206

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

十148園私が今度錦って來て︑はじ

これがまじめに實行されてるるかど

めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︑

︿略﹀︑これがまじめに實行

うかと︑少し氣になったのでした︒

されてみるかどうかと︑少し氣にな

十148園

つたのでした︒

鳩に手紙を運ばせるには︑足

にアルミニウムかセルロイドの細い

十575

毎年春の初か冬の半ばにす

くだを附け︑︿略﹀︒

十一387

る枝打は︑面白いものだ︒

は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと

十一516此の邊でゴムを栽培するに

に種をまくか︑又は苗木を植付ける

︿略﹀︑突如として眼前に展

のであるが︑︿略﹀︒

開せられた風景は︑雄大といはうか

十﹇616

豪壮といはうか︑恐らく全道第一の

がう

がう
︿略V︑雄大といはうか豪壮

牡観であらう︒

といはうか︑恐らく全道第一の牡観

十一616

であらう︒

カタツ

水になれた人夫の肩に乗るか︑か ︵終助︶鋤 力 かn▽じゅうしさい

﹁213圃

のときがにどあるか・ものか

七631

手をひいてもらふかして渡るのでご

かくて又幾年かたつうちに︑

ざいます︒

十二研4

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

お前たちのうちで誰が一

覚 え な い や う である︒

に入って︑何をひいてみるか彼自ら
も

十間といふ深さに達した︒

十一一666圏

番此の父を大事に思ってくれるか︑

デンデンムシムシ

わしはそれが知りたいのだ︒

293
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ムリ︑ アタマガアルカ︑ メガ

ネズミガナカマノモノニイ

アルカ︒
ヒマシタ︒

すか︒

せうか︒

三378園

ナカマへ入レテクレマセン︒

ハ鳥デハナイカ︒﹂トノーツテ︑

三761園 ソノ七十ウモリガケダ
モノノ方へ行キマスト︑﹁オ前

まはりつこをしてみま

か︒

四168囹

ソコ

︿略﹀︑まだあれが生きて

へ神様ガタガオ 四701︿略﹀︑足のきずはどう

はありません︒

居るだらうか︑足のきずはど
うしたらうかと思はないこと

四698

いか︒﹂とたつねました︒

あの扇をいおとすものはな

つねは家來に向って︑﹁だれか

のふもとの大木は あのしひ
の木か︑かしの木か︒
四633囹 げんじの大しやうよし

のふもとの大木は あのしひ
二274園﹁︿略﹀︑ナニカヨイクフ 三191園 それではをとこの子で
の木か︑かしの木か︒
すか︒
ウハアルマイカ︒﹂ト︑年トツタ
三194園どんなかほをしてゐま 四575圃 何百年かたった後︑ 山

ムリ︑ アタマガアルカ︑ メガ

スルト年トツタネズミ

ガ︑﹁︿略﹀︑ダレガソノスズヲ

二302園

一214圃 デンデンムシムシ カタツ

アルカ︒
一483園 ﹁モモタラウサン︑モモタ

ツケニイクカ︒﹂トイヒマシタ

﹁オ正月ガクルト︑オマ

ハイクツニナリマスカ︒﹂

三64園

オカアサンニ︑﹁イツヒ

おまへはてのゆびの

ヨコが出マスカ︒﹂トキキマス
ト︑︿略﹀︒

三148園

なをしってゐますか︒

はそのゆ

それではあしのゆび
のなをしってゐますか︒

三163囹

二郎︑おまへ

びで人をさしますか︒

三171園

すか︒

三182園ふってもようございま

のきものをきてゐますか︒

三185園この人はどんないろ

タ︒

友だちでも居るのかと
正﹁山びことは何のこ

ら出て︑屋根へはいるもので
何百年かたった後︑

はございませんか︒﹂

四575圃

山

四545園 そこへ宿屋のていしゅ
が來て︑﹁へええ︑日は屋根か

とでございますか︒﹂

四325園

おもって︑︿略﹀︒

四307

といって︑︿略﹀︒

う︑三ちゃんか︒よく來たね︒﹂

四236園

おばあさんはく略﹀︑﹁お

其の尾を下して來て︑さをに

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

ト︑カルクミヲカハシテ︑︿略﹀︒

デ︑︿略V︑物ニツキアタルカト思フ

五258

ませて︑をどり上ります︒

着けるかと思ふと︑又はらをふくら

五217

五182園 ﹁話して上げようか︒﹂

ますと︑︿略﹀︒

したので︑どうしょうかと思ってゐ

五145 ︿略﹀︑はなれ馬がとんで來ま

五101園 ﹁どんな大蛇か︒﹂

五87囹 ﹁なぜ泣くか︒﹂

キクサンデスカ︒︿略﹀︒﹂

したらうかと思はないことは
二352園 アル日トモダチニ︿略﹀︑ 通りガカリニナツテ︑﹁ナゼナク
ありません︒
ノカ︒﹂ト上上ヅネニナリマシ
﹁オソナヘノモチヲマトニシ
タ︒
四866園 オ花コ扇ヲ持ツテ居ル
テ︑イテミマセウカ︒﹂︿略V︒
人デスカ︒︿略﹀︒﹂
二602園 オカアサン︑ソノオクス 四188園 コノ神様モ︑﹁ナゼナク
四874園 ﹁ヲバサン︑今日ハ︒﹂﹁オ
ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ
リハニガウゴザイマスカ︒

ヘ

二326園

二314園 オ正月ノオカザリニハ︑ 四63囹 こいんきよさま︑そのお
ドンナコトヲシマスカ︒
年でつぎ木をなさるのです

ネタラ︑オ正月デスカ︒﹂

﹁オトウサン︑モウイクツ

ノデ︑︿略﹀︒

ヒラヒラ

V圏

ラウサン︑アナタハドチラヘ

ニフ カ レ テ ︑

一一

オイデニナリマスカ︒﹂

一487囹﹁オコシノモノハナン
デスカ︒﹂

二54園﹁オチヨサンデスカ︑ヨ
クイラツシヤイマシタ︒﹂

バドノハナガーバンオスキデ

二71園 ﹁オカアサン︑聾心アサン
スカ︒﹂

二86園 アレデスカ︒
ヰマセゥカ︒

ニー37木骨マダナンバトマツテ

トンデキ艶話ノハ︑︿略﹀︒

二222圃ドコカラキタノカ︑

カゼ

ハ︑ ︿略﹀︑ クモノスニカカ

二231圃︿略﹀︑トンデキタ木ノ
リ︑

ス レ バ ︑ ク モハムシカトヨ
ツテクル︒

二233圃ドコカラキタノカ︑
トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

二242圃︿略﹀︑トンデキ悪木ノ
ハ︑ ︿略﹀︑ イケノ上三年チ
テ︑ ナミニユラレテ︑ ユラユラ

ス レ バ ︑ コ ヒバエサカトウ
イテクル︒

R0
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いさんが︑︿略﹀ ︑ ﹁ 皆 さ ん ︑ 遠 足 か

五392囹 ︿略﹀よく物費に來るおち
ね︒﹂といって通 り ま し た ︒

高くて名高いのは︑どの山

つと高い山がありますか︒

六87圏
ですか︒

毛縣デオツ眺物四百︑ドン
﹁ラシヤトフランネル︒﹂

ナ物ガアリマスカ︒

六752園
六754園

或大雪の朝︑信長はいつも

吉郎が嫁先に出て來た︒

七769囹

より早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と

﹁そち一人か︒﹂

呼ぶと︑やはり藤吉郎が出て來た︒

﹁かうですか︒﹂

﹁ソレダケデスカ︒﹂

七772囹

ヤクワンハ之ヲ聞イテ︑

七906囹

六128園
六755囹

り ゅうぐう

六766上智ノキレイナモヤウハ︑ド

五595 ことにしほのみちた時は︑
﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビテ︑赤ク

﹁セルモサウデセウカ︒﹂

ナルデハアリマセンカ︒﹂ト言ヒマ

ウシテツケルノデセウカ︒

下になっては居られぬかと存じ︑

御門を守る者は誰か︒

︿略﹀︒

七尾9囹

宇治橋を渡って神苑に入り︑

﹁あなたは今朝一人で川を

﹁あ＼︑信吉からだ︒よん

﹁おとうさん︑ヘンとは何

八464調

く略V︑頼宣は顔色をかへて︑

主人から小ぞうへ

其

此の時太郎が︑炭はどうして

二

いに教へてくれた︒

即くのかときくと︑其の男はていね

八299

るか︒﹂といった︒

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時が二度あ

八156園

のことですか︒﹂

七柵7園

番で立たう︒﹂

ヘン︒﹂﹁さうか︒それでは明日の一

でごらん︒﹂﹁ハナシデキタイツクル

七㎜6圏

の事か︒

正と記したといふが︑それはまこと

みん
の＼しり︑又明國への返書に豊臣清

さかひ

うちにも村にも︑かはった事はあり

小西程の者を堺の町人と

おさはりもございませんか︒︿略﹀︒

上様をはじめ皆様︑おしの

︿略﹀︑お話にある龍宮はこれかと
シタ︒

だって分り切った事でせう︒

所はありませんか︒

六175園此の近くに︑しめちの出る 六甲4團 一 入螢中の兄へ 其の後
六296園

七棚8園

思はれます︒

五636圏 おとうさん︑町があんなに
近く見えてみて︑まだ一里半もある
のですか︒

五646圓 神明様のこちらにある白壁

七価7圏

人間があなた方を生けどりにするに

造の家は工場です か ︒

兄上

千太

ません︒

三月十八日
様

しんゑん

は︑いく人かで力を合はせるではあ

千年もたったかと思ふ老木の下へ行

ちはし

りませんか︒私どもだって︑大ぜい

つた時には︑︿略﹀︒

う

してか＼れば︑あなた方に負けませ

四列
八十萬間つゴ

八百萬の小門生︑

年は⊥ハ十四五でもあらうか︑

になりて歩かんか︑

七55図圃
くべし︒

七415

腰に小さなふろしきつつみをむすび

さて萬じゅは︑だれか母の事

六悩8国

此の村の名を言ふと︑﹁あ﹂︑あの

五684園昔此の村はひどく貧乏で︑

ん︒

お前はなぜ自分の村の人と

貧乏村か︒﹂と言はれたものださう

︿略﹀︒

見物しなかったかと思ふだらうが︑

六402團

だ︒

らうか︒﹂と言って︑首をひねる者

五718園 ﹁そんな大きな池がいるだ
も あ っ た と い ふ が ︑︿略﹀︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

五834国 おとうさんにうかゴひます 六586
と︑叔母さんの町に大水が出たさう

急に暴風雨が來ると︑山の

つけてみる︒

七666圏

かと思ふやうになります︒

やうな波が立って︑船は今にも沈む

七569圏

ゐますが︑︿略﹀︒

よ
あ＼︑母はもう此の世の人で

萬じゅがかけよって︑らう

︿略﹀︑人夫は財布を出して渡

こした方ではありませんか︒﹂

の後どうかと案じてゐましたが︑手

七683

しました︒かの男はゆめかとばかり

紙を見て安心しました︒

﹁何︑萬じゅ︒木曽の萬じ

喜んで︑財布を幾度かいたゴきまし

︿略﹀︑︸人の男が﹁大洋を

ゆか︒﹂と︑親子は手を取合って泣

たのが︑それ程の手がらだらう

西へくと航海して︑陸地に出あっ

八759圏
たが︑︿略﹀︒

﹁誰か居るか︒﹂と呼ぶと︑いつも藤

春子︑オ前ハ着物や帯ノ地 七766翻弄朝げんくわんへ出て︑
ハ何ノ綜デオル下知ツテヰマスカ︒

六743圏

きました︒

六625園

か︒﹂と︑らうの中から申しました︒

のとびらに手をかけますと︑﹁たれ

六617圏

した︒

はないのかと︑力をおとして居りま

六591

です︒皆様におけがもございません
九月七日 竹子 叔母上様

でしたか︑お見舞を申し上げます︒

てあったか︒﹂といふおたつねが出

五945園 ﹁それにはどんな事が書い
るかも知れません が ︑ ︿ 略 V ︒

五994圏熊が君の耳の所へ口を持つ
て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

六41圏︿略﹀︑おちいさんが庭で腰
をのばして︑﹁もうお書かな︒﹂とお
つしゃいました︒

六75圏外國には︑新高山より︑も
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か︒﹂といって冷 笑 し ま し た ︒
信吉は︿略﹀︑︿略﹀︑﹁おと

るなら︑もう一つ何か言っておくれ︒

よ︑おとうさんが江って來て︑うれ

八905園

いひ出したかと思ひながら︑やって

八767 人々は何の爲にこんなことを
しいか︒﹂と大きな聲で言ったが︑

﹁にいさん︑空にはあんな

にたくさん星が見えますが︑少しも

九854園

それでも航海をする人など

動かないのですか︒﹂

九8510園

が︑よく星を見て船の位置をはかる
といふではありませんかQ

瞥師は皆︑投面してもし萬一

ノデスカ︒﹂

十92

の事があれば︑毒殺のうたがひを受

打返す磯波にまき込まれたか

けはしないかと恐れて︑︿略﹀︒
いそ

と思へば︑忽ち大波にゆり上げ︑ゆ

十269

九868園

り下げられながら︑沖へくとっき

﹁おとよ︑おとうさんが編って︑う

あわたゴしく窯場から走り出た︒

十477囹或日の夕方︑喜三右衛門は

ゐ

ふと通りか＼つた某大尉が

を待ってるた︒

九M8園

くなったか︑妻子がこひしくなった

之を見て︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒命が惜し

か︒︿略﹀︒﹂と︑言葉鋭くしかった︒

﹁おとうさん︑今度役場の

薪は無いか︒

﹁薪は無いか︒薪は無いか︒﹂

十477園

隣にりっぱな建物が出來ましたね︒

十506園

﹁預けたお金は何時でも返

﹁一丸︑なぜお金を預ける

銀行はお金を預ける虜です

あれは何ですか︒﹂

十511囹

か︒

十513園

のですか︒﹂

十5110囹

一事︑銀行は人からお金を

してもらへますか︒﹂

十531園

大勢の人に利子を彿ふだけ

預ってそれをどうするのですか︒

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十532囹

十542 ︿略﹀︑紅をさしたかと思はれ

るやさしいくちばし︑︿略V︒

︿略﹀主人は︑物かげに妻

を呼びて︑﹁お連れ申しはしたが︑

十646囹

か︒﹂

﹁此の大雪に︑どうして出かけたの

命が惜しくなったか︑妻子 十6010圏 ふと我が妻を見つけて︑
﹁オトウサン︑御用ハモウ

がこひしくなったか︒

九M9囹
九伽5園

﹁ドウシテオ蹄リニナツタ

スンダノデスカ︒﹂

九伽8園

進む︒

れしいか︒﹂と言った︒

いふ一群の星があって︑何時でも北

九872園 それにはまた都合のよい事
と
がある︒何かといふと︑北斗七星と

それは何といふ星ですか︒

て教へて下さったのでせうか︒どう

雲や霧がわいたかと思へば

極星の位置を知らせてくれるのだ︒

九952圏

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

此の時胃は一同に向って言

て︑︿略＞Q

雲や霧がわいたかと思へば
散じ︑散じたかと思へば又わいて來

九952園

ひました︒﹁自署はかうなることは
しかし之を一人で造るとして︑

兵士たちはめいく馬のそば

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おとうさんは﹁お前 九脳3

ホンタウニ面白イデハナイカ︒

に立って︑今かくと命令の下るの

兵士たちはめいく馬のそば

を待ってるた︒

﹁あ﹂︑あの角の

﹁ちいさん︑今度は何で
﹁何時頃までに出來ます

に立って︑今かくと命令の下るの

副長もはや上甲板にあらはれ 九悩3

にもさう見えるかね︒﹂とおつしや

める︒

九695圏
すか︒﹂

か︒﹂

九836圃圏

すか︒﹂

九834圃園

りQ

石屋か︒﹂と︑誰もうなつく工場あ

九8010圏園︿略﹀︑

﹁叔父さん︑此所は何所で

て︑今日の天氣はどうかと空をなが

九6110

つて︑︿略﹀︒
ふく

九5010園

九215

こんなに安く量れるであらうか︒

八悩1

知らなかったのですか︒

八棚5圏

も恐れ入ったことだ︒﹂

八943園﹁先生︑私の娘にもあ＼し

八915囹信吉は少しはなれて︑︿略﹀︑

︿略﹀︒

見ましたが︑︿略﹀ ︒

に︑何所へお出で に な り ま す か ︒ ﹂

八777囹﹁おとうさん︑此の雪降り

はれてからではい け ま せ ん か ︒ ﹂

八781園 ﹁明日にでもなって︑雪が

るのは︑みんな切 符 で す か ︒ ﹂

八787囹 ﹁吊手に持っていらっしや
八789圏 ﹁それをみんなうちで納め
るのですか︒﹂

へ納めれば︑よい の で す か ︒ ﹂

八806園﹁縣や國の税も︑村の役場

高は同じですか︒﹂

八809園 ﹁どのうちでも︑納める金

︿ 略 ﹀ ︒ そ れ で は 弱いものかといふに︑

八823水にはこれといふ形がない︒
さうではない︒

八841園母が﹁とよちゃんかね︒丈
夫でみるよ︒﹂といふと︑︿略﹀︒

八873圏 あ﹂︑あなたが先生でいら
つしゃいますか︒娘が射そうお世話
様になります︒

︿略﹀︑先生はおとよに︑低

い聲できかれた︒﹁此の方はどなた

八881圏

ですか︒﹂

るやうになったのか︒ありがたい︒

八887園 おとよ︑お前はものが言へ

とがわかるか︒わしの聲が聞えるか︒

八896園 おとよ︑わしの言ってるこ
八896圓 わしの聲が聞えるか︒聞え

か一か
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さいみやうじ

差上げる物はあらう か ︒ ﹂
ときより

るかの上座より︑﹁それなるは佐野

十715園 ︿略﹀︑最明寺入道時評は
源左衛門常世か︒︿略﹀︒﹂

﹁何といふ言葉ですか︒﹂

十732国 皆様御かはりはありません
か︒

十923圓

ませんか︒どうしてそんなに言ひに

十926園 大事やさしい言葉ではあり
くいのです︒

になったのかと尋ねた︒

磨との境なる舟坂山にかくれ︑今か

ま

はり
十個4図︿略﹀︑さらばとて備前と播

くと待ち奉れり︒

﹁本や帳面はどうしてい

十梱4図く略V︑今かくと待ち奉れ
り︒

十一1510囹
らっしやいますか︒﹂

下さることはございますまいか︒
僕も急に元氣がなくなって︑

一所に船に上らうかと思ったが︑

十一8510

︿略﹀︒

十﹁899園弟は尚あちらこちら暦を
これは

くってみるうち︑︿略﹀︑﹁こ＼に
﹁八十八夜﹂とありますが︑
何ですか︒﹂

今年は紀元何年であるか︑何事何日

十一331宝船の其の間を行く時︑島 十一902 僕はこれまで暦といふと︑
は何曜日であるか︑祝祭日・土用・
彼岸・入梅・日食・月食が何時にな

かと見れば岬なり︒岬かと見れば島

るかといふやうな事を見るものとば

なり︒

十一332図岬かと見れば島なり︒

十943園 父は﹁︿略﹀︒かねてあぶな

十﹇371園あの時︑﹁こんなに間を

一首ゴムは何からどうして
一里人は最初どうして火を

將來は又どんなものが獲明

︿略﹀︑さつき御出かけの

それについて何か御注意

る︒

︿略﹀︑何月何日は何曜日で

十一916圓

ある︒

︿略﹀︑祝祭日・土用・彼

十一926園

十一偽10

るか︒

十一掴2

それから雨雪の量は何虜

何が出來るであらうかと思

一膣自治の精神とは何であ

るやうになったのですか︒﹂

つてみると︑いろく扱ってみるう

又父には﹁お前のやうに

ちに塩付のコップになった︒

十ニー06園

犬の世話やねずみを取ることにばか

り熱心では困るではないか︒﹂とい

つて叱られたことがあった︒

︑讃者に配布せらる﹂か︒

十ニー62図 然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑

聴き給へ︒なかくうま

丸にやの字の帆が見える︒

十一一197圃 沖を走るは丸屋の船か︑

いではないか︒

十二377圏

て仕方がない︒家賃さへも佛へない

十一一386園 ﹁そんなことをいったつ

しばらくして兄は恐る恐

今の身の上ではないか︒﹂と兄の聲︒

る近寄って︑︿略﹀︑コ膿あなたは

十二428園

どういふ御方でございますか︒﹂

﹁あ﹂︑あなたはべ一

トーベン先生ですか︒﹂きやうだい

十二432園

﹁先生︑又お出で下さい

は思はず叫んだ︒

十二448圏

一日おいて町長さんが來

ませうか︒﹂きやうだいは口を揃へ

ていった︒

更に思へば︑白地は我が

た︒﹁時計は直りましたか︒﹂

十二601園

十二688園

それでは返事にならぬで

を表すものともいふべきか︒

の丸は熱烈燃ゆるが如き愛心の至誠

國民の純正潔白なる性質を示し︑日

﹁どうして太陽暦を用ひ 十二616図

が一番多いか︑こんなことも記して

︿略﹀︑又︸年中で何時頃

﹇番多いか︑こんなことも記してあ

が一番多いか︑又一年中で何時頃が

十一916園

り考へてるたので︑︿略V︒

かといふやうな事を見るものとばか

岸・入梅・日食・月食が何時になる

十一904

あるか︑︿略﹀︒

十一903

かり考へてるたので︑︿略﹀︒

いといって置いた︑あの橋を渡った

たら︑︿略﹀︒

十﹁478図囹

十一689

得たであらうか︒

十一661

造るのであらうか︒

十一497

て知り給へるか︒﹂と問ふ︒

﹁我が心に思ひ構へし事を如何にし

︿略﹀︑書師驚きて︑

おいてよいのですか︒﹂と僕が聞い

のでは無いか︒﹂とたつねたが︑太
父は﹁な ぜ 其 の 時 ﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄

郎はだまってみた︒
十948園

と︑きっぱりことわらなかったの
か︒﹂

言ひにくい言葉では無いか︒﹂

十963園﹁それ御らん︒﹃はい︒﹄も

かと思はれるやうな葉もあれば︑

十欄6 成程︑緑色の絹綜で作ったの

︿略﹀︒

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

十重8 中には︑まるで花かと思はれ
る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

とであらうか︒

十一749園

御立寄り下さいました︒

途中﹃何か珍しい本はないか︒﹄と︑

十一719園

ふ事があるか︒﹂

聞いて︑﹁無言の行に口をきくとい

十一699玉算に坐ってみた僧が之を

て出てみるものもある︒

く夢かと存ぜられ候︒

十佃6㈱国︿略﹀︑此の度の御報は全
十佃7懊国 大兄をはじめ皆様方の御
悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上
げ候︒

十梱8 後日︑人が主人に向って︑ど
ういふお見込で︑あの青年をお用ひ
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が一が

はないか︒

か︒お前はわたしをうらんでみるは

十二755囹 コ涙をこぼしてくれるの
ずだが︒﹂

た我々の反省すべき短所があるやう

ニヤリマシタ︒

アルカ︒

ムリ︑

アタマガアルカ︑

メガ

一225マサヲガソバデミテヰ

ネェサンガジヲカイテ

一22ーニイサンガエヲカイテ

ヰマス︒

マス︒

ヰマス︒

一223

ハチガキテ︑ナクワケヲ

コガニガナイテヰマシタ︒

カニガシニマシタ︒

ミガナリマシタQ
サルガミツケテトリマシ

ミ
ハヤ
クガナレ︒

一132圃

堅忍不抜あくまでも初一念

である︒

十二柵7
を通すねばり強さが画けてはみない
﹇画﹈←しょうぞうが

か︒

が

十二925園 ﹁人は何の爲に此の世に
生れて來たのか︒我々の行末はどう
が﹇▽いなむらがさ

︵格助︶器

のず・しちりがはま・じゅうしさいの

がよ・しずがたけ・しずがたけふきん

一173

タ︒

一16一

クリガトビツキマシタ︒

ハチガキイテオコリマシ

タヅネマシタ︒

ツテヰマス︒

一242ハスノハニツユガタマ

一236

き・おにがしま・かすみがうら︒きみ

力

が

2

なるだらうか︒﹂

十二926園 我々の行末はどうなるだ

ときがにどあるか・すすきがはら・な

一175サルガヤケドヲシマシタ︒

コロガリマス︒

一244カゼガフクト︑コロコロ

一292ヤマニハ︑キガウエテア

マシタ︒

イマニナガイミガナリマ

一32ーヒノミノカネガナツテ

ス︒

ヘチマノハナガサキマシ

サルガニゲダシマシタ︒

一296カバニハ︑ハシガカケテ

リマス︒

一25一

一186

ウスガオチテキテ︑サル

マシタ︒

一19一

アリマス︒

一257

ヲオシツケマシタ︒

一301圏アヒルガオヨイデヰマ

タ︒

一41カラスガヰマス︒
一43スズメガヰマス︒
一51ウシガヰマス︒
一52ウマガヰマス︒
一54ウシトウマガヰマス︒
一61 ハサミガアリマスQ
一63モノサシガアリマス︒
一71オミヤガアリマス︒

ハサミキリマシタ︒

一194コガニガサルノクビヲ

ス︒

一184サルガミヅヲツケニイ

一了3 オテラガアリマス︒

一20ーアメガヤミマシタ︒

キマスト︑ハチガチクリトサシ

一81イヌガヰマス︒
一85シロイイヌトクロイイヌ

キマスト︑ハチガチクリトサシ

ホタルヲヨブコエガシマス︒

アチラニモ︑コチラニモ︑

すのがはら・のりくらがだけ・はちが

一23ーホタルガトンデヰマス︒

越後の人︑︿略﹀︑たまく此の難解

十二価7 僧は名を暉海といってもと

みね・はるがきた・ふたみがうら・や

ぜん か い

を通って幾多のあはれな物語を耳に

一18ーサルガミヅヲツケニイ

らうか︒

し︑どうにか仕方はないものかと深

けのがはら︒やりがたけ・やりがだけ

そこで人々はいっそ我々も

ぎ

︿略﹀︑出來る限り早く之を

ヰマス︒

ヒガテリダシマシタ︒
ガ

一205スズシイカゼガブイテ︑

一202

一掃することは我々の務ではあるま

一92
オヤネコ トコネコガヰマ

一323ピケシガトンデイキマス︒
一332 ハシゴノアトカラマトヒ

ヰマス︒

いか︒

ヨイココロモチデス︒

一336

ガイキマス︒

高石ツ

一213圃

ムリ︑

デンデンムシムシ

一94コネコガニヒキヰマス︒

サルガカキノタネヲカ

一214圃

デンデンムシムシ

カタツ

ガイキマス︒

マトヒノアトカラポンプ

一10一

アルカ︒
一104
外物ガニギリメシヲサル

ニ

アタマガアルカ︑ メガ
ヤリマシタ︒

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ

ニ

んではみないか︒︿略V︒こ＼にもま

十二閥6 しかし其の半面には︑物に

所がうかゴはれないであらうか︒

十二燭10 しかし此の半面にもまた短

ス︒

十二伽5

う か ︒ ﹂ と 仰 せ ら る㌧由︑︿略﹀︒

れ︑常に﹁小山はどうしてみるだら

十二梱4園私のこと御心にかけ下さ

︿略﹀︒

がれようではな．いかと相談して︑

我々もあのくさり戸を渡る難儀をの

るうちに其の志を遂げさせると共に︑

も早く洞門を開通し︑老僧の命のあ

三吟るだけ此の仕事を助けて︑一日

十一一佃5

く心をなやました︒

151515タ1414
5 2 1 。2 1

一36一 オハナガエンピツデアサ

一34一 ガンガトンデキマス︒

Q5

ラヤ︒

﹁545圃

スカ︒﹂

子ドモが大ゼイ︑オモテ

ネエサン︑デテゴランナサ

コノ山ニハ︑クリノ木・

ミガナカマノモノニイヒマシ

タ︒

ヨイクフウガアリマス︒

二277 ソノトキーピキノ子ネズ
ミガマヘヘデテイヒマシタ︒

二283園

二291圏大キナスズヲネコノ

クビニツケテオイテ︑ソノォト
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ

U

スルト年トツタネズミガ︑

シテハドウデセウ︒

ナダマツテシマヒマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタノデ︑ミン

二297圏ソレモヨイガ︑ダレガ
ソノスズヲツケニイクカ︒

ヘ

ハイクツニナリマスカ︒

ユフベカゼガブイタカ 二325園 オ正月ガクルト︑オマ

ムカフニ大キナ木ガ

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

V

ユミヲイルコトガスキ

タ入ガアリマシタ︒

デ︑トリヤケダモノヲイコロシ

テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

フルフルユキガ︑

ツモルツモルユキガ︑

マツ

マツ

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

フルフルユキガ︑

サンニダカレテ︑オチチヲノン

二377圏

ツモルツモルユキガ︑

マツ白ナユキガ︒

二376圃

白ナユキガ︒

二373圏

白ナユキガ︒

二372圏

ツタトイヒマス︒

コノゴロナカマノモノ

ワタクシガアヤシテアゲ
二271囹

カ︒

二275

﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

ナニカヨイクフウハアルマイ

ガ︑ネコ

ニトラレテコマルガ︑

ルト︑︿略﹀︒

Q

デヰマス︒

二245ミヨチヤンガイマオカア 二366ソレカラコノ人ノ田川

アリマスカラ︑︿略﹀︒

Q13圏

カ︑サツパリアリマセン︒

二207圏モウ人ガヒロツタノ

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

二205囚囚ユフベカゼガブイタカ 二336 ムカシアルトコ心隔︑田

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

二204圏

ガタクサンアリマス︒

二202囹

ンダンアカルクナツテキマス︒

ニー84マツノ木ノアヒダガダ

イ︑月ガデハジメマシタ︒

R

デ︸シ四白ウタツテヰマス︒

ニー76

ナリマシタ︒

ニー67アチラノソラガマツカニ

カヘツテキマス︒

ニー64人ガボツボツタンボカラ

マシタ︒

キジガツナヒクエンヤ ニー62七ユフヤケ日ガハイリ

ゴランナサイ︑ミンナガ
一シヤウケンメ

底意ナトオチヨガオキヤ
オチヨガオキヤクニナツ
﹁オカアサン︑オカアサン

バドノハナガーバンオスキデ

U7圏

テキマシタ︒

二46

クアソビヲシテヰマス︒

S3

イデス︒

チカラヲイレテ︑

R5

ヒラヒラシテヰマス︒

イロイロナハタガカゼニ

ガホヲカキマシタ︒

オザシキニアカリガツイテヰ

一385 オチヨサンノウチデハ︑
マス︒

一395 ハヤクカヘラナイト︑オヂ

イサンヤオバアサンガシンパイ
ナサイマス︒

一443 ムカシムカシ︑オヂイサン

トオバアサンガアリマシタ︒

ナガレテキマシタ︒

﹇45ーオバアサンガセンタクヲ
シテヰマスト︑オホキナモモガ

一453 オバアサンガセンタクヲ
二
74囹 隅隅アサンハアノシロ
シテヰマスト︑オホキナモモガ
イハナガスキデス︒
ナガレテキマシタ︒
二77園 ﹁ワタクシハアノアカイ
大キナハナガスキデス︒﹂

ヘオチテシマヒマシタ︒

一一

一一

一46一 オバアサンガモモヲキラ
ウトシマスト︑︿略V︒

トマツテヰマシタ︒
ウチオトシマシタ︒

シタヲミルト︑川ノナ

ノウヘヲトホリマシタ︒
ニモ サカナヲクハへ罷工ガ

ホエルト︑ロガアイテ︑

ヰマス︒

ニー54

ナカ

R3

ベンケイが大ナギナタデ

ニー13

三バ

ニー34 人ガテツパウデ︑一ドニ

十パ

キリツケマシタ︒
ニー32木ノエダニ︑コトリガ

コガウマレマシタ︒

一464︿略﹀︑モモガニツニワレ
テ︑ナカカラオホキナヲトコノ
一466 ︿略﹀︑ナカカラオホキナ
ヲトコノコガウマレマシタ︒

ハシ

イヌヲケライニシテイ ニー42犬ガサカナヲクハヘテ︑

キマスト︑サルガキマシタ︒

力

ラヤ︒

Q9

一一

一一

一一

一502

一506 コンドハキジガキマシタ︒
一542韻 クルマニツンダ要言ラ
モノ︑イヌガヒキダスエンヤラ

U

P8

Q6

一一

一一

一一

一一

一一

﹇544圃サルガアトオスエンヤ クハヘテ ヰタサカナハ︑川ノ

ヤ︒

P4

一が
が

298

299

が一が

R團 サイタサイタ
ガ
、

、

マツ白ナユキガ︒
マツ白ナハナガ︒
マツ白ナハナガ︒

二384圃 サイタサイタ

ナ

ガ

マシタ︒

二462

シタ︒

マ

黶@トノサマガオトホリニナ

タ︒

エダニ︑キレイナ花ガサキマシ

スルト︑ニハ
ニ48一

ノカレ木ノ

タオカネヤ タカラモノガデマ

ノ中カラ︑
︿略﹀︑ウ ス

Q ︿略﹀︑ 土ノ中カラ︑オカ
ネヤタカラモノガ タクサンデ

ボツテミマスト︑︿略V︒

ガソコヲ
ニ426 ヨイオヂイサン

ワルイオヂイサンガ アリマシタ︒

オヂイサント
二413 ムカシ︑ヨイ

シラヘマシタ︒

ニハ ニ大キナ ユキダルマ ヲ コ

オトモダチト︑
二39一 ニイサンガ

ノ、

ナ

ツテ︑﹁︿略﹀︒花ヲサカセテミ

V

ハヒヲマキマスト︑カレ

ョ︒﹂トオホセニナリマシタ︒

木二五ガサイテ︑一片ンニ花
ザカリニナリマシタ︒

二517 ソノウチニ︑トノサマガ
オトホリニナツテ︑﹁︿略V︒﹂ト

オホセニナリマシタ︒

コンドハイクラバヒヲ

T

セン︒

アナタガオタチニナレバ︑

ワタクシモタチ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑アナタガオアルキ

︿略V︑日や月ガデテヰ

ニナレバ︑ワタクシモアルキマ

二576
ス︒

R

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

︿略﹀︑日や月ガデテヰ

ナカツタリスレバ︑︿略﹀︒

T84

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ
太郎ハイマ︑オカアサン

ナカツタリスレバ︑︿略V︒

二594

ガオクスリヲノムトコロヘキ

シタ︒

二683
カラデス︒

ウキガ︒

二704圃

ヤウダ︒

アレアレアンナニ

二705團小サナトンボガ

ス︒

三34

ヒカ

テ︑エントツカラムクムクトマ

ツクロナケムリが出マス︒

クトマツクロナケムリが出マス︒

トブ 三44 ︿略V︑エントツカラムクム

︿略﹀︑ナカナ日記イヂスル

コウバノキテキガナツテ

ラトンデイキマス︒

三36國ア︑日が出ハジメタ︒キ
レイダ︒ニイサン︑ニイサン︒

又一シキリキテキガナツ

三41 ﹁オゥイ﹂トヰドバタデ︑
ニイサンノコエガシマス︒

三42

ケサオカアサンガタマゴ

アルアサ︑オカアサンガ

ミデス︒

三125

︿略﹀︒

アルアサ︑オカアサンガ

それでもまだあかちゃん

がなくときには︑︿略﹀︒

三134

あかちゃんがなき出すと︑

三103私ハガクカウカラカヘツ
テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ

ココココトイツテヰマシタ︒

三8一 ヒヨコガナクト︑オヤド
リハオハナシデモスルヤウニ︑

テヰマシタ︒

三75 ︿略V︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ

ャッタノデ︑︿略﹀︒

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

三71園

ヤツタノデ︑︿略﹀︒

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

三68

ト︑︿略﹀︒

三64園 オカアサンニ︑﹁イツヒ
ヨコが出マスカ︒﹂トキキマス

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

三54

ガスニツキマシタ︒

三53

V16 ムカシ大江山ニシユテン 三45 コウバデハモウシゴトガ
ハジマツテヰルラシイ︒
ドウジトイフワルモノガヰマ
二三日マヘカラメンドリ
シタ︒

二722タイヘンカガツヨク︑テ
U

シタモ大ゼイアリマシタ︒

︿略﹀︑トゥトゥライクワウ

タチガヒカレバ︑目モヒ

コトガデキマセンデシタ︒

二767
カル︒

二775

ガカチマシタ︒

ンポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒

ヰマス︒

三27

ツテヰマス︒

ウメノ花ガサキ出シマシ 三22 ︿略﹀︑ムギ畠ノ上下ハア
サハヤクカラヒバリガサヘヅ

ケサウグヒスガウメノ

二685ナノ花ガサクノモコ
レカラデス︒
レカラデス︒
アレアレアガル︑

トブヤ

ヒカウ

二686テフテフガマフノモコ
二693圃
キガ︒
ウダ︒

二694囲大キナトビガ︑

カラスガニ三バナキナガ

サクラガサクノハコレ 三33 トヲアケルト︑ムカフノ
ソラガウスアカクナツテヰマ

木デ︑ホウホケキヨウトナキマ

二677

タ︒

二675

子牛ガヰマス︒

二646私ノウチニハオや牛ト 三2一 ミチバタニハスミレヤタ

テ︑﹁︿略﹀︒﹂

一一

一一

一一
一一

ノ、

マイテモ︑スコシモ花ガサキマ

二526

V2

T7
T8

一一
一一
一一
一一

一一

R8

S3

S9
S9

が一が
300

二人がびっくりして見て

ん．が︑たきぎをうまにつけて

三232そのとき正一のおちいさ

ちのいぬでした︒

ゐますと︑それは小二郎のう

三216

のがあります︒

三215︿略﹀︑下のはうからかさ
かさいはせてかけ上ってくるも

とってゐますと︑︿略﹀︒

三36一

足ニモ右左ガアリ︑目
キモノノソデニモ︑タビ

ニモ耳ニモ右左ガアリマス︒

三357

ニモ耳ニモ右左ガアリマス︒

三356足ニモ右左ガアリ︑目

︿略﹀︒

ことで︒﹂とおっしゃったら︑

三342 いっかうちのおとうさん
が道で︑﹁いつもおたっしやな

うらしまがよろこんでか

おとひめは﹁︿略﹀︒どん

白いけむりがぱっと出て︑︿略﹀︒

三465あけると︑箱の中から

︿略﹀︒

あけなさいますな︒﹂といって︑

なことがあっても︑ふたをお

三448園

めにのると︑︿略﹀︒

三421

きて︑﹁︿略﹀︒﹂といひましたQ

三341五一ちいさんのうたふこ してゐますと︑︿略﹀︒
三145 ゆふはんがすんだあとで︑ がたくさんはえてゐました︒
ゑがきこえます︒
三211 二人がむちゅうになって．
おちいさんが二郎にたつねまし
三414 ︿略﹀︑大きなかめが出て
た︒

三146 ︿略﹀︑おちいさんが二郎

一ばんふといのがおや

にたつねました︒

三151園
ゆびで︑ 一ばんほそいのがこ
ゆびです︒

がこゆびです︒

三152園 ︿略﹀︑ 一ばんほそいの

三155園 それから︑ 一ばんながい

石がきの下へ出たのは︑

そこから竹の子が出る

上ってゐます︒

三255
のです︒

三266

かはがおちはじめて︑竹になり

村はつれに水車やがあり

かかってゐます︒

ます︒

三312

しました︒

三392ちか道の方は︑道がこ
はれてみたり︑石が出てみたり

三482學校ノ北二小高イヲカ

ノォミヤガアリマス︒

テ︑マガリクネツテ︑南ノ方へ

ノヨコデ︑川ガニツオチアツ

三492 學校ノ東ドナリニニカイ
ヅクリノヤクバガアリマス︒
三493ヤクバガアリマス︒ヤクバ

ノ字ナリニタツテヰマス︒

むかしうらしま太郎とい 三487大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂

それから二三日たって︑

うらしまが舟にのってつりを

三412

まへて︑おもちゃにしてるます︒

三402 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか

ふ人がありました︒

三397

もかへってさきにつきました︒

三394 それでとほい本道をまは ガアリマス︒
三484 ヲカノ上二天ジンサマ
つた小二郎の方が︑正一より

しました︒

ヒロゲルト︑︿略V︑左ノ手ノ
方が北デス︒

のが中ゆびで︑中ゆびとおや
そこへきました︒
ニモ︑手ブクロ ニモ︑クツニモ
三471 日ノ出ル方が東デ︑日
三236 小二郎がうちへかへって 右左ガアリマス︒
ゆ び の あ ひ だにあるのが人
ノハイル方が西デス︒
さしゅび︑中ゆびとこゆびのあ
みますと︑︿略﹀︒
三374ソレカラ︑道ヲアルクト 三472 日ノ出ル方が東デ︑日
ひだにあるのがくすりゆびで
三252 この二一二日の雨で︑竹の
ノハイル方が西デス︒
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ
す︒
イコトニナツテヰマス︒
子がこんなに出ました︒
三475 東ヘムイテリヤウ手ヲ
三157囹 ︿略﹀︑中ゆびとおやゆび 三254 むぐらもちでもとほつた 三392ちか道の方は︑道がこ
ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ
の あ ひ だ に あるのが人さし
やうに︑土がところどころもち
南デ︑左ノ手ノ方が北デス︒
はれてみたり︑石が出てみたり
三476 東ヘムイテリヤウ手ヲ
ゆび︑中ゆびとこゆびのあひだ
にあるのがくすりゆびです﹀︒

あしのゆびは︑おやゆ

のあひだにあるのがくすりゆ

三158圏 ︿略﹀︑中ゆびとこゆび
びです︒

三172園

びとこゆびのほかにはなが
ないのです︒

からすのなかない日は
あっても︑五︸ちいさんがうた
はない日はない︒

三318園

す︒

やのばんをしてみるからで

三176園このはこの中に︑おも 三314 五一ちいさんがその水車
しろい人がゐます︒

いにとったはうがかちだと

三204今わらびとり︿略﹀︒よけ
いって︑︿略V︒

三207 太くてやはらかなわらび

301
が
が

ナガレテイキマス︒

三501 新道ノリヤウガハ ニハ︑

今ソノミセノマヘニニ

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒
車ガトマリマシタ︒

三505

てるます︒

三567 ︿略V︑このかへるのやう
に︑こんきがよければ︑何ごと
もできないことはないく略﹀︒

てふてふがおどろいてとびたち

ケンクフヲシタコトガアリマ

ソノ中ニケダモノガカ

ス︒

チサウニナツタノデ︑﹁︿略﹀︒

三742

ました︒

みよ子﹁あら︑てふてふが

五郎さんの舟にとまりまし

三641園

三744圏私バカラダガネズミ
三572ずんずん手が上って︑の た︒﹂
ニ ニテヰルカラ︑ケダモノダ◎
三654園 みよ子﹁五郎さんの舟
ちには名高い書手となりまし

一ツアツテ︑水デツパウ

ニナリサウナノガアリマシタ︒

フシガ

シテ行キマシタガ︑ソノ中ニ

三663アトへ竹ノキレヲノコ

タガヲカケカヘマシタ︒

ヤガ來テ︑手ヲケヤタラヒノ

三658私ノウチヘキノフヲケ

︿略﹀︒﹂

がのったから︑かったのでせう︒

には︑てふてふのせんどうさん

三506車ヲヒイテキ寸地ガベ

トカラ︑カラヲキタセミガハ

三577ニハノモモノ木ノネモ

た︒

ガ︑モウアンナニ青クナリマシ
ヒ上ツテキマス︒

コノ大キナモノガ︑ヨク

スクテ︑ヌレテヰルヤウニ見エ
マス︒

三59一

アノカラ．ノ中ニハイツテヰタ
モノダトオモヒマシタ︒

一ツアツテ︑水デツパウニナリ
サウナノガアリマシタ︒

︿略﹀︑キレガトレテヰマ

三791

夕はんがすむと︑うちの

時時すずしい風が吹いて

とって來たすすきも︑︿略﹀︒

三782今日私が川の土手から

した︒

ものはみんなえんがはへ出ま

三776

まん中までさしてゐます︒

三774十五やの月がざしきの

ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀︒

三757ソノ時カウモリガケダモ︑

シマシタ︒

三755 イツマデタツテモシヨウ
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ

イツテ︑︿略﹀︒

三748 スコシタツテ︑コンドハ
爲ガカチサウニナリマシタ︒
三752園 スルトカウモリハ﹁私
ハ羽ガアルカラ︑鳥ダ︒﹂ト

ンタウデモタベルノデセウ︒
三51一 ツイコノアヒダウエ回田
タ︒

子どもがそら一めんの星

ハトリガナキマス︒

三513ドコカヲカノ下デ︑ニ 三583アブラゼミデス︒色ガウ
三518
を見て︑﹁ああわか っ た ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

あの光るところが雨

のふるあなだ︒

三521園

三604日の光がやはらかにさ

シタQ

三685

ナツタノデ︑センヲヌイテ見ル
ト︑キレガトレテヰマシタ︒

三682ソノウチ中水が出ナク
風がしっかにふいて來て︑

三623園みよ子﹁さあ︑私がこゑ

をたててゐます︒

ソノウチニ︑ニイサン

こんやはきっとあちらでこの

おばあさんが﹁ふみ子も

くつわ虫がなきます︒

三733ムカシ鳥トケダモノガ

ごとのやうにおっしゃいましたQ

月を見てゐませう︒﹂と︑ひとり

三794

ケンクワヲシタコトガアリマ

ガコシラヘテヤラウ︒

三696園

三607風がしっかにふいて來て︑ 三692 サウシテセンヲヒキマシ 來ると︑︿略﹀︒
三793 ︿略V︑おもひ出したやうに
タガ︑水ガウマクハイリマセン︒
きしのささがさらさらとおと

をたててゐます︒

きしのささがさらさらとおと

三606

きとほってゐます︒

して︑小川の水はきれいにす

ウルサイホドナイテヰマス︒

三535星のかずあるばん︑弟 三598今ニハノ木ニセミガ 三665︿略﹀︑ソノ中ニフシガ
がにはへ出て︑コつ二つ﹂と
かぞへてゐました︒

へてみるのだ︒﹂とたつねます

三536兄が﹁おまへ︑何をかぞ
と︑弟﹁︿略＞o﹂

むかしをののたうふうと

かぞへないで︑ひるかぞへるが

三543園 兄﹁こんなくらいばんに
よい︒﹂

三545

あるとき︑雨のふる日

いふ人がありました︒

三552

をかけましたら︑みなさん

一しょ

に︑たうふうがにはへ出て︑池

ス︒

草のはにとまってみた 三734ムカシ鳥トケダモノガ 三82凹むかし一人のれふしが

に舟を出すのですよ︒一︑二︑

三636

三︒﹂

のはたを通りますと︑︿略﹀︒

へ︑かへるがとびつかうとし

三554 ︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

﹁今日はまあ︑何といふよい
みほの松原を通りました︒

お尽きだらう︒﹂といひながら︑

三音5 おきの方はかすんで︑空
と水が 一つになって見えま
す︒

三836 あまりけしきがよいので︑

れふしがぼんやりと海をなが
めてゐました︒

三836 ︿略﹀︑れふしがぼんやりと

どこからかよいにほひ

海をながめてゐました︒

三838
がして來ますので︑見上げます
と︑︿略﹀︒

物がかかってゐました︒

三842︿略﹀︑松の木に美しい

うちがみさまの森で︑あ

さからたいこのおとがします︒

四13
四14 大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま
す︒

しぶ柿が三本︑あま柿が

二本で︑︿略V︒

四51

一本あります︒

四52︿略V︑その中に私の木
が

おちいさんが私のぶんにつぎ

四53これは私が生れた年︑
木をして下さったのださう

おひるすぎに︑をばさんの

うちからおとよさんと太郎

四17
です︒

︿略﹀︒

おちいさんがこの柿の
木をついでいらっしゃる時︑

四57

のださうです︒

四54︿略﹀︑おちいさんが私の
ぶんにつぎ木をして下さった

さんが來ましたので︑︿略﹀︒

りやうがはに︑いろいろな店が

四22 鳥みのあたりは︑道の
ならんでゐます︒

四24 おもちゃやにはらつばや
かたなやひかうきなどがなら
べてあります︒

四31 ちやうど人の出さかりで︑ 四58 ︿略﹀︑下男の太七がわら
ひながら︑﹁こいんきよさま︑そ
お宮のすずがひつきりなしに

のお年でつぎ木をなさるの
ですか︒﹂といったさうです︒

四71今年は柿のあたり年で︑

お宮のうらではすまふ

なってゐます︒

がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

マシタ︒

四91

コクキが出シテアリマシタ︒

四93 谷ソコノーケンヤニモ︑
川ヲ下ツテ行ク小サナ舟ニモ︑

シタ︒

家ニモコクキが出シテアリマ

村ノ方ヲ見ルト︑ドノ

四85 累増ノ式ガスンデカラ︑
トモダチトムカフノ山へ上り

ほど．なってゐます︒

四73私の木も枝がをれる

た︒

どの木にもよくみがなりまし

︿略﹀︑ばんにはそのおい

しぶ柿が三本︑あま柿が
一本あります︒あま柿です︒

二本で︑その中に私の木が

四51

が五本あります︒

四48私のうちには柿の木

はひの花火が上るさうです︒

四45

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

四44 今年は田がよく出來た

すこゑがきこえます︒

四38 ︿略V︑﹁わあわあ﹂とはや

とはやすこゑがきこえます︒

三848︿略﹀︑見たこともない美 四36

三845園これはよい物がある︒
しい女が來ました︒

ここでひろったのです︒

三853云いや︑これは私が今
三864園それがなくては︑天へ
ことが出來ません︒

それがなくては︑天へ
ことが出超ません︒

おかげで天へかへる

と︑︿略V︒

三902 れふしが見とれてゐます

まひはじめました︒

しますと︑天人はそれを着て︑

れふしがはごろもをかへ

が出來ます︒

計測交敷
、＿が匿ヨる医】る

が一が
302

四95 キノフ ハ日本國中ノ人
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ

イヲイハツタノデス︒

あすも天氣か︑

四118圃﹁やっとすんだ︒﹂と見

夕日が赤い︒

上げる空に︑

へ出テ見

四122 島ニヰ雲外ウサギガ︑ム
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
タイトオモツテ︑海ヲワタル

クフウヲシテヰマシタ︒

アル日足マベ

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

四126

﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

四128園 オマヘノナカマトワタ
シノナカマト︑ドツチが多イ

カ︑クラベテミヨウ︒

イカモシレナイ︒

一バンシマヒ

ニ居

四138國ワタシタチノ方が少

︿略V︑

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

四163

ナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

ソレナラ海ノ水ヲア

リガカリニナツテ︑︿略﹀︒

四167ソコへ神様ガタガオ通

四174園

ソコ

へ大國主ノ神ガオ出

ビテ︑ネテ居ルガヨイ︒

スツカリモ

白ウサギガソノ通りニ

デニナリマシタ︒

四18一

四203

トノヤウニナホリマシタ︒

シマスト︑カラダハ

アナ宇目オナサケブカイ

オ方デスカラ︑後ニハキツト

四212園

303
が一が

イマス︒

オシアハセノヨイコトガゴザ
おとめになりましたが︑︿略﹀︒

とあそんでお出で︒﹂といって

ほしてあるから︑をぢさんも

四221山一つむかふの村にを 四256園今日はこんなにもみが
ぢさんのうちがあります︒
をばさんも早くかへります︒

四266私どもの町でも︑この

をぢさんのうちでは︑に

は 一ぽいもみがほしてあって︑

あひだから電とうがつくやう

四225

足のふみばもないくらみでし
町やくばも︑けいさつしょ

になりました︒

四268

た︒

も︑いうびんきよくも︑みんなの

四227 ︿略﹀︑おばあさんが日あた

りのよいえんがはでつぎ物を

きらんぷが電とうにかはりまし

又町はつれに大きな工場

していらっしやいました︒
た︒

か﹂と口まねをします︒

四314 そこへぼちが來ました
ので︑一しょに向ふの方へ行
ってみましたが︑︿略﹀︒

父﹁人のこゑも山の

中では︑︿略﹀︑かへって判るこ

四333園

とがあります︒︿略V︒﹂

明クル日ハ天雷ガヨイカラ︑

︿略﹀︒

四385 ある時︑日と風が力く

たび人のぐわいたうをぬ

らべをしました︒

がせた方が勝といふことに

四387

きめて︑︿略﹀

けば吹くほど︑ぐわいたうをし
つかりとからだにくっつけまし

四338園向ふで﹁ばか﹂といった 四393するとたび人は︑風が吹
のも︑お前が先に﹁ばか﹂と
いったからです︒

四351 夜ニナルト︑ホカノ鳥 た︒
四405おかあさんがあたまに手
ハ大ガイ目が見エナクナルノ
ぬぐひをかぶり︑着物の上に
ニ︑此ノ鳥曲見エルノデ︑

四291

四 2 3 2 お ば あさんはもう耳が
あさん︑今日は︒﹂といふと︑

遠いので︑大きなこゑで︑﹁おば

︿略﹀︒

のふしんがはじまって居ます︒
ちりょけを着て︑︿略﹀︒
︿略﹀︒
四294 これが出來上るころには︑ 四356其ノ中二夜が明ケルト︑ 四411 一番先にしやうじやか
目が見エナクナルノデ︑︿略﹀︒
てつだうが私どもの町を通
らかみが外へ出されました︒

四242前の畠の柿の木は︑

はがまつかになってみて︑︿略V︒
つて︑工場の近くにていしゃ場
四357其ノ中二夜が明ケルト︑ 四415︿略﹀︑そこへ火ばちや机
四244 ︿略﹀︑二つ三つとりのこし
が出來るさうです︒
や本箱やいろいろな物がはこ
目が見エナクナルノデ︑︿略﹀︒
てある柿が︑赤い玉のやう
四
2
9
4
︿
略
V
︑
て
つ
だ
う
が
私
ど
も
び出されました︒
四
3
6
1
︿
略
﹀
︑
森
や
林
ノ
ヒ
ク
イ
の町を通って︑︿略﹀︒
木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト
四417 たんすをうこかすと︑其
に光ってゐます︒

にはとりが時時もみを

正太郎が犬をつれて︑山

道を通りました︒

四302

一びき

下女がびっくりして︑﹁き

ぱたばた︑ぱたばた︑いよい

て︑はうきを大なぎなたのやう

四435手つだひの今吉がおどけ

よさうちがはじまりました︒

四427

なにわらはれました︒

やつ﹂といったので︑後でみん

四425

のけると︑子ねずみが
ア︑ニクイヤツが居ル︒

ル︒﹂トイハナイバカリニ︑ヨツ

四363囹

とび出しました︒

なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび

四303犬のすがたが見えなく

ソレデモフクロフハシ方

四38ーフクロフが鳴クト︑其ノ

︿略﹀︒

四378 フクロフが鳴クト︑其ノ
明クル日ハ天氣ガヨイカラ︑

ガナイノデ︑︿略﹀︒

四375
︿略﹀︑向ふの方で︑﹁ぼち

正太郎がおこって︑﹁ばか﹂

といひますと︑又向ふで︑﹁ば

四312

あります︒

ぼち﹂と口まねをするものが

四306

ますと︑︿略﹀︒

テタカツテイヂメカヘシマス︒

四246 えんさきのさざんくわに︑ 四296 ︿略﹀︑工場の近くにてい
シテ居ルコトガアリマス︒
のうしろから物さしと花子の
目白が二は來てるて︑枝から
しや場が出国るさうです︒
お手玉が出ました︒
四
3
6
2
ス
ル
ト
ホ
カ
ノ
鳥
が
見
ツ
枝へとんでゐます︒
ケテ︑﹁ア︑ニクイヤツが居
四424 だい所でいろいろな物を

四248
かき出します︒

四251 おばあさんが﹁ほうほう﹂

といっておおひになりますと︑
︿略﹀︒

四253 ︿略﹀︑にはとりよりさき

に︑すずめがくらのやねへに
げて行きます︒

四255 おばあさんが﹁︿略﹀︒もつ

が
が

304

に持って︑べんけいのまねを
四508
︿略﹀︒

四511

しました︒

四452圏此のごろは大さうちが
︿略﹀︒

︿略﹀︑國太郎が九まい︑
︿略﹀︑ちよ子が八まい︑
︿略﹀︑音二郎が六まい︑友

勝太郎︑東京のをぢさん

四583

︿略﹀︑大ゼイノ大工サン

ガ毎日其ノ中デ仕事ヲシテ

四662

︿略﹀︑今度は扇が少し

をかの方では恥しやう

おちついて見えます︒

四673

のくらをたたいてよろこびま

よしっねをはじめ︑みんなが馬

居マス︒

四598私バカンナヲカケテ居

それがかはいさうに︑あ

くひきられました︒

るばんねずみに足のゆびを

四684

羽かつてありました︒

四678私のうちに山がらが一

つとほめました︒

ふなばたをたたいて︑一度にど

四675海の方でもへいけ方が

した︒

ルノヲ見ルコトガスキデス︒
ヨクキレルカンナガスウ

ツト板ノ上ヲ通ルト︑︿略﹀︒

四60一

︿略﹀︑カンナクヅガヒトリ

風が吹クト︑カンナクヅ

デニクルリトマハツテスベリオ

四602
チマス︒

四604

ガ小屋中マツテアルキマス︒

四604風が吹クト︑カンナクヅ

つて︑私がかごの戸を明けま

四688 きずを見てやらうと思

すと︑︿略V︒

︿略﹀︑其のさをの先には︑

ガ小屋中マツテアルキマス︒

ひらいた赤い扇がつけてあり

四617
ます︒

居マス︒

︿略﹀︑まだあれが生きて

︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

ナカマノモノが大テイ行ツテ

四714

居るだらうか︑︿略﹀と思はない
ことはありません︒

四697

のことでしたが︑︿略﹀︒

四695これは私が七つの年

から出て︑山へはいる︒﹂とい

一人のくわんちよが其の
下に立って︑まねいて居ます︒

四618

すみ出て︑﹁なすのよ一と申す

四635其の時一人の家來がす
ものがございます︒︿略﹀︒﹂とい

そこへ宿屋のていしゅ

る︒﹂といってあらそひます︒

や︑海から出て︑海へはい

四538 ︿略﹀︑島國のものが﹁い

へば︑︿略﹀︒

四536山國のものが﹁日は山

ひました︒

四535 東京の宿屋で︑山國の
ものと︑島國のものがおちあ

が東京の空をとびました︒

四531圏此のあひだひかうせん

來ました︒

からお前の所へゑはがきが

四524園

一はだつた二まいでした︒

四511

やかましくなったから︑すすはき

は大きにらくになりました︒
四456 ︿略﹀︑すすはきは大きに
らくになりました︒﹂と今士口が
い ひ ま し た が ︑ ︿ 略﹀︒

四458 ︿略﹀︑それでもふきさうち
がすんで︑す．つかりいろいろな

おとうさんがおかへりに

物をもとの所へなほしたら︑
︿略﹀︒

四463
なった時には︑︿略V︒

四465 ︿略V︑みんながほめられま
した︒

四467友一のうちでかるた取
道子﹁私が取ったので

がはじまって膨ます︒

四486園
す︒﹂

が來て︑﹁へええ︑日は屋根か

ひました︒

なすのよ一と申すも

ひ︑︿略﹀︒

又略﹀︒一本杉のふところから

四726囹︿略﹀︑西の村では

様がおはいりになった︒

四723囹

一本杉のうしろへお日

よ一はじたいしましたが︑ 四722園東の村では﹁それ︑も
う日がくれるぞ︒︿略﹀︒﹂とい

のがございます︒

四636園
四648

を見わたすと︑舟がゆれて︑ま

がさだまりません︒

とがさだまりません︒

しひを見上げてかういった︒

四658︿略﹀︑舟がゆれて︑まと
居マス︒

四581 私ノウチデハ此ノゴロ
土ザウノブシンガハジマツテ

四564團山の中からころげ出て︑ よしっねがゆるしません︒
人にふまれたかしのみが︑
四657弓をとりなほして︑向ふ

四546園 お前はたいそうとんち
があると聞いた︒

はございませんか︒﹂

ら出て︑屋根へはいるもので

四487園友一﹁いいえ︒僕が取つ 四543
たのです︒﹂

四495園こんど取った人がそれ
も取ることにします︒
四498園 道子﹁はい︑取りました︒

せんのも私が取りますよ︒﹂
四507 道子が十二まい︑みよ子
が十まい︑國太郎が九まい︑ち
よ子が三まい︑音二郎が六まい︑
友一はたった二まいでした︒
四508 ︿略﹀︑みよ子が十まい︑
︿略﹀︒

305
が
が

お月様がお上りになった︒﹂な
どと申します︒

てくれるものがなくなった︒﹂

﹁此の人も一本杉の外にない

どこに來た︒

四882圃春が來た︑春が來た︑

ビニオ出デナサノー︒

とげました︒

四967︿略﹀︑父がうたれてから
十八年目にめでたくのぞみを

四792︿略﹀︑私が風の音をこ 四875園 明日ハオセツクデスカ 四958囹 おきよ︑すけつね︒曽我
ラ︑學校ガピケタラ︑スグアソ
兄弟がまみつた︒
うつとさせてやりましたら︑︿略V︒

の村に︑人が生れたり︑死ん

四731私は︿略﹀︑東の村や西 四793︿略V︑送って行く人が
だり︑︿略﹀︑水が出たりしたこ

つた︒

四816園河上の方で雪がとけ

て居ました︒

河を見たら︑たいそう水が出

四812

てつけうへかかった時︑

五28

四月四日の朝︑當番で僕が机

︿略V︑先生が知らない生徒を

の上をふいてみると︑︿略V︒

五31

ここがあなたの教室です︒

一人つれてお出でになりました︒

五33園

四892圃鳥が鳴く︑鳥が鳴く︑ 五48 中村君は色が黒くて︑まるま

どこで鳴く︒

四892圃鳥が鳴く︑鳥が鳴く︑

どここさく︒

四886圃花がさく︑花がさく︑

どこにさく︒

とをみんな見て知って居ます︒
といひました︒
四
8
8
2
圃
春
が
來
た
︑
春
が
來
た
︑
五
26圃大日本︑大日本︑ ︿略﹀︑
四732 ︿略﹀︑家がたったり︑こは 四795園 此の人も一本杉の外
どこに來た︒
月日とともに︑ 國の光がかがやき
にないてくれるものがなくな
四886圏花がさく︑花がさく︑ まさる︒

ことをみんな見て知って居ま

れたり︑︿略V︑水が出たりした

す︒

四733 ︿略﹀︑火事があったり︑水

が出たりしたことをみんな
はじめたのだらう︒

見て知って居ます︒

四734︿略﹀︑火事があったり︑水

が四本の船です︒

星様が光りはじめるころにな

膨ました︒

シテアリ︑ヒシモチモモウソナ

四844モモノ花が花イケニサ
ヘテアリマス︒

四871二人ガオ話ヲシテ居ル
マシタ︒

所へ︑オ花ノオカアサンが來

五54

︿略﹀︑冬でもめったに雪のふ

ることがなく︑うめやさくらも︑こ

ちらよりはずっと早くさくさうです︒

五64ある日︑僕がうんどう場へ出

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

五63ある日︑僕がうんどう場へ出
四916︿略﹀︑遊事にも︑兄が弓

聞けば級のものが二三人で︑

天照大神の弟の方に︑すさ

のをのみことと申す神様がございま

五77

あまてらすおほみかみ

たのださうです︒

中村君を辛いきだといって︑いぢめ

五64

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

したが︑︿略V︒

弟も東へ行き︑西へ行けば︑
西へ行き︑長い間つけねらひま

四925くどうが東へ行けば︑兄

はし︑︿略﹀︒

をひけば︑弟はたちをふりま

ました︒

たちが大きくなったら︑此のか
たきを取っておくれ︒﹂といひ

四834 むかふのてい車場へ着い にころされました︒
たら︑にいさんがむかへに來て
四905囹 母は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒お前

が出たりしたことをみんな
四826 ちやうど大きな船がおき
どこで鳴く︒
ると太ってゐます︒
見て知って居ます︒
を通って居ました︒
四898 十郎が五つ︑五郎が三つ 五51 氣がさっぱりしてみて︑二一二
四747せいの高い私の目にも︑四827 ほばしらが二本︑えんとつ
の年に︑父はくどうすけつね
診たつと︑前からの友だちのやうに
まだお日様が見えない中から︑
が四本の船です︒
なりました︒
にころされました︒
︿略﹀︒
四828 ほばしらが二本︑えんとつ 四898 十郎が五つ︑五郎が三つ 五53 中村君がこれまで居た所は日
本の南の方で︑︿略﹀︒
の年に︑父はくどうすけつね

四751又私のかたの上で︑お

それでだんだんうちがよ

つて︑︿略＞Q

四757
くなりました︒

四763西の村︸番の金持の
むすめさんが︑此の人の所へ
およめに來ましたが︑︿略﹀︒

四771 此の間さびしいおさう式
が私の前を通りました︒

マシタ︒

四786私の下で︑長い幸しよ 四872 二人目オ話ヲシテ居ル
んぼりとして居まして︑日がく
所へ︑押花ノオカアサンが來
れてから村へはいりました︒

が
が

306

した︒

はし
五81 ︿略﹀︑川上から箸が流れて來

五115

飲みほして︑大蛇がよひつぶ

れますと︑︿略﹀︒

したね︒

じんむ

五175園金の鳥がついてゐますね︒
むかし神武天皇がわるもの

どもをこせいばつになった時︑わる

五184圏

ものどもが強くて︑おこまりになつ

︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り

五117

になりました︒ひの川が血になって

ました︒

んでみるにちがひないとおかんがへ

五82 みことは此の川上にも人がす

︿略﹀︑わるものどもが強く

たことがある︒

︿略﹀︑わるものどもが強く

き
二かいのまどに萬國旗がつる

うにあつまってゐました︒

してあって︑おくの方からたえずち

五231

︿略V︑おくの方からたえずち

くおんきの音が聞えて來ます︒

五234

下のかざりまどには︑目のさ

くおんきの音が聞えて來ます︒

五238

めるやうなちりめんや︑きれいな帯
ゆかた
や︑すゴしさうな浴衣地がかざって

あります︒

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

︿略V︑店のしるしのついた手

て︑それを見てみる人も大ぜいあり

ました︒

五257

マス︒

五278

︿略﹀︑アタ・カニナツテ︑ガ

︿略V︑ガンガソロくワタツ

こんな所にと思ふやうな村外

テ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キ

五268

ラワタツテ來マス︒

ンが北ノ國ヘカヘルコロ︑南ノ國カ

五264

デ︑︿略﹀︒

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五254

ます︒

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑

く略V︑金色の鶏が一羽とん

︿略﹀︑わるものどもは目を

ゆふべの雨がはれて︑青葉の
ゆふべの雨がはれて︑青葉の
さをの先の矢車ががらがらと
鳴ると︑︿略﹀︒

五208

上に日が氣持よくてってゐます︒

五207

上に日が氣持よくてってゐます︒

五207

みんなにげてしまったさうだ︒

明けてみることが出來ず︑おそれて

五196園

のやうで︑︿略﹀︒

五192園鶏の光がまるでいなびかり

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

五188園

︿略﹀︒

五187園其の時一天にはかにかき曇 五241 入口の左手には︑小切やえり

て︑おこまりになったことがある︒

五186園

て︑おこまりになったことがある︒

五185園

流れました︒

尾をお切りになった時︑つる
ふしぎに思って︑尾をさいて

帰校からかへって見ると︑廣

うめやも＼やさくらがみん
かへりみちに︑はなれ馬がと

︿略﹀︑よそのをぢさんが大手

ぼちが昨日から病氣で︑ごは

つ〜り方の時間に︑す〜めが

︿略﹀︑此のごろは栗の花がた

これが私のうちです︒

れに︑家が一けん立ってるます︒

五287

五281

先生がまどをすっかり明けて︑ 五212 ︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ
ぞんぶん風をのんで︑家のむねより
夕方から雨がふり出しました︒

此の間町のをばさんがいらっ

しゃつて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

五288

くさんさいてゐます︒

も高く尾を上げます︒

五161

其のたびに︑鯉のかげが地の
上をおよぎます︒

をぢさん︑勲章がふえま 五227 島屋の前には︑人が黒山のや

くんしやう

海軍のをぢさんがお出でにな 五221

五172囲

つて︑︿略﹀︒

五166

出しておやりになりました︒

五157

教室の中へとびこみました︒

五156

しんぽいでしたが︑︿略V︒

んをたべませんので︑學校に居ても

五151

を重げてとめて下さいました︒

五146

思ってゐますと︑︿略﹀︒

んで來ましたので︑どうしょうかと

五144

な一しょにさいてゐます︒

五135團

五134團北國にも春が來ました︒

田君からゑはがきが來てるました︒

五133

り出ました︒

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

五123

ぎのはがこぼれました︒

五121

になって︑︿略﹀︒

五85 ︿略﹀︑おちいさんとおばあさ
んが︑一人の娘を中において泣いて
ゐました︒

五88 ﹁なぜ泣くか︒﹂とおたつねに
な り ま す と ︑ お ち いさんが︑﹁︿略﹀︒

近い中に又々の大蛇がたべにまみり

もう此の子一人になりましたのに︑

ます︒﹂

をうち

五91園 私どもにはもと娘が八人ご
やまた

ざいました︒

毎年一人つつたべました︒

五93囹 それを八岐の大蛇が來て︑

五98園 もう此の子一人になりまし
たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ
にまみります︒

五102園 頭が八つ︑尾が八つある大
蛇で︑︿略﹀︒

五102医 頭が八つ︑尾が八つある大
蛇で︑︿略﹀︒

五104囹︿略﹀︑せ中には︑ひのきや
杉の木が生えてゐます︒
を八つのをけに入れ さ せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五108 酒が受電ると︑みことはそれ
五113 間もなく大蛇が來て︑八つの
頭を八つのをけに入れて︑其の強い
酒を飲みました︒

307
が

が

した︒

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

五298圃 うちの前には小川が流れ︑

︿略﹀︒

五307圃 つゆや時雨が色よくそめた
う ら の 小 山 に 秋 風吹けば︑

ば︑

庭は一日日が よ く あ た る ︒

五314囲松をのこして木の葉がちれ

庭は一日日が よ く あ た る ︒
てん

五315子鼠をのこして木の葉がちれ
ば︑

車が引切なしに通っ て ︑ ︿ 略 V ︒

五324 私のうちの表通は電車や自轄

てるました︒
くまそ

かへりました︒

昔熊襲のかしらに川上のたけ

るといふ者があって︑天皇のおほせ

大道へ出て︑となり村の入詞 五413

へ行くと︑道ばたの立石にさるが三

五368

お着きになりますと︑間もな

夜がふけて︑人々はかへりま

をあつめて︑其の祝をしました︒

くたけるが新しい家を造って︑人々

五421

にしたがひませんでした︒

ちやうどかまを明けたところ

匹ほってありました︒

五382
︿略﹀︑先生が﹁ちよつと用が

で︑白いけむりが立ってるました︒

五431

五385

あるから︒﹂といって︑私どもを道

した︒

音がしてゐますが︑これは翼が動く

さっきおかあさんが︑﹁︿略﹀︒

からです︒

五495

あれで八分通だ︒﹂と︑ねえさんに

此ノ頃ハ雨が降りツぐイテ︑

おっしゃいました︒

此ノ頃一雨が降りツ寸イテ︑

表デ遊ブ日ガアリマセン︒

五504

五504

カラカサニ降ル雨が四方へ流

表デ遊ブ日ガアリマセン︒

レオチルヤウニ︑水ハ低イ方へ低イ

く略V︑たけるも熊襲のかし 五507
らだけあって︑﹁︿略﹀︒申したいこ

ハジメハ綜スヂホドノ流デス

ガ︑ソレガダンくアツマツテ︑ミ

五513

方ヘト流レテ行キマス︒
︿略﹀︑みやこには強いお方

本流ガアリマス︒

ゾニオチル頃ニハ︑︿略﹀︒

五517

﹁︿略﹀︒日本武皇子と申し

たまへ︒﹂といって︑息がたえまし

上る頃には︑量のからだがす

此の人に年取つたおとうさん

此の人に年取つたおとうさん

すると酒のにほひがしますの

なめてみると︑酒のあちがい

たします︒

五544

がわいてるます︒

五543 ︿略﹀︑石の中から酒ににた物

と︑︿略﹀︒

で︑ふしぎに思って︑見まはします

五541

した︒

がありまして︑酒がすきでございま

五534

した︒

がありまして︑酒がすきでございま

五534

りました︒

昔美濃の國にまっしい人があ

み の

支流ガアリマス︒

五471

今日のお書頃はうち中︑目が

︿略﹀︑ちっともゆだんが出面

き通るやうになります︒
五476
ません︒

五477

まぶしには︑かさくといふ

まはるほどいそがしうございました︒

五482

まぶしには︑かさくといふ

音がしてゐますが︑これは舞が動く
からです︒

五483

五531

五517

米をつくのに︑上にもうす
上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

五464園

た︒

五455園

がおありになった︒

五453園

とがあります︒﹂といひました︒

五442囹

に待たせておいて︑學校へおよりに

此の時私どもの村へよく物費

ちよつと用があるから︒

なりました︒

五385園

五326 ︿略V︑りやうがはの歩道に人 五388

つつみをしょって來て︑﹁皆さん︑

に諮るおちいさんが︑紺のふろしき
遠足かね︒﹂といって通りました︒

通のたえることがありません︒

びへお立ちになった時︑お見送をし

八幡様の高い石だんを上りつ

まん

御神木ださうです︒私どもが

こづかひ

めました︒

さしわたしが八尺もあ 五468 昨日からうちの慧が上りはじ
る︒﹂と先生がおっしゃいました︒

五397園

六人で︑やっとかかへました︒

五396

木がありました︒

めた所に︑しめをはった大きな杉の

五395

五327 ある朝早く︑おとうさんがた
て表へ出て見ました ︒
はいたつ

五333 書あれほどにぎやかな通に︑
新聞配達と四五人の人のすがたが見
えるだけでした︒

五338店・客間・居間・勝手など︑
これで間敷が七つもあるとは︑どう
しても思はれませんでした︒

ました︒

五403

た︒

五404

んな大よろこびで飲みました︒
ゑ ま

先生が七三にかけてある糟馬
んぼの小道へ出て︑三時ごろ學校へ

のお話をして下さいましてから︑た

五406

のどがかわいてみたので︑み

さんが変ゆを持って來て下さいまし

︿略﹀︑さっきの學校の小使

五343 せまい中庭から︑屋根の上に 五398 ︿略﹀︒﹂と先生がおっしゃい

ていりう

頭を出してみるひよう松は︑葉がほ
こりだらけでした︒

あります︒

五346 時計屋の前に電車の停留場が
五355 遠足のしたくをして學校へ行
くと︑もう級のものが大分來てるて︑
先生もお出でになってゐました︒

五358 平尾山のすそへ行くと︑わら
びやぜんまいが︑すっかり葉になつ

が一が
308

五555囹 これは親孝行のほうびに︑
神々がさづけられたにちがひない︒

五563 日本の國には︑景色のよい所
がたくさんあります が ︑ ︿ 略 V ︒

五566 松島は大小二三百の島が︑海
上三四里の間にちらばってみて︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

村ざかひの峠へ上りますと︑

おとうさん︑町があんなに

もう町が目の下に見えます︒

五634

五635園
近く見えてみて︑まだ一里半もある
のですか︒

五638圏あのたんぼの中に︑ちよつ
とした森があるだらう︒

あれは神明様の森だが︑あ

あれは製綜工場で︑女工が

れまでが半道で︑あれから町まで一

五642圏
里ある︒

りのよい松がしげってゐます︒

五568

五581 其の洲の白い砂の上に︑青い
五651圏

かけて行きます︒

五655園あ︑町の方へ馬車が二だい

四百人も綜を取ってみる︒

松が一面に立ってるて︑長い橋のや
うに見えます︒

しか

五584 宮島はまはりが七里もある島
で︑︿略﹀︒

五665園︿略﹀︑此の村にはよく水が

此の村にはよく水がありますね︒

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五585 ︿略V︑島の山には鹿がたくさ 五664園うちの方では︑田に水がな
いつ く し ま

んすんでゐます︒

ます︒

五587 島の東北に嚴島神社があり
ありますね︒

五667圏

よく氣がついた︒

後にして︑たいそうきれいに見えま

五588 朱ぬりの社殿が山のみどりを

五668園此の村には︑向ふの杉山の

せうね︒

五677圏

用水池には大きな鯉が志ま

所から水を引くからだ︒

すそに︑大きな用水池があって︑其

す︒

五593ことにしほのみちた時は︑社
くわいらう

殿や廻廊が海の中に 浮 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

にじ

五597 社前の海に︑日本一の大鳥居
があります︒

空のゑぎぬへ一筆

ある︒

しやうや

もっとお前に聞かせて置きたい話が

五602圃 あれく︑虹が立ってるる︒ 五68！圏 鯉も居るが︑それよりも︑
︿略﹀︑

五606圃 だれがかけたか︑虹の橋︒
五614圃

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑村

のことをいろくと考へたすゑ︑ど

五691

五622圏 だれが渡るか︑虹の橋︒

うかして村のあれ地を田地にして︑

だれがかいたか︑虹の橋︒

五623圏 あれく︑虹がきえて行く︒

米がとれるやうにしたいものだと思

に︑

五627圃 だれがけすのか︑虹の橋︒

つた︒

五692

︿略﹀︑どうかして村のあれ地

を田地にして︑米がとれるやうにし
田地にするには︑水がいるが︑

たいものだと思った︒

五694

田地にするには︑水がいるが︑

引いて來る川がない︒

五694

土手は長さが三百間︑高さが

引いて來る川がない︒

五715

六間半︑幅は一番上で三間といふ大
きなもくろみであった︒

土手は長さが三百間︑高さが
六境半︑幅は一番上で三間といふ大

五715

きなもくろみであった︒

﹁そんな大きな池がいるだ
らうか︒﹂と言って︑首をひねる者

五718園

翌年の春︑大雨がふりつゴい

もあったといふが︑︿略﹀︒

五725

て︑せっかくつき上げた土手が︑半
分ほどもくつれてしまった︒
︿略﹀︑せっかくつき上げた土

五728圏

工夫がたりない︒

もくろみが悪い︒

手が︑半分ほどもくつれてしまった︒

五726

五731圏

すると︑﹁︿略V︒﹂などと言ふ
者が出て來て︑︿略﹀︒

五734

︿略﹀︑其の年のつゆに︑又±

手がくつれて︑池のたまり水が村の

五738

︿略V︑池のたまり水が村の中

中へおし出した︒

五741

其の賃銭をみんな庄屋が自分

へおし出した︒

五746

一冬ごして︑春には池の水が

のふところがら出した︒

五757

そこで一年ましに田がふえた

一ぽいになった︒

五761

が︑︿略﹀︒

長い間の苦螢が病氣のもとで

池が出來上った年の冬︑死んでしま

五762 ︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

つた︒

五763

親のほねをりが子の時になつ

あの白壁造の±藏のある家が

あったといふことだ︒

それだ︒

五777

五778

︿略﹀︑あの家にはよい事が

てあらはれたのであらう︑︿略﹀︒

ひ
土手の此の記念碑に︑今話し

つgいて︑身代は前よりもよくなつ

五782

た︒

五784

此の山の杉も庄屋が先に立つ

た事がくはしく書いてある︒

五785

今年のひでりにも︑此の用水

て植ゑたのださうだ︒

五79！

まん

あべのむねたふ

八幡太郎義家が或日安倍宗任

よし

池にはあんなに水がたまってみる︒

をつれて廣い野原を通りますと︑

五794

︿略V︒

た︒

きつね
五795 ︿略﹀︑狐が一匹とんで出まし

かけよって見て︑宗任が

﹁︿略﹀︑狐は死んで居ります︒﹂と言

五804

ふと︑︿略V︒

五807 ︿略V︑義家が﹁︿略﹀︒ほって
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が
が

置け︑今に生きかへる︒﹂と言ひま
した︒

五813 さて宗任がかりまたをぬき取
つ て ︑ 義 家 に か へ しますと︑︿略﹀︒

の尾のやうにわれた︑たいそうする

五818 かりまたは︑矢じりがつばめ

﹁︿略﹀︒もし宗任に悪い心

どい矢で︑︿略﹀︒

五824園

はひやくしたといひます︒

があったら︒﹂と︑義家の家來ども

五832團 おとうさんにうかゴひます
と︑叔母さんの町に大水が出たさう
です︒

心ぽいして︑︿略﹀︒

五847囲 大水が出なければよいがと

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

五868囲

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

かぼか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

五871国

たふれて︑中からうすやたらひがぽ
かぼか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

五874団其のうちに︑どうやら水が

雨が降っても︑風が吹いても︑

二階にもつきさうになったので︑
︿略﹀︒

五896
夜でも︑書でも︑此所に立通しに立
つてゐますが︑︿略﹀︒

雨が降っても︑風が吹いても︑

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

五896

つてゐますが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

る人の外は︑私のからだにさはる者

五901

がありません︒

︿略﹀︑急に川水の音がこう

くと聞えて來て︑間もなく火の見

五854囲
で半しようをうち出しました︒

いったのはこれだな︒﹂とひとりご

五857困 其の時表で水だくとさけ 五904 時々︿略﹀︑﹁うん︑郵便函と
ぶこゑがしましたので︑二階のまど

しゃしん

葉書には︑大ていちよっとし

︿略﹀︑私は氣がもめてたまり

と立話でもはじめると︑︿略﹀︒

五927
ません︒

五932

︿略﹀︑封書には︑いろくこ

た用事が書いてありますが︑︿略﹀︒

五934

おめでたい事やたのしさうな

み入った事が書いてあります︒

五935

事が書いてありますと︑私もうれし
︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

いと思ひますが︑︿略﹀︒

五937

事が書いてありますと︑もらひ泣き
いっか湿そう雨のふるばんに︑

をいたします︒

五941

年取つたおちいさんが︑遠方に居る
むすこの所へ出した封書や︑︿略﹀︒

︿略﹀︑かっけで足をはらして

みる書生さんが︑お友だちへ出した

五943

︿略﹀︑私もはらわたがちぎれ

葉書には︑︿略﹀︒

五944

それにはどんな事が書いて

るやうに思ひました︒

﹁それにはどんな事が書いて

五956團

ちりがつもって山となり︑

かも知れませんが︑︿略﹀︒

あったか︒﹂といふおたつねが出る

五946

あったか︒

私のやくめは︑︿略V︑皆様が 五945園

とを言って行く者があります︒

ざっし

たまには雑誌や窟眞がはいる
私の口にはいる物は︑はがき

しっくがよって海となる︒

日ガサシテヰマス︒

叔父サンノウチニモ︑ブダウ

ソレ寒心黒ミノアルムラサキ

棚ガゴザイマス︒

五965

五966

ウチノブダウトハ種ガチガフ

色ノ實ガナツテヰマス︒

ブダウニハ︑マダイロくノ

ノダサウデス︒

五967

五97一

二人の者が山の中を通ると︑

種類ガアルトイヒマス︒

二人の者が山の中を通ると︑

熊が出て來ました︒

くま

五977

くま

五977

一人はもうにげる間がないの

熊が出て來ました︒

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

五981

熊が激て︑からだ中かぎまは

てるました︒

五985

此の時︑木に上ってみた者が

しましたが︑︿略﹀︒

五988

下りて來て︑﹁どんなにこはかった

らう︒︿略﹀︒﹂

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

五992園熊が君の耳の所へ口を持つ

赤れんぐわの三階造で︑間口

が百八十四間もあります︒

五柵6

まん中が帝室用になってゐます︒

五㎜7二って右が入口︑左が出口で︑

まん中が帝室用になってゐます︒

五㎜8向って右が入口︑左が出口で︑

まん中が帝室用になってゐます︒

五㎜8向って右が入口︑左が出口で︑

な待合室があって︑︿略﹀︒

五961庭サキノブダウ画配︑今︑夕 山巡5 階下の入口には︑左右に大き

しっくがよって海となる︒

それも品と目方によって切手 五957圏 ちりがつもって山となり︑
其のあつめに断る頃に︑急ぎ
の封書を入れに來る者が︑途中で人

五926

の償がちがひます︒

五922

の外はきっと切手がはってあります︒

五921

こともあります︒

五914

にあづかってみて︑︿略﹀︒

私のロへお入れになる郵便物を大切

五905

か ら の ぞ い て 見 ま すと︑︿略﹀︒

五861囲︿略﹀︑水が表の通をさっと
洗ひました︒

五863国叔父さんは大へんだ土手が
切れたといって︑すぐ屋根へ出まし
た︒

五864國たちまち水が二尺になり︑
三尺になり︑五尺にもなりました︒

五867團 うら手で助けてくれ助けて
くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑
︿略﹀︑どうするこ と も 出 來 ま せ ん で
した︒

が
が
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人つつの人が乗降りします︒

五醜2 此の停車場から︑毎日七八千
五七3 汽車の嚢着時刻が近づくと︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑自動車・馬車・人力車

がいくだいとなく︑入口・出口によ

五槌4

つて來ます︒

六14圏 新田が大へんよく出來まし
た︒

六16 朝飯の時こんな話が出ました︒

六17 今日はうちの者がみんなたん
ぼへ稻こきに行きました︒

あって︑四番目が富士山だ︒

六75園 外國には︑新高山より︑も
つと高い山がありますか︒

六78園 しかし三郎︑高い山がかな

︿略﹀︑金物屋ノ店デ︑ヤクワ

或晩人ガネシヅマツテカラ︑

らず名高い山だとはかぎらない︒

六92
︿略﹀︒

六93
ントテツビンガ︑ジマン話ヲシ合ヒ

先ヅヤクワンが言ヒマスニハ︑

マシタ︒

六94
﹁︿略﹀︒﹂

其ノ時津ビンハ﹁私タチノ

二三日降りつゴいた雨がから
僕がぐみをたべてみる間に︑

にいさんが言

︿略﹀︑﹁あ＼︑それは紅茸だ︒

毒だよ︒︿略﹀︒﹂と︑

六156

木びきの力藏さんがうたをう

ひました︒

六166

たひながら︑大きなのこぎりで板を
ひいてゐました︒

何の木か︑おがくつが大そう
にいさんが﹁今日は︒﹂と言

よくにほってゐました︒

六168
六171

つて︑﹁此の近くに︑しめちの出る
所はありませんか︒﹂とたつねます
と︑︿略﹀︒

す︒
き

風がひゆうつとうなって來る

冬時の海には︑よくこんなこ
︿略﹀︑﹁これが五日もつゴ
ひばしだ︒﹂と言ふれふしの

こんな時には︑﹁︿略V︒﹂と言

そ

爾方からおしよせて︑ちんの
不意を討たれた平家方は︑上
を下への大さわぎ︑︿略﹀︑人の馬に

六246

間がわっか三町ばかりになりました︒

六234

けました︒

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

六226

木曽義仲が都へせめ上ると聞

ふれふしのこゑが︑其所此所にしま

六207

こゑが︑其所此所にします︒

くと︑

六206園

とがあります︒

六204

頭を地に着けさうにします︒

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

六195

ちが列を作って出てゐました︒

六122園其ノ外︑︿略﹀小サイ物カ 六184 ︿略﹀︑それでも︑小さなしめ
ラ︑︿略﹀大キナ物マデ︑皆鐵ガナ

六21 おちいさんが庭にほしてある
もみをかへしていらっしゃると︑

︿略﹀︑皆鐵ガナケレバ造ル

ケレバ造ルコトが出來マセン︒

六148

りとはれたので︑︿略﹀︒

六142

リサビデス︒

時々青イ物ヲ出シマス︒アレガヤハ

六136園脇目人国使ハレテヰテモ︑

デシタ︒

︿略﹀︒﹂ト言ツテ︑中々マケマセン

サビルノハ人が使ハナイカラデス︒

六132園

コトが出監マセン︒

六123囹

︿略﹀

六22 ︿略V︑卵買が撃て︑卵を七つ
買って行きました︒

六24 今どこのうちへ行って見ても︑
俵の山が出來てるます︒

六28 昨日までに二山出來て︑もう
三つ目の山が出差か＼つてゐます︒

六37 私がたんぼへお湯を持って行
つ て く る と ︑ ︿ 略 V︒

六38 ︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を
のばして︑﹁もうお書かな︒﹂とおつ
しゃいました︒

にいさんは初茸を五六本取ったやう

六43 土間でこぼれもみを拾ってゐ
たにはとりが︑俵の山へ上ってとき

僕が紅色のきれいなきのこを

でした︒

︿略﹀︒

取って︑にいさんに見せましたら︑

六151

を作りました︒

六56園皇湾ではめったに雪が降ら
な い さ う だ が ︑ ︿ 略﹀︒

六64園 いや︑二番も三番も皇湾に

は自分が乗り︑自分の馬には人が乗

り︑︿略﹀︒

自分の馬には人が乗り︑︿略﹀︒

六247 ︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑

︿略﹀︑平家方はにげ場がなく

て︑後のくりから谷へ︑なだれをう

六252

親が落ちれば其の子も落ち︑

つて落ちました︒

六254

親が落ちれば其の子も落ち︑

弟が落ちれば兄も落ち︑︿略﹀︒

弟が落ちれば兄も落ち︑︿略﹀︒

六254

六257 ︿略﹀︑ずるぶん深いくりから

庭の菊も白い花びらに赤みが

屋根の上に霜がまつ白だ︒

谷が︑平家の人馬で埋まりました︒

六264

うめもどきの實がいつもより

さして來た︑霜にあたったからだら

六265

う︒

六267

とロリ

目立って見える︒

六275大きな虎が山おくで︑﹁︿略﹀︒﹂

どうも分らないのは︑あの

とひとりごとを言ひました︒

弱い人間がわれわれの仲間を生けど

六276園

其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも

りにすることだ︒

六282

虎が見まはしましたが︑だれ

のがありました︒

六282

なるほど︑ごまつぶ程の蟻が

も居ません︒

六286

一匹虎を見上げてゐます︒

にするには︑いく人かで力を合はせ

六292園人間があなた方を生けどり
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が一が

るではありませんか ︒

か︑敷かぎりもない蟻がまつ黒にな

六305 さあ大へん︑何千匹か何萬匹
つて︑出て來ました︒

六317 其所此所ニニハトリノコエガ
聞エタ︒

ア ツ テ ︑ 車 夫 ガ ﹁ ︿略﹀︒﹂ト言ツタ︒

六323 橋ノタモトニ人力車ガーダイ
︿略﹀︑車夫ガ﹁ダンナ︑マヰ

リ マ セ ウ ︒ ﹂ ト 言 ツタ︒

六323

ルヤウニナツタ︒

六326 東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ

ゴ

フク

六326 東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ
ルヤウニナツタ︒

マメ

ますと︑義纏は笑って︑﹁︿略﹀︒

︿略﹀︑義纒は笑って︑﹁い

やく︑弓が惜しかったのではない︒

六375園

六382園︿略﹀︑此の弱い弓を取られ
て︑﹃これが義経の弓だ︒﹄などと言

義纏に此の名を惜しむ心があ

はれては︑源氏の名折れになるから
だ︒

六385
つたので︑何時の戦にも勝つたので

國では初雪が降ったさうだ

ございませう︒

ね︒

六388囲

しちよう

六403導く略V︑兵には歩・騎・砲・
工・輻重の五種があって︑︿略﹀︒

六446

朝︑雷が目をさまして見ると︑

ダンく上流ニサカノボツテ︑

月と日が居りません︒

六463

時ニハ藩中が出ル程ノ淺イ所マデ上

キレイナ水ガサうく流レテ︑

ツテ來ル︒

六466

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑
︿略﹀︒

キレイナ水ガサうく流レテ︑

サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑

六467

︿略﹀︒

六474

イヤウニ︑シバラク其ノアタリ逆理
ヲシテヰテ︑︿略V︒

舎のあり場所もちがふので︑めった

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上
︿略﹀︑﹁之ヲ鮭ノ里蹄トデモ

言ツタラヨカラウ︒﹂ト叔父サンガ

六484

言ハレタ︒

どの町村からも︑歩兵が一

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

月と日と雷が同じ宿屋にとま
りました︒

六445

す︒

出し︑右足が沈まない中に左足を出

六441園左足が沈まない中に右足を

す︒

出し︑右足が沈まない中に左足を出

六441園左足が沈まない中に右足を

の兵が出てみる︒

みなもとのよりとも

つるがをか

まんぐう

ひめ

ひめ

舞姫をあ

こまってみる所へ︑御殿に仕

た者がありました︒

六515

へてみる萬じゅがよからうと申し出

奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑

た者がありました︒

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

六523

一番二番三番と︑十二番の舞

まりました︒

六524

かはるも道理︑これには深い

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

六547

頼朝が木曽義仲をせめようと

き そ

わけがあったのでございます︒

六548

てっかの

︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎

した頃︑︿略V︒

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

みつもり

六551

義仲からは折りかへし返事が

が︑︿略V︒

あって︑︿略﹀︒

六554

光盛の娘は其の後︑寺主頼朝

をねらひましたが︑少しもすきがあ

六558

頼朝は其の刀に見おぼえがあ

りません︒

つたのでございます︒

六563

ん︒

唐糸には其の時十二になる娘

つても︑母の名をいふ者がありませ

六587 ︿略﹀︑十日たっても二十日た

六568 これが萬じゅの姫で︑︿略V︒

がありました︒

六567

造って︑それに入れました︒

來ぬといふ事になって︑石のらうを

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞 六564 さあ︑此の女にはゆだんが出

みなもとのよりとも

源頼朝が

めました︒

六513

用がありません︒

人まではありましたが︑あとの一人

つめました︒十二人いるうち︑十一

︿略﹀︑

を奉納する事になって︑舞姫をあっ

ほうなふ

六508

ダ︒

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

カラフト

六417国其の代り輻重兵の外は各種 六486 鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

村からは私一人だ︒

六415国

に一しょになることはない︒

六332少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ 六412團 ︿略﹀︑兵種がちがふと︑丘ハ 六481 四五年モタツト︑大キクナツ
テン

ガ表ヲハイテヰタ︒

フ

ニ

六333 自著車が後カラ來テ︑カケヌ
トウ

ケテ行ツタ︒

ンが小路ノオクニ年三テ來テ︑町ハ

コウヂ

六334 豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ
ダンくニギヤカニナツテ來タ︒
六337 停車場近クニナルト︑急二人
通が多クナツタ︒
ラス戸ニカガヤイタ︒

六343 朝日ガパツト西ガハノ家ノガ
六346 停車場デキツプヲ買ツテヰル

よしっね

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク
カケテ來タ︒

六348 屋島の合職に︑義纏が小わき
にはさんでみた弓を海へ落しました︒

こまってみる所へ︑御殿に仕
へてみる萬じゅがよからうと申し出

朝︑雷が目をさまして見ると︑ 六514
月と日が居りません︒

陸へ上った時︑家門が﹁︿略﹀︑ 六446

御命には代へられませぬ︒﹂と申し

六367

が一が
312

六667

其のとなり村の青年たちが見

かねて︑方々へ義指金をつのりに出

六592 或日のこと︑萬じゅが御殿の
うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

或物持の所へ行くと︑下男が

た︒

ラシヤヤフランネルトチガ

ネエサンが今ヌツテヰル此

ナ物ガアリマスカ︒

六758囹
ノ帯ハ︒

六763闘

ツテ︑縣が細イカラ︑氣ガツカナイ

六671
まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

︿略﹀︑下仕の女が來て︑﹁あ

な が め て 居 り ま す と︑︿略﹀︒

の門の中へ︑はいってはなりませ
ノデス︒

六594

ぬ ︒ ﹂ と 申 し ま し た︒

主人がひどくしかってみた︒

ラシヤヤフランネルトチガ

ツテ︑縣が細イカラ︑氣ガツカナイ

︿略﹀︑下男がまだ使へる小縄 六764園
ノデス︒

六672
を捨てたと言って︑主人がひどくし

六597園 あの中には石のらうがあっ
かつてみた︒

二三日ひどく寒かったので︑

て︑唐糸様がおしこめられて居られ

毛綜デオツタ物ニハ︑ドン

上った︒

まるで大きな島が出來たやう

いよくおしよせたが︑敵の
其の後も攻めよせる者がたえ

全く上下の者が心を一にして︑

此のまこころが神のおぼしめ
︿略V︑

一夜大暴風雨がおこつ

象つかひが乗ってみて︑口上

象が大きな桶を鼻で頭の上へ

六876

︿略﹀︑象つかひがぬっと桶の

象の鼻は手の用をなすもので︑

中で立上った︒

自分たち程の子どもが出て來

實に力がある︒

六878

六882

自分たち程の子どもが出て來

て︑象の前足にだきついて見せた︒

て︑象の前足にだきついて見せた︒

六883

象つかひが﹁此の太い足で︑

子どもの手がやっと合ってみた︒

六884

何だか地ひゴきでもするやう

長い鼻をぶらくさせて歩き出した︒

どさりくと歩きます︒﹂といふと︑

六887

︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

な氣がした︒

下へねころんだ︒

六897

此の時︑﹁大きなお守さん

だ︒﹂と誰かがいったので︑ みんな

六904

︿略﹀︑みんなが一度にふき出

が一度にふき出した︒

六904

楠木正成が守った千早城は︑

くすのきまさしげ

した︒

︿略﹀︒

六907

楠木正成が守った千早城は︑
そう

くすのきまさしげ

六908

︿略﹀︑まはりが一里にも足らず︑絡

ぜい

こんな山城一つ︑何程の事が

勢わっか千人ばかり︒

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

六914

ると︑︿略V︒

ると︑︿略V︒

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

象がそれを下して來て地に置 六915 こんな山城一つ︑何程の事が
くと︑象つかひがぬっと桶の中で立

六875

まき上げると︑︿略﹀︒

六873

ごばんの上へ乗らせたりした︒

をのべては︑らっぱを吹かせたり︑

六868

て︑海はわきかへった︒

六848

しにかなったのであらう︑︿略﹀︒

六847

至難にあたったのである︒

六845

ぞいたが︑︿略﹀︒

ないので︑敵は一先づ沖の方へしり

六835

船は高くて上ることが出來ない︒

六826

なものである︒

六814

湖の氷が大へんあつくなった︒

あんな小言を言ふ程だから︑ 六774

賀茂川には橋がたくさんかけ
川の西は水のすぐそばから︑

川にそって電車が出ます︒

六722東の方は此の橋のたもとから︑

す︒

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六721

てあります︒

六711

此の義掲が出歯たのだらう︒

六687園

ます︒

六597園 あの中には石のらうがあっ
て︑唐糸様がおしこめられて居られ
ます︒

︿略﹀︑松の一むら立ってるる

中に︑石のらうがありました︒

六612

と び ら に 手 を か け ますと︑︿略﹀︒

六614 講じゆがかけよって︑らうの
六637 二人がたがひに取りついて︑
うれし泣きに泣いた 時 に は ︑ ︿ 略 V ︒

此の電車道から東山のすそへ

かけて︑やはり人家がこみ合って立

六724

ってゐますが︑︿略V︒

六651 町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二
大キナ磁石ライタでイタ︒鐵ヲ引ク

ぢゆう
︿略﹀︑青い松の問に︑五重

又三條の大橋から川上を見る
︿略﹀︑其のさきにやさしい姿

賀茂川は水が多くないので︑
︿略﹀︑其の代りに水がいたつ

六752圏

てぎれいで︑染物にむいてゐます︒

六736

船は通りませんが︑︿略﹀︒

六735

の山がかすんで見えます︒

六734

と︑川原が遠く北につゴいて︑︿略﹀︒

六732

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

たふ

六725

カが強イ︒

六652 昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ
フチニ置イテ︑手工ヲシテヰ汐時︑
︿略﹀︒

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六653 ︿略V︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ
シテ拾ヒバジメタ︒

六66一 サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ
テ︑上ゲテ見ルト︑果シテ磁石ノサ
キニ釘ガタクサンツイテヰタ︒

六666 町村に大火事があって︑一村
ほとんど丸やけになった︒

313
が
が

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

二階

うちの畠にあった

あの學校がたった時︑
︿略﹀︑

死んだあの子が掘取って︑

それが今では三校の

﹁︿略﹀︒﹂

われらが住む世界は︑其の

拝して︑まことにおそれ多い氣がし
た︒

七12図

形まるくして︑球の如し︒

二・
四列になりて

一年生を先頭に︑

三・四・五・六年が

七47図心

︿略V︒

不意に白い鳥がもやの中から

もやが水の上をこめてみる︒

舟が岸をはなれた︒

歩く時︑

七94

川口近くになると︑潮干狩の．

はすつすと進んで︑たちまち海へ出

時々は手ごたへがして大きな

もしろいやうにあさりが出た︒

七122

時々は手ごたへがして大きな

蛤が出た︒

幽い水たまりを歩くと足のう

蛤が出た︒

七122

七124

潮がすっかり落ちて︑海はを

らがぬるりとした︒

日は暖で︑風はなし︑むされ

かのやうになった︒

七132

七142

妹やお松は何があったのか︑

るやうな氣がする︒

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七145

妹とお松のざるには︑やどか

珍しかったのは︑丸山君のざ

ことであった︒

るに︑たつのおとしごが一つあった

七153

りがたくさんみた︒

七151

ので︑みんな舟にもどった︒

七101潮がずんく下がるので︑舟 七147 其のうちに潮がさしはじめた

舟がいくそうもよって診た︒

七99

とび立つた︒

わたしの植ゑた落葉松が 七96

﹁︿略V︒﹂と︑おかあさんが誰

かにおっしゃってみる時︑︿略﹀︒

六欄8

あんなに高くなりました︒

六998圃園

學校の前でふりかへり︑

六996圏あの子がいくさに行く時に︑ 七94

のまどにと窟いてる︒

六994圏

かついで行って植ゑたのだ︒

のを

六988圃

︿略V︒

六924 先づ谷川のほとりに三千人の 六986圃
ないやうにした︒

六927 城中には十分水の用意がして
あった︒

六931 番兵がゆだんをしてみると︑
城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ
て引上げた︒

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六932 番兵がゆだんをしてみると︑
て引上げた︒

六936 賊が之を聞いて︑くやしがつ
て攻めよせると︑︿略﹀︒

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

にいさんが﹁我は海の子﹂を
にいさんが﹁我は海の子﹂を

だんく潮が引いて︑もう其 七154 潮がだんだんさして來て︑何

︿略V︑何時の間にか洲が見え

時の間にか洲が見えなくなった︒

なくなった︒

︿略﹀︑もう其所此所に洲が見 七155

七178

くQ

しやうの強いもので︑一度種

︿略﹀︑一度種が地に落ちれば︑

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

七177

に参りました︒

ていただいて︑うち中の者が潮干狩

七162団昨日おかあさんにるすをし

船頭が﹁皆さん︑そろくお 七156 船頭がさををぬいた︒
船頭がさををつき立てて︑そ
皆さん︑これが目じるしだ

小さい熊手で砂をかくと︑お

僕が一番先に海へ下りた︒
くまで

七121

七115

よ︒

七114園

れに舟をつないだ︒

七111

したくだ︒﹂と言ったので︑︿略＞Q

七106

え出した︒

七105

所此所に洲が見え出した︒

七105

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

七104

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

七103

た︒

︿略V︑﹁義一さん︑それはお

しやうぶ湯を立ててうち中の

こんなことを思ひ出して垣根

︿略﹀︑何となく心持がかは

棟にはかつを木がならべて

一そうありがたくかんじた︒

︿略﹀︑棟の爾はしには千木

あり︑棟の両はしには千木が置いて

六鵬5團

つて︑

六鵬1團

を出してゐました︒

の方へ行くと︑しゃくやくが赤い芽

六裡7

者がはいった︒

六七5

さんの聲がしました︒

節供に使ふのですよ︒﹂といふねえ

せつく

六梱8

た︒

六947園丁は﹁それ︑敵が出た︒一 六棚3 池のはたへ行って見ると︑し
騎も齢すな︒﹂とお し よ せ た ︒

六951 賊が四方から之を目がけてお
しょせると︑︿略﹀︒

六961 廣さが一年五尺︑長さが二十
丈︑其の上を賊が我先に渡った︒

六962 廣さが一丈五尺︑長さが二十
丈︑其の上を賊が我先に渡った︒

六962 廣さが一丈五尺︑長さが二十
丈︑其の上を賊が我先に渡った︒

六972 賊が千早城一つを持冠してゐ
ると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

六973
ともにつかれた︒

ある︒
らまつ

六描8囲

か

向って右の落葉松は︑ わたしの子

六字3團何のかざりもない御神殿を

が置いてある︒

六984二村の學校のげんくわんの
どもが植ゑたので︑ 其の子はとう
に職死した︒

一が
が

314

年年其所で花がさく ︒

七182 色が美しい上に︑姿がやさし
いので︑︿略﹀︒

七182 色が美しい上に︑姿がやさし
いので︑︿略﹀︒
ごくらくじ

うございます︒﹂と い ふ 使 の 後 か ら ︑

七185園 ﹁極樂寺坂の味方があやふ

︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁大喜も討死されまし
︿略﹀︑北の山手には木戸を立

た︒﹂といふ使が來たが︑︿略﹀︒

七188
七194
てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七195 又南の海上にはひしひしと軍
船を浮べて︑岸には大木がきりたふ
してあります︒

七197 鎌倉へは海陸ともに攻めこむ

其の松の下に石できざんだ地

藏様が立っていらっしゃる︒

七235
其の松の下に石できざんだ地
れんぐわ

目ぬきの所には三階建・四

此の頃は其の葉の美しいさかりです︒

道の間に並木が植ゑてありますが︑

七364国

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

七241
藏様が立っていらっしやる︒︿略﹀︑

第一第二第三と三つならん

すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ

七386團船から陸あげした荷物は︑

横づけにすることが出逢ます︒

でるて︑たくさんな大船を一どきに

七383困

べて立ってるるので︑︿略V︒

傘茸の四五間さきに︑小さな

何時もお花が上ってみる︒

七243
茶屋にはおばあさんが一人ぼ

茶屋が︻軒ある︒

七244
此のおばあさんにむすこが一

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

ンへでも北京へでも送ることが出來

七247

ます︒

かす
輸出品は豆粕が第一で︑輸

人あるのださうだがずっと前から南

す︒

かす

入品は綿布が一番多いといふことで

七389團

アメリカへ行ってみるといふことだ︒

茶屋から；二町行った所の右

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな

七253
塚がある︒

つか

ばとうくわんぜおん

走ることがはやくて︑乗用と
又力が強いので︑荷物をつけ

通は賢くて平で︑歩道と車

す︒

七395国

七422

かんぱん

すると甲板の上で節事を上げ

か

ひ

たけだ

すると︑又鐵砲を上げたのが

た者がある︒

七426

しなの

越後の上杉謙信と甲斐の武田

けんしん

かすかに見えた︒

ゑちご

七434

ある時謙信が山の手に陣を取

信玄が︑たびたび信濃の川中島で戦

しんげん

つた︒

つてみると︑信玄は兵を二手に分け

七436

七449

ぐんばいうちはでふせいだが︑

信玄は刀をぬくひまがない︒

て︑はさみうちにしようとした︒

七451

川中島で前後五回戦つたが︑

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

七457

︿略﹀︑信玄から謙信へ︑

まだ勝負がつかなかった︒

﹁戦をはじめてから十二年︑今に勝

七461圏

よって明日たがひに勇士を

負がきまらない︒︿略﹀︒﹂と申しこ

んだ︒

一人つつ出して組討をさせ︑勝つた

七463園

方のものが川中島を取ることにして

はくぎよく

く略V︑私ども中型の二年生

が修學旅行に行って︑白玉山上の

あんまひころく

翌日武田方からは安間彦六と

り︑大の馬に打乗って︑上杉方の陣

いふ大の男が︑物の旦ハ見事に着かざ

七466

は︒

︿略﹀︑又我が忠勇の士が血

上杉方からは小さな馬に乗つ

へ向つた︒

た︒

七479

彦六が與五左衛門を組みふせ

﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしや

軍人をのせた御用船が今しも 七469

︿略V︑﹁ごめんなさい︒
分けて︑前へ出るおばあさんがある︒

く︒﹂といひく︑見送人をおし

七415

港を出ようとした其の時︑︿略﹀︒

七412

て肥りました︒

を流して取った二百三高地にも上つ

七399国

地にも上って薫りました︒

表忠塔をあふぎ︑又︿略﹀二百三高

七398困

くて︑快晴の日が多いやうです︒

︿略﹀︑氣候も思ったよりよ

入品は綿布が一番多いといふことで

七254 塚の前に馬頭観世音とほっ 七39！困 輸出品は豆粕が第一で︑輸
ばとうくわんぜおん

た石が立ってるて︑︿略V︒

た石が立ってるて︑其の前に時時新

七255 塚の前に馬頭観世音とほっ

すきがありません︒

させますと︑濱風が之をあふり立て

これは馬がけがをしないやう
これは馬がけがをしないやう
走ることがはやくて︑乗用と

七361囲

耕作に使ったりする︒

たり︑荷車をひかせたり︑田や畠の

七263

してはこれにまさる動物がない︒

七263

してはこれにまさる動物がない︒

七262

に︑馬方が上げるのださうだ︒

七256

に︑馬方が上げるのださうだ︒

七255

しい馬のくつが上ってみる︒

七223 此の時義貞が方々へ火をかけ
たからたまりません ︒

させますと︑書風が之をあふり立て

七224 此の時義貞が方々へ火をかけ
たからたまりません ︒

七229 村の西にくぬぎ林がある︒

七231 それを通りぬけて四五町上る
と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

七232 みきが二か＼へもあって︑枝
が傘をひろげたやうに出てみるので︑
︿略﹀︒

七232 ︿略V︑枝が傘をひろげたやう
に出てみるので︑村の人は之を画塾
と呼んでみる︒

315
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七481 武田方が之を見て︑聲をあげ
て喜ぶと︑︿略V︒

七488園此の時信玄は之を止めて︑
﹁鬼神の如き彦六が︑あれ程の小兵

は︑日光が波にうつって︑水の色が

みるのを見ることがあります︒

七572園又きりがか＼つたり︑大雪

しょうとつ

こんな時には︑悪くすると

が降ったりして︑︿略﹀︒

す︒

七583圏一

︿略﹀︑いくらきりが深くて

又夜はいくら暗くても︑星
又海岸には所々に燈下があ
りますから︑それを見ると︑あれは

七591園

が出てみれば︑︿略﹀︒

七587圏

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七585囹

進みますから︑︿略﹀︒

ふ物があって︑それで方角をとって

一たい船にはらしんぎとい

したりするやうなまちがひが蔓忍ま

二瀬へ乗上げたり︑外の船に衝突

︿略﹀︑日光が波にうつって︑ 七576園

金色になりますし︑︿略﹀︒

七546囹

︿略﹀︑月夜には波が銀色に

水の色が金色になりますし︑︿略﹀︒

七547園

光って︑其の美しいことは何ともい

に討たれたは味方の 不 運 ︒ ︿ 略 V ︒ ﹂

といったので︑めでたく中なほりが
︿略﹀︑其の美しいことは何

みるのを見ることがあります︒

七551懸鼻には鯨が高く潮を吹いて

ともいひやうがありません︒

七549園

ひやうがありません︒

私ノ近所．二年ヨリノカヂ屋ガ

︿略﹀︑めでたく中なほりが出

出來た︒

七492
來た︒

七494
アリマシタ︒

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ

七495 セイが高ク︑目ガスルドクテ︑ 七552囹時には鯨が高く潮を吹いて

ガ︑︿略﹀︒

何萬とも知れないいるかが︑

およぎして行くのを見ることもあり

何所だといふことが分ります︒

はね上ってはおよぎ︑はね上っては

七554園

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ
ます︒

七495 セイが高ク︑目ガスルドクテ︑

ガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

さておしまひに一ついって
ちよつと渡船に乗ってさへ︑

連日の雨で︑川といふ川には
︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ

た一人の男が︑人夫と渡賃を高いや

すいと言ってあらそってゐましたが︑

せう︑着物をぬいで頭にのせ︑一人

相談は出撃ないものと見きったので

で川へはいって行きました︒

七649 かの人夫は︑︿略﹀︑先程渡賃

さいふ

をあらそった所へ行って見ますと︑

かは

取上げると大そうおもくて︑

革の財布が落ちてゐました︒

これはあの人が落して行った

中には小判がどっさりはいってゐま

こばん

七651

した︒

にちがひないが︑︿略﹀︒

七652

此のあぶない川を一人でこしたほど

七653 ︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

もし此の大金がなかったら︑

の人である︒

氣がちがって死ぬやうな事になるか

七655

もし此の大金がなかったら︑

も知れぬ︒

氣がちがって死ぬやうな事になるか

七655

も知れぬ︒

右手につゑをついて︑かけ下りて來

七662 ︿略V︑上から片はだぬいで︑

る者があります︒

七676園 ﹁革の財布で︒﹂﹁中には︒﹂

小判が百五十両はいって居

﹁小判が百五十両はいって居ります︒

︿略﹀︒﹂

ります︒︿略﹀︒外にまだ手紙が七八

七679囹

本︒

七641此の時見すばらしいなりをし 七684 ︿略﹀︑目からはなみだがひつ

︿略﹀︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七633

大ぜいの人々が口々に人夫を

る︒﹂といふことになりますと︑

七626園

水があふれました︒

七621

こはがる者があります︒

七605囹

置きたい事があります︒

七601園

は何所だといふことが分ります︒

又ある時にはとび魚が甲板 七592園 ︿略﹀︑それを見ると︑あれ
外陰の港に着くと︑見なれ
見るもの聞くものが︑絡べ

て皆珍しいのであります︒

七563園

ない形の家が並んで立ってるます︒

七558園

の上へとび上ることもあります︒

七499 トンテンカント︑毎朝暗イウ 七556圏
チカラ︑弟子ヲ相手二打ツツチノ音
ガ聞エマシタ︒

七511 何時力私ノウチノツルベノ金
タガガコハレタ時︑ツクロヒヲタノ
ンダラ︑︿略V︒

急に暴風雨が來ると︑山の
やうな波が立って︑船は今にも沈む

七568園

行ツテヰタ若イムスコガ︑今デ本号

七517 其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二
ノ後ヲツイデ︑朝カラ晩マデ︑相引

急に暴風雨が濁ると︑山の

長きりがか＼つたり︑大雪
なることもあります︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七572園

かと思ふやうになります︒

やうな波が立って︑船は今にも沈む

七568園

かと思ふやうになります︒

ハラズ︑トンテンカン︑トンテンカ
ント︑働イテヰマス︒

ふのは︑長さが六十間程もある汽船

七535圏私の乗ってみる太平丸とい
で︑︿略﹀︒

七545園 けれども日の出や日の入に

が
が
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きりなしにこぼれてゐます︒

七694園 いよくない時には︑川の

かお禮を受けてくれといひますと︑

七835

七823

陸ノ獣二耳順モノ日雇︑ラツ

海ニハ又獣類ガスンデヰル︒

年無珠貝トイフモノガアル︒

七889

七884園

こまってゐますと︑﹁では水

敵が追っかけて來ます︒

動物

海ノ中

マリーが大急ぎでコップに水

鯨バカラダが甚ダ大キイ︒

いすの上にあったおばあさんのづき

あまり急ぎましたので︑水が

七839

ブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・アマ

おい娘︑兵士が一人來たら

すると兵士のおばあさんが︑

何だか少しむし暑いやうだが︑

それが︑朝飯がすむと間もな

それが︑朝飯がすむと間もな

﹁どうかひどい風にならなけ

ればよいが︒﹂と︑おちいさんが言

七941

とに心配するのださうだ︒

くから︑厄日といって︑農家ではこ

七937 ︿略﹀︑此の日はよく大風が吹

おっしゃった︒

七934 ﹁︿略﹀︒﹂と︑又おとうさんが

又おとうさんがおっしゃった︒

七933園 ﹁︿略V︒風が出て來た︒﹂と︑

く︑稻の葉がさわくし出した︒

七931

く︑稻の葉がさわくし出した︒

七931

もなく︑稻の葉がさわくし出したQ

れてるた︒それが︑朝飯がすむと間

空には雲もなくて︑まことによく晴

七931

﹁はい︑よいお天氣でございます︒﹂

七918

う︒

七912園

兵がはいって來ました︒

此の時どやくと四五人の敵

んにこぼれました︒

七892

を汲んで來ました︒

七889

した︒

を︸ぽい下さい︒﹂と兵士が言ひま

七837

きのした

︿略﹀︒

ざうり

幽一二秀吉がまだ木下藤吉郎と

お だ

とよとみひでよし

七762

かくごをして來たのでございますQ

コ︒ヲツトセイ・アザラシナドガア

中へとびこんで死んでしまはうと︑

リ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑魚二似タモノニハ︑イ

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

いとぐちである︒

海ノ生物

ノリ

ノリ・アヲノリ・モヅクナドガアリ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

ノリヤツノマタガアリ︑︿略﹀︒

七858︿略﹀︑糊ニスルモノニハ︑フ
七861

あわたゴしくかけこんで來た

海藻ハ花が咲カナイ︒

七909

陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ
︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ

生エテヰル︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七852

一番大キイガ︑︿略﹀︒

七842

ルカや鯨ガアル︒

七838

た時のことである︒

いつも藤吉

毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰

或大雪の朝︑信長はいつもよ

これが御奉公だと思ひます

れば︑少しも寒くはございません︒

七783園

ぶと︑やはり藤吉郎が出て來た︒

り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼

七771

郎が眞先に出て來た︒

か居るか︒﹂と呼ぶと︑

七767

それがあなたのやうな正直なお方に
拾はれて︑財布をいた〜かせてもら
ひましたが︑︿略﹀︒

七704囹あなたから一文でももらふ
氣があるくらみなら︑此所まで持つ
︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

て來はしません︒

七712圏

金をあづかって︑此の財布に入れて
來たのでございます ︒

んなが國へおやりになる金ですが︑

七794

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ

此ノ他海藻ニハマダタクサン

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二近イ所

七862

リガアル︒

︿略﹀︑タヒ・アナゴ・ハモナ

ドノヤウニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ

ナ種類ガアツテ︑中ニハ肥料ニスル

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二

七882

者があります︒

七875

アリ︑︿略﹀︒

ニ分レテ︑枝ノ檬ニナツテヰルノモ

廣クテ長イノモアレバ︑全禮が細カ

七864

モノモアル︒

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ
︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

アハビハ岩ヲハナレテ動クコ
タラ決シテハナレナイ︒

トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ

七817

ソロヘテ泳グ様ハ︑マコトニ面白イ︒

七811

コ・イカナドガスンデヰル︒

七807

泳グモノガアリ︑︿略V︒

七803

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七801

生エテ居ル︒

ガスンデ居り︑又サマザマノ植物モ

ニハ魚や貝や其ノ外イロくノ動物

一

七715園小ぶくろの方は私どものだ 七787 これがそもく藤吉郎出世の 七856 先ヅタベルモノニハ︑コン
︿略V︒

七719囹 どうぞ之を受取って︑私の
︿略﹀︑あなたの氣はそれで

氣がすむやうにして下さい︒
七726園

すむかも知れませんが︑私の氣がす
みません︒

七729園 家には七十近い父と︑三十
になる妻と︑三つになる子どもがあ
るので︑︿略V︒

七734園 たとひ親子の者がうゑ死を
するやうなことがあ っ て も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

するやうなことがあ っ て も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七734園 たとひ親子の者がうゑ死を
七742 見れば年取つた父といふのが︑
うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ
て居りまして︑︿略﹀︒

七744 かの男がわけを話して︑どう
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﹁︿略﹀︑其の中に南の空が黄

っていらっしゃった が ︑ ︿ 略 V ︒

七942

色になって︑風がだんくはげしく
︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

なって來た︒

になって︑風がだんくはげしくな

七942

つて來た︒

七944 まして財田は大波が打つ︒

勤

七齪2 秀吉が之を聞いて︑﹁さて
く︑早く参った︒﹂と心の中で喜
びました︒

さうして清正のやせた姿︑日

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

七櫃5

お庭先の御門を守る者がご

涙ぐみました︒

七撹7囹
﹁︿略﹀︒某の手で固めませ

ざいません︒

間もなく石田三成が城に登つ

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂な

清正は上様へお目通がかな
何故にお目通がかなひませ
秀吉が之を聞いて︑幕の中か

︿略﹀︑清正は﹁あのせいの

といって︑︿略﹀︒

もと此の方には近い親類の

おん
十五字までが一音信だが︑

電報はなるべくみじかい方

おとうさん︑電報が來まし

者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

七草3園

た︒

七戸1園
七粗3圏
ミ
へ む
カよし

︿略﹀︒

七相7園

七擢図判りにくいと配達がてまどり
八12

林の中へはいると︑眞赤にな

秋は山が美しい︒

ます

八16

つたったが︑松の木にからまってを
り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑日華りのよい所には︑

つるうめもどきが美しい實をならべ

八17

きのこのむらがって出るのも︑

てるる︒

八31

しひの實が落ちて︑くぼたまりにこ

庭のすみで︑先程からちやら

ろがり合ふのも今である︒

八38

くとすゴの音が聞える︒
さな犬ころが二匹︑上になり下にな

八39しやうじを明けて見ると︑小

みるのに氣がついたと見えて︑︿略V︒

すると其のうちに︑僕の見て

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ

八43

りしてじゃれてみる︒

低いのが石田だ︒通してやれ︒﹂と

翌日諸大名が伏見城の大恥間

になってもまだ仲間げんくわのくせ
がぬけぬ︒

秀吉は感心して︑﹁それは
皆此の方がやりさうな事︒︿略﹀︒﹂

七研8園

僕がえんがはへ机を持出して︑
おさらひをはじめると︑︿略V︒

八49

頭をなでてやると︑︿略＞Q

七価4囹其の方は無分別者で︑大名

へっめました︒

七鵬1

いって︑三成を入れてやりました︒

七脳8園

ひましたので︑︿略﹀︒

ら︑﹁もうよい︒通してやれ︒﹂とい

七悩5

ぬ︒

七悩4囹

はぬはず︒

七脳2園

どと清正の家來どもが申します︒

二塁6

て参りました︒

七佃1

うなづきました︒

う︒﹂と清正がいひますと︑秀吉は

七949 仕合はせに午後は風が弱った︒ 七撹9

七962図男主の役場に三十年︑
めつ冨けし小使の 年のよりしがあ
はれさに︑人々物を出し合ひて︑
てうせん

屡なくらしにかへてやる︒
とよとみひでよし

七973 豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先
手の大將は加藤清正・小西行長の爾
人でした︒

さつもせず︑石田と中直りをしなけ

七984 ところが長盛がろくくあい
たいかふ

れば太閤の畏きげんは直るまいと申
しました︒

七991囹 たとひ数年の軍功がみとめ
られず︑此のま＼切腹を命ぜられて
も︑石田めとは中直りは致さぬ︒

︿略﹀︑誰一人清正を秀吉にと

下手なので︑︿略﹀︒

七995 正直者の清正は人づきあひが
七996

りなす者がなく︑とうく太閤のお
目通へ出ることを禁ぜられました︒

人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

七998 ところが或夜大地震が起って︑
聲は天地にひゴきました︒

七梱2 其所へ清正がかけつけました︒

八53

ふと︑垣根の外でちやらく

仲間がふえたので︑又一しき

とすゴの音が聞えた︒

八56

昔或氏神のお祭に︑競馬の

りじやれAロひをはじめた︒
くらべうま

八59

︿略﹀︑勝つた子どもを出した

神事といふ事があった︒

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

八63

或年選ばれた子どもの中に︑

村の頭になるといふ定めであった︒

八67

︿略﹀︑祭の當日には︑おびた

すぐれて上手なものが二人あった︒

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

八71

のりと

神主は先づ神前で祝詞を上げ

内へつめかけた︒

二業5

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

て︑それがすむと︑︿略﹀︒

八87

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

匹の馬は一さんにかけ出した︒

八87

信作が落ちたのにかまはず

さうしてそれが同時に決勝鮎

匹の馬は一さんにかけ出した︒

八92

へ着いた︒

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八114園

︿略﹀︒

相手の信作があの通りだか

ら︑いつれ又改めてやり直しをして

八118園

耕造さんのおかげで︑信作

あなた方の村が勝つたので

もらはなければなるまい︒

八124囹

す︒

の命が助かりました︒

八125園

が一が
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あなた方の村が五箇村の頭になって

八127園どうか今日から一年の間︑

とくがはいへやす

下さい︒
あ

ぺ

八134 徳川家康が幼時家來に負はれ
て︑安倍川原へ石合戦を見に行った︒

八138 家來があやしんで︑其のわけ
を た つ ね る と ︑ ﹁ ︿略V︒﹂といった︒

八144 間もなく合戦が当ると︑果し
て小勢の方が勝つた︒

八145 間もなく合戦が劣ると︑果し
て小勢の方が勝つた︒

よりのぶ
︿略﹀︑其の子頼宣は戦が始つ

八148 徳川家康が大阪城を攻めた時︑
︿略﹀︒

八149

ました︒

︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手 八246園

下へどうと落ちた︒

呉鳳は﹁それ程首がほしい

なら︑明日の書頃︑︿略﹀︑此所を通

八169
が届かうとした時︑ふみ外して軒下

る者の首を取れ︒﹂といひました︒

ひでたぼ

翌日蕃人どもが︑役所の近く
︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

或日豊を僥く男が太郎のうち
話をした︒

へ來て︑みうりのはたでいろくの

八297

つて見たことがない︒

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

八296

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

八254

に集ってゐますと︑︿略﹀︒

八251

へどうと落ちた︒

將軍秀忠が刀を取って出て見

﹁何しに此所へ参った︒﹂

ると︑長四郎であった︒

八172
八175園
﹁雀の子がほしくて参りました︒﹂

翌日になって︑將軍が又たつ
將軍はあとで︑三皇所に︑

ねたが︑始のやうに答へた︒

八184
八188園
﹁長四郎があの心で大きくなったら︑

く略V︑夏季ハコトニ増水シ

︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

八215図

此の時太郎が︑炭はどうして

テ︑濁流江南︑こナギリ︑河ロヨリ海

八298

たと聞いて︑先陣へかけつけたが︑

焼くのかときくと︑其の男はていね

りさん

い︒

︿略﹀︒

かまはさしわたしが一語ぐら
︿略V︑かた炭が出來上るので

炭に焼く木は︑主にならとく

炭に焼く木は︑主にならとく

男用にするものが多くありますが︑

八326

山野に生ずる草木の中には︑

ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ

八323

い︒

ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ

八323

ある︒

八319

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略﹀︒

八307

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略﹀︒

かまはさしわたしが一二ぐら

上百里ノ間︑海水コレガタメ野蒜シ

あ

ちやうど蕃人が︑其の前の年

四十齢年はいつの間にか過ぎ

八307

︿略﹀︒

ばんじん

墓湾の蕃人には︑お祭に人の

いに教へてくれた︒

︿略﹀︒

︿略﹀︒

八238

︿略﹀︒

に取った首が四十饒ありましたので︑

八233

ちやうど蕃人が︑其の前の年

に取った首が四十鯨ありましたので︑

八233

此の悪い風が早くから止みました︒

八225

︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

首を取って供へる風がありますが︑

八224

トイフ︒

まさつな

八152 くやし泣きに泣くと︑そばに
居た松平正綱が﹁殿はまだお若くて︑
︿略﹀︒﹂といってなぐさめると︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑ 頼 宣 は 顔 色 を か へ て ︑

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時が二度あ

八156園

るか︒﹂といった︒

八164 長四郎が十一歳の時のことで
ある︒

けて︑﹁長四郎︑雀の子を取って参

八165 竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

日が暮れて か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

れ︒﹂と命じた︒

八168

て︑もう供へる首がなくなりました︒

八238そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首

︿略﹀︑長四郎がそっと屋根づ

たひに行って︑もう少しで雀の巣へ

を取ることを許してくれといって出

八168

手が届かうとした時︑ふみ外して軒

昔朝鮮に一人の婦人があって︑

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

八335

晩神様にいのってゐました︒

望のものをさづけてやるといふ神様

八339 すると或夜ゆめの中に︑︿略﹀︑

のお告がありました︒

八344 ︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤

婦人は︑これは珍しい︑神様

な美しい實が一つなってゐました︒

がおさづけ下さったのはこれに違ひ

八345

間もなくそれから芽が出まし

ないと思って︑︿略﹀︒

たので︑婦人は之を我が子のやうに

八348

これが人蓼で︑此の婦人は長

育てました︒

八349

︿略V︑此の婦人は長生をしま

生をしましたが︑︿略﹀︒

したが︑一生の間仕合はせのよい事

八352

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑

がつゴいたと申します︒

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

八355

た︒

幾年かの後︑里子を返しても

らはうとすると︑先方はあつかった

八358

二人の女は︿略﹀︑爾方から

おぼえがないといって返しません︒

引合ひましたが︑子どもがいたがつ

八372

手を放した女が實母にきま

て︑わっと泣出しますと︑︿略﹀︒

呉服屋の手代が︑大きなふろ

八382囹

つた︒

八387

しきつつみを石地藏の前におろして
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休 み ま し た が ︑ ︿ 略V︒

きつつみがありません︒

八392 目をさまして見ると︑ふろし
八393 包の中には白木綿が五十反ば
かりはいってみたのでございます︒

八399園其の方の申す所では︑どう
やら其の地藏がうたがはしい︒

八405 下役の者が石地藏に荒縄を掛
けて︑車に積んで参ります︒

︿略﹀︑四五百人のものが︑そ

つしやる︒

八411園 地毛様が縄にか＼つていら
八414

ろくと車の後について︑思はず知
らず役所の門内へ入りこみました︒

八425 しばらくして︑其の中のおも
致しますと︑越前守は﹁︿略V︒﹂と

立つた者が出て︑いろくおわびを

︿略﹀︑とうとう罪人がわかり

命じました︒

ました︒

八438

八451團始は熱が高くて心配致しま
︿略﹀︑昨朝あたりから熱が

したが︑︿略V︒

八452團

下って︑食事も進むやうになりまし
たので︑やっと安心致しました︒
ワシ

釜の上に積んであるせいろうからは︑

にいさんが奥の間に︑餅を並

盛にゆげが上ってみた︒

八516
べる所をこしらへてみた︒
﹁お早う︒﹂といふと︑﹁よ

く目がさめたね︒︿略﹀︒﹂と︑にい

八521園

︿略﹀︑﹁よく目がさめたね︒

さんがいった︒
八523

今四時を打つたばかりだ︒﹂と︑に

つき上ると︑おばあさんが餅

いさんがいった︒

八524

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所
へ持っていらっしやった︒

二日目で小さなおそなへが幾

かさねか出來︑三日目からは︑のし

八529
餅が出島た︒

︿略﹀︑三日目からは︑のし餅

が出町た︒

八531

二かさね目のせいろうから︑
二かさね目のせいろうから︑

ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

八533
八534

其の時にいさんが﹁私にもつ

ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

八534

かせてみて下さい︒﹂といひ出すと︑
︿略﹀︒

八539園

︿略﹀︑おばあさんは﹁まあ︑

まだ︒﹂とおっしゃったが︑︿略﹀︒

八485 鷲ハタシカニ鳥類ノ王デアル︒ 八536 ︿略﹀︑おちいさんが﹁とても
︿略﹀︑強ミが全身二︑こチミチテヰル︒

クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ

ついてみるがよい︒﹂とおつしゃつ

八505 ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒

た︒

た︒

八542 いよくにいさんがっき出し

時デアル︒

八511 はね起きて見ると︑土間の大

八508 餅をつく音に目がさめた︒

八543
︿略﹀︒

始のうちは勢がよかったが︑
︿略﹀︑間もなく腰がふらつき

でも︑氣候がよくて︑其の上地味が

肥えてゐますから︑︿略﹀︒

八676困 ︿略﹀︑其の上地味が肥えて

ゐますから︑いろいろな農産物に富

八543

出して︑ふみしめてみる雨足が︑き

くだもの

ことに野菜や果物が有名で

えんとつ

此所は工業地で︑煙突の煙

で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ

八702團

す︒

八679国

んでゐます︒

︿略﹀︑間もなく腰がふらつき

ねをふり上げるたびに動いた︒
八544

出して︑ふみしめてみる繭足が︑き
ねをふり上げるたびに動いた︒

もあるから︑健康には害がなささう

おとうさんが﹁せいは高くて

です︒

八545

も︑まだだめだ︒﹂とおっしゃった

く略V︑健康には害がなささ

が︑︿略﹀︒

八703団
ガハ

八592図︿略﹀︑見物人ノ外ハ︑町ノ

か
地上の国道には勿論︑高架

忠道にも︑地下鐵道にも︑電車や汽

八725團

うです︒

ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

両側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如
キ者ナシ︒

車が終日終夜︑休なしに運遷してゐ

八593図

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

シカゴを立つ日に︑お前た

二人とも字が上手になった

コロンブスがアメリカを嚢見

一日祝賀會の席上で︑人々が

大洋を西へくと航海して︑

らだらうか︒

陸地に出あったのが︑それ程の手が

八759園

冷笑しました︒

れ程の手がらだらうか︒﹂といって

八757 ︿略﹀︑一人の男が﹁︿略V︑そ

功を祝しますと︑︿略﹀︒

かはるぐ立って︑コロンブスの成

八755

して飼った時︑︿略﹀︒

八752

のに驚きました︒

八741團

ちの年始状が着きました︒

八741囲

ます︒

︿略﹀︑弟子どもは﹁先生︑

ヒテ小屋根ノ上口カ・グル二二レリ︒
八643囹

りがきえました︒﹂と言ひしに︑

少しお待ち下さいませ︒今風であか

︿略﹀︒

サンフランシスコには︑日

本人がたくさんみて︑いろくな商

八656囲

費をしてゐます︒

おとうさんが着いた日は︑
せつく
ちやうど五月のお節供の日で︑︿略﹀︒

八658困

︿略﹀︑日本人の家には︑鯉

此の港には︑十五六年前に

のぼりが立ってるました︒

八661困

八663国

大地震があって︑町は大方こはれた
のですが︑︿略V︒

八674囲︿略﹀︑此の州は合衆國の中

が一が
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八779囹 明日にでもなって︑雪がは
れてからではいけませんか︒
明治天皇の御製に︑︿略﹀︒と

いふ御歌がある︒

八819

八821 水にはこれといふ形がない︒

八823 落ちる時の勢が加はると︑長
い間には︑思ひの外の事をする︒

八832 もと僕のうちに奉公してみた
信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ
から蹄って來た︒

一 に な る 女 の 子 が あるが︑︿略﹀︒

八834 信吉にはおとよといふ今年十
八839 母が﹁とよちゃんかね︒丈夫
でるるよ︒﹂といふと︑︿略﹀︒

先生︑どうして口がきけた

るやうになったのか︒

八891園
おとよ︑わしの言ってるこ

んでせう︑指であひつもしないのに︒

八896園
とがわかるか︒

かうして二三日たちますと︑

すには︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八代9

とが出來ず︑顔の色も青くなって來

︿略﹀︑手足はなえてしまって動くこ

て︑からだに全く力がなくなりまし

わしの聲が聞えるか︒
た︒

八896園

︿略﹀︑先生はにこくして︑ 八棚1 ︿略﹀︑からだに全く力がなく

此所では女の先生が︑生徒に
トクがハイヘヤス

三百年前徳川家康が諸大名

く略V︑僕が若し食物をこな

其の爲に新しい血が出來な

これは全く君等が自分で招
今になって始めて︑考違を
君上が若し僕に食物を送る
マッチはちょっとした物で︑
一包十箱が十銭ぐらゐで

それではマッチは︑どうして
誰が造るのであらう︒

八脳6

買はれる︒

債も安く︑

八極8

爲に働いたといふなら︑︿略﹀︒

八端7園

してみたことがお分りになるでせう︒

八撹7園

いたのであります︒

八撹5園

しむやうになったのです︒

くなって︑かへって君等は自分で苦

八醜3園

がどうして出來ませう︒

八棚9園︿略﹀︑からだを養ふ所の血

血がどうして出來ませう︒

さなかったなら︑からだを養ふ所の

八梱8園

つて︑︿略＞Q

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八血7囹食った物をこなして︑之を

なりました︒

八899園
﹁いや︑聲が聞えるのではありませ

信吉はまだ先生の言はれたこ

んQ︿略﹀︒﹂

八902
おとよ︑おとうさんが蹄つ

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

八904園

先生は﹁あなた︑此のお子

て來て︑うれしいか︒

八908園

が返事をしないのは︑あなたの口が
見えないからです︒︿略V︒﹂と言は

八845園 あちらでも︑あの子のこと
ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご
れた︒

︿略﹀︑あなたの口が見えな

おとよ︑おとうさんが鯖つ
︿略﹀︑平そうりこうだから︑

そつ
もう二年たって︑此の學校を卒業す

八965図

五十音の正音を教へてるられた︒

おん

八936

來るやうになる︒

る頃には︑りっぱに一人前の事が出

八928

て︑うれしいか︒

八915園

いからです︒

八909園

ざいました︒

八854 學校へ行って案内をこふと︑
︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

小使が出て來た︒
八861

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい
つて來られた︒

八873園 あ＼︑あなたが先生でいら
つしゃいますか︒

八874園 娘が大そうお世話様になり
ます︒

ふのでございますが︑何のいんぐわ

八877圏私は三年ぶりに此の子にあ

二命ジテ造ラシメタルモノニシテ︑

分業で造ると︑其の出來がよ

分をして働いてみる︒

いばかりでなく︑出來高がたいそう

八価8

多くて︑︿略V︒

て︑一人満々別々になって造るのと

八虐9 ︿略﹀︑出孤高がたいそう多く

は比べものにならない︒

分業で仕事をする時︑誰か一

人の手ぎはが悪いと︑全冊の出來ま

八鵬7

でも悪くなる︒

八研4團︿略﹀︑母が私に︑お友だち

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

お呼びするのは診てい近所

て上げようと申します︒

の人で︑あなたが知っていらっしや

八研7團

もし天氣がよかったら︑三

る方ばかりです︒

父が今年八十八になりまし

郎さんを連れて︑お書論にいらっし

八餌9国

やい︒

八色4国

乃木大將は幼少の時︑腱が弱

たので︑︿略﹀︒

おく
く︑其の上臆病であった︒

八柵7

︿略V︑自分の子がかう弱虫の

泣虫では︑第一藩主に啓しても申し

八川4

わけがない︑︿略﹀︒

泣虫では︑第一藩主に封しても申し

八白5 ︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

泉岳寺には名高い四十七士の

そこで玉出が四五歳の時から︑

わけがない︑︿略﹀︒

八用8

︿略﹀︒

︿略﹀︒

八㎎2

で︑ひさしぶりに蹄つた私に︑一口

八995或時︑口・耳・目・手・足等 八悩7 マッチの製造所へ行って見る
が申し合はせて︑胃に立っていひま

と︑職工が大勢居って︑それみ＼手

も口をきくことが出來ないのでござ
いませう︒

八886園 おとよ︑お前はものが言へ
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墓がある︒

八麗7 或年の冬︑大將が思はず﹁寒
い︒﹂といった︒

八佃6 大將が何か食物の中にきらひ
な 物 が あ る と 見 れ ば ︑︿略﹀︒

な 物 が あ る と 見 れ ば ︑︿略﹀︒

八佃7 筆耕が何か食物の中にきらひ
八畑9︿略﹀︑三度三度の食事に︑必
ず其のきらひな物ばかり出して︑大
將が馴れるまで︑うち中の者がそれ
︿略﹀︑大恥が馴れるまで︑う

ばかり食べるやうにした︒
八撫9

ち中の者がそればかり食べるやうに
した︒

大人の頭ぐらみの實がすゴなりにな
つてゐます︒

から

九57團實の中にはかたい殻があっ

から

て︑其の内がはに白い肉のやうなも
のがあります︒

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

九58國實の中にはかたい殻があっ
のがあります︒

まだ十分にじゅくしてみな

これがなかくうまいもの

い實は︑中にきれいな水があります︒

九62囲

九63國

で︑私たちもよく取って飲みます︒

これ等の植物が思ふま＼に

茂ってみる様子は實に見事です︒

九72団

九74囲殊に毎日のやうに降るには
か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗

八M2 其の爲︑大將には全く食物に
好ききらひといふものがないやうに

つて通り過ぎた後の︑︿略﹀︒

のです︒

此の間も十ぐらみの少女が

ク︒

九1510

中デモ面白イノハ︑或動物ノ

膿色ガマハリノ物ノ色二重テヰルコ
トデアル︒

シタガツテ敵ニオソバレル心

配モ少ク︑又コチラカラ敵ヲオソフ

九164

︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

ノニモ都合ガヨイノデアル︒
九172

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同
ジヤウナ色ニカハルモノモアル︒

北國二住ム野ウサギや高山ノ

二止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

ツテヰルヤウニ見エル︒

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

形ガウマク出面テヰルノハ︑印度二

九197

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

九203此ノ轟轟︿略V︑羽ヲ廣ゲテ

コレ等一大テイ他ノ動物ノ恐

ナカく見分ケガツカナイサウデア

ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑

ル︒

九208

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑之二近

九175

ヅカウトスルモノガナイカラ︑︿略﹀︒

ふる︒

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

病みつかれた六十ばかりの老

じのやぶれを︑秋風がはたはたとあ

九222 ︿略﹀︑たて切ってあるしやう

みる︒

六の少年に︑熱心に何か言聞かせて

人が︑ふとんの上に起直って︑十五

九217

フシギナ事ガアル︒

調べテミルト︑コノヤゥニイロく

九214

ヤウナモノデアル︒

アル蝶ノ富国ハ美シイ色ドリガアル

九212例ヘバ︿略﹀︑悪言や悪臭ノ

色ドリガアルヤウナモノデアル︒

悪味や悪臭ノアル蝶ノ羽虫ハ美シイ

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

九2010例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ膿

方ガカヘツテ安全ナノデアル︒

九209 ︿略﹀︑タヤスク見トメラレル

上鳥居ル雷鳥ハ︑︿略﹀︑冬ニナツテ
︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

雪が降りツモルト︑眞白ニナル︒
九177

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ
色ニカハルモノモアル︒

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ
ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

九185

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

リデナク︑︿略﹀︒

九187

艦ヲナ・メニツキ出スト︑形が桑ノ

ハ︑︿略﹀︑腔ノ後ノ端ヲ木ニツケテ︑

小枝二寸分違ハナイ︒

九188所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ
リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小
枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ
テワルトイフ意味デアラウ︒

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

アルガ︑︿略V︒

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑ 九192

イロく珍シイ事ガアルノ図面ガツ

又沖縄片笑スル木ノ葉蝶ハ︑
︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑ 九195

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159

ク︒

九159

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

九92囲

や海藻の間をぬって泳いで行く︒

九85囲 青・緑・紅・紫︑目のさめ
さんご
るやうに美しい魚の群が︑珊瑚の林

まが手に取るやうによく見えます︒

九83團

︿略﹀︑美しい海底のありさ

其の雨水がまた大切な飲料水となる

九78団水の乏しい此の島々では︑

なった︒

八撫4 大將が十歳の年︑音響の一家
は郷里へ蹄ることになった︒

八価4 郷里の家は六畳・三畳・二畳
の三間と︑二畳の板の間が一つだけ
の︑至ってせまい︑そまつな家であ
つた︒

八価8 此の父母の下に︑此の家に育
つた乃木大將が︑終生忠誠質素でお
し通して︑武人の手本と仰がれるや
うになったのは︑まことにいはれの
あることである﹀︒

九54團 鳥の羽に似た大きな葉が︑

︿略﹀︑其の葉の根本には︑

幹の上の方に集ってついてをり︑
︿略﹀︒

九56國

が
が
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九224圏

くわんあん

︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

國利民福の本は農業を盛にするにあ
るとお氣づきになって︑始めて農學
をお修めになり︑りっぱな書物もお
書きになった︒

九232圏 しかし此の農學といふ學問

りつばな學者を先生にして︑一心に

國へ蹄らずに︑すぐに江戸へ出て︑

さうして終に當代第一の農學

學問をはげむがよい︒

九288
の大家となって︑國家の爲に富源を

廣さが千敏百方里もある︑海

開議することが甚だ多かった︒

九294
のやうな湖から流れる大きな河が︑

は︑種々様々の事を︑高地と梅雨の
爾方から調べて行かねばならぬので︑
︿略﹀︒

廣さが千敷百方里もある︑海

一大絶壁をみなぎり落ちるのですか

のやうな湖から流れる大きな河が︑

九295

三代か㌦つても︑まだ全く手の着か
︿略﹀︑大隊一身一家の爲で

ない事が少くなかった︒
九261園
ら︑︿略﹀︒

一すぢに國の爲︑民の爲につ

くすといふお考は︑どなたも皆同し

物すごいひびきは萬雷の如く︑

大地もふるひ︑敷百歩はなれた所で

九299

なく︑

事で︑これが佐藤の家の學問の精神
である︒

も︑器に盛った水が波紋をゑがく程
です︒

くわく

九264園 わたしもく略V︑くはしく

計書を立てた事もあるが︑いろ

右にあるのがアメリカ瀧︑左
右にあるのがアメリカ瀧︑左

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百饒

カクノ如ク物二債アルハ︑

にいさん︑昨日でうちの田

おとうさんが

﹁今年ほど水の都合のよか

あの降りつゴいた雨のおか

一昨日海軍のにいさんが︑

休暇でお蹄りになったので︑︿略﹀︒

きうカ

九474團

ることが出直ました︒

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

九473囲

喜んでいらっしゃいます︒

つた事はない︒﹂と︑

九4610国

植がすっかりすみました︒

九468困

箏ヒテ高キ償ヲツク︒

馬が他人ノ手二渡ランコトヲ恐レテ︑

九454図 ︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九451図

︿略﹀︒

あたりの空氣までが何となく 九447図 ソレが如何ニマレニシテ︑
タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑

あせ

︿略﹀︑ふろしき包をしょった

ぼうっとして︑︿略﹀︒

九331
九332

せなかがじっとりと汗ばんで來る︒
︿略﹀︑急にかん高い音を立て

て︑美しい小鳥が二一二羽︑身がるに

九335

り す
すると木のうろから︑栗鼠が

枝移りした︒

九336

道がだんく上りになったと

一匹︑けろりとした顔を出したが︑
︿略﹀︒

九339

︿略﹀︑谷のこずゑこしに︑遠

見えて︑︿略﹀︒

九3310

空ははてもなくすんで︑所々

い湖がちらくと見えて來た︒
九341

︿略﹀︑そよくと吹く風につ

にちぎれ雲が飛んでみる︒

九345

れて︑若葉のにほひがひしくと身
にせまって來る︒

だひと合はせて︑植手が八人になつ

米が出來るのも︑委が取

れるのも︑︿略﹀︒

九483團園

めいに働く者が勝だ︒

九483囲園世の中は何でも︸生けん

いました︒

んと︑﹁︿略﹀︒﹂と話していらっしや

九482囲其の時おとうさんがにいさ

うをしました︒

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ

田植がすんだので︑昨夜は

の所まで行くと︑石井君のうちが見

九3410園此の坂を下りて︑あの清水九476国︿略﹀︑おとなりからの手つ

てエンミッヒ將軍の前に引出されし

九4710囲

て︑にぎやかでした︒

腹が大分すいて來た︒

えるはずだ︒

九352

ろと草の中にかくれて行く︒

の水たまりの所をうねって︑のろの

瀧の幅は︑アメリカ瀧が潮齢 九355 ︿略V︑大きな青大話が︑向ふ
しっとりとしめりを帯びた一

丈︑カナダ瀧が三百茶園︑︿略﹀︒

九306

丈︑カナダ瀧が三百饒丈︑︿略﹀︒

九306

にあるのがカナダ瀧で︑︿略V︒

九302

にあるのがカナダ瀧で︑︿略﹀︒

九302

くわく

くの差支があって︑愚行が出來ず
にしまった︒
てた事もあるが︑︿略﹀︑平行が出來

九264園 ︿略﹀︑くはしく計書を立
ずにしまった︒

九269園 此の四代の苦心の後を受け
て︑國家の爲に︑此の藁葺を大成す
るのがお前の役目だ︒

九2610園 十六のお前が︑旅費も乏し 九326

すちの道が︑足もとからうねくと

﹁やあ︑加藤君︑よく來てくれた

それをじっと見送ってみると︑

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

つゴいて︑やがて茂みの中にかくれ

九359

もあらう︑又つらい事もあるであら

ね︒﹂と︑聲をかけた者がある︒
りよ

てしまふ︒

ほ

うが︑︿略﹀︒

時︑︿略﹀︒

後日レマン將軍が捕虜とし
みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

九374図
を下に投げるのか︑︿略﹀︒

九329 かんくとこずゑをてらして

國 へ 蹄 ら ず に ︑ ︿ 略﹀︒

九273園 それにはわたしが死んでも
九275園 それにはわたしが死んでも
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が一が

くなる︒

九576

みる︒

それからだんく商費の手

僕は今日其のえらい社長さん

今日は天氣がよいので︑朝か
︿略﹀︑朝から変を打つ音が
後には変の束が山と積んであ
︿略﹀︑董の先についてみる穗

からざを

はせながら︑ぼたんばたんと殻竿で

九593

九593

ふり上げた棒の先が︑強い日

のぎが飛ぶ︑穂がはねる︒

のぎが飛ぶ︑穗がはねる︒

委を打ってるる︒

九594

光にきらりくと光る︒

九597赤いたすきを掛けた女たちが
︿略V︑へうきんな五平ちいさ

よい聲で歌をうたふと︑︿略﹀︒

九598

んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑
はせる︒

庭のすみにはほうせん花が眞
赤に咲いてみる︒

九605

鶏が萎のこぼれを食ひに來て
は︑追はれて逃げて行く︒

九605

︿略﹀︑今まで軍港のやみに包

起きて穿る︒

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

當直管校が元氣のよい聲で島田をか

九621

ける︒

九621 ︿略﹀︑皆無送電が元氣のよい

聲で號令をかけるQ

の静かさが忽ち破られ︑起床ラッパ

九624 ﹁総員起し︒﹂此の號令で︑朝

これから號令が雨のやうに下

は勇ましくひゴき︑︿略﹀︒

る︒

九629

にしたがって︑規律正しく活動する

九635 ︿略﹀︑千敷百人の乗員が號令

そこで五分間の貫けいがあっ

其の様は︑如何にも目ざましい︒

九6310

上甲板洗は水兵の受持で︑先

て︑上甲板洗となる︒

九643

づ﹁爾舷直︑整列︒﹂のラッパが一

間もなく當直將校から威勢の

よい號令がか＼る︒

九647

する︒

後甲板にはせ集って︑ずらりと整列

︿略V︑はだしのままの水兵が

まれてるた軍艦の壮大な姿が︑だん

︿略﹀︑其のそばには︑望遠

ばうゑん

艦橋には當直將校の姿が見え︑ 九644

きは高くひ〜き渡ると︑︿略﹀︒

九616

しょロつ

︿略﹀︑時鐘番兵がことく
と艦橋の下へ來て︑﹁総員起し五分
間もなく甲板士官や傳令員が

前︒﹂と當直車曳に報告する︒

九619

︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人

其の様は︑まるで雨後の蛙が

むらがり飛んでみるやうである︒

九656

並べて進んで行く︒

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九654

く流すと︑︿略V︒

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

と
舷門には︑銃を手にした番兵 九652 下士官が︑甲板の吐水口から

鏡を持つた信號兵が遠くを見張つ

きやう

九611

其のそばには︑︿略﹀︒

九6010

くにあらはれて護る︒

九609

束を廻して又た＼き︑穗が残 九608 東の空が明るくなると︑︿略﹀︒

あみ笠をかぶった父がふり向

げん

てるる︒

人の顔がやっと見分けられる

が近くを警戒してみる︒

何所からかにぎやかな歌が聞 九612

合って︑片足をふみ出し︑自門を合

やうになった頃︑︿略﹀︒

庭に敷きつめたむしろの上に︑ 九615

まぶしいやうな夏の日にかゴやいて

黄色い萎の穗が一面に賢げられて︑

九587

えて來る︒

九585

くと︑︿略V︒

九579

く高くなる︒

わら
︿略﹀︑前の等比の山が見る

つれて︑前の謬説の山が見るく高

わら

九575後の山がだんだん低くなるに

らず落ちてしまふと︑︿略﹀︒

九574

やうに飛散る︒

が︑敷いてあるむしろの上に面白い

九572

る︒

九569

方々で聞える︒

九566

ら妾を打つ音が方々で聞える︒

九566

くうれしい氣がしました︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

九562

程の財産が出來た︒

を廣げて︑六十五六の時にはもう齢

九484国園米が出來るのも︑妾が取 九556園
︿略﹀︑土といふありがた

れるのも︑︿略V︒

九485三園

いものが︑めいくの骨折に封して︑
御ほうびを下さるのだ︒

九486團園 うち中が丈夫で︑仲よく
かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

はならない︒それがすむとやがて夏

九4810團園 もう二番茶もつまなくて
ご

慧の上りだ︒

九492国囹 おとうさんは今朝も︑
が働くのだ︒﹂とおっしゃって︑大

﹁︿略V︒にいさんたちの分もわたし

そう認容です︒

九501 會社では︑野墓もある精米機
會社では︑︿略﹀︑四五人の若

械 が 電 力 で 勢 よ く 廻 り︑︿略﹀︒

九502

しやう

い人々がぬかだらけになって働いて
ゐました︒

九515園 主人の家が大きな醤油屋
だったので︑︿略V︒

九532園 いや︑これから先があの人
のほんたうにえらい所だ︒

いで︑﹁社長さんが銀行の頭取にな

九535園 おとうさんはすぐ言葉をつ
つてからちゃうど十 年 目 の 秋 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀︒﹂とお話しになりました︒

九536園 ︿略﹀︑いろくの手違から︑
銀行が破産しなければならぬ事にな
つた︒

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

九552園︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑ 九5810 ︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ

が一が
324

九657 甲板洗がすむと︑﹁総員顔洗
︿略V︑﹁総員顔向へ︒﹂﹁煙草

へ ︒ ﹂ ﹁ 煙 草 ぼ ん 出せ︒﹂の令が下る︒

九659
ぼ ん 出 せ ︒ ﹂ の 令 が下る︒

だ︒

けて來る︒
の

へ

ぢ

これこそ僕たちが︑

しゃつた︒

一週間も

前から︑毎日晶々待ってるた命令だ

九778

つたので︑︿略﹀︒

の馬が︑林のかげや沼のほとりを元

つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

ヤベルなどいろくの道具を出して

當番が農具小屋から︑鍬・シ

んくと照らしてみる︒
野邊地で始めて海が見えた︒

九785

九754

ましい︒

氣よくかけ廻ってみる様は︑實に勇

九752黒・白・茶色︑大小さまぐ 九783 枯れか＼つて一面に黄色にな

てるるのが見えたQ

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ

九688園昔は一面の荒野であったが︑ 九751 此の邊から野田地あたりまで
今は方々に町や村が出來てるる︒

目がさめると︑もう夜が明け

てるて︑汽車は果もなく固いてるる

九693
青田の中を走ってみた︒

其の中に上陸員が蹄押する︒

九6510 其所此所で︑﹁お早う﹂が言

目がさめると︑もう夜が明け
顔を洗って潤て︑ビスケット

來た︒

やはらかい黒い土がむくく

青々とした波の上に︑瀬々と

︿略V︑どれも皆︑絹のやうな

九795 ︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

がいってみる︒

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

九795

くと出て來た︒

九792 中からみづくしい白茶色の
玉が︑じゅずつなぎになってころ

盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒

九7810

九755

﹁海の向ふに遠く見えるの

白帆が浮んでみるのは︑︿略﹀︒

が下北半島だ︒﹂と︑叔父さんがお
﹁︿略﹀︒﹂と︑叔父さんがおつ

つしゃつた︒
九758

淺轟近くになると︑汽車が海

しゃつた︒

あの上に名高い金色堂があ

九759

とよんだのは其所のことで︑︿略﹀︒
こんじき

る︒

辮慶が立往生をしたと傳へ

岸を走るので︑陸奥湾の風光が手に

九796

となりでは︑董がくさって引

がいってみる︒

︿略V︑陸奥湾の風光が手に取 うすい皮がはち切れさうに︑よく實
つがる

遠くにはかすかに津輕半島が

となりでは︑董がくさって引

きぬけないのを︑︿略﹀︒

きぬけないのを︑星野君が阻隔よく

九797

ほって︑ほったいもを一つ一ってい

叔父さんが﹁︿略V︑そんなに

仕事を見ていらっしゃった︒

箱のそばへ來て︑面白さうに僕等の

九801 ︿略﹀︑校長先生と山田先生が︑

山田先生が︑箱のそばへ來て︑︿略﹀︒

ふと氣がつくと︑校長先生と

遠い所に來たやうな氣がしない

じゅ

生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

九801

ねいにならべて行く︒
︿略﹀︑かうたやすく來てみ
氣がしないね︒

ると︑そんなに遠い所に來たやうな

九771園

ね︒﹂とおっしゃった︒

九768

どもあって︑︿略V︒

横たはり︑近くには形のよい島々な

九761

るやうに見えた︒

九7510

られてるる衣川は︑すぐ此の先に
あれが北上川だ︒︿略﹀︒﹂

取るやうに見えた︒

九7210園

ある︒

ころも

九726園

べんけい

九719園

かすみと共に立ちしかど︑︿略﹀︒﹄

九704耳芝能因といふ人が︑﹃都をば︑ 九757園

のういん

した騨々のお話をうか〜つた︒

を食べながら︑私がゆめの中に通過

九701

てるて︑︿略﹀︒

九693

九6510

ひかはされる︒

には︑人の山が出馬て︑いろいろの

九662 火縄一本の煙草ぼんのまはり

︿略V︑いろいろの話が出る︒

話が出る︒

九663

九665 間もなく食事用意のラッパが
ひゴく︒

九669 午前八時になると︑艦尾の旗
竿に軍艦旗があげられる︒

九673 朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

風にひらめきながら︑しっくと上
つて行く様は︑︿略﹀︒

九679 ずる分こんでみたが︑みんな
がゆづり合ってくれたので︑二人と

︿略﹀︑此所まで來ると川幅が

と教へて下さった︒

汽車が盛岡を出て少し進むと︑

あれは岩手山だ︒南部富士

あのふもとに有名な小岩井

くゴると︑堅い原野がだんくに開

九749 ︿略﹀幾つかのトンネルを 九774 五時間目の授業がすむと︑先

農場があるのだ︒

九742園

が似てみるね︒

といはれるだけあって︑ちよつと形

九741園

︿略﹀︒

九737

かなりせまくなってみる︒

︿略V︑二人とも腰を掛けるこ 九735

も腰を掛けることが出超た︒
九6710
とが出來た︒

九681 汽車が進むにつれて︑關東平
野はだんく夜の景色にかはって︑
見なれた所も面白く感じた︒

九684 まだ日が暮れたばかりのやう
に思ったが︑もう八時半であった︒

九686 叔父さんが﹁此の邊が有名な
那須野が原だ︒︿略V︒﹂とおつしや
つた︒

九687園 此の邊が有名な那須野が原
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が

と

極星の位置を知らせてくれるのだ︒

いふ一群の星があって︑何時でも北

九807図圏石心工場と筆太に︑小 九873園 何かといふと︑北斗七星と
︿略﹀︒

屋根に上げし看板が 弱虫の人の目
につきて︑

︿略﹀︑向ふの杉林の上の所

に︑ひしゃくのやうな形になって︑

九876園

よく晴れて︑満天の星は寳石をちり

九餌10図 月はまだ出でざれども︑空
ばめたるが如し︒

昔カリストといふおかあさ

さんに聞いてごらん︒

九912園

く略V︑ジュノーといふ神様

んと︑アルカスといふ子供がありま
した︒

九914囹

ところがめぐみ深いジュピ

がそれをねたんで︑︿略﹀︒

九922園

お話が頂上のながめに移ると︑

はれない美しさです︒

九975

︿略﹀︑眼前には杓子岳や

いよくはずんで來て︑︿略﹀︒
しゃくしだけ

富岳がぬっとそびえ︑︿略﹀︒

やりがだけ

九985園

九987園 ︿略﹀︑遠くにはく略﹀︑い

つれおとらぬ高山が︑南から西へ連

富士山も︑晴れた日には︑

なって︑互に雄姿を競ってゐます︒
﹃あ㌧︑かはいさうだ︒︿略﹀﹄と︑

九991囹

に︑ひしゃくのやうな形になって︑

白雲の上にかすかに見える事がある

い︒

しい︒

向ふの畠には︑たうのいもが

黒みがかった紫色の董が見事

黒みがかった紫色の董が見事

て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

九㎜5

其の隣の畠にしやうがが︑根

に動かしてみる姿は︑誠に氣持がよ

に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風

九㎜4

に延びて︑︿略﹀︒

九㎜3

作ってある︒

九㎜2

てるる︒

やうな顔をして︑へそを日にさらし

置いたのが︑今日はもう熟しきった

此の前まだ少し早いと言って残して

九9910 ︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

りさうでしたが︑︿略﹀︒

面白いお話がまだたくさんあ

すぐに親子の者を天へ連れていって︑

所は春の國でせう︒

きれいにすんで︑向ふの天神山が近

いろいろの珍しい高山植物 九欄8 昨夜雨が降ったせみか︑空が
が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい

九968囹

九993

七つの星が並んでみるのが見えるだ

九876吝く略V︑向ふの杉林の上の所 ターといふ神様が︑それを見て︑

らう︒

七つの星が並んでみるのが見えるだ

九853囹 にいさん︑空にはあんなに
たくさん星が見えますが︑少しも動
かないのですか︒

九855園 しかし地球が廻るために︑

です︒

さうです︒

あれが北斗七星だ︒

にいさんのお友だちの岡田さ

にかくれてしまった︒

九927囹

おや︑北斗七星が半分杉林

大熊座と小熊座になさったのださう

九879園

︿略﹀︑今結んだ二つの星の

らう︒

九857囹 どの星かを見おぼえて置い
九883園

我々の目には動くやうに見える︒

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣
つて見えるから︒

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九935

んが旅行からお葬りになったと互い

かなり大きい星があるだらう︒

あれが今話した北極星だ︒

九859園 それでも航海をする人など
九883園

だ

が︑よく星を見て船の位置をはかる

ひ

て︑︿略﹀︒
だけ

︿略﹀︒

九951園

下山の時には︑木の枝など
る人があります︒

を権にして︑此の雪渓をすべって下

そり

九9510園

ないやうなことがあります︒

九954園︿略﹀︑時には一寸先も見え

て︑︿略﹀︒

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

雲や霧がわいたかと思へば

山だといふ事は知ってゐましたが︑

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

︿略﹀︑あの星を本にして︑

く略V︑もう一つ︑小さい北

九9310

九889園

︿略﹀︑道に迷った時などに

にいさんく︑あの北極星

もすぐ方角を知る事が出血る︒

九894園

上の所にあるのが北極星でせう︒

九891囹あ＼あの一番高い杉の眞

すぐに北極星を見つける事が出來る︒

といふではありませんか︒

九8510圏 星がそんなに位置の攣るも
のなら︑目當にならないでせう︒

九863園 いや︑何月何日の何時には︑

何所に何星が見えるといふ事が︑
︿略﹀︒

ね︒

九8910園

う︒

面白い昔話があるはずだから︑ねえ

九906園

小熊座と大熊座について︑

九8910園並び方が全く似てみるだら 九967園 雪渓が冬の世界ならば︑此

あ＼︑よく氣がついたね︒

斗七星のやうなものが出來てるます

九899園

がひしゃくの柄の先になって︑︿略﹀︒

九864園 いや︑何月何日の何時には︑ 九897圏
何所に何星が見えるといふ事が︑學
問 上 で は わ か っ て みるから︑︿略﹀︒

九866園それに︑たくさんの星の中
に一つだけ︑年中ほとんど位置の愛
︿略﹀︑まことに都合がよい

ら な い の が あ る か ら︑︿略﹀︒

のだ︒

九867囹

九872囹 それにはまた都合のよい事
がある︒

が一が
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く見える︒

きれいにすんで︑向ふの天神山が近

九柵8 昨夜雨が降ったせみか︑空が
く見える︒

九㎜9 昨夜雨が降ったせみか︑空が
きれいにすんで︑向ふの天神山が近
く見える︒
ば

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

九梛10

やがてもうくと上る白煙の
くわい

間から︑怪獣のやうな大砲と︑其

九鵬8

のまはりにむらがる人かげが見えて

ちやうど其の時︑敵の砲弾が

北風は︑主人の膿がくらの上
と︑たづなが急にゆるんで︑

或当節が軍艦高千穗の一水兵

候に付き︑何日頃がよろしく候や︑

︿略﹀︒

九悩5

ゐ
ふと通りか＼つた某大尉が之

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて

みた︒

を見て︑齢りにめ＼しいふるまひと

九M6

と︑言葉鋭くしかった︒

思って︑﹁こら︑どうした︒︿略﹀︒﹂

がこひしくなったか︒

九M8囹命が惜しくなったか︑妻子

九M8囹命が惜しくなったか︑妻子

大尉はそれを取って見ると︑

がこひしくなったか︒

次のやうな事が書いてあった︒

九佃2

寸描10履国園村の方々は︑︿略﹀︑

﹃一人の子が御國の爲いくさに出で

し事なれば︑定めて不自由なる事も

大空には︑午後の日が大砲の

さうして主人がこひしくなつ

北風は俄におちけがついた︒

りにて候︒

九佃2囲

総べて上官の命令を守って︑

わたしが悪かった︒

ことは︑艦中一同淺念に思ってみる︒

九佃1園豊島沖の海職に出なかった

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九佃7圏

候やうとの心願に候︒

そなたがあっばれなるてがらを立て

九帽5圧子

まん
八幡様に日参致し候も︑

出されて︑此の胸は張りさくるばか

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

九柵3懊国

下され候︒

あらん︒︿略V︒﹄と︑親切におほせ
︿略﹀︑地上には︑人馬の死が

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん
九鵬9

いがあちらにもこちらにも重り合つ
九佃10

てるる︒

九柵1

北風はもう一度あの勇ましい

て︑今來た方へ︸散にかけもどった︒

九柵8

ちやうど其の時︑はるか遠方

號令が聞きたいと思って︑︿略﹀︒

山川1

近き中に頂きに上りたく

中尉の顔には満足らしいゑみ

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

九川6

が浮んだ︒

九麗10國團

母は其の方々の顔を見る

よりとか＼り︑︿略V︒

亡骸7

中尉は後方にころげ落ちた︒

九佃1

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九鵬10

つと北風のたてがみをかすめた︒

九佃9 ちやうど其の時︑敵の砲弾が
へん
近くで破れつして︑其の破片がぴゆ

近くで破れつして︑︿略V︒

九佃8

見て︑︿略﹀︒

でるたが︑敵陣が間近になったのを

九佃4

掌る︒

る中尉が乗ってみてくれるので︑

利口な北風はすぐそれに氣が
やがてあたりの静かさを且つ
おい北風︑今日は大分手ご
北風は︑主人の手がかうして

北風は︑主人の手がかうして

中尉は始終先頭に立って進ん

︿略﹀︒

東の空がほんのりと白む頃︑

九佃10 しかしとうく恐しい日が來
た︒

︿略﹀︒

九悩1
月が西の空にうす白く残り︑

月が西の空にうす白く残り︑

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ

九地4

た︒

白いのは︑蕎変の花であらう︒

そ

九戸9 山のすその方があちらこちら
九重1 二百十日を無事に越した田に
九悩5

た︒

九悩7

九価6

つたから︑︿略﹀︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価6

たへがあるぞ︒

九国3園

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

九悩9

ついた︒

九悩8

通りでない︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

中尉の固く結んだ口もと︑す

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ

は稻の穂先がもう大分重みを見せて
みる︒

九棚4 たんぼの中程を流れてみる小
川は︑いつもより水が多い︒

九梱4 蛙がぼかんくと飛込んでは
すうつと泳いで行く︒

三川7 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や
どぢやうを取るのであらう︒

九梱9 空には赤とんぼが幾つともな
く飛んでみる︒

九棚10 うちの方をふりかへると︑井
戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ
てるるのが目につく︒
︿略﹀︑井戸端の柿の木に柿が

すゴなりになってみるのが目につく︒

九鯉1

くびすぢにさはるのが何より好きだ
つたから︑︿略﹀︒

馬はく略V︑乗手のあひつが

はう

谷︻つへだてた向ふの岡に︑
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

九観1

下るのを待ちかまへてみた︒

碧 潭 職 孚 が 七 つ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ 九燗3

黒馬で︑︿略V︒

九湿6 北風はたけが五尺二寸もある
九櫃10

九欄5 やがて﹁進め﹂の號令がか＼
ると︑たゴ愉快にたゴ一生けんめい
にかけ出す︒
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しかしこれも仕方がない︒

九m5園此のわけをよくおかあさん
に言ってあげて︑安心なさるやうに
するがよい︒

九佃10 道雄が今朝起キテミルト︑
︿略﹀︒

十87

此の水浴が腔にさはったもの

か︑王は俄にはげしい熱病にか＼つ
た︒

陣頭に立っては百萬の敵を物

とも思はぬ英雄も︑早梅は如何とも

十89

署師は皆︑投藥してもし萬一

することが出來ない︒

十91
の事があれば︑毒殺のうたがひを受

九伽1 道雄が今朝起キテミルト︑商
用デ四葉ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑

此の有様を見て︑フィリップ

けはしないかと恐れて︑︿略﹀︒

十94

夜汽車デ蹄ツタトコロデアツタ︒

といふ醤師が︑一命をなげうっても

九梱4園 シカシ今度ノ候補者ノ中二︑
實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ
王を助けようと決心した︒

︿略﹀︑王の日頃信頼してみる

パルメニオ將軍から︑王にあてた密

十910

室へ退いた後へ︑︿略﹀︒

十98 フィリップが藥を調合しに別

人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑
︿略﹀︒

九梱8園 ソンナエライ方ナラ︑オト

ウサンガワザくオ蹄リニナラナク
ツテモ大丈夫デセウ︒

︿略﹀︑此の頃墓参りのために

それぐ仕事の持場に向つた︒
十123

朝鮮から編ってをられる高橋さんが

かったが︑︿略﹀︒

所にすき間も無く子馬がつないであ

十181團私の行った時には︑もう其

りました︒

まだせりが始るのに間があ

まだせりが始るのに間があ

子馬には大てい飼主の一家

其のおかあさんらしい人が︑今日の

十195國中には︑君ぐらみの子供や︑

ゐます︒

族がついて來て︑親切に世話をして

十189国

來てるるのもたくさんにあります︒

十186囲中には︑言外がつきそって

つたが︑︿略﹀︒

るといふので︑馬つなぎ場を見て廻

十182国

るといふので︑︿略﹀︒

誰かが力石をころがして來て︑ 十182国

來られた︒

十129

高橋さんは︑︿略﹀︑﹁郷里

土をはらって高橋さんの爲に席を作
つた︒

十137園

の青年諸君がこんなにまじめになつ
て來たのは︑何よりうれしい事です︒
︿略﹀︒﹂

十144園皆さんの前に立つと︑其の
頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

十146圏私が今度婦って絶て︑はじ
めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︒

別れを惜しんで︑泣きながら豆やに

︿略﹀︑これがまじめに発行

んじんをやったり︑くびや背をなで

十148園

されてみるかどうかと︑少し氣にな

ちやうど此の頃︑此所の名

十214團

せり場の一方に高い毫があ

せり場の一方に高い塁があ

子馬が一頭つつ中央の野獣

さうして︑もうこれが最高

さうして︑もうこれが最高

︿略﹀︑取引が成立ちます︒

取引が成立ちます︒

費渡すといふあひつに手を打って︑

の直だと見ると︑掛の人が其の直で

十213困

の直だと見ると︑︿略V︒

十212團

に引出されると︑︿略﹀︒

十207團

つて︑其の上に掛の人が居る︒

十207困

つて︑其の上に掛の人が居る︒

十206困

たりしてみるのもあります︒

つたのでした︒

十152園私は此の村の青年諸君が︑

それにはフィリップが敵から

書が届いた︒

大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

かうして修養にも實行にも︑骨を折

十910

九槻5園當選スルシナイハ別ニシテ︑

としてみるといふ風説があるから︑

ト ハ ウ タ ガ ヒ ナ イ ガ︑︿略﹀︒

九捌10囹 イヤ︑其ノ人が當選スルコ

メイく自分ノ適當ト信ジテヰル人

︿略﹀︒

十172囲

︿略﹀︑やはり馬のそばを通

るのが危瞼なやうな氣がしてならな

十172團

氣がしてならなかったが馬︿略﹀︒

り馬のそばを通るのが開学なやうな

なれない私は︑︿略﹀︑やは

物の馬市が始ってみるといふので︑

十166困

く頭が進んで來ましたので︑︿略V︒

十154國

す︒

つてをられるのを︑うれしく思ひま
それにはフィリップが敵から

︿略﹀︒

十102

大金をもらふ約束で王を毒殺しよう
としてみるといふ風説があるから︑
やがて讃終ったフィリップが︑

用心するやうにと書いてあった︒
十1010

眞青な顔をして王を見上げると︑
︿略﹀︒

王は間もなく健康を回復して︑

総員三十二人が四組に分れて︑

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

十114
出來た︒

十118

朝鮮の青年も︑近頃はなか

二投票スルノガ︑ホンタウノ選墨ト
イフモノダ︒

九榴2 道雄ノ學校デハ︑此ノ問級長
ガ轄校シタノデ︑︿ 略 V ︒

︿略﹀︒

九旧4 道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑
十44図 はぎの御茶屋といふ名のあ
るも之がためなるべし︒
ル大王といふ王があった︒

十76 昔ヨーロッパにアレクサンド

出かけた時の事である︒

十81 其の大王が東方諸國の遠征に

が
が

328

來たものが︑急に見ず知らずの人の

十218團 二年の年月苦勢して育てて

︿略﹀ ︑ 飼 主 が 泣 い て 別 れ を

手に渡ってしまふの だ か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十21！0国

惜しむのも︑もっともな事です︒

十222困此の町では︑二歳駒の市が
十日間も酸いて︑︿略﹀︒

十223團︿略﹀︑其の間には千頭から
の士野望があり︑︿略﹀︒

十224團此の町では︑二歳駒の市が
らの士買買があり︑直心も一頭四千

十日間も績いて︑其の間には千頭か

圓・五千圓といふ高いのがあるさう
です︒

らばつて︑或は軍馬になり︑或は馬

十225囲 これ等の馬が日本全國に散
車馬になり︑或は耕馬になるのださ
うです︒

たちがあんなにかはいがってみたの

十228團私は今日此所に來て︑飼主
を見て︑︿略﹀︒

十235国︿略﹀︑店の看板にも馬がか
いてあるのがよく目につきました︒
いてあるのがよく目につきました︒

一そうの船が︑俄の嵐におそ

人で︑わびしく其の日を送って居た︒

十2410

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

十338上手にも水門があるので︑船
る︒

る︒

しかしパナマ運河の開通以來
︿略﹀︑兄は﹁うん︑これが

あたりは如何にも静かで︑た

力藏さんも︑﹁しかし天氣

ずいこくといふのこぎりの

向ふの山の頂に日の光が赤々

音が︑あたりの静かさを破る︒

十412

何虜からか︑ほがらかなひよ

とさして來た︒

十413

しばらくの誉めいくがこん

どりの聲が聞える︒

同時に猟銃の音が績けざまに

︿略V︑高いく青空を︑ひわ

ば

ふと見上げると︑庭の柿の木

彼は氣がくるった様にそこら

朝日のさわやかな光が︑木立

おとうさん︑今度役場の隣

うちに置くと︑火事にあっ

たり︑盗人に取られたりする危除が

十516園

にりっぱな建物が出來ましたね︒

十505園

をもれて窯場にさし込んだ︒

十489

いよく夜が明けた︒

をかけ廻った︒

十478

浴びて︑︿略V︒

には︑すゴなりになった實が夕日を

十447

地面が新しく開かれた︒

十441 ︿略﹀︑九時頃にはもう数坪の

言った︒

まってしまふのだ︒﹂と甚しさうに

う影写な蕎愛の花で︑此の地面が埋

そ

十436園 父は﹁︿略﹀︑翌年の秋はも

の一群が身輕さうに飛んで行く︒

十433

土嚢聞えた︒

十431

立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒
れふ

から︑けた＼ましい羽ばたきの音を

十4210 ︿略﹀︑奥向ふのくさむらの中

な風に働いてみると︑︿略﹀︒

と︑上手の水門が開いて︑船 十428

此の湖を横ぎると又水門があ

ガツン湖といって︑廣さが

運河は全長五十哩齢り︑凡そ
十時間前後で之を航することが出国

十361

造湖で︑︿略V︒

霞が浦の二倍以上もある大きな人

かすみ

十354

つて︑船はさらに↓段高くなる︒

十345

は次の箱の中へはいる︒

十3310

船は次第に高く浮上る︒

岩の上に残った船膿には︑十 十339 底の水道から水がわき出て︑

はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

十253
人許の船員がすがり附いて︑聲を限
りに救を求めたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

岩の附近は波がいよく荒れ

＋256夜がほのぐと明けた頃︑
十272
くるふ︒

北アメリカが南アメリカに績

く部分は︑︿略﹀︒

十309

北アメリカが南アメリカに績
けふ
く部分は︑パナマ地峡といって︑地

十311

形がきはめて細長くなってみる︒

聞える︒

十397圏

十411

言ふともなく言って︑︿略﹀︒

が渇いてよいあんばいだ︒﹂と誰に

十401國

といって︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒指の先がしびれるやうだ︒﹂

父は腰から鎌をぬきながら︑ 十488

まに散る落葉の音が︑かさりくと

十393

つて︑︿略﹀︒

四十日間の汗のたまものさ︒﹂とい

十3810囹

は︑此の不便が無くなり︑︿略V︒

十377

したのは︑︿略﹀︒

十312此の地峡に造った運河が︑世 十369 米墨が此の運河を造るに成功
パナマ地峡は一山に小山が起

界に名高いパナマ運河である︒

十314

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

パナマ地峡は一悪に小山が起

石が多い︒

十315

其の外にもいろくの理由が

伏してみる上に︑地層にはかたい岩
石が多い︒

此の湖へ里方の海から掘割が
しぼらく進むと水門があって︑

近づくと︑門の戸びらは左右
はしまる︒

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら

十337

行くてをさへぎつてみる︒

十336

通じてある︒

十326

あるので︑︿略﹀︒

十236圏 く略V︑店の看板にも馬がか 十316

十239團 別封の給葉書も止りに買つ
たのです︒市場の様子がよくわかる
から︑引合はせて見て下さい︒
ンといふ島がある︒

十244 英國の東海岸にロングストー

に︑年とった燈皇守が︑妻と娘と三

十246 其の一角にそびえてみる燈墓
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あるからね︒

此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

銀行の牧入になるのだ︒
十544

いろくの困難ををかして︑遠い虜

十517囹 さうで無くても︑齢分のお
金があると︑ついむだな事に使って
まで使者の役目を務めると聞いては︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑他の方法では全く通信

しまふ︒

十518囹 だから︑少しでも齢つたお
十544

になった︒

十552

︿略﹀︑無線電信などが爽明せ

おう
ところが︑先年の欧洲大戦で︑

られて以來︑自然輕んぜられるやう

十5410

が出來なくなった場合でも︑︿略V︒

金があったら必ず預金にして置くも
のだ︒

いふのと當座預金といふのがある︒

十522園 銀行の預金には定期預金と
十522園 當座の方は何時でも引出す
︿略﹀︑定期の方は︑預けた

ことが出來るが︑︿略﹀︒

やはり此のやさしい︑しかも勇まし
ゐ
い通信者の働の偉大な事が讃明せら

十524園

日から半年とか一年とかきまった期

それ故鳩の髄に手紙を附けて

れたので︑︿略﹀︒

る︒

︿略V︒

がら︑しかと方向を見定め︑矢のや

庭々にかういふ門があって︑出入口

南大門通から本町通・鍾

しよう

になってみたのださうです︒

此虜には天照大神をおまつ

いふ山があって︑公園になってゐま

十751団南大門の東南の方に南山と

番にぎやかな虜です︒

路通にかけての一帯が︑京城での一

ろ

十748囲

うに目的地へ向って飛んで行くのを
見たならば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑︿略V婦人立撃でて︑

﹁折あしく主人が留守でございます

十5910園

ので︒﹂とことわりぬ︒

十606圏世に榮えてみる人がながめ

す︒

旅僧が一夜の宿を頼むとお 十753囲

たら︑さぞ面白い事であらうが︒

十611園

りした京城神社があり︑又其の近く

ゑもん

僕はもう南山へ何度も重氏

市街の周園を取園んだ山々

︿略﹀︑それに松がまばらに

生えてみる︒

十758困

に生えてみる︒

は地はだが白く︑それに松がまばら

十758国

まるで給のやうに見えます︒

ましたが︑此虜からは京城の市街が

十756團

に朝鮮総督府があります︒

とく

りした京城神社があり︑又其の近く

十754圏

とく

ほせられて︑あなたのお編を待つ︐て

ざ

極重には天照大神をおまつ

に朝鮮総督府があります︒

此虜から十八町面面に︑山

いらっしゃいます︒

十617圏

ちやうど有合はせの粟の飯︑

本といふ宿場があります︒

十651園

召上るならと妻が申してをりますが︑

みうりの火は次第におとろ

いかゴでございませう︒

十657図

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ
すが如し︒

︿略﹀︒

いろく集めた事もありましたが︑

︿略V︑漁業者が沖から獲物の 十667囹私はもと鉢の木がすきで︑

多少や難船の有様を通知したり︑

十579

ルも飛ぶ力があるから︑︿略V︒

十5610

鳩は一分間に約一キロメート

放せば︑容易に通信が出來るのであ

十557

限が來ないと引出すことが出來ない︒

十524園 ︿略﹀一年とかきまった期
限が來ないと引出すことが出癖ない︒

十526園 それでは長座預金の方が便
利ですね︒

十527園 便利だが︑その代り利子が
安い︒

十528園定期の方には利子がずっと
多く附く︒

一族どもに所領を奪はれて︑此の通

もとは佐野三十二郷の領主︑それが

福宮の壮大な構がある︒

林を後にして右に昌徳宮︑左に景

しやうとく

佐野源左衛門常世と申して︑ 十761團北の方の山のすそには︑松
瞼におちいった時︑救を求めたり︑

十529園 だから當分筆ふ見込のない︑ 十5710 ︿略﹀︑登山者が路に迷って危 十683圏

︿略﹀︒

︿略﹀︑其の又手前には朝鮮

ホテル・朝鮮銀行・京城郵便局・天

十764團

主教會堂などのりっぱな洋館がそび

時頼は尚一同に向ひて︑

えてみる︒

すみきった空氣の中に煉瓦

出して見えるのは實にきれいです︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

十765国

﹁︿略﹀諸侍の中に︑訴訟ある者は申

此の門が南大門です︒

京城の市街は︑もと石で

た＼んだ高い城壁で企まれ︑その

十7310團

十738團

し出るがよい︒︿略﹀︒﹂

十726園

りの始末でございます︒

まとまったお金は定期預金にした方

︿略﹀︑登山者が路に迷って危

さい

殊に要塞が敵にかこまれて︑

あ＼︑あのかはい﹂鳩が︑
︿略﹀︑勇ましく高空に輪を書がきな

十589

︿略﹀︒

十585

いろくに利用する事が係累る︒

瞼におちいった時︑救を求めたり︑

十582

がよいのだ︒

十531園 大勢の人に利子を彿ふだけ
では︑銀行が損をしないでせうか︒
︿略﹀︑心臓か事業を起さう

と思ってみる人で︑お金のない人が

十535園

ある︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

十537園 貸附の利子は預金の利子よ

が
が
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十767国 京城の西南部に龍山とい
ふ庭があります︒

龍山は︿略﹀︑京城の焚﹇展

するに連れて次第に廣がり︑爾方が

十7610団

し

町 績 き に な っ て ︑ ︿略﹀︒

十773国 此面には軍司令部や龍山停
車場などがあります︒

十785団 面白いのは︑三日四日績い
て寒ければ︑其の次には又々のくら

面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

みの間暖さが績くといふやうに︑
︿略﹀︒

十786囲

暖さがほとんど規則正しく交替する
ことです︒

十8110

安全燈をたよりに歩いて行く 十849圏 ︿略﹀︑たき火をしてみると︑
そばの黒い岩に火がつき︑煙をあげ

それから﹃燃える石﹄とい

と︑不意に足もとからねずみが一匹

十862

これがつまり此の炭坑の始

坑外に出ると︑急に夜が明け
事務所の湯にはいって服を改

崩すと︑︿略﹀

つてみて︑其の内の二人が石炭を掘

らである︒

入されるのは︑主にこれ等の事情か

種々の品物が遠く外國から輸

︿略V︑目がまはりさうです︒

十864

︿略V︑周園の壁は皆石炭で︑

父は﹁誠にやさしいやうだ

は下家が次第に盛になる印である︒

が︑それで中々言ひにくい場合があ

十929囹

るのだ︒﹂

翌日太郎が友だちの正雄・良

一と三人連で︑學校から煎る時の事

十9210

﹁本道は遠いから近道を通ら

であった︒

十932

う︒﹂と正雄が言ふと︑良一はすぐ

賛成した︒

川にかけ渡した一本橋がある︒

十934 ︿略﹀︑途中にはかなり深い小

十966

人の言ふことに射して

それから又︑書間私が暑い

僕何だかきまりが悪くつて︑

太郎は︿略﹀︑﹁はい︒﹂と

さう言へなかったのです︒

十961圏

はなかったのだ︒

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい．

十959圏

の勇氣がいる︒

﹃い＼え︒﹄と言切るには︑ほんたう

十955圏

て渡ったのです︒

こはいものかと︑自分から先に立つ

十952囹 ︿略﹀︑何事のくらみの事が

事を弱轟だといって笑ひました︒

我々が今日生活して行くには︑ 十9410園すると︑しまひに皆が僕の

︿略﹀︑我が國で出來る品物ば

足らない︒

我が國で出來る品物ばかりでは用が

十861

持がしました︒

めると︑更に生きかへったやうな氣

十859

たやうで︑︿略﹀︒

十855

ださうです︒

十854園

ふひやうばんが高くなって︑︿略﹀︒

十852園

て燃出しました︒

事務員は平氣で︑﹁坑内に

飛出しました︒

十823圏

は︑ねずみがたくさん居て困りま
す︒﹂と言って笑ひました︒

二一二十匹の馬がまぐさを食つ

てるます︒

十825

坑内に馬が居るのは不思議だ

と思って︑聞いてみると︑︿略﹀︒

十826

聞える︒

十831 つるはしの音がこつつりく
暗やみの中にかすかに安全燈

が光ってみる︒

十833

近づいて見ると︑坑夫が汗だ

つるはしの先がきらりと光る︒ 十863 ︿略﹀︑時には外國の品を使ふ

かりでは用が足らない︒

十837

採炭坑夫は四人つつ一組にな

石炭ががさりと崩れる︒

てるます︒

らけになって︑元氣よく石炭を掘つ

十7910 合圖のかねが鳴るとすぐ動き 十834
出す︒

十7910 地下水のしっくが︑四方から
十837

雨のやうに落ちて曇る︒

十842

方が都合のよい事もある︒

て行くので︑目がまはりさうです︒

十801 昇降器がすさまじい勢で下り
十802

︿略﹀︑物によっては︑やはり

外國の品を買った方が得な場合が少

十873

くない︒

︿略﹀︑其の内の二人が石炭を

掘崩すと︑他の二塁がそれをざるで

︿略﹀︑物によっては︑やはり

ることが出來た︒

輸出入の額の増加して行くの

天舞々せらる＼にのぞみ︑

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

十㎜4図圏

﹁羊の虎に向ふが如し︒危し︒﹂と︒

十973図園其の友之を止めていはく︑

﹁い㌧え︒﹂の言口ひにくいわけをさと

支那の豚の毛が輸入されて日

外雀の品を買った方が得な場合が少

十889

されるなども同じ例である︒

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十885

くない︒

十873

運んで炭車に入れる︒

十843

十806

それが電燈の光に物すごく光ってゐ
ます︒

十807 此慮から方々へ坑道が通じて

炭車が︸ぽいになると︑︿略﹀︒

がそれを馬に引かせて︑電心機葬車

光画4

みて︑︿略﹀︒

の通ふ道まで運んで行きます︒

炭車が一ぽいになると︑馬方

關車が炭車を引いて往つたり來たり

十808 ︿略﹀︑廣い坑道には︑電氣機 十糾4
してゐます︒

とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

或日︑此の附近の山へ薪を
ると︑︿略V︒

半田8囹

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

十811 室の中には︑大きなポンプが
ます︒
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十柵10

︿略﹀︑冬枯の小道を通って來

て︑一足温室の中にはいると︑全く
別の世界に來たやうな心持がする︒

先に立つたにいさんが︑

堂々とした梅林で︑幾百本とも知れ

です︒

何よりも︑本人の行がたしかな保謹

村長は村の藷家に生れ︑き

はめて親切公平にして︑常に力を一

十伽8図

村の幸福の爲に煮皿くすが故に︑︿略﹀︒

十二3図其の他の教員も︑校長を模

範として専心職務につとむるが故に︑

掛茶屋に休んで名物の餅を食

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲

拍手かつさい︑天地をとど

はく

太陽の光と熱とがなくては︑

望遠鏡で見ると︑太陽の表

うちう

つまり此の宇宙には︑あの

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一38

ではなく︑︿略﹀︒

面は全部が一様にかgやいてみるの

十一29

として生存することは出心ない︒

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一

十一14

が一せいにあぐる歓呼の聲︒

工場といふ工場︑船といふ船の汽笛

ろかす萬歳の叫︑勇壮なる軍記の調︑

十柵5図

︿略﹀︒

︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

あちらこちらの村々からは細
後日︑人が主人に向って︑ど

主人は答へて︑﹁あの青年

のがなほ数限りもなく存在してみる

十一89

へん
孔子常に中正不偏を貴

﹁おのれを修めて人を安

こ﹂には外國人の居留する

あらはせる語なり︒

んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を

十一78図

如し︒﹂ともいへり︒

び︑︿略﹀︑﹁過ぎたるは及ばざるが

十一72図圏

集録したるものにして︑︿略﹀︒

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

論語は︑曽参と有若との

が︑︿略﹀︒

りっぱな人の紹介状よりも︑

十一63図

こりを彿ひ︑はいると静かに戸をし

十悩4園

者が多うございました︒

つたが︑爪の先は眞黒になってみる

十偽10園外の者は着物だけは美しか

いらしかったが︑︿略﹀︒

十偽2園外の者は少しも氣がつかな

で︑少しも生意氣な風が無く︑︿略﹀︒

十倣7園あいさつをしてもていねい

はいって來ましたが︑︿略﹀︒

十島3園談話の最中に一人の老人が

めました︒︿略V︒﹂といった︒

が私の室にはいる前︑先づ着物のほ

十梱10園

になったのかと尋ねた︒

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十捌7

い煙が立上ってみる︒

十伽9

小さな社がある︒

十佃10低いじめくした松林の中に

るのも珍しい︒

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

十柵7

が聞えた︒

十柵1

嵩々と交って美しい︒

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

白梅は今ちやうど眞盛りであ

強くなったのか︑ガラス越しに見え

マストの上の見張人が不意に

はるかのあなたに白い水煙が
もりが禮内深くくひ込んで︑
︿略﹀︑破裂矢が見事に破裂し

しかしまだなかなか勢が強い
其の時︑二番目りが打出され
二十メートルもある大室が今

あたりには流れ出る血に︑紅
何百年も経たであらうと思は
︿略﹀︑神前の大きな神鏡が︑

社殿の後に廻ると︑其虜は

十四10

ない古木の梅が咲績いてるる︒

︿略﹀︑ガラス越しに見える向

る向ふの木がひどくゆれる︒
十価8

昨夜の風雨は名残なくをさま

ふの木がひどくゆれる︒

十擢6
つたが︑海面にはまだ波のうねりが

弓柄3
高い︒

一隻の捕鯨船が︑勇ましく波

と︑いろく説明して下さる︒

十価2

たのであらう︒

十M4

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒

十掴3

見える︒

十稲3

を指さした︒

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

十堰7

を切って進んで行く︒

十擢6

﹁あ＼︑咲いてみる ︑ く ︒ ︿ 略 V ︒ ﹂

十捌5園 みよ子︑ずるぶん珍しい花
があるだらう︒

︿略﹀︑そっ と の ぞ い て 見 る と ︑

かづらといふものがある︒

心礎3 それから少し行くと︑ろつぼ
十鵬1

はへのやうな轟が二匹︑底の水の中
で︑動けなくなってみる︒

十鵬8 中には︑まるで花かと思はれ
る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ
て出てみるものもある︒

十悩1次の室には大きい熱帯植物類
が並んでみる︒

十備9

ので︑︿略﹀︒

が あ る ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂と教へて下さった︒

た︒

謡扇4園 にいさんは﹁此の後にかま
十悩9 其庭から又右に折れると︑細

十冊1

十佃8

きらくとかゴやいてみて神々しい︒

十佃4

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くす

十佃1

の波がた窟よふ︒

十備3

水面に横たへる︒

は全く息たえて︑小山のやうな膿を

長い室一ぽいに︑目もさめるやうな
草花が並べてある︒

十鵬4園此の温室は南を受けてみる
上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑
こんなに早く咲くのだ︒

十価6圏 にいさんも足を止めて︑
一 度 此の中にはいると︑ま

た寒い虜へ出るのがいやになる

﹁︿略﹀︒

ね︒﹂とお笑ひにな っ た ︒

黒身7 外はさっきよりも一そう風が

が一が
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者が非常に多く︑これ等は租界とい
ふ特別の匪域内に住んでみる︒

十一91 租界といふのは居留地の︼
種で︑居留民が支那政府の手を離れ
て︑自治制を布いてみる庭である︒

十一94 租界には皮膚の色の違ひ︑
言語・風俗の違った幾多の人種が入
交ってみるので︑︿略﹀︒

十一96 アスファルトや石を敷いた
道が縦横に通じ︑︿略﹀︒

等が絶間なく往來してみる︒

十﹁97 ︿略﹀︑電車・馬車・自動車

十﹇98 街路をさしはさんで大商店
が 軒 を つ ら ね ︑ ︿ 略V︒

關を始め︑銀行・會社等のりっぱな

十﹇99 ︿略V︑河岸には領事館・税
建物がそびえてみる︒

十﹁10！ 其の外各種の學校や︑博物
げき

ご

館・卜書勲等の修養蕪骨︑公園・競
馬場・劇場等の娯樂機關が到る庭に
散在してみる︒

立ててみる︒

通された部屋には︑古いた

︿略﹀︑さうちもよく行届い

んすや戸棚などが並べてありました

十一143

が︑︿略﹀︒

十﹇144

三月の末になさるはずであ

てるるし︑総べてがきちんとしてゐ
ました︒

十一148
つたのが︑お取込があったため︑今．
まで延びてみたのださうです︒
︿略﹀︑お取込があったため︑

今まで延びてみたのださうです︒

十﹁148

私が來たので︑すぐしまは

十﹁174

しばらくたつと︑おかあさ

見れば引出にはみんな札が

しゃいました︒

んが皇所の方から︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

十一177

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

チ﹂などと一々書いてあります︒

此の︸事で︑家の中がどん

なによく整頓されてるるかが想像さ

十﹇179

が被告で︑検事といふ役人が原告に

裁判所は京家が設ける機關

當るのである︒

十一208

しん

で︑これに匠裁判所・地方裁判所・

控訴院・大審院の四階級がある︒

こう

しん

︿略﹀︑これに匠裁判所・地

方裁判所・控訴院・大審院の四階級

こう

十﹁209

がある︒

︿略﹀︑刑事裁判では︑高高

な刑罰が加へられぬやうに被告を保

十一221

護するために辮護士といふものがあ

れます︒

十一1710此の﹈事で︑家の中がどん

る︒

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

若し裁判が無いとしたら︑

若し裁判が無いとしたら︑

若し裁判が無いとしたら︑

人々相互の箏がはてしなく行はれて︑

十一226

︿略V︒

十一226

中にするのが其の目的である︒

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

十一225

護士といふものがある︒

なって其の主張を助け︑刑事裁判で
べん
は︑︿略V被告を保護するために辮

告の相談相手・附添人喰は代理人と

又民事裁判では︑原告・被

ぺん

なによく整頓されてるるかが想像さ
約束は固く守らなければな

又他人の物を盗んだといふ

十一222

れます︒

十一189

らぬ︑他人に害を加へてはならぬな

十一149

うとなさるのを底ひて止めてお手傳

十﹇198

返さない人がある︒

さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

十一⑲2例へば︑借りた金を︑返す

返さない人がある︒

さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

十﹇191例へば︑借りた金を︑返す

みる事である︒

どといふことは︑我々が十分心得て

のぶ子さんは︑成績物が返

をしましたが︑︿略﹀︒

十一152

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑
︿略﹀︒

私は學校で習ふ本でさへ

とん
﹁こんなによく整頓して

時々見失って︑大さわぎをすること

十一166
があります︒

みる中で勉強したら︑どんなに二上

十一106 唯商業の取引の盛な部分は︑ 十︻167囹
相當に活氣を帯びてをり︑西洋風の

︿略V︑國家は其のやうな不

やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒

十一199

︿略﹀︒

十一227

しかも其の孚は︑力の強い者やわる

人々相互の孚がはてしなく行はれて︑

法な行が再びされないやうに︑其の
犯罪者をこらし︑又世間の人々のい

若し又裁判が公平に行はれ

ぬとしたら︑︿略＞Q

十一228

う︒

がしこい者が勝つことになるであら

ましめにもせねぽならぬ︒

十一206此の場合には訴へられた者

認るのである︒

が被告で︑検事といふ役人が原告に

十一206此の場合には訴へられた者

でみる雑誌の間へそれぐお入れに
弟さんまでが︑あんなに氣
なことです︒

をつけていらっしゃるとは實に感心

十一172

なりました︒

を二三さつ持って來て︑本棚に並ん

十一168

ると︑︿略﹀︒

がよいだらう︒﹂と思ひつゴけてる

ば

ざっし
︿略V︑そこへ弟さんが雑誌

建物もあって︑趣がや㌧託ってるる︒

十︻107 上海が黄浦江に臨む部分は
は と ば
延長八哩︑六十齢の波止場がある︒
と

十一108 上海が黄言霊に臨む部分は
は

︿略﹀︑港内には常に敷百隻

延長八筋︑六十齢の波止場がある︒
十一112

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒
ばう
︿略﹀︑紡績・造船・製粉・

十一119

製紙其の他の諸工場が勢よく黒煙を
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が

ぬとしたら︑せっかくの法律もねう

十一229 若し又裁判が公平に行はれ

︿略﹀︑我々は安心して生活

ちが無くなり︑︿略﹀︒

十︸2210
することが出戸ぬであらう︒

︿略﹀︑朱線で園んであるの

が今年伐採する威︑︿略﹀︒

十一365

いっかもにいさんが︑︿略﹀

おとうさんのお話によると︑

みんなを笑はせたことがある︒

十一394

︿略V︑朱学で園んであるの 十一396

い︒

十一4910

これには種類が多く︑一番

よいのはパラゴムといふのである︒

て南米ブラジルのパラ州から産出し

十一503此の種のゴムが︑昔主とし

十一366

枝を打てば︑︿略﹀︑又空挺の流通が

十一504

である︒

︿略﹀︑パラゴムの名が生じ

たので︑パラゴムの名が生じたわけ

が今年伐採する威︑それから次々と

︿略﹀︑又空費の流通がよく

それから始めて聞いて面白

︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

たわけである︒

十一507

増したために︑英聖人はマレイ半島

の領地にパラゴムの木を移植するに

生きた枝でも枯れた枝でも︑

其のま＼にしておくと︑木が太るに

至った︒

十一3910

に節が出來ることである︒

いと思ったのは︑枝打をしないと木

十一398

なって轟がつかなくなるさうだ︒

十一397

よくなって轟がつかなくなるさうだ︒

あの時︑﹁こんなに間をお

いろくの印がついてみる︒
いてよいのですか︒﹂と僕が聞いた

十一308図 ねぢ伏せられながら正國︑ 十一372

ら︑︿略﹀︒

あの時︑︿略﹀︑おとうさん

清正がようひのすそをしっかとつか

た︒

が﹁︿略V︒﹂といって笑ってをられ

十一372

む︒

島影にあらはれ︑水路きはまるが如

十一334図 一島未だ去らざるに︑一
くにして︑また忽ち開く︒

つれて其の枝を包んで行くために︑

十一338図説は島山かすみに包まれ 十一374園 ︿略﹀︑此の邊では太材を

︿略﹀︒

南洋は一年中温度が高く︑

取る方が利益だ．から︑かう間をおい

南洋は一年中温度が高く︑

は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと

十一518此の邊でゴムを栽培するに

雨量が多いので︑︿略﹀︒

十一511

は最もよく適してみる︒

雨量が多いので︑ゴムの木の獲育に

十一511

て植ゑるのだ︒

生きた枝でも枯れた枝でも︑

て眠るが如く︑夏は山海皆緑にして

十一401

其のま㌧にしておくと︑︿略﹀︑其虜

︿略﹀︑それでも木が競即す

るやうに︑しんを立ててすくすくと

僕がお手傳して植ゑたあの
︿略﹀︑一番早く伐るとして

のであるが︑これが成長して︑切付

に種をまくか︑又は苗木を植付ける

十一527

元來ゴム液は︿略﹀乳管組

を行ふまでには五六年もか＼る︒

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ
今年伐るはずのは︑︿略V︑

もう幹のまはりの三尺齢りもあるも

十一408

の年になってみるわけだ︒

十﹇405

杉や檜は︑︿略﹀︒

十一402

が節になるのだといふ︒

しい︒

なのか︑︿略﹀︒

十一384

木でも見下されるのがいや

延びてみるのを見ると︑非常にうれ

十一382

目畳むるばかり鮮かなり︒

十一341図 雨岸及び島島︑見渡す限
せん
り田園よく開けて︑毛暁を敷けるが
如く︑白壁の民家其の間に嵩在す︒

十一354 障子をあけてみるとまだ雨
が降ってみる︒

十﹇356 ︿略﹀︑うねくと潔く岡が

︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

は︑低い庭にあるもの程早く大きく

十一385

なって︑こずゑの差が段々少くなつ

︿略﹀︑山の背を通ってみる

雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒

て行くのも面白い︒

十﹁359

小路を中にはさんで︑四五尺にのび

此の組織の所まで小刀が届いて︑し

織といふ所から出るのであるから︑

かもそれより深くは傷のつかないや

植林は貯金のやうなもの
で︑植ゑてさへおけば︑年々太って

あ︑西の空がほんのり去る 十﹇536

こ＼までが原産地における

めて歩くのである︒

ツを持ってコップにたまった液を集

それがすむと︑今度はバケ

うにしなければならぬ︒

に暮れて行く︒

十一531

利息が附いて行く︒

十一409囹

︿略V︑今まで爾方の枝と枝 のが大分見える︒

︿略﹀︑︿略﹀急に間がすい

︿略﹀︑いっか男方の色が四

．十一413

方にたゴよって︑向ふの山も薄墨色

十一412

の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は

いっかもにいさんが︑﹁杉
せたことがある︒

十一391

て如何にも氣持よささうに見える︒

十一389

如何にも氣持よささうに見える︒

と組合ってみたのが急に間がすいて

十一389

た杉の若木が勢よく立並んでみるの
︿略﹀ ︑ 四 五 尺 に の び た 杉 の

が︑目に見えるやうな氣がする︒
十一3510

若木が勢よく立並んでみるのが︑目
︿略﹀︑目に見えるやうな氣

に見えるやうな氣がする︒

がする︒

十一3510

る の が 一 昨 年 植 付 けた虜︑︿略﹀︒

十﹇364 地圖の中の薄緑に染めてあ

が一が
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仕事である︒

十﹁599

︿略V︑市街の中央を東西に

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公
だん
園ともいふべきもので︑花壇が設け

ゆわう
十﹇538 加硫法とは︑ゴムに硫黄を
てあり︑銅像なども立ってるる︒

未開の土地を切開いて︑思

まぜる事で︑かうするとゴムが非常

てるる︒

ら︑総べてが大規模でのびくとし

ふま＼に設計して造った町であるか

十﹇601

に揮力を増して寝る︒
ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十一543 近來床の敷物や︑道路にも

うの船がとまってみた時の話である︒

十一546 昔︑アフリカの或港に一そ
つきさつぶ

市外の眞駒内及び月寒に

まこまない

見渡す限り果もない原野に︑

此の峠には長いトンネルが

様や︑︿略﹀︒

放牧の馬や牛がいうくと草をはむ

十一605

は︑大きな牧場がある︒

十一5410 船には船長と老砲手だけが 十﹁604
残ってみた︒

く︒﹂といふ船長のけた㌧ましい

十一561 ちやうど其の時︑﹁ふかだ
叫び聲が聞えた︒

十一611

あって︑其のあたりは海抜面心八百

十一561 老砲手が驚いて向ふを見る

尺︑︿略﹀︒

右手には遠く旦国境の山々

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

十一617

と︑船から三四百メートルの庭に︑
︿略﹀︑船から三四百メート

大きなふかの頭が見える︒
十﹇562
ルの庭に︑大きなふかの頭が見える︒
るのに氣がついた︒

書がけるが如く美しき山の︑

明治十⊥ハ年こ﹂に十三戸の

明治十六年こ＼に十三戸の

それが今は人口約二萬︑戸
敷約四千を算するりっぱな町となつ

十︻631

りであった︒

農家が移住して來たのが此の町の始

十一628

りであった︒

農家が移住して射たのが此の町の始

十一628

サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

だけ

或は右に或は左にあらはれるのは︑

十一6110

末は青い大空に接してみる︒

十勝の大平野がはるばると繕いて︑

十一5610 其のうちに二人はふかの來 十一618 ︿略﹀︑眼下には心々とした

十一577 ものすごい程青白くかはつ

﹁あっ︒﹂と︑思はず人々が

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん
だ︒

十一582
叫んだ︒

十一583 とたんに︑ずどんと一護す
さつぼろ

さまじい大砲の音がとゴろき渡った︒

は︑街路が眞直で幅の非常に酷いこ

十︸594 札幌に來て先づ感ずること
とである︒

が 青 々 と 茂 っ て を り︑︿略﹀︒

十一597 主な通にはアカシヤの並木

たのである︒

畠にしても︑︿略﹀︑﹇枚の

後らふそくや種油がともされ︑︿略﹀︒

なった︒

十︸694

將來は又どんなものが嚢明

或山寺で︑四人の僧が一室

夜が更けるにつれて燈がだ

末席に坐ってみた僧は︑そ

れが氣になってしかたがない︒

十﹁695

んく暗くなり︑︿略﹀︒

夜が更けるにつれて燈がだ

んく暗くなり︑今にも消えさうに

十一694

を始めた︒

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十一691

とであらうか︒

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

十一688

る時代となった︒

ガス燈や電燈が到る虜にか〜やき渡

十﹁681 燈火としては︑︿略﹀︑今は

のランプが之に代り︑︿略V︒

後らふそくや種油がともされ︑石油

十一633此の邊の農業は練べて規模 十︻681 燈火としては︑︿略﹀︑其の
が大きい︒

十一635

畠でうねが五町も十町も長々と績い
てるるのが少くない︒

︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

トラクターはちやうど軍用

町も十町も長々と績いてるるのが少

十一635
くない︒

十一6310

のタンクのやうな形で︑ガソリンの

すき
これが大きな鋤を何遍も引

嚢動機が取付けてある︒

十一6310

いて︑ものすごいうなり聲を立てな

思ふに落雷の爲に樹木が燃

がらのそりくと歩き廻ると︑︿略﹀︒

十一662

︿略﹀︑密生した樹木の枝と

えたり︑︿略﹀︒

十一662

枝がすれあって起つたりした自然の
火から︑︿略﹀︒

隣に坐ってみた僧が之を聞

無言の行に口をきくとい

第二座の僧は︑二人とも規

︿略﹀︑上座の老僧がもった

いらしい顔をして︑﹁物を言はない

十一703

則を破ったのが不快でたまらない︒

十一6910

ふ事があるか︒

十一699囹

事があるか︒﹂

いて︑﹁無言の行に口をきくといふ

十一698

かり口をきいてしまった︒

れが氣になってしかたがない︒うつ

其のうちだんく入智が獲 十﹇696 末席に坐ってみた僧は︑そ
︿略﹀︑マッチの使用が廣ま

達するにつれて︑︿略﹀︒

十一664
十一6610

︿略﹀︑時代が進んで燃料の

るにつれてすたって來た︒
十一673

︿略﹀︑時代が進んで燃料の

種類が増すにつれて︑︿略﹀︒

十﹇673

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

んく廣くなって來た︒

種類が増すにつれて︑火の用途もだ
十一676

燈火としては︑︿略V︑其の

よりずっと熱度が高いので︑︿略﹀︒

十一6710
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の は わ し ば か り だ ︒﹂

十一708 若い頃から血書がすきで︑
將來學問を以て身を立てたいと︑一
︿略﹀︑主人は愛想よく迎

心に勉強してみた︒

十一712園

十一752園

︿略﹀︑どうも古い言葉が

︿略﹀︑古事記に手を延ば

よくわからないと十分なことは雨漏
ない︒

十一756囹

あなたはまだお若いから︑

すことが出京なくなりました︒

ふと見ると︑さしわたし六

の裏が焼けるやうだ︒

十︸8410

くと浮いてみる︒

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

竹島を越したと思ふと︑急

に水が冷たくなった︒

十一852

暦を見れば︑まだいろ

く大切な事がわかる︒

十一907園

おとうさんが毎年潮干狩

﹃各地の氣候﹄といふ所

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

十一9010園

知るのだ︒

十﹇914囹
手足が大分くたびれて來た︒

十一758園

十一856

僕も急に元氣がなくなって︑

記してある︒

十﹁田6囹

十一918囹もつとくはしいことは本

か︑こんなことも記してある︒

︿略﹀︑又一年中で何時頃が一番多い

それから雨雪の量は

が一番多いか︑︿略﹀︑こんなことも

がある︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

へて︑﹁︿略﹀︒あ な た が よ く 會 ひ た
か も まぶち

いと御話しになる江戸の賀茂眞空瓶

その中︑先に進んでみた者 十一916園 それから雨雪の量は何慮

︿略﹀︒

まんのしどころだ︒︿略﹀︒﹂と︑自

十一861囹

︿略﹀︑﹁いや︑こ㌧がが

一所に船に上らうかと思ったが︑

十一859

が二三人列から離れて船に上った︒

十﹇858

我々の普通に金鏡といって

の研究を大成することが出來ませう︒
まぶち

十一776

生が︑︿略﹀︒﹂とい ふ ︒

も

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

か

十﹁713園 あなたがよく會ひたいと

みる物の中には︑金貨を始め︑銀
又此の外に貨幣の代りに用

ひられる紙幣がある︒

十一777

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

︿略﹀宣長は驚いて︑﹁先

先程御見えになりました︒
十一716園
生がどうしてこちら へ ︒ ﹂

僕はよく年寄の人が新の幾

暦を見るがよい︒

十一927囹太陽暦の方がよく季節に

あって都合がよいからだ︒

十一927園太陽暦の方がよく季節に

して︑︿略﹀︒

日とか善の幾日とかいふのを思ひ出

波打際には大勢の人が旗を 十一9110

ら働まして進んで行った︒

十一8610

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬
﹁あ﹂︑五海里の海上を

しかしこれらの物は︑受取 歳々々︒﹂と叫んでみる︒
十一873囹

僕も泳ぎきることが出來たのだ︒﹂

こんな不便な暦でも長い

こんな重寳なものがある

リンカーンが七歳の時︑一

家はインディアナ州に移ったが︑

十一9410

寳の持ちぐされだ︒

のに︑それを利用しないでみるのは

十一943囹

のがあるやうだ︒

間の習慣で︑今でも使ってみるも

くわん

十︻941圏

十日もちがふことがある︒

十一939園 ︿略﹀︑太陰暦になると三

父は空をながめて︑﹁大 あって都合がよいからだ︒

しゅん
かう思ふ瞬間︑︿略﹀︒

しかしこれらの物は︑︿略﹀︑ 十一8710園

日敷を数へてみ

僕はこれまで暦といふと︑

たので︑︿略﹀︒

うな事を見るものとばかり考へてる

日食・月食が何時になるかといふや

︿略﹀︑祝祭日・土用・彼岸・入梅・

十一904

ようとした︒

︿略﹀︒﹂と言って︑

すると弟が﹁おとうさん︑

層天堂がおだやかになったね︒︿略

今日は始めての遠泳だと思

空には眞夏の日がさらく
砂の上を歩いて行くと︑足

十一882

思ふやうに分割することが出來なか
しかしこれらの物は︑︿略﹀︑

﹀︒﹂と︑團扇を使ひながら言った︒

十一838

とかゴやきわたってみる︒

十一837

やうな氣がする︒

ふと︑何だかうれしいやうな心配な

十一836

其の他いろくの訣黙がある︒

十一792

つたり︑︿略﹀︒

十一791

り︑其の他いろくの引腰がある︒

やうに分割することが出來なかった

る者にそれが不用であったり︑思ふ

十﹇7810

ともあった︒

って︑それぐ貨幣の役目をしたこ

農産物などが︑時代により場所によ

やまと
十一717囹 何でも山城・大和方面の 十一788石・貝・家畜・獣皮・布・
御旅行がすんで︑これから参宮をな
さるのださうです︒

︿略﹀︑萬一御幕りに又泊ら

れることがあったら︑すぐ知らせて

十一732
もらひたいと頼んでおいた︒

十一735 望がかなって︑宣長が眞淵
を新上屋の一室に訪ふことが出來た
︿略﹀︑宣長が眞淵を新上屋

のは︑それから期日の後であった︒
十一735

︿略﹀︑宣長が眞淵を新上屋

の一室に訪ふことが出來たのは︑
︿略﹀︒

十﹁737

の一室に訪ふことが出面たのは︑
︿略﹀︒

宣長は﹁︿略﹀︒﹂

十一746 話が古事記のことに及ぶと︑
十一7410囹 それはよいところに氣が
つきました︒

が一が
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︿略﹀︒

十一951

︿略﹀︑さしあたり家がなく

てはならぬので︑父は自分で木を切
出して小さな家を造った︒

十一952 それは三方が丸太の壁で︑
一方は明けはなしになってみて︑戸
も窓も床もないものであった︒

十一954 家が聖母てから次に土地を
開きにか㌧つた︒

勿論︑夜は床に就いてから燈が煮叩き

燈が蓋きると翌朝すぐ手に

るまで讃む︒

十一998

コーヒー園には多くの

一般人民が府縣市町村急撃

員を靴墨するにも︑府縣市會で参事

十一榊5

町村長を心墨するにも︑皆此の精神

會員を選暴するにも︑市町村會で市

日本人が働き居候︒

十一柳4爆撃

十一研5圓囲中にも十三四ばかりの

我が國の地方自治團膿には︑
其の土地に廣い狭いがあり︑

其の土地に早い辛いがあり︑

又市町村長が其の事務を庭

︿略V︑議員が豫算を議する

市町村長や議員を選叙する

例へば教育・衛生等の自治

例へば教育・衛生等の自治

團膿の事業は︑地方人民が一般に之

十一描7

て︑︿略﹀︒

を尊重し︑之に協力することによつ

團艦の事業は︑地方人民が一般に之

十一備6

むことは出來ない︒

なければ自治團艦の圓満な畿達を望

十﹁描1 ︿略﹀︑ 一般の人民の後援が

つてはならない︒

係の爲に心を迷はすやうなことがあ

決して親族・縁故其の他私交上の關

には︑専ら其の人物に重きをおいて︑

十一価3

しなければならない︒

にも︑常に此の公平な精神をもつて

十一網9

精神をもつてしなければならない︒

理するにも︑︿略V︑常に此の公平な

十一桝8

を本としなければならない︒

子供が︑各堅人の間にまじりてかひ

か＼る虞にても日本人

ぐしく立働ける様を見ては︑蕗﹀
ところが或夜︑夜中に激し 十︻佃1中国

取れるやうに︑まくらもとの壁際に
置く︒

十﹇9910

が盛に開墾に從事致居り︑︿略V︒

我が身をすてて報

壮快言語に絶し候︒
りうび
︿略﹀︑ 劉備が三顧の

起ちてぞ出でぬる︑草の

こよなき知遇︑

ぐロつ

十一川6図圃

るものが地ひゴきを打って障るる様︑

ところが或夜︑夜中に激し 十一佃6史筆 ︿略﹀︑三三も四抱もあ

い雨が降ったことがある︒

十一9910
い雨が降ったことがある︒
た時はもう遅かった︒

十一956 父が木を伐れば自分は雑草 十﹇9910 リンカーンがふと目を 覚し
をかり取る︑︿略﹀︒

いんと︑

壁のすき問をもつた雨のた

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

いほりを︒

十一957 ︿略﹀︑父が畠を打てば自分 十一柵2

は種をまくといふ風にかひがひしく
︿略﹀︒

2図圏天下を定むる三分の計︑

︿略﹀︒

十一餌2

て︑始めて其の効果を完全に墨げる

を尊重し︑之に協力することによつ

膿の爲に力を窪くす精神が即ちそれ

十一帽7

自治制も︑之を運用する人

昔イギリスの或大きな農場

結果を得ることは到底望まれない︒

民に自治の精神が乏しければ︑よい

十一帯4

ことが出來る︒

ら地方公共の事に當り︑誠意其の團
である︒

艦の爲に力を善くす精神が即ちそれ

地方人民が協同一致して自

其の組織に繁簡の差があるにしても︑

十一備4

︿略﹀︒

其の組織に繁簡の差があるにしても︑

十一備4

府・縣・市・町・村の別がある︒

十﹁稲3

たなそこの上に指さすがごと︒

十一

働いてみた︒

暑しやうすることが出來

ませんから︑其の代りに何か仕事を

十一968 ︿略﹀︑父は學校へ行って時 十一欄5園

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

彼が他日大統領となり︑世

させて下さい︒

十︻捌3

がよいといって︑なかく許してく
れなかった︒

く略V︑唯をかしきは日

︿略﹀︑唯をかしきは日

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十﹇鵬7塵國

に季節の相反する事に候︒

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十﹁鵬7國国

になったのは︑︿略﹀︒

十一9610 ところが母のとりなしで終 界の偉人として萬人に仰がれるやう
に學校に入ることが出來たので︑リ
ンカーンの喜は一通りでなかった︒

十︻979 シャベルが敷字で眞黒にな
ると︑それをふいては又書く︒

かりでなく︑近くに信書館もないの

に季節の相反する事に候︒

十一987 ところが家に書物がないば
で︑︿略V︒

りて︑御前たちぐらみの子供が通學

殊に日本人の小里校あ

つかりわかってしまふまでは何度で

十一9810 さうして其の本の内容がす 十一鵬2魑團

地方人民が協同一致して自

である︒

ら地方野土ハの事に當り︑誠意其の團

十一脳4
コーヒーの實を手にてこき落し︑之

大勢の人々が熟したる

し居るを見ては︑︿略﹀︒

を集めてみぞに投入れ候へば︑︿略﹀︒

十一価7圏団

も讃む︒

十一994 或時吉書の人からワシント
ン傳を借りたことがある︒

十一998 書の仕事の合間に讃むのは
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で︑農場主が大勢の人の耕作するの
かん

を監督してみた︒
れふ
︿略﹀︑ 銃 猟 に 出 た ら し い り

十﹁宙10

つばな騎馬の人たちが︑眞一文字に
こちらへかけて來る︒

十一佃4園 人が何と言っても決して
あけるな︒

十一佃7 ジョージがとんで行って門
の戸にくわんぬきをさすが早いか︑
︿略﹀︒

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

十﹁佃7 ジョージがとんで行って門

︿略﹀︒

十一佃1囹 僕はおとうさんから︑誰
が來ても此の門をあけてはならない
と言ひつけられてるるのです︒

十一m⁝8園 おとうさんは︑誰が來て
も此の門をあけてはならないと僕に
言ひつけました︒

ジョージは︑かねてウェリ

紳士が言った︒

十一伽1 最後に目つきのやさしい老
十一⁝閻4

ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな
人物であるといふ事を聞いてみたの
で︑︿略﹀︒

十一伽7園 ウェリントン公爵ともい

十一捌1
入った︒

公爵はひどく此の答が氣に
︿略﹀︑マスクをかけた職工

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入

けい

十一梱9

シャベルでざくくかきま

れてかきまぜてみた︒

十一槻一
ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに
立ちのぼって︑目も口もあけられな
い︒

ようかいがま

十一槻8次の建物にはいると︑こ＼

とけたガラスが中でぎら

には熔解窯がある︒

十一槻9

窯の周園には︑八九人の職

くかがやいてみる︒
十一榴1

細長い管の一端を︑とけた

工が汗を流して働いてみる︒

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一悌5

見てみるうちに大きなフラ

先に赤い玉がくっついてみる︒

十一榴8

何が出起るであらうかと思

スコが出來た︒

十一榴10

つてみると︑︿略﹀︒

調べかはの廻るにつれて︑

石や木や金の鼻面が車輪のやうに廻

十﹇悩5

つてみる︒

エプロンをかけた職工がガ

きをかけたりしてみる︒

にあてて模様をほりつけたり︑みが

ラスの皿やコップなどを︑此の圓板

十一悩5

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

はれるえらいお方が︑おとうさんの
どうしても考へられません︒

ならんで︑ガラス器にいろくの模

隣の室では︑職工が五六人
様をつけてみる︒

十一悩8

をあけてはならないとおとうさんに

十一伽9囹僕は︑誰が覧ても此の門
言はれてるるのです︒

皿・コップをはじめ︑鉢・

びん・花びん・水さしなどがきれい

十﹁伽1

しかも其の巻敷幾千の多

に並んでみた︒

十一衡7図

きに上り︑これが出版は決して容易
の業に非ず︒

つらく思ふに︑﹁我

がら
すきで︑貝殻や歯石などを室内に並

べては一人で樂しんでみた︒

て叱られたことがあった︒

十ニー07 止血には﹁︿略﹀︒﹂といつ

見ると︑︿略﹀︑見れば見る程興味が

十ニー010又いろくの鳥を注意して

温順な彼は父の命に從って

わき︑︿略﹀︒

勉強してみたが︑何時の間にか好き

十日ー15

な博物學の研究が主となってしまつ

が一切纏の出版を思立ちたるは佛教

十一旧2図圏

を盛にせんが爲︑佛教を盛にせんと

た︒

十ニー39

た︒．

早速爾手に一匹つつつかむ

彼が探検船ビーグル號に乗

ダーウィンの後半生は病氣

の鯨暇でも無益に費すことがなかつ

十ニー36 ︿略﹀︑たとへ十分置十五分

一生の方針がはっきりときまった︒

十ニー210 此の航海によって︿略﹀︑

生の方針がはっきりときまった︒

十ニー210 此の航海によって彼の博物
そ
溢者としての基礎が十分に出來︑一

は︑二十三歳の時である︒

込んで意氣揚々と本窯を出自したの

十ニー25

と︑又一匹攣ったのが見えた︒

十ニー110

珍しい甲轟が二匹みた︒

十一一119 平日彼が古木の皮をむくと︑

珍しい甲轟が二匹みた︒

十ニー18 或日建が古木の皮をむくと︑

するは︑ひつきやう人を救はんが爲
︿略﹀︑佛教を盛にせん

なり︒︿略＞o﹂と︒

十一梛3図引

とするは︑ひつきやう人を救はんが
爲なり︒

かくて天和元年墨跡が初
度の募集を始めてより十八年の後に

十一伽10図

至りて︑︿略﹀︒

おのが治むる國はいかに

十ニー4図圏古のふみ見るたびに思
ふかな︑
と︒

ひろきをおのが心ともがな︒

十量子6図翻淺緑すみわたりたる大
空の

きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

まさつ

十二87図此の棒を此の板の上にて
りて火を生ず︒

かの建御血潮が大國主命
と會見せられしは此虞なりといふ︒

十二91図

かめしく向ひあひけん英雄の姿︑今

十二95図︿略﹀︑そのかみ此虜にい

がちであったが︑︿略﹀︑七十四歳の

じゅ

まのあたり見るが如く︑打寄する波

十ニー42

これが有名な進化論で︑學

長槍を保つことが出域た︒
︿略﹀︑又物を集めることが

の音さへ何事をか語るに似たり︒
十二910

が一が
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界を根本から動かしたものである︒

十ニー98圃 沖を走るは丸屋の船か︑

きった晩秋の空子をふるはして︑何

に止って︑事績することが出典ない
から︑︿略﹀︒

即ち一人の貿易商が外人の
昔は個人の利益を勤むのが

商業であると思はれてるた︒

十二2310

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︒

十二235

更に大きい︒

十二235 外國貿易に至っては︑之に
丸にやの字の帆が見える︒
きやう
みかん
從算する者の心掛け如何の影響が
十一一199 調子のよい蜜柑懸歌がすみ
虜からともなくのどかに聞えて來る︒

十二203 ︿略﹀︑勘違にも幾段にもき

づき上げられた山畑には︑蜜柑の木

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

すゴ
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な

これはひつきやう文明の程

度が低いために︑共同生活の意義が

十二244

られたのも其の爲であらう︒

十二206 どれを見ても︑枝といふ枝 十二243 彼等が町人といって賎しめ
りになってみる︒

十二3110國

く略V︑車道と人道との間

には︑緑した＼る街路樹が目もはる
かに連なってゐます︒

此の塔は世界最高の建物

で︑高さが三百メートルもあるさう

十二331団
です︒

薄暗いらふそくの火のもと

て仕方がない︒︿略V︒﹂と兄の聲︒

で︑色の青い元物のなささうな若い

十二392

﹁御免下さい︒︿略﹀︒﹂と

男が靴を縫ってみる︒

十一一397

其の言方が如何にもをかし

ベートーベンがいった︒

かったので︑言った者も聞いた者も

︿略﹀︑もう沿道の田畑に 十二404

思はずにっこりした︒

十二3410團

は農夫が鍬を振るってをり︑又工場

と兄がいふ︒

其の最初の一音が既にきや

ベートーベンの爾眼は異様

えてしまった︒

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消

折から燈がぱっと明るくな

乗移ったやう︒

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

十二416

うだいの耳には不思議にひゴいた︒

十二414

いひさして︑︿略V︒

肘当がない︒それでどうして︒﹂と

十二409圏

ベートーベンは︑﹁え︑

十二408﹁有難うございます︒︿略﹀︒﹂

といふ工場には盛に黒煙が上ってゐ
ました︒

十一一351囲︿略﹀︑又工場といふ工場

やがてベルリンに入って

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十二355国

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ

十二208 黒い程こい緑の葉の間から︑

明らかでなく︑随って商業の本質が

︿略﹀︑彼等が大戦後にお
ひへい

其の一つくが日の色にはえてくつ

た︒

十二3510囲
に景色がよい︒

るスイスは︑到る虜我が日本のやう

世界の公園といはれてゐ 十二421

活動してみるのには全く敬服しまし

ける自國の疲弊を回復するため盛に

十二355圏

ふれてみて︑︿略V︒

︿略﹀︑共同生活の意義が明

らかでなく︑︿略﹀︒

十二245

れなかったからである︒

理解されず︑商人の人格が重んぜら

黒い程こい緑の葉の間から︑

きりと浮出てみるのが見える︒
十二2010

其の一つくが日の色にはえてくつ
きりと浮出てみるのが見える︒

︿略﹀︑商人の人格が重んぜ

られなかったからである︒

十一一246

理解されず︑︿略﹀︒

十二215 ふと見ると︑ついそばの木 十二246 ︿略﹀︑随って商業の本質が
の下では︑かごを首に掛けた二三人
の男が︑器用な手つきで蜜柑を採つ
てるる︒

﹁そんなことをいったつ

つた空を眺めてみたが︑やがて指が

十二438 ︿略﹀︑彼はしばらくすみき

めた︒

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始

十二4210 ベートーベンはかういって︑

顔を照らした︒

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の

十二424 ︿略﹀︑清い月の光が流れる

をあけると︑︿略V︒

十二306団市街を見物して私の特に 十二372 ドイツの有名な音書家べ一 十二423 友人がそっと立って窓の戸
トーベンがまだ若い時分のことであ

あちらでもこちらでも︑さ

感心したのは︑市民が交通道徳を重

十一一217

えたはさみの音がちょきんくと聞

︿略﹀︑或小さいみすぼらし

つた︒

十二375

んずることです︒

ひん
往來の頻繁な街上でも︑

い家の前まで謬ると︑中からピヤノ
二人は戸外にた＼ずんでし

の音が聞える︒

十二385園

ピヤノの音がはたと止んで︑︿略﹀︒

ばらく耳をすましてみたが︑やがて

十二3710

よく警官の指揮に從って︑混齪する
世界最美の街路といはれ

側に並び︑︿略V︒

五六層もある美しい建物が道路の爾

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

十二318囲

ことがなく︑︿略V︒

十二308團

える︒

十二218 ふもとの川を白帆が二つ三
小春日和の暖さにとけて︑

つ通って行く︒
十二2110

其実からも夢のやうに船歌が聞えて
來る︒

十二232 又軍に損益の嵩から見ても︑

かやうな仕方は唯一時の利益を得る
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けん

ピヤノの鍵にふれた と 思 ふ と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

中湖は深さが三百七十八

壁の高さが二百メートル以上もある︒

十一一439 ︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑ 十二509

これは主として周園が山で︑

メートル︑此の湖中での一番深い庭
十二519

である︒

一轄すると︑今度は

ちやうど東の空に上る月が次第々々
︿略﹀︑

にやみの世界を照ら す や う ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一一441

流れ込む川に大きいのがないのに原

しばふ

如何にもものすごい︑いはば音怪な
これは主として周園が山で︑

卜してみる︒

ある︒

十二527

三十年忌かり前までは︑此
これは奥入瀬川を十町語り

いろくな時計がたくさん並んでゐ
る︒

唯自分だけが此のやうに

其の時︑今まで雲の中に居

た太陽が顔を出したので︑日光が店

十二581

一ぽいにさし込んで湿た︒

十二582 ︿略﹀︑日光が店一ぽいにさ

し込んで來た︒

仕事塁のそばに︑ふさぎこ

龍頭を廻すと︑今まで死

りゆうつ

十二596

と︑︿略﹀︒

ねぢは︑自分が此庭に位置

ねぢは︑自分が此虚に位置

ねぢは︑自分が此虜に位置

び活動することが出來たのだと思ふ

を占めたために︑此の時計全膿が再

十二595

と︑︿略﹀︒

び活動することが出來たのだと思ふ

を占めたために︑此の時計全膿が再

十二595

始めた︒

忽ち愉快さうにかちくと音を立て

んだやうになってみた懐中時計が︑
ゆ

十二594

んだ︒

を見附けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫

んで下を見つめてみた女の子がそれ

十一一584

けてぴかりと光った︒

不意にばたくと音がして︑ 十二582 するとねちが其の光線を受

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

十二5410園

い︒

十二553

︿略﹀︑小さな子どもが二人

小さな子どもが二人奥からかけ出し
て來た︒

十二553

此の時大きなせきばらひが

奥からかけ出して來た︒

十二563

此の時大きなせきばらひが

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

十二563

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

時計師は︿略﹀︑出して置

あれが無いと町長さんの

懐中時計が直せない︒探せ︑探せ︒
十一一5610園

懐中時計が直せない︒

くわい

それでは自分のやうな小さ

な者でも役に立つことがあるのかし

十一一573

を占めたために︑此の時計全膿が再

と︑︿略﹀︒

一日おいて町長さんが來た︒

び活動することが出干たのだと思ふ

十二5910

︿略﹀︑此のやうな庭にころ

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略﹀︒

げ落ちてしまって︑若し見附からな

十一一575

かったらと︑それが又心配になって

︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ

るが如き愛國の至誠を表すものとも

十二616図

したから︑取りかへて置きました︒

ねちが一本いたんでゐま
﹁此庭に居ます︒﹂

十二602園
ねぢは

來た︒

けない︒

と叫びたくてたまらないが︑口がき

︿略﹀︑そばには小さな心棒 十一一578
周園の壁やガラス戸棚には︑

あれが無いと町長さんの

﹁ねちが無い︒︿略V︒探

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二567

十一一568園
せ︑探せ︒﹂

暗い箱の中にしまひ込まれ

のさかのぼる道を絶ってるるからで

下った虚に大きな瀧があって︑魚類

十二523

の湖には魚類が全く酷なかった︒

十二521

因してみる︒

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二5110

物の精が寄集って︑夜の芝生にをど
るやう︑︿略﹀︒

十二4610図光澤と香氣とを有し︑ね
しつ

ばり強くして︑割れ︑そる等の憂極
めて少く︑又よく灘氣に耐ふるが故
に︑建築材として最も重んぜらる︒

十二474図 されど何れも美しき光澤
を有するが上に︑︿略﹀︒

耐ふるが故に︑家屋の柱・土皇とな

十二476図 つがは堅くして久しきに
すに宜し︒

てるた小さな鐵のねちが︑不意にピ

十一一5610圏

十二483図中にもけやきはもくめ美

ンセットにはさまれて︑明るい虜へ

ねぢは驚いてあたりを見廻

しかしだんく落着いて見

くわい

出された︒

︿略﹀︑いろくの物音︑い

又くるひ少きが故に装飾材として珍

十二535
十二538

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

は

がわかった︒

ると︑此虜は時計屋の店であること

十一一533

わからなかった︒

したが︑︿略﹀︑何が何やらさつばり

十二531

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

ろいろの物の形がごたくと耳には

十一一5210

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

︿略﹀︑かしは最も堅くし

卸せられ︑︿略﹀︒

十二486図

ろ
て揮力に富むが故に︑櫓・車・運動

器具の如き強烈なる力を受くるもの
︿略V ︑ 東 南 岸 だ け は 二 つ の

を製作するに適せり︒
十一一502

半島が並んで突出してみるために
や﹂複雑になってみる︒

多く︑︿略﹀︒

十二505 岸は絶壁になってみる虜が
十二507 ︿略V︑殊に両半島にはさま
なかのうみ

れてるる中湖の東岸の如きは︑絶

が一が
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いふべきか︒

十二635図 フランスの國旗が縦に三
色 を 分 ち た る に 噂 し て︑︿略﹀︒

十二637図 画旗の色彩が其の國の人
種を表すものに︑支那の國旗あり︒
十二654 生れつき烈しい氣性の上に︑
年とともに老の氣短さが加はつて︑

ちょっとした事にも怒り易くなって
みた︒

全領地を二分して與へてや

ふのを口實にして︑︿略﹀︒

十二7110
つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

それは父が姉たちの爲に

程の不孝者であらうとは︒
ぎゃく

十二729
虐待されてるるといふことであっ

た︒

十二757園何でうらむわけがござい
ませう︒

ませう︒

る寒心がこもってみた︒

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび

十二7510

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ
たといふ合圖をすると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑網口の近くに番をし

これでもう魚は逃出すこと

てるる漁夫が急いで網口をしめてし

十二787

まふ︒

十二788

そこで数そうの船に分乗し

が出來ない︒

十二789

た漁夫が︑えんやくと掛聲を掛け

法律を制定するには︑政府

と明白となりしのみならず︑︿略﹀︒

又は貴鴬町院の何れかが其の案を作

十二886

成して重量に提出する︒

れば︑最後に議決した議院の議長か

十二894 ︿略﹀︑爾院の意見が一致す

ら國務大臣を経て奏上する︒

そこで天皇が之を裁可せら

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十二897

律が出來上るのである︒

るのである︒

かうしてだんく網の中が 十二898 ︿略﹀︑始めて法律が出來上

ながら身網を一方からたぐって行く︒

十二7810

唯法律は必ず帝國議會の協

一國文化の程度は︑其の國

民が國法を守る精神の厚薄に依って

十二904

其の事がない︒

賛を経なければならぬが︑命令には

十二903

令・．府縣単動の命令がある︒

網の中がいよく狭くなる 十二899法律の外に勅令・閣令・省
と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒

十二793

︿略﹀︑其の言葉の端端にも︑ 狭められるに随って︑︿略V︒

十二656 それに近來はめっきり元氣 十二757園 何でうらむわけがござい
が衰へて︑もう政務にもたへられな
くなって來た︒

十二657 王にはゴネリル・リガン．
コーデリヤといふ三人の娘があった︒

三四十貫︑時には百貫以上

もある大まぐろがどたりくと船中

十二797

︿略﹀︑更によく之を確め

船がまぐろで一ぽいになる

へ投込まれる光景は︑︿略﹀︒

と︑︿略﹀︒

十二799

ある︒

十二828図

潮に流されないやうに︑身

身網の外側や陸上の高い庭
に魚見やぐらが設けてあって︑漁夫

十二781

に附けてある︒

網にも垣網にも土俵や石などが重り

十二7710

其の時魚見やぐらの上で旗

︿略﹀︒

十二糾6早業

たまくコー二が交易の

黒星が二回目探検により

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

十一一879図

︿略﹀︒

地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

ばう
容貌の異なる汝が彼の

ため大陸に渡らんとするに際し︑

十二餌3図

てまた樺太におもむけり︒

んがために︑同年七月林藏は軍身に

十二949

或時︑父王と共に城外に出

折から飛下りて來た鳥が鍬

彼は更に其の邊の名高い學

︿略V五人の友は︑繹迦が

にも満足することが出來ない︒

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

十二9310

に傷つけられた轟をついばんだ︒

十二915

ある︒

て︑農夫の働く様を見廻つたことが

十二913

測ることが出來るといはれてみる︒

十二773 即ち水のはいる庭に當る部 十二826図樺太が離れ島にして大陸 測ることが出來るといはれてみる︒
え
十二905 一國文化の程度は︑其の國
の地理にあらざることは︑︿略﹀︒
分が身網で︑柄に當る部分が垣網で
民が國法を守る精神の厚薄に依って
ある︒

十二771 即ち水のはいる庭に覚る部
え
分が身網で︑柄に當る部分が垣網で

十二664國 ︿略﹀︑王は娘たちを面前 十二762 コーデリヤはそれを聞いて
腸をちぎられるやうな思がした︒
に呼んで︑﹁今日はお前たちに一つ
聞いてみたい事がある︒︿略﹀︒﹂と
尋ねた︒

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二665囹 お前たちのうちで誰が一
わしはそれが知りたいのだ︒

十二666園 お前たちのうちで誰が一
二塁の父を大事に思ってくれるか︑
わしはそれが知りたいのだ︒

十二682 コーデリヤは王が一番かは
いがってみる娘であった︒

十二689園私は胸にある事が十分に

︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ

が絶えずまぐろの來るのを見張って
みる︒

言へないのでございます︒

十二693囹 どうしたのだ︑コーデリ

十二781

十二785

の診るのを見張ってみる︒

ヤ︒何とか言方がありさうなものだ︒

上を迎へる準備が整ってみないとい

十二718 ところがリガンは︑まだ父
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全く修行を止めてしまったものと思
︿略﹀ ︑ や が て 一 興 の 明 星 が

ひ︑彼を捨てて立去った︒
十一一957

きらめいて︑夜はほのぐと明けそ

︿略﹀︑昔から之を渡らうと

くさり戸である︒

十二悩8

かん

二十五日午後一時から︑學

も遺憾なく嚢揮せられて︑︿略V︒

十二価5

校の講堂で村崎工學博士の﹁楽士の
︿略﹀︑石炭の火力による

して水中に落ち︑命を失った者が幾
十二備3園

世の中﹂と題する講演があった︒

︿略﹀︑路をさへぎつて立つ

百人あったか知れない︒

出曇ることや︑︿略﹀︒

︿略﹀︑進行中の汽車が無線

電話機を備へ附けてみたために危険

十二佃6

を免れたことや︑︿略﹀︒

十二梱1國困 ︿略﹀︑何事も忍耐が第

一とのかねての御教訓に從ひ︑一心

十二価1

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

めた︒

岩山に︑毎日翌々根氣よくのみを振

せつ

十二958 其の刹那︑彼は迷の雲がか

に働き候ため︑︿略﹀︒

かん
毎晩費上高の勘定を致

とが出田なくなりました︒

屋敷の附近は︑官軍の兵士

安芳がはいって行かうとす

ると︑︿略﹀︒

十二伽9

がすき間もなく警衛してみる︒

十二伽7

れ申候︒

が一番達者なりとて︑何時もほめら

す時など︑仲間のうちにて計算は私

十二梱5國圏

るつて︑飴念なく穴を掘ってみる僧

エヂソンが炭素線の電燈

を獲明したのは四十年ばかり前のこ

十一一備10園

らりと晴れて︑はっきりとまことの
︿略﹀︑きっと結んだ口もと

十二柵2園 ︿略﹀︑今では更に進んで
かく
光の色が太陽に似て︑しかも比較的

とであったが︑︿略﹀︒

熱をともなふことの少い電燈さへも

ぱうず

あれは山師坊主で︑あのやうなまね

其のうちに誰言ふとなく︑

をして︑人をろうらくするのであら

十二柳1

には意志の強さが現れてみる︒

十二価4

があった︒

︿略﹀︑やがて此の尊い心境

道を悟り得た︒

十二962

を世界の人々と共にせずにはみられ
ぬといふ慈悲の心が︑胸中にみなぎ
りあふれた︒

十二979 或時の如きは︑繹迦が山の

︿略﹀︑活動寓眞のフィルム

獲明されました︒

︿略﹀︑此の見る影もない老

十二宙6

うといふうはさが立つた︒

等が﹁それ勝が來た︑勝が來た︒﹂

十二梛1 ︿略﹀︑門を守ってみた兵士

十二佃1

がアーク燈の熱の爲に護火して︑多

下 に み る の を 見 附 けて︑︿略﹀︒
とく

くの死傷者を出した話などを附加へ

十二984 危篤の報が傳はると︑これ

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し

それ勝が來た︑勝が來た︒

次の間には官軍の荒武者共

安芳がいふ︑﹁︿略﹀︒﹂

十二憎7園拙者は︑此の談判がよし

少しは切れる所がござりませう︒

十二伽3園徳川侍のなまくら刀にも

るので︑︿略﹀︒

は諸外國が様々の考を持って見てを

十二伽3園 ︿略﹀︑今日日本の周園に

十一一伽1

がひかへて︑何となく物々しい︒

十二帽9

と︑やがて西郷が出て來た︒

十一一摺8 一室に通されて待ってるる

十一一仰2囹 それ勝が來た︑勝が來た︒

十二伍2囹

取直して行くてをさへぎつた︒

とひしめきながら︑一せいに銃劔を

た︒

︿略﹀︑陸上でも海上でも︑

又最近無線電話が爽明さ

アメリカにおいては此の無
︿略﹀︑遠い虜の音樂・演
説・講話などを居ながら聞くことが

十二佃5

線電話の鷹用が極めて廣く︑︿略﹀︒

十二佃4

れる機運となりました︒

れましたが︑今やそれが盛に利用さ

十二佃2園

れましたが︑︿略﹀︒

十二佃1園又最近無線電話が獲明さ

やうになりました︒

自由に消息を交換することが出來る

十二柵10園

獲明されて︑︿略﹀︒

十二柵9園

た︒

まで教を受けた人々が四方から集つ

手傳をする者が一人へり二

彼が稀代の天才はこ＼に

︿略﹀︑其の後無線電信が

て別れを惜しんだ︒

十二佃1

人へりして︑はては又村人全艦が此

︿略﹀︑これまで教を受けた

人々が四方から集って別れを惜しん

の老僧から離れるやうになった︒

十二985

だ︒

︿略﹀︑仕事を助ける者が又

かうして︑老僧が始めての

︿略﹀︑彼が一生をさ＼げた

︿略﹀︑彼が一生をさ＼げた

十二擢5図

大工事が見事に成就した︒

十二柵5

大工事が見事に成就した︒

十二⁝川5

年目に︑︿略﹀︒

みを絶壁に下してからちゃうど三十

十二㎜4

ぼつくと出湯て來た︒

十二㎜3

此の老僧から離れるやうになった︒

十二986 いよく臨終が近づいた時︑ 十二柵2 ︿略﹀︑はては又村人智腔が
繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑
﹁︿略﹀︒﹂と諭して静かに目を閉じた︒

のが私の命である︒

十二9810囹 これまで説いた教そのも
十一一9810谷戸のなくなった後も︑め

いくが其の教をまじめに行ふ所に
私は永遠に生きてをる︒

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし

十二994図 七代七十齢年の帝都とし
ら

奈良の都も︑︿略﹀︒

な

十二悩4 これからが世に恐しい青の

が
が

342

どのやうに決着するにもせよ︑︿略V︒

十二個4警衛の兵士等は︑︿略﹀︑西
つト

郷が後に憂いてるるのを見て︑一同
恭しく捧げ銃の禮をした︒

十二麗2 安芳が一命をかけた努力と︑
西 郷 の 果 断 に よ っ て︑︿略﹀︒

とヒつ

いつ

名讐としたのがそれである︒

だ

引込み思案におちいり易く︑奮闘努
十二観10

十二儒7

︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

しかし其の半面には︑物に

堅忍不抜あくまでも初 念

んではみないか︒

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ

十二欄5

れである︒

ける討死を無上の名讐としたのがそ

十二柵1

れである︒

ける討死を無上の名讐としたのがそ

︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

力の精神に乏しく︑遊惰安逸に流れ
すべて日本人の短所として︑

るかたむきがある︒

十二価8

すべて日本人の短所として︑

性質が小さく狭く出身たきらひがあ
る︒

十二価9

性質が小さく狭く出去たきらひがあ

十二慨7 我が國が世界無比の國禮を
る︒

其の原因はいろくあらう

有し︑三千年の光輝ある歴史を展開

十二鵬1

し來って︑今や世界五大國の一に敷
へられるやうになっ た の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

が︑昔から此の島守で荒い浮世を知

を通すねばり強さが映けてはみない

︿略﹀︑ 主 と し て 我 々 國 民 に

か︒

十二麗10

らずに過して來たことが︑其の主た

ニトラレテコマルガ︑

マスガ︑日や月ガデテヰナカ

ツタリ︑アカリガツイテヰナカ
ツタリスレバ︑ワタクシハアナ

ヘキマス︒

ワ

チヨツトハハナレマスガ︑

タカラハナレマス︒

二666

スグオや牛ノトコロ

タヅネアテテ︑トメテクレトタ

二745 鋼桁ケハシク︑ミチハ
カリマセンデシタガ︑トウトウ

ドチラモマケズニタタカ

ノミマシタ︒

ヒマシタガ︑トウトウライクワウ

二773

ガカチマシタ︒

マダウスグラウゴザイマス

ガ︑ケサコソニイサンヨリサ

三28

キニオキテミヨウトオモツテ︑

メンドリハ

ヘンナコエヲ

ソツトネドコヲ出マシタ︒

三56

ましたが︑そのうちにかへりた

トモダチハ﹁モチハ︿略﹀︑

くなって︑おとひめに﹁いろいろ

サウシテ米ヲツイテミマ

イツモアナタニツイテヰ

わかいとき字をならひま

シテ行キマシタガ︑ソノ中二

三663アトへ竹ノキレヲノコ

こまってゐました︒

したが︑うまく書けませんので︑

三547

いひました︒

おせわになりました︒︿略﹀︒﹂と

イテハイケマセン︒﹂ト︑トメマ

二583

バカリデマシタ︒

シタガ︑ヤツパリキタナイモノ

二466

シカデマセン︒

シタガ︑キタナイドロ水バカリ

二441︿略﹀︑ソコヲホツテミマ

シタガ︑キカナイデイマシタ︒

二36一

タテテヰマシタガ︑見テヰル
ナニカヨイクフウハアルマイ
ウチニ︑タマゴヲハラノ下ニ
カ︒
二297園 ソレモヨイガ︑ダレガ ダイテ シマヒマシタ︒
三438 うらしまはおもしろがって︑
ソノスズヲツケニイクカ︒
うちへかへるのもわすれてゐ

ガ︑ネコ

が︵接助︶論がが←・ところが
二272園 コノゴロナカマノモノ

べき短所があるやうである︒

こ＼にもまた我々の反省す

それだけすぐれた素質があったから

自分で思ふま＼に造り出す

十一一閥8

るものであらうQ

今日我が國が列強の間に立

である︒

十二燭1

つて世界的の地歩を占めた以上︑

十二悌1 君と親とに眞心を捧げ書く
して仕へる忠孝の美風が世界に冠た

しかし此の半面にもまた短

︿略﹀︒

十ニー32

所がうかゴはれないであらうか︒

十二鵬10

ることは︑今更いふまでもない︒

十二欄3 忠孝は實に我が國民性の根
本をなすもので︑之に附随して幾多

創造力は︑十分に嚢揮せられたこと

の良性・美徳が送達した︒

十二鵬5 四周の海が天然の城壁とな

がなく︑昔から殆ど摸倣のみを事と

もはう

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

もはう

︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

習︑性となっては︑遂に日
本人には牢記力がないであらうと自

十二僻3

を事として來た観がある︒

十一一梛3

して來た観がある︒

随って 國 民 は 國 の 誇 を 六 つ

許 さ な い か ら ︑ ︿ 略﹀︒

十二⁝⁝⁝9

けられたことがなく︑一筆の誇を永
久に持績しょうとする心掛けも出羽

らも輕んじ︑外國人からも侮られる︒

て︑︿略﹀︒

十一一悩5 其の上我が國の美しい風景

十二慨8我が國民には潔いこと︑あ
櫻の花の一時に咲き一時に
の武士が玉とくだける討死を無上の

散る風情を喜ぶのがそれであり︑古

ふぜい

十二研9

つさりしたことを好む風がある︒

や温和な氣候は︑自ら雨垂の性質を
をん

穏健ならしめ︑自然美を愛好するや

とかく

さしい性情を育成するのに二って力
︿略﹀我が國民は︑

があった︒
十二悩9

343
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フシガーツアツテ︑水デツパウ

ニナリサウナノガアリマシタ︒
三692 サウシテセンヲヒキマシ
一ツニツト

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

四153 白ウサギハ

イマ一足デヲカへ上ラウト

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

イフトコロデ︑﹁オマヘタチハ
ウマクワタシニダマサレタナ︒

の所へなほしたら︑夕方近くな

弟も東へ行き︑西へ行けば︑
西へ行き︑長い間つけねらひま

すっかりいろいろな物をもと

したが︑手を出すすきはあり

まぶしには︑かさくといふ

音がしてゐますが︑これは舞が動く

五482

ハジメハ綜スヂホドノ流デス

からです︒

ゾニオチル頃ニハ︑流モ早クナリ︑

ガ︑ソレガダンくアツマツテ︑ミ

五513

水ノカサモ多クナリマス︒

こちらは今さくらのさかりで

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

ぼちが昨日から病氣で︑ごは 五564 日本の國には︑景色のよい所
がたくさんありますが︑松島・天の
しんぽいでしたが︑かへって來ると︑

橋立・宮島の三つを︑昔から日本三

あたりの高い所からもながめ

ますが︑多くは舟に乗って︑島の間

を通って見物します︒

あれは神明様の森だが︑あ

れまでが半道で︑あれから町まで一

五641園

里ある︒

五675圏少しまはり道だが︑となり

鯉も居るが︑それよりも︑

村の用水池を見て行くことにしよう︒

五694

ある︒

田地にするには︑水がいるが︑

もっとお前に聞かせて置きたい話が

五678園

熊襲のかしらだけあって︑﹁しばら

外に村のさかえる工夫はあるまいと

とは思ったが︑さうでもしなければ︑

村の人々は中中大きな仕事だ

引いて曇る川がない︒

たけると申して居りましたが︑みや

自分にまさる者はないので︑ 五698
こには強いお方がおありになった︒

五452園

ります︒﹂といひました︒

くお待ち下さい︒申したいことがあ

とさけんで死にませうが︑たけるも

五571

景と申します︒
かへに膨ました︒
とび

これは鶏だよ︒それで金鶏
わけは知ってみるだらう︒

勲章といふのだが︑鶏のついてみる

五177園

もうよくなってみて︑尾をふってむ

んをたべませんので︑學校に居ても

五153

てしまったさうです︒

五61

ませんでした︒

りました︒

四648 よ一はじたいしましたが︑
よしっねがゆるしません︒

どんなにか鳴いたのでせ

うが︑うちのものは朝まで

四686
しらずに居ました︒

四696これは私が七つの年
のことでしたが︑今でも山が
らのこゑをきくと︑まだあれ
が生きて居るだらうか︑足の

︿略﹀︒﹂トイツテ ワ ラ ヒ マ シ タ ︒

ヲアビマシタガ︑前ヨリモカ

きずはどうしたらうかと思

四177白ウサギハスグ海ノ水
ヘツテイタクナツテ︑クルシガツ

はないことはありません︒

雪ノヤウ心心ウゴザイ

尊は其のころ︑︿略﹀︑御年は
わっかに十⊥ハでいらっしゃいました

五418

マスガ︑雪ノヤウニツメタク
ハナク︑又日ニテラサレテモ

が︑いさみ立ってお出かけになりま

た︒

はなかなかにぎやかなことでし

むすめさんが︑此の人の所へ
およめに來ましたが︑其の時

四764西の村一番の金持の

スカレマセン︒

四712 一人ハタイソウ皆サンニ した︒
五438 なみくの者なら︑﹁あっ﹂
スカレマスガ︑一人ハアマリ

トケマセン︒

四705

テ居マシタ︒

四261 おばあさんが﹁︿略﹀︒もつ

とあそんでお出で︒﹂といって
おとめになりましたが︑おそく
なるとおもって︑いただいたく
りを持ってかへりました︒

四315 そこへぼちが來ました
ので︑一しょに向ふの方へ行

モズハ小サイガ︑マケヌ

つてみましたが︑だれも居ませ
んでした︒

四367

ヲドツタリ

ヨワイ鳥デス

氣ノ鳥デスカラ︑︿略﹀︒

四372 スズメハ

ヨツテ︑

いふので︑みんな賛成したといふこ

あったといふが︑一年目かりの間は︑

うか︒﹂と言って︑首をひねる者も

それをひろって︑まぶしへう

かけはじめますから︑ちっともゆだ

﹁そんな大きな池がいるだら
んが出來ません︒

五474

とだ︒

ヘ

五721

ソバ

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

つすのですが︑少しでもおくれると︑

サヘヅツタリシテバカニシマス︒

四908 五郎はまだ小さくて︑何
も分りませんでしたが︑十郎は
なみだをおさへて︑﹁きっと此

ガ︑

四457 ﹁此のごろはく略﹀︑すすは

のかたきを取って見せます︒﹂

四928くどうが東へ行けば︑兄

と答へました︒

きは大きにらくになりまし
た︒﹂と今吉がいひましたが︑
それでもふきさうちがすんで︑

が一が
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五897

雨が降っても︑風が吹いても︑ 六57圏塁湾ではめったに雪が降ら

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

．ないさうだが︑此の山のいたゴきに
は︑いつもつもってみるといふこと

べつだんくじやうも出なかった︒

五737 庄屋は村の者にいろく言つ
だ︒

みかさ

つてゐますが︑葉書や封書などを入
かすが

れる人の外は︑私のからだにさはる
ら

六82園奈良の春日山や三笠山は千

な

運の悪い時には悪いもので︑其の年
者がありません︒

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

のつゆに︑又土手がくつれて︑池の

知られてみるし︑京都の東山にして

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも
もさうだ︒

作物の種や商品の見本も入れ

てよいことになってゐますが︑私は

五916
まだそれをあつかったことはありま

たまり水が村の中へおし出した︒

めに田を士買り︑ 畠 を 費 り ︑ 家 も 土 藏

五747 よい身代であったが︑其のた

氏の名折れになるからだ︒

お前はなぜ自分の村の人と

はじめは寒いやうに思ったが︑もう

六393国洋服は着なれなかったので︑

なれた︒

六402囲

兵には歩・騎・砲・工・輻重の五

見物しなかったかと思ふだらうが︑
しちよう

種があって︑私の村から︑今歩兵に

なって來てるるのは私一人だけなの

だ︒

兵舎のあり場所もちがふので︑めつ

五人も出てみるが︑兵種がちがふと︑

六411國 ︿略﹀︑私を入れて村からは

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ

一匹デ三四千粒モ産ムトイフ

たに一しょになることはない︒

ガ︑産ンデシマフト︑其ノ上二審ヤ

六472

外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

六102園金や銀ハ美シクテ︑オアシ

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六95園金ニハイロくアリマスガ︑

せん︒

葉書には︑大ていちよっとし

もみんな士買りはらった︒

五933

は︑いろくこみ入った事が書いて

た用事が書いてありますが︑封書に

五761 そこで一年ましに田がふえた
が︑をしいことに︑庄屋は池が出來
あります︒

上った年の冬︑死んでしまった︒

五843囲 おとうさんへ電報で御返事

おめでたい事やたのしさうな

ドチラモタクサンアリマセンカラ︑

五936

事が書いてありますと︑私もうれし

をいたしたやうに︑うちには大した
事もありませんでしたが︑中々のさ

ナルポド︑銅郵亭クサンア

ネダンモ高ウゴザイマス︒

四五年目タツト︑大キクナツ

小石ヲカブセル︒

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

六482

ツテ來ルガ︑フシギニ自分ノ生レタ

川へ臨ツテ來ルサウデ︑﹁之ヲ鮭ノ

田島デアラウト思ヒマス︒

タクサンアツテ︑モツト二二立ツ物

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑モツト

六115國

いと思ひますが︑悲しい事や苦しさ

﹁それにはどんな事が書いて

六124園今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ

あったか︒﹂といふおたつねが出る

五946

泣きをいたします︒

うな事が書いてありますと︑もらひ

わぎでした︒

五845困 九月にはいっては雨つゴき
でしたが︑四日の日は朝からひどい
雨で︑夕方から風もはげしくなりま

かも知れませんが︑それは人にもら

した︒

五868囲 うら手で助けてくれ助けて

上潮トデモ言ツタラヨカラウ︒﹂ト

叔父サンが言ハレタ︒

頴田イレマセンガ︑人ノ役二立ツコ

はありましたが︑あとの一人があり

行って見ますと︑なるほど少 六512 十二人いるうち︑十一人まで
し早すぎましたが︑それでも︑小さ

六184

トハ銅以上デス︒

してはならないことになってゐます︒

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ
ダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニシ

ベマスガ︑タクサン作ル所デハ︑ブ

五973

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑う
ちでも下の雨戸がたふれて︑中から
どで︑どうすることも出定ませんで

うすやたらひがぽかぽか流れ出すほ
した︒

頼朝は﹁目見た上でと︑萬じ

一番三番三番と︑十二番の舞

がめでたくすみましたが︑其の中で

六525

つそく舞姫にきめました︒

すがたも上品に見えましたので︑さ

ゆを呼出しましたが︑かほも美しく︑

六516

ません︒

虎が見まはしましたが︑だれ

なしめちが列を作って出てゐました︒

叔父爲朝の弓のやうな強い

も居ません︒
ためとも

纒の弓だ︒﹄などと言はれては︑源

此の弱い弓を取られて︑﹃これが義

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

六381園

熊が來て︑からだ中かぎまは 六283

タリスルト申シマス︒

しましたが︑ほんたうの死人だと思

五985

つたのでせう︑其のまま行ってしま

五878国 仕合はせに水はそれからふ
えませんでしたが︑町は階てい水に

ひました︒

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

五994園

熊が君の耳の所へ口を持つ

つかって︑人家も七八軒流れました︒

五883囲 うちでも一時は飲水やたべ
物にこまりましたが︑今ではあとか
たづけも大がいすみました︒

345
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ことに人のほめ立てたのは五番目の
す︒

アメリカへ行ってみるといふことだ︒
たいかく

我が國の馬は西洋諸島の馬に

セイが高ク︑目ガスルドクテ︑

まだ勝負がつかなかった︒

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ

七496

ガ︑イタツテ正直デ︑氣立ノヤサシ

七279

くらべると︑せいも低く︑位格もお

賀茂川は水が多くないので︑

とってみたが︑近年外新から種馬を

六736
船は通りませんが︑其の代りに水が

舞でございました︒

いたってきれいで︑染物にむいてゐ

からいと

んが︑唐糸の身代りに立ちたうござ

六543園 べつにのぞみはございませ

イ老人デシタ︒

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

輸入したので︑大いに改良されて︑

そ

シタ︒

あ べ

中でも安倍川の宿は一そうの

りますと︑我もくと先をあらそつ

れ︑川が渡れる︒﹂といふことにな

人ごみであったと申しますが︑﹁そ

七626

い目にもあひます︒

ふ面白いものですが︑たまには恐し

七567園

航海といふものは︑かうい

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ

七515

ます︒

き

獅子はかなしげにほえて︑

総べに立上りたりしが︑つと海の中

七336図

いたる所に良馬を見るやうになった︒

います︒
みつもり

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

てっかの

六552 頼朝が木曽義仲をせめようと 六821 通有も左のかたを射られたが︑

した頃︑木曽の家來手塚太郎光盛

六824 いよくおしよせたが︑敵の

通は尊くて平で︑歩道と車

にをどり入りたり︒

七361圏

道の間に並木が植ゑてありますが︑

︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

りぞいたが︑又おしよせて來るのは

此の頃は其の葉の美しいさかりです︒

中日本人は五萬人︑支那人は六萬人

船で干れば︑神戸から三期

た一人の男が︑人夫と渡賃を高いや

七642此の時見すばらしいなりをし

て渡りました︒

をしてゐますが︑差立はしごくやさ

じ

ば

相談は出來ないものと見きったので

と

すいと言ってあらそってゐましたが︑
は

七684

これはあの人が落して行った

かの男はゆめかとばかり喜ん

事になるかも知れぬ︒

かったら︑氣がちがって死ぬやうな

ほどの人である︒もし此の大金がな

て︑此のあぶない川を一人でこした

にちがひないが︑渡賃が高いといつ

七653

で川へはいって行きました︒

せう︑着物をぬいで頭にのせ︑一人

ますが︑來て先づ誰でもおどろくの
七394團

まだ來て二三箇月で︑よく

は︑波止場の大きなことです︒

夜︑門司からは著書夜で密書へ着き

も

七376團

ださうです︒

ですが︑日本人は年々ふえるばかり

こん
︿略﹀千早城は︑けはしい金

城兵はさっと引上げたが︑二
﹁極量寺坂の味方があやふう

ごくらくじ

はわかりませんが︑氣候も思ったよ

七188

三十人はふみとゴまった︒

六951

も足らず︑総勢わっか千人目かり︒

そうぜい

剛山上にはあるが︑まはりが一里に

がうざん

六908

しうございます︒

六892園丁らんの通り大きなからだ 七369国人日はおよそ十＝禺︑其の

明らかである︒

六836

船は高くて上ることが画配ないゆ

の娘が頼朝に仕へて居りましたが︑

之をさとって︑すぐに義仲の所へ知
らせました︒

六558 光盛の娘は其の後︑夜書頼朝
をねらひましたが︑少しもすきがあ
りません︒

六571 これが萬じゅの姫で︑木曽に
住んで居りましたが︑風のたよりに
かま
此の事を聞いて︑うばをつれて︑鎌
くロリ

倉をさして上りました︒

六586 さて萬じゅは︑だれか母の事
をいひ出す者はないかと氣をつけて
ゐますが︑十日たっても二十日置つ

ございます︒﹂といふ使の後から︑

りよくて︑快晴の日が多いやうです︒

ても︑母の名をいふ者がありません︒

六685園 其の蔭り途で︑青年たちは

﹁大將も討死されました︒﹂といふ使
につたよしさだ

﹁こまかな人だが︑出す時には出す

信玄は不意を打たれておどろ
が來たが︑総大喜の新田義貞はびく

受けた︒

七451

信玄の家畜は之を見て︑後か

目からはなみだがひっきりなしにこ

ぼれてるます︒

で︑財布を幾度かいたゴきましたが︑

川中島で前後五回戦つたが︑

らやりで謙信をついたが︑あたらな
七457

い︒

七453

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

ぐんばいうちはでふせいだが︑

いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引

七441

ね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といひ合つ

ともしません︒
も

た︒

さロりし

なっていらっしゃるが︑何時もお花

綿のづきんをかぶって︑雨ざらしに

めん

立様が立っていらっしやる︒晒木

六707 こんな人︑こんな姿は︑とう 七239其の松の下に石できざんだ地
の昔にきえましたが︑川は昔のま＼
に清く美しく流れてゐます︒

六724 此の電車道から東山のすそへ

七248此のおばあさんにむすこが一

が上ってみる︒

人あるのださうだがずっと前から南

かけて︑やはり人家がこみ合って立

つてゐますが︑青い松の間に︑五
たふ

重の塔や大きな寺の屋根が見えま

ぢゆう

が一が
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七689園

︿略﹀︑たとひとんで行って

見た所で︑もうあるまいとは思ひま
したが︑此のま＼量ることも出番ま
せんので︑四つかへして参りました︒

ぐ又仕事をつゴけました︒

七価6囹

秀吉は清正を召出して︑

さかひ
﹁︿略﹀︒小西程の者を堺の町人と
みん
の﹂しり︑又草藤への返書に豊臣清

信長はかるくうなついたが︑

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

七785

正と記したといふが︑それはまこと

エビノピンくハネタリ︑カ

の事か︒﹂とたつねました︒

引上げて役人の数に入れた︒

七81一
ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

七696圏 それがあなたのやうな正直
川ニスムモノトチガハナイガ︑タコ

御威光にもか＼はる所と存

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか

じ︑﹃︿略﹀︒﹄と返書をつかはしまし

せてもらひましたが︑いたゴいたの
ヤイカガ︑アシヲソロヘテ泳グ様ハ︑

恥掻3圏

は財布ではなくて︑私の命でござい

なれて︑姓も存じませんので︑御威

たが︑某は四つ五つの頃から親には

ぱう

おん
十五字までが一音信だが︑

光を借りて豊臣と記したのでござい
ます︒

陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ

七

4園

それでもよいが︑電報はさ

から︑それでは十七字になる︒

にごりのある字は二字に敷へるのだ

一番大キイガ︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

コンナ所ニハ︑動物モゴクマ

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

七85一

七宗7圏

七843

マコト心面白イ︒

ます︒

七712園房州へ出かせぎに行って︑
れふを致して居りましたが︑仲間の
者が國へ送る金をあづかって︑此の
財布に入れて來たのでございます︒

淺イ所出ラニ三百尺グラヰノ所マデ

レデ︑植物ハ全クナイガ︑岸区長イ
ニハ︑海藻が生漉テヰル︒

七715圏小ぶくろの方は私どものだ
だんなはなさけ深い方ですから︑此

んなが國へおやりになる金ですが︑

二匹はいちもくさんにかけて

うていねいにいはなくてもよい︒

八54

行ったが︑間もなくかはいらしいの

一ガイニイフコトハ出來ナイ

を一匹つれて來た︒

七871

ガ︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ所二︑紅

の金をあなたにさし上げましても︑

色ノモノハ深イ所由︑茶色ノモノハ

始の間はあまり甲乙はなかつ

おしかりになることはあるまいと思

八89

たが︑半分程の所から一騎後れ︑二
もはや信作と耕造の二人だけの競走

騎後れ︑つゴいて三騎までも後れて︑

﹁たしかに來たはずだ︒﹂と言

つて︑敵はあちこち見まはしました

となった︒

たと聞いて︑先陣へかけつけたが︑

て︑ 一生けんめいになってみる︒
よりのぶ
八149 ︿略﹀︑其の子頼宣は戦が始つ

翌日になって︑將軍が看たつ

もう間に合はなかった︒

八184

皇湾の蕃人には︑お祭に人の

ばんじん

ねたが︑始のやうに答へた︒

八224

亜里山の蕃人にだけは︑此の悪い風

りさん

首を取って供へる風がありますが︑

あ

磁歪はお祭の爲に人を殺すの

が早くから止みました︒

八243

もう︼年︑もう﹇年とのばさせてゐ

はよくないといふことを説聞かせて︑

どうしても待ってるられません︒﹂

ましたが︑四年目になると︑﹁もう︑

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

といって噛ました︒

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

八295

山野に生ずる草木の中には︑

つて見たことがない︒

八326

其の中貴重なものの一つは朝鮮人蓼

言託にするものが多くありますが︑
にんじん

です︒

これはもと野生のものでした

が︑今から千何百年も前から栽培す

八328

ることになったのだとったへてゐま

今度の競走も五分心々に盛ん
で行ったが︑中程まで行った時︑信

何だか少しむし暑いやうだが︑ 八96

さうして教へられた場所へ行

空には雲もなくて︑まことによく晴

七929

﹁これ︑おばあさん︑︿略﹀︒﹂

が︑おばあさんの肩に手をかけて︑

七915

其ノ中間二生エテヰルノデアル︒

ひます︒

七726園 もしお金をもらったら︑あ
なたの氣はそれですむかも知れませ
︿略﹀︑どうかすると︑其の

んが︑私の氣がすみません︒
七732囹

日のくらしにこまるやうなこともあ
りますが︑心にすまないことはまだ
一度もした事はありません︒

八343

す︒

見物人は孚って︑多勢の方へ

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

つて見ますと︑望の赤子は望ません

八137

でしたが︑見なれない草に︑眞赤な

﹁どうかひどい風にならなけ

れてるた︒

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

七941

命じた︒

ぜひ︒﹂といひながら︑人夫の後に

七739 かの男は﹁それではこまる︑

ればよいが︒﹂と︑おちいさんが言

八351

これが満期で︑此の婦人は長

美しい實が一つなってゐました︒

つていらっしゃったが︑其の中に南

るが︑小勢の方はみんな心を合はせ

八141園多勢の方はゆだんをしてゐ

ついて來ましたが︑とうく母川を

はげしくなって來た︒

の空が黄色になって︑風がだんく

渡って︑人夫の家へ参りました︒
︿略﹀︑年よりはちよつとふり

かへりましたが︑何ともいはず︑す

七746
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が一が

生をしましたが︑一生の間仕合はせ
のよい事がつゴいたと申します︒
ゑち

前野で︑一人の子どもに二人の實

ぜんのかみ

八363 時の町奉行は名高い大岡越
母はないはずといって︑いろいろ調
べますが︑どちらも實母だといひは
ります︒

八364 越前守はじっと考へましたが︑
﹁其の子を二人の眞中に置いて︑爾

御主人様

十二

でございますが︑もう四五日の所お
淺吉

ひまを願ひたうございます︒
月十四日

八464団其の後どうかと案じてゐま
したが︑手紙を見て安心しました︒

八472国此の心意はほんのわっかで

此の港には︑十五六年前に

大地震があって︑町は大方こはれた

八664国

のですが︑今では前よりもかへって
りっぱになってゐます︒

サンフランシスコはカリ

フォルニや州にあるのですが︑此の

八672困

其の上地味が肥えてゐますから︑い
ブタ

州は合衆心の中でも︑終期がよくて︑

ウサギ

すが︑何か好きな物を買って上げて
タヌキ

下さい︒
キツネ

子どもは︑アメリカ人の立てた學校

日本人は八萬人齢も居て︑

ろいろな農産物に富んでゐます︒

へ行って︑英語で勉強しますが︑蹄

八683圏

二遊ンデヰル子ドモヲサラツテ行ク

ノ志度ル物デアルガ︑マレニハ庭先

八496狐・狸・兎・犬・豚ナド円建

コトモアル︒

方から子どもの手を取って引合へ︒

ました︒

勝つた方へ其の子を渡す︒﹂といひ

人々は︿略﹀︑やって見まし

信吉にはおとよといふ今年十

たが︑もとより立たうはずはござい

八768

ません︒

八835

一になる女の子があるが︑生れつき

唖なので︑僕のうちで世話して︑唖

おし

父は﹁相かはらずせっかちだ

の學校に入れてある︒

八849

ね︒﹂といったが︑別に止めようと

もせず︑僕に︑﹁お前も心しよに行

出て行ったが︑間もなく黒い服を着

小使は僕等を磨接室へ通して

つてお出で︒﹂といった︒
おうせつ

た先生が︑女生徒を一人つれて︑は

八861
つて來ると︑又日本人の立てた學校

八372 二人の女は﹁かしこまりまし

へ行って︑日本語で學問をしてゐま

おかあさんはそれを二つにち

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし

す︒

八527

やったが︑忽ちきれいなおそなへに

で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ

から足の爪先までながめたが︑しば

いって︑娘の手をはなして︑頭の先

信吉はびっくりして︑二足三

信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を

よせて︑﹁おとよ︑おとうさんが蹄

八906

口がきけたんでせう︑︿略V︒﹂

娘を引きよせて︑﹁先生︑どうして

何とか言っておくれ︒﹂といって︑

足後へ下ったが︑﹁︿略﹀︒もう一つ

八885

いませう︒

も口をきくことが出來ないのでござ

で︑ひさしぶりに露つた私に︑一口

ふのでございますが︑何のいんぐわ

八875囹私は三年ぶりに此の子にあ

なあQ︿略V︒﹂といって︑︿略﹀︒

らくして︑﹁おとよ︑大きくなった
シカ︒コとニューヨークの間

もあるから︑健康には害がなささう
八713国

です︒

八702囲此所は工業地で︑煙突の煙 八868 信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と

いって來られた︒

た︒﹂と︑爾方から 引 合 ひ ま し た が ︑

なった︒

えんとつ

子どもがいたがって︑わっと泣出し

︿略V︑おちいさんが﹁とても

まだ︒﹂とおっしゃったが︑おばあ

八538

ますと︑實母の方は驚いて手を放し
ました︒

八388 呉服屋の手代が︑大きなふろ

さんは﹁まあ︑

ついてみるがよ
い︒﹂とおっしゃった︒

八543始のうちは勢がよかったが︑

は九百八十哩もありますが︑おとう

しきつつみを石地藏の前におろして
のと見えて︑何時の間にか︑ぐつす

さんは最大急行の列車に乗って︑た
アメリカ人は大きいこと︑

間もなく腰がふらつき出して︑ふみ

八734囲

つた十八時間で着きました︒

おとうさんが﹁せいは高くて

でも世界一になるやうに心掛けてゐ

八547

るたびに動いた︒

しめてみる雨足が︑きねをふり上げ

休みましたが︑齢程つかれてみたも

︿略﹀︑越前守は﹁しからば

りねこんでしまひました︒
八427圏

許してつかはすであらうが︑其の代

るといひますが︑何しろ大した勢で

りと致して︑白木綿を一反つつ︑名

が︑それでもとうく一日だけはつ

も︑まだだめだ︒﹂とおっしゃった

廣いこと︑高いこと︑早いこと︑何

札をつけて︑三日の間に間違なく持

此所は有名な商業地ですが︑
はくぶつ

参 致 せ ︒ ﹂ と 命 じ ました︒

八736国

す︒

保己一は五歳の時めくらと

き上げた︒

八452團 始は熱が高くて心配致しま

八626図

館や野面館などもたくさんありま

したが︑昨朝あたりから熱が下って︑

なりしが︑人に書物をよませて︑一

す︒

と

心に之を聞き︑後には名高き學者と

りっぱな學校もありますし︑博物

食事も進むやうになりましたので︑

なりて︑多くの書物をあらはせり︒

くわん

やっと安心致しまし た ︒

八458團 まことに勝手がましい御願

が

が
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つたが︑社長さんは︑﹃自分の力で

いって︑資本を出さうとする者もあ

やれる所までやってみます︒﹄とい

わたしも此の精神にもとつ

せんが︑性質はおとなしく︑我々に

いて︑主に海産物や水利の事を調べ

九264園

つて來て︑うれしいか︒﹂と大きな
もよくなつき︑︿略﹀︑子供等はなか

つて︑夜を日についで働いた︒

くわく

聲で言ったが︑おとよは何も言はな

るが︑いろくの差支があって︑實

て︑くはしく計書を立てた事もあ

北國二季ム野ウサギや高山ノ

行が出來ずにしまった︒

十六のお前が︑旅費も乏し

うが︑父の此の願だけは︑しかと心

もあらう︑又つらい事もあるであら

規律正しく活動する其の様は︑如何

敷百人の乗員が浄財にしたがって︑

雨戸をくるのとかはりはないが︑千

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

く上手に日本語を話します︒
九175

上二居ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑枯
九271園

居ル時ハ緑色デアルガ︑枯木二移レ

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九635

いで︑信吉の顔を見てみる︒

のぞきこむやうにしてみたが︑﹁は
葉や土ノ単二似テヰルガ︑冬ニナツ

カツシヨク

い︑うれしうござい ま す ︒ ︿ 略 V ︒ ﹂

テ雪が降りツモルト︑眞白ニナル︒

八917 おとよは信吉の口を︑中まで

と︑はっきり答へた ︒

及びません︒﹂といったが︑すぐ

八951 信吉は﹁いや︑何︑それには 九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

︿略﹀︑上野騨から青森行の列

にも目ざましい︒

車に乗った︒ずる塗こんでみたが︑

九679

にとめて置いて︑必ず仕とげてもら
り す
すると木のうろから︑栗鼠が

みんながゆづり合ってくれたので︑

九337

ひたい︒

バ枯木二王タ色ニナル︒

又沖縄二産スル木ノ適々ハ︑

一匹︑けろりとした顔を出したが︑

二人とも腰を掛けることが酒事た︒

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ

九192

﹁では︑一日お借り申 し ま す ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

といって︑慮接室に待ってるた娘の
アルガ︑裏ハ枯葉山下テヰルノデ︑

僕の姿を見ると︑太い尾をちらりと

手を取って︑幾度も先生におじぎを

見せて︑急にまた穴にかくれてしま

した︒

羽ヲトヂテサカサニ草木ノ豊田止ツ

つた︒

昔は一面の荒野であったが︑

たかだち

義纒の居た高館のあとも右

よしっね

停車場にはいる手前でまた北

北上川はまだをりをり見える

叔父さんが﹁東京から此所

ね︒﹂とおっしゃった︒

遠い所に來たやうな氣がしない

かうたやすく來てみると︑そんなに

までは四百五十六哩もあるのだが︑

九7610園

く谷川になってしまった︒

が︑いよくせまくなって︑とう

九745

がかなりせまくなってみる︒

上川を見たが︑此所まで陰ると川幅

九735

しまった︒

手に見えたはずだが︑もう通過して

九725園

今は方々に町や村が出來てるる︒

九688囹

に思ったが︑もう八時半であった︒

まだ日が暮れたばかりのやう

八七8團 彫る二十五日に︑亡母の三

テヰルト︑マルデ枯葉が引掛ツテヰ

九685

ルヤウニ見エル︒

社長さんは中程の年よりらし

回忌の法事を致します︒まことに御

ラン
此ノ轟ハ主旨蘭学止ツテヰテ︑ 九503

いが︑にこにこしてみる元主な方で

九201

苦辛様ですが︑どうか同日午前十時
頃までに︑お出でを願ひたうござい

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑

ます︒

しやう

す︒

主人の家が大きな醤油屋

ジヤウデ︑ナカく見分ケガツカナ

羽ヲ廣ゲテヰルト︑全ク蘭ノ花ト同

だったので︑始は近在の小官店へ︑

九517園

重日祝の歌を一首いたゴきたうござ

イサウデアル︒

八柵9国 又まことに申しかねますが︑
います︒

毎日々々︑降っても照っても︑おろ
しに歩き廻ったものださうだが︑其

歓庵様は佐藤の家の農學の

のつらさはとてもお前たちにわかる

九253園

氣候と農業との關係をお調べなされ

本をお開きなされ︑元庵様はおもに

なきと
八柵8 幼名を無人といったが︑寒い

といっては泣き︑暑いといっては泣

ものではない︒

世間にはこんな場合に︑な
地質や黒物の方で新しい嚢見をなさ

たが︑おちい様の不昧惣社はまた︑

るたけ自分の負楯を輕くしょうとす

九539園

き︑朝晩よく泣いたので︑近所の人
なき
は大月のことを︑無人ではない︑泣
と

ちやうふはん

れた︒

人だといったといふことである︒

八棚4 大將の父は長府藩主に仕へ

る者もあるが︑あの人は反心に︑少
しでも他人の負澹を輕くしょうとし

其の本については︑後に又
言聞かせるが︑金轡一身一家の爲で

て︑自分の財産を残らず差出した︒

九259園

が︑自分の子がかう弱虫の泣虫では︑

なく︑一すぢに國の爲︑民の爲につ

て︑江戸で若君のお守役をしてみた
第一藩主に差しても申しわけがない︑

町の人々は之を見かねて︑
﹃そんな事までなさらなくても︒﹄と

九548園

くすといふお考は︑どなたも皆同じ
事で︑︿略﹀︒

︿略Vと思った︒

九88団土人はまだよく開けてゐま
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九794 大人の握りこぶし程の大きな
のもあれば︑雀の卵ぐらみなかはい
よく實がいってみる︒

らしいのもあるが︑ ど れ も 皆 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

九854囹 にいさん︑空にはあんなに
たくさん星が見えますが︑少しも動
かないのですか︒

まだ青いが早く甘くなるたち

りました︒

二歩2

戦地ではいろくつらい事も

だから︑もう直に食べられる︒

九鵬2
あったが︑戦場をかけ廻るのは︑北
ゆ
風にとって愉快な事であった︒

職場の光景は實に恐しいもの

九梱10園

イヤ︑其ノ人が二選スルコ

トハウタガヒナイガ︑自分ノタフト

イ選墾椹ヲ棄テルトイフ事ハ︑選塁

十261園あの波を御らん︒かはいさ

パナマ地峡に運河を造る事は︑

うだが︑とても人間業では救へない︒

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十364

事を行った事もあったが︑成功を見

忙したところで︑實地に大仕掛の工

人トシテカリソメニモスベキ事デハ

ナイカラ︑カウシテワザく婦ツテ

父は﹁力藏さん︑まあ︑一服

が︑力藏さんは見向きもせずに︑元

やってから始めなさい︒﹂といった

十406

るに至らなかった︒

來タノダ︒

世間ニハ︑イロくノ事情

リスル人モアルガ︑ソンナ事ヲスル

投判示シタリ︑或ハ細謹シテシマツタ

ノ爲二︑或ハ信用モシテヰナイ人二

九輪8囹

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び

であったが︑北風はく略V︑砲揮の

九佃7

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ
くともせずに勇ましく活動した︒

九895図 信吉は感心して︑熱心に空
げ て ︑ ﹁ に い さ ん く︑︿略﹀︒﹂

氣な聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へて︑止め

喜三右衛門は量りの美しさに

人は此の有檬を見て︑たはけ

少しもとんちゃくしない︒

とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑

十473

窯場の方へとって返した︒

うっとりと見とれてみたが︑やがて

十449

ようともしないQ

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

又日々に奉る供へ物には︑

でるたが︑敵陣が間近になったのを

由なるが︑それらの品を社務所にた

いものだ︒﹂とつぶやきながら︑又

﹁︿略﹀︒あの色をどうかして出した

ノハ︑心太ノ諏三思ニソムイテヰル︒

見て︑一だん高く軍刀をふりかざし︑

つさへ來て︑神前にさ＼げたしと願
今通って見て來ましたが︑

なれない私は︑大丈夫とい
はれても︑やはり馬のそばを通るの

十173囲

大そうりっぱになりました︒

十126囹

十32図

はだんく大きくなって︑狩人にな

いつものはれぐとした聲で︑﹁そ

ひ出つる者敷多しといふ︒

九917囹其の中に︑子供のアルカス 九二4 中尉は始終先頭に立って進ん
りましたが︑離日大熊を見つけたの

ら︑もう一息だぞ︒襲へく︒﹂と
北風は驚いてすぐに立止らう

おそ

で︑それを射殺さうとしました︒

叫んだ︒

ノーに形を愛へられたおかあさんの

九9110酔言の大熊こそは︑先にジュ
カリストだつたのですが︑アルカス

九二3

も進んでしまった︒

としたが︑後からかけて來る味方に

だ

はそれと知りませんから︑あぶなく
ひ

追はれて︑思はず其の場から数十間

だけ

親身の親を射殺すところでした︒

九941 白馬岳が飛騨山脈中の有名な

喜三右衛門は︑血走った目を

てるたが︑やがて﹁よし︒﹂と叫ん

見張って︑しばらく火の色を見つめ

十482
たが︑土地の人は一向平氣で︑三四

が危険なやうな氣がしてならなかつ
歳の子供でも︑腹の下などを自由に

水兵は驚いて立上って︑しば
らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

くゴつて歩きます︒

九橋6

がて頭を下げて︑﹁それは隠りな御

山だといふ事は知ってゐましたが︑

くはしい事は今日始めてうかゴひま

言葉です︒︿略﹀︒﹂と言って︑其の

で火を止めた︒

した︒

を権にして︑此の雪渓をすべって下

そり

九9510圏 下山の時には︑木の枝など

つたが︑どの子馬も皆かはいらしい

﹁これだ︒﹂と大聲をあげた︒

窯から皿を出してみたが︑不意に

十183団く略V︑馬つなぎ場を見て廻 十491 喜三右衛門は︑一つ又一つと
顔をして︑おとなしくつながれてる

おかあさんは︑﹃一命を捨

手紙を差出した︒

ます︒

九戸9園

てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

る人があります︒僕も其の通りにし

れるが︑まだ其の折に出會はないの

坐込の方は何時でも引出す

ことが出來るが︑定期の方は︑預け

十523園

あ㌧いふりっぱなのを建てたのだ︒

横町の小さい家だつたが︑今度は

あれは銀行だよ︒今までは

て見ましたが︑急な坂を矢のやうに

りに救を求めたが︑何のかひもなか

十508園

早くすべるのですから︑實に壮快で

岩の上に淺つた船艦には︑十
だ︒

十254

した︒

つた︒

人許の船員がすがり附いて︑聲を限
が︑やがて手をあげて敬卒して︑に

水兵は頭を下げて聞いてみた
つこりと笑って立去った︒

九冊7

りさうでしたが︑もう夕方になった

九993 面白いお話がまだたくさんあ
ので︑僕等はおいとまごひをして蹄

が一が
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た日から半年とか一年とかきまった

置いたのでございますが︑今夜は之
方が得な場合が少くない︒

よっては︑やはり外國の品を買った

とすぐに書物を取上げて︑テーブル

いらしかったが︑あの青年ははいる

﹁﹁はい︒﹄﹃い﹂え︒﹂大嘗

外の者は着物だけは美しか

者が多うございました︒
ぎ

つたが︑爪の先は眞黒になってみる

十鵬9囹

の上に置きました︒

をたいて︑あなたのおもてなしに致

これらの製品は我々の使ひ料

期限が來ないと引出すことが出生な

十928園

東洋諸國へ輸出される︒

にもなるが︑又支那・印度其の他の

十884

しませう︒

﹁それ程おっしゃるなら︑

︿略﹀﹂といひて目をふせしが︑主人

恥かしながら申し上げませう︒

十685図

い︒

便利ですね︒﹂﹁便利だが︑その代り

十527囹 ﹁それでは當座預金の方が
利子が安い︒︿略﹀︒ ﹂

たり︒

年久しく相孚ひて互に勝敗

時早くも義兵を墾げしが︑事のいま

主上さきに笠置におはせし

やさしい言葉ではありませんか︒

だ成らざるに先だち︑笠置も落ちた

台墨7図

はやがて豪富を改めて︑﹁かやうに

が︑それで中々言ひにくい場合があ

︿略﹀︒﹂父は﹁誠にやさしいやうだ

十533骨質の中にはお金の有飴って
落ちぶれてはみるものの︑御らん下

みる人もあるが︑又何か事業を起さ
さい︑これに具足一領︑長刀一ふり︑

うと思ってみる人で︑お金のない人

太郎は前から父に︑﹁あの橋

践は呉に捕へられぬ︒

呉の勢盛にして越軍大いに破れ︑勾

ありしが︑勾践越の王となるに及び︑

十欄4図
るが︑友だちのす﹂めをことわりか

ぬ︒後からうじて臨國することを得

二季6図 ︿略﹀︑勾践は呉に捕へられ

ねて︑一所に渡り出した︒

ぬ︒﹂と固く禁ぜられてるたのであ

は危険だから決して渡ってはなら

十936

る由風聞ありしかば︑力なくて止み

又あれには馬を︻匹つないでもって

僕はもう南山へ何度も上り

龍山はもと漢江にのぞんだ

まるで給のやうに見えます︒
かんかう

父は﹁お前はどうしたのだ︒
かねてあぶないといって置いた︑あ

十944

萢轟といふ忠臣の助を得て報復の計

しが︑勾践此のうらみ忘れがたく︑

しぬ︒

うちう

を立て︑再び呉と戦ひて遂に之を亡

の橋を渡ったのでは無いか︒﹂とた
し

椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

や

績きになって︑今では龍山も京城の

十悩2

つねたが︑太郎はだまってみた︒

こちらへ來てもう三月減り

ムの木などは名を聞いてみたが︑實

つまり此の宇宙には︑あの

のがなほ敷限りもなく存在してみる

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一38

が︑たゴ其の距離の遠いために︑あ

上海は專ら商業の都市とし

に盛になって︑紡績・造船・製粉・

ばう

て知られてみるが︑近時工業も次第

十﹇117

んなに小さく見えるのである︒

きよ

つたが︑海面にはまだ波のうねりが

白梅は今ちやうど眞盛りであ

す

製紙其の他の諸工場が勢よく黒煙を

談話の最中に一人の老人が
い

通された部屋には︑古いた

はいって來ましたが︑それを見ると

外の者は少しも氣がつかな

十一144

立ててみる︒

十偽3園

すぐに立って︑椅子をゆづりました︒

十磁4囹

万々と交って美しい︒

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

十佃9

高い︒

昨夜の風雨は名残なくをさま

になりますが︑よくも績くと思ふく

ろくありますが︑大分長くなりま

に製造されるやうになったが︑物に

十麗5

らみの天氣早きで︑雨といふものは
ごくたまにしか降りません︒

物を見るのは始めてである︒

十775国

中に編入されたのださうです︒

るに連れて次第に廣がり︑両方が町

小さな町であったが︑京城の襲爵す

十769團

ましたが︑此庭からは京城の市街が

十755団

をります︒︿略﹀︒﹂

るのだ︒﹂

がある︒

十549 鳩を通信に使ったのは︑饒程
古い時代からの事で︑殊に一時は非
常に盛に行はれたが︑無線電信など

が嚢明せられて以來︑自然輕んぜら
れるやうになった︒

を呼びて︑﹁お連れ申しはしたが︑

十646園︿略﹀主人は︑物かげに妻
差上げる物はあらう か ︒ ﹂

召上るならと妻が申してをりますが︑

十651囹 ちやうど有合はせの粟の飯︑
いかゴでございませう︒

十659園 だんく寒くなって來たが︑
あやにく薪も書きてしまった︒

したから︑今日は此のくらみにして

十665園 僧は驚きて︑﹁お志は有難 十7810國 お知らせしたい事はまだい
いが︑そんなりっぱな鉢の木をたく

置きます︒

のは︑どうぞ止めて 下 さ い ︒ ﹂

十668 私はもと鉢の木がすきで︑い

米は我が國でずるぶん多くと
れるが︑全く外中米の足しまへを受

十866

︿略﹀︑大てい人にやってしまひまし

けぬわけには行かない︒

ろく集めた事もありましたが︑
た︒

の頃のかたみとして︑大切に残して

十671園 しかし此の三本だけは︑其 十872 機械類は︑近年我が國でも盛

351

が一が

が︑さうちもよく行届いてみるし︑

んすや戸棚などが並べてありました
る方が利益だから︑かう間をおいて

十一506

ブラジル邊でゴムを製造す

るには︑山野に自生するゴムの木か

く土地を開いて行く︒

此の方法は各國民の間に︑

の需要が激増したために︑英國人は

につれてすたって來た︒

のであるが︑マッチの使用が早まる

廣く又極めて長い間行はれてるたも

十一669

マレイ半島の領地にパラゴムの木を

下刈はいつも土用中にする

植ゑるのだ︒
がり

ので︑ずるぶん苦しいが︑それでも

移植するに至った︒

十一382
木が競平するやうに︑しんを立てて

総べてがきちんとしてゐました︒

十一1410 私が來たので︑すぐしまは

すくすくと延びてみるのを見ると︑

ら原料をとるのであるが︑近年ゴム

うとなさるのを強ひて止めてお手写

が増すにつれて︑火の用途もだん

であるが︑時代が進んで燃料の種類

物を調理するのに用ひたもののやう

十一673火の熱は︑初め主として食

は︑先づ森林を僥彿って︑其のあと

十︸518此の邊でゴムを栽培するに
に種をまくか︑又は苗木を植付ける

今年伐るはずのは︑おとう

のであるが︑これが成長して︑切付

燈火としては︑初め松の木

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十一6710

く旧くなって來た︒

もう幹のまはりの三尺鯨りもあるも

を行ふまでには五六年差か＼る︒

たが︑其の後らふそくや種油がとも

船員等は︑如何にも型持よ
ささうに泳ぎ廻ってみたが︑中にも

おとうさんは︑よく﹁植林 十一551

は貯金のやうなもので︑植ゑてさへ

され︑石油のランプが之に代り︑今

十一4010

のが大分見える︒

さんの子供の里勝ゑたのだといふが︑

十一407

非常にうれしい︒

をしましたが︑成績物を一枚も無く
なさずにそろへていらっしゃるのに
驚きました︒

﹁成績物は︿略﹀︑皆一生の

記念になるのだ︒﹂と思ふと︑私も

十一158

急に一年からのをまとめたくなりま

したが︑私のはく略﹀︑大方なくな

うれしさうに見えたのは︑十三四に

つてしまひました︒

おけば︑年々太って利息が附いて行

はガス燈や電燈が到る慮にかゴやき

だ

なる二人の少年であった︒

お

十一271図 これより先︑秀吉は織田

く︒﹂とおっしゃるが︑ほんたうに

十一728

宣長は︑大急ぎで眞淵の檬

渡る時代となった︒

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

のぶたか

︿略﹀︑沖のうきを目當に泳
ぎくらをしてみた︒︿略﹀︒初は平間

十一555

子を聞きとって︑後を追ったが︑松

さかひ

以上も相手をぬいてみたが︑どうし

昔︑泉州堺のなにがし

さうだ︒

寺に︑或畜師久しく寄食してありけ

坂の町はつれまで行っても︑それら

十﹁447図

日の正午大岩山の敗報至る︒

盛政は賎嶽より西北に直れる高地に

しい人は見えない︒

十一285図 明くれば二十一日の朝︑
兵を引きまとめたりしが︑此の時ま

たのか急に相手にぬかれて︑一二間

十一7210次の宿のさきまで行ってみ

るが︑何一つ圭旦がくこともなく︑毎

いひ

老砲手は氣ちがひのやうに

も後れてしまった︒

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り

く略V︑書毛﹁︿略﹀︒さら 十﹇566

日遊び暮して既に敷年を纏たり︒

ば謝恩の爲に何か書がきて参らすべ

其の後宣長は絶えず文通し

機會は松坂の一夜以後とうく來な

一日と親密の度を加へたが︑面會の

て眞淵の教を受け︑師弟の關係は日

十一768

とは出來ない︒

い言葉がよくわからないと十分なこ

記を研究しようとしたが︑どうも古

たが︑やはり追ひつけなかった︒
し︒﹂とて︑心構せし様なりしが︑

神を知りたいといふ希望から︑古事

十一752項目私も實は我が國の古代精
みる︒

に叫んでみるが︑二人の耳にははい
く略V︑書師﹁先に書が

らぬのか︑夢中で泳ぎくらを績けて
十一489図園

早筆も取らで数日を過しぬ︒

十一459図

でも飯浦坂にふみ留って︑追來る敵
を防ぎ古し弟勝政に引きあげを命じ
たり︒

十﹁2910図取國も槍を合はせ︑しば
らく防ぎ戦ひしが︑俄に槍を投捨て

きたる檜︑何となく物足らぬ所あり

て大手をひろげ︑﹁ 組 打 ︒ ﹂ と 叫 ぶ ︒

て氣にか＼りしが︑東國へ下る下す

げようとしてあせってみるが︑もう

驚いて心しやうけんめい逃

ん張りてはねかへさんとせしが︑ふ

十一311図 正國得たりと︑力足をふ

遅い︒

十﹇572

みそこねてあはや谷底へ輔び落ちん

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

なつみやすいものであるが︑此の邊

かった︒

十一651
へんために駈りしなり︒﹂とて一枝

では新しい知識をいれて︑新式の農

くわん

を見て︑其の意を得たれば︑かき添

十一374園 早く間伐して母材を取る

かき添へ︑又別れを告げて立去れり

具を用ひ︑新式の方法によってどし

農業者は多く古い習慣に

とす︒

目的のところでは︑一坪に二本も三

といふ︒

本も植ゑるが︑此の邊では太材を取

が一が
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て使用に便利ではあるが︑尚場合に

十一795 かうして出來た貨幣は極め

僕も急に元氣がなくなって︑

貨幣の代りになる紙幣といふ物を案

よっては持運びに不便なので︑更に

出した︒

十一8510

ちに一箇月の閏をおかなければなら
ない︒

したがって二百十日も太

しあたり家がなくてはならぬので︑

家はインディアナ州に移ったが︑さ

活とふだんの養生とによって︑七十

に一曲︒﹂といって︑彼はしばらく

十一一438 ﹁それでは此の月の光を題

ては︑唯をりく興味ある特殊の事
ルーブル博物館も一覧し

件を報道するに過ぎざりき︒
十一﹇325囲

ましたが︑りっぱな檜書丁彫刻の多
いことは恐らく世界第一であらうと

湖岸線は大計輩調であるが︑

ねぢは驚いてあたりを見廻

の物の形がごたくと耳にはいり目

したが︑いろくの物音︑いろいろ

十二529

を通じて水位の攣化は極めて少い︒

となって流れ出るのであるが︑ 一年

おいらせ
十一一515 湖の水は東岸から奥入瀬川

みる︒

出してみるためにや＼複雑になって

東南岸だけは二つの半島が並んで突

十二501

︿略﹀︒

すみきった空を眺めてみたが︑やが
けん
て指がピヤノの鍵にふれたと思ふと︑

がちであったが︑此の規則正しい生
じゅ
四歳の長里を保つことが出動た︒

されば珍しき事件の起り

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十四ー47図

ても一日ぐらみのものだが︑太陰暦

く黒川卸することは古より行はれたり

陽暦なら大がい九月一日目︑ちがつ

十一938圏

になると三十日もちがふことがある︒

しが︑印刷術の幼稚なる時代にあり

こ＼ががまんのしどころだ︒

ち

リンカーンが七歳の時︑一

と︑自ら働まして進んで行

十﹇95一

﹁いや︑

一所に船に上らうかと思ったが︑

︿略﹀︒﹂

造った︒

學校は四韻齢りも離れてゐ

父は自分で木を切出して小さな家を

＋一881弟
0はそれを見てしばらく考

十一973

つた︒

へてみたが︑すぐ二百十日の通日か

思ひました︒

にはいるばかりで︑何が何やらさつ

たが︑路の遠いのは少しもいとはず︑

いったのは朝まだほの暗い頃でした

ばりわからなかった︒

ら立春の前日の通日を引去って︑

が︑もう沿道の田畑には農夫が鍬を

汽車でドイツの國内には

振るってをり︑又工場といふ工場に

十二349團

たり︑人にやとはれたりすることに

毎日毎日黒鉛よく墨書した︒

なったが︑本を讃みたいといふ心は

﹁ 成 程 ︑ 二 百 十 日 目だ︒﹂

八夜﹂の文字に目を止めて︑﹁こ＼

十一899若弟は︿略﹀︑ふと﹁八十 十一986 それからは義父の手助をし
に﹃八十八夜﹄とありますが︑これ

は盛に黒煙が上ってゐました︒

ぐ違ってはみるが︑どれを見ても

くさんの時計︑形も大きさもそれ

十二547園あのいろいろの道管ハ︑た

少しも攣らなかった︒

二人は戸外にた＼ずんでし

自分よりは大きく︑自分よりはえら

ばらく耳をすましてみたが︑やがて

十二3710

は何ですか︒﹂

此の時事代主命はすなど

ピヤノの音がはたと止んで︑﹁にい

のさき

りのため美保崎といふ虜にありし

ほ

が︑使を得て急ぎ仕り︑父君に申す

み

十二610図

あって︑日本では明治五年まで太陰

十一924園 暦には太陽暦と太陰暦と
暦を用ひてみたが︑其の翌年から太

さうである︒

女の子は唯じっと見まもつ

見附けて︑﹁まあ︑かはい＼ねぢ︒﹂

てるたが︑やがてかの小さなねぢを

十一一557

物をあれこれといちり始めた︒

たが︑男の子はやがて仕事皇の上の

二人は其虜らを見廻してゐ

さん︑まあ何といふよい曲なんでせ
てるるのは若い女の聲であある︒

十二555

やう︑﹁かしこし︒仰のま＼にたて
九歳の時始めて縞馬にはい

う︒︿略V︒﹂と︑情ないやうにいつ

陽暦を用ひた︒

十ニー02

十一9210園其の問は約三百六十五日 まつり給へ︒﹂
と四分の一だが︑便宜上三百六十五

﹁御免下さい︒私は音樂
つたが︑託りすばしこい生れつきで

家ですが︑面白さについつり込まれ

十二395園

日を一年とし︑普通四年毎に一日の

なかったので︑先生にもむしろ中以

うるふ

閏をおくことになってみる︒

て参りました︒﹂とベートーベンが

まうとしたが︑齢り小さいのでつま
あなたは

それでは自分のやうな小さ

口で聞いたのですが︑

十二574

めなかった︒
でしたね︒

演奏會へ行ってみたいとかいふお話

十二401園實はその︑今ちよつと門 十二559 男の子は指先でそれをつま

いった︒

下の生徒と思はれてるた︒

十一934園 ところが太陰暦は月のみ

勉強してみたが︑何時の間にか好き

温順な彼は父の命に從って

な博物學の研究が主となってしまつ

十ニー14

こしらへたもので︑通例十二箇月を

ちたりかけたりする愛化を本として
一年とするが︑此の一年は一回盛年

ダーウィンの後半生は七三

た︒

十ニー37

より約十一日少いから︑太陽暦とく
ひちがって來て︑三年にならないう
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が

な者でも役に立つことがあるのかし
らと︑夢中になって喜んだが︑此の
やうな虚にころげ落ちてしまって︑

若し見附からなかったらと︑それが
ねぢは

﹁此虜に居ます︒﹂

又心配になって來た︒
十一一578

と叫びたくてたまらないが︑ロがき

を造ったものであるが︑昔から之を

唯法律は必ず帝國議會の協

め︑其のもたらせるものに就いて綿

界の各地につかはして竹を採集せし

十一一903

賛を鈍なければならぬが︑命令には

渡らうとして水中に落ち︑命を失つ

そればかりでなく︑石炭

なりしかば︑專ら之によりて心を製

密に研究せしが︑日本の竹最も適當

た者が幾百人あったか知れない︒

をまとひ︑日にやけ仕事にやつれて

出せり︒

身には色目も見えぬ破れ衣

其の事がない︒

かねて印面の徳をしたって 十二鵬3

十二備5園

みたマガダ國王は︑修行を思ひ止ら

十二937
せようとして︑自分の國をゆづらう

年の頃もよくわからぬくらゐである

十二柵10 今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑門々に手を加へて奮態を改めて

エヂソンが炭素線の電燈

を獲明したのは四十年ばかり前のこ

十二柵1囹

力は無限といってよい︒

は早晩使ひ溶くされてしまふが︑水

が︑きっと結んだ口もとには意志の

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

強さが現れてみる︒

とまで申し出たが︑彼の決心はどう

出してそれをいぢつてみたが︑やが

けない︒
しても動かなかった︒
十二5810 さうして一つの懐中時計を 十二939 彼は更に其の邊の名高い學

てピンセットでねぢをはさんで機械

とであったが︑今では更に進んで光
かく
の色が太陽に似て︑しかも比較的熱

はみるが︑一部は尚昔の面目を留め
て︑暉海一生の苦心を永久に物語つ

をともなふことの少い電燈さへも護

彼は此の心境の尊さに子日

てるる︒

十二9510

の聞唯うっとりとしてみたが︑やが

が︑次第に改良せられて︑四五十年

用として使用せらるるに過ぎざりし

電信や電話の護明は其の

七時實に全世界を驚かしたものであ

十二摺9圏

明されました︒

て此の尊い心境を世界の人々と共に

にも満足することが出來ない︒

の穴にさし込み︑小さなねぢ廻しで
しっかりとしめた︒

せずにはみられぬといふ慈悲の心が︑

十二702 家來の中にはしきりに王を
なだめた者もあったが︑王の怒はい

胸中にみなぎりあふれた︒

當時は軍に理化學の實験

十二m5図

よくつのって︑もうどうすること

りますが︑其の後無線電信が雪明さ

今や繹迦は衆星の中の満月

の後には応諾などにすゑ附けらる＼

十二975

れて︑陸上でも海上でも︑自由に消

も島影ない︒

の如く國中から仰がれる身となった

十二727 王は二三の忠臣にかしつか

に至りぬ︒

りました︒

息を交換することが出認るやうにな

れて︑とある小屋に一夜を明かした

十二麗9図

れましたが︑今やそれが盛に利用さ

十一一佃2圏 又最近無線電話が引明さ

十一一捌1國囲 参りし下座は何事もわ

れる機運となりました︒
て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

初め彼は紙に炭素を塗り

十一一佃2図次いで白金黒の他の金属

追々店の様子もわかり︑お下様の扱

こ＼において彼は人を世

しば
西郷は早速承知して︑芝︑

さつま

日要領は遂に得がたく︑両人は翌日

高輪の薩摩屋敷で會噂したが︑其の

たかなわ

十二伽9

やう相成り申候︒

方にもなれて︑仕事に興味を畳ゆる

がら情なく存じ候ひしが︑︿略﹀︑

エヂソンは例の如く實験

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

十二餌5図

本の書芸あり︒

しが︑ふと見れば机上に形珍しき︸

室に閉ちこもりて研究に芳念なかり

十一一佃7図

これまた失敗に終りぬ︒

十一一柵1図

の最も苦心したる所なりき︒

も遺憾なく嚢指せられて︑着々成功
しん
の域に進みしが︑唯心に至りては彼

彼が稀代の天才はこ＼に

が︑中には彼をそねむあまり︑反抗

繹迦は八十歳の高年に及ん

かん

が︑何時の間にかもう嚢狂してみた︒

汐時の如きは︑繹迦が山の

とするものさへも出て來た︒

するばかりでなく︑迫害を加へよう

十二759 王は尚あらぬ言葉を口走つ

十二9710

下にみるのを見附けて︑上の方から

てはみたが︑其の言葉の端端にも︑

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび

大石をころがしたが︑石は繹迦の足

十二983

は出來なかった︒

を傷つけただけで︑目的を果すこと

る眞心がこもってみた︒

くあるが︑だいぼう網で取るほど

十二766 まぐろを取る方法はいろ
勇壮なものはあるまい︒

十二873図 林藏の怪しみもてあそば

てるたが︑遂に病を得てクシナガラ

でも︑︿略﹀︑各地を巡って道を傳へ

それはく略﹀絶壁をたより
に︑見るから危げな数町のかけはし

十二悩7

附近の林中に留った︒

る＼こと︑此虜にては更に甚だしか
りしが︑か＼る中にありても︑彼は
土地の事情を研究することを怠らざ
りき︒

かい
が
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の再三を期して別れた︒

御意見はどのやうなものか存じませ

十二伽2園 安芳がいふ︑﹁官軍方の

︿略﹀︑かういふ短所はやが

るものであらう︒

て我が國民から消去るであらうが︑

十二鵬3

出來る限り早く之を一掃することは

せつ

んが︑拙者の考へる 所 で は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
が

けませう︒﹂
十二407闘

ふ

﹁︿略﹀︒それに樂譜もご

ル︒

から

九142図 ︿略﹀︑しゴみの殻を取出し︑

なるめんどりなり︒

細かに打ちくだく︒其の音を聞きつ
ざいませんが︒﹂と兄がいふ︒
これはどなたであらうな︒ けてかけ着り︑飛びちりたる貝のか
けを︑すばやくついばみたるは眞白
十二752園

笑って下さるな︑どうも娘のコーデ

リヤのやうに思はれてならぬが︒

つて︑それぐ貨幣の役目をしたこ

大水が出なければよいがと

か︒お前はわたしをうらんでみるは

ともあった︒

十二756園 コ涙をこぼしてくれるの 十一788 石・貝・家畜・獣皮・布．
農産物などが︑時代により場所によ

心ぽいして︑夜中に手をけやはき物

ずだが︒﹂﹁何でうらむわけがござい

﹇界﹈﹇▽こうぎょうかい

かい ﹇海﹈←にっぽんかい

かい

まですっかり二階へ上げました︒

五847団

︵終助︶12

我々の務ではあるまいか︒
が

うかくと兄弟垣にせめいでるたら︑
日本全國にのしをつけてどこぞの國
へやってしまふやうな事にならぬと
は 決 し て 申 さ れ ま せ ぬ︒︿略﹀︒﹂

十二伽8園 之に比べれば︑幕臣の身
︿略﹀︑﹁さあ︑まだ早いか

ませう︒︿略V︒﹂

六178園

も知れないがね︒﹂と言って︑栗林

としては如何がな申分ではあるが︑

徳川家の存亡などは言ふにも足らぬ

かあさん 与おかあさん
か ひ
﹇甲斐﹈︹地名︺2 甲斐
か ひ

かい

けんしん

か

ひ

たけだ

かい

﹇回﹈口▽いっかい・ごかい・さん

﹇貝﹈︵名︶4

貝﹇▽しんじゅが

いろっかいめ・にかい

ズ略V︒世に榮えてみる人 かい・さんかいき・だいさんかい・だ
がながめたら︑さぞ面白い事であら

かい

て・じっかい・にかい︒にかいづく

かい

﹇飼﹈﹇▽はなしがい

﹇買﹈﹇▽たまごかい

り・にじっかい

かい

かい ﹇罹﹈←うかい

岩の上に残った船膿には︑十

承り候へば︑御祖母様に

されども不意を討たれし
指輪や襟留ナドニハメル美シイ眞珠

戦は午前のうちに終りぬ︒．

く︑清秀は討死してとりでは落ち︑

俄の軍に︑清秀等の奮職其のかひな

十一249図

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

ひもなく︑去る十九日遂に御死去遊

は先日より御病気の虜︑御養生のか

十佃2國困

つた︒

りに救を求めたが︑何のかひもなか

人許の船員がすがり附いて︑聲を限

十254

かい ﹇甲斐﹈︵名︶3 かひ

海ノ中墨ハ魚や貝や其ノ外イ

い・まてがい

いだて・さんがいづくり・しかいだ

妻もまた﹁せっかくです 六67圏 内地では甲斐の白根で︑一 かい ﹇階﹈←ごじゅうごかい︒さんが
ゑちご

しなの

越後の上杉謙信と甲斐の武田

万五百尺︒
しんげん

﹁寒からうが︒﹂﹁少しも寒 七434

信玄が︑たびたび信濃の川中島で戦
つた︒

﹇会﹈5うんどうかい・えんそう
かい・さんじかいいん・しちょうそん

かい

﹁どうかひどい風にならな

くはございません︒﹂

七779園

が︒﹂といって︑相手になりません︒

七748園

の下のくぼ地を教へてくれました︒

拙者は︑︿略﹀︑さやうな

小事でござります︒
十二伽8園

事になれかしとは毛頭考へませぬが︑

大勢は人力の如何ともしやうのない

もので一︒
七939園

ければよいが︒﹂と︑おちいさんが

十二欄7 西郷はしばらくじっと考へ

言っていらっしゃったが︑︿略﹀︒

んがね︒

ふけんしかい

私も国運前に讃んだのです かい・しゅくがかい・てんらんかい．

てるたが︑﹁よろしい︒とにかく明

九911囹

日の総攻撃見合はせの一事だけは︑
拙者一命にかけて御引受け申します︒

十607園

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

十二梱4 警衛の兵士等は︑安芳の姿

︿略﹀︒﹂

を見ると一時に押寄せて來たが︑西
郷が後に績いてるるのを見て︑一同

うが︒﹂感がいに打沈みてとぼく

つト

と歩を運ぶ︒

恭しく捧げ銃の禮をした︒
十二価1 温和な氣候や美しい風景は︑

く略V︑﹁お連れ申しはした 七792
あは

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ

十647圏

が︑差上げる物はあらうか︒﹂﹁粟飯

ザマノ植物モ生エテ居ル︒

がう

が︑雄大豪壮の潮風を養成するには

ならございますが︒﹂

人の心をやさしくし︑優美にはする
適しない︒

又野禽貝トイフモノガアル︒
ハ︑此ノ貝ノカラノ中ニアルノデア

エリドメ

﹁︿略﹀︒どうかして御目 七825

て御いでになったら︑立てい追ひつ

にか＼りたいものだが︒﹂﹁後を追つ

十一722囹

が︑昔から此の島國で荒い浮世を知

十二燭10 其の原因はいろくあらう
らずに過して來たことが︑其の主た

355
がい一かいけん

がい

﹇害﹈︵名︶2

害
えんとつ

斥されるやうなことも起って鴨る︒

せき

何所だといふことが分ります︒

岸を走るので︑陸奥湾の風光が手に

代表するなり︒

海軍のをぢさんがお出でにな

きうか
海軍のにいさんが︑休暇で

八人になって︑にぎやかでした︒

お錦りになったので︑︿略V︑植手が

九474囲

さいました︒

には小刀とえんぴつをおみやげに下

つて︑春子にはゑ葉書とリボン︑僕

五166

淺轟近くになると︑汽車が海 かいぐん ﹇海軍﹈︵名︶2 海軍

取るやうに見えた︒

九759

ひぐし→シク︾

八703國此所は工業地で︑煙突の煙 かいがい・し ﹇甲斐甲斐﹈︵形︶1 か
十一伽6國国中にも十三四ばかりの

十二810図境内を出でて海岸に到る︒

で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ
子供が︑各学人の間にまじりてかひ

︿略﹀︑林藏は幕府の命に

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海

十二825図

へ二三百間も長く垣網を張り︑︿略﹀︒

來る場所を選んで︑海岸から沖の方

先づ岸近くまぐろの寄って

十二777

︽ーク︾

﹇甲斐甲斐﹈︵形︶2

にもけなげに存ぜられ候︒
かいがいし・い
かひがひしい

水兵はくもの子を散らすやう

﹇海岸地方﹈︵名︶1

岸を探検せり︒

かいがんちほう

海岸地方

父が木を伐れば自分は雑草 十一欄4圏団此のブラジル國は︑

←いちかいきねん

海軍大臣

十寸10図

ロリヒつ

海軍大臣の命名書朗讃︑工

廠長の進水命令︑︿略﹀を合圖に︑

しやう

着々と進み行く進水作業︒

十二伽6

︿略﹀奮幕府の陸軍総裁勝

かいけつ ﹇解決﹈︵名︶1 解決

安芳は︑かねてから百方三一策して時

やすよし

局の圓満な解決を計ってみた︒

かいけつ・す ﹇解決﹈︵サ変︶1 解決

いしえいのかいけん

の將軍ステッセル

乃木大門と會見

の 所はいっこ︑水師螢︒

たかもり

︿略﹀︑安芳は三月十三日官

町の薩摩屋敷で行はれた︒

十二囲2 翌十四日の金日見は︑芝︑田

軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒

十二伽8

敵

かいけん ﹇会見﹈︵名︶3 翌月﹇▽す

が日本人の中より現れぬ︒

て此の疑問を解決したる人︑遂に我

十一一822図 然るに其の受認を調査し

討議の形式は︑普通第一讃 す ︽ーシ︾
會・第二讃會・第三讃金日の三度の金日

議を翻ることになってみる︒
﹇▽しかいきゅう

いきょう・しものせきかいきょう・な

かいきょう﹇▽きたんかいきょう・しか

かいきゅう

かいぐんだいじん ﹇海軍大臣﹈︵名︶1

ぐしく立働ける様を見ては︑如何

もあるから︑健康には害がなささう
です︒

十一188 約束は固く守らなければな
らぬ︑他人に害を加へてはならぬな
どといふことは︑我々が十分心得て
みる事である︒

九649

に八方へ散って︑かひがひしくズボ

﹇海王星衝﹈︵名︶

ンと袖をまくり上げ︑身輕な姿とな

かいおうせいしょう

1 海王星衝

十一957

つて分隊毎に甲板洗を始める︒

十一89図 ⊥曇日火海王星衝かのえ
いぬ︿略﹀

階下

へども︑中央の高地や海岸地方の大

︿略﹀︑其の大部分は熱帯に属し居候

﹇階下﹈︵名︶1

をかり取る︑父が畠を打てば自分は

かいか

種をまくといふ風にかひがひしく働

かいき

半は割合に涼しく︑︿略﹀︒

テルもあります︒階下の入口には︑

貝殻

ごく小さい時分から動植物

十二889

くだきたる貝殻を器に入れ かいぎ ﹇会議﹈︵名︶1 會議

がら
貝殻

五梱3 停車場の階上には︑役所もホ

縛壷

十二910

うに集らず︒

てあたふるに︑これには餌の時のや

九143図

﹇貝殻﹈︵名︶2

いてるた︒

﹇絵画﹈︵名︶2
たく

かいがら

左右に大きな待合室 が あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

かいが
かう

十ニー73図 さて編輯部にては刻々集
り來る原稿を選揮整理し︑絶書丁罵
眞等と共に之を印刷部に送る︒

十二326国 ルーブル博物館も一覧し

に深い趣味を持ち︑馬下を集めるこ
がら
とがすきで︑貝殻や鑛石などを室内

ましたが︑りっぱな絶書紀彫刻の多

に並べては一人で樂しんでみた︒
海外

いことは恐らく世界第一であらうと
﹇海外﹈︵名︶2

九396図画

旅順開城約成りて︑

るとかいきょう・ほうよかいきょう・
まみやかいきょう

十二639図即ち赤・黄︒藍・白・黒

回彊人

くわいきやう

海岸の松原や︑いその小山かいきょうじん ﹇回徳人﹈︵名︶1

海岸←ひ

思ひました︒

かいがい

がしかいがん

﹇海岸﹈︵名︶6

七539囹

かいがん

國は︑國民をして海外に嚢屈する意

も次第に遠くなって︑しまひにはも

さ
十二価2 殊に徳川幕府二百饒年の鎖

氣を消磨せしめ︑︿略﹀︑世界の大勢

う何も見えなくなります︒

の五色を横に並べたるものにて︑

を知らぬ蛋民とならしめた︒

︿略﹀︑白は回目人︑黒は西玉人を

ちぺっと

りますから︑それを見ると︑あれは

七589囹又海岸には所々に燈垂があ

くわいきやう

國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

十二燭6 そこで海外に移住しても外

かいけんす一かいこんする

356

かいけん・す
︽ーセ︾

﹇会見﹈︵サ変︶1

會見

會

十二91図 かの建御恩命が大國主命

す

︵サ変︶1

と會見せられしは此慮なりといふ︒
﹇会見 ﹈

︽ーシ︾

かいけん・する
見する
さつま

獄

貿

高輪の薩摩屋敷で會 見 し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

たかなわ

しば
十二価9 西郷は早速承知して︑芝︑
﹇蚕﹈︹課名︺2

五目14 十三 翼

かいこ

﹇蚕﹈︵名︶5

五467 十三 翼
かいこ

五468 昨日からうちの翼が上りはじ
めました︒

五471 上る頃には︑翼のからだがす
き通るやうになります︒

五483 まぶしには︑かさくといふ
音がしてゐますが︑これは翼が動く
からです︒

五493 今桑をたべてみる翼も︑明日
の朝までには︑たいてい上ってしま
ふさうです︒

十四1図 ︿略﹀︑近年は作物も改良せ
られ︑桑を植ゑて慧を飼ふ者多く︑

﹇海国﹈︵名︶2

海國

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒
かいこく

日・英・米三國で︑我が居留民の数

涼感も重要な關係をもつてみるのは︑

か多い︒

は︑外國人中第一位を占めてみる︒

外國貿易

きやう

從事する者の心掛け如何の影響が

十二234

外國貿易に至っては︑之に

がいこくぼうえき ﹇外国貿易﹈︵名︶1

︿略﹀︑更に直島へ輸出する事

も少くない︒

十8710

事も少くない︒

れに加工して︑更に外國へ輸出する

しょがいこく

それからこ㌧に六百鯨年︑ま

つと正体い山がありますか︒

六74園 外題には︑新高山より︑も 十8710 又外曲から原料を輸入し︑そ
六855
だ一度も外國から攻められたことは
ない︒

更に大きい︒

︿略﹀此の がいこくぼうえきぎょうしゃ ﹇外国貿
易業者﹈︵名︶1 外面貿易業者

外國の或商會で︑新聞紙に店

員入用の廣告を出した︒

︿略﹀︑近年外國から種馬を輸 十梱2

入したので︑大いに改良されて︑い

七279

上海

深く此の黙に注意しなければならぬ︒

＋二238外國貿易業者はかへすぐ

米

けぬわけには行かない︒

れるが︑全く外事米の足しまへを受

十866

米は我が國でずるぶん多くと

がいこくまい ﹇外国米﹈︵名︶1 外國

外國との貿易ばかりでなく︑支那の

︿略﹀コーヒーの實を
手にてこき落し︑︿略V︒之を機械に

十一柳2圏團

るから︑︿略﹀︒

各地との取引にもきはめて便利であ

地は交通上重要な位置を占めてみて︑

第三課

十一109

外藩の港に着くと︑見なれ

たる所に良馬を見るやうになった︒

七558園
皆さんのうちには︑大きく

ない形の家が並んで立ってるます︒

七611園

なってから︑商用其の他で︑外國へ
出かける人もありませう︒
ふ

かけて皮を除き︑袋に入れて外國に

き

輸出する由に候︒

かくて船長は外國より持手

りたる窮眞帖を學校に寄附して去れ

七616図
り︒

第三課

上海

︿略﹀こ㌦
には外藩人の居留する者が非常に多

十一89

﹇開墾﹈︵名︶1 開墾﹇▽し

か＼る庭にても日本人

んりんちかいこん

かいこん

＋3710第八開墾

軍隊や︑裁判所や︑外國と がいこくじん ﹇外国人﹈︵名︶3 外國 かいこん ﹇開墾﹈︹課名︺2 開墾
十目9 第八 開墾
人

のつきあひや︑其の他いろくの費

八799園

用になるのです︒

又國内で出歯るものを使ふよ

く︑これ等は租界といふ特別の厘域

十863

りも︑時には外事の品を使ふ方が都

は如何にも男らしく勇ましきものに

が盛に開墾に從事致居り︑其の有様

十﹇鵬2國団

候︒

そこで海外に移住しても外
導爆から思ひ掛けぬ誤解を受けて排
せき

斥されるやうなことも起って逼る︒

十二偽6

内に住んでみる︒

種々の品物が遠く外國から輸

合のよい事もある︒

十864

入されるのは︑主にこれ等の事情か
らである︒

本人には搦創力がないであらうと自

1

こん

七602園 それは日本は海國でありな 十872 機械類は︑近年我が國でも盛 十一一佃4 習︑性となっては︑遂に日 かいこんしはじ・める ﹇開墾始﹈︵下一︶
に製造されるやうになったが︑物に

山を開墾し始めてから︑もう一月鯨

ざふ
村はつれにある︑うちの雑木

開墾し始める ︽ーメ︾

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

十381

こん

らも輕んじ︑外鰐人からも侮られる︒

りになる︒

上海 ︿略﹀貿易かいこん・する﹇開墾﹈︵サ変︶1開

﹇外国人中﹈︵名︶

第三課

外國人中
十一115

1

がいこくじんちゅう

よっては︑やはり外國の品を買った
我が國は︿略﹀︑國内で出來
た物を外國へ輸出することもなかな

十876

方が得な場合が少くない︒

ふことで︑︿略﹀︒

七607園 こんなことでは︑どうして
海國の民といはれませう︒

がいこく ﹇外国﹈︵名︶16 外國5

357
かいこんち一かいせい

れくるふ海上を見渡したグレース親

＋256夜がほのぐと明けた頃︑荒

︿略﹀︒

のた＼りならん︒︿略﹀︒﹂といひて︑

給へる弟橘媛︑︿略﹀︑﹁これ海神

おとたちばなひめ

米所を始め︑追追に大きくして︑あ

子は︑ふとはるかの沖合に︑かの難

墾する

こん

んなりっぱな會社にしたのだ︒全く
破船を見とめた︒

︽ースル︾
こん

十一644 又開墾する場合には︑立木
あんな人は珍しい︒﹂とお話しにな

我が國に遊べる西洋人は

即ち一人の貿易商が外人の

度か彼を害しようとした︒

かねてから繹迦の名望をねたみ︑幾

十二978殊にデーバダッタは︑︿略﹀︑

シ︾

がい・す ﹇害﹈︵サ変︶1 害す ︽一

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略V︒

十二235

がいじん ﹇外人﹈︵名︶1 外人

りました︒

街路をさしはさんで大商店

や切株の根本を掘っておいて︑それ

十一98

長崎を出た汽船は︑海上を

十一352図

に達する︒

やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

十一84

にくさりをつけて此のトラクターで

引くと︑ありくと音を立てて面こ
が軒をつらね︑河岸には領事館・税
關を始め︑銀行・會社等のりっぱな

開墾地

﹇開墾地﹈︵名︶1

ぎにされてしまふ︒
かいこんち

﹇会衆﹈︵名︶1

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

會衆

建物がそびえてみる︒

における海上の一大公園なりといへ

トイフ︒

九653

く略V︑夏季ハコトニ増水シ

と
下士官が︑甲板の吐水口から

上百里ノ間︑海水コレが翼長ニ赤シ

テ︑濁流江二︑こナギリ︑河ロヨリ海

八215図

あ﹂︑五海里の海上を僕 かいすい ﹇海水﹈︵名︶2 海水
も泳ぎきることが出來たのだ︒

十一873園

りQ

︿略﹀などの耳新しい話に︑

博士は満堂の會衆を喜ばせた︒
くわい
﹇怪獣﹈︵名︶1 怪獣

くわい

九佃8 やがてもうくと上る白煙の

かいじゅう

十二稲9

かいしゅう

︿略﹀︑まだあらごなしの開墾

地は︑まるで足のふみ場も無い有様

十386

である︒

﹇貝細工﹈︵名︶1 貝細工
ふたみが

六伽7圏参辞をすましてから︑二見

かいざいく

浦を見に行って︑おみやげに貝細工

ロつロり

を買った︒

︿略﹀︑其の後無線電信が

嚢明されて︑陸上でも海上でも︑自

十二柵10園

由に消息を交換することが出來るや

間から︑怪獣のやうな大砲と︑其
のまはりにむらがる人かげが見えて

買先
來る︒

﹇買先﹈︵名︶1

八436 そこで其の反物を出した者を

かいさき

うになりましたQ

階上

﹇街上﹈︵名︶1 街上
ひん
往來の頻繁な街上でも︑

十二307團

がいじょう

テルもあります︒

停車場の階上には︑役所もホ

﹇階上﹈︵名︶！

九763

浴

叔父さんのお話によると︑此

かいすいよく ﹇海水浴﹈︵名︶1 海水

並べて進んで行く︒

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

く流すと︑ブラシを持つた敷十人
かいじょう

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん
海上

入螢後はじめて此の前の日 かいじょう ﹇開城﹈﹇▽りょじゅんかい

外出

がいしゅつ

六396團

﹇海上﹈︵名︶9

又南の海上にはひしひしと軍

上三四里の間にちらばってみて︑

五566 松島は大小二一二百の島が︑海 五研2

かいじょう

曜日に外出をゆるされた︒

じょう

﹇外出﹈︵名︶1

呼出して︑買先をたゴし︑それから

海産

それと調べましたので︑とうとう罪
﹇海産物﹈︵名︶1

人がわかりました︒

かいさんぶつ
物

九262園 わたしも此の精神にもとつ

︿略﹀︒

所は名高い温泉場で︑海水浴も出來

七194

くわく

船を浮べて︑岸には大木がきりたふ

るさうだ︒

︽ーセ︾

かい・する ﹇解﹈ ︵サ変︶！ 解する

よく警官の指揮に経って︑混暮する

海神ねがはくは潮を退けて︑
こ がね

義貞は馬から下りてかぶとを かいじん ﹇海神﹈︵名︶2 海神

ことがなく︑︿略﹀︒

七199

してあります︒

いて︑主に海産物や水利の事を調べ

會社﹇▽せ

て︑くはしく計圭里を立てた事もあ
﹇会社﹈︵名︶3

るが︑︿略﹀︒

かいしゃ
いまいがいしや

七203

道を開かせたまへと念じて︑黄金
︿略﹀︑夏季ハコトニ増水シ

ぬぎ︑はるぐと海上斉しました︒
八215図

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ

十一一価5 其の結果今日も尚國民は眞

械が電力で勢よく廻り︑四五人の若

九4910 會社では︑幾奎もある精米機

作の太刀を取って︑海の中に投入

づくり

い人々がぬかだらけになって働いて

テ︑濁流江一匹こナギリ︑河ロヨリ海

九1010図囹

其の時︑御供にしたがひかいせい ﹇快晴﹈︵名︶1 快晴

る度量に乏しい︒

ゐました︒

れました︒
トイフ︒

上百里ノ間︑海水コレガタメニ赤シ

九558圏 そこで間もなく片手間に精

かいせん一かいばつ
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七395囲 まだ來て二三箇月で︑よく
モノモアル︒

始めた︒

七863
開通以來

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二 かいつういらい ﹇開通以来﹈︵名︶1

はわかりませんが︑潮候も思ったよ

廣クテ長イノモアレバ︑全膿が細カ

四周の海が天然の城壁とな

﹇外敵﹈︵名︶1 外敵

鯨は海底深く沈んだ︒

がいてき

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

十二柵5

かいどう

シ︾

買手

たび人のぐわいたうをぬ

するとたび人は︑風が吹

たび人はだんだんよい心

たうをぬぎました︒

持になって︑しまひにはぐわい

四401

た︒

けば吹くほど︑ぐわいたうをし
つかりとからだにくっつけまし

四393

きめて︑︿略V︒

がせた方が勝といふことに

四386

←はまかいどう

許さないから︑︿略﹀︒

は︑此の不便が無くなり︑したがつ

しかしパナマ運河の開通以來

て世界の航路に大きな攣動を生じた

りよくて︑快晴の日が多いやうです︒
改選

アリ︑ニハトリノトサカニ似タノモ

十377

﹇改選﹈︵名︶1
アル︒

海藻ハ花が咲カナイ︒

がいとう ﹇外套﹈︵名︶3 ぐわいたう

七875
通する

そこで人々はいっそ我々も
も早く洞門を開通し︑︿略﹀︒

出來るだけ此の仕事を助けて︑一日

十二佃3

︽

︿略V︑海藻ハ養分ヲ其ノ罷ノかいつう・する ﹇開通﹈ ︵サ変︶− 開

青・緑・紅・紫︑目のさめ

さんご
るやうに美しい魚の群が︑珊瑚の林

ホ

﹇買手﹈︵名︶3

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は
かいて

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク
海中

かいぬし ﹇飼主﹈︵名︶2 飼主

鐵より堅き腕あり︒

十﹇821図圃

天の橋立は海中へつき出た細 十209囲 子馬が︿略﹀引出されると︑かいな ﹇腕﹈︵名︶1 腕
幾年こ＼にきたへたる

﹇海中﹈︵名︶2

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

す

五576

かいちゅう

ノラシイ︒

ヤ

六328

かいつけ n買付﹈︵名︶1 買ひつけ
かいだし ﹇買出﹈︵名︶1 買出シ
ニ
カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑ 十一70！0 或夏の半ば︑宣長はかねて

や海藻の間をぬって泳いで行く︒

九85団

全面カラ吸取ルノデアル︒

七878

のである︒

油分レテ︑枝ノ様ニナツテヰルノモ

かいせん

敬愛せられて︑幾度の改選にも重ね

十伽9園 村長は︿略﹀︑深く村民に

改善

︿略﹀︑又は青年團を組織し

﹇改善﹈︵名︶1

﹇海戦﹈﹇▽ ほ う と う お き の か

て選塞・せられ︑︿略﹀︒

いせん

かいせん

十一描9

かいぜん

て産業の獲達︑風俗の改善等に務め
たりするのは︑皆公共心の界面であ
がいせん
﹇凱旋﹈︵名︶1 凱旋

つて︑︿略﹀︒

がいせん

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え

がいせん

十二801 漁夫の顔は得意の色に怪い
る︒

黒山のやうに集ってみる買手は︑

がいせん
﹇凱旋門﹈︵名︶！ 凱旋

長い洲で︑長さは一里︑は〜は四五

がいせんもん

︿略﹀思ひくの直をつけて︑次第

と掛の人の聲と入顕れて︑非常にに

取引の成立つた馬は︑其の

ぎやかです︒

十216囲

海底

日の中に買手に引渡されてしまひま
﹇海底﹈︵名︶2

︿略﹀ふなばたからのぞい

︿略﹀︑すさまじい波を起して︑ かいばつ

く略V︑飼主が泣いて別れを

﹇海抜﹈︵名︶1 海抜

を見て︑︿略﹀︒

たちがあんなにかはいがってみたの

十228匪私は今日此所に來て︑飼主

たち

かいぬしたち ﹇飼主達﹈︵名︶1 飼主

階しむのも︑もっともな事です︒

十219圃

ゐます︒

其の間︑買手の中墨する聲 十189困 子馬には馬てい飼主の一家
族がついて來て︑親切に世話をして

にせり上げる︒

あれが無いと町長さんの

十2010国

馬継︒

がい せ ん

きなひしゃくに似てみる︒

これを海中に張った形はちやうど大

十二321團 有名な凱旋門は此の大通 十一一769 第十五課 まぐろ網 ︿略﹀︒
海藻

門

﹇海草﹈︵名︶8

の十型にあります︒
かいそう

くわい

懐中時計

す︒

十備10

手に取るやうによく見えます︒

て見ると︑美しい海底のありさまが

九82囲

さうして一つの懐中時計をかいてい

龍頭を廻すと︑今まで死
忽ち愉快さうにかちくと音を立て

んだやうになってみた懐中時計が︑
ゆ

十二593

りゆうつ

出してそれをいぢつてみたが︑︿略﹀︒

十一一5810

懐中時計が直せない︒

くわい

十一一5610圏

懐中時計

七802 ︿略﹀︑タヒ・アナゴ・ハモナ かいちゅうどけい ﹇懐中時計﹈︵名︶3

ドノヤウニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ
泳 グ モ ノ ガ ア リ ︑ ︿ 略﹀︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七852 ︿略﹀︑二二近イ淺イ昇華ラニ
生焼テヰル︒

七854 海藻ニハイロくアル︒
ナ種類ガアツテ︑中ニハ肥料ニスル

七861 此ノ他海藻ニハマダタクサン
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あって︑其のあたりは海抜約千八百

ざい
輯部・政治部・纏濟部・社會部・通
げい
信部・外報部・學三部・窮眞部・校

十一612 此の峠には長いトンネルが

海面

←ごかいり・ごじっかいり・

もよい︒

かいり

じっかいり・じっかいりあまり・やく
しひやくかいり

七196

鎌倉へは海陸ともに攻めこむ

高い土地の上に水をた＼へた かいりく ﹇海陸﹈︵名︶1 海陸
すきがありません︒

しやう

られ︑桑を植ゑて慧を飼ふ者多く︑

︽ーサ・ーシ︾

札幌に來て先づ感ずること

さつぼろ

世界最美の街路といはれ

は︑街路が垂直で幅の非常に廣いこ

十一594

とである︒

十二317国

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

︿略﹀︒

ク燈に類するものにして︑公園︒街

十二川7園然れどもこは今日のアー

くわいらう

路等の照明用としては適當なれども︑

︿略﹀︒

廊

ロリヒつ

あけ

然れども春日の社頭︑朱

かすが

の襟を正さしめ︑︿略﹀︒

えり

の廻廊山の緑にはえて︑森嚴自ら人

らう

十二997図

方なし︒

べて白木造にて︑神々しさたとへん

十・110図︿略﹀︑拝殿・廻廊など総

くわいらう

にある龍宮はこれかと思はれます︒

りゅうぐう

殿や廻廊が海の中に浮いて︑お話

くわいらう

五593

ことにしほのみちた時は︑社

かいろう ﹇回廊﹈ ︵名︶3 廻廊 廻

︿略﹀︑今では各國共に盛に傳
手風してみる︒
﹇改良﹈︵サ変︶2

改

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

十553

かうして前後三段に上った船 かいりょう ﹇改良﹈︵名︶1 改良

昨夜の風雨は名残なくをさま

︽ーセ︾

かいりょう・す
良す

面は海面より四百メートルも高く︑

︿略﹀︑次第に改良せられて︑︿略﹀︒

今より凡そ百十鯨年前のことなり︒

電燈の獲明せられたるは︑

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒

海綿
カイメン

十二相5図

︿略V︒

十二499此の邊は一艦に山地で︑湖 十悩10図 ︿略﹀︑近年は作物も改良せ

高いQ

つたが︑海面にはまだ波のうねりが

十皿5

い水面に浮ぶのである︒

は︑海面より約二十六メートルも高

十347

ずっと高い︒

のであるから︑湖の水面は海面より

十324

﹇海面﹈︵名︶4

正部等に分れ︑︿略﹀︒

︽ースル︾

回

かいめん

尺︑北海道鐵道沿線中の最高所であ
る︒

襲する

かいはつ・する﹇開発﹈︵サ変︶1開
九288 さうして終に聖代第 の農學

改版

の大家となって︑國家の爲に富源を
﹇改版﹈︵サ変︶1

開獲することが甚だ多かった︒

︽ーシ︾

但し大新聞にありては︑

﹇回復﹈︵サ変︶4

︽ーシ︒iス ル ︾

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

七82図

改良する

追物ヲ洗ツタリフイタリスル かいりょう・する ﹇改良﹈ ︵サ変︶2
時二使フ海綿モ︑ヤハリ海ノ底ノ岩

たいかく

かう ﹇交﹈εゆきかう

かに連なってゐます︒

には︑緑した＼る街路樹が目もはる

十二3110国 ︿略﹀︑車道と人道との間

我が國の馬は西洋諸國の馬にがいうじゅ ﹇街路樹﹈︵名︶1 街路樹
とってみたが︑︿略﹀︑大いに改良さ

くらべると︑せいも低く︑盟格もお

よって︑全く元氣を回復した人々は︑

買ひも

七281
﹇買戻﹈︵五︶1

二黒リツイテヰル轟ノ骨デアル︒
︿略﹀︑彼等が大職後にお かいもど・す
どす ︽ーシ︾

へい

ける自國の疲弊を回復するため盛に

れて︑いたる所に良馬を見るやうに

くわう

四838

︿略﹀︑弟へ

はなしてやりました︒

へいたいばう

からそのかめをかつて︑海へ

うらしまはく略﹀︑子ども

買ふ ︽ーッ・ーハ・ーフ・一へ︾

︿略﹀︑此所の銅の製法を改 か・う ﹇買﹈︵四・五︶21 かふ 買フ

街路

良したり︑新しい鑛山を開いたり

なった︒

買物

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど
﹇買物﹈︵名︶2

九241園
かいもの

﹇街路﹈︵名︶4

三407
がいろ

おひるすぎおかあさんにつれ
られて︑買物に行きました︒

五226

街路をさしはさんで大商店
が軒をつらね︑︿略﹀︒

今日は買物もあるし︑蹄り 十一97
には馬車に乗って︑此の下まで來て

五657園

する爲に︑此の山中へ來たのである︒

もに︑もとの家へ臨ってもらった︒

其の後村の人は︑庄屋の家屋

五774

﹇外報部﹈︵名︶1

﹇ ▽ ご か い ほう

を飲んで元氣を回復した︒
かいほう

がいほうぶ

十ニー67図 しかして編輯局は更に編

外報部

く其庭にみた少女のさ﹂げた牛乳

十一一948 そこで彼は︿略﹀︑たま

た︒

活動してみるのには全く敬服しまし

ひ

十二356国

︿略V︒

十288 グレースの眞心こめた看護に 七833

出來た︒

十113 王は間もなく健康を回復して︑かいめん ﹇海綿﹈︵名︶2 カイメン

復する

かいふく・する

最後の最も新しきものを市内版とす︒

︿略﹀︑新しき事件 あ る 毎 に 改 版 し て ︑

十ニー92図

す

かいはん・す

かいはつする一かう

かう一かえす
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をおみやげに買って︑夕方の
しばらく待．つて︑私どもは浴

汽車でかへりました︒
五252

衣地とこんがすりを買って外へ出ま
した︒

ては︑おとうさんを喜ばせてゐまし

五536 ︿略﹀︑かへりに酒を買って來

た︒

六23 おちいさんがく略﹀もみをか
へしていらっしゃると︑卵買が來て︑
卵を七つ買って行きました︒

六345 停車場デキツプヲ買ツテヰル
ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク
カケテ來タ︒

ふたみが

六欄7国卜辞をすましてから︑二見

主人から小ぞうへ其

浦を見に行って︑おみやげに貝細工

ヒつロリ

を買った︒

八472團 二
の後どうかと案じていましたが︑

九443図

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

所ニチハ︑一手桶何程トイフ代償ヲ
︿略﹀︑用ヒヤウナケレバ︑

ハラヒテ水ヲ買フ︒
九449図

ツテヰマシタ︒

四678私のうちに山がらが一
ブタ
︿略﹀︑又小屋ヲ建テテ豚・

羽かつてありました︒
ニハトリ

八206図

ニ乗リテ︑流ニシタガヒテ下ル︒

鶏

鷲

︿略﹀︒金アミノ

一家コトゴトクコレ

誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタガツテ償
第十三

坑内に馬が居るのは不思議だ

テヰルノヲ見テモ︑︿略﹀︒

中二飼ハレテ︑ジツト止り木二止ツ

八478

等ヲカヒ︑

アルコトナシ︒

九453図又コ＼一二匹ノ馬アリテ︑
之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑同ジヤウナル馬五匹 十828

かえ︒す

﹇帰﹈︵四︶1

心す ︽ース︾

此所は天下の役所なるに︑

許しもなくて貸入するとは不届しご

八421圏

﹇返﹈︵四・五︶16 かへす 返

く︒もはや嘉すことは相成らぬ︒

す︽ーサ・ーシ・ス・ーセ︾﹇▽いじめ

かえ・す

る・おかえしもうす・くりかえす・

かえす・うちかえす・おかえしくださ

とってかえす・はねかえす・ひきかえ

す・ひっかえす・ひっくりかえす・ほ

アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑買ハン

りかえしはじめる・よみかえす

九459図

と思って︑聞いてみると︑これは石

三861園

ん︒

した︒

三867

煙いたんぼの

さて宗任がかりまたをぬき取

つて︑義家にかへしますと︑義家は

五814

変まきすます︒

くれうって︑

四111間おやはかへして︑子は

まひはじめました︒

三894 れふしがはごろもをかへ
しますと︑天人はそれを着て︑

れふしはかへしませんで

なほさらかへすことは出來ませ

天人のはごろもなら︑
炭を運ぶために飼はれてるるのださ
茶屋のおばあさんに尋ねると︑

うです︒

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

︿略﹀︑此の子馬共を買った 十佃3

一關で辮當を買った︒

トスル人タ寸一人ナルトキハ︑︿略﹀︒

九717

人たちも︑どうか同じやうにやさし

つた︒

十2210団

く扱ってくれ玉ばよいと︑︿略﹀︒

魚価1汚く略V︑殊に︻村鶏を飼はざ

殊に︸村鶏を飼はざる家なし︒

られ︑桑を植ゑて量を飼ふ者多く︑

別封の絶葉書も図りに買つ 十伽1図 ︿略﹀︑近年は作物も改良せ

機械類は︑︿略V︑物によって

たのです︒

十238国
十873

︿略﹀︒此の爲替はほんのわっかです

は︑やはり外國の品を買った方が得

る家なし︒

鉛筆や紙も自由には買へな か・う ﹇変﹈︵下二︶1 攣ふ ︽一へ︾

な場合が少くない︒

︿略﹀︑圭曲師は障子に身を

寄せて︑様々に姿を攣へつ㌦寝起す

十﹁463図

おちいさんが庭にほしてある

︿略﹀︑うつぼへさ＼せました︒

六21

もみをかへしていらっしゃると︑
︽ーヘル︾

り︑﹃︿略V︒生けどった者は皆かへ

七並4囹

八356

幾年かの後︑里子を返しても

せ︒︿略V︒﹄などとの廣言Q

明國の使者︑某の陣中に参
さて一族どもに奪はれた佐

︿略﹀︒

返しあたへる

﹇返与﹈︵下一︶1

n▽おりかえし

﹇▽うえかえ・きがえ

かえ

る様なり︒

品を高く費付け︑見本には精良な品

かえし

買ふ人の無智に乗じて安い
を使って︑實際の注文に臥しては粗

十二228

には︑木のシャベルと炭を用ひた︒

かったから︑家で算術の練習をする

十一977

が︑何か好きな物を買って上げて下
さい︒

八576図圃 下駄買ふ人も︑責る人も︑

︿略﹀ ︒

下駄屋にありし人は皆︑ 彼の姿
を見送りぬ︑

償も安く︑一包十箱が十鏡ぐらゐで

かえしあた・える

飢民8 マッチはちょっとした物で︑
買はれる︒

悪なものを送るやうな事は︑︿略V︒

九441図 飲料水二不自由ナキ土地ニ か・う ﹇飼﹈︵四・五︶8 カブ かふ

十719囹

つて汝に返しあたへる︒

野三十齢郷は︑理非明らかなるによ

︽ーッ・ーハ・ーヒ・！フ︾

二416ヨイオヂイサンバ犬ヲ

飼フ

一ピキカツテ︑タイソウカハイガ

飼ふ

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

アリテハ︑金鏡ヲツヒヤシテ︑水ヲ
ナリ︒
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かえす一かえりみち

らはうとすると︑先方はあつかった
へって

かえって

︿略﹀︑先方はあつかったおぼ

﹇反﹈︵副︶8

カヘツテ

ヘツテイタクナツテ︑︿略﹀︒

か

十二842図

︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

て其の地の模様を探るは︑かへって

八14

黄色なのはならやくぬぎで︑

兄に向ひて︑いろくと星の説明を

求めたり︒

かえりがけ ﹇野掛﹈︵名︶2 罵りがけ

ました︒露りがけに︑力藏さんにお

六186 ︿略﹀︑かご一ぽい取って翻り

ちん
︿略﹀︒錦りがけに事務所の陳列棚を
なら

遠洋航海を終へて︑郷里に

かえりきた・る ﹇帰来﹈︵四︶2 寄り

見せてもらった︒

かへり 蹄り

の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの

かえり

﹇帰﹈︵名︶6

木を見てもなつかしい︒

禮を言ひましたら︑︿略﹀︒
赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒
四177 白ウサギハスグ海ノ水
九346 うす紅のかへで︑銀ねずみ色 十一悩10 第二十七課 ガラス工場
ヲアビマシタガ︑前ヨリモカ

もかへってさきにつきました︒

目的を達するに便なることを知りぬ︒
三394 それでとほい本道をまは
かえで ﹇楓﹈︵名︶2 かへで
つた小二郎の方が︑正一より

おぼえがないといって返しません︒
八358
えがないといって返しません︒

さきに納めさせた白木綿を返し︑

八441 越前守は再び一同を呼出して︑

︿略﹀︒

十5110園 預けたお金は何時でも返し

光盛の娘は其の後︑夜盲頼朝

七522図

來る

をねらひましたが︑少しもすきがあ

六558

←いきかえり・おかえり・ぐんたいが

されど主人は︑﹁︿略﹀︑お

てもらへますか︒

えり・さとがえり

十619図

りません︒かへって︑はだみはなさ

馬市見物

り彫れり︒

ひのき

︿略﹀︑唯杉戸に檜一本

かえりたま・ふ ﹇帰心﹈︵四︶1

かうしてボートは再び荒波を

︿略﹀︒ かえりつ・︿ ﹇帰着﹈ ︵五︶1 錦り着

でたく都に陰り給へ︒

皇子は勅命を果して︑め

実り

月もた＼ざるに︑かの董師は突然錦

を書がきて東國へ出立しぬ︒未だ一

十一483図

錦り來れる太平丸の船長は︑︿略﹀︒

︽ーレ︾

ず持ってるた刀を見つけられてしま

んを腰に着けてみて︑かへりに酒を

それで山へ行くにも︑へうた

は 出 潮 ま せ ん ︒ ︿ 略﹀︒﹂といふに︑

︿略﹀︑

氣の毒ながら︑とてもお泊め申す事

大連だより

五536
第十二

今日は買物もあるし︑錦り

買って來ては︑︿略﹀︒

もよい︒

第四

九113図園

﹁松島は︒﹂﹁仙毫から三つ 給ふ ︽一へ︾

には馬車に乗って︑此の下まで來て

五657園

大地震があって︑町は大方こはれた

此の港には︑十五六年前に

に似てみるといひます︒

日本の町よりはかへって西洋の都會

七365団

ひました︒

僧は返す言葉もなくて出行きぬ︒
さいそく

十一191 例へば︑借りた金を︑返す
約束の日が來ていくら催促されても︑
返さない人がある︒

返さない人がある︒

十233困

物して行かう︒﹂

目の松島騨で下りるのだ︒鋸りに見

九715囹

君等は僕を苦しめようとし

く ︽ーイ︾

て︑此の数日の間少しも食物を送つ

八撹3園

りっぱになってゐます︒

のですが︑今では前よりもかへって

十一192例へば︑借りた金を︑︿略﹀︑ 八665團
十一194 ︿略﹀︑裁判所は︿略﹀︑貸
主の主張を華墨とみとめれば︑其の
借金を返すやうに借主に命ずる︒

掛りに散歩がてら町を歩いて見ると︑

十二272図圃若宮堂の舞の袖︑し

てよこしませんでした︒其の爲に新

切りぬけて︑二塁に粘り着いたので

ある︒

かえりみち ﹇帰道﹈︵名︶3 かへりみ

別封の給葉書も怠りに買つ

太宰府まうで

ち

第二十三

︿略﹀︒錦りは二日市まで歩くことに

五143

朝︑︿略﹀︑春子とつくしをつ

蹄り途
レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

した︒

九851図

居る

信吉は夏休にて鋒り居たる 六684 さて主人に火事の話をして︑

なれ馬がとんで來ましたので︑︿略﹀︒

みに行きました︒かへりみちに︑は

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑之二近

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐 十佃4

たのです︒

十238国

つのをだまきくりかへし かへしし

です︒

君等は自分で苦しむやうになったの

十285
︽一

︿略V︒

カヘス

しい血が出來なくなって︑かへって

﹇贈﹈︵五︶一

人をしのびつ＼︒

かえ・す

かへす

スク見トメラレル方ガカヘツテ安全

錦り

かえり・いる

ナノデアル︒

︽ーヰ︾

﹇帰居﹈︵上一︶1

ヅカウトスルモノガナイカラ︑タヤ

八505 春ノ初二二三ノ卵ヲ産ミ︑五 九209

ス︾

﹇返返﹈︵副︶1

週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒
かえすがえす

ぐ

深く此の瓢に注意しなければならぬ︒

＋一一238外業貿易業者はかへすぐ

かえりみる一かえる
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義掲金のことをいひ 出 す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

むらがり飛んでみるやうである︒

すうつと泳いで行く︒

九棚4 蛙がぼかんくと飛込んでは

︽ーッ・ール︾εいきかえる・はねか

かえ・る﹇返﹈︵五︶3かへる返る

といひ合った︒

其 の 破 り 途 で ︑ 青 年たちは﹁︿略﹀︒﹂

米を運びし鋸り途︑ ひらりと下り

顧みる

︽ーミ ︾

があります︒

では︑︿略﹀︑かへって憤ること

四332悪人のこゑも山の中

かえる

える・ふりかえる・むせかえる・わき

八566図韻 米屋の小ぞうお得意へ

すぐに老婆を み ち び き ぬ ︒

て自活車を 角の下駄屋にあづけ置
き︑

みる

かえり・みる ﹇顧﹈︵上一︶2 かへり

七966図圃 共同助力は人の道︑ お
のぶ子さんは︑成績物が返

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

十一152
年の終におまとめになるのださうで

のれの利のみかへりみず︑ 力を分
助けて土ハに識しまん︒
す︒

十一855

もとの水の温度にかへった︒

しかし思しばらくすると︑

ち︑物をさき︑ 苦しむ者を︑泣く
者を︑

十二866図 やがて酒食を出したれど
も︑林藏は其の心をはかりかねて顧
みず︒

︽ーッ・

ラ・ーリ・

かえる ﹇蛙﹈︵名︶6 かへる 蛙﹇▽ かえ・る ﹇帰﹈︵四・五︶78 カヘル か
へる 鶴ル 麟る

ると︑︿略﹀︑おかあさんのおて

二人はよろこんで︑おちい

つだひをします︒

三235

四317うちへかへって︑父にこ

︿略V︑小さなわらぶきの

のことを話しますと︑︿略﹀︒

四753

それからどこへ行って

うちへかへって行きました︒

︿略﹀︑夕方の汽車でかへ

學校からかへって見ると︑廣

田君からゑはがきが來てるました︒

五132

りました︒

四838

︿略﹀︒

んでした︒かへって來た時には︑

居たか︑村にもひさしく居ませ

小二郎がうちへかへって 四784

さんについてかへりました︒

三236

みますと︑︿略﹀︒

三237 ︿略V︑犬はもうとっくに
かへってみて︑かけてきてとび
うらしまはおもしろがって︑

つきました︒

三436

うちへかへるのもわすれてゐ

うらしまはおもしろがって︑ 五153 ︿略﹀︑藩校に居てもしんぽい

ましたが︑︿略﹀︒

でしたが︑かへって來ると︑もうよ

三441

うちへかへるのもわすれてゐ

學校からかへって︑新しい筆

くなってみて︑︿略V︒

で書き方のおけいこをしました︒

五163

ましたが︑そのうちにかへりた
うちへかへってみると︑

くなって︑︿略﹀︒

三456

うちへかへって︑ふろしきを
三847﹁︿略﹀︒﹂といって︑持って

ンが北ノ國ヘカヘルコロ︑南ノ二心

五265 ︿略﹀︑アタ・泥引ナツテ︑ガ

あまがえる・つちがえる

ール・ーレ︾←いそぎかえる︒おかえ

もない美しい女が望ました︒

かへらうとしますと︑見たこと

からにします︒

かへることが出來ません︒

三864園それがなくては︑天へ

三877圏おかげで天へかへる
今日は︿略﹀︑をぢさん

ことが出來ます︒

四258圏

サウシテダンくス．・シクナ

夜がふけて︑人々はかへりま

ジヨウ

つて︑いただいたくりを持って

デス︒

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣
かへりました︒

︿略﹀︑おそくなるとおも 五527

した︒

五431

三時ごろ學校へかへりました︒

五408 ︿略﹀︑たんぼの小道へ出て︑

コロ︑南ノ國へカヘツテ行キマス︒

ツテ︑ガンガソロくワタツテ來ル

五27一

ラワタツテ來マス︒

明けて見ましたら︑︿略﹀︒

る・こぎかえる・とびかえる・ともな

五252

三553 ︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

いかえる・もちかえる

おどろきました︑︿略VQ

へ︑かへるがとびつかうとし
かへるはやなぎのつゆ

てるます︒

三555

イサンヤオバアサンガシンパイ

一392 ハヤクカヘラナイト︑オヂ 三854囹持ってかへって家のた

を虫とでもおもったのでせう︑

ソノモモヲ

三122お花はがくかうからかへ

ミデス︒

三102私ハガクカウカラカヘツ
もをばさんも早くかへります︒
テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ
四263

カヘツテキマス︒

ニー65人ガボツボツタンボカラ

ヒロツテカヘリマシタ︒

﹁456 オバアサンバ

ナサイマス︒

何べんも何べんもとびつかう

とんではおち︑とんではおち︑
とします︒
に︑こんきがよければ︑︿略V︒

三566︿略﹀︑このかへるのやう
七347図翻 田の面は水の廣々と︑
夜に親しむ時は來ぬ︒

蛙の聲もにぎはしく︑ 谷あひの家
窓明けて︑

九656 其の様は︑まるで雨後の蛙が
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かえる一かえる

やしき

五771 家屋敷もなくなった上に︑夫
に死なれたので︑庄屋の妻は子ども
をつれて里へ鋸ってみた︒

︿略﹀︑私ども中學の二年生
はくぎよく

士は海をこえてふるさとへ知ること
となれり︒

七405團

八752

コロンブスがアメリカを襲見

して錦つた時︑イスパニや人の喜ん
だことは非常なものでした︒

信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ

夜汽車デ錦ツタトコロデアツタ︒

今日ハ衆議院議員ノ絡選學

ダカラ︑投票ノ爲二野ツテ來タノダ︒

トウヘウ

九卿10園

︿略﹀︑自分ノタフトイ選學

熱い番茶にのどをうるほして

十613図

翌日太郎が友だちの正雄・良

主人は急ぎて家に婦りぬ︒

であった︒

ねずみのやうになって家に錦つた︒

た村の人々に助けられ︑何れもぬれ

十9310

さいはひ附近の田で働いてゐ

一と三人連で︑學校から蹄る時の事

十931

めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︒

十146園私が今度鋸って來て︑はじ

んが來られた︒

めに朝鮮から錦ってをられる高橋さ

休んでみる所へ︑此の頃墓参りのた

十122

重る︒

十52図奮御苑を出でて北参道より

く婦ツテ來タノダ︒

キ事デハナイカラ︑カウシテワザ

権ヲ棄テルトイフ事ハ︑︿略Vスベ

九槻3囹

出女ノ時カラノ鑑定ナノダ︒

もと僕のうちに奉公してみた 九捌6園今日投票ノ爲二錦ツタノモ

が修學旅行に行って︑白玉山上の

から鋸って來た︒

八833

五775 其の後脳の人は︑庄屋の家屋
表忠塔をあふぎ︑又我が忠勇の士が

信吉は僕の爾親に鋸って來た
あいさつをすますと︑﹁奥様︑あの

八836

血を流して取った二百三高地にも上

まして人通の多い渡場で落

つて承りました︒

もに︑もとの家へ鋸ってもらった︒
︿略﹀︑栗林の下のくぼ地を教

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど
六186

七691園

とよは︒﹂と︑さも心配さうにたつ

へてくれました︒行って見ますと︑

ねた︒

︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

さしぶりに闘った私に︑一口も口を
きくことが出來ないのでございませ

人夫は之を見て︑﹁︿略V︒

私は渡場へ錦って人を渡します︒﹂

う︒

おとよ︑おとうさんが蹄つ
大営が十歳の年︑大白の一家
それにはわたしが死んでも

は郷里へ蹄ることになった︒

八前4

て︑うれしいか︒

八915園

て來て︑うれしいか︒

おとよ︑おとうさんが露つ

といって︑鋸らうとしました︒

七706園

八876園

とは思ひましたが︑此のま＼弱るこ

ゑがほとゑ

とも出來ませんので︑︿略﹀︒

しましたから︑︿略﹀︑もうあるまい

濱ものどか︑

ご一ぽい取って凝りました︒
沖ものどか︑

︿略﹀︒ふまないや う に 注 意 し て ︑ か

六222蟹
すれ合って︑

沖へ急ぐ兄の小舟︑ 濱へ錦る父
の小舟︑
がほ︒

﹁︿略﹀︒﹂かういって︑さつさ

紀州の男は急いで國へ錦つ

と鋸って参ります︒

七737

いって︑婦らうとしました︒

六475 第十三課 鮭 く略V︑シバラ 七707 人夫は之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と 八904囹
ク其ノアタリニ番ヲシテヰテ︑ソレ
︿略﹀︑今度ハ自分が卵ヲ産ミ

カラ海へ鋪ル︒

六482

七755園

て︑其の金をまちがひなくとゴける

ニ川へ上ツテ來ルガ︑フシギニ自分
ノ生レタ川へ錦ツテ來ルサウデ︑

九274園

國へ露らずに︑すぐに江戸へ出て︑

りっぱな學者を先生にして︑一心に

清正は腹を立てて︑天竺﹀︒
たとひ密室の軍功がみとめられず︑

僕等はおいとまごひをして蹄りまし

かくて世界の各地をめぐつ

に露つたのはそれから五年の後であ

て︑︿略﹀︑種々の材料を集めて本國

十ニー28

られて闘って來る︒

二人の少年はボートに乗せ

れば︑かき添へんために婦りしなり︒

僕は今日學校から錦るとすぐ︑ 十一491図園 ︿略﹀︑箱根山中にてよ
き枝ぶりの檜を見て︑其の意を得た
會社へお使に行って來ました︒

おとうさんのお手紙を持って︑精米

九499

學問をはげむがよい︒

日本人は八萬人齢も居て︑

た︒

︿略﹀︑もう夕方になったので︑ 十一589

へ行って︑英語で勉強しますが︑錦

九995

つて来ると︑又日本人の立てた學校

用デ四國ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑

道雄が今朝起キテミルト︑商

九戸1
す︒

へ行って︑日本語で學問をしていま

子どもは︑アメリカ人の立てた學校

八683国

つて蹄りました︒

めとは中直りは致さぬ︒﹂といひき

此のま﹂切腹を命ぜられても︑石田

七994

やうに致せ︒

︿略﹀︑親子は︑うばもろとも

﹁︿略﹀︒

六645

に︑喜び勇んで木曽へ返りました︒

六853 生きてかへった者は数へる程
しがなかったといふ︒

六鵬7団 参拝をすましてから︑京都
へ出て︑二三日見物して錦られるさ
うです︒

︿略﹀︑おみやげに貝細工を

買った︒こはさないやうにして持つ

六鵬1圃

て蹄る︒

七329図 かくて幾年かすぎし後︑武

る︒

十二453 彼は急いで家に露つた︒

十二876図 蹄途一行は黒龍江を下り
て河口に達し︑海を航してノテトに
鋸れり︒

カピラバストに鋪って︑父王・妻子

十二972 謡いて繹迦は︿略﹀︑更に
を始め國民を教化して故郷の恩に報
いた︒

て︑

船はAユ静か に 肖 る ︑

懐かしき

十二鯉10図幽 かもめ飛ぶ海をすべり
故郷の港︒

しも果てて︑

船は 今 静 か に 錦 る ︑

十二榴7図圃 く略V つ＼がなく今日

懐かしき

海山の寳を載せ

船は今静かに婦る︑

︿略 ﹀

懐かしき故郷の港︒
て︑

十一一悩4図圃

故郷の港︒

代へられませぬ︒﹂と申しますと︑
︿略﹀︒

かお

﹇顔﹈︵名︶46

カホ

εあさがお・えがお・おんかお

かほ

顔

イカホヲシテ︑小サナテヲダ

信作が落ちたのにかまはず 二264 ︿略﹀︑ミヨチヤンバカハイ

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八116囹

ソノ大キナカホ山火ノ

三193園どんなかほをしてゐま

シマセウ︒

三47 ハヤクカホヲアラツテ︑
ニイサントーシヨニオサラヒヲ

リノヤウデシタ︒

ヤウニアカク︑イビキハカミナ

二757

シテ︑ウマウマトイヒマス︒

カヘル

か

人の命にはかへられないと思って︑
﹇変﹈︵下一︶6

相手を助けてやったのはえらい︒
か・える

へる攣へる︽一へ︾
二737 ライクワウハケライドモ
ト︑山ブシニスガタヲカヘテ︑
ねえさんは赤いたすきをかけ

大江山ヘムカヒマシタ︒
六撹1

すか︒

すると象は鼻で︑其所にあっ

はさっとかはりました︒

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

六901

ふぎ出した︒

さうして清正のやせた姿︑日

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

七撹5

おとよは信吉の顔を見ると︑

涙ぐみました︒

八863

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

きついて泣いた︒

信吉は少しはなれて︑今度は

で︑信吉の顔を見てみる︒

八907 ︿略﹀︑おとよは何も言はない

八914

おとうさんが編って︑うれしい

おとよの顔を見ながら︑﹁おとよ︑

信玄は不意を打たれておどろ

四344

て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒

其ノ上ネズミヲトツテクフノ

七442

デ︑︿略V︒

カホ▽ハネコノヤウデ︑

いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引

か︒﹂と言った︒

受けた︒

︽ーゼ︾

四396

日は雲のあひだからや

思って︑十郎﹁五郎︑かほを見せ

かはりばんこに見てみた︒

八934 ︿略﹀︑娘の顔と先生の顔を︑

かはりばんこに見てみた︒

顔を洗ひをはりて︑いつも

少年はひざに義手をついて︑

目に涙を︸ばいためて聞いて

みた少年は︑固い決心を顔にあらは

九278

てるる︒

老人の顔をじっと見つめながら奇い

九219

く︒

の如く︑庭のすみなるとやの戸を開

九122図

さしいかほを出して︑あたたか
八棚1 かうして二三日たちますと︑
な光をおくりました︒
︿略﹀︑顔の色も青くなって來て︑か
四945園 今夜かぎりのいのちと らだに全く力がなくなりました︒

二人はたいまつを上げて︑

よ︒﹂五郎﹁兄上︒﹂

四948

つくづくとかほを見合ひましたQ

も上品に見えましたので︑︿略﹀︒

しましたが︑かほも美しく︑すがた
くての危険を恐れて從ふことをがへ

六545

之を聞くと︑頼朝のかほの色
んぜず︒

に出でんとすれば︑從者の土人等ゆ

十二837図

カホヲケツテ︑﹁キイキイ﹂ト
カチドキヲアゲマス︒

七964図蟹村の役場に三十年︑勤 四368モズハ︿略﹀︑高イ所カラ 八933 信吉はとりのぼせたやうにう
めつゴけし小使の 年のよりしがあ
トンデ來ガケニ︑フクロフノ
れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑
人々物を出し合ひて︑

樂なくらしにかへてやる︒

はれさに︑

︿略V︑頼宣は顔色をかへて︑

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時が二度あ

八155

るか︒﹂といった︒

ノーに形を攣へられたおかあさんの

九919立志の大熊こそは︑先にジュ
カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

ラカヘツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

へる ︽一へ︾εかけかえる・きかえ
る・つくりかえる︒とりかえる・ひき
かえる

六372圏 陸へ上った時︑家來が﹁た
とひ金銀で作った弓でも︑御命には

く略V︑山を越えて東海岸 六516 頼朝は ︿略﹀︑萬じゅを呼出

か・える ﹇代﹈︵下一︶2 かへる 代 がえん・ず ﹇肯﹈ ︵サ変︶1 がへんず

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六477 翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ

魚デモアル︒其ノワケハ︑川デ卵カ

六457 鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

三71囹 ヒヨコガカヘツタ︒

︽ーッ︾

かえ・る﹇艀﹈︵五︶3カヘル

かえる一かお

364

365
かおいろ一かがみ

して︑實行をちかった︒

りにて候︒

眞青な顔をして王を見上げると︑

り す
九337 すると木のうろから︑栗鼠が 十1010 やがて讃終ったフィリップが︑
一匹︑けろりとした顔を出したが︑
︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

︿略﹀︒

相手は大きな眼でじっと安

芳の顔を見つめながら︑だまって聴

十二伽10
いてるる︒

せて三箇所の地を汝に授ける︒

かかえ 且vふたかかえ・みかかえ・よか

かえ

出す ︽ーシ︾

安芳は自分の胸を指さして︑ かかえだ・す ﹇抱出﹈︵五︶1 か﹂へ

﹁︿略V︒﹂といひながら︑西郷と顔を

十二捌8

九124図中に入りてひよこの箱を

︽1へ︾

がくかうへ

つれだちいそぐあ

三288圏︿略﹀︑

︿略﹀︑しめをはった大きな杉

ねおとと︒

五396

つつみかかへて

かか・える ﹇抱﹈︵下一︶2 かかへる

ひよこを放つ︒

か㌧へ出し︑軒下なるかこひの中に

見合はせてにっこり笑った︒
顔色
︿略﹀︑頼宣は顔色をかへて︑

﹇顔色﹈︵名︶1

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時が二度あ

八155

かおいろ

るか︒﹂といった︒

︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔

して過ししに︑十日鯨りにして︑ふ

ばく

家屋←ちょ

すまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

十一471図

れてるます︒

らしい顔をして︑おとなしくつなが

十184團

︿略﹀︒

九615 人の顔がやっと見分けられる
や う に な っ た 頃 ︑ ︿略V︒

洗へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の令が下

九658園 甲板洗がすむと︑﹁総員顔
る︒

九659 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

りやう

﹇家屋﹈︵名︶3
うせんかおく

ものすごい程青白くかはつ かおく

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

九6910 窓から吹きこむ朝風のひやり 十一576
とするのは︑饒程北へ進んだ爲だら

家屋・橋梁・船舶・電

六人で︑やっとかかへました︒

の木がありました︒︿略﹀︒私どもが

グル︾

かか・ぐ ﹇掲﹈︵下二︶2 カ・グ ︽i

ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

又足袋屋・蝋燭屋・時計

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

く略V︑栗は耐久・耐灘の 八594図

ケイ

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒
か

モ

が

屋・扇屋・苫屋等ニハ︑商品ヲ大キ

クシ

八612図

性殊に著しきを以て︑家屋の土管︑

かほぢゆ

ヒテ小屋根ノ上ニカ・グルニ至レリ︒
ラフソク
︿略﹀︒

不闘の花のかをりあり︒

國へにげました︒

か

が

六258大七六盛は命からぐ加賀の

海に

つゴく空のみどり︑ すみきって︑

空につゴく海のみどり︑

六216團 空もみどり︑ 海もみどり︑

かがみ ﹇鏡﹈︵名︶3 かゴみ 鏡

十一811二五高く鼻つくいその香に︑

かうつけ

其の返禮として加賀に梅田︑

越中に櫻井︑上野に松井田︑合は

ゑつちゆう

の國

かほぢゆうひげだらけで かがのくに ﹇加賀国﹈︹地名︺1 加賀

﹇顔中﹈︵名︶1

六道のまくら三等の用に供せられ︑

十二484図

皇となすに宜し︒

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

十二476図く略V︑つがは堅くして久

で︑一として杉を用ひざるなし︒

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

十二465図
砲手はその結果を見るのを

だ︒

十一584

う︒顔を洗って來て︑ビスケットを
食べながら︑私がゆめの中に通過し

おそれるやうに︑手で顔をおほって

三人とも物を言ってしまつ

︿略﹀︑清い月の光が流れる

す︒

三195囹

う

かおじゅう

十二397妹の顔はさっと赤くなった︒

しばかりだ︒﹂

い顔をして︑﹁物を言はないのはわ

たので︑上座の老僧がもったいらし

十一704

︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑ 大砲の上につつ伏した︒

た騨々のお話をうか団つた︒
九9910

︿略﹀︑今日はもう熟しきったやうな
顔をして︑へそを日にさらしてみる︒

てもらひたくなって︑そっと顔を主

九佃5 北風は︑もう一度鼻先をなで
人の肩のあたりへすりよせた︒

十二425

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の

九㎜9 北風は︿略﹀︑訴へるやうな
目付で主人の顔を見下し︑左右の耳

子どもは思はず顔を見合は

顔を照らした︒

せた︒

十二561

をそばだててみた︒

九m5 中尉の顔には漏足らしいゑみ
が浮んだ︒

た太陽が顔を出したので︑日光が店

其の時︑今まで雲の中に居かおり ﹇香﹈︵名︶1 かをり
一ぽいにさし込んで來た︒

十二581

らく大尉の顔を見つめてみたが︑

雨音5 水兵は驚いて立上って︑しば

︿略﹀︒

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え

十721園

漁夫の顔は得意の色に輝い かが ﹇加賀﹈︹地名︺1 加賀
る︒

がいせん

十二801

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

九位3魑国母は其の方々の顔を見る
出されて︑此の胸は張りさくるばか

かがやかす一かかる

366

︿略﹀︑

か讐みとかゴみ︒
六216幽

みとか讐み︒

すみきって︑

かゴ

八971図

其ノ高サ八尺五寸︑朝日・

夕日二力ぐヤキテ︑遠ク数里ノ外ヨ
リ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

興奮に眼か窟やくフィリップ︒

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

漁夫の顔は得意の色に了い

乗移ったやう︒
がいせん

十二801

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え
る︒

何心なく手に取りて眺め
掛﹇▽そうがか

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

十二佃9図

﹇掛﹈︵名︶4

り・とおりがかり

せり場の一方に高い墓があ
其の間︑買手の再三する聲

つて︑其の上に掛の人が居る︒

十206團
十211團

と掛の人の聲と入齪れて︑非常にに

日は大分高くなってさわやか

にかどやき︑高いく青空を︑ひわ

ぎやかです︒

ふと見上げると︑庭の柿の木 十213團 ︿略﹀︑掛の人が其の直で士買
渡すといふあひつに手を打って︑取

さんご

しかして編輯局は更に編
ざい
輯部・政治部・纏鰻重・︿略﹀校正

十ニー68図

には︑すゴなりになった實が夕日を

か球やくこ

引が成立ちます︒

美術の光の

姓をつのり︑か球り火をたかせ︑

十一276図五十人の兵は行くく百

糧食の用意をなさしむ︒

りやう

のか座り火孔をあざむく中を︑︿略﹀︒

十﹁278古畳に入れば︑見渡す限り

十﹁髄！囲囲

森林には大木すき間も

かかる ﹇斯﹈︵連体︶3 か＼る

くわん

なく繁茂し︑其の根本には︑つる

草・灌木など思ふま＼にはびこり

居候︒か︑る虚にても日本人が盛に

開墾に金事致居り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑やがてあまねく内

外の事件を報ずると共に時事を論ず

十ニー54図

るもの起りて︑こ﹂に始めて我等の

生活に切實なる關係を有するものと

はなりぬ︒我が國にてか㌧る新聞の

林藏の怪しみもてあそば

ゐ
現れたるは維新前後にして︑︿略﹀︒

る＼こと︑此虜にては更に甚だしか

十二873図

りしが︑か〜る中にありても︑彼は

めつる

の地︑︿略﹀︑とつ國人さへ

土地の事情を研究することを怠らざ

りき︒

急雨に分れ︑各部にそれぐ掛の記
か＼り

か＼る

︽ーッ・一

る・くろみがかる・こけかかる・さし

る・かれかかる・きかかる・くれかか

かかる

カ・ル
か＼

せき
のしまひは早い上に︑とかく無責任

﹇掛給﹈︵四︶1

ラ・ーリ・ール・ーレ︾﹇▽おとおりがか

︽ーヒ︾

かかる・つかみかかる・できかかる・

とおりかかる・とりかかる・なりかか

行幸透りに遅かりしかば︑

る・ひっかかる・よりかかる

いん

今宿といふ慮より︑山陰道にか︑

いまじゅく

り給ひし由なり︒

ベートーベンの爾眼は異様 かがりび ﹇聖火﹈︵名︶2 かゴり火

ハ︑

︿略﹀︑

クモノスニ力力

二225圏︿略﹀︑トンデキタ木ノ

人をしてうかゴはしむるに︑播磨の

十餅7図

り給ふ

かかりたま・う

な事ばかりしてゐました︒

十1310園朝のか㌧りはおそいし︑晩かか・る ﹇掛﹈︵四・五︶39 カカル

﹇掛﹈︵名︶1

者又は技術家ありて︑︿略﹀︒

きらくとか9やいてみて神々しい︒

十一29 望遠鏡で見ると︑太陽の表
面は全部が一様にか球やいてるるの

とけたガラスが中でぎら

ではなく︑︿略V︒

十一櫨9

かかり

もうべそ︒

十川8図翻

みる︒

浴びて︑珊瑚珠のやうにか窟やいて

十447

の一群が身輕さうに飛んで行く︒

十432

かかり

朝日にかどやく軍艦旗が︑海

廣げられて︑まぶしいやうな夏の日

九672

如く︑朝日夕日を底ひて︑島がくれ

十一342図 海の静かなることは鏡の 九588 ︿略﹀︑黄色い変の穂が一面に

輝かす

にか球やいてるる︒

﹇輝﹈︵五︶1

行く白帆の影ものどかなり︒

風にひらめきながら︑しっくと上

かがやか・す
︽ーシ︾

か

︿略﹀︑一行又一行︑おそれと

つて行く様は︑︿略﹀︒

︵五︶1

十109

富戸ー27 かくて世界の各地をめぐつ
﹇輝勝﹈

て ︑ 敷 出 立 の 眼 を 輝かしながら︑︿略V︒

︽ ー ル︾

かがやきまさ・る
がやきまさる

五26囲 大日本︑大日本︑ 神代此
の方一度もてきに負けたことなく︑
月日とともに︑ 國の光がかがやき
まさる︒

かがやきわた・る ﹇輝渡﹈︵五︶2

かゴやき渡る

︿略﹀︑今はガス燈や電燈が

かゴやきわたる
︽ーッ・ール︾

十一681
到る庭にか球やき渡る時代となった︒
とか讐やきわだってみる︒
﹇ 輝 ﹈ ︵ 四・五︶16

カガヤク

十一837 空には眞夏の日がさらく 十柵4 ︿略﹀︑神前の大きな神鏡が︑
かがや・く

カマヤク かがやく かgやく 輝
︽ーイ・ーキ・ー ク ︾ ← ひ か り か が

やく

く

十二416

いふばかりなし︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

三901 はごろもの袖はかるく
くかがやいてみる︒
風にまひ︑はごろもの色は日
十二93図折から日は地平線に近づ
の光にかがやきました︒
ラス三二力ガヤイタ︒

六343 朝日ガパツト西ガハノ家ノガ

367
かかわる一かさ

︿略﹀︒

リ︑ カゼ ニフカレテ︑ ヒラヒ
ラスレバ︑

三図2 ︿略﹀︑見上げますと︑松の

木 に 美 し い 物がかかってゐ
ました︒

の町へかかるさうです︒

四287電話も近い中に私ども

河を見たら︑たいそう水が出

四811 てつけうへかかった時︑
て居ました︒

べんけい

事をする︒

の道ぶしんなどは︑何時も二日は

か︑つた︒

彼はふるへる足をふみしめて

ばか＼れ︑我が命のある限り︑一身

をさ＼げて此の岩山を掘抜き︑萬人

の爲に安全な路を造ってやらうと︑

︿略﹀︒

ばか㌧れ︑︿略﹀︒

十二価9 ︿略﹀︑たとへ何十年か﹂ら

十一一梱6園 次第によっては︑或は君

今かりに一時間五十里の速

度で飛ぶ飛行⁝機に乗って行ったとし

御威光にもか㌧はる所と存

じ︑﹃︿略﹀︒﹄と返書をつかはしまし

七巡5圏

︽ール︾

かかわ・る ﹇係﹈︵五︶1 か＼はる

等の二七にか︑つて死ぬかも知れぬ︒

十一611

かりかち

ねむろ

どうかして御目にか〜り

にある狩勝の峠にか︑る︒

十一721園

家が出來てから次に土地を

たいものだが︒

十一954

開きにか︑つた︒

十一98

︿略﹀︑河岸には領事館・税

關を始め︑銀行・會社等のりつばな

それより山を越え︑河を

建物がそびえてみる︒

こくりゆう

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な

十二858図

垣εあおがきや

かき ﹇柿﹈︹期近︺2 柿

﹇垣﹈︵名︶2

はをむきて︑う＼とうな

︿略﹀︑うかくと兄弟垣

にせめいでるたら︑日本全國にのし

十二伽4園

りて︑ 垣を出て行く︒

八272図圃

ま・いしがき︒おおがき︒たけがき

かき

瀧川から根室行の汽車に乗 四目3 二 柿
とかち
四47 二 柿
ると︑約五時間後に石狩と十勝の境

付を行ふまでには五六年もか︑る︒

十一5110︿略﹀︑これが成長して︑切 るキチーに出づ︒

しが︑︿略﹀︒

となく物足らぬ所ありて氣にか︑り

十一489図園先に書がきたる檜︑何

ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか㌧る︒

のがけ路にて敵將山路正國に出であ

たが︑︿略﹀︒
十﹇293姦濫 か＼れく︒
十一299図中にも加藤清正は︑山際かがん ﹇河岸﹈︵名︶2 河岸

く︒

︿略﹀︑﹁てがらは仕勝ちぞ︒か︑れ

十一293図化秀吉はるかに之を望み︑

か〜るのである︒

ても︑太陽に到着するには八十七年

十一43

窯をあけにか︑つた︒

十489

もか㌧る︒

八845圓あちらでも︑あの子のこと 十466 研究の爲には︑少からぬ費用
ばかりが︑氣にか︑つてみたのでご

しかし此の農學といふ學問

ざいました︒

九231囹
は︑︿略﹀︑三代か︑つても︑まだ全
く手の着かない事が少くなかった︒

間もなく五重將校から威勢の

ると︑た緊愉快にたゴ一生けんめい

やがて﹁進め﹂の閣令がか︑

﹁來春まではか︑るだらう︒﹂

﹁何時頃までに出來ます

皆は一せいにほりにか㌧る︒

よい號令がか㌧る︒

九647
九788

か︒﹂

六297圓 私どもだって︑大ぜいして 九837圃園
よしっね

か︑れば︑あなた方に負けません︒

にかけ出す︒

六731 義経・辮慶の五條の大橋は此 九佃5
の川下にか︑つてみるのでございま

大空には︑午後の日が大砲の

す︒

九佃8

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

七157 川口にか︑つた時ふりかへっ
て見たら︑もう廣い海には誰もみな

︿略﹀︑商用デ四國ノ方へ旅行

よりとか︑り︑地上には︑︿略﹀︒

シテヰタ父ガ︑夜汽車デ錦ツタトコ

九伽2

かった︒

玄の本陣に切りこみ︑大太刀をふり

ロデアツタ︒一月モカ・ルヤウナオ

七448 謙信は馬に一むちくれて︑信
かざして︑信玄に打ってか︑つた︒

此の水浴が膿にさはったもの

話ダツタノニ︑︿略﹀︒

か︑王は俄にはげしい熱病にか〜つ

十88

信玄は刀をぬくひまがない︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

た︒

七572園 又きりがか︑つたり︑大雪
なることもあります ︒

か︑りますと︑上から片はだぬいで︑

七659 三四里行って︑大きな峠へ 十143囹 そんな風でしたから︑ぼん
︿略﹀︑かけ下りて 來 る 者 が あ り ま す ︒

か︑つたものでした︒

をつけてどこぞの國へやってしまふ

松江を毒したる汽車は

やうな事にならぬとは決して申され

い

ませぬ︒

︿略﹀︑やがて新川を渡り更に進みで
ひ

十二価9

︿略﹀︑たとへ何十年か〜ら

斐伊川の帝号にか〜る︒

命を捨ててか︑ったら︑救 十二46図
へないことはありますまい︒

八411囹 地車様が縄にか︑つていら 十264囹
つしやる︒

切りかぶに腰を下し︑鎌をとぎに

八826長い間か㌧らなくても︑工夫 十3910 父は︿略﹀︑たき火のそばの
して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

かき一かさかたちゅうい
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かき ﹇柿﹈︵名︶15 カキ 柿与あま

サルガカキノタネヲカ

がき・しぶがき

一10一
ニニヤリマシタ︒

ハサミキル︒

キノタネ︒ダサヌト︑ハサミ

一113翻 ハヤク メヲダセ︑ カ
デ

四48私のうちには柿の木
が五本あります︒

四57おちいさんがこの柿の

日頃から自然の色にあこがれ
かぎ

十二794

漁夫はめいく手に一ちや

うつつの鈎を持ち︑狂ひ廻るまぐろ

十457
てるた彼は︑目のさめるやうな柿の

を引っかけ︑︿略﹀船中に引上げる︒

しかしいくら工夫をこらして かきあ・げる ﹇書上﹈︵下一︶1 書き

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

十461

さうして其の夜はまんじり

︽ーゲ︾

十二454

あげる

書きあげた︒

ともせず机に向って︑かの曲を譜に

も︑目ざす柿の色の美しさは出て來

彼の頭の中にあるものは︑唯

ない︒

十474
夕日を浴びた柿の色であった︒

バ

かうして柿の色を出す事に成

右衛門←とうごうかきえもん

冷した喜三右衛門は︑程なく名を柿

十496

柿右衛門は今から三百年忌か

右衛門と改めた︒

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

十497

柿右衛門はひとり我が國内に

おいて古今の名工とた＼へられてる

十4910

るばかりでなく︑其の名は遠く西洋

諸國にまで聞えてみる︒

彼はく略V︑世に柿右衛門風

トス

︽ーサ︾

二つの部分から成ってみて︑非常に

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

﹇書方﹈︵名︶3

書き方

ケレバナラナイホドデアル︒

かきかた

學校からかへって︑新しい筆

で書き方のおけいこをしました︒

五163

方

書

七82一 カキハ又スグフエルモノデ︑

ある︒

柿

群をなして寄せて來たまぐ
ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

十二783

に附けてある︒

網にも垣網にも土俵や石などが重り

七麗図

さいほう

れうり

おとよは話し方ばかりでなく︑

書方注意

書方注意

かきかたちゅうい ﹇書方注意﹈︵名︶1

てるる︑︿略﹀︒

書き方も算術も裁縫も料理も習つ

さんじゅつ

八925

と八等は書方にて閤違ひ易し

十二779潮に流されないやうに︑身 七麗図図 く略V︑ワとツ︑二と二︑ハ

身網を張る︒

三百間も長く垣網を張り︑其の先へ

十二778

︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

十二773 即ち水のはいる慮に攣る部
え
分が身網で︑柄に託る部分が垣網で

大きなものである︒

だいぼう網は身網と垣網と かきおと・す ﹇掻落﹈︵五︶一 カキオ

至った︒

といはれる精巧な陶器を製作するに

十499

柿右衛門風

コノ かきえもんふう ﹇柿右衛門風﹈︵名︶1

かうして柿の色を出す事に成 かきあっ・める ﹇掻集﹈︵下一︶一 カ
ワルイオヂイサン

︽ーメ︾

十495

二513

ハナシヲキイテ︑ノコツテヰタ

キアツメル

﹇書﹈3おぼえがき

ハヒヲカキアツメテ︑カレ木ニ

功した喜三右衛門は︑程なく名を柿
かき
﹇掻﹈←まえがき

右衛門と改めた︒

︿略﹀︒

かき

木をついでいらっしゃる時︑

四68今年は柿のあたり年で︑

アハビ凡慮ヲハナレテ動クコ

カキハ又スグフエルモノデ︑

力キ
︿略﹀︑夏季ハコトニ増水シ

十二768

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居 かきあみ ﹇垣網﹈︵名︶5 垣網

ノボツテ︑︿略V︒

﹇牡蠣﹈︵名︶4

カキ

かき

七81図

ケレバナラナイホドデアル︒

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七818

タラ決シテハナレナイ︒

トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ

七817

リ︑カキヤアハビハ岩戸ツイテヰル︒

七815

どの木にもよくみがなりまし
た︒

︿略﹀︑二つ三つとり．のこし

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒

ま木
︑一
四242前の畠の柿の
四244

てある柿が︑赤い玉のやう
に光ってゐます︒
九1110図井戸に近き柿の木の︑日ま
しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに
手持よし︒

トイフ︒

上百里ノ間︑海水コレガタメニ赤シ

テ︑濁流江ニミナギリ︑河ロヨリ海

八214図

九研10 うちの方をふりかへると︑井 かき ﹇夏季﹈︵名︶1 夏季
戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ
︿略﹀︑井 戸 端 の 柿 の 木 に 柿 が

てるるのが目につく︒
九梱10

すゴなりになってみるのが目につく︒

ワシ

﹇柿右衛門﹈︹人名︺3

沖へ逃げようとして身網の中へはい
る︒

かきえもん

︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王
拝見エル爪︑︿略﹀︒

デアル︒︿略﹀︑トガツテカギノ如ク

八482

かぎ
十446 ふと見上げると︑庭の柿の木 かぎ ﹇鈎﹈︵名︶2 カギ 鈎
さんご

には︑すゴなりになった實が夕日を
浴びて︑珊瑚珠のやうにか〜やいて
みる︒
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かきくもる一かぎり

かきくも・る
︽ーッ︾

﹇掻曇﹈

︵五︶1

かき曇

五187園其の時︼天にはかにかき曇

る

﹇書込﹈︵五︶1

書きこむ

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑
︿略﹀︒

かきこ・む
︽ーン︾

七柵1囹 それで十字だから︑うちの
らいしん
屋がうのカネキを入れて︑此の頼信
かき添

︿略﹀︑箱根山中にてよ

﹇書添﹈︵下二︶2

紙に書きこんでごらん︒

し

︽一へ︾

かきそ・う
ふ

十一4810登臨

き枝ぶりの檜を見て︑其の意を得た
れば︑かき添へんために編りしなり︒
︿略﹀ ︑ 庭 師 ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

て一枝かき添へ︑又別れを告げて立

十一492図

かき出す

かき

︵四︶1

かき給

カキナホシテ︑ニイサンニミセマ

︽ーシ︾

らす

かき

カキネ

カキネ

カキネ

シタ︒

﹇垣根﹈︵名︶6

︿略﹀︒

ミゴトニサノータ

︿略﹀︒

ねちが無い︒誰だ︑仕事

キニ釘ガタクサンツイテヰタ︒

十二568園

﹇嗅回﹈ ︵五︶− かぎま

由塁の上をかき廻したのは︒

かぎまわ・す

五985

熊が湿て︑からだ中かぎまは

はす ︽ーシ︾

しましたが︑︿略﹀︑其のまま行って

しまひました︒

り︒

かぎり

﹇家業﹈︵名︶2 家業

工夫にばかり心をうばはれて

かくの如くなれば全村頗る

︽ーセ︾

かき

しほ
弓は潮に引かれて流れて行き

﹇限﹈︵名︶17

ようとします︒

かぎり

限り

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

ます︒義子は馬の上にうつぶしにな

六354

よせる

かきょ・せる ﹇掻寄﹈︵下一︶1

あつく︑︿略﹀︒

つきて課業にはげみ︑學校を思ふ心

十六4図 ︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

かぎょう

﹇課業﹈︵名︶1 課業

豊にして︑村民皆其の家業を還しめ

十伽5図

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十467

かぎょう

このあひだかきねのそばかきゅう﹇▽いちだいかきゅう

こんなことを思ひ出して垣根

より高くなりました︒

へ出たのは︑もう私のせい

三262

ノコギク︑

ニー03圏ミゴトニサイタ

ノコギク︑

二93圏

ね垣根

かきね

九154図出がけにとやの方を見れば︑
めんどりはせはしげに幾度か土をか

書きつ

きちらして︑餌をあさるにいそがし
﹇書付﹈︵下二︶1

く︑︿略﹀︒

︽ーケ︾

かきつ・く
く

十麗7図高徳︿略﹀︑大いなる櫻の

書付

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書
﹇書付﹈︵名︶1

きつけたり︒．

かきつけ

︿略V︑さっきおとうさんの 六撹7

の方へ行くと︑しゃくやくが赤い芽

十一363

いひつけで︑明日の用意に出してお
書手

ふと︑垣根の外でちやらく
かき

︿略﹀︑マスクをかけた職工

︽ーゼ・ーゼル︾

十一梱10

れてかきまぜてみた︒

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入

けい

﹇掻混﹈︵下一︶2

とす〜の音が聞えた︒

八53

り戸も外れる︒

なって來た︒垣根も倒れれば︑しを

︿略﹀︑風がだんくはげしく

を出してゐました︒

﹇書手﹈︵名︶1

書留

七943

いた植林地の書付を開いて見る︒
かきて

﹇書留﹈︵下一︶1

書取る

まぜる

かきま・ぜる

三573ずんずん手が上って︑の
ちには名高い書手となりまし
た︒

︽ーメ︾

かきと・める
める

ておく︒

かきと・る

シャベルでざくくかきま

﹇▽あらんかぎり・いちがつはっかかぎ

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに

十一梱10

立ちのぼって︑目も口もあけられな

り・かずかぎり・こんやかぎり
かき廻す

︽ーシ︾

サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ
テ︑上ゲテ見ルト︑果シテ磁石ノサ

博多の沖は見渡すかぎり︑元

前には横長き池をひかへ︑

池のめぐりは見渡す限りの木立・く

十48図

からおしよせた船でおほはれた︒

六796

はかた

い︒

ハス

かきまわ︒す﹇掻回﹈︵五︶2カキマ

越前守は早速門をしめさせて︑

見物人一同の所名前を書取らせ︑

八418

︽ーラ︾

﹇書取﹈︵五︶1

片などに書留めて忘れないやうにし

にはとりが時時もみを 十一9710 大事なことは拾ひ集めた木

﹇掻出﹈︵五︶1

去れりといふ︒

かきだ・す
︽ーシ︾

四248
かき出します︒

﹇掻立﹈︵下一︶1

︽ーテ︾

かきた・てる
たてる

ててくれ︒

︽ーハ︾

﹇書給﹈

十一697園小僧︑早く燈心をかきた

ふ

かきたま・う

︿略﹀︒

ホス

ガホヲカキマシタ︒ナンベンモ

︽ーシ︾

向ひて︑﹁今日かき給はん鶴の姿は
かきち

オハナガエンピツデアサ 六657

十一475図師 夜明けて住持︑書師に かきなお・す ﹇書直﹈︵五︶一 カキナ

︵四︶1

一366
﹇掻散﹈

かやうなるべし︒﹂と︑︿略﹀︒

かきちら・す

かぎる一かく

370

さむらにて︑さながら別天地に遊ぶ
︿略﹀︒

十一604

ふな
池・沼を利用して鯉・鮒を養ふこと

るに︑其の利益少しとせず︒かくの

も盛にして︑大てい二年毎に之を士買

見渡す限り果もない原野に︑かく ﹇斯﹈︵副︶1一 カク かく
ことや︑燈塁のあかりを知ることは︑

如くなれば全村頗る豊にして︑村民

七598図天略﹀︒此の星を見分ける
船に乗る者に取って︑はなはだ大切

鐵眼こ㌧において再び意

を決し︑︿略V︑其の資金を以て力の

先づは御見舞までかく

がかんなど直言してみたりければ︑

もすがら寝ねずして︑明日はかく圭里

十一4610図 ︿略﹀︑占師は前の如く夜

の如くに御座候︒敬旦ハ︒

十一428閥国

皆其の家業を樂しめり︒

一だん聲をはり上げて︑

小ぞうは

﹁年の若きに感心な︒﹂

かくいふ聲を後にして︑

八572図圃

︿略﹀︒

くいひて後︑

なことなのであります︒﹂船長はか

ちん

十二301団

︿略﹀︒

十二901

︿略﹀︒

十ニー410図 ︿略﹀︑唯をりく興味あ

例ヘバコ・二一ツノ石アリ

乗りぬ︑自空車に︒
トセヨ︒ソレが如何ニマレニシテ︑

九45！図

十二価10 ︿略﹀︑我が命のある限り︑

き︒されど人智の進歩と印刷術の嚢

達とは︑何時までもかく軍団にして

る特殊の事件を報道するに過ぎざり
ク︑シタガツテ償アルコトナシ︒カ

︿略﹀︑相當に名ある新聞

報道せらる︒然らばかくの如き新聞

りし事件も僅か一爾日にして筆者に

は︑︿略﹀︑今や遠くヨーロッパに起

十型ー61図

遊戯的なるものに満足すべくもあら

之二反シテ︑同じヤウナル

は如何にして編輯せられ︑印刷せら

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

九463図

レザルトニヨルナリ︒

クノ如ク物二償アルハ︑其ノ物が人

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑用

限

ず︑︿略﹀︒

一身をさ＼げて此の岩山を掘抜き︑

り愼重な手序を纏る︒

しん

あって︑︿略﹀︑其の制定も出來る限

これ等の命令も國の規則で

かも其の敷量の敷限りもないのは︑

陳列品の多種多様で︑し

及ぶ限り置く人々を救ひ︑︿略﹀︒

十︻⁝⁝⁝10図

思あり︒

する限りを煮皿くし︑産地は日本全國

十63図囹種類は大てい我が國に産
にわたれり︒

人許の船員がすがり附いて︑聲を限

十254 岩の上に残った船膣には︑十
りに救を求めたが︑何のかひもなか
つた︒

十636図 主人は聲を限りに呼べど︑
はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに
や︑ふりかへらず︒

十鵬9國国く略V︑御母上様には去る
︿略﹀︒

︿略﹀︑出來る限り早く之を

かぎる

ノ爲二有用ナルト︑意ノ如クニ得ラ

ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナ

二日御安産にて︑玉の様なる女の御
十二悩4

﹇限﹈︵四・五︶4

＝掃することは我々の務ではあるま

子羊生れの由承り︑誠にめでたくう
いか︒

かぎ︒る

六81園

る ︽iラ・ーリ︾﹇▽みかぎる

太陽のほかに︑これと同じやうなも

れしき限りと存じ候︒
うちう

十一38 つまり此の宇宙には︑あの
のがなほ敷限りもなく存在してみる

買ハントスル人雪下一人ナルトキハ︑

れ︑選者に配布せらる＼か︒

さて編輯部にては刻々集

たく

り穿る原稿を選澤整理し︑糟書・寓

かう

しふ

五人ノ持主各其ノ馬ノ費レザランコ

らず名高い山だとはかぎらない︒

トヲ恐レテ︑孚ヒテ償ヲ下グ︒カク

︿略﹀︑何れも十日間を限
りて土木に議事せしめたるに︑︿略﹀︒

十二1図園

テ償ハ次第二安クナリテ︑最モ償ヲ

眞等と共に之を印刷部に送る︒印刷

たかまど

下ゲタル持主︑其ノ馬ヲ費ルコトト

十二剛6図

十一一178図

佐保・佐紀の連岡に北を

しかし三郎︑高い山がかな

が︑︿略﹀︒

十一278図 夜に入れば︑見渡す限り
のかゴり一書をあざ む く 中 を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一3310図 字書及び島島︑見渡す限
せん

り田園よく開けて︑毛饒を敷けるが

ナル︒カクノ如ク︑品物多クシテ︑

部にてはく略﹀︑校正刷を刷りて校
しり

十二伽6園

こま

限り︑春日・高圓の山々を東に︑矢

正部に廻す︒校正終れば紙型に取り︑

には候へども︑若し御光來相成候は

い

田山・生駒山を西にひかへて︑︿略﹀︒

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ債安

更に之をもととして鉛版を造り︑印

如く︑白壁の民家其の間に貼在す︒

クナリ︑品物少クシテ︑之ヲ望ム者

十一425圏國 何分田舎にて萬事不便

の外な尻押なども現れて︑事めんだ

多ケレバ︑其ノ物ノ撃高クナル︒

﹇閣﹈3てんしゅかく

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒又

られ︑桑を植ゑて琶を飼ふ者多く︑

ども︑︿略﹀︒

にして多大の時間を要する如くなれ

刷機にかく︒かくいへば︑頗る繁雑

けい

ば︑及ぶ限りの御便宜相計り申すべ

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒

すると其のうちには又写

く候︒

かく

﹇下膨﹈3もくせいかく

く略V︑近年は作物も改良せ
かく

十伽4図

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り

十﹇566 老砲手は氣ちがひのやうに かく ﹇角﹈←いっかく
に 叫 ん で み る が ︑ ︿略﹀︒

371
一カミ〈1＝デし、志く
カ、〈

或は其の建直の歴史を暗示し︑或は

︽ーク︾

チ ヅ
雨水ノ流レル道ハ地圖二力イ

七つの色をならばせて︑空の
だれがかいたか︑

ひ

土手の此の記念碑に︑今話し

ゑぎぬへ一筆に︑

と︑

葉書には︑大ていちよっとし
︿略﹀︑封書には︑いろくこ
おめでたい事やたのしさうな

かいてあるのがよく目につきました︒

て見ると︑︿略﹀︑店の看板にも馬が

見れば引出にはみんな札が

かく

︽ーク︾

之を機械にかけて皮を

ねを掛けてはっぴ着て︒

十一佃1下立

除き︑袋に入れて外國に輸出する由

に候︒

更に之をもととして鉛版を造り︑印

けい
十ニー77図 校正終れば紙型に取り︑

刷機にかく︒

■ちしつがく・はくぶつがく・り

がく ﹇楽﹈︵名︶1 樂

コ

エ
カのカ
く

がく

しきりに人の眠をさますも︑︿略﹀︒

鹿の︑︿略﹀︑秋より冬にかけて哀音

シャベルが敷字で眞黒にな 十一而3図人なつかしげに寄り起る
﹇掻﹈︵四・五︶2

nvひっかきまわる
くまで

小さい熊手で砂をかくと︑お

かく

掛ク

いみじき樂と我は聞く︒

四412

前の額に比べると︑實に十寸倍であ

総額は敷十億圓の多額で︑之を十年

最近における我が國の輸出入

かけ物やがくもはつされ

がく ﹇額﹈︵名︶3 がく

ました︒

かく︒いろづきかく・でかく・みか

十888

額

く略V︑帯を結ぶことも出來 十一813図圃なぎさの松に吹く風を︑
ず︑かゆき所をかくことも出來ず︑

八283図

もしろいやうにあさりが出た︒

七判9

か・く

ると︑それをふいては又書く︒

十一9710

チ﹂などと一々書いてあります︒

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

十一178

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

五614圃赤・黄・みどりやむらさき 十協7園 又字を書く時に指先を見る

タ川ヲ見ルヤウデス︒

十二646図 かくの如く感量の画風は︑ 五516

堅く

其の國民の理想・信仰を表すものな
﹇欠﹈︵四︶1

れば︑︿略﹀︒

か・く

五935

み入った事が書いてあります︒

五934

た用事が書いてありますが︑︿略﹀︒

五932

た事がくはしく書いてある︒

虹の橋︒

︽ーイ︾

五785

かく

十二棚4図 人なつかしげに寄り隠る

︵五︶1

鹿の︑︿略﹀人の眠をさますも︑奈
ふぜい
良には鉄くべからざる風情なるべし︒
か・く

な汗をかいて田をすき起し︑牛はつ

十二914 ぼろを着た農夫は玉のやう
かれ果ててあへぎあへぎ働いてみる︒

事が書いてありますと︑私もうれし

か・く ﹇書﹈︵五︶23 カク かく書

いと思ひますが︑︿略﹀︒

﹇掛﹈︵下二︶7

いたき所をさすることも出來ざるべ
し︒

か・く

く・めがく

﹁それにはどんな事が旧い 高く ︽ーク・ークル・ーケ︾5あびせ
てあったか︒﹂といふおたつねが出

輸出入の額の増加して行くの

るかも知れませんが︑︿略﹀︒

五945園

をいたします︒

事が書いてありますと︑もらひ泣き

︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

ク書く︽ーイ・ーキ・ーク︾εおか

ニイサンガエヲカイテ
ネエサンガジヲカイテ
オハナガエンピツデアサ

五937

く

一222
ヰマス︒

ヰマス︒

﹁224
一364
ガホヲカキマシタ︒

他宿屋悟入︑掛行燈二旅人宿呑屋ト
︿略﹀︑

常に何をか刻みみる︑

︿略﹀︑

め

なほ怠らずこつ

何をか常に刻みみる︑
く略V︑

毘沙門天を刻みみき︑

九846図蟹
心に

めが

亭

てい

かくうんてい

︿略﹀︑程なく小さき建物の

隔雲斗

十47図

隔雲亭

前に出づ︒名を陰雲亭といふ由なり︒

十5図

げい
がくげいぶ ﹇学芸部﹈︵名︶1 學藝部

安ちいさんは一 十ニー68図 しかして編輯局は更に編
げい
輯部・︿略﹀學藝部・窩眞部・校正

がねを掛けてはっぴ着て︒

くと︑

九832図圃

めがねを掛けてはっぴ着て︒

ぐくまり︑

九818図圃

記シテ掛クルモアリ︑︿略﹀︒
は國家が次第に盛になる印である︒
かくうん
安ちいさんはせ かくうんてい ﹇隔工特﹈︵名︶2 隔雲

十889

る︒

出域に書

蹄りに散歩がてら町を亡い

アンドン

八614図第十六看板︿略﹀︒此ノ
文字はハッキリと

︿略﹀︑其の手紙を差出した︒

︿略﹀︑王にあてた密書が届い

十235囲

にと書いてあった︒

た︒それにはく略﹀︑用心するやう

十102

うな事が書いてあったQ

大尉はそれを取って見ると︑次のや

九備2

くと見誤ります

七鯉図

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

ハナハソレデョイカ 六455 叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ

ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウ一

一376圏
ペンカイテゴランナサイ︒

四14 大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま
す︒

四547園 からかみにかいてある
とらをしばって見せよ︒

と書いて あ り ま し た ︒

田君からゑはがきが來てるました︒

五138 學校からかへって見ると︑廣
︿略﹀︒

かくご一かくて
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部面に分れ︑︿略﹀︒

かくご ﹇覚悟﹈︵名︶5 かくご 畳悟

四 6 5 3 よ 一 は心の中で︑もし
は居まいとかくごをきめて︑

これをいそこなったら︑生きて
︿略﹀︒

六843 武士といふ武士は必死のかく
ごでふせいだ︒

十重4園

其慮から熱い湯を管で各室

十二938

彼は更に其の邊の名高い學

各種

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ
﹇各種﹈︵名︶3

にも満足することが出山ない︒
かくしゅ

へ送って︑適當に暖めるやうになつ
かくして

てるるのだ︒

﹇斯﹈︵接︶2

デき

ご

其の外各種の重曹や︑︿略﹀︑

の兵が出てみる︒

十一335図船の其の間を行く時︑島 六417国 其の代り輻重兵の外は各種

かくして

かと見れば岬なり︒岬かと見れば島
十一99

到る虜に散在してみる︒

公園・競馬場・劇場等の娯敵機⁝關が

なり︒一盛未だ去らざるに︑一日更
にあらはれ︑水路きはまるが如くに

凡そこれ等の木材は︑其

各所

瀬戸内海には︑到る虜に

﹇各所﹈︵名︶1

十﹇3210図

かくしょ

すべく︑︿略﹀︒

の有する性質によりて各種の用に供

十一一461図

して︑また忽ち開く︒かくして島轄
じ︑海廻りて︑其の煮皿くる所を知ら

七693園 いよくない時には︑川の
中へとびこんで死んでしまはうと︑
ず︒

燈火としては︑初め松の木

たが︑其の後らふそくや種油がとも

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十﹇682

かくごをして來たのでございます︒

ふ時は︑︿略﹀︑あっばれてがらを立

十694囹 唯今にも鎌倉の御大事とい
てるかくご︒

の取引にもきはめて便利であるから︑

を占めてみて︑︿略V︑支那の各地と

︿略﹀︒

もっとおしまひの方をあ

一代の事業として一切纒

けて御らん︒﹃各地の氣候﹄といふ

十一913圏

所がある︒

を出版せん事を思立ち︑︿略V︑廣く

十一櫛4図

デレンは各地の人々塗り

かくて世界の各地をめぐつ

各地をめぐりて資金をつのること敷

年︑︿略﹀︒

て︑︿略V︒

十月ー26

十二871図

繹迦は八十歳の高年に及ん

集りて交易をなす慮なり︒

岬あり︑湾あり︑大小無敷の島々各

﹇各地方青年

各地方青年團

又御造語の半ば頃より︑

つる者蛮語かりしかば︑︿略﹀︒

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十69図園

団﹈︵名︶1

かくちほうせいねんだん

界の各地につかはして竹を採集せし

こ＼において彼は人を世

てるたが︑︿略﹀︒

でも︑︿略V︑各地を巡って道を傳へ

され︑石油のランプが之に代り︑今

所に散在す︒

十二983

十二伽1 徳川方も事こ＼に至っては︑

はガス燈や電燈が到る庭にかゴやき

かくしん

十二侶3図

きん

あくまでも戦ふ豊悟をきめて︑もの

渡る時代となった︒かくして人は︑

かく・す﹇隠﹈︵五︶3かくす︽一
五424

■vいちだいかくしん

すごい緊張を示してみる︒

暗黒の世界からだんく光明の世界

かくこくみん ﹇各国民﹈︵名︶1 各國

學者←だ

シ︾

め︑︿略﹀︒

民

﹇学者﹈︵名︶4

へと︑みちびかれて來たのである︒

尊はかみをといて︑︿略﹀︑つ

十﹁668 此の方法は各國民の間に︑ がくしゃ

るぎをふところにかくして︑其の家

見れば自國の兵士です︒

いがくしゃ・はくぶつがくしゃ・ろう

七884圏

廣く又極めて長い血行はれてるたも

保己一は五歳の時めくらと

の中へおはいりになりました︒

八628図

﹁かくして下さい︒敵が追っかけて

垂

來ます︒﹂

︵サ変︶1

がくしゃ

﹇画策 ﹈

のであるが︑︿略﹀︒

かくさく・する

となりて︑多くの書物をあらはせり︒

﹇各地﹈︵名︶8

各地←こく
文天塩命を奉じ︑各地に轄
十一1010

Aユ日留り給へとす＼めて

止まざりき︒旅僧もまた主人夫婦の

十705図

情心にしみて︑そゴうに別れがたき

思あり︒されどかくて何時まで留る

君は壼を以て一家を成

べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

此の地は交通上重要な位置 十一452書置

絶して元軍を破る︒

十978図

ないかくち

かくち

やりたいと思ひました︒

マリーはどうかしてかくして かくて﹇斯﹈︵副︶2かくて

なりしが︑︿略﹀︑後には名高き虚者

︽ーシ︾

りっぱな學者を先生にして︑一心に
學問をはげむがよい︒

七885

策する
やすよし

學識

九274圏︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑

十二伽5 ︿略﹀藷幕府の陸軍縛裁勝
安芳は︑かねてから百方圭里策して時

﹇学識﹈︵名 ︶ ！

局の圓満な解決を計ってみた︒
がくしき

されば古は︑支那より渡
醒せるものの僅かに世に存するのみ
りき︒

尋常でないことをさとって︑非常に

十一745 ︿略V︑眞淵は宣長の築紫の 十﹇伽9図

各室

にて︑學者其の得がたきに苦しみた
﹇各室﹈︵名︶1

たのもしく思った︒
かくしつ
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かくて一がくもん

に筆を動かしみたり︒︿略V︒かくて

二度資を集めて二度散じ

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を
十一伽10図

次の夜は如何にとうかゴふに︑︿略﹀︒

もかくておはすべきにあらねば︑今

取り給ひし事なし︒︿略V︑何時まで

は何庭へなりとも行きて君の技をふ

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

みた︒かくて又幾年かたつうちに︑

十間といふ深さに達した︒
︿略﹀︑いざといへば︑誓事

無毒がない︒それでどうして︒﹂と

いひさして︑︿略﹀︒

カくロ刀

かくべつ ﹇格別﹈︵形状︶3 かくべつ

九81国水のすんでみる事はかくべ

十二悩2

一致直心に當る氣風を生じた︒耳糞

集に着手せり︒︿略﹀︑此の度は製．

が手に取るやうによく見えます︒

つで︑︿略﹀︑美しい海底のありさま

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

一系の皇室を中心として團結した國

るひ給へ︒

民は︑かくていよく結束を固くし︑

かくて

版・印刷の業着々として進みたり︒

カクテ

かくて天和元年幅下が初度の募集を

﹇斯﹈︵接︶1 一

七327図 これより獅子は日夜武士に

かくて

かくとう

﹇確答﹈︵名︶1

確答

年の終におまとめになるのださうで

殊に秋晴の美しさはかくべ

中村君は學問もよく出訴るし︑

からだをぢやうぶにして︑

︿略﹀ 兄から 千太どの

よく學問をべんきやうしなさい︒

六426團

うんどうも上手です︒

五72

がくもん ﹇学問﹈︵名︶14 學問

つで︑︿略＞Q

十777団

かく別の働なかりきとのこと︒

又八月十日の威海衛攻撃とやらにも︑

聞けば︑そなたはく略﹀︑

つきしたがひてはなれず︑武士には
始めてより十八年の後に至りて︑一

安芳は今日こそ最後の確答

學年

を得ようと決心して︑西郷をおとづ

十二㎜4

れたのである︒
﹇学年﹈︵名︶1

す︒

九描5囲囲

切纒六千九百五十六巻の大出版は遂

熱烈な愛車心を養成した︒

無二の酔狂となれり︒かくて幾年か
彼が探検船ビーグル號に乗

に完成せられたり︒
込んで意氣揚々と本國を出超したの

十ニー26

すぎし後︑武士は海をこえてふるさ
︿ 略 ﹀ ︑﹁︿略V︒﹂とむすびた

とへ蹴ることとなれり︒
七616図

は︑二十三歳の時である︒かくて世

のぶ子さんは︑成績物が返

の材料を集めて本國に臨つたのはそ

﹇学年別﹈︵名︶1

れから五年の後である︒

がくねんべつ

﹇各部﹈︵名︶1

各部

日本人は八萬人饒も居て︑

語で學問をしてゐます︒

八684圏

別

︿略﹀︑機械は電力により

て働き︑︿略V︑＝塁よく一分閤に四

十一﹇188図

日本人の立てた學校へ行って︑日本

子どもは︑︿略﹀︑婦って干ると︑又

學年

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

十︻153

がくねん

はく
る時は︑拍手の音しばらくはやまざ

や地質學の實地研究につとめ︑種々

界の各地をめぐって︑︿略﹀︑博物學

ふ

りき︒かくて船長は外國より持蹄り
き

たる窮眞帖を學校に寄附して去れり︒

九455図 又コ・一二匹ノ馬アリテ︑
之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

其ノ五人ハ︑別業ノ馬が他人ノ手二

十一162園

渡ランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ高キ債
ヲツク︒カクテ償一次第二高クナリ

百五十枚を印刷すといふ︒かくて刷

てのせてあります︒

あすこに全部學年別にし
上りたる新聞は︑直に販費部を曾て
︿略﹀︑﹁此の上は聖賢を訪

十一一168図 しかして編輯局は更に編
九2210園 しかし此の単三といふ窪川
ざい
輯部・政治部・纒黒部・社會部・通
は︑種々様々の事を︑實地と學理の
げい
信部・外報部・學藝部・窮眞部・校
国方から調べて行かねばならぬので︑

かくぶ

テ︑馬ハ最モ高キ債ヲツケタル人ノ

遠近に獲思せらる︒

うて教を受ける外はない︒﹂と思ひ

十二932

物トナル︒

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

立つに至った︒父のいさめも妻のな

九461図 之二反シテ︑同ジヤウナル
島辺ントスル人戸寸一人ナルトキハ︑

正部等に分れ︑各部にそれぐ掛の

九233囹

︿略﹀︑これが佐藤の家の學

て︑國家の爲に︑此の學問を大成す

九269囹此の四代の苦心の後を受け

問の精神である︒

九261園

の學問を大成したいと︑︿略﹀︒

そこで此の父も︑何とぞ此

げきも︑此の決心をひるがへすこと

﹇楽譜﹈︵名︶2

︿略﹀︒

五人ノ持主各其ノ馬ノ費レザランコ

がくふ

ふ
樂譜 樂譜
歳の或夜︑人知れず宮殿を出て修行

は出過なかった︒かくて彼は二十九

記者又は技術家ありて︑︿略﹀︒

トヲ恐レテ︑孚ヒテ償ヲ下グ︒カク

十二407園 ﹁︿略﹀︒しかし誠に粗末
ふ
なピヤノで︒それに樂譜もございま
せんが︒﹂と兄がいふ︒

さうして陰に陽に仕事のじ
やまをする者も少くなかった︒しか

十二409園

ベートーベンは︑﹁え︑

し僧は唯黙々としてのみを振るって

十二伽4

の途に上った︒

テ償ハ次第二安クナリテ︑最モ償ヲ
下ゲタル持主︑其ノ馬ヲ費ルコトト
ナル︒

十一468図 翌朝画師は常にもあらず
早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

がくもんじょう一かげえ
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かく・る

﹇隠﹈︵下二︶1

レ︾﹇▽しまがくれゆく

るのがお前の役目だ︒
九275園︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑

かくる

︽一

川に美しいかげをうつしてゐます︒

笛の

人改

けを︑すばやくついばみたるは眞白

ほろくと聞ゆる

影のごと︑置去り

十304図翻

音いっこ︒

る大路︑

なるめんどりなり︒

はり
︿略﹀︑さらばとて備前と播 かけ ﹇掛﹈ n▽かえりがけ・かたかけ・

十﹁343図海の静かなることは鏡の

石垣の間でも︑地藏様のかげ

猿澤の池水に影をうつして南都第一

さるさは

十二伽1図 く略V︑尚三重五重の塔︑

︿略﹀︑此の見る影もない老

の美観たり︒

十二佃1

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し

た︒

る

︽ーッ︾

かけあが・る ﹇駆上﹈︵五︶1 かけ上

ら大木を落させた︒

六941 ︿略﹀︑正成は高いがけの上か

がけ ﹇崖﹈︵名︶1 がけ

︿略V︑タヒ・アナゴ・ハモナ

其所の木のかげ︑此所の石の

行く白帆の影ものどかなり︒

きがけ・こころがけ・こころがけいか

カゲ かげ 陰

ん・さきかけ︒でがけ・ねがけ・わら

ましい︒

なし︑

かげ

影←うし

佐野のわたりの雪の夕暮︒

十二562

﹇影﹈︵名︶6

ろがった︒

かげ

あし
ねぢは仕事毫の脚の陰にこ

こま
十641図圏 駒とめて袖北殿ふかげも

氣よくかけ廻ってみる様は︑實に勇

其のたびに︑鯉のかげが地の

二人はかけ足でまはりつ

アンドン

庭さきのもみちの木は︑前の かげえ ﹇影絵﹈︹課名︺2 カゲエ

︿略﹀︒

旅人宿何屋ト記シテ掛クルモアリ︑

八613図此ノ他宿屋ニハ︑掛行燈二

燈

ドン

アン
かけあんどん ﹇掛行灯﹈︵名︶1 掛行

こをしました︒

三388

かけあし ﹇駆足﹈︵名︶1 かけ足

二郎のうちのいぬでした︒

して見てゐますと︑それは小

九752黒・白・茶色︑大小さまぐ 三214︿略﹀︑下のはうからかさ
かさいはせてかけ上ってくるも
の馬が︑林のかげや沼のほとりを元
のがあります︒二人がびっくり

のも見える︒

んで︑春蘭のつぼみのふくらんだ

しゅんらん

そばには︑やぶかうじの赤い實に並

九323

泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

ドノヤウニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ

七802

だう
でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

七179

かげ・やぶかげ

﹇▽おかげ・おかげさま・こかげ︒もの

﹇陰﹈︵名︶6

くと待ち奉れり︒

申し込んで來た者は五十人許

カクレル

もあって︑︿略﹀︑りっぱな學歴のあ

﹇隠﹈︵下一︶5

る者もあったのに︑︿略﹀︒

かく・れる

ソコデカウ︑
モリノシカタ

かくれる ︽ーレ︾

三768

一すちの道が︑足もと

ナシニ︑ヒルハ木ノウロヤ
アナノ中二力クレテヰテ︑
︿略﹀︒

九327 ︿略﹀

からうねくとつゴいて︑やがて茂
みの中にかくれてしまふ︒
り す
︿略﹀︑栗鼠が一匹︑けろりと
九338

した顔を出したが︑︿略V︑急にまた

穴にかくれてしまった︒
の水たまりの所をうねって︑のろの

ろかげ・おもかげ・つきかげ・ひか

五284

上をおよぎます︒

五221

おや︑北斗七星が半分杉林 げ・ひとかげ

ろと草の中にかくれて行く︒

九927園

かげ

磨との聖なる舟坂山にかくれ︑今か
﹇▽みえがくれする

如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ

かくれ

じがけ

ま

十梱4図

一心に西洋の

りっぱな腐者を先生にして︑一心に
信淵は︿略﹀︑

學問をはげむがよい︒
九286

學問を勉強した︒
法律の外に勅令・閣令・省

令・府縣令等の命令がある︒

十二899

十一48図 少時より學問に働み︑長 かくれい ﹇閣令﹈︵名︶1 閣令
じて後壁の君に仕へ︑大いに治績を
學げしかども︑︿略﹀ ︒

磁土

十梱4

十一73図又きはめて學問に熱心に がくれき ﹇学歴﹈︵名︶1 學歴
して︑︿略﹀︒

將來學問を以て身を立てたいと︑一

十一708 若い頃から讃書がすきで︑
心に勉強してみた︒

十一743年こそちがへ︑二人は同じ
學問の道をたどってみるのである︒

十一7510囹 これは學問の研究には特
に 必 要 で す か ら ︑ ︿略﹀︒

二上

がくもんじょう ﹇学問上﹈︵名︶1 學
九864囹 いや︑十月何日の何時には︑

何所に何星が見えるといふ事が︑學

﹇学理﹈︵名︶2

﹇▽あまのか ぐ や ま

問上ではわかってみ る か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
かぐやま

がくり

は︑種々様々の事を︑境地と虚血の

九2210圏 しかし此の農學といふ學問 九356 ︿略﹀︑大きな青大越が︑向ふ
三方から調べて行かねばならぬので︑
︿略﹀︒

にかくれてしまった︒

かけ
︿略﹀︑飛びちりたる貝のか

﹇欠﹈︵名︶1
九142図

かけ

十3610 心乱が此の運河を造るに成功
したのは︑主として︑最新の万障を
磨用したからであった︒

375
かげえ一かけまわる

二目6 十八 力ゲエ
﹇影絵﹈︵名︶ 一

カゲエ

ニ541 十八 力ゲヱ
かげえ

﹇駆降﹈︵上一︶1

かけ

カゲエヲシテ見料テクダサイ︒

ニ543園 ヲヂサン︑コンヤモマタ
かけお・りる
︿略﹀︑大きな峠へか㌧ります

︽ーリ︾

七661

下りる

九591

︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ

合って︑︿略﹀︑掛聲を合はせながら︑
からざを

︿略﹀女たちがよい聲で歌を

ばたんぱたんと殻竿で萎を打ってる

る︒

それは山國川に沿うて連な

つたものであるが︑︿略﹀︒

見るから危げな敷町のかけはしを造

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

びやうぶ

十二悩6

﹇掛茶屋﹈︵名︶1

掛茶屋

小さな子どもが二人奥からかけ出し
て來た︒

かけぢゃや

﹇陰日向﹈︵名︶1 かげひ

かげひなたなくはたらく上に︑

人の仕事まで引きうけるやうにしま

六581

なた

かげひなた

かけはじめますから︑︿略﹀︒

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

五476 ︿略﹀︑少しでもおくれると︑

けはじめる ︽ーメ︾

かけはじ・める ﹇掛始﹈︵下一︶1 か

掛茶屋に休んで名物の餅を食

かけ

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲

十佃10
が聞えた︒

九599
うたふと︑へうきんな五平ちいさん

﹇駆付﹈︵下一︶4

此の時清正は︑地震と共には

︽ーケ︾

かけつ・ける

そこで敷そうの船に分乗し 七㎜4

つける

が︑時時へんな掛聲をして皆を笑は
せる︒

十二789

ね起き︑︿略﹀︑一さんに伏見の城へ

と︑上から片はだぬいで︑右手につ

た漁夫が︑えんやくと掛聲を掛け

上様をはじめ皆様︑おしの

其所へ清正がかけつけました︒

二男9園

七戸2

ゑをついて︑かけ下りて早る者があ

かげごと

︿略﹀︑戦一つ出來ず︑人の

﹇陰言﹈︵名︶1

︽ーッ・ーリ・ール︾

﹇駆回﹈︵四・五︶6 かけ

したので︑︿略﹀︒

かけ廻る

ません︒

虎はうんくうなって︑かけ

まはるより外︑どうすることも出來

六311

やみにかけまはりました︒

三224それからそのへんをむ

まはる

かけまわ・る

徳川家康が大阪城を攻めた時︑

︽ースレ︾

﹇可決﹈︵サ変︶2

先陣へかけつけたが︑︿略﹀︒

する

かけつ・する

可決

其の子吉宣は戦が始つたと聞いて︑

よりのぶ

八149

けました︒

下になっては居られぬかと存じ︑家
かけこむ

かげごとばかりいふ石田めとは︑此
︵五︶1

來ども二百人置挺を持たせてかけつ

︽ーン︾

カケ出ス

あわたゴしくかけこんで來た
﹇駆出﹈︵五︶5

ると︑たゴ愉快にた団一生けんめい

豊里衆両院の何れかから提

くとかけ廻る︒

林のかげや沼のほとりを元氣よくか

臨地ではいろくつらい事も

彼は氣がくるった様にそこらをかけ

十478 ﹁薪は無いか︒薪は無いか︒﹂

あったが︑戦場をかけ廻るのは︑北
ゆ
風にとって愉快な事であった︒

九鵬2

け廻ってみる様は︑實に勇ましい︒

九753︿略﹀︑大小さまぐの馬が︑

カケ

出された案は︑他の一院のみで討議

﹇駆抜﹈︵下一︶一

し︑可決すれば同じ手動によって奏
上する︒
かけぬ・ける

自轄車が後カラ來テ︑カケヌ

︽ーケ︾
テン

六333

ヌケル

ケテ行ツタQ

不意にばたくと音がして︑かけはし ﹇掛橋﹈︵名︶1 かけはし

にかけ出す︒

十二554

十二896

子牛ハコノアヒダウマレ 十二892 かうして其の院で可決すれ 九126図 綿毛に包まれたるひよこど
も︑小さき聲を立てつ＼︑ちよこ
ば︑其の案を他院に移す︒
﹁落し物をしましたから︒﹂と

匹の馬は一さんにかけ出した︒

八88 三番太鼓が鳴るが早いか︑五

いひくかけ出します︒

七671

スグビツクリシテ︑カケ出シマス︒

タノデス︒︿略﹀︒ナンニデモ

一一657

かけ出す ︽ーシ・ース︾

かけだ・す

者があります︒

七882

﹇駆込﹈

の清正一生中直りは致さぬ︒

七988園

かげごと

かけつけましたQ

カケ

ながら身網を一方からたぐって行く︒

︽1へ︾

﹇掛替﹈ ︵ 下 一 ︶ 一

ります︒

カヘル

かけか・える

か

かけこ・む

三661私ノウチヘキノフヲケ

かけ來

ヤガ來テ︑手ヲケヤタラヒノ
﹇駆来﹈︵四︶1

タガヲカケカヘマシタ︒

︽ーリ︾

かけきた・る
る

九141図 其の音を聞きつけてかけ來
り︑飛びちりたる貝のかけを︑すば

︽iレ︾

﹇掛下﹈︵下二︶1

やくついばみたるは眞白なるめんど
りなり︒

け下さる

かけくださ・る

され︑常に﹁小山はどうしてみるだ
掛聲
人を見かねて︑

重 九佃6 やがて﹁進め﹂の號令がか＼

十二伽3國囲私のごと御心にかけ下

﹇掛声﹈︵名︶4

ら う か ︒ ﹂ と 仰 せ らる＼由︑︿略﹀︒

かけこえ

き荷車ひきかぬる

七957図書夏の眞書の坂道に︑
物学は く略V︑ 掛聲高くおしてや
る︒

がけみち一かける

376

廻った︒

﹇崖道﹈︵名︶1

がけ路

かけも

ちたりかけたりする愛化を本として

を出して︑風通しのよいとこ

︽一

か

す︒

草野の次郎の如きは夜敵の船

におしょせて︑首二十一取って︑敵

六812

の船に火をかけて引上げた︒

ねえさんは赤いたすきをかけ

て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒

六撹1

將軍は長四郎を大きな袋へ入

けて︑﹁︿略﹀︒﹂

ましたが︑おばあさんの肩に手をか

七916 ︿略﹀︑敵はあちこち見まはし

すにかけていらっしゃい︒

七904園向ふむきになって︑此のい

たからたまりません︒

させますと︑濱風が之をあふり立て

此の時義貞が方々へ火をかけ

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

ま

七223

七143女の人はだすきをかけて︑手

ゑ

と書いてあり

ルノヲ見ルコトガスキデス︒

ました︒

︿略﹀︒

のお話をして下さいましてから︑

五406

先生が辞殿にかけてある給馬

けたいと思ひます︒

五136囲︿略﹀︒これだけはお目にか

四596私バカンナヲカケテ居

しばってお目にかけま

ろにかけてあります︒

書ける

カケル

︽ーケ・ーケ

四553園

こしらへたもので︑︿略﹀︒

か︒

ケ︾

か・ける

わかいとき字をならひま

﹇掛﹈︵下一︶5一

こまってゐました︒

したが︑うまく書けませんので︑

三547

﹇書﹈︵下一︶1

を通すねばり強さが敏けてはみない

十一298図中にも加藤清正は︑山際 十二儲7 堅忍不抜あくまでも初︸念

がけみち

のがけ路にて敵將山路正野に出であ

︽ーッ︾

﹇駆戻﹈︵五︶！

ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒

どる

かけもど・る

九畑1 さうして主人がこひしくなつ
て︑密画た方へ一散にかけもどった︒
かけ物

一番先にしやうじやかか・ける

﹇掛物﹈︵名︶！

四412

かけもの

掛ける

ける

まゆ

もう桑の葉をたべないで︑頭
を上げて︑繭をかける所をさがしま

五473

す︒

掛ケル

らかみが外へ出されました︒か

ル︾←あびせかける・おっかける・お

けない・おもいがける・こころがけ

でかけなさる・おでかける・おもいが

まだ繭をかける場所をさがし

﹇駆寄﹈︵五︶4

五492

る・こしかける・しかける・つめかけ

だれがかけたか︑虹の橋︒

れて︑︿略﹀︑袋の口を封じて柱に掛

八183
五606圏

此の事を村の相談にかけた︒

外へ引出し︑消粉をかけて消せば︑

けし

こ

申し渡しましたので︑︿略﹀︒

﹁これ女︑其の手を放せ︒︿略﹀︒﹂と

八378 ︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

八319

けた︒

る・ふりかける・めがける・よびかけ

五697

物なれた人には相談をかけた︒

てるるのもあります︒

る

五706

大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

︿略﹀嶢加減を見て︑かまの

一297カバニハ︑ハシガカケテ

かた炭が出來上るのである︒

六461

にかけて︑水はありあまった︒

六月の田植時から七月・八月
アリマス︒

きり
かけたたすきの

二力ケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

とびらに手をかけますと︑﹁たれ
賀茂川には橋がたくさんかけ

をかけましたら︑みなさん一しょ

六711

か︒﹂と︑らうの中から申しました︒

三704

マシタ︒

たんすやつづらから着物

つてゐますが︑︿略V︒

かけて︑やはり人家がこみ合って立

今日までに納めないと︑役

けて︑車に積んで参ります︒

場によけいな手敷をかけることにな

八785園

九189

所構ヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

しらへてみる者もあり︑︿略﹀︒

三677︿略V︑ニハニ水ヲウツタ てあります︒
ります︒
ぢく
リ︑ウエ木二水ヲカケタリシ
六723 此の電車道から東山のすそへ 八悩9 材木を機械にかけて軸木をこ

三Q﹂

に舟を出すのですよ︒一︑二︑

三624圏みよ子﹁さあ︑私がこゑ 六616 萬じゅがかけよって︑らうの 八406 下役の者が石地藏に荒縄を掛

きれるほど︒

きりしゃんと︑

三334圏

しごとなされよ︑

五758

る・でかける・ひきかける・ひっかけ

︿略﹀︑狐はころりとたふれま

かけよる

け物やがくもはつされました︒
︽ーッ︾

かけよ・る
五804

した︒かけよって見て︑宗任が
︿略﹀︑松の︸むら立ってるる

﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑︿略V︒

六614

中に︑石のらうがありました︒萬じ

ゆがかけよって︑らうのとびらに手
をかけますと︑︿略﹀︒

八109 つきそひの者や見物人はかけ
よって來て︑信作に水をはかせるや
ら︑醤者を呼びに走るやち︑上を下
へのさわぎである︒

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

八863 おとよは信吉の顔を見ると︑
きついて泣いた︒

か・ける ﹇欠﹈︵下一︶2 かける 訣
︽ーケ︾

十一932圏 ところが太陰暦は月のみ

ける

377
かける一かごいっぱい

リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小
十一捌9

くゴると︑本殿の前に出る︒
︿略﹀︑マスクをかけた職工

枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入

けい

テワルトイフ意味デアラウ︒

エプロンをかけた職工がガ
エプロンをかけた職工がガ

七分水星東方離隔つちのとう︿略﹀

五475 ︿略﹀︑少しでもおくれると︑

すと︑︿略﹀︒

四691 きずを見てやらうと思
つて︑私がかごの戸を明けま

かご ﹇籠﹈︵名︶3 かご

停車場デキツプヲ買ツテヰル かげん 且vやきかげん

かけて行きます︒

五655園あ︑町の方へ馬車が二だい 十一89図三日月0下弦後九時四十
六346

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク
二匹はいちもくさんにかけて

カケテ來タ︒

八54

行ったが︑間もなくかはいらしいの

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

を一匹つれて來た︒

かけはじめますから︑︿略﹀︒

信作が落ちたのにかまはず
馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

採ってみる︒

三人の男が︑器用な手つきで蜜柑を

十二214 ︿略﹀︑かごを首に掛けた二

八115園
︿略﹀︒

︿略﹀︑かごを首に掛けた二

三人の男が︑器用な手つきで蜜柑を

北風は驚いてすぐに立止らう

かご ﹇駕籠﹈︵名︶1 かご

歩いて行った︒

唯今にも鎌倉の御大事とい 八桝6 其の時大將は江戸から大阪ま
で︑馬やかごに乗らず︑爾親と共に

追はれて︑︿略V︒

としたが︑後からかけて來る味方に

九欄3

︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

十692園

ふ時は︑︿略﹀︑眞先かけて敵の大軍

そこで鎖そうの船に分乗し

に割って入り︑︿略V︒

カケル

ら＼かに︑

中に入りてひよこの箱を

か＼へ出し︑軒下なるかこひの中に

ひよこを放つ︒

は

かこいぎわ ﹇囲際﹈︵名︶1 かこひぎ

近く

かけ渡 かこいちかく

﹇囲碁﹈︵副︶1 かこひ

つ＼かこひぎはに集る︒

鳴くやひばりの聲う 九135図 ︿略﹀︑中なるひよこどもは
小さき口を開きて︑びよくと鳴き
︵五︶1

かげろふもえて野は晴

十一123図翻
れわたる︒

﹇掛渡﹈

かごいっぱい ﹇籠一杯﹈︵名︶1 かご

よれば︑中なるひよこどもは小さき

其の近道といふのは田のあぜ 九134図妹はやがてかこひ近く歩み

下弦

口を開きて︑︿略﹀︒

﹇下弦﹈︵名︶1

道で︑途中にはかなり深い小川にか
かげん

け渡した一本橋がある︒

十934

九125図

十717園其の時の言葉にたがはず︑ かこい ﹇囲﹈︵名︶1 かこひ

た漁夫が︑えんやくと掛聲を掛け
西郷はしばらくじっと考

眞先かけて参ったは感心の至り︒

十二髄9園

ながら身網を一方からたぐって行く︒

十二789

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二413

採ってみる︒

十二214

がきをかけたりしてみるQ

ラスの皿やコップなどを︑︿略﹀︑み

十一悩7

ラスの皿やコップなどを︑︿略﹀︒

十一悩5

九309 瀧の上手にかけた石橋を渡り︑ れてかきまぜてみたQ
︿略﹀︒

九342 みねからすそにかけての若々
しいこずゑの色は︑強い日光を浴び
て︑一面に煙ってみる︒
︿略﹀︑﹁やあ︑加藤君︑よく

來てくれたね︒﹂と︑聲をかけた者

九359

がある︒

九596 赤いたすきを掛けた女たちが
よい聲で歌をうたふ と ︑ ︿ 略 V ︒

かね
九622 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑
當直將校が玉詞のよい聲で號令をか
ける︒

九6710 ずる分こんでみたが︑みんな
がゆづり合ってくれたので︑二人と

へてみたが︑﹁よろしい︒とにかく

十一柵10

も腰を掛けることが出來た︒

明日の紹攻撃見合はせの一事だけは︑

れふ
︿略﹀︑銃猟に出たらしいり
拙者一命にかけて御引受け申します︒

こちらへかけて來る︒

つばな騎馬の人たちが︑眞一文字に

を見て︑いつものやうにすんだ聲で

︶10

か

安芳が一命をかけた努力と︑ かげろう ﹇陽炎﹈︵名︶1 かげろふ
﹇駆﹈︵下
︽ーケ︾

のふちをかけて行きます︒

三634三人は舟とならんで︑川

つきました︒

かへってみて︑かけてきてとび

三237 小二郎がうちへかへってかけわた・す
す ︽ーシ︾
みますと︑犬はもうとっくに

ける

か・ける

西郷の果臨によって︑︿略﹀︒

十二槻2

︿略﹀︒﹂

九価9 やがて中尉はちよつと腕時計
號令をかけた︒

十576 鳩に手紙を運ばせるには︑

しよう

︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせて︑其
の中に入れるのである︒
ろ

十747困 南大門通から本町通・鍾
路通にかけての一帯が︑京城での一

番にぎやかな虜です︒

こ

十佃6 砲手は此の時早く船首の砲塔
たい

に立って︑其の引金に手をかけた︒

十佃1 池にかけてある二つの太鼓橋
ろう
を渡り︑糟馬堂の前を通って槙門を

かこう一かさねて

378

六185

一ぽい

︿略﹀︑小さなしめちが列を作

れに加工して︑更に外國へ輸出する

綿花は主に印度やアメリカ合

事も少くない︒

十882

傘﹇▽からかさ

かざし紅葉かざして往來しけむ︑

︿略﹀︒

かさなりあ・う

履・傘ナドト︑大字ニテ目立弘ヤウ

いがあちらにもこちらにも重り合つ

かさなりかさな・る ﹇重重﹈ ︵五︶1

てるる︒

九㎜9 ︿略﹀︑地上には︑人馬の死が
カサ
︿略﹀︑ミゾニオチル頃丁丁︑

かさ

かさ・ぬ

﹇重﹈︵下二︶3

重ぬ

︽一

には馬︑かさなりかさなって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

六255

かさかさ

かさなりかさなる ︽ーッ︾

︵副︶2

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ

五481

まぶしには︑かさくといふ

のがあります︒

笠置

りぬ︒

これまた失敗に終りぬ︒

の針金を以て様々の言為を重ねしが︑

十一而2図次いで白金其の他の金属

重ねたるものなり︒

の形式を具ふるまでに幾多の攣化を

十二618図

イギリスの國旗は︑今日

たる出版費は︑遂に一銭も残らずな

三213︿略﹀︑下のはうからかさ ネ︾且vしきかさぬ
かさいはせてかけ上ってくるも
十一餌10図 苦心に苦心を重ねて集め

く

かさかさ

マス︒

五514

﹇嵩﹈︵名︶一

ニ記シタル看板ヲ出職ルハ︑︿略﹀︒

﹇重A口﹈ ︵五︶1 重り

紅葉かざして往來しけむ︑︿略﹀︒

みきが二か＼へもあって︑枝 十二鵬2図 ︿略﹀︑大宮人の櫻かざし

﹇傘﹈︵名︶2

目もさめるばかりであった︒
かさ

七232

が傘をひろげたやうに出てみるので︑

つて出てゐました︒ふまないやうに
誉者から輸入し︑それに加工して綿

園

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草 合ふ ︽ーッ︾

注意して︑かご一ぱい取って曇りま

加工場

かこむ

八584図

村の人は之を傘松と呼んでみる︒

﹇加工場﹈︵名︶1

更に加工するのである︒

かこうば

﹇囲﹈︵四・五︶5

の室にはいった︒こ＼は加工場であ

十﹁悩3橋本君にうながされて︑次
る︒

かこ・む

楠木正成が守った千早城は︑

くすのきまさしげ

む︽ーマ・ーミ︒ン︾
そう
︿略﹀︑まはりが一里にも足らず︑絡

六911
ぜい

勢わっか千人ばかり︒之をかこんだ
殊に要塞が敵にかこまれて︑

ぎ
笠置

音がしてゐますが︑これは慧が動く
﹇笠置﹈︹地名︺2
ぎ

からです︒

かさぎ

京城の市街は︑もと石で 十欄7図 主上さきに笠置におはせし

三入はみうりを團みて坐せ

賊は百萬騎といふ大軍で︑︿略﹀︒
さい

十585
︿略﹀︒

十656図
り〇

ぎ
主上さきに笠置におはせし

時早くも義兵を犀げしが︑︿略﹀︒

十欄8図

かさね ﹇▽いくかさね・ふたかさねめ

地圖の中の薄緑に染めてあ

かさねて ﹇重﹈︵副︶2 重ねて

る由風聞ありしかば︑力なくて止み
たり︒

そのかみ金殿玉右書望み

ろう

ミ かざ・す﹇騎﹈︵四︶2かざす︽一

笠←あみ

時早くも義兵を墾げしが︑事のいま

カサ

だ成らざるに先だち︑笠置も落ちた

﹇笠﹈︵名︶2

るのが一昨年植付けた虜︑朱線で團

かさ

マス

十二m2図

シ︾R▽ふりかざす

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻

十伽9図

村長はく略V︑幾度の改選

お明かし下さい︒﹂

て言はず︒僧は重ねて﹁︿略V︒是非

頂きたい︒﹂︿略V主入はけんそんし

さて﹁失禮ながらお名前を聞かせて

十678愚僧は其の厚意を深く謝し︑

んであるのが今年伐採する虜︑︿略V︒

十一364

かさ

土539之をそれぐ用途に讐て︑

綜や綿織物を造る︒
河口

した︒

﹇河口﹈︵名︶5

八197図 汽船ハ手指ヨリオヨソ四百

かこう

五十里︑小舟ハオヨソ九百里サカノ
ボルコトヲ得︒

︿略﹀︑夏季ハコトニ増水シ

テ︑濁流余命ミナギリ︑河ロヨリ海

八215図

上百里ノ間︑海水コレガタメニ赤シ
トイフ︒

十一85 長崎を出た汽船は︑海上を
やうす
走ること約四百海里で揚子江の河ロ

に達する︒

五百キロメートル︑︿略﹀︒河幅は驚

十一脳10腎虚 アマゾン河は全長五千
く程の廣さにて︑河口の慮にては︑
三百二十キロメートルもこれある由︑
︿略﹀︒

︽一

た﹂んだ高い城壁で團まれ︑︿略V︒

十二876図蹄途一行は黒龍江を下り 十739囲

かこふ

て河ロに達し︑海を航してノテトに
﹇囲﹈︵五︶1

蹄れり︒

かこ・う

七㎜8 秀吉は城の庭にしき物をのべ

ハ︾

マメ

がさ・すげがさ・まんじゅうがさ

ハト

取分け美しかったのは電燈

カラカサ

ハナ
カサ

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十﹁伽2

ノ

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ
加工

一32

︽ーシ・ースル︾

﹇加工﹈︵サ変︶3

はせ︑︿略﹀︒

する

かこう・する

十8710 塞外國から原料を輸入し︑そ

379
かさねる一かしこ

重ねる

にも重ねて選塞・せられ︑既に二十鯨

﹇重﹈︵下一︶1

三宮績せり︒

かさ・ねる
︽ーネ︾

傘は

下のかざりまどには︑︿略﹀︑

カザリ物

ゆかた
きれいな帯や︑すゴしさうな浴衣地

五236

﹇飾物﹈︵名︶一

がかざつてあります︒

かざりもの

スガ︑︿略﹀︒

﹇飾﹈︵四・五︶7

リマス︒

四843

五238

か

オソナヘノモチモカザ

紅花﹁クワンヂヨノリヤ

人にふまれたかしのみが︑
しひを見上げてかういった︒

四575蟹何百年かたった後︑山

菓子﹇▽おかし

四733私は長生をして居ます
ので︑東の村や西の村に︑

たりしたことをみんな見て知

︿略﹀︑火事があったり︑水が出

つて居ます︒

うちに置くと︑火事にあっ

家事←おんか

しかしせっかく始めた學校

﹇下士官﹈︵名︶1 下士官

と
下士官が︑甲板の吐水口から

めいくざるをかしげて︑え

或夜小僧︑住持の居閤

御手紙有難く拝見致し候︒

﹇畏﹈︵感︶1

ければ︑︿略V︒

かしこ

︿略﹀︒かしこ︒ 五月五日 叔母よ

十欄7畷囲

かしこ

師のする様を見給へ︒﹂とさ＼やき

に來りて︑﹁彼虞に行きて︑彼の蜜

十一461図園

こかしこ

かしこ ﹇彼処﹈︵代名︶1 彼虜﹇▽こ

物を見せ合った︒

七149

︽ーゲ︾

かし・げる ﹇傾﹈︵下一︶1 かしげる

く流すと︑︿略﹀︒

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

九652

かしかん

ずで止めねばならなくなった︒

通ひも︑家事のために僅か一年足ら

十一983

﹇家事﹈︵名︶！

あるからね︒

たり︑盗人に取られたりする危瞼が

十515囹

義指金のことをいひ出すと︑︿略﹀︒

皆式の主要なるものを墨 六677 さて主人に火事の話をして︑

のふもとの大木は あのしひ
の木か︑かしの木か︒
ひのき

十二4510図

ぐれば︑杉・檜・︿略﹀栗・かし・
なら・くぬぎ等なり︒

十二481図けやき・栗・かしは何れ
も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

︿略V︒

じ

︿略﹀︑栗は耐久・耐灘の かじ

性殊に著しきを以て︑家屋の土垂︑

十一一485図

仁道のまくら忍事の用に供せられ︑
う

かしは最も堅くして揮力に富むが故
に︑櫓・車・運動器具の如き強烈な
る力を固くるものを製作するに適せ
り︒

かしは又なら・くぬぎと
﹇菓子﹈︵名︶2

茶屋にはおばあさんが一人ば
慮りに散歩がてら町を念い

かし

やも︑多くは馬にちなんだ物で︑

て見ると︑費ってみる菓子もおもち

十234國

つちで菓子やわらちを責ってみる︒

七245

かし

共に薪炭材として重要なるものなり︒

下のかざりまどには︑目のさ 十二488図

ウ︒︿略﹀︒﹂

ウワキニカザツテアルノデセ

四861園

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

オ花ハオカアサンニオヒ

二324園

ーレ︾n＞きかざる

ざる 飾る ︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・

かざ・る

カザル

其ノ外イロくナカザリ物ニナリマ

十498 彼は此の後も尚研究に研究を 六101園金や銀蘭美シクテ︑︿略﹀︑
﹇傘履物﹈︵名︶1

重 ね ︑ 工 夫 に 工 夫 を積んで︑︿略﹀︒

かさはきもの

傘松

傘松

﹇傘松﹈︹ 課 名 ︺ 2

八60図 傘はき物

き物

かさまつ

七目8 第七傘松
﹇傘松﹈︵ 名 ︶ 2

七228第七傘松
かさまつ

七233みきが二か㌦へもあって︑ 枝
が傘をひろげたやうに出てみるので︑
村の人は之を区劃と呼んでみる︒

七243 取皿の四五間さきに︑小さな
茶屋が一軒ある︒

めるやうなちりめんや︑きれいな帯
ゆかた
や︑すゴしさうな浴衣地がかざって

かざり ﹇飾﹈︵名︶1 かざり5えり
かざり・おかざり

ろう

ありますつ

皆

店に飾れる石燈籠︑
ちいさんののみのあと︒

︿略﹀︑ 玉をふくめるこま犬も︑

九8110図圃

六伽8国何のかざりもない御神殿を
舞して︑まことにおそれ多い氣がし
た︒

かさりかさり ︵副︶− かさりく

せう

︵終助︶1

︿略﹀︒

かし

娘の勇ましい行学は︑歌に歌
はれ︑其の肖像垂は到る威の店頭に

十393 あたりは如何にも静かで︑た 十294

まに散る落葉の音が︑かさりくと

飾られた︒

かし﹇▽しいのき

﹇火事﹈︵名︶3

火事﹇▽おおか

事になれかしとは毛頭考へませぬが︑

テームス川を飾るタワー 十二伽8園 拙者は︑︿略﹀︑さやうな
﹇樫﹈︵名︶6

かじ

四564韻山の中からころげ出て︑ じ・やまかじ

とかしのみ

かし

橋︒ロンドン橋を始め︑︿略﹀︒

十二293困

聞える︒

がさりと ︵副︶1 がさりと
石炭ががさりと崩れる︒
﹇飾窓﹈︵名︶1

かざりま

十837 つるはしの先がきらりと光る︒

ど

かざりまど

かしこい一かず

380

﹇賢﹈︵形︶1

り さち子どの
かしこ・い

かしこい

九414図幽
彼かしこみて謝し

大みことの

乃木大島はおごそかに︑

りつたふれば︑

御めぐみ深き大君の

︽ーイ︾﹇▽わるがしこい

かしつく

槌音分み音かしましき

つち

︿略﹀︒

﹇菓子屋﹈︵名︶1

の片すみに︑

かしや

凄き工場
くわしや

又あめややくわしやでは︑

はやし立てておきゃくをよんで

四26
ゐます︒

第十五

カヂ屋

力ヂ屋

力ヂ屋

王は二三の忠臣にかしつか かじゃ ﹇鍛冶屋﹈︹学名︺2 カヂ屋

﹇傅﹈︵五︶1

十二726

︽ーカ︾

かしず・く

まつる︒

家康の年に似合はずかしこいのに驚

八146 後に此の話を聞いた者は︑皆
いた︒

﹇賢﹈︵名︶2 かしこさ
せうけん

七目3

かしこさ

七493

第十五

れて︑とある小屋に一夜を明かした

﹇鍛冶屋﹈︵名︶一

かしら

頭

‡

私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ
﹇頭﹈︵名︶5
くまそ

しやうぶ湯を立ててうち中の

かしわもち ﹇柏餅﹈︵名︶1 かしはも

ち

者がはいった︒かしはもちをこしら

六撹5

﹇粕﹈口▽まめかす

へていたゴいた︒

かす

か・す﹇貸﹈︵四・五︶3かす貸す

三π8圏そのはこをかしてくだ

︽ーシ・ース︾

さい︒

老婆には︑

手をかす人もあらざり

八564図圃 ︿略﹀︑ 身なりいやしき

き︒

眠れなかった︒翌朝貸してくれた人

みたので︑︿略﹀︑其の晩はとうく

十一㎜3 ︿略﹀︑本がすっかりぬれて

の家に行って事情を述べ︑︿略﹀︒

昔熊襲のかしらに川上のたけ
るといふ者があって︑天皇のおほせ

敷εおんてか

にしたがひませんでした︒

五412

あたま

かしら

アリマシタ︒

七494

かじゃ

が︑何時の間にかもう嚢狂してみた︒
貸し給

二方のおほみたま︑とこしへに此所
﹇貸給﹈︵四︶1

貸附

一夜の宿を貸し給へとこ

とあるあばら家の門口に杖

﹇貸付﹈︵名︶1

貸手の利子は預金の利子よ

﹇数﹈︵名︶12

ず・てかず・ひかず・ほしのかず・ま

五441 ︿略V︑たけるも熊襲のかしらかず

信長はかるくうなついたが︑

だけあって︑﹁しばらくお待ち下さ

七786

かず

︿略V︑勝つた子どもを出した

い︒︿略﹀︒﹂といひました︒

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

八64

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

︿略﹀︑それらの品を社務所

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十一33

︿略﹀︑新に植込みたる木

又御造螢の半ば頃より︑

さうして其の数や大きさは︑

つる者吉夢かりしかば︑︿略﹀︒

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十610聖遷

の数︑實に番数萬本に及べりQ

十59滋藤

と願ひ出つる者教多しといふ︒

にたつさへ來て︑神前にさ＼げたし

十34図

引上げて役人の数に入れた︒

下さい︒

あなた方の村が五箇村の頭になって

八128圏どうか今日から一年の間︑

を今やおそしと待ちかまへてみる︒

馬の頭をそろへて︑三番太鼓

村の頭になるといふ定めであった︒

其の場合に貸主から借主を
︿略﹀︑貸主の主張を正當と

八85

附けるのだ︒

銀行は有齢ってみる人から

貸附

り古同くしてあるから︑其の差だけが

十536園

かしつけ

へば︑︿略V︒

を止めて︑

十597図

ふ ︽1へ︾

かしたま・う

十27図 明治天皇・昭憲皇太后︑御
にしづまりましますよと思へば︑か
しこさ殊に身にしみておぼゆ︒

十592 あ﹂︑あのかはい＼鳩が︑
んで行くのを見たならば︑何人も其

︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

のかしこさと勇ましさに感心しない
かしこし

﹇貸付﹈︵下一︶1

銀行の牧入になるのだ︒

此の時事代主命は かしつ・ける

﹇畏﹈︵形︶1

者はあるまい︒

かしこ・し
︽ーシ︾

十二71図園

十536園

ける

︽ーケル︾

仰のま＼にたてまつ り 給 へ ︒ ﹂
かしこ

︿ 略 ﹀ ︑ 父 君 に 申 すやう︑﹁かしこし︒

﹇畏﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 2

︽ーリ・ーレ︾

かしこま・る
まる

十︻193

裁判所に訴へると︑︿略﹀︒

十﹇192

八369囹 二人の女は﹁かしこまりま かしぬし ﹇貸主﹈︵名︶2 貸主

︿略﹀︑常世は︿略﹀︑わる

した︒﹂と︑両方から引合ひました
が︑︿略﹀︒

十713図

ときより

みとめれば︑其の借金を返すやうに

さいみやうじ

かしら

それでは自分のやうな小さ

︵終助︶1

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略﹀︒

な者でも役に立つことがあるのかし

十二574

かしら

ひ
石碑を刻む︑文字をほる︑

かしまし

びれたる様もなく︑進みで御前にか

︽ーシキ︾

九814図圃

﹇薫﹈︵形︶！

借主に命ずる︒

かしこむ

かしま・し

しこまれば︑最明寺入道時頼はる
﹇畏﹈︵四︶1

かの上座より︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂

かしこ・む
︽⁝ミ︾

381
ガスーかすやたけのり

うちう

凡そ十一年齢を週期として増減して
みる︒

ち︑河水をせき止めた事など︑一と
してそれならぬものは無い︒

すると︑又鐵砲を上げたのが
やがてレマン將軍は︑萬感

劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

九7510

奈良

﹇春日神社﹈︵名︶1

つて︑出て來ました︒

かすがじんじゃ

春日神社
かすが
﹇春日山﹈︹地名︺2 春日

十二撹図春日神社
かすがやま

春は島山かすみに包まれ

て眠るが如く︑夏は山海皆緑にして

十一337図

春は若草山の芝緑にもえ

目畳むるばかり鮮かなり︒
しば

たち︑三月堂・二月堂霞につ＼まれ

十二㎜8図

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも

十354

浦

ガツン湖といって︑廣さが

又三條の大橋から川上を見る

給のごと我等をめぐる︒

かすめる

寺︑ 左に遠くかすむは古城︑ 春は

十一128図無右に見ゆるは名高き御

えます︒

さきにやさしい姿の山がかすんで見

と︑川原が遠く北につゴいて︑其の

六734

す︒

三834おきの方はかすんで︑空
と水が一つになって見えま

︽ーム・ーン︾

かす・む﹇霞﹈︵四・五︶3かすむ

造湖で︑︿略﹀︒

霞が浦の二倍以上もある大きな人

かすみ

知られてみるし︑︿略﹀︒

てさながら夢の如く︑︿略﹀︒
山春日山
かすみ
な ら
かすが
みかさ
六81園奈良の春日山や三笠山は千 かすみがうら ﹇鱒浦﹈︹地名︺1 霞が

さ

さがみ

総の國上総の國
︿略﹀︑相模の國より上総の
うらが
國へこえんとて︑今の浦賀のあたり

九101図

より海を渡り給へり︒

九118か年︿略﹀︑尊はつ﹂がなく上縛
の國に着き給ひきといふ︒

︿略﹀︑今はガス燈や電燈が
霞

かすみのすそを

かすみ

到る虜にか皮やき渡る時代となった︒

十一681

︿略﹀︑

﹇霞﹈︵名︶5

ふじは日本一の

たてがみをかすめた︒

九欄9 ︿略﹀︑敵の砲弾が近くで破れ
へん
つして︑其の破片がぴゆつと北風の

︽ーメ︾

かす・める ﹇窮﹈︵下一︶1

︿略V︑天人はまひながら
︿略﹀︑ふじの山よりも高い大

のういん

糟屋武則

かすやたけのり

旗本の若武者どもをきっと見て︑

十﹇296図

秀吉はるかに之を望み︑

昔能因といふ人が︑ かすやたけのり ﹇糟屋武則﹈︹人名︺1

だのは其所のことで︑︿略V︒

秋風ぞ吹く︑白河の關︒﹄とよん

﹃都をば︑かすみと共に立ちしかど︑

九705図圏園

行きました︒

空のかすみの中へはいって

三905

山︒

遠くひく︑

三821幽

︿略﹀︒然れ かすみ
らう

敷かぎり

かつさ

十二撹図 春日山
横たはり︑︿略﹀︒
かっ
もやの底にかすかに見える かずさのくに ﹇上総国﹈︹地名︺2 上

ゑつちゆう

富士山も︑晴れた日には︑

しかし聞えるのはかすかな息

かすが

暗やみの中にかすかに安全燈 ガスとう ︵名︶一 ガス燈

づかひばかりであった︒

九佃10

さうです︒

白雲の上にかすかに見える事がある

九991園

越中の平野︑︿略﹀︒

九983圏

つがる
遠くにはかすかに津輕半島が

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

九386図

かすかに見えた︒

七426

十一38 つまり此の宇宙には︑あの かすか ﹇幽﹈︵形状︶7 かすか
太陽のほかに︑これと同じやうなも

︿略﹀︑ 我 が 居 留 民 の 数 は ︑

のがなほ敏限りもなく存在してみる
が︑︿略﹀︒

十一115

外國人中第一位を占めてみる︒

産を失ひて︑路頭に迷ふ者数を知ら

十一伽10図 死傷頗る多く︑家を流し
ず︒

ちん
十二301国 陳列品の多種多様で︑し

く略V︑藍地中の星章は︑

かも其の数量の数限りもないのは︑
︿略﹀︒

十二629図

常に州の数と一致せしむるを定めと
す︒

が光ってみる︒

十二6210図 現今は星章の数四十八個 十832
なり︒

あけ

十課

ども春日の社頭︑朱の廻廊山の緑に

かすが

十一一997図

十二描10図 エヂソンの爽明せるは かすが ﹇春立︹地名︺3 春日 春日
ののみにても其の数實に千金に及ぶ︒

︿略﹀︑アメリカに て 特 許 を 得 た る も

佐保・佐紀の連岡に北を
たかまど

﹇数限﹈︵名︶1

さあ大へん︑何千匹か何萬匹
か︑数かぎりもない蟻がまつ黒にな

六304

かずかぎり

︿略﹀︒

限り︑春日・高圓の山々を東に︑

十二棚6図

に見所あり︒

ガス ︵名︶2 ガス←せきたんガス
はえて︑︿略﹀︒
ばく
九3610図 レマン將軍も︑火留の爆嚢 十二欄10図 ︿略﹀︑秋は春日の社神さ
ちつ
たむけ
によりて起れるガスの爲に窒息し居
び︑手向山の紅葉夕日にはゆる様殊
たるを︑ドイツ兵に嚢見せられて︑
︿略﹀︒

十一688 將來は又どんなものが嚢明
されて︑今のガスや電氣にかはるこ
河水

︿略﹀︑山をくづし︑地をうが

﹇河水﹈︵名︶ ！

とであらうか︒
かすい

十373

かずら一かぜ

382

﹁承る︒﹂
かつもと

と︑

三24
一バンヨイト

カゼモアタタカデ︑オモ

テデアソブニハ

かすやたけのり

﹁︿略﹀︒﹂ と大音聲︒

キデス︒

風がしっかにふいて來て︑

をたててゐます︒

きしのささがさらさらとおと

三605

︿略﹀・糟屋武則・片桐且元等の荒武

﹇ ▽ う つ ぼ か ずら

者ども︑勇みに勇んで突進す︒
かずら

かすり ﹇緋﹈︵名︶1 かすり←こん
がすり

嫁する

︽一

風にまひ︑︿略﹀︒

風に吹かれて︑

なま土

三898はごろもの袖はかるく

おとをたてません︒

三833風はしっかで︑なみも

くつわ虫がなきます︒

三791 時時すずしい風が吹いて
來ると︑おもひ出したやうに

す︒

たび人のぐわいたうをぬ

風が吹クト︑カンナクヅ

四402そこで︑風の負になりま
した︒︑

四604

﹁やはり二百十日だ︒風が

若葉のにほひかんばしく︑︿略V︒

出て來た︒﹂と︑又おとうさんがお

七933園

つしゃつた︒

﹁困った風だ︒﹂とおつしや

になって︑風がだんくはげしくな

七942 ︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

言っていらっしゃったが︑︿略﹀︒

ければよいが︒﹂と︑おちいさんが

扇は風に吹かれて︑くる 七939圏 ﹁どうかひどい風にならな

ガ小屋中マツテアルキマス︒

四624

くるまはって居ます︒

︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

つて來た︒

七945園

つて︑おちいさんはく略﹀︑菊の鉢

夕方からは雨になって︑風は

仕合はせに午後は風が弱った︒

を軒下に運んだりされた︒

七949

なはてつたひに來る風も︑

サウシテ二号地上ニエモノヲ

三夜弟子をあつめて︑書物

︿略﹀︑そよくと吹く風につ

黒みがかった紫色の整が見事

に動かしてみる姿は︑誠に凶年がよ

に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風

九欄4

にせまって來る︒

れて︑若葉のにほひがひしくと身

九345

︿略﹀︒

りがきえました︒﹂と言ひしに︑

少しお待ち下さいませ︒今風であか

八642園 ︿略﹀︑弟子どもは﹁先生︑

もし火きえたり︒

を教へし時︑風にはかに吹きで︑と

八637図

シクラニエモノノ上ニツカミカ・ル︒

獲見スルト︑︿略﹀︑風ヲ切ツテマツ

八494

全く止んだ︒

九月にはいっては雨つゴき 七951

夜明け方になって︑雨も風
雨が降っても︑風が吹いても︑

風がひゆうつとうなって埋る

これが極じゆの姫で︑︿略﹀︑

日は暖で︑風はなし︑むされ
七342図蟹

るやうな氣がする︒

七141

をつれて︑鎌倉をさして上りました︒

かまくら

風のたよりに此の事を聞いて︑うば

六571

頭を地に着けさうにします︒

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

六195

つてゐますが︑︿略﹀︒

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

五896

もやみますと︑︿略﹀︒

五853團

した︒

雨で︑夕方から風もはげしくなりま

でしたが︑四日の日は朝からひどい

五846團

聞えません︒

の音と水の音より外には︑何の音も

五282それはくしつかな所で︑風

も高く尾を上げます︒

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

五214

三721 こちらのかすりのつつそ 三628舟は風にゆられながら︑ 四792︿略﹀︑私が風の音をこ
土ばしの方へながれて行きま
うつとさせてやりましたら︑︿略﹀︒
﹇嫁﹈︵サ変 ︶ 1

では太郎のあはせで︑︿略﹀︒
か

か・する

か
十二658 姉二人は既にさる貴族に嫁

シ︾

し︑妹はかねてフランス王の后にな
ることにきまってみた︒

かぜ・あさかぜ・うみかぜ・おおか

かぜ ﹇風﹈︵名︶47 カゼ 風5あき
ぜ・かみかぜ・きたかぜ・しおかぜ・

四105圃

ふんで︑今日も朝からせい

なみかぜ・はまかぜ・はるかぜ・ひと
出すおや子︒

ある時︑日と風が力く

一204 スズシイカゼガブイテ︑

た︒

四391

た︒

けば吹くほど︑ぐわいたうをし
つかりとからだにくっつけまし

四393するとたび人は︑風が吹

ました︒

て見せよう︒﹂とはげしく吹立て

風は﹁何︑一まくりにし

きめて︑先づ風からはじめまし

がせた方が勝といふことに

四388

らべをしました︒

四385

かぜ・まつかぜ・よかぜ

ヨイココロモチデス︒

一244 カゼガフクト︑コロコロ
コロガリマス︒

ユフベカゼガブイタカ

ヒラヒラシテヰマス︒

二 2 6 イ ロ イ ロナハタガカゼニ
二203園

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

二226韻ドコカラキタノカ︑
トンデキタ木ノハ︑︿略V︑カ
ゼニフカレテ︑ヒラヒラスレバ︑
︿略﹀︒

ヲヒイテネテヰマス︒

二592 太郎ノオカアサン バカゼ

383
かせぎ一かた

い︒

十塒7 外はさっきよりも一そう風が

の名残とす︒

かぞえき・れる

﹇道切﹈︵下一︶1

敷

りつつ︑

六853

日敷かぞへて︑

喜び勇む︒

獲動機が取付けてある︒

あつかいかた︒あなたがた・あにさま

生きてかへった者は数へる程 かた ﹇方﹈︵名︶16 方﹇▽あけがた・

がた・いいかた・いずかた・うえすぎ

しがなかったといふ︒

がた・うごきかた・うまかた・おおか

へきれる ︽ーレ︾

にごりのある字は二字に数へるのだ

おん
舟で來た人も︑をかから來た 七川8圏十五字までが一音信だが︑

嚴島は古より日本三景 さまがた・おんふたかた・かきかた・

かきかたちゅうい︒かみがた・かみさ

十一349図

いつくしま

人も入りまじって︑何百人か数へき
カゾヘル

た・くみかた・こうぞうがた・しか

まがた・かみよこのかた・かんぐんが

た・しかたなしに・じょうかんばんあ

の一に数へられて殊に名高く︑︿略﹀︒

︽一へ・1ヘル︾

ゴムで造ったものは實に多い︒

た・せんせいがた・たいしょうがた・

すると弟が﹁︿略﹀︒﹂と言 らいかた・しんさくがた・すべりか

﹁︿略﹀︒この中にある﹃通日﹄で敷

ふしんかた・へいけがた・ほうじょう

がわがた・ならびかた・はなしかた・

がた・つくりかた︒つづりかた・とく

たかときいかほうじょうがた・たけだ

ぞへてみるのだ︒﹂とたつねま

へて御らん︒これは一月一日から敷

す︒﹂

三541囹
ゐます︒﹂

よい︒﹂

三543園
よい℃

我が國が世界無比の國膿を

物の種をまく目安になる日だ︒

十二槻8

有し︑︿略V︑今や世界五大國の一に
数へられるやうになったのは︑︿略﹀︒

我が國民の長所・短所を数
へたならば︑まだ外にもいろいろあ

指を折

︵名︶一

ガソリン

トラクターはちやうど軍用
のタンクのやうな形で︑ガソリンの

十一639

ガソリン

一ツニツト かぞく n▽いちかぞく

十二儒9

上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ
ラ︑ムカフノヲカマデナランデ
白ウサギハ

らう︒

四152

ミヨ︒

オマヘタチノセ中ノ

八十八日目で︑稻をはじめ大ていの

コノ神様ハサキホドオ通

た・ゆうがた・よあけがた

此の方は中村さんといふ人

これは級長の山田さんです︒

のをのみことと申す神様がございま

五76天照大神の弟の方に︑すさ

あまてらすおほみかみ

い︒

分らないことは此の方におききなさ

五45園

いる方です︒

五41園︿略﹀︑今日から此の級へは

此の級へはいる方です︒

で︑今度遠い所から來て︑今日から

五38園

方デス︒

リニナツタ神様ガタノ弟ノ

兄﹁こんなくらいばんに 十﹁8910囹 それも立春から数へると 四183

た日敷だ︒

十﹁888園これは一月一日から数へ がた︒みかた・みなさまがた・めか

へた日敷だ︒﹂

父は暦を持って來て︑

つて︑日数を数へてみようとした︒

十一885

︿略﹀・ゴム風船など︑数へてみると

ナンバヰルカ︑カゾヘテ 十一495 自動車・自立車のタイヤ︑

敷へる

﹇数﹈︵下一︶19

た・おかた・おくげさまがた︒おひめ

強くなったのか︑ガラス越しに見え

︽一

︿略﹀︑ひるかぞへるが

かぞへないで︑ひるかぞへるが

三542園

︿略﹀︑弟﹁星をかぞへて

すと︑弟﹁星をかぞへてゐま

三537園兄が﹁おまへ︑何をか 十一887園

かぞへてゐましたQ

がにはへ出て︑﹁一つ二つ﹂と

三536星のかずあるばん︑弟

ゴランナサイ︒

一302園

かぞへる

かぞ・える

から︑それでは十七字になる︒

七136

︽一

風通し

れない程みる︒

る向ふの木がひどくゆれる︒

十一137図鴎 風は音なくやなぎをわ
たり︑船は静かに我等をのせて︑
行くは何庭ぞ︑桃さく村へ︒

いみじき樂と我は聞く︒

十一812図圃 なぎさの松に吹く風を︑

十一川5図翻 雪降りみだる＼冬のあ
したに︑ 風なほ冷たき春のゆふべ
に︑︿略﹀︒

十二35図圏 はるぐと風のゆくへ
の見ゆるかな︑ す＼きがはらの秋
の夜の月︒

︿略﹀ ︑ 己 れ ふ 旗 を 風 に な び

かせぐ

かせながら︑えつさくと陸の方へ

十一一799

﹇稼﹈︵五︶1

﹇▽でかせぎ

漕蹄って來る︒
かせぎ

かせ︒ぐ

九487國園 うち中が丈夫で︑仲よく

グ︾

﹇風通﹈︵名︶1

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒
かぜとおし

敷ふ

三703 たんすやつづらから着物 四143園
を出して︑風通しのよいとこ
﹇数﹈︵下二︶1

ろにかけてあります︒
へ︾

かぞ・う

居ならぶ子どもは

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑
︿略V︒

︿略﹀︑遠く連なる田園の

間に東西に走る三筋の路は︑北より

六496圏

十二醜8図

数へて古の一條・血紅・三條の大路

かた一かたかな

384

した︒

︿略﹀︒︿略﹀︑怒

﹇片足﹈︵名︶2

﹇潟﹈丑▽とおひがた

片足

片足でおそろしい程早くすべ

から

目に涙を一ぽいためて聞いて

中尉の固く結んだ口もと︑す

十315

パナマ地峡は一戦に小山が起

通りでない︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

九悩6

して︑實行をちかった︒

みた少年は︑固い決心を顔にあらは

九277

のがあります︒

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

固く︑時には夜半までも薄暗い燈を

便りに︑経文をとなへながら一心に

萬世一系の皇室を中心とし

のみを振るふことさへあった︒

て團結した國民は︑かくていよく

十二悩2

結束を固くし︑熱烈な愛勝心を養成

した︒

なみだ・ありがとうございます：兄が

たい・しがたい

︿略﹀リンカーンは︑今か

此の方々のお書きになった

﹇方方﹈︵名︶3方々

母は其の方々の顔を見る

ろくとやさしく御世話下され︑

九備8國団村の方々は︑朝に夕にい

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

九255圏

かたがた

や前だれまで︒

の着物を着せてやりました︒肩かけ

七903 ︿略﹀︑又大急ぎでおばあさん

かたかけ ﹇肩掛﹈︵名︶1 肩かけ

田舎の貧しい家に生れた︒

ら百年鯨り前︑ケンタッキー州の片

十一948

九57国實の中にはかたい殻があっ かたいなか ﹇片田舎﹈︵名︶1 片田舎

︽ーイ・ーク︾

かたい ﹇難﹈n▽ありがたい・ありがた

︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ

たんぱたんと殻竿で愛を打ってるる︒

からざを

合って︑片足をふみ出し︑︿略﹀︑ば

九5810

こはこはすべる者もある︒

る者もあれば︑人の手にすがって︑

六786

かたあし
肩

かた

かた

べて白木造にて︑神々しさたとへん
﹇肩﹈︵名︶7

方なし︒

かた

五913 毎日かならず新聞を入れに來
る方も四五人はあります︒

通有も左のかたを射られたが︑

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六818

つて︑︿略﹀︒

星様が光りはじめるころにな

七665園あなたは今朝一人で川をこ 四751又私のかたの上で︑お
︿略﹀︑だんなはなさけ深い

した方ではありませんか︒
七716園
方ですから︑︿略﹀︑おしかりになる
ことはあるまいと思ひます︒

鷲

堅い

水になれた人夫の肩に乗るか︑かた・い ﹇堅﹈︑︵形︶9かたい 固い

手をひいてもらふかして渡るのでご

八881園 ︿略﹀︑先生はおとよに︑低 七629

い聲できかれた︒﹁此の方はどなた

第十三

ツテヰル肩︑︿略﹀︒

八481

い子だ︒︿略﹀︒﹂などといった︒

た＼いて︑﹁感心だ︑感心だ︒えら

八113 耕造方の人々は耕造の肩を

は知ってみるだらう︒﹂

かけて︑﹁これ︑おばあさん︑お前

︿略﹀︑おばあさんの肩に手を

ざいます︒

松子

七916

ですか︒﹂

八研8團 お呼びするのは大てい近所
春子

の人で︑あなたが知っていらっしや
様
︿略﹀︑罵る二十五日に︑お

る方ばかりです︒︿略﹀

八欄5囲

心やすい方にお出でを願って︑ほん
の心ばかりの祝を致したいと存じま
す︒

北風は︑もう一度鼻先をなで

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

九柵6

てもらひたくなって︑そっと顔を主

十936．太郎は前から父に︑﹁あの橋

いが︑にこにこしてみる元氣な方で

九504 社長さんは路程の年よりらし

型

石が多い︒

型

かた

カタ

︿略V︒

﹇型﹈︵名︶3

人の肩のあたりへすりよせた︒

九柵3繍囲

︿略﹀︑萬人の爲に安全な路

彼の初一念は年と共に羨く

先づは御無沙汰の御わ

かたかな ﹇片仮名﹈︵名︶1 片假名

びかたぐ近況全智せ申上候︒

十二梱10立国

かたがた︵副助︶−かたぐ

りにて候︒

出されて︑此の胸は張りさくるばか

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

は危急だから決して渡ってはなら
コレハ︑ハジメ白地ニオツ
イウゼン

ぬ︒﹂と固く禁ぜられてるたのであ

六767園
チリメン

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

十二㎜7

つて此の仕事に着手したのであった︒

を造ってやらうと︑神佛に堅くちか

十二鵬1

らぬ︑︿略﹀︒

約束は固く守らなければな

るが︑︿略V︒

十一偽9 こちらを見ると︑そこでは
かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて
型から出す︒

十一偽9 こちらを見ると︑そこでは
かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて
型から出す︒

十﹁188

ノデ︑縮緬ノ友繹ト同ジデス︒

︿略﹀︑おとうさんに﹁あの かた

す︒

九507園

精米會社の社長さんはえらい方なん
︿略﹀︑おとうさんはく略V︑

でせう︒﹂と言ふと︑︿略﹀︒

九511

あの方の小さい時分からのお話をし
て下さいました︒

九桝8園 ソンナエライ方ナラ︑オト

ウサンガワザくオ錦リニナラナク
くわいらう

ツテモ大丈夫デセウ︒

十22図 ︿略﹀︑拝殿・廻廊など総
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かたかまやり一かたち

七襯図図 獲信人の居所氏名を受信人

片鎌

に知らする必要あるときは此乱落は
﹇片鎌槍﹈︵名︶1

本文の終へ片心音にて記すこと

槍

かたかまやり

かたき

二士キウ

し・はかりがたし・わかれがたし・わ

形ガウマク高温テヰルノハ︑印度二

かつもと

加藤清正・︿略﹀片桐且元等の荒武

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

こ

かた炭

安

信淵は父の門人たちの情で︑

と

つ

二子をうし

かたち正していひ出でぬ︑

閣下の心如何に

南部富士といはれるだけあ

つて︑ちよつと形が似てみるね︒

九741圏

ぞ︒﹄と︒

なひ給ひつる

﹃此の方面の戦闘に

九419図圃

く江戸へ出て︑︿略﹀︒

形ばかりの葬式をすますと︑間もな

九284

フシギナ事ガアル︒

調べテミルト︑コノヤゥニイロく

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

すれがたし

渇き工場の片すみに︑

けし

︿略﹀焼加減を見て︑かまの

﹇堅炭﹈︵名︶1

ちいさんはせぐくまり︑︿略﹀︒

かたずみ

八319

九213

者ども︑勇みに勇んで突進す︒

固し

ましき

かたさき ﹇肩先﹈︵名︶1 肩先
かたすみ ﹇片隅﹈︵名︶1 片すみ
つち
ぐんばいうちはでふせいだが︑ 九815図圃 ︿略﹀︑ 槌音のみ音かし
かたし

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

七451

﹇堅﹈︵形︶7
︽ーキ・ーク︾

獅子のからだにまきつきた

形←

われらが住む世界は︑其の

かたち

り︒獅子はおどろきてふりはなさん

むらさき

外國の港に着くと︑見なれ

紫のもうせんをしきつめたやうに
見える︒

七558園

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

あれごらん︑向ふの杉林の

北斗七星は何時もあんなに

西洋では昔から︑あの七つ

︿略﹀︑北斗七星と其の近所

ノーに形を攣へられたおかあさんの

九919囹此の大熊こそは︑先にジュ

して︑︿略﹀︒

の星を一しょにして大熊の形を想像

九903園

小熊の形を想像し︑︿略V︒

の星と其の近所の星を一しょにして

九902園

の道学も常に攣らないから︑︿略﹀︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

九885圏

えるだらう︒

つて︑七つの星が並んでみるのが見

上の所に︑ひしゃくのやうな形にな

九875園

であった︒

七171 四角な田には四角に︑細長い 九761 ︿略﹀︑近くには形のよい島々
あか
田には細長く︑田の形勢のま﹂に紅
などもあって︑大そう景色のよい所

かく

弘まるくして︑球の如し︒

七12図

どうぶつのいうとかたち

﹇形﹈︵名︶27

外へ引出し︑消粉をかけて消せば︑

天祥固くこばみていはく︑

．鐵より堅き腕あり︒

︿略﹀︑つがは堅くして久

ない形の家が並んで立ってるます︒

中デ面白イノハサンゴデ︑タ
クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

七828
も堅くして︑耐久・耐灘の性あるを

保護色ヲモツテヰル上二︑其

水にはこれといふ形がない︒

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︒

九182

ナイ︒

九197

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

ハ︑︿略﹀︑形が桑ノ小枝二寸分墨型

九187

リノ物二丁テ見エルモノモアル︒

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ

八821

七863

シテヰル︒

︿略﹀︑かしは最も堅くし
ろ
て揮力に富むが故に︑櫓・車・運動

し・えがたし・しがたし・つくしがた

﹇難﹈﹇▽ありがたし・いいがた

を製作するに適せり︒

器具の如き強烈なる力を受くるもの

十二485図

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

十二481託けやき・栗・かしは何れ

る廣し︒

以て建築・土木・造船等其の用途頗

十二477図ひば・松・落葉松は何れ

塁となすに宜し︒

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

十二475図

かたち

かた炭が出丸上るのである︒

十986図

めつけたり︒

としたれど︑蛇はますくかたくし

七307図

堅し

十一299図中にも加藤清正は︑山際かた・し
のがけ路にて敵將山路正國に出であ
﹇敵﹈︵名︶5

ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか﹂る︒
かたき

四905園 お出たちが大きくなつ
たら︑此のかたきを取っておく
れ︒

いつ

くんぞ人をいざなひてそむかしめん

﹁我︑國を救ふことあたはず︒

おさへて︑﹁きっと此のかたきを
や︒﹂と︒

四912囹︿略﹀︑十郎はなみだを
取って見せます︒﹂と答へました︒

をひけば︑弟はたちをふりま

四918︿略﹀︑遊事にも︑兄が弓 十﹁821図圏 幾年こ＼にきたへたる
はし︑早く強くなって︑かたき
を取らうと心がけました︒

けれどもかたきのくどう

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家來

四921
をつれて居ます︒

﹇敵討﹈︵ 名 ︶ 一

二野キウチヲスルコトニ
﹇片 桐 且 元 ﹈ ︹ 人 名 ︺
まさのり
﹁承る︒﹂と︑福島正則・

かたし

四934かたきのくどうもよりと
ものおともをして行って居ま
す︒

チ

かたきうち

一171

ナリマシタ︒
かたぎりかつもと
かつもと

1 片桐且元
十一297図

かたちづくる一かたむける

386

カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

九582圏
かたづけ

かた

おかげで今日中には大がい

﹇片付﹈︵下一︶1

﹇▽あとかたづけ

かたづきます︒

は大きな箱の中に浮いてみる形であ
かたつ・ける

十339 上手にも水門があるので︑船
る︒

べてあります︒
さむらひ︑﹁心えた︒﹂と︑まくら

﹇固﹈︵四・五︶2 かたまる

る者があります︒

十一534

集めた液は之を工場に持つ
じゅん

いそがしげに餌を拾ふ︒

たまり︑頭と頭とをつき合はせて︑

九132図 ︿略﹀︑十幾羽の鶏一つにか

固まる︽iラ・ーリ︾

四964すけつねも人に知られたかたま・る
もとの刀を取っておき上らう
義仲からは折りかへし返事が

としました︒

これ等の仕事は︑陸上の家で︑ 六556

︽ーケ︾﹇▽とりかたづける

九634

づける

あって︑︿略﹀︑木曽の家につたはつ

いのや︑形のかはいらしいのや︑ど

十悩10 にほひのよいのや︑色の美し
毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

て行き︑先づこして不純な物を取

れを見てもどれを見ても︑一枝髪に

︿略﹀︒

しかし此の三本だけは︑其

唯今にも鎌倉の御大事とい

︿略﹀︑ようひかぶとの勇まし かた・む ﹇固﹈︵下二︶2 固む 余一

置いたのでございますが︑︿略﹀︒

の頃のかたみとして︑大切に残して

十6610囹

かたみ ﹇形見﹈︵名︶1 かたみ

かへって︑はだみはなさず持

除き︑次に藥品を入れて固まらせ︑

てるた大切な刀を送ってよこしまし

した︒

六702

つたのでございます︒

六562

頼朝は其の刀に見おぼえがあ

つてみた刀を見つけられてしまひま

六561

た︒

雨戸をくるのとかはりはないが︑

カタツ

カタツム

デンデンムシムシ

﹇蝸牛﹈︵名︶一

さしてみたい︒
︿略﹀︒

リ

かたつむり

嚢動機が取付けてある︒
﹇212園

のタンクのやうな形で︑ガソリンの

十一639 トラクターはちやうど軍用

十一792 それで金属を用ひることを

ムリ︑アタマガアルカ︑メガ
片手

思ひつき︑形の上に種々の工夫をこ
﹇片手﹈︵名︶2

アルカ︒

メ︾

かたて

らして︑遂に今のやうな貨幣を造つ
たのである︒

いなりをした武士の刀や︑なぎなた

十691囹

王は片手にそれを受取り︑片

の光も︑いくたびとなく此の川の水

に身を固め︑さびたりとも長刀を持

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

手にかの密書を取出して︑静かに

十二5210 ︿略﹀︑いろくの物音︑い 十105

ろいろの物の形がごたくと耳には

にうつったことでございませう︒

通有も左のかたを射られたが︑

フィリップに渡した︒

六822

い り 目 に は い る ば かりで︑︿略﹀︒

ち︑︿略﹀︒

十二546圏あのいろいろの道具︑た 十106 王は片手にそれを受取り︑片

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

しよく

手にかの密書を取出して︑静かに

帝の

いしずゑ固めし蜀漢

漢中王はおごそかに

とロつ

︿略﹀我が國民は︑とかく

るかたむきがある︒

いつ

力の精神に乏しく︑遊惰安逸に流れ

だ

引込み思案におちいり易く︑奮闘努

十二悩9

かたむき ﹇傾﹈︵名︶1 かたむき

位をふませ給ひぬ︒

の國︑

十一麗3図魍

くさんの時計︑形も大きさもそれ

信玄は刀をぬくひまがない︒

七449

ひでたソ

フィリップに渡した︒

なぎなた

將軍秀忠が刀を取って出て見
やり

けれども刀・槍・薙刀など︑

ると︑長四郎であった︒

片はだ

かたむ

日はもう西にかたむいてみる︒

かたむ・ける ﹇傾﹈︵下一︶1

十嘱5

︽ーイ︾

かたむ・く ﹇傾﹈︵五︶1 かたむく

清正刀を抜かんとするに︑

﹇片肌﹈︵名︶1

︿略﹀︑上から片はだぬいで︑

右手につゑをついて︑かけ下りて來

七661

かたはだ

か﹂りて︑身のはたらき自由ならず︒

かぶとのしころつ＼じの枝に引つ

十一308図

らく光ってみたといふことである︒

八価5

かたな

米所を始め︑追追に大きくして︑あ
カタナ

武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき
﹇刀﹈︵名︶12

四23 おもちゃやにはらつばや
かたなやひかうきなどがなら

カヒマシタ︒

︻53一 モモタラウハカタナヲヌ
イテ︑一バンオホキナオニニム

刀←こがたな・なまくらがたな

かたな

んなりっぱな會社にしたのだ︒

そこで間もなく片手間に精

八172

ぐ違ってはみるが︑︿略﹀︒

かたつく

九557園

十二769 これを海中に張った形はち かたてま ﹇片手間﹈︵名︶1 片手間

形造

︿略﹀︑ふと見れば机上に

やうど大きなひしゃくに似てみる︒
十二柵7図

﹇形作﹈︵五︶1

形珍しき一本の亭主あり︒

︽ーッ︾

かたちつく・る
る

十一18 一口にいへば︑︿略﹀ 大
火球で︑之を形造ってみるものは︑
えき

﹇片付﹈︵五︶1

液膣に近い氣膿であらうといふ︒

︽ーキ︾

かたつ・く

387
かためる一かつ

れたり︒

廣さ約二十二萬坪︒︿略﹀︒﹂と語ら

︽ーケ︾

六505圏 ︿略﹀父は すぎしいくさ

︵五︶−

語り

語

語

今朝とく出

がせた方が勝といふことに

十二

のをよみま

かるた取 ︿略﹀

きめて︑先づ風からはじめまし
た︒

四497囹

﹁︿略﹀︒さあ︑つぎ
す︒﹂﹁負けるは勝︒﹂

かちく
夜をいましむる夜まはり

︵副︶3

﹇▽びょうきがち

めいに働く者が勝だ︒

九483團重言の中は何でも一生けん
がち

十二538

かちくと氣ぜはしいのは

びしく時をきざみ行く︒

の拍子木のごとかちくと︑さ

ひやう

九18図園

私は行はうと思ったこと かちかち

を語り書くした︒

﹇傍﹈︵名︶2

﹇花壇﹈︵名︶1

だん
花壇

ゆ

八重の高潮かちどき揚げ

て︑ 海の誇のあるところ︒

十二807圃

寄手の大將佐久間盛政は︑

かちほこ・る ﹇勝誇﹈︵四︶1 勝ちほ

こる ︽ーレ︾

今日の職に勝ちほこり︑明日は進ん

十一253図

で賎嶽のとりでをおとし︑一學に敵

をみちんにせんと︑︿略﹀︒

三228どちらもたいていおなじ

かちまけ ﹇勝負﹈︵名︶2 かちまけ

みよ子﹁私はかちまけを

くらみで︑かちまけはありませ

んでした︒

見る人になりませう︒﹂

三614園

安芳がはいって行かうと

かつ ﹇勝﹈︹人名︺2 勝

すると︑門を守ってみた兵士等が

十二御2園

十二摺2囹

それ勝が來た︑勝が來た︒

﹁それ勝が來た︑勝が來た︒﹂とひし

︿略﹀︑今まで死んだやうに

家畜

なってみた懐中時計が︑忽ち愉快さ
﹇家畜﹈︵名︶2

めきながら︑︿略V︒

かちく

うにかちくと音を立て始めた︒

十一一594

置時計で︑かったりくと大やうな
松江を獲したる汽車は

﹁ねえさん︑どうぞ其の話を聞かせ

ひ い

のは柱時計である︒

かだん

る人のいふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

︿略﹀斐伊川の鐵橋にか＼る︒傍な

十一一46図

て下さい︒﹂と頼みたり︒

九907図信吉は傍なる姉に向ひて︑

かたわら

傍

を行ひ書くし︑語らうと思ったこと

十二988園

事をか語るに似たり︒

べば︑︿略﹀︑打寄する波の音さへ何

十二96図なぎさに立ちて昔をしの

でし兄も交れり︒

りつ＼來る若き人々︑

はうき手にく此方をさして

十907図圏村の社の掃除や終へし︑

さうち

ける

固める

耳をかたむけ︑

の手がらを語る︒ 居ならぶ子ども
はねむさ忘れて︑
﹇固﹈︵下一︶1

こぶしをにぎる︒

かた・める

七撹8園 ﹁お庭先の御門を守る者が

︽ーメ︾﹇▽うちかためる

ございません︒某の手で固めませ
﹇▽イソップも の が た り ・ む か し

う ︒ ﹂ と 清 正 が い ひますと︑︿略﹀︒

かたり

︽ーシ︾

私は行はうと思ったこと

﹇ 語 尽﹈

がたり︒ものがたり・リやおうものが
たり

書くす

かたりつく・す

十一﹇989園

かたる

を行ひ書くし︑語らうと思ったこと
﹇語﹈︵四︒ 五 ︶ 8

を語り壷くした︒

︽ーラ︒ーリ・ール︾﹇▽ものがたる

かた・る
る

法律は︑國家といふ共同生

勝つ ︽ーチ・ーッ・ーツ︾

カツ かつ

ドチラモマケズニタタカ

ヒマシタガ︑トウトウライクワウ

二775

か・つ ﹇勝﹈︵四・五︶16

﹇勝関﹈︵名︶2

みよ子﹁五郎さんの舟

ガカチマシタ︒

三654園

には︑てふてふのせんどうさん

モズハ︿略﹀︑︿略﹀︑フクロ

がのったから︑かったのでせう︒

ヲケツテ︑﹁キイキ

フ

ノカホ

イ﹂トカチドキヲアゲマス︒

四37一

カチドキ

つて︑それぐ貨幣の役目をしたこ

るための規則であるから︑︿略V︒

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

ちつちよ

十二883

ヒナヲ育テル間八最モ氣が荒 かつ ﹇且﹈︵接︶− かつ
クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ

八506
貫ぬく幅六十間の大通は︑︿略﹀︑花

たび人のぐわいたうをぬ

かちどき

かちどき

ともあった︒

農産物などが︑時代により場所によ

十﹁788石・貝・家畜・獣皮・布・

時デアル︒

だん

みる︒

かち

よけいにとったはうがか

勝←いち

安芳が一命をかけた努力と︑

﹇果断﹈︵名︶1

﹇勝﹈︵名︶4

四387

ちだといって︑︿略﹀︒

三204

ばんがち・おおがち︒しがち

かち

西郷の果断によって︑︿略﹀︒

十二麗2

かだん

果噺

壇が設けてあり︑銅像なども立って

きぬ
六493韻 ともし火近く 衣ぬふ母は 十一599 ︿略﹀︑市街の中央を東西に

春の遊の 樂しさかたる︒
六503圏 みうりのはたに縄なふ父は
すぎしいくさの手がらを語る︒

彼はた＼へっ︑

語る言葉もうちとけて︑ 我はた＼

九416図圃 昨日の敵は今日の友︑
へっ︑彼の防備︒
我が武勇︒

味方の勝利を語るやうに︑一聲高く

九川4 ︿略V︑又自分の最愛の主人に
天に向っていな＼いた︒

十74図 途中︑先生は﹁此の境内は

カ｛っ一かつぐ

388

︿略﹀︒﹂

三742ソノ中ニケダモノガカ

なら
の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの

木を見てもなつかしい︒
若し裁判が無いとしたら︑

にち・しがつよっか︒しちがつ・じゅ

感歎せるに︑レマン將軍は静かに︑

防職はまことに見事であった︒﹂と

閣下の劔は軍人の魂として

﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒

十二桝2

かたち正していひ出で

閣下の心如何に

これが有名な進化論で︑學

がっかい ﹇学界﹈︵名︶1 県界

ぞ︒﹄と︒

しなひ給ひつる

と つ
ぬ︑ ﹃此の方面の戦闘に 二子をう

九422図時圏

少しも名言をきずつけなかった︒

九389園

ういちがつふつか・じゅうがっさん

じゅうがつにじゅうごにち︒じゆうに

んにち・じゅうがつじゅうににち・

じゅういちにち・じゅうがつじゅうさ

がつじゅうごにち・じゆうにがつじゅ

人々相互の孚がはてしなく行はれて︑

十一227
しかも其の箏は︑力の強い者やわる

うよっか・じゆうにがつじゅうろくに

チサウニナツタノデ︑︿略﹀︒

三748 スコシタツテ︑コンドハ
鳥ガカチサウニナリマシタ︒
がしこい者が勝つことになるであら

んしょうじゅういちねんしがつはつ

ち・じゆうにがつじゅうはちにち・て

うQ

盛政は勝ってかぶとのを

か・どうねんくがつ・どうねんしちが

界を根本から動かしたものである︒

つ・なんがつなんにち・にがつはつ
か・にがつむいか・はちがつ・はちが

︿略﹀秀士口は︑持ちた

る箸を投捨てて︑﹁すは勝つたる

がっかり・する︵サ変︶2がっかりす

くがつじゅうごにち・くがっしょうさ

しばたかついえ

やがて勝家また自ら五萬
カッヲ

＋二579三人はさんぐ探し廻って

ねぢもがっかりした︒

見附からないのでがっかりした︒

唯商業の取引の盛な部分は︑

﹇活気﹈︵名︶1 活氣

十二579

かっき

相當に活氣を帯びてをり︑︿略V︒

十一104

かつ・ぐ﹇担﹈︵五︶5カツグかつ

兄様ガタノオトモヲシ

う

小ぞうさんたちは︑土ざうか

死んだあの子

あの學校がたった時︑

ちの畠にあったのを

六991圏

來て︑お客の前につみ上げます︒

らいろくな反物や帯地をかついで

五247

ヤッタノデ︑︿略﹀︒

テ︑フクロヲカツイデイラツシ

四185

トビグチヲカツイデイキマス︒

一326ピケシガトンデイキマス︒

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ ぐ ︽ーイ︾

﹇鰹﹈︵名︶2

七798

かつお

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二野イ所

かつを木

ヲ泳グモノガアリ︑︿略V︒

力ツヲ

棟にはかつを木がならべて

﹇鰹木﹈︵名︶1

七79図
かつおぎ

六鵬5團

閣下

あり︑棟の爾はしには千木が置いて
﹇閣下﹈︵名︶3

ある︒

かっか

︿略﹀︑エンミッヒ將軍はみ

つから進んで握手を求め︑﹁閣下の

九379園

る ︽ーシ︾

つとおか・ぶんかろくねんろくがつ・
めいじがんねんさんがつ・ろくがつ・

ぞ︒﹂と手を打って喜び︑︿略﹀︒

十一273図園

をしめざりし油壷を悔いつ㌧︑俄に
きやく
やみの中を退却しはじめたり︒

十一267図

六385 義纏に此の名を惜しむ心があ
つたので︑何時の戦にも勝つたので
ございませう︒

七463園 よって明日たがひに勇士を
一人目つ出して組討をさせ︑勝つた
方のものが川中島を取ることにして
は︒

八63 ︿略﹀︑子どもの騎手を一人つ

且Vいちがつ・いちがつじゅうはち

ろくがつじゅうごにち・ろくがつとお

がつ

にち・いちがっついたち・いちがつは

つ出して︑社の横の池のまはりで競
走させて︑勝つた子どもを出した村

か

八79園 五箇村の人々は各自分の村

んじゆうにち・くがっついたち・くが

十一238図

﹇勝家﹈︹人名︺1 勝家ε

つかかぎり・くがつ・くがついつか・

の騎手に向って︑﹁ぜひ勝ってく

つなのか・くがつはっか・げんこうに

かついえ

が︑︿略﹀︒

れ︒﹂︿略Vなどと︑口々に勢をつけ

ねんさんがつ・ごがつ・ごがついつ
ごがつなのか・ごがつにじゅうはちに

ち・しがつにじゅうごにち・しがつに

の兵を督し︑來りて盛政の軍に合す︒

てるる︒

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

ち・ごがつようか・さんがつ・さんが

八115園 信作が落ちたのにかまはず か・ごがつだいさんじゅういちにち・

︿略﹀︒

にち・さんがつじゅうににち・さんが

八124園 あなた方の村が勝つたので つじゅうくにち・さんがつじゅうさん
す︒

ごにち・さんがつはっか・しがつ︒し

八145 間もなく合戦が始ると︑果し つじゅうはちにち・さんがつにじゅう
て小勢の方が勝つた︒
が︑﹁︿略﹀︑漢方から子どもの手を

じゅうさんにち・しがつにじゅうしち

八366園 越前守はじっと考へました がっとおか・しがつにじゅういちに
取って引合へ︒勝つた方へ其の子を

にち・しがつにじゅうににち・しがつ

にじゅうよっか・しがつにじゅうろく

渡す︒﹂といひまし た ︒

九347 うす紅のかへで︑銀ねずみ色

389
かっけ一がっこう

が掘取って︑ かついで行って植ゑ

三482

學校ノ二二小高イヲカ

ガアリマス︒

三487村ノ中デ︑一バン目ダツ
ノハ私ドモノ學校デス︒

たのだ︒

十日間の汗のたまものさ︒﹂といつ

十391 ︿略V︑兄は﹁うん︑これが四

三488

ガクカウ

明日ハオセツクデスカ
スグアソ

學校からかへって見ると︑廣
ぼちが昨日から退嬰で︑ごは

んをたべませんので︑學校に居ても

五152

田君からゑはがきが來てるました︒

五132

ビニオ出デナサイ︒

ラ︑學校ガピケタラ︑

四875園

どもは︑︿略﹀︒

物をころしたりするやうな子

︿略﹀︑先生が︿略﹀︑私ども

よりになりました︒

五386

を道に待たせておいて︑學校へおよ
りになりました︒
こづかひ

と︑さっきの學校の小使さんが姿
ま
先生が舞殿にかけてある番上

ゆを持って來て下さいました︒
ゑ

五408

のお話をして下さいましてから︑

らまつ

六986圃

それが今では學校の 二階

あの學校がたった時︑︿略﹀︒

の植ゑた落葉松が

﹁わたし

あんなに高くな

學校の前でふりかへり︑

六997臨あの子がいくさに行く時に︑

のまどにとゴいてる︒

六994圃

向って右の落葉松は︑︿略﹀︒

か

六982齪村の學校のげんくわんの

けてるた者は人一倍苦勢をする︒

四801 學校の行きかへりに道草 ︿略﹀︑三時ごろ學校へかへりました︒
六428国 軍隊へ來ても︑學校でなま
をくったり︑石をなげたり︑生

マシタ︒

トモダチトムカフノ山へ上り

四85學校ノ式ガスンデカラ︑

ヅクリノヤクバガアリマス︒

學校ノ東ドナリニニカイ 五402 ︿略﹀︑べんたうをたべてみる

て︑かついで來たつるはしを下へ置
いた︒

かっけ

︿略﹀︑かっけで足をはらして

﹇脚気﹈︵名︶1

﹇格好﹈︵名︶2

葉書には︑︿略﹀︒

コ

フクロフハオモ白イカツ

カッカゥ

みる書生さんが︑お友だちへ出した

五942

かっけ

ユ

かっこう
カくカう

四343
カウノ鳥デス︒
︿略﹀︑遠く左に見えるかくか

うのよい山を指さして︑﹁あれは岩

九738

﹇学校﹈︵名 ︶ 6 6

手 山 だ ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂とおっしゃった︒

がっこう

がくかう 學校←おしのがっこう・
こうとうがっこう・しょうがっこう

木の事を話したら︑︿略﹀︒

望に向ふ足なみは
皆一せいにそろふなり︒

學ぶわれくの

お花はがくかうからかへ 五354 遠足のしたくをして學校へ行 七64図圃 三萬近き學校に 分れて

で書き方のおけいこをしました︒

三102私ハガクカウカラカヘツ しんぽいでしたが︑︿略﹀︒
りました︒﹂
テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ
五163 學校からかへって︑新しい筆 六㎜2圃 昨日學校で校長に︑ あの
ミデス︒

くと︑もう級のものが大分來てるて︑

三122

先生もお出でになってゐました︒

遠洋航海を終へて︑郷里に
蹄り來れる太平丸の船長は︑一日其

學校の門を出て西へ向ひまし 七523図

ると︑︿略﹀︑おかあさんのおて

た︒

五357

つだひをします︒

がくかうへ つれだちいそぐあ

三288圃 ︿略﹀︑ つつみかかへて
ねおとと︒

の町の學校へまねかれて︑航海の話

で︑今日此のなつかしい學

だり︑此の講堂でお話を聞いたり致

しました︒

校に予て︑皆さんにお話をするのは︑

七528圏

何よりもうれしいのでございます︒

日本人は八萬人饒も居て︑

かくて船長は外國より持々
き ふ
りたる寓眞帖を學校に寄附して去れ

七617図

り︒

八682國

日本人は八萬人鯨も居て︑

へ行って︑英語で勉強しますが︑

子どもは︑アメリカ人の立てた學校

︿略﹀︒

八684囲

日本人の立てた學校へ行って︑日本

子どもは︑︿略﹀︑蹄って來ると︑又

此所は有名な商業地ですが︑
はくぶつ

語で射撃をしてゐます︒

八737国

と

りっぱな學校もありますし︑博物

これは村の税で︑村の學校

館や圖書館などもたくさんありま

くわん

す︒

八792園

これは縣の税で︑縣立の學

や役場の費用などになるのです︒

校や病院や︑其の他道路などの費用

八797園

くはしいことは又學校で習

になります︒

八812圏

信吉にはおとよといふ今年十

ふでせう︒

八836

一になる女の子があるが︑生れつき

學校へ行って案内をこふと︑

唖なので︑︿略﹀︑唖の學校に入れて

おし

ある︒

をなせり︒

八854

此所を出て︑となり村の學校

へ通って︑︿略﹀︑あの運動場で遊ん

七525園私も︿略﹀︑毎日此の學校

學校

の前へ行くと︑先生がく略V︑私ど

五37図

もを道に待たせておいて︑學校へお

五384

う︒﹂ときやうだいは がくかう

三307圃．︿略﹀︑ ﹁さ︑いきませ
さしていそぎゆく︒

がっこうえん一かっさいする

390

がよいといって︑なかく許してく

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

つて︑校舎の後の菜園に集った︒

かばんにしまひ︑めいく身輕にな

道雄ノ出校デハ︑此ノ間級長
れなかった︒

九偽2
ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ選手ヲ

小使が出て來た︒

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

九歳の時始めて學校にはい

しやう

﹇各国﹈︵名︶4

各國←せ

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

十553 ︿略﹀︑今では各般土ハに盛に傳

かいかつこく

かっこく

板ヲ出シ︑︿略﹀︒

帳・筆・墨・堅雪ナドト記シタル看

八583図學校用具ヲ費ル店二︑手

學医用夕占

がっこうようぐ ﹇学校用具﹈︵名︶1

つて︑此の學校を卒業する頃には︑

八927 おとよはく略﹀︑もう二年た
そつ

ところが母のとりなしで終

十781羽翼の頃は大分寒くなって︑

に學校に入ることが出置たので︑リ

學校は四哩勝りも離れてゐ

ンカーンの喜は一通りでなかった︒

十ニー02

毎日毎日元氣よく通學した︒

たが︑路の遠いのは少しもいとはず︑

翌日太郎が友だちの正雄・良 十一971

といふよりもいたいやうに感じます︒

であった︒

一と三人連で︑學校から婦る時の事

十92！0

︿略﹀︑學校へ行く途中などは︑寒い

十一969

りっぱに一人前の事が出來るやうに
なる︒

八929 げんに此の學校の卒業生で︑
裁縫の先生になってみる者もあるな

商店の番頭になってみる者もあれば︑

どと話された︒

寒さきびしき折から皆様

つたが︑︿略﹀︑先生にもむしろ中取

︿略﹀︑孔子大いに之をう

奨瀕してみる︒

十﹁56図

れひ︑如何にもして國家を治め︑萬

二十五日午後一時から︑學

民の苦を救はんものと︑明く各國を

かうして出目たゴムは︑各

かくの如く各店の國旗は︑

﹇各国人﹈︵名︶1

各國

ぐしく立働ける様を見ては︑︿略﹀︒

子供が︑各國人の間にまじりてかひ

十一柳5魍国中にも十三四ばかりの

人

かっこくじん

れば︑︿略﹀︒

其の國民の理想・信仰を表すものな

或は其の建國の歴史を暗示し︑或は

十二646図

り つ
國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

十一537

めぐりて︑用ひられんことを求めぬ︒

校の講堂で村崎工學博士の﹁電熱の
︿略﹀︑小学校の前を通

學

今日はこれからいもほりを

﹇学校園﹈︵名︶1

しことなど思ひ出し申候︒

九776園

しませう︒皆いつものやうに︑此所

﹇学校通﹈︵名︶1

で支度をして︑學校園へお集りなさ
い︒

がっこうがよい

しかしせっかく始めた學校

つさいする

みんな手をうってかっさいし

︽ーシ︾

た︒

六877

︵サ変︶1 か

かっさい・する ﹇喝尽木﹈

かっさい ﹇▽はくしゅかっさい

さうして大急ぎで學校道具を

﹇学校道具﹈︵名︶1

通ひも︑家事のために僅か一年置ら

︿略V︑父は容気へ行って時 九7710

學校道具

がっこうどうぐ

ずで止めねばならなくなった︒

十一983

私は學校で習ふ本でさへ 校通ひ

︿略﹀︑父に得して是非学校

學校

りては︑郷里の雲叢のおもしろかり

十二伽6國国

世の中﹂と題する講演があった︒

十二価4

には御障もなく︑御前様にも日々學

八956 さうしてみんな一しょに學校 十塒5便団
の門を出た︒

く略V︑生徒は皆よく之にな

役場と學校とは村の中央に

下の生徒と思はれてるた︒

二軍6図

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒
あり︒

︿略﹀︑殊に近年我が國で學

校をそここ＼に立てたので︑子供等
十伽4図

九810團

はなかく上手に日本語を話します︒

其の利益は︑大部分を學校

ご

其の外各種の學校や︑博物
︿略﹀娯

園

︿略﹀︑卒業後も尚學校の門 がっこうえん

十一967

も︑︿略﹀︒

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一966

があります︒

時々見失って︑大さわぎをすること

十一165

樂機才が到る虚に散在してみる︒

館・圖圭日館等の修養機⁝關︑

十一99

の基本金とし︑︿略V︒

十伽7図

に出入することを樂しみとせり︒

十伽5図

することを樂しみとせり︒

あつく︑卒業後も尚当校の門に出入

つきて課業にはげみ︑學校を思ふ心

九152図 朝飯を終へて︑妹と共に學
校に行く︒

九499 僕は今日聖祭から編るとすぐ︑
おとうさんのお手紙を持って︑精米
儲蓄へお使に行って來ました︒

九擢1晒団あの中にて一番面白き話
をよくおぼえ置き︑翌週學校にて話

し方の時間に話し︑同級の人々を驚
かさんと樂しみ居り候︒ 九月二十
日 正男 伯父上様
九佃5國團 昨年僕の學校より︑君の
學校へ器差任なされ候佐野先生︑先
頃より御篭氣の由承り候︒

九稲5圓團 昨年僕の學校より︑君の
下校べ御轄任なされ候佐野先生︑
︿略V︒

長選墨ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九七1 道雄ハ此ノ時︑フト潮曇ノ級

391
かつじ一かつやすよし

かつじ

﹇活字﹈︵名︶1

活字

活字を底ひて之を組み︑校正刷を刷

十ニー75図 印刷部にては直に所要の

でもない︒

ぎやうかい

十一欄7図

福田行誠かつて鐵眼の

畑地に斜白十字の徽章ある後者の國

た︒

ねぢは︑自分が此虜に位置

活動してみるのには全く敬服しまし

ける自陣の疲弊を回復するため盛に

ひへい

十二357囲 ︿略﹀︑彼等が大戦後にお

を︑たふといものに思ひました︒

内でたえず活動してみる坑夫の仕事

十856 坑外に出ると︑︿略﹀︑あの坑

室の中には︑大きなポンプが

くともせずに勇ましく活動した︒

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び

九佃9 ︿略﹀︑北風は︿略﹀︑砲弾の

かつて繹迦を見捨てた彼等

事業を感歎していはく︑﹁鳥撃は一
かん
生に三度一切纒を刊行せり︒﹂と︒

︿略﹀︑白地に赤十字の徽
十一一965

旗とを合して一旗となし︑︿略﹀︒

十二622図

章ある前者の國旗と︑藍地に斜白十

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

十812

りて校正部に廻す︒

も︑其の慈悲圓満の姿を見ては︑思

﹇合衆国﹈︹地名︺1

字の徽章ある後者の國旗とを合して

がっしゅうこく

ヰ

ます︒

はず其の前にひざまっかざるを得な

まことに勝手がましい御願
ひまを願ひたうございます︒

でございますが︑もう四五日の所お

八457国

勝

かった︒

﹇勝手﹈︵形︶1

一旗となし︑︿略﹀︒

かってがまし・い

八673国︿略﹀︑此の州は合衆国の中 かっせん ﹇合戦﹈︵名︶1 合戦﹇▽い
しがっせん・やしまのかっせん

合衆國﹇▽アメリカがっしゅうこく

でも︑氣候がよくて︑其の上地味が

︵副︶1

て小勢の方が勝つた︒

かったりかったり

く

シバ

かつまさ ﹇勝政﹈︹人名︺2 勝政

かつのぐん ﹇▽あきたけんかつのぐん

と︑︿略﹀︒

び活動することが出覧たのだと思ふ

を占めたために︑此の時計全艦が再

︿略﹀︑芝居又ハ活動陸墨ナ 十二596

ドノ興行場ニハ︑当看板アリ︑

コウギヤゥ

八615図

活動窩眞

かちくと氣ぜはしいのは かつどうしゃしん ﹇活動写真﹈︵名︶3

﹇勝太郎﹈︹人名︺1

のは柱時計である︒

かったろう

勝太

置時計で︑かったりくと大やうな

十一一539

かったり

間もなく合戦が詣ると︑果し 手がましい ︽iイ︾

八144

﹇合衆国史﹈︵名︶1

肥 え て ゐ ま す か ら ︑︿略﹀︒

がっしゅうこくし

合衆國史

十一992 かうしてイソップ物語やロ
ビンソン︑クルーソーや合衆國史等
を讃んだ︒

﹇合唱﹈︵サ変︶1

︽ーシ︾

がっしょう・する
合唱する

︿略﹀︒

話・電燈・電信・電車・活動爲眞・
ちく

︿略﹀︒

がアーク燈の熱の爲に嚢硬して︑多

來る敵を防ぎ等し弟勝政に引きあげ

の時までも飯浦坂にふみ留って︑追

いひ

十一286図 ︿略﹀︑盛政は︿略﹀︑此

蓄音機に關するものなど極めて多く︑

勝太郎︑東京のをぢさん 十二M8図 エヂソンの嚢明せるは電

﹇勝手﹈︵名︶2

來ました︒

かって

のすを取る︑勝手のすすを

に合湿して銃火をあびせかけたれば︑

になりたるを見て︑すかさず鐵砲組

く略V秀吉︑勝政の引足

を命じたり︒

動ずる

十一288図

くの死傷者を出した話などを附加へ
た︒

これで間数が七つもあるとは︑どう

︿略﹀︒

﹇▽かたぎりかつもと

かつもと

︿略﹀︑千数百人の乗員が號令

にしたがって︑規律正しく活動する

九636

やすよし

かつやすよし ﹇勝安芳﹈︹人名︺1 勝

一時間早りも活動した後であ 安芳
十二伽5 慶喜から官軍に封ずる交渉
るから︑食事のうまいことはいふま

九665

其の様は︑如何にも目ざましい︒

しても思はれませんでした︒

︽ーシ・ースル︾

五337店・客間・居間・勝手など︑ かつどう・する ﹇活動﹈ ︵サ変︶7 活

した︒

はらふ︑まるでいくさのやうで

四433 ︿略﹀︑ひさしうらのくも 十二⁝川6 ︿略﹀︑活動爲眞のフィルム

勝手

からお前の所へゑはがきが

四522圏

七104 にいさんが﹁我は海の子﹂を 郎
うたひ出して︑丸山君が合唱した︒
カツンヨク

九174 北國二住ム野ウサギや高山ノ

かっしょく ﹇褐色﹈︵名︶1 褐色
カッシヨク

合す

︽一

上二居ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑枯
﹇合﹈︵サ変︶4

葉 や 土 ノ 色 二 字 テ ヰルガ︑︿略﹀︒

がっ・す
シ・ース・ースル︾

十﹇239図 やがて勝家また自ら五萬
の兵を督し︑來りて盛事の軍に合す︒

十一283図︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の
時既に虜々のとりでより來れる守兵

と合して︑追撃すること頗る急なり︒ かつて ﹇嘗﹈︵副︶3 かつて
﹁︿略﹀︑老の將に至らんとするを知

かつて自らいはく︑
らず︒﹂と︒

︿略﹀︑先づイングランド 十﹇了9図

とスコットランドと合するや︑白地

十二6110図

に赤十字の徽章ある前者の國旗と︑

かつやすよしとさいこうだかもり一かなしい

392

の全権を委任せられてみた奮幕府の
やすよし

陸軍総裁勝安芳は︑かねてから百方
蓋策して時局の圓満な解決を計って
みた︒

かつやすよしとさいこうだかもり ︹課

かど

廉﹇▽ひとかど

取扱上不都合の廉あらば口

﹇廉﹈︵名︶1

七擢図図
﹇下等﹈︵名︶1

下等

頭又は無料郵便にて申越されたし
かとう

の問には次第に攣化し︑下等なもの

とよとみひでよし

てうせん

幽豆臣秀吉が朝鮮へ向はせた先

手の大將は加藤清正・小西行燈の爾

七973

人でした︒

七川5園清正は大豆で申しました︒

加藤清正の家來でございま

﹁加藤清正これまで参上仕る︒︿略
﹀︒﹂

七脳1園
す︒

かつもと

わき

かとうくん

君
れたね︒

門口

加藤

やあ︑加藤君︑よく來てく

﹇加藤君﹈︹人名︺1

九358囹

﹇門口﹈︵名︶2

とあるあばら家の門ロに杖

を止めて︑︻夜の宿を貸し給へとこ
へば︑︿略﹀︒

十二401囹實はその︑立ちよっと門
﹇門松﹈︵名︶一

カドマツ

ロで聞いたのですが︑︿略﹀︒

おのが治むる國はいかに

︿略﹀︒金アミノ

﹇家内一同﹈︵名︶1

信吉の家にては︑夕飯後庭

先に涼み墓を出して︑家内﹁同涼み

九848図

みたり︒

かな・う ﹇適﹈︵四・五︶6 かなふ

此のまこころが神のおぼしめ

︽ーッ・一罪・ーヒ・iフ︾

しにかなったのであらう︑︿略V︒

六847

七338図船におよぎつかんとてなり︒

清正は上様へお目通がかな

されどかなふべくもあらず︒

はぬはず︒

七脳2圏

望がかなって︑宣長が眞淵

雪白の地に紅の日の丸を

かなしくてかなしくてたま

事が書いてありますと︑もらひ泣き

五936 ︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

りませんから︑︿略﹀︒

三462

て︑玉手箱をあけました︒

とひめのいったこともわすれ

かなしくてたまりませんから︑お

はってゐます︒︿略V︒かなしくて

て︑村のやうすもすっかりか

しまって︑うちもなくなってゐ

三462︿略V︑父も母もしんで

悲しい ︽ーイ・ーク︾

かなし・い ﹇悲﹈︵形︶3 かなしい

我が國號にかなひ︑︿略﹀︒

ゑがける我が國の國旗は︑最もよく

十二613図

のは︑それから敷日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが聖岳た

十﹁735

ぬ︒

ニ315因﹁モウ五ツネレバ︑オ正 七悩4囹 何故にお目通がかなひませ

かどまつ

月デス︒オ正月ノオカザリニハ︑

假名与かたか

ドンナコトヲシマスカ︒﹂﹁カド

かな

片敷字は大きく小さいと稲上

﹇仮名﹈︵名︶1

マツヲタテマス︒﹂

かな
な

七

︵終助︶2

と間違ひます
かな

ふかな︑

十ニー3電流古のふみ見るたびに思
と︒

鷲

金アミ

す＼きがはらの秋

＋二35図圏はるぐと風のゆくへ
の見ゆるかな︑
の夜の月︒

第十三

﹇金網﹈︵名︶1

家内一同

かないいちどう

テヰルノヲ見テモ︑︿略﹀︒

中二飼ハレテ︑ジツト止り木月止ツ

八478

かなあみ

此所二名高キ名古屋城アリ︒
︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清正ノキヅ

八967図

キシ所ナリ︒
ながやす

まさのり
﹁承る︒﹂と︑福島正則・
よしあきら

十﹁296図

かすやたけのり

加藤清正・同嘉明・平野長泰・脇
坂安治・糟屋武則・片桐且元等の荒

ざかやすはる

武者ども︑勇みに勇んで突進す︒

十一298図中にも加藤清正は︑山際
のがけ路にて敵將山路正國に出であ
ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒

十597図

︿略V︑生物は総べて長年月
かどぐち

から高等なものへと進むものである

十ニー310

十二目13 第二十六課 勝安芳と西郷

加藤清正

加藤清正

﹇加藤清正﹈︹課名︺2

第二十三

加藤清正

かとうきよまさ

といふことを讃明した︒

名︺2 勝安芳と西郷隆盛
隆盛

十二悩6 第二十六課 勝安芳と西郷
隆盛

七目13

ガツン湖

第二十三

︹地名︺3

七972

ガツンこ

かとうきよまさ

過程

﹇加藤清正﹈︹人名︺6

十34図 ガツン湖

角

加藤清正

十34図 ガツン湖
かすみ

十353ガツン湖といって︑廣さが

家庭

霞が浦の二倍以上もある大きな人
﹇家庭﹈︵名︶ ！

造湖で︑︿略﹀︒

かてい

十二㎜1 最後に博士は︿略﹀︑家庭

﹇過程﹈︵名︶1

における電氣の利用に就いて興味あ
だん
る話をして壇を下った︒
かてい

十ニー35 しかし摸倣はやがて創造の

﹇角﹈︵名︶2

﹇▽さんぽがてら・ならしがてら

過程でなくてはならぬ︒
がてら
かど

八568図圏米屋の小ぞうお得意へ

﹁あ＼︑あの角の

誰もうなつく工場あ

︿ 略﹀︑

て自轄車を角の下駄屋にあづけ置

米を運びし射り途︑ ひらりと下り

き︑︿略﹀︒

九8010鴎園

石屋か︒﹂と︑
り︒
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かなしがる一かに

﹇悲﹈︵ 五 ︶ 一

をいたします︒

︽ーッ︾

かなしが・る
ル

カナシガ

金タガ

の方からはるかに全景を見渡すのも
﹇金箔﹈︵名︶1

面白い︒

かなたが

何時力私ノウチノツルベノ金

︹地名︺2

ンダラ︑︿略﹀︒

カナダたき

金物屋

或夢人ガネシヅマツテカラ︑

﹇金物屋﹈︵名︶2

をいきられて︑︿略V︒

六92

かなものや

かるべし︒

たりと聞かば︑汝必ず之を白主に持

十二852楽園我若し彼の地にて死し

蹄りて日本の役所に差出すべし︒

六78園

しかし三郎︑高い山がかな
らず名高い山だとはかぎらない︒

大過が何か食物の中にきらひ

規則であるから︑いやしくも國民た

る者は必ず之を守らなければならぬ︒

唯法律は必ず帝國議會の協

賛を纒なければならぬが︑命令には

十二902

甘ハの事がない︒

かなり ﹇可成﹈︵副︶4 かなり

停車場にはいる手前でまた北

上川を見たが︑此所まで駈ると川幅

九735

がかなりせまくなってみる︒

九882圏 ︿略﹀︑今結んだ二つの星の

其の近道といふのは田のあぜ

け渡した一本橋がある︒

道で︑途中にはかなり深い小川にか

十933

多く輸入されてるる︒

それで︑機械類もまだかなり

へだたりの五倍ばかりのところに︑

︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑

十874

事に︑必ず其のきらひな物ばかり出
︿略﹀︑父の此の願だけは︑

かなり大きい星があるだらう︒

九552園

げてもらひたい︒

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

九272園

して︑︿略﹀︒

な物があると見れば︑三度三度の食

八備8

法律は︑︿略﹀するための

金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン

十二885

ハゥチヤゥ

︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

ガ︑ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒
カマ

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒

ナベ

八607図

ず

毎日かならず新聞を入れに來

右にあるのがアメリカ瀧︑左 かならず ﹇必﹈︵副︶11 かならず 必

にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

かなつん

︿略﹀︑﹁これ︑おばあさん︑

﹇金聾﹈︵名︶1

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六108園金ダラヒニモナレバ︑私ノ

ぼ

かなつんぼ

七922園

お前は知ってみるだらう︒﹂すると

る方も四五人はあります︒

五912

す︒

九306
ちらも十五六丈あります︒

丈︑カナダ瀧が三百饒丈︑高さはど

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百齢

合はせてナノーヤガラの瀧といふので

九303

カナダ瀧

タガガコハレタ時︑ツクロヒヲタノ

二446 オヂイサン バ ハラヲタテ 七509

テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ
シタ︒ヨイオヂイサンハタイソ
ウカナシガツテ︑犬ヲウヅメテ︑

かなしげ

ソノ上二等サナマツノ木ヲ
﹇悲﹈︵形状︶1

ウエマシタ︒

かなしげ

七335図獅子はかなしげにほえて︑

悲しみ

濱べに立上りたりしが︑つと海の中
﹇悲﹈︵名︶1

にをどり入りたり︒

かなしみ
死傷頗る多く︑家を流し産を失ひて︑

十一梛1図 たまく大阪に出水あり︒ かなだらい ﹇金盟﹈︵名︶1 金ダラヒ

悲しむ

︽一

路頭に迷ふ翌翌を知らず︒鐵眼此の
﹇悲﹈︵四 ︶ 1

状を目撃して悲しみにたへず︒
かなし・む
だいご

︿略﹀︑北條高時︑後醍醐天

ほうでう

ミ︾←なきかなしむ
き

兵士のおばあさんが︑﹁はい︑よい

金があったら必ず預金にして置くも

お

十㎜3図

お天氣でございます︒﹂敵はどっと

ニナゲ

カ＝ガニギリメシヲサル

アヲイノヲカニ

ツケマシタ︒

一146

ニヤリマシタ︒

一104

ニニヤリマシタ︒

一102サルガカキノタネヲカ

だから︑少しでも鯨つたおかに ﹇蟹﹈︵名︶7 カニεこがに

皇を隠岐にうつし奉る︒京中の貴賎

笑ひました︒さうして︑﹁こいつ︑

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

男女︑此の行幸を悲しみて涙と共に

高徳此の故事をひきて︑や

なぶりものにせられて︑或は命も危

地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

コ・イカナドガスンデヰル︒

七806

十二846図園容貌の異なる汝が彼の 一151力＝ガシニマシタ︒

え上げたるなり︒
ばう

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞

がて忠臣の起りて勤王の兵を翠げ︑

十悩1図

十518園

見送り奉り︑︿略﹀︒

彼方

のだ︒

﹇彼方﹈︵代名︶1

︿略﹀﹁お

かなぼう

かるた取

﹇金棒﹈︵名︶1

十二

赤い扇はかなめのきは

﹇要﹈︵名︶1

りました︒﹂

かなめ

四666

かなめ

ににかなぼう︒﹂音二郎﹁はい︑と

四482園

かなぼう

な出て行ってしまひました︒

かなつんぼだな︒﹂と言って︑みん

かなた

十M8 やがて鯨は再びはるか彼方に
浮上つた︒

カナダ ︹地名︺2 カナダ

九294 世界一といはれるナイヤガラ
の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと
の國境にあります︒

九314 ︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ

かぬ一かねもち
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七808 エビノピンくハネタリ︑カ
一一ノ横ニハツテアルク檬子ハ︑池ヤ
川ニスムモノトチガ ハ ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

力二

﹇▽はかりかぬ・ひきかぬ・まちか

七80図
かぬ
﹇金﹈︵名︶14

金﹇▽おかね・こ

ぬ・みかぬ・ゆきかぬ・よみかぬ

︿略﹀︑人夫にほうびの金をた

やうに致せ︒

くさんやったと申します︒

七758

九522園︿略﹀︑三十ぐらみの時︑年
來の貯金と主人からもらった金を資
本にして︑小さい米屋を始めた︒

十一19！例へば︑借りた金を︑返す
さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

かね

がねいろ・こがねづくり・しろがね・
返さない人がある︒

のでは無いか︒﹂とたつねたが︑

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十一7010

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな

十一椥⁝4 ジョージは︑かねてウェリ

か
姉二人は既にさる貴族に嫁

人物であるといふ事を聞いてみたの

で︑︿略﹀︒

カネ

︿略﹀

或夏の半ば︑宣長はかねて

いといって置いた︑あの橋を渡った

︿略﹀︑宣長は﹁私はかね

︿略V︒

當直將校が元氣のよい聲で號令をか

合圖のかねが鳴るとすぐ動き

ける︒

十799
出す︒

十一747園

かねがね﹇兼兼﹈︵副︶2かねぐ．

ぐ古事記を研芒たい患ってを
ります︒

偉人を非常にしたってみたので︑鬼

十二658

ゐ

＋一995リンカーンはかねぐ此の

金を打合はせて火を出す法を考へる

の首でも取った氣になって一心に讃

丑vきんだか

﹇金田喜一郎﹈︹人

かねて

かねて繹迦の徳をしたって

ることにきまってみた︒

十二935

みたマガダ塁上は︑︿略﹀︒

かねてから厚畳の名望をねたみ︑幾

十一一977 殊にデーバダッタは︑︿略V︑

度か彼を害しようとした︒

かねて此の希望をみたさ

く略V︑何事も忍耐が第

んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

十二擢1図

︿略﹀︒

十二捌1圏團

一とのかねての御教訓に從ひ︑一心

︿略V葎臼幕府の陸軍絡裁騰⁝

に働き候ため︑︿略﹀︒

安芳は︑かねてから百方書策して時

やすよし

十二伽5

局の圓楽な解決を計ってみた︒

暑さも年中此のくらみのも かねもち ﹇金持﹈︵名︶2 金持

﹇兼﹈︵副︶10

金田喜︸郎

し︑妹はかねてフランス王の后にな
績けた︒

カネキ
獲信人の居所氏名を受信人に

︵名︶2

．かねだか

紙に書きこんでごらん︒

し

七冊1園 それで十字だから︑うちの
らいしん
屋がうのカネキを入れて︑此の頼信

キ

文の終へ片馳参にて記すこと

知らする必要あるときは此翌翌は本

七網図

かねき

やうになった︒

六95圏金ニハイロくアリマスガ︑ 十﹁667 それから少し進むと︑石や

はりがね・ひきがね
中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ
ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

調べかはの廻るにつれて︑

喜捨を受けたる此の金︑

石や木や金の圓板が車輪のやうに廻

十一悩4
つてみる︒

義掲金のことをいひ 出 す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

六682 さて主人に火事の話をして︑
たくさん金を出した上に︑籾や豆の
十﹁旧4邑智

カネ

かねだきいちろう

かねて

へく杢子にて着筆に記すこと

七擢図発信人は自己の居所氏名を成

オ寺ノカネモナリ出シマ 名︺1 金田喜︸郎

ヒノミノカネガナツテ

﹇鐘﹈︵名︶6

一にして二にあらず︒

かね

ヰマス︒

一32一

シタ︒

三515

かね
かね 鐘

人々の救助に用ふるも︑舗する所は

之を一切纒の事に費すも︑うゑたる

種を分けて上げてもよいと言った︒

︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

だけお禮のしるしにさし上げます︒

七698園 ついては此の中の金を半分
七712圏

金をあづかって︑此の財布に入れて
來たのでございます︒

七715園小ぶくろの方は私どものだ
んなが國へおやりになる金ですが︑
︿略﹀︒

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした

それゆゑたえず海の深さを
りします︒

七716園 ︿略﹀︑だんなはく略﹀︑此 七577園
おしかりになることはあるまいと思

九41團

むすめさんが︑此の人の所へ

四762西の村一番の金持の

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

違ひ︑なかく住みよいところのや

四773それは西の村で︑二番

およめに來ましたが︑︿略﹀︒

のださうで︑かねて思ってみたとは

うです︒

のは︑外の船に自分等の船の居るこ
あります︒

九621

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑ 十942園 父は﹁︿略﹀︒かねてあぶな

とを知らせて︑衝突をさけるためで

七579園

の金をあなたにさし上げましても︑

ひます︒

をもらはうとは思ひません︒

七735園︿略﹀︑人からいはれなく金
七755園 紀州の男は急いで國へ蹄つ
て︑其の金をまちがひなくとゴける
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目の金持だといはれたうち
金持

︿略﹀︒

イモ
アリ︒彼ノ僥藷屋ノ看板二︑八里半

八599図又マレニハナゾヲ用フルモ
ト年忌ルモノノ如キハコレニシテ︑

﹇金持村﹈︵名︶1

に生れた人のでした︒
村
︿略﹀︒

かねもちむら

五787 昔の貧乏村は︑今︑郡の中で
八827

十一481図

︿略﹀︑垂師又かのふすま
ひのき

の鶴に筆を取らず︑唯杉戸に檜一

未だ一月もた＼ざるに︑

本を書がきて東國へ出立しぬ︒

十﹇483図

かの書師は突然蹄り來れり︒

傍なる人のいふやう︑
ひのかは

﹁此の川は古の簸川にして︑かのを
なり︒﹂と︒
いなさ

電燈・電車等に用ひる電畜も︑もと

昨日の敵は今日の友︑

さうして此虜で父王の卜書

錦りて日本の役所に差出すべし

くしから送られた五人の友と︑六年

十二964

迦は世を救ふ手始として先つかの五

の間種々の苦行を試みた︒︿略﹀︒繹

人の友をたつねた︒

六日火海王星衝かのえ

かのえいぬ ﹇庚戌﹈︵名︶1 かのえい

ぬ

いぬ︿略﹀

十一．89図

四日火かのえたつく略﹀

かのえたつ ﹇庚辰﹈︵名︶1 かのえた

十一89図

つ

に一曲︒﹂︿略V︒さうして其の夜は かのとい ﹇辛亥﹈︵名︶1 かのとゐ

﹁それでは此の月の光を題

れしは此虜なりといふ︒

かの建御絶命が大國主命と會見せら

稻佐の濱といふ慮なり︒

うち退治の傳説あるは此の川の川上

九417図圃
我はた＼

彼はた＼へっ︑

十二91図

をたゴせば水の力である︒

彼の水力電卓の如きはそれで︑ 十二47図圏

もゆびをりの金持村だと言はれてる
る︒

かねる ←ことわりかねる︒たえかね
る︒みかねる・もうしかねる
へっ︑彼の防備︒

語る言葉もうちとけて︑

の
我が武勇︒

まんじりともせず机に向って︑かの

︿略V︑王の日頃信頼してみる 十二454

パルメニオ将軍から︑王にあてた密

十106

書が届いた︒︿略﹀︒程なくフィリヅ

曲を譜に書きあげた︒

かば

五日水かのとみ︿略﹀

かのとみ ﹇紅裏﹈︵名︶1 かのとみ

十一89図 ︿略﹀かのとゐ︿略﹀

七647 かの人夫は︑少ししてから︑

プは病室にはいって著て︑うやく

てるた小さな鐵のねちが︑不意にピ

かば・う﹇庇﹈︵五︶3かばふ︽一

ます︒

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

ンセットにはさまれて︑明るい虜へ

また

足だのはなをふっつりと︒

三293圃足すべらせてこけかかる
おととをかばふあねのうで︒
三294圏 かばふはずみにあねは

ヒ・iフ︾

﹇▽うすかばいう

は片手にそれを受取り︑片手にかの

出された︒︿略﹀︒女の子は唯じっと

十一89図

密書を取出して︑静かにフィリップ

暗い箱の中にしまひ込まれ

しく藥のコップを王にさ＼げた︒王

七657此の時見すばらしい．みなりを

に渡した︒

い＼ねぢ︒﹂

なねぢを見附けて︑﹁まあ︑かは

見まもってみたが︑やがてかの小さ

した一人の男が︑人夫と渡賃を高い

人許の船員がすがり附いて︑聲を限

岩の上に残った船罷には︑十
りに救を求めたが︑何のかひもなか

十257

川を渡って︑かの男を追っかけまし

たまくコー二が交易

十二8410図工我若し彼の地にて死し 九781 さうして大急ぎで學三道具を
かばんにしまひ︑めいく身重にな
たりと聞かば︑汝必ず之を白主に持

かばん ﹇鞄﹈︵名︶1 かばん

義纒のかぶとに引っかけようとしま

くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

つた︒︿略﹀︑荒れくるふ海上を見渡

のため大陸に渡らんとするに際し︑

十二846図園

七682 かの男はゆめかとばかり喜ん

したグレース親子は︑ふとはるかの

す︒源氏の者どもは義経をかばひな

虚心小僧︑住持の居間

六356

で︑財布を幾度かいたゴきましたが︑

沖合に︑かの難破船を見とめた︒

がら︑﹁捨てておしまひなさい︒﹂

七707

︿略﹀︒

林藏は︿略﹀︑切に己をともなはん
ぱう
ことを求む︒コー二は﹁容貌の異な

﹁お捨てなさい︒﹂と口々に言ひます︒

ければ︑︿略﹀︒

師のする様を見事へ︒﹂とさ＼やき

に來りて︑﹁彼庭に行きて︑彼の書

十一461図園

船にたどり着いた︒

かの男は﹁どうぞしばら 十278 からうじてボートはかの難破

る汝が彼の地に行かば︑必ずや人に

く︒﹂といって引きとめました︒

ぜ ひ ︒ ﹂ と い ひ な がら︑︿略﹀︒

七737 かの男は﹁それではこまる︑

かお禮を受けてくれといひますと︑

七744 かの男がわけを話して︑どう

或は命も危かるべし︒﹂とて︑︿略﹀︒

怪しまれ︑なぶりものにせられて︑

た︒

が︑︿略﹀︒︿略﹀︒︿略﹀︑人夫はすぐ

やすいと言ってあらそってゐました

十二557

た 所 へ 行 っ て 見 ま すと︑︿略﹀︒

かの萬じゅの姫であったのでござい

六528 其の五番目の舞姫といふのは︑

かの﹇彼﹈︵連体︶23かの彼ノ彼

かねもちむら一かばん

かひ一かへい
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﹇可否﹈︵名︶1

可否

つて︑校舎の後の菜園に集った︒
かひ

十二891 ︿略﹀︑第三讃會で法律案全
艦の可否を議決する︒

カピラバスト ︹地名︺一 カピラバス
ト

十二972 績いて繹迦は︿略﹀︑更に
カピラバストに蹄って︑父王︒妻子
を始め國民を教化して故郷の恩に報
いた︒

カピラバストおうこく ︹地名︺一 カ

雌蕊は﹁それ程首がほしい

カブワケ

カブワケ

壁﹇▽しら

石炭の壁は安全燈の光に照ら

されて︑黒光りに光ってゐます︒

十839

それは三方が丸太の壁で︑

一方は明けはなしになってみて︑戸

十︻952

壁のすき間をもつた雨のた

も窓も床もないものであった︒

十一伽1

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

︿略V︒

いろくな時計がたくさん並んでゐ

十一﹇537 周園の壁やガラス戸棚には︑

る︒

第十八課

貨幣

貨幣

貨幣

第十八課

我々の普通に金鏡といって

貨・白銅貨・青銅貨がある︒これら

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十一776

かへい ︵名︶10

十一774

十﹁目5

かへい ﹇貨幣﹈︹課名︺2 貨幣

︿略V︑果して赤い帽子をかぶ

タネマキ

カリコミ

農家ニチハ種蒔・株分・植

ウエ

あみ笠をかぶった父がふり向

くと︑︿略﹀︒

九579

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

八253

者の首を取れ︒﹂といひました︒

つて︑赤い着物を着て︑此所を通る

なら︑明日の書画︑赤い帽子をかぶ

くまで
敵は船の中から熊手を出して︑ 八247園

義貞は馬から下りてかぶとを

義纒のかぶとに引っかけようとしま

六355
す︒

七198
ぬぎ︑はるぐと海上を拝しました︒

十﹇268図盛政は勝ってかぶとのを
をしめざりし油断を悔いつ＼︑俄に
きやく
やみの中を退却しはじめたり︒

ツギキ

ト多シ︒

﹇壁﹈︵名︶9

父﹁ごむまりをかべに
う︒﹂

又此の外に貨幣の代りに用

我我はこれらの貨幣や紙幣

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

しかし今日の貨幣や紙幣を

様々なものを使用してみたのである︒

案出するまでには︑人間は實に種々

十﹁785

いってもよいくらゐである︒

して一日差生活することは出來ぬと

十﹁779

くの用を辮じてるる︒

を用ひて物品を三子し︑其の他いろ

十一778

ひられる紙幣がある︒

十一777

四33！達人のこゑも山の中

一こてく︑大きな土

一針々々︑金縣・銀縣でぬ

があります︒

のやうに︑かへって叢ること

では︑かべにあたったこむまり

を総べて貨幣といふ︒

なげつけると︑はねかへるでせ

四326園

かべ︒しらかべづくり

かべ

かべ

彼岸ヲ目アテトシテ︑日ヲ定ムルコ

替・接木・刈込・取入レ等ヲナスニ︑

カヘ

七佃6図

十一309図清正刀を抜かんとするに︑かぶわけ ﹇株分﹈︵名︶1 株分
かぶとのしころつ＼じの枝に引つ
か＼りて︑身のはたらき自由ならず︒

清正手早くかぶとのをを

我が日本のようひ・かぶ

且vねえさんかぶり

あります︒

かぶり

かぶ・る ﹇被﹈︵五︶6

五955圏

藏の壁をぬる︒

ひをぬひ︑

ぬぐひをかぶり︑着物の上に

を塗り︑船頭の舟をこぎ︑農夫の田

大工の家を建て︑左官の壁

八285図
京都は長い間の都ですから︑

冠をかぶって太刀をはいたおくげ

畑を耕すも︑皆手の働なり︒

十一789

崖物などが︑︿略﹀︑それぐ貨幣

石・貝・家畜・獣皮・布・

まはすと︑周忌の壁は皆石炭で︑そ

す︒

れが電燈の光に物すごく光ってゐま

昇降器を下りて︑あたりを見

十805
晒木綿のづきんをかぶって︑
何時もお花が上ってみる︒

雨ざらしになっていらっしゃるが︑

七237

さらしもめん

詮方や︑︿略V︒

かんむり

六695

ちりょけを着て︑︿略V︒

四405おかあさんがあたまに手

︽ーッ︒ーリ︾

かぶる

と其の他の武器類もたくさん集めて

十二303團

枝に残って︑︿略﹀︒

切ったりければ︑かぶとはつ＼じの

十一313図

枝に残って︑︿略﹀︒

ピラバスト王國
十一312図清正手早くかぶとのをを
しゃか
十二9010 繹迦は今から凡そ二千五百
切ったりければ︑かぶとはつ＼じの
年前︑北インドのヒマラヤ山のふも

花びん

とカピラバスト王春の太子として生
﹇花瓶﹈︵名︶1

れた︒

かびん

どがきれいに並んでみた︒
﹇▽きりかぶ

︽ ー セ ・ーセル︾

﹇被﹈︵下一︶2

カプセル

じめ︑鉢・びん・花びん・水さしな

を見せてもらった︒皿・コップをは

ちん
十一伽1 蹄りがけに事務所の陳列棚

かぶ

かぶせる

かぶ︒せる

六473 一匹デ三四千粒モ産ムトイフ
ガ︑産ンデシマフト︑其ノ上二砂ヤ
﹁あ＼︑さ う だ ︒ ﹂ と 言 っ て ︑

小石ヲカブセル︒
七898

マリーはおばあさんのづきんを取つ
て︑兵士の頭にかぶせました︒

かぶと ﹇兜﹈︵名︶7 かぶと←よろ
いかぶと

397
かべぎわ一かまくら

の役目をしたこともあった︒

十一793 それで金属を用ひることを
思ひつき︑形の上に種々の工夫をこ
らして︑遂に今のやうな貨幣を造つ
たのである︒

十一794 かうして出來た貨幣は極め
て使用に便利ではあるが︑尚場合に
よっては持運びに不便なので︑更に
貨幣の代りになる紙幣といふ物を案
出した︒

︿略﹀︑更に貨幣の代りにな

る紙幣といふ物を案出した︒

十一796

十一797 今では世界各國︑貨幣・紙
﹇壁際﹈︵名︶1

壁際

幣を用ひない國はないのである︒
かべぎわ

十﹁999 燈が書きると翌朝すぐ手に

かぼ

取れるやうに︑まくらもとの壁際に
置く︒

﹇南瓜棚﹈︵名︶1

︿略﹀︑おちいさんはかぼちや

かぼちゃだな
ちや棚
七946

カマ

ハウチヤウ

︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

ゴトクモ鐵デス︒
ナベ

八607図

にいさんは﹁此の後にかま

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒

十悩4園
がある︒其虚から熱い湯を管で各室

かま

窯5よう

へ送って︑︿略﹀︒﹂と教へて下さつ

いも

ちやうどかまを明けたところ

﹇窯﹈︵名︶11

た︒

へ

カしカま

かま
あ

五382

次に其の小屋のそばへ土と石

で︑白いけむりが立ってるました︒

八305

かまはさしわたしが一二ぐら

でかまをつく︒

八306

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑前には
三尺に一尺程のかま口を造り︑後の
方に煙出の口を明けるのである︒

さて山の木をきり倒して︑四

けるのを待ってるた︒

胸ををどらせながら窯のまは
彼はふるへる足をふみしめて

りをぐるく廻った︒

十487
十489

窯をあけにか＼つた︒

喜三右衛門は︑一つ又一つと

窯から皿を出してみたが︑不意に

十491

窯の周園には︑八九人の職

﹁これだ︒﹂と大野をあげた︒

十一慨10

工が汗を流して働いてみる︒

かま 鎌←かた

信作が落ちたのにかまはず

かま・う ﹇構⁝﹈︵五︶2 かまふ ︽一

八115園

ハ︾

︽i

泣くのもかまはず力まかせ

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

︿略﹀︒

構ふ

ひでよし

﹇構﹈︵下二︶1

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八381園

かま・う

へ︾﹇▽おもいかまう

は

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

び

十一237図待ちまうけたる秀吉は︑

構5か日ろが

を構へ︑諸將を配置して防備をさを

﹇構﹈︵名︶1

さ生なし︒

まえす

かまえ

せいの高い私の目にも︑

﹇鎌﹈︵名︶6
かまやり

かま

四747

くはやかまを持ってたんぼへ

まだお日様が見えない中から︑

十761囲北の方の山のすそには︑松
しやうとく
林を後にして右に昌徳宮︑左に景

福宮の壮大な構がある︒

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

九199

かまきり ﹇蟷螂﹈︵名︶一 カマキリ

父は腰から鎌をぬきながら︑ かまえる ﹇▽まちかまえる

鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ

行きました︒

七503
マス︒

十395

︿略﹀︑たき火のそばの切りかぶに腰

五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ

八313

つしりとかまの中に立て並べ︑よく

を下し︑鎌をとぎにか＼つた︒
︿略﹀︑たき火のそばの切りか

八309

かまはさしわたしが一丈ぐら

やがて父は︑鎌を手にして雑かまぐち ﹇窯口﹈︵名︶2 かま口
木のやぶへはいって行った︒

十414

ぶに腰を下し︑鎌をとぎにか＼つた︒

十399

もえるやうに其の上下にそだを置き︑
又其の上にねったかま土を置いて︑

さうして煙出から出る煙の色

尺程のかま口を造り︑後の

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑前には

三尺に

次にかまロから火をつけて︑

方に煙出の口を明けるのである︒

四五日の間︑中の木をむし焼にする︒

八316

十二目8

第七課

鎌倉

かまくら ﹇鎌倉﹈︹課名︺2 鎌倉

なたや鎌などでつる草を彿
ひ︑下枝を伐落して行くと︑︿略V︒

十一388

上ニコロガレ︒

ツテ︑ガマノホヲシイテ︑ソノ

四198園早ク川へ行ツテ︑シボ
ケノナイ水デカラダヲアラ

さうして手當り次第に︑何でがま ﹇蒲﹈︵名︶一 ガマ

もひつつかんで行っては窯の中へ投

十4710

上るのである︒

消粉をかけて消せば︑かた炭が出來

けしこ

で焼加減を見て︑かまの外へ引出し︑

八318

棚につっかい棒を入れたり︑菊の鉢
か

打固める︒

﹇南瓜畑﹈︵名︶1

を軒下に運んだりされた︒
かぼちゃばたけ

たついでに︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

ぼちや畠
な す
九998 おかあさんと茄子をもぎに出

︿略﹀︒

カマ
かま ﹇釜﹈︵名︶3 カマ かま 釜

込んだ︒

離れないで︑もどかしさうに夜の明

六117囹飯ヲタクカマモ︑物ヲニル 十484 其の夜喜三右衛門は窯の前を

←おおがま
ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル

かまくら一かみさま

398

かまくら

十二249 第七課 鎌倉

これが萬じ ゅ の 姫 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
かまく ら

かまくら ﹇鎌倉﹈︹地名︺7 鎌倉 鎌
倉
六572

うばをつれて︑鎌倉をさして上りま
した︒

なれない道を一月あまりも歩きつ窟

六574 二人は野をすぎ︑山をこえ︑

けて︑やうく鎌倉に着きました︒
七196 鎌倉へは海陸ともに攻めこむ
すきがありません︒

七218 義貞は之を見て︑﹁ものども
進め︒﹂と︑其の遠干がたを眞一文
字に鎌倉さして攻めこみました︒

七224 鎌倉は一面火の海になって︑
賊の大將高這以下北條方は︑此の火
の中にはろびてしまひました︒

ふ時は︑︿略﹀︒

十689園 唯今にも鎌倉の御大事とい

五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ
つしりとかまの中に立て並べ︑よく

す︒

六847

此のまこころが神のおぼしめ

五人の騎手は神に勝利をいの

一夜大半

しにかなったのであらう︑

みる︒

八262

たになり︑︿略﹀︒

十塒1 ︿略﹀︑どれを見てもどれを見

ても︑ 一枝髪にさしてみたい︒

ひげ
十二738園︿略﹀︑此の白い髪や髭を

お思ひになりさうなものだのに︑

御覧になったら︑姉上もお氣の毒と

︿略V︒

神風

神風

第二十一

第二十一

六795

六目9

あの社長さんはもと上方の

これは親孝行のほうびに︑

せうらん

神々がさづけられたにちがひない︒

五555囹

かみがみ ﹇神神﹈︵名︶2 神々

つたさうだ︒

は︑ちやうどお前と同じ十二の年だ

人で︑此の町へ始めて奉公に來たの

九513園

われ皇子の御身代りとな かみがた ﹇上方﹈︵名︶1 上方

まつって︑其の前で︑此の後は決し

し︒

﹇紙﹈︵名︶4

紙←おてがみ・

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

九112図園

て人の首を取らぬとちかひました︒

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に かみかぜ ﹇神風﹈︹課目︺2 神風

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

八77

風雨がおこって︑海はわきかへった︒

ゑもん

窯場

もえるやうに其の上下にそだを置き︑

さ

う

又其の上にねったかま土を置いて︑

き

かまば
﹇窯場﹈︵名︶4 窯場

打固める︒

かまば
かまば

窯場から出て來た喜三右衛門

は︑縁先に腰を下して︑つかれた膿

十444

喜三右衛門は鯨りの美しさに

を休めた︒

十453
うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︑

或日の夕方︑喜三右衛門はあ

又窯場の方へとって返した︒

十476

かみ

がみ

十一152

來ず︑人のかげごとばかりいふ石田

七988圏神々も照覧あれ︑戦一つ出

ぐん

かみきたぐん ﹇▽あおもりけんかみきた

ぬ︒

めとは︑此の清正一生中直りは致さ

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

す︒

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

十二備10図彼の眺め入りしは絶にあ

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

コノ神檬ハサキホドオ通

四187 コノ神童モ︑﹁ナゼナク
ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ

方デス︒

リニナツタ神様ガタノ弟ノ

四182

十二擢10図初め彼は紙に炭素を塗り かみさま ﹇神様﹈︵名︶！0 神様

には︑木のシャベルと炭を用ひた︒

かったから︑家で算術の練習をする

十一976

鉛筆や紙も自由には買へな

年の終におまとめになるのださうで

のぶ子さんは︑成績物が返

てがみ・ひとをまねくてがみ・よしの

朝日のさわやかな光が︑木立 おんてがみ・からかみ・つつみがみ・

わたゴしく窯場から走り出た︒

十4810

がまん

いや︑こ＼ががまんのし

﹇我慢﹈︵名︶1

をもれて窯場にさし込んだ︒
がまん

どころだ︒

十一861園

神←あまてらす

﹇守﹈﹇▽えちぜんのかみ・おおお

﹇神﹈︵名︶6

神のみ
われら國民七千萬

大日本︑大日本︑

おぼしめされ

れたる竹なりしなり︒

タ︒

五423尊はかみをといて︑女のすが 四193 スルト神巫ハ﹁︿略﹀︒﹂ト

がみ

われら かみ ∩髪﹈︵名︶3 かみ 髪﹇▽たて
おやともしたひてお仕へ申

天皇陛下を神ともあ

大日本︑大日本︑

わが子のやうに

すゑの天皇陛下

五13圃

ま・おおくにぬしのかみ・おおみかみ

おおみかみ・うじがみ・うじがみさ

かみ

かえちぜんのかみ

かみ

十708図 頃しも鎌倉より︑勢そろへ かみ ﹇上﹈←かわかみ・そのかみ
の沙汰俄に半々に傳はりぬ︒

宮
こ

かまくらぐう ﹇鎌倉宮﹈︵名︶1 鎌倉

み

十二273図圏 鎌倉宮にまうでては︑
書きせぬ親王のみうらみに︑ 悲
憤の涙わきぬべし︒

を

かまくらぜめ ﹇鎌倉攻﹈︹逸名︺2 鎌
倉攻

ふぎ︑

國民七千萬は

五21圏

る︒

かま土

七目7 第六 鎌倉攻
﹇窯土﹈︵名︶1

七184 第六 鎌倉攻
かまつち

八315 さて山の木をきり倒して︑四

399
かみさまがた一かもじんじゃ

ヲシヘテ下サイマシタ︒

四661 しばらく目をつぶって︑

神様にいのってから目をひら
いて見ると︑今度は扇が少し
おちついて見えます︒
あまてらすおほみかみ

五77 天照大神の弟の方に︑すさ
のをのみことと申す神亀がございま
した︒

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

四183

きて︑﹁うらしまさん︑

このあひ

だはありがたうございました︒

コノ神様ハサキホド貫通かみなりさま ﹇雷様﹈︵名︶1 かみな
りさま

︿略﹀︑かめはだんだん海

つきました︒

海の上へ出てきました︒

三453 うらしまは玉手箱をもら
つて︑又かめのせ中にのって︑

くりゆうぐうへ

の中へはいっていって︑まもな

三422

めにのると︑︿略﹀︒

うらしまがよろこんでか

︿略﹀︒﹂といひました︒

かみなりさまを下にきく︑ふ

し︑

神代此
國の光がかがやき

負けたことなく︑

五24圏大日本︑大日本︑

ム・ーン︾

馬はどれも皆張りきって︑く

なか

つ

豊前の中津から南へ三里︑

ぶぜん

十二悩1

頭をふり上げたりしながら︑︿略﹀︒

つわをかんだり︑前がきをしたり︑

二面2

と引いて行きます︒

み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

うちよせて來る波は︑岩をか

身をもって國難に代らうと︑おいの

りになった︒

第十八

第十八

賀茂川

賀茂川

かもがわ ﹇賀茂川﹈︹課名︺2 賀茂川

六目6

六692

賀茂川

も

京都を北から南へ流れてみる

か も
かもがわ ﹇賀茂川﹈︹地名︺4 賀茂川

か

六693

賀茂川には橋がたくさんかけ

川を賀茂川といひます︒

てあります︒

六711

賀茂川は水が多くないので︑

六71図賀茂川

船は通りませんが︑其の代りに水が

六735

いたってきれいで︑染物にむいてゐ

ます︒

︿略V︑大きなかめが出て 茂神社

をかつて︑海へはなしてやり
ました︒

三414

六841

まさる︒
かめやまじょうごう ﹇亀山上皇﹈︹人
かめ
か・む ﹇噛﹈︵五︶3 かむ ︽ーミ・一
名︺1 亀山上皇
かめ
おそれ多くも亀山上皇は︑御

月日とともに︑

の方一度もてきに

三422

三807間あたまを雲の上に出
﹇噛付回﹈︵五︶一

四方の山を見おろして︑

︽ーリ︾

リニナツタ神檬ガタノ弟ノ
方デス︒

カミツキマハル

かみつぎ嵐わ・る

馬も誠に從順で︑けたりか

神代此の方

一526 キジハツツツキマハリ︑サ
じは日本一の山︒
ルハヒツカキマハリ︑イヌバカ
かみよこのかた ﹇神代此方﹈︵名︶1
ミツキマハリマス︒

ません︒

﹇上手﹈︵名︶3

上手にも水門があるので︑船

瀧の上手にかけた石橋を渡り︑ 六197

上手

みづいたりするやうな事は決してし

十175囲

︽ーイ︾

八336 昔朝鮮に一人の婦人があって︑かみつ・く ﹇噛付﹈︵五︶1 かみつく
晩神檬にいのってゐました︒

何山の何所へ行けば︑望のものをさ

八338 すると雷干ゆめの中に︑明日
づけてやるといふ神檬のお告があり
かみて

︿略﹀︒

九309

十338

ました︒

がおさづけ下さったのはこれに違ひ

る︒

は次の箱の中へはいる︒

十3310

激流岩をかむ山窟川を右に見て︑川
かめ

沿の道をたどって行くと︑︿略﹀︒

﹇亀﹈︵名︶6

まへて︑おもちゃにしてるます︒

三403 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか

かめ

と︑上手の水門が開いて︑船

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

八345 婦入は︑これは珍しい︑神様
ないと思って︑︿略﹀︒

九914園 く略V︑ジュノーといふ神語
がそれをねたんで︑とうとうカリス
トを熊にしてしまひました︒

ソノ大キナカホ宇治ノ

九922園 ところがめぐみ深いジュピ かみなり ﹇雷﹈︵名︶4 カミナリ 雷

二76一

ヤウニアカク︑イビキハカミナ

ターといふ神様が︑それを見て︑
︿略﹀︑すぐに親子 の 者 を 天 へ 連 れ て

月と日と雷が同じ宿屋にとま

雷はかんしんして︑﹁あ＼︑

月と日が居りません︒

六448

月日の立つのは早いものだ︒自分は
夕立にしよう︒﹂

かもじんじゃ ﹇賀茂神社﹈︵名︶1 賀

六446 朝︑雷が目をさまして見ると︑ 三407 うらしまはかはいさうに
おもって︑子どもからそのかめ

りました︒

六唱5

リノヤウデシタ︒

へ神様ガタガオ通

神様

いって︑大熊座と小熊座になさった

ソコ

﹇神様方﹈︵名︶2

のださうです︒

かみさまがた
ガタ

四167

リガカリニナツテ︑﹁ナゼナク
ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ
タ︒

六71図 賀茂神社

かやうなるべし︒﹂と︑夜中に書師

買ふ人の無智に乗じて安い

のしたる様をまねて見するに︑︿略﹀︒

十二231

﹇殻﹈︵名︶6

から

カラ 殻←かい

ガイキマス︒

マトヒノアトカラポンプ

ガイキマス︒

一335

から

三576ニハノモモノ木ノネモ

エリドメ

モノダトオモヒマシタ︒
指輪や襟留ナドニハメル美シ

から

イ眞珠ハ︑此ノ貝ノカラノ中立アル

七825

ノデアル︒

九57圏實の中にはかたい殻があっ

から

から3おとう

し9みの殻を取出し︑細かに打ちく
カラ

の水を通はせることは到底出來ぬ事

︵格助︶鰯

だく︒

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通から

であった︒

十566

Q圃ドコカラキタノカ︑

カヘツテキマス︒

ニー65人ガボツボツタンボカラ

コガウマレマシタQ

一466︿略﹀︑モモガニツニワレ
テ︑ナ獄屋ラオホキナヲトコノ

がら

トカラ︑カラヲキ自暴ミガハ

名︺1 賀茂眞淵先生

か も まぶち

かもまぶちせんせい ﹇賀茂真淵﹈︹人

ヒ上ツテキマス︒

まぶち

品を高く士買付け︑見本には精良な品

も

十一713囹 あなたがよく會ひたいと
を使って︑實際の注文に干しては粗

か

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

トマツテ︑カラヲヌギハジメマ

三58ーチヤウド私ノ目ノ前デ

︽ーッ・

コノ大キナモノガ︑ヨク

悪なものを送るやうな事は︑人とし

かもめ
シタ︒

通ふ

アノカラノ中平脈イツテヰタ

損益の嵩から見ても︑かやうな仕方

﹇通﹈︵五︶4

私も子どもの時には︑毎日

場で遊んだり︑此の講堂でお話を聞

此の三校へ通って︑︿略﹀︑あの運動

七525園

ーハ・ーフ︾

かよ・う

績することが出來ないから︑︑︿略V︒

三59一

て爲すべからざる事である︒矢軍に

﹇鵬﹈︵名︶2

懐かしき

は唯一時の利益を得るに止って︑永

先程御見えになりました︒
かもめ

七97 おとうさんにうかゴったら︑
かもめだとおっしゃった︒

かや

船は今静かに 鋸 る ︑

十二櫨9図圃 かもめ飛ぶ海をすべり
て︑

﹇茅﹈︵名︶1

故郷の港︒

かや

やでふいてある︒

六鵬3圏 一切白木造で︑お屋根はか

︽iキ︾

て︑其の内がはに白い肉のやうなも
いたり致しました︒
かやく ﹇火薬﹈︵名︶1 火藥
ばく
のがあります︒
九3610図 レマン將軍も︑火藥の馬肥 十317 ︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平
ちつ
かな掘割を造って︑太平・大西両洋
九1310図 物置の前なるあき箱より︑
によりて起れるガスの爲に窒息し居
たるを︑︿略﹀︒

かゆし

とからあにへ・おりから・けいじょう

︿略﹀︑かゆき所をかくこと

﹇痒﹈︵形︶1

つて食物を取るやうに馴らして︑其

八282図

かゆし

も出來ず︑いたき所をさすることも

R齪ドコカラキタノカ︑

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

一一

黶@ヨイオヂイサンガソコヲ

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

一一

黶@ソノウスデ米ヲツキマ

デマシタ︒

ホツテミマスト︑土ノ中力ラ︑
オカネヤタカラモノガタクサン

一一

コレカラユビノクミカ

カゴから・しゅじんからこぞうへ・

ナカツタリスレバ︑ワタクシハ

カラデス︒

レカラデス︒

二687テフテフガマフノモコ

レカラデス︒

二686ナノ花ガサクノモコ

サクラガサクノハコ．レ

がそれを馬に引かせて︑七二三野車

にゅうえいしたあにから・パリーか

ハシゴノアトカラマトヒ

二684

アナタカラハナレマス︒
ら・とうきょうからあおもりまで・と
から ﹇空﹈︵名︶2 カラ 空
ニ
カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑ うげからまちへ・ニューヨークから・
ホ

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク

ら・ベルダンから・ベルリンから・み

一33一

毎朝引いて出た荷が︑夕方 るから・ロンドンから
には必ず空になるといふ今宮︒

九552園

ノラシイ︒

ヤ

六327

ジュネーブから・それから・ちちか

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

二586︿略﹀︑日や月ガデテヰ

ヤツテゴランナサイ︒

タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ

U囹

カネヤタカラモノガデマシタ︒

スト︑ウスノ中力ラ︑マタオ

一［

一［

の通ふ道まで運んで行きます︒

炭車が一ぽいになると︑馬方 これから・サンフランシスコから・シ

のともから・こぞうからしゅじんへ・

火曜

十845

の修業を利用するのである︒

﹇火曜﹈︵名︶1

﹇▽おんかよい な さ る ・ が っ こ う

出來ざるべし︒

がよい

かよい

かよう

かやう

五148 四月二十四日 火曜 晴
﹇斯様﹈︵形状︶3

十687園 かやうに落ちぶれてはみる

かよう

も の の ︑ 御 ら ん 下 さい︑︿略﹀︒

向ひて︑﹁今日かき給はん鶴の姿は

十一475西園 夜明けて住持︑旧師に

Q2

Q3

S3

S6

T6

かもまぶちせんせい一から

400

401
から一から

のがあります︒

ニナツテヰマス︒

見マスト︑モウリツパ日量ミ

三587スコシタツテカラ又來テ

たくさんとってからくらべてみ

又とりはじめて︑二人は

ました︒

三227

ヒ上ツテキマス︒

ムカシ大江山ニシユテン 三213︿略﹀︑下のはうからかさ 三576ニハノモモノ木ノネモ
トカラ︑カラヲキタセミガハ
かさいはせてかけ上ってくるも

ドウジトイフワルモノガヰマ

二717
シタ︒山力ラ出テ︑モノヲトツ
タリ︑︿略V︒

二73一 ソコデ天子サマカラ︑ラ
イクワウトイフツヨイ大シヤウ
ニ︑シユテンドウジヲタイヂセ

ソコデカウモリハシカタ
ナシニ︑︿略V︑クラクナツテカ

三768

ろにかけてあります︒

三255 むぐらもちでもとほつた
三
7
03 たんすやつづらから着物
を出して︑風通しのよいとこ
やうに︑土がところどころもち
上ってゐます︒そこから竹の子

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒

三14テフテフハ花力ラ花へ

三321天歩﹀︒﹂と村の人から

が出るのです︒

ヒラヒラトマヒ︑ハチハセツセ
トミッヲァッメテヰマス︒

三22︿略﹀︑ムギ畠ノ上目ハア
サハヤクカラヒバリガサヘヅ
ツテヰマス︒

三 4 3 又 一 シ キリキテキガナツ
テ︑エントツカラムクムクトマ

しまはたちまち白がのおちい

と︑︿略﹀︒

がして來ますので︑見上げます

トモダチトムカフノ山へ上り

マシタ︒

なま土

ふんで︑今日も朝からせい

四107圃風に吹かれて︑

︿略﹀︑とだなからうでた

出すおや子︒

四238

くりをおぼんに一ぽい持って

えんさきのさざんくわに︑

來て下さいました︒

目白が二は來てるて︑枝から

四247

枝へとんでゐます︒

た︒

たび人のぐわいたうをぬ

勝太郎︑東京のをぢさん

からお前の所へゑはがきが

四523園

あせり出しました︒

四504これから友一はだんだん

お手玉が出ました︒

四416 たんすをうこかすと︑其
のうしろから物さしと花子の

な光をおくりました︒

さしいかほを出して︑あたたか

四396

日は雲のあひだからや

きめて︑先づ風からはじめまし

がせた方が勝といふことに

四388

いはれるほど︑いつもきげんよ
ラ空ヲトビマハルヤウニナツ
四265私どもの町でも︑この
タトイヒマス︒
くうたをうたふちいさんです︒
あひだから電とうがつくやう
三331︿略﹀︑そのにぎやかな中 三778 えんがはには︑夕方から
になりました︒
から︑ ﹁︿略﹀︒﹂ 五一ちいさんの
四
3
68 モズハ小サノーガ︑マケヌ
い
も
や
だ
ん
ご
を
つ
く
ゑ
に
の
せ
うたふこゑがきこえます︒
て︑お月さまにそなへてありま
氣ノ鳥デスカラ︑高イ所力ラ
三406 うらしまはかはいさうに す︒
トンデ來ガケニ︑フクロフノ
おもって︑子どもからそのかめ
三782今日私が川の土手から カホヲケツテ︑︿略﹀︒

とって來たすすきも︑花いけ

二三日マへカラメンドリ

ツクロナケムリが出マス︒

をかつて︑海へはなしてやり

にさしてそなへてあります︒

三53

ました︒

ガスニツキマシタ︒
三74 ︿略﹀︑オヤドリノムネノ

三787だれか川上の方で︑さ
三412

それから二三日たって︑

トコロカラ︑ヒヨコが小サナア

さんになってしまひました︒

タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ
︿略﹀︒
きほどからふえを吹いてゐま
テヰマシタ︒
三465あけると︑箱の中から す︒
三102私ハガクカウカラカヘツ 白いけむりがぱっと出て︑うら
三838 どこからかよいにほひ

テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ

かは 三497 キヨネンデキ上ツタ新道

ミデス︒

うちの子ねこは

四12 うちがみさまの森で︑あ
さからたいこのおとがします︒

三118圏

ハ︑村ヲ東力ラ西へ︑マッス

四86學校ノ式ガスンデカラ︑

さんが來ましたので︑︿略﹀︒

うちからおとよさんと太郎

おひるすぎに︑をばさんの

いい子ねこ︑ ︿略﹀︑ まりとざ

一しやうけん

四16

ました︒

めいになって︑毎日字をならひ

三571 それからは

グニツキヌイテヰマス︒

お花はがくかうからかへ

れては えんからおちる︒

三122

ると︑︿略﹀︑おかあさんのおて
つだひをします︒

から一から

402

來ました︒

山斗のものが﹁日は

︿略﹀︑今日から此の級へは
氣がさっぱりしてみて︑二一二

いづも

ある時︑出雲の國のひの川の

五132

今日から日記をつけることに
學校からかへって見ると︑廣

しました︒

五131

ら箸が流れて來ました︒

はし

はたをお通りになりますと︑川上か

五8！

なりました︒

日たつと︑前からの友だちのやうに

五52

いる方です︒

四747せいの高い私の目にも︑ 五41園
まだお日様が見えない中から︑

くはやかまを持ってたんぼへ

四537囹
山から出て︑山へはいる︒﹂と
行きました︒

今の村長さんのおとう

さんもおとなしい人で︑小さい
時からよくはたらきました︒

四761

いへば︑︿略﹀︒

四541囹 ︿略﹀︑島國のものが
﹁いや︑海から出て︑海へはい
る︒﹂といってあらそひます︒

四775此の人は小さい時から

い人でした︒

四544園 そこへ宿屋のていしゅ 四聡6 今の村長さんも子ども
の時からすなほで︑なさけぶか
が以て︑﹁へええ︑日は屋根か

ら出て︑屋根へはいるもので
はございませんか︒﹂

ひるのごはんをたべて

朝︑おさらひをすましてから︑

田君からゑはがきが來てるました︒

五142

ぼちが昨日から病氣で︑ごは

春子とつくしをつみに行きました︒

五151

んをたべませんので︑學校に居ても

から注文をうけては︑小ぞうさんた

五245 ︿略﹀︑番頭さんたちは︑お客

ちにさしづをしてゐます︒

小ぞうさんたちは︑土ざうか

らいろくな反物や帯地をかついで

五247

ガントオナジク︑ワタリ鳥デ︑

來て︑お客の前につみ上げます︒

五265

アタ・カニナツテ︑ガンが北ノ國へ

せまい中庭から︑屋根の上に

カヘルコロ︑南ノ國力ラワタツテ來

マス︒

五342

頭を出してみるひよう松は︑葉がほ

こりだらけでした︒

とこの中からおき㌧すると︑︿略V︒

五351 ﹁おかあさん︑お天氣は︒﹂と︑

大平橋を渡ってから左へをれ

のお話をして下さいましてから︑た

先生が拝殿にかけてある給馬

ゑ ま

て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま

五377

した︒

んぼの小道へ出て︑三時ごろ學校へ

五407
夕方から雨がふり出しました︒

しんぽいでしたが︑︿略﹀︒

五161

かへりました︒

たころからは︑遊事にも︑兄

五224

美しいびらで︑一月も前から

子を日本武尊と申し上げることにな

昨日からうちの慧が上りはじ

りました︒

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所力

めました︒

五468

五511

くテ海へ行キマス︒

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

カウシテ流レル水ハ︑ミゾカ

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

︿略﹀︑いよく今日からはじ
まりました︒

五522

よく今日からはじまりました︒

廣告してみた島屋の大費出しは︑い

五223

七級まである︒

五203園此の勲章には功一級から功 五455 これから後やまとをぐなの皇

こロつ

學校からかへって︑新しい筆

﹁︿略﹀︒せきはあれにしま

で書き方のおけいこをしました︒

五163

八年目にめでたくのぞみをと

四967 二人はすかさずうち取つ
て︑︿略V︑父がうたれてから十

ふりまはし︑︿略V︒

が弓をひけば︑弟はたちを

四915九つとなり︑七つとなつ

︿略V︒

から︑へいえいを見せてもらひ︑

四836

れてから村へはいりました︒

んぽりとして居まして︑日がく

田君からゑはがきが來てるました︒
四563圃山の中からころげ出て︑ いたづらもので︑︿略﹀︒
四787私の下で︑長い崩しよ 五132 照校からかへって見ると︑廣
人にふまれたかしのみが︑

私ハ昨日大工サンカラ

しひを見上げてかういった︒

四606
木ノキレヲタクサンモラツテ︑
︿略﹀︒

四614 屋島のたたかひに︑︿略﹀︑

へいけ方から舟を一そうこぎ
出して來ました︒

四661しばらく目をつぶって︑
神様にいのってから目をひら
いて見ると︑︿略V︒

四682たいそうよくなれて︑私
の手からゑをたべるほどに

げました︒

す︒﹂といって︑此の間からあいて

五35

四726園 ㎝本杉のふところから
お月様がお上りになった︒

いたせきをおさしになりました︒

なって居ました︒

四744私は東の村の今の村

き
二かいのまどに萬國旗がつる
してあって︑おくの方からたえずち

五232
で︑今度遠い所から來て︑今日から

くおんきの音が聞えて來ます︒

此の方は中村さんといふ人

長さんのおちいさんやおばあ
さんを其のわかい時から知つ

此の級へはいる方です

五41圏

て居ました︒

403
から一から

五523

︿略﹀︑小川力ラ大河へ︑流レ

くテ海へ行キマス︒

なって︑庄屋は方々の村へ用水池を
見に出た︒

五櫃2此の停車場から︑毎日七八千
たいわん

人つつの人が乗降りします︒

いよく其の年になって︑庄 六55囹 毫湾の新高山さ︒これは一
万三千尺からある︒

或晩人ガネシヅマツテカラ︑

す︒

︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

る歩兵の音吉君と二人で町を見物し

六397園昨日はとなり村から重てゐ

た︒

になって來てるるのは私一人だけな

六404囲

のだ︒

兵舎のあり場所もちがふので︑めつ

五人も出てみるが︑兵種がちがふと︑

者を敵の後へまはらせて︑雨方から

ら︑高い木の上をとびまはって適い
てるる︒

蟻は虎の指のまたからくゴつ
て︑仲間の者にあひつをしました︒

六302

嫁きらはず食ひつきました︑頭のて

六307さうして虎の目・鼻・耳・口︑
つぺんから尾のさきまで︑からだ中
テン

すき間もなく︒

自楽車が後力ラ來テ︑カケヌ
ケテ行ッタ︒

六333

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場
くまで

敵は船の中から熊手を出して︑

へ急グノデアラウ︒

六355

義纒のかぶとに引っかけようとしま

六621

どの町村からも︑歩兵が一

十二月十五日

兄から

千

其ノワケハ︑川デ卵力ラカヘ

大キクナツタ鮭ハ︑秋力ラ冬

大キクナツタ連唱︑秋カラ冬

翌年ノ春嵐ナツテ︑卵力ラカ

義仲からは折りかへし返事が

萬じゅがかけよって︑らうの

萬じゅはとびらのすきから手

か︒﹂と︑らうの中から申しました︒

とびらに手をかけますと︑﹁たれ

六618

あって︑︿略﹀︒

六553

ヘツ正心ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六477

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六461

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六461

ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

六457

太どの

六433團

は私一人だ︒

六416囲︿略﹀︑ふしぎと私の村から

村からは私一人だ︒

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

六414團

たに一しょになることはない︒

サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ

六121園其ノ外︑釘や針ノヤウナ小 六411囲︿略﹀︑私を入れて村からは

ガ︑ジマン話ヲシAロヒマシタ︒

金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン

方々から人夫をやとって來て︑ 六92

六月の田植時から七月・八月

爾方からおしよせて︑ちんの

ウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

間がわっか三町ばかりになりました︒

義家はせ中のうつぼから︑か 六234

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

五796

にかけて︑水はありあまった︒

五757

のふところがら出した︒

其の賃鏡をみんな庄屋が自分

もう一度土手をつきなほした︒

五744

屋は普請方をよそからっれて來た︒

ふしんかた

五532 山から薪を取って重て︑それ 五708
︿略﹀︑石の中から酒ににた物

を費って︑くらしを立ててゐました︒
五543
がわいてるます︒

ら

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ

五545 喜んで︑それからは毎日其の 五747
ました︒

な

五553 いっか此の事が天皇のお耳に
ぎやうかう

入りまして︑わざく奈良の都から
美濃の國へ行幸になりました︒

一度にどっとときのこゑをあげさせ

九月にはいっては雨つゴき 六237 ︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の

でしたが︑四日の日は朝からひどい

五845國

雨で︑夕方から風もはげしくなりま

︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

の三つを︑昔から日本三景と申しま

五564

す︒

ました︒

えませんでしたが︑町は大てい水に

こんな寒い日にも︑朝早くか

した︒

つかって︑︿略﹀︒

六272

五846国

くなりました︒

︿略﹀︑夕方から風もはげし

ますが︑多くは舟に乗って︑島の間

五571 あたりの高い所からもながめ
を通って見物します ︒

く略V︑二階のまどからのぞ
いて見ますと︑水が表の通をさっと

五858團

洗ひました︒

五604圃 森も小山も下に見て︑ 向
ふの田から大空の 雲までとゴく弓

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

かぼか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

五871国

のなり︒

れまでが半道で︑あれから町まで一

五642園 あれは神明檬の森だが︑あ
里ある︒

すそに︑大きな用水池があって︑其

五668園此の村には︑向ふの杉山の 五877囲 仕合はせに水はそれからふ
所から水を引くからだ︒

つきあふな︒

ててにげるやうな者には︑これから

五998囹あぶない時に︑友だちをす

くしてるた︒

五674園 來年あたりから掘ることに 五991華華は木の上から見て︑びく 六338 ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑
なってみる︒

前に︑︿略VQ

五688 ところが︑今から百二三十年
五704 着手は來年からといふことに

から一から

404

を入れて︑﹁おなつかしや︑母様︒

だ一度も外國から攻められたことは

へ出て︑二三日見物して編られるさ

六価7連勝御門の前でうやうやしく拝

うです︒

それからこ㌧に六百飴年︑ま

ない︒

六856

算してから︑神殿の御もやうを拝し

これから後 萬 じ ゅ は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

木曽の萬じゅでござ い ま す ︒ ﹂

だ一度も外國から攻められたことは

六631

折々らう屋をたつねては︑母をなぐ

ふたみが

た︒

浦を見に行って︑おみやげに貝細工

ロつにり

六柳6国参事をすましてから︑二見

父から 千太

不意に白い鳥がもやの中から

三月十九日

を買った︒

どの

︿略V︑賊が城の門まで攻上る 六佃3国

七96

舟で來た人も︑をかから來た

ごくらくじ

ます︒

﹁極意寺坂の味方があやふう

から︑大きなのをよったのでござい

武人は昔から之を愛養して︑

いざといふ時には︑それに乗って出

七267

かけた︒

入したので︑大いに改良されて︑い

七279 ︿略﹀︑近年外事から種馬を輸

大連へ湿てから︑もうかれ

たる所に良馬を見るやうになった︒

七353囲

これ七八十日︑町のもやうも大分わ

船で來れば︑神戸から重書

かつて來ました︒

じ

夜︑門司からは二期夜で聖地へ着き

も

七373團

船で穿れば︑神戸から三書

ますが︑︿略V︒

じ

夜︑門司からは二身夜で當地へ着き

も

七374團

ますが︑︿略﹀︒

船から陸あげした荷物は︑

すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ

七385国

︿略﹀︒

七164團此の蛤は私どもの拾った中 七384国船から陸あげした荷物は︑

れない程みる︒

人も入りまじって︑何百人か敷へき

七134

とび立つた︒

と︑城のやぐらから大きな石を投落

た︒

六917

賊が之を聞いて︑くやしがつ

或朝︑夜明頃︑城中からうつ

七186

ンへでも北京へでも送ることが出來

賊が四方から之を目がけてお

ございます︒﹂といふ使の後から︑

六952

聞けば今朝から五里の山道を︑

ます︒

い︒

信玄の家來は之を見て︑後か

第六回目にいたって︑信玄か

らやりで謙信をついたが︑あたらな

七452

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

七428

﹁大音も討死されました︒﹂といふ使

義貞は馬から下りてかぶとを
此のおばあさんにむすこが一
人あるのださうだがずっと前から南

七248

ぬぎ︑はるみ＼と海上を秤しました︒

七198

しょせると︑城から大石を四五十︑
︿略V︑城から大石を四五十︑

が來たが︑︿略﹀︒

された︒

六967

ら謙信へ︑﹁︿略V︒︿略﹀︑勝つた方

七458

のものが川中島を取ることにして

茶屋から二三町行った所の右

アメリカへ行ってみるといふことだ︒

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな
つか

職をはじめてから十二年︑

今に勝負がきまらない︒

七461囹

は︒﹂と申しこんだ︒

で︑生れた日からすぐ歩く︒

七259

馬はたいそう元氣のよい動物

塚がある︒

︿略V︑はじめ百萬騎といった 七252

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑前

六976

谷そこへどうと落ちた︒

橋はまん中からもえ切れて︑

一度に落したので︑又何百人かころ

六952

一度に落したので︑︿略﹀︒

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

六946

上から大木を落させた︒

て攻めよせると︑正成は高いがけの

六941

ちまち五六千人も死んだ︒

賊は坂からころげ落ちて︑た

して︑賊のさわぐ所をさんざんに射

六915

からあった︒

大きなのにおどろいた︒たけは一理

見せ物小屋で象を見た︒先づ

ない︒

も

六861

さめて居りました︒

もかんしんして︑石のらうから唐糸

六636 親を思ふ孝子の心には︑頼朝
を出して︑食じゆに渡しました︒

六648 町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二
大キナ磁石ライタぐイタ︒
か

六693 京都を北から南へ流れてみる
川を賀茂川といひます︒

六717 川の西は水のすぐそばから︑
すき間もなく家が立ちならんでゐま
す︒

六722 東の方は此の橋のたもとから︑
川にそって電車が出ます︒

六723 此の電車道から東山のすそへ
かけて︑やはり人家がこみ合って立
つてゐますが︑︿略﹀︒

六732 又三條の大橋から川上を見る
と︑︿略﹀︒

六777 湖の上は朝からひじやうな人
出である︒
はかた

六796 博多の沖は見渡すかぎり︑元
からおしよせた船でおほはれた︒

を待ちきれず︑こっちからおしよせ

六805 我が武士は敵の攻めよせるの
た︒

後から官軍にうたれて︑残少になつ

参拝をすましてから︑京都

六832 味方は後からくとつゴいた︒

六鵬6国

て退いた︒

六855 それからこ﹂に六百齢年︑ま

六832 味方は後からくとつゴいた︒

405
から一から

あんまひころく

七佃3園

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

で︑財布を幾度かいたgきましたが︑

で︑︿略﹀︒

七466 翌日武田方からは安間彦六と
目からはなみだがひっきりなしにこ

八168

日が暮れてから︑長四郎がそ

書頃︑御皇所のおわびによつ

つと屋根づたひに行って︑︿略﹀︒

八186

て︑長四郎はやっと袋から出された︒

ぼれてるます︒

八225 ︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

呉鳳は今から二百年程前の人

たいそう蕃人をかはいがりま

呉鳳は役人になった時から︑

次にかま口から火をつけて︑

さうして煙出から出る煙の色

四五日の間︑中の木をむし焼にする︒

八316

いものだと思ひました︒

どうかして首取の悪風を止めさせた

八231

たはれました︒

したので︑蕃人からは親のやうにし

八229

で︑亜里山の役人でした︒

八227

此の悪い風が早くから止みました︒

あ りさん

此の方のひざの上でそだったので︑

いふ大の男が︑︿略 ﹀ ︑ 上 杉 方 の 陣 へ

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

あ＼︑信吉からだ︒
庭のすみで︑先程からちやら
それは氏子の五箇村から︑子

︿略V︑祭の當日には︑おびた

八317

これはもと野生のものでした

で焼加減を見て︑︿略﹀︒

八328

が︑今から千何百年も前から栽培す

間もなくそれから芽が出まし

二人の女は﹁かしこまりまし

た︒﹂と︑爾方から引合ひましたが︑

八371

合へ︒

て︑両方から子どもの手を取って引

八365囹其の子を二人目眞中に置い

たので︑︿略﹀︒

八348

へてゐます︒

ら栽培することになったのだとった

八328 ︿略﹀︑今から千何百年も前か

す︒

ることになったのだとったへてゐま
耕造は驚いて︑ひらりと馬か

騎後れ︑つゴいて三騎までも後れて︑

下さい︒

八153園

ございます︒

ら功名をお立てになる折はいくらも

殿はまだお若くて︑これか

あなた方の村が五箇村の頭になって

八127囹どうか今日から一年半間︑

らとび下り︑︿略﹀︒

八104

︿略﹀︒

たが︑半分程の所から一騎後れ︑二

八89始の間はあまり甲乙はなかつ

内へつめかけた︒

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

八71

横の池のまはりで競走させて︑入略﹀︒

どもの騎手を一人つつ出して︑社の

八61

︿とす皮の音が聞える︒

八37

七m4園

した︒﹂﹁どこからだらう︒﹂

﹁おとうさん︑電報が來ま

何時か見習つたものと見える︒

七柳9園清正はつけひもの頃から︑

向つた︒

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑
て來はしません︒

ようひむしや

七468 上杉方からは小さな馬に二つ 七703園あなたから一文でももらふ

﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

州の者でございます︒

き
七485 無念に思って︑武田方から十 七709園私は此所から百里さきの紀 七柵2園
騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

たとひ親子の者がうゑ死を

するやうなことがあっても︑人から

七735園
いはれなく金をもらはうとは思ひま

うとした︒

ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

七499 トンテンカン︑トンテンカン

人夫には此方から手あてを
信長はよく夜明前から馬場へ

信長はかるくうなついたが︑

︿略﹀︑岸二近イ淺イ所力ラニ

︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ膿ノ

︿略﹀︑二百十日目いふのは立

全面力ラ吸取ルノデアル︒

七879

生生テヰル︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七851

引上げて役人の敷に入れた︒

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

七786

出て馬を乗りならした︒

七764

致す︒

七756園

せん︒

︿略﹀︑朝カラ晩マデ︑相カハ

二打ツツチノ音が聞エマシタ︒
七518

ラズ︑トンテンカン︑トンテンカン
ト︑働イテヰマス︒

ふのは︑︿略﹀︑乗 組 人 員 だ け で も 二

七536園私の乗ってみる太平丸とい
百人からあります︒

七609圏皆さんのうちには︑大きく
なってから︑商用其の他で︑外國へ
出かける人もありませう︒

七613囹 どうか今から十分海になれ
て置くやうにしてもらひたいのであ
ります︒

七936

春の日から二百十日目の日のことで︑

七647 かの人夫は︑少ししてから︑
何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

︿略﹀︒

夕方からは雨になって︑風は

四郎といった︒九つの時から將軍の

松平正綱の子信綱は幼名を長
若君竹千代のおつきになった︒

八163
ら︑﹁もうよい︒通してやれ︒﹂とい

秀吉が之を聞いて︑幕の中か
ひましたので︑︿略﹀︒

七悩5

全く止んだ︒

七949

た 所 へ 行 っ て 見 ま すと︑︿略﹀︒

七659 三四里行って︑大きな峠へ
か＼りますと︑上から片はだぬいで︑

右手につゑをついて︑かけ下りて來
る者があります︒

七684 かの男はゆめかとばかり喜ん

から一から
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︿略﹀︒

呼出して︑買先をた皮し︑それから

八437 そこで其の反物を出した者を
そ れ と 調 べ ま し た ので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑昨朝あたりから熱が

百萬以上もあるといひます︒

﹁役場へ税を納めに︒﹂﹁明

日にでもなって︑雪がはれてからで

八779圏

村役場で︑村内の家々から

はいけませんか︒﹂

八807圏

納めるのをまとめて︑それぐへ送

八452国

下って︑食事も進むやうになりまし
るのです︒

もと僕のうちに奉公してみた

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と

僕等は一同申し合はせて︑

將を井戸端へ連れて行って︑着物を

大將はこれから後︑一生の間

ぬがせて︑頭から冷水を浴びせかけ
た︒

八佃4

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

其の時大將は江戸から大阪ま

かったといふ︒

八M5

で︑馬やかごに乗らず︑爾親と共に

此のトラック島へ來てから

歩いて行った︒

九37国

もう三月になるので︑土地の様子も
︸通りはわかりました︒

︿略﹀︒

それから諸國を歩き廻った

これは今から百三十年ばかり

すゑ︑︿略V︑此の山中へ來たのであ

九239圏

る︒

しもつけ

九2710

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

廣さが千美言方里もある︑海

起つた事で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑もうくと立ちこめる

のやうな湖から流れる大きな河が︑

九295

︿略V︒

水煙の間から近く瀧をながめるのも

九312

よく︑︿略﹀︒

九314 ︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ

それに此の邊一帯の島々は

九316

︿略V︒

り す
すると木のうろから︑栗鼠が

みねからすそにかけての若々

一匹︑けろりとした顔を出したが︑

九336

てしまふ︒

つゴいて︑やがて茂みの中にかくれ

すちの道が︑足もとからうねくと

しっとりとしめりを帯びた︻

つぼを見物して廻るのは︑實に壮快

雨のやうなしぶきを浴びながら︑瀧

殊に遊覧船に乗って︑頭から

我が國の支配に属してみるので︑内

九44困

し

面白い︒

の方からはるかに全景を見渡すのも

内地から來て先つ目につく

地から移って來た人も多く︑︿略﹀︒

九48團
や

のは植物で︑其の中でも殊に珍しい
のはコ・椰子の木やパンの木などで

さうしてそれから後は︑耳は

食事の知らせを聞いても︑聞かない

す︒

です︒

八㎜3

さう思ってくれ給へ︒

今日からは働かないことにしたから︑

八㎜1園

から足の爪先までながめたが︑︿略V︒

いって︑娘の手をはなして︑頭の先

八867

から露って來た︒

信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ

八833

たので︑やっと安心致しました︒

八477 大キサカライツテモ︑強サカ
ワシ
ライツテモ︑鷲温気シカニ鳥類ノ王
デアル︒

八477 大キサカライツテモ︑強サカ
ライツテモ︑︿略﹀︒

釜の上に積んであるせいろうからは︑

八509 はね起きて見ると︑土間の大
盛にゆげが上ってみた︒

八531 二日目で小さなおそなへが幾
かさねか出來︑三日目からは︑のし

ふりをし︑目は食物を見ても︑見な

九59囲實の中にはかたい殻があっ

餅が出汐た︒

八533 二かさね目のせいろうから︑

いふりをし︑手は食物をロへ入れる

九326

から

ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

シタガツテ敵ニオソバレル心

しいこずゑの色は︑強い日光を浴び

九342

だひと合はせて︑植手が八人になつ

九475團︿略﹀︑おとなりからの手つ

て︑一面に煙ってみる︒

は︑種々様々の事を︑土地と急航の

しかし此の農學といふ學問
爾方から調べて行かねばならぬので︑

九2210圏

ノニモ都Aロガヨイノデアル︒

配モ少ク︑又コチラカラ敵ヲオソフ

九164

ばたからのぞいて見ると︑︿略﹀︒

九82團︿略﹀︑波の静かな所でふな

です︒

り︑石鹸・蝋燭なども造るのださう

らふそく

のがあります︒これから椰子油を取

これは年よりからのお願で

けん

ことを止め︑足は食堂へ行くことを

こんなわけですから︑これ

止めました︒

見ましたらうね︒

八佃1國

八651團 ハワイから出した糟葉書は

八654諸訳濱を出てから︑ちやうど

うQ

から後は互に親しみ合って暮しませ

八㎜2困

十五日目です︒

二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ

八695國 サンフランシスコから三日
ゴに着きました︒

ございます︒

大將の父はうす暗い中に大將を起し

八704国此の檜葉書は此所へ点る途 八川8 そこで大守が四五歳の時から︑
て︑往復一里齢もある高輪の泉岳寺

せんがくじ

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で

八⁝⁝3すると大將の父は︿略﹀︑大

へよく連れて行った︒

たかなは

す︒

八717困 ニューヨークは人口からい
へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七
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から一から

て︑にぎやかでした︒

く流すと︑︿略﹀︒
くんれん

西洋では昔から︑あの七つ

の星と其の近所の星を一しょにして

九901園

小熊の形を想像し︑北斗七星と其の

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

近所の星を一しょにして大輪⁝の形を

九499 僕は今日學校から隔るとすぐ︑ 九676
清められた乗員は︑これから訓練に

九935

にいさんのお友だちの岡田さ

といふ名をつけてみる︒

想像して︑それぐ小熊座夫熊座

取掛るのである︒

午後六時︑叔父さんと一所に︑

窓から吹きこむ朝風のひやり

んが旅行からお蹄りになったと聞い

汽車は此の邊からあの川に
の

へ

ぢ

此の邊から野里地あたりまで

北海道に渡る人は︑停車場に

東京から此所までは四百五
今日はこれからいもほりを
これこそ僕たちが︑一週間も

當番が農具小屋から︑鍬・シ

︿略﹀︑ふもとの村から三里

來る味方に追はれて︑思はず其の場

から敷十間も進んでしまった︒

︿略﹀︑思はず其の場から宝算

間も進んでしまった︒

九欄4

勇氣もくじけて︑ゆめからさめたや

九二6 ︿略﹀︑今まで張りつめてみた

うにあたりを見廻した︒

ラチヤント其ノ人ニキメテヰタ︒

九梱5園 ︿略﹀︑オトウサンバ最初カ

︿略﹀︑王の日頃信頼してみる

出獲ノ時力ラノ十三ナノダ︒

パルメニオ將軍から︑王にあてた密

十99

書が届いた︒

それにはフィリップが敵から．

としてみるといふ風説があるから︑

大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

十910

︿略﹀︒

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

此のあたりから頂上へ登る途中のは

朝鮮から錦ってをられる高橋さんが

︿略﹀︑いつれおとらぬ高山 十122 ︿略﹀︑此の頃墓参りのために

が︑南から西へ連なって︑互に雄姿

高橋さんの熱心な話は︑それ

來られた︒

十158

からそれへと聡いて︑團員に強い感

其の隣の畠にしやうがが︑根

動をあたへた︒

やがてもうくと上る白煙の
くわい

北風は︿略﹀︑後からかけて

人たちも︑どうか同じやうにやさし

十231團 ︿略﹀︑此の子馬共を買った

らの費買があり︑︿略﹀︒

十日間も濯いて︑其の間には千頭か

十223團此の町では︑二歳駒の市が

した︒

君に案内してもらって見物に行きま

十167国 ︿略﹀︑今日は朝から︑義雄

ぎはの赤い所を少し土からあらはし
しい︒

九伽3

九欄3

來る︒

のまはりにむらがる人かげが見えて

間から︑怪獣のやうな大砲と︑其

寸土8

に進んで行く︒

味方は其の正面から眞一文字

て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美

九欄5

を競ってゐます︒

九987園

ひ松の間に居るのです︒

九9610國

くまで績いてるます︒

ばかり登った所から始って︑頂上近

九餌7囹

頂上近くまで碧いてるます︒

から三里ばかり登った所から始って︑

九946園雪面はく略V︑ふもとの村 九梱6園今日投票ノ爲二巴ツタノモ

て︑︿略﹀︒

﹁松島は︒﹂﹁仙皇から三つ

とするのは︑鯨程北へ進んだ爲だら

る︒

績いた乗船所から汽船に乗るのであ

九766

てるるのが見えた︒

の問には︑所所に放し飼の馬の群れ

九7410

ついて︑北へくと走るのだ︒

九7210囹

目の松島騨で下りるのだ︒︿略﹀︒﹂

九715囹

う︒

九699

上野騨から青森行の列車に乗った︒

九678

おとうさんのお手紙を持って︑精米
︿略﹀︑お と う さ ん は く 略 ﹀ ︑

會社へお使に行って來ました︒
九511

あの方の小さい時分からのお話をし
て下さいました︒

九5110園 ︿略﹀︑やうく一人前の番
頭になり︑それから又長い間忠實に
勤めて︑︿略﹀︒

九521園 ︿略﹀︑三十ぐらみの時︑年

來の貯金と主人からもらった金を資
本にして︑小さい米屋を始めた︒

九529園 うちのおちいさんはあの人
とは前から友だちだ っ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九532園 いや︑これから先があの人
のほんたうにえらい所だ︒

九535圏 社長さんが銀行の頭取にな
つてからちゃうど十 年 目 の 秋 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

見た︒

九791

くと出て來た︒

玉が︑じゅずつなぎになってころ

中からみづくしい白茶色の

ヤベルなどいろくの道具を出して

九785

つたので︑︿略﹀︒

前から︑毎日々々待ってるた命令だ

九778

しませう︒

九775園

十⊥ハ哩もあるのだが︑︿略﹀︒

九536園 ︿略﹀︑いろくの手違から︑ 九769園
銀行が破産しなければならぬ事にな
つた︒

を廣げて︑︿略﹀︒

九555囹それからだんく商費の手
九566 今日は天氣がよいので︑朝か
ら萎を打つ音が方々で聞える︒

九585 何所からかにぎやかな歌が聞
えて理る︒

九646 間もなく當直將校から威勢の
よい號令がか㌧る︒

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

と
九653 下士官が︑甲板の吐水口から

から一から
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く扱ってくれ＼ばよいと︑心からい
のりました︒

十241国 十一月十二日 兄から 信
吉どの

十325 此の湖へ爾方の海から掘割が
通じてある︒

十334 今太平洋の方から此の運河を
通るとする︒

十335 船は先づ海から憶い掘割には
いる︒

十339 底の水道から水がわき出て︑
船は次第に高く浮上る︒

十358 此虜から又掘割を走って︑終
に洋々たる太西洋に出るのである︒

ざふ
十381 村はつれにある︑うちの雑木
こん

山を開墾し始めてから︑もう一月齢
りになる︒

さんと︑朝早くから行って︑夕方お

十383 父は毎日︑兄や木びきの力藏
そくまで働いてみる︒

十395 父は腰から鎌をぬきながら︑
︿略﹀︒

十402 力藏さんも︑︿略﹀︑昨日から

ひきかけてみるけやきの大木を︑大
のこぎりでひき始めた︒

服やつてから始めなさい︒﹂といつ

十405園 父は﹁力藏さん︑まあ︑一
たが︑︿略﹀︒

十413 何虜からか︑ほがらかなひよ
どりの聲が聞える︒

立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒

力藏さんのひいてみたけやき

かまば

きさうゑもん

の大木も︑見事に根本から切倒され

十442
た︒

行って︑飛臨らせるのである︒

種々の品物が遠く外國から輸

ふひやうばんが高くなって︑︿略﹀︒

入されるのは︑主にこれ等の事情か

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通 十864

つて食物を取るやうに馴らして︑其

十565

種々の品物が遠く外國から輸

らである︒

らである︒

入されるのは︑主にこれ等の事情か

十865

の往來を利用するのである︒

多少や難船の有様を通知したり︑

窯場から出て來た喜三右衛門 十579 ︿略﹀︑漁業者が沖から獲物の
︿略V︒

十444
は︑縁先に腰を下して︑つかれた罷

カなどから輸入する︒

︿略﹀︑オーストラリヤ・南部アフリ

十8610 又毛織物の原料になる羊毛は︑

から年々輸入してみる︒

聖職箏の時戦線から戦状を報 十868 それで︑印度支那半島あたり

此慮から十八町質料に︑山
しよう

れに加工して︑更に外國へ輸出する

南大門通から本町通・鍾 十8710 又外國から原料を輸入し︑そ

事も少くない︒

綿花は主に印度やアメリカ合

翌日太郎が友だちの正雄・良

太郎は前から父に︑﹁あの橋

すると橋はまん中から折れて︑

僕は残念でたまらなくなつ

熱帯地方から持って來たの

だから︑かうして年中⊥ハ七十度以上

十川6園

渡ったのです︒

たので︑︿略﹀︑自分から先に立って

十952園

三人は水中におちいった︒

十938

るが︑︿略V︒

ぬ︒﹂と固く禁ぜられてるたのであ

は危険だから決して渡ってはなら

十934

であった︒

一と三人連で︑學校から留る時の事

十9210

縣や綿織物を造る︒

衆國から輸入し︑それに加工して綿

十882

路通にかけての一帯が︑京城での一

僕はもう南山へ何度も上り

こちらでは昔から之を三寒
地下水のしっくが︑四方から

此庭から方々へ坑道が通じて
ポンプ室を出てから小道へは
安全燈をたよりに歩いて行く

それから﹃燃える石﹄とい

今から四百年許前の事ださ
十851園

うです︒

十餌7園

飛出しました︒

と︑不意に足もとからねずみが一匹

十8110

いりました︒

十818

みて︑︿略﹀︒

十807

雨のやうに落ちて來る︒

十7910

四温といつてみるさうです︒

十787国

まるで糟のやうに見えます︒

ましたが︑此庭からは京城の市街が

十756囲

番にぎやかな慮です︒

ろ

十746團

本といふ宿場があります︒

十616園

のも其の︸つである︒

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

十583

を休めた︒

日頃から自然の色にあこがれ

てるた彼は︑︿略﹀︒

十455
喜三右衛門は︑其の日から赤
或日の夕方︑喜三右衛門はあ

色の焼付に熱中した︒

十4510
十476
わたゴしく窯場から走り出た︒

一番鶏の聲を聞いてからは︑

もうじっとしては居られない︒

十486

喜三右衛門は︑一つ又一つと

窯から皿を出してみたが︑不意に

十491

柿右衛門は今から三百年ばか

﹁これだ︒﹂と大首をあげた︒

十497

︿略﹀︑定期の方は︑預けた

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒
十523囹

日から半年とか一年とかきまった期
一禮︑銀行は人からお金を

限が來ないと引出すことが出來ない︒
十5210園

預ってそれをどうするのですか︒

銀行は有齢ってみる人から
お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十535園

鳩を通信に使ったのは︑齢程

附けるのだ︒

十548

古い時代からの事で︑︿略V︒

︸定の飼養所から他の土地に連れて

十429 ︿略V︑谷向ふのくさむらの中 十559 普通傳書鳩を使用する方法は︑
から︑けた＼ましい羽ばたきの音を
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の暖さの虜に置かなければいけない

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

︿略﹀揚子江の河口に達す

百萬里も離れてみる︒
やうす

十一85

のだ︒

十撹4 葉の先からつるを出して︑五

えき
或植物からとる白色の液を原料とし

今日世界におけるゴムの大

て︑製造したものである︒

部分は︑此の木から取ったものであ

十一502
る︒

くわうほ

る︒それから五十海里ばかりさかの

建物は此庭から右に折れる︒

ぼって︑黄浦江といふ支流に入り︑

六寸の細長い袋をつるしてみる︒

て南米ブラジルのパラ州から産出し

十一503此の種のゴムが︑昔主とし

十鵬10

一年生の時からの成績物も

︿略﹀︒

たので︑パラゴムの名が生じたわけ

切付といふのは︑ゴムの木

老砲手が驚いて向ふを見る

しきりに働ました︒

と︑船から三四百メートルの庭に︑

十一561

大きなふかの頭が見える︒
ねむろ

かりかち

十﹇609 瀧川から根室行の汽車に乗
とかち
ると︑約五時間後に石狩と十勝の境

︿略﹀自然の火から︑火種

にある狩勝の峠にか＼る︒

十一663

マッチは今から約百年前に

を取ったものであらう︒

爽明されたものである︒

十一6610

かくして人は︑暗黒の世界

からだんく光明の世界へと︑みち

十一682

人は生活上の必要から嚢火

びかれて來たのである︒

法を工夫し︑燃料を研究し︑火の熱

十一684

十一867

︿略﹀御旅行がすんで︑

望がかなって︑宣長が工臨

私も實は我が國の古代精

その中︑先に進んでみた者

船の上からはしきりに働ま

が二三人列から離れて船に上った︒

十一858

記を研究しようとしたが︑︿略﹀︒

神を知りたいといふ希望から︑古事

十一751囹

のは︑それから敷日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一738

これから参宮をなさるのだそうです︒

十︻717園

心に勉強してみた︒

將來學問を以て身を立てたいと︑一

若い頃から讃書がすきで︑

と光とをあらゆる方面に利用するこ

元來ゴム液は︑幹の亀卜と

熱帯の暑さにたへかねてゐ

二人は外の者からずっと離

十一707

木質部との間にある乳管組織といふ

此の傷から出て來るゴム液

とを考へて來た︒

ある︒

してみた︒

十﹇558

めてみた老砲手は︑︿略﹀︑甲板から

これまでにこくしてなが

れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを

十﹇553

ので︑我先にと海に飛込んだ︒

た船員等は︑船長から泳を許された

十一548

のもゴムから造る︒

盤などに用ひるエボナイトといふも

ばん

十一542

電氣の機械や︑蓄音機の圓

は︑流れて下のコップにたまるので

十一528

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

十一526

で傷をつけることをいふのである︒

から液をとるために︑木の幹に小刀

十一523

ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

るには︑山野に自生するゴムの木か

ブラジル邊でゴムを製造す

見せていたゴいて︑其の始末のよい

使ひみちによって︑三十年

一膿ゴムは何からどうして
ゴムは︑熱帯地方に産する

十﹇506

である︒

﹁成績物は︿略﹀︑皆一生の

しばらくたつと︑おかあさ

したが︑︿略＞〇

急に一年からのをまとめたくなりま

記念になるのだ︒﹂と思ふと︑私も

十一157

のに感心してしまひました︒

十一154

十悩4園 受壷から熱い湯を管で各室
へ送って︑適當に暖めるやうになつ
てるるのだ︒

十悩8 其庭から又右に折れると︑細
長い室一ぽいに︑目もさめるやうな
草花が並べてある︒

には二障もなく︑御前様にも日々學

十鵬4國国 寒さきびしき折から皆様
十一174

んが皇所の方から︑﹁メリンスのふ

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒

十稲9 もうくと立ちこめる白煙の

ろしきを持っておいで︒﹂とおつし

のぶ子さんはすぐたんすの

やいました︒

十一176

間から見ると︑すさまじい波を起し
︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

て︑鯨は海底深く沈んだ︒
十柵7

小引出から取出して︑持っていらっ

お暇してから︑私はひとり

つて︑船から五十メートルぐらみの

十一181

しゃいました︒

︿略﹀︑霜よ け の わ ら の 間 か ら ︑

虜まで引寄せられた︒
十佃6

とを考へて︑つくぐ恥つかしくな
其の場合に貸主から借主を

で歩きながら自分の始末のわるいこ
りました︒

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

十一192

るのも珍しい︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十一498

造るのであらうか︒

十一496

のださうだから︑︿略﹀︒

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

十一403

裁判所に訴へると︑︿略﹀︒

十柵1 公は二足にうつされてから一
送られたさうである︒

十伽8 あちらこちらの野々からは細
い煙が立上ってみる︒

の美質をもつてみることをよく見定

十桝⁝1園 かういふ黙から︑いろく
めて︑︿略V︒

十一310 しかも我々に最も近いあの

から一から
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してくれる︒

十一878 夕食をすましてから︑縁が
はへ出て涼む︒

十一883園 おとうさん︑二百十日は
立春から二百十日目に當るのですね︒

十﹇888圏これは一月一日から敷へ
た日敷だ︒

ところが家に書物がないば

なったが︑︿略﹀︒

界を根本から動かしたものである︒
みかん
調子のよい蜜柑取歌がすみ

十ニー910

きった晩秋の蝉吟をふるはして︑何

十一988
かりでなく︑近くに圖書館もないの

慮からともなくのどかに聞えて來る︒

の烈しい氣性から︑苦り切って︑

だいぼう網は身網と垣網と

やがて眠から蝕めた王は︑

かん
天略﹀︒永の勘當だ︒﹂と言渡したQ

十一一744

︿略﹀︒

二つの部分から成ってみて︑非常に

黒い程こい緑の葉の間から︑ 十二768

其の一つくが日の色にはえてくつ

︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

大きなものである︒

身網を張る︒

三百間も長く垣網を張り︑其の先へ

十二777

きりと浮出てみるのが見える︒

十二207

で︑どうしても人から借りて望む外
或時近思の人からワシント

はなかった︒

十一994
ン傳を借りたことがある︒

小春日和の暖さにとけて︑

至善からも夢のやうに船歌が聞えて

十二2110

來る︒

書の仕事の合間に讃むのは

勿論︑夜は床に就いてから燈が墨き

十一8810 弟は︿略﹀︑すぐ二百十日 十一997
るまで讃む︒

た漁夫が︑えんやくと掛目を掛け

そこで会そうの船に分乗し
かやうな仕方は︿略﹀︑永号するこ

又輩に損益の嵩から見ても︑ 十二789

の通日から立春の前日の通日を引去

が來ても此の門をあけてはならない

政府から提出された案は先

ら当務大臣を纒て奏上する︒

れば︑最後に議決した議院の議長か

十二894 ︿略﹀︑雨院の意見が一致す

づ議會の一院で討議される︒

十一一887

ながら身網を一方からたぐって行く︒
︿略﹀︑或小さいみすぼらし

おいらせ

湖の水は東岸から奥入瀬川

ねぢは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から

れた︒

繹迦は今から凡そ二千五百

とカピラバスト王法の太子として生

年前︑北インドのヒマラヤ山のふも

十二909

上する︒
しゃか

し︑可決すれば同じ手製によって奏

出された案は︑他の一院のみで討議

不意にばたくと音がして︑ 十二895 又貴衆雨院の何れかから提

となって流れ出るのであるが︑︿略V︒

十二514

の音が聞える︒

い家の前まで苦ると︑中からピヤノ

十二375

とが出來ないから︑︿略﹀︒

十二231

つ て ︑ ﹁ 成 程 ︑ 二 百十日目だ︒﹂

八十八日目で︑稻をはじめ大ていの

十一8910囹 それも立春から数へると 十一⁝⁝⁝1園 僕はおとうさんから︑誰
と言ひつけられてるるのです︒

こちらを見ると︑そこでは

物の種をまく目安になる日だ︒

十一924園 く略V︑日本では明治五年 十一伽9

ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて

かた

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌
型から出す︒

チャールズ︑ダーウィンは

今から百年饒り前イギリスに生れた︒

十二98

年から太陽暦を用ひた︒

でを一回墨筆といって︑それを本と

十一928囲 太陽暦は春分から春分ま

十二553

小さな子どもが二人奥からかけ出し

してこしらへたものだ︒

十二99 ごく小さい時分から動植物
に深い趣味を持ち︑累物を集めるこ
がら

十一947 ︿略﹀リンカーンは︑今か

て來た︒

時計師は仕上げた時計をち

とがすきで︑貝殻や鑛石などを室内

つてみよ︒

至った︒

こんな事を次から次へと考

なくなって︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ立つに

へては︑遂に心の苦しみにたへられ

十二927

は︑︿略﹀︒

十二667融業づ姉のゴネリルから言 十一一916 木陰からじっと見てみた彼

満足した︒

十二606

の中につり下げた︒

よっと耳に當ててから︑ガラス戸棚

十二598
に並べては一人で樂しんでみた︒

かくて世界の各地をめぐつ

ら百年上り前︑ケンタッキー州の片

十ニー29

田舎の貧しい家に生れた︒

十一954 家が出來てから次に土地を

學や地質學の實地研究につとめ︑

て︑歓喜の眼を輝かしながら︑博物
種々の材料を集めて本國に七つたの

開きにか＼つた︒

十一955 リンカーンは其の頃からも

はそれから五年の後である︒

さうして廣く動植物を研究

う父の手助をしなければならなかつ

十ニー41

た︒

十﹇963 唯通りがかりの旅人から珍

昔からあった孝子のどの
して︑生物は総べて︿略﹀︑下等な

十二671園

しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ

人よりも厚い眞心をもつて︑父上に

娘の答に失望した王は︑例

お仕へ致しませう︒

十二697

ものから高等なものへと進むもので
これが有名な進化論で︑學

あるといふことを謹明した︒

十ニー42

さめてみた︒

十﹁984 それからは又父の手助をし
たり︑人にやとはれたりすることに
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さうして此等で父王の早書

くしから送られた五人の友と︑六年

十一一943
の間種々の苦行を試みた︒

十二974 今や単二は衆星の中の満月
の如く國中から仰がれる身となった
が︑︿略﹀︒

かねてから繹迦の名望をねたみ︑幾

二十五日午後一時から︑學

校の講堂で村崎工特博士の﹁電氣の

十二備4
世の中﹂と題する講演があった︒
慶喜から官軍に射する交渉

の全灌を委任せられてみた蕾幕府の

十一一価4
やすよし
陸軍絡忘勝安芳は︑︿略﹀︒

︿略﹀藷幕府の陸軍縛裁勝

局の圓満な解決を計ってみた︒

安芳は︑かねてから百方書策して時

やすよし

十二977殊にデーバダッタは︑︿略﹀︑ 十二伽5
度か彼を害しようとした︒

斥されるやうなことも起って來る︒

せき

十二9710 或時の如きは︑繹迦が山の 十二鵬7 そこで海外に移住しても外
はい
國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排
下にみるのを見附けて︑上の方から

大 石 を こ ろ が し た が︑︿略﹀︒

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

二204囹ユフベ止口ガブイ兎座

イカラ︒﹂トイツテ︑ドチラヘ

モツキマセンデシタ︒

ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒

三752園私心羽ガアルカラ︑

ニ

二214囹ソレデハムカフ山木 三745圏私バカラダガネズミ
ヘイツテミマセウ︒

ガアリマスカラ︑アノ木ノ下

あまりおかはいさうで

すから︑おかへし申します︒

鳥ダ︒
二356園 モチハタイセツナオ米
デコシラヘタモノデスカラ︑イ
三873園

テハイケマセン︒

取ってそなへるつもりです︒

二567園 コレカラユビノクミカ 四81 この二十五日はおちいさ
んのめい日ですから︑たくさん
タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ
ヤツテゴランナサイ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

二725タイヘンカガツヨク︑テ 四126アル日勤マベへ出テ見
上イハヤニコモツテヰマシタ

やのばんをしてみるからで
す︒

かなしくてかなしくてたま

三443園 あまり長くなりますか
ら︑もうおいとまにいたしませ
う︒

三463

りませんから︑おとひめのいつ
たこともわすれて︑玉手箱を

四367

白ウサギハイタクテタマ

アナタハオナサケブカイ

モズハ小サイガ︑マケヌ

いったからです︒

のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

四341園向ふで﹁ばか﹂といった

をばさんも早くかへります︒

ほしてあるから︑をぢさんも

四257園今日はこんなにもみが

イマス︒

オ方デスカラ︑後ニハキツト
オシアハセノヨイコトガゴザ

四211囹

ナイテ居マシタ︒

リマセンカラ︑ハマベニ立ツテ︑

四165

上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ
ラ︑ムカフノヲカマデナランデ
ミヨ︒

四144園オマヘタチノセ中ノ

シタモ大凶イアリマシタ︒ソノ

が︑昔から此の島國で荒い浮世を知

其の原因はいろくあらう

まで教を受けた人々が四方から集つ

カラ︑ナカナカタイヂスルコト

とく
十二985 危篤の報が傳はると︑これ 十二悩10

ガデキマセンデシタ︒

から﹇▽それで

五一ちいさんがその水車

らずに過して干たことが︑其の主た

なかつ

カラ

三315

るものであらう︒

ぶぜん

︿略﹀︑かういふ短所はやが

もはう
︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

習︑性となっては︑遂に日

︵接助︶傾

あけました︒

には︑てふてふのせんどうさん

ハナハソレデヨイカ 三654園 みよ子﹁五郎さんの舟
ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウ一

三737園 ソノトキカウモリハ
﹁私ハ鳥デモケダモノデモナ

︿略﹀︒﹂

がのったから︑かったのでせう︒
﹁一ツクダサイ︑オトモ
ツイテコイ︒﹂

ヲシマス︒﹂﹁ソレナラヤルカラ︑

一497医

ペンカイテゴランナサイ︒

︸374園

あるから・だから

から

らも輕んじ︑外心人からも侮られる︒

本人には濁創力がないであらうと自

十二愉4

を事として來た観がある︒

十二僻2

︿略﹀︒

て我が國民から消去るであらうが︑

十二鵬3

て別れを惜しんだ︒

十二悩1 豊前の中津から南へ三里︑
激流岩をかむ山追川を右に見て︑川
︿略﹀︑左手の山は次第に頭

沿の道をたどって行 く と ︑ ︿ 略 V ︒

十二悩4

上にせまり︑遂には路の前面に突立
これからが世に恐しい青のくさり戸

つて人のゆくてをさへぎつてしまふ︒

である︒

︿略﹀︑昔から之を渡らうと

して水中に落ち︑命を失った者が幾

十二悩7
百人あったか知れない︒

十二㎜3 手傳をする者が一人へり二
人へりして︑はては又村黒塗膿が此
の老僧から離れるやうになった︒
かうして︑老僧が始めての

みを絶壁に下してからちゃうど三十

十一一佃4

年目に︑︿略﹀︒

から一から
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用があるから︒﹂といって︑私ども

校の前へ行くと︑先生が﹁ちよつと

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

ツテ︑縣が細イカラ︑氣ガツカナイ

からだ︒

銅ハソレニヒキカヘテ︑金

庭の菊も．白い花びらに赤みが

いやく︑弓が惜しかった

と言はれては︑源氏の名折れになる

られて︑﹃これが野比の弓だ︒﹄など

のではない︒︿略﹀︑此の弱い弓を取

六383園

ウQ

さして來た︑霜にあたったからだら

六266

ハナイカラデス︒

お前は今の分では大男にな

六763園

ラシヤヤフランネルトチガ

此の時義貞が方々へ火をかけ

一たい船にはらしんぎとい

又海岸には所々に三皇があ

﹁なんで又さうあわてて引

まして人通の多い渡場で落

したが︑︿略﹀︒

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

しましたから︑たとひとんで行って

七688園

から︒﹂といひくかけ出します︒

つかへします︒﹂﹁落し物をしました

七669園

何所だといふことが分ります︒

りますから︑それを見ると︑あれは

七591園

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

進みますから︑いくらきりが深くて

ふ物があって︑それで方角をとって

七584囹

す︒

のですから︑少し其のお話を致しま

七532園私は年中航海をしてみるも

たからたまりません︒

させますと︑濱風が之をあふり立て

七224

と思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

るから︑一つ取って行って見せよう

六132園私学チノサビルノハ人が使 六一5 うちの人はみんな知らずに居

六105圏

ございませう︒

フノカホヲケツテ︑﹁キイキ

氣ノ鳥デスカラ︑︿略﹀︑フクロ
を道に待たせておいて︑多方へおよ

ノデス︒

高ウゴザイマス︒

イ﹂トカチドキヲアゲマス︒

シタガツテネダンモ安ウゴザイマス︒

︿略﹀︑少しでもおくれると︑

かけはじめますから︑ちっともゆだ

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

五476

りになりました︒

四38一 フクロフが鳴クト︑其ノ

明クル日ハ天氣ガヨイカラ︑
トイフ所モアリマス︒

﹁ノリツケホウセ﹂ト鳴クノダ
んが出來ません︒

音がしてゐますが︑これは慧が動く

五483 まぶしには︑かさくといふ

四453園 此のごろは大さうちが

は大きにらくになりました︒

やかましくなったから︑すすはき

向ふの杉山のすそに︑大きな用水池

四755 此の人たちの田や畠 からです︒
五671園天略﹀︑此の村にはよく水
の作り方はていねいでしたか
がありますね︒﹂﹁︿略V︒此の村には︑
ら︑稻も萎もよそのよりは
よく出來ました︒

だらう︒

叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる

六425団

めてたまりません︒もし間に合はな

六454

鮭一掃ノ魚デモアレバ︑川ノ

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

六458

魚デモアル︒其ノワケハ︑川デ卵カ

一人は︿略﹀︑地にたふれて︑

死んだふりをしてゐました︒熊は死

あんな小言を言ふ程だから︑
京都は長い間の都ですから︑

此の義掲が出來たのだらう︒

六686園

ラカヘツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

さうさ︑中ほどまでは降つ

かんむり

六694

方ですから︑此の金をあなたにさし

七716囹 ︿略﹀︑だんなはなさけ深い

上げましても︑おしかりになること

冠をかぶって太刀をはいたおくげ
に乗ったお姫様方の姿を︑此の川の

千五百尺もあって︑内地第一の高山

︿略﹀︑ドチラモ

はあるまいと思ひます︒

様方や︑きれいな着物を着て︑牛車

六103園金や銀ハ

タクサンアリマセンカラ︑ネダンモ

水はいくたびとなくうつしたことで

だから︒

てるるかも知れない︒何しろ︸万二

六53園

らでございます︒

人には手を着けないと聞いてみたか

五984

らです︒

いと︑向ふへ差そうおくれて着くか

と立話でもはじめると︑私は氣がも

の封書を入れに來る者が︑途中で人

六422團 分家の萬藏君などは小男だ
四791 さむい日のことで︑あま があって︑其所から水を引くから
ゆそつ
だ︒﹂
り氣のどくでしたから︑私が
から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ
たるかも知れない︒
五931 其のあつめに葬る頃に︑急ぎ
風の音をこうつとさせてやり
ましたら︑︿略﹀︒

四875園 明日ハオセツクデスカ
ラ︑學校ガピケタラ︑スグアソ
ビニ斗出デナサイ︒
びになりましたから︑︐﹁はい﹂と答

五37 さうして﹁山田さん﹂とおよ
へますと︑︿略﹀︒

五57 何でも汽車に二日二ばん乗通
しで︑こちらへ着いたのださうです
から︑何百里かはなれてみるのでせ
う︒

五275 ツバメ神田や畠ノ作物ニツク
虫ヲ取ツテタベマスカラ︑人ノヤク
下立ツ鳥デス︒

五385園 此所を出て︑となり村の學

413
から一から

七937

︿略﹀︑此の日はよく大風が吹

くから︑厄日といって︑農家ではこ

しないのは︑あなたの口が見えない

をまして行って︑後には表通へ店を

りませんから︑あぶなく親身の親を

僕も其の通りにして見まし

まだ青いが早く甘くなるたち

北風は︑主人の手がかうして

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価7

だから︑もう直に食べられる︒

九欄2

るのですから︑實に壮快でした︒

たが︑急な坂を矢のやうに早くすべ

九962園

射殺すところでした︒

一時間飴りも活動した後であ

出すまでになった︒

おとよはく略﹀︑聞そうりこ 九666

からです︒

八927

るから︑食事のうまいことはいふま

とに心配するのださうだ︒

うだから︑もう二年たって︑此の學
でもない︒

そつ

七977 三成は秀吉のお氣に入りです
校を卒業する頃には︑りっぱに一人

どの星かを見おぼえて置い

前の事が出廻るやうになる︒

九858園

から︑秀吉は之を信じて︑清正に蹄

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣
いや︑何月何日の何時には︑

つて見えるから︒

九864園

つたから︑うれしくて︑得意さうに

こんなわけですから︑これ

何所に何星が見えるといふ事が︑學

八欄1囹

さう思ってくれ給へ︒

今日からは働かないことにしたから︑

八柵2園

僕等は一同申し合はせて︑

國を命じました︒

にごりのある字は二字に敷へるのだ

おん
七川8園 十五字までが一音信だが︑
から︑それでは十七字になる︒

頭を高くあげた︒

らいしん

拝上ではわかってみるから︑はから

七擢9園 それで十字だから︑うちの
から後は互に親しみ合って暮しませ

れない事はない︒

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑

實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ

九梱4園

ダカラ︑投票ノ爲二鶴ツテ三等ノダ︒

トウヘウ

今日ハ衆議院議員オ総選翠

屋がうのカネキを入れて︑此の頼信
う︒

九伽9園

紙に書きこんでごらん︒

し

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

九867園それに︑たくさんの星の中

ちやうど日曜日ですから︑母が私に︑

らないのがあるから︑まことに都合

八118園 相手の信作があの通りだか 八研4団悟る十六日は私の誕生日で︑
ら︑いつれ又改めてやり直しをして

がよいのだ︒

オトウサンバ最初カラチヤント其ノ

椹ヲ棄テルトイフ寸心︑選塞入トシ

田田2園 ︿略﹀︑自分ノタフトイ選學

人切キメテヰタ︒

の關係も常に攣らないから︑あの星

面白い昔話があるはずだから︑ねえ

︿略﹀︑アルカスはそれと知

それにはフィリップが敵から

そんな風でしたから︑ぼん

二年の年月苦平して育てて

來たものが︑急に見ず知らずの人の

十219困

か＼つたものでした︒

の道ぶしんなどは︑何時も二日は

十142園

用心するやうにと書いてあった︒

としてみるといふ風説があるから︑

大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

十102

ダ︒

ラ︑カウシテワザく蹄ツテ來タノ

テカリソメニモスベキ事デハナイカ

を本にして︑すぐに北極星を見つけ

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

北斗七星は何時もあんなに

お友だちをお呼びなさい︑おこはで

コレ極上大テイ他ノ動物ノ恐

九887園

もふかして上げようと申します︒

下さい︒

で島々を廻ってみるから︑安心して

九35囲 叔父さんも相かはらず丈夫

もらはなければなるまい︒

八466囲 こちらの方はどうでもなる
から︑心配するには及びません︒

九208

八468團 祖母一人孫一人の事だから︑
五日でも十日でも︑一人で寝起の出

に居るから︑あれを見つけさへすれ

それにあの星は何時も眞北

る事が出來る︒

ば︑道に迷った時などにもすぐ方角

九892圏
ヅカウトスルモノガナイカラ︑タヤ

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑之二近

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

参るまで︑ゆっくり看病してお上げ
なさい︒

でも︑氣候がよくて︑其の上地味が

八677國︿略﹀︑此の州は合垂頚の中
肥えてゐますから︑いろいろな農産

スク見トメラレル方ガカヘツテ安全

を知る事が出來る︒
えんとつ

ナノデアル︒

物に富んでゐます︒

さんに聞いてごらん︒

八702囲此所は工業地で︑煙突の煙 九296 廣さが千敷百方里もある︑海 九906囹 小熊座と大熊座について︑
一大絶壁をみなぎり落ちるのですか

私も里程前に讃んだのです

のやうな湖から流れる大きな河が︑

九921囹

んがね︒

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

九9010囹

で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ

それにあの人の事だから︑

決してあせらず︑一軒二軒と得意先

九553囹

くされません︒

ら︑其の壮観はとても筆や口にはつ

もあるから︑健康には害がなささう
です︒

八745囲 其のうちに給葉書や寓眞帖
を送りますから︑ゆっくりごらん︒

八909園あなた︑此のお子が返事を

から一から

414

手に渡ってしまふのだから︑飼主が
から輸入する︒

オーストラリヤ・南部アフリカなど

我が國ではほとんど産しないから︑

適當公平な裁判をする︒

犯罪の疑のある者を十分に取調べて

明かに定めてあるから︑裁判所は︑

︿略﹀︑此の邊では太材を

泣いて別れを惜しむのも︑もっとも
十一375園

取る方が利益だから︑かう間をおい

﹁本道は遠いから近道を通

らう︒﹂と正雄が言ふと︑良一はす

動いてみるのが少くない︒

こんな襲い畠であるから︑

耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔

十一636

あなたはまだお若いから︑

くにも︑大てい機械と馬の力による︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

十一757圏

これは學問の研究には特

の研究を大成することが出漁ませう︒

十一聡1圏

それから一歩一歩高く登り︑最後の

に必要ですから︑先づ土墓を作って︑

﹁どうして太陽暦を用ひ

の方がよく季節にあって都合がよい

るやうになったのですか︒﹂﹁太陽暦

十﹁927囹

目的に達するやうになさい︒

伐をしなければならないやうになる
植付けた苗木の枯れた庭へ
いふから︑今年はもうしなくともよ

からだ︒︿略﹀︒﹂

通例十二箇月を一年とするが︑此の

十﹇935圏 ところが太陰暦は︿略﹀︑

使ひみちによって︑三十年
目から五六十年目ぐらみの間に伐る

十一404

いのであらう︒

補植をするのは︑翌年一回だけだと

十一3710

から︒

離して植ゑても︑十五六年目には間

十﹇377園今に御らん︑此のくらみ

て植ゑるのだ︒

あの橋は髄質だから決して

渡ってはならぬ︒

十935園

ぐ賛成した︒

十931園

な事です︒

十239国 市場の様子がよくわかるか
ら︑引合はせて見て下さい︒

十323 高い土地の上に水をた＼へた
のであるから︑湖の水面は海面より
ずっと高い︒

僕は止められてみるから渡りませ

十947園父は﹁なぜ其の時﹁い＼え︑
ん︒﹄と︑きっぱりことわらなかつ

を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

十331 所で︑此の高い湖と低い掘割

たのか︒﹂

熱帯地方から持って來たの

の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑

のだ︒

一年は一回蹄年より約十一日少いか

のださうだから︑︼番早く伐るとし
ても︑其の時は僕がおとうさんくら

年にならないうちに一箇月の閏をお

ら︑太陽暦とくひちがって來て︑三

元価ゴム液は︑幹の皮部と

みの年になってみるわけだ︒

十一526

一家の暮し向は誠にあはれ

かなければならない︒

十﹁961

なもので︑食物なども自由には得ら

所から出るのであるから︑此の組織

木質部との間にある乳管組織といふ
の所まで小刀が届いて︑しかもそれ

此の温室は南塗受けてみる
上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

から︑リンカーンは十歳頃までは本

鉛筆や紙も自由には買へな

かったから︑家で算術の練習をする

十一978

を忌むことなどは殆ど出來なかった︒

れず︑︿略V︒かういふ有様であった

未開の土地を切開いて︑思

より深くは傷のつかないやうにしな
十一5910

こんなに早く咲くのだ︒

此の地は交通上重要な位置

ら︑総べてが大規模でのびくとし

ふま㌦に設計して造った町であるか

ておく︒かういふ心掛であったから︑

片などに書留めて忘れないやうにし

大事なことは拾ひ集めた木

には︑木のシャベルと炭を用ひた︒

細かく仕切ることをしないから︑一

十一981
枚の畠でうねが五金も十町も長々と

畠にしても︑小路によって

港内には常に敷百隻の船が集ってゐ

てるる︒

れば罪になるか︑其の制裁としてど

ところで︑どういふ事をす 十一634
のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

十﹇203

て︑頗る壮観である︒

の取引にもきはめて便利であるから︑

を占めてみて︑︿略﹀︑支那の各地と

十一111

ければならぬ︒

半価4園

のぞいて見ると︑︿略﹀︒

︿略﹀︒﹂とおっしゃるから︑そっと

十湿10 ﹁︿略﹀︒中をのぞいて御らん︑

はいってみるやうだから︒

十麗9園

中をのぞいて御らん︑何か

の暖さの庭に置かなければいけない

だから︑かうして年中六七十度以上

十川6園

とても船を通すことは出來ないから︑

掘割の虜虜に水門を設けて︑たくみ
に船を上下する様にしてある︒

十3610 米國が此の運河を造るに成功
したのは︑主として︑最新の學理を
鷹僻したからであった︒

十516園 うちに置くと︑火事にあっ
たり︑盗人に取られたりする危険が
あるからね︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

十537園 貸附の利子は預金の利子よ
銀行の質入になるのだ︒

十5610 鳩は一分間に約一キロメート

メートルの庭を往復して食事するぐ

ルも飛ぶ力があるから︑四五十キロ
らゐは何でも無い︒

十7810圏 お知らせしたい事はまだい

ろくありますが︑大分長くなりま

又毛織物の原料になる羊毛は︑

したから︑今日は此のくらみにして
置きます︒

十8610

415
がら一ガラス

成績は何時も優等であった︒

十二602園

十一帯1 又産業組合を設けたり︑慈
ばならぬ︒

も三民たる者は必ず之を守らなけれ

るための規則であるから︑いやしく

からいと

萬じゅはおそるく︑

唐糸といふのは此の女のこと
唐糸には其の時十二になる娘

がらがら

がらがら

さをの先の矢車ががらがらと

︵副︶1

鳴ると︑鯉が大きな口で︑思ふぞん

五208

ぶん風をのんで︑︿略V︒

九592

︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ

からざを
からざお ﹇殻竿﹈︵名︶1 殻竿

からし ト

合って︑片足をふみ出し︑掛聲を合
からざを
はせながら︑ばたんぱたんと殻竿で

変を打ってるる︒

店に飾れる石燈籠︑

皆ちいさ

からし ト
ぼたんにくるふ唐獅子も︑

からす ﹇烏﹈︵名︶5 カラス からす

んののみのあと︒

玉をふくめるこま犬も︑

︿略﹀︑

九823図圏

親を思ふ孝子の心には︑頼朝 からしし ﹇唐獅子﹈︵名︶1 唐獅子
ろう

頼朝は唐糸をゆるした上に︑
へましたので︑︿略﹀︒

萬じゅにはたくさんなほうびをあた

六643

を出して︑萬じゅに渡しました︒

もかんしんして︑石のらうから唐糸

六636

がありました︒

六567

でございます︒

六565

ざいます︒

﹁︿略﹀︑唐糸の身代りに立ちたうご

からいと

六543園

糸

ねちが一本いたんでゐま からいと ﹇唐糸﹈︹人名︺5 唐糸 唐

十二884

法律は︑國家といふ共同生

したから︑取りかへて置きました︒

ませんから︑其の代りに何か仕事を

十﹁㎜5園 辮しやうすることが出面

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

善事業を起したり︑︿略﹀たりする

ちつちよ

させて下さい︒

のは︑皆公共心の嚢底であって︑自

十二901
あって︑廣い意味でいふ場合にはや

これ等の命令も國の規則で

治の精神を養成し︑自治團膿を助長
するものであるから︑地方人民は大

其の鯨の事は拙者の一存

はり法律であるから︑其の制定も出
しん
來る限り愼重な手績を纏る︒

しやく

十二欄10園

いにこれ等の事業に力を蓋くさねば
ならぬ︒

十一伽2園 私は公爵ウェリントン

にはまるりませぬから︑追っての沙
我が國が︿略﹀︑今や世界

だ︒よい子だから私の頼をきいてく
十二槻10

汰をお待ち下さい︒

︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

れ︒

十二232

カラスガニ三バナキナガ

カラスガヰマス︒

ます︒

ハト

マメ

﹇唐傘﹈︵名︶2

マス ミ

カラカサ

カラカサニ降ル雨が四方へ流

カラカサ

ハナ
五507

レオチルヤウニ︑水ハ低イ方へ低イ
からかみ

からすのなかない日は

ラトンデイキマス︒

三317囹

あっても︑五一ちいさんがうた
はない日はない︒

四365 烏ハ大キナコエデワル
ロヲイヒ︑太イクチバシデツ

其の枝の先にしょんばりと止

ツキマス︒

ガラス←ふたガラス

つてみる烏の姿も︑見るから寒さう

十指10

だ︒

とけたガラスが中でぎら

︵名︶3

十一旧3

細長い管の一端を︑とけた

くかがやいてみる︒

十一槻9

ガラス

一番先にしやうじやか

﹇唐紙﹈︵名︶2

方ヘト流レテ行キマス︒
からかみ

四411

らかみが外へ出されました︒

四547上瓦のからかみにかいて

鳥

一41

唐

五大國の一に数へられるやうになつ

糸様

﹇唐糸様﹈︹人名︺1

時の利益を得るに止って︑永績する

たのは︑主として我々國民にそれだ

三34

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

からかさ

て︑唐糸檬がおしこめられて居られ

からいとさま

ことが出來ないから︑つまりは小利

六597園あの中には石のらうがあっ

許さないから︑國家の存立を危くし︑

ノ

一33

四周の海が天然の城壁とな

けすぐれた素質があったからである︒

られたのも其の爲であらう︒これは

三民の生活をおびやかすやうな危機

十二鵬6

をむさぼって大損を招く結果になる︒

ひつきやう文明の程度が低いために︑

は絶無であり︑昇華はおほむね平和

十二247 彼等が町人といって睦しめ

共同生活の意義が明らかでなく︑随

︽ーイ︾

カサ

つて商業の本質が理解されず︑商人

であった︒

がら

去る三日にお差出しの縞物

﹇柄﹈︵名︶1

す︒

から・い ﹇辛﹈︵形︶1

あるとらをしばって見せよ︒
十ニー22 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき
に恐しく辛い液を出したので︑︿略V︒ からがら nVいのちからがら

辛い

當地向で︑面戸もよからうと思ひま

三十反︑︿略﹀︒地もがらもまことに

七柵8國

がら

の人格が重んぜられなかったからで
ある︒

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

十二382園 ほんたうに一度でもよい
十二523 三十年ばかり前までは︑此
の湖には魚類が全く町なかつた︒こ
れは奥入瀬川を十町触り下った虜に
大きな瀧があって︑魚類のさかのぼ
る道を絶ってるるからである︒

ガラスき一からだじゅう

416

ガラスの中に突っこんで引出すと︑
先に赤い玉がくっついてみる︒

十﹁悩6 エプロンをかけた職工がガ

ガラス屋根

︿略﹀︑ガラス屋根を通して來

︵名︶一

の中につり下げた︒

十棚1

ガラスやね

るやはらかい日の光︑まるで春の國
からだ

ラスの皿やコップなどを︑此の圓板
カラダ

膿﹇▽いとからだ・おからだ

﹇体﹈︵名︶30

に居るやうだ︒

ガラス器

からだ

にあてて模様をほりつけたり︑みが
︵名︶一

きをかけたりしてみる︒
ガラスき

三367又オモイモノヲ右ノ手
二持ツトキ甲唄︑カラダヲ左

十一悩8 隣の室では︑職工が五六人

ならんで︑ガラス器にいろくの模
ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒

ガラス越し

ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒

青空高くそびえたち︑

白ウサギガソノ通りニ

するとたび人は︑風が吹

上る頃には︑舞のからだがす

けば吹くほど︑ぐわいたうをし
つかりとからだにくっつけまし
た︒

五471

き通るやうになります︒

一生けんめ

︿略﹀繭の中で︑きゅうくつ

さうにからだをまげて︑

五487

御らんの通り大きなからだ

當時大將の腔は︑もうこれだ

なければならぬと思った︒

桑ノ木二野ルエダシヤクトリ

け丈夫になってみたのである︒

八網8

九186

膿ヲナ・メニツキ出スト︑形が桑ノ

ハ︑︿略﹀︑髄ノ後ノ端ヲ木ニツケテ︑

小枝二寸分違ハナイ︒

九186 ︿略﹀︑盤ヲナ・メニツキ出ス

北風は︑主人の腔がくらの上

ト︑形が桑ノ小枝二寸分違ハナイ︒

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九鵬10

此の水浴が膿にさはったもの

きさうゑもん

窯場から出て來た喜三右衛門

かまば

か︑王は俄にはげしい熱病にか＼つ

十87

た︒

は︑縁先に腰を下して︑つかれた髄

十445

それ黒星の腔に手紙を附けて

を休めた︒

放せば︑容易に通信が出町るのであ

十556

る︒

二十メートルもある大鯨が今

は全く息たえて︑小山のやうな膿を

十描2

勉強も大切なれど︑膿

水面に横たへる︒

十﹁棚9魍國

にも精々御注意なさるべく候︒

熊が來て︑からだ中かぎまは

からだじゅう ﹇体中﹈︵名︶2 からだ

︿略V︑葉書や封書などを入れ

いにはたらいてみるのもあります︒

五898

る人の外は︑私のからだにさはる者

六891囹

をしてゐますが︑氣立はしごくやさ

へび

︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ

しうございます︒

七306図

り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか
鯨バカラダが甚ダ大キイ︒

らだにまきつきたり︒

七839

︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ膿ノ
全面カラ吸取ルノデアル︒

七879

かうして二三日たちますと︑

︿略﹀︑僕が若し食物をこな

︿略﹀︑からだに全く力がなくなりま

八棚1

した︒

五985

中

八棚8園

さなかったなら︑からだを養ふ所の

六307さうして虎の目・鼻・耳・口︑

ひました︒

つたのでせう︑其のまま行ってしま

しましたが︑ほんたうの死人だと思

血がどうして出來ませう︒

大將の父は︿略﹀︑どうかし
て大面の膣を丈夫にし︑氣を強くし

八川6

く︑其の上臆病であった︒

おく

フクロフハオモ白イカツ 八柵7 乃木大將は幼少の時︑膿が弱

三葉ゲサマデ︑カラダハ
コノ通りニナホリマシタ︒

四394

マンマルナ目︒

カウノ鳥デス︒フクレタカラダ︑

四344

四207囹

シマスト︑カラダハスツカリモ
トノヤウニナホリマシタ︒

四203

上ニコロガレ︒

ツテ︑ガマノホヲシイテ︑ソノ

四197園丁ク川へ行ツテ︑シホ
ケノナイ水デカラダヲアラ

からだにゆきの着物着て︑ か
すみのすそを遠くひく︑ ふじ
は日本一の山︒

三812齪

ニ

三744囹私バカラダガネズミ

がありません︒
三371 ︿略﹀︑左ノ手ニオモイ
六426團 からだをぢやうぶにして︑
モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
よく學問をべんきやうしなさい︒
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒

様をつけてみる︒

ガラスこうば ︹逆名︺2 ガラス工場

十﹇梱5 第二十七課 ガラス工場

十一目14 第二十七課 ガラス工場
ガラスこうば ︵名︶一 ガラス工場

十一梱6 昨日橋本君と心しよに町は
︵名︶一

つれのガラス工場を見に行った︒
ガラスごし

十価8 外はさっきよりも一そう風が
強くなったのか︑ガラス越しに見え
る向ふの木がひどくゆれる︒

六343 朝日ガパツト西ガハノ家ノガ

ガラスど ︵名︶2 ガラス戸
ラス戸ニカガヤイタ︒

十306図魍 窓ぎはにはひ寄り︑ ガ
夜の霧流る︒

ラス戸ぬらし︑ しめやかに︑ひそ
かに

周園の壁やガラス戸棚には︑

ガラスとだな ︵名︶2 ガラス戸棚
十一一537

いろくな時計がたくさん並んでゐ
る︒

十二598 時計師は仕上げた時計をち
よっと耳に當ててから︑ガラス戸棚
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からふと一かりとる

所きらはず食ひつきました︑頭のて
いふ虜にたどり着きたり︒

林藏が二回の探検により

樺太

十二85図

から

と明白となりしのみならず︑︿略V︒

て︑樺太は大陸の一蔀にあらざるこ

つぺんから尾のさきまで︑からだ中
樺

十二879図
カラフト

﹇樺太﹈︹地名︺11

樺太

すき間もなく︒

からふと

太 樺太

ふと

カラフト

人

折よく同行の樺太人挙り

六485 鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ からふとじん ﹇樺太人﹈︵名︶1 樺太
ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

十二868図

から ふ と

からふとりゃくず

からまつ

﹇唐松﹈︵名︶6

か

落葉松

らまっ

落

﹇樺太略図﹈︵名︶1

て土人等を卜し︑林藏を救ひ出しぬ︒

ダ︒

十64図園 墓湾・樺太など︑遠方よ
り送り來れるもあれば︑枯損ずるも

太のやうな遠い所の氣候までも母艦

ふと

の多かるべきに︑︿略﹀︒
樺太略圖
から
十一914囹 そこを見ると︑二型や樺 十二85図 樺太心惑

らまつ

向って右の落葉松は︑

か

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

わたしの子

分る︒
葉松
からふと
十一﹇8110図 樺太は大陸の地績なりや︑六983圃村の學校のげんくわんの

く之を疑問としたりき︒

其の子はとう

あの子は十二︑落葉松は
あの子のせいより低かった︒

六992翻

に戦死した︒

どもが植ゑたので︑

十二825図 く略V︑林藏は幕府の命に
よって︑松田傳十郎と土ハに樺太の海
岸を探検せり︒

たしの植ゑた落葉松が

に︑

あんなに高

﹁わ

十二826図樺太が離れ島にして大陸 六998圃圏 あの子がいくさに行く時
の地学にあらざることは︑此の探検

くなりました︒﹂

当校の前でふりかへり︑

によりて略く知ることを得たれども︑
︿略﹀︒

十二479図

ていかう

すそにか

カヘ

ツギキ

タネマキ

カリコミ

カリコミ

カプワケ

ウエ

農家ニチハ種蒔・株分・植

彼岸ヲ目アテトシテ︑日ヲ定ムルコ

替・接木・刈込・取入レ等ヲナスニ︑

ト多シ︒

した︒

九913園

メニモ

昔カリストといふおかあさ

︿略﹀︑ジュノーといふ神様

此の大熊こそは︑先にジュ

︿略﹀︑自分ノタフトイ発揮

かりそめにも ﹇仮初﹈︵副︶一 カリン

カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

ノーに形を攣へられたおかあさんの

九919園

トを熊にしてしまひました︒

がそれをねたんで︑とうとうカリス

九915園

大そう美しい人だつたので︑︿略﹀︒

おかあさんのカリストは︑

んと︑アルカスといふ子供がありま

九911園

かは カリスト ︹人名︺4 カリスト

からまる

七欄6図

ひばは抵抗力を有し︑松 かりこみ ﹇刈込﹈︵名︶1 刈込

は揮力に富み︑落葉松は一種の品位

︿略﹀︑

うちの子ねこは

﹇絡﹈︵五︶2

を有する等︑回雪の特性を旦ハへたり︒

からま・る
︽ーッ・ーリ︾

三111圏
いい子ねこ︑

たもとにすがる︒

林の中へはいると︑眞赤にな

らまり︑

八16

つたったが︑松の木にからまってを
からりと

二三日降りつゴいた雨がから

︵副︶2

り︑︿略VQ

六142

からりと

りとはれたので︑昨日のお書すぎ︑
にいさんときのこ取に行きました︒

せつ
其の刹那︑彼は迷の雲がか
らりと晴れて︑はっきりとまことの

十二958

道を悟り得た︒
がらん
﹇伽藍﹈︵名︶1 伽藍
がらん

がらん

権ヲ棄テルトイフ事ハ︑選墨人トシ

さるさは

興福寺は伽藍半ば古れた 九慨2園

十385

かり取った雑木︑切倒した大

︽ーッ・ール︾

かりと・る ﹇刈取﹈︵五︶3 かり取る

ラ︑︿略V︒

れど︑尚三重五重の塔︑猿澤の池水

十二9910図

﹇刈﹈﹇▽したがり・しばかり

テカリソメニモスベキ事デハナイカ
かり

﹇狩﹈εさくらがりする・しおひ

に影をうつして南都第一の美観たり︒

かり

かりかち

狩勝の展望

とかち

十一956

さうして兄は︿略﹀︑父のか

父が木を伐れば自分は雑草

掘返し始めた︒

り取ったあとを早上よくつるはしで

十4110

あらごなしの開墾地は︑︿略﹀︒

瀧川から根室行の汽車に乗 木︑掘起した木の根や石ころ︑まだ

今其の主要なるものを墾・ がり・まきがり
かりかち
﹇狩勝﹈︹地名︺1 狩勝
ねむろ
ひのき

らまつ

十一6010

かりかち

ると︑約五時間後に石狩と十勝の境

十一608

の展望

︹題名︺1 狩勝

にある狩勝の峠にか＼る︒

以て建築・土木・造船等其の用途頗

かりかちのてんぼう
る廣し︒

も堅くして︑耐久・耐爆の性あるを

十二477図ひば・松・落葉松は何れ

り︒

ば・松・落葉松・︿略﹀くぬぎ等な

か

ぐれば︑杉・檜・もみ・つが・ひ

十二829図 く略V︑同年七月上玉は軍 十二459図
身にてまた樺太におもむけり︒
しらぬし

十二8210図先づ樺太の南端なる白子
といふ虜に渡り︑此庭にて土人を雇
ひて從者となし︑小舟に乗じていよ

く探検の途に上りぬ︒
︿略﹀︑非常なる困難をを

かして樺太の北端に近きナニヲーと

十二833図

かるい
かりに

418

をかり取る︑父が畠を打てば自分は
﹇仮﹈︵副︶2

かりに

種をまくといふ風に ︿ 略 ﹀ ︒

かりに

八掴3 たとひ休まず働いても︑⁝人

五817

かりまたは︑矢じりがつばめ

の尾のやうにわれた︑たいそうする
どい矢で︑︿略﹀︒

下流

大勢の人々が熟したる

﹇下流﹈︵名︶1

十一鵬10囲国

かりゅう

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

で一日に一包は造れまい︒かりに造
れたとしても︑それを十銭ぐらゐで

がら︑︿略﹀︒

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰

も彼も一心不等に働くので︑仕事は

十439

←いたがる・いやがる︒うれしが

豫想以上にはかどり︑︿略﹀︒

る︒めずらしがる

くるしがる・こわがる・ざんねんが

なしがる・かわいがる・くやしがる・

る・おそろしがる・おもしろがる・か

がる

二464ワルイオヂイサンバ又コ
︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

ノウスヲカリニキマシタ︒
七柵4園

ら親にはなれて︑姓も存じませんの
で︑御威光を借りて豊臣と記したの
でございます︒

社長さんは早速荷車を＝塁

借りて來て︑醤油のはかり費を始め

九545囹
た︒

を集めてみぞに投入れ候へば︑まじ
りたる石・砂などは沈み︑實のみ浮

責ってはまうかるまい︒
びて流れ候を︑下流にてすくひ上げ︑

︿略﹀︑殆ど交通の便もなく︑

軽い

五26一

たいそうかるうございま

︽ ウ・⁝ク︾

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

の光にかがやきました︒

三898 はごろもの袖はかるく
風にまひ︑はごろもの色は日

すね︒

三184囹

い

これは何時そやの大雪に宿 かる・い ﹇軽﹈︵形︶7 カルイ かる
例へば︑借りた金を︑返す
さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

十﹇631

返さない人がある︒

十一191

を借りた旅僧であるぞ︒

十716圏

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし
狩人

十一41 今かりに一時間五十里の速

﹇狩人﹈︵名︶1

はだんく大きくなって︑狩人にな

九916園其の中に︑子供のアルカス

かりゅうど

之を廣きほし場にて乾かし候︒

借主

ても︑太陽に到着するには八十七年
か＼るのである︒

﹇借主﹈︵名︶2

りましたが︑或日大熊を見つけたの

十﹇192 其の場合に貸主から借主を

かりぬし

張を正當とみとめれば︑其の借金を

唯僅かに十勝川を上下するアイヌの

裁判所に訴へると︑︿略﹀︑貸主の主

丸木舟の便をかりるに過ぎなかった︒

ニツキアタルカト思フト︑カルクミ

デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑物
かりでなく︑近くに圖書館もないの

ところが家に書物がないば

加硫法

かうして出営たゴムは︑各

信長はかるくうなついたが︑

世間にはこんな場合に︑な

中尉はひらりと北風にまたが

くびすぢを斎くた＼きながら︑︿略﹀︒

つて︑売れてみたたてがみをそろへ︑

九鵬1

て︑自分の財産を残らず差出した︒

しでも他人の負捲を高くしょうとし

九5310圏︿略﹀︑あの人は反封に︑少

る者もあるが︑︿略﹀︒

るたけ自分の負捲を輕くしょうとす

九538圏

引上げて役人の敷に入れた︒

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

七785

ラカハシテ︑︿略﹀︒

はなかった︒

十一9810

熱心なリンカーンは︑書物

で︑どうしても人から借りて病む外

十一988

かりゅうぼう

で︑それを射殺さうとしました︒
りロつ
﹇加硫法﹈︵名︶2 加硫

返すやうに借主に命ずる︒

十一537

加硫法とは︑ゴムに硫黄を

に雪煙を増して怠る︒

まぜる事で︑かうするとゴムが非常

十一537

りう
國の工場に運んで加硫法を行ふ︒
ゆわう

十一195 ︿略﹀︑裁判所は爾者の言分 法
を聴いた上で︑貸主の主張を正當と
みとめれば︑其の借金を返すやうに
借主に命ずる︒

カリフォルニやしゅう ︹地名︺一 カ
リフォルニや州

を持ってるる人の所には遠近を問は

︽ーッ・一

或時近邊の人からワシント

ず借りに行った︒

十一994

﹇軽﹈εみがる
かる

ン傳を借りたことがある︒
かる

﹇刈﹈︵五︶2

兄は私に﹁壮士口︑お前はお

風に束ねて運んでくれ︒﹂といひな

とうさんのかった雑木を︑かういふ

十416園

ル︾

か か・る

﹇火力﹈︵名︶1 火力
れん
︿略﹀︑電力は頗る漫才に

供給されるので︑石炭の火力による

十二描2園

八669囲 サンフランシスコはカリ かりょく
フォルニや州にあるのですが︑此の

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

州は合衆國の中でも︑氣候がよくて︑

其の上地味が肥えてゐますから︑い

カリル

ワルイオヂイサンバソレ

︽ーリ・ーリル︾

﹇借﹈︵上一︶10

マシタ︒

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ

二435

りる 借りる

か・りる

とが出來なくなりました︒
かりまた

ろいろな農産物に富んでゐます︒
﹇雁股﹈︵名︶3

五796 墨家はせ中のうつぼから︑か

かりまた

りまたをぬいて狐を追っかけました︒
つて︑起算にかへし ま す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五813 さて宗任がかりまたをぬき取

419
かるたとり一かれ

るた取

かるたとり

﹇歌留多取﹈︹課名︺2

四目13 十二 かるた取
︹歌留多取﹈︵名︶1

四466 十二 かるた取
た取

かるたとり

か

かる

タヌキ

四 4 6 7 友 一 のうちでかるた取

キツネ

彼

がはじまって居ます︒
﹇彼﹈︵代名︶5 2

かれ ﹇枯﹈5ふゆがれ
かれ
ウサギ

ブタ

彼は︑目のさめるやうな柿の色の美
︿略﹀︒

て萬人に仰がれるやうになったのは︑

彼は父の命に從って勉強し

或日々が古木の皮をむくと︑

彼が探検船ビーグル號に乗

る＼こと︑此虞にては更に甚だしか

十一一874図 林野の怪しみもてあそば

りしが︑︿略﹀︑彼は土地の事情を研

木陰からじっと見てみた彼

究することを怠らざりき︒

は︑しみぐと自分の身の上に思ひ

十二916

比べて︑農夫や牛の層面を思ひやる

彼はだんく物思に沈むや

と共に︑轟の運命をあはれんだ︒

うになった︒

十二919

ゆい宮殿に住まはせて︑國政にも與

十二9110 それを見てひどく氣をもん
ひ
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑目もまば

らせようとした︒

トーベンがまだ若い時分のことで

えだえの病人︑さては野上に送られ

ドノーツの有名な音里家べ一
あった︒︿略V︒﹁あ＼︑あれは僕の

る死者をまのあたり見て︑佳く世の

十二378

生の方針がはっきりときまった︒

十一一129此の航海によって彼の博物
そ
肖者としての基礎が十分に出來︑一

は︑二十三歳の時である︒

込んで意氣揚々と本國を出饗したの

十ニー25

珍しい甲轟が二匹みた︒

十一一118

學の研究が主となってしまった︒

てるたが︑何時の間にか好きな博物

十ニー13

しさに打たれて︑もう立っても居て

毎日焼いてはくだき︑焼いて

も居られなくなったのである︒

十463
はくだきして︑歎息する彼の葦子は︑

彼の頭の中にあるものは︑唯

實に見る目もいたましい程であった︒

十473
夕日を浴びた柿の色であった︒

彼は氣がくるった様にそこら

をかけ廻った︒

十478

柿右衛門は今から三百年半か

彼は此の後も尚研究に研究を重ね︑

作った曲だ︒聴き給へ︒なかくう

杖にすがるあはれな老人や︑息もた

しかし彼は城外に出る毎に︑

工夫に工夫を積んで︑世に柿右衛門

まいではないか︒﹂彼は突然かうい

十二921

風といはれる精巧な陶器を製作する

孔子は他人を正す前に先

かくて彼は二十九歳の或夜︑

人知れず宮殿を出て修行の途に上つ

十一78図

に至った︒

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

十498

窯をあけにか︑つた︒

八496第十三鷲︿略﹀︒狐・狸・ 十488 彼はふるへる足をふみしめて
兎・犬・豚ナドハ彼ノ求メル物デ

アルガ︑︿略﹀︒

國に母 を や 残 す ら ん ︑

八575図圃 く略V︑小ぞうは乗りぬ︑
自轄車に︒

彼のまぶたにつゆありき︒

八578図圃 下駄買ふ人も︑早る人も︑
下駄屋にありし人は皆︑ 彼の姿

はかなさを感じた︒

た︒

を見送りぬ︑︿略﹀︒

つて足を止めた︒

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

ベートーベンの両眼は異様 十二932

づおのれを正し︑近きより遠きに及

乗移ったやう︒

十一一416

九414図蟹 旅順開城約成りて︑ 敵

れを修めて人を安んず︒﹂とは︑彼

︿略﹀︒

すを以て其の主義としたり︒﹁おの

所 は い っ こ ︑ 水 師螢︒

かねて繹迦の徳をしたって

みたマガダ國王は︑修行を思ひ止ら

ひき終るとベートーベンは︑ 十二937

せようとして︑自分の國をゆづらう

十二435

つと立上った︒三人目﹁どうかもう

とまで申し出たが︑彼の決心はどう

︿略V︑リンカーンは十歳頃

一曲︒﹂としきりに頼んだ︒彼は再

彼は更に其の邊の名高い學

るまい︒自分一人で修行をしょ

十一一9310 彼は遂に﹁もう人にはたよ

にも満足することが出塁ない︒

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

十二938

しても動かなかった︒

までは本を讃むことなどは殆ど出來

ベートーベンは︑ちよつと
は急いで家に臨つた︒

ふりかへってめくらの娘を見た︒彼

十二453

すみきった空を眺めてみたが︑︿略﹀︒

に一曲︒﹂といって︑彼はしばらく

﹁それでは此の月の光を題

びピヤノの前に腰を下した︒

よく
に︑知識を得たいといふ彼の欲望は

益く強くなり︑︿略﹀︒

リンカーンは父の手助をし

十二437

なかった︒︿略﹀︒かうしてみるうち

十︸965

が簡明に此の意をあらはせる語なり︒

の将軍ステッセル 乃木大將と會見
の

乃木大將はおごそかに︑ 御めぐみ
彼かしこみて 謝 し ま つ る ︒

深き大君の 大みことのりつたふれ
ば︑

十439 かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰

九418図圃 彼はた＼へっ︑我が武勇︒
も彼も一心不齪に働くので︑仕事は

十一棚3

努力とをもって勉強を綾けた︒彼が

て忠實に働くと土ハに︑非常な熱心と

二 野 以 上 に は か ど り ︑︿略﹀◎

うっとりと見とれて み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

他日大統領となり︑世界の偉人とし

十457 喜三右衛門は齢りの美しさに
日頃から自然の色にあこがれてみた

かれい一かれみずから

420

う︒﹂と決心して︑或静かな森へ行
人たちは︑彼を氣違扱ひにして相手

みる僧があった︒︿略﹀︒之を見た村

十二柵5

彼の初一念は年と共に益く
かうして︑老僧が始めての

固く︑︿略﹀︒

十二鵬6

にもせず︑唯物笑の種にしてみた︒

つた︒

がらなければ立てない程になった時︑

十二946 次第にやせ衰へて︑物にす
彼はいくら苦行をしても更に効のな
いことを知った︒

年目に︑彼が

みを絶壁に下してからちゃうど三十
が見事に成就した︒

十二947 そこで彼は先づ中庭の河に

浴し︑たまく其虜にみた少女の
生をさ＼げた大工事

さ＼げた牛乳を飲んで元氣を回復し

今日文明の利器と溢せら

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

十二緬1図

カレヒ

かれひ

才によらざるもの殆どなしといひて
﹇蝶﹈︵名︶3

可なり︒

かれい

おさへて見たら︑小さなかれ

ひであった︒

七125

居ル時事緑色デアルガ︑枯木二二レ

バ枯木二似タ色ニナル︒

タ色ニナル︒

九1710 ︿略﹀︑枯木二移レバ枯木二塁

大連へ來てから︑もうかれ

かれこれ ﹇彼是﹈︵副︶1 かれこれ

これ七八十日︑町のもやうも大分わ

七353囲

かつて來ました︒

からふと

︿略V︑カレヒ・ヒ 十65図園塁砦・樺太など︑遠方よ

ず ︽iズル︾

かれそん・ず ﹇枯損﹈︵サ変︶1 枯損

﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言

つて︑つかんで見せると︑ふりかへ

七127園

魚類ニハ

つたのは知らない人であった︒

七803

り送り來れるもあれば︑枯損ずるも

かねて此の希望をみたさ

の多かるべきに︑ほとんど皆殺よく

十二麗5図
んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

ラメナドノヤウニ︑底二沈ンデヰル

た︒

十二9410 ︿略﹀五人の友は︑繹迦が
︿略﹀︑更に進んで新しき電燈の嚢明

枯木

カツシヨク

北國黒住ム野ウサギや高山ノ

又沖縄二産スル木ノ堕民ハ︑

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

口止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

︿略V︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

九195

︿略V︒

︿略﹀︑裏ハ枯葉二割テヰルノデ︑

九192

葉や土ノ色二似テヰルガ︑︿略V︒

上二居ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑枯

九174

かれは ﹇枯葉﹈︵名︶3 枯葉

根づきたるは︑︿略﹀︒

全く修行を止めてしまったものと思

枯れ

モノモアル︒

かん

︽ーッ︾

枯れか㌧つて一面に黄色にな

﹇枯木﹈︵名︶6

んくと照らしてみる︒
かれき

タ︒

二485園

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

ザカリニナリマシタ︒

十二418

ら

ベートーベンの爾眼は異様

二496 ハヒヲマキマスト︑カレ ツテヰルヤウニ見エル︒
註脚花ガサイテ︑一メン口器 かれみずから ﹇彼自﹈︵代名︶1 彼自

イ︑カレ木二花ヲサカセマセウ︒

花サカヂヂイ︑花サカヂヂ

二476 スルト︑ニハノカレ木ノ
エダニ︑キレイナ花ガサキマシ

カレ木

つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

九782

か㌧る

﹇幡羅﹈︵五︶！

に從事したり︒彼が稀代の天才は
こ＼にも遺憾なく嚢挿せられて︑
︿略﹀︒

しん

︿略﹀︑唯心に至りては彼

の最も苦心したる所なりき︒

十二麗10図

十二麗10図初め彼は紙に炭素を塗り
何心なく手に取りて眺め

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二佃9図

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

十二冊9図彼の眺め入りしは糟にあ
らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら
れたる竹なりしなり︒

彼は直に竹を以て炭素線
を作りて實験せしに︑豫想以上の好

十一一M2図

結果を得たり︒

かれかか・る

ひ︑彼を捨てて立去った︒

十二956 彼は夜もすがら静坐してひ
たすら思をこらしてみると︑︿略V︒
せつ

其の刹那︑彼は迷の雲がか

らりと晴れて︑はっきりとまことの

十一一958
道を悟り得た︒

の間唯うっとりとしてみたが︑やが

十二959 彼は此の心境の尊さに忌日
て此の尊い心境を世界の人々と共に
せずにはみられぬといふ慈悲の心が︑
胸中にみなぎりあふれた︒

十二975 今や繹迦は衆星の中の漏月
の如く國中から仰がれる身となった
が︑中には彼をそねむあまり︑反抗
するばかりでなく︑迫害を加へよう

二513

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

こ＼において彼は人を世

乗移ったやう︒一音は一音より妙を

十二悩3図

ノコツテヰ早目ヒヲカキアツメ

とするものさへも出て來た︒

界の各地につかはして竹を採集せし

加へ神に入って︑何をひいてみるか

殊にデーバダッタは︑︿略V︑

テ︑カレ木ニノボツテ︑トノサマ

十二978

め︑︿略V綿密に研究せしが︑日本

彼自らも畳えないやうである︒

かねてから三角の名望をねたみ︑幾

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

ノオカヘリヲマツテヰマシタ︒
よりて心を製出せり︒

の竹最も適當なりしかば︑專ら之に
︿略﹀︑齢念なく穴を掘って

度か彼を害しようとした︒
十二柵3

421
かれら一かわ

﹇彼等﹈︵代名︶4

彼等

らうじて僧をともなひ駆れる主人は︑
︿略﹀︒

かれら

十二243 それ故大多敷の商人は︑
く略V︑勾践は呉に捕へられ

ぬ︒後からうじて蹄下することを得

十悌6図

の爲であった︒彼等が町人といって
しが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑忍耐も努力 も 要 す る に 皆 自 己

賎しめられたのも其の爲であらう︒

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ

る︽ージ・iゼ︾

十二355國やがてベルリンに入ってかろん・ずる ﹇軽﹈︵サ変︶2 輕んず
十5410

鳩を通信に使ったのは︑蝕程

ふれてみて︑彼等が大壷後における

ニー55

ホエルト︑ロガアイテ︑

クハヘテヰタサカナハ︑川ノ
ナカヘオチテシマヒマシタ︒

三493ヤクバノヨコデ︑川ガ
ニツオチアツテ︑マガリクネツテ︑

今日私が川の土手から

河←

いらせがわ・おおかわ・かもがわ・き
たかみがわ・こがわ・ころもがわ・さ

コクキが出シテアリマシタ︒

四195囹早ク川へ行ツテ︑シホ
ケノナイ水デカラダヲアラ
てつけうへかかった時︑

ツテ︑︿略V︒

四811

川に美しいかげをうつしてゐます︒
チ ヅ

田地にするには︑水がいるが︑

タ川ヲ見ルヤウデス︒

五694

鮭五畜ノ魚デモアレバ︑川ノ

引いて來る川がない︒

六456

其ノワケハ︑川デ卵カラカヘ

魚デモアル︒

六457

ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬
ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六462

六477

翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ

四五年モタツト︑大キクナツ

ヘツタ志学︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

六481

ツテ來ルガ︑フシギニ自分ノ生レタ

も

京都を北から南へ流れてみる

京都は長い間の都ですから︑

又いくさのあった時には︑

川の西は水のすぐそばから︑

東の方は此の橋のたもとから︑

七289図

フ︒

トヲツナゲリ︒

七292図

博多クノ堀アリテ︑川ト川

川にそって電車が出ます︒
ヨド
市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ

六722

す︒

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六715

に清く美しく流れてゐます︒

の昔にきえましたが︑川は昔のま＼

こんな人︑こんな姿は︑とう

たことでございませう︒

いくたびとなく此の川の水にうつつ

︿略﹀武士の刀や︑なぎなたの光も︑

六703

くうつしたことでございませう︒

の姿を︑此の川の水はいくたびとな

︿略﹀おくげ田方や︑︿略﹀お姫様方

六697

川を賀茂川といひます︒

か

六693

叔父サンが言ハレタ︒

里蹄トデモ言ツタラ司法ラウ︒﹂ト

川へ齢ツテ來ルサウデ︑︿略﹀︒
南ノ方ヘナガレテイキマス︒
三634 三人は舟とならんで︑川 六482 ︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レタ
川へ蹄ツテ來ルサウデ︑﹁之ヲ鮭ノ
のふちをかけて行きます︒

三782

古い時代からの事で︑︿略﹀︑無線電

とって來たすすきも︑花いけ

ひへい

自國の疲弊を回復するため盛に活動
信などが襲明せられて以來︑自然輕

習︑性となっては︑遂に日

してみるのには全く敬服しました︒

十二梛4

にさしてそなへてあります︒

︽一

四92 谷ソコノーケンヤニモ︑
川ヲ下ツテ行ク小サナ舟ニモ︑

んぜられるやうになった︒

十二966 繹迦は世を救ふ手始として
先つかの五人の友をたつねた︒かつ

川

本人には比丘力がないであらうと自
カバ

て繹迦を見捨てた彼等も︑其の慈悲
﹇川﹈︵名︶57

らも輕んじ︑外声人からも侮られる︒

かわ

圓満の姿を見ては︑思はず其の前に
ひざまっかざるを得なかった︒

枯れる

十二969 彼等は繹迦の教を聴いて即 あべかわのしゅく・アマゾンがわ・お
﹇枯﹈︵下一 ︶ 2

座に弟子となった︒
か・れる

シバ

庭さきのもみちの木は︑前の 六707

河を見たら︑たいそう水が出

ヘ

五284

て居ました︒

ほがわ・しらかわ・しんかわ・たにが
がわ・ひのかわ・やまかわ・やまくに

ヤマ

雨水ノ流レル道ハ地圖ニカイ

十一379 植付けた苗木の枯れた庭へ わ・テームスがわ・とかちがわ・ひい
補植をするのは︑翌年一回だけだと

がわ・よどがわ・ラプラタがわ

ハ

ニー44シタヲミルト︑川ノナ

五516

レ︾

いふから︑今年はもうしなくともよ

コノヒクイトコロバ亀田

一287

オヂイサン

カニモサカナヲクハヘタ犬ガ

ヘ

十644図 降積む雪に道を失ひ︑進み

ヰマス︒

センタクニイキマシタ︒

カリニ︑オバアサンバカバ

一446

アリマス︒

一295カバニハ︑ハシガカケテ

デス︒

いのであらう︒

十一399 生きた枝でも枯れた枝でも︑

からうじて

其のま＼にしておくと︑︿略﹀︑其虚
﹇辛﹈︵副︶3

が節になるのだといふ︒
かろうじて

十278 からうじてボートはかの難破

もやらずた＼ずみたる様は︑古歌に

船にたどり着いた︒

︿略﹀︒といへるにも似たりけり︒か

かわいい
かわ

422

七292図 又多クノ堀アリテ︑川ト川
トヲツナゲリ︒

水があふれました︒

七619 連日の雨で︑川といふ川には
七621 連日の雨で︑川といふ川には
水があふれました︒

七626園 それ︑川が渡れる︒

ヲ下スコトアリ︒

るキチーに出づ︒

木の枝を伐りて地上に立

て︑上を木の皮にておほひ︑八人︻

十二861図

所にうつくまりて僅かに雨露をしの

廣さが千山百方里もある︑海 十二859図 其の間︑山にさしか＼れ

ぐ︒

九295

ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出

皮

革←しきが

つればまた舟を浮べて進む︒

かは
﹇革﹈︵名︶2 革

一大絶壁をみなぎり落ちるのですか

翌日此の地を去り︑河をかわ

七648

わ・しらべがわ

かは

さいふ

人夫は其の男のたもとをお

﹇側﹈︵名︶1

かはいい

殿与うちがわ・

ゆききの車馬のたえざれ

かはい＼ ︽ーイ︾

かわい・い ﹇可愛﹈︵形︶6 カハイイ

かは
ば︑ 向ふの側へ行きかねつ︒

八558図南

りがわ・りょうがわ

えんがわ・そとがわ・にしがわ・ひだ

かわ

した物は︒﹂﹁革の財布で︒﹂

さへて︑﹁まあ︑お待ちなさい︒落

七674園

革の財布が落ちてゐました︒

かは

をあらそった所へ行って見ますと︑

かの人夫は︑︿略V︑先程渡賃

さかのぼること五日︑遂に目的地な

そこで彼は先づ近心の河に

るデレンに着せり︒

十二8610図

のやうな湖から流れる大きな河が︑

ら︑︿略﹀︒

其の中に汽車は山の間を出て︑

大きな川の見える所に出た︒

九729

あれが北上川だ︒汽車は此 十二947

浴し︑たまく逆櫓にみた少女の

七644 此の時習すばらしいなりをし 九7210園

の邊からあの川について︑北へく

十二柵3図︿略﹀︑何の山︑何の川︑
一木一草に至るまでも歴史あり古歌

洞門の長さは實に三百八間︑

あり︑人をして低回去る能はざらし
む︒

十二佃6

︿略﹀︑川に面した方には庭造にあか

﹇皮﹈︵名︶5

り取りの窓さへうがってある︒

ワタクシガアヤシテアゲ

大勢の人々が熟したる
︿略﹀︒之を機械にかけて皮を除き︑

ウマウマトイヒマス︒

子ねこは

かはいい子ねこ︑

三106韻うちの子ねこ

く

たもとに

ちりちりならし︑

かは

まりとざれ

くびのこすずを

うちの子ねこは

すそにからまり︑

びのこすずを

すがる︒

三114圃

いい子ねこ︑

えんからおちる︒

ちりちりならし︑

ては

うちの

バカハイイカ

ルト︑ミヨチャン

石がきの下へ出たのは︑ 二263
かはがおちはじめて︑竹になり
いもほり く略V︒

ホヲシテ︑小サナテヲダシテ︑
第十七

十﹁観2圓囲

てるる︒

皮がはち切れさうに︑よく實がいつ

︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうなうすい

九795

かかってゐます︒

三266

かわ

先づ地峡の山地を流れてみる

た︒

た一人の男が︑︿略 ﹀ ︑ 着 物 を ぬ い で

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

さ＼げた牛乳を飲んで元氣を回復し

た︒

十一悩8囲團
いはれ居候︒

五百キロメートル︑世界の河の王と

アマゾン河は全長五千

河の水をせき止めて︑湖を二つ過つ

十3110

はいって水浴をした︒

町はつれを流れてみるきれいな川に

十85

と走るのだ︒

︿略﹀︑渡 賃 が 高 い と い っ て ︑

頭にのせ︑一人で川へはいって行き
ました︒

七653

此のあぶない川を一人でこしたほど
の人である︒

七657氣の毒なことだと思って︑人
夫はすぐ川を渡って︑かの男を過つ
かけました︒

した方ではありませんか︒

七665園 あなたは今朝一人で川をこ

﹁此の川は古の簸川にして︑かのを

ひのかは

中へとびこんで死んでしまはうと︑

七692囹 いよくない時には︑川の 十一一46龍胆 傍なる人のいふやう︑
うち退治の傳説あるは此の川の川上

ふもとの川を白帆が二つ三
つ通って行く︒

十一一218

の傳説あるは此の川の川上なり︒

十二47図園く略V︑かのをうち退治

なり︒﹂と︒

かくごをして來たのでございます︒

七739 かの男は︿略﹀︑とうく又
川を渡って︑人夫の家へ参りました︒

七809 エビノピンくハネタリ︑カ
ニノ横ニハツテアルク檬子ハ︑池ヤ
川ニスムモノトチガ ハ ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

流れ込む川に大きいのがないのに原

コーヒーの實を手にてこき落し︑

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

八199図 此ノ河ノ上流地方ヨリ木材 十二519 これは主として周團が山で︑

袋に入れて外國に輸出する由に候︒
或日彼が古木の皮をむくと︑
珍しい甲轟が二匹みた︒

十ニー18

諒してみる︒
こくりゆう

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な

それより山を越え︑河を

ヲ下スコトアリ︒

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

八201図 此ノ河ノ上流地方ヨリ木材 十二857図

423
かわいがる一かわかす

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

を見て︑此の子馬共を買った人たち

たちがあんなにかはいがってみたの
︿略﹀︒

十541 寳玉をちりばめたやうなかは 十229官私は今日此所に來て︑飼主
はと
い︑目︑︿略﹀︑鳩 は 見 る か ら に 愛 ら

ところがめぐみ深いジュピ

いころすのもかはいさうだと思って︑

しいものである︒

さて昨日御地より錦村

らくそれを見てみた︒

二匹はいちもくさんにかけて

行ったが︑間もなくかはいらしいの

八55

大人の握りこぶし程の大きな

を一匹つれて來た︒

のもあれば︑雀の卵ぐらみなかはい

九794

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

かはいさうだ︒あのアルカ

らしい顔をして︑おとなしくつなが

十184國 ︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

スに親殺の大罪ををかさせてはなら
︿略﹀︑ふとはるかの沖合に︑

高値10 ︿略﹀︑目もさめるやうな草花

れてるます︒

﹁まあ︑かはいさうに︒おとうさん︑

シ・ース︾

八価1

︿略V︑軸木を火で乾かす者も

乾かす者もあり︑︿略﹀︒

しらへてみる者もあり︑軸木を火で

一価1

ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

かわか・す ﹇乾﹈︵五︶7 乾かす ︽一

一枝髪にさしてみたい︒

のや︑どれを見てもどれを見ても︑

色の美しいのや︑形のかはいらしい

が並べてある︒にほひのよいのや︑

あの波を御らん︒かはいさ

といひさして︑ふと見ると︑かはい

ベートーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂

さうに妹はめくらである︒

十二4010

うだが︑とても人間業では救へない︒

十261園

早く助けに行きませう︒早くく︒﹂

かの難破船を見とめた︒娘は驚いて︑

十259園

ぬ︒﹄と︑︿略﹀︒

﹃あ﹂︑

ターといふ神様が︑それを見て︑

九923園

河池

コーデリヤは王が一番かは

﹇川池﹈︵名︶1

十5図河池

かわいけ

いがってみる娘であった︒

十二682

も︑︿略﹀︒

十589あ＼︑あのかはい〜鳩が︑一
度任務を命ぜられると︑勇ましく高
空に輪を書がきながら︑しかと方向
を見定め︑矢のやうに目的地へ向つ
て飛んで行くのを見 た な ら ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︒

かわいせんせい
河井先生

﹇河井先生﹈︹人名︺1

せられたる河井氏の御話によれば︑

十一417国團

十二558園女の子は唯じっと見まもかわいし ﹇河井氏﹈︹人名︺1 河井氏

カハイ

︽ーッ・ーラ︒ーリ︾

﹇可愛﹈︵五︶8

を見附けて︑﹁まあ︑かはい︑ね

つてみたが︑やがてかの小さなねぢ

ぢ︒﹂

かわいが・る
かはいがる

同は︑河井先生にみちびかれて︑東

二417ヨイオヂイサンバ犬ヲ 十12図 十月十二日︑我等五画面一

ガル

一ピキカツテ︑タイソウカハイガ

︽ーイ・一

カハ

京代々木の明治神宮に参葬せり︒

かはいらしい

ワタクシハネエサンニ︑

あり︑乾かした軸木の先に藥をつけ

︿略﹀︑乾かした軸木の先に藥

ユキデウサギヲコシラヘテイ

︿略﹀︒

て行き︑︿略﹀︑次に藥品を入れて固

十一534

集めた液は之を工場に持つ

ろへてマッチの箱に入れる者もあり︑

で乾かす者もあり︑乾かしたのをそ

八価3 ︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

を温室で乾かす者もあり︑︿略﹀︒

をつける者もあり︑藥をつけた軸木

八鵬3

る者もあり︑︿略﹀︒

ス︒

三133

﹁︿略V︒﹂

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

あまりかはいらしいので︑僕はしば

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八41

うたをうたひます︒

とかはいらしいこゑで︑子もり

すぐそばへよって︑

あかちゃんがなき出すと︑

ナ目デ︑カハイラシウゴザイマ

タダキマシタ︒︿略﹀︒アカイ小サ

二406

ウ︾

﹇可愛﹈︵形︶7

ツテヰマシタ︒

義家はせ中のうつぼから︑か

イラシイ

かわいらし・い

うらしまはかはいさうに

かはいさう3おかわいそう

三405

イサウ

オや牛ハ子牛ヲタイソウ かわいそう ﹇可哀相﹈︵形状︶8 カハ

筆工イガリマス︒

二662

人々にかはいがられました︒

六583 ︿略﹀︑﹁萬じゅく︒﹂と︑

スルト神様ハ﹁ソレハ

をかつて︑海へはなしてやり

おもって︑子どもからそのかめ
ました︒

八228 呉鳳は︿略﹀︑亜里山の役人
でした︒たいそう蕃人をかはいがり

四194園

カハイサウダ︒︿略﹀︒﹂トヲシヘ

ましたので︑蕃人からは親のやうに
したはれました︒

テ下サイマシタ︒

四684私のうちに山がらが一

ゐ
九皿9 北風の主人は若い騎兵中尉で︑
たいそう北風をかはいがって︑まる

羽かつてありました︒︿略﹀︒それ

五798

ました︒

がかはいさうに︑あるばんね
ずみに足のゆびをくひきられ

で我が子のやうに大事にしてみた︒

十202国 それを見ると︑成程︑こん
なにかはいがられて居れば︑馬も從

順で人になつくわけだと︑しみぐ
思ひました︒

かわかみ一かわゆし

424

リンカーンは其の本をてい

まらせ︑機械で薄くのして乾かすの
である︒

十一⁝削9

ねいに乾かして︑其の後何度もく
讃返してみるうちに ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑實のみ浮びて流

川上

河上

れ候を︑下流にてすくひ上げ︑之を

十一欄1國囲

﹇川上﹈︵名︶6

嫁きほし場にて乾かし候︒
かわかみ

かわ・く

かわく

乾く

のどがかわいてみたので︑み

ク︾

﹇乾﹈︵五︶2

︽ーイ︒

五404
んな大よろこびで飲みました︒

十一佃7圓国伐倒したる木は乾くま
川口

舟は︿略﹀︑をかの方へ動き

﹇川口﹈︵名︶1

で其のま＼に致置き︑︿略﹀︒

かわぐち

七157
はじめた︒川口にか＼つた時ふりか
へって見たら︑もう了い海には誰も
みなかった︒

川

﹇為替﹈︵名︶1

キマス︒

染替

私は川ばたの人夫で︑名前

をいふ程の者ではありません︒

七727園

停車場にはいる手前でまた北

アマゾン河はく略V︑

世界の河の王といはれ居候︒河幅は

十﹁脳9囲團

がかなりせまくなってみる︒

上川を見たが︑此所まで來ると川幅

九735

八471団此の爲替はほんのわっかで かわはば ﹇川幅﹈︵名︶2 川幅 河幅

かわせ

すが︑何か好きな物を買って上げて
下さい︒

川沿

驚く程の廣さにて︑河口の庭にては︑

幽川前の中津から南へ三里︑

なかつ

﹇川沿﹈︵名︶1
ぶぜん

激流岩をかむ山國川を右に見て︑川

三百二十キロメートルもこれある由︑

十一一樹2

かわぞい

沿の道をたどって行くと︑︿略V︒

︿略﹀︒

川ソコ

七623

橋のないところでは五日も十

かわべ ﹇川辺﹈︵名︶2 川べ

キレイナ水ガサうく流レテ︑

﹇川底﹈︵名︶1

六466

かわそこ

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑
︿略﹀︒

日も水のひくのを待たなければなら

﹇川口近﹈︵名︶1

ず︑川べの宿はとめきれない程の客

か

ひ

たけだ

ぎでございました︒

七637 ︿略﹀︑川べはひじやうなさわ

でございました︒

しゅく

中島
川中島

しなの

いうぜん

あの美しい友暉染は︑もと此

の川べりで出來たのでございます︒

六738

越後の上杉謙信と甲斐の武田 かわべり ﹇川縁﹈︵名︶1 川べり

けんしん

﹇川中島﹈︹地名︺4

第十四

大川を下って行く舟の中はう かわなかじま ﹇川中島﹈︹課名︺1 川

中島
ゑちご

七435
つた︒

は︒

よって明日たがひに勇士を

川ばた

川中島の戦

川中島の職

第十四

﹇川中島戦﹈

五854囲

夜明け方になって︑雨も風

もやみますと︑急に川水の音がこう

くと聞えて來て︑︿略V︒

かわゆ・し ﹇可愛﹈︵形︶2 かはゆし

毎日世話し居ることとてい

︽ーキ・ーク︾

ゆく思はる︒

九137図 ︿略﹀︑ひよこは一そうかは

は一そうかはゆく思はる︒

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

約束の川中島は謙信に渡す︒ 九137図

方のものが川中島を取ることにして

︻人つつ出して組討をさせ︑勝つた

七463圏

まだ勝負がつかなかった︒

七457

川中島で前後五回職つたが︑ かわみず ﹇川水﹈︵名︶1 川水

信玄が︑たびたび信濃の川中島で職

しんげん

川

すら寒い︒︿略﹀︒川ロ近くになると︑

七99

べんけい

かわなかじま

七目15
川下

今︑三條の大橋に立って︑川

﹇川下﹈︵名︶3

よしっね

義纏・辮慶の五條の大橋は此

︽一

田川7 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

す︒

の川下にか＼つてみるのでございま

六731

下を見ると致しませう︒

六713

かわしも

潮干狩の舟がいくそうもよって來た︒

口近く

かわぐちちかく

三787 だれか川上の方で︑さ
きほどからふえを吹いてゐま
す︒

四十6園河上の方で雪がとけ
いつも

はじめたのだらう︒

五78 ある時︑出雲の國のひの川の
はし

はたをお通りになりますと︑川上か
ら箸が流れて來ました︒

五82 みことは此の川上にも人がす
んでみるにちがひないとおかんがへ
になって︑︿略﹀︒

六732 又三條の大橋から川上を見る
と︑川原が遠く北につゴいて︑其の
さきにやさしい姿の山がかすんで見
えます︒

ひのかは

どぢやうを取るのであらう︒
かわす ﹇交﹈﹇▽いいかわす

カハス

して︑かのをうち退治の傳説あるは

十二47図園此の川は古の簸川に

﹇躾﹈︵五︶一

七489圏
︹課名︺1

ツバメハトブコトが上手ナ鳥 かわなかじまのたたかい
デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑物

七432

五26一

シ︾

かわ・す

﹇川 上 昊 帥 ﹈ ︹ 人 名 ︺

此の川の川上なり︒
かわかみのたける

くまそ

1 川上のたける

ニツキアタルカト思フト︑カルクミ

五412 昔熊襲のかしらに川上のたけ

ラカハシテ︑矢ヨリモ早クトンデ行

﹇川端﹈︵名︶1

るといふ者があって︑天皇のおほせ

かわばた

にしたがひませんでした︒

425

かわゆら・し

﹇可愛﹈︵形︶1

かはゆ

どもに︑朝晩おねんぶつのかはりに
となへさせます︒

︽ーシキ︾

らし

八428園

川原﹇▽あべ

かはり

ふひやうばんが高くなって︑附近の
やうになりました︒

三々では之をとって薪の代りに使ふ
罵言の外に貨幣の代りに用

た︒

かわりばんこ

﹇代番﹈︵名︶1

かはり

信吉はとりのぼせたやうにう

れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑

八934

かはりばんこに見てみた︒

︽ーラ・ーリ︒ール︾

はた拾︑まり送︑おにごっこ︑

わけがあったのでございます︒

何でもなれてしまへば︑少しも陸上

六794

うちにも村にも︑かはった

とかはらない︒

六榴8囲

太兄上様

事はありません︒三月十八日千

六価1困 ︿略﹀︑千年もたったかと思

く心持がかはって︑ 一そうありがた

ふ老木の下へ行った時には︑何とな
身をもって國難に代らうと︑おいの

六842

すると︑これまで潮の満ちて

くかんじた︒

七211

みた稻村崎は︑︿略﹀︑二十飴町には

燈火としては︑︿略﹀︑其の

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・一

又季節ニヨツテカハルクラヰ

色ニ心隔ルモノモアル︒

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

九177 ︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

カハルモノモアル︒

カバレバ︑間モナクソレト似タ色目

デナク︑伺時デモマハリノ物ノ色ガ

九176

ナ色町カハルモノモアル︒

九173 ︿略﹀︑ソレニツレテ同ジヤウ

ナ色ニカハルモノモアル︒

ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ

ニハ︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

保護色ヲモツテヰルモノノ中

後らふそくや種油がともされ︑石油

攣る

うちへかへってみると︑
おどろきました︑︿略﹀︑村のやう

すもすっかりかはってゐます︒
町やくばも︑けいさつしょ
も︑いうびんきよくも︑みんなの

四271

心力ハルモノモアル︒

九178 ︿略﹀︑間モナクソレト重宝色

見なれた所も面白く感じた︒

之を聞くと︑頼朝のかほの色 九682 汽車が進むにつれて︑關東平
野はだんく夜の景色にかはって︑

きらんぷが電とうにかはりまし
た︒

六546

かはるも道理︑これには深い

はさっとかはりました︒

六546

九172

かに干上って砂地にかはり︑︿略﹀︒

なった︒

とであらうか︒

されて︑今のガスや電量にかはるこ

十一由8

將來は又どんなものが爽明

電燈が到る虞にかゴやき渡る時代と

のランプが之に代り︑今はガス燈や

十一681

りになった︒

かめ
おそれ多くも亀山上皇は︑御

﹁それでは當座預金の方が かわ・る ﹇代﹈︵五︶3 かはる 代る

の間に間違なく持参致せ︒

綿を一反つつ︑名札をつけて︑三日

あらうが︑其の代りと致して︑白木

しからば許してつかはすで ばんこ

十研2國団私とてもかはゆらしきめ
﹇河原﹈︵名︶1

ひ の 生 れ 候 と 聞 き て は︑︿略﹀︒

かわら
かわら

カハリ

それから﹃燃える石﹄とい

利子が安い︒︿略﹀︒﹂

便利ですね︒﹂﹁便利だが︑その代り

六732 又三條の大橋から川上を見る 十527囹
瓦やき

と︑川原が遠く北に つ g い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

﹇瓦焼﹈︵名︶1

﹇代﹈︵名︶1 一

十一777
ひられる紙幣がある︒

かうして出來た貨幣は

便なので︑更に貨幣の代りになる紙

︿略﹀︑尚場合によっては持運びに不

幣といふ物を案出した︒

ヲジヨウロノカハリニシヨウ
あまりおかはいさうで

る

嘉しやうすることが出來 かわ・る ﹇変﹈︵五︶27 カハル かは
ませんから︑其の代りに何か仕事を

十一欄5園

かはりに天人のまひといふ

レ︾

わり

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

三461

させて下さい︒

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

九634

代り合

に普請の手つだひをすることになつ

村の人は代り合って︑一日置

﹇代合﹈︵五︶1

雨戸をくるのとかはりはないが︑

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

︿略﹀︒

︽ーッ︾

かわりあ・う
ふ

船は通りませんが︑其の代りに水が

けたまはりたうございます︒妻や子

七722園 其の上あなたのお名前をう 五708

ます︒

いたってきれいで︑染物にむいてゐ

六736 賀茂川は水が多くないので︑

の外は各種の兵が出てみる︒

村からは私一人だ︒其の代り下天兵

六416團 どの町村からも︑歩兵が一 かわり ﹇変﹈︵名︶！ かはり←おか

ものをお見せ下さいませ︒

すから︑おかへし申します︒その

三874圏

トオモツテ︑︿略﹀︒

三687 ︿略﹀︑コンドハ水デツパウ 十一796

り・みがわり

代りn▽おんみがわり・つきがわ

かわり

した︒

て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま

五381 大平橋を渡ってから左へをれ 十853園

かわらやき

かわゆらし一かわる

かわるがわる一がん

426

九858園 どの星かを見おぼえて幽い
てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣
つて見えるから︒

のなら︑目當にならないでせう︒

九861囹 星がそんなに位置の攣るも

を御らんなさい︒山も森も村も皆焼

しゅうかん︒にねんかん・みつかかん

十二858図

感

此の神社は菅公の御墓所に
建てたものだと聞いて︑一層感を深

十二鵬9園

愛すべく美しき山野は︑

更に太古耳語の歴史と結び文學と結

びて︑感いよく深きを覧ゆ︒

だいはくぶつかん・としょかん・はく

ぶっかん・りょうじかん・ルーブルは

くぶっかん

自分で思ふま＼に造り出す

かん ﹇観﹈︵名︶1 観

十一一133

艦n▽たかちほか

創造力は︑十分に獲揮せられたこと
もはう
がなく︑昔から殆ど摸倣のみを事と

﹇鑑﹈︵名︶4

して來た観がある︒

かん

ん

は帝國の恥だぞ︒

九価1囹兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

は帝國の恥だぞ︒

三省1圏

十伽6図 拝観者の目は︑ 一せいに艦

見るく艦は速力を増して︑

にそ＼がれぬ︒

十伽6図

白波高く海にをどり入る︒

がん ﹇岸﹈臼▽とうなんがん

一34一

ガンガトンデキマス︒︼

がん ﹇雁﹈︵名︶8 ガン

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

一351圏

一351圏

ガンガンワタレQ

ガンガンワタレ︒

ニ︑

チピサナガンハ

アトニ︑

サキ

二三四五六七八九十︑十バ

も畳えないやうである︒きやうだい

トンデキマス︒
さかこうべかん・こしゅうかん︒ごふ

一音は︸音より妙を加へ神

かん ﹇館﹈且vだいえいはくぶつかん・

瀬戸内海には︑︿略﹀︑大 かん ﹇管﹈εゴムかん

︿略﹀︑原稿締切時刻より

それより山を越え︑河を

刷出まで其の間僅かに敏十分︑︿略V︒

十ニー79図

如く︑白壁の民家其の間に嵩在す︒
しめ

十﹁341図 爾岸及び島島︑見渡す限
せん
り田園よく開けて︑田奈を敷けるが

の間を行く時︑︿略﹀︒

小無数の島々各所に散在す︒船の其

十︻331図

間︑海水コレガタメニ赤シトイフ︒

く略V︑河南ヨリ海上百里ノ

野が原と攣ってゐます︒

諸機械の原動力であった

八215図

十二価10園

人力又は蒸感力もだんく電氣に攣
つて︑︿略﹀︒

がはる
く略V︑

︿略﹀︒

︿略V︑小さな犬ころが二匹︑

下り︑湖を渡りて︿略﹀キチーに出

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八46

花さきみだれ︑

め・もも・さくら︑かはるぐに

うちのまはりのう

九866園 それに︑たくさんの星の中かわるがわる ﹇代代﹈︵副︶4 かはる
に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣
五296圃

かはるみ＼

ら な い の が あ る か ら ︑︿略﹀︒

九887囹 北斗七星は何時もあんなに
ひしゃくの形をしてみて︑北極星と
の關係も常に攣らな い か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

づ︒其の間︑山にさしか＼れば舟を

九929園 にいさん︑やつばりにいさ

︿略V︒僕が庭へ下りて︑かはるぐ

く略V︑遠く連なる田園の

﹇感﹈︵名︶4

一つくの蔵品

平生きはめて御質素にわた
らせられし御有様︑

十37図

かん

かんいじょう

砲口はかはるがはるいなづま かん ﹇貫U﹇▽さんしじっかん・ひゃっ

間に東西に走る三筋の路は︑︿略﹀︒

十二皿6図

引きて之を越え︑︿略﹀︒

頭をなでてやると︑︿略﹀︒

一日祝賀會の席上で︑人々が

んのおっしゃったやうに︑星の位置

九皿10

功を祝しますと︑︿略﹀︒

かはるぐ立って︑コロンブスの成

八755

は攣りますね︒

十318 そこで此の運河は︑非常に攣
つた仕組に出來てるるのである︒

十388園 ︿略﹀︑まだあらごなしの開

墾地は︑まるで足のふみ場も無い有

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ
冠

れさうにほえ立ててみる︒
﹇冠﹈︵名︶1

様である︒私は思はず︑﹁やあ︑す
かん

つかり攣った︒﹂と聲をあげると︑
︿略﹀︒

の上にうかゴはれて︑無量の感に打

十︻106 唯商業の取引の直な部分は︑ 十一一榴1 君と親とに眞心を捧げ薫皿く
相當に活氣を帯びてをり︑西洋風の

して仕へる忠孝の美風が世界に干た

たれたり︒

‡あいだn▽

くわん

ることは︑今更いふまでもない︒

﹇問﹈︵名︶6

うろっかん

かん

くした︒

んかん・しじゅうにちかん・とうきょ

十二419

うとよはしかん・とうきょうよこはま

は唯うっとりとして感に打たれてゐ

オホキナガンバ
る︒

︸352團
かん・とおかかん・なのかかん・に

いっしゅうかん・いっぶんかん・おお

十酩6

建物もあって︑趣がや㌦攣ってみる︒

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん
︿略﹀︑本を讃みたいといふ

間

十一575 ものすごい程青白くかはつ かん ﹇巻﹈←ろくせんくひゃくごじゅ
だ︒

十一986

早速両手に一匹つつつかむ

心は少しも攣らなかった︒
十ニー110

と︑又︸匹攣ったのが見えた︒

十二339團 あ㌧︑此のむざんな光景

427
かんあんいらい一かんがえる

ナ山師ク ワタレ︒

一354圃 オホキナガン バ サキ
ニ︑ チピサナガンハ アトニ︑
ナカヨク ワタレ︒

進軍を中止させた︒さうして︿略﹀︑

うな考を持つのは︑大きな誤といは

うかして村のあれ地を田地にして︑

へ及ぶ

︽ーン︾

越前守はじっと考へましたが︑

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八364

らなければならないと考へた︒

五696

どうしても大きな用水池を掘

米がとれるやうにしたいものだと思

いうじやく

十一686

お暇してから︑私はく略V

ぼんやりいろくの事を考

それから少し進むと︑石や

人は︿略﹀︑火の熱と光と

やうになった︒

金を打合はせて火を出す法を考へる

十︻668

色に暮れて行く︒

四方にた団よつて︑向ふの山も薄墨

へてみるうちに︑いっか夕方の色が

十﹁411

つくぐ恥つかしくなりました︒

自分の始末のわるいことを考へて︑

十一182

つて︑又歩き出す︒

へながら︑出後れのわらびを一本折

ねぢは︑︿略﹀などと考へ 九3410 ︿略﹀︑此の前事た時の事を考

考へ

繹迦は生れつき同情の念に

﹇考込﹈︵五︶1

てるる中に︑ふと自分の身の上に考

十二544
へ及んだ︒

かんがえこ・む

つた︒

ねばならぬ︒

く略V︑今日日本の三園に

るので︑︿略﹀︒

は諸外曲が様々の考を持って見てを

十二伽4囹

とうく徳川方の願意をとほさせた︒
そう

﹇顔淵

がんえん

がんえんそうしんゆうじゃくら

顔淵・曽

いうじやく

曽参有若等﹈︹人名︺1
しん

そうしん

門人三千人︑其の最もす かんがえおよ・ぶ ﹇考及﹈︵五︶1 考

眼下

ぐれたるもの︑顔淵・曽参・有若

がんえん

十﹁61図

五263八ツバメ︿略﹀︒ガントオ 参・有若等
ナジク︑ワタリ鳥デ︑アタ・カニナ
ツテ︑ガンが北ノ國ヘカヘルコロ︑
﹇眼下﹈︵名︶2

等七十二人なりき︒

右手には遠く旦局境の山々

︽ーム︾

十二911

込む

つた︒

考違

今になって始めて︑考違を
してみたことがお分りになるでせう︒

八慨6囹

かんがえちがい

﹇考違﹈︵名︶1

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ

廣々とした十勝の大平野がはるばる

今若草山に登りて古京の

跡を展望すれば︑眼下に横たはる奈

十二槌4図

と働いて︑︿略V︒

が大浪のやうに連なり︑眼下には

十一618

︿略﹀︑アタ・カニナツテ︑ガ がんか

南ノ車曳ラワタツテ來マス︒

ンが北ノ國ヘカヘルコロ︑南ノ虚心

五264
ラワタツテ來マス︒

ツテ︑ガンガソロくワタツテ來ル

五267 サウシテダン︿スぐシクナ
コロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キマス︒
﹇再三以来﹈︵名︶1

良市街の西︑遠く連なる田園の間に

かんあんいらい

東西に走る三筋の路は︑︿略V︒

感がい

歓庵以來

﹇感慨﹈︵名︶1

力ンガヘモノ

かんがへもの

五

をあらゆる方面に利用することを考

二目6

五 カンガヘモノ

ガヘモノ
ニー31

弟はそれを見てしばらく考

僕はこれまで暦といふと︑

かり考へてるたので︑︿略﹀︒

るかといふやうな事を見るものとば

彼岸・入梅・日食・月食が何時にな

は何曜日であるか︑祝祭日・土用︒

今年は紀元何年であるか︑顕要何日

十一905

日目だ︒﹂

へてみたが︑︿略﹀︑﹁成程︑二百十

十一8810

へて來た︒

﹇考﹈︵下一︶18

考へる ︽1へ・1ヘル︾且▽おか

しやうや

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑村
のことをい．ろくと考へたすゑ︑ど

五691

がへなかった︒﹂

米を入れる︒﹂﹁それまではまだかん

五466園
﹁上のうすには︑どうして

んがえる

へる

七かんがへもの

七 かんがへもの
三175

三目8

に榮えてみる人がながめたら︑さぞ

カンガへ

考

面白い事であらうが︒﹂感がいに打
﹇考﹈︵名︶4

沈みてとぼくと歩を運ぶ︒
かんがえ

文明の進んだ今日尚此のや

かんが

十608図﹁お＼︑降ったはく︒世かんがえもの ﹇質物﹈︹課名︺4 カン

かんがい

九2810 歓庵以來代々力をつくして來
た農學は︑信季の望通り︑信淵に至
つて大成したのである︒

二重様歓図様

くわんあん

︿略﹀︑四代前の歓喜檬が︑

くわんあん

かんあんさま ﹇歓庵様﹈︹人名︺2
九224園

國利民福の本は農業を盛にするにあ

二293園

且vおかんがえ

ミンナカンシン

﹁ナルホドヨイカンガヘ かんが・える

るとお氣づきになって︑始めて農學

トイツテ︑

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

十二247

︿略﹀︒

人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑

實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ

九捌3園

シマシタ︒

ダ︒﹂

をお修めになり︑りっぱな書物もお
書きになった︒

九2410園歓庵檬は佐藤の家の農學の
本をお開きなされ︑元尊意はおもに

願意

氣候と農業との關係をお調べなされ
たが︑︿略﹀︒

﹇願意﹈︵名︶1

十二槻1 西郷は軍令を出して翌日の

がんい

かんかする一かんげき
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みる者は︑公平無私︑地方公職の爲

此の偉人の品性に深く感化された︒

後何度もく讃返してみるうちに︑

かんく

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

賊も︑︿略V︑前後から官軍にうたれ

六976

て︑残少になって退いた︒
よしのぶ

十一一伽4

官軍方の御意見はどのや
せつ
うなものか存じませんが︑拙者の考

北斗七星は何時もあんなに

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

九886園

これほど我々に重大な關係

の二季も常に攣らないから︑︿略﹀︒

十一16

︵副︶3

艦橋

へる所では︑︿略﹀︒

其の後宣長は絶えず文通し

市町村長や議員を選墨する

朝鮮の青年も︑近頃はなか

︽ シ︾

十二236

即ち︸人の貿易商が外人の

非常に喜んでをります︒

らの教育に払拭してみる私どもは︑

く頭が進んで來ましたので︑あち

十155圏

締する

かんけい・する ﹇関係﹈︵サ変︶2 關

實なる黒黒を有するものとはなりぬ︒

︿略﹀︑こ＼に始めて我等の生活に切

十ニー53図 第四課 新聞 ︿略﹀︒

うなことがあってはならない︒

他私交上の關係の爲に心を迷はすや

には︑︿略﹀︑決して親族・縁故其の

十一価2

一日と親密の度を加へたが︑︿略﹀︒

て眞淵の教を受け︑師弟の關係は日

十一768

は︑黒革人中第一位を占めてみる︒

日・英・米三國で︑我が居留民の敷

上最も重要な關係をもつてみるのは︑

十一113 第三課 上海 ︿略﹀︒貿易

のある太陽とは︑一髄どんなもので

九328 かんくとこずゑをてらして 十二悩7 明治元年三月徳川慶喜征討

日はかんくと照ってみる︒

の全景を委任せられてみた善幕府の

たかもり

︿略﹀︑安芳は三月十三日官

屋敷の附近は︑官軍の兵士
次の間には官軍の荒武者共
がひかへて︑何となく物々しい︒

十二伽9

がすき間もなく警衛してみる︒

十二協7

軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒

十二価8

やすよし
陸軍総裁勝安芳は︑︿略﹀︒

慶喜から官軍に封ずる交渉

あらう︒

みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

枯れか＼つて一面に黄色にな

を下に投げるのか︑︿略﹀︒

九604

に着いた︒

の官軍は諸道より並び進んで︑東海
ぼう
道先鋒は品川に︑東山道先鋒は板橋

かんかん

十一備8 本當に自治の精神に富んで
の適任者を暴げることだけを考へて︑
︿略﹀︒

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十﹇伽9圏 ウェリントン公爵ともい

九783
つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

どうしても考へられません︒

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

十二543 ねぢは︑これ等の道具や時
んくと照らしてみる︒
歓喜

︿略﹀︑歓喜の眼を輝かしな

﹇歓喜﹈︵名︶1

十ニー27

かんき

計をあれこれと見比べて︑あれは何
の役に立つのであらう︑これはどん
な虜に置かれるのであらうなどと考

がら︑博物學や地質學の目地研究に
つとめ︑種々の材料を集めて本窯に

へてみる中に︑︿略﹀︒

十二927 ﹁人は何の爲に此の世に生

録つたのはそれから五年の後である︒
かんきょう

れて來たのか︒我々の行末はどうな
るだらうか︒﹂こんな事を次から次
十一3410図

方

﹇感興﹈︵名︶1 感興
だんのうら

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十二伽2園
﹇鑑橋﹈︵名︶2

︿略﹀︑屋島・壇浦は源かんぐんがた ﹇官軍方﹈︵名︶2 官軍

へと考へては︑遂に心の苦しみにた
だ切なり︒

かんきょう

へられなくなって︑ ︿ 略 V ︒
せつ
︿略﹀︑拙者の考へる所で

は︑︿略﹀︑うかくと兄弟垣にせめ

十二伽3園

ばうゑんきやう

十二伽4圏徳川侍のなまくら刀にも
少しは切れる所がござりませう︒官
斜方の思召通り︸押にはゆかぬかも
知れませぬ︒

諸賢

國全膣の商品の信用に關係して︑

信用を失ふやうな事をすれば︑忽ち

︿略﹀︑元値様はおもに氣候

﹇関係﹈︵名︶8

と農業との關係をお調べなされたが︑

十二443

︿略﹀︑最後は又急流の岩に

かんげき ﹇感激﹈︵名︶1 感激

︿略﹀︒

︿略V︒

九252園

かんけい

艦橋には當直宮校の姿が見え︑

其のそばには︑望遠鏡を持つた信

九6010

てどこぞの國へやってしまふやうな

號兵が遠くを見張ってみる︒

いでるたら︑日本全國にのしをつけ
事にならぬとは決して申されませぬ︒

人の顔がやっと見分けられる
しよう

くと艦橋の下へ來て︑﹁縛員起し

やうになった頃︑時鐘番兵がこと

九616

五分前︒﹂と當直將校に報告する︒

どのやうに決着するにもせよ︑さや

十二伽8園 拙者ば︑此の談判がよし
うな事になれかしとは毛頭考へませ

官軍

賊が千早城一つを持齢してゐ

﹇官軍﹈︵名︶7

六973

かんぐん

ぬが︑︿略V︒

てるたが︑﹁よろしい︒︿略﹀︒﹂

十二㎜7 西郷はしばらくじっと考へ

スナハチ物ノ償∠口回下ハ︑

主トシテ需要ト供給トノ關係二二ル

九466図

ナリ︒

ると︑方々で官軍が賊のひやうらう
道をふさいだので︑賊は人馬ともに

かんか・する ﹇感化﹈︵サ変︶1 感化

つかれた︒

︽ーサ︾

十一棚一 リンカーンは︿略﹀︑其の

する
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かんげきする一かんしんする

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調

︵サ変︶1

に︑三人の心はもう驚と感激で一ぽ
いになって㍉︿略﹀︒

﹇感激 ﹈

︽ーシ︾

かんげき・する
激する

宣長は︑︿略﹀︒

﹇歓呼﹈︵名︶2

進水式

感

く略V︒

﹁命中︑々々︒﹂一同は歓呼の

歓呼

の事業を感歎していはく︑﹁鐵眼は
かん

カンザシ

カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ

﹇箸﹈︵名︶一

一生に三度一切纒を刊行せり︒﹂と︒
かんざし

七829
スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒

︽ービ︾

たむけ

十二㎜10図

﹇権﹈︵名︶1

かんじき
とび

はと

羽の鳩︒

﹇官女﹈︵名︶2

クワンヂヨ

一人のくわんちよが其の

くわんちよ

かんじょ

四618

下に立って︑まねいて居ます︒
吊花﹁クワンヂヨノリヤ

ウワキニカザツテアルノデセ

四857園

かん
﹇勘定﹈︵名︶1 勘定

ウ︒︿略﹀︒﹂

かんじょう

かん
毎晩責上高の勘定を致

第十三

鷲

ガンジ

︿略﹀︒︿略﹀︑ア

﹇頑丈﹈︵形状︶一

す時など︑︿略V︑何時もほめられ申

十二捌4國圏
候︒

うだ︒

かんしん

﹇感﹈︵上一︶2

感じる

りぬ︒

九佃2園

其の時の言葉にたがはず︑

おかあさんの精神は感心の

かんしん ﹇感心﹈︵名︶2 感心

外はない︒

眞先かけて参ったは感心の至り︒

十717園

かんしん ﹇感心﹈︵形状︶4 感心

八114園感心だ︑感心だ︒えらい子

感心だ︑感心だ︒

と思って︑相手を助けてやったのは

だ︒︿略﹀︑人の命にはかへられない

えらい︒

八114園

︿略﹀︑ すぐ

米屋の小ぞうお得意へ

米を運びし蹄り途︑

八571図魍圏

に老婆をみちびきぬ︒ ﹁年の若きに

感心な︒﹂ かくいふ聲を後にして︑

弟さんまでが︑あんなに氣

小ぞうは乗りぬ︑自轄車に︒

をつけていらっしゃるとは實に感心

十一173

なことです︒

した︒

即ち赤・黄・藍・白・黒

ちべっと

こ

﹇感心﹈︵五︶1 か

さてく︑二人ともまこと

かんしん・する ﹇感心﹈︵サ変︶10

カ

に心がけのよい者︒近頃かんしん致

七754園

んしん致す ︽ーシ︾

かんしんいた・す

るなり︒

白は回油平︑黒は活写人を代表す

くわいきやう

は漢人︑黄は漏玉人︑藍は蒙古人︑

もヒつ

の五色を横に並べたるものにて︑赤

十一一639図

坑外に出ると︑急に夜が明け かんじん ﹇漢人﹈︵名︶1 漢人

とりみ＼の花の色︑むせ返る

かん

乱臣

︿略﹀︑長じて後魯の君に

の職に居ることあたはずして魯を去

好臣の爲にさまたげられ︑久しく其

かん

仕へ︑大いに治績を墾げしかども︑

十一49図

﹇好臣﹈︵名︶1

暖さ︑︿略V︑まるで春の國に居るや

やうな強い香︑ぼうっと身に感じる

十梱1

感じると共に︑︿略﹀︒

たやうで︑晃の有讐をしみぐ

十856

︽ージル︾

かん・じる

身二・こチミチテヰル︒

何所一二分ノスキモナク︑強ミが全

クマデモガンジヨウナツバサ・尾︑

八483

ヨウ

がんじょう

登山者はかんじきをはいて︑
こんがう

﹇感謝﹈︵名︶1

由に候︒

かんしゃ

︿略﹀︑其の使用に馴れきつ

謝の念を起すこともない︒

を考案した昔の人々に封して別段感

てしまってみる我々は︑︿略﹀︑又之

十﹇784

感謝

コーヒーの主要なる産地も此の邊に
しや
て︑甘薫・綿花・米等もよく出來る

世界に名高きブラジル

此の坂を登るのです︒

石づきの付いた金剛杖や鳶口を力に︑

九955園

かんじき

に見所あり︒

び︑手向山の紅葉夕日にはゆる平倉

︿略﹀︑秋は春日の社神さ

十一764 老唖者の言に深く感激した かんさ・ぶ ﹇神﹈︵上二︶1 神さぶ
かんこ
十掴2
第二十六

聲をあげた︒

十必5図
︿略﹀︑工場といふ工場︑船といふ船
看護

の汽笛が一せいにあぐる歓呼の聲︒
﹇看護﹈︵名︶1

くわん
︹人名︺2 菅公

カンコウ

十一鵬5繍国

しゃ
十288 グレースの眞心こめた看護に かんしゃ ﹇甘薦﹈︵名︶1 甘薦

かんご

﹇菅公﹈

よって︑全く元氣を回復した人々は︑
︿略﹀︒

菅公

かんこう
くわん

十佃5 此の神社は菅公の御墓所に
建てたものだと聞いて︑一層感を深
くした︒

十冊9
シャンハイ

坪庭は菅公配所の跡である︒
カンコウ
﹇群口﹈︹地名︺1 二王

艦首

これも全く先生方のお
﹇艦首﹈︵名︶1

艦首につるしたるくす玉ぱ
如くに散る中を︑羽音高く舞上る敷

つとわれて︑紅白の紙片花ふゴきの

十囲8図

かんしゅ

かげと深く感謝致居り候︒

十二梱7國國

変︶1感謝致居り︽ーリ︾

八219図 又沿岸ニハ上海・漢ロ等 かんしゃいたしお・り ﹇感謝致居﹈︵ラ

かんこう

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリσ
かんかう
﹇漢江﹈︹地名︺1 漢江
かんかう

かんこう

小 さ な 町 で あ っ た が︑︿略﹀︒

︽ーセ︾

かん
﹇刊行﹈︵サ変︶1 刊行

十768国 龍山はもと漢江にのぞんだ

す

かんこう・す

ぎ やうかい

十一欄8図園 福田行誠かつて鐵眼

かんす一かんだかい

430

十﹁糊2図

す ︽ーセ︾

︽一

九682

︿略V︑一切経六千九百五

︽ーシ︾

﹇完成﹈ ︵サ変︶1 完

十六巻の大出版は遂に完成せられた

り︒

成する

かんせい・する

しかし火の利用法は︑決し

てこれで完成したといふわけではあ

十一687

るまい︒

パナマ地峡は一葦に小山が起

石が多い︒

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

十315

がんせき ﹇岩石﹈︵名︶1 岩石

汽車が進むにつれて︑關東平 かんぜおん 且﹀ばとうかんぜおん
野はだんく夜の景色にかはって︑
見なれた所も面白く感じた︒

北風は︑主人の腔がくらの上
でぐらっとゆれるのを感じた︒

九欄！

男節

手や足の關節を曲げたり延

例へば教育・衛生等の自治

く略V︑眼前には杓子岳や

﹇眼前﹈︵名︶2 眼前
しゃくしだけ

十一615

しばらく暗黒の中を通って

鑓岳がぬっとそびえ︑︿略﹀︒

やりがだけ

九984圏

がんぜん

果を完全に塁げることが出來る︒

狂逸の事業は︑︿略V︑始めて其の効

十﹁備7

かんぜん ﹇完全﹈︵形状︶1 完全

ばしたりして︑出磯の號令を待つ︒

十﹁839

かんせつ ﹇関節﹈︵名︶1

︿略﹀︑學校へ行く途中など かんせつ ﹇▽ちょくせつかんせつ

札幌に來て先づ感ずること

感じます︒
さつぼろ

十﹇594

は︑寒いといふよりもいたいやうに

十783国

かんせい・す ﹇完成﹈︵サ変︶1 完成

ル︾

の教に志ある者の無二の寳として貴

そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑此

ンシンスル かんしんする 感心する

ぶところなり︒しかも其の巻敷幾千

一切経は︑佛教に質する
そう

書籍を集めたる一大叢書にして︑此

十﹇価5図
の多きに上り︑︿略﹀︒

︽ーシ︒ースル︾

の教に志ある者の無二の寳として貴

﹇感﹈︵サ変︶8

しんゑん

千年忌たったかと思ふ老木の下へ行

宇治橋を渡って神苑に入り︑

ちはし

︽ージ・ーズル︾

かんずる

二294 ﹁ナルポドヨイカンガヘ
ダ︒﹂トイツテ︑ ミンナカンシン
感ずる

かん・ずる

六鵬3圃

ぶところなり︒

ありて︑編輯に擁することは前者之

十ニー65図︿略﹀︑編輯・螢業の二局

シマシタ︒
六448 雷はかんしんして︑﹁あ＼︑
を司どり︑販費・廣告に關すること

う

月日の立つのは早いものだ︒自分は
夕立にしよう︒﹂

つた時には︑︿略﹀︑一そうありがた

感ず

くかんじた︒

は後者之を推計す︒
︿略﹀︑販費・廣告に關す

ることは後者之を捲凝す︒

十一一166図

六635 親を思ふ孝子の心には︑頼朝
もかんしんして︑石のらうから唐糸
を出して︑萬じゅに渡しました︒

十二擢2図︿略﹀トマス︑エヂソン
は︑既に電話機に關する果断に成功

七研7 ︿略V︑べんぜつさわやかに申

し開きました︒秀吉は感心して︑

エヂソンの獲明せるは電

﹇感﹈︵サ変︶1

蓄音機に凝するものなど極めて多く︑

ちく

話・電燈・電信・電車・活動窺眞・

十二M9図

したるを以て︑︿略﹀︒

八佃4 之を聞いて︑手足等一同は︑

︿略﹀︒

なるほどと感心したといひます︒

九799 あちらでもこちらでも︑驚く
︿略﹀︒

は︑街路が眞直で幅の非常に廣いこ

﹁さうだ︒︿略﹀︑道に九つ かん・ず

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒
ゼ︾

とである︒

九895図

八288図又筆一本にて美しき給をゑ

た時などにもすぐ方角を知る事が出

來る︒﹂信吉は感心して︑熱心に空

僕は︿略﹀︑此の話を聞い

再び光明の世界に出た時︑突如とし

て眼前に展開せられた風景は︑︿略﹀︒

しかし彼は城外に出る毎に︑
杖にすがるあはれな老人や︑息もた

︿略﹀︑急にかん高い音を立て

︽ーイ︾

九334

い

かんだか・い ﹇甲高﹈︵形︶2 かん高

はかなさを感じた︒

る死者をまのあたり見て︑益く世の

えだえの病人︑さては野邊に送られ

十二924

て珍しく感じた︒

十一905

を感ずることもなく︑︿略V︒

我々は︑これについて事新しく便利

其の使用に馴れきってしまってみる

此のやうに便利なものも︑
がき︑のみ一ちやうにて見事なるほ

巻敷

一切纒は︑佛教に關する

十一783
り物をほりて︑人を感ぜしむるも︑
手の働なり︒

﹇観﹈︵サ変︶1

さ

殊に徳川幕府二百鯨年の鎖

︽一

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ
︿略﹀︑何人も其のかしこさと

かん・ず

十一伽7図

﹇巻数﹈︵名︶1

民とならしめた︒

郷と観じて︑世界の大勢を知らぬ國

國は︑︿略﹀︑徒に此の小天地を理想

十一一価4

ジ︾

観ず

げて︑﹁︿略﹀︒﹂

十593

勇ましさに感心しない者はあるまい︒

見せていたゴいて︑其の始末のよい

︽ース

かんすう

十一155 一年生の時からの成績物も
のに感心してしまひました︒

十二305國 市街を見物して私の特に

益す

感心したのは︑市民が交通道徳を重
﹇関﹈︵サ変 ︶ 5

んずることです︒
かん・す

て︑美しい小鳥が一 ＝ 二 羽 ︑ 身 が る に
枝移りした︒

﹇艦長﹈︵名︶1

位をふませ給ひぬ︒

かんちょう

艦長

野はだんく夜の景色にかはって︑
見なれた所も面白く感じた︒

かん
九671︿略﹀︑艦長をはじめ乗員一同 かんとく・する ﹇監督﹈ ︵サ変︶− 監

十一帯8

督する

十柵1 掛茶屋に休んで名物の餅を食
は︑皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬禮

かん

を監督してみた︒

せい
敷分の内に艦内はすっかり整

八75

神主は先づ神前で祝詞を上げ

かんぬし ﹇神主﹈︵名︶2 神主
のりと

て︑それがすむと︑﹁支度﹂といふ
だいこ
あひつの一番太鼓を鳴らした︒

八94 ︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

nvてんながんねん︒めいじが

もう一度競走させることにした︒

がんねん

んねんさんがっ

︽ーク︾

七343図圃

空一

涼しく金にまた＼

なければならないやうになるから︒

植ゑても︑十五六年目には間伐をし

十一376圏︿略﹀︑此のくらみ離して

艦内は深山のやうな静かさで かんばつ ﹇間伐﹈︵名︶1 間伐

けり︒

ぽいの星は皆︑

若葉のにほひかんばしく︑

なはてつたひに來る風も︑

かんばしい ﹇芳﹈︵形︶1 かんばしい

︿略﹀︑カンナデ板ヲケヅ かんのん ﹇▽はせかんのん

﹇鉋﹈︵名︶3

ヨクキレルカンナガスウ
ツト板ノ上ヲ通ルト︑︿略﹀︒

四60一

ルノヲ見ルコトガスキデス︒

四596私バカンナヲカケテ居

ルモノモアリマス︒

四593

かんな

カンナ

で︑農場主が大勢の人の耕作するの

昔イギリスの或大きな農場

︽ーシ︾

する︒

カンテン

︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

﹇寒天﹈︵名︶一

七858

かんてん

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲
簡軍

︿略﹀︑コーデリヤの簡軍な

﹇簡単﹈︵形状︶1

が聞えた︒

かんたん
十二708

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ
かん
﹇勘当﹈︵名︶1 勘當
娘の答に失望した王は︑

感動

︿略﹀︑﹁お前にはもう何もやらぬぞ︒

﹇感動﹈︵名︶1

頓する︒

とん

九638

ある︒

九614

高橋さんの熱心な話は︑それ かんない ﹇艦内﹈︵名︶2 艦内

﹇感動﹈︵サ変︶−

動をあたへた︒

︽ーセ︾

かんどう・す
す

かんばつ・する ﹇間伐﹈︵サ変︶1 間

ツテスベリオチマスQ

風が吹クト︑カンナクヅ
ガ小屋中マツテアルキマス︒

四604

くわんぬき

ジョージがとんで行って門

﹇閂﹈︵名︶1

十︻佃7

かんぬき

騎馬の人たちはもう門の外まで乗り

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑
つけた︒

八目5

鋸 季重

︵名︶12

第十六看板

第十六 看板

八582

﹇看板﹈

かんばん

かんばん

八584図

看板←え

かんばん ﹇看板﹈︹課名︺2 看板

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

伐する ︽ーシ︾

ヅ

鐵眼の深大なる慈悲心と︑ かんなくず ﹇鉋屑﹈︵名︶2 カンナク
あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一伽7図

感動

からそれへと牽いて︑浮図に強い感

十159

かんどう

かん
永の素干だQ﹂と言渡した︒

十二699園

かんどう

リガアル︒

感歎

答の中にも十分眞心のこもってみる
﹇感嘆﹈︵サ変︶2

のを認め︑︿略﹀︒

かんたん・す
す︽ーシ・ーセ︾

ほりょ
九381図 後日レマン將軍が捕虜とし

てエンミッヒ將軍の前に引出されし
時︑エンミッヒ將軍はみつから進ん
で握手を求め︑﹁閣下の防戦はまこ

ぎ や うかい

とに見事であった︒ ﹂ と 感 歎 せ る に ︑
︿略﹀︒

十一欄7図 福田行誠かつて鐵眼の
事業を感歎していはく︑﹁鐵眼は一
かん

生に三度一切纏を刊 行 せ り ︒ ﹂ と ︒

眼中

心とは︑強く人々を感動せしめしに

﹇眼中﹈︵名︶1

場に呼んで︑コーデリヤを引戸した
ことを告げた︒

﹇関東平野﹈︹地名︺1

クヅガヒトリデニクルリトマハ

十二242それ故大多敷の商人は︑自

がんちゅう

勘

四602 ヨクキレルカンナガスウ 十一373囹 早く間伐して細材を取る
目的のところでは︑一坪に二本も三
ツト板ノ上ヲ通ルト︑カンナ
﹇勘当﹈︵サ変︶1

や︑喜んで寄附するもの意外に多く︑

かんどう・する

︿略﹀︒

己の利益を除いては︑殆ど何物をも
﹇艦中一同﹈︵名︶

眼中に置かず︑︿略﹀︒

十二707

當する ︽ーシ︾

かんちゅういちどう

1 艦中一同

漢

リや王はフランス王を其の

九佃10園 豊島沖の海職に主なかった
﹇漢中王﹈︵名︶1

ことは︑艦中﹇同残念に思ってみる︒

關東平野

汽車が進むにつれて︑關東平

かんとうへいや

九681

錫

かんちゅうおう

しよく

十一櫃4図圏 いしずゑ固めし蜀漢

中主

の國︑ 漢中王はおごそかに 帝の

板帳58
ヲ・4
出戸図
シ・
聖画學
肇魯驚

431
かんたん一かんばん

かんぱん一き

432

じょうかんばんあらい・じょうかんぱ

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

八585図
かんばん

んあらいかた

すると甲板の上で鐵砲を上げ

た者がある︒

七421

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ
ニ記シタル看板ヲ出セルハ︑ヨク人
ノ知ル所ナルベシ︒

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ

の上へとび上ることもあります︒

艦尾

思ふぞ︒

市町村長や議員を黒総する

︽ースル︾

には︑︿略﹀私交上の關係の爲に心

十一価4

訂する

午前八時になると︑艦尾の旗 かんゆう・する ﹇勧誘﹈ ︵サ変︶− 勧

﹇艦尾﹈︵名︶1

九668

かんび

﹇看病﹈︵サ変︶1

竿に軍艦旗があげられる︒
かんぴょう・する

ない︒まして威力によって強制する

を迷はすやうなことがあってはなら

とか︑私利によって勧誘するとかい

八469國祖母一人孫一人の事だから︑
五日でも十日半も︑一人で寝起の出

九652

來るまで︑ゆ．つくり看病してお上げ

灌木

て︑︿略﹀︒

き

元來ゴム液は︑幹の全部と

元亨イギリスは︑イング

キ

木εうえき・

ンド三國の合同して成れる國家にし

ランド・スコットランド・アイルラ

十二618図

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

木質部との間にある乳管組織といふ

十一524

がんらい﹇元来﹈︵副︶2元來

ふやうな手段を用ひたり︑︿略﹀︒

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

ばう
感冒

︵名︶2

灌

實は去月十日頃より感

﹇感冒﹈︵名︶1

﹇灌木﹈

これまでにこくしてなが 十一佃8國団 森林には大木すき間も

木

かんぼく

︿略﹀︑遂に肺炎を引起し申候︒
くわん

冒の心地にて引きこもり居候虞︑
えん

ばう

十一434囲團

︿略﹀︑ブラシを持つた数十人 かんぼう

なさい︒

九654

く流すと︑︿略﹀︒

と
下士官が︑甲板の吐水口から

八586図 スベテ看板ハ商品又ハ職業 七557園又ある時にはとび魚が甲板 看病する ︽ーシ︾
ヤスカラシメントスルモノナリ︒

八592図 ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ
スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ
ヒテ小屋根ノ上ニカ・グル山止レリ︒

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

並べて進んで行く︒

イモ
八599図 彼ノ僥磐屋ノ看板二︑八里

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑
十佃1

十一558

の方向に向けた︒

甲板に立ってるた船長を始め

其ノ味クリニ近シトノーフ意ナリ︒

十人許の乗組員は︑ひとしく目を其

タルモノアリ︒

八604図 看板月旦マタ商品ヲエガキ
八605図 洋物屋ノ看板二︑シャツ・

え
十﹁㎜4囲囲先づ柄の長さ一間もあ

居候︒

くわん

なく繁茂し︑其の根本には︑つる

カザリ

草・灌木など思ふま＼にはびこり

エリ

りしろ︒負けるなく︒﹂と︑甲板

めてみた老砲手は︑︿略﹀︑﹁しっか

からしきりに働ました︒

八607図 ︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑
ハゥチヤゥ

甲

襟・襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略﹀︒
カマ

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒

ナベ

﹇甲板洗﹈︵名︶3

るなたにて灌木を伐佛ひ︑︿略V︒
かんむり

﹇木﹈︵名︶㎜

かつおぎ・かれき・きねんのき・くさ

京都は長い間の都ですから︑ き

き・ゴムのき・しいのきとかしのみ・

きやま・たちき・ちぎ・つぎき・つみ

じくぎ︒しらきづくり・ぞうき・ぞう

冠をかぶって太刀をはいたおくげ
簡明

﹁おのれを修めて人を安

﹇簡明﹈︵形状︶1

き・はちのき︒パラゴムのき・はん

き・とまりぎ・なえぎ・なまき︒なみ

一123圏ハヤクキニナレ︒ナ

ぎ︒まつなみき・まるきぶね・わかぎ

ぎ・パンのき・ひょうしぎ・まくら

んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を
寒夜

又寒夜に秘藏の鉢の木を切

﹇寒夜﹈︵名︶1

つてたいた志は︑何よりもうれしく

十719圏

かんや

あらはせる語なり︒

十一78図

かんめい

等方や︑︿略V︒

かんむり

六694

水兵はくもの子を散らすやう かんむり ﹇冠﹈︵名︶1 冠

︿略﹀︑窺眞屋ニハ︑寓眞ノ かんぱんあらい

九651

板洗

八617図

看板モアリテ︑看板ノ種類ハキハメ

なって分隊毎に甲板洗を始める︒

に八方へ散って︑︿略﹀︑身骨な姿と

テ多シ︒

八618図 く略V︑看板ノ種類ハキハメ
テ多シ︒

甲板洗がすむと︑﹁絡員顔洗
﹇甲板士官﹈︵名︶1

間もなく甲板士官や傳署員が
起きて來る︒

九618

甲板士官

かんぱんしかん

へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の令が下る︒

九657

白いものである︒

九807果報石安工場と筆太に︑小 九651 甲板洗はいかにも勇ましく面
屋根に上げし看板が 往來の人の目
につきて︑︿略﹀︒

十235團 蹄りに散歩がてら町を歩い
て見ると︑︿略﹀︑ 店 の 看 板 に も 馬 が

かいてあるのがよく目につきました︒
かんばん
﹇甲板﹈︵名︶6 甲板 甲板

かんぱん

﹇▽こうかんばん・じょうかんばん・
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ラヌト︑ ハサミデ ハサミキル︒
﹁13一 キニナリマシタ︒

ヤナ

た︒

どの木にもよくみがなりまし

二447ヨイオヂイサンバ︿略﹀小 ﹁︿略﹀︒﹂といったさうです︒
サナマツノ木ヲウエマシタ︒
四68 今年は柿のあたり年で︑

タ︒

二677

ケサウグヒスガウメノ

ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ

四57おちいさんがこの柿の

何百年かたった後︑

もとへ草もよせつけぬ︒
四575圃

何百年かたった後︑

のふもとの大木は あのしひ
の木か︑かしの木か︒
四575韻

ら︑︿略﹀︒

五314圃松をのこして木の葉がちれ

八幡様の高い石だんを上りつ

ば︑ 庭は一日日がよくあたる︒
まん

めた所に︑しめをはった大きな杉の

五395

︿略V︑其の杉山なんぞは︑木

木がありました︒

五686

一人は早く見つけて︑木の上

もろくにない草山だつたといふこと

だ︒

へにげ上りました︒

五978

下りて來て︑﹁どんなにこはかった

らう︒︿略﹀︒﹂

五991園僕は木の上から見て︑びく

くしてるた︒

山 六168 何の木か︑おがくつが大そう

こんな寒い日にも︑朝早くか

よくにほってゐました︒

六272

あの

ら︑高い木の上をとびまはって鳴い

てるる︒

た記念の木︑

大事にするとおつし

はじめて聞い

昨日學校で校長に︑

やった︒

木の事を話したら︑

六欄3團

友ダチトツミ木ヲシテアソビ

念の木︑

中デ面白イノハサンゴデ︑タ

大事にするとおつしゃつ

﹁頭が八つ︑尾が八つある 六㎜⁝4圃 ︿略﹀︑ はじめて聞いた記

た︒

八13

此の間二三度降った雨に︑山

シテヰル︒

クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

七828

大蛇で︑︿略V︑せ中には︑ひのきや

庭さきのもみちの木は︑前の
もえる木のめに春風吹けば︑

うちのまはりのうめ・もも・さく

五294圃

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五284

杉の木が生えてゐます︒﹂

五104園

マシタ︒

木ノキレヲタクサンモラツテ︑

四606私ハ昨日大工サンカラ

ノモアリ︑︿略﹀︒

四588ノコギリデ木ヲキルモ

のふもとの大木は あのしひ
の木か︑かしの木か︒

山

四561圃︿略﹀しひの木は︑根 五988 此の時︑木に上ってみた者が

木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト
シテ居ルコトガアリマス︒

四358︿略﹀︑森や林ノヒクイ

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒

四242前の畠の柿の木は︑

ほどなってゐます︒

スギ 二455ヨイオヂイサンバソノ木 四73私の木も枝がをれる

ン大キクナリマシタ︒

一292ヤマニハ︑キガウエテア 二452ソノマツノ木ハズンズ
リマス︒

一403韻 アレアノモリノ

アレアノドテノ

ノキノウヘニ︒
一411圏

ギノキノウヘニQ

ウルサイホドナイテヰマス︒

三597今ニハノ木ニセミガ

ヒ上ツテキマス︒

トカラ︑カラヲキタセミガハ

三576ニハノモモノ木ノネモ

あさ︑︿略﹀︒

三286圏ゆふべの雨でくさや
木のみどりいうますなつの

シタ︒

一416圏 アレアノ ヤマノ マツ 木デ︑ホウホケキヨウトナキマ

十バトマツテヰマシタ︒

ノ キ ノ ウ ヘ ニ︒
ニー32木ノエダニ︑コトリガ
ニー36木ニマダナンバトマツテ
ヰマセゥカ︒

ニ ー 8 4 マ ツ ノ木ノアヒダガダ
ンダンアカルクナツテキマス︒

ニー86モウスツカリ木ノ上へ
デマシタ︒

ナシ

︿略﹀︑松の木に美しい

二︑ヒルハ木ノウロヤ
ノ中ニカクレテヰテ︑

二202圏コノ山畠ハ︑クリノ木 三767 ソコデカウモリハシカタ
ガタクサンアリマス︒

︿略V︒

三餌1

アナ

Q13 ﹁ソレデハムカフニ大キ
ナ木ガアリマスカラ︑アノ木

物が かかってゐました︒

四48私のうちには柿の木
が五本あります︒

しぶ柿が三本︑あま柿が

二本で︑その中に私の木が

四52

二385圃 サイタサイタハナガ︑

男の太七がわらひながら︑

木をついでいらっしゃる時︑下

一本あります︒

エダニ︑タケノハノ上二︒

マツ白ナハナガ︒マツノ木ノ

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

二234翻ドコカラキタノカ︑

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

二223圃ドコカラキタノカ︑

イツテミマセゥ︒﹂

Q15園 ﹁︿略﹀︑アノ木ノ下へ

ノ下ヘイツテミマセウ︒﹂

一一

一一

き一き
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桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

十446

ふと見上げると︑庭の柿の木

には︑すゴなりになった實が夕日を

九186
浴びて︑︿略﹀︒

の木の葉は目立って色づいた︒

禮ヲナ・メニツキ出スト︑形が桑ノ

くつれ残

こずゑ明るき林を行けば︑

ハ︑︿略﹀︑膿ノ後ノ端ヲ木刀ツケテ︑

弾丸あともいちじるく︑

ふめばさ

︿略﹀︑ガラス越しに見える向

十一383

しい︒

︿略V︑それでも木が競凝す

木でも見下されるのがいや

延びてみるのを見ると︑非常にうれ

るやうに︑しんを立ててすくすくと

十一382

走る︒

を通り︑霜の眞白に置いた田の中を

まだ芽の出ないはぜの木の間

ふの木がひどくゆれる︒

十三8

くく銀みだる︒

霜柱たつやぶかげの路︑

やぶかうじの野木の根に赤く︑

十897図醐

つたったが︑松の木にからまってを

り す
すると木のうろから︑栗鼠が

其所の木のかげ︑此所の石の

小枝二寸分違ハナイ︒

八16 林の中へはいると︑眞赤にな
り︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九347
木を見てもなつかしい︒

うす紅のかへで︑︿略V︑どの 十柵10

一匹︑けろりとした顔を出したが︑

九336

そばには︑︿略Vも見える︒

八312 さて山の木をきり倒して︑四 九323
五 尺 の 長 さ に き り そろへ︑︿略﹀︒

八317 次にかま口から火をつけて︑
四五日の間︑中の木をむし焼にする︒

八322 炭に僥く木は︑主にならとく
ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ
い︒

椰子の木やパンの木などです︒

や し

九52囲 く略V殊に珍しいのはコ・ 九398図圃 庭に一本なつめの木︑

九958園下山の時には︑木の枝など

いまぞ相見る二号軍︒

を権にして︑此の雪漢をすべって下

れる民屋に︑

か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗
る人があります︒

九時4圃 殊に毎日のやうに降るには
つて通り過ぎた後の︑あざやかな緑

ゴムの木といってみる︒

今日世界におけるゴムの大

切付といふのは︑︿略V︑木

部分は︑此の木から取ったものであ

十一502

る︒

十一523

ゴム園の人は毎朝暗いうち

の幹に小刀で傷をつけることをいふ

のである︒

燈火としては︑初め松の木

に起きて︑受持の木に此の切付をし

十一5210

て廻る︒

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十一679

︿略﹀︑父は自分で木を切出

たが︑︿略﹀︒

十一951

父が木を伐れば自分は雑草

して小さな家を造った︒

をかり取る︑︿略V︒

十﹇956

十一978 ︿略﹀︑家で算術の練習をす

そり

の世界は︑︿略V︒

なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

うちの方をふりかへると︑井

い虜にあるもの程早く大きくなって︑

九1110図 井戸に近き柿の木の︑日ま 九棚10

戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ

伐倒したる木は乾くま

しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに

で其のま＼に致置き︑︿略﹀︒

燃えあとは慰事附けて

畠とし︑コーヒー・わたの木などを

︿略V︑斜面などに植ゑた木 十一佃1囲國

十二214

︿略﹀山畑には︑蜜柑の木

どの山を見てもどの谷を見

ふと見ると︑ついそばの木

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

十二212

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十二203

つてみる︒

石や木や金の圓板が車輪のやうに廻

調べかはの廻るにつれて︑

は︑低い庭にあるもの程早く大きく

それから始めて聞いて面白

此の液の取れる木を普通に

十一桝4

植付け申候︒

十一398

て行くのも面白い︒

なって︑こずゑの差が段々少くなつ

十一384

十一鵬7囲圏
こずゑの差が段々少くなって行くの

朝霧流る︒

も面白い︒

てるるのが目につく︒

谷間よりはひ出で︑

木

︿略﹀︑新に植込みたる木

氣持よし︒

に

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ

十29！0予冷

の敷︑實に十敷萬本に及べり︒

九1210図 妹は餌をつかみて︑わざと 十58図囹

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

少しはなれたるきりの木のあたりに
へ行く︒

九167 田二住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉

かり取った雑木︑切倒した大

いと思ったのは︑枝打をしないと木

十385

に節が出挙ることである︒

二尊ル雨蛙ハ緑色︒

木︑掘起した木の根や石ころ︑まだ

︿略﹀︑木が太るにつれて其

あらごなしの開墾地は︑まるで足の

桑ノ木二居ル︐エダシヤクトリ

十﹁499

になるのだといふ︒

の枝を包んで行くために︑其虜が節

十一3910

ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

九184

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

兄はそこらに散らばってみる

ふみ場も無い有様である︒

て︑たき火を始めた︒

十394

リデナク︑︿略﹀︒

ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

九185 桑ノ里心居ルエダシヤクトリ
リデナク︑︿略﹀︒

435

き

の下では︑︿略﹀蜜 柑 を 採 っ て み る ︒

て︑上を木の皮にておほひ︑︿略﹀

十二8510図木の枝を伐りて地上に立
僅かに雨露をしのぐ ︒

て︑上を木の皮にておほひ︑︿略﹀

十一一861図木の枝を伐りて地上に立
雨露をしのぐ︒

にほひよき木の實︑草の實︑ う

十二悩1図圃 うるはしき二面・白玉︑

懐かし

つたかき積荷の中に 海山の寳を載
船は今静か に 婦 る ︑

みるのに氣がついたと見えて︑︿略﹀︑

が危斜なやうな氣がしてならなかつ

はれても︑やはり馬のそばを通るの

大石の父は︿略﹀︑どうかし

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

弟さんまでが︑あんなに氣

なことです︒

氣がする︒

十﹇488図囹

ために臨りしなり︒﹂

て︑其の意を得たれば︑かき添へん

りしが︑︿略﹀よき枝ぶりの檜を見

何となく物足らぬ所ありて氣にか﹂

﹁先に蚕がきたる檜︑

並んでみるのが︑目に見えるやうな

十一3510

︿略﹀杉の若木が勢よく立

をつけていらっしゃるとは實に感心

十一172

の上に置きました︒

とすぐに書物を取上げて︑テーブル

いらしかったが︑あの青年ははいる

十伽2園外の者は少しも氣がつかな

廻った︒

彼は氣がくるった様にそこらをかけ

十478 ﹁薪は無いか︒薪は無いか︒﹂

たが︑︿略﹀︒

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒

ちよこくやって來た︒

クQ

﹁東京から此所までは四百
く曾てみると︑そんなに遠い所に來

これまでにこくしてなが

たやうな氣がしないね︒﹂

五十六哩もあるのだが︑かうたやす

九771園

くうれしい氣がしました︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

九562

僕は今日其のえらい社長さん

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159

なければならぬと思った︒

て大將の腔を丈夫にし︑氣を強くし

八棚6

ざいました︒

ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご

八845園あちらでも︑あの子のこと

時デアル︒

クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ

八505

ながめて居りますと︑下仕の女が來

ラシヤヤフランネルトチガ

て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

六763囹

けれども我が武士は︑船の大

ツテ︑縣が細イカラ︑氣ガツカナイ
ノデス︒

六808
何だか地ひゴきでもするやう

小などは少しも氣にしなかった︒

六887
な氣がした︒

六研3団何のかざりもない御神殿を
辞して︑まことにおそれ多い氣がし

せて︑
き故郷の港︒

日は暖で︑風はなし︑むされ

た︒

七142

﹇寸﹈﹇▽とき・と き い っ す ん ・ と き

にすん

かの人夫は︑少ししてから︑

るやうな氣がする︒

七647

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ
さいふ

五51 中村君は︿略﹀︒氣がさっぱ

た所へ行って見ますと︑革の財布が

かは

りしてみて︑二三日たつと︑前から

落ちてゐました︒

もし此の大金がなかったら︑

氣がちがって死ぬやうな事になるか

七655

ちを見て︑その小さいのにおどろき

めてみた老砲手は︑急に氣をもんで︑

十一557

﹁︿略﹀︒﹂と︑甲板からしきりに働ま

ふと氣がつくと︑校長先生と
山田先生が︑箱のそばへ來て︑面白

九801

七704囹あなたから一文でももらふ

した︒

九悩8

利口な北風はすぐそれに氣が
ついた︒

︿略﹀︑これがまじめに野葬

されてみるかどうかと︑少し氣にな

十148圏

なれない私は︑大丈夫とい

つたのでした︒

十172国

末席に坐ってみた僧は︑そ

十一807図圃

つきました︒

十一7410圏

生れて潮に浴して︑

それはよいところに氣が

れが氣になってしかたがない︒

十﹇695

るのに氣がついた︒

其のうちに二人はふかの來

さうに僕等の仕事を見ていらっしや

すると其のうちに︑僕の見て

十︻5610

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

氣がすむやうにして下さい︒

七719園どうぞ之を受取って︑私の 九8910園 あ＼︑よく氣がついたね︒

つた︒

も知れぬ︒

五667圏 よく氣がついた︒

五927 其のあつめに來る頃に︑急ぎ
の封書を入れに來る者が︑途中で人
と立話でもはじめると︑私は氣がも
めてたまりません︒

もしお金をもらったら︑あ
なたの氣はそれですむかも知れませ

七725園

んが︑私の氣がすみません︒

八43

七726園︿略﹀︑私の氣がすみません︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六593 過日のこと︑判じゆが御殿の

ありません︒

ゐますが︑︿略﹀︑母の名をいふ者が

六586 さて萬じゅは︑だれか母の事

て來はしません︒

ました︒

五334 此の時切の氣もなく自分のう

の友だちのやうになりました︒

まけぬき

き ﹇気﹈︵名︶47 氣←おきにいり・

き一き

き一き
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浪を子守の歌と聞き︑ 千里寄せく
る海の氣を 底ひてわらべとなりに

赤・黄・みどりやむらさきと︑
︿略﹀︒

此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

き

き

﹇騎﹈︵名︶1

騎←いっきうち・

ごまんき・さんき・じっき・じゅうま
んき・にき・にひやっき・にまんき・

九2010

例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ呈色が黄

けり︒

十一836 今日は始めての遠泳だと思

ひゃくまんき・ひやっき

成程︑緑色の絹綜で作ったの

しちよう

き

︽キ・シ・シカ︾

みうりのはたに縄なふ父は

キ

工・身重の五種があって︑︿略﹀︒
︵助動︶㎜

マヒキ︒

ニントク

大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ
︿略﹀天皇ハ立上ル煙ノ少

し

し

キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハレミタ

七286図

マヒシ所ニシテ︑︿略﹀︒

七284図

すぎしいくさの手がらを語る︒

いろいろの珍しい高山植物 六503圏

き

うす紅のかへで︑銀ねずみ色 六402圏︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑︿略﹀︒
なら

ある︒

七304呼野一匹の獅子︑森の中にて
眠りしに︑後の暗きやぶかげより大

十一伽2

いなる過つと出でて︑獅子のからだ

此の時此所に來りしは一人

七327図かくて幾年かすぎし後︑武

の武士なり︒

七313図

にまきつきたり︒

へび

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十二638図國旗の色彩が其の國の人

目もさめるばかりであった︒

取分け美しかったのは電燈

や黄や青や紫のまだらの美しいのも

かと思はれるやうな葉もあれば︑赤

十佃7

はれない美しさです︒

が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい

九968園

木を見てもなつかしい︒

の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの

九347

ふと︑何だかうれしいやうな心配な
やうな氣がする︒

す頃には︑もうつかれきって氣も遠

十一865 やうやく月島の横を通り越
くなるばかりだ︒

十﹁996 リンカーンは︿略﹀︑鬼の
首でも取った氣になって一心に讃績
けた︒

入った︒

十一梱1 公爵はひどく此の答が氣に
十二567 時計師は︿略﹀︑出して置
いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二745 やがて眠から畳めた王は︑
幾分氣も静まったのか︑﹁此庭は何
慮 だ ら う Q ︿ 略 V ︒﹂

即ち赤・黄・藍・白・黒の五色を横

種を表すものに︑支那の國旗あ．り︒

に並べたるものにて︑︿略﹀︒

十二9110 彼はだんく物思に沈むや
うになった︒それを見てひどく氣を

十一一639図即ち赤・黄・藍・白・黒

となれり︒

も ん だ 父 王 は ︑ ︿ 略V︒

十二伽10㈱囲 参りし受座は何事もわ

の五色を横に並べたるものにて︑赤

七336図

勤

どうか今から十分海になれ

七961図翻訳の役場に三十年︑

の即しばらくはやまざりき︒

て置くやうにしてもらひたいのであ
はく
ります︒﹂とむすびたる時は︑拍手

七616図

にをどり入りたり︒

濱べに立上りたりしが︑つと海の中

獅子はかなしげにほえて︑

士は海をこえてふるさとへ摩ること

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

は漢人︑黄は漏洲人︑︿略﹀を代表

き﹇器﹈﹇▽ガラスき

き ﹇旗﹈﹇▽ぐんかんき・ばんこつき

するなり︒

が ら 情 な く 存 じ 候 ひしが︑︿略﹀︒

き﹇来﹈←ゆきき
﹇黄﹈︵名︶9

黄

き﹇忌﹈且vさんかいき
き

んしんき・むせんでんわき・りんてん

き・はつどうき・ひこうき・むせんで

四102圃 ならやくぬぎの はは き ﹇機﹈←いんさっき・しょうこう
黄にそまり︑ 廣いたんぼに
き・せんぷうき・ちくおんき・でんわ
北風あれる︒

五611圃 さてく︑虹は美しい︒

めつgけし小使の

年のよりしがあ

はれさに︑ 人々物を出し合ひて︑

樂なくらしにかへてやる︒

めつゴけし小使の

年のよりしがあ

七962図嚢村の役場に三十年︑

はれさに︑︿略﹀︒

老婆には︑

米屋の小ぞうお得意へ

手をかす人もあらざり

勤

八564図圃 ︿略﹀︑ 身なりいやしき

き︒

八566図圃

國に母をや残すらん︑

米を運びし承り途︑︿略﹀︒

八575図囲

彼の姿

下駄買ふ人も︑責る人も︑

彼のまぶたにつゆありき︒

八577図圃

下駄屋にありし人は皆︑

彼の姿を見送り

さとすべき子にさとされし

く略V︑

を見送りぬ︑︿略V︒

ぬ︑

八579図圃

昔はあきめくらも多かりし

小さき悔をいだきつ＼︒

に︑まことのめくらにして︑大學者

八623図

となりし人あり︒

八624図 ︿略﹀︑まことのめくらにし

保己一は五歳の時めくらと

て︑大學者となりし人あり︒

なりしが︑︿略﹀︑多くの書物をあら

八626図

はせり︒

或夜弟子をあつめて︑書物

を教へし時︑風にはかに吹きで︑と

八637図

もし火きえたり︒

八644図 ︿略﹀︑弟子どもは﹁先生︑

少しお待ち下さいませ︒今風であか

437
き一き

りがきえました︒﹂と言ひしに︑保

やまとたけるの

︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清

己 一 は 笑 ひ て ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂と言ひたり
とそ︒

八968図
正ノキヅキシ所ナリ ︒
みこと

九910篭耳行天皇の皇子日本武
するが

尊︑︿略﹀︑東國の 方 に 下 り 給 ひ き ︒

九101図 駿河の賊を亡し給ひし後︑
︿ 略 ﹀ 海 を 渡 り 給 へり︒

大風俄に吹埋りて︑愛すさまじく荒

九103図 既に大海に出で給ひしに︑
れくるひ︑御船少しも進まず︑今に
もくつがへらんばかりなりき︒

︿略﹀︑尊はつ＼がなく巻縮

今にもくつがへらんばかりなりき︒

九106図 ︿略﹀御船少しも進まず︑
九118図
の國に着き給ひきといふ︒
ほりょ

ていをしやう

袋和尚︑

からしト

皆ちい

ぼたんにくるふ唐獅子も︑

玉をふくめるこま犬も︑
さんののみのあと︒

今朝遠足にとく起きて︑

めが

過ちいさんは一

石屋の前を通りしに︑臭き工場

九842図圃
にたゴ一人︑︿略﹀︒

く略V︑

毘沙門天を刻みみき︑

九845図題
心に
ねを掛けてはっぴ着て︒

信吉は感心して︑熱心に空

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

九895図

聞けば︑そなたはく略﹀︑

げて︑﹁︿略﹀︒﹂

九備6國団

一人の子が夏型の爲い

かく別の働なかりきとのこと︒

寸描10属国園

くさに出でし事なれば︑定めて不自
如何ばかりの思にて此の

由なる事もあらん︒

九情8繍国

手紙をした＼めしか︑よくよく観察

九376図 後日レマン將軍が捕虜とし
てエンミッヒ將軍の前に引出されし

し下されたく候︒

平生きはめて御質素にわた

つる者敷多かりしかば︑︿略﹀︒

各地方量年魚の御手つだひを願ひ出

げ候︒

く候︒先は右とりあへず御悔申し上

をきはめ︑

︿略﹀︒

十595図 雪の日のタ暮に近き頃︑上 十川5図圃浮きばり・毛ぼりの柱
にけたに︑振るひしのみのて巧
州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

はうき手にく

︿略﹀︒

十欄7図

ぎ
主上さきに笠置におはせし

行幸齢りに遅かりしかば︑

と人の言へば︑衆皆力を失ひて散り

わけてたどり着きたりしに︑﹁︿略﹀︒﹂

十矧9図 ︿略﹀︑けはしき山路をふみ

山陰道にか＼り給ひし由なり︒

いん

むるに︑播磨の今宿といふ庭より︑

いまじゅく

十個8図 ︿略﹀︑人をしてうかゴはし

人をしてうかゴはしむるに︑︿略﹀︒

十梱6図

聞ありしかば︑力なくて止みたり︒

十柵9図︿略﹀︑笠置も落ちたる由風

時早くも義兵を學げしが︑︿略V︒

十㎜7図

時早くも義兵を墾げしが︑︿略﹀︒

ぎ
主上さきに笠置におはせし

を以て︑近年は作物も改良せられ︑

慧・養鶏・養魚等の模範をしめしし

なる人︑みつから先んじて耕作・養

﹁︿略﹀︒﹂といひて目をふせ 十悩10図心の財産家にて事業に熱心

たどり着きたる旅僧あり︒
十685図

始は︿略﹀宿をことわりし

しが︑主人はやがて語氣を改めて︑
﹁︿略﹀︒﹂

十702図

今一日留り給へとす＼めて

名残なかく早きず︒

常世も︑一夜の物語にうちとけては︑

十704図

止まざりき︒

降積みし雪もあと無くきえ

さうち

て︑山河草木喜にあふる＼春とはな

十707図
れり︒

十905図圏村の社の掃除や終へし︑

︿略﹀︑

はうき手にく此方をさして
︿略﹀︒

十908図圃

語りつ＼來る若き
今朝とく出でし兄も交れり︒

此方をさして
人々︑

︿略﹀元といふ國おこり︑

勢日々に盛にして︑宋の領地ををか

十969図

昔支那に呉・越とて相隣れ

くになりぬ︒

十哲3図

る二國ありき︒

ありしが︑勾践越の王となるに及び︑

十偽4図年久しく相孚ひて互に勝敗

を得しが︑勾践此のうらみ忘れがた

十偶6図後からうじて錦國すること

︿略﹀︒

うかん一折︑小包便にて御下り申し

尚御生前御好物なりしや
上げ雨間︑御豊前へ御供へ下された

十柵3叢書

しかば︑︿略﹀︒

ずることあたはずして︑宋遂に亡び

書淫前期の奮職も大勢を轄

し︑かば︑宋は次第におとろへて︑

く略V︑立木きはめて少か

十989図

らせられし御詰檬︑一つくの御町

何れも︑御在世犯しばく

︿略﹀︒

十57図園

行幸︒行啓ありし所にて︑︿略﹀︒

ぎやうかう

十39図

の上にうかゴはれて︑︿略V︒

十36図

由なるが︑︿略﹀︒

御生前車に御好みありし品々を選ぶ

十32薄才日々に奉る供へ物には︑

時︑エンミッヒ三軍はみつから進ん
で握手を求め︑︿略﹀︒

つ

九392図 レマン將軍の目には涙あり
き︒

九437図圏 尊意たえし砲塁に ひら
﹃都をば︑かすみと土ハ

めき立てり︑日の御話︒
九705図圏園

に立ちしかど︑ 秋風ぞ吹く︑白河
の關︒﹂

九807図書 石安工場と筆太に︑ 小

又甥造螢の半ば頃より︑

りしかば︑新に植込みたる木の数︑
十610図園

屋根に上げし看板が 往來の人の目
腹のふくれし布

實に十敷萬本に及べり︒
︿略﹀︑

につきて︑︿略﹀︒

九822図醐

き一き
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く︑︿略﹀︒

十一49図 少時より學問に働み︑長
じて後魯の君に仕へ︑大いに治績を
かん
昼げしかども︑重臣の爲にさまたげ

今まで賎嶽の山上より︑

また＼きもせず職況を見居たりし秀

十﹁288図

正國も槍を合はせ︑しば

吉︑勝政の引足になりたるを見て︑
︿略﹀︒

十一2910図
らく防ぎ戦ひしが︑俄に槍を投捨て

られ︑︿略V︒

十一53図 當時支那は敏國に分れて
正國得たりと︑力足をふ

て大手をひろげ︑﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

十一311図

互に相子ひ︑戦鑑止むことなかりし
かば︑孔子大いに之 を う れ ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

心とは︑強く人々を感動せしめしに

場︒

ほ

のさき

かの建制雷命が大國主命

されば珍しき事件の起り

ち

し

七里が濱のいそ傳ひ︑

劔投ぜし古戦

かへしし

樺太は大陸の地回なりや︑

く之を疑問としたりき︒

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

十二821図

からふと

人をしのびつ＼︒

つのをだまきくりかへし

十二272園圃

若宮堂の舞の袖︑

稻村が崎︑名將の

いなむら

十二252図翻

権者に報道せらる︒

パに起りし事件も僅か一挙日にして

十ニー59﹇図 く略V︑今や遠くヨーロッ

き︒

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

時代にありては︑唯をりく興味あ

十一一149図 く略V︑印刷術の幼稚なる

しが︑︿略﹀︒

く登費することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十一一147図 されば珍しき事件の起り

しが︑︿略﹀︒

く嚢費することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十ニー46図

と會見せられしは此盧なりといふ︒

十二92図

が︑使を得て急ぎ編り︑︿略V

りのため美保崎といふ盧にありし

み

十二610図

此の時事代主命はすなど

や︑喜んで寄附するもの意外に多く︑

しよく

いしずゑ固めし蜀漢
帝の
二代の帝に薫皿くす聖心︑

︿略﹀︒

はかなく露と
其の名はくちせず︑

︿略﹀︑

されば古は︑支那より渡

︿略﹀︒

きしに︑川里此虞に來られしは何故
﹁東國へ行き給ふと聞

ぞ︒﹂

十﹁485図圏

﹁先に書がきたる檜︑

きしに︑今又此虜に來られしは何故
ぞ︒﹂

十一489泡粒

何となく物足らぬ所ありて氣にか＼
りしが︑東予へ下る幽すがら︑︿略﹀︑

ん張りてはねかへさんとせしが︑ふ

其の意を得たれば︑かき添へんため

十一59図しかも遂に志を達するこ

に細りしなり︒﹂

3図囲

忌中王はおごそかに

諸葛孔明︒

しょかつこうめい

消えしかど︑

十﹁擢9図瞬

三軍進めし五丈原頭︑

強敵ひしぎて世をしづめんと︑

十一麗8軍畑

位をふませ給ひぬ︒

の國︑

十一

めに彫りしなり︒﹂

﹁︿略﹀︑かき添へんた

みそこねてあはや谷底へ轄び落ちん

︿略﹀︑貴兄には去月以

十一491図囹

とを得ざりしかば︑老後は專ら力を
武器は皆槍なりしかば︑

とす︒

候︒

十一451図園

く略V︑圭里師﹁︿略﹀︒さら

十一伽10図

來せるものの僅かに世に存するのみ

すなはち喜捨せる人々に

鐵眼の深大なる慈悲心と︑
あくまで初一念をひるがへさざる熱

十﹁㎜8図

く救助の用に煽てたりき︒

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

十一梛9図

く略V鐵眼といふ僧ありき︒

てつげん

十一櫛2図

りき︒

にて︑學者其の得がたきに苦しみた
く略V︑心構せし様なりし

し︒﹂とて︑心構せし様なりしが︑

十﹁459図

︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔

が︑曲筆も取らで数日を過しぬ︒
十﹁471図

して過ししに︑十日齢りにして︑ふ
すまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

十﹁478図囹﹁我が心に思ひ構へし
﹁東國へ行き給ふと聞

事を如何にして知り給へるか︒﹂

十﹁485図圏

今より二百敷十年前︑

︿略﹀︒

ば謝恩の爲に何か垂がきて参らすべ

十一459図

取り給ひし事なし︒

せる人なるに︑数年の間一度も筆を

君は圭里を以て一家を成

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

たい

來御病氣にて︑しかも一時は大分御

十一419贋団

世に之を面して青藍の七本槍といふ︒

十一318図

教育と著述とに用ひたり︒

ぐれたるもの︑︿略V等七十二人な

十一62図 門人三千人︑其の最もす
りき︒

十一67図 孔子は正義の念強き人な
りき︒

十一249図 されども不意を討たれし
俄の軍に︑清秀等の奮戦其のかひな
く︑︿略﹀︒

お

だ

をしめざりし油断を悔いつ＼︑俄に

十﹁268図 盛政は勝ってかぶとのを
きやく

やみの中を退却しはじめたり︒

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

のぶたか

十一271図 これより先︑秀吉は織田
日の正午大岩山の敗報至る︒

十一285図 明くれば二十一日の朝︑
盛政は賎嶽より西北に詣れる高地に
兵 を 引 き ま と め た りしが︑︿略﹀︒

十一286図 明くれば二十一日の朝︑
いひ
盛政は︿略﹀︑此の時までも飯浦坂
にふみ留って︑追孕る敵を防ぎ居し
弟勝政に引きあげを命じたり︒

439
ぎ一きいろい

る＼こと︑此面にては更に甚だしか

十二873図 林下の怪しみもてあそば
りしが︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ か ㌦ る 中 に あ り て

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

︿略﹀︑徒に多くの時日と

これまた失敗に終りぬ︒
十一一佃5図

金銭とを費したるに過ぎざりき︒

十二佃6図或日のことなりき︒

十一一874図

も︑彼は土地の事情を研究すること
室に閉ちこもりて研究に臆念なかり

エヂソンは例の如く實験

十二柵7図
細謹が二回の探検により

を怠らざりき︒

しが︑ふと見れば机上に形珍しき一

十一一8710図

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ
何心なく手に取りて眺め

本の團扇あり︒

彼の眺め入りしは檜にあ

十梱1図園

参りし當座は何事もわ

夢にのみ引し山川も︑
まの

︿略﹀︒

夢にのみ興し山川も︑
義

義を見てせざるは勇なき

﹇義﹈︵名︶1

あけくれにしたひし家も︑

十二槻7図魍

あたり近く迫りぬ︒

あけくれにしたひし家も︑

十二慨6図圃

がら情なく存じ候ひしが︑︿略V︒

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

十二梱1魍國

参りし當座は何事もわからず︑︿略﹀︒

服店にて︑なかく忙しく御座候︒

まゆ
うちの繭もあの工場で生血

輸出品の主なる物は︑頭芋

輸出品の主なる物は︑生綜

輸出品の主な物は︑生締・

︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

枯れか＼つて一面に黄色にな

一ツトリタイ︑

ミゴトニサイタ

ロナハナヲ︑ ︿略﹀︒

ノコギク︑

ニ95圏

キイ

カキネ

きいろ ﹇黄色﹈︵形状︶4 キイロ

んくと照らしてみる︒

つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

九782

つて來た︒

になって︑風がだんくはげしくな

七942

きいろ ﹇黄色﹈︵名︶2 黄色

︿略﹀などで︑︿略﹀︒

十877

リカ合衆國に︑︿略﹀送る︒

と羽二重とにして︑生綜は多くアメ

はぶたへ

七81図

と羽二重とにして︑︿略﹀︒

はぶたへ

七79図

になったはずだ︒

五653園

十二伽9圏支署の勤め居り駅家は呉 きいと ﹇生糸﹈︵名︶4 生綜

ぎ

なり︒

彼の眺め入りしはく略V︑ ぎ ﹇儀﹈﹇▽らしんぎ
議

さうして直に静岡の大総督

﹇議﹈︵名︶1

府にはせつけて議をまとめ︑更に京

十二梱10

ぎ

十二柑2山事は直に竹を以て炭素線

キイキイ

モズハ︿略﹀︑高イ所カラ 七677園 五十雨は黄色なきれにつ＼

︵感︶一

都に上って勅裁を仰ぎ︑とうく徳
きいきい

を作りて實験せしに︑豫想以上の好
︿略﹀竹を採集せしめ︑

川方の願意をとほさせた︒

十二餌5図

結果を得たり︒

りQ

實に團扇に用ひられたる竹なりしな

十二佃10図

れたる竹なりしなり︒

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

十二稲9図

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

十一一備9図

と 明 白 と な り し の みならず︑︿略﹀︒

十二995図 七代七十翌年の帝都とし
て︑咲く花のにほふが如しと誇りし
な ら

奈良の都も︑︿略﹀古の名残を哀む

るのみ︒

そもく如何に美しく︑如何に盛な

十二腿2図︿略﹀古の奈良の都は︑
りしそ︒

十二旧8図 げにや﹁︿略﹀大和うる
等時は軍に理化學の万有

はし︒﹂と歌ひしに そ む か ず ︒

十一一川5図

用として使用せらるるに過ぎざりし
が ︑ 次 第 に 改 良 せ られて︑︿略﹀︒

四37一

んであって︑百害は小さなふくろに
研究せしが︑日本の竹葉も適當なり

其のもたらせるものに就いて綿密に

トンデ來ガケニ︑フクロフノ

出現は當時の人の最も希望する急な

︿略﹀︑山の木の葉は目立って

入れてあります︒

黄色ナ蝶叩菜ノ花甲ムラガリ︑

﹇黄色﹈︵形︶4 キイロイ

黄色い ︽ーイ︾

きいろ・い

白イ蝶ハ大根ノ花二親ル︒

九167

ある︒

で︑赤いのはかへでや櫻やぬるでで

色づいた︒黄色なのはならやくぬぎ

八13

カホヲケツテ︑﹁キイキイ﹂ト
義一さ

しかば︑專ら之によりて心を製出せ

く

﹇義＝︹人名︺1

せつ

︿略﹀︑手を出すと︑﹁義一

さん︑それはお節供に使ふのです

六捌7園

ん

く略V︑日本の竹最も適當 ぎいちさん

カチドキヲアゲマス︒

出せり︒

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十二榊5図

り︒

十二川10図 これ等の堅手なき電燈の

りき︒
かん

十二襯9図 彼が稀代の天才はこ＼に
も遺憾なく嚢揮せられて︑着々成功
しん

の域に進みしが︑︿略﹀︒

十二麗10図︿略﹀︑唯心に至りては彼

主人の使などにまみる

よ︒﹂といふねえさんの聲がしまし

十二㎜7薩囲

途中︑小学校の前を通りては︑郷里

の最も苦心したる所なりき︒

十二稲1図初め彼は紙に炭素を塗り

﹇▽かねだきいちろう

た︒

きいちろう

の學校のおもしろかりしことなど思
ひ出し申候︒

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二備2図 次いで白金其の他の金屡

ぎいん一きがけ

440

ソノツギハ︑アノタク きえさ・る
︽ール︾

二84囹
サンサイテヰル︑小サナキイロ

︿略﹀︒

﹇消去﹈︵五︶1

消去る

きえる

消

︿略V︑かういふ短所はやが

﹇消﹈︵下一︶5

て我が國民から消去るであらうが︑

十二鵬3

タベモノデモサガスノデ

イキクデス︒

三9一
ドキヂメンヲツツキマス︒

セウ︑キイロイクチバシデ︑トキ
き・える

十﹁768

其の後︿略﹀︑面會の機會

﹇機械﹈︵名︶8

機械﹇▽しょ

は松坂の一夜以後とうく來なかつ
た︒

きかい

きかい・せいまいきかい
ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ
しらへてみる者もあり︑︿略﹀︒

八脳9

かすのである︒

て行き︑︿略﹀︑機械で薄くのして乾

あれく︑虹がきえて行く︒ 十一534 集めた液は之を工場に持つ

こんな人︑こんな姿は︑とう

の昔にきえましたが︑川は昔のま＼

六706

五623韻

九587 庭に敷きつめたむしろの上に︑ える ︽ーエ︾
黄色い委の穗が一面に廣げられて︑
︿略﹀︒

十佃7 地圖を便りにして進んで行く

電氣の機械や︑︿略﹀など
に用ひるエボナイトといふものもゴ

十一541

ムから造る︒

に清く美しく流れてゐます︒

夜が更けるにつれて燈がだ

今風であかりがきえました︒

と︑︿略﹀︑霜よけ の わ ら の 間 か ら ︑

八643圓

んく暗くなり︑今にも消えさうに

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ
議員﹇▽しゅ

︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

︿略V︑大てい機械と馬の力による︒

るやう︑︿略V︒

法律を制定するには︑政府

ぎかい ﹇議会﹈︵名︶2 議決﹇▽てい

こくぎかい

又は貴馬衣院の何れかが其の案を作

十二887

機械類

政痢から提出された案は先

成して議會に提出する︒

十二888

づ議會の一院で討議される︒

機械類は︑近年我が國でも盛

きかいるい ﹇機械類﹈︵名︶2

十871

それで︑機械類もまだかなり

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

多く輸入されてるる︒

十873

がへまでもないやうになった︒

らった︒しまひには妻や子どもの着

白田を責り︑家も土藏もみんな責りは

五752 ︿略﹀︑其のために田を用買り︑

こんな廣い畠であるから︑ きがえ ﹇着替﹈︵名︶1 着がへ

十一694

﹇議員﹈︵名︶3
なった︒

十一677

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

折から燈がぱっと明るくな

すのに大切なものとなってみる︒

しょ

つ

折から︑たもとの雪を打彿

﹇来掛﹈︵名︶1 來ガケ

カチドキヲアゲマス︒

カホヲケツテ︑﹁キイキイ﹂ト

四368モズハ︿略﹀︑高イ所カラ
トンデ來ガケニ︑フクロフノ

きがけ

の家の主人なるべし︒

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

十604図

︽ーレ︾

きかか・る ﹇来掛﹈︵四︶1 來かかる

︿略﹀昇降器に乗りました︒

事務所で坑内服に着かへ︑

きか・える ﹇着替﹈︵下一︶1 着かへ

る ︽

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

一質すると︑今度は

苛怪

小さなねぢ廻しでしっかりとしめた︒

︿略﹀︑

﹇奇怪﹈︵形状︶1
十二唱1

きかい

如何にもものすごい︑いはば音怪な
しばふ
物の精が寄集って︑夜の芝生にをど

へ︾

除き︑袋に入れて外國に輸出する由

十798
能力なり︒︿略﹀︑機械は電力により

十一一184隔年に驚くべきは輪轄機の

に候︒

十﹁研1圓団之を機械にかけて皮を

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消
義掲εけん
﹁こまかな人だ︒これでは

﹇義掲﹈︵名︶2

えてしまった︒

十二422

十一637

るのも珍しい︒

ぎいん

うぎいんぎいん・ふけんしちょうそん
かいぎいん
︿略﹀︑ 議 員 が 年 算 を 議 す る

にも︑常に此の公平な精神をもつて

十﹇⁝川9

ぎえん

やくとぎえん

しなければならない︒

十一価1 市町村長や議員を選弔する

六674園

﹁全くだ︒あんな小言を一三口

て働き︑︿略﹀︑＝塁よく一分間に四

機會

︿略﹀︑やがてピンセットで

百五十枚を印刷すといふ︒

さて主人に火事の話をして︑
﹇機会﹈︵名︶1

十二591

ふ程だから︑此の義掲が出來たのだ
志田金

其のとなり村の青年たちが見

﹇義掲金﹈︵名︶2

らう︒﹂

六687園

とても義指はしてくれまい︒﹂

には︑専ら其の人物に重きをおいて︑
︿略﹀︒

十一価10 公吏・議員等︑直接間接に
議院

きかい

義唐金のことをいひ出すと︑︿略﹀︒

六677

た︒

かねて︑方々へ義摘金をつのりに出

六668

︿略﹀︑爾院の意見が一致す ぎえんきん

﹇議院﹈︵名︶1

公 共 の 事 務 に 當 る 者は︑︿略﹀︒

ぎいん
十一一894

れば︑最後に議決した議院の議長か
機運

ら國務大臣を纏て奏上する︒
﹇機運﹈︵名︶1

十二佃2園 又最近無線電話が獲明さ

きうん

れましたが︑今やそれが盛に利用さ
れる機運となりました︒

441
きかざる一きく

きかざる

﹇聞猿﹈︵名︶1

聞かざる

五372 一匹は目に︑一匹は口に︑一

匹は耳に手をあててゐます︒見ざ

着かざる

あんまひころく

︵五︶−

る・いはざる・聞かざるといふのだ
﹇着飾﹈

さうです︒
きかざ・る
︽ーリ︾

七467 翌日武田方からは安間彦六と
いふ大の男が︑物の具見事に着かざ

ばう
聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ

き
飢寒

となどの耳新しい話に︑博士は満堂

き

のごはんのおかずにまじる︒
﹇直増﹈︵上一︶1

︽ーヰ︾

聞きみ

一語々々︑心の底よりほど

ばしり出つる主人の物語に︑いたく

十699図

る

ききい・る

それより一年ばかりの間︑

﹇飢寒﹈︵名︶1

の會衆を喜ばせた︒

きかん

十二832図

動かされたる旅僧は︑爾眼に涙を

鋸艦

トス

細かに打ちくだく︒其の音を聞きつ

けてかけ罵り︑飛びちりたる貝のか

けを︑すばやくついばみたるは眞白

なるめんどりなり︒

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

ききと・る ﹇聞取﹈︵五︶1 聞きとる

︽ーッ︾

子を聞きとって︑後を追ったが︑

十一727

﹇▽だいききん

︿略﹀︑それらしい人は見えない︒

︵人名︶←おきく・おきくさん

立山こぎ

きく

キク

﹇菊﹈︵名︶4

く

二85園 ﹁ソノツギハ︑アノタク
サンサイテヰル︑小サナキイロ

アノキクハオトウサン

イキクデス︒﹂

二86園

庭の菊も白い花びらに赤みが

モタイソウオスキデス︒

﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ

さして來た︑霜にあたったからだら

六265

うQ

︽ーイ︒一

て︑おちいさんはく略﹀︑菊の鉢を

七947

軒下に運んだりされた︒

ク︾

き・く ﹇利﹈︵五︶4 きく

しかしフランス王は一部始

きく

センセイノオツシヤルコ ききん

︽ース︾

セン︒

ききただ・す

父は﹁お前はどうしたのだ︒

十二708

第を有りのま＼に話した︒

た毬されて︑太郎はやっと今日の次

つてみた︒其の夜漏父に強く聞き

︿略﹀︒﹂とたつねたが︑太郎はだま

十945

たゴす聞きたゴす︽ーサ・ーシ︾

﹇聞質﹈︵五︶2 き＼

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ

二636

キキオ

風波をしのぎ︑飢寒と戦ひ︑非常な

キクワ

其ノ外︑︿略﹀︑キクワン

︵サ変︶1

﹇聞落﹈︵五︶一

た＼へて聞きみたり︒

機關﹇▽こら

﹇機関車﹈︵名︶一

六121園

車・軍艦ノヤウナ大キナ物マデ︑皆
﹇帰艦﹈

鐵ガナケレバ造ルコトが出町マセン︒
きかん・する

危機

其の中に上陸員が錦心する︒

する ︽ースル︾

九6510

﹇危機﹈︵名︶2

ききおと・す

る困難ををかして︿略﹀ナニヲーと
﹇機関﹈︵名︶1

いふ庭にたどり着きたり︒
きかん

きかんしゃ

で︑これにく略﹀四階級がある︒

裁判所は國家が設ける機關

十一208
︽一

くきかん・しゅうようきかん

聞かす

り︑大の馬に打乗って︑上杉方の陣
﹇聞﹈︵五︶1

へ向つた︒

サ︾

きか・す

きかせる

八924 先生はいろくな事を信吉に ン車﹇▽でんききかんしゃ
話して聞かされた︒

﹇聞﹈︵下一︶6

聞かせる ︽ーセ︾﹇▽いいきかせ

きか・せる

﹁鯉も居るが︑それよりも︑

る・とききかせる
五678園

もっとお前に聞かせて置きたい話が

きき

終をよくくき︑た球して︑コーデ

ある︒﹂

五736 庄屋は村の者にいろく言つ 十二伽7 しかし大勢は如何ともしが

聴き給

こもってみるのを認め︑︿略V︒

リヤの簡輩な答の中にも十分二心の

木々

九141図

八886園 や︑口をきいたぞ︒
く ︽ーケ︾
から
︿略﹀︑しgみの殻を取出し︑十一696 うっかり口をきいてしまつ

う︒

きくことが出來ないのでございませ

さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を

﹁あ＼︑あれは僕の絶つ 八877園︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

﹇聞給﹈︵五︶1

ではないか︒﹂

た曲だ︒聴き給へ︒なかくうまい

︽一へ︾

ふ

︿略﹀︑七島の存立を危くし︑ ききたま・う

國民の生活をおびやかすやうな危機

十一一376園
﹇木木﹈︵名︶1

であった︒

きぎ

うらの小山に秋風吹けば︑

ばん

つゆや時雨が色よくそめたききつ・︿ ﹇聞付﹈︵下二︶1 聞きつ
のしつくもきのことなって︑

五312韻

木々

は絶無であり︑國内はおほむね平和

十二鵬7

︿略﹀︒

たく︑危機は既に目前に迫ったので︑

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑
︿略﹀︒

大將に話してきかせて︑其の墓に参

八 4 大將の父は寸々義士のことを
益したのである︒

九908園 ﹁ねえさん︑どうぞ其の話
を聞かせて下さい︒﹂

せて頂きたい︒﹂

十675圏 ﹁失禮ながらお名前を聞か
十一而8 ︿略﹀︑無線電話で子守歌を

きく一きく
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た︒

きく

十一699圏 ﹁無言の行に口をきくと
いふ事があるか︒﹂
キク

お前はたいそうとんち

があると聞いた︒

四547囹

青年たちは之を聞いて︑さ＼

やき合った︒

六673

四696 ︿略﹀︑今でも山がらのこ 六937 賊が之を聞いて︑くやしがつ
て攻めよせると︑正成は高いがけの

﹇ 聞 ﹈ ︵ 四 ・ 五︶98

大事にするとおつし

はじめて重い

昨日學校で校長に︑ あの

ゑをきくと︑まだあれが生き

き・く

六欄4圏

上から大木を落させた︒

︽ーイ・ーカ・ーキ・

て居るだらうか︑︿略﹀と思は

聴く

ないことはありません︒

聞く

た記念の木︑

木の事を話したら︑

中村君を生いきだといって︑いぢめ

やった︒

聞けば級のものが二三人で︑

ーク・ーケ︾﹇vおききする・おききな

ハチガキイテオコリマシ

ウスモキイテオコリマシ

見えて︑﹁︿略＞Q﹂とひとりごとを言

熊は死人には手を着けないと

つて行く者があります︒

五983

ヤクワンハ之ヲ聞イテ︑﹁ソ

聞いてみたからでございます︒

六126

レデモ鐵ハヂキニサビテ︑赤クナル
き

木曽義仲が都へせめ上ると聞

そ

デハアリマセンカ︒﹂ト言ヒマシタ︒

六226

いて︑平家はあわてて討手をさしむ
けました︒

宿の者にきくと︑﹁もうとう

七527園私も子どもの時には︑︿略V︑

見るもの聞くものが︑総べ

此の講堂でお話を聞いたり致しまし
た︒

七562圏

徳川家康が大阪城を攻めた時︑

其の子頼宣は戦が始つたと聞いて︑

よりのぶ

八149

先陣へかけつけたが︑もう間に合は

家康は之を聞いて︑﹁今の一

なかった︒

言は︑先陣の功名にもまさる︒﹂と

八157

いって喜んだ︒

焼くのかときくと︑其の男はていね

八299此の時太郎が︑炭はどうして

いに教へてくれた︒

驚いてあたりをさがしても見

當らず︑近所の人にきいても知らぬ

八395

越前守は手代の言ふ所を聞い

知らぬと申します︒

て︑︿略V︑下役の者に石地藏をしば

八398

八627図保己一は五歳の時めくらと

つて來るやうに命じました︒

人夫は之を聞いて︑首をふり

心に之を聞き︑︿略V︑多くの書物を

信作方の人々は之を聞いて︑

後に此の話を聞いた者は︑皆

すか︒﹂

保己︸の家は今の東京︑

アメリカ人の元氣なことは︑

之を聞いたコロンブスは︑

聲できかれた︒﹁此の方はどなたで

八879 ︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

︿略﹀といひました︒

八762

これだけ聞いてもわかりませう︒

八667国

をき︑︒ と言ひたりといふ︒

時の人番町で目あきめくらに道

の弟子保己一につきて學びたれば︑

其の頃の江戸の番町にありて︑多く

八634園圃

あらはせり︒

なりしが︑人に書物をよませて︑一

おちいさんにきいたら︑二百

て皆珍しいのであります︒

ました︒

七724
七935

秀吉が之を聞いて︑﹁さて

十日といふのはく略﹀ださうだ︒

七皿2

く︑早く参った︒﹂と心の中で喜
秀吉が之を聞いて︑幕の中か

びました︒

いた︒

家康の年に似合はずかしこいのに驚

八145

たといふことである︒

勢車﹀︒﹂といったので︑さうきまつ

八122

ひましたので︑︿略﹀︒

ら︑﹁もうよい︒通してやれ︒﹂とい

七半5

にお立ちになりました︒﹂と言ひま

叔父サン調革ノ話ヲ聞イ豆田
之を聞くと︑頼朝のかほの色
︿略﹀︑風のたよりに此の事を
かまくら

之を聞いた萬じゅの喜はどん
なであったでございませう︒

六601

て上りました︒

聞いて︑うばをつれて︑鎌倉をさし

六571

はさっとかはりました︒

六545

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

六454

す︒

六唱7

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

クリモキイテオコリマシ 五901 時々道を人にきいて來た者と 七428 聞けば今朝から五里の山道を︑

たのださうです︒

五64

聞ク

さる

一162
タ︒

﹁164
タ︒

一166
タ︒

ソレ

イテハイケマセン︒﹂ト︑トメマ

二36一 トモダチハ﹁モチハ︿略﹀︑

バ

シタガ︑キカナイデイマシタ︒
ワルイオヂイサン

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ

二434
マシタ︒

一一51一 ワルイオヂイサンバコノ

ハナシヲキイテ︑ノコツテヰタ

ナニカキカレマスト︑コ

ハヒヲカキアツメテ︑︿略﹀︒

二642
ノロデハツキリコタヘマス︒

三65 オカアサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
キキマスト︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤ
イマシタ︒

ワニザメハソレヲキク

下にきく︑ふじは日本一の

三807團︿略﹀︑かみなりさまを
山︒

四162

ト︑タイソウオコツテ︑︿略﹀︒
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きく一きく

八㎜4 さうしてそれから後は︑耳は
﹁聞けば︑そなたは豊島沖の海戦に

と︑次のやうな事が書いてあった︒

十992図

ん︒﹂と︒

り之を知る︒唯郡家の危きを如何せ

水兵は頭を下げて聞いてみた
や

し

椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

くわん

此の神社は菅公の御墓所に

しく︑一日も早く御顔を見たく存じ

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

十研3國團私とてもかはゆらしきめ

物を見るのは始めてである︒

ムの木などは名を聞いてみたが︑實

十悩2

らん︒﹂と︒天祥きかず︒

めて元に仕へば︑富貴は意の如くな

きていはく︑﹁︿略V︒今より心を改

く略V︑張弘範︑文天正に説

食事の知らせを聞いても︑聞かない
も出ず︑︿略﹀︑かく別の働なかりき

九重7

とのこと︒

ふりをし︑︿略﹀︒

食事の知らせを聞いても︑聞かない

八伽4 さうしてそれから後は︑耳は

た︒

︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

が︑︿略﹀︑にっこりと笑って立去つ

九伽3

ふりをし︑︿略﹀︒

なるほどと感心したといひます︒

八欄4 之を聞いて︑手足等一同は︑
オ録リニナツタノダラウト思ツテ聞
イテミタ︒﹁オトウサン︑御用ハモ

少年はひざに両手をついて︑

老人の顔をじっと見つめながら重い
ウスンダノデスカ︒﹂

九2110

てるる︒

︿略﹀御手つだひを願ひ

候︒

十72図園

出つる者敷多かりしかば︑︿略﹀土

九277 目に涙を一ぽいためて聞いて
みた少年は︑固い決心を顔にあらは

白革6

一番鶏の聲を聞いてからは︑
此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

︿略﹀︑何を聞いても︑一々

然るに今主上隠岐にうつさ

朝に道を聞くことを得

あした

聞けば︑雑誌の類は號の順

つともとの場所へお入れになるのだ

に並べておいて︑取出したら後でき

十一1610

ば︑夕に死すとも可なり︒

ゆふべ

十一了4図園

いへるやう︑﹁︿略V︒﹂と︒

れ給ふと聞き︑高徳一族丘ハを集めて

十欄10図

は言ひません︒

明白に答へて︑しかもよけいなこと

十擢7圏

くした︒

建てたものだと聞いて︑一層感を深

木に從画せしめたるに︑通常の人夫

い︒

うです︒

十959園

さうです︒
︿略﹀︑裁判所は爾者の一三口分

みとめれば︑其の借金を返すやうに

を聴いた上で︑貸主の主張を正論と

十一193

﹁羊の虎に向ふが如し︒危し︒﹂と︒

借主に命ずる︒

其の友之を止めていはく︑

天祥きかずしていはく︑﹁我もとよ

十973図

はなかったのだ︒

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい

それから又︑書間私が聞い

炭を運ぶために飼はれてるるのださ

と思って︑聞いてみると︑これは石

十827

坑内に馬が居るのは不思議だ

いては︑誰でも驚かない者はあるま

遠い虜まで使者の役目を務めると聞

十546

もうじっとしては居られない︒

十486

聞く︒

にもまさりて仕事ははか取りたりと

して︑實行をちかった︒

九696 ﹁叔父さん︑此所は何所です
か ︒ ﹂ と 聞 く と ︑ ﹁︿略﹀︒﹂とおつし
やった︒

九906囹 小熊座と大熊座について︑
面白い昔話があるはずだから︑ねえ
さんに聞いてごらん︒

九936 ︿略﹀岡田さんが旅行からお
鋸りになったと聞いて︑今日にいさ
んと二人で遊びに行きました︒

九963 お話を聞いて︑僕もすべって
︿略﹀︑僕 等 も 何 時 の 間 に か ︑

見たくなりました︒
九981

山の上に居るやうな氣持になって聞
きました︒

號令が聞きたいと思って︑︿略﹀︑左

九㎜8 北風はもう一度あの勇ましい
右の耳をそばだててみた︒

九柵4魍国 大尉はそれを取って見る

あの時︑﹁こんなに間をお

いてよいのですか︒﹂と僕が聞いた

十一372

ら︑おとうさんがく略﹀︒

それから始めて聞いて面白

いと思ったのは︑枝打をしないと木

十一397

住持﹁昨夜のぞき見て知

に節が出來ることである︒

りたり︒﹂此の一言を聞くや︑書師

十一481図

杉戸に檜一本を書がきて東國へ出

ひのき

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑唯

立しぬ︒

﹁東國へ行き給ふと聞

﹁小僧︑早く燈心をかきた

きしに︑今又此庭に來られしは何故

十一485図園

ぞ︒﹂

十一698

ててくれ︒﹂隣に坐ってみた僧が之

を聞いて︑﹁無言の行に口をきくと

生れて潮に浴して︑

いふ事があるか︒﹂

十一806図圃

︿略﹀︒

なぎさの松に吹く風を︑

浪を子守の歌と聞き︑

十一813図翻

僕は︿略﹀とばかり考へて

いみじき樂と我は聞く︒

十一905

唯通りがかりの旅人から珍

みたので︑此の話を聞いて珍しく感

じた︒

しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ

十一963

よい子だから私の頼をき

さめてみた︒

いてくれ︒

十一伽2園

ントン公爵が勲功も高く︑りつばな

十一伽5ジョージは︑かねてウェリ

きぐ一きこう
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人物であるといふ事を聞いてみたの
で︑︿略﹀︒

彼等は翠雲の教を聴いて即

︿略﹀︑遠い庭の音樂・演

座に弟子となった︒

十二9610
十二佃5

議決

しい話に︑博士は漏堂の聖衆を喜ば

なり︒

きげん

きげん与ご

三322 ︿略V︑いつもきげんよく
うたをうたふちいさんです︒

﹇機嫌﹈︵名︶1

限が平ないと引出すことが出辱ない︒

日から半年とか一年とかきまった期

十524園︿略﹀︑定期の方は︑預けた

きげん ﹇期限﹈︵名︶1 期限

これ即ち出雲大社の起原

﹇起源﹈︵名︶1 起原

せた︒

衛生の設備をよくして危険な

人々をボートに牧容し︑︿略﹀︒

スル

︽ーシ︾

きけん・する ﹇棄権﹈ ︵サ変︶1 棄灌

ノ爲二︑或ハ信用モシテヰナイ人二

うちに置くと︑火事にあっ 九槻8囹世間ニハ︑イロぐノ事情
たり︑盗入に取られたりする危険が

投票シタリ︑或ハ棄権シテシマツタ

リスル人モアルガ︑︿略﹀︒

僕はこれまで暦といふと︑

はわかりませんが︑氣候も思ったよ

七394国 まだ來て二一二箇月で︑よく

きこう ﹇気候﹈︵名︶9 氣候

へてみたので︑︿略﹀︒

いふやうな事を見るものとばかり考

今年は紀一兀何年であるか︑︿略﹀と

十一902

紀元何年

きげんなんねん ﹇紀元何年﹈︵名︶1

︿略V︑登山者が路に迷って危

﹁あの橋は危険だから決し
て渡ってはならぬ︒﹂

十935園

いろくに利用する事が出來る︒

険におちいった時︑救を求めたり︑

十581

あるからね︒

十516圏

をはかった事や︑︿略﹀︒

病氣を根絶し︑幾萬の從業者の健康

十371

十一一77図

﹁弓庭に居ます︒﹂ きげん

たんでせう︑指であひつもしないの
ねぢは

に︒﹂

十一一578

と叫びたくてたまらないが︑口がき

十二298国 テームス川を飾るタワー
けない︒

土樽

なれない私は︑大丈夫とい

はれても︑やはり馬のそばを通るの

十172國

﹇危険﹈︵名︶9

説・講話などを居ながら聞くことが

た︒

相手は大きな眼でじっと安

﹇議決﹈︵サ変︶2
シ・ースル︾

親子は非常な危険ををかして︑ きげん

が危険なやうな氣がしてならなかつ

︽

十281

芳の顔を見つめながら︑だまって聴
δうんどうきぐ

たが︑︿略﹀︒

きぐ

いてるる︒

十二伽1

きけん

出來ることや︑︿略﹀などの耳新し

あなたは

い話に︑博士は漏堂の會衆を喜ばせ

驚く外はありません︒
ほんたうに一度でもよい

橋・︿略﹀︑其の他 見 る 物 聞 く 物 唯 々

十一﹇383圏
から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

口で聞いたのですが︑

十一︻401生野はその︑今ちよつと門
演奏會へ行ってみたいとかいふお話
でしたね︒

ニ目4 三 キクノハナ
ニ65 三 キクノハナ

十二404 其の言方が如何にもをかし きくのはな ︹課名︺2 キクノハナ
かったので︑言った者も聞いた者も
思はずにっこりした︒

いでや︑行幸の路に待受
貴兄

さて昨日御地より玉村

﹇貴兄﹈︵名︶1

け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

十矧2耳翼

十二572 ねぢは之を聞いて︑飛上る ぎぐん ﹇義軍﹈︵名︶1 義軍
やうにうれしかった︒

する

ぎけつ・する

貴兄には去月以來御史氣にて︑︿略V︒

せられたる河井氏の御話によれば︑

十一418隈國

きけい

十二664園今日はお前たちに一つ聞
いてみたい事がある︒

十二76一 コーデリヤはそれを聞いて
腸をちぎられるやうな思がした︒
網をす・き︑舟を漕ぎ︑漁

業の手彫などして土人に親しみ︑さ

十二841図

てさまぐの物語を聞くに︑︿略﹀︒

の危険を防ぎ︑又立蔀の流通がよく

即ち第一讃會でく略V︑第 十一396 ︿略﹀︑枝を打てば︑山火事
なって墨がつかなくなるさうだ︒

十二892

三里會で法律案全艦の可否を議決す

コ ー 二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

る︒

十二848図

しきりに止むれども林導きかず︑遂

ての危陰を恐れて遵ふことをがへん

︿略V︑雨院の意見が一致す 十二836図 ︿略﹀︑從者の±人等ゆく
れば︑最後に議決した議院の議長か

候ハ次第二暖ク︑夜ノ長クナルニツ

書ノ長クナルニツレテ︑氣

りよくて︑快晴の日が多いやうです︒

レテ︑氣候顕界牌弟二丁シ︒

七m1図
電話機を備へ附けてみたために危険

︿略V︑進行中の汽車が無線

ぜず︒

を免れたことや︑︿略﹀などの耳新

十二柵7

ら國務大臣を纒て奏上する︒

十二894

に同行することに決せり︒

十二851図星我若し彼の地にて死し
たりと聞かば︑汝必ず之を白主に持
蹄りて日本の役所に差出すべし︒

ケ︾

八891圏

﹁先生︑どうして口がきけ

十二939 彼は更に其の邊の名高い學 き・ける ﹇利﹈︵下一︶2 きける ︽一
者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ
にも漏足することが出來ない︒

445
きこえあぐ一きこゆ

七佃2図︿略﹀︑夜ノ長クナルニツレ

十431

いや︑聲が聞えるのではあ

今日は天氣がよいので︑朝か
何所からかにぎやかな歌が聞
しかし聞えるのはかすかな息

︿略﹀落葉の音が︑かさり
何虜からか︑ほがらかなひよ

十二2110 小春日和の暖さにとけて︑

此庭はさすがに藝術の都

其庭からも夢のやうに船歌が聞えて

駈る︒

として世界に聞えてみるだけあって︑

十二314国

月のさえた冬の夜友人と二

建物なども一般に壮麗です︒

人町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通

十二375

り︑或小さいみすぼらしい家の前ま

で罵ると︑中からピヤノの音が聞え

る︒

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

十一一563 此の時大きなせきばらひが

︿略﹀︑秀吉は之を信じて︑清

︽ースル︾

きこく・す

ブラジルの視察も大鳥

﹇帰国﹈︵サ変︶1錦超す

終り候間︑程なく錦國致すべく候︒

十一㎜3國団

致す ︽ース︾

きこくいた・す ﹇帰国﹈︵四︶1 露國

正に鋸國を命じました︒

七978

れふ
同時に猟銃の音が績けざまに きこく ﹇帰国﹈︵名︶1 蹄國

どりの聲が聞える︒

十413

くと聞える︒

十393

づかひばかりであった︒

九柵10

えて盗る︒

九585

ら萎を打つ音が方々で聞える︒

九567

りません︒

八899園

るなら︑もう一つ何か言っておくれ︒

三341五一ちいさんのうたふこ 八896園 わしの聲が聞えるか︒聞え える︒

四38 お宮のうらではすまふ

ゑがきこえます︒

八674国︿略﹀︑此の州は合衆國の中
がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

テ︑氣候ハ次第二寒シ︒

でも︑氣候がよくて︑其の上地味が
︿略V︑おくの方からたえずち

︿略﹀︑急に川水の音がこう

うら手で助けてくれ助けて

で益しようをうち出しました︒

くと聞えて來て︑間もなく火の見

五855國

聞えません︒

の音と水の音より外には︑何の音も

五283 それはくしつかな所で︑風

くおんきの音が聞えて來ます︒

五234

とはやすこゑがきこえます︒

︿略﹀︑元庵様はおもに下女

肥えてゐますから︑ ︿ 略 ﹀

九251園
と農業との土盛をお調べなされたが︑
︿略﹀︒

十一913囹 ﹃各地の節候﹄といふ所
がある︒

太のやうな遠い所の氣候までも大豆

ふと

から
十一915圓 そこを見ると︑毫湾や樺
分る︒

五867団

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

十二悩4 其の上繭が國の美しい風景
や温和な歯髄は︑自ら國民の性質を
をん

柿右衛門は︿略﹀︑其の名は

二獲聞えた︒

︿略﹀︑汽てきの音は少しも聞 十503

つるはしの音がこつつりく

遠く西洋諸國にまで聞えてみる︒

其所此所皇帝ハトリノコエガ 十831

掛茶屋に休んで名物の餅を食

六318

マメ

豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ 十佃1

ニ

聞える︒
トウ フ

六335

聞エタ︒

えません︒

六203

︿略V︒

聞え

温和な氣候や美しい風景は︑

穏 健 な ら し め ︑ ︿ 略V︒

十二悩10
﹇聞上﹈︵下二︶1

人 の 心 を や さ し く し︑︿略﹀︒

きこえあ・ぐ
︽iゲ︾

十悩1図 高徳此の故事をひきて︑や

上ぐ

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲

コウヂ

が聞えた︒

わしの聲が聞えるか︒

昏昏はもう七十歳に近く︑

み

かん

聞ゆ ︽一

ぬ︒後からうじて鋸國することを得

しが︑︿略﹀︒

エ・！ユル︾

きこ・ゆ ﹇聞﹈︵下二︶2

十637図

音いっこ︒

る大路︑

笛の

主人は聲を限りに呼べど︑

ほろくと聞ゆる

調子のよい蜜柑取歌が 十305図蟹 影のごと︑人去り 人來
あちらでもこちらでも︑さ

えたはさみの音がちょきんくと聞

十二217

︿略﹀のどかに聞えて來る︒

十ニー910

下に聞えた老大家︒

いろくりっぱな著書もあって︑天

十﹇741

た＼ましい叫び聲が聞えた︒

十一561ちやうど其の時︑︿略Vけ十悌6図 ︿略﹀︑勾践は呉に捕へられ

ダンくニギヤカニナツテ來タ︒
トンテンカン︑トンテンカン

ンが小路ノオクニ聞エテ來テ︑町ハ

える︒

八53

八896園

とすゴの音が聞えた︒

ふと︑垣根の外でちやらく

先程からちやらくとすゴの音が聞

八38第二犬ころ庭のすみで︑

田打ツツチノ音が聞エマシタ︒

ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

七499

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞
キコエル

がて忠臣の起りて勤王の兵を墨げ︑

﹇聞﹈︵下 一 ︶ 3 4

え上げたるなり︒
きこ・える

大キナスズヲネコノ

きこえる聞エル 聞える︽ーエ︒
ーエル︾

二291囹

クビニツケテオイテ︑ソノォト
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ
シテハドウデセウ︒

二634耳モヨクキコエマス︒

きこりごや一きしゃ
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む︽ミ︒ーム・ーン︾

たり︒

九21図翻

きざみくて︑明方の
しっかにあ

きざみくて︑明方の

きて︑ほのぐと東の窓はしらみ

鶏鳴けば︑夜のとばり

九21図韻

藏様が立っていらっしゃる︒

其の松の下に石できざんだ地

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに
木こり

七235

﹇樵小屋﹈︵名︶1

や︑ふりかへらず︒

きこりごや
小屋

七886 けれども貧しい木こり小屋で︑
后

︿略﹀︑妹はかねてフランス

﹇后﹈︵名︶2

戸棚一つもありません︒
きさき
十二659
ひ

鶏鳴けば︑︿略﹀︒

きし

びしゃもんてん

︿略V︒

﹇岸﹈︵名︶9

九835下心

きし

岸﹇▽むこ

﹁毘沙門天を刻むのだ︒﹂

に︑三人の心はもう驚と感激で一ぱ

キジ

岸は絶壁になってみる虜が

いになって︑︿略V︒

十二504
多く︑︿略﹀︒

﹇雄﹈︵名︶4

コンドハキジガキマシタ︒
キジモダンゴヲモラツテ︑
キジハ

ツツツキマハリ︑サ

記事

キジガツナヒクエンヤ
﹇記事﹈︵名︶1

ラヤ︒

一545嗣

ミツキマハリマス︒

ルハヒツカキマハリ︑イヌバカ

一523

ケライニナリマシタ︒

一506
一507

きじ

しかしフランス王は︿略﹀︑ 九813二千石碑を刻む︑文字をほる︑

王の后になることにきまってみた︒
十一一7010

きざはし

本國にともなひ錦って約束の如く自
﹇階﹈︵名︶1

分の后とした︒

きざはし

きじ

きしのささがさらさらとおと

あるを常とす︒

聞にても︑︿略﹀︑記事に多少の相違

風がしっかにふいて來て︑ 十赤玉95図 されば同一日高の同じ新

をたててゐます︒

三606

十二265図嚢上るや石のきざはしの うぎし

刻み

左に高き大いてふ︑ 問はばや遠
﹇刻居﹈︵上一︶3

き世々の跡︒

大悲の父は僅々義士のことを
大將に話してきかせて︑其の墓に参
詣したのである︒

から︑︿略﹀︑夕方の汽車でかへ

四838ひるのごはんをたべて

りました︒

何でも汽車に二日二ばん乗通

しで︑こちらへ着いたのださうです

五56

から︑何百里かはなれてみるのでせ

う︒

汽車の測量時刻が近づくと︑

自動車・馬車・人力車がいくだいと

五醜3

横平と東京との間には汽

なく︑入口・出口によって來ます︒

七88図

汽車はおよそ三十分毎に︑

車・電車の便あり︒

七89図

船から陸あげした荷物は︑

電車はおよそ十分毎に嚢着す︒

すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ

七385国

旅銭へは汽車で一時間で行

ンへでも北京へでも送ることが出來

ます︒

けます︒

﹁アシタノアサーバンノキ

七396國

七㎜9國

﹁アシターバンノキシヤデ

シヤデタツテイキマス︒﹂

サンフランシスコから三日

此の糟葉書は此所へ來る途

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で

八704困

ゴに着きました︒

二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ

八696国

イキマス︒﹂

先づ岸近くまぐろの寄って 七川4囲

﹇▽こっかいぎじどう

先へ身網を張る︒

へ二三百間も長く垣網を張り︑其の

來る場所を選んで︑海岸から沖の方

十一一774

又南の海上にはひしひしと軍 きしちかく ﹇岸近く﹈︵副︶1 岸近く

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

ぎじどう

n▽いちばんきしゃ・よぎしゃ

耕造は︿略﹀信作のえりを引 きしゃ ﹇汽車﹈︵名︶34 キシヤ 汽車

生エテヰル︒

︿略﹀︑最後は又急流の岩に

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調

十二網3

さんの所へ出かけました︒

車はありません︒

十268 やがてボートは岸をはなれた︒ 四806 昨日おとうさんと朝九時 す︒
の汽車で︑軍たいに居るにい
八716團 日本にはまだこんな早い汽

つつかんで︑ぐっと岸へ引上げた︒

八107

八擢3

︿略﹀︑水深くして︑いかな ぎし ﹇義士﹈︵名︶1 義士

る大船もきしに横づけにすることを

七77図

得︒

安ちいさんはせ

︿略﹀︒

きざみ

舟が岸をはなれた︒

︿略﹀︑

︽ーヰ・ーヰル︾

きざみ・いる
みる

九817図瞬

七94

常に何 を か 刻 み み る ︑

めがねを掛けてはっぴ着て︒

ぐくまり︑

毘 沙 門 天 を 刻みみき︑

﹇刻行﹈︵四︶1

︽ーク︾

さ

︿略V︑岸二近イ淺イ所カラニ

してあります︒

船を浮べて︑岸には大木がきりたふ

九831図圃 ちいさんく略﹀︑ なほ怠 七195
めがねを掛けてはっぴ着て︒

らずこっくと︑ 何をか常に刻み
みる︑

心に

九845図圃 く略V︑ 安ちいさんは一 七851

行く

きざみゆ・︿

の拍子木のごとかちくと︑

ひやう

九19図説 夜をいましむる夜まはり
びしく時をきざみ行く︒

きざ・む﹇刻﹈︵四・五︶5きざむ刻
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八725国

︿略﹀︑電車や汽車が終日終

世一−車が 進 む に つ れ て ︑ 關 東 平

夜︑息なしに運轄してゐます︒
九681

野はだんく夜の景色にかはって︑

かりかち

にある狩勝の峠にか＼る︒
︽ーセ︾

汽車は密林の問をあへぎ 十一梛8図 すなはち喜捨せる人々に
其の志を告げて同意を得︑資金を悉

十一613
く通り抜けて︑やがてトンネルに

鐵眼こ＼において再び意

﹇喜捨﹈

︵サ変︶1

の事業を中止し︑︿略﹀︒

する

其の後は老僧と共に洞穴の

喜捨

を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

十一伽8図

く救助の用に當てたりき︒

︿略V︑石炭の火は木炭の火

汽車は無人の境を曲折して

はいる︒

下る︒

十一619
十一677

見なれた所も面白く感じた︒

てるて︑汽車は果もなく績いてるる

きしゃ・する

汽船や工場の重い機械を動かすのに

十二柵8

︽ースル︾

大切なものとなってみる︒

よりずっと熱度が高いので︑汽車や

九693 目がさめると︑もう夜が明け
青田の中を走ってみた︒

九728 其の中に汽車は山の間を出て︑
大きな川の見える所に出た︒

中でのみを振るふ者もあり︑費用を
喜捨する者もあって︑仕事は大いに

はん

光給の如き宍道湖畔を走ること約四

はかどって來た︒

しんぢ

九7210園 ﹁あれが北上川だ︒汽車は 十二44図松江を期したる汽車は風

此の邊からあの川について︑北へ
十分︑やがて︿略﹀︒

記者

騎手

汽車のたび

世3﹁車のたび

二十一

二十一

﹇騎手﹈︵名︶5

それは氏子の五箇村から︑子

やがて五人の騎手は︿略﹀︑
鳥居の中に集って以た︒

八72

といふ定めであった︒

どもの騎手を一人つつ出して︑︿略﹀

八61

きしゅ

四805

四目羽

汽車でドイツの國内には きしゃのたび ︹課名︺2 汽車のたび

くと走るのだ︒﹂
九737 汽車が盛岡を出て少し進むと︑ 十二346囲

いったのは朝まだほの暗い頃でした

電車は次第に汽車の領分
︿略﹀進行中の汽車が無線

﹇記者﹈︵名︶1

き
七709三重は此所から百里さきの紀

紀州の男は急いで國へ蹄つ

州の者でございます︒

て︑宜ハの金をまちがひなくとゴける

七754囹

やうに致せ︒

法律を制定するには︑政府

貴衆両院

きしゅうりょういん ﹇貴衆両院﹈︵名︶

2

又は貴衆爾院の何れかが其の案を作

十二886

又貴衆爾院の何れかから提

成して議會に提出する︒

出された案は︑他の一院のみで討議

十二895

し︑︿略﹀︒

技術家

＋ニー69図︿略﹀︑各部にそれぐ掛

ぎじゅつか ﹇技術家﹈︵名︶1

記述

て材料を取り︑或は社内にありて編

の記者又は技術家ありて︑或は出で

輯事務にたつさはる︒

す ︽ーシ︾

きじゅつ・す ﹇記述﹈ ︵サ変︶1

されば珍しき事件の起り

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

しが︑︿略V︒

く獲費することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十ニー46図

みる︒

＋ニー69図︿略﹀︑各部にそれぐ掛 八77 五人の騎手は神に勝利をいの

きしゃ

を免れたことや︑︿略﹀︒

電話機を備へ附けてみたために危険

十二佃6

までも侵略し︑︿略﹀︒

十二価7園
しん

世3﹁車は野を過ぎ山を越えて進 が︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ と お っ し ゃ った︒

九744
む︒

九759 空惚近くになると︑汽車が海
岸を走るので︑陸奥湾の風光が手に
取るやうに見えた︒

九765 午後二時二十分︑汽車は青森
に着いた︒

九伽6囹 今日午後四時ノ汽車デ又出

て材料を取り︑或は社内にありて編

生れつき烈しい氣性の上に︑

娘の答に失望した王は︑例

﹁お前にはもう何もやらぬぞ︒永の

の烈しい氣性から︑苦り切って︑

十二697

︿略﹀︒

年とともに老の氣短さが加はつて︑

十二653

五箇村の人々は各自分の村の きしょう ﹇気性﹈︵名︶2 母性

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ
に︑五人の騎手は打連れて︑舞殿の

八83

けてるる︒

騎手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつ

八79

の記者又は技術家ありて︑或は出で
輯事務にたつさはる︒
喜捨
喜捨を受けたる此の金︑

﹇喜捨﹈︵名︶1

人々の救助に用ふるも︑蹄する所は

之を一切纒の事に費すも︑うゑたる

十一枷4︒q凶園

きしゃ

治︑﹁車 で 京 城 へ 來 る 人 は 通 常

カケルノダ︒

十735国

南大門騨で下りるのです︒

午前の八時︑︿略﹀︒

十備8 汽車で二日号騨に着いたのは

着いた︒

十宙1 十五分許で汽車は太宰府町に
ねむろ

そばの大きな立石の前に並んだ︒
十一609 瀧川から根室行の汽車に乗 一にして二にあらず︒
とかち
き
ると︑約五時間後に石狩と十勝の境 きしゃ・す ﹇喜捨﹈ ︵サ変︶2 喜捨す きしゅう ﹇紀州﹈︹地名︺2 紀州 紀

きしょう一きせん
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かん

勘當だ︒﹂と言渡したQ
き
きしょう ︹記章﹈︵名︶4 徽章 徽章
き

章・色彩にはそれぐ深き音義あり︒

さい

寺に︑或垂師久しく寄食してありけ
るが︑︿略V︒

十二202

保護色ヲモツテヰルモノノ中

又季節ニヨツテカハルクラヰ

十一939園

櫻の咲く季節でも霜の降

あって都合がよいからだ︒

十﹇927圏太陽暦の方がよく季節に

カハルモノモアル

カバレバ︑間モナクソレト義甲里中

デナク︑何時デモマハリノ物ノ色ガ

九176

ナ色ニカハルモノモアル︒

ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ

ニハ︑季節事誤ツテマハリノ物ノ色

九171

きせつ ﹇季節﹈︵名︶6 季節

しなければならない︒

にも︑常に此の公平な精神をもつて

十﹇⁝隅9 ︿略﹀︑議員が豫算を議する

今登って來た方を振返って スル︾

見ると︑幾段にも幾段にもきづき上
げられた山畑には︑︿略﹀︒

︽ーイ・ーキ︾

元の兵は一人も上陸させぬと

きず

︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清

︽ーケ︾

﹇傷付﹈︵下一︶4

折から飛下りて來た鳥が鍬

櫻の咲く季節でも霜の降

る季節でも︑やはりさうである︒

十一939園

︿略﹀︑唯をかしきは日

る季節でも︑やはりさうである︒

十一鵬8麗國

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

に季節の相反する事に候︒

セ︾

の着物を着せてやりました︒

七903 ︿略﹀︑又大急ぎでおばあさん

しい

︽ーイ︾

︽1 きせん ︹汽船﹈︵名︶9 汽船

のは柱時計である︒

置時計で︑かったりくと大やうな

十二539

かちくと氣ぜはしいのは

きぜわし・い ﹇気忙﹈︵形︶1 氣ぜは

︿略﹀︑石は繹迦の足を傷つ

︽一

随って國民は國の誇を二つ

期する

︿略﹀︑地方自治の精神に基

議する

︿略﹀︑両人は翌日の蒸室を

を行ひ︑︸畢に江戸を乗つ取る手は
ずである︒

十二伽10

﹇議﹈︵サ変︶1

期して別れた︒

ぎ・する

き・せる ﹇着﹈︵下一︶1 着せる ︽一

閣下の劔は軍人の魂として

傷つける

十一M1

シ・ースル︾

﹇期﹈︵サ変︶3

けられたことがなく︑︿略﹀︒

十二⁝⁝⁝9

なかった︒

けただけで︑目的を果すことは出店

十二9710

に傷つけられた轟をついばんだ︒

十二915

少しも名讐をきずつけなかった︒

九3810園

つける

きずつ・ける

正ノキヅキシ所ナリ︒

八968図

いて守った︒

いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ

六803

つく

鬼神の如き彦六が︑あれ程 きず・く ﹇築﹈︵四・五︶2 キヅタ き
︽ース

喜捨を受けたる此の金︑

尽す

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七488園

十二6010図 草本は︿略﹀︑其の徽きしん ﹇鬼神﹈︵名︶1 鬼神

︿略 ﹀ ︑ 先 づ イ ン グ ラ ン ド

き・す

十一一621図

とスコットランドと合するや︑白地
十一桝5図囹

ル︾

﹇帰﹈︵サ変︶1

早事に目白十字の徽章ある後者の國
之を一切纒の事に費すも︑うゑたる

に赤十字の徽章ある前者の平身と︑

旗 と を 合 し て 一 旗 となし︑︿略﹀︒

きず

傷

人々の救助に用ふるも︑干する所は
﹇傷﹈︵名︶5

一にして二にあらず︒

︿略﹀︑まだあれが生きて

すと︑山がらはとび出して︑
︿略﹀︒

四698

居るだらうか︑足のきずはど
うしたらうかと思はないこと
はありません︒

切付といふのは︑ゴムの木
から液をとるために︑木の幹に小刀

十一523

︿略﹀︑此の組織の所まで小

で傷をつけることをいふのである︒
十一527

き・する

四688 きずを見てやらうと思
つて︑私がかごの戸を明けま

きず

十二622図 く略V︑白地に赤十字の徽
章ある前者の國旗と︑藍地に逆歩十
字の徽章ある後者の古韻とを合して
︿略﹀︑更にアイルランド

一 旗 と な し ︑ ︿ 略 ＞Q

十二624図

の加はるに及び︑白地に斜赤十字の
徽章ある其の國旗を合はせて︑遂に
机上

﹇起床時間﹈︵名︶1

本の團扇あり︒

︿略﹀ ︑ ふ と 見 れ ば 机 上 に

﹇机上﹈︵名︶1

今日の如き形式をなすに至れり︒
きじょう
形珍しき

十一一佃7図

起床時間

きしょうじかん

九617 軍艦の起床時間は︑夏は五時︑
﹇起床嘲夙﹈︵名︶1

づいて其の團館の幸福を進め︑國運

冬は六時である︒

きしょうらっぱ

の狂騰を期することは皆同じである︒

き

月の十五日を期して縛攻撃

刀が届いて︑しかもそれより深くは

︶1

十一一悩9

傷のつかないやうにしなければなら

此の傷から出て來るゴム液

起床ラッパ

ある︒

きずきあ・げる

﹇築上﹈︵下

は︑流れて下のコップにたまるので

十一528

ぬ︒

︵サ変︶−

さかひ

寄食

の静かさが忽ち破られ︑起床ラッパ

九624 ﹁工員起し︒﹂此の丁令で︑朝

﹇寄食﹈

は 勇 ま し く ひ 〜 き ︑︿略﹀︒
きしょく・す
︽ーシ︾

十一446図 昔︑泉州堺のなにがし づき上げる ︽ーゲ︾

す
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﹇木曾﹈︹人名︺2 木曽
てっかの

いつれおとら

う

ゑもん

を休めた︒

喜三右衛門は鯨りの美しさに

喜三右衛門はあわた〜しく窯
場から走り出た︒
喜三右衛門は︑血走った目を

離れないで︑もどかしさうに夜の明

けるのを待ってるた︒

し︑︿略﹀︒

十二658

か
姉二人は既にさる貴族に嫁

きぞく ﹇貴族﹈︵名︶1 貴族

喜三右衛門は︑一つ又一つと

窯から皿を出してみたが︑不意に

十4810

﹁出血たく︒﹂皿をさ＼げた

﹁これだ︒﹂と大聲をあげた︒

十494

︽ーイ︒ーク︾

しかも日常生活は極めて規

暖さがほとんど規則正しく交替する

ことです︒

十ニー34

則正しく︑︿略﹀︒

十二ー37 ︿略﹀︑此の規則正しい生活

き

そ

ひのき

先生の説明によれば︑當社

の用材は主として木曽産の檜なりと

そ︒

高く近時垂湾阿里山の檜また有名な

あ り

き そ
十二4810図 ︿略﹀︑檜は木曽産の聲讐

り︒

かうして柿の色を出す事に成 きそば ﹇生蕎麦﹈︵名︶5 キソバ 窒

喜三右衛門は︑こをどりして喜んだ︒

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

生そば

港て

バ︶・なぞん︵ウドン︶︒︿略﹀ナド

今ナホ古風ヲ守りテ︑窒塾宅︵キソ

功した喜三右衛門は︑程なく名を柿

第二座の僧は︑二人とも規

規則

八596図
6910

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

ト記シテ︑軒二下ゲタルモアリ︒

︵ウドン︶・︿略﹀ナドト記シテ︑

︿略﹀︑匙趣で ︵キソバ︶・すぜん

法律は︑國家といふ土ハ同生 八596図

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

八60図

八60図

生そば

宅塾ゼ

︿略V︒

あって︑重い意味でいふ場合にはや

これ等の命令も國の規則で
はり法律であるから︑︿略﹀︒

十二8910

るための規則であるから︑︿略﹀︒

ちつちよ

十一一884

則を破ったのが不快でたまらない︒

十

﹇規則﹈︵名︶3

右衛門と改めた︒

十495

十210図

とふだんの養生とによって︑七十四
てるたが︑︿略＞Q
じゅ
歳の長壽を保つことが出頬た︒
十484 其の夜喜三右衛門は窯の前を
き そ
きそさん ﹇木曾産﹈︵名︶2 木曽産

見張って︑しばらく火の色を見つめ

十481

規則正しい

喜三右衛門は︑其の日から赤きそくただし・い ﹇規則正﹈︵形︶3

色の焼付に熱中した︒

十4510

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎 十448

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

みつもり

六548

六202 いつも通る汽船も︑高波をよ きそ
け て ︑ 沖 を 通 る と 見 えて︑︿略﹀︒

七533園 汽船も軍艦も御存じでせう︒

義仲からはく略﹀と︑木曽の

が︑︿略﹀︒

止めようとしない︒

十4610

六555
家につたはってみた大切な刀を二つ

ふのは︑長さが六十規程もある汽船

七535園私の乗ってみる太平丸とい

てよこしました︒

これが萬じゅの姫で︑木曽に

さ

喜三右衛門はそれでも研究を 十786国 面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

で︑乗組人員だけでも二百人からあ

六568
住んで居りましたが︑︿略﹀︒

き

喜三右衛門

十475

ります︒

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七819 カキハ又スグフエルモノデ︑ きそ ﹇木曾﹈︹地名︺4 木曽
ケレバナラナイホドデアル︒

﹁何︑萬じゅ︒木曽の萬じ

︿略﹀︑親子は︑うばもろとも

六625園

曽の萬じゅでございます︒﹂

八196図汽船ハ河出陣リオヨソ四百 六623園﹁おなつかしや︑母様︒木
五十里︑小舟ハ上士ソ九百里サカノ

ゆか︒﹂

ボルコトヲ得︒

九766 北海道に渡る人は︑停車場に
六645

に︑喜び勇んで木曽へ滑りました︒

高いた乗船所から世 3 ﹁ 船 に 乗 る の で あ
る︒

そ

ヨリテ看板ノ如キモタ
︑ヤ
スク人目ヲヒカシメンが畠田︑ キソ

︿略﹀など︑

ヒテ小屋根ノ上値カ・グルニ至レリ︒

九987園

ぬ高山が︑南から西へ連なって︑互

ゑもん

﹇喜左右衛門﹈︹人名︺！0

に雄姿を競ってゐます︒
う

かまば

喜三右衛門

さ

きそうえもん
き

窯場から出て來た喜三右衛門
は︑縁先に腰を下して︑つかれた膿

十444

きそく

此の航海によって彼の博物

きそ・う﹇競﹈︵四・五︶2キソフ

生の方針がはっきりときまった︒

學者としての基礎が十分に出來︑

十ニー210

そ
十﹁84 長崎を出た汽船は︑海上を きそ ﹇基礎﹈︵名︶1 基礎
やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

に達する︒

瀬戸内海の沿岸には
ふ

︿略﹀等良港多く︑汽船絶えず通航

十一346図
して︑遠く近く黒煙の青空にたなび

八593図

︽ーツ・ーヒ︾

くを見る︒

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

よりずっと熱度が高いので︑汽車や

十一677

汽船や工場の重い機械を動かすのに
﹇貴賎男女﹈︵名︶1

大切なものとなってみる︒

貴賎男女

きせんだんじょ

十㎜3図 京中の貴賎男女︑此の行幸
を悲しみて涙と共に見送り奉り︑
︿略﹀︒

競

きそよしなか一きたかぜ

450

そ

﹇木曾義仲﹈︹人名︺2

八60図 生そば
き

きそよしなか
そ

きたアメリカ

︿略﹀︒

メリカ洲

︹地名︺1
けふ

北アメリカ

北アメリカが南アメリカに績

北アメリカ洲・及び大洋洲とす︒

七18図

︹地名︺2 北ア

く部分は︑パナマ地峡といって︑

窓から吹きこむ朝風のひやり 十309

敷萬の兵が之を守ってゐます︒

九6910
とするのは︑鯨程北へ進んだ爲だら

き

木曽義仲

ついて︑北へくと走るのだ︒
汽車は此の邊からあの川に

に近い氣艦であらうといふ︒

かん

彼が稀代の天才はこ＼に

繹迦は︿略﹀︑北インドの

北インド

も遺憾なく獲揮せられて︑︿略V︒

十二909

︽一

ヒマラヤ山のふもとカピラバスト王
きたふ

文化六年六月の末︑コー

﹇鍛﹈︵下二︶1

︽一へ︾

﹇鍛﹈︵下一︶2

鐵より堅き腕あり︒
︿略﹀︑北に大内裏の宮殿 きた・える
きたへる

鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ

はは

實に鐵は熱いうちにきたへな
北風

ならやくぬぎの

﹇北風﹈︵名︶3

四104圏

きたかぜ

ければならぬ︒

八価1

ス︒

マス︒鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ

七503

キタヘル

十﹇8110図圃幾年こ＼にきたへたる

へ︾

きた・う

國の太子として生れた︒

佐保・佐紀の連岡に北を
たかまど

こま

十一一擢5図

マストの上の見張人が不意に きたい ﹇希代﹈︵形状︶1 稀代

を指さした︒

十二834図

二・林藏等の

しそ︒

もく如何に美しく︑如何に盛なり

を仰ぎ︑︿略V古の奈良の都は︑そ

十二棚10図

田山・生駒山を西にひかへて︑︿略﹀︒

い

限り︑春日・高圓の山々を東に︑矢

十二捌6図

カストリー湾の北に上陸したり︒

行八人は︑︿略﹀︑デ

舟を進むべくもあらず︑︿略﹀︒

これより北は波荒くして きたインド ︹地名︺1
しゃか

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

十擢10

福宮の肚大な構がある︒

廣いたんぼに

行き

北風寒き町の

老婆の前を右左︑

黄にそまり︑

北風あれる︒

八562図圏

辻︑身なりいやしき老婆には︑手

かふ男女多けれど︑

寒い北風に吹かれながら︑冬

をかす人もあらざりき︒

枯の小道を通って來て︑一足温室の

ゐ

北風の主人は若い騎兵中尉で︑

北風の主人は︿略﹀︑たいそ

ラッパのひ〜きや大砲の音に︑

利口な北風はすぐそれに氣が

ついた︒

九章8

て並んだ︒

に︑露螢のテントの前に︑列を正し

九悩1︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

くともせずに勇ましく活動した︒

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び

九榴7 ︿略﹀︑北風は︿略﹀︑砲揮の

北風の心は先づ勇みたつ︒

九鵬4

九佃3 ︿略V︑戦場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

つた︒

やうに︑主人にしたがって戦地へ向

九撹10 ︿略﹀︑北風も外の軍馬と同じ

子のやうに大事にしてみた︒

う北風をかはいがって︑まるで我が

九七8

︿略﹀︒

九櫃8

さうな軍馬である︒

中にはいると︑︿略﹀︒
七2図 北アメリカ洲
十5図 北
きたかぜ ﹇北風﹈︵名︶20 北風
十759国北の方の山のすそには︑松きたい ﹇気体﹈︵名︶1 氣膿
えき
しやうとく
十一18 一口にいへば︑︿略﹀︑液髄 九撹6 北風は︿略﹀︑見るからに強
林を後にして右に昌徳宮︑左に景

ついて︑北へくと走るのだ︒

九731園

く略V︑陸を分けて︑︿略V・ 十㎜8

汽車は此の邊からあの川に きたアメリカしゅう

う︒

そ

いて︑平家はあわてて討手をさしむ
き

九731園

六226 木曽義仲が都へせめ上ると聞
けました︒

六548 頼朝が木曽義仲をせめようと
した頃︑︿略﹀︒

きそん・す ﹇帰村﹈︵サ変︶1 蹄村す
︽ーセ︾

十一417面咽国 さて昨日御地より錦村
せられたる河井氏の御話によれば︑
北←まきた

東ヘムイテリヤウ手ヲ

﹇北﹈︵名︶18

︿略﹀︒

きた

三476
ヒロゲルト︑︿略﹀︑左ノ手ノ
方が北デス︒

學校ノ北二小高イヲカ

三477 東西南北ヲ四方トイ 十二856図
ヒマス︒

三482
ガアリマス︒

五264 ガントオナジク︑ワタリ鳥デ︑
アタ・カニナツテ︑ガンが北ノ國へ

カヘルコロ︑南ノ國カラワタツテ來
マス︒
も

川を賀茂川といひます︒

か

六693 京都を北から南へ流れてみる

良市街の西︑遠く連なる田園の間に

六733 ︿略﹀︑川原が遠く北につゴい 十二撹7図 ︿略﹀︑眼下に横たはる奈

て︑其のさきにやさしい姿の山がか

東西に走る三筋の路は︑北より数へ
残とす︒

て古の一條・二二・三曲の大路の名

すんで見えます︒

すと︑北の山手には木戸を立てて︑

七193 ︿略﹀︑賊のぞなへを見渡しま

451
きたかぜこう一きちがい

九脳10 中尉はひらりと北風にまたが
つて︑︿略﹀︑まる で 人 間 に 言 ふ や う
に言った︒

北風は︑︿略﹀︑得意さうに頭

ごたへがあるぞ︒し っ か り 頼 む よ ︒ ﹂

九価3園 ﹁おい北風︑今日は大分手
九価5
を高くあげた︒

九鵬5 身分の後には︑北風はもう列
の先頭に立って進んでみた︒
へん
︿略﹀︑其の破片がぴゆつと北

風のたてがみをかすめた︒

九佃9

九鵬10 北風は︑主人の禮がくらの上
でぐらっとゆれるのを感じた︒

九欄2 北風は驚いてすぐに立止らう
北風は俄におちけがついた︒

としたが︑︿略﹀︒

九佃10

九二4 北風は︑もう一度鼻先をなで
てもらひたくなって︑そっと顔を主
人の肩のあたりへすりよせた︒

九佃7 北風は︿略﹀︑訴へるやうな
目付で主人の顔を見下し︑左右の耳
をそばだててみた︒

北

九川2戦孚なれた北風は︑此の聲の
﹇北風号﹈︹課名︺2

意味をよく知ってみた︒
きたかぜこう

九目10 第二十二 北風號

風號

九櫃5 第二十二 北風號

あれが北上川だ︒

きたかみがわ ﹇北上川﹈︹地名︺3 北
上川
九7210園

上川を見たが︑︿略﹀︒

氣立

きたりあっま・る﹇来集﹈︵四︶1來

﹇来﹈︵連体︶3

﹇来﹈︵四︶14

來る

填る

︽ーラ・
ーリ・ール・ーレ︾﹇▽あつまりきたる・

きた・る

ます︒

んの心ばかりの祝を致したいと存じ

たので︑來る二十五日に︑︿略﹀︑ほ

八鵬5回目父が今年八十八になりまし

回忌の法事を致します︒

八柵6国來る二十五日に︑亡母の三

ちやうど日曜日ですから︑︿略﹀︒

八研3囲生る十六日は私の誕生日で︑

きたる

集りて交易をなす虜なり︒

十二871図デレンは各地の人々來り

北上川はまだをりをり見える り集る ︽iリ︾

が︑いよくせまくなって︑とう

九744

北國

北國にも春が來ました︒

﹇北国﹈︵名︶2

く谷川になってしまった︒

北國二心ム野ウサギや高山ノ

きたぐに

九173

五134囲

北参

上田居ル雷鳥ハ︑︿略﹀雪が降りツ

氣だて

藷御苑を出でて北参道より

﹇北参道﹈︵名︶2

モルト︑眞白ニナル︒

道

十52図
婦る︒

十5図

﹇気立﹈︵名︶4

る・おくりきたる・おりきたる・かえ

御らんの通り大きなからだ あゆみきたる・いできたる・おいきた

をしてゐますが︑氣立はしごくやさ

りきたる・かけきたる・すすみきた
る・とびきたる・はこびきたる・ふき

セイが高ク︑︿略V︑早立ノヤ る・つうちしきたる・てんかいしきた

し︒

しかして︑綿は印度より︑

七313図

の武士なり︒

ゑ

木之本には秀吉の來れる

の兵を督し︑焦りて乱政の軍に合す︒

なり︒

十一2610図

時既に虜々のとりでより重れる守兵

十一282図 ︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

或夜小僧︑住持の居間に

と合して︑追撃すること頗る急なり︒

十一4510図

浪にたゴよふ氷山も︑

翻りて︑﹁︿略﹀︒﹂とさ＼やさければ︑

︿略﹀︒

浪にたゴよふ氷山も︑

來らば隔れ︑恐れんや︒

十一826図圏

十﹇826図國

たけみ

白雲いうく去り又來

來らば食れ︑恐れんや︒

十一佃6本圃

る︒

雷命索の地に來りていふやう︑

かつち

十二62図時に天照大神の使者建御

﹁︿略V︒﹂

十二868図折よく同行の樺太人來り

て土人等を塾し︑林藏を救ひ出しぬ︒

きたん

きたんかいきょう ﹇紀淡海峡﹈︹地名︺

淡路島の東端︑本土と相

あはち

1紀淡海峡

十一325図

き灯ん
望む庭︑紀淡海峡となり︑︿略﹀︒

十二858図

く略V黒龍江の河岸なる

こくりゆう

此の時此所に來りしは一人キチー ︹地名︺3 キチー

砂糖はオーストラリヤより來る物多

七87図

︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな きたる・ほうじきたる・もちきたる

キタナイ

ゴネリルは決して氣だての
﹇汚﹈︵形︶2

ノバカリデマシタ︒

せ馬にむちうってはせつけたり︒

十一238図

る︒

きちがい ﹇気違﹈︵名︶4 氣ちがひ

やがて勝家また自ら五萬 氣違

二466︿略﹀︑ヤツパリキタナイモ 十一234図 春は挙りぬ︒

シカデマセン︒

九128図妹は餌箱を持ちて︑とやの キチーに出づ︒
︽ーイ︾
十二85図 キチー
前に足る︒
二441 ︿略﹀︑ソコヲホツテミマ
十709図 常世は︑時こそ來れと︑や 十二863図 キチーにて土人の家に宿
シタガ︑キタナイドロ水バカリ

きたな・い

やさしい女ではなかった︒

十二712

のグレース︑ダーリングであったQ

るものは︑氣だてのやさしい一人娘

十248

サシイ老人デシタ︒

七496

しうございます︒

六892園

きだて

北参道

きたさんどう

九734 停車場にはいる手前でまた北

きちがいあつかい一きてき

452

とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑

十472 人は此の有様を見て︑たはけ

︿略﹀︒

十一565 老砲手は氣ちがひのやうに
なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り
に叫んでみるが︑︿ 略 V ︒

氣つかひ

出來る七つかひはないと見

﹇気遣﹈︵名︶1

ました︒

きっかい

十二柵8
氣附く

︽一

くびつてみた岩山の掘抜も︑︿略﹀︒
﹇気付﹈︵五︶1

︿略V︑三人の心はもう驚と

カ︾且Vおきつく

きつ・く

十二445
感激で一ぽいになって︑唯ぼうっと

十二価5園 子どもらは仕事をしてゐ
る老僧のまはりに集って︑﹁忌違よ

ぎっしり

して︑ひき終ったのも氣附かぬくら
ゐ︒

ぎっしり

︵副︶1

く︒﹂とはやし立て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二柵5囹︿略﹀︑﹁管簾よく︒﹂と
は や し 立 て ︑ ︿ 略 V︒

さて山の木をきり倒して︑四

の上手でございます︒

四912園﹁きっと此のかたきを
取って見せます︒﹂

五918私の口にはいる物は︑はがき
﹁誰にも頼まれは致しませ

の外はきっと切手がはってあります︒

八178園

ん︒﹂﹁いや︑きっと頼まれたであら
う︒﹂

キツネ 狐

﹁矢はあたって居りませぬ

つ立って︑狐はころりとたふれまし

た︒

五805圏

キツネ

タヌキ

ウサギ

ブタ

のに︑狐は死んで居ります︒﹂

ノ求メル物デアルガ︑︿略﹀子ドモ

僕

八496狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼

ヲサラツテ行クコトモアル︒

﹁なぜ其の時﹃い＼え︑

きっぱり︵副︶1きっぱり

は止められてみるから渡りませ

聞けば︑雑誌の類は︿略V︑ 十948圏

﹇切符﹈︵名︶4

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク

﹇狐﹈︵名︶7

コン︒

ちょう

れい

﹁今手に持っていらっしや

﹁さうです︒三枚とも切符

のですか︒﹂﹁さうです︒此の一枚に

です︒﹂﹁それをみんなうちで納める

八788囹

るのは︑みんな切符ですか︒﹂

八786圏

なふふ
限り當役場へ納付﹄とありませう︒

八783園此の切符に︑﹃一月二十日

しっかり努力なさったら︑きっと此
︿略﹀︑きっと結んだ口もと

カケテ來タ︒
きつぶ

きつね

狐

狐

きつね

には意志の強さが現れてみる︒
キツネ

十二塒3

の研究を大成することが出來ませう︒

停車場デキツプヲ買ツテヰル

きつぶ
キップ 切符

取出したら後できっともとの場所へ

十︸171

切符

きっぷ

たのか︒﹂

ん︒﹄と︑きつばりことわらなかつ
秀吉はるかに之を望み︑

お入れになるのださうです︒

十一291図

旗本の若武者どもをきっと見て︑

八313

沢略﹀︒﹂と大音聲︒

きちがいあつかい ﹇気違扱﹈︵名︶1

五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ

切手←ゆう

つしりとかまの中に立て並べ︑︿略﹀︒

﹇切手﹈︵名︶2

氣違扱ひ

きって
びんきってはりつけ

私の口にはいる物は︑はがき

の外はきっと切手がはってあります︒

五921

の債がちがひます︒
キット

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

まん

キテキ汽テ

コウバノキテキガナツテ

汽てき汽笛

﹇汽笛﹈︵名︶7

は徴税令書とありませう︒︿略﹀︒﹂

キ

きてき

六203

いつも通る汽船も︑高波をよ

テ︑︿略﹀ケムリが出マス︒

三42又︼シキリキテキガナツ

ヰマス︒

三27

ました︒

矢は狐の鼻のさきの地面につ

りまたをぬいて狐を追っかけました︒
はな

た︒

五802

はな
矢は狐の鼻のさきの地面につ

つ立って︑狐はころりとたふれまし

五801

アナタハオナサケブカイ 五797 義家はせ中のうつぼから︑か

︿略﹀︑三羽ねらへば︑二

羽だけはきっといおとすほど

四638薩

イマス︒

オ方デスカラ︑後戸ハキツト
オシアハセノヨイコトガゴザ

四211圏

ゐませう︒﹂

三795園﹁ふみ子もこんやはき 五795 八幡太郎空家が︿略﹀奪い野
きつね
つとあちらでこの月を見て
原を通りますと︑狐が一匹とんで出

よし

二204圏ユフベカゼガブイタカ 二553園 コンドハキツネ︑コン

きっと ︵副︶！一

十一758園 あなたはまだお若いから︑ 六345

十一一鵬3 之を見た村人たちは︑彼を

平袴扱ひにして相手にもせず︑唯物
笑の種にしてみた︒

︽ーシ︾

きちゃく・す ﹇帰着﹈︵サ変︶1 錦着

︿略﹀︑さうちもよく行届い

きっと

十二878図 此庭にて林藏はコー二等 五922 それも品と目方によって切手

す

貴重

に別れを告げ︑同年九月の半ば︑白
﹇貴重﹈︵形状︶1

主に蹄着しぬ︒

きちょう

八326 山野に生ずる草木の中には︑
藥用にするものが多くありますが︑
にんじん

其の中貴重なものの一つは朝鮮人蓼

です︒

ぎちょう ﹇議長﹈︵名︶1 議長
十二894 ︿略﹀︑最後に議決した議院
の議長から國務大臣を纏て奏上する︒
十﹇144

きちんと ︵副︶1 きちんと
てるるし︑絡べてがきちんとしてゐ

453
きてん一きのう

けて︑沖を通ると見えて︑汽てきの
音は少しも聞えません︒
ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

﹇危篤﹈︵名︶1

うとした︒

きとく

とく
危篤

とく
十二984 危篤の報が傳はると︑これ

まで教を受けた人々が四方から集つ

六34一
サツキカラ世3﹁テ キ ノ 鳴 ツ テ ヰ ル 工 場
て別れを惜しんだ︒

ら

へ急グノデアラウ︒

な

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

﹁春子︑オ前ハ着物や帯ノ

がいってみる︒

キヌ

モ

メン

地ハ何ノ綜デオルカ知ツテヰマス
成程︑緑色の絹練で作ったの

カ︒﹂﹁絹綜ト木綿綜デス︒﹂

十佃6

きね﹇▽ひきりぎ

かと思はれるやうな葉もあれば︑

︿略﹀︒

五464園

の上げ下しに米がつける︒﹂

すをさかさにつるしておけば︑きね

きねをふり上げるたびに動いた︒

はじめて聞い

昨日學校で校長に︑

あの

八544 ︿略﹀︑ふみしめてみる両足が︑

六欄4團

金砂鼠食共にして︑

ひるげ

大事にするとおつし

木の事を話したら︑

た記念の木︑

やった︒

九4210図南園

良馬あり︒

今日の記念に献ずべ

なほもつきせぬ物語︒ ﹃我に愛する
けん

し︒﹄

﹁成績物は一つ一つ自分

﹇祈念祭

の力のこもったもので︑皆一生の記

十一156囹

念になるのだ︒﹂

四日日祈年祭班幣節分金

祈年祭班幣節分

きねんさいはんぺいせつぶん

十一89図

班幣節分﹈︵名︶1

きねんのき

第二十四

︹画名︺2

記念の木

記念の木

記念の木

六目12

第二十四

星西方離隔つちのえさる︿略﹀

六981

土手の此の記念碑に︑今話し

ひ

五784

きの

四75 きのふ一つ取ってみまし
たら︑もう黒くごまをふいて

ヤガ來テ︑︿略V︒

三658私ノウチヘキノフヲケ

キノフ

た事がくはしく書いてある︒

きねんひ ﹇記念碑﹈︵名︶1 記念碑
ひ

﹁米をつくのに︑上にもう

きのう ﹇昨日﹈︵名︶25
三328ざぶざぶおちる水のおと︑
ふ 昨日 工さくじつ
とんとんひびくきねのおと︑

﹇杵﹈︵名︶4

︿略﹀︒

んはこねどり︒

九149図机の引出より養鶏日記を出 八514 おとうさんはきね︑おばあさ
し︑﹁四月二十五日朝︑卵二つ︒﹂と
記入す︒

絹←えぎ

きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は きねん ﹇記念﹈︵名︶3 記念

きぬ
﹇衣﹈︵名︶1 衣

きぬ

﹁ソレ四点リンスデ︑絹デ

﹇絹﹈︵名︶3

春の遊の樂しさかたる︒

六491圏

きぬ

︿略﹀奈良の都も︑︿略﹀︑きぬ

六761園

すがむしろ

︿略﹀︑めでたく都に録り給
へ︒﹂といひて︑菅錘八枚︑敷皮八

九114図

セウ︒﹂

ぬ

氣長い

今は唯畿内の一都市として僅かに古

きない

十二996図

きない
七577園 それゆゑたえず海の深さを きない ﹇畿内﹈︹地名︺1 畿内
はかったり︑かねや汽笛を鳴らした
りします︒

﹇気長﹈︵形︶1

の名残を留むるのみ︒
きなが・い

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

のは︑外の船に自分等の船の居るこ
︽ーク︾

七579園

とを知らせて︑衝突をさけるためで

しかしまだなかなか勢が強い

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重

十価4

ので︑綱を巻いてはのばし︑のばし

あります︒

十伽4図く略V︑工場といふ工場︑船

ね︑其の上に飛下り給へり︒

︽iス︾

六744圏

キヌ
おしまひの一日には︑小豆や きぬいと ﹇絹糸﹈︵名︶2 絹綜 絹綜

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近
所へも配った︒

︽ーレ︾

︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

ては巻いて︑氣長くあしらってみる

る

九794

うちに︑さすがの鯨も次第に弱って︑
︿略﹀︒

といふ船の世11笛が一せいにあぐる歓

﹇起点﹈︵名︶1 起鮎
がい せ ん

呼の聲︒

きてん

錦途

八551

十二322囲 有名な凱旋門は此の大通 きなこ ﹇黄粉﹈︵名︶1 きな粉

﹇帰途﹈︵名︶3

﹇ 機 転 ﹈ ﹇ ▽ マリーのきてん

の起様にあります︒
きてん

きと
︿略﹀︑夕日を浴び て 錦 手 に つ い た ︒

六392困

す

ね

きね

洋服は着なれなかったので︑

十161 やがて暮近くなったので︑ きな・れる ﹇着慣﹈︵下一︶1 着なれ
十糾6 錦途︑事務員は次のやうな事

はじめは寒いやうに思ったが︑もう
なれた︒

を話してくれました︒

十二875図錦途一行は黒龍江を下り

︿略﹀︑日記をも渡されたれ

︽ーク︾

﹇記入置﹈︵四︶1

九151図
なり︒

ば︑鶏の事は総べて之に記入し置く

記入し置く

きにゅうしお・︿
木戸

て河口に達し︑海を航してノテトに
﹇木戸﹈︵名︶2

由れり︒

きど

七193 ︿略﹀︑北の山手には木戸を立
てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

七485 無念に思って︑武田方から十 きにゅう・す ﹇記入﹈︵サ変︶1 記入

きのえいぬ一きのもと

454

ゐました︒

四84 キノフハ十月三十一日デ︑

キノフハ日本馬中ノ人

天長節ノオイハヒ日デシタ︒

四95
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ
イヲイハツタノデス︒

四221私はきのふふろしきつつ

六悩5團昨日正午にこちらへ着いて︑
五312囲

きのこ取

なみだにうるむ目で空を見

上げました︒れふしはきのどくに

なりまして︑﹁あまりおかはいさ

うですから︑おかへし申します︒

︿略﹀︒﹂

四791其の後間もなく死んだ

もし此の大金がなかったら︑

のです︒さむい日のことで︑
あまり氣のどくでしたから︑

︿略﹀︒

七656

も知れぬ︒氣の直なことだと思って︑

氣がちがって死ぬやうな事になるか

︿略﹀︒

を止めて︑一夜の宿を貸し給へとこ

十601図とあるあばら家の門口に杖

へば︑︿略﹀婦人立出でて︑﹁折あし

く主人が留守でございますので︒﹂

とことわりぬ︒されど婦人は︑氣の

毒とや思ひけん︑︿略﹀︒

︹課名︺2木ノハ

ニ221十木ノハ

ニ目11十木ノハ

きのは

十﹁89図 きのとみ︿略﹀

きのとみ ﹇乙巳﹈︵名︶！ きのとみ

木々のしっくもき

ばんのごはんのお

く略V︑

のことなって︑

︿略﹀︒

きのこ取
きのこ取
﹇茸取﹈︵名︶2

第四

第四

﹇二軍﹈︹黒黒︺2

︿略﹀今である︒

八28

取

きのことり

六目5
六141

︿略﹀︑昨日のお書すぎ︑にい

きのこ取

きのことり
り

六143

﹇木下藤吉郎﹈

午後には弟と天神山へきのこ

さんときのこ取に行きました︒

九繊4

取りに行くのだ︒

きのしたとうきちろう

木下藤吉郎

木下藤吉郎

木下藤吉郎

第十八

第十八

︹課名︺2

七目6

きのこ

きのこのむらがって出るのも︑

取って︑にいさんに見せましたら︑

僕が紅色のきれいなきのこを

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

植がすっかりすみました︒
ひきかけてみるけやきの大木を︑大

昨日橋本君と一しょに町は

のこぎりでひき始めた︒

十一梱6

七761

﹇木下藤吉郎﹈
きのした

木下藤吉郎
ざうり

︿略﹀︑降ってわいたる敵

木之本には秀吉の來れる

の大軍︑木之本の邊に満ちくたり

十一264図

十一25図木ノ本

木之本

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と きのもと ﹇木之本﹈︹地名︺4 木ノ本

とよとみひでよし

だ

た時のことである︒

﹇乙亥﹈︵名︶1

と報じ來る︒

なり︒

きのどく﹇気毒﹈︵形状︶4きのどく

天人はしをしをとして︑

十一2610図

三872

氣のどく氣の毒呂おきのどく

十一89図二日水きのとゐく略V

きのとい

きのとゐ

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お

七762

︹人名︺1

きのした

昨日大英博物館を一覧しきのしたとうきちろう

つれのガラス工場を見に行った︒

十二2910囲
ました︒

六152

かずにまじる︒

ていただいて︑うち中の者が潮干狩

七161團昨日おかあさんにるすをし

︿略﹀信吉が︑昨日の朝三年

に参りました︒

八832
ぶりでハワイから蹄って來た︒

紙を昨日受取りました︒

九32国 三月二十五日お出しのお手
わら
︿略﹀︑敷藁の中に見事なる

みたるなるべし︒

卵二つころがれり︒昨日の午後に産

九146図

みを持って︑おつかひに行きま

昨日はうちのすすはき

した︒

四404
でした︒

四606私ハ昨日く略V︑友ダチト

へっ︑彼の防備︒

ツミ木ヲシテアソビマシタ︒
九型5書下 昨日の敵は今日の友︑
四806 昨日︿略﹀にいさんの所 語る言葉もうちとけて︑ 我はた＼
へ出かけました︒
ちが昨日から病者で︑ごはんをたべ

五151 四月二十四日 火曜晴 ぽ 九468團 にいさん︑昨日でうちの田
十402

力藏さんも︑︿略V︑昨日から

ませんので︑︿略﹀︒

五468 昨日からうちの猛が上りはじ
︿略﹀︑一山は十俵つつです︒

めました︒

六28
︿略﹀︑昨日のお書すぎ︑にい

昨 日 ま で に 二 山 出 來て︑︿略﹀︒

六143

さんときのこ取に行きましたQ

ぬ

﹇甲辰﹈︵名︶1

きのこ

きのえたつ︿略﹀
﹇茸﹈︵名︶3

きのえた

︸日高○望前六時三十分

六651 昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ きのえいぬ ﹇甲戌﹈︵名︶1 きのえい
フチニ置イテ︑手工ヲシテヰ二時︑

十一89図

きのこ

十一89図

つ

きのえたつ

きのえいぬく略V

︿略﹀︒

木 の 事 を 話 し た ら ︑︿略﹀︒

六㎜2圃 昨日學校で校長に︑ あの
六鵬4國 おとうさんは昨日分家の叔
い せ
父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た
れました︒

455

十一279図

︿略﹀︑一遍五千の軍勢ま

つしくらに進軍して︑夜半の頃には
牙

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

十一764

老學者の言に深く感激した

ダンゴ

集に着手せり︒︿略﹀︑喜んで寄附す

りきQ

かねて此の希望をみたさ

これ等の訣鮎なき電燈の

出現は當時の人の最も希望する所な

十一一棚10図

︽ースル︾

きぼう・す ﹇希望﹈︵サ変︶1 希望す

︿略﹀︒

んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

十二擢1図

したるものなり︒

して緑を加へ︑更に王家の紋章を配

︿略﹀︑統一の成功を祈る希望の色と

十二644図 イタリヤの二番は︑︿略﹀︒

ながら︑ひっそりした町すぢを我が

るもの意外に多く︑此の度は製版・
騎兵

正作君と大工の松さんは工

﹇騎兵﹈︵名︶2

家へ向つた︒

きへい

印刷の業着々として進みたり︒

デスカ︒﹂﹁ニツポンーノキビダ
氣品

一492園﹁オコシノモノハナン
ンゴ︒﹂

﹇気品﹈︵名︶1

六408團

﹇義兵﹈︵名︶2 義兵
しやう

ぎ

主上さきに笠置におはせし

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん
とす︒

十㎜7図

﹇騎兵中尉﹈︵名︶1

時早くも義兵を墨げしが︑︿略﹀︒

騎兵中尉

其の利益は︑大部分を學校

の基本金とし︑︿略﹀︒

十搦7図

﹁僕何だかきまりが悪くつ

﹇決﹈

︽ーッ・ーラ︾

きま・る

︵五︶7

きまる

て︑さう言へなかったのです︒﹂

十961園

ゐ
北風の主人は若い騎兵中尉で︑ きまり ﹇決﹈︵名︶1 きまり

きへいちゅうい
ゐ

九槌8

たいそう北風をかはいがって︑まる
規模εだいき

で我が子のやうに大事にしてみた︒

﹇規模﹈︵名︶2

が大きい︒

希望

職をはじめてから十二年︑

今に勝負がきまらない︒

七461園

明けて持って行きます︒

きまった時刻に当て︑私のおなかを

十一633此の邊の農業は総べて規模 五923 郵便物をあつめる人は︑毎日

ば

きほんきん ﹇基本金﹈︵名︶1 基本金

十971図宋の臣文天祥大いに之を

ぎへい

だらう︒

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる

お前は今の分では大男にな

兵︑力松君は砲兵︑役場につとめて

︿略﹀︑身なりはそまつなれ

氣風

六425囲

ど氣品高き婦人立石でて︑﹁︿略﹀︒﹂

機敏

ゐられた下村さんは騎兵︑︿略﹀︒

﹇気風﹈︵名︶2

いざ

︿略﹀日本國民は︑賢明な

﹇機敏﹈︵形状︶1

十二儒7

きびん

とことわりぬ︒

十598図

︿略﹀︑長い牙︑小さな目︑そ きひん

﹇牙﹈︵名︶2

既に木之本に到着したり︒
きば
六864

れから太い足︑細い尾︑一切給で見
た通りであった︒

騎馬

六881 牙は象つかひの腕よりも太か
﹇騎馬﹈︵名︶3

つた︒

きば
機敏な國民である︒
ぎふ

れふ
十一群9 ふと向ふを見ると︑銃猟に

出たらしいりっぱな騎馬の人たちが︑
きふう

■vあべかわのぎふ

眞一文字にこちらへかけて來る︒

随って國民は︿略﹀︑

といへば︑畢國一致國難に當る氣風

十二悩1
を生じた︒

十一佃8 ジョージがとんで行って門
騎馬の入たちはもう門の外まで乗り

温和な氣候や美しい風景は︑
がう

﹇起伏﹈︵サ変︶1

は適しない︒

きふく・する
する ︽ーシ︾

ふ

石が多い︒
き ふ
﹇寄付﹈︵サ変︶1 寄附す

きふ・す

︽ーシ︾

き

﹇希望﹈︵名︶4

記を研究しようとしたが︑︿略﹀︒

神を知りたいといふ希望から︑古事

ある︒

たので︑さうきまったといふことで

十一751囹私も實は我が國の古代精 八129 信作方の人々は︿略﹀といつ

きぼう

以て世に知られ︑︿略V︒

かくて船長は外心より持婦 十二78図此の社は規模の大なるを
りたる鷺眞帖を學校に寄附して去れ

七617図

きぼ

パナマ地峡は一膿に小山が起

起伏

︿略﹀︑雄大豪壮の画風を養成するに

十二価1

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

つけた︒

氣早

となぐるぞと言っておどしたり︑

十一佃4 騎馬の人たちは︑あけない

﹇気早﹈︵形状︶1

︿略﹀︒

きばや

きびしさ

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

五723 氣早な者は自分の持地を田に 十314
造りかへたといふことだ︒

﹇厳﹈︵名︶1
れい

り︒

せつ

十781囲 此の頃は大分寒くなって︑

寄附す

二度資を集めて二度散じ

﹇寄付﹈︵サ変︶1

十一囲8図

る ︽ースル︾

きふ・する

﹇吉備団子 ﹈ ︵ 名 ︶ 一

しさ︑︿略﹀︒

きびだんご

キビ

朝は囁氏零度以下十寸度といふきび

きびしさ

には御障もなく︑︿ 略 ﹀ ︑ 安 心 致 し 候 ︒

十鵬3國困寒さきびしき折から皆様

キ︾

きび・し ﹇厳﹈︵形︶1 きびし ︽一

きば一きまる

きみ一きもち
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つた︒﹂と申し渡しましたので︑里

八382園 手を放した女が實母にきま

︿略﹀︑定期の方は︑預けた

親は恐れ入ったといひます︒

の一人は君にして︑
なるぞ︒

の一人は君にして︑

中の一人は僕

中の一人は僕

さが加はつて︑ちょっとした事にも
怒り易くなってみた︒

乱丁はかうなることは知ら

僕等はふだんいそがしく働 八擢1園 君等は僕を苦しめようとし

なかったのですか︒

八梱4園

七5＆秦野君︑此の長き行列の中 きみら ﹇君等﹈︵代名︶7 君等
なるぞ︒

十524園

八998園

︿略﹀︑アノ人ナラバト思バ

く舞姫にきめました︒

九梱5囹

レル人ガアルカラ︑オトウサンバ最

それは︑豫め甲乙の二地をき

初カラチヤント其ノ人ニキメテヰタ︒

めて置いて︑一方を飼養所︑一方を

十563

食事所とし︑︿略﹀︑其の往來を利用

日から半年とか一年とかきまった期

て︑此の敷日の間少しも食物を送つ

き

た︒

九㎜4

しかも日常生活は極めて規

徳川方も事こ＼に至っては︑

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

︿略﹀︑あざやかな緑の世界

井戸に近き柿の木の︑日ま

黒みがかった紫色の董が見事

に居るやうな氣持になって聞きまし

︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑山の上

お話が頂上のながめに移ると︑

氣持よし︒

しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに

九121図

のよいものです︒

は︑何ともたとへやうのない︑氣持

九了7囲

上に日が氣持よくてってゐます︒

五207

きもち ﹇気持﹈︵名︶10 氣持

あくまでも臓ふ畳悟をきめて︑もの
きん
すごい緊張を示してみる︒

十二悩1

仕事を進めて︑︿略V︒

則正しく︑毎日きめた時間割通りに

十ニー35

大方なくなってしまひました︒

置場所をきめておかなかったので︑

をまとめたくなりましたが︑私のは

十︸158 ︿略﹀︑私も急に︸年からの

いてるますのに︑君はたゴ坐ってゐ

これは全く君等が自分で招
君等が若し僕に食物を送る

君等が︿略﹀といふなら︑

キメル

たび人のぐわいたうをぬ

頼朝は一目見た上でと︑萬じ
ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︑さつそ

六518

へのり入れました︒

めて︑馬にまたがって︑海の中

四654よ一はく略Vかくごをき九981

た︒

きめて︑先づ風からはじめまし

がせた方が勝といふことに

四387

︽ーメ︾﹇▽とりきめる

﹇決﹈︵下一︶8

等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二梱6園．次第によっては︑或は君

といひます︒

僕もまた君等を養ふ爲に骨を折った

八醜9園

︿略﹀といひます︒

爲に働いたといふなら︑僕もまた

八撹7圏

いたのであります︒

八槻5囹

しむやうになったのです︒

くなって︑かへって君門は自分で苦

其の爲に新しい血が出來な

するのである︒

君は圭旦を以て一家を成

八麗4園

てよこしませんでした︒

昨年僕の忌引より︑君の

︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

十﹇4410図園

いだらうと思ひました︒

毎日何虜へか出かけたくてたまらな

十778国

してみるのもあります︒

其のおかあさんらしい入が︑︿略V

十192国中には︑君ぐらみの子供や︑

頃より虚病氣の由承り候︒

學校へ御轄直なされ候佐野先生︑先

九冊5営団

につくさない︒

て物を食ふだけで︑少しも僕等の爲

限が來ないと引出すことが自誓ない︒

十ニー31 此の航海によって彼の博物
そ
學者としての基礎が十分に出來︑一
︿略﹀︑妹はかねてフランス

生の方針がはっきりときまった︒
十二659
王の后になることにきまってみた︒

きみ ﹇君﹈︵名︶5 君←おおきみ・
ちちぎみ・わかぎみ
でなされ候ぞ︒一命を捨てて君の御

九冊8國團何の爲にいくさには御出
恩に報ゆる爲には候はずや︒

十梱2図圏 いでや︑行幸の路に待受
け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

十槻4図 高徳せめては此の所存を君

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を

あん

に知らせ奉らばやとて︑夜にまぎれ

君が代

此の時信號兵は﹁君が代﹂の

氣短さ

折しも起る﹁君が代﹂の奏
﹇気短﹈︵名︶1

︿略﹀︑年とともに老の氣短

める

︿略﹀︑今は湿雪へなり き・める

て行在所の御庭にし の び 入 り ︑ ︿ 略 V ︒

十二654

きみじかさ

樂︒

十枷9図

ラッパを吹き︑︿略﹀︒

九6610

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

此の間も燥ぐらみの少女が

﹇君代﹈︵名︶3

とも行きて君の技をふるひ給へ︒

十一453図園

取り給ひし事なし︒

十︻48図 少時より學問に働み︑長

君

九92国

君と親とに眞心を捧げ煮点く きみがよ

じて後魯の君に仕へ ︑ ︿ 略 V ︒

﹇君﹈︵代名︶1 0

ることは︑今更いふまでもない︒

して仕へる忠孝の美風が世界に湿た

十二槻10

きみ

日本の男は泣くもの で は な い ︒ ﹂

五67園 ﹁君︑しっかりしたまへ︒

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

五992圏熊が君の耳の所へ口を持つ

七57図郎君︑此の長き行列の中
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に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風
に動かしてみる姿は︑誠に氣持がよ
い︒

めると︑更に生きかへったやうな氣

十859 事務所の湯にはいって服を改
持がしました︒

そばへよって見ますと︑

︿略﹀︑ふじは日本一の山︒

すると大宰の父は︿略﹀︑大

將を井戸端へ連れて行って︑着物を

八柵2

ぬがせて︑頭から冷水を浴びせかけ

三844

見たこともないきれいな着物

︿略﹀︑手もうす緑︑足もうす

た︒

た一人の男が︑︿略﹀︑着物をぬいで

︿略﹀大急ぎでおばあさんの

頭にのせ︑一人で川へはいって行き
ました︒

七902

﹁それ程首がほしいなら︑

着物を着せてやりました︒

八247園

明日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑

︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

赤い着物を着て︑此所を通る者の首
を取れ︒﹂

八253

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

た︒

五337店・客間・居間・勝手など︑

きゃくま ﹇客間﹈︵名︶1 客間

これで間敷が七つもあるとは︑どう

︵感︶1

きやつ

しても思はれませんでした︒

︿略V︒

りして︑﹁きやつ﹂といったので︑

四425囹︿略﹀︑子ねずみが一びき
とび出しました︒下女がびつく

あの青年が私の室にはいる きゃっ

緑︑帯も着物も皆うす緑︒

九331

でした︒

三852園﹁それは私の着物で
ございます︒﹂

四406おかあさんがあたまに手 亭主10園

前︑先づ着物のほこりを彿ひ︑はい

とん
十一167園 ﹁こんなによく整頓して

ぬぐひをかぶり︑着物の上に

りしたものを着て︑︿略﹀︒

着物は粗末ながら︑さっぱ

みる中で勉強したら︑どんなに氣持

︿略V︑きれいな着物を着て︑

十榴6園

ると静かに戸をしめました︒

六696

きになりました︒

ちりょけを着て︑︿略﹀おはたら

︿略﹀ ︑ 下 枝 を 伐 落 し て 行 く

がよいだらう︒﹂

十一3810

つたが︑爪の先は眞黒になってみる

と︑今まで両方の枝と枝と組合って

牛車に乗ったお姫様方の姿を︑此の

者が多うございました︒
からふと

︽ーエ︾

容認弟子をあつめて︑書物

たgち

を教へし時︑風にはかに吹きで︑と

樺太は大陸の地績なりや︑ 八638図

野路を行く人影

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

客εおきや

規約

れり︒

降積みし雪もあと無くきえ

はかなく露と

其の名はくちせず︑

僕はよく年寄の人が新の幾

して︑其の事を父に尋ねた︒

日とか茜の幾日とかいふのを思ひ出

十一9110

きゅう ﹇旧﹈︵名︶2 菖

諸葛孔明︒

しょかつこうめい

消えしかど︑

十一麗9図圃

︿略﹀︑

て︑山河草木喜にあふる＼春とはな

十707図

こずゑはいつこ︒

にきえて︑ けた＼まし︑もずの音︑

︿略﹀此の疑問を解決し 十298図圃

もし火きえたり︒

れぬ︒

きゃく

く・おきゃくあそび・おきゃくさま
しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな
﹇規約﹈︵名︶1

﹇虐待﹈︵サ変︶1

それは父が姉たちの爲に十一922園 新は新暦︑奮は奮暦のこ

︽ーサ︾

十二7210

虐待する

ぎゃく

ぎゃくたい・する

と＼のってみるのに驚いて︑︿略﹀︒

めて青年團の規約を見た時は︑其の

十146囹私が今度錦って來て︑はじ

きやく

い程の客でございました︒

七624

﹇客﹈︵名︶1

たる人︑遂に我が日本人の中より現

十二822図

く之を疑問としたりき︒

十二821図

き・ゆ ﹇消﹈︵下二︶4 きゆ 消ゆ

十伽9園外の者は着物だけは美しか ギヤナ ︹地名︺一 ギヤナ
十一皿図ギヤナ

みたのが急に間がすいて如何にも氣

川の水はいくたびとなくうつしたこ

カ︒﹂

七108

そをはしょった︒

で︑みんな羽織をぬいで︑着物のす

船頭が﹁︿略﹀︒﹂と言ったの

忌日何ノ綜デオルカ知ツテヰマス

﹁春子︑オ前殿着物や帯ノ ぎもん ﹇疑問﹈︵名︶2 疑問

とでございませう︒

きも

六742囹

持よささうに見える ︒

十一551 船員等は︑如何にも氣持よ
さ さ う に 泳 ぎ 廻 っ てみたが︑︿略﹀︒

キモノ

に水が冷たくなった︒何だか氣持の

十一853 竹島を越したと思ふと︑急
悪いものだ︒

﹇着物﹈︵名︶20

からだにゆきの着物着て︑

三812韻 青空高くそびえたち︑

ろにかけてあります︒

三703 たんすやつづらから着物
を出して︑風通しのよいとこ

右左ガアリマス︒

ニモ︑手ブクロ ニモ︑クツニモ

三357 キモノノソデニモ︑タビ

ゐます︒﹂

三186圏﹁あかいきものをきて

のきものをきてゐますか︒

三185園この人はどんないろ 七643此の時見すばらしいなりをし

の 着物与おんきもの

きもの

きもの一きゅう

きゅう一きゅうしにていす
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﹇急﹈︵名︶1

とだ︒

きゅう

急

嚢見スルト︑スウツト下りテ來テ︑
急ニツバサヲチぐメ︑︿略﹀︒

目じるしの大けやきの所まで

つた︒

十一557

これまでにこくしてなが

めてみた老砲手は︑急に氣をもんで︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑甲板からしきりに働ま

九334
した︒

十一247図 危く逃延びたる一二の兵
來た時︑急にかん高い音を立てて︑

のぞきては︑立木きはめて少かりし

かば︑︿略﹀︒

十5図薔御苑

くつ

きゅうくつ ﹇窮屈﹈︵形状︶1 きゆう

又うすい吉野紙のやうな作り

からだをまげて︑一生けんめいには

たらいてるるのもあります︒

つて︑上甲板洗となる︒

菖御

濁する︒そこで五分間の歩けいがあ

とん

せい
敏分の内に艦内はすっかり整

きゅうけい ﹇休憩﹈︵名︶1 磨けい

僕も急に元氣がなくなって︑

かけの繭の中で︑きゅうくつさうに

竹島を越したと思ふと︑急 五487

美しい小鳥が二一二羽︑身がるに枝移

︿略﹀︒

十二389

一念こった不断の努力は恐
しいものであると思ひつくと︑︿略﹀

十二佃1

けてはいって行った︒

ベートーベンは急に戸をあ 九6310

︼所に船に上らうかと思ったが︑

十一859

に水が冷たくなった︒

十﹁852

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑と

り す
すると木のうろから︑栗鼠が

りでの守將中川清秀︑士卒を指揮し

つた︒

僕も其の通りにして見まし

見せて︑急にまた穴にかくれてしま

僕の姿を見ると︑太い尾をちらりと

一匹︑けろりとした顔を出したが︑

九338

りした︒

級﹇▽こういつ

﹇宮﹈﹇▽けい ふ く き ゅ う ︒ し ょ

て防ぎ職ふ︒
きゅう

うとくきゅう
﹇級﹈︵名︶3

きゅう・こうごきゅう・こうしちきゆ

きゅう

う

九961圏

たが︑急な坂を矢のやうに早くすべ

五41園 ﹁此の方は中村さんといふ
るのですから︑實に壮快でした︒

きゅうこう ﹇▽さいだいきゅうこう

それより社務所に行き︑奮

案内の人にみちびかれて︑

つたが︑︿略﹀

十一一102 九歳の時始めて學校にはい

きゅうさい ﹇九歳﹈︵名︶1 九歳

十5図奮御殿

かば︑︿略﹀︒

のぞきては︑立木きはめて少かりし

十53図園奮御苑と奮御殿の邊とを

まつ社務所の隣なる奮御殿を拝観す︒

十42図

御殿・奮御苑の舞観を願ふ︒

ぎょゑん

十38図

﹇旧御殿﹈︵名︶4

きゅうこてん

村長は村の菖家に生れ︑き

休暇

きうか
﹇休暇﹈︵名︶！

一昨日海軍のにいさんが︑
奮

殿

老僧の姿が︑急に尊いものに見え出
した︒

きゅうか

二十齢年勤押せり︒

はめて親切公平にして︑︿略﹀︑既に

十伽6図

二年の年月二選して育てて きゅうか ﹇旧家﹈︵名︶1 鶴家

坑外に出ると︑急に夜が明け

たやうで︑︿略﹀︒

十855

手に渡ってしまふのだから︑︿略V︒

來たものが︑急に見ず知らずの人の

十218国

中尉は後方にころげ落ちた︒

と︑たづなが急にゆるんで︑

人で︑今度遠い所から來て︑今日か

急

九㎜1

ら此の級へはいる方 で す ︒ ﹂

五64 聞けば級のものが二三人で︑
中村君を生いきだといって︑いぢめ
たのださうです︒

五354 遠足のしたくをして學校へ行
くと︑もう級のものが大分來てるて︑
﹇急﹈︵形状︶ 2 0

先生もお出でになってゐました︒
きゅう

九474國
きうか

﹇旧御苑﹈︵名︶5

休暇でお錦りになったので︑︿略V︒
ぎょゑん

それより社務所に行き︑奮

善御苑

きゅうぎょえん

御苑

︿略﹀︑秀吉の軍は︑︿略﹀︑ 十38図

ぎょゑん

御殿・奮御苑の拝観を願ふ︒

十一一392 其のそばにある菖式のピヤ

此所を出でて蓄御苑に入り︑ きゅうしき ﹇旧式﹈︵名︶1 奮式

ノによりか＼つてみるのは妹であら

う︒

奮御苑と奮御殿の邊とを きゅうしにていす ︹課名︺2 蕾師に

薔御苑を出でて北参道より
十53図圏

判る︒

十52図

木立の間の細道をたどれば︑︿略﹀︒

︿略V︑下枝を伐落して行く 十45図

︿略V︑どうしたのか急に相
手にぬかれて︑一二間も後れてしま

十一556

みたのが急に間がすいて︿略﹀︒

と︑今まで爾方の枝と枝と組合って

十一389

追撃すること頗る急なり︒

十﹁283図

したが︑︿略﹀︒

急に一年からのをまとめたくなりま

記念になるのだ︒﹂と思ふと︑私も

五755 それを見て︑村の人は急にあ 十﹇157成績物は︿略﹀︑皆一生の
れ地を田にしだした︒

五854国夜明け方になって︑雨も風
もやみますと︑急に川水の音がこう
くと聞えて來て︑︿略﹀︒

六337 停車場近クニナルト︑急二人
通が多クナツタ︒

七567園 急に暴風雨が來ると︑山の
やうな波が立って︑船は今にも沈む
かと思ふやうになります︒

八494 サウシテ何力地上ニエモノヲ
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呈す

九州

蕎師に呈す

﹇九州﹈︹地名︺4

第二十四課

十二目11 第二十四課 蓄師に呈す
十一一柵3
きゅうしゅう

きゅうしゃう

はじめて東京見物に來て︑此

車場で︑宮城の東にあります︒

五櫃7
の停車場へ降りる人は︑大てい先づ
第一に宮城をさしてまみります︒

きゅうたい

たい
醤態

今度は程よく食物も取り︑

﹇旧態﹈︵名︶1

休息もした︒

十二953

六801 四國・九州の武士は博多の濱きゅうそく ﹇休息﹈︵名︶1 休息
にあつまった︒

十一321図 本土の西︑近く九州と相
けふ
接せんとする庭︑下關海峡あり︒
みさき

く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡
はみるが︑︿略﹀︒

たい
げ︑虚々に手を加へて奮態を改めて

十一323図 四這の西には佐田岬長 十一一m9 今では此の洞門を掘りひろ
をなす︒

たった十八時間で着きました︒

八198図

百里

汽船ハ河ロヨリオヨソ四百

きゅうひゃくり ﹇九百里﹈︵名︶1 九

かくて彼は二十九歳の或夜︑

人知れず宮殿を出て修行の途に上つ

十二933

た︒

五十里︑小舟ハオヨソ九百里サカノ

く略V︑北に大内裏の宮殿

すざく

十二川10図
りり

︽ースレ︾

﹇急報﹈︵サ変︶1 急

を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑南

報ず

きゅうほう・す

ボルコトヲ得︒

牛乳

端に羅城門をふまへたる古の奈良の
﹇牛乳﹈︵名︶1

都は︑︿略﹀︒

ぎゅうにゅう

十二442

︿略﹀︑最後は又急流の岩に

きゅうりゅう ﹇急流﹈︵名︶2 急流

野路山の本螢に急報すれば︑︿略﹀︒

そこで彼は︿略﹀少女の 十一263図 こはたゴ事ならじと︑尾
さ＼げた牛乳を飲んで元応を回復し

十二948
た︒

﹇牛乳配達﹈

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調

級長

ツテ行ツタ︒

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑ハシ

ハイタツ

ギウニユウハイタツ

に︑三人の心はもう驚と感激で一ぽ

ぎゅうにゅうはいたつ

マツ先重出アツタノハ牛乳

牛乳配達

﹇級長﹈︵名︶2

ギウニユウ

︵名︶1

ぎょえん

十一一493図松に至りては産地極めて きゅうちゅう ﹇宮中﹈︵名︶1 宮中
あうう
十三2 此虜は菅公配所の跡である︒
廣くして︑奥羽地方より九州に至る

救助

ガ韓校シタノデ︑近々後任ノ選翠ヲ

級長霜眉

﹇級長選挙﹈

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

︵名︶1

奮幕

慶喜から官軍に封ずる交渉

﹇旧幕府﹈︵名︶1

牛馬は放し飼にせられ居候︒
きゅうばくふ

府
十二伽5

やすよし

の全権を委任せられてみた奮幕府の
﹇九百尺﹈︵名︶1

陸軍総裁勝安芳は︑︿略﹀︒

九百尺

きゅうひゃくしゃく

八712國

十二備6

博士は先づ﹁︿略﹀︒﹂とい

つて︑急流や爆布に富んでみる我が

國では︑︿略﹀ことを力説した︒

十5図

丘陵

きゅうりょう ﹇丘陵﹈︵名︶1 丘陵

十一922囹

それから太陰暦を蕾暦︑

新は新暦︑奮は奮暦のこ

きゅうれき ﹇旧暦﹈︵名︶2 藷暦

とだ︒

十一925園

︽ーイ・

太陽暦を新暦といふやうになった︒

友人がそっと立って窓の戸

うに入込んで︑︿略﹀︒

をあけると︑清い月の光が流れるや

十二424

しく流れてゐます︒

︿略﹀︑川は昔のま＼に清く美

きよ・い ﹇清﹈︵形︶2 清い

シカゴとニューヨークの間
は九百八十哩もありますが︑︿略﹀︑

六707

︿略﹀︑何時の間にか︑地下九 ーク︾
百尺の坑底に着きました︒

十804

いになって︑︿略＞Q

六32一

きゅうちょう

詩を作られたのも此虜であらう︒

︿略﹀︒宮中の御宴の事を思ひ出して

まで殆ど之を見ざる 庭 な く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

．きゅうじゅう←くじゅう

﹇救助﹈︵名︶3

之を一切纒の事に費すも︑うゑたる

道雄ハ此ノ時︑フト擾擾ノ級
宮殿

大神其の眞心の厚きを賞

﹇宮殿﹈︵名︶4

らせようとした︒

ゆい宮殿に住まはせて︑國政にも與

きゅうひゃくはちじゅうマイル ︵名︶
十二9110 それを見てひどく氣をもん
ひ
1 九百八十哩
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑目もまば

しめ給ふ︒

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

十一一76図

きゅうでん

長選學ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九型1

けて救助に力を用ふ れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
きゅうじやう

五伽4 東京停車場は東洋第一の大関

宮城

きゅうじょう ﹇宮城﹈︵名︶2 宮城

十一伽6図 幕府は慮々に救小屋を設

く救助の用に當てたりぎ︒

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

十一梛9図 すなはち喜捨せる人々に

一にして二にあらず︒

人々の救助に用ふるも︑婦する所は

十一旧5図園 喜捨を受けたる此の金︑ きゅうちょうせんきょ

きゅうじょ

見物しました︒

五44園 これは級長の山田さんです︒ ぎゅうば ﹇牛馬﹈︵名︶1 牛馬
名︶1 九州三池
かう
十797 此の間︑九州三池の或炭坑を 九榴2 道雄ノ平穏デハ︑此ノ間級長 十一佃2國国 原野は大てい牧場にて︑

きゅうしゅうみいけ ﹇九州三池﹈︵地

きゅうしゅう一きよい

きょう一きょう
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﹇今日﹈︹課名︺2

第一

今日

九目2 第一 今日

きょう

九11

今日

きょう ﹇京﹈︹地名︺1 京←へい

四月二十﹈日

土曜

ら此の級へはいる方です︒﹂

五131

雨

今

︿略V島屋の大責出しは︑い

日から日記をつけることにしました︒

五224
よく今日からはじまりました︒

﹁今日は買物もあるし︑編

今日はうちの者がみんなたん
今日庭にほしてあるもみをす

の山は出來上りませう︒

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

六32

ぼへ稻こきに行きました︒

六16

てもよい︒﹂

りには馬車に乗って︑此の下まで來

五657園

まはるほどいそがしうございました︒

十一454図圏 愚僧も所用ありて京に 五477 今日のお書頃はうち中︑目が

じょうきょうあと
上り︑或は一二年滞在せんもはかり
難し︒

‡こん

きょ う ﹇ 郷 ﹈ ﹇ ▽ り そうきょう
． き ょ う ﹇ 経 ﹈ 丑 ﹀ いっさいきょう・てつ

﹇境﹈←ひだかきょう

げんのいっさいきょう
﹇鏡﹈←ぼうえんきょう
今日

きょう
﹇今日﹈︵名︶63

きょう

にち

きょう

三608圏 二郎﹁三郎さん︑又今日

長く滞在してみたシカゴ市

ゴに着きました︒

八709国

を立って︑今日︿略﹀ニューヨーク
市に着きました︒

是非今日のうちに納めなけ

ればなりません︒

八782園

﹁何なら︑あのお子を今日

語る言葉もうちとけて︑

我はた＼

しませう︒

九775圏

今日はこれからいもほりを

︿略V岡田さんが旅行からお

蠕りになったと聞いて︑今日にいさ

九936

んと二人で遊びに行きました︒

九942 ︿略﹀︑くはしい事は今日始め

置いたのが︑今日はもう熟しきった

おい北風︑今日は大分手ご

やうな顔をして︑︿略﹀︒

九塒3園

今日午後四時ノ汽車デ又出

たへがあるぞ︒

九伽6窩

﹁今日ハ衆議院議員ノ総選

カケルノダ︒

トウヘウ

墨ダカラ︑投票ノ爲二蹄ツテ血目ノ

九伽9圏

ダ︒﹂

出嚢ノ時カラノ豫定ナノダ︒

九侶6園今日投票ノ爲二錦ツタノモ

く略V︑今日は朝から︑義雄

九4210図魍囹 ﹃我に愛する良馬あり︒ 十1410囹 しかし︑︿略﹀︑今日の働を
けん
今日の記念に献ずべし︒﹄
見て︑偉そう心強くなりました︒

へっ︑彼の防備︒

此の前まだ少し早いと言って肥して

．八784圏 今日までに納めないと︑役 てうかゴひました︒
場によけいな手敷をかけることにな
九9910 ︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑
ります︒

一日お連れになってもようございま

八946圏
すQ﹂

僕等は一同申し合はせて︑
今日からは働かないことにしたから︑

八㎜1園

我もはげまん︑今日の業︒

いざ︑起出でて︑勇まし

さう思ってくれ給へ︒
く

六603 三月二十日︑今日はお花見と 九28園圃
いふので︑御殿は人少でございます︒

で︑今日此のなつかしい學

九499

に撃って來たのだと思ふと︑何とな

副長もはや上甲板にあらはれ

子馬には大てい飼主の一家

私は今日此所に來て︑飼主

たちがあんなにかはいがってみたの

十228囲

でたりしてみるのもあります︒

にんじんをやったり︑くびや背をな

の別れを惜しんで︑泣きながら豆や

族がついて來て︑︿略﹀︒︿略﹀︑今日

十195困

した︒

君に案内してもらって見物に行きま

僕は今日學校から露るとすぐ︑ 十167国
︿略Vお使に行って來ました︒

くうれしい氣がしました︒

どうか今日から一年の間︑

今日は天氣がよいので︑朝か

やうなら︑今日は大したことはある
八126園

める︒

て︑今日の天氣はどうかと空をなが

九6110

ふく

ら愛を打つ音が方々で聞える︒

九566

まい︒﹂

七925囹﹁よいあんばいだ︒此のも 九5510 僕は今日其のえらい社長さん

何よりもうれしいのでございます︒

校に來て︑皆さんにお話をするのは︑

七528園

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

今日私が川の土手から 六餌6團昨日正午にこちらへ着いて︑

本晴だ︒

今日はうちの虫ぼしで 六776 今日は日曜日で︑おまけに日 九415図圃 昨日の敵は今日の友︑

も舟をながしてあそびませう︒﹂
す︒

三702
三782
とって來たすすきも︑花いけ
にさしてそなへてあります︒

三825圏﹁今日はまあ︑何とい
今日はお祭です︒

ふよいお葺きだらう︒﹂

四13

ふんで︑今日も朝からせい

四107圏 風に吹かれて︑ なま土
出すおや子︒

四256囹 今日は︿略﹀︑をぢさん

下さい︒

サンフランシスコから三日

あなた方の村が五箇村の頭になって

もをばさんも早くかへります︒

八697監

二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ

五41園 ﹁此の方は中村さんといふ
人で︑今度遠い所から來て︑今日か
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きよう一ぎょうこう

を見て︑︿略﹀︒

をみちんにせんと︑︿略﹀︒

もあらず︒

今日は始めての遠泳だと思

今日は殊に波も静かだ︒

寄るべなき海

今日はお前たちに一つ聞
︿略﹀︑

いてみたい事がある︒

十二664囹

十一843

やうな氣がする︒

ふと︑何だかうれしいやうな心配な

十一835

姿はかやうなるべし︒﹂

十一475図園

船は
懐かしき故郷の港Q

︿略﹀︑此の度は製版・印

きに上り︑これが出版は決して容易
の業に非ず︒

十一協10図

刷の業着々として進みたり︒

高橋さんは︑あちらで長らく

其の隣の畠にしやうがが︑

︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも

九欄6

美しい︒

今登って來た方を振返って
ぎ

見ると︑︿略﹀︑蜜柑の木が行儀よく

十二203

並んでみる︒

スナハチ物ノ償ノ高下ハ︑

主トシテ需要ト供給トノ關係ニヨル

九466図

きょうきゅう ﹇供給﹈︵名︶1 供給

ナリ︒

朝鮮の青年も︑︿略﹀︑あち
らの教育に關係してみる私どもは︑

︽ーサ・ーシ︾

商人たる者は︑︿略﹀︑品質

のよい品物をなるべく安償になるべ

十二224

供給する

︿略﹀︑老後は専ら力を教 きょうきゅう・する ﹇供給﹈︵サ変︶2
例へば教育・衛生等の自治

且Vごきょうくん

何れも︑御在世饗しばく

行幸・行啓ありし所にて︑往時の

ぎやうかう

十39図

ぎょうけい ﹇行啓﹈︵名︶1 行啓

きょうくん

宝生に供給されるので︑︿略﹀︒

れん

くべき嚢達にともなひ︑電力は頗る

殊に近年は水力電氣の驚

く敏速に供給して︑廣く公衆の爲を

﹇▽ふくだぎょうかい

十二備2園

計らなければならぬ︒
教員

めて其の効果を完全に墨げることが
﹇教員﹈︵名︶1

其の他の教員も︑校長を模
生徒は皆よく之になつきて︿略﹀︒

範として專心職務につとむるが故に︑

十伽2図

きょういん

出費る︒

團膿の事業は︑︿略﹀によって︑始

十一備5

育と著述とに用ひたり︒

十一59図

非常に喜んでをります︒

十155園

教育に從事してみる人である︒

十123

﹁今日かき給はん鶴の きょういく ﹇教育﹈︵名︶4 教育

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十384 今日は私もついて行って見た︒ 十﹁265図 味方は今日の戦に將卒土ハ

十733国 何時か御約束した通り︑今
日は転地の様子を少しばかり申し上
げます︒

十7810囲 お知らせしたい事はまだい

ろくありますが︑大分長くなりま
したから︑今日は此のくらみにして
置きます︒

十946 其の夜又父に強く聞きたゴさ
れて︑太郎はやっと今日の次第を有
りのま﹂に話した︒
つ

十一一偽6図圏

む

十島3図 今日を晴と漏艦飾をほどこ
にさすらひ︑

とん

されたる三萬四千噸の大戦艦陸奥は︑

つ㌧がなく今日しも果てて︑

安芳は今日こそ最後の確答

今静かに蹄る︑

十二伽4

器用

を得ようと決心して︑西郷をおとつ
れたのである︒

﹇器用﹈︵形状︶1

ぎょうかい

﹇教化﹈︵サ変︶1

御殿・御庭などの︑今も其のま＼に
︽ーシ︾

化する

きょうか・する

﹇行幸﹈ ︵名︶5 行幸

ぎやうかう

保存せらる㌦なりとそ︒

な

ら

いっか此の事が天皇のお耳に

何れも︑御在世悔しばく

行幸・行啓ありし所にて︑︿略﹀︒

ぎやうかう

十39図

美濃の國へ行幸になりました︒

ぎやうかう

入りまして︑わざく奈良の都から

五553

行幸

ぎょうこう

十二973績いて繹迦は︿略﹀︑父

教

︿略﹀二三人の男が︑器用きょうかい ﹇▽てんしゅきょうかいどう

行εいちぎょ

な手つきで蜜柑を採ってみる︒

十一一215

きよう

春は給のごと

笑ひさゴめく

思出の深き船路や︑

︿略﹀︒

十一125図圃 いざや︑我が友うち連

︿略﹀︑

れ行かん︒ 今日はうれしき遠足の
日よ︒

十一1210図圃

︿略﹀︑

我等をめぐる︒ 今日はたのしき遠
足の日よ︒
十一135ロロ先聖

﹇行﹈︵名︶2

或山寺で︑四人の僧が一室

う・むごんのぎょう

ぎょう

行くは何虜ぞ︑ 十﹁692

ひるげのむしろ︒ 今日はうれしき
遠足の日よ︒
︿略﹀︑

王・妻子を始め下民を教化して故郷

十一1310図圏

の恩に報いた︒
ぎやうぎ

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

﹇行儀﹈︵名︶3

を始めた︒

﹁無

︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手
とを見てみる︒

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

八51

言の行に口をきくとぎょうぎ
ぎ

桃さく村へ︒ 今日はたのしき遠足

十﹇699園

いふ事があるか︒﹂

業蒔こうかい

しかも其の豊里幾千の多

行儀

の日よ︒

十﹇142 今日は︑のぶ子さんのうち
へ始めて遊びに行きました︒

﹇業﹈︵名︶2

十一衡8図

ぎょう・しょうこうぎょう

十﹁253図 寄手の大辛佐久間盛政は︑ぎょう
一塞・に敵

今日の戦に勝ちほこり︑明日は進ん
で 賎 嶽 の と り で を おとし︑

きょうこく一きょうと

462

きょうじゅう
中

十欄3図 京中の貴賎男女︑此の行幸
を悲しみて涙と土ハに見送り奉り︑警

九581園
きょう・す

﹇今日中﹈︵名︶1

今日

︽一

おかげで今日中には大がい
供す

凡そこれ等の木材は︑其

﹇供﹈︵サ変︶2

かたづきます

固の武士もさすがにようひの袖をし
まりナり︒

十年1図上 ﹁義を見てせざるは勇な
十二462図

ス・ーセ︾

の有する性質によりて各種の用に供

きなり︒いでや︑行幸の路に待受け︑

すべく︑随って何れも重要ならざる

君を奪ひ奉りて義軍 を 起 さ ん ︒ ﹂

人をしてうかゴはし む る に ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

十梱6図 行幸饒りに遅かりしかば︑
いん

︿略V︒

ぎょうせい・する

市町村長や議員を選墾する

︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

て︑︿略＞Q

八95

﹇競争﹈

︵サ変︶2

もう一度競走させることにした︒

︽ースル︾

きょうそう・する
競上する

其の間︑買手の競孚する聲

と掛の人の聲と入齪れて︑非常にに

十2010團

﹁あ＼︑あなたはベートー

して感に打たれてみる︒

ベン先生ですか︒﹂きやうだいは思

十二433

はず叫んだ︒

﹁先生︑又お出で下さいま

せうか︒﹂きやうだいは口を揃へて

十二449

いった︒

は諸外回が様々の考を持って見てを

十二伽4囹 ︿略﹀︑今日日本の周章に

るので︑うかくと兄弟垣にせめい

︿略﹀︑それでも木が競序す

ぎやかです︒

でるたら︑日本学國にのしをつけて

十一382

るやうに︑しんを立ててすくすくと

兄弟は今度こそはと︑

︿略﹀此の尊い心境を世界

きょうちゅう ﹇胸中﹈︵名︶1 胸中

の人々と共にせずにはみられぬとい

十二962

ふ慈悲の心が︑胸中にみなぎりあふ

れた︒

7図圏

二代の帝に書くす貢心︑

きょうてき ﹇強敵﹈︵名︶1 強敵

強敵ひしぎて世をしづめんと︑

十一

三軍進めし五丈原頭︑︿略﹀︒

しかし三郎︑高い山がかな

︿略﹀︑京都の東山にしてもさうだ︒

らず名高い山だとはかぎらない︒

六83園

京都

くどうが東へ行けば︑兄きょうと ﹇京都﹈︹地名︺7 きやうと

がくかう

﹁さ︑いきませ

にならぬとは決して申されませぬ︒

どこぞの國へやってしまふやうな事
きやう

延びてみるのを見ると︑非常にうれ

きやうだい
きやうだ

﹇兄弟﹈︹課率︺2

しい︒

きょうだい

十

きやうだい

だい

三目11

十

﹇兄弟﹈︵名︶9

三285
きょうだい

い

︿略﹀︑

兄弟εごきょうだい・そがきょ

には︑︿略﹀︒まして威力によって強

うだい

た︒

十二418

其の最初の一音が既にきや

か

も

京都は長い間の都ですから︑

川を賀茂川といひます︒

︿略﹀︒

六694

きやうだいは唯うっとりと 六71図 きやうと

うだいの耳には不思議にひゴいた︒

十二414

へふみこみました

四951

兄弟はくどうのやかた 六693 京都を北から南へ流れてみる

︿略﹀︑ふじのすそ野へ急ぎまし

四935

弟も東へ行き︑︿略﹀︒

四926

さしていそぎゆく︒

う︒﹂ときやうだいは

制するとか︑︿略﹀は︑自治の精神
競走

三306圃
﹇競走﹈︵名︶2

始の間はあまり甲乙はなかつ

今度の競走も五分叢々に進ん
﹇競走﹈︵下一︶2
︽ーセ・ーセル︾
くらべうま

て︑社の横の池のまはりで競走させ

︿略﹀︑子どもの騎手を一人つつ出し

八62 昔或氏神のお祭に︑競馬の
神事といふ事があった︒それは

競走させる

きょうそうさ・せる

で行ったが︑︿略V︒

八96

人だけの競走となった︒

たが︑︿略﹀︑もはや信作と耕造の二

八92

きょうそう

に全く反するものである︒

十﹇備4

強制する ︽ースル︾

﹇強制﹈︵サ変︶1

早道のまくら木等の用に供せられ︑

性殊に著しきを以て︑家屋の土塁︑

︿略﹀︑栗は耐久・耐漏の

はなけれど︑︿略﹀︒

﹇▽ごだい き ょ う こ く

曇

十二485図

山陰道にか＼し由なり︒
きょうこく

﹇協賛﹈︵名︶！

協賛

きょうさん

教室

賛を纒なければならぬが︑命令には

十二902 唯法律は必ず帝上議會の協
苗田の事がない︒

﹇教室﹈︵名︶4

水曜

五33園 ﹁ここがあなたの教室です︒

きょうしつ

せきはあれにします ︒ ﹂

五156 四月二十五日
つゴり方の時間に︑すゴめが教室の
中へとびこみました︒

八935 それから先生は︑僕等を一年
生の教室に連れて行かれた︒

らうか
といって︑先生を廊下でをがむやう

﹇▽がいこくぼうえきぎょう

八939信吉は教室を 出 る と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

にした︒

ぎょうしゃ
しゃ

きょうじゅう ﹇京中﹈︵名︶1 京中

十伽3図 京中の貴賎男女︑此の行幸
を悲しみて涙と共に見送り奉り︑
︿略﹀︒
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きょうどう一きょく

へ出て︑二三日見物して婦られるさ

六佃6困 参拝をすましてから︑京都
うです︒

六畑2團 夕方京都へ立つ︒ 三月十
さうして直に静岡の大総督

九日 父から 千太どの
十一一瀧1

府にはせつけて議をまとめ︑更に京
都 に 上 っ て 勅 裁 を 仰ぎ︑︿略﹀︒

ちつちよ

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす
享保

るための規則であるか︑︿略﹀︒
きやうほう

﹇享保﹈︵名︶1

享保の頃の事であった︒

きやうほう

きょうほう

十二悩9

は郷里へ直ることになった︒

八価3郷里の家は︿略﹀︑至ってせ

の一人は君にして︑中の一人は僕

なるぞ︒

ぎょえん ﹇御苑﹈←きゅうぎょえん
ぎょえん

ぎょえん

宮中の御宴の事を思ひ出して

詩を作られたのも此虜であらう︒

十伽2

郷里の青年諸君がこんなに ぎょえん ﹇御宴﹈︵名︶1 御宴

まい︑そまつな家であった︒

十137園

まじめになって來たのは︑何よりう

主人の使などにまみる
の學校のおもしろかりしことなど思

途中︑小学校の前を通りては︑郷里

十二伽6圏國

く承り申候庭︑︿略﹀︒

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

段の趣あり︒

月影のさゴなみにくだけ︑

漁業や航海業に師事する人

漁

網をすき︑舟を漕ぎ︑漁

﹇漁業者﹈︵名︶1

︿略﹀︑漁業者が沖から獲物の

多少や難船の有檬を通知したり︑

十579

業者

ぎょぎょうしゃ

︿略﹀︒

業の運試などして土人に親しみ︑

十二8310図

もありませう︒

七612園

ぎょぎょう ﹇漁業﹈︵名︶2

漁業

漁火の波間に出没する夜景もまた一

十一344図

本日突然上田君に出身 ぎょか ﹇漁火﹈︵名︶1 漁火

れしい事です︒

ち
︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

十二湘10隅囲

︿略﹀︑鹸念なく穴を掘ってみる僧が

興味

怪いろくの鳥を注意して

﹇興味﹈︵名︶5

あった︒

きょうみ

十ニー010
見ると︑︿略﹀︑見れば見る程興味が

ダーウィンは興味を覧える

わき︑︿略﹀︒

﹇▽いっそ ん き ょ う ど う

十二鱒8図

︿略﹀︒

と︑あくまでそれにこる性質で︑

十ニー32

きょうどう

︽ーシ︾

きょうどういっち・する ﹇協同一致﹈
協同一致 す る

十一脳2 地方人民が協同一致して自

︵サ変︶2

ら 地 方 公 共 の 事 に 當り︑︿略﹀︒

十二466図家屋・橋梁・︿略﹀の類

十一描3 それであるから人々は常に

時代にありては︑唯をりく興味あ

に至るまで︑一として杉を用ひざる

ひ出し申候︒
りやう
きようりょう ﹇橋梁﹈︵名︶1 橋梁
りやう

自治制の本旨を辮へ︑協同︸致して

なし︒

︽ースル︾

﹇協力﹈︵サ変︶1

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

協力する

きょうりょく・する

き︒

最後に博士は︿略﹀︑家庭

團膿の福利を増進することを心掛け

十二柵1

ねばならない︒

きょうどうじょりょく ﹇共同助力﹈

だん

における電氣の利用に就いて興味あ

︿略﹀︑いろくに利用する事が出來

︵名︶1 共同助力

る︒

十一描6例へば教育・衛生等の自治
團燈の事業は︑地方人民が一般に之

る話をして壇を下った︒

を尊重し︑之に協力することによつ

︿略﹀︑追々店の様子も

曲与いっきょ

わかり︑お客主の扱方にもなれて︑

十二捌3國囲

﹇曲﹈︵名︶5

きょく

十二376園あ＼︑あれは僕の作った

く・げっこうのきょく
ことが出來る︒

︿略﹀︑時には夜半までも薄 きょうれつ ﹇強烈﹈︵形状︶1 強烈

郷里

を製作するに適せり︒

器具の如き強烈なる力を受くるもの

めた︒

ベートーベンはかういって︑

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始

十二4210

よい曲なんでせう︒

十二486図 ︿略﹀︑かしは最も堅くし 曲だ︒
ろ
十一一381園 にいさん︑まあ何といふ
て揮力に富むが故に︑櫓・車・運動

﹇経文﹈︵名︶1

申文

て︑始めて其の効果を完全に塞げる

た︒

きょうり

﹇行列﹈︵名︶！ 行列5

七57図軽量︑此の長き行列の中 十二454 さうして其の夜はまんじり

ながきぎょうれつ

遠洋航海を終へて︑郷里に ぎょうれつ

八M4 大將が十歳の年︑大愚の一家

蹄り來れる太平丸の船長は︑︿略﹀︒

七522図

﹇郷里﹈︵名︶6

ら一心にのみを振るふことさへあっ

暗い燈を便りに︑纒文をとなへなが

十二㎜9

きょうもん

仕事に興味を覧ゆるやう相成り申候︒

七965図圃 共同助力は人の道︑ お
のれの利のみかへりみず︑ 力を分
﹇共同生活﹈︵名︶

ち︑物をさき︑︿略﹀︒

きょうどうせいかつ

3 共同生活
活の眞意義を辮へ︑︿略﹀︑廣く公衆

十二223 商人たる者は︑よく共同生
の爲を計らなければならぬ︒

十二245 これはひつきやう文明の程
度が低いために︑共同生活の意義が
明らかでなく︑随って商業の本質が
理解されず︑︿略﹀︒

十二883 法律は︑國家といふ共同生

きょく一きよまさ
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つ

ともせず机に向って︑かの曲を譜に
書きあげた︒
き

十二456 ベートーベンの﹁月光の
曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十一418圏團

︿略﹀︑貴兄には去月以

した︒

ツキヌイテ

ヰマス︒

なるほど︑去年鯉のぼりを立

﹇清秀﹈︹人名︺1 清秀←

漁夫はめいく手に一ちや

た漁夫が︑︿略﹀身網を一方からた

ぐつて行く︒

かぎ

十二794

漁夫の顔は得意の色に輝い

うつつの鈎を持ち︑︿略﹀︒

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え

がいぜん

十二7910

る︒

ました︒

七982

行長は清正の軍功をねたみ︑

︿略﹀︑清正のことを秀吉にざ

三成は秀合口のお氣に入りです

ふしみ
清正は朝鮮を立って︑伏見へ

ますだながもり

清正は先づ増田長囲をたつね

参りました︒

七978

國を命じました︒

から︑秀吉は之を信して︑清正に露

七978

んげんしました︒

七975

しました︒

︿略﹀︑清正のことを秀吉にざんげん

七974

かとうきよまさ・とよとみきよまさ

きよまさ ﹇清正﹈︹人名︺27 清正﹇▽

︿略﹀︑清秀等の奮戦其の

︿略V春宮をすると︑網口

そこで数そうの船に分乗し

正直者の清正は人づきあひが

七㎜1 此の時清正は︑地震と土ハには．

りなす者がなく︑︿略﹀︒

七995 ︿略﹀︑誰一人清正を秀吉にと

下手なので︑︿略V︒

七994

ぬ︒

めとは︑此の清正一生中直りは致さ

來ず︑人のかげごとばかりいふ石田

七989囹神々も濫漫あれ︑職一つ出

せうらん

といひきって露りました︒

く略V︑清秀等の奮戦其の 七987 清正は腹を立てて︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇清秀等﹈︹人名︺1

落ち︑戦は午前のうちに終りぬ︒

きょひでら

十一249図

等

清秀

かひなく︑清秀は討死してとりでは

十一2410図

なかがわきょひで

きょひで

シタ︒

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ

七515

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

六櫃3

よけいに取れさうだ︒

六13國今の分では去年より七八俵

グニ

ハ︑村ヲ東カラ西へ︑マッス

キヨネンデキ上ツタ新道

キョネン

トシテ居ルバカリデス︒

きょねん

いざ

﹇去年﹈︵名︶4

來御病氣にて︑しかも一時は大分御
去年

たい

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

三496

五って國民は︿略﹀︑

﹇挙国一致﹈︵名︶1

候︒

暴國一致

きょこくいっち
十二偽10

のは此の曲である︒

きょく・そうむきょく・ちゅうおうゆ
といへば︑學國一致三五に駆る辻風．

きょく ﹇局﹈﹇▽けいじょうゆうびん

うびんきょく・にきょく・へんしゅう
︽ーク︾

か9やく此

水また清く︑

﹇居所氏名﹈︵名︶2

山早緑に

美術の光の

清し

を生じた︒

めい

に知らする必要あるときはく略﹀

七里図図

嚢信人の居所氏名を受信人

居所氏名8じゅしんにんきょしょし

きょしょしめい

︿略﹀︒

の他︑

十麗1図圃

きよ・し ﹇清﹈︵形︶1

きょく︒ゆうびんきょく
︵名︶1 旭日昇天

きょくじつしょうてん ﹇旭日昇天﹈

るを思はしむ︒

﹇曲滑﹈︵名︶1

曲すべ

運の隆昌さながら旭日昇天の勢あ

りゆう

我が國號にかなひ︑皇威の獲揚︑國

ゑがける我が國の若湯は︑最もよく

十二614図 雪白の地に紅の日の丸を

り

きょくすべり

︿略﹀︑参詣人の群にまじ

成へく本字にて此威に記すこと
きよ
﹇巨人﹈︵名︶1 巨人

かひなく︑清秀は討死してとりでは

十二53口翰凶

きょじん

六791 いろくな曲すべりをやる者 七麗図図 発信人は自己の居所氏名を
もあり︑ころんでばかりみる者もあ
る︒

きよ
りて行けば大鳥居あり︑巨人の如く

きょくせつ・する ﹇曲折﹈︵サ変︶1

我がゆくてに立つ︒

︽ーシ︾

漁夫

︿略﹀魚見やぐらが設けて

﹇漁夫︺︵名︶5

十二788

鯉口をしめてしまふ︒

の近くに番をしてみる漁夫が急いで

十二787

のを見張ってみる︒

あって︑漁夫が絶えずまぐろの潜る

十二781

ぎょふ

十一6110 汽車は無人の境を曲折して

御製←め

曲折する

﹇御製﹈︵名︶！
いじてんのうぎょせい

ぎょせい

落ち︑戦は午前のうちに終りぬ︒

下る︒

ぎょくろう←きんでんぎょくろう

キヨト

明治天皇の御製に︑︿略﹀︒と
いふ御歌がある︒

八816

︵サ変︶一

ソレデモフクロフハ︿略﹀︑

大キナ目ヲ毛剃ツテキヨトキヨ

四376

キヨトスル ︽ーシ︾

きょときょと︒する

十一434圓団 實は去月十日頃より感

きょげつ ﹇去月﹈︵名︶1 去月

﹇去月以来﹈︵副︶1

冒の心地にて引きこもり居候慮︑

ばう
︿略﹀︒

きょげついらい

去月以來
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きよみずでら一ぎらぎら

いって︑軍功の賞として︑清正に名

秀吉は感心して︑﹁︿略﹀︒﹂と

刀をあたへました︒

七佃4

せて︑一さんに伏見の城へかけつけ

てこ
ね起き︑家來の者二百人に挺を持た
ました︒

すべて日本人の短所として︑

きらひ←すき

如く並べる中に︑常世は︿略﹀︑進

きらい

大將が何か食物の中にきらひ

ち中の者がそればかり食べるやうに

かり出して︑大將が馴れるまで︑う

八二8 ︿略﹀︑必ず其のきらひな物ば

の者がそればかり食べるやうにした︒

な物があると見れば︑︿略﹀︑うち中

八二7

きらい ﹇嫌﹈︵形状︶2 きらひ

る︒

性質が小さく狭く出汐たきらひがあ

十二燭9

﹇嫌﹈︵名︶1

きよ
て︑︿略﹀︑白く東京・豊橋間の距離

こ＼には外國人の居留する

居

きらい

みて御前にかしこまれば︑︿略﹀︒

﹇居留﹈︵サ変︶1

に當り候︒

きょりゅう・する

十一89

十一306図直に組合ひたる二人の勇 居留する ︽ースル︾
士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清

七捌1 秀吉は城の庭にしき物をのべ
させ︑︿略﹀︑御平 所 や お そ ば の 女 ど

者が非常に多く︑︿略﹀︒

留民

した︒

租界といふのは居留地の一
種で︑居留民が支那政府の手を離れ

ハ︾

︿略V︑敷かぎりもない蟻がま

貿易上最も重要な關係をも きら・う ﹇嫌﹈︵五︶！ きらふ ︽一
つてみるのは︑日・英・米三國で︑

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ
ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二近イ所

して虎の目・鼻・耳・口︑驚きらは

︵副︶3

きらく

ず食ひつきました︑︿略﹀︒

けれどもく略V︑武士の魂と

てるたといふことである︒

呼ばれる物は︑何時もきらく光つ

八丁6

きらきら
魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

ヲ泳グモノガアリ︑︿略V︒

七806

三十年ばかり前までは︑此 十佃4 ︿略﹀︑神前の大きな神鏡が︑

コ・イカナドガスンデヰル︒

十二521

空には三夏の日がさらく

きらくとかgやいてみて神々しい︒

ぎらく

とけたガラスが中でぎら

︵副︶1

くかがやいてみる︒

十︻慨9

ぎらぎら

とかゴやきわたってみる︒

これはく略﹀大きな瀧があ 十﹁837

の湖には魚類が全く居なかった︒

十二523

つて︑魚類のさかのぼる道を絶って
みるからである︒
きら

諸子の大名・小名きら星の

﹇綺羅﹈︵名︶1

十711図

きら

つ黒になって︑出て來ました︒さう

六306
を占めてみる︒

我が居留民の敷は︑外國人中第一位

十一115

て︑自治制を布いてみる庭である︒

十一91

﹇居留民﹈︵名︶2

租界といふのは居留地の一

ねぢ伏せられながら正國︑きょりゅうち ﹇居留地﹈︵名︶1 居留

正やがて正國をねぢ伏せたり︒
地

十一308図

もと居りました︒其所へ清正がかけ
清正がようひのすそをしっかとつか

つけました︒

七棚3 清正は大台で申しました︒

十一91

種で︑︿略﹀︒

む︒

清める

河幅は驚く程の廣さに

七797

︽一 ぎょるい ﹇魚類﹈︵名︶4 魚類

清水

きょりゅうみん

清正刀を抜かんとするに︑

清正手早くかぶとのを切

清む

﹇清水寺﹈︵名︶1

十﹇316図正國の首は終に清正の手

つたりければ︑︿略﹀︒

十一312図

か＼りて︑身のはたらき自由ならず︒

かぶとのしころつ＼じの枝に引つ

十一308図

七二4 さうして清正のやせた姿︑日
にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑
涙ぐみました︒

七鯉9 ﹁お庭先の御門を守る者がご

ざいません︒某の手で固めませ
う︒﹂と清正がいひますと︑秀吉は
に入りぬ︒

うなづきました︒

七鵬6 ﹁石田といふ者ださうだ︒﹂
きよみずでら

清水寺
﹇清﹈︵下二︶1

﹇清﹈︵下一︶1

軍艦旗を仰いで︑心の底まで
清められた乗員は︑︿略﹀︒

九675

︽ーメ︾

きよ・める

すぎて南神門を入れば︑︿略﹀︒

十19図水屋の水に手を清め口をす

メ︾

きよ・む

六71図

寺

﹁︿略﹀︒﹂﹁通さな い こ と に し よ う ︒ ﹂

などと清正の半畳どもが申します︒

七悩2囹 ﹁何と申す︒清正は上様へ
︿略﹀︑清正は﹁あのせいの低

お目通がかなはぬは ず ︒ ﹂

七悩7

いのが石田だ︒通してやれ︒﹂とい

秀吉は清正を召出して︑

つて︑三成を入れてやりました︒

七鵬2
﹁︿略﹀︒﹂とたつね ま し た ︒

七価8 清正はつ＼しんで︑︿略V申
し開きました︒

十一価2缶石

ある︒

ために︑あんなに小さく見えるので

十一39

きよ
七鵬8囹此の清正こそはまことの大 きょり ﹇距離﹈︵名︶2 距離
きよ
︿略﹀︑たゴ其の距離の遠い
將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒

七皿8囹清正はつけひもの頃から︑
此の方のひざの上でそだったので︑
何時か見習つたものと見える︒

きらめく一きりつける
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イ・ーキ︾

きらめ・︿﹇煙﹈︵四・五︶2きらめく
︽

︿略﹀︑やがて一嵩の明星が

く︑ 並ぶ田の面に響きらめき︑

十902図團耕地整理のあとうつくし
︿略﹀︒

十二957

きらめいて︑夜はほのぐと明けそ
めた︒

きらりきらり ︵副︶1 きらりく
九595 ふり上げた棒の先が︑強い日

光にきらりくと光る︒
きらりと ︵副︶1 きらりと

雨務

霧

きり

︵副︶1

きりきり

かけたたすきの

﹁しごとなされよ︑ きり

旧きりがか＼つたり︑大雪 きりきりしゃんと
しゃんと

七572園
が降ったりして︑一寸先も見えなく

立並ぶ家々︑

とも

伐倒したる木は乾くま

も時既におそく︑大方はやにはに斬

倒されたり︒

キリ出

で其のま﹂に致置き︑さて四方より

十一佃7圓囲

︽ーシ︾

﹇切出﹈︵四・五︶2

火を放てば︑︿略﹀︒

きりだ・す

八199図此ノ河ノ上流地方ヨリ木材

ス 切出す

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

番兵がゆだんをしてみると︑

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

な家を造った︒

︿略﹀︑父は自分で木を切出して小さ

リンカーンが七歳の時︑

ヲ下スコトアリ︒

﹇切揃﹈︵下一︶1

玄の本陣に切りこみ︑︿略﹀︒

きりそろ・える

此の邊でゴムを栽培するに

﹇切付﹈︵名︶4 切付

十一519

きりつけ

あるが︑これが成長して︑切付を行

は︑︿略﹀︑又は苗木を植付けるので

さて山の木をきり倒して︑四
五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ

伐倒す

切付といふのは︑ゴムの木

十一524

ゴム園の人は毎朝暗いうち

切付には蝕程熟練を要する︒

で傷をつけることをいふのである︒

から液をとるために︑木の幹に小刀

十一522

ふまでには五⊥ハ年もか＼る︒

つしりとかまの中に立て並べ︑︿略﹀︒

八312

しめやかに︑ひ りそろへる︽一へ︾
伐落す

十一952

て引上げた︒

六932

︽ーミ・！ン︾

きりこ・む﹇切込﹈︵五︶2切りこむ

きれるほど︒﹂

きりしゃんと︑

三333圃

一たい船にはらしんぎとい

なることもあります︒

七585囹
ふ物があって︑︿略﹀︑いくらきりが

深くても︑まるでちがった方へ行く
雲や霧がわいたかと思へば

やうなことはありません︒

九951圏

散じ︑散じたかと思へば又わいて來
て︑︿略﹀︒

またをつ＼み︑

く略V︑

夜の墨流る︒
﹇切落﹈︵五︶1

き

十302図射しめやかに︑夜の霧ち 七447 謙信は馬に一むちくれて︑信
しびうるむ︒

そかに

十307図韻

︽ーシ︾

きりおと・す

十837 つるはしの先がきらりと光る︒

牌男⊥ハ

﹇霧﹈︹課名︺2

十目7

きり

﹇桐﹈︵名︶1

十295 第六 霧
きり

切倒す

なたや鎌などでつる草を梯 きりたお・す ﹇切倒﹈︵四・五︶6 きり
たふす

九1210図 妹は餌をつかみて︑わざと 十一388

ひ︑下枝を急落して行くと︑︿略﹀

きり倒す

少しはなれたるきりの木のあたりに

斬倒す

船を浮べて︑岸には大木がきりたふ

て廻る︒

に起きて︑受持の木に此の切付をし

十一53一

さて山の木をきり倒して︑四
五尺の長さにきりそろへ︑︿略V︒

八312

してあります︒

又南の海上にはひしひしと軍

︽ーサ・ーシ︾

間がすいて如何にも氣持よささうに
きり

ま き ち ら せ ば ︑ ︿ 略 ﹀︒

キリ

七195

﹇錐﹈︵名︶3

見える︒

きり

切株
道端の切りかぶに腰かけて︑

三667 ︿略﹀︑フシノマン中二︑ きりかぶ ﹇切株﹈︵名︶3 切りかぶ

キリデ小サナアナヲアケマシ

九343

こん
又開墾する場合には︑立木

切りかぶに腰を下し︑鎌をとぎに
か＼つた︒

ツケル 切りつける ︽ーケ・ーケル︾

マタキリツケルト︑トビノ

チオトシマシタ︒

イテ︑ベンケイノナギナタヲウ

ニー22

キリツケマシタ︒

ベンケイが大ナギナタデ

木︑︿略V︑まるで足のふみ場も無い

力藏さんのひいてみたけやき

ニー14
十442

の大木も︑見事に根本から切倒され

あわてて逃げんとすれど

や切株の根本を掘っておいて︑それ

十一246図

た︒
引くと︑︿略﹀︒

にくさりをつけて此のトラクターで

十一645

有様である︒

父はく略V︑たき火のそばの 十385 かり取った雑木︑切倒した大 きりつ・ける ﹇切付﹈︵下一︶4 キリ

ひたひの汗をふいてみると︑︿略V︒

タ︒

十399

十二86図此の棒を此の板の上にて
まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

りて火を生ず︒

まぐの道具も︑同じ毫の上に横た

十二535 きりやねぢ廻しやく略﹀さ
はってみる︒

ぎり

きり ﹇霧﹈︵名︶5 きり 霧εあさ
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ふま＼に設計して造った町であるか

ライクワウハスコシモオ 十﹇5910 未開の土地を切開いて︑思

ソレズ︑タチヲスルリトヌイテ
ら︑︿略﹀︒

二765
キリツケマシタ︒

︽ーッ・ーリ︾

ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ
タ︒

四588ノコギリデ木ヲキルモ
ノモアリ︑︿略﹀︑カンナデ板
ヲケヅルモノモアリマス︒

ね入って居るものをきる
はひけふと︑﹁︿略﹀︒﹂と名のり

四956

ました︒

無念に思って︑武田方から十

のださうだから︑︿略﹀︒

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

十一404 ︿略﹀︑一番早く伐るとして

七486

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰

ニッカミカ・ル︒

思ふぞ︒

十擢7

十伽5図

けいさく

やがて工廠長のふりかざし
つち

しと切る︒

十一312図

清正手早くかぶとのをを
切ったりければ︑︿略﹀︒

僕がお手観して植ゑたあの

使ひみちによって︑三十年

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十一403
らう︒

十一404

今年伐るはずのは︑おとう

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

十一406

︿略﹀︒

父が木を伐れば自分は雑草

をかり取る︑︿略﹀︒

十﹇956

つて大木を伐るに︑三抱も四三もあ

十一柵5國國︿略﹀︑次にをのを振る

るものが地ひゴきを打って倒るる様︑

壮快言語に絶し候︒

て︑上を木の皮にておほひ︑八人一

所にうつくまりて僅かに雨露をしの

ぐ︒

︽キ︾

ます︒

三727 私どもはあれを着て︑
をばさんの村のお祭によばれ

ヒ上ツテキマス︒

トカラ︑カラヲキタセミガハ

三577ニハノモモノ木ノネモ

たらくちいさんです︒

︿略﹀︑こぬかだらけになっては

三324

長いはんてんをきて︑

のきものをきてゐますか︒
三186園 あかいきものをきてゐ

三185園この人はどんないろ

る

きる ﹇着﹈︵上一︶18 キル きる 着

又寒夜に秘藏の鉢の木を切

一隻の捕鯨船が︑勇ましく波

つてたいた志は︑何よりもうれしく

十7110圏

てるうりにたきぬ︒

十673図主人は三本の鉢の木を切り 十二8510図説の枝を伐りて地上に立

も彼も一心不齪に働くので︑︿略﹀︒

十439

の年になってみるわけだ︒

うとした︒

七価9囹切ってく切りまくり︑其
の勢で明の都へおしよせ︑四百饒州

︿略﹀︑重合ツバサヲチ寸メ︑

切ってく切りまくり︑

をやきはらはう︒

七鵬9園
︿略﹀︒

る・のぼりきる・はさみきる・はりき

風ヲ切ツテマツシクラ時雨モノノ上

八494

きる

の勢で明の都へおしよせ︑四百饒州
をやきはらはう︒
き・る ﹇切﹈︵四︒五︶22

︽ーッ・ーラ・ーリ・

よぎきる・くいきる・しきる・じゅく

ール・ーレ︾﹇▽いいきる・おきる・お

切ル 切る 伐る

キル

七鵬9囹切ってく切りまくり︑其

た︒

の船の大將を生けどりにして引上げ

六832さんぐに切りまくって︑其

くる

七451 ぐんばいうちはでふせいだが︑きりまく・る ﹇切捲﹈︵五︶2 切りま
えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒
﹇規律正﹈︵形︶1

︿略﹀︑千敷百人の乗員が號令

︽ーク︾

きりつただし・い
規律正しい

九636

にしたがって︑規律正しく活動する
其の様は︑如何にも目ざましい︒

︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平

の水を通はせることは到底出資ぬ事

しきる・すみきる・たてきる・ちぎ

ので︑此虜を切通すのは非常な難工

伐彿ふ

切開く

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

一462オバアサンガモモヲキラ を切って進んで行く︒
十悌8園 又字を書く時に指先を見る
ウトシマスト︑モモガニツニ

る・よこぎる・わかりきる

る・ひきりうす・ひきりぎね・みき

︿略﹀︑此庭を切通すのは非常
切り

ワレテ︑ナカカラオホキナヲト

﹇切抜﹈︵下一︶1

コノコガウマレマシタ︒

︽ーケ︾

﹇切払﹈︵四︶1

え

﹇切開﹈︵五︶1

二455ヨイオヂイサンバソノ木 たる金色の槌は︑︿略﹀馬身をはつ

ぬける

︽ーイ︾

きりひら・く

るなたにて灌木を伐 彿 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一佃4三囲 先づ柄の長さ一間もあ

︽ーヒ︾

きりはら・う

ある︒

切りぬけて︑燈墓に蹄り着いたので

十285 かうしてボートは再び荒波を

きりぬ・ける

な難工事であったといふ事である︒

十352

事であったといふ事である︒

十351 これは高い山地を切通したも る・つかれきる・なれきる・にがりき

であった︒

かな掘割を造って︑太平・大西爾洋

十316

︽ーシ・ース︾

きりとお・す﹇切通﹈︵五︶3切通す

きりつただしい一きる

きれ一きれい
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て行くのです︒
三812圏 青空高くそびえたち︑
心に

︿略﹀︑

めが

安ちいさんは一

毘沙門天を刻みみき︑

九846図圃

﹇切﹈︵名︶5

キレ

きれ﹇▽こ

な汗をかいて田をすき起し︑︿略﹀︒

パウニナリサウナノガアリ
マシタ︒

三67ーソレカラホソイ竹ヲエ
ニシテ︑ソノサキニキレヲマ
キツケテ︑センヲコシラヘマシタ︒

ソノウチニ水が出ナク

ナツタノデ︑センヲヌイテ見ル

三685

ト︑キレガトレテヰマシタ︒

レイダ︒

三36園ア︑日が出ハジメタ︒キ

三832日はよくてつてみて︑ふ
じの山はいつもよりなほき
れいに見えました︒

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑

︿略﹀︑其ノ中へ卵ヲ産ム︒

﹁其ノキレイナモヤウハ︑

きれいで︑染物にむいてゐます︒

六765医

おかあさんはそれを二つにち

ドウシテツケルノデセゥカ︒﹂

八527

まだ十分にじゅくしてみな

海の中もなかくきれいで

昨夜雨が降ったせみか︑空が

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

﹁あ＼︑きれいだ︒あの色

すみきった空氣の中に煉瓦

﹁さあ︑今度は葉のきれい

キレイナ水ガサうく流レテ︑ 十一103 租界の外に出ると大ていは

な植物を集めてある虜だ︒﹂

十佃3園

出して見えるのは實にきれいです︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

十766国

をどうかして出したいものだ︒﹂

十4410園

はいって水浴をした︒

町はつれを流れてみるきれいな川に

十85

く見える︒

きれいにすんで︑向ふの天神山が近

九欄8

す︒

九710囲

い實は︑中にきれいな水があります︒

九62田

なった︒

やったが︑忽ちきれいなおそなへに

︿略V︑見たこともないき ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし
れいな着物でした︒

三843

おとうさんがおかへりに

なった時には︑家の内も外

四464

スワツテナガメテ居マス︒

今オキクトオヒナ様ノ

もきれいになって居ましたので︑
︿略﹀︒

前上

四851囹

下のかざりまどには︑︿略﹀︑

オキク﹁マア︑キレイデスコト︒
五237

ゆかた
きれいな帯や︑すゴしさうな浴衣地

朱ぬりの社殿が山のみどりを

がかざつてあります︒

す︒

六152

にいさんは初茸を五六本取ったやう

僕がぐみをたべてみる間に︑

後にして︑たいそうきれいに見えま

五591

友ダチトツミ木ヲシテアソビ
マシタ︒

七677園

キレイ

んであって︑百雨は小さなふくろに
入れてあります︒

﹇奇麗﹈︵形状︶25

でした︒僕が紅色のきれいなきのこ

きれい
れい

六466

を取って︑にいさんに見せましたら︑
︿略﹀︒

タ︒

二477 スルト︑ニハノカレ木ノ
エダニ︑キレイナ花ガサキマシ

き

五十両は黄色なきれにつ﹂

木ノキレヲタクサンモラツテ︑

四606私ハ昨日大工サンカラ

きとほってゐます︒

ねを掛けてはっぴ着て︒
からだにゆきの着物着て︑ か
三452 おとひめは﹁︿略﹀︒﹂とい 六695 ︿略﹀︑きれいな着物を着て︑
牛車に乗ったお姫様方の姿を︑此の
十七．6園 着物は粗末ながら︑さっぱ
すみのすそを遠くひく︑ ふじ
つて︑きれいな箱をわたしまし
は
た︒
りしたものを着て︑歯もよくみがい
は日本一の山︒
川の水はいくたびとなくうつしたこ
てるました︒
三896 れふしがはごろもをかへ
三605日の光がやはらかにさ とでございませう︒
十二913 ぼろを着た農夫は玉のやう
しますと︑天人はそれを着て︑
六736 賀茂川はく略V水がいたって
して︑小川の水はきれいにす
まひはじめました︒

三662アトへ竹ノキレヲノコ

ぎれ

四406おかあさんがあたまに手きれ
ぬぐひをかぶり︑着物の上に

なほ怠らずこつ

シテ行キマシタガ︑︿略﹀︑水デツ

ちりょけを着て︑︿略﹀︒

たや東山︒

六85圏園 ふとん着て︑ねたるすが
︿略﹀︑き れ い な 着 物 を 着 て ︑

牛車に乗ったお姫様方の姿を︑此の

六696

川の水はいくたびとなくうつしたこ
とでございませう︒

明日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑

八247園 ﹁それ程首がほしいなら︑
赤い着物を着て︑此所を通る者の首
︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

を取れ︒﹂

八253
︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒
八861

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい
安ちいさんはせ

常に何 を か 刻 み み る ︑

︿略﹀︑

つて來られた︒

九818図翻
ぐくまり︑

︿略﹀︑

めがねを掛けてはっぴ着て︒
九832黒髪

くと︑ 何をか常に刻みみる︑ め
がねを掛けてはっぴ着て︒
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きれいずき一きん

支那風の町で︑町歩も狭く︑あまり
トル・しごじつキロメートル・やくい

メートル・さんびやくにじつキロメー

ロメートル
﹇際﹈︵名︶1

わ・かべぎわ・てぎわ・なみうちぎ

きわ

きは﹇▽かこいぎ

ちキロメートル・やくろくじっぽうキ

きれいでない︒

びん・花びん・水さしなどがきれい

十︸伽1 皿・コップをはじめ︑鉢・
に並んでみた︒

きれ

わ︒ねぎわ・ひときわ・まどぎわ・み

﹇奇麗好﹈︵形状︶1

いずき

きれいずき

赤い扇はかなめのきは

つて︑︿略﹀︒

きわま・る ﹇窮﹈
︽tル︾

︵四︶−

きはまる

をいきられて︑空に古同くまひ上

四666

ずぎわ・やまぎわ

き

十盟1囹 きれいずきで︑つ＼しみ深
いことは︑それでよく分りました︒
キレル

︽ーレ・ーレル︾3かぞ

﹇切﹈︵下一︶5

切れる

き・れる
れる

えきれる・ちぎれる・とめきれる・は
ちきれる・まちきれる・もえきれる

一前王だ去らざるに︑一

くにして︑また忽ち開く︒

暴雨にあらはれ︑水路きはまるが如

三335團 ﹁しごとなされよ︑ きり 十一334図
きれるほど︒﹂

きりしゃんと︑ かけたたすきの

﹇窮﹈︵下二︶1

に壮快の極みである︒
きわ・む

きはむ

︽一

一つくの御品

平生きはめて御質素にわた

らせられし御有様︑

十35図

の上にうか貸はれて︑︿略V︒

十55図園奮御苑と奮御殿の邊とを
のぞきては︑立木きはめて少かりし

に︑︿略﹀︒

しつ

めて少く︑又よく灘氣に耐ふるが故

松に至りては産地極めて

汚くして︑︿略﹀︒

十二492図

じて水位の攣化は極めて少い︒

十二516 湖の水は︿略﹀︑ 一年を通

北アメリカが南アメリカに績 十二鵬9図 エヂソンの嚢明せるは電

かば︑︿略﹀︒

十311

話・電燈・電信・電車・活動窮眞・

︿略﹀︒

ちく

く部分は︑︿略﹀︑地形がきはめて細

蓄音機に乱するものなど極めて多く︑
村長は村の奮家に生れ︑き

線電話の鷹用が極めて豪く︑遠い庭

十二佃4

アメリカにおいては此の無

長くなってみる︒

十七7図

はめて親切公平にして︑︿略V︒

の音樂・演説・講話などを居ながら

又きはめて諮問に熱心

聞くことが出鉱ることや︑︿略﹀︒

十一72図

にして︑其の好學の念の切なる︑

金εぎえんき

天略﹀︒﹂といふに至れり︒

﹇金﹈︵名︶9

ん・きほんきん

此の地は︿略﹀︑支那の各きん
地との取引にもきはめて便利である

十一111

きである︒

十一669

かうして出來た貨幣は極め
しかも日常生活は極めて規

大きな手がらを立てた軍人に下さる

五201園其のいはれで︑戦孚の時︑

勲章に︑金の鶏をおつけになったの

だ︒

六98金金や銀ハ美シクテ︑オアシ

外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ

︿略﹀︒

シタガツテネダンモ安ウゴザイマス︒

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

六104園銅ハソレニヒキカヘテ︑金
分の饒暇でも無益に費すことがなか

ばり強くして︑割れ︑そる等の憂極

皆︑ 涼しく金にまた＼けり︒

十二469図光澤と香氣とを有し︑ね 七345図圃 ︿略﹀︑ 空︸ぽいの星は

つた︒

則正しく︑︿略﹀︑たとへ十分︑十五

十一一134

て使用に便利ではあるが︑︿略﹀︒

十一794

のであるが︑︿略V︒

軽く又極めて長い間行はれてるたも

此の方法は各國民の間に︑

の任務は極めて重大なものといふべ

五175囹 ﹁金の鳥がついてゐます
から︑港内には常に数百隻の船が集
四60一 ヨクキレルカンナガスウ きわみ ﹇窮﹈︵名︶1 極み
とび
ね︒﹂﹁これは鶏だよ︒それで金鶏勲
十二798 ︿略﹀大まぐろがどたり つてみて︑頗る壮観である︒
ツト板ノ上ヲ通ルト︑︿略V︒
十一232 ︿略V︑判事・検事・辮護士 章といふのだが︑︿略﹀︒﹂
くと船中へ投込まれる光景は︑實

五863團 叔父さんは大へんだ土手が
切れたといって︑すぐ屋根へ出まし
た︒

柱

キハメテ き

振るひしのみのて

浮きぼり・毛ぼりの

﹇極﹈︵副︶17

極めて

七267戦孚の時には乗用としても︑

はめて

きわめて

をきはめ︑︿略﹀︒

にけたに︑

十川5図囲

九353 やうやく清水まで來て︑手の メ︾
切れるやうにつめたいのを二三ばい
つ ゴ け 様 に 飲 ん で みると︑︿略﹀︒

十二伽3園徳川侍のなまくら刀にも
記録

少しは切れる所がござりませう︒
﹇記録﹈︵名︶1

輸送用としても︑ きはめて大切なも

十二849図 出店の日近づくや︑唾罵

きろく

のである︒
︿略﹀︑看板ノ種類ハキハメ

はこれまでの記録一切を取りまと

テ多シ︒

八618図

め︑之を尋者に渡していふやう︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

キロメートル 且▽こせんごひゃくキロ

巧

ぎん一きんじおじさん

470

︿略﹀月夜には波が銀色に

﹇金貨﹈︵名︶2

ひやうがありません︒
きんか

我々の普通に金鑓といって

騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

﹇銀貨﹈︵名︶1

つてすかしたりした︒
ぎんか

銀貨

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言

十一㎜6

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十一775

金貨

光って︑其の美しいことは何ともい

七547囹

八968図 天守閣ニハ棟ノ爾端二四ノ ぎんいろ ﹇銀色﹈︵名︶1 銀色
シヤチホコアリ︒

十一89七二日金○望前○時五十三
分ひのえうま︿略﹀

十一89図 七日金みつのとひつし
︿略﹀

十二636図︿略﹀︑黒・赤・金の三色

銀

を横に染分けたるものはドイツの國
旗なり︒

﹇銀﹈︵名︶3

六98信金や銀ハ美シクテ︑オアシ

ぎん

ニナツタリ︑指ワニ ナ ツ タ リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

六104囹銅ハソレニヒキカヘテ︑金 十﹇776 我々の普通に牟尼といって
シタガツテネダンモ安ウゴザイマス︒

金色

地方

出水の比に非ず︒

方に大野饒起り︑人々の困苦は前の

ききん

き
十一伽5図然るに︑此の度は近畿地

き
十一35 ところが此の大きな太陽も︑ きんきちほう ﹇近畿﹈︹地名︺1 近畿
夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

﹇金色﹈︵名︶4

る小さな星の一つと同じものだとい
ふ︒

きんいろ

一羽とんで來て︑天皇のお弓の先に

金銀珠玉

金銀

﹇金銀珠玉﹈︵名︶
ほん

ひねもす見れども

あ

ちりば

大谷の奔流

岩

﹁たとひ金銀で作った弓で

﹇金銀﹈︵名︶1

びかたぐ近況御知らせ申上候︒

十二梱10憂国先づは御無沙汰の御わ

五188園 其の時︿略﹀︑金色の鶏が きんきょう ﹇近況﹈︵名︶1 近況
とまった︒

七546園

1

めなして︑

金銀珠玉を

︿略﹀︑

かざる宮居︒

打つほとり︑

十摺2図鵬

だいや

きんぎんしゅぎょく

も︑御命には代へられませぬ︒﹂

六368圏

けれども日の出や日の入に きんぎん

は︑日光が波にうつって︑水の色が
金 色 に な り ま す し ︑︿略﹀︒

たる金色の槌は︑︿略﹀︑切断翠玉の

つち

十囲3図 やがて工廠長のふりかざし
けいさく

土塁をはっしと切る︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

十二93図 折から日は地平線に近づ
いふばかりなし︒

きんけん

﹇勤倹﹈︵名︶1

勤倹

やがてベルリンに入って

銀行﹇▽

銀行

見ても︑勤倹の美風が市民の問にあ

十二354囲

銀行

﹇銀行﹈︹画名︺2

ふれてみて︑︿略﹀︒

ぎんこう

第十

﹇銀行﹈︵名︶13

十504第十銀行

十目11
ぎんこう

ちょうせんぎんこう
さうして人々に推されて︑

銀行は有過ってるる人から

では︑銀行が損をしないでせうか︒

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十535園

指米の利子は預金の利子よ

附けるのだ︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

十537園

銀行の牧入になるのだ︒

︿略﹀︑河岸には領事館・税

關を始め︑銀行・會社等のりっぱな

十一98

建物がそびえてみる︒

きんざい ﹇近在﹈︵名︶1 近在

しに歩き廻ったものださうだが︑

毎日畳々︑降っても照っても︑おろ

社長さんが銀行の頭取にな 九516圏 ︿略﹀︑始は近在の小外歩へ︑

町の銀行の頭取になった︒

九527園

九535園

つてからちゃうど十年目の秋︑︿略﹀︒

︿略V︒

金綜

一こてく︑大きな土

一筆々々︑金製・銀綜でぬ

藏の壁をぬる︒

ひをぬひ︑

五954圃

きんし ﹇金糸﹈︵名︶1

く略V︑いろくの手違から︑

あれは銀行だよ︒今までは

銀行が破産しなければならぬ事にな

九536園
つた︒

十507囹

横町の小さい家だつたが︑今度は

五954圃

上海は︿略﹀︑近時工業も

︿略﹀︑檜は木曽産の聲誓

あ り

彫塑

一こてく︑大きな土

一針々々︑金綜・銀練でぬ

ぎんし ﹇銀糸﹈︵名︶1

りQ

高く近時塁湾阿里山の檜また有名な

十二491図

勢よく黒煙を立ててみる︒
き
そ

次第に目皿になって︑︿略﹀諸工場が

十﹁117

銀行といへば︑おとうさん きんじ ﹇近時﹈︵名︶2 近時

あ＼いふりっぱなのを建てたのだ

十509園

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

銀行といへば︑おとうさん

けて蹴るとおっしゃいましたね︒

十509國

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

銀行の預金には定期預金と

銀行はお金を預ける庭です

けて狩るとおっしゃいましたね︒

十5010園
か︒

十521園

ひをぬひ︑

藏の壁をぬる︒

金次叔父さん

きんじおじさん ﹇金次伯父﹈︹人名︺1

一箪︑銀行は人からお金を

いふのと當座預金といふのがある︒

十5210園

大勢の人に利子を彿ふだけ

預ってそれをどうするのですか︒

十531園

471

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

の星と其の近所の星を一しょにして

九5910 分家の金次叔父さんは︑軍隊 九901囹西洋では昔から︑あの七つ

婦のたくましい腕で︑すとんくと

七997

正直者の清正は︿略﹀︑とう

く太閤のお目通へ出ることを禁ぜ
太郎は前から父に︑﹁あの橋

られました︒

金星西方離隔

りき︒

金属

それで金属を用ひることを

﹇金属﹈︵名︶2

十一792

きんぞく

思ひつき︑︿略﹀︒

︽ーセ︾

﹇勤続﹈

︵サ変︶−

これまた失敗に終りぬ︒
勤績

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

十二佃2園次いで白金其の他の金属

す

村長は村の奮家に生れ︑
﹇金高﹈︵名︶1

金高

︿略﹀︑既に二十齢年当言せり︒

十伽10図
きんだか

﹁どのうちでも︑納める金
高は同じですか︒﹂

ろう

金殿玉櫻

﹇金殿玉楼﹈︵名︶

ろう
そのかみ金殿玉面相望み

﹇銀鼠色﹈︵名︶1

にして思へば唯一場の夢に過ぎず︒

ねずみ色

八589図

近年人々ノ生活次第ニイソ

ガシクナリテ︑︿略﹀︑ユルく歩ク

ガ如キ者ナシ︒

校をそここ＼に立てたので︑子供等

九810囲 ︿略﹀︑殊に近年我が國で學

機械類は︑近年我が國でも盛

はなかく上手に日本語を話します︒

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十871

られ︑桑を植ゑて頚を飼ふ者多く︑

十悩10図 ︿略﹀︑近年は作物も改良せ

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒

増したために︑英國人はマレイ半島

十一506 ︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

殊に近年は水力電氣の驚

の領地にパラゴムの木を移植するに

至った︒

くべき嚢達にともなひ︑電力は頗る

十二柵1園

廉恥に供給されるので︑︿略﹀︒

れん

きんのう ﹇勤王﹈︵名︶1 勤王

がて忠臣の起りて勤王の兵を學げ︑

十鵬10図 古同徳此の故事をひきて︑や

︿略﹀︒

光堂ともいって︑昔は金

きんぴかり ﹇金光﹈︵名︶1 金光り
ひかり

光りに光りかゴやいてみたさうだ︒

九7110園

毒したので︑大いに改良されて︑い

ぎんみ ﹇吟味﹈︵名︶1 ぎんみ

ン傳を借りたことがある︒

或時海魚の人からワシント

きんぺん ﹇近辺﹈︵名︶1 近邊

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

十二353囲 ︿略﹀︑私は今更ながらド

うす紅のかへで︑銀ねずみ色 きんべん ﹇勤勉﹈︵名︶1 勤勉

ぎんねずみいろ

なら

九346

銀

かざし紅葉かざして高潔しけむ︑今

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻

十二鵬1図

1

きんでんぎょくろう

い緊張を示してみる︒

徳川方も︿略﹀︑ものすご

きん
﹇緊張﹈︵名︶1 緊張

八809園
きんちょう

十936

きんぞく・す

︿略﹀︑北斗七星と其の近所

打下す︒

九903園
の星を一しょにして大熊の形を想像

﹇金 鶏 勲 章 ﹈ ︹ 課 名 ︺

2 金鶏勲章

きんしくんしょう

して︑︿略﹀︒

そこで彼は先づ近虞の河に

浴し︑︿略﹀︒

十二947

五目6 五 金鶏勲章

五 1 7 1 五 金 鶏勲章
し

きんしくんしょう ﹇金鶏勲章﹈︵名︶2

う︒

きん︒ずる ﹇禁﹈︵サ変︶2 禁ずる
金鶏勲章 金鶏勲章
し
五173園 一番こっちは金鶏勲章でせ ︽iゼ︾

五176園 それで金鶏勲章といふのだ
が︑鶏のついてみるわけは知ってゐ

は危除だから決して渡ってはなら

るだらう︒

きんじょ ﹇近所﹈︵名︶9 近所 近庭

十二伽1

隔﹈︵名︶1

四日日祈年祭班幣節分金

きん

ぬ︒﹂と固く禁ぜられてるたのであ
るが︑︿略﹀︒

當らず︑近所の人にきいても知らぬ

十一89図

金銭
飲料水田不自由ナキ土地ニ

﹇金銭﹈︵名︶3

星西方離隔つちのえさるく略V
きんせん

九43！0図

ナリ︒

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

アリテハ︑金尽ヲツヒヤシテ︑水ヲ

八研7国 お呼びするのは大てい近所

近年

の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの
﹇近年﹈︵名︶7

木を見てもなつかしい︒
きんねん

我々の並日通に金銭といって

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十一775

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

たる所に良馬を見るやうになった︒

︿略V︑近年外湯から種馬を輸 十一994
の研究に没頭したれども︑徒に多く

七279
の時日と金銭とを費したるに過ぎざ

こ＼において再び炭素線

ない︑泣人だといったといふことで

十二冊4図

ある︒

なきと

近所の人は大縞のことを︑無人では

三川1 ︿略V︑朝晩よく泣いたので︑

る方ばかりです︒

の人で︑あなたが知っていらっしや

す︒近所の者に見せてやりたい︒﹂

八952園 ﹁では︑一日お借り申しま

所へも配った︒

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

八551 おしまひの一日には︑小豆や

知らぬと申します︒

八395 驚いてあたりをさがしても見きんせいせいほうりかく ﹇金星西方離

アリマシタ︒

七494 私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ

きんしくんしょう一ぎんみ

八402園 ﹁其の方の申す所では︑ど
うやら其の地藏がうたがはしい︒召
金曜

しとってぎんみをしよ う ︒ ﹂

﹇金曜﹈︵名︶1
近來

五165 四月二十七日 金曜 亡

きんよう
﹇近来﹈︵名︶3

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

が衰へて︑もう政務にもたへられな

十二655 それに近來はめっきり元三

ク

︿略﹀︑フと ク ︑ ワ と ツ ︑ 二

く

くなって居た︒

一

七麗図図

く

ぽいの星は皆︑

九私のうち
ヤクワントテツビン⁝

けり︒

五276

潮干狩⁝⁝⁝九

人々︑

空一

涼しく金にまた＼

谷あひの家

田の面は水の戸々と︑

︿略﹀︑

はうき手にく

語りつ＼來る若き
今朝とく出でし兄も交れり︒

此方をさして

十907図圃

窓明けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒

蛙の聲もにぎはしく︑

七351図工

若葉のにほひかんばしく︑

もりが軍内深くくひ込んで︑

︽tン︾

十脳3

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒

︽ーッ︾

︽ーキ︾

所きらはず食ひつきました︑︿略V︒

六306

さうして虎の目・鼻・耳・口︑

くいつ・く ﹇食付﹈︵五︶1 食ひつく

ければならない︒

ならないうちに一箇月の閏をおかな

太陽暦とくひちがって來て︑三年に

十﹇935園 ところが太陰暦は︿略﹀︑

がふ

なはてつたひに計る風も︑︿いちが・う ﹇食違﹈︵五︶1 くひち

第三

弟橘媛⁝⁝⁝九

呂たずさえく・ひきく・よせく・より

く﹇来﹈︵力変︶4來︽キ・クル・コ︾

イ︾

十二7510

︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

學校の行きかへりに道草

僕等はふだんいそがしく働

僕はたg坐ってみて物を食

ふだけの者ではありません︒

八棚5園

につくさない︒

て物を食ふだけで︑少しも僕等の爲

いてるますのに︑君はたゴ坐ってゐ

八998園

なりません︒

子どもは︑大ていろくなものに

をくったり︑︿略﹀するやうな

四802

デ︑︿略﹀︒

四346 カホハネコノヤウデ︑
其ノ上ネズミヲトツテクフノ

フ 食ふ

︿・う﹇食﹈︵五︶9クフくふ食

る眞心がこもってみた︒

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび

てはみたが︑其の言葉の端端にも︑

王は尚あらぬ言葉を口走つ

﹁東國へ行き給ふと聞 ＜・いる ﹇悔﹈︵上一︶1悔いる ︽一
きしに︑長客誓言に來られしは何故

十﹇485図園

ぞ︒﹂

且vもののぐ

工合

ねちが一本いたんでゐま

﹇具合﹈︵名︶1

︿略﹀︑

さとすべき子に

工合の悪いのは其の爲でした︒

したから︑取りかへて置きました︒

十二603園

ぐあい

ぐ

一二三四五六七八九

苦

七342図團

第四

⁝⁝九

第三

六目4
七目5

九←ごくじしじゅ

チャールズ︑ダー

九二4
第三課

ウィン⁝⁝⁝暫

十二目4
﹇九﹈︵名︶1

うしちふん・ししゃくくすん・だい

く

一344
十︑十バトンデキマス︒

句

﹇区﹈5とうきょうこうしまちくた
﹇句﹈︵名︶1

けひらちょういち
く

高徳せめては此の所存を君

﹇苦﹈︵名︶3

字に詩の句を書きつけたり︒

に知らせ奉らばやとて︑︿略V︑大文

十髄7図

く

八581図醜

此の時コロンブスは︑こつん くい ﹇悔﹈︵名︶1 悔
と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

八771

さとされし小さき悔をいだきつ＼︒

くひきる

︿略V︑これ等は租界といふ
﹇食切﹈︵五︶1

︿略﹀︑あるばんねずみに

足のゆびをくひきられました︒

四685

︽ーラ︾

くいき・る

特別の塵域内に住んでみる︒

十一810

けれども社長さんは︑それ くいきない ﹇区域内﹈︵名︶1 匠域内

苦もなく立てて申しました︒

九543園

もう一度出直すのです︒﹄といって︑

を少しも苦にしないで︑﹃なあに︑

クリヒロ ヒ

れひ︑如何にもして漁家を治め︑萬

︿略﹀︑孔子大い．に之をう

笑ってみた︒

民の苦を救はんものと︑避く各國を

十一55図

方の子

フクロフ

めぐりて︑用ひられんことを求めぬ︒ くいこ・む ﹇食込﹈ ︵五︶1 くひ込む
私のうち

フクロフ

萎まき⁝⁝⁝九

竹の子

クリヒロ ヒ

九

く

十一542 近苗床の敷物や︑道路にも く・だいくか︒どうねんくがつ

事とて︑︿略V︒

來は殊に御元氣のやうに承り居り候

十㎜4囲國 平生甚だ御達者にて︑近

きんらい

く

︹課名︺！3

と二︑ハと八等は書方にて間違ひ易
し

二目−〇

く ﹇九﹈

三目−〇

二201
三251
四目−〇

四目5

五目−o

四342

九九九四九九九九

きんよう一くう

472

473
ぐう一くぐる

ラン

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八棚6園 食った物をこなして︑之を

つて︑︿略﹀︒

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑

九月

九
くき

正男

伯父上様
みよ子

伯母上様
吉野萬

︿略﹀︑願ひ上げ候︒草々︒

董

下田英太郎

﹇茎﹈︵名︶7

吉君

九月二十日

九桝1國團

九月二十日

九月にはいっては雨つゴき 九章2國囲 ︿略﹀︑御願ひ申し上げ候︒

﹇九月﹈︵名︶1

五844團

くがつ

でしたが︑四日の日は朝からひどい

﹇九月五日﹈︵名︶1

雨で︑夕方から風もはげしくなりま
した︒

くがついつか

九201此ノ轟ハ主二蘭二三ツテヰテ︑

︿略﹀︒

す︒

九月五日

﹇九月十五日﹈

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で

十一89図
月出月入
くがっついたち

十﹁937圏

九月一日

九月小三十日通日月齢
﹇九月一日目︵名︶1

叔母上重

が︑敷いてあるむしろの上に面白い

僕はわり合にしっかりしてゐ

やうに飛散る︒

九789

となりでは︑董がくさって引

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ
た︒

九796

きぬけないのを︑星野君が根上よく

造ルコトが出來マセン︒

六661 ︿略﹀︑果シテ磁石ノサキニ釘

二三返クリカヘシタラ︑釘ハ

ガタクサンツイテヰタ︒

残ラズ取レテ︑︿略V︒

六662

昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ

︿ぎばこ ﹇釘箱﹈︵名︶2 釘箱

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰ目時︑

六652

︿略﹀︒

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六653 ︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

シテ拾ヒバジメタ︒

十二944

さうして︿略﹀︑六年目間

くぎょう ﹇苦行﹈︵名︶2 苦行

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

種々の苦行を試みた︒

ても更に効のないことを知った︒

十二946

すると乗員は︑

一せいに飛起

くぐ・る ﹇潜﹈︵四・五︶7 くぐる

きて︑手早くつり床をく︑る︒

九629

ル︾

黒みがかった紫色の董が見事 ＜＜・る ﹇括﹈︵五︶1 く㌦る ︽一

ほって︑︿略﹀︒

九㎜3

せり
やがておもだかの董や芹の葉

に延びて︑︿略﹀︒

九千5

などにっかまって︑後足を長く延ば

十16図

︿略﹀︑二人はまつやっつ

蟻は虎の指のまたからく讐つ

む

つ

陸中と陸奥との境にある幾つ

橋を渡り︑大鳥居をく写り

がだんくに開けて來る︒

かのトンネルをく毬ると︑廣い原野

九749

て︑仲間の者にあひつをしました︒

六302

くぐってとりましたQ

じのあひだをあちらこちらへ

三206

たくさん咲いてみる中で一番 くゴる︽ーッ︒ーリ・ール︾

し︑早書な空をじっとながめてみる︒

十棚10

美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ
も咲いてみる薄紅色の花である︒

中には︑まるで花かと思はれ
る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十佃8

て出てみるものもある︒
釘

其ノ外︑釘や針ノヤウナ小

﹇釘﹈︵名︶3

ウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ

サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ

六121園

くぎ

したがって二百十日も太
九

陽暦なら大がい九月︻日で︑︿略﹀︒

﹇九月七日﹈︵名︶1

皆様におけがもございませ
竹子

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

九月七日
九月二十日

きつけると︑董の先についてみる穗

八706困此の給葉書は此所へ來る途 九572 ︿略﹀︑打毫にぱたくとた＼

九605 鶏が萎のこぼれを食ひに來て 月五日
は︑追はれて逃げて行く︒

十826 二三十匹の馬がまぐさを食つ
てるます︒

十﹁9510 一家の暮し向は誠にあはれくがつじゅうごにち
︵名︶1

九月十五日

なもので︑︿略﹀︑ 時 に は 生 の じ ゃ が

竹子
﹇九月小

叔母から

どうぞよろしく申して下さ

九月十五日

五892国

くがっしょうさんじゅうにち

引

い︒

いもしか食はれないこともあった︒

空氣

ぐう 与かまくらぐう・てんまんぐう・

﹇空気﹈︵名︶4

はちまんぐう
くうき
ぼうっとして︑︿略﹀︒

九331 あたりの空氣までが何となく 三十日﹈︵名︶1 九月小三十日

十764団すみきった空氣の中に煉瓦
の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮
︿略﹀︑枝を打てば︑山火事

出して見えるのは實にきれいです︒
十一396

の危瞼を防ぎ︑又空氣の流通がよく

空中

五835團

なって轟がつかなくなるさうだ︒
くがつなのか
みかん
調 子 の よ い 蜜 柑 取 歌 が す み 月七日

十一一199

﹇空中﹈︵名︶1

きった晩秋の空氣をふるはして︑
︿略V︒

くうちゅう

ヲハツテ︑数分ノ間羽バタキーツセ

九月二十日

︿略﹀︑同級の人々を驚か

八492 スナハチ一間饒モアルツバサ くがつはっか ﹇九月二十日﹈︵名︶3
九擢4㈱国

さんと遣しみ居り候︒

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

くがく ←リンカーンのくがく

くげ一くじける

474

て南参道に入る︒

其の問草をとったり︑虎や

ほんたうに不思議な草だ︒

うと草の中にかくれて行く︒

十174團 ︿略﹀︑やはり馬のそばを通 十鵬2

十一521
象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

るのが危険なやうな氣がしてならな
かったが︑土地の人は一向平氣で︑

我が身をすてて報いん

山野に生ずる草木の中には︑

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

藥用にするものが多くありますが︑

八325

︿略﹀︒

九194

二止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝
ツテヰルヤウニ見エル︒
草地

﹇草薙剣﹈︵名︶一

﹇草地﹈︵名︶1

草薙劔

クサナギノツルギ

クサナギノツルギ

八974図

﹇草野次郎﹈︹人名︺1

くさり←あお

木もろくにない草山だつたといふこ

﹇鎖﹈︵名︶3

とだ︒

くさり

敵は此のいきほひにおそれて︑

のくさりど

﹁萬歳︑盲壁︒﹂船員は手早く

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒

六813

三韓5

きよ

鯨の尾をくさりで船ばたにつないで︑

︿略﹀︑立木や切株の根本を

威勢よく根接地に引上げる︒

十一646

て此のトラクターで引くと︑めり

掘っておいて︑それにくさりをつけ

﹇鎖戸﹈︵名︶1 くさり戸

くと音を立てて根こぎにされてし

まふ︒

くさりど

と相談して︑其の方法をも取りきめ

ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

草野の次郎の如きは夜敵の船 十一一鵬4 ︿略﹀︑我々もあのくさり戸
におしょせて︑首二十一取って︑敵

た︒

くさ・る ﹇腐﹈ ︵五︶ ！

となりでは︑董がくさって引

くさる

の船に火をかけて引上げた︒

六808

草野の次郎

くさののじろう

草薙劔ヲマツル︒

アツ
市ノ南部二熱田神宮アリ︒

くさなぎのつるぎ

五37図草地

くさち

︿略﹀︑放牧の馬や牛がいう

はなかく一通りでない︒

︿略﹀︑願に任せて三日間畠

ま＼リンカーンにやった︒

の草をとらせ︑さうして本は其の

十︻期8

實にのどかである︒

くと草をはむ様や︑︿略﹀様は︑

十一605

三四歳の子供でも︑腹の下などを自
由にく窟って歩きます︒

十柵5 青銅の大鳥居をく緊って進む
と︑沿道の家は大てい天満宮にちな
んだ物を士買ってみる︒

﹇▽おくげさまが た

門をく窟ると︑本殿の前に出る︒

ろう
十佃2 ︿略﹀︑檜馬堂の前を通って椴
くげ

なき知遇︑

ぐう

十一捌8図囲 ︿略﹀︑ 風なほ冷たき
りうび
春のゆふべに︑ 劉備が三顧のこよ

くさ・たのくさとり・つみくさ・つる

くさ ﹇草﹈︵名︶12 くさ 草←した

起ちてぞ出でぬる︑草のいほ

と︑

うるはしき世上・白玉︑
う
海山の寳を載

草花

其庭から又右に折れると︑細

﹇草花﹈︵名︶1

︽ーッ︾

十悩9

くさばな

長い合一ぽいに︑目もさめるやうな

九796

ほって︑︿略﹀︒

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

草花が並べてある︒

裁判所は國家が設ける機關 くさむら ﹇草叢﹈︵名︶2 くさむら

せて︑︿略﹀︒

︿さいばんしょ

十一208

﹇区裁判所﹈︵名︶3

つたかき積荷の中に

にほひよき木の實︑草の實︑

十二悩1図圏

りを︒

くさ・てんぐさ・まぐさ・みちくさ

三 2 8 6 圏 ゆ ふべの雨でくさや
木のみどりいうますなつの
草のはにとまってみた

あさ︑︿略﹀︒

三635
てふてふがおどろいてとびたち
ました︒

もとへ草もよせつけぬ︒

四562圏︿略﹀しひの木は︑根 厘裁判所

前には横長き池をひかへ︑

くじ ﹇九時﹈︵名︶1 九時

くされ ﹇▽もちぐされ

十48図

池のめぐりは見渡す限りの木立・く

︽ーケ︾

五744

それでも庄屋はくじけなかつ

くじ・ける ﹇挫﹈︵下一︶2 くじける

さんの所へ出かけました︒

四806 昨日おとうさんと朝九時
の汽車で︑軍たいに居るにい

さむらにて︑さながら別天地に遊ぶ
思あり︒

︿略﹀︑谷向ふのくさむらの中

から︑けた﹂ましい羽ばたきの音を

十429

草山
此のあたりの青田も︑︿略V︑

﹇草山﹈︵名︶1

立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒
五687

くさやま

裁判は事件の身重によって︑

で︑これに厘裁判所・︿略﹀の四階
級がある︒

八344 さうして教へられた場所へ行
つて見ますと︑︿略﹀︑見なれない草

十一2010

れる︒

十一211

︿略﹀︒

﹇草木﹈︵名︶2

草木

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

ところで︑塵裁判所の裁判

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

に︑眞赤な美しい實が一つなってゐ
ました︒

九75国 ︿略﹀にはか雨が︑非常な
勢で木を洗ひ草を洗って通り過ぎた
後の︑あざやかな緑 の 世 界 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

くさき

九356 ︿略﹀︑大きな青大將が︑向ふ
の水たまりの所をうねって︑のろの
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くじごろ一くしん

た︒

五

十目5

第十八

文天祥⁝⁝⁝九十六

一足冷々⁝⁝⁝九十 くじょう ﹇九条﹈︵名︶1 九條
ぱう
十二梱9図 ︿略﹀︑九條の條坊井然と

五目11

二十三

九佃6 しかし主人をうしなったと思
ブダウ⁝⁝⁝九十五

す

二十四
助力⁝⁝⁝九十五

十五

五

五目12
第二十二

ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も
くじけて︑ゆめからさめたやうにあ
七目12

名古屋市⁝⁝⁝九 くじょう ﹇苦情﹈︵名︶1 くじゃう

九時頃

十七

熊のさ﹂やき⁝⁝⁝

﹁そんな大きな池がいるだら

﹇鯨﹈︵名︶12

鯨←おおくじ

︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

鯨バカラダが甚ダ大キイ︒

マストの上の見張人が不意

マストの上の見張人が不意

右に左に鯨を追ひつつ四五十

もうくと立ちこめる白煙の

やがて鯨は再びはるか彼方に

浮上つた︒

鯨は刻一刻船に近よって量る︒

十悩10 綱を次第暮々にくりもどすと︑

︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

つて︑船から五十メートルぐらみの

十価6

虜まで引寄せられた︒

十備5 ﹁萬歳︑薄々︒﹂船員は手早く

苦心←えし

鯨の尾をくさりで船ばたにつないで︑

﹇苦心﹈︵名︶7

︿略﹀︒

のくしん・ごだいのくしん

︿しん

て︑三家の爲に︑此の學問を大成す

九268愚息の四代の苦心の後を受け

︿略﹀槌は︑二年間の苦心

るのがお前の役目だ︒
つち

其の間口をとったり︑虎や

彼が︿略﹀やうになったの

ものである︒

苦心に苦心を重ねて集め

たい

今では︿略﹀三態を改めて

て︑暉海一生の苦心を永久に物語つ

はみるが︑ 一部は尚昔の面目を留め

十二川1

りぬ︒

たる出版費は︑遂に一銭も残らずな

十一摺10図

りぬ︒

たる出版費は︑遂に一鍵も残らずな

十一桝10図

苦心に苦心を重ねて集め

は︑實に此の少年時代の苦心のたま

十一梱5

はなかく一通りでない︒

象の荒しに極るのを防いだり︑苦心

十一522

索をはっしと切る︒

さく

を此の一言にこめて︑切漸塁上の繋

︿略﹀︑魚二七タモノニハ︑イ 十伽4図
七838

十餌8

て︑鯨は海底深く沈んだ︒

間から見ると︑すさまじい波を起し

十備10

裂矢をしかけたもりを打つ︒

メートルまで近づいた時︑︿略﹀︑破

十柵6

の方を指さした︒

に﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北

十年9園

の方を指さした︒

に﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北

十麗9園

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

七844

ルカや鯨ガアル︒

七838

みるのを見ることがあります︒

七551年時には鯨が高く潮を吹いて

ら

くじら

べつだんくじやうも出なかった︒

あったといふが︑一年ばかりの間は︑

うか︒﹂と言って︑首をひねる者も

五722

雀の大路南に走りで︑︿略﹀︒

ざく

して︑北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑朱

たりを見廻した︒

第二十三

﹇九時頃﹈︵名︶1
九

九十

白馬岳⁝⁝⁝九十三

﹇九十四﹈︹課名︺1

第二十

くじゅうさん
十三

九目8
くじゅうし

﹇九十三﹈︹官名︺1

八目15

くじごろ
︿略﹀︑ 仕 事 は 豫 想 以 上 に は か

どり︑九時頃にはもう数坪の地面が

十4310

新しく開かれた︒

クシナガうふきん ︵名︶一 クシナガ
ラ附近

十二984 繹迦は︿略﹀︑遂に病を得 四

ケイ

九十七

五目13

加藤清正⁝⁝⁝九

廣瀬中佐⁝⁝⁝九
九十

二百十日⁝⁝⁝九
九

九

記念の木⁝⁝⁝九
﹇九十六﹈︹課名︺1

第二十四

﹇九十八﹈︹連名︺1

第二十一

﹇九十二﹈︹課名︺1

第二十四

第二十三

二十五

てクシナガラ附近の林中に留った︒
十一目9第二十二課リンカーンの
クシ
苦學⁝⁝⁝九十四
くしや ﹇櫛屋﹈︵名︶1 番屋
クシ
八609図 又足袋屋・︿略﹀・櫛屋等時 くじゅうしち ﹇九十七﹈︹課名︺3 九
モ

ハ︑商品ヲ大キクセル模型ヲカ・グ
九十

七目13

﹇九十﹈︹課名︺2

ル風アリ︒

六目11 第二十三 千早城⁝⁝⁝九十

十七

くじゅう

十二目6 第十九課 繹迦⁝⁝⁝九十

八目16

七目11

二

くじゅうに

十七

くじゅういち ﹇九十＝︹課名︺1 九

九十

十二
十八

胃とからだ⁝⁝⁝ くじゅうはち

﹇九十九﹈︹課名︺3

十目4 第十七 言ひにくい言葉⁝⁝

十一

⁝九十﹇

くじゅうく
九

八目17 第二十五
九十九

十八
十六

くじゅうろく

六目12

九十

九目9 第二十一 初秋⁝⁝⁝九十九

﹇九十五﹈︹課名︺4

十一一目7 第二十課 奈良⁝⁝⁝九十
瞬
くじゅうご

くしんす一くだく
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てるる︒

くしん・す
︽ーシ︾
かん

﹇苦心﹈︵サ変︶1

苦心す

十二擢10図 彼が稀代の天才はこ＼に
も遺憾なく嚢揮せられて︑着々成功
しん
の域に進みしが︑唯心に至りては彼
の最も苦心したる所なりき︒
くす
﹇樟﹈︵名︶1 樟

くす

葛粉

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くす

十椛10 何百年も経たであらうと思は
くず ﹇▽おがくず・か ん な く ず
くず
﹇葛粉﹈︵名︶2 葛粉

くずこ

くすり

藥﹇▽おくすり

ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

﹇薬﹈︵名︶6

八価2

くすりゆ

十一2810図

くつ

物見高いは江戸のくせで︑

十6810園

愚僧も所用ありて京に

具足

唯今にも鎌倉の御大事とい

は馬を一匹つないでもってをります︒

に具足一領︑長刀一ふり︑又あれに

十688囹 ︿略﹀︑御らん下さい︑これ

ぐそく ﹇具足﹈︵名︶3

難し︒

上り︑或は一二年春在せんもはかり

十一454図囹

ぐそう ﹇愚僧﹈︵名︶1 愚僧

︿略﹀︒

︿略﹀︑敵は見る間にばた 八407

︵四︶1

くつれ残
いまぞ相見る二言軍︒
くつれる
レ・ーレル︾←なきくず

﹇崩﹈︵下一︶5
︽

翌年の春︑大雨がふりつゴい

に身を固め︑さびたりとも長刀を持

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

︿略﹀︑常世はちぎれたる具

びれたる様もなく︑進みで御前にか

足を着け︑さび長刀を横たへ︑わる

十712図

ち︑︿略V︒

て︑せっかくつき上げた土手が︑半
︿略﹀︑其の年のつゆに︑心土

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

しこまれば︑︿略V︒

鳩に手紙を運ばせるには︑足

くだ ﹇管﹈︵名︶3 くだ 管

にアルミニウムかセルロイドの細い

僕は︿略﹀一本の董を握って︑ 十576
ぐっと引張つた︒やはらかい黒い土

くだを附け︑︿略V︑其の中に入れる

細長い管の一端を︑とけた

先に赤い玉がくっついてみる︒

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十﹇旧2

てるるのだ︒

へ送って︑適才に暖めるやうになつ

其虞から熱い湯を管で各室

がむくく盛上ったと思ふと︑四方

くせ

十悩4園

のである︒

九寸

石炭ががさりと崩れる︒
馬の高さは前足の所ではかる︒

﹇癖﹈︵名︶2

九143図

︽ーキ︾﹇▽うちくだく

くだ・く﹇砕﹈︵四・五︶3くだく
になってもまだ仲間げんくわのくせ

くだきたる貝殻を器に入れ
がぬけぬ︒

七価4園其の方は無分別者で︑大名

くせ

寸・四尺九寸などのことで︑︿略﹀︒

八寸・九寸などといふのは︑四尺八

七274

﹇九寸﹈︵名︶1

十838

へくつれる︒

九791

いでるます︒

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

七221

中へおし出した︒

手がくつれて︑池のたまり水が村の

五738

分ほどもくつれてしまった︒

五726

れる

崩れる

くず・れる

れる民屋に︑

弾丸あともいちじるく︑

庭に一本なつめの木︑

﹇崩残﹈

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒
くずれのこ・る

九3910図圃

れ残る

しらへてみる者もあり︑軸木を火で
乾かす者もあり︑乾かした軸木の先

﹇薬指﹈︵名︶1

︽ーレ︾

に藥をつける者もあり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑軸木を火で乾かす者も

あり︑乾かした軸木の先に藥をつけ

八鵬2

る者もあり︑藥をつけた軸木を温室
で乾かす者もあり︑︿略V︒

フィリップが藥を調合しに別

室へ退いた後へ︑︿略﹀︑王にあてた

十98

程なくフィリップは病室には

密書が届いた︒

十105

見舞の印までに御送り申上金間︑御

いって來て︑うやくしく藥のコッ

くず
十一426㈱国 尚當地産の葛粉少少御
プを王にさ＼げた︒

一口又一口︑平然と藥を飲む

フランス王の侍醤はとりあ

かゴやくフィリップ︒

王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼

十108

受納下され身障︒

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り

十一433財団 尚又結構なる葛粉御店
候︒

十二735

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

くず・す ﹇崩﹈︵五︶1 くづす ︽一

た︒

くすり屋

シ︾←ほりくずす

レ︾

くすん

︿略Vくすり屋さか屋さか

﹇薬屋﹈︵名︶1

くすりゆび

くつも電とうをつけました︒

な屋︑そのほか大きな店はい

四273

くすりや

十373 ︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明
の利器を運用して︑山をくづし︑地

くす玉

をうがち︑河水をせき止めた事など︑
︿略﹀︒

﹇薬玉﹈︵名︶1

十伽8図 艦首につるしたるくす玉ぱ

︿すだま

び

はと

つとわれて︑︿略﹀︑羽音高く舞上る

﹁それから︒﹂﹁それから︑

にあるのがくすりゆびです︒﹂

︿略﹀︑中ゆびとこゆびのあひだ

三158園

くすのきまさしげ

﹇楠 木 正 成 ﹈ ︹ 人 名 ︺

敷羽の鳩︒
くすのきまさしげ
くすのきまさしげ

1楠木正成
けはしい金剛山上に は あ る が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

こんがうざん

六907 楠木正成が守った千早城は︑ くず・る ﹇崩﹈︵下二︶1 創る ︽一
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くだく一くださる

くださ・る ﹇下﹈︵四・五︶39

ください ﹇▽ごめんください
クダサル

︽ーイ・

てあたふるに︑これには餌の時のや
下さる

うに集らず︒

下サル

モ見ルノデス︒

見セテクダサルイロイロナモノ

︿略﹀學校へかへりました︒

のお話をして下さいましてから︑

です︒

木をして下さったのださう

ださい︒﹂

おたちよりくださる・おまちくださ

かえしくださる・おさずけくださる・

スルト神様ハ﹁︿略﹀︒﹂ト
ヲシヘテ下サイマシタ︒

四202

八535園

下さい︒

﹁かくして下さい︒敵が追

此の爲替はほんのわっかで

す︒もう何所へも行って下さいます

﹁はい︑うれしうございま

﹁私にもっかせてみて下さ

すが︑何か好きな物を買って上げて

八473困

下さい︒

あなた方の村が五箇村の頭になって

八128園どうか今日から一年の間︑

七888囹 ﹁では水を一ぽい下さい︒﹂

つかけて來ます︒﹂

七884園

氣がすむやうにして下さい︒

七719囹どうぞ之を受取って︑私の

い︒

三178園﹁そのはこをかしてく 五891團 どうぞよろしく申して下さ

ーッ・ール︾﹇▽おあかしくださる・お

おちいさんが私のぶんにつぎ

四55これは私が生れた年︑

くださる

はくだきして︑歎息する彼の檬子は︑

あがりくださる・おいでくださる・お

十462 毎日焼いてはくだき︑焼いて

おくりくださる・おおせくださる・お

︽一

實に見る目もいたましい程であった︒

くだく

十463 毎日焼いてはくだき︑焼いて
﹇砕﹈︵下二 ︶ 1

はくだきして︑︿略﹀︒

くだ・く

る・おみせくださる︒おもどりくださ

十︸343図 月影のさゴなみにくだけ︑ る・おんおくりくださる︒おんさっし

ケ︾

くださる・おんしたてくださる・おん

くりをおぼんに一ぽい持って

︿略﹀︑とだなからうでた

漁火の波間に出没する夜景もまた一

しらせくださる・おんせわくださる・

四241

段の趣あり︒

す︒どうぞここへ追出して下さ

﹁しばってお目にかけま

さる・おんゆるしくださる・かけくだ

いませ︒﹂

四555園

來て下さいました︒

く

おんそなえくださる・おんつたえくだ

﹇砕果﹈︵下一︶1

だけ果てる

さる・ごあんしんくださる・ごじゅの

︽ーテ︾

くだけは・てる

うくださる・こちゅういくださる・ご

い︒﹂

な︒﹂

八919園
ぢさんが大手を廣げてとめて下さい

つて︑春子にはゑ葉書とリボン︑僕
には小刀とえんぴつをおみやげに下
さいました︒

其のいはれで︑戦孚の時︑
大きな手がらを立てた軍人に下さる

五201園

こづかひ

勲章に︑金の鶏をおつけになったの
だ︒

︿略V︑さっきの學校の小使

ゑ

ま

先生が拝殿にかけてある糟馬

さんが変ゆを持って來て下さいまし

五403
た︒

五407

叔父さんも相かはらず丈夫

あの方の小さい時分からのお話をし

九512 ︿略﹀︑おとうさんはく略﹀︑

うびを下さるのだ︒

が︑めいくの骨折に回して︑御ほ

れるのも︑土といふありがたいもの

九486困看官が出來るのも︑愛が取

下さい︒

で島々を廻ってみるから︑安心して

九36囲

も恐れ入ったことだ︒﹂

て教へて下さったのでせうか︒どう

八942園﹁先生︑私の娘にもあ＼し

ました︒

んで來ましたので︑︿略﹀︑よそのを

かへりみちに︑はなれ馬がと

もくだけ果てた王は︑我にもあらず

﹁ニイサン︑ミテクダサ

る・ごらんくださる

イ︒﹂

一372園

オトモヲ

﹁ニツポンーノキビダン 五168 海軍のをぢさんがお出でにな

モ

マ

﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナツ

ゴ︒﹂コツクダサイ︑

一493園
シマス︒﹂

一﹇506

﹁ヲヂサン︑コンヤ

テ︑ゴホウビヲタクサンクダサ
イマシタ︒

一一544圏

タカゲエヲシテ見セテクダサ
イ︒﹂

一一562園﹁ヲヂサン︑ハヤクセンド
コレデ︿略﹀︑センセイノ

ウサンヲ見セテクダサイ︒﹂
二63一

五146

十二723 怒と失望と後悔とに身も魂

くだける

ひょうぎくださる・ごほうちくださ

﹇砕﹈︵下一︶4

荒野の末にさまよひ出た︒
くだ・ける
︽ーケ・ーケル︾

六852 敵の船はこっぱみちんにくだ
けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま
つた︒

十251 船は二つにくだけて︑船尾の

︿略﹀︑最後は又急流の岩に

方は見るく大波にさらはれてしま
つた︒

十二購3

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調
に︑三人の心はもう驚と感激で一ぱ
い に な っ て ︑ ︿ 略 ＞Q
︿ 略 ﹀︑古の武士が玉とくだ

ける討死を無上の名器としたのがそ

十一一衙10

れである︒

〈だされる一くち
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て下さいました︒

ヲキリ出シ︑之ヲイカダ上組ミテ河

此ノ河ノ上流地方ヨリ木材

ヲ下スコトアリ︒

八201図

九732

﹁あれが北 上 川 だ ︒ ︿ 略 V ︒ ﹂ と

教へて下さった︒
びれる ︽ーレ︾

九908園 ﹁ねえさん︑どうぞ其の話 くたび・れる ﹇草臥﹈︵下一︶1 くた
を聞かせて下さい︒﹂
九973
くだもの

る︒

九659

下り給

翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ

九悩4

兵士たちはく略﹀︑今かく
馬はどれも赤張りきって︑

と命令の下るのを待ってるた︒

九鵬3

︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち
かまへてみた︒
こうはん

︿略﹀︑東霞へ下る路す

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

十一489図園

汽車は無人の境を曲折して

を見て︑其の意を得たれば︑︿略﹀︒

十一6110
下る︒

それより山を越え︑河を

のさかのぼる道を絶ってるるからで
ある︒

十二857図

蹄途一行は黒龍江を下り

下り︑湖を渡りてく略Vキチーに出
づ︒

十二876図

最後に博士は︿略﹀興味あ

て河口に達し︑海を航してノテトに
鶴れり︒

十二柵2

﹇口﹈︵名︶38

ナカヘオチテシマヒマシタ︒

二53ートノサマヤオトモノ人
ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ

大キナロヲアイテ︑ワ

ケニナリマシタ︒

ンワン︒

二552園

さをの先の矢車ががらがらと

二643 ナニカキカレマスト︑コ
ノロデハツキリコタヘマス︒

五213

ぶん風をのんで︑家のむねよりも高

鳴ると︑鯉が大きなロで︑思ふぞん

く尾を上げます︒

私のやくめは︑御承知の通り︑

匹は耳に手をあててゐます︒

五905

皆様が私のロへお入れになる郵便物

いかな日でも葉書の百枚や封

を大切にあづかってみて︑︿略﹀︒

書の三十通ぐらゐは︑私のロにはい

五911

らないことはありません︒

の外はきっと切手がはってあります︒

五918私の口にはいる物は︑はがき

五993囹熊が君の耳の所ヘロを持つ

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

粛軍は長四郎を大きな袋へ入

かまはく略﹀︑後の方に煙出

八877囹︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

のロを明けるのである︒

八311

けた︒

れて︑︿略V︑袋の口を封じて柱に掛

八183

所きらはず食ひつきました︑︿略﹀︒

口5あみぐち・ 六306 さうして虎の目・鼻・耳・ロ︑

だん
る話をして壇を下った︒

︿ち

ホエルト︑ロガアイテ︑

クハヘテヰタサカナハ︑川ノ

ニー54

まぐち・めとみみとくち・わるくち

とくち・ひとくちばなし・ふたくち・

ち・でぐち・とびぐち・はやくち・ひ

ぐち・かまぐち・かわぐち・でいりぐ

これから號令が雨のやうに下 いとぐち・いりくち・おちぐち・かど
甲板洗がすむと︑﹁縮員顔洗
へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の令が下る︒

九959圏下山の時には︑木の枝など
る人があります︒

を権にして︑此の雪漢．をすべって下

そり

下った虞に大きな瀧があって︑魚類

西行天皇の皇子日本武 十二522 これは奥入瀬川を十町測り 五371 一匹は目に︑一匹は口に︑一

やまとたけるの

﹇下﹈︵四︶1

︿略﹀︑いろいろな農産物に
くだもの
富んでゐます︒ことに野菜や果物が

八679国

︿略V︑岡田さんは高山植物や 十﹇856 手足が大分くたびれて來た︒ 十984図 敵骨張世子如何にもして之
くだもの
を降らしめんとし︑︿略﹀︒
﹇果物﹈︵名︶1 果物

雷鳥の絶葉書を︑たくさん出して見
せて下さいました︒

有名です︒

︽ーヒ︾

尊︑︿略V︑昏睡の方に下り給ひき︒

みこと

九910図

ふ

くだりたも・う

十2310囲 別封の給葉書も挙りに買つ
たのです︒市場の様子がよくわかる
から︑引合はせて見て下さい︒

十666園 ﹁お志は有難いが︑そんな
りっぱな鉢の木をたくのは︑どうぞ
止めて下さい︒﹂

︽ース︾

︿略﹀︑一家コトゴトクコレ

大川を下って行く舟の中はう
すら寒い︒

七95

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六478

コクキが出シテアリマシタ︒

四92 谷ソコノーケンヤニモ︑
川ヲ下ツテ行ク小サナ舟ニモ︑

降る ︽ーッ・iラ・ーリ・ール︾

十川9 先に立つたにさんが︑天略 くだ・る ﹇下﹈︵四・五︶16 下ル 下る
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂といって︑にいさん

﹀︒﹂と︑いろく説明して下さる︒
十佃5

にいさんは﹁︿略﹀︒﹂と教へ

は次の室へ案内して下さる︒
十悩7
て下さった︒

十一㎜6圏 翌朝貸してくれた人の家
に行って事情を述べ︑﹁桝しやうす
ることが出來ませんから︑其の代り

八207図

下ス

ニ乗リテ︑流目シタガヒテ下ル︒

に何か仕事をさせて下さい︒﹂と願

九6210

つた︒

﹁ まあ待って下さい︒﹂

十一一429園

十二751園 ﹁これはどなたであらう

な︒笑って下さるな︑どうも娘の
コーデリヤのやうに思はれてならぬ
が︒﹂

﹇ 下 ﹈ ︵ 四 ︶1

くだされる εこすいさっくだされる
くだ・す
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くちぐち一くちもと

さしぶりに蹄つた私に︑一口もロを
つ＼かこひぎはに集る︒

小さきロを開きて︑びよくと鳴き
︿略﹀︑其の壮観はとても筆や

ロにはっくされません︒
え

其の後転夜更けてうか〜

十一一121

これも逃しては大書と︑い

二555園

コレハトビ︑ロバシヲ

ゴランナサイ︒

六362

源氏の者どもは義纏をかばひ
ながら︑﹁捨てておしまひなさい︒﹂
﹁お捨てなさい︒﹂と口々に言ひます︒

大ぜいの人々がロ々に人夫を
呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七633

︿略﹀︒

五箇村の人々は各自分の村の
騎手に向って︑﹁ぜひ勝ってくれ︒﹂

八82

口ごも

口々

﹁負けたら村のはちになるぞ︒﹂﹁し
つかりやってくれ︒﹂などと︑

﹇口籠﹈︵五︶1

に勢をつけてみる︒

ります︒

烏ハ大キナコエデワル

王は尚あらぬ言葉を口走つ

︿略﹀︑﹁ぼちぼち﹂とよび

正太郎がおこって︑﹁ばか﹂

ち﹂と口まねをするものがあ

ますと︑向ふの方で︑﹁ぼちぽ

四305

くちまね ﹇口真似﹈︵名︶2 口まね

てはみたが︑︿略﹀︒

十二759

︽ーッ︾

︿ちばし・る ﹇口走﹈︵五︶1 口走る

るからに愛らしいものである︒

十542 ︿略﹀︑紅をさしたかと思はれ
はと
るやさしいくちばし︑︿略﹀︑鳩は見

クテ落着イテヰル目︑︿略﹀︒

キノ曲ツタ大キナクチバシ︑スルド

八481 第十三鷲 ︿略﹀︒︿略﹀︑サ

ツキマス︒

ロヲイヒ︑太イクチバシデツ

四366

トキドキヂメンヲツツキマス︒

︿略﹀︑キイロイクチバシデ︑

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん

三91
きやうだいはロを揃へてい

だ︒

十二449
つた︒

﹁此虜に居ます︒﹂

と叫びたくてたまらないが︑ロがき

ねぢは

けない︒

十二578

ひしゃくの口の向いてみる方へのば

打ちよせる大波︑打返すさか

様をなせり︒

十一5710

うっかり口をきいてしまつ

供に届いてみる︒

た︒

十一696

く

身には色目も見えぬ破れ衣

とには意志の強さが現れてみる︒

をまとひ︑︿略﹀︑きっと結んだ口も

十二価4

通りでない︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

中尉の固く結んだ口もと︑す

﹇口元﹈︵名︶2 口もと

といひますと︑又向ふで︑﹁ば

ベートーベンも我ながら鯨 四313

クチバシ

九悩6

︽一 ︿ちもと

はかなく露と

くちす

りだしぬけだと思ったらしく︑口ご

ロバシ

﹇噛﹈︵名︶5

其の名はくちせず︑

︿略﹀︑

﹇朽﹈︵サ変︶1

か﹂と口まねをします︒

ちばし

くちばし

諸葛孔明︒

しょかつこうめい

消えしかど︑

十一柵1図圃

セ︾

くち・す

もりながら︑コ貫はその︑︿略﹀︒﹂

十二3910

り

︿ちこも・る

ふかの口はもうほとんど子

ひ見れば︑今度はひぢを張り︑足を
ふ
のべ︑手を口に當てて鶴の臥したる

十一473図

ロに呑まれようとする︒

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の

十275

すぎて南神門を入れば︑︿略﹀︒

十19図水屋の水に手を清め口をす くちぐち ﹇口口﹈︵名︶3 口々

して行くと︑︿略﹀︒

二つの星を結びつけて︑其の線を︑

九8710園あの柄でない方の端にある

九297

きくことが出來ないのでございませ
う︒

八886囹 や︑ロをきいたぞ︒おとよ︑
お前はものが言へるやうになったの
か︒

八891園 ﹁先生︑どうして口がきけ
たんでせう︑指であひつもしないの
に︒﹂

八893園 ﹁指であひつをしたのは昔
のことで︑今は口を見せてものを言
はせます︒﹂

ありません︒ロの動き方を見てさと

八899園 ﹁いや︑聲が聞えるのでは
るのです︒﹂

よ せ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と大きな聲で言つ

八903 信吉は︿略﹀︑娘の耳にロを
たが︑︿略V︒

八909園 あなた︑此のお子が返事を
しないのは︑あなたのロが見えない
からです︒

ジョージは︑︿略﹀︑帽子を

シャベルでざくくかきま
ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに

十一擢2

ロを開いた︒

ぬいで恭しく敬満して︑さて静かに

十一伽6

いふ事があるか︒﹂

八916 おとよは信吉のロを︑中ま 十一699園 ﹁無言の行に口をきくと
でのぞきこむやうにしてみたが︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑はっ き り 答 へ た ︒

八995或時︑ロ・耳・目・手・足等
が申し合はせて︑胃に向っていひま
すには︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

さうしてそれ か ら 後 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

立ちのぼって︑目も口もあけられな

八㎜6

目は食物を見ても︑見ないふりをし︑

い︒

一端にロを起てて息を吹き
こむと︑ぷうつとふくれる︒

十一伽5

手は食物をロへ入れることを止め︑
︿略﹀︑中なるひよこどもは

足は食堂へ行くことを止めました︒
九135図

くつ一くに
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くつ ﹇靴﹈︵名︶3 クツ くつ 靴

三358 キモノノソデニモ︑タビ

﹇ ▽ こ お り ぐ つ ・ ご むぐつ

ニモ︑手ブクロ ニモ︑クツニモ
右左ガアリマス︒
ばとうくわんぜおん

七255 塚の前に馬頭観世音とほっ
た石が立ってるて︑其の前に時時新

くつがへ

僕がえんがはへ机を持出して︑

おさらひをはじめると︑二匹ともく

呉服屋の手代が︑︿略V︑墨画 八51

くつわ

馬はどれも皆張りきって︑く

﹇轡﹈︵名︶1

の年に︑父はくどうすけつね

にころされました︒

なかつくに・いずものくに・いせのく

くに ﹇国﹈︵名︶74 國﹇▽あしはらの

に・えっちゅうのくに・おくに・かが

のくに・かずさのくに・きたぐに・さ

に・でわのくに・とっくに・とっくに

つわをかんだり︑前がきをしたり︑

くつわ虫

がみのくに・しまぐに・しもつけのく

﹇工藤﹈︹人名︺6

くどう

四925くどうが東へ行けば︑兄

大將のお氣に入りで︑︿略﹀︒

四921 けれどもかたきのくどう
は︑みなもとのよりともといふ

くどう

くつわ虫がなきます︒

す︒

﹁天人のはごろもなら︑

︿略﹀︑

國の光がかがやき

テ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キ

國では初雪が降ったさうだ

日本の國には︑景色のよい所

五563

マス︒

道をてらしてくどうのやかた

四943

ね︒

六388圏

がたくさんありますが︑︿略﹀︒

兄弟はくどうのやかた

十郎が五つ︑五郎が三つ

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

カラフト

六485

六485 鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑︿略﹀︒

た＼かだ︒

ふみこんで見ると︑くどう 六391国田 こっちは國よりよほどあ

ふみこみました︒

四901

くどうすけつね

﹇工藤諸経﹈︹人名︺1

はよくね入って居ます︒

四953

へ

四951

へ向ひました︒

︿略V︑二人はたいまつで

四934 かたきのくどうもよりと コロ︑南ノ下田ラワタツテ來マス︒
ものおともをして行って居ま
五271 ︿略﹀︑ガンガソロくワタツ

五265 ︿略﹀︑ガンが北ノ國ヘカヘル

コロ︑︿略﹀︒

五265 ︿略﹀︑ガンが北ノ國ヘカヘル

まさる︒

月日とともに︑

五26韻大日本︑大日本︑

ん︒國のたからにいたします︒﹂

なほさらかへすことは出來ませ

三862園

三793 時時すずしい風が吹いて びと・みののくに・やまぐに︒わがく
來ると︑おもひ出したやうに
にだいいち・わがくにのもくざい

﹇轡虫﹈︵名︶1

頭をふり上げたりしながら︑︿略V︒

九鵬2

くつわ

つかれてみたものと見えて︑何時の

八389

屈する

つぬぎに手をついて︑︿略﹀︒

﹇屈﹈︵サ変︶1

間にか︑ぐっすりねこんでしまひま
した︒

くっ・する
︽ーセ︾

くつつ

くつわむし

通有も左のかたを射られたが︑
クツツク

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六821
︵五︶2

︽ーイ・ーク︾

根ノヤウナ所モ︑︿略﹀︒タぐ

ハナレナイヤウニ︑岩ナリ石ナリヘ

七877

く

︿略﹀︑色の青い元氣のなさ くっつ・く

しい馬のくつが上ってみる︒

︽ーラ︾

﹇覆﹈︵四︶1

さうな若い男が靴を縫ってみる︒

十二392

る

くつがえ・る

クツツクダケノ用ヲナスモノデ︑海
藻ハ養分ヲ其ノ膿ノ全面カラ吸取ル

︿略﹀︑波すさまじく荒れく

るひ︑御船少しも進まず︑今にもく

九104図

ノデアル︒

細長い管の一端を︑とけた

弟も東へ行き︑︿略﹀︑長い間

くつぬぎ

すきはありませんでした︒

つけねらひましたが︑手を出す
くっつける

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

︵下一︶1

︸たん沈んで

つかりとからだにくっつけまし
た︒

ぐっと
耕造は︿略﹀︑

︵副︶2

又浮上つた信作のえりを引つつかん
で︑ぐっと岸へ引上げた︒

僕はわり合にしっかりしてゐ

﹇沓脱﹈︵名︶1

る﹁本の董を握って︑ぐっと引張つ

九789
た︒

くつぬぎ

くどうすけつね

四394 するとたび人は︑風が吹
けば吹くほど︑ぐわいたうをし

︽ーケ︾

くっつ・ける

先に赤い玉がくっついてみる︒

十一旧5

つがへらんばかりなりき︒

くっきり ︵副︶1 くっきり
が鈴なりになってみる︒黒い程こい

すゴ

十二209 ︿略﹀黄金色に色づいた實

緑の葉の間から︑其の一つくが日

屈指

の色にはえてくっきりと浮出てみる
のが見える︒

﹇屈指﹈︵名︶2

八958図 名古屋市ハ我が國屈指ノ大

︿っし
都會ニシテ︑人口四十鯨萬アリ︒

︽一

八107

さて商責を始めると︑︿略﹀︑ぐっと

屈す

十年もた＼ぬ中に︑町でも屈指の財

九525囹

﹇屈﹈︵サ変︶！

産家となった︒

くっ・す

十一伽1図 然れども鐵眼少しも屈せ

セ︾

ぽ
ず︑再び募集に着手 し て ︿ 略 ﹀ ︒

ぐっすり ︵副︶1 ぐっすり

481
く」一くに

ダ︒

日本一の出來︒國はどこ︑又親の名

六536圏さてく︑此のたびの舞は
は何と申す︒

までにない大難であった︒

八805園

﹁縣や國の税も︑村の役場

れるが︑全く夕蝉米の足しまへを受
けぬわけには行かない︒

機械類は︑近年我が國でも盛
我が國は種々の品物を輸入し

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十871

︿略﹀輸入する︒

我が國ではほとんど産しないから︑

そう
支那の宋朝の末︑北方に元

総額は敷十億圓の多額で︑︿略﹀︒

十968図

といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑

﹁我︑國を救ふことあた

宋の領地ををかし＼かば︑︿略﹀︒

十986図囹

はず︒いづくんぞ人をいざなひてそ
︿略﹀︑ガラス屋根を通して來

むかしめんや︒﹂

十棚2

るやはらかい日の光︑まるで春の國
に居るやうだ︒

我が國に遊べる西洋人は

私も實は我が國の古代精

此の瀬戸内海の風景を賞して︑︿略V

十一351図
といへり︒

十一751園

神を知りたいといふ希望から︑古事
有名な古事記傳といふ大著

記を研究しようとしたが︑︿略﹀︒

十一772

述は此の研究の結果で︑我が國文學
の上に不滅の光を放ってるる︒

今では世界各國︑貨幣・紙
幣を用ひない國はないのである︒

十一797

いで︑軍艦に乗組みて︑

我は護らん︑海の國︒

十一833図圏

あし

しよく

帝の

いしずゑ固めし蜀漢

漢中尊はおごそかに

我が國の地方自治士長には︑

これ世に鐵眼版と構せら

おのが治むる國はいかに

おとらぬ國となす

﹁大神の勅にいはく︑

勿論今日我が國にて嚢行

我が國に産する木材は其

要の多きこと我が國の木材中第一位

十二465落磐に杉は︿略﹀︑其の需

の種類頗る多し︒

十二458図

一がいには言難けれども︑︿略﹀︒

せらる﹂新聞中にも大小種種ありて︑

十ニー56図

現れたるは維新前後にして︑︿略﹀︒

十一一154図 我が國にてか＼る新聞の
ゐ

てまつり給ふや如何に︒﹂

しめすべし︒﹄と︒快く此の國をた

﹃此の葦原の中つ國は皇孫之をしろ

十二64図圏

よしもがな︒

てて︑とつ國に

十二27高明よきを取りあしきを捨

と︒

ふかな︑

十日ー4餌鳥古のふみ見るたびに思

事なりとす︒

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

る＼ものにして︑一切纏の暫く我が

十﹇㎜4図

府・縣・市・町・村の別がある︒

十一佃3

位をふませ給ひぬ︒

の國︑

十一皿3図囲

さ我が國の十三倍もこれあり︑︿略﹀︒

名古屋市座我が國屈指ノ大 十869 又毛織物の原料になる羊毛は︑ 十一鵬2國国恥のブラジル國は︑廣

へ納めれば︑よいのですか︒﹂

八958図

それに此の邊︼帯の島々は

都會ニシテ︑人口四十饒萬アリ︒

︿略﹀︒

十875

てるるばかりでなく︑︿略﹀輸出す

九810國

校をそここ㌦に立てたので︑子供等

終には國を立ちのかねばならぬやう

最近における我が國の輸出入

ることもなかなか多い︒

になった︒

一心に學問を

雪渓が冬の世界ならば︑此

マケドニヤといふ小さな國の

我々が今日生活して行くには︑

米は我が國でずるぶん多くと

十887

はなかく上手に日本語を話します︒

︿略﹀︑殊に近年我が國で學

我が國の支配に属してみるので︑

六837 實に我が國にとっては︑これ 九44囲
六894園 印度の國はいたってあっう
ございますので︑︿略﹀︒

七278 我が國の馬は西洋諸國の馬に
く ら べ る と ︑ せ い も 低く︑︿略﹀︒

金をあづかって︑此の財布に入れて

七712園 く略V︑仲間の者が國へ送る 九238園 ︿略﹀︑役人ににくまれて︑
來たのでございます ︒

の爲につくすといふお考は︑どなた

七715長家ぶくろの方は私どものだ 九259園 ︿略﹀︑ 一すぢに國の爲︑民
も皆同じ事で︑︿略﹀︒

十866

足らない︒

我が國で出來る品物ばかりでは用が

十861

の名は︑程なく國の内外に傳はつた︒

︿略﹀グレース︑ダーリング

王子と生れ︑︿略﹀︒

十77

にわたれり︒

する限りを蓋くし︑産地は日本無論

十63図囹種類は大てい我が國に産

所は春の國でせう︒

九967囹

はげむがよい︒

國へ蹄らずに︑︿略V︑

それにはわたしが死んでも

んなが國へおやりになる金ですが︑

カンコウ

九274園

︿略V︒

︿略﹀︑我が國ノ

て︑其の金をまちがひなくとゴける

七755囹 紀州の男は急いで國へ錦つ
やうに致せ︒

揚子江ハ

ヤウ ス カウ

八194図

ンヤンハイ

最南端ヨリ最北端二心ル長サヨリモ
長シ︒

八221図 又沿岸ニハ上海・漢口等
アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

八574図圃 國に母をや残すらん︑
彼のまぶたにつゆありき︒

の税です︒

八795園 一枚は縣の税で︑一枚は國 十292

納税告知書としてあります◎

八798園 それからこれは國の税で︑

の税もみんな大事な も の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八802園 國の税は勿論︑縣の税も村

くにお一くび
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我が國が世界無比の腰髄を

うな事にならぬとは決して申されま
せぬ︒

にあり︒

十二494図 松に至りては産地極めて
十二麗7

十二鵬8

随って國民は國の誇を七つ

へられるやうになったのは︑︿略﹀︒

し來って︑今や世界五大國の一に敷

有し︑三千年の光輝ある歴史を展開

廣くして︑︿略﹀︑其 の 幽 豆 官 田 な る こ と

我が國の木材中の首位を占む︒

十二511 我が國の湖沼中島の湖より
深いものは秋田縣の田澤湖だけであ
る︒

︿略﹀︒

其の上白が國の美しい風景
今日我が國が列強の間に立

つて世界的の地歩を占めた以上︑

十二燭1

や温和な氣候は︑︿略﹀︒

十二悩3

十二6010図今我が國を始め主なる諸 けられたことがなく︑︿略﹀︒
外國の國旗に就いて述べん︒

ゑがける我が國の國旗は︑最もよく

十一一612図 雪白の地に紅の日の丸を
我 が 國 號 に か な ひ ︑︿略﹀︒

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十二637図 國旗の色彩が其の國の人
くにお ﹇▽おのだくにお

國々

そこで此の父も︑︿略﹀︑

﹇国国﹈︵名︶4

︿略V︑わっか十敷年の間に四

頃しも鎌倉より︑勢そろへ

國々にして︑國旗の制定せられざる

十二236

即ち一人の貿易商が外人の

信用を失ふやうな事をすれば︑忽ち

﹇国太郎﹈︹話手︺1

國太

國全艦の商品の信用に關評して︑
︿略﹀︒

郎

くにたろう

國太

土ハに薪炭材として重要なるものなり︒

配る

︽ ッ︾

村の西にくぬぎ林がある︒

くぬぎばやし ﹇櫟林﹈︵名︶1 くぬぎ

七229

林

くねる ﹇▽まがりくねる

くばり ﹇▽なえくばり

おしまひの一日には︑小豆や

﹇配﹈︵五︶1

所へも配った︒

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

八552

四477﹁ちりつもって山となくば・る
﹇国太郎﹈︹人名︺2

る︒﹂國太郎﹁はい︒﹂

郎

くにたろう

くぬぎ

今其の主要なるものを暴
かしは又なら・くぬぎと

﹁そんな大きな池がいるだら

草野の次郎の如きは夜雨の船

武田方が之を見て︑聲をあげ

を取ってさし上げた︒

へして︑彦六を組みしき︑手早く首

て喜ぶと︑與五左衛門は忽ちはねか

七483

の船に火をかけて引上げた︒

におしょせて︑首二十﹁取って︑敵

六811

あったといふが︑︿略V︒

うか︒﹂と言って︑首をひねる者も

五721

ちりちりならし︑︿略V︒

三115韻 うちの子ねこは かは
いい子ねこ︑ くびのこすずを

ちりちりならし︑︿略﹀︒

三107翻 うちの子ねこは かは
いい子ねこ︑ くびのこすずを

ガキコ旧主ラ︑︿略﹀︒

一一286園 大キナスズヲネコノ
クビニツケテオイテ︑ソノオト

ハサミキリマシタ︒

四471 よみ手はおちいさんで︑ くび﹇首﹈︵名︶23クビくび首
一196 コガニガサルノクビヲ

取手はみよ子ちよ子國太郎音

二郎の四人と︑︿略﹀︒

四508 道子が十二まい︑みよ子
が十まい︑國太郎が九まい︑

﹇櫟﹈︵名︶7

︿略﹀︑友一はたった二まいでし
た︒

︿ぬぎ

四101圏 ならやくぬぎの はは
黄にそまり︑ 廣いたんぼに
黄色なのはならやくぬぎで︑

北風あれる︒

八14

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒

炭に焼く木は︑主にならとく
ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ

八322

今日一國家を形成する 八2図 くぬぎ
所なし︒

十二608図

の沙汰俄に節々に傳はりぬ︒

十709図

のない大國を建設した英雄である︒

方の四々を征服して︑當時世界に類

十了8

出來るだけは骨折つたつもりである︒

國々の實地を調べ︑本もあらはし︑

九235圏

林業が二回の探検により くにぐに

て︑︿略﹀︑此の地方の事情も始めて

十一一881図
我が國に知らる＼に至れり︒

十二8910 これ等の命令も國の規則で
あって︑喪い意味でいふ場A口にはや
は り 法 律 で あ る か ら︑︿略﹀︒

を高めることにつとめなければなら

十二906 我々は常に︿略﹀國の品位
ぬ︒

みたマガダ白金は︑︿略﹀︑自分の國

十二937 かねて繹迦の徳をしたって
をゆづらうとまで申 し 出 た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

い︒

十一一488図

ぐれば︑杉・︿略﹀・くぬぎ等なり︒

十二4510図

いエ
カよエし

今や繹迦は衆星の中の忌月 八322 ︿略﹀︑くぬぎの炭の方が火持

國中

くにじゅう

十二974

﹇国中﹈︵名︶1

︿略﹀︑急流や疋布に富んで

十二佃6

みる我が國では︑將來導く水力電氣

の如く國中から仰がれる身となった
國全

が︑︿略V︒

﹇国全体﹈︵名︶1

の利用をはからなければならぬこと

くにぜんたい

を力説した︒
︿略﹀ ︑ 日 本 全 國 に の し を

つけてどこぞの國へやってしまふや

十一一伽6園

483
くびすじ一くま

をふまへて︑首をすゑ︑むねを張り︑

七724 どうぞ之を受取って︑私の氣 九155図 ︿略﹀︑をんどりは箱のふち
が す む や う に し て 下さい︒︿略﹀︒﹂

今やときをつくらんとする様なり︒

ばんじん

人夫は之を聞いて︑首をふりました︒

をなでたりしてみるのもあります︒

豆やにんじんをやったり︑くびや背

八223 塁湾の蕃人には︑お祭に人の 十199団中には︑︿略﹀︑泣きながら
首を取って供へる風がありますが︑
︿略﹀︒

に入りぬ︒

二283囹

法を工夫し︑燃料を研究し︑火の熱

人は生活上の必要から獲火

と光とをあらゆる方面に利用するこ

十一685

ヨイクフウガアリマス︒ 事をする︒

︿略﹀︑海ヲワタルクフウヲシ

四124島ニヰタ白ウサギガ︑
テヰマシタ︒

タ︒

ワツテ︑二二クベテシマヒマシ

二472又オコツテ︑ソノウスヲ

ベ︾

とを考へて來た︒
村の人々は︿略﹀︑さうでも
しなければ︑外に村のさかえる工夫 く・べる ﹇焼﹈︵下一︶一 クベル ︽一

五701

したといふことだ︒

八233 ちやうど蕃人が︑其の前の年 十一316図正國の首は終に清正の手 はあるまいといふので︑みんな賛成
に取った首が四十飴ありましたので︑

﹁もくろみが悪い︒﹂﹁工夫
がたりない︒﹂

五731囹

十461

リンカーンは︿略﹀︑鬼の

首でも取った氣になって一心に止血

十一996
けた︒

それをしまって置か せ て ︑ 甘 ハ の 後 の

お祭には︑毎年其の首を一つづつ供

ふと見ると︑ついそばの木 も︑目ざす柿の色の美しさは出て來

きのこのむらがって出るのも︑

ろがり合ふのも今である︒

しひの實が落ちて︑くぼたまりにこ

八31

り

しかしいくら工夫をこらして くぼたまり ﹇凹溜﹈︵名︶1 くぼたま

へさせました︒

十二214

ない︒

︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎

の下では︑かごを首に掛けた二一二人

八235
年越の首を一つづつ供へさせました︒

工夫にばかり心をうばはれて

︽ーシ︾

くれました︒

くま ﹇熊﹈︵名︶5 鱗

二人の者が山の中を通ると︑

熊が出て來ました︒

くま

五977

ま・こぐま・ほっきょくぐま

熊﹇▽おおく

言って︑栗林の下のくぼ地を教へて

か︒﹂とたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と

に︑しめちの出る所はありません

六181

彼は此の後も尚研究に研究を くぼち ﹇凹地﹈︵名︶1 くぼ地
にいさんがく略﹀︑﹁此の近く

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十466

てるる︒

の男が︑器用な手つきで蜜柑を採つ

て︑もう供へる首がなくなりました︒

八238 四十齢年はいつの間にか過ぎ

十499

︿略﹀︑工夫に工夫を積んで︑

重ね︑工夫に工夫を積んで︑︿略﹀︒
十499

中尉はひらりと北風にまたが

つて︑齪れてるたたてがみをそろへ︑

それで金属を用ひることを

たのである︒

らして︑遂に今のやうな貨幣を造つ

思ひつき︑形の上に種々の工夫をこ

十一793

︿略﹀︒

北風は︑主人の手がかうして

﹇首取﹈︵名︶！

つたから︑︿略﹀︒

くびとり

うする

熊が曾て︑からだ中かぎまは

五992園

ひました︒

熊が君の耳の所へ口を持つ

つたのでせう︑其のまま行ってしま

しましたが︑ほんたうの死人だと思

五985

聞いてみたか︑らでございます︒

﹁日本一の事をくふうし 五983 熊は死人には手を着けないと

工夫する

呉鳳は導入になった時から︑ くふう・する ﹇工夫﹈︵サ変︶4 くふ

五461囹

長い間か㌧らなくても︑工夫
して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

八826

もっと工夫してごらん︒﹂

さうていねいにいはなくてもよい︒

七穐7園

た︒﹂

どうかして首取の悪風を止めさせた
n▽みくびる

﹁コノゴロナカマノモノ

﹁それでもよいが︑電報は

いものだと思ひました︒

八231

墨取

くびすぢにさはるのが何より好きだ

半価6

くびすぢを輕くた﹂きながら︑︿略﹀︒

糸価1

八239 そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首 くびすじ ﹇首筋﹈︵名︶2 くびすぢ
を取ることを許してくれといって出
ました︒

八246園 ﹁それ程首がほしいなら︑
︿略﹀︒﹂

明日の近頃︑赤い帽子をかぶって︑

八248園 ﹁それ一首がほしいなら︑

赤い着物を着て︑此所を通る者の首
を取れ︒﹂

すぐに其の人を殺して︑首を取りま

︿びる

八256 待ちかまへてみた蕃人どもは︑
した︒

カ︒﹂

ガ︑ネコニトラレテコマルガ︑
ナニカヨイクフウハアルマイ

二273囹

八257 見ると︑それは呉鳳の首でご くふう ﹇工夫﹈︵名︶10 クフウ 工夫
ざいました︒

八263 さて蕃人どもは︑呉鳳を神に
まつって︑其の前で︑此の後は決し
て人の首を取らぬとちかひました︒

くまい一くも

484

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒
九915園 おかあさんのカリストは︑

大そう美しい人だつたので︑ジュ
ノーといふ神様がそれをねたんで︑

九まい

とうとうカリストを熊にしてしまひ
﹇九枚﹈︵名︶1

ました︒

くまい

熊襲

︽ーク︾

度︑

ぐみ

に間がすいて︿略﹀︒

︽ース︾

よって明日たがひに勇士を

正國も槍を合はせ︑

﹇組方﹈︵名︶一

十814

クミカタ

へ汲出す爲で︑こんな大きなポンプ

組み

を備へ附けてみる慮は︑世界でも珍

︽ーセ︾

﹇組伏﹈︵下︸︶1

しいさうです︒

ふせる

ました︒

先づ谷川のほとりに三千人の

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

六925

二日たっても三日たっても汲

ないやうにした︒

六931

マリーが大急ぎでコップに水

みに來ない︒

七89一

と
下士官が︑甲板の吐水口から

を汲んで來ました︒

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

九653

組ム 組む

二人はたがひに馬を乗りよせ

︽ーミ︾←のりくむ

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑爾

七477

此ノ河ノ上流地方ヨリ木材

馬の間にどうと落ちた︒

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

八201図

ヲ下スコトアリ︒

印刷部にては直に所要の

みたるま＼ころくと轄び一つるこ

十一314図 ︿略﹀︑二人はしっかと組

と三十間許︒

丑﹀なみだぐむ

りて校正部に廻す︒

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷

十ニー75図

ぐむ

︿略V︑與左衛門は忽ちはねか

﹇組敷﹈︵五︶1

ヤツテゴランナサイ︒
くみし・く
︽ーキ︾

七482

組みしく

ニ566園 コレカラユビノクミカ く流すと︑︿略﹀︒
タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ く・む ﹇組﹈︵四・五︶4

︿みかた

げ︑﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

︿略﹀︑俄に槍を投捨てて大手をひろ

十一302図園

は︒

方のものが川中島を取ることにして

一人つつ出して組討をさせ︑勝つた

七463園

船内くまなくたつぬる三 くみうち ﹇組討﹈︵名︶2 組打 組討

呼べど答へず︑さがせど見え

八981図圃
ず︑︿略﹀︒

熊のさ＼

熊のさ〜やき

︹課名︺2

二十五

くまのささやき
やき

五目13

﹇胡頽子﹈︵名︶4

松山の入口で︑赤くなってゐ
にいさんに注意され

僕がぐみをたべてみる間に︑

にいさんは初茸を五六本取ったやう

へして︑彦六を組みしき︑手早く首

士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清

なたや鎌などでつる草を彿

正やがて正國をねぢ伏せたり︒

十一389

ひ︑下枝を伐落して行くと︑今まで
古方の枝と枝と組合ってみたのが急

た︒

く・む

ミ・ーン︾

くむ

汲む

︽一

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ

五547

喜んで︑それからは毎日其の

﹇汲﹈︵五︶5

くも・ちぎれぐも

ノ上︒

二697圃ズンズンアガル︑

つて︑雲一つありません︒

三785 空は水のやうにすみき

クモ

十﹁303図直に組合ひたる二人の勇 七479 彦六が與五左衛門を組みふせ くも ﹇雲﹈︵名︶1一 クモ 雲5しら

︽ーッ・ーヒ︾

これは炭坑内の地下水を坑外

﹁あ﹂︑それは紅茸だ︒毒 くみだ・す ﹇汲出﹈︵五︶1 汲出す

を取ってさし上げた︒

ない︒﹂

だよ︒其の手でぐみをたべてはいけ

六154圏

でした︒

六祠8

ました︒

な枝を︒﹂と︑

たぐみを一枝折ると︑﹁そんな大き

六145

ぐみ

くみ・よくみ

四508 道子が十二まい︑みよ子 五976 二十五 熊のさ〜やき
が十まい︑國太郎が九まい︑
くみ ﹇▽てっぽうぐみ・ひとくみ・ふた
︿略﹀でした︒

くまそ

くまそ
﹇熊襲﹈︵名︶2 熊襲
くまそ

るといふ者があって︑天皇のおほせ

五412 昔熊襲のかしらに川上のたけ
にしたがひませんでした︒

だけあって︑﹁しばらくお待ち下さ

五438 ︿略﹀︑たけるも熊襲のかしら

﹇熊襲征伐﹈︹課名︺2

い︒申したいことがあります︒﹂と
いひました︒

熊襲征伐

︿まそせいばつ

五目12 十一 熊襲征伐

義纏のかぶとに引っかけようとしま

くまなし

くみあ・う ﹇組合﹈︵四・五︶2 組合ふ くみふ・せる

五411 十一 熊襲征伐
六
157 僕はびっくりして︑ぐみも紅
くまで
くまで ﹇熊手﹈︵名︶3 熊手熊手
茸も地面へなげつけました︒
くまで
六355 敵は船の中から熊手を出して︑くみあい 3さんぎょうくみあい
す︒

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六364 それでも義纏は︑太刀で熊手
げました︒

くまで

﹇隈無﹈︵形︶1

もしろいやうにあさりが出た︒

七119 小さい熊手で砂をかくと︑お
くまな・し

485
くも一くらい

し︑︿略﹀︒

日は雲のあひだからや

水兵はくもの子を散らすやう

板洗を始める︒

クルクル

クモノスニカカリ︑

に泣くと︑︿略V︒

﹇悔﹈︵上二︶1

悔ゆ

︽iイ︾

乱政は勝ってかぶとのを

﹇倉﹈︵名︶1

くら

︿略﹀︑にはとりよりさき

﹇鞍﹈︵名︶2

げて行きます︒
くら

北風は︑主人の盟がくらの上

くら

くら

﹇暗﹈﹇▽まっくら

﹇競﹈﹇▽およぎくら・はしりくら

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九佃10

くやしが

︿略﹀︒

︿略﹀︑足のふみばもないくら

ゐでした︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

七704囹あなたから一文でももらふ

暑さも年中此のくらみのも

て來はしません︒

九310国

又季節ニヨツテカハルクラヰ

のださうで︑︿略﹀︒

デナク︑何時デモマハリノ物ノ色ガ

九176

カバレバ︑間モナクソレト似タ色ニ

カハルモノモアル︒

十784団

面白いのは︑三日四日績い

く略V︑大分長くなりました

みの間暖さが績くといふやうに︑

て寒ければ︑其の次には又其のくら

︿略﹀︒

から︑今日は此のくらみにして置き

十791囲

ます︒

十一376囹今に御らん︑此のくらみ

に立って渡ったのです︒

く略V︑宋軍到る慮に敗れ︑ 十951園 僕は ︿略﹀︑何此のくらみ
の事がこはいものかと︑自分から先

皇帝・皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

十978図

ごくたまにしか降りません︒

四673 ︿略﹀︑みんなが馬のくら 十775囲 ︿略﹀︑よくも巧くと思ふく
らみの天引績きで︑雨といふものは
をたたいてよろこびました︒

くら

に︑すずめがくらのやねへに

四253

くら

やみの中を退却しはじめたり︒

きやく

をしめざりし油噺を悔いつ＼︑俄に

十一268図

く・ゆ

に八方へ散って︑︿略V分隊毎に甲 くやみ ﹇▽おんくやみもうしあぐ

三805間あたまを雲の上に出 九649
四396

マハツテ︑

トンデキタ木ノハ︑

さしいかほを出して︑あたたか ︿ものす ﹇蜘蛛巣﹈︵名︶2 クモノス
くものす
な光をおくりました︒
五605圏森も小山も下に見て︑向 二225團ドコカラキタノカ︑
ふの田から大空の 雲までとゴく弓
のなり︒

天じゃうをはらふ︑たたみ

をたたく︑ひさしうらのくも

五621圏雨のはれ間にちよつと出て︑ ︿略﹀︒
四432
用ありさうに天と地の 遠きをつ

曇

のすを取る︑︿略﹀︒
﹇曇﹈︵名︶1

四月二十五日

くやしい

曇

なぐ雲の上︒
くもり

五155

﹇悔﹈︵形︶1

水曜

七929 何だか少しむし暑いやうだが︑

空には雲もなくて︑まことによく晴
れてるた︒

れ︒﹂

くやしが・る ﹇悔﹈
る ︽ーッ︾

しよく

正成は此の旗を城門に立てて︑ こ＼において皇兄位をつぐ︒

︵五︶−

四904園 ﹁何といふくやしい事 くらい ﹇位﹈︵名︶3 位
十78 マケドニヤといふ小さな國の
だらう︒お前たちが大きくなつ
王子と生れ︑二十一で位につき︑
たら︑此のかたきを取っておく

︽ーイ︾

くやしい

九951囹 雲や霧がわいたかと思へば くもる ﹇▽かきくもる

て︑︿略﹀︒

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

十二92図折から日は地平線に近づ
きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ
いふばかりなし︒

十二581 其の時︑今まで雲の中に居
た太陽が顔を出したので︑日光が店
一ぽいにさし込んで來た︒

せつ
十二958 其の刹那︑彼は迷の雲がか 六937

離して植ゑても︑十五六年目には間

いしずゑ固めし蜀漢
さんぐに賊を悪口させた︒賊が之

十一鯉5図無

らりと晴れて︑はっきりとまことの

伐をしなければならないやうになる

漢中言はおごそかに 帝の

の國︑

くらみ

十一405 ︿略﹀︑一番早く伐るとして

クラヰ

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

︵副助︶14

三228どちらもたいていおなじ

から︒

を聞いて︑くやしがって攻めよせる
くも

道を悟り得た︒

クモ

位をふませ給ひぬ︒

﹇蜘蛛﹈︵名︶2

よりのぶ

の年になってみるわけだ︒

をぢさんのうちでは︑ 十一781 我々は殆ど貨幣・紙幣なく

くらみで︑かちまけはありませ

四226

んでした︒

︿らい

と︑︿略﹀︒

くも

き

︿やしなき ﹇悔泣﹈︵名︶1 くやし泣
二231旧く略V︑トンデキタ木ノ

ハ︑ クルクルマハツテ︑ クモ

︿略﹀︑其の子頼宣は戦が始つ
たと聞いて︑先陣へかけつけたが︑

八151

もう闇に合はなかった︒くやし泣き

ノスニカカリ︑ カゼ ニフカレ

シカトヨツテクル︒

テ︑ ヒラヒラスレバ︑ クモハム

くらい一くらし

486

して一日も生活することは出來ぬと
いってもよいくらゐである︒

︽ ーイ・ーク︾﹇▽うす

んく暗くなり︑今にも消えさうに
なった︒

暗い箱の中にしまひ込まれ

︵副助︶23

るい庭へ出された︒

ぐらい

ぐらゐ

大人の頭ぐらみの實がす〜なりにな

此の間も十ぐらみの少女が

ってゐます︒

九92団

したがって二百十日も太

陽暦なら大がい九月﹁日で︑ちがつ

十一938園

ても﹁日ぐらみのものだが︑︿略﹀︒

し居るを見ては︑︿略﹀︒

﹁君が代﹂をうたってゐました︒
十一搦2㈱囲殊に日本人の小學校あ
︿略V木立も︑まだ若葉だけ りて︑御前たちぐらみの子供が通學

九322

に︑下草まで見えるぐらゐ明るい︒

來の貯金と主人からもらった金を資

暗さは暗し︑道はなし︑平家

谷へ︑なだれをうって落ちました︒

方はにげ場がなくて︑後のくりから

六251

くらさ ﹇暗﹈︵名︶1 暗さ

くと浮いてみる︒

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

十一8410 ふと見ると︑さしわたし⊥ハ

いかな日でも葉書の百枚や封 九521日目略V︑三十ぐらみの時︑年
くらげ ﹇水母﹈︵名︶1 くらげ
本にして︑小さい米屋を始めた︒

大人の握りこぶし程の大きな

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

九794

のもあれば︑雀の卵ぐらみなかはい

二三日ひどく寒かったので︑

湖の氷が大へんあつくなった︒一尺

らしいのもあるが︑︿略V︒

ういふ仕事になると︑あなた方の半

山から薪を取って來て︑それ

を士買って︑くらしを立ててゐました︒

五532

其のおかあさんらしい人が︑︿略﹀︑

日のくらしにこまるやうなこともあ

年のより

人々物を出し合

一年と過ぎ二年とたつうちに︑

其の日の暮しにも困るやうになった︒

十468

ひて︑ 樂なくらしにかへてやる︒

しがあはれさに︑

七964図心く略V小使の

りますが︑︿略V︒
ります︒

十571

トルの虞を往復して食事するぐらゐ
︿略V︑さすがの鯨も次第に弱

は何でも無い︒

十価7

つて︑船から五十メートルぐらみの
庭まで引寄せられた︒

使ひみちによって︑三十年
目から五六十年目ぐらみの間に伐る

十︸404

︿略﹀︑二間幅ぐらみに耕さ

のださうだから︑︿略﹀︒

れて行く︒

十︸643

暗さは暗し︑道はなし︑平家

らだにまきつきたり︒

へび
り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか

七304図︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ

方はにげ場がなくて︑︿略﹀︒

六251

シ︾

くら・し ﹇暗﹈︵形︶2 暗し ︽ーキ・

鳩はく略V︑四五十キロメー

くびや背をなでたりしてみるのもあ

十192国中には︑君ぐらみの子供や︑ 七731園 ︿略﹀︑どうかすると︑其の

︿略﹀︒

くらし ﹇暮﹈︵名︶4 くらし 暮し

大連の貿易高は横濱や神戸 十1310園 私どもの若い時分には︑か

よりは少し下で︑馬てい大阪ぐらゐ

マッチはちょっとした物で︑
︻包十箱が十銭ぐらゐで

十178國廣さは二町四方ぐらゐで︑

だといひます︒

︿略﹀︑岸二曹イ淺イ所カラニ

かまはさしわたしが一面ぐら

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略﹀︒

八307

生エテヰル︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七852

分ぐらみしか働きませんでした︒

七388團

ぐらゐもあらう︒

六775

らないことはありません︒

五911

グラヰ

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︑明

十二445 ︿略V︑唯ぼうっとして︑ひ 十二527
︿略﹀︑ 日 に や け 仕 事 に や つ

き終ったのも氣附かぬくらみ︒
十一一価3

れて年の頃もよくわからぬくらゐで
あるが︑きっと結んだ口もとには意
志の強さが現れてみる︒

暗い

くら・い ﹇暗﹈︵形︶9 クライ くら
暗イ

ぐらい・ほのぐらい

い

ニー93 コチラノクライモリノ
中口ミエルノハ︑ドコノウチ
ノアカリデセウ︒
三542園 兄﹁こんなくらいばんに
かぞへないで︑ひるかぞへるが
よい︒﹂

三768 ソコデカウモリハ︿略﹀︑

クラクナツテカラ空ヲトビマ
ハルヤウニナツタトイヒマス︒

八高8

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略V︒

七498︿略V︑毎朝暗イウチカラ︑弟 八308 かまはさしわたしが一葉ぐら
子ヲ相手二丁ツツチノ音が聞エマシ
タ︒

七586園 長夜はいくら暗くても︑星

買はれる︒
かりに造れたとしても︑それ

債も安く︑

い︒

うかるのである︒

鏡ぐらゐで費っても︑さうおうにま

したがって一包のマッチを十

を十銭ぐらゐで費ってはまうかるま

八脳4

が出てみれば︑それにたよって方角
を 知 る こ と も 出 來 るし︑︿略﹀︒

十572 又暗い時の飛行に馴れさせて︑
夜間に使ふ事も出亘 る し ︑ ︿ 略 V ︒

に起きて︑受持の木に此の切付をし

十一5210 ゴム園の人は毎朝暗いうち 八欄2
て廻る︒

十﹁694 夜が更けるにつれて燈がだ 九56國 ︿略﹀︑其の葉の根本には︑

487

くらしむき

﹇回向﹈︵名︶1

なもので︑︿略﹀︒

︵五 ︶ 3

暮し向

くらす

暮す

十一959 一家の暮し向は誠にあはれ

﹇暮﹈

︽ーシ・ース︾﹇▽あそびくらす

くら・す

してみたい︒﹂

五291園 ﹁こんなしっかな所でくら
五306圏 つりも下酒るし︑およぎも
出來て︑ あつい夏でもすゴしくく
らす︒

ーベレ︾且vおもいくらべる・みくらべ
る

三227 又とりはじめて︑二人は
たくさんとってからくらべてみ
ました︒

一164
一173

タ︒

﹁來春までも︒﹂と驚けば︑

﹁來春まではか﹂るだら

残ラズ取レテ︑︿略﹀︒

十914

幾度もくりかへしてみる中に︑

﹁來春までは︒﹂とくりかへす︒

う︒﹂

九839図圃

クリモキイテオコリマシ
クリガトビツキマシタ︒

ガタクサンアリマス︒

二202園コノ山ニハ︑クリノ木

らく言へるやうになった︒

織になってみるのは︑︿略﹀︒

おばあさんはく略﹀︑とだな 十一214 かういふ風に︑三回くりか
へして裁判してもらふ事の出來る組

もので︑此のごろは栗の花がたくさ

人をしのびつ＼︒

つのをだまきくりかへし

かへしし

十二271図幽若宮堂の舞の袖︑し

つた︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂とくり返すばかりであ

四262︿略﹀︑いただいたくりを 十一湘⁝10 しかしジョージは依然とし

一ぽい持って來て下さいました︒

からうでたくりをおぼんに

四238

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

﹁オマヘノナカマトワ 二204園ユフベカゼガブイ碧天 太郎は生変生米生卵︒と︑早口にす

タシノナカマト︑ドツチが多

四128園
イカ︑クラベテミヨウ︒﹂
我が國の馬は西洋諸國の馬に
たいかく
くらべると︑せいも低く︑戸戸もお

七278
とってみたが︑︿略﹀︒

持ってかへりました︒

八三2園 こんなわけですから︑これ
七844

︿略﹀︑象ヲ混入クラベルト︑

から後は互に親しみ合って暮しませ

五287

十888

イモ

んさいてゐます︒

栗

六目9

第六

くりから谷

八27

くり

くりから谷

前の額に比べると︑實に十敷倍であ

ぬぎ等なり︒

︿略﹀︒

暗さは暗し︑道はなし︑平家

︿略﹀︑ずるぶん深いくりから

谷が︑平家の人馬で埋まりました︒

六256

谷へ︑なだれをうって落ちました︒

方はにげ場がなくて︑後のくりから

六252

くりから谷

くりからだに ﹇倶利迦羅谷﹈︹地名︺2

六662二三返クリカヘシタラ︑釘ハ

シ・ース︾

つな

もりにつけた長い綱はぐんぐ

り出された︒

ん引張られて︑三百メートル許もく

十梱7

︽ーサ︾

くりだ・す ﹇繰出﹈︵五︶1 くり出す

く略V︑栗は耐久・耐濾の
忠道のまくら木等の用に供せられ︑

性殊に著しきを以て︑家屋の土毫︑

十二483図

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

十二481図

けやき・栗・かしは何れ

ぐれば︑︿略﹀・栗︒かし・なら．く

十二4510図今其の主要なるものを暴 六225 第六 くりから谷

其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

八602図彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里 ︿りからだに ﹇倶利迦羅谷﹈︹課名︺2
之に比べれば︑︿略﹀︑徳

かうして二三日たちますと︑

裸島より渦潮見れば︑

﹇栗﹈︵名︶12

クリ

くりかえ・す﹇繰返﹈︵四・五︶4クリ
くらやみ ﹇暗闇﹈︵名︶1 暗やみ
暗やみの中にかすかに安全燈 カエス くりかへす くり返す ︽一
くり

が光ってみる︒

十831

胸も波だち眼もくらむ︒

十二816圏

はだかじま

がなくなりました︒

も青くなって來て︑からだに全く力

耳は鳴り︑目は暗み︑︿略V︑顔の色

八欄8

む︽ーミ︒ーム︾

くら・む﹇眩﹈︵四・五︶2くらむ暗

事でござります︒

川家の存亡などは言ふにも足らぬ小

十二伽7園

る︒

栗のいがのゑむのも今である︒

総額は数十億圓の多額で︑之を十年

うら一めんの林は私のうちの

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

競馬

比べもの

︽ーベ・ーベル・

最近における我が國の輸出入

う︒

ぐらっと ︵副︶1 ぐらっと

競馬

九三10 北風は︑主人の禮がくらの上
←ちからくらべ

でぐらっとゆれるのを感じた︒
︿らべ

競馬
︵名︶2

くらべうま

﹇競馬﹈︹課名︺2

第三
﹇競馬﹈
くらべうま

昔或氏神のお祭に︑競馬の

だらう︒﹂

比べる

﹇比﹈︵下一︶6

ものにならない︒
くらべる

くら・べる

クラベル

人々々別々になって造るのとは比べ

八鵬1 分業で造ると︑︿略﹀︑ 一

︿らべもの

﹇比物﹈︵名︶1

八68囹 ﹁今年の競馬はさぞ見もの

神事といふ事があった︒

八59

競馬

くらべうま

八58

八目4 第三 競馬

くらべうま

くらしむき一くりだす

くりばやし

﹇栗林﹈︵名︶1

栗林

六181 ︿略﹀︑﹁さあ︑まだ早いかも

一453

二5一

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ

︿略﹀︑オホキナモモガナ 二435 ワルイオヂイサン バ ソレ

オチヨガオキヤクニナツ

テキマシタ︒

ニー66人ガボツボツタンボカラ
カヘツテキマス︒

ニー85マツノ木ノアヒダガダ
ンダンアカルクナツテキマス︒

二222圏ドコカラキタノカ︑
ドコカラキタノカ︑

トンデキタ木ノハ︑︿略V︒

二223圏

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒
二232圃 ︿略﹀︑ クモハムシカ

ドコカラキタノカ︑

トヨツテクル︒

二233圃

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

二234韻ドコカラキタノカ︑

キマシタ︒

二595

ガオクスリヲノムトコロヘキ
オや牛ヲソトへ出スト︑

テ︑﹁︿略﹀︒﹂

二667

ハナレマスガ︑スグオや牛

子牛モツイテイキマス︒チヨツ
トハ

ダンダンアタタカニナツテ

ノトコロヘキマス︒
二674

キマシタ︒

ネコデモソバ

ヘクルト︑

三94 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ
ベマス︒

三98

オヤドリハオコツテケヲサカ
ダテマス︒

二235韻︿略﹀木ノハ︑ヒラヒラ 三214 二人がむちゅうになって

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

太郎ハイマ︑オカアサン

かへってみて︑かけてきてとび

つきました︒

三377園又わかれ道のところへ

きました︒

見テヰルウチニ︑︿略﹀︑

ニナツテヰマス︒

三587 スコシタツテカラ又來テ
見マスト︑モウリツパニセミ

シタ︒

色モシダイニコクナツテキマ

三586

ヒ上ツテキマス︒

トカラ︑カラヲキタセミガハ

三577ニハノモモノ木ノネモ

ンタウデモタベルノデセウ︒

三506車ヲヒイテキタ人ガベ

出てきました︒

のせ中にのって︑海の上へ

三455うらしまはく略﹀︑又かめ

︿略﹀︒

まのきたのをよろこんで︑

りゅうぐうのおとひめはうらし

ノウスヲカリニキマシタ︒
三414 ︿略V︑大きなかめが出て
キマスト︑サルガキマシタ︒
二
4
7
4
ヨ
イ
オ
ヂ
イ
サ
ン
バ
ソ
ノ
ハ
きて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
一507 コンドハキジガキマシタ︒ ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ
三427 りゅうぐうへ つきました︒

二464ワルイオヂイサンバ又コ

﹁ソレナラヤルカラ︑ッ マシタ︒

ガレテキマシタ︒

一497園

︽ーッ・一

︽ キ ・ ク ル・クレ・コ・コイ︾

甜2イヌヲケライニシテイ

知れないがね︒﹂と言って︑栗林の

くりも

クリヒ

イテコイ︒﹂

﹇栗拾﹈︹課名︺2

下のくぼ地を教へてくれました︒
くりひろい

ニ目！0九クリヒロヒ

ロヒ

︵五︶1

ニ201九クリヒロヒ
﹇繰戻 ﹈

綱を次第々々にくりもどすと︑

︽ース︾

くりもど・す
どす

一網10

くる

鯨は刻一刻船に近よって切る︒
﹇繰﹈︵五︶ 2

ル︾←たぐる

く↓る

九634 これ等の仕事は︑陸上の家で︑
毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

雨戸をくるのとかはりはないが︑
︿略﹀︒

十一895 弟は尚あちらこちら暦をく
つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の
文字に目を止めて︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

來る

ハチガキテ︑ナクワケヲ

ハイクツニナリマスカ︒﹂

三238

ヤガ來テ︑︿略﹀︒

にさしてそなへてあります︒

そのとき正一のおちいさ 三783 今日私が川の土手から
とって來たすすきも︑花いけ
︿略﹀︑犬はもうとっくに

んが︑︿略﹀そこへきました︒

三233

へよってきました︒

マツテキテ︑ イケノ上ニオ
とってゐますと︑下のはうか
三
606 風がしっかにふいて來て︑
チテ︑︿略﹀︒
ら
か
さ
か
さ
い
は
せ
て
か
け
上
っ
て
きしのささがさらさらとおと
二243圏 ︿略﹀︑ イケノ上ニォ
くるものがあります︒
をたててゐます︒
三223 犬は︿略﹀︑小二郎のそば 三658 私ノウチヘキノフヲケ
ユラユ

ラスレバ︑コヒバエサカト

ナミニユラレテ︑

ウイテクル︒

チテ︑

一34ーガンガトンデキマス︒

ヘ

一二三四五六七八九 二325園 ﹁オ正月ガクルト︑オマ

十︑十バトンデキマス︒

一347

一315囹﹁マターハキマシタ︒﹂

ヲオシツケマシタ︒

一19一 ウスガオチテキテ︑サル

タヅネマシタ︒

一155

﹇▽はるがきた

ル

くる﹇来﹈︵力変︶脚クルくる來

くりばやし一くる

488

489
くる一くる

︿略﹀︑へいけ方から舟を

居ました︒

かへって來た時には︑ひ

オチヨサンモ曲松サン

四872 二人ガオ話ヲシテ居ル
所へ︑オ花ノオカアサンが來
マシタ︒

四877園
モ來マス︒

どこに來た︒
野 にも寝た︒
野 にも來た︒

﹁此の方は︿略﹀︑今度遠い

野にも來た︒

四885圃山に來た︑里に來た︑
五41園

所から分て︑今日から此の級へはい
る方です︒﹂

五81

はし
ある時︑︿略﹀︑川上から箸が
をうち

それを早岐の大蛇が來て︑

やまた

流れて來ました︒

五93園

毎年一人つつたべました︒
酒が出山ると︑︿略﹀︑八岐の

大蛇の來るのを待っていらっしやい

五111

ました︒

間もなく大蛇が來て︑︿略﹀︑

其の強い酒を飲みました︒

五113

五134団

かへりみちに︑はなれ馬がと

北國にも春が來ました︒

ト思フト︑︿略﹀︒

五266 ︿略﹀︑ガンが北ノ國ヘカヘル

︿略﹀︑ガンガソロくワタツ

コロ︑南ノ國カラワタツテ來マス︒

テ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キ

五268

マス︒

きみだれ︑

人も來て見る︑小鳥も

五297間く略V︑かはるぐに花さ

うたふ︒

此の時私どもの村へよく物費

先生もお出でになってゐました︒

五388

に回るおちいさんが︑紺のふろしき

つつみをしょって來て︑︿略﹀︒

︿略﹀おちいさんが︑紺のふ
ろしきつつみをしょって來て︑﹁皆

ぼちが昨日から病氣で︑︿略﹀︑ 五391

山から薪を取って來て︑それ

︿略﹀︑かへりに酒を買って來

小ぞうさんたちは︑土ざうか 五548 喜んで︑それからは毎日其の
酒をくんで來て︑おとうさんに上げ

た︒

ては︑おとうさんを喜ばせてゐまし

五536

を費って︑くらしを立ててゐました︒

五532

ゆを持って來て下さいました︒

と︑さっきの三校の小使さんが委

こづかひ

︿略V︑べんたうをたべてみる

さん︑遠足かね︒﹂といって通りま

其の尾を下して嘗て︑さをに

︿略﹀︑おくの方からたえずち

五403

した︒

其の時︿略﹀︑金色の鶏が

へって來ると︑もうよくなってみて︑

五258

ました︒
獲て︑お客の前につみ上げます︒
ツバメハ︿略﹀︑ツブテノヤ 五658囹 ﹁今日は買物もあるし︑露
りには馬車に乗って︑此の下まで來
ウニトンデ來テ︑物ニツキアタルカ

らいろくな反物や帯地をかついで

五248

くおんきの音が聞えて來ます︒

五234

ませて︑をどり上ります︒

着けるかと思ふと︑又はらをふくら

五217

とまった︒

一羽とんで來て︑天皇のお弓の先に

五188囹

尾をふってむかへに出ました︒

學校に居てもしんぱいでしたが︑か

五153

思ってゐますと︑︿略﹀︒

んで來ましたので︑どうしょうかと

五144

四834 むかふのてい車場へ着い 五133 學校からかへって見ると︑廣 五355 遠足のしたくをして一校へ行
くと︑もう級のものが大分來てるて︑
田遊からゑはがきが來てるました︒
たら︑にいさんがむかへに來て

どいみなりをして居ました︒

四784

およめに來ましたが︑︿略V︒

むすめさんが︑此の人の所へ

四764西の村一番の金持の

一そうこぎ出して來ました︒

四615

三792 時時すずしい風が吹いて 四543 そこへ宿屋のていしゅ
が來て︑﹁︿略﹀︒﹂
來ると︑おもひ出したやうに

どこからかよいにほひ

くつわ虫がなきます︒

三838
がして來ますので︑見上げます
と︑︿略﹀︒

三848︿略﹀︑見たこともない美
しい女が來ました︒

四17 ︿略﹀おとよさんと太郎
さんが來ましたので︑三人で
お宮へまみりました︒

コノヲカへ

四135 ワニザメハ︿略﹀︑スグニ
ナカマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒
來タカツタノダ︒

四158園 ワタシバ
四236園 ﹁おう︑三ちゃんか︒よく
來たね︒﹂

四882圏春が來た︑春が來た︑

四241 ︿略﹀うでたくりをおぼん 四882園春が端た︑春が來た︑
どこに惟た︒
に一ぽい持って來て下さいま
した︒

四883圏

どこに來た︒

四247 えんさきのさざんくわに︑
目白が二は來てるて︑︿略﹀︒

里に來た︑
四884圃山に來た︑

春が來た︑
春が來た︑

四314 そこへぼちが來ました
ので︑一しょに向ふの方へ行
つてみましたが︑︿略﹀︒

では︑かべにあたったこむまり

四333三人のこゑも山の中 四884圃山に來た︑里に來た︑
のやうに︑かへって來ること
があります︒

四524囹 勝太郎︑東京のをぢさん

からお前の所へゑはがきが
來ました︒

くる一くる
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てもよい︒﹂

引いて回る川がない︒

五694 田地にするには︑水がいるが︑

五985

熊が來て︑からだ中かぎまは

しましたが︑︿略﹀︑其のまま行って
しまひました︒

︿略﹀︑自動車・馬車・人力車

がいくだいとなく︑入口・出口によ

五皿5

下りて來て︑﹁︿略﹀︒﹂

五708 いよく其の年になって︑庄 五988 此の時︑木に上ってみた者が
ふしんかた

すると︑ ﹁ も く ろ み が 悪 い ︒ ﹂

屋は普請方をよそからっれて來た︒
五734
﹁︿略﹀︒﹂などと言ふ者が出て來て︑

六22

︿略﹀︑卵買が來て︑卵を七つ

第一に宮城をさしてまみります︒

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

手つだひに出る者は日ましにへった︒
つて來ます︒
五745 方々から人夫をやとって來て︑ 五慨6 はじめて東京見物に來て︑此
︿略﹀︑急に川水の音がこう

もう一度土手をつきなほした︒
五855困

くと聞えて來て︑間もなく火の見
で半しようをうち出しました︒

私がたんぼへお湯を持って行

買って行きました︒

風がひゆうつとうなって盛る

コウデ

︿略﹀︑町ハダンくニギヤカ

ンが小路ノオクニ聞エテ來テ︑︿略﹀︒

六336

ぬ︒﹂と申しました︒

六655 僕ハ ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ

六882

上った︒

象がそれを下して來て地に置

自分たち程の子どもが出て來

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立

六875

明らかである︒

りぞいたが︑又おしよせて生るのは

六837 ︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

サビタ針金マデツイテ來タ︒

ニナツテ來タ︒
テ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒
ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑ 六664 ︿略﹀︑其ノ上︑折レ守旧ヤ︑

六338

︿略﹀︑郵便物ヲツンダ車ガヰ

︿略﹀工場へ急グノデアラウ︒
六346

セイヨタカケテ來タ︒

︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

る歩兵の音吉君と二人で町を見物し

六397團昨日はとなり村から來てる
た︒

六404團

になって來てるるのは私一人だけな

二日たっても三日たっても汲

番兵がゆだんをしてみると︑

川口近くになると︑潮干狩の

舟で來た人も︑をかから來た

舟で來た人も︑をかから來た

潮がだんだんさして來て︑何

﹁︿略V︒﹂といふ使の後から︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ使が來たが︑総大日

七188

時の間にか洲が見えなくなった︒

七155

人も入りまじって︑︿略﹀︒

七134

れない程みる︒

人も入りまじって︑何百人か敷へき

七134

舟がいくそうもよって來た︒

七101

て引上げた︒

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六932

みに來ない︒

六931

ないやうにした︒

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

のだ︒
て︑象の前足にだきついて見せた︒
六428国軍隊へ來ても︑煮干でなま 六925 先づ谷川のほとりに三千人の

けてるた者は人一倍苦勢をする︒

大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬
ダンく上流ニサカノボツテ︑

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六464

サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ

四五年モタツト︑大キクナツ

︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レタ
︿略﹀︑下仕の女が來て︑﹁あ

の門の中へ︑はいってはなりませ

六594

川へ鋸ツテ來ルサウデ︑︿略﹀︒

六483

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

六482

ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ闘ル︒

イヤウニ︑シバラク其ノアタリニ番

六474

翌翌ルノデアル︒

コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

庭の菊も白い花びらに赤みが

六465

時ニハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上
うちよせて誹る波は︑岩をか

︿略﹀︒

う︒

マメ

豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ

ニ

自轄車が後カラ來テ︑カケヌ

テノ

トウ フ

六335

ケテ行ツタ︒

六333

つて︑出て來ました︒

か︑数かぎりもない蟻がまつ黒にな

六305

さあ大へん︑何千匹か何萬匹

さして來た︑霜にあたったからだら

六265

と引いて行きます︒

み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

六197

ツテ來ル︒

六195

つて來ます︒

六194 鉛色の空は次第丁々に低くな 六462

つてくると︑︿略﹀︒

五902 時々道を人にきいて干た者と 六37
つて行く者があります︒

見えて︑﹁︿略＞Q ﹂ と ひ と り ご と を 言

五907 私のやくめは︑︿略﹀郵便物
を大切にあづかってみて︑これをあ
つめに回る人に渡すのであります︒

五913 毎日かならず新聞を入れに來
る方も四五人はあります︒

五924 郵便物をあつめる人は︑毎日
きまった時刻に去て︑私のおなかを
明けて持って行きます︒

五925 其のあつめに來る頃に︑急ぎ
の封書を入れに來る者が︑途中で人
︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

と 立 話 で も は じ め ると︑︿略﹀︒

五926

る者が︑途中で人と立話でもはじめ
ると︑︿略﹀︒

五977 二人の者が山の中を通ると︑
熊が出て來ました︒

くま
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たよしさだ
につ

の新田義貞はびくともしません︒

七353團 大連へ來てから︑もうかれ
これ七八十日︑町のもやうも大分わ

︿略﹀︑町のもやうも大分わ

かつて來ました︒

七354團
かつて來ました︒

も

じ

︿略﹀︑門司からは二霜夜で

七372回船で來れば︑神戸から三三
夜︑︿略﹀︒

七376園
は

と

ば

當地へ着きますが︑來て先づ誰でも
おどろくのは︑波止場の大きなこと
です︒

七393囲 まだ來て二三箇月で︑よく
はわかりませんが︑三二も思ったよ
りよくて︑快晴の日が多いやうです︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ
て來はしません︒

︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

﹁ハナシデキタイツクルヘ

︿略﹀︑じゃれ合ふのを止めて︑

七十5囲
ン︒﹂

八45

尾をふりながら︑ちよこくやって

七713園

金をあづかって︑此の財布に入れて
來た︒

二匹は︿略﹀︑間もなくかは

やがて五人の騎手は多くの
人々につきそはれ︑︿略V︑鳥居の中

八74

いらしいのを一匹つれて來た︒

八55

來たのでございます︒
かの男は﹁︿略﹀︒﹂といひな

︿略﹀︑﹁誰か居るか︒﹂と呼ぶ

がら︑人夫の後について來ましたが︑

七739

︿略﹀︒

七767

つきそひの者や見物人はかけ

に集って來た︒

或大雪の朝︑︿略﹀︑﹁誰か居 八111

と︑いつも藤吉郎が眞先に出て來た︒
七771

よって來て︑︿略﹀︑上を下へのさわ

此の時どやくと四五人の敵
﹁おい娘︑兵士が一人來た

﹁やはり二百十日だ︒風が

ました︒
八254

︿略﹀エモノノ上ニツカミカ・ル︒

八683囲 ︿略﹀︑子どもは︑アメリカ

人の立てた學校へ行って︑英語で勉

強しますが︑蹄って來ると︑又日本

人の立てた學校へ行って︑︿略﹀︒

此の絶葉書は此所へ來る途

役場のひけないうちに行つ

中︑汽車の窓から見た牧場の一景で

八704団

す︒

︿略﹀信吉が︑昨日の朝三年

て來よう︒

八814園

八833

信吉は僕の爾親に錦って來た

ぶりでハワイから露って來た︒

あいさつをすますと︑︿略﹀︒

八837

學校へ行って案内をこふと︑

小使が出て來た︒

八854

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい

八862 ︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

おとよは信吉の顔を見ると︑

つて來られた︒

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

八864

きついて泣いた︒

或日炭を焼く男が太郎のうち

八904園
がおさづけ下さったのはこれに違ひ

八347

らだに全く力がなくなりました︒

︿略﹀︑顔の色も青くなって來て︑か

八棚1

つて來て︑うれしいか︒﹂

﹁おとよ︑おとうさんが露

へ來て︑みうりのはたでいろくの

ないと思って︑其の實を取って來て︑

かうして二三日たちますと︑

庭先の畠の中にまきました︒

一通りはわかりました︒

それに此の邊一帯の島々は

︿略﹀︑内地から移って來た人も多く︑

九45国

した︒
議見スルト︑スウツト下りテ來テ︑

八494

サウシテ何力地上ニエモノヲ

八404 越前守は︿略﹀︑下役の者に 九37国 此のトラック島へ來てから
もう三月になるので︑土地の様子も
石地藏をしばって参るやうに命じま

婦人は︑これは珍しい︑神様

話をした︒

八297

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

待ってるられません︒﹂といって來

年目になると︑﹁もう︑どうしても

う一年とのばさせてゐましたが︑四

呉鳳は︿略﹀︑もう一年︑も

るか︒﹂と呼ぶと︑やはり藤吉郎が

マリーが大急ぎでコップに水

七933園
出て來た︒﹂

︿略﹀︑風がだんくはげしく
なって來た︒

七943

八245

ぎである︒

あわたゴしくかけこんで來た

出て來た︒

七882

﹁かくして下さい︒敵が追

者があります︒

らう︒﹂

七912園

兵がはいって來ました︒

七911

を汲んで來ました︒

七89一

つかけて來ます︒﹂

七429 聞けば今朝から五里の山道を︑ 七884園
わらちがけで急いで來たのださうだ︒

七528園 で︑今日此のなつかしい學
校に來て︑皆さんに お 話 を す る の は ︑ ．

何よりもうれしいのでございます︒

七568園 急に暴風雨が來ると︑山の
やうな波が立って︑船は今にも沈む
かと思ふやうになります︒

か＼りますと︑上から︿略﹀︑かけ

七662 三四里行って︑大きな峠へ 七914園 ﹁たしかに來たはずだ︒﹂
下りて來る者があります︒
つて來ました︒﹂

七681園 ﹁安心しなさい︒此所へ持

だ︒﹂

﹁おとうさん︑電報が來ま

七694園 いよくない時には︑川の 七欄4圏 ﹁ずるぶんおそく來たもの
中へとびこんで死んでしまはうと︑

七m1團
した︒﹂

かくごをして來たのでございます︒

七704園 あなたから 文でももらふ

くる一くる
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少しもさびしくはありません︒

九49困 内地から來て先つ目につく
のは植物で︑︿略﹀︒

九2310囹 それから諸士を歩き廻った

すゑ︑あの毎日見舞に來てくれる門
人たちに頼まれて︑︿略V︑此の山中
へ來たのである︒

九242園 それから諸國を歩き廻った
すゑ︑︿略﹀︑此の山中へ來たのであ
る︒

九2810 歓庵夢語代々力をつくして來

た農學は︑信季の望通り︑信淵に至
つて大成したのである︒
九333

︿略﹀︑ふろしき包をしょった
あせ

せなかがじっとりと汗ばんで來る︒

九334 目じるしの大けやきの所まで
來た時︑︿略﹀︑美 し い 小 鳥 が 二 三 羽 ︑

身がるに枝移りした︒

九4910

九756

﹁︿略﹀︑そんなに遠い所に
當番が農旦ハ小屋から︑鍬・シ

先生も大きな箱を持って來て︑

中からみづくしい白茶色の

ふと氣がつくと︑校長先生と

敵揮は前後左右へ雨のやうに

北風は︿略﹀︑後からかけて

さうして主人がこひしくなつ

︿略﹀︑︿略V尊墨灌ヲ棄テ

程なくフィリップは病室には

熱い番茶にのどをうるほして

今通って見て來ましたが︑

誰かが力石をころがして來て︑

郷里の青年諸君がこんなに

土をはらって高橋さんの爲に席を作

十129

大そうりっぱになりました︒

十125圏

來られた︒

休んでみる所へ︑︿略﹀高橋さんが

十123

プを王にさ＼げた︒

いって來て︑うやくしく藥のコッ

十104

來タノダ︒

ナイカラ︑カウシテワザく鋸ツテ

ルトイフ事ハ︑︿略﹀スベキ事デハ

九齪3囹

來タノダ︒﹂

十割10囹 ﹁︿略﹀︑投票ノ爲二蹄ツテ

トウヘウ

て︑今來た方へ︸散にかけもどった︒

九佃！

から数十間も進んでしまった︒

來る味方に追はれて︑思はず其の場

九月3

て來る︒

其のまはりにむらがる人かげが見え

くわい
九三10 ︿略﹀︑怪獣のやうな大砲と︑

落ちて出る︒

︿略V幾つかのトンネルを九期5

青々とした波の上に︑態々と

けて煎る︒

くゴると︑廣い原野がだんくに開

僕はく略V︑精米會社へお使 九7410

に行って來ましたQ
九514園﹁あの社長さんはく略﹀︑此
の町へ始めて奉公に來たのは︑ちや
うどお前と同じ十二の年だつたさう

白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか
天蓋﹀︑かうたやすく來て

だ︒︿略﹀︒﹂

つた︒

九953園

雲や霧がわいたかと思へば

さうに僕等の仕事を見ていらっしや

山田先生が︑箱のそばへ來て︑面白

九802

くと出て來た︒

玉が︑じゅずつなぎになってころ

九792

とおっしゃった︒

ほったいもは此の中へ入れるやうに

九786

來た︒

ヤベルなどいろくの道具を出して

九786

來たやうな氣がしないね︒﹂

九771圏

な氣がしないね︒﹂

みると︑そんなに遠い所に來たやう

九7610園

り見て來た目に殊さらうれしかった︒

社長さんは早速荷車を＝塁

僕は今日其のえらい社長さん

借りて來て︑醤油のはかり費を始め

九545園
た︒

九561
に會って來たのだと思ふと︑何とな
くうれしい氣がしました︒

何所からかにぎやかな歌が聞
鶏が愛のこぼれを食ひに見て

えて來る︒

九585
九606

︿略V︑今まで軍港のやみに包

は︑追はれて逃げて行く︒
九60！0

まれてるた軍艦の壮大な姿が︑だん

間もなく甲板士官や傳令員が
﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

つのみや

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

う

何時かおかあさんと日光見物に來た

つた︒

私が今度蹄って來て︑はじ

めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︒

十146園

れしい事です︒

まじめになって來たのは︑何よりう

お話が頂上のながめに移ると︑ 十137園

時のことを思ひ出した︒

顔を洗って嘗て︑︿略V︑︿略V九977

しかしとうく恐しい日が來

いよくはずんで來て︑︿略﹀︒

た︒

九悩6

だんく明るくなって來た︒

停車場にはいる手前でまた北 九欄10
がかなりせまくなってみる︒

上川を見たが︑此所まで來ると川幅

九735

お話をうかゴつた︒

九6910

て︑︿略﹀︒

九684

起きて來る︒

九619

將校に報告する︒

と艦橋の下へ託て︑天略﹀︒﹂と當直

九3310 道がだんく上りになったと くにあらはれて覧る︒
しよう
九616 ︿略﹀︑時鐘番兵がことく
見えて︑谷のこずゑこしに︑遠い湖

がちらくと見えて來た︒
九346 ︿略﹀︑若葉のにほひがひし
﹁此の坂を下りて︑︿略﹀︒﹂と︑

くと身にせまって來る︒
九3410

此の前回た時の事を考へながら︑
︿略﹀︑又歩き出す︒

九352 腹が大分すいて來た︒

九353 やうやく清水まで來て︑手の
切れるやうにつめたいのを二三ばい
つ ゴ け 様 に 飲 ん で み ると︑︿略﹀︒

九358園 ﹁やあ︑加藤君︑よく來て
くれたね︒﹂

493
くる一くる

したね︒

十524囹︿略﹀︑定期の方は︑預けた

十154園 朝鮮の青年も︑近頃はなか
く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀
日から半年とか一年とかきまった期

の暖さの庭に置かなければいけない
のだ︒

今まで勢よく引出されてみた

綱もや＼ゆるんで來た︒

十M9

鯨は刻一刻船に近よって來る︒

だんく寒くなって來たが︑ 十橋1 綱を次第々々にくりもどすと︑

こちらへ來てもう三月齢り

南大門騨で下りるのです︒

せうかい
︿略﹀︑中には知名の人の紹介

私が來たので︑すぐしまは

ざっし
︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌

なりました︒

例へば︑借りた金を︑返す
さいそく

でみる雑誌の間へそれぐお入れに

を二一二さつ持って來て︑本棚に並ん

十一168

をしましたが︑︿略﹀︒

うとなさるのを強ひて止めてお手傳

十﹇149

はいって來ましたが︑︿略﹀︒

十憎3圏談話の最中に一人の老人が

のある者もあったのに︑︿略V︒

状を持って來た者や︑りっぱな學歴

十二4

もあって︑︿略﹀︒

十735国汽車で京城へ來る人は通常 十梱3 申し込んで診た者は五十人許

あやにく薪も煮皿きてしまった︒

十659圏

限が來ないと引出すことが出子ない︒

私どもは︑非常に喜んでをります︒

十186囲 中には︑母馬がつきそって
來てるるのもたくさんにあります︒

十1810囲 子馬には達てい飼主の一家
族がついて來て︑親切に世話をして
ゐます︒

地下水のしっくが︑四方から
︿略﹀︑廣い坑道には︑電訓機

してゐます︒
︿略﹀奥深く進むと︑

馬脚︑此の附近の山へ薪を

よ石炭を掘ってみる虜へ來ました︒

十8210

いよい

歯車が炭車を引いて往つたり來たり

十808

雨のやうに落ちて來る︒

十801

になりますが︑︿略﹀︒

十218國 二年の年月苦渋して育てて 十774国
來たものが︑急に見ず知らずの人の
手に渡ってしまふの だ か ら ︑ ︿ 略 V ︒

十228冷冷は今日此所に來て︑飼主
たちがあんなにかはいがってみたの
を見て︑︿略﹀︒

十304図圏 影のごと︑人去り 人骨

る大路︑ ほろくと聞ゆる 笛の
旧いつこ︒

十848圏

とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

︿ 略 ﹀ ︑ 兄は﹁︿略﹀︒﹂といつ

て︑かついで來たつるはしを下へ置

ると︑︿略﹀︒

十391

いた︒

十一191

約束の日が來ていくら催促されても︑

寒い北風に吹かれながら︑冬
枯の小道を通って來て︑一足温室の

十395 兄はそこらに散らばってみる 十㎜8
木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

其の間草をとったり︑虎や

返さない人がある︒

ある︒

十一539

十一543

此の傷から出て來るゴム液

近半床の敷物や︑道路にも

常に弾力を増して來る︒

人人は叫び聲に驚きあわて

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

其のうちに二人はふかの來

て︑我先にと船へもどって來る︒

十一563

十一5610

二人の少年はボートに乗せ

るのに氣がついた︒

られて鯖って配る︒

十一589

札幌に來て先づ感ずること

さつぼろ

明治十六年こ＼に十三戸の

は︑街路が眞直で幅の非常に廣いこ

十一594

とである︒

十一628

此の方法は︿略﹀︑マッチ

農家が移住して來たのが此の町の始

りであった︒

︿略﹀︑火の用途もだんく

の使用が廣まるにつれてすたって來

十一6610

た︒

十一674

かくして人は︑暗黒の世界

臨くなって來た︒

からだんく光明の世界へと︑みち

十一683

びかれて來たのである︒

をあらゆる方面に利用することを考

十一686人は︿略﹀︑火の熱と光と

へて來た︒

︿略V︑面會の機會は松坂の

十一731 宣長は力を落して︑すご
くともどって來た︒

手足が大分くたびれて來た︒

一夜以後とうく來なかった︒

十一769

十一856

﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら働まして進んで行

︿略﹀︑かうするとゴムが非 十一863 僕も急に元氣がなくなって︑
一所に船に上らうかと思ったが︑

は︑流れて下のコップにたまるので

十一528

はなかく一通りでない︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十一521

中にはいると︑全く別の世界に來た
︿略﹀︑一足温室の中にはいる

と︑全く別の世界に獲たやうな心持

十柵9

やうな心持がする︒

て︑たき火を始めた︒

き さ う ゑもん

十412 向ふの山の頂に日の光が赤々
かまぱ

とさして來た︒

十444 窯場から出て來た喜三右衛門

がする︒

ラス屋根を通して來るやはらかい日

＋梱2とりぐの花の色︑︿略﹀︑ガ

は︑︿略﹀︒

十462 しかしいくら工夫をこらして

の光︑まるで春の國に居るやうだ︒

も︑目ざす柿の色の美しさは出て來
ない︒

だから︑かうして年中六七十度以上

︿略﹀︑何時かも銀行へ行つ 十川6園熱帯地方から持って來たの

てお金を預けて還るとおっしゃいま

十5010圏

くるい一ぐるぐる

494

つた︒しかし月島はなかなか來ない︒
やうやく月島の横を通り越す頃には︑

父は暦を持って來て︑

もうつかれきって氣も遠くなるばか
りだ︒

十一886
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ か う い って弟の手に渡した︒

十二436

月は益くさえわたって來る︒

まよってみるうちに︑マガダ國の首

十二483週中にもけやきはもくめ美

くるい ﹇狂﹈︵名︶1 くるひ

又くるひ少きが故に装飾材として珍

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

回せられ︑︿略V︒

︿略﹀︑中には彼をそねむあ くるいまわ・る ﹇奪回﹈︵五︶2 クル

まり︑︿略﹀︑迫害を加へようとする

し

かぎ

漁夫はめいく手に︻ちや

︿略﹀︑

くるふ

ぼたんにくるふ

﹁それ勝が來た︑勝が來

唐獅子も︑ 玉をふくめるこま犬も︑

クモノスニカカリ︑

トンデキ当木ノハ︑クルクル

二224翻ドコカラキタノカ︑

る

︿るくる︵副︶2クルクルくるく

クルーソー且Vロビンソンクルーソー

廻った︒

彼は氣がくるった様にそこらをかけ

皆ちいさんののみのあと︒

十478 ﹁薪は無いか︒薪は無いか︒﹂

からし

九823三囲

︽ーッ・ーフ︾εあれくるう

くる・う ﹇狂﹈︵四・五︶2

を引っかけ︑︿略V︒

うつつの鈎を持ち︑狂ひ廻るまぐろ

十二795

クルヒマハリマシタ︒

シユテンドウジハオコツテ

二766

かうして又幾年か過すうち

︿略﹀︑仕事は大いにはかど

ヒマハル 狂ひ廻る ︽ーリ・ール︾

た︒

十二㎜3

十二摺2園
たQ﹂

た︒﹂

十二桝2圏

一室に通されて待ってるる
警衛の兵士等は︑安芳の姿

そこでく略V思ひ掛けぬ誤
はいせき

︿略﹀︒

マハツテ︑

ぐる

扇は風に吹かれて︑くる

ぐるぐる

おかあさんはそれを二つにち

︵副︶1

くるまはって居ます︒

四624

解を受けて排斥されるやうなことも
︿略﹀︑昔から此の尺角で荒

く

八526

其の主たるものであらう︒
ぐるぐる
もはう
︿略V︑昔から殆ど摸倣のみ
を事として來た観がある︒

十二摺2

い浮世を知らずに過して來たことが︑

十二燭1

起って來る︒

十二悩8

︿略﹀︒

を見ると一時に押寄せて來たが︑

十二餅3

と︑やがて西郷が出て湿た︒

十二切8

﹁それ勝が來た︑勝が來

ぼつくと出來て來た︒

︿略﹀︑仕事を助ける者が又

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

十二鵬10

つて來た︒

十二鵬9

ものさへも出て來た︒

十二976

の道を求めた︒

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

さうして日夜次々に起って

府王舎城の附近に來た︒

一日おいて町長さんが來た︒

それに近來はめっきり元三

家來は︿略﹀リや王を見附

群をなして寄せて來たまぐ
船がまぐろで﹁ぽいになる

折から飛下りて來た鳥が鍬

師を求めてあちらこちらさ

十二954

不意にばたくと音がして馬

此の時大きなせきばらひが

小さな子どもが二人奥からかけ出し

十二554
て來た︒

十二564
︿略﹀︑此のやうな庭にころ

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒
十二576

げ落ちてしまって︑若し見附からな

ところが太陰暦は︿略﹀︑

かったらと︑それが又心配になって

十﹇935園

太陽暦とくひちがって來て︑三年に
來た︒

其の時︑︿略﹀︑日光が店一

ならないうちに↓箇月の閏をおかな
ければならない︒

十﹇帯10 ︿略﹀騎馬の人たちが︑眞

十二5910

ぽいにさし込んで來た︒

十二582

十二656

一文字にこちらへかけて駈る︒

が來ても此の門をあけてはならない

十二734

くなって來た︒

が衰へて︑もう政務にもたへられな

十一佃2園 僕はおとうさんから︑誰
と言ひつけられてるるのです︒

十﹁佃8囹 ﹁おとうさんは︑誰が來
ても此の門をあけてはならないと僕
に言ひつけました︒﹂

先づ岸近くまぐろの寄って

けて︑コーデリヤの許に連れて歴た︒

十二775

來る場所を選んで︑︿略﹀垣網を張

十一伽9園僕は︑誰が來ても此の門
をあけてはならないとおとうさんに
かん

り︑其の先へ身網を張る︒

み

言はれてるるのです︒

十二935

れて來たのか︒

十二925園人は何の爲に此の世に生

に傷つけられた轟をついばんだ︒

十二915

と︑︿略﹀陸の方へ漕露って來る︒

十二7910

ろは︑先づ垣網に驚き︑︿略﹀︒

十二783

の青るのを見張ってみる︒

十ニー910 調子のよい蜜柑取歌が 十二781 ︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ
︿略﹀︑何虜からともなくのどかに聞
えて断る︒

十二201 今登って來た方を振返って
小春日和の暖さにとけて︑

見ると︑︿略V︒

十二2110

︿略﹀︑或小さいみすぼらし

其庭からも夢のやうに船歌が聞えて
來る︒

十二375

い家の前まで來ると︑中からピヤノ
の音が聞える︒

495

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし
やったが︑忽ちきれいなおそなへに
なった︒

クルシガ

至った︒

くるし・む ﹇苦﹈︵四・五︶4
︽ーミ・ーム︾

苦しむ

共同助力は人の道︑
苦しむ者を︑泣く

助けて土ハに樂しまん︒

お

ハイタツ

六32一

ギウニユウ

マツ先二出アツタノハ牛乳

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑ハシ
停車場デキツプヲ買ツテヰル

ツテ行ツタ︒

六346

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク
ナタヲ打ツテヰタコトモアリ

カケテ來タ︒

七507

マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ
アリマス︒

其の爲に新しい血が出來な

くなって︑かへって君等は自分で苦

八406

しむことの甚だしきや︒

されば古は︑支那より渡

と車の後について︑思はず知らず役

器具の如き強烈なる力を受くるもの

て揮力に富むが故に︑櫓・車．運動

︿れうって︑

﹇暮﹈︵名︶一

変まきすます︒

れ・ゆうぐれ

くれ

旧いたんぼの

クレ﹇▽あけく

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

タガ︑去年ノクレ二死ンデシマヒマ

七515

シタ︒

グレース ︹人名︺一 グレース

グレースの回心こめた看護に

よって︑全く元三を回復した人々は︑

十287

親子にあつく再生の恩を謝し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑荒れくるふ海上を見渡

グ

したグレース親子は︑ふとはるかの

︹人名︺2

沖合に︑かの難破船を見とめた︒

グレースダーリング

今まで人にも知られなかった

﹇暮掛﹈︵五︶1

暮れ

僕等は一同申し合はせて︑

︽1へ︾

今日からは働かないことにしたから︑

八柵2囹

ふ

くれたま・う ﹇呉給﹈︵五︶1 くれ給

冬の日はもう暮れか︑つてゐ

か＼る ︽ーヅ︾

くれかか・る

名は︑程なく國の内外に傳はつた︒

燈垂守の娘グレース︑ダーリングの

十291

のグレース︑ダーリングであった︒

るものは︑氣だてのやさしい一人娘

十249

︿略﹀︑かしは最も堅くし レース︑ダーリング
ろ
︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな

ひき來る馬のつく息白し︒

十257

八415 物見高いは江戸のくせで︑ グレースおやこ ︹人名︺一 グレース
︿略V︑四五百人のものが︑そろく 親子

けて︑車に積んで参ります︒

下役の者が石地藏に荒縄を掛

しむやうになったのです︒

八槌4園

者を︑

ち︑物をさき︑

のれの利のみかへりみず︑力を分

十487 胸ををどらせながら窯のまは 七968図圃
りをぐるく廻った︒
くるし・い ﹇苦﹈︵形︶2 苦しい
︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

︽i・ーイ︾←みぐるしさ
五936

事が書いてありますと︑もらひ泣き
をいたします︒

﹇苦﹈︵ 五 ︶ 一

がり
十一381 下刈はいつも土用中にする 十993図園 汝大勢の如何ともすべか
らざるを知って︑何ぞいたづらに苦
の で ︑ ず る ぶ ん 苦 しいが︑︿略﹀︒
︿るしが・る

十一伽10図

所の門内へ入りこみました︒

︽ーッ︾

來せるものの僅かに世に存するのみ

げに

十903図面

ル

四178 白ウサギハ︿略﹀︑前ヨリ

にて︑學者其の得がたきに苦しみた

新道つたひ車重

りき︒

︿略﹀︑

モカヘツテイタクナツテ︑クル

る ︽ーメ︾

これにこりて︑賊は城の水を

クルリト くるり
︿略﹀︑カンナクヅガヒトリ

︵副︶2

を製作するに適せり︒

くるりと
と

君等は僕を苦しめようとし
て︑︿略﹀食物を送ってよこしませ

四603
チマス︒

くれ

四112間おやはかへして︑子は

﹇塊﹈︵名︶1

る︒

さて宗任がかりまたをぬき取十伽7
つて︑義家にかへしますと︑義家は

五816

一541圃 クルマニツンダタカラ
モノ︑イヌガヒキダスエンヤラ

さ＼せました︒

ンタウデモタベルノデセウ︒

三505車ヲヒイテキタ人ガベくれ

せ中をくるりとむけて︑うつぼへ
ヤ︒

ま・はぐるま・やぐるま

デニクルリトマハツテスベリオ

んでした︒

八但1園

たやして苦しめようとはかった︒

六922

﹇苦﹈︵下一︶2

シガツテ居マシタ︒

苦

くるし・める

十二486図

苦しま

苦しめ

﹇苦紛﹈︵名︶1
︿略﹀︑いきなり右の手の轟

﹇苦﹈︵名︶2

たので︑︿略﹀︒

くるしみ

なくなって︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 思 ひ 立 つ に

へては︑遂に心の苦しみにたへられ

十二927 こんな事を次から次へと考

なり︒

くるしみは日々にまさりゆくばかり

けて救助に力を用ふれども︑人々の

くるま ﹇車﹈︵名︶9 クルマ 車5
しみ
十一伽7図 幕府は三々に救小屋を設 うしぐるま・こいちぐるま・にぐる

くるしみ

を口の中へ投込んだ︒投込まれた轟
えき
は苦しまぎれに恐しく辛い液を出し

十ニー21

ぎれ

くるしまぎれ

くるしい一くれたまう

さう思ってくれ給へ︒

﹇紅﹈︵ 名 ︶ 2

紅

︿略﹀︑夕 日 を 浴 び て 蹄 途 に つ

くれちかく ﹇暮近﹈︵副︶ 1 暮近く
十159やがて暮近くなったので︑ 一

同は
いた︒

くれない

十備2 あたりには流れ出る血に︑紅
の波がたゴよふ︒

十二612図 雪白の地に紅の日の丸を
︹地名︺一

クレブラ

ゑがける我が國の國 旗 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

クレブラ

く

五867團

うら手で助けてくれ助けて

モシセイ出シテ使ツテクレ

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑
︿略﹀︒

六133園

にいさんが﹁今日は︒﹂と言

サヘスレバ︑ノーツデモ光ツテヰマス︒

六181
つて︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑

﹁こまかな人だ︒これでは

︿略﹀︑栗林の下のくぼ地を教へてく
れました︒

六675園

謙信は馬に一むちくれて︑信

とても義指はしてくれまい︒﹂

マシタ︒

七745

︿略﹀︒

七983

何時力︿略﹀︑

ございます︒

ツクロヒヲタ

配してくれるであらうと思ったので

此の人だけは自分のために・い

かお禮を受けてくれといひますと︑

かの男がわけを話して︑どう

ノンダラ︑翌日スグニナホシテクレ

七512

玄の本陣に切りこみ︑︿略V︒

十3410 それから船はクレブラの掘割 七447
を通る︒

ラ掘割

十34図 クレブラ掘割
十34図 クレブラ掘割
﹇呉﹈︵下一︶34

︽ ー レ ・ ー レ ル・ーレレ︾﹇▽おく

く・れる
れる

︿略﹀︒

一本杉の外

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五866國 うら手で助けてくれ助けて

なった︒﹂

にないてくれるものがなく

四794園 ﹁此の人も

ナカマへ入レテクレマセン︒

ハ鳥デハナイカ︒﹂トイツテ︑

ました︒

八301

焼くのかときくと︑其の男はていね

人たちに頼まれて︑︿略﹀︑此の山中

よいといって︑なかく許してくれ

も︑父は︿略﹀畠に出て働いた方が

﹁やあ︑加藤君︑よく果て

た︒

翌朝貸してくれた人の家に

行って事情を述べ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ

十一㎜4

なかった︒

へ來たのである︒

九358圏
くれたね︒﹂

ずる分こんでみたが︑みんな

がゆづり合ってくれたので︑二人と

九6710

ずだが︒﹂

れ︒﹂

よい子だから私の頼をき

お前たちのうちで誰が﹁

﹁涙をこぼしてくれるの

ぬ︒よく此の胸を見豊えておいてく

当日の当言にか＼つて死ぬかも知れ

十二捌7園

﹁次第によっては︑或は

か︒お前はわたしをうらんでみるは

十二755圏

わしはそれが知りたいのだ︒

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二665囹

いてくれ︒

十一伽3園

貨をやると言ってすかしたりした︒

も腰を掛けることが出來た︒
十
一
⁝⁝⁝5 騎馬の人たちは︑︿略﹀お
と
何かといふと︑北斗七星と
どしたり︑あけてくれ〜ばお禮に金

九874園

いふ一群の星があって︑何時でも北
︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

極星の位置を知らせてくれるのだ︒
九佃8

る中尉が乗ってみてくれるので︑

︿略﹀︑此の子馬共を買った

︿略V︑びくともせずに勇ましく活動
した︒

十231国

人たちも︑どうか同じやうにやさし
く扱ってくれ︑ばよいと︑心からい
﹁壮吉︑お前はおとうさん

のりました︒

十417園

のかった雑木を︑かういふ風に束ね
て運んでくれ︒﹂

それ︑もう日がくれる

四786私の下で︑長い正しよ

ぞ︒

四722園

れる 暮れる ︽ーレ・ーレル︾

蹄途︑事務員は次のやうな事 く・れる ﹇暮﹈︵下一︶8 クレル く
﹁小僧︑早く燈心をかき

を話してくれました︒

十846

十一697園
たててくれ︒﹂

船の上からはしきりに働ま
してくれる︒

十一867

んぼりとして居まして︑日がく
れてから村へはいりました︒

七514 夏ノドンナ暑イ日デモ︑︿略﹀︑

かういふやうに︑暦はわ
たしたちに日日の事を教へてくれる

うったへて出ました︒

男はしあんにくれて︑役所へ

大切なものだ︒

に入れてもらひたいと願ったけれど

それから諸國を歩き廻った 十一969 ︿略﹀︑父に領して是非細雨

いに教へてくれた︒

九2310園

すゑ︑あの毎日見舞に來てくれる門

七749

日ノクレルマデ働イテヰマシタ︒

此の時太郎が︑炭はどうして 十︸919園

を取ることを許してくれといって出

八239そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首

三762 ソノ時カウモリガケダモ
八
79園 ﹁ぜひ勝ってくれ︒﹂
ノノ方へ行キマスト︑﹁オ前
八81圏 ﹁しっかりやってくれ︒﹂

テ︑トメテクレトタノミマシタ︒

二三7 ︿略﹀︑トウトウタヅネアテ

れる

クレル

クレブラほりわり ︹地名︺2 クレブ

くれちかく一くれる

496

497

つ と 屋 根 づ た ひ に 行 って︑︿略﹀︒

八168 日が暮れてから︑長四郎がそ
九684 まだ日が暮れたばかりのやう
に思ったが︑もう八時半であった︒

黒﹇▽まっくろ

︿略﹀︑向ふの山も薄墨色に

早くお出かけなさい ︒

十617園 日の暮れない中に︑一足も
十一412
暮れて行く︒

﹇黒﹈︵名︶6

實に勇ましい︒
十一一635図

思へば︑ 黒もまた︑意地悪き人と

﹇黒﹈︵形︶10

見るらん︒

くろ・い
︽ーイ・ーク︾

クロイ

黒い

シロイイヌトクロイイヌ

ガヰマス︒

一84

吹く潮風に黒みたる

はだは赤銅さながらに︒

長い間の苦鍔が病氣のもとで 十一822図圃

苦汁

うにあつまってゐました︒

五227

軍隊へ來ても︑學校でなま くろやま ﹇黒山﹈︵名︶2 黒山
島屋の前には︑人が黒山のや

あったといふことだ︒

五763
六431團

﹇苦労﹈︵サ変︶1

けてるた者は人一倍苦汐をする︒
くろう・する

くの直をつけて︑次第にせり上げ

てるる買手は︑自分の見込で思ひ

十208国 子馬が一頭つつ中央の廣場
三705 この黒いもめんのもんつ する ︽ーシ︾
に引出されると︑黒山のやうに集つ
十217圏 二年の年月苦勢して育てて
きは私のです︒
來たものが︑急に見ず知らずの人の

︽ーキ︾

す︒

まゆ

もう桑の葉をたべないで︑頭

桑ノ木卜居ルエダシヤクトリ

ハ︑︿略﹀︒

九184

ふさうです︒

の朝までには︑たいてい上ってしま

今若をたべてみる翼も︑明日

を上げて︑繭をかける所をさがしま

五472

︿わ ﹇桑﹈︵名︶6 桑

る︒

手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

黒馬

北風はたけが五尺二寸もある

﹇黒馬﹈︵名︶1

ふ

安

あらゆるものはやみとい

軒下にはらばへる黒き犬︑ 五493

﹇黒﹈︵形︶2

軍馬である︒
くろ・し

八267討尋
︿略V︒

黒し

黒馬で︑︿略﹀︑見るからに強さうな

九皿6

くろうま

三712そちらのはばの誓い光

一つ取ってみまし

るおびはねえさんので︑はば
のせまい黒いのはおばあさん
のです︒

きのふ

たら︑もう黒くごまをふいて
中村君は色が黒くて︑まるま

ゐました︒

五48

ると太ってゐます︒

︿略﹀︑間もなく黒い服を着た 九14図魍

き眠に入れるなり︒

八861

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい

黒きとばりにおほはれて︑

つて來られた︒

﹇黒﹈︵名︶1

﹇黒﹈︵四︶1

黒ミ

黒む

黒

︽ーミ︾

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

リデナク︑︿略﹀︒

九187

膿ヲナ・童謡ツキ出スト︑形が桑ノ

ハ︑︿略V︑膿ノ後ノ端ヲ木ニツケテ︑

小枝二寸分違ハナイ︒

られ︑桑を植ゑて頚を飼ふ者多く︑

十悩10図 ︿略﹀︑近年は作物も改良せ

鍬5ひと

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒

くは

︿略﹀︑くはやかまを持つ

﹇鍬﹈︵名︶5

くわ
四747

くわ

ソレニハ黒ミノアルムラサキ
﹇黒味掛﹈︵五︶1
︽ーッ︾

くろみがか・る

色ノ實ガナツテヰマス︒

五966

︿うみ

されて︑黒光りに光ってゐます︒

九185 桑ノ木二居ルエダシヤクトリ
やはらかい黒い土がむくくくろびかり ﹇黒光﹈︵名︶1 黒光り
十841 石炭の壁は安全燈の光に照ら ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ
盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒

九7810

火をしてみると︑そばの黒い岩に火

十餌9園或日︑︿略﹀百姓が︑たき
がっき︑煙をあげて燃出しました︒

所々に黒嵩といって黒く見える所も

みがかる

くろ・む

い︒

に動かしてみる姿は︑誠に氣持がよ

黒い程こい緑の葉の間から︑ 九㎜2 黒みがかった紫色の董が見事
に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風

其の一つくが日の色にはえてくつ

きりと浮出てみるのが見える︒

ろう・ごくろうさま

八269図圃 ︿略﹀︑ にくらしき黒と ︿ろう ﹇苦労﹈︵名︶2 苦勢﹇▽ごく

た︑意地悪き人と見るらん︒

にくらしき黒と思へば︑ 黒もま

ある︒
くろ ﹇黒﹈︵名︶2 黒
八268園圃 軒下にはらばへる黒き犬︑ 十二207

は西藏人を代表するなり︒

ちぺっと

十二639図︿略﹀︑白は回詠人︑黒 十一31 望遠鏡で見ると︑︿略﹀︑又

に 並 べ た る も の に て ︑︿略﹀︒
くわいきやう

即ち赤・黄・藍・白・黒の五色を横

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十二638図國旗の色彩が其の國の人

旗なり︒

を横に染分けたるものはドイツの國

︿略 ﹀ ︑ 黒 ・ 赤 ・ 金 の 三 色

の馬が︑︿略﹀かけ 廻 っ て み る 様 は ︑

九75・黒・白魔色︑大小さまぐ

︿略﹀︒

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

九2010例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ禮 四76

羽 の 鶏 一 つ に か た ま り︑︿略﹀︒

九131図白・黒・うすかば色︑十三

︿ろ

くろ一くわ

くわう一くんおん

498

てたんぼへ行きました︒
︿略﹀︒

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

一音は一音より妙を加へ神

マス︒鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ
も覧えないやうである︒

七504 鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ 十二417
ス︒

ちょっとした事にも怒り易くなって

年とともに老の氣短さが加はつて︑

みた︒

ん・じゅんたろうくん・しょうさくく

わたしもく略﹀︑くはしく えだくん・おときちくん・かとうく

くん ﹇▽あいさくくん・いしいくん︒う

くはしいことは山巡校で習

くはしくたつね︑人夫をも呼出して︑
︿略﹀︒

ふでせう︒

八812園
九263園

ん・なかむらくん・のだくん︒はしも

くわく

まり︑反抗するばかりでなく︑迫害

計書を立てた事もあるが︑︿略﹀︑

るやまくん・まんぞうくん・みずのた

ぐん

くん

﹇軍﹈︵名︶3

軍←いちぐん・

けじろうくん・やまぐちくん・よしお
︿略﹀といふ事は知ってゐま くん・よしのまんきちくん・りきまつ

くはだて

︸代の事業として一切纏

﹇企﹈︵名︶1

十一伽3図

くわだて

暦を見るがよい︒

軍のおきてにしたがひ

長く

やがて勝家また自ら五運

時既に虞々のとりでより泊れる守兵

十一282図︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

の兵を督し︑量りて盛込の軍にAロす︒

十一239図

いたはり養はん︒

て︑他日我が手に受領せば︑

九432図学園

ぐん・たいきゃくぐん・ベルギーぐん

十一917園もつとくはしいことは本 えつぐん・げんぐん・さんぐん・そう

かゴひました︒

したが︑くはしい事は今日始めてう

九941

んがね︒

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

九9010園私も饒程前に讃んだのですとくん・ひろたくん・ほしのくん・ま

単行が出営ずにしまった︒

た︒

クハヘル

今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑虜々に手を加へて奮態を改めて

はみるが︑︿略﹀︒

十二柵9

能間といふ深さに達した︒

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

十二餅4

かくて又幾年かたつうちに︑

を加へようとするものさへも出て來

九785 當番が農具小屋から︑鍬・シ 十一一976 ︿略﹀︑中には彼をそねむあ

︿略﹀朝まだほの暗い頃

ヤベルなどいろくの道具を出して
來た︒

十二3410国山

でしたが︑もう沿道の田畑には農夫
が 鍬 を 振 る っ て を り︑︿略﹀︒

十二915 折から飛下りて來た鳥が鍬
に傷つけられた轟をついばんだ︒

むさし

くわ・う ﹇加﹈︵下二︶2 加ふ ︽1

十51図

へ︾

﹇街﹈︵下一︶3

ハシノウヘヲトホリマシタ︒

ニー42犬ガサカナヲクハヘテ︑

︽一へ︾

昔の武伊野の姿を此所に残 くわ・える

さんとの皇太后の思召のま﹂に︑今
イタリ ヤ の 國 旗 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

も人工を加へずといふ︒
十二644図

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀此の

︿略﹀︑其の家の紋章の色なる白と赤

めぐりて資金をつのること敷戸︑

くはだてを成就せんと︑廣く各地を

︿略﹀︒

くわわ・る

加はる

ニー45シタヲミルト︑川ノナ
ヰマス︒

ニー54 ホエルト︑ロガアイテ︑

郡←あおもりけ

んかみきたぐん・あきたけんかつのぐ

﹇郡﹈︵名︶1

と合して︑追撃すること頗る急なり︒

い間には︑思ひの外の事をする︒雨

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

だれでも石をうがつ︒

の國旗を合はせて︑遂に今日の如き

る︒

ぐん ︹群﹈←いちぐん

くんおん ﹇君恩﹈︵名︶1 君恩
生れつき烈しい氣性の上に︑ 九佃8園 ﹁一命を捨てて君恩に報い

形式をなすに至れり︒
十二654

もゆびをりの金持村だと言はれてる

イギリスの國旗は︑︿略V︒ 五787

︿略﹀︑更にアイルランドの加はるに

十二623図

ん

落ちる時の勢が加はると︑長 ぐん

八823

︽ーッ・ール︾

くはしい

クハヘテヰタサカナハ︑川ノ
﹇詳﹈︵形︶8

ひ
土手の此の記念碑に︑今話し

男はしあんにくれて︑役所へ
うったへて出ました︒役人はわけを

七751

らせよう︒

六431國其の中に沸くはしい事を知 及び︑白地に斜赤十字の徽章ある其

た事がくはしく書いてある︒

五784

︽ーイ・ーク︾

くわし・い

ナカヘオチテシマヒマシタ︒

﹇加﹈︵四・五︶3

カニモサカナヲクハヘタ犬ガ

加へる

とに︑統︻の成功を祈る希望の色と
して緑を加へ︑︿略﹀︒

﹇加﹈︵下一︶7

︿略﹀︑他人に害を加へては

︽一へ︾口▽つけくわえる

くわ・える

十一188

ならぬなどといふことは︑我々が十
︿略﹀︑刑事裁判では︑不當

分心得てみる事である︒
十一22！

な刑罰が加へられぬやうに被告を保
べん
護するために辮護士といふものがあ
る︒

十一768 其の後︿略﹀︑師弟の關係
は日一日と親密の度を加へたが︑

499

よQ﹄

十椚3図

ぐんがく

軍樂

︿略﹀︑勇 壮 な る 軍 樂 の 調 ︑

﹇軍楽﹈︵名︶1

軍

工場といふ工場︑船といふ船の汽笛
軍かん

が一せいにあぐる歓呼の聲︒
﹇軍艦﹈︵名︶8

冬は六時である︒

九地4 或日我が軍艦高千穂の一水兵
が︑女手の手紙を讃みながら泣いて
みた︒

﹇軍艦旗﹈︵名︶4

竿に軍艦旗があげられる︒

軍艦旗

九672

︿略﹀︑艦長をはじめ乗員一同

は︑皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬禮
する︒
朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

風にひらめきながら︑しっくと上

九673

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

つて行く様は︑︿略﹀︒

九675
︹悪名︺2

清められた乗員は︑︿略V︒

ぐんかんせいかつのあさ
軍艦生活の朝

第十五

︵副︶1

九607
くんくん

軍艦生活の朝
くんくん

七佃4

秀吉はく略V︑軍功の賞とし
﹇軍港﹈︵名︶1

軍港

て︑清正に名刀をあたへました︒
ぐんこう

で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

クンシヤ

カキネ

勲章且Vきんしくんしょう

したね︒

こロつ

六781

軍人をのせた御用船が今しも

先生もみれば︑軍人もみる︒

港を出ようとした其の時︑︿略V︒

七411

手もとの軍ぜい二萬騎を引き

大明の軍勢四十一︑勢はげ

又南の海上にはひしひしと軍

船を浮べて︑岸には大木がきりたふ

七195

すると︑︿略V︑落ちて行く潮

してあります︒

にさそはれて︑賊の軍船はことごと

七212

く沖へ流れてしまひました︒

の汽車で︑軍たいに居るにい

隊
四807昨日おとうさんと朝九時

ぐんたい ﹇軍隊﹈︵名︶3 軍たい 軍

旅順港外うらみ

ぐんせん ﹇軍船﹈︵名︶2 軍船

り︒

夜半の頃には既に木之本に到着した

五千の軍勢まっしくらに進軍して︑

十一278図夜に入れば︑︿略﹀︑一差

將︑四十三の軍勢は此所へ向けよ︒

七鵬9園此の清正こそはまことの大

しくおしよせたるに︑︿略﹀︒

七三9囹

した︒

つれて︑た窟ちに極樂寺坂へ向ひま

七189

勢

ぐんぜい ﹇軍勢﹈︵名︶4 軍ぜい 軍

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九二9園軍人となって︑いくさに出

少しも名駅をきずつけなかった︒

九608東の空が明るくなると︑今ま 九389囹 閣下の劔は軍人の魂として

勲章

くんしやう

﹇勲章﹈︵名︶4

壮大な姿が︑だんくにあらはれて
來る︒

ウ

くんしょう

一一101圏ミゴトニサイタ

ヘイタイアソビノ

一ツトリタイ︑ キイ

ロナハナヲ︑

ノコギク︑

くんしやう

クンシヤウニ︒

はせ︑ををやたらにふって︑小

三221犬ははなをくんくんい 五172園 をぢさん︑勲章がふえま
其のいはれで︑戦記の時︑

七級まである︒

五203園此の勲章には功一級から功

だ︒

勲章に︑金の鶏をおつけになったの

大きな手がらを立てた軍人に下さる

五201囹
つな

ぐんぐん

もりにつけた長い綱はぐんぐ

︵副︶1

二郎のそばへよってきました︒
十島5

ぐんぐん

勲功

ん引張られて︑三百メートル許もく
り出された︒

﹇勲功﹈︵名︶1

丁令部
十772国

﹇軍神﹈︵名︶1

車場などがあります︒
ぐんしん

︿略﹀︑

軍神

し
此虜には軍司令部や龍山停

ジョージは︑かねてウェリ ぐんしれいぶ ﹇軍司令部﹈︵名︶1 軍

で︑︿略﹀︒

﹇軍功﹈︵名︶3

行長は清正の軍功をねたみ︑ 八993図鑑

軍人

軍神廣瀬と其の名残れど︒

︿略﹀︑大きな手がらを立て

﹇軍人﹈︵名︶5

ぞ深き︑
ぐんじん

つけになったのだ︒

た軍人に下さる勲章に︑金の鶏をお

たとひ敷年の軍功がみとめ 五201園
も︑石田めとは中直りは致さぬ︒

られず︑此のま＼切腹を命ぜられて

七991園

しました︒

︿略﹀︑清正のことを秀吉にざんげん

七975

軍功

人物であるといふ事を聞いてみたの

ントン公爵が勲功も古同く︑りっぱな

十一伽4

くんこう

九669 午前八時になると︑艦尾の旗

ぐんかんき

我は護らん︑海の國︒

十一832図圃 いで︑軍艦に乗組みて︑

ぐんこう

九617 軍艦の起床時闇は︑夏は五時︑

來る︒

壮大な姿が︑だんくにあらはれて

で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

九609 東の空が明るくなると︑今ま

ケレバナラナイホドデアル︒

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七819 カキハ又スグフエルモノデ︑

七533園 汽船も軍艦も御存じでせう︒

造ルコトが三二マセン︒

ウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ

サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ

六122園其ノ外︑釘や針ノヤウナ小 九目3 第十五 軍艦生活の朝

でした︒

話では︑軍かんだといふこと

四 8 3 1 そ ば に乗って居た人の

艦

ぐんかん

ぐんがく一ぐんたい

﹇軍用﹈︵名︶1

軍用

け

け

﹇気﹈几vおじけ・しおけ・ゆげ

本でブラシに造られ︑︿略﹀︒

﹇家﹈←とくがわけ

げ・おもげ・かなしげ・せわしげ・た

トラクターはちやうど軍用げ 丑vあやうげ・いそがしげ・うれし

のタンクのやうな形で︑ガソリンの

十一639

ぐんよう

折れて︑肩先へ切りつけられた︒

ぐんばいうちはでふせいだが︑えが

︽ーシ︾

屋敷の附近は︑官軍の兵士

がすき間もなく警衛してみる︒

十二鵬8

嘱する

けいえい・する ﹇警衛﹈︵サ変︶！ 警

もたくさんにある︒

さんの所へ出かけました︒
らん
ぐんばいうちは
である︒
十
一513 マレイ半島・日記東印度等
六427国 軍隊へ來ても︑學校でなま 七449 信玄は刀をぬくひまがない︒ 十885 支那の豚の毛が輸入されて日
には︑日本人の縷円してるるゴム園
けてるた者は人一倍弓勢をする︒

八799園 軍隊や︑裁判所や︑外國と

軍

のつきあひや︑其の他いろくの費
﹇軍隊帰﹈︵名︶1

用になるのです︒

隊婦

ぐんたいがえり

﹇軍刀﹈︵名︶1

軍刀

軍馬

け

ケ

取掛るのである︒

﹇毛﹈︵名︶5

ネコデモソバ

ヘクルト︑

︽ーセ︾

けいあい・す
す

﹇敬愛﹈

︵サ変︶1

敬愛

村長は︿略﹀︑深く村民に
敬愛せられて︑幾度の改選にも重ね

十伽8図

﹇敬意﹈︵名︶1

敬意

て選基せられ︑既に二十齢年勤績せ
り︒

けいい

九612

舷門には︑銃を手にした番兵

回する ︽ーシ︾
げん

わたしもく略﹀︑くはしく

が近くを警戒してみる︒
くわく
けいかく ﹇計画﹈ ︵名︶2 計圭毘 計

圭里

計垂を立てた事もあるが︑いろ

くわく

九263圓

くの差支があって︑一行が出來ず

其の利益は︑大部分を學校

にしまった︒

の基本金とし︑其の残部を一村共同

十俗8図

の有益なる事業の費用にあっる計書

なり︒

︽ーシ︾

パナマ地峡に運河を造る事は︑

書したところで︑︿略﹀︒

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十363

書︻する

けいかく・する ﹇計画﹈︵サ変︶1 計

故に我等は︑自國の國旗
を尊重すると同時に︑諸外國の國旗

十二6410図

に封しても︑常に敬意を表せざるべ
﹇経営﹈﹇▽ようぎょけいえい

からず︒
けいえい

纏

警衛の兵士等は︑安芳の姿

警衛

﹇警衛﹈︵名︶1

︿略﹀︒

︽ーシ︾

けいえい・する
序する

﹇経営﹈︵サ変︶1

を見ると皿時に押寄せて來たが︑

十二捌3

けいえい

ワニザメハ︿略V︑白ウサギ

ノ毛ヲミンナムシリ取ツテシ

四163

ダテマス︒

オヤドリハオコツテケヲサカ

三10一

毛﹇▽わたげ

獲動機が取付けてある︒
の
し
げ
・
ひ
と
な
つ
か
し
げ
け
いか ﹇経過﹈︵名︶1 纒過
九601 分家の金次叔父さんは︑軍隊ぐんれい ﹇軍令﹈︵名︶1 軍令
けい ﹇計﹈︵名︶2 計
十92 署師は皆︑︿略﹀︑たゴ経過を
蹄のたくましい腕で︑すとんくと
十
二梱9 西郷は軍令を出して翌日の
十溜8図 ︿略﹀︑萢舞といふ忠臣の助
見守ってみるばかりである︒
打下す︒
進軍を中止させた︒
を
得
て
報
復
の
計
を
立
て
︑
再
び
呉
と
職
けいかいしょく ﹇警戒色﹈︵名︶1 警
くんれん
ぐんちょう ﹇郡長﹈︵名︶1 郡長
くんれん ﹇訓練﹈︵名︶1 訓練
ひ
て
遂
に
之
を
亡
し
ぬ
︒
戒色
七429 郡長をはじめ︑見送の人々は 九676 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
十
﹁
1
重
三
天
下
を
定
む
る
三
分
の
計
︑
九209 此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒
くんれん
みんな泣いたといふことである︒
清められた乗員は︑これから訓練に
たなそこの上に指さすがごと︒
けいかい・する ﹇警戒﹈ ︵サ変︶1 警

ぐんとう

刀をふりかざし︑いつものはれぐ

九佃5 中尉は︿略﹀︑ 一だん高く軍

﹇軍馬﹈︵名︶4

とした聲で︑天略﹀ ︒ ﹂ と 叫 ん だ ︒

ぐんば

九齪7 北風はく略V︑見るからに強
さうな軍馬である︒

九三10 一年一三が始つたので︑北風
も外の軍馬と同じやうに︑主人にし
たがって戦地へ向つた︒

九悩1 東の空がほんのりと白む頃︑
北風は外の軍馬と一所に︑露螢のテ
ントの前に︑列を正して並んだ︒

うさぎの毛も間もなく白くな

マヒマシタ︒

るだらう︒

八34

らばつて︑或は軍馬になり︑或は馬

九繊6

くしく︑見るからに強さうな軍馬

北風はたけが五尺二寸もある

車馬になり︑或は耕馬になるのださ
﹇軍配団扇﹈︵名︶1

黒馬で︑毛はうるしのやうにつや

ぐんばいうちわ

うです︒

十226困 これ等の馬が日本全國に散

け

ぐんたいがえり一けいかくする

500

501
けいかりょうこう一けいせいする

けいかりょうこう

1 纒過良好

﹇経 過 良 好 ﹈ ︵ 形 状 ︶

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入
れてかきまぜてみた︒

ざい

しかして編輯局は更に編

輯部・政治部・纒黒部・︿略﹀等に

十ニー67図

ざい
十一436圓国 しかし幸に経過良好に けいざいぶ ﹇経済部﹈︵名︶1 毒悪部

て︑熱も凡そ二週間鯨にて全く相去
り申候︒

けいかん

やがて工廠長のふりかざし
つち

繋索をはっしと切る︒

けいさく

たる金色の槌は︑︿略V︑切噺皇上の

三囲4図

﹇警官﹈︵名︶1 警官
分れ︑︿略﹀︒
けいさく
ひん
往來の頻繁な街上でも︑ けいさく ﹇繋索﹈︵名︶1 繋索

十一一307国

景氣

よく警官の指揮に從って︑混齪する
﹇景気﹈︵名︶1

ことがなく︑︿略V︒

けいき

敬旦ハ

四267

さっしよ

町やくばも︑けいさつしょ

九552囹︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑けいさつしょ ﹇警察署﹈︵名︶1 けい
﹇ 敬 具 ﹈ ︵ 感 ︶2

夕方には必ず空になるといふ景氣︒
けいぐ

計算

も︑いうびんきよくも︑みんなの

﹇計算﹈︵名︶1

十一429営団拝啓︒︿略﹀︒先づは御
た︒

きらんぷが電とうにかはりまし
けいさん

かん
毎晩責上高の勘定を致

見舞までかくの如くに御座候︒敬具︒

無沙汰の御わびかたぐ近況御知ら

十二梱5硬骨

十二槻1圓団拝啓︒︿略﹀︒先づは御
せ申上候︒敬具︒

龍山はもと︿略﹀小さな町

であったが︑京城の獲展するに連れ

此虞でも同様の形式で討議 十769團

て次第に廣がり︑此方が町青きにな

十二893

し︑爾院の意見が一致すれば︑最後

つて︑今では龍山も京城の中に編入

十771囲 ︿略﹀︑今では龍山も京城の

されたのださうです︒

に議決した議院の議長から園務大臣
﹇刑事裁判﹈︵名︶3

を纒て奏上する︒

けいじさいばん

刑事裁判

十一205

帝其の志の動かすべからざ

此庭には天照大神をおまつ

京城神社

とく

︹掌圧︺2

に朝鮮総督府があります︒

城の友から

第十三

第十三

京城郵便局

﹇京城郵便

京城の友から

京城の友から

けいじょうのともから

十目14

十7210

局﹈︵名︶1

けいじょうゆうびんきょく

京

りした京城神社があり︑又其の近く

十753圏

1

けいじょうじんじゃ ﹇京城神社﹈︵名︶

けい
るを知り︑之を刑場に送らしむ︒

十欄3図

中に編入されたのださうです︒
此の犯罪者を罰するための
けい
けいじょう ﹇刑場﹈︵名︶1 刑場
裁判を刑事裁判といふ︒

裁判を行ふのは判事の職務
であり︑刑事裁判で︑君家を代表し

十一217

又︿略﹀︑刑事裁判では︑

て犯罪者の虜罰を求めるのは検事の
職務である︒

十一2110

藝術

此虜はさすがに藝術の都

﹇芸術﹈︵名︶1

不当な刑罰が加へられぬやうに被告
ぺん
を保護するために辮護士といふもの
がある︒

げいじゅつ

十二314囲

として世界に聞えてみるだけあって︑
京城

す時など︑仲間のうちにて計算は私

けいこ 5おけいこ

﹇京城﹈︹地名︺7

建物なども一般に壮麗です︒

警固

京城の市街は︑もと石で

南大門騨で下りるのです︒

どのりつばな洋館がそびえてみる︒．

鮮銀行・京城郵便局・天主教直管な

で︑其の又手前には朝鮮ホテル・朝

十735國汽車で京城へ肖る人は通常 十763団 其の手前は一帯に朝鮮家屋

けいじょう

が一番達者なりとて︑何時もほめら

﹇警固﹈︵名︶2

形式

けいこ

﹇形式﹈︵名︶4

れ潮候︒

を悲しみて涙と共に見送り奉り︑警

イギリスの正方は︑今日

十738國

セ︾

天祥刑せらる＼にのぞみ︑

南大門通から本町通・鍾けい・す ﹇刑﹈︵サ変︶1 刑す ︽一

た＼んだ高い城壁で園まれ︑︿略﹀︒
しよう

路通にかけての一帯が︑京城での一

ろ

く略V︑更にアイルランド 十748國
の加はるに及び︑白地に斜赤十字の

と︒

宣下としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

十伽3図
街がまるで糟のやうに見えます︒
りゆう

成する

︽ースル︾

京城の西南部に龍山とい けいせい・する ﹇形成﹈︵サ変︶1 形
ふ虜があります︒

十767團

十756団︿略﹀︑此虜からは京城の市

番にぎやかな虜です︒

討議の形式は︑普通第一讃
議を纏ることになってみる︒

會・第二讃會︒第三讃會の一二度の會

十一一888

今日の如き形式をなすに至れり︒

徽章ある其の國旗を合はせて︑遂に

十二624図

重ねたるものなり︒

の形式を旦ハふるまでに幾多の攣化を

十二617ロロ凶

けいしき

︑十㎜4図 京中の貴賎男女︑此の行幸
固の武士もさすがにようひの袖をし
まりナり︒

十三10図 翌朝警固の武士ども之を見
﹇景 行 天 皇 ﹈ ︹ 人 名 ︺

つけて︑細みかねて上聞に達したり︒
けいこうてんのう

やまとたけるの

言行天皇の皇子日本武

1 景行天皇

九99図

珪砂

尊︑︿略﹀︑東國の方に下り給ひき︒

みこと

﹇珪砂﹈︵名︶1

十一梱9 ︿略﹀︑マスクをかけた職工

けいさ

けいだい一けさ

502

十二608図 今日一國家を形成する
窪々にして︑國旗の制定せられざる
所なし︒

境内

偉物デス︒

けいばじょう
場

十︻910

﹇競馬場﹈︵名︶1

競馬

其の外各種の愛校や︑博物

館・圖書館等の修養筆管︑公園・競

﹇境内﹈︵名︶8

馬場・劇場等の娯樂機關が到る庭に

けいだい

八71 天略﹀︒﹂といって︑祭の悪日
散在してみる︒

ご

には︑おびただしい見物人が︑朝早

デき

くから宮の境内へつめかけた︒

十描9

ご

其の外︿略﹀︑公園・競馬

場・劇場等の娯樂機關が到る慮に散

ダき

十一910

げき
だざいふ
︿略﹀︑騨前で太宰府行の輕便 げきじょう ﹇劇場﹈︵名︶1 劇場
敬禮

さもげつト

﹇敬礼﹈︵名︶1

雀羅に乗った︒

けいれい

敬
同

終ったのも氣附かぬくらみ︒

いになって︑唯ぼうっとして︑ひき

に︑三人の心はもう驚と感激で一ぽ

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調

十二442 ︿略﹀︑最後は又急流の岩に

︽ーシ︾

げき・する ﹇激﹈ ︵サ変︶1 激する

︿略V︑衛兵隊は捧銃の敬白 在してみる︒

を行ひ︑艦長をはじめ乗員一同は︑

九671

﹇敬礼﹈︵サ変︶3

皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬乱する︒

︿略﹀︑艦長をはじめ乗員

︽ーシ・ースル︾

けいれい・する
禮する

九672

は︑皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬命

︿略﹀︑其の制裁としてどの

する︒

水兵はく略V︑やがて手をあげきぞう︒する ﹇激増﹈ ︵サ変︶− 激

やうな刑罰を受けるかは︑法律で明

︿略﹀︑刑事裁判では︑不當 九m8

増する ︽ーシ︾

至った︒

の領地にパラゴムの木を移植するに

増したために︑英國人はマレイ半島

︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

げて敬難して︑にっこりと笑って立

べん

な刑罰が加へられぬやうに被告を保

十一507
ぬいで恭しく敬漏して︑さて静かに

ジョ；ジは︑︿略﹀︑帽子を
口を開いた︒

十一伽6

去った︒

る︒

景

護するために辮護士といふものがあ

十一2110

かに定めてあるから︑︿略V︒

十一202

十17図 爾がはに木立すき間もなく けいばつ ﹇刑罰﹈︵名︶2 刑罰
茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ
ず︒

萬坪︒

十53図蒸溜の境内は廣さ約二十二
まん
十117 團員は︑午前七時八幡神社の
境内に集った︒

﹇景福宮﹈︵名︶1

林を後にして右に昌徳宮︑左に景

﹇敬服﹈

︵サ変︶1

福宮の壮大な構がある︒
けいふく・する

敬

かったので︑フィリップは眞心こめ

又毛織物の原料になる羊毛は︑ 十95

て此の事を申し出た︒

ぷぜハ

なかつ

げきりゅう ﹇激流﹈︵名︶1 激流

塚の前に馬頭観世音とほっ 十二脳1 豊前の中津から南へ三里︑

ばとうくわんぜおん

﹇怪我︺︵名︶1

︿略﹀︒

けが

けが﹇▽おけが

我が國ではほとんど産しないから︑

十868

げき
十7510国北の方の山のすそには︑松けおりもの ﹇毛織物﹈︵名︶1 毛織物 げきやく ﹇劇薬﹈︵名︶1 劇藥
げき
しやうとく
方法は或劇藥を酔ひる外にな

福宮

けいふくきゅう

十1110 午後四時︑豫定の仕事を終へ
て︑再び境内に集った︒

十柵8 間もなく神社の廣い境内には
いった︒

十二58図 やがて打績く松並木の間
を過ぎて境内に入り︑先づ舞殿の前
にぬかつく︒

十二810図 境内を出でて海岸に到る︒ 服する ︽ーシ︾

︿略﹀︑彼等が黒糖後にお 七256
ひへい

十二357團

激流岩をかむ山堅塁を右に見て︑川

輕重

た石が立ってるて︑其の前に時時新

﹇軽重﹈︵名︶1

沿の道をたどって行くと︑︿略V︒

けいちょう

しい馬のくつが上ってみる︒これは

シタ︒

昨日正午にこちらへ着いて︑

ケサ 今朝

ケサウグヒスガウメノ

木デ︑ホウホケキヨウトナキマ

二677

けさ ﹇今朝﹈︵名︶1一

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

六餌6團

げくう ﹇外宮﹈︵名︶1 外宮

ける自國の疲弊を回復するため盛に

げるのださうだ︒

活動してみるのには全く敬服しまし
景物

最初匠裁判所又は地方裁判所で行は

﹇景物﹈︵名︶1

十一209 裁判は事件の輕重によって︑

けいぶつ

馬がけがをしないやうに︑馬方が上
毛綜

た︒

﹇毛糸﹈︵名︶3

れる︒

けいと

けが・す ﹇汚﹈︵五︶1 けがす ︽一
︿略V︑店のしるしのついた手
サ︾

しかし部下の者は︑最後ま
つもりである︒

でベルギーの名馨をけがさなかった

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ
﹇軽便鉄道﹈︵名︶1

九383囹
輕便鐵道

けいべんてつどう

ました︒

六748園 ﹁マダアリマセウ︒﹂﹁総統 五254
デス︒﹂

六751園 追丁デオツタ物ニハ︑ドン
ナ物ガアリマスカ︒

六762園 イ・エ︑ヤハリ毛練デオツ

503
げざん一けだもの

三28 ︿略﹀︑ケサコソニイサン

ヨリサキニオキテミヨウトオ
モツテ︑ソツトネドコヲ出マシ
タ︒

ケサオカアサンガタマゴ

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

三54
六263 今朝は冠そう寒い︒

下した時には︑いつ見てもよ
日本の國には︑景色のよい所

いけしきだと思ひました︒
五563
がたくさんありますが︑︿略﹀︒

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

おかあさんがく略﹀︑下女

︽ーシ︾

十299図心

四406

や手つだひのものに︑おさしづ

にきえて︑

︽ーイ︾

野路を行く人影

たゴち

けた〜まし︑もずの音︑

下女がびっくりして︑﹁き けたたまし・い ︵形︶2 けた㌧ましい

こずゑはいつこ︒

をしておはたらきになりまし
た︒

四424

やつ﹂といったので︑︿略﹀︒

から︑けた〜ましい羽ばたきの音を

十429 ︿略﹀︑谷向ふのくさむらの中

五627圏だれがけすのか︑虹の橋︒

ケヅル

きつけたり︒

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

下駄買ふ人も︑士帰る人も︑

彼の姿
︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

ちやうど其の時︑﹁ふかだ

く︒﹂といふ船長のけた㌧ましい

十一5510

﹇獣﹈︵名︶8 ケダモノ

叫び聲が聞えた︒

︿略﹀︑トリヤケダモノヲ

﹁私バカラダガネズミ

ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒﹂

三764園

﹁オ前ハケダモノダラ

ノノ方へ行キマスト︑︿略V︒

三757ソノ時カウモリガケダモ

ナリマシタ︒

トイツテ︑ケダモノノミカタニ

チサウニナツタノデ︑﹁︿略﹀︒﹂

三746ソノ中卒ケダモノガカ

ニ

三745園

チサウニナツタノデ︑︿略V︒

三742ソノ中ニケダモノガカ

デモナイカラ︒﹂

三736園﹁私ハ鳥デモケダモノ

ス︒

ケンクワヲシタコトガアリマ

三733ムカシ鳥トケダモノガ

シタ︒

イコロシテ︑オモシロガツテヰマ

ニ342

け けだもの

粉をかけて消せば︑かた炭が出來上

こ

八319

﹇削﹈︵四・五︶2

るのである︒
けず・る

︽ーリ・ール︾

四593 ︿略V︑カンナデ板ヲケヅ
ルモノモアリマス︒

つる

立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒

汽車が進むにつれて︑關東平 け・す ﹇消﹈︵五︶2 けす 消す ︽一

いつ見てもよい景色です︒

五574

九682

あった︒

けし
︿略﹀︑かまの外へ引出し︑消

ス・ーセ︾

見なれた所も面白く感じた︒

七428 聞けば今朝から五里の山道を︑ 野はだんく夜の景色にかはって︑
わらちがけで急いで來たのださうだ︒

こした方ではありま せ ん か ︒ ﹂

九982囹

目下滞在中のネーロ市

色よく︑港としても有名なる虜に候︒

は︑ブラジル國の首府にて非常に景

十一撹9囲囲

た景色は︑全く雄大です︒

頂上に立って四方をながめ

七665園 ﹁あなたは今朝一人で川を 九762 ︿略﹀︑大そう景色のよい所で

九489国 おとうさんは今朝も︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お っしゃって︑大そう元
氣です︒

石屋の前を通りしに︑︿略﹀︒

九841図圃 今朝遠足にとく起きて︑

るスイスは︑到る威我が日本のやう

世界の公園といはれてゐ 十撹7図高徳︿略﹀︑大いなる櫻の

に景色がよい︒

十二3510團

︿略﹀父ガ︑夜汽車デ蹄ツタトコロ

九四10 道雄が今朝起キテミルト︑
デアツタ︒

あきてみた私には︑如何にも心地よ

をきはめ︑︿略﹀︒

十川4図圏浮きぼり・毛ぼりの 柱
にけたに︑振るひしのみのて巧

十397園あ＼︑今朝はなかく寒い︒ 十二369団 久しく軍手平凡な景色に けた ﹇桁﹈︵名︶1 けた
く眺められます︒
けしこ
﹇消粉﹈︵名︶1 消粉

八584図

を見送りぬ︑︿略﹀︒

下駄屋にありし人は皆︑

八576図南

さうして煙出から出る煙の色 げた ﹇下駄﹈︵名︶2 下駄

︵名︶1

上るのである︒
景色 けしゴム

消しゴム

消粉をかけて消せば︑かた炭が出來

けしこ

で焼加減を見て︑かまの外へ引出し︑

八318

けしこ

十908図圃 く略V︑ はうき手にく
今朝とく出 で し 兄 も 交 れ り ︒

此方をさして 語りつ﹂労る若き
人々︑

下山

下山の時には︑︿略﹀︑此の

﹇下山﹈︵名︶1

九958園

げざん

几Vひけし

﹇景色﹈︵名︶ 1 0

けしき

雪渓をすべって下る人があります︒
けし

けしき

履・傘ナドト︑大字三ア目立ツヤウ
三王シタル看板ヲ出セルハ︑ヨク人

三836 あまりけしきがよいので︑ 十一494 ︿略﹀・消しゴム・︿略﹀な
ど︑敷へてみるとゴムで造ったもの

けた＼まし

れふしがぼんやりと海をなが

︵形︶1

ノ知ル所ナルベシ︒

けたたま・し

は實に多い︒

トンネルを出て︑海を見げじょ ﹇下女﹈︵名︶2 下女

めてゐました︒

四825

げたや一けっしんする

504

下駄屋

ひらりと下りて

角の下駄屋にあづけ置き︑

︿略﹀︑

﹇下駄屋﹈︵名︶2

ウ︒﹂

げたや
八568図圃
自韓車を
すぐに老婆をみちびきぬ︒

其の結果今日も尚國民は眞

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ

十二燭5

けっこう

ちやうど有合はせの粟の飯︑

﹇結構﹈︵形状︶1

る度量に乏しい︒

候︒

尚又結構なる葛粉適々

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り

十一433囲團

れはけっこう︑頂きませう︒﹂

︿略﹀︑いかゴでございませう︒﹂﹁そ

十653圏

けっこう

八577図圃 下駄買ふ人も︑費る人も︑

下駄屋にありし人は皆︑彼の姿
を 見 送 り ぬ ︑ ︿ 略 V︒

つ・じゆうにかげつ・にさんかげつ

げつ ﹇月﹈︵名︶2 月﹇▽いっかげ

馬も誠に着順で︑けたりか

十一一937

かった︒

ものすごい程青白くかはつ

父のいさめも妻のなげきも︑

道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑

決

︿略﹀︑彼の決心はどうして

此の決心をひるがへすことは出塁な

十二931

だ︒

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

十一576

して︑實行をちかった︒

本當に自治の精神に富んで

うなことがあってはならない︒

十一価8

みる者は︑︿略﹀︑決して私心をもた

ないのである︒
あけるな︒

十一酩5圏人が何と言っても決して
しかも其の巻数幾千の多

も動かなかった︒

一度 けっしん・する ﹇決心﹈︵サ変︶5

きに上り︑これが出版は決して容易

十一伽7図

ダーウィンは︿略﹀︑

の業に非ず︒
十四ー33

決

月食

僕はこれまで暦といふと︑

﹇月食﹈︵名︶1

さうしてそれが同時に決勝黙

﹇決勝点﹈︵名︶1

事にならぬとは決して申されませぬ︒

けっしょうてん

八93

勝黙

へ着いた︒

げっしょく

うな事を見るものとばかり考へてる

日食・月食が何時になるかといふや

︿略﹀︑祝祭日・土用・彼岸・入梅・

十一903

﹁あの橋は危宿だから決し

みづいたりするやうな事は決してし

十176国

ません︒
十935圏

裁判の目的は︑決して人を

て渡ってはならぬ︒﹂

十一223

孚はせ︑又は人を罰することではな
い︒

しかし火の利用法は︑決し

決心

九277

﹇決心﹈︵名︶4

たので︑︿略V︒

みた少年は︑固い決心を顔にあらは

市町村長や議員を選墨する けっしん

てこれで完成したといふわけではあ

十一686
るまい︒

には︑︿略﹀︑決して親族・縁故其の

十一価2

他私交上の關係の爲に心を迷はすや

曲

月光の曲

月光の曲

りく略﹀

十一89図 五日月立春つちのとと げっこうのきょく ︹課名︺2 月光の

第九課

第九課

︿略V︑カキハ一度ツイタラ決
さて蕃人どもは︑︿略﹀︑此の

目に涙を一ぽいためて聞いて

十二371

十二目10

月光の

七分水星東方離隔つちのとう︿略﹀
曲

︹題名︺1

十一89図 三日月○下弦後九時四十

けっか

けっか ﹇結果﹈︵名︶7 結果←こう げっこうのきょく

きドつ

ベートーベンの﹁月光の

曲﹂といって︑不朽の恕罪を博した

十二455

おそれるやうに︑手で顔をおほって

のは此の曲である︒

十一584 砲手はその結果を見るのを
大砲の上につつ伏した︒

八263

シテハナレナイ︒

七818

て

十﹇772 有名な古事記傳といふ大著 けっして ﹇決﹈︵副︶15 決シテ 決し
述 は 此 の 研 究 の 結 果で︑︿略﹀︒

十一柵4 自治制も︑之を運用する人
民に自治の精神が乏しければ︑よい
結果を得ることは到底望まれない︒

何かをし始めたら︑漏足な結果を得

此の有様を見て︑フィリップ

︿略V中村君ヲ選基シヨウト決心シ

タ︒

ゴネリルは決して氣だての．

半鐘5

心スル 決心する ︽ーシ︾

後は決して人の首を取らぬとちかひ
一度

るまでは決して中途でやめなかった︒

ダーウィンは︿略﹀︑

ました︒

十ニー33

何かをし始めたら︑置足な結果を得

折は︑農學の進歩の爲には決してむ

十95

といふ署師が︑一命をなげうっても

やさしい女ではなかった︒
せつ
︿略﹀︑拙者の考へる所で
は︑︿略﹀︑うかくと兄弟垣にせめ

王を助けようと決心した︒

十二伽6圏

十二662

それにあの人の事だから︑

だでなかったと思ふ︒

てどこぞの國へやってしまふやうな

いでるたら︑日本一國にのしをつけ

王は其の治めてみるイギリ

決してあせらず︑

︸軒二軒と得意先
をまして行って︑︿略﹀︒

九553團

十二712
九267囹

しかしわたしの四十年の骨

るまでは決して中途でやめなかった︒

十二233 又輩に損益の嵩から見ても︑
︿略﹀︑つまりは小利をむさぼって大
損を招く結果になる︒
て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二備1図 初め彼は紙に炭素を塗り

505
けっす一けむり

齢生を安樂に送らうと決心した︒

うな事になれかしとは毛頭考へませ

どのやうに決着するにもせよ︑さや

しかしこれらの物は︑受取

﹇欠点﹈︵名︶2

ぬが︑︿略﹀︒

けってん

りき︒

これ等の敏鮎なき電燈の

けっぱく ﹇潔白﹈︵名︶1
じゅんせいけっぱく

あっさりしたこと︑潔いこ

﹇月曜﹈︵名︶1

月曜

月曜

を獲揮してみる︒

げつよう

四月二十三日

五147

月齢

言葉は遂に父を動かした︒

︿略V︑エントツカラムクム

三465あけると︑箱の中から

クトマツクロナケムリが出マス︒

三44

子供が︑各國人の間にまじりてかひ

十一摺7圓困中にも十三四ばかりの

七287図

く略V︑其ノ頃天皇ハ立上ル

今ハ商工業サカンニシテ︑

レミタマヒキ︒

煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハ

七285図

で︑白いけむりが立ってるました︒

ちやうどかまを明けたところ

白いけむりがぱっと出て︑︿略﹀︒
下男

五382

ぐしく立働ける様を見ては︑如何
﹇下男﹈︵名︶2

にもけなげに存ぜられ候︒

︿略﹀︑下男の太七がわら

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

四58

うです︒

めた︒

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

さうして煙出から出る煙の色

淺間山は煙をなびかせて︑

大空には︑午後の日が大砲の

或日︑︿略﹀百姓が︑たき

あちらこちらの幽々からは細

十一802利鎌 ︿略﹀︑ 煙たなびくと

い煙が立上ってみる︒

十㎜9

がっき︑煙をあげて燃出しました︒

火をしてみると︑そばの黒い岩に火

十849圏

よりとか＼り︑︿略﹀︒

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

九鵬7

東南の空はるかにそびえ︑︿略﹀︒

九988囹

で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

八701囲此所は工業地で︑煙突の煙

で焼加減を見て︑︿略V︒
えんとつ

八318

つて見たことがない︒

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

八295

炭を焼く煙も所々に立ちはじ

大工場多ク︑エントツノ煙ツネニ空

或物持の所へ行くと︑下男が

﹇煙出﹈︵名︶2

ケムリ けむり

八33

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

六671

げにや

ヲオホヘリ︒

﹇実﹈︵副︶1

主人がひどくしかってみた︒
げにや

十二鵬7図更に首を回らして南を望
た
めば︑︿略﹀︑其の南に﹁きは高く多

武峯・吉野山の山々連なるを見る︒

ふ

げにや﹁めぐらせる青垣山に︑こも
れる大和うるはし︒﹂と歌ひしにそ
むかず︒

けむだし

おとうさんが毎年潮干狩 八311 かまはく略﹀︑前には三尺に

煙出

振るひしのみのて

浮きぼり・毛ぼりの 柱
をきはめ︑︿略﹀︒

にけたに︑

十川4図圏

五月大三十一日通日月齢 けぼり ﹇毛彫﹈︵名︶1 毛ぼり

﹇月齢﹈︵名︶4

月出月入
十﹇909園
十一9010囹

出﹄﹃羽入﹄﹃月齢﹂を見る︒

こんな事を知るには﹃日 ︐けむ ︵助動︶←けん

月出月入
十一89図 九月小三十日通日月齢

十一89図

げつれい

晴

て廉恥を貴び︑潔白を重んずる美徳

れん

とを好む我が商民は︑其の長所とし

十一﹇柵4

潔白←

出現は當時の人の最も希望する所な

十二⁝川9図

其の他いろくの書写がある︒

る者にそれが不用であったり︑︿略﹀︑ げなん

十一792

畳字

ス を 三 分 し て 娘 た ちに與へ︑︿略﹀︑

十二942 彼は遂に﹁もう人にはたよ

るまい︒自分一人で修行をしょ
う︒﹂と決心して︑或静かな森へ行
つた︒

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

十二伽5 安芳は今日こそ最後の確答
れたのである︒

けっ・す﹇決﹈︵サ変︶2決す︽一
シ・ーセ︾

十一伽8図 鐵眼こ＼において再び意
を決し︑喜捨せる人々に説きて出版
の事業を中止し︑︿略﹀︒

︵サ変︶1

決する

に止むれども林藏きかず︑遂に同行

十二848図 コー二は︿略﹀︑しきり

﹇決﹈

することに決せり︒
けっ・する

十二価9 さていろくと思案したあ

︽ーシ︾

げく︑遂に心を決して︑たとへ何十
年か﹂らばか＼れ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 萬 人 の 爲

結束

に安全な路を造ってやらうと︑神童
に 堅 く ち か っ て ︿ 略﹀︒

﹇結束﹈︵名︶1

一尺程のかま口を造り︑ 後の方に煙

十二悩2 萬世一系の皇室を中心とし

けっそく

出の口を明けるのである︒

﹇煙﹈︵名︶15

煙﹇▽しおけむり・みずけむり

けむり

で僥加減を見て︑︿略﹀︒

八317さうして煙出から出る煙の色

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

さあ︑行きませう︒

けなげ

知るのだ︒

﹁︿略V︒

﹇健気﹈︵形状︶2
十266

けなげ

て團結した自民は︑かくていよく

﹇決着﹈︵サ変︶1

結束を固くし︑熱烈な愛國心を養成
した︒

けっちゃく・する

とはありますまい︒﹂此のけなげな

命を捨ててか＼ったら︑救へないこ
︽ースル︾

十二鵬7囹 拙者は︑此の談判がよし

決着する

巧

まやこそ︑ 我がなつかしき住家な
れ︒

十一槻一 シャベルでざくくかきま

十408園

﹁朝のうちに此のけやきだ
力藏さんのひいてみたけやき

けぶつ倒したいと思ってね︒﹂

十442

けやき・栗・かしは何れ

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

十二481図

なら・くぬぎ等なり︒

ぐれば︑︿略﹀・けやき・栗・かし・

十二459図今其の主要なるものを畢

の大木も︑見事に根本から切倒され

煙る

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに

けむる

た︒

﹇煙﹈︵五︶3

立ちのぼって︑目も口もあけられな
い︒

けむ︒る
︽ーッ︾

つてゐました︒

六棚2 雨あがりの庭はぼうっとけむ

すみ出て︑﹁︿略V︒﹂といひました︒

けれどもかたきのくどう

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家來

四923
をつれて居ます︒

六367陸へ上った時︑家來が﹁︿略﹀︒﹂

てっかの

みつもり

頼朝が木曽義仲をせめようと

と申しますと︑︿略﹀︒
き そ

六551

した頃︑木曽の家勢手塚太郎光盛
の娘が頼朝に仕へて居りましたが︑
︿略V︒

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

らやりで謙信をついたが︑あたらな

徳川家康が幼時馬鹿に負はれ

其の劇臭に百人の家來を五

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

た︒

十二714

そこでコーデリヤは夫に請

十人に減ずるやうにといった︒

十二731

家來は荒野にさまよってゐ

うて共々に家來を連れてイギリスに

渡った︒

たりヤ王を見附けて︑コーデリヤの

十二733

許に連れて來た︒

家来ども

﹁︿略﹀︒﹂と︑義家の家財ども

上様をはじめ皆様︑おしの

けました︒

來ども二百人に挺を持たせてかけつ

下になっては居られぬかと存じ︑家

七棚8園

はひやくしたといひます︒

五826

大江山ヘムカヒマシタ︒

二736 ライクワウハケライドモ
ト︑山ブシニスガタヲカヘテ︑

ドモ

信玄の家來は之を見て︑後か けらいども ﹇家来共﹈︵名︶4 ケライ

しいこずゑの色は︑強い日光を浴び

九343 みねからすそにかけての若々 十二482図中にもけやきはもくめ美 七452

べ

もが申します︒

家來があやしんで︑其のわけ 七半6 ﹁︿略﹀︒﹂などと清正の家來ど

レ︾

器にはしたがひながら︑

︿略V︑自分は百人の家來をけり ︵助動︶14 けり ︽ケリ・ケル・ケ

連れて月代りに三人の娘の許に身を

とほすは水の力なりけ

十603図 されど婦人は︑︿略﹀︑僧を

り︒

いはほをも

八818図蟹
た︒

なだめた者もあったが︑王の怒はい

十二702

降積む雪に道を失ひ︑進み

ば待たせ置き︑おのれは主人を迎へ

十643図

よくつのって︑もうどうすること
リや王は百人の家來を連れ

にとて外に出行きけり︒
十一一71一

も出來ない︒

今旦の中にはしきりに王を

寄せ︑三生を安樂に送らうと決心し

十二661

をたつねると︑︿略﹀︒

八138

て︑安倍川原へ石合戦を見に行った︒

あ

八134

とくがはいへやす

藤清正の家來でございます︒﹂

Y1園御門を守る者は誰か︒﹂﹁加

ました︒

せて︑一さんに伏見の城へかけつけ

七㎜2 此の時清正は︑地震と土ハには
てこ
ね起き︑昏昏の者二百人に挺を持た

い︒

家來

又くるひ少きが故に装飾材として珍
博せられ︑︿略﹀︒

﹇家来﹈︵名︶2一

ケライ

て︑一面に煙ってみる︒
けらい

十一356 ︿略V︑机によりか＼つて向

ふの方をながめると︑うねくと績
﹇▽ごけらい

イヌヲケライニシテイ
サルモダンゴヲモラツテ︑
キジモダンゴヲモラツテ︑
ベンケイハトウトウカゥ

げんしの漏しやうよしつ

四634其の時一人の家來がす

たつねました︒

ねは家來に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と

四628

ラズタイヂシテシマヒマシタ︒

二776 ライクワウノケライモ︑
シユテンドウジノテシタヲノコ

ニナリマシタ︒

サンシテ︑ウシワカマルノケライ

ニー26

ケライニナリマシタ︒

一512

ケライニナリマシタ︒

一504

キマスト︑サルガキマシタ︒

く岡が雨に煙って︑ぼんやりと遠く
獣

一50一

﹇獣﹈︵名︶2

見える︒

けもの

七836 陸ノ獣二型タモノニハ︑ラツ
コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア
リ︑︿略﹀︒

けやき﹇▽おお

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十一679 燈火としては︑初め松の木

﹇樫﹈︵名︶7

たが︑︿略﹀︒

けやき

けやき
なら

九347 うす紅のかへで︑銀ねずみ色
の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの
木を見てもなつかしい︒

十403 力藏さんも︑︿略﹀︑昨日から

ひきかけてみるけやきの大木を︑大
のこぎりでひき始めた︒

」七

けむる一けり

506

507
ける一けん

と い へ るにも似たりけり︒

もやらずた＼ずみたる様は︑古歌に
︿略﹀

十706図 されどかくて何時まで留る
べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前

十729図 一同謹んで承る中に︑常世

︿略﹀︑警固の武士もさすが

を退きけりとそ︒

十二5図
にようひの袖をしぼりけり︒

十梱3図 心ある者ども何れも同意し
ければ︑さらばとて︿略﹀舟坂山に

かくれ︑今かくと待ち奉れり︒

ケル

︽ケッ︾

もたまほしきは心なり

十二25図圃さし昇る朝日の如く︑
さわやかに
けり︒

ける ﹇蹴﹈︵五︶一

なかく沈むものではありません︒

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち奉

らんとて︑けはしき山路をふみわけ

十二9図

てたどり着きたりしに︑︿略﹀︒

マリーはどうかしてかくして

やりたいと思ひました︒けれども貧

七886

︽ーイ・ーク︾

けわし・い ﹇険﹈︵形︶2 ケハシイ

二743山ハケハシク︑ミチハワ

けはしい

しい木こり小屋で︑戸棚一つもあり
郷里の家は︿略﹀︑至ってせ

ません︒
八価5

モズハ︿略﹀︑フクロフノ

カホヲケツテ︑﹁キイキイ﹂ト

四37一

楠木正成が守った千早城は︑

くすのきまさしげ

カリマセンデシタガ︑︿略﹀︒

縣εあおもりけ

けはしい金剛山上にはあるが︑︿略﹀︒

こんがうざん

六907

﹇県﹈︵名︶5

んかみきたぐん・あきたけん・あきた

けん

けんかつのぐん・ふけん・ふけんしか

さうして全く無一物になつ

い・ふけんしちょうそんかいぎいん・

八795園

の税です︒

これは縣の税で︑縣立の學

校や病院や︑其の他道路などの費用

八796園

一枚は縣の税で︑一枚は國

て︑︿略﹀︒けれども社長さんは︑そ

けれども老僧は更にとんちゃくしな

ふけんれい

れを少しも苦にしないで︑︿略﹀︒

九542園

たといふことである︒

れる物は︑何時もきらく光ってゐ

も刀・︿略﹀など︑武士の魂と呼ば

まい︑そまつな家であった︒けれど
︽ケ︾

カチドキ．ヲアゲマス︒
ける

馬も誠に歪面で︑けたりか

ける ﹇蹴﹈︵下一︶1

十175国
みづいたりするやうな事は決してし
ません︒

けれども︵接︶9ケレドモけれど

い︒

ケレドモ けれ

國の税は勿論︑縣の税も村

になります︒

我が國の地方自治團腔には︑

﹇剣﹈︵名︶1

劔

少しも名讐をきずつけなかった︒

九389園閣下の劔は軍人の魂として

けん

府・縣・市・町・村の別がある︒

十一佃3

︿略V︑父に隠して是非學校 へ納めれば︑よいのですか︒﹂

八805園﹁縣や國の税も︑村の役場

の税もみんな大事なもので︑︿略﹀︒

アハビハ岩ヲハナレテ動クコ 八802園

︵接助︶2

ナリマシタ︒ケレドモマダツノ

︿略﹀︑早く強くなって︑か けれども
ども

四918

ハ ハエマセン︒

二653 子牛ハコノアヒダウマレ 十二佃5 ︿略﹀︑はては又村人全膿が
此の老僧から離れるやうになった︒
タノデス︒モウヨホド大キク

十一313図 清正手早くかぶとのをを も
切ったりければ︑かぶとはつ＼じの
さかひ

枝に残って︑︿略﹀︒

十一447図 昔︑泉州堺のなにがし
寺に︑尚書師久しく寄食してありけ

たきを取らうと心がけました︒

七817

るが︑︿略﹀︒

十﹁462図 或夜小僧︑住持の居間に

けれどもかたきのくどうは︑

十一967

タラ決シテハナレナイ︒

トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ

來りて︑﹁︿略﹀︒﹂とさ＼やさければ︑

つれて居ます︒

︿略﹀︑いつも大ぜいの家国を

︿ 略﹀︑民博師は前の如く夜

住持ひそかに行きて 見 る に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一4610図

敵は高いやぐらのある大船︑

も︑父は︿略﹀︑なかく許してく

に入れてもらひたいと願ったけれど

六807

こっちはつり舟のやうな小舟であっ

もすがら寝ねずして︑明日はかく書
がかんなど濁課してみたりければ︑

れなかった︒

た︒けれども我が武士は︑船の大小

す

間﹇▽いちにけ

ん・いっけん・いっけんよ︒さんげ

﹇間﹈︵名︶1

さんげんや・しちはちけん・にけん

けん ﹇軒﹈﹇▽いっけん・いっけんや︒

すると木のうろから︑栗鼠が
一匹︑けろりとした顔を出したが︑

九336

どちらを向いても青い水ばけろりと ︵副︶1 けろりと

り

などは少しも氣にしなかった︒

七543園

住持は尚知らぬ顔して過ししに︑
千里寄せくる

︿略﹀︒

︿略﹀︑

かりです︒けれどもく略V︑月夜に

十一808図圃

海の氣を 吸ひてわらべとなりにけ

は波が銀色に光って︑其の美しいこ

︿略﹀︒

キ︾

︿略﹀︑船は今にも沈むかと けわ・し ﹇険﹈︵形︶1 けはし ︽ーシ けん

思ふやうになります︒けれども船は

七569囹

とは何ともいひやうがありません︒

り〇

十二21図圃 大空にそびえて見ゆる
たかねにも︑ のぼればのぼる道は
ありけり︒

けん一げんき

508

ん・さんしじっけん・さんじっけん・
いて守った︒

いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ

たまく元の大軍至るに及

宋の領地ををかし＼かぼ︑︿略﹀︒

といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑

る︒其の原因はいろくあらうが︑
︿略﹀︒

ス︒

げんかん

︽ーシ︾

これは主として薬園が山で︑

﹇喧嘩﹈︵名︶一

﹇玄関﹈︵名︶2

ケンクワ﹇▽

げんくわん

ケンクワヲシタコトガアリマ

三733ムカシ鳥トケダモノガ

なかまげんか

けんか

因してみる︒

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二51！0

写する

十968図支那の宋朝の末︑北方に元 げんいん・する ﹇原因﹈︵サ変︶1 原

そう

さんびやくはっけん・さんびやっけ
ん・しごけんさき・しごじっけん︒し

ちはちけん︒じっけんいじょう・すう

じっけん・なんじっけん︒にけんは

十981図
んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

ば︒にさんびやっけん・はちじつけ
ん・はちじゅうまんけん︒ひゃくはち

元の皇帝深く文天祥を惜し
さと
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

孔子は正義の念強き人な

﹇言﹈︵名︶2

んとす︒

げん

︿略V︒

元

老遊者の言に深く感激した
﹇元庵様﹈︹人名︺2
ふまいけん

よって︑全く元氣を回復した人々は︑

︿略V︑名残を惜しんで此の島を去つ

た︒

さうして兄は︿略﹀︑父のか

り取ったあとを子下よくつるはしで

十4110

近づいて見ると︑坑夫が汗だ

掘返し始めた︒

僕も急に元氣がなくなって︑

らけになって︑元氣よく石炭を掘つ

十835

てるます︒

一所に船に上らうかと思ったが︑

十一859

︿略﹀︒

學校は四哩冠りも離れてゐ

たが︑︿略﹀︑毎日毎日月送よく通學

十一975

した︒

毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰 十一一391 薄暗いらふそくの火のもと

で︑色の青い元氣のなささうな若い

七765

か居るか︒﹂と呼ぶと︑いつも藤吉

それに近來はめっきり玉蔵

男が靴を縫ってみる︒

そこで彼は先づ近庭の河に

飲んで元氣を回復した︒

浴し︑︿略V少女のさ＼げた牛乳を

十二948

くなって來た︒

が衰へて︑もう政務にもたへられな

十二656

郎が眞先に出て來た︒
元氣

馬はたいそう元氣のよい動物

﹇元気﹈︵名︶12

ける︒

九753

六271

ひよどりは元氣な鳥だ︒

おとうさんは今朝も︑

が働くのだ︒﹂とおっしゃって︑大

﹁︿略﹀︒にいさんたちの分もわたし

九492国

これだけ聞いてもわかりませう︒

八666国 アメリカ人の一理氣なことは︑

げんき

グレースの眞心こめた看護に

一

の馬が︑林のかげや沼のほとりを元
ましい︒

十288

日を浴びて蹄途についた︒

同は元氣よく團歌を歌ひながら︑夕

十1510

やがて暮近くなったので︑

氣よくかけ廻ってみる様は︑實に勇

黒・白・茶色︑大小さまぐ げんき ﹇元気﹈︵形状︶5 元氣与お

當直三校が元氣のよい聲で號令をか

九62！

で︑生れた日からすぐ歩く︒
かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

七259

げんき

それから元庵様・不昧軒檬︑

︿略﹀︑元急心はおもに氣候
と農業との關係をお調べなされたが︑

九251圏

なり︑ 一そう研究を進められた︒

二代つゴいて︑其のお志をおつぎに

九227園

庵檬

げんあんさま

宣長は︑︿略﹀︒

十一764

りき︒其の言にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一67図

言﹇▽いちげん

十9910図 元の皇帝深く文天祥を惜し 六982圃村の學校のげんくわんの
さと
か らまつ
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ
沖って右の落葉松は︑︿略﹀︒

んとす︒

十999図

へば︑官田貴は意の如くならん︒

今より心を改めて元に仕

へらる︒

︽ケム・ケン︾

元

十991図圏

じゅうしけん・ろくしちじつけん・ろ
くじっけん・ろっけんはん

十伽7図 一秒量一秒︑七百尺に近き
大船艦は︑寸︑尺︑間と音もなくす
﹇権﹈せんきょけん
けん
﹇鍵﹈︵名︶1 鍵

べり出づ︒

けん
けん
︿略﹀︑やがて指がピヤノの

けん

鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈ん

けん

十二438

︵助動︶3

だ調は︑︿略﹀︒

けん

十601図されど婦人は︑氣の毒とや
思ひけん︑僧をば待たせ置き︑おの
れは主人を迎へにとて外に出行きけ
りQ

かめしく向ひあひけん英雄の姿︑今

十二95図︿略﹀︑そのかみ此庭にい
ま の あ た り 見 る が 如く︑︿略﹀︒

﹇元﹈︹地名︺7

思へば唯一場の夢に過ぎず︒

紅葉かざして些些しけむ︑今にして

十二欄3図 く略V︑大宮人の櫻かざし

げん
はかた

すべて日本人の短所として︑
性質が小さく狭く出歯たきらひがあ

十二燭9

六796 博多の沖は見渡すかぎり︑元 げんいん ﹇原因﹈︵名︶1 原因
からおしよせた船でおほはれた︒

六802 元の兵は一人も上陸させぬと

509
けんきゅう一げんこく

そう元氣です︒

九504 社長さんは饒程の年よりらし

︿略﹀︑力藏さんは見向きもせ

いが︑にこにこしてみる元凶な方で
す︒

十406
ず に ︑ 元 氣 な 聲 で ︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

て︑止めようともしない︒

じっちけんきゅう
︿略﹀︑二代つ〜いて︑其の

述は此の研究の結果で︑我が國文學
十二874図

︿略﹀︑彼は土地の事情を
元軍

天々きかずしていはく︑

﹇元軍﹈︵名︶4

研究することを怠らざりき︒

當る︒

十976図

時に宋の勇退張扇傑よく

ちやうせいけつ

戦して元軍を破る︒

十983図

言語

租界には皮膚の色の違ひ︑

﹇言語﹈︵名︶2

職ひて元軍を防ぐ︒
げんこ

十一93

言語・風俗の違った幾多の人種が入
交ってみるので︑︿略﹀︒

十一柵7圓国︿略﹀︑次にをのを振る
つて大木を伐るに︑三面も四抱もあ
るものが地ひゴきを打って倒るる様︑
﹇健康﹈︵名︶3 健康
えんとつ

壮快言語に絶し候︒
けんこう

てそれならぬものは無い︒

論語は︑曽参と有若との

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

十一64︹図

かう
原稿

集録したるものにして︑︿略﹀︒

げんこう ﹇原稿﹈︵名︶1

たく

さて編輯部にては刻々集

り來る原稿を選繹整理し︑給書面寓

かう

十ニー73図

﹇原稿締切時

眞等と共に之を印刷部に送る︒

げんこうしめきりじこく
しめ

原稿締切時刻
しめ

刷出まで其の間僅かに数十分︑以て

十ニー79図 ︿略﹀︑原稿締切時刻より

﹇元弘二年三

其の如何に速なるかを知るべし︒

げんこうにねんさんがつ

ほうでう

元弘二年三月

こロつ

月﹈︵名︶1

お

き

元弘二年三月︑北條高時︑

こう

後醍醐天皇を隠岐にうつし奉る︒

だいこ

十㎜2図

かくの如く各國の國旗は︑

けんこく ﹇建国﹈︵名︶1 建國

或は其の建國の歴史を暗示し︑或は

十二646図

其の國民の理想・信仰を表すものな

れば︑︿略﹀︒

此のやうに︑人々相互の間

此の犯罪者を罰するための

ふ役人が原告に馨るのである︒

は訴へられた者が被告で︑検事とい

裁判を刑事裁判といふ︒此の場合に

十一206

ひ
を被告といふ︒

ひ︑訴へた方を原告︑訴へられた方

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十﹇196

此所は工業地で︑煙突の煙 げんこく ﹇原告﹈︵名︶3 原告
で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ

王は間もなく健康を回復して︑

もあるから︑健康には害がなささう
です︒

十113

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が
出來た︒

一とし

︿略﹀︑雛壇の從業者の健康を
はかった事や︑︿略﹀など︑

十372

げんこう ﹇言行﹈︵名︶1 言行

然るに元仁の勢いよく盛

きを如何せん︒﹂と︒出でて元軍に

﹁我もとより之を知る︒唯並家の危

十975図

げんぐん
︿略V︑人はなぜみんな鳥類

の上に不滅の光を放ってるる︒
十一一111

の研究をしないだらうと不思議に思
︿略﹀︑何時の間にか好きな

ふやうになった︒
十ニー15

博物學の研究が主となってしまった︒

こ＼において再び炭素線

の研究に没頭したれども︑徒に多く

私も實は我が國の古代精

愛したいと思ってをります︒

十﹁752園

神を知りたいといふ希望から︑古事
記を研究しようとしたが︑︿略V︒

文天祥命を奉じ︑各地に韓 刻﹈︵名︶1

にして︑宋軍到る虜に敗れ︑皇帝・

︽ーセ︾

十978図

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

りき︒

しが︑︿略﹀︒

室に閉ちこもりて研究に鯨念なかり

十二備7図

エヂソンは例の如く實験

の時日と金鏡とを費したるに過ぎざ

けんきゅう ﹇研究﹈︵名︶14 研究5 十二備3図
九229園

お志をおつぎになり︑一そう研究を
進められた︒

十465 研究の爲には︑少からぬ費用
もか＼る︒

究す

十471 喜三右衛門はそれでも研究を けんきゅう・す ﹇研究﹈︵サ変︶1 研
止めようとしない︒

研究せしが︑︿略﹀︒

﹇研究﹈
研究する ︽ーシ・ースル︾

けんきゅう・する

人は生活上の必要から嚢火
法を工夫し︑燃料を研究し︑︿略﹀︒

十一685

︵サ変︶5

其のもたらせるものに就いて綿密に

十498 彼は此の後も尚研究に研究を 十二⁝川5図 こ＼において彼は︿略﹀︑
重 ね ︑ 工 夫 に 工 夫 を積んで︑︿略﹀︒

十498 彼は此の後も尚研究に研究を
重ね︑︿略﹀︒

じよ
十一755園 そこで先づ順序として萬
葉集の研究を始めたところが︑何時
の間にか年をとって し ま っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑きっと此の 研 究 を 大 成 す る こ

十一758園 あなたはまだお若いから︑ ＋一747園私はかねぐ古事記を研 八702團
とが剣舞ませう︒

に必要ですから︑︿略﹀︒

十一7510園 これは學問の研究には特

さうして煙く動植物を研究
して︑生物は︿略﹀︑下等なものか

十一771 宣長は眞淵の志をうけつぎ︑ 十ニー39
三十五年の間努力に努力を績けて︑

ら高等なものへと進むものであると
いふことを讃明した︒

遂に古事記の研究を大成した︒

十﹇772 有名な古事記傳といふ大著

げんこん一けんぶつ

510

六356

て︑﹃これが義纒の弓だ︒﹄などと言

はれては︑源氏の名折れになるから
だ︒

﹇減﹈︵サ変︶2

減ずる

百騎にげ︑二百騎にげして︑

其の上王に百人の家來を五

十人目減ずるやうにといった︒

十二714

には十萬騎に減じ︑︿略﹀︒

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ

六976

︽ージ・ーズル︾

げん・ずる

源氏の者どもは義纒をかばひ げんずい ←うだがわげんずい

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂﹁お捨てなさい︒﹂

十一219 又民事裁判では︑原告・被
告の相談相手・附添人群は代理人と
と口々に言ひます︒

べん

現今

六383園︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

なって其の主張を助け︑︿略﹀ため
﹇現今﹈︵名︶2

に辮護士といふものがある︒
げんこん

十二6210図 現今は星章の数四十八個
なり︒

謙信は馬に一むちくれて︑信

玄の本陣に切りこみ︑︿略﹀︒

七446

︽ーシ・ースル︾

︿略﹀︑當時世界に類のない大

材

十一一4610図 然れども材の優良にして

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒
しつ

建築材として最も重んぜらる︒

︿略﹀︑又よく灘氣に耐ふるが故に︑

古寺の

けんちょう ﹇建長﹈︵名︶1 建長

昔の音やこもる

建長・圓覧

山門高き松風に︑

十二284図圏

らん︒

げんてい ﹇元帝﹈︵名︶1 三思

元帝歎じていはく︑﹁文天

祥は眞の男子なり︒﹂と︒

十㎜6図

諸機械の原動力であった

げんどうりょく ﹇原動力﹈︵名︶1 原

動力

東海の島に接つた日本は︑
國家を建設する上に頗る有利であっ

十二価9園

つて︑︿略﹀︒

げんに此の測距の卒業生で︑

堅忍不抜あくまでも初一念

まいちけんぶつ・コーヒーえんけんぶ

十168團

ちやうど此の頃︑此所の名

んぶつ・まいけんぶつ

つ・とうきょうけんぶつ・にっこうけ
建築

も堅くして︑耐久・耐灘の性あるを

﹇建築材﹈︵名︶1

以て建築・土木・造船等其の用途頗

﹇見物﹈︵名︶1 見物﹇▽う

を通すねばり強さが訣けてはみない

十二慨6

堅忍不抜

けんにんふばつ ﹇堅忍不抜﹈︵名︶1

どと話された︒

裁縫の先生になってみる者もあるな

商店の番頭になってみる者もあれば︑

八929

﹁いや︑名前を申し上げる げんに ﹇現﹈︵副︶1 げんに

︽ーシ︾

十678図

そんす

︹地名︺一

ケン

程の者ではございません︒﹂主人は
けんそんして言はず︒
げんたく

信玄の家來は之を見て︑後か

ケンタッキーしゅう

七452

らやりで謙信をついたが︑あたらな

﹇▽おおつきげんたく
い︒

︿略﹀リンカーンは︑今か
田舎の貧しい家に生れた︒

ら百年齢り前︑ケンタッキー州の片

十一948

七453力﹂ぽいに謙信の馬をなぐり タッキー州
つけた︒

第六回目にいたって︑信玄か
ら謙信へ︑﹁︿略﹀︒﹂と申しこんだ︒

七458

人力又は蒸氣力もだんく電装に攣

た︒

十二鵬4

國を建設した英雄である︒

十79

設する

これ即ち世間の信用を博し けんせつ・する ﹇建設﹈ ︵サ変︶2 建

﹇謙信﹈︹人名︺8

である︒

けんしん
うえすぎけんしん

ある時謙信が山の手に陣を取

つてみると︑︿略﹀︒

七436

謙信﹇▽

て堅實に自己の事業を三年させる道

十二226

十一一柵6園 現今における賀意の利用 けんじつ ﹇堅実﹈︵名︶1 主導
は實にめざましいものです︒

原産地

且﹀さのげんざえもんつね

﹇原産地﹈︵名︶1

げんざえもん
よ

げんさんち

検事

十一536 こ＼までが原産地における
﹇検事﹈︵名︶3

仕事である︒

けんじ

源

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

十一206此の場合には訴へられた者 七438 謙信はそれをさとって︑夜の けんそん・す ﹇謙遜﹈ ︵サ変︶1 けん
が被告で︑検事といふ役人が原告に
當るのである︒

十一218 ︿略﹀︑刑事裁判で︑自家を
代表して犯罪者の庭罰を求めるのは
検事の職務である︒

十一231 ︿略﹀︑判事・検事・辮護士

げんじ

の任務は極めて重大なものといふべ
﹇源氏﹈︹人名︺4

きである︒

氏

げんじ

けん

献ず

︽一

か︒
けんちく ﹇建築﹈︵名︶1 建築
四612 屋島のたたかひに︑げん 七465 謙信はこれに同意した︒
じはをか︑へいけは海で︑向
七489園 約束の川中島は謙信に渡す︒ 十二478図 ひば・松・落葉松は何れ けんぶつ

﹇献﹈︵サ変︶1

九4210図圏園 ﹃我に愛する良馬あり︒ る如し︒
けん
けんちくざい
今日の記念に獄ずべし︒﹂

ズ︾

けん︒ず

げんじの大しやうよしつ

ひあって居ました時︑︿略﹀︒

四628

ねは家來に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と
たつねました︒

511
けんぶつする一こ

︿略﹀︑祭の命日には︑おびた けんめい

見物人一同

﹇懸命﹈←いっしょうけんめ

當時此のあたりは未開の原

様や︑︿略V様は︑實にのどかである︒

十︻629

ブラジルは何虜へ参り

野で︑殆ど交通の便もなく︑︿略﹀︒

十一欄1塵圃

原野は大てい牧場にて︑

ても果なき原野と森林とに候︒

けんりつ

﹇県立﹈︵名︶1

浮立

事も少くない︒

ブラジル邊でゴムを製造す

るには︑山野に自生するゴムの木か

最初にはいったのは原料を

ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

一

コ

こ

を入れてかきまぜてみた︒

職工が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉

けい

調合するところで︑マスクをかけた

十一梱8

こ

子←あかご・

︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

七麗図図 マとコ︑ユとエ︑レとン︑

し

こ ﹇子﹈︵名︶49 コ

うじこ︒おこ・おやこ︒おんこ︒グ

レースおやこ・さとこ・すずめのこ︒

こ・われはうみのこ

これは縣の税で︑縣立の學 たけのこ︒たつのおとしご︒ちのみ

原料

校や病院や︑其の他道路などの費用
﹇原料﹈︵名︶5

一466︿略﹀︑モモガニツニワレ
テ︑ナカカラオホキナヲトコノ
げんりょう

又毛織物の原料になる羊毛は︑
︿略V︑オーストラリヤ・南部アフリ

十869

カなどから輸入する︒

又外國から原料を輸入し︑そ
れに加工して︑更に外國へ輸出する

十8710

オヂイサンバソノコニ︑

三131圏ばうやはよい子だ︑

シタ︒

モモタラウトイフナヲツケマ

一47一

コガウマレマシタ︒

になります︒

八797圏

十一506

八71

八109

今日は朝から︑義雄君に案内しても
見

つ

原野

物の馬市が始ってみるといふので︑
らって見物に行きました︒
﹇見物﹈︵サ変︶9

む

﹇原野﹈︵名︶5

が近くを警戒してみる︒

十一499 ゴムは︑熱帯地方に産する
い
だしい見物人が︑朝早くから宮の境
えき
げん
或植物からとる白色の液を原料とし
げんもん ﹇舷門﹈︵名︶1 舷門
内へつめかけた︒
げん
て︑製造したものである︒
つきそひの者や見物人はかけ 九612 舷門には︑銃を手にした番兵

けんぶつ・する

よって來て︑信作に水をはかせるや

︽ーシ︾

物する

げんや

陸中と陸奥との境にある幾つ

がだんくに開けて來る︒

かのトンネルをくゴると︑濯い原野

見物人は箏って︑多勢の方へ 九749

ら︑醤者を呼びに走るやら︑︿略﹀︒

命じた︒

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

八136

四835 三人で町を見物しました︒
ますが︑多くは舟に乗って︑島の間

五573 あたりの高い所からもながめ
を通って見物します ︒

ガハ

キ者ナシ︒

︵名︶1

けんぶつにんいちどう

﹇見物人一同﹈

爾側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如

六398団昨日はとなり村から來てる 八589図 近年人々ノ生活次第ニイソ 十一604 見渡す限り果もない原野に︑
放牧の馬や牛がいうくと草をはむ
ガシクナリテ︑見物人ノ外国︑町ノ
る歩兵の音吉君と二人で町を見物し

た︒

六401團 お前はなぜ自分の村の人と
見物しなかったかと思ふだらうが︑
︿略﹀︒

越前守は早速門をしめさせて︑

十一佃2飯豊

︹課名︺2 けんや

牛馬は放し飼にせられ居候︒

くと義指

けんやくとぎえん

八417

見物人一同の所名前を書取らせ︑さ

六鵬7困 参拝をすましてから︑京都
へ出て︑二一二日見 物 し て 臨 ら れ る さ

ておごそかに︑﹁︿略V︒﹂と申し渡し

﹇源平﹈︹人名︺1 源平
だんのうら

けん
﹇献木﹈︵名︶！

だ切なり︒

けんぼく

大方は國民の腰縄こめた
るものも少からず︒

る獄木にて︑中には小學生の奉りた

けん

十61図園

獄木

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一3410図 く略V︑屋島・壇浦は源六目5 第十七 けんやくと義掲
六665 第十七 けんやくと義絹

げんぺい

ました︒

うです︒

九318 殊に遊覧船に乗って︑頭から
雨のやうなしぶきを浴びながら︑瀧

﹁松島は︒﹂﹁仙墓から三つ

つぼを見物して廻るのは︑實に壮快
です︒

九716園

目の松島騨で下りるのだ︒錦りに見
物して行かう︒﹂

見物しました︒

かう
十797 此の間︑九州三池の或炭坑を

支那・印度の文明を入れ︑

敏な國民である︒

を成し遂げた日本國民は︑賢明な機

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二鵬7

十二305国市街を見物して私の特に けんめい ﹇賢明﹈︵形状︶1 賢明

見物

感心したのは︑市民が交通道徳を重
﹇見物人﹈︵名︶4

んずることです︒

入

けんぶつにん

こ

一
こ

512

ねんねしな︒

三191園
すか︒﹂

あの子のせいより低かった︒

だ︒

﹁︿略V︒﹂

八114囹感心だ︑感心だ︒えらい子

學校の前でふりかへり︑

よりのぶ

其の子頼宣は職が穿つたと聞いて︑
先陣へかけつけたが︑︿略﹀︒

﹁雀の子がほしくて参りま

︿略﹀︑

さとすべき子に
小さき悔をいだきつ＼︒

思った︒

める︒

九醜9

のぶ

︿略﹀︑此の老人こそは出羽の
のぶすゑ

水兵はくもの子を散らすやう

一人の子が御國の爲い

十二554

十二554

︿略﹀︑男の子はやがて仕事

男の子と女の子である︒

男の子と女の子である︒

女の子は唯じっと見まもつ

墓の上の物をあれこれといちり始め

十二555

た︒

十二556

男の子は指先でそれをつま

てるたが︑︿略﹀

十二559

まうとしたが︑盛り小さいのでつま

︿略﹀女の子がそれを見附

めなかった︒

けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫んだ︒

十二584

くしたいと思ふばかりでございます︒

十一一6810園唯私は子としての務を蓋

こ ﹇戸﹈﹇▽じゅうさんこ

校長も着實温厚なる人にし

一人は老砲手の子である︒

﹇湖﹈←ガツンこ・じんぞうこ・た

こ

こはたゴ事ならじと︑尾

こ ﹇▽かわりばんこ・まわりっこ

用に適せず︒

ク燈に類するものにして︑︿略﹀︑實

十二川6図然れどもこは今日のアー

満ちくたりと報じ來る︒

てわいたる敵の大軍︑木之本の邊に

十一264図 ︿略﹀︑こは如何に︑降つ

野路山の本螢に急報すれば︑︿略﹀︒

十﹁262図

こ ﹇是﹈︵代名︶3

こ ﹇顧﹈←さんこ

ざわこ・とわだこ・びわこ

こ

こ ﹇蚕﹈丑Vなつこ

こ ﹇個﹈﹇▽しじゅうはつこ

しるこ・とりこ

﹇粉﹈εきなこ・くずこ・けしこ・

くさに出でし事なれば︑定めて不自

母も人間なれば︑我が子

こ

十﹁554

︿略﹀︒

て︑生徒を愛すること子の如く︑

十伽1図

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

其の子を二人の田中に恥い 九柵7塵囲

由なる事もあらん︒

九恥10図囲園

九価8園私には妻も子も有りません︒

にしてるた︒

がって︑まるで我が子のやうに大事

︿略﹀︑たいそう北風をかはい

に八方へ散って︑︿略﹀甲板洗を始

九649

に︑死所を得たるを喜べり︒

九423図圏園二人の我が子それぐ

淵である︒

ひろ

國の治者佐藤信季︑少年は其の子信

﹁それではをとこの子で 六996間あの子がいくさに行く時に︑ 九282

男の子三人はささのは

をとって︑舟をこしらへました︒

三616

廣いたんぼの

四112圃 おやはかへして︑ 子は 八148 徳川家康が大阪城を攻めた時︑

くれうって︑
萎まきすます︒

四797私は︿略﹀︑どういふ子 八162 松平正綱の子信綱は幼名を長
はどういふ人になるといふ
四郎といった︒
参れ︒﹂

八166園﹁長四郎︑雀の子を取って
八175園

ことを見ぬきます︒
すゑの天皇陛下 われら國民七千萬
した︒﹂

八349

合へ︒

八367圏
さとされし

八579園圃

︿略﹀︒

信吉にはおとよといふ今年十 十﹇7910図蟹 我は海の子︑白波の
さわぐいそべの松原に︑

あちらでも︑あの子のこと 十一佃3 農場主は ︿略﹀︑そばに居
ばかりが︑氣にか㌦つてみたのでご

た自分の子に︑﹁︿略V︒﹂と言ひつけ

﹁我もとよりいなみ奉

よい子だから私の頼をき

ざいました︒

いてくれ︒

私は三年ぶりに此の子にあ 十一伽2園

十二67三園

る心なし︒我が子事始主とはかて答

大將の父は︿略﹀︑自分の子

へ申さん︒﹂

ことしろぬし

封しても申しわけがない︑︿略Vと

がかう弱虫の泣虫では︑第︻藩主に

八尋4

ふのでございますが︑︿略V︒

八875園

た︒

八844園

一になる女の子があるが︑︿略﹀︒

八834

勝つた方へ其の子を渡す︒

て︑爾方から子どもの手を取って引

八365圏

うに育てました︒

︿略﹀︑婦人は之を我が子のや

五15圃大日本︑大日本︑神のみ
を わが子のやうに おぼしめされ
る︒

たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

五95圓もう此の子一人になりまし
にまみります︒

五778 親のほねをりが子の時になつ
て あ ら は れ た の で あらう︑︿略﹀︒

わたしの

六254 親が落ちれば其の子も落ち︑
︿略﹀落葉松は︑

弟 が 落 ち れ ば 兄 も 落ち︑︿略﹀︒
か らまつ

六985幽

子どもが植ゑたので︑其の子はと
うに戦死した︒

六988圏あの學校がたった時︑う
ちの畠にあったのを 死んだあの子
が掘取って︑ かついで行って植ゑ
たのだ︒

六992圏 あの子は十二︑落葉松は
あの子のせいより低かった︒

六993圏あの子は十二︑落葉松は

513
ご一こいちじいさん

ご ﹇五﹈

二目6
ニー31

三目4
三目6
三121
四目6
四121
五目6
五171

ぬ︒

十偶8図

︹寓話︺ 10

五

カンガヘモノ

第八課

ヨーロッパの旅

ジュネーブから

五221

其のたびに︑鯉のかげが地の

上をおよぎます︒

五

く略V

御安産

五678園

﹁鯉も居るが︑それよりも︑

コイ

こい

濃

こ

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒

もっとお前に聞かせて置きたい話が
ある︒﹂

十悪2図

﹇濃﹈︵形︶3

を養ふことも盛にして︑︿略﹀︒

こ・い

︽ーイ・ーク︾

︿略﹀︑色モシダイニコク

︿略﹀︑其ノ中へ卵ヲ産ム︒

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑

一匹デ三四千粒モ産ムトイフ

ガ︑産ンデシマフト︑其ノ上二重ヤ

小石ヲカブセル︒

石を投げつける者さへあった︒

十二鵬6 ︿略﹀︑中には古わらちや小

さうして主人がこひしくなつ

こいし・い ﹇恋﹈︵形︶2 こひしい

九柵1

︽ーク︾

命が惜しくなったか︑妻子

て︑今來た方へ一散にかけもどった︒

がこひしくなったか︒

九榊8國

だんく沖の方へ進んで行 こいちぐるま ﹇五一車﹈︵名︶1 五一
こ

ナツテキマシタ︒

三586

い

﹁用水池には大きな鯉が居 六473

五677園

︿略﹀大聖の面目︑よく

．あらはせる語なり︒

十一82図
﹇御安産﹈︵名︶1

此の語にあらはれたりといふべし︒
ごあんざん

十一847

三313村の人は五一車とよん

車

こいちじいさん

三目12

十一

五一ちいさん

五一ちいさん

﹇五一祖父﹈︹人名︺6

十一

す︒

五一ちいさんがその水車

五一ちいさんのうたふこ

たはない日はない︒﹂

三318園 ﹁からすのなかない日
はあっても︑五一ちいさんがう

ちいさんです︒

三316

五一ちいさんはおもしろい

やのばんをしてみるからで

三313

五一ちいさん

ごいちじいさん

三311

五一ちいさん

﹇五一祖父﹈︹課名︺2

くと︑水の色はものすごい程濃い紺

御威光

御威光にもか＼はる所と存

﹇御威光﹈︵名︶2

うなものか存じませんが︑︿略﹀︒

こいこう

七鵬5園

じ︑﹃︿略﹀︒﹄と返書をつかはしまし
たが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七欄4園

で︑御威光を借りて豊臣と記したの
でございます︒

小石

キレイナ水ガサうく流レテ︑ 三336

﹇小石﹈︵名︶3

六466

こいし

でるます︒

色だ︒

︿略﹀︒

其の一つくが日の色にはえて

黒い程こい緑の葉の間から︑

二日御安産にて︑玉の様なる女の御

︽ーイ︾

どうか御安心下さい︒

御安心下さる

五885国

鯉

官軍方の御意見はどのや

うちの事はすべて御安心下こいけん ﹇御意見﹈︵名︶1 御意見

コヒ

ウイテ

ユラユラスレ

コヒバエサカト

ナミニユラレテ︑

バ︑
クル︒

さをの先の矢車ががらがらと
鳴ると︑鯉が大きな口で︑思ふぞん

五212

ぶん風をのんで︑家のむねよりも高
く尾を上げます︒

十二囲2園

九493国

2

十二207

子御生れの由承り︑︿略﹀︒

十鵬8鶴囲︿略﹀︑御母上様には去る

ませうね︒﹂

﹇後﹈且Vそつぎょうご・たいせん

十二358
ご
ご︒にゅうえいご・やくごじかんご・

カンガヘモノ

ヒヨコ⁝⁝⁝五
語﹇▽いちご・にっ

﹁おのれを修めて人を安

﹇語﹈︵名︶2

やくごじかんご・ゆうはんこ
ご

お花

十一了8図

ぼんご

お花

白ウサギ

呉

んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を

白ウサギ

金鶏勲章

4

競馬⁝⁝⁝五

金鶏勲章

︹地名︺

︿略﹀︑呉の勢盛にして越軍

之を亡しぬ︒

﹇鯉﹈︵名︶6

﹇乞﹈与いとまごい・おいとまご

さい︒

こい

5εこうご

きゅう・ごぜんごじ・さんじゅうご

い

ご ﹇五﹈︵名︶6
じゅう・だいご・だいこか・にちよう

一二三四五六七八九

五

二242圃︿略﹀木ノハ︑︿略V︑

こい

五37図 5
︿略﹀

第十九課我は海の子

第十八

十34図5

九833

十一819
︿略﹀却
︵

平安工場

十︑十バトンデキマス︒

一343

んかごねん・めいじごねん

さんだんごせ・はっしゃくこすん・ぶ

五

︿略﹀︑再び呉と戦ひて遂に

十鵬5図 く略V︑勾践は呉に捕へられ ごあんしんくださ・る ﹇御安心下﹈︵五︶

大いに破れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

十榴5図

る二國ありき︒

十罵3図 昔支那に呉・越とて相隣れ

ご ﹇呉﹈

八目4 第三

五五五五五五三五五

こいつ一こっ

514

︿略﹀︑五一ちいさんは

ゑがきこえます︒

三344

こいつ

し

ちよロつ

六403国

︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

工・輻重の五種があって︑︿略﹀︒
公﹇▽かんこう

公は此虜にうつされてから一

﹇公﹈︵名︶1

十伽⁝1

こう

功

しかし今の職孚は昔と違つ

﹇功﹈︵名︶1

﹇江﹈﹇▽おうりょくこう・こうほ

﹇効﹈︵名︶2

効

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

こう

﹇港﹈几vいちだいぼうえきこう
かう

﹇斯﹈︵副︶34

︿略﹀︑運の悪い時には悪いも

シマフノデセウ︒

五742

ので︑其の年のつゆに︑又土手がく

泣虫では︑第一藩主に芳しても申し

東京から此所までは四百五

わけがない︑︿略﹀と思った︒

十六哩もあるのだが︑かうたやすく

九7610圏

予てみると︑そんなに遠い所に來た

つれて︑池のたまり水が村の中へお
し出した︒かうなっては︑もう庄屋

北風は︑主人の手がかうして

やうな氣がしないね︒

く略V︑自分ノタフトイ黒光

つたから︑︿略﹀︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価6

の悪口を言ふ者ばかりで︑︿略﹀︒

航海といふものは︑かうい

ふ面白いものですが︑たまには恐し

七566園

い目にもあひます︒

などと一しょに︑よく道ぶしんに出

十139圏 ︿略﹀︑あなたのおとうさん

ダ︒

ラ︑カウシテワザく蹄ツテ來タノ

テカリソメニモスベキ事デハナイカ

権ヲ棄テルトイフ事ハ︑選暴人トシ

﹁︿略﹀︒﹂かういって︑さつさ 九擢3園

﹁しばらく︑うちのおばあさ

と錦って参ります︒

七737

七902

又大急ぎでおばあさんの着物を着せ

んにおなりなさい︒﹂かう言って︑

﹁向ふむきになって︑此の

てやりました︒

たものでした︒﹂高橋さんは︑お茶

七906園

を一口飲んで︑﹁︿略﹀︒私どもの若

んでした︒

いろく集めた事もありましたが︑

十668園舎はもと鉢の木がすきで︑

て運んでくれ︒﹂

のかった雑木を︑かういふ風に束ね

十416囹

﹁壮吉︑お前はおとうさん

あなた方の半分ぐらみしか働きませ

い時分には︑かういふ仕事になると︑

いすにかけていらっしゃい︒﹂﹁かう

﹁よいあんばいだ︒︿略﹀︒﹂と︑

ですか︒﹂﹁あ﹂︑さうです︒
七928

おとうさんは朝起きるとすぐ空を仰
かうして二三日たちますと︑

いでかうおっしゃった︒

八川4園

耳は鳴り︑目は暗み︑手足はなえて

も青くなって來て︑からだに全く力

かう落ちぶれては︑それも無用の物

しまって動くことが出來ず︑顔の色

がなくなりました︒此の時胃は一同

そこから竹の子が出る
のです︒︿略﹀私のせいより高
くなりました︒かうのびてはと

すべてかういふやうに︑手分

好と思ひ︑︿略﹀︒

八川4

︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

といふ︒

をして別々に仕事をすることを分業

八尋6

に向って言ひました︒﹁君等はかう

し

てもたべられません︒

︿略﹀かしのみが︑
ひを見上げてかういった︒﹁今

四565圏

に見てみろ︑僕だつて︑︿略﹀︒﹂
︿略﹀︒カウ毎日降ル雨ハドウナツテ

五505此ノ頃ハ雨が降りツぐイテ︑

があって︑出入口になってみたのだ

壁で園まれ︑その庭々にかういふ門

の市街は︑もと石でた＼んだ高い城

十7310囲此の門が南大門です︒京城

なることは知らなかったのですか︒

三264

いって︑だっこをしてく略V︒

がなくときには︑﹁︿略﹀︒﹂かう

三14！ それでもまだあかちゃん

カウ

こう

ても更に効のないことを知った︒

十二946

とむるは人情の常にあらずや︒

十995園圏 父母の病あつければ︑署
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ

こう

こう・こくりゅうこう・ようすこう

こう

ことは出家ない︒

て︑一人で進んで功を立てるやうな

青眼4囹

こう

送られたさうである︒

五一ちいさんはことし六 歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

あたまをなでました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大きな手で

三348
十九ださうです︒
﹇此奴﹈︵代名︶1

七922医 さうして︑﹁こいつ︑かな

こいつ

鯉のぼ

鯉のぼり

﹇鯉幟﹈︹課名︺2

つんぼだな︒﹂

り

こいのぼり

五目7 六 鯉のぼり
﹇鯉幟﹈︵名︶2

五206 六 鯉のぼり
こいのぼり

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

焔心3 なるほど︑去年鯉のぼりを立
した︒

御遺物

八661團 く略V︑日本人の家には︑鯉
のぼりが立ってるました︒
﹇御遺物﹈︵名︶1

十35図 寳物殿に到りて御遺物を拝

こいぶつ

観す︒

こいわいのうじょう ﹇小岩井農場﹈
九742園 あのふもとに有名な小岩井

︵名︶1 小岩井農場

﹇御隠居様﹈︵名︶1

農場があるのだ︒

こいんきょさま

四62園 ﹁こいんきよさま︑その

こいんきよさま

工

お年でつぎ木をなさるのです
﹇工﹈︵名︶1

か︒﹂

こう

515
こう一こうえん

さうです︒

の美質をもつてみることをよく見定

十悩1園 かういふ嵩から︑いろく
めて︑あの青年をやとふことにした
のです︒

十一163圏 ﹁本や帳面はどうしてい

しまって︑︿略﹀︒

父は暦を持って來て︑
かういふやうに︑暦はわ

﹁︿略﹀︒﹂かういって弟の手に渡した︒

十一889
十一918園
たしたちに日日の事を教へてくれる

一家の暮し向は誠にあはれ

大切なものだ︒

十一961

こ・う

﹇請﹈︵四・五︶5

八854

こふ

請ふ

せう
はれ︑其の肖像壷は到る庭の店頭に

飾られた︒

主人は三本の鉢の木を切り

深く謝し︑さて﹁︿略V︒﹂

てるうりにたきぬ︒僧は其の厚意を

十674図

謝するに剰りあり︒

九431図圏園 ﹃我に愛する良馬あり︒
けん
今日の記念に献ずべし︒﹄ ﹃厚意

學校へ行って案内をこふと︑ こうい ﹇厚意﹈︵名︶2 厚意

︽ーウ・ーヒ・ーフ・1へ︾

小使が出て來た︒

十598図とあるあばら家の門口に杖
を止めて︑一夜の宿を貸し給へとこ
へば︑身なりはそまつなれど氣品高
き婦人呈出でて︑﹁︿略﹀︒﹂とことわ

らっしやいますか︒﹂と尋ねてみる

りぬ︒

十二731

そこでコーデリヤは夫に請

﹇号﹈︵名︶1

號﹇▽きたかぜこ

う・でんいちごう・ビーグルごう

こう

十二613図

︿略﹀我が國の國旗は︑

嚢揚︑國運の隆昌さながら旭日昇

りゆう

最もよく我が國號にかなひ︑皇威の

一級

こう
此の勲章には功一級から功

七級まである︒

五203圏

十二843図

たまくコー二が交易の

聞けば︑雑誌の類は號の順こうえき ﹇交易﹈︵名︶3 交易

十二872図

コー二等の交易は七日に

公園﹇▽い

えんとつ

こうえん ﹇公園﹈︵名︶6

して終りぬ︒

十二875図

集りて交易をなす虞なり︒

デレンは各地の人々断り

藏はく略V︑切に己をともなはんこ

︵サ変︶1

とを求む︒

ため大陸に渡らんとするに際し︑林

﹇考案﹈

﹇郷﹈﹇▽さんじゅうよごう・なか

のこう

こう

つともとの場所へお入れになるのだ

考

さうです︒

に並べておいて︑取出したら後でき

十一1610

天の勢あるを思はしむ︒
こロつ
こういっきゅう ﹇功一級﹈︵名︶1 功

翌朝僧は暇をこひて又行く

僧は改めて主人に一宿をこ こうい ﹇皇威﹈︵名︶1 皇威

つたから︑リンカーンは十歳頃まで

ては︑僅かに心をなぐさめてみた︒

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

へり︒

十614図

なもので︑︿略﹀︒かういふ有様であ

は本を讃むことなどは殆ど出來なか

してのせてあります︒﹂とおつしや
つた︒

と︑︿略﹀︑﹁あすこに全部學年別に

いました︒﹁成程︑かういふ風に分

リンカーンは︿略﹀︒唯通

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

かうしてみるうちに︑知識を得たい
よく

渡った︒

りがかりの旅人から珍しい話を潤い

十一965

類してそろへておけば︑いつ取出す
のにも便利だ︒﹂

尚其の裁判に不服な者は更に大審院

といふ彼の欲望は益く強くなり︑

十一214 ところで︑塵裁判所の裁判

に上訴する︒又地方裁判所で行はれ
︿略﹀︒

片などに書留めて忘れないやうにし

うて共々に家來を連れてイギリスに

た最初の裁判に不服な者は︑控訴

ておく︒かういふ心掛であったから︑

大事なことは拾ひ集めた木

ういふ風に︑三回くりかへして裁判

十一981

してもらふ事の出下る組織になって

成績は何時も優等であった︒

院・大審院にと順次に上訴する︒か

みるのは︑︿略﹀︒

曲だ︒聴き給へ︒なかくうまいで

﹁あ＼︑あれは僕の作った
はないか︒﹂彼は突然かういって足

十二378

目的のところでは︑一坪に二本も三

十一375園 早く間伐して細材を取る
本も植ゑるが︑此の邊では太材を取

こうあん・する

︽ーシ︾

此のやうに便利なものも︑

八702国

ちだいこうえん

もあるから︑健康には害がなささう

で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ

此所は工業地で︑煙突の煙

之を考案した昔の人々に満して別段
行爲

娘の勇ましい行爲は︑歌に歌

﹇行為﹈︵名︶1

十293

こうい

感謝の念を起すこともない︒

︿略V便利を感ずることもなく︑又

十一784

﹁まあ待って下さい︒﹂べ一 案ずる

今日我が國が列強の間に立

つて世界的の地歩を占めた以上︑か

十一一描2

ひいてみた曲を又ひき始めた︒

トーベンはかういって︑さつき娘が

十一一4210

を止めた︒

ゆわう

る方が利益だから︑かう間をおいて
植ゑるのだ︒

まぜる事で︑かうするとゴムが非常

十一538 加硫法とは︑ゴムに硫黄を
に弾力を増して來る︒

ういふ短所はやがて我が國民から消

十一875 ﹁あ＼︑五海里の海上を僕

去るであらうが︑︿略﹀︒

しゅん

う思ふ瞬間︑つかれも何も忘れて

も泳ぎきることが出番たのだ︒﹂か

こうえん一こうきよう
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です︒

いふ山があって︑公園になってゐま

十752團 南大門の東南の方に南山と
す︒
ご

効果

めて置いて︑︿略﹀︑其の副帥を利用

﹇効果﹈︵名︶2

するのである︒

團膿の事業は︑地方人民が一般に之

十一佃7例へば教育・衛生等の自治

こうか

其の外各種の學校や︑︿略V︑

を尊重し︑之に協力することによつ

げき

て︑始めて其の効果を完全に畢げる

十一910

公園・競馬場・劇場等の娯樂機關が

然れども鐵眼少しも屈せ

ことが出合る︒

到る虜に散在してみ る ︒

十一598 主な通にはアカシヤの並木
ぽ

十一窩2図
ず︑再び募集に着手して努力するこ

が青々と茂ってをり︑市街の中央を
東西に貫ぬく幅六十間の大通は︑む
と更に敷年︑効果空しからずして宿
﹇後悔﹈︵名︶1

後悔

怒と失望と後悔とに身も魂

﹇航海﹈︵名︶5

航海﹇▽え

一

こうがい

﹇坑外﹈︵名︶2

坑外

これは炭坑内の地下水を坑外
坑外に出ると︑急に夜が明け

へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

十814
十855

﹇航海業﹈︵名︶1

航

﹇港外﹈εりょじゅんこうが

たやうで︑︿略﹀︒

い

こうがい
こうかいぎょう
海業

漁業や航海業に從弄する人
もありませう︒

七612園

︽ースル︾

こうかい・する﹇後悔﹈︵サ変︶1後
悔する

か

高架鐵道

交

か
地上の豊里には勿論︑高架

二道にも︑地下里道にも︑電車や汽

八724圃

車が終日終夜︑休なしに運轄してゐ

ます︒

︿略﹀︑陸上でも海上でも︑

自由に消息を交換することが出來る

十二柵10園

やうになりました︒

︿略V﹁爾舷直︑整列︒﹂のう

こうかんばん ﹇後甲板﹈︵名︶1 後甲

板

戸644

だしのままの水兵が後甲板にはせ集

ツパが一きは盲同くひゴき渡ると︑は

﹇光輝﹈︵名︶1 光輝

つて︑ずらりと整列する︒

こうき

﹁大洋を西へくと航海し 十一一麗7 我が國が世界無比の國艦を

︽ーシ︾

換する ︽ースル︾

こうかん・する ﹇交換﹈ ︵サ変︶1

＋964太郎はつくぐと自分の悪か
つた事を後悔すると共に︑︿略﹀︒

海する

こうかい・する﹇航海﹈︵サ変︶1航
八758園

有し︑三千年の光輝ある歴史を展開

︿略﹀太平丸の船長は︑

し來って︑今や世界五大國の一に敷

たまくコー二が交易の

﹇好機﹈︵名︶1 好機

然れども材の優良にして

﹇公共﹈︵名︶1

ちほうこうきょう

こうきょう

光澤と香氣とを有し︑︿略﹀︒

公共5

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二468図

こうき ﹇香気﹈︵名︶1 香氣

切に己をともなはんことを求む︒

藏は好機至れりとひそかに喜びて︑

ため大陸に渡らんとするに際し︑林

十二844図

こうき

へられるやうになったのは︑︿略﹀︒

て︑陸地に出あったのが︑それ程の

︹課名︺2 航海の

日其の町の學校へまねかれて︑航海

私は年中航海をしてみるも こうかいのはなし

の話をなせり︒

七531園

手がらだらうか︒﹂

七523図

んようこうかい

こうかい

もくだけ果てた王は︑︿略V︒

十二723

こうかい

志の果さる﹂も近きにあらんとす︒

しろ公園ともいふべ き も の で ︑ ︿ 略 V ︒

十二359国 世界の公園といはれてゐ
るスイスは︑到る叢論が日本のやう
に景色がよい︒

ク燈に類するものにして︑公園・街

十二川7図然れどもこは今日のアー

後援

路等の照明用としては適高なれども︑
︿略﹀︒

﹇後援﹈︵名︶1

一般

十一備1 公吏・議員等︑直接間接に

こうえん

公共の事務に罷る者 は ︑ ︿ 略 V ︑

話

第十六

好學

﹇工学﹈臼▽むらさきこうがく

航海の話

のですから︑少し其のお話を致しま

航海といふものは︑かうい

の人民の後援がなければ自治駐日の

七566園

七目4

講演

はくし

こうがく

航海の話

す︒

﹇講演﹈︵名︶1

ふ面白いものですが︑たまには恐し
い目にもあひます︒

﹇好学﹈︵名︶1

こうかてつどう ﹇高架鉄道﹈︵名︶1

も可なり︒﹂ といふに至れり︒

ゆふべ
に道を聞くことを得ば︑ 夕に死すと

して︑ 其の露仏の念の切なる︑﹁朝

あした

十一了3図 又きはめて學問に熱心に

それでも航海をする人など ごうがく

生の方針がはっきりときまった︒

十ニー29 此の航海によって彼の博物
そ
學者としての基礎が十分に出來︑︼

といふではありませんか︒

が︑よく星を見て船の位置をはかる

九859園

七521第十六

圓満な獲達を望むことは出由ない︒
こうえん

甲乙

︿略V﹁電蓄の世の中﹂と題する講演

十二価5 二十五日午後一時から︑

﹇甲乙﹈︵名︶2

があった︒

こうおつ

八88 始の間はあまり甲乙はなかつ
たが︑︿略﹀︑もは や 信 作 と 耕 造 の 二
人だけの競走となっ た ︒

十562 それは︑豫め甲乙の二地をき
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こうぎょう一こうさくする

工業

こうけい

九柵6

﹇光景﹈︵名︶6

光景

職場の光景は實に恐しいもの

であったが︑北風は︿略﹀︑びくと
︿略﹀︑場に満ちたる十幾萬

もせずに勇ましく活動した︒
十皿7図

こうげん

﹇広言﹈︵名︶1

選言

こやつ
︵サ変︶−

貢

七欄5園﹁明國の使者︑某の陣中に
﹇貢献﹈

参り︑﹃︿略﹀︒﹄などとの廣言︒
けん

こうけん

我々は︿略﹀︑世界文明の

︽ーシ︾

こうけん・する
献ずる

十二研7

皇后

上に大いに群言したいものである︒

五854国

夜明け方になって︑雨も風

神々

くと聞えて來て︑間もなく火の見

もやみますと︑急に川水の音がこう
で心しようをうち出しました︒
﹇神神﹈︵形︶1

功五級

こうごきゅう ﹇功五級﹈︵名︶1

五18図

こうこく ﹇広告﹈︵名︶2 警告

功五

外國の或商會で︑新聞紙に店

員入用の廣告を出した︒

二曲2

ありて︑編輯に關することは前者之

三下ー66図 く略V︑編輯・螢業の二局

を司どり︑販責・廣告に關すること

︽ーシ︾

美しいびらで︑一月も前から

﹇広告﹈︵サ変︶1 廣

は後者之を捲當す︒

告する

こうこく・する

五223

よく今日からはじまりました︒

廣告してみた島屋の大費出しは︑い

こうさく ﹇工作﹈︵名︶1 工作

工作に高なれば︑諸種の箱を作るに

十二474図 ︿略﹀︑もみは柔かにして

用ひられ︑︿略﹀︒

うやくしく舞んでさて頭を こうさく ﹇耕作﹈︵名︶2 耕作

ので︑荷物をつけたり︑荷車をひか

は始りぬ︒

﹇皇后陛下﹈︵名︶1

十枷9図皇后陛下の臨御と共に︑式

毅・養鶏・養魚等の模範をしめしし

を以て︑近年は作物も改良せられ︑

︿略﹀︒

こうさく・する ﹇耕作﹈︵サ変︶1

十一柵7

昔イギリスの或大きな農場

作する ︽ースル︾

耕

なる人︑みつから先んじて耕作・養

十悩9図村の財産家にて事業に熱心

る︒

せたり︑田や畠の耕作に使ったりす

七264 第八 馬 ︿略﹀︒又力が強い

神々し

上げると︑神前の大きな神鏡が︑き
﹇神神﹈︵名︶1

らくとか9やいてみて神々しい︒
ごうごうしさ

くわい

水屋の水に手を清め口をす

こうこうへいか

たとへん方なし︒

廊など紹べて白木造にて︑神々しさ

りヒつ

すぎて南神門を入れば︑舞殿・廻

十21図

さ

級

十一緬10 公吏・議員等︑直接間接に こうけい ﹇口径﹈且﹀だいこうけいほう
﹇工業﹈︵名︶1

公 共 の 事 務 に 當 る 者は︑︿略﹀︒

こうぎょう

十一117 上海は専ら商業の都市とし
て知られてみるが︑近時工業も次第
に盛になって︑︿略﹀︒

の君命者の胸は︑まさに始らんとす

←おやこうこう

工

こうこう

﹇工業界﹈︵名︶1

﹇皇后﹈︵名︶1

こうぎょうかい

こうこう

然るに元軍・の勢いよく盛

る進水式の牡快なる光景を豫想して︑

十977図

唯をどりにをどる︒

伐倒したる木は乾くま

十二価10園 諸機械の原動力であった
十一柵10國囲

業界

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣

を作りて實験せしに︑豫想以上の好

こうく

にして︑宋軍到る虜に敗れ︑皇帝・

結果を得たり︒

﹇轟轟﹈︵副︶1

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

これはイギリスやフラン

ごうごう

で其のま㌦に致置き︑さて四方より

十二352困

を御らんなさい︒

十二338団あ＼︑此のむざんな光景

すさまじきものに候︒

ほのほをあげて燃ゆる光景は︑實に

火を放てば︑天をもこがすばかりの
公

つて︑工業界の一大革新をうながし
﹇公共心﹈︵名︶1

てるます︒

こうきょうしん
共心

十一柵9 又産業組合を設けたり︑慈

善事業を起したり︑又は青年團を組
織して産業の獲達︑風俗の改善等に

スなどでは見られぬ光景で︑私は今

ごうごうし・い

務めたりするのは︑皆公共心の獲動

十佃5

しい

︽ーイ︾

更ながらドイツ人の勤勉なのに驚き
工業

﹇皇兄﹈︵名︶1

みである︒

こうけい

こ＼において明輝位をつぐ︒

好結果

←いかいえいこうげき・そう

十978図
こうデき

こうげき

﹇好結果﹈︵名︶1

主トシテ需要ト供給トノ關係ニヨル

十二M3図彼は直に竹を以て炭素線 皇后陛下

こうけっか

皇兄

へ投込まれる光景は︑實に壮快の極

もある大まぐろがどたりくと船中

三四十貫︑時には百貫以上

ました︒

えんとつ

﹇工業地﹈︵名︶1

ヰ

十一一797

であって︑︿略﹀︒

こうぎょうち

シバ

で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

ギヤウ

行場

︿略﹀︒

﹇高下﹈︵名︶1

ナリ︒

九465図 スナハチ物ノ債ノ高下ハ︑

こうげ

高下

ドノ興行場ニハ︑給看板アリ︑

コウギヤウ

八616図

︿略﹀︑芝居心ハ活動窺眞ナ

コウ
こうぎょうば ﹇興行場﹈︵名︶1 興

八701国 此所は工業地で︑煙突の煙

地

こうざん一こうして
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で︑農場主が大勢の人の耕作するの

かん
を監督してみた︒

こうざん ﹇高山﹈︵名︶4 高山←
にっぽんのこうざん

六53園 何しろ︻万二千五百尺もあ

﹁それでは日本一の高山

つて︑内地第一の高山だから︒

六54圏
は︒﹂

一一125

ベンケイハトウトウカウ

サンシテ︑ウシワカマルノケライ
ニナリマシタ︒
︿略﹀︑宗任はつい此の間義軍

第二課

孔子

﹇孔子﹈︹課名︺2

孔子

にかうさんしたてきの大將なのです︒

五822
こうし

十一目3
こロつ

十一44第二課孔子

となかりしかば︑孔子大いに之をう

二646私ノウチ網入オや牛ト

孝子

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

フ

コウヂ

トウ

六334

ニ

マメ

豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ

ンが小路ノオクニ聞エテ來テ︑町ハ

﹇柑子﹈﹇▽やぶこうじ

ダンくニギヤカニナツテ同一︒

こうじ

七級

七級まである︒

萬世一系の皇室を中心とし

﹇皇室﹈︵名︶！ 白王室

五205圏 ﹁をぢさんのは功七級だ︒﹂

こうしつ

て團結した國民は︑︿略V︒

十二悩1

こうじつ ﹇口実﹈︵名︶1 事事

ところがリガンは︑まだ父

上を迎へる準備が整ってみないとい

十二718

低クテ廣イ所ニタマルト︑池

カウシテ か

ふのをロ實にして︑すげなくも王を

マス︒

川カラ大河へ︑流レくテ海へ行キ

テ流レル水ハ︑ミゾカラ小川へ︑小

ト︑其所ヲヨケテ流レマス︒カウシ

ノヤウニナリ︑高イ所二行キアタル

五522

うして

こうして ﹇斯﹈︵接︶17

五713︿略﹀︑いろくの工事に︑村 内に入れなかった︒
の人は普請方のさしづをうけてはた
らいた︒

人の一心といふものはえらい
もので︑三度目に土手の工事はうま

五754

パナマ地峡に運河を造る事は︑

くいった︒

十364

敷百年來ヨーロッパ人のしぼく計

五524

コウデ
﹇小路﹈︵名︶1 小路

さうしてそれから後は︑耳は

食事の知らせを聞いても︑聞かない

八㎜8

バカリデハアリマセン︒

キマス︒雨水ハタでカウシテ流レル

︿略V水ハ︑ミゾカラ小川へ︑

事を行った事もあったが︑成功を見

最後にアメリカ合衆國は︑國

小川カラ大河へ︑流レくテ海へ行

こうじ

︿略﹀︑遂に之を造り上げたのである︒

家事業として此の工事に着手し︑

十366

るに至らなかった︒

壷したところで︑實地に大仕掛の工

こロつ

オや牛ハ子牛ヲタイソゥ こうしちきゅう ﹇功七級﹈︵名︶3 功

子牛ハコノアヒダウマレ

子牛ガヰマス︒

一一647
タノデス︒

一一66一

六635

昔からあった孝子のどの
人よりも厚い里心をもつて︑父上に

十二672園

お仕へ致しませう︒

五203園此の勲章には功一級から功

オや牛ヲソトへ出スト︑ 五18軍功七級

カハイガリマス︒

二665

﹇孝子﹈︵名︶2

子牛モツイテイキマス︒
こうし

十一46図

支那幾千年の人物中︑大

上二居ル雷鳥ハ︑︿略﹀雪が降りツ

もかんしんして︑石のらうから唐糸

九174 北國二住ム野ウサギや高山ノ こうし ﹇孔子﹈︹人名︺7 孔子 孔子

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

孔子は今より凡そ二千五

こう

モルト︑青白ニナル ︒

を出して︑封じゆに渡しました︒

なし︒

十一46図

しやう

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

う

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは

九987園 ﹁頂上に立って四方をなが
いつれおとらぬ高山が︑南から西へ

め た 景 色 は ︑ 全 く 雄大です︒︿略﹀︑

連なって︑互に雄姿を競ってゐます︒
くわう

たりする爲に︑此の山中へ來たので

こうざん ﹇鉱山﹈︵名︶1 津山
こうじ ﹇工事﹈︵名︶4 工事﹇▽だい
の地に生れたり︒
くわう
九242圏 ︿略﹀︑新しい鑛山を開い 十一53図當時︿略﹀︑戦齪止むこ こうじ・なんこうじ

論語は︑曽参と有若との

れひ︑︿略﹀︒

十一63図

ある︒

﹇高山植物﹈︵名︶

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

こうざんしょくぶつ

集録したるものにして︑︿略﹀︒

へん
孔子常に中正不偏を貴び︑

孔子は正義の心強き人な

2 高山植物

ひ︑︿略﹀︒

十一76図

づおのれを正し︑近きより遠きに及

孔子は他人を正す前に先

﹁中庸は徳の至れるものなり︒﹂とい

よう

十一71図

りき︒

十一67図

九968囹 いろいろの珍しい高山植物
が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい
はれない美しさです ︒

カ

天略﹀︒﹂と言って︑岡田さん

は高山植物や雷鳥の縛葉書を︑たく

九972

︽ーシ︾

︵サ変︶3

さん出して見せて下さいました︒
﹇降参 ﹈

かうさんする

こうさん・する

ウサンスル

うしとこうし

﹇535 オニドモハカウサンシテ︑
すを以て其の主義としたり︒
こうし ﹇子牛﹈︵名︶4 子牛﹇▽おや
ダイジナタカラモノヲダシマシ
タ︒

519
こうじまちく一こうしょう

ふりをし︑目は食物を見ても︑見な
つた船は︑海面より約二十⊥ハメート

合によっては持運びに不便なので︑

に下してからちゃうど三十年目に︑

かうして︑老僧が始めてのみを絶壁

←とうきょうこうじまち

ありて︑︿略V︑学費・密告に話する

十ニー66図︿略﹀︑編輯・螢業の二局

こうしゃ ﹇後者﹈︵名︶2 後者

くたけひらちょういち

こうじまちく

成就した︒

彼が一生をさ㌧げた大工事が見事に

更に貨幣の代りになる紙幣といふ物
を案出した︒

ルも高い水面に浮ぶのである︒

熱心なリンカーンは︑書物

を持ってるる人の所には遠近を問は

十一991

ず借りに行った︒さうして其の本の

物語やロビンソン︑クルーソーや合

は何度でも僻む︒かうしてイソップ

内容がすっかりわかってしまふまで

止めようとしない︒人は此の有様を

とスコットランドと合するや︑白地

喜三右衛門はそれでも研究を

見て︑たはけとあざけり︑氣ちがひ

に赤十字の徽章ある前者の國旗と︑

十475

ふのだ︒

変の花で︑此の地面が埋まってしま

ば

十435園 かうしてみんな手をそろへ
そ
て働けば︑來年の秋はもう眞白な蕎

いふりをし︑手は食物をロへ入れる
ことを止め︑足は食堂へ行くことを
止めました︒かうして；二日たちま
すと︑︿略﹀︑から だ に 全 く 力 が な く
なりました︒

した時の皆さんの熱心な様子や︑今
と罵ったが︑少しもとんちゃくしな

分乗した漁夫が︑えんやくと掛聲

十152囹 しかし︑此の間夜學を参観
日の働を見て︑大そう心強くなりま
い︒彼の頭の中にあるものは︑唯夕

を掛けながら身網を一方面らたぐつ

藍地に斜白十字の徽章ある後者の國

︿略﹀︑先づイングランド

旗とを合して一旗となし︑︿略﹀︒

︿略﹀︒そこで数そうの船に 十二622図

て行くQかうしてだんく網の中が
うつ

に渦巻を起したり︑背びれを水上に
現したりして泳ぎ廻ってみる︒
しん

だ︒

入った︒

十一梱1

︿略﹀︑めいく身輕になって︑

私は公爵ウェリントン

商人たる者は︑︿略﹀︑廣く

交渉

公衆の爲を計らなければならぬ︒

十二225

こうしゅう ﹇公衆﹈︵名︶1 公衆

公爵はひどく此の答が氣に

十一伽2圏

公爵﹇▽ウェリントンこうしゃく
しやく

校舎の後の菜園に集った︒
しやく
こうしゃく ﹇公爵﹈ ︵名︶2 公爵

九781

こうしゃ ﹇校舎﹈︵名︶1 校舎

狭められるに随って︑まぐろは水面

十二7810

ことは後者之を憺済す︒

した︒私は此の村の青年諸君が︑か
日を浴びた柿の色であった︒かうし

言質史等を呑んだ︒

うして修養にも量地にも︑骨を折つ
て五六年はたった︒

かうして柿の色を出す事に成

てをられるのを︑うれしく思ひます︒

十284 親子は非常な危険ををかして︑

十495

面した喜三右衛門は︑程なく名を柿

人々をボートに牧黒し︑又あらん限
りの力をオールに注いで︑我が家へ

らん

此虜は重に蘭の類を集めて

ちく

即ち第一讃會で其の案を大
し︑第三讃會で法律案全禮の可否を

膿に調査し︑第二讃會で逐條に審議

十二892

上の暖さの庭に置かなければいけな

議決する︒かうして其の院で可決す

のだから︑かうして年中六七十度以

ある庭だ︒熱帯地方から持って來た

十川6園

右衛門と改めた︒

再び荒波を切りぬけて︑燈塁に録り

と向つた︒︿略﹀︒ か う し て ボ ー ト は

着いたのである︒

水門があって︑行くてをさへぎつて

いのだ︒

十346 船は︿略﹀︒しばらく進むと
みる︒近づくと︑門の戸びらは左右

れば︑其の案を他院に移す︒

中でのみを振るふ者もあり︑費用を

じゅん

十一536

て行き︑先づこして不純な物を取

喜捨する者もあって︑仕事は大いに

集めた液は之を工場に持つ

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら
はしまる︒上手にも水門があるので︑

機械で薄くのして乾かすのである︒

除き︑次に藥品を入れて固まらせ︑

はかどって來た︒しかし人は物にう

其の後は老僧と共に洞穴の

船は大きな箱の中に浮いてみる形で

み易い︒かうして又幾年か過すうち

十二佃9

ある︒底の水道から水がわき出て︑

︿略V︒かうして出來たゴムは︑各國
りロつ

の工場に運んで加硫法を行ふ︒

こうしょ ﹇▽さいこうしょ

船は次第に高く浮上る︒と︑上手の

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

水門が開いて︑船は次の箱の中へは

それで金属を用ひることを

やすよし

慶喜から官軍に封ずる交渉

の全権を委任せられてみた奮幕府の

十一一伽4

思ひつき︑形の上に種々の工夫をこ

陸軍総裁勝安芳は︑︿略﹀︒

十一794

こうしょう ﹇交渉﹈︵名︶1

らして︑遂に今のやうな貨幣を造つ

ける者が又ぼつくと出田て來た︒

村人を恥ぢさせたものか︑仕事を助

いる︒前と同じ方法で︑船はもう一

た︒

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

たのである︒かうして出身た貨幣は

老僧の︿略﹀根氣は︑遂に

小さい人造湖に出る︒此の湖を横ぎ

極めて使用に便利ではあるが︑尚侍

十一一㎜3

段高くなる︒かうして前後三段に上

ると又水門があって︑船はさらに一

こうじょう

﹇口上﹈︵名︶1

口上

六871 象つかひが乗ってみて︑滝上
をのべては︑らっぱを吹かせたり︑

﹇工場﹈﹇▽こうば

﹇工場﹈﹇ ▽ だ い こ う じ ょ う

ごばんの上へ乗らせたりした︒
こうじょう
︑こうじょう

ロリロつ

﹇工廠長﹈︵名︶2

﹇厚情﹈﹇ ▽ こ こ う じ ょ う

ごうしょうちょう

こうじょう
しやう

工廠長 工廠長

更に之をもととして鉛版を造り︑印
校正

印刷部にては直に所要の

﹇校正刷﹈︵名︶1

刷機にかく︒

こうせいずり

十ニー75図

校正部

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷
﹇校正部﹈︵名︶2

りて校正部に廻す︒

こうせいぶ

其の時︑︿略﹀︑日光が店一

ぱいにさし込んで來た︒するとねち

十二582

八124圏

さん

耕造さんのおかげで︑信作

耕造さんの心掛は實に見上

の命が助かりました︒

八125園

げたものです︒

十二73図圏

あし

﹃此の葦原の中つ國は

﹁此の葦原の中つ國を

皇孫之をしろしめすべし︒﹂

十二63金壷

裁判所は國家が設ける機關 こうそん ﹇皇孫﹈︵名︶2 皇孫

が其の光線を受けてぴかりと光った︒
こロつ
﹇控訴院﹈︵名︶2 控訴院

こうそいん

控訴院

十一209

しん

で︑これに匠裁判所・地方裁判所・

又地方裁判所で行はれた最

控訴院︒大審院の四階級がある︒

こう

十一213

皇孫にたてまつりて︑とこしへに天

しかして編輯局は更に編

つ日嗣を護りまつらん︒﹂

十哲ー68図

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

﹇鉱石﹈︵名︶1

一人は信作︑一人は耕造とい
︿略﹀︑もはや信作と耕造の二

つて︑年は同じく十五歳︒

八91

人だけの競走となった︒

耕造は驚いて︑ひらりと馬か
らとび下り︑︿略V︒

八103

耕造方の人々は耕造の肩を
がう

﹇豪壮﹈︵形状︶1 豪壮ε

た＼いて︑﹁︿略﹀︒﹂などといった︒

八113
こうそう

ゆうだいこうそう
︿略﹀︑突如として眼前に展

開せられた風景は︑雄大といはうか

十﹇616
がう

豪壮といはうか︑恐らく全道第一の
耕造

耕造

こうだい ﹇高大﹈︵形状︶1 高大
はと

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

十一一710図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

高大なる爲なるべし︒

こうたいごう ﹇皇太后﹈︵名︶1 皇太

昔の響銅野の姿を此所に残

むさし

后←しょうけんこうたいごう

さんとの皇太后の思召のま＼に︑今

十410図

﹇交替﹈ ︵サ変︶− 交

も人工を加へずといふ︒

︽ スル︾

こうたい・する

替する

暖さがほとんど規則正しく交替する

十786国面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

ことです︒

光澤と香氣とを有し︑

こうたく ﹇光沢﹈︵名︶3 光澤

︿略﹀︑又よく漏氣に耐ふるが故に︑

しつ

十二468図

建築材として最も重んぜらる︒

がはく略﹀︒

を有するが上に︑もみはく略﹀︑つ

耕造方の人々は耕造の肩を 十二474図 されど何れも美しき光澤

﹇耕造方﹈︵名︶1

壮観であらう︒

方

こうぞうがた

八113

﹇耕造﹈︹人名︺2

た＼いて︑﹁︿略﹀︒﹂などといった︒

こうぞうさん

つぎ

審院にと順次に上訴する︒
﹇甲蔵﹈←むらおこうぞう

輯部・政治部・︿略﹀・校正部等に分

﹇耕造﹈︹人名︺4

れ︑︿略﹀︒

こうぞう

廠長の進水命令︑︿略V︒

こうぞう

こうせき

勾

十二910 ごく小さい時分から︿略﹀︑
がら
貝殻や鑛石などを室内に並べては一
こうせん
﹇勾践﹈︹人名︺4 勾践
こうせん

天︑勾蹉を空しうするな

人で卜しんでみた︒

こうせん

寸書8図圃

︿略﹀︑勾三越の王となるに

耕造

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷

後人

︽

かれ︒

十罵4図

及び︑呉の勢盛にして越軍大いに破
く略V︑勾践は呉に捕へられ

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

十燭5図
ぬ︒

後からうじて蹄回すること
を得しが︑勾践此のうらみ忘れがた

光線

く︑︿略V︑再び呉と戦ひて遂に之を
﹇光線﹈︵名︶1

亡しぬ︒

こうせん

八67

十ニー75図印刷部にては直に所要の

つち

つ

航す

航する

りて校正部に廻す︒

たる金色の槌は︑︿略﹀︑切噺墓上の
けいさく

﹇後人﹈︵名︶1

且▽ちほう こ う し ょ く

繋索をはっしと切る︒

こうしょく

こうじん

十一45図 支那幾千年の人物中︑大
こ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

﹇航﹈︵サ変︶1

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは
なし︒

こう・す
シ︾

十一一876図婦途一行は黒龍江を下り

﹇航﹈︵サ変︶1

て河口に達し︑海を航してノテトに
蹄れり︒

こう・する
︽ースル︾

十時間前後で之を航することが出軍

十3510 運河は全長五十哩淘り︑凡そ 十鵬7図
る︒

校正

校正終れば紙型に取り︑

﹇校正﹈︵名 ︶ ！

十ニー76図

こうせい

蟻壁

十伽3図 やがて工廠長のふりかざし

しやう

十旧10図 海軍大臣の命名書髭讃︑エ

二
践

こうじょう一こうたく
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こうち一こうない

げみ︑︿略﹀︒

1 校長先生

こうちょうせんせい

ふと氣がつくと︑校長先生と

﹇校長先生﹈︵名︶

十二482年中にもけやきはもくめ美 生徒は皆よく之になつきて課業には
しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑
︿略﹀︒

こうち ﹇高地﹈︵名︶2 高地εに
九801
山田先生が︑︿略﹀僕等の仕事を見

ひゃくさんこうち

十一285図 明くれば二十一日の朝︑
交通

ていらっしやった︒

﹇交通﹈︵名︶2

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ
當登戸のあたりは未開の原

野で︑殆ど交通の便もなく︑唯僅か

十一629

ルコト︑東京横濱間ノ如シ︒

七301図

こうつう

憲政は睦嶽より西北に當れる高地に
兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

十一佃4圓團此のブラジル國は︑

耕

︿略﹀︑中央の高地 や 海 岸 地 方 の 大 半

﹇耕地整理﹈︵名︶1

は割合に涼しく︑︿略﹀︒

に十勝川を上下するアイヌの丸木舟

こうちせいり
地整理

交

こうてい
とつ

て

﹇抗底﹈︵名︶1

坑底

安全燈の取手を握りしめて︑

の間には次第に醇化し︑下等なもの

十ニー41 ︿略﹀︑生物は総べて長年月

から高等なものへと進むものである

十804

此庭から方々へ坑道が通じて

みて︑云い坑道には︑電氣機關車が

十807

こうどう ﹇坑道﹈︵名︶3 坑道

といふことを言明した︒

皇帝

じっと目をつぶってみるうちに︑

﹇皇帝﹈︵名︶2

︿略﹀︑地下九百尺の坑底に着きまし
た︒

こうてい

炭車を引いて往つたり來たりしてゐ

然るに元軍の勢いよく盛

ます︒

十977図

にして︑宋軍到る庭に敗れ︑皇帝・

坑道を少し行って︑ポンプ室

講堂

﹁私も子どもの時には︑

二十五日午後一時から︑學

校の講堂で︿略﹀講演があった︒

十二備4

講堂でお話を聞いたり致しました︒

︿略﹀︑あの運動場で遊んだり︑此の

七527園

こうどう ﹇講堂﹈︵名︶2

の前に出ました︒

十8010

してゐます︒

關車が炭車を引いて往つたり來たり

十807 ︿略﹀︑謡い坑道には︑電氣機

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

十999図 元の皇帝深く露天祥を惜し
さと
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ
高弟

論語は︑曽参と艦長との

﹇高弟﹈︵名︶1

んとす︒

こうてい

十一63図

門人等が孔子及び其の高弟の言行を
集録したるものにして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな
床の間をぬって行く︒

がら︑﹁縛面起し︒﹂と呼んで︑つり

九625

此の地は交通上重要な位置 こうてき ﹇号笛﹈︵名︶2 號笛

﹇交通上﹈︵名︶1

の便をかりるに過ぎなかった︒
こうつうじょう

十901図圃 耕地整理のあとうつくし
く︑ 並ぶ田の面に氷きらめき︑新
通上

交通道徳

かうつけ

︵副︶1

こうつと

揮につれて吹く進水主任の號笛を合

︿略﹀︑

圖に︑着々と進み行く進水作業︒
がう
﹇格天井﹈︵名︶1 格
てんじゃう

日光山

給筆ぞにほふ︒

取扱上不都合の廉あらば口

口頭

格天井に︑ 心を

がうてんじゃう

第二十一

こうてんじょう

こうとう

﹇高等﹈︵形状︶1

高等

頭又は無料郵便にて申越されたし

七麗図図

﹇口頭﹈︵名︶1

こめたる

丹青まばゆき

十川6図醜

其の返禮として加賀に梅田︑ 天井

んずることです︒
かうつけ
﹇上野﹈︹地名︺1 上野

した︒

て行く人が﹁︿略﹀︒﹂といひま

うつとさせてやりましたら︑送つ

四792︿略﹀︑私が風の音をこ こうとう

こうっと

せて三箇所の地を汝に授ける︒

越中に櫻井︑上野に松井田︑合は

ゑつちゆう

十722囹

こうつけ

感心したのは︑市民が交通道徳を重

十823園

仙皇は東北第一の落蓋で︑

合

元來イギリスは︑イング

坑内には︑ねずみがたくさ

こうない ﹇坑内﹈︵名︶3 坑内

て︑︿略﹀︒

ンド三國の合同して成れる國家にし

ランド・スコットランド︒アイルラ

十二619図

同ずる ︽ーシ︾

こうどう・する ﹇合同﹈ ︵サ変︶1

大急も高等笠置もある︒

九712園

高等二身

十二306圏市街を見物して私の特に 十伽2図く略V︑甘いて造船部長の指 こうとうがっこう ﹇高等学校﹈︵名︶1

﹇交通道徳﹈︵名︶1

を占めてみて︑︿略﹀︒

道つたひ車重げに ひき計る馬のつ
甲七

十一108

﹇甲虫﹈︵名︶1

く患白し︒

こうちゅう

校長

或日盛が古木の皮をむくと︑ こうつうどうとく
﹇校長﹈︵名︶4

珍しい甲轟が二匹みた︒

十ニー19
こうちょう

木の事を話したら︑ はじめて重い

六㎜2圃昨日學校で校長に︑ あの
た記念の木︑ 大事にするとおつし
やった︒

十伽10図 校長も着實温厚なる人にし

て︑生徒を愛すること子の如く︑
︿略﹀︒

こと父母の如し︒

十伽1図 く略V︑生徒も校長をしたふ

範として專心職務につとむるが故に︑

十伽2図其の他の教員も︑校長を模

こうない一こうふく
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ん居て困ります︒

十826 坑内に馬が居るのは不思議だ
と思って︑聞いてみると︑これは石

炭を運ぶために飼はれてるるのださ
うです︒

たやうで︑︿略﹀︑ あ の 坑 内 で た え ず

十856 坑外に出ると︑急に夜が明け

いものに思ひました ︒

﹇港内﹈︵名︶1

港内

活動してみる坑夫の仕事を︑たふと
こうない

高年

︿略﹀︒此の

十四3図

はく
拍手かつさい︑︿略﹀︑工場

←いしゃすこうば・ガラスこうば・

集めた液は之を工場に持つ
じゅん

て行き︑先づこして不純な物を取

十一533

といふ船の汽笛がく略V︒

十柵4図︿略﹀︑工場といふ工場︑船

せいにあぐる歓呼の聲︒

といふ工場︑船といふ船の汽笛が一

コウバデハモウシゴトガ

コウバノキテキガナツテ

しょこうば・せいしこうば
ヰマス︒

三27
三45
ハジマツテヰルラシイ︒

四288又町はつれに大きな工場

﹁あ㌧︑あ

りヒつ

如くに散る中を︑︿略﹀︒

←ちょうこうはん

後半

ダーウィンの後半生は急心

こうはんせい ﹇後半生﹈︵名︶1

こうはん

十ニー37

がちであったが︑︿略﹀︑七十四歳の
じゅ

長壽を保つことが出來た︒

君

︿略﹀︑又工場といふ工場

耕馬

紅梅

紅白

たんこうふ

坑夫呂さい

近づいて見ると︑坑夫が汗だ

らけになって︑元氣よく石炭を掘つ

十834

てるます︒

してみる坑夫の仕事を︑たふといも

のに思ひました︒

村長はく略V︑常に力を一

我が國の地方自治團膿には︑

十一一906 我々は常に國法にしたがつ

るための規則であるから︑︿略﹀︒

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

ちつちよ

十二883 法律は︑國家といふ土ハ同割

こうふく ﹇幸福﹈︵形状︶2 幸福

の導出の幸福を進め︑︿略﹀︒

︿略﹀︑地方自治の精神に基づいて其

府・縣・市・町・村の別がある︒

十一佃5

村民に敬愛せられて︑︿略﹀︒

村の幸福の爲に墨くすが故に︑深く

十伽8図

これ等の馬がく略V︑或はこうふく ﹇幸福﹈︵名︶2 幸福

﹇耕馬﹈︵名︶1

﹇紅梅﹈︵名︶1

厚薄

︿略﹀︑其の間に咲きかけの紅

﹇厚薄﹈︵名︶1

一身文化の程度は︑其の國

﹇紅白﹈︵名︶1

艦首につるしたるくす玉ぱ
つとわれて︑紅白の紙片花ふゴきの

十囲8図

こうはく

測ることが出來るといはれてみる︒

民が國法を守る精神の厚薄に依って

十二904

こうはく

十佃10

こうばい

は耕馬になるのださうです︒

軍馬になり︑或は馬車馬になり︑或

十227困

こうば

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十二3410團︿略﹀︑又工場といふ工場 十857 ︿略﹀︑あの坑内でたえず活動

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十二3410団

﹇坑夫﹈︵名︶2

のふしんがはじまって居ます︒
こうびん ﹇後便﹈︵名︶1 後便
除き︑次に藥品を入れて固まらせ︑
七406国 後便に又いろく申し上げ
四293 これは大じかけでれんぐ 機械で薄くのして乾かすのである︒
ませう︒ 六月十五日 良助 愛作
十一537 かうして出車たゴムは︑各
わをやく工場です︒

まゆ
うちの繭もあの工場で生綜

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

︿略﹀︑

︿略﹀看板が

へ急グノデアラウ︒

九811図圏

工場あり︒

つち

槌音のみ音かしましき

安ち

石屋の前を通り

安ちいさんはせぐく
︿略﹀︑

︿略V︒

の片すみに︑
まり︑

︿略﹀︒

毘沙門天を刻みゐ

廣き工場にたゴ一人︑

九843豊浜

堅き工場

ひ
九815図圏石碑を刻む︑文字をほる︑ 梅が黙々と交って美しい︒

の角の石屋か︒﹂と︑誰もうなつく

の目につきて︑

往來の人

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

六34一

になったはずだ︒

五653園

造の家は工場ですか︒

五645園神明様のこちらにある白壁 すのに大切なものとなってみる︒

︿略﹀︑石炭の火はく略V︑ こうふ
十一677

國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

の町を通って︑工場の近くに

︿略﹀︑てつだうが私ども

を占めてみて︑︿略 ﹀ ︑ 港 内 に は 常 に

十一111 此の地は⊥父通上重要な位置 四295

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

坑内

ていしゃ場が出車るさうです︒

﹇坑内服﹈︵名︶1

敷百隻の船が集ってみて︑頗る壮観
である︒

こうないふく
服

後任

十798 事務所で坑内服に着かへ︑安
全燈を持って︑︿略﹀︒

﹇後任﹈︵名︶1

九伽3 道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

こうにん

ガ事項シタノデ︑近々後任ノ選墨ヲ
﹇高年﹈︵名︶1

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒
こうねん

でも︑なほ︿略﹀︑各地を巡って道

十二982 繹迦は八十歳の高年に及ん
を 傳 へ て る た が ︑ ︿略﹀︒

1 河野の通有

神風

こうののみちあり ﹇河 野 通 有 ﹈ ︹ 人 名 ︺
みちあり

第二十一

みちあり

六816

き︑

しに︑
工場

時河野の通有は︑たった小舟二そう
コウバ

いさんは︸心に
﹇工場﹈︵名︶ 1 7

で向つた︒

こうば

生
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こうふくじ一こうもり

﹇興福寺﹈︵名︶2

て 幸 福 な 生 活 を 螢 み︑︿略﹀︒

こうふくじ
さるさは

興福寺

がらん
十二999図 興福寺は伽藍半ば廣れた

れど︑尚三重五重の塔︑猿澤の池水

公布

に影をうつして南都第一の美観たり︒

︽ーセ︾

﹇公布﹈︵サ変︶1

十二撹図 興福寺

する

こうふ・する

十二897 そこで天皇が之を裁可せら
れ︑公布せしめられると︑始めて法
﹇好物﹈←ここうぶっ

律が出來上るのである︒
こうぶつ
﹇鉱物﹈︵名︶1

嘗物

こうぶつ
︿略﹀︑おちい様の不昧軒様

ほ

くわう

瀬戸内海の沿岸には大 こうほこう ﹇黄浦江﹈ ︹地名︺2 黄

浦江黄浦江

十一345図
阪・神戸︒尾道・︿略﹀等良港多く︑

十一86

後方

くわうほ

は

と

ぽ

やさしく扱ってくれ＼ばよいと︑心

からいのりました︒

ら功名をお立てになる折はいくらも

八153園

今の一言は︑先陣の功名に

ございます︒

もまさる︒

八158囹

再び光明の世界に出た時︑突如とし

しばらく暗黒の中を通って

て眼前に展開せられた風景は︑︿略﹀︒

十一614

上海が黄浦江に臨む部分は こうみょう ﹇光明﹈︵名︶2 光明
﹇候補者﹈︵名︶1

候補者

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

到る虜にか団やき渡る時代となった︒

十一683 ︿略﹀︑今はガス燈や電燈が

第二十四課

孔明

孔明

こうめい ︹人名︺←しょかっこうめい

第二十四課

こうもり ﹇蠕幅﹈︹課名︺2 カウモリ

十一柵5
らしい顔をして︑おとなしくつなが

三732

二十三

力ウモり

に引出されると︑︿略﹀買手は︑自

鳥デモケダモノデモナイカ

ス︒ソノトキカウモリハ﹁二半

ケンクワヲシタコトガアリマ

三734ムカシ鳥トケダモノガ

こうもり ﹇蠕幅﹈︵名︶4 カウモリ

分の見込で思ひくの直をつけて︑

子馬が一頭つつ中央の廣場

次第にせり上げる︒

十207困

ゐます︒

族がついて來て︑親切に世話をして

十188圃子馬には見てい飼主の一家 三目11 二十三 力ウモリ

れてるます︒

十一目11

こうめい ﹇孔明﹈︹課名︺2 孔明

來たのである︒

く光明の世界へと︑みちびかれて

かくして人は︑暗黒の世界からだん

聖旨リツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ

﹇小馬﹈︵名︶4

︿略﹀︒

こうま

十181圏私の行った時には︑もう其

子馬

人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑

九梱3圏

こうほしゃ

延長八哩︑六十鯨の波止場がある︒

十一107

と︑其の西岸にある上海に着く︒

しゃんはい

に入り︑更に十海里鯨りさかのぼる

さかのぼって︑黄浦江といふ支流

に達する︒それから五十海里ばかり

走ること約四百海里で揚子江の河口

長崎を出た汽船は︑海上を こうみょう ﹇功名﹈︵名︶2 功名
やうす
殿はまだお若くて︑これか

汽船絶えず通航して︑︿略﹀︒

更に首を回らして南を望

こうべ﹇首﹈︵名︶1首
十二鵬4図
めば︑︿略﹀︒

工兵

正作君と大工の松さんは工

﹇工兵﹈︵名︶1

六406團

こうへい

兵︑力松君は砲兵︑役場につとめて
公平﹇▽

ゐられた下村さんは騎兵︑︿略﹀︒

﹇公平﹈︵形状︶2

若し又裁判が公平に行はれ

しんせつこうへい・てきとうこうへい

こうへい

十一228

ぬとしたら︑せっかくの法律もねう
ちが無くなり︑我々は安心して生活

九254囹

はまた︑地質や頑物の方で新しい爽

又市町村長が其の事務を庭

することが土豪ぬであらう︒

十一脳10

見をなされた︒

興奮

所にすき間も無く子馬がつないであ

﹇興奮﹈︵名︶1

理するにも︑議員が豫算を議するに

こうふん

十109 皿口占一口︑平然と藥を飲む

﹇後方﹈︵名︶1

︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

りました︒

じ

興亡

十184団

も︑常に此の公平な精神をもつてし
公

王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼

﹇公平無私﹈︵名︶1

本営に自治の精神に富んで

こうへいむし

なければならない︒

神戸﹇▽お

かゴやくフィリップ ︒

﹇神戸﹈︹地名︺5

平無私

こうべ

おさかこうべかん

こうほう

私心をもたないのである︒

みる者は︑公平無私︑︿略V︑決して

十一価7

七297図 神戸ハ一大貿易主軸シテ︑

七296図 大阪ノ西十里二神戸アリ︒
輸出入ノサカンナルコト横濱ニユヅ
ラズ︒
も

﹇興亡﹈︵名︶1

中尉は後方にころげ落ちた︒
こうぼう

英雄

七372團 船で來れば︑神戸から三書 九佃2 と︑たづなが急にゆるんで︑
夜︑門司からは二書室で忌地へ着き
ますが︑︿略V︒

墓は

ゆめに似て︑

こけむしぬ︒

興亡すべて

買った人たちも︑どうか同じやうに

三75一

スコシタツテ︑コンドハ

ラ︒﹂トイツテ︑ドチラヘモツ
七387國 大連の貿易高は横平や神戸 十二278図圃 歴史は長し 七百年︑ こうまども ﹇小馬共﹈︵名︶1 子馬共
十229国情はく略V︑此の子馬共を キマセンデシタ︒
よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

だといひま式︒

こうや一こえ
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鳥ガカチサウニナリマシタ︒
こうり

こうらい

且vここうらいあいなる
公吏

公吏・議員等︑直接間接に

公土ハの事務に浸る者は︑︿略﹀︒

十︻撫10

﹇公吏﹈︵名︶1

スルトカウモリハ﹁私ハ羽ガ
ノ方ニツキマシタ︒

アルカラ︑鳥ダ︒﹂トイツテ︑鳥

︿略﹀︒

光力

然れどもこは今日のアー

﹇光力﹈︵名︶1

十二⁝川9図

こうりょく

内に用ふるには︑大仕掛にして光力

ク燈に類するものにして︑︿略﹀︑室

號令

を見て︑いつものやうにすんだ聲で
號令をかけた︒

北風はもう一度あの勇ましい

號令が聞きたいと思って︑︿略﹀︑左

九㎜8

右の耳をそばだててみた︒

十一839

手や足の気節を曲げたり延
やがて

﹁進め︒﹂

の號令と

ばしたりして︑出獲の號令を待つ︒

三56

メンドリハヘンナコエヲ

ゴヲハラノ下構ダイテシマ

タテテヰマシタガ︑︿略﹀︑タマ

ヒマシタ︒

あかちゃんがなき出すと︑

︿略﹀かはいらしいこゑで︑子も

三133

五一ちいさんのうたふご

りうたをうたひます︒

三338

ゑがきこえます︒

三623囹みよ子﹁さあ︑私がこゑ

に舟を出すのですよ︒一︑二︑

をかけましたら︑みなさん一しょ

十︻841

共に︑三十人の一組は二列になって︑

とはやすごゑがきこえます︒

がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

四38 お宮のうらではすまふ

三︒﹂

順々に水の中へとはいって行く︒

﹇▽しゅうきこうれいさ
い・しゅんきこうれいさい

こうれいさい

航路

しかしパナマ運河の開通以來

﹇航路﹈︵名︶！

十378

こうろ

四233おばあさんはもう耳が

﹇号令﹈︵名︶11

強きに過ぎ︑皐月に適せず︒

は︑此の不便が無くなり︑したがつ

あさん︑今日は︒﹂といふと︑

遠いので︑大きなこゑで︑﹁おば

こうれい

て世界の航路に大きな驚動を生じた

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

當直將校が元氣のよい聲で説得をか

アメリカにおいては此の無

四331園人のこゑも山の中

のやうに︑かへって迂ること

では︑かべにあたったこむまり

五857團

︿略﹀︑今でも山がらのこ

其の時表で水だくとさけ

ないことはありません︒

て居るだらうか︑︿略﹀と思は

ゑをきくと︑まだあれが生き

四696

ツキマス︒

四365 烏ハ大キナコエデワル
ロヲイヒ︑太イクチバシデツ

があります︒

線電話の磨用が極めて廣く︑遠い虜

コエ

こゑ

の音樂・演説︒講話などを居ながら
﹇声﹈︵名︶64

聞くことが出古る︿略﹀︒

こえ

﹇▽うなりこえ・おおごえ・かけこえ・

さけびこえ・ときのこえ・なきこえ・

アチラニモ︑コチラニモ︑

ひとこえ・わらいこえ

一236

ホタルヲヨブコエガシマス︒
﹁オウイ﹂トヰドバタデ︑
ニイサンノコエガシマス︒

三38

聲

︿略﹀︒

のである︒

にしたがって︑規律正しく活動する

やがて﹁進め﹂の號令がか＼

やがて中尉はちよつと腕時計

十二佃5

﹁総員起し︒﹂此の野曝で︑朝 こうわ ﹇講話﹈︵名︶1 講話

ける︒

の静かさが忽ち破られ︑︿略V︒

九624

九622

た號令に︑船ははや方向を嵩じた︒

主人の家が大きな醤油屋 十冊4 砲手の落ちついた力のこもつ

﹇小売店﹈︵名︶！ 県費店
しやう

九516囹
毎日八尋︑降っても照っても︑おろ

だったので︑始は近在の小盗店へ︑

ノノ方へ行キマスト︑﹁令前

三756ソノ馬力ウモリガケダモこうりてん
ハ鳥デハナイカ︒﹂トイツテ︑

廣野

しに歩き廻ったものださうだが︑

ナカマへ入レテクレマセン︒

ナシニ︑ヒル留木ノウロヤ

三766 ソコデカウモリハシカタ

アナノ中研カクレテヰテ︑ク
ラクナツテカラ空ヲトビマハ
﹇広野﹈︵名︶2

ルヤウニナツタトイヒマス︒
こうや

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

十一626 十勝川の流域一帯の廣野は
すものは帯廣の町である︒

十一653 はてしなく績く廣野の中で︑

荒野

人々は︿略﹀︑土の香に親しんで樂
﹇荒野﹈︵名︶3

しげに働いてみる︒

こうや

る︒

九687圏昔は一面の荒野であったが︑ 九629 これから號令が雨のやうに下
今は方々に町や村が出戸てるる︒

もくだけ果てた王は︑我にもあらず

十二724 怒と失望と後悔とに身も魂 九635 ︿略﹀︑千敷百人の乗員が號令

九塒9

にかけ出す︒

ると︑たゴ愉快にたゴ一生けんめい

九佃5

よい號令がか＼る︒

間もなく心置將校から威勢の

其の様は︑如何にも目ざましい︒

孝養

九647

荒野の末にさまよひ出た︒
家來は荒野にさまよってゐ

﹇孝養﹈︵名︶1

たりヤ王を見附けて ︑ ︿ 略 V ︒

十一一733
こうよう

十二763 其の後老心はコーデリヤの
孝養によって畢生を安樂に送ったと
いふ︒
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覧＿兀一一え

ぶこゑがしましたので︑二階のまど
からのぞいて見ます と ︑ ︿ 略 V ︒

八21

︿略﹀︑秋の山は小鳥の聲でに

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と

蕃人どもは聲を上げて泣きま

ぎやかである︒

八378

した︒

五867圏 うら手で助けてくれ助けて 八259
くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑
︿略﹀︑どうするこ と も 出 來 ま せ ん で

ますと︑越前守は聲をかけて︑﹁︿略

いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

六207 こんな時には︑﹁これが五日
﹀︒﹂と申し渡しましたので︑里親は

した︒

もつゴくと︑ひばしだ︒﹂と言ふれ
恐れ入ったといひます︒

小ぞうは

﹁年の若きに感心な︒﹂

︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

するとおとよは︑にごった聲

おとよ︑わしの言ってるこ
﹁いや︑聲が聞えるのでは

信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を

九622

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

當直將校が元氣のよい聲で急劇をか
ける︒
うつのみや

﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

何時かおかあさんと日光見物に來た

九683

あちらでもこちらでも︑驚く

時のことを思ひ出した︒

九799

あちらでもこちらでも︑驚く

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒

九799

あちらでもこちらでも︑驚く

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒

九7910

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒

信吉は感心して︑熱心に空
を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

九896図

やがて中尉はちよつと腕時計

げて︑﹁にいさんく︑︿略﹀︒﹂

糸価9

を見て︑いつものやうにすんだ聲で

中尉は︿略﹀︑いつものはれ

號令をかけた︒

九佃6

おそ

ぐとした聲で︑﹁そら︑もう恵
だぞ︒襲へく︒﹂と叫んだ︒

ちやうど其の時︑はるか遠方
戦箏なれた北風は︑此の聲の

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

田川1
九川2

其の間︑買手の競孚する聲

意味をよく知ってみた︒

十211国

と掛の人の聲と馬丁れて︑非常にに

綿毛に包まれたるひよこど

も︑小さき聲を立てつ﹂︑ちよこ

其の間︑買手の事事する聲

くとかけ廻る︒

十254

岩の上に残った船艦には︑十

ぎやかです︒

と掛の人の聲と入塾れて︑非常にに

それをじっと見送ってみると︑ 十211国

赤いたすきを掛けた看たちが
よい聲で歌をうたふと︑︿略﹀︒

九597

﹁︿略V︒﹂と︑聲をかけた者がある︒

九359

ぎやかです︒

九126図

たが︑︿略﹀︒

よせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で言つ

八906

るのです︒﹂

ありません︒口の動き方を見てさと

八899園

とがわかるか︒わしの聲が聞えるか︒

八896圏

うさん︒﹂と答へた︒

で︑ゆっくりと︑﹁わたくしのおと

八882

聲できかれた︒

八879

乗りぬ︑自戸車に︒

かくいふ聲を後にして︑

八572図画

ふしのこゑが︑其所此所にします︒

︿略﹀︑手を出 す と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

聞エタ︒

六317 其所此所ニニハトリノコエガ
六梱8

といふねえさんの聲がしました︒

七309図 獅子の目は火の如くにもえ︑

にげまどへど︑蛇はますく強くし

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて
めつけたり︒

蛙の聲もにぎはしく︑ 谷あひの家

七347図醜 田の面は水の三々と︑
窓明けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒

七481 彦六が與五左衛門を組みふせ
た︒武田方が之を見て︑聲をあげて
喜ぶと︑與五左衛門 は ︿ 略 ﹀ ︒

七599図 船長はかくいひて後︑一だ
ん 聲 を は り 上 げ て ︑﹁︿略﹀︒﹂とむす
びたる時は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑年よりや子どもは聲を

立てて言合ひますので︑川べはひじ

七636

やうなさわぎでございました︒
︿略V︑人々の泣叫ぶ聲は天地にひ丈

七999 ところが副産大地震が起って︑
きました︒

人許の船員がすがり附いて︑聲を限

りに救を求めたが︑何のかひもなか

つた︒

私は思はず︑﹁やあ︑すつか

︿略V︑力藏さんは見向きもせ

り攣った︒﹂と聲をあげると︑兄は

十389

︿略﹀︒

十406

ずに︑至言な聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

何庭からか︑ほがらかなひよ

て︑止めようともしない︒

一番鶏の聲を聞いてからは︑

どりの聲が聞える︒

十413

十485

主人は聲を限りに呼べど︑

もうじっとしては居られない︒

十636図

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

マストの上の見張人が不意に

や︑ふりかへらず︒

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

十㎎10

﹁命中︑々々︒﹂︸同は歓呼の

を指さした︒

十撫2

掛茶屋に休んで名物の餅を食

聲をあげた︒

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲

十佃！

茶屋のおばあさんに尋ねると︑

が聞えた︒

はく

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

十冊3

つた︒

といふ工場︑船といふ船の汽笛が一

光丘6図 拍手かつさい︑︿略﹀︑工場

鳴くやひばりの聲う

せいにあぐる歓呼の聲︒

かげろふもえて野は晴

十一122墨差

ら㌦かに︑

こえだ一コー二
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れわたる︒
十一565 老砲手は氣ちがひのやうに
に叫んでみるが︑二人の耳にははい

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り
らぬのか︑︿略﹀︒

十一588 喜の聲はどっと起つた︒
ばと

リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小

枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ
兄はそこらに散らばってみる

テワルトイフ意味デアラウ︒

十394
て︑たき火を始めた︒

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

︽ーケ︾
せ

肥える

︽⁝

露坐の大佛

極樂寺坂越え行けば︑

こえゆ・︿ ﹇越行﹈︵四︶1 越え行く
十二341囲私は今く略V︑山鳩の聲

さびしきベルダンの戦跡に立ってる
は

十一一253図圏

長谷観音の堂近く︑

ます︒
十二384 ピヤノの音がはたと止んで︑
﹇肥﹈︵下一︶1

おはします︒
こ・える

﹁︿略﹀︒﹂と︑情 な い や う に い っ て ゐ

るのは若い女の聲である︒

﹁どうしたのだ︑コーデ

わかりません︒﹂

十二693園

リヤ︒何とか言方がありさうなもの
だ︒﹂

﹁其のコーデリヤでござ

て泣きながら︑﹁︿略V︒﹂

コーデリヤはそれを聞いて

十二754園

います︒﹂

十二76一

其の後老王はコーデリヤの

腸をちぎられるやうな思がした︒

十二763

孝養によって鯨生を安樂に送ったと

いふ︒

こおとこ ﹇小男﹈︵名︶1 小男

ゴート島

分家の萬藏君などは小男だ
ゆそつ
から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ

六422国

たるかも知れない︒

瀧は︑落口にあるゴート島と

︹地名︺2

くと立ちこめる水煙の間から近く

木立の深いゴート島に行って︑もう

九3010 瀧の上手にかけた石橋を渡り︑

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九2910

ゴートとう

コーデリヤはすごくと父

の許を去らなければならなかった︒

十二704

リや王はフランス王を其の

．場に呼んで︑コーデリヤを勘覚した

十二706

しかしフランス王は一部始

ことを告げた︒

十二708

終をよくくき＼たゴして︑コーデ
リヤの簡軍な答の中にも十分眞心の
こもってみるのを認め︑︿略﹀︒

エ︾

﹁そんなことをいったつて

十一一387

父の身の上を案じながらフ
ランスに行ったコーデリヤは︑やが

八676団︿略﹀︑此の州は合衆國の中 十二728

ていたましい報知を得た︒

仕方がない︒︿略V︒﹂と兄の聲︒

でも︑氣候がよくて︑其の上地味が

そこでコーデリヤは夫に請

瀧をながめるのもよく︑︿略﹀︒

家來は荒野にさまよってゐ こおどり・する ﹇小躍﹈︵サ変︶2 こ

をどりする 小をどりする ︽ーシ︾

前から︑毎日累々待ってるた命令だ

これこそ僕たちが︑皿週間も

たりヤ王を見附けて︑コーデリヤの

九7710

コーデリヤは眠ってみる父

つたので︑皆一せいに小をどりして

﹁出來たく︒﹂皿をさ㌧げた

コー二

しロつ

止むなく＜略﹀︑酋長

︹人名︺4

至るを待ちぬ︒

十一一843図

たまくコー二が交易の

コ一二の宅に留りてしばらく時機の

十二838図

コ一二

喜三右衛門は︑こをどりして喜んだ︒

十494

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

やがて眠から贅めた王は︑

喜んだ︒

天略﹀︒﹂

笑って下さるな︑どうも

︿略﹀︑そばに居るコーデリヤを見て︑

十一一7410

︿略﹀︑よ＼と泣きくつれた︒

十二736

許に連れて來た︒

十二733

渡った︒

うて共々に家來を連れてイギリスに

十二7210

肥えてゐますから︑いろいろな農産
物に富んでゐます︒

﹇越﹈︵下一︶3

︽ーエ︾

こ・える
える

越

近寄って︑力のこもった︑しかも低

小枝

こえる

十二427 しばらくして兄は恐る煮る

小えだ

い聲で︑﹁一塩あなたはどういふ御
﹇小枝﹈︵名︶6

方でございますか︒﹂
こえだ

汽車は野を過ぎ山を越えて進
リや王はもう八十の坂を越
コーデリヤ

王にはゴネリル・リガン・

︹人名︺17

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十二657

コーデリヤ

えた︒

十二653

む︒

九744

三618 みよ子はささの小えだ 六573 二人は野をすぎ︑山をこえ︑
︿略V︑やうく鎌倉に着きました︒
を手にもって︑土ばしの上に
たちました︒

みよ子はさっとささの

小えだを上げて︑﹁一ばんがち︑

三646
五郎さんの舟︒﹂

︿略﹀︑タテ横圧 小 枝 ヲ 並 べ ︑ 其 ノ 上

八502 熱川至ツテソマツナモノデ︑
ニヤハラカナコケヲ置クダケデアル︒

らぬが︒

十二753

コーデリヤは父の手を取つ

娘のコーデリヤのやうに思はれてな

コーデリヤは王が一番かは 十二752囹
コーデリヤは唯うつむいて︑

﹁父上︑私はどう申し上げてよいか

十一﹇684

いがってみる娘であった︒

九187 桑ノ木二居ルエダシヤクトリ 十二682
形が桑ノ小枝二寸分違ハナイ︒

ハ︑︿略﹀︑髄ヲ ナ ・ メ ニ ツ キ 出 ス ト ︑

九188 所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

527
コー二ら一ごがつ

ため大陸に渡らんとするに際し︑林
とを求む︒

．藏は︿略﹀︑切に己をともなはんこ
コー一一は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

しきりに止むれども林藏きかず︑遂

十二845図

に同行することに決せり︒

こおり

﹇氷﹈︵名︶3

氷

二三日ひどく寒かったので︑

湖の氷が大へんあつくなった︒

六774

水は意外に冷たくて︑まるで

ひき來る馬のつ
氷靴

こほりやま

古歌

佐野のわたりの雪の夕暮︒
るにも似たりけり︒

といへ

十二㎜4図︿略﹀︑一木一草に至るま
でも歴史あり古歌あり︑人をして低
回去る能はざらしむ︒

二人は戸外にた㌧ずんでし
﹇五回﹈︵名︶1

五回

川中島で前後五回戦つたが︑
﹇誤解﹈︵名︶1

十一844

誤解

木陰

御快方

火を放てば︑天をもこがすばかりの

ほのほをあげて燃ゆる光景は︑實に

それは氏子の五箇村から︑子

﹇五箇村﹈︵名︶4 五箇村

すさまじきものに候︒

八61

こかそん

勝つた子どもを出した村が︑次の年

どもの騎手を一人つつ出して︑︿略﹀︑

のお祭の日まで︑五箇村の頭になる

︿略﹀︑勝つた子どもを出した

といふ定めであった︒

八64

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

五箇村の人々は各自分の村の

村の頭になるといふ定めであった︒

騎手に向って︑︿略﹀などと︑口々

八78

に勢をつけてみる︒

八127園どうか今日から一年の間︑

下さい︒

こがたな

海軍のをぢさんがお出でにな

切付といふのは︑ゴムの木

で傷をつけることをいふのである︒

から液をとるために︑木の幹に小刀

十一523

さいました︒

には小刀とえんぴつをおみやげに下

つて︑春子にはゑ葉書とリボン︑僕

此の分ならば五海里や十海 五167
﹁あ＼︑五海里の海上を

里は何でもない︒

十一873囹

﹇木陰﹈︵名︶2

僕も泳ぎきることが出來たのだ︒﹂
こかげ

十一一916．木陰からじっと見てみた彼

元來ゴム液は︑︿略﹀乳管

此の組織の所まで小刀が届いて︑し

組織といふ所から出るのであるから︑

それから繹迦はブッダガヤ 十一526

は︑︿略﹀︑轟の運命をあはれんだ︒

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

ごがつ ﹇五月﹈︵名︶2 五月

うにしなければならぬ︒

かもそれより深くは傷のつかないや

に思をこらした︒

十二952

﹇小刀﹈︵名︶3小刀

しかし此の頃は︑齢程 あなた方の村が五箇村の頭になって

﹇御快方﹈︵名︶1
御快方に向はれ候とか︒

十︻4110舟囲

ごかいほう

斥されるやうなことも起って來る︒

せき

十二燭7 そこで海外に移住しても外
はい
國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

ごかい

まだ勝負がつかなかった︒

七457

ごかい

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

十二379

耕地整理のあとうつくし こがい ﹇戸外﹈︵名︶1 戸外

氷のやうであった︒

十86
十902図圏
六つたひ車重げに

く︑並ぶ田の面に温きらめき︑新

二・林藏等の一行八人は︑︿略V︑デ

十二855図 文化六年六月の末︑コー

くのすべり方をしてみる︒

六侶2 みんな氷期を着けて︑思ひ

﹇恋猫﹈︵名︶1

く息白し︒

コ ー 一一等の交易は七日に

こおりぐつ

カストリー湾の北に上陸したり︒

十一一875図

コー二ら ︹人名︺2 コー二等
して終りぬ︒

べり

氷すべり

第二十氷すべり

第二十

﹇郡山﹈︹地名︺2

六目8

六773
郡山

こおりやま

やま

十二手占

門の跡今も残れりといふ︒

すべく︑南の方郡山の町の東に羅列

十二櫃10図大極殿の跡はるかに指貼 ごかいり ﹇五海里﹈︵名︶2 五海里

こほり

十二877図 此庭にて林藏はコー二等 こおりすべり ﹇氷滑﹈︹課名︺2 嘉す
に別れを告げ︑同年九月の半ば︑白

主に蹄着しぬ︒
し

十悩1 椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

や

コーヒー ︵名︶3 コーヒー
ムの木などは名を聞いてみたが︑實

物を見るのは始めてである︒
十一鵬7富国 大勢の人々が熟したる
コーヒーの實を手にてこき落し︑之
を集めてみぞに投入 れ 候 へ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

郡山町
御恩

十一m1囲団 燃えあとは取片附けて こおりやままち ﹇郡山町﹈︹地名︺1
畠とし︑コーヒー・わたの木などを

郡山町
﹇御恩﹈︵名︶1

一命を捨てて君の御恩に
﹇古歌﹈︵名︶2

で其のま㌧に致置き︑さて四方より

十一佃9國團伐倒したる木は乾くま

降積む雪に道を失ひ︑進みこが・す ﹇焦﹈︵四︶1 こがす
駒とめて盲打彿ふかげもなし︑

もやらずた＼ずみたる様は︑古歌に

十6310図

こか

報ゆる爲には候はずや︒

九柵8國国

こおん

十二槌図
コーヒー園

植付け申候︒
︵名︶一

十一研4圓團 コーヒー園には多くの

コーヒーえん
日本人が働き居候︒

コーヒーえんけんぶつ ︵名︶一 コー
ヒー園見物
コーヒー園見物に出掛け候︒

十一鵬6國囲 昨日知人に誘はれて

ごがついつか一ごきょうくん
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八659國 おとうさんが着いた日は︑
せつく
ちやうど五月のお節 供 の 日 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二517 即ち水位の 甲高い五月と
一番低い一月との差は︑僅かに三十

﹇黄金色﹈︵名︶1

ハサミキリマシタ︒

こがねいろ

黄金色

十二501

湖岸線は大艦輩調であるが︑

東南岸だけはく略﹀や＼複雑になつ

﹇語気﹈︵名︶1

語氣

﹁︿略﹀︒﹂といひて目をふせ

︽ーシ︾

︿略V︑へいけ方から舟を

一そうこぎ出して來ました︒

四614

こきゅう・する ﹇呼吸﹈︵サ変︶1 呼

十一654

はてしなく績く廣野の中で︑

吸する ︽ーシ︾

土の香に親しんで樂しげに働いてゐ
︵四︶1

今若草山に登りて古京の

跡を展望すれば︑︿略﹀︒

十二櫃3図

こきょう ﹇故京﹈︵名︶1 古京

落し漕ぎゆく︑木の葉舟︒

十一一818圏 船頭勇まし︑此の潮筋を

︽ーク︾

こき落 こぎゆ・く

る︒

人々は自由な大氣を呼吸しながら︑

﹇扱落﹈

大勢の人々が熟したる

﹇密行﹈︵四︶1 漕ぎゆく

しが︑主人はやがて語氣を改めて︑

︽ーシ︾

三編る

カキネ
キイ

マツ

カキネ

広きげん

一ツトリタイ︑
︿略V︒
﹇御機嫌﹈︵名︶1

ところが長喜がろくくあい

かもめ飛ぶ海をすべり

く略V︑

つ＼がなく今

船

御教

懐かしき故郷の

海山の寳を載せて︑

うったかき積

船は今静かに露る︑

く略V︑

船は今静かに蹄る︑ 懐かしき

荷の中に

十二悩5図圃

懐かしき故郷の港︒

日しも果てて︑

十二伽8春景

故郷の港︒

て︑

十二惚1甘甘

の恩に報いた︒

王・妻子を始め日戸を教化して故郷

十二973績いて繹迦はく略V︑父

船がまぐろで一ぽいになる こきょう ﹇故郷﹈︵名︶4 故郷

﹇漕帰﹈︵五︶1

儲って來る︒

ミゴトニサイタ

﹇小菊﹈︵名︶2

ニ93圃

コギク

と︑︿略﹀︑えつさくと陸の方へ漕

十二7910

︽ーッ︾

こぎかえ・る

を集めてみぞに投入れ候へば︑︿略﹀︒

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

十一鵬8國団

す

こきおと・す

御らん下さい︑︿略﹀︒﹂

﹁かやうに落ちぶれてはみるものの︑

十685図

ごき

てるる︒
十二205 どれを見ても︑枝といふ枝
すワ
こきn▽いねこき・ねこぎ
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な

づくり

作

海神ねがはくは潮を退けて︑
こがね

りになってみる︒
八センチメートルに過ぎない︒
こがね
ごがついつか ﹇五月五日﹈︵名︶2 五 こがねづくり ﹇黄金作﹈︵名︶1 黄金

月五日
七205

小川

あねは手ばやくをを

﹇小川﹈︵名︶7

︿略﹀︒

して︑小川の水はきれいにす
うちの前には小川が流れ︑

きとほってゐます︒

五298圃

カウシテ流レル水ハ︑ミゾカ

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

ノコギク︑

一ツトリタイ︑

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

ロナハナヲ︑︿略﹀︒

ミゴトニサイタ
ノコギク︑

カウシテ流レル水ハ︑ミゾカ ニー03圏

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

ごきげん

シロナハナヲ︑

たんぼの中程を流れてみる小

七986
たいかふ

﹇御教訓﹈︵名︶1

は今静かに昂る︑

其の近道といふのは田のあぜ

訓

ごきょうくん

さつもせず︑石田と中直りをしなけ

十934

こぎ出す

港︒

こぎだ・す

﹇漕出﹈︵五︶1

れば太閤の御きげんは直るまいと申
湖岸線

道で︑途中にはかなり深い小川にか
﹇湖岸線﹈︵名︶1

しました︒

コガニガサルノクビヲ こがんせん

け渡した一本橋がある︒

川は︑いつもより水が多い︒

九棚3

くテ海へ行キマス︒

五523

くテ海へ行キマス︒

五522

こぎく

三604日の光がやはらかにさ

らひ︑

たてて︑小川の水で手をあ

三305圃

こがわ

れました︒

作の太刀を取って︑海の中に投入

づくり

道を開かせたまへと念じて︑黄金

十期8囲囲 五月五日 叔母より さ
ち子どの

十一4210塵労 五月五日 馬場要助
春田延太郎様

ごがつだいさんじゅういちにち ﹇五月
大三十一日﹈︵名︶1 五月大三十一
日

月出月入

．十一89図 五月大三十一日通日月齢
ごがつなのか ﹇五月七日﹈︵名︶1 五

八688團 五月七日 父から 太郎ど

月七日
の
こがつにじゅうはちにち ﹇五月二十八
五月一一十八日︑︿略﹀︑二人

日﹈︵名︶1 五月二十八日
四941

五

はたいまつで道をてらしてく
﹇五月八日﹈︵名︶1

どうのやかたへ向ひました︒
ごがつようか

月八日

コガニ

十一443当量 五月八日春田延太郎
﹇小蟹﹈︵名︶2

馬場要助様
こがに

一194

﹇152 コが一一ガナイテヰマシタ︒
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ごきょうだい一こくどとういつ

十二桝1囲国

︿略﹀︑何事も忍耐が第
漕いだ︒

十271

小切

親子は死力を若くして漕ぎに
親子は死力を斎くして漕ぎに

ごく

雪白の地に紅の日の丸を

またげることになる︒
十二613図

ゑがける我が國の無論は︑最もよく

運の隆昌さながら旭日昇天の勢あ

りゆう

我が國號にかなひ︑皇威の襲揚︑國

黒煙

上海は︿略﹀︑近時工業も

﹇黒煙﹈︵名︶3

るを思はしむ︒

くを見る︒

とくほんまきじゅういち・じんじょう
しょうがくこくごとくほんまきじゅう
に

かう

たく

り罷る原稿を選揮整理し︑絶圭里・窮

﹇後九時四十

眞等と共に之を印刷部に送る︒

三日月0下弦後九時四十

後九時四十七分

ごくじしじゅうしちふん

十一89図

七分﹈︵名︶1

七分水星東方離隔つちのとう︿略﹀

こくじん ﹇国人﹈︵名︶1 国人

南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に

十一509他の國人も之にならって︑

なった︒

それを見てひどく氣をもん

政にも與らせようとした︒

ひ
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑︿略﹀︑國

十二921

瀬戸内海の沿岸には こくせい ﹇国政﹈︵名︶1 國政
して︑遠く近く黒煙の青空にたなび

︿略﹀等良港多く︑汽船絶えず通航

十一346図

諸工場が勢よく黒煙を立ててみる︒

次第に盛になって︑︿略﹀其の他の

十一119

こくえん

網をすき︑舟を漕ぎ︑漁

天金いはく︑﹁︿略﹀︒事既

てさまぐの物語を聞くに︑︿略﹀︒
ごく
﹇獄﹈︵名︶1 獄

ゴク

コンナ南極ハ︑動物モゴクマ

﹇極﹈︵副︶3

レデ︑植物ハ全クナイガ︑︿略﹀︒

七別9

ごく

ごく
み︒﹂と︒遂に獄に投ぜらる︒

にこ＼に至る︒天祥唯死せんの

十998図

ごく

業の手傳などして土人に親しみ︑さ

十一一8310図

漕いだ︒

十271

一心

一とのかねての御教訓に從ひ︑
に働き候たあ︑︿略﹀︑仕事に興味を
御兄

男ばかりの御兄弟の中に︑

﹇御兄弟﹈︵名︶1

畳ゆるやう相成り申候︒
ごきょうだい
弟
十伽10國團

此の度始めて妹を得られ候事︑御前
﹇小切﹈︵名︶1

檬の御喜さぞかしと察し申し候︒
こぎれ

五238 入口の左手には︑小切やえり
や帯あげなどがたくさん下げてあっ
て︑それを見てみる人も大ぜいあり
ます︒

國運

我が國が世界無比の國髄を

﹇▽のうぜいこくちしょ

望遠鏡で見ると︑太陽の表

るうつ巻であらうといふ︒

此の黒貼は多分表面に生ず
ゑがける我が國の國旗は︑最もよく

雪白の地に紅の日の丸を 十一32

黒く見える所もある︒

面は︿略﹀︑又所々に黒鮎といって

十一31

こくてん ﹇黒点﹈︵名︶2 黒鮎

こくち

へられるやうになったのは︑︿略﹀︒

し來って︑今や世界五大國の一に敷

有し︑三千年の光輝ある歴史を展開

十二慨7

汽車でドイツの三内には こくたい ﹇国体﹈︵名︶1 國膿
いったのは朝まだほの暗い頃でした

十二351囲

が︑︿略﹀工場といふ工場には盛に

こちらへ來てもう三月飴り

になりますが︑︿略﹀︑雨といふもの

十776團

はごくたまにしか降りません︒

こく ﹇国﹈←アメリカがっしゅうこ
スコットランドアイルランドさんご

←マガダこくおう

黒煙が上ってゐました︒

く︒アルゼンチンこく・イングランド

チャールズ︑ダーウィンは

こくおう

十二99

今から百年逼り前イギリスに生れた︒

く・えいこく・がっしゅうこく・がっ
しゅうこくし・すうこく・にこく・に

こくご

﹇▽じんじょうしょうがくこくご

ごく小さい時分から動植物に深い趣

﹇国運﹈︵名︶3

こくど ﹇国土﹈︵名︶1 國土

十ニー73図

じこくこく

さて編輯部にては刻々集 こくどとういつ ﹇国土統一﹈︵名︶1

土をたてまつりぬ︒

つりて︑︿略﹀︒﹂と申して恭しく國

﹁此の葦原の中つ國を皇孫にたてま

こ＼において大國主命︑

我が國號にかなひ︑皇威の嚢揚︑國

十二75図
るを思はしむ︒

りゆう

運の隆昌さながら旭日昇天の勢あ

十二613図

綱を次第々々にくりもどすと︑ こくこう ﹇国号︺︵名︶1 國號

刻一

味を持ち︑︿略﹀︒

刻

こくうん

鯨は刻一刻船に近よって來る︒

十M10

﹇刻一刻﹈︵副︶1

ちえいべいさんごく・にっぽんこく・

コグ

こくいっこく

にっぽんこくじゅう・ブラジルこく・

﹇ 漕 ﹈ ︵ 四 ・ 五︶5
︽ーイ・ーギ︾

こぐ

べいこく・マガダこく・みんこく・ろ
くじゅうよこく
こ・ぐ

こく ﹇刻﹈3こくいっこく

漕ぐ

の嚢展を期することは皆同じである︒

二565園 ハイ︑コレハセンドウ 十一M1 ︿略﹀︑地方自治の精神に基
サン︑ナガイ竹ノサヲデフネ
づいて其の團腔の幸福を進め︑國運
ヲコギマス︒

貿易の不振を招き國運の爽展をもさ

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︑

即ち一人の貿易商が外人の こくこく ﹇刻刻﹈︵副︶1 刻々﹇▽じ

を塗り︑船頭の舟をこぎ︑農夫の田

八286図大工の家を建て︑左官の壁 十二237
畑を耕すも︑掃手の働なり︒

こくない一こくみん

530

イタリ ヤ の 國 旗 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

しやう

船難にあたったのである︒

十971図宋の臣文天祥大いに之を
うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

十二643図

國土統一

とす︒

︿略﹀︑いざといへば︑暴國

一致國難に當る氣風を生じた︒

十二鵬10

これイタリや中興の主監ンマヌエル

國内

王︑國土統一の時︑︿略﹀を配した
﹇国内﹈︵名︶5

るものなり︒

こくない

こくみん

くこくみん・だいこくみん・にっぽん

なり︒

ち其の國家に封ずる忠愛の情の獲露

十二齪9

我が國がく略V︑今や世界

の恩に報いた︒

王・妻子を始め國民を教化して故郷

十二973績いて繹迦は︿略﹀︑父

測ることが出來るといはれてみる︒

民が国法を守る精神の厚薄に依って

十一一904 一國文化の程度は︑其の國

ならぬ︒

國民たる者は必ず之を守らなければ

神のみ 十二884 法律は︑︿略﹀︑いやしくも
おぼしめされ

われら國民七千萬

わが子のやうに

すゑの天皇陛下

五14翻大日本︑大日本︑
を
る︒

われら
天皇陛下を神ともあ
おやともしたひてお仕へ申

国民七千萬は

五18圏大日本︑大日本︑
ふぎ︑

一國文化の程度は︑其の國

民が國法を守る精神の厚薄に依って．

す︒

國の税は勿論︑縣の税も村
の税もみんな大事なもので︑之を納

我々は常に國法にしたがつ 八803園

て幸福な生活を進み︑あはせて國の

五大國の一に数へられるやうになつ

たのは︑主として我々國民にそれだ

けすぐれた素質があったからである︒

世間ニハ︑︿略﹀︑或ハ信用

十二偶7 ︿略﹀︑見巡の存立を危くし︑

撃って國民は國の誇を傷つ

て團結した國民は︑かくていよく

十一一悩2 萬世一系の皇室を中心とし

けられたことがなく︑︿略﹀︒

十二鵬8

であった︒

は絶無であり︑國内はおほむね平和

國民の生活をおびやかすやうな危機

モシテヰナイ二二投票シタリ︑或ハ

大方は國民の眞心こめた

ほどくに心を書くす
更に思へば︑白地は我が

ちからそやがてわが力なる︒

十二615図

國民の

十二22図韻

るものも少からず︒

る献木にて︑中には小難生の奉りた

けん

十61図園

︿略﹀︒國民トシテ恥ヅベキ事ダ︒

棄椹シテシマツタリスル人モアルガ︑

九槻9園

めることは下民の務です︒

ならぬ︒

西洋では昔から︑あの七つ

﹇小熊﹈︵名︶1

の星と其の近所の星を一しょにして

九902園

こぐま

小熊

品位を高めることにつとめなければ

十二906

測ることが出來るといはれてみる︒

十二904

十501 柿右衛門はひとり我が圏内に こくほう ﹇国法﹈︵名︶2 國法
おいて古今の名工とた﹂へられてる
るばかりでなく︑︿略﹀︒

十862 又駅内で出來るものを使ふよ
りも︑時には外國の品を使ふ方が都
合のよい事もある︒

十876 我が國は︿略﹀︑町内で半夏
た物を外國へ輸出することもなかな
か多い︒

いったのは朝まだほの暗い頃でした

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

十二346國 汽車でドイツの國内には
が︑︿略﹀︒

小熊座

九904園西洋では昔から︑あの七つ

﹇小熊座﹈︵名︶3

國民の生活をおびやかすやうな危機

の星と其の近所の星を一しょにして

︿略﹀︑國家の存立を危くし︑ こぐまざ

は絶無であり︑國内はおほむね平和

小熊の形を想像し︑︿略﹀︑それぐ

十二燭8

であった︒

小熊座・大熊座といふ名をつけてゐ

結束を固くし︑熱烈な愛國心を養成

﹇国内各地﹈︵名︶1

した︒

こくないかくち

國民の純正潔白なる性質を示し︑日
る︒

國内各地

其の上質が國の美しい風景

の丸は熱烈燃ゆるが如き愛國の至誠

穏健ならしめ︑自然美を愛好するや

をん

や温和な氣候は︑自ら國民の性質を

十二悩4
を表すものともいふべきか︒

かくの如く各國の國旗は︑
或は其の建國の歴史を暗示し︑或は

十二647図

十ニー610図 此の外︑國内各地は勿論︑ 九905園 小熊座と大熊座について︑
は
世界各國主要の地に特派員又は通信
面白い昔話があるはずだから︑ねえ

ところがめぐみ深いジュピ

さんに聞いてごらん︒

九925圏

さしい性情を育成するのに與って力

國難

其の國民の理想・信仰を表すものな

があった︒

﹇国難﹈︵名︶4

員ありて︑︿略﹀︒

ターといふ神様が︑︿略﹀︑すぐに親

れば︑︿略﹀︒

こくなん

かめ
六841 おそれ多くも亀山上皇は︑御

子の者を天へ連れていって︑大熊座

十一一647図

︿略﹀︑臣民の之に封ずる尊敬は︑即

民の短所をもなしてみる︒

しかし此の事情は一面に國

身をもって國難に代らうと︑おいの

と小熊座になさったのださうです︒

かくの如く各國の國旗は︑ 十二悩6

りになった︒

六845 全く上下の者が心を一にして︑ こくみん ﹇国民﹈︵名︶28 臣民﹇▽か

531
こくみんせい一ここ

いつ

性﹇▽わがこくみんせいのちょうしょ
たんしょ

十二悩8 ︿略﹀我が國民は︑とかく
だ

引 込 み 思 案 に お ち いり易く︑︿略﹀︑

忠孝は實に我が國民性の根

黒龍江

るキチーに出づ︒

十二85図

十二875図露途一行は黒龍江を下り
て河口に達し︑海を航してノテトに

十二燭2
本をなすもので︑之に附随して幾多

興亡すべて

十二283図圏

歴史は長し

英雄

七百年︑

ゴ家來

ゆめに似て︑

墓は こけむしぬ︒

オ花﹁クワンヂヨノリヤ

ごけらい ﹇御家来﹈︵名︶一

ウワキニカザツテアルノデセ

四862囹

ウ︒ズヰジンデス︒ダイリ様ノ

御苦勢

ゴ家來ダサウデス︒﹂

ここ

こ㌧

此所

此岸﹇▽あそここ

ここ ﹇此処﹈︵代名︶85 ココ コ・

やあ︑皆さん御苦勢ですね︒

來る二十五日に︑亡母の三

﹇御苦労様﹈︵形状︶1

﹇御苦労﹈︵形状︶1

婦れり︒

ごくろう

十125園

他國の文明を消化して︑之

ごくろうさま

八佃7團

御苦螢様

を巧みに自画のものとすることは︑
﹇国務大臣﹈︵名︶1

こ・そこここ

国務大臣

回忌の法事を致します︒まことに御

十二894

二423囹﹁ココホレ︑ワンワン︒コ

四554圏此のからかみにかいて

ここでひろったのです︒

三853園いや︑これは私が今

コホレ︑ワンワン︒﹂

二423園﹁ココホレ︑ワンワン︒コ

コホレ︑ワンワン︒﹂

苦螢榛ですが︑どうか同日午前十時

或日山の中で︑こけに足をす

﹇苔﹈︵名︶2

ます︒

れば︑最後に議決した議院の議長か
﹇極楽寺坂﹈︹地名︺3

こけ

五538

こけ

頃までに︑お出でを願ひたうござい

ごくらくじざか
極樂寺坂

﹁極樂寺坂の味方があやふ

ごくらくし

極樂寺坂

ごくらくじ

七185圏

親署︿略﹀︑タテ亭主小枝ヲ

べらせて︑うつむけにたふれました︒

あるとらをしばって見せよ︒﹂

八503

﹁しばってお目にかけます︒どう

手もとの軍ぜい二萬騎を引き

うございます︒﹂

並べ︑其ノ上ニヤハラカナコケヲ置

かる

︽ール︾

コ

三292圃足すべらせてこけかかる
おととをかばふあねのうで︒
﹇焦茶色﹈︵形状︶一

﹁ここがあなたの教室です︒

此所を出て︑となり村の學校

せきはあれにします︒﹂

五33園

立って居ます︒

す︒もう二百年あまりもここに

四721私は道ばたの一本杉で

ぞここへ追出して下さいませ︒﹂

つれて︑たゴちに極樂寺坂へ向ひま

露坐の大佛

極樂寺坂越え行けば︑ こけかか・る ﹇転掛﹈︵五︶1 こけか

クダケデアル︒
せ

﹇国利民福﹈︵名︶1

こげちゃいろ

ワシ

の前へ行くと︑先生が︿略﹀︑學校

︿略﹀鷲ハタシカニ鳥類ノ王 五384

つてゐますが︑︿略﹀︒

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

雨が降っても︑風が吹いても︑

デアル︒︿略﹀︑コゲ茶色ノ羽︑アク

︽ーシ︾

五897

へおよりになりました︒
︿略﹀︒

マデモガンジヨウナツバサ︒尾︑

八483

︿略﹀歓庵様が︑國利民福 ゲ茶色

くわんあん

こくりみんぷく

おはします︒

長谷観音の堂近く︑

は

十二253二丁

した︒

七191

コケ

ら要務大臣を纒て奏上する︒

︿略﹀︑爾院の意見が一致す

こくむだいじん

實に我が國民性の一大長所である︒

十二鵬9

の良性・美徳が獲達した︒

遊惰安逸に流れるかたむきがある︒
さ
十二価2 殊に徳川幕府二百齢年の鎖
國は︑國民をして海外に爽展する意
氣を消磨せしめ︑︿略﹀︑世界の大勢
︿略﹀︑世界の大勢を知らぬ

を知らぬ遥遥とならしめた︒
十二悩4

其の結果今日も三戸民は眞

國民とならしめた︒

十一一悩5

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ
る度量に乏しい︒

︿略﹀︑かういふ短所はやが

て我が國民から消去るであらうが︑

十二柵3

︿略﹀︒

十二鵬7 ︿略﹀日本三民は︑賢明な
十二研8 我が國民には潔いこと︑あ

機敏な國民である︒
つさりしたことを好む風がある︒

十二閥3 あっさりしたこと︑潔いこ
とを好む我が國民は︑其の長所とし

て廉恥を貴び︑潔白を重んずる美徳

れん
を嚢揮してみる︒

我が國民の長所・短所を敷

九225園

國利民福

十一一柵9

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

﹇黒龍江﹈︹地名︺3

こくりゆう

それより山を越え︑河を こけむ・す ﹇苔生﹈︵四︶1 こけむす

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な

十二857図

黒龍江黒龍江

こくりゆう

こくりゅうこう

づきになって︑︿略﹀︒

の本は農業を成皿にするにあるとお氣

らう︒

て︑之を十分に獲揮すると共に︑又

十二㎜2 我々は常に其の長所を知つ

常に其の短所に注意し︑之を補って
とならねばならぬ︒

﹇国民性﹈︵名︶2

國民

大國民たるにそむかぬりつばな國民
こくみんせい

こ
こ

こ こ

一
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六855

第二十一

神風

︿略﹀︒それ

からこ〜に六百鯨年︑まだ 度も外
國から攻められたことはない︒

七313図此の時此所に來りしは一人
の武士なり︒

がひて行かんとせり︒しかるに船長

七332図 獅子はもとより武士にした
はおそれて之をゆるさず︒こ〜に武
士と獅子とはわかれざるを得ざるこ

えんとつ

此所は工業地で︑煙突の煙

許しもなくて倉入するとは不届しご
く︒

八699国
で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

八704団此の糟葉書は此所へ來る途
中︑汽車の窓から見た牧場の實景で
す︒

八736團此所は有名な商業地ですが︑
それから先生は︑僕等を一年

りっぱな學校もありますし︑︿略﹀︒

八936
生の教室に連れて行かれた︒此所で
おん
は女の先生が︑生徒に五十音の竜燈

ととなりぬ︒

で︒﹂﹁中には︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁安心しな

を教へてるられた︒

七681医 落した物は︒﹂﹁革の財布
さい︒此所へ持って來ました︒﹂

き

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

それから諸國を歩き廻った

すゑ︑︿略V︑此所の銅の製法を改良
くわう

其所の木のかげ︑此所の石の
しゅんらん
︿略﹀︑ 春蘭のつぼみの

得ガタキ物ニチモ︑有用ナ

九689園

﹁此の邊が有名な那須野が

しほ
原だ︒︿略﹀︒紅葉と温泉で名高い塩

﹁叔父さん︑此所は何所で

原へ行くには︑此所で下りるのだ︒﹂

ばら

九695園
すか︒﹂

停車場にはいる手前でまた北

上川を見たが︑此所まで來ると川幅

九735

叔父さんのお話によると︑此

がかなりせまくなってみる︒

九763

所は名高い温泉場で︑海水浴も出來
るさうだ︒

たちがあんなにかはいがってみたの

十228囲私は今日此所に干て︑飼主

を見て︑︿略﹀︑心からいのりました︒

それから船はクレブラの掘割︑

を通る︒これは高い山地を切通した

十351

もので︑宣言を切通すのは非常な難

工事であったといふ事である︒

十355ガツン湖といって︑︿略﹀人

島々は︑もと此虚にそびえてみた

造湖で︑湖上に黙々と散在してみる

山々である︒

﹁東京から此所までは四百 十358 今度は前と反封に︑順次に三

此虚から又掘割を走って︑終に洋々

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

九769圏

五十六哩もあるのだが︑かうたやす

物の馬市が始ってみるといふので︑

し

十818

此虚から十八町定先に︑山

僕はもう南山へ何度も上り

龍山は︿略﹀︒此虞には軍

︿略﹀︑地下九百尺の坑底に着

ポンプ室を出てから小道へは

たりしてゐます︒

氣機關車が炭車を引いて撃つたり來

道が通じてみて︑廣い坑道には︑電

きました︒︿略﹀︒此許から方々へ坑

十807

司令部や龍山停車場などがあります︒

十772團

まるで糟のやうに見えます︒

ましたが︑此虚からは京城の市街が

十755囲

た京城神社があり︑︿略﹀︒

す︒陰虚には天照大神をおまつりし

いふ山があって︑公園になってゐま

十752団南大門の東南の方に南山と

本といふ宿場があります︒

十616園

たる太西洋に出るのである︒

く來てみると︑そんなに遠い所に來
たやうな氣がしないね︒﹂

皆いつものやうに︑此所で
雪渓が冬の世界ならば︑此

支度をして︑學苗田へお集りなさい︒

九776園
九967園

所は春の國でせう︒
せうけん

二方のおほみたま︑とこtへに此所
にしづまりましますよと思へば︑か
しこさ殊に身にしみておぼゆ︒

十45図此所を出でて菖御苑に入り︑
木立の間の細道をたどれば︑程なく
むさし

小さき建物の前に出づ︒

昔の金野野の姿を此所に残
さんとの皇太后の思召のま＼に︑今

十410図

︿略V見物に行きました︒

ちやうど此の頃︑此所の名

も人工を加へずといふ︒
之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

十166國
︿略﹀︑孚ヒテ盲同キ償ヲツク︒

九453図又コ・一二匹ノ馬アリテ︑

ガツテ債アルコトナシ︒

ケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタ

ノ石アリトセヨ︒︿略﹀︑用ヒヤウナ

ラヌ物ハ贋ナシ︒例ヘバコ・一ニツ

九447図

ふくらんだのも見える︒

そばには︑

九323

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

九257但書の方々のお書きになった 十26図 明治天皇・昭憲皇太后︑御

る爲に︑此の山中へ來たのである︒

したり︑新しい里山を開いたりす

九24！園

此所二名高キ名古屋城アリ︒

七704園あなたから一文でももらふ 八963図 名古屋市ハ ︿略﹀︒︿略﹀︒
て來はしません︒

七709圏私は此所から百里さきの紀
州の者でございます︒

七柵9園此の清正こそはまことの大
將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒
七擢図図 獲信人の居所氏名を受信人

に知らする必要あるときは此虜又は
本文の終へ片尊名にて記すこと
七擢図図 獲信人は自己の居所氏名を

成へく杢子にて此虞に記すこと
八174圏 ﹁何しに此所へ参った︒﹂
﹁雀の子がほしくて参りましたQ﹂

八247囹 ﹁それ程首がほしいなら︑

赤い着物を着て︑此所を通る者の首

明日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑

を取れ︒﹂

八419園 此所は天下の役所なるに︑
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禮わしは今までどうしてみたのだら

十二746園 ﹁此虞は何虚だらう︒ 一

じゅん

ひあひけん英雄の姿︑今まのあたり

あはち

見るが如く︑打寄する波の音さへ何

は

純な物を取除き︑次に藥品を入れ

あ

て固まらせ︑機械で薄くのして乾か

う︒﹂

いりました︒此虞は電燈も無いので︑

︿略﹀︑やがてあまねく内

眞暗です︒

十ニー52図

事をか語るに似たり︒

ける仕事である︒

すのである︒こ㌧までが原産地にお

ふことあたはざるは天命なり︒事既

十997図園 心力を墨くしてしかも救

十二806圃 阿波と淡路のはざまの海
なると
は︑此虜ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒
しらぬし

十一627︿略﹀帯廣の町である︒明

といふ庭に渡り︑此虜にて土人を雇

十二8210図鑑づ樺太の南端なる白田

外の事件を報ずると共に時事を論ず

にご㌧に至る︒盛祥唯死せんのみ︒

るもの起りて︑こ〜に始めて我等の

一昨日朝ロンドンを出嚢 十二873図 デレンは各地の人々來り
集りて交易をなす虜なり︒林藏の怪

ひて從者となし︑︿略﹀︒

治十六年こ㌧に十三戸の農家が移住

十二314囲

はなりぬ︒

生活に切實なる野里を有するものと

幾年こ㌧にきたへたる

して來たのが此の町の始りであった︒

鐵より堅き腕あり︒

十一8110図團

十三5園 みよ子︑ずるぶん珍しい花
らん
があるだらう︒此虚は重に蘭の類を
建物は此虜から右に折れる︒

集めてある庭だ︒

十鵬10

して午後早くパリーに着きました︒

しみもてあそばる＼こと︑此虜にて

僕も急に元生がなくなつ

此虚はさすがに学術の都として世界

十一861園

て︑一所に船に上らうかと思ったが︑

次の室には大きい熱帯植物類が並ん
えのきでら

は更に甚だしかりしが︑︿略﹀︒

でるる︒

に聞えてみるだけあって︑︿略﹀︒

蹄途一行は︿略﹀︑海を

﹁いや︑こ︑ががまんのしどころだ︒

藏はコー二等に別れを告げ︑同年九

航してノテトに診れり︒此虜にて林

十二876図

十㎜9 ︿略﹀︑榎寺といふ庭に立寄

ねぢはく略﹀︑何が何やら

︿略﹀︒﹂と︑自ら働まして進んで行

んく落着いて見ると︑和平は時計

かうして其の院で可決すれ

同様の形式で討議し︑雨院の意見が

ば︑其の案を他院に移す︒此虜でも

十二893

月の半ば︑三主に蹄着しぬ︒
︿略﹀︑父の時計師がはい

はいけない︒﹂といひながら仕事皇

一致すれば︑︿略﹀︒

くしから送られた五人目友と︑六年

行った︒さうして此虞で父王の心煮皿

ねぢは﹁此虜に居ま 十二942 彼は︿略﹀︑或静かな森へ
す︒﹂と叫びたくてたまらないが︑

︿略﹀トマス︑エヂソン

は︑既に電話機に關する雪明に成功

十二麗6図

の間種々の苦行を試みた︒

口がきけない︒

十二577園

の上を見て︑︿略﹀︒

つて來た︒時計師は﹁此虞で遊んで

十二565圏

屋の店であることがわかった︒

さっぱりわからなかった︒しかしだ

十二532

つた︒此虞は菅公配所の跡である︒
つた︒

十一899園弟は尚あちらこちら暦を
くってみるうち︑︿略﹀︑﹁こ︑に

︿略V︒公は此虜にうつされてから一

十伽1 此虜は菅公配所の跡である︒
歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

﹃八十八夜﹄とありますが︑これは

ぎょえん

何ですか︒﹂

送られたさうである︒

十伽4 宮中の御宴の事を思ひ出して

せん︒僕はおとうさんから︑誰が來

﹁皆さん︑此虞は通れま

でも此の門をあけてはならないと言

十一⁝⁝⁝1園

三人の居留する者が非常に多く︑

十一89 上海は︿略﹀︒こ㌧には外

ひつけられてるるのです︒﹂

詩を作られたのも此虞であらう︒

︿略﹀︒

ようかいがま

十一485感応 未だ一月もた＼ざるに︑ 十一槻7次の建物にはいると︑こ㌧

時計師は︿略﹀︒さうして
一つの懐中時計を出して︿略﹀︑や

十二595

がてピンセットでねじをはさんで機

には熔解窯がある︒

十一悩3橋本君にうながされて︑次

械の穴にさし込み︑小さなねぢ廻し

かの書師は突然編り來れり︒住持驚
きて︑﹁東國へ行き給ふと聞きしに︑

の室にはいった︒こ㌧は加工場であ

したるを以て︑更に進んで新しき電
る︒

燈の灯明に從事したり︒彼が稀代の

月の十五日を期して紹攻撃

かん

天才はこ︑にも遺憾なく爽諭せられ

て︑︿略﹀︒

自分が此虞に位置を占めたために︑

此の時計全骸が再び活動することが

を行ひ︑一二に江戸を乗つ取る手は

十二悩10
れしくてたまらなかった︒

出撃たのだと思ふと︑うれしくてう

でしっかりとしめた︒︿略﹀︒ねぢは︑

今又此虚に來られしは何故ぞ︒﹂と

いなさ

二佐の濱といふ虜なり︒

なぎさに立ちて昔をしの
べば︑そのかみ此虞にいかめしく向

十二94図

れしは此虚なりといふ︒

かの建窯知命が大國主命と會見せら

十二92図

問へば︑︿略﹀︒

して廻る︒それがすむと︑今度はバ

十一536 ゴム園の人は︿略﹀切付を
ケツを持ってコップにたまった液を
集めて歩くのである︒集めた液は之
を工場に持って行き︑先づこして不

こご一ここやし
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り下され︑御厚情の程深く謝し奉り
く眺められます︒

あきてみた私には︑如何にも心地よ

御好物

候︒

﹇御好物﹈︵名︶1

う︒

おいて

小言

全くだ︒あんな小言を言ふ

﹇小言﹈︵名︶1

ここにおいて

こ＼に

たれども︑︿略﹀︒

十二M3図彼は直に竹を以て炭素線

を作りて實験せしに︑豫想以上の好

結果を得たり︒こ︑において彼は人

を世界の各地につかはして竹を採集

せしめ︑︿略V︒

午後二時二十分︑汽車は青森

に着いた︒

九765

︵名︶1午後二時二十分

こごにじにじっぷん ﹇午後二時二十分﹈

ベートーベンの友人も全く

ずである︒徳川方も事こ〜に至って
ここうぶつ

心地

﹁九ツ

ニナリマス︒﹂

三143 お花はことし九つです︒
四915 十郎が五つ︑五郎が三つ
の年に︑父はくどうすけつね

となり︑七つとなったころか

しん

﹁︿略V︒﹂と申して恭しく國土をたて
まつりぬ︒

︿略﹀心に至りては彼の
最も苦心したる所なりき︒初め彼は

十二冊3図

紙に炭素を塗りて試みしが︑思はし
き結果を得ず︒次いで白金其の他の
しが︑これまた失敗に終りぬ︒こ㌧

金属の針金を以て様々の實験を重ね
において再び炭素線の研究に没頭し

ベマス︒

ここやし

松平正綱の子信綱は幼名を長

﹇午後八時﹈︵名︶1

コ米

午後

星座午後八時子午線通過

︵名︶2

コ・椰子

や し

コ・椰

三93 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ

こごめ ﹇小米﹈︵名︶一

十﹁89図

八時

こごはちじ

若君竹千代のおつきになった︒

四郎といった︒九つの時から將軍の

八163

かたきを取らうと心がけました︒

らは︑︿略V︑早く強くなって︑

にころされました︒︿略﹀︒九つ
此の時事代主命はく略V︑

り︒鐵眼はこ〜において再び意を決

十二72図

し︑︿略﹀︒

るしみは日々にまさりゆくばかりな

二327園 ﹁オ正月ガクルト︑オマ
ヘ ハイクツニナリマスカ︒﹂

然るに元軍の勢いよく盛 ここのつ ﹇九﹈︵名︶4 九ツ 九つ

き

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒こ〜にお

にして︑朝草到る庭に敗れ︑皇帝・

十977図

﹇此処﹈︵接︶5

程だから︑此の義指が出來たのだら

六686園

こごと

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒

十二4110

は︑あくまでも戦ふ畳悟をきめて︑
きん

ものすごい緊張を示してみる︒

嫁御生前御好物なりしや

うかん一折︑小包便にて御送り申し

十佃3圏團

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ
上げ候間︑御里前へ御供へ下された

十二柵7 しかし其の半面には︑物に
んではみないか︒堅忍不抜あくまで

︽一︵リ︶︾

何分田舎にて萬事不便

御盆來相成

﹇御光来相成﹈

く候︒

く候︒

ば︑及ぶ限りの御便宜相計り申すべ

には候へども︑若し薄綿來相玉肌は

十一425塵團

︵四︶1

ここうらいあいな・る

も初一念を通すねばり強さが食けて
はみないか︒こ〜にもまた我々の反
呈すべき短所があるやうである︒

こご ﹇午後﹈︵名︶8 午後5にじゅ
うごにちこごいちじ

六悩5困昨日正午にこちらへ着いて︑
午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

いて皇起居をつぐ︒

十﹇囲8図然るに︑此の度は︑近畿

コココ

ききん

所彼所

地方に大意謹起り︑︿略﹀︑人々のく

︵感︶一

オヤドリハナンニモタベ

﹇心地﹈︵名︶3

實は去月十日頃より感

給へ︒﹂こ︑において大國主命︑

使を得て急ぎ臨り︑父君に申すやう︑
ココココ

ナイデ︑コココトイヒナガラ︑
︵感︶一

﹁かしこし︒仰のま﹂にたてまつり

ここち

ココココトイツテヰマシタ︒

リハオハナシデモスルヤウニ︑

三82ヒヨコガナクト︑オヤド

こごここ

ソノヘンヲ見マハリマス︒

三95

こここ

けたるはぎ茂れり︒

御庭の此所彼所に︑下葉の色づきか

十43図御殿は質素なる平屋にて︑

七949 仕合はせに午後は風が弱った︒ ここかしこ ﹇此処彼処﹈︵代名︶1 此

九146図 ︿略﹀見事なる卵二つころ
がれり︒昨日の午後に産みたるなる
べし︒

つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

九783 枯れか＼つて一面に黄色にな

んくと照らしてみる︒
九戸4 午後には弟と天神山へきのこ
取りに行くのだ︒

九欄7 大空には︑午後の日が大砲の
煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん
よ り と か ＼ り ︑ ︿ 略﹀︒

時を過ぎてみた︒

十伽9 停車場に着いた時は午後の六

引起し申候︒

十二369団

久しく軍調平凡な景色に

冒の心地にて引きこもり居候庭︑其
えん
の後とかく病勢衰へず︑遂に肺炎を

ぱう

十一一312國 一昨日朝ロンドンを出獲 十﹁434魑團
して午後早くパリーに着きました︒

情

ここうじょう ﹇御厚情﹈︵名︶1 御厚

十一433主脈 尚又結構なる葛粉御亡
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九52国 内地から來て先つ目につく

子
ては︑母をなぐさめて居りました︒

心を合はせて︑折々らう屋をたつね

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

︿略﹀いつれの鶏も皆かは

を致したいと存じます︒

九138図

一語々々︑心の底よりほど

心動きて︑﹁ではお泊め申さう︒

十697図

動かされたる旅僧は︑両眼に涙を

六635

ばしり二つる主人の物語に︑いたく

し

ゆき中に︑ひよこは一そうかはゆく

や

思はる︒妹も同じ心にや︑しばし見

のは植物で︑其の中でも殊に珍しい
もかんしんして︑石のらうから唐糸

とロつ

清められた乗員は︑これから訓練に
ラッパのひズきや大砲の音に︑

取掛るのである︒

九欄4

北風の心は先づ勇みたつ︒

十67図園︿略﹀︑枯損ずるもの多か

十231囲

︿略﹀︑此の子馬共を買った

人たちも︑どうか同じやうにやさし
く扱ってくれ㌧ばよいと︑心からい
工夫にばかり心をうばはれて

のりました︒

十466

は︑とかく家業もおろそかになる︒

旅僧もまた主人夫婦の情心

﹁宋亡びぬ︒御身の忠義

にしみて︑そゴうに別れがたき思あ

十704図

り︒

十991図囹

を壷くすべき所なし︒今より心を改

近き虜ならば早速上り候

めて元に仕へば︑富貴は意の如くな

らん︒﹂

十欄1國團

百里の山川をへだてたる事とて︑そ

て御世話も致すべく候へども︑何分．

れも心に任せず︑甚だ残念に存じ居

り候︒

絶筆ぞ

丹青まばゆき

心をこめたる

︿略﹀︑

格天井に︑

がうてんじゃう

十m7図圏

にほふ︒

十協4図 ︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

つきて課業にはげみ︑學校を思ふ心

あつく︑卒業後も質量校の門に出入

然るに今主上隠岐にうつさ

することを樂しみとせり︒

十個2図

れ給ふと聞き︑高徳一族共を集めて

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒心ある者

主上は詩の心を御さとりあ

ども何れも同意しければ︑︿略V︒

十偽1図

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給

とても明るいうちに山本ま

﹁我が心に思ひ構へし

ではお着きになれますまい︒お泊め

十一478図画

ひぬ︒

同情深き妻の言葉に︑主人はいたく

申してはいか団でございませう︒﹂

十629図

た㌧へて聞きみたり︒

のはコ・椰子の木やパンの木などで

とれてひよこのそばをはなれず︒

げてもらひたい︒

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

九272園︿略﹀︑父の此の願だけは︑

を出して︑萬じゅに渡しました︒

かめ
おそれ多くも亀山上皇は︑御

りになった︒武士といふ武士は必死

身をもって國難に代らうと︑おいの

六845

す︒

間もあります︒

午後四

九53囲 コ・椰子は︑高いのは七八
﹇午後四時﹈︵名︶2

くんれん

閣下の心

﹃此の方面の戦岡に

のかくごでふせいだ︒高しやうも一

二子をうしなひ給ひつる

九422図葉園

時

如何にぞ︒﹄

條をほろぼさうとしてるます︒海神

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

生けんめいで︑ひやうらうをはこん

ねがはくは潮を退けて︑道を開かせ

九675

だ︒全く上下の者が心を一にして︑

カケルノダ︒

て︑再び境内に集った︒

十1110 午後四時︑豫定の仕事を終へ

七199 さて︑心の中に︑義貞今天皇
ほう
の御ためにいくさを起して︑賊臣北

やすい・おんこころ・こころとここ

たまへと念じて︑︿略﹀︒

でう

ろ・こどもこころ・なにごころない・

るべきに︑ほとんど北勢よく根づき
たるは︑誠に驚くべき事ならずや︒

︿略﹀︑どうかすると︑其の

日のくらしにこまるやうなこともあ

ひつきやう掘取る者︑運ぶ者︑植込

七732園

これをいそこなったら︑生きて

りますが︑心にすまないことはまだ

よ一は心の中で︑もし

は居まいとかくごをきめて︑

﹁多勢の方はゆだんをして

取扱ひたるによるならん︒

む者︑一蓋に心を書くして︑大切に

︿略﹀︒

びました︒

取って︑義家にかへしますと︑売家

五824國 さて宗任がかりまたをぬき
はせ中をくるりとむけて︑うつぼへ

八142園

みるが︑小勢の方はみんな心を合は
﹁長四郎があの心で大きく

せて︑ 一生けんめいになってみる︒﹂

あらう︒﹂

たので︑︿略V︑ほんの心ばかりの祝

八佃6国

父が今年八十八になりまし

なったら︑竹千代には無二の忠臣で

八188園

とだ︒もし宗任に悪い心があった

六631 これから後萬じゅは︑うばと

ございませう︒

つたので︑何時の戦にも勝つたので

六385 義強に此の名を惜しむ心があ

くしたといひます︒

ら︒﹂と︑義家の家來どもはひや

さ＼せました︒︿略﹀︒﹁あぶないこ

七齪4 秀吉が之を聞いて︑﹁さて
く︑早く参った︒﹂と心の中で喜

一度もした事はありません︒

四651

まこころ・みこころ

こころ ﹇心﹈︵名︶47 心εおこころ

主遣にあたったのである︒

九伽6園 今日午後四時ノ汽車デ又出

こごよじ

こごよじ一こころ

こころう一こころがける
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るが︑何一つ三里がくこともなく︑毎

せき
のしまひは早い上に︑とかく無責任

ほんたうに姉上は私の思ってゐ

さんの前に立つと︑其の頃の心掛が

な事ばかりしてゐました︒︿略﹀︒皆

事を如何にして知り 給 へ る か ︒ ﹂

日遊び暮して既に数年を纒たり︒住

土人等︿略﹀︒やがて酒

る通りをおっしゃいました︒

持は心得ぬ事に思ひて︑命日其の書

︿略﹀︑リンカーンは十歳頃

師に︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑導師

十﹇964

食を出したれども︑林藏は其の心を

十二866園

四963園

る心得る︽ーエ︾
曽我兄弟がまみつた︒﹂と名のり
ました︒すけつねも人に知られ
たさむらひ︑﹁心えた︒﹂と︑まく

﹇心掛﹈︵名︶6．心がけ

随って國民は國の誇を二つ

久に持饗しようとする心掛けも出來

けられたことがなく︑又其の誇を永

十二鵬10

も優等であった︒

いふ心掛であったから︑成績は何時

めて忘れないやうにしておく︒かう

なことは拾ひ集めた木片などに書留

ると︑それをふいては又書く︒大事

十﹇98一 シャベルが敷字で一眞黒にな

恥つかしくてなりません︒

までは本を営むことなどは殆ど出來

れて來たのか︒我々の行末はどうな

﹁人は何の爲に此の世に生 こころ・える ﹇心得﹈︵下一︶3 心え

はかりかねて顧みず︒

るだらうか︒﹂こんな事を次から次

十二927

︿略﹀︒

なかった︒唯通りがかりの旅人から
珍しい話を聞いては︑僅かに心をな

通ひも︑︿略﹀止めねばならなくな

十一986 しかしせっかく始めた學校
へと考へては︑遂に心の苦しみにた

ぐさめてみた︒

つた︒︿略﹀︑本を 讃 み た い と い ふ 心
へられなくなって︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ

︿略﹀︑﹁おきよ︑すけつね︒

は少しも攣らなかった︒

立つに至った︒

らもとの刀を取っておき上ら

十一価3 市町村長や議員を選墾する

うとしました︒

さうして日夜次々に起って

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

十二954

心掛

こころがけ

心掛け如何

きやう

外國貿易に至っては︑之に

心

從事する者の心掛け如何の影響が

十二234

更に大きい︒

︿略V︑早く強くなって︑か

がける 心掛ける ︽ーケ︾

こころが・ける ﹇心掛﹈︵下一︶3

四918

す︒

それであるから人々は常に

るといひますが︑何しろ大した勢で

でも世界一になるやうに心掛けてゐ

濃いこと︑高いこと︑早いこと︑何

たきを取らうと心がけました︒
さてく︑二人ともまこと 八734国 アメリカ人は大きいこと︑
に心がけのよい者︒

七753圏

信作が落ちたのにかまはず

十一備4

ねばならない︒

團盤の福利を増進することを心掛け

自治制の本旨を辮へ︑協同一致して

︿略V︑相手を助けてやったのはえら

十144園朝のか＼りはおそいし︑晩

げたものです︒

八126囹耕造さんの心掛は實に見上

い︒如何にも見上げた心掛だ︒

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八118圏

こころがけいかん ﹇心掛如何﹈︵名︶1

人々の同情は集ってみるし︑ て︑︿略﹀︒

毎朝引いて出た荷が︑夕方には必ず

商費の仕方は十分心得てみるので︑

彼は︿略﹀此の尊い心境を

世界の人々と共にせずにはみられぬ

約束は固く守らなければな

空になるといふ景氣︒

十一189

らぬ︑他人に害を加へてはならぬな

僧は︿略﹀幾多のあはれな

十二鵬7

さかひ

みる事である︒

どといふことは︑我々が十分心得て

さていろくと思案したあ

温和な氣候や美しい風景は︑

人の心をやさしくし︑優美にはする
がう
が︑雄大豪壮の氣風を養成するには

十二悩10

仕事に着手したのであった︒

げく︑遂に心を決して︑︿略﹀此の

十二価8

ものかと深く心をなやました︒

物語を耳にし︑どうにか仕方はない

あふれた︒

といふ慈悲の心が︑胸中にみなぎり

十二962

︑九551園

他私交上の關係の爲に心を迷はすや

ひろきをおのが心ともがな︒

の道を求めた︒

には︑︿略﹀︑決し て 親 族 ・ 縁 故 其 の

うなことがあってはならない︒

空の

十ニー6図圃淺旧すみわたりたる大

ちからそやがてわが力なる︒

十二22図蟹ほどくに心を盤くす
暴民の

十二25図圏さし昇る朝日の如く︑
さわやかに もたまほしきは心なり
けり︒

る心なし︒我が子事代主とはかりて

ことしろぬし

十二67図圏 ﹁我もとよりいなみ奉

︿略﹀︑三人の心はもう驚と

答へ申さん︒﹂

十二443

して︑ひき終ったのも氣附かぬくら

適しない︒

感激で一ぽいになって︑唯ぼうっと

ゐ︒

︽ーエ︾

昔︑泉州堺のなにがし

十二606 ねぢは︑﹁自分もほんたう こころ・う ﹇心得﹈︵下二︶1 心得
に役に立ってるるのだ︒﹂と︑心か

十﹁斜8図

寺に︑或書師久しく寄食してありけ

ら満足した︒

十二676園 私も姉上と同じ心で︑
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こころがまえす一ございせいちゅう

﹇心構﹈︵サ変︶1

︿略﹀︑畜師﹁そはいと名

︽ーセ︾

こころがまえ・す
心構す

十一459図

残をしき事なり︒さらば謝恩の爲に
何か書がきて参らすべし︒﹂とて︑
心 構 せ し 様 な り し が︑︿略﹀︒

午後

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

る檬なり︒さまたげせんも心なしと
り︒

こころぼそ・い
︽ーク︾

九2610園

い

十勝の平野は心ゆくばかり

﹇心行﹈︵五︶1 心ゆく

やうな心持がする︒

こころゆ・く

︽ーク︾

晴々しい庭である︒

十一656

げき

十六のお前が︑旅費も乏し こころよ・い ﹇快﹈︵形︶1 こ＼ろよ

心細

の命のあるうちに其の志を遂げさせ
ぎ

︽一

﹇心細﹈︵形︶1

ると共に︑我々もあのくさり戸を渡
る難儀をのがれようではないかと相
志す

如して︑其の方法をも取りきめた︒

シ︾

こころざ・す ﹇志﹈︵四︶−

﹇試﹈︵上一︶2試みる
さうして︿略﹀︑六年の間

ク︾

﹇快﹈︵形︶1 快し ︽一

﹁大神の勅にいはく︑

しめすべし︒﹄と︒快く此の國をた

﹃此の葦原の中つ國は皇孫之をしろ

十二64図園

あし

こころよ・し

く之を許した︒

て此の事を申し出た︒王はこ︑ろよ

かったので︑フィリップは垂心こめ

方法は或劇藥を用ひる外にな

い ︽ーク︾

﹇午後六時﹈︵名︶1

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

こごろくじ

十97
こ﹂うみに

﹁諸君︑こ〜うみに此の卵

﹇試﹈︵副︶1

もあらう︑又つらい事もあるであら

十一一33重圏 いつ方に志してか︑日
あり
やけたる道を蟻の行くらむ︒

盛りの

︽ーミ︾

こころ・みる

を卓上に立ててごらんなさい︒﹂

八764園

こころみに

六時

十一一943

し

うが︑︿略V︒

志﹇▽おこ

上野騨から青森行の列車に乗った︒
﹇志﹈︵名︶8

さうして此庭で父王の重砲

九678 午後六時︑叔父さんと一所に︑こころづくし ﹇心尽﹈︵名︶1 心書く
こころざし

くしから送られた五人の友と︑六年
心強

ころざし

﹇心強﹈︵形︶1

の間種々の苦行を試みた︒
こころつよ・い

九276園古人も﹃志ある者は事終に
成 る ︒ ﹄ と 言 っ て みる︒

十二944

てまつり給ふや如何に︒﹂

種々の苦行を試みた︒

柿右衛門はひとり我が國内に

諸國にまで聞えてみる︒

るばかりでなく︑其の名は遠く西洋

おいて古今の名工とた㌦へられてる

十501

十二柵1図初め彼は紙に炭素を塗り
ココロモ

した時の皆さんの熱心な様子や︑今

﹇心持﹈︵名︶4

ここん ﹇古今﹈︵名︶1 古今

心持

て︑

う

ちはし

しんゑん

宇治橋を渡って神苑に入り︑

一そうありがたくかんじた︒

つた時には︑何となく心持がかはつ

千年もたったかと思ふ老木の下へ行

六塒1国

たうをぬぎました︒

何れも︑御在世中しばく

保存せらる＼なりとそ︒

御殿・御庭などの︑今も其のま＼に

行幸・行啓ありし所にて︑當時の

ぎやうかう

十39図

御在世中

ございせいちゅう ﹇御在世中﹈︵名︶1

はせり︒

なりしが︑︿略﹀︑多くの書物をあら

四398 たび人はだんだんよい心ごさい ﹇五歳﹈︵名︶1 五歳
八626図 保己一は五歳の時めくらと
持になって︑しまひにはぐわい

ヨイココロモチデス︒

一207スズシイカゼガブイテ︑

チ

こころもち

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

した︒

日の働を見て︑大そう心強くなりま

十151園しかし︑此の間夜學を参観

十7110園 又寒夜に秘藏の鉢の木を切 い ︽ーク︾
つてたいた志は︑何よりもうれしく
思ふぞ︒

十柵2図 帝其の志の動かすべからざ
けい
るを知り︑之を刑場に送らしむ︒

旅僧もまた主人夫婦の情心

十一58図しかも遂に志を達するこ こころつよ・し ﹇心強﹈︵形︶1 心強
し

︽ーク︾

とを得ざりしかば︑老後は専ら力を

にしみて︑そゴうに別れがたき思あ

十706図

り︒されどかくて何時まで留るべき

心と心

心と心
心なし

心と心

身ぞと︑心強くも立去りけり︒

第七

︹課名︺2
八目11

第七

﹇心無﹈︵形︶1

十伽10寒い北風に吹かれながら︑冬
中にはいると︑全く別の世界に來た

く略V︑書誤は障子に身を 枯の小道を通って來て︑一足温室の
寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝起す

十一464図

︽ーシ︾

こころな・し

八266

こころとこころ

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑

教育と著述とに用ひたり︒
十一7610

︿略﹀︑遂に古事記 の 研 究 を 大 成 し た ︒

十一価6図 一切纒は︑佛教に關する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑此
の教に志ある者の無二の寳として貴
ぶところなり︒

十一梛8図 すなはち喜捨せる人々に
其の志を告げて同意を得︑資金を悉
く救助の用に當てたりき︒

十二佃4 そこで人々は︿略﹀︑老僧

ござそうろう一ござる
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オ方デスカラ︑後ニハキツト
オシアハセノヨイコトガゴザ

ござそうろ・う ﹇御座候﹈︵四︶3 御
座候︽ーフ︾

イ ・ ー リ ・ール︾﹇▽ありがと

︿略﹀︑

ネダンモ

熊は死人には手を着けないと

棚ガゴザイマス︒

五984
金や銀ハ

聞いてみたからでございます︒
六103園

高ウゴザイマス︒

ザイマス︒

正﹁山びことは何のこ 六106園 銅ハ︿略Vネダンモ安．ウゴ

萬じゅは當年やうやく十三︑

ございませう︒

した︒

舞姫の中では一番年わかでございま

四636去なすのよ一と申すも 六521

ございませんか︒﹂

御殿へ行って︑うばと二人で御ほう

之を聞いた萬じゅの喜はどん

こうをねがったのでございます︒

なであったでございませう︒

六602

三月二十日目今日はお花見と

いふので︑御殿は人少でございます︒

六604

六623園﹁おなつかしや︑檸檬︒木

京都は長い間の都ですから︑

︿略﹀おくげ様方や︑︿略﹀お姫書方

六698

ます︒

舞姫に出ることになったのでござい

四545園﹁へええ︑日は屋根から 六386 義経に此の名を惜しむ心があ
曽の萬じゅでございます︒﹂
出て︑屋根へはいるものでは
つたので︑何時の戦にも勝つたので
六634 さうして其の明くる年の春︑

とでございますか︒﹂

四324園

のようじんもようございます︒

四284電とうは︿略﹀︑その上火

イマス︒

の如くに御座候︒

十一429属国先づは御見舞までかく
十二㎜2罵言 く略V︑先生には何時も
御壮健の由︑何よりのことに御座候︒

十二伽9囲囲 私の勤め居り候家は呉
服屋にて︑なかく忙しく御座候︒
こさぶろう ←やまぐちこさぶろう

︽

ござ・る ﹇御座﹈︵五︶鵬ゴザル ご
ざる

空をとんで居る鳥で

のがございます︒

．二407 アカイ小サナ目デ︑カハ 四643圏

うございます

マスガ︑雪ノヤウニ

ツメタク

今日のお書頃はうち中︑目が
此の人に年取つたおとうさん

ます︒

六543園

います︒

叔父サンノウチニモ︑ブダウ 六581

其の五番目の舞姫といふのは︑

からいと

かはるも道理︑これには深い
頼朝は其の刀に見おぼえがあ

先づ︿略﹀︑それから頼朝の

でございます︒

し

なく此の川の水にうつったことでご

でう

名高いのは三年・四條・五條

ざいませう︒

六712

べんけい

の三つの橋でございます︒

義纒・辮慶の五條の大橋は此

よしっね

あの美しい友暉染は︑もと此

いうぜん

の川下にか＼つてみるのでございま

六731

す︒

六738

御らんの通り大きなからだ

の川べりで出來たのでございます︒

をしてゐますが︑月立はしごくやさ

六892園

印度の國はいたってあっう

しうございます︒

六⁝⁝⁝3團

其の後おさはりもございま

ございますので︑︿略﹀︒

唐糸といふのは此の女のこと 六894園

つたのでございます︒

六563

わけがあったのでございます︒

六547

たうございます︒

六544園

く略V︑唐糸の身代りに立ち

んが︑唐糸の身代りに立ちたうござ

からいと

べつにのぞみはこ．ざいませ

かの萬じゅの姫であったのでござい

六532

イラシウゴザイマス︒
も
︑
三
羽
ね
ら
へ
ば
︑
二
羽
だ
け
は
六
5
2
6
一
番
二
番
三
番
と
︑
十
二
番
の
舞
の姿を︑此の川の水はいくたびとな
二601園 オカアサン︑ソノオクス
きっといおとすほどの上手で
がめでたくすみましたが︑其の中で
くうつしたことでございませう︒
リハニガウゴザイマスカ︒
ございます︒
ことに人のほめ立てたのは五番目の
六704 又いくさのあった時には︑
三28 マダウスグラウゴザイマス 四704 雪ノヤウニ白ウゴザイ 舞でございました︒
︿略﹀︑なぎなたの光も︑いくたびと

ガ︑︿略﹀︑ソツトネドコヲ出マ

ハナク︑︿略﹀︒
あまてらすおほみかみ

シタ︒

のをのみことと申す神様がございま

三182園﹁このはこの中に︑お 五77 天照大神の弟の方に︑すさ
もしろい人がゐます︒あててご

した︒

した︒

五833圏
五965

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

皆様におけがもございませ 六566

がありまして︑酒がすきでございま

五534

まはるほどいそがしうございました︒

五478

ざいました︒

五92園私どもにはもと娘が八人ご

らんなさい︒﹂︿略﹀﹁ふってもよ
うございますか︒﹂

三184圏 たいそうかるうございま
すね︒

三416圏うらしまさん︑このあひ
だはありがたうございました︒

それはまことにおなご

﹁それは私の着物で

りをしいことでございます︒

三447園

三852園
ございます︒﹂

四212圏 アナ三韓オナサケブカイ

539
ござる一ござる

せんか︒

七164団此の蛤は私どもの拾った中

ごくらくじ

から︑大きなのをよったのでござい
ます︒

ん︒﹂

七781園

﹁少しも寒くはございませ
これが御奉公だと思ひます

れば︑少しも寒くはございません︒

七784園
﹁はい︑よいお天平でござ
當時秀吉は伏見の城に居った
此の人だけは自分のために心

夜はまだ深うございます︒

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七984

のでございます︒

七981

います︒﹂

七185囹 ﹁極樂寺坂の味方があやふ 七919園
うございます︒﹂

七531圏 で︑今日此のなつかしい學
校に來て︑皆さんにお話をするのは︑
何よりもうれしいのでございます︒
しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな

七624
い程の客でございました︒

お庭先の御門を守る者がご
﹁石田でござる︒お通しな
御門を守る者は誰か︒﹂﹁加

藤清正の家來でございます︒﹂

七戸1園

され︒﹂

七欄2園

ざいません︒某の手で固めませう︒

三盛7園

七632 水になれた人夫の肩に乗るか︑ 七欄5
手をひいてもらふかして渡るのでご
︿略﹀︑川べはひじやうなさわ

ざいます︒

七638
ぎでございました︒

︿略﹀︑かけ下りて來る者があ

ります︒見れば先の男でございます︒

七662

しかし醤者の申す所では︑

くやら︑大さわぎでございます︒

八456團

どうか同日午前十時頃までに︑お出

でを願ひたうございます︒

二日祝の歌を一首いたゴきたうござ

八柵1団又まことに申しかねますが︑

これは年よりからのお願で

それから︑お花畠のお話も面

ございます︒

八m2國

います︒

丁霊のこと故︑話語大事にしなけれ

まことに勝手がましい御願

ばならないとのことでございます︒

八458困

でございますが︑もう四五日の所お
ひまを願ひたうございます︒

白うございました︒

お泊め申してはいか皮でご

お宿は致しても︑さて何も

ちやうど有合はせの粟の飯︑

︿略﹀︑いかゴでございませう︒

十651園

差上げる物はございません︒

十649園

ざいませう︒
あは
十647圏 ﹁粟飯ならございますが︒﹂

十627園

ざいますので︒﹂

人々は︿略﹀︑やって見まし 十5910園 ﹁折あしく主人が留守でご

まを願ひたうございます︒

八459国︿略﹀︑もう四五日の所おひ 九965
八768

たが︑もとより立たうはずはござい
ません︒

﹁諸君︑これも人のした後
では︑何のざうさもない事でござい

八774園
ませう︒﹂

八845囹あちらでも︑あの子のこと
ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご
ざいました︒

なってみる松木とよの父でございま

置いたのでございますが︑︿略﹀︒

の頃のかたみとして︑大切に残して

八856園私はこちらに御やくかいに 十671囹 しかし此の三本だけは︑其
す︒

見ると︑それは呉鳳の首でご
包の中には白木綿が五十反ば
一同は驚いて︑泣くやらなげ

程の者ではございません︒﹂

さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を

はれて︑此の通りの始末でございま

の領主︑それが一族どもに所領を奪

しかし此のま＼に日を送つ

す︒

まことに御苦勢様ですが︑

つたが︑爪の先は眞黒になってみる

十旧10園外の者は着物だけは美しか

いません︒

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ

はい︑うれしうございます︒ 十696囹

きくことが出來ないのでございませ

八柵9囲

ざいます︒﹂といはれた︒

を今日一日お連れになってもようご

八947囹先生は﹁何なら︑あのお子

八918囹

う︒

八877園︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ 十684囹 ︿略﹀︑もとは佐野三十齢郷

ふのでございますが︑︿略﹀︒

八875囹私は三年ぶりに此の子にあ 十676園 ﹁いや︑名前を申し上げる

で︑御威光を借りて豊臣と記したの
﹁殿はまだお若くて︑これ
もございます︒﹂

から功名をお立てになる折はいくら

八154園

でございます︒

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七687園家の中で見えなくした物で 七柳5園 ︿略﹀︑某は四つ五つの頃か
も︑中々出ないものでございます︒

七694園 いよくない時には︑川の
中へとびこんで死んでしまはうと︑

︿略﹀︑いたゴいたのは財布

かくごをして來たのでございます︒
七697園

き

ではなくて︑私の命でございます︒

八424

かりはいってみたのでございます︒

八394

ざいました︒

八258

ございません︒﹂

七709立憲は此所から百里さきの紀 八179囹 ﹁い＼え︑頼まれたのでは
︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

州の者でございます︒
七714園

金をあづかって︑此の財布に入れて
來たのでございます︒

七721園 其の上あなたのお名前をう
けたまはりたうございます︒

こし一こじきでん

540

者が多うございました︒

十一748園 それについて何か御仁音心
下さることはございますまいか︒

かし誠に粗末なピヤノで︒それに樂

十二407園 ﹁有難うございます︒し
ふ

譜もございませんが ︒ ﹂

十二428園 ＝膿あなたはどういふ
御方でございますか ︒ ﹂

十一一689園私は胸にある事が十分に

十二㎜5園

又延いては徳川家及び江

戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す
までもござりませぬ︒

何分今一鷹の御評議を推

﹇腰﹈︵名︶13

こし

腰﹇▽おこ

して御願ひ申す次第でござります︒

十二㎜6園

し

こし

す︒﹂と︑

こしにはさんだ手ぬ

三301圃﹁ねえさんこれをあげま
はしひきさいてさし出

それで山へ行くにも︑へうた

父は︿略﹀︑たき火のそばの

︿略﹀腰を下し︑鎌をとぎにか＼つ
た︒

十399

切りかぶに腰を下し︑鎌をとぎに
か＼つた︒

つるはし

さうして兄は腰の手ぬぐひを

取って鉢まきにし︑︿略﹀

十419

きさうゑもん

窯場から出て來た喜三右衛門

で掘返し始めた︒
かまば

十444

は︑縁先に腰を下して︑つかれた艦
を休めた︒

︿略﹀︑ベートーベンはピヤ
ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二413

彼は再びピヤノの前に腰を

﹇濃﹈︵形︶1

濃し

︽ーキ︾

﹇越﹈←ガラスごし・こずえこし

下した︒

十二436
こし

五535

になりました︒

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り

︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

︿略﹀︒

せば︑

ぐひの

十二691園 唯心は子としての務を蓋
五116

言へないのでございます︒

くしたいと思ふばかりでございます︒

十二695囹 ﹁父上︑私は唯ほんたう
の事を申し上げてみるのでございま

んを腰に着けてみて︑かへりに酒を

こ・し

す︒﹂

十二754囹 コーデリヤは父の手を取

買って干ては︑おとうさんを喜ばせ

それから繹迦はブッダガヤ

﹇故事﹈︵名︶1

に思をこらした︒

こじ

九344

道端の切りかぶに腰かけて︑

若葉のにほひがひしくと身にせま

ひたひの汗をふいてみると︑︿略﹀︑

つて逼る︒

じゅ
五時近目の授業がすむと︑先

ごじかんめ ﹇五時間目﹈︵名︶1 五時

九774

十目

生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

しゃつた︒

十﹁746

話が古事記のことに及ぶと︑

こじき ﹇古事記﹈︵名︶5 古事記

宣長は﹁︿略﹀︒﹂

土747圓私はかねぐ古事記を研

私も實は我が國の古代精

寒したいと思ってをります︒

十︻751園

神を知りたいといふ希望から︑古事

記を研究しようとしたが︑どうも古

い言葉がよくわからないと十分なこ

とは出來ない︒

じよ
そこで先づ順序として萬

葉集の研究を始めたところが︑何時

十一756園

記に手を延ばすことが出來なくなり

の間にか年をとってしまって︑古事
がたく︑︿略﹀︑再び呉と戦ひて遂に

ました︒

︿略﹀︑勾践此のうらみ忘れ

之を亡しぬ︒高徳此の故事をひきて︑

十﹁771

﹇腰掛﹈︵下一︶1

こじきでん

有名な古事記傳といふ大著

の上に不滅の光を放ってるる︒

述は此の研究の結果で︑我が國文學

十一771

﹇古事記伝﹈︵名︶1︑古事

遂に古事記の研究を大成した︒

三十五年の間努力に努力を績けて︑

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑
やがて忠臣の起りて勤王の兵を告げ︑

十偽10図

故事

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

十二952

つて泣きながら︑﹁其のコーデリヤ

︿略V︑おちいさんが庭で腰を

てるました︒

六38

でございます︒﹂

のばして︑﹁もうお書かな︒﹂とおつ

十二757囹 ﹁何でうらむわけがござ
いませう︒何でうらむわけがござい

しゃいました︒

年は六十四五でもあらうか︑

始のうちは勢がよかったが︑

つけてみる︒

腰に小さなふろしきつつみをむすび

七416

ませう︒﹂

いませう︒何でうらむわけがござい

十二758囹 ﹁何でうらむわけがござ
ませう︒﹂

八543

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞

十二伽9妻室に比べれば︑︿略﹀︑徳

え上げたるなり︒

五時

間もなく腰がふらつき出して︑ふみ

︽ーケ︾

こしか・ける
ける

腰か

軍艦の起床時間は︑夏は五時︑ 記傳

﹇五時﹈︵名︶1

しめてみる爾足が︑きねをふり上げ

父は腰から鎌をぬきながら︑

冬は⊥ハ時である︒

ずる分こんでみたが︑みんな 九618

ごじ

山家の存亡などは言ふにも足らぬ小

十395

も腰を掛けることが困睡た︒

がゆづり合ってくれたので︑二人と

九6710

るたびに動いた︒

事でござります︒

十二伽3園 徳川侍のなまくら刀にも
少しは切れる所がござりませう︒

ることになりますれば︑誠に日本國

十二㎜4囹 ︿略﹀今一鷹御評議下さ
の幸でござります︒

541
こしきょあそばす一ごじゅうし

御死去遊ばす

こしきょあそば・す

1

﹇御死去遊﹈︵四︶

︿略﹀︒あのたちで子ども向の品をも

﹇五時半頃﹈︵名︶i

かりはいってみたのでございます︒
ごじはんごろ

時半国

受付午
時

時
分

分

午時分

北風はたけが五尺二寸もある

二目8

オクスリ⁝⁝⁝五十九

北海道⁝⁝⁝五

鉢の木⁝⁝⁝五十九

第十四課

第十二

二十

十目13

九皿6

黒馬で︑︿略﹀︑見るからに強さうな

十九

十一目15
小じゃり

十五

しひの木とかし

うちよせて乗る波は︑岩をか ごじゅうご ﹇五十五﹈︹課名︺2 五十

﹇小砂利﹈︵名︶1

軍馬である︒

こじゃり

六197

五

第十五

町の辻⁝⁝⁝五十五

高い建物のあることは世界

ごじゅうごかい ﹇五十五階﹈︵名︶1

八目4

のみ⁝⁝⁝五十五

み︑小じゃりをとばしては︑さあつ
五種

四目4
﹇五種﹈︵名︶1

と引いて行きます︒

ちょう

八723國

﹇五十音﹈︵名︶1

五十

三

四目3

十三

十四

︵名︶1

五十五

お話二つ⁝⁝⁝五十

一口ぱなし⁝⁝⁝五十 ごじゅうさん ﹇五十三﹈︹課名︺2 五

舌に蓋くし難く候︒

三千六百メートル︑其の肚観實に筆

は︑︿略﹀︑高さ五十五メートル︑幅

十一価4冬野次にノーグアッスーの瀧

メートル

ごじゅうごメートル

十五階もあります︒

第一で︑︿略﹀︒中で最も高いのは五

五十五階
五十

から︑今歩兵になって來てるるのは
﹇五十﹈︹課目︺4

私一人だけなのだ︒

工・輻重の五種があって︑私の村

し

六403圏︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

こしゅ

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

六315

五

包の中には白木綿が五十反ば

う五十反︑至急お送り下さい︒

やながせ

八393

︽ーサ︾

は先日より御病氣の庭︑御養生のか

十佃3國國 承り候へば︑御祖母様に
ひもなく︑去る十九日遂に御死去遊

こしぢ

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒
こしち
﹇越路﹈︹地名︺1 越路
あふみ

七櫃図
送信午

﹇午時分﹈︵名︶2

七穐図

ごじふん

十一234図 越路の雪も解初めたれば︑

こしじ
しばた

後日

柴田勝家︑︿略﹀︑近江の柳瀬に討

つて出でしむ︒

﹇後日﹈︵名︶2

瀧は︑落口にあるゴート島とごじゅう

五目2 十四 雨⁝⁝⁝五十
六目3 第十五 萬じゅの姫⁝⁝⁝五
十

﹇児島高徳﹈︹雷名︺2

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九2910

九374図 レマン素意も︑︿略﹀︑野戦 こじま ﹇小島﹈︵名︶1 小島

ごじつ

ほりょ

病院に送られたり︒後日レマン呼出
が捕虜として︿略﹀︒

見島高徳

こじまたかのり

八目3 第十四 餅つき⁝⁝⁝ 五十
十目11 第十

十一

三目5
一

音

おん

ごじゅうおん

十七

ごじゅうい
﹇ち
五十＝︹課名︺ 1五

銀行⁝⁝⁝五十

藤島高徳

第二十七

いて︑或一人の青年をやとひ入れた︒

十目15

十月7 主人はそれ等の人々をさしお
後日︑人が主人に向って︑どういふ

直島高徳

こじまたかのり

﹇児島高徳﹈︹人名︺1

第二十七

見島高徳

二上6図

ふ武士あり︒

﹇五尺﹈︵名︶2
ちじょうごしゃく

こしゃく

五尺与い

此の頃備前に免島高徳とい

こじまたかのり

こじまたかのり

十糊1

五

お見込で︑あの青年をお用ひになつ
﹇五十海里﹈︵名︶1

たのかと尋ねた︒

ごじっかいり

十海里
くわうほ

十一85 それから五十海里ばかりさ
かのぼって︑黄山江といふ支流に
入り︑︿略﹀︒

切れたといって︑すぐ屋根へ出まし

と

き

おん

﹇五週間﹈︵名︶1

五十音の畿音を教へてるられた︒

間

こしゅうかん

九

ごじゅうく

﹇五十九﹈︹玉名︺3

五十

ごじゅうさん

十八

十八

をののたうふう⁝⁝

カゲエ⁝⁝⁝五十四

五十

︵名︶←ぜんれいじご

じゅうさんぶん

ごじゅうし ﹇五十四﹈︹隠名︺3

二目4

⁝五十四

三目4

春ノ初三一三ノ卵ヲ産ミ︑五 四

五週

五865團叔父さんは大へんだ土手が 八936 此所では女の先生が︑生徒に 十目12 第十一 傳書鳩⁝⁝⁝五十三
た︒たちまち水が二尺になり︑三尺

十35図 平生きはめて御質素にわた

こしつそ ﹇御質素﹈︵形状︶1 御質素

になり︑五尺にもなりました︒

五尺二寸

週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒

馬の高さは前足の所ではかる︒ 八504
︿略﹀︑五尺あると︑十寸といふ︒

七276

らせられし御有様︑一つくの御品

五十反

の上にうかゴはれて︑無量の感に打
﹇五十反﹈︵名︶2

たれたり︒

ごじつたん

三十反︑本日無事に着きました︒

七榊2團 去る三日にお差出しの縞物 こしゃくにすん ﹇五尺二寸﹈︵名︶1

ごじゅうしち一ごじょうのおおはし

542

十一目14 第十三課 ふか⁝⁝⁝五十
四

十七︑

ごじゅうしち ﹇五十七﹈︹課名︺3 五

二目7 十九 ナゾ⁝⁝⁝五十七
三目7 十九 セミ⁝⁝⁝五十七
四目5 十六 大工小屋⁝⁝⁝五十七
所

ごじゅうしょ ﹇御住所﹈︵名︶1 御住

近江に向ふ︒

兵に旨をふくめて先嚢せしめ︑︿略﹀

七676園

享益

二︶1

委打⁝⁝⁝五十六

御受納下さる

淺吉

︽⁝レ︾

の三つの橋でございます︒

十一麗8図囲 ︿略﹀︑ 三軍進めし五

其の名はくちせず︑諸葛孔明︒

しょかつこうめい

丈原頭︑ はかなく露と消えしかど︑

1

五丈三尺

ごじょうさんじゃく ﹇五丈三尺﹈︵名︶

十二999図 ︿略﹀︑東大寺の金堂は天

空高くそびえて︑五丈三尺の大佛一

千二百年の面影を残せり︒

私のやくめは︑御承知の通り︑

若し御承知に候はば︑御

我が國の湖沼中坐の湖より

五條の大橋

五條大橋

五條大橋

べんけい

六71図

義纒・辮慶の五條の大橋は此

の川下にか＼つてみるのでございま

よしっね

六728

2

ごじょうのおおはし ﹇五条大橋﹈︵名︶

る︒

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

十二511

沼中

こしょうちゅう ﹇湖沼中﹈︵名︶1 湖

宜しき由に候︒

温泉これあり︑病後の保養には特に

十一422陳囲御承知の通り當地には

願ひ上げ候︒

手敷ながら至急御報知下されたく︑

九備9塵團

つめに慮る人に渡すのであります︒

を大切にあづかってみて︑これをあ

皆様が私のロへお入れになる郵便物

五905

御主 こしょうち ﹇御承知﹈︵名︶3 御承知

くず
尚當地産の葛粉少少御
見舞の印までに御送り申上候間︑御

十一427重圏

御所
﹇古城﹈︵名︶1

湖上←

春は

右に見ゆるは名高き御
左に遠くかすむは古城︑

五丈原頭

小判が百五十爾はいって居 ごじょうげんとう ﹇五丈原頭﹈︵名︶1

んであって︑百世は小さなふくろに

ります︒五十雨は黄色なきれにつ＼

姓をつのり︑かゴり火をたかせ︑
入れてあります︒

十一276図五十人の兵は行くく百
糧食の用意をなさしむ︒

りやう

ゴネリルは決して氣だての ごじゅうろく ﹇五十六﹈︹課名︺2 五
十六

十二714
やさしい女ではなかった︒︿略V︒其

十六

日本三景⁝⁝⁝五十六
第十四

十二月十四日

﹇御主人様﹈︵名︶1

五目4

人達

八462国

御主人様

こしゅじんさま

九目2
五

の上士に百人の家來を五十人に減ず

たふ

﹇五重搭﹈︵名︶1

るやうにといった︒
ぢゆう

ぢゆう

﹇五十八﹈︹課名︺1

五十

受納下され度候︒

六71図
こじょう

寺︑

十一128図圃

給のごと我等をめぐる︒

﹇湖上﹈︵名︶1

十355ガツン湖といって︑︿略﹀大

ジュネーブこじょう

こじょう

古城

運河は全長五十哩由り︑凡そこしょ ﹇御所﹈︵名︶1 御所

︵名︶！

看板⁝⁝⁝五十八

五 ごじゅのうくださ・る ﹇御受納下﹈︵下

︿略﹀︑青い松の問に︑五重

ごじゅうのとう

重の塔

九二8魑国 早速御見舞に参上致した
く存じ候へども︑御住所不明にて困
六725
ごじゅうはち

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

たふ

り居り候︒
たい

ごじゅうたい ﹇御重態﹈︵名︶1 御重

第十六

十3510

哩饒り

ごじゅうマイルあまり

八目5

十︻419國団 ︿略﹀︑貴兄には去月以 十八

態

たい

來御忌氣にて︑しかも一時は大分御
重態なりし由︑誠に意外の事に驚入
候︒

ごじゅうに ﹇五十二﹈︹課名︺4 五十

十時間前後で之を航することが出來
五十メー

二

︵名︶1

る︒

トル

十価7

庭まで引寄せられた︒

つて︑船から五十メートルぐらみの

︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

ごじゅうメートル

四目2 十三 ゑはがき⁝⁝⁝五十二

五目3 十五 養老⁝⁝⁝五十二
七目4 第十六 航海の話⁝⁝⁝五十
二

十一一目13 第十二課小さなねぢ⁝⁝
⁝五十二

きな人造湖で︑湖上に島々と散在し

五條

てるる島々は︑もと継母にそびえて

今かりに一時間五十里の速

し

名高いのは三晃・四條・五條

でう

﹇五条﹈︹地名︺1

六712

ごじょう

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

﹇五十両﹈︵名︶1

五

みた山々である︒

ごじゅうりょう

か＼るのである︒

ても︑太陽に到着するには八十七年

十一41

ごじゅうにん ﹇五十人﹈︵名︶4 五十 ごじゅうり ﹇五十里﹈︵名︶1 五十里

十梱3 申し込んで來た者は五十人許

人
もあって︑︿略﹀︒

ぜん

居たる秀吉は︑︿略﹀︑先づ五十人の

十一274図 あたかも書下の膳に向ひ

543
こしょく一こすう

す︒

﹇五色﹈︵名︶1

五色

六皿6 かしはもちをこしらへてい

一

﹁おとうさん︑ヘンとは何

た〜いた︒

十二638図 國旗の色彩が其の國の人 七柵8園

こしょく

つこしらへてごらん︒﹂

のことですか︒﹂﹁返事のことだ︒

にいさんが奥の間に︑餅を並

べる所をこしらへてみた︒

ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

八516

即ち赤・黄・藍・白・黒の五色を横
コシラ

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

﹇持﹈︵ 下 一 ︶ 1 4

に 並 べ た る も の に て︑︿略﹀︒

こしら・える
︽一へ︾

八脳9

こしらへる

ヘル

みますと︑犬はもうとっくに
かへってみて︑かけてきてとび
つきました︒

つた小二郎の方が︑正一より

十二糊1園

古人

個人の利益を螢むのが商業

此の邊の事情をよくく
御推察下されて︑特別の御仁慈を以
ておだやかに事のまとまるやう今一
慮御評議下さることになりますれば︑

御親

御神殿

五756

一冬ごして︑春には池の水が

これはあの人が落して行った

一ぽいになった︒

七654

﹁あなたは今朝一人で川を

ほどの人である︒

こした方ではありませんか︒﹂

七665園

二百十日を無事に越した田に

前と同じ方法で︑船はもう一

は稻の筆先がもう大分重みを見せて

九棚1

みる︒

十343

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

竹島を越したと思ふと︑急

小さい人造湖に出る︒

に水が冷たくなった︒

十︻852

こ・す ﹇濾﹈︵五︶− こす ︽ーシ︾

集めた液は之を工場に持つ
じゅん

て行き︑先づこして不純な物を取

十一533

除き︑︿略﹀︒

︵下一︶1 御推察下される ︽ーレ︾

ておだやかに事のまとまるやう今一

御推察下されて︑特別の御仁慈を以

十二欄1園此の邊の事情をよくく

出御評議下さることになりますれば︑

何のかざりもない御神殿を

﹇御神殿﹈︵名︶1

葬して︑まことにおそれ多い氣がし

﹇越﹈︵五︶6

こす

越す

シ︾﹇▽とおりこす︒もうしこす

こ・す

︽一

木がありました︒御神木ださうです︒

めた所に︑しめをはった大きな杉の

それが今は人口約二戸︑戸

数約四千を算するりっぱな町となつ

十一631

千四百饒あり︒

十悩7図心が村には戸数三百︑人口

︿略﹀︒
こしんぼく ﹇御神木﹈︵名︶1 御神木
まん
五395 八幡様の高い石だんを上りつ こすう ﹇戸数﹈︵名︶2 戸敷

た︒

六七1團

こしんでん

て︑此のあぶない川を一人でこした

三394それでとほい本道をまは にちがひないが︑渡賃が高いといつ

﹇古人﹈︵名︶1

もかへってさきにつきました︒
こじん

九275園古人も﹃志ある者は事終に
成る︒﹄と言ってみる︒

十二2310

太陽暦は春分から春分ま こじん ﹇個人﹈︵名︶1 個人

でを一回露年といって︑それを本と

十一929園

しらへてみる者もあり︑︿略﹀︒

デコシラヘタモノデスカラ︑イ

一一356園 モチハタイセツナ下米
テハイケマセン︒

こしらへたもので︑︿略﹀︒

﹇小二郎﹈︹話手︺2

と︑それは小二郎のう

御親切なる御手紙有難こすいさっくださ・れる ﹇御推察下﹈

﹇御親切﹈︵形状︶1

誠に日本國の幸でござります︒

こしんせつ

三377 小二郎﹁又わかれ道のとこ

こじろう

小二郎

ちたりかけたりする攣化を本として

であると思はれてるた︒
二395ニイサンガオトモダチト︑ してこしらへたものだQ
十一933囹 ところが太陰暦は月のみ ごじんじ ﹇御仁慈﹈︵名︶1 御仁慈
ニハ ニ大キナユキダルマヲコ
シラヘマシタ︒

二402 ワタクシハネエサンニ︑

ユキデウサギヲ﹈シラヘテイ
タダキマシタ︒

わらびをとりにいきまし

ゐます

く拝見仕候︒

切

小二郎﹁それではぼくは
小二郎

三385

﹇小二郎﹈︹人名︺5

十一432圏國

た︒

山へ

三202小二郎は正一とうらの

こじろう

左の本道を通ります︒﹂

てみませうか︒﹂

二456ヨイオヂイサンバソノ木 ろへきました︒まはりつこをし
ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ
タ︒

で竹うまをこしらへていただく

三283 ︿略V︑おちいさんに︑あれ

男の子三人はささのは

つもりです︒

三617

をとって︑舟をこしらへました︒

ニシテ︑ソノサキニキレヲマ

いぬでした︒

三672ソレカラホソイ竹ヲエ 三218二人がびっくりして見て
キツケテ︑センヲコシラヘマシタ︒

ちの

二郎 のそばへよってきました︒
三236
小二郎がうちへかへって

三696園﹁コンナニアナヲタクサ 三222犬ははなをくんくんい
ンアケテハダメダ︒ソノウチ
はせ︑ ををやたらにふって︑小
ニ︑ニイサンガコシラヘテヤラ
ゥQ﹂

こずえ一こそ

544

たのである︒

﹇梢﹈︵名︶7

こずゑ

八25 小鳥は時々此の清水にのどを

こずえ

うるほしては︑こずゑでさへっるの

く略V︑

すそにから

まりとざれ

︽ーセ︾

﹇御征伐﹈︵名︶1

下されたく候︒

こせいばつ

こせい

じんむ
むかし神武天皇がわるもの

︵名︶1

當直將校が元氣のよい聲で丁令をか

ける︒

こせんごひゃくキロメートル

前七時

十117

古平

まん
團員は︑午前七時八幡神社の

境内に集った︒

場

こせんじょう ﹇古戦場﹈︵名︶1

劔投ぜし古戦

七里が濱のいそ傳ひ︑

﹇午前八時﹈︵名︶2

午前八時になると︑艦尾の旗

午

さうして︑これをよけようと

﹇五千人余﹈︵名︶1 五

稻村が崎︑三聖の

いなむら

十二252図圃

場︒

千人齢

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

六943

午

アマゾン河は全長五干

五千五百キロメートル

五百キロメートル︑世界の河の王と

十一悩6囲團

ものどもが強くて︑おこまりになつ

仙骨に着いたのは午前の三

﹇午前七時﹈︵名︶1

いはれ居候︒

あった︒

時で︑少しは下りた人も乗った人も

九7010圏

じつごぜんじゅうじごろ・どうじつご

こす

白ウサギハ目ヲコスツテ︑

コスル

片をこすりあはせて火を得る法をさ

四192

﹇五千円﹈︵名︶1

五千圓

こせんにんよ
︿略﹀︑戦は午前のうちに

汽車で二日市騨に着いたのは
だざいふ
午前の八時︑騨前で太宰府行の輕便

十恥8

鐵道に乗った︒

十一2410図
終りぬ︒

こせんえん

見物人は孚って︑多勢の方へ ．ごぜん ﹇御前﹈﹇▽おんまえ

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

十日間も傷いて︑︿略﹀︑直心も一頭

九668

前八時

五千人鯨もころした︒

四千圓・五千圓といふ高いのがある

もりをか

午前八時盛岡に着いた︒
︽ーレ︾

キニオキテミヨウトオモツテ︑

ガ︑ケサコソニイサンヨリサ

マダウスグラウゴザイマス

！

午前

︿略﹀︑長い問つけねらひま

ソツトネドコヲ出マシタ︒

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑ 四936

﹇午前五時﹈︵名︶1

三28

何とぞ十分の御養生あ こそ ︵係助︶1一 コソ こそ

九621

五時

ごぜんごじ

切に黒熱候︒

りて︑一日も早く御全快なされ言様

十一422國団

九733

竿に軍艦旗があげられる︒

ごぜんはちじ

八14！園多勢の方はゆだんをしてゐ

さうです︒

十224囲此の町では︑二歳駒の市が
るが︑小勢の方はみんな心を合はせ

又日々に奉る供へ物には︑
御生前殊に御好みありし品々を選ぶ
由なるが︑︿略﹀︒

御全快なさる

間もなく合職が始ると︑果し ごぜんかいなさ・る ﹇御全快﹈︵下二︶
て小勢の方が勝つた︒

八144

て︑一生けんめいになってみる︒

命じた︒

ごぜんしちじ

たことがある︒

どもをこせいばつになった時︑わる

五184園

くびのこすずを ばつ

たもとにすがる︒

ちりちりならし︑
まり︑

三115圏
ちりちりならし︑

こすりあはせる

ては えんからおちる︒
である︒
九329 かんくとこずゑをてらしてこすりあわ・せる ﹇擦合﹈︵下一︶1
みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

十一665

﹇擦﹈︵五︶2

ぜんじゅういちじ

こす・る

とるやうになった︒

其のうち︿略﹀︑木片と木ごぜん ﹇午前﹈︵名︶3 午前←どう

を 下 に 投 げ る の か ︑︿略﹀︒

九342 みねからすそにかけての若々
しいこずゑの色は︑強い日光を浴び
て︑一面に煙ってみる︒
けた﹂ ま し ︑ も ず の 音 ︑

十299図圃 野路を行く人影 たゴち る ︽ーッ・ーリ︾
こずゑはいつこ︒

にきえて︑

︿略V︑ブラシを持つた敷十人

又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

並べて進んで行く︒

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

十896図圏 こずゑ明るき林を行けば︑ 九654

やぶかうじの實木の根に赤く︑
︿略V︒

こずゑこ

八137

十﹇385 木でも見下されるのがいや こぜい ﹇小勢﹈︵名︶3 小勢
なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低
い威にあるもの程早く大きくなって︑

こずゑの差が段々少くなって行くの

﹇薄紅﹈︵名︶1

こずゑさやかにふれる白雪︒

も面白い︒

濱松の

うな
十二42図圏 海原はみどりに晴れて︑
こずえこし
し

こすず

十31図

九339 道がだんく上りになったと こせいぜん ﹇御生前﹈︵名︶2 御生前
見えて︑谷のこずゑこしに︑遠い湖
﹇小鈴﹈︵名︶2

がちらくと見えて來た︒
こすず

うかん一折︑︿略V︑御割前へ御供へ

かは 十柵2國国 尚御生前御好物なりしや
くびのこすずを

うちの子ねこは

いい子ねこ︑

三107鴎

545
こぞう一ごだいのくしん

子供のアルカスはだんく大きくな
かくいふ聲を後にして︑
十一4510図

らいろくな反物や帯地をかついで

來て︑お客の前につみ上げます︒

は先日より御病氣の虜︑御養生のか

承り候へば︑御祖母様に

或夜小僧︑住持の居間にこそぼさま ﹇御祖母様﹈︵名︶1 御祖

小ぞうは

小ぞうさんたちは︑土ざうか

したが︑手を出すすきはあり
つて︑狩人になりましたが︑或日大
乗りぬ︑自轄車に︒

母様

五246

ませんでした︒ある年︑よりとも
熊を見つけたので︑それを射殺さう

來りて︑﹁︿略﹀︒﹂とさ﹂やさければ︑

山県1圏團

﹁年の若きに感心な︒﹂

は日本中のさむらひを引きつ
ジュノーに形を攣へられたおかあさ

住持ひそかに行きて見るに︑︿略V︒

八573図齪

れて︑ふじのまきがりをいたし
ました︒かたきのくどうもより
んのカリストだつたのですが︑︿略﹀︒

或山寺で︑︿略﹀無言の行

ひもなく︑去る十九日遂に御死去遊

十一692

を始めた︒小僧一人だけ自由に室内

頃しも鎌倉より︑勢そろへ

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

の沙汰俄に近々に傳はりぬ︒常世は︑

に出入させて︑いろくの用を足さ

七534園

七533園

汽船も軍艦も御存じでせう︒

皆さんは海を御存じでせう︒

こぞんじ ﹇御存﹈︵名︶2 御存じ

時こそ由れと︑やせ馬にむちうって

︹題名︺2 小
手紙

一 小ぞうか

一

其の中我が大日本帝國と︑

イギリス・フランス・イタリや及び

七43図

アメリカ合衆心を世界の五大強直と

いふ︒

ほうでう

﹇後醍醐天皇﹈︹人

後醍醐天皇

だいご

こう

お

き

元弘二年三月︑北條高時︑

私も實は我が國の古代精

こだいせいしん ﹇古代精神﹈︵名︶1

後醍醐天皇を隠岐にうつし奉る︒

だいこ

十㎜2図

名︺1

ごだいこてんのう

小ぞうか ごたいこく n＞せかいこたいこく
第十二

手紙

御重

古代精神

神を知りたいといふ希望から︑古事

十一751園

心

第六

五代の苦

五代の苦心

︹課名︺2

記を研究しようとしたが︑︿略﹀︒

九目7

店の中へはいって見ますと︑ ごだいのくしん
番頭さんたちは︑お客から注文をう

九216

五代の苦心
けては︑小ぞうさんたちにさしづを

第六
してゐます︒

五245

五大強弓

御造螢 ごだいきょうこく ﹇五大強国﹈︵名︶1

又御三番の半ば頃より︑

﹇御造営﹈︵名︶1

﹁小僧︑早く燈心をかき

せた︒

ら主人へ

八目19

八444
ら主人へ

﹇御壮健﹈︵形状︶1

く略V︑先生には何時も
御壮健の由︑何よりのことに御座候︒

十二伽2圏團

健

こそうけん

第十二

ぞうから主人へ

こぞうからしゅじんへ

つる者数多かりしかば︑︿略﹀︒

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十69図圏

こぞうえい

たててくれ︒﹂

十﹇697園

はせつけたり︒

十709図

としました︒此の大熊こそは︑先に

とものおともをして行って居
ます︒兄弟は今度こそはと︑
母にいとまごひをして︑ふじ
︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

のすそ野へ急ぎました︒
六963
とく

眞淵は︿略﹀︑天下に聞え

た老大家︒宣長はく略V篤學の壮年︒

十一743

年こそちがへ︑二人は同じ學問の道

廣さが一匹五尺︑長さが二十丈︑其

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

の上を賊が我先に渡った︒今度こそ

煙たなびくと

我がなつかしき住家な

︿略﹀︑

をたどってみるのである︒

まやこそ︑

十一802図圃

は千早城もあやふく見えた︒

まことは堺の町人︑道案内の者故︑
れ︒

十二伽4

︿略﹀會見したが︑其の日

七鵬8園小西は日本の大旨ならず︑
にげも致したであらう︒此の清正こ
そはまことの大將︑四十萬の軍勢は

要領は遂に得がたく︑両人は翌日の
再會を期して別れた︒翌十四日の會
見は︑芝︑田町の薩摩屋敷で行はれ

病みつかれた⊥ハ十ばかりの老

此所へ向けよ︒

人が︑ふとんの上に起直って︑十五

た︒安芳は今日こそ最後の確答を得

九281

六の少年に︑熱心に何か言聞かせて

小ぞ

ようと決心して︑西郷をおとつれた

のぶすゑ

小ゾウ

みる︒︿略﹀︒︿略 V ︑ 此 の 老 人 こ そ は

﹇小僧﹈︵名︶6

フク

米屋の小ぞうお得意へ
ひらりと下り
角の下駄屋にあづけ置
すぐに老婆をみちびきぬ︒

ぞうさんたち

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ こぞうさんたち ﹇小僧達﹈︵名︶2 小

ゴ

小僧﹇▽しゅじんからこぞうヘ

き︑

て自五車を

米を運びし凝り途︑

八565図鑑

ガ表ヲハイテヰタ︒

六332

う

こぞう

のである︒

のぶひろ

出羽の國の瞥者佐藤信季︑少年は其
の子信淵である︒
じゅ

九778 五時間目の授業がすむと︑先
生はにこくして︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お つ

しゃつた︒これこそ僕たちが︑一週
間も前から︑毎日並々待ってるた命
令だつたので︑︿略﹀︒

熊にしてしまひました︒其の中に︑

九918園 く略V︑とうとうカリストを

こたう一こだち

546

答ふ

︽ト

きくなったら︑此のかたきを取

﹇答﹈︵下二︶3

ネリルから言ってみよ︒﹂と尋ねた︒

こた・う

いひました︒

つて

さうして﹁山田さん﹂とおよ

の近くそばだってゐます︒

やってから始めなさい︒﹂といった

十4010．父は﹁力藏さん︑まあ︑一服

が︑力藏さんはく略﹀︑﹁朝のうちに

後日︑人が主人に向って︑ど

てね︒﹂と答へて︑止めようともし

此のけやきだけぶつ倒したいと思つ

ない︒

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十梱9

になったのかと尋ねた︒主人は答へ

わけをたつねますと︑﹁あの
中には石のらうがあって︑唐糸様が

あいさつをしてもていねい

て︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

で︑少しも生意氣な風が無く︑何を

十号8囹

おしこめられて居られます︒﹂と答

六601

へますと︑︿略﹀︒

びになりましたから︑﹁はい﹂と答

五37

せます︒﹂と答へました︒

﹁きっと此のかたきを取って見

おくれ︒﹂と

ゴネリルの答は如何にも言葉巧みで
王は満面に笑みをた㌧へな

へ︾

みる︒

かん

娘の答に失望した王は︑

がら︑今や遅しと其の答を待受けて

十二683

︿略﹀︑十郎はなみだをおさへて︑

船内く ま な く た つ ぬ る 三

あった︒

居ずや︒﹂

八982手序 ﹁杉野はいっこ︑杉野は
度︑ 呼べど答へず︑さがせど見え
ず︑ ︿略﹀︒

した︒

十二708

コーデリヤの黒黒な答の中にも十分

しかしフランス王は︿略﹀︑

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒永の勘當だ︒﹂と言渡

九385図 ︿略﹀エンミッヒ將軍はみ 十二697
つから進んで握手を求め︑﹁︿略﹀︒﹂

と感歎せるに︑レマン將軍は静かに︑
﹁︿略V︒﹂と答へた り ︒
たけみかつち

十二66図 ︿略﹀建御雷命此の地に

へました︒

﹁い＼え︑頼まれたのではご

聞いても︑一々明白に答へて︑しか

八185

小高イ

もよけいなことは言ひません︒

ごたく

三482學校ノ北二小高イヲカ

︽ーイ︾

こだか・い ﹇小高﹈︵形︶1

ざいません︒﹂將軍は長四郎を大き
までは出さぬ︒﹂といって︑袋の口

な袋へ入れて︑﹁ありのま＼に申す

り給ふや如何に︒﹂大國主命答へて

快く此の國をたてまつ

﹇答申﹈︵四︶1答へ

眞心のこもってみるのを認め︑︿略﹀︒

こたえもう・す
申す

至りていふやう︑﹁大神の勅にいは
あし
く︑﹃此の葦原の中つ國は皇孫之を
しろしめすべし︒﹄と︒快く此の國

十二68図園

︽ーサ︾

をたてまつり給ふや如何に︒﹂大國
ことしろぬし

將軍が又たつねたが︑始のやうに答

を封じて柱に掛けた︒翌日になって︑

主命答へていはく︑﹁我もとよりい

いはく︑﹁我もとよりいなみ奉る心
ことしろぬし

なし︒我が子事聖主とはかりて答へ

ガアリマス︒

ねぢは驚いてあたりを見廻

︵副︶1

したが︑いろくの物音︑いろいろ

十二5210

の物の形がごたくと耳にはいり目

にはいるばかりで︑何が何やらさつ

ばりわからなかった︒

こだち ﹇木立﹈︵名︶6 木立

九3010 瀧の上手にかけた石橋を渡り︑

くと立ちこめる水煙の間から近く

木立の深いゴート島に行って︑もう

何時もはうす暗い程茂り合つ

てるる爾がはの木立も︑まだ若葉だ

九322

瀧をながめるのもよく︑︿略﹀︒

つて下さいますな︒﹂と︑はっきり
九989園

山は東北の方に︑呼べば答へるばか

東南の空はるかにそびえ︑戸隠連

淺間山は煙をなびかせて︑
とがくし

答へた︒

れしうございます︒もう何所へも行

言った︒おとよはく略﹀︑﹁はい︑う

うさんが三って︑うれしいか︒﹂と

︿略﹀︑﹁だれだ﹂といふと︑ 八921 信吉は︿略﹀︑﹁おとよ︑おと

たくしのおとうさん︒﹂と答へた︒

すか︒﹂するとおとよは︑︿略V︑﹁わ

聲できかれた︒﹁此の方はどなたで

八884

へた︒

なみ奉る心なし︒我が子事代主とは
申さん︒﹂

ナニカキカレマスト︑コ

︿略﹀︑先生はおとよに︑低い ごたごた

かりて答へ申さん︒ ﹂

こたえ ﹇答﹈︵名︶6 答←てこたえ
と ロつ

︿略﹀︒

四337園

母は泣きながら二人の
子どもに︑﹁︿略﹀︒お前たちが大

四914

いへば︑おこって答へるのです︒

こちらでく略﹀︑おこって

四336圏 こちらでやさしくいへ
ば︑向ふでもやさしく答へ︑

﹁だれだ﹂と答へます︒

四311

ノロデハツキリコタヘマス︒

二643

答へる︽一へ・ーヘル︾

九426図圏 かたち正していひ出でぬ︑こた・える ﹇答﹈︵下一︶14 コタヘル
﹃此の方面の戦圖に 二子をうし

これ

大年答力あり︒

死所を得たるを喜べり︒

なひ給ひつる 閣下の心如何に
ぞ︒﹄と︒三人の我が子それぐ
に︑
ぞ武門の面目︒﹄と ︑

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一梱1 ﹁ウェリントン公爵ともい

言ひつけに背けとおつしゃらうと
は︑どうしても考へられません︒

︿略﹀︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ 先 づ 姉 の ゴ

︿略﹀︒﹂公爵はひどく此の答が氣に
入った︒
十二669

547
こだまちょう一こちら

けに︑下草まで見えるぐらゐ明るい︒

十16図 雨がはに木立すき間もなく
茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ
ず︒

木立の間の細道をたどれば︑程なく

十127園

どれ︑私もお茶を一つ御ち
湖中

中湖は深さが三百七十八

﹇湖中﹈︵名︶1

そうになりませう︒

こちゅう

十二5010

﹇御注意下﹈︵五︶

メートル︑此の湖中での一番深い虜
である︒

こちゅういくださ・る

十45図此所を出でて薔御苑に入り︑
小さき建物の前に出づ︒

三721

それから︑あの赤いじゅ

ばんはねえさんので︑︿略﹀︒こ

ちらのかすりのつつそでは太
郎のあはせで︑︿略﹀︒

四335囹 それが山びこです︒こ
ちらでやさしくいへば︑向ふで
もやさしく答へ︑︿略﹀︒

配するには及びません︒︿略﹀︑ゆつ

學校へ行って案内をこふと︑

くり看病してお上げなさい︒

小使が出て來た︒﹁私はこちらに御

八855園

やくかいになってみる松木とよの父

でございます︒

もこちらではちやうど内地の夏のや

一通りはわかりました︒冬でも春で

もう三月になるので︑土地の檬子も

九39団此のトラック島へ來てから

本の南の方で︑︿略﹀︑うめやさくら

うです︒

中村君がこれまで居た所は日
も︑こちらよりはずっと早くさくさ

五55

＋一748園﹁私はかねぐ古事記を

うです︒

︽ール︾

研究したいと思ってをります︒それ

1御注意下さる

池のめぐりは見渡す限りの木立・く
について何か御注意下さることはご

十48図 前には横長き池をひかへ︑
さむらにて︑さながら別天地に遊ぶ

シタガツテ敵ニオソバレル心配モ少

九164 保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︒

ク︑又コチラカラ敵ヲオソフノニモ

何でも汽車に二日二ばん乗通
しで︑こちらへ着いたのださうです

五57

から︑何百里かはなれてみるのでせ

あちらでもこちらでも︑驚く

﹇御注意﹈︵下二︶

九799

︽ール︾

1

御注意なさる

こちゅういなさ・る

勉強も大切なれど︑盟

都Aロガヨイノデアル︒

十一棚10圏團

中村君がこれまで居た所は日

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒
五町

本の南の方で︑︿略V︒︿略﹀︒こちら

﹇雄町﹈︵名︶1

にも精々御注意なさるべく候︒
こちょう

いがあちらにもこちらにも重り合つ

九佃9 ︿略﹀︑地上には︑人馬の死が

こ

︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

は今さくらのさかりですが︑あちら

十一635

では︑もうとうにちってしまったさ
コチラ

︿略﹀︑ガンガソロくワタツ 十732團

てるる︒

町も十町も長々と亡いてるるのが少
﹇此方﹈︵代名︶25

皆檬御かはりはありません

うです︒

こちら

第十三

京城の友から

か︒こちらも一同無事です︒

十774国

︿略﹀︒こちらへ來てもう三月差りに

ごくたまにしか降りません︒

なりますが︑︿略﹀︑雨といふものは

﹁神明様のこちらにある白

人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ
五644園

マス︒

マス︒ツバメハコチラ春着ル間二︑

テ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キ

五272

くない︒

五58

う︒

ざいますまいか︒﹂

思あり︒

見

こ

十489 朝日のさわやかな光が︑木立
﹇児玉町﹈︹地名︺1

をもれて窯場にさし込んだ︒
だま

こだまちょう
玉町
こだま
町に︿略﹀・見玉町などと︑

日露職孚の時の大將方の名を取って

七356国

ゴチソウ

つけてあるのは面白いでせう︒
こち﹇▽あちこち
﹇御馳走﹈︵名︶4

ごちそう 御ちそう

ごちそう

一234

アチラニモ︑コチラニモ︑

ちら←あちらこちら

ノコギク︑ 一ツトリタイ︑ マツ

ニー07圃 ミゴトニサイタ カキネ
シロナハナヲ︑ ママゴトアソビ

マツクロナ目ヲシテ︑コ
チラヲニランデヰマス︒

一一396

したが︑手紙を見て安心しました︒

先程御見えになりました︒﹂といふ︒

へて︑﹁︿略﹀江戸の賀茂眞淵先生が︑

も まぶち

こちらの方はどうでもなるから︑心

か

十787困 第十三 京城の友から
壁造の家は工場ですか︒﹂
ノアカリデセウ︒
︿略﹀︒こちらでは昔から之を三寒四
二375圃 フルフルユキガ︑ マツ 六八5囲昨日正午にこちらへ着いて︑
温といつてみるさうです︒
午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒
白ナユキガ︒ アチラノ世一︑
八465團 其の後どうかと案じてゐま 十一716園 ︿略﹀︑主人は愛想よく迎
コチラノモリニ︒

ホタルヲヨブコエガシマス︒
ニー93 コチラノクライモリノ
中ニミエルノハ︑ドコノウチ

ノ ゴチソウニ︒

︿略﹀いろいろなごちそうをした

三428 りゅうぐうのおとひめは

り︑さまざまなあそびをして見
せたりしました︒

九481年遅田植がすんだので︑昨夜は
手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ
うをしました︒

こっか一こつき
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あまり思ひがけない言葉に宣長は驚

いやうに︑其の犯罪者をこらし︑又

裁判所は國家が設ける機翼

世間の人々のいましめにもせねばな
らぬ︒

い て ︑ ﹁ 先 生 が ど うしてこちらへ︒﹂

れふ
十一柵10 ふと向ふを見ると︑銃猟に

十﹇208
十﹁217

年のよりしがあ

人々物を出し合ひて︑

めつゴけし小使の
はれさに︑

樂なくらしにかへてやる︒

學校へ行って案内をこふと︑
おうせつ

小使は僕等を鷹接室へ通して

小使が出て來た︒

八854

︿略V︑刑事裁判で︑國家を 八859

で︑これにく略﹀の四階級がある︒

出たらしいりつぽな騎馬の人たちが︑
眞一文字にこちらへかけて來る︒

十一旧8 まるであめ細工のやうであ

四93 谷ソコノーケンヤニモ︑
川ヲ下ツテ行ク小サナ二心モ︑

今日一國家を形成する

コクキが出シテアリマシタ︒

國々にして︑國旗の制定せられざる

十一一608図

所なし︒

出て行ったが︑間もなく黒い服を着

へう

十二621図

き

さい

今我が國を始め主なる諸

雪白の地に紅の日の丸を

イギリスの國旗は︑今日

元來イギリスは︑︿略﹀

重ねたるものなり︒

の形式を旦ハふるまでに幾多の攣化を

十二617図

我が國號にかなひ︑︿略﹀︒

ゑがける我が國の國旗は︑最もよく

十二612図

外國の國旗に就いて述べん︒

十二611図

國旗は實に國家を代表す

代表して犯罪者の庭罰を求めるのは

それぐ深き意義あり︒

る標識にして︑其の徽章・色彩には

十二609図

る︒見てみるうちに大きなフラスコ

た先生が︑女生徒を一人つれて︑は
﹇国会議事堂﹈︵名︶

いって來られた︒

國會議事堂

こっかいぎじどう

検事の職務である︒
さい

十一一609図國旗は實に國家を代表す
き

1

橋・ロンドン橋を始め︑國會議事

テームス川を飾るタワー

ランド︒スコットランド・アイルラ

元來イギリスは︑イング 十一一295團

ンド三國の合同して成れる國家にし

堂・︿略﹀︑其の他見る物聞く物唯々

こづかひ

﹇小使﹈︵名︶1

小使

驚く外はありません︒

さん

かくの如く各回の國旗は︑こづかいさん

︿略V︑國民の之に封ずる尊敬は︑即

︿略﹀︑べんたうをたべてみる
こづかひ

先づイングランドとスコットランド

なし︑︿略﹀︒

︿略﹀前者の國旗と︑

一定不攣の部分と︑攣化を許された

十一一626図 アメリカ合蝉茸の牙旗は

今日の如き形式をなすに至れり︒

徽章ある其の国旗を合はせて︑遂に

の加はるに及び︑白地に斜赤十字の

十二624図

︿略﹀︑更にアイルランド

︿略﹀後者の國旗とを合して一旗と

十二622図

なし︑︿略﹀︒

︿略﹀後者の國旗とを合して﹂旗と

と合するや︑︿略﹀前者の国旗と︑

三國の合同して成れる國家にして︑
﹇国家事業﹈︵名︶1

と︑さっきの學校の小使さんが萎

國家事業

十365

最後にアメリカ合衆國は︑國

こっかじぎょう

ゆを持って來て下さいました︒

五402

法律は︑考査といふ共同生

東海の島に接つた日本は︑

家事業として此の工事に着手し︑
団旗

國家を建設する上に頗る有利であっ

﹇国旗﹈︹課名︺2

︿略V︑遂に之を造り上げたのである︒

こっき

國旗

四周の海が天然の城壁とな

第十三課

十二偽6

十一一目14

國旗
重囲

た︒

十二燭4

るための規則であるから︑︿略V︒

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

ちつちよ

十二883

なり︒

ち其の國家に封ずる忠愛の情の嚢露

十二648図

て︑︿略﹀︒

十一一6110図

それぐ深き意義あり︒

る標識にして︑其の徽章・色彩には

へう

が出來た︒こちらを見ると︑そこで
かた
はちよつと吹いて型に入れ︑又細い
て型から出す︒

十二216 あちらでもこちらでも︑さ

國家﹇▽いち

えたはさみの音がちょきんくと聞
﹇国家﹈︵名︶ 1 4

える︒

こっか
こっか

て︑國家の爲に︑此の學問を大成す

九268園 此の四代の苦心の後を受け
るのがお前の役目だ ︒

九288 さうして終に十代第一の農學
の大家となって︑國家の爲に富源を
開為することが甚だ多かった︒

十889 輸出入の額の増加して行くの
は國家が次第に盛になる印である︒

十974図園 ﹁我もとより之を知る︒
近県家の危きを如何 せ ん ︒ ﹂

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

第十三課

十一54図 ︿略﹀︑孔子大いに之をう
れひ︑如何にもして國家を治め︑萬

十二607

コクキ

許さないから︑國家の存立を危くし︑

﹇国旗﹈︵名︶20

シタ︒

家ニモコクキが出シテアリマ

四91村ノ方ヲ見ルト︑ドノ

こっき

民の苦を救はんものと︑旨く窪田を

勤

里民の生活をおびやかすやうな危機
は絶無であり︑︿略﹀︒

﹇小使︺︵名︶3

七961図麟村の役場に三十年︑

こづかい

小使

めぐりて︑用ひられんことを求めぬ︒

十一199 又他人の物を盗んだといふ
やうな犯罪があった場合には︑國家
は其のやうな不法な行が再びされな
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こっきょう一こと

︵副︶1 こつつり

こつん

などがきれいに並んでみた︒

此の時コロンブスは︑こつん

︵副︶1

八769

こつん

御殿←きゆ

と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

︿略﹀︑いよいよ石炭を掘って

﹇御殿﹈︵名︶6

﹇▽ひとこて

こてん

こて

苦もなく立てて申しました︒
こ

した︒

ゆがよからうと申し出た者がありま

六513 ︿略﹀︑御殿に仕へてるる萬じ

敵の船はこつばみちんにくだ うこてん

﹇木端微塵﹈︵名︶1

こつつりく聞える︒

六851

つばみちん

こっぱみじん

みる虜へ來ました︒つるはしの音が

十831

ごつつりごつつり

の國境にあります︒

こっく

る部分とより成る︒
﹇兀兀﹈︵副︶1

く

こつこつ
大いなる石

ちいさん今年六十の
なほ怠らずこっくと︑

を越えたる足もとに︑

九8210図翻
横たへて︑
こっち

くんしやう

﹇此方﹈︵代名︶4

何をか常に刻みみる︑︿略﹀︒

こっち

けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま

し

コップ

マリーが大急ぎでコップに水
程なくフィリップは病室には

此の傷から出て來るゴム液

或日のこと︑萬じゅが御殿の

三月二十日︑今日はお花見と

御轄任なさる

︽ーレ︾

︿略﹀︒

昨年僕の學校より︑君の

﹇言﹈←かげごと・こごと・ひと

りごと

こと

頃より御二士の由承り候︒

學校へ御轄任なされ候佐野先生︑先

三筆5囲國

1

こてんにんなさ・る ﹇御転任﹈︵下二︶

けたるはぎ茂れり︒

御庭の此所彼所に︑下葉の色づきか

十42図御殿は質素なる平屋にて︑

も其のま㌧に保存せらる﹂なりとそ︒

︿略﹀︑年時の御殿・御庭などの︑今

十310図 第一 明治神宮参拝

いふので︑御殿は人少でございます︒

六603

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

六592

のでございます︒

うばと二人で御ほうこうをねがった

船長はコップの水を一口飲 六577 ︿略﹀頼朝の御殿へ行って︑

コップ

﹁をぢさん︑動⁝章がふえま

ある︒

何が経史るであらうかと思

エプロンをかけた職工がガ
ラスの皿やコップなどを︑此の掻板

十一梱6

ちに言付のコップになった︒

つてみると︑いろく扱ってみるう

十一悩1

めて歩くのである︒

ツを持ってコップにたまった液を集

十一532

それがすむと︑今度はバケ

は︑流れて下のコップにたまるので

十一529

プを王にさ＼げた︒

いって來て︑うやくしく藥のコッ

十105

を汲んで來ました︒

七889

みて︑又其の話をつゴけたり︒

七564図

︵名︶8

つた︒

小包

コップ

一番こっちは金鶏勲章でせ

坂

十二633図藍・白・赤三色を以て縦ごっこ 与おにごっこ
に染分けられたるは︑フランスの國

旗なり︒
十二635図 フランスの國旗が縦に三

色を分ちたるに封して︑黒・赤・金
の三色を横に染分けたるものはドイ
ツの國旗なり︒

五172園
したね︒

︿略﹀︑黒・赤・金の三色

を横に染分けたるものはドイツの國
う︒﹂

十二636図

旗なり︒

入嫁した兄から

國では初雪が降ったさうだね︒こつ

第十一

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十二637図 國旗の色彩が其の國の人 六388団

我が武士は敵の攻めよせるの

ちは國よりよほどあた＼かだ︒

た︒

を待ちきれず︑こっちからおしよせ

六805

十二637図國旗の色彩が其の國の人
種を表すものに︑支那の國旗あり︒
十二641図 イタリヤの一旗は︑緑・

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

敵は高いやぐらのある大船︑

こっちはつり舟のやうな小舟であっ

六806

た︒

白地中に王家の紋章を表せり︒

或は其の建軍の歴史を暗示し︑或は

十二646図 かくの如く各國の國旗は︑

今日小包にて粗末なる物︑

小包

こづつみ

光覚2國団

﹇小包﹈︵名︶2

其の國民の理想・信仰を表すものな
れば︑︿略﹀︒

十二649図故に我等は︑自國の國旗

赤さんの御着物にもと御送り致し候
此の手紙と一しょに︑

間︑︿略﹀︒

十一鵬10圓團

﹇小包便﹈︵名︶1

糟葉書をたくさん小包にて送り申候︒

尚御生前御好物なりしや

にあてて模様をほりつけたり︑みが
皿・コップをはじめ︑︿略﹀

うかん一折︑小包便にて御送り申し

十一悩10

きをかけたりしてみる︒
く候︒

上げ候間︑御佛前へ御供へ下された

十佃3圏團

便

故に我等は︑︿略﹀︑諸外こづつみびん

に封しても︑常に敬意を表せざるべ

を尊重すると同時に︑諸外耳の國旗
からず︒

十二6410⁝図

せざるべからず︒

﹇国境﹈︵名︶1

國境

國の国旗に博しても︑常に敬意を表
こっきょう

九294 世界一といはれるナイヤガラ
の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと

と

と

こ

ユミヲイルコトガスキ

﹁さうです︒それではあ

しのゆびのなをしってゐま

三164園

﹁いつもおたっしやなこ

すか︒﹂﹁おなじことでせう︒﹂

三343園

も︑ふたをおあけなさいます
な︒

見たこともないきれいな着物
でした︒

︿略﹀︑見たこともない美

しい女が來ましたQ

三848

を申しました︒﹂

四67その時おちいさんは
ことです︒

アナタハオナサケブカイ

﹁︿略＞Q﹂とおっしゃったといふ

ら︑おとひめのいったことも

四212園

三463 かなしくてたまりませんか
わすれて︑玉手箱をあけました︒

二493園﹁オモシロイコトダ︒花
ヲサカセテミヨ︒﹂

イマス︒

たび人のぐわいたうをぬ

トガアリマス︒

四387

がせた方が勝といふことに

きめて︑先づ風からはじめまし

れを一矢でいおとすことは︑

なかなかむつかしさうです︒

のことでしたが︑︿略VQ

四695これは私が七つの年

のことでしたが︑今でもく略V

四701これは私が七つの年

と思はないことはありません︒

ので︑東の村や西の村．に︑

四741私は長生をして居ます

人が生れたり︑死んだり︑家が

うちへかへって︑父にこ

たったり︑こはれたり︑火事があ

四317

のことを話しますと︑父は

たうふうはこれを見て︑

﹁それは山びこです︒︿略V︒﹂と

とでございますか︒﹂

︿略﹀︑其の時はなかなか

をみんな見て知って居ます︒

四791其の後間もなく死んだ

にぎやかなことでした︒

四765

中では︑かべにあたったこむま

のです︒さむい日のことで︑
あまり氣のどくでしたから︑
マツテ︑ボンヤリトシテ居ルコ

四361︿略Vヒクイ木ノ枝ニト ︿略V︒
四798私はく略V︑どういふ子

とがあります︒

りのやうに︑かへって來るこ

四333園父﹁人のこゑも山の

つたり︑水が出たりしたこと

このかへるのやうに︑こんき

ス︒

三糾3

そばへよって見ますと︑

ケンクワヲシタコトガアリマ

三734ムカシ鳥トケダモノガ

︿略V︒﹂トイフコトデシタ︒

ヲタクサンアケテハダメダ︒

モラヒマシタラ︑﹁コンナニアナ

をしへました︒
ことはないとさとりました︒
三698 コマツテニイサン町鳶テ 四324園 正﹁山びことは何のこ

がよければ︑何ごともできない

三568

オ方デスカラ︑後ニハキツト
ォシアハセノヨイコトガゴザ

﹁ばかなことをいふ︒

セン︒

二636

セン︒

アリマ

スルコトガデキマセンデシタ︒

二726 ソノ上イハヤニコモツテ
ヰマシタカラ︑ナカナカタイヂ

セン︒

キオトスヤウナコトハ

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ

二637

センセイノオツシヤルコ

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ

センセイノオツシヤルコ

二635 センセイノオツシヤルコ 三532園 ﹁星を二つ三つはたき
おとさうとしてるるのだ︒﹂

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ

テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

デ︑トリヤケダモノヲイコロシ

一一337

た︒
三862圏 天人のはごろもなら︑
とで︒﹂
一172 カタキウチヲスルコトニ
なほさらかへすことは八二ませ
四495園 さうひっぱりあっては
三374 ソレカラ︑道ヲアルクト
ナリマシタ︒
いけません︒まん中へふせてお
ん︒
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ
二291圏 大キナスズヲネコノ
きなさい︒こんど取った入がそ
三864囹それがなくては︑天へ
イコトニナツテヰマス︒
クビニツケテオイテ︑ソノォト
れも取ることにします︒
かへることが出品ません︒
三446囹 それはまことにおなご
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ
りをしいことでございます︒
三877園おかげで天へかへる 四598私バカンナヲカケテ居
シテハドウデセウ︒
ルノヲ見ルコトガスキデス︒
ことが出国ます︒
二313園 オ正月ノオカザリニハ︑ 三448園 それではこの玉手箱を
三892園 ﹁ああ︑はっかしいこと 四626いくら弓の名人でも︑こ
上げます︒どんなことがあって
ドンナコトヲシマスカ︒

なにごと・ままごとあそび︒みごと

る︒しごとば・ただごと・できごと︒

﹇▽あそびごと・しごと・しごとなさ

こ と ﹇ 事 ﹈ ︵ 各 ︶魏コトこと事
一
こ

550

551
こと一こと

はどういふ人になるといふ
ことを見ぬきます︒

したのでせう︒﹂とたつねまし

四818 ﹁此のよいお天氣に︑どう

たら︑﹁河上の方で雪がとけ
はじめたのだらうQ﹂といふこ
とでした︒

ちやうど大きな船がおき

を通って居ました︒︿略﹀︒そば

四832

．ふることがなく︑うめやさくらも︑

本の南の方で︑冬でもめったに雪の

じんむ

むかし神武天皇がわるもの

今日から日記をつけることに

こちらよりはずっと早くさくさうで
す︒

五131
しました︒

五186囹
どもをこせいばつになった時︑わる
ものどもが強くて︑おこまりになつ

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

デ︑︿略V︒

五257

なにげてしまったさうだ︒

﹁しばらくお待ち下さい︒

これから後やまとをぐなの

申したいことがあります︒﹂

五457園

﹁日本一の事をくふうし

皇子を日本武尊と申し上げることに
なりました︒

な

ら

いっか此の事が天皇のお耳に

五461園
た︒﹂

五552

て池を掘らないのでせう︒﹂﹁華年あ

たりから掘ることになってみる︒

少しまはり道だが︑となり

︿略﹀︑其の杉山なんぞは︑木

村の用水池を見て行くことにしよう︒

五676園
五687

しやうや

もろくにない草山だつたといふこと
だ︒

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑村

のことをいろくと考へたすゑ︑

五691

た︒

五782

着手は來年からといふことに

︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

長い間の苦心が病氣のもとで
︿略﹀︑あの家にはよい事が

あったといふことだ︒

五764

つた︒

池が出來上った年の冬︑死んでしま

五761

造りかへたといふことだ︒

五724

氣平な者は自分の持地を田に

に普請の手つだひをすることになつ

五711村の人は代り合って︑一日置

見に出た︒

なって︑庄屋は方々の村へ用水池を

五704

成したといふことだ︒

五702村の人々は︿略﹀︑みんな賛

さて宗任がかりまたをぬき

た事がくはしく書いてある︒

取って︑義家にかへしますと︑町家

五824園

はせ中をくるりとむけて︑うつぼへ

とだ︒もし宗任に悪い心があった

さ㌦せました︒︿略V︒﹁あぶないこ

ら︒﹂と︑義家の家來どもはひや

おとうさんへ電報で御返事

くしたといひます︒

五842團

いかな日でも葉書の百枚や封

ざっし

しゃしん

たまには雑誌や寓眞がはいる

作物の種や商品の見本も入れ

︿略V︑私はまだそれをあっか

︿略V︑封書には︑いろくこ

おめでたい事やたのしさうな

おめでたい事やたのしさうな

事が書いてありますと︑私もうれし

五935

いと思ひますが︑︿略﹀︒

事が書いてありますと︑私もうれし

五934

み入った事が書いてあります︒

五934

つたことはありません︒

五916

てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五915

こともあります︒

五914

らないことはありません︒

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

五911

した︒

︿略V︑どうすることも出來ませんで

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

をいたしたやうに︑うちには大した
︿略﹀と思った︒
たことがある︒
に乗って居た人の話では︑軍
事もありませんでしたが︑中々のさ
五196圓鶏の光がまるでいなびかり 五697 どうしても大きな用水池を掘
かんだといふことでした︒
わぎでした︒
らなければならないと考へた︒此の
四904園く略V︑父はくどうすけ のやうで︑わるものどもは目を明け
五872囲 うら手で助けてくれ助けて
事を村の相談にかけた︒
てるることが出世ず︑おそれてみん
つねにころされました︒母は

︿略﹀︑﹁何といふくやしい事だ

けれどもかたきのくどう

ら う ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ といひました︒

四925
五326

︿略﹀︑りやうがはの歩道に人

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家來

五442囹

通のたえることがありません︒

をつれて居ます︒二人のもの
はなかなかそばへよることも
出切ません︒

四941五月二十八日︑雨のふる
ばんの事です︑二人はたいま
つで道をてらしてくどうの
やかたへ向ひました︒

五25圏 大日本︑大日本︑ 神代此
負けたことなく︑

入りまして︑わざく奈良の都から

の方一度もてきに

月日とともに︑ 國の光がかがやき

美濃の國へ行幸になりました︒
やうらう

又まことにめでたい事だとい

ぎやうかう

まさる︒

五558

つゴいて︑身代は前よりもよくなつ

五44園 ﹁これは級長の山田さんで

ふので︑年がうを養老とお改あにな

ひ
土手の此の記念碑に︑今話し

す︒分らないことは此の方におきき

五784

た︒

﹁私どもの村では︑どうし

つたと申します︒

五674園

なさい︒﹂

五54 中村君がこれまで居た所は日

こ

と

と

一
こ

552

︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

いと思ひますが︑︿略﹀︒

五936

事が書いてありますと︑もらひ泣き

﹁どうも分らないのは︑あ

こゑをあげさせました︒

︿略﹀︑雨方から一度にどっとときの

六277園
の弱い人間がわれわれの仲間を生け
どりにすることだ︒﹂

さうして其の明くる年の春︑

舞姫に出ることになったのでござい

六634
ます︒

さて主人に火事の話をして︑

義指金のことをいひ出すと︑﹁それ

六677

はお氣の毒だ︒﹂と言って︑

︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

をいたします︒

だって分り切った事でせう︒

五937

六291園

虎はうんくうなって︑かけ

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

した︒︿略V︒こんなことを思ひ出し

て垣根の方へ行くと︑しゃくやくが

うちにも村にも︑かはった

赤い芽を出してゐました︒

六悩1国

港には防波堤ありて︑風波

のおそれ少く︑水深くして︑いかな

事はありません︒
ばうはてい

七78図

る大船もきしに横づけにすることを

得︒

るに︑たつのおとしごが一つあった

珍しかったのは︑丸山君のざ
此の川の水にうつったことでござい

それからこ＼に六百鯨年︑ま

もある︒

馬は︿略﹀︒走ることがはや

馬の高さは前足の所ではかる︒

となれり︒

七333図

神戸ハ一大貿易男眉シテ︑

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ

こ﹂に武士と獅子とはわか

士は海をこえてふるさとへ腐ること

七329図かくて幾年かすぎし後︑武

ルコト︑東京横濱間ノ如シ︒

七301図

ラズ︒

輸出入ノサカンナルコト横濱ニユヅ

七298図

寸・四尺九寸などのことで︑︿略﹀︒

八寸・九寸などといふのは︑四尺八

七275

くて︑︿略﹀︒

七262

アメリカへ行ってみるといふことだ︒

人あるのださうだがずっと前から南

七249

此のおばあさんにむすこが一

いよくおしよせたが︑敵の 七241 時々は線香の上ってみること

ことであった︒
せんかう

ない︒

六862

こんな山城一つ︑何程の事が

此の上はひやうらう攻にしょ

昨日學校で校長に︑

ことにした︒

六㎜3圃

はじめて意い
大事にするとおつし

木の事を話したら︑
た記念の木︑

なるほど︑去年鯉のぼりを立

やった︒

六腿6

あの

うと思って︑賊は城へ攻めよせない

六945

ると︑︿略﹀︒

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

六914

あった︒

長い鼻︑︿略﹀︑一切給で見た通りで

自由にうこかすことの出來る

だ一度も外國から攻められたことは

六856

船は高くて上ることが出品ない︒

六826

ませう︒

六704又︿略﹀も︑いくたびとなく 七153

せう︒

たびとなくうつしたことでございま

︿略﹀を︑此の川の水はいく

たくさ

事が書いてありますと︑もらひ泣き

六312

まんぐう

來ぬといふ事になって︑石のらうを

六698

をいたします︒

︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

つるがをか

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

みなもとのよりとも

六508

らせよう︒

六432團其の中に又くはしい事を知

に一しょになることはない︒

舎のあり場所もちがふので︑めった

六414團

ません︒

まはるより外︑どうすることも品等

ん金を出した上に︑︿略﹀と言った︒

五945園 ﹁それにはどんな事が蒼い
てあったか︒﹂

五947 ﹁それにはどんな事が書いて
あったか︒﹂といふおたつねが出る
かも知れませんが︑それは人にもら
してはならないことになってゐます︒

ないさうだが︑此の山のいたゴきに

六58囹皇湾ではめったに雪が降ら

を奉納する事になって︑舞姫をあっ

ひめ

は︑いつもつもってみるといふこと
めました︒

ほうなふ

だ︒

シニナルコトモ出來レバ︑針金ニナ

造って︑それに入れました︒

六106圏銅ハ︿略﹀︒ソレデ︑オア 六564 さあ︑此の女にはゆだんが出
ルコトモ出來マス︒

これが萬じゅの姫で︑木曽に

さて萬じゅは︑だれか母の事

近日のこと︑萬じゅが御殿の
ながめて居りますと︑︿略﹀︒

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

六592

ゐますが︑︿略﹀︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六585

倉をさして上りました︒

くロリ

住んで居りましたが︑風のたよりに
かま
此の事を聞いて︑うばをつれて︑鎌

六571

でございます︒

六107圏銅ハ︿略﹀︒ソレデ︑オア 六566 唐糸といふのは此の女のこと
シニナルコトモ出來レバ︑針金ニナ
其ノ外︑︿略﹀︑皆鐵ガナケ

ルコトモ首夏マス︒
六123園
レバ造ルコトが出定マセン︒

しけ

︿略﹀︒︿略V︑汽て

上襲イレマセンガ︑人ノ役二立ツコ

六125圏 今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ

一

トハ銅以上デス︒

六204

きの音は少しも聞えません︒冬時の
海には︑よくこんなことがあります︒

六236 其の夜のことです︑義仲は

と

と
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こ

れざるを得ざることとなりぬ︒
と

ば

︿略﹀︑たくさんな大船を一

ろくのは︑波止場の大きなことです︒

は

七381国︿略﹀︑來て先づ誰でもおど
七383国

︿略﹀︑月夜には波が銀色に

光って︑其の美しいことは何ともい

七548園
ひやうがありません︒

七552園時には鯨が高く潮を吹いて

る者に取って︑はなはだ大切なこと
なのであります︒

七594園此の星を見分けることや︑
燈塁のあかりを知ることは︑︿略﹀︒

此の星を見分けるこ之や︑

出來ませんので︑引つかへして参り

七691圏︿略﹀︑此のま﹂直ることも

ました︒

方ですから︑此の金をあなたにさし

七717園 ︿略﹀︑だんなはなさけ深い

上げましても︑おしかりになること

七596園

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗

何萬とも知れないいるかが︑

みるのを見ることがあります︒

七556圏

はあるまいと思ひます︒

どきに横づけにすることが出來ます︒

る者に取って︑はなはだ大切なこと

七386国船から陸あげした荷物は︑
はね上ってはおよぎ︑はね上っては

︿略﹀︑心にすまないことは

たとひ親子の者がうゑ死を

するやうなことがあっても︑人から

七734囹

まだ一度もした事はありません︒

七733園

一度もした事はありません︒

りますが︑心にすまないことはまだ

日のくらしにこまるやうなこともあ

七732園 ︿略﹀︑どうかすると︑其の

りますが︑︿略﹀︒

日のくらしにこまるやうなこともあ

く略V︑どうかすると︑其の

すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ

なのであります︒

七732園

およぎして行くのを見ることもあり

さておしまひに一ついって
それは日本は土盛でありな

︿略﹀︑まだ海を恐れる人も

こんなことでは︑どうして

ぺ

いはれなく金をもらはうとは思ひま
あ

百八九十年昔の事であります︒

だ

七619

海國の民といはれませう︒

七607園

な事であります︒

あるといふことで︑これは實に残念

七604園

ふことで︑︿略﹀︒

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

七603園

置きたい事があります︒

七601囹

ンへでも北京へでも送ることが出來

又ある時にはとび魚が甲板

ます︒

又きりがか＼つたり︑大雪

の上へとび上ることもあります︒

七557囹

ます︒

かす
七391国 輸出品は豆粕が第一で︑輸
入品は綿布が一番多いといふことで

七573園

が降ったりして︑一寸先も見えなく

す︒

なることもあります︒

く略V︑かねや汽笛を鳴らす

七411 日露戦重重時のことである︒

あります︒

七586圏

ある︒

一ガイニイフコトハ出來ナイ

七936 ︿略﹀︑二百十日といふのは立

まい︒﹂

やうなら︑今日は大したことはある

七926園﹁よいあんばいだ︒此のも

ガ︑︿略﹀︒

七871

タラ決シテハナレナイ︒

トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ

七816

アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

信長の草履取をしてみた時のことで

ざうり

豊臣秀吉がまだ︿略﹀︑織田

お

せん︒

とよとみひでよし

七763

七626壷中でも安倍川の宿は一そう
の人ごみであったと申しますが︑
﹁それ︑川が渡れる︒﹂といふことに

なりますと︑我もくと先をあらそ

又夜はいくら暗くても︑星
が出てみれば︑それにたよって方角

渡るといっても︑自分一人で
もし此の大金がなかったら︑

かけました︒

夫はすぐ川を渡って︑かの男を追つ

七656氣の毒なことだと思って︑人

も知れぬ︒

氣がちがって死ぬやうな事になるか

七655

は渡ることは出金ません︒

七629

つて渡りました︒

日夜はいくら暗くても︑星
が出てみれば︑︿略﹀︑自分の船の居

七589園

を知ることも出來るし︑︿略﹀︒

七588園

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

︿略﹀︑いくらきりが深くて

とを知らせて︑衝突をさけるためで

のは︑外の船に自分等の船の居るこ

七581園

七423園 うちのことはしんぼいする
な︒

七431 郡長をはじめ︑見送の人々は
みんな泣いたといふことである︒

七464園 よって明日たがひに勇士を
一人つつ出して組討をさせ︑勝つた

日モ休ンダコトハアリマセ

方のものが川中島を取ることにして
は︒

ン︒

七501

七503 鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ
マス︒

七505 鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ
ス︒

又海岸には所々に燈墓があ

場所を知ることも出來ます︒

七592圓

りますから︑それを見ると︑あれは

七506 ナタヲ打ツテヰタコトモアリ
マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

何所だといふことが分ります︒

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗

七593園此の星を見分けることや︑

アリマス︒

︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ
トモアリマス︒

七508

と

こ

と

こ

一
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春の日から二百十日目の日のことで︑

此の日はよく大風が吹くから︑厄日
といって︑農家ではことに心配する
のださうだ︒
みつなり

七975 行長は清正の軍功をねたみ︑

石田三成に頼んで︑清正のことを秀
吉にざんげんしました︒

七997 正直者の清正は︿略﹀︑とう
く太閤のお目通へ出ることを禁ぜ
られました︒

けること

︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

八52

くらべうま

昔或氏神のお祭に︑競馬の

とを見てみる︒

八59
︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

神事といふ事があった︒
八95
︿略﹀︒﹂といったので︑さう

もう一度競走させることにした︒
八129

ましたが︑︿略V︒

もし手なくば︑我等は如何

に不自由ならん︒箸を持つことも出

八282図

箸を持つことも出來ず︑帯

來ず︑︿略﹀︒

八282図

箸を持つことも出來ず︑帯

を結ぶことも出來ず︑︿略﹀︒

い︒

アメリカ人の元氣なことは︑

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア

八498 ︿略﹀︑マレニハ庭先二遊ンデ

ル︒

八667国

高い建物のあることは世界

これだけ聞いてもわかりませう︒

八719團

第一で︑十階・二十階の家はいくら

八283図

を結ぶことも出來ず︑かゆき所をか

︿略V︒

アメリカ人は大きいこと︑

アメリカ人は大きいこと︑

して録つた時︑イスパニや人の喜ん

コロンブスがアメリカを獲見
もはや蹄すことは相成らぬ︒

八753

︿略V︒

廣いこと︑高いこと︑早いこと︑

八733囲

アメリカ人は大きいこと︑

廣いこと︑高いこと︑早いこと︑

八732国

︿略﹀︒

購いこと︑高いこと︑早いこと︑

八732国

す︒

るといひますが︑何しろ大した勢で

でも世界一になるやうに心掛けてゐ

早いこと︑高いこと︑早いこと︑何

アメリカ人は大きいこと︑

もあります︒

これはもと野生のものでした

八732団

くことも出來ず︑いたき所をさする
︿略﹀︑いたき所をさするこ

ことも出來ざるべし︒

八284図

す︒

八352

﹁これは珍しい︒地下様で
八421園

之を聞いたコロンブスは︑

だことは非常なものでした︒

つて見ましたが︑︿略﹀︒

とをいひ出したかと思ひながら︑や

ひました︒人々は何の爲にこんなこ

卓上に立ててごらんなさい︒﹂とい

︿略V︑﹁諸君︑こ＼うみに此の卵を

八766

しかし署者の申す所では︑

︿略﹀︑齢程大事にしなけれ

︿略V︑ゆっくり看病してお上げなさ

八467團祖母一人置一人の事だから︑

ばならないとのことでございます︒

八456團

ばならないとのことでございます︒

老身のこと故︑齢程大事にしなけれ

八455團

も悪いことをなさったと見える︒﹂

八412園

のよい事がつゴいたと申します︒

生をしましたが︑一生の間仕合はせ

これが人蓼で︑此の婦人は長

ることになったのだとったへてゐま

が︑今から千何百年も前から栽培す

八328

つて見たことがない︒

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

とも出來ざるべし︒

長四郎が十一歳の時のことで

八296

きまったといふことである︒

ある︒

八164

將軍はあとで︑御平所に︑
汽船ハ河ロヨリオヨソ四百

﹁︿略V︒﹂といったといふことである︒

八191

七佃5園 ﹁石田でござる︒お通しな
﹁ずるぶんおそく來たものだ︒﹂﹁通

さ れ ︒ ﹂ ﹁ 石 田 と いふ者ださうだ︒﹂

さないことにしよう ︒ ﹂
さかひ

八198図

五十里︑小舟ハオヨソ九百里サカノ

七塒7園 小西程の者を堺の町人と
の＼しり︑︿略﹀といふが︑それは
ボルコトヲ得︒

トイフ︒

八216図

テモ知ルベシ︒

揚子江ノ大ナルコトコレニ

一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ

ダラトキテ木材ヲ費ルニ至ルマデ︑

八211図其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ

ヲ下スコトアリ︒

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

八20！図此ノ河ノ上流地方ヨリ木材

まことの事か︒

タネマキ

七研8園 それは皆此の方がやりさう
な事︒

七佃7図 農家ニチハ種蒔・︿略﹀等
ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシテ︑日
ヲ定ムルコト多シ︒

七佃7園 ﹁おとうさん︑ヘンとは何
のことですか︒﹂﹁ 返 事 の こ と だ ︒

七m8園 ﹁おとうさん︑ヘンとは何
のことですか︒﹂﹁ 返 事 の こ と だ ︒

そこで蕃人どもが工芸へ︑首
を取ることを許してくれといって出

八239

に知らする必要あるときは此虜又は

ました︒

七麗図図 獲信人の居所氏名を受信人

本文の終へ片假名にて記すこと

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの
もう一年︑もう一年とのばさせてゐ

はよくないといふことを説聞かせて︑

八242

成へく本字にて此虜に記すこと

七穐図図 襲信人は自己の居所氏名を
七聖図 濁音半濁音文字の下は一字あ
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八774子壷の時コロンブスは︑こつ
とがわかるか︒

今になって始めて︑考違を

してみたことがお分りになるでせう︒

八槌7園

をして別々に仕事をすることを分業

先生はにこくして︑﹁いや︑

聲が聞えるのではありません︒口の
といふ︒

八902
動き方を見てさとるのです︒﹂信吉

んと卵のはしを食卓にうちつけ︑何
の苦もなく立てて申しました︒﹁諸
はまだ先生の言はれたことがわから

すべてかういふやうに︑手分

君︑これも人のした後では︑何のざ

八面7

うさもない事でござ い ま せ う ︒ ﹂

もし天氣がよかったら︑三

八佃2圏

郎さんを連れて︑お書前にいらっし
幼名を無人といったが︑︿略﹀︑

なきと

やい︒面白いことをして遊びませう︒
八川1

へ

なきと

朝晩よく泣いたので︑近所の人は大
將のことを︑無人ではない︑二人だ

話して聞かされた︒
そつ
︿略﹀︑此の心事を卒業する頃

には︑りっぱに一人前の事が出來る

といったといふことである︒

を︑無人ではない︑泣人だといった

なきと

て教へて下さったのでせうか︒どう

といふことである︒

大里の父は途々義士のことを

も恐れ入ったことだ︒﹂

八943園﹁先生︑私の娘にもあ＼し 八川2 ︿略﹀︑近所の人は大將のこと

やうになる︒

八928

八924 先生はいろくな事を信吉に

せて︑︿略﹀︒

なかったと見えて︑娘の耳に口をよ

八785園今日までに納めないと︑役
場によけいな手敷をかけることにな
ります︒

八803園 國の税は勿論︑縣の税も村
の税もみんな大事なもので︑之を納
めることは士民の務です︒

八812園 ﹁どのうちでも︑納める金
高は同じですか︒﹂ ﹁ い や ︑ ︿ 略 V ︒ く

はしいことは又學校で習ふでせう︒

八824 水にはこれといふ形がない︒

八襯4

大將に話してきかせて︑其の墓に参

天守閣畳目棟ノ縁端二金ノ

詣したのである︒

八971図

シヤチホコアリ︒︿略﹀︑遠ク敷里ノ

︿略﹀︒落ちる時の勢が加はると︑長

い間には︑思ひの外の事をする︒雨

︿略﹀︑武士の魂と呼ばれる物

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

は一そうかはゆく思はる︒

父上の命にて︑養鶏は今年

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

九151図

されたれば︑鶏の事は縛べて之に記

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

蓋し置くなり︒

九158

中デモ面白イノハ︑或動物ノ

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

ク︒

膿色ガマハリノ物ノ色調似テヰルコ

九1510

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

トデアル︒

調べテミルト︑コノヤウニイロく

九214

フシギナ事ガアル︒

しかし此の農學といふ學問

は︑種々様々の事を︑野地と學理の

九2210園

しかし此の農學といふ學問

両方から調べて行かねばならぬので︑

︿略﹀︒

九232囹

く手の着かない事が少くなかった︒

は︑︿略﹀︑三代か＼つても︑まだ全

九237圏 ︿略﹀︑其の上政治上の事で

度々殿様に上書した爲︑役人ににく

まれて︑終には國を立ちのかねばな

此の父母の下に︑此の家に育

らぬやうになった︒

毎日世話し居ることとてい

わたしも此の精神にもとつ

いて︑主に海産物や水利の事を調べ

九263園

問の精神である︒

も皆同じ事で︑これが佐藤の家の學

の爲につくすといふお考は︑どなた

九261園 ︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

つた乃木大粟が︑終生忠誠質素でお

九136図

︿略﹀︒

す︒水のすんでみる事はかくべつで︑

九81囲海の中もなかくきれいで

あることであるQ

うになったのは︑まことにいはれの

し通して︑武人の手本と仰がれるや

八描2

ふことである︒

は︑何時もきらく光ってみたとい

八価7

は郷里へ搾ることになった︒

大暑が十歳の年︑大將の一家

外ヨリ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒
今日からは働かないことにしたから︑

八脳4

だれでも石をうがつ ︒

ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご

八844園あちらでも︑あの子のこと 八㎜1園 僕等は一同申し合はせて︑
さう思ってくれ給へ︒
さうしてそれから後は︑︿略﹀︑

ざいました︒

八㎜6

手は食物をロへ入れることを止め︑

八871園 ﹁おとよ︑大きくなったな
あ︒わしはあちらに居ても︑お前の

足は食堂へ行くことを止めました︒
︿略﹀︑足は食堂へ行くことを
︿略﹀︑手足はなえてしまって

君等はかうなることは知ら
なかったのですか︒

八棚4園

りました︒

つて來て︑からだに全く力がなくな

動くことが出來ず︑顔の色も青くな

八型9

止めました︒

八㎜6

事ばかり心配してみ た ︒ ﹂

八877囹︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ
さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を
きくことが出來ないのでございませ
う︒﹀

八893園 ﹁指であひつをしたのは昔
のことで︑今は口を見せてものを言
はせます︒﹂

八896園 おとよ︑わしの言ってるこ

こと一こと
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●

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

く わく

んがね︒

爾舷直といふのは︑特別の務 九9010園 私も齢事前に讃んだのです

其ノ五人ハ︑各其ノ馬が他人ノ手二

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九646

て︑くはしく計圭里を立てた事もあ
とである︒

だけ

ひ

だ

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

︿略﹀︑時には一寸先も見え

ないやうなことがあります︒

九954國

てうかゴひました︒

九941 ︿略﹀︑くはしい事は今日始め

︿略﹀︒

山だといふ事は知ってゐましたが︑

九9310

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

僕今夜はいろくの事をお

渡ランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ古同キ債

﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

つのみや

九9210囹

ヲツク︒

るから︑食事のうまいことはいふま
ずる分こんでみたが︑︿略V︑

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

九6710

でもない︒

トヲ恐レテ︑孚ヒテ債ヲ下グ︒

五人ノ持主各層ノ馬ノ費レザランコ

買ハントスル人タぐ一人ナルトキハ︑

九4510図之二反シテ︑同ジヤウナル 九666 一時間齢りも活動した後であ

るが︑︿略﹀︒

くわく
九263園 ︿略﹀︑くはしく計書 を立

てた事もあるが︑いろくの差支が
あって︑實行が出湯ずにしまった︒
︿略﹀︑絹平が出店ずにしま

つた︒これはまことに残念な事であ

九265囹

る︒

う

二人とも腰を掛けることが出來た︒
九684

何時かおかあさんと日光見物に來た

カクテ償ハ次第二安クナリ

時のことを思ひ出した︒

九462図
テ︑最モ償ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬

九271圏 十六のお前が︑旅費も乏し
ヲ責ルコトトナル︒

のういん

白雲の上にかすかに見える事がある

こそ

九991圏富士山も︑晴れた日には︑
な

とよんだのは其所のことで︑此の關

戦地ではいろくつらい事も

九鵬3 ︿略﹀︑戦場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

ゆ
風にとって愉快な事であった︒

あったが︑戦場をかけ廻るのは︑北

いや︑何月何日の何時には︑ 三農2

なものであった︒

九864園

何所に何星が見えるといふ事が︑學
謹上ではわかってみるから︑はから
いや︑何月何日の何時には︑

れない事はない︒

九865園

さうです︒

所は濱街道の勿來の關と土ハに︑有名

﹁今年ほど水の都合のよ 九707囹昔能因といふ人が︑﹃︿略﹀︒﹂

あの降りつゴいた雨のおか

うち中が丈夫で︑仲よく

うちの事はすべて御安心下

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

九487國園

ることが出島ました︒

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

九473囲

かった事はない︒﹂

九4610団囹

い旅先で親に別れては︑︿略﹀つら
﹃志ある者は事終に成る︒﹄

い 事 も あ る で あ ら うが︑︿略﹀︒

九276翻
しもつけ

九281 これは今から百三十年ばかり
前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で
起つた事で︑︿略﹀︒

九288 さうして終に歴代第一の農學
の大家となって︑國家の爲に富源を
開獲することが甚だ多かった︒

さい︒

九3410 ﹁此の坂を下りて︑あの清水 九493国

の所まで行くと︑石井君のうちが見

九佃10 或朝の事であった︒

大尉はそれを取って見ると︑

聞けば︑そなたは豊島沖

一人の子が御忌の謡い

くさに出でし事なれば︑定めて不自

九幣10図追尊

りきとのことQ

衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

の海職にも出ず︑又八月十日の威海

九㈹6三囲

次のやうな事が書いてあった︒

九稲2

なり候事と存じ候︒

束致し候三毛の子猫︑もはや大きく

先日遊びに上り追書御手

何所に何星が見えるといふ事が︑學

九麗8國團

︿略﹀︑いろくの手違から︑

問上ではわかってみるから︑はから

九537圏

れない事はない︒

九872園

銀行が破産しなければならぬ事にな

えるはずだ︒﹂と︑此の前來た時の
事を考へながら︑︿ 略 ﹀ ︑ 又 歩 き 出 す ︒

社長さんは早速荷車を＝塁

つた︒

がある︒何かといふと︑北斗七星と

九547園

いふ一群の星があって︑何時でも北

アリテハ︑金鏡ヲツヒヤシテ︑水ヲ

九441図 飲料水二不自由ナキ土地ニ

借りて來て︑醤油のはかり費を始め

極星の位置を知らせてくれるのだ︒

それにはまた都合のよい事
と

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

た︒町の人々は之を見かねて︑﹃そ

く略V︑あの星を本にして︑
︿略﹀︑あれを見つけさへす

角を知る事が出來る︒

れば︑道に迷った時などにもすぐ方

九894圏

すぐに北極星を見つける事が出勝る︒

九889圏

んな事までなさらなくても︒﹄とい

九449図 ソレが如何ニマレニシテ︑

つて︑資本を出さうとする者もあっ

ナリ︒

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑用

たが︑︿略﹀︒

それにあの人の事だから︑

をまして行って︑︿略﹀︒

決してあせらず︑一軒二軒と得意先

九553園

ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナ
ク︑シタガツテ償アルコトナシ︒

九455図又コ・二一匹ノ馬アリテ︑
之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

と

と

557
こ

一
こ

由なる事もあらん︒

道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

長選學ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九旧3
ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ選墾・ヲ

九柵1図国園 一人の子が御國の爲い
くさに出でし事なれば︑定めて不自

青山の神宮前停留場にて電

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

十15図

由なる事もあらん︒

九宙3國告諭は其の方々の顔を見る

ません︒

十221團

︿略﹀︑飼主が泣いて別れを
或秋の夜の事である︒

惜しむのも︑もっともな事です︒
十2410

さあ︑行きませう︒命を捨

ててか﹂ったら︑救へないことはあ

十265園

車を下り︑暑き参道を行くこと十町

︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ
十317

りますまい︒

︿略﹀︑枯損ずるもの多か

ばかりにして神宮橋に達す︒

るべきに︑ほとんど皆勢よく根づき

かな掘割を造って︑太平・大西爾洋

衛生の設備をよくして危瞼な

病氣を根絶し︑幾萬の從業者の健康

十372

してそれならぬものは無い︒

をはかった事や︑︿略﹀など︑ 一と

の利器を運用して︑山をくづし︑地

十374 ︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明

をうがち︑河水をせき止めた事など︑

一としてそれならぬものは無い︒

かうして柿の色を出す事に成

逸した喜三右衛門は︑程なく名を柿

十495

さうで無くても︑阿分のお

右衛門と改めた︒

十517園

金があると︑ついむだな事に使って

︿略﹀︑太平・大西爾祥の水を

通はせることは到底出置ぬ事であっ

パナマ地峡に運河を造る事は︑

鳩を通信に使ったのは︑齢程

おう
ところが︑先年の欧洲大戦で︑

飛行機の不時着陸地黙を知ら

せたり︑︿略﹀︑いろくに利用する

十582

る事も出來る︒

を見窺えさせて飛蹄らせるやうにす

十574 ︿略﹀︑飼養所を移動し︑其虜

夜間に使ふ事も出來るし︑︿略﹀︒

又暗い時の飛行に馴れさせて︑

れたので︑︿略﹀︒

やはり此のやさしい︑しかも勇まし
ゐ
い通信者の働の偉大な事が謹明せら

十552

古い時代からの事で︑︿略V︒

十548

い︒

期限が來ないと引出すことが出馬な

十524園 ︿略﹀︑定期の方は︑︿略﹀

ことが出來るが︑︿略﹀︒

當座の方は何時でも引出す

しまふ︒

︿略﹀︑此庭を切通すのは非常
運河は全長五十哩篭り︑凡そ

十522圏

た︒

十318

であった︒

の水を通はせることは到底出來ぬ事

其の大王が東方諸國の遠征に

出かけた時の事である︒

十81

たるは︑誠に驚くべき事ならずや︒

十66図園

出されて︑此の胸は張りさくるばか
りにて候︒

九佃5園 しかし今の戦孚は昔と違つ
て︑一人で進んで功を立てるやうな
ことは出來ないQ

十89 陣頭に立っては百萬の敵を物

九佃10囹 豊島沖の海職に出なかった
ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも

所で︑此の高い湖と低い掘割
を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

十331

の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑

蜂師は皆︑投藥してもし面一

とても船を通すことは出御ないから︑

る︒

十362

かった︒

事もあったが︑成功を見るに至らな

︿略﹀︑實地に大仕掛の工事を行った

十364

書したところで︑︿略﹀︒

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

パナマ地峡に運河を造る事は︑ 十573

十時間前後で之を航することが出血

十3510

な難工事であったといふ事である︒

十352

に船を上下する様にしてある︒

掘割の虜庭に水門を設けて︑たくみ

の事があれば︑毒殺のうたがひを受
げき

方法は或劇藥を用ひる外にな

王は間もなく健康を回復して︑

て此の事を申し出た︒

かったので︑フィリップは眞心こめ

十97

けはしないかと恐れて︑︿略﹀︒

十91

することが出得ない︒

九捌2囹 ソレハ誰ニモ言フベキ事デ
ハナイ︒

ト ハ ウ タ ガ ヒ ナ イ ガ︑︿略﹀︒

九捌10囹 イヤ︑其ノ人が當選スルコ
九擢1囹 ︿略﹀︑自分ノタフトイ磨墨
椹ヲ棄テルトイフ事ハ︑選塁人トシ
テカリソメニモスベキ事デハナイカ
ラ︑︿略﹀︒

十114

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

九腔2園 ︿略﹀︑自分ノタフトイ選學
椹ヲ棄テルトイフ事ハ︑選墾人トシ

郷里の青年諸君がこんなに

出山た︒

十142園朝のか﹂りはおそいし︑晩

れしい事です︒

まじめになって來たのは︑何よりう

十138園

テカリソメニモスベキ事デハナイカ
ラ︑︿略﹀︒

九慨9園世間日賦︑︿略﹀︑或ハ信用
モシテヰナイ人二投票シタリ︑或ハ

せき
のしまひは早い上に︑とかく無責任

棄灌シテシマツタリスル入モアルガ︑

ソンナ事ヲスルノハ︑選墾ノ趣意ニ

馬も誠に從順で︑けたりか
みづいたりするやうな事は決してし

十176圏

ソムイテヰル︒

國民トシテ恥ヅベキ事ダ︒

な事ばかりしてゐました︒

九倣10園

九旧1 道雄ハ此ノ時︑フト三校ノ級

と

と
こ

こ
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事が出來る︒

十607園﹁お＼︑降ったはく︒世
に榮えてみる人がながめたら︑さぞ
面白い事であらうが ︒ ﹂

十616園 御覧の通りの見苦しさ︑お
氣の毒ながら︑とてもお泊め申す事
は暑気ません︒

十667医私はもと鉢の木がすきで︑
いろく集めた事もありましたが︑
︿略﹀︒

すると︑しまひに皆が僕の

事を弱轟だといって笑ひました︒

十9410園

ふことあたはざるは天命なり︒事既
にこ＼に至る︒天心唯死せんのみ︒

天祥刑せらる＼にのぞみ︑

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

十㎜4落命
と︒

僕は︿略﹀︑何此のくらみ

の事がこはいものかと︑自分から先

十951園
に立って渡ったのです︒

人の言ふことに畏して 十欄1塵世男ばかりの御兄弟の中に︑
此の度始めて妹を得られ淫事︑御前

十954園
﹃い＼え︒﹄と言切るには︑ほんたう

様の御喜さぞかしと察し申し候︒

︿略﹀︑御前様には御家事

︿略﹀︑何分百里の山川を

へだてたる事とて︑それも心に任せ

十佃1圓困

しき事と察し申し候︒

御手つだひのため︑何かと亡いそが

十櫃9囲圏

の勇氣がいる︒

お前のやうな弱轟には︑ひ

よっとすると命を失ふやうなあぶな

十957園
い時でも︑言出すことの出京ない程︑
﹃い㌧え︒﹄といふ言葉は言ひにくい

面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

暖さがほとんど規則正しく交替する
のだ︒

十786囲
ことです︒

平生甚だ御達者にて︑近

ず︑甚だ残念に存じ居り候︒

十㎜5國團

存ぜられ候︒

事とて︑此の度の御報は全く夢かと

來は殊に御元氣のやうに承り居り候

﹁い＼え︒﹂の言ひにくいわけをさと

太郎は︿略﹀︑﹁はい︒﹂と

ることが出來た︒

十966

つた事を後悔すると共に︑︿略V︒

十789囲 お知らせしたい事はまだい ＋964太郎はつくぐと自分の悪か
ろくありますが︑︿略﹀︑今日は此
のくらみにして置きます︒

を話してくれました︒

十846 蹄途︑事務員は次のやうな事

されど宋軍の大勢日々に非 十佃10重囲 ︿略﹀︑大兄と共にいろ

した︒
ぎょえん

宮中の御宴の事を思ひ出して
きれいずきで︑つ﹂しみ深

あいさつをしてもていねい
ひません︒

で︑︿略﹀︑しかもよけいなことは言

十槻8園

知れると思ひました︒

十健5夢人に親切なことはこれでも

いことは︑それでよく分りました︒

十槻2囹

詩を作られたのも此虜であらう︒

十伽3

早りは二日市まで歩くことに

く御話を承り候事など︑今更のや

心力を蓋くしてしかも救

十柵4

にして︑天祥の誠忠を以てしても如
我︑國を救ふことあたは

うに思ひ出され候︒

ず︒

十986図園

何ともすることあたはず︒

十847園 今から四百年尊前の事ださ 十9710図
うです︒

十864 二藍内で出來るものを使ふよ
りも︑時には外國の品を使ふ方が都
合のよい事もある︒

ずることあたはずして︑宋遂に亡び

十876 我が國はく略V︑國内で出來 十988図 張世傑等の奮職も大勢を轄
た物を垂垂へ輸出することもなかな

汝大勢の如何ともすべか

しかば︑︿略﹀︒

十994図園

か多い︒

らざるを知って︑何ぞいたづらに苦

十881 又外國から原料を輸入し︑そ

しむことの甚だしきや︒

心力を書くしてしかも救

れに加工して︑更に外國へ輸出する

十997図園

ふことあたはざるは天命なり︒

十997西園

事も少くない︒

十931 翌日太郎が友だちの正雄・良
一と三人連で︑學校から止る時の事
であった︒

十撚9園

ぎ
はきはきしてみて︑禮儀を

わきまへてみることも︑それですつ

それで注意深い男だといふ

かり分りました︒

ことを知りました︒

十旧5園

かういふ鮎から︑いろく

の美質をもつてみることをよく見定

十悩2囹

めて︑あの青年をやとふことにした

のです︒

十悩2囹 かういふ匙から︑︿略﹀︑あ

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒

の青年をやとふことにしたのです︒

を養ふことも盛にして︑︿略﹀︑其の

十衡2図

校長も着實温厚なる人にし

利益少しとせず︒

て︑生徒を愛すること子の如く︑生

十搦1図

徒も校長をしたふこと父母の如し︒

十伽1図 ︿略﹀︑生徒も校長をしたふ

︿略﹀︑生徒は︿略﹀︑卒業

こと父母の如し︒

後も尚転校の門に出入することを樂

十伽5図

しみとせり︒

ぎ
主上さきに笠置におはせし

時早くも義兵を騒げしが︑事のいま

十㎜7図

だ成らざるに先だち︑笠置も落ちた

る由風聞ありしかば︑力なくて止み

たり︒

を得しが︑︿略﹀︒

十偽6図後からうじて鋸國すること

高徳︿略﹀︑やがて忠臣の

起りて勤王の兵を墨げ︑必ず御心を

十悩1図

安んじ奉るべきことを聞え上げたる
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なり︒

ぐ恥つかしくなりました︒
整頓といふのは連単をつ

くることではなくて︑むだをなくす

十一15 太陽の光と熱とがなくては︑ 十一185園
我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一
ことだ︒

整頓といふのは二手をつ

約束は固く守らなければな

くることではなくて︑むだをなくす

十一185園

として生存することは出來ない︒
︿略﹀︑長じて後魯の君に

仕へ︑大いに治績を學げしかども︑

十一410図

ことだ︒

かん

乱臣の爲にさまたげられ︑久しく其

十一189

約束は固く守らなければな

ところで︑どういふ事をす

かういふ風に︑三回くりか

︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

︿略﹀︒

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を

十一451全野君は圭里を以て一家を成

十一283図

時既に虜々のとりでより來れる守兵

なり︒

十一457図囹

そはいと名残をしき事

取り給ひし事なし︒

と合して︑追撃すること頗る急なり︒

十一314図︿略﹀︑二人はしっかと組

みたるま＼ころくと轄び三つるこ
と三十間許︒

切付といふのは︑ゴムの木

ゆわう
加硫法とは︑ゴムに硫黄を

近來床の敷物や︑道路にも

さつぼろ

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十一543

まぜる事で︑︿略V︒

十一538

で傷をつけることをいふのである︒

から液をとるために︑木の幹に小刀

十一524

を如何にして知り給へるか︒

十一342図海の静かなることは鏡の 十一478図園 我が心に思ひ構⁝へし事
如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ
行く白帆の影ものどかなり︒
だんのうら

︿略﹀︑屋島・壇浦は源

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一3410図

だ切なり︒

いっかもにいさんが︑﹁杉
の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は

十一394

せたことがある︒

さつぼろ

とである︒

それから始めて聞いて面白 十一594 札幌に來て先づ感ずること
は︑街路が眞直で幅の非常に廣いこ
いと思ったのは︑枝打をしないと木

十一398

に節が出早ることである︒

ぼんやりいろくの事を考 十一595 札幌に來て先づ感ずること

は︑街路が眞直で幅の非常に廣いこ

十一411

へてみるうちに︑いっか夕方の色が

人は生活上の必要から嚢火

法を工夫し︑燃料を研究し︑火の熱

十一686

績いてるるのが少くない︒

枚の畠でうねが五町も十町も長々と

細かく仕切ることをしないから︑一

畠にしても︑小路によって

織になってみるのは︑つまり裁判を

く略V︑貴兄には去月以

さかひ

十一634

とである︒

候︒

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

たい

來御病氣にて︑しかも一時は大分御

十﹇419魍困

色に暮れて行く︒

四方にたゴよって︑向ふの山も薄墨
裁判の目的は︑決して人を
孚はせ︑又は人を罰することではな

十一223

念入にするためである︒

へして裁判してもらふ事の出來る組

十一215

明かに定めてあるから︑︿略﹀︒

れば罪になるか︑︿略﹀は︑法律で

十一201

我々が十分心得てみる事である︒

らぬ︑︿略﹀などといふことは︑

十一189

みる事である︒

どといふことは︑我々が十分心得て

らぬ︑他人に害を加へてはならぬな

の職に居ることあたはずして魯を去
りぬ︒

十︻52図 等時支那は宝玉に分れて
互に相撃ひ︑下学止むことなかりし
かば︑︿略﹀︒

れひ︑如何にもして諸家を治め︑萬

十一57図 ︿略﹀︑孔子大いに之をう
民の苦を救はんものと︑着く各署を
めぐりて︑用ひられんことを求めぬ︒

十一58図しかも遂に志を達するこ
とを得ざりしかば︑老後は專ら力を
あした

教育と著述とに用ひたり︒
ゆふべ

十一了4霊園 ﹁朝に道を聞くことを
得ば︑夕に死すとも 可 な り ︒ ﹂

やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

い︒

十一84 長崎を出た汽船は︑海上を
に達する︒

人々相互の孚がはてしなく行はれて︑

十一166 私は學校で習ふ本でさへ 十一228 若し裁判が無いとしたら︑
時々見失って︑大さわぎをすること

昔︑泉州堺のなにがし

と光とをあらゆる方面に利用するこ

十一447図

寺に︑或鳶色久しく寄食してありけ

しかも其の雫は︑力の強い者やわる
がしこい者が勝つことになるであら

將來は又どんなものが獲明

とであらうか︒

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

十一689

とを考へて來た︒

住持は心得ぬ事に思ひて︑
或日其の圭里並に︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一唱8図

日遊び暮して既に翌年を纏たり︒

るが︑何一つ室里がくこともなく︑毎

若し又裁判が公平に行はれ
生活することが出來ぬであらう︒

ぬとしたら︑︿略﹀︑我々は安心して

十一2210

う︒

があります︒

十一173 弟さんまでが︑あんなに氣
をつけていらっしゃるとは實に感心
なことです︒

十一182 お逃してから︑︿略﹀自分
の始末のわるいことを考へて︑つく

こと一こと
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十一699園 ﹁無言の行に口をきくと
いふ事があるか︒﹂
か

も

まぶち

十﹁712園 どうも残念なことでした︒
︿略﹀江戸の賀茂二皮先生が︑先程
御見えになりました︒
十一732

︿略﹀︑萬一御臨りに又泊ら

十﹁721園 それは惜しいことをした︒
れることがあったら︑すぐ知らせて

とです︒

十﹁7710

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

して一日も生活することは出來ぬと
いってもよいくらゐである︒

るかといふやうな事を見るものとぽ

彼岸・入梅・日食・月食が何時にな

なかった︒

それから雨雪の量は何庭

ところが母のとりなしで終

或時近邊の人からワシント

ン傳を借りたことがある︒

十﹁994

少しも攣らなかった︒

なったが︑本を讃みたいといふ心は

たり︑人にやとはれたりすることに

それからは又父の手助をし

片などに書留めて忘れないやうにし

大事なことは拾ひ集めた木

ンカーンの喜は一通りでなかった︒

に學校に入ることが出來たので︑リ

十一9610

暦を見れば︑まだいろ

かり考へてるたので︑︿略﹀︒

十一907圏

十﹁97！0

十一909園此の頃の日の出や日の入

ておく︒

く大切な事がわかる︒

其の使用に馴れきってしまってみる

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒

十一985

此のやうに便利なものも︑

我々は︑これについて事新しく便利

こんな事を知るには﹃日出﹄﹃日入﹄

十一784

を感ずることもなく︑︿略﹀︒

﹃月齢﹂を見る︒

が一番多いか︑又一年中で何時頃が

農産物などが︑時代により場所によ

って︑それぐ貨幣の役目をしたこ
しかしこれらの物は︑︿略﹀︑

ともあった︒

十一791

十﹁919園

かういふやうに︑暦はわ
たしたちに日日の事を教へてくれる

僕はよく年寄の人が新の幾

大切なものだ︒

十一921

寓しやうすることが出來

い雨が降ったことがある︒

ませんから︑其の代りに何か仕事を

十一欄5園

させて下さい︒

十﹁櫃10國團目下滞在中のネー二王

明諸氏の大都會に比して少しも劣る

は︑︿略V︒町のりっぱなる事も︑文

く略V︑唯をかしきは日

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一鵬8圓團

所これなく候︒

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

︿略﹀︑普通四年毎に一日

︿略﹀︑地方自治の精神に基

に季節の相反する事に候︒

十一榊1

づいて其の團膿の幸福を進め︑翁草

したがって︿略﹀︑太陰
暦になると三十日もちがふことがあ

地方人民が協同一致して自

市町村長や議員を選訳する

には︑︿略V親族・縁故其の他私交

十一備3

ら地方公共の事に慮り︑︿略﹀︒

十一掴3

の襲展を期することは皆同じである︒
︿略﹀︑時には生のじゃがい
︿略﹀︑リンカーンは十歳頃

までは本を澄むことなどは殆ど出來

十一962

もしか食はれないこともあった︒

十一961

る︒

十︻939園

の閏をおくことになってみる︒

うるふ

十一931園

新は新暦︑藷は奮暦のこ

つたり︑其の飼いろくの敏黙があ

﹁いや︑こ玉ががまんの

とだ︒

それで金属を用ひることを 十一922園

して︑其の事を父に尋ねた︒

めだ︒﹂

しどころだ︒そんな弱いことではだ

十一861園

幣を造ったのである︒

思ひつき︑︿略﹀︑遂に今のやうな貨

十一792

る︒

思ふやうに分割することが出來なか

暦を見るがよい︒

十一789石・貝・家畜・獣皮・布・ 十︸917園もつとくはしいことは本 十一9910 ところが或夜︑夜中に激し

十一917園

一番多いか︑こんなことも記してあ

此のやうに便利なものも︑

我々は︑︿略﹀之を考案した昔の

其の使用に馴れきってしまってみる

る︒

十一785

人々に署して別段感謝の念を起すこ

もらひたいと頼んでおいた︒

を新上屋の一室に訪ふことが出戸た

十﹁737 望がかなって︑宣長が眞淵

ともない︒

︿略﹀︑ 眞 淵 は 出 駅 長 の 學 識 の

のは︑それから数日の後であった︒
十一745

尋常でないことをさとって︑非常に
たのもしく思った︒

十一746 話が古事記のことに及ぶと︑
宣長は﹁︿略﹀︒﹂

十一748園 それについて何か御注意
下さることはございますまいか︒

十一753囹 私も︿略﹀︑古事記を研
珍しようとしたが︑どうも古い言葉
がよくわからないと十分なことは出
來ない︒

じよ
十一756園 そこで先づ順序として萬
古事記に手を延ばすことが出來なく

葉集の研究を始めた と こ ろ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

なりました︒

﹁あ＼︑五海里の海上を
僕はこれまで暦といふと︑
は何曜日であるか︑祝祭日・土用・

今年は紀元何年であるか︑何月何日

十一904

僕も泳ぎきることが出金たのだ︒﹂

十一758園 あなたはまだお若いから︑ 十一873園
しっかり努力なさったら︑きっと此
の研究を大成することが出來ませう︒

十一7510囲 たゴ注意しなければなら
ないのは︑順序正しく進むといふご
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上の愕然の爲に心を迷はすやうなこ
とがあってはならない︒

十一価8 本當に自治の精神に富んで
みる者は︑公平無私︑地方公職の爲
の適任者を學げることだけを考へて︑
︿略﹀︒

であらうと思った︒

一代の事業として一切纏

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀︒

十一伽3図
︿略﹀︑廣く各地をめぐり

て資金をつのること停年︑やうやく

十﹇伽5図

︿略﹀︑廣く各地をめぐり

にして之をと㌧のふる事を得たり︒
十一伽5図

て資金をつのること数年︑やうやく

十一備2 公吏・議員等︑直接間接に
公共の事務に當る者は︑︿略﹀︑一般

喜捨を受けたる此の金︑

にして之をと＼のふる事を得たり︒

十一梛4図囹

の人民の後援がなければ自治團膿の
圓満な獲達を望むことは出立ない︒

て叱られたことがあった︒

十二232 ︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

時の利益を得るに止って︑永話する

ことが出來ないから︑つまりは小利

︿略﹀︑何時の間にか好きな

即ち一人の貿易商が外人の

博物學の研究が主となってしまった︒

十加筆17

十二236

をむさぼって大損を招く結果になる︒

︿略﹀︑たとへ十分︑十五分

此の頃のことであった︒
十ニー36

國運の嚢展をもさまたげることにな

即ち一人の貿易商が外人の

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀

るQ

國運の獲展をもさまたげることにな

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀

十二238

る︒

の齢暇でも無益に費すことがなかつ

ダーウィンの後半生は病氣

た︒

十ニー39
じゅ

がちであったが︑︿略﹀︑七十四歳の
長壽を保つことが出來た︒

して︑生物は総べて長年月の間には

さうして廣く動植物を研究

之を一切纏の事に費すも︑うゑたる

次第に攣化し︑下等なものから高等

十ニー41

十一備4 それであるから人々は常に

人々の救助に用ふるも︑類する所は

十二306団市街を見物して私の特に

一にして二にあらず︒

ひん

往來の頻繁な街上でも︑

動車などの乗り下りにも︑むやみに

十二309國 ︿略﹀︑地下鐵道・乗合自

ことがなく︑︿略﹀︒

よく警官の指揮に從って︑混卸する

十二308團

感心したのは︑市民が交通道徳を重
されば珍しき事件の起り

なものへと進むものであるといふこ

しが︑︿略﹀︒

先を孚ふやうなことはありません︒

ルーブル博物館も一覧し

いことは恐らく世界第一であらうと

ましたが︑りっぱな山谷丁彫刻の多

十二326囲

思ひました︒

く略V︑編輯・座業の二局
ありて︑︿略﹀︑販責・急告に關する

ドイツの有名な音磨墨ベー

トーベンがまだ若い時分のことであ

買ふ人の無智に乗じて安い 十二373

品を高く費付け︑見本には精良な品

﹁そんなことをいったつ

十二465図殊に杉は︿略﹀︑其の需

今の身の上ではないか︒﹂

て仕方がない︒家賃さへも梯へない

十二385園

つた︒

︿略﹀は︑人として爲すべ
からざる事である︒

十二2210

て爲すべからざる事である︒

悪なものを送るやうな事は︑人とし

を使って︑實際の注文に封しては粗

十二2210

ことは後者之を推當す︒

十ニー66図

を司どり︑︿略﹀︒

ありて︑編輯に關することは前者之

十ニー65図

︿略﹀︑編輯∵砂面の二局

く獲費することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十一一147図

んずることです︒

自治制の本旨を辮へ︑協同一致して

﹁お前のやうに犬の世話

又父には﹁︿略﹀︒﹂といつ

とを謹明した︒

團腔の福利を増進することを心掛け

一切纏を世にひろむる

はもとより必要の事なれども︑︿略﹀︒

十一梛6図園

十一備6 ︿略﹀自治團龍の事業は︑

ねばならない︒

地方人民が一般に之を尊重し︑之に

と更に行年︑︿略﹀︒

十﹁伽2図 然れども許与少しも指せ
ぼ
ず︑再び募集に着手して努力するこ

協力することによって︑始めて其の
効果を完全に畢げることが出馬る︒

︿略﹀︑一切纒の眠く我が

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

十一欄4図

事なりとす︒

十一描7例へば教育・衛生等の自治
團艦の事業は︑地方人民が一般に之

はん

松江を爽したる汽車は風
白干の如き宍道湖畔を走ること約四

しんぢ

十二45図

を尊重し︑之に協力することによつ
て︑始めて其の効果を完全に學げる
ことが出來る︒

チャールズ︑ダーウィンは

十分︑やがて︿略﹀鐵橋にか＼る︒

十二910

深い趣味を持ち︑又物を集めること

︿略﹀︒ごく小さい時分から動植物に

民に自治の精神が乏しければ︑よい

十一柵4 自治制も︑之を運用する人
結果を得ることは到底望まれない︒

十ニー07

は困るではないか︒﹂

やねずみを取ることにばかり熱心で

十ニー05囹

がすきで︑︿略﹀︒

十﹇伽5ジョージは︑かねてウェリ
ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな
人物であるといふ事を聞いてみたの
で︑︿略﹀︒

みる人たちは︑どんなにつらいこと

十一槻5 こんなところで毎日働いて

こ

と

と

一
こ
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要の多きこと我が國の木材中心一位
の事を申し上げてみるのでございま

しきりに止むれども林下きかず︑遂

ず︒

十二8610図

翌日此の地を去り︑河を

さかのぼること五日︑遂に目的地な

林藏の怪しみもてあそば

るデレンに着せり︒

十二872図

る＼こと︑曲馬にては更に甚だしか
りしが︑か＼る中にありても︑彼は

ある︒

十二927

こんな事を

﹁人は何の爲に此の世に生

次から次ぺと考へては︑遂に心の苦

れて來たのか︒︿略﹀︒﹂

父のいさめも妻のなげきも︑

しみにたへられなくなって︑︿略﹀︒

此の決心をひるがへすことは出來な

十二931

かった︒

彼は更に其の邊の名高い學

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

十二939

︿略V︑彼はいくら苦行をし

にも漏足することが出來ない︒

十二946

ても更に効のないことを知った︒

十一一956 或時のことである︒

けただけで︑目的を果すことは出來

林下が二回の探検により 十一一981 ︿略﹀︑石は繹迦の足を傷つ

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

なかった︒

十一一989園私はく略V︑語らうと思

を語り葺くした︒

を行ひ導くし︑語らうと思ったこと

十二988園私は行はうと思ったこと

と明白となりしのみならず︑︿略﹀︒

十一一8710図

研究することを怠らざりき︒

十一一874図

りき︒

虐待されてるるといふことであっ

樺太が離れ島にして大陸

これでもう魚は逃出すこと

土地の事情を研究することを怠らざ

十二788
が出車ない︒

の事績にあらざることは︑此の探検

十二827図

によりて響く知ることを得たれども︑

︿略﹀︑彼は土地の事情を

た︒

ぎゃく

十二8510図夜は野宿すること少から

に同行することに決せり︒
︿略﹀︑王の怒はいよくつ

す︒﹂

い︒

のって︑もうどうすることも出來な

十一一703

にあり︒

は伸び縮みすること著しきを以て︑

の

十二472図もみ・つがは土ハにそり又

︿略V︒

場に呼んで︑コーデリヤを勘与した

リや王はフランス王を其の

ことを告げた︒

十二707

の豊富なること我が國の木材中の首

十二494図 松に至りてはく略﹀︑其
位を占む︒

ると︑此庭は時計屋の店であること

十二533 しかしだんく落着いて見 十二7210 それは父が姉たちの爲に
がわかった︒

十二573 それでは自分のやうな小さ
な者でも役に立つことがあるのかし

を占めたために︑此の時計全膿が再

十二596 ねぢは︑自分が此虜に位置

︿略﹀︒

らと︑夢中になって 喜 ん だ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

び活動することが出來たのだと思ふ

討議の形式は︑普通︿略﹀

の三度の會議を纒ることになってゐ

十一一889

る︒

樺太が離れ島にして大陸

の地績にあらざることは︑此の探検

十一一827図

によりて略く知ることを得たれども︑

と︑︿略V︒

條の横筋は︑濁立當時の十三州を表

唯法律は必ず帝國議會の協

きやうほう

つたことを語り墨くした︒

十一一佃10

︿略﹀︑時には夜半までも薄

十二梱9享保の頃の事であった︒

暗い燈を便りに︑経文をとなへなが

一國文化の程度は︑其の國

ら一心にのみを振るふことさへあっ

電燈の護明せられたるは︑

殊に近年は︿略﹀︑電力

は頗る廉償に供給されるので︑石炭

れん

十二描3園

十一一稲6聖意日のことなりき︒

今より凡そ百十蝕年前のことなり︒

十二川3図

た︒

民が國法を守る精神の厚薄に依って

我々は常に國法にしたがつ
て幸福な生活を螢み︑あはせて國の

十二907

測ることが出濁るといはれてみる︒

十二905

其の事がない︒

賛を纒なければならぬが︑命令には

十二903

十二629図 即ち赤・白合はせて十三

く略V︑從者の土人等ゆく

︿略﹀︒

ぜず︒

たまくコー二が交易の

品位を高めることにつとめなければ

或時︑父王と共に城外に出
て︑農夫の働く様を見廻つたことが

十二913

ため大陸に渡らんとするに際し︑林

コー二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

ならぬ︒

十二848図

とを求む︒

藏はく略V︑切に己をともなはんこ

十二845図

目的を達するに便なることを知りぬ︒

て其の地の模様を探るは︑かへって

十二餌3図

く略V︑封岸の大陸に渡り

ての危瞼を恐れて從ふことをがへん

十二837図

すものにして︑永久に攣化すること
あらざれども︑︿略﹀︒

︿略﹀︑年とともに老の氣短

さが加はつて︑ちょっとした事にも

十二655

怒り易くなってみた ︒

十二659 ︿略V︑妹はかねてフランス
王の后になることにきまってみた︒

十二664園 今日はお前たちに一つ聞
私は胸にある事が十分に

いてみたい事がある︒
十一一689圏

言へないのでございます︒

十二695圏 ﹁父上︑私は唯ほんたう

563
こと一ごと

の火力による石筆力は︑多くの場合

ばう
聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ
︿略﹀︒﹂

になれかしとは毛頭考へませぬが︑

出翻る限り早く之を一掃することは

て我が國民から消去るであらうが︑

他國の文明を消化して︑之

我々の務ではあるまいか︒

となどの耳新しい話に︑博士は満堂

︿略﹀︑特別の御仁慈を以

之に敵することが出來なくなりまし
十二伽2園

の會衆を喜ばせた︒

一

た︒

當地に参りて広丘︑

を巧みに自國のものとすることは︑

十二佃7為事

十二燭9

︿略﹀︑將丁令く水

ておだやかに事のまとまるやう今一

博士は

磨御評議下さることになりますれば︑

十二備7

誠に日本國の幸でござります︒

自分で思ふま＼に造り出す

もはう

︿略V︑昔から殆ど摸倣のみ

あっさりしたこと︑潔いこ

あっさりしたこと︑潔いこ

﹁容貌の異なる汝が彼

コト

オキク﹁マア︑キレイデス

﹇毎﹈︵名︶3

毎←さんじっぷ

ひごと・ひとあめごと・ぶんたいご

んごと・じっぷんごと・にねんごと・

ごと

︿略﹀︒﹂

コト︒ダイリ様ノ下ノダンニ︑

四851囹

こと ︵終助︶一

かるべし︒﹂

なぶりものにせられて︑或は命も危

の地へ行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

十二845図園

こと ﹇異﹈︵形状︶1 異
ばう

とを好む我が島民は︑︿略﹀︒

十二佃3

て廉恥を貴び︑︿略﹀︒

とを好む我が國民は︑其の長所とし
れん

十二郡2

つさりしたことを好む風がある︒

十二愉8我が國民には潔いこと︑あ

つさりしたことを好む風がある︒

十二慨8我が國民には潔いこと︑あ

を事として來た観がある︒

十一一餅2

がなく︑︿略﹀︒

創造力は︑十分に爽揮せられたこと

十二佃2

實に我が國民性の一大長所である︒

度手紙を以て御斎子馬伺ひ申上げた

︿略﹀︑特別の御仁慈を以

しとは存じながら︑なれぬこととて

︿略﹀︒

慮御評議下さることになりますれば︑

ておだやかに事のまとまるやう今一

十二㎜3園

力感氣の利用をはからなければなら
一日々々と延引致し︑

︿略﹀︑先生には何時も

御壮健の由︑何よりのことに御座候︒

十二伽2國圏

今日に相成り申候︒

仕事に追はれ︑

ぬことを力説した︒

を嚢明したのは四十年ばかり前のこ

十二宙1囹 エヂソンが炭素線の電燈

とであったが︑今では更に進んで
︿略﹀︒

とにかく明日の絡攻撃見
合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十二柵10園

され︑常に﹁小山はどうしてみるだ

十二伽2痴愚私のこと御心にかけ下

十二帽2園 ︿略﹀︑今では更に進んで
かく
光の色が太陽に似て︑しかも比較的

君と親とに虚心を捧げ亡く

四周の海が天然の城壁とな

随って皇民は國の誇を傷つ

はいせき

︿略﹀外宝寺から思ひ掛け
ぬ誤解を受けて排斥されるやうなこ

十二価7

けられたことがなく︑︿略﹀︒

十二偽9

ね平和であった︒

許さないから︑︿略﹀︑國内はおほむ

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

十二悌6

ることは︑今更いふまでもない︒

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た

十二罵1

︿略﹀︒

は拙者の一存にはまみりませぬから︑

けて御引受け申します︒其の蝕の事

︿略﹀︑小学校の前を通

らうか︒﹂と仰せらる＼由︑︿略﹀︒

月の十五日を期して総攻撃

ずである︒徳川方も面こ＼に至って

を行ひ︑一連に江戸を乗つ取る手は

十二悩10

しことなど思ひ出し申候︒

りては︑郷里の學校のおもしろかり

十一一伽7兵団

熱をともなふことの少い電燈さへも
爽明されました︒

れて︑陸上でも海上でも︑自由に消

十二帯10園 く略V無線電信が蓋明さ
息を交換することが出馬るやうにな

は︑あくまでも戦ふ畳悟をきめて︑

りました︒

説・講話などを居ながら聞くことが

十二佃5 ︿略﹀︑遠い虜の音樂・演

︿略﹀︑今日日本の範士に

︿略﹀︒

るので︑うかくと兄弟垣にせめい

は諸外國が様々の考を持って見てを

十一一伽6園

出來ることや︑︿略Vなどの耳新し

︿略﹀︑遠い虜の音樂・演

い話に︑博士は満堂の會衆を喜ばせ
た︒

どこぞの國へやってしまふやうな事

でるたら︑日本全國にのしをつけて

十一一旧6

説・講話などを居ながら聞くことが

其の原因はいろくあらう

とも起って來る︒

が︑昔から此の島國で荒い浮世を知

十一一伽1

らずに過して來たことが︑其の主た

すると其のうちには又思

にならぬとは決して申されませぬ︒

出來ることや︑︿略﹀︒

十二柵7 ︿略﹀︑進行中の汽車が無線

の外な尻押なども現れて︑事めんだ

しり

十二伽8園

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒

電話機を備へ附けてみたために上瞼
を免れたことや︑︿略﹀などの耳新

︿略﹀︑かういふ短所はやが

しい話に︑博士は満堂の會衆を喜ば

十一一悩4

るものであらう︒

に決着するにもせよ︑さやうな事

拙者は︑此の談判がよしどのやう
︿略﹀︑無線電話で子守歌を

せた︒

十二佃8

ごと一ごとし
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と・よねんごと

きってしまってみる我々は︑これに

なく︑︿略﹀︒

ついて事新しく便利を感ずることも

其の方々の顔を見る毎に︑そなたの
﹇五徳﹈︵名︶一

ゴトク

九柵3囲障村の方々は︑︿略﹀︒母は
ごとく

今年は田がよく出來た

十九ださうです︒

四44

四68今年は柿のあたり年で︑

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

六118園飯ヲタクカマモ︑物ヲニル

但し大新聞にありては︑

ふがひなき事が思ひ 出 さ れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

どの木にもよくみがなりまし

十ニー92図

ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル

今年のひでりにも︑此の用水

︿略﹀︑新しき事件 あ る 毎 に 改 版 し て ︑

五788

た︒

ことく

ゴトクモ鐵デスQ

︵副︶1

最後の最も新しきものを市内版とす︒

補植をするのは︑翌年一回だけだと

いふから︑今年はもうしなくともよ

いのであらう︒

今年伐るはずのは︑おとう

僕はこれまで暦といふと︑

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

十一406

︿略﹀︒

今年は紀元何年であるか︑︿略﹀と

十一902

今年はほんたうにほう年だ︒

十二922 しかし彼は城外に出る毎に︑ ことこと

六12圏

小などは少しも氣にしなかった︒草

けれども我が武士は︑船の大

キ・ゴトク・ゴトシ︾

へてみたので︑︿略﹀︒

いふやうな事を見るものとばかり考

と艦橋の下へ來て︑﹁総員起し五分

九616 ︿略﹀︑時鐘番兵がことく

しよう

杖にすがるあはれな老人や︑息もた

らう︒

八834

野の次郎の如きは夜敵の船におしよ

せて︑首二十一取って︑敵の船に火

父が今年八十八になりまし
たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

をかけて引上げた︒

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

大いなる石

ちいさん今年六十の 坂

︿略﹀︑井戸端の柿の木に柿が

ス

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ

獅子の目は火の如くにもえ︑

鬼神の如き彦六が︑あれ程

カウ

一ノ長流鴨緑江ノ如キハ實二戸ノ

アフリヨク

八196図 揚子江ハ ︿略﹀︒我が國第

ヤウ

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七488囹

にげまどへど︑︿略V︒

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

七308図

ルコト︑東京横濱間ノ如シ︒

七302図

形まるくして︑球の如し︒

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年七13図 われらが住む世界は︑其の

を致したいと存じます︒

八欄4團

一になる女の子があるが︑︿略V︒

信吉にはおとよといふ今年十 六811

池にはあんなに水がたまってみる︒

えだえの病人︑さては野里に送られ

今年の競馬はさぞ見ものだ ごとし ︵助動︶58 如シ 如し ︽ゴト

コトゴトク

八68園

﹇尽﹈︵副︶3

悉く

︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

イカダノ大ナルモノハ長サ

されたれば︑︿略﹀︒

九撹1

横たへて︑︿略V︒

を越えたる足もとに︑

九827図圃

つた事はない︒

九469團園今年ほど水の都合のよか

ゴトクコレニ乗リテ︑流ニシタガヒ
テ下ル︒

十一伽9図

野邊地で始めて海が見えた︒

﹇殊更﹈︵副︶1

く救助の用に調てたりき︒
ことさら

九756

殊さら

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

すなはち喜捨せる人々に

置キテ野菜ヲ作り︑︿略V︑

一家コト

六七十間︑幅三四十間︑コレニ±ヲ

八206図

れてしまひました︒

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流

七212

ことごとく

ことごとく

前︒﹂と當直再校に報告する︒

ごと

︽1︾

る死者をまのあたり見て︑益く世の
︵助動︶5

はかなさを感じた︒
ごと
ひやう

さ

九18図魍 夜をいましむる夜まはり

の拍子木のごとかちくと︑
びしく時をきざみ行く︒

朝野
霧山

をこめて︑ 月のごと︑日輪 ほの

十297図し
圏ら溢＼と︑
かに浮ぶ︒

十304図齪 影のごと︑人去り人製
る大路︑︿略﹀︒

春は

十一129図圏革に見ゆるは名高き御
左に遠くかす む は 古 城 ︑

給のごと我等をめぐる︒

寺︑

十一麗2図聖天下を定むる三分の計︑
たなそこの上に指さすがごと︒

す団なりになってみるのが目につく︒
事

今年はなり年なのだ︒

︵形︶−

支流ニモ及バザルナリ︒
ワシ
八483 ︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

地圖の中の薄緑に染めてあ

ヰル目︑トガツテカギノ如クニ見工

るのが↓昨年植付けた庭︑朱線で團
植付けた苗木の枯れた庭へ

デアル︒︿略﹀︑スルドクテ落着イテ

十﹇3710

んであるのが今年伐採する虞︑︿略﹀︒

十﹇365

青々とした波の上に︑異々と白帆が

﹇ 事新﹈

今年

浮んでみるのは︑野や山ばかり見て

︽ーク︾

ことし

新しい

ことあたらし・い

﹇今年﹈︵名︶17

來た目に殊さらうれしかった︒

して一日も生活することは出來ぬと

三348五一ちいさんはことし六

三143

ことし

十﹇783 我々は殆ど貨幣・紙幣なく
いってもよいくらゐである︒此のや

お花はことし九つです︒

うに便利なものも︑其の使用に馴れ

565
ごとし一ごとし

ル爪︑︿略V︒

八592図 近年人々ノ生活次第ニイソ
ガハ

ガシクナリテ︑見物人ノ外ハ︑町ノ

爾側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如
キ者ナシ︒

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ償安

十一338図

ち開く︒

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ

春は島山かすみに包まれ

爾思及び島島︑見渡す限
せん
り田園よく開けて︑四聖を敷けるが

て眠るが如く︑︿略V︒

クナリ︑品物少クシテ︑之ヲ望ム者
多ケレバ︑其ノ物ノ償高クナル︒

すが如し︒

﹁羊の虎に向ふが如し︒

かくて次の夜は如何にと

きよ
りて行けば大鳥居あり︑巨人の如く

我がゆくてに立つ︒

十二了8図此の社は規模の大なるを

以て世に知られ︑本殿の如き其の高

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

さ實に八十尺に及ぶ︒
はと
十二了10図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

高大なる爲なるべし︒

まさつ

きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

りて火を生ず︒

べば︑そのかみ此虜にいかめしく向

十二95図なぎさに立ちて昔をしの

狩勝の展望

︿略﹀︒垂がけ

ヨーロッパに起りし事件も僅か一雨

の利器を用ふるを以て︑今や遠く

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

十ニー61図 ︿略﹀︑相當に名ある新聞

事をか語るに似たり︒

見るが如く︑打寄する波の音さへ何

ひあひけん英雄の姿︑今まのあたり

うかゴふに︑書師は前の如く夜もす

十一6110

んなど忍言してみたりければ︑︿略﹀︒

がら寝ねずして︑明日はかく書がか

十﹁469図

の如くに御座候︒

十一428営団先づは御見舞までかく 十二87図此の棒を此の板の上にて

如く︑︿略﹀︒

十一342図海の静かなることは鏡の

如く︑白壁の民家其の間に瀦在す︒

︿略﹀︑満天の星は堅石をち 十一341図

りばめたるが如し︒

九8410図

者ナシ︒ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

八592図︿略﹀︑ユルく歩クガ如キ 十658図 みうりの火は次第におとろ
スク人目ヲヒカシメンが爆心︑キソ

十711図

危し︒﹂

十973図囹

如く並べる中に︑︿略﹀︒

諸國の大名・小名きら星の

ヒテ小屋根ノ上盤カ・グルニ至レリ︒

イモ
八601図 彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里
半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑
其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒

︿略﹀︑桑を植ゑて登を飼ふ

るが如く美しき山の︑或は右に或は
だけ
左にあらはれるのは︑サホロ嶽の連

十伽4図

へば︑富貴は意の如くならん︒

八828長い間か﹂らなくても︑工夫 十991図園 今より心を改めて元に仕
して大仕掛に水を落せば︑大きな仕
事をする︒彼の水力電氣の如きはそ

者多く︑殊に一村鶏を飼はざる家な
ふな
し︒又池・沼を利用して鯉︒鮒を養

峯の一つであらう︒

れで︑電燈・電車等に用ひる電量も︑

ふことも成皿にして︑︿略﹀︒かくの如

もとをたゴせば水の力である︒

九122図 顔を洗ひをはりて︑いつも

︿略﹀︑殊に温帯に属する南部の志州

日にして讃者に報道せらる︒然らば

十一佃6圓団扇のブラジル國は︑

かくの如き新聞は如何にして編輯せ

校長も着實温厚なる人にし

くなれば全村頗る豊にして︑︿略﹀︒

にては︑四季の攣化も日本の如くは

もたまほしきは心なり

はん

松江を併したる汽車は風

かくいへば︑頗る繁雑に

く略V︑かしは最も堅くし
ろ
て弾力に富むが故に︑櫓・車・運動

を製作するに適せり︒

器具の如き強烈なる力を急くるもの

十二486図

間僅かに敷十分︑︿略﹀︒

も︑原稿締切時刻より刷出まで其の

しめ

して多大の時間を要する如くなれど

十ニー78図

る﹂か︒

られ︑印刷せられ︑讃者に配布せら

しふ

て︑生徒を愛すること子の如く︑生

つきり致居候由︑︿略﹀︒

の如し︒

十二53図

︿略﹀︑参詣人の群にまじ

秋晴の空はあくまですみて︑暖さ春

十二410図停車場の外に出つれば︑

十分︑︿略﹀︒

光絶の如き宍道湖畔を走ること約四

しんぢ

十二44図

けり︒

さわやかに

十一一24法長さし昇る朝日の如く︑

徒も校長をしたふこと父母の如し︒

く略V︑生徒も校長をしたふ

艦首につるしたるくす玉ば
つとわれて︑紅白の紙片花ふゴきの

十伽9図

こと父母の如し︒

十伽2図

十伽1図

の如く︑庭のすみなるとやの戸を開
く︒

九298 物すごいひびきは翠黛の如く︑
大地もふるひ︑︿略﹀︒

話芸4図 同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ
得ラルレバ贋ナク︑得ガタケレバ償

如くに散る中を︑羽音高く舞上る数

アルナリ︒

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九451図 カクノ如ク物二償アルハ︑

はと

羽の鳩︒

十一72前程
如し︒

く略V︑一島更にあらはれ︑

水路きはまるが如くにして︑また忽

十一334図

過ぎたるは及ばざるが

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九452図 カクノ如ク物二院アルハ︑
其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九463図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑

ことしろぬし一ことに

566

十二507 岸は絶壁になってみる庭が

十二観6

ほら

此の洞穴と︑十年一日半如
美しい︒

おちいさんにきいたら︑二百

く黙々としてのみの手を休めない僧

七938

多く︑殊に両半島にはさまれてるる
の根氣とを見た村の人々は︑今更の

十日といふのはく略﹀︑厄日といつ

なかのうみ

中湖の東岸の如きは︑絶壁の高さ

のさき

﹇事代主命﹈︹人

八214図

す︒

し

サンフランシスコはカリ

くだもの

なしぶきを浴びながら︑瀧つぼを見

物して廻るのは︑實に壮快です︒
せうけん

明治天皇・昭憲皇太后︑御

二方のおほみたま︑とこしへに此所

十27図

にしづまりましますよと思へば︑か

しこさ殊に身にしみておぼゆ︒

又日々に奉る供へ物には︑

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

十31図

鳩を通信に使ったのは︑鯨程

逆なるが︑︿略﹀︒

古い時代からの事で︑殊に一時は非

十549

又戦孚の時戦線から戦状を報

常に盛に行はれたが︑︿略﹀︒

十585

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ
さい
のも其の一つである︒殊に要塞が敵

きた場合などには︑此の勇ましい小

にかこまれて︑︿略﹀︑全く方法の書

こちらへ來てもう三月饒り

傳令使にたよるより外はない︒

十777国

はごくたまにしか降りません︒殊に

になりますが︑︿略V︑雨といふもの

茂ってみる様子は實に見事です︒殊

九73国

これ等の植物が思ふま＼に

．のはコ・椰子の木やパンの木などで

や

のは植物で︑其の中でも殊に珍しい

九51国内地から來て先つ目につく

名です︒

んでゐます︒ことに野菜や果物が有

州は︿略﹀︑いろいろな農産物に富

フォルニや州にあるのですが︑此の

八678囲

＝増水シテ︑︿略﹀︒

テ︑洋々ト流ルレドモ︑夏季ハコト

揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ

て︑農家ではことに心配するのださ

ほ

うだ︒

やうに驚いた︒

が二百メートル以上もある︒

しが︑︿略V︒

我もとよりいなみ奉る

こと
﹇事代主﹈︹人名︺1 事

室に閉ちこもりて研究に二念なかり

更に思へば︑白地は 十一而6図 エヂソンは例の如く實験

︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆるが如き愛

十二616図
國の至誠を表すものともいふべきか︒
しろぬし

イギリスの國旗は︑︿略﹀︒ごとしろぬし
代主

十二624図
︿略﹀︑遂に今日の如き形式をなすに

十一一67図囹

み

十二69図上の時事代主命はすなど

名︺1 岩代主命

ことしろぬしのみこと

へ申さん︒

心なし︒我が子事代主とはかりて答

ことしろぬし

至れり︒

十二646図 かくの如く各國の國旗は︑
或は其の建國の歴史を暗示し︑或は

しかし フ ラ ン ス 王 は ︿ 略 ﹀ ︑

其の國民の理想・信仰を表すものな
れば︑︿略﹀︒

十二7010

りのため美保崎といふ庭にありし

ことに

が︑使を得て急ぎ錦り︑父君に申す
コトニ

本態にともなひ蠕って約束の如く自

﹇殊﹈︵副︶30

に毎日のやうに降るにはか雨が︑

ひぬ︒

平生甚だ御達者にて︑近

く略V︑近年は作物も改良せ

主上は詩の心を御さとりあ

十﹇349図

和島は古より日本三景

いつくしま

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給

十鵬2図

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒

られ︑桑を植ゑて量を飼ふ者多く︑

十伽1図

事とて︑︿略﹀︒

來は殊に御壷氣のやうに承り居り候

十㎜4圓国

秋晴の美しさはかくべつで︑︿略﹀︒

︿略﹀通り過ぎた後の︑あざやかな
緑の世界は︑何ともたとへやうのな

朱ぬりの社殿が山のみどりを

い︑氣持のよいものです︒

五592

殊に

ことに

やう︑﹁︿略＞o﹂

分の后とした︒

の如く國中から仰がれる身となった

十一一974 今や繹迦は衆星の中の漏月

が︑︿略﹀︒

後にして︑たいそうきれいに見えま

十二979 盛時の如きは︑繹迦が山の

す︒ことにしほのみちた時は︑︿略﹀︑

土人は︿略﹀︑性質はおと

︿略﹀水煙の間から近く瀧を

に遊覧船に乗って︑頭から雨のやう

︿略﹀全景を見渡すのも面白い︒殊

ながめるのもよく︑下手へ廻って︑

九315

本語を話します︒

たので︑子供等はなかく上手に日

近年我が國で學校をそここ＼に立て

なしく︑我々にもよくなつき︑殊に

九89団

下にみるのを見附けて︑上の方から

ます︒

がめでたくすみましたが︑其の中で

六525

一番二番三番と︑十二番の舞

お話にある龍宮はこれかと思はれ

りゅうぐう

大 石 を こ ろ が し た が︑︿略﹀︒

十二994図 七代七十齢年の帝都とし
ら

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし
な

奈 良 の 都 も ︑ ︿ 略 V︒

たち︑三月堂・二月堂霞につ＼まれ

ことに人のほめ立てたのは五番目の

しば
十二伽9図 春は若草山の芝緑にもえ

舞でございました︒

︿略﹀れんげさうの花ざかり
にさいてみるのは︑ことに目立って

である︒︿略V︒委畠やなたね畠の間

七174

てさながら夢の如く ︑ ︿ 略 V ︒

十二佃5図 更に首を回らして南を望
うねび
めば︑︿略V畝傍山・耳成山︒天の
香久山の三山まゆの 如 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

か ぐ

567
ことば一ことば

するばかりでなく︑迫害を加へよう

が︑中には彼をそねむあまり︑反抗

十一843 今日は殊に波も静かだ︒

とするものさへも出て來た︒殊に

の一に敷へられて殊 に 名 高 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一欄5圓団此のブラジル國は︑

へっ︑彼の防備︒

﹁いや︑これから先があの人

のほんたうにえらい所だ︒﹂おとう

九534

十918園幾度もくりかへしてみる中

にすらく言へるやうになった︒太

に︑太郎は生萎生米生卵︒と︑早口

こんなに言ひにくい言葉は外に無い

郎は得意になって︑﹁おとうさん︑

﹁仙塁に着いたのは午前の三時で︑

叔父さんはなほ言葉を績けて︑

さんはすぐ言葉をついで︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒﹂

九709

たみ︑幾度か彼を害しようとした︒

十923囹 ﹁何といふ言葉ですか︒﹂

デーバダッタは︑いとこの身であり

十二棚1図︿略﹀︑秋は春日の軍神さ

を見て︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒軍人となつ

十924囹﹁﹃はい︒﹄といふ言葉と︑

ながら︑かねてから繹迦の名望をね

つきり致居候由︑︿略﹀︒

び︑手平茸の紅葉期日にはゆる様殊

も思はず︑其の有髪は何事だ︒兵士

て︑いくさに出たのを男子の面目と

にては︑四季の幻化も日本の如くは

十一柵1圓團 此の邊は南米中︑日本

十二描1囹

の恥は艦の恥︑艦の恥は兼山の恥だ

︿略﹀︑殊に温帯に属する南部の諸州

人の最も多く住める庭にて︑園庭に
ゆ
行きても日本人を見かけ候は甚だ愉

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣

ぞ︒﹂と︑言葉鋭くしかった︒

に見所あり︒

諸機械の原動力であった

十628図

︿略﹀︑﹁あ＼︑

おいたはし

のだ︒

﹁おとうさんは︑もっと言

お前のやうな弱轟には︑

らんQ﹃はい︒﹂も言ひにくい言葉で

はなかったのだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁それ御

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい

十963園

それから又︑書間私が聞い

﹃い＼え︒﹂といふ言葉は言ひにくい

︿略﹀︑言出すことの出來ない程︑

十958囹

さしい言葉ではありませんか︒

十925囹 ﹃はい︒﹄﹃い＼え︒﹄大攣や

﹃い＼え︒﹄といふ言葉だ︒﹂

十924園﹁﹃はい︒﹄といふ言葉と︑

﹃い＼え︒﹄といふ言葉だ︒﹂

ひにくい言葉を知ってみる︒﹂

十921囹

でせう︒﹂といふと︑︿略﹀

快に候︒殊に日本人の小平校ありて︑

つて︑工業界の一大革新をうながし

たむけ

御前たちぐらみの子供が通學し居る

てるます︒殊に近年は水力電氣の驚

ふと通りか﹂つた某大尉が之

を見ては︑殆ど身の南米に在るを忘

﹁︿略﹀︒さあ︑行きませう︒

命を捨ててか＼ったら︑救へないこ

十266

九価3

れ候︒

くべき護達にともなひ︑電力は頗る

れん

廉償に供給されるので︑石炭の火力

とはありますまい︒﹂此のけなげな

く略V其の間僅かに動M十

分︑以て其の如何に速なるかを知る

による蒸氣力は︑多くの場合之に敵

言葉は遂に父を動かした︒

十撃茎710図

べし︒殊に驚くべきは輪轄機の能力

することが出來なくなりました︒

されど主人は︑﹁︿略﹀︑と

てもお泊め申す事は出來ません︒

十619図

なり︒

温和な氣候や美しい風景は︑

くお出かけなさい︒﹂といふに︑僧

︿略﹀︒日の暮れない中に︑一足も早

人の心をやさしくし︑優美にはする

十二燭2

がう
が︑雄大豪壮の氣風を養成するには

︿略﹀︑中にも其の用途の廣きは七四

十二463図 凡そこれ等の木材は︑
び檜なり︒殊に杉は翌翌によりて容

適しない︒殊に徳川幕府二百鯨年の
さ

易に増殖せらる＼黙において檜にま

乱世を消磨せしめ︑徒に此の小天地

は返す言葉もなくて出行きぬ︒

鎖國は︑國民をして海外に嚢展する
︿略﹀︑栗は耐久・耐灘の

さり︑︿略﹀︒

いお姿︒︿略V︒お泊め申してはい

十二484図

を理想郷と観じて︑世界の大勢を知

て︑﹁どうも残念なことでした︒あ

十一715 ︿略﹀︑主人は愛想よく迎へ

は無いか︒﹂

性殊に著しきを以て︑家屋の土毫︑

かゴでございませう︒﹂同情深き妻
言葉←いい

の言葉に︑主人はいたく心動きて︑
﹇言葉﹈︵名︶27

らぬ國民とならしめたQ
ことば

まぶち

なたがよく會ひたいと御話しになる

も

にくいことば・おことば

江戸の賀茂眞淵先生が︑先程御見え

ひがけない言葉に宣長は驚いて︑

になりました︒﹂といふ︒あまり思

か

七562囹其所にみる人は︑私どもと 十717園 それなるは佐野源左衛門常
世か︒これは何時そやの大雪に宿を

﹁︿略﹀︒﹂

鐵道のまくら木等の用に供せられ︑
︿略﹀︒

十二505 岸は絶壁になってみる庭が
多く︑殊に雨半島にはさまれてるる

借りた旅僧であるぞ︒其の時の言葉

なかのうみ

はまるでちがった風をして︑まるで

心の至り︒

十一752園

私も實はく略V︑古事記

﹁先生がどうしてこちらへ︒﹂

ちがった言葉で話をしてゐます︒

我はた㌧

にたがはず︑鯨帯かけて参ったは感

中湖の東岸の如きは︑絶壁の高さ

語る言葉もうちとけて︑

九416図圏昨日の敵は今日の友︑

が二百メートル以上もある︒

十二977 今や繹迦は衆星の中の満月
の如く藁薦から仰がれる身となった

ことばたくみ一こども

568

葉巧みであった︒

十二669

ゴネリルの答は如何にも言

言葉がよくわからないと十分なこと
事．

官軍方の思召通り一押に

﹇事面倒﹈︵形状︶1

を研究しようとしたが︑どうも古い

めんだう

ことめんどう

十一753園 古い言葉を調べるのに一

十二伽6圏

は出前ない︒
番よいのは萬葉集です︒
十一906 父はなほ言葉をつ〜けて︑

はゆかぬかも知れませぬ︒すると其
しり
のうちには挙世の直な尻押なども現

子ど

れて︑事めんだうな筋合にならぬと

﹁ユフヤケコヤケ︑

子ドモガ

アシタ

子ドモ

﹁暦を見れば︑まだいろく大切な

﹇子供﹈︵名︶45

事 が わ か る ︒ ︿ 略 ﹀ ︒﹂

こども

も限りませぬ︒

なものだ︒︿略V利用しないでみる

十一945 最後に父は﹁暦は實に重寳
も

ニー76

子供﹇▽おこどもしゅう

のは寳の持ちぐされだ︒﹂と言葉を

そへた︒
ナアレ︒﹂

大敗イ︑オモテデーシヨニウタ

テンキニ
ツテヰマス︒

十二674 長女の言葉に満足した王は︑

地圖を指さしながら領地の三分の一

三402 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか

を與へた︒

た王は︑や＼せきこんで︑﹁どうし

十二692 娘の言葉を物足りなく思つ

まへて︑おもちゃにしてるます︒

三518

ました︒

子どもがそら一めんの星

をかつて︑海へはなしてやり

たくさん見ましたので︑どうい

四796私は長い間に子どもを
ふ子はどういふ人になると
いふことを見ぬきます︒
學校の行きかへりにく略﹀

するやうな子どもは︑大てい

四803

母は泣きながら二人の

ろくなものになりません︒

四903

下へねころんだ︒

六897 ︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

すると象は鼻で︑其所にあっ

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

六901

らまつ

わたしの子

村の學校のげんくわんの

ふぎ出した︒

六984圃

か

其の子はとう

向って右の落葉松は︑

どもが植ゑたので︑

私も子どもの時には︑毎日

に戦死した︒

妻や子どもに︑朝晩おねん

ぶつのかはりにとなへさせます︒

七722圏

やうなさわぎでございました︒

立てて振合ひますので︑川べはひじ

七635 ︿略﹀︑年よりや子どもは聲を

此の三校へ通って︑︿略﹀︒

よい身代であったが︑︿略V 七525園

子どもに︑﹁︿略V︒﹂といひました︒

五751

みんな士買りはらった︒しまひには妻

や子どもの着がへまでもないやうに
やしき

なった︒

に死なれたので︑庄屋の妻は子ども

五771家屋敷もなくなった上に︑夫

居な
日

て︑象の前足にだきついて見せた︒

自分たち程の子どもが出て來
て︑象の前足にだきついて見せた︒

六883

子どもの手がやっと合ってみた︒

八335

それは氏子の五箇村から︑子

それはく略﹀︑勝つた子ども

或年選ばれた子どもの中に︑

昔朝鮮に一人の婦人があって︑

すぐれて上手なものが二人あった︒

八66

あった︒

で︑五箇村の頭になるといふ定めで

を出した村が︑次の年のお祭の日ま

八63

といふ定めであった︒

横の池のまはりで競走させて︑︿略﹀

どもの騎手を一人つつ出して︑社の

八61

が︑︿略﹀︒

らしにこまるやうなこともあります

るので︑どうかすると︑其の日のく

になる妻と︑三つになる子どもがあ

其の後々の人は︑庄屋の家屋 七729当家には七十近い父と︑三十

をつれて里へ錦ってみた︒

五774

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど

樂しさかたる︒
指を折りつつ︑
喜び勇む︒

みうりのはたに縄なふ父は
居ならぶ子どもはねむさ忘れて︑

すぎしいくさの手がらを語る︒

六504翻

数かぞへて︑

らぶ子どもは

春の遊の

もに︑もとの家へ錦ってもらった︒
三406 うらしまはかはいさうに
きぬ
六494圏 ともし火近く 衣ぬふ母は
おもって︑子どもからそのかめ

たのだ︑コーデリヤ︒何とか言方が
ありさうなものだ︒﹂

十二759 王は尚あらぬ言葉を口走つ
てはみたが︑其の言葉の端端にも︑

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび
る下心がこもってみた︒

を見て︑﹁ああわかった︒あの

︿略V︑其の言葉の端端にも︑

十二759

光るところが雨のふるあな

今の村長さんも子ども
い人でした︒

の時からすなほで︑なさけぶか

四766

して︑たいそうにぎやかです︒

耳をかたむけ︑こぶしをにぎる︒
四41 あちらこちらに子どもの
六882 自分たち程の子どもが出て來
ならすらっぱやふえの音も

だ︒﹂

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび

︒﹂西郷

︿ 略 ﹀︑大勢は人力の如何と

る眞心がこもって み た ︒
十一一伽10

もしやうのないもので

言

はだまってうなついた︒安芳は尚言
﹇言葉巧﹈︵形状︶1

葉を斎けて︑﹁︿略﹀︒﹂

ことばたくみ
葉巧み

569
こどもあらそい一ことわる

晩神様にいのってゐました︒

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

どぢやうを取るのであらう︒

こどもあらそい

八目16

一

一

子ども争

子ども孚
子供

﹇子供争﹈︹題名︺2

そばを通るのが危密なやうな氣がし

八354

十173国なれない私は︑︿略﹀馬の 子ども孚
てならなかったが︑土地の人は一向
こどもこころ

八361 ︿略V︑一人の子どもに二人の
實母はないはずといって︑いろいろ
平坐で︑三四歳の子供でも︑腹の下

﹇子供心﹈︵名︶1

調べますが︑どちらも實母だといひ
などを自由にくゴつて歩きます︒
心

はります︒

小鳥は時々此の清水にのどを

やかである︒．

八23

である︒

うるほしては︑こずゑでさへっるの

て︑美しい小鳥が二三羽︑身がるに

九335 ︿略﹀︑急にかん高い音を立て

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

遠い虜まで使者の役目を務めると聞

十544 此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

枝移りした︒

其のおかあさんらしい人が︑︿略﹀︑

子供心にも大攣心配して︑其の晩は

壁のすき間をもつた雨のた

て︑爾方から子どもの手を取って引
くびや背をなでたりしてみるのもあ

とうく眠れなかった︒

八365園 其の子を二人の眞中に薄い 十193国中には︑君ぐらみの子供や︑ 十一㎜2

合へ︒

ります︒

向

りて︑御前たちぐらみの子供が通學

子どもら

のたちで子ども向の品をもう五十反︑

﹇子供等﹈︵名︶2

至急お送り下さい︒

子供等

こどもら

い︒

ことわりか・ねる ﹇断兼﹈︵下一︶1

︽ーネ︾

太郎は前から父に︑﹁あの橋

ことわりかねる

は危瞼だから決して渡ってはなら

十937

ぬ︒﹂と固く禁ぜられてるたのであ

るが︑友だちのす＼めをことわりか

ねて︑一所に渡り出した︒

︽ーッ・ーラ・ーリ︾

︿略﹀︑殊に近年我が國で學 ことわ・る ﹇断﹈︵四・五︶4 ことわる
校をそここ＼に立てたので︑子供等

九91団

を止めて︑一夜の宿を貸し給へとこ

十601図とあるあばら家の門口に杖

く主人が留守でございますので︒﹂

へば︑︿略﹀婦人立出でて︑﹁折あし

子どもらは仕事をしてみる

はなかく上手に日本語を話します︒

老僧のまはりに集って︑﹁言違よ

トマツテヰマシタ︒

人も來て見る︑小鳥もう
から

十949園

なぜ其の時﹃い＼え︑僕は

僕は再三ことわったのです︒

と︑きっぱりことわらなかったのか︒

止められてみるから渡りません︒﹂

十948園

名残なかく書きず︒

常世も︑一夜の物語にうちとけては︑

十702無始はく略V宿をことわりし

とことわりぬ︒

く︒﹂とはやし立て︑︿略﹀︒

十二鵬4

いては︑誰でも驚かない者はあるま

八372 二人の女は︿略﹀︑平方から
十一406

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

今年伐るはずのは︑おとう こどもむき ﹇子供向﹈︵名︶1 子ども

引合ひましたが︑子どもがいたがつ
て︑わっと泣出しますと︑聖母の方

七脳1囲地もがらもまことに忌地向

し居るを見ては︑殆ど身の南米に在

で︑責行もよからうと思ひます︒あ

もう幹のまはりの三尺飴りもあるも
ふかの口はもうほとんど子

供に届いてみる︒

十一5710

のが大分見える︒

は驚いて手を放しました︒

八376 里親の方は﹁それ見よ︒﹂と

ブタ

いはぬばかりに︑子どもを引きよせ
キツネ タヌキ ウサギ

ますと︑︿略﹀︒

ノ求メル物デアルガ︑マレニハ庭先

るを忘れ候︒

八497狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼 十一鵬2㈱團 殊に日本人の小學校あ
二遊ンデヰル子ドモヲサラツテ行ク

中にも十三四ばかりの

にもけなげに存ぜられ候︒

ぐしく立働ける様を見ては︑如何

子供が︑各舎人の間にまじりてかひ

十一研5圓團

コトモアル︒

子どもは︑アメリカ人の立てた年輩

八681困 日本人は八萬人饒も居て︑

へ行って︑英語で勉強しますが︑
︿略﹀︒

十バ

ニー32木ノエダニ︑コトリガ

不意にばたくと音がして︑ことり ﹇小鳥﹈︵名︶6 コトリ 小鳥
小さな子どもが二人奥からかけ出し

十二553
て來た︒

九912囹 昔カリストといふおかあさ
んと︑アルカスといふ子供がありま

たふ︒

ず・ひわ︑秋の山は小鳥の聲でにぎ

八19

四十雀・目白・ひよどり・も

︿略V︑

二度︑三度︒やっとつまん 五297圏 もえる木のめに春風吹けば︑

した︒

十二561

だと思ふと直に落してしまった︒子

九916園 其の中に︑子供のアルカス

はだんく大きくなって︑狩人にな

父も喜んだ︑子どもも喜ん

どもは思はず顔を見合はせた︒

だ︒

十一一586

りましたが︑︿略﹀︒

九棚7 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

こな一ゴネリル

570

こな

﹇粉﹈︵名︶2

粉

︿略﹀︑マスクをかけた職工

十906図囲

さうち

村の社の掃除や終へし︑

語

今朝とく出

はうき手にく此方をさして
りつ﹂來る若き人々︑

けい

十﹇梱9

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入
小縄

或物持の所へ行くと︑下男が

﹇小縄﹈︵名︶1

でし兄も交れり︒

こなわ

れてかきまぜてみた ︒

十﹁慨一 シャベルでざくくかきま
六671
まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに
立ちのぼって︑目も口もあけられな
こにし

主人がひどくしかってみた︒
且vあらごな し
みん

七価4囹 小西程の者を堺の町人と

﹇小西﹈︹人名︺2 小西
さかひ

い︒

こなし

︽一

八77

五人の騎手は神に勝利をいの

つて︑牌弟二のあひつを待ちかまへて
みる︒

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ

に︑五人の騎手は打連れて︑拝殿の

八83

そばの大きな立石の前に並んだ︒

又コ・二一匹ノ馬アリテ︑

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

九453図

其ノ五人ハ︑︿略﹀︑雫ヒテ高キ償ヲ
ツク︒

九454図又コ・一二匹ノ馬アリテ︑

こなす

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

﹇熟﹈︵五︶2

の㌧しり︑幽明國への返書に豊臣清

其ノ五人ハ︑︿略﹀︒

こな・す
サ︒ーシ︾

正と記したといふが︑それはまこと

之二反シテ︑同ジヤウナル

の事か︒

ひました︒﹁︿略﹀ ︒ 食 っ た 物 を こ な

九459図

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

小西は日本の大全ならず︑

まことは堺の町人︑道案内の者共︑

三325長いはんてんをきて︑み

じかいももひきをはいて︑こぬ
かだらけになってはたらくちい

さんです︒

こねこ ﹇小猫﹈︵名︶7 コネコ 子ね

オヤネコトコネコガヰマ

こ 子猫﹇▽うちのこねこ

ス︒

一92

かは

かは

かは

一94 コネコガニヒキヰマス︒
三105圃 うちの子ねこは かは

うちの子ねこは

いい子ねこ︑︿略﹀︒

うちの子ねこは

いい子ねこ︑︿略﹀︒

三106圃

三113蟹

うちの子ねこは

いい子ねこ︑︿略﹀︒

いい子ねこ︑︿略﹀︒

三114韻

くしから送られた五人の友と︑六年

なり候事と存じ候︒

束致し候三毛の子猫︑もはや大きく

さうして此慮で父王の心煮皿 九堰8圓困先日遊びに上り候節誓約
の間種々の苦行を試みた︒

十二943

五人ノ持主く略V︑事ヒテ贋ヲ下グ︒

買ハントスル人タぐ一人ナルトキハ︑

てうせん

﹇小西行長﹈︹人名︺2

とよとみひでよし

幽趣臣秀吉が朝鮮へ向はせた先

子ねずみ

二277

︻ピキノ子ネズ

のけると︑子ねずみが

一びき

ミガマヘヘデテイヒマシタ︒
四424 だい所でいろいろな物を

ソノトキ

たい
ところが此の新な態度に驚こねずみ ﹇子鼠﹈︵名︶2 子ネズミ

繹迦は世を救ふ手始として

いた五人の友は︑︿略﹀︑彼を捨てて

十二949
立去った︒

く略V︑日本の大里小西行長

十一一964

七鵬2圏

人でした︒

手の大將は加藤清正・小西行長の両

七974

小西行手

こにしゆきなが

にげも致したであらう︒

七柵6園

八梱6園 此の時胃は一同に向って言
して︑之を血の製造場へ送るのが僕
︿略﹀︑僕が若し食物をこな

の役目であって︑︿略﹀︒

八棚8園

此方

さなかったなら︑からだを養ふ所の
血がどうして出凄ませう︒
﹇此方﹈︵代名︶4

七192 手もとの軍ぜい二萬騎を引き

こなた

した︒稻村崎の此方に着いて︑賊

いなむらがさき

つれて︑たゴちに極樂寺坂へ向ひま

は一たまりもなくにげ落ち︑もはや

五

とび出しました︒

り︒

ゴネリル

︹入名︺5

ゴネリル

うさんはきね︑おばあさんはこねど

八514 第十四 餅つき ︿略﹀︒おと

オキク﹁五人バヤシノ 一 こねどり ﹇捏得﹈︵名︶1 こねどり

﹇五人唯子﹈︵名︶1

先つかの五人の友をたつねた︒

く略V︑私を入れて村からはごにんばやし

五人

朝鮮に日本の武士は一人も居らぬ︒

六411團

ごにん ﹇五人﹈︵名︶！0

役人は︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ 紀 州

の ぞ な へ を 見 渡 し ますと︑︿略﹀︒

七756圏

の男は急いで國へ錦って︑其の金を

四864園

人バヤシ

まちがひなくとゴけるやうに致せ︒

兵舎のあり場所もちがふので︑めつ

五人も出てみるが︑兵種がちがふと︑

﹇小糠﹈︵名︶1

ノデセウ︒﹂

だらけ

こぬかだらけ

こぬか

番右二居ル人早場ヲスル

と申し渡して︑人夫にほうびの金を

たに一しょになることはない︒

人夫には此方から手あてを致す︒﹂
たくさんやったと申します︒

人々につきそはれ︑しっくと馬を

やがて五人の騎手は多くの
歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒

八72

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

十604図 折から︑たもとの雪を打彿
の家の主人なるべし ︒

571
ごねん一この

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十二657 王にはゴネリル・リガン・

つてみよ︒

十二666園先づ姉のゴネリルから言
ゴネリルの答は如何にも言

葉巧みであった︒

十一一669

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

十二71一 リや王は百人の家來を連れ
た︒

ごねん

﹇五年﹈︵名︶1

五年

何べんもとびつかうとします︒

おち︑とんではおち︑何べんも

バコノヲカへ來タカツタノ

ワタシニダマサレタナ︒ワタシ

二365 トモダチハ﹁モチハタイ
セツナオ米デコシラヘタモノ

ダ︒﹂

コノ神様ハサキホドオ通

︿略﹀︑とうとうやなぎにとびつ

ナニカキカレマスト︑

ノロデハツキリコタヘマス︒

︿略﹀︒

方デス︒

コノ神

オカゲサマデ︑カラダハ
コノ通りニナホリマシタ︒

︿略﹀向ふで︑﹁ばか﹂と口

へ行ってみましたが︑だれも

まねをします︒︿略﹀向ふの方

居ませんでした︒うちへかへっ

三601今ニハノ木工セミガ
ノセミモコノ中ニヰルノデ

︿略﹀︒﹂とをしへました︒

と︑父は﹁それは山びこです︒

て︑父にこのことを話します

つとあちらでこの月を見て

ゐませう︒﹂

三176園﹁このはこの中に︑お 四57これは私が生れた年︑
おちいさんが私のぶんにつぎ
木をして下さったのださう

この二十五日はおちいさ

です︒おちいさんがこの柿の
木をついでいらっしゃる時︑
︿略﹀︒

四78

﹁お前はたいそうとんち

四763 今の村長さんのおとう

よく出來ました︒

の作り方はていねいでしたか
ら︑稻も変もよそのよりは

四753此の人たちの田や畠

て見せよ︒﹂

があると聞いた︒此のからか
みにかいてあるとらをしばつ

四547囹

ハ見エルノデ︑︿略﹀︒

二642 耳モヨクキコエマス︒ 三796圏 ﹁ふみ子もこんやはき 四352九フクロフ︿略﹀︒血判
ナルト︑ホカノ鳥ハ大ガイ目
ガ見エナクナルノニ︑此ノ鳥

三705 この黒いもめんのもんつ
きは私のです︒

セウ︒

ウルサイホドナイテヰマス︒ア

四317

四207囹

タヅネニナリマシタ︒

様モ︑﹁ナゼナクノカ︒﹂トォ

デニナリマシタ︒︿略﹀︒

四187

ソコへ大國主ノ神ガオ出

リニナツタ神様ガタノ弟ノ

四182

ト︑トメマシタガ︑キカナイデイ

デスカラ︑イテハイケマセン︒﹂

ニナツテヰマス︒コノ大キナモ

三59ースコシタツテカラ又來テ
見マスト︑モウリツパニセミ

きました︒たうふうはこれを見
て︑このかへるのやうに︑こん
きがよければ︑何ごともできな
いことはないとさとりました︒

マシタ︒ヤハウマクアタリマシ
タ︒︿略V︒ソレカラコノ人ノ
田猟ハ︑黒米ガスコシモデキナ
クナツタトイヒマス︒

二464ヨイオヂイサンバソノ木

ハイツテヰタモノダトオモヒ

十二712 ゴネリルは決して氣だての

ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ
タ︒ソノウスデ米ヲツキマス
ト︑ウスノ中カラ︑マタォカネ

マシタ︒

この

ノガ︑ヨクアノカラノ中戸

ヤタカラモノガデマシタ︒ワル

やさしい女ではなかった︒

十目ー29 かくて世界の各地をめぐつ

イオヂイサンバ又コノウスヲ
ワルイオヂイサンバコノ

て︑︿略﹀本圃に岨 蹄 つ た の は そ れ か

V

カリニキマシタ︒

﹇五年生﹈︵名︶2

ハナシヲキイテ︑ノコツテヰタ

五年生

ら五年の後である︒

ハヒヲカキアツメテ︑カレ木ニ

ごねんせい

十12図 十月十二日︑我等五年生一

ノボツテ︑︿略﹀︒

コノ

此

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

十一146 のぶ子さんはちやうど︑五

﹇此﹈︵連体︶鵬

とちていらっしやる所でした︒
この

三447園

かへるはく略﹀︑とんでは

上げます︒

三565

んのめい日ですから︑たくさん
それではこの玉手箱を
取ってそなへるつもりです︒
四157囹 ﹁オマヘタチハウマク

子がこんなに出ました︒

ノ此の 此
もしろい人がゐます︒あててご
﹇283 コレハワタクシノハコニ
らんなさい︒﹂
ハデス︒コノタカイトコロハ
三184面この人はどんないろ
ヤマデス︒
のきものをきてゐますか︒
コレハワタクシノハコニ 三252 この二三日の雨で︑竹の

ガタクサンアリマス︒

二202囹コノ山ニハ︑クリノ木

ロ バカハデス︒

ハデス︒︿略﹀︒コノヒクイトコ

一285

コ

同は︑河井先生にみちびかれて︑東

一一

京代々木の明治神宮に参辞せり︒

T0

この一この

572

分らないことは此の方におききなさ

これは級長の山田さんです︒

い︒

五45園

西の村一番の金持のむすめ

さんもおとなしい人で︑︿略﹀︒

さんが︑此の人の所へおよめ
はし
︿略﹀︑川上から箸が流れて來

ました︒みことは此の川上にも人が

五81

五533

み

の

昔美濃の國にまっしい人があ

おとうさんがありまして︑酒がすき

りました︒︿略﹀︒此の人に年取つた

喜んで︑それからは毎日其の

でございました︒

五552

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ

今の村長さんも子ども

に來ましたが︑︿略﹀︒
すんでみるにちがひないとおかんが

四768
の時からすなほで︑なさけぶか

ました︒いっか此の事が天皇のお耳
をうち

﹁今日は買物もあるし︑蹄

五784

ひ

土手の此の記念碑に︑今話し

此の山の杉も庄屋が先に立つ

た事がくはしく書いてある︒

五785

今年のひでりにも︑此の用水

て植ゑたのださうだ︒

五791

一人は︿略﹀︑木の上へにげ

池にはあんなに水がたまってみる︒

上りました︒ 一人は︿略﹀︑地にた

五988

ふれて︑死んだふりをしてゐました︒

︿略﹀︒熊が來て︑からだ中かぎまは

五658園

に入りまして︑︿略﹀︒

へになって︑︿略﹀︒

やまた

﹁私どもにはもと娘が八人

りには馬車に乗って︑此の下まで來

ございました︒それを八二の大蛇が

五95園

い人でした︒あのうちは此の
上よくなるばかりでせう︒
当て︑毎年一人つつたべました︒も

四774それは西の村で︑二番
目の金持だといはれたうち

しましたが︑︿略﹀︑其のまま行って

しまひました︒此の時︑木に上って

てもよい︒﹂

みた者が下りて來て︑﹁︿略﹀︒﹂

階下の入口には︑左右に大き

な待合室があって︑此の外に中央郵

五川5

ろくの漸漸もあります︒

昔此の村はひどく貧乏で︑此
此のあたりの青田も︑其の頃

はじめて東京見物に來て︑此

皇湾の新高山さ︒︿略﹀︒皇

﹁此の近くに︑しめちの出

る所はありませんか︒﹂

六174園

つもってみるといふことだ︒

が︑此の山のいたゴきには︑いつも

湾ではめったに雪が降らないさうだ

六57圏

たいわん

第一に宮城をさしてまみります︒

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

五撹6

の人が乗降りします︒

此の停車場から︑毎日七八千人つつ

五鼎2 二十⊥ハ 東京停車場 ︿略﹀︒

便局の分室もあれば︑爾替弦や︑い

昔此の村はひどく貧乏で︑此

すそに︑大きな用水池があって︑其

とだ︒

は大ていあれ地で︑︿略﹀といふこ

五685

の村の名を言ふと︑︿略﹀︒

五683

乏村か︒﹂と言はれたものださうだ︒

の村の名を言ふと︑﹁あ＼︑あの貧

五683

所から水を引くからだ︒

五667園此の村には︑向ふの杉山の

此の村にはよく水がありますね︒

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五665囹うちの方では︑田に水がな

う此の子一人になりましたのに︑
︿略﹀︑大きな手がらを立て

︿略﹀︒﹂

ちを見て︑その小さいのにおどろき

此の時何の氣もなく自分のう

ました︒

五334

一級から功七級まである︒

た軍人に下さる勲章に︑金の鶏をお
こヒつ
つけになったのだ︒此の勲章には功

五203園

に生れた人のでした︒此の人
は小さい時からいたづらもの
で︑︿略﹀︒

﹁此の人も一本杉の外

にないてくれるものがなく

四793囹
なった︒﹂

河を見たら︑たいそう水が出

四813園 てつけうへかかった時︑

て膨ました︒﹁此のよいお天氣

︿略﹀︑先生が︿略﹀︑私ども

りになりました︒此の時私どもの村

夜がふけて︑人々はかへりま

前に︑此の村の庄屋が︑︿略﹀︑米

しやうや

がとれるやうにしたいものだと四つ

ところが︑今から百二三十年
した︒此の時尊はふところのつるぎ

た︒

五688
を出して︑たけるのむねをおつきに

取られて︑﹃これが義纒の弓だ︒﹄な

敵にやってもよいが︑此の弱い弓を

く略V強い弓なら︑わざと
らなければならないと考へた︒此の

おかあさんもねえさんも︑此

事を村の相談にかけた︒

五501

の五⊥ハ日は夜もろくろくおやすみに

どうしても大きな用水池を掘 六381園
ならないのです︒

五697

なりました︒

した︒たけるも酒によってねむりま

五433

を道に待たせておいて︑學校へおよ

四905囹︿略﹀︑父はくどうすけ
つねにころされました︒母は

へよく物費に來るおちいさんが︑

五387

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒お前たちが大きく

︿略﹀通りました〇

に︑どうしたのでせう︒﹂

なったら︑此のかたきを取って
﹁きっと此のかたきを

おくれ︒﹂といひました︒

四912園
取って見せます︒﹂

で︑︿略﹀︑今日から此の級へはいる

五38園此の方は中村さんといふ人
方です︒

いる方です︒

五41園 く略V︑今日から此の級へは
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︿ 略 ﹀ ︑ ﹃これが義纒の弓だ︒﹄

どと言はれては︑︿略﹀︒

六384

などと言はれては︑源氏の名折れに

を言ふ程だから︑此の義掲が晶質た

敵の船に火をかけて引上げた︒敵は

ます︒

敵は此のいきほひにおそれて︑

象つかひが﹁此の太い足で︑

り︒

四月二十三日

正男

叔父

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

鎌倉は一面火の海になって︑

茶屋にはおばあさんが一人ぼ

今や獅子の息はたえんとす︒

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑めでたく中

うとした︒此の時信玄は之を止めて︑

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

七486

無念に思って︑武田方から十

此の時此所に來りしは一人の武士な

七313図

のださうだが︿略﹀︒

此のおばあさんにむすこが一人ある

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

七246

の中にはろびてしまひました︒

賊の大衆高腰以下北條方は︑此の火

七226

をかけさせますと︑︿略﹀︒

いでるます︒此の時義貞が方々へ火

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

七223

上様

六816

りで船をつなぎ合はせた︒

此のいきほひにおそれて︑鐵のくさ

京都を北から南へ流れてみる

のだらう︒﹂
も

間の都ですから︑︿略﹀を︑此の川

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒
みちあり
︿略﹀︒此の時河野の通有は︑たった

川を賀茂川といひます︒京都は長い

か

六697

義纏に此の名を惜しむ心があったの
の水はいくたびとなくうつしたこと

なるからだ︒﹂と言 っ た と 申 し ま す ︒

で︑何時の戦にも勝つたのでござい

全く上下の者が心を一にして︑

小舟二そうで向つた︒

六桝7

でございませう︒

國難にあたったのである︒此のまこ

又いくさのあった時には︑

ませう︒

曜日に外出をゆるされた︒

ころが神のおぼしめしにかなったの
六885園

であらう︑︿略﹀︒

うつったことでございませう︒

今︑三條の大橋に立って︑川

どさりくと歩きます︒﹂といふと︑

下を見ると致しませう︒︿略﹀︒東の

六721

︿略﹀︑いくたびとなく此の川の水に

六395囲 入螢後はじめて此の前の日 六703
六526 一番二番三番と︑十二番の舞
がめでたくすみましたが︑其の中で

方は此の橋のたもとから︑川にそつ

長い鼻をぶらくさせて歩き出した︒

ことに人のほめ立てたのは五番目の
舞でございました︒此の時には頼朝
て電車が出ます︒

ございますので︑お子どもしゅうは

印度の國はいたってあっう

川にそって電車が出ます︒此の電車

此の腹の下でお書ねをなさると申し

東の方は此の橋のたもとから︑ 六895園

道から東山のすそへかけて︑やはり

ます︒

六722

もおもしろくなって︑いっしよに舞
を舞ひました︒

をねらひましたが︑少しもすきがあ

人家がこみ合って立ってるますが︑

六563 光盛の娘は其の後︑夜書頼朝
りません︒かへって︑はだみはなさ
︿略﹀︒

すると象は鼻で︑其所にあっ

六727

六901

ず持ってるた刀を見つけられてしま
ゆだんが出來ぬといふ事になって︑

四條の大橋はすぐ其所に見え

ひました︒︿略﹀︒ さ あ ︑ 此 の 女 に は

なほりが出來た︒

七527園

私も子どもの時には︑毎日

此の転校へ通って︑︿略﹀︒

私も子どもの時には︑毎日

ふぎ出した︒此の時︑﹁大きなお守

番兵がゆだんをしてみると︑

此の學校へ通って︑︿略﹀︑此の講堂

で︑今日此のなつかしい學

るし︑︿略﹀︒又海岸には所々に燈皇

れにたよって方角を知ることも出來

七592園く略V︑星が出てみれば︑そ

何よりもうれしいのでございます︒

校に來て︑皆さんにお話をするのは︑

七528園

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

中

でお話を聞いたり致しました︒

君︑此の長き行列の
中の一人は僕

から︑大きなのをよったのでござい

七163困此の蛤は私どもの拾った中

なるぞ︒

の一人は君にして︑

七57三戸

立てて︑さんぐに賊を悪口させた︒

て引上げた︒正成は此の旗を城門に

六934

七525園
さんだ︒﹂と誰かがいったので︑み
べんけい

ます︒人通の多いのは此の大橋で︑
よしっね

義経・若齢の五條の大橋は此

んなが一度にふき出した︒

これには電車も通ってゐます︒

す︒

の川下にか＼つてみるのでございま

六728

︿略﹀︒

來ぬといふ事になって︑︿略﹀︒唐糸

六566 さあ︑此の女にはゆだんが出
といふのは此の女のことでございま

いうぜん

賀茂川は︿略﹀︑染物にむい
てるます︒あの美しい仏心染は︑も

六738

と此の川べりで出來たのでございま

す︒

がありました︒︿略 ﹀ ︑ 風 の た よ り に

す︒

六758園

草野の次郎の如きは夜︿略﹀︑

此ノ帯ハ︒﹂

六812

﹁ネエサンが今ヌツテヰル

六571 唐糸には其の時十二になる娘
かま
此の事を聞いて︑うばをつれて︑鎌

くコリ

倉をさして上りました︒

には出すね︒﹂﹁全くだ︒あんな小言

六686囹 ﹁こまかな人だが︑出す時

この一この
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七831

中デ面白イノハサンゴデ︑

スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒

︿略﹀︒カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ

がありますから︑︿略﹀︒此の星を見

ことは︑船に乗る者に取って︑はな
此ノ他海藻ニハマダタクサン

七925圏

者はあるまい︒

小西は日本の大寒ならず︑

まことは堺の町人︑︿略﹀︒此の清正

七山8圏

こそはまことの大忌︑四十萬の軍勢
は此所へ向けよ︒

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

へ來て︑みうりのはたでいろくの

話をした︒此の時太郎が︑炭はどう

して焼くのかときくと︑︿略﹀︒

庭先の畠の中にまきました︒間もな

八351 ︿略﹀︑其の實を取って來て︑

くそれから芽が出ましたので︑婦人

これが人蓼で︑此の婦人は長生をし

は之を我が子のやうに育てました︒

七柵7図

此ノ頃ハ書夜ノ長サボトンド相等シ

下さい︒

八613図 第十⊥ハ 看板 ︿略﹀︒此ノ
アンドン

時デアル︒

クテ︑家畜ヲサラフノモ多ク一諾ノ

八506

ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒

すが︑何か好きな物を買って上げて

八471国此の爲替はほんのわっかで

事がつゴいたと申します︒

ましたが︑一生の間仕合はせのよい

ク︑︿略﹀︒

らいしん
屋がうのカネキを入れて︑此の頼信

小鳥は時々此の清水にのどを
である︒

してみるが︑小勢の方はみんな心を

八145

︿略﹀︑﹁多勢の方はゆだんを

うるほしては︑こずゑでさへっるの

八24

紙に書きこんでごらん︒

し

此の時どやくと四五人の敵 七稲1園 それで十字置から︑うちの
﹁よいあんばいだ︒此のも

兵がはいって來ました︒

七909

いすにかけていらっしゃい︒﹂

七904園．﹁向ふむきになって︑此の

モノモアル︒

ナ種類ガアツテ︑中許ハ肥料ニスル

七861

分けることや︑豊満のあかりを知る
はだ大切なことなのであります︒

ぎでございました︒此の時還すばら

七639 ︿略﹀︑川べはひじやうなさわ
しいなりをした一人 の 男 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

一人で川へはいって行きました︒

七653 これはあの人が落して行った
にちがひないが︑渡賃が高いといつ

て︑此のあぶない川を一人でこした
やうなら︑今日は大したことはある
まい︒﹂

ほどの人である︒

七654 もし此の大金がなかったら︑

︿略﹀︑二百十日といふのは立

此の日はよく大風が吹くから︑︿略﹀︒

一生けんめいになってゐ

他宿屋ニハ︑掛行燈二右巻宿何屋ト

合はせて︑

る︒﹂といった︒︿略﹀︒後に此の話

記シテ掛クルモアリ︑︿略﹀︒

清正は先づ増田三盛をたつね

ました︒此の人だけは自分のために

を聞いた者は︑皆家康の年に似合は

サンフランシスコはカリ

サンフランシスコがら三日

此の給葉書は此所へ撮る途

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で

八703国

ゴに着きました︒

二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ

八697国

︿略﹀︒

其の上地味が肥えてゐますから︑

州は合衆國の中でも︑昏睡がよくて︑

フォルニや州にあるのですが︑此の

八672國

前に大地震があって︑︿略﹀︒

︿略V︒︿略﹀︒此の港には︑十五六年

サンフランシスコには︑

心配してくれるであらうと思ったの

ずかしこいのに驚いた︒

八663國

でございます︒
せうらん

七982

ますだながもり

春の日から二百十日目の日のことで︑

七936

︿略﹀︑たとひとんで行って

氣がちがって死ぬやうな事になるか
も知れぬ︒

七689囹

見た所で︑もうあるまいとは思ひま
したが︑此のま＼摺ることも出來ま
せんので︑引つかへして参りました︒

七698園 ついては此の中の金を半分

河ノ上流地方ヨリ木材ヲキリ出シ︑

七989園神々も照覧あれ︑戦一つ出 八199図 第五 楊子江 ︿略﹀︒此ノ
來ず︑人のかげごとばかりいふ石田

之ヲイカダ上組ミテ河ヲ下スコトア

だけお禮のしるしにさし上げます︒
七713園 く略V︑仲間の者が國へ送る

めとは︑此の清正一生中直りは致さ

ばんじん

皇湾の蕃人には︑お祭に人の

金をあづかって︑此の財布に入れて

りさん

が早くから止みました︒

亜里山の蕃人にだけは︑此の悪い風

あ

首を取って供へる風がありますが︑

八224

リ︒

たとひ数年の軍功がみとめ

ぬ︒

七992園

來たのでございます︒
︿略﹀︑だんなはなさけ深い

られず︑此のま＼切腹を命ぜられて

七716園

方ですから︑此の金をあなたにさし

ところが或夜大地震が起って︑

も︑石田めとは中直りは致さぬQ
七㎜1

上げましても︑おしかりになること
はあるまいと思ひます︒

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に
︿略V︒此の時清正は︑地震と共には

まつって︑其の前で︑此の後は決し

八263

七825 又眞珠貝トイフモノガアル︒

ね起き︑︿略V︑一さんに伏見の城へ

エリドメ

指輪や襟留ナドニハメル美シイ眞珠

或日石を僥く男が太郎のうち

て人の首を取らぬとちかひました︒

八298

かけつけました︒

七鵬8園今天下に此の石田を知らぬ

ハ︑此ノ貝ノカラノ中ニアルノデア
ル︒
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す︒

八764園 ﹁諸君︑こ＼うみに此の卵
を卓上に立ててごら ん な さ い ︒ ﹂

かうして二三日たちますと︑

ツ︒﹂ト歌ハレタリ︒

八捌2
︿略﹀︑からだに全く力がなくなりま

君等は僕を苦しめようとし

した︒此の時胃は一同に向って言ひ
ました︒

八769 人々は︿略﹀︑やって見まし
たが︑もとより立たうはずはござい

八撹1囹
て︑此の敷日の間少しも食物を送つ

ません︒此の時コロンブスは︑こつ
んと卵のはしを食卓にうちつけ︑何
てよこしませんでした︒

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

ハ︑︿略﹀︒所ニヨツテ此ノ轟ヲドビ

九187

ンワリト呼ンデヰルノハ︑︿略﹀︒

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

なく︑一すぢに國の爲︑民の爲につ

九262園︿略﹀︑大膿一身一家の爲で

事で︑これが佐藤の家の學問の精神

くすといふお考は︑どなたも皆同じ

である︒わたしも此の精神にもとつ

九1910

いて︑︿略﹀︒

れた︒此の方々のお書きになったも

これは今から百三十年ばかり

のぶ

信季は其の後幾日かたって︑

右にあるのがアメリカ瀧︑左

九4110図團囹

とロつ
﹃此の方面の戦圃に

事を考へながら︑︿略﹀︑又歩き出す︒

九3410 ﹁︿略﹀︒﹂と︑此の前來た時の

えるはずだ︒

の所まで行くと︑石井君のうちが見

九349園此の坂を下りて︑あの清水

す︒

合はせてナイヤガラの瀧といふので

にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

九303

とうく此の宿でなくなった︒

九283

淵である︒

ひろ

國の慌者佐藤信号︑少年は其の子信

のぶすゑ

起つた事で︑此の老人こそは出羽の

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

しもつけ

九281

げてもらひたい︒

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

九272園︿略﹀︑父の此の願だけは︑

るのがお前の役目だ︒

て︑國家の爲に︑此の珍問を大成す

九268園此の四代の苦心の後を受け

るのがお前の役目だ︒

て︑國家の爲に︑此の學問を大成す

此の四代の苦心の後を受け

産スルカマキリノ一種デアラウ︒此
マハリノ

のは︑大てい此所に持ってるる︒

九268園

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二
ラン

︿略﹀︑

ノ轟ハ主筆蘭二止ツテヰテ︑︿略﹀︒
又或動物ハ

物トマギレナノーヤウナ鮮カナ言色ヲ

九209

しかし此の置賜といふ學問

降るだけは骨折つたつもりである︒

九233園そこで此の父も︑︿略﹀︑出

が少くなかった︒

は︑︿略﹀︑まだ全く手の着かない事

九229園

フシギナ事ガアル︒

調べテミルト︑コノヤウニイロく

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

モツテヰル︒︿略﹀︒此ノ類ノ色ヲ警

此のトラック島へ來てから

冬でも春でもこちらではち

九213

つた乃木大蒜が︑終生忠誠質素でお

此の父母の下に︑此の家に育

九310囲

一通りはわかりました︒

もう三月になるので︑土地の様子も

九37國

つた乃木大將が︑︿略﹀︒

八価8

あることである︒

うになったのは︑まことにいはれの

戒色トイフ︒

此の父母の下に︑此の家に育

の苦もなく立てて申しました︒

れい

し通して︑武人の手本と仰がれるや

八776園 おとうさん︑此の雪降りに︑ 八三8
何所へお出でになりますか︒

ちょう

八783園 是非今日のうちに納めなけ
きつぶ
ればなりません︒此の切符に︑﹃一
なふふ
月二十日限り當役場へ納付﹄とあり
ませう︒

八791園此の一枚には徴税令書と
ありませう︒

八875園私は三年ぶりに此の子にあ
ふ の で ご ざ い ま す が︑︿略﹀︒

八881園此の方はどなたですか︒

そこで此の父も︑何とぞ此
の學問を大成したいと︑︿略﹀︒

九233園
年中此のくらみのものださうで︑

やうど内地の夏のやうです︒暑さも

しないのは︑あなたの口が見えない

八908園 あなた︑此のお子が返事を

それから諸國を歩き廻った
︿略V︒

る︒

九243囹

歓庵様は︿略﹀︑元庵様は
︿略﹀︑おちい様の不昧唐様はまた︑

九255囹

しかし此の分では︑わたし

すゑ︑︿略﹀︑此の山中へ來たのであ

九242囹

からです︒

︿略﹀︒それに此の邊一帯の島々は我

トラヅク島便り

そつ
つて︑此の學校を卒業する頃には︑

が國の支配に属してみるので︑内地

の命は︑とても仕事の出來上るまで

第ニ

りっぱに一人前の事が出詰るやうに

から移って來た人も多く︑少しもさ

もつまいと思ふ︒

だたくさんあります︒

九71國珍しい植物は此の外にもま

八927 おとよはく略﹀︑もう二年た 九43囲

なる︒

びしくはありません︒

八929 げんに此の温品の卒業生で︑
商店の番頭になってみる者もあれば︑
︿略V︒

其の雨水がまた大切な飲料水となる

地質や嘗物の方で新しい登見をなさ
のです︒

八972図 此所二名高キ名古屋城アリ︒ 九77団水の乏しい此の島々では︑

テ名高ク︑﹁尾張名古屋高城デ持

︿略﹀︒名古屋市ハ此ノ城アル板書リ
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二子をうしなひ給ひつる 閣下の心
を攣へられたおかあさんのカリスト

此の大熊こそは︑先にジュノーに形

一同残念に思ってみる︒しかしこれ

沖の海戦に出なかったことは︑艦中

十日間も貫いて︑其の間には千頭か

十222團此の町では︑二歳駒の市が

す︒

如何にぞ︒﹂

も仕方がない︒︿略﹀︒此のわけをよ

買った人たちも︑どうか同じやうに

十229國

私はく略V︑此の子馬共を

だったのですが︑︿略﹀︒

九513園 あの社長さんはもと上方の
雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

らの士買買があり︑︿略﹀︒

九956囹

なさるやうにするがよい︒

くおかあさんに言ってあげて︑安心

人で︑此の町へ始めて奉公に來たの
︿略﹀︒︿略＞Q登山者はかんじきをは

世間ニハ︑イロ︿ノ事情ノ

やさしく扱ってくれ＼ばよいと︑心

九伽1

爲二︑或ハ信用モシテヰナイ人二投

とび

は︑ちやうどお前と同じ十二の年だ
いて︑石づきの付いた金剛杖や鳶口
を力に︑此の坂を登るのです︒

からいのりました︒

成程︑此の邊は馬でもつて

票シタリ︑或ハ棄椹シテシマツタリ

十247

波風の外には友とするものも

みる虜だと思ひました︒

十236團
スル人モアルガ︑ソンナ事ヲスルノ

そり

を権にして︑此の雪渓をすべって下

九959園下山の時には︑木の枝など

ハ︑選墨ノ趣意ニソムイテヰル︒國

ない此の島で︑老夫婦のなぐさめと

民トシテ恥ヅベキ事ダ︒﹂道雄ハ此
ノ時︑フト學校ノ級長選墨ノ事ヲ思

九9610園

此のあたりから頂上へ登る途中のは

一そうの船が︑俄の嵐におそ

﹁私は︑とても人の死ぬのを

救へないことはありますまい︒﹂此

行きませう︒命を捨ててか﹂ったら︑

じっと見ては居られません︒さあ︑

十266

はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

十251

なるものは︑︿略﹀であった︒

此の境内は廣さ約二十二

ヒ出シタ︒

萬坪︒

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑ 十53図無

此の前まだ少し早いと言って残して

九999

ひ松の間に居るのです︒

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

る人があります︒

こんがう

つたさうだ︒

九624 ﹁総員起し︒﹂此の號令で︑朝
の 静 か さ が 忽 ち 破 られ︑︿略﹀︒

九669 午前八時になると︑艦尾の旗
竿に軍艦旗があげられる︒此の時信
號兵は﹁君が代﹂のラッパを吹き︑
︿略﹀︒

のういん

九687園 此の邊が有名な那須野が原
だ︒

十87

九707園 良能因といふ人が︑ ﹃都を

置いたのが︑今日はもう熟しきった

が膿にさはったものか︑王は俄には

十2810

グレースの眞心こめた看護に

のけなげな言葉は遂に父を動かした︒

げしい熱病にか＼つた︒

警師は皆︑投座してもし萬一
の事があれば︑毒殺のうたがひを受

十94

親子にあつく再生の恩を謝し︑名残

よって︑全く元氣を回復した人々は︑

けふ

北アメリカが南アメリカに績

かうして修養にも實行にも︑骨を折

であった︒

の水を通はせることは到底出京ぬ事

かな掘割を造って︑太平・大西両洋

十316 ︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平

界に名高いパナマ運河である︒

︿略V︒此の地峡に造った運河が︑世

く部分は︑パナマ地峡といって︑

十311

を惜しんで此の島を去った︒

けはしないかと恐れて︑たゴ纒過を
様を見て︑フィリップといふ亡師が︑

見守ってみるばかりである︒此の有
毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

一命をなげうっても王を助けようと

母は其の方々の顔を見る
出されて︑此の胸は張りさくるばか

方法は或劇藥を用ひる外にな

げき

決心した︒

十97

かったので︑フィリップは底心こめ

如何ばかりの思にて此の
手紙をした﹂めしか︑よくよく御察

て此の事を申し出た︒

つてをられるのを︑うれしく思ひま

十151圏私は此の村の青年諸君が︑
て︑一人で進んで功を立てるたてる

しかし今の戦孚は昔と違つ
やうなことは出來ない︒︿略﹀︒豊島

九㎜4園

し下されたく候︒

九柵8囲圏

りにて候︒

九帽4國困

︿略﹀水浴をした︒︿略V︒此の水浴

やうな顔をして︑へそを日にさらし

とよんだのは其所のこ
な こそ

とで︑此の關所は濱街道の勿來の關

ば︑︿略V︒﹄

ちやうど其の時︑はるか遠方

てるる︒

ころも

られてるる衣川は︑すぐ此の先に

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒戦

九川2

と共に︑有名なものであった︒
べんけい

九727園 聖堂が立往生をしたと傳へ

雫なれた北風は︑此の聲の意味をよ

ぢ

く知ってみた︒

ある︒

へ

此の邊からあの川について︑北へ

九7210園 ﹁あれが北上川だ︒汽車は

の

くと走るのだ︒﹂
九7410 此の邊から野歯舌あたりまで

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ
てるるのが見えた︒

九787 先生も大きな箱を持って來て︑
ほったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった︒
︿略﹀︑或日大熊を見つけた

ので︑それを射殺さうとしました︒

九918園
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父は﹁かうしてみんな手を

けぶつ倒したいと思ってね︒﹂

十436園

し此の外に︑往復通信の方法もある︒
さい
殊に要塞が敵にかこまれて︑

十588

ばかりで大きな門の前へ出ます︒

十738黒々の停車場を出て大通を東

北に進むと︑二町ばかりで大きな門

つた仕組に出塁てるるのである︒

十318 そこで此の運河は︑非常に攣

︿略﹀︑全く方法の書きた場合などに

の前へ出ます︒此の門が南大門です︒

ば

そろへて働けば︑豊年の秋はもう眞

は︑此の勇ましい小聖令使にたよる

そ

十325 高い土地の上に水をた＼へた
白な蕎委の花で︑此の地面が埋まつ

より外はない︒

ろくありますが︑大分長くなりま

お知らせしたい事はまだい

のであるから︑湖の水面は海面より
てしまふのだ︒﹂と樂しさうに言つ

十791国

た︒

したから︑今日は此のくらみにして

︿略﹀主人の持來れるは︑

これがつまり此の炭坑の始

すると︑しまひに皆が僕の

事を弱轟だといって笑ひました︒僕

十951園

ださうです︒

十854園

をあげて燃出しました︒

ると︑そばの黒い岩に火がつき︑煙

とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

十847園或日︑此の附近の山へ薪を

置きます︒

ふと我が妻を見つけて︑

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

か︒﹂

十6210園
十6610囹

大雪︑まだ遠くは行かれまい︒﹂

﹁ではお泊め申さう︒此の

﹁此の大雪に︑どうして出かけたの

十6010園

の家の主人なるべし︒

十605図折から︑たもとの雪を打彿

ずっと高い︒此の湖へ爾方の海から

一年と過ぎ二年とたつうちに︑

︿略﹀︑今は手助する人さへも無くな

其の日の暮しにも困るやうになった︒

十471

る人さへも無くなった︒

て︑一人逃げ二人逃げ︑今は手助す

十469

弟子たちも此の主人を見限つ

掘割が通じてある︒

を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

十327 所で︑此の高い湖と低い掘割
の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑
︿略﹀︒

十334 今太平洋の方から此の運河を
通るとする︒

つた︒喜三右衛門はそれでも研究を
止めようとしない︒人は此の有様を

秘藏の梅︒松・櫻の鉢植なり︒︿略﹀

つて︑船はさらに一段高くなる︒

十344 此の湖を横ぎると又水門があ

見て︑たはけとあざけり︑氣ちがひ

﹁︿略﹀︒しかし此の三本だけは︑其

ひ

十356 掘割を通過して船は又湖に出

と罵ったが︑少しもとんちゃくしな

は残念でたまらなくなったので︑何

る︒ガツン湖といって︑︿略﹀大き

ゑもん

此のくらみの事がこはいものかと︑
ざ

それから少し行くと︑うつ

い湯を管で各室へ送って︑︿略﹀︒﹂

﹁此の後にかまがある︒其虜から熱

類が並んでみる︒︿略﹀︒にいさんは

十三4園次の室には大きい熱帯植物

とるのだ︒

袋をつるしてみる︒﹁此の袋で轟を

からつるを出して︑五六寸の細長い

ぽかづらといふものがある︒葉の先

寸書7園

自分から先に立って渡ったのです︒

置いたのでございますが︑︿略﹀︒﹂

の頃のかたみとして︑大切に残して

かうして柿の色を出す事に成

い︒

十498

な人造湖で︑︿略V︒此の湖を渡って
又水門を通過する︒

十366 パナマ地峡に運河を造る事は︑

佐野源左衛門常世と申して︑
もとは佐野三十饒郷の領主︑それが

十684囹
右衛門と改めた︒︿略﹀︒彼は此の後

食した喜三右衛門は︑程なく名を柿

︿ 略 ﹀ ︑ 成 功 を 見 るに至らなかった︒

唯今にも鎌倉の御大事とい

しかし此のま＼に日を送つ

の温室は南を受けてみる上に︑十分

どうだ︑美しいだらう︒此

と教へて下さった︒

熱い湯が通ってみるから︑こんなに

十価3囹
南大門騨で下りるのです︒此の停車

汽車で京城へ罵る人は通常

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ

十695園

を立てるかくご︒

に身を固め︑︿略﹀︑あっばれてがら

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

十6810園

りの始末でございます︒

一族どもに所領を奪はれて︑此の通
はと
︿略﹀︑鳩は見るからに愛らし

も尚研究に研究を重ね︑︿略﹀︒

︿略﹀此のやさしい︑しかも
勇ましい通信者の働の偉大な事が謹

十551

ると聞いては︑︿略﹀︒

︿略﹀︑遠い慮まで使者の役目を務め

いものである︒此の愛らしい小鳥が︑

十544

最後にアメリカ合衆國は︑隠家事業
として此の工事に着手し︑︿略﹀︑遂
に之を造り上げたのである︒

十369 米國が此の運河を造るに成功
したのは︑主として︑最新の字詰を

十377 昔︑太平・大西両洋の間を往

明せられたので︑今では各階共に盛

慮用したからであった︒

ゐ

來する船は︑はるか南アメリカの南

いません︒

一定の飼養所から他の土地に連れて

場を出て大通を東北に進むと︑二町

普通傳書鳩を使用する方法は︑ 十736團
行って︑飛蹄らせるのである︒しか

十561

に傳書鳩の改良に力を用ひ︑︿略﹀︒

しかしパナマ運河の開通鉱油は︑此

端を大廻りしなければならなかった︒

の不便が無くなり︑ ︿ 略 V ︒

十408園 ﹁朝のうちに此のけやきだ
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早く咲くのだ︒

のり

徳といふ武士あり︒
が︑︿略﹀︒

から借主を裁判所に訴へると︑裁判

の主張を正當とみとめれば︑其の借

所は両者の言分を聴いた上で︑貸主

金を返すやうに借主に命ずる︒此の

論語は︑曽参と有若との

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

十一64図

集録したるものにして︑．最もよく此

やうに︑人々相互の間の訴訟を裁判

︿略﹀︑﹁義を見てせざるは

露なきなり︒いでや︑行幸の路に待

の大聖の面目をうかゴふを得べし︒

二言3図

受け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さ

等価5園 一度此の中にはいると︑ま
た寒い庭へ出るのがいやになるね︒
ん︒﹂と︒︿略﹀︒高徳せめては此の

此の大聖の面目をうか窟ふを得べし︒

ところで︑どういふ事をす

のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

れば罪になるか︑其の制裁としてど

十一204

するのを民事裁判といひ︑︿略﹀︒

の地︑ 山皆緑に 水また清く︑

今此の書によりて其の一端を述べん︒

論語は︑︿略V︑最もよく

所存を君に知らせ奉らばやとて︑夜
あん
にまぎれて行在所の御庭にしのび入

孔子は他人を正す前に先

犯罪の疑のある者を十分に取調べて

明かに定めてあるから︑裁判所は︑

十一了8図

づおのれを正し︑近きより遠きに及

適當公平な裁判をする︒此の犯罪者

昔支那に呉・越とて相隣れ

る二國ありき︒︿略﹀︑勾践は呉に捕

れを修めて人を安んず︒﹂とは︑彼

すを以て其の主義としたり︒﹁おの

十榴7図

り︑︿略﹀︒

十︻65図

十川8図齪 美術の光の かがやく此

︿略﹀︒

十稲5 はるかのあなたに白い水煙が
見える︒砲手の落ちついた力のこも
砲手は此の時早く船首の砲後に立つ
へられぬ︒後からうじて婦國するこ

を罰するための裁判を刑事裁判とい

つた號令に︑船ははや方向を轄じた︒

て︑其の引金に手をかけた︒

が簡明に此の意をあらはせる語なり︒

此の犯罪者を罰するための

とを得しが︑勾着雪のうらみ忘れが

ふ︒

たく︑︿略﹀︑再び呉と戦ひて遂に之

太宰府まうで

かつて自らいはく︑﹁獲

くわん
︿略﹀︒此の神社は菅公の御墓所に

十佃5 第二十三

ぶん

十一82図

を亡しぬ︒

裁判を刑事裁判といふ︒此の場合に

十一205

は訴へられた者が被告で︑検事とい

憤しては食を忘れ︑樂しんではうれ
ひを忘れ︑老の將に至らんとするを

ふ役人が原告に當るのである︒

︿略﹀︑勾践此のうらみ忘れ

がたく︑萢釜といふ忠臣の助を得て

知らず︒﹂と︒其の身を忘れ︑よは

十柵10図

建てたものだと聞いて︑一層感を深
くした︒

ひを忘れて︑人生の爲に白くしたる

青年團の事業の一として︑

報復の計を立て︑再び呉と職ひて遂

ひのき

に之を亡しぬ︒高徳此の故事をひき

大聖の面目︑よく此の語にあらはれ

十櫛10図

大部分を學校の基本金とし︑其の残

杉・檜の植林を螢めり︒其の利益は︑

たりといふべし︒

を得たれども︑秀吉の軍は︑此の時

上りぬ︒退却軍は少しく之にたより

木之本に到着したり︒二十日の月は

十一282図 ︿略﹀︑夜半の頃には既に

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

もあらず︒此のま＼新手の兵を迎へ

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十一266図 味方は今日の戦に將卒土ハ

て︑やがて忠臣の起りて勤王の兵を

ば

部を一村共同の有益なる事業の費用

と

學げ︑必ず御心を安んじ奉るべきこ

は

上海が黄高評に臨む部分は
延長八哩︑六十鯨の波止場がある︒

十一108

にあっる蛸壷なり︒学事此の有様な

望遠鏡で見ると︑︿略V黒

とを聞え上げたるなり︒

此の地は交通上重要な位置を占めて

十一31

れば︑一村は誠に平和にして︑年を

みて︑︿略﹀︒

追うて其の繁榮を増すばかりなり︒

鮎といって黒く見える所もある︒此

︿略﹀︑ 着 々 と 進 み 行 く 進 水

の黒鮎は多分表面に生ずるうつ巻で

粉黛4﹇図
つち

作業︒やがて工廠長のふりかざした

既に虜々のとりでより來れる守兵と

見れば引出にはみんな札が
はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

合して︑追撃すること頗る急なり︒

十一179
あらうといふ︒

けいさく

の一事で︑家の中がどんなによく整

チ﹂などと一々書いてあります︒此

ところが此の大きな太陽も︑
夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

明くれば二十一日の朝︑

盛政は賎嶽より西北に至れる高地に

十一285図

る小さな星の一つと同じものだとい

頓されてるるかが想像されます︒

兵を引きまとめたりしが︑此の時ま

十一195例へば︑借りた金を︑返す

でも飯浦坂にふみ留って︑追宣る敵

ロつちロつ

返さない人がある︒其の場合に貸主

さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

つまり此の宇宙には︑あの
太陽のほかに︑これと同じやうなも

いひ

のがなほ敷限りもなく存在してみる

十一37

ふ︒

十﹇35

る金色の槌は︑二年間の苦心を此の

ほうでう

一壷にこめて︑切言皇上の繋索をは
こう

つしと切る︒
お き

十欄3図 元弘二年三月︑北條高時︑
だいこ

後醍醐天皇を隠岐にうつし奉る︒京
中の貴賎男女︑此の行幸を悲しみて
こじまたか
︿略﹀︒此の頃備前に見島高

涙 と 共 に 見 送 り 奉 り︑︿略﹀︒

十㎜6図
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を防ぎ居し弟勝政に引きあげを命じ
たり︒

十一326図 此の四海峡に包まれたる
細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一351図 我が國に遊べる西洋人は

である︒

此の邊でゴムを栽培するに

が大きい︒
こん

又開墾する場合には︑立木

や切株の根本を掘っておいて︑それ

十一646

にくさりをつけて此のトラクターで

は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと

十一515
に種をまくか︑又は苗木を植付ける

くわん

引くと︑めりくと音を立てて根こ
ぎにされてしまふ︒

のであるが︑︿略﹀︒

元來ゴム液は︑幹の閣議と

木質部との間にある乳管組織といふ

なつみやすいものであるが︑此の邊

十一526

における海上の一大公園なりといへ

所から出るのであるから︑此の組織

では新しい知識をいれて︑︿略﹀ど

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界
り︒

の所まで小刀が届いて︑しかもそれ

しく土地を開いて行く︒

農業者は多く古い習慣に

十一374園 早く間伐して細材を取る
より深くは傷のつかないやうにしな

十一651

目的のところでは︑一坪に二本も三

それから少し進むと︑石や
金を打合はせて火を出す法を考へる

十一668

やうになった︒此の方法は各國民の

此の傷から出て罵るゴム液

ければならぬ︒

間に︑廣く又極めて長い間行はれて

さつばろ

これは略本暦だ︒この中

の分ならば五海里や十海里は何でも

ない︒

十一887園

僕はこれまで暦といふと︑

にある﹃通日﹄で敷へて御らん︒

︿略﹀とばかり考へてるたので︑此

十一905

ところが太陰暦はく略V︑

の話を聞いて珍しく感じた︒

此の一年は一回忌年より約十一日少

十一934園

着時近写の人からワシント

いから︑太陽暦とくひちがって來て︑

︿略﹀︒

十一995

ンはかねぐ此の偉人を非常にした

ン傳を借りたことがある︒リンカー
ゐ

此の偉人の品性に深く感化された︒

後何度もく讃返してみるうちに︑

リンカーンは︿略﹀︑其の

つてみたので︑︿略﹀︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

あなたはまだお若いから︑ 十一㎜10
の研究を大成することが出來ませう︒

十﹇758園

みたものであるが︑︿略﹀︒

は︑流れて下のコップにたまるので
ゴム園の人は毎朝暗いうち

ある︒

十一528

本も植ゑるが︑此の邊では太材を取
る方が利益だから︑かう間をおいて
植ゑるのだ︒

十﹁376園今に御らん︑此のくらみ
十一5210

に起きて︑受持の木に此の切付をし

離して植ゑても︑十五六年目には間
伐をしなければならないやうになる
て廻る︒

札幌に來て先づ感ずること

から︒

十一481図 住持﹁昨夜のぞき見て知 十一595

界の偉人として萬人に仰がれるやう

彼が他日大統領となり︑世

になったのは︑實に此の少年時代の

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑ 十一棚5
は︑街路が愚直で幅の非常に寒いこ

三十五年の問努力に努力を績けて︑

十一772

りたり︒﹂此の一言を聞くや︑圭旦師

とである︒市街は此の眞直な路によ
ごばん

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑

これらを総べて貨幣といふ︒

て︑︿略﹀︒

︿略﹀サンパウロ市に

世界に名高きブラジル

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

十一櫛5國團

の最も多く住める虜にて︑︿略﹀︒

参り居候︒此の邊は南米中︑日本人

十一価9國囲

檜葉書をたくさん小包にて送り申候︒

十﹇鵬10國囲 此の手紙と一しょに︑

さ我が國の十三倍もこれあり︑︿略﹀︒

十一鵬2國国詰のブラジル國は︑廣

苦心のたまものである︒

十一777

の結果で︑︿略﹀︒

な古事記傳といふ大著述は此の研究

遂に古事記の研究を大成した︒有名
ねむろ

つて碁盤の目のやうに正しく割られ
てるる︒
かりかち

ると︑︿略﹀狩勝の峠にか＼る︒此

十一611

瀧川から根室行の汽車に乗

︿略﹀︒

十一499 ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

又此の外に貨幣の代りに用ひられる

て︑製造したものである︒此の液の

紙幣がある︒

此の邊の農業は総べて規模 十一844今日は殊に波も静かだ︒此

きってしまってみる我々は︑︿略﹀︒

うに便利なものも︑其の使用に馴れ

いってもよいくらゐである︒此のや

して一日も生活することは出頬ぬと

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

の峠には長いトンネルがあって︑

當時此のあたりは未開の原

十一782

︿略﹀︒

明治十六年こ＼に十三戸の

取れる木を普通にゴムの木といって

十一633

野で︑︿略V︒

十一629

りであった︒

農家が移住して來たのが此の町の始

十﹇628

みる︒

部分は︑此の木から取ったものであ

十一502 今日世界におけるゴムの大
る︒

十一502 此の種のゴムが︑昔主とし
て南米ブラジルのパラ州から産出し
たので︑パラゴムの名が生じたわけ

この一この
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ラスの皿やコップなどを︑此の圓板

エプロンをかけた職工がガ

にあてて底心をほりつけたり︑みが

十一悩6

ら地方公共の事に盛り︑誠意其の團

十一掴4 地方人民が協同一致して自
膿の爲に力を泣くす精神が即ちそれ
きをかけたりしてみる︒

今より二百敷十年前︑

ぶところなり︒

の教に志ある者の無二の寳として貴

十﹇幡6図 一切纏は︑佛教に賞する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑此

である︒此の精神は實に自治制の根
本であり︑又其の生命である︒

十一榊7 一般人民が府縣市町村春花
員を選墾するにも︑︿略﹀にも︑皆
此の精神を本としなければならない︒
てつげん

十一櫛3図
事業として一切纏を出版せん事を思

︿略﹀鐵眼といふ僧ありき︒

十一脳9 又市町村長が其の事務を虞
化するにも︑議員が筆算を議するに

一代の

も︑常に此の公平な精神をもつてし

して︑かのをうち退治の傳説あるは
此の川の川上なり︒

十二47図園︿略﹀︑かのをうち退治
の傳説あるは此の川の川上なり︒
たけみ

かつち

十二62図時に天照大神の使者建御

あし

﹃此の葦原の中つ國は

雷命此の地に來りていふやう︑

﹁︿略﹀︒﹂

十二63図園

皇孫之をしろしめすべし︒﹄

快く此の國をたてまつ
り給ふや如何に︒

十二64図圏

︿略﹀︒

此の社にては︑今も太古の法に從ひ︑

りて火を生ず︒
いつも
十二88図 第二課 出雲大社

父はダーウィンを馨者にし

之によりて火を作るといふ︒

十ニー17

何時の間にか好きな博物學の研究が

ようと思って大學へやった︒︿略﹀︑

これも逃しては大匠と︑い

主となってしまった︒此の頃のこと

であった︒

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん

十ニー23

だ︒投込まれた轟は苦しまぎれに恐
えき
しく辛い液を出したので︑思はず吐
大國主命答へていはく︑

ほ

のさき

ことしろぬし

出すと︑轟は得たりと逃げてしまつ

十二69図

﹁︿略﹀︒我が子事庸主とはかりて答

た︒此の時にはもう三番目の轟はど

立ち︑如何なる困難を忍びでも︑ち
かつて此のくはだてを成就せんと︑

へ申さん︒﹂此の時事代主命はすな

なければならない︒

十一柵5 まして威力によって強制す

重く各地をめぐりて資金をつのるこ

こへ行ったかわからなかった︒

み

るとか︑私利によって勧誘するとか

どりのため美保崎といふ虜にあり
こ＼において大國主命︑

十ニー37

しかも日常生活は極めて規

そ
の基礎が十分に出來︑︿略﹀︒

の航海によって彼の博物學者として

は︑二十三歳の時である︒︿略﹀︒此

込んで意氣揚々と本陣を出翻したの

彼が探検船ビーグル號に乗

しが︑使を得て急ぎ集り︑︿略﹀

たまく大阪に出水あり︒

と数年︑︿略V︒

十一伽10図

十二73図囹

﹁此の葦原の中つ國を皇孫にたてま
つぎ
つりて︑とこしへに天つ日嗣を護り

十ニー29

いふやうな手段を用ひたり︑又此の
手段に動かされたりするのは︑自治

︿略﹀︒鐵眼此の状を目撃して悲しみ
にたへず︒

の精神に全く反するものである︒

十﹇㎎2園 僕はおとうさんから︑誰

喜捨を受けたる此の金︑

まつらん︒﹂と申して恭しく三豊を

十一摺4図医

之を一切纏の事に費すも︑うゑたる

これ即ち出雲大社の起原

生は病氣がちであったが︑此の規則

則正しく︑︿略﹀︒ダーウィンの後半

擦によりて火を生ず︒

さつ

此の棒を此の板の上にて
まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

十二86図

しかして編輯局は更に編

︿略V︒此の外︑國内各地は勿論︑世
は
界各國主要の地に特派員又は通信員

ぐ掛の記者又は技術家ありて︑

輯部・︿略﹀等に分れ︑各部にそれ

十ニー610図

來た︒

正しい生活とふだんの養生とによつ
じゅ
て︑七十四歳の長喜を保つことが出

世に知られ︑本殿の如き其の高さ實

寳物殿に入りて舞観する
に︑火きりぎね・火きりうすといふ

十二85図

に八十尺に及ぶ︒

なり︒此の社は規模の大なるを以て

十二了8図

たてまつりぬ︒

一にして二にあらず︒

人々の救助に用ふるも︑臨する所は

が來ても此の門をあけてはならない
と言ひつけられてるるのです︒

も此の門をあけてはならないと僕に

十一柵8囹 おとうさんは︑誰が來て

十六巻の大出版は遂に完成せられた

く略V︑一切纏六千九百五

り︒これ世に鐵眼版と逃せらる＼も

十一欄4図

十一伽9圏僕は︑誰が來ても此の門

のにして︑

言ひつけました︒

をあけてはならないとおとうさんに

ものあり︒︿略﹀︒此の棒を此の板の

ひのかは

此の川は古の簸川に

ま
上にてきりをもむが如く廻せば︑摩

はる＼は︑實に此の時よりの事なり
此の版木は今も暴走寺に

十二46図囹

満ちくたり︒

保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

十﹁欄4図

とす︒

一切纒の廣く我が國に行

言はれてるるのです︒

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一梱1 ﹁ウェリントン公爵ともい

言ひつけに背けとおつしゃらうと
は︑どうしても考へられません︒
︿略﹀︒﹂公爵はひどく此の答が氣に
入った︒
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信にて通知し來る︒

ありて︑事件起れば直に電話又は電
である︒

メートル︑此の湖中での一番深い虞

かった︒

ても更に効のないことを知った︒そ

︿略﹀私はありとあらゆ 十一一949 ︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

わしはそれが知りたいのだ︒

る身の課しみを退けても︑ひたすら

く其虜にみた少女のさ﹂げた牛乳

こで彼は先づ近虜の河に浴し︑たま

十二6710園

父上を大事に致すのを此の上もない

我が國の湖沼中此の湖より

仕合はせと存じてをります︒

十二238 即ち一人の貿易商が外人の 十二511
深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

三十年ばかり前までは︑此

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀

十二521

たら︑︿略﹀︒

せつ
其の刹那︑彼は迷の雲がか

︿略﹀︑彼を捨てて立去った︒

を飲んで元氣を回復した︒ところが
たい
此の新な態度に驚いた五人の友は︑

る︒

る︒客受貿易業者はかへすぐ深く
の湖には魚類が全く居なかった︒
ねじは︑︿略﹀︑ふと自分

十二961

︿略﹀︒

︿略﹀︑やがて此の尊い心境

に敷日の間唯うっとりとしてみたが︑

道を悟り得た︒彼は此の心境の尊さ

らりと晴れて︑はっきりとまことの

まあ︑此の 十二9510
︒﹂

船頭勇まし︑此の潮筋を
樺太は大陸の地謡なりや︑
又は離れ島なりや︑世界の人は久し

十二822図

からふと

落し漕ぎゆく︑木の葉舟︒

十二817齪

お禮であのひどい嵐の中を

十二7310圏

﹁︿略﹀︑

十二738囹 たとひ我が親でないにし
ひげ
ても︑此の白い髪や髭を御覧になつ

國運の心境をもさまたげることにな
此の嵩に注意しなければならぬ︒
十二5410園

自分だけが此のやうに小さくて︑何

の身の上に考へ及んだ︒﹁︿略﹀︒唯

十二247 昔は個人の利益を忌むのが
文明の進んだ今日面目のやうな考を
の役にも立ちさうにない︒

十二563

あし
ねぢは仕事塁の脚の陰にこ

商 業 で あ る と 思 は れてるた︒︿略﹀︒

持つのは︑大きな誤といはねばなら
ぬ︒

が聞えて︑父の時計師がはいって來

ろがった︒此の時大きなせきばらひ

を世界の人々と共にせずにはみられ

がいせん
大通には︑︿略﹀︒ 有 名 な 凱 旋 門 は 此

ぬといふ慈悲の心が︑胸中にみなぎ

十二321團 ︿略﹀シャンゼリゼーの

く之を疑問としたりき︒然るに其の

た︒

實際を調査して此の疑問を解決した

の大通の起貼にあります︒

りあふれた︒

十二3210直面エッフェル塔にも登つ 十二574 ねぢは之を聞いて︑飛上る

る人︑遂に我が日本人の中より現れ

此の青のくさり戸にさし
ぬ︒

十二悩9

なって喜んだが︑此のやうな虜にこ

やうにうれしかった︒︿略﹀︑夢中に

山に︑︿略﹀︑鯨念なく穴を掘ってゐ

か＼る手前︑路をさへぎつて立つ岩
の地績にあらざることは︑此の探検

ぜんかい

僧は名を暉海といって

︿略﹀︑たまく此の難庭を通って幾

十二価6

る僧があった︒
︿略﹀︒

によりて略く知ることを得たれども︑

樺太が離れ島にして大陸

て見ました︒此の塔は世界最高の建

ろげ落ちてしまって︑若し見附から

ねぢは︑自分が此虜に位置

なかったらと︑それが又心配になつ
て來た︒

十二595

十二827図

物で︑高さが三百メートルもあるさ
うです︒

十二338國あ＼︑此のむざんな光景
を御らんなさい︒山も森も村も皆焼
野が原と攣ってゐます︒

翌日此の地を去り︑河を

か仕方はないものかと深く心をなや

多のあはれな物語を耳にし︑どうに

十二8610図

さかのぼること五日︑遂に目的地な

を占めたために︑此の時計歯髄が再
び活動することが出來たのだと思ふ

十二436園月は益くさえわたって來
る︒﹁それでは此の月の光を題に↓

ました︒

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

を造ってやらうと︑神佛に堅くちか

岩山を掘抜き︑萬人の爲に安全な路

︿略﹀︑一身をさ＼げて此の

十二633図化・白・赤三色を以て縦

と明白となりしのみならず︑此の地

つて此の仕事に着手したのであった︒

十二価10

に染分けられたるは︑フランスの國

方の事情も始めて我が國に知らる﹂

林藏が二回の探検により

るデレンに着せり︒

だ

旗なり︒此の三色は︑自由・平等・

十二8710図

と︑うれしくてうれしくてたまらな

わ

十和田湖は︿略﹀︒此の邊

此の仕事に着手したのであった︒

父のいさめも妻のなげきも︑ 十二㈱1 ︿略﹀︑神佛に堅くちかって

此の決心をひるがへすことは出來な

十二931

に至れり︒

お前たちのうちで誰が一
番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二665圓

博愛を表すものと構せらる︒

かった︒

曲︒﹂といって︑︿略V︒

十二455 ベートーベンの﹁月光の
き ロつ

曲﹂といって︑不朽の名聲を博した
と

のは此の曲である︒

十一一498

は一壷に山地で︑湖面は海面より四
百 メ ー ト ル も 高 く ︑︿略﹀︒

十二5010 中湖は深さが三百七十八

このあいだ一このごろ

582

十一一欄1園此の邊の事情をよくく
御推察下されて︑︿略V今

ほら
十二佃6 此の洞穴と︑十年一日の如
く黙々としてのみの手を休めない僧

議下さることになりますれば︑誠に

慮御評

の根氣とを見た村の人々は︑今更の

だはありがたうございました︒

﹁ここがあなたの教室です︒

が私の前を通りました︒
五35

此の間からあいてみたせきをおさし

せきはあれにします︒﹂といって︑

此の間町のをばさんがいらっ

になりました︒

五288

した時の皆さんの熱心な様子や︑今

見物しました︒

と思って︑賊は城へ攻めよせないこ

もう此の上は︑しゃにむに攻

とにした︒

六957

落さうといふので︑︿略﹀︒

ら次へと考へては︑遂に心の苦しみ

十二929囹 天略﹀︒﹂こんな事を次か

にたへられなくなって︑﹁此の上は

聖賢を訪うて教を受ける外はな

い︒﹂と思ひ立つに至った︒

十一一捌7緩國 これも全く先生方のお

一日も早く

かげと深く感謝致居り候︒此の上は

いよく仕事に厚み︑

人前の商人となりて︑親に安心致さ

せたしと存じ居り候︒

五286

居マス︒

﹁コノゴロナカマノモノ

此のごろ此ノ頃此の頃

ニトラレテコマルガ︑

此のごろは大さうちが

うら一めんの林は私のうちの

四577 私ノウチデハ此ノゴロ
±ザウノブシンガハジマツテ

は大きにらくになりました︒

やかましくなったから︑すすはき

四451園

カ︒﹂

ナニカヨイクフウハアルマイ

ガ︑ネコ

二271園

此ノゴロ

このごろ ﹇此頃﹈︵名︶12 コノゴロ

︿略﹀︑宗任はつい此の間里家 このかた ﹇▽かみよこのかた

しゃつて︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃいま
した︒

五822

此の間二三度降った雨に︑山

にかうさんしたてきの大將なのです︒

八12

此の間も十ぐらみの少女が

の木の葉は目立って色づいた︒

九92団

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長
スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ選墨ヲ

九窩2

た︒此の上はひやうらう攻にしよう

三51一 ツイコノアヒダウエ豊田 このうえは ﹇此上︺︵接︶4 此の上は
六943 ︿略V︑又々五千人齢もころし
ガ︑モウアンナニ青クナリマシ
タ︒

あひだから電とうがつくやう

四265私どもの町でも︑この
になりました︒

次第によっては︑或は君

日本國の幸でござります︒
等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二梱7圏
よく此の胸を見畳えておいてくれ︒

四527国此のあひだひかうせん

一念こった不闘の努力は恐

やうに驚いた︒

しいものであると思ひつくと︑此の
十一一悩6

十一一柳10

見る影もない老僧の姿が︑急に尊い
しかし此の事情は一面に國

ものに見え出した︒

國は︑︿略﹀︑徒に此の小天地を理想

十二価3

が東京の空をとびました︒

四771此の間さびしいおさう式

出下るだけ此の仕事を助けて︑一日

十二佃2 そこで人々はいっそ我々も

民の短所をもなしてみる︒
さ
殊に徳川幕府二百齢年の鎖

も 早 く 洞 門 を 開 通 し︑︿略﹀︒

郷と観じて︑世界の大勢を知らぬ國
民とならしめた︒

かうし て 又 幾 年 か 過 す う ち

十二燭10

十一一佃10

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

が︑昔から此の島國で荒い浮世を知

其の原因はいろくあらう

た︒

手焙をする者が一人へり二

らずに過して來たことが︑其の主た

十一一㎜3

人へりして︑はては又村人全国が此

他國の文明を消化して︑之

るものであらう︒

﹇此間﹈︵名︶15

かゴはれないであらうか︒
このあいだ

コノアヒ

しかし此の半面にもまた短所がう

實に我が母子性の一大長所である︒

を巧みに自國のものとすることは︑

十二燭10

の老僧から離れるやうになった︒
十一一佃9 今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑庭々に手を加へて奮態を改めて
はみるが︑︿略﹀︒

十二麗1図 これ等の訣嵩なき電燈の
出現は三時の人の最も希望する所な
りき︒かねて此の希望をみたさんと

ダ

子牛ハコノアヒダウマレ

このあひだ此のあひだ此ノ間

思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

此の間
タノデス︒

二647

︿略﹀︒

十二佃4 アメリカにおいては此の無
線電話の受用が極めて廣く︑︿略V︒

日の働を見て︑大そう心強くなりま

そこから竹の子が出る 十149囹 しかし︑此の間夜學を参観

そばへ出たのは︑もう私の

のです︒このあひだかきねの

三262

は︑此の談判がよしどのやうに決着

十二伽7園 安芳は更に天略V︒拙者
するにもせよ︑さやうな事になれか

うらしまさん︑このあひ 十797 此の間︑九州三池の或炭坑を

かう

した︒

三415圏

せいより高くなりました︒

しとは毛頭考へませ ぬ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

西郷はだまってうなついた︒
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このじなり一ごはん

んさいてゐます︒

もので︑此のごろは栗の花がたくさ

事とて︑此の度の御報は全く夢かと

來は殊に御感氣のやうに承り居り候

高欄5國団

様の御喜さぞかしと察し申し候︒
平生甚だ御達者にて︑近

表デ遊ブ日ガアリマセン︒

五504 此ノ頃ハ雨が降りツ寸イテ︑

十一伽5図

七169 此の頃はれんげさうの花ざか

方に大工饅起り︑人々の困苦は前の

存ぜられ候︒
き
然るに︑此の度は近畿地

りである︒
出水の比に非ず︒

ききん

道の間に並木が植ゑてありますが︑

七361團 通は廣くて平で︑歩道と車

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

二度資を集めて二度散じ

集に着手せり︒︿略﹀︑喜んで寄附す

十一伽9図

休んでみる所へ︑此の頃墓参りのた

十121 熱い番茶にのどをうるほして

るもの意外に多く︑此の度は製版・

此の頃は其の葉の美しいさかりです︒

めに朝鮮から蹄ってをられる高橋さ

﹇好﹈︵五︶3

このみ且vおんこのみ
この・む

好む

︽ーム︾

日本人ほどあっさりした色

つさりしたことを好む風がある︒

十二梛8我が國民には潔いこと︑あ
十二糊2

や味はひを好むものはあるまい︒

あっさりしたこと︑潔いこ

此の

とを好む我が國民は︑其の長所とし

十二柵3

よ

此の世

よ
あ＼︑母はもう此の世の人で

﹇此世﹈︵名︶3

て︿略﹀︒

世

このよ

六588

に命じていはく︑﹁書をした＼めて

張世傑を招け︒﹂と︒天祥固くこば

小林梅吉

大

﹇小林梅吉﹈︹人名︺

みていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

二月六日

小林梅吉

こばやしうめきち

1

十㎜7國国

森茂様

小春日和の暖さにとけて︑

こはるびより ﹇小春日和﹈︵名︶1 小

十二219

春日和

﹇湖畔﹈︵名︶1

湖畔←しん

其庭からも夢のやうに船歌が聞えて

象る︒

じこはん

こはん

るり色の水に浮ぶルソー

取上げると大そうおもくて︑

﹁中には︒﹂﹁小判が百五十

爾⁝はいって居ります︒

七676園

した︒

中には小判がどっさりはいってゐま

こぼん

七651

島︑湖畔に連なる緑樹・白壁︑︿略﹀︒
こばん
こばん ﹇小判﹈︵名︶2 小判 小判

裁判の目的は︑︿略﹀︒此の 十二365團

はないのかと︑力をおとして居りま

印刷の業着々として進みたり︒

十一224

んが來られた︒
葉蝶

ちつじょ

世を不道理や罪悪の行はれない︑平
和な︑秩序正しい世の中にするのが

又沖縄二産スル木ノ葉坐論︑

した︒

物の馬市が始ってみるといふので︑
九1810

十165国 ちやうど此の頃︑此所の名 このはちょう ﹇木葉蝶﹈︵名︶1 木ノ
︿略﹀見物に行きました︒

︿略﹀︑マルデ枯葉が引掛ツテヰルヤ

此の頃は大分寒くなって︑

十二925二人は何の爲に此の世に生

十7710國

木の葉

れて來たのか︒我々の行末はどうな
五倍

ゴハンヲタベルトキニ︑

え
あれが北斗七星だ︒あの柄ごはん ﹇御飯﹈︵名︶4 ゴハン ごは

﹇五倍﹈︵名︶1

るだらうか︒

ごばい

九882囹

ん

此の方

でない方の端にある二つの星を結び

三353

﹇此方﹈︵代名︶3

つけて︑其の線を︑ひしゃくの口の
結んだ二つの星のへだたりの五倍ば

四835ひるのごはんをたべて

︿略﹀︒

秀吉は感心して︑﹁それは

向いてみる方へのばして行くと︑今
かりのところに︑かなり大きい星が

七柳8囹

皆目の方がやりさうな事︒︿略﹀︒﹂

此の方のひざの上でそだったので︑

七研9囹清正はつけひもの頃から︑

には近い親類の者︑豊臣と名のった

十986図

ミ︾

ぼちが昨日から病臥で︑ごは

︿略﹀︑夕方の汽車でかへりまし

た︒

敵將張弘範︿略﹀︑青天祥 五151

こうはん

から︑へいえいを見せてもらひ︑
あるだらう︒

のも差支がない︒

七佃2園清正は︿略﹀︒もと此の方 こば・む ﹇拒﹈︵四︶1 こばむ ︽一

何時か見習つたものと見える︒

ハシヲモツ方ノ手ハ右デ︑
といって︑︿略﹀︒

このほう

落し漕ぎゆく︑木の葉舟︒

船頭勇まし︑此の潮筋を

﹇木葉舟﹈︵名︶1

其の目的である︒

このはぶね

ウニ見エル︒

に感じます︒

︿略﹀︑寒いといふよりもいたいやう

﹁コ﹂ノ字ナリ

此のたび

十一一818圃

十一4110囲團 しかし此の頃は︑筆工 舟

御快方に向はれ候とか︒

︵名︶1

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒

十一907園 此の頃の日の出や日の入
このじなり

三488大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂
﹇此度﹈︵名︶5

ノ字ナリニタツテヰマス︒
此の度

このたび

六535園 さてく︑此のたびの舞は
日本一の出來︒

此の度始めて妹を得られ候事︑御前

十鵬10國囲男ばかりの御兄弟の中に︑

ごばん一こぶし．
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んをたべませんので︑學校に居ても
馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

︿略﹀︒

こひきだし

のぶ子さんはすぐたんすの

候︒

1

御評議下さる

ごひょうぎくださ・る

﹇御評議下﹈︵五︶

︽ール︾

︿略﹀おだやかに事のま

とまるやう今一鷹御評議下さること

十二㎜2園

になりますれば︑誠に日本國の幸で
五分

しかしたとへにも申す通

﹇五分﹈︵名︶1

十二伽2園

こぶ

ござります︒

御悲歎

小引出から取出して︑持っていらっ
﹇御悲嘆﹈︵名︶1

大兄をはじめ皆様方の御

何分今一磨の御評議を推

﹇御無音﹈︵名︶1

古風

木深し

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ

ゴ フク

うをつけました︒

ガ表ヲハイテヰタ︒

六332

呉服屋の手代が︑大きなふろ

しきつつみを石地藏の前におろして

八387

越前守は呉服屋の手代を呼出

休みましたが︑︿略﹀︒

八433

して︑其の中に盗まれた品のありな

しを調べさせました︒

七714圏

小ぶくろの方は私どものだ

こぶくろ ﹇小袋﹈︵名︶1 小ぶくろ

五

今度の競走も五分々々に進ん

﹇五分五分﹈︵名︶1

んなが國へおやりになる金ですが︑

︿略V︒

こぶし

御無沙

誠に御無沙汰に打過ぎ︑

先づは御無沙汰の御わ

しばらく御無沙汰致しまし

こぶし呂にぎ

居ならぶ子どもはねむさ忘

﹇拳﹈︵名︶1

た︒皆様御かはりはありませんか︒

十731囲

御無沙汰致す ︽ーシ︾

ごぶさたいた・す ﹇御無沙汰﹈ ︵五︶1

びかたぐ近況御智せ申測候︒

十二梱10國田

申しわけもこれなく候︒

十二佃4擁国

汰

ごぶさた ﹇御無沙汰﹈︵名︶2

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

で行ったが︑中程まで行った時︑信

八96

分轟々

久しく御無音に打過ぎ︑こぶこぶ
﹇古風﹈︵名︶1

サレド食物ヲ費ル二障ハ︑
︵ウドン︶・︿略﹀ナド

﹇木深﹈︵形︶1

木深き虜︑
呉服店

岩打つほとり︑︿略﹀︒

ふたら
十佃10図画 二荒の山もと
ほん

﹇呉服店﹈︵名︶1
且Vしまやごふくてん

ごふくてん

大谷の奔流

だいや

︽ーキ︾

こぶか・し

ト記シテ︑軒眼下ゲタルモアリ︒

バ︶︒すギん

今ナホ古風ヲ守りテ︑裟塾で︵キソ

八595図

こふう

失禮半玉︒

十一416國国

こぶいん

ござりませう︒

り︑一寸の轟にも五分の魂︒徳川侍

謝

のなまくら刀にも少しは切れる所が
﹇五百﹈︵名︶1

悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上
ごひゃく

十一齪図㎜
﹁これは長谷川與五左と申

﹇小兵﹈︵名︶2 小兵
はせがはよござ

七472園

こひょう

鬼神の如き彦六が︑あれ程

す者︑小兵なれどもお相手致す︒﹂

七488園

の小兵に討たれたは味方の不運︒

十二㎜6囹

して御願ひ申す次第でござります︒
御軍氣

昨年僕の學校より︑君の

﹇御病気﹈︵名︶3

九佃6圓団

こびようき

學校へ御玉任なされ候佐野先生︑先
頃より御十八の由承り候︒

承り候へば︑御祖母様に

服店にて︑なかく忙しく御座候︒
ごふく屋

りこぶし

﹇呉服屋﹈︵名︶4

十二㎜8國臣私の勤め居り皐月は呉

フクヤ

呉服屋

耳をかたむけ︑こぶしをに

六505圃

れて︑

米屋ごふく屋︿略﹀︑その

ほか大きな店はいくつも電と

四272

呉服屋

ゴ

ごふくや

は先日より御病氣の虜︑御養生のか

︿略﹀︑貴兄には去月以

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

たい

來御病犬にて︑しかも一時は大分御

十一418囲圏

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

ひもなく︑去る十九日遂に御死去遊

十欄1圓団

御無音

げ候︒

十欄7車曳

ごひたん

しゃいました︒

十︻176

小引出

買ハントスル人タ︑・一人ナルトキハ︑

ごばん

六526 一番二番三番と︑十二番の舞
がめでたくすみましたが︑其の中で
ことに人のほめ立てたのは五番目の

ます︒

﹇木挽﹈︵名︶2

﹇五匹﹈︵名︶2

そくまで働いてみる︒
ごひき

九458図 之二反シテ︑同ジヤウナル

匹の馬は一さんにかけ出した︒

八87 三番太鼓が鳴るが早いか︑五

五匹

さんと︑朝早くから行って︑タ方お

十382 父は毎日︑兄や木びきの力藏

ひいてゐました︒

たひながら︑大きなのこぎりで板を

六166 木びきの力藏さんがうたをう

こびき

木びき

かの萬じゅの姫であったのでござい

六528 其の五番目の舞姫といふのは︑ごひょうぎ ﹇御評議﹈︵名︶1 御評議

舞でございました︒

﹇小引出﹈︵名︶1

しんぽいでしたが︑︿略﹀︒

五313蟹 つゆや時雨が色よくそめた
うらの小山に秋風吹けば︑
のしつくもきのことなって︑
﹇碁盤﹈︵名︶2

のごはんのおかずにまじる︒
ごばん

て碁盤の目のやうに正しく割られて

ごばん

十一59市
5街は此の眞直な路によつ

ごばんの上へ乗らせたりした︒

をのべては︑ らつ ば を 吹 か せ た り ︑

六871 象つかひが乗ってみて︑

ば木

ごばんめ ﹇五番目﹈︵名︶2 五番目

みる︒

ん々

口減・
上盤覧

585
こぶつぜん一こぼす

ぎる︒

こぶつぜん

﹇御仏前﹈︵名︶1

御佛前

うかん一定︑小包便にて御送り申し

十柵4國国 尚御生前御好物なりしや

濱ものどか︑

小舟

上げ候間︑御佛前へ御供へ下された
﹇小船﹈︵名︶7

く候︒

こぶね
沖ものどか︑
すれ合って︑

ゑがほとゑ

沖へ急ぐ兄の小舟︑ 濱へ蹄る父

六221翻
の小舟︑
がほ︒

沖へ急ぐ兄の小舟︑ 濱へ編る父

六222圃沖ものどか︑ 濱ものどか︑
の小舟︑︿略﹀︒

六806 敵は高いやぐらのある大船︑

みちあり

こっちはつり舟のやうな小舟であっ
た︒

六816 此の時河野の通有は︑たった
小舟二そうで向つた︒

しらぬし

五十里︑小舟ハ中戸ソ九百里サカノ

八197図 汽船ハ河石ヨリオヨソ四百
ボルコトヲ得︒

といふ虜に渡り︑︿略﹀︑小舟に乗じ

を取ることを許してくれといって出

とん

頓する︒そこで五分間の貫けいがあ

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

うちのことはしんぼいする

な︒天子様によく御ほうこうするだ

七424園

よ︒

1 御報知下さる ︽ーレ︾

ごほうちくださ・る ﹇御報里下﹈︵下二︶

もう一年︑もう一年とのばさせてゐ

九稲10國團

﹁コレハメヅラシイ︒ミゴ

ごほうび ﹇御褒美﹈︵名︶2 ゴホウビ

願ひ上げ候︒

手敷ながら至急御報知下されたく︑

若し御承知に候はば︑御

ましたが︑︿略﹀︒

はよくないといふことを説聞かせて︑

八241

ました︒

五分前

﹇五平祖父﹈︹人名︺1

﹁縛員起し五分前︒﹂

﹇五分前﹈︵名︶1

つて︑上甲板洗となる︒

九616囹

ごふんまえ
ごへいじいさん

五平ちいさん

呉鳳は﹁それ手首がほしいな

ら︑明日の書頃︑赤い帽子をかぶつ

八245

て︑赤い着物を着て︑此所を通る者

九598赤いたすきを掛けた女たちが
よい聲で歌をうたふと︑へうきんな

御ほうび

待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 二505

五平ちいさんが︑時時へんな都門を

八257

の首を取れ︒﹂といひました︒

御便宜

ゴホウビヲタクサンクダサイマ

ト︑ミゴト︒﹂トオホメニナツテ︑

﹇御便宜﹈︵名︶1

して皆を笑はせる︒

すぐに其の人を殺して︑首を取りま

ごべんぎ

した︒見ると︑それは呉鳳の首でご

何分田舎にて善事不便

米が出港るのも︑萎が取

には候へども︑若し御光石音成候は

十一426貫首

シタ︒

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に 九486国圏

が︑めいくの骨折に封して︑御ほ

﹇御奉公﹈︵名︶2
御奉公

御ほう

社殿の後に廻ると︑︿略V︑幾

或日彼が古木の皮をむくと︑

珍しい浜面が二匹みた︒

十ニー18

てるる︒

百本とも知れない古木の梅が咲績い

十目8

こぼく ﹇古木﹈︵名︶2 古木

うびを下さるのだ︒

れるのも︑土といふありがたいもの

平生甚だ御達者にて︑近

御報

まつって︑其の前で︑此の後は決し

こう

ごほうこう

存ぜられ候︒

事とて︑此の度の御報は全く夢かと

來は殊に御元氣のやうに承り居り候

十㎜6魍囲

﹇御報﹈︵名︶1

て人の首を取らぬとちかひました︒

八262

ざいました︒

御返事

呉鳳

ごほう

おとうさんへ電報で御返事

﹇御返事﹈︵名︶1

ば︑及ぶ限りの御便宜相計り申すべ
く候︒

ごへんじ

五841国

をいたしたやうに︑うちには大した

八231

呉鳳は役人になった時から︑
どうかして首取の悪風を止めさせた

ません︒﹂

﹁はい︒これが御奉公だと
思ひますれば︑少しも寒くはござい

七783園

のでございます︒

うばと二人で御ほうこうをねがった

くわん

此の神社は菅公の御墓所に

病中の祖母も冥そう喜びま

して︑ありがた涙をこぼして居りま

八449困

シ︾

こぼ・す ﹇零﹈︵五︶2 こぼす ︽一

くした︒

建てたものだと聞いて︑一層感を深

十冊5

これは呉鳳といふ人のおかげ 六578 ︿略﹀頼朝の御殿へ行って︑ こぼしょ ﹇御墓所﹈︵名︶1 御墓所

二心

事もありませんでしたが︑中々のさ

呉鳳

﹇呉鳳﹈︹課名︺2

わぎでした︒

ごほう

第六

ごほう
﹇呉鳳﹈︹人名︺8 軽重

八目10
ごほう

八225

ごほう

十二831垂絹づ樺太の南端なる門主 八222 第六 呉鳳
ていよく探検の途に上りぬ︒

小降り

で︑亜里山の役人でした︒

だと申します︒
十二855図 ︿略﹀ 一行八人置︑小舟
けふ
に乗じて今の間宮海峡を横ぎり︑デ
八227 呉鳳は今から二百年墓前の人
﹇小降﹈︵名︶1

カストリー湾の北に上陸したり︒
こぶり

八813圏 雪も小降りになった︒

ごほうこう・する ﹇御奉公﹈︵サ変︶1
ごふんかん ﹇五分間﹈︵名︶1 五分間
い
も
の
だ
と
思
ひ
ま
し
た
︒
せい
御ほうこうする ︽iスル︾
九6310 数分の内に艦内はすっかり整八238 そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首

こぼれ一こまる

586

す︒

こぼれ

か︒お前はわたしをうらんでみるは

なし︑

佐野のわたりの雪の夕暮︒

今年は柿のあたり年で︑
一つ取って

ろう

店に飾れる石燈籠︑

﹇狛犬﹈︵名︶1

いてるました︒
こまいぬ

細か

こまか

﹇細﹈︵形状︶4

ちいさんののみのあと︒
こまか

細力

︿略﹀︑玉をふくめるこま犬も︑皆

九824男狂

こま犬

みましたら︑もう黒くごまをふ

︿略﹀︒︿略﹀︒きのふ

四76

十二755囹 ＝涙をこぼしてくれるの ごま ﹇胡麻﹈︵名︶1 ごま

﹇零﹈︵名︶1

ずだが︒﹂

こぼれ

こぼれ種

九605 鶏が変のこぼれを食ひに來て
﹇零種﹈︵名︶1

は︑追はれて逃げて行く︒
こぼれだね

こぼれも

七176 道ばたや土手にさいてみるの
﹇零籾﹈︵名︶1

はこぼれ種であらう︒
こぼれもみ
み

或物持の所へ行くと︑下男

細かく仕切ることをしないから︑一

﹁どうもこまりました︒どんなか

三193圏七かんがへもの︿略﹀

︽

小窓

こまやか

﹇困居﹈︵ラ変︶1

困り

早速御見舞に参上致した

こま
ッ︒ーリ・ール︾﹇▽おこ

わかいとき字をならひま

サウシテセンヲヒキマシ

うちでも一時は飲水やたべ

家には七十近い父と︑三十

た者がありました︒

こまってみる所へ︑︿略﹀と申し出

ましたが︑あとの一人がありません︒

十二人いるうち︑十一人まではあり

六513 ︿略﹀︑舞姫をあつめました︒

たづけも大がいすみました︒
ひめ

物にこまりましたが︑今ではあとか

五883囲

マシタラ︑︿略﹀︒

コマツテニイサン必見テモラヒ

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

三693

こまってゐました︒

したが︑うまく書けませんので︑

三547

ほをしてゐますか︒﹂

枚の畠でうねが五町も十町も長々と
績いてるるのが少くない︒
ごまつぶ

なるほど︑ごまつぶ程の蟻が

﹇胡麻粒﹈︵名︶1

六286

ごまつぶ

﹇小窓﹈︵名︶1

一匹虎を見上げてゐます︒
こまど

見れば年取つた父といふのが︑

小ま

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

七742

﹇小吉物屋﹈︵名︶2

て居りまして︑︿略﹀︒

こまものや

米屋ごふく屋小ま物屋

物屋小間物屋

四272

︿略﹀︑そのほか大きな店はい

六674園

くつも電とうをつけました︒

六42 土間でこぼれもみを拾ってゐ

主人がひどくしかってみた︒青年た
ちは之を聞いて︑さ＼やき合った︒

がまだ使へる小縄を捨てたと言って︑

こぼれる

困る

ぜひ︒﹂といひながら︑︿略﹀︒

︿略﹀︒かの男は﹁それではこまる︑

く金をもらはうとは思ひません︒﹂

りました︒心耳﹀︑人からいはれな

七738園人夫は之を聞いて︑首をふ

が︑︿略﹀︒

らしにこまるやうなこともあります

るので︑どうかすると︑其の日のく

になる妻と︑三つになる子どもがあ

けやき・栗・かしは何れ 七731園

﹇細﹈︵形状︶1

︽ーリ︾

こまりお・り

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

十二481図

こまやか

屋で︑左どなりは時計屋です︒

私のうちの右どなりは小間物

たにはとりが︑俵の山へ上ってとき
﹇零﹈︵下一︶2

﹁こまかな人だ︒これではとても義

其の詣り途で︑青年たちは

指はしてくれまい︒﹂

六685園

﹁こまかな人だが︑出す時には出す

五344

を作りました︒

こぼ・れる
︽ーレ︾←さきこぼれる
︿略﹀︑目からはなみだがひつ

きりなしにこぼれてゐます︒

七685

七894 あまり急ぎましたので︑水が

ね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁さうだ︑く︒﹂と

居り

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二 九冊8㈱国

る

カ︒﹂

ナニカヨイクフウハアルマイ

けれども貧しい木こり小屋で︑戸棚

てかくしてやりたいと思ひました︒

二272園 ﹁コノゴロナカマノモノ 七887 ﹁かくして下さい︒敵が追つ
ガ︑ネコニトラレテコマルガ︑
かけて來ます︒﹂マリーはどうかし

まる

コマル

廣クテ長イノモアレバ︑逆様が細カ

︽一

﹇困﹈︵五︶！5

く存じ候へども︑御住所不明にて困

細かい

畠にしても︑小路によって

こま・る

り居り候︒

だく︒

ク︾

こまか・い

十一634

﹇細﹈︵形︶1

九1310図 物置の前なるあき箱より︑
から
し団みの殻を取出し︑細かに打ちく

アリ︑︿略﹀︒

ニ分レテ︑枝ノ様ニナツテヰルノモ

七864

いすの上にあったおばあさんのづき
こぼれる

いひ合った︒

﹇殿﹈︵下一︶1

んにこぼれました︒

︽ーレ︾

こぼ・れる

五本

五121 尾をお切りになった時︑つる
﹇五本﹈︵名︶1

ぎのはがこぼれました︒
ごほん

四48私のうちには柿の木
が五本あります︒

こま
こま ﹇駒﹈︵名︶1 駒←あらごま・

にさいごま
こま
十641図翻 駒とめて袖打彿ふかげも

587
ごまん一ゴム

﹁困った風だ︒﹂とおつしや

一つもありません︒こまってゐます
と︑︿略﹀︒

七945囹

こみあ・う ﹇込Aロ﹈
︽ーッ︾

︵五︶1

こみ合ふ

六724此の電車道から東山のすそへ
かけて︑やはり人家がこみ合って立
こみ入る

つて︑おちいさんはかぼちや棚につ
﹇込入﹈︵五︶1

つてゐますが︑︿略﹀︒

︽iッ︾

こみい・る

つかい棒を入れたり︑菊の鉢を軒下
に運んだりされた︒

人町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通
り︑或小さいみすぼらしい家の前ま

こむ

十伽4図 やがて工廠長のふりかざし
つち
たる金色の槌は︑二年間の苦心を此
けいさく
の一命にこめて︑切噺皇上の繋索を

ゴム

第十二課ゴム

︹課名︺2

はっしと切る︒

︽ーン︾← ゴム

で重ると︑中からピヤノの音が聞え
る︒

﹇込﹈︵五︶1

十一493第十二課ゴム

十一目13

こ・む

いりこむ・うえこむ・おちこむ・おど

自動車・自韓車のタイヤ︑

︵名︶15 ゴムn▽けしゴム・パラ

りこむ・かきこむ・かけこむ・かんが

ゴム

ゴム

葉書には︑大ていちよっとし えこむ・きりこむ・くいこむ・ころげ
こむ・さしこむ・しまいこむ・しみこ

五933
た用事が書いてありますが︑封書に

らはうとすると︑先方はあつかった

八358 幾年かの後︑里子を返しても
おぼえがないといって返しません︒

十一495

こむ

る︒

一睡ゴムは何からどうして

今日世界におけるゴムの大

部分は︑此の木から取ったものであ

十一502

て︑製造したものである︒

十一498 ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

造るのであらうか︒

十﹇496

つたものは實に多い︒

︿略﹀など︑数へてみるとゴムで造

む・せきこむ・せめこむ・つっこむ・
げこむ・ねこむ・のぞきこむ・のりこ

つりこむ・とびこむ・ながれこむ・な
小路

は︑いろくこみ入った事が書いて
小道

あります︒

﹇小道﹈︵名︶6

む・ふきこむ︒ふさぎこむ・ふみこ
む・まきこむ・まよいこむ・もうしこ

ゑ ま
先生が辞殿にかけてある給馬

のお話をして下さいましてから︑た

九679

む

﹇込﹈︵下二︶5

も腰を掛けることが出來た︒
こ・む

て南米ブラジルのパラ州から産出し

武士は太刀をぬきて馬より 十一503此の種のゴムが︑君主とし

たので︑パラゴムの名が生じたわけ

ブラジル邊でゴムを製造す

︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

十一5010他の國人も之にならって︑

至った︒

の領地にパラゴムの木を移植するに

増したために︑英蔵人はマレイ半島

十一507

ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

るには︑山野に自生するゴムの木か

十一505

である︒

とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の
どう

けん

十61霊園

大方は國民の点心こめた

胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

七316図

︽ーメ︾

ずる分こんでみたが︑︿略﹀︑二人と

上野騨から青森行の列車に乗った︒

午後六時︑叔父さんと一所に︑

んぼの小道へ出て︑三時ごろ學校へ

ポンプ室を出てから小道へは
寒い北風に吹かれながら︑冬

通ってみる小路を中にはさんで︑四

た地突山だ︒﹂と思ふと︑山の背を

﹁あそこは一昨年植付をし

中にはいると︑︿略﹀︒

枯の小道を通って來て︑一足温室の

十㎜8

いりました︒

十818

かへりました︒

五407

こみち

困って町奉行へ訴へて出ました︒

八396 目をさまして見ると︑ふろし
きつつみがありませ ん ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ 困 つ

て町奉行へ訴へて出ました︒

十468 一年と過ぎ二年とたつうちに︑
其の日の暮しにも困るやうになった︒

十823園 ﹁坑内には︑ねずみがたく
さ ん 居 て 困 り ま す ︒﹂

十十二06園 ﹁お前のやうに犬の世話

五萬

やねずみを取ることにばかり熱心で
﹇五万﹈︵名︶1

は 困 る で は な い か ︒﹂

ごまん

の兵を督し︑祭りて盛政の軍に合す︒

十一238図 やがて勝家また自ら五萬 十一358
五万騎

る献木にて︑中には小荒生の奉りた

﹇五万騎﹈︵名︶1

五尺にのびた杉の若木が勢よく立並

ごまんき

六231 義仲は五万騎を引きつれて︑

るものも少からず︒

ほの

丹青まばゆき
心をこめたる 給筆ぞ

く略V︑
格天井に︑
にほふ︒

月のごと︑日輪

＋296図翻しらぐと︑朝霧野山

んでみるのが︑目に見えるやうな氣

をこめて︑
かに浮ぶ︒

畠にしても︑小路によって
細かく仕切ることをしないから︑一

月のさえた冬の夜友人と二

がうてんじゃう

十川7図面
十一一374

績いてるるのが少くない︒

枚の畠でうねが五町も十町も長々と

十一633

がする︒

五萬人

これもおなじく礪波山のふもとにち
﹇五万人﹈︵名︶1

んを取りました︒

ごまんにん

七368國人口はおよそ十一萬︑其の
中 日 本 人 は 五 萬 人 ︑︿略﹀︒

こみ 8いきごみ・おとりこみ・おみこ
み・かりこみ︒ひとごみ︒みこみ

ゴムえき一こめる

588

南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に
なった︒

十一515 此の邊でゴムを栽培するに

ゴム管

︿略﹀・ゴム管・ゴム風船な

︵名︶一

て廻る︒

ゴムかん
十﹇495

ど︑敷へてみるとゴムで造ったもの
ゴム靴

は︑先づ森林を焼梯って︑其のあと
︵名︶一

は實に多い︒

い︒

ゴムまり
り

ゴムまり こむま

ごむまりをかべになげ

︵名︶3

四326圏

つけると︑はねかへるでせう︒

四332園入のこゑも山の中

つた︒

揚子江ノ流域ハ地味スコブ

米がとれるやうにしたいものだと思

八218図

米屋の小ぞうお得意へ

ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

八566図瞬

米を運びし臨り途︑︿略﹀︒

九483国斗米が出來るのも︑萎が取

ゴムぐつ

に種をまくか︑又は苗木を植付ける
のであるが︑︿略﹀︒

では︑かべにあたったこむまり

が︑めいくの骨折に締して︑御ほ
ゴムまり・︿略﹀など︑敷へてみる
とゴムで造ったものは實に多い︒

ごめ・なまこめ

こめ﹇米﹈︵名︶12米﹇▽おこめ・こ

二457ソノウスデ米ヲツキマ
スト︑ウスノ中カラ︑マタオ

﹁米をつくのに︑上にもう

米は我が國でずるぶん多くと

れるが︑全く外國米の足しまへを受

十866

世界に名高きブラジル

けぬわけには行かない︒

十﹁鵬5与国

コーヒーの主要なる産地も此の邊に
しや
て︑甘庶・綿花・米等もよく出至る

由に候︒

米屋︿略﹀︑そのほか大き

﹇米屋﹈︵名︶3 米屋

四272

な店はいくつも電とうをつ

けました︒

八565継端米屋の小ぞうお得意へ

米を運びし飾り途︑︿略﹀︒

來の貯金と主人からもらった金を資

九522園

く略V︑三十ぐらみの時︑年
すをさかさにつるしておけば︑きね

七94

﹇込﹈︵下︸︶4 こめる ︽一

もやが水の上をこめてみる︒

メ︾←おしこめる・たちこめる

こ・める

﹁︿略V︑きねの上げ下しに 本にして︑小さい米屋を始めた︒

﹁上のうすには︑どうして
しやうや

うかして村のあれ地を田地にして︑

のことをいろくと考へたすゑ︑ど

王を助けようと決心した︒方法は或

といふ鮪師が︑一命をなげうっても

五692︿略﹀︑此の村の庄屋が︑村 十96 此の有様を見て︑フィリップ

米を入れる︒﹂

五465園

米がつける︒﹂

五464圏

の上げ下しに米がつける︒﹂

五463園

米をつく家も出來ました︒

四285よこ町に電氣の力で︑

バカリデマシタ︒

シタガ︑ヤツパリキタナイモノ

二465サウシテ米ヲツイテミマ こめや

カネや第二ラモノガデマシタ︒

うびを下さるのだ︒

れるのも︑±といふありがたいもの

ゴムの木

ゴム風船

自動車・自轄車のタイヤ︑

のやうに︑かへって來ること

︵名︶5

雨量が多いので︑ゴムの木の子育に

︵名︶一

十一494

ム風船など︑敷へてみるとゴムで造
ゴム人形

があります︒

︵名︶一

つたものは實に多い︒

自動車・白眼車のタイヤ︑

ゴムにんぎょう

十一537 かうして出番たゴムは︑各 十一494 ︿略﹀・ゴム靴・ゴム管・ゴ
りロつ
國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

まぜる事で︑︿略﹀︒

ゆわう
十一538 加硫法とは︑ゴムに硫黄を

ゴムのき
し

椰子・バナ・・コーヒ⁝・ゴ

此の液の取れる木を普通に

ゴムの木といってみる︒

十一4910

物を見るのは始めてである︒

ムの木などは名を聞いてみたが︑實

十二1

や

に多い︒

数へてみるとゴムで造ったものは實

ゴムまり・ゴム人形・︿略﹀など︑

十﹇538 加硫法とは︑︿略﹀︑かうす 十一494
るとゴムが非常に弾力を増して來る︒
ばん

十一542 電氣の機械や︑蓄音機の圓
盤などに底ひるエボナイトといふも

のもゴムから造る︒
ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十﹁543 青玉床の敷物や︑道路にも

益く廣くなるばかりである︒

十一544 ゴムの用途は︑年を追うて
ゴムえき ︵名︶2 ゴム液

るには︑山野に自生するゴムの木か

ブラジル邊でゴムを製造す
ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

十﹁505

木質部との間にある乳管組織といふ

十一525 元來ゴム液は︑幹の長言と
所から出るのである か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

は︑流れて下のコップにたまるので

は最もよく適してみる︒

十﹇528 此の傷から出て來るゴム液 十一512 南洋は一年中温度が高く︑
ある︒

ゴムふうせん

で傷をつけることをいふのである︒

ゴムえん ︵名︶2 ゴム園
十一522 切付といふのは︑ゴムの木
らん
十一513 マレイ半島・蘭領東印度等 から液をとるために︑木の幹に小刀
には︑日本人の纏帯してみるゴム園
もたくさんにある︒

てみるとゴムで造ったものは實に多

十一5210 ゴム園の人は毎朝暗いうち 十一495 ︿略﹀・ゴム風船など︑敷へ
に起きて︑受持の木に此の切付をし

589
こめん一こやま

げき

劇藥を用ひる外になかったので︑

フィリップは帯心こめて此の事を申
し出た︒

十288 グレースの眞心こめた看護に
よって︑全く元氣を回復した人々は︑
︿略﹀︒

十﹇578 つと大砲のそばへ寄って︑
﹇湖面﹈︵名︶1

湖面

急いで揮丸をこめ︑ねらひを定めた︒
こめん

十二498 此の邊は一艦に山地で︑湖

十一806図工

子守歌

子もり

生れて潮に浴して︑

﹇子守歌﹈︵名︶2

浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

うた

こもりうた

﹁ねんねん
︿略﹀︒﹂

十二709

しかしフランス王は︿略﹀︑

コ！デリヤの簡軍な答の中にも十分

王は二三の忠臣にかしつか

でかまをつく︒

れて︑とある小屋に一夜を明かした

十二726

が︑何時の間にかもう獲狂してみた︒

こやけ ﹇▽ゆうやけこやけ

王は︿略﹀︑其の言葉の端

世心のこもってみるのを認め︑︿略﹀︒

風が吹クト︑カンナクヅ

﹇小屋中﹈︵名︶1 小屋中

十二7510

端にも︑前非を悔い︑自分を責めて

こやじゅう

﹁今天下に此の石田を知ら

八593図

學校へ行って案内をこふと︑

小

ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

こやね ﹇小屋根﹈︵名︶2 小屋根

でございます︒

やくかいになってみる松木とよの父

小使が出て來た︒﹁私はこちらに御

八855園

かい

ごやっかい ﹇御厄介﹈︵名︶1 御やく

ガ小屋中マツテアルキマス︒

娘にわびる眞心がこもってみた︒
﹁めぐらせる青垣山に︑

四604

十二佃7図圏

御門

御門の前でうやうやしく葬

﹇御門﹈︵名︶3

こもれる大和うるはし︒﹂

た︒

七鵬9園

う︒﹂

ございません︒某の手で固めませ

七撹7囹

﹁お庭先の御門を守る者が

禮してから︑神殿の御もやうを舞し

六塒5國

こもん

三133 あかちゃんがなき出すと︑
おころりよ︒

すぐそばへよって︑
ころりよ︑

とかはいらしいこゑで︑子もり
うたをうたひます︒

こ

十二佃7 ︿略﹀︑無線電話で子守歌を
ばう
聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ

コモル

となどの耳新しい話に︑博士は満堂
﹇籠﹈︵四・五︶8

其の面積は約六十方キロメートルあ
こも・る

面は海面より四百メートルも高く︑

ゴ

る︒

﹇御免下﹈︵感︶2

の會衆を喜ばせた︒

ごめんください

︽iッ︒iル・ーレ︾﹇▽くちこも

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

る・たてこもる・とじこもる・ひきこ

もる

ぬ者はあるまい︒御門を守る者は誰

オハナトオチヨガオキ
もりおり

二52園

メンクダサイ 御免下さい
ヤクアソビヲシテヰマス︒︿略﹀︒

里山の人の目

石安工場と筆太に︑

につきて︑︿略﹀︒

屋根に上げし看板が

九807図郭

ヒテ小屋根ノ上ニカ・グルニ至レリ︒

小屋与きこり

れんぐわ

︿略﹀乃木大骨も︑馬は煉瓦 こやま ﹇小山﹈︹人名︺1 小山

れ︑常に﹁小山はどうしてみるだら

十二伽3園私のこと御心にかけ下さ

うか︒﹂と仰せらる＼由︑いよく

イカダノ大ナルモノ周長サ

御なつかしく存じ奉り候︒
ニハトリ

向

つゆや時雨が色よくそめた

木々

雲までとゴく弓

森も小山も下に見て︑

ふの田から大空の

五603醐

のしつくもきのことなって︑︿略V︒

うらの小山に秋風吹けば︑

五311團

こやま ﹇小山﹈︵名︶6 小山

六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ
ブタ

豚・鶏魚ヲカヒ︑

コレニ乗リテ︑流ニシタガヒテ下ル︒

一家コトゴトク

置キテ野菜ヲ作り︑又小屋ヲ建テテ

八205図

造の小屋に入れて置かれたのである︒

七272

ぐごや・みせものこや

ごや・すくいごや・だいくごや︒のう

﹇小屋﹈︵名︶5

か︒﹂

成績物は一つ皿つ自分の

こや

二724ソノ上イハヤニコモツテ
ヰマシタカラ︑ナカナカタイヂ

﹁ ゴ メ ン ク ダ サ イ ︒﹂

スルコトガデキマセンデシタ︒

になるのだ︒

古寺の
昔の音やこもる

建長・博覧

力のこもったもので︑皆一生の記念

十一156囹

た號令に︑船ははや方向を韓じた︒

砲手の落ちついた力のこもつ

家ですが︑面白さについつり込まれ

ごめん

十佃4

十一一395園 ﹁御免下さい︒私は音樂

﹇御免﹈︵感︶2

て参りました︒﹂とベートーベンが
いった︒

なさい

ごめんなさい

七413園 軍人をのせた御用船が暫し

十二287図韻

山門高き松風に︑

も港を出ようとした其の時︑﹁ごめ

らん︒

を焼く間ねとまりをするための小屋

先つよい場所を見立てて︑炭
近寄って︑力のこもった︑しかも低

八304次に其の小屋のそばへ土と石

を建てる︒
方でございますか︒﹂

い聲で︑﹁一膿あなたはどういふ御

しばらくして兄は重る渋る 八303

んなさい︒く︒﹂といひく︑見

子守

十二427

送人をおし分けて︑前へ出るおばあ
さんがある︒

七413園 ︿略﹀︑﹁ごめんなさい︒
﹇子守﹈︵名︶1

︿︒﹂といひく︑︿略﹀︒
こもり

こやまぶんたろう一こらす

590

のなり︒

小山の

に出でんとすれば︑從者の土人等ゆ

んぜず︒

くての危除を恐れて從ふことをがへ
十一一857図

しだいくにうすくなり︑

五626圏 あのあざやかな色どりも

下り︑︿略﹀キチーに出づ︒

それより山を越え︑河を

方はもう見えぬ︒
十一一859図

ごようす

﹇御様子﹈︵名︶1

一

御様子

織地に参りて以來︑

御用船

度手紙を以て御檬子御伺ひ申上げた

十二佃5履団

﹇御用船﹈︵名︶2

しとは存じながら︑︿略V︒

ごようせん

軍人をのせた御用船が今しも港を出

日露戦里諺時のことである︒

ようとした其の時︑︿略V︒

七411

ば舟を引きて之を越え︑︿略﹀︒

其の間︑山にさしか＼れ

も次第に遠くなって︑しまひにはも

七539園 海岸の松原や︑いその小山
う何も見えなくなります︒

ゆびで︑

一ばんほそいのがこ

こよなし

︽ーキ︾

雪降りみだる＼冬のあ

︵形︶1

十一⁝川6三囲

こよな・し

郎やあい︒︿略﹀︒﹂とさけんだ︒

起ちて

ぐう

風なほ冷たき春のゆふべ

暦

父は暦を持って來て︑﹁こ

暦には太陽暦と太陰暦と

あって︑日本では明治五年まで太陰

十一922園

こんな不便な暦でも長い

暦を用ひてみたが︑其の翌年から太

陽暦を用ひた︒

くわん

間の習慣で︑今でも使ってみるも

十一9310圏

暦は實に重氏なものだ︒

のがあるやうだ︒

十﹁943園

八鵬8團

こらいしゃ

第二十一課

暦の話

暦の話

第二十一課

ゐ
ふと通りか＼つた某大尉が

御話車

父が今年八十八になりまし

﹇御来車﹈︵名︶1

か︒︿略﹀︒﹂と︑言葉鋭くしかった︒

くなったか︑妻子がこひしくなった

︿略﹀︑﹁こら︑どうした︒命が惜し

九M8園

こら ︵感︶1 こら

十一877

十一目8

一ばんふといのがおや 七417 御用船を見つけると︑﹁一太こよみのはなし ︹課名︺2 暦の話

十314 パナマ地峡は一極に小山が起 こゆび ﹇小指﹈︵名︶4 こゆび 小指

ゆびです︒

三152園

石が多い︒

伏してみる上に︑地層にはかたい岩
十描1 二十メートルもある大鯨が今

︿略﹀︑中ゆびとこゆび

十一885

﹇暦﹈︵名︶8

ぞ出でぬる︑草のいほりを︒

我が身をすてて報いんと︑

りうび

したに︑

池のはたへ行って見ると︑し

こよみ

あしのゆびは︑おやゆ

に︑劉備が三顧のこよなき知遇︑

六棚3

ないのです︒

びとこゆびのほかにはなが

三172園

のあひだにあるのがくすりゆ

三158園

︽ーエ︾

びです︒

は全く息たえて︑小山のやうな髄を

水面に横たへる︒

名︺1 小山文太郎

こやまぶんたろう ﹇小山文太郎﹈︹入

コユ

十二槻2圏團 二月二十日 小山文太
﹇肥﹈︵下二︶一

郎大井先生
こ・ゆ

を致したいと存じます︒同日午前十

たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

す︒

樂機關

﹇娯楽機関﹈︵名︶1

ご

其の外︿略﹀︑公園・競馬

在してみる︒

場・劇場等の娯樂機關が到る庭に散

げき

十一910

こ

一時までに︑どうぞ御払車を願ひま

れは略本暦だ︒︿略﹀︒﹂かういって

僕はこれまで暦といふと︑

ごらくきかん

弟は尚あちらこちら暦をく

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

八218図 揚子江ノ流域ハ地味スコブ

十一902

文字に目を止めて︑天略﹀︒﹂

つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の

十一895

弟の手に渡した︒
御用

た︒

御養

﹁オトウサン︑御用ハモウ

﹇御用﹈︵名︶1

ごよう

こゆ

越ゆ

﹇越﹈︵下二︶6

九四5囹

﹇御養生﹈︵名︶2

スンダノデスカ︒﹂

ごようじょう

今年は紀元何年であるか︑︿略﹀と
いふやうな事を見るものとばかり考
へてみたので︑︿略﹀︒

シ︾

暦を見れば︑まだいろこら・す ﹇凝﹈︵五︶4 こらす ︽一
く大切な事がわかる︒

十一907囹

娯

ルコエ︑米・茶・当量ノ産物多シ︒
こ・ゆ
︽ーエ︾

士は海をこえてふるさとへ聲ること

七328図 かくて幾年かすぎし後︑武

生
かつさ

十㎜⁝2國團

さがみ

となれり︒

は先日より御袋氣の庭︑御養生のか

承り候へば︑御祖母様に

︿略﹀︑相模の國より上総の
うらが
國へこえんとて︑今の浦賀のあたり

九101図

ひもなく︑去る十九日遂に御死去遊

大切なものだ︒

たしたちに日日の事を教へてくれる

ない︒

かういふやうに︑暦はわ 十461 しかしいくら工夫をこらして
も︑目ざす柿の色の美しさは出て來
りて︑一日も早く御全快なされ候様

何とぞ十分の御養生あ 十一918園
切に祈申候︒

十一421囲団

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

より海を渡り給へり︒

九828図翻 ちいさん今年六十の 坂
を越えたる足もとに︑ 大いなる石
横たへて︑︿略V︒

十二835図 ︿略﹀︑山を越えて東海岸
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こらす一ごらんなさる

︿略﹀︑形の上に種々の工夫

をこらして︑遂に今のやうな貨幣を

十一793

造ったのである︒

十二953 それから繹迦はブッダガヤ
の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ
彼は夜もすがら静坐してひ

に思をこらした︒

十一一957

たすら思をこらしてみると︑やがて

こらす

︽一

一再の明星がきらめいて︑夜はほの
﹇懲﹈︵五︶1

ぐと明けそめた︒
こら・す

十一1910 又他人の物を盗んだといふ

シ︾

ゴラン

ごら

其の犯罪者をこらし︑又世間の人々

やうな犯罪があった 場 合 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

﹇御覧﹈︵名︶26

のいましめにもせねばならぬ︒
ごらん

あれごらん︑向ふの杉林の

寝る頃にはもう位置が攣って見える
から︒

いっか此の事が天皇のお耳に

入りまして︑︿略﹀︒酒の出る所を御

五554
九874園

もっと工夫してごらん︒

のうちに糟葉書や寓言帖を送ります
から︑ゆっくりごらん︒

八795圏 一枚は縣の税で︑一枚は國
でん
の税です︒ごらん︑これには徴税傳
令書とありませう︒

御らん下さる 御覧下さる

︽ーイ︾

ごらんくださ・る ﹇御覧下﹈︵五︶2

水兵は驚いて立上って︑し

ばらく大尉の顔を見つめてみたが︑

九価10園

之を御覧下さい︒﹂と言って︑其の

やがて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒どうぞ

かやうに落ちぶれてはみる

手紙を差出した︒

つて︑七つの星が並んでみるのが見
小熊座と大熊座について︑

十687圏

一領︑長刀一ふり︑又あれには馬を

ものの︑御らん下さい︑これに旦ハ足

一匹つないでもってをります︒

ランナサイ︒﹂

御らんなさ

ス︒ナンバヰルカ︑カゾヘテゴ

一303園﹁アヒルが亜目イデヰマ

ごらんなさる

ンナサル

御覧の通りの見苦しさ︑お ごらんなさ・る ﹇御覧﹈ ︵五︶1一 ゴラ

氣の毒ながら︑とてもお泊め申す事

る ︽ーイ︾

﹁此の袋で墨をとるのだ︒

二34

イ︒﹂

イマ︑ツナヒキノマツサイ

モウーペンカイテゴランナサ

﹇377圏 ﹁ヨクデキマシタQ︿略﹀︑

離して植ゑても︑十五六年目には間

ナガチカラヲイレテ︑一シヤウ

もっとおしまひの方をあ

たら︑姉上もお氣の毒とお思ひにな

ネエサン︑デテゴランナサ

十八

カゲエ ︿略﹀﹁︿略﹀︒

ハトビ︑ロバシヲゴラン

ヤツテゴランナサイ︒

一一571園 コレカラユビノクミカ
タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ

ナサイ︒﹂

コレ

二556囹

イ︑月ガデハジメマシタ︒

一一182

ケンメイデス︒

チユウデス︒ゴランナサイ︑ミン
これは略本暦だ︒この中

伐をしなければならないやうになる

所がある︒
ひげ

我々の目には動くやうに見える︒ど

りさうなものだのに︑︿略﹀︒

ても︑此の白い髪や髭を御費になつ

十二738園

たとひ我が親でないにし

けて御らん︒﹃各地の氣候﹄といふ

十一913圓

にある﹃通日﹄で数へて御らん︒

十一887園

から︒

十﹁375三雲に御らん︑此のくらみ

みるやうだから︒﹂

中をのぞいて御らん︑何かはいって

十櫃8園

言ひにくい言葉では無いか︒﹂

十963園﹁それ御らん︒﹃はい︒﹂も

は出來ません︒

十﹁615園

うだが︑とても人間業では救へない︒

十261圏あの波を御らん︒かはいさ

さんに聞いてごらん︒

面白い昔話があるはずだから︑ねえ

九906囹

えるだらう︒

上の所に︑ひしゃくのやうな形にな

らんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおほせに

コレハ︑ハジメ白地ニオツ

なりました︒

六771園
コレゴラン︑表ダケデ︑

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル
ノデ︑︿略﹀︒

御らんの通り大きなからだ

ウラノ方ハ染メテナイデセウ︒

六891園
をしてゐますが︑氣立はしごくやさ
しうございます︒

﹁おとうさん︑電報が來ま

一つこし

した︒﹂︿略﹀﹁あ＼︑信吉からだ︒

七佃4園

﹁返事のことだ︒

よんでごらん︒﹂

七㎜8園
らへてごらん︒﹂

七川3囹電報はなるべくみじかい方
がよい︒もっとつめてごらん︒

二554園 ︿略﹀カゲエヲシテ見セ 山川9園 十五字までにしてごらん︒

ん 御らん 御覧

︿略﹀︑此の頼信紙に書きこ

らいしんし

七備2園

七擢7園

コンドハ

キツネ︑コンコン︒耳ヲゴラン︒

んでごらん︒

テ ク ダ サ イ ︒ ﹂ ﹁ ︿略﹀︒

︿略﹀︒﹂

でせう︒﹂

ちの年始状が着きました︒︿略﹀︒其

三165園 ﹁さうです︒それではあ 八745困 シカゴを立つ日に︑お乾た
こと

し の ゆ び の なをしってゐま
すか︒﹂﹁おなじ

﹁まあ︑いってごら ん ︒ ﹂

四525闘 ﹁勝太郎︑東京のをぢさ

んからお前の所へゑはがき
が來ました︒よんでごらん︒﹂
ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

の星かを見おぼえて置いてごらん︑

五122 ふしぎに思って︑尾をさいて 九857園 しかし地球が廻るために︑
り出ました︒

ごり一これ

592

もしろい人がゐます︒あててご
︽ーッ・i

りて︑賊は城の水をたやして苦しめ
ようとはかった︒

こる

ダーウィンは興味を覧える

﹇凝﹈︵五︶2

︿略﹀︒

と︑あくまでそれにこる性質で︑

十ニー32

ル︾

こ・る

三177園﹁このはこの中に︑お
らんなさい︒﹂

三655園 みよ子﹁五郎さんの舟
には︑てふてふのせんどうさん
がのったから︑かったのでせう︒
もう一どやってごらんなさい︒﹂
一念こった不二の努力は恐

﹇此﹈︵代名︶錨

ものに見え出した︒
これ

コレ

これ

之

見る影もない老僧の姿が︑急に尊い

しいものであると思ひつくと︑此の

八764囹 諸君︑こ＼うみに此の卵を 十二柳9
卓上に立ててごらんなさい︒

八911園 先生は﹁あなた︑此のお子
が返事をしないのは︑あなたの口が
見えないからです︒よく見えるやう

﹁28一

﹇▽あれこれ・かれこれ

二23

コレハウンドウクワイノ

です︒

木をして下さったのださう

リシテヰテ︑ヨク見回マス︒コレ

二627私ノ目下イツモハツキ

ワニザメハ︿略﹀ナカマヲ

扇は風に吹かれて︑くる

くるまはって居ます︒いくら弓

四626

れは其のゑはがきです︒

四531国此のあひだひかうせん
が東京の空をとびました︒こ

んだんあせり出しましたQ

道子﹁はい︒﹂これから友一はだ

りますよ︒﹂﹁なきつらにはち︒﹂

取りました︒せんのも私が取

四504 ﹁負けるは勝︒﹂道子﹁はい︑

どもの町を通って︑︿略﹀︒

來上るころには︑てつだうが私

四294 これは大じかけでれんぐ
わをやく工場です︒これが出

わをやく工場です︒

︿略﹀︒これは大じかけでれんぐ

四292 又町はつれに大きな工場
のふしんがはじまって居ます︒

ギハコレヲ見テ︑︿略﹀︒

大ゼイツレテ來マシタ︒白ウサ

四135

サクラガサクノハコレ

デ本ノ中ノジモ︑︿略﹀見ル
ノデス︒
カラデス︒

二683

二685ナノ花ガサクノモコ
レカラデス︒
レカラデス︒

二687テフテフガマフノモコ
三296圏園﹁ねえさんこれをあげ
ます︒﹂と︑こしにはさんだ手
ぬぐひの はしひきさいてさし

﹁正さんこれ

﹁ねえさんこれをあげ
︿略﹀︑

出せば︑︿略﹀︒

ます︒﹂と︑

三303圃園

はありがたうQ﹂

おち︑何べんも何べんもとびつ

ハヒヲマキマスト︑カ 三564 かへるはく略﹀︑とんでは
メヅラシイ︒ミゴト︑ミゴ

かうとします︒︿略﹀︑とうとう
ハ

りました︒

おとすことは︑なかなかむつか

の名人でも︑これを一矢でい

しさうです︒

三845園

見たこともないきれいな着物

四652よ︸は心の中で︑もし

これをいそこなったら︑生きて

四53これは私が生れた年︑

明けますと︑山がらはとび出し

四695︿略﹀︑私がかごの戸を

︿略﹀︒

は居まいとかくごをきめて︑

おちいさんが私のぶんにつぎ

ここでひろったのです︒

三853園いや︑これは私が今

う︒﹂︿略﹀︒

ひろって家のたからにしよ

でした︒﹁これはよい物がある︒

そばへよって見ますと︑

うはこれを見て︑︿略﹀とさと

レ

ニ

︿略﹀﹁︿略﹀︒

ニセモノダ︒

カゲエ

ハ

やなぎにとびつきました︒たうふ

十八

ハイ︑コレ下心ンドウ

コレハトビ︑ロバシヲゴラン

一一555園

クイヤツダ︒﹂

二533圏 ﹁コレ

ト︒﹂︿略﹀︒

レ木二花ガサイテ︑︿略﹀︒﹁コ

二503圏

エデス︒

コレハワタクシノハコニ

にして︑もう一度しつかに言ってご

五里

ハデス︒

らんなさい︒﹂と言 は れ た ︒

を御らんなさい︒山も森も村も皆野

十二338團あ＼︑此のむざんな光景

﹇五里﹈︵名︶1

野が原と愛ってゐます︒
ごり

﹇御両親様﹈︵名︶1

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

七428 聞けば今朝から五里の山道を︑
ごりょうしんさま

御爾親様
十791囲 どうか御雨承檬によろしく︒
ごりょこう ﹇御旅行﹈︵名︶1 御旅行

十一717園 ﹁先生がどうしてこちら

ナサイ︒﹂

ヲコギマス︒

ヤツテゴランナサイ︒

タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ

二566園

コレカラユビノクミカ

サン︑ナガイ竹ノサヲデフネ

二563園
︽一

行がすんで︑これから参宮をなさる
こりる

やまと
へ︒﹂﹁何でも山城・大和方面の御旅

﹇懲﹈︵上 一 ︶ 1

のださうです︒
こ・りる

六921 賊は坂からころげ落ちて︑た

リ︾

ちまち五⊥ハ千人も死んだ︒これにこ

593
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五455

今御名をさし上げます︒日本

人ノ二二立ツコトハ銅以上デス︒﹂
ヤクワン西之ヲ聞イテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

て︑︿略﹀とんで行ってしまひま
武皇子と申したまへ︒しといって︑

しけ︿略﹀︒こんな時

した︒これは私が七つの年
一

言ヒマシタ︒

ございます︒
き そ

てっかの

みつもり

頼朝が木曽義仲をせめようと

した頃︑木曽の家來手塚太郎光盛

六552

の娘が頼朝に仕へて居りましたが︑

之をさとって︑すぐに義仲の所へ知

六206囹

息がたえました︒これから後やまと

には︑﹁これが五日もつゴくと︑ひ

唐糸には其の時十二になる娘

らせました︒

わけをたつねますと︑﹁あの

がありました︒これが萬じゅの姫で︑

六568

ばしだ︒﹂と言ふれふしのこゑが︑

たひらのこれもりと
大將は平維盛で︑︿略﹀礪

其所此所にします︒

︿略﹀︒

なみ

六232

波山にちんを取りました︒義仲は五

六601

酒の出る所を御らんになつ

音がしてゐますが︑これは意が動く

五482 まぶしには︑かさくといふ

ることになりました︒

をぐなの皇子を日本武尊と申し上げ

のことでしたが︑︿略＞Q

五44園 又中村君には︑﹁これは級
長の山田さんです︒分らないことは
此の方におききなさい︒﹂とおつし
やいました︒
からです︒

万騎を引きつれて︑これもおなじく

五555園
て︑﹁これは親孝行のほうびに︑

礪波山のふもとにちんを取りました︒

本の南の方で︑︿略﹀︒

五53 中村君がこれまで居た所は日

神々がさづけられたにちがひな

おしこめられて居られます︒﹂と答

中には石のらうがあって︑唐糸様が

五124 ふしぎに思って︑尾をさいて
い︒﹂とおほせになりました︒

︿略﹀強い弓なら︑わざと

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

へました︒之を聞いた萬じゅの喜は

六382園

り出ました︒これはめづらしいつる

どんなであったでございませう︒

ことにしほのみちた時は︑社

敵にやってもよいが︑此の弱い弓を

五595

取られて︑﹃これが義纒の弓だ︒﹄な

ぎだ︒自分の物にしてはならぬとお

殿や廻廊が海の中に浮いて︑お話
りゅうぐう

くわいらう

ぼしめして︑天照大神へお上げにな

或物持の所へ行くと︑下男が

﹁こまかな人だ︒これでは

四條の大橋はすぐ其所に見え

六771園

﹁其ノキレイナモヤウハ︑

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

デカタヲ置イテ染メルノデ︑︿略﹀︒

ハ︑ハジメ白地ニオツテ置イテ︑後

ドウシテツケルノデセウカ︒﹂﹁コレ

六767園

これには電車も通ってゐます︒

ます︒人通の多いのは此の大橋で︑

六727

とても耳石⁝はしてくれまい︒﹂

六674園

ちは之を聞いて︑さ＼やき合った︒

主人がひどくしかってみた︒青年た

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

六673

母をなぐさめて居りました︒

ゆは︑うばと心を合はせて︑︿略﹀︑

の中に明しました︒これから百萬じ

六631 ︿略﹀︑三人は其の夜をなみだ

どと言はれては︑源氏の名折れにな
るからだ︒

にある龍宮はこれかと思はれます︒

五637園

﹁おとうさん︑町があんな

りました︒

に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

五136団 北國にも春が來ました︒う
めやも＼やさくらがみんな心しよに

るのですか︒﹂﹁さう︒これで中々近

︿略﹀︒コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ
ニ來ルノデアル︒

大キクナツタ脇戸︑秋カラ冬

さいてゐます︒これだけはお目にか

くはない︒︿略﹀︒﹂

六464

けたいと思ひます︒

タ川へ蹄ツテ來ルサウデ︑﹁之ヲ鮭

︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レ

ノ傭婦トデモ言ツタラヨカラゥ︒﹂

六483圏

五907私のやくめは︑御承知の通り︑

ト叔父サンが面戸レタ︒

はこれだな︒﹂

五176園 ﹁金の鳥がついてゐます 五903園 ﹁うん︑郵便函といったの
とび

皆様が私のロへお入れになる郵便物

ね︒﹂﹁これは鶏だ よ ︒ そ れ で 金 鶏 勲

を大切にあづかってみて︑これをあ

章といふのだが︑︿略 ﹀ ︒ ﹂

れに︑家が一けん立ってるます︒こ

五281 こんな所にと思ふやうな村外

萬じゅはおそるく︑﹁︿略﹀︑

唐糸の身代りに立ちたうございま

からいと

六545

つめに來る人に渡すのであります︒

﹃あぶない時に︑友だちを

れが私のうちです︒

五998囹

頼朝のかほの色はさっとかはりまし

す︒﹂と申しました︒之を聞くと︑

五337店・客間・居間・勝手など︑

すててにげるやうな者には︑これか

た︒

これで間藪が七つもあるとは︑どう

皇湾の新高山さ︒これは一

らっきあふな︒﹄
たいわん

六546

理︑これには深いわけがあったので

はさっとかはりました︒かはるも道

之を聞くと︑頼朝のかほの色

しても思はれませんでした︒
くまそ

テツビンハ﹁︿略﹀︒今デハ鐵
ハオアシノ仲間ニハハイレマセンガ︑

六126

万三千尺からある︒

五414 昔熊襲のかしらに川上のたけ 六55園
せいばつ

るといふ者があって︑︿略V︒天皇は
やまとたけるのみこと

日本武尊にこれを征伐せよとお

ほせられました︒

これ一これ
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ラノ方引染メテナイデセウ︒

六828 通有はほぼしらをたふして︑
之をはしごにして︑敵の船へをどり
こんだ︒

六838 實に我が國にとっては︑これ
くすのきまさしげ

までにない大難であった︒

六911 楠木正成が守った千早城は︑
︿略﹀︒之をかこん だ 賊 は 百 萬 騎 と い
ふ大軍で︑︿略﹀︒

すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

七233

︿略﹀︑道ばたに大きな松が一

心ある︒みきが二か＼へもあって︑

六965

んなたいまつを出して︑之に火をつ

ばとうくわんぜおん

す者︑小兵なれどもお相手致す︒﹂

彦六が與五左衛門を組みふせ

た︒武田方が之を見て︑聲をあげて

七481

喜ぶと︑︿略﹀︒

しい馬のくつが上ってみる︒これは

た石が立ってるて︑其の前に時時新

なほりが出來た︒

天略﹀︒﹂といったので︑めでたく中

うとした︒此の時信玄は之を止めて︑

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

塚の前に馬頭観世音とほっ 七486 無念に思って︑武田方から十

馬がけがをしないやうに︑馬方が上

それは日本は海盆でありな

げるのださうだ︒

七255

で︑村の人は之を傘松と呼んでみる︒

枝が傘をひろげたやうに出てみるの

われらが住む世界は︑其の

けて︑橋の上に投げさせた︒

七13図
形まるくして︑球の如し︒ゆゑに之
わた
又輸入品は綿もつとも多く︑

を地球といふ︒
さたう

七84図
さうしてさをの先に︑赤い

砂糖これに次ぐ︒

七114園

馬は︿略﹀︒走ることがはや 七603園

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

七262

ふことで︑これは實に残念な事であ

しるしのあるはんてんをしばりつけ

くて︑乗用としてはこれにまさる動

︿略﹀︑賊が城の門まで攻上る

物がない︒

六921

て︑﹁皆さん︑これが目じるしだ

さいふ

した︒︿略﹀︒これはあの人が落して

七652 ︿略﹀︑革の財布が落ちてゐま

かは

よ︒﹂と言った︒

ら之を愛養して︑いざといふ時には︑

行ったにちがひないが︑︿略﹀︒

ては此の中の金を半分だけお禮のし

七702 しばらくして︑﹁︿略V︒ つい

財布の中に手を入れました︒人夫は

るしにさし上げます︒﹂といって︑

といって︑鯖らうとしました︒

之を見て︑﹁おやめなさい︒︿略﹀︒﹂

七718園どうぞ之を受取って︑私の

人夫は之を聞いて︑首をふり

氣がすむやうにして下さい︒

ました︒

七724

﹁はい︒これが御奉公だと

これがそもく藤吉郎出世の

思ひますれば︑少しも寒くはござい

七783囹

ません︒﹂

七787

いとぐちである︒

﹁これは長谷川手筆左と申 七82一 カキハ又スグフエルモノデ︑

はせがはよござ

ります︒

たちまち五六千人も死んだ︒これに

が美しい上に︑姿がやさしいので︑

これより獅子は日夜武士に

獅子はもとより武士にした
はおそれて之をゆるさず︒

がひて行かんとせり︒しかるに船長

七332図

無二の本章となれり︒

つきしたがひてはなれず︑武士には

七323図

それに乗って出かけた︒

︿略﹀︑賊のぞなへを見渡しま

すと︑北の山手には木戸を立てて︑

七194

たばにする︒

つみ草の時には︑誰も之を取って花

七183第五れんげさうく略﹀︒色 七267 第八 馬 ︿略﹀︒武人は昔か

と︑︿略﹀︒賊は坂 か ら こ ろ げ 落 ち て ︑

こりて︑賊は城の水をたやして苦し
めようとはかった︒

さんぐに賊を悪口させた︒賊が之

六937 正成は此の旗を城門に立てて︑

を聞いて︑くやしがって攻めよせる
と︑︿略﹀︒

すると︑これまで潮の満ちて

数萬の兵が之を守ってゐます︒

七207

みた稻村崎は︑︿略﹀干上って砂地

て攻めよせると︑正成は高いがけの

六942 賊が之を聞いて︑くやしがつ
上から大木を落させた︒さうして︑

信玄は刀をぬくひまがない︒

の家請は之を見て︑後からやりで謙

︿略﹀︑肩先へ切りつけられた︒信玄

七452
みた稻村崎は︑︿略V砂地にかはり︑

信をついたが︑あたらない︒

すると︑これまで潮の満ちて

にかはり︑︿略﹀︒

落ちて行く潮にさそはれて︑賊の軍

七215

これをよけようとして賊のさわぐ所
を射させて︑又々五千人飴もころし

船はことごとく沖へ流れてしまひま

一人つつ出して組討をさせ︑勝つた

﹁︿略﹀︒よって明日たがひに勇士を

た︒

六952 城兵はさっと引上げたが︑二

した︒義貞は之を見て︑﹁ものども

︿略﹀︑信玄から謙信へ︑

三十人はふみとゴまった︒賊が四方

進め︒﹂と︑其の遠干がたを貢一文

七471園

同意した︒

は︒﹂と申しこんだ︒謙信はこれに

方のものが川中島を取ることにして

七465

から之を目がけておしよせると︑

字に鎌倉さして攻めこみました︒

︿略﹀︒

六958 もう此の上は︑しゃにむに攻

させますと︑濱風が之をあふり立て

此の時義貞が方々へ火をかけ
たからたまりません︒

七224

ごを作って︑之を城の堀に渡して橋

落さうといふので︑賊は大きなはし
にした︒
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軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ
ケレバナラナイホドデアル︒

秀吉にざんげんしました︒︿略﹀︑秀

七977 行長は︿略﹀︑清正のことを
吉は之を信じて︑清正に虚血を命じ
ました︒

﹁加藤清正これまで参上仕る︒

七梱5園 加藤清正これまで参上仕る︒
︿略﹀︒﹂秀吉が之 を 聞 い て ︑ ﹁ さ て

七槌2

く︑早く参った︒﹂と心の中で喜
びました︒

イカダノ大ナルモノ戸長サ

ヲ下スコトアリ︒

八204図
六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ

イカダノ大ナルモノハ長サ

置キテ野菜ヲ作り︑︿略﹀︒

八206図
六七十間︑幅三四十間︑︿略﹀︑一家

︿略V︑夏季ハコ

コトゴトクコレニ乗リテ︑流ニシタ
ガヒテ下ル︒

揚子江ハ

トニ増水シテ︑濁流江ニミナギリ︑

八215図

︿略﹀︑海水コレ

河ロヨリ海上百里ノ間︑海水コレガ
揚子江ハ

タメニ赤シトイフ︒

八216図

ガタ高上赤シトイフ︒揚子江ノ大ナ

す︒﹂﹁何と申す︒ 清 正 は 上 様 へ お 目

七悩5 ﹁加藤清正の家畜でございま
通がかなはぬはず︒ ﹂ ﹁ 何 故 に お 目 通
りさん

ルコトコレニテモ知ルベシ︒
あ

︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

八348

間もなくそれから芽が出まし

たので︑婦人は之を我が子のやうに

間もなくそれから芽が出まし

育てました︒

ました︒

んと卵のはしを食卓にうちつけ︑何

八773園此の時コロンブスは︑こつ

の苦もなく立てて申しました︒﹁諸

君︑これも人のした後では︑何のざ

八349

たので︑婦人は之を我が子のやうに

れい

うさもない事でございませう︒﹂

ありませう︒これは村の税で︑村の

八792下毛の一枚には徴税令書と

ちょう

育てました︒これが人蓼で︑︿略﹀︒

﹁地藏様が縄にか﹂つてい

らっしやる︒﹂﹁これは珍しい︒地竜

八412園

ごらん︑これには徴税傳令

學校や役場の費用などになるのです︒
でん

八795園

様でも悪いことをなさったと見え
る︒﹂

八796園

でん
ごらん︑これには徴税傳令

書とありませう︒

イモ
アリ︒彼ノ僥藷屋ノ看板二︑八里半

八601二又マレニハナゾヲ用フルモ

縣立の學校や病院や︑其の他道路な

書とありませう︒これは縣の税で︑

きいち

なりしが︑人に書物をよませて︑一

それからこれは國の税で︑

國の税は勿論︑縣の税も村

めることは國民の務です︒

の税もみんな大事なもので︑之を納

八803囹

納税告知書としてあります︒

八798園

どの費用になります︒

ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

昔はあきめくらも多かりし

其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒

八625図

はなはほ

に︑まことのめくらにして︑大癖者

となりし人あり︒塙保菌一これな

ごほう

此の悪い風が早くから止みました︒

︿略﹀︑其の中貴重なものの一

保己一は五歳の時めくらと

り︒

します︒

八327

八627図

これは呉鳳といふ人のおかげだと申

八225

がかなひませぬ︒﹂秀吉が之を聞い
て︑幕の中から︑﹁もうよい︒通し
耕 造 方 の 前々は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒

て や れ ︒ ﹂ と い ひ ましたので︑︿略﹀︒
八122

相手の信作があの通りだから︑いつ

八821

れ又改めてやり直しをしてもらはな

心に之を聞き︑後には名高き學者と

水にはこれといふ形がない︒
つは朝鮮人蓼です︒これはもと野生

にんじん

ければなるまい︒﹂などといった︒

八梱6園食った物をこなして︑之を

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

なりて︑多くの書物をあらはせり︒

さうして教へられた場所へ行 八667国 此の港には︑十五六年前に

のものでしたが︑︿略﹀︒

大地震があって︑町は大方こはれた

八345

信作方の人々は之を聞いて︑﹁もう

のですが︑今では前よりもかへって

て幾等は自分で苦しむやうになった

よこしませんでした︒︿略﹀︑かへっ

改めて勝負をするには及びません︒

に︑眞赤な美しい實が一つなってゐ

つて見ますと︑︿略﹀︑見なれない草

りつぽになってゐます︒アメリカ人

︿略﹀︑頼 宣 は 顔 色 を か へ て ︑

うQ

君等は︿略﹀食物を送って

こんなわけですから︑これ

から後は互に親しみ合って暮しませ

八佃1園

いたのであります︒

のです︒これは全く君等が自分で招

八皿5園

つて︑︿略V︒

ら功名をお立てになる折はいくらも

八153囹 殿はまだお若くて︑これか

ました︒婦人は︑これは珍しい︑神

の元氣なことは︑これだけ聞いても

八157

ございます︒

様がおさづけ下さったのはこれに違

わかりませう︒

といって冷笑しました︒之を聞いた

婦人は︑これは珍しい︑神様

コロンブスは︑つと立って︑食卓の

八346

がおさづけ下さったのはこれに違ひ

上のうで卵を取り︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

一人の男が﹁︿略﹀︒﹂

ないと思って︑其の實を取って來て︑

︿略﹀︑

庭先の畠の中にまきました︒

八762

ひないと思って︑︿略﹀︒

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時が二度あ
るか︒﹂といった︒家康は之を聞い
て︑﹁︿略V︒﹂といって喜んだ◎

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

八199図工ノ河ノ上流地方ヨリ木材

一れ一これ

596

八佃4 之を聞いて︑手足等一同は︑

波すさまじく荒れくるひ︑御船少し

して︑實行をちかった︒︿略﹀︒これ
しもつけ

みた少年は︑固い決心を顔にあらは
は今から百三十年ばかり前に︑下野

も進まず︑今にもくつがへらんばか
りなりき︒︿略V︑﹁これ海神のた＼

の國足尾山中の旅人宿で起つた事で︑

一包十箱が

りならん︒われ皇子の御身代りとな
︿略﹀︒

マッチは︿略﹀︑

なるほどと感心したといひます︒

十銭ぐらゐで買はれる︒しかし之を
りて海に入り︑神の御心をなだむべ

八佃8

一人で造るとして︑こんなに安く費

やがてレマン將軍は︑萬感

し︒

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

九391図

れるであらうか︒

くだきたる貝殻を器に入れ

劔をときて渡さんとするを︑エン

九144図
てあたふるに︑これには餌の時のや

八柵6 分業はマッチの製造ばかりで
はない︒うちはを造るにしても︑時

ん︒︿略V︒﹂と︑強ひて之をおし止

ミッヒ將軍は﹁いや︑それには及ぼ

父上の命にて︑養鶏は今年

うに集らず︒

九151図

計を造るにしても︑家を建てるにし
ても︑一これによるのである︒

九425今宵園

﹃二人の我が子それ

されたれば︑鶏の事は総べて之に記

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

めたり︒

七日祝の歌を一コ口たゴきたうござ

八網2團又まことに申しかねますが︑

これぞ武門の面目︒﹄

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒

又沖縄二障スル木ノ葉蝶ハ︑

入し置くなり︒

います︒これは年よりからのお願で
九197

ト直土︒ソレが如何ニマレニシテ︑

九個9書例ヘバコ・二一ツノ石アリ

ございます︒

形ガウマク為重テヰルノハ︑印度二

物ノ償高クナル︒

﹁ほんたうにえらい人です

ね︒﹂﹁いや︑これから先があの人の

九532園

社長さんは早速荷車を＝量

ほんたうにえらい所だ︒﹂

借りて來て︑醤油のはかり費を始め

九546園

すると乗員は︑一せいに飛起

た︒町の人々は之を見かねて︑︿略V︒

きて︑手早くつり床をく＼る︒これ

九629

から號令が雨のやうに下る︒

くんれん

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

清められた乗員は︑これから訓練に

九675

今日はこれからいもほりを

取掛るのである︒

九775圏

じゅ
五時間目の授業がすむと︑先

しませう︒

九778

しゃつた︒これこそ僕たちが︑一週

生はにこくして︑﹁︿略V︒﹂とおつ

又コ・一二匹ノ馬アリテ︑

ちやうど其の時︑はるか遠方

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒戦

九川3

令だつたので︑︿略﹀︒

間も前から︑毎日融々待ってるた命

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑用

︿略﹀︒

之ヲ一碧ントスル人五人アルトキハ︑

九453図

ク︑シタガツテ償アルコトナシ︒

ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナ

︿略﹀︒シカシサラニコレヨリモ色ヤ

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

九207

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

から冷水を浴びせかけた︒大將はこ
一生の間﹁寒い︒﹂とも

八佃4 すると大將の父は︿略﹀︑頭
れから後︑
﹁暑い︒﹂ともいは な か っ た と い ふ ︒

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑之二型

八専8 其の時大略は江戸から大阪ま
で︑馬やかごに乗らず︑両親と共に

これまでも折々話した通り︑

ヅカウトスルモノガナイカラ︑︿略﹀︒

孚なれた北風は︑此の聲の意味をよ

く知ってみた︒さうして之に合はせ

カクテ償却次第二高クナリ

るやうに︑︿略V︑一聲高く天に向つ

九458図

テ︑︿略﹀︒之二反シテ︑同ジヤウナ

ていな㌧いた︒

四代前の歓庵様が︑︿略﹀︒

くわんあん

九224園

歩いて行った︒當尊大將の禮は︑も

から

うこれだけ丈夫になってみたのであ
る︒

ル馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

一すぢに國の爲︑民

買ハントスル人タゴ一人ナルトキハ︑

︿略﹀︑

の爲につくすといふお考は︑どなた

九261園

も皆同じ事で︑これが佐藤の家の學

九59国辱の中にはかたい殻があっ
て︑其の内がはに白い肉のやうなも

或日我が軍艦高千穂の一水兵
問の精神である︒

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ絶秀

を見て︑︿略﹀︒

みた︒ふと通りか＼つた某大尉が之

ゐ

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて

九餌6

のがあります︒これから椰子油を取

︿略﹀︑箏ヒテ償ヲ下グ︒

り︑︿略﹀︒

くわく

クナリ︑︿略﹀︒

九265園わたしもく略V計壷を立 九463図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑
てた事もあるが︑いろくの差支が

九62国 まだ十分にしゅくしてみな

あって︑實行が出來ずにしまった︒

を惜しみませう︒どうぞ之を御覧下

九価10園私も日本男子です︒何で命

これがなかくうまいもので︑私た

カクノ如ク︑︿略﹀︑品物少

クシテ︑之ヲ望ム者多ケレバ︑其ノ

九464図

い實は︑中にきれいな水があります︒

目に涙を一ぽいためて聞いて

これはまことに残念な事である︒
︿略﹀︑大風俄に吹据りて︑ 九2710

ちもよく取って飲みます︒
九1010図園
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さい︒﹂と言って︑其の手紙を差出
を通る︒これは高い山地を切通した
運河は全長五十哩早り︑凡そ

もので︑︿略﹀︒

十787国

面白いのは︑三日四日痛い

みの間暖さが績くといふやうに︑

て寒ければ︑其の次には又其のくら
︿略﹀︒こちらでは昔から之を三寒四

室の中には︑大きなポンプが

十時間前後で之を航することが出來

うです︒

坑内に馬が居るのは不思議だ

天祥きかずしていはく︑

﹁羊の虎に向ふが如し︒危し︒﹂と︒

﹁我もとより之を知る︒唯立家の危

十974図園

ちやうせいけつ

きを如何せん︒﹂と︒

戦ひて心密を防ぐ︒敵山農二百如何

こうはん

十984漸時に宋の勇將黒門傑よく

茶事いはく︑﹁︿略V︒願は

にもして之を降らしめんとし︑︿略V︒

十三2図

志の動かすべからざるを知り︑之を

くは我に死をたまへ︒﹂と︒帝其の

刑場に送らしむ︒

けい

御名は何と付けられ候や︑

す

これも早く承りたく︑御知らせ待ち

十三5囲国

い

隔意5園︿略﹀すぐに立って︑椅子

上げ候︒

ふひやうばんが高くなって︑附近の

をゆづりました︒人に親切なことは

十852囹

堂々では之をとって薪の代りに使ふ

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒

ず︒

毎に之を責るに︑其の利益少しとせ

を養ふことも盛にして︑建てい二年

十伽3図

これでも知れると思ひました︒

それから﹃燃える石﹄とい
これがつまり此の炭坑の始ださうで

絡縫は数十億圓の多額で︑之を十年

げみ︑︿略﹀︒

生徒は皆よく之になつきて課業には

範として垂心職務につとむるが故に︑

最近における我が國の輸出入 十伽3図其の他の教員も︑校長を模
前の額に比べると︑實に十敷倍であ

十888

す︒

ふひやうばんが高くなって︑︿略﹀︒

十853園

やうになりました︒

それから﹃燃える石﹄とい

炭を運ぶために飼はれてるるのださ

と思って︑聞いてみると︑これは石

十827

へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

ます︒これは炭坑内の地下水を坑外

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

十813

温といつてみるさうです︒

最後にアメリカ合衆國は︑國

家事業として此の工事に着手し︑

十367

る︒

十3510

した︒

九度10 大尉は之を讃んで︑思はずも
涙を落し︑︿略﹀︒

九湘1園 豊島沖の海戦に出なかった
ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒
しかしこれも仕方がない︒
︿略﹀︑遂に之を造り上げたのである︒

かり攣った︒﹂と聲をあげると︑兄

十44図御殿は質素なる平屋にて︑

は﹁うん︑これが四十日間の汗のた

十3810囹私は思はず︑﹁やあ︑すつ

けたるはぎ茂れり︒はぎの御茶屋と

御庭の此所彼所に︑下葉の色づきか
いふ名のあるも之がためなるべし︒

十73図園 又御造螢の半ば頃より︑

喜三右衛門は︑一つ又一つ

まものさ︒﹂といって︑︿略﹀︒

と窯から皿を出してみたが︑不意に

十491園

﹁これだ︒﹂と大聲をあげた︒

各地方青年團の御手つだひを願ひ出
つる者敷多かりしかば︑何れも十日

しかし此の三本だけは︑其

かやうに落ちぶれてはみる

をたいて︑あなたのおもてなしに致

置いたのでございますが︑今夜は之

の頃のかたみとして︑大切に残して

十671園

間を限りて土木に從事せしめたるに︑

通常の人夫にもまさりて仕事ははか

げき

取りたりと聞く︒これも翻心の致す
粗なるべし︒

しませう︒

十97 方法は或劇藥を用ひる外にな
かったので︑フィリップは眞心こめ

十688園

一領︑長刀一ふり︑又あれには馬を

ものの︑御らん下さい︑これに具足

て此の事を申し出た︒王はこ＼ろよ
く之を許した︒

十147園私が今度編って全て︑はじ
めて青年團の規約を見た時は︑其の

る︒

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

十槻10図高徳く略V︑大いなる櫻の

唯今にも鎌倉の御大事とい

一匹つないでもってをります︒

十971図︿略﹀︑宋は次第におとろへ

十693園

ふ時は︑︿略﹀︑嫁先かけて敵の大軍

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒

と㌦のってみるのに驚いて︑これが
まじめに實行されてるるかどうかと︑

に割って入り︑これぞと思ふ敵と打

しやう

少し氣になったのでした︒

十212團 さうして︑もうこれが最高

宋の臣全天祥大いに之をうれへ︑

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

︿略﹀︑勾画此のうらみ忘れ

がたく︑萢叢といふ忠臣の助を得て

十偽8図

聞に達したり︒

士ども之を見つけて︑讃みかねて上

きつけたり︒ ︿略V︒ 翌朝警固の武

合って︑あっばれてがらを立てるか

しやう

︿略﹀︒

世か︒これは何時そやの大雪に宿を

とす︒其の友之を止めていはく︑

それなるは佐野源左衛門常 十972図宋の橋梁天祥大いに之を
借りた旅僧であるぞ︒

十715園

くご︒

の直だと見ると︑掛の人が其の直で
費渡すといふあひつに手を打って︑
取引が成立ちます︒

十351 それから船はクレブラの掘割

これ一これ
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報復の計を立て︑再び呉と職ひて遂
に之を亡しぬ︒

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一

十一16 太陽の光と熱とがなくては︑
として生存することは出來ない︒こ

れほど我々に重大な塗櫃のある太陽
たい

一禮どんな も の で あ ら う ︒

裁判所は國家が設ける機關
︿略﹀︒

やまと
何でも山城・大和方面の

を聞いて︑﹁︿略V︒﹂

十一717囹

御旅行がすんで︑これから参宮をな

十一518此の邊でゴムを栽培するに

さるのださうです︒

で︑これにく略﹀の四階級がある︒

十一208

は︑先づ森林を桧笠って︑其のあと

だのぶたか

に種をまくか︑又は苗木を植付ける

お

木之本には秀吉の湿れる

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

して一日も生活することは出血ぬと

十一783

必要ですから︑︿略V︒

とです︒これは學問の研究には特に

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一75！0圏 たゴ注意しなければなら

なり︒これより先︑秀吉は織田信孝

十一2610図

じゅん

集めた液は之を工場に持つ

除き︑︿略﹀︒

て行き︑先づこして不純な物を取

十一533

を行ふまでには五六年もか＼る︒

のであるが︑これが成長して︑切付

二十日の月は上りぬ︒退

を攻めて大垣にありしが︑︿略﹀︒

十一281図
却軍は少しく之にたよりを得たれど
も︑︿略＞Q

とは︑

十一18 一口にいへば︑白熱の状態
︿略﹀︑敵は見る間にばた

十一291図

ゆわう
加硫法とは︑ゴムに硫黄を

いってもよいくらゐである︒此のや

十一539

まぜる事で︑かうするとゴムが非常

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒

これについて事新しく便利を感ずる

うに便利なものも︑︿略﹀我々は︑

にある一大火球で︑之を形造ってゐ
えき
るものは︑軍艦に近い氣膿であらう

に弾力を増して見る︒之をそれぐ

秀吉はるかに之を望み︑︿略V︒

用途に鷹じて︑更に加工するのであ

といふ︒

に入りぬ︒福島正則以下の六人︑ま

十﹇319図正國の首は終に清正の手

しよく

十一24光の強さに至っては非常な
れい

もので︑之を燭光でいへば＝二の

る︒

十一784

此のやうに便利なものも︑

こともなく︑︿略＞〇

たそれぞれに名ある勇士を討取って︑

初は期間以上も相手をぬい

く便利を感ずることもなく︑薮潜を

︿略﹀我々は︑ これについて事新し

考案した昔の人々に位して別段感謝

てるたが︑どうしたのか急に相手に

の念を起すこともない︒

皆槍なりしかば︑世に之を期して賎

これまでにこくしてながめてみた

船の上からはしきりに働ま

してくれる︒これに力を得て︑又一

トラクターは︿略﹀︑ガソ 十一867
リンの護動機が取付けてある︒これ
すき

﹁大層豪雪がおだやかに

しやうけんめいに泳いで行く︒

なったね︒二百十日もこれで無事に

十﹇8710園

すんだ︒﹂

燈火としては︑︿略﹀︑其の

後らふそくや種油がともされ︑石油

増したために︑英國人はマレイ半島

十一698

あるまい︒

﹁小僧︑早く燈心をかきた

してこれで完成したといふわけでは

へて來た︒しかし火の利用法は︑決

をあらゆる方面に利用することを考

﹁これは略本暦だ︒この

﹁こ＼に﹃八十八夜﹄と

ありますが︑これは何ですか︒﹂

十一899園

これは一月一日から敷へた日敷だ︒﹂

中にある﹃通日﹄で数へて御らん︒

十﹁888囹

﹁これは略本暦だ︒

十﹁687人は︿略﹀︑火の熱と光と 十一887圏 父は暦を持って而て︑

のランプが之に代り︑︿略﹀︒

十一681

が大きな鋤を何本も引いて︑︿略﹀︒

十一6310

老砲手は︑急に氣をもんで︑︿略﹀︒

ぬかれて︑一二間も後れてしまった︒

障子をあけてみるとまだ

御承知の通り當地には

ゴムの木といってみる︒これには種

此の液の取れる木を普通に

類が多く︑一番よいのはパラゴムと

十一4910

宜しき由に候︒

温泉これあり︑病後の保養には特に

十一423國囲

︿略V向ふの方をながめると︑︿略﹀︒

山廻りはだめだ︒﹂と思ひながら︑

雨が降ってみる︒﹁これでは明日の

十一354圏

嶽の七本槍といふ︒

十一556

下に零を二十六もつけて表さねばな
ちロつ

武名を天下にとゴうかせり︒武器は
つ

らぬ︒

十一37 つまり此の宇宙には︑あの
太陽のほかに︑これと同じやうなも
のがなほ敷限りもなく存在してみる
が︑︿略V︒

十一53図 當時支那は数國に分れて
互に相孚ひ︑職質止むことなかりし
かば︑孔子大いに之をうれひ︑︿略V︒

十一69図圏 富貴は人のねがふ所な
り︒然れども正しき道によるに非ざ

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一610図心 貧賎は人のいとふ所な

いふのである︒

れば︑我之に居らず︒

れば︑我之を去らず︒

のために︑むだに費した時間と勢力

の領地にパラゴムの木を移植するに

十一183囹 ﹁これまで自分の不整頓 十一509 ︿略H＞︑近年ゴムの需要が激
は大きなものであった︒︿略V︒﹂と

至った︒他の為人も之にならって︑

ててくれ︒﹂隣に坐ってみた僧が之
思ひました︒
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十一902 僕はこれまで暦といふと︑
を尊重し︑之に協力することによつ

團膿の事業は︑地方人民が一般に之

社にては︑今も太古の法に從ひ︑之

りうすといふものあり︒︿略﹀︒此の

長さ一萬六千尺飴りのものを之に取

能力なり︒巻取紙とて幅三尺六寸︑

十ニー83図殊に驚くべきは三号機の

十一一222 商業は之に從事する商人だ

りつくれば︑︿略﹀︒

によりて火を作るといふ︒
早速二手に一匹つつつかむ

と︑又一匹攣ったのが見えた︒これ

十二ー110

て︑︿略﹀︒

自治制も︑之を運用する人

けを利するためのものではない︒

れ即ち世間の信用を博して堅守に自

公衆の爲を計らなければならぬ︒こ

十二225 商人たる者は︑︿略﹀︑温く

なものから高等なものへと進むもの

︿略﹀︑生物は︿略﹀︑下等

も逃しては大攣と︑︿略﹀︒

であるといふことを謹明した︒これ

十ニー42

十一伽7図 一切経は︑佛教に忘する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑

が有名な進化論で︑︿略V︒

彼等が町人といって賎しめ

られたのも其の爲であらう︒これは

十二244

更に大きい︒

從退する者の心掛け如何の影響が

十一一234 外國貿易に至っては︑之に
きやう

己の事業を獲展させる道である︒

易の業に非ず︒

︿略﹀︒︿略﹀︑これが出版は決して容

結果を得ることは到底望まれない︒

民に自治の精神が乏しければ︑よい

十﹁帽3

が何時になるかといふやうな事を見

るものとばかり考へてるたので︑
︿略V︒

文明諸國の大都會に比して少しも劣

十一鵬1圓團 町のりっぱなる事も︑
る一これなく候︒

さ我が國の十三倍も こ れ あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一欄3極圏此のブラジル國は︑廣

されば珍しき事件の起り

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十ニー46図

く嚢費することは古より行はれたり

一代の事業として一切纒

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀︑廣く

十一伽5図

ゾン河や︑イグアッスーの大導車の

各地をめぐりて資金をつのること数

十﹇悩5國国 其の中に有名なるアマ
壮観を窩したるものもこれあり候︒

しが︑︿略V︒

︿略﹀︑商人の人格が重んぜられなか

先づ社の組織について述

つたからである︒

ベルリンから ︿略﹀︑又

工場といふ工場には盛に黒煙が上つ

十二351国

べん︒これも社によりて多少の相違
︿略﹀︑編輯・興業の二局

ありて︑編輯に回することは前者之

十ニー65図

はあれども︑︿略﹀︒

十ニー63図

年︑やうやくにして之をと＼のふる

人々の救助に用ふるも︑︿略﹀︒

之を一切纏の事に費すも︑うゑたる

十一梛4図園喜捨を受けたる此の金︑

事を得たり︒

十一価1囲團 河幅は驚く程の廣さに
て︑河口の庭にては︑三百二十キロ
メ ー ト ル も こ れ あ る由︑︿略﹀︒

十一鵬8國国大勢の人々が熟したる
コーヒーの實を手にてこき落し︑之

一切纏⊥ハ

てるました︒これはイギリスやフラ

かくて︿略﹀︑

ンスなどでは見られぬ光景で︑︿略﹀︒

十一㎜2図

を司どり︑販責・廣告に關すること

を集めてみぞに投入 れ 候 へ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

は後者之を捲當す︒

︿略﹀︑實のみ浮びて流

千九百五十六雀の大出版は遂に完成

十一欄10國國

さて編輯部にては刻々集
たく

印刷部にては直に所要の
校正終れば紙型に取り︑

即ち水位のく略V差は︑僅

い︒これはく略﹀︑流れ込む川に大

かに三十八センチメートルに過ぎな

十二519

まで殆ど之を見ざる虜なく︑︿略﹀︒

善くして︑奥羽地方より九州に至る

あうう

十二493図松に至りては産地極めて

んです︒﹂といひながら︑︿略V︒

ンは︑︿略﹀︒﹁いや︑これでたくさ

せんが︒﹂と兄がいふ︒ベートーベ

なピヤノで︒それに樂譜もございま

十二412園 ﹁︿略﹀︒しかし誠に粗末
ふ

せられたり︒これ世に鐵至悪と構せ

︿略﹀︑編輯・鶯業の二局

れ候を︑下流にてすくひ上げ︑之を

刷機にかく︒

更に之をもととして鉛版を造り︑印

十一一176図

活字を拾ひて之を組み︑︿略﹀︒

十ニー75図

眞等と共に之を印刷部に送る︒

り來る原稿を選澤整理し︑給桑丁寓

かう

十ニー74図

ことは後者之を捲當す︒

ありて︑︿略V︑販責・廣告に關する

十ニー66図
らる＼ものにして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑参詣人の群にまじ

美きほし場にて乾かし候︒

十二55図

りて行けば大鳥居あり︑︿略﹀︒七十

十一柳1國團 く略V︑實のみ浮びて流
れ候を︑下流にてすくひ上げ︑之を

五尺の大鳥居とは︑これなるべし︒
あし

大神其の眞心の厚きを賞
して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

十二77図

皇孫之をしろしめすべし︒﹄

十二63図園﹃此の葦原の中つ國は

潔きほし場にて乾かし候︒之を機械
にかけて皮を除き︑袋に入れて外積
に輸出する由に候︒

團膿の事業は︑地方人民が一般に之

しめ給ふ︒これ即ち出雲大社の起原

十一描6 例へば教育・衛生士の自治
を尊重し︑之に協力することによつ

︿略﹀︑火きりぎね・驚き

なり︒

十二89図

て︑︿略﹀︒

十一柵6 例へば教育・衛生等の自治

これ一これ
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きいのがないのに原因してみる︒

の湖には魚類が全く居なかった︒こ

十二522 三十年ばかり前までは︑此
れはく略﹀大きな瀧があって︑魚類
のさかのぼる道を絶ってるるからで
ある︒

．すげなくも王を内に入れなかった︒

ず︑︿略V︒

北は波荒くして舟を進むべくもあら

いふ慮にたどり着きたり︒これより

そのものが私の命である︒

を語り書くした︒これまで説いた教

︿略﹀︑左手の山は次第に頭

︿略﹀二人の娘が︑揃ひも揃ってこ

上にせまり︑遂には路の前面に突立

十二悩4

れ程の不孝者であらうとは︒

出獲の日近づくや︑林藏

これからが世に恐しい青のくさり戸

つて人のゆくてをさへぎつてしまふ︒

やがて眠から和めた王は︑ 十二849図

︿略V︑そばに居るコーデリヤを見て︑

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑

十二751園

︿略﹀︒

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑

十二悩7

渡らうとして水中に落ち︑命を失つ

くさり戸である︒︿略﹀︑昔から之を

これからが世に恐しい青の

﹁これはどなたであらうな︒

に大きなものである︒これを海中に

だいぼう網はく略V︑非常十二8410図出嚢の日近づくや︑林藏 である︒

張った形はちやうど大きなひしゃく

十一一542 ねぢは︑これ等の道具や時 十二769

計をあれこれと見比べて︑あれは何

︿略﹀︑林藏はこれまで

の役に立つのであらう︑これはどん

十二852図圏

た者が幾百人あったか知れない︒
ぜんかい

僧は名を鳥海といってもと

堅くちかって此の仕事に着手したの

安全な路を造ってやらうと︑神能に

十二鵬3

に渡していふやう︑﹁我若し彼の地

の記録一切を取りまとめ︑之を從者

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

げて此の岩山を掘抜き︑萬人の爲に

越後の人︑︿略﹀︒︿略﹀︑ 一身をさ＼

群をなして寄せて來たまぐ

沖へ逃げようとして身網の中へはい

にて死したりと聞かば︑汝必ず之を

其の間︑山にさしか＼れ

︿略﹀︑穴はだんく奥行き

であった︒之を見た村人たちは︑

︿略﹀︒

達した︒︿略﹀︒出要る氣つかひはな

を加へて︑既に何恩間といふ深さに

十二餅9

いと見くびってみた岩山の掘抜も︑

樺太は大陸の地績なりや︑ 十二885 法律は︑︿略﹀︑いやしくも

之を他の家に連行き︑︿略﹀︒

十二864図土人儒林藏を珍しがりて

ば舟を引きて之を越え︑︿略﹀︒

十二859図

べし︒﹂と︒

る︒

︿略﹀︑まぐろの群が網には

いったといふ合圖をすると︑︿略V

十二787

白主に持臨りて日本の役所に差出す

十二783

に似てみる︒

之を從者に渡していふやう︑︿略﹀︒

な慮に置かれるのであらうなどと考
へてみる中に︑︿略﹀︒

くさんの時計︑︿略﹀︒一かどの役目

十二549園あのいろいろの道具︑た
を勤めて世間の役に立つのに︑どれ
﹁ねちが無い︒︿略﹀︒あれ

もこれも不足は無ささうである︒

漁夫が急いで網口をしめてしまふ︒

十二572

が無いと町長さんの懐中時計が直

これでもう魚は逃出すことが出撃な

くわい

せない︒探せ︑探せ︒﹂ねぢは之を
い︒

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

國民たる者は必ず之を守らなければ

出された案は︑︿略﹀︑可決すれば同

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

十二酩2図次いで白金其の他の金平

これではどうにか出來さうである︒

じ手品によって奏上する︒そこで天

又貴衆退院の何れかから提
が日本人の中より現れぬ︒間宮林藏

十二897

ならぬ︒

然るに其の實際を調査し

これなり︒

て此の疑問を解決したる人︑遂に我

十二823図

く之を疑問としたりき︒

十二821図

からふと

聞いて︑飛上るやうにうれしかった︒

十二642図 イタリヤの國旗は︑緑・
白・赤の三色を縦に染分け︑中央の
白地中に王家の紋章を表せり︒これ
エンマヌエ ル 王 ︑ 國 土 統 一 の

に︑︿略﹀緑を加へ︑更に王家の紋

時︑其の家の紋章の逆なる白と赤と

︿略﹀

章を配したるものなり︒

出せり︒

︿略﹀︑日本の竹最も二二

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

供給されるので︑石炭の火力による

十二備3園

れん
く略V︑電力は頗る廉償に

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十二桝6図

これまた失敗に終りぬ︒

皇が之を裁可せられ︑公布せしめら
れると︑︿略﹀︒

まで教を受けた人々が四方から集つ

とく
十二985 危篤の報が傳はると︑これ

樺太が離れ島にして大陸
の地績にあらざることは︑此の探検

十二828図

によりて書く知ることを得たれども︑

十一一648図 く略V各國の國旗は︑
表すものなれば︑國民の之に封ずる

︿略﹀︑或は其の棄民の理想・信仰を

を行ひ煮皿くし︑語らうと思ったこと

十二989園私は行はうと思ったこと

て別れを惜しんだ︒

更によく之を確めんがために︑︿略﹀︒

︿略﹀︑非常なる困難をを

かして樺太の北端に近きナニヲーと

十二834図

尊敬は︑即ち其の國家に封ずる忠愛
ところが リ ガ ン は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

の情の嚢露なり︒
十二721
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とが出事なくなりました︒

十二冊4囲團 拝啓︒誠に御無沙汰に
︿略﹀︑仲間のうちにて

打過ぎ︑申しわけもこれなく候︒
十二梱6圏團

計算は私が一番達者なりとて︑何時
もほめられ申候︒これも全く先生方
︿略﹀︑日本全國にのしを

のおかげと深く感謝致居り候︒
十二伽7園

︵感︶2

ばならぬ︒

これ

これ

事は︑︿略﹀︒

等の事業に力を書くさねばならぬ︒

ひのき

十225國此の町では︑二歳駒の市が 十二461図今其の主要なるものを學

り︒凡そこれ等の木材は︑其の有す

ぐれば︑杉・檜・︿略﹀くぬぎ等な

︿略﹀︑敵は︿略﹀︑おばあ

十日間も績いて︑其の間には千頭か

七917園

らの責買があり︑︿略﹀︒これ等の馬

周園の壁やガラス戸棚には︑

時計をあれこれと見比べて︑︿略﹀︒

る︒︿略﹀︒ねぢは︑これ等の道具や

いろくな時計がたくさん並んでゐ

十二541

︿略﹀︒

る性質によりて各種の用に供すべく︑

が日本全國に散らばって︑︿略﹀︒

又︿略﹀︑時には外國の品を

さんの肩に手をかけて︑﹁これ︑お

十865

使ふ方が都合のよい事もある︒種々
の品物が遠く外國から輸入されるの
は︑主にこれ等の事情からである︒

十二899法律の外に勅令・閣令・省

綿花は主に印度やアメリカ合
衆國から輸入し︑それに加工して綿

十883

令・府縣令等の命令がある︒これ等

頃

然れどもこは今日のアー

内に用ふるには︑大仕掛にして光力

ク燈に類するものにして︑︿略﹀︑室

十二川9図

合にはやはり法律であるから︑︿略﹀︒

の命令もく略V︑廣い意味でいふ場

綜や綿織物を造る︒これらの製品は

こ︑には外岳人の居留する

我々の使ひ料にもなるが︑︿略﹀︒

︿略V︑ずるぶん深いくりから 十一810

維盛﹇▽

コレカラ

コレカラ

コレカラ

︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

ばあさん︑お前は知ってみるだら
う︒﹂

八379園

二十三

二十三

﹇此﹈︹課名︺2

﹁これ女︑其の手を放せ︒

これから

ニ目11

つけてどこぞの國へやってしまふや
一一673
﹇維盛﹈︹人名︺1

うな事にならぬとは決して申されま

六258

たいらのこれもり

これもり

せぬ︒之に比べれば︑︿略﹀︑徳川家

又延いては徳川家及び江

の存亡などは言ふにも足らぬ小事で
ござります︒

十一一髄5園

者が非常に多く︑これ等は租界とい
が

谷が︑平家の人馬で埋まりました︒
か

戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す

我々の普通に金銭といって

ころ

の訣鮎なき電燈の出現は當時の人の

コロ

強きに過ぎ︑實用に適せず︒これ等

﹇頃﹈︵名︶36

最も希望する所なりき︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀
を絡べて貨幣といふ︒

貨・白銅貨・青銅貨がある︒これら

十一776

ふ特別の厘域内に住んでみる︒

コ

大將維盛は命からぐ加賀の國へに

これ等

﹇此等﹈︵代名︶15

げました︒

レ等

これら

珍しい植物は此の外にもま

これら

までもござりませぬ︒

十二鵬3 忠孝は實に我が國民性の根
本をなすもので︑之に附随して幾多
の良性・美徳が磯達した︒

九72團

←いつごろ・おひるごろ︒くじごろ・

︿略﹀︑かういふ短所はやが

ごじはんごろ・このごろ・さきごろ︒

十二鵬4

だたくさんあります︒これ等の植物

又此の外に貨幣の代りに用ひられる

これらを総べて貨幣といふ︒ ころ

て我が國民から消去るであらうが︑

が思ふま㌧に茂ってみる様子は實に

十﹇778

出歴る限り早く之を一掃することは

さんじごろ・じっさいころ・じゅうじ

ごろ・ちかごろ・どうじつごぜんじゅ

紙幣を用ひて物品を費罰し︑︿略﹀︒

紙幣がある︒我我はこれらの貨幣や
又或動物ハ保護色トハ反樹二︑

見事です︒

九205

我々の務ではあるまいか︒

十二搦8 他國の文明を消化して︑之

なんにちごろ・はちじごろ・ひごろ・

て産業の獲達︑風俗の改善等に務め

が出量るさうです︒

つて︑工場の近くにていしゃ場

てつだうが私どもの町を通

これが出來上るころには︑
たりするのは︑皆公共心の獲動であ

四294

うじごろ・とおかごろ・なかばごろ・

︿略﹀鮮カナ髄色ヲモツテヰル︒

ともあった︒しかしこれらの物は︑

石・貝・︿略﹀などが︑
レ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐レル武器

十一789

を巧みに自國のものとすることは︑

ヲソナヘテヰルカ︑イヤガル味ヤニ

ひるごろ・よあけごろ

コ

實に我が國民性の一大長所である︒

︿略V︑其の他いろくの訣匙がある︒

︿略﹀︑それぐ貨幣の役目をしたこ

十二糊10 我々は常に其の長所を知つ

ホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

て︑之を十分に夏蝉すると共に︑

る︒それにつれて︑つり床は正しく

つて︑︿略V︑地方人民は大いにこれ

︿略V︒

十二鵬1 我々はく略V︑又常に其の

窓や出入口は開かれる︒これ等の仕

一定の場所に納められる︑すべての

これから號令が雨のやうに下 十一柵1 ︿略﹀︑又は青年團を組織し

短所に注意し︑之を補って大國民た

九632

るにそむかぬりっぱな國民とならね

ころ一ごろう

602

るころになって︑小さなわらぶ

すると︑︿略﹀稻村崎は︑其

大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ

かに干上って砂地にかはり︑︿略﹀︒
ニントク

七285図

の夜の月の入る頃に︑二十饒町には

四752 ︿略﹀︑お星様が光りはじめ 七209

きのうちへかへって行きまし
た︒

マヒシ所ニシテ︑其ノ頃天皇ハ立上
ル煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲア

九つとなり︑七つとなつ

たころからは︑︿略﹀︑早く強く

四915

頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

＋256夜がほのぐと明けた頃︑
︿略﹀グレース親子は︑ふとはるか
の沖合に︑かの難破船を見とめた︒

雪の日の夕暮に近き頃︑上

州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

十595図

しかし此の三本だけは︑其

たどり着きたる旅僧あり︒

の頃のかたみとして︑大切に残して

十6610園

置いたのでございますが︑︿略﹀︒

く略V︑某は四つ五つの頃か

ハレミタマヒキ︒

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七号3園

なって︑かたきを取らうと心

で︑御威光を借りて幽豆臣と記したの

がけました︒

アタ・カニナツテ︑ガンが北ノ國へ

五265 ガントオナジク︑ワタリ鳥デ︑

當地に御住まひの頃度度

日彼が古木の皮をむくと︑珍しい甲

汽車でドイツの学内には

轟が二匹みた︒

いったのは朝まだほの暗い頃でした

十二348囲

享保の頃の事であった︒

が︑︿略＞Q
きやうほう

十二悩9

身には色目も見えぬ破れ衣

︿略﹀︑齢念なく穴を掘ってみる僧が

︿略﹀︑路をさへぎつて立つ岩山に︑

あった︒

十二価3

をまとひ︑日にやけ仕事にやつれて

年の頃もよくわからぬくらゐである

十鵬8魑國

参上致し︑大兄と土ハにいろく御話

清正はつけひもの頃から︑

でございます︒

が︑︿略﹀︒

﹇▽いしころ・いぬころ

を承り候事など︑今更のやうに思ひ

四966

よ︒﹂

四945園

五郎﹁ほうら︑もうちきし

十郎﹁五郎︑かほを見せ

五郎﹇▽さ

曽我兄弟は兄を十郎︑弟

二人はすかさずうち取つ

十郎﹁五郎︑かほを見せ

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

四907 五郎はまだ小さくて︑何
も分りませんでしたが︑十郎は

にころされました︒

四898 十郎が五つ︑五郎が三つ
の年に︑父はくどうすけつね

を五郎といひました︒

四897

そ が

わかつごろうさま

﹇五郎﹈︹人名︺5

よ︒﹂五郎﹁兄上︒﹂

四946

ようぶだ︒﹂

三645

ころう ﹇五郎﹈︹話手︺2 五郎

ころ

此の方のひざの上でそだったので︑

ふ武士あり︒

五千の軍勢まっしくらに進軍して︑

十一279図

夜半の頃には既に木之本に到着した
り〇

若い頃から讃書がすきで︑
將來學問を以て身を立てたいと︑一

十一707

やうやく月島の横を通り越

心に勉強してみた︒

十一864

す頃には︑もうつかれきって氣も遠
くなるばかりだ︒

リンカーンは其の頃からも

こん
十歳の頃には昆轟採集を始

う父の手助をしなければならなかつ

十一955
た︒

めた︒

十三ー08

十ニー17此の頃のことであった︒或

ごろう

夜に入れば︑︿略﹀︑一斗

此の頃備前に属島高徳とい

こじまたかのり

出され候︒

保己一の家は今の東京︑其

十㎜6図

何時か見習つたものと見える︒

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

ク︑︿略﹀︒

此ノ頃ハ書夜ノ長サボトンド相等シ

七口7図

七佃9園

カヘルコロ︑南ノ國カラワタツテ來
マス︒

五27一 サウシテダンくス．・シクナ

ツテ︑ガンガソロくワタツテ來ル
コロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キマス︒

五416 尊は其のころ︑やまとをぐな
といふ御名で︑︿略﹀︒

卒業する頃には︑りっぱに一人前の

おとよはく略﹀︑此の學校を

の頃の江戸の番町にありて︑︿略﹀︒

五471 上る頃には︑慧のからだがす 八629図
き通るやうになります︒

事が出來るやうになる︒

そつ

五514 ハジメハ綜スヂホドノ流デス 八928
モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリマ

しよう

人の顔がやっと見分けられる

どの星かを見おぼえて置い

くと艦橋の下へ來て︑︿略V︒

やうになった頃︑時鐘番兵がこと

九615

ガ︑︿略﹀︑ミゾニオチル図心ハ︑流

ス︒

五685 此のあたりの青田も︑其の頃
は 大 て い あ れ 地 で ︑︿略﹀︒

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

五925 其のあつめに來る頃に︑急ぎ 九857園

つて見えるから︒
そ

の封書を入れに來る者が︑途中で人
き

と 立 話 で も は じ め ると︑︿略﹀︒
みつもり

北風は外の軍馬と一所に︑露螢のテ

てっかの

六548 頼朝が木曽義仲をせめようと 九悩1 東の空がほんのりと白む頃︑
ントの前に︑列を正して並んだ︒

皆さんの前に立つと︑其の

した頃︑木曽の家來手塚太郎光盛

十144園

の娘が頼朝に仕へて居りましたが︑
︑︿略﹀︒

603
ごろうさん一ころす

父がうたれてから十八年目に

て︑十郎は二十二︑五郎は二十︑

﹇五郎﹈︹人名︺6

五郎さ

めでたくのぞみをとげました︒
ごろうさん
ん

五郎さんもなかまに

おはいりなさい︒

三612園
︑ふ力
三641園 みよ子﹁あら︑てふて

五郎さんの舟にとまりまし
た︒﹂

ころがる

コロガル

︽ーッ・ーリ・ーレ︾

ころが・る ﹇転﹈︵四・五︶4

﹇五六寸﹈︵名︶1

のださうだから︑︿略﹀︒

ごろくすん

葉の先からつるを出して︑五
﹇五六千人﹈︵名︶1

五六人

の五六日は夜もろくろくおやすみに
ならないのです︒

﹇五六人﹈︵名︶1

隣の室では︑職工が五六人

﹇五六年﹈︵名︶2

五六年

ころころ

く

︵副︶4

コロガリマス︒

コロコロ

ころ

一246カゼガフクト︑コロコロ

信作はつるりとすべり落ちて︑

其のはずみに︑ころくと池の中へ

八99

ころげこんだ︒

くと出て來た︒

■Vおやごろし
︽ーチ︾

︿略﹀︑山河草木喜にあふ

る＼春とはなれり︒頃しも鎌倉より︑

勢そろへの沙汰俄に累々に傳はりぬ︒

シタ︒

四901 十郎が五つ︑五郎が三つ
の年に︑父はくどうすけつね

ろくなものになりません︒

するやうな子どもは︑大てい

四802

︿略﹀︑生物をころしたり

テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ

オヂイサンバハラヲタテ

︽ーサ︒ーシ・ース︾且▽いこ

す 殺す

︿略﹀︑此のやうな庭にころ ころ・す ﹇殺﹈︵五︶7 コロス ころ

げ落ちてしまって︑若し見附からな

ころげ

ろす︒つかみころす
︵五︶1

かったらと︑それが又心配になって

ころげこんだ︒

其のはずみに︑ころくと池の中へ

信作はつるりとすべり落ちて︑

︽ーン︾

﹇転込﹈

二444
こむ

ころげこ・む

來た︒

十二574

十708図

ろげ落ちる

ちまち五六千人も死んだ︒

賊は坂からころげ落ちて︑た ころしも ﹇頃﹈︵副︶1 頃しも

ころし

と三十特許︒

みたるま﹂ころくと轄び落つるこ

︿略﹀︑これが成長して︑切 十一314図 ︿略﹀︑二人はしっかと組
付を行ふまでには五六年もか㌧る︒

十一5110

して五六年はたった︒

夕日を浴びた柿の色であった︒かう

十475彼の頭の中にあるものは︑唯 九792 中からみづくしい白茶色の
玉が︑じゅずつなぎになってころ

ごろくねん

様をつけてみる︒

ならんで︑ガラス器にいろくの模

十﹇悩8

一247ハスノハニツユガタマごろくにん
ツテヰマス︒カゼガフクト︑コ
ロコロコロガリマス︒

四201囹︿略﹀︑シホケノナイ水

デカラダヲアラツテ︑ガマノ
ホヲシイテ︑ソノ上ニコロガ
レQ
わら

九146図とやの内に入りて見るに︑

あし

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ
り︒

ろがった︒

五六十年目

三郎﹁五郎さんばんざごろくじゅうねんめ ﹇五六十年目﹈
︵名︶1

六917

二郎﹁五郎さんばんざ 十二562 ねぢは仕事皇の脚の陰にこ ころげお・ちる﹇転落﹈︵上一︶3こ

三648園 ﹁一ばんがち︑五郎さん
の舟︒﹂

い︒﹂

三651園
三652園
い︒﹂

ころがす

五六千人

ごろくせんにん

六寸の細長い袋をつるしてみる︒

十撹5

五六寸

三653園 五郎さんの舟には︑て 十一403 使ひみちによって︑三十年 九佃2 と︑たづなが急にゆるんで︑
中尉は後方にころげ落ちた︒
ふてふのせんどうさんがのつ
目から五六十年目ぐらみの間に伐る
﹇転﹈︵五︶2

たから︑かったのでせう︒
ころが・す
︽ーシ︾

十12誰
9かが力石をころがして來て︑
土をはらって高橋さんの爲に席を作
つた︒

五六層

賊は坂からころげ落ちて︑た 八99
﹇五六層﹈︵名︶1

︽ーデ︾

しひを見上げてかういった︒

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

四563圏山の中からころげ出て︑ にころされました︒
六943 さうして︑これをよけようと
人にふまれたかしのみが︑

げ出る

く略Vシャンゼリゼーのころげ・でる ﹇転出﹈︵下一︶1 ころ

﹇五六日﹈︵名︶1

が道路の両側に並び︑︿略﹀︒

ごろくにち

五501おかあさんもねえさんも︑此

五六日

大通には︑五六層もある美しい建物

十二318團

ごろくそう

ちまち五六千人も死んだ︒

十二9710 三時の如きは︑繹迦が山の 六918

︵五︶−

ころ

下にみるのを見附けて︑上の方から

﹇転A口﹈

大 石 を こ ろ が し た が︑︿略﹀︒
ころがりあ・う

︽ーフ︾

八31 ︿略﹀︑しひの實が落ちて︑く

がり合ふ

ぼたまりにころがり合ふのも今であ
る︒

ごろっぽん一こんき

604

︿略﹀︑城 か ら 大 石 を 四 五 十 ︑

五千人饒もころした︒
六954

一度に落したので︑又何百人かころ
された︒

八241 呉鳳はお祭の爲に人を殺すの
はよくないといふことを説聞かせて︑
︿略﹀︒

すぐに其の人を殺して︑首を取りま

﹇▽おころりよ・ねんねんころり

ある︒

ころり
よ

︵副︶1 ころりと
はな
矢は狐の鼻のさきの地面につ

どんなにごはかったらう︒

い︽ーイ・ーカッ︾

五991園

しました︒

四733私は︿略﹀︑︿略﹀︑家がた

たり︑水が出たりしたことを

つたり︑こはれたり︑火事があっ

何時無私ノウチノツルベノ金

ンダラ︑翌日スグニナホシテクレマ

タガガコハレタ時︑ツクロヒヲタノ

七511

みんな見て知って居ます︒

僕は木の上から見て︑びくくして
セイが高ク︑目ガスルドクテ︑

みた︒

七495

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ

五802

ころりと
つ立って︑狐はころりとたふれまし

ガ︑︿略﹀︑氣立ノヤサシイ老人デシ

大地震があって︑町は大方こはれた

八664国此の港には︑十五六年前に

こわが・る
︽ール︾

﹇怖﹈︵五︶1

︽ーレ︾

よしっね

はれてみたり︑石が出てみたり

のですが︑︿略﹀︒

こん ﹇紺﹈︵名︶1 紺

此の時私どもの村へよく工費

に馨るおちいさんが︑紺のふろしき

五388

つつみをしょって來て︑︿略﹀︒

こ

だんく沖の方へ進んで行

くと︑水の色はものすごい程濃い紺

色だ︒

しばらく待って︑私どもは浴

こんがすり ﹇紺耕﹈︵名︶1 こんがす

り

衣地とこんがすりを買って外へ出ま

五251

こん
﹇根気﹈︵名︶6 こんき 翌夕

した︒

たうふうはこれを見て︑

ことはないとさとりました︒

がよければ︑何ごともできない

このかへるのやうに︑こんき

三567

根氣

こんき

三392ちか道の方は︑道がこ

こはれる

シタ︒

コロンビヤ

たので︑何此のくらみの事がこはい

僕は残念でたまらなくなつ

た︒
タ︒

十一鯉図
︹人名︺4

十952園

コロンブス

こは

一曲ヰマ
コハイ

ごん ﹇▽いちごん

ちよつと渡船に乗ってさへ︑
こはがる者があります︒

七605園

こはがる

ものかと︑自分から先に立って渡つ

八752
して蹄つた時︑イスパニや人の喜ん

一日祝賀會の席上で︑人々が

だことは非常なものでした︒

八756

かはるぐ立って︑コロンブスの成

﹇怖﹈︵形︶3

十一847

屋島の合戦に︑義纒が小わき こんいろ ﹇紺色﹈︵名︶1 紺色
にはさんでみた弓を海へ落しました︒

六348

之を聞いたコロンブスは︑つ こわき ﹇小脇﹈︵名︶1 小わき

功を祝しますと︑︿略﹀︒

八762

と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑
︿略﹀︒

片足でおそろしい程早くすべ

こはす

︿略﹀︑おみやげに貝細工を

﹇壊﹈︵五︶1

こはこはすべる者もある︒

サ︾

こわ︒す

て臨る︒

買った︒こはさないやうにして持つ

六柳8團

︽一

る者もあれば︑人の手にすがって︑

六788

此の時コロンブスは︑こつん こわごわ ﹇怖怖﹈︵副︶1 こはこは

コロ

と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

八769

︹課名︺2

苦もなく立てて申しました︒

コロンブスのたまご
ンブスの卵

たのです︒

コロンブスがアメリカを獲見

コロンブス

八256 待ちかまへてみた蕃人どもは︑ コロンビヤ ︹地名︺一 コロンビヤ
した︒

ごろっぽん ﹇五六本﹈︵名︶1 五六本
にいさんは初茸を五六本取ったやう

六151 僕がぐみをたべてみる間に︑
でした︒

︽ーチ・ーツル︾

ころびお・つ﹇転落﹈︵上二︶2轄び
落つ

十﹁312図 正國得たりと︑力足をふ
ん張りてはねかへさんとせしが︑ふ
みそこねてあはや谷底へ翫び落ちん
とす︒

十一314図 ︿略﹀︑二人はしっかと組

みたるま＼ころくと轄び落つるこ
と三十間許︒

︽一

コロンブスの卵

ころぶ

第十九

﹇転﹈︵五︶1

八目11

ころ・ぶ

六792 いろくな曲すべりをやる者

ン︾﹇▽ねころぶ

コロンブスの卵
←おこわ

第十九
こわ

五ハ

八751

もあり︑ころんでばかりみる者もあ

﹇五羽﹈︵名︶1

こわ・い

ス︒﹂﹁ソレナラ五山デス︒﹂

ハヰマス︒﹂﹁アチラニ

一313囹﹁一ハニハ三バ四ハ︑四こわ・れる ﹇壊﹈︵下一︶4 コハレル

ごわ
﹇▽はごろも・ や ぶ れ ご ろ も

る︒

ころも

ころも
ころもがわ ﹇衣川﹈︹地名︺1 衣川
べんけい

られてるる衣川は︑すぐ此の先に

ころも

九727囹 二塁が立往生をしたと傳へ

605
こんきょち一こんど

登山者はかんじきをはいて︑

︵感︶一

コンコン

此の坂を登るのです︒
こんこん

コンドハキツネ︑コン

こんじき
﹇金色堂﹈︵名︶1 金色

一一554園
コン︒

こんじきどう
こんじき

サア︑犬デス︒大キナロ

カセテミヨ︒﹂トオホセニナリ
マシタ︒コンドハイクラバヒヲ
マイテ．モ︑スコシモ花ガサキ
マセン︒

二553園

ヲアイテ︑ワンワン︒コンぶハ
︿略﹀︑センヲヌイテ見ル

キツネ︑コンコン︒

三686

ト︑キレガトレテヰマシタ︒又
マキナホシテ︑コンドハ水デツパ

ウヲジヨウロノカハリニシヨ

あの上に名高い金色堂があ

ウトオモツテ︑︿略﹀︒

﹇昆虫採集﹈

コンド

こん

す︒

︿略V︑長い間つけねらひま

したが︑手を出すすきはあり

四936

こそはと︑︿略﹀︑ふじのすそ

ませんでした︒︿略﹀︒兄弟は今度

﹁此の方は中村さんといふ

野へ急ぎました︒

人で︑今度遠い所から見て︑今日か

五38園

﹁をぢさん︑勲章がふえま
し

くんしやう

ら此の級へはいる方です︒﹂

五174園

したね︒ 一番こっちは金鶏勲章でせ
せんさう
う︒﹂﹁あ＼︑今度の戦孚でいた〜い

チサウニナツタノデ︑︿略﹀︑ケ

ト︑大キクナツテ︑今度ハ自分が卵

川ヲ下ツテ海へ行ク︒四五年モタツ

六481 ︿略﹀︑士民ラカヘツタ鮭ハ︑

た︒﹂

スコシタツテ︑コンドハ鳥ガ

︿略﹀︒今度こそは千早城もあやふく

六962 ︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

ヲ産ミニ川へ上ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

四395するとたび人は︑風が吹

見えた︒

のです︒﹂﹁︿略﹀︒まん中へふせ

がそれも取ることにします︒

ておきなさい︒こんど取った人

大きくなったなあ︒︿略V︒﹂といつ

八872 信吉は︿略﹀︑︿略V︑﹁おとよ︑

が︑︿略V︒

度の競走も五分々々に進んで行った

もう一度競走させることにした︒今

八96 ︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

た︒こんどは日の番になりま
した︒

けば吹くほど︑ぐわいたうをし
つかりとからだにくっつけまし

カチサウニナリマシタQ

ダモノノミカタニナリマシタ︒

三748ソノ中呂ケダモノガカ

る︒光堂ともいって︑昔は金光り
紺青

︿略﹀︑はるかに紺青の空

﹇紺青﹈︵名︶1

︽ーシ︾

衛生の設備をよくして危険な

こん

こんちゅうさいしゅう

をはかった事や︑︿略﹀︒

病氣を根絶し︑竹篭の從業者の健康

十371

絶する

こんぜつ・する﹇根絶﹈︵サ変︶1根

峯︒

にそびえて雪をいたゴくアルプの連

十一一366団

こんじょう

に光りか〜やいてみたさうだ︒

ひかり

九719園

とび

石づきの付いた金剛杖や鳶口を力に︑

九955園

︿ 略 ﹀︑路をさへぎつて立つ

きょ
根接四

き

こんがう

八938 ︿略﹀︑﹁う﹂を﹁え﹂と間違
ニん
へたりするのを︑先生は根氣よく︑

があった︒

た︒

こんきょち

﹇困苦﹈︵名︶1

地に引上げる︒
こんく

︵名︶1

ききん

﹇今度﹈︵名︶29

今度

せん︒︿略﹀︑神様にいのってか

えないからです︒︿略﹀︒﹂と言はれ

返事をしないのは︑あなたの口が見

た︒信吉は少しはなれて︑今度はお

ら目をひらいて見ると︑今度
は扇が少しおちついて見えま

サルモダンゴヲモラツテ︑ 四662 ︿略﹀︑向ふを見わたすと︑
て︑今度は先生に向って︑︿略﹀︒
八913 先生は﹁あなた︑此のお子が
舟がゆれて︑まとがさだまりま
︿略﹀︑トノサマガオトホリ

ニナツテ︑﹁モウード花ヲサ

一一524

ケライニナリマシタ︒コンドハ
キジガキマシタQ

一506

ど

こんど

昆轟採集
四494園 道子﹁私が取ったので
こん
す︒﹂友；いいえ︒僕が取った
十歳の頃には昆轟採集を始

十一伽5図然るに︑此の度は近畿地

こんがう
﹇金剛杖﹈︵名︶1 金剛

めた︒

十一一108

出水の比に非ず︒
こんがうざん

こんこうざんじょう
くすのきまさしげ

1金剛山上
ニんがうざん

けはしい金剛山上にはあるが︑まは

こんこうづえ

人ばかり︒

りが一里にも足らず︑総勢わっか千

そうぜい

六907 楠木正成が守った千早城は︑

﹇金剛山上﹈︵名︶

方に大渓饅起り︑人々の困苦は前の

困苦

十七6 船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根隷

﹇根拠地﹈︵名︶1

を助ける者が又ぼつくと出子て來

遂に村人を恥ぢさせたものか︑仕事

十二柵2 老僧の終始一貫した根上は︑

の 根 氣 と を 見 た 村 の人々は︑︿略﹀︒

く黙々としてのみの手を休めない僧

ほら
十二欄7 此の洞穴と︑十年一日の如

るつて︑齢念なく穴を掘ってみる僧

岩山に︑毎日々々根氣よくのみを振

十一一脳10

ほって︑︿略﹀︒

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

九797 となりでは︑董がくさって引

何度もく教へてるられた︒

杖

堂

こんどう一こんな

606

と よ の 顔 を 見 な が ら︑︿略﹀︒

九248 老人は一口飲んで横になった︒

少したって︑今度は寝たま＼ぼつ
くと話し出した︒
﹁毘沙門天を刻むのだ︒﹂

びしゃもんてん

九834韻囹 ﹁ちいさん︑今度は何で
すか︒﹂

九梱2園 シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

二目リツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ
人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑
︿略﹀︒

十146圏私が今度錦って來て︑はじ
めて青年團の規約を見た時は︑其の
と＼のってみるのに 驚 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ふ
のべ︑手を口に當てて鶴の臥したる
それがすむと︑今度はバケ

様をなせり︒
十一531
ツを持ってコップにたまった液を集
︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑

めて歩くのである︒

ちやうど東の空に上る月が次第轟々

十二4310

コマツ

ウヲジヨウ心胆シヨウトオモ
ツテ︑フシニ小サナアナヲタ
クサンアケマシタ︒︿略﹀︒

音は少しも聞えません︒冬時の海に

冬時の海には︑よくこんな

は︑よくこんなことがあります︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ふれふしのこゑが︑其

ことがあります︒こんな時には︑

六205

ラ︑﹁コンナニアナヲタクサン

所此所にします︒

テニイサン了見テモラヒマシタ
アケテハダメダ︒

もないくらみでした︒︿略﹀︒お

︿略V︒

又いくさのあった時には︑よ

姿は︑とうの昔にきえましたが︑

でございませう︒こんな人︑こんな

びとなく此の川の水にうつったこと

士の刀や︑なぎなたの光も︑いくた

うひかぶとの勇ましいなりをした武

六705

の上をとびまはって鳴いてみる︒

な寒い日にも︑朝早くから︑高い木

四256園︿略﹀︑には一ぽいもみ 六271 屋根の上に霜がまつ白だ︒
︿略﹀︒ひよどりは元氣な鳥だ︒こん
がほしてあって︑足のふみば

ると︑今度は如何にもものすごい︑

にやみの世界を照らすやう︑一高す
いはば音怪な物の精が寄集って︑夜

こんな所にと思ふやうな村外

それはくしつかな所で︑
も聞えません︒︿略V︒此の間町のを

こんな入︑こんな姿は︑とう

楠木正成が守った千早城は︑

こんな山城一つ︑何程の事があるも

︿略﹀︑流勢わっか千人ばかり︒︿略﹀︒

そうぜい

六914

くすのきまさしげ

の昔にきえましたが︑︿略﹀︒

六705
ました︒

五732園

±手が︑半分ほどもくつれてしまつ

︿略﹀︑せっかくつき上げた

でくらしてみたい︒﹂とおっしゃい

ばさんがく略﹀︑﹁こんなしっかな所

風の音と水の音より外には︑何の音

五288園

れに︑家が一けん立ってるます︒

五278

もをばさんも早くかへります︒

ばあさんが﹁今日はこんなにも
みがほしてあるから︑をぢさん

しばふ
の芝生にをどるやう︑︿略﹀︒

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

ても更に効のないことを知った︒

十二953

静坐しておもむろに思をこらした︒

十357 かうして前後三段に上った船 ︿略V︒それから繹迦は︿略﹀木陰に
は︑海面より約二十六メートルも高
た︒

金堂

今度は程よく食物も取り︑休息もし
こんどう

﹇金堂﹈︵名︶1

い水面に浮ぶのである︒︿略﹀︒今度

は前と反封に︑順次に三段を下って︑
海と同じ水面に浮ぶ︒

千二百年の面影を残せり︒

空高くそびえて︑五丈三尺の大佛一

十505園 おとうさん︑今度役場の隣 十一一998図 ︿略﹀︑東大寺の金堂は天
にりつぽな建物が出來ましたね︒

十508園今までは横町の小さい家だ

こんな

のかと︑賊が城の門まで攻上ると︑

コンナ

た︒すると︑﹁︿略﹀︒﹂﹁こんなむだ

︵形状︶42

︿略﹀︒

こんな

な仕事をすれば︑貧乏村はいよいよ

六槌6

つたが︑今度はあ＼いふりっぱなの

三252 この；二日の雨で︑竹の
子がこんなに出ました︒むぐら

貧乏になる︒﹂などと言ふ者が出て

を建てたのだ︒

十725園 時頼は尚一同に向ひて︑

もちでもとほつたやうに︑土

又︿略﹀︑ 一寸先も見えな

突したりするやうなまちがひが出來

とつ

しよう
は︑悪くするとく略V︑外の船に衝

くなることもあります︒こんな時に

七574園

て垣根の方へ行くと︑︿略﹀︒

した︒︿略﹀︒こんなことを思ひ出し

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

なるほど︑去年鯉のぼりを立

﹁今度の勢そろへに集った諸侍の中

又略﹀︒新田が大へんよく出

來て︑︿略﹀︒

ました︒

けて︑沖を通ると見えて︑汽てきの

六204

いつも通る汽船も︑高波をよ

りませう︒﹂朝飯の時こんな話が出

來ました︒丁年もやはりあの稻を作

六16

がところどころもち上ってゐま
す︒

︿略﹀︑弟﹁星をかぞへて

に︑訴訟ある者は申し出るがよい︒

十佃3園 ﹁さあ︑今度は葉のきれい

三542圏

ゐます︒﹂兄﹁こんなくらいばん

な植物を集めてある威だ︒﹂といつ
て︑にいさんは次の室へ案内して下

︿略﹀︑コンドハ水デツパ

かぞへる

に

三695囹

がよい︒﹂

かぞへないで︑ひる

さる︒

ひ見れば︑今度はひぢを張り︑足を

十一473図 其の後又夜更けてうかゴ

607
こんなん一こんなん

ます︒

七607園 海の波を見たばかりで︑も
う恐しがる人もあります︒こんなこ

九487国章

うち中が丈夫で︑仲よく

︿略﹀︑いろくの手違から︑

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

九537囹

︿略﹀︑こんな大きなポンプを備へ附

が一番多いか︑又一年中で何時頃が

したがって二百十日も

一番多いか︑こんなことも記してあ

る︒

けてるる虜は︑世界でも珍しいさう
です︒

︿略﹀︑太郎は生変生米生卵︒ 十﹁9310園

︿略﹀︑太陰暦になると三十日もちが

十918園

と︑早口にすらく言へるやうにな

銀行が破産しなければならぬ事にな

ふことがある︒︿略﹀︒こんな不便な
くわん

つた︒世間にはこんな場合に︑なる

つた︒太郎は得意になって︑﹁おと

とでは︑どうして海國の民といはれ
たけ自分の負捲を潜くしょうとする

うさん︑こんなに言ひにくい言葉は

つてみるものがあるやうだ︒

暦でも長い間の習慣で︑今でも使

者もあるが︑︿略V︒

ませう︒

七848 海ノ深イ所ハ何萬尺モアル︒
コンナ所ニハ︑動物モゴクマレデ︑

十一943囹 ﹁暦は實に重寳なものだ︒

外に無いでせう︒﹂

半価4園田の温室は南を受けてみる

︿略﹀︑︿略﹀父ガ︑夜汽車デ

蹄ツタトコロデアツタ︒一月モカ・

九伽2

こんな一期なものがあるのに︑それ

植 物 ハ 全 ク ナ イ ガ ︑︿略﹀︒

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

八715國 シカゴとニューヨークの間
ルヤウナオ話ダツタノニ︑ドウシテ

こんなに早く咲くのだ︒

は 九 百 八 十 哩 も あ りますが︑︿略﹀︑

コンナニ早クオ錦リニナツタノダラ

を利用しないでみるのは寳の持ちぐ

たった十八時間で着きました︒日本

﹁成程︑かういふ風に分 されだ︒﹂

十一腿3︿略﹀︑白い粉が一面に煙の

十﹇166園

類してそろへておけば︑いつ取出す

やあ︑皆さん御苦勢ですね︒

ウト思ツテ聞イテミタ〇

やうに立ちのぼって︑目も口もあけ

十126園

にはまだこんな早い汽車はありませ

のにも便利だ︒﹂と思ひました︒

てるる人たちは︑どんなにつらいこ

られない︒こんなところで毎日憩い

ん︒

とん
︿略﹀︒﹁こんなによく整頓してみる

今通って見て來ましたが︑大そうり

つばになりました︒よくこんなに早

こ＼うみに此の卵を

八766 之を聞いたコロンブスは︑
︿略﹀︑﹁諸君︑

中で勉強したら︑どんなに至善がよ

郷里の青年諸君がこんなに

十一371園﹁︿略﹀︒一坪一本の割︒﹂

﹁人は何の爲に此の世に生

るだらうか︒﹂こんな事を次から次

れて來たのか︒我々の行末はどうな

十二927

へと考へては︑︿略﹀︒

とおとうさんの手で記してある︒一

とであらうと思った︒

く出來ましたね︒

十137園

まじめになって來たのは︑何よりう
れしい事です︒

いだらう︒﹂

卓上に立ててごらんなさい︒﹂とい
ひました︒人々は何の爲にこんなこ

とをいひ出したかと思ひながら︑
︿略V︒

昨年植付けた時の畳書だ︒あの時︑

く略V︑今日の別れを惜しん

﹁こんなに間をおいてよいのです

十201團

で︑泣きながらく略﹀︑くびや背を

八欄1園 君等が若し僕に食物を送る

なでたりしてみるのもあります︒そ

くにも︑大てい機械と馬の力による︒

それから雨雪の量は何庭

︿略﹀︑歎息する彼の様子は︑

此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

一代の事業として一切纒

難を忍びでも︑ちかって此のくはだ

を出版せん事を思立ち︑如何なる困

十一伽3図

︿略﹀︒

まで使者の役目を務めると聞いては︑

いろくの困難ををかして︑遠い庭

十545

困難はそればかりで無かった︒

實に見る目もいたましい程であった︒

十465

こんなん ﹇困難﹈︵名︶5 困難

爲に働いたといふなら︑僕もまた君

︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

くない︒こんな廣い畠であるから︑

町も十町も長々と績いてるるのが少

十一636

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

れを見ると︑成程︑こんなにかはい

か︒﹂と僕が聞いたら︑︿略﹀︒

こんなわけですから︑これから後は

がられて居れば︑馬も從順で人にな
つくわけだと︑しみぐ思ひました︒

互に親しみ合って暮しませう︒

八鵬9 マッチはく略V︑ 一包十箱が

十一909囹此の頃の日の出や日の入

耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔
るはしで掘返し始めた︒私は教へら

さうして兄は︿略﹀︑︿略﹀つ

れた通り︑︿略﹀︑精一ぽいに働いた︒

十428

一人で造るとして︑こんなに安く費

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒

十銭ぐらゐで買はれる︒しかし之を
れるであらうか︒

こんな事を知るには﹃日出﹄﹃色入﹄

十一916園

﹃月齢﹄を見る︒

しばらくの間めいくがこんな風に
︿略﹀︑大きなポンプが幾つも︑

すさまじい勢で活動してゐます︒

十815

働いてみると︑︿略V︒

膿色ガマハリノ物ノ色二三テヰルコ

九1510 中デモ面白イノハ︑或動物ノ
トデアル︒コンナ雪色ヲ保護色トイ
フ︒

こんにち一こんろ

608

てを成就せんと︑︿略﹀︒

十二471図唯心に比して産額少く︑

今日一國家を形成する

られるやうになったのは養魚纒螢の
賜である︒

十二608図
國々にして︑國旗の制定せられざる

増殖や﹂困難なるは惜しむべし︒
き
所なし︒

く略V︑飢寒と戦ひ︑非常

なる困難ををかして樺太の北端に近

今日我が國が列強の間に立

る度量に乏しい︒

の良性・美徳が畿達した︒

﹁ヲヂサン︑コンヤモマ

こんや ﹇今夜﹈︵名︶5 コンヤ こん

二542圏

や 今夜

十二燭1

つて世界的の地歩を占めた以上︑か

﹁ふみ子もこんやはき

﹁民子︑いよく今夜一ば

僕今夜はいろくの事をお

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

九9210園

んになったよ︒あれで八分通だ︒﹂

五496纒

ゐませう︒﹂

つとあちらでこの月を見て

三795園

イQ﹂

タカゲエヲシテ見セテクダサ

ういふ短所はやがて我が下民から消
去るであらうが︑︿略V︒

︿略﹀︒

四873囹

キクサンデスカ︒

﹁ヲバサン︑今日ハ︒﹂﹁オ

ばあさん︑今日は︒﹂といふと︑

四234園 おばあさんはもう耳が
遠いので︑大きなこゑで︑﹁お

イギリスの國旗は︑今日 こんにちは ﹇今日﹈︵感︶3 今日は

重ねたるものなり︒

の形式を具ふるまでに幾多の等化を

十二617図

十一︻833図

きナニヲーといふ庭にたどり着きた
り︒

こんにち ﹇今日﹈︵名︶17 今日 ‡
︿略﹀︑白地に赤十字の徽

章ある前者の國旗と︑藍地に斜白十

十二624図
字の徽章ある後者の國旗とを合して

十861 我々が今日生活して行くには︑

きょう

我が國で出來る品物ばかりでは用が

一旗となし︑︿略﹀︑白地に斜赤十字

にいさんが﹁今日は︒﹂と

あなたのおもてなしに致しませう︒

十671園 ︿略﹀︑今夜は之をたいて︑

六172園

言って︑﹁此の近くに︑しめちの出

先ヅタベルモノニハ︑コン

根本

今夜かぎりのいのちと

混齪

しかし市中の混齪は蜂の巣

混

ひん
往來の頻繁な街上でも︑

こんろ ﹇▽でんきこんろ

ことがなく︑︿略﹀︒

よく警官の指揮に從って︑混齪する

十二307国

齪する ︽ースル︾

こんらん・する ﹇混乱﹈︵サ変︶1

を突いたやうなさわぎである︒

十二伽2

こんらん ﹇混乱﹈︵名︶1

よ︒﹂五郎﹁兄上︒﹂

思って︑十郎﹁五郎︑かほを見せ

四944

かぎり

こんやかぎり ﹇今夜限﹈︵名︶1 今夜

に今日の如き形式をなすに至れり︒

今日文明の利器と構せら こんぶ ﹇昆布﹈︵名︶3 コンブ

すと︑︿略﹀︒

る所はありませんか︒﹂とたつねま

十二M10図

ク燈に類するものにして︑︿略﹀︒

十一一川7図然れどもこは今日のアー

の徽章ある其の國旗を合はせて︑遂

足らない︒

十柵2㈱囲 今日小包にて粗末なる物︑
赤さんの御着物にもと御送り致し候
間︑︿略﹀︒

十一46図支那幾千年の人物中︑大
こヒつ

七855

七糾図

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

コンブ

才によらざるもの殆どなしといひて

ノリ・アヲノリ・モヅクナドガアリ︑

ブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・アマ

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは
可なり︒

なし︒

十一501 今日世界におけるゴムの大

一

︿略﹀︒

當地に参りて以來︑

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた

十二柵8魍国

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

﹇根本﹈︵名︶3

此の精神は實に自治制の根
これが有名な進化論で︑學

忠孝は實に我が國民性の根
本をなすもので︑之に附随して幾多

十二偽2

界を根本から動かしたものである︒

鼻翼ー42

本であり︑又其の生命である︒

十一悩5

こんぽん

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ

七868
成り申候︒

︿略﹀︑今日日本の周忌に

しとは存じながら︑︿略﹀︑今日に相

部分は︑此の木から取ったものであ
る︒

十一785 しかし今日の貨幣や紙幣を
案出するまでには︑人間は實に種々

十二伽3園

は諸外焔が様々の考を持って見てを

様々なものを使用してみたのである︒

十ニー56図 勿論今日我が國にて嚢行

るので︑︿略V︑日本全國にのしをつ

ぬ︒

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ

十二髄5

其の結果今日も尚愚民は眞

な事にならぬとは決して申されませ

けてどこぞの國へやってしまふやう

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑
︿略﹀︒

十二247 文明の進んだ今日尚此のや
うな考を持つのは︑大きな誤といは
ねばならぬ︒

ます
十二524 今日鱒の産地として世に知

609
さ一さいかする

さ

さ
﹇差﹈︵名︶4

差

十537園 貸附の利子は預金の利子よ
り高くしてあるから︑其の差だけが
︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

銀行の牧入になるのだ︒
十一385

ね︒﹂と言って︑︿略﹀︒

じゅうしさい・じっさい・じっさいこ

じゅうしさい・じゅうしさいのときが

ろ・じゅういつさい・じゅうごさい・

にどあるか・にさいごま・にじゅうく

蟻は︿略﹀︑仲間の者にあひ

つをしました︒さあ大へん︑何千匹

六304

つて︑かついで來たつるはしを下へ

さい・にじゅうさんさい︒はちじつさ

頼朝は其の刀に見おぼえがあ い

か何萬匹か︑敷かぎりもない蟻がま
さ

六563

つ黒になって︑出て來ました︒

︵間助︶1
じ

置いた︒

四十日間の汗のたまものさ︒﹂とい

十3810園．︿略﹀︑兄は﹁うん︑これが

さ
ふ

﹁にいさん︑富士山はまつ

い・しんたんざい・そうしょくざい・

ざい ﹇材﹈︵名︶1 材﹇▽けんちくざ

六51園

つたのでございます︒さあ︑此の女

ふとざい・ほそざい

白でせうね︒﹂﹁さうさ︑中ほどまで

て︑石のらうを造って︑それに入れ

にはゆだんが出來ぬといふ事になつ

カゲエ

さあ︵感︶9サアさあ
十八

﹁︿略﹀︒サア︑犬デス︒大キナロ

一一551園

す︒﹂といって︑蹄らうとしました︒

﹁私は︑︿略﹀見ては居られ

ません︒さあ︑行きませう︒命を捨

十264囹

ててか＼ったら︑救へないことはあ
ほんたうに不思議な草だ︒

りますまい︒﹂

十欄3園

﹁さあ︑今度は葉のきれいな植物を
集めてある虜だ︒﹂といって︑にい

た︒

さうして︿略﹀︑又自分の最

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

さうしてく略V︑めいく身

輕になって︑校舎の後の菜園に集つ

九782

さいえん ﹇菜園﹈︵名︶1 菜園

中にするのが其の目的である︒

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

十一224

ざいあく ﹇罪悪﹈︵名︶1 罪悪

一乗高く天に向っていな＼いた︒

愛の主人に味方の勝利を語るやうに︑

九川4

さいあい ﹇最愛﹈︵名︶1 最愛

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

然れども材の優良にして
ました︒

は降ってみるかも知れない︒

さ﹇▽あたたかさ・あつさ・ありがた
さ・あわれさ・いさましさ︒うつくし

十二467図
人夫は之を見て︑﹁おやめ

さ・おおきさ・おもしろさ・かしこ

さ

ヲアイテ︑ワンワンQ

七705園

は︑低い虜にあるもの程早く大きく

い︒私は渡場へ蹄って人を渡しま

ずけさ・たかさ・たのしさ・つよさ・

なさい︒︿略﹀︒さあ︑道を急ぎなさ

つらさ・とうとさ・ながさ・ねばりつ

さ・きびしさ・きみじかさ︒くらさ・

十﹇佃4 其の土地に希い狭いがあり︑

よさ・ねむさ・はかなさ・ひろさ︒ふ

こうこうしさ・さむさ︒しずかさ・し

其の組織に繁簡の差があるにしても︑

なって︑こずゑの差が段々少くなつ

︿略﹀︑國運の嚢展を期することは皆

かさ・ふとさ・みぐるしさ

て行くのも面白い︒

同じである︒

一番低い一月との差は︑僅かに三十
︵感︶1
いきませう︒﹂と

八センチメートルに過ぎない︒

﹁さ︑

﹁︿略﹀︒﹂

十二518 即ち水位の一番高い五月と ざ ﹇▽おおくまざ・こぐまざ・だいにざ

さ
三306圏園

さんは次の室へ案内して下さる︒

そこで天皇が之を裁可せら

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十二897

する ︽ーセ︾

さいか・する ﹇裁可﹈︵サ変︶1 裁可

を期して別れた︒

は遂に得がたく︑幾人は翌日の愚子

薩摩屋敷で會解したが︑其の日要領

さつま

十二伽10 西郷は早速承知して︑︿略﹀

うちよせて來る波は︑岩をか さいかい ﹇再会﹈︵名︶1 再製
み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

六198

三623園﹂みよ子﹁さあ︑私がこゑ さあっと ︵副︶1．さあっと

に舟を出すのですよ︒一︑二︑

をかけましたら︑みなさん一しょ

きやうだいは がくかうさして
いそぎゆく︒

と引いて行きます︒

ぶん︒しゅうきこうれいさい︒しゅん

﹇祭﹈←きねんさいはんぺいせつ

も取ることにします︒さあ︑

きこうれいさい
んしさい・さんじっさいあまり・しご

六177園

さい・しちさい︒しちじっさい・しち

﹇歳﹈﹇▽きゅうさい・ごさい・さ

﹁さあ︑まだ早いかも知れないが

言って︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑

にいさんが﹁今日は︒﹂と さい

つぎのをよみます︒

四496園こんど取った人がそれさい

三︒﹂

さ ︵終助︶4 さ

四66囹その時おちいさんは
﹁孫へのこしてやるのさ︒﹂と

たいわん
は︒﹂﹁毫湾の新高山さ︒

おっしゃったといふことです︒
六55園 ﹁それでは日本一の高山
六88囹 ﹁高くて名高いのは︑どの
山 で す か ︒ ﹂ ﹁ そ れは富士山さ︒﹂

さいき一ざいさんか

610

﹇才気﹈︵名︶1

律が出來上るのである︒
さいき

書字

十一742 宣長はまだ三十歳焦り︑温
和なひと㌧なりのうちに︑どことな
とく

最近

九鵬9

中でも一番目ざましかったの
しふげき

は最後の襲撃︒

十二掘4

安芳は今日こそ最後の確答

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

進軍を中止させた︒

ゐ

十一一槻2 安芳が一命をかけた努力と︑

大事業もとgこほりなく成し遂げら

西郷の果断によって︑︿略﹀︑維新の

れるやうになった︒

さうして︑もうこれが最高 さいこうしょ ﹇最高所﹈︵名︶1 最高

﹇最高﹈︵名︶1 最高←せ

れたのである︒

さいこう

パナマ地峡に運河を造る事は︑

十212囲

カしさしこう

数百年來︿略﹀︒最後にアメリカ合

十365
衆國は︑國家事業として此の工事に

十一612此の峠には長いトンネルが

所

る︒

尺︑北海道鐵道沿線中の最高所であ

あって︑其のあたりは海抜約千八百

の直だと見ると︑掛の人が其の直で

西郷﹇▽

費渡すといふあひつに手を打って︑

﹇西郷﹈︹人名︺11

取引が成立ちます︒

さいこう

これは學問の研究には特

着手し︑︿略﹀︑遂に之を造り上げた
のである︒

﹇最近﹈︵名︶2

く才氣のひらめいてみる篤學の壮年︒

十一762園

さいきん

十887 最近における我が國の輸出入
に必要ですから︑先づ土皇を作って︑

総額は敷十億圓の多額で︑之を十年
前の額に比べると︑實に十敷倍であ
それから一歩一歩高く登り︑最後の

かつやすよしとさいこうだかもり
しばたか

安芳は自分の胸を指さして︑
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑西郷と顔を

西郷は軍令を出して翌日の

見合はせてにっこり笑った︒

十二梱9

たかもり

西郷隆盛

僕は再三ことわったのです︒

いや︑それは財産や牧入の

村の財産家にて事業に熱心

なる人︑みつから先んじて耕作・養

十悩8図

の財産家となった︒

て︑十年もた＼ぬ中に︑町でも屈指

九526園︿略﹀︑店はだんだん繁昌し

ざいさんか ﹇財産家﹈︵名︶2 財産家

程の財産が出來た︒

を廣げて︑六十五六の時にはもう饒

九556園それからだんく商費の手

て︑自分の財産を残らず差出した︒

しでも他人の負捲を怪くしょうとし

九5310囹 ︿略﹀︑あの人は反封に︑少

多少によって違ひます︒

八811圏

ざいさん ﹇財産﹈︵名︶3 財産

十949圏

さいさん ﹇再三﹈︵副︶1 再三

軍の参謀西郷隆盛に量見を求めた︒

たかもり

十一一伽8 ︿略V︑安芳は三月十三日官

1

最後に父は﹁暦は實に重工 十一一伽8 西郷は早速承知して︑二上 さいこうだかもり ﹇西郷隆盛﹈︹人名︺
さつま

安芳は今日こそ最後の確答

輪の薩摩屋敷で會見したが︑︿略﹀︒

なわ

十二伽5

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

しかしジョージは依然とし

れたのである︒

安芳は大音に﹁西郷はど
一室に通されて待ってるる
と︑やがて西郷が出て來た︒

十ニー78

こに居る︒﹂と叫んだ︒

十二皿5圓

つた︒最後に目つきのやさしい老紳
士が言った︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂とくり返すばかりであ

十一佃10

なものだ︒︿略﹀︒﹂と言口葉をそへた︒

十一942

目的に達するやうになさい︒

る︒

十二佃1囹 又最近無線電話が獲明さ
れましたが︑今やそれが盛に利用さ
﹇▽あめざいく・かいざいく

れる機運となりました︒
さいく

さいくまちにちようめじゅうごばんち

細工町二丁目十五番地

﹇細工町二丁目十五番地﹈︹地名︺1

但し大新聞にありては︑

最後の最も新しきものを市内版とす︒

︿略﹀︑新しき事件ある毎に改版して︑

十ニー92図

へく本字にて此迄に記すこと 細工

七擢図 爽信人は自己の居所氏名を成
町二丁目十五番地

西郷はだまってうなついた︒

西郷はしばらくじっと考へ
やがて安芳は西郷に見送ら

十二矧4警衛の兵士等は︑︿略﹀︑西

れて門を出た︒

十一一矧2

てるたが︑﹁よろしい︒︿略﹀︒﹂

十二㎜7

一書すると︑今度は 十二伽10

︿略﹀︑最後は又急流の岩に激し︑荒

︿略﹀︑

波の岸にくだけるやうな調に︑三人

十二442

十366 最後にアメリカ合衆國は︑

の心は︿略﹀︑ひき終ったのも氣附

さいげつ ﹇歳月﹈︵名︶2 歳月

を費して︑我が大正三年︑遂に之を

︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の費用と

此虜でも同様の形式で討議

かぬくらゐ︒

十二894

造り上げたのである︒

十伽2 公は此慮にうつされてから一

郷が後に績いてるるのを見て︑一同

家庭における電氣の利用に就いて興

つト

恭しく捧げ銃の禮をした︒

味ある話をして壇を下った︒

十二捌8

し︑爾院の意見が一致すれば︑最後
を纏て奏上する︒

に議決した議院の議長から國務大臣
最後

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を
﹇最後﹈︵名︶ 1 1

送られたさうである︒
さいご

九383園 しかし部下の者は︑最後ま 十二佃10 最後に博士は︿略﹀など︑
でベルギーの名轡をけがさなかった

だん

つもりである︒

611
さいし一さいばん

其の最初の一音が既にきやうだいの
さいたんこうふ

であらう︒﹂

耳には不思議にひ望いた︒

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

妻子
﹇最新﹈︵名︶1︑最新

十脳1

採炭坑夫

量・養鶏・養魚等の模範をしめしし
﹇妻子﹈︵名︶2
さいしん

﹇採炭坑夫﹈︵名︶1

つてみて︑其の内の二人が石炭を掘
崩すと︑他の二人がそれをざるで運

米國が此の運河を造るに成功

最南

談話の最中に一人の老人が
﹇最南端﹈︵名︶1

揚子江ハ︿略﹀︑我が國ノ

スカウ

これはもと野生のものでした

︽ースル︾

八328

培する

が︑今から千何百年も前から栽培す

ることになったのだとったへてゐま

す︒

十一515此の邊でゴムを栽培するに

は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと

に種をまくか︑又は苗木を植付ける

のであるが︑︿略﹀︒

十一目7

第六課

第六課

裁判

裁判

﹇裁判﹈︵名︶12

十一187

いじさいばん・みんじさいばん

さいばん

れる︒

此の犯罪者を罰するための

裁判は事件の輕重によって︑

十一212 ︿略﹀地方裁判所に上訴し︑

︿略﹀︒

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

十一斜1

ところで︑厘裁判所の裁判

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

十一209

裁判を刑事裁判といふ︒

十﹁205

な裁判をする︒

のある者を十分に取調べて適當公平

十一204 ︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑

裁判εけ

道の爾がはは一面に青田で︑ さいばん ﹇裁判﹈︹国名︺2 裁判

ヤウ

そこで其の反物を出した者を

﹇栽培﹈︵名︶2

人がわかりました︒

さいばい

︿略﹀︑其の中貴重なものの︸
にんじん

つは朝鮮人蓼です︒︿略﹀︒さうして

八331

栽培

それと調べましたので︑とうとう罪

呼出して︑買先をたゴし︑それから

八438

さい
﹇催促﹈︵サ変︶1 催 ざいにん ﹇罪人﹈︵名︶1 罪人

長シ︒

最南端ヨリ最北端二佐ル長サヨリモ

八194図

端

さいなんたん

はいって來ましたが︑︿略﹀︒

十寸3囹

ちやうど田の草取のさい中です︒

五663

最中﹇▽まっさいちゅう

︽一 さいちゅう ﹇最中﹈︵名︶2 さい中

したのは︑主として︑最新の學理を
際す

んで炭車に入れる︒

﹇際﹈︵サ変︶1

たまくコー二が交易の

ため大陸に渡らんとするに際し︑林

十一一844図

シ︾

さい・す

学用したからであった︒

十3610

採炭坑夫は四人つつ一組にな

を以て︑︿略﹀︒

さいし

九二8園命が惜しくなったか︑妻子
がこひしくなったか︒

十二972 厳いて野馳は︿略﹀︑更に
カピラバストに蹄って︑父王・妻子

﹇▽こんち ゅ う さ い し ゅ う

﹇採集﹈︵サ変︶−

採

を始め在民を教化して故郷の恩に報
いた︒

さいしゅう

︽ーセ︾

集す

さいしゅう・す

藏は好機至れりとひそかに喜びて︑
再生

切に己をともなはんことを求む︒

グレースの眞心こめた看護に

﹇再生﹈︵名︶1

親子にあつく再生の恩を謝し︑︿略﹀︒

よって︑全く金轡を回復した人々は︑

十289

さいせい

十二餌4図 こ＼において彼は人を世

最初

界の各地につかはして竹を採集せし
﹇最初﹈︵名︶6

め︑︿略V︒

さいしょ

九摺5園 シカシ今度ノ候補者ノ中二︑
さいそく・する

ざいせい

﹇▽ございせいちゅう

︿略﹀人ガアルカラ︑オトウサンバ
そく

最初カラチヤント其ノ人ニキメテヰ
タ︒

促する ︽ーサ︾

﹇最大急行﹈︵名︶

返さない人がある︒

裁判は事件の輕重によって︑ 十一191例へば︑借りた金を︑返す
さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

最初匪裁判所又は地方裁判所で行は

十一2010

れる︒

1 最大急行

十﹁213

八713国

又地方裁判所で行はれた最 さいだいきゅうこう

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

又地方裁判所で行はれた最

尚其の裁判に不服な者は更に大審院

十﹁216

かういふ風に︑三回くりか

審院にと順次に上訴する︒

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

十一213

其の栽培については次のやうな話も

﹇栽培﹈︵サ変︶2

南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に
なった︒

さいばい・する

栽

十﹁5010他の宮人も之にならって︑

行の列車に乗って︑たった十八時間
裁

に上訴する︒

﹇裁断﹈︵五︶−

あります︒

さいだんいた・す

で着きました︒

︿略﹀︑おとうさんは最大急

審院にと順次に上訴する︒
得たであらうか︒

十一661 一筆人は最初どうして火を
十一捌8 昨日︿略﹀ガラス工場を見

十726園

蜥致す ︽ース︾

出るがよい︒理非を正して裁断致す

﹁︿略﹀︑訴訟ある者は申し

に行った︒最初にはいったのは原料
︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

を 調 合 す る と こ ろ で ︑︿略﹀︒

十二414

さいばんしょ一さえ

612

へして裁判してもらふ事の出來る組

せてもらひましたが︑︿略﹀︒

た︒

ついては此の中の金を半分だ

金をあづかって︑此の財布に入れて

七713園

︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

といって︑財布の中に手を入れまし

けお禮のしるしにさし上げます︒﹂

七701

れうり

門常世か︒︿略﹀︒﹂

かくて世界の各地をめぐつ

︿略﹀︑各部にそれぐ掛

輯事務にたつさはる︒

て材料を取り︑或は社内にありて編

の記者又は技術家ありて︑或は出で

十ニー69図

ある︒

國に錦つたのはそれから五年の後で

究につとめ︑種々の材料を集めて本

て︑︿略﹀︑博物學や地質學の實地研

十ニー28

ざいりょう ﹇材料﹈︵名︶2 材料

しらへてみる者もあり︑︿略﹀︒

ところで︑︿略﹀は︑法律 七697園 ︿略﹀︑いたゴいたのは財布ざいもく ﹇材木﹈︵名︶1 材木
ぢく
八脳8 材木を機械にかけて軸木をこ
ではなくて︑私の命でございます︒

借主に命ずる︒

十一203
犯罪の疑のある者を十分に取調べて

で明かに定めてあるから︑裁判所は︑

織になってみるのは︑つまり裁判を
念入にするためである︒

裁

裁判所は國家が設ける機關
しん

﹇裁判﹈︵サ変︶2

控訴院・大審院の四階級がある︒

こう

で︑これに厘裁判所・地方裁判所・

十一208

適當公平な裁判をする︒

十一217 裁判を行ふのは判事の職務
であり︑︿略V︒

十一223 裁判の目的は︑決して人を

雫はせ︑又は人を罰することではな
い︒

來たのでございます︒
さいほう

さいほう

おとよは話し方ばかりでなく︑

書き方も算術も裁縫も料理も発つ

さんじゅつ

八926

てるる︑︿略﹀︒

カウ

しかし幸に纒過良好に

︿略﹀今一臨御評議下さ

の幸でござります︒

ることになりますれば︑誠に日本國

十二㎜3園

り申候︒

て︑熱も凡そ二週間饒にて全く釣虻

十一436國團

げんに此の學校の卒業生で︑ さいわい ﹇幸﹈︵形状︶2 幸

ひ︑訴へた方を原告︑訴へられた方

八931

ひ
を被告といふ︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一195此のやうに︑人々相互の間さいほう ﹇裁縫﹈︵名︶3 裁縫 裁縫

判ずる ︽ーシ・ースル︾

十一225 若し裁判が無いとしたら︑ さいばん・する

人々相互の孚がはてしなく行はれて︑
しかも其の箏は︑力の強い者やわる
がしこい者が勝つことになるであら
う︒

十一228 若し又裁判が公平に行はれ

かういふ風に︑三回くりか

︿略V者もあれば︑裁縫の先生にな

十一215

つてみる者もあるなどと話された︒

ぬとしたら︑せっかくの法律もねう

へして裁判してもらふ事の出吊る組

今日小包にて粗末なる物︑

織になってみるのは︑つまり裁判を

十欄4塵國

ちが無くなり︑我々は安心して生活

念入にするためである︒

赤さんの御着物にもと御送り致し候

ス

すると橋はまん中から折れて︑

九893園

モシセイ出シテ使ツテクレ

ちよつと渡船に乗ってさへ︑

それにあの星は何時も眞北

こはがる者があります︒

七605圏

サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

六133園

さえ ︵副助︶16 サへ さへ

附近の田で働いてみた村の人々に助

最明寺入

﹇最

けられ︑︿略﹀︒

ときより

二時頼

ときより

上座より︑﹁それなるは佐野源左衛

まれば︑最明寺入道時頼はるかの

さいみやうじ

十714図

︿略﹀︑進みで御前にかしこ

明寺入道時頼﹈︹人名︺1

さいみょうじにゅうどうときより

さいみやうじ

最南端ヨリ最北端二至ル長サヨリモ

三人は水中におちいった︒さいはひ

十938

最北 さいわい ﹇幸﹈︵副︶− さいはひ

間︑御前様御ひまの折︑裁縫のおけ

ヤウ

﹇最北端﹈︵名︶1

いこに御仕立て下されたく候︒

端

さいほくたん

かの人夫は︑︿略﹀︑先程渡賃

さいび ←せかいさいび
さいふ
﹇財布﹈︵名︶8 財布

さいふ

かの男はゆめかとばかり喜ん

長シ︒

﹁まあ︑お待ちなさい︒落 八194図 揚子江ハ ︿略﹀︑我が國ノ
した物は︒﹂﹁革の財布で︒﹂

七674園

革の財布が落ちてゐました︒

かは

をあらそった所へ行って見ますと︑

七649

さいふ

財布

することが出品ぬであらう︒

裁判

十一2210 裁判は實に正義保護のため
の 大 切 な 仕 事 で あ り ︑︿略﹀︒

﹇裁判所﹈︵名︶5

所n▽くさいばんしょ・ちほうさいば

さいばんしょ
んしょ

八799園 軍隊や︑裁判所や︑外國と

のつきあひや︑其の遵いろくの費
用になるのです︒

︿略﹀︒

七695圏

なお方に拾はれて︑財布をいた〜か

それがあなたのやうな正直

で︑財布を幾度かいたゴきましたが︑

七683

布を出して渡しました︒

十︻192 其の場合に貸主から借主を 七682 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑人夫は財
裁判所に訴へると︑裁判所は両者の
言分を聴いた上で︑︿略﹀︑其の借金
を返すやうに借主に命ずる︒

十一193 ︿略V︑裁判所は爾者の言分
を聴いた上で︑貸主の主張を正當と
みとめれば︑其の借金を返すやうに

613
さえぎる一さか

に居るから︑あれを見つけさへすれ
十二柵7

あった︒

洞門の長さは實に三百八間︑

り取りの窓さへうがってある︒

︿略﹀︑川に面した方には心々にあか

ば︑道に迷った時などにもすぐ方角
を知る事が曲筆る︒
︿略﹀︑ 今 は 手 助 す る 人 さ へ も

十二備8園 電車は次第に汽車の領分
しん
までも侵略し︑尚進んで電氣機熱腸

無くなった︒

十4610

十麗3図國美術の光の かゴやく此
︿略﹀︑今では更に進んで

さへも用ひられるやうになりました︒

九欄8

大空には︑午後の日が大砲の

︽ーッ・ーラ︾

さえぎ・る﹇遮﹈︵五︶5さへぎる

さへも襲明されました︒

︿略﹀熱をともなふことの少い電燈

十二柵3園

の地︑山皆緑に．水また清く︑樂
めつるもうべそ︒

園日本の たへなる花と︑ とつ國
人さへ

十一310 しかも我々に最も近いあの
太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八
百萬里も離れてみる ︒

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

十一165 私は勘校で習ふ本でさへ
時々見失って︑大さわぎをすること

︿略﹀︑左手の山は次第に頭

行くてをさへぎつてみる︒
十一一梱4

上にせまり︑遂には路の前面に突立
︿略V︑路をさへぎつて立つ

つて人のゆくてをさへぎつてしまふ︒
十二悩10

岩山に︑毎日々々骨身よくのみを振
るつて︑鯨念なく穴を掘ってみる僧

サヘヅル

一せいに銃劔を取直し

︿略﹀︑門を守ってみた兵士

があった︒

十二衡4

等が︿略﹀︑

︵五︶3

て行くてをさへぎつた︒
﹇嚇﹈

︿略﹀︑ムギ畠ノ上下ハア

さへっる︽ーッ・ール︾

さえず・る

三22

サハヤクカラヒバリガサヘヅ
ツテヰマス︒

四373

スズメハ︿略﹀︑ソバ

テバカニシマス︒

ヘヨ

ツテ︑ヲドツタリサヘヅツタリシ
小鳥は時々此．の清水にのどを

︽一

うるほしては︑こずゑでさへっるの

八26

さえる

あちらでもこちらでも︑さ

﹇冴﹈︵下一︶2

である︒

さ・える

十二216

エ︾

えたはさみの音がちょきんくと聞
える︒

さえわ

月のさえた冬の夜友人と二
人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十二373

﹇冴渡﹈︵五︶1
︽ーッ︾

さえわた・る
たる

ハイ︑コレ

さをεか

ハセンドウ

サヲ

﹁おい︑長いさををふり

鳴ると︑鯉が大きな口で︑思ふぞん

其の尾を下して來て︑さをに

ぶん風をのんで︑︿略﹀︒

五217

船頭がさををつき立てて︑そ

着けるかと思ふと︑︿略﹀︒

七111

さうしてさをの先に︑赤いし

れに舟をつないだ︒

るしのあるはんてんをしばりつけて︑

七112

船頭がさををぬいた︒

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七156

石がきの下へ出たのは︑

﹇坂﹈︵名︶7

るのでせう︒

坂εいいうらざ

あれはいまにさを竹にでもな

︿略﹀︑竹になりかかってゐます︒

三268

さおだけ ﹇竿竹﹈︵名︶1 さを竹

見ればへさきに長いさを
見れば︿略﹀︑其のさをの

さをの先の矢車ががらがらと

賊は坂からころげ落ちて︑た

坂

﹁此の坂を下りて︑あの清

大いなる石

ちいさん今年六十の

雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

登山者はかんじきをはいて︑

早くすべるのですから︑實に壮快で

九961園 ︿略﹀︑急な坂を矢のやうに

︿略﹀︑此の坂を登るのです︒

九956園

から始って︑︿略﹀︒

ふもとの村から三里ばかり登った所

九945囹

横たへて︑︿略﹀︒

を越えたる足もとに︑

九828奮起

見えるはずだ︒﹂

水の所まで行くと︑石井君のうちが

九349園

ちまち五六千人も死んだ︒

六917

か・ごくらくじざか・だらだらざか

月は亡くさえわたって來る︒さか
﹇竿﹈︵名︶10

五208

といふのでせう︒

四621さをの先の扇をいよ

けてあります︒

先には︑ひらいた赤い扇がつ

四616

を立てて︑︿略﹀︒

四616

だ︒﹂

まはして︑何をしてみるの

三524園

ヲコギマス︒

サン︑ナガイ竹ノサヲデフネ

二564囹

らざお・はたざお

さお

しばらく進むと水門があって︑ 十二436

よりとか﹂り︑︿略﹀︒

︸心にのみ を 振 る ふ こ と さ へ

十336

があります︒

で︑植ゑてさへおけば︑年々太って

十一409囹 植林は貯金のやうなもの
利息が附いて行く︒

十二96図 ︿略﹀︑打寄する波の音さ
へ何事をか語るに似たり︒

十二385園 家賃さへも彿へない今の
︿略﹀︑中には彼をそねむあ

身の上ではないか︒

十二976

まり︑反抗するばかりでなく︑迫害

子どもらはく略﹀︑﹁氣違よ

を加へようとするものさへも出て來
た︒

十二鵬6

く︒﹂とはやし立て︑中には古わ
らちや小石を投げつける者さへあっ
た︒

︿略﹀

十二㎜1 ︿略V︑時には夜半までも

さかい一さかのぼる

614

した︒

十一一653

堺﹇▽せ

﹇逆落﹈︵名︶1

白い事であらうが︒
しげたゴ

さか落し

畠山重忠はひよどりこえのさ

か落しに︑馬をしょって下りたとい

七269

リや王はもう八十の坂を越 さかおとし

さかひ
﹇堺﹈︹地名︺2 堺

えた︒

さかい

す︒

五492

まだ繭をかける場所をさがし
月の光にすかして︑あちらこ

てるるのもあります︒

六611

︿略﹀︒

くわい

十二57！圏

船内くまなくたつぬる三

あれが無いと町長さんの

懐中時計が直せない︒探せ︑探せ︒

まゆ

を上げて︑繭をかける所をさがしま

﹇魚﹈︵名︶4

サカナ

ハ︑川ノナカヘオチテシマヒ

マシタ︒

十273

打ちよせる大波︑打返すさか

さかなみ ﹇逆波﹈︵名︶！ さか波

波︑︿略﹀︒

米屋︿略﹀さか屋さかな屋︑

さかなや ﹇魚屋﹈︵名︶2 サカナ屋

四273

さかな屋

ニ
カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑

そのほか大きな店は︿略﹀︒

ホ

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シ山行ク

ヤ

六328

ノラシイ︒

さかのぼ・る ﹇湖﹈︵四・五︶6 サカノ

大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

ボル さかのぼる ︽ーッ・ール︾

汽船ハ河ロヨリオヨソ四百

ダンく上流ニサカノボツテ︑︿略﹀︒

五十里︑小舟ハオヨソ九百里サカノ

八198図

ボルコトヲ得︒

それから五十海里ばかりさ

くわう ほ

かのぼって︑黄蜀江といふ支流に

十︸85

くわうほ

︿略﹀︑黄雨龍といふ支流

入り︑︿略﹀︒

十︸86

しゃんはい

に入り︑更に十海里鯨りさかのぼる

つて︑魚類のさかのぼる道を絶って

十一一523 これはく略﹀大きな瀧があ

と︑其の西岸にある上海に着く︒

ニー45シタヲミルト︑川ノナ

みるからである︒

るデレンに着せり︒

さかのぼること五日︑遂に目的地な

ソノサカナモホシクナツ 十二8610図 翌日此の地を去り︑河を
一コエホエマシタ︒

︿略V︑クハヘテヰタサカナ

ワント

一一155

テ︑

一一146

ヰマス︒

カニモサカナヲクハヘタ犬ガ

ハシノウヘヲトホリマシタ︒

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

あれが無いと町長さんの 六462

呼べど答へず︑さがせど見え

居ずや︒﹂

八982図圃
度︑

ず︑︿略﹀︒

十二5610圏
くわい

﹁杉野はいっこ︑杉野は

てあたりをさがしても見當らず︑

きつつみがありません︒︿略﹀︒言い

目をさまして見ると︑ふろし

ちらさがしますと︑︿略﹀︑石のらう

ふし︑︿略﹀︒

﹇捜始﹈︵下一︶1

探し

親子は絡掛りで探し始めた︒
﹇捜回﹈︵五︶1

懐中時計が直せない︒探せ︑探せ︒
ダテル

ネコデモソバ

︽ーテ︾

と叫びたくてたまらないが︑口がき

さかな

ダテマス︒

オヤドリハオコツテケヲサカ

ヘクルト︑

ねぢは﹁此虜に居ます︒﹂ さかだ・てる ﹇逆立﹈︵下一︶一 サカ

︽ーッ︾

八395

がありました︒

さかひ

米をつくのに︑上にもうす

七価5囹 小西程の者を堺の町人と さかさ ﹇逆﹈︵形状︶2 サカサ さか
五463園

さ

んしゅうさかい
の＼しり︑︿略﹀︒

七鵬7囹 小西は日本の大徳ならず︑

又沖縄傷産スル木ノ葉蝶ハ︑

十二577

探し始める ︽ーメ︾

さがしはじ・める

二百ツテヰルト︑︿略﹀︒

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

九193

をさかさにつるしておけば︑きねの

境﹇▽むら

まことは堺の町人︑道案内の者故︑
界

上げ下しに米がつける︒

つ

﹇境﹈︵名︶7

にげも致したであらう︒
ざかい

さかい
む

九748 陸中と陸奥との境にある幾つ
か の ト ン ネ ル を く ゴると︑︿略﹀︒

かりかち

廻る

︿略﹀︑約五時間後に石狩とさがしまわ・る

ま
磨との境なる宮淵山 に か く れ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

はり
十梱4図 ︿略﹀︑さらばとて備前と播

とかち

十一60！0

十勝の境にある狩勝の峠にか＼る︒

下る︒

三10一
サガス

見附からないのでがっかりした︒
﹇捜﹈︵四・五︶9

がす 探す ︽ーシ・ース・ーセ︾

さが・す

タベモノデモサガスノデ

サガシテミマセウ︒

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

二205園ユフベカゼガブイタカ ニー42犬ガサカナヲクハヘテ︑

さ

けない︒三人はさんぐ探し廻って

十一6110 汽車は無人の境を曲折して 十二579

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

十一価4國團次にイグアッスーの瀧

さかえる

國との境にある大爆 布 に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二麗図 府縣の界
市の界

﹇栄﹈︵下一︶2
︽ ー エ ・ ーエル︾

十一一湿図

さか・える
榮える

三88

セウ︑キイロイクチバシデ︑トキ

︿略V︑さうでもしなければ︑

外に村のさかえる工夫はあるまいと

ドキヂメンヲツツキマス︒

五701

いふので︑︿略﹀︒

榮えてみる人がながめたら︑さぞ面

十606囹 お＼︑降ったはく︒世に 五473 もう桑の葉をたべないで︑頭

615

さかみち

﹇坂道﹈︵名︶1

坂道

人を見かねて︑

酒屋

た︒

信吉はびっくりして︑二足三

今度は前と反封に︑順次に三

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十357

せて︑︿略V

ぞ︒︿略﹀︒﹂といって︑娘を引きよ

足後へ下ったが︑﹁や︑口をきいた

八885

たので︑︿略﹀︒

下って︑食事も進むやうになりまし

七953図圃 夏の眞書の坂道に︑ 重 八452團 ︿略﹀︑昨朝あたりから熱が
き荷車ひきかぬる
物論は︿略﹀︒

さが
﹇相模国﹈︹地名︺1 相

するが

さがみのくに

模の國

み

九101図 駿河の賊を亡し給ひし後︑
かつさ

さか屋

相模の國より上記の國へこえんとて︑

さがみ

︿略V︒

﹇酒屋﹈︵名︶2

﹇盛﹈︵名︶2

ケハジメタ︒

さかり

八285図

大工の家を建て︑左官の壁

サカン

盛

を塗り︑船頭の舟をこぎ︑農夫の田
﹇盛﹈︵形状︶24

畑を耕すも︑皆手の働なり︒
さかん

今期商工業サカンニシテ︑

大工場之ク︑エントツノ煙ツネニ空

七286図
ヲオホヘリ︒

下ル

教を盛にせんとするは︑ひつきやう

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑佛

人を救はんが爲なり︒

鳩を通信に使ったのは︑鯨程

古い時代からの事で︑殊に一時置非

十549

常に盛に行はれたが︑︿略﹀︒

とするは︑ひつきやう人を救はんが

︿略﹀︑今では各者共に盛に傳 十一桝3図園 ︿略﹀︑佛教を盛にせん

爲なり︒

十553

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十一一351團 ︿略﹀︑又工場といふ工場

奨与してみる︒

しやう

機械類は︑近年我が國でも盛

た︒

活動してみるのには全く敬服しまし

ける山妻の疲弊を回復するため盛に

ひへい

輸出入の額の増加して行くの 十二356團 ︿略﹀︑彼等が大戦後にお

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十871
十8810

そう

は評家が次第に盛になる印である︒

支那の宋朝の末︑北方に元
といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑

十969図

︿略﹀古の奈良の都は︑

又最近無線電話が嚢明さ

そもく如何に美しく︑如何に盛な

十二撹2図

りしそ︒

十二冊2園

れましたが︑今やそれが盛に利用さ

れる機運となりました︒

佐保・佐紀の連岡に北を

たかまど

十二槌図佐紀

︿略﹀︒

限り︑春日・高窓の山々を東に︑

十二梱6図

さき ﹇佐紀﹈︹地名︺2 佐紀

然るに元軍の勢いよく盛

宋の領地ををかし＼かば︑︿略﹀︒

十976図

にして︑富盛到る虜に敗れ︑皇帝・
皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

ふな

又池︒沼を利用して鯉・鮒
を養ふことも盛にして︑︿略﹀︒

十伽2図

︿略﹀︑勾践越の王となるに

及び︑呉の勢盛にして越軍大いに破

十鵬5図

輸出入ノサカンナルコト横濱ニユヅ

唯商業の取引の盛な部分は︑
相當に活氣を帯びてをり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑我が國トノ貿易甚ダ 十一104

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

盛ナリ︒

き・かいさき・かたさき・しごけんさ

﹇▽いっすんさき・えんさき・おにわさ

上海は︿略﹀︑近時工業も さき ﹇先﹈︵名︶44 サキ さき 先
次第に盛になって︑︿略﹀諸工場が

八511

勢よく黒煙を立ててみる︒

南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に

我が一切纏の出版を思

一353團

さきに

オホキナガンバ

サキ

さき・ゆしゅつさき・ゆびさき・われ

ひゃくりさき・へさき・ほさき︒まつ

とくいさき・にわさき・はなさき・

き・たびさき・つつさき・つまさき︒

であるせいろうからは︑盛にゆげが

物二扇・綿綜・織物等ノ産出頗ル多

か＼る虜にても日本人

なった︒
くわんあん

十一衡2図園

が盛に開墾に從事致居り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑四代前の長芋様が︑ 十一鵬1國国
るとお世づきになって︑︿略﹀︒

國利民福の本は農業を盛にするにあ

九225園

シ︒

八959図商工業盛ニシテ︑焼物・塗 十一511 他の國人も之にならって︑

上ってみた︒

︿略﹀︑土間の大釜の上に積ん 十一118

八221図

ラズ︒

七298図神戸ハ一大貿易港ニシテ︑

五61 こちらは今さくらのさかりで

﹇下﹈︵五︶6

の葉の美しいさかりです︒
さが・る

︽ ー ル ・ ー ッ ︾﹇▽たれさがる

はすつすと進んで︑たちまち海へ出

七101潮がずんく下がるので︑舟

ス︒

キノ二子︑美シイ玉ノヤウニ見エマ

五962 フサくト下ツタウスムラサ

つたり下ったりします︒

四623舟はなみにゆられて︑上

下る

下がる

木が植ゑてありますが︑此の頃は其

七362國 ︿略﹀︑歩道と車道の間に並

てしまったさうです︒

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

かり

かり・はなざかり・ひざかり・まつさ

さかり﹇▽でさ

六331 病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

ヰン

そのほか大きな店はく略V︒

四273 米屋︿略﹀さか屋さかな屋︑ さかん ﹇左官﹈︵名︶1 左官

さかや

さかみち一さき

さき一さきだす

616

ナカヨク ワタレ︒

二︑ チピサナガンハ アトニ︑
つ立って︑狐はころりとたふれまし
た︒

した︑頭のてっぺんから尾のさきま

︿略﹀︑所きらはず食ひつきま

で︑からだ中すき間もなく︒

六307

ヨリサキニオキテミヨウトオ

三3！ ︿略﹀︑ケサコソニイサン
モツテ︑︿略V︒

七115

︿略﹀︒

︿略﹀︑果シテ磁石ノサキニ釘

︿略V︑川原が遠く北につゴい

さうしてさをの先に︑赤いし

僕が一番先に海へ下りた︒

るしのあるはんてんをしばりつけて︑

七112

すんで見えます︒

て︑其のさきにやさしい姿の山がか

六733

ガタクサンツイテヰタ︒

六661

ようとします︒

のほんたうにえらい所だ︒

︿略﹀︑打墓にぱたくとた＼

きつけると︑董の先についてみる穂

九572

ふり上げた棒の先が︑強い日

が︑︿略V︒

九594

︿略﹀︑あの北極星がひしゃ

のぶたか

十﹁2610図

お だ
これより先︑秀吉は織田

次の宿のさきまで行ってみ

信孝を攻めて大垣にありしが︑︿略﹀︒

十一729

その中︑先に進んでみた者

たが︑やはり追ひつけなかった︒

十一857

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

先に赤い玉がくっついてみる︒

︿略﹀︑地下鐵道・乗合自

動車などの乗り下りにも︑むやみに

十二309囲

先づ岸近くまぐろの寄って

先を雫ふやうなことはありません︒

十二778

來る場所を選んで︑海岸から沖の方

此の大熊こそは︑先にジュ

へ二三百間も長く垣網を張り︑其の

さきかけ ﹇咲掛﹈︵名︶1 咲きかけ

さき

さき ﹇崎﹈﹇▽いなむらがさき・みほの

先へ身網を張る︒

ノーに形を攣へられたおかあさんの

指の先がしびれるやうだ︒

十397園あ＼︑今朝はなかく寒い︒

カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

九918園

ゐますね︒

さい北斗七星のやうなものが出減て

くの柄の先になって︑もう一つ︑小

九897園

にある︒﹂とおっしゃった︒

三395 それで︿略﹀小二郎の方
六
3
5
3
義
纒
は
馬
の
上
に
う
つ
ぶ
し
に
な
光にきらりくと光る︒
が二三人列から離れて船に上った︒
ころも
が︑正一よりもかへってさき
つて︑むちのさきでそれをかきよせ
九727園 ︿略﹀衣川は︑すぐ此の先 十一伽5 細長い管の一端を︑とけた
につきました︒

三67ーソレカラホソイ竹ヲエ
ニシテ︑ソノサキニキレヲマ
キツケテ︑︿略＞Q

に︑すずめがくらのやねへに

四253 ︿略V︑にはとりよりさき
げて行きます︒

四338圏 向ふで﹁ばか﹂といった

のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

此虜から十八町程先に︑山
本といふ宿場があります︒

︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ 十617園

る︒﹂といふことになりますと︑我

一番先にしやうじやか 七627園

いったからです︒

四411
らかみが外へ出されました︒

ひらいた赤い扇がつけてあり

かの男を追っかけました︒︿略﹀︒見

れば先の男でございます︒
︿略﹀︑怒ツテヰル肩︑サキノ

曲ツタ大キナクチバシ︑スルドクテ

八481

落着イテヰル目︑︿略﹀︒

先に立つたにいさんが︑

立って渡ったのです︒

十梱3

葉の先からつるを出して︑五

﹁あ＼︑咲いてみる︑く︒

十撹4

六寸の細長い袋をつるしてみる︒

其の枝の先にしょんぼりと止
つてみる烏の姿も︑見るから寒さう

信吉は︿略﹀︑娘の手をはな 十塒9
だ︒

八867

して︑頭の先から足の爪先までなが

白蓮9華字の者は︿略﹀︑爪の先は

めたが︑︿略﹀︒

眞黒になってみる者が多うございま
した︒

︽⁝シ︾

﹇咲溢﹈︵下一︶1

咲

︿略﹀︑山畑の其庭此庭に野梅

︿略﹀御津任なされ候佐

さきだ・す ﹇咲出﹈︵五︶一

サキ出ス

野先生︑先頃より翠蔓氣の由承り候︒

九備6國團

さきごろ ﹇先頃﹈︵名︶1 先頃

︿略﹀︒

の咲きこぼれてみるのも面白く︑

十湘5

きこぼれる ︽ーレ︾

さきこぼ・れる

層々と交って美しい︒

四616 見ればへさきに長いさを もくと先をあらそって渡りました︒
十836 つるはしの先がきらりと光る︒ 十佃9 白梅は今ちやうど黒白旧りであ
を立てて︑其のさをの先には︑
七662 ︿略﹀︑人夫はすぐ川を渡って︑ 十952園 僕は︿略﹀︑自分から先に
るが︑其の間に咲きかけの紅梅が
ます︒

︿略﹀︑金色の鶏が一羽とん

といふのでせう︒

四621さをの先の扇をいよ
五191園

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

五208 さをの先の矢車ががらがらと
鳴 る と ︑ 鯉 が 大 き な口で︑︿略﹀︒

五785 此の山の杉も庄屋が先に立つ 八価2 ︿略V︑乾かした軸木の先に藥
て植ゑたのださうだ ︒

いや︑これから先があの人

をつける者もあり︑︿略﹀︒

はな
五802 矢は狐の鼻のさきの地面につ 九532園

617

﹇先立﹈︵四︶1

先だつ

咲嘆く

方デス︒

七647

も

まぶち

︿略﹀江戸の賀茂幽冥先

か

庭のすみで︑先程からちやら

十一713園

くとす望の音が聞える︒

八37

た所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

かの人夫は︑少ししてから︑

二675ウメノ花ガサキ出シマシ 四182 コノ神様ハサキホドオ通
リニナツタ神檬ガタノ弟ノ
タ︒
︽ーチ︾

さきだ・つ

が︑事のいまだ成らざるに先だち︑

十㎜8図 ︿略﹀早くも義兵を學げし

︵五︶1

笠置も落ちたる由風聞ありしかば︑

﹇咲続﹈

力なくて止みたり︒
さきつづ・︿

さ

さきみだ・れる

﹇咲乱﹈︵下一︶2

生が︑先程御見えになりました︒

咲齪れる

︽ーイ︾

十三8 社殿の後に廻ると︑其虜は
きみだれる

もえる木のめに春風吹けば︑

先に

いろいろの珍しい高山植物

はれない美しさです︒

←しんすいさぎょう
先んず

が紅・黄・紫と噛癖れて︑何ともい

九968園

人も來て見る︑小鳥もうたふ︒

ら︑かはるぐに花さきみだれ︑

うちのまはりのうめ・もも・さく

︽ーレ︾

廣々とした梅林で︑幾百本とも知れ
五296蟹

先手

ない古木の梅が麻績いてるる︒
てうせん

﹇先手﹈︵名︶1
とよとみひでよし

七973 豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先

さきに

手の大楽は加藤清正・小西行長の爾
﹇先﹈︵副︶3

人でした︒

さきに

さぎょう

﹇先﹈︵サ変︶1
︽ージ︾

十悩9図

ヘチマノハナガサキマシ

一ツトリタイ︑

イキクデス︒
二92圃 ミゴトニサイタ
ノコギク︑

一ツトリタイ︑

カキネ
キイ

マツ

ミゴトニサイタ カキネ

ロナハナヲ︑︿略﹀︒
ノコギク︑

ニー02圏

シロナハナヲ︑︿略﹀︒

二383圃サイタサイタハナガ︑
マツ白ナハナガ︒

スルト︑ニハノカレ木ノ

マツ白ナハナガ︒

二383圃サイタサイ雪裡ナガ︑
二48一

﹁花サカヂヂイ︑花サカヂ

エダニ︑キレイナ花ガサキマシ
タ︒

T園

ヂイ︑カレ木累計ヲサカセマセ
ウ︒﹂

ヲサカセテミヨ︒﹂

どここさく︒

四886圃花がさく︑花がさく︑

どこにさく︒

四886圖花がさく︑花がさく︑

どこにさく︒

四887圏花がさく︑花がさく︑

四888翻花がさく︑︿略﹀︒山に
さく︑里にさく︑野にもさく︒

野にもさく︒

四888豊山にさく︑里にさく︑

四891登山にさく︑里にさく︑

中村君がこれまで居た所は

野にもさく︒

五55

︿略﹀︑ヶめやさくらも︑こちらより

うめやも＼やさくらがみん

はずっと早くさくさうです︒

な一しょにさいてゐます︒

五135國

くさんさいてゐます︒

二494園﹁オモシロイコトダ︒花 五287 ︿略﹀︑此のごろは栗の花がた

ハヒヲマキマスト︑カレ 七173 此の頃はれんげさうの花ざか

りである︒︿略﹀︒変畠やなたね畠の

二497

間にさいてみるのは︑ことに目立つ

く︒

ンポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒

道ばたや土手にさいてみるの

しやうの強いもので︑一度種

九605

七875

庭のすみにはほうせん花が眞

海藻野花が咲力ナイ︒

でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

だう

石垣の間でも︑地藏檬のかげ

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

七178

はこぼれ種であらう︒

七175

て美しい︒

木物花ガサイテ︑一半ンニ花
﹁モウード花ヲサ青魚

ザカリニナリマシタ︒

ヨ︒﹂

二522園
一こ

コンドハ︿略﹀︑スコシモ

サクラガサクノハコレ

レカラデス︒

二685ナノ花ガサクノモコ 七181

カラデス︒

二683

花ガサキマセン︒

テ

さく

なる人︑みつから先んじて耕作・養

サク

二526
を以て︑︿略﹀︒

量・養鶏・養魚等の模範をしめしし

村の財産家にて事業に熱心

さきん・ず

八439 越前守は再び一同を呼出して︑

さきに納めさせた白木綿を返し︑
︿略﹀︒

ぎ
十欄6図 主上さきに笠置におはせし
時早くも義兵を墨げしが︑︿略﹀︑力
なくて止みたり︒

一一

ソノツギハ︑アノタク 三2一 ミチバタニハスミレヤタ
サンサイテヰル︑小サナキイロ

二84園

タ︒

一252

咲ク 咲く ︽ーイ・iカ・ーキ︒ーク︾

さ・︿ ﹇咲﹈︵四・五︶39

十一488図園先に壼がきたる檜︑何

サキホド

となく物足らぬ所ありて氣にか＼り
﹇先程﹈︵名︶5

しが︑︿略﹀︒

さきほど

三787だれか川上の方で︑さ

さきほど 先程

きほどからふえを吹いてゐま
す︒

S8

さきて

さきだっ一さく

赤に咲いてみる︒

十字4園 あ㌧︑咲いてみる︑︿︒
みよ子︑ずるぶん珍しい花があるだ
らん
らう︒此虜は重に蘭の類を集めてあ
る虜だ︒

十棚4函あ＼︑咲いてみる︑︿︒

さく

下グ

昨日知人に誘はれて

貴兄には去月以來御皆労にて︑︿略V︒

十一鵬6軍団

コーヒー園見物に出掛け候︒
成する

︽ーシ︾

︽ーグ・ さくせい・する﹇作成﹈︵サ変︶1作

苦しむ者を︑泣く

助けて共に樂しまん︒

ち︑物をさき︑
者を︑

﹇下﹈︵下二︶3

﹇裂﹈︵下二︶﹇▽はりさく

ーゲ︾

さ・ぐ

又は貴衆雨院の何れかが其の案を作

五914

作物の種や商品の見本も入れ

てよいことになってゐますが︑私は

︿略﹀︑近年は作物も改良せ

まだそれをあつかったことはありま

せん︒

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒

られ︑桑を植ゑて舞を飼ふ者多く︑

十悩10図

べ

知りたり︒﹂

十﹇4710図圓

高い︒

住持﹁昨夜のぞき見て

つたが︑海面にはまだ波のうねりが

十麗5

昨夜の風雨は名残なくをさま

さくや ﹇昨夜﹈︵名︶2 昨夜 ‡ゆう

法律を制定するには︑政府

小屋根ノ上ニカ・グルニイタレリ︒

八598図 ヨリテ看板ノ如キモ︑︿略﹀ 十二887

十棚9 たくさん咲いてみる中で一番

作太

成して議會に提出する︒

作太郎は父につれられて︑は

﹇作太郎﹈︹人名︺1

サレド食物ヲ責ル店ニハ︑︿略﹀︑軒

郎

さくたろう

二下ゲタルモアリ︒

之二反シテ︑︿略﹀︑五人ノ

五632

じめて町へ行きました︒

昨朝あたり

く

さ

﹇佐久聞盛政﹈︹人名︺
まもりまさ

もりまさ

八14

︿略﹀︒

ら︑

サクラガサクノハコレ

︿略﹀︑うめやさくらも︑こち

こちらは今さくらのさかりで

うめやも＼やさくらがみん

もえる木のめに春風吹けば︑

黄色なのはならやくぬぎで︑

かはるみ＼に花さきみだれ︑

うちのまはりのうめ・もも︒さく

五295圃

な一しょにさいてゐます︒

五135困

てしまったさうです︒

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

五61

らよりはずっと早くさくさうです︒

五55

ノ花ザカリデス︒

三12 イマハサクラヤナタネ

カラデス︒

二683

櫻

︿略﹀︑昨朝あたりから熱が さくら ﹇桜﹈︵名︶12 サクラ さくら

カクテ償ハ次第二安クナリ さくちょうあたり ﹇昨朝辺﹈︵名︶1

テ︑最モ償ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬

九462図

レテ︑雫ヒテ償ヲ下グ︒

持主各其ノ馬ノ士買レザランコトヲ恐

九461図

美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ
︿略﹀︑たれ下った藍に︑幾つ

も咲いてみる薄紅色の花である︒
十棚10
も咲いてみる薄紅色の花である︒

い湯が通ってみるから︑こんなに早

十価5園 此の温室は︿略﹀︑十分熱
く咲くのだ︒

八452團

昨年僕の學校より︑君の

﹇昨年﹈︵名︶1

たので︑︿略﹀︒

さくねん

さ

佐久間盛政
しばた

佐久間盛政
ま

久間盛政をして一萬五千の兵を率ゐ︑
やながせ

寄手の大豊佐久間盛政は︑
作物

ツバメハ田や畠ノ作物ニツク
ニ立ツ鳥デス︒

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑人ノヤク

五274

﹇作物﹈︵名︶3

今日の職に勝ちほこり︑︿略﹀︒

十一252図

近江の柳瀬に討って出でしむ︒

あふみ

く

十一234図く略V︑柴田勝家︑先づ佐

2

さくまもりまさ

頃より御病氣の由承り候︒

學校へ御轄任なされ候佐野先生︑先

九簡5囲国

昨年

下って︑食事も進むやうになりまし

ヲ費ルコトトナル︒

霜柱たつやぶか

さくく

ふめばさくく睦みだる︒

︿略﹀︑

︵副︶1

十899図圏

さくさく

十﹁139図韻 ︿略﹀︑ 船は静かに我
等をのせて︑ 行くは何虜ぞ︑桃さ
く村へ︒

げの路︑

ざくく
けい
︿略﹀職工が珪砂にソーダ

︵副︶1

十一梱10

ざくざく

十一939園 櫻の咲く季節でも霜の降
七代七十期年の帝都とし

る季節でも︑やはりさうである︒
十一一994図

みた︒シャベルでざくくかきまぜ

灰や石灰石の粉を入れてかきまぜて

ら

‡き

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし

﹇昨日﹈︵名︶4

ると︑︿略﹀︒

のう

さくじつ

昨日は美しきお話の本御

る歩兵の音吉君と二人で町を見物し
た︒

九川9團国

さて昨日御地より鶴村

送り下され︑誠に有難く存じ候︒

十一416魍国

せられたる河井氏の御話によれば︑

さくもつ

六396困昨日はとなり村から來てる

昨日

奈 良 の 都 も ︑ ︿ 略 V︒

な

十二餅9 櫻の花の一時に咲き一時に
ふぜい

散る風情を喜ぶのがそれであり︑
︿略﹀︒

のれの利のみかへりみず︑ 力を分

七967図圏 共同助力は人の道︑ お

り出ました︒

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

五122 ふしぎに思って︑尾をさいて

ーキ︾q▽ひきさく

さ︒く﹇裂﹈︵四・五︶2さく︽ーイ・

さく一さくら

618

619
さくらい一さけぶ

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒
ひ

十663図 ︿略﹀主人の持盛れるは︑
秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒

十撹6図 高徳︿略﹀︑大いなる櫻の
幹をけづりて︑大文字に詩の句を書
きつけたり︒

鮭

鮭嚇

第十三

﹇鮭﹈︹課名︺2

六目16

さけ

第十三

鮭

サケ

酒

ソノバンシユテンドウジ

﹇酒﹈︵名︶13

占ハ葡3

さけ

一一756

ハサケニヨツテネマシタ︒

五114

酒が出町ると︑みことはそれ
間もなく大蛇が來て︑︿略﹀︑

を八つのをけに入れさせて︑︿略﹀︒

五108

十一939園 櫻の咲く季節でも霜の降 五106園 強い酒をたくさんつくれ︒
る季節でも︑やはりさうである︒

大宮人の櫻かざし紅葉かざして往來

十二鵬2図 そのかみ︿略﹀都大路を︑

此の人に年取つたおとうさん

たけるも酒によってねむりま

其の強い酒を飲みました︒

五432

しけむ︑︿略﹀︒

十二慨9 櫻の花の一時に咲き一時に

︽ーリ・

た︒

土人等怒りて林藏の頭を

﹇鮭﹈︵名︶6

鮭

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二867図
さけ

叔父サン月払ノ話ヲ聞イタカ

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

六454

鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

魚デモアル︒

六456

大キクナツタ帯側︑秋カラ冬
翌年ノ春ニナツテ︑明智ラカ

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六461
六477

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

四五年モタツト︑︿略﹀錦

ぶ

なみくの者なら︑﹁あっ﹂

︽ービ・ーブ・iン︾﹇▽なきさけぶ

五437

其の時表で水だくとさけ

とさけんで死にませうが︑︿略﹀︒

ぶこゑがしましたので︑︿略﹀︒

五857囲

獅子の目は火の如くにもえ︑

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

七309図

御用船を見つけると︑﹁一太

にげまどへど︑︿略﹀︒

七421

郎やあい︒其の船に乗ってみるなら︑

中尉は︿略﹀︑いつものはれ

おばあさんは又さけんだ︒

鐵砲を上げろ︒﹂とさけんだ︒

七422

九佃8

六483圏

ツテ來ルサウデ︑﹁之ヲ鮭ノ里蛉ト

ぐとした聲で︑﹁そら︑もう恵

だぞ︒襲へく︒﹂と叫んだ︒

マストの上の見張人が不意に

﹁よし︒﹂と叫んで火を止めた︒

十482 喜三右衛門は︑︿略﹀︑やがて

10

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

十

を指さした︒

十一303図正親も︿略﹀︑俄に槍を

老砲手は氣ちがひのやうに

投捨てて大手をひろげ︑﹁組打︒﹂と

叫ぶ︒

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り

十一566

に叫んでみるが︑︿略﹀︒

十一876

波打際には大勢の人が旗を

︿略﹀︑僕も思はず﹁萬

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

十一8610

叫んだ︒

ちやうど其の時︑﹁ふかだ 十一582 ﹁あっ︒﹂と︑思はず人々が

く︒﹂といふ船長のけた﹂ましい
叫び聲が聞えた︒

人人は叫び聲に驚きあわて
さけ・ぶ﹇叫﹈︵四・五︶18さけぶ叫

て︑我先にと船へもどって旧る︒

十一563

おそ

デモ言ツタラヨカラウ︒﹂ト叔父サ

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

ンが言ハレタ︒
カラフト

六485

︿略﹀︑

﹁杉野はいっこ︑杉野は

やみをつらぬく

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ
ダ︒

八978図圃
中佐の叫︒

すると酒のにほひがしますの
で︑ふしぎに思って︑見まはします

居ずや︒﹂
はく

拍手かつさい︑天地をとど
ろかす萬歳の叫︑勇壮なる重言の調︑

︿略﹀︑ふしぎに思って︑見ま 裏書2図

はしますと︑石の中から酒ににた物

喜んで︑それからは毎日其の

十一561

なめてみると︑酒のあちがい さけびこえ ﹇叫声﹈︵名︶2 叫び聲

︿略﹀一せいにあぐる歓呼の聲︒

ました︒

﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒

五554

酒の出る所を御らんになって︑

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ

五547

たします︒

五544

がわいてるます︒

五543

と︑︿略﹀︒

五541

さけび﹇叫﹈︵名︶2叫

︿略﹀︑かへりに酒を買って來

がありまして︑酒がすきでございま

五534

した︒

ふぜい

﹇桜井﹈︹地名︺1

櫻井

散る風情を喜ぶのがそれであり︑
︿略﹀︒

さくらい
かうつけ

した︒

ゑつちゆう

十722園 其の返禮として加賀に梅田︑

探る

ては︑おとうさんを喜ばせてゐまし

五536

櫻

越中に櫻井︑上野に松井田︑合は
﹇桜狩﹈︵サ変︶1

せて三箇所の地を汝に授ける︒
さくらがり・す
︽；スル︾

ごま
十二32図圏 荒駒を馴らしがてらに︑

がりす

﹇探﹈︵四︶ 2

野邊遠く 櫻がりするますらをのと
も︒

tル︾

さぐ・る

︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

て其の地の模様を探るは︑かへって

十二842図

目的を達するに便なることを知りぬ︒

十二865図 土人結露藏を珍しがりて
之を他の家に連行き︑大勢にて梅園
みながら︑或は抱き或は懐を探り︑
或は手足をもてあそびなどす︒

さける一さしあげる

620

ジョージは 後 を ﹇ 見 送 っ て ︑

歳︒﹂と叫んだ︒

十一梱3

帽子を振りながら叫んだ︒﹁ウェリ
﹁あ㌧︑あなたはベートー

ントン公爵萬歳︒﹂

十一一433

︽一

が︑やがて手をあげて敬辛して︑に
サゲル

つこりと笑って立去った︒

ゲ︾

煮皿くす

﹇捧尽﹈︵五︶1

︽ーシ︾

ささげつく・す

捧げ

君と親とに眞心を捧げ書く

して仕へる忠孝の美風が世界に去た

十二麗10

捧銃

さトげつト

︵名︶2

さエげつし

程なくフィリップは病室には

﹇捧﹈︵下一︶5

恭しく捧げ銃の禮をした︒
ささ・げる
︽ーゲ︾

十105

いって來て︑うやくしく藥のコッ
プを王にさ︑げた︒

皿をさ︑げた喜三右衛門は︑

そこで彼は︿略﹀︑たま

こをどりして喜んだ︒

十494

十二948

く其虞にみた少女のさ㌧げた牛乳
︿略﹀︑たとへ何十年か＼ら

を飲んで元氣を回復した︒
十二価10

ばか＼れ︑我が命のある限り︑︸身

月影のさ窟なみにくだけ︑

漁火の波間に出没する夜景もまた﹇

十一343図

さ＼

﹇笹舟﹈︹自画︺2 ささ舟

段の趣あり︒

ささぶね

三目8 二十 ささ舟

且Vくまのささやき

﹇▽わらいさざめく

三603二十 ささ舟

さざめく

︽ーッ︾

或夜小僧︑住持の居間に

﹇山茶花﹈︵名︶1 さざんく

えんさきのさざんくわに︑

目白が二は來てるて︑枝から

さし

←ひとさしゆび・みずさし・もの

枝へとんでゐます︒

︽ーゲル︾

さしあ・げる ﹇差上﹈︵下一︶6

さし

さし

四246

わ

さざんか

住持ひそかに行きて見るに︑︿略﹀︒

留りて︑﹁︿略﹀︒﹂とさ︑やさければ︑

十一462図

︽ーキ︾

ささや・く ﹇囁﹈ ︵四︶1 さ＼やく

やき合った︒

六673青年たちは之を聞いて︑さ㌧

やき合ふ

ささやきあ・う ﹇向合﹈︵五︶1

此の時信號兵は﹁君が代﹂の ささやき

﹇捧銃﹈

ることは︑今更いふまでもない︒

九671

捧げ銃

つト

ささげつつ

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

さ・げる ﹇提﹈︵下一︶一

六338

鎖國

さ

さ
殊に徳川幕府二百鯨年の鎖

ラッパを吹き︑衛兵隊は捧銃の敬
禮を行ひ︑︿略﹀︒

郷が後に績いてるるのを見て︑一同

十二捌4警衛の兵士等は︑︿略﹀︑西

ささ

つト

氣を消磨せしめ︑徒に此の小天地を

﹇笹﹈︵名︶4

ぬ國民とならしめた︒

ささ

風がしっかにふいて來て︑

きしのささがさらさらとおと

三606

男の子三人はささのは

をたててゐます︒

三616

さ＼げる

理想郷と観じて︑世界の大勢を知ら

國は︑國民をして海外に嚢展する意

十二鵬2

﹇鎖国﹈︵名︶！

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

︽一

さこく

ベン先生ですか︒﹂きやうだいは思
﹁此威に居ます︒﹂

へ急グノデアラウ︒

ねぢは

はず叫んだ︒
十二577

と叫びたくてたまらないが︑口がき
けない︒

けて︑思はず﹁あら ︒ ﹂ と 叫 ん だ ︒

十二585 ︿略﹀女の子がそれを見附

さける

十二切6 安芳は大音に﹁西郷はどこ

﹇避﹈︵下一 ︶ 1

﹇裂﹈n▽はり さ け る

に 居 る ︒ ﹂ と 叫 ん だ︒

さける

ル︾

さ・ける

七581圏 ︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

をとって︑舟をこしらへました︒

みよ子はさっとささの
五郎さんの舟︒﹂

小えだを上げて︑コばんがち︑

三646

たちました︒

のは︑外の船に自分等の船の居るこ

︽一

とを知らせて︑衝突をさけるためで
下げる

三618 みよ子はささの這えだ
を手にもって︑土ばしの上に

﹇下﹈︵下一 ︶ 3

あります︒

さ・げる

五241 入口の左手には︑小切やえり

ゲ︾←つりさげる・ゆりさげる
や帯あげなどがたくさん下げてあっ

さゴなみ

ついては此の中の金を半分

だけお禮のしるしにさし上げます︒

七699圏

首を取ってさし上げた︒

かへして︑彦六を組みしき︑手早く

七483 ︿略﹀︑六五左衛門は忽ちはね

今御名をさし上げます︒

五453囹

上げる 差上げる

︽一

をさ︑げて此の岩山を掘抜き︑萬入
さ＼ぐ

の爲に安全な路を造ってやらうと︑

﹇捧﹈︵下二︶1

︿略V︒

九価6 水兵は︿略﹀︑しばらく大尉

ささ・ぐ

十33図又日々に奉る供へ物には︑

ゲ︾

十二佃5

て︑それを見てみる人も大ぜいあり

御生前平に御好みありし品々を選ぶ

三十年目に︑彼が一生をさ〜げた大

ます︒

の顔を見つめてみたが︑やがて頭を

由なるが︑それらの品を社務所にた

﹇小波﹈︵名︶1

かうして︑︿略﹀ちやうど

下 げ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と言って︑其の手

工事が見事に成就した︒
さざなみ

つさへ來て︑神前にさ︑げたしと願
ひ出つる者敷多しといふ︒

紙を差出した︒

九掴7 水兵は頭を下げて聞いてみた

621
さしあたり一さす

ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出
つればまた舟を浮べて進む︒

十二脳9 此の青のくさり戸にさし

ザシキ

ざし

か︑る手前︑路をさへぎつて立つ岩
山に︑︿略﹀︒

﹇座敷﹈︵名︶2

オハナハオチヨヲザシキ

﹇差込﹈︵五︶3

十二591

さし込む

差出す

余ーシ・ーセ︾

こしにはさんだ手ぬ

むける

さしも

︽ーケ︾
き そ

︵副︶1

けました︒

さしも

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

三302團﹁ねえさんこれをあげま 六227 木曽義仲が都へせめ上ると聞
す︒﹂と︑

はしひきさいてさし出

﹁︿略﹀︒﹂

ぐひの
せば︑

さしもの大きなパリー市も殆ど一目

九5310園く略V︑少しでも他人の負捲 十二335囲 眺望毫で眺めると︑︿略﹀︑

に見えます︒

もたまほしきは心なり
さしは

しはじめる

︽ーメ︾

私どもが六人で︑やっとか

かまはさしわたしが一丈ぐら

さうして其のさしわたしは

ふと見ると︑さしわたし六

﹇刺﹈︵四・五︶7 サス さす

マシタ︒

サルガミヅヲツケニイ

ヘテアリマス︒

シテアリ︑ヒシモチモモウソナ

四845モモノ花が花イケニサ

さしてそなへてあります︒

三783

︿略﹀すすきも︑花いけに

キマスト︑ハチガチクリトサシ

﹇185

︽ーサ・ーシ・ース︾

さ・す

さす．﹇止﹈且vいいさす

くと浮いてみる︒

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

十一849

齢りに當り︑其の容積はく略V︒

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

十一19

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略﹀︒

八306

ある︒﹂と先生がおっしゃいました︒

かへました︒﹁さしわたしが八尺も

五397囹

し

さしわたし ﹇差渡﹈︵名︶4 さしわた

を輕くしょうとして︑自分の財産を

どうぞ之を御覧下さい︒﹂と

残らず差出した︒

九備1

差支

もと此の方には近い親類の

﹇差支﹈︵名︶2

言って︑其の手紙を差出した︒

七鵬3園

者︑豊臣と名のったのも差支がな
い︒﹂といって︑︿略﹀︒

わたしもく略﹀︑くはしく

さし昇

くの差支があって︑当行が出來ず

計書を立てた事もあるが︑いろ

くわく

朝日のさわやかな光が︑木立 九264園

其の時︑今まで雲の中に居

﹇差上﹈︵四︶1

にしまった︒

さしのぼ・る

けり︒

﹇差挟﹈︵五︶1

さわやかに

十二24図圃さし昇る朝日の如く︑

︿略V︑やがてピンセットで る ︽ール︾

一ぱいにさし込んで來た︒

た太陽が顔を出したので︑日光が店

十二582

をもれて窯場にさし込んだ︒

十4810

︽ーミ・ーン︾

さしこ・む

まん中までさしてゐます︒

三774十五やの月がざしきの さしつかえ

ヲダシマシタ︒

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ

二57

き﹇▽おざしき

ざしき

七717囹 ︿略﹀︑だんなはく略V︑此
の金をあなたにさし上げましても︑

おしかりになることはあるまいと思
ひます︒

十646園 お連れ申しはしたが︑差上
あは
げる物はあらうか︒ ﹂ ﹁ 粟 飯 な ら ご ざ

いますが︒

差上げる物はございません︒
﹇差当﹈︵副︶1

さしあた

十649園 お宿は致しても︑さて何も
さしあたり

十一95一 リンカーンが七歳の時︑一

り

家はインディアナ州に移ったが︑さ
しあたり家がなくてはならぬので︑

差出す

︿略﹀︑黒鳥はこれまで

﹇差出﹈︵四︶1

父は自分で木を切出して小さな家を
造った︒

さしいだ・す
︽ース︾

十二854芸園

の記録一切を取りまとめ︑之を信者

さしづ与お

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

﹇指図﹈︵名︶2

さしはさ・む

街路をさしはさんで大商店

︿略V︑番頭さんたちは︑お客さむ ︽ーン︾

十一97

が軒をつらね︑︿略﹀︒

の人は普請方のさしづをうけてはた

其のうちに潮がさしはじめた
﹇差向﹈︵下一︶！

ので︑みんな舟にもどった︒
さしむ・ける

さし

七147
与おさしだし

らいた︒

五714︿略﹀︑いろくの工事に︑村さしはじ・める ﹇差遣﹈︵下一︶1 さ

ちにさしづをしてゐます︒

から注文をうけては︑小ぞうさんた

五246

さしず

さしず

小さなねぢ廻しでしっかりとしめた︒

さしおく

之を白主に持蹄りて日本の役所に差
︵五︶1

に渡していふやう︑﹁︿略﹀︑汝必ず

﹇差置﹈

出すべし︒﹂と︒

さしお・︿
︽ーイ︾

もあったのに︑主人はそれ等の人々

十梱6 ︿略V︑りっぱな學歴のある者

さし

をさしおいて︑或一人の青年をやと
ひ入れた︒

﹇差掛﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 2

か＼る︽ール・ーレ︾

さしかか︒る

さしだし

十二858図 其の間︑山にさしか㌧れ さしだ・す ﹇差出﹈︵五︶3 さし出す

さす一させる

622

つて︑義家にかへしますと︑義家は

五817 さて宗任がかりまたをぬき取

せ中をくるりとむけて︑うつぼへ
さ︑せました︒

庭の菊も白い花びらに赤みが

第一に宮城をさしてまみります︒

六265

京中の貴賎男女︑此の行幸

引寄せられた︒

十㎜4図

き所をさすることも金甲ざるべし︒

さ・せる ﹇為﹈︵下一︶5 サセル さ

きょうそうさせる・じょうりくさせ

せる

︽ーセ︾﹇▽あっこうさせる・

さして着た︑霜にあたったからだら

を悲しみて涙と共に見送り奉り︑警

る・ちゅうしさせる・でいりさせる・

三612三二郎﹁︿略﹀舟をながして

はってんさせる・ぶらぶらさせる

あそびませう︒﹂三郎﹁又はしりく

︽ーケ・ーケル︾﹇▽おさずけ

﹁これは親孝行のほうびに︑

ギウニユウ

マツ先二出アツタノハ牛乳

よって明日たがひに勇士を

一人つつ出して組討をさせ︑勝つた

七463園

ツテ行ツタ︒

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑ハシ

ハイタツ

六322

した︒

て行く人が天仁﹀︒﹂といひま

うつとさせてやりましたら︑送つ

︿略﹀︑私が風の音をこ

さすがに世界の大博物館といはれる

くださる
五555園

神々がさづけられたにちがひない︒﹂

方のものが川中島を取ることにして

すると或夜ゆめの中に︑明日

さすらふ

酒が出汐ると︑みことはそれ

其の夜のことです︑義仲は

︿略﹀︑爾方から︸度にどっとときの

六238

を八つのをけに入れさせて︑︿略﹀︒

五111

セル︾

させる ︵助動︶！9 させる ︽サセ・サ

させて下さい︒

ませんから︑其の代りに何か仕事を

豪しやうすることが出來

豊山の何所へ行けば︑望のものをさ

︵四︶−

十一鵬6囹

は︒

ました︒

﹇流離﹈

さする

︽一

はやて吹くやみにたゴ
寄るべなき海にさすらひ︑

﹇摩﹈︵四︶1

さうして︑これをよけようと

こゑをあげさせました︒

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

もし手なくば︑︿略﹀︒︿略V︑ 六943

かゆき所をかくことも出女ず︑いた

八283図

ル︾

さす・る

思出の深き船路や︑︿略﹀︒

よひ︑

十二協4図圃

︽ーヒ︾

さすら・う

はせて三箇所の地を汝に授ける︒

十723囹

其の嘉賞として︿略﹀︑合

づけてやるといふ神様のお告があり

八338

四792

らをさせませう︒
此虞はさすがに藝術の都
建物なども一般に壮麗です︒

として世界に聞えてみるだけあって︑

十二314国

だけあると思ひました︒

かも其の数量の敷限りもないのは︑

ちん
十二302国 陳列品の多種多様で︑し

まりナり︒

固の武士もさすがにようひの袖をし
これが萬じゅの姫で︑︿略﹀︑
かまくら

う︒

六572

うばをつれて︑鎌倉をさして上りま

六鯉4 なるほど︑去年鯉のぼりを立
した︒

義貞は之を見て︑﹁ものども

冬の朝日のさす軒下に︑

父と
はうき手にく

語りつ㌦掛る若き

︿略﹀︑

セ︾

授ける

向ふの山の頂に日の光が赤々 さず・ける ﹇授﹈︵下一︶3 さづける

人々︑︿略﹀︒

此方をさして

十906図面

母とに暇を告げて︑︿略﹀︒

俵あむ手のいそがしげなる

十892図醜

とさして來た︒

十412

字に鎌倉さして攻めこみました︒

進め︒﹂と︑其の遠干がたを眞一文

七219

時の間にか洲が見えなくなった︒

潮がだんだんさして來て︑何

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

︽ーシ︾

七155

した︒

十657図 みうりの火は次第におとろ
へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ
すが如し︒

区長1 ︿略﹀︑どれを見てもどれを見
さす

一 枝 髪 に さしてみたい︒

﹇点﹈︵五︶1

ても︑
さ・す

サス

さす

︿略﹀︑紅をさしたかと思はれ
はと
るやさしいくちばし︑︿略V︑鳩は見

十541

﹇ 差 ﹈ ︵ 四 ・ 五︶13

るからに愛らしいものである︒
さ・す

︽ーシ・ース︾且Vお さ す ・ ゆ び さ す

三171園 二郎︑おまへはそのゆ
びで人をさしますか︒

ジョージがとんで行って門
の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

十︻佃7

三307翻 ︿略﹀︑ ﹁さ︑いきませ さ・す ﹇鎖﹈︵五︶− さす ︽ース︾
う︒﹂ときやうだいは がくかう
さしていそぎゆく︒

︽

三人はみうりを園みて坐せ

坐す

騎馬の人たちはもう門の外まで乗り
つけた︒

り︒

十656図

ざ・す ﹇座﹈︵四︶1

三604日の光がやはらかにさ
して︑小川の水はきれいにす
きとほってゐます︒

三 7 7 5 十 五 やの月がざしきの
まん中までさしてゐます︒

︿略﹀︑氣長くあしらってみる

五961庭サキノブダウ棚二︑今︑夕さすが ﹇流石﹈︵副︶4 さすが
十価5

船から五十メートルぐらみの虜まで

うちに︑さすがの鯨も次第に弱って︑

日ガサシテヰマス︒

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

五言7 はじめて東京見物に來て︑此

623
さぞ一さちこどの

すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

五千人飴もころした ︒

六966

んなたいまつを出して︑之に火をつ
けて︑橋の上に投げさせた︒

六967 さうして其の上へ油をふりか
けさせた︒

七223 此の時義貞が方々へ火をかけ
させますと︑濱風が之をあふり立て
たからたまりません ︒

七723園 妻や子どもに︑朝晩おねん
ぶつのかはりにとなへさせます︒

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ

七㎜7 秀吉は城の庭にしき物をのべ

はせ︑︿略﹀︒

八115園 信作が落ちたのにかまはず
馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

十572

みさき

八64

それはく略V︑勝つた子ども

即ち赤・白幕はせて十三

を出した村が︑︿略﹀︑五箇村の頭に

す︒

︽ーメ︾﹇▽みさだめる

八691囲

ところで︑どういふ事をす

つと大砲のそばへ寄って︑

五月七日

父から

さ

太郎

太郎ど

さち子どの

父から

叔母より

一月十八日

さち子どの

五月五日

さち子どの

ち子どの

十二9囲困

どの

八749囲

の

︹人名︺3

急いで弾丸をこめ︑ねらひを定めた︒

十一579

に定めてあるから︑裁判所は︑︿略﹀︒

れば罪になるか︑︿略﹀︑法律で明か

十一203

打つ︒

んと一獲︑破裂矢をしかけたもりを

十稲7 ︿略﹀︑ねらひを定めて︑ずど

といはなしました︒

よくねらひをさだめて︑ひよう

四664よ一は弓に矢をつがへ︑

定める

さだ・める ﹇定﹈︵下一︶4 さだめる

由なる事もあらん︒

くさに出でし事なれば︑定めて不自

一人の子が御宇の黒い

﹇定﹈︵副︶1定めて

常に州の敷と一致せしむるを定めと

ことあらざれども︑藍地中の星章は︑

條の横筋は︑︿略﹀︑永久に老化する

十二6210図

得られ候事︑御前様の御喜さぞかし
沙汰﹇▽ごぶさ

なるといふ定めであった︒

﹇沙汰﹈︵名︶2

頃しも鎌倉より︑勢そろへ

さだめて
nvたかだやさだきちどの

定め

九柵1図説園

にはまるりませぬから︑追っての沙
さだきち

汰をお待ち下さい︒

十二伽10園其の饒の事は拙者の 存

の沙汰俄に國々に傳はりぬ︒

十708図

た・ぶさた

さた

と察し申し候︒

又暗い時の飛行に馴れさせて︑ 十柳2囲国く略V︑此の度始めて妹を

夜間に使ふ事も出來るし︑．︿略﹀︒

︿略﹀︑飼養所を移動し︑其筈

を見畳えさせて飛蛉らせるやうにす

十574
る事も出來る︒

鳩に手紙を運ばせるには︑

︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせて︑其

十576

そこで人々は︿略﹀︑老僧

の中に入れるのである︒

十二佃4
の命のあるうちに其の志を遂げさせ
ると共に︑︿略﹀︒

︽ーリ︾

老僧の終始一貫した根氣は︑ さだま・る ﹇定﹈︵五︶1 さだまる

遂に村人を恥ぢさせたものか︑仕事

十二柵2

四658弓をとりなほして︑向ふ
とがさだまりません︒

を見わたすと︑舟がゆれて︑ま

を助ける者が又ぼつくと出來て來
さぞ

みさき

岬

十六のお前が︑旅費も乏し 十一322図

百尋・千
遊びなれたる庭博し︒

行手定めぬ浪まくら︑
尋海の底︑

十一皿1図幽天下を定むる三分の計︑
﹇定﹈︵名︶2

たなそこの上に指さすがごと︒
さだめ

さちこどの

四國の西には佐田楽長

﹁今年の競馬はさぞ見もの さたみさき ﹇佐田岬﹈︹地名︺1 佐田

﹇嚥﹈︵副︶3

た︒

さぞ

八68園
だらう︒﹂

︿略﹀︒

八232 呉鳳は役人になった時から︑

九2610園

定む

農家ニチハ種蒔・︿略﹀取

定ム

く突出で︑九州にせまりて幽豆豫海峡

さぞかし

タネマキ

﹇定﹈︵下二︶3

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

﹇喚﹈︵副︶1

二念のろかい操りて︑

テ︑日ヲ定ムルコト多シ︒

入レ等ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシ

七佃7図

︽ームル︒ーメ︾

さだ・む

をなす︒
うが︑︿略﹀︒

もあらう︑又つらい事もあるであら

どうかして首玉の悪風を止めさせた
︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎

いものだと思ひました︒
八236
出品の首を一つづつ供へさせました︒

たら︑さぞ面白い事であらうが︒
さそふ

誘

八417 越前守は早速門をしめさせて︑ 十607園世に榮えてみる人がながめ
見物人一同の所名前を書取らせ︑さ

﹇誘﹈︵四・五︶2
︽ーハ︾

ておごそかに︑﹁︿略V︒﹂と申し渡し さそ・う
ました︒

ふ

にさそはれて︑賊の軍船はことごと

八434 越前守は呉服屋の手代を呼出 七212 すると︑︿略﹀︑落ちて行く潮 十一816図韻
して︑其の中に次皿まれた品のありな

く沖へ流れてしまひました︒

昨日知人に誘はれて

しを調べさせました︒

さぞかし

コーヒー園見物に出掛け候︒

八439 越前守は再び一同を呼出して︑ 十一鵬6圓團

さきに納めさせた白木綿を返し︑
︿略﹀︒

さつ一さて
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サツキ

さつき

︿略﹀︑べんたうをたべてみる
こづかひ

﹇先﹈︵名︶8

さつ 与いっさつ・にさんさつ
さっき
五402

と︑さっきの學校の小使さんが変
さっきおかあさんが︑﹁民子︑

ゆを持って來て下さいました︒
五494
︿略﹀︒﹂と︑ねえ さ ん に お つ し ゃ い
ました︒

た︒

十266

二人は早速ボートを出す支度

く存じ候へども︑︿略﹀︒

由承り候︒早速御見舞に参上致した

ざっし
︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌 九冊7團圏 ︿略﹀︑先頃より御亀氣の

こともあります︒

十一168
ざっし

︿略﹀︑．そこへ弟さんが雑誌

を二三さつ持って來て︑︿略﹀︒

十一169

を二三さつ持って來て︑本棚に並ん

近き庭ならば早速上り候

に取りか㌧つた︒

十研9國囲

十二397

り

妹の顔はさっと赤くなった︒

さっぱり︵副︶2サツパリさつば

カ︑サツパリアリマセン︒﹂

二211園﹁モウ人ガヒロツタノ

ねぢは驚いてあたりを見廻

したが︑︿略﹀︑何が何やらさつばり

十二531

わからなかった︒

︿略﹀︑珍しい甲轟が二匹ゐ さっぱり・する︵サ変︶2さっぱりす

る ︽ーシ︾

さつ

は

着物は粗末ながら︑さっぱ

十一593

札幌に湿て先づ感ずること

第十四課

北海道

札幌
さっ

さっぽろ ﹇札幌﹈︹題名︺1 札幌

とである︒

は︑街路が誉田で幅の非常に廣いこ

十一594

さつぼろ

さつぼろ
さっぽろ ﹇札幌﹈︹地名︺1 札幌

てるました︒

りしたものを着て︑歯もよくみがい

十伽6園

なりました︒

日たつと︑前からの友だちのやうに

氣がさつばりしてみて︑二三

た︒早速両手に一匹つつつかむと︑

五51
時計師は早速ピンセットで

王は胸も張裂けんばかりに

︿略﹀︑安芳は三月十三日官
たかもり
たかなわ

西郷は早速承知して︑芝︑高輪の薩
さっと

ま
摩屋敷で會見したが︑︿略﹀︒

﹇颯﹈︵副︶5

ま

みよ子はさっとささの さつまやしき ﹇薩摩屋敷﹈︵名︶2 薩

摩屋敷薩摩屋敷

しば
西郷は早速承知して︑芝︑

小えだを上げて︑コばんがち︑

さつま

翌十四日の會見は︑芝︑田

高輪の薩摩屋敷で會見したが︑︿略V︒

たかなわ

十二伽9
︿略﹀︑二階のまどからのぞ

町の薩摩屋敷で行はれた︒

十二伽3

かけよって見て︑宗任が

と言ひました︒さて宗任がかりまた

﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑義家が﹁︿略﹀︒﹂

五813

之を聞くと︑頼朝のかほの色 さて ﹇掬﹈︵接︶21 さて
城兵はさっと引上げたが︑二
三十人はふみとゴまった︒

六948

はさっとかはりました︒

六546

洗ひました︒

いて見ますと︑水が表の通をさっと

五861国

五郎さんの舟︒﹂

三646

さっと

越前守は早速門をしめさせて︑

しば

軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒

十一一伽9

ンの許に走った︒

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ

十二716

とのふたガラスの中へ入れた︒

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

十二588

又一匹攣ったのが見えた︒

十ニー19

聞けば︑雑誌の類は號の順 て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︒

でるる雑誌の間へそれぐお入れに
なりました︒

十﹁1610
に並べておいて︑︿略V︒

︽ーシ︾

︿略﹀︑御前様の御喜さぞ
︿略﹀︑御前様には御家事

さっす﹇▽おんさっしくださる・おん

しき事と察し申し候︒

御手つだひのため︑何かと御いそが

十柳9回咽国山

かしと察し申し候︒

十研2塵團

申す

さっしもう・す﹇察申﹈︵四︶2察し

六338 ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑
サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場
へ急グノデアラウ︒

強くなったのか︑ガラス越しに見え

十価7 外はさっきよりも一そう風が

︿略﹀︑さっきおとうさんの

る向ふの木がひどくゆれる︒
十一362

いひつけで︑明日の用意に出してお
いた植林地の書付を開いて見る︒
しんじ ゃ う や

父が木を伐れば自分は雑草

をかり取る︑︿略﹀といふ風にかひ

十﹇956

十一719園あの新上屋に御泊りに さっしもうしあぐ
なって︑さつき御出かけの途中 ざっそう ﹇雑草﹈︵名︶1 雑草
﹃︿略﹀︒﹄と︑御立寄り下さいました︒

十二215 ふと見ると︑ ︿略﹀蜜柑を

さっそく

頼朝は一目見た上でと︑萬じ

﹇早速﹈︵副︶10

がひしく働いてみた︒
さっそく

︿略﹀︒

借りて來て︑醤油のはかり費を始め

九545園

社長さんは早速荷車を＝塁

見物人一同の所名前を書取らせ︑

八417

く舞姫にきめました︒

ゆを呼出しましたが︑︿略V︑さつそ

六517

ベートーベンはかういって︑ 早速

採ってみる︒さっきの歌の主であら
う︒

十二4210

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始
めた︒

さっさと ︵副︶1 さっさと

しゃしん

雑誌

ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂かういって︑さつ

七737 人夫は之を聞いて︑首をふり

ざっし

さと婦って参ります︒
ざっし
﹇雑誌﹈︵名︶4 雑誌

五913 たまには雑誌や窩眞がはいる

ざっし
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さてさて一さと

をぬき取って︑義家にかへしますと︑

小さい米屋を始めた︒さて諸費を始

實に勤めて︑三十ぐらみの時︑︿略﹀︑

︿略﹀︑人々にかはいがられま

お宿は致しても︑さて何も

差上げる物はございません︒

十649園

るし︑︿略﹀︒

めると︑あの人ならといふ信用はあ

︿略﹀︒

六585

した︒さて萬じゅは︑だれか母の事
をいひ出す者はないかと氣をつけて
ゐますが︑︿略V︒

十ニー73図

此の外︑︿略﹀︑事件起れ

ば直に電話又は電信にて通知し來る︒
かう
さて編輯部にては刻々集り労る原稿

たく
を選澤整理し︑糟圭里・窮突眼と共に

二黒ともまことに心がけのよい者︒

近頃かんしん致した︒

秀吉が之を聞いて︑﹁さて

く︑早く参った︒﹂と心の中で喜

七生3園

びました︒

八645囹 ︿略﹀︑弟子どもは﹁先生︑

少しお待ち下さいませ︒今風であか

王は其の治めてみるイギリ

之を印刷部に送る︒

スを三分して着たちに與へ︑︿略﹀︑

己一は笑ひて︑﹁さてく︑目あき

りがきえました︒﹂と言ひしに︑保

十二663

齢生を安樂に送らうと決心した︒さ

六677 青年たちは之を聞いて︑さ﹂ 十674図 僧は其の厚意を深く謝し︑
さて﹁失禮ながらお名前を聞かせて

網をすき︑舟を漕ぎ︑漁

しかし彼は城外に出る毎に︑

︵接︶− さては

えだえの病人︑さては野邊に送られ

杖にすがるあはれな老人や︑息もた

十二923

さては

言ひたりとそ︒

といふものは不自由なものだ︒﹂と

やき合った︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂さて

十二841図

面前に呼んで︑︿略﹀︒

て領地をゆつる日に︑王は娘たちを

︿略﹀︑眞先かけて参ったは

頂きたい︒﹂

十718囹

主人に火事の話をして︑義指金のこ
とをいひ出すと︑︿略﹀︒

感心の至り︒さて一族どもに奪はれ

業の手傳などして土人に親しみ︑さ

七199義貞は︿略﹀・はるぐと海

た佐野三十齢郷は︑︿略﹀汝に返し

ことを知りぬ︒

上を葬しました︒さて︑心の中に︑

御手紙有難く舞見致し候︒

てさまぐの物語を聞くに︑︿略﹀

十鵬6魍団

あたへる︒

海の中に投入れました︒

︿ 略 ﹀ と 念 じ て ︑ ︿略﹀太刀を取って︑

七601圏 船長はかくいひて後︑一だ

僧は︿略﹀︑どうにか仕方

る死者をまのあたり見て︑益く世の

十一而8

はないものかと深く心をなやました︒

に御前様の御手紙により︑御母上様

︿略﹀︒さて御父上様の御葉書ならび

はかなさを感じた︒

ん聲をはり上げて︑﹁さておしまひ

さていろくと思案したあげく︑遂

里Oじょうしゅ
に心を決して︑︿略﹀︒

﹇里﹈︵名︶6

には去る二日御安産にて︑玉の様な

山に來た︑里に來た︑

野にもさく︒

四888圃山にさく︑里にさく︑

野にも來た︒

四884圏

うさののさと・ひとざと・ふるさと

さと

る女の御子御生れの由承り︑︿略V︒

十佃3

さてく

さてく︑虹は美しい︒
空

だれがかいた

七つの色をならばせて︑

か︑虹の橋︒

五615圃

だれが渡る

用ありそうに天と地の

翌日頼朝は萬じゅを呼出し

役人はわけをくはしくたつ
ね︑人夫をも呼出して︑﹁さてく︑

七753園

本一の出來︒

て︑﹁さてく︑此のたびの舞は日

六535園

か︑虹の橋︒

遠きをつなぐ雲の上︒

︿略﹀︑

く略V︑

がら︑︿略﹀︒

山の中でも︑三軒

木びきの力藏さんがうたをうたひな

家でも︑ 住めば都よ︑わが里よ︒

六165圃

みた︒

屋の妻は子どもをつれて里へ蹄って

五771 ︿略﹀︑夫に死なれたので︑庄

野でも鳴く︒

さてく︑虹はおもしろい︒ 四894豊山で鳴く︑里で鳴く︑

のゑぎぬへ一筆に︑

︿略﹀︑

五607嗣

︵感︶6

に一ついって置きたい事があります︒

した︒さて蕃人どもは︑呉鳳を神に

上げると︑神前の大きな神鏡が︑き

うやくしく拝んでさて頭を さてさて

八262 蕃人どもは聲を上げて泣きま
まつって︑︿略Vとちかひました︒

久しく御無音に打過ぎ︑

らくとかゴやいてみて神々しい︒
失禮仕候︒さて昨日御地より錦村せ

十﹇416㈱団

が四五尺ぐらゐで︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 後 の 方 に

られたる河井氏の御話によれば︑貴

でかまをつく︒かまはく略﹀︑高さ

八312 次に其の小屋のそばへ土と石

煙出の口を明けるのである︒さて山

伐倒したる木は乾くま

兄には去月以來業病氣にて︑︿略﹀︒

ジョージは︑︿略﹀︑帽子を
口を開いた︒

ぬいで恭しく敬直して︑さて静かに

十一伽6

實にすさまじきものに候︒

火を放てば︑︿略﹀燃ゆる光景は︑

で其のま＼に致置き︑さて四方より

十一鵬8野芒

の木をきり倒して︑四五尺の長さに
きりそろへ︑それをぎっしりとかま
の中に立て並べ︑︿略﹀︒

見物人一同の所名前を書取らせ︑さ

八418 越前守は早速門をしめさせて︑

︿略﹀︑それから又長い間忠

ておごそかに︑天略 ﹀ ︒ ﹂ と 申 し 渡 し
ました︒

九523囹

さとう一さのげんざえもんつねよ
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︽ーエ︾

せつ

き

そ

てっかの

みつもり

頼朝が木曽義仲をせめようと

をさとって︑非常にたのもしく思つ

た︒

前には横長き池をひかへ︑

池のめぐりは見渡す限りの木立・く

十49図

吹く潮風に黒みたる

さむらにて︑さながら別天地に遊ぶ

思あり︒

十一823図圏

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

はだは赤銅さながらに︒

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

十二710図

雪白の地に紅の日の丸を

高大なる爲なるべし︒

十一一613図

威の獲揚︑國運の隆昌さながら旭

ゑがける我が國の國旗は︑︿略﹀︑皇

﹁いや︑聲が聞えるのでは

春は

く略V︑三月堂・二

﹇佐野﹈︹地名︺3

く︑秋は︿略﹀︒

さの

駒とめて袖打彿ふかげも

さて一族どもに奪はれた佐

野三十齢郷は︑理非明らかなるによ

十718圏

もとは佐野三十齢郷の領主︑︿略﹀︒

佐野源左衛門常世と申して︑

ざ ゑもん

なし︑ 佐野のわたりの雪の夕暮︒

十642図圃

こま

うしゅうさののさと

佐野←じょ

月堂霞につ＼まれてさながら夢の如

十二欄9図

日昇天の勢あるを思はしむ︒

りゆう

之をさとって︑すぐに義仲の所へ知

ある時︿略﹀︑信玄は兵を二

らせました︒

の娘が頼朝に仕へて居りましたが︑

した頃︑木曽の家士手塚太郎光盛

六552

がよければ︑何ごともできない
ことはないとさとりました︒

このかへるのやうに︑こんき

たうふうはこれを見て︑

さとる

らりと晴れて︑はっきりとまことの

﹇悟﹈︵五︶7

ノ里錦トデモ言ツタラヨカラゥ︒﹂

悟り

ツテ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ
得る

﹇悟得﹈︵下一︶1

十﹇沿3図翻 たどりつきたる峠の上
上ツテ來ルガ︑フシギニ自分ノ生レ

佐藤

さとり・える

笑

菜の花にほふ里見下して︑

十二959 其の刹那︑彼は迷の雲がか さながら﹇宛﹈︵副︶5さながら

に︑

タ川へ鋸ツテ來ルサウデ︑﹁之ヲ鮭

﹇佐藤﹈︹人名︺2

ひさ窟めくひるげのむしろ︒
さとう

さと・る

道を悟り得た︒

里子

謝

三568

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ ︽ーッ・ーリ・ール︾

﹇里子﹈︵名︶2

ト叔父サンが言ハレタ︒

た︒

八356
らはうとすると︑︿略﹀︒

﹇諭﹈︵四・五︶4

下駄屋にありし

さとす

幾年かの後︑里子を返しても

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

八355

さとこ

九2410園 歓庵様は佐藤の家の農學の
本 を お 開 き な さ れ ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

の爲につくすといふお考は︑どなた

九261園

も皆同じ事で︑これが佐藤の家の學
問の精神である︒

さたう
さとう ﹇砂糖﹈︵名︶2 砂糖 砂糖
さと・す

く略V︑

人は皆︑彼の姿を見送りぬ︑さと

八579七七

わた
七84層目又輸入品は綿もつとも多く︑ す 諭す ︽ーサ・ーシ︾

且vおさとう
さたう

砂糖これに次ぐ︒

七86図 しかして︑綿は印度より︑

小さき悔を

七438

手に分けて︑はさみうちにしようと
さとすべき子に

るのです︒﹂

ありません︒口の動き方を見てさと

八901園

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

した︒謙信はそれをさとって︑夜の
さと

元の皇帝深く文天竺を惜し

︿略﹀︑

すべき子にさとされし

さとされし

十999図

小さき悔をいだきつ＼︒

砂糖はオーストラリヤより來る物日

のぶ

八579図上

いだきつ＼︒

﹇佐藤信季﹈︹人名︺1

し︒
のぶすゑ

さとうのぶすえ

のぶすゑ

︿略﹀︑此の老人こそは出羽の

佐藤信季
九282

︿略﹀︑繹迦は泣悲しんでゐ

み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ
十一一992

んとす︒

里親

國の署者佐藤信季︑少年は其の子信
﹇里親﹈︵名︶2

淵である︒

ひろ

さとおや

る人たちに︑﹁︿略﹀︒︿略﹀︑めい

﹁はい︒﹂と﹁い＼え︒﹂の言ひにく

太郎は︿略﹀後悔すると共に︑ 十682圏

八375 ︿略V︑無理の方は驚いて手を

くが其の教をまじめに行ふ所に私

十965

放しました︒里親の方は﹁それ見

其のうちだんく人智が嚢

﹇佐野源左衛

つて汝に返しあたへる︒

佐野源左衛門常

ざ ゑもん

門常世﹈︹人名︺2

さのげんざえもんつねよ

十682圏 ︿略﹀︑恥かしながら申し上

だんく話してみるうちに︑ 世 佐野源左衛門常世
眞淵は宣長の學識の尋常でないこと

十一745

になった︒

りあはせて火を得る法をさとるやう

達するにつれて︑木片と木片をこす

十一665

いわけをさとることが出世た︒

悟←おんさと

は永遠に生きてをる︒﹂と諭して静

﹇悟﹈︵名︶1

かに眼を閉ぢた︒

さとり

よ︒﹂といはぬばかりに︑子どもを
︿略﹀︑越 前 守 は 聲 を か け て ︑

引 き よ せ ま す と ︑ ︿略﹀︒

八384

り

さうして日夜次々に起って
の道を求めた︒

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

﹁︿略V︒﹂と申し 渡 し ま し た の で ︑ 里

里臨

十二955
﹇里帰﹈︵名︶1

親は恐れ入ったといひます︒
さとがえり

六483園 四五年モタツト︑大キクナ

627
さのせんせい一さま

ざ

ゑもん

て︑もとは佐野三十平郷の領主︑

げませう︒佐野源左衛門常世と申し

︿略﹀︒

十715園 それなるは佐野源左衛門常
世か︒

三郎﹁五郎さんばんざい︒﹂

ませう︒︿略﹀︒﹂

三652

六78園

さん

さぶろうさん

︽ービ︾

やい︒

さほがわ

ひめさまがた・おほしさま・おまえさ

うえさま・おひさま・おひなさま・お

ま・おんありさま・おんちぢうえさ

ま・おんははうえさま・かみさま・か

もし天竺がよかったら︑三

佐保・佐紀の北竜に北を
たかまど

こま

サホ

こいんきょさま・ごくろうさま・こ

しゅじんさま・こそぼさま・ごりょう

しんさま・さわかつごろうさま・じぞ

いたさま・せんだいさま・だいりさ

うさま・しんめいさま・すぎもとさへ

さま・てんじんさま︒とのさま・はち

ま・たけこさま・つづけざま・てんし

まんさま・ははさま・ばばようすけさ

︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

んさま・まつこさま・みなさま・みな

ま・はるたのぶたろうさま・ふまいけ

さまがた

七812

マシテ自由ノ天地二居テ︑自

ソロヘテ泳グ檬ハ︑マコトニ面白イ︒

在二空ヲトブ檬ハ︑實二戸マシイモ

八488

ノデアル︒

圭里がけるが如く美しき山の︑ 九156図出がけにとやの方を見れば︑

﹇佐幌岳﹈︹地名︺一

佐保川

﹇佐保川﹈︹地名︺1

十二醜図
ロ嶽

だけ

さほろだけ

みさまがた・かみなりさま︒からいと

しかし三郎︑高い山がかな

さま・かんあんさま︒げんあんさま・

二郎﹁三郎さん︑又今日

﹇三郎﹈︹人名︺2

らず名高い山だとはかぎらない︒

三郎

それに此の邊一帯の島々は さぶろう ﹇三郎﹈︹人名︺1 三郎

が私の前を通りました︒

四771此の間さびしいおさう式
九45困

さび

︿略﹀︑内地から移って來た人も多く︑

さぶ

佐保

且﹀すぎもとさへいたさま

郎さんを連れて︑お書前にいらっし

鴨島9囲

も舟をながしてあそびませう︒﹂

︿略﹀︑常世はちぎれたる具 三608園

﹇錆長刀﹈︵名︶1

少しもさびしくはありません︒
さびなぎなた
長刀

﹇佐野先生﹈︹人名︺1

佐野先生

十712図

さのせんせい

九佃6屡国 昨年僕の學校より︑君の

︽一

足を着け︑さび長刀を横たへ︑わる
しこまれば︑︿略﹀

﹇錆﹈︵上

サビル

びれたる様もなく︑進みで御前にか

サ
さ・びる

︶3

學校へ御三言なされ候佐野先生︑先
﹇▽おおおかさ ば き

沙

頃より御病氣の由承り候︒
さばき

﹇砂漠地方﹈︵名︶1

さへいた

バク

さばくちほう

さほ

ツイテ來タ︒
﹇錆﹈︵上二︶1

←かんさぶ

さ・ぶ

十一621

て︑首をすゑ︑むねを張り︑今やと

︿略﹀︑をんどりは箱のふちをふまへ
だけ

おもりしげるさま・おかげさま・お

九674

︿略﹀︑千数百人の乗員が號令

其の檬は︑まるで雨後の蛙が

朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

むらがり飛んでみるやうである︒

九655

其の檬は︑如何にも目ざましい︒

にしたがって︑規律正しく活動する

九637

きをつくらんとする様なり︒

或は右に或は左にあらはれるのは︑
﹇様﹈︵名︶18

様﹇▽あにうえさ

サホロ嶽の連峯の一つであらう︒
さま

の具足に身を固め︑さびたりとも長
ち乗って一番にはせ参じ︑︿略V︒

刀を持ち︑やせたりともあの馬にう

十691園︿略﹀︑ちぎれたりとも︑此

佐保川

田山・生駒山を西にひかへて︑︿略﹀︒

い

限り︑春日・高官の山々を東に︑矢

十二梱6図

﹇佐保﹈︹地名︺2

六紐7園﹁ソレデモ臼蓋ヂキニサビ

ビ・ービル︾
ホクキヨクグマ

漠地方
サパク

其ノ南面ビンハ﹁私署チノ

サビルノ一人が使ハナイカラデス︒

六132園

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

九168 沙漠地方二言ルラクダハ灰色

サビ

デ︑雪ノ中二住ム北極熊ハ眞白デ
アル︒

﹇錆﹈︵名︶2

︽ーシ

さ

ノ上︑折レタ針ヤ︑サビタ針金マデ

六136園銅瓶︿略﹀︑時々青イ物ヲ 六663 ︿略﹀︑釘ハ残ラズ取レテ︑其 十二撹図佐保

さび

出シマス︒アレガヤハリサビデス︒

さびし

六136園 シカモ其ノサビハ大ソウ毒
﹇寂﹈︵形︶ 2

ナ物デス︒

さび・し
キ・ーシク︾

ひやう

の拍子木のごとかちくと︑

九19図園 夜をいましむる夜まはり
びしく時をきざみ行く︒

ま・あにさまがた・ありさま・うえさ

きゃくさま・おくげさまがた・おくさ

三327ざぶざぶおちる水のおと︑ま・うじがみさま・おいしゃさま・お
とんとんひびくきねのおと︑そ

ま︒おじいさま・おじうえさま・おじ

ばと
すら寒い秋風を浴びながら︑山鳩の

十二341官私は今落日に恋して︑うざぶざぶ ︵副︶1 ざぶざぶ
聲さびしきベルダンの戦跡に立って

三郎

三郎﹁又はしりくらをさせ さま・おせわさま・おつきさま・おば

﹇三郎﹈︹話手︺2

三612

さぶろう

のにぎやかな中から︑︿略﹀︒
さびしい

ゐます︒

﹇寂﹈︵形︶2

︽ーイ・ーク︾

さびし・い

さまざま一さむい

628

風にひらめきながら︑しっくと上
つて行く様は︑實におごそかなもの
である︒

︿略﹀︑三抱も四抱もあ

にもけなげに存ぜられ候︒
十一欄7履團
るものが地ひゴきを打って困るる檬︑

或時︑父王と共に城外に出

壮快言語に絶し候︒

て︑農夫の働く檬を見廻つたことが

十二913

氣よくかけ廻ってみる榛は︑實に勇
ある︒

の馬が︑林のかげや沼のほとりを元

九753黒・白・奮︑大小さまぐ

ましい︒

といへる に も 似 た り け り ︒

もやらずた㌧ずみたる様は︑古歌に
に見所あり︒

び︑手向山の紅葉夕日にはゆる檬殊

たむけ

十6310図 降積む雪に道を失ひ︑進み 十一而1図 ︿略﹀︑秋は春日の年神さ
︿略﹀

足を着け︑さび長刀を診たへ︑わる
じゅさまざま

さまざま

さまぐ

様々﹇▽しゅ

十713図 ︿略﹀︑常世はちぎれたる具さまざま ﹇様様﹈︵形状︶9 サマザマ
びれたる榛もなく︑進みで御前にか

三431

海ノ中ニ一士や貝や其ノ外イ

ザマノ植物モ生馴テ居ル︒

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ

七794

して見せたりしました︒

をしたり︑さまざまなあそびを

︿略﹀︑毎日いろいろなごちそう

りゅうぐうのおとひめは

しこまれば︑︿略﹀

十一461図圏 彼庭に行きて︑彼の書
︿略﹀ ︑ 今 度 は ひ ぢ を 張 り ︑

師のする様を見給へ︒
十一474図

ふ
足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

たる檬をなせり︒

十一476三夜明けて住持︑書師に向

廣クテ長イノモアレバ︑全腔が細辛

海藻ノ誉田様々デ︑帯ノ様二
ニ分レテ︑枝ノ様ニナツテヰルノモ

七863

をまねて見するに︑蜜師驚きて︑

ひて︑︿略﹀︑夜中に皇師のしたる檬

﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

アリ︑ニハトリノトサカニ似タノモ
アル︒

十﹇605 見渡す限り果もない原野に︑

放牧の馬や牛がいうくと草をはむ

寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝起す

つち

る様なり︒さまたげせんも心なしと

覧

即ち一人の貿易商が外人の

︽ーゲル︾

さ

怒と失望と後悔とに身も魂

︽ーデ︾

荒野の末にさまよひ出た︒

もくだけ果てた王は︑我にもあらず

十二724

まよひ出る

さまよい・でる ﹇迷出﹈︵下︼︶1

またげることになる︒

貿易の不振を招き國運の畢生をもさ

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︑

十二237

げる

さまた・げる ﹇妨﹈︵下一︶1 さまた

り︒

思ひて︑住持は其のま㌧寝間に入れ

トや小さな槌やさまぐの道旦ハも︑

網をすき︑舟を漕ぎ︑漁

同じ皇の上に横たはってるる︒

十二841図

業の手傳などして土入に親しみ︑さ
てさまぐの物語を聞くに︑︿略V．

十二照2図次いで白金其の他の金属
の針金を以て檬々の實験を重ねしが︑
︿略﹀︑今日日本の周園に

これまた失敗に終りぬ︒
十二伽4園

さます

は諸外國が檬々の考を持って見てを
﹇覚﹈︵四・五︶4

るので︑︿略﹀︒

さま・す

す︽ーシ・ース︾

朝︑雷が目をさまして見ると︑
月と日が居りません︒

六446

←めざむ

まよってみるうちに︑︿略V︒

十一一934 師を求めてあちらこちらさ

たりヤ王を見附けて︑︿略﹀︒

十一一733 重三は荒野にさまよってゐ

︽tッ︾

目をさまして見ると︑ふろし さまよ・う ﹇迷﹈︵五︶2 さまよう
きつつみがありません︒

八392

リンカーンがふと目を飛し

人なつかしげに寄り來る

た時はもう遅かった︒

十一㎜一

十二棚4図

鹿の︑︿略﹀哀音しきりに人の眠を

さむ・い ﹇寒﹈︵形︶25 サムイ さむ

四585ドンナサムイ日デモ︑大

カラ・ーク・ーケレ︾←うすらさむい

い 寒イ 寒い ︽1・！イ・ーカッ・一

さむ
さまたぐ

さますも︑奈良には重くべからざる
﹇妨﹈︵下二︶1

風情なるべし︒

ふぜい

さまた・ぐ
︽ーゲ︾

かん

十一49図︿略﹀︑大いに治績を塁げ

工サンバミンナシルシバンテン
ヲヌイデ︑ヰセイヨクハタライ

黒・白・茶色︑大小さま酒＼

しかども︑乱臣の爲にさまたげられ︑

九752

の馬が︑︿略﹀元氣よくかけ廻って

さむい日のことで︑あま

り氣のどくでしたから︑︿略﹀︒

四788

久しく其の職に居ることあたはずし

︽ーセ︾

さまた

みる様は︑實に勇ましい︒
︿略﹀︑董師は障子に身を

げす

十一464図

く略V︑書師は障子に身を 六46園朝晩めっきり寒くなった︒

﹇妨﹈︵サ変︶1

テ居マス︒
十一463図

きりやねぢ廻しやピンセッ

寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝起す
る様なり︒

十二536

さまたげ・す

て魯を去りぬ︒

檬や︑緑草の間に羊の群をなして遊
︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

ぶ様は︑實にのどかである︒
十﹇606

なして遊ぶ檬は︑實にのどかである︒

子供が︑各島人の間にまじりてかひ

十一研6塵圏 中にも十三四ばかりの

ぐしく立働ける檬を見ては︑如何

629
さむさ一さゆう

六263 今朝は大そう寒い︒

六271 こんな寒い日にも︑目早くか
ら︑高い木の上をとびまはって誓い
てるる︒

はじめは寒いやうに思ったが︑もう

十397園

﹁あ㌦︑今朝はなかく寒

い︒指の先がしびれるやうだ︒﹂

せつ

れい

には御障もなく︑御前様にも日々學

十457

うにあたりを見廻した︒

手を

北風寒き町の辻︑

てるた彼は︑目のさめるやうな柿の

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

其虜から又右に折れると︑細

長い室一ぽいに︑目もさめるやうな

十梱9

取分け美しかったのは電燈

草花が並べてある︒

十一伽3

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

やがて眠から畳めた王は︑

目もさめるばかりであった︒

幾分氣も静まったのか︑︿略﹀︒

十二744

信吉は︿略﹀あいさつをすま

二人は不意の量子にさも驚

いたらしい竜子︒

十二394

も心配さうにたつねた︒

すと︑﹁奥様︑あのとよは︒﹂と︑さ

八839

さも ﹇然﹈︵副︶2 さも

ある年︑よりともは日本

費

日頃から自然の色にあこがれ

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒

︿略﹀︑夜ノ長クナルニツレ
︿略﹀︑

さむらひ←

身なりいやしき老婆には︑

八562図圏

テ︑氣候ハ次第二寒シ︒

七欄2図

︽ーキ・ーシ︾

だんく寒くなって來たが︑さむ・し﹇寒﹈︵形︶2寒シ寒し

あやにく薪も墨きてしまった︒

十659園

れい

しさ︑︿略﹀︒

朝は撮氏零度以下十何度といふきび

せつ

六393團 洋服は着なれなかったので︑ 十7710団 此の頃は大分寒くなって︑
なれた︒

﹇侍﹈︵名︶2

かす人もあらざりき︒

さむらい

六485 鮭下下イ國ノ魚デ︑我が國デ 十782囲 く略V︑朝は土窯零度以下十
何度といふきびしさ︑學校へ行く途

カラフト

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ
中などは︑寒いといふよりもいたい

四932

しょさむらい・とくがわざむらい

中のさむらひを引きつれて︑ふ

面白いのは︑三日四日績い

て寒ければ︑其の次には又其のくら

さめる

さむらひ︑﹁心えた︒﹂と︑︿略﹀︒

﹇覚﹈︵下一︶10

海原はみどりに晴れて︑

うな

さや

さや
八百年前の建物で︑今も鞘

﹇左右﹈︵名︶3

左右←ぜん

堂の中に其のま﹂保存されてみる︒

九721園

さやどう ﹇鞘堂﹈︵名︶1 鞘堂

よく目がさめたね︒今四時

餅をつく音に目がさめた︒

さゆう

階下の入口には︑左右に牽き

な待Aロ室があって︑︿略﹀︒

五梱4

青・緑・紅・紫︑目のさめ ごさゆう

を打つたばかりだ︒

九84國

るやうに美しい魚の群が︑︿略﹀泳
いで行く︒

十337

近づくと︑門の亡びらは左右

右の耳をそばだててみた︒

號令が聞きたいと思って︑︿略V︑左

目がさめると︑もう夜が明け 九椥9 北風はもう一度あの勇ましい
てるて︑︿略﹀︒

九693

︿略V︑今まで張りつめてみた
勇氣もくじけて︑ゆめからさめたや

九柵6

さやか ﹇明﹈︵形状︶1 さやか

四962すけつねも人に知られた

じのまきがりをいたしました︒

寒い北風に吹かれながら︑冬

さめ

且Vわにざめ

さ・める

寒さ

面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

寒さきびしき折から皆様

濱松の こずゑさやかにふれる白雪︒

︿略﹀︑目のさめるやうなちり 十二42図圃

︽ーメ・ーメル︾

八508

な浴衣地が︿略﹀︒

ゆかた

めんや︑きれいな帯や︑すゴしさう

五236

める

枯の小道を通って來て︑一足温室の
一度此の中にはいると︑ま

其の枝の先にしょんぼりと止

寒サ

あそこの植付をした時は 八521園
﹇寒﹈︵名︶3

故二﹁暑サ寒サモ彼岸マ

十欄3並倉

ことです︒

暖さがほとんど規則正しく交替する

十785国

デ︒﹂トイヘリ︒

七佃3

さむさ

まだ寒かった︒

十一361園

だ︒

つてみる烏の姿も︑見るから寒さう

十価10

た寒い庭へ出るのがいやになるね︒

十価5園

中にはいると︑︿略﹀︒

十一8

︿略﹀︒

みの間暖さが績くといふやうに︑

十784困

やうに感じます︒

ダ︒

﹁寒からうが︒﹂﹁少しも寒

湖の氷が大へんあつくなった︒

六774 二三日ひどく寒かったので︑
七779園
く は ご ざ い ま せ ん ︒﹂

ん︒﹂

こ

七781園 ﹁少しも寒くはございませ
﹁ 寒 く はない︒﹂﹁はい︒

れが御奉公だと思ひますれば︑少し

七782園

も寒くはございませ ん ︒ ﹂

七784園 ﹁はい︒これが御奉公だと

なきと

思ひますれば︑少しも寒くはござい
ません︒﹂

といっては泣き︑暑いといっては泣

八柵8 幼名を無人といったが︑寒い
き ︑ 朝 晩 よ く 泣 い たので︑︿略﹀︒

八麗7園 或年の冬︑大將が思はず
﹁寒い︒﹂といった︒

八柵1囹 ﹁よし︒寒いなら︑暖くな
る や う に し て や る ︒﹂

八丁4園 大器はこれから後︑一生の
間﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいは
なかったといふ︒

さよう一さらに

630

ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒

八506

船は二つにくだけて︑船尾の

サラく

さらさ

方は見るく大波にさらはれてしま

十252

時デアル︒

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら
さやう

クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ

﹇左様﹈︵形状︶1

はしまる︒
さよう

十一一㎜8圏 拙者は︑此の談判がよし

どのやうに決着するにもせよ︑さや
つた︒

︵副︶2

キレイナ水ガサラ︿流レテ︑

さロりし
︵名︶1 晒

︿略﹀走ること約四十分︑やがて新
ひ い
川を渡り更に進みで斐伊川の鐵橋に

事務所の湯にはいって服を改

か㌦る︒

十858

めると︑更に生きかへったやうな氣
又外情から原料を輸入し︑そ

︿略﹀︑厘裁判所の裁判に不

か︒

きやう

外藩貿易に至っては︑之に

更に思へば︑白地は

︿略﹀︑日の丸はく略Vともいふべ．き

十二614図

更に大きい︒

從事する者の心掛け如何の影響が

十二235

刷機にかく︒

更に之をもととして鉛版を造り︑印

十八ー76図 校正終れば紙型に取り︑

正部等に分れ︑︿略V︒

吾平ー67図 しかして編輯局は更に編
ざい
輯部・政治部・纏濟部・社二部・通
げい
信部・外報部・學藝部・鷺眞部・校

持がしました︒

十87！0

れに加工して︑更に外國へ輸出する
事も少くない︒

かのぼって︑︿略﹀支流に入り︑更

十一86．それから五十海里ばかりさ

訴する︒

島更にあらはれ︑水路きはまるが如

十一333図

︸島未だ去らざるに︑一

の裁判に不服な者は更に大審院に上

服な者は地方裁判所に上訴し︑尚其

十一212

上海に着く︒

しゃんは眠

風がしっかにふいて出て︑ に十海里穿りさかのぼると︑︿略﹀

きしのささがさらさらとおと

三607

ら

うな事になれかしとは毛頭考へませ
さやうな

さらさら

﹇左様﹈︵感︶−

ぬが︑︿略﹀︒
さようなら

ら

六466

をたててゐます︒

﹇晒木綿﹈

﹇▽あまざらし

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑
︿略﹀︒

十二446園 ﹁さやうなら︒﹂べートー
べンは立って出かけた︒
さら ﹇皿﹈︵名︶4 皿
十491 喜三右衛門は︑一つ又一つと
窯 か ら 皿 を 出 し て みたが︑︿略﹀︒

十494 ﹁出帆たく︒﹂皿をさ㌧げた さらし
喜三右衛門は︑こをどりして喜んだ︒さらしもめん
もめん

さらす

雨ざらしになっていらっしゃるが︑
︿略﹀︒

﹇晒﹈︵五︶1

︿略V︑今日はもう熟しきった

︽1

と合するや︑︿略﹀を合して一旗と

なし︑更にアイルランドの加はるに

及び︑︿略﹀を合はせて︑遂に今日

︿略﹀︑尚場合によっては持

運びに不便なので︑更に貨幣の代り

く略V︑國土統一の時︑其

の家の紋章の色なる白と赤とに︑統

十二645図

の如き形式をなすに至れり︒
︿略﹀﹃月齢﹄を見て知るの
方をあけて御らん︒

だ︒﹂父は更に﹁もっとおしまひの

十﹁912

になる紙幣といふ物を案出した︒

十一796

更に加工するのである︒

くにして︑また忽ち開く︒
十二623図 元来イギリスは︑︿略﹀︑
十一脳6 エプロンをかけた職工がガ
木綿
さらしもめん
ラスの皿やコップなどを︑此の単板．七236 晒木綿のづきんをかぶって︑ ＋一539之をそれぐ用途に鷹じて︑ 先づイングランドとスコットランド

皿・コッ プ を は じ め ︑ 鉢 ・

にあてて模様をほりつけたり︑︿略﹀︒
十一悩10

九㎜1

シ︾

びん・花びん・水さしなどがきれい さら・す
に並んでみた︒
さら ﹇更﹈﹇▽いまさら︒ことさら・な

てるる︒

やうな顔をして︑へそを日にさらし

︿略﹀︑再び募集に着手し

樺太が離れ島にして大陸

の地合にあらざることは︑此の探検

十二827図

によりて臨く知ることを得たれども︑

十一一873図 林藏の怪しみもてあそば

更によく之を確めんがために︑︿略﹀︒

松江を嚢したる汽車は

て努力すること更に敷年︑効果空し

十二45図

からずしてく略V︒

十一伽2図

のなり︒

一の成功を祈る希望の色として緑を

おさら

はもとより必要の事なれども︑人の

さらい ﹇▽おさらい

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

九197 シカシサラニコレヨリモ色ヤ 死を救ふは更に必要なるに非ずや︒
ぽ

更に

加へ︑更に王家の紋章を配したるも

︽ーッ・ーハ・ーフ︾

さら・う﹇櫻U︵五︶4サラフさらさらに﹇更﹈︵副︶32サラニさらに十﹁177田園 一切纒を世にひろむる
ふ

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

二721 山カラ出テ︑モノヲトツ

十345

産スルカマキリノ一種デアラウ︒
つて︑・船はさらに一段高くなる︒

八497 ︿略﹀︑マレニハ庭先二兎ンデ

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア

此の湖を横ぎると又水門があ

ル︒鷲ハ︿略﹀︒

631
さらば一ざる

る﹂こと︑此庭にては更に甚だしか
へにも申す通り︑︿略﹀︒﹂

キマスト︑ハチガチクリトサシ

ウスガオチテキテ︑サル

サルガニゲダシマシタ︒

マシタ︒

﹁192

一186

西郷は︿略﹀進軍を中止さ

せた︒さうして直に︿略﹀議をまと

十一一個10

め︑更に京都に上って勅裁を仰ぎ︑

りしが︑︿略﹀︒

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

十二938 彼は更に其の邊の名高い學

そはいと名残をしき事

コガニガサルノクビヲ

うす・きえさる・たちさる・ひきさる

き

ふ

かくて船長は外國より無煙

りたる窮眞帖を學校に寄附して去れ

七617図

り︒

︿略V︑全く元氣を回復した

人々は︑親子にあつく再生の恩を謝

十2810

し︑名残を惜しんで此の島を去った︒

る大路︑

去る

ほろくと聞ゆる

笛の

イヌヲケライニシテイ 十304図圏 影のごと︑人去り 人來

サルガアトオスエンヤ

さる

か

一事未だ去らざるに︑一

白雲いうく去り又來

コーデリヤはすごくと父

翌日此の地を去り︑河を

回去る能はざらしむ︒

でも歴史あり古歌あり︑人をして低

十二㎜5図︿略﹀︑一木一草に至るま

るデレンに着せり︒

さかのぼること五日︑遂に目的地な

十二8610図

の許を去らなければならなかった︒

十二704

る︒

十一㎜6図翻

くにして︑また忽ち開く︒

賢主にあらはれ︑水路きはまるが如

十一333図

るに非ざれば︑我之を去らず︒

十一610図囹然れども正しき道によ

たはずして魯を去りぬ︒

げられ︑久しく其の職に居ることあ

かん
十一410図 ︿略﹀︑好臣の爲にさまた

サルモダンゴヲモラツテ︑ 幸いつこ︒
キジハツツツキマハリ︑サ
ハヒツカキマハリ︑イヌバカ

ラヤ︒

五367

﹇去﹈︵連体︶4

︿略﹀︑御母上士には去る

に驚き入り候︒

十九日遂に御死去遊ばされ候由︑誠

十干2國團承り候へば︑︿略﹀︑去る

子御生れの由承り︑︿略V︒

二日御安産にて︑玉の様なる女の御

十鵬7㈱團

三十反︑本日無事に着きました︒

七柵7国去る三日にお差出しの縞物

さる

三匹ほってありました︒

︿略﹀︑道ばたの立石にさるが

一544圏

ミツキマハリマス︒

ル

一524

ケラノーニナリマシタ︒

一503

キマスト︑サルガキマシタ︒

一502

ハサミキリマシタ︒

一195

ヲオシツケマシタ︒

とうく徳川方の願意をとほさせた︒
支那・印度の文明を入れ︑

を成し遂げた日本國民は︑︿略﹀︒

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし 十一一燭6

にも満足することが出來ない︒
十一一946

訪いて繹迦はマガダ國王を

ても更に効のないことを知った︒
十一一972
さらば

心ある者ども何れも同意し

﹇然﹈︵接︶3

ければ︑さらばとて︿略﹀舟坂山に

十梱3図

さらば

妻子を始め國民を教化して故郷の恩

更にカピラバストに蹄って︑父王・

たつねてねんごろに道を説聞かせ︑

に報いた︒

十一457図園

奉らんとて︑︿略﹀︒

し由なり︒さらば美作の杉坂に待ち

十捌8図

かくれ︑今か．くと待ち奉れり︒
いん
︿略﹀︑山陰道にか㌧り給ひ
みまさか

今若草山に登りて古京の

跡 を 展 望 す れ ば ︑ ︿略﹀︒︿略﹀︒更に

十一一鵬4図

首 を 回 ら し て 南 を 望めば︑︿略﹀︒

愛すべ く 美 し き 山 野 は ︑

なり︒さらば謝恩の爲に何か壼がき

十一一欄8図

更に太古世話の歴史と結び文學と結

さらば

﹃さらば﹂と︑握手ね

﹇然﹈︵感︶1

て参らすべし︒

九435図翻園

さらば

びて︑感いよく深きを覧ゆ︒
十二欄5 けれども老僧は更にとんち
やくしない︒

さるεい

別れて行くや右左︒
﹇申﹈n＞つちのえさる

んごろに︑
さる

﹇猿﹈︵名︶13

十二幟3図︿略﹀トマス︑ エヂソン
は︑既に電話機に駕する獲明に成功

さる

サルガカキノタネヲカ
カニガニギリメシヲサル

オヂイサンバヨロコンデ︑

﹁︿略﹀︒﹂トヨンデアルキマシタ︒

ソノハヒヲザルニ入レテ︑

二483

ざる ﹇筑﹈︵名︶6 ザル ざる

姉二人は既にさる貴族に嫁

去る ︽ーッ・

し︑妹はかねてフランス王の后にな

十二658

ることにきまってみた︒
﹇去﹈︵四・五︶10

ーラ・ーリ・ール・ーレ︾←あいさりも

サルガヤケドヲシマシタ︒さ・る

一18ーサルガミヅヲツケニイ

一175

ミツケテトリマシタ︒

一142ミガナリマシタ︒サルガ

ニヤリマシタ︒

﹇106

ニニヤリマシタ︒

一10一

わざる・きかざる・みざる

サル

したるを以て︑更に進んで新しき電
エヂソンが炭素線の電燈

燈の議明に從冒したり︒
十一一帽1囹

を嚢明したのは四十年ばかり前のこ
とであったが︑今では更に進んで光
かく
の色が太陽に似て︑しかも比較的熱
をともなふことの少い電燈さへも畿
明されました︒

いてるる︒安芳は更に﹁しかしたと

十二伽1 相手は︿略﹀︑だまって聴

さるさわ一さわぐ

632

七149 めいくざるをかしげて︑え
物を見せ合った︒

りがたくさんみた︒

七151 妹とお松のざるには︑やどか

るに︑たつのおとしごが一つあった

七152 珍しかったのは︑丸山君のざ
ことであった︒

九捌7 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や
どぢやうを取るのであらう︒

十843 ︿略﹀︑其の内の二人が石炭を

ンは︑︿略﹀︑勇ましく防ぎ戦ひたり︒
ず︑︿略VQ
の

十二473図

けい

されど比類なき四十ニセンチメート

もみ・つがは共にそり又

杉・檜に比すれば用途甚だ暫し︒さ
れど何れも美しき光澤を有するが上

は伸び縮みすること著しきを以て︑

に︑もみは柔かにして工作に便なれ

ルの大口脛砲の威力に諾しては︑
何ともしがたく︑要塞は全く破くわ

︿略﹀ベルギー軍の防戦も︑終に如
いせられ︑將卒は多く毒死せり︒

ば︑諸種の箱を作るに用ひられ︑つ
がは堅くして久しきに耐ふるが故に︑

︿略﹀︑身なりはそまつなれ

されども

ど部品高き婦人立出でて︑﹁折あし

十601図

﹇然﹈︵接︶1

家屋の柱・土墓となすに宜し︒
されども

く主人が留守でございますので︒﹂
とことわりぬ︒されど婦人は︑氣の

ざれる ︽一

受取るものとは︑記事に多少の相違

あるを常とす︒

レ︾

ざ・れる ﹇戯﹈︵下一︶1

く略Vまりとざれては

えんからおちる︒

三117韻

名︺1

澤勝五郎様

三月十二日

さわぎ←おお

小野田國男

さわかつごろうさま ﹇澤勝五郎様﹈︹人

八佃5團

﹇騒﹈︵名︶4

澤勝五郎檬

さわぎ

︿略﹀︑とりでの守將中川 さわぎ

清秀︑士卒を指揮して防ぎ職ふ︒さ

ありませんでしたが︑中々のさわぎ

五843囲 ︿略﹀︑うちには大した事も

十一248図

れども不意を討たれし俄の軍に︑清

おのれは主人を迎へにとて外に出行

毒とや思ひけん︑僧をば待たせ置き︑

秀等の奮戦其のかひなく︑清秀は討

きけり︒

死してとりでは落ち︑戦は午前のう

掘崩すと︑他の二人がそれをざるで

十614図僧は改めて主人に一宿をこ

ちに終りぬ︒

運んで炭車に入れる︒
さるさは
さるさわ ﹇猿沢﹈︹地名︺1 猿滑

へり︒されど主人は︑﹁︿略﹀︑とて

七638

年よりや子どもは聲を立てて巡合ひ

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

大ぜいの人々が口々に人夫を

もお泊め申す事は出來ません︒︿略﹀︒

さるさは

でした︒

五重の塔︑猿澤の池水に影をうつし

十二9910図 興福寺は︿略﹀︑尚三重

されば

ますので︑川べはひじやうなさわぎ

︿略﹀︑これが出版は決し

しかし市中の謡言は蜂の巣

うちの方では︑田に水がな

︿略﹀︑城のやぐらから大きな

石を投落して︑賊のさわぐ所をさん

六916

此の村にはよく水がありますね︒

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五664園

︽iイ・ーグ︾3あわてさわぐ

さわ・ぐ ﹇騒﹈︵四・五︶5 さわぐ

を突いたやうなさわぎである︒

十二伽2

へのさわぎである︒

ら︑讐者を呼びに走るやら︑上を下

︿略﹀︑信作に水をはかせるや

て容易の業に非ず︒されば古は︑支

世の出來事を速に知らん

最後の最も新しきものを市内版とす︒

八112

でございました︒

十ニー45図

苦しみたりき︒

するのみにて︑益者其の得がたきに

那より火曜せるものの僅かに世に存

十一伽8図

﹇然﹈︵接︶3

て南都第一の美観たり︒

かけなさい︒﹂といふに︑僧は返す
言葉もなくて出行きぬ︒

旅僧もまた︿略﹀︑そゴう

に別れがたき思あり︒されどかくて

十705図

されば

日の暮れない中に︑一足も早くお出

直書池
猿澤池

さるさわのいけ ﹇猿沢池﹈︹地名︺1
十一一櫃図

されど﹇然﹈︵接︶9サレドされど

立去りけり︒

七338図 獅子はく略V︑つと海の中 何時まで留るべき身ぞと︑心強くも
にをどり入りたり︒船におよぎつか

とするは人情の常なり︒されば珍し
き事件の起りし時︑之を記述して印

干天祥命を奉じ︑各地に轄
黒して元軍を破る︒されど宋軍の大

十979図

刷に附し︑廣く爽費することは古よ

んとてなり︒されどかなふべくもあ

勢日々に非にして︑天子の誠忠を以

り行はれたりしが︑︿略﹀︒

らず︒

八595図 ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

てしても如何ともすることあたはず︒

但し大新聞にありては︑

き︒されど人智の進歩と印刷術の獲

面争地にて受取るものと他地方にて

されば同一日附の同じ新聞にても︑

︿略﹀︑新しき事件ある毎に改版して︑

十ニー93図

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

く略V︑唯をりく興味あ

達とは︑何時までもかく商量にして

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

十ニー49図

風ヲ守りテ︑︿略﹀ナドト記シテ︑

遊戯的なるものに満足すべくもあら

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑今ナホ古

ヒテ小屋根ノ上酒カ・グルニ至レリ︒

三二下ゲタルモアリ︒

九365図 く略Vベルギーの選炭レマ

ざんに射た︒

の

さはる

︽一

もたまほしきは心なり

十二24図圏さし昇る朝日の如く︑
さわやかに

﹇触﹈︵五︶2

﹇▽おさわり・おんさわり

けり︒

ル︾

んどっかい・たいしょうさんねん・に

とうちさん

いさん・せんどうさん・そんちょうさ

もむらさん・しゃちょうさん・しょせ

うさん・さぶろうさん・じいさん・し

こづかいさん・ごへいじいさん・ごろ

ん・こうぞうさん・こぞうさんたち・

ん︒きんじおじさん・こいちじいさ

おまつさん・おもりさん・ぎいちさ

おとよさん︒おばあさん・おばさん・

よさん・おとうさん・おとうとさん・

くさん・おじいさん・おじさん・おち

さん・おかあさん・おかださん・おき

三 さん ﹇▽あかさん・ありさん・うらしま

ず︒

産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を知ら

十一伽9図死傷頗る多く︑家を流し

一口ばなし

三

︿略﹀

一二三四五六七八九

ちようさんたんこせ

十七

十︑十バトンデキマス︒

一342
三534

星のかず
官私のうち︿略﹀ 三
五323
八目8 三 雀の子

︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

アメリカだより
︿略﹀

ニューヨークから
武将の幼時

アメリカだより
ニューヨークから

人を招く手紙

ちょうちょうさん・なかむらさん・に

しさん・だるまさん・たろうさん・

ん・だいくさん︒たかはしさん・ただ

いさん・にいさんたち・ねえさん・ね

︿略﹀

三

三
■vあかしさん・ありさん・

﹇産﹈︵名︶1

産﹇▽きそさん・

陰道

いん

十一214

いまじゅく

︿略﹀︑播磨の今宿といふ

かういふ風に︑三回くりか

さんかい ﹇三回﹈︵名︶1 三回

り︒

虜より︑山陰道にか＼り給ひし由な

十個7図

いん

さんいんどう ﹇山陰道﹈︹地名︺1 山

りきぞうさん

うさん・やすじいさん・やまださん・

んのいえ︒ばんとうさんたち・まつさ

三

︿略﹀

えさんかぶり・のぶこさん・のぶこさ

遠足

我は海の子︿略﹀⊃

第四課

︵
南米より︵父

︿略﹀

ん・みなさん︒むすめさん・ももたろ
鳴門

三

第二十三課
︿略﹀

蛭子

ヨーロッパの旅
第十六課

第八課

第二十五

三

九819第十八石安工場 ︿略﹀ 三
九佃4 界二十三 手紙 ︿略﹀ 三

︿略﹀

ノー

天mW3第二十七

︿略V 三

︑
／0
7 7 第十八

雀の子

ノ︷巳■

天6ー 第四

三

る人の外は︑私のからだにさはる者

五901

さはる

︿略﹀

八目29 第十八

九価6

︵五︶

つたから︑︿略﹀︒

﹇障﹈

此の水浴が髄にさはったもの

1

くびすぢにさはるのが何より好きだ

北風は︑主人の手がかうして

がありません︒

さわ・る

さわり

六942 さうして︑これをよけようと
して賊のさわぐ所を射させて︑又々
五千人齢もころした ︒

九棚8 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や
どぢやうを取るのであらう︒

十一801図心 我は海の子︑白波の
さわぐいそべの松原に︑ 煙たなび
くとまやこそ︑ 我がなつかしき住
家なれ︒

み

ざわざわ ︵副︶1 ざわく
︿略﹀︑美濃路の方面に當 さわ・る
︽ーッ︾

十一261図

りてたいまつの光おびたゴしく︑何

十87

﹇三﹈︹課名︺10

た︒

さん

キクノハナ

キクノハナ
ヒヨコ
ヒヨコ

十月三十一日
十月三十一日
大蛇たいぢ
さ

さん

ヒマラヤさん・ふじさん

なんざん・にっこうさん・はくさん・

いわてさん・おうばくさんまんぷく
三

三←げんこうに

八目3 第二犬ころ⁝⁝⁝三

三←だいさ

か︑王は俄にはげしい熱病にか・つ

とも知らぬ物音ざわくとして夜の
静けさを破る︒

︽ーシ︾

ざわざわしだ・す ︵五︶1 さわくし
出す

三目4

二65

二目4

七932 それが︑朝飯がすむと間もな ん・だいさんか
さわやか

清正はつつし ん で ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︑

﹇爽﹈︵形状︶5

く︑稻の葉がさわくし出した︒
さわやか
七研6

三52
四目4

御威光を借りて豊臣と記したのでご
ざいます︒﹂と︑べんぜつさわやか

四83
五目4

三

じ・こんこうざんじょう・さんざん︒

大蛇たいぢ

四画蕗季簿騨
九目3 型ニ トラック島便り⁝⁝⁝

五75

十十十

十

ん十十

）
一

に申し開きました︒

朝日は出で ぬ ︑ 花 や か に ︒

九25斗出 よき日は明けぬ︑さわや
かに︒

十432 日は大分高くなってさわやか
にかゴやき︑古購いく青空を︑ひわ
の一群が︿略﹀︒

十489

﹇三﹈︵名︶16

ねんさんがつ・だいさんかい︒だいさ

朝日のさわやかな光が︑木立 さん
をもれて窯場にさし込んだ︒

三 三三 三三 三 三

三

633
ざわざわ一さんかい

こ
一

6

胆

さ

ん

へして裁判してもらふ事の地曳る組
﹇山海﹈︵名︶1

山海

D・なってゐ・窪嘩
さんかい

建

三

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら
﹇三階造﹈︵名︶1

べ て 立 っ て る る の で ︑︿略﹀︒

さんがいづくり

五㎜5 赤れんぐわの三階造で︑間口

階造
が百八十四間もあります︒

十一一471図

丁丁に比して産額少く︑

さんがく ﹇産額﹈︵名︶1 産額

かうつけ

十一147

三月の末になさるはずであ

つたのが︑︿略﹀︑今まで延びてみた
のださうです︒

三月十九日

千太

﹇三月十九日﹈

︵名︶1

さんがつじゅうくにち

三月十九日号父から

どの

六鵬3國
﹇三月十三日﹈

三月十二日

廣澤連太郎

春子

三月二十日

﹇三騎﹈︵名︶！

︿略﹀︒

さんき

三騎

︿略V︑半分程の所から一騎後

産業

れ︑二騎後れ︑つゴいて三騎までも

八91

﹇産業﹈︵名︶1

後れて︑︿略﹀︒

さんぎょう

︿略﹀︑慈善事業を起したり︑
又は青年團を組織して産業の嚢達︑

十一描9

風俗の改善等に務めたりするのは︑
皆公共心の嚢動であって︑︿略﹀︒

さるのださうです︒

︿略﹀︒

世をしづめんと︑

原頭︑

三軍進めし五丈

大將の父は上々義士のことを

︽ーシ︾

さんけい・する ﹇参丁目︵サ変︶1 参

詣する

大將に話してきかせて︑其の墓に参

八擢5

詣したのである︒

旅行にはよき日なりなど

さんけいにん ﹇参詣人﹈︵名︶1 参詣

人

思ひつ㌦︑参詣人の群にまじりて行

十二51図

けば大鳥居あり︑︿略﹀︒

西窓一片残月あはし︒

白雲いうく去り又甥

ざんげつ ﹇残月﹈︵名︶1 残月

る︒

十﹁佃7図韻

土手は長さが三百問︑高さが

さんげん ﹇三間﹈︵名︶1 三間

雪間半︑幅は︸番上で三間といふ大

五716

きなもくろみであった︒

ざんげん・する﹇護言﹈︵サ変︶1ざ

︽ーシ︾

又産業組合を設けたり︑慈

産業組合

三月 さんぎょうくみあい ﹇産業組合﹈︵名︶

兄上様

十﹁麗8図團 ︿略﹀︑ 強敵ひしぎて

三月二十日︑今日はお花見と さんぐん ﹇三軍﹈︵名︶1 三軍
﹇三寒四温﹈︵名︶1

いふので︑御殿は人少でございます︒

六603

三寒四温

さんかんしおん

参

こちらでは昔から之を三寒 さんけい ﹇▽にっぽんさんけい
﹇参観﹈︵サ変︶1

四温といつてみるさうです︒

十787困
さんかん・する
観する

さんがつじゅうさんにち

三月十三日

︽ーシ︾

︵名︶！

十149園しかし︑此の間夜回を参観

三月十二日

千太

した時の皆さんの熱心な様子や︑

︿略﹀︑安芳は三月十三日官

軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒

たかもり

十二晒7

︵名︶3

三月十二日

小野田國男

松子様

八鵬3囲

三月十八日

三月十八日

﹇三月十八日目

三月十二日

杉本佐平太様

八冊4国
澤勝五郎檬
︵名︶1

さんがつじゅうはちにち

六悩2国

﹇三月堂﹈︵名︶2

1

行長は清正の軍功をねたみ︑

十一冊7

んげんする

しば
春は若草山の芝緑にもえ

善事業を起したり︑又は青年團を組

七976

十一一㎜8図

たち︑三月堂・二月堂霞につ＼まれ

織して産業の嚢達︑風俗の改善等に

さんこ ﹇三顧﹈︵名︶1 三顧

住めば都よ︑わが里よ︒

六164團山の中でも︑三軒家でも︑

さんげんや ﹇三軒家﹈︵名︶1 三軒家

吉にざんげんしました︒

石田三成に頼んで︑清正のことを秀

みつなり

てさながら夢の如く︑︿略﹀︒

参宮﹇▽い

やまと

御旅行がすんで︑これから参宮をな

十一717園池でも山城・大和方面の

せさんぐう

﹇参宮﹈︵名︶1

務めたりするのは︑皆公共心の欄干

﹇三月二十日﹈︵名︶1

さんぐう

であって︑︿略﹀︒

十一一塾図 三月堂

三月二十五日

十707図 降積みし雪もあと無くきえ さんがつにじゅうごにち ﹇三月二十五
日﹈︵名︶1

さんがつはっか

紙を昨日受取りました︒

三月二十五日お出しのお手

て︑山河草木喜にあふる＼春とはな
三月﹇▽め

九32団
﹇三月﹈︵名︶1

いじがんねんさんがつ

さんがつ

れり︒

山河草木

さんがそうもく ﹇山河草木﹈︵名︶1

せて三箇所の地を汝に授ける︒

越中に櫻井︑上野に松井田︑合は

ゑつちゆう

十722園 其の返禮として加賀に梅田︑ 堂

さんかしょ ﹇三箇所﹈︵名︶1 三箇所 さんがつどう

増殖や＼困難なるは惜しむべし︒

八㎜1囲

七363国目ぬきの所には三階建・四さんがつじゅうににち ﹇三月十二日﹈
れんぐわ

さんがいだて ﹇三階建﹈︵名︶1 三階

回忌の法事を致します︒

八柵6国 來る二十五日に︑亡母の三

さんかいき ﹇三回忌﹈︵名︶1 三回忌

目覧むるばかり鮮かなり︒

て眠るが如く︑夏は山海皆緑にして

加＋一 升 理 事 は 島 山 か す み に 包 ま れ

筋．
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さんご一さんじゃくあまり

十一用6図圏 雪降りみだる＼冬のあ
りうび

さんご
サンゴ 珊瑚

鳥撃が三顧のこよなき知遇︑

ぐう

したに︑ 風なほ冷たき春のゆふべ
に︑

﹇珊瑚﹈︵名︶4

︿略﹀︒

さんご

クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

七827 中デ面白イノハサンゴデ︑タ
シテヰル︒

﹇三山﹈︵名︶1

に散在してみる︒

さんざん

か

三山

ぐ

十二佃5図 更に首を回らして南を望
やまと
めば︑大和平野の白くる虜はるかに

さんざん

畝傍山・耳成山・天の香久山の三山

うねび

﹇散散﹈︵副︶4

まゆの如く︑︿略﹀︒

さんざん
さんみ＼

た︒

六916

︿略﹀︑賊が城の門まで攻上る

の船の大將を生けどりにして引上げ

︿略﹀︑府縣市會で参事會員

さんじっさいあまり ﹇三十歳余﹈︵名︶

1三十歳直り

去る三日にお差出しの縞物

さんじつたん ﹇三十反﹈︵名︶1 三十

とく
＜略﹀篤學の壮年︒

宣長はまだ三十歳鯨り︑

十一741
三時ご

を選墨するにも︑︿略﹀︑皆此の精神

﹇三時頃﹈︵名︶1

を本としなければならない︒

十一脳6

ろ

さんじごろ

通

いかな日でも葉書の百枚や封

さんじつつう ﹇三十通﹈︵名︶1 三十

三十反︑本日無事に着きました︒

七柵7團

ゑ ま
先生が拝殿にかけてある給馬 反

の﹀お話をして下さいましてから︑

五408

たんぼの小道へ出て︑三時ごろ學校
三四歳

﹇三四十貫﹈︵名︶1

三四十貫︑時には百貫以上

もある大まぐろがどたりくと船中
﹇三四十間﹈︵名︶1

へ投込まれる光景は︑︿略﹀︒

さんしじっけん

十一562

百メートル

︵名︶1

三四

︿略﹀︑船から三四百メート

さんしひゃくメートル

電車はおよそ十分毎に獲着す︒

七91図汽車はおよそ三十分毎に︑

三十分毎

さんじっぷんごと ﹇三十分毎﹈︵名︶1

書の三十通ぐらゐは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑土地の人は一向平氣 五911

﹇三四歳﹈︵名︶1

へかへりました︒

三四十貫

さんしじっかん

を自由にくゴつて歩きます︒

で︑三四歳頃子供でも︑腹の下など

十173団

さんしさい

七829 カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ 六832さんぐに切りまくって︑其
サンゴ

スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒
七82図

さんご

と︑城のやぐらから大きな石を投壷

九85團 ︿略﹀魚の群が︑珊瑚の林
や海藻の間をぬって泳いで行く︒

た︒

して︑賊のさわぐ所をさんざんに射

ドアイルランドさんごく︒にちえいべ

見附からないのでがっかりした︒

＋二響三人はさんぐ探し廻って

さんぐに賊を悪口させた︒

六935

正成は此の旗を城門に立てて︑ 十二796

さんごく ←イングランドスコットラン

さんご
﹇珊瑚珠﹈︵名︶1 珊瑚珠

いさんごく
さんごじゅ
︿略﹀︑庭の柿の木には︑すゴ
さん
なりになった實が夕日を浴びて︑珊

十餌7

三四千粒

一匹デ三四千粒モ産ムトイフ
ガ︑︿略V︒

六471

たちまち水が二尺になり︑

かまはさしわたしが一直ぐら

板となり︒

太さ中指ほどなる細長き

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚

十二85図

三尺に一尺程のかま口を造り︑︿略﹀︒

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑前には

八308

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五865團

ルの虜に︑大きなふかの頭が見える︒
三四十間
さんさんさん︵感︶2さんくく
九565 さんくく︑さんくく︒ 八203図 イカダノ大ナルモノハ長サさんじゃく ﹇三尺﹈︵名︶3 三尺

六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ

散在

置キテ野菜ヲ作り︑︿略﹀︒

﹇散在﹈︵サ変︶1

瑚珠のやうにかゴやいてみる︒

ご

さんざい・す

今日は天氣がよいので︑朝から変を

三時

︿略﹀︑朝から変を打つ音が方々で聞
﹇三時﹈︵名︶1

える︒

さんじ

闇
十一314図
と三十間許︒

みたるま＼ころくと轄び落つるこ

十一407 今年伐るはずのは︑︿略﹀︑

三尺罷り

︿略﹀︑二人はしっかと組 さんじゃくあまり ﹇三尺余﹈︵名︶1

さんじっけん ﹇三十間﹈︵名︶1 三十
仙塁に着いたのは午前の三

時で︑少しは下りた人も乗った人も

九7010園
あった︒

﹇三四千粒﹈︵名︶1

打つ音が方々で聞える︒

︽ース︾

散

さんしせんつぶ
さんくく︑さんくく︒

十一3210図 瀬戸内海には︑到る虞に

︵サ変︶2

九565

す

︽ーシ︾

﹇散在 ﹈

岬あり︑滑あり︑大小無敷の島々各
所に散在す︒

在する

さんざい・する

︿略﹀︑湖上に鮎々と散在して

みる島々は︑もと此庭にそびえてゐ

十355

た山々である︒

参事會員

十﹁101 其の外各種の學校や︑︿略﹀さんじかいいん ﹇参事会員﹈︵名︶1

ご

修養機關︑︿略﹀娯樂機關が到る庭

さんじゃくろくすん一さんじゅうはち
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もう幹のまはりの三尺齢りもあるも
のが大分見える︒
﹇三尺六寸﹈︵名︶

巻取紙とて幅三尺六寸︑

さんじゃくろくすん

1 三尺六寸
十ニー82図

長さ一萬六千尺生りのものを之に取
りつくれば︑機械は ︿ 略 ﹀ ︒

ちにち
﹇三十九﹈︹課名︺2

三

うらしま太郎⁝⁝⁝三

三

水師螢の會見⁝⁝⁝三

﹇三十五﹈︹原名︺3

第十

十四

さんじゅうく
十九

十九

三目2

十九

九目11
さんじゅうご

子

三十三

﹇三十三﹈︹課名︺！

初夏の夜⁝⁝⁝三十

三

モチノマト⁝⁝⁝三

﹇三十四﹈︹課名︺4

十四

さんじゅうさん

二目15
十三
さんじゅうし

三十七

ユキ⁝⁝⁝三十七
まはりつこ⁝・

月光の曲⁝

開墾⁝⁝⁝三十七
第九課

第八

十三

十五

さんじゅうしち

二目3
七

三目14

十目9
十七

三十

−三
三

三

十人

さんじゅうにん

﹇三十人﹈︵名︶1 三

︿略﹀︑三十人の一組は二列

になって︑順々に水の中へとはいつ

十﹁841

て行く︒

十年

勤

さんじゅうねん ﹇三十年﹈︵名︶2 三

年のよりしがあ

村の役場に三十年︑

めつゴけし小使の

七958三二

三十年ばかり前までは︑此

はれさに︑︿略﹀︒

十二521

の湖には魚類が全く居なかった︒

使ひみちによって︑三十年

さんじゅうねんめ ﹇三十年目﹈︵名︶2

三十年目

十一403

目から五⊥ハ十年目ぐらみの間に伐る

かうして︑老僧が始めての

のださうだから︑︿略﹀︒

みを絶壁に下してからちゃうど三十

十二柵5

年目に︑︿略﹀大工事が見事に成就

した︒

三十八

：三十二 さんじゅうはち ﹇三十八﹈︹課名︺3

﹇三十二﹈︹課名︺1

朝鮮人蓼⁝

﹇三十日﹈︵名︶1

第十

十二目10

弓流し⁝⁝⁝三十四

遠足⁝⁝⁝三十四

四目10 九フクロフ⁝⁝⁝三十四

十四

五目11 十
六目13 第十

三十

オ正 月 ⁝ ： ⁝ ・ 三 十

﹇三十﹈︹課名︺4
十三

十五

二目14

さんじゅう

七目12 第十一

一

四

三目13十二右ト左⁝⁝⁝三十五

大岡さばき

三十

植林⁝⁝⁝三十五

大連だより⁝⁝⁝三

七目13

第十一

﹇三十五﹈︵名︶1

第九課

第十二

四目9八山びこ⁝⁝⁝三十

十一目10
五

さんじゅうご

八目16

﹇三重五重﹈︵名︶

ども孚⁝⁝⁝三十五

三重五重

さんじゅうごじゅう

十二

︿略﹀︑尚三重五重の塔︑ さんじゆうに

八目14

さんじゆうにち

ユキダルマ⁝⁝⁝三十

﹇三十五年﹈︵名︶1

﹇三十七﹈︹課名︺4

七目11 第十 獅子と武士⁝⁝⁝三十
三十﹇▽

十五

﹇三十﹈︵名︶2

十目8 第七 パナマ運河⁝⁝⁝三十
さんじゅう

くがっしょうさんじゅうにち・ぜんろ
くじさんじっぷん

七728園 家には七十近い父と︑三十
になる妻と︑三つになる子どもがあ
るので︑︿略V︒

さんじゅうごねん

の美観たり︒

猿澤の池水に影をうつして南都第一

さるさは

十二9910図

九521圏 ︿略﹀︑三十ぐらみの時︑年 1
來の貯金と主人からもらった金を資
本にして︑小さい米屋を始めた︒

三十一

さんじゅういち ﹇三十＝︹書名︺4

十六

三十五年

日と風⁝⁝⁝三十八

十八

さんじゅうはち ﹇三十八﹈︵名︶1

⁝三十八

八

十

二目17

第十一

したがって二百十日も太

四目11

十日

六目14
﹇三十二人﹈︵名︶1

二

石地藏⁝⁝⁝三十八

三

縛員三十二人が四組に分れて︑ 八目17 第十一 大岡さばき ︿略﹀

それぐ仕事の持場に向つた︒

十117

三十二人

さんじゅうににん

になると三十日もちがふことがある︒

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑ 十一938園

陽暦なら大がい九月一日で︑ちがつ
﹇三十五万
三十五萬四千里

さんじゅうごまんしせんり

十﹁7610

ても一日ぐらみのものだが︑太陰暦

十一

三十五年の間努力に努力を績けて︑

三目12十一五一ちいさん⁝⁝⁝三
六目12 第九 町ノ朝⁝⁝⁝三十一

遂に古事記の研究を大成した︒

一

四千里﹈︵名︶1

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

十T19 さうして其のさしわたしは
齢りに狩り︑其の容積は︿略﹀︒

入螢した兄から⁝⁝

九目9 第八 若葉の山道⁝⁝⁝三十
十一目9 第八課 瀬戸内海⁝⁝⁝三
十一

さんじゅういち ←ごがつだいさんじゅ
ういちにち・じゅうがっさんじゅうい
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さんじゅうばつセンチメートルーさんせいする

北より敷へて古の一條・二條・三條

れば︑︿略﹀東西に走る三筋の路は︑

産出

十二m6

三畳

洞門の長さは實に三百八間︑
﹇三畳﹈︵名︶1

高さ二丈︑幅三指︑︿略﹀︒

さんじょう

郷里の家は六畳・三墨・二畳

︽ール︾

﹇三条大橋﹈

加藤清正これまで参上仕る︒

参上仕る

七棚5囹

さんじょうのおおはし
三條の大橋

三條大橋

︵名︶3

今︑三條の大橋に立って︑川

又三條の大橋から川上を見る

三條大橋

下を見ると致しませう︒

六713

六732

ジ︾

二度資を集めて二度散じ

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

十一伽2図

﹇産﹈︵サ変︶4産スル

集に着手せり︒

︽ーシ︒ースル︾

又毛織物の原料になる羊毛は︑

ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

て︑製造したものである︒

十一498

︿略﹀︒

我が國ではほとんど産しないから︑

十869

ノ一種デアラウ︒

九199 ︿略﹀︑印度日産スルカマキリ

︿略﹀︒

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑
九1810

産する

さん・する

此の三色は︑自由・平

三色﹇▽

六71図

﹇三色﹈︵名︶4

と︑︿略﹀︒

さんしょく

十二633図

あいしろあかさんしょく

フランスの國旗が縦に三

等・博愛を表すものと構せらる︒

十二635図

色を分ちたるに号して︑︿略﹀︒

を横に染分けたるものはドイツの國

十一632

︽ースル︾

それが今は人口約二萬︑戸

十二636図︿略﹀︑黒・赤・金の三色 さん・する ﹇算﹈ ︵サ変︶1 算する
旗なり︒

数学四千を算するりっぱな町となつ

たのである︒

雲や霧がわいたかと思へば

︽一 さん・ずる ﹇散﹈︵サ変︶2 散ずる

︽ージ︾

産す

て︑︿略﹀︒

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

ス・ースル︾

︽1

五702村の人々は中中大きな仕事だ

成する ︽ーシ︾

さんせい・する ﹇賛成﹈︵サ変︶2 賛

て︑︿略﹀︒

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

我が國に産する木材は其 九952園 雲や霧がわいたかと思へば

散ず

ひばは津輕半島に最も多

の種類頗る多し︒
つがる

十二492図

十二458図

にわたれり︒

する限りを壼くし︑産地は日本全國

九952園

﹇産﹈︵サ変︶3

白・赤の三色を縦に染分け︑︿略﹀︒

イタリヤの上川は︑緑・

の︑至ってせまい︑そまつな家であ

また＼きもせず職況を見居たりし秀
吉︑︿略﹀︒

十二641図

つた︒

の三間と︑二畳の板の間が一つだけ

八価3

1

十一503此の種のゴムが︑昔主とし さんじょうつかまつ・る ﹇参上仕﹈︵五︶
て南米ブラジルのパラ州から産出し

さんじゅうはつセンチメートル ︵名︶

たので︑︿略﹀︒

でう
三條

1 三十八センチメートル

し

﹇三条﹈︹地名︺2
でう

名高いのは天涯・四條・五條

の三つの橋でございます︒

六712

五條

さんじょう

十二518 即ち水位の一番高い五月と
一番低い一月との差は︑僅かに三十
﹇三十余郷﹈︵名︶2

八センチメートルに過ぎない︒

三十齢郷

さんじゅうよごう

の領主︑それが一族どもに所領を奪
の大路の名残とす︒

︿略﹀古京の跡を展望す

はれて︑此の通りの始末でございま

十683園 く略V︑もとは佐野三十鯨郷 十二皿8図

す︒

野三十饒郷は︑理非明らかなるによ

十718園 さて＝族どもに奪はれた佐 さんじょう ﹇三三﹈︵名︶1 三丈

﹇三十六﹈︹課名︺1

つて汝に返しあたへる︒
さんじゅうろく

﹇産出﹈︵名︶1

九目10 第九 両將軍の握手⁝⁝⁝三

三十六
十六
さんしゅつ

はくぎょくさんじょう

れうり

十63図園種類は大てい我が國に産

今まで賎嶽の山上より︑ さん・す

物二扇・綿縣・織物等ノ産出頗ル多

八961図 商工業盛ニシテ︑焼物・塗 さんじょう ﹇山上﹈︵名︶1 山上﹇▽

算術

さんじゅつ

︵名︶2

十一287図

﹇算術﹈

シ︒

さんじゅつ
算術
さいほう

九佃7組立

参上致す ︽ーシ︾

さんじゅつ

八926 おとよは話し方ばかりでなく︑さんじょういた・す ﹇参上﹈︵四︶2

書き方も算術も裁縫も料理も二つ

り居り候︒

﹇散﹈︵サ変︶1

﹇参﹈←はせさんず

さんず

く産す︒

参上致し︑大兄と共にいろく御話

さん・ず

十佃9國團

を承り議事など︑︿略﹀︒

當地に御住まひの頃度度

く存じ候へども︑御住所不明にて困

早速御見舞に参上致した

てるる︑︿略V︒

かったから︑家で算術の練習をする

十一978 鉛筆や紙も自由には買へな

﹇産出﹈︵サ変︶1

には︑木のシャベルと炭を用ひた︒

︽ーシ︾

さんしゅつ・する
産出する

さんぜんにん一さんにん

638

は︑海面より約二十六メートルも高

いうじやく

た︒

山地

さんちゅう

﹇山中﹈︵名︶1

山中﹇▽

あしおさんちゅう・はこねさんちゅう
くわう
九242囹 ︿略﹀︑新しい畠山を開い

﹇三昼夜﹈︵名︶1

三書

たりする爲に︑此の山中へ來たので
ある︒

じ

夜︑門司からは二戸夜で當地へ着き

も

七373国船で來れば︑神戸から三書一

夜

先づ地峡の山地を流れてみるさんちゅうや

﹇山地﹈︵名︶3

十351

ますが︑︿略﹀︒

両方からおしよせて︑ちんの
三度

船内くまなくたつぬる三

﹇三度﹈︵名︶4

八981図郭

さんど

間がわっか三町ばかりになりました︒

六234

此の邊は一嘗に山地で︑湖 さんちょう ﹇三町﹈︵名︶1 三町

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

﹇産地﹈︵名︶5

︿略﹀︒

さんち

度︑

呼べど答へず︑さがせど見え

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

鐵眼は一生に三度一切

参道﹇▽き

う

しやう

孔子は今より凡そ二千五

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

十﹁47図

の地に生れたり︒

︿略﹀︑三度三度の食事に︑必

さんどさんど ﹇三度三度﹈︵名︶1 三

度三度

人の一心といふものはえらい

﹇三度目﹈︵名︶1 三度目

ず其のきらひな物ばかり出して︑

八柵7

︿略﹀︒

さんどめ

もので︑三度目に土手の工事はうま

五753

くいった︒

男の子三人はささのは

三人で町を見物しました︒

やがてうばをも呼入れて︑三

正一の家でも︑親子三人︑庭

つてみる︒

にすゑた打垂の前に並んで︑萎を打

九568

てしまった︒

九541園 さうして全く無一物になつ
て︑親子三人町外れの裏長量に移つ

した︒

人は其の夜をなみだの中に明かしま

六627

四835

お宮へまみりました︒

のふちをかけて行きます︒
四18 ︿略﹀おとよさんと太郎
さんが來ましたので︑三人で

三633三人は舟とならんで︑川

しました︒

三627三人は一しょに舟を出

をとって︑舟をこしらへました︒

三616

さんにん ﹇三人﹈︵名︶17 三人

︿略﹀︑鯨り小さいのでつま

討議の形式は︑普通第 讃

﹇参道﹈︵名︶1

青山の神宮前停留場にて電
ばかりにして神宮橋に達す︒

車を下り︑廣き参道を行くこと十町

十14図

たさんどう・みなみさんどう

さんどう

議を纒ることになってみる︒

會・第二讃會・第三讃會の三度の會

十二889

まんだと思ふと直に落してしまった︒

めなかった︒二度︑三度︒やっとつ

十一一5510

纏を刊行せり︒

かん

十︻慨8図囹

ず︑︿略﹀︒

にわたれり︒

十︻鵬5南国

まで︿略﹀︒

られるやうになったのは養魚国風の

十二524

ます
今日鱒の産地として世に知

十二492図 松に至りては産地極めて
あうう
廣くして︑奥羽地方より九州に至る

て︑︿略﹀︒

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

世界に名高きブラジル

する限りを墨くし︑産地は日本全癒

十63図園種類は大てい我が國に産

ダ︒

カラフト

六486

産地

面は海面より四百メートルも高く︑

十二498

ので︑︿略﹀︒

これは高い山地を切通したも

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

十3110

さんち

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

今度は前と反身に︑順次に三

とは思ったが︑︿略 ﹀ ︑ み ん な 賛 成 し

そうしん

十357

い水面に浮ぶのである︒

三千

﹁︿略﹀︒ ﹂ と 正 雄 が 言 ふ と ︑ 良

たといふことだ︒
十932

﹇三千人﹈︵名︶2

一はすぐ賛成した︒

さんぜんにん

六923 先づ谷川のほとりに三千人の

人

番丘ハを置いて︑︿略﹀︒
がんえん

十一510図 門人三千人︑其の最もす

三千

ぐれたるもの︑顔淵・曽参・有若
﹇三千年﹈︵名︶1

等七十二入なりき︒

さんぜんねん
年

十二慨7 我が國が世界無比の國膿を
有し︑三千年の光輝ある歴史を展開
し來って︑︿略﹀︒

さんぜんはっぴやくまんり ﹇三千八百
万里﹈︵名︶1 三千八百萬里

十一41 しかも我々に最も近いあの
太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八
百萬里も離れてみる︒

さんぜんろっぴやくメートル ︵名︶1
三千六百メートル

十一塒5團圏次にイグアッスーの瀧

三代

は︑︿略﹀︑高さ五十五メートル︑幅
三 千 六 百 メ ー ト ル ︑︿略﹀︒

﹇三代﹈︵名︶1

賜である︒

三ちゃん

山東省

しやう

﹁おう︑三ちゃんか︒よく さんとうしょう ﹇山東省﹈︹地名︺1

﹇三﹈︹人名︺1

來たね︒﹂

四236園

さんちゃん

九231圏 しかし此の農學といふ學問

さんだい

は︑︿略V︑三代か＼つても︑まだ全
三段

く手の着かない事が少くなかった︒
﹇三段﹈︵名︶2

十347 かうして前後三段に上った船

さんだん

639
さんにんつれ一さんびき

ずんくはかどって行く︒
公は此虜にうつされてから一

ところが太陰暦は︿略﹀︑

おかあさんの精神は感心の

﹇三年号﹈︵名︶2

三年

外はない︒お前の残念がるのももつ

九佃3園
ともだ︒

さんねんぷり

サンパウロし

︹地名︺一

サンパウロ

二週間ばかり前より南

方のサンパウロ市に参り居候︒

十一価8三囲

﹁杉の散髪だ︒﹂といってみんなを笑

いっかもにいさんが︑

はせたことがある︒

十一392園

さんぱつ ﹇散髪﹈︵名︶1 散髪

信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ

もと僕のうちに奉公してみた

から臨って來た︒

八833

ぶり

一年は一回並走より約十一日少いか

︿略﹀︑激減が出來ずにしま

四637園

︿略﹀︑三羽ねらへば︑二

三バウチオトシマシタ︒

︹地名︺一

せ

参拝

六63園

﹁いや︑二番も三番も皇湾

一番二番三番と︑十二番の舞

にあって︑四番目が富士山だ︒﹂

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

馬の頭をそろへて︑三番太鼓

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

ニ︒

三バンボシミツケタ︒

ア

﹁一番は新高山︑二番は富

此の時にはもう三番目の轟

︿略﹀︑道ばたの立石にさるが

三匹ほってありました︒

五368

さんびき ﹇三匹﹈︵名︶1 三匹

はどこへ行ったかわからなかった︒

十ニー23

士山︑三番目は︒﹂

六62園

さんぱんめ ﹇三番目﹈︵名︶2 三番目

ウヘ

レアノヤマノマツノキノ

一413國

ンボシ

さんぱんぼし ﹇三番星﹈︵名︶1 三バ

匹の馬は一さんにかけ出した︒

八87

を今やおそしと待ちかまへてみる︒

八85

三番太鼓

ニー34人ガテツパウデ︑一ドニ さんぱんだいこ ﹇三番太鼓﹈︵名︶2

ハヰマス︒﹂

﹇305囹﹁一ハニハ三バ四ハ︑四 六524

それはく略﹀︑まだ海を恐 さんば ﹇三羽﹈︵名︶3 三バ 三羽

ふのでございますが︑︿略﹀︒

八874止血は三年ぶりに此の子にあ さんぱん ﹇三番﹈︵名︶2 三番

ら︑︿略﹀︑三年にならないうちに一

通例十二箇月を一年とするが︑此の

十一935園

送られたさうである︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十伽2

九584 仕事は水入らずの三人目手で︑さんねん ﹇三年﹈︵名︶2 三年
︿略﹀︑年とった二曲守が︑妻

と娘と三人で︑わびしく其の日を送

十246

つて居た︒

十656図 三人はみうりを園みて坐せ
り︒

十938 すると橋はまん中から折れて︑
箇月の閏をおかなければならない︒

る︒

い

参拝﹇▽め

羽だけはきっといおとすほど
の上手でございます︒
﹇参拝﹈︵名︶2

いじじんぐうさんぽい

おとうさんはく略﹀伊勢参
宮に立たれました︒参辞をすまして

六欄6団

何のかざりもない御神殿を

から︑︿略V︒

六研5国

サンパウロ

サンパウロ

︿略﹀︑東京代々木の明治神

﹇参拝﹈︵サ変︶1

拝して︑︿略﹀︒参舞をすましてから︑
︿略﹀︒

︽ーセ︾

︿略﹀︑﹁どうも残念なこさんぱい・す

甚だ残念に存じ居り候︒

十一712園

さんぱい

︿略﹀型置だといって笑ひ

たので︑︿略﹀︒

ました︒僕は残念でたまらなくなつ

十9410圏

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

豊島沖の海戦に出なかった

残念に思ひ候︒

働なかりきとのこと︒母は如何にも

九備6圓国

聞けば︑︿略﹀︑かく別の

つた︒これはまことに残念な事であ

九265園

實に残念な事であります︒

れる人もあるといふことで︑これは

七604園

三人は﹁どうかもう一ざんねん ﹇残念﹈︵形状︶7 残念

三人は水中におちいった︒

十二434
︿略﹀︑荒波の岸にくだける

曲 ︒ ﹂ と し き り に 頼んだ︒

十二443

やうな調に︑三人の心はもう驚と感
激で一ぽいになって︑唯ぼうっとし
て︑ひき終ったのも氣附かぬくらみ︒

＋二578三人はさんぐ探し廻って
見附からないのでがっかりした︒

十二657 王にはゴネリル︒リガン・
コーデリヤといふ三人の娘があった︒

らうと決心した︒

﹇三人連﹈︵名︶1

三人

娘の許に身を寄せ︑鯨生を安樂に送

十二661 王は︿略﹀月代りに三人の 九柵1園

連

さんにんつれ

一と三人連で︑學校から婦る時の事

十9210 翌日太郎が友だちの正雄・良 三曹2圏團 く略V︑それも心に任せず︑
であった︒

まぶち

十13図

も

十一櫃図

サンパウロ

宮に参辞せり︒

す

か

残念

とでした︒あなたがよく會ひたいと
三人

︵五︶−

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

﹇三人共﹈︵名︶1

︽ール︾

﹇残念﹈

とも

さんにんとも

がる

ざんねんが・る

先程御見えになりました︒﹂といふ︒

たので︑上座の老僧がもったいらし

十一703 三人とも物を言ってしまつ
い顔をして︑﹁︿略﹀︒﹂

市

さんびやく一さんまいとも

640

メートル

です︒

三百齢丈

︵名︶2
つな

三百

此の塔は世界最高の建物

さんびやくよじょう

1
瀧の幅は︑アメリカ瀧が百齢

8やくさん
﹇三百六

三百六十五日

残部

ざんぶ

﹇残部﹈︵名︶1

三

産物﹇▽か

揚子江ノ流域ハ地味スコブ

ルコエ︑米・茶・小玉ノ産物多シ︒

與へた︒

月のさえた冬の夜友人と二

さんぽう ﹇参謀﹈︵名︶1 参謀

り︑︿略﹀︒

人町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通

十二373

︹地名︺4 サンフ さんぽ ﹇散歩﹈︵名︶1 散歩

おとうさんは一昨日の正午

サンフランシスコ
八653団

ランシスコ

無事にサンフランシスコへ着きまし
た︒

さんぽう ﹇三方﹈︵名︶1 三方

たかもり
軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒

サンフランシスコには︑日 十一一伽8 ︿略﹀︑安芳は三月十三日官

本人がたくさんみて︑いろくな商

八656国

サ
一
一

蹄りに散歩がてら町を調い

三本

しぶ柿が三本︑あま柿が

しかし此の三本だけは︑其

主人は三本の鉢の木を切り

さうです︒三枚とも切符で

﹇三枚共﹈︵名︶1 三枚

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

目的のところでは︑︸坪に二本も三

早く間伐して細材を取る

てるうりにたきぬ︒

十673図

置いたのでございますが︑︿略V︒

の頃のかたみとして︑大切に残して

十6610園

一本あります︒

二本で︑その中に私の木が

四51

さんぼん ﹇三本﹈︵名︶4

て見ると︑︿略﹀︒

十233国

てら

さんぽがてら ﹇散歩﹈︵副︶1 散歩が

︿略﹀︒

一方は明けはなしになってみて︑

サンフランシスコはカリ 十﹇952 それは三方が丸太の壁で︑

責をしてゐます︒

八669國

サンフランシスコから三日

フォルニや州にあるのですが︑︿略﹀︒

八694國

アメリカだより

︹題名︺2

二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ
ゴに着きました︒

第十八

ンフランシスコから

サンフランシスコから
八目8

アメリカだより

サンフランシスコから
第十八

サンフランシスコから

八649

三分

﹇三分﹈︵サ変︶1

三

王は其の治めてみるイギリ 十一374園

﹇三分＝︵名︶2

スを三分して娘たちに與へ︑︿略﹀︒

さんまいとも

す︒

八788園

︿略﹀王は︑地圖を指さし とも

さんぶんのいち
分の一

十二675

王はリガンにも三分の一を

ながら領地の三分の﹁を與へた︒

十二681

三

天下を定むる三分の計︑

﹇三分﹈︵名︶1

1図團
さんぶん・する

たなそこの上に指さすがごと︒

十一

さんぶん

︿略﹀︑便宜上三百六十五
﹇三百間﹈︵名︶1

土手は長さが三百間︑高さが
きなもくろみであった︒

六間半︑幅は一番上で三間といふ大

五715

糸間

さんびやっけん

日を一年とし︑︿略V︒

十︸9210園

十五日﹈︵名︶1

さんびやくろくじゅうごにち

びやくろくじゅうごにち

さんびやくろくじゅうご

ちらも十五六丈あります︒

丈︑カナダ瀧が三百二丈︑高さはど

九306

﹇三百余丈﹈︵名︶

で︑高さが三百メートルもあるさう

十二331困

り出された︒

ん引張られて︑三百メートル許もく

十M6

もりにつけた長い綱はぐんぐ

さんびやく ﹇三百﹈︵名︶2 三百 ㎜ さんびやくメートル

十悩7図我が村には戸敷三百︑人口
千四百餓あり︒

十﹇撹隠釦
︵名︶1 三百七十八メートル

さんびやくしちじゅうはちメートル

メートル︑此の湖中での一番深い虞

十二509 中湖は深さが三百七十八
である︒

さんびやくにじつキロメートル ︵名︶

十一価1國圃河幅は︿略﹀︑河口の

1 三百二十キロメートル

﹇三百人以上﹈

虜にては︑三百二十キロメートルも
これある由︑︿略﹀︒

︵名︶1 三百人以上

さんびやくにんいじょう

三

八136 一方は百四五十人で︑他の一
﹇三百年﹈︵名︶！

方は三百人以上もあった︒

百年

さんびやくねん

り前︑肥前の有田にみた陶工であ

十497 柿右衛門は今から三百年ばか
る︒

﹇三百年前﹈︵名︶

1 三百年前

さんびやくねんまえ

分する

の基本金とし︑其の残部を一三共同

﹇産物﹈︵名︶1

の有益なる事業の費用にあっる計豊
なり︒

さんぶつ

八219図

いさんぶつ・のうさんぶつ

︽ーシ︾

十一一6510

トクガ ハ イ ヘ ヤ ス

八964図 三百年前徳川家康が諸大名 十櫛7図 其の利益は︑大部分を學校

﹇三百八間﹈︵名︶

二命ジテ造ラシメタルモノニシテ︑
︿略﹀︒

さんびやくはっけん

1 三百八間
高 さ 二 丈 ︑ 幅 三 丈 ︑︿略﹀︒

十二佃6 洞門の長さは實に三百八間︑

641
さんまんしせんトンーし

千慮

とん

さんまんしせんトン ︵名︶1 三萬四

とん

む

つ

十旧3図 今日を晴と満艦飾をほどこ
されたる三萬四千噸の大戦艦陸奥は︑
︿略V︒

いんど

三万尺近い

︽ーイ︾

さんまんじゃくちか・い ﹇三万尺近﹈
︵形︶1

﹇三万近﹈︵副︶1

三

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる

六77園 印度のヒマラヤ山は世界一
る︒

さんまんちかく

七63心懸 日本中の小學校︑ 三聖

萬近く

﹇三万近﹈︵形︶1

近くありといふ︒

さんまんちか・し

六目3

第二

日本の高山⁝⁝⁝四
孔子⁝⁝⁝四

長き行列⁝・−⁝・四

第二課

第二

十一目3

更に太古以南の歴史と結び文學と結
三四里

七目3

﹇三四里﹈︵名︶2

出雲大社⁝⁝⁝卸
士εしじゅうしち

第二課

﹇士﹈︵名︶1

し・べんこし

し

十二目3

びて︑感いよく深きを畳ゆ︒
さんより
松島は大小二一二百の島が︑海

上三四里の問にちらばってみて︑

五566

︿略﹀︒

三里

し ﹇死﹈︵名︶4 死

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

九367図 ︿略﹀︑正義の念と愛國の情

打ちよせる大波︑打返すさか．

も︑︿略﹀︒

十274

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の

十一伍7書髭

十㎜⁝1宿世 願はくは我に死をたまへ︒

口に呑まれようとする︒

を流して取った二百三高地にも上つ

石工工場

師を求めてあちらこちらさ

四し ﹇師﹈︵名︶1 師﹇▽えし・とけい

しんし・まきとりし・らいしんし

﹇紙﹈←しんぶんし・でんぽうらい

いし

し n使﹈﹇▽しょうでんれいし・でんれ

更に必要なるに非ずや︒

︿略﹀︑人の死を救ふは
て蹄りました︒

七659 三四里行って︑大きな峠へ 七399囲 ︿略﹀︑又我が忠勇の士が血
﹇三里﹈︵名︶2

か＼りますと︑︿略﹀︒

さんり

し﹇氏﹈且vかわいし

第十八

︿略﹀

一二三四五六七八九し

四

から三里ばかり登った所から始って︑

九946園雪漢は︿略﹀︑ふもとの村 し ﹇子﹈←にし

九826

十︑十日目ンデキマス︒

一342

﹇四﹈︵名︶6

し

なかつ

豊前の中津から南へ三里︑

ぶぜん

頂上近くまで績いてるます︒

十二脳1

激流岩をかむ山下川を右に見て︑川
沿の道をたどって行くと︑︿略V︒

四

し

︿略﹀ 十二934

︿略﹀

我は海の子

遠足

ぎょえん

宮中の御宴の事を思ひ出して

詩を作られたのも此虚であらう︒

十伽3

し ﹇詩﹈︵名︶3 詩

府王舎城の附近に來た︒

まよってみるうちに︑マガダ國の首

第十九

南米より
ヨーロッパの旅
ベルリンから

第八課

第二十三課

第四課

四

十一欄8

四
︵

十﹇814

し

︿略﹀

四

四←だいし・だ 十二344
︿略﹀

し・シカゴし・ジュネーブし・なごや

たり︒

二度資を集めて二度散じ

集に着手せり︒

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

十一伽2図

我が國の地方自治團膿には︑ し ﹇資﹈︵名︶1 資

ひぬ︒

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給

主上は詩の心を御さとりあ

づりて︑大文字に詩の句を書きつけ

し・ならし・ニューヨークし︒リオデ

十鵬1図

十瀧7亡く略V︑大いなる櫻の幹をけ

ジャネーロし︒パリーし︒ふけんしか

市←サンパウロ
ウシワカマル⁝⁝⁝十一

い・ふけんしちょうそんかいぎいん

﹇市﹈︵名︶3
ウシワカマル

八974図市ノ南部二熱田神宮アリ︒

し

うちの子ねこ
うちの子ねこ

十一稲3

府・縣・市・町・村の別がある︒
﹇史﹈﹇▽がっしゅうこくし

十二慨図市の目
し

アツ

柿⁝⁝⁝四

松太郎の日記

松太郎の日記

変まき

目まき⁝⁝⁝九

オキヤクアソビ⁝⁝：四

︹課名︺14

十一136

︽ーキ︾

﹇四﹈

七64図翻 三萬近き學校に 分れて

し

三萬近し

學ぶわれくの 望に向ふ足なみは
皆一せいにそろふなり︒
山門

﹇▽ひださ ん み ゃ く ち ゅ う

﹇山門﹈︵名︶1

いしか

さんもん

さんみゃく

十二286図翻 建長・圓貴 古寺の

一一目3

1

三104

三目5

一一

山門高き松風に︑ 昔の音やこもる
山野

二目5

﹇山野﹈︵名︶3

らん︒

さんや

八325 山野に生ずる草木の中には︑
藥用にするものが多くありますが︑

四目3
四目5

︿略﹀︒

十一505 ブラジル邊でゴムを製造す

四98
五127

五目5

るには︑山野に自生するゴムの木か
ら 原 料 を と る の で あるが︑︿略﹀︒

十二佃8図 愛すべく美しき山野は︑

四．四四四二四四四四二

し一じ

642

し ︵副助︶1 し
つ＼がなく今日しも果てて︑

︵接助︶18

郷の港︒

シ

し

船は今静かに露る︑ 懐かしき故

路や︑

十二伽6図心 ︿略﹀︑ 思出の深き船

し

三2一 ミチバタニハスミレヤタ
ンポポガサイテヰルシ︑ムギ畠

ノ 上 ニ ハ ア サハヤクカラヒ
バリガサヘヅツテヰマス︒
うんどうも上手です︒

五三2 中村君は學問もよく出來るし︑

︿略﹀︒

じ

く略V︑それにたよって方角

を知ることも出細るし︑自分の船の

七588囹
居場所を知ることも出來ます︒

あり
人間や自動車などは︑まるで蟻のは

一223ネエサンガジヲカイテ

じゅうしちじ・なんじ・にじ

‡ち﹇▽あい

エモ︑︿略﹀イロイロナモノモ

二627コレデ本ノ中ノジモ︑

見ルノデス︒

したが︑うまく書けませんので︑

三546わかいとき字をならひま

︿略﹀︒

三572 それからは 一しやうけん
めいになって︑毎日字をならひ

ました︒

四14 大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま

す︒

目は見ゆれども︑字のよめ

字に敷へるのだから︑それでは十七

七棚7園 ︿略﹀︑にごりのある字は二

字になる︒

字

八622図

七七図

二人とも字が上手になった

ざる人をあきめくらといふ︒

又字を書く時に指先を見る

丸にやの字の帆が見える︒

﹇寺﹈←おうばくさんまんぷくじ・

じ ﹇事﹈εいちじ

じ・まんぷくじ

じ・にしほんがんじ・ひがしほんがん

こうふくじ︒せんがくじ・とうだい

じ

十ニー98團沖を走るは丸屋の船か︑

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

十伽7園

のに驚きました︒

一度種 八741團

︿略﹀︑山をくづし︑地をうが

字﹇▽いちじ・

ゑがける我が國の義旗は︑︿略﹀︒
ジ

このじなり・じゅうごじ︒じゅうじ・

﹇字﹈︵名︶1一

ヰマス︒

ふやうに見えるし︑さしもの大きな
地

パリー市も殆ど一目に見えます︒

﹇地﹈︵名︶10

じ・あいじちゅう︒おびじ・しろじ︒
しろじちゅう・すなじ・もちじ・ゆか

大ぜいの人々が口々に人夫を

呼んでは我先に渡らうとしますし︑
たじ

七635
年よりや子どもは聲を立てて呼合ひ

五221

地ノ中潮シミコンデ︑井戸水

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

一人はもうにげる間がないの
てるました︒

五982

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒

イヅミ

五525

上をおよぎます︒

其のたびに︑鯉のかげが地の

ますので︑︿略﹀︒
と

︿略﹀︑りつぽな皇軍もあり

はくぶつくわん

八737團

ますし︑博物館や真書館などもた
くさんあります︒

用はあるし︑それにわき目もふらず

九524園︿略﹀︑あの人ならといふ信
働くので︑店はだんだん繁昌して︑

五303圏 つりも出來るし︑およぎも
︿略﹀︒

︿略﹀︑濱の松は身をふるはせ

出來て︑ あつい夏でもすゴしくく

春子︑オ前ハ着物や帯ノ地
象がそれを下して來て地に置

しやうの強いもので︑

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立

六875

ハ何ノ縣デオルカ知ツテヰマスカ︒

六742圏

て︑頭を地に着けさうにします︒

六196

らす︒

五657園 今日は買物もあるし︑誤り 九5410園 人々の同情は集ってみるし︑
商費の仕方は十分心得てみるので︑

みかさ

︿略﹀︒

かすが

には馬車に乗って︑此の下まで來て
な ら

朝のか＼りはおそいし︑晩
せき
のしまひは早い上に︑とかく無責任

上った︒

又暗い時の飛行に馴れさせて︑ 七177

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

十573

な事ばかりしてゐました︒

十141園

もよい︒

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも

六83園奈良の春日山や三笠山は千
知られてみるし︑京都の東山にして

夜間に使ふ事も出來るし︑飼養所を

しげたど

もさうだ︒

七271 畠山重忠は︿略﹀︑馬をしょ

く︒

地もがらもまことに當地向

移動し︑其虜を見畳えさせて飛蹄ら

︿略﹀︑道を往來してみる

じ

︿略V︑さうちもよく行届い 十二612図雪白の地に紅の日の丸を

ち︑河水をせき止めた事など︑︿略﹀︒

十373

で︑費行もよからうと思ひます︒

七冊8団
せるやうにする事も聖主る︒

れんぐわ

今でも城壁は大部分昔の面

つて下りたといふし︑近くは乃木大

十一144

は残ってゐます︒

影を留めてゐますし︑門も主なもの

十744囲

將も︑馬は煉瓦造の小屋に入れて置
かれたのである︒

七507 ナタヲ打ツテヰタコトモアリ
マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ
アリマス︒

ました︒

てるるし︑遊べてがきちんとしてゐ
十二335團

七546園 けれども日の出や日の入に
し︑月夜には波が銀色に光って︑

は︑︿略﹀︑水の色が金色になります

643
じ一しお

じ n時﹈←いちじ・くじ・くじごろ・
八351

おしあわせ
い事がつ望いたと申します︒

︿略﹀︑一生の間仕合はせのよ

ごくじしじゅうしちふん・こごにじに
じっぷん︒こごはちじ・こごよじ・こ

四575圃

大木は

マシタ︒

﹁ジイツ﹂トナイテ︑トンデ行キ
山のふもとの

︿略﹀︑

しいて ﹇強﹈︵副︶3 強ひて

あのしひの木か︑か

しの木か︒

帯劔をときて渡さんとするを︑エン

きのこのむらがって出るのも︑ 九391図 やがてレマン倉皇は︑︿略﹀

ミッヒ二軍は﹁いや︑それには及ぼ

︿略﹀︑ひたすら父上を大 八29

しひの實が落ちて︑くぼたまりにこ

十一一6710園

事に致すのを此の上もない仕合はせ

ごろくじ・ごじ︒ごじはんごろ・ごじ
ふん・ごぜんごじ・ごぜんしちじ・ご

ん︒閣下の劔は軍人の魂として少し

フランス王の侍讐はとりあ

﹇侍医﹈︵名︶1

侍書

じい

ろがり合ふのも今である︒

又延いては徳川家及び江

と存じてをります︒

十二㎜5園

十二734

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ
﹇祖父﹈←おじいさま

た︒

じい

三322

︿略﹀︑いつもきげんよく
︿略﹀︑こぬかだらけになつ

うたをうたふちいさんです︒
三326

ろう

皆

店に飾れる石燈籠︑

てはたらくちいさんです︒
九825図圃

玉をふくめるこま犬も︑

大いなる石

の木とかしのみ

のみ

私が來たので︑すぐしまは

土人等怒りて林藏の頭を

しひ

四目4十五しひの木とかし

潮

潮5

四557十五しひの木とかし

のみ

しほ

あげしお・うずしお・たかしお・ひき

﹇潮﹈︵名︶13

じいん ﹇▽ウェストミンスターじいん
しほ

しお

ことにしほのみちた時は︑社

弓は潮に引かれて流れて行き

潮がずんく下がるので︑舟

︿略﹀手ヲ出シマスト︑ 七105 だんく潮が引いて︑もう其

た︒

はすつすと進んで︑たちまち海へ出

七101

ます︒

六352

殿や廻廊が海の中に浮いて︑︿略﹀︒
しほ

くわいらう

五592

ちいさん今年六十の 坂 しお

ちいさんののみのあと︒

︿略﹀︑

九827図翻

を越えたる足もとに︑

めがねを

なほ怠らずこっくと︑

何をか常に刻みみる︑

横たへて︑

﹁ちいさん︑今度は何で

掛けてはっぴ着て︒

九834圃園

三595

︹課名︺2

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二867図

をしましたが︑︿略﹀︒

うとなさるのを強ひて止めてお手傳

十一1410

強ひて之をおし止めたり︒

も名讐をきずつけなかった︒﹂と︑

ぜんはちじ・さんじ・さんじごろ・し
戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す

ちじ・じゅういちじまえ・じゅうじご
ろ・じゅうじすぎ・ぜんじゅうじじゅ
仕合はせ

ちいさん
旦vおじいさん・こいちじいさん︒ごへ

﹇祖父﹈︵名︶6

えませんでしたが︑町は大てい水に

いじいさん・やすじいさん

しあん﹇▽

ちいさんです︒

仕合はせに午後は風が弱った︒ 三316五一ちいさんはおもしろい しいのきとかしのみ

うち中が丈夫で︑仲よく

﹇思案﹈︵名︶1

﹇思案﹈︵サ変︶1

思案

男はしあんにくれて︑役所へ

︽ーシ︾

しひ

思ふぞんぶんはびこった

﹇椎﹈︵名︶4

四561圃

しい

げく︑遂に心を決して︑︿略﹀︒

十二価8 さていろくと思案したあ

する

しあん・する

うったへて望ました︒

七749

ひっこみじあん

しあん

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

九487団園

七949

つかって︑︿略﹀︒

仕合はせに水はそれからふ じいさん

﹇幸﹈︵形状︶3

までもござりませぬ︒

仕合

しあわせ

ううっぷん・ぜんれいじごじゅうさん
ぶん・ぜんろくじさんじっぷん・どう

︽一

五877団

じつごぜんじゅうじごろ・どうじつご
ぜんじゅういちじ・なんじ・にじゅう
ごにちこごいちじ・はちじ・はちじご
ろ・はちじはん・よじ・ろくじ
じ ﹇路﹈←おおじ・こしじ︒しおじ・

のじ・ふなじ・みのじ・みやこおお
じ・やまじ

十一262図 こはたゴ事ならじと︑尾

じ ︵助動︶2 じ ジ

野 路 山 の 本 螢 に 急 報すれば︑︿略﹀︒

シ合フ

仕上げ

︿略﹀︑ヤクワントテツビンガ︑

﹇ 為 合 ﹈ ︵ 五︶一

起らば起れ︑ 驚 か じ ︒

十﹇828図小海まき上ぐるたつまき
も︑
しあ・う
ヒ︾

六93

﹇仕上﹈︵下一︶1

ジマン話ヲシ合ヒマシタQ

︽ーゲ︾

る

山のふもとのしひの木は︑

しあ・げる

根もとへ草もよせつけぬ︒

かういった︒

四565韻︿略﹀︑人にふまれたか すか︒﹂
じいっ ︵感︶一 ジイツ
しのみが︑ しひを見上げて

十二597 時計師は仕上げた時計をち
よっと耳に撃ててから︑ガラス戸棚
の中につり下げた︒

しあわせ ﹇幸﹈︵名︶3 仕合はせ←

も
し

所此所に洲が見え出した︒

ので︑みんな舟にもどった︒

七147 其のうちに潮がさしはじめた

かのやうになった︒

︿略﹀︑

しおしお

空にとびたつ︑潮けむり︒
は

あはち

しをしを

しか
宮島は︿略﹀︑島の山には鹿

しおん 且vさんかんしおん
しか
﹇鹿﹈︵名︶2 鹿 鹿
しか

五585

人なつかしげに寄り來る

がたくさんすんでゐます︒

十二梱2図

なみだにうるむ目で空を見

さますも︑奈良には開くべからざる

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

時の間にか洲が見えなくなった︒

上げました︒れふしはきのどくに

風情なるべし︒

ふぜい

なりまして︑﹁あまりおかはいさ

ヲホツテミマ

しか

︿略﹀︑ソコ

︵副助︶5

生きてかへった者は敷へる程

十一603

市街の周園を取勤んだ山々

街がまるで給のやうに見えます︒

十757国

市街の様子も支那風ではな

は地はだが白く︑︿略﹀︒

い︒

十一95

市街は此の眞直な路によつ

て碁盤の目のやうに正しく割られて

ごばん

十﹇595

みる︒

十﹇597 ︿略﹀︑市街の中央を東西に

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公

園ともいふべきもので︑︿略﹀︒

感心したのは︑市民が交通道徳を重

十二305国市街を見物して私の特に

﹇死骸﹈︵名︶！ 死がい

んずることです︒

しがい

しかいきゅう

てるる︒

しん

︿略﹀厘裁判所・地方裁判

﹇四階級﹈︵名︶1 四階

いがあちらにもこちらにも重り合つ

︿略﹀︑あなた方の半分ぐら 九㎜9 ︿略﹀︑地上には︑人馬の死が
︿略﹀︑雨といふものはごく

︿略﹀︑食物なども自由には 級

こう

十一209

所・控訴院・大審院の四階級がある︒

此の四海峡に包まれたる

目ぬきの所には三階建・四

れんぐわ

く略V︑此庭からは京城の市 十一一齪図 市街地

しがいち ﹇市街地﹈︵名︶1

べて立ってるるので︑︿略﹀︒

市街地

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

七363国

しかいだて ﹇四階建﹈︵名︶1 四階建

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十﹇326図

峡

あ＼いふねぢはもう無く しかいきょう ﹇四海峡﹈︵名︶1 四海
市外
つきさつぶ

市外の眞駒内及び月寒に

まこまない

﹇市外﹈︵名︶1

なって︑あれ︸つしか無いのだ︒

十二569圏

か食はれないこともあった︒

得られず︑時には生のじゃがいもし

十一9510

たまにしか降りません︒

十776團

みしか働きませんでした︒

十1310園

しがなかったといふ︒

六853

シカデマセン︒

シタガ︑キタナイドロ水バカリ

二442

しか

シカ

七203 海神ねがはくは潮を退けて︑

潮筋

紅葉と温泉で名高い塩原へ

潮干狩

潮干

落し漕ぎゆく︑木の葉舟︒
しほばら
しおばら ﹇塩原﹈︹地名︺1 塩原
しほばら

狩

第四

川口近くになると︑潮干狩の
舟がいくそうもよって來た︒

七99

ていただいて︑うち中の者が潮干狩

七162国昨日おかあさんにるすをし
に参りました︒

は︑大きな牧場がある︒

市街与なら

京城の市街は︑もと石で

﹇市街﹈︵名︶7

十756圏

た＼んだ高い城壁で團まれ︑︿略V︒

十739團

しがい

しがい

おとうさんが毎年潮干狩
にょい日を選ぶのも﹃月齢﹂を見て

十﹇9010園

しがい

船頭勇まし︑此の潮筋を

﹇潮筋﹈︵名︶1

道を開かせたまへと念じて︑︿略V︒
しおすじ

うですから︑おかへし申します︒

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流
れてしまひました︒

七551園 時には鯨が高く潮を吹いて

浪を子守の歌と聞き︑ 千里寄せく

七目5

に附けてある︒
﹇塩風﹈︵名︶！

﹇塩気﹈︵名︶一

はだは赤銅さながらに︒
しおけ

早ク川へ行ツテ︑シホ

しをり戸

垣根も倒れれば︑しをり戸も

﹇枝折戸﹈︵名︶1

知るのだ︒

外れる︒

七943

しおりど

十二813醐 山もとゴうに引潮たぎり︑

しおけむり ﹇潮煙﹈︵名︶1 潮けむり

ツテ︑︿略﹀︒

ケノナイ水デカラダヲアラ

四196囹

シホケ

十一822︹図魍 吹く潮風に黒みたる

しおかぜ

潮風

網にも垣網にも土俵や石などが重り

けり︒
七93 第四 潮干狩
十二778潮に流されないやうに︑身 しおひがり ﹇潮干狩﹈︵名︶3 潮干狩

る海の氣を 吸ひてわらべとなりに

行くには︑此所で下りるのだ︒
みるのを見ることがあります︒
十﹇805﹇図醜 生れて潮に浴して︑ しおひがり ﹇潮干狩﹈︹課名︺2

九689圏

七211 ︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは 十一一817翻

み た 稻 村 崎 は ︑ ︿ 略 ﹀︒

七207 すると︑これまで潮の満ちて

天人はしをしをとして︑

︵副︶1

十二806囲 阿波と淡路のはざまの海
なると
は︑此虜ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

あ

猟．七132 潮がすっかり落ちて︑海はをしおじ ﹇潮路﹈︵名︶1 潮路

@
6

騰七154潮がだんだんさして來て・何 三867

か

ぜ一

44

645
しかく一しかし

しかく

﹇四角﹈︵形状︶3

かく
四角 四角

かく
七169 四角な田には四角に︑細長い

シカゴし

︹地名︺一

シカゴ市

一

九229園それからく略﹀︑二代つゴ
いて︑其のお志をおつぎになり︑

とうく恐しい日が來た︒

北風は︿略﹀︑思はず其の場

から敷十間も進んでしまった︒しか

九鵬4

し主人をうしなったと思ふと︑今ま

長く滞在してみたシカゴ市

そう研究を進められた︒しかし此の

八708圏

を立って︑今日いよく米國第一の

で張りつめてみた塩害もくじけて︑

しかし

つても︑まだ全く手の着かない事が

シカシ

農學といふ學問は︑︿略﹀︑三代か＼

︵接︶54

北風はもう一度あの勇ましい

ゆめからさめたやうにあたりを見廻

した︒

右の耳をそばだててみた︒しかし聞

號令が聞きたいと思って︑︿略﹀︑左

九㎜9

えるのはかすかな息づかひばかりで

おかあさんの精神は感心の

上︿略﹀︑役人ににくまれて︑終に

あった︒

九佃3囹

外はない︒お前の残念がるのももつ

くわう
︿略﹀︑新しい曲調を早い

は國を立ちのかねばならぬやうにな

しかし思ふ程に仕事は出來ず︑其の

來るだけは骨折つたつもりである︒

九236園そこで此の父も︑︿略﹀︑出

少くなかった︒

大都會ニューヨーク市に着きました︒

︿略﹀︑又日ニテラサレテ

四712 一人口タイソウ皆サンニ
スカレマスガ︑一人ハアマリ

詩境スグトケテシマヒマス︒

モトケマセン︒シカシユや水

四707

四角な田には四角に︑︿略﹀︑ しかし

かく

田には細長く︑田の形其のま＼に
︿略﹀︒

七171
あかむらさき

田の書誤のま＼に紅紫のもうせん
をしきつめたやうに見える︒

四角にもなる︒

八822 いれ物次第で︑圓くもなれば︑
仕掛﹇▽おお

スカレマセン︒シカシ尊人トモ

﹇仕掛﹈︵名︶1

つた︒

たりする爲に︑此の山中へ來たので

て︑一人で進んで功を立てるやうな

ともだ︒しかし今の戦孚は昔と違つ

九243圏

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる

ある︒しかし此の分では︑わたしの

豊島沖の海戦に出なかった

﹁オトウサンバ呼唱投票ナ

キ事デハナイ︒シカシ今度ノ候補者

サルノデス︒﹂﹁ソレハ誰ニモ言フベ

九三2園

しかしこれも仕方がない︒

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

九柵1園

ことは出來ない︒

る︒しかし三郎︑高い山がかならず

つまいと思ふ︒

命は︑とても仕事の出番上るまでも

︿略﹀︑昨朝あたりから熱が

︿略﹀︑實行が吾平ずにしま

る︒しかしわたしの四十年の骨折は︑

つた︒これはまことに残念な事であ

九265園

かし思者の申す所では︑老艦のこと

おほめにあづかって恐れ入

農學の進歩の爲には決してむだでな
九382園

故︑齢程大事にしなければならない
一包十箱が

かったと思ふQ
マッチは︿略﹀︑

レル人ガアルカラ︑オトウサンバ

ノ中二︑︿略﹀︑アノ入ナラバト思バ

八鵬8

とのことでございます︒

たので︑やっと安心致しました︒し

下って︑食事も進むやうになりまし

八454囲

名高い山だとはかぎらない︒

印度のヒマラヤ山は世界一

じかけ

しかけ

しかけ

六78園

大セツナモノデ︑︿略﹀︒
いんど

を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

十328 所で︑此の高い湖と低い掘割

︽ーケ︾

﹇仕掛﹈︵下一︶1

の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑
︿略﹀︒

る

しか・ける

︿略﹀︑ずどんと一聯︑破裂矢

をしかけたもりを打つ︒

十佃8

シカゴ ︹地名︺3 シカゴ

八698團 サンフランシスコから三日
二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ

ルギーの名答をけがさなかったつも

る︒しかし部下の者は︑最後までベ

ゴに着きました︒

十鑓ぐらゐで買はれる︒しかし之を

種デアラ

もせずに勇ましく活動した︒しかし

であったが︑北風は︿略﹀︑びくと

なりました︒

や︑今日の働を見て︑大そう心強く

を参観した時の皆さんの熱心な様子

つたのでした︒しかし︑此の間白骨

されてみるかどうかと︑少し氣にな

十149囹 ︿略﹀︑これがまじめに實行

︿略V其ノ人ニキメテヰタ︒

一人で造るとして︑こんなに安く費

りである︒

は九百八十哩もあり ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

れるであらうか︒

九855園

さうだ︒動かないのだ︒し

八712團 シカゴとニューヨークの間
八739団 シカゴを立つ日に︑お前た

又沖縄二叉スル木ノ葉蝶ハ︑

かし地球が廻るために︑我々の目に

九196

︿略﹀︑マルデ枯葉が引掛ツテヰルヤ

ちの年始状が着きました︒

シカゴから ︹題名︺2 シカゴから
シカゴ か ら

印度二水スルカマキリノ
ウ︒

戦場の光景は實に恐しいもの

は動くやうに見える︒
ニ

シカゴ か ら

九佃10

ウニ見エル︒シカシサラニコレヨリ

︿略﹀

ニ

モ色や形ガウマク出面テヰルノハ︑

八目9 第十八 アメリカだより

︿略﹀

八692 第十八 アメリカだより

しかし一しかし

646

わからなかった︒しかしだんく落

したが︑︿略﹀︑何が何やらさっぱり

綱を次第擾々にくりもどすと︑

を案出するまでには︑人間は實に

十価1

種々様々なものを使用してみたので

十377 昔︑太平・大西両洋の間を往
ある︒

リや王はフランス王を其の

場に呼んで︑コーデリヤを勘寵した

十二707

あることがわかった︒

着いて見ると︑此庭は時計屋の店で

しまだなかなか勢が強いので︑綱を

鯨は刻一刻船に近よって庵る︒しか

十一789石・貝・家畜・獣皮・布・

來する船は︑はるか南アメリカの南
巻いてはのばし︑のばしては巻いて︑

農産物などが︑時代により場所によ

端を大廻りしなければならなかった︒

しかしパナマ運河の開通以來は︑此
氣長くあしらってみるうちに︑︿略﹀︒

ことを告げた︒しかしフランス王は

って︑それぐ貨幣の役目をしたこ
ともあった︒しかしこれらの物は︑

約束は固く守らなければな

らぬ︑︿略﹀などといふことは︑

コーデリヤの簡軍な答の中にも十分

一部始終をよくくき＼たゴして︑
竹島を越したと思ふと︑急

それを見てひどく氣をもん

眞心のこもってみるのを認め︑︿略﹀︒

十二921

うとした︒しかし彼は城外に出る毎

だ父王は︑︿略V︑國政にも與らせよ

に︑︿略﹀まのあたり見て︑益く世

僕も急に元功がなくなって︑

のはかなさを感じた︒

子どもらはく略﹀︑中には

古わらちや小石を投げつける者さへ

十二柵6

一所に船に上らうかと思ったが︑

︿略﹀︑成績は何時も優等で

もく

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ

あった︒しかし僧はふりかへりもせ

さうして陰に陽に仕事のじ

みた︒

し僧は唯黙々としてのみを振るって

︿略﹀︑仕事は大いにはかど

つて來た︒しかし人は物にうみ易い︒

十一一佃9

つてすかしたりした︒しかしジョー

有難うございます︒しか

徳川方も事こ＼に至っては︑
きん

︿略﹀︑ものすごい緊張を示してみる︒

十二伽2

しかし市中の混齪は蜂の巣を突いた

︿略﹀︑清い月の光が︿略﹀︑

らく略﹀時局の圓満な解決を計って

︿略﹀勝安芳は︑かねてか

やすよし

ピヤノとひき手の顔を照らした︒し

ねぢは驚いてあたりを見廻

十二伽6

やうなさわぎである︒

十二532

だれてみる︒

かしベートーベンは唯だまってうな

十二425

し誠に粗末なピヤノで︒

十二406圏

すばかりであった︒

ジは依然として︑﹁︿略V︒﹂とくり返

やまをする者も少くなかった︒しか

十二斯2

た︒

あった︒しかしせっかく始めた三校

騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

通ひも︑︿略﹀止めねばならなくな

十一983

つた︒しかし月島はなかなか來ない︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら働まして進んで行

十一862

と︑もとの水の温度にかへった︒

く略V︑しかも一時は大 悪いものだ︒しかし又しばらくする

に水が冷たくなった︒何だか虫垂の

十一854

︿略﹀︑其の意いろくの手癖がある︒

もある︒

かし大勢の中にはそれを守らない人

我々が十分心得てみる事である︒し

十一1810

の不便が無くなり︑したがって世界
の航路に大きな攣動を生じたのであ
る︒

父は︿略﹀︑﹁あ＼︑今朝は

なかく寒い︒指の先がしびれるや

十401園
うだ︒﹂といって︑︿略V︑鎌をとぎ
たい

十一4110隅團
分球重態なりし由︑誠に意外の事に

にか＼つた︒力藏さんも︑﹁しかし
天氣が績いてよいあんばいだ︒﹂と

驚入候︒しかし此の頃は︑饒程御上
方に向はれ候とか︒

誰 に 言 ふ と も な く 言って︑︿略﹀︒

色の焼付に熱中した︒しかしいくら

十461 喜三右衛門は︑其の日から赤

しかし幸に纏過良好にて︑熱も凡そ

勢衰へず︑遂に肺炎を引起し申候︒

十一436圓圏 ︿略﹀︑其の後とかく病
えん

工夫をこらしても︑目ざす柿の色の

人人は叫び聲に驚きあわて

つた︒

十一564

二週間齢にて全く相去り申候︒

美しさは出て來ない︒
普通砂書鳩を使用する方法は︑

て︑我先にと船へもどって來る︒し

一定の飼養所から他の土地に連れて

十5510

行って︑飛錦らせるのである︒しか

︿略﹀︑火の熱と光とをあら

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言

十一m6

い︒

れで完成したといふわけではあるま

た︒しかし火の利用法は︑決してこ

ゆる方面に利用することを考へて來

十︻686

しかしとても間に合ひさうもない︒

十﹇568

い︒

かし二人の少年はまだ知らないらし

一番にはせ参じ︑

救ひのボートは下された︒

し此の外に︑往復通信の方法もある︒

十669園私はもと鉢の木がすきで︑
た︒しかし此の三本だけは︑其の頃

︿略﹀︑撃てい人にやってしまひまし

のかたみとして︑大切に残して置い
た の で ご ざ い ま す が︑︿略﹀︒

ふ時は︑︿略﹀

十694圏 唯今にも鎌倉の御大事とい
︿略﹀︑あっばれてがらを立てるかく

︿略﹀︑又之を考案した昔の

ともない︒しかし今日の貨幣や紙幣

人々に封して別段感謝の念を起すこ

十一785

唯空しくうゑ死する外はございませ

ご︒しかし此のま＼に日を送っては︑

ん︒

647
しかして一しがつにじゅうろくにち

みた︒しかし大勢は如何ともしがた
く︑危機は既に目前に迫ったので︑

情がひそんではみないか︒

しかして︵接︶3しかして
砂糖これに次ぐ︒しかして︑綿は印

わた
又輸入品は綿もつとも多く︑

度より︑砂糖はオーストラリヤより

さたう

七85図

がひかへて︑何となく物々しい︒し

十二皿10 次の間には官軍の荒武者共
來る物多し︒

︿略﹀︒

かし二人は互に信じ合ってみる仲な

時の利益を得るに止って︑重餅する
ことが出來ないから︑︿略﹀︒

そんなことをいったつて

仕方がない︒家賃さへも彿へない今

十二385園

︿略﹀︑たまく此の難虜を

の身の上ではないか︒

十二価7

月に︑林立は幕府の命によって︑松

十二824図 ︿略﹀︑即ち文化五年の四

田傳十郎と共に樺太の海岸を探検せ

り︒

四月十日

叔父から

松太

しがつとおか ﹇四月十日目︵名︶1 四

二十日

郎乏

九96國

︿略﹀︑多くは総務局あり

通って幾多のあはれな物語を耳にし︑

十ニー66図

どうにか仕方はないものかと深く心

ので︑話はおだやかに運ばれる︒

をなやました︒

土曜

四月二十一日

四月二十︻日

五155

四月二十五日

四月二十五日

七166囲

五147

四月二十七日

水曜

正男

月曜

金曜

四月二十七日

配

曇

叔父

細

﹇四月二十七

四月二十三日

四月二十三日

晴

﹇四月二十三

四月二十五日朝︑卵二つ︒

しがつにじゅうさんにち

九149図

︵名︶2

しがつにじゅうごにち ﹇四月二十五日﹈

五128

日﹈︵名︶1

しがつにじゅういちにち ﹇四月二十一

て全艦を統べハ編輯・螢業の二局あ

しがたい

しかし大勢は如何ともしが

﹇為難﹈︵形︶1

りて︑編輯に關することは前者之を

︿略﹀︒

たく︑危機は既に目前に迫ったので︑

十二伽7

︽ーク︾

しがた・い

川家の存亡などは言ふにも足らぬ小
ざい
に編輯部・政治部・纒濟部・社會
げい
部・通信部・外報部・學上部・寓眞

十二伽2圏之に比べれば︑︿略﹀︑徳

部・校正部等に分れ︑各部にそれ

司どり︑︿略﹀︒しかして編輯局は更

かしたとへにも申す通り︑一寸の轟
み＼︿略﹀︒

事でござります︒﹂ 相 手 は ︿ 略 ﹀ ︑ だ

にも五分の魂︒徳川侍のなまくら刀

まって聴いてみる︒安芳は更に﹁し

にもく略﹀︒

けい

防戦も︑終に如何ともしがたく︑要

五165

日﹈︵名︶1

しがつにじゅうしちにち

上様

力に射しては︑︿略﹀ベルギー軍の

九368図されどく略﹀大口脛砲の威 日﹈︵名︶2 四月二十三日

︽ーク︾

︿略﹀︑日本の竹最も適當 しがた・し ﹇為難﹈︵形︶1 しがたし

なりしかば︑専ら之によりて心を製

十二M6図

出せり︒しかして其の電球は忽ち世

十二悩6 其の上等が國の美しい風景
や温和な氣候は︑︿略﹀やさしい性

シ方

情を育成するのに與って力があった︒

しかた

シカ

塞は全く破くわいせられ︑將卒は多
﹇仕方無﹈︵副︶一

く戦死せり︒

タナシニ

しかたなしに

ソレデモフクロフハシ方

﹇仕方﹈︵名︶7

界に廣まりぬ︒

四374

仕方

しかた

しかし此の事情は一面に自民の短所
をもなしてみる︒

︿略﹀︑之を巧みに自國のも

のとすることは︑實に我が國民性の

十二燭9

ガナイノデ︑︿略﹀キヨトキヨト

︵名︶1

四月一一十二日

四月二十二日

五162

四月二十四日

日曜

黒

雨

﹇四月二十六

木曜

四月二十六日

四月二十六日

日﹈︵名︶1

しがつにじゅうろくにち

五148四月二十四日火曜重

︵名︶1

しがつにじゅうよっか ﹇四月二十四日﹈

五141

ソコデカウモリハシ潮田 しがつにじゅうににち ﹇四月二十二日﹈

﹇仕勝﹈︵名︶1

︿略﹀︒

しがち

四月﹇▽てん

てがらは仕勝ちぞ︒

仕勝ち

ナシニ︑ヒルハ木ノウロヤ
アナノ中巾カクレテヰテ︑

︿略﹀︑亭亭の仕方は十分心 三766

シテ居ルバカリデス︒
九551囹

もまた短所がうか窟はれないであら
も はう

一大長所である︒しかし此の半面に
うか︒

︿略﹀︑下中一同残念に思つ

得てみるので︑︿略V︒

九佃1園

てるる︒しかしこれも仕方がない︒

來た観がある︒習︑性となっては︑

十二榴4 ︿略﹀摸倣のみを事として
遂にく略V自らも輕んじ︑外経人か

其のうちには花々しい戦孚もあるだ

か＼れく︒

十一293図園

﹇四月﹈︵名︶1

︿略V︑かやうな仕方は唯一 しょうじゅういちねんしがつはっか

しがつ

末席に坐ってみた僧は︑そ

らも侮られる︒しかし摸倣はやがて

十二231

れが氣になってしかたがない︒

十一696

らう︒

︿略﹀︑潔白を重んずる美徳

創造の過程でなくてはならぬ︒
十二慨4

を焚揮してみる︒しかし其の半面に
は︑物にあき易く︑あきらめ易い性

しがつよっか一しかるに

648

しがつよっか

月四日

﹇四月四日﹈︵名︶1

四
萬里も離れてみる︒

︿略﹀︑孔子大いに之をう

父も喜んだ︑子どもも喜ん

⊃艦あなたはく略﹀︒

十二586

だ︒しかも一番喜んだのはねぢであ

十一57図

つた︒

︿略﹀光の色が太陽に似

用ひられんことを求めぬ︒しかも遂

十二帽2園

．れひ︑︿略﹀︑廣く各國をめぐりて︑

に志を達することを得ざりしかば︑

の上をふいてみると︑先生が知らな

五28 四月四日の朝︑合番で僕が机
い生徒を一人つれてお出でになりま

を捨てたと言って︑主人がひどくし

︿略﹀︑其の有様は何事だ︒兵

かつてみた︒

士の恥は艦の恥︑艦の恥は帝王の恥

創価3

だぞ︒﹂と︑言葉鋭くしかった︒

の世話やねずみを取ることにばかり

十一一107 又父には﹁お前のやうに犬

七332図

るに

獅子はもとより武士にした

しかるに ﹇然﹈︵接︶5 しかるに 然

て叱られたことがあった︒

熱心では困るではないか︒﹂といつ

かく
て︑しかも比較的熱をともなふこと

一風最も理想的な燈火は

の少い電燈さへも護明されました︒

十二博4園

しかも其の孚は︑力の強い者やわる

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

然

ほたるの光のやうに熱をともなはな
しからば

がひて行かんとせり︒しかるに船長

くおわびを致しますと︑越前守は

元軍の勢いよく盛にして︑宋軍到

十976言出でて元素に當る︒然るに

はおそれて之をゆるさず︒

﹁しからば許してつかはすであらう

しばらくして︑︿略﹀︑いろ

﹇然﹈︵接︶2

がしこい者が勝つことになるであら

︿略﹀︑貴兄には去月以 しからば

いものであります︒

十﹇418憾圃

う︒・

人々相互の孚がはてしなく行はれて︑

若し裁判が無いとしたら︑

︿略V

︿略﹀ ︑ 父 の 此 の 願 だ け は ︑

十一227

した︒

九272圏

しかと﹇確﹈︵副︶2しかと
しかと心にとめて置いて︑必ず仕と
げてもらひたい︒
︿略﹀ ︑ 勇 ま し く 高 空 に 輪 を 蜜

らば

がきながら︑しかと方向を見定め︑

十5810

來御病氣にて︑しかも一時は大分御
たい

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十一527

傷のつかないやうにしなければなら

︿略﹀早くも義兵を墾げし

然れども鐵眼少しも達せ

からふと

ききん

起り︑人々の困苦は前の出水の比に

然るに︑此の度は近畿地方に大飢謹

き

あらんとす︒鐵眼の喜知るべきなり︒

ず︑︿略﹀宿志の果さる＼も近きに

十一伽5図

﹁︿略﹀︒﹂

高徳一族土日を集めていへるやう︑

に今主上隠岐にうつされ給ふと聞き︑

が︑︿略﹀︑力なくて止みたり︒然る

十島9図

る慮に敗れ︑︿略﹀︒

が︑其の代りと致して︑︿略﹀持参
︿略﹀︑相當に名ある新聞

の利器を用ふるを以て︑今や遠く

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

十ニー61図

致せ︒﹂と命じました︒

一切纒は︑︿略V貴ぶと

きに上り︑これが出版は決して容易

ヨーロッパに起りし事件も僅か一爾
日にして讃者に報道せらる︒然らば
しふ
かくの如き新聞は如何にして編輯せ

ダーウィンは興味を覧える

と︑︿略V決して中途でやめなかつ

叱る

た︒しかも日常生活は極めて規則正

しかる

られ︑印刷せられ︑盲者に配布せら
﹇叱﹈︵五︶4

非ず︒

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

僕は牛わかまるになって︑ 十一一821図 樺太は大陸の地金なりや︑

く之を疑問としたりき︒然るに其の

︿略V︑下男がまだ使へる小縄 實際を調査して此の疑問を解決した

はねまはってたたかひましたら︑
六672

おかあさんにしかられました︒

四441

︽ーッ︒ーラ︾﹇▽おしかる

しか・る

る＼か︒

饒暇でも無益に費すことがなかった︒

しばらくして兄はく略V︑
力のこもった︑しかも低い聲で︑

十二427

さすがにく略V︒

かも其の数量の数限りもないのは︑

ちん
十二301囲 陳列品の多種多様で︑し

しく︑︿略V︑たとへ十分︑十五分の

十ニー34

の業に非ず︒

ころなり︒しかも其の巻敏幾千の多

十一伽7図

ぬ︒

︿略V︑此の組織の所まで小

矢のやうに目的地へ向って飛んで行
しかも

八427園

シカモ

重態なりし由︑︿略V︒

﹇然﹈︵接︶ 1 7

く の を 見 た な ら ば ︑︿略﹀︒

しかも

カモ其ノサビハ大ソウ毒ナ物デス︒

六136園 アレガヤハリサビデス︒シ
八101 ︿略﹀︑ころくと池の中へこ

ゐ

︿略V︑やはり此のやさしい︑

ろげこんだ︒しかも其所は深い所で
ある︒

十552

しかも勇ましい通信者の働の偉大な
事 が 謹 明 せ ら れ た ので︑︿略﹀︒

十996図園 心力を空くしてしかも救
︿略﹀︑何を聞いても︑一々

ふことあたはざるは天命なり︒
十槻8囹

明白に答へて︑しかもよけいなこと
は言ひません︒

きよ
十一39 ︿略﹀︑たゴ其の距離の遠い
ために︑あんなに小さく見えるので
ある︒しかも我々に最も近いあの太
陽でさへ︑地球からは凡そ三千八百

649
しかれども一しきもの

ぬ︒

る人︑遂に我が日本人の中より現れ
︿略V︑室内に用ふるには︑︿略﹀︑實

日のアーク燈に類するものにして︑

5かしかん・かんぱんしかん

用に適せず︒

しかん
﹇時間﹈︵名︶5

しかれども﹇然﹈︵接︶7然レドモ
然れども
じかん

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

アリテハ︑金鏡ヲツヒヤシテ︑水ヲ
じかん・にじかん・やくごじかんご

め・じゅうじかんぜんご・じゅうはち

じかん・きしょうじかん・ごじかん

時間﹇▽いち

九個2図 飲料水二不自由ナキ土地ニ

ナリ︒然レドモ飲料水ノ得ガタキ所

五156
︿略﹀︑來週全校にて話し

これまで自分の不整頓の

さんと煙しみ居り候︒

方の時問に話し︑同級の人々を驚か

九擢2唐国

教室の中へとびこみました︒

四85 色面ノ式ガスンデカラ︑
トモダチトムカフノ山へ上り
マシタ︒

十枷10図皇后陛下の臨御と共に︑式
四季
︿略﹀︑殊に温帯に属す

﹇四季﹈︵名︶1

は始りぬ︒

しき

十一欄6囲囲

る南部の血気にては︑四季の回船も
指揮
︿略﹀︑遍いて造船部長の指

﹇指揮﹈︵名︶2

日本の如くはっきり致居候由︑︿略V︒

じき

じき

﹇直﹈︵副︶4

ヂキ

ぢき

直

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重

ね︑其の上に飛下り給へり︒

敷皮

︿略﹀︑菅錘八枚︑敷皮八

すがむしろ

しきがわ ﹇敷皮﹈︵名︶1

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に言付

九114図

ね︑︿略﹀︒

國旗は︿略﹀︑其の⁝徽

き

さい
しきさい ﹇色彩﹈︵名︶2 色彩 色彩

さい

十二6010図

國旗の色彩が其の國の人

章・色彩にはそれぐ深き意義あり︒

十二637図

︵サ変︶1 指揮す

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

く略V︑とりでの守將中川

しき・す ﹇指揮﹈

︽ーシ︾

しき

あか
︿略﹀︑田の形其のま＼に紅

庭に敷きつめたむしろの上に︑

秀吉は城の庭にしき物をのべ

すがむしろ

︿略﹀︑黒垂八枚︑敷皮八

近温床の敷物や︑道路にも

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重

九114図

はせ︑︿略﹀︒

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ

七子6

物

しきもの ﹇敷物﹈︵名︶3 しき物 敷

︿略﹀︒

黄色い萎の穗が一面に重げられて︑

九587

見える︒

紫のもうせんをしきつめたやうに

むらさき

七172

つめる 敷きつめる ︽ーメ︾

しきつ・める ﹇敷詰﹈︵下一︶2

三645園舟はだんだん土ばしへ
近くなります︒五郎﹁ほうら︑も
うちきしょうぶだQ﹂
ソレデモ鐵ハヂキニサビテ︑
赤クナルデハアリマセンカ︒

六127園

僕は眠くなったので︑それか

黒焼

まだ青いが早く甘くなるたち

ら直にねてしまった︒

九691

九腿3

だから︑もう直に食べられる︒
﹇敷妙﹈︵下二︶1

ね︑︿略﹀︒

︿略﹀︑菅錘八枚︑敷皮八 十一542

すがむしろ

清秀︑士卒を指揮して防ぎ職ふ︒

く略V︑よく警官の指揮に 十一248図
﹇時機﹈︵名︶1 時機
し つ

從って︑混齪することがなく︑︿略﹀︒

十二307囲

圖に︑着々と進み行く進水作業︒

揮につれて吹く進水主任の號笛を合

十伽1図

しき

つgり方の時間に︑す望めが

ニチハ︑一手桶何程トイフ代債ヲハ
ラヒテ水ヲ買フ︒

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十﹇68図園 富貴は人のねがふ所な
れば︑我之に居らず ︒

十一183圓

ために︑むだに費した時間と勢力は

十一69図園貧賎は人のいとふ所な
り︒然れども正しき道によるに非ざ

大きなものであった︒

かくいへぼ︑頗る繁雑に

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

︿略﹀︑父は學校へ行って時 十二838図 ︿略﹀︑酋長コー二の宅に

れば︑我之を去らず ︒

十一967

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十一伽1図 ︿略﹀出版費は︑遂に一
銭も残らずなりぬ︒然れども鐵満月
ぼ
しも屈せず︑再び募集に着手して努

れなかった︒

十ニー78図

がよいといって︑なかく許してく

力 す る こ と 更 に 敷 年︑︿略﹀︒

︿略﹀・曲物の類に至るま

して多大の時間を要する如くなれど

十二467図

で︑一として杉を用ひざるなし︒然

間僅かに敷十分︑以て其の如何に速

も︑原稿締切時刻より刷出まで其の

﹇時間割通﹈︵名︶1

しかも日常生活は極めて規

じかんわりどおり

なるかを知るべし︒

しめ

れども材の優良にして美麗なるは檜
な
ら
︿略﹀奈良の都も︑︿略﹀︑

を以て第一とすべし︒
十一一997図
きない

時間割通り

十ニー35

じぎ

今は唯畿内の一都市として僅かに古
かすが
の名残を悩むるのみ︒然れども春日
えり
の社頭︑︿略﹀︑森嚴自ら人の襟を正

しきかさ・ぬ

﹇▽おじぎ

則正しく︑毎日きめた時間割通りに

︽ーネ︾

九115図

ぬ

さしめ︑東大寺の金堂は︿略﹀一千

式与しんすいし

仕事を進めて︑︿略﹀︒

﹇式﹈︵名︶2
き・だいのうしき

しき

二百年の面影を残せり︒

けらる＼に至りぬ︒然れどもこは今

十二川6図 ︿略﹀燈塞などにすゑ附

しきゅう一じくぎ

650

至急

ゴムを用ひることが行はれて來た︒
﹇至急﹈︵副︶2

七M2團 あのたちで子ども向の品を

しきゅう

もう五十反︑至急お送り下さい︒

九柵9㈱国 若し御承知に候はば︑御
手敷ながら至急御報知下されたく︑
目▽こしきょあ そ ば す

願ひ上げ候︒
しきょ

じぎょう ﹇事業﹈︵名︶10 事業﹇▽

︿略﹀︑又何か事業を起さう

こっかじぎょう︒じぜんじぎょう・だ
いじぎょう
十534園

を助長するものであるから︑地方人
民は大いにこれ等の事業に力を煮皿く
さねばならぬ︒

一代の事業として一切纒
︿略﹀︑喜捨せる人々に説

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀︒

十一伽2図
十一伽9図

きて出版の事業を中止し︑其の資金

福田行誠かつて鐵眼の

を以て︿略﹀︒
ぎやうかい

十一欄7﹇図
事業を感歎していはく︑﹁鐵眼は一．
かん

これ即ち世間の信用を博し

生に三度一切纒を刊行せり︒﹂と︒

十二226

て堅實に自己の事業を出展させる道
時局

と思ってみる人で︑お金のない人が
﹇時局﹈︵名︶1

である︒

じきょく

ある︒

なる人︑みつから先んじて耕作・養

十脳8図村の財産家にて事業に熱心

︿略﹀奮幕府の陸軍総裁勝

安芳は︑かねてから百方書策して時

やすよし

十二伽6

翌旦養鶏・養魚等の模範をしめしし

翌朝書師は常にもあらず

︿略﹀老砲手は︑急に氣を

十二435

三人は﹁どうかもう一

敷藁

︽一

て力の及ぶ限り響く人々を救ひ︑又

もや一章をも留めざるに至れり︒

敷く ︽ーイ・ーケ︾﹇▽くみしく

レ︒

である︒

︿略﹀︑董の先についてみる穗

︿略V︑居留民が支那政府の

アスファルトや石を敷いた

手を離れて︑自治制を布いてみる庭

十一92

はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

九柳2谷一つへだてた向ふの岡に︑

やうに飛散る︒

が︑敷いてあるむしろの上に面白い

九572

物がはこび出されました︒

しいて︑そこへ︿略﹀いろいろな

四414

にはへいたやむしろを

四201捷く略V︑シホケノナイ水
デカラダヲアラツテ︑ガマノ
ホヲシイテ︑ソノ上ニコロガ

く

家來の中にはしきりに王を し・く﹇敷﹈︵五︶7シクしく布

曲︒﹂としきりに頼んだ︒

十二702

コー二は﹁︿略﹀︑或は命

なだめた者もあったが︑︿略﹀︒

十二847図

も危かるべし︒﹂とて︑しきりに止

人なつかしげに寄り來る

むれども林潔きかず︑︿略﹀︒

十二棚3図

鹿の︑︿略﹀︑秋より冬にかけて哀音
仕切る

畠にしても︑小路によって

﹇仕切﹈︵五︶1

しきりに人の眠をさますも︑︿略V︒
しき・る
ル︾

十一634

細かく仕切ることをしないから︑一
枚の畠でうねが倉町も十町も長々と
﹇敷藁﹈︵名︶！

聴いてみるのが少くない︒
わら
しきわら

とやの内に入りて見るに︑
敷藁の中に見事なる卵二つころがれ

わら

九145図
り︒

道が縦横に通じ︑︿略﹀︒

十﹁96

毛焼を敷けるが如く︑白壁の民家其

せん

銀行は有望ってみる人から 十一341図 ︿略﹀田園よく開けて︑
お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

の間に鮎在す︒

ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

をつける者もあり︑︿略﹀︒

八塒1 ︿略﹀︑乾かした軸木の先に藥

乾かす者もあり︑︿略﹀︒

しらへてみる者もあり︑軸木を火で

八価1

しらへてみる者もあり︑︿略﹀︒

八幽9

ぢく
く略V︑廣く各地をめぐり じくぎ ﹇軸木﹈︵名︶4 軸木 軸木
ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

すなはち喜捨せる人々に

黒眼こ＼においてく略V
出版の事業を中止し︑其の資金を以

十一伽9園

く救助の用に當てたりき︒

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

十一178図

にして之をと㌧のふる事を得たり︒

て資金をつのること数年︑やうやく

十一協4図

附けるのだ︒

十536圏

妹やお松は何があったのか︑ しきん ﹇資金﹈︵名︶4 資金

﹇頻﹈︵副︶8

←ひとしきり

局の圓満な解決を計ってみた︒

しきり
しきりに

した︒

きりに働ましてくれる︒

だ︑もう少しだ︒﹂船の上からはし

十︸867

﹁しっかりやれ︒もう少し

く︒﹂と︑甲板からしきりに働ま

もんで︑﹁しっかりしろ︒負けるな

十﹁558

に筆を動かしみたり︒

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

十﹁467図

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七146

しきりに

を以て︑︿略﹀︒

十伽6図 青年團の事業の一として︑
ひのき

杉・檜の植林を螢めり︒

十伽8図 其の利益は︑︿略﹀︑其の残
部を一村共同の有益なる事業の費用
にあっる計書なり︒

十︻備5 例へば教育・衛生等の自治
口論の事業は︑地方人民が一般に之
を尊重し︑之に協力することによつ
て︑始めて其の効果を完全に墨げる
ことが出來る︒

十一柵2 又産業組合を設けたり︑慈
善事業を起したり︑又は青年團を組
織して産業の議達︑風俗の改善等に
務めたりするのは︑︿略﹀︑自治團髄

651
しくみ一じこく

八口2

︿略﹀︑軸木を火で乾かす者も

あり︑乾かした軸木の先に藥をつけ
る者もあり︑藥をつけた軸木を温室
﹇仕組﹈︵名︶1

仕組

で 乾 か す 者 も あ り ︑︿略﹀︒

しくみ

時雨

つた仕組に出來てるるのである︒

しけ

しげ

てるる爾がはの木立も︑まだ若葉だ
けに︑下草まで見えるぐらゐ明るい︒

何百年も経たであらうと思は

﹇▽おおもりしげるさま

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くす

十佃1
しげる

ず︒

十44図

じけん

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

これ等の植物が思ふま＼に
両がはに木立すき間もなく

事件

十ニー59図

︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

パに起りし事件も僅か一両日にして
︿略﹀︑世界主宰主要の地

讃者に報道せらる︒

十ニー72図

に特派員又は通信員ありて︑事件起
れば直に電話又は電信にて通知し來
る︒

︿略﹀︑新しき事件ある毎

に改版して︑最後の最も新しきもの

十ニー92図

自己

護信人は自己の居所氏名を

﹇自己﹈︵名︶4

を市内版とす︒

じこ

七麗図図

みさき

シテヰ野面ガ︑夜汽車デ蹄ツタトコ

ロデアツタ︒

四國の西には佐田岬長

あはち

く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

十一322図

をなす︒

十一325図淡路島の東端︑本土と相

なると
望む慮︑︿略V︑四國に近き庭︑鳴門

しごくεふ

御らんの通り大きなからだ

﹇至極﹈︵副︶1

海峡となる︒

しごく

六892囹

とどきしごく

をしてゐますが︑氣立はしごくやさ

しうございます︒

︿略﹀敵將山路正國に出

これ即ち世間の信用を博し しご・く ﹇扱﹈︵五︶1 しごく ︽一

成へく本字にて此虜に記すこと

イ︾

十二226

て堅果に自己の事業を獲展させる道

十一299図

であひ︑片鎌槍をしごいて突いて

である︒

か㌧る︒

じこく ﹇自国﹈︵名︶4 自國

︿略﹀︑彼等が大町後にお

他書の文明を消化して︑之

實に我が國民性の一大長所である︒

を巧みに自國のものとすることは︑

十一一鵬8

を尊重すると同時に︑︿略﹀︒

十二649図故に我等は︑自國の國旗

た︒

活動してみるのには全く敬服しまし

ける自選の疲弊を回復するため盛に

ひへい

十二356團

それ故大多敷の商人は︑自 七883 見れば耳垂の兵士です︒

眼中に置かず︑︿略﹀︒

己の利益を除いては︑殆ど何物をも

主な通にはアカシヤの並木 十二241 それ故大多敷の商人は︑自

﹇事件﹈︵名︶7

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十︻597

下葉の色づきかけたるはぎ茂れり︒

︿略﹀︑御庭の此所彼所に︑

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

十17図

茂ってみる様子は實に見事です︒

九72團

りのよい松がしげってゐます︒

五568

る︽ーッ・ーリ・ーレ︾

十319 そこで此の運河は︑非常に攣 しげ・る ﹇茂﹈︵四・五︶5 しげる 茂
﹇時雨﹈︵名︶1

﹇時化﹈︹題名︺2

う ら の 小 山 に 秋 風吹けば︑︿略﹀︒

五307圏 つゆや時雨が色よくそめた

しぐれ

しけ

六目7 第五 海 一 しけ
六193 第五 海 一 しけ
しけい

﹇紙型﹈︵名︶1 紙型
けい
校正終れば紙型に取り︑

刷機にかく︒

﹇繁﹈︵形︶2

︽ーク・ーシ︾

シゲシ

更に之をもととして鉛版を造り︑印

十ニー76図

し

しげ・し

裁判は事件の聖断によって︑ 十二242

己の利益を除いては︑殆ど何物をも

﹇私交上﹈︵名︶1

︿略﹀︑決して親族・縁故其

私交

眼中に置かず︑忍耐も努力も要する

上

しこうじょう

に皆自己の爲であった︒

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

されば珍しき事件の起り

十一価2

四國

︿略﹀︑商用デ四國ノ方へ旅行

く

四所・九州の武士は博多の濱じこく ﹇時刻﹈︵名︶1 時刻5げん
こうしめきりじこく・はっちゃくじこ

﹇四国﹈︹地名︺4

九冊10

にあつまった︒

六801

しこく

やうなことがあってはならない︒

の他私交上の關係の爲に心を迷はす

く登責することは古より行はれたり

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

︿略﹀︑唯をりく興味あ

しが︑︿略﹀︒

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十ニー46図

れる︒

七294図 市中ニハ電車ノ往復シゲク︑ 十一209
港ニハ船ノ出入タエズ︒

八984冷蔵 ︿略﹀︑ 船は次第に波間

茂み

﹇▽はたけや ま し げ た だ

に沈み︑ 敵揮いよくあたりにし
げし︒

しげただ

﹇茂﹈︵名︶1

き︒

九327 ︿略V 一すちの道が︑︿略V 十ニー48図

しげみ

つゴいて︑やがて茂みの中にかくれ

︿略﹀︑やがてあまねく内

外の事件を報ずると共に時事を論ず

十ニー51図

てしまふ︒

しげりあ・う﹇茂合﹈︵五︶2茂り合

るもの起りて︑︿略﹀︒

︽ーッ︾

九321 何時もはうす暗い程茂り合つ

ふ

しごけんさき一しごと

652

五923 郵便物をあつめる人は︑毎日
された︒

十二用5図

四五十年

しごじゅうねん

四

きまった時刻に來て︑私のおなかを
明けて持って行きます︒
﹇四五間近﹈︵名︶1

﹇四五十年﹈︵名︶1

卜書は輩に理化學の善導

こんなむだな仕事をすれば︑

とは思ったが︑さうでもしなければ︑
︿略﹀︒

五732園

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒

五間さき

しごけんさき

︿略﹀︑年よりはちよつとふり

手はずべて仕事のもとにし

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

ずんくはかどって行く︒

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

九632

︿略V︑面白さうに僕等の仕事

雨戸をくるのとかはりはないが︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑通常の人夫にもま

を見ていらっしゃった︒

九802

十72図園

絡員三十二人が四組に分れて︑

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

それぐ仕事の持場に向つた︒

十118

て︑再び境内に集った︒

十11！0 午後四時︑豫定の仕事を終へ

して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

ういふ仕事になると︑あなた方の半

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰

裁判は實に正義保護のため

こ﹂までが原産地における

書の仕事の合間に讃むのは

劃しやうすることが出域

ませんから︑其の代りに何か仕事を

十一鵬6囹

るまで望む︒

勿論︑夜は床に就いてから燈が書き

十一997

仕事である︒

十﹇536

の大切な仕事であり︑︿略﹀︒

十一231

のに思ひました︒

してみる坑夫の仕事を︑たふといも

十857 ︿略﹀︑あの坑内でたえず活動

う敷坪の地面が新しく開かれた︒

当盤以上にはかどり︑九時頃にはも

も彼も一心不齪に働くので︑仕事は

十4310

事をする︒

すべてかういふやうに︑手分

分業で仕事をする時︑誰か一

しかし思ふ程に仕事は出來
上書した爲︑︿略﹀︒

ず︑其の上政治上の事で度々殿様に

九236園

されたれば︑︿略﹀︒

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年

でも悪くなる︒

人の手ぎはが悪いと︑染型の出來ま

八佃7

といふ︒

をして別々に仕事をすることを分業

八切6

分ぐらみしか働きませんでした︒

八827長い間か㌧らなくても︑工夫 十139園 私どもの若い時分には︑か

いふは︑働く人の少きをいふなり︒

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

八291図

ぐ又仕事をつゴけました︒

かへりましたが︑何ともいはず︑す

七747

かげひなたなくはたらく上に︑

人の仕事まで引きうけるやうにしま

太さ中指ほどなる細長き

四五町

星座午後八時子午線通過

﹇子午線通過﹈︵名︶1

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚
板となり︒

しごせんつうか

子午線通過
﹇四五町﹈︵名︶！

十一89図
しごちょう

それを通りぬけて四五町上る
仕事

コウバデハモウシゴトガ

シゴト

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

七231

三45

しごと占仕事﹈︵名︶39

︿略﹀︑大官イノ大工サン

ハジマツテヰルラシイ︒
四583

ガ毎日其ノ中デ仕事ヲシテ
居マス︒

しかし此の分では︑わたし
の命は︑とても仕事の出來上るまで

︿略﹀︑大きくなっても︑う 九244園

ちの仕事もせず︑みばつてば

村の人々は中中大きな仕事だ 九584 仕事は水入らずの三人の手で︑

もつまいと思ふ︒

五698

かり居ました︒

四776

六582

用として使用せらるるに過ぎざりし

したので︑︿略﹀︒

四五十

が︑︿略﹀︑四五十年頃後には燈影な

︵名︶1

右に左に鯨を追ひつつ四五十

しごじゅうメートル

どにすゑ附けらる﹂に至りぬ︒

茶屋が一軒ある︒

四五歳

七243 傘松の四五間さきに︑小さな
﹇四五歳﹈︵名︶1

八川8 そこで大鈴が四五歳の時から︑
メートル

しごさい

十稲7
りを打つ︒

メートルまで近づいた時︑︿略﹀も

大酔の父は︿略﹀よく連れて行った︒
十キロメートル

しごじつキロメートル ︵名︶1 四五

四五尺

十二84図

十5610 鳩は︿略﹀︑四五十キロメーしごすん ﹇四五寸﹈︵名︶1 四五寸

四

トルの庭を往復して食事するぐらゐ
﹇四五十間﹈︵名︶1

は何でも無い︒

しごじっけん

五十間

﹇四五尺﹈︵名︶3

長い洲で︑長さは一里︑はゴは四五

す

五578 天の橋立は海中へつき出た細
十間︒

しこしゃく

八307 かまはさしわたしが一号ぐら
ゐ︑高さが四五尺ぐ ら ゐ で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑山の背を通ってみる

五尺の長さにきりそ ろ へ ︑ ︿ 略 V ︒

八312 さて山の木をきり倒して︑四
十一359

小路を中にはさんで︑四五尺にのび
た杉の若木が勢よく立並んでみるの
が︑︿略﹀︒

しごじゅう ﹇四五十﹈︵名︶1 四五十
︿略﹀︑城 か ら 大 石 を 四 五 十 ︑

一度に落したので︑又何百人かころ

六953

653
しごとだい一しし

︿略﹀︑ 毎 日 き め た 時 間 割 通

させて下さい︒

仕事に興味を畳ゆるやう相成り古語︒

十二梱8属二言の上はいよく仕事
に働み︑一日も早く一人前の商人と

十ニー35

りに仕事を進めて︑たとへ十分︑十
仕事塁

自分の置かれたのは︑仕事

﹇仕事台﹈︵名︶6

十一一533

しごとだい

なりて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

五分の齢暇でも無益に費すことがな
かった︒

垂の上に乗ってみる小さなふたガラ

十二鵬2

れて年の頃もよくわからぬくらゐで
︿略﹀︑男の子はやがて仕事

スの中で︑︿略﹀︒

十二566

ろがった︒

十二562

た︒

時計師は﹁︿略﹀︒﹂といひ

あし
ねぢは仕事垂の脚の陰にこ

垂の上の物をあれこれといちり始め

十二555

あるが︑︿略﹀︒

萬人の爲に安全な路を造ってやらう

十二柵1 ︿略V此の岩山を掘抜き︑
と︑神佛に堅くちかって此の仕事に
着手したのであった ︒

老 僧 の ま は り に 集 って︑︿略﹀︒

十二鵬4 子どもらは仕事をしてみる

ながら仕事垂の上を見て︑出して置

しご

︿略﹀︑もう四五日の所おひ

まを願ひたうございます︒

八458團

﹇四五人﹈︵名︶5 四五人
はいたつ
︿略﹀︑新聞配達と四五人の人

ノデアル︒

しさつ ﹇視察﹈︵名︶1 視察

ブラジルの視察も大証

終り候間︑程なく蹄國致すべく候︒

十一佃3圓團

しさついたしお・り ﹇視察致居﹈︵ラ変︶

過ぎ候︒

こん
森林地開墾の様子を視

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

十一柳9圓囲

毎日かならず新聞を入れに來 1 視察致居 ︽1︵リ︶︾

此の時どやくと四五人の敵

會社では︑︿略﹀︑四五人の若じさんいた・す ﹇持参﹈︵五︶1 持参

八429園 ︿略﹀︑越前守は﹁︿略﹀︑白

﹇四五年﹈︵名︶1

四五年

四五年モタツト︑大キクナツ
ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

﹇四五百人﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂などといって︑四五

しごひゃくにん

四五百人
八414

百人のものが︑そろくと車の後に

しころ

ついて︑思はず知らず役所の門内へ
﹇鍛﹈︵名︶1

入りこみました︒
しころ

自在

し

獅子

獅子ε

日の間に間違なく持参致せ︒﹂と命

し

し

﹇獅子﹈︵名︶11

じました︒

し

獅子はおどろきてふりはな

獅子の目は火の如くにもえ︑

七319図

獅子はうれしげに一聲高く

今や獅子の息はたえんとす︒

ばして後︑しっかに近よりて武士の

ほえ︑たてがみをふるひ︑四足をの

七311図

にげまどへど︑︿略﹀︒

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

七308図

くしめつけたり︒

さんとしたれど︑蛇はますくかた

七306図

らだにまきつきたり︒

り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか

へび

七305図︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ

眠りしに︑︿略﹀︒

七304コ口一匹の獅子︑森の中にて

からしし

しし

清正刀を抜かんとするに︑

かぶとのしころつ＼じの枝に引つ

十﹇309図

﹇自在﹈︵形状︶1

か＼りて︑身のはたらき自由ならず︒
じざい

マシテ自由ノ天地卜居テ︑自
在二空ヲトブ様ハ︑實二勇マシイモ

八487

木綿を一反つつ︑名札をつけて︑三

致す ︽ーセ︾

ちやうど岡田さんは四五人の

い人々がぬかだらけになって働いて

しごねん

つていらっしゃる所でした︒

お友だちに︑白馬登山のお話をなさ

九937

ゐました︒

九502

兵がはいって來ました︒

七909

る方も四五人はあります︒

五913

のすがたが見えるだけでした︒

五332

しごにん

きり

四五日

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

誰だ︑仕事垂の上をかき 六478

いたねちの無いのに氣が附いた︒

廻したのは︒

十二568園

やまをする者も少くなかった︒

十二欄1 さうして陰に陽に仕事のじ

出來るだけ此の仕事を助けて︑一日

仕事垂のそばに︑ふさぎこ

﹇仕事﹈︵五︶1

しごとなされよ︑

仕事場

かけたたすきの
﹇仕事場﹈︵名︶1

﹇四五日﹈︵名︶2

次にかま口から火をつけて︑
四五日の間︑中の木をむし焼にする︒

八316

しごにち

見マシタ︒

七502私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ

しごとば

きれるほど︒

きりしゃんと︑

三332圃

となさる ︽ーレ︾

しごとなさ・る

を見附けて︑︿略﹀︒

んで下を見つめてみた女の子がそれ

十一一583

十二柵2 そこで人々はいっそ我々も

其の後は老僧と共に洞穴の

も 早 く 洞 門 を 開 通 し︑︿略﹀︒

十一一佃8

中でのみを振るふ者もあり︑費用を
喜捨する者もあって︑仕事は大いに
︿略V︑村の人々は此の仕事

はかどって來た︒

十二欄10

︿略﹀︑ 仕 事 を 助 け る 者 が 又

にあきて來た︒
十一一佃3

︿略﹀︑なれぬこととて

ぼつくと出來て來た︒
十二佃7國囲

仕事に追はれ︑一日別々と延引致し︑
︿略﹀︑追々店の様子も

今日に相成り申候︒

十二捌3㈱困

わかり︑お事様の扱方にもなれて︑

手をなめたり︒

時事

七303

第十

獅子と武士

﹇死者﹈︵名︶！

だく︒

ししゃ

︿略﹀老人や︑息もたえだ

﹇使者﹈︵名︶3

なさを感じた︒

ししゃ

明國の使者︑某の陣中に参

う︒﹄などとの宣言︒

り︑﹃︿略﹀︒命ばかりは助けてやら

七草9園

使者

者をまのあたり見て︑益く世のはか

えの病人︑さては野邊に送られる死

十二923

死者

九1310図 物置の前なるあき箱より︑
から
し窟みの殻を取出し︑細かに打ちく

七323図 これより獅子は日夜武士に しじみ ﹇蜆﹈︵名︶1 しゴみ
つきしたがひてはなれず︑武士には
無二の從者となれり︒

七329図 獅子はもとより武士にした
がひて行かんとせり︒
れざるを得ざることとなりぬ︒

七333図 こ＼に武士と獅子とはわか
七335図 獅子はかなしげにほえて︑

濱べに立上りたりしが︑つと海の中
にをどり入りたり︒

七338図 獅子は武士の方を見まもり
﹇時事﹈︵名︶1

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒
じじ

いろくの困難ををかして︑遠い庭

たけみ

外の事件を報ずると共に時事を論ず

十ニー52図 く略V︑やがてあまねく内 十546 此の愛らしい小鳥が︑︿略V︑

かつち

第十⊥ハ

第十六

磁石

磁石
磁石

磁石

雷命此の地に來りていふやう︑
﹇磁石﹈︹課名︺2

﹁︿略﹀︒﹂

じしゃく

じ

﹇磁石﹈︵名︶3

町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二

僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ

大キナ磁石ライタぐイタ︒

六655

テ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒

﹇四尺九寸﹈︵名︶1

七275

四尺九寸

八寸・九寸などといふのは︑

﹇四尺八寸﹈︵名︶1

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑
︿略﹀︒

ししゃくはっすん
四尺八寸

八寸・九寸などといふのは︑

四周

四周の海が天然の城壁とな

﹇四周﹈︵名︶1

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑

七275

︿略﹀︒

ししゅう

十二鵬5

つて︑容易に外敵のうかgふことを
四十

始終←い

から

四十雀・目白・ひよどり・も

ず・ひわ︑秋の山は小鳥の聲でにぎ

八19

四十雀

やかである︒

八2図

第十五

カヂ屋⁝⁝⁝四十九

しじゅうく ﹇四十九﹈︹課名︺4 四十

九

第十一課

第十二課

十和田湖⁝⁝⁝

ゴム⁝⁝⁝四十

︑九目14 第十三 老社長⁝⁝⁝四十九

七目3

十一目13

九

四十九

十二目12

鮭⁝⁝⁝四十五

川中島く略V二

我が國の木材⁝⁝

中

しじゅうご ﹇四十五﹈︹除名︺4 四十

十二

五

第十三

一口話⁝⁝⁝四十五

五目13

第十四

六目16

七目2

第十課

なほり⁝⁝⁝四十五

⁝四十五

十二目11

︿略﹀︑東西四十町︑南北
ばう
四十五町︑塗込の條坊井然として︑

十二川9図

四十五町

しじゅうこちょう ﹇四十五町﹈︵名︶1

40←やく

一太郎やあい⁝⁝−

すすはき⁝⁝⁝四十

﹇四十﹈︹課名︺2

許さないから︑︿略﹀︒

しじゅう

四目12 十一

﹇始終﹈︵副︶1

40

﹇四十﹈︵名︶1

七目14 第十三

四十
しじゅう

しじゅう

中尉は始終先頭に立って進ん

ちぶしじゅう

九佃4

第十二

笑ひ話⁝⁝⁝四十三

﹇四十三﹈︹学名︺3 四

六目15

十三

﹇四十＝︹課名︺3 四

でるたが︑︿略﹀︒

︿略V︒

ハナサカヂヂイ⁝⁝⁝

しじゅうさん
十七

物ノ償⁝⁝⁝四十三

一騎打

川中島

第十一

しじゅうし ﹇四十四﹈︹型名︺3 四十

九目12

一

第十四
四十

⁝⁝⁝四十三

七目16
﹇四十雀﹈︵名︶2

手紙⁝⁝⁝四十一

熊襲征伐⁝⁝⁝四十一

四十雀

第十課

十一

しじゅういち
十一

四十﹁

一一目5

五目12

雀

から

しじゅうから

︿略V︑果シテ磁石ノサキ目釘 十一目11
ししゃくくすん

ガタクサンツイテヰタ︒

六661

十二85図

十二61図時に天照大神の使者建長 しじつぶん

︿略﹀︒

まで使者の役目を務めると聞いては︑

且vはなさかじじい

るもの起りて︑︿略﹀︒

じじい

じじこくこく ﹇時時刻刻﹈︵副︶1
時々刻々

つて行く︒

﹇時日﹈︵名︶1

時日

十810 ようだいは時々刻々に悪くな
じじつ

十二備4図 く略V︑徒に多くの時日と
金銭とを費したるに過ぎざりき︒

しじつちょう ﹇四十町﹈︵名︶1 四十
町
十二川8図 ︿略﹀︑東西四十町︑南北
ぱう
四十五町︑九章の條坊井然として︑
︿略﹀︒

七目11 第十 獅子と武士

ししとぶし ︹課名︺2 獅子と武士

8

し六六
や64目
く 74
六
64

じじ一しじゅうし

654

655
しじゅうしち一しじょうのおおはし

四

八目19 第十二 手紙 一 小ぞうか
ら主人へ⁝⁝⁝四十四
十四

十目10 第九 陶工柿右衛門⁝⁝⁝四

⁝四十四
﹇四十七﹈︹課名︺1

四

十一目12 第十一課 書師の苦心⁝⁝

十七

しじゅうしち

﹇四十七士﹈︵名︶1

︵名︶﹇ ▽ ご く じ し じ ゅ う

八目2 第十三 鷲⁝⁝⁝四十七
しじゅうしち

しちふん
しじゅうしちし
四十七士

岬

八 2 泉岳寺には名高い四十七士の
墓がある︒

﹇四十度﹈ ︵ 名 ︶ 1 0

O

しじゅうど

七2図
七2図
七2図
七2図
七2図
七3図
七3図
七3図
七3図
七3図

ては︑︿略﹀︒

九365図 されど比類なき四十ニセン
けい
チメートルの大口樫砲の威力に帯し

四十ニセンチメートル

しじゅうにセンチメートル ︵名︶1

40。40。40。40。40。40。40。40040040

﹇四十日間﹈︵名︶1

四十丁年

﹇四十余万﹈︵名︶1

第十二

死所

四

弟から兄へ⁝・⁝：四

﹇死所﹈︵名︶1

死所を得たるを喜べり︒

次女

死傷

世間ニハ︑イロくノ事情

じじょう ﹇事情﹈︵名︶7 事情

者

種々の品物が遠く外帯から輸

翌朝貸してくれた人の家に

しかし此の事情は一面に國

︽ーシ︾

﹇四条大橋﹈︵名︶

又賊は何千人か死傷した︒

四條大橋

四條大橋

四條の大橋

六71図

2

しじょうのおおはし

六971

傷する

ししょう・する ﹇死傷﹈︵サ変︶1 死

た︒

くの死傷者を出した話などを附加へ

がアーク燈の熱の爲に嚢火して︑多

十二柵7 ︿略﹀︑活動寓眞のフィルム

﹇死傷者﹈︵名︶1 死傷

民の短所をもなしてみる︒

十二悩6

御推察下されて︑︿略V︒

十二欄1四四の邊の事情をよくく

始めて我が國に知らる﹂に至れり︒

十二8710図 ︿略﹀︑此の地方の事情も

を怠らざりき︒

も︑彼は土地の事情を研究すること

十一一874図︿略﹀︑か＼る中にありて

た︒

行って事情を述べ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ

十一㎜4

らである︒

入されるのは︑主にこれ等の事情か

十865

リスル人モアルガ︑︿略﹀︒

投票シタリ︑或ハ棄権シテシマツタ

ノ爲二︑或ハ信用モシテヰナイ二二

四十鯨年はいつの間にか過ぎ 九槻6園

を忘れて其の道の書物を白み︑遅々

︿略﹀︑四十齢年の間︑寝食

て︑もう供へる首がなくなりました︒

八237

四十．

九233園

うん︑これが四十日間の汗

しじゅうにちかん

四十日間
十3810園

﹇四十年﹈︵名︶2

のたまものさ︒
しじゅうねん
しじゅうよまん

名古屋市ハ我が國屈指ノ大

九266園

しかしわたしの四十年の骨

年の實地を調べ︑本もあらはし︑︿略﹀︒
八959図

四十饒萬

だでなかったと思ふ︒

．折は︑農學の進歩の爲には決してむ

四方⁝⁝⁝四十六

﹇四十六﹈︹装甲︺5

都會ニシテ︑人口四十差出アリ︒

十五

しじゅうろく

エヂソンが炭素線の電燈

を嚢明したのは四十年ばかり前のこ

十二備10園

三目3

慧⁝⁝⁝四十六

かるた取⁝⁝⁝四十六

十三

手紙

十二

五目14

第十二

十六

九目13

人から小ぞうへ⁝⁝⁝四十六

︿略﹀ 二 主

八目20

四目13

十六
四

とであったが︑今では更に進んで
﹇四十八﹈︹課口︺2

︿略﹀︒
しじゅうはち

十八
十六

冬の夜⁝⁝⁝四十八

私ノ村⁝⁝⁝四十八

三目4
第十四

﹇四十八個﹈︵名︶1

六目2

しじゅうはつこ

四十八個

ししょ
に︑

九424図圏二人の我が子それぐししょうしゃ

現今は星章の敷四十八個
四十

﹇次女﹈︵名︶1

王は︿略﹀︑早速馬にむち
﹇死傷﹈︵名︶1

たまく大阪に出水あり︒
路頭に謂ふ者敷を知らず︒
し
﹇四条﹈︹地名︺1 四條
でう
し

の三つの橋でございます︒

六712

名高いのは三條・四條・五條

死傷頗る多く︑家を流し産を失ひて︑

十一伽8図

ししょう

うつて次女リガンの許に走った︒

十二717

じじょ
大明の軍勢四十萬︑勢はげ

﹇四十万﹈︵名︶2

なり︒

十二6210図
しじゅうまん

萬
二心9囹

此の清正こそはまことの大

しくおしよせたるに︑︿略﹀︒

七鵬8囹

四十鯨

ちやうど蕃人が︑其の前の年

﹇四十余﹈︵名︶1

將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒
しじゅうよ

八233

﹇四十余年﹈︵名︶2

に取った首が四十餓ありましたので︑しじょう

︿略﹀︒
しじゅうよねん

じしょうばんへい一しずがたけふきんのず

656

地震﹇▽おお

︽ーシ・

静岡

十二梱10

さうして直に静岡の大総督
しっか

静か

府にはせつけて議をまとめ︑︿略V︒

﹇静﹈︵形状︶23

十392

あたりは如何にも静かで︑た

まに散る落葉の音が︑かさりくと
聞える︒

前︑︿略﹀︑はいると静かに戸をしめ

風がしっかにふいて來て︑ 十齪1圏 あの青年が私の室にはいる

船は静かに我等をのせて︑

風は音なくやなぎをわ

きしのささがさらさらとおと

た︒

海の静かなることは鏡の

今日は殊に波も静かだ︒
ジョージは︑︿略﹀︑帽子を

十二942
十二992

フランス王の侍署はとりあ

かもめ飛ぶ海をすべり
懐かしき

故郷の港︒

艦内は深山のやうな静かさで

しずかさ ﹇静﹈︵名︶4 静かさ

ある︒

九614

九624﹁総員起し︒﹂此の號令で︑朝

の静かさが忽ち破られ︑起床ラッパ
ぴ

やがてあたりの静かさを五つ

は勇ましくひゴき︑︿略﹀︒

九悩9

ずいこくといふのこぎりの

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

音が︑あたりの静かさを破る︒

十411

しずがたけ ﹇賎ケ岳﹈︹地名︺5 賎嶽

寄手の大忌佐久間盛政は︑

︿略V︑明日は進んで賎嶽のとりでを

十一254図

おとし︑ 一面に敵をみちんにせんと︑

︿略﹀︒

明くれば二十一日目朝︑

十一25図賎嶽

戸政は賎嶽より西北に垂れる高地に

十一284図

今まで賎嶽の山上より︑

兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

武器は皆槍なりしかば︑

また﹂きもせず戦況を見居たりし秀

十一287図

吉︑︿略﹀︒

十一319図

やり

賎嶽の七本槍

︹連名︺2

世に之を稻して賎嶽の七本槍といふ︒

嶽附近の圖

賎嶽附近の圖

︹題名︺1

賎

賎嶽の七本上

やり

賎嶽の七本槍

しつがたけ

第七課

第七課

信望の七本槍

しつがたけ

しずがたけのしちほんやり

︿略﹀︒﹂と諭して静かに眼

して︑或静かな森へ行った︒

彼は遂に﹁︿略﹀︒﹂と決心

へず老心に藥を與へて静かに眠らせ

十二735

口を開いた︒

ぬいで恭しく敬遠して︑さて静かに

十﹇伽6

十一844

行く白帆の影ものどかなり︒

如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ

十一342図

行くは醇正ぞ︑桃さく村へ︒

たり︑

十一138図囲

ました︒

それはくしつかな所で︑風

こんなしっかな所でくらし
獅子は︿略﹀︑しっかに近
よく見えるやうにして︑も

︿略﹀︑波の静かな所でふな

を閉ぢた︒

︿略﹀︑エンミッヒ国軍はみ 十二盟10図翻
て︑

思出の深き船

十一目8

十一233

十一25図

しずがたけふきんのず
海山の寳を載せ

懐かしき故

つ＼がなく今日しも果てて︑

く略V︑

船は今謡⁝かに蹄る︑
つから進んで握手を求め︑﹁︿略V︒﹂

郷の港︒

︿略﹀

船は今謡⁝かに臨る︑

十二悩4図圏
て︑

懐かしき

船は今静かに鋸る︑

路や︑

十二伽7図圏

故郷の港︒

主人の姿を見つけると︑静か

王は片手にそれを受取り︑片
フィリップに渡した︒

手にかの密書を取出して︑静かに

十106

に其のそばに立止った︒

九柵3

﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒

と感歎せるに︑レマン將軍は静かに︑

九381図

底のありさまがく略﹀︒

ばたからのぞいて見ると︑美しい海

九81団

しらみたり︒

九23図韻︿略﹀︑夜のとばりしつ
かにあきて︑ほのぐと東の窓は

う一度しつかに言ってごらんなさい︒

八911園

よりて武士の手をなめたり︒

七322図

てみたい︒

五291園

聞えません︒

の音と水の音より外には︑何の音も

五282

おとをたてません︒

三833風はしっかで︑なみも

をたててゐます︒

三606

﹇時鐘番兵﹈︵名︶1． しずか

六726 四條の大橋はすぐ其所に見え
ます︒
しよう

じしょうばんへい

時鐘番兵
九615 人の顔がやっと見分けられる
しよう
やうになった頃︑時鐘番兵が︿略﹀︑

私心

﹁総員起し五分前︒﹂と當直將校に報
﹇私心﹈︵名︶1

心する︒

ししん

十一柵8 本當に自治の精神に富んで
みる者は︑公平無私︑︿略﹀︑決して
﹇地震﹈︵名︶1

私心をもたないのである︒
じしん

七欄1 此の時清正は︑地震と共には

じしん

自身

ね起き︑︿略﹀︑一 さ ん に 伏 見 の 城 へ

かけつけました︒
﹇自身﹈︵名︶1

十一梱1 さうして自身も帽子をぬい

じしん

死す

で答全し︑一同を引連れて立去った︒
﹇死﹈︵サ変︶ 4

ース・ーセ︾

し・す

十998図園事既にこ＼に至る︒天皇
唯死せんのみ︒

十伽5早うやくしく南︑宋の方を
拝して死す︒
あした

十一74得業 朝に道を聞くことを得
ゆふぺ

ば︑夕に死すとも可なり︒

たりと聞かば︑汝必ず之を白主に持

十二851図園 我若し彼の地にて死し

﹇静岡﹈︹地名︺1

錦りて日本の役所に差出すべし
しずおか

657
しずく一じぞう

しずく

﹇滴﹈︵名︶3
︿略﹀︑

しっく
木々のしっくもき

のことなって︑ ばんのごはんのお

五312圖
かずにまじる︒

しっくがよって海となる︒

しづけし

静

し

十26図

せうけん

明治天皇・昭憲皇太后︑御

にしづまりましますよと思へぽ︑

二方のおほみたま︑とこしへに此所

︿略﹀︒

れみたる大海︑おのつから静まりて︑
なぎ

一

やがて眠から畳めた王は︑

は︑皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬禮

﹇自生﹈︵サ変︶1 自生

ラメナドノヤウニ︑底二沈ンデヰル

一たん沈んで又浮上つじせい・する

する︒

︿略V︑

モノモアル︒

八105

する

しせん

←やくしせん

︿略﹀︒

の木から原料をとるのであるが︑

︽ースル︾

た信作のえりを引つつかんで︑ぐつ
船は次第に波間

十一505 ︿略﹀︑山野に自生するゴム
︿略﹀︑

と岸へ引上げた︒

八983図圃

敵弾いよくあたりにし

日頃から自然の色にあこがれ

﹇自然﹈︵名︶2 自然

えたり︑密生した樹木の枝と枝がす

思ふに落雷の爲に樹木が燃

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

てるた彼は︑目のさめるやうな柿の

十456

︿略﹀︑すさまじい波を起して︑ しぜん

に沈み︑
げし︒

十佃10

︿略﹀︑まじりたる石・

鯨は海底深く沈んだ︒

十一鵬9國国

砂などは沈み︑實のみ浮びて流れ候

世をしづめんと︑

︿略﹀︑カレヒ・ヒ

十一663

れあって起つたりした自然の火から︑

︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑

ちやうど東の空に上る月が次第昌々

十二439

腱わしは今までどうしてみたのだら

沈む

を︑︿略﹀︒

﹇沈﹈︵四・五︶12沈ム

火種を取ったものであらう︒

しつむ

︽一

三軍進めし五鼎

姿勢

るが如き愛國の至誠を表すものとも
﹇姿勢﹈︵名︶2

いふべきか︒

しせい

︿略﹀︑其ノ動物ノ姿勢ニヨツ

テ︑形マデマハリノ物二似テ見エル

九182

n四千円﹈︵名︶1

善事業を起したり︑︿略﹀︒

十一描8

四千圓

しぜんび ﹇自然美﹈︵名︶1 自然美

︿略﹀︑自然美を愛好するや

地黄εいし

さしい性情を育成するのに與って力

十二悩4

﹇地蔵﹈︵名︶1

があった︒

︿略﹀︑艦長をはじめ乗員一同じぞう

モノモアル︒

九672

又産業組合を設けたり︑慈

じぜんじぎょう ﹇慈善事業﹈︵名︶1

五千圓といふ高いのがあるさうです︒

十224国 ︿略﹀︑中段も一頭四千圓・

しせんえん

自然輕んぜられるやうになった︒

無線電信などが獲明せられて以來︑

十5410 鳩を通信に使ったのは︑︿略﹀︑

彼はだんく物思に沈むやしぜん ﹇自然﹈︵副︶1 自然

にやみの世界を照らすやう︑︿略﹀︒

十二919

﹇鎮﹈︵下二︶1

うになった︒

しず・む
メ︾

原頭︑︿略﹀︒

けれども船はなかく沈む
魚類ニハ

十二616図︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ 慈善事業

敵の船はこつばみちんにくだ しせい ﹇至誠﹈︵名︶1 至誠

出し︑右足が沈まない中に左足を出

七804

ものではありません︒

七571園

なります︒

て︑船は今にも沈むかと思ふやうに

七569園︿略﹀︑山のやうな波が立つ

つた︒

けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま

六852

す︒

六441園左足が沈まない中に右足を 十一搬7図圃 ︿略﹀︑ 強敵ひしぎて

す︒

出し︑右足が沈まない中に左足を出

六441園左足が沈まない中に右足を

む

︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾nVうちしず

しず・む

︿略﹀

う︒﹂といってあたりを見廻し︑

幾分氣も静まったのか︑﹁︿略﹀︒

十二745

おだやかなる凪となり︑︿略﹀︒

ふしぎや︑今まで荒れに荒

︽ーッ・ーリ︾←ねしずまる

五957圃 ちりがつもって山となり︑ しずま・る ﹇静﹈︵四・五︶2 静まる

しづけさ

十7910 地下水のしっくが︑四方から 九117図
﹇静﹈︵名︶2

雨のやうに落ちて來る︒
しずけさ

︿略﹀︑何とも知らぬ物音

九12図心 ふけ行く夜のしづけさよ︒

けさ

十︸262図
﹇静﹈︵形︶1

ざわくとして夜の静けさを破る︒

︽ーキ︾

しずけ・し

十一川1図圏 うき世をよそなるしづ
けき住居︑出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒

しずしず ﹇静静﹈︵副︶2 しっく

人々につきそはれ︑しっくと馬を

八73 やがて五人の騎手は多くの
歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒

九673 ︿略﹀軍艦旗が︑海風にひら

めきながら︑しっくと上って行く
﹇倭文苧環﹈︵名︶1

檬は︑實におごそかなものである︒
しずのおだまき

十二271図幽若宮堂の舞の袖︑し

しづのをだまき

︵四︶1

つのをだまきくりかへし かへしし
人をしのびつ＼︒
﹇静﹈
︽ー ス ︾

しずまりましま・す
づまりまします

じぞうさま一した
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じぞう

地上様

八399園其の方の申す所では︑どう
やら其の地藏がうたがはしい︒
﹇地蔵様﹈︵名︶4

七179 石垣の間でも︑地徳檬のかげ

じぞうさま

だう
でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

七235 其の松の下に石できざんだ地
坐上が立っていらっしゃる︒

八411圏 地藏檬が縄にか＼つていら
つしやる︒

地機

八412園 地層檬でも悪いことをなさ
﹇地蔵山﹈︹地名︺2

つたと見える︒

じぞうやま

せ

十一358囹 あそこは一昨年植付をし

山

た地富山だ︒

十一367 地藏山の内︑二町三段五畝︑
ひのき

﹇四足﹈︵名︶1

四足

峯通り檜苗︑其の他総べて杉苗︒
しそく

ふるひ︑四足をのばして後︑しっか

七321図 獅子は︿略﹀︑たてがみを

ニー44シタヲミルト︑川ノナ
カニモサカナヲクハヘタ犬ガ
ヰマス︒

イツテミマセウ︒

二215園く略V︑アノ木ノ下へ

向

大平橋を渡ってから左へをれ

ちりめんや︑︿略﹀がかざつてあり
ます︒

五381
．した︒

雲までとゴく弓

森も小山も下に見て︑

て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま

五603圃

ふの田から大空の

三57 メンドリハ︿略﹀︑タマゴ

ヲハラノ下ニダイテシマヒマ

村ざかひの峠へ上りますと︑

のなり︒

もう町が目の下に見えます︒

五634

シタ︒

三77ハネノ下ニモニ三バヰ
ルヤウデシタ︒

五868困

俵

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

三212︿略﹀︑下のはうからかさ 五658圏 ︿略﹀︑蹄りには馬車に乗つ
て︑此の下まで來てもよい︒
かさいはせてかけ上ってくるも
のがありますゆ

一番下は四俵︑一番上は

︿略﹀︑栗林の下のくぼ地を教
へてくれました︒

六181

で︑一山は十俵つつです︒

六26

かぼか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

石がきの下へ出たのは︑ たふれて︑中からうすやたらひがぽ

かはがおちはじめて︑竹になり

三266

ドコカヲカノ下デ︑ニ

かかってゐます︒

三513

ハトリガナキマス︒

三807韻︿略﹀︑かみなりさまを

不意を討たれた平家方は︑上
を下への大さわぎ︑︿略﹀︒

六242

見ればへさきに長いさを 六896園 ︿略﹀︑お子どもしゅうは此

下にきく︑ふじは日本一の
山︒

四618

の腹の下でお書ねをなさると申しま

持績

を立てて︑︿略﹀︒一人のくわん

﹇持続﹈︵サ変︶1

に近よりて︿略﹀︒

じぞく・する

す︒

︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

ちよが其の下に立って︑まね

七234

︿略﹀︑千年もたったかと思

石垣の間でも︑地藏様のかげ
其の松の下に石できざんだ地

だう
でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

七181

く心持がかはって︑︿略﹀︒

ふ老木の下へ行った時には︑何とな

六悩8国

下へねころんだ︒

六897

いて居ます︒

︽ーシ︾

十二鵬9 随って國民はく略V︑又其

二かいのまどにく略﹀︒下の
かざりまどには︑目のさめるやうな

五236

ハ何デセウ︒

四852園ダイリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

んぼりとして居まして︑︿略﹀︒

四785私の下で︑長い弱しよ

する

士卒

の誇を永久に持出しようとする心掛
﹇士卒﹈︵名︶1

け も 出 來 て ︑ ︿ 略 V︒

しそつ

十一248図 ︿略﹀︑とりでの守將中川
清秀︑士卒を指揮して防ぎ戦ふ︒

た・のきした・ゆきのしたみち

した ﹇下﹈︵名︶43 シタ 下←てし

藏様が立っていらっしやる︒

大連の貿易高は横島や神戸

よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

七388囲

だといひます︒

七742 ︿略﹀︑うす暗い小窓の下で︑

わらちを作って居りまして︑︿略﹀︒

我が荷下に置き︑

掛聲高くおして

七956図圃 ︿略﹀︑物思は になへる

やる︒

上様をはじめ皆様︑おしの

濁音半濁音文字の下は一字あ

下になっては居られぬかと存じ︑

七棚7園

︿略﹀︒

七難図

けること

八39 ︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

︿略﹀︑信作に水をはかせるや

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八112

ら︑漁者を呼びに走るやら︑上を下

へのさわぎである︒

下に投げるのか︑手もうす緑︑足も

九32！0 ︿略﹀日かげが︑若葉の色を

うす緑︑︿略﹀︒
しょロつ

九616︿略﹀︑時鐘番兵がことく

と艦橋の下へ來て︑﹁︿略﹀︒﹂と當直
．母校に報告する︒

王は讃終って︑そっと手紙を

まくらの下へ入れた︒

十103

腹の下などを自由にくゴつて歩きま

十174困 ︿略﹀︑三四歳の子供でも︑

す︒

を下へ置いた︒

十391 ︿略﹀︑かついで來たつるはし

659
したい一したう

しよく

れい
＝二の下に零を二十六もつけて表さ

十一26 ︿略﹀︑之を燭光でいへば
ねばならぬ︒

十一529 此の傷から出て由るゴム液
は︑流れて下のコップにたまるので
ある︒

たなびかせて見えがくれする上り列

十﹁622 はるかの下に一條の白煙を

︿略﹀︑ついそばの木の下で

車は︑︿略﹀︒

十二214
は ︑ か ご を 首 に 掛 け た二一二人の男が︑

仕事皇のそばに︑ふさぎこ

︿略﹀蜜柑を採って み る ︒

次第晶々に

て次第に廣がり︑爾方が町績きにな

つて︑今では龍山も京城の中に編入

されたのださうです︒

見テヰルウチニ︑︿略﹀︑

十889

は宗家が次第に盛になる印である︒

こり︑勢日々に盛にして︑宋の領地

十969図 ︿略﹀︑北方に元といふ國お

ををかし＼かば︑宋は次第におとろ

︿略V︑氣長くあしらってみる

へて︑︿略﹀︒

うちに︑さすがの鯨も次第に弱って︑

十価6

から古同等なものへと進むく略V︒

の間には次第に攣化し︑下等なもの

上潮ー310 ︿略﹀︑生物は総べて長年月

勢よく黒煙を立ててみる︒

になって︑︿略﹀其の他の諸工場が

十一118 ︿略﹀︑近時工業も次第に盛

近年人々ノ生活次第ニイソ ︿略﹀︒

テ︑氣候ハ次第一一寒シ︒

船は次第に波間

敵弾いよくあたりにし

︿略﹀︑

ガシクナリテ︑︿略﹀︒

八983図圏

に沈み︑
げし︒

カクテ償ハ次第二高クナリ

を試みた︒次第にやせ衰へて︑物に

十二945 ︿略﹀︑六年の間種々の苦行

すがらなければ立てない程になった

カクテ債ハ次第二安クナリ

テ︑馬肥最モ高キ償ヲツケタル人ノ

九456図
物トナル︒

時︑︿略﹀︒

みうりの火は次第におとろ

であったが︑京城の嚢展するに連れ

汐時は軍に︿略﹀に過ぎ

した・う ﹇慕﹈︵四・五︶6 したふ

までも侵略し︑尚進んでく略V︒

しん

十一一価7園 電車は次第に汽車の領分

五十年の後にはく略V︒

ざりしが︑次第に改良せられて︑四

十二川5図

︿略﹀︒

まり︑遂には路の前面に突立って

行くと︑左手の山は次第に頭上にせ

︿略﹀買手は︑自分の見込 十一一脳2 ︿略﹀︑川沿の道をたどって．

テ︑最モ債ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬

り上げる︒

十3310

十656図

船は次第に高く浮上る︒

底の水道から水がわき出て︑

で思ひくの直をつけて︑次第にせ

十2010国

ヲ責ルコトトナル︒

九461図

輸出入の額の増加して行くの

色モシダイ＝コクナツテキマ
海岸の松原や︑いその小山

七佃1図書ノ長クナルニツレテ︑氣

う何も見えなくなります︒

も次第に遠くなって︑しまひにはも

七541園

シタ︒

三586

鳩を通信に使ったのは︑齢程 次第二 次第に

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

十548
火の熱は︑初め︿略﹀︑時

燈火としては︑初め︿略﹀︑

代が進んで燃料の種類が増すにつれ

十一673

て︑︿略﹀︒

十一682

今はガス燈や電燈が到る虜にかゴや
き渡る時代となった︒

候一次第二暖ク︑︿略﹀︒

七柵2図

十一788石・︿略﹀・農産物などが︑

時代により場所によって︑それぐ

八589図

あれく︑虹がきえて行く︒

︿略﹀︑夜ノ長クナルニツレ

貨幣の役目をしたこともあった︒
ち
︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

十一一148図

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

十一一584

んで下を見つめてみた女の子がそれ
き︒

時代にありては︑唯をりく興味あ

を見附けて︑︿略﹀︒

しだいくに

十二979 ︿略V︑徳望が山の下にみるしだいしだいに ﹇次第次第﹈︵副︶4
のを見附けて︑上の方から大石をこ

五625圏

しだい

鉛色の空は次第々々に低く
綱を次第早々にくりもどすと︑
︿略﹀︑ちやうど東の空に上

鯨は刻一刻船に近よって來る︒

十脳10

なって來ます︒

六194圃

くにうすくなり︑︿略﹀︒

あのあざやかな色どりも

ろがしたが︑︿略﹀︒

死膿

︿略﹀︑ 五 つ 目 に 入 っ た の は ︑

﹇死体﹈︵名︶1

十一587

したい

大きなふかの死膿であった︒

しだい ﹇次第﹈︵名︶3 次第3いれ
ものしだい・てあたりしだい

十二4310

る月が次第蔵品にやみの世界を照ら
じた

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ

﹇辞退﹈︵サ変︶1

すやう︑︿略﹀︒

いする ︽ーシ︾

シダイニ

十769團龍山はもと︿略﹀小さな町

すが如し︒

しだいに ﹇次第﹈︵副︶2一

よしっねがゆるしません︒

四648 よ一はじたいしましたが︑

じたい・する

十946 ︿略V︑太郎はやっと今日の次
第を有りのま﹂に話した︒

十二髄6園 何分今一鷹の御評議を推
次第によっては︑或は君

して御願ひ申す次第でござります︒
十一一餅6圏

等の銃先にか﹂つて死ぬかも知れぬ︒

じだい ﹇時代﹈︵名︶5 時代←しょ
うねんじだい・のぎたいしょうのよう
ねんじだい

したえだ一したくさ
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︽ーッ︒ーハ・ーヒ・ーフ︾

二乗リテ︑流ニシタガヒテ下ル︒

いはほをも

︿略﹀︑千数百人の乗員が這這

︿略V︑主人にしたがって職地

温度は表面で約六千度︑内
︿略﹀︑或は仰に從ひ︑

此の社にては︑今も太古

の法に從ひ︑之によりて火を作ると
いふ︒

温順な彼は父の命に從って
勉強してみたが︑︿略V︒

十ニー13

て幸福な生活を螢み︑︿略V︒

︿略﹀︑何事も忍耐が第

明らかでなく︑随って商業の本質が

度が低いために︑共同生活の意義が

理解されず︑商入の人格が重んぜら

十二捌2圖團

れなかったからである︒

國民は國の誇を傷つけられたことが

内はおほむね平和であった︒随って

︿略﹀やうな危機は絶無であり︑國

十一一榴8 ︿略﹀︑國家の存立を危くし︑

はなけれど︑︿略﹀︒

すべく︑随って何れも重要ならざる

の有する性質によりて各種の用に供

十一一462図 凡そこれ等の木材は︑其

一とのかねての御教訓に從ひ︑一心
シタガツテ

に働き候ため︑︿略﹀︒

﹇従﹈︵接︶9

撃って

タクサンアリマスカラ︑シタガツテ

六105圏銅ハ︿略V︑金や銀建リモ
ネダンモ安ウゴザイマス︒

がたいそう多くて︑︿略﹀比べもの

なく︑又其の誇を永久に持嘉しよう

分業で造ると︑︿略﹀︑出來高
にならない︒したがって一包のマツ

八鵬1

チを十鍵ぐらゐで士買っても︑さうお

︿略﹀︒

したく

支度

遠足のしたくをして學校へ行

くと︑もう級のものが大分來てるて︑

五354

﹇▽おしたく

したく ﹇支度﹈︵名︶4

ので︑ずるぶん苦しいが︑︿略﹀︒

とする心掛けも出途て︑︿略﹀︒
うにまうかるのである︒
がり
保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀したがり ﹇下刈﹈︵名︶1 下刈
がり
十一381 下刈はいつも土用中にする

見ツケラレナイ︒シタガツテ敵ニオ

九163

ソバレル心配モ少ク︑又コチラカラ

く略V︑用ヒヤウナケレバ︑

敵ヲオソフノニモ都合ガヨイノデア
ルQ
九449図

誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタガツテ償
アルコトナシ︒

九776囹 く略V︑此所で支度をして︑

だいこ
といふあひつの︸番太鼓を鳴らした︒

しかしパナマ運河の開通以來 八了6 ︿略﹀︑それがすむと︑﹁支度﹂
は︑此の不便が無くなり︑したがつ

十378

て世界の航路に大きな攣動を生じた

︿略﹀︑よく警官の指揮に

かうしてだんく網の中が

十一一791

のである︒

明るい︒

二人は早速ボートを出す支度

︿略﹀爾がはの木立も︑まだ

若葉だけに︑下草まで見えるぐらゐ

九322

したくさ ﹇下草﹈︵名︶1 下草

に取りか＼つた︒

ところが太陰歴はく略V︑ 十267

學校園へお集りなさい︒

從って︑混齪することがなく︑︿略V︒

十二307国

したがって

軍のおきてにしたがひしたがって

とほすは水の力なりけ

五22圃 く略V天皇陛下を神ともあ 八817図翻 器にはしたがひながら︑
り︒

候︒

其の中御地へ参り候やもはかり難く

十一439属団

部に入るに二って益く高い︒

十一22

へ向つた︒

九鵬1

其の様は︑︿略V︒

にしたがって︑規律正しく活動する

九636

いたはり養はん︒

て︑他日我が手に受領せば︑長く

九432口︒凶事園

ふぎ︑ おやともしたひてお仕へ申
︿略﹀︑蕃人からは親のやうに

す︒

八229
したはれました︒

︿略﹀︑生徒も校長をしたふ

こと父母の如し︒

十協1図

ゐ

十︻995 リンカーンはかね済＼此の
偉人を非常にしたってみたので︑

︿略﹀︒

十二935 かねて繹迦の徳をしたって
みたマガダ仁王は︑ ︿ 略 V ︒

十二慨7図團 夢にのみ甘し山川も︑

下枝

あけくれにしたひし家も︑ まの
あたり近く迫りぬ︒

﹇下枝﹈︵名︶1

し

十一388 なたや鎌などでつる草を彿 十二88図

したえだ

ひ ︑ 下 枝 を 伐 落 し て行くと︑︿略﹀︒

﹇従給﹈︵四︶1

︽1へ︾

したがいたま・う
たがひ給ふ
おとたちばなひめ

シタガフ

九106図 其の時︑御供にしたがひ給
へる弟橘媛︑︿略﹀︒
﹇ 従 ﹈ ︵ 四・五︶16

十一936園

したがふ 從ふ 随ふ ︽ーッ・

したが・う

狭められるに随って︑まぐろは水面
うつ

に渦巻を起したり︑︿略﹀泳ぎ廻つ
てるる︒

おかなければならない︒したがって

三年にならないうちに一箇月の閏を

ヒ・ーフ︾←つきしたがう

があって︑天皇のおほせにしたがひ

十二837図

二百十日も︿略﹀︑太陰暦になると

これはひつきやう文明の程

三十日もちがふことがある︒

我々は常に國法にしたがつ 十二245

ての危瞼を恐れて從ふことをがへん

十二906

ぜず︒

︿略﹀︑從者の土人事ゆく

五413 ︿略﹀川上のたけるといふ者
ませんでした︒

七331図 獅子はもとより武士にした
︿略﹀︑一家コトゴトクコレ

がひて行かんとせり︒
八207図

︽ーッ︾

したしみあ・う
み合ふ

﹇馴合﹈︵五︶1

しみ合って暮しませう︒

親し

した＼る

且vおんしたてくださる

かに連なってゐます︒

したて

︿略﹀︑御庭の此所彼所に︑
下役

越前守は手代の言ふ所を論い

﹇下役﹈︵名︶2

しだ

十目3

七目4
第ニ

第三

アレクサンドル大王と

横濱⁝⁝⁝七

﹇七﹈︵名︶2

七﹇▽こうしち

讐師フィリップ⁝⁝⁝七

しち

きゅう・ごぜんしちじ・だいしち・だ

﹇343

ガンガトンデキマス︒一

いしちか・どうねんしちがつ

自治■ちほう

一膿自治の精神とは何であ

﹇自治﹈︵名︶5

く略V︒匂

じち

じち

十一M2
るか︒

︿略V︑羽島の手段に動かさ

本當に自治の精神に富んで

家はインディアナ州に移ったが︑

︿略﹀︒

七十

宮本の伯父様の所に着いた

﹇七時﹈︵名︶1 七時

十163団

しちじ

﹇七十歳﹈︵名︶1

のは昨夜七時でした︒

しちじっさい

歳

いろくりっぱな著書もあって︑天

十一7310 眞淵はもう七十歳に近く︑

下に聞えた老大家︒

三目10 二十二

虫ぼし⁝⁝⁝七十

しちじゅう ﹇七十﹈︹課名︺4 七十

三

アメリカだより

ニューヨークから⁝⁝⁝

第十八

四目8 十九 ナゾ⁝⁝⁝七十

八目−o

七十

︿略﹀

十一目4 第十七課 松坂の一夜・⁝：

⁝七十

二十五

大江山⁝⁝⁝七十一

しちじゅういち ﹇七十一﹈︹課名︺2

二目13

七十一

一本杉⁝⁝⁝七十一

﹇七十九﹈︹課名︺5 七

二十

しちじゅうく

四目9

みる者は︑公平無私︑︿略﹀︑決して

︿略﹀︑皆公認ハ心の音量であ

つて︑自治の精神を養成し︑自治團

十一柵10

私心をもたないのである︒

十一価7

反するものである︒

れたりするのは︑自治の精神に全く

十︻価6

我は海の子

二三四五六七八九十︑十バ

﹇枝垂柳﹈︵名︶1

︿略V︑しだれやなぎのえだ

したはし

三毛もまた︑したはしき
七

一

動物

神風⁝⁝⁝七十九

八幡太郎⁝⁝⁝七十九

二十

十九

五目8

自治制も︑之を運用する人

第二十一

膿を助長するものであるから︑︿略﹀︒

第十九

十一柵4

六目9

ユフヤケ

第十九課

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑下役の者に

思へば︑

﹇七﹈︹課名︺11

人と見るらん︒
しち

ニー61

七目8

炭坑⁝⁝⁝七十九

海ノ生物

民に自治の精神が乏しければ︑よい

第十四

⁝⁝⁝七十九

結果を得ることは到底望まれない︒
七月

⁝七十九

﹇七十五﹈︹課名︺1 七

十一目6第十九課 我は海の子⁝⁝

⊥一月の田植時から七月・八月 十目15

﹇七月﹈︵名︶1

七歳

リンカーンが七歳の時︑一 しちじゅうご

﹇七歳﹈︵名︶1

十一9410

しちさい

にかけて︑水はありあまった︒

五758

しちがつ

かんがへもの

大気出し

⁝⁝⁝二十二

大蛇たいぢ⁝⁝⁝七

私どもの町
私どもの町

かんがへもの

二目8七ユフヤケ
三目8
三175
四264

四目8
五目4
五222

十一829

トンデキマスQ

した︒

八405

れやなぎ

しだれやなぎ

けて︑車に積んで参ります︒

下役の者が石地藏に荒縄を掛

石地藏をしばって護るやうに命じま

八403

したやく

下葉の色づきかけたるはぎ茂れり︒

十43図

八欄2園く略V︑これから後は互に親 したば ﹇下葉﹈︵名︶1 下葉
八718團 ニューヨークは人口からい
へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七
百萬以上もあるといひます︒

谷あひの家窓明

したし・む﹇親﹈︵四・五︶3親しむ
︿略﹀︑

︽ーミ・ーム・ーン︾

七351図圃

けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒
︿略﹀︑人々は自由な大氣を

呼吸しながら︑土の香に親しんで樂

十一654

しげに働いてみる︒

十二8310魚網をすき︑舟を漕ぎ︑漁 三553

﹇慕﹈︵形︶1

へ︑かへるがとびつかうとし

︽ーシキ︾

︽一 したわ・し

てるます︒

しだす

業の手傳などして土人に親しみ︑さ
﹇仕出﹈︵五 ︶ 1

てさま︽＼の物語を 聞 く に ︑ ︿ 略 V ︒

シ︾

しだ・す

れ地を田にしだした ︒

﹇認﹈︵下二︶2

したたむ

五756 それを見て︑村の人は急にあ 八275図圏 ︿略﹀︑ 愛らしき三毛と

︽ーメ︾

したた・む

手紙をした㌧めしか︑よくよく御幸

九柵8魍團 如何ばかりの思にて此の
し下されたく候︒

．

﹇滴﹈︵五︶1

十985図園 書をした︑めて張女傑を
招け︒

したた・る
︽ール︾

には︑決した㌧る街路樹が目もはる

十二319團く略V︑車道と人道との間 五目8

七七三七七七七七

661
したしみあう一しちじゅうご

しちじゅうこしゃく一しちはっせんにん

662

十五

﹇七十五尺﹈︵名︶

八目11 第十九 コロンブスの卵⁝⁝
⁝七十五
しちじゅうこしゃく

1 七十五尺

﹇七十三﹈︹課名︺1

これなるべし︒

十二54図 七十五尺の大鳥居とは︑

七十三

しちじゅうさん

発

﹇七十四﹈︹官名︺1

七

三目11 二十三 カウモリ⁝⁝⁝七十

十四

しちじゅうし

﹇七十四歳﹈︵名︶1

六目7 第十九 メリンス⁝⁝⁝七十
四

七十四歳

しちじゅうしさい

十五や⁝

七十七

﹇七十七﹈︹国名︺5

十ニー38 ︿略Vふだんの養生とによ
じゅ
つて︑七十四歳の長壽を保つことが
出來た︒

しちじゅうしち

三目12二十四

七十七

七

税⁝⁝⁝七十七

六目8 第二十 落すべり⁝⁝：七十
八目12 第二十

九目5 第十七 いもほり⁝⁝⁝七十
七

︽ーイ︾

﹇七十近﹈︵形︶1

十﹁目5 第十八課 貨幣⁝⁝：七十
七

七十近い

しちじゅうちか・い

七728囹家には七十近い父と︑︿略﹀
七

京城の友から⁝⁝⁝

﹇七十二人﹈︵名︶1

第十三

﹇七十二﹈︹皇后︺1

があるので︑︿略﹀︒

十二

しちじゆうに

十目14
七十二

門人三千人︑その最もす

しちじゆうににん

七十二人

十﹇61図
がん

七代七十真言の帝都とし

﹇七十余年﹈︵名︶1

ぐれたるもの︑顔淵・︿略V等七十
二人なりき︒

七十飴年

しちじゅうよねん

ら

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし

十二994図
な

﹇七十六﹈︹西名︺2

奈良の都も︑︿略﹀︒

木下藤吉郎⁝⁝⁝七
まぐろ網⁝⁝⁝
七

自治制

﹇七条橋﹈︵名︶1

第十五課

第十八

しちじゅうろく
七十六
十六

七目6
十二目2
七十六

七島橋

しちじょうばし

條橋
六71図

﹇自治制﹈︵名︶4

しちせい ﹇▽ほくとしちせい

じちせい

租界といふのは居留地の一
種で︑居留民が支那政府の手を離れ

十一92

て︑自治制を布いてみる虚である︒

此の精神は實に自治制の根
本であり︑又其の生命である︒

十一掴4

十一冊3

︿略﹀常に自治制の本旨を

新道ノリヤウガハ

ニハ︑

しちはちけん ﹇七八軒﹈︵名︶2 七八

ケン

七八軒

辮へ︑協同一致して團髄の福利を増

のは︑皆公土ハ心の獲

人

八俵

コ・椰子は︑高いのは七八

大連へ來てから︑もうかれ

七八十日

七八千人

七八

しちはっせんにん ﹇七八千人﹈︵名︶1

七679圏外にまだ手紙が七八本︒

本

しちはちほん ﹇七八本﹈︵名︶1 七八

よけいに取れさうだ︒

六13圏

今の分では去年より七八俵

しちはちひょう ﹇七八俵﹈︵名︶1 七

人の兵卒あり︒

て余吾湖のほとりに下り來れる七八

よごのうみ

十﹇242図 ︿略﹀︑幾頭かの馬をひき

ひ合って︑︿略﹀愛を打ってるる︒

ひもまじって︑七八人の男や女が向

九5810

正一のうちの人たちに手つだ

しちはちにん ﹇七八人﹈︵名︶2

かつて來ました︒

これ七八十日︑町のもやうも大分わ

七353團

1

しちはちじゆうにち ﹇七八十日﹈︵名︶

間もあります︒

九53囲

間

しちはちけん ﹇七八間﹈︵名︶1 七八

つて︑人家も七八軒流れました︒

五881囲︿略﹀︑町は大てい水につか

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒

三501

自治制も︑之を運用する人

進ずることを心掛けねばならない︒

十﹁柵3

七千

おぼしめされる︒

われら國民七千萬を

﹇七千万﹈︵名︶2

民に自治の精神が乏しければ︑︿略﹀︒

萬

しちせんまん

︿略﹀

お

われら國民七千萬
天皇陛下を神ともあふぎ︑

︿略﹀︑

わが子のやうに

五14圃

は

五18蟹

七代

七代七十数年の帝都とし

﹇七代﹈︵名︶1

やともしたひてお仕へ申す︒
しちだい

十二994図
ら

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし
な

奈良の都も︑︿略﹀︒

じちだんたい﹇自治団体﹈︵名︶3自
一般の人民の後援が

治團膿﹇▽ちほうじちだんたい
︿略﹀︑

なければ自治團膿の圓満な凝立を望

十﹁描2

むことは出定ない︒

四丁の事業は︑地方人民が一般に之

十﹇佃5例へば教育・衛生等の自治

︿略﹀

を尊重し︑︿略V︒
十﹇描10

動であって︑自治の精神を養成し︑

自治の精

自治の精神

自治の精神

︹罪名︺2

自治團膿を助長するものであるから︑
︿略V︒

第二十五課

第二十五課

じちのせいしん
神

十一柵2

十一目12

663
しちひゃくしゃく一しっかりする

人つつの人が乗降りします︒

五皿2 此の停車場から︑毎日七八千
﹇七百尺﹈︵名︶1

秒又一秒︑七百尺に近き

しちひゃくしゃく
七百尺

十伽7図

市町村會

十︻脳7

一般人民が府縣市町村會議

員を選墾するにも︑︿略﹀︑市町村會
﹇市町村長﹈︵名︶

で市町村長を選記するにも︑︿略﹀︒
しちょうそんちょう

3 市町村長
員を選集するにも︑︿略﹀︑市町村會

一般人民が府縣市町村會議

十一M7
七

大船艦は︑寸︑尺︑間と音もなくす
﹇七百年﹈︵名︶1

べり出づ︒

しちひゃくねん

室←おうせつし

劔投ぜし古職

此の分ならば五海里や十海

しゃんはい

︿略﹀︑更に十海里齢りさか

のぼると︑其の西岸にある上海に

十一86

十海里鯨り

じっかいりあまり ﹇十海里余﹈︵名︶1

里は何でもない︒

七里が濱のいそ傳ひ︑ 十一845

七里が呈

稻村が崎︑名將の

いなむら

十二2410図圃

場︒

﹇室﹈︵名︶7

十二25図

しつ

着く︒

と三十間許︒

ねぢ伏せられながら正國︑

みたるま＼ころくと詫び穿つるこ

十一313図︿略﹀︑二人はしっかと組

む︒

清正がようひのすそをしっかとつか

十一308図

しっかと ﹇確﹈︵副︶2 しっかと
︿略﹀︑ポンプ室の前に出まし

つ・じっけんしつ・ポンプしつ・まち
あいしつ
十8010

た︒室の中には︑大きなポンプが幾

次の室には大きい熱帯植物類

︿略﹀︑ぐわいたうをしっか

︿略﹀︑細長い室一ぽいに︑目 しっかり ﹇確﹈︵副︶6 しっかり

しっかりやってくれ︒

りとからだにくつつけました︒

四394

八81園

あの青年が私の室にはいる
前︑先づ着物のほこりを彿ひ︑はい

あなたはまだお若いから︑

しっかり頼むよ︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

十一757園

九価3園

橋本君にうながされて︑次

しっかりやれ︒

の研究を大成することが出來ませう︒

十一866園

隣の室では︑職工が五六人

ならんで︑ガラス器にいろくの模

五67園

︽1へ︾

君︑しっかりしたまへ︒

しっかりしたまふ

しっかりしたま・う ﹇並並﹈︵五︶1

つかりとしめた︒

十一一592 ︿略V︑小さなねぢ廻しでし

且Vいちりょうじつ・いっさくじ

様をつけてみる︒

十一悩7

の室にはいった︒

十一悩3

ると静かに戸をしめました︒

十悩10園

もさめるやうな草花が並べてある︒

十脳8

が並んでみる︒

十鵬10

は次の室へ案内して下さる︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさん

で市町村長を老子するにも︑皆此の

市町村長や議員を選熱する

輻重

十⁝⁝⁝5

百年

︿略﹀︒

兵

しちょうへい

其の代り蓋置兵の外は各種

出るだらう︒

六418国輻重兵にも其の中にだれか

の兵が出てみる︒

六417囲

﹇輻重兵﹈︵名︶2

には︑專ら其の人物に重きをおいて︑

十一価1

精神をもつてしなければならない︒

理するにも︑︿略﹀︑常に此の公平な

又市町村長が其の事務を庭

つも︑︿略﹀活動してゐます︒

市中

十一脳8

精神を本としなければならない︒

こけむしぬ︒
﹇七百万以上﹈

興亡すべて ゆめに似て︑ 英雄

十二277図團 歴史は長し 七百年︑
墓は

︵名︶1 七百萬以上

しちひゃくまんいじょう

八718 ニューヨークは人口からいへ

七本

ば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七百
﹇七本槍﹈︵名︶1

萬以上もあるといひます︒
しちほんやり

槍←しずがたけのしちほんやり

﹇市中﹈︵名︶3

世に之を構して睦嶽の七本槍といふ︒

十一319図 武器は客寄なりしかば︑
しちゅう

ゆそつ

ヨド
七289図 市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ しちょうゆそつ ﹇輻重輸卒﹈︵名︶1

フ︒

輻重輸卒
ゆそつ

︿略﹀小男だから︑ひよつ じつ

十階

つ・じゅうねんいちじつ・しゅくざい

七

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ

僕はわり合にしっかりしてゐ

かりする ︽ーシ・ーシロ︾

十海里

第一で︑十階・二十階の家はいくら
﹇十海里﹈︵名︶1

九788
じっかいり

もあります︒

高い建物のあることは世界しっかり・する﹇確﹈︵サ変︶2しつ

﹇十階﹈︵名︶1

とすると二重輸卒にあたるかも知れ

じっかい

じつ・すうじつ
七里

﹇七里浜﹈︹地名︺2

宮島はまはりが七里もある島 八721困

﹇七里﹈︵名︶1

里が濱

しちりがはま

で︑︿略﹀︒

五584

しちり

ない︒

七294図 市中ニハ電車ノ往復シゲク︑ 六422團
港ニハ船ノ出入タエズ︒

十一一伽2 しかし市中の混齪は蜂の巣
を突いたやうなさわぎである︒
しちょう

︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

しちょう ﹇輻重﹈︵名︶1 輻重
し ちょう

六403國

﹇市町村会﹈︵名︶1

工・為重の五種があ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

しちょうそんかい

しっき一じっと
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た︒

しつ

﹇湿気﹈︵名︶ ！

灘氣

十一558議しつかりしろ︒
しっき

るが故に︑建築材として最も重んぜ

しつ
十二469図︿略﹀︑又よく濃氣に耐ふ

十騎

實景

用

十二川4図

當時は軍に理化學の實験

用として使用せらるるに過ぎざりし
が︑︿略﹀︒

﹇実行﹈︵名︶3 實行
くわく

︿略﹀︑くはしく計壷を立

︿略﹀︑固い決心を顔にあらは

して︑自行をちかった︒

九278

ずにしまった︒

てた事もあるが︑︿略﹀︑實行が出來

九264園

じっこう

︿略﹀︑武田方から十騎ばかり︑

﹇十騎﹈︵名︶1

らる︒

じっき
七485
﹇実景﹈︵名︶1

木戸を開いて切って出ようとした︒
じっけい

實験

︿略﹀︒

じっこう・する
︽ーサ︾

︵サ変︶−

實

十﹇962

︿略V︑リンカーンは十歳頃 十ニー28

かくて世界の各地をめぐつ

て︑︿略﹀︑博物學や地質學の露地研

十鏡

く略V︑遍き参道を行くこと

十町ばかりにして神宮橋に達す︒

町も十町も長々と置いてみるのが少

十﹁635 ︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

くない︒

これは奥入瀬川を十日出り

じつちょうあまり ﹇十町余﹈︵名︶1

十町齢り

下った虜に大きな瀧があって︑︿略﹀︒

十二522

からふと

じつづき ﹇地続﹈︵名︶2 地績

又は離れ島なりや︑︿略﹀︒

十二8110図 樺太は大陸の地績なりや︑

十二826図樺太が離れ島にして大陸

の地績にあらざることは︑︿略﹀︒

金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

越前守はじっと考へましたが︑

︵副︶14 ジツト じっと

てるる︒

少年はひざに両手をついて︑

それをじっと見送ってみると︑

老人の顔をじっと見つめながら聞い

九219

︿略V︒

ト止り木二止ツテヰルノヲ見テモ︑

八479

︿略﹀︒

八364

じっと

︿略﹀︑種々様々の事を︑實

﹇実地﹈︵名︶3
九2210圏

じっち

地と學理の爾方から調べて行かねば
く略V︑四十鯨年の間︑寝食

ならぬので︑︿略V︒

九235園

を忘れて其の道の書物を讃み︑三々
︿略V︑敷百年來ヨーロッパ人

の實地を調べ︑本もあらはし︑︿略V︒

十363

十15図

︽一 じつちょう ﹇十町﹈︵名︶2 十町

究につとめ︑︿略﹀︒

叱す

までは本を護むことなどは殆ど出來
﹇叱﹈︵サ変︶1

なかった︒

シ︾

しつ・す

十二868図折よく同行の樺太人來り
﹇十銭﹈︵名︶3

て土人等を益し︑林藏を救ひ出しぬ︒
じっせん

マッチは︿略﹀︑償も安く︑
︿略﹀︑それを十鍍ぐらゐで士買

﹈包十箱が十銭ぐらゐで買はれる︒

八佃8
八悩3

したがって一包のマッチを十

つてはまうかるまい︒

八描2

銭ぐらゐで費っても︑さうおうにま
うかるのである︒

﹇質素﹈︵形状︶1質素εこ
しっそ・ちゅうせいしっそ

︿略﹀︑これがまじめに實行 しっそ

十歳

されてみるかどうかと︑少し氣にな
﹇十歳﹈︵名︶2

大量が十歳の年︑大將の一家

︿略﹀︒

十42図御殿は質素なる平屋にて︑

じっさい

八掴4

實際

は郷里へ送ることになった︒
こん
十歳の頃には昆轟採集を始
﹇実際﹈︵名︶2

十ニー08

めた︒

じっさい

︿略V︑見本には精良な品を
使って︑實際の注文に噛しては粗悪

十二229

なものを送るやうな事は︑︿略V︒

︿略﹀︒

九356

然るに其の實際を調査し

九柵6

中尉の手はじっとして動かな

青な空をじっとながめてみる︒

九棚6 ︿略﹀︑後足を長く延ばし︑眞

のしばく計書τたところで︑實地
十一一821図

﹇実地研究﹈︵名︶1

に大仕掛の工事を行った事もあった

實地研究

じっちけんきゅう

て此の疑問を解決したる人︑遂に我
十歳

が︑成功を見るに至らなかった︒
﹇十歳頃﹈︵名︶1

が日本人の中より現れぬ︒
じっさいころ
頃

實地

つたのでした︒

十148圏

行ずる

﹇実行﹈

行にも︑骨を折ってをられるのを︑

八705国此の絶葉書は此所へ來る途 十152圏 ︿略﹀︑かうして修養にも實

﹇実験﹈︵名︶1

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で
す︒

じっけん

十二稲2図次いで白金其の他の金属

﹇十間以上﹈︵名︶1

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑
︿略﹀︒

じっけんいじょう

十間以上
てるたが︑︿略V︒

﹇実験室﹈︵名︶！

實験

十一555 初は十間以上も相手をぬい
じつげんしつ
室

十二佃6図 エヂソンは例の如く實験
室に閉ちこもりて研究に齢念なかり
しが︑︿略﹀︒

︽ーセ︾

じっけん・す ﹇実験﹈︵サ変︶1 實験
す

十二掴2図 彼は直に竹を以て炭素線

曲事

を作りて實験せしに︑豫想以上の好
﹇実験用﹈︵名︶1

結果を得たり︒

じっけんよう
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しっとり一じつに

い︒

一番鶏の 聲 を 聞 い て か ら は ︑

じっと見ては居られません︒

十263園私は︑とても人の死ぬのを
十486

十二910

がら
︿略﹀︑貝殻や浮石などを室
︿略﹀︑室内に用ふるには︑

内に並べては一人で樂しんでみた︒
十二川8図

大仕掛にして光力強きに過ぎ︑實用

る様は︑實に勇ましい︒
︿略﹀︑急な坂を矢のやうに

早くすべるのですから︑實に壮快で

九962園

した︒

戦場の光景は實に恐しいもの

であったが︑︿略﹀︒

九欄6

︿略﹀︒

十59図園

︿略﹀︑歎息する彼の様子は︑

十766囲

︿略﹀︑松の緑色などが鮮か

實に見る目もいたましい程であった︒

十463

の敷︑實に十敷萬本に及べり︒

︿略﹀︑新に植込みたる木

人ナラバト思バレル人ガアルカラ︑

實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ

實に我が國にとっては︑これ 三訂3園 シカシ今度ノ候補者ノ中二︑
象の鼻は手の用をなすもので︑
正成は實にえらい人である︒
く略V︑これは實に残念な事

耕造さんの心掛は實に見上

げたものです︒

八126園

であります︒

七604囹

六978

實に力がある︒

六878

までにない大難であった︒

六837

に適せず︒
もうじっとしては居られない︒
とって
十803 安全燈の取手を握りしめて︑ じつに ﹇実﹈︵副︶41 實二 實に

じっと目をつぶってみるうちに︑
︿略﹀︒

老砲手は大砲にもたれて︑

無言のま＼じっとそれを見つめてゐ

十一5810

る︒

十二556 女の子は唯じっと見まもつ
てるたが︑やがてかの小さなねぢを
見附けて︑﹁︿略﹀︒﹂

十二916 木陰からじっと見てみた彼

︿略﹀︑之を十年前の額に比べ

に浮出して見えるのは實にきれいで
す︒

我が國ノ最南端ヨリ最北端

二至ル長サヨリモ長シ︒我が國第一

十888

八196図

ノ長流鴨緑江ノ如キハ實二其ノ支

は︑︿略﹀︒

十二伽10 相手は大きな眼でじっと安

流ニモ及バザルナリ︒

をつけていらっしゃるとは實に感心

︿略﹀︑敷へてみるとゴムで

︿略﹀案出するまでには︑

︿略﹀元塩よくかけ廻ってゐ 十一943園暦は實に重心なものだ︒

てみたのである︒

人間は實に種々様々なものを使用し

十一786

なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒

︿略Vしぶきを浴びながら︑ 十一606 ︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

造ったものは實に多い︒

十一496

の大切な仕事であり︑︿略V︒

裁判は實に正義保護のため

翌週空ヲトブ様ハ︑實二勇マシイモ

これ等の植物が思ふま＼に

十一2210

なことです︒

實に鐵は熱いうちにきたへな

快です︒

九674
九753

様は︑實におごそかなものである︒

︿略﹀︑しっくと上って行く

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に壮

九318

茂ってみる様子は實に見事です︒

九了3囲

ければならぬ︒

八価1

ノデアル︒

十一川5

彼が他日大統領となり︑

︿略﹀萬人に仰がれるやうになった

のは︑實に此の少年時代の苦心のた

︿略﹀︑其の壮観實に筆

まものである︒

舌に書くし難く候︒

十一柵5圏囲

此の精神は實に自治制の根

燃ゆる光景は︑實にすさまじきもの

十一⁝⁝⁝10圏国 く略Vほのほをあげて

に候︒

十一掴4

︿略﹀︑いろく扱ってみる

本であり︑又其の生命である︒

うちに餌付のコップになった︒實に

十﹇悩1

うまいものである︒

︿略﹀︑一切纒の廣く我が

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

十一欄4図

事なりとす︒

︿略﹀︑本殿の如き其の高

さ實に八十尺に及ぶ︒

十二79図

︿略﹀大まぐろがどたり

洞門の長さは實に三百八間︑

千鯨に及ぶ︒

︿略﹀︑アメリカにて特許

を得たるもののみにても其の数實に

十一一榊10︹図

れたる竹なりしなり︒

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

十二旧10図︑彼の眺め入りしは糟にあ

高さ二丈︑幅三丈︑︿略﹀︒

十二柵6

に壮快の極みである︒

くと船中へ投込まれる光景は︑實

十一一797

る標識にして︑︿略﹀︒

へう

八488マシテ自由ノ天地田居テ︑自 十一173 弟さんまでが︑あんなに氣 十二609図 國旗は實に國家を代表す

アフリヨク

芳の顔を見つめながら︑だまって聴

室内

ると︑實に十数倍である︒

いてるる︒

十二㎜7 西郷はしばらくじっと考へ
てるたが︑﹁︿略﹀︒﹂

九325 しっとりとしめりを帯びた一

しっとり ︵副︶2 しっとり

す ち の 道 が ︑ ︿ 略 V︒

︿略﹀︑野には朝つゆがしっと

りと置いてみた︒

九悩5

じっとり ︵副︶1 じっとり

﹇室内﹈︵名︶3

九333 ︿略﹀︑ふろしき包をしょった
あせ
せなかがじっとりと汗ばんで謬る︒
しつない

出入させて︑︿略﹀︒

十一692 小僧一人だけ自由に室内に

じつは一して
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十二価6圏 現今における電話の利用
は實にめざましいものです︒

十二柵8園 電信や電話の嚢明は其の
嬉野實に全世界を驚かしたものであ
りますが︑︿略﹀︒

十二悌2 忠孝は實に我が國民性の根
本 を な す も の で ︑ ︿略﹀︒

︿略﹀︑之を巧みに自註のも

實は

のとすることは︑實に我が國民性の

十二鵬9

﹇実﹈︵副︶3

一大長所である︒

じつは

く拝見仕候︒︿略﹀︒實は去月十日頃

十﹁434属団 御親切なる御手紙有難
ばう

より感冒の心地にて引きこもり居候
慮︑︿略﹀︒

しっぱい

失敗

︿略﹀様々の實験を重ね

﹇失敗﹈︵名︶1

十一一佃3図
十返

︽ーシ︾

しつぼう・する
嘉する

﹇失望﹈︵サ変︶1

失

く略V︑室内に用ふるには︑

所にある一大貿易港にして︑商船の

ばうはてい

出入たゆる時なし︒

七287図

ニントク

大阪叩込仁徳天皇ノ都シタ

今ハ商工業サカンニシテ︑

マヒシ所望シテ︑︿略V︒

七284図

イギリス等に送る︒

リカ合衆國に︑羽二重はフランス・

と羽二重とにして︑生綜は多くアメ

はぶたへ

七79図輸出品の主なる物は︑生綜

得︒

る大船もきしに横づけにすることを

のおそれ少く︑水深くして︑いかな

十二697娘の答に失望した王は︑例 七77図 港には防波堤ありて︑風波
の烈しい氣性から︑︿略﹀︒

十一一川9図

一番下は四俵︑一番上は一女 じつよう ﹇実用﹈︵名︶！ 男用

﹇十勝﹈︵名︶！

しが︑これまた失敗に終りぬ︒

六27

じつびょう

払物

﹇実物﹈︵名︶1

で︑ 一山は十俵つつです︒

じつぶつ

僧は其の厚意を深く謝し︑

︿略﹀︑一日々々と延引

ラズ︒

ス

カウ

クワウレイサイ

揚子江ハ水量ツネニ幽豆ニシ

其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

八601図彼ノ僥藷屋ノ看板二︑八里

イモ

いふは︑︿略﹀︒

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

八291図手はすべて仕事のもとにし

ニ増水シテ︑︿略﹀︒

テ︑洋々ト流ルレドモ︑夏季ハコト

八213図

シテ︑其ノ長サ一千三百里︑︿略﹀︒

八193図揚子江ハ支那第一ノ大河ニ

ヤウ

秋季皇魂祭ヲ行ハセラル︒

ノ中日二︑春ハ春季固事祭︑秋ハ

七m4図

彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其

輸出入ノサカンナルコト横濱ニユヅ

神戸ハ一大貿易港ニシテ︑

大工場多ク︑エントツノ煙ツネ浮歩

して

中の一人は僕

七297図

致し︑今日に相成り申候︒失禮の段

久しく御無音に打過ぎ︑

︽ール︾

﹇失礼仕﹈︵四︶

ヲオホヘリ︒

失禮仕

して

シテ

われらが住む世界は︑其の

︵接心︶64

なるぞ︒

七75図

横濱は東京の西南八里半の

の一人は君にして︑

七58図圃君︑此の長き行列の中

形まるくして︑球の如し︒

七12図

して

か﹂れば︑あなた方に負けません︒

六297囹私どもだって︑大ぜいして

ないと思ひます︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

僕は自分よりえらい友だちを

︵格助︶2

失禮仕候︒

十一416圓国

1

しつれいつかまつ・る

御許し下されたく候︒

十二掴8躍團

頂きたい︒﹂

さて﹁失禮ながらお名前を聞かせて

十675園

失禮

大仕掛にして光力強きに過ぎ︑實用

十分

﹇失礼﹈︵名︶2

に適せず︒

實母

しつれい

︿略﹀・ゴムの木などは名を聞

十分

いてるたが︑實物を見るのは始めて

十悩2

﹇十分﹈︵名︶1

である︒

じっぷん

︿略﹀︑たとへ十分︑十五分

﹇十分置﹈︵名︶1

の饒暇でも無益に費すことがなかつ

十ニー36

た︒

じっぷんごと

汽車はおよそ三十分毎に︑

﹇実母﹈︵名︶4

失望

五73

︿略﹀︑一人の子どもに二人の して

︿略V︑いろいろ調べますが︑
︿略V︑子どもがいたがって︑

﹇失望﹈︵名︶1

怒と失望と後悔とに身も魂
もくだけ果てた王は︑︿略﹀︒

十二723

しつぼう

つた︒

八382園池を放した女が實母にきま

いて手を放しました︒

わっと泣出しますと︑實母の方は驚

八373

どちらも實母だといひはります︒

八363

調べますが︑︿略V︒

聖母はないはずといって︑いろいろ

八362

じつぼ

電車はおよそ十分毎に嚢着す︒

七91図

十一7410圏 私も實は我が國の古代精 毎
神を知りたいといふ希望から︑古事
記を研究しようとしたが︑どうも古
い言葉がよくわからないと十分なこ
とは出來ない︒
ベー ト ー ベ ン も ︿ 略 ﹀ ︑

口ごもりながら︑﹁實はその︑今ち

十一一401園

十パ

よっと門口で聞いたのですが︑
﹇十羽﹈︵名︶3

︿略＞Q﹂

じつぱ

二三四五六七八九十︑十バ

一345ガンガトンデキマス︒一
トンデキマス︒

木ノエダニ︑コトリガ

ヒヨコハミンナデ十パ

十バトマツテヰマシタ︒

ニー32

三86
デス︒
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︿略﹀︑まことのめくらにし

て︑大學者となりし人あり︒

八624図

八958図 名古屋市ハ我が國屈指ノ大
都會ニシテ︑人口四十齢萬アリ︒

ふな

︿略﹀︑壷師は前の如く夜

筆勢非凡︑丹青の妙工ふべからず︒
十一469図

かくいへば︑頗る繁雑に

然れども材の優良にして

して多大の時間を要する如くなれど

十ニー78図

も︑︿略﹀︒

く略V鯉・鮒を養ふことも

しかば︑︿略﹀︒

もすがら寝ねずして︑明日はかく壷

十伽3図
盛にして︑大てい二年毎に之を亙る

十二467図

そう

一切纏は︑佛教に關する

︿略﹀︑うゑたる人々の

く略V︑効果空しからずし

ひ

のかは

︿略﹀︑何時までもかく軍

所なし︒

ひば・松・落葉松は何れ

今日一勢家を形成する

き

さい

イギリスの二黒は︑︿略﹀︒

して成れる國家にして︑先づ︿略﹀︑

元來イギリスは︑︿略﹀三國の合同

十二6110図

それぐ深き意義あり︒

る標識にして︑其の徽章・色彩には

へう

十二609図

國旗は實に國家を代表す

國々にして︑國旗の制定せられざる

十二608図

まで殆ど之を見ざる慮なく︑︿略﹀︒

廣くして︑奥羽地方より九州に至る

あうう

十二492図松に至りては産地極めて

り︒

る力を遍くるものを製作するに適せ

て弾力に富むが故に︑︿略﹀強烈な

十二485図 ︿略﹀︑かしは最も堅くし

以て︿略﹀其の用途頗る臭し︒

も堅くして︑耐久・耐濾の性あるを

十二477図

皇となすに宜し︒

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

十二475図 ︿略﹀︑つがは堅くして久

用ひられ︑︿略﹀︒

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに

十二474図 ︿略﹀︑もみは柔かにして

割れ︑そる等の憂極めて少く︑︿略﹀︒

我々は殆ど貨幣・紙幣なく 十二469図 ︿略﹀︑ねばり強くして︑

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

がかんなど濁毒してみたりければ︑

す︒

り︒

敷十年の間に驚くべき襲達を遂げた

十ニー55図 我が國にてか﹂る新聞の
ゐ
現れたるは維新前後にして︑其の後

くもあらず︑︿略﹀︒

純にして遊戯的なるものに漏足すべ

十ニー410図

此の川の川上なり︒

して︑かのをうち退治の世説あるは

十二47紫雲此の川は古の簸川に

事なりとす︒

國に行はる・は︑實に此の時よりの

る＼ものにして︑一切経の廣く我が

︿略﹀︑久しく其の職に居 十一糊3図

論語は︑︿略﹀孔子及び

これ世に鐵眼版と構せら

て宿志の果さる＼も近きにあらんと

十﹇伽2図

て二にあらず︒

救助に用ふるも︑蹄する所は一にし

十一旧5図園

ぶところなり︒

の教に志ある者の無二の寳として貴

書籍を集めたる一大叢書にして︑此

十一慨5図

いってもよいくらゐである︒

して一日も生活することは出來ぬと

十一7710

︿略V︒

に︑其の利益少しとせず︒

豊にして︑村民党紀の家業を樂しめ

かくの如くなれば全村頗る

り︒

八959図 商工業盛ニシテ︑嶢物・塗 十伽4図
物・扇・綿綜・織物等ノ産出頗ル多
トクガハイヘヤス

シ︒

村長は村の菖家に生れ︑き

はめて親切公平にして︑常に力を一

八966図 三百年前徳川家康が諸大名 十伽7図
村の幸福の爲に重くすが故に︑︿略V︒

校長も着實温厚なる人にし

其ノ天守閣ハ加藤清正ノキヅキシ所

︿略﹀︒

十伽10図

りなり︒

白下5図

十一64図

ることあたはずして魯を去りぬ︒

十一410図

大いに破れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

︿略﹀︑呉の勢成下にして越軍

て︑年を追うて其の繁榮を増すばか

︿略﹀︑一村は誠に平和にし

て︑生徒を愛すること子の如く︑

十価10図

二命ジテ造ラシメタルモノニシテ︑

ナリ︒

九448図 ソレが如何ニマレニシテ︑

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑
︿略﹀︒

之ヲ望ム随意ケレバ︑其ノ物ノ国安

九463図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑

︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ

クナリ︑︿略﹀︒

九464図

望ム仁多ケレバ︑其ノ物ノ贋高クナ
ル︒

︿略﹀︑北方に元といふ國お

其の高弟の言行を集録したるものに

十969図

こり︑勢日々に盛にして︑宋の領地

して︑最もよく此の大聖の面目をう

又きはめて學問に熱心

︿略﹀︑水路きはまるが如

て目塞むるばかり鮮かなり︒
つる

十︻467図其の書がく所皆鶴にして︑

十一338図︿略﹀︑夏は山海書論にし

くにして︑また忽ち開く︒

十一334図

﹁︿略﹀︒﹂といふに至れり︒

にして︑其の滑滑の念の切なる︑

十一73図

かゴふを得べし︒

ををかし＼かば︑︿略﹀︒

十973図 天華きかずしていはく︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

十976図 然るに元軍の勢いよく盛
にして︑宋軍到る虜 に 敗 れ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

にして︑天心の誠忠を以てしても如

十979図 されど宋軍の大勢日々に非
何ともすることあたはず︒

ずることあたはずして︑墨黒に亡び

十988図 三世傑等の奮戦も大勢を轄

してい一しないばん
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日の如き形式をなすに至れり︒

︿略V其の国旗を合はせて︑遂に今

更にアイルランドの加はるに及び︑

マイ︒

ミレバ銅ホド役所立ツ物ハアリマス

ヤウナヤクワンニモナリマスQシテ

テン
﹇自転車﹈︵名︶5 自空車

多い︒

十一1010 ︿略﹀︑支那の各地との取引

國旗の色彩が其の國の人

支那・印度の文明を入れ︑

を成し遂げた日本國民は︑︿略﹀︒

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二搦6

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十二637図

にて︑︿略﹀︒

來せるものの僅かに世に存するのみ

されば古は︑支那より渡

にもきはめて便利であるから︑︿略V︒

十﹁伽8図
仕とげ

︿略﹀︑道を往託してみる
あり
人間や自動車などは︑まるで蟻のは

十二334国

﹇為遂﹈︵下一︶1

ふやうに見えるし︑︿略﹀︒

しと・げる

てん
私のうちの表通は電車や自韓 る ︽ーゲ︾

山人車

︿略﹀︑父の此の願だけは︑

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

九272園

げてもらひたい︒

ひらりと下りてしどころ ﹇為所﹈︵名︶1 しどころ

自斡車が後カラ來テ︑カケヌ

テン

く略V︑

五921

いや︑こ＼ががまんのし しな ﹇品﹈︵名︶8 品←おんしな

それも品と目方によって切手
どころだ︒

十一861園

あのたちで子ども向の品を

の債がちがひます︒

︿略﹀︑其の中に盗まれた品の

︿略﹀︑御生前殊に御好みあ

又國内で出会るものを使ふよ

︿略﹀︑物によっては︑やはり

買ふ人の無智に乗じて安い

しないばん ﹇市内版﹈︵名︶1 市内版

なものを送るやうな事は︑︿略﹀︒

使って︑實際の注文に封しては粗悪

十二229 ︿略﹀︑見本には精良な品を

品を高く費付け︑︿略﹀︒

十二228

くない︒

外國の品を買った方が得な場合が少

十872

合のよい事もある︒

りも︑時には外國の品を使ふ方が都

十863

品を社務所にたつさへ來て︑︿略﹀︒

りし品々を選ぶ由なるが︑それらの

十32図

ありなしを調べさせました︒

八434

もう五十反︑至急お送り下さい︒

︿略﹀︑輸出先はアメリカ合衆 七掴2団
國・支那・イギリス・フランス等で

十878

かくいふ聲を後にして︑ しな ﹇支那﹈︹地名︺12 支那

角の下駄穿にあづけ置き︑

八573図圏

︿略﹀︒

自製車を

八567図圏

ケテ行ツタ︒

六333

車が引切なしに通って︑︿略V︒

五324

自轄車

てん

十二628図 く略V︑濁立當時の十三州じてんしゃ
を表すものにして︑永久に攣化する
こ と あ ら ざ れ ど も ︑︿略﹀︒

の 地 績 に あ ら ざ る ことは︑︿略﹀︒

十二826図 樺太が離れ島にして大陸

舟 を 進 む べ く も あ らず︑︿略﹀︒

十二835図 これより北は波荒くして
ばう
十二棚9図 く略V︑九條の條坊井然と
ロリ
して︑北に︿略﹀︑南端に羅城門を
ふまへたる古の奈良 の 都 は ︑ ︿ 略 V ︒

自動車・自単車のタイヤ︑

小ぞうは乗りぬ︑自惚車に︒

ある︒

十一494

ゴムまり・︿略﹀︒ゴム風船など︑数

ク燈に類するものにして︑公園・街

十二側7図 然れどもこは今日のアー
路草の照明用としては適齢なれども︑

︿略﹀︑又支那・印度其の他の

支那の豚の毛が輸入されて日

︿略﹀︑又支那へ輸出されるな

そう
支那の宋朝の末︑北方に元

昔支那に呉・越とて相隣れ

支那幾千年の人物中︑

る二國ありき︒

十鵬3図

といふ國おこり︑︿略﹀︒

十968図

ども同じ例である︒

十886

されるなども同じ例である︒

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十885

東洋諸國へ輸出される︒

十884

多い︒

二黒す

へてみるとゴムで造ったものは實に
︿略﹀︑ 室 内 に 用 ふ る に は ︑

︽ース︾

してん・す

自動車

大極殿の跡はるかに聖子
﹇自動車﹈︵名︶4

汽車の焚着時刻が近づくと︑
なく︑入口・出口によって來ます︒

自動車・馬車・人力車がいくだいと

五湿4

与のりあいじどうしゃ

じどうしゃ

すべく︑︿略﹀︒

十一一槌10図

﹇指点﹈︵サ変︶1

︿略V︒

十二川9図

大仕掛にして光力強きに過ぎ︑實用
に適せず︒

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

十二価1図 今日文明の利器と稻せら

師弟

指定

才によらざるもの殆どなしといひて
﹇指定﹈︵名︶1

可なり︒

してい
﹇師弟﹈︵名︶1

七襯図 指定
してい

こドつ

十一45図

︿略﹀︑孔子に及ぶはなし︒

當時支那は敷写に分れて
互に相孚ひ︑戦齪止むことなかりし

十一51図
かば︑︿略﹀︒

自動車・自轄車のタイヤ︑
へてみるとゴムで造ったものは實に

ゴムまり・︿略﹀・ゴム風船など︑敷

十一494

等が絶間なく地象してみる︒

十一767 其の後宣長は絶えず文通し 十一96︿略﹀︑電車・馬車・自動車
て夏霞の教を受け︑師弟の關係は日
シテミレバ

一日置親密の度を加 へ た が ︑ ︿ 略 V ︒

︵接︶一

六111半金ダラヒニモナレバ︑私ノ

してみれば

669
しながわ一しのぶ

市街の様子も支那風ではな
租界の外に出ると大ていは

﹇品物﹈︵名︶6

品物

支那風の町で︑町幅も狭く︑︿略﹀︒

十﹇102

い︒

︿ 略 ﹀ ︑ 新 し き 事 件 あ る 毎 十一95

に改版して︑最後の最も新しきもの

十一一193図

を市内版とす︒

ル︒

く略V︑品物少クシテ︑之ヲ

望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ償高クナ

九464図

クナリ︑︿略V︒

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ償安

九463図．カクノ如ク︑品物多クシテ︑

︿略﹀︑東海道先鋒は品川に︑ しなもの

しながわ ﹇品川﹈︹地名︺1 品川
ぼう
十二悩8

品々

東山道先鋒は板橋に着いた︒
﹇品品﹈︵名︶1

十32図又日々に奉る供へ物には︑

しなじな

支那人

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ
由なるが︑︿略﹀︒

﹇支那人﹈︵名︶1

カウ

支

しなの

種々の品物が遠く外書から輸
我が國は種々の品物を輸入し

しまって︑うちもなくなってゐ
て︑︿略﹀︒

死んでしまはうと︑かくごをして來

七693園幽く略V︑川の中へとびこんで

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑

八355

たのでございます︒

だり︑家がたったり︑こはれたり︑

四732︿略V︑人が生れたり︑死ん

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

それにはわたしが死んでも

次第によっては︑或は君

等の門先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二梱6園

なってみた懐中時計が︑︿略﹀︒

十二593 ︿略﹀︑今まで死んだやうに

じっと見ては居られません︒

十263囹私は︑とても人の死ぬのを

︿略﹀︒

國へ婦らずに︑すぐに江戸へ出て︑

九273園

た︒

︿略﹀︒

四788其の後間もなく︑死ん
︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

だのです︒
五762

池が出來上った年の冬︑死んでしま
つた︒

なみくの者なら︑﹁あっ﹂
︿略﹀︑夫に死なれたので︑庄

とさけんで︑死にませうが︑︿略﹀︒

五437
五767

屋の妻は子どもをつれて里へ編って
みた︒

うちの畠にあった しのびい・る

き

︿略﹀︑風波をしのぎ︑飢

︿略﹀︑上を木の皮にてお

﹇忍入﹈︵四︶1 しのび

に雨露をしのぐ︒

ほひ︑八人一所にうつくまりて僅か

十二862図

︿略﹀たどり着きたり︒

寒と戦ひ︑非常なる困難ををかして

十二832図

ギ・ーグ︾

五805痴愚はあたって居りませぬの しの・ぐ ﹇凌﹈︵四︶2 しのぐ ︽一
に︑狐は死んで居ります︒

賊は坂からころげ落ちて︑た
︿略﹀︑

﹇忍﹈︵四︶1

忍ぶ

︽ービ︾

く略V︑如何なる困難を忍

しの・ぶ﹇偲﹈︵四︶2しのぶ︽1

就せんと︑︿略﹀︒

びても︑ちかって此のくはだてを成

十一伽3図

しの・ぶ

の御庭にしのび入り︑︿略﹀︒

あん
︿略﹀︑夜にまぎれて行在所

︽ーリ︾

十槻6図

入る

死んだあの子が掘取って︑

イ目窪モ丈夫サウナ老人デシ

のを

シタ︒

もし此の大金がなかったら︑

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ

七515

かついで行って植えたのだ︒

六988圃

ちまち五六千人乗死んだ︒

六918

シマフノモアル︒

六476中ニハ其所デツカレテ死ンデ

ふりをしてゐました︒

︿略﹀︑品質のよい品物をな 五982 ︿略﹀︑地にたふれて︑死んだ

←うえじに・うえじにする・うち
死人

熊は死人には手を着けないと

﹇死人﹈︵名︶2

︿略﹀︑ほんたうの死人だと思
いました︒

つたのでせう︑其のまま行ってしま

五986

聞いてみたからでございます︒

五983

しにん

じに・うちじにする

しに

て︑︿略V︒

るべく安償になるべく敏速に供給し

十二224

てるるばかりでなく︑︿略﹀︒

十875

入されるのは︑︿略﹀︒

十864

かりでは用が足らない︒

七368囲人口はおよそ十一萬︑其の 十861 ︿略V︑我が國で出來る品物ば

しなじん

支那

中日本人は五萬人︑支那人は六萬人
﹇支那政府﹈︵名︶1

ですが︑︿略﹀︒

政府

しなせいふ

十一91 ︿略﹀︑居留民が支那政府の

ス

﹇支那第一﹈︵名︶2

手を離れて︑自治制を布いてみる庭
である︒

しなだいいち
ヤウ

八193図 揚子江 揚子江ハ支那第︸

那第一

ノ大河ニシテ︑其ノ長サ一千三百里︑
︿略﹀︒

か ひ

しな の
﹇信濃﹈︹地名︺1 信濃
けんしん

たけだ

百萬近くの人口を有する大都會であ

十一88 上海は支那第﹇の貿易場で︑
る︒

しなの
ゑちご

しんげん

七435 越後の上杉謙信と甲斐の武田 し・ぬ ﹇死﹈︵五︶20 シヌ しぬ 死

七655

氣がちがって死ぬやうな事になるか

︽ーナ・一二・ーヌ・ーン︾

ヌ

も知れぬ︒

死ぬ

信玄が︑たびたび信濃の川中島で戦

三457︿略V︑父も母もしんで
支那風

一15ーカニガシニマシタ︒
﹇支那風﹈︵名︶2

つた︒

しなふう

しば一しばりつける
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ビ・ーベ︾

さつま

とれてひよこのそばをはなれず︒

何れも︑御在世草しばく
︿略﹀︑敷百年來ヨーロッパ人

﹇為始﹈︵下一︶1

し始

︿略﹀︑一度何かをし始めた

︽ーメ︾

ら︑︿略﹀︒

十ニー33

める

しはじ・める

のしばく計書したところで︑︿略﹀︒

十363

行幸・行啓ありし所にて︑︿略﹀︒

ぎやうかう

十39図

十二94図なぎさに立ちて昔をしの しばしば ﹇屡﹈︵副︶2 しばく
べば︑︿略﹀英雄の姿︑今まのあた
り見るが如く︑打寄する波の音さへ
何事をか語るに似たり︒

十二272図齪 若宮堂の舞の袖︑ し
つのをだまきくりかへし かへしし
人をしのびつ＼︒

たかなわ

しば
しば ﹇芝﹈︹地名︺2 芝 芝
しば
十二伽9 西郷は早速承知して︑芝︑
地はだ

市街の周園を取園んだ山々

﹇地肌﹈︵名︶1

柴田勝家

やながせ

しばふ
﹇芝生﹈︵名︶1 芝生

﹇暫﹈︵副︶28

シバラク

し

た︒

しばらくお待ち下さい︒申 十731国

したいことがあります︒

五442園

しばらく御無沙汰致しまし

正國も槍を合はせ︑しば

しばらく暗黒の中を通って

再び光明の世界に出た時︑突如とし

十一614

らく防ぎ戦ひしが︑俄に︿略﹀︒

十一2910図

んが塁所の方から︑︿略V︒

サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ 十一174 しばらくたつと︑おかあさ

イヤウニ︑シバラク其ノアタリ丁番

六474

︿略﹀︑拍手の思しばらくは

はく

ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ蹄ル︒
七615図

しばらくして︑﹁︿略﹀︒﹂とい

やまざりき︒
七685

て︿略﹀︒

弟はそれを見てしばらく考

へてみたが︑すぐく略V
こん

十一889

もとの水の温度にかへった︒

かの男は﹁どうぞしばら 十一854 しかし類しばらくすると︑

つて︑財布の中に手を入れました︒

七708圏

しばらく︑うちのおばあさ

く︒﹂といって引きとめました︒

七899園

んにおなりなさい︒

あまりかはいらしいので︑僕 十一研9國團 森林地開墾の様子を視

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

八41

過ぎ候︒

二人は戸外にた＼ずんでし

はしばらくそれを見てみた︒すると

しばらくして︑其の中のおも

︿略﹀︑彼はしばらくすみき

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

しロつ
十二838図 ︿略﹀︑酋長コー二の宅に

︿略﹀︒

つた空を眺めてみたが︑やがて

十二437

近寄って︑︿略V

十一一426 しばらくして兄は恐る恐る

︿略﹀︒

ばらく耳をすましてみたが︑やがて

十二379

其のうちに︑︿略﹀︒

八424

︿略﹀︑頭の先から足の爪先

立つた者が出て︑︿略﹀︒

八868

までながめたが︑しばらくして︑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑今度は先生に向

水兵は驚いて立上って︑しば

つて︑﹁︿略V︒﹂

高価4

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や
しばらく進むと水門があって︑

がて頭を下げて︑︿略﹀︒

十335

な風に働いてみると︑︿略﹀︒

てるたが︑やがてく略V︒

見張って︑しばらく火の色を見つめ

喜三右衛門は︑血走った目を
衣地とこんがすりを買って外へ出ま

しばらく待って︑私どもは浴 十481
した︒

五248

いて見ると︑︿略﹀︒

し

西郷はしばらくじっと考へ

しばりつ・ける ﹇仁平﹈︵下一︶1

てるたが︑﹁︿略﹀︒﹂

十二㎜7

るまでも歴史あり古歌あり︑︿略﹀︒

四658しばらく目をつぶって︑
行くてをさへぎつてみる︒
十二伽2図 社寺の肚麗はしばらくお
神檬にいのってから目をひら
十428 しばらくの近めいくがこん き︑何の山︑何の川︑一木一草に至

ばらく

しばらく

︿略﹀︒

十二嘱2 ︿略﹀︑いはば苛暇な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

しばふ

む︒

︿略﹀︑近江の柳瀬に討って出でし

あふみ

柴田勝家︑先づ佐久間盛夏をして

しほた

こしぢ
十一234︹図 越路の雪も解初めたれば︑
さくまもりまさ

﹇柴田勝家﹈︹人名︺1

に生えてみる︒

は地はだが白く︑それに松がまばら

十758團

高輪の薩摩屋敷で會直したが︑︿略﹀︒ じはだ

十二搦2 翌十四日の會見は︑芝︑田

しば

町の薩摩屋敷で行はれた︒
しば
﹇芝﹈︵名︶2 芝

しば
でん

ヰ

シバカリ

しばた

︿略﹀︑辞殿のよこの芝の上で︑しばたかついえ

べ ん た う を た べ て みると︑︿略﹀︒

五401

支配

しば
十二柵7図 春は若草山の芝緑にもえ
﹇支配﹈︵名︶1

たち︑︿略﹀︒

しはい

我が國の支配に属してみるので︑

九44囲 それに此の邊一帯の島々は

シバ

シバヰ
﹇芝居﹈︵名︶1 芝居

︿略﹀︒

しばい

︿略﹀︑芝居又ハ活動窩眞ナ

﹇柴刈﹈︵名 ︶ 一

ドノ囲ハ行場ニハ︑糟看板アリ︑

コウギヤウ

八615図

︿略﹀︒

しばかり

オヂイサンハヤマヘシバ

カリニ︑オバアサンバカバ ヘ

一445

しばし

センタクニイキマシタ︒
﹇暫﹈︵副︶1

九138図 妹も同じ心にや︑しばし見

しばし
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しばる一じぶん

ばりつける

︽ーケ︾

シバル

しば

十一柵6國国

︿略﹀︑三抱も四抱もあ

㎜﹇▽やく

﹇四百五十里﹈

﹇四百﹈︵名︶1

るものが地ひ窟きを打って倒るる様︑
︿略﹀︒

しひゃく

しひやくかいり

十一醜図欄

四百鯨州

七伽1園︿略﹀︑其の勢で明の都へお
四点

﹇痺﹈︵下一︶1

一山は十俵つつです︒

しびれる

一番下は四俵︑一番上は一俵

﹇四脚﹈︵名︶1

しょせ︑四百餓州をやきはらはう︒
しひょう

六26
で︑

しび・れる

︽ーレル︾

﹇渋柿﹈︵名︶1

五451園

自分にまさる者はないので︑

氣早な者は自分の持地を田に

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五723

其の賃銭をみんな庄屋が自分

造りかへたといふことだ︒

のふところがら出した︒

五746

六246 ︿略﹀︑矢を取った者は弓を取

︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑

自分の馬には人が乗り︑︿略V︒

あ＼︑月日の立つのは早い

見物しなかったかと思ふだらうが︑

六401国お前はなぜ自分の村の人と

︿略﹀︒

六451園

ものだ︒自分は夕立にしよう︒

ニ川へ上ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

六481 ︿略﹀︑今度ハ自分が卵ヲ産ミ

れにたよって方角を知ることも出來

七588園︿略﹀︑星が出てみれば︑そ

川へ錦ツテ來ルサウデ︑︿略﹀︒

花子も自分のおもちゃ 六482 ︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レタ
だけ︑ちゃんとおかたづけなさ
い︒

五箇村の人々は各自分の村の

けてるる︒

騎手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつ

八79

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七983此の人だけは自分のために心

は渡ることは出金ません︒

渡るといっても︑自分一人で

るし︑自分の船の居場所を知ること

僕は自分よりえらい友だちを

此の時何の氣もなく自分のう

七628

も出軍ます︒

これはめづらしいつるぎだ︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

ました︒

自分のそばへ呼びました︒

五427

︿略﹀︑たけるは尊を見つけて︑

ちを見て︑その小さいのにおどろき

五335

して︑︿略﹀︒

自分の物にしてはならぬとおぼしめ

五124

ないと思ひます︒

五73

六246

らず︑人の馬には自分が乗り︑自分

四百五十里

しぶがき

しぶ柿が三本︑あま柿が
二本で︑︿略﹀︒

四51

しぶき
︿略﹀︑頭から雨のやうなしぶ

﹇飛沫﹈︵名︶1

廻るのは︑︿略V︒

きを浴びながら︑二つぼを見物して

九317

しぶき

しぶ柿

︵名︶1

四百五十枚
︿略﹀︑＝塁よく一分間に

︵名︶1

四百五十枚を印刷すといふ︒

十ニー87図

しひゃくごじゅうろくマイル

四百メー

﹇四百余州﹈︵名︶1

四445園

東京から此所までは四百五 じぶん ﹇自分﹈︵名︶60 自分

四百五十六哩

九769囹

四百

四百

あれは実母工場で︑女工が

﹇四百人﹈︵名︶1

十六哩もあるのだが︑︿略﹀︒

しひゃくにん
人

五651園

︵名︶1

今から四百年許前の事ださ

﹇四百年﹈︵名︶1

四百人も縣を取ってみる︒

しひゃくねん

十餌7園

年

うです︒

しひゃくメートル
トル

︿略﹀︑湖面は海面より四百
しひゃくよしゅう

メートルも高く︑︿略﹀︒

十二499

指の先がしびれるやうだ︒

の馬には人が乗り︑︿略﹀︒

五十里︑小舟ハオヨソ九百里サカノ

八197図汽船ハ河ロヨリ二十ソ四百 十397園あ﹂︑今朝はなかく寒い︒

ハしひゃくごじゅうり

七113 さうしてさをの先に︑赤いし

﹇縛﹈︵五︶4

るしのあるはんてんをしばりつけて︑
︿略﹀︒

しば・る

︿略V︑ ワ ル イ オ ヂ イ サ ン

る︽ーッ・ーラ︾
一一536

トウトウシバラレテシマヒマシ
タ︒

四551園此のからかみにかいて

慈悲

︵名︶1

あるとらをしばって見せよ︒
ボルコトヲ得︒
四553園 しばってお目にかけま しひゃくごじゅうまい ﹇四百五十枚﹈
す︒

︿略﹀︑下役の者に石地藏をし

﹇慈悲﹈︵名︶1

ばって來るやうに命じました︒

八404
じひ
︿略﹀︑やがて此の尊い心境

を世界の人々と共にせずにはみられ

十二962

慈

ぬといふ慈悲の心が︑胸中にみなぎ
﹇慈悲円満﹈︵名︶1

りあふれた︒

じひえんまん
悲圓漏
︿略﹀︑其の慈悲圓満の姿を

慈悲心

見ては︑思はず其の前にひざまっか

十二967

﹇慈悲心﹈︵名︶1

ざるを得なかった︒

じひしん

地ひゴき

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一伽5図 黒眼の深大なる慈悲心と︑

﹇地響﹈︵名︶2

心とは︑︿略﹀︒

じひびき

な氣がした︒

六887 何だか地ひ球きでもするやう

じぶん一じぶんたち
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八撹4囹 く略V︑かへって僕等は自分
で苦しむやうになったのです︒

八齪5園 これは全く君等が自分で招
︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

いたのであります︒

八柑4

泣虫では︑第一藩主に溶しても申し
わけがない︑︿略﹀︒

り上げる︒

ない者であらう︒

である︒

である︒

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

十二5410園

い︒

それでは自分のやうな小さ

ために︑むだに費した時間と応力は

を占めたために︑此の時計全膿が再

と︑︿略﹀︒

び活動することが出來たのだと思ふ

︿略﹀︑父は自分で木を切出

十二605園

うに役に立ってるるのだ︒﹂と心か

王は其の治めてみるイギリ

ら満足した︒

十二661

スを三分して娘たちに與へ︑自分は
︿略﹀三人の娘の許に身を寄せ︑蝕
︿略﹀ほんたうに自分の

生を安樂に送らうと決心した︒

十二671園

王は自分の耳を疑ふかのや

命よりも父上を大事と存じます︒

十二686

うに目を見張つた︒
しかしフランス王はく略V︑
分の后とした︒

本國にともなひ鋸って約束の如く自

十二7010

た︒

責めて娘にわびる素心がこもってゐ

の上に思ひ比べて︑農夫や牛の労苦

＋二917︿略V︑しみぐと自分の身

を思ひやると丘上に︑︿略﹀︒

十二937 ︿略﹀マガダ國王は︑︿略﹀︑

もう人にはたよるまい︒

自分の國をゆづらうとまで申し出た

が︑︿略﹀︒

十一一941圏

自分で思ふま＼に造り出す

安芳は自分の胸を指さして︑

自分一人で修行をしよう︒

十二個5

︿略﹀︒

創造力は︑十分に獲翻せられたこと

十ニー31

がなく︑︿略﹀︒

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

﹇時分﹈︵名︶6 時分

それはわたしの十五六の時

私どもの若い時分には︑

ごく小さい時分から動植物

︿略﹀ベートーベンがまだ

若い時分のことであった︒

十一一372

とがすきで︑︿略﹀︒

に深い趣味を持ち︑野物を集めるこ

十二99

きませんでした︒

︿略﹀︑あなた方の半分ぐらみしか働

十138園

分だったらう︒

九528園

らのお話をして下さいました︒

九511 ︿略﹀︑あの方の小さい時分か

︿略﹀︒

行ツテヰタ若イムスコガ︑今デハ

七516

じぶん

唯自分だけが此のやうに

よりは大きく︑自分よりはえらさう

十二547園

く略V︑どれを見ても自分

よりは大きく︑自分よりはえらさう

十556鳩は︿略﹀︑矢のやうに自分 十二547園 ︿略﹀︑どれを見ても自分
︿略﹀︑何此のくらみの事が

の巣に飛香る︒

十952園

こはいものかと︑自分から先に立つ
て渡ったのです︒

＋964太郎はつくぐと自分の悪か
成績物は一つ一つ自分の

つた事を後悔すると共に︑︿略﹀︒

十一156園
力のこもったもので︑︿略﹀︒

十二573

な者でも役に立つことがあるのかし

︿略﹀︑私はひとりで歩きな

がら自分の始末のわるいことを考へ

らと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑少しでも他人の負謄 十一181

を輕くしょうとする者もあるが︑

九538園 ︿略﹀︑なるたけ自分の負携

︿略V︒

を輕くしょうとして︑自分の財産を
て︑︿略﹀︒

九5310園
残らず差出した︒

つてみます︒

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ
十一951

して小さな家を造った︒

父が木を伐れば自分は雑草

をかり取る︑父が畠を打てば自分は

十一956

︿略﹀︑父が畠を打てば自分

種をまくといふ風に︿略﹀︒

十一957

く略V︑そばに居

は種をまくといふ風に︿略﹀︒

農場主は

た自分の子に︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけ

十一佃2

た︒

自分の置かれたのは︑仕事
塁の上に乗ってみる小さなふたガラ

十二533

ねぢは︑︿略V︑ふと自分の

スの中で︑︿略V︒

十二543

十二545圏自分は何といふ小さい情 十二7510 ︿略﹀︑前非を悔い︑自分を じぶんたち ﹇自分達﹈︵名︶1 自分た

身の上に考へ及んだ︒

ねぢは︑﹁自分もほんた

大きなものであった︒

九548囹自分の力でやれる所までや 十一183圏 これまで自分の不整頓の 十二595 ねぢは︑自分が下書に位置
九欄7

る中尉が乗ってみてくれるので︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

味方の勝利を語るや う に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九川3

九佃7園 総べて上官の命令を守って︑
自分の職務に精を出すのが第一だ︒
九擢1囹 ︿略﹀︑自分ノタフトイ選學
灌 ヲ 棄 テ ル ト イ フ 事 ハ︑︿略﹀︒

九槻4園 ︿略﹀︑メイく自分ノ適當
ト信ジテヰル人二投票スルノガ︑ホ
ンタウノ選墨トイフモノダ︒

九二4 道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑自
分デ一番適當ダト信ジテヰル中村君
ヲ選墨シヨウト決心シタ︒

で思ひくの直をつけて︑次第にせ

十209圏 く略V買手は︑自分の見込
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しぶんのいち一しまい

ち

四分

三468

十五

四方

﹇四方﹈︵名︶12

四方←に

カラカサニ降ル雨が四方へ流
︿略﹀︑城の四方二三里の間は︑

賊が四方から之を目がけてお

頂上に立って四方をながめ
︿略V︑わっか十数年の間に四

方の増々を征服して︑︿略﹀︒

十78

た景色は︑全く雄大です︒

九982園

盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒

︿略﹀︑いっか夕方の色が四

伐倒したる木は乾くま

︿略﹀︑これまで教を受けた

しぼる

︽一

十㎜5図

︿略﹀︑警固の武士もさすが

﹇四本﹈︵名︶1

四本

にようひの袖をしぼりけり︒
しほん

で︑島の山には︿略﹀︒

しか
五585 ︿略﹀︑島の山には鹿がたくさ

島の東北に嚴島神社があり

んすんでゐます︒
いつくしま

まるで大きな島が出馬たやう

英国の東海岸にロングストー

波風の外には友とするものも

に近い岩に乗上げた︒

十251 一そうの船が︑︿略﹀︑此の島

なるものは︑︿略﹀︒

ない此の島で︑老夫婦のなぐさめと

十247

ンといふ島がある︒

十244

なものである︒

六814

ます︒

ほぼしらが二本︑えんとつ 五587

が四本の船です︒
資本

く略V︑冬扇の貯金と主人か

﹇資本﹈︵名︶2

九522園

らもらった金を資本にして︑小さい

島εあわじし

︿略﹀︑資本を出さうとする

米屋を始めた︒

九547園

者もあったが︑︿略﹀︒

﹇島﹈︵名︶17

ま・いつくしま・いつくしまじん

しま

じゃ・おおしま・おにがしま・かわな

かと見れば岬なり︒岬かと見れば島

十一331図船の其の間を行く時︑島

を去った︒

十2810 ︿略﹀︑名残を惜しんで此の島

ま・はなれじま・まっしま・みやじ

なり︒

松島は大小；二百の島が︑海

かくして島轄じ︑海廻り

東海の島に櫨つた日本は︑

そのとなりの三つもんの

とうさんのです︒

宮島はまはりが七里もある島 ひ﹇▽おしまい

しまい ﹇仕舞﹈︵名︶8 シマヒ しま

︿略﹀︑多くは舟に乗って︑島

はおりとしまのはかまはお

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ 三707

しま ﹇縞﹈︵名︶1 しま

た︒

國家を建設する上に頗る有利であっ

十二鵬4

て︑其の蓋くる所を知らず︒

十一335図

り︒岬かと見れば島なり︒

引網ヰタ白ウサギガ︑ム 十一332図︿略﹀︑島かと見れば岬な

ま︒やしま・やしまのかっせん︒やし

︿略﹀︒

五567

五585

の間を通って見物します︒

五572

りのよい松がしげってゐます︒

五567

りのよい松がしげってゐます︒

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

上三四里の間にちらばってみて︑

五566

タイトオモツテ︑︿略﹀︒

カフノ大キナヲカへ行ツテ見

四122

まのたたかい

じま・たけしま・つきしま・はだかじ

九791 やはらかい黒い土がむくく かじま︒かわなかじまのたたかい・こ

しょせると︑︿略V︒

六951

人や馬でふさがった︒

六912

レオチルヤウニ︑︿略﹀︒

五507

︿略﹀︒

し︑ 四方の山を見おろして︑

三806間あたまを雲の上に出しほん

ヒマス︒

三477東西南北ヲ四方トイ 四828

ちょうしほう

六881 自分たち程の子どもが出て來 しほう
﹇四分一﹈︵名︶1

て︑象の前足にだきついて見せた︒

の一

しぶんのいち

十一9210園其の間は約三百六十五日
と 四 分 の 一 だ が ︑ ︿略﹀︒

自分等

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

﹇自分等﹈︵名︶1

七579園

じぶんら

のは︑外の船に自分等の船の居るこ

紙幣

とを知らせて︑衝突をさけるためで
﹇紙幣﹈︵名︶6

あります︒

しへい

十一777 又此の外に貨幣の代りに用
ひられる紙幣がある︒

を 用 ひ て 物 品 を 費 督し︑︿略﹀︒

十一778 我我はこれらの貨幣や紙幣
十一779 我々は殆ど貨幣・紙幣なく

して一日も生活することは出來ぬ
︿略﹀︒

だ︒

しぼ・る
リ︾

﹇絞﹈︵四︶1

人々が四方から集って別れを惜しん

十二985

火を放てば︑︿略V︒

で其のま＼に致置き︑さて四方より

十一佃8國團

方にたgよって︑︿略﹀︒

十一瑚2

雨のやうに落ちて來る︒

十一785 しかし今日の貨幣や紙幣を 十7910 地下水のしっくが︑四方から
︿略﹀︑更に貨幣の代りにな

案出するまでには︑ ︿ 略 V ︒

十一796
る紙幣といふ物を案出した︒

十一797 今では世界各國︑貨幣・紙
紙片

幣を用ひない國はないのである︒
しへん・﹇紙片﹈︵名︶1

︿略﹀くす玉ばっとわれて︑

四方

紅白の紙片花ふゴきの如くに散る中

十伽9図

﹇四方﹈︹課名︺2

を︑︿略﹀︒

しほう

三目3 十五 四方

しまいこむ一しまう
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タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

四163 ︿略﹀︑一バンシマヒ ニ居
ナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

スルト年トツタネズミガ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタノデ︑ミン

二304
ナダマツテシマヒマシタ︒

タ︒

ハ

︿略﹀︑ソノウスヲワツテ︑

︿略﹀︑ワルイオヂイサン

二782

こちらは今さくらのさかりで

つてしまひました︒

五62

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ
く略V︑おそれてみんなにげ

てしまったさうです︒

五197園

てしまったさうだ︒

今桑をたべてみる翼も︑明日

の朝までには︑たいてい上ってしま

五494

カウ毎日降ル雨ハドウナツテ

ふさうです︒

五506

︿略﹀︑せっかくつき上げた土

シマフノデセウ︒

五726

︿略V︑普請方はとうくにげ

手が︑半分ほどもくつれてしまった︒

五743

てしまった︒

︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

池が出血上った年の冬︑死んでしま

五762

つた︒

︿略V︑ほんたうの死人だと思

しまって︑うちもなくなってゐ

五987

つたのでせう︑其のまま行ってしま

︿略﹀︑うらしまはたちまち

白がのおちいさんになってし

一匹デ三四千粒モ産ムトイフ

ひました︒

した︒

六794

かへって︑はだみはなさず持

︿略V︑敵兵は海のそこに沈ん
でしまった︒

六852

少しも陸上とかはらない︒

沖へ流れてしまひました︒

七213 ︿略﹀︑賊の軍船はことごとく

方は︑此の火の中にはろびてしまひ

七226 ︿略﹀︑賊の大乱高階以下北條

ました︒

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ

七515

シタ︒

く略V︑川の中へとびこんで

死んでしまはうと︑かくごをして來

七693囹

さうして︑﹁こいつ︑かなつ

たのでございます︒

んぼだな︒﹂と言って︑みんな出て

七923

︿略V︑其の前の年に取った首

行ってしまひました︒

が四十齢ありましたので︑それをし

八234

まって置かせて︑其の後のお祭には︑

︿略V︑何時の間にか︑ぐつす

毎年其の首を一つづつ供へさせまし

た︒

りねこんでしまひました︒

八391

かうして二三日たちますと︑

耳は鳴り︑目は暗み︑手足はなえて

八㎜9

く略V︑いろくの差支があ

く略V︑茶の間の戸棚の中に

しまって動くことが出窓ず︑︿略﹀︒

九148図

しまふ︒

九264圏

︿略﹀ 一すちの道が︑足もと

つて︑實行が出感ずにしまった︒

九338 ︿略﹀︑僕の姿を見ると︑太い

みの中にかくれてしまふ︒

からうねくとつゴいて︑やがて茂

︿略﹀︑何でもなれてしまへば︑ 九327

つてみた刀を見つけられてしまひま

六562

シマフノモアル︒

六476中ニハ其所デツカレテ死ンデ

ガ︑産ンデシマフト︑︿略V︒

︿略﹀︑カラヲヌギハジメマ 六472

うも田も畠も人の物にな

四781それでとうとう家も土ざ

トケテシマヒマス︒

四707シカシユや水ニハスグ

へとんで行ってしまひました︒

四694︿略﹀︑それからうらの山

ンナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

四164 ︿略﹀︑白ウサギノ毛ヲミ

タ︒

シタ︒マモナクヌイデシマヒマシ

三582

まひました︒

三467

て︑︿略﹀︒

三457︿略﹀︑父も母もしんで

シマヒマシタ︒

タマゴヲハラノ下闇ダイテ

三58 ︿略﹀︑見テヰルウチニ︑

シマヒマシタ︒

︿略﹀ノコラズタイヂシテ

トウトウシバラレテシマヒマシ

U

火ニクベテシマヒマシタ︒

二472

四401 たび人はだんだんよい心 二444︿略﹀︑ソノ犬ヲコロシテ
シマヒマシタ︒
持になって︑しまひにはぐわい
たうをぬぎました︒

し

一一

四505みんなもしまひにはむち
ゆうになって取りました︒

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

へまでもないやうになった︒

五751 しまひには妻や子どもの着が
六975

︿略﹀︒

︿略﹀︑いその小山も次第に

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑
七541囹

遠くなって︑しまひにはもう何も見
えなくなります︒

の し ま ひ は 早 い 上 に︑︿略﹀︒

十141園 朝のか﹂りはおそいし︑晩

しま

十949園 すると︑しまひに皆が僕の
事を弱轟だといって笑ひました︒
﹇仕舞込﹈︵五︶1

︽ーマ︾

しまいこ・む
ひ込む

十二527 暗い箱の中にしまひ込まれ
て る た 小 さ な 鐵 の ねちが︑︿略﹀︒

しマイルあまり ︵名︶1 四哩盗り

たが︑︿略﹀︒

﹇仕舞﹈︵五 ︶ 8 一

︽ーッ︒ーハ・ーヒ・ーフ・一へ︾

シマフ

十一971 學校は四哩齢りも離れてゐ
しま・う
まふ

﹇▽おしまいなさる

ニー56︿略﹀サカナハ︑川ノナカ
ヘオチテシマヒマシタ︒

T3
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しまがくれゆく一しまぐに

尾をちらりと見せて︑急にまた穴に
かくれてしまった︒

す︒

十219團

二年の年月苦毒して育てて

九542園さうして全く無一物になつ
來たものが︑急に見ず知らずの人の

︿略﹀︑船尾の方は見るく大

手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

お金といふものは︑うちに

しまって置くものではない︒

十514囹

ふのだ︒

萎の花で︑此の地面が埋まってしま

ば

十437園 かうしてみんな手をそろへ
そ
て働けば︑來年の秋はもう眞白な蕎

波にさらはれてしまった︒

十252

て︑親子三人町外れの裏長屋に移つ
てしまった︒

︿略﹀︑穂が残らず落ちてしま

ふと︑束をむしろの向ふにぽいと投

九574

げて︑︿略﹀︒

九692 僕は眠くなったので︑それか
ら直にねてしまった︒

九725園 ︿略﹀右手に見えたはずだ
が︑もう通過してしまった︒

十6510園

だんく寒くなって覧たが︑

︿略﹀︑其の始末のよいのに

︿略﹀︑私のは置場所をきめ

︿略﹀︑どうしたのか急に相

にされてしまふ︒

くと︑めりくと音を立てて根こぎ

十一一787 ︿略﹀番をしてみる漁夫が

十二794

網の中がいよく狭くなる

うっかり口をきいてしまつ

十二9410 ︿略﹀︑繹迦が全く修行を止

︿略﹀︑遂には路の前面に突

くされてしまふが︑水力は無限とい

十一一描5園 ︿略﹀︑石炭は早晩使ひ盈

ふ︒

立って人のゆくてをさへぎつてしま

十二脳4

て立去った︒

めてしまったものと思ひ︑彼を捨て

と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒

三人とも物を言ってしまつ

急いで網口をしめてしまふ︒

十一696
た︒

十一703

く略V︑何時の間にか年を

たので︑上座の老僧が︿略﹀

十一756園

とってしまって︑古事記に手を延ば
︿略﹀︑其の使用に馴れきつ

すことが出來なくなりました︒
十一782

てしまってみる我々は︑︿略﹀感謝
しゅん

の念を起すこともない︒

も詰む︒

十ニー16

さうして其の本の内容がす

︿略﹀︑轟は得たりと逃げて

折から燈がぱっと明るくな

やっとつまんだと思ふと直
︿略﹀︑此のやうな虜にころ

つけてどこぞの國へやってしまふや

うな事にならぬとは決して申されま

せぬ︒

︽ーク︾

しまがくれゆ︒︿ ﹇島隠行﹈︵四︶1

島がくれ行く

島がくれ行く白帆の影ものどかなり︒

十一342図 ︿略﹀︑朝日夕日を負ひて︑

︿略﹀︑手書のものと︑島

しまぐに ﹇島国﹈︵名︶4 島國

四534

山國のものが﹁︿略﹀︒﹂と

國のものがおちあひました︒

四538

いへば︑島國のものが﹁︿略﹀︒﹂

狭い島國に育ち︑生活の安

といってあらそひます︒

易な樂土に平和を豪しんでみた我が

十二悩7

國民は︑︿略﹀︒

い浮世を知らずに過して來たことが︑

さうして残りの領地を二分 十二塒10 ︿略﹀︑昔から此の島國で荒
して︑姉二人にやってしまった︒

十二701

かったらと︑︿略﹀︒

げ落ちてしまって︑若し見附からな

十二575

に落してしまった︒

十二561

えてしまった︒

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消

十二422

しまった︒

十ニー23

博物學の研究が主となってしまった︒

︿略﹀︑何時の間にか好きな

つかりわかってしまふまでは何度で

十一991

﹁萬歳︒﹂と叫んだ︒

九746 北上川は︿略﹀︑いよくせ 十517園 く略V︑饒分のお金があると︑ 十一875 かう思ふ瞬間︑つかれも つてよい︒
まくなって︑とうく谷川になって
ついむだな事に使ってしまふ︒
十二伽6園 く略V︑日本学國にのしを
何も忘れてしまって︑僕も思はず
しまった︒

あやにく薪も書きてしまった︒

いろく集めた事もありましたが︑

十669圏私はもと鉢の木がすきで︑

九781 ︿略﹀學校道具をかばんにし
まひ︑めいく身輕になって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑撃てい人にやってしまひまし

九915園 ︿略﹀それをねたんで︑と
うとうカリストを熊にしてしまひま

私が來たので︑すぐしまは

した︒

つた︒

十一649

︿略﹀此のトラクターで引

手にぬかれて︑一二間も後れてしま

十一556

てしまひました︒

ておかなかったので︑大方なくなつ

十一159

感心してしまひました︒

十一155

をしましたが︑︿略﹀︒

うとなさるのを強ひて止めてお手傳

十一149

た︒

にかくれてしまった ︒

九928園 おや︑北斗七星が半分杉林

九958園眞夏の日中でも︑杖を穿つ
てるる手などは︑何時の間にかつめ
たくなってしまひます︒

間も進んでしまった ︒

九二4 ︿略﹀︑思はず其の場から敷十

九槻8囹︿略﹀︑或ハ信用モシテヰナ
イ人二投票シタリ︑或ハ棄権シテシ
マ ツ タ リ ス ル 人 モ ア ルガ︑︿略﹀︒

十217囲 取引の成立つた馬は︑其の
日の中に買手に引渡されてしまひま

しまじま一しむ
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﹇島島﹈︵名︶8．島島

其の主たるものであらう︒
しまじま

島々

で島々を廻ってみるから︑安心して

九35團 叔父さんも相かはらず丈夫
下さい︒

九43國 それに此の邊一帯の島々は
我が國の支配に属してみるので︑
︿略﹀︒

其の雨水がまた大切な飲料水となる

九78磨水の乏しい此の島々では︑
のです︒

などもあって︑大そう景色のよい所

﹇縞物﹈︵名︶1

て︑︿略﹀︒

しまもの

縞物

去る三日にお差出しの縞物

月も前から予告して

島屋

三十反︑本日無事に着きました︒

七三7国

︿略﹀︑

﹇島屋﹈︵名︶2

五224

しまや

島屋の前には︑人が黒山のや

みた島屋の大選出しは︑︿略﹀︒

五227

島山

﹇島屋呉服店﹈︵名︶

うにあつまってゐました︒

島屋呉服店

しまやごふくてん

1
島屋呉服店
﹇島山﹈︵名︶1

春は島山かすみに包まれ

しまる

︽一

て眠るが如く︑夏は山海馬連にして

十一337図

しまやま

九761 ︿略﹀︑近くには形のよい島々 五23図
であった︒

十355 ︿略﹀︑湖上に貼々と散在して

﹇締﹈︵五︶1

目覧むるばかり鮮かなり︒

しま・る

ジマン

しみじみ

しみぐ

︿略﹀︑馬も從順で人になつ

︵副︶3

十203團

︿略﹀︑日光の有難さをしみ

くわけだと︑しみぐ思ひました︒
十856

旅僧もまた主人夫婦の情心

よと思へば︑かしこさ殊に身にしみ

ておぼゆ︒

く略V︑常世は有難さ身にし

にしみて︑そgうに別れがたき思あ

十704図

り︒

し・む

﹇占﹈︵下二︶1

占む ︽ーム︾

﹇締﹈︵下二︶1 しむ ︽ーメ︾

位を占む︒

の豊富なること我が國の木材中の首

十二494江松に至りてはく略﹀︑其

し・む

み︑喜にみちて御前を退きけりとそ︒

︿略﹀︑しみ酒＼と自分の身 十728図

ぐ感じると土ハに︑︿略﹀︒

十二917

の上に思ひ比べて︑農夫や牛の重苦
を思ひやると共に︑︿略﹀︒

清水

小鳥は時々此の清水にのどを

﹇清水﹈︵名︶3

八24

しみず

うるほしては︑こずゑでさへっるの
である︒

シムル・シメ︾

しむ ︽シム・

スベテ看板ハ

︿略﹀︑屋號

りて︑入を感ぜしむるも︑手の働な

八288図

︿略﹀見事なるほり物をほ

しむ ︵助動︶25 シム

をしめざりし油断を悔いつ＼︑︿略﹀︒

九349圏此の坂を下りて︑あの清水 十一268図 盛政は勝ってかぶとのを
の所まで行くと︑石井君のうちが見
やうやく清水まで來て︑手の

えるはずだ︒

九353

切れるやうにつめたいのを二三ばい
つゴけ様に飲んでみると︑︿略﹀︒

り︒

八588図

等ヲ記シテ︑人目ニツキヤスカラシ

市街を見物して私の特に
感心したのは︑市民が交通道徳を重

ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

メントスルモノナリ︒

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

︿略﹀︑勤倹の美風が市民 八593図

︿略﹀︒

十984図

敵影張弘範如何にもして之

こうはん

の人夫にもまさりて︿略﹀︒

りて土木に從事せしめたるに︑通常

十71図囹

︿略﹀︑何れも十日間を限

二命ジテ造ラシメタルモノニシテ︑

三百年前徳川家康が諸大名

トクガハイヘヤス

の間にあふれでるて︑彼等が︿略﹀

とこしへに此所にしづまりまします

八966図

ヒテ小屋根ノ上図カ・グルニ至レリ︒

し・む﹇染﹈︵四︶3しむ︽ーミ︾

もく略﹀︒

︿略﹀︑江戸の市民も徳川家
ゐ
もわざはひを免れて︑維新の大事業

ました︒

盛に活動してみるのには全く敬服し

十二355團

んずることです︒

十二305団

︿略﹀︑船が中にはいり︑戸びしみん ﹇市民﹈︵名︶3 市民

﹇自慢﹈︵名︶一

ヒマシタ︒

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

ニ347アル日トモダチニユミ

じまん

らはしまる︒

十338

︿ 略 ﹀ ︑ 湾 あ り ︑ 大 小 無 敷 ル︾

みる島々は︑もと此虜にそびえてゐ
た山々である︒
十一3210図
の島々各所に散在す︒

り 田 園 よ く 開 け て ︑ ︿略﹀︒

十一339図 下国及び島島︑見渡す限

始末

十一訓8図 内海の沿岸及び島々には
﹇始末﹈︵名︶3

名勝の地少からず︒
しまつ

ン話

︵五︶一

シミコム

︿略﹀︑ヤクワントテツビンガ︑ 十二観3

十684園︿略﹀︑それが一族どもに所 じまんぱなし ﹇自慢話﹈︵名︶一 ジマ
領を奪はれて︑此の通りの始末でご

六93

︽ーン︾
イヅミ

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略V︒

地ノ中ニシミコンデ︑井戸水 十28図 く略V御二方のおほみたま︑

しみこ・む ﹇染込﹈

ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒

ざいます︒

十︻154 一年生の時からの成績物も
見せていたゴいて︑其の始末のよい
のに感心してしまひました︒

がら自分の始末のわるいことを考へ

十一181 ︿略﹀︑私はひとりで歩きな 五525

677
じむ一しめつく

を降らしめんとし︑曇天祥に命じて
いはく︑﹁︿略V︒﹂ と ︒

十987図囹 我︑國を云ふことあたは
ず︒いづくんぞ人をいざなひてそむ
かしめんや︒
さと

十9910図 元の皇帝︿略﹀︑ねんごろ
に諭して元に仕へしめんとす︒

十㎜3図 世篭の志の動かすべからざ
けい

るを知り︑之を刑場に送らしむ︒

十矧6図 行幸留りに遅かりしかば︑
さ

︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐

しばた

人 を し て う か 望 は しむるに︑︿略﹀︒
まもりまさ

久間宗政をして一子五千の兵を率ゐ︑

く

十一236図
やながせ

近江の柳瀬に討って出でしむ︒

あふみ

す︒

十二867図

職務に忠實であっても︑︿略﹀︒

︿略﹀︑案内の事務員と一所に

六174園此の近くに︑しめちの出る

しめぢ

所はありませんか︒

六17図

つて出てゐました︒

じめくす

六184 ︿略﹀︑小さなしめちが列を作

︵サ変︶2

低いじめくした松林の中に

なる人︑みつから先んじて︿略﹀・

十悩10図村の財産家にて事業に熱心

す ︽ーシ︾

しめ・す ﹇示﹈︵四・五︶3 しめす 示

小さな社がある︒

十佃10

茸を少し取りました︒

じめくした落葉をふんで︑ねずみ

六161 ︿略﹀︑ざふ木林へはいって︑

る ︽ーシ︾

じめじめ・する

はっと思って立止ると又一匹︒

仕向

婦途︑事務員は次のやうな事
﹇仕向﹈︵名︶1

二週間もた㌧ぬ中にもう王

﹇事務所﹈︵名︶3

といった︒

じむしょ

養魚等の模範をしめししを以て︑近

事務所で坑内服に着かへ︑安
全燈を持って︑案内の事務員と一所

年は作物も改良せられ︑︿略﹀︒

しよう

十858

めると︑︿略﹀︒

十一悩10

﹇標﹈︵名︶2

シメ

しめ

﹁カドマツヲタテマス︒﹂
まん

八幡様の高い石だんを上りつ

且Vきょしょしめい・じゅしんに

﹇湿地﹈︵名︶3

しめぢ

3げんこうしめきりじこく

んきょしょしめい

しめい

木がありました︒

めた所に︑しめをはった大きな杉の

五394

﹁ソレカラ︒﹂﹁シメヲハリマス︒﹂

二321園

しめ

を見せてもらった︒

ちん
知りがけに事務所の陳列棚

︽ーケ︾

徳川方も︿略﹀畳悟をきめ

七308図

く

︽シ

大神其の野心の厚きを賞

獅子はく略V︑蛇はます

しめつ・く ﹇締付﹈︵下二︶2 しめつ

しめ給ふ︒

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

十二76図

メタマフ︾

しめたまう ︵助動︶1 しめ給ふ

きん
て︑ものすごい緊張を示してみる︒

十二伽1

ふべきか︒

の丸はく略V至誠を表すものともい

國民の純正潔白なる性質を示し︑日

事務所の湯にはいって服を改 十一一615図 更に思へば︑白地は我が

に昇降器に乗りました︒

十798

事務所

百人の家督を五十人に減ずるやうに

に無愛想な仕向をした︒其の上坐に

十二714

しむけ

を話してくれました︒

十846

笑ひました︒

事務員は平氣で︑﹁︿略﹀︒﹂と言って

十821

昇降器に乗りました︒

しよう

十799

土人等怒りて林藏の頭を じむいん ﹇事務員﹈︵名︶3 事務員

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒
そこで天皇が之を裁可せら

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十一一898

あけ

然れども春日の社頭︑朱

かすが

律が出來上るのである︒
コリヒつ

十二998図
えり

の廻廊山の緑にはえて︑森嚴自ら人
︿略﹀歴史あり古歌あり︑

の襟を正さしめ︑︿略V︒
十一﹇㎜6図

人をして低回去る能はざらしむ︒

こ㌧において彼は人を世

界の各地につかはして竹を採集せし

十二桝4図
め︑︿略V︒

其の上我が國の美しい風景

殊にく略V鎖國は︑國民を

るのに與って力があった︒
さ

め︑︿略﹀華車とならしめたQ

して︿略﹀︑徒に此の小天地を理想

十二悩4

さ
殊に︿略﹀言為は︑國民を

して海外に獲展する意氣を消磨せし

十二燭3

稔健ならしめ︑︿略﹀性情を育成す

をん

や温和な藩候は︑自ら國民の性質を

十一263図 ︿略﹀︑盛政直に物見の兵 十二悩4
を出してうかゴはしむるに︑こは如
何に︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先づ五十人の兵に

旨をふくめて先益せしめ︑やがて將

十一274図
卒 の そ ろ ふ を も 待 たず︑︿略﹀︒

糧食の用意をなさしむQ

事務←へん

郷と観じて︑世界の大勢を知らぬ國
民とならしめた︒

又市町村長が其の事務を虞

じむ ﹇事務﹈︵名︶2

十一277図五十人の兵は行くく百
姓をつのり︑かゴり火をたかせ︑
りやう

十一伽7図 悪趣の深大なる慈悲心と︑
︿略﹀熱心とは︑強く人々を感動せ

しゅうじむ

し め し に や ︑ ︿ 略 V︒

十二614図．︿略﹀我が國の國旗は︑

十一榊9

理するにも︑議員が豫算を議するに

最もよく我が國號にかなひ︑︿略﹀
さながら旭日昇天の勢あるを思はし

も︑︿略﹀︒

しめじ

公吏・議員等︑直接間接に しめきり
公共の事務に當る者は︑如何に其の

十一価10

む︒

︿ 略﹀︑藍地中の星章は︑

常に州の敷と一致せしむるを定めと

十二6210図

しめやか一しゃ
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くかたくしめつけたり︒

立並ぶ家々︵

とも

テヰマス︒

︿略﹀︒

十櫨1園
ました︒

地面が新しく開かれた︒

しも

︿略﹀︑小さなねぢ廻しでし
︿略﹀︑網口の近くに番をし

︿略﹀︑キイロイクチバシデ︑

走る︒

十︸939園

下北半島だ︒

下田英太郎

霜

九餌1圏團九月二十日

下田英太郎
下仕

虚日のこと︑萬じゅが御殿の

﹇下仕﹈︵名︶1

吉野萬吉正

六594

しもっかえ

うらへ出て︑︿略﹀居りますと︑下

仕の女が立て︑天覧﹀︒﹂と申しまし

た︒

これはく略﹀︑下野の國足尾

しもつけ

しもつけのくに ﹇下野国﹈︹地名︺1

しもつけ

下野の國

山中の旅人宿で起つた事で︑︿略﹀︒

九2710

瀧の上手にかけた石橋を渡り︑

︿略﹀のもよく︑下手へ廻って︑カ

ナダの方からはるかに全景を見渡す

のも面白い︒

下關海峡

しものせきかいきょう ﹇下関海峡﹈︹地
けふ

名︺1

けふ
接せんとする慮︑下關海峡あり︒

十﹁322図本土の西︑近く九州と相

く略V︑

霜柱たつやぶか

ふめばさくく銀みだる︒

霜よけ

﹇車﹈﹇▽きかんしゃ・じてん

十王ー63図

先づ社の組織について述

しゃ ﹇社﹈︵名︶2 社

んききかんしゃ・のりあいじどうしゃ

しや・じどうしゃ・じんりきしゃ・で

しゃ

るのも珍しい︒

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

九757砂海の向ふに遠く見えるのが 十佃⁝6 ︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

しもよけ ﹇霜除﹈︵名︶1

れた下村さんは騎兵︑︿略﹀︒

六408圃 ︿略﹀︑役場につとめてゐら

さん

しもむらさん ﹇下村﹈︹人名︺1 下村

げの路︑

十898図團

櫻の咲く季節でも霜の降 しもばしら ﹇下等﹈︵名︶1 霜柱
しも﹇▽いましも・お

時︑萢釜無きにしもあら

はんれい

︵係助︶1

る季節でも︑やはりさうである︒
しも

十慨9奥歯

りしも・ころしも・さしも

ず︒

九313

庭の菊も白い花びらに赤みが しもて ﹇下手﹈︵名︶1 下手

屋根の上に霜がまつ白だ︒

﹇霜﹈︵名︶6

う︒

ルヤウニナツタ︒

六326

東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ

さして來た︑霜にあたったからだら

六266

越前守は早速門をしめさせて︑ 六264

前︑︿略﹀︑はいると静かに戸をしめ

あの青年が私の室にはいる

見物人一同の所名前を書取らせ︑

八417

にいらっしゃいます︒

七311図 ︿略﹀︑蛇はますく強くし 三714 そちらのく略﹀おびはね しも ﹇霜﹈︹町名︺2 霜
えさんので︑︿略﹀黒いのはお
一端目10 僧弟七 蕊相
めつけたり︒
六262 第七 霜
ばあさんのです︒おばあさんは
しめやか ︵形状︶2 しめやか
しも ﹇下﹈←かわしも
十302図回しめやかに︑夜の霧ち あれをしめて︑よくお寺まみり
またをつ＼み︑
しびうるむ︒

十307図圏 窓ぎはにはひ寄り︑ ガ
夜の霧至る︒
しめり

ラス戸ぬらし︑ しめやかに︑ひそ
かに
﹇湿﹈︵名︶1

九325 しっとりとしめりを帯びた一

しめり

まだ芽の出ないはぜの木の間

地面は霜で急白である︒

ジョージ︑早く行って農

十冊10

た︒

六157
十392

︿略﹀︑九時頃にはもう敷坪の

名︺1

僕はびっくりして︑ぐみも紅 しもだえいたろう ﹇下田英太郎﹈︹人

つ立って︑狐はころりとたふれまし

五802

しもきたはんとう ﹇下北半島﹈︹地名︺
トキドキヂメンヲツツキマス︒
はな
矢は狐の鼻のさきの地面につ 1 下北半島

三91

を通り︑霜の眞白に置いた田の中を

十392

まふ︒

てるる漁夫が急いで網口をしめてし

十一一787

つかりとしめた︒

十二592

決してあけるな︒

場の門をしめろ︒人が何と言っても
︽一

十一佃4園

占める

すちの道が︑足もとからうねくと
﹇占﹈︵下 一 ︶ 4

つゴいて︑︿略﹀︒

し・める
メ︾

十︻109 此の地は交通上重要な位置
︿略﹀︑ 我 が 居 留 民 の 敷 は ︑

を占めてみて︑︿略 V ︒
十一115

外國人中第一位を占めてみる︒

を占めたために︑此の時計全健が再

十二595 ねぢは︑自分が此虚に位置じめん ﹇地面﹈︵名︶6 ヂメン 地面
び活動することが出來たのだと思ふ
と︑︿略＞Q

つて世界的の地歩を占めた以上︑か

十二燭2 今日我が國が列強の間に立
ういふ短所は︿略﹀ ︒

茸も地面へなげつけました︒

める ︽ メ・ーメロ︾εにぎりしめ

し・める﹇締﹈︵下一︶7シメルし

地面は霜で眞白である︒
そ ば
︿略﹀眞白な蕎妾の花で︑
十436園
十441

此の地面が埋まってしまふのだ︒

る︒ふみしめる

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

﹇516 ︿略﹀︑オニドモ ハテツノ
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べん︒

十ニー63図 これも社によりて多少の
相違はあれども︑︿略﹀︒

も︑其の慈悲圓満の姿を見ては︑思

じゃがいも

﹇芋﹈︵名︶1

じゃがいも

しゃくしだけ

杓子岳

しゃくしだけ

︿略﹀︑眼前には杓子岳や

はだは赤銅さながらに︒

十一823二黒吹く潮風に黒みたる

しゃくどう ﹇赤銅﹈︵名︶1 赤銅

六71図市役所

しやくしょ ﹇市役所﹈︵名︶1 市役所

く略V︒

鑓岳がぬっとそびえ︑遠くには

やりがだけ

︿略﹀︑時には生のじゃがい 九985園

もしか食はれないこともあった︒

十一9510

彼等は繹迦の教を聴いて即 じゃがいもばたけ ﹇芋畑﹈︵名︶1 じ

はず其の前にひざまっかざるを得な
かった︒

十二969
座に弟子となった︒

枯れか＼つて一面に黄色にな

十二971

つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

尺﹇▽いちじょ

ひゃくしゃく・いちまんろくせんじゃ

ん・ししゃくはっすん・しちじゅうこ

ちかい・しこしゃく︒ししゃくくす

びやくしゃく・にしゃく・はちじつ

一秒又一秒︑七百尺に近き

しゃくしだけ

べり出づ︒

﹇杓子岳﹈︹地名︺1

大船髄は︑寸︑尺︑間と音もなくす

十伽7図

ん・やくせんはっぴやくしゃく

歪面は泣悲しんでみる人たちに︑
社會部

しゃく・はっしゃく・はっしゃくこす
﹇社会部﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂と諭して静かに眼を閉ぢた︒

しゃかいぶ

十項ー67図 しかして編輯局は更に編
ざい
輯部・政治部・纏濟部・社會部・通
げい
信部・外報部・學藝部・窟田部・校
正二等に分れ︑︿略﹀︒

こんなことを思ひ出して垣根

︿略V國民は眞の社交を解

社寺の壮麗はしばらくお

つる ︽ール︾

尚又結構なる葛粉御三

御めぐみ深き大君の

九414図圃

大みことの

乃木大將はおごそかに︑

しゃしまつ・る ﹇謝﹈︵四︶1 謝しま

候︒

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り

十一434國国

謝し奉る ︽ーリ︾

しゃしたてまつ・る ﹇謝奉﹈︵四︶1

るまでもく略﹀︒

き︑何の山︑何の川︑一木一草に至

十二伽2図

しゃじ ﹇社寺﹈︵名︶1 社寺

しい︒

せず︑人を信じ人を容れる度量に乏

十二燭5

しゃこう ﹇社交﹈︵名︶1 社交

を出してゐました︒

の方へ行くと︑しゃくやくが赤い芽

六湿7

く

しゃくやく ﹇筍薬﹈︵名︶1 しゃくや

︿略﹀︑乗ってみた象つかひは しゃくとり←えだしゃくとり
﹇尺﹈︵名︶1

桶の中へはいってしゃがんだ︒

六875

今や繹迦は衆星の中の孟月 しゃが・む ︵五︶1 しゃがむ ︽ーン︾

の如く國中から仰がれる身となった
が︑︿略﹀︒

殊にデーバダッタは︑︿略﹀︑ しゃく

うごしゃく・いちまんごひゃくしゃ

十二978

九783

しゃ・ししょうしゃ・じゅうぎょう
たつねてねんごろに道を説聞かせ︑

んくと照らしてみる︒

やがいも畑

しゃ・そうしんとうむしゃ・つうしん

更に︿略﹀故郷の恩に報いた︒

措いて繹迦はマガダ國王を

しゃ・てきにんしゃ︒とざんしゃ・の

十二974
謝恩

うぎょうしゃ・はいかんしゃ・はんざ
﹇謝恩﹈︵名︶1

書がきて参らすべし︒

かねてから繹迦の名望をねたみ︑幾

繹迦

く・いちまんさんぜんじゃく・いちま

﹇釈迦﹈︹悪名︺2

度か彼を害しようとした︒

しゃか

十二目6 第十九課 繹迦

下にみるのを見附けて︑上の方から

くあまり・いっしゃく・いっしゃくほ

或時の如きは︑繹迦が山の んじゃくいじょう・いちまんにせんご

十二979

しゃか
﹇釈迦﹈︹人名︺15 繹迦
しゃか

大石をころがしたが︑︿略﹀︒

こしゃくにすん・ごじょうさんじゃ

︿略﹀︑上の方から大石をこ ど・きゅうひゃくしゃく・こしゃく・

ろがしたが︑石は繹迦の足を傷つけ

く・さんじゃく・さんじゃくあまり・

十二9710

ただけで︑︿略﹀︒

でも︑︿略﹀道を傳へてるたが︑遂

しゃく・しちひゃくしゃく・せんじゃ

繹迦は八十歳の高年に及ん さんじゃくろくすん・さんまんじゃく
に病を得てクシナガラ附近の林中に

十二982

留った︒

みたマガダ國王は︑ ︿ 略 V ︒

十二949 ︿略﹀五人の友は︑繹迦が

十二986

ひ︑彼を捨てて立去った︒

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

十二952 それから繹迦はブッダガヤ
に思をこらした︒

十二963 繹迦は世を救ふ手始として
七つかの五人の友をたつねた︒

十二966 かつて繹迦を見捨てた彼等

いよく臨終が近づいた時︑ くそこそこ︒なんまんじゃく・にさん

全く修行を止めてしまったものと思

十二935 かねて繹迦の徳をしたって

つた︒

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ

十二911 繹迦は生れつき同情の念に

年前︑︿略﹀太子と し て 生 れ た ︒

十二909 繹迦は今から凡そ二千五百

しゃか

十二908 第十九課 繹迦
繹迦

十一457図園 さらば謝恩の爲に何か

しゃおん

いしゃ

しゃ ﹇者﹈εぎょぎょうしゃ・こうほ

しゃ一しゃしまつる

しゃしん一しゃふ
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二十

りつたふれば︑ 彼かしこみて謝し

しゃしん

しゃしん
﹇写真﹈︵名︶3 到着

まつる︒

しゃしん
ざっし

n▽かつどうしゃし ん

こともあります︒

︿略﹀︑窺畳屋ニハ︑爲眞ノ

等しく其の夜のゆめに入れり︒

僧は其の厚意を深く謝し︑

高大なる歪なるべし︒

あけ

通は廣くて平で︑歩道と車

いって︑資本を出さうとする者もあ

かに連なってゐます︒

には︑拙した＼る街路樹が目もはる

十一一319囲 ︿略﹀︑車道と人道との間

︿略V︒

道の間に並木が植ゑてありますが︑

七359團

しゃどう ﹇車道﹈︵名︶2 車道

の襟を正さしめ︑︿略﹀︒

えり

の廻廊山の緑にはえて︑森予想ら人

ロリロつ

十二997図然れども春日の社頭︑朱

かすが

けれども社長さんは︑それ しゃとう ﹇社頭﹈︵名︶1 社頭

つてからちゃうど十年目の秋︑︿略﹀︒

九542圏

を少しも苦にしないで︑﹃︿略﹀︒﹄と

十674図
さて﹁失禮ながらお名前を聞かせて

社長さんは早速荷車を＝塁

いって︑笑ってみた︒

た︒

九548園

つたが︑社長さんは︑﹃︿略V︒﹄とい

カザリ

取り︑或は社内にありて編輯事務に

たつさはる︒

にむに

洋物屋ノ看板二︑シャツ・ しゃにむに ﹇遮二無二﹈︵副︶− しや
襟・襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略﹀︒

エリ

八606図

もう此の上は︑しゃにむに攻

落さうといふので︑︿略V︒

六957

ゆききの車馬のたえざれ

かは
ば︑ 向ふの側へ行きかねつ︒

八557愚将

しゃば ﹇車馬﹈︵名︶1 車馬

︿略V︑貸主の主張を正當と
借主に命ずる︒

﹇社殿﹈︵名︶4

社殿

みとめれば︑其の借金を返すやうに

十﹁194

天守閣ニハ棟ノ爾端墨金ノ しゃっきん ﹇借金﹈︵名︶1 借金

シヤチホコアリ︒

社長

しゃでん

︿略﹀︑白地に赤十字の徽

アツテ︑車夫ガ﹁ダンナ︑マヰリマ

橋ノタモトニ人力車ガーダイ

しゃふ ﹇車夫﹈︵名︶1 車夫

﹈旗となし︑︿略V︒

字の徽章ある後者の國旗とを合して

章ある前者の國旗と︑画地に斜白十

十二621図

斜白十字

朱ぬりの社殿が山のみどりを しゃはくじゅうじ ﹇斜白十字﹈︵名︶1
後にして︑たいそうきれいに見えま

五588
す︒

社長さんは齢程の年よりらし
いが︑にこにこしてみる元氣な方で

あの精米會社の社長さんは

ことにしほのみちた時は︑社
社殿の後に廻ると︑其庭は

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

はと
十二710図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑ 六323

些々とした梅林で︑︿略V︒

十⁝⁝7

殿や廻廊が海の中に浮いて︑︿略﹀︒

くわいらう

五593

す︒

九507園

えらい方なんでせう︒

あの社長さんはもと上方の
人で︑此の町へ始めて奉公に來たの

九513園

社長さんが銀行の頭取にな

は︑︿略﹀だったさうだ︒

九535園

十ニー610図 ︿略﹀︑或は出でて材料を

僕は今日其のえらい社長さんしゃない ﹇社内﹈︵名︶1 社内．
に會って來たのだと思ふと︑何とな

九5510

つて︑夜を日についで働いた︒

﹁そんな事までなさらなくても︒﹄と

町の人々は之を見かねて︑

借りて來て︑醤油のはかり費を始め

九545園

頂きたい︒﹂

︽ーシ︾

︿略V︑全く元氣を回復した

五914 たまには雑誌や寓眞がはいる しゃ・する ﹇謝﹈ ︵サ変︶1 謝する
八617図

十289
人々は︑親子にあつく再生の恩を謝

斜赤十字
︿略﹀︑更にアイルランド

徽章ある其の國旗を合はせて︑︿略﹀︒

の加はるに及び︑白地に斜赤十字の

十二623図

﹇斜赤十字﹈︵名︶1

看板モアリテ︑看板ノ種類ハキハメ

窮

しゃせきじゅうじ

し︑︿略﹀︒

さて 編 輯 部 に て は く 略 ﹀ ︑

テ多シ︒

十ニー74図

﹇写真帳﹈︵名︶2

壁書日限眞等と共に之を印刷部に送
る︒

魁町

しゃしんちょう

があります︒

七616図 かくて船長は浮華より持婦 しゃぜん ﹇社前﹈︵名︶1 社前
くうれしい氣がしました︒
き ふ
りたる爲眞帖を學校に寄附して去れ
五596 社前の海に︑日本一の大鳥居 シャツ ︵名︶一 シャツ
り︒

寓眞部

八969図

八744困 其のうちに絶葉書や爲眞帖 しゃちほこ ﹇號﹈︵名︶一 シヤチホコ
﹇写真部﹈︵名︶1

を送りますから︑ゆっくりごらん︒
しゃしんぶ

︽

九503

十ニー68図 しかして編輯局は更に編 しゃちょう ﹇▽ろうしゃちょう
ざい
しゃちょうさん ﹇社長﹈︵名︶8
輯部．政治部．纒諮部．社會部．通
信部・外報部・學面部・益子部・校
さん
正 部 下 に 分 れ ︑ ︿ 略V︒

日掛屋

︿略﹀︑爲眞屋ニハ︑窟眞ノ

﹇写真屋 ﹈ ︵ 名 ︶ ！

八616園

しゃしんや

謝す

看板モアリテ︑看板ノ種類ハキハメ
テ多シ︒

﹇謝﹈︵サ変︶3

ス・ースル︾

しゃ・す

九431図随圏 厚意謝するに齢りあり︒
九932図 信吉は兄と姉とに謝して︑
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セウ︒﹂ト言ツタ︒

車輪のやうに廻ってみる︒

八56

ひ

來た︒

﹇戯合﹈︵五︶1

︿略﹀︑じゃれ合ふのを止めて︑

尾をふりながら︑ちよこくやって

八43

じゃれ

仲間がふえたので︑又一しき

じゃれあ・う

りじやれ合ひをはじめた︒

九785 當番が農具小屋から︑鍬・シ

﹇邪魔﹈︵名︶1

立ちのぼって︑︿略﹀︒

じゃま

﹇社務所﹈︵名︶4

やまをする者も少くなかった︒
しゃむしょ

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

︽ーレ︾

八39

﹇▽きりきりしゃんと

︹地名︺一

しゃんはい

上海は支那第一の貿易場で︑

西岸にある上海に着く︒
十一88
る︒

と

ば

百萬近くの人口を有する大都會であ

は

上海が黄浦江に臨む部分は

延長八三︑六十齢の波止場がある︒

十一107

九糎9囹 ︿略﹀︑ソンナ事ヲスルノハ︑

﹇州﹈︵名︶2

州与アジア

選墨ノ趣意ニソムイテヰル︒

しゅう・アフリカしゅう・インディア

しゅう

たアメリカしゅう・ケンッタッキー

ナしゅう・カリフォルニやしゅう・き

上海は專ら商業の都市とし しゅう・しひゃくよしゅう・じゅうさ

んしゅう・たいようしゅう・パラしゅ

十一117

﹇首﹈←いっしゅ

上海

カンコウ

フォルニや州にあるのですが︑此の

八672圏

州は合衆國の中でも︑氣候がよくて︑

︿略﹀︒

十二629図 ︿略﹀︑藍地中の星章は︑

常に州の敷と一致せしむるを定めと

す︒

しゅう ﹇周﹈εししゅう

十二373

もはう
︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

しゅう ﹇習﹈︵名︶1 習

なっては︑遂に日本人には搦創力が

を事として來た観がある︒習︑性と
こしゅ

﹇週﹈﹇▽いっしゅうかん・こ

ないであらうと自らも輕んじ︑︿略V︒

﹇衆﹈︵名︶1

くになりぬ︒

衆←おこども

十個10図 ︿略﹀︑衆皆力を失ひて散り

しゅう

しゅう

しゅうかん・にしゅうかん

しゅう

十一503此の種のゴムが︑昔主とし

﹇首位﹈︵名︶1

首位

て南米ブラジルのパラ州から産出し
﹇珠﹈且Vさんごじゅ

たので︑︿略﹀︒

じゅ

しゅい

二目11十木ノハ

しゅう ﹇集﹈nVまんようしゅう

趣意

じゅう ﹇十﹈︹課名︺9 十
﹇趣意﹈︵名︶1

の豊富なること我が國の木材中の首
しゅい

位を占む︒

又沿岸ニハ上海・漢三等 十二494図 松に至りてはく略﹀︑其

シャンハイ

サンフランシスコはカリ

う・みなみアメリカしゅう・ヨーロッ

しゅ

﹇酒﹈﹇▽ぶどうしゅ

しゃんはい

上海上海
八219図

くわうほ

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

に入り︑︿略﹀さかのぼると︑其の

十一87 ︿略﹀︑黄浦江といふ支流

パしゆう

て知られてみるが︑近時工業も次第

主←のうじょう
︿略﹀︑何時の間にか好きな

﹇主﹈︵名︶3

に盛になって︑︿略﹀︒

しゅ
しゅ

十ニー15

博物學の研究が主となってしまった︒

これイタリや中興の主エ

其の原因はいろくあらう

ンマヌエル王︑浄土統一の時︑︿略﹀︒

十二642図

十二搦1

が︑︿略﹀過して來たことが︑其の

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

しゅ

主たるものであらう︒

にたつさへ來て︑神前にさ＼げたし

五六層もある美しい建物が道路の両

世界最美の街路といはれ

シャンゼ

上になり下になりしてじゃれてみる︒
しゃん

シャンゼリゼー
リゼー

と願ひ出つる者敷多しといふ︒

上海

シャンハイ

﹇上海﹈︹課名︺2

第三課

種←いっしゅ・

﹇種﹈︵名︶1

十一83

十一目4第三課上海

シャンハイ

なってゐます︒

緑した＼る街路樹が目もはるかに連

しゅ

ぎょゑん

奮御殿を葬観す︒
﹇斜面﹈︵名︶1

十5図社務所
しゃめん

なって︑︿略﹀︒

じゃり﹇▽こじやり
﹇車輪﹈︵名︶1

十一悩5 ︿略﹀︑石や木や金の七七が

しゃりん

車輪

は︑低い虚にあるもの程早く大きく

シャンハイ ﹇上海﹈ ︹地名︺5 上海 じゅ ﹇樹﹈←がいうじゅ
十一384 ︿略V︑斜面などに植ゑた木

斜面

十41図 ︿略﹀︑まつ社務所の隣なる

御殿・奮御苑の拝観を願ふ︒

十38図 それより社務所に行き︑菖

側に並び︑車道と人道との間には︑

十33図 く略V︑それらの品を社務所 十二317団

社務所

十二伽1 さうして陰に陽に仕事のじ

じゃま

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに

十一捌10 シャベルでざくくかきま じゃ・れる ﹇戯﹈︵下一︶1 じゃれる

ると︑それをふいては又書く︒

十一979 シャベルが崩字で虫類にな

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

十一978 ︿略V︑家で算術の練習をす 合ふ ︽ーフ︾

來た︒

ヤベルなどいろくの道具を出して

ル

シャベル ︵名︶4 シャベル シヤベ じゃれあい ﹇戯合﹈︵名︶1 じゃれ合

シャベルーじゅう

じゅう一じゅういちまん
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うちの子ねこ⁝⁝⁝十

木ノハ
きやう だ い

きやうだい

日と風
日と風

遠足

遠足

︵名︶2 十 10←ぜん

自由﹇▽ふ

︿略﹀︒

八486マシテ自由ノ天地二居テ︑自
在二空ヲトブ様ハ︑實二郎マシイモ
ノデアル︒
︿略﹀︑三四歳の子供でも︑

︿略﹀︑あたりを見まはすと︑

周園の壁は皆石炭で︑それが電燈の

十805

窯の周園には︑八九人の職

光に物すごく光ってゐます︒

十一槻10

四目12

三311

四403

五目12

五411

五一ちいさん

すすはき

すすはき

熊襲征伐

熊襲征伐

養鶏⁝⁝⁝十﹁

道ぶしん⁝⁝⁝十一

十一

第四課 遠足⁝⁝⁝十一

信吉にはおとよといふ今年十

﹇十＝ ︵名︶1

﹁になる女の子があるが︑︿略﹀︒

八834

周團の壁やガラス戸棚には︑じゅういち

十﹇目5

十目4

これは主として周團が山で︑ 九目5

工が汗を流して働いてみる︒
十一一519

流れ込む川に大きいのがないのに原

る︒

十二793

十

く略V︑今日日本の周園に

と︑其の周團を船で取巻いてしまふ︒
は諸外出が様々の考を持って見てを

十一一囲3園

﹇十幾万﹈︵名︶1

るので︑︿略﹀︒

幾萬
十176図

﹇十二羽﹈︵名︶1

十幾

の拝観者の胸は︑︿略V︑唯をどりに
をどる︒

じゅういくわ

白・黒・うすかば色︑十年
羽の鶏一つにかたまり︑頭と頭とを
つき合はせて︑︿略﹀︒

其の周團は馬つなぎ場になってゐま

ミヨチャン

ミヨチヤン

二目5四ウシワカマル⁝⁝⁝十一
十一

五一ちいさん

十一
十一

ニ244
三目12

二目12

﹇▽だいじゅういち・だいじゅういつか

市街の周園を取園んだ山々
は地はだが白く︑それに松がまばら

十757囲

に生えてみる︒

第第十十十十十
三四一一一一一

十一年鯨

十﹁月二日遅兄から

十一月二日

信吉

﹇十﹂時前﹈︵名︶1

白河を通ったのは昨夜の十

十二人いるうち︑十一人まで

﹇十一年余﹈︵名︶1

七367国人口はおよそ十一萬︑其の

一萬

じゅういちまん ﹇十一万﹈︵名︶1 十

みる︒

凡そ十一年鯨を週期として増減して

十﹁33

さうして其の敷や大きさは︑

じゅういちねんよ

ません︒

はありましたが︑あとの一人があり

六512

一人

じゅういちにん ﹇十一人﹈︵名︶1 十

一時前であった︒

九703園

十一時前

じゅういちじまえ

どの

十241国

︵名︶1

網の中がいよく狭くなる じゅういちがつふつか ﹇十︼月二日﹈

いろくな時計がたくさん並んでゐ

十二537

く略V︑かぶとのしころ 愛してみる︒

腹の下などを自由にくゴつて歩きま

十174国

す︒

十﹇3010図
つ㌦じの枝に引つか﹂りて︑身のは

周壁

九132図

︿略﹀︑陸上でも海上でも︑ 羽

﹇周囲﹈︵名︶8

︿略﹀︑場に満ちたる十幾萬

じゅういくまん

はてしなく績く廣野の中で︑

たらき自由ならず︒

十一653
人々は自由な大氣を呼吸しながら︑

か・だいじゅう・どうじつごぜんじゅ
うじごろ

土の香に親しんで解しげに働いてゐ

小僧一人だけ自由に室内に

︿略﹀︑食物なども自由には

出入させて︑いろくの用を足させ

十一692

る︒

一344 ガンガトンデキマス︒一

二三四五六七八九十︑十バ
10

トンデキマス︒
r五37図
た︒

得られず︑時には生のじゃがいもし

十﹇959

きょうじゅう・くにじゅう・こやじゅ

しゅうい

やうになりましたQ

自由に消息を交換することが出來る

十二宙10園

かったから︑︿略﹀︒

鉛筆や紙も自由には買へな

か食はれないこともあった︒

﹇重﹈几vさん じ ゅ う ご じ ゅ う

じゅう・ねんじゅう
じゅう

﹇銃﹈︵名︶1

自由

げん
九612 舷門には︑銃を手にした番兵

銃

じゅう

が近くを警戒してみる︒
﹇自由﹈︵名︶1

﹇自由﹈︵形状︶9

等・博愛を表すものと降せらる︒
じゆう
じゆう

六861 自由にうこかすことの出來る
み
長い鼻︑箕のやうな耳︑長い牙︑

す︒

十二633図 此の三色は︑自由・平 十179團 く略V︑せり場を中央にして︑
じゅういち ﹇十＝ ︹旧名︺12 十一

じゆう

十一976

う・にっぽんこくじゅう・にっぽん

じゅう・かおじゅう︒からだじゅう・

じゅう ﹇中﹈←いちねんじゅう・うち

じ

7114115！151

±＋＋＋＋＋＋四＋

ロ

じゅうじじゅううっぷん・だいじつ

ゆ五五四四三三三二
う34目38目28目目22
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をはかった事や︑︿略﹀︒

病氣を根絶し︑幾世の從業者の健康

﹇十五﹈︹課名︺9

て行くてをさへぎつた︒

じゅうご

二目7 十九

セミ

ナゾ

ナゾ

四目4

三468

三目3

二371

二目3

ナゾ

のみ

九目6

五

んち

ユキ

四方

十五

しひの木とかし

四方

しひの木とかし

養老

養老

﹇▽

動物ノ色ト形⁝⁝⁝十

﹇▽くがつじゅうごに

ち・さいくまちにちようめじゅうごば

じゅうご

ユキ

だいじゅうご・だいじゅうこか

十九
二572

セミ

だいじゅうく・だいじゅうくか

三目7 十九

十九←

十月十二日︑我等五年生一

十月二十五日

十月二十五日は︑青年團の道

五日﹈︵名︶1

十116

﹇十九﹈︹課名︺11

十月十二日

縦横

十九
三575

四目8 十九

のみ

ぶしんの日であった︒
くわん
﹇習慣﹈︵名︶2 習慣
くわん

しゅうかん

用水池

四557

農業者は多く古い習慣に 四702十九
五目7 十九

五目3

﹇▽さんがつじゅうくに

襲撃

しふげき

︵名︶1

五528

用水池

ナゾ

しけ⁝⁝⁝十

五682十九

こんな不便な暦でも長い

ち

﹇襲撃﹈

﹁それで何字になる︒﹂﹁十

﹁︿略﹀︑それでは十七字に

くがつじゅうごにち

日n▽じゆうにがつじゅうごにち・ろ

じゅうごにち ﹇十五日﹈︵名︶1 十五

なる︒十五字までにしてごらん︒﹂

七m9園

︿略V︒十五字までにしてごらん﹀︒﹂

おん
山相7園 ﹁十五字置でが一音信だが︑

五字です︒﹂

七m6園

じゅうごじ ﹇十五字﹈︵名︶3 十五字

つて︑年は同じく十五歳︒

八68一人は信作︑一人は耕造とい

歳

十九 じゅうごさい ﹇十五歳﹈︵名︶1 十五
承り候へば︑︿略﹀︑去る

﹇十九日﹈ ︵名︶1

じゅうく ︵名︶

八目9 第五 揚子江⁝⁝⁝十九
十二目6 第五課 蜜柑山⁝⁝⁝十九

一

海

﹇週間﹈←にしゅうかんあ

さうして其の敷や大きさは︑

九

六目7 第五

なつみやすいものであるが︑︿略﹀︒

十一6410

じゅうく

十12図
に参舞せり︒

同は︑︿略V︑東京代々木の明治神宮

︵名︶1

十

中日本人は五萬人︑支那人は六萬人
﹇十一歳﹈︵名︶1

ですが︑︿略﹀︒

じゅういつさい

一歳
ある︒

﹇縦横﹈︵名︶1

八164 長四郎が十一歳の時のことで じゅうがつにじゅうごにち ﹇十月二十
じゅうおう

十一96 アスファルトや石を敷いた

銃火

道が縦横に通じ︑︿略﹀等が絶間な
﹇銃火﹈︵名︶1

く往來してみる︒

十一33

じゅうくにち

日

凡そ十一年鯨を週期として増減して
みる︒

十鵬2國団

衆議院議員

しゅうげき

︿略﹀︒

十九日遂に御死去遊ばされ候由︑

﹇衆議院議員﹈
︵名︶1

しゅうぎいんぎいん

今日ハ衆議院議員ノ絡鶴野
トウヘウ

九伽9囹

中でも一番目ざましかったの
は最後の襲撃︒

しふげき

九柵10

︿略﹀︑砲揮の雨の中でも︑銃

一せいに銃劔を取直し

︿略﹀︑門を守ってみた兵士
等が︿略﹀︑

十二梛3

十十十十十
五五五五五

十
五

（ 第十十
名 五五五
）

じゅうか

まり

しゅうかん

のがあるやうだ︒

間の習慣で︑今でも使ってみるも

くわん

十一289図 く略V︑すかさず鐵三組に 十一941園

﹇修学旅行﹈︵名︶

合圖して銃火をあびせかけたれば︑
︿略﹀︒

しゅうがくりょこう

1 二心旅行
はくぎよく

が修學旅行に行って︑白玉山上の

七398團 ︿略﹀︑私ども中學の二年生しゅうき ﹇周期﹈︵名︶1 週期
表 忠 塔 を あ ふ ぎ ︑ ︿略﹀︒

じゅうがっさんじゅういちにち ﹇十月

四目4 三 十月三十﹇日

三十一日﹈︹課名︺2 十月三十一日

四83 三 十月三十一日

秋季皇璽祭

﹇秋季皇霊祭﹈

ダカラ︑投票ノ爲二婦ツテ來タノダ︒
︵名︶！

しゅうきこうれいさい

衛生の設備をよくして危険な

劔の林の中でも︑びくともせずに勇

九鵬8

七佃5図彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其 じゅうけん︑﹇銃剣﹈︵名︶2 銃劔
ノ中日二︑︿略﹀︑秋ハ秋季皇票祭ヲ
行路セラル︒

十371

從業者

日﹈︵名︶1 十月十三日

﹇十月十二日﹈

ましく活動した︒

じゅうがつじゅうににち

高田屋定吉殿

七M5囲 十月十三日 山口屋小三郎 じゅうぎょうしゃ ﹇従業者﹈︵名︶！

じゅうがつじゅうさんにち ﹇十月十三

天長節ノオイハヒ日デシタ︒

四84 キノフハ十月三十﹇日デ︑

三十一日﹈︵名︶1 十月三十一日

じゅうがっさんじゅういちにち ﹇十月

じゅういつさい一じゅうごにち

じゅうごにちめ一じゅうじ

684

じゅうごろくねんまえ
︵名︶1 十五⊥ハ年前

十二悩9 月の十五日を期して絡攻撃
を行ひ︑一番に江戸を乗つ取る手は

﹇十五六年前﹈

大地震があって︑町は大方こはれた

此の港には︑十五六年前に

ずである︒

﹇十五日目﹈︵名︶1

八663団

じゅうごにちめ

﹇十五六年目﹈

﹇▽

二

−十

じゅうし ﹇十四﹈︹市名︺14 十四
︿略﹀︑十三箇所のうちな

だいじゅうし・だいじゅうしか

十一2310図

る大岩山のとりでより︑︿略﹀下り
十三

モチノマト

お話二つ

お話二つ

雨

雨

きのこ取⁝⁝⁝十四

武將の幼時 ︿略﹀

のぶ子さんの家⁝

十四歳の時が二度あるか⁝⁝⁝十

第五課

新聞⁝⁝⁝十四

十字﹇▽

第四課

﹇十字﹈︵名︶1

じ・せきじゅうじ

しゃせきじゅうじ︒しゃはくじゅう

じゅうじ

十二目5

⁝⁝十四

十一目6

四

四目3 十四
四533十四
五目2 十四
五503十四
六目5 第四
八目7 第四

三目2 十四 うらしま太郎
三目7 六 ゆびのな⁝⁝⁝十四
三396十四 うらしま太郎

十四

二目2 十四 モチノマト
二目7 六月ノヨクバリー

﹇十三戸﹈︵名︶1

明治十六年こ＼に十三戸の

四

飾れる七八人の兵卒あり︒
じゅうさんこ

十﹁628

戸

十三

農家が移住して來たのが此の町の始
りであった︒

﹇十三四﹈︵名︶2

︿略﹀︑中にもうれしさうに

即ち赤︒白合はせて十三

R

のですが︑︿略﹀︒

今に御らん︑︿略﹀︑十五

十五六年目

十一376園

︵名︶1

八654團 横丁を出てから︑ちやうど じゅうごろくねんめ
十五

四

じゅうさんし

十三州

十二628図

條の横筋は︑搦立論時の十三州を表
﹇十三条﹈︵名︶1

すものにして︑︿略﹀︒

じゅうさんじょう

一一

与さんがつじゅうさん
十

らいしん
屋がうのカネキを入れて︑此の頼信

紙に書きこんでごらん︒

し

じゅうじ ﹇住持﹈︵名︶8 住持

十一448図住持は心得ぬ事に思ひて︑

或夜小僧︑住持の居間に

忌日其の垂師に︑﹁︿略V︒

十一4510図

住持ひそかに行きて見るに︑書師は

來りて︑﹁︿略﹀︒﹂とさ﹂やさければ︑

﹇十三倍﹈︵名︶1

さ我が國の十三倍もこれあり︑︿略V︒

十一佃2囲岩子のブラジル國は︑廣

三倍

じゅうさんぱい

にち・じゅうがつじゅうさんにち

じゅうさんにち

すものにして︑︿略﹀︒

條の横筋は︑濁立當時の十三州を表

十二627図即ち赤・白合はせて十三 七麗9圏 それで十字だから︑うちの

十三條

R3

十五日目

﹇十五分﹈︵名︶2

十五日目です︒

じゅうごふん

六年目には間伐をしなければならな
十三

いやうになるから︒

﹇十三﹈︹課名︺10

十一552

見えたのは︑十三四になる二人の少

十一研5薩困中にも十三四ば旧りの

年であった︒

オ正月

カンガヘモノ⁝⁝⁝十三
十三

オ正月

五

二目14

十三

ﾚ6

←だいじゅうさん・だいじゅうさんか

じゅうさん

十宙1 十五分許で汽車は太宰府町に
︿略﹀︑たとへ十分置十五分

分

着いた︒

十二恰6

の鯨暇でも無益に費すことがなかつ
た︒

二305

済＼しく立働ける様を見ては︑︿略﹀︒

十五

まはりつこ

﹇十五夜﹈︹牛刀︺2

十三

じゅうごや

三目14

子供が︑各國人の間にまじりてかひ

や

ゑはがき

﹇十三州﹈︵名︶1

まはりつこ

十三

十三

ひでよし

待ちまうけたる秀吉は︑

じゅうさんしゅう

十三

四521

＋三

三十の幼時

五目14

第四

十三
八目6

五467

ゑはがき

三376

十五

十三

四目2

石合

三773 二十四 十五や
﹇十五夜﹈︵名︶1

﹇十五六﹈︵名︶2

職⁝⁝ ⁝十三

した︒

じゅうさんかしょ

十三箇所

を構へ︑︿略﹀︒

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

ぴ は

十一237図

﹇十三箇所﹈︵名︶2

舞姫の中では一番年わかでございま

六518萬じゅは早年やうやく十三︑

﹇十三﹈︵名︶！

一

三目12 二十四 十五や
じゅうごや

六

九218

分だったらう︒
じゅうごろくじょう

瀧の幅は︑︿略﹀︑高さはどち

1 十五六丈
らも十五六丈あります︒

九307

﹇十五六こ口︵名︶

九527園 それはわたしの十五六の時

に何か言聞かせてるる︒

人が︑︿略﹀︑十五六の少年に︑熱心

病みつかれた⊥ハ十ばかりの老 じゅうさん

じゅうごろく

まん中までさしてゐます︒

三 7 7 4 十 五 やの月がざしきの

十五や

一一

685
じゅうじいたしおり一しゅうせい

︿略﹀︒

じゅうじごろ

じゅうしさい

した︒

十205團

十︻462図 或夜小僧︑住持の居間に 頃
冠りて︑﹁︿略﹀︒しとさ＼やさければ︑

住持ひそかに行きて見るに︑書師は
く略V︒

十一464図 さまたげせんも心なしと 歳
八156園

﹇十時頃﹈︵名︶1

十時

十四

せりの始つたのは十時頃で
﹇十四歳﹈︵名︶1

十四歳の時が二度あるか

︹題

やあ︑正綱︑十四歳の時が

二度あるか︒

名︺2

︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔じゅうしさいのときがにどあるか

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ
り︒

十一4610図
して過ししに︑︿略﹀︒

十時

︿略﹀︑更に進んで新しき
﹇十時過﹈︵名︶1

﹇従事﹈︵サ変︶4

從

きやう

外分貿易に至っては︑之に

十七

從事する者の心掛け如何の影響が

十二234

﹇十七﹈︹課名︺10

更に大きい︒

じゅうしち

3だいじゅうしち︒だいじゅうしちか

二目5 十七 ハナサカヂヂイ
十七 ハナサカヂヂイ
二411

三目6 十七 一口ばなし
三目8 七かんがへもの⁝⁝⁝十七
十七 一口ぱなし
三516
四目6 十七 扇のまと
四611十七 扇のまと
五目5 十七 虹
五目6 五 金鶏勲章⁝⁝⁝十七
五601十七 虹

七川8園

字

︿略﹀︑にごりのある字は二

終日終夜

﹇終日終夜﹈︵名︶

字に数へるのだから︑それでは十七
字になる︒

1

しゅうじつしゅうや

ての危除を恐れて從ふことをがへん

ぜず︒

記録一切を取りまとめ︑之を智者に

十二8410図 ︿略﹀︑二三はこれまでの

渡していふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

馬も誠に從順で︑けたりか

じゅうじゅん ﹇従順﹈︵形状︶2 從順

みづいたりするやうな事は決してし

十175囲

ません︒

いがられて居れば︑馬も從順で人に

十202團 ︿略﹀︑成程︑こんなにかは

なつくわけだと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑二十一で位につき︑わ

じゅうすうねん ﹇十数年﹈︵名︶1 十

じゅうしょ 且Vごじゅうしょ

享年

十78

つか十数年の間に四方の國々を征服

して︑︿略﹀︒

敷倍

じゅうすうばい ﹇十数倍﹈︵名︶1 十

ると︑實に十数倍である︒

十888 ︿略﹀︑之を十年前の額に比べ

十二萬本

十数

︿略﹀︑新に植込みたる木

︵名︶1

の敷︑實に十数萬本に及べり︒

十59図圏

1

︿略﹀︑地下鐵道にも︑電車じゅうすうまんぼん ﹇十数万本﹈︵名︶

從者

や汽車が終日終夜︑休なしに運上し

八725團

﹇従者﹈︵名︶4

てるます︒

じゅうしゃ

メートル

近くにせまってみる︒

︿略﹀乃木大將が︑終生忠誠

しゅうせい ﹇終生﹈︵名︶1 終生

︿略﹀︑從者の土人等ゆく 八価9

いよく探

ふかははや十数メートルの

これより獅子は︿略﹀︑武じゅうすうメートル
士には無二の從者となれり︒

漁業や航海業に二二する人 七326図

十二836図

検の途に上りぬ︒

ひて從者となし︑︿略﹀

高橋さんは︑あちらで長らく 十二831図 ︿略﹀︑此虜にて土人を雇 十一573
商業は之に從事する商人だ
けを利するためのものではない︒

十二222

教育に工事してみる人である︒

十124

もありませう︒

七612園

事する ︽ーシ・ースル︾

じゅうじ・する

を下に投げるのか︑︿略﹀︒

みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

九329 かんくとこずゑをてらして

過ぎ

じゅうじすぎ

電燈の連射に從事したり︒

十二擢4図

りて土木に從事せしめたるに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何れも十日間を限 じゅうしちじ ﹇十七字﹈︵名︶1 十七

從事

十四歳の時が二度あるか

﹇従事﹈︵サ変︶2

二

じゅうじ・す

八147

十四歳の時が二度あるか

十一474図 夜明けて住持︑蚕師に向 八目7 第四 武將の幼時 ︿略﹀ 二
ひて︑﹁︿略V︒﹂と︑夜中に圭加之のし

たる様をまねて為す る に ︑ 圭 里 師 驚 き
て︑︿略V︒

︽ーシ︾

十71図工

十一479図 住持﹁昨夜のぞき見て知 す︽ーシ・ーセ︾
りたり︒﹂

住持驚きて︑﹁︿略﹀﹂と
﹇従事致居﹈︵ラ

問 へ ば ︑ 書 師 ︿ 略 ﹀︒

十一483図
じゅうじいたしお・り

変︶1從事致居り︽ーリ︾
が盛に開墾に鬼事致居り︑其の有様

十一㎜2薩困 か㌧る庭にても日本人
はく略﹀︒

終始一貫 す る

しゅうしいっかん・する ﹇終始一貫﹈
︵サ変︶1

十二柵2 老僧の終始一貫した根氣は︑
遂に村人を恥ぢさせ た も の か ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

じゅうじかんぜんご ﹇十時間前後﹈
︵名︶1 十時間前後
十3510 運河は全長五十心耳り︑凡そ
十時間前後で之を航することが出身
る︒

しゅうせい一じゅうねんめ

686

質素でおし通して︑武人の手本と仰
がれるやうになった の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

習性

三目6

五

お花⁝⁝⁝十二

十二

白ウサギ⁝⁝⁝十二
かるた取

十一一かるた取

五

三目13十二右ト左
三352十二右ト左
四目6

﹇習性﹈︵名︶1

四目13

しゅうせい

見ると︑それみ＼違った面白い習性
十二

一口話

︸口話

十二

十二

五458圏

五目13

五目5四⁝⁝⁝十二

十ニー09 又いろくの鳥を注意して

衆星

四466

﹇衆星﹈︵名︶1

を も っ て み る の で ︑︿略﹀︒

しゅうせい

十二974 今や直垂は衆星の中の満月
の如く國中から仰がれる身となった

﹇十二﹈︵名︶6

﹇▽じんじょうしょうがくこくごとくほ

じゆうに

じゅうたい εごじゅうたい

が︑︿略﹀︒

じゅうだい ﹇重大﹈︵形状︶2 重大
のう

がありました︒

六567

あの子は十二︑落葉松は

十二月十八日

いや︑それは財産や傘入の

十人

く略V︑其の差だけが銀行の

多少によって違ひます︒

八811園

十538囲

喜入になるのだ︒

じゅうにん ﹇十人﹈︵名︶2

御主
﹇十二月

二十

十二月十四日

十一一月十四日

四旦︵名︶1
八461團
人様
十八日﹈︵名︶1

じゆうにがつじゅうはちにち

野竹次郎君
﹇十二月

十二

十年半り

︿略﹀船長を始め十人許の乗

十年一日

じゅうねんまえ ﹇十年前﹈︵名︶1 十

︿略﹀︒

としてのみの手を休めない僧の四境

十二研6 ︿略﹀︑十年一日の如く黙々

1

じゅうねんいちじつ ﹇十年一日﹈︵名︶

やうく一人前の番頭になり︑︿略﹀︒

九519園

十年盤りもしんばうして︑

じゅうねんあまり ﹇十年余﹈︵名︶1

に之を造り上げたのである︒

費用とを費して︑我が大正三年︑遂

十366 ︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の

の財産家となった︒

て︑十年もた＼ぬ中に︑町でも屈指

九525園 ︿略﹀︑店はだんだん繁昌し

じゅうねん ﹇十年﹈︵名︶2 十年

けた︒

組員は︑．ひとしく目を其の方向に向

二見1

人許の船員がすがり附いて︑︿略﹀︒

十794団十二月十八日号安雄水 十253 岩の上に残った船艦には︑十
じゆうにがつじゅうろくにち

十二月十六日

村尾伸足

十二

﹇▽さんがつじゆうにに

十二月十六日

十六日﹈︵名︶1
淺吉殿

八474囲
じゅうににち

﹇十二人﹈︵名︶1

ち・じゅうがつじゅうににち
人

ひめ

十二

十二人いるうち︑十一人まではあり

六511

﹇十二年﹈︵名︶1

ましたが︑︿略﹀︒

﹇十二番﹈︵名︶1

︸番二番三番と︑十二番の舞
十二

年前

﹇十二枚﹈︵名︶1
まい

目

じゅうねんめ ﹇十年目﹈︵名︶1 十年

ると︑實に十数倍である︒

十888 ︿略﹀︑之を十年前の額に比べ

﹇収入﹈︵名︶2

︿略﹀でした︒

しゅうにゅう

牧入

四507 道子が十二まい︑みよ子
が十まい︑國太郎が九まい︑

じゆうにまい

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

六524

番

じゆうにばん

今に勝負がきまらない︒

七461園戦をはじめてから十二年︑

年

︿略﹀︑ちやうどお前と同じ じゆうにねん

あの子のせいより低かった︒
九514園

12

十二の年だつたさうだ︒

十一25図

︿略﹀︑通例十二箇月を一

﹇十二箇月﹈︵名︶1

十二観図12
十二箇月

じゆうにかげつ

十一933園

年とするが︑此の㎝年は一回鋪年よ
り約十一日少いから︑︿略﹀︒

﹇十二月十
十二月十五日

じゆうにがつじゅうごにち
五日﹈︵名︶1

﹇十二月十

六433囲十二月十五日兄から千
じゆうにがつじゅうよっか

太どの

︿略﹀︑舞姫をあつめました︒

唐糸には其の下山一一になる娘 じゆうににん

んまきじゆうに・はちじゆうにおがわ

一膿︿略﹀︒

十﹇16 これほど我々に重大な關係
のある太陽とは︑

六992團

六71図

十一232 ︿略V︑判事・検事・回護士
の任務は極めて重大なものといふべ
12

きである︒

し つ
しゅうちょう ﹇酋長﹈︵名︶1 酋長

十二838図 止むなく南方のノテトと
しう
いふ庭に引返し︑酋長コー二の宅に
留りて︿略﹀︒

じゅうなんど 3せっしれいどいかじゅ
うなんど
じゅうなんまん ﹇十何万﹈︵名︶1 十
何萬
︿略﹀︑元からおしよせた船で

おほはれた︒藤本萬といふ大軍であ

六797

る︒

じゆうに ﹇十二﹈︹課名︺11 十二←

二目13 十ニ ネズミノチエ

だいじゆうに︒だいじゆうにか

一一267 十ニ ネズミノチエ

12

687
じゅうはち一じゅうりょう

九536園 社長さんが銀行の頭取にな

四967︿略﹀︑父がうたれてから

﹇獣皮﹈︵名︶1

本といふ宿場があります︒
じゅうひ

︿略﹀其の長所を知って︑

分に濁創力を爽揮し︑︿略﹀︒

十二儲10

十分

どうか今から十分海になれ

城中には十分水の用意がして

﹇十分﹈︵副︶6

之を十分に獲揮すると共に︑︿略﹀︒

じゅうぶん

あった︒

六926
七613園

しかしフランス王は︿略﹀︑

十まい

道子が十二まい︑みよ子

﹇十枚﹈︵名︶1

騎十萬騎

与しゅうじつしゅうや

しゅうよう ﹇修養﹈︵名︶1 修養

しゅうや

︿略﹀︑かうして修養にも實

行にも︑骨を折ってをられるのを︑

十152圏

︿略﹀︒

じゅうよう ﹇重要﹈︵形状︶4 重要

十一109此の地は交通上重要な位置

貿易上里も重要な關係をも

を占めてみて︑︿略﹀︒

凡そこれ等の木材は︑

つてみるのは︑日・英・米三國で︑

十一113

︿略﹀︒

十二462図

かしは又なら・くぬぎと

何れも重要ならざるはなけれど︑

︿略﹀各種の用に供すべく︑随って

︿略V︒

共に薪炭材として重要なるものなり︒

十二488図

修養機關

十﹇910

其の外各種の學校や︑博物

館・品書館等の修養機關︑︿略﹀等
こ
の娯樂機關が到る庭に散在してみる︒

しゅうよう・する ﹇収容﹈︵サ変︶1

親子は非常な危除ををかして︑

牧即する ︽ーシ︾

人々をボートに牧上し︑︿略﹀︒

十281

十里

大車は平囲障で︑十万騎をじゅうよっか﹇▽じゆうにがつじゅう

たひらのこれもり

よっか・よくじゅうよっか

大阪ノ西十里二神戸アリ︒
れふ

じゅうり ﹇十里﹈︵名︶．︐1

十一桁9

れふ
ふと向ふを見ると︑銃狸に

じゆうりょう ﹇銃猟﹈︵名︶1 銃猟

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった 七296図

引きつれて︑︿略﹀ちんを取りまし
た︒

六976

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑
︿略﹀︒

しゅうようきかん ﹇修養機関﹈︵名︶1

︿略﹀︑商責の仕方は十分心

て置くやうにしてもらひたいのであ
ります︒

︿略﹀︒

︿略﹀といふことは︑我々

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

十価4園此の温室は南を受けてみる

得てみるので︑︿略﹀︒

九551園

十分

農産物などが︑︿略﹀︑それぐ貨幣
﹇十分﹈︵形状︶9

まだ十分にじゅくしてみな

じゅうまい

眞心のこもってみるのを認め︑︿略﹀︒

コーデリヤの簡軍な答の中にも十分

十二709

が十分心得てみる事である︒

︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑 十一189

な裁判をする︒

何とぞ十分の御養生あ

のある者を十分に取調べて適當公平

十一204

い實は︑︿略﹀︒

九510團

じゅうぶん

の役目をしたこともあった︒

十一788石・貝・家畜・獣皮・布・

獣皮

十616園．此．虜から十八町程先に︑山

十八町

じゅうばつちょう

とげました︒

十八年目にめでたくのぞみを

カ ゲヱ

山がら
峠か ら 町 へ

裁判⁝⁝⁝十八

峠か ら 町 へ

蔚弟⊥ハ加課

﹇十八町﹈︵名︶1

つてからちゃうど十 年 目 の 秋 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

じゅうはち ﹇十八﹈︹課名︺11 十八

カ ゲエ

﹇▽だいじゅうはち︒ だ い じ ゅ う ば つ か

二目6 十八
二541十八

をののたうふう
をののたうふう

二目9 八 月 ⁝⁝⁝十八

三目6 十八
三544十八

鎌倉攻⁝⁝⁝十八

山がら

四目7 十八
四677十八
五目6 十八
五631十八
七目7 第六
十一目7

﹇十八﹈

︵名︶2 18

じゅうはち

六71図 18

切に祈申候︒

四508

が十まい︑︿略﹀︑友一はたった

十一753園

よくわからないと十分なことは出勤

自分で思ふま＼に造り出す

︿略V摸倣の域を脱して十

十万

二まいでした︒

十一一梛6

がなく︑︿略﹀︒

創造力は︑十分に嚢揮せられたこと

十二掛1

言へないのでございます︒

十二689園私は胸にある事が十分に 六228

はっきりときまった︒

十ニー210 ︿略﹀彼の博物學者としてじゅうまん ﹇▽いちたいじゅうまん
そ
じゅうまんき ﹇十万騎﹈︵名︶2
の基礎が十分に出來︑一生の方針が

ない︒

︿略﹀︑どうも古い言葉が

りて︑一日も早く御全快なされ候様

十﹇421忙中
﹇十八時間﹈︵名︶1

十二櫃図 18
十八時間

﹇▽い ち が つ じ ゅ う は ち

︿略﹀︑たった十八時間で着

じゅうはちじかん

八714国
きました︒

じゅうはちにち

十

にち・さんがつじゅうはちにち︒じゅ
﹇十八年﹈︵名︶1

うにがつじゅうはちにち
じゅうはちねん
八年

﹇十八年目﹈︵名︶1

を始めてより十八年の後に至りて︑

十一御1図 ︿略﹀鐵眼が初度の募集

︿略﹀︒

じゅうはちねんめ

十八年目

じゅうるい一しゅじゅ

688

出たらしいりっぱな騎馬の人たちが︑
︿略﹀︒

七835 海ニハ又獣類ガスンデヰル︒

じゅうるい ﹇獣類﹈︵名︶1 獣類

四945 ︿略﹀︑十郎﹁五郎︑かほを

じゅうろう ﹇十郎﹈︹話手︺1 十郎

見 せ よ ︒ ﹂ 五 郎 ﹁ 兄上︒﹂
が

じゅうろう ﹇十郎﹈︹人名︺4 十郎
そ

の年に︑︿略﹀︒

﹇十六﹈︵名︶2

十六与

ぜんじゅうじじゅううっぷん・だい

じゅうろく
じゅうろくだい・めいじじゅうろくね
ん

じゅ

生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

九774五時間目の授業がすむと︑先
しゃつた︒

かわのしゅく・いっしゅく・いまじゅ

しゅぎょく ﹇▽きんぎんしゅぎょく
しゅく
尊は其のころ︑︿略﹀︑御年は しゅく﹇宿﹈︵名︶2善言﹇▽あべ

置いたのが︑今日はもう熟しきった

じゅくす

まだ十分にじゅくしてみな

﹇熟﹈︵五︶1

与どうしゅくしやく

やうな顔をして︑︿略﹀︒

じゅく・す

しゅくしゃく

九510国

︽ーシ︾

シ︾

い實は︑中にきれいな水があります︒
しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな じゅく・す ﹇熟﹈︵サ変︶1 熟す ︽一

わっかに十六でいらっしゃいました

五417

七623

く

十六のお前が︑旅費も乏し

が︑︿略V︒

九269國

い程の客でございました︒

會

じゅ
R授業﹈︵名︶1 授業

︸日祝賀會の席上で︑人々が

︿略V︒

一日祝賀會の席上で︑人々が

しゅく・する ﹇祝﹈ ︵サ変︶1 祝する

︽ーシ︾

く略V︑コロンブスの成功を祝します

八756

此上から十八町尽先に︑山

﹇宿場﹈︵名︶1 宿場

と︑︿略﹀︒

しゅくば

本といふ宿場があります︒

十617園

十一524

切付には齢程熟練を要する︒

じゅくれん ﹇熟練﹈︵名︶1 熟練

六652

昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ

しゅこう ﹇手工﹈︵名︶1 手工

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰタ時︑

︿略﹀︒

十864

種々の品物が遠く外学から輸

しゅじゅ ﹇種種︺︵名︶6 種種 種々

我が國は種々の品物を輸入し

入されるのは︑︿略﹀︒

十875

十一793 ︿略﹀︑形の上に種々の工夫

︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑ てるるばかりでなく︑︿略﹀︒

此の前まだ少し早いと言って残して

九9910

コーヒーの實を手にてこき落し︑

十﹁729次の宿のさきまで行ってみ 十一鵬7隈團 大勢の人々が熟したる
たが︑やはり追ひつけなかった︒

其の高弟の言行を集録したるものに

八755

論語は︑︿略﹀孔子及び しゅくがかい ﹇祝賀会﹈︵名︶1 祝賀

して︑︿略﹀︒

十一64図

四897 曽我兄弟は兄を十郎︑弟 い旅先で親に別れては︑︿略V︒
しゅうろく︒す ﹇集録﹈ ︵サ変︶1 集
を五郎といひました︒
四898 十郎が五つ︑五郎が三つ 録す ︽ーシ︾
四908 ︿略﹀︑十郎はなみだをお
さ へ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と答へました︒

かはるぐ立って︑コロンブスの成

六日呂じゆうにがつじゅうろくにち

祭日

日食・月食が何時になるかといふや

︿略﹀︑祝祭日・土用・彼岸・入梅・

十﹁903

僕はこれまで暦といふと︑

功を祝しますと︑︿略﹀︒

は二十︑︿略﹀めでたくのぞみ

四966 ︿略﹀︑十郎は二十二︑五郎 じゅうろくにち ﹇十六日﹈︵名︶1 十

八相3国來る十六日は私の誕生日で︑ しゅくさいじつ ﹇祝祭日﹈︵名︶1 祝
主義

ちやうど日曜日ですから︑︿略﹀︒

をとげました︒
じゅうろく ﹇十六﹈︹課名︺12 十六

﹇主義﹈︵名︶1

うな事を見るものとばかり考へてる

十︻77図孔子は他人を正す前に先

しゅぎ

づおのれを正し︑近きより遠きに及

二目4 十六 ユキダルマ

←だいじゅうろく・だいじゅうろっか

すを以て其の主義としたり︒

宿志

然れども早上少しも屈せ

﹇宿志﹈︵名︶1

たので︑︿略﹀︒

ニ目8七ユフヤケー・⁝十六

修行

︿略﹀︑人知れず宮殿を出て しゅくし

﹇修行﹈︵名︶4

ぼ

ず︑再び募集に着手して努力するこ

十﹁伽2図

と更に早年︑効果空しからずして宿

かねて繹迦の徳をしたって

志の果さる＼も近きにあらんとす︒

十二936

修行の途に上った︒

十二933

しゅぎょう

二387 十六 ユキダルマ

三目4十六私ノ村
三娼− 十占ハ 私ノ村

四目5 十六 大工小屋

みたマガダ國王は︑修行を思ひ止ら

四576 十六 大工小屋

せようとして︑︿略﹀︒

十二941園自分一人で修行をしよう︒じゅくしき・る ﹇熟切﹈︵五︶1 熟し

五目4 十六 日本三景

十二9410

五562 十六 日本三景
七目6 第五 れんげさう⁝⁝⁝十六

じゅぎょう

めてしまったものと思ひ︑︿略﹀︒

︿略V︑繹迦が全く修行を止 きる ︽ーッ︾

八目8 第四 武鑑の幼時 ︿略﹀三
雀の子⁝⁝⁝十六

十目5 第四 馬市見物⁝⁝⁝十六
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しゅじゅさまざま一じゅしんにん

主上

酒食

主人﹇▽こ

︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

弟子たちも此の主人を見限つ

ひ

主人は三本目鉢の木を切り

秘藏の梅・松︒櫻の鉢植なり︒

十673図

主人はけんそんして言はず︒

てるうりにたきぬ︒

十678図

十685図 ︿略﹀︑主人はやがて方南を

一語々々︑心の底よりほど

改めて︑︿略﹀

ばしり出つる主人の物語に︑いたく

︿略﹀氣品高き婦人立出で 十697図

後日︑人が主人に向って︑

後日︑人が主人に向って︑

︿略V︑宣長はかねて買ひつ

さうして新上屋の主人に︑

十一一伽5㈱團 主人の使などにまみる

二

︹題名︺2

主

︿略﹀ 二 主

主人から小ぞうへ

︿略﹀主人の持來れるは︑ じゅしんにん ﹇受信人﹈︵名︶1 受信

八463

人から小ぞうへ

八目20 第十二 手紙

人から小ぞうへ

からうじて僧をともなひ錦 しゅじんからこぞうへ

ひ出し申候︒

途中︑小学校の前を通りては︑郷里

主人は僧の後を追ひて外に

の學校のおもしろかりしことなど思

︿略﹀と頼んでおいた︒

十一732

く迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

けの古本屋に行くと︑主人は愛想よ

十一711

﹁︿略﹀︒

︿略﹀と尋ねた︒主人は答へて︑

十梱9

︿略﹀と尋ねた︒

十捌7

入れた︒

さしおいて︑或一人の青年をやとひ

︿略﹀︑主人はそれ等の人々を

て︑﹁折あしく主人が留守でござい

僧は改めて主人に一宿をこ

主人は急ぎて家に至りぬ︒

十侶5

動かされたる旅僧は︑︿略﹀︒
されど婦人は︑︿略﹀︑おの

十613図
へり︒

十614図

きぬ︒

出でぬ︒

十632図
十636図

﹁︿略﹀︒﹂

十648図
十663図

り︑僧に向ひて︑天略﹀︒﹂

主人はうちうなづきて出來

れる主人は︑物かげに妻を呼びて︑

十644図

はるかに行過ぎたる僧は︑︿略﹀︒

主人は聲を限りに呼べど︑

はいたく心動きて︑﹁︿略V︒﹂

十628図

同情深き妻の言葉に︑主人

いふに︑僧は返す言葉もなくて出行

されど主人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

十614図

此の家の主人なるべし︒

十605図︿略﹀此方へ來かかれるは︑

り︒

れは主人を迎へにとて外に出行きけ

十602図

ますので︒﹂とことわりぬ︒

十5910園

て︑︿略﹀︒

十469

味方の勝利を語るやうに︑︿略﹀︒

山川4

人の顔を見下し︑︿略﹀︒

やがて酒食を出したれど 二丈8 ︿略V︑訴へるやうな目付で主

﹇主人﹈︵名︶37

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧

十二865図
みず︒

さて主人に火事の話をして︑

義悪金のことをいひ出すと︑︿略﹀︒
しやう

主人の家が大きな醤油屋

︿略﹀︑年占の貯金と主人か

ゐ

北風の主人は若い騎兵中尉で︑
︿略﹀︑北風も外の軍馬と同じ

北風は︑主人の手がかうして

北風は︑主人の膿がくらの上

しかし主人をうしなったと思
さうして主人がこひしくなつ

主人の姿を見つけると︑静か
︿略V︑そっと顔を主人の肩の
あたりへすりよせた︒

九柵6

に其のそばに立止った︒

九m3

て︑今來た方へ一散にかけもどった︒

九㎜10

ふと︑︿略V︒

九㎜5

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九佃10

つたから︑︿略﹀︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価5

つた︒

やうに︑主人にしたがって戦地へ向

九佃1

たいそう北風をかはいがって︑︿略﹀︒

九二8

らもらった金を資本にして︑︿略﹀︒

九521囹

だったので︑︿略﹀︒

九515園

六677

主人がひどくしかってみた︒

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

六672．或物持の所へ行くと︑下男が

しゅじんさま・こぞうからしゅじんへ

しゅじん

︿略V︑博物學や地質學の實

をこらして︑︿略﹀︒

十一一128

地研究につとめ︑種々の材料を集め
て本旨に蹄つたのは く 略 ﹀ ︒

十ニー56図 勿論今日我が國にて獲行

﹇種 種 様 様 ﹈ ︵ 形 状 ︶

︿略﹀︑六年の間種々の苦行

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑
︿略﹀︒

を試みた︒

十二943
しゅじゅさまざま

2 種々様々
九2210囹 しかし此の農學といふ學問
は︑種々檬々の事を︑忌地と學理の
爾方から調べて行かねばならぬので︑
︿略﹀︒

十一786 しかし今日の貨幣や紙幣を
案出するまでには︑人間は實に種々
心々なものを使用してみたのである︒
重星

︿略﹀︑とりでの守將中川

﹇主将﹈︵名︶1

十一248図

しゅしょう

﹇主上﹈︵名︶4

清秀︑士卒を指揮して防ぎ戦ふ︒
しゅじょう

時 早 く も 義 兵 を 無 げしが︑︿略﹀︒

ぎ
十㎜6図 主上さきに笠置におはせし

十㎜9図 然るに今主上隠岐にうつさ
れ給ふと聞き︑︿略﹀︒
ゐんのしやう

給ふ︒

十王10図圏 主上はや院庄に入らせ
十王1図 主上は詩の心を御さとりあ

﹇酒食﹈︵名︶1

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給
ひぬ︒

しゅしょく

じゅしんにんきょしょしめい一しゅとして
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主張を助け︑︿略﹀︒

手・附添七条は代理人となって其の

﹇出現﹈︵名︶1

呂いんさつじゅつ

七癖図図 議信人の居所氏名を受信人
じゅつ
しゅつげん

これ等の映匙なき電燈の

一昨日朝ロンドンを出獲

﹇出版﹈︵名︶4 出版5

して午後早くパリーに着きました︒

十二312田

しゅっぱん

しかも其の巻敷幾千の多

だいしゅっぽん

十一伽7図

︿略﹀︒

鐵眼大いに喜び︑將に出
我が一切纒の出版を思

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑

十﹁旧2図園

版に着手せんとす︒

十﹇伽6図

きに上り︑これが出版は決して容易

出水

出現は當時の人の最も希望する所な
﹇出水﹈︵名︶2

の業に非ず︒

しゅ．っすい

りき︒

十二m10図

出現

人

に知らする必要あるときはく略﹀

じゅしんにんきょしょしめい ﹇受信人
居所氏名﹈︵名︶1 受信人居所氏名

七寵図 受信人居所氏名
﹇主人夫婦﹈︵名︶1

たまく大阪に出水あり︒

主人夫婦

しゅじんふうふ

十﹇伽8図

﹇出世﹈︵名︶1

いとぐちである︒

立す

︽ーシ︾

ひのき
︿略﹀︑唯杉戸に檜一本

しゅったつ・す﹇出立﹈︵サ変︶1出
十﹇482図

﹇出発﹈︵名︶3

出嚢

﹇▽ゆしゅつにゅう

を書がきて東國へ出立しぬ︒
しゅつにゅう

しゅっぱつ

九卿6園今日投票ノ爲二二ツタノモ
手や足の關節を曲げたり延

出生ノ時カラノ豫定ナノダ︒

十﹁839

彼が探検船ビーグル號に乗

︽ーセ︾

一代の事業として一切纒

﹇出版﹈︵サ変︶1

きて出版の事業を中止し︑︿略﹀︒

版す

しゅっぱん・す

十一備2図

出版

苦心に苦心を重ねて集め

﹇出版費﹈︵名︶1

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀︒

しゅっぱんひ
費

十﹁桝10図

出

﹇酒呑童子﹈︹人名︺6

二733

ソコデ天子サマカラ︑

︿略﹀︑シユテンドウジヲタイヂセ

シユテンドウジハホンタウ

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ

二75一

ソノバンシユテンドウジ

テヤリマシタ︒

シユテンドウジハオコツテ

ハサケニヨツテネマシタ︒

一一755

二765

ライクワウノケライモ︑

クルヒマハリマシタ︒

シユテンドウジノテシタヲノコ

二777

ラズタイヂシテシマヒマシタ︒

そ

スナハチ物ノ償ノ高下ハ︑

く略V︑當社の用材は主とし

ひのき

米國が此の運河を造るに成功

火の熱は︑初め主として食

であるが︑︿略﹀︒

物を調理するのに用ひたもののやう

十一672

たので︑︿略﹀︒

て南米ブラジルのパラ州から産出し

十一503此の種のゴムが︑昔主とし

鷹下したからであった︒

したのは︑主として︑最新の學理を

十369

て木曽産の檜なりとそ︒

き

十210図

ナリ︒

主トシテ需要ト供給トノ關係ニヨル

九466図

主として

しゅとして ﹇主﹈︵副︶7 主トシテ

︿略﹀︑漁火の波間に出没

﹇出没﹈︵サ変︶1

たる出版費は︑遂に一銭も残らずな
りぬ︒

しゅつぼつ︒す

シタ︒

損してみる︒

ニ715 ムカシ大江山ニシユテン 十二519 これは主として周團が山で︑
流れ込む川に大きいのがないのに原
ドウジトイフワルモノガヰマ

シユテンドウジ

しゅてんどうじ

する夜景もまた一段の趣あり︒

十一344図

出護の日近づくや︑林藏 没す ︽ースル︾

ばしたりして︑出護の丁令を待つ︒

十二849図

﹇出発﹈︵サ変︶2

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑
︿略﹀︒

しゅっぱつ・する

十八ー26

込んで意氣揚々と本國を出護したの
は︑︿略﹀︒

出

七787 これがそもく藤吉郎出世の 十一伽9図 ︿略﹀︑喜捨せる人々に説

しゅっせ

出水の比に非ず︒

十704図 旅僧もまた主人夫婦の情心

手段

出世

く略V︑人々の困苦は前の

じゅ

十一伽6図

﹇数珠繋﹈︵名︶1

にしみて︑そゴうに別れがたき思あ
りQ
じゅずつなぎ

九792 中からみづくしい白茶色の

ずつなぎ

朱線

玉が︑じゅずつなぎになってころ
﹇朱門﹈︵名︶1

くと出て來た︒
しゅせん

十一364 地圖の中の︿略﹀︑元方で

﹇手段﹈︵名︶2

園んであるのが今年伐採する庭︑
︿略﹀︒

しゅだん

るとか︑私利によって勧誘するとか

十一緬5 まして威力によって強制す
いふやうな手段を用 ひ た り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一価5 ︿略﹀とかいふやうな手段

主張

を用ひたり︑又此の手段に動かされ
﹇主張﹈︵名︶2

た り す る の は ︑ ︿ 略﹀︒

しゅちょう

みとめれば︑其の借金を返すやうに

十一194 ︿略V︑貸主の主張を正當と 出獲する ︽ーシ︾

︿略﹀︑原告・被告の相談相

借主に命ずる︒
十一2110

691
しゅにん一じゅんじょ

十二磁9

︿略﹀︑主として我々國民に

それだけすぐれた素質があったから
且vしんすいしゅにん

である︒

しゅにん
﹇朱塗﹈︵名︶1

朱ぬり

しゅぬり

五588 朱ぬりの社殿が山のみどりを
後にして︑たいそうきれいに見えま
す︒

じゅばん

じゅばん

︿略﹀︑あの赤いじゅばん

﹇嬬衿﹈︵名︶1

三716
ジュピター

員ありて︑︿略﹀︒

十二458図今其の主要なるものを墨
ひのき
ぐれば︑杉・檜・︿略﹀・なら・くぬ
ぎ等なり︒

にあり︒

スナハチ物ノ贋ノ高下ハ︑

︵サ変︶1

受

十一4910

︿略﹀ゴムの木といってゐ

る︒これには種類が多く︑一番よい

のはパラゴムといふのである︒

十一673 ︿略﹀︑時代が進んで燃料の

んく轟くなって來た︒

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

我が國に産する木材は其

の種類頗る多し︒

十二458図

聞けば︑雑誌の類は號の順

しゅん
﹇瞬間﹈︵名︶1 瞬間
しゅん

思はず﹁萬歳︒﹂と叫んだ︒

つかれも何も忘れてしまって︑僕も

十一875 ﹁︿略﹀︒﹂かう思ふ瞬間︑

しゅんかん

に並べておいて︑︿略﹀︒

十一1610

︿略﹀︑近年ゴムの需要が激 じゅん ﹇順﹈︵名︶1 順

く略V庭々のとりでより 領す ︽ーセ︾

春季皇璽祭

︵名︶1

クワウレイサイ

軍のおきてにしたがひ しゅんきこうれいさい ﹇春季皇霊祭﹈

て︑他日我が手に受領せば︑長く

七鵬4図彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其

種類

ブダウニハ︑マダイロくノ

﹇種類﹈︵名︶7

十5図樹林
しゅるい

五97一

此ノ他海藻ニハマダタクサン

種類ガアルトイヒマス︒

七862

ナ種類ガアツテ︑︿略﹀︒

寓眞ノ看板モアリテ︑看板ノ種類ハ

八618図此ノ他︿略﹀︑窩野屋ニハ︑
キハメテ多シ︒

けん
大方は︿略﹀献木にて︑
︿略﹀︒種類は大てい我が國に産する

十62図面

限りを蓋くし︑産地は日本全國にわ
たれり︒

じゅんじょ

て行く︒

今度は前と反封に︑順次に三

︿略V最初の裁判に不服な

︿略﹀︑三十人の一組は二列

じよ
﹇順序﹈︵名︶2 順序

順

になって︑順々に水の中へとはいつ

十一脳2

に

じゅんじゅんに ﹇順順﹈︵副︶1 順々

訴する︒

者は︑控訴院・大審院にと順次に上

十一214

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十357

じゅんじ ﹇順次﹈︵副︶2 順次

秋季皇蜜祭ヲ行ハセラル︒

ノ中日二︑春ハ春季皇露祭︑秋ハ

クワウレイサイ

いたはり養はん︒

九433図鴎囹

﹇受領﹈

要の多きこと我が國の木材中第一位

十一一465図殊に杉は︿略﹀︑其の需

増したために︑︿略﹀︒

十一507

ナリ︒

主トシテ需要ト供給トノ關係ニヨル

九466図

ところがめぐみ深いジュピ じゅよう ﹇需要﹈︵名︶3 需要

︹人名︺一

はねえさんので︑︿略﹀︒
ジュピター

九922園
ターといふ神様が︑それを見て︑
︿略﹀︒

首府

目下滞在中のリオ︑デ︑

﹇首府﹈︵名︶2

十一撹9圏團

しゅふ

ジャネーロ市は︑ブラジル國の首府

ジュネーブから ︹題名︺一 ジュネー
ブから
にて非常に景色よく︑︿略﹀︒

十︻283図

じゅりょう・す

︿略﹀︑マガダ國の首府王舎

城の附近に來た︒

十二935

十二358 五 ジュネーブから
ネーブ湖上

ジュネーブこじょう ︵名︶一 ジュ

ンブラン橋のてすりにもたれて︑

十二362国 私は今ジュネーブ市のモ しゅへい ﹇守兵﹈︵名︶1 守兵
來れる守兵と合して︑追撃すること
趣味

頗る急なり︒

﹇趣味﹈︵名︶1

ジュネーブ湖上の風光に見とれてゐ
しゅみ

ます︒

ジュネーブし ︹地名︺一 ジュネーブ

樹木

ごく小さい時分から動植物 じゅりん ﹇樹林﹈︵名︶1 樹林

に深い趣味を持ち︑︿略﹀︒

十二99

﹇樹木﹈︵名︶2

思ふに落雷の爲に樹木が燃
︿略﹀︑密生した樹木の枝と

世界に名高きブラジル

﹇主要﹈︵形状︶3

火から︑︿略﹀︒

しゅよう

十一鵬4圓團

主要

枝がすれあって起つたりした自然の

十一662

えたり︑︿略﹀︒

十一662

じゅもく

十二3510團私は今ジュネーブ市のモ

市

﹇▽ごじゅの う く だ さ る

ンブラン橋のてすりにもたれて︑
︿略﹀︒

じゅのう

ジュノー ︹人名︺2 ジュノー

大そう美しい人だつたので︑ジュ

九914囹 おかあさんのカリストは︑
ノーといふ神様がそれをねたんで︑

とうとうカリストを熊にしてしまひ

コーヒーの主要なる産地も此の邊に
て︑︿略﹀︒

ました︒

九919園 此の大熊こそは︑先にジュ

十ニー71図

此の外︑國内各地は勿論︑
は
世界各國主要の地に特派員又は通信

ノーに形を愛へられたおかあさんの
カリストだつたので す が ︑ ︿ 略 V ︒

じゅんせいけっぱく一じょう
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葉集の研究を始めた と こ ろ が ︑ ︿ 略 V ︒

でんれいしょ・のうぜいこくちしょ・

せんめんじょ・ちほうさいばんしょ
序
じよ
十一754園 そこで先づ順序として萬しょ ﹇書﹈︵名︶2 書﹇▽ちょうぜい

招け︒

十985図園

しょう

﹇賞﹈︵名︶1

﹇商﹈几vぼうえきしょう

﹇将﹈﹇▽りょうしょう

じょう・せつだんだいじょう・ちきゆ

こうじょう・せいかつじょう・せいじ

﹇丈﹈←いちじょう・いちじょ

﹇状﹈︵名︶1

鐵眼此の状を目撃して悲

しみにたへず︒

十一仰1図

状3しょうか

﹇条﹈﹇▽じゅうさんじょう

じょう

じゅうじょう・にじょう・ひやくよ

よじょう・じゅうごろくじょう︒に

うごしゃく・さんじょう・さんびやく

じょう

えきじょう

うじょう・とりあつかいじょう・ぼう

しよう

︿略﹀︑軍功の賞として︑清正

賞

しょう
七佃4

﹇衝﹈﹇▽かいおうせいしょう

に名刀をあたへました︒
しょう

論語は︑︿略﹀面目をう しょ・う ﹇背負﹈︵五︶3 しょふ

書をした＼めて張世傑を

十一759囹 たゴ注意しなければなら めいめいしょろうどく
ないのは︑順序正しく進むといふこ
とです︒

十﹇65図
︽ーッ︾

じゅんせいけっぱく ﹇純正潔白﹈︵形
かゴふを得べし︒今此の書によりて

︿略﹀物費に來るおちいさん

しげたゴ

畠山重忠はひよどりこえのさ

いじょう・ねんしじょう

じょう

しよう

﹇仕様﹈︵名︶1

しやう

使用

︒

飼養

じょう・ふしみじょう

じよう

︿略﹀︑正義の念と愛野の情

︿略V︑王は信頼の情を面にあ

旅僧もまた主人夫婦の情心

く略V︑島民の之に封ずる

﹇場﹈﹇▽いちじょう・けいば

の情の獲露なり︒

尊敬は︑即ち其の國家に封ずる忠愛

十二648図

りQ

にしみて︑そゴうに別れがたき思あ

十704図

た︒

らはして︑フィリップを見下してゐ

十111

も︑︿略﹀︒

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

九367図

く略V︑大勢は人力の如何 じょう ﹇情﹈︵名︶4 情
﹇使用﹈︵名︶3

︿略﹀︑マッチの使用が廣ま

かうして出來た貨幣は極め

しやう

ひ︑其の飼養を注記してみる︒
﹇上﹈﹇▽がくもんじょう・こう

つうじよう・こんこうざんじょう・し

じょう

じょう

︿略V添書鳩の改良に力を用

﹇飼養﹈︵名︶1

て使用に便利ではあるが︑︿略﹀︒

十一794

我々は︑︿略﹀︒

其の使用に馴れきってしまってみる

十一782此のやうに便利なものも︑

るにつれてすたって來た︒

十﹁6610

しよう

ともしやうのないもので

十二㎜9園

しよう

九332 ︿略﹀︑ふろしき包をしょったじょう ﹇城﹈εおうしゃじょう・おお
あせ
さかじょう・ちはやじょう・なごや
せなかがじっとりと汗ばんで來る︒

ふし︑︿略V︒

か落しに︑馬をしょって下りたとい

七271

じょう

状︶1 純正潔白

正

しやう

が︑紺のふろしきつつみをしょって

五391

念﹈︵名︶3

あくまで初﹇念をひるがへさざる熱
心とは︑︿略﹀︒

彼の初一念は年と共に益く
堅忍不抜あくまでも初一念

固く︑︿略﹀︒

十二儒6

﹇正﹈︹話手︺2

を通すねばり強さが訣けてはみない
か︒

しょう

正﹁山びことは何のこと
でございますか︒﹂︹﹁正太郎﹂の

四324
略︺

﹇性﹈︵名︶1

﹇小﹈n▽くがっしょうさんじゅ

四328 正﹁はい︒﹂︹﹁正太郎﹂の略︺

しょう

うにち
しょう

來て︑︿略﹀︒

其の一端を述べん︒
﹇初

しょ ﹇署﹈﹇▽けいさつしょ

しょいちねん
念

初一

十二615図 く略V︑白地は我が國民の
﹇順 太 郎 君 ﹈ ︹ 人 名 ︺

純 正 潔 白 な る 性 質 を示し︑︿略﹀︒

じゅんたろうくん

1 順太郎君

準備

十131 高橋さんは︑すぐ前に居る順 十一伽5図 鐵眼の深大なる慈悲心と︑
﹇準備﹈︵名︶1

太郎君を見て︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂

じゅんび

春分

備が整ってみないといふのを口實に

十二718 ︿略V︑まだ父上を迎へる準 十二佃6

﹇春分﹈︵名︶2

して︑︿略﹀︒

しゅんぶん

で を 一 回 臨 年 と い って︑︿略﹀︒

十一928園 太陽暦は春分から春分ま
十一928園 太陽暦は春分から春分ま

︿略﹀︑やぶかうじの赤い實に

で を 一 回 臨 年 と い って︑︿略﹀︒
しゅんらん

九324

しゅんらん ﹇春蘭﹈︵名︶1 春蘭
しゅんらん

並んで︑春蘭のつぼみのふくらん
﹇所﹈且▽あんざ い し ょ ・ く さ い ば

だのも見える︒
しょ

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

しやうの強いもので︑︸度種 十554
く︒

七176

じむしょ・しゃむしょ・じゅうさんか

しょう

んしょ・さいばんしょ・さんかしょ・

しょ・しょうせんじょ・しょくじ

﹇省﹈←さんとうしょう

じょ・せいぞうしょ・せいまいじょ・
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じょう一しょうぎょう

じょう ﹇畳﹈且vさんじょう・にじょ
う・ろくじょう

九635
十悩3園

せうかい

りっぱな人の紹介状よりも︑

状を持って來た者や︑︿略﹀︒

︿略﹀︑千百百人の乗員が馬面 十梱4 ︿略﹀︑中には知名の人の紹介

にしたがって︑規律正しく活動する

何よりも︑本人の行がたしかな保謹

其の様は︑︿略﹀︒

です︒

しょういち ﹇正＝︹話手︺1 正一

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

十一一伽6國囲 ︿略﹀途中︑小学校の

前を通りては︑郷里の學校のおもし

ろかりしことなど思ひ出し申候︒

九二6園

紹べて上官の命令を守って︑

じょうかん ﹇上官﹈︵名︶1 上官

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九659

しょうがく﹇▽じんじょうしょうがくこ

副長もはや上甲板にあらはれ

じょうかんばん ﹇上甲板﹈︵名︶1 上

九675
くんれん

清められた乗員は︑これから訓練に
取掛るのである︒

甲板

める︒

﹇小学校﹈︵名︶3

消

九6310

上甲板洗

そこで五分間の休けいがあっ

上甲板洗は水兵の受持で︑先

て︑上甲板洗となる︒

﹁︿略﹀︒﹂のラッパが一きは高く

﹇上甲板洗

上甲板洗ひ方

間もなく當直心校から威勢

εすいじょうき

第六課

第⊥ハ調師

商業

商業

唯商業の取引の盛な部分は︑

上海は專ら商業の都市とし

て知られてみるが︑︿略﹀︒

十﹇117

相當に活氣を帯びてをり︑︿略﹀︒

十一104

三萬 しょうぎょう ﹇商業﹈︵名︶5 商業

十二盟−

十二目7

しょうぎょう ﹇商業﹈︹課名︺2 商業

じょうき

方︒﹂

のよい號令がか＼る︒﹁上甲板洗ひ

九648園

方﹈︵名︶1

じょうかんばんあらいかた

ひゴき渡ると︑︿略﹀︒

づ

九641

﹇上甲板洗﹈

て︑今日の天氣はどうかと空をなが

ふく

じょうしょうこくごとくほんまきじゅ

九619

くごとくほんまきじゅういち・じん

は右のちか道の方をいって
正

三381 正；してみませう︒ぼく

﹇正一﹈︹ 人 名 ︺ 7

みます︒﹂

しょういち
﹇乗員一同﹈︵名︶

うに

︿略V︑艦長をはじめ乗員一同しょうがくせい ﹇小学生﹈︵名︶3 小

らず︒

小學校

日本中の小筆校︑

十一価1國国殊に日本人の小学校あ
りて︑御前たちぐらみの子供が通學
し居るを見ては︑︿略﹀︒

︵名︶2

日本中の小學生︑ 八百 じょうかんばんあらい
八百萬の小學生︑ 四列

萬人ありといふ︒

學生

しやうが

は︑皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬禮
﹇生藍﹈︵名︶1

七52図圃

しょうが

する︒

九671

三202 小二郎は正﹁とうらの じょういんいちどう
山へわらびをとりにいきまし
1 乗員一同
た︒

三232 そのとき正一のおちいさ
んが︑たきぎをうまにつけて
そこへきました︒

七54図團

八十萬間つゴ
けん
大方は︿略﹀献木にて︑

になりて歩かんか︑

紹介状

小

他國の文明を消化して︑之

︽iシ︾

しょうか・する

︿略﹀︒

を巧みに自國のものとすることは︑

十二鵬8

化する

﹇消化﹈︵サ変︶1

中には小學生の奉りたるものも少か

十61図園

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

城下

くべし︒

﹇城下﹈︵名︶1

﹇商会﹈︵名︶1

仙毫様の城下であった︒
しょうかい

商會

九713園昔は竹に雀の紋所で名高い

じょうか

しい︒

て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美

三394 ︿略V小二郎の方が︑正一 九㎜5其の隣の畠にしやうがが︑根

よりもかへってさきにつきま
した︒

九568 正一の家でも︑親子三人︑庭
にすゑた打皇の前に並んで︑愛を打
つてみる︒

九578圏 正一も大分役に立つやうに
なったなあ︒

外焔の或田本で︑新聞紙に店
城外

学校

しょうがっこう

或時︑父王と共に城外に出しょうがつ 且Vおしょうがつ

﹇城外﹈︵名︶2

十二912

じょうがい

員入用の廣告を出した︒

九583 ︿略V︑母もすげ笠をそちらへ 十捌2
向けて︑︿略﹀︑正 一 を 見 て に っ こ り
した︒

九589 正一のうちの人たちに手つだ

て︑農夫の働く檬を見廻つたことが

紹介状

せうかい

近くありといふ︒

しかし彼は城外に出る毎に︑ 七62図圃
かなさを感じた︒

︿略﹀まのあたり見て︑悪く世のは

十二922

ある︒

乗員

ひもまじって︑七八人の男や女が向
﹇乗員﹈︵名︶5

ひA口づて︑︿略﹀︒

じょういん

安らかに眠を績けてるる︒

九613 並数百人の乗員は︑今もなほ

きて︑手早くつり床をく＼る︒

九627 すると乗員は︑一せいに飛起 しょうかいじょう ﹇紹介状﹈︵名︶2

しょうぎょうち一しょうじ

694

十二222 商業は之に学事する商人だ
けを利するためのものではない︒

ねたが︑始のやうに答へた︒

將軍はあとで︑御墓所に︑

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

八187

乃木大將と會見の
上下

所はいつ

八652囲

おとうさんは一昨日の正午

無事にサンフランシスコへ着きまし
た︒

﹇将校﹈︵名︶1

い顔をして︑﹁︿略﹀︒﹂

正作君

しょうさくくん ﹇正作君﹈︹人名︺1

正作君と大工の松さんは工

兵︑力松君は砲兵︑︿略﹀︒

六406困

﹁正さんこれはありがたう︒﹂

ます︒﹂と︑ ︿略﹀さし出せば︑

三303圃囹﹁ねえさんこれをあげ

將校﹇▽ しょうさん ﹇正﹈︹人名︺1 正さん

將校も兵士も皆一つになつ

とうちょくしようこう

しょうこう

山の敗報至る︒

九395図畏く略V︑敵の二軍ステッ 十一27！図 ︿略﹀︑二十日の正午大岩
セル
こ︑水師螢︒

﹇上下﹈︵名︶2

降器
しよう

昇降器
十799

昇降器がすさまじい勢で下り
昇降器を下りて︑あたりを見

商工業二項シテ︑品物・塗

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

やうに見える︒

しょうじ ﹇小事﹈︵名︶1 小事

は言ふにも足らぬ小事でござります︒

十二囲9圏 ︿略﹀︑徳川家の存亡など

十一48図

少時より學問に働み︑長

しょうじ ﹇小時﹈︵名︶1 少時

じて後魯の君に仕へ︑︿略﹀︒

障子

ソレデハシヤウジノム

一番先にしやうじやか

らかみが外へ出されました︒

四411

カフニオスワリナサイ︒

二545圏︺

しやうじ

今一商工業サカンニシテ︑ しょうじ ﹇障子﹈︵名︶6 シヤウジ

しょうこうぎょう

商工業

八959図

大工場多ク︑︿略V︒

七286図

﹇商工業﹈︵名︶2

まはすと︑周團の壁は皆石炭で︑

十805

て行くので︑目がまはりさうです︒

十801

昇降器に乗りました︒

︿略﹀︑案内の事務員と一所に しょうし ﹇将士﹈︵名︶1 將士
がいせん
十二801 ︿略﹀︑まるで凱旋の將士の

﹇昇降機﹈

しょうさん ﹇勝算﹈︵名︶1 勝算
←かめやまじょうこう
しょう
︵名︶3 昇
十一267図 此のま＼新手の兵を迎へ

て働かなければならない︒

全く上下の者が心を一にして︑ 九佃5囹

えるやうに其の上下にそだを置き︑

︿略﹀︑掘割の庭慮に水門を設

しょうこうき

さて山の木を︿略﹀きりそろ じょうこう

國難にあたったのである︒

六845

じょうげ

十二2310 昔は個人の利益を螢むのが
商業であると思はれてるた︒
︿略﹀ ︑ 随 っ て 商 業 の 本 質 が

商

理解されず︑商人の人格が重んぜら

十一一245

﹇商業地﹈︵名︶1

れなかったからである︒
しょうぎょうち

蒸
﹇上下﹈︵サ変︶2

又其の上にく略V︒

じょうげ・する

てある︒

﹇昭憲皇太后﹈

下するアイヌの丸木舟の便をかりる

十﹇6210

︿略﹀︑唯僅かに十勝川を上 ︿略V︒

けて︑たくみに船を上下する檬にし

十332

下する ︽ースル︾

上

へ︑それを︿略﹀立て並べ︑よくも

八736國 此所は有名な商業地ですが︑ 八314

業地

﹇蒸気力﹈︵名︶2

りっぱな學校もあり ま す し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

じょうきりよく

氣力

十二価9圏 諸機械の原動力であった

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣
つて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石炭の火力による

將軍﹇▽

蒸音力は︑多くの場合之に敵するこ

十二柵3囹

﹇将軍﹈︵名︶6

とが出辱なくなりました︒

に過ぎなかった︒

しょうぐん

エンミッヒしょうぐん・にしょうぐ

明治天皇・昭憲皇太后︑御

昭憲皇太后

せうけん

しょうけんこうたいごう

十24図

︹人名︺1

せうけん

ん・パルメニオしょうぐん・りょう
しょうぐんのあくしゅ・レマンしょう

物・扇・七三・織物等ノ産出頗ル多

ときより

ふる︒

じのやぶれを︑秋風がはたはたとあ

九222 ︿略﹀︑たて切ってあるしやう

さな犬ころが二匹︑︿略﹀︒

く略V︑最明寺入道時刻は 八38しやうじを明けて見ると︑小

さいみやうじ

三人とも物を言ってしまつ
たので︑上座の老僧がもったいらし

十﹇703

源左衛門常世か︒

るかの上座より︑﹁それなるは佐野

十714図

上座

二方のおほみたま︑とこしへに此所

小湖

﹇上座﹈︵名︶2

シ︒

十34図

しょうざ

にく略V︒

ぐん

八163 九つの時から將軍の若君竹千
代のおつきになった︒
ひでたゴ

ると︑長四郎であった︒

小宴
﹇正午﹈︵名︶3

十34図
しょうご

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

六悩5国昨日正午にこちらへ着いて︑

正午

八17！ 七三秀忠が刀を取って出て見 しょうこ ﹇小湖﹈︵名︶2 小引
八181 將軍は長四郎を大きな袋へ入
れ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂といって︑袋の口を

封じて柱に掛けた︒

八184 翌日になって︑將軍が又たつ

695
しょうじき一しょうずる

が降ってみる︒

である︒

十564

︿略﹀︑たまく顧命にみた

﹇飼養所﹈︵名︶4

飼養所

︿略﹀︑一定の飼養所から他の

上手

︽一

うんどうも上手です︒

或年選ばれた子どもの中に︑

二人とも字が上手になった

︿略﹀︑子供等はなかく上

︿略﹀︑小舟に乗じていよ

︿略﹀西洋人は此の瀬戸 じょう・ず ﹇乗﹈︵サ変︶2 乗ず ︽一

手に日本語を話します︒

九91囲

のに驚きました︒

八741国

すぐれて上手なものが二人あった︒

八66

デ︑︿略﹀︒

此の三色は︑自由・平 五257 ツバメハトブコトが上手ナ鳥

る＼ものにして︑︿略﹀︒

十二633図

今日文明の利器と稻せら

等・博愛を表すものと稻せらる︒

十二柵1図

る㌦ものにして︑直接間接に彼の天
才によらざるもの殆どなしといひて
可なり︒

十一351図

︽ーシ︾

十二831図

︽ーセ︾

生ず

用として使用せらるるに過ぎざりし

十二川4図

﹇上手﹈︵形状︶6

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑
︿略﹀︒

じょうず

十二856図 ︿略﹀︑コー二・林藏等の

けふ

一行八人は︑小舟に乗じて今の間宮

海峡を横ぎり︑︿略﹀︒

しよう・する ﹇使用﹈︵サ変︶3 使用

︿略﹀︑火を使用するのは人

普通傳書鳩を使用する方法は︑

︽ースル︾

十559

する

︿略﹀︒

十一658

類ばかりで︑他の動物には見られな

しかし今日の貨幣や紙幣を

い所である︒

案出するまでには︑人妻は實に種々

十一786

様々なものを使用してみたのである︒

︽ージ︒ーズル︾

︿略﹀︑したがって世界の航路

藥用にするものが多くありますが︑

く略V︑三羽ねらへば︑二八325 山野に生ずる草木の中には︑

十378

羽だけはきっといおとすほど
中村君は借問もよく出品るし︑

︿略V︒

五了2

の上手でございます︒

四642囹

く探検の途に上りぬ︒

ジ︾

大神其の胆心の厚きを賞

内海の風景を賞して︑世界における

しめ給ふ︒

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

十一一76図

海上の一大公園なりといへり︒

つて食物を取るやうに馴らして︑
︿略﹀︒

十565

︿略﹀︒

を見覧えさせて飛蹄らせるやうにす

十573

少少

まさつ

く略V︑摩擦によりて火を

﹇生﹈︵サ変︶2

が︑︿略﹀︒

生ず︒

十二87図

ジ・ーズ︾

しょう・ず

尚當地産の葛粉少少御

﹇少少﹈︵副︶1
くず

る事も出登る︒

しょうしょう

十一426圓囲

當時は軍に理化學の重量

︿略﹀︑飼養所を移動し︑其身しよう・す ﹇使用﹈︵サ変︶1 使用す

つて食物を取るやうに馴らして︑

食事所とし︑飼養所から食事所へ通

︿略﹀︑一方を飼養所︑一方を

食事所とし︑飼養所から食事所へ通

︿略﹀︑一方を飼養所︑一方を しょう・す ﹇賞す﹈ ︵サ変︶2 賞す

土地に連れて行って︑飛鋪らせるの

十559

しょうじょ

回復した︒

少女のさ＼げた牛乳を飲んで元船を

十一354 障子をあけてみるとまだ雨 十二948
︿略﹀︑書師は障子に身を

寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝起す

十一463図

正直

︿略﹀︑イタツテ正直デ︑正立

﹇正直﹈︵形状︶2

る様なり︒

しょうじき
七496
ノヤサシイ老人デシタ︒

な お 方 に 拾 は れ て ︑︿略﹀︒

﹇正直者﹈︵名︶1

正

七695園 それがあなたのやうな正直
しょうじきもの
直者

下 手 な の で ︑ ︿ 略 V︒

﹇上州佐野里﹈

七994 正直者の清正は人づきあひが
じょうしゅうさののさと

十595図 雪の日の夕暮に近き頃︑上

︹地名︺1 上州佐野の里
州佐野の里に︑︿略﹀たどり着きた
る旅僧あり︒

じょうじゅ・す﹇成就﹈︵サ変︶1成

見舞の印までに御送り申上二間︑御

︽ーセ︾

記す

受納下され度候︒
﹇上書﹈︵サ変︶1
︽ーシ︾

これ世に値嵩版と更せら

しょう・ずる ﹇生﹈︵サ変︶5 生ずる

︿略﹀︑其の上政治上の事で 十二483図中にもけやきはもくめ美

﹇称す﹈︵サ変︶4

まれて︑︿略﹀︒

しょう・す

十一欄3図

嶽の七本槍といふ︒

十一319図︿略﹀︑世に之を嬉して賎

︽ーシ・ーセ︾

構す

度々殿様に上書した爲︑役人ににく

九237園

上書する

じょうしょ・する

十一伽4図 ︿略﹀一切纏を出版せん
事を思立ち︑︿略﹀︑ちかって此のく
は だ て を 成 就 せ ん と︑︿略﹀︒

︽ーシ︾

﹇成就﹈︵サ変︶1

成就する

︿略﹀ちやうど三十年目に︑

じょうじゅ・する

十二柵5

少女

彼が一生をさ＼げた大工事が見事に
﹇少女﹈︵名︶2

成就した︒

しょうじょ

九92国 此の間も十ぐらみの少女が
﹁君が代﹂をうたってゐました︒

じょうずる一しょうねん
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に大きな攣動を生じたのである︒

十一32 此の黒嵩は多分表面に生ず
るうつ巻であらうといふ︒

十﹁Z2

︿略V地方裁判所に上訴し︑

十二伽9

さつま

︿略V會見を求めた︒西郷
たかなわ

は早速承知して︑芝︑高輪の薩摩屋

しば

尚其の裁判に不服な者は更に大審院
敷で會見したが︑︿略﹀︒

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

九363図

︿略﹀勇將レマンは︑部下

あった︒

六946

城中には十分水の用意がして
或朝︑夜明頃︑城中からうつ

﹇商店﹈︵名︶1

げんに此の學校の卒業生で︑

商店﹇▽

﹇昇天﹈←きょくじつしょ

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

しょうてん
しょうてん

く略V︑要塞は全く破くわい うてん

の將卒をはげましく︑︿略﹀︒

九369図
せられ︑將卒は多く戦死せり︒

︿略﹀︒

しょうてんち

小天

︿略V︑徒に此の小天地を理
國民とならしめた︒

想郷と観じて︑世界の大勢を知らぬ

十二燭3

地

﹇小天地﹈︵名︶1

商店の番頭になってみる者もあれば︑

八929

︿略﹀要所々々にそれ だいしょうてん
味方は今日の戦に將卒共

ぐ將卒を配置したり︒

十一258図
十一265図

にっかれ果てて︑物の用に立つべく
もあらず︒

︿略﹀︑やがて將卒のそろ

ふをも待たず︑﹁者ども績け︒﹂と馬

十一274図

六926

又地方裁判所で行はれた最 じょうちゅう ﹇城中﹈︵名︶2 城中

に上訴する︒

審院にと順次に上訴する︒

十一214

ので︑パラゴムの名が生じたわけで

十一504 ︿略﹀パラ州から産出した
ある︒

乗ずる

十二悩1 ︿略﹀︑いざといへば︑墨國 しょうそつ ﹇将卒﹈︵名︶5 將卒
﹇乗﹈︵サ変︶1

一致國難に當る驚風を生じた︒

︽ージ︾

じょう・ずる

商船

十二228 買ふ人の無智に乗じて安い
﹇商船﹈︵名︶1

品 を 高 く 費 付 け ︑ ︿略V︒

しょうせん

七了5図 ︿略﹀一大貿易港にして︑
商船の出入たゆる時なし︒

じょうせんじょ ﹇乗船所﹈︵名︶1 乗
九766 ︿略﹀︑停車場に泣いた乗船所

船所

にむちうって近江に向ふ︒

たい
状態
たい

正

十588

︿略﹀︑此の勇ましい小三度使

小傳令使

一口にいへば︑白熱の状態 しょうでんれいし ﹇小伝自序﹈︵名︶1

﹇状態﹈︵名︶1

﹇正太郎﹈︹人名︺2

にたよるより外はない︒

昌徳宮

しやうとく

﹇衝突﹈︵名︶1

衝突

るためであります︒

しょうとつ

しょうとつ・する ﹇衝突﹈︵サ変︶1

しょうとつ

七575園︿略﹀︑外の船に衝突した

衝突する ︽ーシ︾

﹇商人﹈︵名︶5 商人

りするやうなまちがひが出門ます︒

しょうにん

十一一222 商業は之に從事する商人だ

商人たる者は︑よく共同生

けを利するためのものではない︒

十二223

それ故大憎憎の商人は︑自

活の眞意義を辮へ︑︿略﹀︒

己の利益を除いては︑殆ど何物をも

十二241

眼中に置かず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑随って商業の本質が

少年﹇▽

日も早く︼人

琿解されず︑商人の人格が重んぜら

十二246

れなかったからである︒

十二梱9國團く略V︑

前の商人となりて︑︿略﹀︒

少年はひざに盛手をついて︑

少年はてつびんの湯をついで

目に涙を一ぽいためて聞いて

して︑實行をちかった︒

みた少年は︑固い決心を顔にあらは

九277

老人にす㌧めた︒

九245

てるる︒

老人の顔をじっと見つめながら聞い

九219

みる︒

六の少年に︑熱心に何か言聞かせて

人が︑ふとんの上に起直って︑十五

九218 病みつかれた⊥ハ十ばかりの老

ウェリントンとしょうねん

しょうねん ﹇少年﹈︵名︶8

く略V︑外の船に自分等の船
の居ることを知らせて︑衝突をさけ

七581圏

しょうとつ

ある︒

昌徳宮︑左に景福宮の壮大な構が

しやうとく

十7510匪

︿略﹀︑松林を後にして右に

正太郎が犬をつれて︑山しょうとくきゅう ﹇昌徳宮﹈︵名︶1
正太郎がおこって︑﹁ばか﹂

︵サ変︶1

か﹂と口まねをします︒
﹇承知﹈
︽ーシ︾

承

といひますと︑又向ふで︑﹁ば

四312

道を通りました︒

四302

太郎

しょうたろう

にある一大火球で︑︿略﹀︒

十一17

肖像 じょうたい

せう
︿略﹀︑其の肖像書は到る庭の

から汽船に乗るのである︒
せう
しょうぞうが ﹇肖像画﹈︵名︶1
書

十293
消息

︿略﹀ ︑ 陸 上 で も 海 上 で も ︑

﹇消息﹈︵名︶1

店頭に飾られた︒

しょうそく
十二柵10圏

自由に消息を交換することが出來る
やうになりました︒

じょうそ・する﹇上訴﹈︵サ変︶3上
︽ーシ・ースル︾

知する

しょうち・する

十﹁211 ところで︑厘裁判所の裁判 しょうち 与こしょうち

訴する

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑
尚其の裁判に不服な 者 は ︿ 略 ﹀ ︒

697
しょうねんじだい一しょうめいする

のぶ

︿略﹀︑此の老人こそは出羽の
のぶすゑ

︿略﹀︑十三四になる二人の

國の急冷佐藤信書︑少年は其の子信

九282
ひろ

淵である︒

十﹁553
少年であった︒

十一564 しかし二人の少年はまだ知
らないらしい︒

十﹁589 二人の少年はボートに乗せ
﹇少年時代﹈︵名︶1

られて臨って煽る︒

しょうねんじだい

乗馬

︿略﹀︑實に此の少年時代の

少年時代
十一川5
﹇乗馬﹈︵名︶1

苦心のたまものである︒
じょうば

九価10園 ︿略﹀すんだ聲で丁令をか

勝敗

けた︒﹁乗馬︒﹂兵 士 た ち は 一 せ い に

﹇勝敗﹈︵名︶1

馬上の人となった︒

しょうはい

ありしが︑︿略﹀︒

﹇ 商 売 ﹈ ︵名︶4

商士買

十鵬4図 年久しく相孚ひて互に勝敗
しょうばい

て︑いろくな商費をしてゐます︒

時︑しやうぶとよもぎを軒へさした︒

作物の種や商品の見本も入れ 六湿3 ︿略﹀︑去年鯉のぼりを立てた

てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五915

丈夫﹇▽だいじょうぶ

スベテ看板ハ商品又ハ職業 じょうぶ ﹇丈夫﹈︵形状︶7 ぢやうぶ

上品

︿略﹀

八広6

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

︿略﹀︑どうかして大運の膿を

夫でみるよ︒﹂といふと︑信吉は

番兵がゆだんをしてみると︑

ないやうにした︒

六932

城壁

城兵はさっと引上げたが︑二

城兵が切りこんで來て︑︿略V︒

六948

三十人はふみとゴまった︒

じょうへき ﹇城壁﹈︵名︶3

京城の市街は︑もと石で

た＼んだ高い城壁で怯まれ︑その

十739囲

庭々にかういふ門があって︑︿略﹀︒

四周の海が天然の城壁とな

ぱう

ばう
く略V︑九二の條坊井然と

しょうま・す ﹇消磨﹈ ︵サ変︶1 消磨

︿略﹀︒

して︑北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑

十二棚9図

じょうぼう ﹇条坊﹈︵名︶1 條坊

許さないから︑︿略﹀︒

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

十二儒5

影を留めてゐますし︑︿略﹀︒

八841園母が﹁とよちゃんかね︒丈 十742團今でも城壁は大部分昔の面

シタ︒

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ

七514

よく學問をべんきやうしなさい︒

看板ニハマタ商品ヲエガキ 六426国 からだをぢやうぶにして︑

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑︿略﹀︒

八587図
八604図

ケイ

タルモノアリ︒
クン
︿略﹀・草屋等ニハ︑商品ヲ

モ

八611図
大キクセル模型ヲカ・グル風アリ︒
︿略﹀︑忽ち國全腔の商品の

﹇上品﹈︵形状︶1

信用に關坐して︑貿易の不振を招き

十二236

︿略﹀︒

じょうひん

︿略﹀︑かほも美しく︑すがた

丈夫にし︑氣を強くしなければなら

六517

も上品に見えましたので︑さっそく

毎時大將の膿は︑もうこれだ

叔父さんも相かはらず丈夫
で島々を廻ってみるから︑安心して

九35團

け丈夫になってみたのである︒

八榊9

ぬと思った︒

ショウブ

舞姫にきめました︒
﹇勝負﹈︵名︶5

勝負

五郎﹁ほうら︑もうちき

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

ぶ湯
六撹4

しやうぶ湯を立ててうち中の

川中島で前後五回職つたが︑ しょうぶゆ ﹇菖蒲湯﹈︵名︶1 しやう
戦をはじめてから十二年︑

者がはいった︒

海外に獲展する意氣を消磨せしめ︑

︿略﹀︒

十711図

諸悪の大名・小名きら星の

しょうみょう ﹇小名﹈︵名︶1 小名

如く並べる中に︑常世はちぎれたる

具足を着け︑︿略﹀︒

︿略Vやさしい︑しかも勇ま

られたので︑︿略﹀︒

ゐ
しい通信者の働の偉大な事が讃明せ

十552

謹明する ︽ーシ・ーセ︾

翌朝警固の武士ども之を見 しょうめい・する ﹇証明﹈︵サ変︶2
つけて︑工みかねて上聞に達したり︒

先づ谷川のほとりに三千人の
番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

六924

池のはたへ行って見ると︑し じょうへい ﹇城兵﹈︵名︶3 城兵
やうぶが小指程に芽を出してゐまし
た︒

十擢10図

もう改めて勝負をするには じょうぶん ﹇上聞﹈︵名︶1 上聞
及びません︒

八123園

今に勝負がきまらない︒

七461圏

まだ勝負がつかなかった︒

七457

シマシタ︒

す ︽ーセ︾
三754 イツマデタツテモシヨウ 下さい︒
さ
九486国園 うち中が丈夫で︑仲よく 十二燭3 ︿略﹀鎖國は︑國民をして
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ

しょうぶだ︒﹂

三645國

しょうぶ

しょうぶ

八657国 く略V︑日本人がたくさんゐ

九523園 さて商責を始めると︑あの
人々の同情は集ってみるし︑

人ならといふ信用は あ る し ︑ ︿ 略 V ︒

九5410園

商責の仕方は十分心得てみるので︑
︿略﹀︒

商品

六梱3

九555園それからだんく商責の手しょうぶ ﹇菖蒲﹈︵名︶2 しやうぶ

﹇商品﹈︵名︶5

を廣げて︑︿略﹀餓程の財産が出軍
た︒

しょうひん

しょうめいよう一しょうろどおり
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して︑生物は総べて︿略﹀進むもの

十ニー42 さうして廣く動植物を研究
であるといふことを讃明した︒
慣用

しょうめいよう ﹇照明用﹈︵名︶1 照
十二川8園 ︿略﹀︑公園・街路等の照
明用としては適當な れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

しょうめん ﹇正面﹈︵名︶1 正面

に進んで行く︒

九研2 味方は其の正面から眞一文字

﹇庄屋﹈

しやうや
︵名︶11 庄屋

さんぐに賊を悪口させた︒
庄

元の兵は︼人も上陸させぬと

いふ意氣ごみで︑︿略﹀︒

六802

上陸させる ︽ーセ︾

戦雫の時には乗用としても︑ じょうりくさ・せる ﹇上陸﹈︵下一︶1

寛骨

輸送用としても︑きはめて大切なも

七266
のである︒

將來は又どんなものが獲明 じょうりく・す﹇上陸﹈︵サ変︶1上

﹇将来﹈︵名︶3

正す ︽⁝シ︾

り︒

ダンく上流ニサカノボツテ︑

︿略﹀淺イ所マデ上ツテ來ル︒

六462

﹇上流﹈︵名︶1 上流

り︑デカストリー湾の北に上陸した

く略V︑コー二・林藏等の
けふ
一行八人は︑︿略V間宮海峡を横ぎ

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

︿略﹀︑將來誘く水力電氣の

せうらん

せうらん
﹇照覧﹈︵名︶1 照覧

じょうりゅう

︿略﹀︑將來學問を以て身を

十二857図

しょうらん

力説した︒

利用をはからなければならぬことを

十一而6

立てたいと︑︼心に勉強してみた︒

十一708

とであらうか︒

十一687

しょうらい

︿略V︑庄屋の妻は子どもをつ

池が当芸上った年の冬︑死んでしま
つた︒

五768

其の漁村の人は︑庄屋の家屋

れて里へ蹄ってみた︒

五773
此の山の杉も庄屋が先に立つ

敷や田地を買ひもどして︑︿略﹀︒

五785
て植ゑたのださうだ︒

醤油

社長さんはく略﹀︑醤油の

﹇醤油﹈︵名︶1

九545圏

しょうゆ

しやう

1

此ノ河ノ上流地方ヨリ木材

上流地方
來ず︑人のかげごとばかりいふ石田

勝利

ヲ下スコトアリ︒

省令

法律の外に勅令・閣令・省

﹇省令﹈︵名︶1

令・王業差等の命令がある︒

十二899

︿略﹀︑つまりは小利をむさ しょうれい

﹇勝利﹈︵名︶3

ぼって大損を招く結果になる︒
しょうり

しやう

五人の騎手は神に勝利をいの しょうれい・する ﹇奨励﹈︵サ変︶1

漿働する ︽ーシ︾

鍾路通

しょうろ

︿略﹀水デツパウヲジヨウ

しょうろどおり ﹇不吉通﹈︹地名︺1

テ︑︿略﹀︒

ロノカハリニシヨウトオモツ

三687

じょうろ ︵名︶一 ジヨウロ

重信してみる︒

しやう

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

︿略﹀︑今では各副馬に盛に傳

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

十554

二人を出した村の者は︑たが
︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

ひに勝利をいひはるので︑︿略﹀︒

八94

みる︒

八77

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

八199図
ぬ︒

めとは︑此の清正一生中直りは致さ

主人の家が大きな醤油屋 七988園神々も照覧あれ︑職一つ出 じょうりゅうちほう ﹇上流地方﹈︵名︶

丈鯨

だったので︑始は近在の小士買店へ︑

九515囹

屋

じょうもん ﹇城門﹈︵名︶1 城門
はかり士買を始めた︒
しやう
六934 正成は此の旗を城門に立てて︑しょうゆや ﹇醤油屋﹈ ︵名︶1 醤油

屋

しょうや
しやうや
︿略﹀︒

盛祥刑せらる＼にのぞみ︑

九川4

味方の勝利を語るやうに︑一聲高く

其の中に上陸員が蹄艦する︒

上

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

走ることがはやくて︑乗用と

白玉
九6510

﹇上陸員﹈︵名︶−

天に向っていな﹂いた︒

七262

してはこれにまさる動物がない︒

じょうりくいん

と︒

十㎜3図

十一一233

牛合のろかい操りて︑ しょうり ﹇小利﹈︵名︶1 小利

﹇丈余﹈︵名︶1

十一815図圏

じょうよ

五691︿略﹀︑此の村の庄屋が︑村
のことをいろくと考へたすゑ︑
︿略V︒

行手定めぬ浪まくら︑︿略﹀︒

商用
︿略﹀︑大きくなってから︑

﹇商用﹈︵名︶2

︿略﹀︑商用デ四國ノ方へ旅行
シテヰタ父ガ︑︿略﹀︒

九佃10

ありませう︒

商用其の他で︑外國へ出かける人も

七609園

しょうよう

五704 ︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水
ふしんかた
︿略﹀︑庄屋は普請方をよそか

池を見に出た︒

五707
らっれて來た︒

五736 庄屋は村の者にいろく言つ
て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑
︿略﹀︒

口 を 言 ふ 者 ば か り で︑︿略﹀︒

五742 かうなっては︑もう庄屋の悪 しょうよう ﹇従容﹈︵形状︶1 從容
五744 それでも庄屋はくじけなかつ
た︒

︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

のふところがら出した︒

五746 其の賃鏡をみんな庄屋が自分 じょうよう ﹇乗用﹈︵名︶2 乗用
五762

699

ろ

しよう

しょかつこうめい

︿略﹀︑
諸機械

其の名はくち

﹇諸機械﹈︵名︶1

職

︿略﹀︒

九666

一時間鯨りも活動した後であ

﹇食事所﹈︵名︶2

食事

るから︑食事のうまいことはいふま
でもない︒

やうに馴らして︑︿略﹀︒

︵サ変︶−

食

︿略﹀︑足は食堂へ行くことを止めま

した︒

音樂堂・食堂なども設けられてあり

十二332團塔の中には費店もあり︑

ます︒

七目9

二

第十九

植物

海ノ生物 ︿略﹀ 二

しょくぶつ ﹇植物﹈︹題名︺2 植物

植物

七847

居ル︒

︿略﹀イロくノ動物ガスン

コンナ所ニハ︑動物モゴクマ

デ居り︑又サマザマノ植物モ生エテ

七795

ぶつるい

こうざんしょくぶつ・ねったいしょく

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通 しょくぶつ ﹇植物﹈︵名︶8 植物﹇▽

﹇食事﹈

つて食物を取るやうに馴らして︑

十565

︿略V︒

︿略﹀︑四五十キロメートルの

︽ースル︾

しょくじ・する
事する

十571

七849

九51國

ナイ︒

︿略﹀先つ目につくのは植

ノ様二養分ヲ吸取ルタメノモノデハ

根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物

レデ︑植物ハ全クナイガ︑︿略﹀︒

庭を往復して食事するぐらゐは何で

七876

も無い︒

﹇食事用意﹈︵名︶1

食事用意

食卓

間もなく食事用意のラッパが

しょくじょうい

︿略﹀︑久しく其の職に居

﹇職﹈︵名︶1

︿略﹀︑一方を食事所とし︑飼

しょくじじょ
所

諸機械の原動力であった
十564

しょく

十﹇410図

いしずゑ固めし蛸壷

九664

﹇食卓﹈︵名︶2

や

し

物で︑其の中でも殊に珍しいのは

ひゴく︒

帝の

しょくたく

ることあたはずして魯を去りぬ︒
しよく
﹇浮具﹈︹地名︺1 蜀漢
しよく

話中王はおごそかに

十一椛3図圏

しょくかん

の國︑

職業

﹇職業﹈︵名︶1

これ等の植物が思ふま㌧に

﹁さあ︑今度は葉のきれい

えき

ゴムは︑熱帯地方に産する

て︑製造したものである︒

或植物からとる白色の液を原料とし

十一498

な植物を集めてある虞だ︒﹂

十鵬3圏

茂ってみる様子は實に見事です︒

九72困

だたくさんあります︒

九了1囲

珍しい植物は此の外にもま

コ・椰子の木やパンの木などです︒
︿略﹀︑こつんと卵のはしを食

しよくだう

食堂
しよくだう

又洗面所もあれば︑食堂も

﹇食堂﹈

申しました︒

食堂

しょくどう

五櫃1

さうしてそれから後は︑耳は

あります︒

八欄6

︵名︶3

卓にうちつけ︑何の苦もなく立てて

八769

のうで卵を取り︑︿略V︒

スベテ看板ハ商品又ハ職業 八762 ︿略﹀︑つと立って︑食卓の上

位をふませ給ひぬ︒
しょくぎょう

八587図

養所から食事所へ通って食物を取る

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣
﹇色﹈←あいしろあかさんしょ

しょく ﹇食﹈︵名︶1 食
ぶん
﹁獲憤しては食を忘れ︑
毒しんではうれひを忘れ︑︿略﹀︒﹂

十一79図園

しょく・ほごしょく

く・けいかいしょく・こしょく・さん

しょく

つて︑︿略V︒

十二価8園

しょきかい

せず︑諸葛孔明︒

しょかつこうめい

十一佃1必至

十747囲 南大門通から本町通・鍾 1 諸葛孔明
路通にかけての一帯が︑京城での一

番にぎやかな庭です︒

﹇諸外国﹈︵名︶3

帽子を振りながら叫んだ︒
しょがいこく
國

食事

く略V︑昨朝あたりから熱が

﹇食事﹈︵名︶4

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑︿略﹀︒

しょくじ

︿略﹀︑諸外國の國旗に封 八452囲

下って︑食事も進むやうになりまし

︿略﹀︑三度三度の食事に︑必

ず其のきらひな物ばかり出して︑

八柵8

いても︑聞かないふりをし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑耳は食事の知らせを聞

しても︑常に敬意を表せざるべから

﹇諸 葛 孔 明 ﹈ ︹ 人 名 ︺

八㎜3

たので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今日日本の周園に

しょかっこうめい

るので︑︿略﹀︒

は諸外耳が様々の考を持って見てを

十二伽3園

ず︒

十二6410図

外國の國旗に就いて述べん︒

十二611図 今我が國を始め主なる諸

諸外

十一梱3 ジョージは後を見送って︑

く敬禮して︑さて静かに口を開いた︒

聞いてみたので︑帽子をぬいで恭し

十一伽4 ジョージは︑かねて︿略﹀

つた︒

て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と くり返すばかりであ

十一m⁝6 しかしジョージは依然とし しょく ﹇飾﹈■まんかんしょう

と言ってどうしてもあけない︒

十 一 佃 1 0 す る と ジ ョ ージは︑﹁︿略﹀︒﹂

けて通すやうにと言った︒

十一佃9 さうしてジョージに早くあ

騎 馬 の 人 た ち は く 略 ﹀︒

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

十一佃7 ジョージがとんで行って門

場の門をしめろ︒

十一佃4園 ジョージ︑早く行って農

ジョージ ︹人名︺7 ジョージ

ジョージーしょくぶつ

しょくむ一しょせき
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しょくむ

﹇職務﹈︵名︶5

職務

九佃7圏 総べて上官の命令を守って︑
自分の職務に精を出すのが第一だ︒

十協3図工の他の教員も︑校長を模
範として專心職務につとむるが故に︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑刑事裁判で︑國家を

であり︑︿略﹀︒

十﹇217 裁判を行ふのは判事の職務
十一218

代表して犯罪者の慮罰を求めるのは
検事の職務である︒

十一描1 公吏︒議員等︑直接間接に

八皿8園

君等が若し僕に食物を送る

爲に働いたといふなら︑僕もまた君
大隠が何か食物の中にきらひ

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

八冊7

其の爲︑大回には全く食物に

な物があると見れば︑︿略﹀︒

八M2

しょくりんち
地

﹇植林地﹈︵名︶1

植林

︿略﹀︑明日の凧意に出して

﹇諸君﹈︵代名︶3 諸君3

おいた植林地の書付を開いて見る︒

十一363

しょくん
せいねんしょくん

諸君︑こ＼うみに此の卵を
﹁諸君︑これも人のした後

卓上に立ててごらんなさい︒

八764園

ませう︒﹂

では︑何のざうさもない事でござい

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通 八773園

好ききらひといふものがないやうに
なった︒

十566

一家の暮し向は誠にあはれ

食料

今度は程よく食物も取り︑
﹇食料﹈︵名︶1

る︒

﹇女工﹈︵名︶2

女工

あれは製綿工場で︑女工が

諸工場

旦ハ足を着け︑︿略﹀︒

十二鵬5 僧は︿略﹀もと越後の人︑
れい

﹇諸縁﹈︵名︶1 諸侍

諸國の窺場を舞み巡った末︑︿略﹀︒

しょさむらい

今度の勢そろへに集った諸

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

十725圏

よい︒

しょしゅ ﹇諸種﹈︵名︶！ 諸種

く略V︑もみは柔かにして

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに

十二475図

用ひられ︑︿略V︒

十一鵬5魑國此のブラジル國は︑

にては︑四季の攣化も日本の如くは

︿略V︑殊に温帯に属する南部の諸州

つきり致居候由︑︿略﹀︒

怠なし︒

︿略﹀︑諸將を配置して防備をさをさ

十一237潮待ちまうけたる秀吉は︑

ひでよし

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑しょしょう ﹇諸将﹈︵名︶1 諸將

﹇諸工場﹈︵名︶1

﹇諸国﹈︵名︶3 諸仏εせ

それから諸國を歩き廻った

如く並べる中に︑常世はちぎれたる

十711図

諸県の大名・小名きら星の

すゑ︑︿略﹀︑此の山中へ來たのであ

九239圏

とうようしょこく・ぶんめいしょこく

いようしょこく・とうほうしょこく・

しょこく

煙を立ててみる︒

粉・製紙其の他の諸工場が勢よく黒

︿略V︑かっけで足をはらして

一切纏は︑佛教に關する
そう

書籍を集めたる一大叢書にして︑

十一伽5図

しょせき ﹇書籍﹈︵名︶1 書籍

つて來られた︒

先生が︑女生徒を↓人つれて︑はい

八861 ︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

じょせいと ﹇女生徒﹈︵名︶1 女生徒

葉書には︑︿略﹀︒

みる書生さんが︑お友だちへ出した

五943

十﹁118 上海は︿略﹀︑近時工業も しょせいさん ﹇書生﹈︵名︶1 書生さ
ばう
ん
次第に盛になって︑紡績・造船・製

しょこうば

へ急グノデアラウ︒

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

六338

四百人も縣を取ってみる︒

五651園

じょこう

大いに奮蛮していたゴきたいのです︒

火の熱は︑初め主として食 十156囹 それにつけても︑諸君にも しょしゅう ﹇諸州﹈︵名︶1 三州

つて食物を取るやうに馴らして︑
︿略﹀︒

十一672

しょくりょう

休息もした︒

十二953

れず︑︿略﹀︒

なもので︑食物なども自由には得ら

十一959

物を調理するのに用ひたもののやう
‡

公共の事務に當る者は︑如何に其の
食物

であるが︑︿略﹀︒

﹇食物﹈︵名︶12

職 務 に 忠 實 で あ っ ても︑︿略﹀︒

たべもの

しょくもつ

八595図 サレド食物ヲ費ル店ニハ︑
今ナホ古風ヲ守りテ︑窒持て︵キソ

バ︶︿略Vナドト記シテ︑軒二幅ゲ

九68團其の實は土人の一番大事な

タルモアリ︒

八㎜5 さうしてそれから後は︑耳は

食料で︑焼いて食べたり︑餅にして

植林

植林

く略V︑目は食物を見ても︑見ないふ

植林

﹇植林﹈︹課名︺2

食べたりします︒

しょくりん

りをし︑︿略﹀︒

八㎜5 さうしてそれから後は︑耳は

＋一目−〇

第九課

﹇植林﹈︵名︶2

﹁植林は貯金のやうなも
て利息が附いて行く︒﹂

ので︑植ゑてさへおけば︑年々太つ

十一408園

杉・檜の植林を螢めり︒

ひのき

十幡6図 青年團の事業の一として︑

しょくりん

十﹁353第九課 植林

︿略﹀︑手は食物をロへ入れることを

止め︑足は食堂へ行くことを止めま
した︒

八棚8園 ︿略﹀︑僕が若し食物をこな
さなかったなら︑からだを養ふ所の
血がどうして出來ませう︒
食物を送ってよこしませんでした︒

八景2園 ︿略﹀︑此の数日の間少しも
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しょぞん一しらかわ

︿略﹀︒

しょぞん

﹇所存﹈︵名︶1

所存

諸

十槻4図高徳せめては此の所存を君
﹇諸大名﹈︵名︶2

に 知 ら せ 奉 ら ば や と て︑︿略﹀︒

十一桝⁝5

エプロンをかけた職工がガ

ラスの皿やコップなどを︑此の圓板
にあてて模様をほりつけたり︑みが

隣の室では︑職工が五六人

きをかけたりしてみる︒

十一悩8

ならんで︑ガラス器にいろくの模

しょだいみょう
大名
様をつけてみる︒

初度

かくて天和元年心眼が初

﹇初度﹈︵名︶1

至りて︑︿略﹀︒

︿略﹀征討の官軍は諸道よ

﹇諸道﹈︵名︶1

庭罰

︿略﹀︑刑事裁判で︑自家を

﹇処罰﹈︵名︶1

検事の職務である︒

代表して犯罪者の虞罰を求めるのは

十一218

七よばつ

東山道先鋒は板橋に着いた︒

ぼう
り並び進んで︑東海道先鋒は品川に︑

十二悩7

しょどう

諸道

度の募集を始めてより十八年の後に

十一伽10図

しょど

七価1 翌日諸大名が伏見城の大急間
トクガハイヘヤス

へっめました︒

八965図 三百年前徳川家康が諸大名

︽ースル︾

﹇助長﹈︵サ変︶1

二五ジテ造ラシメタルモノニシテ︑
︿略﹀︒

助長する

じょちょう・する

十一術1 又産業組合を設けたり︑慈
善事業を起したり︑又は青年團を組
織して産業の獲達︑風俗の改善等に
務めたりするのは︑︿略﹀︑自治團腔
を助長するものであ る か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

しよく
しょっこう ﹇燭光﹈︵名︶1 燭光

もので︑之を燭光でいへば一三の

しよく

本もあらはし︑︿略﹀︒

床の上に投げて置きました︒

十旧1囹私はわざと皿さつの書物を

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

十囲3園︿略﹀︑あの青年ははいると

ところが家に書物がないば

上に置きました︒

十一987

かりでなく︑近くに圖書館もないの
で︑どうしても人から借りて盗む外

熱心なリンカーンは︑書物

はなかった︒

十一989

を持ってるる人の所には遠近を問は
所用

愚僧も所用ありて京に

﹇所用﹈︵名︶1

ず借りに行った︒

しょよう

十﹁454図園

所要

印刷部にては直に所要の

﹇所要﹈︵名︶1

上り︑或は一二年滞在せんもはかり
難し︒

しょよう

十ニー75図

活字を拾ひて之を組み︑︿略﹀︒

八626図保己一は五歳の時めくらと しょり・する ﹇処理﹈︵サ変︶− 下甑

十一25 光の強さに至っては非常な しょもつ ﹇書物﹈︵名︶9 書物
れい
下に零を二十六もつけて表さねばな

十一掴9

する

精神をもつてしなければならない︒

零するにも︑︿略﹀︑常に此の公平な

又市町村長が其の事務を虚

︽ースル︾

なりしが︑人に書物をよませて︑一
︿略﹀︑後には名高き學者と

助力

領を奪はれて︑此の通りの始末でご

助力

助力

﹇助力﹈︹課名︺2

ざいます︒

じょりょく

第二十二

第二十二

りよく

じょりょく

しょんぼり

しょんぼり

﹇助力﹈εきょうどうじょ

︵副︶2

んぼりとして居まして︑︿略﹀︒

四786私の下で︑長い発しよ

其の枝の先にしょんぼりと止

つてみる烏の姿も︑見るから寒さう

十価9

だ︒

しらうめ ﹇白梅﹈︵名︶1 白梅

白梅は今ちやうど眞盛りであ

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

十三8

貼々と交って美しい︒

しらが ﹇白髪﹈︵名︶1 白が

︿略﹀︑うらしまはたちまち

白がのおちいさんになってし

三466

まひました︒

しらかべ ﹇白壁﹈︵名︶2 白壁

︿略﹀︑見渡す限り田園よ

く略V︑湖畔に連なる緑

く開けて︑︿略﹀︑白壁の民家其の間

十﹇341図

に鮎在す︒

十二366国

樹・白壁︑︿略﹀雪をいたゴくアル

プの連峯︒

壁造

﹁神明様のこちらにある白

しらかべづくり ﹇白壁造﹈︵名︶2 白

五645園

あの白壁造の土倉のある家が

壁造の家は工場ですか︒﹂

それだ︒

五776

白河を通ったのは昨夜の十

一時前であった︒

九703圏

しらかわ ﹇白河﹈︹地名︺1 白河

十683園く略V︑それが一族どもに所

丁丁弟子をあつめて︑書物 しょりょう ﹇所領﹈︵名︶1 所領
︿略﹀︑始めて農學をお修め

を教へし時︑︿略﹀︒

八636図

なりて︑多くの書物をあらはせり︒

八628図

心に之を聞き︑︿略﹀︒

職工

らぬ︒

﹇職工﹈︵名︶5

八悩7 マッチの製造所へ行って見る

しょっこう

と︑職工が大勢居って︑それぐ手
分をして働いてみる ︒

九227園

になり︑りっぱな書物もお書きにな

︿略﹀︑マスクをかけた職工

つた︒

十︸梱9

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入

七952

く略V︑寝食を忘れて其の道 七目12
の書物を讃み︑國々の實地を調べ︑

九234園

れてかきまぜてみた ︒

工が汗を流して働いてみる︒

十一塒1 窯の周園には︑八九人の職

しらかわのせき一しらべる
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しらかわのせき

河の關

﹇白河関﹈︵名︶1

﹇白木造﹈︵名︶2

白

白木

秋風ぞ 吹 く ︑ 白 河 の 關 ︒

︽一

十救4図

高徳せめては此の所存を君

に知らせ奉らばやとて︑︿略﹀︒

てっかの

︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎

あります︒

十一7910図圏

白

我は海の子︑白波の

しらぬし
﹇白主﹈︹地名︺4 白面

しらぬし

さわぐいそべの松原に︑︿略﹀︒

しらぬし
主

といふ庭に渡り︑︿略﹀︒

かすが

奈良の春日山や三笠山は千

調べかはの廻るにつれて︑

石や木や金の圓板が車輪のやうに廻

十一悩4

つてみる︒

しら・べる ﹇調﹈︵下一︶9 調べル

︿略V︑一人の子どもに二人の

される・とりしらべる

九213

︿略V︑其の中に盗まれた品の

︿略﹀︑買先をたgし︑それか

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

罪人がわかりました︒

らそれと調べましたので︑とうとう

八437

ありなしを調べさせました︒

八434

はります︒

調べますが︑どちらも實母だといひ

實母はないはずといって︑いろいろ

﹁︿略﹀︑汝必ず之を白 八363

主に墨画りて日本の役所に差出すべ

十二852図園

し︒﹂

十二85図白主
白主に蹄着しぬ︒

白根

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす 十二878図 ︿略﹀︑同年九月の半ば︑
しらね

ら

みかさ

﹁内地では甲斐の白根で︑

﹇白根﹈︹地名︺2
か ひ

六67圏

な

一万五百尺︒﹂

六82園

調べテミルト︑コノヤゥニイロ︿

調べかは

く略V其の道の書物を讃み︑

驚いて調べてみると︑あた

古い言葉を調べるのに︸

番よいのは萬葉集です︒

十一753園

りは同じ眞黒な岩ばかりでしたQ

十8410囹

た事もあるが︑︿略﹀︒

九263圓 ︿略﹀︑主に海産物や水利の
くわく
事を調べて︑くはしく計圭里を立て

︿略V︒

國々の實地を調べ︑本もあらはし︑

九235圏

︿略﹀︒

爾方から調べて行かねばならぬので︑

は︑種々様々の事を︑實地と學理の

しかし此の農學といふ學問

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも

︿略﹀︑最後は又急流の岩に

﹇調革︺︵名︶1

九231圏

フシギナ事ガアル︒

調

知られてみるし︑︿略﹀︒

﹇調﹈︵名︶3

︿略﹀︑やがて指がピヤノの

一

はく
十伽3図 拍手かつさい︑︿略﹀萬歳

しらべがわ

いになって︑︿略﹀︒

に︑三人の心はもう驚と感激で一ぽ

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調

十二443

轄すると︑︿略﹀︒

次第々々にやみの世界を照らすやう︑

だ調は︑ちやうど東の空に上る月が

鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈ん

けん

十二439

せいにあぐる歓呼の聲︒

の叫︑勇壮なる軍樂の調︑︿略﹀

しらべ

群

飛行機の不時着陸地墨を知ら

さうして新上屋の主人に︑
萬一御鋸りに又泊られることがあっ

十﹁733

事が出來る︒

せたり︑︿略﹀︑いろくに利用する

十579

置を知らせてくれるのだ︒

の星があって︑何時でも北極星の位

九874囹

と
︿略﹀︑北斗七星といふ

とを知らせて︑衝突をさけるためで

のは︑外の船に自分等の船の居るこ

七581圏

へ知らせました︒

が︑之をさとって︑すぐに義仲の所

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

みつもり

六553

らせよう︒

六432團其の中に耀くはしい事を知 十二8210図 先づ樺太の南端なる白主 調べる︽iべ・ーベル︾←おしらべな

︽ーセ︾←おしらせする

九706図圏 都をば︑かすみと共に立 しら・せる ﹇知﹈︵下 ︶6 知らせる
ちしかど︑

しらきづくり
造

やでふいてある︒

六描2團 一切白木造で︑お屋根はか
くわいらう

十110︹図 ︿略﹀︑拝殿・廻廊など総

白雲

べて白木造にて︑神々しさたとへん
﹇白雲﹈︵名︶1

方なし︒

しらくも

白雲の上にかすかに見える事がある

九991園 富士山も︑晴れた日には︑
さうです︒

しらじら﹇白々﹈︵副︶2しらぐ

＋四6黒しらぐと︑朝霧野山
をこめて︿略﹀︒

十301三碧谷間よりはひ出で︑木
朝霧光る︒
知らす

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ
に
﹇ 知 ﹈ ︵ 下 二︶！

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

しら・す

スル︾﹇▽おんしらせくださる・おんし

んでおいた︒

白玉

白波

海山の寳を載

う

うるはしき耳玉・白玉︑

﹇白玉﹈︵名︶1
十二窩10図齪

しらたま

らせもうしあぐ
七麗図図 嚢信人の居所氏名を受信人
に知らする必要あるときはく略﹀

つたかき積荷の中に

にほひよき木の實︑草の實︑

しらせ

しらせ ﹇知﹈︵名︶1 知らせ5おん

せて︑︿略﹀︒

﹇白波﹈︵名︶2

見るく艦は速力を増して︑
白波高く海にをどり入る︒

十伽7図

しらなみ

八㎜4 ︿略﹀︑耳は食事の知らせを聞

︽iラ︾

﹇知奉﹈︵四︶1

いても︑聞かないふ り を し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

知らせ奉る

しらせたてまつ・る
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しらほ一しる

しらほ

﹇白帆﹈︵名︶3

白帆

九755 青々とした波の上に︑嵩々と
︿略﹀ ︑ 朝 日 夕 日 を 負 ひ て ︑

白帆が浮んでみるの は ︑ ︿ 略 V ︒
十一343図

島がくれ行く白帆の影ものどかなり︒

しらむ

六977

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

賊も︑︿略﹀︑残少になって退いた︒

フィリップが藥を調合しに別

室へ退いた後へ︑︿略﹀密書が届い

十98
た︒

ける 退ける

白 しりぞ・ける
︽ーケ︾

﹇退﹈︵下皿︶3

しりぞ

み︑喜にみちて御前を退きけりとそ︒

︿略﹀︑一私はありとあ

道を開かせたまへと念じて︑︿略﹀︒

十二679園

らゆる身の樂しみを退けても︑ひた

さうして日夜次々に起って

すら父上を大事に致すのを︿略﹀︒

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

十二954

知り給

﹁我が心に思ひ構へし

﹇画聖﹈︵四︶1

の道を求めた︒

しりたま・う
︽一へ︾

十一478図園

ふ

﹇支流﹈︵名︶3

漕いだ︒

昔︑大國主命賊を平げ

﹇四隣﹈︵名︶1 四隣
みこと

なし︒

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

十二61図

しりん

︿略﹀︒本

支流

事を如何にして知り給へるか︒﹂

しりゅう

雨水ノ流レル道ハ

流ガアリマス︒支流ガアリマス︒

五517

アフリヨク

我が國第一ノ長流三面江

ほ

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾n＞おも

な

それではあしのゆび

︿略﹀︑先生が知らない生徒を

ら

︿略﹀︑鶏のついてみるわけ
みかさ

奈良の春日山や三笠山は千

かすが

は知ってみるだらう︒

五177囹

一人つれてお出でになりました︒

五31

さむらひ︑︿略﹀︒

四961すけつねも人に知られた

ら知って居ました︒

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも

﹁春子︑オ前ハ着物や帯ノ

知られてみるし︑︿略﹀︒

地ハ何ノ綜デオルカ知ツテヰマス

六743園

カ︒﹂

六751囹 ﹁朝月デス︒﹂﹁サウ︑ ヨク

﹁サウデス︒マダアリマセ

知ツテヰマシタ︒

六757園

りかへったのは知らない人であった︒

七129 ︿略﹀︑つかんで見せると︑ふ

るし︑自分の船の居場所を知ること

﹁これ︑おばあさん︑お前

揚子江ノ大ナルコトコレニ

テモ知ルベシ︒

八217図

者はあるまい︒

七鵬8囹今天下に此の石田を知らぬ

は知ってみるだらう︒﹂

七917圏

る者に取って︑︿略﹀︒

燈毫のあかりを知ることは︑船に乗

四744私はく略Vおちいさんや 場所を知ることも出來ます︒
おばあさんを其のわかい時か
七594囹此の星を見分けることや︑

四741

も出來ます︒
までしらずに居ました︒
︿略﹀︑水が出たりしたこ 七589囹︿略﹀︑星が出てみれば︑そ
とをみんな見て知って居ます︒
れにたよって︿略﹀︑自分の船の居

四687︿略﹀︑うちのものは朝

のなをしってゐますか︒
七137 何時か知らない人とも話し合
ふやうになって︑︿略﹀︒
三461︿略﹀︑村のやうすもすつ
かりかはってゐます︒しってゐ
七588圏︿略﹀︑星が出てみれば︑そ
れにたよって方角を知ることも出來
るものは一人もありません︒

三163園

てるます︒

ウ︒﹂﹁モウ知りマセン︒﹂
三147園 ﹁おまへはてのゆびの
六棚5 うちの人はみんな知らずに居
なをしってゐますか︒﹂
るから︑一つ取って行って見せよう
三151圓 ﹁おまへはてのゆびの
なをしってゐますか︒﹂﹁しつ
と思って︑︿略﹀︒

わずしらず・みずしらず

知る

十二218 ふもとの川を白帆が二つ三 十729図 ︿略﹀︑常世は有難さ身にし し・る ﹇知﹈︵四・五︶68 しる知ル

︽ーミ・ーム・ーン︾

﹇白﹈︵四・ 五 ︶ 3

つ通って行く︒

白む

しら・む
ム

ルヤウニナツタ︒

六326 東が白ンデ︑屋根ノ霜が見附 七203 海神ねがはくは潮を退けて︑

窓はしらみたり︒

九24図韻︿略﹀︑ほのぐと東の

白雪

九悩1東の空がほんのりと白む頃︑
﹇白雪﹈︵名︶1

︿ 略 ﹀ ︑ 列 を 正 し て並んだ︒

しらゆき

うな
十二42建前 海原はみどりに晴れて︑

私利

こずゑさやかにふれる白雪︒

﹇私利﹈︵名︶1

﹇尻﹈﹇▽やじり

漏話の
しり

十一価4 まして威力によって強制す

しり

るとか︑私利によって勧誘するとか
しり
﹇尻押﹈︵名︶1 尻押

い ふ や う な 手 段 を 用ひたり︑︿略﹀︒

しりおし

八196図

くわう

︿略﹀︑黄黒帯といふ支流

ノ如キ幽門二其ノ支流ニモ及バザル
ナリ︒

十二囲5囹 すると其のうちには曇霞
しり
の外な尻押なども現れて︑詠めんだ

十一86

死力

親子は死力を蓋くして漕ぎに 六83園

﹇死力﹈︵名︶1

十2610

しりょく

と︑其の．西岸にある上海に着く︒

しゃんはい

に入り︑更に十海里蝕りさかのぼる

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒

︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

︽ i イ ︒ ー キ︾

しりぞ・︿﹇退﹈︵四・五︶4しりぞく
退く

六836

りぞいたが︑又おしよせて來るのは
明らかである︒

しるこ一しるし

704

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

職孚なれた北風は︑此の聲の

意味をよく知ってみた︒

八382園 泣くのもかまはず力まかせ 田川3

燈皇守の娘グレース︑ダーリングの

今まで人にも知られなかった

當らず︑近所の人にきいても知らぬ

八395 驚いてあたりをさがしても見 十291
名は︑︿略﹀︒

だ

翌朝僧は暇をこひて又行く

知らぬと申します︒

ひ

﹁おとうさんは︑もっと言
﹁我もとより之を知る︒

﹁汝大勢の如何ともすべ

︿略﹀︑醤藥の効なきを知

れう

それで注意深い男だといふ

ことを知りました︒
ぶん
﹁爽憤しては食を忘れ︑

上海は專ら商業の都市とし
︿略﹀たいまつの光おび

かくして労農じ︑海廻り
︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔
して過ししに︑︿略﹀︒

十﹇471図

て︑其の掻くる所を知らず︒

十一336図

くとして夜の静けさを破る︒

たゴしく︑何とも知らぬ物音ざわ

十一261図

て知られてみるが︑︿略﹀︒

十一117

至らんとするを知らず︒﹂

押しんではうれひを忘れ︑老の將に

十一710図園

十伽5園

るを知り︑之を刑場に送らしむ︒

十欄2図蓮華の志の動かすべからざ

りても︑尚治療につとむるはく略V︒

十995図園

苦しむことの甚だしきや︒﹂

からざるを知って︑何ぞいたづらに

十993図囹

唯國家の危きを如何せん︒﹂

十974図團

ひにくい言葉を知ってみる︒﹂

十921園

へ知らぬ旅に出でんとす︒

八396 ︿略V︑近所の人にきいても知 十6910図
らぬ知らぬと申しま す ︒

︿略﹀︑大字ニテ目立ツヤウ

三記シタル看板ヲ夢野ルハ︑ヨク人

八586図

ノ知ル所ナルベシ︒

話をつゴけたれば︑︿略﹀︒

八639図 保己一はそれとも知らず︑

八棚4園 岸里はかうなることは知ら
なかったのですか︒

八佃8国 お呼びするのは過てい近所
の人で︑あなたが知っていらっしや
る方ばかりです︒
安ちいさんを知

誰もう な つ く 工 場 あ り ︒

﹁あ＼︑あの角の石屋

九809図圏 ︿略﹀︑
る知らず︑
か︒﹂と︑

安ちいさんを知

誰もう な つ く 工 場 あ り ︒

﹁あ＼︑あの角の石屋

九809図会 ︿略﹀︑
る知らず︑
か︒﹂と︑

もすぐ方角を知る事が出來る︒

九894園
︿略﹀︑道 に 迷 っ た 時 な ど に
此の大熊こそは︑︿略﹀お

かあさんのカリストだつたのですが︑

九91！0園

だけ

アルカスはそれと知りませんから︑
︿略﹀

山だといふ事は知ってゐましたが︑

九9310 白馬岳が飛騨山脈中の有名な

︿略﹀︒

たり︒﹂

十﹁4710図園

﹁昨夜のぞき見て知り

しかし二人の少年はまだ知

らないらしい︒

十︻564

私も實は我が國の古代精
こんな事を知るには﹃日

神を知りたいといふ希望から︑︿略﹀︒

十一75！園
十一909園

おとうさんが毎年潮干狩

出﹄﹃日入﹂﹃月齢﹄を見る︒

十一911園

て其の地の模様を探るは︑かへって

目的を達するに便なることを知りぬ︒

始めて我が國に知らる＼に至れり︒

十一一881図入略﹀︑此の地方の事情も

ても更に効のないことを知った︒

十二947 ︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

想郷と観じて︑世界の大勢を知らぬ

十二価4 ︿略﹀︑徒に此の小天地を理

國民とならしめた︒

い浮世を知らずに過して來たことが︑

十二価！0 ︿略﹀︑昔から此の島國で荒

︿略﹀︒

て︑之を十分に饗揮すると共に︑又

十一一駕10 我々は常に其の長所を知つ

常に其の短所に注意し︑︿略﹀︒

窒出て

︵キソバ︶・すをん︵ウド

八596図 ︿略﹀︑今ナホ古風ヲ守りテ︑

工

しるこ ﹇汁粉﹈︵名︶3 シルコ 蕊ろ

死傷頗る多く︑︿略V︑路

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て
知るのだ︒

十﹇伽10図

重事の喜知るべきなり︒

頭に迷ふ者敷を知らず︒

十一㎜3図

十一一78塁壁の社は規模の大なるを
以て世に知られ︑︿略﹀︒

十ニー45図世の出手事を速に知らん
とするは人情の常なり︒

︿略﹀其の間僅かに全脳

ト記シテ︑軒二下ゲタルモアリ︒

ン︶・論る乳 ︵シルコ︶・︿略﹀ナド

十ニー710図

分︑以て其の如何に速なるかを知る
ます

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五253 ︿略﹀︑店のしるしのついた手

らないしるしで︑︿略﹀︒

むすびつけてあるのは︑ほりと

三274又あそこここにわらを

めじるし

しるし ﹇印﹈︵名︶7 しるし 印﹇▽

八61図老る出

ト記シテ︑軒廊下ゲタルモアリ︒

︿略﹀・差ろ郭︵シルコ︶・︿略﹀ナド

八596図 ︿略﹀︑今ナホ古風ヲ守りテ︑

べし︒

今日鱒の産地として世に知

お前たちのうちで誰が一

られるやうになったのは養魚纏螢の

十二524
賜である︒

十二666園

番此の父を大事に思ってくれるか︑

樺太が離れ島にして大陸

わしはそれが知りたいのだ︒

十二827図

の地響にあらざることは︑此の探検

︿略﹀︑平岸の大陸に渡り

によりて美く知ることを得たれども︑
︿略﹀︒

十二糾3図

705
しるしばんてん一しろ

ました︒

七112 さうしてさをの先に︑赤いし
るしのあるはんてんをしばりつけて︑
﹁皆さん︑これが目 じ る し だ よ ︒ ﹂ と
言った︒

七698園 ついては此の中の金を半分
だけお禮のしるしにさし上げます︒

十8810 輸出入の額の増加して行くの
︿略﹀︑朱線で園んであるの

は國家が次第に盛になる印である︒
十一366

が今年伐採する庭︑それから次々と

﹇印半 纏 ﹈ ︵ 名 ︶ 一

シ

見舞の印までに御送り申上候間︑

いろくの印がついてみる︒
くず
十一427圓国 尚當地産の葛粉少少御

︿略﹀︒

しるしばんてん

四586 ︿略﹀︑大工サンバミンナ

ルシバンテン

記す

シルシバンテンヲヌイデ︑ヰセイ
ヨクハタライテ居マス︒
﹇記﹈︵四・ 五 ︶ 1 3 記 ス

みん
︿略﹀︑又明楽への返書に豊

︽ーシ・iス・ーセ︾

しる・す

七価6園

臣清正と記したといふが︑それはま
ことの事か︒

帳・筆・墨・給具ナドト記シタル看

す︒

八583吟社校用具ヲ責ル白丁︑手 らしてはならないことになってゐま
さうさ︑中ほどまでは降つ

てるるかも知れない︒

六51圓

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

板ヲ出シ︑︿略﹀︒

白・黒・うすかば色︑十幾

羽の鶏一つにかたまり︑︿略﹀︒

九131図

の馬が︑林のかげや沼のほとりを

九75・黒・白・茶色︑大小さまぐ

十二627図

八585図

六177園

即ち赤︒巡合はせて十三

ないがね︒﹂

﹁さうかも知れない︒﹂

即ち赤・黄・藍・白・黒

の五色を横に並べたるものにて︑

條の横筋は︑︿略﹀︒

﹁さあ︑まだ早いかも知れ ︿略﹀︒

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

スベテ看板ハ商品又ハ職業

ニ記シタル看板ヲ出セルハ︑︿略﹀︒

八587図

十一一638図 即ち赤・黄・藍・白・黒

六676園

何萬とも知れないいるかが︑ 十二639図

︿略﹀︒

七553園

たるかも知れない︒

六423團 分家の萬皇弟などは小男だ
ゆそつ
から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ

ノ名︑屋車蝦ヲ記シテ︑人目ニツキ
サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

ヤスカラシメントスルモノナリ︒

八597図

今ナホ古風ヲ守りテ︑差回で︵キソ

くわいきやう

は漢人︑︿略﹀︑白は回佳人︑︿略﹀

の五色を横に並べたるものにて︑赤
︿略﹀︒

︵センベイ︶

バ︶・︿略﹀・劣ん虜虞

を代表するなり︒

もし此の大金がなかったら︑

氣がちがって死ぬやうな事になるか

イタリヤの國旗は︑緑・

十二644図 ︿略﹀︑其の家の紋章の色

白地中に王家の紋章を表せり︒

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

十二641図

七656

︿略﹀︑幾百本とも知れない古

なる白と赤とに︑統一の成功を祈る

ハテツノ

城与やま

木の梅が咲績いてるる︒

シロ

︿略﹀︑オニドモ

﹇城﹈︵名︶15
明日は晴かも知れない︒

しろ

希望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

十一413

じろ

之をかこんだ賊は百萬騎とい

六915 ︿略﹀︑賊が城の門まで攻上る

して︑︿略﹀︒

と︑城のやぐらから大きな石を投落

六915 ︿略﹀︑賊が城の門まで攻上る

人や馬でふさがった︒

ふ大軍で︑城の四方二三里の間は︑

六912

テヰマス︒

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

一516
︿略﹀︑命を失った者が幾百

官軍方の思召通り一押に
はゆかぬかも知れませぬ︒

十二伽4園

人あったか知れない︒

十二悩8

修行の途に上った︒

十二932

︿略﹀︑人知れず宮殿を出て

知れると思ひました︒

十槻5囹人に親切なことはこれでも

十佃8

すむかも知れませんが︑︿略﹀︒

七726園︿略﹀︑あなたの氣はそれで

も知れぬ︒

ナドト記シテ︑軒二下ゲタルモアリ︒
イモ

八599図彼ノ僥藷屋ノ看板二︑八里

アンドン

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑
︿略﹀︒

此ノ他宿屋ニハ︑掛行燈二

﹁︿略﹀︑其の他縛べて杉苗︒

旅人宿何屋ト記シテ掛クルモアリ︑

八614図
︿略V︒

十一369

一坪一本の割︒﹂とおとうさんの手
で記してある︒

知

それから雨雪の量は何虜

シレル

が一番多いか︑又︿略﹀︑こんなこ

十一917圏

■ぐんしれいぶ

とも記してある︒

﹇知﹈︵下一︶16
︽ーレ・ーレル︾

次第によっては︑或は君
等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二梱7囹

かさんしょく・まっしろ

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出 しろ﹇白﹈︵名︶7白﹇▽あいしろあ

るかも知れませんが︑それは人にも

五946

イカモシレナイ︒

四141園ワタシタチノ方が少

れる

し・れる

七研5圓 く略V︑御威光を借りて豊臣 しれい
と記したのでございます︒

七麗図図 磯信人の居所氏名を受信人
に知らする必要あるときは此虜又は
本文の終へ片単名にて記すこと
七散図図 磯信人は自己の居所氏名を
成へく本字にて此庭に記すこと

しろい一しろし

706

と︑城のやぐらから大きな石を投落
して︑︿略﹀︒

オカアサンハアノシロ

イハナガスキデス︒

二73園
アタルト︑モチハ白イト

見える︒

十一梱10

シャベルでざくくかきま

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに
立ちのぼって︑目も口もあけられな

二363
リニナツテ︑パツトトンデイキ
い︒

六921 これにこりて︑賊は城の水を
マシタ︒

ひげ
︿略﹀︑此の白い髪や髭を

お思ひになりさうなものだのに︑

御覧になったら︑姉上もお氣の毒と

十二738園

たやして苦しめようとはかった︒

雪ノヤウ入事ウゴザイ

︿略V︒

二郎﹁三郎さん︑又今日も
二郎﹁五郎さんばんざい︒﹂

舟をながしてあそびませう︒﹂

三608

ちやうどかまを明けたところ じろう ﹇二郎﹈︹話手︺2 二郎
其の洲の白い砂の上に︑青い

三651

じろう

四目6

ば

︿略﹀︒

四163

︿略﹀︑白ウサギノ毛ヲミ

白ウサギハイタクテタマ

ンナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

リマセンカラ︑︿略﹀︒

四165

ヲアビマシタガ︑︿略﹀︒

四176白ウサギハスグ海ノ水

白ウサギガソノ通りニ

四191 白ウサギハ目ヲコスツテ︑
又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四203

ソノ後大國主ノ神ハ︑白

シマスト︑︿略V︒

ウサギノイツタ通リ︑エライォ

四214

方ニオナリニナリマシタ︒

馬岳

︿略﹀︑おちいさんが二郎 しろうまだけ ﹇白馬岳﹈︹課名︺2 白

﹇次郎﹈εくさののじろう

白ウサギ

白ウサギ
五

だけ

馬岳

ひ

だ

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

山だといふ事は知ってゐましたが︑

九9310

︿略﹀︒

白馬登山

ちやうど岡田さんはく略﹀︑

島ニヰタ白ウサギガ︑ム しろうまとざん ﹇白馬登山﹈︵名︶1

カフノ大キナヲカへ行ツテ見

やる所でした︒

白馬登山のお話をなさっていらっし

九938

白ウサギハコレヲ見テ︑

タイトオモツテ︑︿略﹀︒

四135

しろ・し

く略V︑

霜柱たつやぶか

白し

︽ーシ︾

ふめばさくく銀みだる︒

﹇白﹈︵形︶1

げの路︑

十899図團

ワニザメ国議ウサギノイ しろがね ﹇銀﹈︵名︶1 銀

﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

フ通りニナラビマシタ︒
四151 白ウサギハ ︸ツニツト

四147

だけ

しろうまだけ ﹇白馬岳﹈︹地名︺1 白

三168園 二郎︑おまへはそのゆ 九目8 第二十 白馬岳
九934 第二十 白馬岳
びで人をさしますか︒

にたつねました︒

三146

庭の菊も白い花びらに赤みが じろう ﹇二郎﹈︹人名︺2 二郎

不意に白い鳥がもやの中から
うさぎの毛も間もなく白くな
から

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花

そ

山のすその方があちらこちら

市街の周忌を取園んだ山々

はるかのあなたに白い水煙が

四122

黄色ナ蝶ハ菜ノ花ニムラガリ︑しろうさぎ ﹇白﹈︵名︶10 白ウサギ

四121

十佃3

に生えてみる︒

は地はだが白く︑それに松がまばら

十758困

白いのは︑蕎愛の花であらう︒

九鵬10

のまばらに見えるのも面白い︒

九747

白イ蝶ハ大根ノ花二丁ル︒

九168

のがあります︒

五

九58団實の中にはかたい殻があっ しろうさぎ ﹇白﹈︹課名︺2 白ウサギ

るだらう︒

八34

とび立つた︒

七96

さして來た︑︿略﹀︒

六265

松が一面に立ってるて︑︿略﹀︒

五578

で︑白いけむりが立ってるました︒

五382

マスガ︑︿略﹀︒

四704

白いけむりがぱっと出て︑︿略﹀︒

三465あけると︑箱の中から

六945 此の上はひやうらう攻にしょ

︿略﹀︑城 か ら 大 石 を 四 五 十 ︑

ことにした︒

うと思って︑賊は城へ攻めよせない
六952

一度に落したので︑又何百人かころ

された︒
六958 ︿略V︑賊は大きなはしごを作
つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

︿略﹀︑一さんに伏見の城へか

のでございます︒

七981 生時秀吉は伏見の城に居った
七欄4
けつけました︒

七柵6 秀吉は城の庭にしき物をのべ
させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ
はせ︑︿略﹀︒

七捌3 まだ誰一人城に登って居りま
せん︒

七佃！ 間もなく石田三成が城に登つ
て参りました︒

八972図 名古屋市ハ此ノ城アルニヨ
リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持
﹁尾張名 古 屋 ハ 城 デ 持 ツ ︒ ﹂

ツ ︒ ﹂ ト 歌 ハ レ タ リ︒

八973囲

しろ・い ﹇白﹈︵形︶18 シロイ 白
︽ ー イ ︒ ーウ︒ーク︾﹇▽あお

じろい・うすじろい

イ・白い

ガヰマス︒

一82シロイイヌトクロイイヌ

707
しろじ一じんか

︿略﹀︑

﹇白地﹈︵名︶4

新道つたひ車重
白地

ひき來る馬のつく息白し︒

十904園魍
げに
しろじ

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

六767園 コレハ︑ハジメ白地ニオツ

ノーア︑︿略﹀︒

十二614図 更に思へば︑白地は我が
國民の純正潔白なる性質を示し︑日
︿略﹀︑先づイングランド

の丸は︿略﹀︒

十二621園

とスコットランドと合するや︑白地

八393

包の中には白木綿が五十反ば
︿略﹀︑其の代りと致して︑

かりはいってみたのでございます︒
八428園

白木綿を一反つつ︑名札をつけて︑

三日の間に一同は白木綿を一

︿略﹀持参致せ︒

八432
反つつ持って参りました︒

十一382

ゑつちゆう

となみ

大場は平維盛で︑十万騎を

たひらのこれもり

義仲は五万騎を引きつれて︑

これもおなじく礪波山のふもとにち

六233

ちんを取りました︒

引きつれて︑越中の國の礪波山に

六231

︿略V︑それでも木が競孚すじん ﹇陣﹈︵名︶6 ちん 陣

るやうに︑しんを立ててすくすくと
延びてみるのを見ると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑更に進んで新しき

電燈の獲明に從事したり︒︿略﹀︑唯

十二皿9図

心に至りては彼の最も苦心したる所

しん

神

ある時謙信が山の手に陣を取

つてみると︑︿略﹀︒

七436

間がわっか三町ばかりになりました︒

馬方からおしよせて︑ちんの

んを取りました︒

﹇神﹈︵名︶1

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

しろしめ

六234

なりき︒

しん

出せり︒

なりしかば︑專ら之によりて心を製

越前守は再び一同を呼出して︑ 十二悩6図 ︿略﹀︑日本の竹最も適當

四バ

さきに納めさせた白木綿を返し︑

八441

﹇四羽﹈︵名︶2

︿略﹀︒

ス︒︿略﹀﹂﹁一山ニ三三バ四二︑

︹人名︺一

ハヰマス︒﹂

しん

しん

シン

﹇心﹈nVあいこくしん・こうきょ
うしん・じひしん
しん

﹇臣﹈︵名︶3 臣
しやう

十二燭5

十欄6図園

其の結果今日も尚國民は眞

文天祥は眞の男子なり︒

新

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ
る度量に乏しい︒

あんまひころく

翌日武田方からは安間彦六と

いふ大の男が︑︿略﹀︑上杉方の陣へ

七468

二つた︒

じんい ﹇人為﹈︵名︶1 人当

易に増殖せらる﹂嵩において檜にま

十一一463図殊に杉は人目によりて容

さり︑︿略﹀︒

商人たる者は︑よく共同生

活の眞意義を辮へ︑︿略V︒

十二223

しんいぎ ﹇真意義﹈︵名︶1 眞意義
僕はよく年寄の人が新の幾

﹇新﹈︵名︶2

十︻9110

しん

じん・もうこじん・ヨーロッパじん

う

しんゑん

宇治橋を渡って神苑に入り︑

ちはし

此の電車道から東山のすそへ

かけて︑やはり人家がこみ合って立

六724

つて︑人家も七八軒流れました︒

五881團く略V︑町は大てい水につか

じんか ﹇人家﹈︵名︶3 人家

︿略﹀︒

六脳7團

新は新暦︑奮は奮暦のこ じんいん 口▽のりくみじんいん
しんゑん
しんえん ﹇神苑﹈︵名︶1 神苑

日とか藷の幾日とかいふのを思ひ出
して︑︿略﹀︒

十一922園
とだ︒

﹇▽アメリカじん・イスパニアじ

かっこくじん・からふとじん・しなじ

がいこくじん・がいこくじんちゅう・

ん・えいこくじん・かいきょうじん・

じん

十971図宋の臣文天祥大いに之を
うれへ︑義兵を集めて國難を救はん
とす︒

十9910芸道我は宋の臣なり︒

心

ん・せいようじん・チベットじん・ド
蹴

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

しん

イツじん・にっぽんじん・まんしゅう
﹇芯﹈︵名︶3

と︒

しん

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

一305園﹁アヒルガオヨイデヰマ 十二417 一音は一音より妙を加へ神 七439 謙信はそれをさとって︑夜の

しわ

藍地に斜白十字の徽章ある後者の國

に赤十字の徽章ある前者の國旗と︑

旗 と を 合 し て 一 旗 と なし︑︿略﹀︒

白地

一306囲﹁一ハニ四三バ四ハ︑四しん ﹇真﹈︵名︶2 眞

も覧えないやうである︒

︿略 ﹀ ︑ 更 に ア イ ル ラ ン ド

四ハヰマス︒﹂

十一一623図

の加はるに及び︑白地に斜赤十字の
﹇白地中﹈︵名︶1

徽章ある其の半旗を 合 は せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

しろじちゅう

﹁おとうさん︑電報が來ま

した︒﹂﹁どこからだらう︒﹂﹁シンと

七柵3園

中

︵四︶−

︿略﹀︒﹂

あります︒﹂﹁あ＼︑信吉からだ︒

︽ース︾

﹇知﹈

白地中に王家の紋章を表せり︒

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

十二642図 イタリヤの國旗は︑緑・

す

しろしめ・す

あし

白茶

十二63図園﹃此の葦原の中つ國は
﹇白茶色﹈︵名︶1

皇孫之をしろしめす べ し ︒ ﹄

しろちゃいろ
色

白木綿

九791 中からみづくしい白茶色の 十欄4図囹 吉祥湿せらる＼にのぞみ︑
玉が︑じゅずつなぎになってころ
﹇白木綿﹈︵名︶4

くと出て來た︒
しろもめん

じんかく一しんぐんする
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︿略﹀︑港に立並んでみる人

つてゐますが︑︿略﹀︒

七538鶴

人格

︿略﹀︑商人の人格が重んぜ

﹇人格﹈︵名︶1

家は︑だんく小さくなって行きま
す︒

じんかく
十二246
﹇人家堂塔﹈︵名︶1

られなかったからである︒
じんかどうとう

人家堂塔
七998 ところが或夜大地震が起って︑
人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ
聲は天地にひゴきました︒

しんかろん ﹇進化論﹈︵名︶1 進化論

新川

松江を嚢したる汽車は

﹇新川﹈︹地名︺1

界を根本から動かしたものである︒

十八ー42 これが有名な進化論で︑學
しんかわ

十二45図
︿略﹀︑やがて新川を渡り更に進みで
ひ い

斐伊川の鐵橋にか＼る︒

﹇心願﹈︵名︶1 心願
まん
九帽6塵圏 八幡様に日参致し候も︑

しんがん

そなたがあっばれなるてがらを立て

する

︽ーシ︾

候やうとの心願に候︒
しん
しんぎ・する ﹇審議﹈︵サ変︶1 審議

ちく

しん

もと僕のうちに奉公してみた

でごらん︒﹂

八832

おとよは信吉の口を︑中まで

どの

のぞきこむやうにしてみたが︑︿略V︒ しんきょう

八916

八921

﹇心境﹈︵名︶2 心境

りあふれた︒

ぬといふ慈悲の心が︑胸中にみなぎ

を世界の人々と共にせずにはみられ

十二961 ︿略﹀︑やがて此の尊い心境

の間唯うっとりとしてみたが︑︿略﹀︒

信吉は﹁もうく何所へも行 十二9510 彼は此の心境の尊さに敷日

信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ

先生はいろくな事を信吉に
信吉はとりのぼせたやうにう

十佃4 ︿略﹀︑神前の大きな神鏡が︑

しんきょう ﹇神境﹈︵名︶1 神鏡

←あったじんぐう・へいあん

きらくとかゴやいてみて神々しい︒

じんぐう・めいじじんぐう・めいじじ

じんぐう

八939信吉は教室を出ると︑﹁︿略﹀︒﹂

にした︒

さんぽい

信吉は﹁いや︑何︑それには んぐういきりゃくず・めいじじんぐう
及びません︒﹂といったが︑︿略﹀︒

八948

らうか
といって︑先生を廊下でをがむやう

かはりばんこに見てみた︒

れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑

八932

話して聞かされた︒

八924

をぽたく落した︒

きはしない︒﹂といって︑大きな涙

信吉にはおとよといふ今年十

から臨って來た︒

八833
一になる女の子があるが︑︿略﹀︒

信吉は僕の速馬に蹄って來た

あいさつをすますと︑︿略﹀︒

八836

僕ははかまを着けて︑信吉と

吉はほっと息をついて︑︿略﹀︒

八842母が﹁︿略V︒﹂といふと︑信
八852

﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

一しょに出かけた︒
八858

おとよは信吉の顔を見ると︑

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八863

九848図

青山の神宮前停留場にて電

十5図神宮論

ばかりにして神宮橋に達す︒

車を下り︑廣き参道を行くこと十町

十15図

橋

信吉の家にては︑夕飯後庭 じんぐうばし ﹇神宮橋﹈︵名︶2 神宮

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

みたり︒

先に涼み毫を出して︑家内一同涼み

おとよは信士ロの顔を見ると︑

九851図
求めたり︒

九895図

十14図

留場﹈︵名︶2

信吉は兄と姉とに謝して︑

神宮前停留場

進軍

神宮前停留場ヨリ

進

西郷は軍令を出して翌日の

︵サ変︶−

信吉 十一279図 ︿略﹀︑一萬五千の軍勢ま

軍する ︽ーシ︾

しんぐん・する ﹇進軍﹈

進軍を中止させた︒

十二梱9

しんぐん ﹇進軍﹈︵名︶1

十5図

車を下り︑︿略﹀︒

青山の神宮前停留場にて電

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

九932図

て下さい︒﹂と頼みたり︒

﹁ねえさん︑どうぞ其の話を聞かせ

九907図信吉は傍なる姉に向ひて︑

げて︑﹁︿略V︒﹂

信吉は感心して︑熱心に空 じんぐうまえていりゅうば ﹇神宮前停

兄に向ひて︑いろくと星の説明を

信吉は夏休にて蹄り居たる

きついて泣いた︒
八864

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と

きついて泣いた︒

八865

いって︑娘の手をはなして︑頭の先
から足の爪先までながめたが︑︿略﹀︒

信吉はびっくりして︑二足三
足後へ下ったが︑︿略﹀︒

八885

︿略﹀︑おとよは何も言はない

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

兄から

信吉は少しはなれて︑今度は しんきちどの ﹇信吉殿﹈︹人名︺1 信

で︑信吉の顔を見てみる︒

八907

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

十二891 即ち第 讃會で其の案を大 八902 信吉はまだ先生の言はれたこ
膿に調査し︑第二遠島で逐條に審議
し︑第三護會で法律案全髄の可否を
議決する︒

八913

十242囲十一月二日

士口どの

信吉﹇▽

おとよの顔を見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹇信吉﹈︹人名︺25

おおはらしんきち

言った︒

しんきち

七㎜4圏 ﹁あ＼︑信吉からだ︒よん
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しんげん一じんじゃ

信玄﹇▽

つしくらに進軍して︑夜半の頃には
既に木之本に到着したり︒
﹇信玄﹈︹人名︺10

えり

信仰

かくの如く各國の國旗は︑

﹇信仰﹈︵名︶1

の襟を正さしめ︑︿略﹀︒

しんこう

十二647図
︿略﹀︑或は其の皇民の理想・信仰を

しんげん

表すものなれば︑︿略﹀︒

人口

七436 ある時謙信が山の手に陣を取
﹇人口﹈︵名︶6

﹇信号兵﹈︵名︶2

長野

九611

ばうゑんきやう

﹁もう改めて勝負をするには及びま

せん︒あなた方の村が勝つたのです︒

ある︒

九614

ニスム︒

八499

艦内は深山のやうな静かさで

鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山

しんざん ﹇深山﹈︵名︶2 深山

艦橋には當直將校の姿が見え︑

其のそばには︑望遠鏡を持つた信
此の時信號兵は﹁君が代﹂の

號兵が遠くを見張ってみる︒

九669

ラッパを吹き︑︿略﹀︒

昔或氏神のお祭に︑競馬の

神事といふ事があった︒

八59

しんじ ﹇神事﹈︵名︶1 神事
くらべうま

一人は信作︑一人は耕造とい しんし ←ろうしんし
︿略﹀︑もはや信作と耕造の二

しかし二人は互に信じ五つ

しんじあ・う ﹇信合﹈︵五︶1 信じ合

︿略﹀︑中程まで行った時︑信 じんじ ﹇▽ごじんじ

いて行く︒

新式

︿略﹀︑此の邊では新しい知

式の方法によってどしく土地を開

識をいれて︑新式の農具を用ひ︑新

十一652

しんしき ﹇新式﹈︵名︶2

ばれる︒

てるる仲なので︑話はおだやかに運

十二切10

信作はつるりとすべり落ちて︑ ふ ︽ーッ︾

耕造は驚いて︑︿略﹀︑一たん

つきそひの者や見物人はかけ

ら︑︿略﹀︒

八114園
︿略﹀︒

ら︑︿略﹀︒

八118園

八122

方

信作

新式の方法によってどしく土地を

開いて行く︒

はん

道湖畔

ぢ

十分︑︿略﹀︒

はん

松江を潔したる汽車は風

﹇神社﹈︵名︶2

神社←い

光給の如き宍道湖畔を走ること約四

しんぢ

耕造さんのおかげで︑信作 十二44図
﹇信作方﹈︵名︶1

じんじゃ

信作方の人々は之を聞いて︑ つくしまじんじゃ・かすがじんじゃ・

しんさくがた

の命が助かりました︒

八125園

しん
相手の信作があの通りだか しんじごはん ﹇宍道湖畔﹈︵名︶1 宍

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

信作が落ちたのにかまはず 十一652 ︿略﹀︑新式の農具を用ひ︑

よって來て︑信作に水をはかせるや

八111

つかんで︑ぐっと岸へ引上げた︒

沈んで又浮上つた信作のえりを引つ

八106

ころげこんだ︒

其のはずみに︑ころくと池の中へ

八98

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

八97

人だけの競走となった︒

八91

つて︑年は同じく十五歳︒

八67

人ロはおよそ十一萬︑其の しんさく ﹇信作﹈︹人名︺9 信作

ニューヨークは人ロからい

名古屋市ハ我が國屈指ノ大

千四百齢あり︒

十悩7図我が村には戸数三百︑人口

都會ニシテ︑人髪四十齢萬アリ︒

八958図

百萬以上もあるといひます︒

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七

八717團

ですが︑︿略﹀︒

中日本人は五萬人置支那人は六萬人

七367国

じんこう

たけだしんげん
つてみると︑信玄は兵を二手に分け
て︑はさみうちにしようとした︒

七439謙信はそれをさとって︑夜の
間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引

七439 信玄は不意を打たれておどろ
受けた︒

七447 謙信は馬に一むちくれて︑信
玄 の 本 陣 に 切 り こ み︑︿略﹀︒

玄の本陣に切りこみ︑大太刀をふり

七448 謙信は馬に一むちくれて︑信

上海は支那第一の貿易場で︑

百萬近くの人ロを有する大都會であ

十一88
る︒

かざして︑信玄に打ってか＼つた︒

七452 信玄の家來は之を見て︑後か

それが今は人口約二丁︑戸

むさし

﹇人工﹈︵名︶1

たのである︒

じんこう

進

さんとの皇太后の思召のま㌦に︑今

十51図 昔の武藏野の姿を此所に残

人工

碧雲四千を算するりっぱな町となつ

十一631

七448 信玄は刀をぬくひまがない︒
らやりで謙信をついたが︑あたらな
い︒

七455 馬はおどろいてとび上ったの
で︑信玄はあぶない所を助かった︒

ら謙信へ︑﹁︿略﹀︒﹂と申しこんだ︒

七458 第六回目にいたって︑信玄か

﹇進行中﹈︵名︶1

も人工を加へずといふ︒

︿略﹀︑進行中の汽車が無線

しんこうちゅう

正中

﹁︿略﹀︒約束の川中島は謙信に渡

七486 此の時信玄は之を止めて︑
す︒﹂といったので︑めでたく中な
森嚴

十二柵6
﹇森厳﹈︵形状︶1

あけ

しんこうへい

を免れたことや︑︿略﹀︒

電話機を備へ附けてみたために心添

ほりが出來た︒

しんげん

かすが

の廻廊山の緑にはえて︑森嚴自ら人

ロリドつ

十二997図然れども春日の社頭︑朱

十

しんじゅ一じんぞうこ
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だざいふじんじゃ・たむけやまじん

かもじんじゃ・けいじょうじんじゃ・

十一11

帰着國罫書本巻十一

十＝︵名︶2

きじゅういち
婦騨國語讃本巻十一

﹇尋常小学国語読本巻

十項2

十目13

﹇尋常小学国語読本右下

式

十日1図

第二十六

第二十六

進水式

進水式

﹇進水式﹈︵名︶1

進水

﹇進水主任﹈︵名︶1

︿略﹀︑績いて造船部長の指

進水主任

しんすいしゅにん

唯をどりにをどるQ

進水式の壮快なる光景を豫心して︑

十枷7園

︿略﹀︑まさに始らんとする

しんすいしき

じゃ︒はちまんじんじゃ
帰鞘國語讃本巻十一終

きじゅうに
掲騨國語讃宮雀十二

林子國語草本巻十二

＋二燭4鐸國語讃本巻＋二王

十ニー1

二﹈︵名︶2

じんじょうしょうがくこくごとくほんま

十一伽9

くわん

十㍑8 間もなく神社の廣い境内には
いった︒

眞珠

一層感を深

十佃5 此の神社は菅公の御墓所に
建てたものだと聞いて︑

エリドメ

﹇真珠﹈︵名︶1

くした︒

しんじゅ

しん
﹇新上屋﹈︵名︶3 新

揮につれて吹く進水主任の號笛を合

じゃうや

七825 指輪や襟留ナドニハメル美シ しんじょうや

圖に︑着々と進み行く進水作業︒

しんじゃうや

新上屋

上屋

進水命令
ロリヒつ

海軍大臣の命名書朗讃︑工

︽ージ︾

﹇信﹈︵サ変︶5

を合圓に︑︿略﹀︒

信ずる

しん・ずる

二丁は︿略﹀︑清正のことを
秀吉にざんげんしました︒︿略﹀︑秀

七978

信ズル

の指揮につれて吹く進水主任の號笛

廠長の進水命令︑拓いて造船部長

しやう

十桝10図

﹇進水命令﹈︵名︶1

イ眞下士︑此ノ貝ノカラノ中ニアル

寝食

の一室に訪ふことが出來たのは︑そ
﹇寝食﹈︵名︶1

れから数日の後であった︒
しんしょく

そこで此の父も︑︿略V︑四

士口は之を信じて︑清正に婦女を命じ

進水作業

く略V︑メイく自分ノ適當

︿略V︑自分デ一番適當ダト信
ジテヰル中村君ヲ選墨シヨウト決心

九二5

ンタウノ選囎挙トイフモノダ︒

ト信ジテヰル人山投票スルノガ︑ホ

九磁5國

︿略﹀︒

る中尉が乗ってみてくれるので︑

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

十豊年の間︑寝食を忘れて其の道の

九234圏

しんすいめいれい

十一718園あの新上屋に御泊りに
なって︑︿略﹀︒

ノデアル︒

じんしゅ ﹇人種﹈︵名︶2 人種n▽せ

萬一御露りに又泊られることがあっ

さうして新上屋の主人に︑

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

十一731

十﹇93 租界には皮膚の色の違ひ︑

かいじんしゅ

言語・風俗の違った幾多の人種が入

あかしさん

︿略﹀︑宣長が眞淵を新上屋

んでおいた︒

やりがたけ

十一736

交ってみるので︑其の有様は一見世
界人種の展覧會のやうである︒

十二637図 國旗の色彩が其の國の人

しんしう

種を表すものに︑支那の國旗あり︒
しんしう
しんしゅう ﹇信州﹈︹地名︺1 信州

どれも︸万尺以上ある︒

六72園 信州の槍岳や赤石山で︑

尋常

道心7

ました︒

もあらはし︑出前るだけは骨折つた

書物を讃み︑國々の實地を調べ︑本

貝

つもりである︒

しんじゅがい ﹇真珠貝﹈︵名︶2 義塾

七81図 眞珠貝
﹇尋常﹈︵形状︶1

﹇進水式﹈︹課名︺2

進

く略V進水主任の號笛を合

七822 又眞珠貝トイフモノガアル︒ しんすいさぎょう ﹇進水作業﹈︵名︶1
じんじょう

水式

しんすいしき

圖に︑着々と進み行く進水作業︒

十一745 ︿略﹀︑眞淵は宣長の龍馬の 十二2図
尋常でないことをさとって︑非常に
たのもしく思った︒

じんじょうしょうがくこくごとくほんま

シタQ

︿略V︑人を信じ人を容れる

度量に乏しい︒

十二髄5

じんせい ﹇人生﹈︵名︶1 人生

其の身を忘れ︑よはひを

忘れて︑人生の爲に書くしたる大聖

十﹇81図

﹇親切﹈︵形状︶3 親切﹇▽

の面目︑︿略﹀︒

しんせつ

こしんせつ

ろくとやさしく御世話下され︑

九宙2懊圏村の方々は︑朝に夕にい

﹃︿略﹀︒何にてもゑんりよなく言

子馬には大てい飼主の一家

へ︒﹄と︑親切におほせ下され候︒

族がついて來て︑親切に世話をして

十1810国

ゐます︒

知れると思ひました︒

十槻5偉人に親切なことはこれでも

1

親切公平

しんせつこうへい ﹇親切公平﹈︵形状︶

村長は村の奮家に生れ︑き

はめて親切公平にして︑常に力を一

十慨7図

村の幸福の爲に書くすが故に︑︿略﹀︒

神主は先づ神前で祝詞を上げ

しんぜん ﹇神前﹈︵名︶3 神前
のりと

八75

︿略﹀︑それらの品を社務所

て︑︿略V︒

にたつさへ來て︑神前にさ＼げたし

十33図

と願ひ出つる者敷多しといふ︒

きらくとかゴやいてみて神々しい︒

十佃4 ︿略﹀︑神前の大きな神鏡が︑

じんぞうこ ﹇人造湖﹈︵名︶2 人造湖
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しんぞく一しんぱいなさる

十344︿略﹀︑次の水門を越して︑小
さい人造湖に出る︒
かすみ

十ニー49図

されど人智の進歩と印刷

じんば

︿略﹀︑

新道つたひ車重
﹇新年﹈︵名︶1

新年

新年おめでたう︒
人馬
︿略﹀︑ずるぶん深いくりから

﹇人馬﹈︵名︶3
六257

谷が︑平家の人馬で埋まりました︒

しんぱいいた・す ﹇心配﹈︵五︶1 心

始は熱が高くて心配致しま

配致す ︽ーシ︾

したが︑︿略﹀︒

八451團

心ぼいする

心配する

しんぱい・する ﹇心配﹈︵サ変︶7 し

んぼいする

大水が出なければよいがと

︽ーシ・ースル︾

心ばいして︑夜中に手をけやはき物

五848国

うちのことはしんばいする

まですっかり二階へ上げました︒

な︒

此の人だけは自分のために心

八871園

こちらの方はどうでもなる

わしはあちらに居ても︑お

から︑心配するには及びません︒

八466團

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七983

とに心配するのださうだ︒

くから︑厄日といって︑農家ではこ

七938

︿略﹀︑此の日はよく大風が吹

︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや 七423園

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

六974

︿略﹀︑地上には︑人馬の死が

ともにつかれた︒

九佃9

心配

いがあちらにもこちらにも重り合つ
﹇心配﹈︵名︶1

てるる︒

しんぱい

﹇心配﹈︵形状︶4

配モ少ク︑︿略﹀︒

しんぱい

心配

壁のすき間をもつた雨のた

前の事ばかり心配してみた︒

十一伽3

子供心にも大書心配して︑其の晩は

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

とうく眠れなかった︒

しんぱいなさ・る ﹇心配﹈ ︵五︶一 シ

ぼちが昨日から病氣で︑ごは
んをたべませんので︑聖運に居ても

五152

しんぽいでしたが︑︿略﹀︒

信吉は︿略﹀︑﹁奥檬︑あのと

十一836

やうな氣がする︒

ふと︑何だかうれしいやうな心配な

一396 ハヤクカヘラナイト︑オヂ
イサンヤオバアサンガシンパイ

今日は始めての遠泳だと思 ンパイナサル ︽ーイ︾

よは︒﹂と︑さも心配さうにたつね

八839

たらと︑それが又心配になって來た︒

十二319国︿略﹀︑車道と人道との間 十二576 ︿略V︑若し見附からなかつ
には︑暫した㌧る街路樹が目もはる

新田

新

かに連なってゐます︒

﹇新田﹈︵名︶1

﹇新道伝﹈︵名︶1

術の獲達とは︑何時までもかく軍純
しんどうづたい
道つたひ

しんねん

ひき來る馬のつく息白し︒

﹇陣中﹈︵名︶1

陣中

にして遊戯的なるものに満足すべく

た︒

しんでん

新道

新田が大へんよく出來まし

﹇新道﹈︵名︶2

六14園
た︒

しんどう

陣頭

しんぽい

キヨネンデキ上ツタ新道 九163 シタガツテ敵ニオソバレル心

町君︑

ハ︑村ヲ東カラ西へ︑マッス

三496

新道ノリヤウガハ

グニツキヌイテヰマス︒
三498

﹇陣頭﹈︵名︶2

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒
じんとう

げに

十903田圃

しん
﹇慎重﹈︵形状︶1 乱世

明國の使者︑某の陣中に参

もあらず︑︿略﹀︒

しんちょう
しん

十二901
り愼重な手績を直る︒

︿略﹀︑其の制定も出牢る限 四527国

り︑﹃︿略V︒﹄などとの善言︒

七価9園

じんちゅう

十354 ガツン湖といって︑廣さが

親族

霞が浦の二倍以上もある大きな人
﹇親族﹈︵名︶1

造湖で︑︿略﹀︒

しんぞく
︿略﹀︑決して親族・縁故其

の他私交上の關係の爲に心を迷はす

十一価2

身代

やうなことがあってはならない︒
﹇身代﹈︵名︶2

しんでん

御門の前でうやうやしく拝

五747 よい身代であったが︑其のた しんでん ﹇神殿﹈︵名︶1 神殿﹇▽こ

しんだい

めに田を費り︑白田を責り︑家も土藏

六価7国

深大

薪炭材

窮してから︑神殿の御もやうを拝し

もみんな責りはらった︒

五782 ︿略﹀︑あの家にはよい事が

﹇深大﹈︵形状︶1

つゴいて︑身代は前よりもよくなつ
た︒

しんだい

陣立

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一伽4図 鐵眼の深大なる慈悲心と︑

﹇陣立﹈︵名︶1

心とは︑︿略﹀︒

じんだて

﹇薪炭﹈︵名︶1

いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引

七唱2 信玄は不意を打たれておどろ
受けた︒

しんたんざい

十88 陣頭に立っては百萬の敵を物
することが離調ない︒

十二488図 かしは又なら・くぬぎと
人智

とも思はぬ英雄も︑碇草は如何とも

﹇人知﹈︵名︶2

土ハに薪炭材として 重 要 な る も の な り ︒

じんち

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

十一664 其のうちだんく人智が登 十113 王は間もなく健康を回復して︑ た︒

人道

達するにつれて︑木片と木片をこす

﹇人道﹈︵名︶！

出來た︒
じんどう

りあはせて火を得る法をさとるやう
になった︒

しんぶつ一しんらい
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ナサイマス︒
﹇神仏﹈︵名︶1

神童

十二欄1 ︿略﹀︑萬人の爲に安全な路

しんぶつ

を造ってやらうと︑臨画に堅くちか
﹇人物﹈︵名︶2

人物

つて此の仕事に着手したのであった︒
じんぶつ

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

しんめいさま ﹇神明様﹈︵名︶2 神明

どもをこせいばつになった時︑︿略﹀︒

里ある︒

五644園

︿略﹀︒

︿略﹀︑あの急ならといふ信

即ち︸人の貿易商が外人の

て堅實に自己の事業を獲﹇展させる道

十一一226

これ即ち世間の信用を博し

棄権シテシマツタリスル人モアルガ︑

モシテヰナイ人二投票シタリ︑壮心

九倣7園世間ニハ︑︿略﹀︑或ハ信用

︿略﹀︒

働くので︑店はだんだん繁昌して︑

用はあるし︑それにわき目もふらず

九523園

しんよう ﹇信用﹈︵名︶5 信用

←にししんもん・みなみしん

壁造の家は工場ですか︒﹂

﹁神明檬のこちらにある白

れまでが半道で︑あれから町まで一

五64！圏

あれは神明檬の森だが︑あ

を成し遂げた日本國民は︑賢明な機

人民5

である︒

國全艦の商品の信用に關係して︑

信用を失ふやうな事をすれば︑忽ち

十二235
公共の事務に當る者は︑︿略﹀︑

十二236 ︿略﹀︑忽ち國全通の商品の

︿略﹀︒

の人民の後援がなければ自治着艦の

自治制も︑之を運用する人

信用に關寄して︑貿易の不振を招き

十111

やがて讃終ったフィリップが︑

しんらい ﹇信頼﹈︵名︶1 信頼

る︒

國運の登展をもさまたげることにな

じんむ

むかし神武天皇がわるもの

﹇神武天皇﹈︹学名︺1

民に自治の精神が乏しければ︑よい

五184圏

神武天皇

じんむ

じんむてんのう

結果を得ることは到底望まれない︒

十一宙4

圓滞な曹達を望むことは出來ない︒

一般

もん

十年迫りもしんばうして︑ しんもん

︽ーシ︾

様

の利器を用ふるを以て︑︿略﹀︒

心棒

敏な國民である︒

﹇心棒﹈︵名︶1

︿略﹀︑そばには小さな心棒
は
や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

十二535

しんぼう

然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑

十代ー61図
讃者に配布せらる＼か︒
かくて刷上りたる新聞は︑

直に販曲部を纏て遠近に獲古せらる︒

十ニー88図

んばうする

されば同一日置の同じ新 しんぼう・する ﹇辛抱﹈ ︵サ変︶− し

聞にても︑嚢行地にて受取るものと

九519園

十ニー93図

には︑專ら其の人物に重きをおいて︑

他地方にて受取るものとは︑記事に

十﹇価1 市町村長や議員を翻弄する
決してく略V私交上の關係の爲に心

親身

やうく一人前の番頭になり︑︿略﹀︒
﹇親身﹈︵名︶1

︿略﹀︑アルカスはそれと知
りませんから︑あぶなく親身の親を

九921囹

しんみ

新聞紙 しんぼく ﹇▽こしんぼく

新

外國の工商會で︑新聞紙に店
﹇新聞中﹈︵名︶1

射殺すところでした︒

︿略V︑師弟の關係は日一日

﹇人民﹈︵名︶2

は松坂の一夜以後とうく來なかつ

と親密の度を加へたが︑面會の機會

十一768

勿論今日我が國にて嚢行しんみつ ﹇親密﹈︵名︶− 親密

﹇新聞配達﹈︵名︶1

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑

十一一156図

聞中

しんぶんちゅう

員入用の廣告を出した︒

十捌2

﹇新聞紙﹈︵名︶1

多少の相違あるを常とす︒

人

しんぶんし

を迷はすやうなことがあってはなら
ない︒

十﹁伽5 ジョージは︑かねてウェリ
ントン公爵が勲功も高く︑りつぽな

﹇人物中﹈︵名︶1

人物であるといふ事を聞いてみたの
で︑︿略﹀︒

じんぶつちゅう

物中
︿略﹀︒

しんぶんはいたつ

た︒

書あれほどにぎやかな通に︑ じんみん

支那・印度の文明を入れ︑

公吏・議員等︑直接間接に

十一描1
進歩

いっぱんじんみん・ちほうじんみん
﹇進歩﹈︵名︶3

新聞配達と四五人の人のすがたが見
しんぽ

えるだけでした︒

はいたつ

五332

はいたつ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

十一45図 支那麹千年の人物中︑大
こドつ

新聞

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは
﹇新聞﹈︹課名︺2

新聞配達

みし︒

しんぶん

十二目5 第四課 新聞
十ニー44 第四課 新聞

しんぶん ﹇新聞﹈︵名︶6 新聞←だ

しかしわたしの四十年の骨
折は︑農學の進歩の爲には決してむ

九266園

だでなかったと思ふ︒
されど人智の進歩と印刷

五912 毎日かならず新聞を入れに來

十一一㎜7

もあらず︑︿略V︒

にして遊戯的なるものに満足すべく

術の嚢達とは︑何時までもかく軍純

十一一149図

いしんぶん
る方も四五人はあります︒

十ニー54図 我が國にてか㌧る新聞の
︿略﹀︑相當に名ある新聞

ゐ
現れたるは維新前後 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十ニー57図

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明
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眞青な顔をして王を見上げると︑王
は信頼の情を面にあらはして︑フィ
リップを見下してみた︒

﹇森林﹈︵名︶3

もので一︒
しんりん

森林

十一515此の邊でゴムを栽培するに
は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと
に種をまくか︑又は苗木を植付ける

人力

居候︒

森林には大木すき間も

しんりんちかいこん
こん

﹇侵略﹈︵サ変︶1

心力

人力

森林地開墾の様子を視

﹇親類﹈︵名︶1

﹇人類﹈︵名︶1

親類

人類

す

ス
︿略﹀︑ヌとス︑フとク︑ワ

鳩は鯨程遠い虜で放しても︑

ニスム︒巣ハ至ツテソマツナモノデ︑

︿略﹀︒

﹇為﹈︵サ変︶79

ス す ︽シ・ス・

を突いたやうなさわぎである︒

十一一悩2 しかし市中の無封は蜂の巣

︿略﹀︑矢のやうに自分の巣に飛蹄る︒

十556

す

スル・スレ・セ・セヨ︾n▽あいす・あい

ず・かんかす・かんこうす・かんす・

んず・かくして・がっす・かれそん

す・かいはんす・かいりょうす・がえ

る・かいけつす・かいけんす・がい

いす・おもんず・おんさっしくださ

ずす・あいせつす・あいはんす・あん

とツ︑二と二︑ハと八等は書方にて

天の橋立は海中へつき出た細

じす︒いっちす・いんさつす・おうら

五577

間違ひ易し
ド
一
﹇州﹈︵名︶4 洲 洲

七言図図

す

す

長い洲で︑長さは一里︑はゴは四五
十間︒

かんず・かんせいす・かんたんす・か

其の洲の白い砂の上に︑青い
松が一面に立ってるて︑長い橋のや

五578

うに見えます︒

じゅつす・きしょくす・きす・きそん

だんく潮が引いて︑もう其 んどうす・きこくす・きしゃす・き
所此所に洲が見え出した︒

七105

しにていす・きゅうほうす・きょう

にゆうす・きふす・きぼうす︒きゅう

潮がだんだんさして來て︑何 す・きちゃくす・きにゅうしおく・き
巣εくものす

す・きんぞくす・くしんす・くちす・

ス

二一二日マヘカラメンドリ
ガスニツキマシタ︒

て・けっす・けんきゅうす・けんず・

マス︒

八165

けんそんす・こうす︒こころがまえ

す︒さいしゅうす・さいす・さきん

ざいす・さんす・さんず・さんぽい

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ ず・さくらがりす・さまたげす︒さん
けて︑只略﹀︒﹂と命じた︒

りしたまう・じっけんす︒しつす・し

︿略﹀︑長四郎が︿略﹀︑もう す・しかして︒しきす・しす・しっか

てんす・しゃしたてまつる・しゃしま

鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山 つる・しゃす・じゅうじす・しゅうろ

少しで雀の巣へ手が届かうとした時︑

八499

ふみ外して軒下へどうと落ちた︒

八169

くっす・けいあいす・けいす・けっし
ツバメハコチラニ居ル間二︑

﹇巣﹈︵名︶7

時の間にか洲が見えなくなった︒

七155
す

す
人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ

五272

︿略﹀︑火を使用するのは人 三53

それから太陰暦を藷暦︑

新は新暦︑藷は善暦のこ

﹇新暦﹈︵名︶2

い所である︒

しんれき

十一922園
とだ︒

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一925園

新暦

類ばかりで︑他の動物には見られな

十一659

じんるい

者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

七欄2園もと此の方には近い親類の

しんるい

過ぎ候︒

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

十﹇皿9圏団

こん

﹇森林地開墾﹈

草・灌木など思ふま＼にはびこり

くわん

なく繁茂し︑其の根本には︑つる

十一佃3圏團

ても果なき原野と森林とに候︒

ブラジルは何庭へ参り

頼する

﹇人力車﹈︵名︶2

十一畑1隅國

のであるが︑︿略VQ

車

しん

侵略する

﹇心力﹈︵名︶1

﹇人力﹈︵名︶2

大勢は人力の如何ともしやうのない

事になれかしとは毛頭考へませぬが︑

十二伽9囹 拙者は︑︿略﹀︑さやうな

てるます︒

つて︑工業界の一大革新をうながし

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣

十二価9囹 諸機械の原動力であった

じんりょく

ふことあたはざるは天命なり︒

十996図園 心力を書くしてしかも救

しんりょく

さへも用ひられるやうになりました︒

までも侵略し︑尚進んで電電機關車

しん

十二価7園 電車は次第に汽車の領分

︽ーシ︾

しんりゃく・する

セウ︒﹂ト言ツタ︒

アツテ︑車夫ガ﹁ダンナ︑マヰリマ

六323 橋ノタモトニ人力車ガーダイ ︵名︶1 森林地開墾

つて來ます︒

がいくだいとなく︑入口・出口によ

五齪4

︿略﹀︑自動車・馬車・人力車

じんりきしゃ

書が届いた︒

パルメニオ將軍から︑王にあてた密

十99 ︿略﹀︑王の日頃信頼してみる

︽ーシ︾

しんらい・する﹇信頼﹈︵サ変︶1信

しんらいする一す

す一す
714

じきたる・ほうず・ほうどうす・ほぞ

んきょうしおり・へんしゅうす・ほう

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒

モ

ケイ

ハ︑商品ヲ大キクセル模型ヲカ・グ
ル風アリ︒

く略Vベルギーの勇將レ．マ

みたるドイツの大軍を物ともせず︑

洲・ヨーロッパ洲・アフリカ洲・南

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯
両將書食共にして︑ な

劔をときて渡さんとするを︑︿略V︒
ひるげ

九427図圃

ほもつきせぬ物語︒

九447図例ヘバコ・一町ツノ石アリ
トセヨ︒

と︒

天上きかずしていはく︑

されど宋軍の大勢日々に非

されど宋軍の大勢日々に非

こうはん

敵將張弘範如何にもして之

敵悪書弘範如何にもして之

或人望なじりていはく︑

さと

元の皇帝深く二天祥を惜し

天祥下せらる＼にのぞみ︑

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

十欄4図

んとす︒

み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

十9910図

の甚だしきや︒﹂と︒

知って︑何ぞいたづらに苦しむこと

﹁汝大勢の如何ともすべからざるを

十993図園

いはく︑︿略﹀︒

を降らしめんとし︑二天祥に命じて

十984図

いはく︑︿略﹀︒
こうはん

を降らしめんとし︑文野幌に命じて

十984図

何ともすることあたはず︒

にして︑天聴の誠忠を以てしても如

十9710図

何ともすることあたはず︒

にして︑天運の誠忠を以てしても如

十9710図

きを如何せん︒﹂と︒

﹁我もとより之を知る︒唯國家の危

十974図圏

とす︒

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

しやう

十9610図︿略﹀︑宋は次第におとろへ

常世も︑︿略﹀︒

恥をつ＼まんとして宿をことわりし

しゅっぱんす・しゅつぼつす・じゅ

くす・じゅくす・しゅったつす・
んす・ぼっとうす・またせおく・まん

九156図出がけにとやの方を見れば︑

十972図宋の三文天心大いに之を

クシ

りょうす・じょうじゅす・しようす︒
ぞくす・みやこしたまう・めいず・も

今やときをつくらんとする様なり︒

めんどりはく略﹀︑をんどりはく略V︑

又足袋屋・︿略﹀関屋等ニ

しょうす・しょうず・じょうず・しょ
つる・やすんず︒ゆあみす・ゆうす・

くげきす・やえいす・やすんじたてま

八611図

うます・じょうりくす・せいこうす・
ゆしゅつす・ようす・るいす・うんず

せいさくす・せいしゅつす・せいてい
す・せいれつ．す・ぜっす・せわしお

九364図

勇ましく防ぎ職ひたり︒

ンは︑︿略﹀︑エンミッヒ將軍のひき

洋・印度洋とし︑陸を分けて︑︿略﹀

海を分けて太平洋・大西

とす︒

七16図

せいりす・せんぱつす・ぞうしょく

り・せんきょす・せんしす︒せんたく

す・ぞうすいす・ぞくしおり・ぞく

アメリカ洲・北アメリカ洲・及び大

︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ

そんす・ぞんず・そんちょうす・たい
洋洲とす︒

やがてレマン將軍は︑萬感

七18図

きゃくしはじめる・たいざいす・たい

九387図

す・ぞんじおり・ぞんじたてまつる・

す・だいひょうす・たっす・たんけん

七307図

さんとしたれど︑蛇はますくかた

獅子はおどろきてふりはな

す・たんず・たんとうす・ちっそくし
おり・ちゃくしゅす・ちゃくす・ちゅ
くしめつけたり︒

武士の馬はおどろきて︑後

今や獅子の息はたえんとす︒ 九453墨髭コ・二一匹ノ馬アリテ︑

うしす・ちょうさす・ちょうず・ちん

七315図

七312図

︿略﹀︒

椹ヲ棄テルトイフ事ハ︑選墨人トシ

九槻2園

︿略﹀︑自分ノタフトイ選墾

買ハントスル人タで︼人ナルトキハ︑

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

九459図之二反シテ︑同ジヤウナル

︿略﹀︒

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

ちょうす・ついげきす・つうがくしお

足にて立上り︑おそれて其所に近づ

り・つうこうす・つうちしきたる︒つ
きす・でいりす・てきす・てんかいし

獅子はもとより武士にした
タネマキ

がひて行かんとせり︒

七331図

かんともせず︒

んす・てんちす・てんぼうす︒どうい

きたる・てんざいす・てんず︒てんせ
す・どうこうす・とうず・とうちゃく

す・どくげんす・とくす︒とっしん

農家ニチハ種蒔・︿略﹀取
入レ等ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシ

七㎜7図

テ︑日ヲ定ムルコト多シ︒
﹁年の若きに感心な︒﹂

す・とらいす・どりょくす・のじゅく

八572図韻

す・のびちぢみす・はいかんす・はい
したてまつる・はいす・はいちす・は

ラ︑カウシテワザく臨ツテ來タノ

テカリソメニモスベキ事デハナイカ
かくいふ聲を後にして︑

翌朝僧は暇をこひて又行く

小ぞうは

いふす・はせさんず・はっきす・はっ

ダ︒

十701図始は身の上をつ㌦み︑貧の

へ知らぬ旅に出でんとす︒

スベテ看板ハ商品又ハ職業 十701図

乗りぬ︑自轄車に︒

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ

八588図

けんす・はっこうす・はっす・はっそ
はっぷんす・はつめいす・はんもす・

ヤスカラシメントスルモノナリ︒

うす・はっちゃくす・はつばいす・
ひす・ひょうす・ふす・へんかす・べ

715
す一す

十一710図園

ぶん
﹁襲焦しては食を忘れ︑

樂しんではうれひを忘れ︑老の將に

ふな
十伽4図 又池・沼を利用して鯉・鮒
を養ふことも盛にして︑大てい二年

倒されたり︒

十一256図

あわてて逃げんとすれど

一型に敵をみちんにせんと︑

夜ふけに及んで︑︿略﹀︑

燃えあとは取片附けて

黒眼大いに喜び︑將に出
我が一切経の出版を思

く略V︑佛教を成皿にせん

ぼ

世の筆下事を速に知らん

然らばかくの如き新聞は

しふ

されば同一日野の同じ新

然れども材の優良にして

そ

樺太は大陸の地績なりや︑

からふと

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

十二82！図

す︒

常に州の数と一致せしむるを定めと

十二6210図 く略V︑藍地中の星章は︑

＜略﹀︒

て第一とし︑檜は木曽産の野牛高く

き

十二4810図杉は吉野杉・秋田杉を以

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二468図

多少の相違あるを常とす︒

他地方にて受取るものとは︑記事に

﹂聞にても︑嚢行地にて受取るものと

十ニー95図

最後の最も新しきものを市内版とす︒

︿略﹀︑新しき事件ある毎に改版して︑

十ニー93図 但し大新聞にありては︑

刷機にかく︒

更に之をもととして鉛版を造り︑印

十ニー76図 校正終れば紙型に取り︑

讃者に配布せらる＼か︒

如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑

十ニー61図

とするは人情の常なり︒

十陣雲45図

事なりとす︒

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

十一欄4図 ︿略﹀︑一切脛の廣く我が

あらんとす︒

からずして宿志の果さる＼も近きに

て努力すること更に敷年︑効果空し

十一321図本土の西︑近く九州と相 十一伽3図 ︿略﹀︑再び募集に着手し
けふ
接せんとする虜︑下關海峡あり︒

或夜小僧︑住持の居間

に來りて︑﹁彼庭に行きて︑彼の書

十一461図囹

師のする様を見給へ︒﹂とさ＼やき
ければ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔

して過ししに︑十日鯨りにして︑ふ

十一471図

夜明けて住持︑書師に向

すまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

十一476図

ひて︑︿略﹀︑夜中に医師のしたる様

︿略﹀︑垂師驚きて︑

をまねて見するに︑︿略﹀︒

十﹇478図囹

﹁我が心に思ひ構へし事を如何にし
原野は大てい牧場にて︑

何とも知らぬ物音ざわくとして夜

爲なり︒

とするは︑ひつきやう人を救はんが

十﹇梛3図囹

人を救はんが爲なり︒

教を盛にせんとするは︑ひつきやう

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑佛

十一梛2図園

版に着手せんとす︒

十一協7図

植付け申候︒

畠とし︑コーヒー・わたの木などを

十一柵1圏囲

牛馬は放し飼にせられ居候︒

十一佃3上里

て知り給へるか︒﹂と問ふ︒

今まで賎嶽の山上より︑

また＼きもせず職況を見居たりし秀

十一287図

の静けさを破る︒

十一261図

︿略﹀︒

おとし︑

︿略﹀︑明日は進んで賎嶽のとりでを

寄手の大將佐久間盛挙は︑

も時既におそく︑大方はやにはに斬

十一245図

さんとする折しも︑︿略﹀︒

水際に寄りて馬の足を冷

至らんとするを知らず︒﹂

つ

十︻243図

毎に之を費るに︑其の利益少しとせ
ず︒

︿略﹀︑生徒は︿略﹀︑學校

範として感心職務につとむるが故に︑

十協2図其の他の教員も︑校長を模
︿略﹀︒

三図5図

を思ふ心あつく︑卒業後も尚學校の
門に出入することを蓋しみとせり︒

の基本金とし︑其の残部を一村共同

十伽7図 其の利益は︑大部分を學校

む

の有益なる事業の費用にあっる計書
なり︒
いう

十桝4図 ︿略﹀大職艦陸奥は︑海を
く略V︑︿ 略 ﹀ 原 市 者 の 胸 は ︑

後にして悠然と横たはれり︒

吉︑勝政の引足になりたるを見て︑

十枷7図

まさに始らんとする進水式の壮快な

︿略﹀︑敵は見る間にばた

清正刀を抜かんとするに︑
か﹂りて︑身のはたらき自由ならず︒

かぶとのしころつ＼じの枝に引つ

十一309図

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒

十一2810図

︿略﹀︒

︿略﹀︑高徳一族共を集め

る光景を豫均して︑唯をどりにをど
る︒

十個1図圏

ていへるやう︑﹁義を見てせざるは
勇なきなり︒
こうせ ん

十齪8図圃 天︑勾践を空しうするな

正國得たりと︑力足をふ
ん張りてはねかへさんとせしが︑ふ

十一311図

十一54図 ︿略﹀︑孔子大いに之をう

みそこねてあはや谷底へ轄び落ちん

かれ︒

れひ︑如何にもして國家を治め︑萬

正國得たりと︑力足をふ

とす︒

とするは︑ひつきやう人を救はんが

十一312図

民の苦を救はんものと︑廣く各國を

ん張りてはねかへさんとせしが︑ふ

爲なり︒

めぐりて︑用ひられんことを求めぬ︒

十一了7図 孔子は他人を正す前に先

みそこねてあはや谷底へ轄び落ちん

く略V︑佛教を盛にせん

づおのれを正し︑近きより遠きに及

とす︒

十一枷3図園

すを以て其の主義としたり︒

く之を疑問としたりき︒

軽物殿に到りて御遺物を辞

こ＼に武±と獅子とはわか

れざるを得ざることとなりぬ︒

七333図

も出來ず︑いたき所をさすることも

八284図 ︿略﹀︑かゆき所をかくこと

されどかなふべくもあらず︒ 八292図手はずべて仕事のもとにし

観す︒平生きはめて御質素にわたら

十36図
せられし御有様︑一つくの御好の
七338図

船長はかくいひて後︑一だ

十二836図 ︿略﹀︑山を越えて東海岸
に出でんとすれば︑信者の土人等ゆ
上にうかゴはれて︑無量の感に打た

七616図

ず

︽ザラ・ザリ・ザ

ず・たえず・とりあえず・のこらず・

港ニハ船ノ出入タエズ︒
神戸ハ一大貿易港ニシテ︑

輸出入ノサカンナルコト横面ニユヅ

七299頗︒凶

ラズ︒

武士の馬は︿略﹀︑おそれ
て其所に近づかんともせず︒

七315図

のれの利のみかへりみず︑

力を分
助けて共に樂しまん︒

小西は日本の大將ならず︑
まことは堺の町人︑道案内の者故︑

七伽6園

アフリヨク

我が國第一ノ長流言為江

にげも致したであらう︒

八196図

ノ如キハ實二七ノ支流ニモ及バザル
ナリ︒

八211図其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ
ダラトキテ木材ヲ費ルニ至ルマデ︑

箸を持つことも出來ず︑帯

一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ
トイフ︒

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

ゆききの車馬のたえざれ

いふは︑働く人の少きをいふなり︒

八557郭雀

目は見ゆれども︑字のよめ

手をかす人もあらざり

身なりいやしき

かは
ば︑ 向ふの側へ行きかねつ︒

老婆には︑

八564図蟹 ︿略﹀︑

き︒

八622図

保己﹈はそれとも知らず︑

ざる人をあきめくらといふ︒

八639図

話をつゴけたれば︑弟子どもは

く略V︑

やみをつらぬ

﹁︿略﹀︒﹂と言ひしに︑︿略VQ

呼べど答へず︑さがせど見え

船内くまなくたつぬる三

く中佐の叫︒ ﹁杉野はいっこ︑杉野

八979図圃圏

は居ずや︒﹂

度︑

八982図説

ず︑︿略V︒

船は次第に波間

八982図圃 く略V︑ 呼べど答へず︑

敵揮いよくあたりにし

に沈み︑

げし︒

さがせど見えず︑
︿略﹀︑帯を結ぶことも出來

を結ぶことも出來ず︑︿略V︑いたき
八282図

所をさすることも出土ざるべし︒

八282図

出野ざるべし︒

くての危瞼を恐れて從ふことをがへ
れたり︒

れざるを得ざることとなりぬ︒

んぜず︒

びたる時は︑拍手の音しばらくはや

ん聲をはり上げて︑﹁︿略﹀︒﹂とむす
はく

姓をつのり︑かゴり火をたかせ︑
りやう

共同助力は人の道︑ お

まざりき︒

七966図醐

糧食の用意をなさしむ︒

十二8310図 網をすき︑舟を漕ぎ︑漁 十一277図五十人の兵は行くく百

業の手蔓などして土人に親しみ︑
︿略﹀︒

此の上はいよく仕事

なりて︑親に安心致させたしと存じ

に働み︑

ズ

ナマうんがへいめんず

﹇図﹈﹇▽しずがたけふきんのず︒パ

一日も早く一人前の商人と

ため大陸に渡らんとするに際し︑林

ち︑物をさき︑苦しむ者を︑泣く

十二844図 たまくコー二が交易の 十二梱9塵國
藏は︿略﹀︑切に己をともなはんこ

者を︑

ばう

居り候︒

とを求む︒
﹁容貌の異なる汝が彼 ず

ず ︵助動︶即

ル・ザレ・ズ・ヌ・ネ︾nvあいかわらず・

みずいらず・みずしらず

︽セ︾

市中ニハ電車ノ往復シゲク︑

取團みながら︑或は抱き或は懐を探

十二868図 土人等怒りて林藏の頭を
打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒
︿略﹀︑遠く連なる田園の

間に東西に走る三筋の路は︑北より

十二繊9図

す

敷へて古の一條・斗組・三條の大路
ス

の名残とす︒
︵助動︶5

これより獅子は日夜武士に

九104図 ︿略﹀︑御船少しも進まず︑

七325図

ず︑かゆき所をかくことも出信ず︑

クワウレイサイ

ノ中日二︑春ハ春季皇雷巫祭︑秋ハ

妹も同じ心にや︑しばし見

今にもくつがへらんばかりなりき︒

くだきたる貝殻を器に入れ

てあたふるに︑これには餌の時のや

九144図

とれてひよこのそばをはなれず︒

九139図

いたき所をさすることも出來ざるべ

出來ざるべし︒

も出來ず︑いたき所をさすることも

︿略﹀︑かゆき所をかくこと

つきしたがひてはなれず︑武士には

こ＼に武士と獅子とはわか

八283図

し︒

七333図

をゆるさず︒

しかるに船長はおそれて之

無二の從者となれり︒

八627図 保己一は五歳の時めくらと
なりしが︑人に書物をよませて︑一
心 に 之 を 聞 き ︑ ︿ 略V︒

七332図

秋 季 皇 需 巫 祭 ヲ 行 ハセラル︒

七㎜5図彼岸ハ七日ノ問ニシテ︑其

七295図

り︑或は手足をもてあそびなどす︒

十二865図 土人急く略V︑大勢にて おもわず・おもわずしらず・すかさ

かるべし︒﹂

なぶりものにせられて︑或は命も危

の地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

十一一847爾ロ凶園

す

す一ず
716

717

ず一ず

うに集らず︒

九備4字配

聞けば︑そなたは豊島沖

の海戦にも出ず︑又八月十日の威海
衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

九364図 ︿略﹀ベルギーの勇猛レマ
ンは︑部下の將卒をはげましく︑
一命を捨てて君の御恩に

りきとのこと︒

母も人間なれば︑我が子

爾がはに木立すき間もなく

むさし

も人工を加へずといふ︒

さんとの皇太后の思召のま＼に︑今

十51図 昔の武事野の姿を此所に残

ず︒

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

十18図

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九三7圓国

報ゆる爲には候はずや︒

九三8㈱囲

エンミッヒ將軍のひきみたるドイツ

︿略﹀︑正義の念と愛國の情

の大軍を物ともせず︑勇ましく防ぎ
戦ひたり︒

九367図

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦
も ︑ 終 に 如 何 と も しがたく︑︿略﹀︒
ひる げ

九428図星 爾將書食共にして︑ な
ほもつきせぬ物語︒
︿略﹀︑ 金 網 ヲ ツ ヒ ヤ シ テ ︑

水ヲ買フナドトイフハ︑思ヒモヨラ

九441図

ヌ事ナリ︒

大方は國民の眞心こめた

にうちとけては︑名残なかく書き
ず︒

十704図今一日留り給へとす＼めて
其の時の言葉にたがはず︑

止まざりき︒

十717園

眞先かけて参ったは感心の至り︒

天冠きかずしていはく︑

﹁我もとより之を知る︒白菊家の危

十973図

十996図園
れう

天祥いはく︑﹁父母の病
あつければ︑醤藥の効なきを知りて

心力を挫くしてしかも救

も︑尚治療につとむるは人情の常に
あらずや︒

主人はけんそんして言はず︒ 十997図園

一夜の物語

るを知り︑之を刑場に送らしむ︒

十㎜2図夕曇の志の動かすべからざ

翌朝僧は暇をこひて又行く ふことあたはざるは天命なり︒
︿略﹀常世も︑

十佃2属団

近き虜ならば早速上り候

木深き慮︑

それも心に任せず︑甚だ残念に存じ

て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︑

居り候︒

ふたら
十重3図魍 二荒の山もと

て︑

ひねもす見れども

あかざる

︿略﹀︑ 金銀珠玉を ちりばめなし

宮居︒

十伽1図 ︿略﹀︑近年は作物も改良せ

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒

ぎ

主上さきに笠置におはせし

はんれい

時︑上野無きにしもあら

富貴は人のねがふ直な

れば︑我之に居らず︒

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一68図園

教育と著述とに用ひたり︒

とを得ざりしかば︑老後は專ら力を

十一58図しかも遂に志を達するこ

たはずして魯を去りぬ︒

げられ︑久しく其の職に居ることあ

かん
十一410図︿略﹀︑好臣の爲にさまた

ず︒

十翌9図圏

勇なきなり︒

ていへるやう︑﹁義を見てせざるは

十梱1図園 ︿略﹀︑高徳一族共を集め

る由風聞ありしかば︑︿略V︒

だ成らざるに先だち︑笠置も落ちた

時早くも義兵を暴げしが︑事のいま

十㎜8図

利益少しとせず︒

を養ふことも成皿にして︑︿略﹀︑其の

十三4図

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒

されど宋軍の大勢日々に非 られ︑桑を植ゑて翼を飼ふ者多く︑

きを如何せん︒﹂と︒

十9710図

にして︑天祥の誠忠を以てしても如
天祥固くこばみていはく︑

何ともすることあたはず︒

十987図園

﹁我︑國を救ふことあたはず︒

百世傑等の奮戦も大勢を轄
ずることあたはずして︑宋遂に亡び

十988図

︿略﹀︑張弘範︑回天祥に説

しかば︑︿略﹀︒

きていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒天暑きか

十992図

ず︒

︿略﹀︑枯損ずるもの多か

るべきに︑ほとんど皆勢よく根づき

十66図工

るものも少からず︒

る献木にて︑中には骨導生の奉りた

けん

九446図 得ガタキ物ニチモ︑有用ナ 十62図園
ラヌ物ハ償ナシ︒

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑

九唱8図 ソレが如何ニマレニシテ︑

たるは︑誠に驚くべき事ならずや︒

︿略﹀︒

九452図 カクノ如ク物二償アルハ︑

﹁汝大勢の如何ともすべからざるを

画人又なじりていはく︑

十638図主人は聲を限りに呼べど︑
はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

降積む雪に道を失ひ︑進み

の甚だしきや︒﹂と︒

知って︑何ぞいたづらに苦しむこと
主人は聲を限りに呼べど︑

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

十638図

や︑ふりかへらず︒

十993図園

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒
︿略﹀︑五人ノ持主各其ノ馬

ノ±買レザランコトヲ恐レテ︑雫ヒテ

九4510図

債ヲ下グ︒

十703図

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

十678図

もやらずた＼ずみたる様は︑︿略﹀︒

十639図

九8210図圏ちいさんく略V︑大いな や︑ふりかへらず︒
る石横たへて︑ なほ怠らずこつ
くと︑ 何をか常に刻みみる︑ め
がねを掛けてはっぴ着て︒

九849図 月はまだ出でざれども︑空
よく晴れて︑満天の星は翌翌をちり
ばめたるが如し︒

ず一ず
718

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一69図圏富貴は人のねがふ麗な
れば︑我之に居らず ︒

十一610図園貧賎は人のいとふ所な
り︒然れども正しき道によるに非ざ
れば︑我之を去らず ︒

十一610図園貧賎は人のいとふ所な

へん

り︒然れども正しき道によるに非ざ
れば︑我之を去らず ︒

︿略﹀︒

十﹁3010図

清正刀を抜かんとするに︑

かぶとのしころつ＼じの枝に引つ
一騎未だ去らざるに︑一

か﹂りて︑身のはたらき自由ならず︒

十﹇333図
島更にあらはれ︑水路きはまるが如

かくして島轄じ︑海廻り

くにして︑また忽ち開く︒

十一336図
て︑其の墨くる所を知らず︒

ばう

十一436圏団

實は去月十日頃より感

名勝の地少からず︒

十一72図囹 孔子常に中正不偏を貴 十一348図 内海の沿岸及び島々には
び︑︿略﹀︑﹁過ぎ た る は 及 ば ざ る が
如 し ︒ ﹂ と も い へ り︒
ぶん
﹁嚢 憤 し て は 食 を 忘 れ ︑

冒の心地にて引きこもり居候虜︑其
えん
の後とかく病勢衰へず︑遂に肺炎を

十一了10図園

即しんではうれひを忘れ︑老の將に

住持は心得ぬ事に思ひて︑

引起し申候︒

十一448図

至らんとするを知ら ず ︒ ﹂ と ︒

︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

或日蔭の書師に︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一243図

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

我もとより衣食の費を

︿略V︒

十﹇452画蘭引圏

急ぎて進み來る︒

うかゴふに︑壷師は前の如く夜もす
がら寝ねずして︑明日はかく畜がか
︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔

んなど猫言してみたりければ︑︿略﹀︒

十﹇471図

して過ししに︑十日饒りにして︑ふ
すまの鶴は二十四五羽となりぬ︒
十一482図

︿略﹀︑豊師承かのふすま
ひのき

の鶴に筆を取らず︑唯杉戸に檜皿

本を垂がきて辿読へ出立しぬ︒

十一483図未だ一月もた＼ざるに︑
﹁先に垂がきたる檜︑

かの書師は突然蹄り來れり︒

十一488図園

何となく物足らぬ所ありて氣にか㌧

丈齢のろかい操りて︑

りしが︑︿略V︒﹂

十一816図圃

百尋・千
遊びなれたる庭善し︒

行手定めぬ浪まくら︑
墜緒の底︑

はかなく露と
其の名はくちせず︑

︿略﹀︑

しかも其の巻数幾千の多

消えしかど︑

十一佃1図圏

諸葛孔明︒

十一261図夜ふけに及んで︑︿略﹀︑

いとふにあらざれど︑︿略﹀︑今は何

しょかつこうめい

何とも知らぬ物音ざわくとして夜

十﹁伽8図

の業に非ず︒

きに上り︑これが出版は決して容易

庭へなりとも行きて君の技をふるひ
︿略﹀︑何時までもかく

死傷頗る多く︑家を流し
産を失ひて︑路頭に迷ふ者数を知ら

十一伽10図
へなりとも行きて君の技をふるひ給

らず︒

︿略﹀︑之を一切経の事

ふるも︑擁する所は一にして二にあ

に費すも︑うゑたる人々の救助に用

十﹁梛6図圏

しみにたへず︒

鐵眼此の状を目撃して悲

ず︒

かくて次の夜は如何にと

十一梛1図

へ︒

ておはすべきにあらねば︑今は何虜

十一453図園

給へ︒

の静けさを破る︒

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十一266図 味方は今日の職に將卒共
もあらず︒

十一268図 盛政は勝ってかぶとのを
をしめざりし油皿を 悔 い つ ＼ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

十一275図 ︿略﹀秀吉は︑︿略V︑や 十一466図 翌朝圭里師は常にもあらず
がて將卒のそろふをも待たず︑︿略V

つる
其の壼がく所皆鶴にして︑

に筆を動かしみたり︒

十﹁469図

筆勢非凡︑丹青の興言ふべからず︒

十一468図

馬にむちうって近江に向ふ︒

また＼きもせず職況を見居たりし秀

十一287図 今まで賎嶽の山上より︑
吉︑勝政の引足になりたるを見て︑

一切纒を世にひろむる

はもとより必要の事なれども︑人の

十一摺7図圏

苦心に苦心を重ねて集め

死を救ふは更に必要なるに難ずや︒

たる出版費は︑遂に一銭も残らずな

十一伽1図

りぬ︒

然れども鐵眼少しも屈せ
ぽ
ず︑再び募集に着手して努力するこ

十一伽1図

と更に数年︑︿略﹀︒

十一慨2図 ︿略﹀︑再び募集に着手し

て努力すること更に数年︑効果空し

き

からずして宿志の果さる﹂も近きに

あらんとす︒

ききん

十一伽6図然るに︑此の度は近畿地

方に大々謹起り︑人々の困苦は前の

鐵刷く略V︑其の資金を

出水の比に非ず︒

以て力の及ぶ限り廣く人々を救ひ︑

十一伽1図

又もや一層をも留めざるに至れり︒

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一旧6図

心とは︑︿略﹀︒

ち

おとらぬ國となす

十二27図翻よきを取りあしきを捨

てて︑とつ國に

よしもがな︒

時代にありては︑唯をりく興味あ

十一一149図 ︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

されど人智の進歩と印刷

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

き︒

術の獲達とは︑何時までもかく軍純

十ニー51図

にして遊戯的なるものに満足すべく

719
すい一すいしえい

もあらず︑やがてあまねく内外の事
件を報ずると共に時事を論ずるもの
︿略﹀ ︑ 機 械 は 電 力 に よ り

起りて︑︿略﹀︒

十ニー86図

︿ 略 ﹀︑實際の注文に早して

＝塁よく一分間に四百五十枚を印刷

て働き︑印刷も切噺も人手を要せず︑

すといふ︒
十一一2210

は粗悪なものを送るやうな事は︑人
として還すべからざる事である︒
こ

十二274図囲 鎌倉宮にまうでては︑
み

墨きせぬ親王のみうらみに︑ 悲
凡そこれ等の木材は︑其

憤の涙わきぬべし︒

かつて繹迦を見捨てた彼等

國に知らる＼に至れり︒
十一一969

も︑其の慈悲圓満の姿を見ては︑思

故に我等は︑︿略﹀︑諸外

せざるべからず︒

國の國旗に侵しても︑常に敬意を表

はず其の前にひざまっかざるを得な

十二651図

せざるべからず︒
かった︒

十二欄6図︿略﹀︑何の山︑何の川︑

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

の地黒にあらざることは︑此の探検

十二826図樺太が離れ島にして大陸
によりて略く知ることを得たれども︑

︿略﹀鹿の︑︿略﹀︑秋よ

あり︑人をして低回去る能はざらし

も︑彼は土地の事情を研究すること

く略V︑今にして思へば唯
げにや﹁︿略﹀︒﹂と歌ひ

一場の夢に過ぎず︒

十二鵬3図

風情なるべし︒

ふぜい

さますも︑奈良には訣くべからざる

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

十二川5図

む︒

︿略﹀︒

これより北は波荒くして

舟を進むべくもあらず︑山を越えて

十一一835図

︿略﹀︑山を越えて東海岸

東海岸に出でんとすれば︑︿略﹀︒

十二837図

に出でんとすれば︑從者の土人等ゆ

を怠らざりき︒

が︑︿略﹀︒

十二佃5図

當時は輩に理化學の商号

こ＼において再び炭素線

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二柵1図初め彼は紙に炭素を塗り

強きに過ぎ︑實用に適せず︒

内に用ふるには︑大仕掛にして光力

十二⁝川9ロロ凶

然れどもこはく略﹀︑室

用として使用せらるるに過ぎざりし

十二川5図

しにそむかず︒

コー二は﹁︿略V︒﹂とて︑ 十二佃8図

くての危険を恐れて從ふことをがへ
んぜず︒

十一一462図

十二848図

ず︒

みず︒

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧

十二867図

やがて酒食を出したれど

十二8510図夜は野宿すること少から

に同行することに決せり︒

しきりに止むれども林藏きかず︑遂

の有する性質によりて各種の用に供

ばく

すべく︑随って何れも重要ならざる
りやう

はなけれど︑︿略﹀︒

十二467図 家屋・橋梁・船舶・電
柱より桶・たる・曲物の類に至るま
で︑一として杉を用ひざるなし︒
十一一493図 松に至りては産地極めて
あうう
廣くして︑奥羽地方より九州に至る
ま で 殆 ど 之 を 見 ざ る 由なく︑︿略﹀︒

心々にして︑二輪の制定せられざる

十二609図 今日一國家を形成する 十二874図︿略﹀︑か＼る中にありて
所なし︒

十二629図 即ち赤・白干はせて十三

の研究に没頭したれども︑徒に多く
の時日と金銭とを費したるに過ぎざ

林藏が二回の探検により

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

十二8710﹇図

條の横筋は︑生立當時の十三州を表

りき︒

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

十二佃10図彼の眺め入りしは縮にあ

今日文明の利器と構せら

れたる竹なりしなり︒

る㌧ものにして︑直接間接に彼の天

十二価2図

熟地に参りて以來︑一

才によらざるもの殆どなしといひて

可なり︒

度手紙を以て御様子御器ひ申上げた

十二佃7㈱国

しとは存じながら︑なれぬこととて

参りし當座は何事もわ

仕事に追はれ︑︿略﹀︒

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

十二伽9國國

がら情なく存じ候ひしが︑︿略﹀︒

すい・ちかすい

すい ﹇水﹈︵名︶3 水﹇▽いんりょう

五日水かのとみ︿略﹀

十一89図二日水きのとゐく略V

十一89図

二十六日水みつのえとら

︿略﹀

十一89図

すいい ﹇水位﹈︵名︶2 水位
おいらせ
十一一516 湖の水は東岸から奥入瀬川

となって流れ出るのであるが︑一年

即ち水位の一番高い五月と

を通じて水位の攣化は極めて少い︒

一番低い一月との差は︑僅かに三十

十二517

ずいこく

水師

ずいこくといふのこぎりの

︵感︶1

八センチメートルに過ぎない︒

ずいこずいこ

音が︑あたりの静かさを破る︒

十40！0

すいしえい ﹇水師営﹈︹地名︺1

すいさつ

十二佃10図画の眺め入りしは絶にあ
らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

︿略﹀︑樺太は大陸の一部

と明白となりしのみならず︑︿略V︒

にあらざること明白となりしのみな

れたる竹なりしなり︒

←こすいさっくだされる

らず︑此の地方の事情も始めて我が

十一一8710図

すものにして︑永久に攣化すること
故に我等は︑︿略V︑諸外

あ ら ざ れ ど も ︑ ︿ 略 V︒

十二64！0図

國の國旗に冒しても︑常に敬意を表

すいしえいのかいけん一すいもん

720

螢

所はいっこ︑水師螢︒

の將軍ステッセル 乃木大將と露見

九397図翻 旅順開城約成りて︑ 敵
の

すいしえいのかいけん ︹曲名︺2 水
師螢の會見
九目11 第十 水師螢の會見

九393 第十 水師螢の量見

すいちゅう

﹇水中﹈︵名︶2

水中

﹁ずるぶんおそく來たもの

あって︑やうやう向岸に着きました︒

九679

ずる分こんでみたが︑みんな

だ︒﹂﹁通さないことにしよう︒﹂

すると橋はまん中から折れて︑ 七鵬4園
︿略V︑昔から之を渡らうと

三人は水中におちいった︒

十938
十二悩7

がゆづり合ってくれたので︑二人と

高橋さんは︑すぐ前に居る

して水中に落ち︑命を失った者が幾

らう︒

米は我が國でずるぶん多くと

がり
十一381 下刈はいつも土用中にする

みよ子︑ずるぶん珍しい花があるだ

十棚4園あ＼︑咲いてみる︑く︒

けぬわけには行かない︒

れるが︑全く外國米の足しまへを受

十866

ん大きくなりましたね︒

順太郎君を見て︑﹁あなたもずゐぶ

十132園

も腰を掛けることが出潮たQ
水道

底の水道から水がわき出て︑

﹇水道﹈︵名︶1

百人あったか知れない︒
すいどう

十339
船は次第に高く浮上る︒と︑上手の

吸取ル

根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物

﹇吸取﹈︵五︶2

水門が開いて︑船は次の箱の中へは
いる︒

七876

︽ール︾

すいと・る

すいじょう ﹇水上﹈︵名︶1 水上
うつ
十二791 ︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

を起したり︑背びれを水上に現した
りして泳ぎ廻ってみる︒
ジヨウ

すいじょうき ﹇水蒸気﹈︵名︶1 水

蒸氣

ノ様二養分ヲ吸取ルタメノモノデハ
ナイ︒

ので︑ずるぶん苦しいが︑︿略﹀︒

水兵﹇▽い

上甲板洗は水兵の受持で︑

﹇水兵﹈︵名︶8

九649

︿略﹀︑︿略﹀ラッパが一きは

雨舷直といふのは︑特別の務

水兵はくもの子を散らすやう

とである︒

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九646

と整列する︒

水兵が後甲板にはせ集って︑ずらり

高くひゴき渡ると︑はだしのままの

九644

にはせ集って︑ずらりと整列する︒

︿略﹀︑はだしのままの水兵が後甲板

九641

ちすいへい

すいへい

︿略V︑海藻ハ養分ヲ其ノ膿ノ
ズヰブン

ワニザメハ︿略V︑スグニ

ずる分

﹇随分﹈︵副︶9

四137園

ずるぶん

ずいぶん

全面カラ吸取ルノデアル︒

ルノモアリ︑目二見エナイ水蒸氣

イヅミ
五526 ︿略﹀︑井戸水や泉ノモトニナ
ジヨウ

ズヰジン

七879

﹇随身﹈︵名︶一

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ
デス︒

ずいじん

四862園ダノーリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人
ハ何デセウ︒﹂オ花智略V︒ズヰジ

ナカマヲ大忌イツレテ來マシ
タ︒白ウサギハコレヲ見テ︑
ズヰブン多イ︒

﹁ナルポド︑オマヘノナカマハ
スイス

ンデス︒ダイリ様ノゴ家來ダ
︹地名︺一

サウデス︒﹂

スイス

ぶん深いくりから谷が︑平家の人馬

には馬︑かさなりかさなって︑ずる

十一一359團世界の公園といはれてゐ 六256 ︿略﹀︑馬の上には人︑人の上
るスイスは︑到る庭我が日本のやう

で埋まりました︒

一人の男が︑

に景色がよい︒

すいせいとうほうりかく ﹇水星東方離

此の時く略V

なって分隊毎に甲板洗を始める︒

に八方へ散って︑︿略﹀︑身輕な姿と

七645

た︒さうしてずるぶんあぶない目に

︿略﹀︑一人で川へはいって行きまし

角﹈︵名︶1 水星東方離隔
七分水星東方離隔つちのとう︿略﹀

十一89図 三日月○下弦後九時四十

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九654 ︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人

並べて進んで行く︒

水兵は驚いて立上って︑しば

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

九価4

がて頭を下げて︑︿略﹀︑其の手紙を

差出した︒

大尉は之を讃んで︑思はず

も涙を落し︑水兵の手を握って︑

九柵10

水兵は頭を下げて聞いてみた

﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

水兵の母

が︑やがて手をあげて敬禮して︑に

九冊7

つこりと笑って立去った︒

水兵の母

水兵の母

︹課名︺2

第二十四

第二十四

すいへいのはは

十善3

九目12

水面

高い土地の上に水をた＼へた

すいめん ﹇水面﹈︵名︶5

のであるから︑湖の水面は海面より

十323

ずっと高い︒

かうして前後三段に上った船

は︑海面より約二十六メートルも高

十348

今度は前と反封に︑順次に三

い水面に浮ぶのである︒

十358

二十メートルもある大方が今

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

は全く息たえて︑小山のやうな髄を

十描2

を起したり︑背びれを水上に現した

水面に横たへる︒
うつ
十二791 ︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

りして泳ぎ廻ってみる︒

すいもん ﹇水門﹈︵名︶13 水門

721
すいよう一すうっと

水量

揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ

﹇水量﹈︵名︶1

テ︑洋々ト流ルレドモ︑︿略﹀︒

八213図

︿略﹀︑掘割の虜虜に水門を設 すいりょう

けて︑たくみに船を上下する様にし

十332

てある︒

そればかりでなく︑石炭

﹇水力電気﹈︵名︶3

敷國

當時支那は手盛に分れて

﹇半国﹈︵名︶1

十一51図

すうこく

最近における我が國の輸出入

総額は数十億圓の多額で︑之を十年

十887

前の額に比べると︑實に十三倍であ

﹇数十人﹈︵名︶1 敷

互に相孚ひ︑戦齪止むことなかりし

すうじゅうねん

﹇数十年﹈︵名︶1 敷

並べて進んで行く︒

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九654 ︿略﹀︑ブラシを持つた教十人

十人

すうじゅうにん

る︒

数字

かば︑︿略﹀︒

数字は大きく

﹇数字﹈︵名︶2

七皿図

すうじ

シャベルが敷戸で暗黒にな
敷日

君等は僕を苦しめようとし

﹇数日﹈︵名︶4

ると︑それをふいては又書く︒

十一979
すうじつ

十年

彼の水力電氣の如きはそれで︑ 八撹1囹

て︑此の教室の間少しも食物を送つ

八827

水力電氣

すいりょくでんき

力は無限といってよい︒

は早晩使ひ墨くされてしまふが︑水

十二備5囹

十335 しばらく進むと水門があって︑すいりょく ﹇水力﹈︵名︶1 水力
行くてをさへぎつてみる︒

十338 上手にも水門があるので︑船
は大きな箱の中に浮いてみる形であ
る︒

底の水道から水がわき出て︑

電燈・電車等に用ひる電氣も︑もと

十ニー55図 我が國にてか＼る新聞の
ゐ
現れたるは維新前後にして︑其の後

船は次第に高く浮上る︒と︑上手の

十3310

水門が開いて︑船は次の箱の中へは

てよこしませんでした︒

数十年の間に驚くべき襲達を遂げた

をたゴせば水の力である︒

り︒

いる︒

十二柵1園殊に近年は水力電氣の驚

て︑心構せし様なりしが︑尚筆も取

︿略﹀︑圭卜師﹁︿略﹀︒﹂と

十343 前と同じ方法で︑船はもう一

くべき用達にともなひ︑電力は頗る

十一459図

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

らで七日を過しぬ︒

れん

数十億圓

そこで数そうの船に分乗し

それは山國川に沿うて連な

サウシテ才力地上ニエモノヲ

蛙がぼかんくと飛込んでは

すうつと泳いで行く︒

二野4

︿略﹀︒

了見スルト︑スウツト下りテ來テ︑

八493

四60一 ヨクキレルカンナガスウ
ット板ノ上ヲ通ルト︑︿略﹀︒

すうっと ︵副︶3 スウツト すうつと

つたものであるが︑︿略V︒

見るから危げな数町のかけはしを造

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

びやうぶ

十二悩6

平町

ながら身網を一方からたぐって行く︒

た漁夫が︑えんやくと掛取を掛け

十二788

望がかなって︑宣長が即言すうそう ﹇数台﹈︵名︶1 敷そう
を新上屋の一室に訪ふことが出撃た

十一738

のは︑それから数日の後であった︒

十二描7

爆布に富んでみる我が國では︑將來

博士は先づ︿略﹀︑急流や

廉償に供給されるので︑︿略﹀︒

小さい人造湖に出る ︒

十345 此の湖を横ぎると又水門があ

益く水力電氣の利用をはからなけれ

つて︑船はさらに一段高くなる︒

1

すうちょう ﹇数町﹈︵名︶1

彼は此の心境の尊さに数日
の間唯うっとりとしてみたが︑︿略﹀︒

十二9510

﹂
十34図k日
フ日■

水路

ばならぬことを力説した︒
﹇水路﹈︵名︶1

間

一島回だ去らざるに︑一 すうじっけん ﹇数十間﹈︵名︶1 数十

北風は驚いてすぐに立止らう

﹇数十分﹈︵名︶！

敷十間も進んでしまった︒
すうじっぷん

分

しめ
︿略﹀︑原稿締切時刻より

其の如何に速なるかを知るべし︒

刷出まで其の間僅かに数十分︑以て

十ニー79図

敷十

としたが︑︿略﹀︑思はず其の場から

島更にあらはれ︑水路きはまるが如
︽ーヒ︾

九欄4
吸ふ

生れて潮に浴して︑
千里寄せく

︽ーエ︾

吸ひてわらべとなりに
すう

︿略﹀︑をんどりは箱のふち
今やときをつくらんとする様なり︒

をふまへて︑首をすゑ︑むねを張り︑ すうじゅうおくえん ﹇数十億円﹈︵名︶

九155図

す・う ﹇据﹈︵下二︶1

けり︒

る海の氣を

浪を子守の歌と聞き︑

十﹇808図書

す・う ﹇吸﹈︵四︶1

くにして︑また忽ち開く︒

十﹇334図

すいろ

十34図 水門
十34図 水門
十34図 水門
十34図 水門
十34図 水門

する︒

水曜

十356此の湖を渡って又水門を通過
﹇水曜﹈︵ 名 ︶ 1

五155四月二十五日 水曜 曇

すいよう

水利

九262囹わたしも此の精神にもとづ

すいり ﹇水利﹈ ︵名︶1

くわ く

主に海産物や水利の事を調べ

て︑くはしく計圭里を立てた事もあ

いて︑

るが︑︿略﹀︒

すうつぼ一すがた

722

すうつぼ

﹇数坪﹈︵名︶1

墨書

歩

五691

︿略﹀︑村のことをいろくと

考へたすゑ︑どうかして村のあれ地
を田地にして︑米がとれるやうにし

物すごいひびきは萬雷の如く︑

大地もふるひ︑数百歩はなれた所で

︿略﹀︑仕事は豫想以上にはか 九298

どり︑九時頃にはもう数坪の地面が

十4310

です︒

たいものだと思った︒

敷年

も︑器に盛った水が波紋をゑがく程

﹇数年﹈︵名︶5

八491

︿略﹀

そう

りする爲に︑此の山中へ來たのであ
る︒

十968図支那の宋朝の末︑北方に元
三月の末になさるはずであ

といふ國おこり︑︿略﹀︒

十︸147

つたのが︑お取込があったため︑今
まで延びてみたのださうです︒

る＼に至りぬ︒

エ︾

す・える ﹇据﹈︵下一︶！ すゑる ︽一

正一の家でも︑親子三人︑庭

にすゑた打皇の前に並んで︑変を打

九568

つてみる︒

すかさず ﹇透﹈︵副︶2 すかさず

さむらひ︑﹁心えた︒﹂と︑まくら

四96託すけつねも人に知られた

もとの刀を取っておき上らう
としました︒二人はすかさずう

く略V秀吉︑勝政の引足

ち取って︑︿略﹀︒

になりたるを見て︑すかさず鐵砲組

十一288図

に合圖して銃火をあびせかけたれば︑

︿略﹀︑眼下には翼々とした
十勝の大平野がはるばると響いて︑

十一619

︿略V︒

月の光にすかして︑あちらこ

怒と失望と後悔とに身も魂 すか・す ﹇透﹈︵五︶1 すかす ︽一

末は青い大空に接してみる︒

十二724

六611

シ︾

れい
︿略﹀︑諸國の蜜場を

シ︾

すか・す

﹇購﹈︵五︶1

すかす

︽一

てるる中に︑石のらうがありました︒

ちらさがしますと︑松の一むら立つ

もくだけ果てた王は︑我にもあらず
文化六年⊥ハ月の末︑コー

荒野の末にさまよひ出た︒
十一一855図

二・富里等の一行八人は︑小舟に乗
けふ
僧は

じて今の間宮海峡を横ぎり︑︿略﹀︒

十二価6

けてくれ﹂ばお禮に金貨をやると言

二737

スガタヲカヘテ︑

ライクワウハケライドモ

姿εおすがた

すがた ﹇姿﹈︵名︶27 スガタ すがた

つてすかしたりした︒

十一佃6 騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

すゑ附

拝み巡った末︑たまく此の難庭を

﹇据付﹈︵下二︶1

通って幾多のあはれな物語を耳にし︑
︿略﹀︒

︽ーケ︾

電燈の議明せられたるは︑

大江山ヘムカヒマシタ︒

犬のすがたが見えなく

ト︑山ブシ ニ

四303

今より凡そ百十齢年前のことなり︒

年の後には燈皇などにすゑ附けら

︿略﹀︑次第に改良せられて︑四五十

十二川6図

く

すえづ・く

ツバサヲハツテ︑数分

ノ間羽バタキーツセズ︑空中ヲノシ
テ行ク︒

せい
数分の内に艦内はすっかり整

数分の後には︑北風はもう列

署する︒

とん

九638
九鵬5

末﹇▽つき

九2310圏 それから諸國を歩き廻った
くわう
すゑ︑︿略V︑新しい富山を開いた

新しく開かれた︒

すうねん

られず︑此のま＼切腹を命ぜられて

七991園 たとひ教年の軍功がみとめ すうふん ﹇数分﹈︵名︶3 墜下
も︑石田めとは中直りは致さぬ︒
さかひ

十一448図 昔︑泉州堺のなにがし
寺に︑或書写久しく寄食してありけ
るが︑︿略﹀︑毎日遊び暮して既に数
年を纏たり︒

敷瓦

の先頭に立って進んでみた︒
﹇数万﹈︵名︶1

のぞなへを見渡しますと︑北の山手

七193 稻村崎の此方に着いて︑賊

いなむらがさき

すうまん

十﹇4410図圏君は壼を以て︸家を成
せる人なるに︑数年の間一度も筆を

には木戸を立てて︑数萬の兵が之を

取り給ひし事なし︒

て資金をつのること数年︑やうやく

十一伽5図 ︿略﹀︑廣く各地をめぐり
守ってゐます︒

ぼ

にして之をと＼のふる事を得たり︒

十﹇伽2図 く略V︑再び募集に着手し すうり ﹇数里﹈︵名︶1 三里

其ノ高サ八尺五寸︑朝日・

夕日ニカぐヤキテ︑遠ク露里ノ外ヨ

八971図

からずして宿志の果さる＼も近きに

リ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

て努力すること更に数年︑効果空し
あらんとす︒

ちん
十二301國 陳列品の多種多様で︑し

すうひゃくせき ﹇数百隻﹈︵名︶1 数 すうりょう ﹇数量﹈︵名︶1 敷量
百隻

敷羽

かも其の数量の敷限りもないのは︑
﹇二丁﹈︵名︶1

︿略﹀︒

十伽10口口凶︿略﹀︑紅白の紙片花ふ〜き

すうわ

十﹇112 ︿略﹀︑港内には常に数百隻
﹇数百年来﹈︵名︶

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒
すうひゃくねんらい

1敷百年來

すゑ

の如くに散る中を︑羽音高く舞上る
はと
﹇末﹈︵名︶8

敷羽の鳩︒

ずえ・みすえ・ゆくすえ

すえ

十362 パナマ地峡に運河を造る事は︑

数百年來ヨーロッパ人のしばく計
書 τ た と こ ろ で ︑ ︿略﹀︒

すうひゃっぽ ﹇数百歩﹈︵名︶1 敷百

723
すがむしろ一すき

なぎさに立ちて昔をしの

三112圃 うちの子ねこ うちの
子ねこは かはいい子ねこ︑

十二95図

︿略﹀︑ すそにからまり︑ たもと

を見送りぬ︑︿略﹀︒
り す

べば︑そのかみ此虜にいかめしく向

なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび

ひあひけん英雄の姿︑今まのあたり

はいたつ

五333 書あれほどにぎやかな通に︑

︿略﹀︑栗鼠が一匹︑︿略﹀︑僕

の姿を見ると︑太い尾をちらりと見

にすがる︒

九337

見るが如く︑︿略﹀︒

ますと︑︿略﹀︒

せて︑急にまた穴にかくれてしまつ

歩み來

雪どけ道のぬかるみを

次第にやせ衰へて︑物にす

すき ﹇隙﹈︵名︶6 スキ すき

︿略﹀︒

がらなければ立てない程になった時︑

十二945

見て︑︿略﹀︒

は野邊に送られる死者をまのあたり

老人や︑息もたえだえの病人︑さて

十一一922 ︿略﹀︑杖にすがるあはれな

れる老婆あり︒

杖にすがりてとぼくと︑

八555図圃

こはこはすべる者もある︒

る者もあれば︑人の手にすがって︑

片足でおそろしい程早くすべ

新聞配達と四五人の人のすがたが見

︿略﹀︒

十二968

かった︒

はず其の前にひざまっかざるを得な

も︑其の慈悲圓渦の姿を見ては︑思

かつて繹迦を見捨てた彼等

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

コーデリヤは眠ってみる父 六788

た︒

で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

ばうゑんきやう

︿略﹀︑此の見る影もない老

警衛の兵士等は︑安芳の姿

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し

十二佃1

た︒

十二個3

菅莚

すがむしろ

を見ると一時に押寄せて來たが︑
︿略﹀︒

したが︑手を出すすきはあり

︿略﹀弟橘媛︑尊の御身 四928 ︿略﹀︑長い間つけねらひま

おとたちばなひめ

﹇菅野﹈︵名︶1

危しと見落ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といひて︑
すがむしろ

を取れ︒

光盛の娘は其の後︑夜書頼朝

をねらひましたが︑少しもすきがあ

六558

すきをねらって︑頼朝の命

ませんでした︒
八枚を波の上に敷重ね︑其の上に飛
下り給へり︒

丑vみちすがら・よもすがら

萬じゅはとびらのすきから手

りません︒

六621

を入れて︑︿略V︑親子は手を取合つ

岩の上に残った船禮には︑十

六554圏

菅錘八枚︑敷皮八枚︑きぬの敷物

九114図

すがむしろ

水兵は︿略﹀︑かひがひしく

黒みがかった紫色の董が見事

十二736

えるだけでした︒

たになり︑︿略V︑其の家の中へおは

五423尊はかみをといて︑女のすが 九609 東の空が明るくなると︑今ま
肚大な姿が︑だんくにあらはれて
來る︒

い︒

九㎜3

主人の姿を見つけると︑静か

に動かしてみる姿は︑誠に氣持がよ

に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風

九伽4

となって分隊毎に甲板洗を始める︒

ズボンと袖をまくり上げ︑身輕な姿

九6410

號兵が遠くを見張ってみる︒

其のそばには︑望遠鏡を持つた信

九6010

艦橋には當直將校の姿が見え︑

いりになりました︒

六85囲園 ふとん着て︑ねたるすが
たや東山︒

六516 頼朝は一目見た上でと︑論じ
すがたも上品に見えましたので︑さ

ゆを呼出しましたが︑かほも美しく︑

︿略﹀︑牛車に乗ったお姫様方

つそく舞姫にきめました︒
六697

の姿を︑此の川の水はいくたびとな
くうつしたことでございませう︒

の昔にきえましたが︑川は昔のま＼

六705 こんな人︑こんな姿は︑とう
に清く美しく流れてゐます︒

むさし

に其のそばに立止った︒

さんとの皇太后の思召のま㌧に︑今

十49図昔の武器野の姿を此所に残

六733 又三條の大橋から川上を見る
と︑川原が遠く北につゴいて︑其の

すがら

十254

附く

其の枝の先にしょんぼりと止 すがりつ・く ﹇虚者﹈︵五︶1 すがり
つてみる烏の姿も︑見るから寒さう

十価10

も人工を加へずといふ︒

さきにやさしい姿の山がかすんで見
えます︒

だ︒

七182 色が美しい上に︑姿がやさし
いので︑つみ草の時には︑誰も之を

︽ーイ︾

取って花たばにする ︒

身許の船員がすがり附いて︑聲を限
︿略﹀︑住持ひそかに行き

て泣きました︒

十﹇463図

りに救を求めたが︑何のかひもなか

七槻5 さうして清正のやせた姿︑日

て見るに︑書師は障子に身を寄せて︑

八484 ︿略﹀︑アクマデモガンジヨウ

すきがありません︒

鎌倉へは海陸ともに攻めこむ

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

つた︒

七196
様々に姿を攣へつ＼寝起する様なり︒

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾

﹁今日かき給はん鶴の すが・る﹇縫﹈︵四・五︶5すがる

涙ぐみました︒

姿はかやうなるべし︒﹂

八578図圃 下駄買ふ人も︑費る人も︑ 十一475豪物
下駄屋にありし入は皆︑ 彼の姿

すき一すぎばやし

724

ナツバサ・尾︑何所一二分ノスキモ

スキ

すき

好

心に勉強してみた︒

らう︒

し・なら・くぬぎ等なり︒

なった︒

てたどり着きたりしに︑︿略﹀︒

十二463図︿略﹀︑中にも其の用途の すぎど ﹇杉戸﹈︵名︶1 杉戸

温順な彼は父の命に從って

すきとお・る﹇透通﹈︵五︶3すきと

本を垂がきて東國へ出立しぬ︒

の鶴に筆を取らず︑唯杉戸に檜一

︿略﹀︑書二又かのふすま
ひのき

勉強してみたが︑何時の間にか好き

ばく

十一482図

廣きは杉及び檜なり︒

りやう

易に増殖せらる㌧黙において檜にま
さり︑︿略﹀︒

唯杉に比して産額少く︑

で︑一として杉を用ひざるなし︒

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

もみ・つがは共にそり又

そ

すき起

らう︒

上る頃には︑慧のからだがす

地島山の内︑二町三段五畝︑

荒波洗ふデッキの上に︑

﹁杉野

﹁杉野はいっこ︑杉野

杉林

︿略﹀︑向ふの杉林の上の所

七つの星が並んでみるのが見えるだ

に︑ひしゃくのやうな形になって︑

九875囹

すぎばやし ﹇杉林﹈︵名︶2

は居ずや︒﹂

八979図画園

はいつこ︑杉野は居ずや︒﹂

やみをつらぬく中佐の叫︒

八979図圃園

すぎの ﹇杉野﹈︹窪窪︺2 杉野

峯通り檜苗︑其の他総べて杉苗︒

ひのき

せ

谷間の水はすきとほるやうに

すんでみる︒

八22

き通るやうになります︒

五471

きとほってゐます︒

して︑小川の水はきれいにす

三605日の光がやはらかにさ

スギ 十二467図 家屋・橋梁・船舶・電 ほる すき通る ︽ーッ・iル︾

杉﹇▽あき

な博物學の研究が主となってしまつ
スギ

十二463図殊に杉は人爲によりて容

﹇杉﹈︵名︶16

アレアノモリノ

﹁頭が八つ︑尾が八つある

十二4610図

の

増殖や＼困難なるは惜しむべし︒

大蛇で︑︿略﹀︑せ中には︑ひのきや

十二473図

は伸び縮みすること著しきを以て︑

き

︵五︶−

好ききら

十一368

杉は吉野杉・秋田杉を以すぎなえ ﹇訓辞﹈︵名︶1 杉苗

杉・檜に比すれば用途甚だ挾し︒

り

﹇鋤起﹈

﹇過﹈﹇▽おひるすぎ・じゅうじす

近時塁湾阿里山の檜また有名なり︒

あ

て第一とし︑檜は木曽産の聲寒三局く

十二4810図

めた所に︑しめをはった大きな杉の

此の山の杉も庄屋が先に立つ
﹁あ＼︑あの一番高い杉の

ぎ

すぎ

すきおこ・す

眞上の所にあるのが北極星でせう︒﹂
杉・檜の植林を螢めり︒

ひのき

十伽6図青年團の事業の一として︑

九8810園

て植ゑたのださうだ︒

五785

木がありました︒

杉の木が生えてゐます︒﹂

まん
五395 八幡様の高い石だんを上りつ

五103園

ノキノウヘニ︒

一403圏

たすぎ・いっぽんすぎ・よしのすぎ

すぎ

た︒

十ニー15

十二910 ごく小さい時分から動植物 十二459図 今其の主要なるものを學すぎさか ﹇杉坂﹈︹地名︺1 杉坂
ナク︑強ミが全身ニミチミチテヰル︒
みまさか
ひのき
すき
十梱8図 さらば美作の杉坂に待ち奉
ぐれば︑杉・檜・もみ・つが・ひ
に深い趣味を持ち︑博物を集めるこ
すき ﹇鋤﹈︵名︶1 鋤
か らまつ
すき
らんとて︑けはしき山路をふみわけ
ば・松・落葉松・けやき・栗・か
十一6310 これが大きな鋤を何本も引 とがすきで︑︿略﹀︒
いて︑ものすごいうなり聲を立てな
﹇好﹈︵形状︶1 一

がらのそりくと歩き廻ると︑︿略﹀︒
すき

き﹇▽えんそくずき・おすき・きれい

オカアサンハアノシロ

ずき・ものずき

二74囹
イハナガスキデス︒

ユミヲイルコトガスキ

大キナハナガスキデス︒﹂

二三7園 ﹁ワタクシハアノアカイ

二337
デ︑トリヤケダモノヲイコロシ
テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

ルノヲ見ルコトガスキデス︒

四598私バカンナヲカケテ居
五534 此の人に年取つたおとうさん
がありまして︑酒がすきでございま
した︒

八472團 此の言替はほんのわっかで
すが︑何か好きな物を買って上げて
下さい︒

ぼろを着た農夫は玉のやう

﹇好嫌﹈︵名︶！

其の爲︑大將には全く食物に
好ききらひといふものがないやうに

八悩2

ひ

すききらい

かれ果ててあへぎあへぎ働いてみる︒

な汗をかいて田をすき起し︑牛はつ

十二914

︿略V︑四五尺にのびた杉の す ︽ーシ︾

若木が勢よく立並んでみるのが︑目

十一359

に見えるやうな氣がする︒

九価6 北風は︑主人の手がかうして
くびすぢにさはるのが何より好きだ

いっかもにいさんが︑

僕がお手平して植ゑたあの
杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十一402

はせたことがある︒

﹁杉の散髪だ︒﹂といってみんなを笑

十︸392園

つたから︑︿略﹀︒

いろく集めた事もありましたが︑

十667園私はもと鉢の木がすきで︑
︿略﹀︒

十一708 若い頃から讃書がすきで︑
將來學問を以て身を立てたいと︑一
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すき間

九927か年おや︑北斗七星が半分杉林
にかくれてしまった ︒

﹇透間﹈︵名︶7

八センチメートルに過ぎない︒

七237

晒木綿のづきんをかぶって︑

さらしもめん

此のあたりの青田も︑其の頃ずきん ﹇頭巾﹈︵名︶3 づきん

所から水を引くからだ︒

五686
は大ていあれ地で︑其の杉山なんぞ

過行けば︑

す・く

﹁あ＼︑さうだ︒﹂と言って︑

﹇結﹈︵四︶1

﹇好﹈︵五︶2

すく

スク

︽ーキ︾

︽ーカ︾

てさまぐの物語を聞くに︑︿略﹀︒

業の手傳などして土人に親しみ︑さ

十二8310図網をすき︑舟を漕ぎ︑漁

す・︿

て︑兵士の頭にかぶせました︒

マリーはおばあさんのづきんを二つ

七897

んにこぼれました︒

いすの上にあったおばあさんのづき

あまり急ぎましたので︑水が

雨ざらしになっていらっしゃるが︑

雪の下道

ぎる

けて︑やうく鎌倉に着きました︒

なれない道を一月あまりも歩きつゴ

七893

は︑木もろくにない草山だつたとい

て︑

右に見

まん
八幡宮

過行く

何時もお花が上ってみる︒

ひ

︵四︶−

ふことだ︒

ゆ

すぎゆ・く ﹇過行﹈
︽ーケ︾

の

十二262図圏由比の七生を

すき間もなく家が立ちならんでゐま

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ
すぎる・はやすぎる

所にすき間も無く子馬がつないであ

十﹁伽1 壁のすき間をもつた雨のた
めに︑本がすっかりぬれてみたので︑
︿略﹀︒

十一佃3國國 森林には大木すき間も
くわん

なく繁茂し︑其の根本には︑つる

屋敷の附近は︑官軍の丘ハ士

草・灌木など思ふま＼にはびこり
居候︒

十二伽8

﹇杉本佐平太様﹈

がすき間もなく警衛してみる︒
すぎもとさへいたさま

︹人名︺1 杉本佐平太檬
杉本佐平太檬
杉山

八欄2国 三月十二日 廣澤連太郎
﹇杉山﹈︵名︶2

すそに︑大きな用水池があって︑其

仙塁はとっくに過ぎて︑や

せんだい

て︑もう供へる首がなくなりました︒

いちのせき

九697園

汽車は野を過ぎ山を越えて進

がて一骨だ︒

九744
む︒

スカレマセン︒

一人ハタイソウ皆サンニ
スカレマスガ︑一人ハアマリ

四712

スカレマセン︒

九352

腹が大分すいて來た︒

年と過ぎ二年とたつうちに︑す・︿ ﹇空﹈︵五︶3 すく ︽ーイ︾
其の日の暮しにも困るやうになった︒

十467

ナンニデモスグビツクリ

ヘキマス︒

チヨツトハハナレマスガ︑

シテ︑カケ出シマス︒

二656

二666

あかちゃんがなき出すと︑

スグオや牛ノトコロ

三125

ワニザメハ﹁ソレハオモ

すぐそばへよって︑︿略﹀︒

四134

白ウサギハスグ海ノ水

カマヲ大甘イツレテ來マシタ︒

白丁ラウ︒﹂トイツテ︑スグニナ

四176

イタクナツテ︑クルシガツテ居マ

ヲアビマシタガ︑︿略﹀カヘツテ

シタ︒

よしっねは﹁それをよ

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四647

ました︒

ラ︑転校ガピケタラ︑スグアソ
ビニ重出デナサイ︒

そ

切れたといって︑すぐ屋根へ出まし

五863團叔父さんは大へんだ土手が

た︒

き

みつもり

した頃︑木曽の家來手塚太郎光盛

てっかの

なたや鎌などでつる草を彿 六552 頼朝が木曽義仲をせめようと
ひ︑下枝を伐落して行くと︑︿略﹀

之をさとって︑すぐに義仲の所へ知

の娘が頼朝に仕へて居りましたが︑

■vまっすぐ

す︒

川の西は水のすぐそばから︑

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六716

らせました︒

急に問がすいて如何にも下主よささ
手足が大分くたびれて出た︒
腹もすいた︒

十一857

うに見える︒

停車場に着いた時は午後の六 十﹁389

當直面のあたりは未開の原

時を過ぎてみた︒

十伽10

十一631

野で︑殆ど交通の便もなく︑唯心か
に十勝川を上下するアイヌの丸木舟
の便をかりるに過ぎなかった︒

一番低い一月との差は︑僅かに三十

五667圏此の村には︑向ふの杉山の 十二518 即ち水位の一番高い五月とすぐ ﹇直﹈︵副︶48 スグ すぐ 直

すぎやま

八237 四十蝕年はいつの間にか過ぎ 四711 一人ハタイソウ皆サンニ 四707 シカシユや水押ハスグ
トケテシマヒマス︒
スカレマスガ︑一人ハアマリ
四875園 明日ハオセツクデスカ

りました︒

十1710國私の行った時には︑もう其 六573 二人は野をすぎ︑山をこえ︑

ず︒

︽ーギ︾﹇▽とおりすぎる︒なが

十17図 爾がはに木立すき間もなく す・ぎる ﹇過﹈ ︵上一︶8 すぎる 過

御やしろ︒

す︒

六717 川の西は水のすぐそばから︑

く︒

尾のさきまで︑からだ中すき間もな

食ひつきました︑頭のてっぺんから

六308 さうして︿略﹀︑広きらはず

すきま

すきま一すぐ

すぐ一すぐ
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六726 四條の大橋はすぐ其所に見え
ます︒

七261 馬はたいそう元氣のよい動物
で︑生れた日からすぐ歩く︒

七384團 船から陸あげした荷物は︑
すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ
ンへでも北京へでも送ることが出來
ます︒

七512 何時力私ノウチノツルベノ金
タガガコハレタ時︑ツクロヒヲタノ
ンダラ︑翌日スグニナホシテクレマ

すぐに老婆をみち

︿略﹀︑信吉はほっと息をつい

にあづけ置き︑
びきぬ︒

九悩8

利口な北風はすぐそれに氣が

北風は驚いてすぐに立止らう

ついた︒

九佃2

て︑﹁︿略V︒﹂といって︑すぐ出かけ

としたが︑︿略V︑思はず其の場から

八847

敷十間も進んでしまった︒

高橋さんは︑すぐ前に居る順

ようとした︒

出す︒

十79！0

﹁本道は遠いから近道を通ら

談話の最中に一人の老人が

賛成した︒

十擢4園

い

す

はいって來ましたが︑それを見ると
︿略﹀︑あの青年ははいると

すぐに立って︑椅子をゆづりました︒
十伽3園

すぐに書物を取上げて︑テーブルの
上に置きました︒

私が來たので︑すぐしまは
うとなさるのを強ひて止めてお手量

十一149

のぶ子さんは︑成績物が返

をしましたが︑︿略﹀︒

十一8810

弟はそれを見てしばらく考

燈が蓋きると翌朝すぐ手に

ら立春の前日の通日を引去って︑

へてみたが︑すぐ二百十日の通日か

又略V︒﹂

取れるやうに︑まくらもとの壁際に

十一998

置く︒

やっとつまんだと思ふと直

に落してしまった︒

十二561

十一一梱10 さうして直に静岡の大総督

﹇過﹈ ︵上二︶13 すぐ

過グ

府にはせつけて議をまとめ︑︿略﹀︒

みうりのはたに縄なふ父は

過ぐ ︽ーギ・ーグレ︾むうちすぐ・ゆ

す・ぐ

きすぐ

六503蟹

かくて幾年かすぎし後︑武

すぎしいくさの手がらを語る︒

士は海をこえてふるさとへ蠕ること

七327図

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

となれり︒

七鵬8図

ヤク長ク︑秋ノ彼岸ヲ過グレバ︑夜

︿略V︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑書ヤウ

七言9図

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

ヤゥヤク長シ︒

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

のぶ子さんはすぐたんすの

ヤク長ク︑秋ノ彼岸ヲ過グレバ︑夜

︿略﹀︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑書ヤウ

十﹁176

す︒

年の終におまとめになるのださうで

十一152

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

合圖のかねが鳴るとすぐ動き 十二414 ︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

太郎君を見て︑︿略﹀︒

信吉は﹁いや︑何︑それには 十1210

及びません︒﹂といったが︑すぐ﹁で

八951
は︑一日お借り申します︒︿略﹀︒﹂とい
つて︑︿略﹀︒

おとうさんはすぐ言葉をつい
正慶が立往生をしたと傳へ

う︒﹂と正雄が言ふと︑良一はすぐ

親どりどもすぐに見つけて︑ 十932

それにはわたしが死んでも

其の足もとにむらがる︒

九128図

九274囹

國へ臨らずに︑すぐに江戸へ出て︑

シタ︒

七657氣の毒なことだと思って︑人

僕は今日學校から蹄るとすぐ︑

︿略﹀︑一心に學問をはげむがよい︒

ある︒

すぐに北極星を見つける事が出途る︒

九888園

︿略﹀︑あの星を本にして︑

られてるる衣川は︑すぐ此の先に

ころも

九727囹

べんけい

で︑﹁︿略﹀︒﹂とお話になりました︒

九534

會社へお使に行って來ました︒

おとうさんのお手紙を持って︑精米

九499

夫はすぐ川を渡って︑かの男を追つ
︿略﹀︑年よりはちよつとふり

かけました︒

七746

かへりましたが︑何ともいはず︑す
ぐ又仕事をつゴけました︒

七819 カキ馬出スグフエルモノデ︑
軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ お と う さ ん は 朝

ケレバナラナイホドデアル︒
七927

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし
やった︒

八255

︿略﹀︑あれを見つけさへす

小引出から取出して︑持っていらっ

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

萬一御立りに又泊られることがあっ

出づ︒

左に折れて第二の鳥居を過

ぎ︑又右に折れて第三の鳥居の前に

十18図

ヤウヤク長シ︒

しゃいました︒

︿略V︑すぐに親子の者を天へ連れて

んでおいた︒

さうして新上屋の主人に︑
いって︑大熊座と小熊座になさった

十一732

のださうです︒

ターといふ神様が︑それを見て︑

ところがめぐみ深いジュピ

角を知る事が出來る︒

れば︑道に迷った時などにもすぐ方

待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 九894冤

すぐに其の人を殺して︑首を取りま
した︒

けるのを待って︑すぐに其の山へ上
ひ

八341 婦人は大いに喜んで︑夜の明 九924医
りました︒

米屋の小ぞう︿略﹀︑

らりと下りて自轄車を角の下駄屋

八569図團
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すくい一すくなし

へん

十一72図園 孔子常に中正不偏を貴
び ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ といひ︑﹁過ぎたるは

及ばざるが如し︒﹂ともいへり︒

きぬ︒

救ひのボートは下された︒

いろくに利用する事が出量る︒
十一568
しかしとても間に合ひさうもない︒

ひ塞ぐ

︽ーゲ︾

十二49図 今市を過ぎ︑大社騨に着 すくいあ・ぐ ﹇掬上︺︵下二︶1 すく

教を盛にせんとするは︑ひつきやう

十465

く手の着かない事が少くなかった︒

もか＼る︒

研究の爲には︑少からぬ費用

人を救はんが爲なり︒

十873 機械類は︑︿略﹀︑物によって

一切纒を世にひろむる

はもとより必要の事なれども︑人の

十一皿7図園

は︑やはり外國の品を買った方が得

な場合が少くない︒

死を救ふは更に必要なるに非ずや︒

鐵眼︿略﹀︑其の資金を

も面白い︒

木でも見下されるのがいや

こずゑの差が段々少くなって行くの

い庭にあるもの程早く大きくなって︑

なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低

十一386

又外國から原料を輸入し︑

十一鵬10國国く略V︑實のみ浮びて流

十一伽10図

十一一58図 やがて打績く松並木の間

︿略﹀︑更に外國へ輸出する事も少く

十881

救へる

ない︒

以て力の及ぶ限り温く人々を救ひ︑

繹迦は世を救ふ手始として

れ候を︑下流にてすくひ上げ︑之を

十二963

を過ぎて境内に入り︑先づ辞殿の前
救小屋

又もや一語をも留めざるに至れり︒

ち

︿略﹀︑印刷術の幼稚なる すくいごや

﹇救﹈︵下一︶2

先つかの五人の友をたつねた︒
すく・える

幕府は異々に救小屋を設

けて救助に力を用ふれども︑人々の

かはいさうだが︑とても人

すくすく

てるるのが少くない︒

畠でうねが五言も十町も長々と狂い

年より約十一日少いから︑太陽暦と

︿略﹀︑それでも木が競孚す 十一934園︿略﹀︑此の一年は一回露

お いらせ

湖の水は東岸から奥入瀬川

となって流れ出るのであるが︑一年

十二516

らない︒

うちに一箇月の閏をおかなければな

るやうに︑しんを立ててすくすくと

少い

くひちがって來て︑三年夏ならない
しい︒

な・ひとずくな

︽ーイ・ーカラ︒ーク︾﹇▽のこりずく

﹇少﹈︵形︶12少イ

延びてみるのを見ると︑非常にうれ

十一382

︵副︶1

へないことはありますまい︒

十265圏命を捨ててか＼ったら︑救 十一635畠にしても︑︿略﹀︑一枚の

間業では救へない︒

︽一へ︾

救ひ出

くるしみは日々にまさりゆくばかり
﹇救出﹈︵四︶1

十262園

︽ーシ︾

しやう

すく・う﹇救﹈︵四・五︶8救ふ︽一

て土人等を寒し︑林下を救ひ出しぬ︒ すくすく

十二869図折よく同行の樺太人工り

す

すくいだ・す

なり︒

十一伽6図

﹇救小屋﹈︵名︶1

廣きほし場にて乾かし候︒

にぬかつく︒

十ニー49図

時代にありては︑唯をりく興味あ

︿略﹀︑今にして思へば唯

る特殊の事件を報道するに過ぎざり
きQ

十二佃3図

當時は軍に理化學の實験

一場の夢に過ぎず︒

十一一川5図

用として使用せらるるに過ぎざりし
が︑︿略V︒

十二川9図 然れどもこは今日のアー

フ︾

ハ・ーヒ・

とす︒

十986学園

ノ方が少イカモシレナイ︒

やまをする者も少くなかった︒

電燈さへも嚢明されました︒

かく
かも比較的熱をともなふことの少い

︿略﹀︑孔子大いに之をう

ふことあたはざるは天命なり︒

を通じて水位の攣化は極めて少い︒
十997図囲 心力を書くしてしかも救 四138園 ナルポド︑オマヘノナカ
十二皿2 さうして陰に陽に仕事のじ
マハズヰブン多イ︒ワタシタチ

﹁我︑國を救ふことあたはず︒︿略﹀︒﹂

天祥固くこばみていはく︑

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

ク燈に類するものに し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 大

救

すくな・い

十972唐門の臣文藝祥大いに之を

こ＼ に お い て 再 び 炭 素 線

仕掛にして光力強きに過ぎ︑客用に
適せず︒．

十二佃5ロ︒凶

の研究に没頭したれども︑徒に多く

救ひ

の時日と金銭とを費したるに過ぎざ
りき︒

﹇救﹈︵名︶3

配モ少ク︑又コチラカラ敵ヲオソフ

十254 岩の上に残った謬言には︑十 十一55図

すくい

れひ︑︿略﹀︑萬民の苦を救はんもの

ノニモ都Aロガヨイノデアル︒

シタガツテ敵ニオソバレル心 十二柵2囹 ︿略﹀︑今では︿略﹀︑し
と︑惹く各國をめぐりて︑用ひられ

九163

人許の船員がすがり附いて︑聲を限

んことを求めぬ︒

︽ーカラ・ーカリ・ーキ︒ーク・ーケレ・

しかし此の農高といふ學問すくな・し ﹇少﹈︵形︶13 少シ 少し
は︑︿略V︑三代か＼つても︑まだ全

九232園

りに救を求めたが︑何のかひもなか

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑佛

我が一切纒の出版を思

つた︒

険におちいった時︑救を求めたり︑

十581 ︿略V︑登山者が路に迷って危 十一憎3図園

すぐる一すこし

728

ーシ︾

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

︿略﹀︑正一を見てにっこりした︒

くと︑母もすげ笠をそちらへ向けて︑

しつ

︿略﹀︑割れ︑そる等の憂極めて少く︑

ばう は て い

兄弟はくどうのやかた

すけつね

七76図 港には防波堤ありて︑風波
﹇祐経﹈︹人名︺2

又よく灘氣に耐ふるが故に︑建築材

四957園

n▽くどうすけつね

すけつね

のおそれ少く︑水深くして︑いかな
として最も重んぜらる︒

十二471図

へふみこみました︒︿略﹀︒ね入つ

マス︒

三748

ソノ中国ケダモノガ

コシタツテ︑コンドハ鳥ガ

チサウニナツタノデ︑︿略﹀︒

︿略V︑神様にいのって

チサウニナリマシタ︒

四662

は扇が少しおちついて

ら目をひらいて見ると︑ 今度

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

然れども材の優良にして

る大船もきしに横づけにすることを
得︒

ニントク

て居るものをきるはひけふ

七285図 大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ
︿略﹀︒唯杉に比して産額少く︑増殖

見えま

マヒシ所ニシテ︑其ノ頃天皇ハ立上

す︒

と︑﹁おきよ︑すけつね︒曽我兄弟

がまみつた︒﹂と名のりました︒

や＼困難なるは惜しむべし︒

十二483図中にもけやきはもくめ美

ル煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲア

かごのうらや棚のすみなどで︑ 繭を

つすのですが︑ 少しでもおくれると︑

ハレミタマヒキ︒

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

さむらひ︑﹁心えた︒﹂と︑まくら

すぐれる

すげな・い

王は︿略﹀次女リガンの許

︵形︶1

十一一719

に走った︒ところがリガンは︑まだ
父上を迎へる準備が整ってみないと

εものすごい

一一612園太郎ハイマ︑類集アサン

ガオクスリヲノムトコロヘ

少しまはり道だが︑
となり

かけはじめますから︑︿略V︒

五675園

それからにいさんと︑ざふ木

村の用水池を見て行くことにしよう︒

林へはいって︑︿略V︑ねずみ茸を少

六161

行って見ますと︑なるほど少

し取りました︒

し早すぎましたが︑それでも︑小さ

六183

なしめちが列を作って出てゐました︒

ゴ フク

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

ヰン

ケハジメタ︒少シ行クト︑呉服屋ノ

六331

大連の貿易高は横濱や神戸

小ゾウが表ヲハイテヰタ︒

七388圏

よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

私は年中航海をしてみるも

ニスコシヅツノマナイデ︑モツ

す︒

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

七647

かの人夫は︑少ししてから︑

のですから︑少し其のお話を致しま

七532冤

だといひます︒

スコ

マモナクヌイデシマヒマシ
アブラゼミデス︒︿略﹀︒

モウリツパニセミニナツテヰ

シタツテカラ又來テ見マスト︑

タ︒

三587

ハヤクナホリマセウ︒﹂

トタクサンオアガリニナツタラ︑

キテ︑﹁︿略V︒﹂﹁ソレナラ︑ソンナ

それをひろって︑
まぶしへう

八292図 手はずべて仕事のもとにし
又くるひ少きが故に装飾材として珍

﹇優﹈︵下一︶1

五474

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

︽一

としました︒

もとの刀を取っておき上らう

すぐる

いうじゃく

︽ーク︾

思せられ︑︿略﹀︒

ず︒

すぐ・る
レ︾

そうしん

門人三千人︑其の最もす

すごい

ぐれたるもの︑顔淵・曽参・有若

くらべうま

すぐれて

いふのを口實にして︑すげなくも王

レ︾

︿略﹀︑今や世界

少し

昔或氏神のお祭に︑競馬の すこし ﹇少﹈︵副︶35 スコシ 少シ

﹇優﹈︵副︶1

を内に入れなかった︒

︽

すぐ・れる

手なものが二人あった︒

選ばれた子どもの中に︑すぐれて上

神事といふ事があった︒︿略﹀︒或年

八66

すぐれて

等七十二人なりき︒

がんえん

十一61図

﹇優﹈︵下二︶1

九463図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑ 十二8510図夜は野宿すること少から
之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ償安
︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ

クナリ︑︿略﹀︒

九464図

望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ浄財クナ
ル︒

十56図囹奮御苑と奮御殿の邊とを
のぞきては︑立木きはめて少かりし
かば︑新に植込みたる木の敷︑實に
十敷萬本に及べり ︒
けん

十62図圏 大方は國民の眞心こめた
る献木にて︑中には小塾生の奉りた
るものも少からず ︒

を養ふことも盛にして︑大てい二年

ふな
十伽3図 又池・沼を利用して鯉・鮒

我が國が

五大國の一に数へられるやうになつ

十二齪9

毎に之を士買るに ︑ 其 の 利 益 少 し と せ

たのは︑主として我々王民にそれだ
すげ笠

あみ笠をかぶった父がふり向

﹇菅笠﹈︵名︶1

九579

すげがさ

けすぐれた素質があったからである︒

ず︒

十﹇348図 内海の沿岸及び島々には
名勝の地少からず ︒

十二469図 然れども材の優良にして

すげない

いふは︑働く人の少きをいふなり︒

四961すけつねも人に知られた

カスカ

か

729
すこしく一すこしも

た 所 へ 行 っ て 見 ま すと︑︿略﹀︒

七928 何だか少しむし暑いやうだが︑
空には雲もなくて︑まことによく晴
︿略﹀︑長四郎がそっと屋根づ

れてるた︒

八169

たひに行って︑もう少しで雀の巣へ
手 が 届 か う と し た 時︑︿略﹀︒

置いたのが︑今日はもう熟しきった
やうな顔をして︑︿略﹀︒

其の隣の畠にしやうがが︑根

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

九㎜5
て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美
しい︒

十二677囹

﹁︿略﹀︑一ほんたうに

姉上は私の思ってみる通りをおつし
やいました︒唯少しおっしゃり足り
ませぬばかりで︑︿略﹀︒﹂

十二憎3園徳川侍のなまくら刀にも
少しは切れる所がござりませう︒

十148園私が今度二って來て︑はじすこしく ﹇少﹈︵副︶2少しく
二十日の月は上りぬ︒退

めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︑

皇軍は少しく之にたよりを得たれど

十一281図

八534 二かさね目のせいろうから︑

も︑︿略﹀︒

今少しく日もた＼ば︑

これがまじめに實行されてるるかど

に付︑︿略﹀︒

轄地するもよからんと署師も申居候

十一438圏囲

うかと︑少し氣になったのでした︒

だから︑少しでも齢つたお

ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

のだ︒

日は當地の檬子を少しばかり申し上

十734囲

坑道を少し行って︑ポンプ室

けれども我が武士は︑船の大

とかはらない︒

六808

通有も左のかたを射られたが︑

小などは少しも氣にしなかった︒

六821

﹁寒からうが︒﹂﹁少しも寒

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

くはございません︒﹂

七781園

﹁はい︒これが御奉公だと

思ひますれば︑少しも寒くはござい

七783園

ません︒﹂

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

八998囲︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

君等は︿略﹀︑此の数日の

つくさない︒

八醜2囹

間少しも食物を送ってよこしません

コンドハイクラバヒヲ

りなりき︒

九3810園

けれども社長さんは︑それ

﹁にいさん︑空にはあんな

にたくさん星が見えますが︑少しも

九854園

いって︑笑ってみた︒

を少しも苦にしないで︑﹃︿略﹀︒﹄と

九543園

少しも名轡をきずつけなかった︒

閣下の劔は軍人の魂として

も進まず︑今にもくつがへらんばか

波すさまじく荒れくるひ︑御船少し

九104図 ︿略﹀︑大風俄に吹來りて︑

せん︒

人も多く︑少しもさびしくはありま

︿略﹀︑内地から移って來た

しも

りません︒

十473

人は此の有様を見て︑たはけ

はた拾︑まり送︑おにごっこ︑ 動かないのですか︒﹂
何でもなれてしまへば︑少しも陸上

六794

九45囲

でした︒

二526

ツタトイヒマス︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二366ソレカラコノ人ノ田ニ

何時か御約束した通り︑今すこしも ﹇少﹈︵副︶24 スコシモ 少

金があったら必ず預金にして置くも

十518園

八642園 ﹁先生︑少しお待ち下さい
ませ︒今風であかりがきえました︒﹂

八913 信吉は少しはなれて︑今度は

妹は餌をつかみて︑わざと

お と よ の 顔 を 見 な がら︑﹁︿略﹀︒﹂と
言った︒

げます︒

九12！0図

少しはなれたるきりの木のあたりに
十8010

の前に出ました︒

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方
へ行く︒

マイテモ︑スコシモ花ガサキマ

九248 老人は一口飲んで横になった︒ 回心2 第十九 温室の中 ︿略﹀︒そ

れから少し行くと︑うつぼかづらと

ライクワウハスコシモオ

少したって︑今度は寝たま＼ぼつ

二763

セン︒

︿略﹀︒

いふものがある︒
人と火

くと話し出した︒

第十五課

ソレズ︑タチヲスルリトヌイテ

十一667

キリツケマシタ︒

︿略﹀︑あの人は反魂に︑少

それから少し進むと︑石や金を打合

九539園

はせて火を出す法を考へるやうにな

いつも通る汽船も︑高波をよ

光盛の娘は其の後︑首書頼朝

音は少しも聞えません︒

けて︑沖を通ると見えて︑汽てきの

六203

しでも他人の負捲を輕くしょうとし

つた︒

又少し登る︒どの山を見て

をねらひましたが︑少しもすきがあ

﹁しっかりやれ︒もう少 六558

しだ︑もう少しだ︒﹂

十一866園

﹁しっかりやれ︒もう少

て︑自分の財産を残らず差出した︒
九7010圏 仙毫に着いたのは午前の三

時で︑少しは下りた人も乗った人も
あった︒

庭はない︒

もどの谷を見ても︑蜜柑の木でない

十二211

しだ︑もう少しだ︒﹂

九737 汽車が盛岡を出て少し進むと︑ 十一866圏

遠く左に見えるかくかうのよい山を
指 さ し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とおっしゃった︒

︿略﹀︑か ば ち や 畠 を 見 廻 る と ︑

此の前まだ少し早いと言って残して

九999

とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑
少しもとんちゃくしない︒

で︑少しも生意氣な風が無く︑︿略V︒

十麗6圏 あいさつをしてもていねい

十協2境外の者は少しも氣がつかな

南洋におけるゴムの栽培は頗る成皿に

他の偉人も之にならって︑

なった︒

十6110図 ︿略﹀︑僧は返す言葉もなく 十一511

て出行きぬ︒すごくと立去る僧の

も︑︿略VQ

十二458図

かくいへば︑頗る繁雑に

のをのみことと申す神様がございま

した︒

既に大海に出で給ひしに︑

ク︾

すさま・じ ﹇凄﹈︵形︶2 すさまじ

︽ーキ・

大風俄に吹來りて︑波すさまじく荒

九冊3図

れくるひ︑︿略﹀︒

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十一佃10國国 ︿略﹀︑天をもこがすば

實にすさまじきものに候︒

すさまじ・い ﹇凄﹈︵形︶4 すさまじ

我が國に産する木材は其

して多大の時間を要する如くなれど

十ニー78図

ず︒

産を失ひて︑路頭に迷ふ受業を知ら

宣長は力を落して︑すご 十一搦8図 死傷頗る多く︑家を流し

後影を見送りたる妻は︑︿略﹀︒

十一731
くともどって來た︒

十二704︿略V︑王の怒はいよくつ
い︒コーデリヤはすごくと父の許

のって︑もうどうすることも出來な

いらしかったが︑あの青年は︿略﹀︒

いとはず︑毎日毎日元氣よく通空し
スコット

を去らなければならなかった︒

十一973 ︿略﹀︑路の遠いのは少しも
た︒

︹地名︺一

以て建築・土木・造船等其の用途頗

東海の島に接つた日本は︑

昇降器がすさまじい勢で下り

室の中には︑大きなポンプが

て行くので︑目がまはりさうです︒

十812

もうくと立ちこめる白煙の

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

ます︒

間から見ると︑すさまじい波を起し

十備9

て︑鯨は海底深く沈んだ︒

とたんに︑ずどんと﹁襲す

さまじい大砲の音がとゴろき渡った︒

十一582

く略V︑北に大内裏の宮殿 すし ﹇鮨﹈︵名︶2 スシ 厚し

を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑南

今ナホ古風ヲ守りテ︑︿略﹀・覧る乳

八597図 サレド食物ヲ士買ル店ニハ︑
ヤリ

端に羅城門をふまへたる古の奈良の

五76

1

天照大神の弟の方に︑すさ

あまてらすおほみかみ

︵センベイ︶ナドト記シテ︑軒二下

︵シルコ︶・岳し︵スシ︶・勢ん屡虞

今ナホ古風ヲ守りテ︑︿略﹀・着る乳

八597図 サレド食物ヲ士買ル店ニハ︑

ゲタルモアリ︒

︵センベイ︶ナドト記シテ︑軒二半

︵シルコ︶・嘉し︵スシ︶・劣ん慶

朱雀大路

﹇朱雀大路﹈︹地名︺1

都は︑︿略﹀︒

すざく

十二剛10図

十801

ひば・松・落葉松は何れ い ︽ーイ︾尋ものすさまじい

の種類頗る多し︒

十一一478図

る志し︒

も堅くして︑耐久・耐渥の性あるを

とスコットランドと合するや︑白地

︿略﹀︑先づイングランド

に赤十字の徽章ある前者の國旗と︑

た︒

すざく

当家を建設する上に頗る有利であっ

十二燭4

廉贋に供給されるので︑︿略﹀︒

れん

くべき嚢達にともなひ︑電力は頗る

殊に近年は水力電器の驚

十二備2圏
スコブル

揚子江ノ流域ハ地味スコブ

﹇頗﹈︵副︶12

旗とを合して一旗となし︑︿略﹀︒

頗る

シQ

り︒

すざくおおじ

十二畢生
時既に庭々のとりでより集れる守兵

すさのをのみこと
と合して︑追撃すること頗る急なり︒

十﹁283図︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の すさのおのみこと ﹇素金野尊﹈︹人名︺

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

十一112

︿略V︑港内には常に敷百隻 朱雀大路

豊にして︑村民皆其の家業を記しめ

十伽4図

かくの如くなれば全村頗る

物・扇・綿毛・織物等ノ産出頗ル多

八961図商工業盛ニシテ︑嶢物・塗すざく ﹇朱雀﹈︹地名︺1 朱雀

ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

八Z8図

ル

頗

堅地に斜白十字の徽章ある後者の國

十二6110図

ドアイルランドさんごく

ランド且﹀イングランドスコットラン

十﹁986 ︿略﹀︑本を潜みたいといふ スコットランド
心は少しも攣らなかった︒

十一佃1塵隠町のりつぽなる事も︑
文明諸國の大都會に比して少しも劣
る所これなく候︒

十一伽1図 然れども鐵眼少しも屈せ
ぼ
ず︑再び募集に着手して努力するこ
と更に数年︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 書 師 ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

すご・す ﹇過﹈ ︵四・五︶4 過す ︽！ すこぶる

十一459図

シ・ース︾

て︑心構せし様なりしが︑尚筆も取
らで歴日を過しぬ︒

して過ししに︑十日括りにして︑ふ

十一471図 ︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔
すまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

十一一佃9 かうして又幾年か過すうち

︿略﹀︑昔から此の島國で荒

に︑村の人々は此の仕事にあきて來
た︒

十二価10

い浮世を知らずに過して來たことが︑
其の主たるものであらう︒

すごすご ︵副︶3 すごく

すごす一すし

730

731

ゲタルモアリ︒

じ・しおすじ・ひとすじ・ひとすじみ

すじ ←いくすじ・いとすじ・くびす

﹇筋合﹈︵名︶1

筋合

ち・まちすじ・みすじ・よこすじ
すじあい

十二伽6園 すると其のうちには又思
しり
の外な尻押なども現れて︑温めんだ
頭上

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒
﹇頭上﹈︵名︶1
︿略﹀︑川沿の道をたどって

﹇煤﹈︵名︶1

すす

すゴ

八37 第二

犬ころ庭のすみで︑

先程からちやらくとす窟の音が聞
える︒

ふと︑垣根の外でちやらく
すすき

とす讐の音が聞えた︒

八53
﹇薄﹈︵名︶！

﹇涼﹈︵形︶2

涼し

︽ーシ

すgしい

︽1・

ヨイココロモチデス︒

でした︒

四404

昨日はうちのすすはき

涼みゐ

きは大きにらくになりまし

四453園 ﹁此のごろは大さうちが
やかましくなったから︑すすは

た︒﹂

る ︽ーヰ︾

すずみ・いる ﹇涼﹈ ︵上一︶1

三791 時時すずしい風が吹いて
來ると︑おもひ出したやうに
くつわ虫がなきます︒
五237下のかざりまどには︑︿略﹀︑
ゆかた
きれいな帯や︑す9しさうな浴衣地

サウシテダンくスぐシクナ

がかざつてあります︒

五267

先に涼み垂を出して︑家内一同涼み

九849図信吉の家にては︑夕飯後庭

信吉の家にては︑夕飯後庭

すすみ・でる ﹇進出﹈︵下一︶1

みたり︒

すす

先に涼み墓を出して︑家内一同涼み

九848図

すずみだい ﹇涼台﹈︵名︶1 涼み皇

急ぎて進み賜る︒

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

十一244図 ︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

來る ︽ール︾

すすみきた・る ﹇進来﹈︵四︶1 進み

みたり︒

ツテ︑ガンガソロくワタツテ來ル
つりも出來るし︑およぎも

コロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キマス︒

五305圏

あつい夏でもす弄しくく
すゴなり

コ・椰子は︑︿略﹀︒︿略﹀︑

﹇鈴生﹈︵名︶4

出來て︑
らす︒

鈴なり
九56團

其の葉の根本には︑大人の頭ぐらゐ

うちの方をふりかへると︑井

の實がす球なりになってゐます︒

九撹1

戸端の柿の木に柿がす窟なりになつ

ものがございます︒︿略V︒﹂とい

すみ出て︑﹁なすのよ一と申す

四635其の時一人の家号がす

ふと見上げると︑庭の柿の木 み出る ︽ーデ︾

てるるのが目につく︒

十446

には︑す窟なりになった實が夕日を
さんご
浴びて︑珊瑚珠のやうにかゴやいて
みる︒

十一

すすはき

すすはき

すすはき

十囲2図

一足々々︑遠い所へ進み行

一くはく︑廣いたんぼをう

︿略﹀︑旧いて造船部長の指

ちかへす︒

き︑

五952團

く ︽ーキ・ーク︾

どれを見ても︑枝といふ枝 ひました︒
すて
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な すすみゆ・く ﹇進行︺ ︵五︶2 進み行

十二206

りになってみる︒

四目12

十一

﹇煤掃﹈︹人名︺2

四403

スズシイカゼガブイテ︑ すすはき ﹇煤掃﹈︵名︶2 すすはき

すずしい

すゴ

すずなり

三783今日私が川の土手から

すすき

とって來たすすきも︑花いけ
す﹂き

す︑きがはらの秋

はるぐと風のゆくへ

﹇薄原﹈︵名︶1

にさしてそなへてあります︒
がはら

すすきがはら

の見ゆるかな︑

十二36︹差立
の夜の月︒

すず・し

すぎて南神門を入れば︑︿略﹀︒

ギ︾

すず

のすを取る︑勝手のすすを

スズ

十19図水屋の水に手を清め口をす

﹇鈴﹈︵名︶6
ク︾

空一
涼しく金にまた＼

若葉のにほひかんばしく︑

ス．・シイ
ーイ・ーク︾

﹇203

すすはき

大キナスズヲネコノ 七345図圏 なはてつたひに來る風も︑
ぽいの星は皆︑

十一佃5㈱團此のブラジル國は︑

けり︒

二301園 ﹁ソレモヨイガ︑ダレ

へども︑中央の高地や海岸地方の大

︿略﹀︑其の大部分は熱帯に属し居候

私 ど ももすずをならし
てをがみました︒

四33

なってゐます︒

四28 ちやうど人の出さかりで︑
半は割合に涼しく︑︿略V︒
お宮のすずがひつきりなしに
すずし・い ﹇涼﹈︵形︶5 スズシイ

カQ﹂

ガソノスズヲツケニイク

クビニツケテオイテ︑ソノオト
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ
シテハドウデセウQ

二285園

←こすず

すず

した︒

はらふ︑まるでいくさのやうで

四433 ︿略﹀︑ひさしうらのくも すす︒ぐ ﹇漱﹈︵四︶1 すすぐ ︽一

すす

のゆくてをさへぎつてしまふ︒

まり︑遂には路の前面に突立って人

行くと︑左手の山は次第に頭上にせ

十二悩2

ずじょう

すじ一すすみゆく

すすむ一すすむ

732

︵四・五︶48

進む

︽一

揮につれて吹く進水主任の雪質を合
﹇進﹈

圖に︑着々と進み行く進水作業︒
すす・む
マ・ーミ・ーム・！メ・ーン︾且﹀つきすす

む・ならびすすむ
六822 通有も左のかたを射られたが︑
少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

汽車が進むにつれて︑關東平

並べて進んで行く︒

九681
野はだんく夜の景色にかはって︑
見なれた所も面白く感じた︒

窓から吹きこむ朝風のひやり

とするのは︑早馬北へ進んだ爲だら

九6910

う︒

遠く左に見えるかくかうのよい山を

七102 潮がずんく下がるので︑舟 九737 汽車が盛岡を出て少し進むと︑
はすつすと進んで︑たちまち海へ出

北風號

く略V︒

汽車は野を過ぎ山を越えて進

指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

第二十二

朝鮮の青年も︑近頃はなか

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀

十154園

船は先づ海から黒い掘割には

私どもは︑非常に喜んでをります︒

十335

いる︒しばらく進むと水門があって︑
行くてをさへぎつてみる︒

降積む雪に道を失ひ︑進み

金を打合はせて火を出す法を考へる

︿略﹀︑時代が進んで燃料の

やうになった︒

十一673

んく廣くなって來た︒

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

十一7510園 あなたはく略V︑︿略﹀︑

きっと此の研究を大成することが出

望ませう︒たゴ注意しなければなら

十639図

ないのは︑順序正しく進むといふこ

とです︒

もやらずた＼ずみたる様は︑古歌に
︿略﹀︑常世はちぎれたる具

︿略﹀といへるにも似たりけり︒

と共に︑三十人の一組は二列になつ

十一841園 やがて﹁進め︒﹂ の上辺

十713図

足を着け︑さび長刀を横たへ︑わる

て︑順々に水の中へとはいって行く︒

びれたる様もなく︑進みで御前にか
しこまれば︑︿略﹀︒

くと︑水の色はものすごい程濃い紺

こ

だんく沖の方へ進んで行

色だ︒

十737国営の停車場を出て大通を東 十﹁846
北に進むと︑二町ばかりで大きな門

一隻の捕鯨船が︑勇ましく波

青銅の大鳥居をくゴつて進む

い

僕も急に元氣がなくなって︑

松江を焚したる汽車は

といふことを謹明した︒

から高等なものへと進むものである

の間には次第に徳化し︑下等なもの

十ニー41 ︿略﹀︑生物は縮べて長年月

斐伊川の鐵橋にか㌧る︒

ひ

︿略﹀︑やがて新川を渡り更に進みで

十二45図

の業着々として進みたり︒

の意外に多く︑此の度は製版・印刷

十一伽10図 ︿略﹀︑喜んで寄附するも

つた︒

﹁︿略V︒﹂と︑自ら働まして進んで行

一所に船に上らうかと思ったが︑

十一862

が二三人列から離れて船に上った︒

馬屋の前を通ってだんく奥 十﹁857 その中︑先に進んでみた者

の前へ出ます︒

二業5

を切って進んで行く︒

十麗7

みる虜へ膨ました︒

深く進むと︑いよいよ石炭を掘って

十829

たゴ愉快にたゴ一生けんめいにかけ

敷分の後には︑北風はもう列
味方は其の正面から眞一文字
中尉は始終先頭に立って進ん

見て︑一だん高く軍刀をふりかざし︑

と︑沿道の家は大てい天満宮にちな

錦りは二日市まで歩くことに

と︑︿略﹀︒

した︒地圖を便りにして進んで行く

十㎎5

んだ物を費ってみる︒

北風は︿略﹀︑後からかけて
から敷十間も進んでしまった︒

來る味方に追はれて︑思はず其の場

九鵬4

︿略﹀︒

でるたが︑敵陣が間近になったのを

九欄4

に進んで行く︒

九皿3

の先頭に立って進んでみた︒

九鵬6

出す︒

やがて﹁進め﹂の號令がか＼ると︑

九鵬5圏

む︒

九744

た︒

七216園 義貞は之を見て︑﹁ものど
も進め︒﹂と︑︿略﹀鎌倉さして攻め
こみました︒

七438 謙信はそれをさとって︑夜の
問に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七584囹 一たい船にはらしんぎとい
ふ物があって︑それで方角をとって
進みますから︑︿略﹀︒

八96 今度の競走も五分々々に進ん
で行ったが︑中程まで行った時︑信
作の馬はつまついて︑前足を折った︒
下って︑食事も進むやうになりまし

八453國 く略V︑昨朝あたりから熱が
たので︑やっと安心致しました︒

大風俄に吹來りて︑波すさまじく荒

九104図 既に大海に出で給ひしに︑
れくるひ︑御船少し も 進 ま ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

寄手の大弁佐久間盛政は︑
︿略﹀︑明日は進んで賎嶽のとりでを

十一254図

おとし︑

しかし今の戦箏は昔と違つ
て︑一人で進んで功を立てるやうな

九377図 ︿略﹀︑エンミッヒ將軍はみ 九旧4圏

ことは出來ない︒

それから少し進むと︑石や

一塞・に敵をみちんにせんと︑

と感歎せるに︑︿略 V ︒

十一667

︿略﹀︒

つから進んで握手を求め︑﹁︿略﹀︒﹂

謹みて近し奉る︒

せい
九655 ︿略﹀︑ブラシを持つた数十人 十22図拝殿の前に進みで整列し︑

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

733
すすむ一ずたずた

なかく書きず︒今一日留り給へと

のもあれば︑雀の卵ぐらみなかはい

︽ーム︾

らしいのもあるが︑どれも皆︑︿略﹀︑
涼む

︿略﹀︑

かすみのすそを

遠くひく︑ふじは日本一の

三821圏

びやぜんまいが︑すっかり葉になつ

平尾山のすそへ行くと︑わら

てるました︒

此の電車道から東山のすそへ

船頭が﹁皆さん︑そろくお

つてゐますが︑︿略﹀︒

かけて︑やはり人家がこみ合って立

六723

所から水を引くからだ︒

すそに︑大きな用水池があって︑其

五668園山の村には︑向ふの杉山の

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

十二710図

山︒
よく實がいってみる︒
はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑ 五358

す㌧めて止まざりき︒
すず・む ﹇涼﹈︵五︶1

十二247 文明の進んだ今日尚此のや
うな考を持つのは︑大きな誤といは
ねばならぬ︒

夕食をすましてから︑縁が

はへ出て凍む︒

十二835図 これより北は波荒くして 十一878
舟 を 進 む べ く も あ ら ず︑︿略﹀︒

︿略﹀

進める

三

高大なる爲なるべし︒
君命の幼時

雀の子

一そう研究を進められた︒

みねからすそにかけての若々

て︑ 面に煙ってみる︒

しいこずゑの色は︑強い日光を浴び

九342

つた︒

羽織をぬいで︑着物のすそをはしよ

したくだ︒﹂と言ったので︑みんな

ふまいけん
それから元庵様・不昧軒檬︑ 七108

﹇進﹈︵下一︶3

三

第四

すずめ すす・める

八161

雀の子

八目8

太郎は前から父に︑︿略﹀禁 すずめのこ ︹題名︺2 雀の子

﹇雀﹈︵名︶10

り出した︒

すずめ

︽ーメ︾

九229圏
なり︑

二代つゴいて︑其のお志をおつぎに

になりますと︑︿略﹀︑すずめが

四253 おばあさんがく略Vおおひ

すゴめ雀←たけにすずめ
一43 スズメガヰマス︒

スズメ

す︑めをことわりかねて︑︸所に渡

ぜられてるたのであるが︑友だちの

十936

十二8510図其の間︑山にさしか﹂れすすめ ﹇勧﹈︵名︶1 す＼め
ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出
つればまた舟を浮べて進む︒

十二皿3図︿略﹀トマス︑エヂソン
は︑既に電話機に關する窓明に成功
したるを以て︑更に進んで新しき電
燈の獲明に從事した り ︒

十二擢9図 彼が稀代の天才はこ＼に
かん
も遺憾なく獲捜せられて︑着々成功

があるにしても︑地方自治の精神に

の域に進みしが︑︿略﹀︒

スズ日工ヨワイ鳥デス

︿略﹀︑其の組織に繁簡の差

四372

基づいて其の團腔の幸福を進め︑國

十一悩1

十二備7囹 電車は次第に汽車の領分
しん
までも侵略し︑尚進んで電氣機寒菊

運の無二を期することは皆同じであ

くらのやねへにげて行きます︒

さへも用ひられるやうになりました︒

ヘヨツテ︑ヲドツタリ

そ

ば

山のすその方があちらこちら

白いのは︑蕎褻の花であらう︒

九欄9

十759豊北の方の山のすそには︑松

︿略﹀︑毎日きめた時間割通

林を後にして右に昌徳宮︑左に景

十ニー35

る︒

サヘヅツタリシテバカニシマス︒

エヂソンが炭素線の電燈

つゴり方の時間に︑す球めが

りに仕事を進めて︑たとへ十分︑十

四937 兄弟は今度こそはと︑
母にいとまごひをして︑ふじ

︵形状︶1

ずたずた

のすそ野へ急ぎました︒

ずたずた

かは

すその ﹇裾野﹈︵名︶1 すそ野

む︒

清正がようひのすそをしっかとつか

ねぢ伏せられながら正國︑

しやうとく

五分の鯨暇でも無益に費すことがな

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

老人にす〜めた︒
すそ

すそにか

うちの子ねこは

﹇裾﹈︵名︶10

三111圃

すそ

︿略﹀︑

たもとにすがる︒

いい子ねこ︑
らまり︑

十一308図

けて︑﹁長四郎︑雀の子を取って参

八165

﹁長四郎︑雀の子を取って すす・める ﹇勧﹈︵下一︶1 す＼める

福宮の壮大な構がある︒

八166園

︽ーメ︾

かった︒

参れ︒﹂

﹁何しに此所へ参った︒﹂

少年はてつびんの湯をついで

︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手 九246

八175園

へどうと落ちた︒

が届かうとした時︑ふみ外して軒下

八169

れ︒﹂と命じた︒

教室の中へとびこみました︒

五156

ガ︑ソバ

十一一宙1園

を獲明したのは四十年ばかり前のこ
とであったが︑今では更に進んで光
の色が太陽に似て︑︿略﹀熱をとも
なふことの少い電燈さへも嚢明され
ました︒

メ︾

すす・む ﹇進︺︵下二︶1 進む ︽一
二代の 帝 に 薫 皿 く す 二 心 ︑

す＼む

︽一

強敵ひしぎて世をしづめんと︑

十一㎎8図圃

﹇勧﹈︵下二 ︶ 1

三 軍 進 め し 二 丈 原 頭 ︑︿略﹀︒

すす・む

大人の握りこぶし程の大きな

﹁雀の子がほしくて参りました︒﹂

十703図 ︿略﹀常世も︑︿略﹀︑名残 九793

メ︾

すたる一すっすと

734

やまた

をうち

それを八岐の大蛇が出て︑

うちでも土間に丸太を置いて︑

つつです︒

七462園

は︒

一山は十俵

それは氏子の五箇村から︑子

方のものが川中島を取ることにして

一入つつ出して組討をさせ︑勝つた

よって明日たがひに勇士を

四俵︑ 一番上は一俵で︑

其の上につんであります︒一番下は

六27

人つつの人が乗降りします︒

五麗2此の停車場から︑毎日七八千

毎年︻人つつたべました︒

五116 ︿略﹀︑大蛇がよひつぶれます 五94圏
と︑みことはこしのつるぎをぬいて︑

大蛇をずたずたにお切りになりまし
た︒

︽ーッ︾

すた・る ﹇廃﹈ ︵五︶1 すたる
︿略﹀︑石や金を打合はせて

火を出す法を考へるやうになった︒

十一6610

此の方法はく略V︑マッチの使用が
廣まるにつれてすたって來た︒

レ︾

すた・る ﹇廃﹈︵下二︶1 腰る ︽一

さるさは

がらん
十二9910図 興福寺は伽藍半ば由れた 八62

八235

︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎

どもの騎手を一人つつ出して︑社の

捨つ

れど︑尚三重五重の塔︑平々の池水
すつ

横の池のまはりで競走させて︑︿略V︒

﹇捨﹈︵下二︶3

に影をうつして南都第一の美観たり︒
す・つ

昏昏の首を一つづつ供へさせました︒

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八428圏 ﹁︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

︽ーテ︾←なげすつ

でなされ候ぞ︒︸命を捨てて君の御

つつ

三日の間に一同は白木綿を一
︿略V︑乾かしたのをそろへて

に引出されると︑黒山のやうに集つ

採炭坑夫は四人つつ一組にな

てるる買手は︑︿略﹀︑次第にせり上
げる︒

十841

つてみて︑其の内の二人が石炭を掘

︿略﹀︑珍しい甲轟が二匹ゐ

崩すと︑他の二人が︿略﹀炭車に入
れる︒

十ニー19

た︒早速両手に一匹つづつかむと︑
又一匹攣ったのが見えた︒

すっかり

︿略﹀︑すっかりいろいろな

平尾山のすそへ行くと︑わら

出しておやりになりました︒

びやぜんまいが︑すっかり葉になつ

五358

てるました︒

大水が出なければよいがと

心ぽいして︑夜中に手をけやはき物

五851国

潮がすっかり落ちて︑海はを

まですっかり二階へ上げました︒

七132

︿略﹀︑それでもとうく一日

かのやうになった︒

だけはっき上げた︒八時頃には︑す

八549

にいさん︑昨日でうちの田

つかりすんだ︒

九468團

せい
葉分の内に艦内はすっかり整

植がすっかりすみました︒

頓する︒

とん

九638

私は思はず︑﹁やあ︑すつ

かり愛つた︒﹂と聲をあげると︑兄

十388圏

ぎ

は﹁︿略﹀︒﹂といって︑かついで來

たつるはしを下へ置いた︒

はきはきしてみて︑禮儀を

わきまへてみることも︑それですつ

十槻10圏

さうして其の本の内容がす

かり分りました︒

壁のすき間をもつた雨のた

つかりわかってしまふまでは何度で

十一9810

も讃む︒

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

十一鵬2

︿略﹀︒

すつすと

潮がずんく下がるので︑舟

︵副︶1

はすつすと進んで︑たちまち海へ出

七101

すっすと

漁夫はめいく手に一ちや

スツカリ

かぎ
うつつの鈎を持ち︑狂ひ廻るまぐろ

十二794

︵副︶16

を引っかけ︑︿略﹀︒

すっかり

ネエサン︑デテゴランナサ
イ︑月ガデハジメマシタ︒︿略V︒

ニー86

︿略﹀︑五一ちいさんは

モウスツカリ木ノ上ヘデマシ
タ︒

三345園

﹁もうすっかりよわりまして︒﹂と

いって︑大きな手であたまを
︿略﹀︑うちもなくなって

なでました︒

三458

みて︑村のやうすもすっかり

スツカリモ

白ウサギガソノ通りニ

かはってゐます︒

四458

トノヤウニナホリマシタ︒

シマスト︑カラダハ

四204

マッチの箱に入れる者もあり︑箱に
者もある︒

九5610

は︑両手で根本の所をつかんで︑打

る︒それをてんでに一束つつ取って

後には萎の束が山と積んであ

入れたのを十つつ集めて包紙に包む

八戸5

反つつ持って参りました︒

八432

持参致せ︒﹂

九百7擁国 何の爲にいくさには御出
恩に報ゆる爲には候はずや︒
りうび
十一川7図蟹 ︿略﹀︑ 劉備が三顧の
ぐう

こよなき知遇︑ 我が身をすてて報
いんと︑ 起ちてぞ出でぬる︑草の
いほりを︒

十二26耳糸よきを取りあしきを捨

ヅツ

てて︑とつ國に おとらぬ國となす
よしもがな︒

︵副助︶15

物をもとの所へなほしたら︑

二613園 ﹁ソレナラ︑ソンナニス

ずつ

墓にぱたくとた︑きつけると︑

先生がまどをすっかり明けて︑

コシヅツノマナイデ︑モツトタ

五157

夕方近くなりました︒

子馬が一頭つつ中央の置場

︿略V︒

十207国

クサンオアガリニナツタラ︑ハ
ヤクナホリマセウ︒﹂

735

た︒

十伽9図

村長は︿略﹀︑深く村民に

敬愛せられて︑幾度の改選にも重ね

あわてて逃げんとすれど

て選學せられ︑既に二十齢年勤績せ
り︒

十一245図

十二伽7

しかし大勢は如何ともしが

棄テル

すてる

捨

︽ーテ・ーテル︾﹇▽おす

﹇捨﹈︵下一︶7

たく︑危機は既に目前に迫ったので︑
︿略﹀︒

てる

す・てる

九佃8園

金次叔父さんは︑軍隊節のたくまし

︵副︶2

ずどんと

い腕で︑すとんくと打下す︒

裂矢をしかけたもりを打つ︒

ねらひを定めて︑ずどんと一獲︑破

十柵8 右に左に鯨を追ひつつく略﹀︑

ずどんと

源氏の者どもは義盗をかば

おかあさんは︑﹃一命を捨
てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

︿略﹀︑自分ノタフトイ緑肥

れるが︑まだ其の折に出會はないの
だ︒

九槻1園

松が一面に立ってるて︑長い橋のや

うに見えます︒

一匹デ三四千粒モ産ムトイフ

ガ︑産ンデシマフト︑其ノ上二砂ヤ

六473

くまで

小石ヲカブセル︒

小さい熊手で砂をかくと︑お

もしろいやうにあさりが出た︒時々

七119

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居

は手ごたへがして大きな蛤が出た︒

リ︑カキヤアハビ配置ニツイテヰル︒

七814

ところが此の大きな太陽も︑

夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

十一35

砂の上を歩いて行くと︑足

る小さな星の一つと同じものだとい

ふ︒

十一838

︿略﹀コーヒーの實を

の裏が嶢けるやうだ︒

手にてこき落し︑之を集めてみぞに

命を捨ててか＼ったら︑救 十一柵9國国

テカリソメニモスベキ事デハナイカ

椹ヲ棄テルトイフ亀戸︑重重人トシ

其の洲の白い砂の上に︑青い

てなさる・みすてる

ら

ラ︑︿略﹀︒

十264囹

へないことはありますまい︒

どは沈み︑實のみ浮びて流れ候を︑

︿略﹀五人の友は︑悟道が 投入れ候へば︑まじりたる石︒砂な

︿略﹀︒

︿略﹀︒分家の

すとんく

今の村長さんも子ども

の時からすなほで︑なさけぶか

四767

﹇素直﹈︵形状︶2 すなほ

全く修行を止めてしまったものと思

委打

すなお

ひ︑彼を捨てて立去った︒

十二9410

五578

も時既におそく︑大方はやにはに斬

六358園

らっきあふな︒﹄

すててにげるやうな者には︑これか

五996園﹃あぶない時に︑友だちをすな ﹇砂﹈︵名︶7 砂
︿略﹀︑一実五千の軍勢ま

倒されたり︒

十﹇279図

つしくらに進軍して︑夜半の頃には
既に木之本に到着したり︒

ひながら︑﹁捨てておしまひなさ
い︒﹂﹁お捨てなさい︒﹂と口々に言

︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

時日に虜々のとりでより來れる守兵

ひます︒

十一282図

と合して︑追撃すること頗る急なり︒

な

如しと誇りし奈良の都も︑色移り香
かくて又幾年かたつうちに︑

失せて年立に久しく︑︿略﹀︒

十二柳5

穴はだんく奥行を加へて︑既に何
十間といふ深さに達した︒

ストーブ

第十四

︵副︶1

且Vでんきストーブ

は︑既に電話機に下する襲明に成功

九601

すとんすとん
燈の嚢明に盃事したり︒

したるを以て︑更に進んで新しき電

十一一擢2図く略Vトマス︑エヂソン

主人がひどくしかってみた︒

︿略﹀︑或垂師久しく寄食 六672 或物持の所へ行くと︑下男が
まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

してありけるが︑何一つ壼がくこと

．十一447図

もなく︑毎日遊び暮して既に敷年を

うだいの耳には不思議にひ早いた︒
か

姉二人は既にさる貴族に嫁
ることにきまってみた︒

し︑妹はかねてフランス王の后にな

十二658

其の最初の一音が既にきや

れて︑沖のうきを目下に泳ぎくらを

ステッセル

十二414

経たり︒

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

︹人名︺一

所はいっこ︑水師管︒

すでに ﹇既﹈︵副︶13 既 に
うらが
︿略﹀︑今の浦賀のあたりよ

唯死せんのみ︒

十997図園 事既にこ㌧に至る︒天心

さ ま じ く 荒 れ く る ひ ︑︿略﹀︒

給ひしに︑大風俄に吹來りて︑蒸す

り海を渡り給へり︒既に大海に出で

九103図

の

の將軍ステッセル 乃木大將と會見

九395図圃 旅順開城約成りて︑ 敵 十二995図 ︿略﹀︑咲く花のにほふが

ステッセル

大切なものとなってみる︒

汽船や工場の重い機械を動かすのに

よりずっと熱度が高いので︑汽車や

十一676

してみた︒

十一553 二人は外の者からずっと離

多く附く︒

十528園 定期の方には利子がずっと

ずっと高い︒

のであるから︑湖の水面は海面より

十324 高い土地の上に水をた＼へた

アメリカへ行ってみるといふことだ︒

人あるのださうだがずっと前から南

七248 此のおばあさんにむすこが一

うです︒

も︑こちらよりはずっと早くさくさ

本の南の方で︑︿略﹀︑うめやさくら

五55 中村君がこれまで居た所は日

ずっと ︵副︶6 ずっと

ずっと一すなお

すなじ一すべて

736

い人でした︒
要ト供給トノ關係ニヨルナリ︒

湖の水は︿略﹀︑

をもさまたげることになる︒

一年を通 十二8810

を探検せり︒

十二517

討議の形式は︑普通第＝蹟

會・第二讃會・第三讃會の三度の會

さうして其のさしわたしは

議を纒ることになってみる︒即ち第

十959園 それから又︑指間私が聞い 十一110

水位の一番高い五月と一番低い一月

じて水位の緑化は極めて少い︒即ち

しん

＝讃會で其の案を大山に調査し︑第

十一一102 九歳の時始めて學校にはい

︽ーイ︾

すばしこい

る部分とより成る︒即ち赤・白張は

︵形︶1

せて十三條の横筋は︑︿略V︑永久に

つたが︑直りすばしこい生れつきで

すばしこ・い

法律案全心の可否を議決する︒

ちく

との差は︑僅かに三十八センチメー

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

十︻47図孔子は今より凡そ二千五

齢りに當り︑︿略V︒

砂地
しやう

二上會で逐條に審議し︑第三讃會で

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい
﹇砂地﹈︵名︶1
う

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

アメリカ合衆國の國旗は

るか︒地方人民が協同一致して自ら

なかったので︑先生にもむしろ中以

一定不攣の部分と︑攣化を許された

十一一627図

地方公土ハの事に當り︑誠意其の團艦

攣化することあらざれども︑藍地中

膿自治の精神とは何であ

の地に生れたり︒

の爲に力を厚くす精神が即ちそれで

下の生徒と思はれてるた︒

︽ーク︾．

國旗の色彩が其の國の人 すばや・し ﹇素早﹈︵形︶1 すばやし

の星章は︑常に州の数と一致せしむ

十二638図

ある︒

一切纏を世にひろむ

鐵眼︿略﹀︒つらく思

ふに︑﹁︿略﹀︒

十一旧7図

るを定めとす︒

十一榊4

トルに過ぎない︒

はなかったのだ︒

すなじ

七211 すると︑これまで潮の満ちて
みた稻村崎は︑其の夜の月の入る頃

すなどり

に︑二十饒町にはかに干上って砂地
﹇漁﹈︵名︶1

にかはり︑︿略﹀︒

すなどり
み ほ のさき

十二69図 此の時事代主命はすなど
りのため美保崎といふ庭にありし
が︑︿略V︒

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

砂ぼこり

るはもとより必要の事なれども︑人

﹇砂埃﹈︵名︶2

り︑飛びちりたる貝のかけを︑すば

九142図其の音を聞きつけてかけ來

九㎜7 大空には︑午後の日が大砲の

すなぼこり

やくついばみたるは口塞なるめんど

即ち赤・黄・藍・白・黒の五色を横
に並べたるものにて︑赤は漢人︑黄

の死を救ふは更に必要なるに非ず

ちべっと
は満洲人︑︿略﹀︑黒は西住人を代表

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

りなり︒

や︒﹂と︒すなはち喜捨せる人々に

するなり︒

して︑命の爲に肚大なる宮殿を造ら

なれば︑國民の之に封ずる尊敬は︑

は其の暴民の理想・信仰を表すもの

十二824図

これも社によりて多少の

未開の土地を切開いて︑思

ら︑総べてが大規模でのびくとし

てるる︒

すべて ﹇総﹈︵副︶16 スベテ すべて

今より百二十年ばかり前︑

︿略V︑さうちもよく行届い

すべて﹇総﹈︵名︶2縮べて

て全健を統べ︑︿略﹀︒

相違はあれども︑多くは絡務局あり

十ニー64図

十二648図︿略﹀國旗は︑︿略﹀︑或 す・ぶ ﹇統﹈︵下二︶1 統ぶ ︽ーベ︾

しめ給ふ︒これ即ち出雲大社の起原

露なり︒

ました︒

てるるし︑総べてがきちんとしてゐ

十一601

え

ひしゃくに似てみる︒即ち水のはい

些事する者の心掛け如何の影響が

ふま㌦に設計して造った町であるか

る威に當る部分が身網で︑柄に當る

を海中に張った形はちやうど大きな

十二7610

これ 十一144

即ち其の國家に封ずる忠愛の情の醗
公衆の爲を計らなければならぬ︒こ

だいぼう網は︿略﹀︒

なり︒

十二77図 大神其の眞心の厚きを賞

く救助の用に當てたりき︒

よりとか＼り︑︿略﹀︒

︿略﹀きれいな川にはいって水浴を
スナハチ

︿略﹀︒︿略﹀︑自

﹇即﹈︵接︶1 6

鷲

す

十84 全身砂ぼこりにまみれた王は︑
した︒

すなわち

第十三

なはち 即ち
八491

れ即ち世間の信用を博して堅實に自

商人たる者は︑︿略V︑廣く

ノデアル︒スナハチ一間齢モアルツ

十二225

バサヲハツテ︑敷分ノ間羽バタキ一

己の事業を嚢展させる道である︒

在二空ヲトブ様ハ︑實二勇マシイモ

ツセズ︑空中ヲノシテ行ク︒

更に大きい︒即ち一人の貿易商が外

即ち文化五年の四月に︑南榎は

きやう

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ評定

︿略﹀︑松田国十郎と共に樺太の海岸

外國貿易に至っては︑之に

クナリ︑品物少クシテ︑之ヲ望ム者

︿略V︑貿易の不振を招き國運の嚢展

人の信用を失ふやうな事をすれば︑

九465図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑ 十二235

多ケレバ︑其ノ物ノ償高クナル︒ス

部分が垣網である︒

ナハチ物ノ償∠口同下田︑主トシテ需

737
すべらせる一すます

総べて
が大きい︒

信作はつるりとすべり落ちて︑

ツテスベリオチマス︒

八98

其のはずみに︑ころくと池の中へ

︿略﹀金隠といってみる物

の中には︑金貨を始め︑銀貨・白銅

すべり方

ズボンと袖をまくり上げ︑身輕な姿

となって分隊毎に甲板洗を始める︒

住居←おんす

うき世をよそなるしづ

﹇住﹈︵名︶1

十一川1図圏

まい

﹇住﹈︵五︶1

住まふ

︽一

けき住居︑出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒

ハ︾

すま・う

ひ
みんな氷靴を着けて︑思ひ 十二921 ︿略﹀父王は︑彼に妃を迎

︽ーッ・ーリ・ール︾

シ・ース︾

すべるく︑みんなすべる︒ すま・す ﹇済﹈︵五︶8 すます ︽一

へ︑目もまばゆい宮殿に住まはせて︑

すべるく︑みんなすべる︒

國政にも與らせようとした︒

六785

くのすべり方をしてみる︒すべる

六785

朝︑おさらひをすましてから︑

萎まきすます︒

九285

参葬をすましてから︑京都

ふたみが

信吉は僕の両親に蹄って來た

信淵は父の門人たちの情で︑

あいさつをすますと︑︿略﹀︒

八837

を買った︒

浦を見に行って︑おみやげに貝細工

ロつロり

六欄5国遠辞をすましてから︑二見

うです︒

へ出て︑二一二日見物して鋸られるさ

六二6團

枝につるしたぶらんこ遊︒

五321圃本のおさらひすました後は

春子とつくしをつみに行きました︒

五142

書いたんぼの

四114間おやはかへして︑子は

下山の時には︑木の枝など

はこはすべる者もある︒
そり

九959園

を権にして︑此の雪渓をすべって下
る人があります︒

九961園丁も其の通りにして見まし
たが︑急な坂を矢のやうに早くすべ

お話を聞いて︑僕もすべって

るのですから︑實に壮快でした︒
見たくなりました︒

九963

かもめ飛ぶ海をすべり
懐かしき

形ばかりの葬式をすますと︑間もな

水兵は︿略﹀︑かひがひしく く江戸へ出て︑︿略﹀︒

ズボン

船は今静かに馨る︑

十二慨9図圏
て︑

九6410

くれうって︑

片足でおそろしい程早くすべ
る者もあれば︑人の手にすがって︑

六787

く︑みんなすべる︒

六785

すまい

みんな氷靴を着けて︑思ひ

﹇滑方﹈︵名︶1

くのすべり方をしてみる︒

六783

すべりかた

ころげこんだ︒

すべら

すべ・る﹇滑﹈︵四・五︶9すべる

︿略﹀︑生物は総べて長年月

の間には次第に攣化し︑下等なもの

十ニー310

貨幣といふ︒

貨・青銅貨がある︒これらを総べて

七563園 見るもの聞くものが︑総べ 十一776
て皆珍しいのであります︒

八291図 手はずべて仕事のもとにし
て︑いそがしき時に︑手の足らずと
いふは︑働く人の少きをいふなり︒

八586図 スベテ看板ハ商品又ハ職業
から高等なものへと進むものである

英雄

七百年︑

ノ名︑屋野鼠ヲ記シテ︑人目ニツキ

ゆめに似て︑

歴史は長し

といふことを謹明した︒

興亡すべて

十二278田圃

ヤスカラシメントスルモノナリ︒

八鵬3園世の中といふものは︑すべ
て相持のものです︒
墓は

る︒

すべら・せる

﹇滑﹈︵下一︶2

性質が小さく狭く出來たきらひがあ

すべて日本人の短所として︑

こけむしぬ︒

八塒6 すべてかういふやうに︑手分
十二価8

︿略﹀︑養鶏は今年より僕等

をして別々に仕事をすることを分業
といふ︒

九151図

の仕事となり︑日記をも渡されたれ

三292圃足すべらせてこけかかる 六791 ︿略﹀︑人の手にすがって︑こ

せる

或日山の中で︑こけに足をす

すべ

ス

こはこはすべる者もある︒

ば︑鶏の事は総べて之に記入し置く

五538

おととをかばふあねのうで︒

︽ーセ︾

なり︒

九493圏 うちの事はすべて御安心下
さい︒

﹇滑出﹈︵下二︶1

﹇▽きょくすべり・こおりすべり

すべり

べらせて︑うつむけにたふれました︒

く一定の場所に納められる︑すべて

九631 それにつれて︑つり床は正し

すべりい・ず

︽ーヅ︾

一秒又一秒︑七百尺に近き
べり出づ︒

すべりお・ちる

﹇滑落﹈︵上一︶2

大船髄は︑寸︑尺︑間と音もなくす

十島7図

り出づ

の窓や出入口は開かれる︒

九佃6園 総べて上官の命令を守って︑
自分の職務に精を出すのが第一だ︒
くわいらう

べて白木造にて︑神々しさたとへん

十110図︿略﹀︑拝殿・廻廊など縮
方なし︒
ひのき

畝︑峯通り檜苗︑其の他総べて杉

せ

クヅガヒトリデニクルリトマハ

四603 ヨクキレルカンナガスウ 故郷の港︒
ツト板ノ上ヲ通ルト︑カンナ ズボン ︵名︶一

十一367 ﹁地鼠山の内︑二町三段五 ベリオチル すべり落ちる ︽ーチ︾
苗︒一坪一本の割︒﹂

十一633 此の邊の農業は総べて規模

はへ出て涼む︒

十一878 夕食をすましてから︑縁が
﹇隅﹈︵名︶5

スミ

すみ←か

には︑木のシャベルと炭を用ひた︒

すみ
たすみ

二422アル日干ハ畠ノスミ
デ︑﹁ココホレ︑ワンワン︒ココ

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

︿略﹀︑少しでもおくれると︑

ホレ︑ワンワン︒﹂トヲシヘマシタ︒

炭

五475

ばらく耳をすましてみたが︑やがて
﹇炭﹈︹課名︺2

かけはじめますから︑ちっともゆだ

庭のすみで︑先程からちやら

んが出国ません︒

すみ

れ︒

顔を洗ひをはりて︑いつも

庭のすみにはほうせん花が眞
墨←うすずみい

住家
煙たなびくと

すみきる

我がなつかしき住家な

︿略﹀︑

﹇住家﹈︵名︶1

まやこそ︑

十︻803工芸

すみか

板ヲ出シ︑︿略﹀︒

帳・筆・墨・絶口占ナドト記シタル看

す︒

六215圃

空もみどり︑

すみずみ

ンポポガサイテヰルシ︑︿略V︒

果もなくすみ渡りたる大空︑

淺聾すみわたりたる大

みことは此の川上にも人がす

りになりますと︑︿略V︒

になって︑だんだん山おくへおはい

んでみるにちがひないとおかんがへ

五82

住ム 住む ︽ーム・ーメ・ーン︾

す・む ﹇住﹈︵四・五︶16 スム すむ

空の ひろきをお．のが心ともがな︒

十ニー5図韻

る︒

観者の胸は︑︿略﹀︑唯をどりにをど

はなやかに流る＼日の光︑︿略﹀拝

十枷5図

たる すみ渡る ︽ーリ︾

海もみどり︑ すみわた・る ﹇澄渡﹈ ︵四︶2 すみわ

すみきって︑

空につゴく海のみどり︑ 海に
つごく空のみどり︑

すみきった空氣の中に煉瓦

かゴみとかゴみ︒

十764国

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮
出して見えるのは實にきれいです︒
みかん
調子のよい蜜柑取歌がすみ

きった晩秋の空氣をふるはして︑何

十ニー99

﹁それでは此の月の光を題

庭からともなくのどかに聞えて來る︒

十二437

に一曲︒﹂といって︑彼はしばらく
﹇隅隅﹈︵名︶1

すみきった空を眺めてみたが︑︿略V︒
すみずみ

速

住みよい

山の中でも︑三軒

これが萬じゅの姫で︑木曽に

われらが住む世界は︑其の

海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

エビノピンくハネタリ︑カ

川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

ニノ横這ハツテアルク様子ハ︑池ヤ

七809

コ・イカナドガスンデヰル︒

七807

ザマノ植物モ生エテ居ル︒

ロ︿ノ動物ガスンデ居り︑又サマ

七794

形まるくして︑球の如し︒

七12図

住んで居りましたが︑︿略﹀︒

六568

家でも︑ 住めば都よ︑わが里よ︒

六165魍︿略﹀︑

ゐます︒

四282 電とうはらんぷとちがつ 五586 宮島はまはりが七里もある島
しか
で︑島の山には鹿がたくさんすんで
て︑へやのすみずみまであかる
﹇速﹈︵形状︶2

く︑︿略﹀︒

すみやか

しめ

︿略﹀︑原稿締切時刻より

﹇早良﹈︵形︶1

暑さも年中此のくらみのも
のださうで︑かねて思ってみたとは

九42圃

︽ーイ︾

すみよ・い

其の如何に速なるかを知るべし︒

刷出まで其の間僅かに敷十分︑以て

十ニー710図

とするは人情の常なり︒

八583図學校用旦ハヲ士買ル店二︑手 十ニー45図世の出來事を速に知らん

﹇墨﹈︵名︶1

赤に咲いてみる︒

九604

く︒

の如く︑庭のすみなるとやの戸を開

九122園

くとすゴの音が聞える︒

八37

八294 第九 炭

ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ

﹇澄切﹈︵五︶6
︽ーッ︾

い︒

八323 炭に嶢く木は︑主にならとく

違ひ︑なかく住みよいところのや
うです︒

スミレ

ミチバタニハスミレヤタ

﹇董﹈︵名︶一

三18

すみれ

空は水のやうにすみき
大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま

つて︑弔云一つありません︒

三785

かったから︑家で算術の練習をする

十一978 鉛筆や紙も自由には買へな 四15

い︒

ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ

すみき・る

八322 炭に焼く木は︑主にならとく

を建てる︒

を焼く問ねとまりをするための小屋

八302 先つよい場所を見立てて︑炭

れた︒

焼くのかときくと︑︿略﹀教へてく

八298此の時太郎が︑炭はどうして ろ

へ來て︑︿略﹀いろくの話をした︒

八297 或日々を焼く男が太郎のうち

つて見たことがない︒

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

八295 太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

めた︒

八33 炭を僥く煙も所々に立ちはじ

すみ ﹇炭﹈︵名︶8 炭←かたずみ

八目13 第九 炭

すみ

ピヤノの音がはたと止 ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二379 二人は戸外にた＼ずんでし

シ︾

すま・す ﹇澄﹈︵五︶1 すます ︽一

すます一すむ

738

739
すむ一ずらり

七835 海ニハ又獣類ガスンデヰル︒

四115圃園

あすも天氣か︑

﹁やっとすんだ︒﹂と

夕日が赤い︒

見上げる空に︑

だいこ

餅つき

︿略﹀︒八時

あひつの一番太鼓を鳴らした︒
第十四

頃には︑すっかりすんだ︒

八549

植がすっかりすみました︒

にいさん︑昨日でうちの田

がすんで︑すっかりいろいろな

︿略﹀︑それでもふきさうち 九469團

一番大キイガ︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

︽一

氣がすむやうにして下さい︒

もしお金をもらったら︑あ
なたの氣はそれですむかも知れませ

七726囹

もしお金をもらったら︑

んが︑私の氣がすみません︒

七726圏

うをしました︒

九4810三園

ーン︾

谷閤の水はすきとほるやうに

すんでみる︒

八23

つで︑︿略﹀︑美しい海底のありさま

九了10国禁のすんでみる事はかくべ

空ははてもなくすんで︑所々

が手に取るやうによく見えます︒

九341

昨夜雨が降ったせみか︑空が

にちぎれ雲が飛んでみる︒

やがて中尉はちよつと腕時計

を見て︑いつものやうにすんだ聲で

九品9

く見える︒

きれいにすんで︑向ふの天神山が近

もう二番茶もつまなくて 九㎜8
はならない︒それがすむとやがて夏
ご

甲板洗がすむと︑﹁緬員顔洗

羅の上りだ︒
九657

じゅ

へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の令が下る︒

停車場の外に八つれば︑

號令をかけた︒

秋晴の空はあくまですみて︑暖さ春

十二410図

の如し︒

お宮のうらではすまふ

とはやすこゑがきこえます︒

がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

四35

すもう ﹇相撲﹈︵名︶1 すまふ

五時間目の授業がすむと︑先

マダスマナイ︒今

﹁オトウサン︑御用ハモウ

生は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ
た︒

九伽5囹

﹁イヤ︑

スンダノデスカ︒﹂

九伽6園

日午後四時ノ汽車デ又出石ケルノ
ダ︒﹂

すやく

すらく

父は安心した様子で︑やがて

︵副︶1

︵副︶1

ずらり

と︑早口にすらく言へるやうにな

十916 ︿略﹀︑太郎は生委生米生卵︒

すらすら

すやくと眠った︒

九279

ゴム園の人はく略V︑受持 すやすや
の木に此の切付をして廻る︒それが

十﹇53一

すむと︑今度はバケツを持ってコツ
プにたまった液を集めて歩くのであ
る︒

やまと

︵副︶1

つた︒

ずらり

十一717國何でも山城・大和方面の
御旅行がすんで︑これから参宮をな

すむ ︽ーミ・

する︒

後甲板にはせ集って︑ずらりと整列

二百十日もこれで無事に 九644 ︿略﹀︑はだしのままの水兵が

さるのださうです︒

十一881園

﹇澄﹈︵四・五︶6

すんだ︒
す・む

く略V︑其の日のくらしにこ

︿略﹀︑私の氣がすみません︒

七732圏

まるやうなこともありますが︑心に
すまないことはまだ一度もした事は

それが︑朝飯がすむと間もな

ありません︒

く︑稻の葉がさわくし出した︒

七931

のりと

神主は先づ神前で祝詞を上げ
て︑それがすむと︑﹁支度﹂といふ

八75

田植がすんだので︑昨夜は

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ

時は飲水やたべ

一ど

九4710囲

︿略﹀︒

物をもとの所へなほしたら︑
十一一かるた取

うちでも

たづけも大がいすみました︒

物にこまりましたが︑今ではあとか

五884團

みよ子が十まい︑︿略﹀︒

すみました︒道子が十二まい︑

四507

夕方近くなりました︒

四458

七839陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ
赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

ニスム︒

八499 鷲幽遠ク人里ヲハナレテ深山
九166 田二丁ム土蛙ハ土色︑木ノ葉
サバク

二宿ル雨蛙ハ緑色︒

九169 沙漠地方二居ルラクダハ灰色
ホクキヨクグマ

デ︑雪ノ中二住ム北極熊ハ眞白デ
アル︒

九173 北単二住ム野ウサギや高山ノ
上二居ル雷鳥ハ︑︿ 略 ﹀ ︑ 冬 ニ ナ ツ テ

がめでたくすみましたが︑︿略V人

一番二番三番と︑十二番の舞 九774

のほめ立てたのは五番目の舞でござ

六524

十一810 こ＼には外貴人の居留する
いました︒

雪が降りツモルト︑謹白ニナル︒

者が非常に多く︑これ等は租界とい

すむ

七719圏どうぞ之を受取って︑私の

ふ特別の塵域内に住んでみる︒

十一価10重言 此の邊は南米中︑日本

ゆ

人の最も多く住める庭にて︑何庭に

スム

行きても日本人を見かけ候は甚だ愉
快に候︒

﹇ 済 ﹈ ︵ 五 ︶ 25

マ・ーミ・ーム・ーン︾

す・む

三145 ゆふはんがすんだあとで︑

夕はんがすむと︑うちの

おちいさんが二郎にたつねまし
た︒

三776

ものはみんなえんがはへ出ま
した︒

四85 學校ノ式ガスンデカラ︑
トモダチトムカフノ山へ上り
マシタ︒

する
すり

740

すり

﹇ 刷 ﹈ ﹇ ▽ こ う せいずり

る・あんしゅつする・あんしんしなさ

つする・きょときょとする・きょりゅ

しょうめいする・しょうれいする・

る・しょうちする・しょうとつする・

しょくじする・じょちょうする・しょ

うする・きんずる・くっする・くふう

しんずる・しんぱいする・しんぼうす

りする・しんぎする・しんぐんする・

する・くろうする︒けいえいする・け
いかいする・けいかくする︒けいせい

いする・いくせいする・いじゅうす

する・けいふくする︒けいれいする・

る・あんしんする・あんずる・あんな
刷上る

いっそうする・いっちする・いってん

﹇摺﹈n▽てすり

﹇刷上﹈︵四︶1
かくて刷上りたる新聞は︑

じにする・うちじにする・うりかいす
﹇刷出﹈︵名︶1 刷出
しめ
十ニー79図 く略V︑原稿締切時刻より る・うろうろする・うんてんする・う

る・けんせつする・けんぶつする・こ

いんする・けんきゅうする・げんず

る・せいふくする・せいれつする・

ていする・せいとんする・せいばつす

せいぞんする・せいちょうする・せい

くする・せいざする・せいぞうする・

せいかつする・せいこうする・せいさ

んようする・えいぞくする・えだうつ

する・こうけんする・こうこくする・

うあんする・こうかいする・こうかん

せっけいする・せっする・せつめいす

る・しんらいする・しんりゃくする・

りする・おいとまする・おうずる・お

る・せわする・せんきょする・せんし

る・けっする・けっちゃくする・げん

うふくする・おうようする・おうらい

こうさくする・こうさんする・こうし

する・ぞうかする・ぞうげんする・そ

げきする・げきぞうする・けっしんす

刷出まで其の間僅かに敷十分︑以て

する・おおまわりする・おききする・

て・こうする・こうたいする・こうど

うして・そうじょうする・ぞうしんす

する︒いどうする・いにんする・うえ

る・いしょくする・いちらんする・

すり

すりあが・る
︽ーリ︾

十三ー88図
直に販費部を纏て遠近に獲塗せらる︒

其の如何に速なるかを知るべし︒

おしらせする・おてつだいする・おま

こきゅうする・ごほうこうする︒こん

うする・こうふする・こおどりする・

すりだし

よせる

つりする︒おもんずる・おやくそくす

いばんする・さくせいする・さっぱり

る・さいそくする・さいばいする・さ

ぜつする・こんらんする・さいかす

ちょうする・たいざいする・たいざす

る・ぞんざいする・ぞんずる・そん

くする・そしきする・そつぎょうす

る・そうぞうする・そうだんする・ぞ

︽ーセ︾

こんする・かいする・かいつうする・

けんする・かいこんしはじめる・かい

する・ざわざわしだす・さんかんす

る・たいせいする・だいひょうする・

る・たいじする・たいする・だいす

すり

九㎜6 北風は︑もう一度鼻先をなで

る・およびする・おわたしする・かい

﹇擦寄﹈︵下一︶1

てもらひたくなって︑そっと顔を主

すりよ・せる

人の肩のあたりへすりよせた︒

りょうする・かくさくする︒かけつす

八277図團 ︿略﹀︑ 三毛もまた︑し かいはつする・かいふくする・かい

んざいする・さんしゅつする・さんす

る・さんけいする・ざんげんする・さ

すりよる

る・かこうする・かする︒がっかりす

﹇擦寄﹈︵四︶1

たはしき人と見るらん︒ 尾を立て

る・かっさいする・がっしょうする・

︽ール︾

て︑のどを鳴らして︑ 我にすりよ

すりよ・る

る︒

する・かんげきする・かんしんする・

かつどうする・かろんずる・かんけい

んする・しあんする・ししょうする・

る・さんずる・さんせいする・さんぶ

たんそくする・ちゃくしゅする・ちゅ

たっする・だっする・だんけつする・

︽ーリ︾

ういする・ちゅうしする・ちょうこう

刷る

じせいする・じぞくする・じたいす

ちょっとした・つうがくする︒つうか

する・ちょうさする・ちょうりする・

﹇刷﹈︵四︶1

十ニー75図印刷部にては直に所要の

かんずる・かんせいする・かんどうす

つぼうする・じめじめする・しゃす

る・しっかりする・じっこうする・し

す・る

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷

んびょうする・かんゆうする・きかん

る・かんとくする・かんばつする・か

しゅつする・てきする・てきする・て

する・つうずる・つうちする・てい

︽ーッ︾

る・しゅうしいっかんする・じゅうじ

だすけする・てんかいする・てんこう

する

しゃする・ぎする・きふくする・きふ

する・ぎけつする・きけんする・き

する・しゅうようする・しゅくする・

する・てんずる・どういする・とうぎ

﹇擦﹈︵五︶1

りて校正部に廻す︒

六33 今日庭にほしてあるもみをす

かする・じょうげする・じょうじゅす

しゅっぱつする・しゅとして・しょう

す・る

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

る・きょうきゅうする・きょうせいす

する・ぎゃくたいする・きょうかす

の山は出來上りませう︒

︽サ・シ・スル︒スレ・セ・︒セヨ︾且﹀あいこ

ちする・きょうりょくする・きょくせ

る・きょうそうする・きょうどういっ

しょうずる・じょうずる・じょうそす

る・じょうしょする・しようする・

んする・とうちゃくする・とうひょう

する・どうして・どうしても・とうせ

する ﹇為﹈︵サ変︶謝 スル する

うする・あいようする・あっさりす

741

する一する

どくさつする・とんじゃくする・にこ
あげする・りする・りようする・りょ

る・りかいする・りきせつする・りく

シテハドウデセウ︒

お花はがくかうからかへ

ココココトイツテヰマシタ︒

三123

て︑おかあさんのおてつだひを

ると︑︿略﹀︑にはをはいたりし

する・とうやくする・とうれいする・
こうする・れいしょうする・れんけつ

ナリマシタ︒

二396

十六

ユキダルマ

︿略﹀︒マ

﹁ヲヂサン︑コンヤモマ

アナタカラハナレマス︒

ナカツタリスレバ︑ワタクシハ

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

さんのおてつだひをします︒

三124 お花は︿略﹀︑︿略﹀︑おかあ

三141 かういって︑だっこをし
ておかあさんのところへっれ

ていきます︒

すか︒

三193囹どんな．かほをしてゐま

三275︿略﹀わらをむすびつけて
あるのは︑ほりとらないしるし

五一ちいさんがその水車

やのばんをしてみるからで

三314

ださうです︒

二585︿略﹀︑日や月ガデテヰ で︑のばしておや竹にするの

イ︒﹂

タカゲエヲシテ見高テクダサ

二543園

ニランデヰマス︒

ハナハソレデョイカ ツクロナ目ヲシテ︑コチラヲ

一45ーオバアサンガセンタクヲ
シテヰマスト︑オホキナモモガ

ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウ一

いする・はれつする・はんこうする・

ナガレテキマシタ︒

ペンカイテゴランナサイ︒

はんじょうする・はんする・はんせい

一463

はったつする・はってんする・はつめ

する・はんていする・びくびくする・

ウトシマスト︑モモガニツニ

けんする・ばっさいする・ばっする・

びっくりする・ひっそりする・ひやひ

ワレテ︑︿略﹀○

一50一

ヲシマス︒﹂

山カラ出テ︑モノヲトツ
﹁オウイ﹂トヰドバタデ︑

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

二721

ノマナケレバナリマセン︒

三413

二人はかけ足でまはりつ

それから二三日たって︑

まへて︑おもちゃにしてるます︒

三404 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか

しました︒

はれてみたり︑石が出てみたり

三393ちか道の方は︑道がこ

こをしました︒

三391

三381園正一﹁してみませう︒

してみませうか︒﹂

ころへきました︒まはりつこを

する・ぶんじょうする・ふんせんす
る・ぶんつうする・ぶんるいする︒へ

キマスト︑サルガキマシタ︒

オハナトオチヨガオキヤ

イヌヲケライニシテイ

んかする・べんきょうしなさる・べん

二44

三41

ニイサンノコエガシマス︒
二26一 ワタクシハマイ日ミヨチ
ヤンノオモリヲシテアゲマス︒
三51 ︿略﹀︑ニイサント 一シヨニ

クアソビヲシテヰマス︒

する・まんぞくする・みえがくれす

オサラヒヲシマセウ︒

三6ーヱや水ヲヤツテモ︑見
ムキモシナイデ︑タマゴヲアタ
シテ︑ウマウマトイヒマス︒
タメテヰマス︒
二292園 大キナスズヲネコノ
クビニツケテオイテ︑ソノオト
三
82 ヒヨコガナクト︑オヤド
リハ自脈ナシデモスルヤウニ︑
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ

イカホヲシテ︑小サナテヲダ

︿略﹀︑ミヨチヤンバ主唱イ

二264

いする・よそうする・らんにゅうす

する・ようする・ようするに・ようせ

よういする・ようげきする・ようじん

する・ゆにゅうする・ゆらゆらする・

る・ゆあみする・ゆうする・ゆしゅつ

る・みっせいする・めいずる・めんす

る・ほうのうする・ほこする・ほぞん

ほうこくする・ほうずる・ほうどうす

る・へんにゅうする・ほうこうする・

きょうする︒べんしょうする・べんず

一495圏 コツクダサイ︑オトモ 二622園オクスリハ︑オイシヤサ す︒
三378園小二郎﹁又わかれ道のと
マノオツシヤルトホリニシテ

オバアサンガモモヲキラ

る・ふうずる・ふずいする・ぶんかつ

やする・ひょっとすると・ひらひらす

します︒

アル日トモダチニユミ

R13園 オ正月ノオカザリニハ︑
ドンナコトヲシマスカ︒

にこする・にっこりする・にぶんす

サルガヤケドヲシマシタ︒二352園

﹁オソナヘノモチヲマ

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

二347

一177
アチラニモ︑コチラニモ︑

カタキウチヲスルコトニ

する・ろうらくする

んねする︒のりおりする・はいする・

一237

一17一

る・にゅうえいしたあにから︒ねおき

はいせきする・はいれいする・はかい

ホタルヲヨブコエガシマス︒

ヒマシタ︒

する・はきはきする・はくする・はさ

一375囹

トニシテ︑イテミマセゥカ︒﹂

はっきょうする︒はっきりする・はっ

んする︒はっかする・はっきする・

する・ねっちゅうする・ねんずる・ね

一一

する一する

742

うらしまが舟にのってつりを
りゅうぐうのおとひめは

してゐますと︑︿略﹀︒

三431
︿略﹀︑毎日いろいろなごちそう

をしたり︑さまざまなあそびを
して見せたりしました︒

りゅうぐうのおとひめは

︿略﹀︑毎日い右いうなごちそう

三432
をしたり︑さまざまなあそびを
して見せたりしました︒

おちいさんが私のぶんにつぎ

四55これは私が生れた年︑

居ルコトガアリマス︒

枝ニトマツテ︑ボンヤリトシテ

︿略﹀︑森や林ノヒクイ木ノ

︿略﹀︑コンドハ水デツパウ

木をして下さったのださう

三687

ヲジヨウロノ罫描リニシヨウ
トオモツテ︑フシニ小サナア

てました︒

四407

た︒

ヘヨツテ︑ヲドツタリ

ある時︑日と風が力く

風は﹁何︑一まくりに

四495園こんど取った人がそれ

た︒

つて︑べんけいのまねをしまし

うきを大なぎなたのやうに持

四437

︿略﹀今吉がおどけて︑は

をしておはたらきになりまし

や手つだひのものに︑おさしづ

おかあさんがく略﹀︑下女

して見せよう︒﹂とはげしく吹立

四391囹

らべをしました︒

四385

シマス︒

ツタリサヘヅツタリシテバカニ

四374 スズメハ︿略﹀︑︿略﹀︑ヲド

サヘヅツタリシテバカニシマス︒

ガ︑ソバ

スズ蘭島ヨワイ鳥デス

です︒

︿略﹀︑海ヲワタルクフウヲシ

ち﹂と口まねをするものがあ
ります︒

正太郎がおこって︑﹁ばか﹂

といひますと︑又向ふで︑﹁ば

四313

︿略﹀︑ホ

ニシタリシテアバレ
︿略﹀︑此ノ鳥ハ

ツカミコ

ニシタリシテアバレ

ノ鳥ヲイヂ四六リ︑

私ハ︿略﹀︑友ダチトツミ

ガ毎日其ノ中デ仕事ヲシテ

居マス︒

木ヲシテアソビマシタ︒

四608

四624舟はなみにゆられて︑上

つたり下ったりします︒

四361其ノ中二夜が明ケルト︑ 四698 ︿略﹀︑今でも山がらのこ

マハリマス︒

ロシテエ

カ

四355

マハリマス︒

ロシテエ

四355︿略V︑此ノ鳥ハ︿略﹀︑ホ も取ることにします︒
カノ鳥ヲイヂ山隠リ︑ツカミコ
四583 ︿略﹀︑大ゼイノ大工サン

か﹂と口まねをします︒

四373

ナヲタクサンアケマシタ︒

ケンクワヲシタコトガアリマ

テヰマシタ︒

三734ムカシ鳥トケダモノガ 四124 島ニヰ謹白ウサギガ︑
ス︒

ヤツタノデ︑︿略V︒

三756 イツマデタツテモシヨウ 四184 兄様ガタノオトモヲシ
テ︑フクロヲカツイデイラツシ
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ
シマシタ︒

白ウサギガソノ通りニ

︿略﹀︑おばあさんが日あた

りのよいえんがはでつぎ物を

四231

シマスト︑カラダハスツカリモ
トノヤウニナホリマシタ︒

りゅうぐうのおとひめは 三765翅鳥ノ方へ行キマスト︑四203
﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑アヒテニシ

三433
︿略﹀︑︿略﹀︑さまざまなあそびを
マセン︒

がして來ますので︑見上げます

していらっしやいました︒

どこからかよいにほひ

して見せたりしました︒

と︑︿略﹀︒

三525圏﹁おい︑長いさををふり 三838

まはして︑何をしてみるの
だ︒﹂

からにします︒

三855圏持ってかへって家のた

かへらうとしますと︑見たこと
もない美しい女が來ました︒

三847﹁︿略﹀︒﹂といって︑持って

う︒﹂

三528囲﹁星を二つ三つはたき 三846園﹁これはよい物がある︒ 四306 ︿略﹀︑﹁ぼちぼち﹂とよび
ますと︑向ふの方で︑﹁ぼちぽ
ひろって家のたからにしよ
おとさうとしてるるのだ︒﹂
三554 ︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

へ︑かへるがとびつかうとし
かへるはく略﹀︑︿略﹀︑調べ

てるます︒
三558

んも何べんもとびつかうとし
ます︒

四13 うちがみさまの森で︑あ
さからたいこのおとがします︒

上げました︒

三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ 三868 天人はしをしをとして︑
なみだにうるむ目で空を見
出シマスト︑︿略﹀︒

三 6 6 8 ソ レ カラホソイ竹ヲエ
ニシテ︑ソノサキニキレヲマ
キツケテ︑センヲコシラヘマシタ︒

して︑たいそうにぎやかです︒

三678︿略﹀︑ニ一旦水ヲウツタ 四42 あちらこちらに子どもの
ならすらっぼやふえの音も

リ︑ウエ木二水ヲカケタリシ

マシタ︒

743
する一する

ゑをきくと︑︿略V︑足のきず
はどうしたらうかと思はない
ことはありません︒

ので︑︿略﹀をみんな見て知って

四728私は長生をして居ます
居ます︒

す︒

四937 兄弟は今度こそはと︑
母にいとまごひをして︑ふじ
すけつねも人に知られた

のすそ野へ急ぎました︒

四965

しば

の芝の上で︑べんたうをたべてみる
ゑ ま
先生が拝殿にかけてある給馬

と︑︿略﹀︒

五406

五694

田地にするには︑水がいるが︑

村の人々は中中大きな仕事だ

引いて來る川がない︒

五698

外に村のさかえる工夫はあるまいと

とは思ったが︑さうでもしなければ︑

まぶしには︑かさくといふ

や

た︒

村の人は代り合って︑一日置

五732園

シマス︒

其の時評で水だくとさけ

うら手で助けてくれ助けて

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ

︿略﹀︑ホシブダウニシタリスルト申

ベマスガ︑タクサン作ル所デハ︑

五974

した︒

︿略﹀︑どうすることも出來ませんで

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五872團

からのぞいて見ますと︑︿略﹀︒

ぶこゑがしましたので︑二階のまど

五858国

ば︑貧乏村はいよいよ貧乏になる︒﹂

﹁こんなむだな仕事をすれ

に普請の手つだひをすることになつ

五711

いふので︑︿略﹀︒

のお話をして下さいましてから︑
お着きになりますと︑間もな

︿略﹀︑三時ごろ血肥へかへりました︒

五423

くたけるが新しい家を造って︑人々

さむらひ︑︿略﹀︑まくらもとの

刀を取っておき上らうとしま

をあつめて︑其の祝をしました︒

四734私は長生をして居ます
した︒

からです︒

音がしてゐますが︑これは舞が動く

五482

米を入れる︒﹂

﹁上のうすには︑どうして

ので︑︿略﹀︑火事があったり︑水
せきはあれにします︒﹂

五465園

五34園

﹁ここがあなたの教室です︒

が出たりしたことをみんな
見て知って弾ます︒

これはめづらしいつるぎだ︒

すると酒のにほひがしますの
で︑ふしぎに思って︑見まはします

五542

して︑天照大神へお上げになりまし

と︑︿略﹀︒

朱ぬりの社殿が山のみどりを

しやう

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑

︿略﹀︑ホシブダウニシタリスルト申

な

一人はもうにげる間がないの

ら

かすが

みかさ

もさうだ︒

知られてみるし︑京都の東山にして

奈良の春日山や三笠山は千
尺そこくだが︑白根や槍岳よりも

六84園

てるました︒

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

五時2

シマス︒

五974 ︿略﹀︑タクサン作ル所デハ︑

や

︿略﹀︑どうかして村のあれ地を田地

しやう

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑
︿略﹀︑どうかして村のあれ地を田地

五692

のだと思った︒

にして︑米がとれるやうにしたいも

五692

村の用水池を見て行くことにしよう︒

五676園少しまはり道だが︑となり

す︒

後にして︑たいそうきれいに見えま

五588

た︒

自分の物にしてはならぬとおぼしめ

五124

四776此の人は︿略﹀︑大きくな 五47 私ども二人はていねいにおじ
ぎをしました︒
つても︑うちの仕事もせず︑
かへって來た時には︑ひ

みばつてばかり居ました︒

四785
どいみなりをして居ました︒

四786私の下で︑長い間しょ

學校からかへって︑新しい筆

ある朝早く︑おとうさんがた

や

にして︑米がとれるやうにしたいも
しやう

︿略﹀︑米がとれるやうにしたいもの

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑
だと思った︒

五693

びへお立ちになった時︑お見送をし
遠足のしたくをして學校へ行

のだと思った︒

五354

て表へ出て見ました︒

五328

す︒

小ぞうさんたちにさしづをしてゐま

五246 ︿略﹀︑番頭さんたちは︑︿略﹀︑

で書き方のおけいこをしました︒

五164

思ってゐますと︑︿略V︒

五131 今日から日記をつけることに
んぼりとして居まして︑日がく
しました︒
れてから村へはいりました︒
四803 學校の行きかへりに道草 五144 かへりみちに︑はなれ馬がと
んで來ましたので︑どうしょうかと
をくったり︑石をなげたり︑生

物をころしたりするやうな子
どもは︑︿略﹀︒

四813園 ﹁此のよいお天氣に︑ど
うしたのでせう︒﹂
四865園 オキク﹁五人バヤシノ 一

番右二居ル人二四ヲスル
ノデセゥ︒﹂

四871 二人ガオ話ヲシテ居ル
所へ︑吊花ノオカアサンが來
マシタ︒

四935かたきのくどうもよりと くと︑︿略V︒
はいれい
でん
五401 先づ拝禮をして︑拝殿のよこ
ものおともをして行って居ま

する一する

744

六452圏

朝︑雷が目をさまして見る

はかんしんして︑﹁あ㌧︑月日の立

と︑月と日が居りません︒︿略﹀︒雷

六133園 モシセイ出シテ使ツテクレ
サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

よう︒﹂

き

そ

ドウシテツケルノデセゥカ︒﹂

みんな氷靴を着けて︑思ひ
けれども我が武士は︑船の大

くのすべり方をしてみる︒

六784
六808

通有はほばしらをたふして︑

小などは少しも氣にしなかった︒

こんだ︒

之をはしごにして︑敵の船へをどり

シバラク其 六831

みつもり

の船の大將を生けどりにして引上げ
全く上下の者が心を一にして︑

した頃︑木曽の家來手塚太郎光盛

六887

象つかひが乗ってみて︑︿略﹀︑

象つかひが

﹁︿略﹀︒﹂といふ

ごばんの上へ乗らせたりした︒

六872

國難にあたったのである︒

六845

た︒

︿略﹀︒

六582

したので︑︿略﹀︒

人の仕事まで引きうけるやうにしま

かげひなたなくはたらく上に︑

の娘が頼朝に仕へて居りましたが︑

てっかの

六548 頼朝が木曽義仲をせめようと 六833さんぐに切りまくって︑其

海へ蹄ル︒

ノアタリニ番ヲシテヰテ︑ソレカラ

六475

サウシテ︿略﹀︑

つのは早いものだ︒自分は夕立にし

六197 ︿略V︑濱の松は身をふるはせ
こんな時には︑﹁︿略V︒﹂と言

て︑頭を地に着けさうにします︒
六207

ふれふしのこゑが︑其所此所にしま
す︒

の弱い人間がわれわれの仲間を生け

六277園 ﹁どうも分らないのは︑あ
ど り に す る こ と だ ︒﹂

にするには︑いく人かで力を合はせ

六293囹 人間があなた方を生けどり
るではありませんか︒

六30！ 虎はおこって︑蟻をふみつぶ
さうとしました︒

あった︒

六927

御らんの通り大きなからだ

先づ谷川のほとりに三千人の

城中には十分水の用意がして

ないやうにした︒

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

六926

しうございます︒

をしてゐますが︑氣立はしごくやさ

六891圏

な氣がした︒

何だか地ひゴきでもするやう

と︑︿略﹀歩き出した︒何だか地

﹁こまかな人だ︒これでは
さて主人に火事の話をして︑

六888

せた者に︑だれ一人もらひ泣きをし

昨日ニイサンが立面ヲ火鉢ノ

ひゴきでもするやうな氣がした︒

︿略﹀︒

六654

六702

番兵がゆだんをしてみると︑

さうして︑これをよけようと

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六942

いなりをした武±の刀や︑なぎなた
﹁其ノキレイナモヤウハ︑

て引上げた︒

六765園

の光も︑︿略﹀︒

︿略V︑ようひかぶとの勇まし 六931

義掲金のことをいひ出すと︑︿略V︒

六677

とても義椙⁝はしてくれまい︒﹂

六674園

シテ拾コ入ジメタ︒

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

︿略V︑弟が孟子ヲ火鉢ノ中へ

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰ墨壷︑

六652

ない者はありませんでした︒

六303 蟻は虎の指のまたからくgつ 六641 ︿略﹀︑頼朝をはじめ︑居合は
て︑仲間の者にあひつをしました︒

まはるより外︑どうすることも出立

六312 虎はうんくうなって︑かけ
ません︒

六316 町ハマダヒツソリトシテ︑ネ
ムツテヰタ︒

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

六354 義纏は馬の上にうつぶしにな
ようとします︒

くまで
六356 敵は船の中から熊手を出して︑
義纒のかぶとに引っかけようとしま
す︒

六426国 からだをぢやうぶにして︑
よく學問をべんきやうしなさい︒
けてるた者は人一倍苦勢をする︒

六431国軍隊へ來ても︑學校でなま

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

此の上はひやうらう攻にしょ

五千人齢もころした︒

六944

うと思って︑賊は城へ攻めよせない

ことにした︒

︿略V︑賊は大きなはしごを作

ことにした︒

六945 ︿略﹀︑賊は城へ攻めよせない

六961

百騎にげ︑二百騎にげして︑

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ

六975

あの

大事にするとおつし

はじめて類い

昨日學校で校長に︑

には十萬騎に減じ︑︿略﹀︒

六欄5圃

た記念の木︑

木の事を話したら︑

︿略﹀︑手を出すと︑﹁︿略﹀︒﹂

やった︒

六皿8

何のかざりもない御神殿を

といふねえさんの聲がしました︒

六百4困

拝して︑まことにおそれ多い氣がし

た︒

買った︒こはさないやうにして持つ

六研8国 ︿略﹀︑おみやげに貝細工を

て趨る︒

く略V︑水深くして︑いかな

時々は手ごたへがして大きな

る大船もきしに横づけにすることを

七77図

得︒

七122

済い水たまりを歩くと足のう

蛤が出た︒

七124

日は暖で︑風はなし︑むされ

らがぬるりとした︒

七142

745
する一する

るやうな氣がする︒

七144女の人はだすきをかけて︑手
ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

七161團昨日おかあさんにるすをし
ていただいて︑うち中の者が潮干狩
に参りました︒

七183 色が美しい上に︑姿がやさし
いので︑つみ草の時には︑誰も之を
につたよしさだ

︿略﹀︑総大国の新田義貞はび

取って寝たばにする︒
七189
︿略﹀︑義貞今天皇の御ために
ほうでう

くともしません︒

七202

いくさを起して︑賊臣北條をほろぼ
さうとしてるます︒

に︑馬方が上げるのださうだ︒

七256 これは馬がけがをしないやう

たり︑荷車をひかせたり︑田や畠の

七265 又力が強いので︑荷物をつけ

︿略﹀︑たくさんな大船を一

耕作に使ったりする︒
七383国

どきに横づけにすることが出來ます︒

七412 軍人をのせた御用船が今しも
港 を 出 よ う と し た 其の時︑﹁︿略﹀︒

七437 ある時謙信が山の手に陣を取
つてみると︑信玄は兵を二手に分け
︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け

て︑はさみうちにしようとした︒
七438

七486

︿略﹀︒

七641

水になれた人夫の肩に乗るか︑

大ぜいの人々が口々に人夫を

かの人夫は︑少ししてから︑

すいと言ってあらそってゐましたが︑

た一人の男が︑人夫と渡賃を高いや

此の時見すばらしいなりをし

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七635

ざいます︒

手をひいてもらふかして渡るのでご

︿略﹀︑武田方から十騎ばかり︑ 七632

木戸を開いて切って出ようとした︒

く略V︑皆さんにお話をする

私は年申航海をしてみるも

のは︑何よりもうれしいのでござい

七529園
ます︒

七531園
のですから︑少し其のお話を致しま
す︒

何萬とも知れないいるかが︑

︿略﹀︒

七555園
はね上ってはおよぎ︑はね上っては

七647

﹁落し物をしましたから︒﹂

といひくかけ出します︒

七669園

た所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

およぎして行くのを見ることもあり
ます︒

七561園其所にみる人は︑私どもと
はまるでちがった風をして︑まるで
ちがった言葉で話をしてゐます︒

七562圏其所にみる人は︑︿略﹀︑ま

一度もした事はありません︒

たとひ親子の者がうゑ死を

まだ一度もした事はありません︒

七733園 ︿略﹀︑心にすまないことは

．七734園

とよとみひでよし

きのした

するやうなことがあっても︑︿略﹀︒

ざうり

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

だ

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お

七763

た時のことでおる︒

中デ面白イノハサンゴデ︑タ

クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

七828

カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ

シテヰル︒

七829

又物ヲ洗ツタリフイタリスル

スルサンゴハ︑前町ノ轟ノ骨デアル︒

時二使フ海綿モ︑ヤハリ︿略﹀轟ノ

七832

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ

七859 ︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

ノリヤツノマタガアリ︑︿略﹀︒

七685 しばらくして︑﹁︿略﹀︒﹂とい． 骨デアル︒
ノリ
七857 ︿略﹀︑糊ニスルモノニハ︑フ

つて︑財布の中に手を入れました︒

いよくない時には︑川の

リガアル︒

モノモアル︒

ナ種類ガアツテ︑中ニハ肥料ニスル

此ノ他海藻ニハマダタクサン

中へとびこんで死んでしまはうと︑

七862

七885

﹁あ＼︑さうです︒それか

やりたいと思ひました︒

マリーはどうかしてかくして

氣があるくらみなら︑此所まで持つ
人夫は之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と

ら︑つんぼのまねをしてね︒﹂

七907囹

︿略V︑おちいさんはかぼちや

棚につっかい棒を入れたり︑菊の鉢

七948

を軒下に運んだりされた︒

︿略﹀︑どうかすると︑其の

日のくらしにこまるやうなこともあ

七985

ところが長盛がろくくあい
りますが︑心にすまないことはまだ

七731園

氣がすむやうにして下さい︒

七719園どうぞ之を受取って︑私の

いって︑蹄らうとしました︒

七707

て來はしません︒

七705園あなたから一文でももらふ

かくごをして來たのでございます︒

七694園

も︑中々出ないものでございます︒

︿略﹀︑大雪が降ったりして︑ 七686園家の中で見えなくした物で

るでちがった言葉で話をしてゐます︒
七573園

しょうとつ

こんな時には︑悪くすると

一寸先も見えなくなることもありま
す︒

七574園

六書へ乗上げたり︑外の船に衝突

しょうとつ

したりするやうなまちがひが出來ま
す︒

七575圏︿略﹀︑外の船に衝突した
それゆゑたえず海の深さを

りするやうなまちがひが出來ます︒

七577囹

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした
りします︒

て︑はさみうちにしようとした︒

七464園 よって明日たがひに勇士を

て置くやうにしてもらひたいのであ

どうか今から十分海になれ
ります︒

七614園

方のものが川中島を取ることにして

一入つつ出して組討をさせ︑勝つた
は︒

する一する
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さつもせず︑︿略﹀ と 申 し ま し た ︒

七985 ところが長盛が︿略﹀︑石田
たいかふ

と中直りをしなければ太閤の豪きげ
七二5園

︿略﹀︑それでは十七字にな

﹁通さない こ と に し よ う ︒ ﹂

んは直るまいと申しました︒
七川9圏
︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

る︒十五字までにしてごらん︒
八39
上になり下になりしてじゃれてみる︒

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

八52 ︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手

︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

とを見てみる︒

八95
もう一度競走させることにした︒

此の時太郎が︑炭はどうして

へ減て︑︿略﹀いろくの話をした︒

八299
焼くのかときくと︑︿略﹀︒

先つよい場所を見立てて︑炭

を焼く間ねとまりをするための小屋

八303

次にかま口から火をつけて︑

を建てる︒

八317
四五日置間︑中の木をむし焼にする︒

山野に生ずる草木の中には︑

これが人言で︑此の婦人は長

直達にするものが多くありますが︑

八325

︿略V︒

八351

幾年かの後︑里子を返しても

生をしましたが︑︿略﹀︒

八357

しばらくして︑其の中のおも

召しとってぎんみをしよう︒

らはうとすると︑︿略﹀︒

ら︑いつれ又改めてやり直しをして
八402園

八119圏 相手の信作があの通りだか
八424

しかし益者の申す所では︑

﹁諸君︑これも人のした後

では︑何のざうさもない事でござい

八773圏
ませう︒﹂

それからこれは國の税で︑

水にはこれといふ形がない︒

納税告知書としてあります︒

八799園
八824

︿略﹀︒落ちる時の勢が加はると︑長

い間には︑思ひの外の事をする︒

長い間か＼らなくても︑工夫
して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

八827

︿略﹀︑信吉はほっと息をつい

事をする︒

八847

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐ出かけ

父は﹁相かはらずせっかちだ

ようとした︒

八849

ね︒﹂といったが︑別に止めようと
﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

もせず︑︿略V︒

八858

八911園

よく見えるやうにして︑も

おとよは信吉の口を︑中まで

う一度しつかに⁝言ってごらんなさい︒

八917

﹁もうく何所へも行きは

のぞきこむやうにしてみたが︑︿略﹀︒

八922圏

しない︒﹂

八938 ﹁い﹂を﹁う﹂と間違へたり︑

を︑先生は︿略﹀︑何度もく教へ

﹁う﹂を﹁え﹂と間違へたりするの

てるられた︒

教へて下さったのでせうか︒

八942園先生︑私の娘にもあ＼して

らうか

八944 信吉は教室を出ると︑︿略﹀︑

先生を廊下でをがむやうにした︒

八955 信吉は ︿略﹀︑幾度も先生に

僕等は一同申し合はせて︑

おじぎをした︒

今日からは働かないことにしたから︑

八伽1圏

さうしてそれから後は︑耳は

さう思ってくれ給へ︒

信吉はく略V︑しばらくして︑ 八伽4

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八868

ふりをし︑目は食物を見ても︑見な

食事の知らせを聞いても︑聞かない

八892園

﹁先生︑どうして口がきけ

﹁指であひつをしたのは昔

たんでせう︑指であひつもしないの
にQ﹂

八893囹

あなた︑此のお子が返事を

のことで︑今は口を見せてものを言
はせます︒﹂

しないのは︑あなたの口が見えない

八908圏
からです︒

︿略﹀︒

八鵬9

しかし之を一人目造るとして︑

してみたことがお分りになるでせう︒

八撹6園今になって始めて︑考違を

てよこしませんでした︒

て︑此の駐日の間少しも食物を送つ

八齪1園

君等は僕を苦しめようとし

目は食物を見ても︑見ないふりをし︑

八鵬5 さうしてそれから後は︑︿略﹀︑

いふりをし︑︿略V︒

﹁おとよ︑大きくなったなあ︒わし

︿略﹀︑子どもは︑︿略V︑鶴

心配してみた︒﹂といって︑︿略﹀︒

はあちらに居ても︑お前の事ばかり

スナハチ一間齢モアルツバサ

老膿のこと故︑齢程大事にしなけれ

八492

ばならないとのことでございます︒

八456翻

致しますと︑︿略﹀︒

立つた者が出て︑いろくおわびを

もらはなければなるまい︒

及びません︒

八123圏 もう改めて勝負をするには
八141園 ﹁多勢の方はゆだんをして
みるが︑︿略﹀︒﹂

八171 ︿略V︑︿略﹀屋根づたひに行
つて︑もう少しで雀の巣へ手が届か
うとした時︑ふみ外して軒下へどう

サンフランシスコには︑日

ヲハツテ︑仁心ノ間羽バタキ︸ツセ

す︒

へ行って︑日本語で學問をしてゐま

つて躍ると︑又日本人の立てた學校

八685国

士買をしてゐます︒

本人がたくさんみて︑いろくな商

八657困

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒
﹁何しに 此 所 へ 参 っ た ︒ ﹂

と落ちた︒

八174圏

八231 呉鳳は役人になった時から︑
どうかして首取の悪風を止めさせた
いものだと思ひました︒

みるのだといひます ︒

八264 さうして今も其の通りにして
八298 或日炭を僥く男が太郎のうち

747
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こんなに安く費れるであらうか︒

八脳3 かりに造れたとしても︑それ
を十銭ぐらゐで責ってはまうかるま
い︒

八悩6 それではマッチは︑どうして
誰が造るのであらう ︒

八悩8 マッチの製造所へ行って見る
と︑職工が大勢居って︑それみ＼手
分をして働いてみる ︒

八価6 すべてかういふやうに︑手分
をして別々に仕事をすることを分業
といふ︒

八価7 すべてかういふやうに︑手分
をして別々に仕事をすることを分業
といふ︒

を造るにしても︑家を建てるにして

八柵5 うちはを造るにしても︑時計

︿略﹀︑時計 を 造 る に し て も ︑

︿略﹀︑時計 を 造 る に し て も ︑

も︑皆これによるのである︒

︿略﹀︒

八三5

八鵬6

家を建てるにしても︑起これによる
のである︒

八柵7 分業で仕事をする時︑誰か一

人の急ぎはが悪いと︑全艦の出來ま
でも悪くなる︒

八佃2團 面白いことをして遊びませ

て大將の膿を丈夫にし︑氣を強くし
なければならぬと思った︒

大將の父は︿略﹀︑どうかし

て大將の膿を丈夫にし︑氣を強くし

八相6

︿略V︑どうかして大將の膿を

なければならぬと思った︒

八川7
丈夫にし︑氣を強くしなければなら

﹁よし︒寒いなら︑暖くな

ぬと思った︒

八十1園
︿略﹀︑大將が馴れるまで︑う

るやうにしてやる︒﹂

八桝1

ち中の者がそればかり食べるやうに

あたりの空身までが何となく

學問をはげむがよい︒

九332

り す
すると木のうろから︑栗鼠が

ぼうっとして︑︿略V︒

九337

なへ

私は往くばりをして︑

一匹︑けろりとした顔を出したが︑
︿略﹀︒

九477團

田植がすんだので︑昨夜は

又略V︒﹂と︑おかあさんにほめられ
ました︒

九481国

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ
︿略﹀︑おとうさんは﹁︿略﹀︒﹂

うをしました︒

町の人々は之を見かねて︑

いって︑笑ってみた︒

九548園

いって︑資本を出さうとする者もあ

﹃そんな事までなさらなくても︒﹂と

そこで間もなく片手間に精

つたが︑︿略﹀︒

米所を始め︑追追に大きくして︑あ

九558圏

︿略﹀︑追追に大きくして︑

んなりっぱな會社にしたのだ︒

九558園

僕は今日其のえらい社長さん

あんなりっぱな會社にしたのだ︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

九562

くうれしい氣がしました︒

んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑

九599 ︿略﹀︑へうきんな五平ちいさ

九512

とおっしゃって︑あの方の小さい時

した︒

九68國其の實は土人の一番大事な

はせる︒

げん

九612

ある︒

窓から吹きこむ朝風のひやり

辮慶が立往生をしたと傳へ

べんけい

られてるる衣川は︑すぐ此の先に

ころも

九726圏

う︒

とするのは︑齢程北へ進んだ爲だら

九6910

が近くを警戒してみる︒

舷門には︑銃を手にした番兵

分からのお話をして下さいました︒
︿略﹀︑三十ぐらみの時︑年

來の貯金と主人からもらった金を資

九522園

食料で︑焼いて食べたり︑餅にして
食べたりします︒

九69楚筆の實は土人の一番大事な

世間にはこんな場合に︑な

本にして︑小さい米屋を始めた︒

九538園

るたけ自分の負推を低くしょうとす
る者もあるが︑︿略﹀︒

て︑自分の財産を残らず差出した︒

﹁東京から此所までは四百

り見て來た目に殊さらうれしかった︒

九5310園︿略﹀︑あの人は反封に︑少 九754 青々とした波の上に︑黙々と
白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか
しでも他人の負捲を瞬くしょうとし

る者もあるが︑︿略﹀︒

るたけ自分の負捲を輕くしょうとす

コレ垣下︿略﹀︑イヤガル味 九538囹 世間にはこんな場合に︑な

いつれ又近い中に便りをし

食料で︑︿略﹀︑餅にして食べたりし
ます︒

九94国
ませう︒

九208

ヤニホヒノアルモノデ︑之二近ヅカ
ウトスルモノガナイカラ︑︿略﹀︒
くわんあん
︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

國利民福の本は農業を盛にするにあ

九225園

くわう

︿略﹀︑此所の銅の製法を改 九5310園︿略﹀︑あの人は反封に︑少 九771囹

るとお氣づきになって︑︿略﹀︒

九242圏

なに遠い所に來たやうな氣がしない

五十六哩もあるのだが︑︿略﹀︑そん

ちやうふはん

しでも他人の負捲を輕くしょうとし

う︒

て︑自分の財産を残らず差出した︒

今日はこれからいもほりを

良したり︑新しい難山を開いたり

九775圓

ね︒﹂

する爲に︑此の山中へ來たのである︒

けれども社長さんは︑それ
を少しも苦にしないで︑﹁︿略﹀︒﹄と

九543圏

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

りつばな學者を先生にして︑一心に

九275園︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑

八川4 大將の父は長府藩主に仕へ
が︑︿略﹀︒

八川6 大將の父は︿略﹀︑どうかし

する一する
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しませう︒

支度をして︑訳出園へお集りなさい︒

九776園 恥いつものやうに︑此所で
九859圏 それでも航海をする人など
が︑よく星を見て船の位置をはかる
といふではありませんか︒

九886園 北斗七星は何時もあんなに
ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

そり

を権にして︑此の雪漢をすべって下
僕も其の通りにして見まし

る人があります︒

九9510園
たが︑︿略V︑實に壮快でした︒

い︒

こら︑どうした︒命が惜し

くなったか︑妻子が．こひしくなった

九餌8園
か︒

其の時にはお互に目ざまし

九佃5煮浸のわけをよくおかあさん

げよう︒

い働をして︑我が高千穂艦の名をあ

︿略V︑もう夕方になったので︑ 九㎜3隈

︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

僕等はおいとまごひをして婦りまし

九994

た︒

九欄1

の 關 係 も 常 に 愛 ら な いから︑︿略﹀︑

に言ってあげて︑安心なさるやうに
︿略﹀︑自分ノタフトイ肩帯

︿略﹀︑今日はもう熟しきったやうな

三密3囹

するがよい︒

北風の主人は若い騎兵中尉で︑

ゐ

顔をして︑へそを日にさらしてみる︒

灌ヲ棄テルトイフ事ハ︑︿略﹀スベ

九湿10

すぐに北極星を見つける事が出來る︒

たいそう北風をかはいがって︑まる

九888園 北斗七星は︿略﹀︑北極星
との關係も常に攣らないから︑あの

北風は︑主人の手がかうして

馬は︿略﹀︑前がきをしたり︑

道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ選墾ヲ

九旧3

︿略﹀王は︑

町はつれを流れ

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

てるるきれいな川にはいって水浴を

十85

した︒

陣頭に立っては百萬の敵を物

とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも

十89

署師は皆︑︿略﹀︑毒殺のうた

することが出馬ない︒

十92

それにはフィリップが︿略﹀

たゴ纒過を見守ってみるばかりであ

がひを一受けはしないかと恐れて︑

る︒

十101

王を毒殺しようとしてみるといふ風

説があるから︑用心するやうにと書

當選スルシナイハ別ニシテ︑

いてあった︒

︿略﹀︒

ません︒

十176圃

馬も誠に從順で︑けたりか

馬も誠に從順で︑けたりか

みづいたりするやうな事は決してし

十176團

氣がしてならなかったが︑︿略﹀︒

り馬のそばを通るのが危除なやうな

十172囲 なれない私は︑︿略﹀︑やは

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十165困久々で皆檬といろくお話

ゐました︒

︿略﹀︑とかく無責任な事ばかりして

十142園

朝のか﹂りはおそいし︑
せき

眞青な顔をして王を見上げると︑

十1010 やがて護終ったフィリップが︑

メイく自分ノ適々ト信ジテヰル人

當選スルシナイハ別ニシテ︑
︿略﹀天長ト信ジテヰル人二年忌ス

九櫨4園

イフモノダ︒

二六面示スルノガ︑ホンタゥノ選墨ト

九六4圏

く蹄ツテ來タノダ︒

星を本にして︑すぐに北極星を見つ

︿略﹀︑北風は︿略﹀︑砲揮の

キ事デハナイカラ︑カウシテワザ

九鵬2

つたから︑︿略﹀︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価6

くともせずに勇ましく活動した︒

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び

九鵬9

で我が子のやうに大事にしてみた︒

︿略﹀︑あれを見つけさへす

ける事が出窓る︒

九893園

れば︑道に迷った時などにもすぐ方
角を知る事が出來る ︒

の星と其の近所の星を一しょにして

九902園 西洋では昔から︑あの七つ
小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

九903園西洋では昔から︑︿略﹀︑北

ルノガ︑ホンタウノ選者トイフモノ
世間胡国︑︿略﹀︑或ハ信用

頭をふり上げたりしながら︑乗手の

九二7園

ダ︒

馬は︿略﹀︑前がきをしたり︑

あひつが下るのを待ちかまへてみた︒

頭をふり上げたりしながら︑乗手の

モシテヰナイ人二投票シタリ︑或ハ

九二8國

く略V︑ソンナ事ヲスルノハ︑
二品ノ趣意ニソムイテヰル︒

九倣9園

︿略﹀︒

棄灌シテシマツタリスル人モアルガ︑

モシテヰナイ人二投票シタリ︑或ハ

世間ニハ︑︿略V︑或ハ信用

棄権シテシマツタリスル人モアルガ︑

おそ

だぞ︒襲へく︒﹂と叫んだ︒

︿略﹀︒

あひつが下るのを待ちかまへてみた︒

九三3

斗七星と其の近所の星を一しょにし

て大熊の形を想像して︑それぐ小
熊座・大熊座といふ名をつけてみる︒
︿略﹀︑ジュノーといふ神様

九佃6

九915園

がそれをねたんで︑とうとうカリス

ぐとした聲で︑﹁そら︑もう恵

中尉は︿略﹀︑いつものはれ

トを熊にしてしまひました︒

九918圏 其の中に︑子供のアルカス

北風は驚いてすぐに立止らう
数十間も進んでしまった︒

としたが︑︿略﹀︑思はず其の場から

九欄3

日大熊を見つけたので︑それを射殺

はく略V︑狩人になりましたが︑或
さうとしました︒

九959園下山の時には︑木の枝など 九佃7 中尉の手はじっとして動かな
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みづいたりするやうな事は決してし
ません︒

せり場を中央にして︑其の周團は馬

十178團 廣さは二町四方ぐらゐで︑

︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

つなぎ場になってゐます︒
十184團

らしい顔をして︑おとなしくつなが
れてるます︒

十191国 子馬には大てい飼主の一家
族がついて來て︑親切に世話をして

やがて父は︑鎌を手にして雑

て︑止めようともしない︒

十414
さうして兄は腰の手ぬぐひを

木のやぶへはいって行った︒

十419
取って鉢まきにし︑父のかり取った

あとを元氣よくつるはしで掘返し始
めた︒

﹁あ＼︑きれいだ︒あの色

をどうかして出したいものだQ﹂

十唱10園

毎日焼いてはくだき︑焼いて

喜三右衛門はそれでも研究を

はくだきして︑歎息する彼の様子は︑

十463

︿略﹀︒

ゐます︒

十1910囲中には︑︿略﹀︑今日の別れ

十471
止めようとしない︒

を惜しんで︑︿略V︑くびや背をなで
たりしてみるのもあります︒

十519囹

うちに置くと︑火事にあっ

だから︑少しでも齢つたお

あるからね︒

たり︑盗人に取られたりする危瞼が

十516園

もうじっとしては居られない︒

十247 波風の外には友とするものも 十486 一番鶏の聲を聞いてからは︑
ない此の島で︑老夫婦のなぐさめと
︿略﹀︑危く 岩 に 打 付 け ら れ ︑

なるものは︑︿略＞Q

十275

忽ち死の口に呑まれようとする︒
︿略﹀︑掘割の虜庭に水門を設

金があったら必ず預金にして置くも

十332

けて︑たくみに船を上下する様にし

だから︿略﹀︑まとまった

のだ︒

十565

めて置いて︑一方を飼養所︑一方を
食事所とし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑飼養所を移動し︑其慮

を見者えさせて飛騨らせるやうにす

十574

る事も最密る︒

長編孚の時戦線から戦状を報

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

十584

﹁お連れ申しはしたが︑差

のも其の一つである︒

十646囹

あの鉢の木をたいて︑せめ

上げる物はあらうか︒﹂

十662園

︿略﹀︑松林を後にして右に

てものおもてなしにしよう︒
しやうとく

十7510團

︿略﹀︑大分長くなりました

昌徳宮︑左に景福宮の壮大な構が
ある︒

十791囲

︿略﹀︑廣い坑道には︑電氣機

から︑今日は此のくらみにして置き
ます︒

十808

糸車が炭車を引いて往つたり來たり
してゐます︒

或日︑此の附近の山へ薪を
とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

十848園

︿略﹀服を改めると︑更に生

ると︑︿略﹀︒

か︒﹂

十柵10
がする︒

﹁お前はどうしたのだ︒

と︑全く別の世界に來たやうな心持

︿略﹀︑一足温室の中にはいる

︿略﹀︑あの橋を渡ったのでは無い

十942圏

きかへったやうな氣持がしました︒

一腔︑銀行は人からお金を 十859

大勢の人に利子を彿ふだけ
貸附の利子は預金の利子よ

それは︑豫め甲乙の二地をき

銀行の早早になるのだ︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

十537圏

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十532圏

預ってそれをどうするのですか︒

十5210園

お金は定期預金にした方がよいのだ︒

十529園

てある︒

十334 今太平洋の方から此の運河を
通るとする︒

十371 衛生の設備をよくして危瞼な
病氣を根絶し︑幾萬の從業者の健康
を は か っ た 事 や ︑ ︿ 略﹀︒

ずに︑元氣な聲で︑天 空 ﹀ ︒ ﹂ と 答 へ

十406 ︿略V︑力藏さんは見向きもせ

︿略﹀︑ 力 藏 さ ん は 見 向 き も せ

て︑止めようともしない︒
十4010

ず に ︑ 元 金 な 聲 で ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と答へ

くわん

此の神社は菅公の御墓所に

建てたものだと聞いて︑一層感を深

十二6

社殿の後に廻ると︑其庭は

くした︒

十二7

編りは二日市まで歩くことに

三々とした梅林で︑︿略﹀︒

した︒

十冊4

地圖を便りにして進んで行く

と︑︿略﹀︒

十佃5

で︑少しも生意氣な風が無く︑︿略﹀︒

十襯6園あいさつをしてもていねい

十悩3園かういふ鮎から︑︿略V︑あ

さうして其の敷や大きさは︑

の青年をやとふことにしたのです︒

凡そ十一年齢を週期として増減して

十一33

みる︒

今かりに一時間五十里の速

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

十一42

ても︑︿略﹀八十七年か＼るのであ

る︒

︿略V︑さうちもよく行届い

てるるし︑総べてがきちんとしてゐ

十一145

ました︒

私が來たので︑すぐしまは

うとなさるのを強ひて止めてお手配

十一1410

﹁本や帳面はどうしてい

をしましたが︑︿略﹀︒

十﹇1510囹

﹁あすこに全部學年別に

らっしやいますか︒﹂

十一162園

私は學校で習ふ本でさへ

してのせてあります︒﹂

時々見失って︑大さわぎをすること

十一165

する一する
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があります︒

法な行が再びされないやうに︑其の

十一199 ︿略﹀︑國家は其のやうな不

︿略﹀︑國家は︿略﹀︑其の

犯罪者をこらし︑︿略﹀︒

十﹁201

犯罪者をこらし︑又世間の人々のい
ましめにもせねばならぬ︒

十一201 ところで︑どういふ事をす
れば罪になるか︑其の制裁としてど
のやうな刑罰を受けるかは︑法律で
明 か に 定 め て あ る か ら︑︿略﹀︒

十一204．︿略V︑裁判所は︑犯罪の疑
のある者を十分に取調べて適當公平
な裁判をする︒

十一216 かういふ風に︑三回くりか
へして裁判してもらふ事の出焦る組
織になってみるのは︑つまり裁判を
念入にするためである︒

秩序正しい世の中にするのが其の目

ちつじょ

十一225 此の世を︿略﹀︑平和な︑
的である︒

十一226 若し裁判が無いとしたら︑
人々相互の孚がはてしなく行はれて︑
︿略﹀︒

十一229 若し又裁判が公平に行はれ
ぬとしたら︑せっかくの法律もねう
ちが無くなり︑︿略﹀︒

十一357圏 ﹁あそこは一昨年植付を
︿略﹀ ︑ 四 五 尺 に の び た 杉 の

した地藏山だ︒﹂

十一3510

若木が勢よく立並んでみるのが︑目
に見えるやうな氣がする︒

十一361園

﹁あそこの植付をした時

はまだ寒かった︒﹂

十一377圏今に御らん︑此のくらみ
離して植ゑても︑十五六年目には間

植付けた苗木の枯れた庭へ

伐をしなければならないやうになる
から︒

十一379
補植をするのは︑翌年一回だけだと
いふから︑︿略﹀︒

︿略﹀補植をするのは︑翌

て廻る︒

ゆわう
加硫法とは︑ゴムに硫黄を

まぜる事で︑かうするとゴムが非常

十﹇538

二人は外の者からずっと離

に弾力を増して早る︒

十一554

れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを
してみた︒

初は二間以上も相手をぬい

一骸人は最初どうして火を

得たであらうか︒

十﹇661

十一663 ︿略﹀︑密生した樹木の枝と

枝がすれあって起つたりした自然の

火から︑火種を取ったものであらう︒

木炭や石炭や石炭ガスの火
に
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十一675

に用ひられ︑︿略﹀︒

いらしい顔をして︑﹁物を言はない

十一704 ︿略﹀︑上座の老僧がもった

十一555

てるたが︑どうしたのか急に相手に

驚いて一しやうけんめい逃

ぬかれて︑一二間も後れてしまった︒

十一752囹

私も實は我が國の古代精

たいものだが︒

のはわしばかりだ︒﹂

げようとしてあせってみるが︑もう

十一571

どうかして御目にか＼り

それは惜しいことをした︒

十一3710
年一回だけだといふから︑今年はも

十一721園

十﹁721園

うしなくともよいのであらう︒

遅い︒

未開の土地を切開いて︑思

神を知りたいといふ希望から︑古事

十一885

今日は始めての遠泳だと思

手や足の翌週を曲げたり延

しかし落しばらくすると︑

波打際には大勢の人が旗を

すると弟が﹁︿略﹀︒﹂と言

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

十一8610

もとの水の温度にかへった︒

十一854

ばしたりして︑三野の號令を待つ︒

十一839

やうな氣がする︒

ふと︑何だかうれしいやうな心配な

十一836

ともあった︒

って︑それぐ纂の役目をしたこ

農産物などが︑時代により場所によ

石・貝・家畜・獣皮・布・

ら︑紹べてが大規模でのびくとし

畠にしても︑小路によって

︿略﹀︑立木や切株の根本を

十一789

記を研究しようとしたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑眼下には廣々とした

畠にしても︑小路によって

末は青い大空に接してみる︒

十勝の大平野がはるばると窪いて︑

十﹇618

てるる︒

ふま＼に設計して造った町であるか

十︻601

がり
十一381 下刈はいつも土用中にする

毎年春の初か冬の半ばにす

ので︑ずるぶん苦しいが︑︿略V︒

十一387

る枝打は︑面白いものだ︒

それから始めて聞いて面白

いと思ったのは︑枝打をしないと木

十一398

︿略﹀︑其のま＼にしておく

に節が出攣ることである︒
十一399

十一633

細かく仕切ることをしないから︑︸

と︑木が太るにつれて其の枝を包ん
で行くために︑其虜が節になるのだ

十﹁648

︿略﹀︒

細かく仕切ることをしないから︑

十一634

続いてみるのが少くない︒

枚の畠でうねが五町も十町も長々と
︿略V︑︻番早く伐るとして

といふ︒

十一405

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ
の年になってみるわけだ︒

切付には齢程熟練を要する︒

て此のトラクターで引くと︑めり

掘っておいて︑それにくさりをつけ

︿略V︑此の組織の所まで小刀が届い

十一528

て︑しかもそれより深くは傷のつか

まふ︒

くと音を立てて根こぎにされてし

ないやうにしなければならぬ︒

ゴム園の人は毎朝暗いうち
に起きて︑受持の木に此の切付をし

十一53一
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つて︑日数を数へてみようとした︒
なったが︑︿略﹀︒

さうして本は其のま＼リンカーンに

願に任せて三日間畠の草をとらせ︑

十一929園 太陽暦は春分から春分ま 十一㎜7 其の人は別にとがめもせず︑
でを一回累年といって︑それを本と

やった︒

十一梱2
十一佃5

其の土地に廣い狭いがあり︑

て忠士に働くと共に︑︿略﹀︒

リンカーンは父の手助をし

してこしらへたものだ︒

十一931園 其の間は約三百六十五日
と四分の一だが︑便宜上三百六十五
日を一年とし︑︿略﹀︒

十一932園 ところが太陰暦は月のみ
ちたりかけたりする攣化を本として
︿略﹀其の團艦の幸福を進め︑翼翼

其の組織に繁簡の差があるにしても︑

一般人民が富麗市町村會議

︿略﹀︑議員が念写を議する

しなければならない︒

にも︑常に此の公平な精神をもつて

十一脳10

神を本としなければならない︒

員を選學するにも︑︿略﹀︑皆此の精

十︻掴8

の護展を期することは皆同じである︒

こ し ら へ た も の で ︑ ︿略﹀︒

ちたりかけたりする攣化を本として

十一933園 ところが太陰暦は月のみ
こ し ら へ た も の で ︑ ︿略﹀︒

十一934園 ところが太陰暦は月のみ
ちたりかけたりする攣化を本として
こしらへたもので︑通例十二箇月を
一年とするが︑︿略﹀︒

るとかいふやうな手段を用ひたり︑

十一955 リンカーンは其の頃からも 十一備6 ︿略﹀︑私利によって勧誘す
又此の手段に動かされたりするのは︑
︿略﹀︒

う父の手助をしなければならなかつ
かうしてみるうちに︑︿略﹀

十一描9

騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

の研究をしないだらうと不思議に思
ふやうになったQ
父はダーウィンを誉者にし
即ち一人の貿易商が外人の

ようと思って大學へやった︒

十ニー12
十一一236

信用を失ふやうな事をすれば︑忽ち

國全膿の商品の信用に關係して︑
︿略﹀︒

兄はむっつりとしてや＼當
惑の禮である︒

わく

十二398

きやうだいは唯うっとりと
しばらくして兄は生る恐る

して感に打たれてみる︒

十二419
十二426

近寄って︑力のこもった︑しかも低
︿略﹀︑三人の心はもう驚と

い聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

十二444

感激で一ぱいになって︑唯ぼうっと

い︒

本國にともなひ蹄って約束の如く自

十二7010 しかしフランス王は︿略﹀︑

分の后とした︒

十一一714 二週間もた＼ぬ中にもう王

ところがリガンは︑まだ父

に無愛想な仕向をした︒

上を迎へる準備が整ってみないとい

十二718

ふのを口實にして︑すげなくも王を

内に入れなかった︒

たとひ我が親でないにし
ひげ
ても︑此の白い髪や髭を御覧になつ

十二738園

たら︑姉上もお氣の毒とお思ひにな

一装わしは今までどうし

りさうなものだのに︑︿略﹀︒

コーデリヤはそれを聞いて

てるたのだらう︒

十二747園

十二762

群をなして寄せて來たまぐ

腸をちぎられるやうな思がした︒

沖へ逃げようとして身網の中へはい

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

十二784

る︒

さうして其の夜はまんじり

して︑ひき終ったのも氣附かぬくら
ゐ︒

ともせず机に向って︑かの曲を譜に

十一一454

書きあげた︒

りして泳ぎ廻ってみる︒

うつ

を起したり︑背びれを水上に現した

十二792 ︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

まふ︒

てるる漁夫が急いで網口をしめてし

十二786 ︿略﹀︑網口の近くに番をし

口をしめてしまふ︒

近くに番をしてみる漁夫が急いで網

いったといふ合圖をすると︑網口の

不意にばたくと音がして︑ 十一一786 ︿略﹀︑まぐろの群が網には

男の子は指先でそれをつま

小さな子どもが二人奥からかけ出し

十二553
て來た︒

十一一559

ヤ︒

︿略V︑王の怒はいよくつ
のって︑もうどうすることも出來な

十二703

どうしたのだ︑コーデリ

まうとしたが︑謬り小さいのでつま

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類

十二693囹

めなかった︒

エプロンをかけた職工が

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言

二伸ー11

をかけたりしてみる︒

︿略﹀模様をほりつけたり︑みがき

十一悩7

つてすかしたりした︒

十一冊6

つて︑︿略﹀︒

たりするのは︑皆公共心の獲動であ

て産業の嚢達︑風俗の改善等に務め

︿略V︑又は青年團を組織し

た︒

十一965
よく

彼 の 欲 望 は 益 く 強 く なり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑家で算術の練習をす

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

十﹁978

十﹁981 大事なことは拾ひ集めた木
片などに書留めて忘れないやうにし
ておく︒

十﹁985 それからは又父の手助をし
たり︑人にやとはれたりすることに
なったが︑︿略﹀︒

たり︑人にやとはれたりすることに

十﹇985 それからは又甥の手助をし

するが一すると
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︿略﹀︑たまく此の難虜を通って幾

ちつちよ

十二884 法律は︑皇家といふ共同生
多のあはれな物語を耳にし︑︿略﹀︒

十二柵3

之を見た村人たちは︑彼を

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす
る た め の 規 則 で あ るから︑︿略﹀︒

十二描3

十二伽9

一せい

安芳がはいって行かうとす

ると︑︿略V兵士等が︿略﹀︑

拙者は︑此の談判がよし

に銃劔を取直して行くてをさへぎつ
た︒

どのやうに決着するにもせよ︑さや

十二伽7園

氣違扱ひにして相手にもせず︑︿略﹀︒

十二梱5

警衛の兵士等は︑︿略﹀︑

随って國民は國の誇を傷つ

十一︻僻2

もはう

︿略﹀︑昔から殆ど模倣のみ

︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

を事として來た観がある︒

ける討死を無上の名轡としたのがそ

十二悌1

れである︒

さがみ

かつさ

するが
するが ﹇駿河﹈︹地名︺1 駿河
するが
九910図 駿河の賊を亡し給ひし後︑

すると

今の浦賀のあたりより海を渡り給へ

うらが

相模の國より上縛の國へこえんとて︑

り︒

スルト

ミンナカンシン

﹁ナルポドヨイカンガヘ

シマシタ︒スルト年トツタネズミ

ダ︒﹂トイツテ︑

二295

︿略V︑当家の存立を危くし︑ すると ︵接︶27

十一一欄10

は絶無であり︑︿略﹀︒

再々の生活をおびやかすやうな危機

十二惚7

つト
同恭しく捧げ銃の禮をした︒

ぬが︑︿略﹀︒

うな事になれかしとは毛頭考へませ

十一而4
子どもらは仕事をしてみる

︿略﹀︑唯物笑の種にしてみた︒

十二鵬4

老僧のまはりに集って︑﹁言違よ
しかし僧はふりかへりもせ

く︒﹂とはやし立て︑︿略﹀︒
もく

十二価7

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ

一

之を見た村人たちは︑彼を

之を見た村人たちは︑彼を

氣違扱ひにして相手にもせず︑︿略﹀︒

ひ
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑︿略﹀︑國

十二921 それを見てひどく氣をもん
政にも與らせようとした︒

十二936 かねて繹迦の徳をしたって
みたマガダ國王は︑修行を思ひ止ら
せようとして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

自分一人で修行をしよう︒

十二941園 もう人にはたよるまい︒
十二946
ても更に効のないことを知った︒

ガ︑﹁ソレモヨイガ︑ダレガ
ソノスズヲツケニイクカ︒﹂

ばうず

けられたことがなく︑又其の誇を永

トイヒマシタノデ︑︿略﹀︒

た︒

十一而10 ︿略﹀︑あれは山師坊主で︑

久に持落しようとする心掛けも出來

十二954 今度は程よく食物も取り︑

あのやうなまねをして︑人をろうら

休息もした︒

十二9510 彼は此の心境の尊さに数日

萬世一系の皇室を中心とし

て︑︿略﹀︒

十二悩1

て團結した國民は︑かくていよく
結束を固くし︑︿略﹀︒

︿略﹀國民は︑かくていよ

温和な氣候や美しい風景は︑

く結束を固くし︑熱烈な愛心心を

十二悩2

養成した︒

十二悩10

人の心をやさしくし︑優美にはする
温和な氣候や美しい風景は︑

が︑︿略V︒

十二価1

人の心をやさしくし︑優美にはする

を巧みに自國のものとすることは︑

他國の文明を消化して︑之

が︑︿略﹀︒

實に我が國民性の一大長所である︒

十二燭9

由︑いよく御なつかしく存じ奉り

シタ︒

︿略﹀︑森や林ノヒクイ

木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト

四362

テ下サイマシタ︒

スルト神檬ハ﹁︿略﹀︒﹂トヲシヘ

又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四193

白ウサギ一目ヲコスツテ︑

モリハ︿略﹀︑鳥ノ方ニツキマ

三751 ︿略V︑コンドハ鳥ガカチ
サウニナリマシタ︒スルトカゥ

マシタ︒

ノエダニ︑キレイナ花ガサキ

キマシタ︒スルト︑軸部ノカレ木

二475 ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ

くするのであらうといふうはさが立
つた︒

さうして陰に陽に仕事のじ

の間唯うっとりとし て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二961 ︿略﹀︑やがて此の尊い心境

十二餌1

手傳をする者が一人へり二

手筆をする者が一人へり二

の老僧から離れるやうになった︒

人へりして︑はては又村人全艦が此

十一而10

やまをする者も少くなかった︒

を世界の人々と共にせずにはみられ
ぬといふ慈悲の心が︑胸中にみなぎ
︿略﹀︑中には彼をそねむあ

りあふれた︒

十二976

まり︑反抗するばかりでなく︑迫害

十二佃2

最後に博士はく略V︑家庭

人へりして︑︿略﹀︒

く略V︑常に﹁小山はどう

候︒

してみるだらうか︒﹂と仰せらる＼

十二椥3園

における電氣の利用に就いて興味あ
だん
る話をして壇を下った︒

殊 に デ ー バ ダ ッ タ は ︑ ︿ 略 V ︑ 十一而2

を加へようとするものさへも出て來
た︒

十二978

かねてから斜日の名望をねたみ︑幾
度か彼を害しようとした︒
︿略﹀︑昔から之を渡らうと

して水中に落ち︑命を失った者が幾

十二悩7

百人あったか知れない︒
ぜんかい

十二価7 僧は名を上海と︿略﹀︑

753
するどい一すれあう

シテ居ルコトガアリマス︒ス
ルトホカノ鳥が見ツケテ︑﹁ア︑
ニクイヤツが居ル︒﹂トイハナ
イバカリニ︑ヨツテタカツテイ
ヂメカヘシマス︒

四392 風は﹁何︑ 一まくりにし

た稻村崎は︑︿略﹀︑二十鯨町にはか

た︒すると︑これまで潮の漏ちてる

してやる︒﹂といって︑︿略﹀︑頭か

﹁よし︒寒いなら︑暖くなるやうに

い︒﹂といった︒すると大占の父は

り

す

︿略﹀︑急にかん高い音を立て

枝移りした︒すると木のうろから︑

て︑美しい小鳥が二一二羽︑身がるに

九336

ら冷水を浴びせかけた︒

に干上って砂地にかはり︑︿略﹀︒

七421御用船を見つけると︑﹁︿略﹀︒﹂
かんばん

とさけんだ︒すると甲板の上で鐵砲

を上げた者がある︒

おばあさんは又さけんだ︒

栗鼠が一匹︑けろりとした顔を出し

七426
﹁︿略﹀︒わかったらもう一度鐵砲を

たが︑︿略V︒

て見せよう︒﹂とはげしく吹立て
上げろ︒﹂すると︑又鐵砲を上げた

官軍方の思召通り一士に

が其の光線を受けてぴかりと光った︒

はゆかぬかも知れませぬ︒すると

十二伽5囹

しり
︿略﹀又思の外な尻押なども現れて︑

事めんだうな筋合にならぬとも限り

ませぬ︒

するどい

鋭い

︽ーイ・ーク︾

するど・い ﹇鋭﹈︵形︶5 スルドイ

かりまたをぬき取って︑義家

にかへしますと︑義家はせ中をくる

五821

かりまたは︑矢じりがつばめの尾の

りとむけて︑うつぼへさ＼せました︒

︿略﹀︑傳令員は号笛を吹きな

のがかすかに見えた︒

がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり

九627

しっかりとからだにくっつけま

ました︒するとたび人は︑風が
吹けば吹くほど︑ぐわいたうを

床の間をぬって行く︒すると乗員は︑

やうにわれた︑たいそうするどい矢

︿略﹀︑敵は︿略﹀︑おばあさ

一せいに飛起きて︑手早くつり床を

七918

五541 或日山の中で︑こけに足をす

あさん︑お前は知ってみるだら

んの肩に手をかけて︑﹁これ︑おば

した︒

べらせて︑うつむけにたふれました︒

で︑︿略﹀︒

セイが高ク︑目ガスルドクテ︑

く＼る︒

鷲

︿略﹀︑怒ツテヰ

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ

一所に渡り出 七495

う︒﹂すると兵士のおばあさんが︑

太郎は︿略﹀︑

第十三

ガ︑︿略﹀︒

ル肩︑サキノ曲ツタ大キナクチバシ︑

僕は再三ことわったのです︒ 八482

スルドクテ落着イテヰル目︑︿略﹀︒

中尉の固く結んだ口もと︑す

すると︑しまひに皆が僕の事を弱轟

父は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒二百十 九悩7

だといって笑ひました︒

十949園

三人は水中におちいった︒

した︒すると橋はまん中から折れて︑

十937

すると酒のにほひがしますので︑ふ

あまりかはいらしいので︑僕

﹁はい︑よいお天命でございます︒﹂

八42

しぎに思って︑見まはしますと︑
︿略V︒

はしばらくそれを見てみた︒すると
其のうちに︑︿略V︑尾をふりながら︑

五727 翌年の春︑大雨がふりつゴい
て︑せっかくつき上げた土手が︑半

昔朝鮮に一人の婦人があって︑

ちよこくやって來た︒
八337

分ほどもくつれてしまった︒すると︑
﹁もくろみが悪い︒﹂﹁︿略V︒﹂などと

十一882

るどい目の光︑其の様子がどうも一

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝
晩神様にいのってゐました︒すると

日もこれで無事にすんだ︒﹂と︑

︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

通りでない︒

言 ふ 者 が 出 て 絶 て ︑︿略﹀︒

︿略﹀言った︒すると弟が﹁おとう

六898

さん︑二百十日は立春から二百十日

ふと通りか㌧つた某大尉が之

心事ゆめの中に︑︿略﹀神様のお告

ニ764

ライクワウハスコシモオ

するりと ︵副︶一 スルリト

くしかった︒

を見て︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑言葉鋭

九価3
がありました︒

日

さうしてジョージに早くあ

けて通すやうにと言った︒すると

十一稲9

数を数へてみようとした︒

目に中るのですね︒﹂と言って︑

下へねころんだ︒すると象は鼻で︑

越前守はく略V︑其の中に盗
まれた品のありなしを調べさせまし

八435

其所にあったう．ち は を 拾 っ て ︑ 子 ど

もの顔をあふぎ出した︒

六963 今度こそは千早城もあやふく

︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

た︒すると其の中に二反ありました︒

ソレズ︑タチヲスルリトヌイテ

八882

キリツケマシタ︒

さんなたいまつを出して︑之に火を

見えた︒すると正成は︑︿略﹀︑たく

してもあけないQ

ジョージは︑﹁︿略﹀︒﹂と言ってどう

すれ合ふ ︽ーッ︾

すれあ・う ﹇擦合﹈︵五︶2 すれあふ

聲できかれた︒﹁此の方はどなたで

其の時︑︿略﹀︑日光が店

ぽいにさし込んで來た︒するとねぢ

十二582

すか︒﹂するとおとよは︑︿略﹀︑﹁わ

つけて︑橋の上に投げさせた︒

或年の冬︑大過が思はず﹁寒

七207 海神ねがはくは潮を退けて︑

八擢8

たくしのおとうさん︒﹂と答へた︒

太刀を取って︑海の中に投入れまし

道を開かせたまへと念じて︑︿略﹀

すれすれ一せい
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六228圃

︿略﹀︑

ん︒ごろくすん・さんじゃくろくす

性殊に著しきを以て︑家屋の土量︑

﹇星﹈丑﹀ほくとしちせい・ほっ

このあひだかきねのそば

より高くなりました︒

へ出たのは︑もう私のせい

三263

せい ﹇背﹈︵名︶8 セイ せい

きょくせい

せい

家 せい ﹇制﹈←じちせい

らも輕んじ︑外國入からも侮られる︒

本人には濁創力がないであらうと自

十二僻3

習︑性となっては︑遂に日

沖へ急ぐ兄の小舟︑

子馬には憎てい飼主の

﹇背﹈︵名︶2

十199国

族がついて來て︑親切に世話をして
ゐます︒中には︑︿略﹀︑くびや背を

︿略﹀︑山の背を通ってみる

なでたりしてみるのもあります︒
十一358

小路を中にはさんで︑四五尺にのび
た杉の若木が勢よく立並んでみるの

四745せいの高い私の目にも︑

くはやかまを持ってたんぼへ

まだお日様が見えない中から︑

ひば・松・落葉松は何れ

い・わがこくみんせいのちょうしょた

十二477図

んしょ

も堅くして︑耐久・耐渥の性あるを

︿略﹀︑栗は耐久︒耐爆の

以て建築・土木・造船等其の用途頗
る廣し︒

十二484図

いたどりは私どものせいほど

あの子は十二︑落葉松は

たいかく

我が國の馬は西洋諸國の馬に

私ノ近所二年目リノカヂ屋ガ

おとうさんが﹁せいは高く

たが︑︿略V︒

ても︑まだだめだ︒﹂とおつしゃつ

八546園

通してやれ︒

七悩8圏あのせいの低いのが石田だ︒

ドクテ︑︿略VQ

アリマシタ︒セイが高ク︑目ガスル

七494

とってみたが︑︿略V

くらべると︑せいも低く︑龍格もお

七278

あの子のせいより低かった︒

六993翻

にのびてゐました︒

五362

行きました︒

﹇畝﹈﹇▽にちようさんたんこせ

が︑目に見えるやうな氣がする︒

︿略﹀︒

鐵道のまくら木津の用に供せられ︑

ずんず

クモ
ヒカウ

背

ん・しごすん・ししゃくくすん・し
しゃくはっすん・ときいっすん・とき

ズンズン

せ

すれ合って︑

濱へ臨る父の小舟︑
ゑがほとゑがほ︒

にすん・はっしゃくこすん・はっす
ん・ろくしちすん

︿略﹀︑密生した樹木の枝と

枝がすれあって起つたりした自然の

十一662

十協7図

︵副︶5

ずんく

ノツテミタイナ

ズンズンアガル︑

ン大キクナリマシタ︒
二696齪
ノ上︒
キニ︒

せ

二452ソノマツノ木ハズンズ

ん

ずんずん

べり出づ︒

大船罷は︑寸︑尺︑間と音もなくす

一秒又一秒︑七百尺に近き

火から︑火種を取ったものであらう︒

すれすれ ︵形状︶1 すれく
思って︑爾耳の間をねらって︑頭の

五801 いころすのもかはいさうだと

上をすれくにいました︒
すわ ︵感︶1 すは

スワル

すわ

る箸を投捨てて︑﹁すは勝つたる

十一273餌壷 ︿略﹀秀士口は︑持ちた

︵五 ︶ 6

﹇生﹈﹇▽いちねんせい・ごねんせ

﹇瀬﹈﹇▽あさせ

せい

一しやうけん せ

い︒しょうがくせい・そつぎょうせ

めいになって︑毎日字をならひ

三572 それからは

ました︒ずんずん手が上って︑

今オキクトオヒナ様ノ

︽ーッ︾﹇ ▽ お す わ り な さ る

﹇座﹈

ぞ︒﹂と手を打って 喜 び ︑ ︿ 略 V ︒
すわ・る
坐る

前ニスワツテナガメテ居マス︒

姓

い・にねんせい
﹇姓﹈︵名︶1

潮がずんく下がるので︑舟 七研4圏 ︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

せい

のちには名高い書手となりま
した︒

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七101

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

で︑御威光を借りて豊臣と記したの
でございます︒

はすつすと進んで︑たちまち海へ出

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ
ハ︑︿略﹀︑形が桑ノ小枝二寸分違ハ

九187
ナイ︒

せい﹇性﹈︵名︶3性﹇▽こくみんせ

仕事は水入らずの三人の手で︑

ずんくはかどって行く︒

九584

た︒

いっすんさき・くすん・こしゃくにす

すん ﹇寸﹈︵名︶1 寸与いっすん・

事があるか︒﹂

いて︑﹁無言の行に目をきくといふ

十一698 隣に坐ってみた僧が之を聞

れが氣になってしかたがない︒

十一695 末席に坐ってみた僧は︑そ すんぶん ﹇寸分﹈︵副︶1 寸分

ふだけの者ではありません︒

八梱5圏 僕はたゴ坐ってみて物を食

つくさない︒

八998園︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

といって︑其所へすわった︒

七427 おばあさんは﹁やれく︒﹂

四847

る

せ

755
せい一せいこう

せい

精

﹇製﹈﹇▽ぎょせ い ・ め い じ て ん の

﹇精﹈︵名︶2

うぎょせい
せい

︿略﹀︑やがて指がピヤノの

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九佃7園網べて上官の命令を守って︑

けん

十二441
一撃す

ると︑今度は如何にもものすごい︑

鍵 に ふ れ た と 思 ふ と ︑︿略﹀︑

いはば音怪な物の精が寄集って︑夜
しばふ

﹇所為﹈︵名︶1

せみ

の 芝 生 に を ど る や う ︑︿略﹀︒

八802園

國の税は勿論︑縣の税も村

の税もみんな大事なもので︑之を納
めることは良民の務です︒

國の税は勿論︑縣の税も村
國の税は勿論︑縣の税も村

の税もみんな大事なもので︑︿略﹀︒

八802囹
八802園
の税もみんな大事なもので︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

關を始め︑銀行・會社等のりつばな

十一98︿略﹀︑河岸には領事館・税

﹇正義﹈︵名︶2 正義

九366図 ︿略﹀︑正義の念と愛國の情

せいぎ

建物がそびえてみる︒

て︑こ＼に始めて我等の生活に切實

我々は常に國法にしたがつ

なる關係を有するものとはなりぬ︒

十二906

︿略﹀︑國民の生活をおびや

て幸福な生活を認み︑︿略﹀︒

とに死を恐れざるベルギー軍の諸職

十二駕7

かすやうな危機は絶無であり︑署内

も︑終に如何ともしがたく︑︿略﹀︑

﹇生活上﹈︵名︶1

生

りき︒

十一67図

孔子は正義の念強き人な

裁判は實に正義保護のため

せいぎほこ ﹇正義保護﹈︵名︶1 正義

保護

人は生活上の必要から承諾 十一231

の大切な仕事であり︑︿略V︒

5ちょうせいけつ・ちょうせ

全村農業を以て生計を立つ︒

せいけい ﹇生計﹈︵名︶1 生計

十悩8図

せいけつ

いけつら

十二929園

此の上は聖賢を訪うて教

我々が今日生活して行くには︑せいけん ﹇聖賢﹈︵名︶1 聖賢

を受ける外はない︒

一日祝賀會の席上で︑人々が

十二644図︿略﹀エンマヌエル王︑

至らなかった︒

行った事もあったが︑成功を見るに

十364 ︿略﹀︑錆地に大仕掛の工事を

功を祝しますと︑︿略﹀︒

かはるぐ立って︑コロンブスの成

八756

若し又裁判が公平に行はれせいこう ﹇成功﹈︵名︶4 成功

我が國で出血る品物ばかりでは用が
足らない︒

十一2210

ぬとしたら︑︿略﹀︑我々は安心して

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

生活することが出來ぬであらう︒

十一7710

して一日も生活することは出血ぬと
いってもよいくらゐである︒
西岸

︿略﹀︑黄浦江といふ支流

﹇西岸﹈︵名︶1
くわうほ

とに︑統一の成功を祈る希望の色と

して緑を加へ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の家の紋章の色なる白と赤
しゃんはい

﹇税関﹈︵名︶1

綿々

に入り︑更に十海里齢りさかのぼる
ぜいかん

と︑其の西岸にある上海に着く︒

十一87

せいがん

將卒は多く戦死せり︒

はおほむね平和であった︒

せいかつじょう

國民は︑︿略﹀︒

易な樂土に平和を樂しんでみた我が

八805亜目縣や國の税も︑村の役場 十二悩7 狭い島國に育ち︑生活の安
へ納めれば︑よいのですか︒﹂

誠意

地方人民が協同一致して自

﹇誠意﹈︵名︶1

十﹁構3

せいい

十一684

活上

せい

ら地方公共の事に當り︑誠意其の團

と光とをあらゆる方面に利用するこ

法を工夫し︑燃料を研究し︑火の熱

膿の爲に力を書くす精神が即ちそれ
精一

とを考へて來た︒

私は︿略﹀︑雑木を束ねては せいかつ・する ﹇生活﹈︵サ変︶3 生

﹇精一杯﹈︵副︶1

きれいにすんで︑向ふの天神山が近
せいいっぱい

九㎜8 昨夜雨が降ったせみか︑空が

税

である︒

﹇税﹈︹課名︺2

く見える︒

ぜい
ぱい

活する

新聞

︽ーシ・ースル︾

運び︑運んでは又束ねて︑精一ぱい

十426

税

八775第二十税
﹇税﹈︵名︶10

八目12第二十税
ぜい

れい

生活←

十861

﹇生活﹈︵名︶6

に働いた︒

きょうどうせいかつ・ぐんかんせいか

八792園 これは村の税で︑村の學校 せいかつ

八778囹 役場へ税を納めに︒
や役場の費用などになるのです︒
ちょう

八795園 さうです︒此の一枚には つのあさ・にちじょうせいかつ
近年人々ノ生活次第ニイソ
ガシクナリテ︑︿略﹀︑ユルく歩ク

八589図

﹁ あ と の 二 枚 目 ︒ ﹂ ﹁一枚は縣の税で︑

ガ如キ者ナシ︒

徴税令書とありませう︒︿略﹀︒﹂

一枚は國の税です︒

ダーウィンの後半生は病氣

第四課

報ずると共に時事を論ずるもの起り

︿略﹀︑やがてあまねく内外の事件を

十一一153図

活とふだんの養生とによって︑七十
じゅ
四歳の長壽を保つことが出來た︒

がちであったが︑此の規則正しい生

八795園 一枚は縣の税で︑一枚は國 十ニー38
の税です︒

校や病院や︑其の他道路などの費用

八797園 これは縣の税で︑馬立の學
になります︒

納税告知書としてあります︒

八798園 それからこれは國の税で︑

せいこう一せいしん

756

精巧

も遺憾なく爽揮せられて︑着々成功

かん

十二襯8図彼が稀代の天才はこ㌧に

﹇精巧﹈︵形状︶1

の 域 に 進 み し が ︑ ︿略﹀︒

せいこう

作する ︽ースル︾

十ニー32

静坐

凡そこれ等の木材は︑其

其の上我が國の美しい風景

好するやさしい性情を育成するのに

や温和な氣候は︑︿略﹀︑自然美を愛

しかし其の半面には︑物に

與って力があった︒

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ

十二糊5

んではみないか︒

すべく︑︿略﹀︒

純正潔白なる性質を示し︑日の丸は

十二615図

せいしん ﹇精神﹈︵名︶15 精神﹇▽こ

すべて日本人の短所として︑

︽ーセ︾

政治部

星章

製

アメリカ合衆國の夕霞は

わたしも此の精神にもとつ
くわく
いて︑︿略﹀︑くはしく計書を立て

わたしが悪かった︒おかあ

︿略V︑地方自治の精神に基

一髄自治の精神とは何であ

地方人民が協同一致して自

此の精神は實に自治制の根

一般人民が府縣市町村會議

員を選學するにも︑︿略﹀︑皆此の精

現今は星章の数四十八個 十一悩8

本であり︑又其の生命である︒

十一桝4

である︒

膿の爲に力を蓋くす精神が即ちそれ

ら地方公共の事に量り︑誠意其の團

十一悩4

るか︒

十一櫓2

の獲展を期することは皆同じである︒

づいて其の團膿の幸福を進め︑國運

十﹁網5

さんの精神は感心の外はない︒

九柵2園

た事もあるが︑︿略﹀︒

九262園

問の精神である︒

も皆同じ事で︑これが佐藤の家の學

の爲につくすといふお考は︑どなた

だいせいしん・じちのせいしん

く略V愛國の至誠を表すものともい

九261圏 ︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

る︒

せいじぶ

れ︑︿略﹀︒

出す

︿略﹀︑日本の竹最も適當

せいしゅつ・す

出せり︒

なり︒

十二6210図

州の敷と皿致せしむるを定めとす︒

︿略﹀︒︿略﹀︑藍地中の星章は︑常に

十二629図

﹇星章﹈︵名︶2

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十二悩6図

﹇製出﹈︵サ変︶！

信部・外報部く略V・校正部等に分

十ニー67図 しかして編輯局は更に編
ざい
輯部・政治部・纏転部・社會部・通

﹇政治部﹈︵名︶1

性質が小さく狭く出嫁たきらひがあ

十二髄8

穏健ならしめ︑︿略﹀︒

をん

や温和な氣候は︑自ら國民の性質を

十二悩4

ふべきか︒

其の上我が國の美しい風景

︿略﹀︑白地は我が國民の

十二悩5

ダーウィンは興味を費える せいじょう ﹇性情﹈︵名︶2 性情

︿略﹀︒

彼は︿略﹀︑世に柿右衛門風 と︑あくまでそれにこる性質で︑
十二461図

十4910
といはれる精巧な陶器を製作するに

製紙

の有する性質によりて各種の用に供

至った︒

︵サ変︶2

星座午後八時子午線通過
﹇静座﹈

︽ーシ︾

それから繹迦はブッダガヤ

彼は夜もすがら静坐してひ

﹇製紙﹈︵名︶！

上海は︿略﹀︑近時工業も
ばう
次第に盛になって︑紡績・造船・製

粉・製紙其の他の諸工場が勢よく黒

十一118

せいし

たすら思をこらしてみると︑︿略﹀︒

十二956

に思をこらした︒

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

十一一952

する

せいざ・する

十一89図

せいざ ﹇星座﹈︵名︶1 星座
十4910 彼は︿略﹀︑工夫に工夫を積

成功

んで︑世に柿右衛門風といはれる精
﹇成功﹈︵サ変︶1

巧な陶器を製作するに至った︒
せいこう・す
︽ーシ︾

十二擢2図く略Vトマス︑エヂソン

す

は︑既に電話機に幽する嚢明に成功

成

したるを以て︑更に︿略﹀電燈の獲
﹇成功﹈︵サ変︶2

明に從事したり︒
せいこう・する
︽ーシ︾

したのは︑主として︑最新の學理を

煙を立ててみる︒

十369 導引が此の運河を造るに成功

功する

鷹書したからであった︒

縣工場

十495 かうして柿の色を出す事に成せいしこうば ﹇製糸工場﹈︵名︶1 製
噛した喜三右衛門は︑程なく名を柿

あれは製締工場で︑女工が
四百人も綜を取ってみる︒

五648園
制裁

右衛門と改めた︒
﹇制裁﹈︵名 ︶ ！

上

性質

±人はまだよく開けてゐま

﹇性質﹈︵名︶6

上書した爲︑役人ににくまれて︑
︿略﹀︒

せいしつ

九88國

せんが︑性質はおとなしく︑我々に
もよくなつき︑︿略﹀︒

せいしょう

しかし思ふ程に仕事は出來

十一202 ところで︑どういふ事をすせいじじょう ﹇政治上﹈︵名︶1 政治

せいさい

れば罪になるか︑其の制裁としてど

製

ず︑其の上政治上の事で度々殿様に

九237園
製作

のやうな刑罰を受けるかは︑法律で
﹇製作﹈︵サ変︶1

明かに定めてあるか ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽iスル︾

せいさく・す
す

十二487図 ︿略﹀︑かしはく略﹀︑
ろ

櫓・車・運動器具の如き強烈なる力

﹇製作﹈︵サ変︶1

を響くるものを製作するに適せり︒
せいさく・する
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︿略﹀︑議員が豫算を議する

神を本としなければならない︒
十一M10

にも︑常に此の公平な精神をもつて

しなければならない︒
︿略﹀︑私利によって勧誘す

せいせき

成績

︿略﹀︑毎日元気よく通学し

﹇成績﹈︵名︶1

十一982
ら︑成績は何時も優等であった︒
﹇成績物﹈︵名︶5

のぶ子さんはちやうど︑五

成績

た︒︿略﹀︒かういふ心掛であったか

せいせきぶつ
物

十﹁価6

るとかいふやうな手段を用ひたり︑
十一146
年生の時の成績物に表紙をつけて︑

又此の手段に動かされたりするのは︑
とちていらっしやる所でした︒

のぶ子さんは︑成績物が返

一年差の時からの成績物も

﹇井然﹈︵形状︶1

︿略﹀︑東西四十町︑南北
ばう

製造

八欄4

製造

分業はマッチの製造ばかりで

はない︒

﹇製造所﹈︵名︶1

マッチの製造所へ行って見る

せいぞうじょ

八悩7

と︑職工が大勢居って︑それぐ手

︽ーサ・ーシ・ースル︾

﹇製造﹈︵サ変︶3製

分をして働いてみる︒

造する

せいぞう・する

︽ーシ・ース︾

なま土

せいだ・す ﹇精出﹈︵五︶2 セイ出ス

せい出す

四108圃風に吹かれて︑

ふんで︑今日も朝からせい

其ノ聖書ビンハ﹁私タチノ

出すおや子︒

サビルノ二人が使ハナイカラデス︒

六133園

モシセイ出シテ使ツテクレサヘスレ

バ︑イツデモ光ツテヰマス︒

十9710図

されど宋軍の大勢日々に非

機械類は︑近年我が國でも盛 せいちゅう ﹇誠忠﹈︵名︶1 誠忠

にして︑型置の誠忠を以てしても如

何ともすることあたはず︒

せいちょう・する ﹇成長﹈︵サ変︶1

あるが︑これが成長して︑切付を行

は︑︿略﹀︑又は苗木を植付けるので

十一518此の邊でゴムを栽培するに

ブラジル邊でゴムを製造す 成長する ︽ーシ︾

製造場

ふまでには五⊥ハ年もか＼る︒

﹇製造場﹈︵名︶1

今日一國家を形成する

せいてい・する ﹇制定﹈︵サ変︶1 制

名なし︒

國々にして︑國旗の制定せられざる

十二608図

す ︽ーセ︾

せいてい・す ﹇制定﹈︵サ変︶1 制定

る限り愼重な手巻を纏る︒

しん

り法律であるから︑其の制定も出門

これ等の命令も︿略﹀やは

南川7園食った物をこなして︑之を

生

十二901

せいてい ﹇制定﹈︵名︶1 制定

頃しも鎌倉より︑勢そろへ

﹇勢揃﹈︵名︶2

つて︑︿略﹀︒

十708図

せいぞろえ

の沙汰俄に面々に傳はりぬ︒

時頼は尚一同に向ひて︑

﹇生存﹈︵サ変︶1
︽ースル︾

法律を制定するには︑政府

又は貴衆両院の何れかが其の案を作

十二886

太陽の光と熱とがなくては︑ 定する ︽ースル︾
として生存することは出來ない︒

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一

十一15

存する

せいぞん・する

に︑訴訟ある者は申し出るがよい︒

﹁今度の勢そろへに集った諸点の中

十725圓

勢そろへ

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

せいぞうば

ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

るには︑山野に自生するゴムの木か

十一505

て︑製造したものである︒

十一499 ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑成績物を一枚も無く 十871

自治の精神に全く反するものである︒

十一154

︿略﹀︒

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑

十一152

驚きました︒

なさずにそろへていらっしゃるのに

十一1410

十一価7 本當に自治の精神に富んで
みる者は︑︿略﹀︑決して私心をもた
︿略﹀︑ 又 は 青 年 團 を 組 織 し

ないのである︒
十一柵10

て産業の稜達︑風俗の改善等に務め
たりするのは︑︿略 ﹀ ︑ 自 治 の 精 神 を

養成し︑自治團膿を助長するもので

見せていた〜いて︑其の始末のよい

あるから︑︿略﹀︒

十一柵4 自治制も︑之を運用する人

のに感心してしまひました︒

成績物は一つ一つ自分の

民に自治の精神が乏しければ︑よい

十一155園

力のこもったもので︑皆一生の記念

結果を得ることは到底望まれない︒

になるのだ︒

コリ

北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑︿略V︑南

四十五町︑九二の條坊井然として︑

十二棚9図

せいぜん

せいぜん ﹇生前﹈且﹀こせいぜん

民が國法を守る精神の厚薄に依って

いつ

井然

十二904 一國文化の程度は︑其の國

だ

︿ 略 ﹀ 我が書芸は︑︿略﹀︑

測ることが出來るといはれてみる︒
十二欄⁝9
とう

奮闘努力の精神に乏しく︑遊惰安逸
に流れるかたむきがある︒

せいぜい﹇精精﹈︵副︶2せいぐ

西窓

端に羅城門をふまへたる古の奈良の

﹇製造﹈︵名︶1

西窓一片残月あはし︒

白雲いうく去り又來

﹇西窓﹈︵名︶1

精々

せいぞう

る︒

十一佃7図圃

せいそう

都は︑︿略V︒

いに勉強してみるわけです︒お前た

八687園 つまりお前たちよりもよけ
ちもせいぐ勉強なさい︒
十一棚9囲國 勉強も大切なれど︑膿
にも精々御注意なさるべく候︒

所

せいと一せいはん
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成して議會に提出する︒

せいと ﹇生徒﹈︵名︶9 生徒呂じょ
せいと・ぜんこうせいと

整頓﹇▽ふ

﹇青年﹈︵名︶6

ふ庭があります︒

青年

朝鮮の青年も︑近頃はなか

︿略﹀︑主人はそれ等の人々を

後日︑人が主人に向って︑ど

あの青年が私の室にはいる

く略V︑あの青年ははいると

六667

たち

其のとなり村の青年たちが見

青年たちは之を聞いて︑さ＼

かねて︑方々へ義壷金をつのりに出

た︒

やき合った︒

六673

其の価蹄り途で︑青年たちは

﹁こまかな人だが︑出す時には出す

六684

ね︒﹂

せいねんだん ﹇青年団﹈︵名︶4 青年

十月二十五日は︑青年團の道

煙雲かくちほうせいねんだん

十116

︿略﹀︑はじめて青年團の規

ぶしんの日であった︒

約を見た時は︑︿略V︑これがまじめ

十146園

に實行されてるるかどうかと︑少し

青年團の事業の一として︑

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

︿略V︒

風俗の改善等に務めたりするのは︑

又は青年團を組織して産業の獲達︑

十一佃8 ︿略﹀︑慈善事業を起したり︑

杉・檜の植林を螢めり︒

ひのき

十搦6図

氣になったのでした︒

かういふ黙から︑いろく

私は此の村の青年諸君が︑

京城の西南部に龍山とい せいねんたち ﹇青年達﹈︵名︶3 青年

す︒

つてをられるのを︑うれしく思ひま

かうして修養にも實行にも︑骨を折

十151囹

れしい事です︒

まじめになって射たのは︑何よりう

んで︑﹁郷里の青年諸君がこんなに

十137園

青年諸君

のです︒

めて︑あの青年をやとふことにした

の美質をもつてみることをよく見定

十干2囹

上に置きました︒

丸煮3囹

ると静かに戸をしめました︒

前︑先づ着物のほこりを彿ひ︑はい

十捌10囹

になったのかと尋ねた︒

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十梱7

入れた︒

さしおいて︑或一人の青年をやとひ

十梱6

私どもは︑非常に喜んでをります︒

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀

十154囹

せいねん

︿略﹀︑裁判所はく略V︑貸

主の主張を正當とみとめれば︑其の

十一194
借金を返すやうに借主に命ずる︒

青銅の大鳥居をくゴつて進む

﹇青銅貨﹈︵名︶1

んだ物を費ってみる︒

せいどうか

我々の普通に金銭といって

﹇整頓﹈︵名︶1

整

整頓といふのは艶事をつ

せい
︽ーサ・

︵サ変︶3
整頓する

﹇整頓﹈

くることではなくて︑むだをなくす

十︸184圏

せいとん

せいとん

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十一776

青銅貨

と︑沿道の家は大てい天満宮にちな

十年4

五31 四月四日の朝︑︿略﹀︑先生が せいどう ﹇青銅﹈︵名︶1 青銅
知らない生徒を一人つれてお出でに
なりました︒

六778 男の生徒もみれば︑女の生徒
もみる︒

︿略﹀︑︿略﹀先生が︑女生徒

六778 男の生徒もみれば︑女の生徒
もみる︒

八862
を一人つれて︑はいって來られた︒
生徒はおとよであった︒
五十音の登音を教へてるられた︒

八936 此所では女の先生が︑生徒に
おん
ことだ︒
とん

整頓する

せい
敏分の内に艦内はすっかり整

西南

︿略﹀︑喜んで寄附するも

の意外に多く︑此の度は製版・印刷

十一窩9図

せいはん ﹇製版﹈︵名︶1 製版

征伐せよとおほせられました︒

せいほつ

五414天皇は日本武尊にこれを

やまとたけるのみこと

伐する ︽ー刷了︾

ばつ

ばつ・こせいばつ
せい
せいばつ・する ﹇征伐﹈︵サ変︶1 征

高橋さんは︑お茶を一口飲 せいばつ ﹇▽おにせいばつ・くまそせい

とん
﹁こんなによく整頓して せいねんしょくん ﹇青年諸君﹈︵名︶2

此の一事で︑家の中がどん

﹇西南﹈︵名︶1

仁恩は東京の西南八里半の

十767国

せいなんぶ ﹇西南部﹈︵名︶1 西南部
りゆう

所にある一大貿易港にして︑︿略﹀︒

七74図

せいなん

れます︒

なによく整頓されてるるかが想像さ

十一179

がよいだらう︒﹂

みる中で勉強したら︑どんなに氣持

十一166囹

頓する︒

とん

九638

ーシ・ースル︾

とん

十伽10図 校長も着實温厚なる人にし

正當

頓する

せいとん・する

︿略﹀︑生徒も校長をしたふ

て︑生徒を愛すること子の如く︑
︿略﹀︒

十協1図
こと父母の如し︒

十伽3図嚢の他の教員も︑︿略﹀專
よく之になつきて課業にはげみ︑

心職務につとむるが故に︑生徒は皆

︿略V︒

︿略﹀ ︑ 先 生 に も む し ろ 中 以

制度

下の生徒と思はれてるた︒

十ニー03

﹇制度﹈︵名︶1

十﹁術3 制度を運用するのは人であ

せいど

る︒自治制も︑︿略﹀︒

せいとう
﹇正当﹈︵形状︶1

せいとう ﹇征討﹈←とくがわよしのぶ
せいとう
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製品

の業着々として進みたり︒
﹇製品﹈︵名 ︶ ！

せいへい

︿略﹀︑

﹇精兵﹈︵名︶1

精兵

タルススといふ町に着いた︒

十82 望洋王は部下の精兵を引連れ︑
﹇西方﹈5きんせいせいほう
製法

政務にもたへられなくなって來た︒
生命

此の精神は實に自治制の根

﹇生命﹈︵名︶1

十一M5

せいめい

﹇声誉﹈︵名︶1
り

聲蜜
そ

人

湖の上は朝からひじやうな人

出である︒︿略﹀︒先生もみれば︑軍

六781

我が國に遊べる西洋人は

人もみる︒又西洋人もみる︒

十一351図

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

西洋

における海上の一大公園なりといへ

りQ

せいようふう ﹇西洋風﹈︵名︶1

︿略﹀︑檜は木曽産の聲魯

き

本であり︑又其の生命である︒

あ

西洋

高く近時毫湾阿里山の檜また有名な

十二4810図

せいよ

︿略﹀︑此所の銅の製法を改
くわう
り︒

れんぐわ

﹇西洋﹈︵名︶4

唯商業の取引の盛な部分は︑

建物もあって︑趣がや＼攣ってみる︒

相當に活氣を帯びてをり︑西洋風の

十﹇105

く略V煉瓦造の家が軒をな 風
らべて立ってるるので︑日本の町よ

七366国

良したり︑新しい鑛山を開いたり
西北

せいよう

﹇西北﹈︵名︶1

明くれば二十一日の朝︑

りはかへって西洋の星占に似てみる
だがはげんずる

黒潮は賎嶽より西北に残れる高地に

う

りす

信淵は︿略﹀︑宇田川玄随・ せいり 且vこうちせいり・せんたくせい

せいりょう ﹇精良﹈︵形状︶1 精良

なものを送るやうな事は︑︿略﹀︒

使って︑實際の注文に愛しては粗悪

たいかく

我が國の馬は西洋諸國の馬に

西洋諸國
七278

くらべると︑せいも低く︑髄格もお

上甲板洗は水兵の受持で︑先

づ﹁主事直︑整列︒﹂のラッパが一

九642

きは高くひ玄き渡ると︑︿略﹀︒

せい
せいれつ・す ﹇整列﹈︵サ変︶1 整列

せい

十23図拝殿の前に進みで整列し︑

す ︽ーシ︾

謹みて拝し奉る︒

柿右衛門はひとり我が國内にせいれつ・する ﹇整列﹈︵サ変︶1 整

とってみたが︑︿略﹀︒

する︒

後甲板にはせ集って︑ずらりと整列

︿略﹀︑はだしのままの水兵が

九644

列する ︽ースル︾

西洋

おいて古今の名工とた﹂へられてる

﹇西洋人﹈︵名︶2

諸國にまで聞えてみる︒

るばかりでなく︑其の名は遠く西洋

十502

せいれつ ﹇整列﹈︵名︶1 整列

の星と其の近所の星を一しょにして
支那・印度の文明を入れ︑
を成し遂げた日本國民は︑︿略﹀︒

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二搦6

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

九901園西洋では昔から︑あの七つ 十二229 ︿略﹀︑見本には精良な品を

心に西洋の學問を勉強した︒

大槻玄澤などの人々をたよって︑一

おほっきげんたく

九286

といひます︒

﹇精米会社﹈︵名︶2

僕は今日壁書から認るとすぐ︑

せいまいがいしゃ

兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

十一284図

せいほく

する爲に︑此の山中へ來たのである︒

九241園

せいほう ﹇製法﹈︵名︶1

りカく

せいほう

十883 ︿略V︑それに加工して綿業や

せいひん

綿織物を造る︒これらの製品は我々
政府﹇▽しな

法律を制定するには︑政府

﹇政府﹈︵名︶2

の 使 ひ 料 に も な る が︑︿略﹀︒

せいふ
せいふ

十一一886

又は貴衆爾院の何れかが其の案を作
成して議會に提出す る ︒

征

十二887 政府から提出された案は先
﹇征服﹈︵サ変︶1

づ燈籠の一院で討議される︒

︽ーシ︾

せいふく・する
服する

精米慢言
九4910

︿略V︑精米會社へお使に行って來ま

王子と生れ︑二十一で位につき︑わ

十79 マケドニヤといふ小さな國の
つか十数年の間に四方の憎々を征服

﹁あの精米會社の社長さん

した︒

はえらい方なんでせう︒﹂

九507園

して︑︿略﹀︒

せいぶつ ﹇生物﹈︵名︶2 生物εう
みのせいぶつ

精米機械

十一15 太陽の光と熱とがなくては︑ せいまいきかい ﹇精米機械﹈︵名︶1
我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一

﹇精米所﹈︵名︶1

精米

會社では︑幾毫もある精米機 せいようしょこく ﹇西洋諸国﹈︵名︶2
せいまいじょ

械が電力で勢よく廻り︑︿略﹀︒

九501

さうして︿略﹀︑生物は総

として生存することは出來ない︒
十産量310

べて長年月の間には次第に攣化し︑

所

︿略﹀︒それに

せいようじん

そこで間もなく片手間に精
米所を始め︑追追に大きくして︑

下等なものから高等なものへと進む
製粉

九557園

﹇製粉﹈︵名︶1

ものであるといふことを謹明した︒
せいふん

リや王物語

近來はめっきり元氣が衰へて︑もう

十二656

十一118 上海は︿略﹀︑近時工業も ︿略﹀︒
ばう
次第に盛になって︑紡績︒造船・製
せいむ ﹇政務﹈︵名︶1 政務
粉・製紙其の他の諸工場が勢よく黒
煙を立ててみる︒

せいろう一せかいかっこく
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せいろう

﹇蒸籠﹈︵名︶2

せいろう
界に名高いパナマ運河である︒

しかしパナマ運河の開通以來

は︑︿略﹀世界の航路に大きな攣動

八509 餅つき く略V︒はね起きて見 十378
を生じたのである︒

十一悩8魍囲

アマゾン河は全長五千

世界に名高きブラジル

五百キロメートル︑世界の河の王と
いはれ居候︒

十一欄4圓国
しや

ぬといふ慈悲の心が︑胸中にみなぎ

を世界の人々と土ハにせずにはみられ

りあふれた︒

十二脳3画面こ＼において彼は人を世

界の各地につかはして竹を採集せし

︿略﹀︑こんな大きなポンプを

しかして其の電球は忽ち

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

十816

る︒

︿略﹀︒

我が國が世界無比の國膿を

︿略﹀忠孝の美風が世界に

さ
殊に徳川幕府二百齢年の鎖

今では世界各國︑貨幣・紙

せかいかっこく ﹇世界各国﹈︵名︶2

の國境にあります︒

の瀧は︑アメリカ合衆星とカナダと

九293

世界一といはれるナイヤガラ

るやうに心掛けてみるといひますが︑

廣いこと︑︿略﹀︑何でも世界一にな

八733囲

アメリカ人は大きいこと︑

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる

六了6園

せかいいち ﹇世界＝︵名︶3 世界一
いんど
印度のヒマラヤ山は世界一

勢を知らぬ國民とならしめた︒

國は︑皐月をして︿略﹀︑世界の大

十二悩4

冠たることは︑今更いふまでもない︒

十二鵬1

籔へられるやうになったのは︑︿略﹀︒

有し︑︿略﹀︑今や世界五大國の一に

十二麗7

世界に廣まりぬ︒

十二M7図

め︑︿略﹀︒

十ニー26

かくて世界の各地をめぐつ

て︑甘薦・綿花・米等もよく出來る

︿略﹀︑一足温室の中にはいる

備へ附けてみる虜は︑世界でも珍し
十㎜9

由に候︒

ると︑±間の大釜の上に積んである

︹課名︺2 世界

いさうです︒

せいろうからは︑盛にゆげが上って
みた︒

八533 二かさね目のせいろうから︑
﹇世界﹈

ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

て︑︿略V︑種々の材料を集めて本國

せかい

に館つたのはそれから五年の後であ

ロンドンは何と言っても

此虞はさすがに豆田の都

物館といはれるだけあると思ひまし

ました︒︿略V︑さすがに世界の大博

十二302囲昨日大英博物館を一覧し

世界の大都會です︒

十二292國

る︒

と︑全く別の世界に來たやうな心持

我が國に遊べる西洋人は

がする︒

世界

り〇

る︒

た︒

十二314團

として世界に聞えてみるだけあって︑

十﹇615

建物なども一般に壮麗です︒

世界の公園といはれてゐ
るスイスは︑到る慮我が日本のやう

十二359国

通って再び光明の世界に出た時︑
︿略V︒

十一682

︿略﹀︑やがて指がピヤノの

に景色がよい︒
十二4310
けん

黒の世界からだんく光明の世界へ

鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈ん

からふと

樺太は大陸の地績なりや︑ 世界各國

幣を用ひない國はないのである︒

十一797

︿略V︑やがて此の尊い心境 十ニー71図 此の外︑國内各地は勿論︑

又は離れ島なりや︑世界の人は久し
十二961

く之を疑問としたりき︒

十二8110図

︿略﹀︒

次第津々にやみの世界を照らすやう︑

だ調は︑ちやうど東の空に上る月が

かくして人は︑暗黒の世界

彼が他日大統領となり︑世
になったのは︑︿略﹀︒

界の偉人として萬人に仰がれるやう

十一捌4

びかれて來たのである︒

からだんく光明の世界へと︑みち

十︸683

と︑みちびかれて來たのである︒

る時代となった︒かくして人は︑暗

ガス燈や電燈が到る虜にかゴやき渡

燈火としては︑︿略﹀︑今は

ネルにはいる︒しばらく暗黒の中を

汽車は︿略﹀︑やがてトン

部分は︑此の木から取ったものであ

十一501

今日世界におけるゴムの大

における海上の一大公園なりといへ

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十︻352図

七11 第一 世界
︵名︶32世界﹇▽ぜん

七目2 第一

﹇世界﹈

せかい

せかい

七12図われらが住む世界は︑其の
形まるくして︑球の如し︒

七43図 其の中墨が大日本帝國と︑
イギリス・フランス・イタリや及び
アメリカ合衆國を世界の五大強國と
いふ︒

き御民となるべし と ︒

七68図醜 世界に粋なき帝國の 強
九76團 ︿略﹀にはか雨が︑︿略V通
り過ぎた後の︑あざやかな緑の世界
は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 氣 持 のよいものです︒

九86国 何だかおとぎばなしの世界
にでもまよひこんだやうです︒

九967園 雪渓が冬の世界ならば︑此
所は春の國でせう ︒

ル大王といふ王があった︒︿略﹀︑當

十了9 昔ヨーロッパにアレクサンド
時世界に類のない大國を建設した英
雄である︒

十斜2此の地峡に造った運河が︑世

761

は

世界各國主要の地に特派員又は通信
員ありて︑︿略﹀︒

﹇世 界 五 大 国 ﹈ ︵ 名 ︶

我が國が︿略﹀︑今や世界

﹇世界最高﹈︵名︶1

せかいてき
的

﹇世界的﹈︵形状︶1

世界

今日我が國が列強の間に立

﹇世界文明﹈︵名︶1

つて世界的の地歩を占めた以上︑

十二燭2

︿略﹀︒

せかいぶんめい

世界文明
こうけん

我々は何時かはく略﹀︑世

界文明の上に大いに貢献したいもの

十二梛7

﹇石﹈←せっかいせき

である︒

せき
席

とスコットランドと合するや︑白地

木炭や石炭や石炭ガスの火
に
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

に用ひられ︑︿略﹀︒

十一674

︿略﹀後者の國旗とを合して一旗と

に赤十字の徽章ある前者の國旗と︑

︿略﹀︑周園の壁は皆石炭で︑

十827

炭を運ぶために飼はれてるるのださ

いよいよ石炭を掘ってみる虜へ來ま
した︒

殊に近年は︿略﹀︑石炭

の火力による蒸氣力は︑多くの場合

十二恥2園

之に敵することが鼻聾なくなりまし

た︒

石炭ガス

くされてしまふが︑水力は無限とい

十二備4園 ︿略﹀︑石炭は早晩使ひ蓋

つてよい︒

︵名︶1

木炭や石炭や石炭ガスの火
に

に用ひられ︑︿略﹀︒

は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十︻675

せきたんガス

︿略﹀︑坑夫が汗だらけになつ
て︑元氣よく石炭を掘ってゐます︒

十835

先づ地峡の山地を流れてみる

止める ︽iメ︾

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

十3110

ち︑河水をせき止めた事など︑一と

十373 ︿略﹀︑山をくづし︑地をうが

﹇▽むせきにん

してそれならぬものは無い︒

せきにん

ひ

つるはしの先がきらりと光る︒せきばらい ﹇咳払﹈︵名︶1 せきばら

ひ

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

石炭の壁は安全燈の光に照ら 十二563 此の時大きなせきばらひが

石炭ががさりと崩れる︒

十837

十839

されて︑黒光りに光ってゐます︒

槌音のみ音かしましき

つち

九813図翻

廣き工場

︿略﹀︑其の内の二人が石炭を せきひ ﹇石碑﹈︵名︶1 石碑
ひ
石碑を刻む︑文字をほる︑
運んで炭車に入れる︒

掘崩すと︑他の二人がそれをざるで

十842

よりずっと熱度が高いので︑︿略﹀︒

十一676 ︿略﹀︑石炭の火は木炭の火
關所

︿略﹀︑此の關所は濱街道の

﹇関所﹈︵名︶1

なし︑︿略﹀︒

せきしょ
なこそ

九707園

席上

一日祝賀會の席上で︑人々が

﹇席上﹈︵名︶1

勿來の關と共に︑有名なものであっ

た︒

せきじょう

八755

かはるぐ立って︑コロンブスの成
功を祝しますと︑︿略﹀︒

十806

﹁ここがあなたの教室です︒ せきたん ﹇石炭﹈︵名︶11 石炭

せき

で︑高さが三百メートルもあるさう
五33囹

﹇席﹈︵名︶3

世

せき
﹇世界一美﹈︵名︶1
せきはあれにします︒﹂

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

らあいてみたせきをおさしになりま

土をはらって高橋さんの爲に席を作

坑内に馬が居るのは不思議だせきと・める ﹇世事﹈︵下一︶2 せき

した︒

ます︒

五六層もある美しい建物が道路の爾

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

誰かが力石をころがして來て︑ と思って︑聞いてみると︑これは石

﹇世界人種﹈︵名︶1

せきこむ

︿略﹀だんく奥深く進むと︑ た︒

うです︒

き

︵五︶1

﹇関﹈﹇▽しらかわのせき・なこそ

﹇急込﹈

十8210

つた︒

が入交ってみるので︑其の有様は一

せき

のせき
せきこ・む
︽ーン︾

﹇世界第一﹈︵名︶2

八721國 高い建物のあることは世界

娘の言葉を物足りなく思つ

赤十

た王は︑や㌦せきこんで︑﹁どうし

十二692

字5しゃせきじゅうじ

﹇赤十字﹈︵名︶1

たのだ︑コーデリヤ︒︿略V︒﹂

十二621図

せきじゅうじ

いことは恐らく世界第一であらうと

︿略﹀︑先づイングランド
思ひました︒

ましたが︑りっぱな給書丁彫刻の多

十二327国 ルーブル博物館も一箇日

もあります︒

第一で︑十階・二十階の家はいくら

世界第一

せかいだいいち

見世界人種の展覧會のやうである︒

十一94 租界には︿略﹀幾多の人種 せき ﹇隻﹈﹇▽いっせき・すうひゃくせ

世界人種

せかいじんしゅ

側に並び︑︿略﹀︒

十1210

十二317國 世界最美の街路といはれ 五35 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑此の間か

界最美

せかいさいび

です︒

十二3210國 此の塔は世界最高の建物

世界最高

せかいさいこう

たのは︑︿略﹀︒

五大國の一に敷へられるやうになつ

十一一齪8

1世界五大國

せかいこたいこく

せかいこたいこく一せきひ

せきゆ一せっしゃ
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︿略﹀ ︒

石油

七204

海神ねがはくは潮を退けて︑

道を開かせたまへと念じて︑︿略﹀︒
ゐんのしやう

﹁主上はや院庄に入らせ

主上は詩の心を御さとりあ

燈火としては︑︿略﹀︑石油 十梱10図園

﹇石油﹈︵名︶1

の片すみに︑

せきゆ
十一6710
給ふ︒﹂

ひぬ︒

十一麗5演義
帝の

しよく

平中王はおごそかに
節﹇▽てんちょう

﹇石炭石﹈︵名︶！

はんことを求む︒
せっかいせき

石

石灰

︿略﹀︑マスクをかけた職工

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入

けい

十﹇捌9

せっかく

翌年の春︑大雨がふりつゴい

﹇折角﹈︵副︶5

れてかきまぜてみた︒
せっかく

五725

て︑せっかくつき上げた土手が︑半

かの男がわけを話して︑ど

分ほどもくつれてしまった︒

七747園

せっく﹇▽おせっく

雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

せっけい ﹇雪渓﹈︵名︶4 雪漢﹇▽だ

いせつけい

︿略﹀︑頂上近くまで言いてるます︒

九945園

お花畠は雪渓を登りつめた

て︑此の雪渓をすべって下る人があ

そり
九959圏︿略﹀︑木の枝などを機にし

ります︒

らふそく

未開の土地を切開いて︑思

これから椰子油を取り︑石

十ニー53図 く略V︑やがてあまねく内

せつじつ ﹇切実﹈︵形状︶1 切實

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

けん

九59国

けん
せつけん ﹇石鹸﹈︵名︶1 石鹸

ら︑︿略﹀︒

ふま﹂に設計して造った町であるか

十﹁5910

︵サ変︶1 設

雪漢が冬の世界ならば︑此

所にあります︒

九966園

九966園

所は春の國でせう︒

﹇節﹈︵名︶2

うかお禮を受けてくれといひますと︑

若し裁判が無いとしたら︑

︽ーシ︾

せつ

十一229

人々相互の箏がはてしなく行はれて︑

しかも其の孚は︑力の強い者やわる
がしこい者が勝つことになるであら

計する

せっけい・する ﹇設計﹈

其の節は何とぞ宜しく
説

う︒若し又裁判が公平に行はれぬと
したら︑せっかくの法律もねうちが

しかしせっかく始めた學校

無くなり︑︿略﹀︒

十﹁983

外の事件を報ずると共に時事を論ず

又きはめて學問に熱心
にして︑其の好學の念の切なる︑

るもの起りて︑こ＼に始めて我等の

安芳がいふ︑

﹁︿略﹀︑ 鵬

十二旧7翻 安芳は更に﹁︿略﹀︒拙者

ふにも足らぬ小事でござります︒﹂

れば︑︿略﹀︑徳川家の存亡などは言

者の考へる所では︑︿略V︒之に比べ

十二伽3園

せつ
せつしゃ ﹇拙者﹈︵名︶4 拙者 拙者

はなりぬ︒

生活に切接なる關係を有するものと

通ひも︑︿略﹀止めねばならなくな
だんのうら

︿略﹀︒

せっかち

父は﹁相かはらずせっかち
ともせず︑︿略﹀︒

だね︒﹂といったが︑別に止めよう

八艇8園

せっかち

︵形状︶1

みあらされてはたまらないと思って︑

てるる褒を︑たくさんの馬や犬にふ

︿略﹀︑屋島・壇浦は源 十一塀10

農場主はせっかくよく出來

つた︒

だ切なり︒

何とぞ十分の御養生あ

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一3410図

﹁︿略﹀︒﹂といふに至れり︒

十﹁了3図

が︒﹂といって︑相手になりません︒

︿略V︒妻もまた﹁せっかくです

﹇説﹈︵名︶1

彼は更に其の邊の名高い學

者を尋ね廻って説を聴いたが︑︿略﹀︒

十二939

せつ

願上候︒

十﹁4310國国

なり笑事と存じ候︒

束致し候三毛の子猫︑もはや大きく

九擢7魑團先日遊びに上り候節御宮

せつ

位をふませ給ひぬ︒

の國︑

いしずゑ固めし蜀漢

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給

のランプが之に代り︑今はガス燈や

せぐくま

十榴2図

﹇闘﹈︵四︶1

電燈が到る庭にか測やき渡る時代と
なった︒

︽ーリ︾

せぐくま・る
る

︿略﹀工場の片すみに︑

安ちいさんはせぐくまり︑ 常に何

九816図圃

世間

をか刻みみる︑ めがねを掛けては
つぴ着て︒

﹇世間﹈︵名︶5

九537圓 世間にはこんな場合に︑な

せけん

るたけ自分の負革を輕くしょうとす
る者もあるが︑︿略﹀︒

世間ニハ︑︿略﹀︑或ハ信用

モシテヰナイ人二投票シタリ︑或ハ

九慨6園
棄権シテシマツタリスル人モアルガ︑
︿略V︒

は︑︿略﹀︑其の犯 罪 者 を こ ら し ︑ 又

十﹇1910 ︿略﹀犯罪があった場合にせつ﹇切﹈︵形状︶4切
世間の人々のいましめにもせねばな
らぬ︒

これ即ち世間の信用を博し

て堅實に自己の事業を嚢展させる道

十一一225

である︒

十二548圏 一かどの役目を勤めて世

十一422國團

りて﹁日も早く御全快なされ候様切
く略V︑林藏は好機至れり
とひそかに喜びて︑切に己をともな

十二餌5図

に祈申候︒

せ給

間の役に立つのに︑どれもこれも不
せたまふ

足は無ささうである ︒

︵助動︶4

︽ーヒ・ーフ・一へ ︾

せたま・う
ふ

763
せっしれいどいかじゅうなんど一せなか

て働き︑印刷も切断も人手を要せず︑

多く︑︿略﹀︒

やうな様子で説明なさるので︑︿略﹀︒

十一目9

瀬戸内海

なかのうみ

れてるる中湖の東岸の如きは︑絶

瀬戸内海

瀬戸内海

第八課

せとないかい ﹇瀬戸内海﹈︹地名︺4

十一3110

壁の高さが二百メートル以上もある︒

それは山國川に沿うて連な

十一327図此の四海挾に包まれたる

瀬戸内海

き

そ

ひのき

所に散在す︒

ミ

ヨ︒

瀬戸内海には︑到る慮に

た

ど

我が國に遊べる西洋人は

頭が八つ︑尾が八つある大

上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ
ラ︑ムカフノヲカマデナランデ

海の上へ出てきました︒
四142圏 オマヘタチノセ中ノ

三454 うらしまは玉手箱をもら
つて︑又かめのせ中にのって︑

さい︒

三418園私のせ中へおのりな

せ中

せなか ﹇背中﹈︵名︶8 せなか セ中

りQ

における海上の一大公園なりといへ

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一351図

つ
津︒高濱等良港多く︑︿略﹀︒

阪・神戸・尾道・宇品・高松・多度

うじな

十一345図

瀬戸内海の沿岸には大

岬あり︑湾あり︑大小無敷の島々各

十一329図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

︿略﹀かけはしを造ったものである

かうして︑老僧が始めての
みを絶壁に下してからちゃうど三十

十二㎜4

が︑︿略﹀︒

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

びやうぶ

十二脳6

第八課

︿略﹀︑殊に両半島にはさま せとないかい ﹇瀬戸内海﹈︹課名︺2

は︑︿略﹀︑さやう な 事 に な れ か し と

十二507

すといふ︒

一壷よく一分間に四百五十枚を印刷

西郷は︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ よ ろ し い ︒
せつだんだいじょう

つち

やがて工廠長のふりかざし

﹇切断馬上﹈︵名︶

は毛頭考へませぬが︑︿略﹀︒﹂

十二㈱9圏

とにかく明日の総攻撃見合はせの一

1

切断言上

事だけは︑拙者一命にかけて御引受

十三4図

せつな
︿略﹀︑やがて一鮎の明星が

繋索をはっしと切る︒
せつ
﹇刹那﹈︵名︶1 刹那

けいさく

たる金色の槌は︑︿略﹀︑切断憂心の

け申します︒

西郷は ︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ 其

の齢の事は拙者の一存にはまみりま

十二欄10園

せぬから︑追っての沙汰をお待ち下
十二958

年目に︑︿略﹀大工事が見事に成就

さい︒﹂

きらめいて︑夜はほのぐと明けそ
せつ

せっしれいどいかじゅうなんど ﹇摂氏
れい

︿略﹀︑國民の生活をおびや

信吉は夏休にて諮り居たる

﹇説明﹈︵名︶2

はおほむね平和であった︒
せつめい

求めたり︒

そ︒

説

先に立ったにいさんが︑

︽ーシ︾

﹇説明﹈︵サ変︶1

の用材は主として木曽産の檜なりと

十29図

先生の説明によれば︑當社

兄に向ひて︑いろくと星の説明を

九852図

説明

かすやうな危機は絶無であり︑國内

十二柵7

絶無

した︒

せつ
りと晴れて︑︿略﹀︒

﹇絶無﹈︵形状︶1

めた︒其の刹那︑彼は迷の雲がから

れい

雪白の地に紅の日の丸を

ゑがける我が國の國旗は︑最もよく
設備

切腹

衛生の設備をよくして同質な

﹇設備﹈︵名︶1

我が國號にかなひ︑︿略﹀︒

せつび

十3610

病氣を根絶し︑︿略﹀︒

﹇切腹﹈︵名︶1

腹を命ぜられても︑石田めとは中直

る︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑いろく説明して下さ

十捌9

明する

せつめい・する

七992園たとひ︿略﹀︑此のま﹂切

せっぷく

ぜつむ

零度以下十何度﹈︵名︶1 並肉零度
以下十何度
せつ

接する

十二612図

十7710團此の頃は大分寒くなって︑ せっぱく ﹇雪白﹈︵名︶1 雪白

︽ーシ︾

朝は撮氏零度以下十何度といふきび
しさ︑︿略﹀︒

絶す

︿略﹀︑次にをのを振る

﹇ 絶 ﹈ ︵ 四 ︶1

せっす﹇▽あいせつす
ぜっ・す

十一佃7圓圏

つて大木を伐るに︑︿略﹀地ひゴき

︵サ変︶−

絶壁﹇▽い

﹇▽きねんさいはんぺいせつぶ

りは致さぬ︒

﹇絶壁﹈︵名︶5

︽ール︾

︿略﹀︑人ノヨリツケナイ絶壁 せつめいなさ・る ﹇説明﹈ ︵五︶1 説
明なさる

蛇で︑目はほほづきのやうに赤く︑

お話が頂上のながめに移ると︑ 五103圏
︿略﹀︑岡田さんは目の前に見てみる

ノ間や老木ノ上二︑タテ横二小枝ヲ

岸は絶壁になってみる庭が

九979

十二504

並べ︑︿略﹀︒

八501

ちだいぜっぺき

ぜっぺき

ん

︿略﹀︑眼下には下々とした せつぶん

﹇接﹈

を打って倒るる様︑肚快言語に絶し
候︒

せっ・する

十一619

︽ーシ︾

十勝の大平野がはるばると績いて︑
セツセト

末は青い大空に接してみる︒
︵副︶一

三16 ︿略﹀︑ハチハセツセトミ

せっせと

切断
︿略﹀︑機械は電力により

﹇切断﹈︵名︶1

ッヲァッメテヰマス︒
せつだん

十二侶5図

せばめる一せめこむ

764

せ中には︑ひのきや杉の木が生えて
ゐます︒

五796 義家はせ中のうつぼから︑か
りまたをぬいて狐を追っかけました︒

つて︑義家にかへしますと︑義家は

五815 さて宗任がかりまたをぬき取

せ中をくるりとむけて︑うつぼへ
さ＼せました︒

短柱ハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上

狭める

背びれ

︿略﹀︑まぐろはく略﹀︑背

﹇背鰭﹈︵名︶1

もらひたいと願ったけれども︑︿略﹀︒

せびれ
十二791

せまい

狭い

びれを水上に現したりして泳ぎ廻つ
﹇狭﹈︵形︶9

てるる︒

そちらのく略﹀おびはね

せまい中庭から︑屋根の上に

まい︑そまつな家であった︒

狭し

︽ーシ︾

せまる

見マスト︑モウリツパニセミ

ニナツテヰマス︒

三597今ニハノ木耳セミガ

アノセミモコノ中ニヰ

ウルサイホドナイテヰマス︒

ルノデセウ︒

三60一

お だ
これより先︑秀吉は織田

﹇攻﹈︵下二︶1 富む ︽ーメ︾

信孝を攻めて大垣にありしが︑︿略﹀︒

のぶたか

十一271図

せ・む

︿略V︑そよくと吹く風につ

迫

もみ・つが．はく略﹀︑

﹇狭﹈︵形︶1

十二473図

せま・し

﹇迫﹈︵四・五︶6

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒
せま︒る

九346

る︽ーッ・ーリ︾

みさき

れて︑若葉のにほひがひしくと身
にせまって去る︒

せめ ﹇▽かまくらぜめ・ひょうろうぜめ

謙信はそれをさとって︑夜の

く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

十一323図四國の西には佐田岬長

イ︾

攻落す

もう此の上は︑しゃにむに攻

﹇攻込﹈

︵五︶3

望事コム

モンヲヤブツテセメ﹈ミ

スコシタツテカラ又來テ 七196 鎌倉へは海陸ともに攻めこむ

マシタ︒

︸522

攻めこむ ︽iミ・ーム︾

せめこ・む

ませぬ︒

やうな事にならぬとは決して申され

をつけてどこぞの國へやってしまふ

にせめいでるたら︑日本全國にのし

十二囲5圏

く略V︑うかくと兄弟垣

せめ・ぐ ﹇圓﹈︵五︶！ せめぐ ︽一

にした︒

ごを作って︑之を城の堀に渡して橋

落さうといふので︑賊は大きなはし

六957

︽ーサ︾

せめおと・す ﹇攻落﹈︵五︶1

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七439

︽ーッ︾

せめい︒る ﹇攻入﹈︵五︶1 攻入る

ふかははや魚燈メートルの

をなす︒

十一574

近くにせまってみる︒

夢にのみ見し山川も︑
まの
しかし大勢は如何ともしが

セミ
セミ﹇▽あぶらぜ

セミ

たく︑危機は既に目前に迫ったので︑

十一一伽7

あたり近く迫りぬ︒

あけくれにしたひし家も︑

十二擢8図國

てしまふ︒

まり︑︿略﹀人のゆくてをさへぎつ

行くと︑左手の山は次第に頭上にせ

八緬4郷里の家はく略V︑至ってせ 十二悩3 ︿略﹀︑川沿の道をたどって

こりだらけでした︒

頭を出してみるひよう松は︑葉がほ

五34！

いのはおばあさんのです︒

えさんので︑はばのせまい黒

三712

︽iイ・ーク︾←ひろいせまい

せま・い

六463 ダン︿上流ニサカノボツテ︑
ツテ來ル︒

﹇狭﹈︵下一︶1

九332 ︿略V︑ふろしき包をしょった
あせ
せなかがじっとりと汗ばんで來る︒
せば・める
︽ーメ︾

十二7810 かうしてだんく網の中が 九736 ︿略﹀北上川を見たが︑此所
まで來ると川幅がかなりせまくなつ

是非

てるる︒

うつ

ぜひ

いよくせ

狡められるに随って︑まぐろは水面
﹇是非﹈︵副︶5

北上川は︿略﹀︑

租界の外に出ると大ていは

﹇蝉﹈︹課名︺2

︿略V︒

せみ

十九

﹇蝿﹈︵名︶4

三588

ヒ上ツテキマス︒

トカラ︑カラヲキタセミガハ

三577ニハノモモノ木ノネモ

み

せみ

三575

網の中がいよく狡くなる 三目7 十九 セミ

易な樂土に平和を樂しんでみた我が

狡い島國に育ち︑生活の安

と︑其の周園を船で取毬いてしまふ︒

十二793

きれいでない︒

支那風の町で︑町幅も狭く︑あまり

十一103

しまった︒

まくなって︑とうく谷川になって

九745

に 渦 巻 を 起 し た り ︑︿略﹀︒

ぜひ

七738園 かの男は﹁それではこまる︑
ぜひ︒﹂といひながら︑︿略﹀︒

八了9園 五箇村の人々は各自分の村

の騎手に向って︑﹁ぜひ勝ってく
れ︒﹂

八782園 是非今日のうちに納めなけ
ればなりません︒

お方とも思はれません︒是非お明か

國民は︑︿略﹀︒

十6710園 ﹁お見受け申す所︑たゴの 十二悩7
し下さい︒﹂

る︒

十一966 かうしてみるうちに︑知識 十二価9 すべて日本人の短所として︑
よく
を得たいといふ彼の欲望は益く強く
性質が小さく狡く出來たきらひがあ
なり︑父に憂して是非學校に入れて

765
せめて一せる

すきがありません︒

七219 義貞は之を見て︑﹁ものども
進め︒﹂と︑其の遠干がたを眞一文
字に鎌倉さして攻めこみました︒

十661園 あの鉢の木をたいて︑せめ

せめて ︵副︶2 せめて
てものおもてなしにしよう︒

︵五︶2

せめ上

十擢3図 高徳せめては此の所存を君
﹇攻上﹈

に 知 ら せ 奉 ら ば や とて︑︿略﹀︒

せめのぼ・る
そ

︽ール︾

き

攻上る

六226 木曽義仲が都へせめ上ると聞

る

いて︑平家はあわてて討手をさしむ
︿略﹀︑賊が城の門まで攻上る

けました︒

六915

める
そ

頼朝が木曽義仲をせめようと

き

︽ーメ︾

六548
した頃︑︿略﹀︒

︵名︶一

せり場の一方に高い皇があ
セル

つて︑其の上に掛の人が居る︒

十205国
セル

︿略V︑又はらをふくらませて︑

をどり上ります︒其のたびに︑鯉の

五218

を道に待たせておいて︑學校へおよ

︿略﹀︑先生が︿略﹀︑私ども

かげが地の上をおよぎます︒

りになりました︒

く略V︒毛綜デオツタ物ニハ︑ 五386

ドンナ物ガアリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六755囹

﹁︿略﹀︒﹂﹁セルモサウデセウカ︒﹂

それからこ・に六百平年︑ま

だ一度も外國から攻められたことは

六856
ない︒

ては︑おとうさんを喜ばせてゐまし

た︒

五612團赤・黄・みどりやむらさき

さて宗任がかりまたをぬき取

だれがかいたか︑

サウシテムリニ犬ヲナカセテ︑

虹の橋︒

五817

つて︑義家にかへしますと︑義心は

其の夜のことです︑義仲はひ

︿略﹀︑うつぼへさ﹂せました︒

そかにみ方の者を敵の後へまはらせ

六237

うばを門のわきに立たせて置

て︑︿略﹀︒

六608

絶つかひが乗ってみて︑口上

いて︑姫は中にはいりました︒

をのべては︑らっばを吹かせたり︑

六871

ごばんの上へ乗らせたりした︒

ごばんの上へ乗らせたりした︒

六872 象つかひが乗ってみて︑︿略﹀︑

ら大木を落させた︒

六941 ︿略﹀︑正成は高いがけの上か

たび人のぐわいたうをぬ 七264 馬はたいそう元氣のよい動物

はせ︑ををやたらにふって︑
︿略﹀︒

せたり︑田や畠の耕作に使ったりす

で︑︿略﹀︒︿略﹀︒︿略﹀︑荷車をひか

る︒

がせた方が勝といふことに
た︒

きめて︑先づ風からはじめまし

四386

ゑぎぬへ一筆に︑

と︑ 七つの色をならばせて︑ 空の

﹁花サカヂヂイ︑花サカヂ

く略V︑トノサマガ︿略﹀︑

おかあさん︑あかちゃん

のがあります︒

三214︿略﹀︑下のはうからかさ
かさいはせてかけ上ってくるも

におちぢをのませてちやうだい︒

三138園

ヨ︒﹂トオホセニナリマシタ︒

﹁モウード花ヲサカセテミ

二522園

ニナリマシタ︒

花ヲサカセテミヨ︒﹂トオホセ

二494園トノサマガ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒

ウ︒﹂

ヂイ︑カレ木二二ヲサカセマセ

二485園

ソコヲボツテミマシタガ︑︿略﹀︒

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︒

五537 ︿略﹀︑かへりに酒を買って來

せりの始つたのは十時頃で

︿略﹀︑せり場を中央にして︑

其の周園は馬つなぎ場になってゐま
す︒

二437

徳川家康が大阪城を攻めた時︑せる ︵助動︶57 セル せる ︽ーセ・
︽一

八148
責める

ーセル︾

﹇責﹈︵下一︶1

︿略﹀︒

メ︾

せ・める

︿略﹀︑其の言葉の端端にも︑

︿略﹀︑自分を責めて娘にわびる眞心

十二7510

せり
﹇芹﹈︵名︶1 芹

がこもってみた︒

せり

九捌5 蛙が︿略﹀泳いで行く︒やが
せり
ておもだかの董や芹の葉などにっか
せり

まだせりが始るのに間があ

﹇競﹈︵名︶2

した︒

十205團

つたが︑︿略﹀︒

るといふので︑二つなぎ場を見て廻

十182国

せり

と︑城のやぐらから大きな石を投落

攻め

まって︑後足を長く延ばし︑︿略﹀︒

︽ーセ・ーセル︾

﹇攻寄﹈︵下一︶4

して︑賊のさわぐ所をさんざんに射
た︒

よせる

せめよ・せる

六804 我が武士は敵の攻めよせるの
を待ちきれず︑こっちからおしよせ
た︒

十2010囲

上げる ︽ーゲル︾

六835 其の後も攻めよせる者がたえ せりあ・げる ﹇競上﹈︵下一︶1 せり
ないので︑敵は一先づ沖の方へしり

第にせり上げる︒

の見込で思ひくの直をつけて︑次

く略V︑︿略﹀買手は︑自分三222犬ははなをくんくんい

ぞいたが︑︿略V︒

六938 賊が之を聞いて︑くやしがつ
て 攻 め よ せ る と ︑ ︿略﹀︒

攻

十178困

六945此の上はひやうらう攻にしょ せりば ﹇競場﹈︵名︶2 せり場

せめる

うと思って︑賊は城へ攻めよせない
﹇攻﹈︵下一︶3

ことにした︒

せ・める

セルロイドーせわしおり
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七696圏 それがあなたのやうな正直
なお方に拾はれて︑財布をいたゴか
てうせん

せ て も ら ひ ま し た が︑︿略﹀︒
とよとみひでよし

七973 豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先
手の大將は加藤清正・小西楽長の両
此の時清正は︑︿略﹀︑家來の

人でした︒

七柳3
てこ

者二百人に挺を持たせて︑一さんに

つかせてみて下さい︒﹂といひ出す

孚はせ︑又は人を罰することではな

いっかもにいさんが︑

い︒

﹁指であひつをしたのは昔 十﹇393

と︑︿略﹀︒

与薬﹀︒﹂といってみんなを笑はせた

八894園
のことで︑今は口を見せてものを言

集めた液は︿略﹀︑次に藥

ことがある︒

十一765

た︒

はるかの下に一條の白煙を

小僧一人だけ自由に室内に

ベートーベンもく略V︑

フランス王の真妄はとりあ

ひ
︿略﹀父王は︑彼に妃を迎

へ︑︿略﹀︑國政にも與らせようとし

十二921

た︒

かねて黄梅の徳をしたって

みたマガダ國王は︑修行を思ひ止ら

十二936

せようとして︑︿略﹀︒

十二冊8 無線電話で子守歌を聞かせ
ばう
て赤ん坊を寝つかせてみることなど

の耳新しい話に︑︿略﹀︒

さうして︿略﹀︑とうく

い話に︑博士は満堂の會衆を喜ばせ

十一一佃9 ︿略﹀︑︿略﹀などの耳新し

た︒

徳川方の願意をとほさせた︒

十二髄2

鳩に手紙を運ばせるには︑足

﹇世話﹈︵名︶2

世話与おせ

わ・おせわさま・おんせわ・おんせわ

くださる

族がついて來て︑親切に世話をして

十191国子馬には大てい飼主の一家

ゐます︒

やねずみを取ることにばかり熱心で

十一一105園 ﹁お前のやうに犬の世話

は困るではないか︒﹂

﹇▽きぜわしい

毎日世話し居ることとてい

つれの鶏も皆かはゆき中に︑︿略﹀︒

九136図

話し居り ︽ール︾

せわしお・り ﹇世話居﹈︵ラ変︶1 世

せわしい

船がまぐろで︸ぽいになる

せわ

くだを附け︑︿略V︒

にアルミニウムかセルロイドの細い

十575

︿略﹀宣長は︑余響の希望 セルロイド ︵名︶一 セルロイド

出入させて︑いろくの用を足させ

十﹇693

車は︑︿略﹀︒

たなびかせて見えがくれする上り列

十一622

して乾かすのである︒

品を入れて固まらせ︑機械で薄くの

十一534

はせます︒﹂

︿略﹀︑着物をぬがせて︑頭か
︿略﹀︑へうきんな五平ちいさ

ら冷水を浴びせかけた︒

八冊3
九5910

あのアルカスに親殺の大罪

んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑
はせる︒

伏見の城へかけつけました︒

七㎜8 秀吉は城の庭にしき物をのべ

九924園

淺間山は煙をなびかせて︑

︿略﹀︑太平・大西爾洋の水を

通はせることは到底昏夢ぬ事であっ

其の人は︿略﹀︑願に任せ

に胸ををどらせながら︑ひっそりし

︿略V︒

十二921

︿略﹀︒

へ︑目もまばゆい宮殿に住まはせて︑

ひ
︿略﹀父王は︑彼に妃を迎

と︑大れふ旗を風になびかせながら︑

十二7910

た︒

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

十二735

ひかせていたゴきませう︒﹂

口ごもりながら︑﹁︿略﹀︒まあ一曲

十二403園

本は其のま＼リンカーンにやった︒

て三日間畠の草をとらせ︑さうして

十一㎜8

た町すぢを我が家へ向つた︒

胸ををどらせながら窯のまは
普通卜書鳩を使用する方法は︑

一定の飼養所から他の土地に連れて

十5510

一りをぐるく廻った︒

十487

た︒

十317

東南の空はるかにそびえ︑︿略V︒

九988園

ををかさせてはならぬ︒

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ
はせ︑︿略﹀︒

七川9園 ﹁加藤清正これまで参上仕
る︒︿略﹀︑家來ども二百人に挺を持

やがて五人の騎手は多くの

たせてかけつけまし た ︒ ﹂

八73
人々につきそはれ︑しっくと馬を
歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒

八11！ つきそひの者や見物人はかけ

よって來て︑信作に水をはかせるや
ら︑︿略V︑上を下へのさわぎである︒

︿略﹀︑飼養所を移動し︑其虜

鳩に手紙を運ばせるには︑足
くだを附け︑︿略V︒

にアルミニウムかセルロイドの細い

十575

る事も出來る︒

を見事えさせて千歯らせるやうにす

十574

八234 呉鳳はく略V︒ちやうど蕃人 行って︑飛蹄らせるのである︒
が︑其の前の年に取った首が四十齢
ありましたので︑それをしまって置
かせて︑︿略V︒

もう一年︑もう︸年とのばさせてゐ

八243 呉鳳はく略Vを説聞かせて︑
ましたが︑︿略﹀︒

炭車が一ぽいになると︑馬方
がそれを馬に引かせて︑電氣機龍車

八418 越前守は早速門をしめさせて︑ 十844

見物人一同の所名前を書取らせ︑

裁判の目的は︑決して人を

の通ふ道まで運んで行きます﹀︒

十一223

︿略﹀︒

八535囲 其の時にいさんが﹁私にも
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せわしげ一せんきょにん

せわしげ

﹇忙﹈︵形状︶1

せはしげ

九153図 く略V︑めんどりはせはしげ

﹇世話﹈︵ サ 変 ︶ 1

世話す

さるにいそがしく︑︿略﹀︒

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ
せわ・する

る ︽ーシ︾

うせん
し︑︿略﹀︒

権ヲ棄テルトイフ事ハ︑選塞入トシ

九槻1囹 ︿略﹀︑自分ノタフトイ自署

テカリソメニモスベキ事デハナイカ

たい
今では︿略﹀縞馬を改めて

ラ︑︿略V︒

あの︿略﹀二つの星を結び
十二佃10

はみるが︑一部は尚昔の面目を留め

九8710園

て︑暉海一生の苦心を永久に物語つ

せんがくじ

﹇▽だいせんかん

きゅうちょうせんきょ・そうせんきょ

︽ーセ︾

村長は︿略﹀︑幾度の改選

道雄ハ誰が何上言ツテモ︑自

一般人民が府縣市町村霜取

を本としなければならない︒

を選干するにも︑︿略﹀︑皆此の精神

十一網6 ︿略﹀︑府立市島で参事會員

神を本としなければならない︒

員を選學するにも︑︿略﹀︑下直の精

十一櫓6

ヲ甘子シヨウト決心シタ︒

分デ一不適當ダト信ジテヰル中村君

九二5

塞・スル 選畢する ︽ーシ︒ースル︾

せんきょ・する﹇選挙﹈︵サ変︶5選

年勤正せり︒

にも重ねて選學せられ︑既に二十鯨

十伽9図

す

せんきょ・す ﹇選挙﹈︵サ変︶1 要塞・

向いてみる方へのばして行くと︑
てるる︒

つけて︑其の線を︑ひしゃくの口の
︿略﹀︒

泉岳寺

ぜん
ぜんかい ﹇全快﹈←ごぜんかいなさる
ぜん ﹇膳﹈︵名︶2 膳
せんがくじ
ぜん
やがて運び來れる貧しき膳
せんがくじ ﹇泉岳寺﹈︵名︶2 泉岳寺

十654図

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒

たかなは

そこで大事が四五歳の時から︑

十一272図

大福の父は︿略﹀︑往復一里蝕もあ

八面1

のうちで世話して︑唖の學校に入れ
居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て

ぜん
あたかも書食の膳に向ひ

てある︒
せん

る高輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

﹇先︺︵名︶1

て︑︿略﹀︒

一になる女の子があるが︑︿略﹀︑僕

八835 信吉にはおとよといふ今年十

せん

せんかん

四498園︿略﹀︒こんど取った人 せんいん ﹇船員﹈︵名︶3船員
八襯1 泉岳寺には名高い四十七士の
がそれも取ることにします︒
十253 岩の上に残った船艦には︑十
墓がある︒
人許の船員がすがり附いて︑︿略﹀︒

んだ︒

世間ニハ︑︿略﹀︑或ハ棄椹

を選學するにも︑皆此の精神を本と

十一掴7 ︿略﹀︑市町村會で市町村長

市町村長や議員を選學する

爲に心を迷はすやうなことがあって

はならない︒

には︑︿略﹀︑︿略﹀私交上の關係の

戦況

今まで賎嶽の山上より︑ せんきょにん ﹇選挙人﹈︵名︶1 遺墨

﹇戦況﹈︵名︶1

︿略﹀︑自分ノタフトイ選塁

テカリソメニモスベキ事デハナイカ

権ヲ棄テルトイフ事ハ︑選學人トシ

人
選墨

また＼きもせず職況を見居たりし秀
﹇選挙権﹈︵名︶1

九激1園

十

せんきょけん

吉︑︿略﹀︒

十一287図

せんきょう

ガ念校シタノデ︑近々後任ノ選學ヲ

十一価1

しなければならない︒

シテシマツタリスル人モアルガ︑ソ
ムイテヰル︒

ンナ事ヲスルノハ︑選學ノ趣意ニソ

九条9囹

ンタウノ選學トイフモノダ︒

ト信ジテヰル人二投票スルノガ︑ホ

︿略﹀︑メイく自分ノ適當

高槻6園

十279生残つた船員は涙を流して喜 せんきょ ﹇選挙﹈︵名︶3 選墨﹇▽

︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ 負 け るは勝︒﹂道子﹁はい︑

取りました︒せんのも私が取
りますよ︒﹂

せん ﹇栓﹈︵名︶3 セン

船員等

十備5 船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根接

地に引上げる︒

三672 二十一 水デツパウ ︿略﹀︒

ソレカラホソイ竹ヲエニシ

熱帯の暑さにたへかねてゐ

ささうに泳ぎ廻ってみたが︑︿略﹀︒

暉

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

十一551 船員等は︑如何にも氣持よ 九平3 道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

込んだ︒

た船員等は︑︿略﹀︑我先にと海に飛

十一548

テ︑ソノサキニキレヲマキツ せんいんら ﹇船員等﹈︵名︶2
ケテ︑センヲコシラヘマシタ︒

三685 ソノウチニ水が出ナク

ナツタノデ︑センヲヌイテ見ル．
ト︑キレガトレテヰマシタ︒
三69一 サウシテセンヲヒキマシ

ぜんかい
﹇禅海﹈︹人名︺2 図心

ちはちねんせんえき

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒せんえき﹇戦役﹈εめいじにじゅうし
﹇船﹈﹇▽ごようせん・たんけんせ

ぜんかい

僧は名を繹海といってもと
を通って幾多のあはれな物語を耳に

越後の人︑︿略V︑たまく此の難事

十二価5

海

ん・なんぱせん・ひこうせん・ほげい ぜんかい

せん

せん・ゆうらんせん
せん ﹇銭﹈←いっせん・じっせん
ん・たんそせん・ちへいせん・てつど

せん ﹇線﹈︵名︶1 線εこがんせ

せんきょのひ一せんすうひゃくにん

768

ラ︑︿略﹀︒

せんきょのひ ︹課名︺2 選暴ノ日

ぜんこく

﹇前後左右﹈︵名︶1

皿vにっぽんぜんこく

ぜんごさゆう
後左右

前

敵勢は前後左右へ雨のやうに
戦士

﹇戦死﹈︵サ変︶1

の戦士の勇ましき誕生︒

︽iセ︾

せんし・す

職死

︿略﹀︑要塞は全く破くわい

﹇戦死﹈︵サ変︶1

せられ︑將卒は多く戦死せり︒

九369図

九麗7魍囲

先日遊びに上り候節分約
束致し候三毛の子猫︑もはや大きく
なり候事と存じ候︒

千四百飴

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

﹇戦場﹈︵名︶2 職場﹇▽

こせんじょう

せんじょう

のも其の一つである︒

千四百鯨あり︒

前者

十型7図我が村には戸敷三百︑人口
﹇前者﹈︵名︶2

九鵬2 ︿略﹀︑戦場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

十ニー65図︿略﹀︑編輯・螢業の二局

九鵬6

ぜんしゃ

ありて︑編輯に關することは前者之

六分

十583

せんじょう

船首

﹇泉州堺﹈︹地名︺1
さかひ

昔︑泉州堺のなにがし

であったが︑北風は︿略﹀︑びくと

離心

もせずに勇ましく活動した︒

丁田2悪熱の他の教員も︑校長を模

せんしん ﹇専心﹈︵副︶1

範として專心職務につとむるが故に︑

︿略﹀︒

徳川家康が大阪城を攻めた時︑

せんじん ﹇先陣﹈︵名︶2 先陣

其の子頼宣は職が始つたと聞いて︑

よりのぶ

八149

先陣へかけつけたが︑︿略﹀︒

先陣の功名にもまさる︒﹂といって

八158囹 家康は︿略﹀︑﹁今の一言は︑

喜んだ︒

ぜんしん ﹇全身﹈︵名︶2 全身

所二

分ノスキモナク︑強ミが全身

八485第十三鷲︿略﹀︒︿略﹀︑何

二︑こチミチテヰル︒

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

千教百人の乗員は︑今もなほ

千敷百人

九635 ︿略﹀︑千敷百人の乗員が高調

安らかに眠を曳けてみる︒

九613

2

せんすうひゃくにん ﹇千数百人﹈︵名︶

︿略﹀きれいな川にはいって水浴を

十84

前十時十⊥二分

戦状

又戦宰の時主線から職状を報

戦場の光景は實に恐しいもの

を司どり︑販費・酒薬に關すること
︿略﹀︑先づイングランド

は後者之を権當す︒

十二621図

とスコットランドと合するや︑白地
に赤十字の徽章ある前者の國旗と︑

みかさ

﹇千尺﹈︵名︶1

︿略﹀後者の國旗とを合して一旗と
なし︑︿略﹀︒

ら

かすが

せんじゃくそこそこ
な

﹇船首﹈︵名︶1

砲手は此の時早く船首の砲塁

十一446図

泉州堺

さかひ

せんしゅうさかい

に立って︑其の引金に手をかけた︒

十稲5

せんしゅ

知られてみるし︑︿略V︒

尺そこくだが︑白根や岩子よりも

奈良の春日山や三笠山は千

千尺そこく

︽ーシ︾

其の子はとう

わたしの子

する
らまつ

六82園

に戦死した︒

どもが植ゑたので︑

向って右の落葉松は︑

か

六985黒子の學校のげんくわんの

せんし・する

戦死す

白波高く海にをどり入る︒あ＼︑海

見るく艦は速力を増して︑

﹇戦士﹈︵名︶1

落ちて來る︒

九目13 第二十五 選墾ノ日

全野

前後﹇▽いし

十伽9図

ナイヤガラの瀧︿
⁝略V︒ せんし

全景

九研4

第七

﹇全景﹈︵名 ︶ ！

九㎜9 第二十五 選學ノ日
ぜんけい

九314

カナダの方か

﹇全権﹈︵名︶1

らはるかに全景を見渡すのも面白い︒

︿略﹀︑下手へ廻って︑

ぜんけん

十二伽4 慶喜から官軍に封ずる交渉
やすよし

の全権を委任せられてみた奮幕府の
﹇前後﹈︵名︶3

陸 軍 総 裁 勝 安 芳 は ︑︿略﹀︒

ぜんご
︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

んぜんご・じゅうじかんぜんご
六976
て︑残少になって退いた︒

賊も︑︿略﹀︑前後 か ら 官 軍 に う た れ

まだ勝負がつかなかった︒

七457 川中島で前後五回戦つたが︑

は︑海面より約二十六メートルも高

十346 かうして前後三段に上った船 せんじつ ﹇先日﹈︵名︶2 先日
い水面に浮ぶのである︒
せんかう
﹇線香﹈︵名︶1 線香

せんこう

七241 其の松の下に石できざんだ地 二士1院号 ︿略﹀︑御祖母様には先日
せんかう

寺に︑馬子師久しく寄食してありけ

した︒

より御病氣の虜︑︿略﹀︑去る十九日

﹇前十時

厚様が立っていらっ し や る ︒ ︿ 略 V ︒

十六分﹈︵名︶1

ぜんじゅうじじゅううっぷん

るが︑︿略﹀︒

﹇千四百余﹈︵名︶1

﹇戦状﹈︵名︶1

弟は︿略﹀︑すぐ二百十日 十一89図二十五日火○男前十時十

﹇前日﹈︵名︶1

入り候︒

遂に御死去遊ばされ候由︑誠に驚き

﹇全校生徒﹈︵名︶1

ぜんじつ

せんしひゃくよ

つて︑﹁︿略﹀︒﹂

の通日から立春の前日の通日を引去

十一8810

前日

時々は線香の上ってみることもある︒
ぜんこうせいと

全校生徒

七49図圃 一年生を先頭に︑ 二・
三・四・五・六年が 四列になりて

歩く時︑ 全校生徒の八百は 八十
間もつゴくなり︒

769
せんすうひゃくほうり一せんせん

にしたがって︑規律正しく活動する
其の様は︑如何にも目ざましい︒

︵名︶1 千数百方里

せんすうひゃくほうり ﹇千数百方里﹈

センセイ

のやうな湖から流れる大きな河が︑

九294 廣さが千蝕百方里もある︑海

︿略﹀︒

﹇先生﹈︵名 ︶ 3 7

先生8おおいせんせい・かもまぶち

せんせい

五406

そ

ひのき

途中︑先生は﹁︿略﹀︒﹂と

の用材は主として木曽産の檜なりと

き

先生はいろくな事を信吉に 十29図 先生の説明によれば︑當社

そ︒

十52図

げんに此の學校の卒業生で︑

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も

八931

話して聞かされた︒

ゑ ま
先生が秤殿にかけてある意馬 八924

のお話をして下さいましてから︑
男の生徒もみれば︑女の生徒

︿略﹀︑三時ごろ學校へかへりました︒

六778

あまり思ひがけない言葉

九歳の時始めて學校にはい

つたが︑︿略﹀︑先生にもむしろ中以

十ニー03

こちらへ︒﹂

に宣長は驚いて︑﹁先生がどうして

十一716囹

語られたり︒
信吉は︿略﹀︑娘の顔と先生

あるなどと話された︒

此所では女の先生が︑生徒に

ベートーベンは立って出

下の生徒と思はれてるた︒

かけた︒﹁先生︑又お出で下さいま

十二448圏

教へて下さったのでせうか︒

生には何時も御壮健の由︑何よりの

里の様子をいろく承り申楽虜︑先

いった︒

せうか︒﹂きやうだいは口を揃へて

らうか
といって︑先生を廊下でをがむやう

先生は﹁何なら︑あのお子を

方

ことに御座候︒

せんせいがた ﹇先生方﹈︵名︶1 先生

電信や電話の嚢明は其の

せんせん ﹇戦線﹈︵名︶1

ます︒

戦線

さびしきベルダンの戦跡に立ってる

せんせき ﹇戦跡﹈︵名︶1 職跡
ばと
十一一342囲 私は今︿略﹀︑山鳩の聲

りますが︑︿略﹀︒

當雲脚に全世界を驚かしたものであ

十二帽8園

ぜんせかい ﹇全世界﹈︵名︶1 全世界

かげと深く感謝致居り候︒

信吉は︿略﹀︑︿略V︑鷹接室 十一一桝7囲囲 これも全く先生方のお

︿略﹀︑りっぱな學者を先生
一心に世々をはげむがよい︒

じゅ
五時間目の授業がすむと︑先
生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

九774

にして︑

九275園

も先生におじぎをした︒

に待ってるた娘の手を取って︑幾度

八955

います︒﹂といはれた︒

今日一日お連れになってもようござ

八944

八944信吉は教室を出ると︑﹁︿略V︒﹂ 十二伽1属囲︿略﹀︑久しぶりにて郷

にした︒

八942園先生︑私の娘にもあ＼して

もく教へてるられた︒

八938

五十音の議音を教へてるられた︒
こん
︿略﹀︑先生は根氣よく︑何度

おん

八936

生の教室に連れて行かれた︒

八935それから先生は︑僕等を一年

の顔を︑かはりばんこに見てみた︒

保己一は︿略﹀︑話をつば 八933

もみる︒先生もみれば︑軍人もみる︒

八642園
けたれば︑弟子どもは﹁先生︑少し
お待ち下さいませ︒︿略﹀︒﹂と言ひ

︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

しに︑︿略﹀︒

八861

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい

せんせい・かわいせんせい・こうちょ
うせんせい・さのせんせい・ベートー

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と

いますか︒

﹁あ＼︑あなたが先生でいらっしや

いって︑︿略V︑今度は先生に向って︑

八872

つて來られた︒

二63ーコレデ本ノ中ノジモ︑

ベンせんせい・やまだせんせい

エモ︑センセイノ夕星テクダサ

ルイロイロナモノモ見ルノデ
ス︒

︿略﹀︑先生はおとよに︑低い
信士口は︿略﹀︑娘を引きよ

聲できかれた︒

八879

つしゃいますか︒

一一634 センセイノオツシヤルコ 八873圏 あ︑︑あなたが先生でいら

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ
セン︒

せて︑﹁先生︑どうして口がきけた

八891園

んでせう︑指であひつもしないの

一人つれてお出でになりました︒

五31 ︿略﹀︑先生が知らない生徒を
五157 先生がまどをすっかり明けて︑

に︒﹂

先生はにこくして︑﹁いや︑

信吉はまだ先生の言はれたこ

ほったいもは此の中へ入れるやうに

先生も大きな箱を持って來て︑

しゃつた︒

とおっしゃった︒

九786
うにして︑もう一度しつかに言って

先生は﹁︿略﹀︒よく見えるや

ごらんなさい︒﹂と言はれた︒

八907

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

八902

︿略﹀︒﹂

聲が聞えるのではありません︒

八898

出しておやりになりました︒
くと︑もう︿略﹀︑先生もお出でに

五355 遠足のしたくをして學校へ行

︿略﹀︑となり村の學校の前へ

なってゐました︒

五385

行くと︑先生が﹁ちよつと用がある
﹁さしわた し が 八 尺 も あ る ︒ ﹂

から︒﹂といって︑︿ 略 ﹀ ︒

五397

と先生がおっしゃいました︒

せんそう一せんちょう

770

十悩7図

全村農業を以て生計を立つ︒
て全艦を統べ︑︿略﹀︒

相違はあれども︑多くは総務局あり

三月十八日

あったが︑戦場をかけ廻るのは︑北
ゆ
風にとって愉快な事であった︒

チメートル・しじゅうにセンチメート

︽ーシ︾

千太

千

漁夫は︿略﹀︑狂ひ廻るま

三四十貫︑時には百貫以上

しかるに船長はおそれて之

遠洋航海を終へて︑郷里に

船長はかくいひて後︑一だ

き ふ

かくて船長は外國より漆工

甲板に立ってるた船長を始め

︿略﹀船員等は︑船長から

泳を許されたので︑我先にと海に飛

十一548

の方向に向けた︒

十人許の乗組員は︑ひとしく目を其

十稲1

りQ

りたる言言帖を學校に寄附して去れ

七616図

ん聲をはり上げて︑︿略V︒

七598図

みて︑又其の話をつゴけたり︒

七564図船長はコップの水を一口飲

をなせり︒

の町の學校へまねかれて︑航海の話

論り來れる太平丸の船長は︑一日其

七523図

をゆるさず︒

七332図

せんちょう ﹇船長﹈︵名︶9 船長

みである︒

へ投込まれる光景は︑實に肚快の極

もある大まぐろがどたりくと船中

十二797

用して船中に引上げる︒

ぐろを引っかけ︑はねるはずみを利

十二796

せんちゅう ﹇船中﹈︵名︶2 船中

ル

仙

を占めたために︑此の時計全艦が再

と︑︿略﹀︒

﹇仙台様﹈︹人名︺1

び活動することが出山たのだと思ふ

兄上弁
せんだいさま

ハヤマ ヘシバ

﹇洗濯﹈︵名︶2

仙蓋開の城下であった︒
せんたく

オヂイサン

カリニ︑オバアサンバカバヘ

一447

センタク

岩の上に残った船齢には︑十 九713園昔は竹に雀の紋所で名高い

墓様

船艦εだ

千太

千太

ねぢは︑自分が此虜に位置センチメートル ﹇▽さんじゅうはつセン

かくの如くなれば全村頗る

十253

仙

人許の船員がすがり附いて︑聲を限
せんだい
﹇仙台﹈︹地名︺4 仙皇

せんだい

りに救を求めたが︑︿略﹀︒

せんだい
皇

センタクニイキマシタ︒

たく

選澤整理す

﹇選択整理﹈︵サ変︶

ナガレテキマシタ︒

一45一 オバアサンガセンタクヲ
シテヰマスト︑オホキナモモガ

1

たく

﹇千太殿﹈︹人名︺2

兄から

或年三孚が始つたので︑北風

戦地

父から 千太

十二月十五日
三月十九日

六434圏

どの

せんたどの

り來る原稿を選揮整理し︑︿略V︒

かう

十ニー73図

さて編輯部にては刻々集

せんたくせいり・す

仙憂に着いたのは午前の三

仙垂はとっくに過ぎて︑や

がて一郭だ︒

いちのせき

九697園
九7010園

仙奎は東北第一の都會で︑

時で︑少しは下りた人も乗った人も
あった︒

九711園

全髄﹇▽く

仙蔓から三つ目の松島騨で

大知も高等學校もある︒

九715園

下りるのだ︒

﹇全体﹈︵名︶4

にぜんたい・ほうりつあんぜんだい・

ぜんたい

太どの
どの
せんち

二恩1

﹇戦地﹈︵名︶2

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略V︑全 六㎜4囲

むらびとぜんたい
七864

禮が細カニ分レテ︑枝ノ様ニナツテ
ヰルノモアリ︑︿略﹀︒

分業で仕事をする時︑誰か一

青地ではいろくつらい事も

もく略V︑主人にしたがって戦地へ

九鵬2

人の手ぎはが悪いと︑全図の出來ま
これも社によりて多少の

向つた︒

十ニー64図

でも悪くなる︒

八景8

十一一595

十伽4図
り︒

せんた

六悩2国

﹇千太﹈︹人名︺1

豊にして︑村民皆皆の家業を益しめ

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ
職孚

十583 又職孚の時戦線から笹葉を報
のも其の一つである ︒
せんさう
﹇戦争﹈︵名︶7 戦箏

せんそう
﹇▽にちうせんそう・ に ち う せ ん そ う と
うじ

せんさう

五174圏 ﹁をぢさん︑︿略﹀︒ 一番こ せんたい ﹇船体﹈︵名︶1
し
いせんたい
つちは金鶏勲章でせう︒﹂﹁あ＼︑今
度の戦孚でいたゴい た ︒ ﹂

五198圏 其のいはれで︑戦箏の時︑
大きな手がらを立てた軍人に下さる
勲章に︑金の鶏をおつけになったの
だ︒

輸送用としても︑きはめて大切なも

七266 職孚の時には乗用としても︑
のである︒

九槻10 或年戦事が始つたので︑北風
もく略﹀︑主人にしたがって戦地へ
向つた︒

九佃4園 しかし今の戦事は昔と違つ
て︑一人で進んで功を立てるやうな
ことは出心ない︒

もあるだらう︒

九二2圏 其のうちには花々しい職孚
十583 又戦孚の時戦線から職状を報
じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ
のも其の一つである︒
﹇戦争慣﹈︵下一︶1

︽ーレ ︾

せんそうな・れる
職孚・なれる

全村

九m2 戦事なれた北風は︑此の聲の
﹇全村﹈︵名︶2

意味をよく知ってみた︒
ぜんそん

771
ぜんちょう一せんぽう

込んだ︒

十一549 船には船長と老砲手だけが
残ってみた︒
ちやうど其の時︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇全長﹈︵名︶2

全長

といふ船長のけた＼ましい叫び聲が

十一5510

聞えた︒

ぜんちょう

十時間前後で之を航することが出來

船頭がさををつき立てて︑そ

羽織をぬいで︑着物のすそをはしよ
つた︒

七109
船頭がさををぬいた︒

れに舟をつないだ︒

七156
︿略﹀︑船頭の舟をこぎ︑農

夫の田畑を耕すも︑接手の働なり︒

八285図

落し漕ぎゆく︑木の葉舟︒

ハヤクセンド

﹇船頭﹈︵名︶3

﹁ヲヂサン︑

せんどうさん

せんどうさん

ウサン

全道第一

十一616

ハイ︑コレハセンドウ

﹇全道第一﹈︵名︶1

船内くまなくたつぬる三
呼べど答へず︑さがせど見え
︿略﹀︒

千何百年

八328

千人

王は︿略﹀︑其の言葉の端

︿略V︑太陽の表面は全部が

﹁あすこに全部學年別に

最後に博士はく略V・電氣

﹇扇風機﹈︵名︶1 扇風機

ストーブ・扇風機など︑家庭におけ

十二佃1

せんぷうき

してのせてあります︒﹂

十﹇総2園

︿略﹀︒

一檬にかゴやいてみるのではなく︑

十︻28

ぜんぶ ﹇全部﹈︵名︶2 全部

娘にわびる眞心がこもってみた︒

端にも︑前非を悔い︑自分を責めて

十二7510

これはもと野生のものでした ぜんぴ ﹇前非﹈︵名︶1 前非

が︑今から千何百年も前から栽培す

﹇千人﹈︵名︶1

ることになったのだとったへてゐま
す︒

せんにん

︿略﹀千早城は︑︿略﹀︑まは
そうぜい

りが一里にも足らず︑網勢わっか千

六911

千年
しんゑん

宇治橋を渡って神苑に入り︑

ちはし

﹇千年﹈︵名︶1

人ばかり︒

せんねん
う

六悩7国

千年もたったかと思ふ老木の下へ行
つた時には︑︿略﹀︒

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

センベイ

る電氣の利用に就いて興味ある話を

して︿略﹀︒

笏ん虜虞

八597図

鳩︵センベイ︶ナドト記シテ︑単二

今ナホ古風ヲ守りテ︑︿略﹀・劣ん屋

下ゲタルモアリ︒又マレニハナゾヲ

用フルモアリ︒

今ナホ古風ヲ守りテ︑︿略﹀・甘ん屋

八597図 サレド食物ヲ士買ル店ニハ︑

︵センベイ︶ナドト記シテ︑軒二

下ゲタルモアリ︒

幾年かの後︑里子を返しても

﹇先鋒﹈←とうかいどうせん

ぼう・とうざんどうせんぼう

せんぽう

おぼえがないといって返しません︒

らはうとすると︑先方はあつかった

八357

せんぽう ﹇先方﹈︵名︶1 先方

︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑先
づ五十人の兵に旨をふくめて先号せ
しめ︑︿略﹀︒

船尾

船は二つにくだけて︑船尾の

﹇船尾﹈︵名︶1

せんはっぴやく﹇▽やくせんはっぴやく
しゃく
せんび

十252

方は見るく大波にさらはれてしま
つた︒

せんべい ﹇煎餅﹈︵名︶2

せんねん ﹇先年﹈︵名︶1 先年
おう
ところが︑先年の欧洲大戦で︑

十551

ぼく

ばく
船舶

やはり此のやさしい︑︿略﹀通信者
ゐ
の働の偉大な事が謹明せられたので︑

りやう

﹇船舶﹈︵名︶1

家屋・橋梁・船舶・電
柱より桶・たる・曲物の類に至るま

十二466図
で︑︿略V︒

十一274図

す

1

︽ーセ︾

道第一の壮観であらう︒右手には遠
く旦局所の山々が大浪のやうに連な

開せられた風景は︑︿略﹀︑恐らく全

︿略﹀︑突如として眼前に展せんばつ・す ﹇先発﹈︵サ変︶1 先嚢

ぜんどうだいいち

たから︑かったのでせう︒

三654囹五郎さんの舟には︑て ︿略﹀︒
ふてふのせんどうさんがのつ せんばく

ヲコギマス︒

サン︑ナガイ竹ノサヲデフネ

二563園

ウサンヲ見セテクダサイ︒﹂

二561囹

センド

十359 運河は全長五十哩鯨り︑凡そ 十一一817圏 船頭勇まし︑此の潮筋を
る︒

十一悩6國囲 アマゾン河は全長五千

千頭

五百キロメートル︑世界の河の王と
﹇千頭﹈︵名︶1

いはれ居候︒

せんとう

十223團此の町では︑二歳駒の市が

先頭

十日間も績いて︑其の間には千頭か
﹇先頭﹈︵名︶3

らの責買があり︑︿略﹀︒

せんとう

︿略﹀︒

三︒四・五・六年が 四列になりて

七46図圏 一年生を先頭に︑ 二・
歩く時︑

九鵬6 敷分の後には︑北風はもう列
の先頭に立って進んでみた︒

九佃4 中尉は始終先頭に立って進ん
でるたが︑︿略V︒

とロつ

ず︑

度︑

八981図圃

せんとう ﹇戦闘﹈︵名︶1 職翻
り︑︿略﹀︒
とう
九4110図心園 ﹃此の方面の空山に せんない ﹇船内﹈︵名︶1 船内

船頭

二子をうしなひ給ひつる 閣下の心
﹇船頭﹈︵名︶5

如何にぞ︒﹂

せんどう

したくだ︒﹂と言ったので︑みんな

七106 船頭が﹁皆さん︑そろくお せんなんびやくねん ﹇千千百年﹈︵名︶

ぜんまい一ぞ
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ぜんまい
五358

﹇薇﹈︵名︶2

ぜんまい

︿略﹀︑わ ら び や ぜ ん ま い が ︑

すっかり葉になってゐました︒

ぜんまい

︿略﹀︑そばには小さな心棒

﹇発条﹈︵名︶1

五36図 ぜんまい
ぜんまい
は

十二535

全面

前面

︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ腔ノ

﹇全面﹈︵名︶1

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒
七879

ぜんめん
全面カラ吸取ルノデアル︒
﹇前面﹈︵名︶1

十二悩3 ︿略﹀︑左手の山は次第に頭

ぜんめん

十二7110

全領地を二分して與へてや

﹇前零時

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ
程の不孝者であらうとは︒

前○時五十三分

ぜんれいじごじゅうさんぶん

︵名︶−

一日火○望前六時三十分

﹄剛山導時一二十分

﹇前六時三十

二日金○望前○時五十

五十三分﹈︵名︶1

十一89図
三分ひのえうま︿略﹀

分﹈

ぜんろくじさんじっぷん

十一89図
きのえいぬ︿略﹀

十一457図園住持は︿略﹀︑或日其
て京に上り︑或は一二年滞在せんも

の書論に︑﹁︿略﹀︒愚僧も所用あり

屋に︑

いまぞ相見る二將軍︒
とヒつ

閣下の心如

此の方面の戦闘に 二

子をうしなひ給ひつる

九422図圃園
何にぞ︒

これ

秋風ぞ吹く︑白河の

都をば︑かすみと共に

死所を得たるを喜べり︒

九425図土塁二人の我が子それぐ
に︑

ぞ武門の面目︒

き

そ

ひのき

先生の説明によれば︑當社

立ちしかど︑

九706図圃圏
關︒

十31図

の用材は主として木曽産の檜なりと
︿略﹀︑當時の御殿︒御庭な
なりとそ︒

十729図

は

丹青まばゆき

あはち

ちからそやがてわが力なる︒
と

ぞ︒

四723圏

それ︑もう日がくれる

七61図国君︑此の長き行列の中

﹁負けたら村のはちになる

の一人は君にして︑中の一人は僕

なるぞ︒

ぞ︒﹂

八81園

︿略﹀︑保己一は笑ひて︑

﹁さてく︑目あきといふものは不

八647図

や︑口をきいたぞ︒おとよ︑

自由なものだ︒﹂と言ひたりとそ︒

おい北風︑今日は大分手ご

お前はものが言へるやうになったの

八886園

か︒

ゐ
︿略﹀大尉が之を見て︑

おそ
﹁そら︑もう一息だぞ︒襲

たへがあるぞ︒しっかり頼むよ︒

二歩3圏

九佃7園

﹁︿略﹀︒兵士の恥は艦の恥︑

へく︒﹂

九価2園

艦の恥は心心の恥だぞ︒﹂と︑言葉

︿略﹀︑

母は如何にも残念に思ひ

鋭くしかった︒

れ候ぞ︒

十693園

くご︒

十706図

ときより

く略V︑最明寺入道時言は

さいみやうじ

るかの上座より︑﹁︿略V︒ これは何

十716囹

べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

されどかくて何時まで留る

合って︑あっばれてがらを立てるか

ふ時は︑︿略﹀︑これぞと思ふ敵と打

唯今にも鎌倉の御大事とい

候︒何の爲にいくさには御出でなさ

船は静かに我 九描7圓囲

我が身をすて

起ちてぞ出でぬる︑

︿略﹀︑

行くは何庭ぞ︑桃さ

く略V︑

心をこめたる 自筆ぞ

︿略﹀︑

格天井に︑

がうてんじゃう

十川7苗圃

み︑士暑にみちて御前を退きけりとそ︒

︿略﹀︑常世は有難さ身にし

どの︑今も其のま㌧に保存せらる＼

そ︒

洗面

しよくだう

﹇洗面所﹈︵名︶1

上にせまり︑遂には路の前面に突立

そ

十41図

せんめんじょ

所

千鯨

五捌8 又洗面所もあれば︑食堂も
あります︒

﹇幡羅﹈︵名︶1

にほふ︒

十﹇139図心
等をのせて︑
く村へ︒

十一川8園圃

︿略﹀︑うかくと兄弟垣
にせめいでるたら︑日本全國にのし

て報いんと︑

十二伽5圏

をつけてどこぞの國へやってしまふ

あ

なる

此庭ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

くつれ残れる民ぞ ︵終助︶20 ぞ

は︑

継歯港外うらみ 十一一806醜阿波と淡路のはざまの海

國民の

十二23図醜ほどくに心を煮皿くす

草のいほりを︒

ぞ

やうな事にならぬとは決して申され
ませぬ︒

︵係助︶13

く略V︑
く略V︑

軍神廣瀬と其の名残れど︒

九401図醜

ぞ深き︑

八992年層

ぞ

ぞεいつぞや・なんぞ

はかり難し︒﹂といへば︑書師﹁そ

全割

︵副助︶1

を得たるもののみにても其の敷實に
当面

はいと名残をしき事なり︒

﹇戦乱﹈︵名︶1

﹇千里﹈︵名︶1

かば︑︿略﹀︒

せんり

り︒

ぜんりょうち

地

﹇全領地﹈︵名︶1

海の氣を 吸ひてわらべとなりにけ

十﹁807図魍 ︿略﹀︑ 千里寄せくる

千里

互に相箏ひ︑戦齪止むことなかりし

十一52図當時支那は数國に分れて

せんらん

千客に及ぶ︒

ぞ

十二M10図 ︿略﹀︑アメリカにて特許

せんよ

﹇其﹈︵代名︶1

つて人のゆくてをさへぎつてしまふ︒

そ

そ
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そあく一そう

時そやの大雪に宿を借りた旅僧であ
るぞ︒

十721園 又寒夜に秘藏の鉢の木を切
つてたいた志は︑何よりもうれしく
思ふぞ︒

へなる花と︑ とつ國人さへ めつ

織斑3図圃︿略﹀︑樂園日本のた
るもうべそ︒

る箸を投捨てて︑﹁すは勝つたる

そう

十969図支那の宋朝の末︑北方に元
といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑
︿略﹀︑宋は次第におとろへ

宋の領地ををかし＼かば︑︿略﹀︒

十969図
て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒
しやう

宋の要文天祥大いに之を

ちやうせいけつ

うれへ︑義丘ハを集めて國難を救はん

十971図
とす︒

張世風等の奮戦も大勢を轄

しかば︑︿略﹀︒

十9810図園

天祥いはく︑﹁我は宋の

天祥起せらる＼にのぞみ︑

則を破ったのが不快でたまらない︒

わうばく

てつげん

今より二百数十年前︑山

を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ

ち

城宇治の黄葉山萬福寺に鐵眼といふ

う

十︻搦2図

僧ありき︒

十二価1 ︿略﹀︑路をさへぎつて立つ

岩山に︑毎日瀬々根氣よくのみを振

主人は聲を限りに呼べど︑

主人は僧の後を追ひて外に

て︑﹁︿略﹀︒﹂

十632図
出でぬ︒

るつて︑鯨念なく穴を掘ってみる僧

十637図

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

ぜんかい

僧は名を暉海といってもと

越後の人︑︿略﹀︑たまく此の斎庭

十一而5

があった︒

や︑ふりかへらず︒

からうじて僧をともなひ蹄
れる主人は︑物かげに妻を呼びて︑

十644図

﹁︿略﹀︒﹂

し︑︿略﹀︒

主人はうちうなづきて出來 を通って幾多のあはれな物語を耳に

しかし僧は唯黙々としての

く黙々としてのみの手を休めない僧

ほら
十一一僻7此の洞穴と︑十年一日の如

みを振るってみた︒

十二柳2

た︒

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ

もく

ぜん
やがて運び漁れる貧しき膳 十二鵬7 しかし僧はふりかへりもせ

り︑僧に向ひて︑﹁︿略﹀︒﹂

十648図
十654図

僧は驚きて︑﹁︿略﹀︑︿略﹀

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒
十664図

僧は其の厚意を深く謝し︑

鉢の木をたくのは︑どうぞ止めて下
さい︒﹂

十673図

の根子とを見た村の人々は︑︿略﹀︒

﹇相﹈︵形状︶45

サウ

さう←

スコシタツテ︑コンドハ

チサウニナツタノデ︑︿略V︒

三742ソノ中ニケダモノガカ

マシタ︒

パウニナリサウナノガアリ

シテ行キマシタガ︑︿略V︑水デツ

三664アトへ竹ノキレヲノコ

或山寺で︑四人の僧が一室 おかわいそう・かわいそう

そう

翌朝僧は暇をこひて又行く うそう・にそう

そう ﹇艘﹈且vいくそう・いっそう・す

僧は重ねて﹁︿略﹀︒是非お そう ﹇層﹈←ごろくそう

さて﹁︿略﹀お名前を聞かせて頂き

を始めた︒

十﹇695

隣に坐ってみた僧が之を聞
いて︑﹁︿略﹀︒﹂

十一698

れが氣になってしかたがない︒

末席に坐ってみた僧は︑そ

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十﹇691

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

明かし下さい︒﹂

十678図

︿略﹀︒うやくしく南︑宋の方を舞
﹇草﹈余れんげそう

たい︒﹂

そう

﹇僧﹈︵名︶23

されど婦人は︑氣の毒とや

僧

そう

して死す︒

十伽4図

臣なり︒︿略﹀︒﹂と︒

十9910図工

全くすべき所なし︒

宋亡びぬ︒御身の忠義を

ずることあたはずして︑宋遂に亡び

十989図

戦ひて元軍を防ぐ︒

十一273図園 ︿略﹀秀吉は︑持ちた 十983図時に宋の勇將張工傑よく

秀吉︿略﹀︑﹁てがらは

ぞ︒﹂と手を打って喜び︑︿略﹀︒

十一293図園

仕勝ちぞ︒か＼れく︒﹂と大音聲︒
十一486馬標 住持驚きて︑﹁東國へ
行き給ふと聞きしに︑今又此庭に來
ら れ し は 何 故 ぞ ︒ ﹂と問へば︑︿略﹀︒

十一柵5 騎馬の人たちは︑あけない
となぐるぞと言っておどしたり︑
︿略﹀︒

十二699囹娘の答に失望した王は︑
︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ お 前 に はもう何もやらぬぞ︒
かん
永の勘當だ︒﹂と言 渡 し た ︒

十602図

思ひけん︑僧をば待たせ置き︑おの

十二撹3図 く略V古の奈良の都は︑

れは主人を迎へにとて外に出行きけ
り︒

そもく如何に美しく︑如何に盛な
粗悪

へり︒

いふに︑僧は返す言葉もなくて出行

十619図

﹇沿﹈﹇▽かわぞい

されど主人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

︿略﹀︑見本には精良な品を 十614図僧は改めて主人に一宿をこ

﹇粗悪﹈︵形状︶1

りしそ︒

そあく
十一一229

使って︑西郊の注文に射しては粗悪
な も の を 送 る や う な事は︑︿略﹀︒
そい

きぬ︒

すごくと立去る僧の後影 十一6910 第二座の僧は︑二人とも規 三748
﹇宋﹈︹地名︺8

﹇添﹈nVつきそ い

十6110図

そい

宋

そう

そう一そう
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一生けん

な事︒

た︒

信吉は︿略﹀︑﹁奥様︑あのと

よは︒﹂と︑さも心配さうにたつね

八839

るから︑健康には害がなささうです︒

は眞黒だが︑大きな公園が幾つもあ

八703困

此所は工業地で︑︿略﹀空

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ
鳥ガカチサウニナリマシタ︒
四627 いくら弓の名人でも︑こ シタ︒
七研8園 それは皆此の方がやりさう
れを一矢でいおとすことは︑

なかなかむつかしさうです︒
下のかざり ま ど に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

ゆかた
すゴしさうな浴衣地がかざってあり

五237

ます︒

つさうにからだをま げ て ︑

五487 又︿略﹀繭の中で︑きゆうく
めいにはたらいてみるのもあります︒

してみる言言な方です︒僕は何とな

五617言言のはれ間にちよつと出て︑ 九504 社長さんはく略﹀︑にこにこ
用ありさうに天と地の 遠きをつ

︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

くえらさうな人だと思ひましたQ

つた︒

あちらでもこちらでも︑驚く

ふと氣がつくと︑校長先生と

北風はく略V︑見るからに強
北風は︑︿略﹀︑うれしくて︑

十433

砲口はかはるがはるいなづま

︿略﹀︑高いく青空を︑ひわ

れさうにほえ立ててみる︒

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

九三2

得意さうに頭を高くあげた︒

九価7

さうな軍馬である︒

九麗7

りさうでしたが︑︿略﹀︒

九993

面白いお話がまだたくさんあ

さうに僕等の仕事を見ていらっしや

山田先生が︑箱のそばへ來て︑面白

九802

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒

九7910

がいってみる︒

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

九795

なぐ雲の上︒ だれが渡るか︑虹の
橋︒

二階にもつきさうになったので︑

五875團其のうちに︑どうやら水が
︿略﹀︒

五935 おめでたい事やたのしさうな
事が書いてありますと︑私もうれし
いと思ひますが︑︿略﹀︒

五936 ︿略V︑悲しい事や苦しさうな

事が書いてありますと︑もらひ泣き
をいたします︒

六13圏 今の分では去年より七八俵
よけいに取れさうだ︒

六196 ︿略V︑濱の松は身をふるはせ
て︑頭を地に着けさうにします︒

六424国 お前は今の分では大男にな

﹁海の上 で も 歩 け さ う だ ︒ ﹂

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる
だらう︒

六437園

七515 イカニモ丈夫サウナ老人デシ

其の夜喜三右衛門は︿略﹀︑

父は﹁︿略﹀︒﹂と樂しさうに

の一群が身輕さうに飛んで行く︒
十438
言った︒

十485

昇降器がすさまじい勢で下り

もどかしさうに夜の明けるのを待つ
てるた︒

十802

其の枝の先にしょんぼりと止

て行くので︑目がまはりさうです︒

十価10

つてみる鳥の姿も︑見るから寒さう
だ︒

なたや鎌などでつる草を彿

ある︒

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

十一一551圏 唯自分だけが此のやうに

い︒

時計師は︿略﹀︑大事さう

にもとのふたガラスの中へ入れた︒

十二588

十一一594 ︿略﹀︑︿略﹀懐中時計が︑
ゆ

忽ち愉快さうにかちくと音を立て

始めた︒

リヤ︒何とか言方がありさうなもの

十一一693圏 ﹁どうしたのだ︑コーデ

だ︒﹂

を御覧になったら︑姉上もお氣の毒

ひげ
十二739園 ﹁︿略﹀︑此の白い髪や髭

十一3810

ひ︑下枝を伐落して行くと︑︿略﹀

︿略V岩山の掘抜も︑

サウ さう

これ

︿略V︑のばしておや竹に
するのださうです︒

︿略﹀︑下男の太七がわら

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

四64

です︒

おちいさんが私のぶんにつぎ
木をして下さったのださう

四55これは私が生れた年︑

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

四46 今年は田がよく出遣た

十九ださうです︒

三348五一ちいさんはことし六

三276

そう ﹇相﹈︵形状︶6一

ではどうにか出置さうである︒

十二研9

︿略﹀︒﹂

とお思ひになりさうなものだのに︑

急に間がすいて如何にも氣持よささ
うに見える︒

船員等は︑如何にも氣持よ
ささうに泳ぎ廻ってみたが︑︿略﹀︒

十一551

︿略﹀︑中にもうれしさうに

見えたのは︑十三四になる二人の少

十一552

しかしとても間に合ひさう

年であった︒

十一569
もない︒

夜が更けるにつれて燈がだ

︿略﹀︑色の青い元氣のなさ

んく暗くなり︑今にも消えさうに

十一695
なった︒

十二391

︿略﹀︑どれを見ても自分

さうな若い男が靴を縫ってみる︒
十二548圏

よりは大きく︑自分よりはえらさう
である︒

︿略﹀世間の役に立つの
に︑どれもこれも不足は無ささうで

十二549園

775
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うです︒

四287

電話も近い中に私ども

の町へかかるさうです︒

五527

ジヨウ

︿略V︑目二見エナイ水蒸氣

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ
デス︒

うだ︒

五786

です︒

五968

ね︒

六483

おとうさんにうかゴひます

國では初雪が降ったさうだ

す︒

七429

聞けば今朝から五里の山道を︑

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

︿略﹀︑大熊座と小熊座になさったの

富士山も︑晴れた日には︑

ださうです︒

ごま
皆二歳駒ださうです︒

白雲の上にかすかに見える事がある

九992囹

さうです︒

おちいさんにきいたら︑︿略﹀︑

十182團

七938

農家ではことに心配するのださうだ︒

うちには何事もないさうで

これ等の馬が︿略﹀︑或は

は耕馬になるのださうです︒

軍馬になり︑或は馬車馬になり︑或

十227団

五千圓といふ高いのがあるさうです︒

十225国 ︿略﹀︑直江も一頭四千圓・

此の日はよく大風が吹くから︑︿略﹀︑

八743圏

暑さも年中此のくらみのも

安心しました︒

らふそく

こちらでは昔から之を三寒

︿略V︑聞いてみると︑これは

さうです︒

石炭を運ぶために飼はれてるるのだ

十828

いさうです︒

備へ附けてみる虜は︑世界でも珍し

十817 ︿略﹀︑こんな大きなポンプを

四温といつてみるさうです︒

十788團

中に編入されたのださうです︒

十771団 ︿略﹀︑今では龍山も京城の

ださうです︒

門があって︑出入口になってみたの

これから椰子油を取り︑石 十741困 京城の市街は︑︿略﹀高い
城壁で園まれ︑その野々にかういふ

のださうで︑︿略﹀︒

九41圏

けん

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

あの社長さんはく略﹀︑此

ナカく見分ケガツカナイサウデア

ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑

ル︒

九515園

しやう

の町へ始めて奉公に來たのは︑ちや

ひかり

叔父さんのお話によると︑此
るさうだ︒

ターといふ神様が︑それを見て︑

ところがめぐみ深いジュピ

所は名高い温泉場で︑海水浴も出石

九764

光りに光りかゴやいてみたさうだ︒

これがつまり此の炭坑の始

公は︿略﹀一歩も外へは出な

いで︑三年の歳月を送られたさうで

十伽2

ださうです︒

十854園

百年立前の事ださうです︒

事を話してくれました︒﹁今から四

九7110園光堂ともいって︑昔は金 十847面心途︑事務員は次のやうな

︿略﹀︒

おろしに歩き廻ったものださうだが︑

だったので︑︿略﹀︑毎日々々︑︿略﹀︑

九517囹

だ︒

うどお前と同じ十二の年だつたさう
鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

川へ臨ツテ來ルサウデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

カラフト

六486

参拝をすましてから︑京都

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ
ダ︒

六佃8囲

へ出て︑二三日見物して蹄られるさ
うです︒

これは馬がけがをしないやう

人あるのださうだが︿略﹀︒

七247此のおばあさんにむすこが一
七256

に︑馬方が上げるのださうだ︒

主人の家が大きな醤油屋

叔父サンが言ハレタ︒

︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レタ

六388團

ないさうだが︑︿略﹀︒

六56園毫湾ではめったに雪が降ら 九203 此ノ町議︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテ

ノダサウデスQ

ウチノブダウト二種ガチガフ 九510団

と︑叔母さんの町に大水が出たさう

五832団

て植ゑたのださうだ︒

此の山の杉も庄屋が先に立つ 七欄3囹 ﹁石田といふ者ださうだ︒﹂

四296 ︿略﹀︑工場の近くにてい 五685 昔此の村はひどく貧乏で︑
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と言はれたものださ
しや場が出來るさうです︒
四863囹 ズヰジンデス︒ダイリ様

アレハウタヲウタフ

ノゴ家來ダサウデス︒

四867囹
人ダサウデス︒
︿略﹀︑うめやさく ら も ︑ こ ち ら よ り

五56 中村君がこれまで居た所は
はずっと早くさくさうです︒

五57 何でも汽車に二日二ばん乗通
しで︑こちらへ着いたのださうです
から︑何百里かはなれてみるのでせ
う︒

五62 ︿略V︑あちらでは︑もうとう
聞けば級のものが二一二人で︑

にちってしまったさうです︒
五66

中村君を︿略﹀︑いぢめたのださう
です︒

五197園 鶏の光がまるでいなびかり
のやうで︑わるものどもはく略﹀︑

おそれてみんなにげてしまったさう
だ︒

五374 見ざる・いはざる・聞かざる
といふのださうです︒
︿略﹀︑しめをはった大きな杉

の木がありました︒御神木ださうで

五396

す︒

日本人は年々ふえるばかりださうで

五494 ︿略﹀量も︑明日の朝までに 七369囲 人口はおよそ十一萬︑︿略﹀︑ 九926園
は︑たいてい上ってしまふさうです︒

そう一そう
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ある︒

十一149

︿略﹀︑ お 取 込 が あ っ た た め ︑

とこゆびのあひだにあるの
がくすりゆびです︒﹂﹁さうです︒

︿略﹀︑青年たちは﹁こまか

信作方の人々は之を聞いて︑

ねいにいはなくてもよい︒

あなた方の村が五箇村の頭になって

﹁︿略﹀︒どうか今日から一年の間︑

八129

﹁︿略﹀︒﹂﹁さうだ︑く︒﹂といひ合

な人だが︑出す時には出すね︒﹂

六688囲

つた︒

下さい︒﹂といったので︑さうきま

︿略﹀︑工場の近くにてい

さうだ︑︿︒

四297
六688園

今まで延びてみたのださうです︒

しや場が出來るさうです︒さう
なったら町はどんなにべんり

十一153 のぶ子さんは︑成績物が返
るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

﹁今手に持っていらっしや

つたといふことである︒

八807園

﹁それをみんなうちで納め

﹁縣や國の税も︑村の役場

るのですか︒﹂﹁さうです︒

八791圏

です︒

るのは︑みんな切符ですか︒﹂﹁さう

八788圏

﹁︿略﹀︒毛縣デオツタ物

ニハ︑ドンナ物ガアリマスカ︒﹂

六755園

﹁︿略﹀︒﹂﹁ソレダケデスカ︒﹂﹁セル

になるでせう︒

僕が取ったのです︒﹂﹁さうひ

四491圏道子﹁︿略﹀﹂友；いいえ︒

﹁あなたは今朝一人で川を

﹁セルモサウデセウカ︒﹂

つばりあってはいけません︒

﹁おとうさん︑︿略V︑まだ 六756圏
﹁サウデス︒

へ納めれば︑よいのですか︒﹂﹁さう

七667園

こした方ではありませんか︒﹂﹁さう

れで中々近くはない︒

一里半もあるのですか︒﹂﹁さう︒こ

五637囹

モサウデセウカ︒﹂

年の終におまとめになるのださうで
す︒

に並べておいて︑取出したら後でき

十一171 聞けば︑雑誌の類は號の順
つともとの場所へお入れになるのだ
さうです︒

五698村の人々は中中大きな仕事だ

です︒

十一397 おとうさんのお話によると︑
枝を打てば︑︿略V︑二面氣の流通が

です︒﹂

僕等は︿略﹀︑今日からは

精米會社の社長さんはえらい方なん

九5010圏 く略V︑おとうさんに﹁あの

ら足を早める︒

九328 ﹁もう一息だ︒﹂さう思ひなが

てくれ給へ︒

働かないことにしたから︑さう二つ

八柵2園

さうではない︒

それでは弱いものかといふに︑

とは思ったが︑さうでもしなければ︑

かけ下りて來る者があります︒︿略﹀︒

人夫は﹁もしく︒﹂と呼びかけて︑
たつねました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略V︒﹂

﹁なんで又さうあわてて引つかへし
ます︒﹂

七895園あまり急ぎましたので︑水
がく略Vづきんにこぼれました︒
﹁あ＼︑さうだ︒﹂と言って︑マリー

八823

よくなって轟がつかなくなるさうだ︒

じ

︿略﹀︑右手につゑをついて︑

七668園

﹁今年はほんたうにほう年

ふ

﹁にいさん︑富士山はまつ

んよく出子ました︒

だ︒︿略﹀︒﹂﹁さうです︒新田が大へ

六14園

いふので︑︿略﹀︒

外に村のさかえる工夫はあるまいと

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

十一404 使ひみちによって︑三十年

︿略﹀︑これから参宮をな

のださうだから︑︿略﹀︒

十︻718園
さるのださうです︒

白でせうね︒﹂﹁さうさ︑中ほどまで

十二331国 此の塔は世界最高の建物 六51園
で︑高さが三百メートルもあるさう

みかさ

です︒

かすが

奈良の春日山や三笠山は千

な ら

六84囹

は降ってみるかも知れない︒
さう

でせう︒﹂と言ふと︑おとうさんは

サウ

﹁お前にもさう見えるかね︒﹂とおつ

﹇然﹈︵副︶4 0

はおばあさんのづきんを取って︑

そう

︿略﹀︒

﹁正一も大分役に立つやう

﹁にいさん︑空にはあんな

動かないのですか︒﹂﹁さうだ︒動か

にたくさん星が見えますが︑少しも

九855騒

さうですね︒

になったなあ︒﹂︿略V︑﹁ほんたうに

九581翻

しゃつて︑︿略V︒

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも

うです︒

﹁ハナシデキタイツクルヘ

﹁アスーバンデタチマス︒﹂

﹁それでもよいが︑電報はさうてい

七擢5圏

で立たう︒﹂

ン︒﹂﹁さうか︒それでは明日の⁝番

七佃6園

﹁かうですか︒﹂﹁あ㌦︑さ

知られてみるし︑京都の東山にして
﹁海の上でも歩けさうだ︒﹂

﹁︿略﹀︒これではとても義

七907圏

タ ウ ヲ 入 レ テオアガリナサ

ない︒﹂

椙⁝はしてくれまい︒﹂﹁さうかも知れ

六676圏

理くつはさうだ︒﹂

﹁どうして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁なるほど︑

六唱3園

もさうだ︒

一一606國﹁︿略﹀︒ニガイナラ︑オサ

イ︒﹂﹁イイエ︒ サウニガクハア
リマセン︒﹂

オアガリニナツタラ︑ハヤクナ

二616圏 ﹁︿略﹀︑モツトタクサン
ホリマセウ︒﹂﹁イイエ︒サウード
﹁それから︑︿略﹀︑中ゆび

ニノンデハイケマセン︒
三162圏
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そう一そうがく

ないのだ︒

地ハ何ノ縣デオルカ知ツテヰマス
﹁毛革デス︒﹂﹁サウ︑

ヨク知ツテヰ

カ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁マダアリマセウ︒﹂

眞上の所にあるのが北極星でせ
マシタ︒

九892園 ﹁あ＼︑あの一番高い杉の

う︒﹂﹁さうだ︒

十一244図

︿略﹀︑︿略V敵の一隊︑

川にそって電車が出ます︒

六722東の方は此の橋のたもとから︑

︽ーウ・ーツ・ーヒ︾

﹁︿略﹀︒銀行はお金を預け そ・う ﹇沿﹈︵四・五︶4 そふ 沿ふ

る 虜 で す か ︒ ﹂ ﹁ まあ︑さうだね︒﹂

十512囹
うちに置くと︑︿略﹀︑盗人

に取られたりする危瞼があるからね︒

十516園

さうで無くても︑齢分のお金がある

群をなして寄せて來たまぐ

湖に沿ひたる一筋路を急ぎに急ぎて
進み降る︒

と︑ついむだな事に使ってしまふ︒

十661囹さうだく︒あの鉢の木を
十二784

伸弔二十二

象

自分たち程の子どもが出て來

實に力がある︒
六882

︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

て︑象の前足にだきついて見せた︒
六897

すると象は鼻で︑︿略﹀うち

下へねころんだ︒
六898

﹁総員起し︒﹂此の號令で︑

﹁総員起し五分前︒﹂と當直將校に報

汗する︒

朝の静かさが忽ち破られ︑︿略V︒

九623囹

︿略﹀︑急戦員は︿略﹀︑﹁総

員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間を

九626園

且﹀こぞうえい

ぬって行く︒

ぞうえい

うかるのである︒

鏡ぐらゐで費っても︑さうおうにま

八三3

陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ そうおう ﹇相応﹈︵形状︶1 さうおう
したがって一包のマッチを十

はを．拾って︑子どもの顔をあふぎ出
した︒

七841

一番大キイガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

く略V︑急な坂を矢のやうに

早くすべるのですから︑實に壮快で

九962囹

快です︒

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に肚

九318 殊に遊覧船に乗って︑︿略﹀︑

︿略﹀︑虎や象の荒しに來る そうかい ﹇壮快﹈︵形状︶5 壮快

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

七843

十一521

相違

した︒

まさに始らんとする進水式の肚快な

十憎7図 ︿略﹀︑︿略﹀拝観者の胸は︑

べん︒これも社によりて多少の相違
︿略﹀同じ新聞にても︑

︿略﹀大木を伐るに︑

る光景を豫想して︑唯をどりにをど

十二577

親子は総掛りで探し始めた︒

そうがかり ﹇総掛﹈︵名︶1 直掛り

に肚快の極みである︒

十二798 ︿略﹀大まぐろがどたり
くと船中へ投込まれる光景は︑實

打って誹るる様︑壮快言語に絶し候︒

三抱も四抱もあるものが地ひゴきを

十一鵬7㈱国

受取るものとは︑記事に多少の相違
総員

甲板洗がすむと︑﹁総員顔

﹇総員﹈︵名︶2

る︒

る︒

つ

絡

総員三十二人が四組に分れて︑

洗へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の令が下

九658園

そういん

あるを常とす︒

嚢行地にて受取るものと他地方にて

十ニー95図

はあれども︑︿略V︒

十ニー64図先づ社の組織について述

﹇相違﹈︵名︶2

のを防いだり︑苦心はなかく一通

﹇添﹈︵五︶←つきそう

山ハ目10

象

そうい

りでない︒

それは山國川に沿うて連な

沖へ逃げようとして身網の中へはい

びやうぶ

十二悩5

る︒

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

せめてものおもてなしにし

たいて︑
よう︒

せめてものおもてなしにし

十661園さうだく︒あの鉢の木を
たいて︑
よう︒

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

そう

﹇添﹈︵下二︶﹇▽かきそう

︿略﹀︒

﹁僕何だかきまりが悪くつて︑さう
そう

は貯金のやうなもので︑植ゑてさへ

枕弟二十二

象

見せ物小屋で象を見た︒

﹇象﹈︵名︶10

占ハ857

ぞう

六858

まき上げると︑乗ってみた象つかひ

十117

しょ

﹇総員起﹈︵名︶3

それぐ仕事の持場に向つた︒
員起し

そういんおこし

象がそれを下して來て地に置

︿ 略 ﹀ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 太陰暦になると三十日

上った︒

象の鼻は手の用をなすもので︑ 九616園︿略﹀︑時鐘番兵が︿略﹀︑ そうがく ﹇奏楽﹈︵名︶1 奏樂

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立

六875

は桶の中へはいってしゃがんだ︒

である︒

︵感︶一

六751囹 ﹁春子︑竜前ハ着物や帯ノ 六877

そう

サウ

でも霜の降る季節でも︑やはりさう

もちがふことがある︒櫻の咲く季節

十﹇9310囹 したがって二百十日も 六田3 象が大きな桶を鼻で頭の上へ

さうだ︒

くQ﹂とおっしゃるが︑ほんたうに

おけば︑年々太って利息が附いて行

十一4010 おとうさんは︑よく﹁植林そう ﹇象﹈︹課名︺2 象

言へなかったのです︒﹂

に ﹃ は い ︒ ﹄ と い はなかったのだ︒﹂

十961園 ｪ﹀︒︿略﹀︑なぜすなほ
「〈

そうがく一そうして
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樂︒

十摺9図折しも起る﹁君が代﹂の奏

うカく

そうがく ﹇総額﹈尋ゆしゅつにゅうそ
ぞうか・する ﹇増加﹈︵サ変︶1 増加

て運んでくれ︒﹂

兄は私に又略﹀︒﹂といひな

そうご

﹇倉庫﹈︵名︶1

倉庫

十一㎜5図此の版木は今も萬福寺に
満ちくたり︒

保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

十418
がら︑生木の枝で雑木を束ねて見せ

ひ︑︿略﹀︒

十一226

総攻

てるるし︑総べてがきちんとしてゐ

葬式←お

信淵は父の門人たちの情で︑

﹇葬式﹈︵名︶1

ました︒

そうしき

九284

そうしき

サウシテ

さうし

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

︵接︶48

形ばかりの葬式をすますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

三691

︿略﹀︑フシ社運サナアナ

ウシテ米ヲツイテミマシタガ︑

二465ワルイオヂイサンバ又コ
ノゥスヲカリニキマシタ︒サ

コヲホツテミマシタガ︑︿略﹀︒

ウシテムリニ犬ヲナカセテ︑ソ

ソノ犬ヲカリニキマシタ︒サ

二436

て

そうして

此のやうに︑人々相互の間

﹇総攻撃﹈︵名︶2

月の十五日を期して総攻撃
ずである︒

十二欄8圏

センヲヒキマシタガ︑水ガウ

ヲタクサンアケマシタ︒サウシテ

ぱたばた︑ぽたぽた︑いよい
ち

今朝とく出でし
︿略V︑さうちもよく行届い

︿略﹀︑先生が︿略﹀︒﹁︿略﹀︒﹂

つ黒になって︑出て來ました︒さう

六305 ︿略﹀︑敷かぎりもない蟻がま

行キマス︒

タツテ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ

サウシテ︿略﹀︑ガンガソロくワ

コロ︑南ノ國カラワタツテ來マス︒

五266 ︿略﹀︑ガンが北ノ國ヘカヘル

から︑︿略V︒

﹁山田さん﹂とおよびになりました

きをおさしになりました︒さうして

といって︑此の間からあいてみたせ

五36

マクハイリマセン︒

合はせの一事だけは︑拙者﹈命にか
ざうさ

﹁諸君︑これも人のした後

﹇造作﹈︵名︶1

されど宋軍の大勢日々に非 そうさい

﹇掃除﹈︵名︶3

十一144

兄も交れり︒

︿略﹀若き人々︑

十905図圏村の社の掃除や終へし︑

さう

よさうちがはじまりました︒

四427

﹇▽おおそうじ・ふきそうじ

そうじ

←りくぐんそうさい
さうち
さうち 掃除

ませう︒﹂

では︑何のざうさもない事でござい

八773囹

ぞうさ

けて御引受け申します︒

とにかく明日の総攻撃見

を行ひ︑一子に江戸を乗つ取る手は

十二悩9

撃

そうこうげき

︿略﹀︒

人々相互の雫がはてしなく行はれて︑

若し裁判が無いとしたら︑

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十﹁195

私は教へられた通り︑雑木を そうご ﹇相互﹈︵名︶2 相互

た︒

十423
束ねては運び︑運んでは又束ねて︑

︽ーシ︾

壮吉

する

﹇壮吉﹈︹人名︺1

﹁肚吉︑お前はおとうさん

﹇雑木林﹈︵名︶1

て運んでくれ︒﹂

木林

ぞうきばやし

ざふ

のかった雑木を︑かういふ風に束ね

十416圏

そうきち

精一ぽいに働いた︒

壮観

︿略﹀︑海のやうな湖から流れ

﹇壮観﹈︵名︶5

は國家が次第に盛になる印である︒

十889 輸出入の額の増加して行くの
そうかん
九296

る大きな河が︑一大絶壁をみなぎり
落ちるのですから︑其の空聞はとて
も筆や口にはつくされません︒

それからにいさんと︑ざふ木

林へはいって︑じめくした落葉を

十一113 ︿略V︑港内には常に敷百隻 六158
の船が集ってみて︑頗る肚観である︒

然るに元軍の勢いよく盛

﹇宋軍﹈︵名︶2

りになる︒

そうぐん

たはず︒

﹇増減﹈︵サ変︶1
︽ーシ︾

さうして其の敷や大きさは︑

増

にして︑︿略﹀如何ともすることあ

十979図

にして︑宋軍到る庭に敗れ︑︿略V︒

十976図

宋軍

十一617 ︿略V︑突如として眼前に展
ふんで︑ねずみ茸を少し取りました︒
ざふ
開せられた風景は︑︿略﹀︑恐らく全 ぞうきやま ﹇雑木山﹈︵名︶1 雑木山
ざふ
道第一の壮観であらう︒
十
381 村はつれにある︑うちの雑木
こん
山を開墾し始めてから︑もう一月齢
ゾン河や︑イグアッスーの大三布の

十﹇悩4圓国乱の中に有名なるアマ

壮観を窮したるものもこれあり候︒

十一価5圓国次にイグアッスーの瀧

雑木

千六百メートル︑其の牡観實に筆舌

は︑︿略﹀大爆布にて︑︿略V︑幅三

﹇雑木﹈︵名︶5

に蓋くし難く候︒

ぞうき

みる︒

凡そ十︸年飴を週期として増減して

十一34

減する

木︑掘起した木の根や石ころ︑︿略V︒ ぞうげん・する

十385 かり取った雑木︑切倒した大 そうけん n▽こそうけん
十414 やがて父は︑鎌を手にして雑
木のやぶへはいって行った︒

のかった雑木を︑かういふ風に束ね

十416園 ﹁壮吉︑お前はおとうさん
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そうして一そうして

して虎の目・鼻・耳・口︑耀きらは
と言って︑みんな出て行ってしまひ

して︑﹁こいつ︑かなつんぼだな︒﹂

よに學校の門を出た︒

おじぎをした︒さうしてみんな一し

人が其の直で費渡すといふあひつに

うこれが最高の直だと見ると︑掛の

兄は︿略﹀︑生木の枝で雑木

手を打って︑取引が成立ちます︒

ず食ひつきました︑ ︿ 略 V ︒

十418

父のかり取ったあとを元氣よくつる

を束ねて見せた︒さうして︿略﹀︑

が申し合はせて︑胃に向っていひま

八㎜3或時︑口・耳・目・手・足等

七撹4 秀吉が之を聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

すには︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒さ

ました︒

上二砂や小石ヲカブセル︒サウシテ
と心の中で喜びました︒さうして清

六473 ︿略V︑産ンデシマフト︑其ノ
外ノ魚が其所へ來ナイヤウニ︑シバ

うしてそれから後は︑︿略﹀︑足は食

んだ︒

彼は︿略﹀そこらをかけ三つ

︿略﹀︑之を形造ってみるも

ひっつかんで行っては窯の中へ投込

た︒さうして手配り次第に︑何でも

十478

はしで掘返し始めた︒

正のやせた姿︑日にやけた顔を見て

一心に西洋の

ラク其ノアタリ軍事ヲシテヰテ︑

信淵は︿略﹀︑

堂へ行くことを止めました︒
九287

は︑怒がとけて︑涙ぐみました︒

︿略﹀︑もはや信作と耕造の二

︿略﹀︒

八92

學問を勉強した︒さうして終に當代

これから後 萬 じ ゅ は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

人だけの競走となった︒さうしてそ

六633

折々らう屋をたつねては︑母をなぐ

第一の農學の大家となって︑︿略﹀︒

さて商責を始めると︑︿略﹀︑

れが同時に決勝嵩へ着いた︒

九526園

十年もた＼ぬ中に︑町でも屈指の財

ふQさうして︿略﹀︑其の容積は地

のは︑呼笛に近い氣膿であらうとい

さて蕃人どもは︑︿略﹀︑此の

産家となった︒さうして人々に推さ

十一32

此の黒鮎は多分表面に生ず

球の百三十萬倍に當ってみる︒

えき

後は決して人の首を取らぬとちかひ

れて︑町の銀行の頭取になった︒

十一19

ました︒さうして今も其の通りにし

︿略﹀︑あの人は反封に︑
︿略﹀︑自分の財産を残らず差出した︒

九541園

てるるのだといひます︒

八264

さめて居りました︒さうして其の明
くる年の春︑舞姫に出ることになつ
たのでございます︒

僕ハ﹁︿略﹀︑磁石ヲ持ツテ來

タ︒サウシテ灰ノ中ヲカキマハシテ︑

六656

次にかま口から火をつけて︑

四五日の間︑中の木をむし焼にする︒

八317

其の敷や大きさは︑凡そ十一年鯨を

るうつ巻であらうといふ︒さうして

︿略﹀︑正成は高いがけの上か

上ゲテ見ルト︑︿略﹀︒

さうして全く無一物になって︑親子

六941

さうしてく略V煙の色で焼加減を見

宣長は︿略﹀︑すごくと

週期として増減してみる︒

ら大木を落させた︒さうして︑これ

た︒

三人町外れの裏長屋に移ってしまつ

これはく略﹀︑今から千何等

て︑かまの外へ引出し︑︿略﹀︒

八329

をよけようとして賊のさわぐ所を射
させて︑︿略﹀︒

もどって來た︒さうして新上屋の主

︿略﹀︑皆一せいに小をどりし 十一731

人に︑︿略V又泊られることがあっ

九7710

て喜んだ︒さうして大急ぎで學校讐

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

年も前から栽培することになったの
だとったへてゐます︒さうして其の

具をかばんにしまひ︑︿略V︑校舎の

すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

んなたいまつを出し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 橋 の

栽培については次のやうな話もあり

六966

上に投げさせた︒さうして其の上へ

熱心なリンカーンは︑書物

後の菜園に集った︒

十一佃8

其の人は︿略﹀︑願に任せ

︿略V︑騎馬の人たちはもう

本は其のま＼リンカーンにやった︒

て三日間畠の草をとらせ︑さうして

十﹇㎜8

度でも讃む︒

ず借りに行った︒さうしてく略V何

を持ってるる人の所には遠近を問は

十一9810

んでおいた︒

ます︒

北風は俄におちけがついた︒

職箏なれた北風は︑此の聲の
意味をよく知ってみた︒さうして之

九川3

來た方へ一散にかけもどった︒

さうして主人がこひしくなって︑今

九佃10

油をふりかけさせた︒

婦人は大いに喜んで︑︿略﹀︑

すぐに其の山へ上りました︒さうし

八342

て教へられた場所へ行って見ますと︑

れに舟をつないだ︒さうしてさをの

七111 船頭がさををつき立てて︑そ
先に︑赤いしるしのあるはんてんを

︿略﹀︒

︿略﹀︑敷分ノ間羽バタキーツ

しばりつけて︑﹁︿略 ﹀ ︒

一人で川 八492

に合はせるやうに︑︿略﹀︑一聲高く

︿略V男が︑︿略V︑

セズ︑空中ヲノシテ行ク︒サウシテ

天に向っていな㌦いた︒

七644

へはいって行きました︒さうしてず

何力地上ニエモノヲ護見スルト︑ス

︿略﹀買手は︑︿略﹀︑次第
にせり上げる︒︿略﹀︒さうして︑も

十212国

みぶんあぶない目にあって︑やうや

信吉は︿略﹀︑幾度も先生に

ウツト下りテ來テ︑︿略﹀︒

八955

う向岸に着きました︒

七921 敵はどっと笑ひました︒さう

そうしょ一そうぞうりよく

780

門の外まで乗りつけた︒さうして
︿略﹀︑人をろうらくするのであらう
さり︑︿略﹀︒

送信當務者

分

﹇増水﹈︵サ変︶1

増水

テ︑洋々ト流ルレドモ︑夏季ハコト
ニ増水シテ︑濁流江二︑こナギリ︑
︿略﹀︒

そうぜい
﹇総勢﹈︵名︶！ 絡勢

六911

楠木正成が守った千早城は︑

くすのきまさしげ

そうぜい

造船

そう
︿略﹀︑まはりが︸里にも足らず︑総
ぜい

﹇造船﹈︵名︶2

勢わっか千人ばかり︒
ぞうせん

十一 8 ︿略﹀︑近時工業も次第に盛
ばう
になって︑紡績・造船・製粉・製紙

其の他の諸工場が勢よく黒煙を立て
てるる︒

ひば・松・落葉松は

く略V建築・土木・造船等其の用途

十二478図

頗る廣し︒

﹁今日ハ衆議院議員ノ総選

トウヘウ

︿略﹀︑笑いて造船部長の指

しかし摸倣はやがて創造の

西洋では昔から︑︿略V︑北

﹇創造力﹈︵名︶1

なによく整頓されてるるかが想像さ

れます︒

そうぞうりよく

創

十一17！0此の一事で︑家の中がどん

て大熊の形を想像して︑︿略﹀︒

斗七星と其の近所の星を︸しょにし

九904園

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

の星と其の近所の星を一しょにして

九902園西洋では昔から︑あの七つ

回する ︽ーサ・ーシ︾

そうそう・する﹇想像﹈︵サ変︶3想

過程でなくてはならぬ︒

十二梛5

そうそう ﹇創造﹈︵名︶1 創造

下されたく︑願ひ上げ候︒草々︒

に候はば︑御手敏ながら至急御報知

九備10並家 拝啓︒︿略﹀︒若し御承知

そうそう ﹇草草﹈︵感︶1 草々

圖に︑着々と進み行く進水作業︒

揮につれて吹く進水主任の號笛を合

一事1図

造船部長

ぞうせんぶちょう ﹇造船部長﹈︵名︶1

ダ︒﹂

學ダカラ︑投莇示ノ爲二編ツテ來タノ

墾

時

送信

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

送信午

﹇送信﹈︵名︶1

九㎜9囹

七麗図

そうしん

﹇増進﹈︵サ変︶1
︽ースル︾

ぞうしん・する
進ずる

︿略﹀人々は常に自治制の
本旨を辮へ︑協同﹈致して團膿の福

十一柵4

増

集録したるものにして︑︿略﹀︒

論語は︑曽池と有若との そうせんきょ ﹇総選挙﹈︵名︶1 総選

﹇曾参﹈︹人名︺1 才望←

といふうはさが立つた︒さうして陰

十一63図

がんえんそうしんゆうじゃくら

﹇奏上﹈︵サ変︶2

奏上する ︽ースル︾

そうしん

ジョージに早くあけて通すやうにと
に陽に仕事のじゃまをする者も少く

西郷は︿略﹀翌日の進軍を

言った︒

一同を引

十二矧9

なかった︒

入った︒さうしてく略V︑

十一梱1 公爵はひどく此の答が氣に
中止させた︒さうして直に静岡の大

総督府にはせつけて議をまとめ︑
︿略﹀︒

連れて立去った︒
じゅ
︿略﹀︑七十四歳の長壽を保

つことが出來た︒さうして廣く動植
そうしょ

国事ー39

物を研究して︑生 物 は 総 べ て ︿ 略 ﹀ ︑

そうじょう・する

nVいちだいそうしょ

下等なものから高等なものへと進む
ものであるといふことを謹明した︒

れば︑最後に議決した議院の議長か

利を増進することを心掛けねばなら

︽ーシ︾

﹇送信当務者﹈

ない︒

︵名︶1

又貴衆爾院の何れかから提 そうしんとうむしゃ

ス

ぞうすい・す

送信當務者

出された案は︑他の一院のみで討議

増殖

七㎎図

上する︒

ぞうしょく

﹇装飾材﹈︵名︶1

や＼困難なるは惜しむべし︒
飾材

そうしょくざい

十二483図中にもけやきはもくめ美

装

︿略﹀︒唯杉に比して産額少く︑増殖

麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二471図︿略﹀材の優良にして美 八214図 揚子江ハ水量ツネ玉樹豆ニシ

﹇増殖﹈︵名︶1

し︑可決すれば同じ手提によって奏

十二897

ら國務大臣を纒て奏上する︒

十二388園 ﹁はいってみよう︒さう 十一一895 ︿略﹀︑囲障の意見が一致す
して一曲ひいてや ら う ︒ ﹂

かの曲を譜に書きあ

十二453 彼は急いで家に蹄つた︒さ
うしてく略V︑
げた︒

十二589 時計師は︿略﹀ねぢをはさ
み上げて︑大事さうにもとのふたか
ラスの中へ入れた ︒ さ う し て ︿ 略 ﹀ ︑

やがてピンセットでねぢをはさんで
機 械 の 穴 に さ し 込 み︑︿略﹀︒

かん

十二6910 娘の答に失望した王は︑
く 略 V ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒永の三野だ︒﹂と言渡

した︒さうして残りの領地を二分し

十二942 彼は︿略﹀︑或静かな森へ

しく︑︿略﹀︑又くるひ少きが故に装

て︑姉二人にやってしまった︒
行った︒さうして︿略﹀五人の友と︑

飾材として珍重せられ︑︿略﹀︒

﹇増殖﹈︵サ変︶1増

六年の間種々の苦行を試みた︒

︽ーセ︾

易に増殖せらる＼鮎において檜にま

十一一464図殊に杉は人妻によりて容

殖す

十二954 今度は程よく食物も取り︑ ぞうしょく・す
休息もした︒さうして︿略﹀唯一筋
ばうず

︿略﹀︑あれは山師坊主で︑

に悟の道を求めた ︒
十一一柳1

781
そうだい一そうろう

造力

十二僻1 自分で思ふま＼に造り出す

壮大

創造力は︑十分に爽揮せられたこと
﹇壮大﹈︵形状︶3

がなく︑︿略﹀︒

そうだい

九609 東の空が明るくなると︑今ま
で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

﹇相談﹈︵サ変︶1

︽ーシ︾

相

そこで人々はいっそ我々も

うではないかと相談して︑︿略﹀︒

そうちょう

といふ國おこり︑︿略﹀︒

象つかひが乗ってみて︑口上

﹇思遣﹈︵名︶5

﹇壮年﹈︵名︶1

んそうとくふ
そうねん

壮年

きのした

ざうり

︽一

ハ・tヒ・1︵フ︶・一へ︾←ござそう

そうろ・う ︵助動︶捌 候ふ 候

8國団

あの中にて一番面白き話

先日遊びに上り候節結約

く略V三毛の子猫︑もは

く略V三毛の子猫︑もは

近き中に頂きに上りたく

候や︑御知らせ下されたく︑御願ひ

九擢10圓囲︿略﹀︑何日頃がよろしく

候に付き︑︿略﹀︒

九皿9圏囲

や大きくなり夕風と存じ候︒

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草 九

や大きくなり直撃と存じ候︒

九搬8圓団

束致し候三毛の子猫︑︿略﹀︒

九擢7圓国

なり軽率と存じ候︒

束致し候三毛の子猫︑もはや大きく

九麗7國團先日遊びに上り候節御約

人々を驚かさんと樂しみ居り候︒

をよくおぼえ置き︑︿略﹀︑同級の

子鼠3圓團

送り下され︑誠に有難く存じ候︒

晶相10囲囲昨日は美しきお話の本御

宣長は︿略﹀︑どことなく ろう
早晩

︿略﹀︑石炭は早晩使ひ煮皿

﹇早晩﹈︵副︶1

とく
才氣のひらめいてみる配置の牡年︒

十一743
そうばん
十二備4園

くされてしまふが︑水力は無限とい
つてよい︒

局

これも社によりて多少の
相違はあれども︑多くは総務局あり

十ニー64図

﹇▽さんがそうもく

て血膿を統べ︑︿略﹀︒

そうもく

だ

︿略﹀︑何日頃がよろしく

申し上げ候︒

九重1國団

九旧7囲囲

昨年僕の学校より︑君の

︿略﹀佐野先生︑先頃よ

頃より御二王の由承り候︒

學校へ御轄任なされ候佐野先生︑先

九佃6魍國

申し上げ候︒

信長はく略V藤吉郎を草履取 候や︑御知らせ下されたく︑御願ひ
から引上げて役人の敷に入れた︒

七786

た時のことである︒

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お

とよとみひでよし

七763

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

華華シタル看板ヲ出セルハ︑︿略﹀︒
ざうり
﹇草履取﹈︵名︶2 草履取

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

八584図

︿略V︑乗ってみた象つかひはぞうり ﹇草履﹈︵名︶1 草履

相引

草履取

ぞうりとり

象がそれを下して來て地に置

桶の中へはいってしゃがんだ︒

六874

ごばんの上へ乗らせたりした︒

をのべては︑らっぱを吹かせたり︑

六868

ぞうつかい

象つかひ

十968図支那の宋朝の末︑北方に元 そうむきょく ﹇総務局﹈︵名︶1 総務

そう
﹇宋朝﹈︵名︶1 宋朝
そう

も早く洞門を開通し︑︿略﹀︑我々も
ぎ
あのくさり戸を渡る難儀をのがれよ

出來るだけ此の仕事を助けて︑一日

十二欄5

談ずる

そうだん・する

︿略﹀ ︑ 松 林 を 後 に し て 右 に

牡大な姿が︑だんくにあらはれて
薫る︒
しやうとく

十7510囲

昌徳宮︑左に景福宮の東大な構が

ある︒

縛

十二76図 大神︿略﹀︑命の爲に肚
﹇総大将﹈︵名︶1

切なる宮殿を造らしめ給ふ︒

大周

そうたいしよう

六876

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立

︿略﹀︑﹁大將も討死されまし

た︒﹂といふ使が來たが︑総大道の

上った︒

七188
新田義貞はびくともしません︒

につたよしさだ

発つかひが﹁︿略﹀︒﹂といふ

牙は象つかひの腕よりも太か

六881

﹇相談﹈︵名︶3

つた︒

相談

そうだん

五697 此の事を村の相談にかけた︒

五706 物なれた人には相談をかけた︒ 六884
した︒

﹇相当﹈︵形状︶2

と︑長い鼻をぶらくさせて歩き出

いやすいと言ってあらそってゐまし

七642 ︿略﹀男が︑人夫と渡賃を高

そうとう

社寺の壮一麗はしばらくお
史あり古歌あり︑︿略﹀︒

早速御見舞に参上致した

り御駕氣の由承り候︒

く存じ候へども︑御住所不明にて困

此虜は︿略﹀︑建物など 九佃8障囲

﹇壮麗﹈︵形状︶1
も一般に壮麗です︒

十二315国

そうれい

牡麗

き︑︿略﹀︑︸木一草に至るまでも歴

十二㎜2図

唯商業の取引の盛な部分は︑ そうれい ﹇壮麗﹈︵名︶1 壮麗
一がいには言難け

れども︑相當に名ある新聞は︑通信

十ニー57楽章︿略﹀︑

野猿に活況を帯びてをり︑︿略V︒

十一104

たが︑相談は出來ないものと見きつ
たのでせう︑︿略V︑一人で川へはい
﹇相談相手﹈︵名︶1

つて行きました︒

相談相手

そうだんあいて

に︑印刷に︑あらゆる文明の利器を
←だいそうとくふ・ちょうせ

用ふるを以て︑︿略﹀︒

そうとく

十一219 又民事裁判では︑原告・被
告の相談相手・附添人日は代理人と
な っ て 其 の 主 張 を 助け︑︿略﹀︒

そうろう一そうろう

782

り居り候︒

り居り候︒

九柵8便困

︿略﹀︑御住所不明にて困

九備9囲困 若し御承知に候はば︑御
手敷ながら至急御報知下されたく︑
願ひ上げ候︒

手敷ながら至急御報知下されたく︑

九備10國團 若し御承知に候はば︑御
願ひ上げ候︒

上限6㈱團 母は如何にも残念に思ひ
候︒

でなされ候ぞ︒

九佃7隣国 何の爲にいくさには御出
九備8葭囲 一命を捨てて君の御恩に
報ゆる爲には候はずや︒

村の方々は︑︿略﹀︑

十欄5㈱團

︿略﹀︑御前様にも日々學
︿略﹀︑御前様にも日々學

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒
十柵6圏國
校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒
く略V︑玉の様なる女の御

子御生れの由承り︑誠にめでたくう

十柵10隈囲
れしき限りと存じ候︒

く略V︑御前様御ひまの折︑

赤さんの御着物にもと御送り致し候
間︑︿略﹀︒

十佃5國国

皆様へよろしく御嵩へ下

裁縫のおけいこに御仕立て下された
く候︒

十号7國国

承り候へば︑御祖母様に

されたく願ひ上げ候︒

十佃1累累

はく略﹀︑去る十九日遂に御死去遊

十研1囲国男ばかりの御兄弟の中に︑

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒
︿略﹀︑去る十九日遂に御死去遊

出で候︒

く略V︑去る十九日遂に御
︿略﹀︑近点は殊に御託氣

大兄をはじめ皆驚嘆の御

︿略﹀︑大兄と共にいろ

︿略﹀︑大兄と共にいろ

雨親も非常に驚き居り︑
あつく御悔申し上げ候やうにと申し

十㎜2㈱国

うに思ひ出され候︒

く御話を承り国事など︑今更のや

十㎜1届書

うに思ひ出され候︒

く御話を承り候事など︑今更のや

十佃10軍団

げ候︒

悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上

十欄8圓国

く夢かと存ぜられ候︒

十鵬6國團︿略﹀︑此の度の御報は全

の御報は全く夢かと存ぜられ候︒

のやうに承り居り候事とて︑此の度

十佃5園團

死去遊ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

十㎜4囲囲

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

は

承り候へば︑御祖母様に

此の度始めて妹を得られ候事︑御前

御名は何と付けられ候や︑
︿略V︑御知らせ待ち上げ候︒
十僻9㈱國 ︿略﹀︑御前様には︿略﹀︑

近き虎ならば早速上り候

何かと尊いそがしき事と察し申し候︒

十研10㈱國

て御世話も致すべく候へども︑︿略V︒

近き虜ならば早速上り候
て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︒

十柳10繍團

く略V︑何分百里の山川を

十㎜⁝3塵国田

檬の御喜さぞかしと察し申し候︒
︿略﹀︑御前様の御喜さぞ

かしと察し申し候︒

十⁝川2君国

十研3國尊志とてもかはゆらしきめ

御名は何と付けられ候や︑

一日も

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ
しく︑︿略﹀︒

十柳5魍国

早く賢顔を見たく存じ候︒

十研5㈱国詰とてもく略﹀︑

九柵5囲圏 母は︿略﹀︑此の胸は張
上げ候︒

﹃︿略﹀︒﹄と︑親切におほせ下され候︒

九柵2囲囲

りさくるばかりにて候︒
まん
九帯5繍団 八幡様に日参致し候も︑

十塀6㈱團

これも早く承りたく︑御知らせ待ち

そなたがあっばれなるてがらを立て
候やうとの心願に候︒

九帯6薫製 く略V︑そなたがあっばれ

︿略﹀︑そなたがあっばれ

なるてがらを立て候やうとの心願に
候︒

九柳6圏團

なるてがらを立て候やうとの心願に
候︒

十鵬2圏国

へだてたる事とて︑それも心に任せ

九帽9囲團 如何ばかりの思にて此の
手紙をした＼めしか︑よくよく御察

今日小包にて粗末なる物︑

ず︑甚だ残念に存じ居り候︒

十佃4憾圏

し下されたく候︒

十欄3繍国 御手紙有難く辞見致し候︒

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

十⁝川2囲團 爾親も非常に驚き居り︑

出で候︒

妹御生前御好物なりしや

うかん一千︑小包便にて御送り申し

十柵4國国

︿略﹀やうかん一塁︑

上げ候間︑御佛前へ御供へ下された

く候︒

十字5魑團

︿略﹀︑御佛前へ御供へ下されたく候︒

く略V︑貴兄には去月以

久しく御無音に打過ぎ︑

十柵6國團先は右とりあへず御悔申

し上げ候︒

十︸416囲團

失禮仕候︒

十一4110國團

たい

來御病氣にて︑しかも一時は大分御

しかし此の頃は︑饒程

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

候︒

十一421塵肺

何とぞ十分の御養生あ

御快方に向はれ候とか︒

十一422囲囲

何とぞ十分の御養生あ

りて︑一日も早く御全快なされ候様

切に祈申候︒

御承知の通り當地には

りて︑ 一日も早く御全快なされ領国

十一422國囲

切に祈申候︒

温泉これあり︑病後の保養には特に

十一424翌翌

宜しき由に候︒

何分田舎にて萬事不便

には候へども︑︿略﹀︒

十一425懸賞

候はば︑及ぶ限りの御便宜相計り申

十一425塵囲 ︿略﹀︑若し御喫緊相成
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すべく候︒

︿略﹀︑若し御町來相成

候はば︑及ぶ限りの御便宜相計り申

十一426囲團

すべく候︒

くず
十一427然諾 尚當地産の葛粉少少御
見舞の印までに御坐り申上候間︑御

十一441囲團
御手紙拝見致候︒

其の節は何とぞ宜しく

十一棚8㈱国

二人ともよく勉強し居

願上候︒

十一棚9國国
勉強も大切なれど︑膿

らるる由︑安心致候︒

十一棚10圓団

ジャネーロ市は︑︿略﹀︑港としても

にも精々御蓋愚なさるべく候︒

有名なる庭に候︒

受納下され度候︒

見舞の印までに御送り申上筆間︑御

くず
十一428國團 尚當地産の葛粉少少御 十一齪10國團 目下滞在中のリオ︑デ︑
受納下され度候︒

く昇見仕候︒

二週間ばかり前より南

は︑︿略﹀︑其の壮観實に筆舌に薫聞く

十一価6圓国次にノーグアッスーの瀧
し難く候︒

十一価9壁画

ゆ

︿略﹀︑門主に行きても

方のサンパウロ市に参り居候︒

十一柵1畷團

ゆ

︿略﹀︑骨力に行きても

日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒
十一鵬1國国

殊に日本人の小首盲あ

日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒

十一鵬3國團

し居るを見ては︑殆ど身の南米に在

りて︑御前たちぐらみの子供が通學

文明諸國の大都會に比して少しも劣

しや
︿略﹀︑甘庶・綿花・米

昨日知人に誘はれて

森林地開墾の様子を視

如何にもけなげに存ぜられ候︒
こん

十︻柳9塵国

こん

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

過ぎ候︒

ブラジルは爵号へ参り

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

十一期10囲国論林地開墾の様子を視

過ぎ候︒

十一佃2㈱国

原野は大てい牧場にて︑

ても果なき原野と森林とに候︒

十一佃3囲圏

く略V︑つる草・灌木

くわん

牛馬は放し飼にせられ居候︒

十一欄ノ塵國

か＼る庭にても日本人

など思ふま＼にはびこり居候︒

十一欄3國国

く略V大木を伐るに︑

は如何にも男らしく勇ましきものに

が成皿に開墾に從事致居り︑其の有様

候︒

十一柵7國團

三抱も四番もあるものが地ひゴきを

大勢の人々が熟したる

打って曲るる様︑壮快言語に絶し候︒

十一鵬9國国

コーヒー園見物に出掛け候︒

十一鵬7國囲

等もよく出來る由に候︒

十﹇柵6國国

るを忘れ候︒

く略V︑殊に温帯に属す

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

︿略﹀︑之を廣きほし場

燃えあとは取片附けて

畠とし︑コーヒー・わたの木などを

十一佃2國困

實にすさまじきものに候︒

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十一欄10隅囲 ︿略﹀︑天をもこがすば

を集めてみぞに投入れ候へば︑︿略﹀︒

十﹇研1㈱国

廣きほし場にて乾かし候︒

れ候を︑下流にてすくひ上げ︑之を

︿略﹀︑實のみ浮びて流

︿略﹀︑唯をかしきは日

十一㎜⁝8囲國

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様
此の手紙と一しょに︑

に季節の相反する事に候︒

十一悩1圓團

檜葉書をたくさん小包にて送り申候︒

植付け申候︒

にて乾かし候︒

十一研3囲團之を機械にかけて皮を

ブラジルの視察も大平

ブラジルの視察も大罐

申しわけもこれなく候︒

十一一冊5圓困 誠に御無沙汰に打過ぎ︑

終り候間︑程なく軽四致すべく候︒

十一佃4畷囲

終り候間︑程なく臨國致すべく候︒

ゾン河や︑イグアッスーの大爆布の

子供が︑︿略﹀立働ける様を見ては︑

十一柳7國囲中にも十三四ばかりの

日本人が働き居候︒

十一塀4圓国

に候︒

十一柵3圓囲
アマゾン河は︿略﹀︑

除き︑袋に入れて外事に輸出する由
十一脳⁝9國圏

河幅は︿略﹀︑河口の

世界の河の王といはれ居候︒

十﹁価2塵困

コーヒー園には多くの

壮観を寓したるものもこれあり候︒

十一悩5魍囲其の中に有名なるアマ

十一⁝肋10國国

日本の如くはっきり致居候由︑︿略﹀︒

る南部の憲章にては︑四季の商化も

十一佃6㈱國

へども︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の大部分は熱帯に嬉し居候

十一欄3國團此のブラジル國は︑

る所これなく候︒

十一432國団 御親切なる御手紙有難 十一佃2聖意 町のりっぱなる事も︑

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り

十一434圓團 尚又結構なる葛粉御下

候︒
ばう

十一435塵囲 實は去月十日頃より感
冒の心地にて引きこもり居候庭︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑其の後とかく病
えん
勢衰へず︑遂に肺炎を引起し申候︒

十﹇436塵團

て︑熱も凡そ二週間齢にて全く相去

十一438塵囲 しかし幸に纒過良好に
り申候︒

十一439國囲 今少しく日もた＼ば︑

︿略﹀︑或は仰に從ひ︑

轄劃するもよからんと出師も申居候
に付︑︿略﹀︒

十一4310魑困

︿略﹀︑或は仰に從ひ︑

其の中御地へ参り候やもはかり難く
候︒

の距離に繁り候︒

虞にては︑︿略﹀︑即く東京・血豆橋間

十一4310囲国

其の中御地へ参り候やもはかり難く

きよ
候︒

そえる一ぞく

784

十一一㎜8蛇田

︿略 ﹀ ︑ な れ ぬ こ と と て

仕事に追はれ︑一日戸々と延引致し︑
今日に相成り申候︒

十二湘9圓團 人払の町端許し下され
たく候︒

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

十二伽1圓国 本日突然上田君に出會
く承り申候庭︑︿略﹀︒

四目13

﹇曾我兄弟﹈︹人名︺2

二十四

二十四

曽我兄弟

が

曽我兄弟

四896

かげと深く感謝致居り候︒
そがきょうだい
そ

曽我兄弟

前の商人となりて︑親に安心致させ
が

︿略V︑城のやぐらから大きな

賊は坂からころげ落ちて︑た
これにこりて︑賊は城の水を
正成は此の旗を城門に立てて︑

さうして︑これをよけようと

此の上はひやうらう攻にしょ

うと思って︑賊は城へ攻めよせない

賊は﹁それ︑敵が出た︒一騎

ことにした︒

六947

も齢すな︒﹂とおしよせた︒

賊はうまくはかられたのであ

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

六972

賊が千早城一つを持鯨してゐ

又賊は何千人か死傷した︒

稻村崎の此方に着いて︑賊

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

七221

れてしまひました︒

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流

七212 ︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

のぞなへを見渡しますと︑︿略﹀︒

賊が之を聞いて︑くやしがつ 七192

︿略﹀︒
いなむらがさき

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑

六975 ︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

た︒

六974 ︿略﹀︑賊は人馬ともにっかれ

ともにつかれた︒

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

六973 ︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

道をふさいだので︑︿略＞Q

ると︑方々で官軍が賊のひやうらう

六968

つた︒

六962 ︿略﹀︑其の上を賊が我先に渡

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六958

る︒

六955

一度に落したので︑︿略﹀︒

しょせると︑城から大石を四五十︑

曽我兄弟は兄を十郎︑弟 六951 賊が四方から之を目がけてお
﹁おきよ︑すけつね︒曽我

兄弟がまみつた︒﹂

四957園

を五郎といひました︒

四897

曽我兄弟

そ

十二捌10圖団︿略﹀︑︼日も早く一人

そへる

︽1

先づは御無沙汰の御わ

たしと存じ居り候︒

十二擢1圏囲
﹇添﹈︵下一︶2

びかたぐ近況御知らせ申上候︒
そ・える
へ・ーヘル︾

つかれ果てた人々も︑親子の そく 且▽しぞく
﹇族﹈丑vいちぞくども

十284

ぞく

十二伽5囲団私のこと御心にかけ下
勇ましい働にはげまされて︑我も

之をかこんだ賊は百萬騎とい
こんな山城一つ︑何程の事が

ふ大軍で︑︿略V︒

六944

五千人齢もころした︒

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

六942

上から大木を落させた︒

て攻めよせると︑正成は高いがけの

六936

さんぐに賊を悪口させた︒

六936

たやして苦しめようとはかった︒

六921

ちまち五六千人も死んだ︒

六917

ざんに射た︒

石を投書して︑賊のさわぐ所をさん

六916

ると︑︿略V︒

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

六915

賊

され︑常に﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 仰 せ ら る ㌦

﹇賊﹈︵名︶25

租界といふのは居留地の一

租界の外に出ると曾ていは

﹇曾我兄弟﹈︹課名︺2

六911

ぞく

最後に父は﹁︿略﹀︒﹂と言

くと力をそへる︒
十一945

由︑いよく御なつかしく存じ奉り
候︒

ソーダ灰

︿略﹀︑マスクをかけた職工

︵名︶一

葉をそへた︒

十一侶9

ソーダばい

十二伽7國團 主人の使などにまみる
の學校のおもしろかりしことなど思

こ﹂には外二人の居留する

﹇租界﹈︵名︶4

れてかきまぜてみた︒

そかい

十一91

ふ特別の厘域内に住んでみる︒

者が非常に多く︑これ等は租界とい

十一810

租界

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入

途中︑小学校の前を通りては︑郷里
ひ出し申候︒

十二伽8心念私の勤め居り宮家は呉
服店にて︑なかく忙しく御座候︒
参りし宴座は何事もわ

からず︑唯氣をもむのみにて︑斜な

十一一伽10属団

がら情なく存じ候ひ し が ︑ ︿ 略 V ︒

十二梱2圓困 ︿略﹀︑何事も忍耐が第

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

租界には皮膚の色の違ひ︑

て︑自治制を布いてみる虜である︒

曽我兄弟

そがきょうだい

きれいでない︒

支那風の町で︑町幅も狭く︑あまり

十一102

交ってみるので︑︿略﹀︒

言語・風俗の違った幾多の人種が入

十﹁93

一とのかねての御教訓に從ひ︑一心

︿略﹀︑追々店の笠子も

に働き候ため︑追々店の様子もわか
り︑︿略V︒

十二捌4圏囲

︿略﹀︑仲間のうちにて

仕事に興味を寛ゆるやう相成り申候︒

わかり︑お客様の扱方にもなれて︑
十二捌6囲囲

計算は私が一番達者なりとて︑何時
もほめられ申候︒

十二梱7愛妾 これも全く先生方のお

785
そくざ一そこ

いでるます︒

七225 鎌倉は一面火の海になって︑
賊の大望高時以下北條方は︑此の火

みこと

属する

と

わ

だ

か

十和田湖は一部分秋田縣鹿

角郡に屡し︑其の饒は青森縣上北郡

つの

十二497
に屡してみる︒

今かりに一時間五十里の速

そこ

白波高く海にをどり入る︒
﹇底﹈︵名︶10

速力

敵の船はこっぱみちんにくだ

そこ︒たにそこ

そこ

七804

魚類ニハ︿略﹀︑︿略﹀︑カレ

一語三々︑心の底よりほど

ばしり出つる主人の物語に︑いたく

十697図

︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

動かされたる旅僧は︑︿略﹀︒

十佃1

︿略﹀︑

そこ

追尋・千尋海

底の水の中で︑動けなくなってみる︒

十一817図翻

ソコ

遊びなれたる庭配し︒

﹇其処﹈︵代名︶4一

の底︑
そこ

二427アル日華ハ畠ノスミ

其所其庭
デ︑﹁︿略﹀︒﹂トヲシ．ヘマシタ︒ヨ

イオヂイサンガソコヲボツテ
ミマスト︑︿略﹀︒

二437サウシテムリニ犬ヲナカ
キタナイドロ水バカリシカデマ

セテ︑ソコヲボツテミマシタガ︑
セン︒

くらみで︑かちまけはありませ

んでした︒そのとき正一のお
ちいさんが︑たきぎをうまに
︿略﹀︑土がところどころ

ヲカノ上二天ジンサマ

白ウサギハ︿略﹀︑ナイテ

へ神様ガタガ
オ通リガカリニナツテ︑︿略﹀︒

居マシタ︒ソコ

四166

マス︒

上ルト︑私ノ村ハ一目二見エ

ノォミヤガアリマス︒ソコへ

三484

もち上ってゐます︒そこから竹
の子が出るのです︒

三255

つけてそこへきました︒
又︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノ

ヒ・ヒラメナドノヤウニ︑植芝沈ン

七833

デヰルモノモアル︒

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

七339図獅子は武士の方を見まもり 三233どちらもたいていおなじ

つた︒

けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま

六852

底n▽かわ

見るく艦は速力を増して︑

﹇速力﹈︵名︶1

ても︑︿略﹀︒

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

十一42

の中にはろびてしまひました︒
十二498 ︿略﹀︑其の鯨は青森縣上北
するが
郡に超してみる︒
九910図 駿河の賊を亡し給ひし後︑
うらが
︿略﹀︑今の浦賀のあたりより海を渡 そくど ﹇速度﹈︵名︶1 速度
り給へり︒

属し

十伽6図

そくりょく

十二510脇臭︑大國主命賊を平げ

即座

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの
﹇即座﹈︵名︶1

なし︒

そくざ

︵ラ変︶

−

十二9610 彼等は置引の教を聴いて即
﹇幽居﹈

座に弟子となった︒
ぞくしお・り

居り︽一︵リ︶︾

十一鵬3圓団此のブラジル國は︑

賊臣

︿略﹀︑其の大部分は熱帯に堅し居候
﹇賊臣︺︵名︶1

へども︑︿略﹀︒

ぞくしん

︽ース

七202 さて︑心の中に︑義貞今天皇
ほう
の御ためにいくさを起して︑賊臣北
属す

條をほろぼさうとしてるます︒

でう

﹇属﹈︵サ変 ︶ 1

ル︾

底ノ岩二取りツイテヰル轟ノ骨デア

ぞく・す

ル︒

る南部の諸州にては︑四季の攣化も
︵サ変︶3

もやの底にかすかに見える
底の水道から水がわき出て︑
船は次第に高く浮上る︒

十339

越中の平野︑︿略﹀︒

ゑつちゆう

九983園

取掛るのである︒

九675 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
くんれん
清められた乗員は︑これから訓練に

十一鵬5國団 く略V︑殊に温帯に湿す

﹇属﹈

日本の如くはっきり 致 居 候 由 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
ぞく・する

九44団 それに此の邊一帯の島々は

︽ーシ︾

我が國の支配に窪してるるので︑内
地 か ら 移 っ て 來 た 人も多く︑︿略﹀︒

へ大國

白ウサギハ︿略V︑前ヨリ
モカヘツテイタクナツテ︑クル

四181

シガツテ居マシタ︒ソコ

正太郎がおこって︑﹁ばか﹂

主ノ神ガオ出デニナリマシタ︒

といひますと︑又向ふで︑﹁ば

四314

か﹂と口まねをします︒そこへ

にはへいたやむしろを

ぼちが來ましたので︑︿略﹀︒

しいて︑そこへ︿略﹀いろいろな

四414

山國のものが﹁︿略﹀︒﹂

物がはこび出されました︒

といへば︑島國のものが

四542

﹁︿略﹀︒﹂といってあらそひます︒

そこへ宿屋のていしゅが干て︑

﹁︿略﹀︒﹂

其所ヲヨケテ流レマス︒

五521 ︿略﹀︑高イ所二行キアタルト︑

すそに︑大きな用水池があって︑其

五668園此の村には︑向ふの杉山の

所から水を引くからだ︒

六474 ︿略﹀︑産ンデシマフト︑其ノ

上二砂や小石ヲカブセル︒サウシテ

ラク其ノアタリニ番ヲシテヰテ︑

外ノ魚が其所へ來ナイヤウニ︑シバ

︿略﹀︒

六476 ︿略﹀︑シバラク其ノアタリニ

中ニハ其所デツカレテ死ンデシマフ

番ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ蹄ル︒

四條の大橋はすぐ其所に見え

ノモアル︒

ます︒

六726

そこここ一そこで

786

六898 すると象は鼻で︑其所にあっ
たうちはを拾って︑子どもの顔をあ
ふぎ出した︒

七178 しやうの強いもので︑ 一度種

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

つて︑︿略﹀︒

える︒
からふと

﹃各地の氣候﹄といふ所

其所此所で︑﹁お早う﹂が言

ひかはされる︒

九6510

十⁝⁝⁝5 地圖を便りにして進んで行く

十一914園

と︑山畑の其虞此虞に野梅の咲きこ

甲板洗がすむと︑﹁網員顔洗

がある︒そこを見ると︑憂湾や樺太

ぼれてるるのも面白く︑︿略﹀︒

九659
へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の令が下る︒

のやうな遠い所の氣候までも大膿分

︿略﹀︑ナカナカタイヂスル

コトガデキマセンデシタ︒ソコ

二731

そこで ︵接︶16 ソコデ そこで

そこそこ ﹇▽せんじゃくそこそこ

そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

白河を通ったのは昨夜の十

こちらを見ると︑そこでは
かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて

あれは港の親船へ蜜柑を運
んで行くのであらう︒︿略V︑其虞か

十二2110

型から出す︒

十一旧9

る︒

九707園
のういん
一時前であった︒無能因といふ人が︑

﹃都をば︑かすみと土ハに立ちしかど︑

く︒

七315図 今や獅子の息はたえんとす︒
秋風ぞ吹く︑白河の關︒﹄とよん
だのは其所のことで︑︿略﹀︒

︿略﹀︒武士の馬はおどろきて︑︿略﹀︑

おそれて其所に近づかんともせず︒

デ天子サマカラ︑ライクワゥト
イフツヨイ大シヤウニ︑シユテ
ンドウジヲタイヂセヨト︑オホ
海里衆享年の何れかから提

らも夢のやうに船歌が聞えて來る︒

セツケニナリマシタ︒

︿略﹀︑其の周桑は馬つなぎ

場になってゐます︒私の行った時に

出された案は︑︿略﹀︑可決すれば同

十二897

十1710國

は︑もう其所にすき間も無く子馬が

七384國 船から陸あげした荷物は︑
すぐ其所から汽車に の せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

つないでありました︒

といって︑其所へすわった︒

じ手績によって奏上する︒そこで天

カウモリハシカタナシニ︑

ツテ︑アヒテニシマセン︒ソコデ

﹁オ前足ケダモノダラウ︒﹂トイ

三766又鳥ノ方へ行キマスト︑

七427 おばあさんは﹁やれく︒﹂

︿略﹀︑飼養所を移動し︑其虚

皇が之を裁可せられ︑公布せしめら

十573

を見畳えさせて飛砂らせるやうにす

七559園 調停の港に着くと︑見なれ
ない形の家が並んで立ってるます︒

そこで彼は先づ近虞の河に

れると︑︿略﹀︒

十二947

る事も出來る︒

トビマハルヤウニナツタトイ

︿略V︑クラクナツテカラ空ヲ

十悩4鯛麺の後にかまがある︒其虜

其所にみる人は︑私どもとはまるで

浴し︑たまく幽思にみた少女の

ち が っ た 風 を し て ︑︿略﹀︒

さ＼げた牛乳を飲んで元氣を回復し

六月の田植時から七月・八月

にかけて︑水はありあまった︒そこ

︿略V︑もう供へる首がなくな

で一年差しに田がふえたが︑︿略﹀︒

八238

首を取ることを許してくれといって

りました︒そこで蕃人どもが呉鳳へ︑

出ました︒

九810囲︿略﹀︑殊に近年我が國で學
はなかく上手に日本語を話します︒

校をそここ㌧に立てたので︑子供等

所此所に洲が見え出した︒

だんく潮が引いて︑もう其

其所此所ニニハトリノコエガ 五758

した︒

しまひにはぐわいたうをぬぎま
した︒そこで︑風の負になりま

をおくりました︒たび人．はく略﹀︑

四401日は︿略﹀︑あたたかな光

ヒマス︒

から熱い湯を管で各室へ送って︑

七八1 秀吉は城の庭にしき物をのべ

其庭此虜

こんな時には︑﹁これが五日

其所此所

聞エタ︒

六317

ふしのこゑが︑其所此所にします︒

もつゴくと︑ひばしだ︒﹂と言ふれ

六207

こ＼

そこごこ

た︒

︿略﹀︒

次の室には大きい熱帯植物類

十悩8

目ざす大島はもうそこに見

そこ

もと居りました︒其所へ清正がかけ

が並んでみる︒︿略﹀︒其虚から又右
に折れると︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂と思ひつゴけてる

翌々とした梅林で︑︿略﹀︒

十稲7 社殿の後に廻ると︑其上は

十﹇869

﹇其処此処﹈︵代名︶6

させ︑︿略﹀︑御皇所やおそばの女ど

つけました︒

八101 信作は︿略﹀︑ころくと池
の中へころげこんだ︒しかも其所は
深い所である︒

十一168

ざっし
ると︑そこへ弟さんが雑誌を二三さ

八296 太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

其のま＼にしておくと︑木が太るに

生きた枝でも枯れた枝でも︑ 七105

つ持って來て︑︿略﹀︒

しゅんらん
︿ 略 ﹀︑ 春蘭のつぼみの

十﹇3910

つて見たことがない︒

そばには︑

九323 其所の木のかげ︑此所の石の

頓する︒そこで五分間の休けいがあ

とん

つれて其の枝を包んで行くために︑
ふくらんだのも見える︒
せい
九6310 敷分の内に艦内はすっかり整 其虚が節になるのだといふ︒

787
そこなう一そだつ

八435 越前守は︿略﹀︑其の中に盗
まれた品のありなしを調べさせまし

これでもう魚は逃出すこと

共々に家來を連れてイギリスに渡つ
た︒

十二788

組織﹇▽にゅ

物をあれこれといちり始めた︒
﹇組織﹈︵名︶4

うかんそしき

そしき

へして裁判してもらふ事の出搾る組

た︒すると其の中に二反ありました︒

が出來ない︒そこで敷そうの船に分

織になってみるのは︑︿略﹀︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

ひ︑︿略﹀︒

そそ・ぐ ﹇注﹈︵四・五︶3 ソ・グ

海ニソ・グ︒

七291図淀川ハイクスヂニモ分レテ

かういふ風に︑三回くりか そ㌦ぐ 注ぐ ︽ーイ・ーガ・ーグ︾

幽した漁夫が︑︿略﹀身網を一方か

十一215

そこで其の反物を出した者を呼出し
らたぐって行く︒

元來ゴム液は︑︿略V乳管 十282 親子は︿略﹀︑又あらん限り

て ︑ 買 先 を た ゴ し ︑ ︿略﹀︒

八川8 大將の父はく略V︑どうかし

十一526

の力をオールに注いで︑我が家へと

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

組織といふ所から出るのであるから︑

十一一947

ても更に効のないことを知った︒そ

て大將の膿を丈夫にし︑氣を強くし
なければならぬと思った︒そこで大

一せいに艦

向つた︒

辞三者の目は︑

此の組織の所まで小刀が届いて︑し

せんがくじ

こで彼は先づ近虞の河に浴し︑︿略﹀

たかなは

將が四五歳の時から ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 往 復 一

にそ︑がれぬ︒

二心6図
かもそれより深くは傷のつかないや

府・縣・市・町・村の別がある︒

り︒

旅僧もまた主人夫婦の情心

にしみて︑そ曰うに別れがたき思あ

十705図

我が國の地方自治丸善には︑ そぞろ ﹇漫﹈︵形状︶1．そゴろ
︿略﹀︑其の組織に繁簡の差があるに

十一佃4

うにしなければならぬ︒

牛乳を飲んで元氣を回復した︒
︿略﹀︑︿略﹀老僧の姿が︑

人々は︿略﹀︑老僧の命のあるうち

しても︑︿略﹀︒

急に尊いものに見え出した︒そこで
に其の志を遂げさせると共に︑我々

︿略﹀︑三代か㌦つても︑ま

十二柵1

里齢もある高輪の泉岳寺へよく連れ
て行った︒

だ全く手の着かない事が少くなかつ

もあのくさり戸を渡る難儀をのがれ

九232園

た︒そこで此の父も︑何とぞ此の學

ぎ

問を大成したいと︑四十齢年の問︑

︿略﹀國民は眞の社交を解

づ社の組織について述べん︒

﹇組織﹈︵サ変︶1

﹇素質﹈︵名︶1

たりするのは︑︿略﹀︒

そしつ

我が國が︿略﹀︑今や世界

訴訟

此のやうに︑人々相互の間

さて山の木をきり倒して︑四

五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ

八314

つしりとかまの中に立て並べ︑よく

もえるやうに其の上下にそだを置き︑

︿略﹀︒

此の父母の下に︑此の家に育

狭い島國に育ち︑生活の安

國民は︑︿略﹀︒

易な上土に平和を蓋しんでみた我が

十二悩7

と仰がれるやうになったのは︑︿略V︒

つた乃木大数が︑︿略﹀︑武人の手本

円価8

︿略﹀︒

此の方のひざの上でそだったので︑

七研9囹清正はつけひもの頃から︑

︽ーチ・tッ︾

そだ・つ ﹇育﹈︵五︶3 そだつ 育つ

今度の勢そろへに集った諸

﹇訴訟﹈︵名︶2

十﹁195

よい︒

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

十725園

そしょう

けすぐれた素質があったからである︒

たのは︑主として我々國民にそれだ

五大國の一に数へられるやうになつ

十二瀧10

素質

て産業の嚢達︑風俗の改善等に務め

︿略﹀︑又は青年團を組織し

組織

十ニー63図第四課新聞︿略﹀︒先 そだ ﹇粗朶﹈︵名︶1 そだ

︿略V︑出來るだけは骨折つたつもり

十二価6

ようではないかと相談して︑︿略﹀︒

である︒

せず︑人を信じ人を容れる度量に乏

そしき・する

九557園︿略﹀︑⊥ハ十五六の時にはも

十一佃8

する

︽ーシ︾

しい︒そこで海外に移住しても外國
はいせき

人から︿略﹀排斥されるやうなこと

其

う饒程の財産が出爪た︒そこで間も

そこら

な く 片 手 間 に 精 米 所 を始め︑︿略﹀︒

も起って來る︒

εふみそこぬ

︿略V︑平かな掘割を造って︑

そこなう

﹇其処﹈︵代名︶3

十318

太平・大西望洋の水を通はせること

そこら

そこぬ

兄はそこらに散らばってみる

﹇▽いそこなう

は到底出來ぬ事であった︒そこで此

庭ら

の運河は︑非常に攣った仕組に出前
てるるのである︒

十394

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

十一754園古い言葉を調べるのに一

て︑たき火を始めた︒

じよ

番よいのは萬葉集です︒そこで先つ

彼は氣がくるった様にそこら
二人は其虚らを見廻してゐ

たが︑男の子はやがて仕事皇の上の

十一一554

をかけ廻った︒

十478

順序として萬葉集の研究を始めたと
ころが︑︿略﹀︒
ぎゃく

十二7210 それは父が姉たちの爲に
虐待されてるるといふことであっ

た︒そこでコーデリヤは夫に請うて

そだてる一そと

788

﹇育﹈︵下一︶4

ソダテル

育テル育てる︽ーテ・iテル︾

そだ・てる

後も尚學校の門に出入することを樂
しみとせり︒
そつ

卒業する

をあけると︑︿略﹀︒

そで

ニモ︑クツニモ

水兵は︿略﹀︑かひがひしく
となって分隊毎に甲板洗を始める︒

佐野のわたりの雪の夕暮︒

京中の貴賎男女︑此の行幸

人をしのびつ＼︒

つのをだまきくりかへし

かへしし

十二268図無若宮堂の舞の袖︑し

まりナり〇

固の武士もさすがにようひの袖をし

を悲しみて涙と土ハに見送り奉り︑警

十善5図

なし︑

こま
十641図魍 駒とめて十念彿ふかげも

ズボンと袖をまくり上げ︑身輕な姿

九6410

の光にかがやきました︒

三897 はごろもの袖はかるく
風にまひ︑はごろもの色は日

右左ガアリマス︒

ニモ︑手ブクロ

三357

キモノノソデニモ︑タビ

そで﹇袖﹈︵名︶6ソデ袖←つつ

おとよはく略﹀︑此の學校を

︽ースル︾

五273 ツバメハコチラニ居ル間二︑ そつぎょう・する ﹇卒業﹈︵サ変︶1
人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ

八927

﹇卒業生﹈︵名︶1

事が出來るやうになる︒

そつぎょうせい

卒

卒業する頃には︑りっぱに一人前の

そつ

マス︒

八349 間もなくそれから芽が出まし
たので︑婦人は之を我が子のやうに
育てました︒

げんに此の學校の卒業生で︑

︵形状︶！

あなたもずみぶん大きくな

そっくり

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も

八929

八505 ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒 業生
クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ
時デアル︒

．そっくり

あるなどと話された︒

買手に引渡されてしまひます︒二年

十133園

十218古く略V馬は︑其の日の中に
の年月苦書して育てて來たものが︑

そっと

︿略V︑ケサコソニイサン

ソツト

りましたね︒おとうさんの若い時そ

タ︒

モツテ︑ソツトネドコヲ出マシ

ヨリサキニオキテミヨウトオ

三32

︵副︶6

︿略﹀人の手に渡ってしまふのだか

そちら

そっと

つくりです︒
そち

或大雪の朝︑信長は︿略﹀︑

﹇其方﹈︵代名︶ ！

ら︑︿略﹀︒

そち

七772囹
﹁誰か居るか︒﹂と呼ぶと︑やはり藤
﹇其方﹈︵代名︶2

吉郎が出て來た︒﹁ そ ち 一 人 か ︒ ﹂

三711

そちら

たひに行って︑もう少しで雀の巣へ

十103

王は讃終って︑そっと手紙を

四411

衣地とこんがすりを買って外へ出ま

した︒

は吹雪︒

ふゴき

六501間みうり火はとろく︑外

ふと︑垣根の外でちやらく

六506間みうり火はとろく︑外

は吹雪︒

八53

けし
︿略V︑かまの外へ引出し︑消

とすgの音が聞えた︒

粉をかけて消せば︑かた炭が出藍上

こ

八318

るのである︒

く略V金ノシヤチホコアリ︒

其ノ高サ八尺五寸︑朝日・夕日ニ

八971図

カゴヤキテ︑遠ク豊里ノ外ヨリ望ミ

見ルコトヲ得ベシ︒

思ひけん︑僧をば待たせ置き︑おの

十602図されど婦人は︑氣の毒とや

れは主人を迎へにとて外に出行きけ

り︒

出でぬ︒

十632図主人は僧の後を追ひて外に

る向ふの木がひどくゆれる︒

租界の外に出ると大ていは

いで︑三年の歳月を送られたさうで

一番先にしやうじやか 十伽1 公はく略V一歩も外へは出な

ある︒

らかみが外へ出されました︒

四422戸だなや戸だなの中の

十一102

門の外まで乗りつけた︒

十一佃8 ︿略﹀︑騎馬の人たちはもう

支那風の町で︑町幅も狭く︑︿略﹀︒

物もみんな外へ出されました︒
れいになって居ましたので︑み

四464︿略﹀︑家の内も外もき
んながほめられました︒

︿略V︑そっとのぞいて見ると︑

まくらの下へ入れた︒

はへのやうな鍋が二匹︑底の水の中

しばらく待って︑私どもは浴 十二49図停車場の外に出つれば︑

で︑動けなくなってみる︒

十号10

子牛モツイテイキマス︒

十塒7 外はさっきよりも一そう風が
そと﹇外﹈︵名︶17ソト外
この黒いもめんのもんつ 八168 ︿略V︑長四郎がそっと屋根づ
強くなったのか︑ガラス越しに見え
二664 オや牛ヲソトへ出スト︑

きは私のです︒︿略﹀︒ そちら

北風は︑︿略﹀︑そっと顔を主

手が届かうとした時︑︿略﹀︒

九冊5

の は ば の 廣 い光るおびはね
えさんので︑︿略V︒
す げ 笠 を そ ち ら へ 向 けて︑﹁︿略﹀︒﹂

九5710 ︿略﹀父がふり向くと︑母も 人の肩のあたりへすりよせた︒
と言ひながら︑正一を見てにっこり
した︒

後

そつぎょうご ﹇卒業後﹈︵名︶1 卒業

十偽4図 ︿略﹀︑生徒はく略V︑卒業 十一一423 友人がそっと立って窓の戸 五252

789
そとがわ一その

御生光陰に御好みありし品々を選ぶ

なかりきとのこと︒母は如何にも残

ヰマス︒ソノサカナモホシク

﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

大キナスズヲネコノ

﹁ソレモヨイガ︑ダレ

オヂイサンバ ハラ

二443サウシテムリニ犬ヲナカ

シタ︒

バ︿略﹀︑ソノ犬ヲカリニキマ

マシタQ︿略﹀︒ワルイオヂイサン

ココホレ︑ワンワン︒﹂トヲシヘ

二434アル日犬ハ︿略V︑﹁︿略V︒

カ︒﹂

ガソノスズヲツケニイク

二301園

シテハドウデセウ︒

ガキコエタラ︑ニゲルコトニ

クビニツケテオイテ︑ソノオト

V囹

タ︒ソノトキーピキノ子ネズミ
ガマヘヘデテイヒマシタ︒

ミガナカマノモノニイヒマシ

二276

タ︒

秋晴の空はあくまですみて︑暖さ春

九二3圖字母は其の方々の顔を見る

ナツテ︑ワントーコエホエマシ

ソナヘル

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

︽1へ・ーヘル︾

供える

候やうとの心願に候︒

そなたがあっばれなるてがらを立て

まん
八幡様に日参致し候も︑

出されて︑︿略﹀︒

て︑お月さまにそなへてありま
す︒

九二5囲團

えんがはには︑夕方から

﹇供﹈︵下一︶7

念に思ひ候︒

そな・える

由なるが︑︿略﹀︒

外側

の如し︒

﹇外側﹈︵名︶1
そなへる

そとがわ

十二7710 身網の外側や陸上の高い虜

︽ーフ

いもやだんごをつくゑにのせ

三781

具ふ

﹇ 供 ﹈ ﹇ ▽ お ん そなえくださる

に魚見やぐらが設け て あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
そなう

﹇備﹈︵下二 ︶ 2

ル・1へ︾

ム︾

十二975

︿略﹀︑中には彼をそねむあ

︿略﹀すすきも︑花いけに そね・む ﹇嫉﹈︵五︶1 そねむ ︽一

さしてそなへてあります︒

三784

四81二柿︿略﹀︒この二十五

まり︑反抗するばかりでなく︑迫害

其

を加へようとするものさへも出て來
その

日はおちいさんのめい日です

ソノ

から︑たくさん取ってそなへる

其の

︿略﹀︑オホキナモモガナ

﹇其﹈︵連体︶姻

た︒

ノ

その

つもりです︒

シテアリ︑ヒシモチモモウソナ

タ︒

ヲタテテ︑ソノ犬ヲコロシテ

セテ︑︿略﹀︒

ヨイオヂイサン

バ︿略﹀︑

ウエマシタ︒ソノマツノ木ハ

ソノ上二小サナマツノ木ヲ

二45一

ナマツノ木ヲウエマシタ︒

犬ヲウヅメテ︑ソノ上二六サ

ヨイオヂイサンバ︿略﹀︑

シマヒマシタ︒

ニ︑モモタラウ

イサンバソノコ

ﾂ7

﹁ソノツギハ︑アノタク

ン大キクナリマシタ︒ヨイオヂ

二455ソノマツノ木ハズンズ

ズンズン大キクナリマシタ︒

園田モサカナヲクハヘタ犬ガ

ニー46シタヲミルト︑川ノナ

イキクデス︒﹂

サンサイテヰル︑小サナキイロ

二83園

ノッギハ︒﹂

二82園 ﹁ワタクシハアノアカイ
大キナハナガスキデス︒﹂﹁ソ

トイフナヲツケマシタ︒

ヲトコノコガウマレマシタ︒オヂ

一471

︿略﹀︑ナカカラオホキナ

ソノモモヲヒロツテカヘリマシ

ガレテキマシタ︒オバアサンバ

一455

四三6モモノ花が花イケニサ

皇湾の蕃人には︑お祭に人の

ばんじん

ヘテアリマス︒

八223

首を取って供へる風がありますが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎

四十平年はいつの間にか過ぎ

年其の首を一つづつ供へさせました︒

八236

八237

て︑もう供へる首がなくなりました︒

Q8

そな・う
ていかう
︒ひばは抵抗力を有し︑

松は揮力に富み︑落葉松は一種の品

十二4710図

位を有する等︑各其の特性を具へた
り︒

十二617図 イギリスの国旗は︑今日
の形式を具ふるまでに幾多の攣化を
﹇供﹈﹇▽おそなえ

重ねたるものなり︒
そなえ

︿略﹀︑賊のぞなへを見渡しま

そなへ

﹇備﹈︵名︶2

七192

そなえ

すと︑北の山手には木戸を立てて︑
敷萬の兵が之を守ってゐます︒

備

七221 賊のぞなへは忽ちくつれて︑
﹇備付﹈︵下︸︶2

防 ぐ に も 防 が れ ず ︑ ︿略﹀︒

︽ーケ︾

そなえづ・ける
へ附ける

︽一へ︾

九206

そなた

聞けば︑そなたは豊島沖

﹇其方﹈︵代名︶3

の海戦にも出ず︑︿略﹀︑かく別の働

九備4圏囲

そなた

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略V︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

︿略﹀︑こんな大きなポンプを そな・える ﹇備﹈︵下一︶一 ソナヘル

備へ附けてみる庭は︑世界でも珍し

十816

︿略﹀︑進行中の汽車が無線

いさうです︒

十二佃6

供へ物

電話機を備へ附けてみたために二食
﹇供物﹈︵名︶1

を免れたことや︑︿略﹀︒

そなえもの

十31字目日々に奉る供へ物には︑

一一

一一

イサンバソノ木ヲキツテ︑
︿略﹀︒

ウスヲコシラヘマシタ︒ソノウ

二457 ヨイオヂイサンバ︿略﹀︑
スデ米ヲツキマスト︑︿略﹀︒

二47ーワルイオヂイサンバ又コ
ノゥスヲカリニキマシタ︒
︿略﹀︒又オコツテ︑ソノウスヲ

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ
タ︒

二473又オコツテ︑ソノウスヲ

オヤドリハ︿略﹀︑コココ

カク︑︿略﹀︒

三96

三416圏 うらしまさん︑このあひ
だはありがたうございました︒
そのおれいにりゅうぐうへ つ
れていって上げませう︒

︿略﹀︒

﹁︿略﹀︑おかへし申します︒

そのかはりに天人のまひと

三874園

いふものをお見せ下さいませ︒﹂

下さいませ︒

．四45 今年は田がよく出來た

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

か︒﹂

﹁こいんきよさま︑その

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

三67ーソレカラホソイ竹ヲエ
ニシテ︑ソノサキニキレヲマ

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったといふ

︿略﹀︑下男の太七がわら

のはおりとしまのはかまは

三706 この︿略﹀もんつきは私
のです︒そのとなりの三つもん

ことです︒

ハ︿略﹀︑又ソノワケヲ申シ上

四203スルト神様ハ﹁︿略﹀︒﹂ト

四201囹 ︿略﹀︑ガマノホヲシイ
テ︑ソノ上ニコロガレ︒

ゲマシタ︒

三734 ムカシ鳥トケダモノガ
ケンクワヲシタコトガアリマ

三756 イツマデタツテモシヨウ ヲシヘテ下サイマシタ︒白ウサギ
ガソノ通りニシマスト︑︿略V︒
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ
四214︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂ト申シ上ゲ
シマシタ︒ソノ時カウモリガ
マシタ︒ソノ後大國主ノ神ハ︑
ケダモノノ方へ行キマスト︑

ス︒ソノトキカウモリハ︿略﹀︒

です︒

のめりんすのあはせは私の

三723 こちらのく略Vつつそでは四192コノ神檬モ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
オタヅネニナリマシタ︒白ウサギ
太郎のあはせで︑そのとなり

うです︒その時おちいさんは
おとうさんのです︒

四64

お年でつぎ木をなさるのです

四62園

一本あります︒

三663アトへ竹ノキレヲノコ 四52 しぶ柿が三本︑あま柿が
二本で︑その中に私の木が

ニニ車ガトマリマシタ︒

三503ソノ中合ハ︑ニウリヤモ
アリマス︒今ソノミセノマヘ

ウリヤモアリマス︒

ンデキマシタ︒ソノ中ニハ︑ニ

﹁二郎︑おまへはそのゆ 三502︿略﹀︑新シイ家が七八ケ 三881圏おれいにまひをまひま
せう︒そのはごろもをおかへし

トイヒナガラ︑ソノヘンヲ見
マハリマス︒

三168園

びで人をさしますか︒あしの
ゆびは︑おやゆびとこゆびの
ほかにはながないのです︒﹂
もしろい人がゐます︒︿略V︒﹂

三178園﹁このはこの中に︑お
﹁そのはこをかしてください︒﹂

ました︒︿略﹀︒そのとき正一の

︿略﹀︑子どもが大ぜいで

キツケテ︑センヲコシラヘマシタ︒

三224 犬はく略V︑小二郎のそば シテ行キマシタガ︑ソノ中二
︿略﹀︑水デツパウニナリサウナ
へよってきました︒それから
ノガアリマシタ︒
そのへんをむやみにかけまはり
ました︒

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ
タ︒ヨイオヂイサンバソノハヒ
ヲモラツテキテ︑ニハ ニマキ
マシタ︒

ヨイオヂイサンバソノハ 三232又とりはじめて︑二人は
たくさんとってからくらべてみ
ニマキマシタ︒

スルト︑︿略V︑キレイナ花ガサ

おちいさんが︑︿略﹀そこへきま

ヒヲ︿略﹀︑ニハ

二482

キマシタ︒オヂイサンバヨロコン
した︒

でるます︒五一ちいさんがその

三314村の人は五一車とよん

デ︑ソノハヒヲザル風入レテ︑
V園 太郎ハイマ︑オカアサン

︿略V︒

水車やのばんをしてみるから

︿略﹀︒

子どもからそのかめをかつて︑

してゐます︒うらしまはく略V︑

かめをつかまへて︑おもちゃに

三407

のにぎやかな中から︑︿略﹀︒

とんとんひびくきねのおと︑そ

三328ざぶざぶおちる水のおと︑

ガオクスリヲノムトコロヘ
ニガウゴザイマスカ︒

大キナカホハ火ノヤウニア

二756 ソノバンシユテンドウジ
ハサケニヨツテネマシタ︒ソノ

マシタ︒

テンドウジハサケニヨツテネ

メテヤリマシタ︒ソノバンシユ

二755 シユテンドウジハ︿略﹀︑ト

ハ

です︒

一一

キテ︑﹁オカアサン︑ソノオクスリ

T9

その一その
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791

その一その

白ウサギノイツタ通リ︑エライ
オ方ニオナリニナリマシタ︒

店はいくつも電とうをつけま

四274 ︿略﹀あら物屋くすり屋さ
か屋さかな屋︑そのほか大きな
した︒

四38一 フクロフが鳴クト︑其ノ

明クル日ハ天氣ガヨイカラ︑
︿略﹀︒

四416たんすをうこかすと︑其
のうしろから物さしと花子の
お手玉が出ました︒

四532囲此のあひだひかうせん
が東京の空をとびました︒こ
れは其のゑはがきです︒

ら知って居ました︒
と︑︿略﹀︒

ませて︑をどり阿ります︒其のたび

着けるかと思ふと︑又はらをふくら

︿略﹀金持のむすめさん 五218 其の尾を下して來て︑さをに

が︑此の人の所へおよめに

に︑鯉のかげが地の上をおよぎます︒

四764

にぎやかなことでした︒

來ましたが︑其の時はなかなか

ました︒
せいばつ

五416

天皇は日本武尊にこれを

やまとたけるのみこと

着手は巨涛からといふことに

もろくにない草山だつたといふこと

だ︒

なって︑庄屋は方々の村へ用水池を

五707

見に出た︒︿略﹀︒いよく其の年に

又土手がくつれて︑︿略﹀︒

ほしたが︑︿略﹀︑其の年のつゆに︑

なって︑︿略﹀︒
四787︿略﹀︑日がくれてから村 五335 此の時何の氣もなく自分のう
五738 庄屋はく略V︑土手をつきな
ちを見て︑その小さいのにおどろき
へはいりました︒其の後間も
をうち

なく死んだのです︒
やまた

それを八斗の大蛇が來て︑

ほした︒其の賃銭をみんな庄屋が自

五746 ︿略﹀︑もう一度土手をつきな

五97園

其のころ︑やまとをぐなといふ御名

征伐せよとおほせられました︒尊は

其の賃銭をみんな庄屋が自分

ために田を責り︑畠を翔り︑︿略﹀︒

のふところがら出した︒︿略﹀︑其の

五748

分のふところから出した︒

い中に又其の大蛇がたべにまみりま

︿略﹀︑間もなくたけるが新し

で︑︿略﹀︒

毎年一人つつたべました︒︿略﹀︑近

す︒

五422

い家を造って︑人々をあつめて︑其

﹁頭が八つ︑尾が八つある

の祝をしました︒

五105園
たいぢしてやらう︒

大蛇で︑︿略﹀︒﹂﹁よし︒其の大蛇を

れて里へ蹄ってみた︒其の後村の人

五772 ︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ

は︑︿略﹀︑妻や子どもに︑もとの家

酒が出來ると︑みことは 五424 ︿略﹀︑間もなくたけるが新し
い家を造って︑人々をあつめて︑其

四583 ニハ ニ大工小屋ヲタテテ︑ 五114

の祝をしました︒尊は︿略﹀︑其の

く略V︑間もなく火の見で半

いらっしゃいました︒間もなく大蛇

五856国

︿略﹀︑八寸の大蛇の來るのを待って

なめてみると︑酒のあちがい

へ露ってもらった︒

五546

家の中へおはいりになりました︒
じんむ

が來て︑︿略﹀︑其の強い酒を飲みま
した︒

で水だくとさけぶこゑがしました

しようをうち出しました︒其の時表

小燈イノ大工サンが毎日其ノ
中デ仕事ヲシテ居マス︒
四616 見ればへさきに長いさを
を立てて︑其のさをの先には︑

たします︒三口んで︑それからは毎日

むかし神武天皇が︿略﹀︑

其の酒をくんで來て︑︿略﹀︒

五186園

わるものどもが強くて︑おこまりに

ひらいた赤い扇がつけてあり

五578
す

ます︒

なったことがある︒其の時一天には

長い洲で︑︿略﹀︒其の洲の白い砂の

郵便物をあつめる人は︑毎日

明けて持って行きます︒其のあつめ

きまった時刻に來て︑私のおなかを

五925

ので︑︿略﹀︒

四618︿略﹀︑其のさをの先には︑

かにかき曇って︑ひょうがひどくふ

天の橋立は海中へつき出た細

ひらいた赤い扇がつけてあり

上に︑青い松が一面に立ってるて︑
︿略﹀︒

り出すと︑︿略﹀︒

其の上につんであります︒

うちでも土間に丸太を置いて︑

熊が來て︑からだ中かぎまは

五986

に來る頃に︑︿略﹀︒

︿略﹀︒此のあたりの青田も︑其の頃

五685

昔此の村はひどく貧乏で︑
おそれてみんなにげてしまったさう

のやうで︑わるものどもはく略﹀︑

しまひました︒

しましたが︑︿略﹀︑其のまま行って

︿略V︑其の杉山なんぞは︑木

六26

は大ていあれ地で︑其の杉山なんぞ
︿略﹀︑鯉が︿略﹀︑家のむね

だ︒其のいはれで︑︿略﹀︒

五216

五686

ふことだ︒

は︑木もろくにない草山だつたとい

五197園鶏の光がまるでいなびかり

ます︒一人のくわんちよが其の
下に立って︑︿略﹀︒

げんじの還しやうよしつ

ねはく略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねま

四634

した︒其の時一人の家事がす
すみ出て︑︿略﹀︒

四743私はく略Vおちいさんや よりも高く尾を上げます︒其の尾を
下して育て︑さをに着けるかと思ふ
おばあさんを其のわかい時か

その一その
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か ひ
六71園 ﹁内地では甲斐の白根で︑
一万五百尺︒﹂﹁其の次は︒﹂

村からは私一人だ︒其の代り輻重兵
の外は各種の兵が出てみる︒

鮭版図ノ魚デモアレバ︑川ノ

魚デモアル︒其ノワケハ︑川デ卵色

六101園金や銀ハ美シクテ︑オアシ 六456
ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ
︿略﹀︑頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑

ラカヘツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

六474

︿略﹀︑産ンデシマフト︑其ノ
︿略﹀︑産ンデシマフト︑其ノ

上二号や小石ヲカブセル︒

六472

其ノ中へ卵ヲ産ム︒

六468

外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑
︿略﹀︒

六118園︿略﹀︑湯ヲワカス私モ︑私
ノ乗ルゴトクモ鐵デス︒其ノ外︑釘
ヤ針ノヤウナ小サイ物カラ︑キクワ
ン車・軍艦ノヤウナ大キナ物マデ︑
︿略﹀︒

上二砂や小石ヲカブセル︒サウシテ

テヰテ︑

︿略﹀︑十二番の舞がめでたく

︿略﹀︒

︿略﹀︑シバラク其ノアタリニ番ヲシ
六525

六13一 ヤクワンハ之ヲ聞イテ︑
ンハ﹁︿略﹀︒﹂ト 言 ッ テ ︑ 中 々 マ ケ

ました︒

ほめ立てたのは五番目の舞でござい

すみましたが︑其の中でことに人の

﹁︿略﹀︒﹂上三ロヒ マ シ タ ︒ 其 ノ 断 熱 ビ

マセンデシタ︒

六136園 アレガヤハリサビデス︒シ
カモ其ノサビハ大ソウ毒ナ物デス︒
を取って︑にいさんに見せましたら︑

ふのは︑かの萬じゅの姫であったの

した︒︿略V︒其の五番目の舞姫とい

め立てたのは五番目の舞でございま

六154園 僕が紅色のきれいなきのこ 六528 ︿略﹀︑其の中でことに人のほ

にいさんが

でございます︒

﹁︿略﹀︒毒だよ︒ 其 の 手 で ぐ み を た
べてはいけない︒﹂ と ︑
言ひました︒

六604

三月二十日︑︿略﹀︑御殿は人

少でございます︒萬じゅは其の夜ひ
やがてうばをも呼入れて︑三

そかにうばをつれて︑︿略﹀︒

くって︑其の船の大過を生けどりに

して引上げた︒

りにして引上げた︒其の後も攻めよ

六835 ︿略﹀︑其の船の大將を生けど

せる者がたえないので︑敵は一先づ

六627

人は其の夜をなみだの中に明かしま

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

沖の方へしりぞいたが︑︿略﹀︒

か

らまつ

わたしの子

六985韻村の三校のげんくわんの

油をふりかけさせた︒

上に投げさせた︒さうして其の上へ

んなたいまつを出して︑︿略﹀︑橋の

六966 すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

︿略﹀︑其の上を賊が我先に渡った︒

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六962

した︒

これから後念じゆは︑︿略﹀︑

折々らう屋をたつねては︑母をなぐ

六633

さめて居りました︒さうして其の明
くる年の春︑舞姫に出ることになつ

或村に大火事があって︑一村

たのでございます︒

六667

ほとんど丸やけになった︒其のとな
り村の青年たちが見かねて︑︿略﹀︒

其の子はとう

向って右の落葉松は︑

どもが植ゑたので︑

さて主人に火事の話をして︑

義指金のことをいひ出すと︑﹁それ

六684

に戦死した︒

われらが住む世界は︑其の

地球の上には大小合はせて

國と︑︿略﹀を世界の五大強含とい

六十鯨國あり︒其の忘我が大日本帝

七41図

革まるくして︑球の如し︒

七12図

せんか︒

六佃3團其の後おさはりもございま

はお氣の毒だ︒﹂と言って︑たくさ
ん金を出した上に︑︿略﹀︒其の薫り
︿略﹀︑川原が遠く北につゴい

途で︑青年たちはく略﹀︒

て︑其のさきにやさしい姿の山がか

六733

すんで見えます︒

ふ︒

六236 爾方からおしよせて︑ちんの

船は通りませんが︑其の代りに水が

賀茂川は水が多くないので︑
いたってきれいで︑染物にむいてゐ

六736
送ってよこしました︒光盛の娘は其

義仲からはく略﹀大切な刀を
の後︑臨書頼朝をねらひましたが︑

六557

問がわっか三町ばかりになりました︒

すると︑︿略﹀稻村崎は︑其

七217 義貞は之を見て︑︿略﹀︑其の

かに干上って砂地にかはり︑︿略﹀︒

の夜の月の入る頃に︑二十一町には

七208

をしきつめたやうに見える︒

田の三遠のま＼に紅紫のもうせん

あかむらさき

七172 ︿略﹀︑細長い田には細長く︑

其 の 夜 の こ と で す ︑︿略﹀︒

﹁イ・エ︑ヤハリ毛縣デオ

ます︒

六765翻

︿略﹀︒

六254 親が落ちれば其の子も落ち︑

かへって︑︿略﹀刀を見つけ

モヤウハ︑ドウシテツケルノデセウ

ツタ物デス︒︿略﹀︒﹂﹁其ノキレイナ

六562

られてしまひました︒頼朝は其の刀

弟が落ちれば兄も落 ち ︑ ︿ 略 V ︒
とら

六 2 7 8 大 き な 虎 が 山おくで︑﹁︿略﹀︒﹂

に見おぼえがあったのでございます︒

カ︒﹂

くと？いた︒さんぐに切りま

六833

唐糸といふのは此の女のこと
でございます︒唐糸には其の時十二

六567

になる娘がありました︒

通有は︿略﹀︒味方は後から

とひとりごとを言ひました︒其の時
﹁ あ は ㌧ ︒ ﹂ と 笑 ふものがありました︒

六416函 どの町村からも︑歩兵が一
番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

793
その一その

遠干がたを眞一文字に鎌倉さして攻
︿略﹀︑村の人は之を傘松と呼

めこみました︒

七234

んでみる︒其の松の下に石できざん
ばとうくわんぜおん

だ地竜様が立っていらっしやる︒

七254 塚の前に馬頭観世音とほっ
た石が立ってるて︑其の前に時時新
しい馬のくつが上ってみる︒
ニン ト ク

七285図 大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ
マヒシ所ニシテ︑其ノ頃天皇ハ立上
ル煙ノ少キヲ見テ︑ ︿ 略 V ︒

道の間に並木が植ゑてありますが︑

七362国 通は廣くて平で︑歩道と車
此の頃は其の葉の美しいさかりです︒

七367団人口はおよそ十一萬︑其の
中 日 本 人 は 五 萬 人 ︑︿略﹀︒

お祭には︑毎年其の首を一つづつ供

それをしまって置かせて︑其の後の

遠洋航海を終へて︑郷里に

ノモノハ其ノ中間二生エテヰルノデ

七523図
アル︒

︿略﹀︑家康は小勢の方へ行け

徳川家康が大阪城を攻めた時︑
ス

カウ

︿略﹀︒我が

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に

或日炭を焼く男が太郎のうち

先つよい場所を見立てて︑

︿略V︑それをぎっしりとかま

︿略V︑よくもえるやうに其の

山野に生ずる草木の中には︑

たかま土を置いて︑打固める︒

上下にそだを置き︑又其の上にねつ

八315

其の上下にそだを置き︑︿略﹀︒

の中に立て並べ︑よくもえるやうに

八314

のそばへ土と石でかまをつく︒

︿略﹀小屋を建てる︒次に其の小屋

八304

はていねいに教へてくれた︒

どうして焼くのかときくと︑其の男

へ來て︑︿略﹀︒此の時太郎が︑炭は

八299

通りにしてるるのだといひます︒

とちかひました︒さうして今も其の

八264 さて蕃人どもは︑︿略﹀︑︿略﹀

て人の首を取らぬとちかひました︒

まつって︑其の前で︑此の後は決し

八262

其の人を殺して︑首を取りました︒

ました︒︿略﹀蕃人どもは︑すぐに

八255 ︿略﹀︑赤い着物を着た人が來

年其の首を一つづつ供へさせました︒

八235 ︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎

へさせました︒

蹄り來れる太平丸の船長は︑一日其
七879

全面カラ吸取ルノデアル︒

︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ艦ノ

の町の詔書へまねかれて︑航海の話
をなせり︒

クワウレイサイ

彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其

信作はつるりとすべり落ちて︑

ヤウ

揚子江ハ支那第一ノ大河ニ
揚子江

シテ︑其ノ長サ一千三百里︑︿略﹀︒

八193図

其の舌長宣は︿略﹀︒

よりのぶ

八148

わけをたつねると︑︿略﹀︒

と命じた︒家倉があやしんで︑其の

八138

ころげこんだ︒

其のはずみに︑ころくと池の中へ

八98

秋季皇血祭ヲ行ハセラル︒

ノ中日二︑春ハ春季皇露祭︑秋ハ

七佃4図

の勢で明の都へおしよせ︑︿略﹀︒

七532着棄は年中航海をしてみるも 七欄1園切ってく切りまくり︑其

︿略﹀︑月夜には波が銀色に

のですから︑少し其のお話を致しま
す︒

七548園

光って︑其の美しいことは何ともい
﹁︿略﹀︒﹂船長はコップの水

ひやうがありません︒
七564図

を一口飲みて︑又其の話をつgけた
り︒

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七611園皆さんのうちには︑大きく
出かける人もありませう︒
﹁落し物をしましたから︒﹂と

いひくかけ出します︒人夫は其の

七671

港を出ようとした其の時︑︿略V︑前

男のたもとをおさへて︑﹁︿略﹀︒﹂

七412 軍人をのせた御用船が今しも
へ出るおばあさんがある︒

第五

アフリヨク

國第一ノ長流鴨緑江ノ如キ乱酔二

八196図

日のくらしにこまるやうなこともあ

七418園 御用船を見つけると︑コ 七731圏︿略﹀︑どうかすると︑其の
太郎やあい︒其の船に乗ってみるな

其ノ支流ニモ及バザルナリ︒

費ルニ至ルマデ︑一年ノ長キニワタ

出デテヨリ︑イカダラトキテ木材ヲ

河ヲ下スコトアリ︒︿略﹀︒其ノ家ヲ

八208図︿略﹀︑之ヲイカダニ組ミテ

りますが︑︿略﹀︒

紀州の男は急いで國へ蹄つ

ら︑鐵砲を上げろ︒ ﹂ と さ け ん だ ︒

七755園

て︑其の金をまちがひなくとゴける

七502 私ノ近所二年ヨリノカジ屋ガ
アリマシタ︒︿略V︒私ハ時々其ノ仕

信長はかるくうなついたが︑

やうに致せ︒

七785

事場へ行ツテ見マシタ︒

ルコト珍シカラズトイフ︒

七516 イカニモ丈夫サウナ老人デシ

八233

八326

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

ちやうど蕃人が︑其の前の年

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ

藥用にするものが多くありますが︑
にんじん

八329 ︿略﹀︑其の中貴重なものの一

です︒

其の中貴重なものの一つは朝鮮人参

に取った首が四十齢ありましたので︑

引上げて役人の敷に入れた︒

海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ

︿略﹀︒

ちやうど蕃人が︑其の前の年
に取った首が四十齢ありましたので︑

︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ 八235

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

七873

ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒

七793

シタ︒其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二
行ツテヰタ若イムス コ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七517 其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二
行ツテヰタ若イムスコガ︑今デ土穿
ノ後ヲツイデ︑︿略 V ︒

その一その

794

にんじん

八435

越前守は︿略﹀︑其の中に盗

まれた品のありなしを調べさせまし

つは朝鮮人蓼です︒ ︿ 略 ﹀ ︒ さ う し て

其の栽培については次のやうな話も
た︒すると其の中に二反ありました︒

︿略﹀︑明日何山の何所へ行け

あります︒

八341

た︒そこで其の反物を出した者を呼

すると其の中に二反ありまし

出して︑買先をたゴし︑︿略﹀︒

八436

神様のお告がありました︒婦人は
其の後どうかと案じてゐま

したが︑手紙を見て安心しました︒

八464国

ば︑望のものをさづけてやるといふ
︿ 略 ﹀ ︑ す ぐ に 其 の山へ上りました︒

八346 ︿略V︑見なれない草に︑眞赤

︿略﹀︒

八993図瞬

︿略﹀中佐︑

た ま
飛來る弾丸

旅順港外うらみぞ

軍神廣瀬と其の名残れど︒

に忽ちうせて︑
深き︑

間少しも食物を送ってよこしません

八麗3園霜雪は︿略﹀︑此の藪田の
でした︒其の爲に新しい血が出來な
分業で造ると︑其の出來がよ

くなって︑︿略﹀︒

巣ハ︿略V︑︿略V絶壁ノ間ヤ 八価8

いばかりでなく︑出來高がたいそう

八502
其ノ上ニヤハラカナコケヲ置クダケ

老木ノ上二︑タテ横二小枝ヲ並べ︑

な美しい實が一つなってゐました︒
庭先の畠の中にまきました︒

大將の父は途々義士のことを

大酒が何か食物の中にきらひ

︿略﹀︑大工が馴れるまで︑う

︿略﹀︑大將の一家は郷里へ蹄

なった︒

好ききらひといふものがないやうに

した︒其の爲︑大智には全く食物に

ち中の者がそればかり食べるやうに

八榊1

して︑︿略﹀︒

事に︑必ず其のきらひな物ばかり出

な物があると見れば︑三度三度の食

八佃8

思したのである︒

大量に話してきかせて︑其の墓に参

八麗5

婦 人 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 其の實を取って來て︑

デアル︒

イモ
彼ノ焼野屋ノ看板二︑八里

保己一の家は今の東京︑其
これは縣の税で︑罫書の學

校や病院や︑其の他道路などの費用

八797園

の頃の江戸の番町にありて︑︿略﹀︒

八629図

其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

八601図

と︑︿略﹀︒

時にいさんが﹁︿略﹀︒﹂といひ出す

上るまでに︑少し間があった︒其の

八534

︿略Vせいろうから︑ゆげが

多くて︑︿略﹀︒

八365圏 一 子ども事 く略V︒越前
置いて︑爾方から子どもの手を取つ

守は︿略﹀︑﹁其の 子 を 二 人 の 眞 中 に

て引合へ︒︿略﹀︒﹂といひました︒

八366園勝つた方へ其の子を渡す︒
八379園 これ女︑其の手を放せ︒
いて︑﹁其の方の申す所では︑どう

八399園 越前守は手代の言ふ所を聞
やら其の地藏がうたがはしい︒
一同は驚いて︑︿略﹀︑大さわ

の中のおも立つた者が出て︑いろ

ぎでございます︒しばらくして︑其

八425

くおわびを致しますと︑︿略﹀︒

八桝5

ることになった︒其の時大高は江戸
から大阪まで︑馬やかごに乗らず︑

軍隊や︑裁判所や︑外國と

のつきあひや︑其の他いろくの費

内地から返て先つ目につく

︿略﹀︒

此所二名高キ名古屋城アリ︒ 九51田

の方に集ってついてをり︑其の葉の

から

根本には︑︿略﹀實がす窟なりにな

つてゐます︒

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

九58忍業の中にはかたい殻があっ

のがあります︒

又パンの木も所々に美しい

林をつくってゐます︒其の實は土人

九67國

殊に毎日のやうに降るには

の一番大事な食料で︑︿略﹀︒

九78團

では︑其の雨水がまた大切な飲料水

か雨が︑︿略V︒水の乏しい此の島々

︿略﹀︑御船少しも進まず︑

となるのです︒

九106図

今にもくつがへらんばかりなりき︒
おと

其の時︑御供にしたがひ給へる弟

橘

おとたちばなひめ

媛︑尊の御身危しと見給ひ︑

たちばなひめ

︿略﹀︒

︿略V︑きぬの敷物八枚を波の上に敷

九115図表の時︑︿略V弟橘媛︑

妹は餌箱を持ちて︑とやの

重ね︑其の上に飛下り給へり︒
ゑ

九129図

前に來る︒親どりどもすぐに見つけ

妹は餌をつかみて︑わざと

て︑其の足もとにむらがる︒

少しはなれたるきりの木のあたりに

九13！図

から

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

へ行く︒

細かに打ちくだく︒其の音を聞きつ

︿略﹀大きな葉が︑幹の上

し

九141図 ︿略﹀︑しゴみの殻を取出し︑
や

のは植物で︑其の中でも殊に珍しい

九55囲

す︒

のはコ・椰子の木やパンの木などで

天守閣ニハ棟ノ爾端二金ノ

︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清正ノキヅ

八969図

シヤチホコアリ︒其ノ高サ八尺五寸︑

ばみたるは眞白なるめんどりなり︒

けてかけ量り︑︿略﹀︑すばやくつい

キシ所ナリ︒

八966図

用になるのです︒

八801園

になります︒

であらうが︑其の代りと致して︑白

八427園 ﹁しからぼ許してつかはす
木綿を﹁反つつ︑名札をつけて︑三
日の間に間違なく持 参 致 せ ︒ ﹂

八434 ︿略﹀一同は白木綿を一反づ

っ持って参りました︒越前守は
︿略﹀︑其の中に盗 ま れ た 品 の あ り な
しを調べさせました ︒

795
その一その

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ

九181 保護色ヲモツテヰル上二︑其
リノ物二似テ見エルモノモアル︒

ハ︑其ノ色が桑ノ木二項テヰルバカ

九185 桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

又沖縄二品スル木ノ葉蝶ハ︑

リデナク︑︿略﹀︒

九1810

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ
くわんあん

︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

アルガ︑︿略﹀︒

九228園

二代つgいて︑其のお志をおつぎに

︿ 略 ﹀ ︑ 始 め て 現 当をお修めになり︑
ふまいけん
︿ 略 ﹀ ︒ そ れ か ら 元庵様・不昧軒様︑

なり︑一そう研究を進められた︒

九234園 そこで此の父も︑何とぞ此
の學問を大成したいと︑︿略﹀︑寝食
を忘れて其の道の書 物 を 讃 み ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

其の時おとうさんがにいさんと︑

たちを呼んで︑ごちそうをしました︒

ひしゃくの口の向いてみる方へのば

二つの星を結びつけて︑其の線を︑

カクノ如ク物二上アルハ︑

も筆や口にはつくされません︒

して行くと︑︿略﹀︒

九451図

﹁︿略V︒﹂と話していらっしゃいまし

西洋では昔から︑︿略﹀︑北

て大熊の形を想像して︑︿略﹀︒

斗七星と其の近所の星を一しょにし

九903園

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

の星と其の近所の星を一しょにして

西洋では昔から︑あの七つ

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
た︒

九901園

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

毎日々々︑︿略﹀︑おろしに歩き廻つ

︿略﹀︑始は近在の小費店へ︑

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

たものださうだが︑其のつらさはと

九518園

其ノ五人ハ︑︿略﹀︑孚ヒテ高キ償ヲ

てもお前たちにわかるものではない︒

九454図又コ・一二匹ノ馬アリテ︑

ツク︒

九908園 ﹁︿略﹀︒小熊座と大熊座に

あの社長さんはもと上方の
人で︑︿略﹀︒︿略﹀︒さうして人々に

九529園

ら︑ねえさんに聞いてごらん︒﹂信

ついて︑面白い昔話があるはずだか

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

推されて︑町の銀行の頭取になった︒

九454図又コ・一二匹ノ馬アリテ︑
︿略﹀︑各其ノ馬が他人ノ手二型ラン

吉は︿略﹀︑﹁ねえさん︑どうぞ其の

︿略﹀︒うちのおちいさんはく略﹀︑

信吉は兄と姉とに謝して︑

よく其の話をなすっては︑大へんほ

おとうさんはく略﹀︑天略﹀︒ 九932図

話を聞かせて下さい︒﹂と頼みたり︒
九5510

めていらっしゃったものだ︒

コトヲ恐レテ︑︿略﹀︒

九458図之二反シテ︑同ジヤウナル
馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑
薬膳ントスル人担ぐ一人ナルトキハ︑

樂しく其の夜のゆめに入れり︒
そり
九9510園︿略﹀︑木の枝などを権にし

全くあんな人は珍しい︒﹂とお話し

て︑此の雪渓をすべって下る人があ

︿略﹀︒

になりました︒僕は今日其のえらい

ります︒僕も其の通りにして見まし

︿略﹀︑同ジヤウナル馬五匹

社長さんに會って來たのだと思ふと︑

九4510図

何となくうれしい氣がしました︒

︿略﹀︑千数百人の乗員が號令

にしたがって︑規律正しく活動する

九637

を見張ってみる︒

其のそばには︑︿略﹀信號兵が遠く

九鵬7

向ふの畠には︑たうのいもが

中尉の固く結んだ口もと︑す

しかしとうく恐ろしい日が

通りでない︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

九悩7

でるるのも美しい︒

やうがが︑︿略V︑ぎやうぎょく並ん

作ってある︒︿略﹀︒其の隣の畠にし

九㎜4

艦橋には當直將校の姿が見え︑ たが︑︿略﹀︒

人ナルトキハ︑五人ノ持主各其ノ馬
ノ責レザランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ

九6010

アリ︑︿略﹀︑買ハントスル人置寸一

債ヲ下グ︒

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

九257園此の方々のお書きになった
其の本については︑後に又言聞かせ

︿略﹀︑五人ノ持主轟轟ノ馬
贋ヲ下グ︒︿略﹀︑最モ償ヲ下ゲタル

ノ責レザランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ

九462図

るが︑︿略﹀︒
のぶ

︿略﹀︑此の老人こそは出羽の
のぶすゑ

國の尋者佐藤信季︑少年は其の子信

九282
ひろ

淵である︒

︿略﹀︑︿略﹀水兵が︑甲板を

其の様は︑如何にも目ざましい︒

其の様は︑まるで雨後の蛙がむらが

こすりながら頭を並べて進んで行く︒

カクノ如ク︑品物多クシテ︑ 九655

持主︑其ノ馬ヲ費ルコトトナル︒

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ償安

九463図

クナリ︑︿略﹀︒

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

しもつけ

九283 これは今から百三十年ばかり

日かたって︑とうく此の宿でなく

起つた事で︑︿略﹀︒信季は其の後幾

ル︒

九481国

来た︒︿略﹀︒其の日の戦は果して今
九465図 ︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ り飛んでみるやうである︒
なった︒
さや
九722囹 八百年前の建物で︑今も鞘 までになくはげしかった︒
九296 ︿略V︑海のやうな湖から流れ 望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ償高クナ
はう
九夏2 ︿略﹀︑敵の砲兵が放列をしい
堂の中に其のま＼保存されてみる︒
え
︿略﹀︑昨夜は手つだひの人 九8710園あの柄でない方の端にある てるる︒味方は其の正面から眞一文

る大きな河が︑一大絶壁をみなぎり

落ちるのですから︑其の壮観はとて

その一その
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字に進んで行く︒
くわい
︿略﹀︑怪獣のやうな大砲と︑

九僻9

其のまはりにむらがる人かげが見え
て來る︒

中尉は︿略﹀ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 叫

んだ︒ちやうど其の時︑敵の砲口が

九燗8

近 く で 破 れ つ し て ︑︿略﹀︒

九佃9 ︿略﹀︑敵の砲揮が近くで破れ
へん
つして︑其の破片がぴゆつと北風の

顔を見る毎に︑そなたのふがひなき
のに驚いて︑︿略﹀︒

約を見た時は︑其のと＼のってみる
︿略﹀︑せり場を中央にして︑

パナマ地峡は一台に小山が起

飾られた︒

十315

石が多い︒其の外にもいろくの理

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

由があるので︑︿略﹀︒

に打たれて︑もう立っても居ても居

︿略﹀︒

一年と過ぎ二年とたつうちに︑

柿右衛門は︿略﹀︑其の名は

夜喜三右衛門は窯の前を離れないで︑

﹁よし︒﹂と叫んで火を止めた︒其の

十484 喜三右衛門は︑︿略﹀︑やがて

其の日の暮しにも困るやうになった︒

︿略﹀買手は︑︿略﹀︑次第 十468

した︒

門は︑其の日から赤色の門付に熱中

られなくなったのである︒喜三右衛
せり場の一方に高い毫があ

其のおかあさんらしい人が︑今日の

︿略﹀︒

の直だと見ると︑掛の人が其の直で

十213国

十502

便利だが︑その代り利子が

遠く西洋諸國にまで聞えてみる︒

費渡すといふあひつに手を打って︑

さうして︑もうこれが最高

する聲と掛の人の聲と入早れて︑

にせり上げる︒其の間︑買手の工事

十2010國

つて︑其の上に掛の人が居る︒

十206国

別れを惜しんで︑︿略V︒

十193国中には︑君ぐらみの子供や︑ 十4510 ︿略﹀︑︿略﹀柿の色の美しさ

す︒

其の周園は馬つなぎ場になってゐま

十178團

事が思ひ出されて︑︿略﹀︒

おかあさんは︑﹃一命を捨

てて君恩に報いよ︒﹂と言ってゐら

九幣9纒
れるが︑まだ其の折に出會はないの
だ︒

もあるだらう︒其の時にはお互に目

九佃2園其のうちには花々しい戦箏

︿略﹀︑アノ人ナラバト思バレル人ガ

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

ざましい働をして︑︿略﹀︒

アルカラ︑オトウサンバ最初カラチ

九捌5園

九佃4 北風は驚いてすぐに立止らう
ヤント其ノ人給キメテヰタ︒

たてがみをかすめた︒

としたが︑︿略﹀︑思はず其の場から

﹁ソンナエライ方ナラ︑

︿略﹀︑當時の御殿︒御庭な

︿略﹀︒

悲愁の利子は預金の利子よ

鳩に手紙を運ばせるには︑足

袋を掛けさせて︑其の中に入れるの

にく略﹀細いくだを附け︑又は胸に

十577

の往來を利用するのである︒

つて食物を取るやうに馴らして︑其

十567 ︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

奨卒してみる︒

しやう

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

十554 ︿略﹀︑今では各國共に盛に傳

銀行の牧入になるのだ︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

十537園

安い︒

取引の成立つた馬は︑其の 十527圏
日の中に買手に引渡されてしまひま

十216団
す︒

十223圏此の町では︑二歳駒の市が

昔ヨーロッパにアレクサンド

く略V某大尉が之を見て︑︿略V︑

ル大王といふ王があった︒︿略﹀︒其

十81

なりとそ︒

どの︑今も其のま＼に保存せらる＼

十310図

︿略﹀︒

人が當選スルコトハウタガヒナイガ︑

︿略﹀大丈夫デセウ︒﹂﹁イヤ︑其ノ

九梱10園

数十間も進んでしまった︒

九佃3 主人の姿を見つけると︑静か
に其のそばに立止った︒

九川1 しかし聞えるのはかすかな息
づかひばかりであった︒ちやうど其
の時︑はるか遠方で味方の萬歳の聲
がわき起つた︒

九桝10園 或日︿略﹀一水兵が︑女手
の手紙を讃みながら泣いてみた︒
いくさに出

ゐ

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ 軍 人 と なって︑

十日間も績いて︑其の問には千頭か

︿略﹀︑年とった燈士塁守が︑妻

娘の勇ましい行爲は︑歌に歌
せう
はれ︑其の肖像書は到る威の店頭に

十293

つて居た︒

と娘と三人で︑わびしく其の日を送

十246

えてみる燈塁に︑︿略﹀︒

ンといふ島がある︒其の一角にそび

蝦背の東海岸にロングストー

らの士買買があり︑︿略V︒

︿略﹀︑はじめて青年團の規

十245

の大王が東方諸國の遠征に出かけた

王はく略V︑再び其の英姿を

時の事である︒

3

陣頭にあらはす事が出來た︒

十

たのを男子の面目とも思はず︑其の
有様は何事だ︒

手紙を忌みながら泣いてみた︒︿略V︒

九備1 或日︿略﹀一水兵が︑女手の

︿略V︑あなた方の半分ぐらみしか働

私どもの若い時分には︑
きませんでした︒︿略﹀︒皆さんの前

十144園

水兵は︿略﹀︑しばらく大尉の顔を

十147園

くてなりません︒

に立つと︑其の頃の心掛が恥つかし

見つめてみたが︑︿略V︑其の手紙を
差出した︒

九柵2囲囲村の方々は︑︿略﹀︑親切
におほせ下され候︒母は其の方々の
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である︒

ります︒

ことわらなかったのか︒﹂
しやう

十伽2図

校長も着實温厚なる人にし

模範として專心職務につとむるが故

て︑︿略﹀︒其の他の教ロ貝も︑校長を

︿略﹀︑松林を後にして右に

十972図宋の御文天命大いに之を

しやうとく

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

十761囲

昌徳宮︑左に景福宮の壮大な構が

とす︒其の友之を止めていはく︑

十584 方書鳩を利用する場合はなか
なか多い︒︿略﹀︒ 又 戦 孚 の 時 戦 線 か

ある︒其の手前は一室に朝鮮家屋で︑

十伽7図

其の利益は︑大部分を學校

大部分を學校の基本金とし︑︿略﹀︒

杉・檜の植林を螢めり︒其の利益は︑

ひのき

十伽6図青年團の事業の一として︑

に︑︿略﹀︒

ら戦状を報じたり︑援兵を頼んだり

天平いはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

︿略﹀︒

帝其の志の動かすべからざるを知り︑

十㎜2図

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十762團

で︑其の又手前には朝鮮ホテル・

其の手前は一帯に朝鮮家屋

するに使ふのも其の一つである︒

︿略﹀などのりっぱな洋館がそびえ

十592 あ㌦︑あのかはい＼鳩が︑
んで行くのを見たならば︑何人も其

︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

の基本金とし︑其の残部を一村共同

の有益なる事業の費用にあっる計書

︿略﹀︑ガラス越しに見える向

てるる︒

なり︒

十価9

のかしこさと勇ましさに感心しない

ふの木がひどくゆれる︒其の枝の先

面白いのは︑三日四日績い

にしよんばりと止ってみる烏の姿も︑

十784囲

て寒ければ︑其の次には駅長のくら

者はあるまい︒

いろく集めた事もありましたが︑

十6610園私はもと鉢の木がすきで︑

︿略﹀太陽とは︑

一思どん

此の黒鮎は多分表面に生ず

つまり此の宇宙には︑あの

孔子はく略V︒︿略﹀︑長

じて後輪の君に仕へ︑大いに治績を

十一410図

︿略V︒

が︑たゴ其の距離の遠いために︑

きよ

のがなほ敷限りもなく存在してみる

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一38

其の数や大きさは︑︿略﹀︒
うちう

るうつ巻であらうといふ︒さうして

十一33

る︒

容積は地球の百三十萬倍に當ってゐ

なものであらう︒︿略﹀︒︿略﹀︑其の

十一110 ︿略﹀太陽とは︑ 一艦どん

ち地球の百九倍認りに當り︑︿略﹀︒

のさしわたしは三十五萬四千里︑即

なものであらう︒︿略﹀︒さうして其

十一19

りなり︒

て︑年を追うて其の繁榮を増すばか

十梛1図 ︿略﹀︑一村は誠に平和にし
見るから寒さうだ︒
マストの上の見張人が︿略﹀︑

みの間暖さが績くといふやうに︑

北の方を指さした︒︿略﹀十人許の

十稲2

︿略﹀︒

面白いのは︑三日四日績い

︿略﹀︑大てい人に や っ て し ま ひ ま し

十784國

乗組員は︑ひとしく目を其の方向に

た︒しかし此の三本だけは︑其の頃

向けた︒

砲手は此の時早く船首の砲後
︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

つて︑船から五十メートルぐらみの

十価9

に立って︑其の引金に手をかけた︒

十佃6

みの間暖さが績くといふやうに︑
採炭坑夫は四人つつ一組にな

て寒ければ︑其の次には又其のくら

︿略﹀︒

のかたみとして︑大切に残して置い

十842

た の で ご ざ い ま す が︑︿略﹀︒

てるうりにたきぬ︒僧は其の厚意を

崩すと︑︿略﹀︒

つてみて︑其の内の二人が石炭を掘

十674図 主人は三本の鉢の木を切り
深く謝し︑さて﹁︿略﹀︒﹂

十716圏 これは何時そやの大雪に宿

白梅は今ちやうど眞盛りであ

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒
を養ふことも盛にして︑大てい二年

十衡3図

黙々と交って美しい︒

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

十佃9

もりが打出された︒

十884 これらの製品はく略V︑又支 庭まで引寄せられた︒其の時︑二番
那・印度其の他の東洋諸國へ輸出さ

を借りた旅僧であるぞ︒其の時の言
葉にたがはず︑眞先かけて参ったは

れる︒

﹁本道は遠いから近道を通ら

感心の至り︒

十932

う︒﹂と正雄が言ふと︑︿略﹀︒其の

十721園 又寒夜に秘藏の鉢の木を切
つてたいた志は︑何よりもうれしく

父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑

近道といふのは田のあぜ道で︑︿略﹀︒

忌毎に之を責るに︑其の利益少しとせ
ず︒

豊にして︑村民皆其の家業を識しめ

かくの如くなれば全村頗る
り︒

十衡5図

次第を有りのま＼に話した︒父は

︿略﹀︑太郎はやっと今日の

﹁なぜ其の時﹃︿略﹀︒﹄と︑きっぱり

十947園

強く聞きたゴされて︑︿略﹀︒

太郎はだまってみた︒其の夜宮父に

十945

思ふぞ︒其の返却として︿略﹀︑合
はせて三箇所の地を汝に授ける︒

十7310國 京城の市街は︑︿略V高い
城壁で園まれ︑その虜々にかういふ
門があって︑︿略﹀︒

十754団 此虜には︿略﹀京城神社が
とく
あり︑又其の近くに朝鮮総督府があ

その一その
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暴げしかども︑︿略﹀︑久しく其の職
に居ることあたはずして魯を去りぬ︒

ぐれたるもの︑顔淵・︿略﹀等七十

がんえん

十一6！図 門人三千人︑其の最もす
二人なりき︒

十﹇63図 論語は︑︿略﹀が孔子及
び其の高弟の言行を集録したるもの
にして︑︿略﹀︒

ご
︿略﹀等の娯樂乾剤が到る慮に散在

ばう
︿略﹀︑紡績・造船・製粉・

種の學校や︑︿略﹀等の修養重三︑

してみる︒

裁判の目的は︑︿略﹀︒此の
ちつじょ

世を︿略﹀︑平和な︑秩序正しい世

十一225

︿略﹀︑人々相互の雫がはて

の中にするのが其の目的である︒
十一227

︿略﹀わるがしこい者が勝つことに

しなく行はれて︑しかも其の孚は︑

十一118

製紙其の他の諸工場が勢よく黒煙を

く︑︿略V︒

十一331図

されども不意を討たれし

かくして布衣じ︑海下り

如く︑白壁の民家其の間に黙在す︒

地藏山の内︑二町三段五二︑
生きた枝でも枯れた枝でも︑

えん
の後とかく病勢衰へず︑遂に肺炎を

引起し申候︒

り候やもはかり難く候︒其の節は何

十一4310皆既 く略V︑其の中御地へ参

昔︑泉州堺のなにがし

さかひ

とぞ宜しく願上候︒

十一448図

寺に︑充書 師久しく寄食してありけ

るが︑︿略﹀︒住持は心得ぬ事に思ひ

さまたげせんも心なしと

て︑或日盛の書師に︑︿略﹀︒

十﹇464図

翌朝書師は︿略﹀︑ふす

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

り︒

十一467図

かくて次の夜は如何にと

まに向ひてしきりに筆を動かしみた
つる
り︒其の圭旦がく所皆鶴にして︑筆勢

非凡︑︿略﹀︒

うかゴふに︑圭旦師はく略V︑明日は

十﹇472図

かく書がかんなど至言してみたりけ

れば︑︿略﹀︒其の猫又夜更けてう

かゴひ見れば︑︿略﹀︒

十﹁4810図囹 ﹁先に壼がきたる檜︑

何となく物足らぬ所ありて氣にか＼

りしが︑︿略﹀︑箱根山中にてよき枝

ぶりの檜を見て︑其の意を得たれば︑

生きた枝でも枯れた枝でも︑

︿略﹀︒﹂

其の萱草をとったり︑︿略V︑苦心は

付を行ふまでには五六年もか＼る︒

十一521 ︿略﹀︑これが成長して︑切

に種をまくか︑︿略﹀︒

は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと

十一515此の邊でゴムを栽培するに

其のま㌧にしておくと︑木が太るに

︿略V︑一番早く伐るとして

實は去月十日頃より感
冒の心地にて引きこもり居候虞︑其

ばう

十一435仕業

の年になってみるわけだ︒

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

十﹇405

其虜が節になるのだといふ︒

つれて其の枝を包んで行くために︑

十︸3910

が節になるのだといふ︒

其のま﹂にしておくと︑︿略﹀︑其虜

十﹁399

峯通り檜苗︑其の他総べて杉苗︒

ひのき

十﹇367

せ

十一341図 爾岸及び島島︑見渡す限
せん
り田園よく開けて︑毛暁を敷けるが

て︑其の書くる所を知らず︒

十一336図

の間を行く時︑島かと見れば岬なり︒

小無数の島々各所に散在す︒船の其

瀬戸内海には︑︿略﹀︑大

俄の軍に︑清秀等の奮戦其のかひな

十一249図

なるであらう︒

立ててみる︒

一年生の時からの成績物も

見せていたゴいて︑其の始末のよい

十一154
のに感心してしまひました︒

十一192例へば︑借りた金を︑︿略﹀︑
返さない人がある︒其の場合に貸主

此の大聖の面目をうかゴふを得べし︒

十一65図論語は︑︿略﹀︑最もよく
今此の書によりて其の一端を述べん︒

から借主を裁判所に訴へると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑裁判所は︿略﹀︑貸

借金を返すやうに借主に命ずる︒

主の主張を正号とみとめれば︑其の

十﹇194

十一67図 孔子は正義の念強き人な

葺きはめて學問に熱心

り き ︒ 其 の 言 に い はく︑︿略﹀︒

十一73図
にして︑其の好學の念の切なる︑

︿略﹀犯罪があった場合に

は︑國家は其のやうな不法な行が再

十一199

びされないやうに︑其の犯罪者をこ

﹁︿略﹀︒﹂といふに 至 れ り ︒

づおのれを正し︑近きより遠きに及

十一77図 孔子は他人を正す前に先

︿略﹀犯罪があった場合に

らし︑︿略﹀︒

十一1910

すを以て其の主義としたり︒

かつて自らいはく︑

は︑國家は︿略﹀︑其の犯罪者をこ

十一710図

らし︑︿略﹀︒

ところで︑どういふ事をす

を忘れて︑人生の爲に黒凹くしたる大

十一202

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︒ 其の身を忘れ︑よはひ

ほ

れば罪になるか︑其の制裁としてど

聖の面目︑︿略﹀︒
くわう

十﹇87 ︿略﹀︑黄浦江といふ支流

のやうな刑罰を受けるかは︑︿略V︒

しゃんはい

︿略﹀︑厘裁判所の裁判に不

の裁判に不服な者は更に大審院に上

服な者は地方裁判所に上訴し︑尚其

十一212

に入り︑更に十海里古りさかのぼる
と︑其の西岸にある上海に着く︒

食する︒

十一94 ︿略V︑言語・風俗の違った
幾多の人種が入交ってみるので︑其

又民事裁判では︑原告・被
なって其の主張を助け︑︿略﹀︒

告の相談相手・附添人事は代理人と

十﹁2110

の有様は一見世界人種の展覧會のや
うである︒

十一99 ︿略﹀︑銀行・會社等のりつ

ぱな建物がそびえてみる︒其の萱門

799
その一その

︿略﹀老砲手は︑︿略﹀︑甲

なかく一通りでない︒
十一5510

板からしきりに働ました︒ちやうど
其の時︑︿略﹀︒

十一584 とたんに︑︿略﹀すさまじ

日とか菖の幾日とかいふのを思ひ出
︿略﹀︑日本では明治五年

して︑其の事を父に尋ねた︒
十一924園

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌

太陽暦は春分から春分ま

年から太陽暦を用ひた︒

十一929圏
間は約三百六十五日と四分の一だが︑

でを一回編年といって︑︿略﹀︒其の

い大砲の音がとゴろき渡った︒砲手
はその結果を見るのをおそれるやう

︿略﹀︒

十︻955

リンカーンが七歳の時︑一

に︑︿略V︒

十﹁611 此の峠には長いトンネルが
あって︑其のあたりは海抜約千八百

十一伽9

︿略﹀︑さうして本は其の

ま＼リンカーンにやった︒リンカー

リンカーンは其の本をてい

ンは其の本をていねいに乾かして︑
︿略﹀︒

十一㎜10

ねいに乾かして︑其の後何度もく
讃返してみるうちに︑︿略﹀︒

府・縣・市・町・村の別がある︒其

我が國の地方自治團髄には︑

の土地に廣い狭いがあり︑︿略﹀︒

府・縣・市・町・村の別がある︒

十一佃4

︿略﹀︑其の組織に繁簡の差があるに

我が國の地方自治團膿には︑

しても︑︿略V︒

府・縣・市・町・村の別がある︒

十一佃5

︿略﹀︑地方自治の精神に基づいて其

十一鵬3國困此のブラジル國は︑
︿略﹀︑其の大部分は熱帯に属し居候

地方人民が協同一致して自

の團腔の幸福を進め︑︿略﹀︒

ら地方公共の事に蹴り︑誠意其の團

十一脳3

へども︑︿略﹀︒

此の手紙と一しょに︑

禮の爲に力を煮皿くす精神が即ちそれ

給葉書をたくさん小包にて送り申候︒

十一悩1圓団

其の中に︿略﹀︑イグアッスーの大

家はインディアナ州に移ったが︑
らもう父の手助をしなければならな

︿略﹀︒︿略V︒リンカーンは其の頃か

尺︑︿略﹀︒

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

十一626 十勝川の流域一帯の廣野は

である︒

十一価1

又市町村長が其の事務を庭

市町村長や議員を選墾する

精神をもつてしなければならない︒

理するにも︑︿略﹀︑常に此の公平な

十一桝8

本であり︑又其の生命である︒

此の精神は實に自治制の根

爆布の肚観を窩したるものもこれあ

十一価5魍團次にイグアッスーの瀧

十一M5

かった︒

すものは帯廣の町である︒

は︑︿略﹀大悪布にて︑︿略﹀︑其の

り候︒

の所には遠近を問はず借りに行った︒

壮観實に筆舌に蓋くし難く候︒

︿略﹀︑書物を持ってるる人

さうして其の本の内容がすっかりわ

︿略﹀︑初め松の木や魚・獣 十一9810

の油などをたいたのであったが︑其

かつてしまふまでは何度でも讃む︒

十一6710

の後らふそくや種油がともされ︑

森林には大木すき間も

なく繁茂し︑其の根本には︑つる

十一佃5腐國

︿略﹀︒

︿略V雨のために︑本がす

には︑專ら其の人物に重きをおいて︑

つかりぬれてみたので︑子供心にも

十一柵3

草・灌木など思ふま＼にはびこり

宣長は︑︿略﹀︑ひっそりした町すぢ

十一767 老學者の言に深く感激した

大穴心配して︑其の晩はとうく眠

くわん

を我が家へ向つた︒其の後宣長は絶

市町村長や議員を選合する

︿略V︒

には︑︿略﹀︑決して親族・縁故其の

十一価2

居候︒

か＼る虜にても日本人

はかなく露と

︿略﹀自治團膿の事業は︑

とによって︑始めて其の効果を完全

地方人民が︿略﹀︑之に協力するこ

十一備7

職務に忠實であっても︑︿略V︒

公共の事務に當る者は︑如何に其の

公吏︒議員等︑直接間接に

他私交上の關係の爲に心を迷はすや

︿略﹀︑

其の名はくちせず︑
我が國の地方自治團膿には︑

十一佃1

は如何にも男らしく勇ましきものに
伐倒したる木は乾くま

うなことがあってはならない︒

十一佃3

諸葛孔明︒

しょかつこうめい

消えしかど︑

十一柵1図圏

で其のま﹂に致置き︑︿略﹀︒

十一佃8國團

候︒

が盛に開墾に從事致居り︑其の有様

十一欄2圓囲

れなかった︒

﹁辮しやうすることが出

翌朝貸してくれた人の家に

をさせて下さい︒﹂

來ませんから︑其の代りに何か仕事

十一欄5園

えず文通して眞淵の 教 を 受 け ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

を用ひて物品を費虚し︑其の掃いろ

十一778 我我はこれらの貨幣や紙幣

くの用を辮じてるる︒

十一伽7

た︒其の人は別にとがめもせず︑

行って事情を述べ︑天国﹀︒﹂と二つ

十一782 此のやうに便利なものも︑
其の使用に馴れきってしまってみる

︿略﹀︒

其の人は︿略﹀︑願に任せ

我々は︑︿略V︒

十一791 しかしこれらの物は︑受取

十一欄8

本は其のま＼リンカーンにやった︒

て三日問畠の草をとらせ︑さうして

る者にそれが不用で あ っ た り ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

其の他いろくの嵌匙がある︒
十一921 僕はよく年寄の人が新の幾

その一その

800

に墨げることが出面る︒

︿略﹀實が鈴なりになって

其の如何に速なるかを知るべし︒
すゴ

みる︒︿略﹀︑其の一つくが日の色

十二208
にはえてくっきりと浮出てみるのが

十一伽7図
一切纏は︑佛教に卜する
そう
書籍を集めたる︸大叢書にして︑
︿略﹀︒しかも其の焔々幾千の多きに

︿略﹀商人は︑︿略﹀︑忍耐

我が國に産する木材は其

に向って︑かの曲を譜に書きあげた︒

十二458図

我が國に産する木材は其

の種類頗る多し︒

十二458図

の種類頗る多し︒今其の主要なるも
のを墨ぐれば︑︿略﹀︒

凡そこれ等の木材は︑其

凡そこれ等の木材は︑

の有する性質によりて各種の用に供

十二461図
すべく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑國會議事堂・大英 十二463図

︿略﹀何れも重要ならざるはなけれ

十二297團

たのも其の爲であらう︒

た︒彼等が町人といって賎しめられ

も努力も要するに皆自己の爲であっ

十二244

見える︒

一切纏は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑

上り︑︿略﹀︒

十一伽9図

つらく思ふに︑﹁︿略﹀︒

怠者其の得がたきに苦しみたりき︒
十一梛8図

一切経を世にひろむるはもとより必
博物館・ウェストミンスター寺院︑

ど︑中にも其の用途の透きは杉及び

要の事なれども︑人の死を救ふは更
に必要なるに非ずや︒﹂と︒すなは
其の他見る物聞く物唯々驚く外はあ

時︑今まで雲の中に居た太陽が顔を

出したので︑︿略﹀︒

ぽいにさし込んで來た︒するとねち

十二582 其の時︑︿略﹀︑日光が店一

が其の光線を受けてぴかりと光った︒

十一一603囹 ねちが一本いたんでゐま

したから︑取りかへて置きました︒

工合の悪いのは其の爲でした︒

き

さい

る標識にして︑其の徽章︒色彩には

へう

十一一609図國旗は實に流送を代表す

それぐ深き意義あり︒

の加はるに及び︑白地に斜赤十字の

十二624図︿略﹀︑更にアイルランド

徽章ある其の國旗を合はせて︑︿略﹀︒

ち喜捨せる人々に其の志を告げて同

十一一637図書旗の色彩が其の國の人

も堅くして︑︿略﹀其の用途頗る廣
し︒

これイタリや中興の主エ

家の紋章の通なる白と赤とに︑︿略﹀

ンマヌエル王︑國土統一の時︑其の

十二643図

種を表すものに︑支那の弔旗あり︒

要の多きこと我が國の木材中景一位
にあり︒

十二465図殊に杉は︿略﹀︑其の需

檜なり︒

あります︒

と其の他の武器類もたくさん集めて

十二304囲我が日本のようひ・かぶ 十一一478図 ひば・松・落葉松は何れ

︿略﹀︒

かも其の壁心の敷限りもないのは︑

ちん
十二301團 陳列品の多種多様で︑し

りません︒

意を得︑︿略﹀︒

人々に説きて出版の事業を中止し︑

十一伽9図 黒眼︿略﹀︑喜捨せる
其の資金を以て力の及ぶ限り妬く
人々を救ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀恭しく國土をたてまつりぬ︒

十二了5図 こ＼において大國主命︑

緑を加へ︑︿略﹀︒

は其の面面の歴史を暗示し︑或は其

十一一646図 ︿略﹀各國の國旗は︑或

ていかう
十一一4710図 ひばは抵抗力を有し︑松

は富力に富み︑落葉松は﹇種の品位

︿略﹀︑︿略﹀若い男が靴を

縫ってみる︒其のそばにある論式の

を有する等︑各其の特性を具へたり︒

十二392

ピヤノによりか﹂つてみるのは妹で

大神其の眞心の厚き を 賞 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二79図此の社は規模の大なるを

あらう︒

わ

だ

か

︿略﹀︑湖面は海面より四百

ねぢもがっかりした︒其の

︿略﹀各國の國旗は︑

王は其の治めてみるイギリ

スを三分して娘たちに與へ︑︿略﹀︒

十二6510

の情の焚露なり︒

尊敬は︑即ち其の画家に封ずる忠愛

十一一648図︿略﹀︑國民の之に封ずる

表すものなれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑或は其の國民の理想・信仰を

十二647図

ば︑︿略﹀︒

の國民の理想・信仰を表すものなれ

以て世に知られ︑本殿の如き其の高

と

十和田湖は︸部分秋田縣鹿

我が國の木材中の首位を占む︒

廣くして︑︿略﹀︑其の豊富なること

十二494図松に至りては産地極めて

さ實に八十尺に及ぶ︒

ベートーベンも︿略﹀︑口
ごもりながら︑﹁︿略﹀︒﹂其の言方が

十二404

十ニー55図 我が國にてか＼る新聞の
ゐ
現れたるは維新前後にして︑其の後

つの

十一一497

十二581

方キロメートルある︒

メートルも高く︑其の面積は約六十

十二499

に属してみる︒

︿略V︑ベートーベンは 角郡に属し︑其の鯨は青森縣上北郡

彼は急いで家に蹄つた︒さ
うして其の夜はまんじりともせず机

十二453

議にひゴいた︒

一音が既にきやうだいの耳には不思

︿略﹀直にひき始めた︒其の最初の

十二414

如何にもをかしかったので︑︿略﹀︒

しめ

く略V︑原稿締切時刻より

敏十年の間に驚くべき獲達を遂げた
り︒

魚心ー79図

刷出まで其の間僅かに敷十分︑以て
︿略 ﹀ ︑ 原 稿 締 切 時 刻 よ り

其の如何に速なるかを知るべし︒
しめ

十ニー710図

刷出まで其の間僅かに敷十分︑以て

801
その一その

十二683 コーデリヤは王が一番かは

いがってみる娘であった︒王は

︿略﹀︑王の怒はいよくつ

︿略﹀︑今や遅しと其の答を待受けて
みる︒

十一一706

げて︑︿略﹀︒

十二793

網の中がいよく狭くなる

からふと

と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒

樺太は大陸の地図なりや︑

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

十二821図

かうして其の院で可決すれば︑其の

これ等の命令も國の規則で

案を他院に移す︒

十二901
しん

あって︑︿略﹀︑其の制定も辰野る限
り愼重な手並を経る︒

ぐ

た

ふ

香久山の三山まゆの如く︑其の南に

か

一きは高く多望峯・吉野山の山々連

なるを見る︒

も早く洞門を開通し︑老僧の命のあ

十二欄3 そこで人々は︿略﹀︑ 一日

がれようではないかと相談して︑

我々もあのくさり戸を渡る難儀をの

︿略﹀︒

ぎ

そこで人々は︿略﹀︑我々
ぎ

そこで人々は︿略﹀︑其の

こ＼において彼は人を世

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

十二佃2追次いで白金其の他の金属

︿略﹀︑仕事は大いにはかどって來た︒

方法をも取りきめた︒其の後は

十二佃7

法をも取りきめた︒

ようではないかと相談して︑其の方

もあのくさり戸を渡る難儀をのがれ

十二佃5

︿略V︒

るうちに其の志を遂げさせると共に︑

く之を疑問としたりき︒然るに其の

賛を纒なければならぬが︑命令には

一志文化の程度は︑其の國

唯法律は必ず帝國器量の協

のって︑もうどうすることも出來な
實際を調査して此の疑問を解決した

其の事がない︒

く略V︑封岸の大陸に渡り 十二904

十二903

い︒︿略﹀︒リや王はフランス王を其
る人︑︿略V︒

民が國法を守る精神の厚薄に依って

︿略V王は︑︿略﹀荒野の末 十二841図

の場に呼んで︑︿略﹀︒

て其の地の模様を探るは︑かへって

十一一724

にさまよひ出た︒其の夜は風雨にと

︿略﹀︑マガダ國の首府王学

もなって雷鳴・電光ものすさまじい

出來ない︒

聴いたが︑どれにも温⁝足することが

の邊の名高い學者を尋ね廻って説を

城の附近に來た︒︿略V︒彼は更に其

十二938

測ることが出石るといはれてみる︒

こくりゆう

それより山を越え︑河を

土人等林藏を︿略﹀他の

＋一一958︿略﹀︑夜はほのぐと明け
せつ
そめた︒其の刹那︑彼は︿略﹀︑は
つきりとまことの道を悟り得た︒

のが私の命である︒私のなくなった

更に首を回らして南を望
うねび
めば︑︿略﹀畝傍山・耳成山・天の

エヂソンの嚢明せるは

電信や電話の専心は其の

當時価に全世界を驚かしたものであ

十二帽8園

ののみにても其の数實に千鯨に及ぶ︒

︿略﹀︑アメリカにて特許を得たるも

十二M10図

界に廣まりぬ︒

出せり︒しかして其の電球は忽ち世

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十一一餌6図 ︿略﹀︑日本の竹最も護照

界の各地につかはして竹を採集せし

も︑其の慈悲圓漏の姿を見ては︑思

め︑其のもたらせるものに就いて綿

十二悩4図
又は感量雨風の何れかが其の案を作

はず其の前にひざまっかざるを得な

法律を制定するには︑政府 十二967 かつて繹迦を見捨てた彼等
成して議會に提出する︒

十二886

かねて顧みず︒

したれども︑林藏は其の心をはかり

家に連行き︑︿略﹀︒やがて酒食を出

十二866図

か＼れば舟を引きて之を越え︑︿略﹀︒

るキチーに出づ︒其の間︑山にさし

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な

十二858図

目的を達するに便なることを知りぬ︒

夜であった︒

十二754園く略V︑﹁︿略﹀︒笑って下
さるな︑どうも娘のコーデリヤのや
うに思はれてならぬが︒﹂コーデリ

ヤは父の手を取って泣きながら︑
﹁ 其 の コ ー デ リ ヤ で ございます︒﹂

王は尚あらぬ言葉を口走つ

てはみたが︑其の言葉の端端にも︑

十一一759

︿略﹀娘にわびる眞心がこもってゐ
た︒

十二763 コーデリヤはそれを聞いて

密に研究せしが︑︿略﹀︒

政府から提出された案は先

かつて繹迦を見捨てた彼等
かざるを得なかった︒

も︑︿略﹀︑思はず其の前にひざまつ

十一一968

かった︒

十一一8810

即ち第一讃會で其の案を大膿に調査

づ議會の一院で討議される︒︿略﹀︒

腸をちぎられるやうな思がした︒其
の後帝王はコーデリヤの孝養によつ

し︑︿略﹀︒

後も︑めいくが其の教をまじめに

十二892

づ議會の一院で討議される︒︿略﹀︒

行ふ所に私は永遠に生きてをる︒

これまで説いた教そのも
かうして其の院で可決すれば︑其の

十二892

づ議會の一院で討議される︒︿略﹀︒

政府から提出された案は先 十二佃5図

案を他院に移す︒

政府から提出された案は先 十二99！園

て齢生を安樂に送ったといふ︒

三百問も長く垣網を張り︑其の先へ

十二778 ︿略V︑海岸から沖の方へ二

身網を張る︒

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

十二784 群をなして寄せて來たまぐ
沖へ逃げようとして身網の中へはい
る︒其の時魚見やぐらの上で旗を揚

その一そのうち
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十二憾3

︿略﹀︑潔いことを好む我が

リマス︒

れん
國民は︑其の長所として廉恥を貴び︑

りますが︑︿略﹀︒

十二帽9園 電信や電話の襲明は其の
潔白を重んずる美徳を護塾してみる︒

︿略﹀︑釘下県ラズ取レテ︑其

當時實に全世界を驚かしたものであ
十二儒4

むやうにして下さい︒其の上あなた

七719園どうぞく略﹀︑私の氣がす
のお名前をうけたまはりたうござい

ツイテ壮挙︒

ノ上︑折レタ針ヤ︑サビタ針金マデ

六663

りますが︑其の後無線電信が爽明さ

を襲撃してみる︒しかし其の半面に

逸民は︑︿略﹀︑潔白を重んずる美徳

さつま

は︑物にあき易く︑︿略﹀︒

︿略﹀︑潔いことを好む我が

れて︑︿略V︒

たかなわ

しば
十二伽9 西郷は早速承知して︑芝︑
高輪の薩摩屋敷で會慶したが︑其の
ます︒

八675團︿略﹀︑此の州は合早旦の中

我が國民の長所・短所を数

でも︑斜里がよくて︑其の上地味が

十二㎜10
へたならば︑まだ外にもいろいろあ

日 要 領 は 遂 に 得 が たく︑︿略﹀︒

らう︒我々は常に其の長所を知って︑

︿略V︒

乃木大骨は幼少の時︑艦が弱

上書した爲︑役人ににくまれて︑

ず︑其の上政治上の事で度々殿様に

ソノウチ

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

其ノ中其の中
二517

カレ木下ノボツテ︑トノサマノ
オカヘリヲマツテヰマシタ︒ソ

ノウチニ︑トノサマガオトホリ

ニナツテ︑︿略﹀︒

うらしまはく略﹀︑うちへ

かへるのもわすれてゐました

三438

が︑そのうちにかへりたくなつ

て︑︿略﹀︒

三681︿略V︑ニハ中水ヲウツタ
リ︑ウエ木二水ヲカケタリシ
マシタ︒ソノウチ口無が出ナ．

クナツタノデ︑︿略﹀︒

三696園 コンナニアナヲタクサ
ンアケテハダメダ︒ソノウチ
ニ︑ニイサンガコシラヘテヤラ

ウ︒

夜ニナルト︑︿略﹀︑ホカ

たちまち水が二尺になり︑

六431囲軍隊へ來ても︑學校でなま

にだれか出るだらう︒

の兵が出てみる︒輻重兵にも其の中

六418國其の代り輻重兵の外は各種

階にもつきさうになったので︑︿略﹀︒

︿略﹀︒其のうちに︑どうやら水が二

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五874團

︿略﹀︒

ルト︑目が見エナクナルノデ︑

ハリマス︒其ノ中二夜が明ケ

ノ鳥ヲイヂメタリ︑ツカミコロ
シテエ ニシタリシテアバレマ

四356

ノミカタニナリマシタ︒

ニナツタノデ︑︿略﹀︑ケダモノ

ソノ中ニケダモノガカチサウ

九237囹 しかし思ふ程に仕事は出撃 三742 ソノトキカウモリハ︿略﹀︑
ドチラヘモツキマセンデシタ︒

おく
く︑其の上臆病であった︒

八柵7

肥えてゐますから︑︿略﹀︒

に居る︒﹂と叫んだ︒其の勢に呑ま
︿略﹀︒

十二梛6 安芳は大音に﹁西郷はどこ
れ て 丘 ハ 士 分 は 思 はず道を開いた︒

我が威民の長所・短所を数

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

十二㎜1

らう︒我々は︿略﹀︑又常に其の短

十二欄9園 とにかく明日の縛攻撃見
けて御引受け申します︒其の飴の事

合はせの一事だけは︑拙者一命にか

ベートーベンも︿略﹀︑

その

所に注意し︑︿略﹀︒

︵感︶−

十一一401圏

その

はく略﹀︑追っての沙汰をお待ち下
さい︒

十二欄9 三って國民は國の誇を傷つ

に無愛想な仕向をした︒其の上王に

︿略﹀國民は︑︿略V︑熱烈

﹇其内﹈︵副︶24

國民の性質を穏健ならしめ︑︿略﹀︒

の美しい風景や温和な氣候は︑自ら
をん

な愛丹心を養成した︒其の上記が國

十二悩3

といった︒

百人の家來を五十人に減ずるやうに

十二714ゴネリルは︿略﹀︒︿略﹀王
そ

口ごもりながら︑﹁實はその︑今ち
ソノ上

よっと門口で聞いたのですが︑︿略V︒
﹇其上﹈︵接︶10

其ノ上其の上
シタモ大耳イアリマシタ︒ソノ

上イハヤニコモツテヰマシタ
カラ︑ナカナカタイヂスルコト
ガデキマセンデシタ︒

四345 カホハネコノヤウデ︑
其ノ上ネズミヲトツテクフノ
デ︑ネコ鳥トイフトコロモア

のようじんもようございます︒

みずみまであかるく︑その上火

四283電とうはく略V︑へやのす そのうち ソノ中 その中其のうち

そのうち

二724タイヘンカガツヨク︑テ

の上

そのうえ

けられたことがなく︑又其の誇を永

さ

久に持績しょうとする心掛けも出來
て︑︿略﹀︒

十二燭4 ︿略﹀着込は︑國民をして
らしめた︒其の結果今日も尚國民は

︿略﹀︑世界の大勢を知らぬ國民とな

眞 の 社 交 を 解 せ ず ︑︿略﹀︒

十二燭9 すべて日本人の短所として︑

性質が小さく狭く出來たきらひがあ

其の原因は︿略﹀︑昔から

る︒其の原因はいろくあらうが︑
︿略﹀︒

十一一搦1

此の島國で荒い浮世を知らずに過し
て來たことが︑其の主たるものであ
らう︒

803
そのかみ一そば

けてるた者は人一倍苦螢をする︒其
の中に美くはしい事を知らせよう︒

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

︿略﹀︒其のうちには花々しい職雫も

ひあひけん英雄の姿︑今まのあたり
見るが如く︑︿略﹀︒

ろう
そのかみ金殿玉着払望み

十825

かざし紅葉かざして往來しけむ︑今

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻

十二鵬1図

かのようになった︒ ︿ 略 ﹀ ︒ 其 の う ち

と︑︿略V︒︿略﹀︒其のうちに馬屋の

にして思へば唯一場の夢に過ぎず︒

安全燈をたよりに歩いて行く

あるだらう︒

に潮がさしはじめたので︑みんな舟

前に出ました︒

七147 潮がすっかり落ちて︑海はを

にもどった︒

ればよいが︒﹂と︑おちいさんが言

らんと占師も申居候に付︑或は仰に

ちく略﹀︑木片と木片をこすりあは

火種を取ったものであらう︒其のう
せて火を得る法をさとるやうになつ

そばへ出たのは︑︿略﹀︒

三842︿略﹀︑松の木に美しい

よって見ますと︑︿略﹀︒

物がかかってゐました︒そばへ

スズメハヨワイ鳥デス

ガ︑ソバヘヨツテ︑ヲドツタリ

四372

サヘヅツタリシテバカニシマス︒

四828そばに乗って居た人の

話では︑軍かんだといふこと

秀吉は清正を召出して︑
﹁其の方は無分別者で︑大名になつ

︿略﹀くどうは︑︿略V︑いつ

でした︒

四924

も大ぜいの家來をつれて居ま
す︒二人のものはなかなかそ
越前守は手代の言ふ所を聞

ばへよることも出身ません︒

八399園

いて︑﹁其の方の申す所では︑どう

十二989園

ソバ

そば﹇▽お

これまで説いた教そのも
﹇側﹈︵名︶30

のが私の命である︒
そば

そば

三98 ネコデモソバヘクルト︑
オヤドリハオコツテケヲサカ
あかちゃんがなき出すと︑

ダテマス︒

三125

︿略﹀︑子も

りうたをうたひます︒

すぐそばへよって︑

犬は︿略﹀︑小二郎のそば
へよってきました︒

三223

三262 そこから竹の子が出る
のです︒このあひだかきねの

川の西は水のすぐそばから︑

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ

次に其の小屋のそばへ土と石

其所の木のかげ︑此所の石の

ふくらんだのも見える︒

しゅんらん
そばには︑ ︿略﹀︑ 春蘭のつぼみの

九323

とれてひよこのそばをはなれず︒

九138落忌も同じ心にや︑しばし見

でかまをつく︒

八305

宣は顔色をかへて︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂といってなぐさめると︑頼

八151 そばに居た松平正綱が

そばの大きな立石の前に並んだ︒
まさつな

に︑五人の騎手は打連れて︑舞殿の

八84

す︒

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六717

自分のそばへ呼びました︒

五427 ︿略﹀︑たけるは尊を見つけて︑

やら其の地藏がうたがはしい︒

ぬ︒

てもまだ仲間げんくわのくせがぬけ

七宮3園

七941 ﹁どうかひどい風にならなけ 十一439囲囲 ︿略﹀︑轄地するもよか そのほう ﹇其方﹈︵代名︶2 其の方

從ひ︑其の中御地へ参り候やもはか
り難く候︒

ぬのか︑夢中で泳ぎくらを績けてる

十﹇569

︿略﹀︑二人の耳にははいら

つていらっしゃったが︑其の中に
︿略﹀︑風がだんくはげしくなって
來た︒

八42 あまりかはいらしいので︑僕

る︒︿略﹀︒其のうちに二人はふかの

來るのに氣がついた︒

はしばらくそれを見てみた︒すると
其のうちに︑僕の見てみるのに氣が

十一664

思ふにく略V自然の火から︑
そのもの ﹇其物﹈︵名︶1 そのもの

つ い た と 見 え て ︑ ︿略V︒

のうちに絶葉書や寓眞帖を送ります

ちの年始状が着きました︒︿略﹀︒其

た︒

八743国 シカゴを立つ日に︑お前た

から︑ゆっくりごらん︒

腹もすいた︒その中︑先に進んでゐ

其のうちに誰言ふとなく︑

た者が二三人列から離れて船に上つ
た︒

十二欄9

官軍方の思召通り一息に

︿略﹀といふうはさが立つた︒

十二伽5園

ヰマス︒

九659 甲板洗がすむと︑﹁総員顔洗 十一857 手足が大分くたびれて來た︒ 一226 ネエサンガジヲカイテ
ヰマス︒マサヲガソバデミテ
へ ︒ ﹂ ﹁ 煙 草 ぼ ん 出せ︒﹂の令が下る︒

︿ 略 ﹀ ︒ 其 の 中 に 上陸員が皇土する︒

︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

える山を指さして︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と お つ

九728

しゃつた︒其の中に汽車は山の間を
出て︑︿略﹀︒

はゆかぬかも知れませぬ︒すると其
しり
のうちには又思の外な尻押なども現
そのかみ

がく略﹀︑とうとうカリストを熊に

九915園 ︿略﹀︑ジュノーといふ神様

﹇其上﹈︵名︶2

れて︑︿略﹀︒

べば︑そのかみ此虜にいかめしく向

十二94図なぎさに立ちて昔をしの

そのかみ

してしまひました︒其の中に︑子供
のアルカスはだんく大きくなって︑
︿略﹀︒

九㎎2園 豊島沖の海職に出なかった

そば一そむく

804

艦橋には當直將校の姿が見え︑

は

塁の上に乗ってみる小さなふたガラ
スの中で︑そばには小さな心棒や歯

九6010

其のそばには︑︿略V信単二が遠く
仕事毫のそばに︑ふさぎこ

車やぜんまいなどが並んでみる︒

やがて眠から覧めた王は︑

く︑
そび・える
︽ーエ︾

ふじは日本一の山︒
そびえる

しゃくしだけ

︿略﹀︑眼前には杓子岳や

﹇蛋﹈︵下一︶7

九985園
やりがだけ

聖岳がぬっとそびえ︑︿略﹀︒

淺間山は煙をなびかせて︑

東南の空はるかにそびえ︑︿略﹀︒

九989園

さま

病中の祖母も大そう喜びま

して︑ありがた涙をこぼして居りま

八448團

す︒

祖母一人孫一人の事だから︑

︿略﹀︑ 人で寝起の出來るまで︑ゆ

八467團

つくり看病してお上げなさい︒

粗末

まつ

其の一角にそびえてみる燈毫 そまつ ﹇粗末﹈︵形状︶6 ソマツ そ

に︑年とった早撃守が︑妻と娘と三

十245

﹁これはどなたであらうな︒笑って

郷里の家はく略V︑至ってせ

十598図

く略V︑身なりはそまつなれ

まい︑そまつな家であった︒

八幡4

ニヤハラカナコケヲ置クダケデアル︒

︿略﹀︑タテ横二小枝ヲ並べ︑其ノ上

八501巣ハ至ツテソマツナモノデ︑
︿略V︑湖上に駝々と散在して

︿略﹀︑其の又手前には朝鮮
ホテル・朝鮮銀行・京城郵便局・天

十764国

た山々である︒

みる島々は︑もと此虞にそびえてゐ

十356

人で︑わびしく其の日を送って居た︒

ば

やうに思はれてならぬが︒﹂

そば
そ

山のすその方があちらこちら

かうしてみんな手をそろへ
そ

とことわりぬ︒

ど氣品高き婦人立出でて︑﹁︿略V︒﹂

今日小包にて粗末なる物︑

は

着物は粗末ながら︑さっぱ

間︑︿略﹀︒

赤さんの御着物にもと御送り致し候

十佃3國国

主教會堂などのりっぱな洋館がそび
︿略﹀︑河岸には︿略﹀︑銀

えてみる︒

てるる︒

行・隠坊等のりっぱな建物がそびえ

十一99

て働けば︑來年の秋はもう眞白な蕎
ば

そばだつ

︿略﹀︑はるかに紺青の空 十旧6圏

︿略﹀︑東大寺の金堂は天

のぼればのぼる道は

﹇祖母﹈︵名︶2

祖母←こそぼ

しかし誠に粗末なピヤノ

そまる

︽一

ふ
で︒それに樂譜もございませんが︒

十二406圏

﹇染﹈︵五︶1

むく 背く ︽

イ・ーカ・iケ︾

そむ・く﹇背﹈︵四・五︶5ソムクそ

北風あれる︒

四102韻 ならやくぬぎの はは
黄にそまり︑ 置いたんぼに

リ︾

大空にそびえて見ゆる そま・る

︽一

りしたものを着て︑歯もよくみがい

エ︾

たかねにも︑

十一一17図説
ありけり︒

そぼ

千二百年の面影を残せり︒

空高くそびえて︑五丈三尺の大佛一

十一一998図

そびゆ

にそびえて雪をいたゴくアルプの連

そびえ

﹇甕﹈︵下二︶2

方に︑呼べば答へるばかり近くそば

︿略﹀︑戸隠連山は東北の 十二367囲

とがくし

﹇峙﹈︵五︶1

萎の花で︑此の地面が埋まってしま

十436圏

白いのは︑蕎萎の花であらう︒

九㎜10

そ ば
﹇蕎麦﹈︵名︶2 蕎萎←きそば

下さるな︑どうも娘のコーデリヤの

︿略﹀︑そばに居るコーデリヤを見て︑

十二749

を見附けて︑︿略V︒

んで下を見つめてみた女の子がそれ

十二583

を見張ってみる︒

九801 ふと氣がつくと︑校長先生と
山田先生が︑箱のそ ば へ 來 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

に立って︑今かくと命令の下るの

九悩3 兵士たちはめいく馬のそば
を待ってるた︒

九柵3 主人の姿を見つけると︑静か
なれない私は︑︿略﹀︑やは

に其のそばに立止った︒
十171国

り馬のそばを通るのが危除なやうな
氣 が し て な ら な か ったが︑︿略﹀︒

十399 父は︿略﹀︑たき火のそばの

切りかぶに腰を下し︑鎌をとぎに
か＼つた︒

十849圏 或日︑︿略﹀百姓が︑たき
ふのだ︒

︽ーッ︾

そばだ・つ

火をしてみると︑そばの黒い岩に火
がっき︑煙をあげて燃出しました︒

そばに居

﹇吉士﹈︵五︶1

青空高くそびえたち︑

そび・ゆ

てるました︒

そばだ

峯︒

﹇歌﹈︵下一︶1
︽ーテ︾

北風は︿略﹀︑訴へるやうな

そびえた・つ

をそばだててみた︒

目付で主人の顔を見下し︑左右の耳

九佃9

てる

そばだ・てる

だってゐます︒

九9810園

十﹇577 つと大砲のそばへ寄って︑
農場主は︿略﹀︑

急いで揮丸をこめ︑ねらひを定めた︒
十一㎜2
た 自 分 の 子 に ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂と言ひつけ
た︒

十二213 ふと見ると︑ついそばの木
の下では︑︿略﹀；二人の男が︑器
用な手つきで蜜柑を採ってみる︒
︿略﹀︑︿略﹀若い男が靴を

たつ

かすみのすそを遠くひ

縫ってみる︒其のそばにある蕪式の

十二392

ピヤノによりか＼つてみるのは妹で

︿略V︑

三811囲

︽ーチ︾

あらう︒

十二534 自分の置かれたのは︑仕事

805
そめ一そら

九二9園

世間一山︑︿略﹀︑或ハ棄権

シテシマツタリスル人モアルガ︑ソ
ンナ事ヲスルノハ︑選畢ノ趣意ニソ
ムイテヰル︒

十987図園 ﹁我︑國を救ふことあた
はず︒いづくんぞ人をいざなひてそ
むかしめんや︒﹂

はれるえらいお方が ︑ ・ お と う さ ん の

十一伽8園 ウェリントン公爵ともい

︿略﹀︑ ． 其 の 南 に 一 き は 高

言ひつけに背けとお つ ． し ゃ ら う と は ︑
︿略﹀︒

ふ

く多武峯・吉野山の山々連なるを見

た

十二鵬8図

る︒げにや﹁めぐらせる青垣山に︑

こもれる大和うるはし︒﹂と歌ひし
にそむかず︒

十二燭2 我々は︿略﹀︑又常に其の
短所に注意し︑之を補って大國民た

染物

るにそむかぬりっぱな國民とならね
﹇▽ゆうぜんぞめ

ばならぬ︒
そめ

﹇染物﹈︵名︶1

六736 賀茂川は︿略﹀︑其の代りに

そめもの

イウゼン

ジデス︒

六771園

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

ラノ方ハ染メテナイデセウ︒

地圖の中の薄緑に染めてあ

るのが一昨年植付けた庭︑電線で園

十一364

染分く

藍・白・赤三色を以て縦

﹇染分﹈︵下二︶3

んであるのが今年伐採する虞︑︿略﹀︒

そめわ・く
︽ーケ︾

十二632図
に染分けられたるは︑フランスの國
旗なり︒

を横に染分けたるものはドイツの國

ニー67

日ガハイリマシタ︒︿略﹀︒

アチラノソラガマツカニナリ
マシタ︒

ソコデカウモリハ︿略﹀︑

三33 トヲアケルト︑ムカフノ
ソラガウスアカクナツテヰマ
ス︒

三768

クラクナツテカラ空ヲトビマ
ハルヤウニナツタトイヒマス︒

たら︑まはずに空へお上りに
なりませう︒﹂

四15 大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま

四637園空をとんで居る鳥で

四531園此のあひだひかうせん
が東京の空をとびました︒

夕日が赤い︒

くまひ上って︑︿略﹀︑なみの上

におちました︒

ジヨウ
︿略﹀︑目二見エナイ水手引

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

五527

デス︒

五613圃 ︿略﹀︑ 空のゑぎぬへ一筆

鉛色の空は次第々々に低くな

に︑ だれがかいたか︑虹の橋︒

つて來ます︒

六194

海に

空もみどり︑ 海もみどり︑

つ〜く空のみどり︑ すみきって︑

かゴみとかゴみ︒

どり︑海につゴく空のみどり︑す

六213魍 ︿略﹀︑ 空につゴく海のみ

みきって︑ か窟みとか窟みQ

どり︑海につゴく空のみどり︑す

六214圃 ︿略﹀︑ 空につ曳く海のみ

みきって︑ かゴみとかゴみ︒

ツノ煙ツネニ空ヲオホヘリ︒

七287図 ︿略﹀︑大工場多ク︑エント

七344図囲 ︿略﹀︑ 空一ぽいの星は

ことによく晴れてみた︒

七929 ︿略﹀︑空には雲もなくて︑ま

やった︒

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし

四116圃﹁やっとすんだ︒しと見 皆︑ 涼しく金にまた＼けり︒
七927 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんは朝
上げる空に︑ あすも天皇か︑

す︒

空につ〜く海のみどり︑

三785空は水のやうにすみき 六211圃
おきの方はかすんで︑空

つて︑雲一つありません︒

す︒

と水が一つになって見えま

十二636図︿略﹀︑黒・赤・金の三色 三834
旗なり︒

三871 天人は︿略﹀︑なみだにう
るむ目で空を見上げました︒
イタリヤの号旗は︑緑・

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

十二641図

そよく
︿略﹀︑そよくと吹く風につ

になって︑風がだんくはげしくな

赤い扇はく略V︑空に高 八488 マシテ自由ノ天地二居テ︑自

つて來た︒

七942 ︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

四667

ございます︒

きっといおとすほどの上手で
空Oあお

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは
ソラ

れて︑若葉のにほひがひしくと身

そら・たかそら

﹇空﹈︵名︶46

にせまって來る︒

九344

そよそよ ︵副︶1

﹁いやいや︑おかへし申し

三885囹
信長は︿略﹀︑其の後間もな

そもく

白地中に王家の紋章を表せり︒

七787

そもそも ︵副︶2

の敷に入れた︒これがそもく藤吉

く藤吉郎を草履取から引上げて役人
郎出世のいとぐちである︒

十二腿1図︿略﹀︑北に大内裏の宮殿
ロリ
を仰ぎ︑︿略﹀︑南端に羅城門をふま

︿略﹀︒

何に美しく︑如何に盛なりしそ︒

水がいたってきれいで︑染物にむい

染

へたる古の奈良の都は︑そもく如

﹇初﹈←あけそめる

︽Iーメ・⁝メル︾

﹇染﹈︵下一︶4

染める

そめる

てるます︒

そめる

メル

そ・める

う ら の 小 山 に 秋 風吹けば︑

五308圃 つゆや時雨が色よくそめた

チリメン

コ レ ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 後 デ カ タ ヲ そら

置イテ染メルノデ︑縮緬ノ友暉ト同

六768園

そら一それ

806

在上空ヲトブ様ハ︑實二曹マシイモ
ノデアル︒

えんとつ

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ
た︒

そり
﹇権﹈︵名︶1 権

だ︒﹂

そり

そり
九959園︿略﹀︑木の枝などを機にし

て︑此の雪渓をすべって下る人があ

︿略﹀太陽も︑夜の空に銀
ります︒

︿略﹀︑秋晴の空はあくま
︿略﹀︑はるかに紺青の空

︿略﹀︑彼はしばらくすみき

ル︾

うらしまはく略﹀︑子ども

からそのかめをかつて︑海へ

三412

はく略V︑おと

はなしてやりました︒それから

うらしま

二一二日たって︑︿略﹀︒

三446圏

まにいたしませう︒﹂といひまし

ひめに﹁︿略﹀︒︿略﹀︑もうおいと

た︒おとひめは﹁それはまこと
におなごりをしいことでござい

十二469図

一しやうけんめいになって︑

三856囹﹁︿略﹀︒持ってかへって

でございます︒﹂

うとしますと︑︿略﹀美しい女
が來ました︒﹁それは私の着物

︿略V︒﹂といって︑持ってかへら

三852圏﹁これはよい物がある︒

ソレヲヒロツテ︑︿略V︒

シテ行キマシタガ︑︿略﹀︒私ハ

三666アトへ竹ノキレヲノコ

︿略﹀︒

は

︿略﹀とさとりました︒それから

たうふうはこれを見て︑

ます︒

それ

三571

べし︒光澤と香氣とを有し︑ねばり

少く︑︿略﹀︒

の

十二472図

﹇其﹈︵代名︶鵬

︿略﹀︒

それ

ハナハソレデヨイカ
ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウ一

一374園

ソレ

は伸び縮みすること著しきを以て︑

もみ・つがは共にそり又

強くして︑割れ︑そる等の憂極めて

︿略﹀檜を以て第一とす

あ︑西の空がほんのり明る そ・る ﹇反﹈︵四︶2 そる ︽ーリ・一

の砂をまいたやうに見える小さな星

い︒

十一413

の一つと同じものだといふ︒

八701困 此所は工業地で︑煙突の煙 十一35
で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

九3310 空ははてもなくすんで︑所々
にちぎれ雲が飛んでみる︒

九608 東の空が明るくなると︑︿略﹀

十一837

空には眞夏の日がさらく

軍艦の壮大な姿が︑だんくにあら
とかゴやきわたってみる︒

ふく

はれて來る︒

十二366団

ですみて︑暖さ春の如し︒

十二410図

と︑團扇を使ひながら言った︒

九6110 副長もはや上甲板にあらはれ 十一878父は空をながめて︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑空よく晴れて︑満天

て︑今日の天皇はどうかと空をなが
める︒

九849図
の星は寳石をちりばめたるが如し︒

峯︒

にそびえて雪をいたゴくアルプの連
十二437

九853園 ﹁にいさん︑空にはあんな
にたくさん星が見えますが︑少しも

﹁ナルポドヨイカンガヘ

ペンカイテゴランナサイ︒
︿略V︑やさしい沈んだ調は︑ 一一297圏

ダ︒﹂トイツテ︑

ミンナカンシン

ちやうど東の空に上る月が次第々々

十二439

つた空を眺めてみたが︑︿略﹀︒

動 か な い の で す か ︒﹂

九895図 信吉は感心して︑熱心に空
を 仰 ぎ み し が ︑ ︿ 略V︒

九988園 淺間山は煙をなびかせて︑

シマシタ︒スルト年トツタネズミ
ダレガ

ソノスズヲツケニイクカ︒﹂

ガ︑

﹁ソレモヨイガ︑
︿略﹀︑

家のたからにします︒﹂﹁いや︑

それは天人のはごろもといふ
物で︑人げんにはようのない
︿略﹀︑土ノ中カラ︑オカ

ものです︒﹂

一一434

ネヤタカラモノガタクサンデ

﹁天人のはごろもなら︑

天へかへることが出來ません︒

ん︒︿略V︒﹂﹁それがなくては︑

なほさらかへすことは出來ませ

三864園

三217 ︿略﹀︑下のはうからかさ
かさいはせてかけ上ってくるも

レヲキイテ︑︿略V︒

マシタ︒ワルイオヂイサン バソ

トイヒマシタノデ︑︿略﹀︒

巻いて流れて流れて巻

たぎる引潮あら

にやみの世界を照らすやう︑︿略V︒

十二813圃

東南の空はるかにそ び え ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九㎜8 昨夜雨が降ったせみか︑空が

渦を巻き︑

そら

空にとびたつ︑潮けむり︒

いて︑

︵感︶1

そら

中尉は︿略﹀︑﹁そら︑もう
おそ
一息だぞ︒襲へく︒﹂と叫んだ︒
﹇空一面﹈︵名︶1

のがあります︒︿略V︑それは小

子どもがそら一めんの星
を見て︑﹁ああわかった︒あの

三518

れふしがはごろもをかへ
二郎のうちのいぬでした︒

三895

光るところが雨のふるあな

︸めん

そらいちめん

九佃7園

そら

きれいにすんで︑向ふの天神山が近
︿略﹀︑後足を長く延ばし︑眞

く見える︒

九号6

青な空をじっとながめてみる︒

九棚9 空には赤とんぼが幾つともな
く飛んでみる︒

九悩1 東の空がほんのりと白む頃︑
北風は外の軍馬と一所に︑︿略﹀︑列
を正して並んだ︒

九悩4 月が西の空にうす白く残り︑
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れからは毎日其の酒をくんで干て︑

ある︒﹂

五755

其の後村の人は︑︿略﹀︑もと

﹁高くて名高いのは︑どの

ルムラサキ色ノ實ガナツテヰマス︒

山ですか︒﹂﹁それは富士山さ︒﹂

六88園

ドチラモタクサンアリマセンカラ︑

六104園金や銀ハ美シクテ︑︿略﹀︑

ニヒキカヘテ︑︿略﹀タクサンアリ

ネダンモ高ウゴザイマス︒銅ハソレ

マスカラ︑︿略﹀︒

僕が紅色のきれいなきのこ

を取って︑にいさんに見せましたら︑

六154園

﹁あ＼︑それは紅茸だ︒
しほ

えませんでしたが︑町はたいてい水

ます︒義纏は︿略﹀︑むちのさきで

さあ︑此の女にはゆだんが出

それをかきよせようとします︒

作物の種や商品の見本も入れ 六565

にっかつて︑︿略V︒

五877国仕合はせに水はそれからふ 六354 弓は潮に引かれて流れて行き

の土藏のある家がそれだ︒

の家へ露ってもらった︒あの白壁造

五777

にしだした︒

れを見て︑村の人は急にあれ地を田

一雨毎に池の水はふえた︒そ

もっとお前に聞かせて置きたい話が

﹁鯉も居るが︑それよりも︑

す︒﹂といひました︒よしっねは

をうち

五678園

しますと︑天人はそれを着て︑

四684私のうちに山がらが一

︿略﹀︒

四133園 ︿略﹀︑﹁オマヘノナカマ
羽かつてありました︒︿略﹀︒それ

﹁それをよべ︒﹂

トワタシノナカマト︑ドツチ

まひはじめました︒

ガ多イカ︑クラベテミヨウ︒﹂ト

がく略﹀︑あるばんねずみに足
のゆびをくひきられました︒

イヒマシタ︒ワニザメハ﹁ソレ
ハオモ白滝ラウ︒﹂トイツテ︑

四772 ︿略﹀おさう式が私の前
を通りました︒それは西の村
で︑二番目の金持だといはれ
たうちに生れた人のでした︒
やまた

ざいました︒それを八岐の大蛇が來

四161 ︿略﹀︑﹁オマヘタチハウマ

︿略﹀︒

クワタシニダマサレタナ︒ワタ
五92園

私どもにはもと娘が八人ご

シバ コノヲカへ來タカツタノ
て︑毎年一人つつたべました︒

酒が出來ると︑みことはそれ

ニザメハソレヲキクト︑タイ
五108

ダ︒﹂トイツテワラヒマシタ︒ワ
ソ ウ オ コ ツ テ ︑ ︿ 略﹀︒

五916

來ぬといふ事になって︑石のらうを

入口の左手には︑小切やえり

を八つのをけに入れさせて︑︿略﹀︒

五242

てよいことになってゐますが︑私は

白ウサギハ目ヲコスツ

造って︑それに入れました︒

テ︑又ソノワケヲ申シ上ゲマシ

まだそれをあつかったことはありま

四194園

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

さて主人に火事の話をして︑

タ︒スルト神様ハ﹁ソレバカハ

﹁ラシヤトフランネル︒﹂

﹁ソレダケデスカ︒﹂

六754園

はお氣の毒だ︒﹂

義掲金のことをいひ出すと︑﹁それ

六681囹
せん︒

︿略﹀︑はがきの外はきっと切

︿略﹀︑︿略V書生さんが︑

此ノ帯ハ︒﹂﹁ソレハメリンスデ︑絹

六761園﹁ネエサンが今ヌツテヰル

五945園

方によって切手の償がちがひます︒

手がはってあります︒それも品と目

五921

て︑それを見てみる人も大ぜいあり
ます︒

イサウダ︒
四321圏 ︿略﹀︑﹁ばか﹂と口まね

米を入れる︒﹂﹁それまではまだかん

﹁上のうすには︑どうして
がへなかった︒﹂

五466圏

のことを話しますと︑父は

をします︒︿略﹀︒︿略﹀︑父にこ

﹁それは山びこです︒

お友だちへ出した葉書には︑私もは

まゆ
︿略﹀︑頭を上げて︑繭をかけ

﹁それにはどんな事が書いてあった

らわたがちぎれるやうに思ひました︒

五473

る所をさがします︒それをひろって︑

四333受人のこゑも山の中

まぶしへうつすのですが︑︿略﹀︒

デセウ︒﹂

があります︒それが山びこです︒

では︑︿略﹀︑かへって來ること

してはならないことになってゐます︒

叔父サンノウチニモ︑ブダウ
棚ガゴザイマス︒ソレニハ黒ミノア

︿略﹀︑石の中から酒ににた物 五966
がわいてるます︒︿略﹀︒喜んで︑そ

五545

を士買って︑くらしを立ててゐました︒

それを下して來て地に置くと︑︿略﹀︒

桶の中へはいってしゃがんだ︒象が

六875 ︿略﹀︑乗ってみた象つかひは

六855 敵の船はこつばみちんにくだ
四495囹 まん中へふせておきな 五513 ハジメハ綜スヂホドノ流デス か︒﹂
けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま
五947 ﹁それにはどんな事が書いて
ガ︑ソレガダンくアツマツテ︑
さい︒こんど取った人がそれ
つた︒︿略﹀︒それからこ㌧に六百鯨
あったか︒﹂といふおたつねが出る
︿略V︒
も取ることにします︒
年︑︿略﹀︒
かも知れませんが︑それは人にもら
四646圏 ﹁なすのよ一と申すも 五532 山から薪を取って來て︑それ

のがございます︒︿略﹀︑三羽ね

らへば︑二羽だけはきっといお

とすほどの上手でございま

それ一それ
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六994圃 あの子は十二︑落葉松は
く略V︑もうあるまいとは思

る人もあるといふことで︑︿略﹀︒

七694圏
ひましたが︑︿略﹀︑引つかへして参

あの子のせいより低かった︒ それ
が今では學校の 二階のまどにとゴ
うな正直なお方に拾はれて︑財布を

りました︒︿略﹀︒それがあなたのや
︿略﹀︑しやうぶが小指程に

いてる︒

六川7圏
いたゴかせてもらひましたが︑︿略﹀︒

もしお金をもらったら︑あ

なたの氣はそれですむかも知れませ

七725園
んが︑私の氣がすみません︒

芽を出してゐました︒︿略﹀︑手を出
せつく
すと︑﹁義一さん︑それはお節供に

使ふのですよ︒﹂といふねえさんの

﹁十五字です︒﹂天略V︑にごりのあ

ると︑それは呉鳳の首でございまし

︿略﹀︒

そこで其の反物を出した者を

つき上ると︑おばあさんが餅

或夜く略V︑風にはかに吹

﹁大洋を西へくと航海し

﹁︿略﹀︒三枚とも切符で

﹁どのうちでも︑納める金

落せば︑大きな仕事をする︒彼の水

八828 ︿略﹀︑工夫して大仕掛に水を

産や牧入の多少によって違ひます︒

高は同じですか︒﹂﹁いや︑それは財

八811園

ですか︒﹂

す︒﹂﹁それをみんなうちで納めるの

八789國

手がらだらうか︒﹂

て︑陸地に出あったのが︑それ程の

八759圏

それとも知らず︑︿略﹀︒

きて︑ともし火きえたり︒保己一は

八639図

んはそれを二つにちぎって︑︿略﹀︒

を臼の中で丸めて︑︿略V︒おかあさ

八526

それと調べましたので︑︿略﹀︒

呼出して︑買先をたゴし︑それから

八437

それと調べましたので︑︿略﹀︒

呼出して︑買先をたゴし︑それから

八437

そこで其の反物を出した者を

間もなくそれから芽が出ましたので︑

て來て︑庭先の畠の中にまきました︒

八348 婦人は︑︿略﹀︑其の實を取つ

つしりとかまの中に立て並べ︑︿略﹀︒

五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ

さて山の木をきり倒して︑四

た︒

のりと

八313

る字は二字に敷へるのだから︑それ
では十七字になる︒
﹁アスーバンデタチマス︒﹂

﹁それでもよいが︑電報はさうてい

七麗3圏

﹁アスーバンデタツ︒﹂﹁そ

ねいにいはなくてもよい︒
七㎎9囹

それで十字だから︑︿略﹀︑

れでよい︒

七擢9園

らいしんし

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

此の頼信紙に書きこんでごらん︒

︿略Vじゃれてみる︒あまりかはい

八42

らしいので︑僕はしばらくそれを見
くらべうま

ん︒﹂︿略﹀︒かの男は﹁それではこ

てるた︒

まる︑ぜひ︒﹂

れなく金をもらはうとは思ひませ

七738人置﹁︿略V︒︿略﹀︑人からいは

聲がしました︒

れに舟をつないだ︒

七111 船頭がさををつき立てて︑そ

れを通りぬけて四五 町 上 る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七229 村の西にくぬぎ林がある︒そ

七268 馬はたいそう元号のよい動物 七931 何だか少しむし暑いやうだが︑
空には雲もなくて︑まことによく晴

の五箇村から︑子どもの騎手を一入

神事といふ事があった︒それは氏子

昔或氏神のお祭に︑競馬の

で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀︒武人は昔から之を

れてるた︒それが︑朝飯がすむと間

八61

愛養して︑いざといふ時には︑それ

もなく︑稻の葉がさわくし出した︒
みん

つた︒

八75

︿略﹀︑もはや信作と耕造の二

ちやうど蕃人が︑其の前の年

れが同時に決勝黙へ着いた︒

人だけの競走となった︒さうしてそ

八92

て︑それがすむと︑﹁支度﹂といふ
だいこ
あひつの一番太鼓を鳴らした︒

神主は先づ神前で祝詞を上げ

つつ出して︑︿略Vといふ定めであ

に乗って出かけた︒

七438

︿略﹀︑又明國への返書に幽豆

臣清正と記したといふが︑それはま

︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け 七価6園

て︑はさみうちにしようとした︒謙

清正は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

ことの事か︒
七研8園

信 は そ れ を さ と っ て︑︿略﹀︒

七584園 一たい船にはらしんぎとい
ふ物があって︑それで方角をとって

秀吉は感心して︑﹁それは皆此の方

べんぜつさわやかに申し開きました︒

﹁アシタノアサーバンノキ

八234

に取った首が四十鯨ありましたので︑

それ程首がほしいなら︑

長過ぎる︒電報はなるべくみじかい

︿略V︒

の人を殺して︑首を取りました︒見

八257

︿略﹀蕃人どもは︑すぐに其

八246園

それをしまって置かせて︑︿略﹀︒

﹁アシターバンノキシヤデ
﹁アシターバンノキシヤデ
イキマス︒﹂﹁それで何字になる︒﹂

七削8園

イキマス︒﹂﹁それで何字になる︒﹂

七川5圏

方がよい︒

シヤデタツテイキマス︒﹂﹁それでは

七川2園

がやりさうな事︒

進みますから︑︿略﹀︒

が出てみれば︑それにたよって方角

七587圏又夜はいくら暗くても︑星
を 知 る こ と も 出 散 るし︑︿略﹀︒

七591園又海岸には所々に燈壼があ
りますから︑それを見ると︑あれは
何所だといふことが分ります︒

七602囹 さておしまひに一ついって
置きたい事があります︒それは日本
は海際でありながら︑まだ海を恐れ
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幕 電 氣 の 如 き は そ れで︑︿略﹀︒

諸恋を歩き廻ったすゑ︑︿略﹀︒

それを少しも苦にしないで︑︿略﹀︒

かあさんのカリストだつたのですが︑

九9110園此の大熊こそは︑︿略Vお

アルカスはそれと知りませんから︑

︿略﹀︑後には表通へ店を出

︿略﹀︒

九555園

すまでになった︒それからだんく

これから政令が雨のやうに下

ニシな

す

の

間もなく西那須野に着いた︒

あぶなく親身の親を射殺すところで

した︒ところがめぐみ深いジュピ

中尉の固く結んだ口もと︑

ターといふ神様が︑それを見て︑

︿略﹀︒

九号8

い︒利口な北風はすぐそれに氣がつ

︿略﹀︑其の檬子がどうも一通りでな

いた︒

九星7園 ﹁︿略﹀︒軍人となって︑い

くさに出たのを男子の面目とも思は

﹁︿略﹀︒それに︑たくさん

の星の中に一つだけ︑年中ほとんど

言葉鋭くしかった︒水兵は驚いて立

ず︑其の有檬は何事だ︒︿略﹀﹂と︑

﹁北極星といふ星だ︒﹂﹁で

水兵は︿略﹀︑其の手紙を差

﹁オトウサンバ誰二投票ナ

三物殿に到りて御遺物を拝

奮御殿・奮御苑の拝観を願ふ︒

観す︒︿略﹀︒それより社務所に行き︑

十38図

キ事デハナイ︒

サルノデス︒﹂﹁ソレハ誰ニモ言フベ

九尊2囹

次のやうな事が書いてあった︒

出した︒大尉はそれを取って見ると︑

九備2

葉です︒

上って︑︿略﹀︑﹁それは鯨りな御言

位置の攣らないのがあるから︑まこ

でせう︒﹂

九872國

おかあさんのカリストは︑
．ノーといふ神檬がそれをねたんで︑

ぎょゑん
︿略﹀︒

大そう美しい人だつたので︑ジュ

九914園

た都合のよい事がある︒

けるのに大攣でせう︒﹂﹁それにはま

﹁でも︑︿略﹀︑それを見つ

も︑︿略﹀︑それを見つけるのに大嘗

九8610囹

ほくきよくせい

いふ星ですか︒﹂

とに都合がよいのだ︒﹂﹁それは何と

九868園

ら直にねてしまった︒

︿略﹀︒僕は眠くなったので︑それか

九691

窓や出入口は開かれる︒

る︒それにつれて︑︿略﹀︑すべての

九6210

は︑︿略﹀︒

る︒それをてんでに一束つつ取って

後には変の束が山と積んであ 九923園 ︿略﹀︑アルカスはく略V︑

商責の手を廣げて︑︿略﹀︒

帯劔をときて渡さんとするを︑エン

九5610

れにはわたしが死んでも國へ飾らず

それをじっと見送ってみると︑︿略﹀︒

のろのろと草の中にかくれて行く︒

九356 ︿略﹀︑大きな青大將が︑︿略﹀︑

い︒

に︑︿略﹀︑一心に學問をはげむがよ

︿略V︑必ず仕とげてもらひたい︒そ

八843園母が﹁とよちゃんかね︒丈 九273園 ︿略﹀︑父の此の願だけは︑
それをお聞きして安

夫でみるよ︒﹂といふと︑信吉は
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒

心致しました︒

八895園 ﹁︿略V︑今は口を見せても
のを言はせます︒﹂ ﹁ そ れ は あ り が た
い︒

八949園 先生は﹁何なら︑あのお子
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑聲をかけ

た者がある︒頭を上げてみると︑そ

九359

ざいます︒﹂といはれた︒信吉は
れは石井君であった︒

を今日一日お連れになってもようご
﹁いや︑何︑それに は 及 び ま せ ん ︒ ﹂

ミッヒ將軍は﹁いや︑それには及ぼ

やがてレマン將軍は︑︿略﹀

が申し合わせて︑胃に向っていひま

九389園

すには︑﹁︿略V︒ ﹂ と い ひ ま し た ︒ さ
ん︒

八㎜3或時︑口・耳・目・手・足等

う し て そ れ か ら 後 は︑︿略﹀︒

九447図南ヘバコ・一重ツノ石アリ
トセヨ︒ソレが如何ニマレニシテ︑

︿略﹀︑一人で一日に一包は造

れまい︒かりに造れたとしても︑そ

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑

八脳3

れを十鏡ぐらゐで費ってはまうかる

︿略﹀︒

もう二番茶もつまなくて

はならない︒それがすむとやがて夏
十年饒もしんぱうしてやう

さうして人々に推されて︑

日大熊を見つけたので︑それを射殺

はく略﹀︑狩人になりましたが︑或

があるから︑用心するやうにと書い

を毒殺しようとしてみるといふ風説

た︒それにはフィリップが︿略﹀王

九917園其の中に︑子供のアルカス 十910 ︿略﹀︑王にあてた密書が弛い

さうとしました︒

さうして全く無一物になつ
て︑親子三人町外れの裏長屋に移つ

九543園

てしまった︒けれども社長さんは︑

たしの十五六の時分だったらう︒

町の銀行の頭取になった︒それはわ

九527園

又長い間忠實に勤めて︑︿略﹀︒

く一人前の番頭になり︑それから

九5110囹

騒の上りだ︒

ご

九4810國園

まい︒

八佃9 ︿略V︑必ず其のきらひな物ば
かり出して︑重心が馴れるまで︑う

︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

ち中の者がそればかり食べるやうに
した︒

九172

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同
︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

ジヤウナ色ニカハルモノモアル︒
九177

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ
色ニカハルモノモアル︒
︿略﹀︑終には國を立ちのか

ねばならぬやうになった︒それから

九239囹

それ一それ

810

てあった︒

十653園

﹁︿略﹀︒ちやうど有合はせ

をりますが︑いかゴでございませ

十844

炭車が一ぽいになると︑馬方

がそれを馬に引かせて︑︿略﹀︒

十851園或日︑︿略﹀百姓が︑たき

ました︒

いらしかったが︑あの青年はく略V︒

十柵4囹外の者は少しも氣がつかな

それで注意深い男だといふことを知

の粟の飯︑召上るならと妻が申して

火をしてみると︑そばの黒い岩に火

うやくしく藥のコップを王にさ＼
う︒﹂﹁それはけっこう︑頂きませ

十105 程なくフィリップは︿略﹀︑

げた︒王は片手にそれを受取り︑

りました︒

︿略﹀︑他人に害を加へては

ならぬなどといふことは︑我々が十

十一1810

︿略﹀︒

れから五十海里ばかりさかのぼって︑

百海里で揚子江の河口に達する︒そ

やうす

︿略﹀︑海上を走ること約四

がっき︑煙をあげて燃出しました︒

ひやうばんが高くなって︑︿略﹀︒

理外國から原料を輸入し︑そ

十一85

う︒﹂

いろく集めた事もありましたが︑

︿略﹀︒それから﹃燃える石﹄といふ

︿略﹀︒

からそれへと績いて︑團員に強い感

十158 高橋さんの熱心な話は︑それ 十668囹私はもと鉢の木がすきで︑
十8710

れに加工して︑更に外國へ輸出する

かう落ちぶれては︑それも無用の物
好と思ひ︑大てい人にやってしまひ

綿花は主に印度やアメリカ合

事も少くない︒

十882

分心得てみる事である︒しかし大勢

﹁お見受け申す所︑たゴの

衆國から輸入し︑それに加工して綿

十681圏

ました︒

動をあたへた︒

十158 高橋さんの熱心な話は︑それ
からそれへと績いて︑團員に強い感
お方とも思はれません︒是非お明か

の中にはそれを守らない人もある︒

動をあたへた︒

十201国中には︑︿略﹀︑今日の別れ

綜や綿織物を造る︒

︿略﹀︑此の組織の所まで小

し下さい︒﹂﹁それ程おっしゃるなら︑

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十一527

を惜しんで︑︿略﹀︑くびや背をなで

近き虜ならば早速上り候
て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︑

十鵬1圓国

傷のつかないやうにしなければなら

︿略﹀︑もとは佐野三十縄墨

恥かしながら申し上げませう︒

それも心に任せず︑甚だ残念に存じ

十683園

たりしてみるのもあります︒それを

の領主︑それが一族どもに所領を奪

見ると︑︿略﹀︒

十374 米國が此の運河を造るのに成

ゴム園の人は︿略﹀︑受持

ぬ︒

二人の少年はボートに乗せ

られて蹄って來る︒老砲手は︿略﹀︑

十﹁5810

︿略﹀︒

すむと︑今度はバケツを持って

の木に此の切付をして廻る︒それが

十一53一

居り候︒

てある鶴の聲であった︒

が聞えた︒︿略﹀︑それは園内に且つ

︿略V︑不意にかん高い鳥の聲

はれて︑此の通りの始末でございま

ときより

十佃2

功したのは︑主として︑最新の學理

︿略﹀︑常世はちぎれたる具
さいみやうじ

足を着け︑︿略V︑進みで御前にかし

十715圏

す︒

をうがち︑河水をせき止めた事など︑

を金田したからであった︒︿略﹀︑地

一としてそれならぬものは無い︒

︿略﹀︑先づ着

こまれば︑最明寺入道空頼はるか

戸をしめました︒きれいずきで︑

物のほこりを彿ひ︑はいると静かに

無言のま＼じっとそれを見つめてゐ

當時此のあたりは未開の原

つ＼しみ深いことは︑それでよく分

十一695

︿略V燈が︿略﹀︑今にも消

て此のトラクターで引くと︑︿略﹀︒

掘っておいて︑それにくさりをつけ

十一646 ︿略﹀︑立木や切株の根本を

︿略﹀︒

野で︑︿略﹀︒それが今は人口浜弓萬︑

十一631

る︒

談話の最中に皿人の老人が

︿略﹀︑一々明白に答へて︑

ぎ

てるることも︑それですっかり分り

はきはきしてみて︑禮儀をわきまへ

しかもよけいなことは言ひません︒

十槻10園

すぐに立って︑︿略﹀︒

はいって來ましたが︑それを見ると

十槻4圏

りました︒

あの青年が

の上座より︑﹁それなるは佐野源左

︿略﹀︑周園の壁は皆石炭で︑

十槻2園

十465 しかしいくら工夫をこらして

衛門常世か︒

市街の周園を取膳んだ山々

も︑目ざす柿の色の美しさは出て來

十806

に生えてみる︒

は地はだが白く︑それに松がまばら

十758団

ない︒︿略V︑歎息する彼の様子は︑

實に見る目もいたましい程であった︒
困難はそればかりで無かった︒
預ってそれをどうするのですか︒

十5210園 一画︑銀行は人からお金を

︿略﹀︑其の内の二人が石炭を

それが電燈の光に物すごく光ってゐ
ます︒

十562 しかし此の外に︑往復通信の
方法もある︒それは︑︿略﹀︑飼養所

十餌3

運んで炭車に入れる︒

掘崩すと︑他の二人がそれをざるで

から食事所へ通って食物を取るやう
に馴らして︑其の工率を利用するの
である︒

811
それ一それ

えさうになった︒末席に坐ってみた

﹁︿略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ さ つ き 御

僧は︑それが氣になってしかたがな
い︒

十一721園

︿略﹀︒﹂

太陽暦は春分から春分ま

もんだ父王は︑︿略﹀︒

く略V︑石炭の火力による

とが唱首なくなりました︒そればか

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

十二備4園

たものであるが︑︿略﹀︒

るから危げな敷町のかけはしを造つ

するとねちが其の光線を受 十二梱5 これからが世に恐しい青の
くさり戸である︒それはく略﹀︑見

たらと︑それが又心配になって來た︒

十二584

けてぴかりと光った︒︿略﹀女の子

十一928園

がそれを見附けて︑︿略﹀︒

時計師は︿略﹀︒さうして

でを一回蹄年といって︑それを本と
十一一5810

してこしらへたものだ︒
﹁暦は實に重書なものだ︒

一つの懐中時計を出してそれをいぢ

十一944園
︿略﹀︑それを利用しないでみるのは

つてみたが︑︿略﹀︒

出かけの途中﹃︿略﹀︒﹂と︑御立寄
り下さいました︒﹂ ﹁ そ れ は 惜 し い こ
寳の持ちぐされだ︒﹂

お前たちのうちで誰が一

とをした︒

︿略﹀︑父は自分で木を切出 十二666囹

りでなく︑石炭は早晩使ひ惹くされ

十一952

てしまふが︑水力は無限といってよ

十一729 宣長は︑大急ぎで眞淵の様

番此の父を大事に思ってくれるか︑

い︒

れる機運となりました︒

れましたが︑今やそれが盛に利用さ

十二柵2園

又最近無線電話が獲明さ

して小さな家を造った︒それは三方

らぬではないか︒﹂

よいかわからぬ︒それでは返事にな

﹁なに︑どう申し上げて

子を聞きとって︑後を追ったが︑

しかしせっかく始めた學校

十二687園

わしはそれが知りたいのだ︒

シャベルが数字で眞黒にな

が丸太の壁で︑︿略﹀︒

十一984

ると︑それをふいては又書く︒

十一979

︿ 略 ﹀ ︑ そ れ ら し い人は見えない︒

十一737 望みがかなって︑宣長が眞
淵を新上屋の一室に訪ふことが甘言
たのは︑それから零雨の後であった︒

コーデリヤは︑やが

たのは︑主として我々國民にそれだ

けすぐれた素質があったからである︒

十二欄10我が國民には潔いこと︑あ

︿略﹀︑其の言葉の端端にも︑

︿略﹀︑自分を責めて娘にわびる童心

喜ぶのがそれであり︑︿略V︒

つさりしたことを好む風がある︒櫻
ふぜい
の花の一時に咲き一時に散る風情を
した︒

つさりしたことを好む風がある︒

十二慨1我が國民には潔いこと︑あ

を無上の名得としたのがそれである︒

︿略﹀︑古の武士が玉とくだける討死

十二832図

く探楡の途に上りぬ︒それより一
き
年ばかりの間︑風波をしのぎ︑飢寒

それ

それ︑もう日がくれる

賊は﹁それ︑敵が出た︒一

︵感︶6

七626囹

く略V︑﹁それ︑川が渡れ

騎も謁すな︒﹂とおしよせた︒

六947園

ぞ︒

四722園

︿略﹀︑コー二・林野等の それ

彼はだんく物思に沈むや
うになった︒それを見てひどく氣を

十二919

え︑河を下り︑︿略﹀︒

の北に上陸したり︒それより山を越

一行八人は︑︿略﹀︑デカストリー湾

十二857図

と職ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑小舟に乗じていよ

を聞いて腸をちぎられるやうな思が

がこもってみた︒コーデリヤはそれ

十二761

いふことであったQ

我が國が︿略﹀︑今や世界

十二槻9

︿略V

通ひも︑︿略﹀止めねばならなくな

ていたましい報知を得た︒それは父

十二729

＋一748園﹁私はかねぐ古事記を

つた︒それからは又父の手助をした

五大國の一に敷へられるやうになつ

ダーウィンは興味を擬える

︿略﹀︑若し見附からなかつ

ぎゃく

研究したいと思ってをります︒それ

が姉たちの爲に虐待されてるると

一腔自治の精神とは何であ

り︑︿略﹀︒

十一脳4

について何か御注意下さることはご
ざいますまいか︒﹂

るか︒地方人民が︿略﹀︑誠意其の
團髄の爲に力を異くす精神が即ちそ

園﹁私はかねぐ古事記

を研究したいと思ってをります︒

＋一74

れである︒

彼が恨言船ビーグル號に乗

︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ そ れ はよいところに氣がつ

十ニー29

込んで意氣揚々と本國を出畿したの

きました︒

十一7810 石・貝・︿略﹀などが︑

は︑二十三歳の時である︒︿略﹀︑

︿略V︒

十二559

十二575

をつままうとしたが︑︿略﹀︒

はい＼ねぢ︒﹂男の子は指先でそれ

女の子は︿略﹀︑﹁まあ︑か

と︑あくまでそれにこる性質で︑

十ニー32

はそれから五年の後である︒

種々の材料を集めて本國に鋸つたの

︿略﹀︑それぐ貨幣の役目をしたこ
ともあった︒しかしこれらの物は︑

受取る者にそれが不用であったり︑
︿略﹀︑其の潔いろくの訣黙がある︒
父は暦を持って來て︑︿略﹀

弟の手に渡した︒弟はそれを見てし

十一889

ばらく考へてるたが ︑ ︿ 略 ﹀

十一8910囹 ﹁こ﹂に﹁八十八夜﹄と
れも立春から数へると八十八日目で︑

ありますが︑これは何ですか︒﹂﹁そ

それいじょう一それから

812

る︒﹂といふことになりますと︑我

もくと先をあらそって渡りました︒
といはぬばかりに︑子どもを引きよ

八375圏 里親の方は﹁それ見よ︒﹂
せますと︑︿略﹀︒

﹁ソレカラ︒﹂﹁シメヲハリマス︒﹂

Q園﹁シメヲハリマス︒﹂﹁ソ

レカラ︒﹂﹁オソナヘノモチモ
ヤハウマクアタリマシタ︒

カザリマス︒﹂

二365
アタルト︑モチハ︿略﹀︑パット

一ばんほそいの

のはおばあさんのです︒︿略﹀︒

ですか︒﹂﹁︿略﹀︒それから︑つんぼ

これは縣の税で︑縣立の學

のまねをしてね︒﹂

校や病院や︑其の他道路などの費用

八798圏

それから︑あの赤いじゅばんは
一どすみました︒道子が

ねえさんので︑︿略﹀︒

になります︒それからこれは國の税

四513

十二まい︑みよ子が十まい︑︿略V︒

信吉はく略V︑娘の顔と先生

で︑納税告知書としてあります︒

昧軒様︑二代つゴいて︑其のお志を

まいけん

をお修めになり︑りっぱな書物もお
ふ
書きになった︒それから元庵様・不

るとお氣づきになって︑始めて農學

國利民福の本は農業を盛にするにあ

九227園 ︿略﹀︑四代前の旧庵様が︑

くわんあん

室に連れて行かれた︒

それから先生は︑僕等を一年生の教

の顔を︑かはりばんこに見てみた︒

八935

それから又厚くみに分れて︑
︿略﹀︑山がらはく略V︑竹が

何べんも取ってあそびました︒
四693

きの上にとまって︑それから
うらの山へとんで行ってしま
ひました︒

四781それでとうとう家も土ざ

︿略﹀︑村にもひさしく工ません

うも田も畠も人の物にな

でした︒

﹁それから︒﹂﹁それから︑

一ばんながいのが中ゆびで︑
中ゆびとおやゆびのあひだに

つてしまひました︒それから

あるのが人さしゅび︑︿略﹀︒﹂

三155囹

がこゆびです︒﹂﹁それから︒﹂

がおやゆびで︑

一ばんふといの

トンデイキマシタQソレカラコ
ノ人ノ砕心ハ︑オ米ガスコシ

某

﹁︿略﹀︒

れ御らん︒﹃はい︒﹄も言ひにくい言

き

﹇其以上﹈︵名︶1

た︒﹂とひしめきながら︑︿略﹀︒

以上

それいじょう
と

︿略V︑五尺あると十寸といふ︒

﹇某﹈︵代名︶3

︿略﹀︒

畠のお話も面白うございました︒

三223 犬はく略V︑小二郎のそば六158 僕はびっくりして︑ぐみも紅 おつぎになり︑︿略﹀
へよってきました︒それから
茸も地面へなげつけました︒それか
九965 お話を聞いて︑僕もすべって
そのへんをむやみにかけまはり
らにいさんと︑ざふ木林へはいって︑
見たくなりました︒それから︑お花
ました︒

︿略﹀︑海面より約二十⊥ハメー

トルも高い水面に浮ぶのである︒そ

十3410

お前のやうな弱轟には︑

れから船はクレブラの掘割を通る︒

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑ 十959園
母の命を助けたまへといのり︑それ

にくいのだ︒それから又︑書票私が

︿略﹀︑﹃い＼え︒﹄といふ言葉は言ひ

六577

ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ臨ル︒

イヤウニ︑シバラク其ノアタリ出番

三373︿略V︑左ノ手下オモイ 六475 サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ
モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒ソレカ

と 清 正 が いひますと︑秀田口は

七塒9園 清正はつ＼しんで︑﹁明國

ハヲ通ルノガヨイコトニナ

ラ︑道ヲアルクトキニハ︑左ガ

から頼朝の御殿へ行って︑︿略﹀︒

いすにかけていらっしゃい︒﹂﹁かう

七907園

うつぼかづらといふものがある︒

下った董に︑幾つも咲いてみる薄紅

といはなかったのだ︒

聞いた時︑なぜすなほに﹃はい︒﹂

三668私ハ︿略﹀︑フシノマン中 六864 自由にうこかすことの出詐る
二︑キリデ小サナアナヲアケ
長い鼻︑︿略﹀︑小さな目︑それから
マシタ︒ソレカラホソイ竹ヲ
太い足︑細い尾︑一切絶で見た通り

十撹2 ︿略﹀ 一番美しいのは︑たれ

︿略﹀︑はばのせまい黒い

であった︒

色の花である︒それから少し行くと︑

三716

ヘマシタ︒

エニシテ︑︿略﹀︑センヲコシラ

﹁向ふむきになって︑此の

ツテヰマス︒

などとの廣言︒

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

二317囹 ﹁カドマツヲタテマス︒﹂

ら

それから ︵接︶32 ソレカラ それか

でございます︒

で︑御威光を借りて豊臣と記したの

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七佃3囹

うなづきました︒

三154圏

モデキナクナツタトイヒマス︒

︿略﹀︑門を守ってみた兵

葉では無いか︒﹂

十963園 ﹁僕何だかきまりが悪くつ

一［

の使者︑某の陣中に参り︑﹃︿略﹀︒﹄

う︒﹂

ございません︒某の手で固めませ

七言7園 ﹁お庭先の御門を守る者が

それがし

どといふ︒

それ以上は︑十寸一寸︑十寸二寸な

七276

それ

±等が﹁それ勝が來た︑勝が來

十二梛2園

て︑さう言へなかっ た の で す ︒ ﹂ ﹁ そ

R2

813
それぞれ一それであるから

の役目をしたこともあった︒

がありまして︑酒がすきでございま

かへりに酒を買って満ては︑おとう

した︒それで山へ行くにも︑︿略﹀︑

見ると︑それぐ違った面白い習性

八808園﹁縣や國の税も︑村の役場 十ニー09又いろくの鳥を注意して
へ納めれば︑よいのですか︒﹂﹁さう

るのが一昨年植付けた庭︑画線で園

十一365 地墨の中の薄緑に染めてあ それぞれ︵名︶Uそれぐ
んであるのが今年伐採する虜︑それ

さんを喜ばせてゐました︒

き

さい

國旗は實に國家を代表す

機械論は︑︿略﹀︑物によって

﹁誠にやさしいやうだが︑

それで中々言ひにくい場合があるの

十928園

もまだかなり多く輸入されてるる︒

な場合が少くない︒それで︑機械類

は︑やはり外國の品を買った方が得

十873

それで︑︿略﹀年々輸入してみる︒

しまへを受けぬわけには行かない︒

バ︑針金ニナルコトモ出來マス︒
．十867 米は︿略﹀︑全く外國米の足

ソレデ︑オアシニナルコトモ出來レ

銅ハ︿略V安ウゴザイマス︒

をもってみるので︑︿略﹀︒

へう

十二6010図

練員三十二人が四組に分れて︑それで ︵接︶1一 ソレデ それで

三393ちか道の方は︑道がこ

六106園

です︒村役場で︑︿略﹀まとめて︑

しかして編輯局は更に編

南部・︿略﹀・校正上等に分れ︑各部

十ニー68図

から次々といろくの印がついてゐ
︿略﹀︑職工が大勢居って︑そ

にそれぐ掛の記者又は技術家あり
て︑︿略﹀︒

あのいろいろの道具︑た

くさんの時計︑形も大きさもそれ

十二546園

て小熊の形を想像し︑︿略﹀を一し

︿略﹀︑︿略﹀を一しょにし

死所を得たるを喜べり︒

よにして大熊の形を想像して︑それ

それぐ深き嚢あり．

る標識にして︑其の徽章・色彩には

九904囹

に︑

九誓図蟹二人の我が子それぐ

れぐ手分をして働いてみる︒

八郷8

それぐへ送るのです︒﹂
︿ 略 ﹀ ︑枝を打てば︑︿略V︑

る︒

十一397

又空氣の流通がよくなって轟がつか
なくなるさうだ︒それから始めて聞
いて面白いと思ったのは︑枝打をし

十﹇667 其のうち︿略﹀︑木片と木

ぐ小熊座・大熊座といふ名をつけ

ないと木に節が出出ることである︒

片をこすりあはせて火を得る法をさ

てるる︒

ぐ違ってはみるが︑︿略﹀︒

とるやうになった︒それから少し進
十118

むと︑石や金を打合はせて火を出す
︿略﹀ ︑ 先 づ 土 塁 を 作 っ て ︑

法を考へるやうになった︒
十一761園

それぐ仕事の持場に絶つた︒
ざっし
︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌

四756

︵接︶1

それである

することを心掛けねばならない︒

人々は常に︿略﹀團膿の福利を増進

むことは出來ない︒それであるから

なければ自治團鴫の天満な嚢達を望

十一描2 ︿略﹀︑一般の人民の後援が

から

それであるから

らである︒

ふと見ると︑かはいさうに妹はめく

それでどうして︒﹂といひさして︑

十二409園 ︿略﹀︑﹁え︑樂譜がない︒

︿略﹀︒

十一792 しかしこれらの物は︑︿略﹀︑

だ︒﹂

其の他いろくの訣黙がある︒それ

ふと

を二三さつ持って來て︑本棚に並ん

で金属を用ひることを思ひつき︑

十一169

はれてみたり︑石が出てみたり
しました︒それでとほい本道を
まはった小二郎の方が︑正一

それから一歩一歩高く登り︑最後の

でるる雑誌の間へそれぐお入れに

よりもかへってさきにつきま

目的に達するやうになさい︒

なりました︒

から
十﹇915園 そこを見ると︑岩蟹や樺
太のやうな遠い所の氣候までも大聖

はちがみね

寄手の大將佐久間盛装は︑

︿略﹀︑大岩山・鉢峯などの要

とび
﹁これは鶏だよ︒それで金

五535．此の人に年取つたおとうさん

鶏勲章といふのだが︑︿略﹀︒﹂

五176園

の物になってしまひました︒

家も土ざうも田も畠も人

かり居ました︒それでとうとう

ちの仕事もせず︑みばつてば

だんだんうちがよくなりました︒
四777此の人は︿略﹀︑︿略V︑う

よりはよく出來ました︒それで

︿略﹀︑稻も変もよその

十一258図

福島正則以下の六人︑ま

所々々にそれぐ中卒を配置したり︒
十一317図

かうして出石たゴムは︑

たそれぐに名ある勇士を討取って︑
︿略﹀︒

りロつ

十一539

︿略﹀加硫法を行ふ︒︿略﹀︒之をそ

した︒

分る︒それから雨雪の量は何慮が一

︿略﹀︑日本では明治五年

番多いか︑︿略﹀︑ こ ん な こ と も 記 し
てある︒

十一924園

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌
年から太陽暦を用ひた︒それから太
陰暦を奮暦︑太陽暦を新暦といふや
うになった︒

れぐ用途に磨じて︑更に加工する
のである︒

︿略﹀五 人 の 友 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

彼を捨てて立去った︒それから繹迦

十二952

はブッダガヤの緑色濃き木陰に静坐

石・貝・家畜・獣皮・布・
農産物などが︑︿略﹀・それぐ貨幣

十一789
しておもむろに思をこらした︒

それでは一それなら

814

それでは ︵接︶17 ソレデハ それで
は

︻316園 ﹁マターハキマシタ︒﹂
﹁ソレデハ⊥パパデ ス ︒ ﹂

百尺もあって︑内地第一の高山だか

それでもまだあかちゃんがな

が︑それでもとうく一日だけはつ

﹁︿略﹀︒しかし地球が廻る

人などが︑よく星を見て船の位置を

える︒︿略﹀︒﹂﹁それでも航海をする

ために︑我々の目には動くやうに見

九859園

き上げた︒

つれ

スズメハ︿略﹀︑ヲドツタリ

敵揮は前後左右へ雨のやうに

はかるといふではありませんか︒

落ちて來る︒それでも誰一人敵に後

学研5

を見せる者はない︒

無くなった︒喜三右衛門はそれでも

十471 ︿略﹀︑今は手助する人さへも

﹁︿略﹀︑すすはきは大きに

らくになりました︒﹂と今吉が

木が︿略﹀︑しんを立ててすくすく

ので︑ずるぶん苦しいが︑それでも

十一382

研究を止めようとしない︒
がり
下刈はいつも土用中にする

いひましたが︑それでも︿略﹀︑

四457

シテ居ルバカリデス︒

ガナイノデ︑︿略﹀キヨトキヨト

サヘヅツタリシテバカニシマ
ス︒ソレデモフクロフハシ方

四374

ていきます︒

ておかあさんのところへ

くときには︑︿略﹀︑だっこをし

﹁ハナシデキタイツクルヘ

ら︒﹂﹁それでは日本一の高山は︒﹂

七型6囹
ン︒﹂﹁さうか︒それでは明日の一番

水にはこれといふ形がない︒

で立たう︒﹂

﹁ありがたうございます︒

しかし之を一人で造るとして︑

すっかりいろいろな物をもと
の所へなほしたら︑夕方近くな

こんなに安く士買れるであらうか︒
︿略﹀︒それではマッチは︑どうして

りました︒

︿略﹀︑もう庄屋の悪口を言ふ

と延びてみるのを見ると︑非常にう

五744

者ばかりで︑普請方はとう︿にげ

﹁︿略﹀︒當座の方は何時で

れしい︒

も引出すことが出替るが︑定期の方

てしまった︒それでも庄屋はくじけ

も︑まだだめだ︒﹂とおっしゃった

＝ツクダサイ︑オトモ

﹁イイエ︒サウニガクハ

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

ネテ居ルガヨイ︒﹂

﹁ソレナラ海ノ水ヲアビテ︑

四173囹

ハヤクナホリマセウ︒﹂

トタクサンオアガリニナツタラ︑

ニスコシヅツノマナイデ︑モツ

アリマセン︒﹂﹁ソレナラ︑ソンナ

一一612園

ツイテコイ︒﹂

ヲシマス︒﹂﹁ソレナラヤルカラ︑

﹇496囹

ス︒﹂﹁ソレナラ五ハデス︒﹂

それなら︵接︶4ソレナラ
一312囹 ﹁アチラニ 一図ヰマ
なかった︒

人ノ役二立ツコトハ銅以上デス︒﹂

六127園ズ略﹀︒今デハ鐵ハ︿略﹀︑

は︑︿略﹀期限が來ないと引出すこ

彼は再びピヤノの前に腰を

赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

︿略﹀︑﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビテ︑

行って見ますと︑なるほど少

下した︒︿略V︒﹁それでは此の月の

ねぢはく略﹀︑飛上るやう 六184

し早すぎましたが︑それでも︑小さ

十二572

光を題に一曲︒﹂

十二436

の方が便利ですね︒﹂

とが出來ない︒﹂﹁それでは當座預金

十526園

誰が造るのであらう︒

八悩5

ます︒﹂

︿略V︒それではちよつと行って参り

八846園

さうではない︒

八822

モ

ン︒﹂﹁ソレデハ︿略﹀︑アノ木ノ
マ

二212園﹁︿略﹀︑サツパリアリマセ

コンヤ

︿略﹀︒それでは弱いものかといふに︑

﹁ヲヂサ ン ︑

下ヘイツテミマセウ︒﹂
二545園

タカゲエヲシテ見越テクダサ
イ︒﹂﹁ソレデハシヤウジノムカ

フニオスワリナサイ︒
三162囹 天略﹀︑中ゆびとこゆび

のあひだにあるのがくすりゆ
びです︒﹂﹁さうです︒それでは

﹁あかいきものをきて

あ し の ゆ び のなをしってゐ
ますか︒﹂

三187囹
ゐます︒﹂﹁それではをんなでせ
う︒﹂

とこの子ですか︒﹂

三191園 ﹁いいえ︒﹂﹁それではを

です︒﹂﹁それではてもあしも

三196園 ﹁かほぢゆうひげだらけ
ないでせう︒﹂

にうれしかった︒それでは自分のや

なしめちが列を作って出てゐました︒

三385園正 ﹁︿略﹀︒ぼくは右の

うな小さな者でも役に立つことがあ

源氏の者どもはく略﹀︑
﹁︿略﹀︒﹂﹁お捨てなさい︒﹂と口々に

六362

ち か 道 の 方をいってみま

が︑︿略﹀︒

るのかしらと︑夢中になって喜んだ

の本道を通ります︒﹂

す︒﹂小二郎﹁それではぼくは左

︿略V︑子もりうたをうたひます︒

言ひます︒それでも義纒は︑︿略﹀︑
三447圏 それはまことにおなごそれでも ︵接︶12 ソレデモ それで
とうとう弓を拾ひ上げました︒
も
りをしいことでございます︒そ
三134 あかちゃんがなき出すと︑ 八547 おとうさんが﹁せいは高くて
れではこの玉手箱を上げます︒

六54囹 ﹁︿略﹀︒何しろ一万二千五

815
それに一そん

それに ︵接︶7 それに
ても

十梱5

︿略﹀︑りっぱな學歴のある者

つて︑齪れてるたたてがみをそろへ︑

くびすぢを輕くた＼きながら︑︿略﹀︒

ば

﹁成程︑かういふ風に分

︵副︶2

そろ

サウシテダンくス．・シクナ

ソロく

十二449 ﹁︿略﹀︒﹂きやうだいは口を

のにも便利だ︒﹂

類してそろへておけば︑いつ取出す

十一163園

驚きました︒

なさずにそろへていらっしゃるのに

十一151 ︿略﹀︑成績物を一枚も無く

まふのだ︒﹂

蕎委の花で︑此の地面が埋まってし

そ

へて働けば︑來年の秋はもう眞白な

﹁かうしてみんな手をそろ

十435囹

︿略﹀︑あちらの教育に關係

もあったのに︑主人はそれ等の人々

十156園

をさしおいて︑或一人の青年をやと

ころのやうです︒それに︿略﹀︑内

してみる私どもは︑非常に喜んでを

九43團 ︿略﹀︑なかく住みよいと
ひ入れた︒

揃

ります︒それにつけても︑諸君にも

そろふ

地から移って観た人も多く︑少しも

﹇揃﹈︵四・五︶4

大いに奮凄していたゴきたいのです︒

︽ーツ・ーヒ・ーフ︾

︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑や

學ぶわれくの

に向ふ︒

そろそろ

揃へていった︒

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二7110

く

ツテ︑ガンガソロくワタツテ來ル

全領地を二分して與へてや 五268

コロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キマス︒

船頭が﹁皆さん︑そろく

おしたくだ︒﹂と言ったので︑︿略﹀︒

七107囹

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

﹇揃﹈︵下一︶8

らず役所の門内へ入りこみました︒

ろくと車の後について︑思はず知

八414 ︿略﹀︑四五百人のものが︑そ

︽1へ︾3きり ぞろぞろ ︵副︶1 そろく

ソロヘル

程の不孝者であらうとは︒

十二7110

程の不孝者であらうとは︒

全領地を二分して與へてや

ども誘け︒﹂と馬にむちうって近江

がて將卒のそろふをも待たず︑﹁者

十一275図

の音と水の音より外には︑何の音も

それはくしつかな所で︑

皆一せいにそろふなり︒

︿略﹀︒

それゆゑ

しょうとつ

﹇其故﹈︵接︶3

五282

聞えません︒

望に向ふ足なみは

五282 それはくしつかな所で︑風 七67老前 三萬近き學校に 分れて

ふ

そろ・う

さびしくはありません︒

用はあるし︑それにわき目もふらず

九524園︿略﹀︑あの人ならといふ信 それは ︵副︶2 それは
働くので︑店はだんだん繁昌して︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑ 毎 朝 引 い て 出 た 荷 が ︑

それゆえ

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

九552園

それにあの人の事だ か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 一

それ故

︿略﹀︑外の船に衝突した
かねや汽笛を鳴ら

りするやうなまちがひが出來ます︒

七576園
それゆゑ︿略﹀︑

﹁いや︑︿略﹀︑はかられな

軒二軒と得意先をまして行って︑
︿略V︒

い事はない︒それに︑たくさんの星
したりします︒

九865囹

の中に一つだけ︑年中ほとんど位置

鳩は︿略﹀︑正しく方向を判

定して︑矢のやうに自分の巣に飛蹄

十556

そろ・える

そろえ

﹁ ︿ 略 ﹀︑あの星を本にして︑

の 攣 ら な い の が あ るから︑︿略﹀︒﹂

る︒それ故鳩の膿に手紙を附けて放

九892園

せば︑容易に通信が出來るのである︒

■せいぞろえ

すぐに北極星を見つける事が出來

そろへる揃へる
そろえる

昔は個人の利益を螢むのが
商業であると思はれてるた︒それ故

︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

損←おおぞん

まうかるどころか︑非常な損

﹇損﹈︵名︶2

大勢の人に利子を梯ふだけ

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十532囹

になる︒

八脳5

そん

ちょうそんかい・しちょうそんちょう

馬の頭をそろへて︑三番太鼓 そん ﹇村﹈←いっそん・こかそん・し
︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

で乾かす者もあり︑乾かしたのをそ

八価3

を今やおそしと待ちかまへてみる︒

八85

ソロヘテ泳グ様ハ︑マコトニ面白イ︒

七812
ては︑殆ど何物をも眼中に置かず︑

それら

そ

大多敷の商人は︑自己の利益を除い

十二241

る︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ さ う だ ︒ そ れ に あ の

道に迷った時などにもすぐ方角を知

星 は 何 時 も 眞 北 に 居るから︑︿略﹀︑

る事が出來る︒﹂

十二406園 しかし誠に粗末なピヤノ

﹇其等﹈︵代名︶2

︿略﹀︒

︿略﹀︑年とともに老の心隈 それら

ふ
で︒それに樂譜もございませんが︒

十二655

十32図又日々に奉る供へ物には︑

れ等

ろへてマッチの箱に入れる者もあり︑

さが加はつて︑ちょっとした事にも

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

怒り易くなってみた︒それに近來は
︿略﹀︑もう政務にもたへられなくな

中尉はひらりと北風にまたが

︿略﹀︒

九価1

由なるが︑それらの品を社務所にた
つさへ來て︑︿略﹀︒

つて來た︒

それにつけても ︵接︶1 それにつけ

そんえき一そんちょうする

816

そんえき

﹇損益﹈︵名︶1

損益
に働み︑

一日も早く一人前の商人と

﹇存奉﹈︵四︶1

なりて︑親に安心致させたしと存じ
居り候︒

︿略﹀︑常に﹁小山はど

く夢かと存ぜられ候︒

︿略﹀子供が︑各愛人

︿略﹀︑

私は︿略﹀︑

ひたすら父上を大事に致すのを此の

十一一6710囹

上もない仕合はせと存じてをります︒

十︻柳7五聖

存ずる

村長は村の立家に生れ︑

﹇村長﹈︵名︶3 村長

四742私は東の村の今の村

さん

そんちょうさん

︿略﹀︒

︿略﹀︑深く村民に敬愛せられて︑

十伽6図

そんちょう ﹇村長﹈︵名︶1 村長

んが︑拙者の考へる所では︑︿略﹀︒

せつ

御意見はどのやうなものか存じませ

十一一協2囹 安芳がいふ︑﹁官軍方の
一

の問にまじりてかひぐしく立働け

輿地に参りて以來︑

る様を見ては︑如何にもけなげに存
ぜられ候︒

十二佃6囲團

参りし當座は何事もわ

﹇存︺︵サ変︶8

長さんのおちいさんやおぽあ
さんを其のわかい時から知つ
上様をはじめ皆様︑おしの

今の村長さんのおとう

今の村長さんも子ども

故に我等は︑達美の高慢

﹇尊重﹈︵サ変︶1 尊

︽ースル︾

︿略﹀自治團艦の事業は︑

地方人民が一般に之を尊重し︑之に

十一描6

尊重する ︽ーシ︾

そんちょう・する ﹇尊重﹈︵サ変︶1

からず︒

に封しても︑常に敬意を表せざるべ

を尊重すると同時に︑諸外國の國旗

十二649図

重す

そんちょう・す

い人でした︒

の時からすなほで︑なさけぶか

四766

時からよくはたらきました︒

さんもおとなしい人で︑小さい

四758

下になっては居られぬかと存じ︑

七概8園

御威光にもか＼はる所と存

て居ました︒

七鵬6園

︿略Vかけつけました︒

︽ージ︾

ぞん・ずる

がら情なく存じ候ひしが︑︿略﹀︒

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

十二伽10囲團

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた

︽ース

うしてるるだらうか︒﹂と仰せら

存す

しとは存じながら︑︿略V︒

﹇存﹈︵サ変︶1

されば古は︑支那より渡

來せるものの僅かに世に存するのみ

十一慨9図

ル︾

そん・す

奉り候︒

る㌦由︑いよく御なつかしく存じ

十二伽5母国

存じ奉る ︽ーリ︾

ぞんじたてまつ・る

十二231 又輩に損益の嵩から見ても︑
かやうな仕方は唯一時の利益を得る
に止って︑永績することが出來ない
から︑︿略﹀︒

村払

そんかい ﹇村会﹈←ふけんしちょうそ
﹇村界﹈︵名︶1

んかいぎいん
そんかい
尊敬

︿略﹀國旗は︑︿略﹀︑或

﹇尊敬﹈︵名︶1

五37図 村界
そんけい
十二648図

は其の國民の理想・信仰を表すもの
なれば︑國民の之に封ずる尊敬は︑

にて︑念者其の得がたきに苦しみた
←かれそんず

りき︒

そんず

︽一

即ち其の國家に封ずる忠愛の情の襲
存

﹇存﹈︵サ変︶9

じ︑﹃︿略﹀︒﹂と返書をつかはしまし

ぞん・ず
ジ・ーゼ︾

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

く略V︑

でございます︒
八四7国

父上を大事と存じます︒

十二671園私はもう何よりも︑︿略﹀

ます︒

んの心ばかりの祝を致したいと存じ

たので︑來る二十五日に︑︿略V︑ほ

八佃7國父が今年八十八になりまし

存じます︒

ただきまして︑まことにありがたう

一週間もおひまをい

で︑御威光を借りて豊臣と記したの

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七摺4園

たが︑︿略﹀︒

︿略﹀三毛の子猫︑もは
早速御見舞に参上致した

︿略﹀︑玉の様なる女の御

子牛生れの由承り︑誠にめでたくう

十鵬10國国

り居り候︒

く存じ候へども︑御住所不明にて困

九佃7囲團

や大きくなり候事と存じ候︒

九麗8塵団

送り下され︑誠に有難く存じ候︒

九川10國国昨日は美しきお話の本御

存ず

露なり︒

﹇存在﹈︵サ変︶2

︽ーシ・ースル︾

ぞんざい・する
在する
えいきやう

十一一3 地球上に存在するもので︑

うちう

太陽の影響を受けぬものは一つも
ない︒

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一38 つまり此の宇宙には︑あの
のがなほ敷限りもなく存在してみる
が︑︿略﹀︒

ぞんじお・り ﹇存居﹈︵ラ変︶2存じ

ぞんじ ←こぞんじ

れしき限りと存じ候︒

︽ーリ︾

十欄2國團 近き虜ならば早速上り候

一日も早く御顔を見たく

十欄6國團く略V︑此の度の御報は全

存じ候︒

うれしく︑

土研4圓国私とてもく略V︑何より

居り

それも心に任せず︑甚だ残念に存じ

て御世話も致すべく候へども︑︿略V︑

居り候︒

十二謝9囲囲此の上はいよく仕事

817
そんな一た

九段8囹

﹁︿略﹀︒シカシ今度ノ候補

者ノ中二︑實ニリツパナ考ヲ持ツテ

協力することによって︑始めて其の
ヰテ︑アノ人ナラバト思バレル人ガ

ソンナ

そんな

︵形状︶14

効果を完全に墨げることが出直る︒

海藻ニハイロくアル︒先ヅ

なってから︑商用其の他で︑笠石へ

七861

みたい︒﹂と︑︿略V︒﹁そんなことを

村内

出かける人もありませう︒

﹇村内﹈︵名︶1

いったつて仕方がない︒
そんない

此ノ他海藻ニハマダタクサンナ種類

ガアリ︑糊ニスルモノニハ︑︿略﹀︒

そんな

納めるのをまとめて︑それぐへ送

村民

かくの如くなれば全村頗る

﹇村民﹈︵名︶2

ざります︒

そんみん

十価4図

豊にして︑村民皆其の家業を脅しめ
りQ

徳川家康が幼時︿略﹀石合職

看板ニハマタ商品ヲエガキ

これは縣の税で︑縣立の學

になります︒

八801園

︿略﹀これは國の税で︑

校や病院や︑其の他道路などの費用

八797園

クルモアリ︑︿略﹀︒

ハ︑掛行燈二旅人宿苫屋ト記シテ掛

アンドン

タルモノアリ︒︿略﹀︒此ノ他宿屋ニ

八613図

他の一方は三百人以上もあった︒

を見に行った︒一方は百四五十人で︑

八135

とくがはいへやす

ガアツテ︑︿略﹀︒

ノリ

タベルモノニハ︑︿略﹀・モヅクナド

ライ方ナラ︑オトウサンガワザく

アルカラ︑︿略﹀︒︿略V︒﹂﹁ソンナエ

るのです︒

村役場で︑村内の家々から

アリマセン︒﹂﹁ソレナラ︑ソンナ

二612園 ﹁イイエ︒サウニガクハ
オ録リニナラナクツテモ大丈夫デセ

且vおもうぞんぶん

世間ニハ︑︿略﹀︑或ハ棄権 そんぼう ﹇存亡﹈︵名︶1 存亡

ぞんぶん

八807園

ニスコシヅツノマナイデ︑モツ
ゥ︒﹂

十二伽8園く略V︑幕臣の身としては

九槻8園

トタクサンオアガリニナツタラ︑
シテシマツタリスル人モアルガ︑ソ

ハヤクナホリマセウ︒﹂

三532囹そんなところでとどく

如何がな申分ではあるが︑徳川家の

秘露の梅・松・櫻の鉢植なり︒僧は

ひ

存亡などは言ふにも足らぬ小事でご

ンナ事ヲスルノハ︑選基ノ趣意ニソ
ムイテヰル︒

ものか︒やねへ上ってはたけ︒
五718園土手は︿略﹀︑幅は一番前
せき

かりしてゐました︒そんな風でした

︿略﹀︑とかく無責任な事ば

た︒﹁そんな大きな池がいるだらう

から︑ぼんの並ぶしんなどは︑何時

十142園

か︒﹂と言って︑首をひねる者もあ

も二日はか＼つたものでした︒

で三間といふ大きなもくろみであっ

つたといふが︑︿略﹀︒

みたぐみを一枝折ると︑﹁そんな大

六146園 松山の入口で︑赤くなって 十665園 ︿略﹀主人の持來れるは︑

村長は︿略﹀︑深く村民に

つきあひや︑其の他いろくの費用

︿略﹀︒軍隊や︑裁判所や︑外國との

敬愛せられて︑幾度の改選にも重ね

十伽8図

驚きて︑

て選定せられ︑既に二十齢年勤止せ

そんなりっぱな鉢

きな枝を︒﹂と︑にいさんに注意さ

の木をたくのは︑どうぞ止めて下さ

﹁︿略﹀︑

れました︒

皆さんのうちには︑大きく

保護色ヲモツテヰルト︑マハ

全野動物ハ保護色トハ反手二︑

此の愛らしい小鳥が︑他の方

合でも︑いろくの困難ををかして︑

法では全く通信が出來なくなった場

十544

ホヒノアルモノデ︑︿略V︒

ヲソナヘテヰルカ︑イヤガル味ヤニ

レ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐レル武器

︿略V鮮カナ言色ヲモツテヰル︒ コ

九206

二見ツケラレナイ︒

リノ色ニマギレテ︑容易工匠ノ動物

九162

になるのです︒

り︒

存立
︿略﹀︑國家の存立を危くし︑

國民の生活をおびやかすやうな危機

十二偶6

﹇存立﹈︵名︶1

い︒﹂

はかり責を始めた︒町の人々は之を

九546園 社長さんはく略﹀︑醤油の

ひにくい言葉を知ってみる︒﹂

十926園﹁おとうさんは︑もっと言そんりつ
﹁︿略﹀︒﹂﹁﹃はい︒﹄といふ言葉と︑

は絶無であり︑三内はおほむね平和

見かねて︑﹃そんな事までなさらな

であった︒

一所に船に

どうしてそんなに言ひにくいので
す︒﹂

十一861園僕も︿略﹀︑

な弱いことではだめだ︒﹂と︑自ら

上らうかと思ったが︑﹁︿略﹀︒そん
働まして進んで行った︒

七611囹

︿略﹀︒ほんたうに一度でた ﹇他﹈︵名︶25 他

もよいから︑演奏會へ行って聴いて

十二385囹

た

﹃い＼え︒﹄といふ言葉だQ﹂﹁︿略V︒

くても︒﹄といって︑︿略﹀︒

五十六哩もあるのだ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ そ ん

九7610園 ﹁東京から此所までは四百
なに遠い所に來たやうな氣がしない
ね︒﹂

﹁︿略﹀︒しかし地球が廻る

ために︑我々の目には動くやうに見

九861園

える︒︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒星がそんなに

位置の攣るものなら︑目當にならな
いでせう︒﹂

た一た
818

遠い慮まで使者の役目を務めると聞
普通誓書鳩を使用する方法は︑

いては︑︿略﹀︒

十5510

一定の飼養所から他の土地に連れて
た︒しかしこれらの物は︑受取る者

には︑︿略V︑決して親族・縁故其の

ムカシアルトコロニ︑田

我我はこれらの貨幣や紙幣 た ﹇田U︵名︶24 田﹇▽あおた・いな
だ・やまだ

十一779
を用ひて物品を費買し︑其の幸いろ

十842 採炭坑夫は四人つつ一組にな
にそれが不用であったり︑思ふやう

他私交上の下馬の爲に心を迷はすや

タ︒

四44

今年は田がよく出來た

三51一 ツイコノアヒダウエ半田
ガ︑モウアンナニ青クナリマシ

ツタトイヒマス︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二366ソレカラコノ人ノ田ニ

タ人ガアリマシタ︒

ヤ門訴ケヲタクサンモツテヰ

一一334

石・貝・︿略Vなどが︑

くの用を辮じてるる︒

十一791

つてみて︑其の内の二人が石炭を掘
に分割することが出來なかったり︑

︿略﹀貨幣の役目をしたこともあっ

崩すと︑他の二人がそれをざるで運
其の幸いろくの訣鮎がある︒

行って︑飛蹄らせるのである︒

んで炭車に入れる︒

七癖から輸入し︑それに加工して
うなことがあってはならない︒

十884 綿花は主に印度やアメリカ合 十一価2 市町村長や議員を三二する

東洋諸國へ輸出される︒

五723

氣早な者は自分の持地を田に

よい身代であったが︑︿略V

造りかへたといふことだ︒

田を費り︑畠を梱り︑家も土藏もみ

五748

一雨毎に池の水はふえた︒そ

んな士買りはらった︒

れを見て︑村の人は急にあれ地を田

五756

六月の田植時から七月・八月

にしだした︒

にかけて︑水はありあまった︒そこ

五761

で一年ましに田がふえたが︑︿略﹀︒

此の頃はれんげさうの花ざか
かく
りである︒四角な田には四角に︑細

七171

に紅紫のもうせんをしきつめたや

長い田には細長く︑田の形其のま＼

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ 又支那・印度其の他の

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

うに見える︒

あかむらさき

四754此の人たちの田や畠

ロンドンは何と言っても

．の作り方はていねいでしたか

十二297団

世界の大都會です︒︿略﹀︑國會議事

十伽2図校長も︿略﹀︒其の他の教
員も︑校長を模範として専心職務に

堂・大英博物館・ウェストミンス

七171 ︿略﹀︑細長い田には細長く︑

あか

︿略V︑田の形其のま㌧に紅

のもうせんをしきつめたやうに

見える︒

紫

見える︒

︿略﹀もうせんをしきつめたやうに

四778 此の人はく略V︑大きくな
つても︑うちの仕事もせず︑

タ！寺院︑其の他見る物聞く物唯々

十二304國昨日大英博物館を一覧し

むらさき

七171

驚く外はありません︒

ました︒︿略﹀︒我が日本のようひ・

︿略V︒それでとうとう家も土ざ
つてしまひました︒

うも田も畠も人の物にな

十二896

又聖衆爾院の何れかから提

の家に連行き︑︿略V︒

る︒土人等林藏を珍しがりて之を他

田

五604齪

五37図

で︑︿略﹀︒又力が強いので︑︿略﹀︑

田や畠の耕作に使ったりする︒

二百十日を無事に越した田に

﹁本道は遠いから近道を通ら

う︒﹂と正雄が言ふと︑︿略V︒其の

十933

みる︒

は稻の穗先がもう大分重みを見せて

九星1

田二住ム土蛙ハ土色︑︿略﹀︒

あれく︑虹が立ってるる︒ 九166 保護色ノ例ハイクラモアル︒

にじ

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑︿略﹀︒

十二864図キチーにて土人の家に宿 五274 ツバメハ田や畠ノ作物ニツク 七264 馬はたいそう元三のよい動物

めてあります︒

かぶと其の他の武器類もたくさん集

ら︑︿略﹀︒

つとむるが故に︑︿略﹀︒

十一118 上海は︿略﹀︑近時工業も
ばう
次第に盛になって︑紡績・造船・製
粉・製紙其の他の諸工場が勢よく黒
煙を立ててみる︒
ひのき

畝︑峯通り檜苗︑其の他縮べて杉

せ

十一367 ﹁地象山の内﹁二町三段五

＋田︒︿略﹀︒﹂

十一509 ︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

増したために︑英仲人はマレイ半島
の領地にパラゴムの木を移植するに

向ふの田
雲までとゴく弓のなり︒

森も小山も下に見て︑
から大空の

五664圏道の爾がはは一面に青田で︑

出された案は︑他の一院のみで討議

︿略V︒﹁うちの方では︑田に水がな

し︑︿略﹀︒

十二柵2図初め彼は紙に炭素を塗り

いと言って︑さわいでゐますのに︑

南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に

て試みしが︑︿略﹀︒次いで白金其の

此の村にはよく水がありますね︒﹂

至った︒他の三人も之にならって︑

他の金子の針金を以て様々の与国を

なった︒

重ねしが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑火を使用するのは人

類ばかりで︑他の動物には見られな

十︻659

い所である︒

819
た一た

た

近道といふのは田の あ ぜ 道 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

中におちいった︒さいはひ附近の田

十939 まん中から折れて︑三人は水
で働いてみた村の人々に助けられ︑
︿略﹀︒

二55園﹁オチヨサンデスカ︑ヨ

タ︒

タ︒
一165 クリモキイテオコリマシ 一443 ムカシムカシ︑オヂイサン
トオバアサンガアリマシタ︒
一541圃 クルマニツンダタカラ
タ︒
一167 ウスモキイテオコリマシ 一447 オヂイサンハヤマヘシバ モノ︑︿略﹀︒
二5一 オキヤクアソビ ︿略﹀︒オチ
カリニ︑オバアサンバカバヘ
ヨガオキヤクニナツテキマシ
タ︒

センタクニイキマシタ︒

カタキウチヲスルコトニ

一172

︿略﹀︑オホキナモモガナ

一453

ガレテキマシタ︒

一174

クリガトビツキマシタ︒

ナリマシタ︒

一177 サルガヤケドヲシマシタ︒ 一457オバアサンバソノモモヲ クイラツシヤイマシタ︒﹂
一185サルガミヅヲツケニイ ヒロツテカヘリマシタ︒
二62オハナハ︿略﹀︑オチヤト
一467︿略﹀︑モモガニツニワレ オクワシヲダシマシタ︒
テ︑ナカカラオホキナヲトコノ
二92圏 ミゴトニサイタ カキネ

︿略﹀︑騨前で

コガウマレマシタ︒

太宰府まう で

太宰府行の輕便五道 に 乗 っ た ︒ ︿ 略 ﹀ ︑

一473

だざいふ

十柵10

霜の眞白に置いた田の中を走る︒十

ウスガオチテキテ︑サル

サルガニゲダシマシタ︒

十二914 ぼろを着た農夫は玉のやう

五分許で汽車は太宰府町に着いた︒

一187

マシタ︒

キマスト︑ハチガチクリトサシ

な汗をかいて田をすき起し︑牛はつ

一193

た

ベンケイが大ナギナタデ

一477 モモタラウハダンダンオ キリツケマシタ︒
ニー2一 ウシワカマルハヒラリト
ホキクナツテ︑タイソウツヨク

ニー15

ノコギク︑ ︿略﹀︒

オヂイサンバソノコニ︑ ニー02圃ミゴトニサイタ カキネ

ノコギク︑ ︿略﹀︒

︽タ・ダ・タラ・

かれ果ててあへぎあへぎ働いてみる︒

モモタラウトイフナヲツケマ

2タ
ヲオシツケマシタ︒

︵助動︶蜥

一197

アメガヤミマシタ︒

ナリマシタ︒

シタ︒

ダラ︾nVちょっとした・にゅうえいし

一20一

一503イヌヲケライニシテイ ニー24

ケライニナリマシタ︒

︿略﹀︑ベンケイノナギナタ

ヲウチオトシマシタ︒

マル

ノケライニナリマシタ︒

ニー27 ベンケイハ︿略﹀︑ウシワカ

コンドハキジガキマシタ︒ニー33木ノエダニ︑コトリガ
キジモダンゴヲモラツテ︑ 十パ トマツテヰマシタ︒
人ガテツパウデ︑一ドニ

モモタラウハ引込ナヲヌ

モンヲヤブツテセメコミ

ケライニナリマシタ︒

一507
一512

マシタ︒

一522

ランカンヘトビアガリマシタ︒

ヘチマノハナガサキマシ

ヒガテリダシマシタ︒

タ︒

一202

﹇315囹アヒルガオヨイデヰマ 一505 サルモダン︒コヲモラツテ︑

一252

コガニガサルノクビヲ

たあにから︒はるがきた

ハサミキリマシタ︒

ニニヤリマシタ︒

﹁103サルガカキノタネヲカ
カニガニギリメシヲサル

メヲダシマシタQ

ス︒︿略﹀︒﹂﹁マターハキマシタ︒﹂

ニヤリマシタ︒

﹁107

キニナリマシタ︒

一364

ナンベンモカキナホシテ︑

﹁ニイサン︑ミテクダサ

キマスト︑サルガキマシタ︒

ミガナリマシタ︒

一37一

ガホヲカキマシタ︒

オハナガエンピツデアサ

サルガミツケテトリマシ
ニナゲ

ニイサン

アヲイノヲカニ

一373圏︺

一534

三バ

ナ

ヲクハヘタ犬ガヰマス︒

ニー45シタヲミルト︑︿略﹀サカ

ハシ ノウヘヲトホリマシタ︒

犬ガサカナヲクハヘテ︑

ウチオトシマシタ︒

T

R

ニミセマシタ︒

ツケマシタ︒

イ︒﹂﹁ヨクデキマシタ︒︿略V︒﹂

﹁15ーカニガシニマシタ︒
﹁154 コガニガナイテヰマシタ︒

一537

ニム

ニバンボシミツケタ︒

ダイジナ小雪ラモノヲダシマシ

一バンオホキナオニ

イテ︑

﹇405圃

三バンボシミツケタ︒

一一

一一

マシタ︒

オニドモハカウサンシテ︑ ニー53︿略﹀︑ワント 一コエホエ
︻413圃

ユフガタニナリマシタ︒

一38一

カヒマシタ︒

ハチガキテ︑ナクワケヲ

一157

一401圃一バンボシミツケタ︒

ハチガキイテオコリマシ

タヅネマシタ︒

︸163
タQ

P3

P4

14タ14141312
7 。4 1 1 1

クビニツケテオイテ︑ソノオト

二291園大キナスズヲネコノ

ニー55 ︿略V︑クハヘテヰタサカナ 二282 ソノトキーピキノ子ネズ
ミガマへヘデテイヒマシタ︒

ハ︑川ノナカヘオチテシマヒ

V︿略V︑クハヘテヰタサカナ

マシタ︒

トモダチ

ニ

︿略﹀︑

イテハイケマセン︒﹂ト︑トメマ
トモダチハ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ト

シタガ︑︿略﹀︒

二362

マシタ︒

ス︒

アタルト︑モチハ白イト

サイタサイタハナガ︑
ニイサンガオトモダチト︑
ニ大キナユキダルマヲコ

ワタクシハネエサンニ︑

ムカシムカシ︑ヨイオヂイ

アル日犬ハ畠ノスミデ︑

ネヤタカラモノガタクサンデ

二433︿略﹀︑土ノ中カラ︑オカ

ヲシヘマシタ︒

﹁ココホレ︑ワンワン︒︿略﹀︒﹂ト

二425

ツテヰマシタ︒

一ピキカツテ︑タイソウ当千イガ

二42ーヨイオヂイサンバ犬ヲ

リマシタ︒

サントワルイオヂイサンガア

二414

タダキマシタ︒

ユキデウサギヲコシラヘテイ

二403

シラヘマシタ︒

ニハ

二395

マツ白ナハナガ︒

二383囲

マツ白ナハナガ︒

二383圏

サイタサイタハナガ︑

マシタ︒

ワルイオヂイサンバソレ

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ

二435

マシタ︒

︿略﹀︒

二444

マシタ︒

二454

ヨイオヂイサンバソノ木

︿略V︑ヤツパリキタナイモ

ニマ

ソノ

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ

タ︒

ヨイオヂイサン バ

ヒヲモラツテキテ︑ニハ

二475

キマシタ︒

ハ

二472又オコツテ︑ソノウスヲ

ノバカリデマシタ︒

二467

シタガ︑︿略﹀︒

二466サウシテ米ヲツイテミマ

ノウスヲカリニキマシタ︒

二465ワルイオヂイサンバ又コ

シタ︒

タォカネヤタカラモノガデマ

二463︿略﹀︑ウスノ中カラ︑マ

タ︒

ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ

二456

ン大キクナリマシタ︒

ソノマツノ木下ズンズ

上二小サナマツノ木ヲウエ

二367 ソレカラ︿略V︑オ米ガス シマヒマシタ︒
二451︿略V︑犬ヲウヅメテ︑ソノ
コシモデキナクナツタトイヒマ

︿略﹀︑ソノ犬ヲコロシテ

ヤハウマクアタリマシタ︒ 二437サウシテムリニ犬ヲナカ
セテ︑ソコヲホツテミマシタガ︑

メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

二363

︿略﹀︑ミンナダマツテシマ
﹁オトウサン︑モウイクツ

︿略﹀︑田ヤハタケヲタク

日

リニナツテ︑パツトトンデイキ

ガキコエタラ︑ニゲルコトニ

ミンナカンシン

﹁ナルポドヨイカンガヘ

ハ︑川ノナカヘオチテシマヒ

タ︒

アル

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二353

テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

デ︑トリヤケダモノヲイコロシ

二345ユミヲイルコトガスキ

タ︒

サンモツテヰ漁人ガアリマシ

二336

︿略﹀︑田ヤハタケヲタク

サンモツテヰタ人ガアリマシ

二336

ネタラ︑オ正月デスカ︒﹂

二306園

ヒマシタ︒

S

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタノデ︑︿略﹀︒

二303 スルト年トツタネズミガ︑

︿略﹀︒

二295 スルト年トツタネズミガ︑

シマシタ︒

ダ︒﹂トイツテ︑

二295

二365

マシタ︒

ニー7一 アチラノソラガマツカニ
ナリマシタ︒

ニー83︿略﹀︑月ガデハジメマシタ︒

︿略V︒モウスツカリ木ノ上へ

ニー87︿略﹀︑月ガデハジメマシタ︒
デマシタ︒

二204圏ユフベカゼガブイタカ
ラ︑︿略V︒

二 2 0 7 園 モ ウ人ガヒロツタノ
カ︑サツパリアリマセン︒

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

二222蟹ドコカラキタノカ︑

トンデキ三木ノハ︑︿略﹀︒

二223圃ドコカラキタノカ︑
二233圃ドコカラキタノカ︑
トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒
トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

二234翻ドコカラキタノカ︑
T ﹁︿略V︒﹂ト︑年トツタネズ

ミガナカマノモノニイヒマシ
タ︒

︿略V︒﹂

トモダチハ﹁モチハ︿略﹀︑

U園 モチハタイセツナ回米
デコシラヘタモノデスカラ︑

ミガナカマノモノニイヒマシ

二36一

﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

タ︒

二276

一一
一一

一一

R0

R5

ニ ー 6 3 七 ユ フヤケ日ガハイリ

シテハドウデセウ︒

一一

マシタ︒

P5

Q7

た一た

820

821

た一た

オヂイサンバ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

二48一 スルト︑ニハノカレ木ノ
エダニ︑キレイナ花ガサキマシ
タ︒

二487

トノサマガオトホリニナ

トヨンデアルキマシタ︒

二495
ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセニナリ
マシタ︒

Q ︿略V︑一メンニ花ザカリニ

ナリマシタ︒
クダサイマシタ︒

二506 ︿略﹀︑ゴホウビヲタクサン

二512 ︿略V︑ノコツテヰタハヒ
ヲ カ キ ア ツ メ テ ︑ ︿略﹀︒

二516 ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

トノサマノオカヘリヲマツテ

ナリマシタ︒

ハヒダラケニナリマシタ︒

二532︿略﹀目モ︑ロモ︑耳モ
V ︿略V︑ワルイオヂイサン ハ

リマセウ︒

シタ︒

モウヨホド大キクナリマ

タノデス︒

二651

子牛ハコノアヒダウマレ

アガリニナツタラ︑ ハヤクナホ

二614囹 ︿略﹀︑モツトタクサンオ

タ︒

トウトウシバラレテシマヒマシ

一一

二653

二675

コレカラダンダンアタタ 二762 ︿略﹀︑イビキハカミナリ
ノヤウデシタ︒

シユテンドウジハオコツテ

︿略﹀︑トウトウライクワウ

タイヂシテシマヒマシタ︒

ットネドコヲ出マシタ︒

三36囹﹁ア︑日が出ハジメタ︒

︿略﹀︒

三77 ︿略﹀︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ

テヰマシタ︒

ヒヨコガナクト︑オヤド

ルヤウデシタ︒

三78ハネノ下ニモニ三バヰ

た︒

ゆふはんがすんだあとで︑

︿略﹀︑おちいさんが二郎

三193園

︿略﹀︒﹂

おちいさんはわらひなが

﹁わかりました︒だるまさ

よけいにとったはうがか

︿略﹀︑二人はまつやっつ

三208 太くてやはらかなわらび
がたくさんはえてゐました︒

りました︒

じのあひだを︿略﹀くぐってと

三206

ちだといって︑︿略﹀︒

三204

た︒

三203 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし

んです︒﹂

三198園

﹁どうもこまりました︒

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへてやりまし

三174

にたつねました︒

三146

︿略﹀︒

三145

三85 ︿略﹀︑オヤドリハヒヨコ
ヲニハヘツレ出シマシタ︒

ヰマシタ︒

リハ︿略﹀︑ココココトイツテ

ドチラモマケズニタタカ 三83

クルヒマハリマシタ︒

ケサウグヒスガ︿略﹀ナキ 二767

イテキリツケマシタ︒

ウメノ花ガサキ出シマシ 二765 ︿略﹀︑タチヲスルリトヌ

カニナツテキマシタ︒

タ︒

二676
二682
マシタ︒

ラズ

二782 ライクワウノケライモ︑
シユテンドウジノテシタヲノコ

ガカチマシタ︒

二775

ヒマシタガ︑︿略﹀︒

ヒカウ 二773

アンナニトンダラ

ノツテミタイナ

︿略﹀︒

二712圏
キニ︒

ムカシ大江山二︿略﹀ワル

ユクワイダラウ︒

二717

山カラ出テ︑モノヲトツ

モノガヰマシタ︒

二722

コモツテ

︿略﹀︑テシタモ大ゼイア 三32 ︿略﹀︑︿略﹀トオモツテ︑ソ

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

二723

ソノ上イハヤニ

リマシタ︒

T

︿略V︒﹂

二三日マヘカラメンドリ
ガスニツキマシタ︒

三54

メンドリハヘンナコエヲ
メンドリハ︿略﹀︑タマゴ

ヲハラノ下ニダイテシマヒマ

三58

タテテヰマシタガ︑︿略＞Q

三56

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

ソコデ天子サマカラ︑ 三55 ケサオカアサンガタマゴ

コトガデキマセンデシタ︒

二735

︿略V大シヤウニ︑︿略﹀ト︑オホ
セツケニナリマシタ︒

ライクワウハ︿略﹀︑大江山
ムカヒマシタ︒

︿略﹀︑ミチハワカリマセン

シタ︒

アルアサ︑オカアサンガ
﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤツタノデ︑

三72

三71園﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂

イマシタ︒

キキマスト︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤ

︿略﹀︑トウトウタヅネアテ 三67オカアサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

シユテンドウジハ︿略﹀ト

二756 ソノバンシユテンドウジ
ハサケニヨツテネマシタ︒

オモツテ︑トメテヤリマシタ︒

二754

テ︑トメテクレトタノミマシタ︒

二751

デシタガ︑︿略V︒

二745

ヘ

V42
一一

ニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセニ

二524 ︿略V︑トノサマガオトホリ 二727 ︿略﹀︑ナカナカタイヂスル

ヰマシタカラ︑︿略﹀︒

一一

一一

ヰマシタ︒

V2

T0
T3

た一た
822

﹁︿略﹀︒﹂

﹁しごとなされよ︑

きり

かけたたすきの

︿略﹀おとうさんが道で︑

三421

︿略﹀︑大きなかめが出て

きて︑﹁︿略﹀︒私のせ中へおの
つきま

りゅうぐうのおとひめは

︿略﹀りゅうぐうへ

りなさい︒﹂といひました︒
した︒

三425

三427

りゅうぐうのおとひめは

うらしまのきたのをよろこん
で︑︿略﹀︒

三433

をしたり︑さまざまなあそびを

︿略﹀︑毎日いろいろなごちそう
して見せたりしました︒

︿略﹀︑五一ちいさんは

あたまをなでました︒
きました︒

それでとほい本道をまは

はれてみたり︑石が出てみたり

三393ちか道の方は︑道がこ

こをしました︒

三391

二人はかけ足でまはりつ

した︒

うらしまはく略﹀︑おとひ

といひました︒

もうおいとまにいたしませう︒﹂

三445

あまり長くなりますから︑

めに﹁いろいろおせわになりま

三442圏

ましたが︑︿略﹀︒

うちへかへるのもわすれてゐ

三377園又わかれ道のところへ 三438 うらしまはおもしろがって︑

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大きな手で

三347

口輪﹀︒﹂とおっしゃったら︑︿略﹀︒

三344

きれるほど︒﹂

きりしゃんと︑

三334鶴

いてさし出せば︑

三221 ︿略﹀︑それは小二郎のう です︒
三301圃 ﹁︿略﹀︒﹂と︑ こしには
ちのいぬでした︒
さんだ手ぬぐひの はしひきさ
三223 犬は︿略﹀︑小二郎のそば

へよってきました︒

三225それからそのへんをむ
やみにかけまはりました︒

つてからくらべてみました︒

三227 ︿略﹀︑二人はたくさんと

三231どちらもたいていおなじ
くらみで︑かちまけはありませ
んでした︒

三234そのとき正一のおちいさ
んが︑︿略﹀そこへきました︒

三235 二人はよろこんで︑おちい
さんについてかへりました︒
三238︿略﹀︑犬は︿略﹀︑かけて
きてとびつきました︒

三253この二三日の雨で︑竹の

しました︒

つた小二郎の方が︑︿略V︒

むぐらもちでもとほつた 三394

子がこんなに冷ました︒

三253
やうに︑︿略V︒

よりもかへってさきにつきま

三455うらしまはく略﹀︑海の上

箱をわたしました︒

このあひだかきねのそば 三395 ︿略﹀小二郎の方が︑正一 三452 おとひめはく略﹀︑きれいな
した︒

三262

へ出たのは︑もう私のせい

このあひだかきねのそば 三398
三411

うらしまはく略﹀︑子ども

ふ人がありました︒

おどろきました︑︿略﹀︒

むかしうらしま太郎とい へ出てきました︒
三456 うちへかへってみると︑

より高くなりました︒

三264

へ出たのは︑もう私のせい
より高くなりました︒

はたちまち白がのおちいさん

ニハ︑

キヨネンデキ上ツタ新道

になってしまひました︒

三496

新道ノリヤウガハ

ハ︑︿略V︒

三501

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒
今ソノミセノマヘ ニ ニ

車ガトマリマシタ︒

三505

三506車ヲヒイテキタ人ガベ

モウアンナニ青クナリマシ

ツイコノアヒダウエタ田

ンタウデモタベルノデセウ︒

ガ︑

三51一

タ︒

ガ︑

モウアンナ戸戸クナリマシ

三512ツイコノアヒダウエ星芒

タ︒

デセウ︒

三514モウオヒルニナツタノ

シタ︒

三515オ寺ノカネモナリ出シマ

子どもがそら一めんの
三521囹

光るところが雨 のふるあな

星を見て︑ ﹁ああわかった︒あの

だ︒﹂

がには へ出て︑﹁一つ二つ﹂と

三536星のかずあるばん︑弟

かぞへて ゐました︒

三266 石がきの下へ出たのは︑ からそのかめをかつて︑海へ
三463 ︿略V︑おとひめのいった 三546むかしをののたうふうと
いふ人がありました︒
はなしてやりました︒
︿略﹀︑竹になりかかってゐます︒
こともわすれて︑玉手箱をあけ
ました︒
三282︿略﹀︑いまに竹になった 三416園 ﹁うらしまさん︑このあ
三547わかいとき字をならひま
ひだはありがたうございました︒
ら︑おちいさんに︑あれで卜う
した が︑︿略V︒
三464 ︿略﹀︑玉手箱をあけました︒
︿略﹀︒﹂
まをこしらへていただくつもり
三548︿略﹀︑うまく書けませんの
三467 あけると︑︿略﹀︑うらしま

823
た一た

で︑こまってゐました︒

上にたちました︒

しました︒

草のはにとまってみた

︿略﹀︑ ﹁ ジ イ ツ ﹂ ト ナ イ テ ︑

五郎さんの舟にとまりまし
た︒﹂

三654園 みよ子﹁五郎さんの舟
には︑てふてふのせんどうさん
がのったから︑かったのでせう︒
︿略﹀︒﹂

三654園 みよ子﹁五郎さんの舟
には︑てふてふのせんどうさん
がのったから︑かったのでせう︒

三668

︿略﹀︑水デツパウニナリ
︿略﹀︑フシノマン中二︑

サウナノガアリマシタ︒

三665

シテ行キマシタガ︑︿略V︒

三663アトへ竹ノキレヲノコ

タガヲカケカヘマシタ︒

ヤガ來テ︑手ヲケヤタラヒノ

キリデ小サナアナヲアケマシ

︿略﹀︑キレガトレテヰマ

ナツタノデ︑︿略﹀︒

三686
シタ︒

︿略﹀小サナアナヲタクサ

サウシテセンヲヒキマシ

ンアケマシタ︒

三691

三692

コマツテニイサンニ見テ

タガ︑︿略﹀︒

三694

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒ソノウチニ︑

モラヒマシタラ︑︿略﹀︒

三698

トイフコトデシタQ

ニイサンガコシラヘテヤラウ︒﹂

ソノトキカウモリハ︿略﹀︑

三734 ムカシ鳥トケダモノガ
ケンクワヲシタコトガアリマ
ス︒

三74一

ドチラヘモツキマセンデシタ︒

︿略﹀︑ケダモノノミカタ

スコシタツテ︑コンドハ
スルトカウモリハ︿略﹀︑

鳥ノ方ニツキマシタ︒

三753

鳥ガカチサウニナリマシタ︒

三75一

ニナリマシタ︒

三747

チサウニナツタノデ︑︿略﹀︒

三662私ノウチヘキノフヲケ 三743ソノ中土ケダモノガカ

︿略V︒﹂

三684ソノウチニ水が出ナク

三756

︿略﹀︑中ナホリヲシマシタ︒

今日私が川の土手から

日はよくてつてみて︑ふ

︿略﹀︑れふしがぼんやりと

︿略﹀︑見たこともないき

そばへよって見ますと︑

︿略﹀︑見たこともない美
しい女が來ました︒

︿略﹀美しい女が來ました︒

三854囹﹁いや︑これは私が今

三851

三848

︿略﹀きれいな着物でした︒

三844

れいな着物でした︒

三843

物がかかってゐました︒

三842︿略﹀︑松の木に美しい

海をながめてゐました︒

三837

れいに見えました︒

じの山はいつもよりなほき

三832

︿略﹀︑みほの松原を通りました︒

三828むかし一人のれふしが

ました︒

ひとりごとのやうにおっしゃい

三801 おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と︑

くつわ虫がなきます︒

三793 時時すずしい風が吹いて
來ると︑おもひ出したやうに

とって來たすすきも︑︿略﹀︒

三783

した︒

三77一 ソコデカウモリハ︿略﹀︑
タ︒
三556 かへるはやなぎのつゆ 三624園みよ子﹁さあ︑私がこゑ
クラクナツテカラ空ヲトビマ
三672 ︿略﹀︑センヲコシラヘマシ
をかけましたら︑みなさん一しょ
を虫とでもおもったのでせう︑
ハルヤウニナツタトイヒマス︒
タ︒
に舟を出すのですよ︒一︑二︑
︿略﹀︒
三678 ︿略﹀︑ウエ木二水ヲカケ 三777 夕はんがすむと︑うちの
三︒﹂
三563 だんだん高くとべるやう
ものはみんなえんがはへ出ま
三628三人は一しょに舟を出 タリシマシタ︒
になって︑とうとうやなぎにと
びつきました︒

ました︒

ました︒

てふてふがおどろいてとびたち

三638

草のはにとまってみた

てふてふがおどろいてとびたち

三568 たうふうは︿略﹀とさとり 三636
ました︒

三572それからはく略﹀︑毎日字
をならひました︒

三574 ︿略﹀︑のちには名高い書
手となりました︒
ハヒ上ツテキマス︒

三577 ︿略﹀︑カラヲキ二心ミガ 三642囹 みよ子﹁あら︑てふてふが

シタ︒

三581 ︿略﹀︑カラヲヌギハジメマ

タ︒

三582 マモナクヌイデシマヒマシ
三585 ︿略﹀︑チヂンデヰ三色ネ
モダンダンノビテ︑︿略﹀︒

コノ大キナモノガ︑ヨク

ナツテキマシタ︒

三586︿略﹀︑色モシダイニコク
三592

アノカラノ占守ハイツテヰタ
モノダトオモヒマシタ︒
三595

三593︿略﹀トオモヒマシタ︒

男の子三人はささのは

トンデ行キマシタ︒

三617

をとって︑舟をこしらへました︒
三622 みよ子は︿略﹀︑土ばしの

た一た

824

ここでひろったのです︒︿略V︒﹂
した︒

三867

︿略﹀︒

四126

︿略﹀︑ワニザメが居マシタ

多イカ︑クラベテミヨウ︒﹂トイ

︿略﹀︒

白ウサギハ

コレラ見テ︑

ワニザメ月白ウサギノイ
白ウサギハ

一ツニツト

﹁︿略﹀︒ワタシバ

コノヲ
白ウサギハ︿略﹀︑又略V︒﹂

ワニザメハソレヲキク
一バンシ
ニ居タノガ︑︿略﹀︒

四175

タ︒

ソコへ大國主ノ神が点出

ツテ居マシタ︒

四182

コノ神様ハサキホド博通

デニナリマシタ︒

︿略﹀︑フクロ

ニナツタ

ヲカツイデ

リニナツタ神様ガタノ弟ノ

四183

方デス︒

四185

︿略﹀︑オオクレ

イラツシヤツタノデ︑︿略﹀︒

四186

ノデス︒

四19一 コノ神様モ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

白ウサギハ︿略﹀︑又ソノ

オタヅネニナリマシタ︒

四193

スツカリ

スルト神叩ハ﹁︿略﹀︒﹂ト

ワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四202

︿略V︑カラダハ

ヲシヘテ下サイマシタ︒

四205

コノ通りニナホリマシタ︒

﹁オカゲサマデ︑カラダ

モトノヤウニナホリマシタ︒

ハ

四208圏

︿略V︒﹂

四213 ヨロコンデ大國主ノ神ノ
トコロ ヘオレイニ行ツテ︑

ソノ後大國主ノ煮込︑白

﹁︿略V︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒

ソノ後大國主ノ神田︑

︿略﹀︑エライオ方ニオナリニ

四216

ウサギノイツタ通リ︑︿略﹀︒

へ神様ガタガオ通 四215

白ウサ二八︿略V︑ナイテ

ソコ

︿略﹀オヲシヘ ニナリマシ

オタヅネニナリマシタ︒

リガカリニナツテ︑﹁︿略V︒﹂ト

四17一

居マシタ︒

四166

ンナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

四164︿略﹀白ウサギノ毛ヲミ

マヒ

ト︑タイソウオコツテ︑

四163

トイツテワラヒマシタ︒

四161

カへ來タカツタノダ︒﹂

四158園

ワタシニダマサレタナ︒︿略V︒﹂

四157囹

﹁オマヘタチハウマク

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四153

フ通りニナラビマシタ︒

四15一

﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

四146

ナカマヲ大面イツレテ來マシタの

ワニザメハ︿略﹀︑スグニ

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

﹁やっとすんだ︒﹂

四135

ヒマシタ︒

その時おちいさんは

︿略﹀︑どの木にもよくみ

きのふ一つ取ってみまし
︿略﹀︑もう黒くごまをふ

︿略﹀︑コクキが出シテア

四115圃圏

イヲイハツタノデス︒

四96 キノフハ日本國中ノ人
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ

リマシタ︒

四94

ガ出シテアリマシタ︒

四85 キノフハ十月三十一日デ︑
天長節ノオイハヒ日デシタ︒
四87 ︿略﹀︑トモダチトムカフ
ノ山へ上りマシタ︒
四91 ︿略﹀︑ドノ家ニモコクキ

いてるました︒

四77

たら︑︿略＞Q

四76

がなりました︒

四72

ことです︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったといふ

四67

うです︒

れふしはかへしませんで 四55 ︿略Vつぎ木をして下さつ カラ︑︿略﹀︒
四177白ウサギハスグ海ノ水
たのださうです︒
ヲアビマシタガ︑︿略V︒
四132 ︿略﹀︑﹁オマヘノナカマト
ワタシノナカマト︑ドツチが
四64 ︿略V︑下男の太七がわら
四178 白ウサギハ︿略V︑クルシガ

︿略﹀空を見上げました︒

三87エ 天人はしをしをとして︑
三885園 ﹁いやいや︑おかへし申し

たら︑まはずに空へお上りに
なりませう︒﹂

三893園 ﹁ああ︑はっかしいこと
を申しました︒﹂

三897 ︿略﹀︑天人はそれを着て︑
まひはじめました︒

三902︿略﹀︑はごろもの色は日
の光にかがやきました︒
三906 ︿略V︑天人は︿略﹀大空の

かすみの中へはいって行きま
した︒

四14 大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま
す︒

空に立ってるます︒

四15 ︿略﹀のぼりがすみきった
四17 おひるすぎに︑︿略﹀おとよ

さんと太郎さんが來ました
ので︑︿略﹀︒

四18 ︿略﹀︑三人でお宮へまみ
りました︒

四34私どももすずをならし 四122 島ニヰタ白ウサギガ︑
︿略V︒

テヰマシタ︒

︿略﹀︑海ヲワタルクフゥヲシ

今年は田がよく出來た 四125島ニヰタ白ウサギガ︑

てをがみました︒

四44

これは私が生れた年︑

ので︑︿略﹀︒

四54
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ナリマシタ︒

も電とうをつけました︒
ました︒

四223私はきのふく略﹀︑おつか 四281私のうちでも二つつけ
ひに行きました︒

正太郎が犬をつれて︑山

そこへぼちが來ました

ので︑︿略﹀︒

四314

なったので︑︿略﹀︒

四304犬のすがたが見えなく

道を通りました︒

四303

にべんりになるでせう︒

たび人のぐわいたうをぬ

がせた方が勝といふことに

四387

た︒

四418

した︒

︿略﹀︑先づ風からはじめ 四422

きめて︑︿略﹀︒

四388

ました︒

した︒

こんどは日の番になり

昨日はうちのすすはき

つづらや長持も出されま

︿略﹀みんな外へ出されま

とび出しました︒

やつ﹂といったので︑︿略﹀︒

四426 下女がびっくりして︑﹁き
やつ﹂といったので︑後でみん
なにわらはれました

ぱたばた︑ぱたばた︑いよい

よさうちがはじまりました︒

四428

つだひました︒

四431僕もはたきを持って手

うでした︒

四402そこで︑風の負になりま 四434 ︿略﹀︑まるでいくさのや

四401 たび人はく略V︑しまひに
はぐわいたうをぬぎました︒

をおくりました︒

四397日は︿略﹀︑あたたかな光

ました︒

四395

くっつけました︒

わいたうをしっかりとからだに

四297さうなったら町はぜんな 四394 するとたび人は︑︿略﹀︑ぐ 四425 下女がびっくりして︑﹁き

出來上りました︒

した︒
ました︒
米をつく家も出來ました︒
四292 もう高いえんとつは大方 四392 風は︿略﹀はげしく吹立て 四424 ︿略V︑子ねずみが 一びき

をぢさんのうちでは︑に 四286よこ町に電氣の力で︑

は 一ぽいもみがほしてあって︑

四226

足のふみばもないくらみでし
た︒

四231 ︿略﹀︑おばあさんが日あた

りのよいえんがはでつぎ物を
していらっしやいました︒
四236園 ﹁おう︑三ちゃんか︒よく
來たね︒﹂

からうでたくりをおぼんに

四238 おばあさんはく略﹀︑とだな

一ぽい持って著て下さいました︒

へ行ってみましたが︑だれも

四241 おばさんはく略﹀うでたく 四315 ︿略﹀︑一しょに向ふの方

りをおぼんに一ぽい持って來

居ませんでした︒

僕は牛わかまるになって︑

四437手つだひの今吉が︿略﹀︑
べんけいのまねをしました︒

四438

はねまはってたたかひましたら︑

おかあさんがく略﹀︑下女

僕は︿略﹀︑おかあさんに

や手つだひのものに︑おさしづ

四442

︿略﹀︒

た︒

をしておはたらきになりまし

四408

でした︒

四316︿略﹀︑だれも憎ませんで 四404

て下さいました︒
四261 おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と

こむまりのやうに︑︿略﹀︒

した︒
いっておとめになりましたが︑
四323 ︿略﹀︑父は﹁それは並び
︿略﹀︒
四262 ︿略V︑おそくなるとおも こです︒︿略﹀︒﹂とをしへました︒
四332囹 ︿略﹀︑かべにあたった
つて︑いただいたくりを持って

かへりました︒

︿略﹀︑﹁花子も︿略﹀︑ちや

れました︒

んとおかたづけなさい︒﹂といは

四448

ろうろして居ましたので︑︿略﹀︒

四263︿略﹀︑いただいたくりを 四338六号ふで﹁ばか﹂といった 四412 一番先にしやうじやか しかられました︒
四444 花子はねこをだいてう
らかみが外へ出されました︒
のも︑︿略﹀︒
持ってかへりました︒

︿略﹀︑そこへ火ばちや
︿略﹀がはこび出されました︒

四415

ある時︑日と風が漸く 四418︿略V︑其のうしろから物 四452園 ﹁此のごろは大さうちが
やかましくなったから︑︿略V︒﹂
さしと花子のお手玉が出まし
らべをしました︒

四386

マンマルナ目︒

四344九︿略﹀︒フクレタカラダ︑

四266 私どもの町でも︑この 四341囹︿略﹀︑お前が先に﹁ば 四413かけ物やがくもはつされ
ました︒
か﹂といったからです︒
あひだから電とうがつくやう
になりました︒
四271 ︿略﹀のきらんぷが電とう
にかはりました︒

四276︿略﹀大きな店はいくつ

た一た
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四514

そびました︒

﹁勝太郎︑︿略Vゑはがき

が來ました︒︿略﹀︒﹂

四525園

四531国此のあひだひかうせん
が東京の空をとびました︒

四535 東京の宿屋で︑山谷の
ものと︑島國のものがおちあ
ひました︒

﹁お前はたいそうとんち

があると聞いた︒︿略﹀︒﹂

四547園

思ふぞんぶんはびこった

山のふもとのしひの木は︑

四558圏

︿略﹀︒

︿略﹀︑山がらはく略﹀うら

までしらずに居ました︒

の山へとんで行ってしまひま

四694

した︒

四724園 一本杉のうしろへお日
様がおはいりになった︒
四727囹 一本杉のふところから
お月様がお上りになった︒

ありません︒

したらうかと思はないことは

四698︿略V︑足のきずはどう

のことでしたが︑︿略﹀︒

四696これは私が七つの年

︿略V︑すぐによ一をよび

すみ出て︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四644其の時↓人の家来がす
四647

よ一はじたいしましたが︑

出しました︒

︿略﹀︒

四648

四652よ一は心の中で︑もし

︿略﹀︑馬にまたがって︑海

は居まいとかくごをきめて︑

これをいそこなったら︑生きて
︿略﹀︒

四655

の中へのり入れました︒

赤い扇はかなめのきは

一度にどっとほめました︒

羽かつてありました︒

四681私のうちに山がらが一

︿略﹀︑

をくひきられました︒

が出たりしたことをみんな

見て知って居ます︒

時から知って居ました︒

四744私は︿略﹀を其のわかい

たちでした︒

四745まことによくはたらく人

四753

︿略﹀︑お星檬が光りはじめ

此の人たちの田や畠

きのうちへかへって行きまし

るころになって︑小さなわらぶ

た︒

の作り方はていねいでしたか

︿略Vねずみに足のゆび 四754

たべるほどになって居ました︒

てたんぼへ行きました︒

四676海の方でもへいけ方が 四748︿略V︑くはやかまを持つ

︿略﹀よろこびました︒

よしっねをはじめ︑みんなが

四674をかの方では大しやう

におちました︒

をいきられて︑︿略﹀︑なみの上

四671

四564圃山の中からころげ出て︑ 四665よ一は弓に矢をつがへ︑ 四734私は長生をして居ます
人にふまれたかしのみが︑
︿略﹀︑ひようといはなしました︒
ので︑︿略﹀︑火事があったり︑水

︿略V︒

たつねました︒

四455園 ﹁︿略﹀︑すすはきは大き 四512︿略﹀︑友一はたった二ま ます︒
四686 どんなにか鳴いたのでせ
いでした︒
にらくになりました︒﹂
四634 げんじの大しやうよしつ うが︑︿略﹀︒
︿略V︑何べんも取ってあ ねは家來に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と
四687 ︿略﹀︑うちのものは朝
四456 ﹁︿略﹀︒﹂と今吉がいひま

したが︑︿略﹀︒

物をもとの所へなほしたら︑

四462 ︿略﹀︑すっかりいろいろな

︿略﹀︑夕方近くなりました︒

夕方近くなりました︒
四462

なった時には︑︿略 ﹀ ︒

四463 おとうさんがおかへりに

四465︿略﹀︑家の内も外もき
れいになって居ましたので︑
︿略﹀︒

した︒

四465 ︿略﹀︑みんながほめられま

四475園 みよ子﹁はい︑ありまし
た︒﹂

︿略﹀︒

ひを見上げてかういった︒

道子﹁私が取ったので 四565圏︿略﹀かしのみが︑し

四483園 音二郎﹁はい︑とりまし
た︒﹂

四486園
す︒﹂

たのです︒﹂

四487園友；いいえ︒僕が取つ 四573團 何百年かたった後︑

︿略﹀︑げんじはをか︑へい

ひらいた赤い扇がつけてあり

四617︿略V︑其のさをの先には︑四685

一そうこぎ出して來ました︒

四615︿略﹀︑へいけ方から舟を 四683︿略﹀︑私の手からゑを

時︑︿略V︒

けは海で︑向ひあって居ました

四613

四494圏 こんど取った人がそれ 608 ︿略﹀︑友ダチトツミ木ヲ
四
も取ることにします︒
シテアソビマシタ︒
四498園 道子﹁はい︑取りました︒
︿略V︒﹂

四505これから友一はだんだん
あせり出しました︒

ゆうになって取りました︒

四506みんなもしまひにはむち
四507 ︸どすみました︒

827
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ら︑︿略﹀︒

四756︿略﹀︑稻も愛もよその
それでだんだんうちがよ

よりはよく出藍ました︒
くなりました︒

四757
四762 ︿略﹀︑小さい時からよく
はたらきました︒

四764 ︿略﹀むすめさんが︑此の

人 の 所 へ お よ めに來ました

かへって來た時には︑

ませんでした︒

四783︿略﹀︑村にもひさしく居

︿略﹀︒

四784

へはいりました︒

︿略﹀︒

四816園﹁河上の方で雪がと
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂といふこと

けはじめたのだらう︒﹂
四818

︿略﹀︑いつ見てもよいけ
しきだと思ひました︒

四826

どこ

に來た︒

春が來た︑ 春が來た︑
四882圏

どこ

に來た︒

春が來た︑ 春が來た︑
四883翻

四885圏山に來た︑里に來た︑

野 にも來た︒

四884圃山に來た︑ 里に來た︑
四785 かへって來た時には︑ひ でした︒
野 にも來た︒
どいみなりをして居ました︒
四823 トンネルを出て︑海を見
四787 ︿略﹀︑日がくれてから村 下した時には︑︿略﹀︒
四884圃山に來た︑里に來た︑

四788其の後間もなく死んだ

﹁此の人も

一本杉の外

うつとさせてやりましたら︑︿略﹀︒

四793︿略V︑私が風の音をこ

てつけうへかかった時︑
︿略﹀︑河を見たら︑たいそ

﹁此のよいお天氣に︑ど
﹁︿略﹀︒﹂とたつねましたら︑

りました︒

︿略﹀︑軍かんだといふこ

︿略﹀︑オ花ノ三尊アサン
︿略﹀︑學校ガピケタラ︑

どこに來た︒

四882圃春が來た︑春が來た︑

スグアソビニオ出デナサイQ

四875園

ガ來マシタ︒

四872

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

四844

オ花ハオカアサンニオヒ

四902︿略V︑父はくどうすけつ

﹁︿略﹀︒お前たちが大き

ねにころされました︒

くなったら︑此のかたきを取つ

四905圏

母は泣きながら二人の

ておくれ︒﹂

四907

も分りませんでしたが︑︿略﹀︒

四934

︿略V︑かたきを取らうと

︿略﹀︑長い間つけねらひま

ある年︑よりともはく略﹀︑

ありませんでした︒

四931︿略﹀︑手を出すすきは

したが︑︿略﹀︒

四928

心がけました︒

四918

たころからは︑︿略﹀︒

四915九つとなり︑七つとなつ

四835 三人で町を見物しました︒ 四914 ︿略﹀︑十郎はなみだをお
さへて︑﹁︿略V︒﹂と答へました︒
四841 ︿略﹀︑夕方の汽車でかへ

居ました︒

四834 むかふのてい車場へ着い 子どもに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
たら︑にいさんがむかへに來て
四908 五郎はまだ小さくて︑何

居ました︒

四833 むかふのてい車場へ払い
たら︑にいさんがむかへに來て

とでした︒

四832

話では︑︿略﹀︒

が︑︿略﹀︒
野 にも來た︒
のです︒
四827 ちやうど大きな船がおき
そ が
四765 ︿略﹀︑此の人の所へお 四791 さむい日のことで︑あま
曽我兄弟は兄を十郎︑弟
四898
を通って居ました︒
よめに來ましたが︑其の時は
を五郎といひました︒
り氣のどくでしたから︑︿略﹀︒
四831そばに乗って居た人の

なかなかにぎやかなことでした︒

今の村長さんもく略﹀す
四795園

四767
なほで︑なさけぶかい人でした︒
なった︒﹂

にないてくれるものがなく

四772 此の間さびしいおさう式
が私の前を通りました︒

四797私は長い間に子どもを

四773それは西の村で︑二番 四795︿略﹀︑送って行く人が
目 の 金 持 だ と いはれたうち
﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
に生れた人のでした︒

にいさんの所へ出かけました︒

四774それはく略﹀金持だとい
たくさん見ましたので︑︿略﹀︒
はれたうちに生れた人のでし
四808 昨日︿略﹀︑軍たいに居る
た︒

四815

うしたのでせう︒﹂

四813園

う水が出て居ました︒

四別2

河を見たら︑︿略V︒

四811

四774 それはく略﹀金持だとい 四811 てつけうへかかった時︑
はれたうちに生れた人のでし
河を見たら︑︿略﹀︒
た︒

四777此の人は︿略﹀︑みばつて
ばかり居ました︒

四781 それでとうとう家も︿略﹀

人の物になってしまひました︒

それからどこへ行って
居たか︑︿略V︒

四782

た一た
828

ふじのまきがりをいたしました︒
四938 兄弟は︿略﹀︑ふじのすそ
野へ急ぎました︒
向ひました︒

四943 ︿略﹀くどうのやかたへ
四948 二人はたいまつを上げて︑

兄弟はくどうのやかた

つくづくとかほを見合ひました︒

四952
へふみこみました︒

四958囹 ﹁おきよ︑すけつね︒曽我

ね入って居るものをきる

兄弟がまみつた︒﹂

四96！
はひけふと︑﹁︿略﹀︒﹂と名のり
ました︒

さむらひ︑︿略﹀︒

負 け た こ となく︑︿略﹀︒

五37

さうして﹁山田さん﹂とおよ

びになりましたから︑コはい﹂と答
︿略﹀︑﹁︿略V︑今日から此の

へますと︑︿略﹀︒

五43

級へはいる方です︒﹂とおっしゃい
ました︒

又中村君には︑﹁︿略﹀︒﹂とお

つしゃいました︒

五46

私ども二人はていねいにおじ

ぎをしました︒

五47
︿略V︑前からの友だちのやう

中村君がこれまで居た所は日

になりました︒

五52

五53
本の南の方で︑︿略V︒

五86

こちらは今さくらのさかりで

ある日︑︿略﹀︑中村君が泣い
︿略﹀︑中村君を生いきだとい
僕は﹁︿略﹀︒日本の男は泣く

︿略﹀︑すさのをのみことと申

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

ました︒

五81

す神様がございました︒
はし
︿略﹀︑川上から箸が流れて來

五77

けてやりました︒

ものではない︒﹂といって︑力をつ

五71

つて︑いぢめたのださうです︒

五66

てるました︒

五64

てしまったさうです︒

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

五62

から︑︿略V︒

しで︑こちらへ着いたのださうです

四962すけつねも人に知られた 五57 何でも汽車に二日二ばん乗通
四963園すけつねも人に知られ
たさむらひ︑﹁心えた︒﹂と︑まく

らもとの刀を取って︿略﹀︒

四965︿略V︑まくらもとの刀を
取っておき上らうとしました︒

四968︿略﹀︑父がうたれてから
十八年目にめでたくのぞみを
とげました︒

てきに

五25圃︿略﹀︑神代此の方一度も

一人つれてお出でになりました︒

五32 ︿略﹀︑先生が知らない生馴を
五35 ︿略﹀︑此の間からあいてみた
せきをおさしになりました︒
せきをおさしになりました︒

五36 ︿略﹀︑此の間からあいてみた

んが︑一人の娘を中において泣いて
ゐました︒

をうち

私どもにはもと娘が八人ご
やまた

それを八斗の大蛇が來て︑

ざいました︒

五92園
五95園

毎年一人つつたべました︒

もう此の子一人になりまし
﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけになり

たのに︑︿略V︒

五96園

ました︒

五107

ました︒

︿略V

朝︑おさらひをすまし

かへりみちに︑はなれ馬がと

てから︑春子とつくしをつみに行き

五143

ました︒

五144

︿略V︑よそのをぢさんが大手

んで來ましたので︑︿略V︒

を廣げてとめて下さいました︒

五146

︿略V︑學校に居てもしんぽい

でしたが︑︿略﹀︒

五152

ました︒

五157

先生がまどをすっかり明けて︑

びこみました︒

︿略V︑すゴめが教室の中へと

︿略V︑八岐の大蛇の懸るのを 五154 ︿略﹀︑尾をふってむかへに出
間もなく大蛇が來て︑︿略﹀︑

待っていらっしやいました︒

五112
五114

其の強い酒を飲みました︒

夕方から雨がふり出しました︒

くんしやう

﹁をぢさん︑勲章がふえま

せんさう

﹁あ﹂︑今度の卜定でい

じんむ

むかし神武天皇がわるもの

く略V︑わるものどもが強く

五197園 ︿略﹀︑おそれてみんなにげ

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

五192囹 ︿略﹀︑金色の鶏が一羽とん

て︑おこまりになったことがある︒

五186園

どもをこせいばつになった時︑︿略﹀︒

雨 今 五185園

たゴいた︒﹂

五174園

したね︒︿略﹀︒﹂

五172園

をおみやげに下さいました︒

五168 ︿略﹀︑僕には小刀とえんぴつ

けいこをしましたQ

五164 ︿略﹀︑新しい筆で書き方のお

五161

出しておやりになりました︒

︿略V︑大蛇をずたずたにお切 五158

ひの川が血になって流れまし

りになりました︒

五117

五118
た︒

五121尾をお切りになった時︑︿略﹀︒
五122 ︿略﹀︑つるぎのはがこぼれま
した︒

五123 く略﹀︑つるぎが一ふり出まし
た︒

土曜

五126︿略﹀︑天照大神へお上げにな
四月二十一日

りました︒

五131

︿略﹀︑廣田君からゑはがきが

日から日記をつけることにしました︒
五133

北國にも春が來ました︒

來てるました︒

五134困

︿略﹀︑廣田君からゑはがきが

重てゐました︒︿略Vと書いてあり

五138

829
た一た

︿略﹀︑大きな手がらを立て

てしまったさうだ︒

五201園
た 軍 人 に 下 さ る 勲 章に︑︿略﹀︒

つたのだ︒

五202園く略V︑金の鶏をおつけにな
五223 美しいびらで︑一月も前から
廣告してみた島屋の大忌出しは︑
︿略﹀︒

五328

ある朝早く︑おとうさんがた
ある朝早く︑︿略﹀︑お見送を

びへお立ちになった時︑︿略﹀︒

五328

︿略﹀︑はね起きました︒

學校の門を出て西へ向ひまし

ました︒

五387

︿略﹀︑先生が﹁ちよつと用が

あるから︒﹂といって︑︿略V︑學校
へおよりになりました︒

八幡様の高い石だんを上りつ

ました︒
まん

た︒

︿略﹀︑しめをはった大きな杉

のどがかわいてみたので︑み

︿略﹀川上のたけるといふ者

︿略﹀︑三時ごろ學校へかへり

んな大よろこびで飲みました︒
五408
ました︒

五414

があって︑天皇のおほせにしたがひ
ませんでした︒
やまとたけるのみこと

征伐せよとおほせられました︒

せいばつ

五415天皇は日本武尊にこれを

五418

尊は︿略﹀︑御年はわっかに

尊は︿略﹀︑いさみ立ってお

十六でいらっしゃいましたが︑︿略﹀︒

出かけになりました︒

五418

五423 ︿略﹀︑人々をあつめて︑其の

尊は︿略﹀︑其の家の中へお

祝をしました︒

はいりになりました︒

五425

五428 ︿略﹀︑たけるは尊を見つけて︑

たけるも酒によってねむりま

夜がふけて︑人々はかへりま

自分のそばへ呼びました︒

五431

した︒

ました︒

︿略﹀︑たけるも熊襲のかしら

尊は手をおゆるめになりまし

く略V︑みやこには強いお方

たが︑︿略﹀︒﹂といって︑息がたえ

ないので︑たけると申して居りまし

五455園 ﹁︿略﹀︒自分にまさる者は

がおありになった︒

五453囹

こには強いお方がおありになった︒

たけると申して居りましたが︑みや

五452囹自分にまさる者はないので︑

さらなかった︒

五448園あ＼︑たゴ人ではおありな

た︒

五445

だけあって︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五444

なりました︒

を出して︑たけるのむねをおつきに

五436此の時尊はふところのつるぎ

した︒

︿略V︑しめをはった大きな杉 五433

私どもが六人で︑やっとかか
﹁︿略﹀︒﹂と先生がおっしゃい

こづかひ

︿略V︑さっきの學校の小使

のどがかわいてみたので︑み

さんが萎ゆを持って來て下さいまし

五403

ました︒

五398

へました︒

五397

の木がありました︒

五395

の木がありました︒

五395

木がありました︒

めた所に︑しめをはった大きな杉の

五394

﹁皆さん︑遠足かね︒﹂といって通り

︿略V︑新聞配達と四五人の人 五393 ︿略﹀おちいさんが︑︿略﹀︑

はいたつ

して表へ出て見ました︒

五334
︿略﹀︑その小さいのにおどろ

のすがたが見えるだけでした︒
五336
きました︒

した︒

五343

﹁︿略﹀︒﹂と︑とこの中からお

五353

︿略﹀︑先生もお出でになって

た︒

五357

ゐました︒

五356

たので︑はね起きました︒

き＼すると︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

五353

りだらけでした︒

︿略Vひよう松は︑葉がほこ

るとは︑どうしても思はれませんで

五225 ︿略V︑いよく今日からはじ 五341 ︿略﹀︑これで間敷が七つもあ
まりました︒

五227 おひるすぎおかあさんにつれ
られて︑買物に行きました︒

五228 島屋の前には︑人が黒山のや
うにあつまってゐました︒

衣地とこんがすりを買って外へ出ま

五252 しばらく待って︑私どもは浴
した︒

五253 うちへかへって︑ふろしきを
明けて見ましたら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑店のしるしのついた手

ぬ ぐ ひ と 物 さ し が く略﹀︒

五254

五364

︿略﹀︑道ばたの立石にさるが

にのびてゐました︒
五訂1

︿略﹀︑松山の下へ瓦やきを見

三匹ほってありました︒
五381

ちやうどかまを明けたところ

に行きました︒

五382

︿略﹀︑白いけむりが立ってる

で︑︿略﹀︒

五383

んな大よろこびで飲みました︒

五404

︿略﹀︒

ました︒

五255 ︿略V︑︿略﹀手ぬぐひと物さ 五361 ︿略﹀︑すっかり葉になってゐ

五405

しが景物にはいってゐました︒

いたどりは私どものせいほど

五292 此の間町のをばさんがいらっ
し ゃ つ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とおっしゃいま
した︒

う ら の 小 山 に 秋 風吹けば︑

五308圃 つゆや時雨が色よくそめた

枝につるしたぶらんこ遊︒

五321圃 本のおさらひすました後は

枝につるしたぶらんこ遊︒

五322圃本のおさらひすました後は

た一た

830

五457園 これから後やまとをぐなの

五551

喜んで︑それからは毎日其の

酒をくんで重て︑おとうさんに上げ
ら

皇子を日本武尊と申し上げることに
な

ました︒

︿略﹀︑わざく奈良の都から
﹁これは親孝行のほうびに︑

酒の出る所を御らんになって︑
やうらう
︿略﹀︑年がうを養老とお改め

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

天の橋立は海中へつき出た細

いつ見てもよい景色です︒

五573

になったと申します︒

五561

﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒

五557

神々がさづけられたにちがひない︒﹂

五556園

美濃の國へ行幸になりました︒

ぎやうかう

五554

なりました︒

た︒﹂

五461園 ﹁日本一の事をくふうし
五466医 ﹁それまではまだかんがへ
なかった︒﹂

五468 昨日からうちの翼が上りはじ
めました︒

まはるほどいそがしうございました︒

五478 今日のお書頃はうち中︑目が

んになったよ︒︿略V︒﹂

五496園 ﹁民子︑いよく今夜一ば

す

五576

の

しやうや

や

︿略﹀土手が︑半分ほどもく

︿略﹀︑普請方はとうくにげ

てしまった︒

五743

へおし出した︒

五741 ︿略﹀︑池のたまり水が村の中

︿略﹀︒

五737 ︿略V︑土手をつきなほしたが︑

ましにへった︒

五735 ︿略﹀︑手つだひに出る者は日

つれてしまった︒

五727

五691︿略V︑此の村の庄屋が︑村 手が︑半分ほどもくつれてしまった︒
のことをいろくと考へたすゑ︑
︿略﹀︒

しやう

ところが︑今から百二三十年

前に︑此の村の庄屋が︑︿略﹀︑

五693

どうしても大きな用水池を掘

︿略﹀と思った︒

五696

此の事を村の相談にかけた︒

らなければならないと考へた︒

五697

村の人々は中中大きな仕事だ

それでも庄屋はくじけなかつ

五744

ほした︒

た︒

︿略﹀︑みんな賛成したといふ

五746 ︿略﹀︑もう一度土手をつきな

とは思ったが︑︿略﹀︒

五698

ことだ︒

五702

︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水
池を見に出た︒

五705

物なれた人には相談をかけた︒ 五747

其の賃銭をみんな庄屋が自分
五705

りゅうぐう

ことにしほのみちた時は︑

のふところがら出した︒
物なれた人には相談をかけた︒
ふしんかた
︿略﹀︑庄屋は普請方をよそか 五747 よい身代であったが︑︿略V︒

︿略﹀︑一日置に普請の手つだ
︿略﹀︑村の人は普請方のさし
︿略﹀︑幅は一番上で三間とい

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑首をひね

ふ大きなもくろみであった︒
五721

︿略﹀︑べつだんくじやうも出

る者もあったといふが︑︿略﹀︒

五η3

はらった︒

しまひには妻や子どもの着が

へまでもないやうになった︒

五752

五755

それを見て︑村の人は急にあ

一雨毎に池の水はふえた︒

うまくいった︒

五754 ︿略﹀︑三度目に土手の工事は

五756

一冬ごして︑春には池の水が

れ地を田にしだした︒

五757

六月の田植時から七月・八月

一ぽいになった︒

五761

そこで一年ましに田がふえた

にかけて︑水はありあまった︒

早早な者は自分の持地を田に 五758

なかった︒

五724

︿略﹀︑せっかくつき上げた土

造りかへたといふことだ︒
五726

五751 ︿略﹀︑家も土藏もみんな理り

五708
五712

らっれて來た︒

五706

だれがかけたか︑虹の橋︒

︿略﹀︑お話にある龍宮はこれかと
五606圃

空のゑぎぬへ一筆

︿略﹀︑

五714

ひをすることになった︒

作太郎は父につれられて︑は

五717

二人は峠を下りて︑となり村
よく氣がついた︒

﹁︿略﹀︒﹂と言はれたものださうだ︒

︿略V︑木もろくにない草山だ
つたといふことだ︒

五687

づをうけてはたらいた︒

まゆ
うちの繭もあの工場で生垣

だれがかいたか︑虹の橋︒

五667囹

へはいりました︒

五662

になったはずだ︒

五654園

じめて町へ行きました︒

五633

に︑

五614圏

思はれます︒

長い洲で︑︿略﹀︒

五498さつきおかあ さ ん が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

五592

と︑ねえさんにおつしゃいました︒

チ ヅ
五516 雨水ノ流レル道ハ地葺ニカイ
み

タ川ヲ見ルヤウデス︒

五531 昔美濃の國にまっしい人があ
︿略﹀︑くらしを立ててゐまし

りました︒

五533
た︒

五533 此の人に年取つたおとうさん

︿略﹀︑かへりに酒を買って來

︿略﹀︑酒がすきでございまし

がありまして︑︿略﹀︒

五535
た︒

五537

ては︑おとうさんを喜ばせてゐまし
た︒

た︒

五541 ︿略V︑うつむけにたふれまし 五684 ︿略V︑此の村の名を言ふと︑
︿略﹀︑石の中から酒ににた物

がわいてるます︒

五馴3

831

た一た

が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑庄屋は池が出來上った

年の冬︑死んでしまった︒

五762
︿略﹀︑庄屋は池が出來上った

年の冬︑死んでしまった︒

五763

五764 長い間の苦螢が病氣のもとで
あったといふことだ ︒
やしき

五766 家屋敷もなくなった上に︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑夫に死なれたので︑庄

︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ

屋の妻は子どもをつれて里へ蹄って

五767

みた︒

五772
︿略﹀︑妻や子どもに︑もとの

れて里へ鋸ってみた ︒

五776
家へ蹄ってもらった ︒

五781 親のほねをりが子の時になつ
︿略﹀︑身代は前よりもよくな

て あ ら は れ た の で あらう︑︿略﹀︒

五783
つた︒

︿略﹀︑今話した事がくはしく

書いてある︒

五784

五786 此の山の杉も庄屋が先に立つ
︿略﹀︑狐が一匹とんで出まし

て植ゑたのださうだ ︒
きつね

五796
た︒

五797 野路は︿略﹀狐を追っかけま
した︒

︿略﹀︑狐はころりとたふれま

五801 ︿略﹀︑頭の上をすれくにい
ました︒

した︒

五803

五808園

其の時表で水だくとさけ

叔父さんは大へんだ土手が
叔父さんはく略﹀︑すぐ屋
たちまち水が二尺になり︑

うら手で助けてくれ助けて

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五866囲

根へ出ました︒

五864囲

切れたといって︑︿略﹀︒

五863国

洗ひました︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑どうすることも出來
ませんでした︒

五873團

其のうちに︑どうやら水が
二階にもつきさうになったので︑

五875団

︿略﹀︒

︿略﹀︑わたしは正男をつれ

﹁うん︑郵便函といったの

はこれだな︒﹂

五902園

五916 ︿略﹀︑私はまだそれをあっか

郵便物をあつめる人は︑毎日

つたことはありません︒

五934

︿略﹀︑封書には︑いろくこ

いっか大そう雨のふるばんに︑

み入った事が書いてあります︒

年取つたおちいさんが︑︿略V︒

五941

五942 ︿略﹀︑年取つたおちいさんが︑

遠方に居るむすこの所へ出した封書

や︑︿略﹀︒

みる書生さんが︑お友だちへ出した

五943 ︿略﹀︑かっけで足をはらして

葉書には︑︿略﹀︒

五945 ︿略﹀︑私もはらわたがちぎれ

﹁それにはどんな事が云い

るやうに思ひました︒

五945園

てあったか︒﹂

くト下ツタウスムラサキノ實ハ︑

五962 二十四 ブダウ ︿略﹀︒フサ

五978

一人は早く見つけて︑木の上

︿略V︑熊が出て來ました︒

くま

美シイ玉ノヤウニ養父マス︒

五981

仕合はせに水はそれからふ

て物ほしへ出ました︒

五877国

五878困

︿略﹀︑人家も七八軒流れま

五982 一人は︿略﹀︑地にたふれて︑

へにげ上りました︒

うちでも一時は飲水やたべ

えませんでしたが︑︿略﹀︒

五882團
した︒

五883囲

死んだふりをしてゐました︒

熊は死人には手を着けないと

聞いてみたからでございます︒

五983

死んだふりをしてゐました︒

く略V︑今ではあとかたづけ 五982 一人は︿略﹀︑地にたふれて︑

物にこまりましたが︑︿略V︒

五884囲

も大がいすみました︒

時々道を人にきいて來た者と
見えて︑︿略﹀︒

五902

きまった時刻に來て︑︿略﹀︒

五862國︿略﹀︑水が表の通をさっと 五923

ぶこゑがしましたので︑︿略﹀︒

五858国

しようをうち出しました︒

びっくりしてたふれたのだ︒ 五856国 ︿略﹀︑間もなく火の見で半

︿略﹀︑下家が﹁︿略﹀︒﹂と言

ひました︒

五812

︿略﹀︑義家はせ中をくるりと

むけて︑うつぼへさ＼せました︒

五817

かりまたは︑矢じりがつばめ

の尾のやうにわれた︑たいそうする

五821

︿略﹀︑宗任はつい此の主義家

どい矢で︑︿略﹀︒

五823

﹁あぶないことだ︒もし宗

にかうさんしたてきの大貫なのです︒

五825園

九月にはいっては雨つゴき

く略V︑中々のさわぎでした︒

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑王家の家出ども 五868国

任に悪い心があったら︒﹂
五826

おとうさんにうかゴひます

はひやくしたといひます︒
五832国

と︑叔母さんの町に大水が出たさう
です︒

皆様におけがもございませ
おとうさんへ電報で御返事

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

五834囲
五841國

をいたしたやうに︑︿略﹀︑中々のさ

︿略﹀︑うちには大した事も

わぎでした︒

五餌3囲

ありませんでしたが︑中々のさわぎ
五843囲

でした︒

五845團

︿略﹀︑夕方から風もはげし

でしたが︑︿略﹀︒

五847団

くなりました︒

︿略﹀︑夜中に手をけやはき
物まですっかり二階へ上げました︒

五852國

た一た
832

五985 熊が來て︑からだ中かぎまは
しましたが︑︿略V︑其のまま行って
しまひました︒

五986 ︿略﹀︑ほんたうの死人だと思
つたのでせう︑其のまま行ってしま
ひました︒

五987 熊が來て︑からだ中かぎまは
しましたが︑︿略﹀︑其のまま行って
しまひました︒

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目
︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を

の山は出定上りませう︒

六42
のばして︑﹁もうお書かな︒﹂とおつ

土間でこぼれもみを拾ってゐ

しゃいました︒

六43
︿略﹀にはとりが︑俵の山へ

たにはとりが︑︿略V︒

六44
上ってときを作りました︒

︿略﹀︑ヤクワントテツビンガ︑

ヤクワンハ之ヲ聞イテ︑

ジマン話ヲシAロヒマシタ︒

六94

高い山はもう雪だらう︒﹂

五988 此の時︑木に上ってみた者が 六46圏﹁朝晩めっきり寒くなった︒
﹁どんなにこはかったらう︒

下りて來て︑︿略V
五991園
︿略﹀︒﹂

﹁︿略V︒﹂ト言ヒマシタ︒

五992囹 ﹁︿略﹀︒僕は木の上から見 六13一
て︑びくくしてるた︒︿略﹀︒﹂

二三日降りつゴいた雨がから
二三日降りつゴいた雨がから
︿略﹀︑にいさんときのこ取に

松山の入口で︑赤くなってゐ
︿略﹀ぐみを一枝折ると︑﹁そ

たぐみを一枝折ると︑︿略V︒

六145

行きました︒

六144

りとはれたので︑︿略V︒

六142

りとはれたので︑︿略﹀︒

六142

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

僕が紅色のきれいなきのこを

取って︑にいさんに見せましたら︑

六153

︿略﹀︑﹁あ＼︑それは紅茸だ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが言ひました︒

六156

毒だよ︒︿略﹀︒﹂と︑にいさんが言

僕はびっくりして︑ぐみも紅

ひました︒

六157

茸も地面へなげつけました︒

︿略﹀︑じめくした落葉をふ
︿略V︑ねずみ茸を少し取りま

んで︑ねずみ茸を少し取りました︒

六161

した︒

六162

木びきの力藏さんがうたをう
たひながら︑大きなのこぎりで板を

六167

ひいてゐました︒

何の木か︑おがくつが大そう
︿略V︑栗林の下のくぼ地を教

行って見ますと︑なるほど少
︿略﹀︑小さなしめちが列を作

︿略V︑かご一ぽい取って錦り

蹄りがけに︑力藏さんにお禮

木曽義仲が都へせめ上ると聞

した︒
き そ

六227

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

となみ

︿略﹀︑越中の國の礪波山に

ゑつちゆう

けました︒

ちんを取りました︒

六231

義仲は五万騎を引きつれて︑

これもおなじく礪波山のふもとにち

六233

んを取りました︒

六235 ︿略﹀︑ちんの間がわっか三町

ばかりになりました︒

六238 ︿略﹀︑爾方から一度にどっと

不意を討たれた平家方は︑上

ときのこゑをあげさせました︒

六241

不意を討たれた平家方は︑上

を下への大さわぎ︑︿略V︒

を下への大さわぎ︑弓を取った者は

六243

矢を取らず︑矢を取った者は弓を取

らず︑︿略﹀︒

らず︑︿略﹀︒

六245 ︿略﹀︑矢を取った者は弓を取

て︑後のくりから谷へ︑なだれをう

六253 ︿略﹀︑平家方はにげ場がなく

つて落ちました︒

六257 ︿略﹀︑ずるぶん深いくりから

谷が︑平家の人馬で埋まりました︒
か が

六26・大当維盛は命からぐ加賀の

庭の菊も白い花びらに赤みが

國へにげました︒

庭の菊も白い花びらに赤みが

さして來た︑霜にあたったからだら

六266

さして來た︑︿略﹀︒

く略V︑﹁一雨降ったら︑又 六265

募りがけに︑力藏さんにお禮
を言ひましたら︑﹁︿略＞Q﹂と言ひま

六191

お出で︒﹂と言ひました︒

六188園

した︒

を言ひましたら︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひま

六187

ました︒

六186

つて出てゐましたQ

六185

し早すぎましたが︑︿略﹀︒

六184

へてくれました︒

六182

よくにほってゐました︒

五993週差ズ略﹀︒熊が君の耳の所へ 六138 其ノ時期ビンハ ﹁︿略﹀︒﹂ト 六π1
口を持って行ったやうだが︑何か言
﹁︿略﹀︒熊が君の耳の所へ

つたのか︒﹂

五994囹

口を持って行ったやうだが︑何か言
つたのか︒﹂

五伽1園﹁うん︒﹃あぶない時に︑友
だちをすててにげるやうな者には︑
これからつきあふな ︒ ﹄ と 言 っ た ︒ ﹂

六14園 ﹁さうです︒新田が大へん

六147

んな大きな枝を︒﹂と︑にいさんに

よく出來ました︒︿略﹀︒﹂

六16 朝飯の時こんな話が出ました︒

︿略﹀︑にいさんは初茸を五六
︿略﹀︑にいさんは初茸を五六
年取つたやうでした︒

六151

本取ったやうでした︒

六151

注意されました︒

ぼへ稻こきに行きました︒

六18 今日はうちの者がみんなたん
六23 ︿略﹀︑卵買が嘗て︑卵を七つ
買って行きました︒

六34 今日庭にほしてあるもみをす

833
た一た

う︒

とロリ

とひとりごとを討ひました︒

六278大きな虎が山 お く で ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

六282 其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも
のがありました︒

六283 虎が見まはしましたが︑だれ
も居ません︒

は︒﹂

﹁何で笑 っ た ︒ ﹂

六284園 ﹁だれだい︑今笑ったの
六288囹

六291園 ﹁だって分り切った事でせ
う︒︿略V︒﹂

六302 虎はおこって︑蟻をふみつぶ
さうとしました︒

六303 蟻は︿略﹀︑仲間の者にあひ
つをしました︒

六325
ツタ︒

六327

︿略﹀︑車夫ガ﹁︿略﹀︒﹂ト言 六384︿略﹀︑義経は笑って︑﹁︿略﹀︒﹂

義経に此の名を惜しむ心があ

と言ったと申します︒

つたので︑︿略VQ

東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ 六385

フク

なれた︒

六393団

第十一

入管した兄から
洋服は着なれなかったので︑

六394団

入浜後はじめて此の前の日

洋服は︿略﹀︑もうなれた︒

曜日に外出をゆるされた︒

六396圏

いやうに思ったが︑もうなれた︒

洋服は︿略﹀︑はじめは寒

はじめは寒いやうに思ったが︑もう

六392国

國では初雪が降ったさうだね︒

六388国

でございませう︒

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明 六385 ︿略﹀︑何時の戦にも勝つたの

ヰン

ルヤウニナツタ︒

六331
ゴ

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ

ケハジメタ︒

六332
自新車が後カラ來テ︑カケヌ

テン

ガ表ヲハイテヰタ︒

六333

︿略﹀︑町ハダンくニギヤカ

ケテ行ツタ︒

六336

停車場近クニナルト︑急二人

ニナツテ來タ︒

六338

朝日ガパツト西ガハノ家ノガ

通が多クナツタ︒

六344

ラス戸ニカガヤイタ︒

お前はなぜ自分の村の人と

︿略﹀︑役場につとめてゐら

見物しなかったかと思ふだらうが︑

六402団

︿略V︒

六408囲

軍隊へ來ても︑全校でなま

れた下村さんは騎兵︑︿略V︒

六428国

ました︒﹂

︿略V︑卵カラカヘツタ鮭ハ︑

川ヲ下ツテ海へ行ク︒

川へ錦ツテ來ルサウデ︑︿略﹀︒

六482 ︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レタ

﹁之ヲ鮭ノ里蹄トデモ言ツ

タラヨカラゥ︒﹂

六483園

昔ロバレタ○

く略V︑

ひめ

舞姫をあ

六484 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂ト叔父サンガ

源頼朝が

みなもとのよりとも

六511

十二人いるうち︑十一人まで

つめました︒

はありましたが︑あとの一人があり

六512

ません︒

頼朝は一目見た上でと︑萬じ

︿略﹀と申し出た者がありま

ゆがよからうと申し出た者がありま

六514 ︿略﹀︑御殿に仕へてるる萬じ

した︒

六515

した︒

ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︒

六515

頼朝は一目見た上でと︑萬じ

ゆを呼出しましたが︑かほも美しく︑

六516

︿略﹀︒

六525

一番二番三番と︑十二番の舞

ともなくあつまりました︒

六523 ︿略﹀︑舞見物の人々が何千人

かでございました︒

六521 ︿略﹀︑舞姫の中では↓番謡わ

した︒

六518 ︿略﹀︑さっそく舞姫にきめま

た︒

したので︑さっそく舞姫にきめまし

六517 ︿略﹀︑すがたも上品に見えま

六305 ︿略V︑敷かぎりもない蟻がま 六346 ︿略V︑郵便物ヲツンダ車ガヰ 六398團昨日はく略V町を見物した︒
つ黒になって︑出て來ました︒

セイヨタカケテ來タ︒

六307 さうして虎の目・鼻・耳・口︑ 六346 ︿略﹀︑郵便物ヲツンダ車ガヰ
所きらはず食ひつき ま し た ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

セイヨタカケテ來タ︒
よしっね

六313 とうく弱って︑蟻にあやま 六351 ︿略﹀︑義纒が小わきにはさん
よしっね

でるた弓を海へ落しました︒

けてるた者は人一倍苦螢をする︒

月と日と雷が同じ宿屋にとま
りました︒

それでも義纒は︑︿略﹀︑とう 六445

﹁たとひ金銀で作った弓で

﹁︿略﹀︒﹂と申しますと︑︿略﹀︒

六371囹

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

六454

六477

いやく︑弓が惜しかった 六461 大キクナツタ的皮︑︿略﹀︒

も︑御命には代へられませぬ︒﹂

のではない︒

六376園

叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ

陸へ上った時︑家來が 六448園 ﹁もうとうにお立ちになり

とう弓を拾ひ上げました︒

六366

落しました︒

番汽車二乗ラウトイフノデ︑ 六351 ︿略﹀︑義纏が︿略﹀弓を海へ

つたと言ひます︒

六316
父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

ムツテヰタ︒

六317 町ハマダヒツソリトシテ︑ネ

聞エタ︒

六318 其所此所ニニハトリノコエガ 六367
ギウニユウ

六32一 マツ先二出アツタノハ牛乳
ハイタツ

︿略﹀︑車 ノ 音 ヲ 高 ク サ セ テ ︑

配達デ︑︿略﹀︒

六322

ハシツテ戸仔ツタ︒

た一た
834

かへって︑はだみはなさず持

たが︑少しもすきがありません︒

六561
つてみた刀を見つけられてしまひま

︿略﹀︑其の中でことに人のほ

が め で た く す み ま したが︑︿略﹀︒

した︒

六525

め立てたのは五番目の舞でございま

かへって︑︿略﹀刀を見つけ

した︒

六575
した︒

六581

頼朝は其の刀に見おぼえがあ
︿略﹀︑石のらうを造って︑そ

唐糸には其の二十二になる娘

之を聞いた萬じゅの喜はどん

なであったでございませう︒

六601

之を聞いた萬じゅの喜はどん

なであったでございませう︒

六602

萬じゅにはたくさんなほうびをあた

へましたので︑︿略﹀︒

ほうびをあたへましたので︑︿略﹀︒

六644 ︿略﹀︑萬じゅにはたくさんな

ました︒

六651

昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ

僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ

六662二一二返クリカヘシタラ︑釘ハ

ガタクサンツイテヰタ︒

六662 ︿略﹀︑果シテ磁石ノサキニ釘

テ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒

六656

ヒバジメタ︒

六655 ︿略﹀︑手ヲ灰ダラケニシテ拾

︿略﹀︒

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰタ時︑

六653

大キナ磁石ライタぐイタ︒

町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二

六606萬じゅはく略﹀︑石のらうを 六646 ︿略﹀︑喜び勇んで木曽へ瞬り
︿略﹀︑門の戸は細めに明いて

たつねました︒

六607

︿略﹀︑姫は中にはいりました︒

居りました︒

六608

六613︿略﹀︑石のらうがありました︒
︿略﹀︑﹁たれか︒﹂と︑らうの

中から申しました︒

六621

︿略V︑親子は手を取合って泣
︿略﹀︑三人は其の夜をなみだ

きました︒

六626
六628

︿略﹀︑折々らう屋をたつねて

の中に明かしました︒
六633

残ラズ取レテ︑︿略﹀︒

六663 ︿略﹀︑折レタ針ヤ︑サビタ針

︿略V︑頼朝をはじめ︑居合は

︿略﹀︑だれ一人もらひ泣きを

頼朝は唐糸をゆるした上に︑

︿略V︑折レタ針ヤ︑サビタ針

或村に大火事があって︑一村

其のとなり村の青年たちが見

を捨てたと言って︑主人がひどくし

六672 ︿略﹀︑下男がまだ使へる小縄

た︒

かねて︑方々へ義揖金をつのりに出

六668

ほとんど丸やけになった︒

六667

金マデツイテ來タ︒

六664

金マデツイテ來タ︒

金マデツイテ里雪︒

舞姫に出ることになったのでござい
ます︒

六663 ︿略﹀︑折レタ針ヤ︑サビタ針

さうして其の明くる年の春︑

は︑母をなぐさめて居りました︒

︿略﹀︑やうく鎌倉に着きま

六634

︿略﹀︑人の仕事まで引きうけ

︿略﹀︑頼朝もかんしんして︑

六637

石のらうから唐糸を出して︑萬じゅ
二人が︿略﹀︑うれし泣きに

に渡しました︒

六643

しない者はありませんでした︒

六642

ない者はありませんでした︒

せた者に︑だれ一人もらひ泣きをし

六641

泣いた時には︑︿略V︒

六638

く︒﹂と︑人々にかはいがられま
︿略﹀︑﹁萬じゅく︒﹂と︑

︿略﹀と︑力をおとして居り

︿略﹀︑下仕の女が來て︑

と答へました︒

六601わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

六595

ました︒

六591

人々にかはいがられました︒

六584

した︒

るやうにしましたので︑﹁萬じゅ

六583

うをねがったのでございます︒

︿略﹀︑うばと二人で御ほうこ

さして上りました︒

住んで居りましたが︑︿略V︒
かまくら
︿略﹀︑うばをつれて︑鎌倉を

これが萬じゅの姫で︑木曽に

がありました︒

六568

れに入れました︒

六565

つたのでございます︒

六563

られてしまひました︒

六526 ︿略V︑其の中でことに人のほ 六562

︿略﹀︑いっしよに舞を舞ひま

め立てたのは五番目の舞でございま
した︒

六528
した︒

六531 其の五番目の舞姫といふのは︑
かの萬じゅの姫であったのでござい
ます︒

そ

六572

六542 翌日頼朝は萬じゅを呼出して︑ 六571
﹁︿略V︒﹂と言ひました︒

六545萬じゅはおそるく︑﹁︿略﹀︒﹂
と申しました︒

六546 之を聞くと︑頼朝のかほの色
はさっとかはりました︒

六547 かはるも道理︑これには深い
き

わけがあったのでございます︒

てっかの

六糾8 頼朝が木曽義仲をせめようと
した頃︑︿略＞Q

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

みつもり

六552 ︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎

︿略﹀︑之をさとって︑すぐに

が︑︿略V︒

六553

︿略﹀︑木曽の家につたはって

義仲の所へ知らせました︒
六555

︿略﹀︑木曽の家につたはって

みた大切な刀を送ってよこしました︒
六556

︿略﹀︑夜書頼朝をねらひまし

みた大切な刀を送ってよこしました︒
六558

835
た一た

︿略﹀︑主人がひどくしかって

かつてみた︒

六673
みた︒

六673 青年たちは之を聞いて︑さ＼
︿略﹀︑たくさん金を出した上

やき合った︒

六682

に︑籾や豆の種を分けて上げてもよ
︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

いと言った︒

げてもよいと言った︒

六683

の昔にきえましたが︑川は昔のま＼
に清く美しく流れてゐます︒
いうぜん

あの美しい貫高染は︑もと此

﹁サウ︑ヨク知ツテヰマシ

の川べりで出來たのでございます︒

六738
六751囹
タ︒︿略﹀︒﹂

毛綜デオツ当物臼蓋︑ドン

ナ物ガアリマスカ︒

六751園

みちあり

此の時河野の通有は︑たった

なものである︒

六817
六817

敵ははげしく射立てた︒味方

敵ははげしく射立てた︒

小舟指そうで向つた︒

六818

はばたばたとたふれた︒

六853

︿略V︑敵兵は海のそこに沈ん

生きてかへった者は敷へる程

でしまった︒

生きてかへった者は数へる程

しがなかったといふ︒

六853

六854

︿略V︑まだ一度も外國から攻

しがなかったといふ︒

められたことはない︒

通有も左のかたを射られたが︑ 六856

少しも屈せず︑︿略﹀︒

六821

六762園 ﹁イ・エ︑ヤハリ帳〆デオ 六823 ︿略﹀︑刀をふるって進んだ︒
六858見せ物小屋で象を見た︒
ツタ物デス︒︿略﹀︒﹂
六824 いよくおしよせたが︑敵の 六861先づ大きなのにおどろいた︒
六861たけは一筆からあった︒
六866 ︿略﹀︑一切糟で見た通りであ

湖の氷が大へんあつくなった︒

六687囹 ﹁全くだ︒あんな小言を言 六774 二三日ひどく寒かったので︑

神風

︿略﹀︑元か

︿略﹀︑湖の氷が大へんあつく

第二十一

通有は︿略﹀︑敵の船へをど

味方は後からくとつゴいた︒ 六867 く略﹀︑一切檜で見た通りであ

六845

︿略V︑敵は一先づ沖の方へし

かめ

百しやうも一生けんめいで︑
ひやうらうをはこんだ︒

六872象つかひが︿略﹀︑ごばんの

象が大きな桶を鼻で頭の上へ

上へ乗らせたりした︒

まき上げると︑乗ってみた象つかひ

六874

は桶の中へはいってしゃがんだ︒

六875 ︿略﹀︑乗ってみた八つかひは

︿略V︑象つかひがぬっと桶の

桶の中へはいってしゃがんだ︒

牙は象つかひの腕よりも太か

みんな手をうってかっさいし

中で立上った︒

六877

六877

た︒

自分たち程の子どもが出て來

︿略﹀︑象の前足にだきついて

見せた︒子どもの手がやっと合って

六884

て︑象の前足にだきついて見せた︒

六883

つた︒

全く上下の者が心を一にして︑ 六881
国難にあたったのである︒

六846

六848此のまこころが神のおぼしめ
しにかなったのであらう︑︿略V︒

︿略﹀︑一夜大暴風雨がおこつ
て︑海はわきかへった︒

六851

つた︒

六832

︿略﹀︑其の船の大工を生けど

六836

りにして引上げた︒

六834

りこんだ︒

六831

船は高くて上ることが出來ない︒

ふ程だから︑此の義指が出來たのだ
六775
なった︒

六797

らおしょせた船でおほはれた︒

つた︒

らう︒﹂

六691 其の配り途で︑青年たちは
﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁さうだ︑く︒﹂

かんむり

といひ合った︒

りぞいたが︑︿略﹀︒

あった︒

六842

おそれ多くも亀山上皇は︑

四國・九州の武士は博多の濱 六838 ︿略﹀︑これまでにない大難で
にあつまった︒

六801

らおしょせた船でおほはれた︒

六695 ︿略﹀︑冠をかぶって太刀を 六797 第二十一 神風 ︿略﹀︑元か
は い た お く げ 様 方 や ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑牛車に乗ったお姫様方

の姿を︑︿略﹀︒

六696

川の水はいくたびとなくうつしたこ

武士といふ武士は必死のかく

︿略﹀︑おいのりになったQ

︿略﹀︑こっちはつり舟のやう

︿略﹀︑こっちからおしよせた︒ 六843

けれども我が武士は︑船の大
︿略﹀︑敵の船に火をかけて引
︿略﹀︑鐵のくさりで船をつな

まるで大きな島が轟轟たやう

ごでふせいだ︒

六807

六814

ぎ合はせた︒

六814

上げた︒

六812

小などは少しも氣にしなかった︒

六808

な小舟であった︒

六805

守った︒

六698 ︿略﹀お姫様方の姿を︑此の 六803 ︿略﹀︑濱べに石垣をきついて
とでございませう︒

︿略﹀︑ようひかぶとの勇まし

六701 又いくさのあった時には︑
︿略﹀︒

六702

いなりをした武士の刀や︑なぎなた
の光も︑︿略﹀︒

たびとなく此の川の水にうつったこ

六704 ︿略V︑なぎなたの光も︑いく
とでございませう︒

六707 こんな人︑こんな姿は︑とう

た一た
836

みた︒

て歩き出した︒

六887 ︿略﹀︑長い鼻をぶらくさせ
六888 何だか地ひ〜きでもするやう
な氣がした︒

六936正成は︿略﹀︑さんぐに賊
賊が︿略﹀攻めよせると︑正

を悪口させた︒

六941
成は高いがけの上から大木を落させ
た︒

見えた︒

すると正成は︑何時の間に用
︿略﹀︑之に火をつけて︑橋の

意して置いたか︑︿略﹀︒

六964
六966

さうして其の上へ油をふりか

上に投げさせた︒

六968

橋はまん中からもえ切れて︑

けさせた︒

︿略V︑又々五千人鯨もころし 六967
︿略﹀︑賊は城へ攻めよせない

︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

又賊は何千人か死傷した︒

谷そこへどうと落ちた︒

六973

︿略﹀︑どっとときの聲をあげ 六971

ことにした︒

六945

た︒

︿略﹀︑．今の子どもが象の腹の 六943

下へねころんだ︒

六898

六898 すると象は鼻で︑其所にあっ
た う ち は を 拾 っ て ︑ ︿略﹀︒

た︒

六901 ︿略V︑子どもの顔をあふぎ出 六947
した︒

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

賊は﹁︿略﹀︒﹂とおしよせた︒

六974

︿略﹀︒

六977

賊も︑︿略﹀︑残少になって退いた︒
か らまつ

つて︑

く略V︑

かついで行って植

あの子は十二︑落葉松は

六991圏︿略﹀︑

ゑたのだ

六993園

あんなに高くなりました︒﹂

﹁わたしの植ゑた落葉松

あの子のせいより低かった︒

が

六998翻園

あの

﹁わたしの植ゑた落葉松

昨日學校で校長に︑

あんなに高くなりました︒﹂

六㎜1圏園

が

木の事を話したら︑︿略﹀︑大事に

六㎜3蟹

はじめて聞いた記

大事にするとおつ

大事にするとおつしゃつ

︿略﹀︑

するとおっしゃった︒

念の木︑

六㎜4翻

た︒

しゃつた︒

六㎜5圃 ︿略﹀︑

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ

六概1 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

雨あがりの庭はぼうっとけむ

出ました︒

六棚2

︿略﹀︑しやうぶが小指程に芽

ってゐました︒

六棚4

を出してゐました︒

した︒

ねえさんはく略﹀︑手洗鉢の

なるほど︑去年鯉のぼりを立

へさした︒

六醜4

︿略﹀︑しやうぶとよもぎを軒

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

旧藩3

水をかへてゐました︒

六軒2

んの聲がしました︒

其の子はとうに戦 六川8 ︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂といふねえさ

あの學校がたった時︑
うちの畠にあった

かついで行って植ゑたのだ︒

︿略﹀︑

死んだあの子が掘取

死んだあの子が掘取って︑
︿略﹀

かついで行って植ゑたのだ︒

六988圏

︿略V︒

のを

六987圏

︿略﹀︑

六986圏

死した︒

六985圏

其の子はとうに戦死した︒

わたしの子どもが植ゑたので︑

六984鶴︿略﹀向って右の落葉松は︑

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

︿略﹀︑賊は人馬ともにっかれ

ともにつかれた︒

六948

た︒

︿略﹀︑二三十人はふみとgま
︿略﹀︑城から大石を四五十︑

︿略﹀︑又何百人かころされた︒

今度こそは千早城もあやふく

六975

城兵はさっと引上げたが︑二

つた︒

六951

三十人はふみとゴまった︒

六951

騎も鯨すな︒﹂とおしよせた︒

六904 此の時︑﹁大きなお守さん 六947園賊は﹁それ︑敵が出た︒一
だ︒﹂と誰かがいっ た の で ︑ ︿ 略 V ︒

くすのきまさしげ

六905 ︿略﹀︑みんなが一度にふき出
した︒

六907楠木正成が守った千早城は︑
︿略﹀︒

六911之をかこんだ賊は百萬騎とい
六953

六954

ふみとゴまってみたのは︑み
ふみと〜まってみたのは︑み

んな藁人形であった︒

わらにんぎやう

六954

︿略V︑城の四方二三里の間は︑ 一度に落したので︑︿略﹀︒

ふ大軍で︑︿略V︒

六913
︿略﹀︑賊のさわぐ所をさんざ

人や馬でふさがった ︒

六917
んに射た︒

廣さが一丈五尺︑長さが二十

︿略﹀︑之を城の堀に渡して橋

賊はうまくはかられたのであ

んな藁人形であった︒

わらにんぎやう

六918 賊は坂からころげ落ちて︑た 六955
ちまち五六千人も死んだ︒

にした︒

六961

る︒

六922 これにこりて︑賊は城の水を 六955
︿略﹀︑城兵が汲みに來られな

たやして苦しめようとはかった︒
六926
いやうにした︒

︿ 略 ﹀ ︑ 旗 を う ば っ て 引 上 げ た ︒ 六963

丈︑其の上を賊が我先に渡った︒

六927 城中には十分水の用意がして 六962
あった︒

六933

837
た一た

六醜5 しやうぶ湯を立ててうち中の
者がはいった︒

六皿6 かしはもちをこしらへてい
︿略﹀︑しゃくやくが赤い芽を

た団いた︒

六麗8
出してゐました︒

六鵬6團おとうさんは昨日︿略﹀伊
せ

勢参宮に立たれました︒

六掴1団 うちにも村にも︑かはった
事はありません︒

六悩6団 昨日正午にこちらへ着いて︑
︿略﹀︑千年もたったかと思

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒
六悩8團
︿略﹀︑千年もたったかと思

ふ 老 木 の 下 へ 行 っ た時には︑︿略﹀︒

畠中1国

ふ老木の下へ行った時には︑何とな
一そうありがたくか

︿略﹀︑神殿の御もやうを舞

︿略﹀︑

く 心 持 が か は っ て ︑︿略﹀︒

んじた︒

六価4國

した︒

六伽1団
︿略﹀︑まことにおそれ多い
︿略﹀︑おみやげに貝細工を

氣がした︒

六七4囲

買った︒

六佃8困

七94 舟が岸をはなれた︒

七96 不意に白い鳥がもやの中から
とび立つた︒

七97 おとうさんにうかゴったら︑
かもめだとおっしゃった︒

七98 おとうさんにうかゴったら︑
かもめだとおっしゃった︒

七101

川口近くになると︑潮干狩の
︿略﹀︑舟はすつすと進んで︑

舟がいくそうもよって來た︒
七102

ばっと明るくなった︒

たちまち海へ出た︒

七103

にいさんが﹁我は海の子﹂を

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

七104

︿略﹀︑ふりかへったのは知ら

ひであった︒

︿略﹀︑ふりかへったのは知ら

ない人であった︒

七129
七131

ない人であった︒

潮がすっかり落ちて︑海はを

かのやうになった︒

七133

舟で來た人も︑をかから歴た

妹やお松は何があったのか︑

其のうちに潮がさしはじめた

めいくざるをかしげて︑え

︿略﹀︑みんな舟にもどった︒

ので︑みんな舟にもどった︒

七147

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七145

れない程みる︒

人も入りまじって︑何百人か敷へき

七134

だんく潮が引いて︑もう其 七134 舟で來た人も︑︿略﹀︒
船頭が﹁皆さん︑そろくお

所此所に洲が見え出した︒

七106
七108

︿略﹀︑みんな羽織をぬいで︑

したくだ︒﹂と言ったので︑︿略﹀︒

七109

船頭がさををつき立てて︑そ

舟は間もなくとまった︒

着物のすそをはしょった︒

七109

七148
これが目じ 七151

七111

︿略﹀︑﹁皆さん︑

れに舟をつないだ︒
七115

妹とお松のざるには︑やどか

物を見せ合った︒

僕が一番先に海へ下りた︒

七152

七115

僕が一番先に海へ下りた︒水 七152 珍しかったのは︑︿略﹀︑たつ

水は思ったよりつめたかった︒

るしだよ︒﹂と言った︒

七116

た︒

珍しかったのは︑︿略﹀であ

︿略﹀︑何時の間にか洲が見え
なくなった︒

七156

たべた︒

七157

七156

舟は上げ潮に乗って︑をかの

船頭がさををぬいた︒

川口にか＼つた時ふりかへっ

方へ動きはじめた︒

七158

︿略﹀ふりかへって見たら︑

て見たら︑︿略﹀︒

もう廣い海には誰もみなかった︒

七158

︿略﹀︑もう廣い海には誰もゐ

なかった︒

七159

に参りました︒

七163団 ︿略﹀︑うち中の者が潮干狩

から︑大きなのをよったのでござい

七163團此の蛤は私どもの拾った中

ます︒

七164囲此の蛤は私どもの拾った中

あか
︿略﹀︑田の形其のま＼に紅

から︑大きなのをよったのでござい

ます︒

紫のもうせんをしきつめたやうに

むらさき

七172

見える︒

七187園 ﹁大將も討死されました︒﹂

た︒﹂といふ使が來たが︑︿略﹀︒

七188 ︿略﹀︑﹁大年も討死されまし

ひました︒

七191 ︿略﹀︑たゴちに極樂寺坂へ向

ました︒

七199︿略﹀︑はるぐと海上を憂し

七206 ︿略﹀︑海の中に投入れました︒

七214 ︿略﹀︑賊の軍船はことごとく

かに干上って砂地にかはり︑︿略V︒

みた稻村崎は︑︿略﹀︑二十鯨町には

七154舟の中でゆっくりべんたうを 七208 すると︑これまで潮の満ちて

つた︒

七153

た︒

のおとしごが一つあったことであっ

七153

珍しかったのは︑︿略﹀︑たつ

のおとしごが一つあったことであっ

りがたくさんみた︒

七116

︿略﹀︑みんな下りた︒

は思ったよりつめたかった︒
七118

︿略﹀︑おもしろいやうにあさ
りが出た︒

七121

時々は手ごたへがして大きな

淺い水たまりを歩くと足のう

蛤が出た︒

七123

七124

らがぬるりとした︒

おさへて見たら︑小さなかれ
おさへて見たら︑小さなかれ

ひであった︒

七125
七126

た一た

838

沖へ流れてしまひました︒

︿略﹀︑濱風が之をあふり立て

こみました︒

七221 義貞はく略V鎌倉さして攻め
七224
たからたまりません ︒

︿略﹀︑いたる所に良馬を見る

大連へ嘗てから︑もうかれ

やうになった︒

七282

七355囲
これ七八十日︑町のもやうも大分わ
船から陸あげした荷物は︑

かつて來ました︒

︿略﹀︑算道も思ったよりよ
︿略﹀︑又我が忠勇の士が血

︿略﹀二百三高地にも二つ
軍人をのせた御用船が今しも

港を出ようとした其の時︑︿略﹀︒

七411

て弄りました︒

七405団

て潜りました︒

を流して取った二百三高地にも上つ

七402團

くて︑快晴の日が多いやうです︒

七394国

︿略﹀︒

七227 ︿略V︑︿略﹀北條方は︑此の 七384團
火の中にはろびてしまひました︒

が傘をひろげたやうに出てみるので︑

七232 みきが二か﹂へもあって︑枝

︿略V︒

七235 其の松の下に石できざんだ地
藏様が立っていらっしやる︒

七252 茶屋から；二町行った所の右
手に︑︿略﹀︒

︿略﹀︑まんぢゆう笠をふせた

つか

七253
ばとうくわんぜおん

やうな塚がある︒

かんばん

すると甲板の上で鐵砲を上げ
た者がある︒

七421

とさけんだ︒

七421御用船を見つけると︑﹁︿略﹀︒﹂

ようとした其の時︑︿略﹀︒

七254 塚の前に馬頭観世音とほっ 七412 ︿略﹀御用船が今しも港を出
た 石 が 立 っ て る て ︑︿略﹀︒

七259 馬は︿略﹀︑生れた日からす
ぐ歩く︒

七269 武人は︿略﹀︑それに乗って
しげたゴ

出かけた︒

﹁︿略V︒わかったらもう一

おばあさんは又さけんだ︒
がかすかに見えた︒

﹁︿略V︒﹂すると︑又面白を上げたの

七426

度鐵砲を上げろ︒﹂

七424圏

七271 畠山重忠はひよどりこえのさ 七422 おばあさんは又さけんだ︒
か落しに︑馬をしょって下りたとい
︿略﹀︑近くは乃木大將も︑馬

ふし︑︿略﹀︒
れんぐわ

七273

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの
である︒

低く︑膿格もおとっ て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

たいかく

おばあさんは﹁やれく︒﹂
といって︑其所へすわった︒

七428

すかに見えた︒

七279 我が國の馬はく略V︑せいも 七426 ︿略﹀︑又重砲を上げたのがか
︿略﹀︑近年外國から種馬を輸

入 し た の で ︑ ︿ 略 V︒

七281

第六回目にいたって︑信玄か

七465

翌日武田方からは安間彦六と

謙信はこれに同意した︒

上杉方からは小さな馬に乗つ

いふ大の男が︑︿略V︑上杉方の陣へ

あんまひころく

七468

ら謙信へ︑ズ略V︒﹂と申しこんだ︒

七465

ものが川中島を取ることにしては︒﹂

七463園 沢略﹀︒︿略﹀︑勝つた方の

た︒

︿略﹀︑わらちがけで急いで來 七458 ︿略﹀︑まだ勝負がつかなかつ

生長をはじめ︑見送の人々は

たのださうだ︒

七429

七431
けんしん

みんな泣いたといふことである︒

︿略﹀上杉謙信と︿略﹀が︑
しなの

ある時謙信が山の手に陣を取

たびたび信濃の川中島で四つた︒

七435

七438

つてみると︑信玄は兵を二手に分け

向つた︒

︿略﹀︒

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしや

七469

謙信はく略V信玄の陣へ攻入

て︑はさみうちにしようとした︒

七439
つた︒

信玄は不意を打たれておどろ
いたが︑︿略﹀︒

七441

ちた︒

二人組く略V︑馬上のま＼で

むんずと組み︑雨馬の間にどうと落

七478

﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしゃ

信玄はく略V︑忽ち陣立をか 七474 上杉方からは小さな馬に乗つ
両軍は入りまじって︑火花を

へて︑敵を引受けた︒

七443
七446

ちらして戦った︒

謙信は︿略﹀︑信玄に打って

た︒

︿略﹀︑手早く首を取ってさし

ぐんばいうちはでふせいだが︑ 七481 彦⊥ハが與五左衛門を組みふせ

か＼つた︒

七448
七451

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

︿略﹀︑後からやりで謙信をつ

︿略﹀︑肩先へ切りつけられた︒ 七483

上杉方はどっとときの聲をあ

鬼神の如き彦六が︑あれ程

此の時信玄は之を止めて︑

なほりが出來た︒

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑めでたく中

七492

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七489園

木戸を開いて切って出ようとした︒

七486 ︿略﹀︑武田方から十騎ばかり︑

げた︒

七484

上げた︒

七453

七451

いたが︑あたらない︒

馬はおどろいてとび上ったの

七454力一ぽいに謙信の馬をなぐり
つけた︒

七454

川中島で前後五回戦つたが︑

︿略﹀︑信玄はあぶない所を助

で︑信玄はあぶない所を助かった︒

かった︒

七455

七457

まだ勝負がつかなかった︒

839
た一た

來た︒

七492

︿略﹀︑めでたく中なほりが出

七494私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ
アリマシタ︒

︿略﹀︑盆立ノヤサシイ老人デ

イヤウデシタガ︑︿略﹀︒

七496 ︿略V︑チヨツト見ルト︑コハ
七497
シタ︒

︿略﹀︑弟子ヲ相手二打ツツチ

ノ音が聞エマシタ︒

七501

七501 一日モ休ンダコトハアリマセ
ン︒

︿略﹀︑去年ノクレ二死ンデシ

タガ︑︿略﹀︒

七516

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

マヒマシタ︒

七517
行ツテヰタ若イムスコガ︑︿略V︒

賃を高いやすいと言ってあらそって
ゐましたが︑相談は出來ないものと
︿略﹀︑相談は出來ないものと

見きったのでせう︑︿略﹀︒

七643

見きったのでせう︑︿略﹀︒

︿略V︑やうやう向岸に着きま
︿略﹀︑先程渡賃をあらそった
かは

さいふ

︿略﹀︑革の財布が落ちてゐま
こばん
︿略﹀︑中には小判がどっさり

はいってゐました︒

七652

した︒

七649

所へ行って見ますと︑︿略V︒

七648

した︒

七646

人で川へはいって行きました︒

七528無私も子どもの時には︑︿略﹀︑ 七644 ︿略V 一人の男が︑︿略V︑ 一
此の講堂でお話を聞いたり致しまし
た︒

其所にみる人は︑私どもと
︿略﹀︑まるでちがった言葉

はまるでちがった風をして︑︿略﹀︒

七561園
七562囹
で話をしてゐます︒

連日の雨で︑川といふ川には

あ

べ

︿略﹀︑我もくと先をあらそ

此の豊漁すばらしいなりをし
︿略V

︿略﹀︑此のあぶない川を一人

にちがひないが︑︿略﹀︒

七654

︿略﹀︑人夫はすぐ川を渡って︑

人夫は﹁もしく︒﹂と呼び
﹁あなたは今朝一人で川を
﹁落し物をしましたから︒﹂

した︒﹂

七682 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑人夫は財

かの男はゆめかとばかり喜ん

布を出して渡しました︒

で︑財布を幾度かいたゴきましたが︑

七684

︿略﹀︒

も︑中々出ないものでございます︒

七686下家の中で見えなくした物で

まして人通の多い渡場で落

しましたから︑︿略﹀︒

七688園

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

七689囹 ︿略﹀︑たとひとんで行って

したが︑︿略﹀︒

ひましたが︑此のま＼錦ることも出

七689園 ︿略﹀︑もうあるまいとは思

來ませんので︑︿略﹀︒

した︒

七692囹︿略﹀︑引つかへして参りま

でございます︒

七694囹︿略﹀︑かくごをして來たの

もらひましたが︑いたゴいたのは財

七696園 ︿略﹀︑財布をいたゴかせて

布ではなくて︑私の命でございます︒

ではなくて︑私の命でございます︒

七696園 ︿略﹀︑いたゴいたのは財布

七701 しばらくして︑﹁︿略﹀︒﹂とい

人夫は之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と

つて︑財布の中に手を入れました︒

いって︑蹄らうとしました︒

七707

かの男は﹁どうぞしばら

七712園 ︿略﹀︑れふを致して居りま

く︒﹂といって引きとめました︒

﹁まあ︑お待ちなさい︒落 七708
一人の男が︑人夫と渡 七681園 ﹁︿略﹀︒此所へ持って來ま

した物は︒﹂

七673園

七669園

こした方ではありませんか︒﹂

七665園

かけて︑たつねました︒

七664

かの男を追っかけました︒

七658

も知れぬ︒

氣がちがって死ぬやうな事になるか

でこしたほどの人である︒
水があふれました︒
しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな 七655 もし此の大金がなかったら︑

七628

人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︒

七626中でも安倍川の宿は一そうの

い程の客でございました︒

七624

七621

う恐しがる人もあります︒

七606園海の波を見たばかりで︑も 七652 これはあの人が落して行った

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七503私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ 七585圓 ︿略﹀︑いくらきりが深くて
見マシタ︒

七503 鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ
マス︒

ス︒

七505 鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ

︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ

マスシ︑︿略﹀︒

七506 ナタヲ打ツテヰタコトモアリ
七508
トモアリマス︒

七511 何時廻廊ノウチノツルベノ金
タガガコハレタ時︑ツクロヒヲタノ

︿略﹀︑川べはひじやうなさわ

水になれた人夫の肩に乗るか︑

つて渡りました︒

七642

た 人の男が︑︿略﹀︒

七641

ぎでございました︒

七638

︿略﹀︒

︿略﹀︑ツクロヒヲタノンダラ︑ 七629

ンダラ︑︿略﹀︒

七511

︿略﹀︑翌日スグニナホシテク

翌日スグニナホシテクレマシタ︒
七512

︿略﹀︑日ノクレルマデ働イテ

レマシタ︒

七514

ヰマシタ︒

七515 イカニモ丈夫サウナ老人デシ

た一た

840

︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

したが︑︿略﹀︒

七713園

金をあづかって︑此の財布に入れて
來たのでございます ︒

七724 人夫は之を聞いて︑首をふり
ました︒

七725囹 もしお金をもらったら︑あ
なたの氣はそれですむかも知れませ
︿略﹀︑心にすまないことは

んが︑私の氣がすみません︒
七733園
まだ一度もした事はありません︒
︿略﹀︑人夫の後について來ま
︿略V︑人夫の家へ参りました︒

したが︑︿略V︒

七739
七74！

︿略﹀︑いつも藤吉郎が眞先に

出て馬を乗りならした︒
七767

﹁いつもより早いのに︑よ

︿略﹀︑やはり藤吉郎が出て來

出て來た︒

た︒

七771

七774園
く参って居った︒﹂

﹁一時も前に︒﹂といって信長

信長はかるくうなついたが︑

は驚いた︒

七777

七785
︿略﹀︒

︿略V︑其の後間もなく藤吉郎

を草履取から引上げて役人の敷に入

七787

れた︒

陸ノ獣二似タモノニハ︑ラツ

シテハナレナイ︒

七741 見れば年取つた父といふのが︑ 七818 ︿略﹀︑カキハ一度ツイタラ決
︿略﹀︒

︿略﹀︑二二似タモノニハ︑イ

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略V︑ニ

あわたゴしくかけこんで來た
マリーはどうかしてかくして
やりたいと思ひました︒

七886

者があります︒

七882

ハトリノトサカニ似タノモアル︒

七865

ルカや鯨ガアル︒

七838

コ・︿略Vナドガアリ︑︿略﹀︒

七746 ︿略V︑年よりはちよつとふり 七836

︿略﹀︑すぐ又仕事をつゴけま

かへりましたが︑何ともいはず︑
︿略﹀︒

七747
した︒

七751 男はしあんにくれて︑役所へ
うったへて出ました ︒

七754圓 さてく︑二人ともまこと
に心がけのよい者︒近頃かんしん致
した︒

七759

︿略﹀︑﹁では水を一ぽい下さ

マリーが大急ぎでコップに水

︿略﹀︑水がいすの上にあった

おばあさんのづきんにこぼれました︒
七894

おばあさんのづきんにこぼれました︒
︿略﹀︑マリーはおばあさんの

づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ

七898

ました︒

︿略V︑又大急ぎでおばあさん

の着物を着せてやりました︒

七903

十日といふのは立春の日から二百十

七941

﹁︿略﹀︒﹂と︑おちいさんが言

︿略﹀︑風がだんくはげしく

つていらっしゃったが︑︿略﹀︒

なって來た︒

七943

七945闘 ﹁困った風だ︒﹂

︿略V︑おちいさんはかぼちや

棚につっかい棒を入れたり︑菊の鉢

七948

を軒下に運んだりされた︒

てうぜん

夕方からは雨になって︑風は

とよとみひでよし

全く止んだ︒

七951

七911此の時どやくと四五人目敵 七949 仕合はせに午後は風が弱った︒
﹁おい娘︑兵士が一人來た

兵がはいって來ました︒

七912園

敵はどっと笑ひました︒

七994

行長は︿略﹀︑清正のことを

三成は秀吉のお氣に入りです

ふしみ
清正は朝鮮を立って︑伏見へ

當時秀吉は伏見の城に居った

ますだながもり

清正は先づ増田虚心をたつね

此の人だけは自分のために心

清正は腹を立てて︑﹁︿略﹀︒﹂

さつもせず︑︿略﹀と申しました︒

ところが長和がろくくあい

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七984

ました︒

七982

のでございます︒

七981

参りました︒

七979

國を命じました︒

から︑秀吉は之を信じて︑清正に蹄

七978

秀吉にざんげんしました︒

七976

正・小西区長の両人でした︒

︿略﹀先手の大盛は加藤清

手の大將は︿略﹀︒

﹁たしかに來たはずだ︒﹂

七973 幽忙忙秀吉が朝鮮へ向はせた先
七色4園

︿略V︑敵はあちこち見まはし 七974

らう︒﹂

七915

︿略﹀︑みんな出て行ってしま

ましたが︑︿略V

七923

七921

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんは朝

ひました︒

七928

﹁やはり二百十日だ︒風が

︿略V︑稻の葉がさわくし出

︿略﹀︑まことによく晴れてゐ

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし
やった︒

七931
た︒

七932
した︒

七933圏
出て來た︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑又おとうさんが

おっしゃった︒

七934

日日﹈の日のことで︑︿略﹀︒

おちいさんにきいたら︑二百 七987
︿略﹀︑水がいすの上にあった

あまり急ぎましたので︑︿略﹀︒

七935
七891

を汲んで來ました︒

七89一

い︒﹂と兵士が言ひました︒

役人はく略V︑﹁︿略﹀︒﹂と申 七889

お だ

し渡して︑人夫にほうびの金をたく
さんやったと申します︒
とよとみひでよし

の草履取をしてみた時のことである︒

七893

ざうり

七763 豊臣秀吉が︿略﹀︑織田信長
七765 信長はよく夜明前から馬場へ

841

た一た

といひきって鶴りました︒

七997 ︿略﹀︑とうく太閤のお目通
︿略﹀︑人々の泣叫ぶ聲は天地

へ出ることを禁ぜられました︒
七㎜1

此の時清正は︑︿略﹀︑一さん

にひゴきました︒

七伽4
に伏見の城へかけつけました︒

七浦1 秀吉は︿略﹀︑御塁所やおそ
ばの女どもと居りました︒

七梱2 其所へ清正がかけつけました︒
﹁︿略﹀︒ ︿ 略 V ︑ 家 來 ど も 二

七棚4 清正は大藩で申しました︒
七槌1園

百人に挺を持たせてかけつけまし
た︒﹂

七醜4

秀 吉 が 之 を 聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

七繊3園 ﹁さてく︑早く参った︒﹂
と心の中で喜びました︒

七繊5 さうして清正のやせた姿︑日

︿略﹀︑秀吉 は う な づ き ま し た ︒

︿略﹀︑怒がとけて︑涙ぐみま

︿略V︑日にやけた顔を見ては︑

に や け た 顔 を 見 て は︑︿略﹀︒

七繊5
︿略﹀︒

七皿6
した︒

七皿9

七鵬1 間もなく石田三成が城に登つ
て参りました︒

た︒

七価1

翌日諸大名が伏見城の大玉間
みん
︿略﹀︑又明國への返書に豊

へっめました︒

七価6園

臣清正と記したといふが︑それはま
ことの事か︒

秀吉は清正を召出して︑
﹃︿略﹀︒生けどった者は皆

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

七価8
七重4園
﹃小西は︿略﹀︑道案内の者

かへせ︒︿略﹀︒﹄

七伽7囹

故︑にげも致したであらう︒︿略﹀︒﹄

七柳3画風威光にもか＼はる所と存
じ︑﹃︿略﹀︒﹄と返書をつかはしまし

﹁︿略﹀︑御威光を借りて豊

たが︑︿略﹀︒

七佃5園

天略﹀︒﹂と︑べんぜつさわや

臣と記したのでございます︒﹂

七柳6

かに申し開きました︒

七佃1園清正はつけひもの頃から︑
此の方のひざの上でそだったので︑
何時か見習つたものと見える︒
︿略﹀︑何時か見習つたもの

﹁︿略﹀︒︿略﹀︑豊臣と名の

と見える︒

七佃1園

七柵3囹

つたのも差支が．ない︒﹂

秀吉は感心して︑︿略﹀︑清正

﹁ハナシデキタイツクルヘ

﹁おとうさん︑電報が來ま

に名刀をあたへました︒

七三5

七柵1園

だ︒﹂

七鵬4園 ﹁ずるぶんおそく來たもの
七梱7 秀吉が之を聞いて︑幕の中か

した︒﹂

ン︒﹂

七佃5國

ら︑﹁もうよい︒通してやれ︒﹂とい

︿略﹀︑三成を入れてやりまし

ひ ま し た の で ︑ ︿ 略﹀︒

七梱9

七備5圏

第二十六

注文

一 ニツ

イタハデムキモウニ○オクレ
三十反︑本日無事に着きました︒

七佃8團去る三日にお差出しの縞物

八12此の間；二度降った雨に︑山
の木の葉は目立って色づいた︒

︿略V︑山の木の葉は目立って

色づいた︒

八13

八15林の中へはいると︑眞赤にな

︿略﹀︑僕はしばらくそれを見

炭を焼く煙も所々に立ちはじ

つたったが︑︿略V︒

八34
めた︒

八42

てるた︒

︿略﹀︑僕の見てみるのに氣が
︿略﹀︑尾をふりながら︑ちよ

ついたと見えて︑︿略﹀︒

八43
八45

こくやって來た︒

ふと︑垣根の外でちやらく
二匹はいちもくさんにかけて

とすゴの音が聞えた︒

八54
八54

行ったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑間もなくかはいらしい
仲間がふえたので︑︿略﹀︒

のを一匹つれて來た︒

八55
八56

八57︿略﹀︑又一しきりじゃれ合ひ
くらべうま

昔或氏神のお祭に︑競馬の

をはじめた︒

八61

神事といふ事があった︒

︿略V︑五箇村の頭になるとい

村が︑︿略﹀︒

或年選ばれた子どもの申に︑

ふ定めであった︒

八65

八66

︿略﹀︑すぐれて上手なものが

すぐれて上手なものが二人あった︒

二人あった︒

八67

八二2 ︿略﹀︑おびただしい見物人が︑

やがて五人の騎手は︿略﹀︑

朝早くから宮の境内へつめかけた︒

鳥居の中に集って來た︒

八74

だいこ

八日6 ︿略﹀︑﹁支度﹂といふあひつ

﹁負けたら村のはちになる

の一番太鼓を鳴らした︒

ぞ︒﹂

︿略﹀︑舞殿のそばの大きな立

八81園

八85

︿略﹀︑五匹の馬は一さんにか

石の前に並んだ︒

始の間はあまり甲乙はなかつ

け出した︒

八88

八89

︿略﹀︑もはや信作と耕造の二

たが︑︿略﹀︒

さうしてそれが同時に決勝鮎

人だけの競走となった︒

八92

八93

二人を出した村の者は︑たが

へ着いた︒

︿略﹀︑もう﹂度競走させるこ

ひに勝利をいひはるので︑︿略﹀︒

八93

八95

今度の競走も五分々々に進ん

とにした︒

で行ったが︑︿略﹀︒

︿略V︑中程まで行った時︑

八96
︿略﹀︑勝つた子どもを出した

八97

八63

︿略﹀︑勝つた子どもを出した

村が︑︿略﹀︒

八63

た一た
842

︿略﹀︒

八98

︿略﹀︑信作の馬はつまついて︑

信作は︿略﹀︑ころくと池

前足を折った︒

八99
︿略﹀︑一たん沈んで又浮上つ

の中へころげこんだ︒
八106
た信作のえりを引つ つ か ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八108 耕造はく略V︑︿略﹀信作のえ

八135

あ

べ

︿略V︑安倍川原へ石合職を見

に行った︒

一方は百四五十人で︑他の一

見物人は託って︑多勢の方へ

方は三百人以上もあった︒

八136

八137
行ったが︑︿略﹀︒

︿略V︑家康は小勢の方へ行け

家來があやしんで︑其のわけ

と命じた︒

八138

八144
をたつねると︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

りを引つつかんで︑ぐっと岸へ引上
げた︒

た︒

八145

︿略﹀︑皆家康の年に似合はず

後に此の話を聞いた者は︑

九つの時から將軍の若君竹千

四郎といった︒

八164

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

代のおつきになった︒

八167

けて︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

八171︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手
︿略﹀︑ふみ外して軒下へどう

が届かうとした時︑︿略﹀︒

八171

︿略﹀︑長四郎であった︒

と落ちた︒

八173

﹁い＼え︑頼まれたのでは

八176園 ﹁誰に頼まれた︒﹂
八178園 ﹁いや︑きっと頼まれたで
あらう︒﹂

八185

あらう︒﹂

八191

將軍は︿略﹀︑袋の口を封じ
翌日になって︑將軍が又たつ

︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒
あ りさん

此の悪い風が早くから止みました︒

八225

將軍はあとで︑下垂所に︑

なったら︑竹千代には無二の忠臣で

八188園

﹁長四郎があの心で大きく

︿略﹀︑長四郎はやっと袋から

︿略﹀︑始のやうに答へた︒

ねたが︑︿略﹀︒

八184

て柱に掛けた︒

八183

ございません︒﹂

徳川家康が大阪城を攻めた時︑ 八179圏
よりのぶ

よりのぶ
︿略﹀︑其の山盛宣は︿略﹀︑

たと聞いて︑先陣へかけつけたが︑
︿略﹀︒

八152

松平正綱の子信綱は幼名を長

出された︒

八151 ︿略﹀︑もう間に合はなかった︒ 八186
まさつな
︿略﹀︑そばに居た松平正綱が

先陣へかけつけたが︑︿略V︒

八149

した︒﹂

八114園 信作が落ちたのにかまはず 八145 ︿略V︑果して小勢の方が勝つ 八174園﹁何しに此所へ参った︒﹂
八175園 ﹁雀の子がほしくて参りま
馬をかけさせたら︑ ︿ 略 V ︒

八115圏 信作が落ちたのにかまはず

︿略﹀︒

八148

かしこいのに驚いた︒

八146

︿略V︒

︿略﹀︑相手を助けてやった

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑
︿略﹀︒

八117圏
のはえらい︒

八118園如何にも見上げた心掛だ︒
た＼いて︑﹁︿略﹀︒﹂などといった︒

八122 耕造方の人々は耕造の肩を 八149 ︿略﹀︑其の子頼宣は戦が始つ

す︒

八124医あなた方の村が勝つたので
八125園 耕造さんのおかげで︑信作
の命が助かりました ︒

八126圏 耕造さんの心掛は實に見上
げたものです︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑頼宣は顔色をかへて︑

﹁︿略V︒﹂といってなぐさめると︑

八129 信作方の人々は之を聞いて︑

八157

八162

といって喜んだ︒

八159 家康は之を聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ったので︑さうきまつ

たといふことである ︒

八129 信作方の人々は之を聞いて︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ったので︑さうきまつ

たといふことである ︒

八228

でした︒

八228

呉鳳はく略V︑亜里山の役人

たいそう蕃人をかはいがりま

︿略V︑寒入からは親のやうに

したので︑︿略V︒

八229

呉鳳は役人になった時から︑

寒心は役人になった時から︑

したはれました︒

八231

︿略V︒

どうかして首取の悪風を止めさせた

八232

いものだと思ひました︒

ちやうど蕃人が︑其の前の年

ちやうど蕃人が︑其の前の年

に取った首が四十齢ありましたので︑

八233

︿略﹀︒

八234

に取った首が四十齢ありましたので︑

︿略﹀︒

供へさせました︒

八236 ︿略﹀︑毎年其の首を一つづつ

りました︒

八238 ︿略﹀︑もう供へる首がなくな

くれといって出ました︒

八241 ︿略﹀︑首を取ることを許して

呉鳳は︿略﹀︑もう一年︑も

う一年とのばさせてゐましたが︑

八243

︿略﹀︒

八245 ︿略﹀︑﹁もう︑どうしても待

つてゐられません︒﹂といって來ま

した︒

た︒

︿略V︑赤い着物を着た人が來

八249 呉鳳は﹁︿略﹀︒﹂といひまし

八253

843
た一た

ました︒

八254
ました︒

︿略﹀︑赤い着物を着た人が來

さうして教へられた場所へ行

へ上りました︒

八342
つて見ますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑眞赤な美しい實が一つ
婦人は︑︿略﹀︑神様がおさづ

︿略﹀︑庭先の畠の中にまきま

間もなくそれから芽が出まし
︿略﹀︑婦人は之を我が子のや

︿略V︑此の婦人は長生をしま
︿略﹀︑一生の間仕合はせのよ

八368

︿略﹀︑四五百人のものが︑

越前守は早速門をしめさせて︑

申し渡しました︒

︿略﹀︑さておごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と

八423

りこみました︒

︿略V︑思はず知らず役所の門内へ入

八416

とをなさったと見える︒﹂

越前守はじっと考へましたが︑ 八413園 ﹁︿略﹀︒地藏様でも悪いこ

二人の女は︿略﹀︑等方から

﹁かしこまりました︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八369園

八371

引合ひましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑子どもがいたがって︑

わっと泣出しますと︑實母の方は驚

八375

いて手を放しました︒

︿略﹀︑ぐっすりねこんでしま

包の中には白木綿が五十反ば
困って町奉行へ訴へて出まし
越前守は手代の言ふ所を聞い

ました︒

三日の問に一同は白木綿を一

すると其の中に二反ありまし

そこで其の反物を出した者を

との所へもどしたと申します︒

八442︿略﹀︑ついでに石地藏を︑も

︿略﹀︒

さきに納めさせた白木綿を返し︑

八441

越前守は再び一同を呼出して︑

八438 ︿略﹀︑とうとう罪人がわかり

した︒

したので︑とうとう罪人がわかりま

八437 ︿略﹀︑それからそれと調べま

呼出して︑︿略﹀︒

八436

た︒

八435

ありなしを調べさせました︒

八435 ︿略﹀︑其の中に盗まれた品の

ありなしを調べさせました︒

八434 ︿略﹀︑其の中に盗まれた品の

反つつ持って参りました︒

八433

命じました︒

八431 ︿略﹀︑越前守は﹁︿略﹀︒﹂と

立つた者が出て︑︿略﹀︒

八382囹手を放した女が實母にきま 八425 しばらくして︑其の中のおも
つた︒

手を放した女が實母にきま
︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

八383園
つた︒

八384

呉服屋の手代が︑大きなふろ

︿略﹀︑里親は恐れ入ったとい

﹁︿略﹀︒﹂と申し渡しましたので︑
︿略﹀︒

ひます︒

八384

八388

しきつつみを石地藏の前におろして
休みましたが︑︿略﹀︒

した︒

石地藏をしばって廻るやうに命じま

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑下役の者に

八405

た︒

八397

かりはいってみたのでございます︒

八394

ひました︒

八391

と見えて︑︿略﹀︒

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ 八389 ︿略﹀︑鯨程つかれてみたもの
︿略﹀︑乳飲子を里子にやって

︿略﹀︑先方はあつかったおぼ

困って町奉行へ訴へて出まし

﹁︿略﹀︒勝つた方へ其の子

越前守はじっと考．へましたが︑

を渡す︒﹂

八366園

︿略V︒

八364

た︒

八359

えがないといって返しません︒

八357

奉公に出ました︒

八356

︿略﹀︒

八355

い事がつゴいたと申します︒

八352

したが︑︿略﹀︒

八351

うに育てました︒

八349

たので︑︿略﹀︒

八348

した︒

八347

つて︑︿略﹀︒

け下さったのはこれに違ひないと思

八346

なってゐました︒

八345

したが︑︿略﹀︒

八255 待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 八343 ︿略﹀︑望の赤子は居ませんで
︿略﹀︒

八256 ︿略﹀蕃人どもは︑すぐに其
の人を殺して︑首を取りました︒

八258 見ると︑それは呉鳳の首でご
ざいました︒

さて蕃人どもは︑︿略﹀︑此の

八261 蕃人どもは聲を上げて泣きま
した︒

八264

後は決して人の首を取らぬとちかひ
ました︒

八296 太郎は︿略﹀︑まだ一度も其
所へ行って見たことがない︒

八298 ︿略﹀︑みうりのはたでいろ
︿略﹀︑其の男はていねいに教

くの話をした︒
八301
︿略﹀︑又其の上にねったかま

へてくれた︒

八315
土を置いて︑打固める︒

八328 これはもと野生のものでした
︿略﹀︑今から千何百年も前か

が︑︿略﹀︒

八329

ら栽培することになったのだとった

︿略﹀︑望のものをさづけてや

︿略﹀︑朝晩神様にいのってゐ

へてゐます︒

八337
ました︒

八339

るといふ神様のお告がありました︒

八342 婦人は︿略﹀︑すぐに其の山

た一た

844

八451国 始は熱が高くて心配致しま
︿略﹀︑食事も進むやうにな

したが︑︿略﹀︒

八453国
︿略﹀︑やっと安心致しまし

りましたので︑︿略﹀︒

八454國
た︒

八464囲 其の後どうかと案じてゐま
したが︑︿略﹀︒

した︒

手つだってつかれた︒

︿略﹀︑おちいさんが﹁とても

し問があった︒

八534︿略﹀︑ゆげが上るまでに︑少
八538
まだ︒﹂とおっしゃったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おばあさんは﹁まあ︑

此の港には︑十五六年前に

のぼりが立ってるました︒

八664囲

大地震があって︑町は大方こはれた
のですが︑︿略﹀︒

八682国︿略﹀︑子どもは︑アメリカ
︿略﹀︑又日本人の立てた學

人の立てた學校へ行って︑︿略V︒

八684國

︿略﹀︑汽車の窓から見た牧

長く滞在してみたシカゴ市

場の實景です︒

八708囲

く略V︑今日いよく＜略﹀

を立って︑︿略V︒

八711国

︿略﹀︑たった十八時間で着

ニューヨーク市に着きました︒

きました︒

八715囲

シカゴを立つ日に︑お前た
ちの年始状が着きました︒

八時頃には︑すっかりすんだ︒ 八741国
︿略﹀︑近所へも配った︒

二人とも字が上手になった
二人とも字が上手になった
うちには何事もないさうで
安心しましたQ

八743困

のに驚きました︒

八742團

のに驚きました︒

﹁︿略V︒今風であかりがき 八742国

ハワイから出した糟葉書は
ハワイから出した糟葉書は

コロンブスがアメリカを獲見

大洋を西へくと航海して︑

皿人の男が﹁︿略﹀︒﹂

陸地に出あったのが︑それ程の手が

八759圓

︿略V︑

らだらうか︒

八76！

之を聞いたコロンブスは︑つ

といって冷笑しました︒

八762

之を聞いたコロンブスは︑

と立って︑︿略﹀︒

八766

人々は何の爲にこんなことを

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八767

いひ出したかと思ひながら︑︿略﹀︒

とより立たうはずはございません︒

八767 ︿略﹀︑やって見ましたが︑も

しました︒

八772 ︿略﹀︑何の苦もなく立てて申

﹁諸君︑これも人のした後

もと僕のうちに奉公してみた

雪も小降りになった︒

では︑何のざうさもない事でござい

八773園

ませう︒﹂

八813園

八832

︿略﹀信吉が︑昨日の朝三年

信吉が︑︿略﹀︒

ぶりでハワイから臨って來た︒

八833

信吉は僕の両親に蹄って來た

あいさつをすますと︑︿略﹀︒

八837

八839 信吉は︿略﹀︑﹁奥様︑あのと

よは︒﹂と︑さも心配さうにたつね

た︒

が︑氣にか＼つてみたのでございま

八糾5囹︿略﹀︑あの子のことばかり

安心致しました︒︿略﹀︒﹂

︿略V︑イスパニや人の喜んだ 八図4園 ﹁︿略﹀︒それをお聞きして
︿略﹀︑イスパニや人の喜んだ
ことは非常なものでした︒

八754

ことは非常なものでした︒

八753

して鶴つた時︑︿略﹀︒

おとうさんは一昨日の正午 八752

く略V︑日本人の家には︑鯉

︿略﹀︑今日此のシカゴに着

校へ行って︑︿略﹀︒

八699國

おとうさんが﹁︿略﹀︒﹂とお

︿略﹀︑それでもとうく一日

きました︒

いよくにいさんがっき出し

八705困

︿略﹀︑︿略﹀野送が︑きねを

始のうちは勢がよかったが︑

ついてみるがよい︒﹂とおつしゃつ

八541

た︒

た︒

︿略﹀︒

八658團
八662國

おとうさんが着いた日は︑

無事にサンフランシスコへ着きまし

八654團

見ましたらうね︒

八652国

見ましたらうね︒

八651囲

えました︒﹂

八643園

八552

八549

だけはっき上げた︒

八548

っしゃつたが︑︿略﹀︒

八547

ふり上げるたびに動いた︒

八545

︿略V︒

八543

た︒

八465國 く略V︑手紙を見て安心しま 八542
︿略﹀︑サキノ曲ツタ大キナク

チバシ︑︿略V︒

八481

八508 餅をつく音に目がさめた︒
︿略﹀︑︿ 略 ﹀ せ い ろ う か ら は ︑

盛にゆげが上ってみた︒

八511

八517 ︿略V︑餅を並べる所をこしら
へてみた︒

八521園 よく目がさめたね︒

八521園 又略﹀︒今四時を打つたば
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさん

かりだ︒﹂

八523

︿略﹀︑おばあさんが餅を臼の

がいった︒

八525

中で丸めて︑おかあさんの所へ持つ
ていらっしやった︒

八527 おかあさんはく略﹀︑ぐるぐ
るまはしていらっし ゃ っ た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八528 ︿略V︑忽ちきれいなおそなへ
になった︒

︿略﹀︑三日目からは︑のし餅

が出子た︒

八531

八532 四日目の時は︑おちいさんも

845
た一た

した︒

八846園あちらでも︑あの子のこと
ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご
︿略﹀︑すぐ 出 か け よ う と し た ︒

ざいました︒

八桝7

ね︒﹂といったが︑︿ 略 ﹀ ︒

八849 父は﹁相かはらずせっかちだ
父は︿略﹀ ︑ 僕 に ︑ ﹁ お 前 も 一

﹁︿略﹀︒ちよつととよにあ

︿略﹀︑小 使 が 出 て 來 た ︒

︿略﹀︑信吉と一しょに出かけ

しょに行ってお出で ︒ ﹂ と い っ た ︒

八852

八853
た︒

八854

八857園
ひ た く て 参 り ま し た︒﹂

わで︑ひさしぶりに錦つた私に︑一

口も口をきくことが出來ないのでご
ざいませう︒﹂

︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

聲できかれた︒

八879

するとおとよは︑にごった聲

で︑ゆっくりと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

八882
するとおとよは︑︿略﹀︑﹁わ

信吉はびっくりして︑二足三

たくしのおとうさん︒﹂と答へた︒

八884

八885
八886囹

おとよ︑お前はものが言へ

や︑口をきいたぞ︒

足並へ下ったが︑︿略﹀

八887園
るやうになったのか︒

﹁先生︑どうして口がきけ
﹁指であひつをしたのは昔
信吉はまだ先生の言はれたこ
信吉はまだ先生の言はれたこ

信吉は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と大

八913

信吉は少しはなれて︑今度は

先生は﹁︿略V︒﹂と言はれた︒

おとよは信吉の口を︑中まで
おとよはく略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

はっきり答へた︒

八921

のぞきこむやうにしてみたが︑︿略﹀︒

八917

言った︒

おとよの顔を見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

八916

きな聲で言ったが︑︿略﹀︒

八906

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

八903

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

八902

のことで︑︿略V︒﹂

八893園

たんでせう︑︿略﹀︒﹂

八859 ︿略V︑信吉はのび上るやうに 八891園
して奥の方を見た︒
おうせつ

八861 小使は僕等を慮接室へ通して
︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

出て行ったが︑︿略﹀︒

八861
︿略﹀︑︿略﹀先生が︑女生徒

先生が︑︿略﹀︒

八862
を一人つれて︑はいって來られた︒

八863 生徒はおとよであった︒

八865 おとよはく略V︑いきなり信
吉にだきついて泣いた︒

八868 信吉は︿略﹀︑頭の先から足
の 爪 先 ま で な が め たが︑︿略﹀︒

﹁︿略V ︒ わ し は く 略 ﹀ ︑ お 前

あ︒︿略﹀︒﹂

八869圏 ﹁おとよ︑大きくなったな
八871園

の事ばかり心配して み た ︒ ﹂

八876園﹁︿略﹀︒︿略﹀︑何のいんぐ

八923

信吉は︿略﹀︑大きな涙をぽ

八柵2囹

僕等は︿略﹀︑今日からは

働かないことにしたから︑︿略﹀︒

君王はかうなることは知ら

此の時胃は一同に向って言ひ

ました︒

八棚3

なりました︒

八棚2 ︿略﹀︑からだに全く力がなく

止めました︒

八㎜7 ︿略﹀︑足は食堂へ行くことを

すには︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

が申し合わせて︑胃に向っていひま

先生はいろくな事を信吉に 八欄3 或時︑口・耳・目・手・勲等

たく落した︒

八925

げんに此の學校の卒業生で︑

話して聞かされた︒

八932

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も
あるなどと話された︒

信吉はとりのぼせたやうにう
信吉は︿略﹀︑娘の顔と先生

れしがって︑︿略﹀︒

八933
八934

の顔を︑かはりばんこに見てみた︒

これは全く君等が自分で招

今になって始めて︑考違を

君等が若し僕に食物を送る

之を聞いて︑手足等一同は︑

なるほどと感心したといひます︒

八三5

爲に骨を折ったといひます︒

八麗9園 ︿略﹀︑僕もまた君等を養ふ

爲に働いたといふなら︑︿略﹀︒

八撹8園

してみたことがお分りになるでせう︒

八撹7囹

いたのであります︒

八撹5園

で苦しむやうになったのです︒

八撹4圏 ︿略﹀︑かへって君等は自分

でした︒

間少しも食物を送ってよこしません

八槻3囹君等は︿略﹀︑此の数日の

血がどうして出來ませう︒

さなかったなら︑からだを養ふ所の

八棚8園 ︿略﹀︑僕が若し食物をこな

八梱6囹 食った物をこなして︑︿略﹀︒

なかったのですか︒

それから先生は︑僕等を一年 八梱4園
此所では女の先生が︑生徒に

生の教室に連れて行かれた︒

八936

おん

八937

五十音の護音を教へてるられた︒
︿略﹀︑先生は︿略﹀︑何度も

先生︑私の娘にもあ﹂して

く教へてるられた︒

八939

八942園

先生は﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

らうか

﹁︿略V︒どうも恐れ入った

教へて下さったのでせうか︒

八943園
ことだ︒﹂

信吉はく略V︑先生を廊下で
八948

信吉は﹁いや︑何︑それには

をがむやうにした︒

八944

八951

信吉は︿略﹀︑鷹接室に待つ

及びません︒﹂といったが︑︿略﹀︒

八954

︿略﹀︑幾度も先生におじぎを

てるた娘の手を取って︑︿略﹀︒

八955
した︒

さうしてみんな一しょに學校
の門を出た︒

八956

た一た
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八価1

八悩3
︿略﹀︑軸木を火で乾かす者も

かりに造れたとしても︑︿略V︒

あり︑乾かした軸木の先に藥をつけ
る 者 も あ り ︑ ︿ 略 V︒

︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

で乾かす者もあり︑ ︿ 略 V ︒

八価2
︿略﹀︑乾かしたのをそろへて
︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

マッチの箱に入れる 者 も あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八価3
八型5
集めて包紙に包む者もある︒

︿略﹀︒

八柳9囲 もし天氣がよかったら︑

たので︑︿略＞Q

三筆4囲 父が今年八十八になりまし
八佃8 乃木大將は幼少の時︑艦が弱
おく

︿略﹀︑朝晩 よ く 泣 い た の で ︑

く︑其の上臆病であった︒
なきと
幼名を無人と い っ た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八佃8

︿略﹀︒

旧情9

大將はこれから後︑一生の間

︿略﹀︑頭から冷水を浴びせか

い︒﹂といった︒

八佃3
けた︒

八佃5
﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

︿略﹀︑かねて思ってみたと

は違ひ︑︿略﹀︒

九41團

︿略﹀︑内地から移って來た

人も多く︑︿略﹀︒

九45囲

鳥の羽に似た大きな葉が︑

九69團味はまことにあっさりした

︿略﹀︒

九54囲

大將の母もまたえらい人であ
九75團

れた︒

何だかおとぎばなしの世界

度々殿様に上書した爲︑︿略﹀︒

九238圏 ︿略﹀︑其の県政世上の事で

それから諸國を歩き廻った

ねばならぬやうになった︒

九239園 ︿略﹀︑終には國を立ちのか

すゑ︑︿略﹀︒

九2310園

ある︒

少年はてつびんの湯をついで

老人は大分つかれたやうであ

九242園 ︿略﹀︑此の山中へ來たので

九245

る︒

少したって︑今度は寝たま＼

老人は一口飲んで横になった︒

老人にす＼めた︒

九246

九248

︿略﹀︑枯木二十レバ枯木二似

病みつかれた六十ばかりの老
これまでも折々話した通り︑

一そう研究を進めら

︿略﹀︑りっぱな書物もお書
︿略﹀︑

い事が少くなかった︒
︿略﹀︑出來るだけは骨折つ
たつもりである︒

九236園

と思ふ︒

少したって︑今度は寝たま＼

︿略﹀︑元庵様はおもに氣候

︿略﹀︑おちい様の不昧軒様

︿略﹀︑入行が出観ずにしま

しかしわたしの四十年の骨

折は︑︿略V決してむだでなかった

九267園

つた︒

九265圏

てた事もあるが︑︿略﹀︒

九263園

ものは︑干てい此所に持ってるる︒
くわく
く略V︑くはしく計書︸を立

九256闘此の方々のお書きになった

見をなされた︒

はまた︑地質や腫物の方で新しい獲

九255圏

︿略﹀︒

と農業との關係をお調べなされたが︑

九252園

ぼつくと話し出した︒

九249

ぼつくと話し出した︒

︿略﹀︑殊に近年我が國で學 九247

此の間も十ぐらみの少女が
︿略﹀︑間モナクソレト似タ色

九229園

きになった︒

九227園

︿略﹀︒

九224園

人が︑︿略﹀︒

九217

タ色ニナル︒

九1710

ニカハルモノモアル︒

九π8

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

九93圏

校をそここ＼に立てたので︑︿略V︒

九810国

にでもまよひこんだやうです︒

九87團

を洗って通り過ぎた後の︑︿略﹀︒

︿略﹀にはか雨が︑︿略﹀草

ものです︒

︿略﹀︑うち中の者がそればか

かったといふ︒

つた︒

八事6
八悩1
り食べるやうにした︒

其の爲︑大將には全く食物に

好ききらひといふものがないやうに

八榊3

大聖が十歳の年︑大雪の一家

なった︒

八榊5

其の時大言は江戸から大阪ま

は郷里へ罵ることになった︒

八網7

で︑︿略﹀︑雨親と共に歩いて行った︒

當時大將の膿は︑もうこれだ

け丈夫になってみたのである︒

八M9

郷里の家は︿略﹀︑至ってせ

八価5

此の父母の下に︑此の家に育
︿略﹀︑武人の手本と仰がれる

︿略﹀︑土地の檬子も一通り
はわかりました︒

九39国

紙を昨日受取りました︒

九33囲 三月二十五日お出しのお手 九232園 ︿略﹀︑まだ全く手の着かな

やうになったのは︑︿略﹀︒

八柵1

つた乃木大將が︑︿略﹀︒

八景8

く光ってみたといふことである︒

士の魂と呼ばれる物は︑何時もきら

まい︑そまつな家であった︒

︿略﹀︑近所の人は大將のこと
なきと
を︑無人ではない︑泣人だといった

八価6けれども刀・︿略﹀など︑武

八川2

といふことであるQ

八川4 大將の父は︿略﹀︑江戸で若
︿略﹀︑どうかして大將の艦を

君 の お 守 役 を し て みたが︑︿略﹀︒

八網7

せんがくじ

丈夫にし︑氣を強くしなければなら
ぬと思った︒

れて行った︒

山岳1 ︿略V︑︿略﹀泉岳寺へよく連

八佃5 大呼の父は︿略﹀︑其の墓に
参詣したのである︒

八擢8 或年の冬︑大將が思はず﹁寒

847
た一た

九277 目に涙を一ぽいためて聞いて
みた少年は︑︿略﹀︒

九334

目じるしの大けやきの所まで

出た時︑︿略﹀︒．

り

す

︿略﹀︑栗鼠が一匹︑けろりと

九337
︿略﹀︑栗鼠が︿略﹀︑急にま

︿略﹀︑栗鼠が一匹︑けろりと

九3310
えて來た︒

︿略﹀︒

少しも名号をきずつけなかった︒

にいさん︑昨日でうちの田

あの方の小さい時分からのお話をし

九512 ︿略﹀︑おとうさんはく略﹀︑

て下さいました︒

しやう

主人の家が大きな醤油屋

らもらった金を資本にして︑︿略﹀︒

九522園 ︿略﹀︑年差の貯金と主人か

うだが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おろしに歩き廻ったものださ

九517圏 ︿略﹀︑始は近在の小日替店へ︑

だったので︑︿略﹀︒

九516園

二の年だつたさうだ︒

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

九515園︿略﹀︑此の町へ始めて奉公

二の年だつたさうだ︒

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

﹁今年ほど水の都合のよ 九514園︿略﹀︑此の町へ始めて奉公

植がすっかりすみました︒

九469国
九4610国園

あの降りつゴいた雨のおか

かった事はない︒﹂

九471国

︿略﹀︑山田の高い所まで一

げで︑︿略﹀︒

九473囲

息に植ゑることが出來ました︒

一昨日海軍のにいさんが︑
︿略﹀︑植手が八人になって︑

休暇でお蹄りになったので︑︿略﹀︒

きうか

九好5団
九477團

あさんにほめられました︒

前もたしかに半人前だ︒﹂と︑おか

九479國私は苗くばりをして︑﹁お

︿略V︑遠い湖がちらくと見 にぎやかでした︒
なへ

見えて︑︿略﹀︒

道がだんく上りになったと

た穴にかくれてしまった︒

した顔を出したが︑︿略﹀︒
り す

九338

した顔を出したが︑︿略﹀︒
り す

九337

身がるに枝移りした︒

九278 ︿略V少年は︑︿略﹀︑早行を 九336 ︿略﹀︑美しい小鳥が二一二羽︑
父は安心し た 様 子 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ちかった︒

九279

九279 父は︿略﹀︑やがてすやく
と眠った︒

九281 これは今から百三十年ばかり
前に︑︿略﹀足尾山中の旅人宿で起
つた事で︑︿略﹀︒

一心に西洋の

九284 信季は︿略﹀︑とうく此の 九339
信淵は︿略﹀︑

宿でなくなった︒

九287
學問を勉強した︒

することが甚だ多かった︒

九289 ︿略V︑里家の爲に富源を開登 九347 ︿略V︑黄の勝つた緑のけやき︑

腹が大分すいて來た︒

﹁やあ︑加藤君︑よく來て

閣下の劔は軍人の魂として

町でも屈指の財産家となった︒

︿略﹀︑昨夜は手つだひの人 九526園 ︿略﹀︑十年もた＼ぬ中に︑
たちを呼んで︑ごちそうをしました︒

九481團

んと︑﹁︿略V︒﹂と話していらっしや

九503

九528圏

それはわたしの十五六の時

うちのおちいさんはあの人

分だったらう︒

とは前から友だちだったので︑︿略﹀︒

九529園

く略V︑銀行が破産しなけれ

九542園 ︿略﹀︑親子三人町外れの裏

分の財産を残らず差出した︒

九541囹 ︿略﹀︑あの人は︿略﹀︑自

ばならぬ事になった︒

九537園

大へんほめていらっしゃったものだ︒

會社では︑︿略﹀︑四五人の若 九5210園 うちのおちいさんはく略﹀︑

い人々がぬかだらけになって働いて
僕は何となくえらさうな人だ

ゐました︒

九505

お返事をお渡しした後で︑

と思ひました︒

︿略V︒

九506

町の銀行の頭取になった︒

九488国其の時おとうさんがにいさ 九527園 さうして人々に推されて︑

夏休も近くなりました︒

いました︒

九494団

︿略﹀︑精米會社へお使に行つ

︿略﹀︑﹁やあ︑加藤君︑よく

來てくれたね︒﹂と︑聲をかけた者

九4910

雲影であった︒

頭を上げてみると︑それは石 て來ました︒

がある︒

九359

くれたね︒﹂

九358圏

九352

へながら︑︿略﹀︒

九2810 至境以來代々力をつくして來 九3410 ︿略﹀︑此の前池た時の事を考 九4710団 田植がすんだので︑︿略﹀︒ 九522園 ︿略﹀︑小さい米屋を始めた︒
︿略﹀農書は︑︿略﹀︑男爵に

た農學は︑︿略﹀︒

九291

︿略﹀︑器に盛った水が波紋を

︿略﹀︑敷 百 歩 は な れ た 所 で も ︑

至って大成したのである︒
九298
︿略﹀︒

九299
ゑがく程です︒

しゅんらん

九309 瀧の上手にかけた石橋を渡り︑ 九3510
︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒しかし部下の者は︑

九3810囹

かったつもりである︒﹂

最後までベルギーの名蜜をけがさな

九383園

事であった︒﹂

九325 ︿略V︑春蘭のつぼみのふく 九3710囹 ﹁閣下の防戦はまことに見
らんだのも見える︒

九325 しっとりとしめりを帯びた一
すちの道が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ふろしき包をしょった
あせ
せなかがじっとりと汗ばんで來る︒

九332

た一た
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けれども 社 長 さ ん は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

長屋に移ってしまった︒
九544園
﹃︿略﹀︒﹄といって︑笑ってみた︒

九546園 社長さんはく略﹀︑醤油の
︿略﹀︑資本を出さうとする

はかり士買を始めた︒

九548園
者もあったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ 毎 朝 引 い て 出 た 荷 が ︑

といって︑夜を日についで働いた︒

九5410園︿略﹀︑社 長 さ ん は ︑ ﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄

九552園
︿略V︒

︿略﹀︑後には表通へ店を出
︿略﹀︑六十五六の時にはも

すまでになった︒

九555園
九557囹
う齢程の財産が出來た︒
︿略﹀︑ 追 追 に 大 き く し て ︑

あんなりつばな會社にしたのだ︒

九558園

で︑﹁︿略﹀︒﹂とお話しになりました︒

九587
︿略﹀︒

︿略﹀︑關東平野はだんく夜

白河を通ったのは昨夜の十

た騨々のお話をうかゴつた︒

九703園

白河を通ったのは昨夜の十

一時前であった︒

︿略﹀︑何時かおかあさんと日 九703園

一時前であった︒
のういん

は其所のことで︑︿略﹀︒

秋

風ぞ吹く︑白河の關︒﹄ とよんだの

ば︑かすみと共に立ちしかど︑

︿略V︑何時かおかあさんと日 九707圏 昔能因といふ人が︑ ﹃都を

まだ日が暮れたばかりのやう

の

時で︑︿略﹀︒

九7010囹

︿略﹀︑それから直にねてしま
︿略﹀︑汽車は果もなく謡いて

く略V︑少しは下りた人も乗

仙毫に着いたのは午前の三

有名なものであった︒

まだ日が暮れたばかりのやう 九708圏︿略﹀︑此の關所はく略V︑

す

間もなく西那須野に着いた︒

︿略﹀︑もう八時半であった︒

つた︒

九694

﹁︿略﹀︒よくねたね︒﹂

みる青田の中を走ってみた︒
九697園

﹁叔父さん︑此所は何所です

︿略﹀︑私がゆめの中に通過し
︿略﹀︑私がゆめの中に通過し

︿略﹀︑少しは下りた人も乗

つた人もあった︒

九711囹

︿略﹀︑少しは下りた人も乗

つた人もあった︒

九711園

ひかり

光堂ともいって︑昔は金

一心で官事を買った︒

仙皇様の城下であった︒

九713園昔は竹に雀の紋所で名高い

九717

九7110園

たかだち

義纏の居た高館のあとも

たかだち

︿略﹀高館のあとも右手に

よしっね

光りに光りかゴやいてみたさうだ︒

九723園

︿略﹀︒

た︒

く略V︑もう通過してしまつ

辮慶が立往生をしたと傳へ

ころも
られてるる衣川は︑︿略﹀︒

九726園

べんけい

九725園

見えたはずだが︑︿略V︒

窓から吹きこむ朝風のひやり 九724園

か︒﹂と聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

午後六時︑︿略V︑上野騨から 九699
やった︒

九702

た白々のお話をうか〜つた︒

九702

う︒

とするのは︑齢程北へ進んだ爲だら

︿略﹀︑みんながゆづり合って 九6910

ずる分こんでみたが︑︿略﹀︒

︿略V︑二人とも腰を掛けるこ
︿略﹀︑見なれた所も面白く感

つた人もあった︒

昔は一面の荒野であったが︑ 九7010園

にしな

九686

︿略﹀︒

しゃつた︒

九691

叔父さんが﹁︿略﹀︒﹂とおつ

九688囹

九686

に思ったが︑︿略﹀︒

九685

に思ったが︑︿略﹀︒

九685

光見物に來た時のことを思ひ出した︒

九684

光見物に來た時のことを思ひ出した︒

九684

白く感じた︒

の景色にかはって︑見なれた所も面

庭に敷きつめたむしろの上に︑ 九682

ふり上げた棒の先が︑強い日
赤いたすきを掛けた女たちが

光にきらりくと光る︒

九594
九596
︿略﹀︑今まで軍港のやみに包

よい聲で歌をうたふと︑︿略﹀︒

九609

︿略﹀︑望遠鏡を持つた信號

ばうゑんきやう

まれてるた軍艦の壮大な姿が︑︿略﹀︒

九611
げん

舷門には︑銃を手にした番兵

兵が遠くを見張ってみる︒

九612

人の顔がやっと見分けられる

が近くを警戒してみる︒

九615

雨舷直といふのは︑特別の務

やうになった頃︑︿略﹀︒

九646

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

一時間饒りも活動した後であ
軍艦旗を仰いで︑心の底まで

九692

︿略﹀︑ブラシを持つた数十人 九691 僕は眠くなったので︑︿略﹀︒

とである︒

じた︒

九682

とが出來た︒

九681

くれたので︑︿略﹀︒

九6710

九679

青森行の列車に乗った︒

九679

清められた乗員は︑︿略﹀︒

九675

るから︑︿略﹀︒

九665

の水兵が︑︿略V︒

九5510 おとうさんはすぐ言葉をつい 九654

に會って來たのだと 思 ふ と ︑ ︿ 略 V ︒

九561 僕は今日其のえらい社長さん
︿略﹀︑何となくうれしい氣が

しました︒

九562

にすゑた打皇の前に 並 ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九568 正一の家でも︑親子三人︑庭

になったなあ︒﹂

九578園 ﹁正一も大分役に立つやう
九579 あみ笠をかぶった父がふり向
︿略﹀︑母もすげ笠をそちらへ

くと︑︿略﹀︒

九583

向けて︑多年V︒﹂と言ひながら︑正
一を見てにっこりした︒

849
た一た

九728

︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

え る 山 を 指 さ し て ︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と教へて下さった︒

︿略﹀︑大きな川の見える所に

しゃつた︒

九729
出た︒

九732
もりを か

九733 午前八時盛岡に着いた︒

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

上川を見たが︑︿略﹀︒

九734 停車場にはいる手前でまた北

た︒

九743

青々とした 波 の 上 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九767
﹁︿略﹀︑そんなに遠い所に

九9110園

此の大熊こそは︑︿略﹀お

かあさんのカゾストだつたのですが︑

︿略﹀︑今結んだ二つの星の

九927園

おや︑北斗七星が半分杉林

あ＼︑面白かつた︒

九929園

にいさん︑やっぱりにいさ

にかくれてしまった︒

九928園

なさったのださうです︒

へ連れていって︑大熊座と小熊座に

九926園 ︿略﹀︑すぐに親子の者を天

射殺すところでした︒

九922園 ︿略﹀︑あぶなく親身の親を

︿略﹀︒

ふと氣がつくと︑校長先生と

て︑ほったいもを︿略﹀ならべて行

︿略﹀︒

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九881園

ていらっしやった︒

山田先生が︑︿略﹀僕等の仕事を見

九803

く〇

私は叔父さんに連れられて宿 九797 ︿略﹀︑星野君が蝉茸よくほっ

に着いた︒

九771園
叔父さんが﹁︿略﹀︒﹂とおつ

來たやうな氣がしないね︒﹂

︿略﹀︑先生はにこくして︑

しゃつた︒

九772

九778
これこそ僕たちが︑︿略﹀︑毎

﹁︿略V︒﹂とおっしゃった︒

九779

九883園

あれが今話した北極星だ︒

日々雪待ってるた命令だつたので︑

九893園く略V︑道に迷った時などに
もすぐ方角を知る事が出來る︒

︿略﹀︒

僕今夜は︿略﹀︑ほんたう

︿略﹀岡田さんが旅行からお

九937 ︿略﹀︑今日にいさんと二人で

露りになったと聞いて︑︿略﹀︒

九936

にうれしかった︒

九931園

んのおっしゃったやうに︑星の位置

九8910囹

あ＼︑よく氣がついたね︒

日々々待ってるた命令だつたので︑

昔カリストといふおかあさ
んと︑アルカスといふ子供がありま

九912園

から︑︿略﹀︒

九9010園私も蝕程前に讃んだのです は親りますね︒
︿略﹀︑皆一せいに小をどりし

︿略﹀︑めいく早筆になって︑

した︒

ちやうど岡田さんはく略﹀︑

遊びに行きました︒

白馬登山のお話をなさっていらっし

︿略﹀︑ジュノーといふ神様 九939
がく略﹀︑とうとうカリストを熊に

やる所でした︒

︿略﹀︑或日大熊を見つけた

カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

ノーに形を攣へられたおかあさんの

九919囹此の大熊こそは︑先にジュ

ので︑それを射殺さうとしました︒

九918園︿略﹀︑或日大熊を見つけた

ので︑それを射殺さうとしました︒

九917園

人になりましたが︑︿略﹀︒

せっけい

中でも面白かつたのは大雪漢

雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

九947園 ︿略﹀︑ふもとの村から三里

︿略﹀︒

九945園

のお話です︒

九943

てうかゴひましたQ

九943 ︿略﹀︑くはしい事は今日始め

といふ事は知ってゐましたが︑︿略﹀︒

九917園︿略﹀アルカスはく略V︑狩九941 白馬岳が︿略﹀の有名な山だ

だけ

してしまひましたQ

九915園

大そう美しい人だつたので︑︿略﹀︒

枯れか＼つて一面に黄色にな 九913園 おかあさんのカリストは︑
當番が農具小屋から︑︿略﹀
︿略V︑ほったいもは此の中へ
︿略﹀︑ほったいもは此の中へ
僕は︿略﹀一本の董を握って︑

やはらかい黒い土がむくく
︿略﹀白茶色の玉が︑︿略Vこ

ろくと出て來た︒

九792

盛上ったと思ふと︑︿略﹀︒

九7810

ぐっと引張つた︒

九7810

入れるやうにとおっしゃった︒

九788

入れるやうに︿略﹀︒

九787

道具を出して來た︒

九786

つたじゃがいも畑を︑︿略﹀︒

九783

校舎の後の菜園に集った︒

九782

て喜んだ︒

九7710

︿略﹀︒

九746 北上川は︿略﹀︑とうく谷 九779 これこそ僕たちが︑︿略﹀︑毎
︿略﹀︑所所に放し飼の馬の群

川になってしまった︒
九751
れてるるのが見えた︒

九754

九754 野邊地で始めて海が見えた︒
九756 ︿略V︑野や山ばかり見て來た
目に殊さらうれしかった︒
︿略﹀︑野や山ばかり見て來た

︿略﹀︑陸奥濁の風光が手に取

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑叔父さんがおつ

目に殊さらうれしかった︒

九756

九758
しゃつた︒

九7510

︿略﹀︑写そう景色のよい所で

るやうに見えた︒

九762
あった︒

に着いた︒

九765 午後二時二十分︑汽車は青森
九766 北海道に渡る人は︑停車場に
績いた乗船所から汽船に乗るのであ
る︒

た一た

850

ば か り 登 っ た 所 か ら七って︑︿略﹀︒

九951圏 雲や霧がわいたかと思へば
散じ︑︿略﹀︒

九952園雲や霧が︿略﹀︑散じたか
こんがう

と 思 へ ば 卑 わ い て 來て︑︿略﹀︒
とび

九955園︿略﹀︑石づきの付いた金剛
杖 や 鳶 口 を 力 に ︑ ︿略V︒

九9510園 僕も其の通りにして見まし
たが︑︿略V︒

九962園︿略﹀︑實に壮快でした︒

九964 お話を聞いて︑僕もすべって
見たくなりました︒

九965 それから︑お花畠のお話も面
白うございました︒

九966圏 お花畠は平信を登りつめた

な

す

おかあさんと茄子をもぎに出
︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

たついでに︑︿略﹀︒

九998
九9910
言って残して置いたのが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑野には朝つゆがしっと

と命令の下るのを待ってるた︒
九悩5

中尉の固く結んだ口もと︑

だんく明るくなって來た︒

りと置いてみた︒

九悩6

めた︒

九悩10

利口な北風はすぐそれに氣が
︿略﹀︑大砲の音がとgろき始

中尉はひらりと北風にまたが

ついた︒

九重8

︿略﹀様子がどうも一通りでない︒

︿略﹀︑今日はもう熟しきった 九悩6

黒みがかった紫色の董が見事

やうな顔をして︑︿略﹀︒

九9910

九欄3

二百十日を無事に越した田に

昨夜雨が降ったせみか︑︿略﹀︒

に延びて︑︿略﹀︒

土管8

戦場の光景は實に恐しいもの
︿略﹀︑北風は︿略﹀︑びくと

しかしとうく恐しい日が來

︿略﹀︒

九欄5

北風は︑︿略﹀︑うれしくて︑

︿略﹀︑いつものやうにすんだ
︿略﹀︑いつものやうにすんだ

兵士たちは一せいに馬上の人
馬は︿略﹀︑乗手のあひつが
敷分の後には︑北風はもう列
其の日の戦は果して今までに
なくはげしかった︒

九柵8

の先頭に立って進んでみた︒

九鵬6

下るのを待ちかまへてみた︒

九鵬4

となった︒

九鵬1

聲で號令をかけた︒

九塒9

聲で號令をかけた︒

九価9

得意さうに頭を高くあげた︒

九価8

つたから︑︿略VQ

くびすぢにさはるのが何より好きだ

北風は︑主人の手がかうして

まるで人間に言ふやうに言った︒

中尉はく略V︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

つて︑齪れてるたたてがみをそろへ︑

九価1

九棚1
はく略﹀︒

ざるを持つた子供が︑川下の
︿略V︑まるで我が子のやうに

方に集ってさわいでみるのは︑︿略﹀︒

九棚7
九撹10

︿略﹀︑主人にしたがって職地

翌年戦孚が始つたので︑︿略﹀︒ 九価7

大事にしてみた︒
九湿10

た︒

九佃10

もせずに勇ましく活動した︒

九欄9

であったが︑︿略﹀︒

九佃7

九佃3 ︿略﹀︑戦場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

あったが︑︿略﹀︒

九佃2 戦地ではいろくつらい事も

へ向つた︒

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑岡田さん 九鵬1

所にあります︒
九974

は高山植物や雷鳥の糟葉書を︑︿略﹀
見せて下さいました︒
︿略﹀︑僕等も︿略﹀︑山の上

に居るやうな氣持になって聞きまし

九981

た︒

九982園 頂上に立って四方をながめ
た景色は︑全く雄大です︒

︿略V︒

九991園 富士山も︑晴れた日には︑

九993 面白いお話がまだたくさんあ

或朝の事であった︒

九悩4 兵士たちはく略﹀︑今かく

に︑︿略﹀︑列を正して並んだ︒

九悩2︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

︿略﹀︑もう夕方になったので︑ 九悩1

り さ う で し た が ︑ ︿略﹀︒

︿略﹀︒

九994

九995 ︿略V︑僕等はおいとまごひを
して婦りました︒

中でも一番目ざましかったの

しふげき

は最後の襲撃︒

九価9

︿略﹀︒

九櫛10谷一つへだてた向ふの岡に︑

中尉は始終先頭に立って進ん

でるたが︑︿略﹀︒

九柵4

を見て︑︿略V︒

九佃5 ︿略﹀︑敵陣が間近になったの

た聲で︑﹁︿略V︒﹂と叫んだ︒

九佃6︿略V︑いつものはれぐとし

んだ︒

九柵8 中尉は︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂と叫

へん
九佃10 ︿略﹀︑其の破片がぴゆつと北

北風は︑主人の膿がくらの上

風のたてがみをかすめた︒

北風は驚いてすぐに立止らう

︿略﹀︑中尉は後方にころげ落

でぐらっとゆれるのを感じた︒

三熱1

九佃2

ちた︒

︿略V︑思はず其の場から敷十

としたが︑︿略﹀︒

九鵬3

三都4

しかし主人をうしなったと思

間も進んでしまった︒

ふと︑︿略﹀︒

九鵬5

勇氣もくしけて︑︿略V︒

九欄6 ︿略﹀︑今まで張りつめてみた

あたりを見廻した︒

九欄6 ︿略﹀︑ゆめからさめたやうに

︿略V︑ゆめからさめたやうに

あたりを見廻した︒

九鵬7

︿略V︑今來た方へ一散にかけ

九佃10 北風は俄におちけがついた︒

九㎜1
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もどった︒

九㎜2 ︿略V︑今來た方へ一散にかけ
もどった︒

九柵4 主人の姿を見つけると︑静か
北風は︑︿略﹀︑そっと顔を主

に其のそばに立止った︒
九㎜6
人の肩のあたりへすりよせた︒

九柵9 北風は︿略﹀︑左右の耳をそ
ばだててみた︒

九柵10 しかし聞えるのはかすかな息
︿略﹀︑はるか遠方で味方の萬

づかひばかりであった︒
九相2

くさに出たのを男子の面目とも思は

ゐ
ふと通りか＼つた某大尉が之

ず︑︿略﹀︒︿略﹀︒﹂

九価3

水兵は驚いて立上って︑しば

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑言葉鋭くしか
つた︒

九価6
らく大尉の顔を見つめてみたが︑
︿略﹀︒

水兵は驚いて立上って︑︿略﹀︑

豊島沖の海戦に出なかった

わたしが悪かった︒

︿略﹀︑次のやうな事が書いて

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑其の手紙を差出

九備1

した︒

九備3
あった︒

九佃2園

戦孚なれた北 風 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

歳の聲がわき起つた︒
九川2

九二10園

九佃8

大尉は之を讃んで︑︿略﹀︑

水兵は頭を下げて聞いてみた

︿略﹀︑商用デ四國ノ方へ旅行

︿略﹀︑にっこりと笑って立去

が︑︿略﹀︒

九佃7

﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

九佃6

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

九川3職孚なれた北風は︑此の聲の
︿略﹀︑一聲高く天に向ってい

意味をよく知ってみた︒
九川5
な＼いた︒

九川6 中尉の顔には満足らしいゑみ
が浮んだ︒

九悩4 明治二十七八年戦役の時であ

つた︒

九伽1

つた︒

九M6 ︿略﹀ 一水兵が︑女手の手紙

︿略﹀︑︿略﹀父ガ︑夜汽車デ

一月モカ・ルヤウナオ話ダツ
︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

オ鋸リニナツタノダラウト思ツテ聞

九二3

タノニ︑︿略﹀︒

九二2

蹄ツタトコロデアツタ︒

九㎜1

露ツタトコロデアツタ︒

︿略﹀︑︿略﹀父ガ︑夜汽車デ

シテヰタ父ガ︑︿略﹀︒

九㎜1

を黒みながら泣いてみた︒

ゐ
九網6 ふと通りか﹂つた某大尉が之
﹁ こ ら ︑ ど うした︒︿略﹀︒﹂

を見て︑︿略V︒

九脳8圏

九三8園 ﹁︿略V︒命が惜しくなった
﹁︿略﹀︒ ︿ 略 ﹀ ︑ 妻 子 が こ ひ

か︑︿略﹀︒︿略﹀︒﹂

九餌9園

﹁︿略﹀︒軍人となって︑い

しくなったか︒︿略﹀ ︒ ﹂

九脳9圏

︿略V︑ドウシテコンナニ早ク

イテミタ︒

九伽4

オ鋸リニナツタノダラウト思ツテ聞
イテミタ︒

﹁オトウサン︑御用ハモウ

トウヘウ

﹁ドウシテオ鋸リニナツタ

スンダノデスカ︒﹂

九伽5園
九伽8囹

ノデスカ︒﹂

天略﹀︑投票ノ爲二半ツテ
く略V︑オトウサンバ最初カ

來タノダ︒﹂

九伽10園
九梱5囹

ラチヤント其ノ人ニキメテヰタ︒

今日投票ノ爲二婦ツタノモ
出嚢ノ時カラノ豫定ナノダ︒

九梱6囹

︿略﹀︑カウシテワザく蹄
ツテ來タノダ︒

九二3園

道雄ハ此ノ時︑フト學校ノ級
長選墨ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九旧2

道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長
︿略﹀︑近々後任ノ選墨ヲスル

ガ轄校シタノデ︑︿略﹀︒

九二2
九伽4

道雄ハ︿略﹀︑︿略﹀中村君ヲ

コトニナツテヰルノデアツタ︒

九伽5

昔ヨーロッパにアレクサンド

選塞・シヨウト決心シタ〇

十77

︿略V︑當時世界に類のない大

ル大王といふ王があった︒

十79

國を建設した英雄である︒

其の大王が東方諸國の遠征に
或日王は︿略﹀︑タルススと

出かけた時の事である︒

十81
十84

いふ町に着いた︒

︿略V︒

十84

十85

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

︿略﹀︑町はつれを流れてみる

水は意外に冷たくて︑まるで

きれいな川にはいって水浴をした︒

此の水浴が髄にさはったもの

氷のやうであった︒

十86

十87

︿略﹀︑王は俄にはげしい熱病

か︑︿略V︒

︿略﹀︑一命をなげうっても王

にか＼つた︒

十88

十95

方法は或劇藥を用ひる外にな

かったので︑︿略﹀︒

を助けようと決心した︒
げき

十96

︿略﹀︑フィリップは眞心こめ

フィリップが藥を調合しに別

王はこ＼ろよく之を許した︒

て此の事を申し出た︒

十97

十98

十97

それにはく略V︑用心するや

︿略V︑王にあてた密書が届い

︿略﹀︑王にあてた密書が届い

室へ退いた後へ︑︿略﹀︒

十99

た︒

た︒

十910

十102

王は讃終って︑そっと手紙を

うにと書いてあった︒

十103

︿略﹀︑うやくしく藥のコッ

まくらの下へ入れた︒

十105

王は︿略﹀かの密書を取出し

プを王にさ＼げた︒

十107

て︑静かにフィリップに渡した︒

十1010 やがて讃終ったフィリップが︑

た一た
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︿略﹀︒

十112 ︿略V︑王は︿略﹀︑フィリッ
プを見下してみた︒

︿略﹀︑再び其の英姿を陣頭に

あらはす事が出來た ︒

十114

ぶしんの日であった︒

十116 十月二十五日は︑青年團の道

境内に集った︒

まん
十117 團員は︑午前七時八幡神社の

＋119︿略﹀︑それぐ仕事の持場に
︿ 略 ﹀ ︑ 再び境内に集った︒

向つた︒
十1110

︿略﹀休んでみる所へ︑︿略﹀

高橋さんが來られた︒

十123

︿略﹀︑大そうりっぱになり

十126園今通って見て來ましたが︑
︿略﹀︒

十126囹
ました︒

︿略﹀︑あなた方の半分ぐらみしか働

十165団

十164囲

宮本の伯父様の所に着いた
︿略﹀お話をして︑非常に
︿略﹀︑義雄君に案内しても
︿略﹀︑やはり馬のそばを通

かったが︑︿略﹀︒

るのが危険なやうな氣がしてならな

十173囲

らって見物に行きました︒

十168團

愉映でした︒

ゆ

のは昨夜七時でした︒

きませんでした︒
せき
︿略﹀︑とかく無責任な事ば

そんな風でしたから︑︿略﹀︒

かりしてゐました︒

十142圏

十142園

︿略﹀︑ぼんの道ぶしんなど

は︑何時も二日はか＼つたものでし

十143園

た︒

︿略﹀︑ぼんの道ぶしんなど

十1710囲私の行った時には︑︿略﹀︒

十144圏

は︑何時も二日はか＼つたものでし

︿略V︒

︿略﹀︑馬つなぎ場を見て廻

それを見ると︑︿略﹀と︑

せりの始つたのは十時頃で
せりの始つたのは十時頃で

十236團 ︿略﹀︑店の看板にも馬がか

成程︑此の邊は馬でもつて

いてあるのがよく目につきました︒

別封の糟葉書も懸りに買つ

みる虞だと思ひました︒

十237圃

十238團

其の一角にそびえてみる燈皇

たのです︒

十245

︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな

︿略V︑わびしく其の日を送つ

に︑年とった燈塁守が︑︿略﹀︒

十246

て居た︒

るものは︑氣だてのやさしい一人娘

十249

のグレース︑ダーリングであった︒

十251 一そうの船が︑︿略﹀︑此の島

船は二つにくだけて︑船尾の

に近い岩に乗上げた︒

︿略﹀︑聲を限りに救を求めた

岩の上に残った船膿には︑

方は見るく大波にさらはれてしま

十253

つた︒

十253

︿略﹀︒

︿略﹀︒

＋256夜がほのぐと明けた頃︑

十255 ︿略﹀︑何のかひもなかった︒

が︑︿略﹀︒

取引の成立つた馬は︑︿略﹀︒ 十254

二年の年月苦湿して育てて
く略V︑飼主たちがあんなに

︿略﹀︑荒れくるふ海上を見渡

︿略﹀︑ふとはるかの沖合に︑

かの難破船を見とめた︒

十258

したグレース親子は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の子馬共を買った 十257

︿略﹀︑︿略﹀と︑心からい

命を捨ててか＼ったら︑救

十266此のけなげな言葉は遂に父を

へないことはありますまい︒

く略V︑費ってみる菓子もお 十264囹
もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

十235囲

のりました︒

十232團

人たちも︑︿略﹀︒

十2210國

かはいがってみたのを見て︑︿略＞Q

十229団

來たものが︑︿略﹀︒

十218国

十216困

した︒

十205国

した︒

十205團

しみみ＼思ひました︒

十204囲

つたが︑︿略﹀︒

十183團

無く子馬がつないでありました︒

︿略﹀︑もう其所にすき間も

十181団

︿略﹀︑はじめて青年團の規

た︒

十147園
約を見た時は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑少し氣になったので

十149園︿略﹀︑少し氣になったので
した︒

十149園
した︒

しかし︑此の間夜學を参観

した時の皆さんの熱心な様子や︑

十1410園

︿略﹀︒

︿略﹀︑今日の働を見て︑大

朝鮮の青年も︑近頃はなか
高橋さんの熱心な話は︑︿略V︑
正員に強い感動をあたへた︒

十159

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀︒

十155圏

そう心強くなりました︒

誰かが力石をころがして來て︑ 十151園

十127園 よくこんなに早く出來まし
たね︒

十1210
︿略﹀席を作った︒

十132園 あなたもずみぶん大きくな
りましたね︒

私も︑︿略﹀︑よく道ぶしん

に出たものでした︒

十134園

一同はく略V︑夕日を

やがて暮近くなったので︑
︿略﹀︑

宮本の伯父様の所に着いた
のは昨夜七時でした︒

十163圃

浴びて臨途についた︒

十161

︿略V︒

十135團 私も︑︿略V︑よく道ぶしん 十159
に出たものでした︒

十138園 郷里の青年諸君がこんなに
まじめになって來たのは︑何よりう
れしい事です︒

十13！0圏 私どもの若い時分には︑
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動かした︒

に取りか＼つた︒

十267 二人は早速ボートを出す支度

いそ

此の地峡に造った運河が︑

店頭に飾られた︒

︿略﹀︒

十312
︿略﹀︑此の地峡を切通し︑

ることは到底出來ぬ事であった︒

︿略﹀︑太平・大西爾洋の水を通はせ

十268 やがてボートは岸をはなれた︒ 十318

と思へば︑︿略﹀︒

十269 打返す磯波にまき込まれたか
十319
︿略﹀︑湖を二つ造った︒

十277

つた︒

十365
十367
である︒

かうして前後三段に上った船
これは高い山地を切通したも

十3610

︿略﹀︑最新の學理を鷹黙した

米國が此の運河を造るに成功

からであった︒

十3610

したのは︑主として︑最新の學理を

めた︒

向ふの山の頂に日の光が赤々

いったが︑︿略﹀︒

十406 父は﹁力藏さん︑︿略﹀︒﹂と

十412

やがて父は︑鎌を手にして雑

とさして來た︒

壮吉︑お前はおとうさんの

兄は︿略﹀︑生木の枝で雑木

を束ねて見せた︒

十418

運んでくれ︒

かった雑木を︑かういふ風に束ねて

十416園

木のやぶへはいって行った︒

︿略V︑墓詣の從業者の健康を 十414

磨齢したからであった︒

十372

︿略﹀︑河水をせき止めた事な

はかった事や︑︿略﹀︒

十374

昔︑太平・大西爾洋の間を往

ど︑︿略﹀︒

十376

來する船は︑︿略﹀大廻りしなけれ
ばならなかった︒

元氣よくつるはしで掘返し始めた︒

しかしパナマ運河の開通以來 十4110 ︿略﹀︑父のかり取ったあとを
は︑︿略V世界の航路に大きな攣動

十379

十422 私は教へられた通り︑︿略﹀︒

し始めた︒

十421 ︿略﹀︑︿略﹀つるはしで掘返

かり取った雑木︑︿略﹀︒

十4210

十427 ︿略﹀︑精一ぽいに働いた︒

今日は私もついて行って見た︒

を生じたのである︒

十385

︿略﹀︑掘起した木の根や石こ

︿略V︑切倒した大木︑︿略﹀︒

言った︒

同時に猟銃の音が績けざまに

十438 父は﹁︿略﹀︒﹂と註しさうに

二獲聞えた︒

十431

から︑︿略﹀︑山鳥が一羽飛立つた︒
れふ

︿略﹀︑谷向ふのくさむらの中

十385

︿略﹀︑兄は︿略﹀︑かついで
來たつるはしを下へ置いた︒

十391

かり攣った︒﹂

十388園私は思はず︑﹁やあ︑すつ

ろ︑︿略﹀︒

十385

︿略﹀︑此虜を切通すのは非常 十384
︿略﹀︑︿略﹀島々は︑もと此

パナマ地峡に運河を造る事は︑

︿略﹀︑實地に大仕掛の工事を

地面が新しく開かれた︒

三唱1 ︿略﹀︑九時頃にはもう敷坪の

き

さ

う

ゑもん

︿略﹀けやきの大木も︑見事

の大木も︑︿略V︒

兄はく略V︑小枝などを拾ひ 十441 力藏さんのひいてみたけやき

來たつるはしを下へ置いた︒

︿略﹀︑實地に大仕掛の工事を 十391 ︿略﹀︑兄は︿略﹀︑かついで

十395

かまば

に根本から切倒された︒

父は︿略﹀︑鎌をとぎにか﹂ 十442

集めて來て︑たき火を始めた︒

︿略﹀︑成功を見るに至らなか

十3910
つた︒

やきの大木を︑大のこぎりでひき始

は︑︿略﹀︒

米國が此の運河を造るに成功 十403 力藏さんも︑︿略﹀︑︿略﹀け 十444 窯場から出て來た喜三右衛門
したのは︑︿略﹀︒

十369

︿略﹀︑遂に之を造り上げたの

行った事もあったが︑︿略V︒

十364

行った事もあったが︑︿略﹀︒

十364

書したところで︑︿略﹀︒

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十363

庭にそびえてみた山々である︒

十356

な難工事であったといふ事である︒

十352

ので︑︿略﹀︒

十351

は︑︿略﹀︒

十347

のであるから︑︿略﹀︒

つた仕組に出來てるるのである︒

そこで此の運河は︑非常に攣

十271 親子は死力を混くして漕ぎに
十321

高い土地の上に水をた＼へた

漕いだ︒

︿略﹀︑二人はボートをあやつ

十323

つた︒

船にたどり着いた︒

十279 からうじてボートはかの難破

生残つた船口貝は涙を流して士吾
＋2710

十279生残つた船員はく略V︒
んだ︒

皇に送り着いたのである︒

十283 ︿略﹀︑我が家へと向つた︒
十283 つかれ果てた人々も︑︿略﹀︒
十285かうしてボートは︿略﹀︑燈
十287 ︿略﹀︑波浪もをさまった︒
十288グレースの前極こめた看護に
よって︑ ︿略﹀︒

人々は︑ ︿略﹀︒

十289 ︿略﹀︑全く元三を回復した
＋2810︿略﹀︑名残を惜しんで此の島
を去った︒

︿略﹀︒

燈壷守の娘グレース︑ ダーリングの

十291今まで人にも知られなかった
名は︑

十292 ︿略﹀グレース︑ダーリング
の名は︑ 程 な く 國 の 内 外 に 傳 は つ た ︒
せう

十294 く略﹀︑其の肖像書は到る庭の

た一た
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十445

十445
︿略﹀︑つかれた膿を休めた︒

︿略V︑つかれた膿を休めた︒

十447 ︿略﹀︑す団なりになった實が
夕日を浴びて︑︿略﹀︒

うっとりと見とれて み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十449 喜三右衛門は饒りの美しさに
十455 ︿略﹀︑又窯場の方へとって返
した︒

十457 日頃から自然の色にあこがれ
︿略﹀彼は︑︿略﹀︑もう立つ

てるた彼は︑︿略﹀︒

十459

ても居ても居られなくなったのであ
る︒

色の焼付に熱中した︒

十4510 喜三右衛門は︑其の日から赤
十464 ︿略﹀彼の様子は︑實に見る
目もいたましい程であった︒

をかけ廻った︒

彼は氣がくるった様にそこら

朝日のさわやかな光が︑木立

喜三右衛門は︑

つ又一つと

功した喜三右衛門は︑︿略﹀︒

︿略﹀喜三右衛門は︑程なく

名を柿右衛門と改めた︒

十496

︿略﹀︑おとうさんは︑何時

期預金にした方がよいのだ︒

期預金にした方がよいのだ︒

十529囹 ︿略﹀︑まとまったお金は定

すね︒

寳玉をちりばめたやうなかは

柿右衛門は︿略﹀︑肥前の有 十539園 成程︑うまく出來たもので

十5010園

かも銀行へ行ってお金を預けて來る
だから︑少しでも饒つたお

とおっしゃいましたね︒

十518園

だから︑少しでも鯨つたお

金があったら必ず預金にして置くも
のだ︒

十518園

︿略V︑紅をさしたかと思はれ

るやさしいくちばし︑︿略﹀︒

十541

︿略V︑美しい羽毛に包まれた

圓い胸︑︿略V︒

十543

が出來なくなった場合でも︑︿略﹀︒

十545 ︿略﹀︑他の方法では全く通信

鳩を通信に使ったのは︑饒程

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

十548

行はれたが︑︿略﹀︒

十549 ︿略﹀︑殊に一時は非常に盛に

十551 ︿略﹀︑自然輕んぜられるやう

ゐ
︿略﹀︑︿略﹀通信者の働の偉

になった︒

十553

︿略V︑登山者が路に迷って危

大な事が讃明せられたので︑︿略﹀︒

十581

︿略V︑全く方法の蓋きた場合

険⁝におちいった時︑︿略V︒

十592︿略V︑矢のやうに目的地へ向

などには︑︿略﹀︒

﹁預けたお金は何時でも返 十587

金があったら必ず預金にして置くも
のだ︒

十5110園

してもらへますか︒﹂

お＼︑降ったはく︒

お㌦︑降ったはく︒

たら︑さぞ面白い事であらうが︒

十607圏世に榮えてみる人がながめ

十606圏

つて飛んで行くのを見たならば︑

︿略﹀︑定期の方は︑預けた

︿略﹀︑まとまったお金は定

十606圏

日から半年とか⁝年とかきまった期
︿略﹀︑預けた日から半年と

︿略﹀︒

十529園

︿略﹀︒

か一年とかきまった期限が來ないと

十524圏

限が來ないとく略﹀︒

十523園

い＼目︑︿略﹀︒

︿略﹀︑世に柿右衛門風といは 十541

﹁おとうさん︑今度役場の

隣にりつぽな建物が出來ましたね︒

十506園

れる精巧な陶器を製作するに至った︒

十4910

田にみた陶工である︒

︿略V︑何でもひっつかんで行十498

をかけ廻った︒

十478
十4710

喜三右衛門は︑血走った目を

つては窯の中へ投込んだ︒

十481
︿略﹀︑しばらく火の色を見つ

見張って︑︿略﹀︒

十482

めてみたが︑やがて﹁よし︒﹂と叫

只略﹀︒今までは横町の小

あれは何ですか︒﹂

さい家だつたが︑︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑やがて﹁よし︒﹂と叫 十507園

んで火を止めた︒

十483

十491

︿略﹀︑不意に﹁これだ︒﹂と

窯から皿を出してみたが︑︿略V︒
十492

﹁出來たく︒﹂

大聲をあげた︒

十493圏

皿をさ＼げた喜三右衛門は︑
皿をさ㌧げた喜三右衛門は︑

かうして柿の色を出す事に成

ばなのを建てたのだ︒

︿略﹀︑もどかしさうに夜の明 十508圏 ︿略﹀︑今度はあ＼いふりつ

んで火を止めた︒

十485

胸ををどらせながら窯のまは

けるのを待ってるた︒

十487

りをぐるく廻った︒
彼はふるへる足をふみしめて

十488 いよく夜が明けた︒

十4810

窯をあけにか＼つた︒

十465 困難はそればかりで無かった︒ 十489
やうになった︒

十469 ︿略﹀︑其の日の暮しにも困る

︿略﹀︑氣 ち が ひ と 罵 っ た が ︑

無くなった︒

十4610 ︿略V︑今は手助する人さへも をもれて窯場にさし込んだ︒
十472

少しもとんちゃくしない︒
十474 ︿略﹀︑唯夕日を浴びた柿の色
であった︒

十495

こをどりして士吾んだ︒

十494

こをどりして喜んだ︒

十494

十474 彼の頭の中にあるものは︑唯 十493圏 ﹁出來たく︒﹂
夕日を浴びた柿の色であった︒
十475 かうして五六年はたった︒

十476 或日の夕方︑喜三右衛門はあ
わたゴしく窯場から走り出た︒

十478 彼は氣がくるった様にそこら

855
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十6010圏 ﹁此の大雪に︑どうして出
かけたのか︒﹂

十646園 ﹁お連れ申しはしたが︑差
上げる物はあらうか ︒ ﹂

︿略﹀︑今では龍山も京城の
︿略﹀︑毎日何庭へか出かけ

︿略﹀︑案内の事務員と一所に

︿略V︑何時の間にか︑地下九

ポンプ室を出てから小道へは

いりました︒

事務員は平氣で︑﹁︿略﹀︒﹂と

其のうちに馬屋の前に出まし

へ輸出することもなかなか多い︒

十876 ︿略﹀︑國内で出來た物を外面

十916 ︿略﹀︑太郎は善言生米生卵︒

と︑早口にすらく言へるやうにな

つた︒

あった︒

十931 ︿略﹀︑學校から蹄る時の事で

︿略﹀︑良一はすぐ賛成した︒

十936 太郎は前から父に︑﹁︿略﹀︒﹂

川にかけ渡した一本橋がある︒

十934 ︿略﹀︑途中にはかなり深い小

︿略﹀︑いよいよ石炭を掘って 十932

蹄途︑事務員は次のやうな事

と固く禁ぜられてるたのであるが︑

︿略﹀︒

すると橋はまん中から折れて︑

さいはひ附近の田で働いてゐ

十942圏

かねてあぶないといって置

お前はどうしたのだ︒

いた︑あの橋をく略V︒

十943園

うになって家に蹄つた︒

十9310 ︿略﹀︑何れもぬれねずみのや

た村の人々に助けられ︑︿略﹀︒

十939

三人は水中におちいった︒

十938

わりかねて︑一所に渡り出した︒

︿略﹀︑煙をあげて燃出しま 十937 ︿略﹀︑友だちのす㌧めをこと

︿略﹀︑あたりは同じ軽重な
︿略﹀︑附近の村家では之を

坑外に出ると︑急に夜が明け
︿略﹀︑︿略﹀坑夫の仕事を︑

は無いか︒

︿略V︑更に生きかへったやう 十943園︿略﹀︑あの橋を渡ったので

第を有りのま＼に話した︒

十946 ︿略﹀︑太郎はやっと今日の次

太郎はだまってみた︒

十944 父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑

太郎はだまってみた︒

︿略V︑更に生きかへったやう 十944 父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑

機械類は︑近年我が國でも盛
︿略﹀︑やはり外國の品を買つ

た方が得な場合が少くない︒

十873

坑道を少し行って︑ポンプ室 に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十872

な氣持がしました︒

十859

な氣持がしました︒

十859

たふといものに思ひました︒

十858

たやうで︑︿略﹀︒

十855

した︒

とって薪の代りに使ふやうになりま

十853園

岩ばかりでした︒

十851園

した︒

十8410園

とりに來た百姓が︑︿略﹀︒

十848園或日︑此の附近の山へ薪を

を話してくれました︒

十846

みる虜へ噛ました︒

十8210

た︒

十825

言って笑ひました︒

十824

みが一匹飛出しました︒

く略V津々にかういふ門が 十821 ︿略﹀︑不意に足もとからねず

た﹂んだ高い城壁で團まれ︑︿略﹀︒

十741国
あって︑出入口になってみたのださ
うです︒

僕はもう南山へ何度も上り
市街の周園を取並んだ山々

すみきった空氣の中に
かんかう

龍山はもと漢江にのぞんだ
龍山はもと漢江にのぞんだ

小さな町であったが︑︿略﹀︒
かんかう

た︒

十7810国

かう
此の間︑九州三池の或炭坑を

から︑︿略V︒

︿略﹀︑大分長くなりました

たくてたまらないだらうと思ひまし

十779團

中に編入されたのださうです︒

十771国

小さな町であったが︑︿略V︒

十769圏

十768国

︿略﹀︒

十764團

は地はだが白く︑︿略﹀︒

十757團

ましたが︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ あ や に く 薪 も 書 き て 十755圏

りした京城神社があり︑︿略﹀︒

十659園 だんく寒くなって湿たが︑ 十753囲 此庭には天照大神をおまつ
︿略﹀︒

しまった︒

十6510園

十667園 ︿略﹀︑いろく集めた事も
あ り ま し た が ︑ ︿ 略V︒

十668囹 ︿略﹀︑いろく集めた事も
ありましたが︑︿略﹀︒

十669園︿略﹀︑大てい人にやってし
まひました︒

︿略﹀︑大切に残して置いたのでござ

十671園 しかし此の三本だけは︑
いますが︑︿略﹀︒

を借りた旅僧であるぞ︒

十716園 これは何時そやの大雪に宿
︿略﹀︑汐先かけて参ったは

感心の至り︒

十717囹

十718園 さて一族どもに奪はれた佐
野三十二郷は︑︿略﹀︒

十818

の前に出ました︒

十8010

百尺の坑底に着きました︒

十804

昇降器に乗りました︒

しよう

十799

見物しました︒

十7110園 又寒夜に二業の鉢の木を切 十797
つ て た い た 志 は ︑ ︿略﹀︒

十725園 今度の勢そろへに集った諸
侍の中に︑︿略﹀︒

十731團 しばらく御無沙汰致しまし
た︒

十733困 何時か御約束した通り︑
︿略﹀︒

十739国 京城の市街は︑もと石で

た一た
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十948園

﹁ な ぜ 其の時﹃︿略V︒﹄と︑

きっぱりことわらな か っ た の か ︒ ﹂

十949園 ﹁僕は再三ことわったので
す︒︿略﹀︒﹂

や

︿略﹀︒

し

椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

ムの木などは名を聞いてみたが︑

十梱2

︿略﹀︒

外はさっきよりも一そう風が
昨夜の風雨は名残なくをさま

つたが︑︿略﹀︒

十櫃5

強くなったのか︑︿略﹀︒

十価8

とお笑ひになったつ

十鵬7兄さんも足を止めて︑又略V︒﹂

て下さった︒

十9410園 すると︑しまひに皆が僕の 十悩7 にいさんは﹁︿略﹀︒﹂と教へ
事を諸鐙だといって笑ひました︒

十951圏 僕は残念でたまらなくなつ
︿略﹀︑︿略﹀と︑自分から

たので︑︿略﹀︒

十952圓
先に立って渡ったのです︒

十959園 それから又︑書間私が聞い
た時︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︑さう言へなかった

い︒﹄といはなかっ た の だ ︒

ひとしく目

甲板に立ってるた船長を始め
︿略﹀乗組口口は︑

砲手の落ちついた力のこもつ
砲手の落ちついた力のこもつ

十柵5

砲手は︿略﹀︑其の引金に手

︿略V︑船ははや方向を高じた︒

十桝2

右に左に鯨を追ひつつ四五十
︿略V︑破裂矢をしかけたもり
︿略V︑すさまじい波を起して︑

一同は歓呼の聲をあげた︒

鯨は海底深く沈んだ︒

十網10

を打つ︒

十佃8

メートルまで近づいた時︑︿略﹀︒

十柵7

をかけた︒

十稲6

た號令に︑︿略﹀︒

十備4

た號令に︑︿略﹀︒

十備4

を其の方向に向けた︒

十瑠2

十人許の乗組員は︑︿略﹀︒

十型1

北の方を指さした︒

十9510囲 く略V︑なぜすなほに﹃は 十 10 マストの上の見張人が︿略﹀︑
十961園
のです︒﹂

十964 太郎はつく匹＼と自分の悪か
︿略﹀︑﹁はい︒﹂と﹁い＼え︒﹂

つ た 事 を 後 悔 す る と共に︑︿略﹀︒
十966

の言ひにくいわけをさとることが出
來た︒

︿略﹀︑全く別の世界に來たや

先に立つたにいさんが︑

うな心持がする︒

十鵬9

言置3

﹁︿略﹀︒﹂と︑いろく説明して下さ
る︒

十棚6圏 熱帯地方から持って來たの
︿略﹀︑た れ 下 っ た 董 に ︑ 幾 つ

だから︑︿略﹀︒

十価10

も咲いてみる薄紅色の花である︒

十佃6 成程︑緑色の絹綜で作ったの
かと思はれるやうな葉もあれば︑

十桝塗

︿略﹀︑破裂矢が見事に破裂し

つな
もりにつけた長い綱はぐんぐ

たのであらう︒

十脳5
つな

︿略﹀綱は︿略﹀︑三百メート

ん引張られて︑︿略﹀︒

十榊7

やがて鯨は再びはるか彼方に

ル許もくり出された︒

十餌8

今まで勢よく引出されてみた

浮上つた︒

十M9

今まで勢よく引出されてみた

綱もや＼ゆるんで來た︒

十桝9

綱もや㌧ゆるんで來た︒

︿略V︑さすがの鯨も次第に弱

ふ

汽車で二日市騨に着いたのは

其の時︑二番もりが打出され

つて︑︿略V引寄せられた︒

十価9
十価10
た︒

十号8

だざい

︿略﹀︑騨前で太宰府行の情趣

午前の八時︑︿略﹀︒

十稲9

︿略﹀︑霜の眞白に置いた田の

鐵道に乗った︒
十備10

十五分許で汽車は太宰府町に

中を走る︒

十七2

︿略﹀︑沿道の家は大てい天満

着いた︒

十撫7

間もなく神社の愛い境内には

宮にちなんだ物を士買ってみる︒

十摺9

何百年も纒たであらうと思は

いった︒
くす

十柵9

くわん

此の神社は菅公の御墓所に

れる樟の大木が︿略﹀︒

十冊5

建てたものだと聞いて︑︿略V︒

社殿の後に廻ると︑其庭は

十冊6 ︿略﹀︑一層感を深くした︒

十佃7

︿略V︑不意にかん高い鳥の聲

受込とした梅林で︑︿略﹀︒

十把2

︿略V︑それは園内に飼ってあ

が聞えた︒

十佃3

低いじめくした松林の中に

︿略﹀︑榎寺といふ庭に立寄

えのきでら

蹄りは二日市まで歩くことに

る鶴の聲であった︒

十佃4

した︒

十佃9

つた︒

十欄10

公は︿略﹀︑三年の歳月を送

小さな社がある︒

十伽2

宮中の御宴の事を思ひ出して

られたさうである︒
ぎょえん

十㎜4

榎寺を出て二日市の停車場へ

詩を作られたのも舟筏であらう︒

十伽6

停車場に着いた時は午後の六

急いだ︒

十㎜9

停車場に着いた時は午後の六

時を過ぎてみた︒

外國の或商會で︑新聞紙に店

時を過ぎてみた︒

十㎜10

十捌3

申し込んで來た者は五十人許

員入用の無告を出した︒

せうかい
︿略V︑中には知名の人の紹介

もあって︑︿略﹀︒

十梱3

十捌4

︿略V︑りつばな學歴のある者

状を持って來た者や︑︿略﹀︒

もあったのに︑︿略﹀︒

十梱5

十悩6 ︿略﹀︑或一人の青年をやとひ
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入れた︒

十梱8 後日︑人が主人に向って︑ど
ういふお見込で︑あの青年をお用ひ
になったのかと尋ねた︒

十梱8 後日︑人が主人に向って︑
︿略﹀と尋ねた︒

︿略﹀︑はいると欝かに戸を

ゐました︒

十旧9園外の者は着物だけは美しか
つたが︑︿略﹀︒

二言10囹︿略﹀︑爪の先は眞黒になつ
︿略﹀︑あの青年をやとふこ

てるる者が多うございました︒
十桝3囹

︿略﹀︑夜の空に銀の砂をま

主人は答へて︑﹁︿略﹀︒﹂とい

とにしたのです︒
十二5
つた︒

しめました︒

十槻1園

十一35

︿略﹀︑お取込があったため︑

︿略﹀︑お取込があったため︑

つたのが︑︿略﹀︒

十一148
︿略﹀︒

十一149

私が來たので︑すぐしまは

今まで延びてみたのださうです︒

十一149

︿略﹀︑成績物を一枚も無く

︿略﹀お手傳をしましたが︑

うとなさるのを︿略﹀︒

十一1410
︿略﹀︒

十一152

なさずにそろへていらっしゃるのに

いことは︑それでよく分りました︒

驚きました︒

︿略﹀︑其の始末のよいのに

成績物は一つ一つ自分の
力のこもったもので︑︿略﹀︒

十一156園

感心してしまひました︒

十一155

いたやうに見える小さな星の一つと

長崎を出た汽船は︑︿略﹀︒

アスファルトや石を敷いた
今日は︑のぶ子さんのうち
十一143

︿略﹀︑古いたんすや戸棚な

通された部屋には︑︿略﹀︒

︿略﹀︑絡べてがきちんとし

のぶ子さんはちやうど︑五

をまとめたくなりましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑私のは置場所をきめ
ておかなかったので︑︿略﹀︒

十一158

なくなってしまひました︒

十一159︿略﹀︑私のはく略﹀︑大方
︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚

とん

﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒

を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

十一163
ました︒
十一164

こんなによく整頓してゐ

ともとの場所へお入れになるのださ

うです︒

︿略V︑おかあさんが皇所の

のぶ子さんはすぐたんすの

方から︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

十一175

た︒

小引出から取出して︑持っていらっ

十一177

しゃいました︒

なりました︒

＋一182︿略﹀︑つくぐ穿つかしく

と勢力は大きなものであった︒

十一183園 ︿略﹀︑むだに費した時間

と勢力は大きなものであった︒

十一184園 ︿略﹀︑むだに費した時間

天略﹀︒整頓といふのは

く略V︑むだをなくすことだ︒﹂と思

十一186

ひました︒

返さない人がある︒

十一191例へば︑借りた金を︑︿略﹀︑

十一193 ︿略﹀︑裁判所は爾者の言分

︿略﹀︑訴へた方を原告︑

を聴いた上で︑︿略﹀︒

十一196

︿略﹀といふ︒

又他人の物を盗んだといふ

十一196 ︿略﹀︑訴へた方を原告︑訴
ひ
へられた方を被告といふ︒

又他人の物を盗んだといふ

やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒

十一198

十一198

十一213

此の場合には訴へられた者

又地方裁判所で行はれた最

が被告で︑︿略﹀︒

十一206

︿略﹀︑本棚に並んでみる雑 やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒

る中で勉強したら︑︿略﹀︒

十一167園
十一1610

︿略﹀︑取出したら後できつ

誌の間へそれぐお入れになりまし
十﹇1610

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

三月の末になさるはずであ

た︒

十一148

とちていらっしやる所でした︒

十一147

てるました︒

十一145

どが並べてありましたが︑︿略V︒

十一144

へ始めて遊びに行きました︒

十一142

道が縦横に通じ︑︿略﹀︒

十一96

るので︑︿略﹀︒

俗の違った幾多の人種が入交ってゐ

十一93 租界には︿略﹀︑言語・風 十一158 ︿略﹀︑私も急に一年からの

十一84

ても︑︿略﹀︒

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

十﹇42 今かりに一時間五十里の速

同じものだといふ︒

十慨3園 きれいずきで︑つ＼しみ深
十槻4園 談話の最中に一人の老人が
はいって來ましたが ︑ ︿ 略 V ︒
い す
︿略﹀︑椅 子 を ゆ づ り ま し た ︒

十項5圏

十擢6三人に親切なことはこれでも
知れると思ひました︒
ぎ
︿略﹀︑ 禮 儀 を わ き ま へ て ゐ

ることも︑それですっかり分りまし

十槻10園

た︒

床の上に投げて置きました︒

十旧2園 私はわざと一さつの書物を

十榴3園外の者は少しも氣がつかな
いらしかったが︑︿ 略 V ︒

︿略﹀︑あの青年は︿略﹀書

物を取上げて︑テーブルの上に置き

十悌4囹
ました︒

十榴5囹 それで注意深い男だといふ
ことを知りました︒

十旧6園 着物は粗末ながら︑さっぱ
は
︿略﹀︑歯もよくみがいてる
︿略﹀︑爪はみじかく切って

り し た も の を 着 て ︑︿略﹀︒

十協7園
ました︒

十指8囹

た一た
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初 の 裁 判 に 不 服 な 者は︑︿略﹀︒

十﹁226 若し裁判が無いとしたら︑
︿略﹀︒

ぬとしたら︑︿略﹀︒

十﹇229 若し又裁判が公平に行はれ
十一357圏 ﹁あそこは﹈昨年植付を
︿略﹀︑四五尺にのびた杉の

した地藏山だ︒﹂

十一359

若木が勢よく立並んでみるのが︑目
に見えるやうな氣がする︒

十一361圏

︿略﹀︑明日の用意に出して

﹁︿略 ﹀ ま だ 寒 か っ た ︒ ﹂

はまだ寒かった︒﹂

十一361園 ﹁あそこの植付をした時

十一363
おいた植林地の書付を開いて見る︒

十一364 地圖の中の薄緑に染めてあ
る の が 一 昨 年 植 付 けた庭︑︿略﹀︒

あの時︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 僕 が 聞

の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は
せたことがある︒

それから始めて聞いて面白

いと思ったのは︑︿略﹀︒

十一398

僕がお手思して植ゑたあの

︿略﹀︑今度はバケツを持つ

栽培は頗る盛になった︒
十一532

てコップにたまった液を集めて歩く
のである︒

集めた液は之を工場に持つ

りヒつ

かうして出來たゴムは︑各
近古床の敷物や︑道路にも

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十一543

國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

生きた枝でも枯れた枝でも︑ 十一537

て行き︑︿略V︒

十﹇399 生きた枝でも枯れた枝でも︑ 十一532
︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一399

十一402
杉や檜は︑︿略﹀︒

︿略﹀ゴムの大部分は︑此
此の種のゴムが︑昔主とし

︿略﹀︑パラゴムの名が生じ
︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

︿略V︑英野人はマレイ半島

十︸555

熱帯の暑さにたへかねてゐ

手にぬかれて︑︿略﹀︒

これまでにこくしてなが

十一556 ︿略﹀︑一二間も後れてしま

つた︒

十一557

︿略﹀老砲手は︑︿略﹀︑甲

めてみた老砲手は︑︿略﹀︒

十﹇559

ちやうど其の時︑︿略﹀船

板からしきりに働ました︒

十一561

其のうちに二人はふかの來

救ひのボートは下された︒

長のけた㌦ましい叫び聲が聞えた︒

十一568

ものすごい程青白くかはつ

るのに氣がついた︒

十﹁5610

十一576

︿略V老砲手の顔には︑決

た老砲手の顔には︑︿略﹀︒

とたんに︑ずどんと︼嚢す

︿略﹀︑手で顔をおほって大

立ちこめた砲煙の薄れゆく

喜の聲はどっと起つた︒

造った町であるから︑︿略﹀︒

十一5910 ︿略﹀︑思ふま＼に設計して

十一588

大きなふかの死艦であった︒

十一587 ︿略V︑先つ目に入ったのは︑

︿略﹀︒

十一586 ︿略﹀︑先つ目に入ったのは︑

につれて︑︿略﹀︒

十一586

砲の上につつ伏した︒

十一585

さまじい大砲の音がとゴろき渡った︒

十一583

叫んだ︒

十一582 ﹁あっ︒﹂と︑思はず人々が

十﹇579 ︿略﹀︑ねらひを定めた︒

心の色が浮んだ︒

︿略﹀は︑船長から泳を許 十一577
︿略﹀︑我先にと海に飛込ん

船には船長と老砲手だけが

船員等は︑如何にも傘持よ
︿略V︑中にもうれしさうに
︿略﹀︑中にもうれしさうに

二人は︿略﹀︑沖のうきを
初は半間以上も相手をぬい
︿略﹀︑どうしたのか急に相

てるたが︑︿略﹀︒

十一555

目當に泳ぎくらをしてみた︒

十︸554

年であった︒

見えたのは︑十三四になる二人の少

十一553

見えたのは︑︿略﹀︒

十︸552

ささうに泳ぎ廻ってみたが︑︿略﹀︒

十一551

残ってみた︒

十一5410

だ︒

十﹁549

されたので︑︿略﹀︒

十⁝549

た船員等は︑︿略﹀︒

十一548

うの船がとまってみた時の話である︒

︿略﹀あの杉や檜は︑何時 十一546 昔︑アフリカの或港に一そ
今年伐るはずのは︑おとう

になったら伐るのだらう︒

十一402
十﹁407

︿略V︑敷へてみるとゴムで

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑
︿略﹀︒

十﹇495

えき
ゴムは︑︿略﹀液を原料と

造ったものは實に多い︒

十一509

増したために︑︿略﹀︒

十一507

たわけである︒

十一504

たので︑︿略﹀︒

て南米ブラジルのパラ州から産出し

十一504

の木から取ったものである︒

十一502

して︑製造したものである︒

十一369 一昨年植付けた時の言書だ︒ 十﹁499
十一372

︿略﹀︑おとうさんが

いたら︑︿略﹀︒

十一378
﹁︿略﹀︒﹂といって笑ってをられた︒

補植をするのは︑︿略﹀︒

十一379 植付けた苗木の枯れた慮へ

︿略﹀︑今まで爾方の枝と枝

︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

早早をするのは︑︿略﹀︒

十一379 植付けた苗木の枯れた虜へ
十一384
は︑︿略﹀︒

の領地にパラゴムの木を移植するに

十一389

と組合ってみたのが急に間がすいて

︿略﹀︑南洋におけるゴムの

至った︒

十﹁511

く略V︒

十一394 いっかもにいさんが︑﹁杉
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十一615 汽車は︿略﹀︑やがてトン
ネルにはいる︒︿略﹀再び光明の世
︿略﹀︑突如として眼前に展

界に出た時︑︿略﹀︒

十一615
訳 せ ら れ た 風 景 は ︑︿略﹀︒

のであるが︑︿略＞Q

︿略﹀︑マッチの使用が廣ま

マッチは今から約百年前に

るにつれてすたって來た︒

十一6610

十一67一
獲明されたものである︒

十一672火の熱は︑初め主として食
物を調理するのに用ひたもののやう

︿略﹀︑眼下には廣々とした

であるが︑︿略V︒

十一618
十勝の大平野がはるばると高いて︑

︿略﹀︑火の用途もだんく

十一695

︿略﹀燈がだんく暗くな
末席に坐ってみた僧は︑そ

り︑今にも消えさうになった︒

十一695

うっかり口をきいてしまつ

れが氣になってしかたがない︒

た︒

十一696

隣に坐ってみた僧が之を聞
第二座の僧は︑二人とも規

いて︑﹁︿略﹀︒﹂

十一698
十一6910

則を破ったのが不快でたまらない︒

十一709

︿略﹀︑一心に勉強してみた︒

たので︑︿略﹀

燈火としては︑初め松の木 十一703 三人置も物を言ってしまつ

たが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今はガス燈や電燈が

十一714園

も

まぶち

︿略﹀賀茂眞淵先生が︑

か

︿略﹀︑さつき御出かけの

先程御見えになりました︒
十一7110圏

途中︿略﹀︑御立寄り下さいました︒

後を追って御いでになつ
たら︑大てい追ひつけませう︒

十一724囹

さうして新上屋の主人に︑

もらひたいとく略﹀︒

十一734

︿略﹀と頼んでおいた︒

の一室に訪ふことが出來たのは︑

十一737 ︿略﹀︑宣長が眞淵を新上屋

︿略﹀︒

の一室に訪ふことが出來たのは︑そ

十一739 ︿略﹀︑宣長が眞淵を新上屋

二人はほの暗い行燈のもと

れから主日の後であった︒
あんどん

十一739

で封坐した︒

老大家︒

十一741眞淵は︿略﹀︑天下に聞えた

尋常でないことをさとって︑非常に

それはよいところに氣が

たのもしく思った︒

つきました︒

十一7410囹

じよ
そこで先づ順序として萬

︿略﹀︑古事記に手を延ば

すことが出來なくなりました︒

十一757園

葉集の研究を始めたところが︑︿略﹀︒

十一755園

しょうとしたが︑︿略﹀︒

かくして人は︑暗黒の世界 十一721囹 それは惜しいことをした︒ 十一752園私も︿略﹀︑古事記を研究
びかれて來たのである︒

からだんく光明の世界へと︑みち

十﹇683

到る虜にかゴやき渡る時代となった︒

十一682

たが︑︿略﹀︒

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十一6710

燈火としては︑初め松の木 十一712園 どうも残念なことでした︒ 十一746 ︿略﹀︑眞淵は宣長の學識の

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十一679

空くなって來た︒

十一674

︿略﹀︒

十一628 明治十六年こ＼に十三戸の
農家が移住して來たのがく略V︒

︿略﹀︑唯僅かに︿略﹀アイ

十一629 ︿略﹀此の町の始りであっ
た︒

十一631

ヌの丸木舟の便をかりるに過ぎなか
つた︒

十一632 それが今は︿略﹀りっぱな
町となったのである︒

︿略﹀︑密生した樹木の枝と

得たであらうか︒

十一661 一膿人は最初どうして火を
十一662
枝 が す れ あ っ て ︿ 略﹀︒

宣長は︑大急ぎで眞淵の様
子を聞きとって︑後を追ったが︑

︿略﹀︑火の熱と光とをあら 十一728

︿略﹀︒

十﹁663 ︿略V︑密生した樹木の枝と 十一686

ゆる方面に利用することを考へて來

小僧一人だけ自由に室内に

たが︑︿略﹀︒

十一7210
つた︒

︿略﹀︑萬一御蹄りに又泊ら

れることがあったら︑すぐ知らせて

十一732

どつて來た︒

十一731宣長は︿略﹀︑すごくとも

︿略﹀︑やはり追ひつけなか

老學者の言に深く感激した

十一766︿略﹀我が家へ向つた︒

を︿略﹀︒

十一765 ︿略﹀︑ひっそりした心すぢ

宣長は︑︿略﹀︒

十一764

ことが出來ませう︒

十一7210次の宿のさきまで行ってみ 十一758園 ︿略﹀︑しっかり努力なさ
ったら︑きっと此の研究を大成する

た︒

しかし火の利用法は︑決し

枝がすれあって起つたりした自然の

るまい︒

十一692
始めた︒

た︒

出入させて︑いろくの用を足させ

十一693

︿略﹀︑七日間の無言の行を

てこれで完成したといふわけではあ

十一687

火から︑︿略﹀︒

十一663 ︿略﹀自然の火から︑火種
を取ったものであらう︒

十一666 ︿略﹀火を得る法をさとる
やうになった︒

やうになった︒

十一668 ︿略﹀火を出す法を考へる

廣く又極めて長い遡行はれてるたも

十一669此の方法は各國民の間に︑

た一た
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十一768

︿略﹀︑師弟の關係は日一日
︿略﹀︑面會の機首は松坂の

と 親 密 の 度 を 加 へ たが︑︿略﹀︒

十一769

一夜以後とうく直なかった︒
十一771 宣長は︿略﹀︑遂に古事記
︿略﹀︑又之を考案した昔の

の研究を大成した︒

が二三人列から離れて船に上った︒
その中︑︿略﹀二三人列から

︿略﹀︑一所に船に上らうか

離れて船に上った︒

十一859

十一8510
と思ったが︑︿略V︒
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら働

﹁あ＼︑五海里の海上を

とうく大島についた︒

まして進んで行った︒

十一862

十一873囹

十一872

十一784

人々に封して別段感謝の念を起すこ

十一876

すると弟が︿略﹀︑日送を

父は暦を持って來て︑

僕はこれまで暦といふと︑

︿略﹀︑此の話を聞いて珍し

僕は︿略﹀を思ひ出して︑

其の事を父に尋ねた︒

日本では

一家はインディアナ

︿略V︑父は自分で木を切出

家が出前てから次に土地を
リンカーンは其の頃からも

みた︒

かういふ有様であったから︑

︿略﹀︑リンカーンは十歳頃

︿略﹀︑父に出して是非學校

︿略V︑父は學校へ行って時

︿略﹀︑なかく許してくれ

ところが母のとりなしで終

伍叫日毎日︸兀氣よく通．

書芸は四哩齢りも離れてゐ

︿略﹀︑

鉛筆・や紙も自由には買へな

︿略﹀︑家で算術の練習をす

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

十一979

かったから︑︿略﹀︒

十一978

學した︒

十︸併6

たが︑︿略﹀︒

十一972

通りでなかった︒

十一971 ︿略﹀︑リンカーンの喜は︸

︿略﹀︒

に學校に入ることが出來たので︑

十一9610

なかった︒

十一969

がよいといって︑︿略﹀︒

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十一968

も︑︿略﹀︒

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一967

てるた︒

十一964 ︿略﹀︑僅かに心をなぐさめ

なかった︒

までは本を讃むことなどは殆ど出來

十一963

︿略﹀︒

く略V︑ 十﹁961

最後に父は﹁︿略﹀︒﹂と言
︿略﹀リンカーンは︑︿略﹀︑

︿略﹀︑

もしか食はれないこともあった︒

︿略﹀︑日本では明治五年 十一961 ︿略﹀︑時には生のじゃがい
く略V︑

まで太陰暦を用ひてみたが︑︿略﹀︒

十一924圏
十一924圏

其の翌年から太陽暦を用ひた︒

それから太陰暦を奮暦︑

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一925園

﹁どうして太陽暦を用ひ

るやうになったのですか︒﹂

十一926園

太陽暦は春分から春分ま
でを一回百年といって︑それを本と

十一929囹

ところが太陰暦は月のみ

してこしらへたものだ︒

た︒

十一958

︿略Vかひがひしく働いて 十一9710 大事なことは拾ひ集めた木

う父の手助をしなければならなかつ

十一956

開きにか＼つた︒

十一955

のであった︒

弟はそれを見てしばらく考 十﹁954 ︿略﹀︑戸も窓も床もないも

して小さな家を造った︒

十一952

州に移ったが︑︿略V︒

十︸9410

に生れた︒

ケンタッキー州の片田舎の貧しい家

十一949

葉をそへた︒

十一945

こしらへたもので︑︿略﹀︒

ちたりかけたりする攣化を本として

﹁大層天氣がおだやかに 十一933圏

︿略V︑僕も思はず﹁萬歳︒﹂

僕も泳ぎきることが出來たのだ︒﹂

ともない︒

︿略﹀︑人間は實に種々様々

と叫んだ︒

なものを使用してみたのである︒

十一787

十︻789石・貝・︿ 略 ﹀ な ど が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

十一8710園
なったね︒︿略﹀︒﹂

それぐ貨幣の役目をしたこともあ
つた︒

をしたこともあった ︒

＋一789︿略﹀︑それぐ貨幣の役目 十﹇881圏 ﹁︿略﹀︒二百十日もこれ
で無事にすんだ︒﹂

十一921

く感じた︒

十一905

ばかり考へてるたので︑︿略V︒

︿略Vといふやうな事を見るものと

十一905

へてみたが︑︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂

十一8810

﹁︿略﹀︒﹂かういって弟の手に渡した︒

十一889

た日敷だ︒

十一888囹これは一月一日から数へ

敷へてみようとした︒

十﹇885

と︑團扇を使ひながら言った︒

十一794 ︿略V︑遂に今のやうな貨幣 十一882父は空をながめて︑﹁︿略﹀︒﹂
を造ったのであるQ

十一794 かうして出來た貨幣は極め
︿略﹀︑更に貨幣の代りにな

て 使 用 に 便 利 で は あるが︑︿略﹀︒

十一796
る紙幣といふ物を案出した︒

十一餌8 波も追々大きくなった︒

十︻852竹島を越したと思ふと︑
︿略V︒

た︒

十一853 ︿略﹀︑急に水が冷たくなつ
十一855 く略﹀︑もとの水の温度にか
へった︒

十一856手足が大分くたびれて來た︒
十一857腹もすいた︒
十一857その中︑先に進んでみた者

861

た一た

片などに書留めて忘れないやうにt
ておく︒

︿略﹀︑成績は何時も優等で

十一981 かういふ心掛であったから︑
︿略﹀︒

十一982
あった︒

十一983 しかしせっかく始めた學校
通ひも︑︿略﹀︒

十一984 ︿略﹀學校通ひも︑家事の
ために僅か一年足らずで止めねばな
らなくなった︒

たり︑人にやとはれたりすることに

十一986 それからは又父の手助をし

︿略﹀︑本を讃みたいといふ

なったが︑︿略﹀︒

十一986

︿略﹀︑どうしても人から借

心は少しも攣らなかった︒
十一988

覚し

リンカーンがふと目を畳し

い雨が降ったことがある︒

十﹇㎜一
た時はもう遅かった︒
リンカーンがふと目を

壁のすき間をもつた雨のた

た時はもう遅かった︒

十﹇㎜一

十﹁㎜1
めに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑太−がすっかりぬれて

︿略﹀︑其の晩はとうく眠

みたので︑︿略﹀︒

十一柵2

十一㎜3
れなかった︒

翌朝貸してくれた人の家に

行って事情を述べ︑︿略﹀︒

十一㎜4

翌朝貸してくれた人の家に

︿略﹀︑さうして本は其の

行って事情を述べ︑﹁︿略V︒﹂と願つ

十一㎜7

た︒

十一㎜9

ま＼リンカーンにやった︒

︿略V︑此の偉人の品性に深
く感化された︒

熱 心 な リ ン カ ー ン は ︑ ︿ 略 ﹀ 十一川1

りて讃む外はなかった︒
十一9810
遠近を問はず借りに行った︒

彼が他日大統領となり︑世

十一宙8 ︿略﹀︑農場主が大勢の人の
かん
耕作するのを監督してみた︒
れふ
︿略﹀︑銃猟に出たらしいり

になったのは︑︿略﹀︒

界の偉人として萬人に仰がれるやう

十一川5

をもって勉強を績けた︒

十﹇993 かうしてイソップ物語や 十一梱3 ︿略﹀︑非常な熱心と努力と
︿略﹀等を讃んだ︒

ン傳を借りたことがある︒

十﹁994 或時近邊の人からワシント

＋一996リンカーンはかねぐ此の
偉人を非常にしたってみたので︑

ゐ
︿略V︒

になって一心に讃二けた︒

つばな騎馬の人たちが︑︿略﹀︒

十一996 ︿略V︑鬼の首でも取った氣 十﹁柵9

︿略﹀︑そばに居た自分の子

農場主は︿略﹀︑そばに居

に︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけた︒

十﹁996 ︿略﹀︑鬼の首でも取った氣 十一佃2
になって一心に讃績けた︒

十一9910 ところが或夜︑夜中に激し 十一佃6

︿略﹀︑騎馬の人たちはもう

た自分の子に︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけ
た︒

十一旧8

さうしてジョージに早くあ

門の外まで乗りつけた︒

十一佃9

︿略﹀︑あけてくれ＼ばお禮

けて通すやうにと言った︒
十一⁝⁝⁝6

﹁おとうさんは︑誰が來

に金貨をやると言ってすかしたりし
た︒

十一佃9園

ても此の門をあけてはならないと僕

がく略V︒

十一梱10

︿略﹀ソーダ灰や石灰石の

︿略﹀︑どんなにつらいこと

粉を入れてかきまぜてみた︒

とけたガラスが中でぎら

であらうと思った︒

十一櫨6

十一慨8

︿略﹀︑とけたガラスの中に

くかがやいてみる︒

見てみるうちに大きなフラ

突っこんで引出すと︑︿略﹀︒

十一偽3

十一伽8

︿略﹀︑いろく扱ってみる

スコが出來た︒

うちに言付のコップになった︒

十一悩1

十一桝⁝3 ︿略﹀︑次の室にはいった︒

しかしジョージは依然とし

に言ひつけましたQ﹂

十一桝⁝5 エプロンをかけた職工がガ

十一佃10

て︑﹁︿略﹀︒﹂とくり返すばかりであ

ちん
蹄りがけに事務所の陳列棚

を見せてもらった︒

十一悩10

ラスの皿やコップなどを︑︿略﹀︒

つた︒

最後に目つきのやさしい老
ジョージは︑かねて︿略﹀

紳士が言った︒

十一伽1
十一椥⁝5

十一伽2

取分け美しかったのは電燈

十﹁伽2 ︿略﹀きれいに並んでみた︒
︿略﹀︑さて静かに口を開い

十一伽3

︿略﹀目もさめるばかりで

十二99

チャールズ︑ダーウィンは
︿略﹀︑一同を引連れて立去

十五ー01 ︿略﹀︑貝殻や累石などを室

十懸垂04

九歳の時始めて學校にはい

︿略﹀︑先生にもむしろ中以

つきでなかったので︑︿略﹀︒

十ニー03 ︿略V︑鯨りすばしこい生れ

つたが︑︿略﹀︒

十二ー02

内に並べては一人で樂しんでみた︒

今から百年稔り前イギリスに生れた︒
がら

ジョージは︿略﹀︑帽子を

あった︒

の笠で︑︿略﹀︒

公爵はひどく此の答が氣に

といふ事を聞いてみたので︑︿略﹀︒

た︒

十一伽6

十一梱1
入った︒

十一梱2
つた︒

十一梱3

振りながら叫んだ︒

昨日橋本君と一しょに町は
最初にはいったのは原料を

つれのガラス工場を見に行った︒

十﹇捌7
十一捌8

︿略﹀︑マスクをかけた職工

調合するところで︑︿略﹀︒

十一捌9

た一た
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愚父に は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い つ

下の生徒と思はれてるた︒
十一一107

又父には ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い つ

て叱られたことがあった︒
十ニー07

て叱られたことがあった︒

こん
十ニー08 十歳の頃には昆墨採集を始
めた︒

＋ニー09︿略﹀︑それぐ違った面白
い 習 性 を も つ て み るので︑︿略﹀︒

十ニー11 ︿略V︑︿略﹀と不思議に思
ふやうになった︒

十ニー12 父はダーウィンを馨者にし
ようと思って大骨へやった︒

十ニー14 温順な彼は父の命に從って
︿略﹀︑何時の間にか好きな

勉強してみたが︑︿略﹀︒

十ニー16

博物學の研究が主となってしまった︒
或日彼が古木の皮をむくと︑

十ニー17此の頃のことであった︒
十ニー19

︿略﹀ ︑ 又 一 匹 攣 っ た の が 見

︿略﹀ ︑ 又 一 匹 攣 っ た の が 見

珍しい甲轟が二匹みた︒
十ニー110
えた︒

十ニー110
えた︒

十ニー21 ︿略V︑いきなり右の手の轟
を口の中へ投込んだ︒

十ニー21 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき
に恐しく辛い液を出 し た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十ニー22 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき

︿略﹀︑ 轟 は 得 た り と 逃 げ て

に恐しく辛い液を出したので︑︿略V︒

しまった︒

十全ー23

十ニー24

此の時にはもう三番目の轟

はどこへ行ったかわからなかった︒

此の時にはもう三番目の轟
彼が探検船ビーグル號に乗

はどこへ行ったかわからなかった︒

十ニー24
十ニー26
込んで意氣揚々と本國を出襲したの
︿略﹀︑種々の材料を集めて

は︑二十三歳の時である︒
十ニー29

此の航海によって︿略﹀︑

本國に編つたのはそれから五年の後
である︒

十目ー31
一生の方針がはっきりときまった︒

︿略﹀︑一度何かをし始めた

ら︑︿略V︒

翻心ー33

十ニー34 ︿略﹀︑温⁝足な結果を得るま

︿略﹀︒

十二201

今登って來た方を振返って
︿略﹀︑幾段にも幾段にもき

見ると︑︿略﹀︒

十二203

づき上げられた山畑には︑︿略﹀︒

︿略﹀︑かごを首に掛けた二

十二206 ︿略﹀︑枝といふ枝にはもう
すゴ
黄金色に色づいた實が鈴なりになつ
てるる︒

十二215

︿略V︑さえたはさみの音が

三人の男が︑︿略﹀︒

十二216

昔は個人の利益を螢むのが

ちょきんくと聞える︒
十二241

︿略﹀︑忍耐も努力も要する

商業であると思はれてるた︒
十二243

彼等が町人といって賎しめ

に皆自己の爲であった︒

した︒

︿略V︑商人の人格が重んぜ

文明の進んだ今日尚此のや

十二313囲
た︒

十二325團

ましたが︑︿略﹀︒

刻の多いことは恐らく世界第一であ

十二329團︿略﹀︑りっぱな糟書・彫

らうと思ひました︒

汽車でドイツの國内には

十二3210團又エッフェル塔にも登つ

て見ました︒

いったのは朝まだほの暗い頃でした

十二347團

が︑︿略﹀︒

いったのは朝まだほの暗い頃でした

十一一348囲 汽車でドイツの國内には

が︑︿略﹀︒

十二351国 ︿略﹀︑又工場といふ工場

には盛に黒煙が上ってゐました︒

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

十二354囲 ︿略﹀︑私は今更ながらド

十二357團 ︿略﹀︑彼等が︿略﹀成皿に

活動してみるのには全く敬服しまし

た︒

あきてみた私には︑︿略﹀︒

十一一369團 久しく軍畑平凡な景色に

︿略Vベートーベンがまだ

若い時分のことであった︒

十二373

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十一一373 月のさえた冬の夜友人と二

彼は突然かういって足を止

十一一376園あ＼︑あれは僕の作った

曲だ︒

めた︒

十二378

十二379

二人は戸外にた＼ずんでし
︿略﹀パリーに着きまし

十一一389 ベートーベンは急に戸をあ

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

ルーブル博物館も一覧し

感心したのは︑︿略V︒

十二305團

市街を見物して私の特に

博物館といはれるだけあると思ひま

十二303国︿略﹀︑さすがに世界の大

ました︒

十二2910團昨日大英博物館を一覧し

うな考を持つのは︑︿略﹀︒

十二247

られなかったからである︒

十二246

られたのも其の爲であらう︒

︿略﹀︑毎日きめた時間割通 十二243

では決して中途でやめなかった︒
十一一135

︿略﹀︑たとへ十分︑十五分

りに仕事を進めて︑︿略﹀︒

十ニー36

じゅ

ダーウィンの後半生は病氣

の齢暇でも無益に費すことがなかつ
た︒

十ニー37

がちであったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑七十四歳の長壽を保
︿略﹀︑下等なものから高等

つことが出來た︒

十ニー39
十ニー42

なものへと進むものであるといふこ

みかん

︿略﹀︑學界を根本から動か

とを謹明した︒
十ニー43

したものである︒

調子のよい蜜柑取歌がすみ

きった晩秋の坐卓をふるはして︑

十ニー99

863
た一た

友 人 も黒いてはいった︒

けてはいって行った︒
十一一3810

十一一422

折から燈が︿略﹀︑ゆら
ベートーベンはひく手を止

くと動いて消えてしまった︒
めた︒

十二394 二人は不意の來客にさも驚 十二423
いたらしい様子︒

さについつり込まれて参りました︒
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とベートーベンが

けた︒

十二449

十二431

︿略﹀︑さつき娘がひいてゐ

きロつ

奥からかけ出して來た︒

二人は其庭らを見廻してゐ

︿略﹀︑男の子はやがて仕事

女の子は唯じっと見まもつ

皇の上の物をあれこれといちり始め

十二556

た︒

男の子は指先でそれをつま

てるたが︑︿略﹀

十二559

まうとしたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の湖には魚類が全 十二5510 ︿略﹀︑実り小さいのでつま

のは此の曲である︒

十二522

︿略﹀鐵のねちが︑︿略﹀︑

ねぢは驚いてあたりを見廻
︿略﹀︑何が何やらさつぽり
︿略V︑此庭は時計屋の店で
自分の置かれたのは︑︿略﹀
︿略﹀︑ふと自分の身の上に

︿略V︑小さな子どもが二人

が︑︿略﹀︒

子どもは思はず顔を見合は

あし

︿略﹀︑父の時計師がはいつ

時計師は︿略﹀︑出して置

誰だ︑仕事塁の上をかき

十一一574 ︿略﹀︑夢中になって喜んだ

やうにうれしかった︒

十一一572 ねぢは之を聞いて︑飛上る

廻したのは︒

十二568園

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二567

無いのに氣が附いた︒

十二566 ︿略﹀︑出して置いたねちの

て來た︒

十一﹇564

ろがった︒

十一一562 ねぢは仕事毫の脚の陰にこ

せた︒

十二562

に落してしまった︒

に落してしまった︒

やっとつまんだと思ふと直

十二5510

めなかった︒

これは奥入瀬川を十町論り

十一一561 やっとつまんだと思ふと直

く居なかった︒

十二522

ます
今日鱒の産地として世に知

下った虜に大きな瀧があって︑︿略﹀︒

賜である︒

十二554

考へ及んだ︒

十二544

ふたガラスの中で︑︿略﹀︒

十二533

あることがわかった︒

十二533

わからなかった︒

十二531

したが︑︿略﹀︒

十二529

明るい虜へ出された︒

十二528

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︒

十二527

暗い箱の中にしまひ込まれ

られるやうになったのは養魚経螢の

ひき終るとベートーベンは︑ 十二524

﹁︿略﹀︒﹂きやうだいは思は

た曲を又ひき始めた︒
十一一433

ず叫んだ︒

十二434

三人は﹁どうかもう一

つと立上った︒

十二435

︿略﹀︑彼はしばらくすみき

彼は再びピヤノの前に腰を

曲︒﹂としきりに頼んだ︒

十二436
下した︒

十二437

︿略﹀︑彼はしばらくすみき

つた空を眺めてみたが︑︿略﹀︒

十二438

︿略﹀︑やがて指がピヤノの

つた空を眺めてみたが︑︿略﹀︒
けん

十二438

︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑

鍵にふれたと思ふと︑︿略﹀︒

十二439

ちやうど東の空に上る月が次第々々
︿略﹀︑唯ぼうっとして︑ひ

にやみの世界を照らすやう︑︿略﹀︒

十二444

ベートーベンは立って出か

き終ったのも氣附かぬくらみ︒

十二447

たが︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂きやうだいは口を 十二555

揃へていった︒

ベートーベンは︑ちよつと
彼は急いで家に蹄つた︒

ふりかへってめくらの娘を見た︒

十二452
十二453
げた︒

︿略V︑力のこもった︑しか 十一一454 ︿略﹀︑かの曲を譜に書きあ 十二557

も低い聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

十二427

を照らした︒

十二396園私は音漁家ですが︑面白 十二425 ︿略﹀︑ピヤノとひき手の顔
十二397
いった︒

あなたは演奏

た曲を又ひき始めた︒

十二397 妹の顔はさっと赤くなった︒ 十二4210 ︿略﹀︑さつき娘がひいてゐ 十二455 ︿略﹀︑不朽の名聲を博した

十二399 ベートーベンも我ながら蝕
りだしぬけだと思っ た ら し く ︑ ︿ 略 ＞ Q

︿略﹀︑

口 で 聞 い た の で す が ︑︿略﹀︒

十二401園實はその︑今ちよつと門
十二402囹

會へ行ってみたいとかいふお話でし
たね︒

十二404 其の言方が如何にもをかし
︿略﹀︑言った者も聞いた者

かったので︑︿略﹀︒

十二404
︿略﹀︑言った者も聞いた者

も思はずにっこりした︒
十二405
︿略﹀︑言った者も聞いた者

も思はずにっこりした︒
十二405
も思はずにっこりした︒
︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二414

十二415 其の最初の一音が既にきや
︿略﹀︑彼の身には俄に何者

うだいの耳には不思議にひゴいた︒
十二416

折から燈がぱっと明るくな

かが乗移ったやう︒

十一一421

つたと思ふと︑︿略﹀︒

た一た

864

十二575

︿略﹀︑若し見附からなかつ
︿略﹀︑それが又心配になつ

たらと︑︿略V︒

十二576
て來た︒

十二577 親子は総掛りで探し始めた︒

ね ぢもがっかりした︒

見附からないのでがっかりした︒

＋二579三人はさんぐ探し廻って
十一一5710

つかりとしめた︒
えた︒

︿略﹀︑もう政務にもたへら
王にはゴネリル・リガン・
︿略﹀︑妹はかねてフランス

王は︿略﹀︑饒生を安宅に
︿略﹀︑王は娘たちを面前に

ゴネリルの答は如何にも言
十二672囹

昔からあった孝子のどの

葉巧みであった︒

十二669

呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂と尋ねた︒

十二668

送らうと決心した︒

十二662

王の后になることにきまってみた︒

十二659

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十一一658

れなくなって來た︒

十二656

怒り易くなってみた︒

︿略V︑今まで死んだやうに 十二655 ︿略﹀︑ちょっとした事にも
︿略﹀︑今まで死んだやうに

なってみた懐中時計が︑︿略﹀︒

十二593
十二593
なってみた懐中時計が︑︿略﹀︒
︿略﹀︑︿略﹀懐中時計が︑

忽ち愉快さうにかちくと音を立て

十一一594
ゆ
始めた︒

︿略V︑此の時計全髄が再び

を占めたために︑︿略﹀︒

十二581 其の時︑今まで雲の中に居 十一一595 ねぢは︑自分が此虜に位置
た太陽が顔を出した の で ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︒

時計師は仕上げた時計をち

人よりも厚い眞心をもつて︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略V王は︑地圖を指さし

時計師は仕上げた時計を 十二674 長女の言葉に漏足した王は︑

︿略﹀︑ガラス戸棚の中につり下げた︒

十二599

よっと耳に當ててから︑︿略V︒

十二597

うれしくてたまらなかった︒

十二597

ねぢは︑︿略﹀︑うれしくて

活動することが出來たのだと思ふと︑

十一一581 其の時︑今まで雲の中に居 十二596
︿略﹀︑日光が店一ぽいにさ

た太陽が顔を出した の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二582
し込んで來た︒

十二583 するとねちが其の光線を受
けてぴかりと光った︒

十二584 ︿略﹀︑ふさぎこんで下を見
つめてみた女の子がそれを見附けて︑
︿略﹀︒

いました︒

十二681
與へた︒

︿略﹀︑

ほんたうに姉

娘の答に失望した王は︑

十二693圏 どうしたのだ︑︿略﹀︒

︿略V︒

十二697

さうして残りの領地を二分

十二6910 ︿略V︑﹁お前にはもう何も
かん
やらぬぞ︒永の勘當だ︒﹂と言渡し

た︒

十二701

家來の中にはしきりに王を

して︑姉二人にやってしまった︒

蜜豆の中にはしきりに王を

なだめた者もあったが︑︿略﹀︒

十二702

十二702

コーデリヤはすごくと父

なだめた者もあったが︑︿略﹀︒

の許を去らなければならなかった︒

十二705

十一一707 ︿略﹀︑コーデリヤを勘恥し

︿略V︑コーデリヤを勘當し

たことを告げた︒

たことを告げた︒

十二707

十二7010 ︿略﹀︑本國にともなひ鶴つ

リや王はく略V姉娘ゴネリ

て約束の如く自分の后とした︒

ゴネリルは決して氣だての

ルの許に身を寄せた︒

十二712

十二713

十二714

二週間もた＼ぬ中にもう王

やさしい女ではなかった︒

王はリガンにも三分の一を

十二715
王は自分の耳を疑ふかのや
うに目を見張つた︒

十二686

娘の言葉を物足りなく思つ
た王は︑︿略﹀

十二692

すげなくも王を内に入れなかった︒

十二719 ところがリガンは︑︿略﹀︑

うつて次女リガンの許に走った︒

十一﹁717 王は く略V︑早速馬にむち

十人に減ずるやうにといった︒

其の上王に百人の家財を五

に無愛想な仕向をした︒

コーデリヤは王が一番かは

上は私の思ってみる通りをおつしや

十二677團

ながら領地の三分の一を與へた︒

十二585 ︿略﹀女の子がそれを見附 十二5910 一日おいて町長さんが來た︒ 十二675

十二602園

十二602事直りました︒

十二601園時計は直りましたか︒

父も喜んだ︑︿略V︒

けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫んだ︒

︿略﹀︑ 子 ど も も 喜 ん だ ︒

︿略﹀︑取りかへて置きま

リや王はもう八十の坂を越

いがってみる娘であった︒

工合の悪いのは其の爲で 十二682
十二604 ﹁︿略V︒﹂といって渡した︒

した︒

十二603圏

した︒

十二603園

したから︑︿略V︒

ねちが一本いたんでゐま

十二586

十二586

十一一586 しかも一番喜んだのはねぢ
であった︒

︿略﹀ ︑ 大 事 さ う に も と の ふ

十二587 しかも一番喜んだのはねぢ
であった︒
十一一589

たガラスの中へ入れた︒

満足した︒

十二5810 さうして一つの懐中時計を 十二606 ねぢは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から
出してそれをいぢつ て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二592 ︿略V︑小さなねぢ廻しでし 十二653

865
た一た

つた二人の娘が︑︿ 略 V ︒

十二7110 全領地を二分して與へてや
十二722 王は男泣きに泣いた︒

十二723 怒と失望と後悔とに身も魂
︿略﹀王は︑我にもあらず

も く だ け 果 て た 王 は ︑︿略﹀︒

十一一724
荒野の末にさまよひ出た︒

十二725 其の夜は︿略﹀雷鳴・電光
ものすさまじい夜であった︒

十二727 王は︿略﹀︑とある小屋に
一 夜 を 明 か し た が ︑ ︿略﹀︒

十二727 王は︿略﹀︑何時の間にか
もう嚢狂してみた︒

︿略﹀

コーデリヤは︑やが

ランスに行ったコー デ リ ヤ は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二728 父の身の上を案じながらフ
十二729
ていたましい報知を得た︒

十二7210 それは父が姉たちの爲に
虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

た︒

イギリスに渡った︒

十二732 そこでコーデリヤは︿略﹀
家來は荒野にさまよってゐ

た り ヤ 王 を 見 附 け て ︑︿略﹀︒

十一一733

十二734 家学は︿略﹀リや王を見附
けて︑コーデリヤの許に連れて來た︒
老王に藥を與へて静かに眠らせた︒

十二735 フランス王の侍瞥はく略V

出された案は︑︿略﹀︒

しゃか
︿略﹀︑よ＼と泣きくつれた︒ 十二9010 繹迦は︿略﹀カピラバスト

御覧になったら︑︿略﹀︒

十二743

やがて眠から畳めた王は︑

に至った︒

十二9210

繹迦は︿略﹀︑何事も深く
︿略﹀︑農夫の働く様を見廻

ぼろを着た農夫は玉のやう

折から飛下りて來た鳥が
︿略﹀鳥が鍬に傷つけられ

かくて彼は︿略﹀︑人知れ

決心をひるがへすことは出來なかつ

た︒

十二933

︿略﹀︑マガダ國の首府王舎

ず宮殿を出て修行の途に上った︒

かねて繹迦の徳をしたって

城の附近に來た︒

十二935

十二936

︿略﹀マガダ國王は︑︿略﹀︑

みたマガダ國王は︑︿略V︒

自分の國をゆづらうとまで申し出た

十二937

が︑︿略﹀︒

も動かなかった︒

十二938 ︿略﹀︑彼の決心はどうして

十一一942

さうして此庭で父王の心書

︿略﹀︑或静かな森へ行った︒

さうして此虜でく略V︑六

︿略﹀︑たまく竃馬にみた

︿略﹀︑たまく其虎にみた

︿略﹀牛乳を飲んで元氣を

たい
ところが此の新な態度に驚

いた五人の友は︑︿略V︒

十二949

回復した︒

十二949

少女のさ＼げた牛乳を飲んで︿略﹀︒

十二948

少女のさ㌧げた牛乳を飲んで︿略﹀︒

十二948

ても更に効のないことを知った︒

十二947 ︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

立てない程になった時︑︿略V︒

十二946 ︿略﹀︑物にすがらなければ

年の間種々の苦行を試みた︒

十二944

くしから送られた五人の友と︑︿略V︒

十二943

者を尋ね廻って説を聴いたが︑︿略V︒

折から飛下りて來た鳥が 十二939 彼は更に其の邊の名高い學
木陰からじっと見てみた彼
︿略﹀彼は︑︿略﹀︑轟の運

彼はだんく物思に沈むや
それを見てひどく氣をもん
︿略﹀父王は︑︿略﹀︑誓言

しかし彼は︿略﹀︑益く世

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ立つ

れて來たのか︒

十二925囹人は何の爲に此の世に生

のはかなさを感じた︒

十二924

にも與らせようとした︒

十二921

だ父王は︑︿略﹀︒

十二9110

うになった︒

十二919

命をあはれんだ︒

十二918

は︑︿略﹀︒

十二916

︿略﹀轟をついばんだ︒

十二916

た轟をついばんだQ

十二916

︿略﹀︒

十二915

な汗をかいて︿略﹀︒

十二913

つたことがある︒

十二913

考へ込むたちであった︒

十二912

王國の太子として生れた︒

十二744
︿略﹀︒

一匿わしは今までどうし

︿略﹀︑幾分氣も静まったの

か︑﹁︿略﹀︒﹂

十二745

十二747圏
てるたのだらう︒

王は尚あらぬ言葉を口走つ
︿略﹀︑其の言葉の端端にも︑

てはみたが︑︿略﹀︒

十二759
十二761

︿略﹀娘にわびる眞心がこもってゐ
た︒

コーデリヤはそれを聞いて
其の後言王はコーデリヤの

腸をちぎられるやうな思がした︒

十二762
十二764

︿略﹀︑まぐろの群が網には

群をなして寄せて來たまぐ

これを海中に張った形は

孝養によって齢生を安樂に送ったと
いふ︒

十一一769
︿略﹀︒

ろは︑︿略﹀︒

十一一783
十一一786

そこで下そうの船に分乗し

いったといふ合筆をすると︑︿略﹀︒

十二788

︿略﹀︑爾院の意見が一致す

院で討議される︒

政府から提出された案は先

た漁夫が︑︿略﹀︒

づ議會の

十二887
十二894

れば︑最後に議決した議院の議長か

十二736 コーデリヤは眠ってみる父

ら國務大臣を纒て奏上する︒

又貴画面院の何れかから提 十二932 父のいさめもく略﹀︑此の

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

十二896

︿略﹀︒

ひげ
十二739園︿略﹀︑此の白い髪や髭を

た一た
866

十二9410

︿略﹀︑上の方から大石をこ 十二悩8

︿略﹀︑命を失った者が幾百

人あったか知れない︒

︿略﹀︑命を失った者が幾百

きやうほう

人あったか知れない︒

︿略﹀︑石は平尾の足を傷つ 十二悩8

けただけで︑︿略﹀︒

十二9710

ろがしたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑繹迦が全く修行を止 十二9710

︿略V五人の友は︑︿略﹀︑

め て し ま っ た も の と 思ひ︑︿略﹀︒

十二951
彼を捨てて立去った︒

︿略﹀︑各地を巡って道を傳

へてみたが︑︿略V︒

十二983

來なかった︒

人々が四方から集って︿略﹀︒

︿略﹀︑語らうと思ったこ

︿略﹀︑語らうと思ったこ

これまで説いた教そのも
私のなくなった後も︑

︿略﹀︑鯨念なく穴を掘って
︿略﹀︑きっと結んだ口もと

には意志の強さが現れてみる︒
れい
︿略V︑諸國の霞場を舞み巡
︿略﹀︑どうにか仕方はない

さていろくと思案したあ
︿略﹀︑神佛に堅くちかって
︿略﹀︑神佛に堅くちかって

十二鵬3

之を見た村人たちは︑︿略V︑

之を見た村人たちは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑中には古わらちや小

もく

︿略﹀︑唯黙々としてのみを
振るってみた︒

十二鵬8

石を投げつける者さへあった︒

十二鵬6

唯物笑の種にしてみた︒

十二鵬4

此の仕事に着手したのであった︒

十二鵬2

此の仕事に着手したのであった︒

十二鵬2

げく︑︿略﹀︒

十一一価8

ものかと深く心をなやました︒

十二価8

つた末︑︿略＞Q

十二価6

十二価4

みる僧があった︒

十二価1

十二953 それから繹迦は︿略﹀おも 十二981 ︿略﹀︑目的を果すことは出 十二餌9 享保の頃の事であった︒
むろに思をこらした︒

十二954 今度は程よく食物も取り︑
休息もした︒

︿略﹀︑遂に病を得てクシナ

ガラ附近の林中に留った︒

十一一955 ︿略﹀唯一筋に悟の道を求 十二984
めた︒

せつ

＋二958︿略V︑夜はほのぐと明け 十二985 ︿略﹀︑これまで教を受けた
そめた︒

︿略﹀教を受けた人々が四

いよく臨終が近づいた時︑

方から集って別れを惜しんだ︒

十二959 其の刹那︑︿略﹀︑はっきり 十二986
とまことの道を悟り得た︒

︿略V︒

十二992

繹迦はく略V︑﹁︿略﹀︒﹂と諭して静

︿略﹀︑見るから危げな敷町

さうして陰に陽に仕事のじ
しかし僧は唯黙々としての
みを振るってみた︒

十二皿3

やまをする者も少くなかった︒

十二研2

︿略﹀といふうはさが立つた︒

いよく臨終が近づいた時︑ 十一一柳1 其のうちに誰言ふとなく︑

十二9810圏

のが私の命である︒

十二989園

とを語り書くした︒

十二989園

とを語り漉くした︒

十一一989園

を行ひ書くし︑︿略﹀︒

十二988園私は行はうと思ったこと

︿略﹀︒

十二9510 彼は此の心境の尊さに敷日 十二986
︿略﹀︑やがて︿略﹀慈悲の

の間唯うっとりとし て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二962
︿略﹀五人の友をたつねた︒

心が︑胸中にみなぎりあふれた︒
十二965

も︑︿略﹀︒

十二966 かつて憶意を見捨てた彼等

︿略﹀︑︿略﹀國民を教化し

︿略﹀即座に弟子となった︒

まっかざるを得なかった︒

十二969 ︿略V︑思はず其の前にひざ
十二9610
十二973

て故郷の恩に報いた︒

十二975 今や繹迦は︿略﹀國中から
仰がれる身となった が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略V︒

のかけはしを造ったものであるが︑

十二悩7

︿略V︑迫害を加へようとす かに眼を閉ぢた︒

るものさへも出て來た︒

十一一976

殊にデー バ ダ ッ タ は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

幾度か彼を害しようとした︒

十二978

十二縦5 ︿略﹀︑穴は︿略﹀︑既に何

此の洞穴と︑︿略﹀僧の根

十間といふ深さに達した︒
ほら

︿略﹀村の人々は︑今更の

氣とを見た村の人々は︑︿略﹀︒

十二柵7

十二研8

出來る氣つかひはないと見

やうに驚いた︒

くびつてみた岩山の掘抜も︑︿略﹀︒

十二縦8

一念こった不言の努力は恐

しいものであると思ひつくと︑︿略﹀︒

十二佃9

急に尊いものに見え出した︒

十二鵬1 ︿略﹀︑︿略﹀老僧の姿が︑

そこで人々は︿略﹀と相談

して︑其の方法をも取りきめた︒

十二佃6

つて來た︒

十二佃9 ︿略﹀︑仕事は大いにはかど

十二佃10 ︿略V︑村の人々は此の仕事

︿略﹀︑はては又村人全艦が

にあきて來た︒

︿略﹀︑時には夜半までも

此の老僧から離れるやうになった︒

十二㎜4

十二柵1

老僧のく略V根氣は︑遂に

老僧の終始一貫した根氣は︑

︿略﹀のみを振るふことさへあった︒

十一一佃2

︿略﹀︒

十二佃2

︿略V︑仕事を助ける者が又

村人を恥ぢさせたものか︑︿略﹀︒

ぼつくと出來て來た︒

十二柵3

︿略V︑彼が一生をさ＼げた

大工事が見事に成就した︒

十二佃5

大工事が見事に成就した︒

十二柵6 ︿略﹀︑彼が一生をさ＼げた

867
た一た

︿略﹀全世界を驚かしたものであり

電信や電話の焚明は

ますが︑︿略﹀︒

十一一m7 ︿略V︑川に面した方には 十二術9囹
庭々にあかり取りの窓さへうがって

又最近無線電話が襲明さ

︿略﹀︑進行中の汽車が無線

︿略﹀などの耳新しい話に︑
最後に博士は︿略﹀興味あ
だん

︿略﹀︑東山道先鋒は板橋に

しかし市中の混齪は蜂の巣

十一一衡8
たかもり

︿略﹀︑安芳は三月十三日官

西郷は早速承知して︑︿略﹀

軍の参謀西郷隆盛に透見を求めた︒
十二伽9

︿略﹀︑爾人は翌日の再會を

薩摩屋敷で會冷したが︑︿略V︒

さつま

十一一伽1

翌十四日の毒見は︑芝︑田

期して別れた︒

十一一伽3

町の薩摩屋敷で行はれた︒
安芳は︿略﹀と決心して︑

︿略﹀︑門を守ってみた兵士

西郷をおとつれたのである︒

十一一伽6

十二伽10

十二摺2園

︿略﹀︑一せいに銃劔を取直

それ勝が來た︑勝が出た︒

それ勝が來た︑勝が湿た︒

等が︿略﹀︒

十二仰4

十二枷2囹

安芳は大音に﹁西郷はどこ

して行くてをさへぎつた︒

十二枷6

其の勢に呑まれて兵士等は

に居る︒﹂と叫んだ︒

十二枷7

く略V︑うかくと兄弟垣

︿略V︑やがて西郷が出て來

思はず道を開いた︒

十一一旧8
た︒

十二協5園

西郷はしばらくじっと考へ

西郷はだまってうなついた︒

にせめいでるたら︑︿略﹀︒

十二四10

やすよし

︿略V全椹を委任せられて

十二欄7

安芳は︿略﹀︑西郷と顔を

禮をした︒

十二梱8

西郷は軍令を出して翌日の

見合はせてにっこり笑った︒

十二捌9

︿略﹀︑とうく徳川方の願

進軍を中止させた︒

安芳が一命をかけた努力と︑

意をとほさせた︒

十二慨2

︿略﹀︒

十二磁2

ゐ
十二槻5 ︿略﹀によって︑︿略﹀︑維

新の大事業もと〜こほりなく成し遂

我が國が︿略﹀︑今や世界

げられるやうになった︒

五大國の一に敷へられるやうになつ

十二齪9

︿略﹀︑主として我々暴民に

たのは︑︿略﹀︒

それだけすぐれた素質があったから

十一一麗10

である︒

十二齪10 ︿略﹀︑主として我々國民に

それだけすぐれた素質があったから

である︒

十二榴3 ︿略﹀︑之に附随して幾多の

︿略﹀日本は︑國家を建設

東海の島に披つた日本は︑

良性・美徳が嚢達した︒

十二悌4

︿略﹀︒

十二欄5
やがて安芳は西郷に見送ら

十一一溜9 随って商民は國の誇を傷つ

十一一欄8 ︿略﹀︑國内はおほむね平和

する上に頗る有利であった︒

一
時に押寄せて來たが︑︿略﹀︒

十二捌5

けられたことがなく︑︿略﹀︒

であった︒

警衛の兵士等は︑︿略﹀

十二悩1 ︿略﹀︑墨國一致國難に當る

てるたが︑﹁︿略﹀︒﹂

みた善幕府の陸軍絡裁勝安芳は︑
やすよし

︿略V勝安芳は︑かねてか
らく略﹀時局の圓漏な解決を計って

十二梱2

つし
︿略﹀︑一同恭しく捧げ銃の

れて門を出た︒

十二捌4

︿略﹀︒

たく︑危機は既に目前に迫ったので︑

十一一伽7

みた︒

しかし大勢は如何ともしが

十二伽6

︿略﹀︒

十二伽5

を突いたやうなさわぎである︒

十二伽2

着いた︒

十二悩8

る話をして壇を下った︒

十一一佃2

博士は満堂の會衆を喜ばせた︒

十二佃9

︿略﹀危瞼を免れたことや︑︿略﹀︒

十二佃7 ︿略﹀︑進行中の汽車が

を免れたことや︑︿略V︒

電話機を備へ附けてみたために危除

十二佃7

用される機運となりました︒

十一一佃3囹︿略﹀︑今やそれが盛に利

れましたが︑︿略V︒

十二佃2園

うになりました︒

由に消息を交換することが出來るや

十二佃1園︿略﹀︑其の後︿略﹀︑自

ある︒

︿略﹀講演があった︒

十二価5 二十五日午後一時から︑
︿略﹀ ︑ 尚 進 ん で 電 心 機 關

車さへも用ひられるやうになりまし

十一一価8囹

た︒

十二価9園 諸機械の原動力であった
人力又は蒸氣力も︿ 略 ﹀ ︒
︿ 略 ﹀ ︑︿略﹀蒸氣力は︑

多くの場合之に敵することが出廷な

十一一恥4囹

くなりました︒

博士は先づ﹁︿略﹀︒﹂とい

つて︑︿略﹀︑將來益く水力電畜の利

十二描8

用をはからなければならぬことを力
説した︒

て述べた︒

十二描9 次に博士は電氣の光に就い
十二備10囹 エヂソンが炭素線の電燈
を獲明したのは四十年ばかり前のこ
とであったが︑︿略﹀︒

十二宙1園 エヂソンが炭素線の電燈
を獲明したのは四十年ばかり前のこ
︿ 略 ﹀︑今ではく略V電燈

とであったが︑︿略﹀︒

十一一⁝川3園

︿ 略 ﹀ ︑ 活動早々のフィルム

さへも獲明されました︒
十二⁝川7

がく略﹀嚢火して︑多くの死傷者を
︿略﹀︑︿略﹀話などを附加

出した話などを附加へた︒
十二術7
へた︒

氣風を生じた︒

︿略﹀︑ 熱 烈 な 愛 國 心 を 養 成

て 團 結 し た 國 民 は ︑ ︿略﹀︒

十二悩2 萬世一系の皇室を中心とし
十一一悩3
した︒

十二悩5 其の上我が國の美しい風景

れである︒

あっさりしたこと︑潔いこ

や味はひを好むものはあるまい︒

十一一鵬1︑日本人ほどあっさりした色

十二湖2
我が国民の長所・短所を敷

とを好む我が國民は︑︿略﹀︒

十一一郡9

だ

︽ダ・ダッ・ダ

へたならば︑まだ外にもいろいろあ
ダ

︿略﹀︑ダイジナタカラモノ

イロイロナハタガカゼニ
カキネ

カキネ

一ツトリタイ︑

ミゴトニサイタ
︿略﹀︑

ミゴトニサイタ

一ツトリタイ︑
マツシロナハナヲ︑︿略﹀︒

ニー05韻︿略﹀︑

ノコギク︑︿略﹀︒

ニー02鴎

キイロナハナヲ︑︿略﹀︒

二95圃

ノコギク︑︿略﹀︒

二92圃

ヒラヒラシテヰマス︒

二25

ヲダシマシタ︒

一536

う・なんだか

ラ・デ・ナ・ナラ・二︾←たしかなほしょ

︵助動︶㎜

2

らう︒

だ

や温和な氣候は︑︿略﹀︑︿略﹀性情

︿略﹀︑生活の安易な樂土に

を育成するのに與って力があった︒
十二悩8

さ
︿略﹀鎖國は︑︿略V︑世界

平和を樂しんでみた我が國民は︑
︿略﹀︒

十一一燭4
の大勢を知らぬ皇民とならしめた︒
︿略﹀︑性質が小さく狭く出
︿略﹀︑昔から此の島國で荒

來たきらひがある︒

十二燭9
十二燭1

い浮世を知らずに過して來たことが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑更に西洋の文明を入

つて世界的の地歩を占めた以上︑

十二髄2 今日我が國が列強の間に立

︿略＞b

十二燭7

れて長足の進歩を成し遂げた日本國

ミヨチヤンハワタクシノ

ナリマシタ︒

ニー7一 アチラノソラガマツカニ

二255

﹁モチハタイセツナ回米

ユミヲイルコトガスキ

﹁ナルポドヨイカンガヘ

イモウトデ︑︿略﹀︒

ダ︒﹂

二293圏

二34一
デ︑︿略﹀︒

二355園

デコシラヘタ
︿略﹀︒﹂

モノデスカラ︑

二373額︿略﹀︑ マツ白ナユキガ︒
二377圃︿略﹀︑ マツ白ナユキガ︒
二384圏︿略﹀︑ マツ白ナハナガ︒
二396 マツクロナ目ヲシテ︑
︿略﹀︒

耳ハナンテンノハデ︑
二404
目ハ ナンテンノミデス︒

ニ406アカイ小サナ目デ︑カハ
イラシウゴザイマス︒

二436サウシテムリ地盤ヲナカ
︿略﹀︑キレイナ花ガサキ

セテ︑︿略﹀︒

二477
マシタ︒

コレ

ハ

ニセモノダ︒

R園オモシロイコトダ︒

リマセン︒

ウダ︒

ソレナラ︑ソンナニスコ
︿略﹀︑センセイノ見セテ

二695圃大キナトビガ︑

ウキガ︒

二703韻

アレアレアンナニ

ヒカ

アンナニトンダラ

ユク

ユク

トブ

アンナニトンダラ

二706圃小サナトンボガ

ヤウダ︒

ワイダラウ︒

二712圃

ワイダラウ︒

二713圃

二753 シユテンドウジハホンタウ
ノ山ブシダトオモツテ︑︿略﹀︒

ソノ大キナカホハ火ノ

ヤゥニアカク︑︿略V︒

二76一

随時

一バンヨイト

カゼモアタタカデ︑オモ

テデアソブ

三24

キデス︒

レイダ︒

三36囹ア︑日が出ハジメタ︒キ

︿略﹀︑オヤドリハオハナシ

タテテヰマシタガ︑︿略﹀︒

デモスルヤウニ︑ココココト

三82

イツテヰマシタ︒

一ばんふといのがおや

三131園ばうやはよい子だ︑

ねんねしな︒

三152囹

ゆびで︑一ばんほそいのがこ

三203

よけいにとったはうがか

ゆびです︒
二674 コレカラ ダンダンアタタ
三156園 ﹁それから︑ 一ばんなが
素謡ナツテキマシタ︒
いのが中ゆびで︑︿略﹀︒﹂

トブヤ

ヲキキオトスヤウナコトハア

ノデス︒
V ︿略﹀︑ミンナノイフコト

クダサルイロイロナモノモ見ル

二632

シヅツノマナイデ︑︿略V︒

二612園

三44 ︿略﹀︑エントツカラムクム
二534園 ニクイヤツダ︒
クトマツクロナケムリが出マス︒
二602園 ニガイナラ︑オサタウヲ
三56 メンドリハ ヘンナコエヲ
入レテオアガリナサイ︒

二533囹

一一
一一

民は︑︿略﹀︒

十二伽2 ︿略﹀創造力は︑十分に嚢
揮せられたことがな く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
もはう
︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

十二慨2

を事として來た観がある︒
十二慨8 ︿略V︑あっさりしたことを
好む風がある︒
︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

ける討死を無上の名署としたのがそ

十二偽1

S9

U3

だ一だ
868

869

だ一だ

よけいにとったはうがか

ちだといって︑︿略﹀︒

三204
ちだといって︑︿略﹀︒

三207 太くてやはらかなわらび

︿略﹀アルキ出スノハ左

手ハ右デ︑チヤワンヲモツ方
ノ手ハ左デス︒
三363

ノ足デ︑オケイコノトキアゲ
ルノ贈爵ノ手デス︒
うらしまはかはいさうに
︿略﹀︑毎日いろいろなごち
︿略﹀︑さまざまなあそびを

それはまことにおなご

三537園﹁おまへ︑何をかぞへて
みるのだ︒﹂

三717

それから︑あの赤いじゅ

こちらのかすりのつつそ

ばんはねえさんので︑︿略﹀︒

﹁私ハ鳥デモケダモノ

では太郎のあはせで︑︿略﹀︒

だんだん高くとべるやう 三723

になって︑︿略﹀︒

三561

三567︿略﹀︑このかへるのやう 三736園

﹁私ハ鳥デモケダモノ

デモナイカラ︒﹂

﹁私ハ︿略﹀︑ケダモノ

スコシタツテ︑コンドハ

鳥ガカチサウ一一ナリマシタ︒

三75一

ダ︒﹂

三745圏

チサウニナツタノデ︑︿略﹀︒

三742ソノ中ニケダモノガカ

デモナイカラ︒﹂

一しやうけん 三736囹

に︑こんきがよければ︑︿略﹀︒

それからは

めいになって︑台屋字をならひ

三571
ました︒

三584色ガウスクテ︑ヌレテヰ
︿略﹀︑モウリツパニセミ

ルヤウニ見立マス︒
三588

ニナツテヰマス︒

三452 ︿略﹀︑きれいな箱をわた 三592︿略﹀︑ヨクアノカラノ中

りをしいことでございます︒

三鱗7園

して見せたりしました︒

三432

そうをしたり︑︿略﹀︒

三428

おもって︑︿略﹀︒

二入がむちゅうになって 三406

がたくさんはえてゐました︒

三211
とってゐますと︑︿略﹀︒

三224それからそのへんをむ
やみにかけまはりました︒

三228 どちらもたいていおなじ
くらみで︑かちまけはありませ
んでした︒

子がこんなに出ました︒

三253 この二一二日の雨で︑竹の／

︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒あの光るところ

三532圏﹁ばかなことをいふ︒

おとさうとしてるるのだ︒﹂

三606
︿略﹀︒

風がしっかにふいて干て︑

しょうぶだ︒﹂

三664 ︿略V︑水デツパウニナリ
サウナノガアリマシタ︒
ンアケテハダメダ︒︿略﹀︒﹂

三695園﹁コンナニアナヲタクサ

一二朋μ一

ソコーカ
ア ウモリハ︿略﹀︑

カラ空ヲトビマ
ハルヤウニ ナツタトイヒマス︒

クラクナツテ

三785空は水
のやうにすみき

お︑もひ出したやうに
︿略V

つて︑雲一つありません︒

くつわ虫がなきます︒

三793

三798 おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と︑

ひとりごとのやうにおっしゃい

ました︒

ふよいお天きだらう︒﹂

そちらのはばの厚い光 三826園﹁今日はまあ︑何とい
るおびはねえさんので︑︿略﹀︒

三712

ンアケテハダメダ︒︿略﹀︒﹂

三531圓﹁星を二つ三つはたき 三696園﹁コンナニアナヲタクサ

のだ︒﹂

三525園﹁︿略﹀︑何をして．みる

が雨のふるあなだ︒﹂

三522園

青クナリマシタ︒

三512︿略V田ガ︑モウアンナニ 三645園 五郎﹁ほうら︑もうちき

ヰマス︒

ラ西へ︑マツスグニツキヌイテ

三254 むぐらもちでもとほつた
しました︒
三752囹 ﹁︑
私ヨ
ノガ
刃アルカラ︑
ニハイツテヰタモノダトオ
やうに︑土がところどころもち
鳥ダ︒﹂
三471 日ノ出ル方が東デ︑日 モヒマシタ︒
上ってゐます︒
鳥デハナイ
三604日の光がやはらかにさ 三761園 ﹁オ前バ
ノハイル方が西デス︒
三274︿略﹀わらをむすびつけて 三475︿略﹀︑右ノ手ノ方が南 して︑︿略﹀︒
カ︒﹂
三605 ︿略﹀︑小川の水はきれい 三764園 ﹁オ前ハケダモノダラ
デ︑左ノ手ノ方が北デス︒
三497︿略﹀新道ハ︑村ヲ東カ にすきとほつてゐます︒
ゥ︒﹂

で︑のばしておや竹にするの

あるのは︑ほりとらないしるし

︿略Vおや竹にするのだ

ださうです︒

三276
さうです︒

三328︿略V︑そのにぎやかな中
から︑ ﹁︿略﹀︒﹂

三343園 ﹁いつもおたっしやなこ
とで︒﹂

五一ちいさんはことし六

三343囹 ﹁いつもおたっしやなこ
とで︒﹂

三348

︿略﹀︑ハシヲモツ方ノ

十九ださうです︒

三354

だ一だ
870

ました︒

︿略﹀︑﹁ノリツケホウセ﹂ト

︿略V火ばちや机や本箱

やいろいろな物がはこび出され

四415

をおくりました︒

四397日は︿略﹀︑あたたかな光

ス︒

鳴クノダトイフ所モアリマ

四382

それがかはいさうに︑あ

どんなにか鳴いたのでせ

︿略﹀︑まだあれが生きて

雪ノヤウニ白ウゴザイ

マスガ︑︿略﹀︒

四704

居るだらうか︑︿略﹀︒

四697

うが︑︿略V︒

四686

くひきられました︒

るばんねずみに足のゆびを

三832︿略﹀︑ふじの山はいつも 四204 ︿略V︑カラダハスツカリ 四378フクロフノ鳴キゴエ町所 います︒
ニヨツテイロイロニイヒマス︒
四684
モトノヤウニナホリマシタ︒
よりなほきれいに見えました︒

てるて︑︿略﹀︒

三833風はしっかで︑なみも 四243 ︿略﹀︑はがまつかになつ
おとをたてません︒

今日はこんなにもみが
︿略V電とうがつくやう

になりました︒

四266

ほしてあるから︑︿略﹀︒

四256囲

のやうに光ってゐます︒

三844 ︿略﹀︑見たこともないき 四244 ︿略﹀︑︿略﹀柿が︑赤い玉

﹁それは私の着物で

れいな着物でした︒

三852医
ございます︒﹂

はごろもといふ物で︑︿略﹀︒﹂

三857園 ﹁いや︑それは天人の

﹁だれだ﹂

にらくになりました︒﹂

︿略﹀︒

モノデ︑︿略﹀︒

さい時からよくはたらきました︒

四761︿略﹀おとなしい人で︑小

今の村長さんもく略﹀す

四773︿略﹀西の村で︑二番目

なほで︑なさけぶかい人でした︒

四767

四464 ︿略﹀︑家の内も外もき 四765 ︿略﹀︑其の時はなかなか
にぎやかなことでした︒
れいになって居ましたので︑

︿略﹀︒

物をもとの所へなほしたら︑

さうなったら町はどんな 四461 ︿略V︑すっかりいろいろな 四725園 ああ︑よいばんだ︒

四311園

﹁だれだ﹂

ナ目︒

四344

﹁へええ︑日は屋根から

︿略﹀︑二羽だけはきつ

といおとすほどの上手でござ

四642囲

ございませんか︒﹂

出て︑屋根へはいるものでは

フクレタカラダ︑マンマル 四545園

ず︑︿略﹀︒

四803︿略﹀︑生物をころしたり

り氣のどくでしたから︑︿略﹀︒

四791

さむい日のことで︑あま

くなっても︑うちの仕事もせ

の金持だといはれたうちに
二郎の四人と︑︿略﹀︒
四332囹人のこゑもく略﹀︑︿略﹀
ごむまりのやうに︑かへって來
四506みんなもしまひにはむち く略V︒
四775 ︿略﹀いたづらもので︑大き
ゆうになって取りました︒
ることがあります︒

四324園正﹁山びことは何のこ 四468 よみ手はおちいさんで︑
取手はみよ子ちよ子國太郎音
とでございますか︒﹂

りません︒

四322園だれも居るのではあ

四311園

にべんりになるでせう︒

四297

にべんりになるでせう︒

三861囹 ﹁天人のはごろもなら︑ 四277 本町通は夜もひるのや 四423 だい所でいろいろな物を 四705 ︿略﹀︑雪ノヤウ＝ッメタ
クハナク︑︿略V︒
のけると︑︿略﹀︒
うで︑︿略﹀︒
なほさらかへすことは出悩ませ
四293 これは大じかけでれんぐ 四436 ︿略﹀︑はうきを大なぎなた 四713 シカシニ人トモ大セツナ
ん︒︿略﹀︒﹂
モノデ︑︿略﹀︒
のやうに持って︑︿略﹀︒
三872 れふしはきのどくになり わをやく工場です︒
四297 さうなったら町はどんな 四454園 ﹁︿略﹀︑すすはきは大き 四713 シカシニ人トモ大セツナ
まして︑﹁︿略﹀︒﹂

らんでるます︒

四22︿略V︑いろいろな店がな
四28 ちやうど人の出さかりで︑
お宮のすずがひつきりなしに

しぶ柿が三本︑あま柿が

なってゐます︒

四52

二本で︑その中に私の木が
︿略Vつぎ木をして下さつ

一本あります︒

四55

たのださうです︒
四68 今年は柿のあたり年で︑
︿略﹀︒

四84 キノフハ十月三十一日デ︑
天長節ノオイハヒ日デシタ︒

ハネコノヤウデ︑

其ノ上ネズミヲトツテクフノ

カホ
デ︑︿略V︒

四345

四158園 ワタシバ
來タカツタノダ︒

コノヲカへ

四195園 ソレバカハイサウダ︒

871

だ一だ

するやうな子どもは︑︿略﹀︒

四817園﹁河上の方で雪がと
けはじめたのだらう︒﹂

五57

何でも汽車に二日二ばん乗通

しで︑こちらへ着いたのださうです
から︑︿略﹀︒

四825 ︿略﹀︑いつ見てもよいけ 五65 ︿略﹀︑中村君を窪いきだとい
つて︑いぢめたのださうです︒
しきだと思ひました︒

五117

﹁頭が八つ︑尾が八つある

﹁︿略﹀︑目はほほづきのや
︿略﹀︑大蛇をずたずたにお切

うに赤く︑︿略﹀︒﹂

五103園

︿略V︒﹂

大蛇で︑目はほほづきのやうに赤く︑

五102囹

い︒

ダイリ檬ノゴ家門ダサ 五68圏 日本の男は泣くものではな

ぢめたのださうです︒

四832 ︿略﹀︑軍かんだといふこ 五66 聞けば級のものがく略﹀︑い
とでした︒

四863囹
ウデス︒

アレハウタヲウタフ

人ダサウデス︒

四867囹

だらう︒

四904圏何といふくやしい事
四922 ︿略﹀くどうは︑みなもと

のよりともといふ大飾のお氣
五122

これはめづらしいつるぎだ︒

ふしぎに思って︑︿略﹀︒

五15翻大日本︑大日本︑神のみ
五124

ぼちが昨日から遠駆で︑ごは

りになりました︒

すゑの天皇陛下 われら下民七千萬

五151

に入りで︑︿略﹀︒

を わが子のやうに おぼしめされ

五176園

それで金鶏勲章といふのだ

これは鶏だよ︒

んをたべませんので︑︿略﹀︒
とび

五176囹

る︒

人 で ︑ 今 度 遠 い 所 から建て︑︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑鶏のついてみるわけ

︿略﹀︑おそれてみんなにげ
てしまったさうだ︒

五197園

てるることが出來ず︑︿略﹀︒

のやうで︑わるものどもは目を明け

五202園

︿略﹀動⁝章に︑金の鶏をお

五205園

島屋の前には︑人が黒山のや

﹁をぢさんのは功七級だ︒﹂

つけになったのだ︒

五228

うにあつまってゐました︒
︿略﹀︑目のさめるやうなちり

︿略﹀︑きれいな帯や︑︿略﹀︒

めんや︑︿略﹀︒

五236

五237

ゆかた
︿略﹀︑す望しさうな浴衣地が

私のうちの右どなりは小間物

書あれほどにぎやかな通に︑

してみたい︒﹂

︿略﹀︒

五331

五344

見ざる・いはざる・聞かざる

屋で︑左どなりは時計屋です︒

ちやうどかまを明けたところ

といふのださうです︒

五374

五382

御神木ださうです︒

で︑白いけむりが立ってるました︒

五396

尊は其のころ︑やまとをぐな

︿略V︑御年はわっかに十六で

︿略V︑御年はわっかに十六で

なみくの者なら︑﹁あっ﹂

﹁あなたはどなたでいらっ

さらなかった︒

五448園あ＼︑たゴ人ではおありな

しゃいます︒﹂

五446圏

とさけんで死にませうが︑︿略﹀︒

五437

いらっしゃいましたが︑︿略＞Q

五417

いらっしゃいましたが︑︿略﹀︒

五417

といふ御名で︑︿略﹀︒

五416

みました︒

︿略V︑土ざうからいろくな 五405 ︿略V︑みんな大よろこびで飲

かざってあります︒

五237

五247

ツバ陰口トブコトが上手ナ鳥

反物や帯地をかついで來て︑︿略﹀︒

五257

ツバ二一トブコトが上手ナ鳥

デ︑︿略﹀︒

五257

︿略﹀︑ツブテノヤウニトンデ

デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑
︿略﹀︒

五258

︿略﹀︑アタ・力ニナツテ︑ガ

ガントオナジク︑ワタリ鳥デ︑

來テ︑︿略V︒

五263
︿略﹀︒

五264

こんな所にと思ふやうな村外

ンが北ノ國ヘカヘルコロ︑︿略﹀︒

五278

﹁何だ︒﹂

﹁こんなしっかな所でくら

五487

又うすい吉野紙のやうな作り

︿略V︑きゅうくつさうにから

かけの繭の中で︑︿略﹀︒

五486

やうになります︒

さにつるしておけば︑︿略﹀︒﹂

﹁︿略V︑上にもうすをさか

五463囹

五462園

それはくしつかな所で︑

五471 ︿略﹀︑慧のからだがすき通る

れに︑︿略﹀︒

︿略V︒

それはくしつかな所で︑
うら一めんの林は私のうちの
五291園

もので︑︿略﹀︒

五286

︿略﹀︑何の音も聞えません︒

五194養鶏の光がまるでいなびかり 五282

つて︑︿略V︒

五187園其の時一天にはかにかき曇 五282

は知ってみるだらう︒

五177園

が︑︿略V︒

五38園 ﹁此の方は中村さんといふ

ぎをしました︒

五47 私ども二人はていねいにおじ
五52 ︿略﹀︑前からの友だちのやう
になりました︒

本の南の方で︑冬でもめったに雪の

五54 中村君がこれまで居た所は日
ふ る こ と が な く ︑ ︿略﹀︒

五57 何でも汽車に二日二ばん乗通
しで︑こちらへ着いたのださうです
から︑︿略﹀︒

だ一だ
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だをまげて︑一生けんめいにはたら
いてるるのもあり ま す ︒

あのたんぼの中に︑ちよつ

︿略﹀︑あれまでが半道で︑

あれは神明様の森だが︑

とした森があるだらう︒

五638圏

う︒

四百人も綜を取ってみる︒

五651園
五654圏

まゆ
うちの繭もあの工場で生綜

あれは製縣工場で︑女工が

五648囹あの青田の中にあるのだら

あれから町まで一里ある6

五642園

︿略﹀︒

五491 ︿略V︑一生けんめいにはたら 五641園
いてるるのもあり ま す ︒

五497園 あれで八分通だ︒
レオチルヤウニ︑水日影イ方へ低イ

五508 カラカサニ降ル雨が四方へ流
方ヘト流レテ行キ マ ス ︒

雨水ハタ．・カウシテ流レルバ

ノヤウニナリ︑︿略﹀︒

五518低クテ廣イ所ニタマルト︑池
五524

五662

道の爾がはは一面に青田で︑

になったはずだ︒

︿略﹀︑酒がすきでございまし
五671園

︿略﹀︑其所から水を引くか

昔此の村はひどく貧乏で︑此

︿略V︑此の村の名を言ふと︑

︿略﹀︑其の頃は大ていあれ地

もろくにない草山だつたといふこと

五687︿略﹀︑其の杉山なんぞは︑木

だ︒

もろくにない草山だつたといふこと

五687︿略﹀︑其の杉山なんぞは︑木

で︑其の杉山なんぞは︑︿略﹀︒

五686

ものださうだ︒

﹁あ＼︑あの貧乏村か︒﹂と言はれた

五685

か︒﹂と言はれたものださうだ︒

︿略﹀︑﹁あ＼︑あの貧乏村

の村の名を言ふと︑︿略V︒

五683

村の用水池を見て行くことにしよう︒

五675囹少しまはり道だが︑となり

らだ︒

ちやうど田の草取のさい中です︒
︿略﹀︑ふしぎに思って︑見ま

カリデハアリマセ ン ︒

た︒

五534
五542
はしますと︑︿略﹀ ︒

ふので︑︿略V︒

五558 又まことにめでたい事だとい

す

五577 天の橋立は海中へつき出た細
長い洲で︑︿略V︒

す︒

五582 ︿略V︑長い橋のやうに見えま 五684

で︑︿略﹀︒

五585 宮島はまはりが七里もある島

用ありさうに天と

そうきれいに見えます︒

五591 朱ぬりの社殿がく略V︑たい
︿略﹀︑

遠きをつなぐ雲の上︒

五617國
地の

しだいくにうすくなり︑︿略﹀︒

五624圃 あのあざやかな色どりも

に 近 く 見 え て み て ︑︿略V︒﹂

五635園 ﹁おとうさん︑町があんな

だ︒

五693

︿略﹀︑米がとれるやうにした

︿略﹀︑米がとれるやうにした

いものだと思った︒

五693

いものだと思った︒

村の人々は中中大きな仕事だ

︿略V︑幅は一番上で三間とい

︿略﹀︑みんな賛成したといふ

とは思ったが︑︿略﹀︒

五698
五703
ことだ︒

五716

氣早な者は︿略﹀︒

﹁そんな大きな池がいるだ

ふ大きなもくろみであった︒

五718囹
五723

氣早な者は自分の持地を田に

らうか︒﹂

五724

造りかへたといふことだ︒

︿略V︑村の人は急にあれ地を

︿略V︑春には池の水が一ぽい

田にしだした︒

五755

五757

長い間の苦勢が病氣のもとで

になった︒

長い間の苦勢が病躯のもとで

あったといふことだ︒

五763

五764

親のほねをりが子の時になつ

あの白壁造の土藏のある家が

あったといふことだ︒

それだ︒

五778

五781

此の山の杉も庄屋が先に立つ

てあらはれたのであらう︑︿略﹀︒

此の山の杉も庄屋が先に立つ

て植ゑたのださうだ︒

五786

五786

︿略Vゆびをりの金持村だと

て植ゑたのださうだ︒

ました︒

五80！

いころすのもかはいさうだと

︿略﹀︑頭の上をすれくにい

思って︑︿略﹀︒

五798

に水がたまってみる︒

五791 ︿略﹀︑此の用水池にはあんな

言口はれてるる︒

﹁こんなむだな仕事をすれ 五788
﹁︿略﹀︑貧乏村はいよいよ

ば︑︿略﹀︒﹂

五732囹
五733圏

貧乏になる︒﹂

︿略﹀︑運の悪い時には悪いも

ので︑其の年のつゆに︑又土手がく

五738

かうなっては︑もう庄屋の悪

つれて︑︿略﹀︒

五743

するどい矢で︑︿略V︒

五822 かりまたは︑︿略﹀︑たいそう

やうにわれた︑︿略﹀︒

︿略V︑矢じりがつばめの尾の

五821

五808園びっくりしてたふれたのだ︒
よい身代であったが︑︿略﹀︒

くにげてしまった︒
五747

しまひには妻や子どもの着が

口を言ふ者ばかりで︑普請方はとう

五752

五824園

あぶないことだ︒

將なのです︒

人の﹂心といふものはえらい 五823 ︿略V︑宗任は︿略﹀てきの大

へまでもないやうになった︒

五753

もので︑三度目に土手の工事はうま
くいった︒

873
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︿略﹀︑四日の日は朝からひ

をいたしたやうに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑美シイ玉ノヤウ＝見エ

ウチノブダウトハ種ガチガフ

どんなにこはかったらう︒

ら︒

六56囹塁湾ではめったに雪が降ら
ないさうだが︑︿略V︒

六58園︿略﹀︑此の山のいたゴきに

ひ

は︑いつもつもってみるといふこと
だ︒

か

やりがたけ

あかしさん

﹁内地では甲斐の白根で︑
しんしう

﹁信州の槍岳や赤石山で︑

しかし三郎︑高い山がかな

で︑︿略﹀︒

印度のヒマラヤ山は世界一

いんど

どれも一万尺以上ある︒﹂

六72囹

一万五百尺︒﹂

六67園

︿略﹀と聞いてみたからでご 六65園 く略V︑四番目が富士山だ︒
︿略﹀︑ほんたうの死人だと思

五991園

つたのでせう︑︿略﹀︒

五986

ざいます︒

五984

ノダサウデス︒

五968

マス︒

五963

るやうに思ひました︒

五842團 おとうさんへ電報で御返事 五944 ︿略﹀︑私もはらわたがちぎれ
五餌6團

︿略﹀︑急に川水の音がこう

どい雨で︑夕方から風もはげしくな
りました︒

五854團
くと聞えて來て︑︿略﹀︒

五857圏 其の略表で水だくとさけ
ぶ こ ゑ が し ま し た ので︑︿略﹀︒

五857団 其の時表で水だくとさけ
ぶ こ ゑ が し ま し た ので︑︿略﹀︒

今年はほんたうにほう年だ︒

は十俵つつです︒

︿略﹀︑内地第一の高山だか

六47園高い山はもう雪だらう︒
六53園

ら

かすが

ニモナリマス︒

六116園︿略﹀︑モツト役二立ツ物ハ

其ノ外︑釘や針ノヤウナ小

鐵デアラウト思ヒマス︒

サイ物カラ︑︿略V︒

六121園

六122囹︿略﹀︑キクワン車・軍艦ノ

シカモ其ノサビハ大ソウ毒

ヤウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

ナ物デス︒

六137園

僕が紅色のきれいなきのこを

取って︑︿略﹀︒

六152

風がひゆうつとうなって來る

ふまないやうに注意して︑

毒だよ︒

六154園あ＼︑それは紅茸だ︒

六185

六154園

︿略﹀︒

六196

で︑先づ高い岡だと思へ
で︑先づ高い岡だ

﹁これが五日もつゴくと︑

大仁は平維盛で︑︿略﹀︒

たひらのこれもり

者を敵の後へまはらせて︑︿略V︒

屋根の上に霜がまつ白だ︒
六264
六266 ︿略﹀︑霜にあたったからだら

う︒

﹁だれだい︑今笑ったの

あ

六236 ︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の

六228

ひぼしだ︒﹂

頭を地に着けさうにします︒

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

六82囹奈良の春日山や︿略﹀は千
尺そこくだが︑︿略﹀︒
みかさ

六206園

だ︒

や東山︒

六86園
ばよい︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑中デ一番人ノ役二立

六271ひよどりは元氣な鳥だ︒
六271ひよどりは元氣な鳥だ︒
六96園

﹁どうも分らないのは︑
六277園

六284園

どりにすることだ︒﹂

の弱い人間がわれわれの仲間を生け

ツノハ︑私ドモノ仲間ノ銅デアラウ
︿略﹀︑其ノ外イロくナカ
六108園︿略﹀︑私ノヤウナヤクワン

ザリ物ニナリマスガ︑︿略﹀︒

六101園

ト思ヒマス︒

と思へばよい︒

六86園

ふとん着て︑ねたるすがた

てるるし︑京都の東山にしてもさう

六84圏

︿略﹀や三笠山は千尺そこ
くだが︑白根や槍岳よりも知られ

な

らず名高い山だとはかぎらない︒

﹃あぶない時に︑友だちを 六81園

東京停車場は東洋第一の大停
赤れんぐわの三階造で︑間口
︿略﹀︑左が出口で︑まん中が

六12園

帝室用になってゐます︒

五㈱8

が百八十四間もあります︒

五㎜6

車場で︑︿略﹀︒

五辻4

すててにげるやうな者には︑︿略﹀︒﹄

五997園

て行ったやうだが︑︿略﹀︒

五863囲 叔父さんは大へんだ土手が 五994園熊が君の耳の所へ口を持つ 六76園
切れたといって︑︿略﹀︒

五872團︿略﹀︑中からうすやたらひ
がぽかぽか流れ出すほどで︑どうす
ることも出來ませんでした︒

五875團 ︿略﹀水が二階にもつきさ
うになったので︑︿略﹀︒

五877圃 仕合はせに水はそれからふ
えませんでしたが︑ ︿ 略 V ︒
ばこ

五895 私は町の辻に立ってるる郵便
函であります︒

よけいに取れさうだ︒

五903圏 ﹁うん︑郵便函といったの 六12園今の分では去年より七八俵
はこれだな︒﹂

よけいに取れさうだ︒

五906 ︿略V︑︿略﹀郵便物を大切に 六13園今の分では去年より七八俵
あづかってみて︑︿略﹀︒

よけいに取れさうだ︒

五907私のやくめは︑︿略﹀︑これを 六13園今の分では去年より七八俵
あつめに庵る人に渡すのであります︒

︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

事 が 書 い て あ り ま すと︑︿略﹀︒

五935 おめでたい事やたのしさうな 六27︿略V︑一番上は一俵で︑一山
五937

事 が 書 い て あ り ま すと︑︿略﹀︒

だ一だ
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は︒﹂

六295園人間があなた方を生けどり
にするには︑いく人かで力を合はせ
︿略﹀︑敷かぎりもない蟻がま

るではありませんか ︒

六305
ギウニユウ

つ黒になって︑出て來ました︒
ハイタツ

六32一 マツ先二出アツタノハ牛乳
配達デ︑︿略﹀︒

六326 東が白ンデ︑屋根ノ霜が見回
ルヤウニナツタ︒

ヤ ホ

ニ
六328 カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク

ノラシイ︒

六335 ︿略V︑町ハダンくニギヤカ
ニナツテ來タ︒

通が多クナツタ︒

六337 停車場近クニナルト︑急二人
六341 ︿略﹀︑サツキカラ汽テキノ鳴
ツテヰル工場へ急グノデアラウ︒

六376園 いやく︑弓が惜しかった
ためとも

のではない︒

六378園叔父爲朝の弓のやうな強い
弓なら︑︿略﹀︒

六378圏 ︿略﹀強い弓なら︑わざと
﹃これが 義 血 の 弓 だ ︒ ﹄

敵 に や っ て も よ い が︑︿略﹀︒

六382圏

六383圏 ︿略﹀︑﹃これが義纒の弓
だ︒﹄などと言はれては︑源氏の名
折れになるからだ︒

六386 逗留に此の名を惜しむ心があ
つたので︑何時の職にも勝つたので
ございませう︒

ね︒

六388国

六391團
た＼かだ︒

六393國

國では初雪が降ったさうだ

こっちは國よりよほどあ
︿略﹀︑はじめは寒いやうに

お前はなぜ自分の村の人と

思ったが︑もうなれた︒

六402國
見物しなかったかと思ふだらうが︑

ものだ︒

鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

魚デモアル︒

六456

鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

かでございました︒

かの萬じゅの姫であったのでござい

其の五番目の舞姫といふのは︑

め立てたのは五番目の舞でございま

六526 ︿略﹀︑其の中でことに人のほ

した︒

ます︒

六531

コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ

︿略V︑海デ大キクナルカラダ︒

魚デモアル︒

六456
六458

サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ

︿略V︑フシギニ自分ノ生レタ
︿略﹀︑フシ景品自分ノ生レタ

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

カラフト
︿略﹀︑我が國デハ樺太ト北海

ほうびはのぞみにまかせて

頼朝は其の刀に見おぼえがあ

唐糸といふのは此の女のこと

唐糸には其の時十二になる娘

︿略V︑うばと二人で御ほうこ

うをねがったのでございます︒

六581

木曽に住んで居りましたが︑︿略﹀︒

がありました︒これが萬じゅの姫で︑

六568

でございます︒

六566

つたのでございます︒

六563

みた大切な刀を送ってよこしました︒

六555 ︿略﹀︑木曽の家につたはって

つたのでございます︒

六547 ︿略﹀︑これには深いわけがあ

取らせるであらう︒

六541囹

たのでございます︒

六532 ︿略﹀︑かの萬じゅの姫であっ

六465

キレイナ水ガサうく流レテ︑

ニ來ルノデアル︒

六466
︿略V︒

︿略﹀︒

六405圏︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

六468

六486

道ガオモナ産地ダサウダ︒
カラフト
︿略﹀︑我が國デハ樺太ト北海
六486

︿略﹀︑すがたも上品に見えま

道ガオモナ産地ダサウダ︒
六517

したので︑︿略﹀︒

よ
あ㌦︑母はもう此の世の人で

之を聞いた萬じゅの喜はどん

之を聞いた萬じゅの喜はどん

なであったでございませう︒

六602

なであったでございませう︒

六602

はないのかと︑︿略V︒

六588

るやうにしましたので︑︿略﹀︒

道ガオモナ産地ダサウダ︒
六582 ︿略﹀︑人の仕事まで引きうけ
カラフト
︿略V︑我が國デハ樺太ト北海

六486

ダ︒

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

カラフト

六485

川へ編ツテ來ルサウデ︑︿略V︒

六483

川へ蹄ツテ來ルサウデ︑︿略﹀︒

六482

ヲシテヰテ︑︿略＞〇

イヤウニ︑シバラク其ノアタリニ番

六474

ヤウニ見エル︒

アヅキ

になって來てるるのは私一人だけな

六471卵ハ︿略﹀︑ウスアカイ玉ノ

卵ハ小豆程ノ大キサデ︑︿略V︒

のだ︒

六405国く略V︑今歩兵になって干て
みるのは私一人だけなのだ︒

六416国︿略﹀︑ふしぎと私の村から
は私一人だ︒

六421国輻重兵にも其の中にだれか
分家の萬藏君などは小男だ

出るだらう︒

六422国

から︑︿略﹀︒

お前は今の分では大男にな
りさうだから︑︿略﹀︒

六424団

お前は今の分では大男にな

﹁なるほど︑理くつはさう

﹁海の上でも歩けさうだ︒﹂

からだをぢやうぶにして︑

く略V︑砲兵か騎兵になれる

りさうだから︑︿略﹀︒

六424國

だらう︒

六425困
六426団
︿略﹀︒

六437園

六443囹
だ︒﹂

六451圏あ㌧︑月日の立つのは早い 六521 ︿略﹀︑舞姫の中では一番年わ

875

だ一だ

いふので︑御殿は人少でございます︒

六603 三月二十日︑今日はお花見と
六604 ︿略V︑御殿は人少でございま
す︒

六605 萬じゅは其の夜ひそかにうば
をつれて︑石のらうをたつねました︒

六623園 木曽の萬じゅでございます︒
︿略﹀︑舞姫に出ることになつ

たのでございます︒

六634
︿略﹀︑萬じゅにはたくさんな

ほうびをあたへまし た の で ︑ ︿ 略 V ︒

六644

六674囹 こまかな人だ︒
六674園 こまかな人だ︒

﹁それは お 氣 の 毒 だ ︒ ﹂

六674囹 これではとても義掲はして
くれまい︒

六681圏

六685囹 ﹁こまかな人だが︑出す時
には出すね︒﹂

六685圏 ﹁こまかな人だが︑出す時
には出すね︒﹂

六686囹 全くだ︒
此の表掲が出來たのだらう︒

人通の多いのは此の大橋で︑

の三つの橋でございます︒

六727

︿略﹀の五條の大橋は此の川

これには電車も通ってゐます︒

六731
下にか＼つてみるのでございます︒
︿略﹀︑其の代りに水がいたつ

てぎれいで︑染物にむいてゐます︒

六736
︿略﹀︑もと此の川べりで出始

﹁其ノキレイナモヤウハ︑

﹁ソレハメリンスデ︑絹デ

たのでございます︒

六738

セウ︒﹂

六761囹
六765囹

ドウシテツケルノデセウカ︒﹂
イウゼン

︿略﹀︑後デカタヲ置イテ染

チリメン

六768園

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

メルノデ︑縮緬ノ友暉ト同ジデス︒

六771園

六815

まるで大きな島が出來たやう
まるで大きな島が出面たやう

なものである︒

六815

︿略﹀︑又おしよせて來るのは

なものである︒

六837

百しやうも一生けんめいで︑

︿略﹀︑これまでにない大難で

明らかである︒

六838
あった︒

六844

全く上下の者が心を一にして︑

ひやうらうをはこんだ︒

六脳6

此のまこころが神のおぼしめ

國難にあたったのである︒

六848

敵の船はこっぱみちんにくだ

しにかなったのであらう︑︿略﹀︒

六851

自由にうこかすことの出歯る

けて︑︿略﹀︒

六861

︿略﹀︑箕のやうな耳︑︿略V︒

み
六863

︿略﹀︑一切絶で見た通りであ

長い鼻︑︿略﹀︒

六866

何だか地ひゴきでもするやう
な氣がした︒

六887

實に力がある︒

つた︒

今日は日曜日で︑おまけに日

今日は日曜日で︑おまけに日

ラノ方ハ染工テナイデセウ︒

本晴だ︒

六776

本晴だ︒

六776

六878

象の鼻は手の用をなすもので︑

湖の上は朝からひじやうな人
出である︒

六686園 あんな小言を言ふ程だから︑ 六777

湖の上は朝からひじやうな人
出である︒

六926

︿略﹀︑賊のさわぐ所をさんざ

︿略﹀︑城兵が汲みに來られな

んに射た︒

六917

之をかこんだ賊は百萬騎とい
ふ大軍で︑城の四方二三里の間は︑
な小舟であった︒

︿略﹀︑こっちはつり舟のやう
な小舟であった︒

六807

六912

六791

十重萬といふ大軍である︒

いろくな在すべりをやる者 六903園 ﹁大きなお守さんだ︒﹂

︿略﹀︑き れ い な 着 物 を 着 て ︑

六797

人や馬でふさがった︒

し

もあり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の川の水はいくたび

︿略﹀︑こっちはつり舟のやう

此の義指が出陣たのだらう︒

六687園 あんな小言を言ふ程だから︑ 六777

︿略﹀︒

六696

六698

六806
︿略﹀︑いくたびとなく此の川

となくうつしたことでございませう︒
六704

でう

の水にうつったことでございませう︒

六712 名高いのは三條・四條・五條

いやうにした︒

ふみとゴまってみたのは︑み

六935︿略﹀︑さんぐに賊を悪口さ

せた︒

賊はうまくはかられたのであ

んな藁人形であった︒

わらにんぎやう

六955

る︒

六956

出して︑︿略﹀︒

六965 ︿略﹀︑たくさんなたいまつを

て︑残少になって退いた︒

六977 ︿略﹀︑前後から官軍にうたれ

わたしの子どもが

正成は實にえらい人である︒

かついで行って植

其の子はとうに戦死

六984圏 ︿略﹀︑

六978

植ゑたので︑

した︒

ゑたのだ︒

六991圃︿略﹀︑

﹁わたしの植ゑた落葉松

が あんなに高くなりました︒﹂

六伽1圏園

念の木︑

﹁

直々々暖になって︑よ

大事にするとおつしゃつ

六㎜⁝5圃 ︿略﹀︑ はじめて聞いた記

た︒

六柵7園

一切白木造で︑お屋根はか

いあんばいです︒﹂

六鵬2團

こはさないやうにして持つ

やでふいてある︒

六佃8國

不意に白い鳥がもやの中から

て降る︒

とび立つた︒

七96

おとうさんにうかゴったら︑

かもめだとおっしゃった︒

七97

だ一だ
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だ︒

︿略﹀︑二十鯨町にはかに干上

馬はたいそう元氣のよい動物
︿略﹀︑きはめて大切なもので

八寸・九寸などといふのは︑

と

き

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑
五尺あると︑十寸といふ︒
︿略﹀︑．いたる所に良馬を見る

通は廣くて平で︑︿略﹀︒

やうになった︒

七282

七359團

︿略﹀︑たくさんな大船を一

大連の貿易高は横雲や神戸

どきに横づけにすることが出來ます︒

七382国

七388困

大連の貿易高は︿略﹀︑大

よりは少し下で︑︿略﹀︒

七388國

︿略﹀︒

七467 ︿略﹀︑物の具見事に着かざり︑

︿略V︑イタツテ正直デ︑止立

七485 無念に思って︑︿略﹀︒

七496

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

ノヤサシイ老人デシタ︒

タガ︑︿略﹀︒

七515

七526園︿略﹀︑皆さんと同じやうに︑

︿略﹀︑何よりもうれしいの

あの運動場で遊んだり︑︿略﹀︒

七531圏

︿略﹀太平丸といふのは︑

でございます︒

七535圏

七563園

しょうとつ

︿略﹀︑外の船に衝突した

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

く略V︑いくらきりが深くて

︿略﹀︑それを見ると︑あれ

は何所だといふことが分ります︒

七592圏

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七586圏

ります︒

のは︑︿略﹀︑衝突をさけるためであ

七582國

りするやうなまちがひが出來ます︒

七575囹

ものではありません︒

けれども船はなかく沈む

思ふやうになります︒

く略V︑船は今にも沈むかと

七568園︿略﹀︑山のやうな波が立つ

て皆珍しいのであります︒

見るもの聞くものが︑縮べ

輸出品は豆粕が第一で︑

七567囹 急に暴風雨が悟ると︑︿略﹀︒

長さが六十間程もある汽船で︑︿略﹀︒

まだ來て二三箇月で︑よく

てい大阪ぐらみだといひます︒
かす

七389團

︿略V︒

七393園

はわかりませんが︑︿略VQ

日露戦孚當時のことである︒

七569園

て︑︿略﹀︒

七411

年は六十四五でもあらうか︑

七571囹

︿略﹀︒

七415

﹁︿略﹀︒其の船に乗ってゐ

七418園

天子檬によく御ほうこうす

るなら︑鐵砲を上げろ︒﹂

すると︑又鐵砲を上げたのが

七424園
るだよ︒

七426

︿略V︑わらちがけで急いで來

かすかに見えた︒

七429

たのださうだ︒

︿略﹀︑見送の人々はみんな泣
いたといふことである︒

七431

たのださうだ︒

︿略V︑近くは乃木大回も︑馬 七429 ︿略﹀︑わらちがけで急いで來

︿略﹀︑きはめて大切なもので

ばかりださうです︒

みきが二か＼へもあって︑枝 七369團 ︿略﹀︑日本人は年々ふえる

︿略﹀ずっと前から南アメリ
︿略﹀︑まんぢゆう笠をふせた

これは馬がけがをしないやう

やうな塚がある︒

つか

七253

カへ行ってみるといふことだ︒

七251

人あるのださうだが︿略﹀︒

七248此のおばあさんにむすこが一

人あるのださうだが︿略﹀︒

七247此のおばあさんにむすこが一

︿略V︒

が傘をひろげたやうに出てみるので︑

七233

つて砂地にかはり︑︿略﹀︒

七209

く︒

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

七107園 ﹁皆さん︑そろくおした 七π7 しやうの強いもので︑ ﹇度種
くだ︒﹂

だよ︒﹂

七114圏 ﹁皆さん︑これが目じるし
七119 ︿略﹀︑おもしろいやうにあさ
りが出た︒

七η6 おさへて見たら︑小さなかれ
﹁丸山君 ︑ か れ ひ だ ︒ ﹂

ひであった︒

七127園

七131 ︿略﹀︑ふりかへったのは知ら
ない人であった︒

かのやうになった︒

七133 潮がすっかり落ちて︑海はを
七138 何時か知らない人とも話し合
日は暖で︑風はなし︑︿略V︒

ふ や う に な っ て ︑ ︿略﹀︒

七141

る︒

に︑馬方が上げるのださうだ︒

七142 ︿略﹀︑むされるやうな氣がす 七256

のおとしごが一つあったことであっ

七257
だ︒

七267

ある︒

七267

で︑生れた日からすぐ歩く︒

七259

︿略﹀︑馬方が上げるのださう

七153 珍しかったのは︑︿略V︑たつ 七256 ︿略﹀︑馬方が上げるのださう

た︒

から︑大きなのをよったのでござい

七164国此の蛤は私どもの拾った中
ます︒

七169 此の頃はれんげさうの花ざか
りである︒
かく

四角な田に は 四 角 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ある︒

七171

あか
七173 ︿略﹀︑田の形其のま＼に紅

七273

七275

である︒

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

れんぐわ

紫のもうせんをしきつめたやうに

むらさき

見える︒

はこぼれ種であらう︒

七176 道ばたや土手にさいてみるの

877
だ一だ

︿略﹀︑はなはだ大切なこと

︿略﹀︑はなはだ大切なこと

なのであります︒

七596囹

七596囹
︿略﹀︑はなはだ大切なこと

なのであります︒

七596囹
なのであります︒

七602囹 それは日本は海國でありな
がら︑︿略﹀︒

れる人もあるといふことで︑これは

七603園 それはく略﹀︑まだ海を恐

︿略﹀︑これは實に残念な事

實に残念な事であります︒
七604園
︿略﹀︑これは實に残念な事

であります︒

七604園
であります︒

七613園 どうか今から十分海になれ
て置くやうにしてもらひたいのであ
ります︒

七614園 どうか今から十分海になれ

しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな

て置くやうにしてもらひたいのであ
ります︒

七624

︿略﹀︑此のあぶない川を一人
︿略﹀︑氣がちがって死ぬやう

でこしたほどの人である︒

七654
七655

﹁あなたは今朝一人で川を

見れば先の男でございます︒

氣の毒なことだと思って︑

氣の毒なことだと思って︑

な事になるかも知れぬ︒

七656
︿略﹀︒

七656
︿略V︒

七662

七665囹

五十両は黄色なきれにつ＼

州の者でございます︒

き

︿略﹀︑此の財布に入れて來

たのでございます︒

七713園

七719園どうぞ之を受取って︑私の
氣がすむやうにして下さい︒

七727囹私は川ばたの人夫で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑軍艦や汽船ハ時々之ヲ

︿略﹀︑此ノ貝ノカラノ中ニア

カキオトサナケレバナラナイホドデ

七822

アル︒

ルノデアル︒

七826

クサン集ツテ︑︿略﹀︒

テヰル︒

七831

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ︿略V

コンナ所ニハ︑動物モゴクマ

此ノ他海藻ニハマダタクサン

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二

ナ種類ガアツテ︑︿略﹀︒

七861

レデ︑︿略＞〇

七849

轟ノ骨デアル︒

七834

骨デアル︒

︿略﹀サンゴハ︑皆此ノ轟ノ

く略V︑其の日のくらしにこ 七828 ︿略﹀︑木ノ枝ノヤウナ形ヲシ

の者ではありません︒

七728囹私はく略V︑名前をいふ程七828 中デ面白イノハサンゴデ︑タ
七732園

たとひ親子の者がうゑ死を

まるやうなこともありますが︑︿略﹀︒

七734園

ざうり

︿略﹀︑其の金をまちがひな

するやうなことがあっても︑︿略﹀︒

だ

︿略﹀︑織田信長の草履取をし

お

一時は今の二時間にあたるの

︿略﹀︒

七864

︿略﹀︑全景が細カニ分レテ︑

モアレバ︑︿略﹀︒

七863 ︿略﹀︑帯ノ様二廣クテ長イノ

廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︒

﹁はい︒これが御奉公だと 七863

これがそもく藤吉郎出世の
魚類ニハイワシ・アヂ・カツ

ミルヤモヅクノ檬二緑色ノモ

色モ一様デハナイ︒

モアリ︑︿略﹀︒

七864 ︿略﹀︑枝ノ檬ニナツテヰルノ

七867

︿略﹀タヒ・アナゴ・ハモナ
ドノヤウ＝︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ

ノモノモアル︒

七869 ︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略V︒

七868 ︿略﹀︑コンブヤアラメノヤウ

ノモアレバ︑︿略﹀︒

七867
︿略V︑カレヒ・ヒラメナドノ
カキハ又スグフエルモノデ︑
ケレバナラナイホドデアル︒

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七819

ヤウ一一︑底二沈ンデヰルモノモアル︒

七804

泳グモノガアリ︑︿略V︒

七802

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二半イ所

七798

いとぐちである︒

七788

思ひますれば︑︿略﹀︒﹂

七783園

である︒

七778

てるた時のことである︒

七763

くとゴけるやうに致せ︒

﹁︿略﹀︒落した物は︒﹂﹁革 七756園

こした方ではありませんか︒﹂
七674園
の財布で︒﹂

七677園
んであって︑︿略﹀︒

七687囹家の中で見えなくした物で
も︑中々出ないものでございます︒
︿略﹀︑かくごをして來たの

それがあなたのやうな正直

でございます︒

七694闘

七695園

なお方に拾はれて︑︿略﹀︒

それがあなたのやうな正直
︿略﹀︑いたゴいたのは財布

︿略﹀︑いたゴいたのは

て來はしません︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

七704圏あなたから一文でももらふ

︿略﹀︑私の命でございます︒

七697園

ではなくて︑︿略﹀︒

七697圏

なお方に拾はれて︑︿略﹀︒

七619 百八九十年昔の事であります︒ 七695囹

ぺ

い程の客でございました︒
あ

七625 中でも安倍川の宿は一そうの
︿略﹀︑手をひいてもらふかし

人ごみであったと申 し ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七632

︿略﹀︑川べはひじやうなさわ

て渡るのでございます︒
七638

ぎでございました︒

ぎでございました︒

七638 ︿略V︑川べはひじやうなさわ 七709園私は此所から百里さきの紀

だ一だ
878

樂なくらしにか

當時秀吉は伏見の城に居った

︿略﹀︑

ます︒﹂

七価3園

﹁加藤清正の南面でござい
﹁あのせいの低いのが石田

其の方は無分別者で︑大名

になってもまだ仲間げんくわのくせ
がぬけぬ︒

小西は︿略﹀︑道案内の者
く略V︑御威光を借りて幽豆臣

故︑にげも致したであらう︒

七竈7囹
七餌5園

清正はつ＼しんで︑﹁︿略﹀︒﹂

と記したのでございます︒
七研6

と︑べんぜつさわやかに申し開きま
した︒

﹁どこからだらう︒﹂

それは由仁の方がやりさう
七柵2園

﹁あ＼︑信吉からだ︒よん
でごらん︒﹂

七椥4囹

な事︒

仕合はせに午後は風が弱った︒ 七研8園

﹁困った風だ︒﹂

だ︒通してやれ︒﹂

何だか少しむし暑いやうだが︑ 七掴8囹

れてるた︒

︿略﹀︑二百十日といふのは立

七933囹
七936

やはり二百十日だ︒

空には雲もなくて︑まことによく晴

七929

したことはあるまい︒

七874 ︿略﹀︑茶色ノモノハ其ノ中間 七925圏此のもやうなら︑今日は大 七半1園
根ノヤウナ 所 モ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

二生エテヰルノデアル︒
七875

ノ様二養分ヲ吸取ルタメノモノデハ

七876 根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物
ナイ︒

七876 根ノヤウナ所モ︑︿略﹀養分

︿略﹀︒

︿略﹀︑農家ではことに心配す

春の日から二百十日目の日のことで︑

七877 巡覧ハナレナイヤウニ︑岩ナ
七938

ヲ吸取ルタメノモノデハナイ︒

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス
︿略﹀︑農家ではことに心配す

るのださうだ︒

七981

へてやる︒

七964図圃

七949

七945園

るのださうだ︒

根ノヤウナ所モ︑︿略V︒︿略﹀︑七938

モノデ︑︿略﹀︒

七878

岩ナリ石ナリヘクツツクダケノ用ヲ
︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ膿ノ

ナスモノデ︑︿略﹀︒

七879
全面カラ吸取ルノデアル︒

七886 けれども貧しい木こり小屋で︑
戸棚一つもありません︒

のでございます︒

のことですか︒﹂﹁返事のことだ︒

七983此の人だけは自分のために心 七柵8園 ﹁おとうさん︑ヘンとは何
︿略﹀︒﹂

を汲んで來ました︒

七889 マリーが大急ぎでコップに水

配してくれるであらうと思ったので

く略V︑にごりのある字は二

く略V︑電報はさうていねい

それで十字だから︑うちの
屋がうのカネキを入れて︑︿略﹀︒

七擢9園

にいはなくてもよい︒

七麗6園

字になる︒

字に敷へるのだから︑それでは十七

七m8圏

から︑︿略﹀︒

にごりのある字は二字に敷へるのだ

七川7園十五字までが一音信だが︑

おん

ございます︒

﹁あ＼︑ さ う だ ︒ ﹂

す︒

正直者の清正は人づきあひが
﹁石田でござる︒お通しな

﹁石田といふ者ださうだ︒﹂

﹁石田といふ者ださうだ︒﹂

﹁ずるぶんおそく來たもの

七佃3圓

だ︒﹂

七佃4園

七鵬3園

され︒﹂

七七2園

下手なので︑︿略﹀︒

七995

︿略﹀と思ったのでございま

七895園

﹁たしか に 來 た は ず だ ︒ ﹂

七984

七902 かう言って︑又大急ぎでおば
七914園

﹁たしか に 來 た は ず だ ︒ ﹂

あさんの着物を着せてやりました︒
七914園

七917園 ﹁これ︑おばあさん︑お前
は知ってみるだらう ︒ ﹂

七919圏 ﹁はい︑よいお天幸でござ
います︒﹂

七922園 ﹁こいつ︑かなつんぼだ
な︒﹂

七925園 よいあんばいだ︒

七㎎図

七冊8困

た︒

齪雑に書くと見誤ります

く略V︑本日無事に着きまし

地もがらもまことに當地向

あのたちで子ども向の品を

で︑責行もよからうと思ひます︒

七柵9国

七脳1団

黄色なのはならやくぬぎで︑

もう五十反︑至急お送り下さい︒

黄色なのはならやくぬぎで︑

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒

八13

八14

︿略﹀︑赤いのはかへでや櫻や

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒

八15

林の中へはいると︑眞赤にな

ぬるでである︒

八15

四十雀・︿略﹀︑秋の山は小鳥

谷間の水はすきとほるやうに

の聲でにぎやかである︒

つたったが︑︿略﹀︒
から

八21

八23

小鳥は︿略﹀︑こずゑでさへ

すんでみる︒

八26

八28

︿略﹀︑くぼたまりにころがり

栗のいがのゑむのも今である︒

つるのである︒

八32

うさぎの毛も間もなく白くな

合ふのも今である︒

︿略﹀︑五箇村の頭になるとい

るだらう︒

八34

八65

︿略﹀︑すぐれて上手なものが

ふ定めであった︒

﹁今年の競馬はさぞ見もの

二人あった︒

八66

だらう︒﹂

八69園

879

だ一だ

︿略﹀︑上を下へのさわぎであ

八102 しかも其所は深い所である︒

る︒

八112

た＼いて︑﹁感心だ ︑ 感 心 だ ︒

八114園 耕造方の人々は耕造の肩を

八114園耕造方の人々は耕造の肩を
た＼いて︑﹁感心だ ︑ 感 心 だ ︒

た＼いて︑﹁感心だ︑感心だ︒えら

八114園耕造方の人々は耕造の肩を
い子だ︒

八118囹如何にも見上げた心掛だ︒
ら︑︿略﹀︒

八118囹 相手の信作があの通りだか
八129 信作方の人々は之を聞いて︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ったので︑さうきまつ

﹁︿略﹀︑小勢の方は︿略﹀︑

一方は百四五十人で︑︿略V︒

たといふことである ︒

八142園

八135

一生けんめいになっ て み る ︒ ﹂

ある︒

八164 長四郎が十一歳の時のことで
ひでたゴ

八172 將軍秀忠が刀を取って出て見
ると︑長四郎であっ た ︒

あらう︒﹂

八178園 ﹁いや︑きっと頼まれたで
八179園 ﹁い﹂え︑頼まれたのでは
ございません︒﹂

ねたが︑始のやうに答へた︒

八185 翌日になって︑將軍が又たつ
八189囹 ﹁長四郎があの心で大きく
なったら︑竹千代には無二の忠臣で
あらう︒﹂

八狛1

將軍はあとで︑御勘所に︑
これは呉鳳といふ人のおかげ

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒
ごほう

八226
呉鳳は今から二百年号前の人

だと申します︒

八227
で︑亜里山の役人でした︒

八229r︿略﹀︑蕃人からは親のやうに
︿略﹀︑どうかして首取の悪風

したはれました︒

八232

﹁それ程首がほしいなら︑

を止めさせたいものだと思ひました︒

八246園

明日の書頃︑︿略V︑此所を通る者の

見ると︑それは呉鳳の首でご

首を取れ︒﹂

八258
ざいました︒

さうして今も其の通りにして

みるのだといひます︒

八265

︿略﹀︑其の男はていねいに教

へてくれた︒

八301

かまはさしわたしが一丈ぐら
︿略﹀︑後の方に煙出の口を明

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略﹀︒

八308
八311

けるのである︒

︿略V︑よくもえるやうに其の
︿略﹀︑かた炭が出來上るので

上下にそだを置き︑︿略﹀︒

八314
八319
ある︒

炭に焼く木は︑主にならとく
ぬぎで︑︿略V︒

八322

︿略V︑其の中貴重なものの一
にんじん

八326

これはもと野生のものでした

つは朝鮮人蓼です︒

八329

が︑今から千々百年も前から栽培す
ることになったのだとったへてゐま
す︒

さうして其の栽培については
︿略﹀︑子どもをおさづけ下さ

次のやうな話もあります︒

八333
八336

︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤

るやうに︑朝晩神様にいのってゐま
した︒

八344

︿略﹀︑婦人は之を我が子のや

な美しい實が一つなってゐました︒
八349

これが人蓼で︑此の婦人は長

うに育てました︒

八349

ゑち

時の町奉行は名高い大岡越

生をしましたが︑︿略﹀︒
ぜんのかみ

八361

泣くのもかまはず力まかせ

︿略﹀︑どちらも實母だといひ

前守で︑︿略﹀︒

八363

はります︒

八381園

包の中には白木綿が五十反ば

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八394

越前守は手代の言ふ所を聞い

かりはいってみたのでございます︒

八404

かに︑﹁︿略V︒﹂と申し渡しました︒

一同は驚いて︑泣くやらなげ

くやら︑大さわぎでございます︒

八424

許してつかはすであらうが︑︿略﹀︒﹂

八427園 ︿略﹀︑越前守は﹁しからば

と命じました︒

りましたので︑︿略﹀︒

八453團 ︿略﹀︑食事も進むやうにな

八455国 ︿略﹀︑老膿のこと故︑齢程

大事にしなければならないとのこと

しかし瞥者の申す所では︑

でございます︒

老鵬のこと故︑鯨程大事にしなけれ

八456國

まことに勝手がましい御願

ばならないとのことでございます︒

八458国

︿略﹀︑何か好きな物を買つ

祖母一人孫一人の事だから︑

でございますが︑︿略﹀︒

八468囲

︿略﹀︒

八472国

て上げて下さい︒
ワシ

ワシ

八478 ︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

デアル︒

デアル︒

八478 ︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

八484 ︿略﹀︑アクマデモガンジヨウ

八488 ︿略﹀︑自在二空ヲトブ様ハ︑

ナツバサ・尾︑︿略﹀︒

物見高いは江戸のくせで︑

八489 ︿略﹀︑自在二黒ヲトブ檬ハ︑

﹁何だ︑何だ︒﹂

急ニツバサヲチぐメ︑︿略﹀︒

八494 ︿略V︑スウツト下りテ來テ︑

實二丁マシイモノデアル︒

︿略﹀︒

物見高いは江戸のくせで︑

石地藏をしばって著るやうに命じま

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑下役の者に

した︒

八408
︿略﹀︒

八409園

越前守は︿略﹀︑さておごそ

﹁何だ︑何だ︒﹂

八418

八409囹

だ一だ
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八496

ブタ
︿略﹀・豚ナドハ彼ノ求メル物
︿略﹀︑マレニハ庭先二遊ンデ

デアルガ︑︿略﹀︒

八497

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア
ル︒

八501 巣ハ至ツテソマツナモノデ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑其ノ上ニヤハラカナコ

八501 巣ハ至ツテソマツナモノデ︑
︿略﹀︒

八503
︿略﹀︑其ノ上ニヤハラカナコ

ケヲ置クダケデアル︒
八503
︿略﹀︑家畜ヲサラフノモ多ク

ケヲ置クダケデアル︒
八506

︿ 略 ﹀ ︑ ︿略﹀せいろうからは︑

ハ此ノ時デアル︒
八511

盛にゆげが上ってみた︒

八522圏 ﹁︿略V︒今四時を打つたば
︿略﹀︑ぐるぐるまはしていら

かりだ︒﹂

八657国
てるます︒

八659困

︿略﹀︑いろくな商口をし
おとうさんが着いた日は︑
せつく

︿略﹀︑今では前よりもかへ

ちやうど五月のお節供の日で︑︿略﹀︒

八665團
つてりっぱになってゐます︒

アメリカ人の元氣なことは︑

これだけ聞いてもわかりませう︒

八666團

安心しました︒

︿略﹀︑イスパニや人の喜んだ

ことは非常なものでした︒

八753

﹁諸君︑これも人のした後

八759園︿略﹀︑それ程の手がらだら
うか︒

八774園

では︑何のざうさもない事でござい
ませう︒﹂

一枚は縣の税で︑一枚は國

落せば︑︿略V︒

る︒

おし
︿略﹀︑生れつき唖なので︑

︿略﹀︑唖の學校に入れてある︒

八835

信吉はく略V︑﹁奥様︑あのと

﹁とよちゃんかね︒丈夫で

よは︒﹂と︑さも心配さうにたつね

八839

た︒

みるよ︒﹂

八841圏

﹁相かはらずせっかちだ

﹁私は︿略﹀松木とよの父

あ＼︑あなたが先生でいら

生徒はおとよであった︒

きくことが出來ないのでございませ

おとよ︑お前はものが言へ

るやうになったのか︒

八887圏

電燈・電車等に用ひる壷草も︑もと
︿略﹀︑電燈・電車等に用ひる

電氣も︑もとをたゴせば水の力であ

八829

う︒

さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を

八877圏︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

う︒

きくことが出來ないのでございませ

さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を

八876園︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

ふのでございますが︑︿略﹀︒

八875園私は三年ぶりに此の子にあ

つしゃいますか︒

八873囹

八863

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八858 ﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

でございます︒︿略V︒﹂

八856圏

ね︒﹂

八848園

した︒

が︑氣にか＼つてみたのでございま

︿略﹀︑役場によけいな手敷 八845圏︿略﹀︑あの子のことばかり

これは村の税で︑村の學校

をかけることになります︒

く略V︑いろいろな農産物に 八785園

八792園

富んでゐます︒

八678国

つまりお前たちよりもよけ

八795園

これは縣の税で︑国立の學

それからこれは國の税で︑

國の税は勿論︑縣の税も村
國の税は勿論︑縣の税も村
それでは弱いものかといふに︑
さうではない︒

八823

の税もみんな大事なもので︑︿略﹀︒

八803圏

の税もみ．んな大事なもので︑︿略﹀︒

八803園

納税告知書としてあります︒

八798園

になります︒

校や病院や︑其の他道路などの費用

八797園

の税です︒

や役場の費用などになるのです︒

八686国

此所は工業地で︑煙突の煙

いに勉強してみるわけです︒
えんとつ

八701田

で空は眞黒だが︑︿略﹀︒
えんとつ

此所は工業地で︑煙突の煙

ニューヨークは人口からい

で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

八701團
八718國

高い建物のあることは世界

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑
︿略﹀︒

八721團

第一で︑十階・二十階の家はいくら

八527

もあります︒

アメリカ人はく略﹀︑何で

つしゃつたが︑忽ちきれいなおそな

︿略﹀︒

八736囲此所は有名な商業地ですが︑ 八826 ︿略V︑工夫して大仕掛に水を

といひますが︑︿略﹀︒

も世界一になるやうに心掛けてみる

八734囲

へになった︒

めだ︒﹂

﹁年の若きに感心な︒﹂

八546園 ﹁せいは高くても︑まだだ
八571図圏園

八645團 ﹁さてく︑目あきといふ
ものは不自由なもの だ ︒ ﹂

二人とも字が上手になった

りっぱな學校もありますし︑︿略﹀︒

八742田

うちには何事もないさうで

のに驚きました︒

八743團

をた〜せば水の力である︒

八646園 ﹁さてく︑目あきといふ 八737国 此所は有名な商業地ですが︑ 八828 彼の水力電氣の如きはそれで︑
ものは不自由なもの だ ︒ ﹂

八653団 おとうさんは一昨日の正午
無事にサンフランシスコへ着きまし
た︒

881
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のことで︑今は口を見せてものを言

八893園 ﹁指であひつをしたのは昔
つくさない︒

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

八998園︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

僕はたゴ坐ってみて物を食

︿略﹀︑僕が若し食物をこな

︿略﹀︑かへって君等は自分

で苦しむやうになったのです︒

八櫃4園

血がどうして出差ませう︒

さなかったなら︑からだを養ふ所の

八川8圏

つて︑︿略﹀︒

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八梱7園食った物をこなして︑之を

ふだけの者ではありません︒

八川6園

はせます︒﹂

八897園 聞えるなら︑もう一つ何か
言っておくれ︒

八899園 いや︑聲が聞えるのではあ
りません︒

八911囹 よく見えるやうにして︑も
︿略﹀︑もう一度しつかに言

う一度しつかに言ってごらんなさい︒
八911園
つてごらんなさい︒

のぞきこむやうにし て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八917 おとよは信吉の口を︑中まで

いたのであります︒

八924 先生はいろくな事を信吉に 八湿6圓 これは全く君等が自分で招
話して聞かされた︒

君等が若し僕に食物を送る

爲に働いたといふなら︑僕もまた君

︿略﹀︑大 そ う り こ う だ か ら ︑

八価6

マッチはちょっとした物で︑
しかし之を一人で造るとして︑
しかし之を一人で造るとして︑

まうかるどころか︑非常な損
それではマッチは︑どうして

すべてかういふやうに︑手分

すべてかういふやうに︑手分

といふ︒

をして別々に仕事をすることを分業

八価6

誰が造るのであらう︒

八丁6

になる︒

八悩5

こんなに安く費れるであらうか︒

八鵬9

こんなに安く士買れるであらうか︒

八鵬9

償も安く︑︿略﹀︒

八鵬7

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

八925 おとよは話し方ばかりでなく︑ 八槌8闘
れうり
︿略﹀料理も習ってみる︑︿略﹀︒

八927
︿略﹀︒

︿略﹀︑りっぱに一人前の事が
︿略﹀︑りっぱに一人前の事が

出來るやうになる︒

八928
八929
出來るやうになる︒

商店の番頭になってみる者もあれば︑

八929 げんに此の學校の卒業生で︑

︿略﹀︒

八933 信吉はとりのぼせたやうにう
れしがって︑︿略﹀︒

八944信吉は教室を 出 る と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

八943園 どうも恐れ入ったことだ︒
らうか
といって︑先生を廊下でをがむやう

にした︒

をして別々に仕事をすることを分業

分業で造ると︑其の出來がよ

といふ︒

八価8

︿略V︑一人々々別々になって

いばかりでなく︑︿略﹀︒

八価9

︿略﹀︑さうおうにまうかるの

造るのとは比べものにならない︒
八価3

︿略﹀︑さうおうにまうかるの

である︒

八鵬3

分業はマッチの製造ばかりで

である︒

八鵬4

うちはを造るにしても︑︿略﹀︑

はない︒

八鵬6

やはり世は相持のものである︒

皆これによるのである︒

八欄9

お呼びするのは大てい近所

ちやうど日曜日ですから︑︿略﹀︒

八研3團來る十六日は私の誕生日で︑
八森7圏

の人で︑︿略V︒

これは年よりからのお願で

乃木大急は幼少の時︑艦が弱

ございます︒

八柵2困

八m7

おく
く︑其の上臆病であった︒

︿略﹀︑近所の人は大仁のこと
なきと
を︑無人ではない︑泣人だとく略﹀︒

八川1

八川2 ︿略﹀︑近所の人は大將のこと
なきと
を︑︿略﹀︑泣人だといったといふこ
なきと
︿略﹀︑泣人だといったといふ

とである︒

ことである︒

八川2

︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

泣虫では︑第一藩主に蔑しても申し

八川5

わけがない︑︿略﹀︒

丈夫にし︑氣を強くしなければなら

八川6 ︿略﹀︑どうかして大將の腔を

﹁よし︒寒いなら︑暖くな

︿略﹀︑其の墓に参詣したので

ぬと思った︒

八擢6

ある︒

八柵1囹

﹁よし︒寒いなら︑暖くな

るやうにしてやるQ﹂

八戸1園

大事が何か食物の中にきらひ

大將の母もまたえらい人であ

るやうにしてやる︒﹂

八柵6

つた︒

八稲7

な物があると見れば︑︿略﹀︒

八佃8 ︿略﹀︑必ず其のきらひな物ば

︿略V︑うち中の者がそればか

かり出して︑︿略﹀︒

八M1

其の爲︑大將には全く食物に

り食べるやうにした︒

好ききらひといふものがないやうに

八悩3

當時大仁の膿は︑もうこれだ

なった︒

八M9

當時大藩の膿は︑もうこれだ

け丈夫になってみたのである︒

郷里の家は︿略﹀︑そまつな

け丈夫になってみたのである︒

八柵1

八価4

郷里の家はく略V︑そまつな

家であった︒

家であった︒

八価5

は︑何時もきらく光ってみたとい

八価7 ︿略﹀︑武士の魂と呼ばれる物

ふことである︒

だ一だ
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八稲1

︿略﹀︑武人の手本と仰がれる

やうになったのは︑まことにいはれ
のあることである︒

八描2 ︿略V︑まことにいはれのある
ことである︒

九34國 おとうさんはじめ皆様お元
氣で何よりです︒

で 島 々 を 廻 っ て み るから︑︿略﹀︒

九35團 叔父さんも相かはらず丈夫
九41國 暑さも年中此のくらみのも
のださうで︑︿略﹀︒

のださうで︑かねて思ってみたとは

九41囲 暑さも年中此のくらみのも
違ひ︑なかく住みよいところのや
うです︒

九51國内地から來て先つ目につく
のは植物で︑︿略﹀︒

九58國︿略﹀︑其の内がはに白い肉
のやうなものがあります︒
らふそく

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

けん

殊に毎日のやうに降るには

か雨が︑︿略﹀︒

九74團
か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗
︿略﹀︑あざやかな緑の世界

つて通り過ぎた後の︑︿略﹀︒

九了6國
は︑︿略﹀︒

九78囲水の乏しい此の島々では︑
其の雨水がまた大切な飲料水となる
のです︒

九81寒水のすんでみる事はかくべ
つで︑︿略V︒

︿略﹀︑波の静かな所でふな

ばたからのぞいて見ると︑︿略﹀︒

九81国

︿略﹀︑美しい海底のありさ

青・緑・紅・紫︑目のさめ

まが手に取るやうによく見えます︒

九83囲

九84囲

るやうに美しい魚の群が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑子供等はなかく上

手に日本語を話します︒

九91圏

保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︑

︿略V︑又コチラカラ敵ヲォソ
黄色ナ蝶ハ菜ノ花ニムラガリ︑

フノニモ都合ガヨイノデアル︒

九164

容易二他ノ動物二見ツケラレナイ︒

九162

トデアル︒

膿色ガマハリノ物ノ色二似テヰルコ

九510團これから椰子油を取り︑石 九1510 中デモ面白イノハ︑或動物ノ
九510團 まだ十分にじゅくしてみな
い實は︑︿略V︒

これがなかくうまいもの

九62圏︿略﹀︑中にきれいな水があ
ります︒

九167

九64国

で︑私たちもよく取って飲みます︒

沙漠地方幽居ルラクダハ灰色
ホクキヨクグマ

︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊
ハ眞白デアル︒

九169

デ︑︿略V︒

九169

サバク

︿略﹀︒

食料で︑︿略V︒

九67囲 其の實は土人の一番大事な
九68圏 其の實は土人の一番大事な
食料で︑︿略﹀︒

九了4団 殊に毎日のやうに降るには

九173

︿略﹀︑ソレニツレテ同ジヤウ
カツシヨク

ナ色ニカハルモノモアル︒

九174︿略﹀雷鳥ハ︑累算褐色デ︑
︿略﹀︑冬ニナツテ雪が降りツ

枯葉や土ノ色二似テヰルガ︑︿略﹀︒

九176

又季節ニヨツテカハルクラヰ

モルト︑眞白ニナル︒

九176

デナク︑︿略﹀︒

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二
︿略﹀︑其ノ色が桑ノ木二似テ

居ル時ハ緑色デアルガ︑︿略V︒

九185

方ガカヘツテ安全ナノデアル︒

方ガカヘツテ安全ナノデアル︒

九209 ︿略﹀︑タヤスク見トメラレル

例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ艦

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

九211

︿略﹀︒

九212 ︿略﹀︑悪味や悪臭ノアル蝶ノ

羽牛革美シイ色ドリガアルヤウナモ

ノデアル︒

羽ニハ美シイ色ドリガアルヤウナモ

九212 ︿略﹀︑地味や悪臭ノアル蝶ノ

︿略V︑コノヤウニイロくフ

ノデアル︒

九214

︿略﹀︑コノヤウニイロくフ

シギナ事ガアル︒

︿略﹀︑落シテワルトイフ意味 九214

ヰルバカリデナク︑︿略﹀︒

九1810

︿略﹀︑マルデ枯葉が引掛ツテ

デアラウ︒

九196

︿略﹀老人が︑︿略﹀︑十五六

シギナ事ガアル︒

る︒

く略V︑りつぽな書物もお書

しかし此の分では︑わたし

の命は︑とても仕事の出町上るまで

九243囹

ある︒

九243園 ︿略﹀︑此の山中へ來たので

ねばならぬやうになった︒

九239囹 ︿略﹀︑終には國を立ちのか

たつもりである︒

九236園 ︿略﹀︑出來るだけは骨折つ

きになった︒

九227園

て︑︿略＞Q

を盛にするにあるとお氣づきになつ

九225園

︿略﹀︑國利民福の本は農業

の少年に︑熱心に何か言聞かせてる

︿略﹀︑印度二叉スルカマキリ 九218

ヰルヤウニ見エル︒

九199

︿略﹀︑外ノ轟ヲトツテ食フモ

ノ一種デアラウ︒
九201

︿略﹀︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウ

ノデアルガ︑︿略﹀︒

九202

︿略﹀︑ナカく見分ケガツカ

デ︑ナカく見分ケガツカナイサウ
デアル︒

九203

︿略﹀︑マハリノ物トマギレナ

ナイサウデアル︒
九205

イヤウナ鮮カナ髄色ヲモツテヰル︒
又或動物ハ︿略﹀︑︿略V鮮カ

コレ等ハ︿略﹀︑イヤガル味

ナ膿色ヲモツテヰル︒

九205

九207

︿略﹀︑タヤスク見トメラレル

ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

九209

883

だ一だ

もつまいと思ふ︒

九245 老人は大分つかれたやうであ
る︒

九259園︿略﹀︑大髄一身一家の爲で
︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

なく︑︿略V︒

九261園

の爲につくすといふお考は︑どなた
︿略﹀︑これが佐藤の家の學

も皆同じ事で︑︿略﹀︒

九261囹
問の精神である︒

ある︒

九265園 これはまことに残念な事で
九265圏 これはまことに残念な事で
ある︒

折は︑農學の進歩の爲には決してむ

九267園 しかしわたしの四十年の骨
だでなかったと思ふ ︒

九269園 く略V︑此の學問を大成する
︿略﹀︑又つらい事もあるで

のがお前の役目だQ
九271園
︿略﹀︑りっぱな學者を先生

あらうが︑︿略＞Q

九274囹
にして︑︿略﹀︒

九279 父は安心した様子で︑やがて

すやくと眠った︒
九281 これは今から百三十年ばかり
前に︑︿略﹀旅人宿で起つた事で︑
︿略﹀︒

のぶひろ

九282 ︿略V︑少年は其の子信淵であ
る︒

信淵に至って大成したのである︒

九291 ︿略V農學は︑信季の望通り︑

九295

廣さが千数百方里もある︑海
だ︒﹂

す︒

︿略﹀︑めいくの骨折に
うち中が丈夫で︑仲よく
うち中が丈夫で︑仲よく

ご
それがすむとやがて夏舞

社長さんは饒程の年よりらし

僕は何となくえらさうな人だ
と思ひました︒

九505

僕は何となくえらさうな人だ
と思ひました︒

九505

だったので︑︿略﹀︒

さて商費を始めると︑あの

うちのおちいさんはあの人

﹁いや︑これから先があの

それにあの人の事だから︑

にしたのだ︒

九559園 ︿略﹀︑あんなりっぱな會社

にしたのだ︒

九558園 ︿略﹀︑あんなりっぱな會社

決してあせらず︑︿略﹀︒

九553囹

人のほんたうにえらい所だ︒﹂

九533園

大へんほめていらっしゃったものだ︒

九5210園 うちのおちいさんはく略﹀︑

とは前から友だちだったので︑︿略﹀︒

九529園

分だったらう︒

九528園それはわたしの十五六の時

人ならといふ信用はあるし︑︿略﹀︒

九523園

實に勤めて︑︿略﹀︒

九5110園 ︿略﹀︑それから又長い間忠

お前たちにわかるものではない︒

九518園 ︿略﹀︑其のつらさはとても

ものださうだが︑︿略﹀︒

九517園︿略﹀︑おろしに歩き廻った

うだが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おろしに歩き廻ったものださ

九483国稀世の中は何でも一生けん 九517園 く略V︑始は近在の小門店へ︑
めいに働く者が勝だ︒

九491国園
の上りだ︒

九492團園
九504

しが働くのだ︒

にいさんたちの分もわた

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

九487囲囹

かせぐ︑︿略﹀︒

九487在園

封して︑御ほうびを下さるのだ︒

九486圏園

めいに働く者が勝だ︒

右にあるのがアメリカ瀧︑左 九483囲蓋世の中は何でも一生けん

のやうな湖から流れる大きな河が︑
︿略﹀︒

九303
︿略﹀︑カナダの方からはるか

にあるのがカナダ瀧で︑︿略﹀︒

九314
︿略﹀︑頭から雨のやうなしぶ

に全景を見渡すのも面白い︒
九317

﹁もう一息だ︒﹂

きを浴びながら︑︿略﹀︒

九328園

︿略V︑急にかん高い音を立て
︿略﹀︑美しい小鳥が二三羽︑

て︑︿略﹀︒

九334
九335

身がるに枝移りした︒
︿略﹀︑太い尾をちらりと見せ

やうやく清水まで充て︑手の

もうお書頃だらう︒

く略V︑石井君のうちが見え いが︑にこにこしてみる元氣な方で

て︑急にまた穴にかくれてしまった︒

九338

九3410囹
九352

るはずだ︒

九353

切れるやうにつめたいのを二三ばい
つゴけ様に飲んでみると︑︿略﹀︒

﹁あの精米講社の社長さん
はえらい方なんでせう︒﹂

頭を上げてみると︑それは石 九507園

あの社長さんはもと上方の
人で︑︿略﹀︒

﹁閣下の防戦はまことに見 九513園

井君であった︒

九3510

事であった︒﹂

九3710囹

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

しやう

主人の家が大きな醤油屋

﹁正一も大分役に立つやう

になったなあ︒﹂

九578園

に面白いやうに飛散る︒

九573 ︿略﹀︑敷いてあるむしろの上

に會って來たのだと思ふと︑︿略﹀︒

しかし部下の者は︑最後ま 九515書く略V︑此の町へ始めて奉公九561 僕は今日其のえらい社長さん
でベルギーの名轡をけがさなかった

九384囹

二の年だつたさうだ︒

﹁お前もたしかに半人前 九515園

十二の年だつたさうだ︒

﹁お前もたしかに半人前 九515圏 ︿略﹀︑ちやうどお前と同じ

つもりである︒

九478玉里
だ︒﹂

九478團囹

九703囹

九70！0園

九747 ︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花

仙骨に着いたのは午前の三

仙皇は東北第一の都會で︑
大學も高等學校もある︒

昔は竹に雀の紋所で名高い
仙毫様の城下であった︒
﹁松島は︒﹂﹁甘塩から三つ
目の松島騨で下りるのだ︒︿略﹀﹂

九715園

ひかり

九7110園

下北半島だ︒

るやうに見えた︒

九7510 ︿略﹀︑陸奥溝の風光が手に取

つがる
遠くにはかすかに津輕半島が

横たはり︑︿略﹀︒

九761

あった︒

九762 ︿略﹀︑曝そう景色のよい所で

海水浴も出身るさうだ︒

九763 ︿略﹀︑此所は名高い温泉場で︑

北海道に渡る人は︑停車場に

九764 ︿略﹀︑海水浴も出來るさうだ︒

九767

東京から此所までは四百五

績いた乗船所から汽船に乗るのであ

る︒

十六哩もあるのだが︑︿略﹀︒

九769園

く略V︑かうたやすく來てみ

皆いつものやうに︑此所で

これこそく略﹀︑毎日々々待

支度をして︑︿略﹀︒

九776圏

たやうな氣がしないね︒

九771圏く略V︑そんなに遠い所に來

氣がしないね︒

ると︑そんなに遠い所に來たやうな

光堂ともいって︑昔は金 九7610囹

八百年前の建物で︑今も

光りに光りかゴやいてみたさうだ︒

九721園

︿略﹀高館のあとも右手に

︿略﹀保存されてみる︒
たかだち

九724園

あれが北上川だ︒

見えたはずだが︑︿略V︒

九7210圏

︿略﹀︑めいく身中になって︑

枯れか＼つて一面に黄色にな

九787 ︿略﹀︑ほったいもは此の中へ

つたじゃがいも畑を︑︿略﹀︒

九782

校舎の後の菜園に集った︒

九781

つてみた命令だつたので︑︿略﹀︒

汽車は此の邊からあの川に 九779

あのふもとに有名な小岩井

あれは岩手山だ︒

ついて︑北へくと走るのだ︒

九731囹
九7310園

九742圏

あのふもとに有名な小岩井

農場があるのだ︒

農場があるのだ︒

九召2園

のまばらに見えるのも面白い︒

白河を通ったのは昨夜の十

九757園海の向ふに遠く見えるのが

一時前であった︒
のういん

﹃都を

昔能因といふ人が︑

とよんだの

︿略﹀︑此の關所は︿略﹀︑

︿略﹀︑實におごそかなもので

九712園

︿略V︑もう八時半であった︒

時で︑︿略V︒

︿略﹀︑實におごそかなもので

まだ日が暮れたばかりのやう

くんれん

九713園

有名なものであった︒

九708囹

有名なものであった︒

九708園︿略﹀︑此の獄所はく略V︑

は其所のことで︑︿略﹀︒

風ぞ吹く︑白河の關︒﹄

ば︑かすみと共に立ちしかど︑秋

﹁︿略﹀︑身丈な姿となって分 九707園

甲板洗はいかにも勇ましく面
其の様は︑まるで雨後の蛙が
一時間飴りも活動した後であ

むらがり飛んでみるやうである︒

九656

白いものである︒

九652

隊毎に甲板洗を始める︒

九6410

に八方へ散って︑︿略﹀︒

九585 何所からかにぎやかな歌が聞 九649 水兵はくもの子を散らすやう
えて來る︒

︿略﹀︑黄 色 い 変 の 穗 が ︿ 略 ﹀ ︑

まぶしいやうな夏の日にかゴやいて

九588

みる︒

九598 ︿略V︑へうきんな五平ちいさ

んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑
はせる︒

ある︒

九674

ある︒

九674

九676

だ︒

だ︒

九687圏

此の邊が有名な那須野が原

九687園此の邊が有名な那須野が原

九685

に思ったが︑︿略﹀︒

九685

に取掛るのである︒

︿略﹀乗員は︑これから訓練

るから︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ ︿ 略 V ︑ 時 時 へ ん な 墨 田 九666

︿略﹀︑に ぎ や か に 打 播 け る ︒

をして皆を笑はせる︒

九599

九603

九605 庭のすみにはほうせん花が眞
赤に咲いてみる︒

九609 ︿略﹀︑︿略﹀軍艦の壮大な姿
が︑︿略﹀︒

九613 千敷百人の乗員は︑今もなほ
安らかに眠を績けてるる︒

九614 艦内は深山のやうな静かさで
ある︒

ある︒

九614 艦内は深山のやうな静かさで

やうになった頃︑︿ 略 V ︒

九615 人の顔がやっと見分けられる

昔は一面の荒野であったが︑
しほばら

︿略﹀塩原へ行くには︑

所で下りるのだ︒
いちのせき
﹁︿略﹀︑やがて︼關だ︒よ

う︒

とするのは︑ 管玉北へ進んだ爲だら

九6910
窓から吹きこむ朝風のひやり

くねたね︒﹂

九697囹

九6810園

︿略﹀︒

九618 軍艦の起床時間は︑夏は五時︑ 九688囹
冬は六時である︒

る︒

九629 これから號令が雨のやうに下

九641 上甲板洗は水兵の受持で︑
︿略﹀︒

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九646 爾舷直といふのは︑特別の務
とである︒

此

だ一だ

884

885
だ一だ

入れるやうにとおっしゃった︒
︿略﹀︑雀の卵ぐらみなかはい

らしいのもあるが︑ ︿ 略 V ︒

九794

︿略﹀︑絹のやうなうすい皮が

はち切れさうに︑よく實がいってゐ

九795

る︒

九867園

︿略﹀︑年中ほとんど位置の

攣らないのがあるから︑まことに都
Aロがよいのだ︒

﹁でも︑あんなにたくさん

﹁北極星といふ星だ︒﹂

ほくきよくせい

九869園

九8610闘
︿略﹀︑何時でも北極星の位

ある星ですもの︑︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑ひしゃくのやうな形

︿略﹀︑七つの星が並んでゐ

が見えるだらう︒

になって︑七つの星が並んでみるの

九875園

置を知らせてくれるのだ︒

九795 ︿略V︑絹のやうなうすい皮が 九874囹
はち切れさうに︑よく實がいってゐ
る︒

︿略﹀︑ほったいもを一つ一つ

ていねいにならべて行く︒

九798

九883囹

あれが北斗七星だ︒
え

﹃あ＼︑かはいさうだ︒あ

かあさんのカリストだつたのですが︑
︿略V︒

九923園

のアルカスに親殺の大罪ををかさせ
てはならぬ︒﹄

ひ

だ

越中の平野︑︿略﹀︒

ゑつちゆう

の と
るかに浮ぶ能登半島︑︿略﹀︒

九984園 ︿略﹀︑日本海の波の上には

淺間山は煙をなびかせて︑

東南の空はるかにそびえ︑︿略﹀︒

九989囹

黒みがかった紫色の董が見事

に延びて︑︿略﹀︒

九欄3

てるる︒

やうな顔をして︑へそを日にさらし

九9910 ︿略V︑今日はもう熟しきった

さうです︒

白雲の上にかすかに見える事がある

︿略﹀︑大熊座と小熊座にな 九991園富士山も︑晴れた日には︑

にいさん︑やっぱりにいさ

さったのださうです︒

九926園

九929園

だ

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

ひ

んのおっしゃったやうに︑星の位置
だけ

は攣りますね︒

九9310

だけ

山だといふ事は知ってゐましたが︑
︿略﹀︒

九967囹

︿略﹀︑急な坂を矢のやうに

︿略﹀︒

九欄10

そ ば

二百十日を無事に越した田に

白いのは︑蕎萎の花であらう︒

はく略﹀︒

九梱1

︿略﹀︑後足を長く延ばし︑眞

青な空をじっとながめてみる︒

三川6

ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

九棚8

どぢやうを取るのであらう︒

二丈2

まだ青いが早く甘くなるたち

今年はなり年なのだ︒

雪漢が冬の世界ならば︑此 九湿2 今年はなり年なのだ︒
所は春の國でせう︒

午後には弟と天神山へきのこ

北風はたけが五尺二寸もある

黒馬で︑︿略﹀︒

九齪6

取りに行くのだ︒

九皿4

だから︑︿略﹀︒

︿略﹀︑岡田さんは目の前に見 九槻2

︿略﹀︑山の上に居るやうな氣

てるるやうな様子で説明なさるので︑

九978

︿略﹀︒

九981

山のすその方があちらこちら

白馬岳が飛騨山脈中の有名な 九㎜8 ︿略﹀︑空がきれいにすんで︑

雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

山だといふ事は知ってゐましたが︑

九9310

︿略﹀︒

九961囹

ないやうなことがあります︒

九954囹︿略﹀︑時には一寸先も見え

︿略﹀︒

︿略﹀︑かなり大きい星があ 九946園

二つの星を結びつけて︑︿略﹀︒

九879囹あの柄でない方の端にある

九879園

るのが見えるだらう︒

九7910 あちらでもこちらでも︑驚く 九876園
聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒
︿略﹀︑面白さうに僕等の仕事

を見ていらっしゃった︒

九802

﹁毘沙 門 天 を 刻 む の だ ︒ ﹂

びしゃもんてん

九835圃園

九837圏園 ﹁翌春まではか﹂るだら

あれが今話した北極星だ︒

るだらう︒

九884圏

う︒﹂

九853園 ﹁にいさん︑空にはあんな

北斗七星は何時もあんなに
さうだ︒

︿略﹀︑急な坂を矢のやうに

早くすべるのですから︑︿略﹀︒

九892囹

︿略﹀︑もう一つ︑小さい北 九961園

斗七星のやうなものが出來てるます
ね︒

早くすべるのですから︑︿略V︒

九898園

ひしゃくの形をしてみて︑︿略﹀︒

九885園

﹁さうだ︒︿略﹀︒﹂

に た く さ ん 星 が 見 え ますが︑︿略﹀︒﹂
九855囹

九855圓 ﹁さうだ︒動かないのだ︒
︿略V︒﹂

九856園 しかし地球が廻るために︑
我々の目には動くやうに見える︒

並び方が全く似てみるだら
小熊座と大熊座について︑
おかあさんのカリストは︑

持になって聞きました︒

九9110園此の大熊こそは︑︿略﹀お 九983園 もやの底にかすかに見える

大そう美しい人だつたので︑︿略﹀︒

九913園

面白い昔話があるはずだから︑︿略V︒

九906園

う︒

九8510園 それでも航海をする人など 九901囹
が︑よく星を見て船の位置をはかる
といふではありませんか︒

九861園 星がそんなに位置の愛るも
のなら︑目當にならないでせう︒
のなら︑目當にならないでせう︒

九861園 星がそんなに位置の攣るも

だ一だ
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九鯉7

︿略﹀︑毛はうるしのやうにつ

やくしく︑︿略V︒
馬である︒

九齪7 ︿略﹀︑見るからに強さうな軍

ゐ

九齪8 北風は︿略﹀︑見るからに強
さうな軍馬である︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑まるで我が子のやうに

九但8 北風の主人は若い騎兵中尉で︑
九齪9
︿略﹀︑まるで我が子のやうに

大事にしてみた︒

九湿9
︿略﹀︑北風も外の軍馬と同じ

大事にしてみた︒

九佃1

ゆ

やうに︑主人にしたがって職地へ向
つた︒

ゆ

九佃3 ︿略﹀︑北風にとって愉快な事
であった︒

九鵬3 ︿略﹀︑北風にとって愉快な事
であった︒

九鵬5 やがて﹁進め﹂の號令がか＼

ると︑たg愉快にた曳一生けんめい
にかけ出す︒

んめいにかけ出す︒

九佃6 ︿略V︑たご愉快にたゴ一生け

九佃7 職場の光景は實に恐しいもの
或朝の事であった︒

であったが︑︿略﹀︒

九佃10
りでない︒

九脳7 ︿略﹀︑其の様子がどうも一通

九悩8 利口な北風はすぐそれに氣が
ついた︒

九価5 ︿略﹀︑遠略﹀﹂と︑まるで人

北風は︑主人の手がかうして

間に言ふやうに言った︒

九価7
くびすぢにさはるのが何より好きだ
つたから︑︿略﹀︒

北風は︑︿略﹀︑うれしくて︑

得意さうに頭を高くあげた︒

九価7

︿略V︑いつものやうにすんだ

敵弾は前後左右へ雨のやうに

聲で號令をかけた︒

九価9

些些5
落ちて來る︒

砲口はかはるがはるいなづま

九斯8 やがてもうくと上る白煙の
くわい
間から︑怪獣のやうな大砲と︑
︿略V︒

九二1

︿略﹀︑耳もつぶれさうにほえ

のやうな砲火をはいては︑︿略V︒

九鵬2
立ててみる︒

︿略﹀︑敵陣が間近になったの

おそ
﹁そら︑もう一息だぞ︒襲

を見て︑︿略﹀︒

九佃5

九鵬7園

北風は俄におちけがついた︒

九柵10

しかし聞えるのはかすかな息

づかひばかりであった︒

さうして之に合はせるやうに︑

︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

︿略﹀︑一聲高く天に向っていな＼い

九川3

た︒

九柑4

味方の勝利を語るやうに︑一二高く

ゐ
ふと通りか＼つた某大尉が之

明治二十七八年戦役の時であ

天に向っていな＼いた︒

九伽4
つた︒

九細7

を見て︑齢りにめ＼しいふるまひと
︿略﹀︑其の有様は何事だ︒

思って︑︿略﹀︒

九悩10園

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
それは齢りな御言葉です︒

は帝國の恥だぞ︒

糸価2圏
糸価7圏

大尉はそれを取って見ると︑

其のうちには花々しい戦雫

ことは︑命中一同残念に思ってみる︒

もあるだらう︒

九㎎2囹

九佃5園 ︿略﹀︑安心なさるやうにす

︿略﹀︑︿略V父ガ︑夜汽車デ

いを
へ
る
カよし

九伽1

一月モカ・ルヤウナオ話ダツ

婚蹄ツタトコロデアツタ︒

九伽2

月モカ・ルヤウナオ話ダツ

タノニ︑︿略﹀︒

タノニ︑︿略﹀︒

九伽2

オ蹄リニナツタノダラウト思ツテ聞

九伽3 ︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

イテミタ︒

九伽3 ︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

オ蹄リニナツタノダラウト思ツテ聞

今日午後四時ノ汽車デ庶出

イテミタ︒

﹁今日ハ衆議院議員ノ総選

カケルノダ︒

九伽7園

九伽9園

ハナイ︒

天略﹀︑投票ノ爲山江ツテ

ソレハ誰ニモ言フベキ事デ

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

く略V︑アノ人ナラバト思バ

九梱7圏今日投票ノ爲二念ツタノモ

出嚢ノ時カラノ豫定ナノダ︒

九捌7圏今日投票ノ爲匹婦ツタノモ

レル人ガアルカラ︑︿略V︒

九捌4園

實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑︿略﹀︒

九捌3園

トウヘウ

學ダカラ︑︿略﹀︒﹂

九伽10園

︿略﹀︑自分の職務に精を出

おかあさんは︑﹃︿略﹀︒﹄と

豊島沖の海戦に出なかった

來タノダ︒﹂

お前の残念がるのももっと

九捌2園

母は如何にも残念に思ひ

次のやうな事が書いてあった︒

九描2

九佃1園

會はないのだ︒

言ってゐられるが︑まだ其の折に出

九佃10園

すのが第一だ︒

九佃8医

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功を立てるやうな

しかし今の職事は昔と違つ

九備6國團
九佃3圏

候︒

と︑たづなが急にゆるんで︑

九柵5園

主入の姿を見つけると︑静か

もだ︒

︿略﹀︑ゆめからさめたやうに

へく︒﹂

︿略﹀︒

九佃1
九㎜6

九佃10

あたりを見廻した︒

九鼎3

︿略V︑訴へるやうな目付で主

に其のそばに立止った︒

九佃8

しかし聞えるのはかすかな息

人の顔を見下し︑︿略﹀︒

九柵10

づかひばかりであった︒
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出獲ノ時カラノ豫定ナノダ︒

九捌8園 ﹁ソンナエライ方ナラ︑
︿略﹀︑選學人トシテカリソ

︿略﹀大丈夫デセウ︒﹂

九七2囹
メニモスベキ事デハ ナ イ カ ラ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九七3園 く略V︑カウシテワザく蹄
ツテ來タノダ︒

國民トシテ恥ヅベキ事ダ︒

︿略﹀︑ホンタウノ選墾トイ

九槌4園適適スルシナイハ別ニシテ︑
︿略﹀︒

九槻6園
フモノダ︒

九倣10園
︿略﹀︑近々後任ノ選墨ヲスル
︿略﹀︑自分デ一番適

コトニナツテヰルノデアツタ︒

旧名3
道雄ハ

當ダト信ジテヰル中村君ヲ咳唾シヨ

九鵬4
ウト決心シタ︒

十了10．︿略﹀︑零時世界に類のない大
國を建設した英雄である︒
出かけた時の事である︒

十81 其の大王が東方諸國の遠征に

焼けつくやうに熱い平原を横ぎって︑

十83 或三王は部下の精兵を引連れ︑

︿略﹀︒

てるるきれいな川にはいって水浴を

十85 ︿略﹀王は︑町はつれを流れ
した︒

氷のやうであった︒

十86 水は意外に冷たくて︑まるで
十86 水は意外に冷たくて︑まるで
氷のやうであった︒

十87 ︿略﹀︑王は俄にはげしい熱病

呪師は︿略﹀︑たゴ纏過を見

にか＼つた︒

十93
︿略﹀︑用心するやうにと黒い

守ってみるばかりである︒
十102

やがて讃終ったフィリップが︑

︿略﹀︑静かにフィリップに渡

てあった︒

十106
した︒

十1010

眞青な顔をして王を見上げると︑
︿略﹀︒

十月二十五日は︑青年團の道
高橋さんは︑あちらで長らく

ぶしんの日であった︒

十116
十124

教育に即事してみる人である︒

郷里の青年諸君がこんなに

よくこんなに早く出來まし

正そうりっぱになりました︒

十126園今通って見て來ましたが︑
十126囹
たね︒

十137園

郷里の青年諸君がこんなに

まじめになって來たのは︑︿略﹀︒

十137囹

まじめになって來たのは︑︿略V︒
せき
く略V︑とかく無責任な事ば

十141園

かりしてゐました︒

十213国

︿略﹀︒

成程︑此の邊は馬でもつて

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

十235囲 ︿略﹀︑責ってみる菓子もお

さしく扱ってくれ﹂ばよいと︑︿略V︒

十2210團 ︿略﹀︑どうか同じやうにや

かはいがってみたのを見て︑︿略﹀︒

十228團 ︿略﹀︑飼主たちがあんなに

或は耕馬になるのださうです︒

十227囲 ︿略﹀︑或は馬車馬になり︑

惜しむのも︑もっともな事です︒

十221囲 ︿略﹀︑飼主が泣いて別れを

の手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

十219國 ︿略﹀︑急に見ず知らずの人

の手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

の直だと見ると︑︿略V︒

さうして︑もうこれが最高

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十218囲 ︿略﹀︑急に見ず知らずの人

︿略﹀︑やはり馬のそばを通

十165困久々で皆様といろくお話
ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十172団

るのが危除なやうな氣がしてならな
かったが︑︿略﹀

︿略﹀︑やはり馬のそばを通

るのが危険なやうな氣がしてならな

十172囲

︿略﹀︑腹の下などを自由に

く略V︑土地の人は一向平氣

かったが︑︿略﹀︒

十173国
で︑︿略﹀︒

十174囲

馬も誠に從順で︑︿略﹀︒

く〜つて歩きます︒
十175囲

馬も誠に從順で︑けたりか
みづいたりするやうな事は決してし

十176国
ません︒

十237囲

グレース︑ダーリングであった︒

みる虜だと思ひました︒

廣さは二町四方ぐらゐで︑

十249 ︿略﹀ものは︑︿略﹀一人娘の

十178團

子馬には大てい飼主の一家

皆二歳駒ださうです︒

ごま

十181国

︿略﹀︒

十191團

かはいさうだが︑とても人

親子は非常な危除ををかして︑

かうしてボートは︿略﹀︑燈

塁に蹄り着いたのである︒

十286

︿略﹀︒

十281

動かした︒

十266此のけなげな言葉は遂に父を

間業では救へない︒

十261園

﹁まあ︑かはいさうに︒

十259園

十2410 或秋の夜の事である︒

︿略﹀︑馬も從順で人になつ
︿略﹀︑馬も從順で人になつ
︿略﹀︑黒山のやうに集って

︿略﹀︒﹂

族がついて來て︑親切に世話をして
それを見ると︑成程︑こん

ゐます︒

十202團
十202團

く略V︑これがまじめに實行 なにかはいがられて居れば︑︿略﹀︒

十208困

くわけだと︑︿略﹀︒

十203囲

しかし︑︿略﹀皆さんの熱 くわけだと︑︿略﹀︒

されてみるかどうかと︑︿略﹀︒

十148園
十1410園

︿略﹀︑非常に喜んでをりま

心な様子や︑今日の働を見て︑︿略﹀︒

十156園
す︒

久々で皆檬といろくお話 十212囲 ︿略﹀︑非常ににぎやかです︒

古同橋さんの熱心な話は︑︿略V︒ みる買手は︑︿略﹀︒

十164国

十158

だ一だ
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十313此の地峡に造った運河が︑世
︿略﹀︑平 か な 掘 割 を 造 っ て ︑

界に名高いパナマ運河である︒
十316
︿略﹀︒

十318 ︿略﹀︑太平・大西爾洋の水を

通はせることは到底出來ぬ事であっ
た︒

つた仕組に出來てるるのである︒

十318 そこで此の運河は︑非常に攣
十319 そこで此の運河は︑非常に攣
つた仕組に出來てるるのである︒

十323 高い土地の上に水をた＼へた
︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘

のであるから︑︿略 V ︒

十3210
割へ落込んで︑︿略 V ︒

様にしてある︒

十332 ︿略V︑たくみに船を上下する
十332 ︿略V︑たくみに船を上下する
様にしてある︒

きな人造湖で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑もと此虞にそびえてゐ

た山々である︒

十356
︿略﹀︑終に洋々たる太西洋に

出るのである︒

十359

パナマ地峡に運河を造る事は︑

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十363

最後にアメリカ合衆國は︑

書τたところで︑︿略﹀︒

十367

十432

日は大分高くなってさわやか

十485 ︿略﹀︑もどかしさうに夜の明

朝日のさわやかな光が︑木立

けるのを待ってるた︒

をもれて窯場にさし込んだ︒

︿略﹀︑ひわの一群が身輕さう 十489

にかゴやき︑︿略﹀︒

十433
に飛んで行く︒
ば

白な蕎萎の花で︑︿略﹀︒﹂

そ

大序をあげた︒

十436園．天略﹀︑來年の秋はもう眞 十491 ︿略﹀︑不意に﹁これだ︒﹂と

である︒

十498 ︿略﹀︑肥前の有田にみた陶工

と大聲をあげた︒

十437圓指導﹀花で︑此の地面が埋 十491園 ︿略﹀︑不意に﹁これだ︒﹂

困難はそればかりで無かった︒

柿右衛門はひとり我が國内に

おとうさん︑今度役場の隣

あれは銀行だよ︒

く略V︑今度はあ＼いふりつ

お金といふものは︑うちに

︿略﹀︑ついむだな事に使つ

だから︑少しでも鯨つたお

金があったら必ず預金にして置くも

十519囹

てしまふ︒

十517園

十516囹 さうで無くても︑︿略﹀︒

しまって置くものではない︒

十514園

十512園 ﹁まあ︑さうだね︒﹂

ぱなのを建てたのだ︒

十508囹

ぱなのを建てたのだ︒

十508圏 ︿略﹀︑今度はあ＼いふりつ

つたが︑︿略﹀︒

十507圏今までは横町の小さい家だ

十507園

にりっぱな建物が出來ましたね︒

十505圏

るばかりでなく︑︿略﹀︒

おいて古今の名工とた＼へられてる

十502

れる精巧な陶器を製作するに至った︒

︿略Vけやきの大木も︑見事 十4910 ︿略﹀︑世に柿右衛門風といは

父は﹁︿略﹀︒﹂と樂しさうに

まってしまふのだQ﹂
十438
言った︒

︿略﹀︑最新の學理を磨用した 十442

︿略﹀︑遂に之を造り上げたのである︒

衛生の設備をよくして危険な

からであった︒

十3610

十371

に根本から切倒された︒
さんご
︿略﹀︑珊瑚珠のやうにかゴや
十447

いてるる︒

﹁︿略﹀︒あの色をどうかし
︿略﹀︑目のさめるやうな柿の

︿略﹀︑もう立っても居ても居
︿略V︑歎息する彼の様子は︑

十465

︿略﹀︑とかく家業もおろそか
になる︒

彼の頭の中にあるものは︑唯
彼は氣がくるった様にそこら
をかけ廻った︒

十478

夕日を浴びた柿の色であった︒

十474

やうになった︒

十468

︿略﹀︑其の日の暮しにも困る

十467

實に見る目もいたましい程であった︒

十464

られなくなったのである︒

十459

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

十457

て出したいものだ︒﹂

十451園

︿略V︑したがって世界の航路 十4410園 ﹁あ＼︑きれいだ︒︿略﹀﹂

病氣を根絶し︑︿略﹀︒

十379

︿略﹀開墾地は︑まるで足の

に大きな立動を生じたのである︒

十387

あたりは如何にも静かで︑

地面は霜で眞白である︒

ふみ場も無い有様である︒

十392

︿略﹀︒

十339 ︿略﹀︑船は大きな箱の中に浮 十392
いてるる形である︒

﹁しかし天氣が曰いてよい
︿略﹀︑元氣な聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

何庭からか︑ほがらかなひよ
﹁︿略﹀︑かういふ風に束ね

な風に働いてみると︑︿略﹀︒

十428 しばらくの間めいくがこん

て運んでくれ︒﹂

十417匪

どりの聲が聞える︒

十413

と答へて︑止めようともしない︒

十406

あんばいだ︒﹂

十401圏

十349 ︿略﹀船は︑︿略﹀水面に浮ぶ 十398囲指の先がしびれるやうだ︒
のである︒

ので︑︿略﹀︒

十351 これは高い山地を切通したも
十352 ︿略V︑的野を切通すのは非常
な難工事であったといふ事である︒

十352 ︿略﹀︑此庭を切通すのは非常
な難工事であったといふ事である︒

十352 ︿略﹀︑此虜を切通すのは非常
な難工事であったといふ事である︒

十355ガツン湖といって︑︿略﹀大

889
だ一だ

のだ︒

である︒

︿略V︒

である︒

十568

︿略﹀︒

十592

︿略﹀︒

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

う︒

十661園﹁︿略﹀︒さうだく︒︿略﹀︒﹂

十665園

﹁︿略﹀︑そんなりつばな鉢

十661園﹁︿略﹀︒さうだく︒︿略﹀︒﹂

の木をたくのは︑どうぞ止めて下さ
い︒﹂

十667園私はもと鉢の木がすきで︑
いろく集めた事もありましたが︑
︿略V︒

︿略﹀︑大切に残して置いた

﹁いや︑名前を申し上げる
程の者ではございません︒﹂

十676園

のでございますが︑︿略﹀︒

十671圏

のでございますが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其庭を見念えさせて飛 十671園 ︿略﹀︑大切に残して置いた
︿略﹀︑其の中に入れるのであ
︿略﹀︑援兵を頼んだりするに

十5910園

たら︑さぞ面白い事であらうが︒

かやうに落ちぶれてはみる

︿略﹀︑門も主なものは残つ

街がまるで給のやうに見えます︒

其の手前は一帯に朝鮮家屋

かんかう

龍山はもと漢江にのぞんだ

寒さと暖さがほとんど規則正しく交

らみの問暖さが績くといふやうに︑

十785國︿略﹀︑其の次には又其のく

たいやうに感じます︒

十783囲 ︿略﹀︑寒いといふよりもい

た︒

たくてたまらないだらうと思ひまし

十779團︿略﹀︑毎日何虜へか出かけ

いだらうと思ひました︒

毎日何虜へか出かけたくてたまらな

十778國 ︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

つで︑︿略﹀︒

十777圏殊に秋晴の美しさはかくべ

ごくたまにしか降りません︒

らみの天直覧きで︑雨といふものは

十776國 ︿略﹀︑よくも堅くと思ふく

中に編入されたのださうです︒

十771囲 ︿略﹀︑今では龍山も京城の

小さな町であったが︑︿略﹀︒

十769團

す︒

に浮出して見えるのは實にきれいで

十766囲 ︿略﹀︑松の緑色などが鮮か

えてみる︒

十763團く略Vりっぱな洋館がそび

で︑︿略﹀︒

十762團

構がある︒

十761団 ︿略﹀︑左に景福宮の壮大な

生えてみる︒

・十758国 ︿略﹀︑それに松がまばらに

く略V︑此の通りの始末でご

かしながら申し上げませう︒

ざいます︒

十684園

十687園

これは何時そやの大雪に宿

ものの︑︿略﹀︒

を借りた旅僧であるぞ︒
らう︒

︿略﹀︑出入口になってみた

十607園世に味えてみる人がながめ 十726園 理非を正して裁断致すであ

ざいますのでQ﹂

﹁折あしく主人が留守でご 十716園

つて飛んで行くのを見たならば︑

︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向

つて飛んで行くのを見たならば︑

十591︿略V︑矢のやうに目的地へ向 十681園 それ程おっしゃるなら︑恥

使ふのも其の一つである︒

十585

る︒

十577

蹄らせるやうにする事も御焦る︒

十574

︿略﹀︑其の往事を利用するの

つて食物を取るやうに馴らして︑

十567

十5510 ︿略﹀︑馬蹄らせるのである︒

である︒

十527園 便利だが︑その代り利子が 十557 ︿略﹀︑容易に通信が出磨るの
安い︒

十529囹 だから︿略﹀お金は定期預
金にした方がよいのだ︒
︿略﹀︑又何か事業を起さう

︿略﹀︑資金の足らぬ人に貸

と思ってみる人で︑お金のない人が

十534園

ある︒

十536囹

︿略﹀︑其の差だけが銀行の

附けるのだ︒

十538園
牧入になるのだ︒

十541 寳玉をちりばめたやうなかは
い＼目︑︿略﹀︒

はと
︿略﹀︑鳩は見るからに愛らし

いものである︒

十543

十548 鳩を通信に使ったのは︑鯨程
︿略﹀︑殊に一時は非常に盛に

古い時代からの事で ︑ ︿ 略 V ︒

十549
︿略﹀︑殊に一時は非常に盛に

行はれたが︑︿略﹀︒

十549
行 は れ た が ︑ ︿ 略 V︒

︿略﹀︑自然輕んぜられるやう
︿略﹀︑やはり此の︿略﹀通信

になった︒

十5410
十552

お泊め申してはいかゴでご

十741団

十626園

ゐ
者の働の偉大な事が謹明せられたの

十744團

︿略﹀︑京城での一番にぎや

十757團︿略﹀︑此虜からは京城の市

かな庭です︒

十749團

ちやうど有合はせの粟の飯︑ てるます︒

召上るならと妻が申してをりますが︑

十6410園

︿略﹀︒

のださうです︒

ざいませう︒
で︑︿略V︒
あは
︿略﹀︑今では各國土ハに盛に傳 十647園 ﹁粟飯ならございますが︒﹂

十553

︿略﹀︑矢のやうに自分の巣に

書鳩の改良に力を用 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十556
飛蹄る︒

十557 ︿略V︑容易に通信が出売るの 十651園 ︿略﹀︑いかゴでございませ

だ一だ
890

回することです︒

十801 地下水のしっくが︑四方から
︿略﹀︑周 團 の 壁 は 皆 石 炭 で ︑

雨のやうに落ちて來る︒
十806
︿略V︒

十815 これは炭坑内の地下水を坑外
へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

と︑不意に足もとからねずみが一匹

十855

坑外に出ると︑急に夜が明け

たやうで︑日光の有讐をしみぐ

機械類は︑近年我が國でも盛
︿略﹀︑やはり外國の品を買つ

我が國は種々の品物を輸入し

太郎は得意になって︑︿略﹀

と︑早口にすらく言へるやうにな
つた︒

十917

僕は残念でたまらなくなつ

事を弱塁だといって笑ひました︒

お前のやうな弱轟には︑

成程黒蓋だ︒

たので︑︿略﹀︒

十951園

︿略V︒

十956園︿略﹀︑ひょっとすると命を

失ふやうなあぶない時でも︑︿略﹀︒

葉は言ひにくいのだ︒

十958園︿略﹀︑﹃い＼え︒﹄といふ言

誠にやさしいやうだが︑

十963園﹁それ御らん︒﹃はい︒﹄も

十9510圏

い︒﹄といはなかったのだ︒

︿略﹀︑なぜすなほに﹃は

誠にやさしいやうだが︑そ

い︒﹄といはなかったのだ︒

どうしてそんなに言ひにく 十959園 ︿略﹀︑なぜすなほに﹃は

やさしい言葉ではありませんか︒
︿略﹀︒﹂

いのです︒

十926園
十928園
︿略﹀︒

十929園

言ひにくい言葉では無いか︒﹂

とりぐの花の色︑むせ返る

︿略V︑まるで春の國に居るや

みよ子︑ずるぶん珍しい花

らん
終演は重に蘭の類を集めて

く略V︑かうして年中六七十

すると︑しまひに皆が僕の 十齪！ ︿略﹀一番美しいのは︑︿略﹀

けないのだ︒

度以上の暖さの虜に置かなければい

十棚8園

だから︑︿略﹀︒

土棚6園熱帯地方から持って來たの

ある庭だ︒

十捌6囹

があるだらう︒

十捌5圏

うだ︒

十川3

やうな強い香︑︿略﹀︒

十棚1

うな心持がする︒

翌日太郎がく略V︑學校から 十㎜10 ︿略﹀︑全く別の世界に來たや

れで中々言ひにくい場合があるのだ︒

十931

其の近道といふのは田のあぜ

臨る時の事であった︒

﹁あの橋は危瞼だから決し

道で︑︿略﹀︒

十933

十955圏

﹁おとうさん︑こんなに言 十954圏
﹁﹃はい︒﹄といふ言葉と︑

﹃い﹂え︒﹂といふ言葉だ︒﹂

十924園

ひにくい言葉は外に無いでせう︒﹂

︿略﹀︑更に生きかへったやう 十918囹

感じると土ハに︑︿略﹀︒

十859
な評言がしました︒
︿略﹀︑我が國で出來る品物ば

機械類は︑近年我が國でも盛

︿略﹀︑主にこれ等の事情から 十925園 ﹁﹃はい︒﹄﹃い＼え︒﹂大外

かりでは用が足らない︒

十862

十875

た方が得な場合が少くない︒

十873

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十872

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十871

である︒

十8110 安全燈をたよりに歩いて行く 十865
飛出しました︒
事務員は平 氣 で ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

言って笑ひました︒

十822

十827 坑内に馬が居るのは不思議だ
と思って︑聞いてみ る と ︑ ︿ 略 V ︒

十828 ︿略V︑これは石炭を運ぶため
に飼はれてるるのださうです︒

輸出品の主な物は︑︿略﹀︒

てるるばかりでなく︑︿略﹀︒

十877

輸出品の主な物は︑生縣・

︿略﹀︑輸出先はアメリカ合衆 十935圏

て渡ってはならぬ︒﹂

︿略V︒

十9310

十9410圏

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

かねてあぶないといって置

﹁お前はどうしたのだ︒

うになって家に婦つた︒

︿略﹀︒﹂

︿略﹀三家が次第に盛になる 十942圏

︿略﹀︑太郎は生変生米生卵︒

︿略﹀︑何れもぬれねずみのや

と固く禁ぜられてるたのであるが︑

︿略V︑又支那へ輸出されるな 十936 太郎は前から父に︑﹁︿略﹀︒﹂

最近における我が國の輸出入
総額は敷十億圓の多額で︑︿略﹀︒

十888

ども同じ例である︒

十886

國・︿略﹀等である︒

十879

︿略﹀などで︑︿略V︒

炭車が一ぱいになると︑︿略﹀︒ 十878

が光ってみる︒

十832 暗やみの中にかすかに安全燈
十844

十846 蹄途︑事務員は次のやうな事
を話してくれました︒

十847園 今から四百年許前の事ださ
うです︒

十851園 驚いて調べてみると︑あた
りは同じ眞黒な岩ばかりでした︒
︿略﹀︑附近の村々では之を

十8810

十888

十853圏

とって薪の代りに使ふやうになりま

十916

なる印である︒

十8810 ︿略﹀のは國家が次第に盛に 十943園

印である︒

︿略﹀︑實に十敏倍である︒

した︒

十854園 これがつまり此の炭坑の始
ださうです︒

十855 坑外に出ると︑急に夜が明け
たやうで︑︿略﹀︒

891

だ一だ

薄紅色の花である︒

十櫃9適中をのぞいて御らん︑何か

十撹7園此の袋で轟をとるのだ︒

︿略V︑はへのやうな轟が二匹︑

はいってみるやうだから︒
十鵬1
︿略﹀︒

十鵬2 ほんたうに不思議な草だ︒
十佃2 ほんたうに不思議な草だ︒

十欄3園 ﹁さあ︑今度は葉のきれい
な植物を集めてある 慮 だ ︒ ﹂

な植物を集めてある 虞 だ ︒ ﹂

十佃4園 ﹁さあ︑今度は葉のきれい
十佃6 成程︑緑色の絹縣で作ったの
かと思はれるやうな葉もあれば︑
︿略﹀︒

である︒

︿略﹀︑適當に暖めるやうに

十悩3 ︿略V︑實物を見るのは始めて
十脳5圓
︿略﹀︑歳事に暖めるやうに

なってみるのだ︒

十脳5圏
︿略﹀︑適當に暖めるやうに

なってみるのだ︒

十脳6園
なってみるのだ︒

もさめるやうな草花が並べてある︒

十悩8︿略﹀︑細長い室一ぽいに︑目
十悩9 ︿略V︑目もさめるやうな草花
が並べてある︒

十価3園 どうだ︑美しいだらう︒

十価3園 どうだ︑美しいだらう︒
十念4園 ︿略﹀︑こんなに早く咲くの
だ︒

十価5園 く略﹀︑こんなに早く咲くの

だ︒

一度此の中にはいると︑ま

︿略﹀︑それは園内に飼ってあ

十三9

公は︿略﹀︑三年の歳月を送

此庭は菅公配所の跡である︒

る鶴の聲であった︒

十佃3

十梱2

︿略﹀︑りっぱな學歴のある者

十一13

︿略﹀︑はいると静かに戸を

きれいずきで︑つ＼しみ深

あいさつをしてもていねい

︿略﹀︑何を聞いても︑一々
︿略﹀︑しかもよけいなこと

それで注意深い男だといふ

りっぱな人の紹介状よりも︑
︿略﹀︑本人の行がたしかな

地球上に存在するもので︑

保誰です︒

十悩4園

︿略﹀︒

十悩3園

てるる者が多うございました︒

十旧9囹︿略﹀︑爪の先は眞黒になつ

ことを知りました︒

十旧5囹

は言ひません︒

十櫨8囹

明白に答へて︑︿略﹀︒

十擢8園

無く︑︿略﹀︒

十槌7園く略V︑少しも生意氣な風が

で︑少しも生意氣な風が無く︑︿略﹀︒

十槻6園

知れると思ひました︒

十慨5囹人に親切なことはこれでも

いことは︑それでよく分りました︒

十櫨2園

しめました︒

十慨1園

もあったのに︑︿略V︒

十梱4

であらう︒

︿略﹀詩を作られたのも青肌

られたさうである︒

︿略﹀鳥の姿も︑見るから寒

十伽4

た寒い庭へ出るのがいやになるね︒

十価6囹

さうだ︒

十価10

近き威ならば早速上り候

十研9藁囲
マストの上の見張人が不意に

て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︒

十堰8
﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方
を指さした︒

︿略﹀︑破裂矢が見事に破裂し
︿略﹀︑破裂矢が見事に破裂し

たのであらう︒

十描4
十梱4

︿略﹀︑小山のやうな膿を水面

たのであらう︒

十備1

︿略﹀︑霜の眞白に置いた田の

に横たへる︒
十描10

太宰府町は太宰府神社のある

中を走る︒

十柵4

何百年も経たであらうと思は

慮である︒
くす

十柵9

此の神社は菅公の御墓所に

くわん

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

十佃6

一層感を深

社殿の後に廻ると︑其慮は

建てたものだと聞いて︑
くした︒

十佃7

廣々とした梅林で︑幾百本とも知れ
白梅は今ちやうど眞盛りであ

ない古木の梅が咲溶いてみる︒

十佃9

るが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑不意にかん高い鳥の聲
が聞えた︒

十佃1

えいきやう

たい

一膿どん

これほど我々に重大な關係

太陽の影響を受けぬものは一つも

ない︒

十一16

︿略﹀太陽とは︑

のある太陽とは︑︿略﹀︒

十一17

なものであらう︒

一口にいへば︑白熱の状態

にある一大火球で︑之を形造ってゐ

十一18

︿略﹀︑液膿に近い氣膿であ

えき

るものは︑︿略﹀︒

光の強さに至っては非常な

らうといふ︒

十︻18

十︻24

光の強さに至っては非常な

もので︑︿略﹀︒

しよく
もので︑之を燭光でいへばく略﹀︒

十一24

︿略﹀︑太陽の表面は全部が

︿略﹀︑太陽の表面は全部が

一様にか〜やいてみるのではなく︑

十一29

︿略﹀︒

十一29

一様にかゴやいてみるのではなく︑

︿略V︒

るうつ巻であらうといふ︒

十一32此の黒黙は多分表面に生ず

︿略﹀︑夜の空に銀の砂をま

いたやうに見える小さな星の一つと

十一36

ところが此の大きな太陽も︑

同じものだといふ︒

十一36

︿略﹀︑これと同じやうなも

︿略﹀小さな星の一つと同じものだ

といふ︒

のがなほ敷限りもなく存在してみる

十一38

が︑︿略﹀︒

だ一だ
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十一39 ︿略V︑あんなに小さく見え
るのである︒

十﹁39 ︿略﹀︑あんなに小さく見え
るのである︒

八十七年か﹂るのである︒

十﹇43 ︿略﹀︑太陽に到着するには

十一88 上海は支那第一の貿易場で︑
︿略﹀︒

十一89 ︿略﹀︑百萬近くの人口を有
する大都會である︒

十一89 こ＼には外國人の居留する
者が非常に多く︑︿略﹀︒

種で︑︿略﹀︒

十一91 租界といふのは居留地の一

庭である︒

十一92 ︿略﹀︑自治制を布いてみる

人種の展覧會のやうである︒

十一95 ︿略﹀︑其の有様は一見世界

い︒

十一95 市街の様子も支那風ではな

ばな建物がそびえてみる︒

十﹁99 ︿略﹀︑銀行・會社等のりつ

十一103 租界の外に出ると大ていは
支 那 風 の 町 で ︑ 町 幅も挾く︑︿略﹀︒

十︸1010

﹁︿略﹀︑どんなに氣持が

よいだらう︒﹂

︿略﹀︑外國との貿易ばかり 十一167圏

でなく︑︿略＞Q

十﹁111

﹁︿略﹀︑どんなに八二が

よいだらう︒﹂

︿略﹀︑支那の各地との取引 十一167圏

にもきはめて便利であるから︑︿略﹀︒

うです︒

十﹁172

れます︒

十一199

︿略﹀︑國家は其のやうな不

法な行が再びされないやうに︑︿略﹀︒

十﹇199

︿略V︑國家は其のやうな不

法な行が再びされないやうに︑︿略﹀︒

法な行が再びされないやうに︑其の

十一1910

︿略﹀︑其の制裁としてどの

犯罪者をこらし︑︿略V︒

十︸202

︿略﹀︑法律で明かに定めて

やうな刑罰を受けるかは︑︿略﹀︒

あるから︑︿略﹀︒

十一203

のある者を十分に取調べて︿略﹀︒

弟さんまでが︑あんなに氣 十一204 ︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑

當公平な裁判をする︒

十﹁204 ︿略﹀︑裁判所は︑︿略﹀適

十一206此の場合には訴へられた者

︿略﹀︑検事といふ役人が原

が被告で︑︿略﹀︒

告に當るのである︒

裁判所は國家が設ける機關

ところで︑匪裁判所の裁判

又地方裁判所で行はれた最

かういふ風に︑三回くりか

するためである︒

十一216 ︿略﹀︑つまり裁判を念入に

織になってみるのは︑︿略﹀︒

へして裁判してもらふ事の引眉る組

十一214

初の裁判に不服な者は︑︿略﹀︒

十一213

者は更に大審院に上訴する︒

十﹇212 ︿略﹀︑尚其の裁判に不服な

︿略﹀︒

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

十一211

で︑︿略﹀︒

く略V︑むだに費した時間 十﹁208
整頓といふのは応唱をつ
整頓といふのはく略﹀︑
︿略﹀︑其の借金を返すやう

又他入の物を盗んだといふ
︿略﹀︑朝家は其のやうな不

やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒

十一198

ひ︑︿略﹀︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一195此のやうに︑人々相互の間

に借主に命ずる︒

十一194

むだをなくすことだ︒

十一185圏

くることではなくて︑︿略﹀︒

十一185園

と勢力は大きなものであった︒

十一184園

と勢力は大きなものであった︒

十﹇183園

︿略﹀︑むだに費した時間 十一207

なによく整頓されてるるかが想像さ

十一179此の﹈事で︑家の中がどん

なことです︒

をつけていらっしゃるとは實に感心

十一173

なことです︒

をつけていらっしゃるとは實に感心

弟さんまでが︑あんなに氣

ともとの場所へお入れになるのださ

︿略V︑港内には常に敷百隻 十一171 ︿略﹀︑取出したら後できつ

貿易上最も重要な關係をも

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

十一113

十一113
つてみるのは︑︿略﹀︒

貿易上最も重要な關係をも

︿略﹀︑近時工業も次第に盛

つてみるのは︑日・英・米三國で︑

十一114

︿略﹀︒

十﹁118

三月の末になさるはずであ

になって︑︿略﹀︒

十﹁148

︿略V︑今まで延びてみたの

つたのが︑︿略﹀︒

十一149

︿略V︑學年の終におまとめ

ださうです︒

十﹇153

﹁成績物は一つ一つ自分

になるのださうです︒

十﹁156園

の力のこもったもので︑皆一生の記
﹁成績物は︿略﹀︑皆一生

念になるのだ︒﹂

十﹁157園

の記念になるのだ︒﹂

をまとめたくなりましたが︑︿略﹀︒

十一103 ︿略V支那風の町で︑町幅 十一157 ︿略﹀︑私も急に︸年からの
も狭く︑あまりきれいでない︒

十一104 唯商業の取引の直な部分は︑ 十一164圏 ﹁︿略﹀︑いつ取出すのに
︿略﹀︒

も便利だ︒﹂

私は學校で習ふ本でさへ
とん
﹁こんなによく整頓して
みる中で勉強したら︑︿略V︒﹂

十一166園

時々見失って︑︿略﹀︒

十一104 唯商業の取引の盛な部分は︑ 十﹇165
相 當 に 活 眼 を 幣 び てをり︑︿略﹀︒

十一109 此の地は交通上重要な位置
を占めてみて︑︿略﹀︒

893
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︿略﹀︑つまり裁判を念入に

するためである︒

十一216

﹁これでは明日の山廻り

﹁これでは明日の山廻り

の任務は極めて重大なものといふべ
きである︒

はだめだ︒﹂

十一217 裁判を行ふのは判事の職務 十一354園
であり︑︿略﹀︒

はだめだ︒﹂

十一355園
﹁あそこは一昨年植付を

十一389

︿略﹀︑其虜が節になるのだ

﹁植林は貯金のやうなも

のである︒

一艦ゴムは何からどうして

えき
ゴムは︑︿略﹀白色の液を

これには種類が多く︑一番

︿略﹀︑此の木から取ったも

︿略﹀︑パラゴムの名が生じ

十一528 ︿略﹀︑︿略﹀それより深く

︿略﹀︒

組織といふ所から出るのであるから︑

十一526

元來ゴム液は︑︿略﹀乳管

の幹に小刀で傷をつけることをいふ

十一524 切付といふのは︑︿略﹀︑木

︿略﹀︑苦心はなかく一通

のであるが︑︿略﹀︒

十一518 ︿略﹀︑又は苗木を植付ける

栽培は頗る盛になった︒

十一511 ︿略﹀︑南洋におけるゴムの

︿略﹀︒

の木から原料をとるのであるが︑

十﹇506 ︿略﹀︑山野に自生するゴム

たわけである︒

十一504

のである︒

十一502

よいのはパラゴムといふのである︒

十一501

原料として︑製造したものである︒

十一499

造るのであらうか︒

︿略﹀︑今まで親方の枝と枝 十一496

︿略﹀︑︿略﹀急に問がすい

と組合ってみたのが急に間がすいて
︿略﹀︒

十一3810

︿略﹀︑又空虚の流通がよく

﹁杉の散髪だ︒﹂

て如何にも氣持よささうに見える︒
十一392囹

十一397

なって轟がつかなくなるさうだ︒

一昨年植付けた時の畳叩だ︒ 十一401

節が出來ることである︒

︿略V︑目に見えるやうな氣十一398 ︿略﹀︑枝打をしないと木に

十一3610

︿略﹀あの杉や檜は︑何時
︿略﹀︑三十年目から五六十

になったら伐るのだらう︒

十一403

といふ︒

﹁こんなに間をおいてよ
︿略﹀︑此の邊では太材を

︿略﹀︒

十一409園

此の傷から出て來るゴム液

は傷のつかないやうにしなければな

らぬ︒

十一529

十一532

ある︒

︿略﹀コップにたまった液

おとうさんは︑よく は︑流れて下のコップにたまるので

﹁植林は貯金のやうなも

ので︑︿略＞Q﹂

十一409園
ので︑︿略﹀︒﹂

十一4010

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃるが︑ほんたう

にさうだ︒

りでない︒

︿略﹀︑三十年目から五六十 十﹁522

年目ぐらみの間に伐るのださうだか

十﹇404

ら︑︿略﹀︒

年目ぐらみの間に伐るのださうだか

︿略﹀︑十五六年目には間 十一404

伐をしなければならないやうになる

ら︑︿略﹀︒

十︻377園

ゑるのだ︒

十一375囹︿略﹀︑かう間をおいて植

取る方が利益だから︑︿略﹀︒

十一375園

いのですか︒﹂

十一371園

がする︒

十一3510

した地響山だ︒﹂

︿ 略 ﹀ ︑ 刑 事 裁 判 で は ︑ 不 学 十一358園

るのは検事の職務である︒

十一218 ︿略﹀犯罪者の庭罰を求め
十一2110
な刑罰が加へられぬやうにく略V︒

べん

︿略﹀︑不当な刑罰が加へら

れぬやうに被告を保護するために辮

十一221
護士といふものがある︒

十一224 裁判の目的は︑︿略﹀人を
罰することではない︒

十一224 此の世を︿略﹀︑平和な︑
ちつじょ

秩序正しい世の中に す る の が く 略 ﹀ ︒

十一225 此の世を︿略﹀世の中にす
るのが其の目的である︒

の強い者やわるがしこい者が勝つこ

から︒

十一228︿略﹀︑しかも其の孚は︑力
とになるであらう︒

今年伐るはずのは︑おとう

さんくらみの年になってみるわけだ︒

︿略﹀補植をするのは︑翌 十一406 ︿略﹀︑其の時は僕がおとう

︿略V︑それでも木が競曝す

︿略﹀︑非常にうれしい︒

木でも見下されるのがいや
︿略﹀枝打は︑面白いもの

なのか︑︿略﹀︒

だ︒

十一387

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

︿略V︑今年はもうしなくと 十﹇407

年一回だけだといふから︑︿略﹀︒

十一3710

十一383

延びてみるのを見ると︑︿略﹀︒

るやうに︑しんを立ててすくすくと

十一382

もよいのであらう︒

︿略﹀︑我々は安心して生活 十﹁3710

ぬとしたら︑︿略﹀︒

十一228 若し又裁判が公平に行はれ
十一2210
することが出來ぬであらう︒

の大切な仕事であり ︑ ︿ 略 V ︒

十﹇231 裁判は實に正義保護のため
十一231 裁判は實に正義保護のため
の 大 切 な 仕 事 で あ り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑判事・検事・防護士

の任務は極めて重大なものといふべ

十一232 ︿略V︑判事・検事・農閑士 十一384
きである︒

十一232
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を集めて歩くのである︒
じゅん

十一533 ︿略V︑先づこして不純な
物を取除き︑︿略﹀︒

︿略﹀︑機械で薄くのして乾

かすのである︒

十一535

仕事である︒

十︻536 こ㌦までが原産地における

ま ぜ る 事 で ︑ ︿ 略 V︒

ゆわう
十一538 加硫法とは︑ゴムに硫黄を
︿略﹀︑かうするとゴムが非

常に弾力を増して跨る︒

十一538

更に加工するのである︒

十一565

老砲手は氣ちがひのやうに

砲手はその結果を見るのを

︿略﹀︑夢中で泳ぎくらを績

なって︑︿略﹀︒

十一567
けてるる︒

十一584
おそれるやうに︑手で顔をおほって
︿略﹀︒

︿略﹀先づ感ずることは︑

市街は此の眞直な路によつ

十一612

十一607

︿略﹀︑北海道鐵道沿線中の

︿略V︑實にのどかである︒

︿略﹀︑恐らく全道第一の肚

最高所である︒

右手には遠く旦口同意の山々

観であらう︒

十一617
十一618

はてしなく績く廣野の中で︑

︿略﹀︑土の香に親しんで樂

人々は自由な大氣を呼吸しながら︑

十一654

︿略﹀︒

十一654

晴々しい虞である︒

しげに働いてみる︒
が大浪のやうに連なり︑︿略V︒
だけ
︿略﹀のは︑サホ孟春の連窓 十一656 十勝の平野は心ゆくばかり

の皿つであらう︒

十一622

當時此のあたりは未開の原

︿略﹀のが此の町の始りであ

は帯廣の町である︒

つた︒

十﹇628

十︸629

野で︑殆ど交通の便もなく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑唯僅かに十勝川を上

下するアイヌの丸木舟の便をかりる

十一6210

それが今はく略Vりっぱな

に過ぎなかった︒

十一632

それが今は︿略﹀りっぱな

町となったのである︒

十一632

トラクターはちやうど軍用

こんな廣い畠であるから︑

町となったのである︒

十一636
︿略V︒

十一639

のタンクのやうな形で︑︿略﹀︒

トラクターはちやうど軍用
くわん

農業者は多く古い習慣に
なつみやすいものであるが︑︿略﹀︒

十﹁651

︿略﹀︑火を使用するのは人

一聖人は最初どうして火を

︿略﹀自然の火から︑火種

此の方法は︿略﹀長い淫行

マッチは今から約百年前に

火の熱は︑初め主として食

すのに大切なものとなってみる︒

十﹁678 ︿略﹀︑汽車や︿略﹀を動か

であるが︑︿略﹀︒

物を調理するのに用ひたもののやう

十一673

獲明されたものである︒

十一67一

はれてみたものであるが︑︿略﹀︒

十一669

火を出す法を考へるやうになった︒

十﹇668 ︿略﹀︑石や金を打合はせて

なった︒

あはせて火を得る法をさとるやうに

十﹇666 ︿略﹀︑木片と木片をこすり

を取ったものであらう︒

十﹇664

得たであらうか︒

十﹇661

ない所である︒

十一659 ︿略﹀︑他の動物には見られ

類ばかりで︑︿略V︒

十一659

のは人類ばかりで︑︿略﹀︒

いはれてみるやうに︑火を使用する

︿略﹀上り列車は︑ちやう 十一658 ﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

どおもちゃのやうに見える︒

︿略﹀︑先つ目に入ったのは︑ 十一623

大きなふかの死膿であった︒

十﹇587

十勝川の流域一帯の廣野は
いはゆる十勝平原で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑街路が眞直で幅の非 十一626

常に廣いことである︒

十一594

ある︒

十一595

みる︒

︿略﹀︑︿略﹀大通は︑むし

ら︑︿略V︒

十一601
﹁ふかだく︒﹂

のタンクのやうな形で︑︿略﹀︒

︿略V︑総べてが大規模での 十一639

ふま＼に設計して造った町であるか

未開の土地を切開いて︑思

ろ公園ともいふべきもので︑︿略﹀︒

十一599

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十一596

主な通にはアカシヤの並木

て碁盤の目のやうに正しく割られて

ごばん

十﹇596

て︿略﹀割られてみる︒

市街は此の眞直な路によつ

街路が眞直で幅の非常に廣いことで

十一595

常に廣いことである︒

＋一53 之をそれぐ用途に鷹じて︑ 十一595 ︿略V︑街路が眞直で幅の非 十一627 ︿略﹀︑其の中心をなすもの

葺く廣くなるばかり で あ る ︒

十一544 ゴムの用途は︑年を追うて

十一547昔︑アフリカの或港に一そ
うの船がとまってみた時の話である︒

ささうに泳ぎ廻って み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十﹇551 船員等は︑如何にも氣持よ

見えたのは︑︿略﹀︒

十一552 ︿略V︑中にもうれしさうに
︿略﹀︑中にもうれしさうに

見えたのは︑十三四になる二人の少

十﹇553

年であった︒

十一554 一人は老砲手の子である︒

手にぬかれて︑︿略﹀︒

十一556 ︿略V︑どうしたのか急に相 十︸5910

十一557 ︿略﹀老砲手は︑急に氣を
もんで︑﹁︿略V︒ ﹂ と ︑ 甲 板 か ら し き

﹁ふかだく︒﹂

びくとしてみるQ

十一5510園

りに働ました︒

十﹇5510囹
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十一6710 燈火としては︑初め松の木
や魚・獣の油などをたいたのであっ
たが︑︿略﹀︒

宣長はまだ三十歳齢り︑温

つばな著書もあって︑︿略﹀︒

十一741
年こそちがへ︑二人は同じ

和なひと﹂なりのうちに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑眞淵は宣長の六識の

尋常でないことをさとって︑︿略﹀︒

十一745

學問の道をたどってみるのである︒

十一683 かくして人は︑暗黒の世界 十一744

からだんく光明の世界へと︑みち
﹁必要は 護 明 の 母 ︒ ﹂ で あ る ︒

びかれて來たのである︒
十一684

ない︒

︿略﹀︑どうも古い言葉が

よくわからないと十分なことは夏蔦

十一753園

つた︒

十一687 しかし火の利用法は︑決し 十一745 ︿略﹀︑非常にたのもしく思
てこれで完成したといふわけではあ
るまい︒

︿略﹀︑今のガスや電話にか

はることであらうか ︒

十一689

︿略﹀︑今にも消えさうにな

出入させて︑︿略﹀︒

十一786

︿略V︒

十一782

︿略﹀︒

十一782

有名な古事記傳といふ大著
有名な古事記傳といふ大著
我々は殆ど貨幣・紙幣なく

︿略﹀︑人間は實に種々様々

此のやうに便利なものも︑

此のやうに便利なものも︑

いってもよいくらゐである︒

して一日も生活することは出女ぬと

十一781

述は此の研究の結果で︑︿略﹀︒

十一772

述は︿略﹀︒

十一771

るやうになさい︒

十﹁692 小僧一人だけ自由に室内に 十一762園 ︿略﹀︑最後の目的に達す

つた︒

十一695

ない人たちだ︒﹂

十一702園 ﹁あなたがたはとんでも

︿略﹀︑これから参宮をな

︿略V︑人間は實に種々様々

なものを使用してみたのである︒

十一787

︿略﹀︑遂に今のやうな貨幣

ことが出來なかったり︑︿略﹀︒

十一793

︿略﹀︑遂に今のやうな貨幣

を造ったのである︒

十一794

かうして出干た貨幣は極め

を造ったのである︒

十﹇795

﹁︿略V︒そんな弱いこと

しどころだ︒︿略﹀︒﹂

十一862園

︿略﹀︑もうつかれきって氣

ではだめだ︒﹂

十一865

﹁しっかりやれ︒もう少

も遠くなるばかりだ︒

十一866園

﹁しっかりやれ︒もう少

しだ︑もう少しだ︒﹂

これに力を得て︑又一しや

十一8710園

﹁あ＼︑五海里の海上を

﹁大層天氣がおだやかに

僕も泳ぎきることが出血たのだ︒﹂

十一874園

うけんめいに泳いで行く︒

十一868

しだ︑もう少しだ︒﹂

︿略﹀︑尚場合によっては持 十一866園

て使用に便利ではあるが︑︿略﹀︒

十一795

今では世界各國︑貨幣・紙

運びに不便なので︑︿略﹀︒

十一797

今日は始めての遠泳だと思

幣を用ひない國はないのである︒

十一835

︿略﹀︑何だかうれしいやう

ふと︑︿略﹀︒

十一836

なったね︒︿略﹀︒﹂

これは略本暦だ︒

で無事にすんだ︒﹂

︿略﹀︑何だかうれしいやう 十一881囹 ﹁︿略﹀︒二百十日もこれ

な心配なやうな氣がする︒

十一836

︿略﹀︑何だかうれしいやう

な心配なやうな氣がする︒
十一836

砂の上を歩いて行くと︑足

な心配なやうな氣がする︒

十一838

今日は殊に波も静かだ︒

の裏が僥けるやうだ︒

十一844

此の分ならば五海里や十海
里は何でもない︒

十一844

竹島を越したと思ふと︑急

十﹇848 ︿略﹀︑水の色はものすごい
こ
程濃い紺色だ︒

十一852

何だか氣持の悪いものだ︒

に水が冷たくなった︒

十﹇854

しかしこれらの物は︑受取 十一859 僕も急に元仁がなくなって︑

なものを使用してみたのである︒

十﹇7810

︿略﹀︒

これは 月一日から数へ

︿略﹀︑今年は紀元何年であ

︿略﹀︑何月何日は何曜日で

僕はこれまで暦といふと︑

︿略﹀︑︿略﹀︒月食が何時になるかと

十一904

あるか︑︿略﹀︒

十一903

るか︑︿略﹀︒

十一902

いの物の種をまく目安になる日だ︒﹂

十一901園 ﹁︿略﹀︑稻をはじめ大て

の物の種をまく目安になる日だ︒﹂

と八十八日目で︑ 稻をはじめ大てい

﹁それも立春から敷へる

﹁成程︑二百十日目だ︒﹂

o

十一705園 ﹁物を言はないのはわし
のりなが

ばかりだ︒﹂

である︒

十︸η7 本居宣長は︿略﹀松坂の人

一心に勉強 し て み た ︒

十一708 若い頃から届書がすきで︑
︿略﹀︑

十一718園

十一712園 どうも残念なことでした︒
さるのださうです︒

十一722園 どうかして御目にか＼り
︿略﹀のは︑それから虚日の

たいものだが︒

十一738

後であった︒

る者にそれが不用であったり︑︿略﹀︒

十一7310 眞淵は︿略﹀︑いろくり 十一791 ︿略﹀︑思ふやうに分割する 十一861園 ﹁いや︑こ＼ががまんの

十十 十十
一一 ｽ一一
8989日8888
103数87
圏圏だ囹園

だ一だ
896

いふやうな事を見るものとばかり考
へてみたので︑︿略﹀︒

十一907圏 暦を見れば︑まだいろ
く大切な事がわかる︒

十一908園此の頃の日の出や日の入
は何時だらう︑︿略﹀︒

う︒

十一908園︿略﹀︑漏月は何日頃だら

十﹇933園

ところが太陰暦は︿略﹀

したがって二百十日も太

もので︑通例十二箇月を一年とする
が︑︿略﹀︒

十一937圏
陽暦なら大がい九月一日で︑︿略﹀︒

暦は實に重寳なものだ︒

こんな重寳なものがある
︿略﹀︑それを利用しない

それは三方が丸太の壁で︑

一家の暮し向は誠にあはれ

なもので︑︿略﹀︒

十一959

︿略﹀︑食物なども自由には

なもので︑︿略V︒

十一9510

十一9610

︿略﹀︑僅かに心をなぐさめ

︿略﹀︑リンカーンの喜は一

鉛筆や紙も自由には買へな

通りでなかった︒

十一977

かったから︑︿略﹀︒

シャベルが敷字で眞黒にな

燈が葺きると翌朝すぐ手に

偉人を非常にしたってみたので︑

ゐ

十﹁989熱心なリンカーンは︑︿略﹀︒
十一995リンカーンはかねぐ此の

かりでなく︑︿略﹀︒

十一987ところが家に書物がないば

あった︒

十一982 ︿略﹀︑成績は何時も優等で

︿略V︒

十一981かういふ心掛であったから︑

おく︒

十一981 ︿略﹀忘れないやうにして

く略V︑今でも使ってみる ＋一97！0大事なことはく略V︒

ると︑︿略﹀︒

十一979

こんな不便な暦でも

リンカーンは父の手助をし

ねいに乾かして︑︿略V︒

て忠實に働くと共に︑︿略﹀︒

十一川2

十一棚3 ︿略﹀︑非常な熱心と努力と

彼が他日大統領となり︑世

をもって勉強を績けた︒

︿略﹀︑國運の護展を期する

一膿自治の精神とは何であ

︿略V︑誠意其の團艦の爲に

此の精神は實に自治制の根

︿略﹀︑決して︿略﹀關係の

︿略﹀︑私利によって勧誘す

︿略﹀︑自治の精神に全く反

︿略V︑決して私心をもたな

十﹁柵1 ︿略﹀︑如何に其の職務に忠

いのである︒

十一衡9

するものである︒

十一価6

︿略﹀︒

るとかいふやうな手段を用ひたり︑

十一価5

はならない︒

爲に心を迷はすやうなことがあって

十一価3

をもってしなければならない︒

十一脳10 ︿略﹀︑常に此の公平な精神

十一桝5 ︿略﹀︑傷心の生命である︒

本であり︑︿略﹀︒

十﹁幅5

力を煮皿くす精神が即ちそれである︒

十一掘4

るか︒

十一憎2

ことは皆同じである︒

十一M1

苦心のたまものである︒

十一剛5 ︿略﹀︑實に此の少年時代の

になったのは︑︿略﹀︒

界の偉人として萬人に仰がれるやう

かういふ有様であったから︑ 十﹁梱4

得られず︑︿略﹀︒

十一961
︿略﹀︒

したがって二百十日も太
十一964

十一937圏
陽暦なら大がい九月一日で︑ちがつ

櫻の咲く季節でも霜の降

てるた℃

ても一日ぐらみのものだが︑︿略﹀︒

十一943園

ものがあるやうだ︒

十一941園

やうだ︒

︿略﹀︑今でも使ってみるものがある

十一9310園

る季節でも︑やはりさうである︒

十一9310囹

らみのものだが︑︿略﹀︒

十一911圏 おとうさんが毎年潮干狩 十一938圏 ︿略﹀︑ちがっても一日ぐ
にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て
知るのだ︒

十一914圏 そこを見ると︑垂濁や
︿略﹀のやうな遠い所の氣候までも
大膿分る︒

︿ 略 ﹀ 大 切 な も の だ︒

十一918圏 かういふやうに︑暦は
十﹇919園 かういふやうに︑暦は
︿ 略 ﹀ 大 切 な も の だ︒

︿略﹀︒

十︻954

︿略﹀︒

︿略V︑父が畠を打てば自分 十一999

取れるやうに︑まくらもとの壁際に

リンカーンは其の本をてい

は種をまくといふ風にかひがひしく

一家の暮し向は誠にあはれ 十一欄9

置く︒

十一959

働いてみた︒

十一957

のであった︒

︿略﹀︑戸も窓も床もないも

一方は明けはなしになってみて︑

十一953

でるるのは寳の持ちぐされだ︒

十一944園

のに︑︿略﹀︒

十一943園

十一919園 かういふやうに︑暦は 十一943園暦は實に重扇なものだ︒
く略V大切なものだ︒

十一922圏 新は新暦︑奮は承暦のこ
とだ︒

十一925園 それから太陰暦を歩振︑
太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一926園 どうして太陽暦を用ひる
やうになったのですか︒

十一927園 太陽暦の方がよく季節に
︿略﹀︑それを本としてこ

あって都合がよいからだ︒
十一929園

しらへたものだ︒

と 四 分 の 一 だ が ︑ ︿略﹀︒

十一9210園其の間は約三百六十五日

897
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︿略﹀︑︿略﹀自治團膣の圓

實であっても︑︿略﹀︒

十﹁備2

︿略﹀︑始めて其の効果を完

満な獲達を望むことは出來ない︒
十一描7

︿略﹀︑ 皆 公 共 心 の 嚢 動 で あ

全に畢げることが出來る︒
十一備10

︿略﹀︑自治團膿を助長する

つて︑︿略﹀︒

十一宙1
ものであるから︑︿略﹀︒

十一槻1

︿略﹀︑白い粉が一面に煙の
︿略﹀︑どんなにつらいこと

やうに立ちのぼって︑︿略﹀︒

十一槻5

︿略﹀︑どんなにつらいこと

であらうと思った︒

十一櫨5

何が出來るであらうかと思

まるであめ細工のやうであ

であらうと思った︒

る︒

十一伽7
十一鵬10

こ＼は加工場である︒

實にうまいものである︒

十一柵3 制度を運用するのは人であ
十一悩2

︿略﹀︑石や木や金の曲面が

つてみると︑︿略﹀︒

十一悩5

十一悩4

る︒

り っ ぱ な 騎 馬 の 人 たちが︑︿略﹀︒

皿・コップをはじめ︑︿略﹀

取分け美しかったのは電燈

︿略﹀︑又物を集めることが
︿略﹀︑謬りすばしこい生れ

﹁お前のやうに犬の世話

﹁お前のやうに︿略﹀に
ばかり熱心では困るではないか︒﹂

十ニー06園

は困るではないか︒﹂

やねずみを取ることにばか．り熱心で

十型ー05圏

つきでなかったので︑︿略V︒

子心ー03

すきで︑︿略﹀︒

十二910

どりに目もさめるばかりであった︒

十一衡3︿略﹀︑赤・黄・紫・緑とり

どりに目もさめるばかりであった︒

十一価3︿略﹀︑赤・黄・紫・緑とり

︿略﹀︒

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十一伽2

などがきれいに並んでみた︒

十一伽1

車輪のやうに廻ってみる︒

十一柵9 ふと向ふを見ると︑︿略﹀

十一佃9 さうしてジョージに早くあ
けて通すやうにと言った︒

しやく

て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ とくり返すばかりであ

十一佃10 しかしジョージは依然とし
つた︒

十一伽2囹 ﹁私は公爵ウェリントン
﹁︿略﹀︒よい子だから私

だ︒︿略﹀︒﹂

十﹇㎜2圏
の 頼 を き い て く れ ︒﹂

十一伽5 ︿略﹀ウェリントン公爵が
勲功も高く︑りっぱな人物であると
い ふ 事 を 聞 い て み たので︑︿略﹀︒

十一伽5 ︿略﹀ウェリントン公爵が
勲功も高く︑りっぱな人物であると
︿略﹀︑さて静かに口を闘い

い ふ 事 を 聞 い て み たので︑︿略﹀︒

た︒

十一伽6

十一捌8 最初にはいったのは原料を
調 合 す る と こ ろ で ︑︿略﹀︒

十ニー06囹

﹁お前のやうにく略Vに

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類

ばかり熱心では困るではないか︒﹂

十ニー11

の研究をしないだらうと不思議に思
︿略﹀︑︿略﹀と不思議に思

ふやうになった︒
十一一111

︿略﹀︑︿略﹀と不思議に思

ふやうになった︒

十ニー11

ふやぢになった︒

温順な彼は父の命に從って
勉強してみたが︑︿略﹀︒

十一一113

︿略﹀︑何時の間にか好きな

︿略﹀のは︑二十三歳の時で

此の頃のことであった︒

博物學の研究が主となってしまった︒

十ニー15
十ニー17

︿略﹀本葉に蹄つたのはそ

十全ー26
ある︒

十ニー29

︿略﹀彼の博物學者として

れから五年の後である︒
十ニー210

ダーウィンはく略V︑あく

そ
の基礎が十分に出撃︑︿略﹀︒

十ニー33

︿略﹀︑満足な結果を得るま

までそれにこる性質で︑︿略﹀︒

十二ー33

︿略﹀︑たとへ十分︑十五分

では決して中途でやめなかった︒
十一一136

ダーウィンの後半生は病氣

の車戸でも無益に費すことがなかつ
た︒

十ニー37

︿略﹀︑下等なものから高等

がちであったが︑︿略﹀︒

十ニー310

︿略﹀︑下等なものから高等

なものへ︿略﹀︒

十ニー41

なものへ︿略﹀︒

︿略﹀︑生物は︿略﹀︑下等

なものから高等なものへと進むもの

十ニー41

これが有名な進化論で︑學

これが有名な進化論で︑

であるといふことを謹明した︒

十ニー42

︿略﹀︒

界を根本から動かしたものである︒

十ニー42

︿略﹀︑何虜からともなくの

したものである︒

十ニー43 ︿略﹀︑學界を根本から動か

十ニー910

︿略﹀︑器用な手つきで蜜柑

︿略V︑蜜柑の木でない庭は

どかに聞えて來る︒

十二212

ない︒

十二215

十二216

あれは港の親船へ蜜柑を運

さっきの歌の主であらう︒

を採ってみる︒

十二219

︿略﹀︑其虜からも夢のやう

んで行くのであらう︒

商業は之に從事する商人だ

に船歌が聞えて來る︒

十二2110

十二222

︿略V︑品質のよい品物をな

けを利するためのものではない︒

これ即ち︿略﹀堅實に自己

るべく安償になるべく敏速に供給し

十二224

て︑︿略﹀︒

十二226

これ即ち︿略﹀堅實に自己

の事業を一巡させる道である︒

の事業を嚢展させる道である︒

十二227

使って︑︿略﹀︒

十二229 ︿略﹀︑見本には精良な品を

だ一だ

898

︿略﹀︑實際の注文に射して

は粗悪なものを送るやうな事は︑

十二229

︿略﹀︒

︿略﹀︑實際の注文に陣して

やうなことはありません︒

十二309国︿略﹀︑むやみに先を箏ふ
︿略﹀︑緑した＼る街路樹
がいせん

有名な凱旋門は此の大通

が目もはるかに連なってゐます︒

十二3110国

十二321團
の起嵩にあります︒

︿略﹀︑りっぱな檜書丁彫

刻の多いことは恐らく世界第一であ

十二328囲

刻の多いことはく略﹀︒

︿略﹀︑實際の注文に澄して 十二326国︿略﹀︑りっぱな檜書丁彫

は粗悪なものを送るやうな事は︑

十二2210

︿略﹀︒

十二2210

は粗悪なものを送るやうな事は︑人
︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

として爲すべからざる事である︒
十二231

十二3210團

あり
く略V︑まるで蟻のはふや

︿略﹀︑彼等が大里後にお

ドイツの有名な音樂転べ一

あきてみた私には︑︿略﹀︒

十二372

︿略Vベートーベンがまだ

トーベンが︿略﹀︒

十一一373

若い時分のことであった︒

にいさん︑まあ何といふ

﹁︿略﹀︒なかくうまい

た曲だ︒︿略﹀︒﹂

十二376園﹁あ＼︑あれは僕の作つ
十二377園
ではないか︒﹂

十二381園

よい曲なんでせう︒

ある︒

﹁︿略﹀︒家賃さへも梯へ

ベートーベンは急に戸をあ
︿略﹀︑色の青い元氣のなさ

︿略﹀ピヤノによりか㌧つ
兄はむっつりとしてや＼當

てるるのは妹であらう︒

十二393

さうな若い男が靴を縫ってみる︒

十一一392

けてはいって行った︒

十二389

ない今の身の上ではないか︒﹂

十二386園

みるのは若い女の聲である︒

十二384

︿略﹀︑情ないやうにいって

やうにいってみるのは若い女の聲で

此の塔は世界最高の建物 十二384 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑情ない

らうと思ひました︒

十二236 即ち一人の貿易商が外人の
で︑︿略﹀︒

時の利益を得るに止 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

信用を失ふやうな事 を す れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

あ＼︑此のむざんな光景
く略V︑又工場といふ工場

これはイギリスやフラン

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十一一351團

を御らんなさい︒

十二338国

うに見えるし︑︿略V︒

十二2310 昔は個人の利益を憾むのが 十二335團
︿略﹀︑忍耐も努力も要する

商業であると思はれてるた︒
十二243
に皆自己の爲であった︒

十二244 彼等が町人といって賎しめ
られたのも其の爲であらう︒

十二245 ︿略﹀︑共同生活の意義が明 十二352団

く略V︑私は今更ながらド

スなどでは見られぬ光景で︑︿略﹀︒

十二357團

十二398
わく

ベートーベンも我ながら鯨

惑の艦である︒

く略Vスイスは︑到る虜 十二399

りだしぬけだと思ったらしく︑︿略﹀
﹁︿略﹀︒しかし誠に粗末
﹁︿略﹀︒しかし誠に粗末
なピヤノで︒︿略V︒﹂

十二406囹

なピヤノで︒︿略V︒﹂

︿略﹀︑はるかに紺青の空 十二406園

十二369団久しく短調平凡な景色に

峯︒

にそびえて雪をいたゴくアルプの連

十一一366囲

我が日本のやうに景色がよい︒

十二3510囲

活動してみるのにはく略﹀︒

ける自國の疲弊を回復するため盛に

ひへい

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

︿略﹀︑商人の人格が重んぜ 十二353囲

ら か で な く ︑ ︿ 略 V︒

十一一247

られなかったからである︒

十二247 文明の進んだ今日尚此のや
う な 考 を 持 つ の は ︑︿略﹀︒
ちん

ひん

かも其の数量の敷限りもないのは︑

十二301困 陳列品の多種多様で︑し

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十二307囲 往來の頻繁な街上でも︑
︿略﹀︑むやみに先を孚ふ

やうなことはありません︒

十二309團

十二4010 ︿略V︑かはいさうに妹はめ

くらである︒

くらである︒

十二4010 ︿略﹀︑かはいさうに妹はめ

十二414 ︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

其の最初の一音が既にきや

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二415

ベートーベンの両眼は異様

うだいの耳には不思議にひゴいた︒

十一一416

に輝いて︑︿略V︒

かが乗移ったやう︒

十一一416 ︿略﹀︑彼の身には俄に何者

十二418 ︿略﹀︑何をひいてみるか彼

自6も患えないやうである︒

やうに入込んで︑︿略V︒

十二424 ︿略﹀︑清い月の光が流れる

コ膿あなたはどういふ

御方でございますか︒﹂

十二428圏

すごい︑いはば苛怪な物の精が寄集

十二441 ︿略﹀︑今度は如何にももの

つて︑︿略﹀︒

やうな調に︑三人の心はもう驚と感

十二443 ︿略﹀︑荒波の岸にくだける

激で一ぽいになって︑︿略﹀︒

十二444 ︿略﹀︑三人の心はもう驚と

感激で︸ぽいになって︑︿略﹀︒
き っ

十二456 ︿略﹀︑不朽の名聲を博した

此の邊は一望に山地で︑湖

のは此の曲である︒

十二498

湖岸線は大業軍調であるが︑

面は海面より四百メートルも高く︑

︿略﹀︒

十二501

899
だ一だ

︿略﹀︒

十二504

︿略﹀︑ 東 南 岸 だ け は く 略 ﹀

︿略﹀ ︑ 此 の 湖 中 で の 一 番 深

や㌧複雑になってみる︒

い虜である︒

十一一511

十二513 我が國の湖沼中置の湖より
深いものは秋田縣の田澤湖だけであ
る︒

︿略﹀︑僅かに三十八センチ

れ 出 る の で あ る が ︑ ︿略﹀︒

十二515 湖の水は東岸から︿略﹀流
十二518
メートルに過ぎない︒

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二519 これは主として周園が山で︑
因してみる︒

︿略﹀︑魚類のさかのぼる道

を絶ってるるからである︒

十二523
ます

十二524 今日鱒の産地として世に知
られるやうになった の は く 略 ﹀ ︒

それでは自分のやうな小さ

な者でも役に立つことがあるのかし

十二574

らと︑︿略﹀︒

な者でも役に立つことがあるのかし

かちくと氣ぜはしいのは 十一一573 それでは自分のやうな小さ
︿略﹀︑かったりくと大や

置時計で︑︿略﹀︒

十二539
十二539
︿略V︑かったりくと大や

うなのは柱時計である︒
十一一5310

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑日光が店一ぽいにさ

︿略V︑それが又心配になつ

げ落ちてしまって︑︿略﹀︒

︿略V︑あれは何の役に立つ 十二574︿略﹀︑此のやうな虜にころ

うなのは柱時計である︒

十二542
のであらう︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

しかも＝誉喜んだのはねぢ
︿略﹀︑大事さうにもとのふ

ゴネリルの答は如何にも言

十二666園 ︿略﹀︑わしはそれが知り

たいのだ︒

十二669

私も姉上と同じ心で︑

葉巧みであった︒

十二676園

ほんたうに姉上は私の思ってゐ

唯少しおっしゃり足りま

る通りをおっしゃいました︒

せぬばかりで︑︿略﹀︒

十二678園

事に致すのを此の上もない仕合はせ

十一一679園 く略V︑ひたすら父上を大

コーデリヤは王が一番かは

と存じてをります︒

十二682

王は自分の耳を疑ふかのや

いがってみる娘であった︒

うに目を見張つた︒

十二686

龍頭を廻すと︑今まで死 十二688園 それでは返事にならぬで

はないか︒

言へないのでございます︒

十二689論語は胸にある事が十分に

十二689盛徳は胸にある事が十分に

言へないのでございます︒

十一一691園 唯私は子としての務を書

ねぢは︑自分が此虜に位置

ヤ︒

十二693園

ものだ︒

十二694囹

ものだ︒

何とか言方がありさうな

何とか言方がありさうな

父上︑私は唯ほんたうの

事を申し上げてみるのでございます︒

十二695園

どうしたのだ︑コーデリ

を占めたために︑此の時計全膿が再

︿略﹀︑鯨生を安樂に送らう

お前たちのうちで誰が一

十二693園

くしたいと思ふばかりでございます︒
と︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二665囹

と決心した︒

十一一662

立ってるるのだ︒﹂

十二605園

﹁自分もほんたうに役に

び活動することが出來たのだと思ふ

十一一596

くと音を立て始めた︒

十二594

ゆ
︿略﹀︑忽ち愉快さうにかち

んだやうになってみた懐中時計が︑

十二593

りゆうつ

たガラスの中へ入れた︒

十二589

であった︒

十二587

し込んで來た︒

十二582

て來た︒

︿略﹀︑これはどんな虜に置 十二576

自分は何といふ小さい情

かれるのであらうなどと考へてるる

十二543

中に︑︿略﹀︒

十二545園

︿略﹀︑自分よりはえらさ

ない者であらう︒

十二548園
うである︒

︿略﹀︑どれもこれも不足

は無ささうである︒

十二549園

︿略﹀︒

＋二5410園
唯自分だけが此のやうに
小さくて︑

うにない︒

十二551園 ︿略﹀︑何の役にも立ちさ

不意にばたくと音がして︑

誰だ︑仕事皇の上をかき

男の子と女の子である︒
廻したのは︒

十二568園

十二554

︿略V︒

十二553

の上であらう︒

︿略﹀ねちが︑不意に︿略﹀︑ 十二551園あ＼︑何といふ情ない身

なったのは養魚纒螢の賜である︒

十二525 ︿略﹀世に知られるやうに
十二528

︿略﹀︑いろいろの物の形が

明るい虚へ出された︒
十二531

ごたくと耳にはいり目にはいるば
︿略﹀︑此慮は時計屋の店で

かりで︑︿略﹀︒

十二532

あることがわかった ︒

あれ一つしか無いのだ︒

自分の置かれたのは︑︿略﹀ 十一一569園あ＼いふねぢはく略V︑

ふ た ガ ラ ス の 中 で ︑ ︿略﹀︒

十一一534

十二538

ねぢは之を聞いて︑飛上る
やうにうれしかった︒

︿略V︑いろくな時計がた 十一一572
くさん並んでみる︒

だ一だ
900

︿略﹀︑ コ ー デ リ ヤ の 重 心 − な

かん
十二699園 永の勘當だ︒
十二708

答の中にも十分眞心のこもってみる
のを認め︑︿略﹀︒

十二713 ゴネリルは決して氣だての
やさしい女ではなかった︒

十二713 二週間もた﹂ぬ中にもう王
に無愛想な仕向をした︒

十二715 其の上王に百人の家事を五
十人に減ずるやうにといった︒

十一一716 王は胸も張裂けんばかりに
怒り︑︿略V︒

十二721 ︿略﹀娘が︑揃ひも揃って
これ程の不孝者であらうとは︒

十二723 ︿略﹀王は︑我にもあらず
荒野の末にさまよひ出た︒

十二725 其の夜は︿略﹀雷鳴・電光
ものすさまじい夜であった︒

十二7210 それは父が姉たちの爲に

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

た︒

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

十二735 フランス王の侍署はとりあ
た︒

十二738園 ﹁たとひ我が親でないに
﹁︿略﹀︑姉上もお氣の毒

しても︑︿略VQ﹂

十二7310圏

十二746圏

此虜は何虜だらう︒
一罷わしは今までどうし

これはどなたであらうな︒

てるたのだらう︒

十二748園

十二751園

やうに見える︒

法律は︑國家といふ共同生

活を︑︿略V幸福なものにするため

十二883
の規則であるから︑︿略﹀︒

活を︑︿略﹀幸福なものにするため

十二752囹笑って下さるな︑どうも 十二884 法律は︑國家といふ土日同生
娘のコーデリヤのやうに思はれてな

の規則であるから︑︿略﹀︒

﹁其のコーデリヤでござ

十一一8910

十二898

十二901

これ等の命令も國の規則で

︿略V︑養い意味でいふ場A口

あって︑︿略﹀︒

るのである︒

お前はわたしをうらんで

︿略﹀︑始めて法律が重婚上

らぬが︒

います︒﹂

十二754囹
十二756園
コーデリヤはそれを聞いて

みるはずだが︒

十二762

にはやはり法律であるから︑︿略﹀︒

我々は常に國法にしたがつ
て幸福な生活を螢み︑︿略V︒

十二906

り愼重な手績を纏る︒

しん

其の後老王はく略V絵生を 十一一902 ︿略﹀︑其の制定も出馬る限

腸をちぎられるやうな思がした︒

十二764
安樂に送ったといふ︒

︿略﹀︑だいぼう網で取るほ

ぼろを着た農夫は玉のやう

うになった︒

十二919

彼はだんく物思に沈むや

な汗をかいて田をすき起し︑︿略V︒

十二914

考へ込むたちであった︒

だいぼう網は︿略﹀︑非常 十一一912 繹迦は︿略﹀︑何事も深く

ど勇肚なものはあるまい︒

十二767

十一一769

だいぼう網は︿略﹀︑非常

に大きなものである︒

十二769

に大きなものである︒

即ち水のはいる虜に直る部

らうか︒

十二926圏

我々の行末はどうなるだ

績いて繹迦はマガダ國王を

たつねてねんごろに道を説聞かせ︑

十二971

︿略﹀︒

く︑︿略﹀︒

十一一976 ︿略V︑反抗するばかりでな

この身でありながら︑︿略﹀︒

十二977殊にデーバダッタは︑いと

十二981 ︿略﹀︑石は繹迦の足を傷つ

これまで説いた教そのも

けただけで︑目的を果すことは出汁

なかった︒

のが私の命である︒

十二9810園

をる︒

十一一991囹 ︿略﹀私は永遠に生きて

これからが世に恐しい青の

かに眼を閉ぢた︒

十二992 ︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂と諭して静

十二脳5

︿略﹀屏風のやうな絶壁を

たよりに︑︿略﹀︒

くさり戸である︒
びやうぶ

十二悩5

のかけはしを造ったものであるが︑

十二悩6 ︿略﹀︑見るから危げな籔町

︿略V︒

十二悩9

享保の頃の事であった︒

きやうほう

︿略﹀︒

え
︿略V︑柄に當る部分が垣網 十一一922 ︿略﹀︑杖にすがるあはれな 十二悩7 ︿略﹀︑見るから危げな敷町
のかけはしを造ったものであるが︑
老人や︑︿略﹀︒

分が身網で︑︿略V︒

十二772

である︒

十二773

潮に流されないやうに︑

して︑或静かな森へ行った︒

十二949

たい
ところが此の新な態度に驚

︿略﹀︒

︿略﹀︑たまく此の難壁を

通って幾多のあはれな物語を耳にし︑

十二価7

ぬくらゐであるが︑︿略V︒

︿略V光景は︑實に壮快の 十一一942 彼は遂に﹁︿略﹀︒﹂と決心 十二価3 ︿略﹀年の頃もよくわから

︿略﹀石などが重りに附けてある︒

十二779
十二798

船がまぐろで一ぽいになる

或時のことである︒

いた五人の友は︑︿略﹀︒

がいせん
︿略V︑まるで凱旋の將士の 十二956

極みである︒

十二801

と︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︑姉上もお氣の毒 十一一799

とお思ひになりさうなものだのに︑
︿略﹀︒﹂

十二7310囲

とお思ひになりさうなものだのに︑
︿略V︒﹂
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だ一だ

十二価1

︿略﹀︑萬人の爲に安全な路
︿略﹀︑神佛に堅くちかって

を 造 っ て や ら う と ︑︿略﹀︒

十二柵2

︿略﹀︑あ れ は 山 師 坊 主 で ︑

︿ 略 ﹀︑あのやうなまねをし

此の仕事に着手したのであった︒
ばうず

︿略﹀︒

十二鵬9

十一一鵬10
て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ 人 を ろ う ら く す る の

であらうといふうはさが立つた︒

十二鵬10

十二柳7 ︿略﹀村の人々は︑今更の
やうに驚いた︒

十二柵9 ︿略﹀︑これではどうにか出
來さうである︒

十二研10 一念こった不断の努力は恐
︿略﹀︑此の見る影もない老

しいものであると思 ひ つ く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二佃1

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し
た︒

十二柵4園

そればかりでなく︑︿略﹀︒

エヂソンが炭素線の電燈

を焚明したのは四十年ばかり前のこ

十一一桁1園

一燈最も理想的な燈火は

一艦最も理想的な燈火は

とであったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十二柵3園
十二柵4園
太陽の光のやうに明るくて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑しかもほたるの光

のやうに熱をともなはないものであ

十一一摺5園︿略﹀︑しかもほたるの光
ります︒

十一一柵5園

電信や電話の獲明は其の

のやうに熱をともなはないものであ
ります︒

十二柵9園

當時實に全世界を驚かしたものであ
︿略﹀︑自由に消息を交換

りますが︑︿略﹀︒

十二柵10園

︿略﹀︑自由に消息を交換

することが出來るやうになりました︒
十二佃1圏

らうか︒﹂

十二伽4園

十二伽6

して時局の圓満な解決を計ってみた︒

ておだやかに事のまとまるやう

十二柵2囹 ︿略﹀︑特別の御仁慈を以

つた︒

何分今一磨の御評議を推

こほりなく成し遂げられるやうにな

十一一慨4 ︿略﹀︑維新の大事業もとゴ

して御願ひ申す次第でござります︒
ゐ

十二欄6園

ござります︒

十二欄3園 ︿略﹀︑誠に日本國の幸で

く略V︒

︿略﹀︑西郷をおとつれたの

である︒

十二偽6

しかし二人は互に信じ合つ

︿略﹀︑話はおだやかに運ば

てるる平なので︑︿略﹀︒

十二梛10
十二伽1
れる︒

官軍方の御意見はどのや
︿略﹀︑日本全國にのしを

うなものか存じませんが︑︿略﹀︒

十二伽2園
十二伽6圏

に敷へられるやうになったのは︑

十二槻9 ︿略﹀︑今や世界五大國の一

た︒

十二悩3

した︒

忠孝は實に我が國民性の根

東海の島に櫨つた日本は︑

其の上我が國の美しい風景

十二悩2 ︿略﹀︑熱烈な愛面心を養成

であった︒

十二偽8 ︿略﹀︑國内はおほむね平和

かすやうな危機は絶無であり︑︿略﹀︒

十二罵7 ︿略﹀︑國民の生活をおびや

かすやうな危機は絶無であり︑︿略﹀︒

十二駕7 ︿略﹀︑三民の生活をおびや

ふことを許さないから︑︿略﹀︒

十二鵬5

︿略V︑容易に外敵のうか丈

國家を建設する上に頗る有利であっ

十二悌5

本をなすもので︑︿略﹀︒

十二悌3

である︒

それだけすぐれた素質があったから

十一一観10

︿略﹀︒

つけてどこぞの國へやってしまふや

︒

︿略﹀︑主として我々望潮に

うな事にならぬとは決して申されま
せぬ︒

としては如何がな申分ではあるが︑

十二伽8園之に比べれば︑幕臣の身
︿略﹀︒

十二伽8園之に比べれば︑幕臣の身
としては如何がな申分ではあるが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑徳川家の存亡など

は言ふにも足らぬ小事でござります︒

十二伽9園

すると其のうちには又思

︿略﹀︑阻めんだうな筋合

の外な尻押なども現れて︑︿略﹀︒

しり

十一一四5圏

十二憎6囹

拙者は︑︿略﹀︑さやうな

ともしやうのないもので

十二伽9急く略V︑大勢は人力の如何

︿略﹀︒

事になれかしとは毛頭考へませぬが︑

十二柵8園

どのやうに決着するにもせよ︑︿略﹀︒

拙者は︑此の談判がよし

にならぬとも限りませぬ︒

﹁小山はどうしてみるだ

十二㎜7園

しかし市中の混齪は蜂の巣
しかし市中の混齪は蜂の巣
︿略﹀︑かねてから百方圭里策

を突いたやうなさわぎである︒

十二伽2

を突いたやうなさわぎである︒

十二晒2

る手はずである︒

十二悩10

︿略﹀︑一旦に江戸を乗つ取

用される機運となりました︒

︿略﹀︑今やそれが盛に利

することが出早るやうになりました︒

︿略﹀︑我々もあのくさり戸
ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

十二佃5

十一一佃2囹

︿略﹀︑ は て は 又 村 人 全 心 が

と相談して︑︿略﹀︒

十一一鵬4

︿略﹀︑彼が一生をさ㌦げた

此の老僧から離れるやうになった︒
十二佃5

大工事が見事に成就した︒

十二価8囹 ︿略﹀︑尚進んで電環機關
車さへも用ひられるやうになりまし
た︒

十二価9囹 諸機械の原動力であった

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣
つて︑︿略＞Q

ダーウィンーたい
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や温和な氣候は︑︿ 略 V ︒

易な樂土に平和を製しんでみた我が

十二悩7 狭い島國に育ち︑生活の安

温和な氣候や美しい風景は︑

國民は︑︿略﹀︒

十二悩10
︿略﹀︒

人の心をやさしくし︑優美にはする

十二悩1 温和な氣候や美しい風景は︑

︿略﹀︑徒に此の小天地を理

が︑︿略﹀︒

十二価3
想 郷 と 観 じ て ︑ ︿ 略V︒
は い せき

十二燭7 ︿略﹀排斥されるやうなこ
︿略﹀︑︿略﹀ことが︑其の

とも起って來る︒

十二燭1

︿略﹀︑ か う い ふ 短 所 は や が

主たるものであらう︒
十一一燭3

所がうかゴはれないであらうか︒

︿略﹀創造力は︑十分に獲
︿略﹀︑遂に日本人には古創

揮せられたことがなく︑︿略﹀︒

十二衙1
十一一御4

力がないであらうと自らも輕んじ︑
︿略﹀︒

しかし摸倣はやがて創造の
我々は何時かは摸倣の域を

過程でなくてはならぬ︒

十二御5
十二観6
脱して十分に猫創力を獲平し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑世界文明の上に大い

櫻の花の一時に咲き一時に

に貢献したいものである︒

こうけん

十二観7

ふぜい

十二研10

︿略V︑古の武士が玉とくだ

散る風情を喜ぶのがそれであり︑
︿略﹀︒

十二闇1

﹁さうだ︑く︒﹂

﹁さうだ︑く︒﹂

九215

畠にしても︑︿略﹀仕切る

ホンタウニ面白イデハナイカ︒

三441

キニ︒

ことをしないから︑一枚の畠でうね

うらしまはく略﹀︑うちへ

かへるのもわすれてゐました
が︑そのうちにかへりたくなつ

十一634

が五町も十町も長々と舞いてるるの

島ニヰタ白ウサギガ︑ム

て︑︿略V︒

ダーウィン←

ワタシ

バ

タイトオモツテ︑︿略﹀︒

四158圏

これだけはお目にかけたい

來爵号ツタノダ︒

﹁こんなしっかな所でくら

と思ひます︒

五136国

五291囹

申したいことがあります︒

してみたい︒﹂

﹁べつにのぞみはございま

せんが︑唐糸の身代りに立ちたうご

キイ

置きたい事があります︒

どうか今から十分海になれ

其の上あなたのお名前をう

て置くやうにしてもらひたいのであ

七614囹

ります︒

七721園

マリーはどうかしてかくして

けたまはりたうございます︒

やりたいと思ひました︒

七885

ヒカウ 八232 呉鳳はく略V︑どうかして首

マツ

さておしまひに一ついって

タヒ

一ツトリタイ︑

ノツテミタイナ

七601園

七79図

︽タイ・

ざいます︒﹂

タイ

一ツトリタイ︑

ミゴトニサイタ カキネ

たい

︿略V︑タヒ・アナゴ・ハモナ
︵助動︶52

二701圃

シロナハナヲ︑︿略﹀︒

ノコギク︑

一一104蟹ミゴトニサイタ カキネ

ロナハナヲ︑︿略﹀︒

ノコギク︑

一一94圏

タウ・タカッ・タク︾

たい

ドノヤウニ︑︿略V︒

七801

からいと

六544囲

いものだと思った︒

五693 ︿略﹀︑米がとれるやうにした

せて置きたい話がある︒﹂

五681囹 ﹁︿略﹀︑もっとお前に聞か

五442囹

コノヲカへ

カフノ大キナヲカへ行ツテ見

第二座の僧は︑二人とも規 四123

が少くない︒

十一69！0

︹人名︺3

則を破ったのが不快でたまらない︒

ダーウィン

父はダーウィンを醤者にし

チャールズダーウィン
遠駆ー12

ダーウィンは興味を覧える

ようと思って大學へやった︒

十ニー32

と︑あくまでそれにこる性質で︑
︿略V︒

ダーウィンの後半生は病氣
がちであったが︑︿略﹀︒

十ニー37

﹇▽グレースダーリング
﹇対﹈﹇▽いちたいじゅうまん

たい

﹇隊﹈﹇▽いったい・えいへいたい

ダーリング

たい

ける討死を無上の名讐としたのがそ
こ＼にもまた我々の反省す

れである︒

十二駕8

六688園

タヒ

﹇鯛﹈︵名︶2

て我が國民から消去るであらうが︑
︿略﹀︑出來る限り早く之を

我が國民の長所・短所を数

べき短所があるやうである︒

十一一㎜9

へたならば︑︿略﹀︒

︿略V︑之を十分に獲揮する
と共に︑︿略V︒

十二闇10

︿略﹀︑之を補って大國民た

るにそむかぬりっぱな國民とならね

十二㎜2

六688圏

︿略﹀︒

はせ︑ををやたらにふって︑

三222犬ははなをくんくんい

ばならぬ︒

たい

︿略﹀︒

十二搦4

︿略﹀︑ 賢 明 な 機 敏 な 皇 民 で

︿略﹀︑賢明な機敏な皇民で

︿略﹀︑ 賢 明 な 機 敏 な 高 富 で

一掃することは我々の務ではあるま
いか︒

十一一燭7
ある︒

十二㎜7
ある︒

十一一燭7
ある︒

︿略﹀︑之を巧みに自國のも
︿略﹀︑實に我が三民性の一

のとすることは︑︿ 略 V ︒

十二鵬8
十二燭9

大長所である︒

十二鵬10 しかし此の半面にもまた短
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だい一だいいち

取の悪風を止めさせたいものだと思
た︒

たくてたまらないだらうと思ひまし
十二578

たね︒

﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑私も急

に一年からのをまとめたくなりまし
︿略﹀︑將來學問を以て身を

たが︑︿略﹀︒

十一708

か

も

まぶち

あなたがよく會ひたいと

立てたいと︑一心に勉強してみた︒

十一712園

どうかして御目にか＼り

御話しになる江戸の賀茂聖上先生が︑
︿略﹀︒

十一722囹

けない︒

ねぢは﹁此虜に居ます︒﹂

十二664園

い・にだい

つて︑︿略﹀︒

今日はお前たちに一つ聞

に横たはってるる︒

十一一537

つた︒

八202図

イカダノ大ナルモノハ長サ

六七十間︑︿略﹀︒

揚子江ノ大ナルコトコレニ

テモ知ルベシ︒

八216図

以て世に知られ︑︿略﹀︒

十二了8図此の社は規模の大なるを

たいい ﹇大尉﹈︵名︶3 大尉﹇▽ぼう

水兵は驚いて立上って︑しば

大尉はそれを取って見ると︑

らく大尉の顔を見つめてみたが︑

︿略﹀︒

九描2

第一

大尉は之を臨んで︑︿略﹀︒

次のやうな事が書いてあった︒

九柵−o

﹇第一﹈︹課名︺10

且Vし

なだいいち・せかいだいいち・ぜんど

大n▽ごがつだ だいいち

十11

﹁それでは此の月の光を 十目2

九11

九目2

八11

八目2

七一1

七目2

六11

六目2

壼8いくだい・ だいいち

︿略﹀道具も︑同じ毫の上

私も實は我が國の古代精 十206国 せり場の一方に高い垂があ
︿略﹀︑知識を得たいといふ

十二437囹

︿略﹀︑父に些して是非同校だい ﹇題﹈︵名︶1 題

﹇大﹈︵形状︶5

題に一曲︒﹂

九時5

唯私は子としての務を蓋 たいい

︿略﹀︑わしはそれが知り

いてみたい事がある︒

たいのだ︒

十二666園

十二6810園

くしたいと思ふばかりでございます︒
︿略﹀︑世界文明の上に甘い

﹇代﹈﹇▽いちだい・さんだい・し

に貢献したいものである︒

こうけん

十二僻7

だい

ちだい・だいじゅうろくだい・てだ
﹇台﹈︵名︶2

い・にだい・よだい・よだいまえ
いちだい︒しごとだい︒すずみだい・

︿略﹀︑すぐ知らせてもらひ だい

たいものだが︒

たいと頼んでおいた︒

十一733

と叫びたくてたまらないが︑口がき

ひました︒

お知らせしたい事はまだい

ろくありますが︑︿略＞Q

八459国︿略﹀︑もう四五日の所おひ 十789國
まを願ひたうございます︒

︿略﹀︑お出でを願ひたうご

十一157

八857園 ちよつととよにあひたくて 半価1 ︿略﹀︑一枝髪にさしてみたい︒
参りました︒

八佃9團

八953園近所の者に見せてやりたい︒

︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

ざいます︒

八欄7団
を致したいと存じます︒
たゴきたうございます︒

八㎜1團︿略﹀︑當日祝の歌を一首い
九233囹 そこで此の父も︑何とぞ此
︿略﹀︑必ず仕とげてもらひ

の學問を大成したい と ︑ ︿ 略 V ︒

九273園
たい︒

も︑︿略﹀︒

十一986

あんまひころく

いさんしゅういちにち

熊蝉望薄界界翻
7轟
乱丁辞

（明明今今山山世世俵俵

ほくだいいち︒とうようだいいち・な

翌日武田方からは安間彦六と うだいいち・とうだいだいいち︒とう
いふ大の男が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑演奏會へ行って聴 七466

＝

大の馬に打乗って︑上杉方の陣へ向

こくだいいち︒わがくにだいいち

︿略﹀︑iあなたは演奏七467 ︿略﹀︑物の具見事に着かざり︑ いちだいいち・なんとだいいち・べい
會へ行ってみたいとかいふお話でし

十二402囹

いてみたい︒

十二383園

心は少しも攣らなかった︒

︿略﹀︑本を包みたいといふ だい

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一966

彼の欲望は益く強くなり︑︿略＞Q

よく

十一965

神を知りたいといふ希望から︑︿略﹀︒

十一751園

究したいと思ってをります︒

九963 お話を聞いて︑僕もすべって ＋一747夕汐はかねぐ古事記を研 せつだんだいじょう︒ちょうぼうだ
見たくなりました︒

九m5 北風は︑もう一度鼻先をなで
て も ら ひ た く な っ て︑︿略﹀︒

九㎜8 北風はもう一度あの勇ましい
號 令 が 聞 き た い と 思って︑︿略﹀︒

︿略﹀︑諸君にも大いに奮嚢

していたゴきたいのです︒

十157園

十408囹 ﹁朝のうちに此のけやきだ
けぶつ倒したいと思 っ て ね ︒ ﹂

十4410囹 ﹁あ＼︑きれいだ︒あの色
をどうかして出したいものだ︒﹂

十675圏 ﹁失態ながらお名前を聞か
せて頂きたい︒﹂

十779囲︿略﹀︑毎日何虜へか出かけ

冨直心箋二君茎箋董篁篁

だいいち一だいきぼ

904

十一目2 第一課 太陽

︿略﹀︑此の停車場へ降りる人

は︑大てい先づ第﹁に宮城をさして

五繊7

十一12 第一課

︿略﹀︒

かす

九酩7園 絡べて上官の命令を守って︑
然れども材の優良にして

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

︿略﹀︑何事も忍耐が第

︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

﹇第一位﹈︵名︶2

わけがない︑︿略﹀︒

だいいちい

十ニー2 第一課 明治天皇御製

十一922圏

暦には太陽暦と太陰暦と

﹇大音﹈︵名︶1

出かけた時の事である︒
だいおん

大音

大

安芳は大音に﹁西郷はどこ
﹇大音声﹈︵名︶1

に居る︒﹂と叫んだ︒

十二梛4

音聲

だいおんじょう

﹇大家﹈︵名︶1

大家←ろう

勝ちぞ︒か＼れく︒﹂と大音聲︒

十一294図秀吉︿略﹀︑﹁てがらは仕
たいか

さうして終に當代第一の農學
大河
︿略﹀︑小川カラ大河へ︑流レ

﹇大河﹈︵名︶2

ヤウ

ス

カウ

代債

﹇大王﹈︵名︶1

ました︒

だいおう

其の大王が東方諸國の遠征に

ドルだいおうといしフィリップ

十81

ニ︑︿略﹀︒

五884團

︿略﹀︑今ではあとかたづけ

おかげで今日中には大がい

も大がいすみました︒

九581囹

したがって二百十日も太

かたづきます︒

十一937園

陽暦なら大がい九月一日で︑︿略﹀︒
たいかく
﹇体格﹈︵名︶1 艦格

たいかく

我が國の馬は西洋諸國の馬に
たいかく
くらべると︑せいも低く︑罐格もお

七279

仙塁は東北第︼の都會で︑

大弓

﹇大学﹈︵名︶3 大黒

とってみたが︑︿略﹀︒

だいがく

六71図

九712園

父はダーウィンを適者にし

大學も高等學校もある︒

十一一112

ようと思って大學へやった︒

八624図︿略﹀︑まことのめくらにし

︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

﹇対岸﹈︵名︶1 封岸

て︑大學者となりし人あり︒

たいがん

て其の地の模檬を探るは︑︿略﹀︒

十二841図

大氣

︿略﹀︑人々は自由な大氣を

たいき ﹇大気﹈︵名︶1

ききん
大言饅
き

呼吸しながら︑土の香に親しんで樂

十﹇654

﹇大鷺謹﹈︵名︶1

しげに働いてみる︒

だいききん

ききん

十一協5図然るに︑此の度は近畿地

︿略V︑総べてが大規模での

びくとしてみる︒

十一601

方に大飢饅起り︑︿略﹀︒
四348 夜ニナルト︑ホカノ鳥
ハ大ガイ目が見エナクナルノ だいきぼ ﹇大規模﹈︵形状︶1 大規模

がい

者

揚子江ハ支那第一ノ大河ニ だいがくしゃ ﹇大学者﹈︵名︶1 大學
︿略V︒

﹇大海﹈︵名︶2

大海

︿略﹀︑一手桶何程トイフ代

﹇代価﹈︵名︶1

︿略﹀︒

九116図

︿略﹀︒

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

ふしぎや︑今まで荒れに荒

九103図既に大海に出で給ひしに︑

たいかい

債ヲハラヒテ水ヲ買フ︒

九443図

だいか

シテ︑

八193図

くテ海へ行キマス︒

五523

たいが

の大家となって︑︿略﹀︒

九287

く略V︑日本では明治五年 たいか

あって︑︿略﹀︒

十一923囲
それから太陰暦を奮暦︑

まで太陰暦を用ひてみたが︑︿略﹀︒

ところが太陰暦は月のみ

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一932圏

ちたりかけたりする攣化を本として
こしらへたもので︑︿略﹀︒

したがって二百十日も太

陽暦なら大がい九月一日で︑ちがつ

十一938園

ても一日ぐらみのものだが︑太陰暦

大英博物館

りません︒

其の他見る物聞く物唯々驚く外はあ

博物館・ウェストミンスター寺院︑

︿略﹀︑國會議事堂・大英

﹇大英博物館﹈

になると三十日もちがふことがある︒

︵名︶2

︿略﹀︑我が居留民の数は︑ だいえいはくぶつかん

﹇第一読会﹈︵名︶2

合口・第二讃會・第三讃會の三度の會
議を纏ることになってみる︒

﹇第一課 ﹈ ︹ 課 名 ︺ 4

髄 に 調 査 し ︑ ︿ 略 V︒

だいいっか

第一

十二8810 即ち第一護會で其の案を大 アレクサンドルだいおう・アレクサン

大王←・

十二889 討議の形式は︑普通第＝讃 十二2910困 昨日大英博物館を一覧したいがい ﹇大概﹈︵副︶4 大ガイ 大

第＝讃會

だいいちどっかい

と我が國の木材中第一位にあり︒

十二465図 く略V︑其の需要の多きこ 十二295團

心急人中第一位を占めてみる︒

十一115

第一位

泣虫では︑第一藩主に封しても申し

八相5

だいいち﹇第二︵副︶1第一

一とのかねての御 教 訓 に 從 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二梱1圓囲

て 第 一 と し ︑ ︿ 略 ＞Q

十二4810図 杉は吉野杉・秋田杉を以 十一924園

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十一一468図

暦

七389團 輸出品は豆粕が第﹇で︑ たいいんれき ﹇太陰暦﹈︵名︶5 太陰

でるて︑︿略﹀︒

七381國 第一第二第三と三つならん 十一一目2 第一課 明治天皇御製

太陽

まみります︒

課

905

﹇退却軍﹈︵名︶1

退

七283

九目−〇

大阪

炭

︵名︶2

大工

陶工柿右衛門

たう

陶工柿右衛門

両將軍の握手

両將軍の握手

炭

たいきゃくぐん

九361

八294

八目13

却軍は少しく之にたよりを得たれど

十一281図 二十日の月は上りぬ︒退

却軍

も︑秀吉の軍は︑︿ 略 ﹀ ︑ 追 撃 す る こ
＋目10

だいく ﹇大工﹈

十443

と頗る急なり︒
﹇退却始﹈︵下二︶

器機金着第第第
九九九九九九九

きやく

﹇耐久﹈︵名︶2

の中を退却しはじめたり︒
たいきゅう

以て︿略﹀︒

十二484図

﹇大金﹈︵名︶2

大金

兵︑︿略﹀︒

大工の家を建て︑︿略﹀︑農
八285図
夫の田畑を耕すも︑皆手の働なり︒

第九課

工小屋

十六

月光の曲

大工小屋

十六大工小屋

四606私ハ昨日大工サンカラ
木ノキレヲタクサンモラツテ︑
︿略﹀︒

大軍

十何萬といふ大軍である︒

﹇大軍﹈︵名︶6

六797

之をかこんだ賊は百萬騎とい

たいぐん

六912

ふ大軍で︑城の四方二三里の間は︑

いふ︒

ちばんだいこ︒さんぱんだいこ・にば

たいこ ﹇太鼓﹈︵名︶1 たいこ﹇▽い

四12うちがみさまの森で︑あ

んだいこ

﹇第五﹈︹書名︺10 第五

さからたいこのおとがします︒

だいご

六目6 第五 海

れんげさう

く略Vベルギーの勇將レマ 六192第五 海

人や馬でふさがった︒

九364図

れんげさう

揚子江

揚子江

動物ノ色ト形

燈皇守の娘

動物ノ色ト形

燈塁守の娘

七目6 第五
ンは︑︿略﹀︑エンミヅヒ二軍のひき
七168第五
みたるドイツの大軍を物ともせず︑
八目9 第五
勇ましく防ぎ戦ひたり︒
十693園 く略V︑眞先かけて敵の大軍 八192第五
九目6 第五
に割って入り︑︿略﹀︒
十981図 たまく元の大軍至るに及 九157第五
十目6 第五
十243第五
んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

愛すべく美しき山野は︑

︑ ﹇太古以来﹈︵名︶1 太
︿略﹀︑こは如何に︑二つ たいこしらし

へらる︒

古以來

十一264図

てわいたる敵の大軍︑木之本の邊に

﹇太后﹈﹇▽こうたいごう・

たいかふ

しょうけんこうたいごう

たいこう

びて︑︿略﹀︒

更に太古以來の歴史と結び文學と結

十二佃8図
大兄

大兄をはじめ皆檬方の御

﹇大兄﹈︵代名︶2

満ちくたりと報じ來る︒
たいけい

白上6二士

悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上

大工
小屋

げ候︒

﹇帯剣﹈︵名︶1

﹇太古﹈︵名︶1

帯劔

太古

の法に從ひ︑之によりて火を作ると

十二88図此の社にては︑今も太古

たいこ

心外をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

九387図︿略﹀︑かすかにふるふ手に

たいけん

く御話を承り式事など︑︿略﹀︒

たいかふ

ところが長盛が︿略﹀︑石田

正直者の清正は︿略﹀︑とう

られました︒

だいこう ﹇第号﹈︵名︶1

第 號

く太閤のお目通へ出ることを禁ぜ

七996

んは直るまいと申しました︒

と中直りをしなければ太閤の御きげ

七986

︿略﹀︑大兄と共にいろ たいこう ﹇太閤﹈︵名︶2 太閤 太閤

十佃9母国
大工サン

四581ニハ ニ大工小屋ヲタテテ︑

﹇大工﹈︵名︶3

︿略﹀︑大工サンバミンナ

が毎日其ノ中デ仕事ヲシテ

︿略﹀︑大ゼイノ大工サン
四582

だいくさん

大庇イ ノ大工サンが毎日其ノ
中 デ仕事ヲシテ居マス︒

だいくごや ﹇大工小屋﹈︵名︶

大

﹇第九課﹈︹遺名︺4 第九課

十︻目10

第九課

だいくか

十一353

第九課月光の曲

植林

十二目10

第九課

植林

十二371

氣がちがって死ぬやうな事になるか

四目5

代金

四576

も知れぬ︒

十910 ︿略﹀フィリップが敵から大

﹇代金﹈︵名︶1

してみるといふ風説があるから︑

金をもらふ約束で王を毒殺しようと

︿略﹀︒

だいきん

もう五十反︑至急お送り下さい︒代

七脳3団 あのたちで子ども向の品を

第九

金は二口合はせて月末に送ります︒
﹇第九﹈︹課名 ︺ 1 0

居マス︒

だいく

六目12 第九 町ノ朝

四585

シルシバンテンヲヌイデ︑︿略﹀︒

六314 第九 町ノ朝
七目−o 第九大阪

1

七654 もし此の大金がなかったら︑ だいくごや ﹇大工小屋﹈︹贈名︺ 2

たいきん

性 殊 に 著 し き を 以 て ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑栗は耐久・三惑の

も堅くして︑耐久・耐灘の性あるを

十二477図ひば・松・落葉松は何れ

耐久

十一269図 盛政は︿略﹀︑俄にやみ 六406団正作君と大工の松さんは工

1 退却しはじむ ︽ーメ︾

きやく

たいきゃくしはじ・む

たいきゃくぐん一だいこう

七麗図第號
だいこうけいほう
けい

大口脛砲

﹇大口径砲﹈︵名︶1

九366図 されど比類なき四十ニセン
けい
チメートルの大ロ径砲の威力に封し
大工事

大

︿略﹀︑彼が一生をさ＼げた

﹇大工事﹈︵名︶1

ては︑︿略﹀︒

十二㎜5

だいこうじ

﹇大工場﹈︵名︶1

大工事が見事に成就した︒
だいこうじょう

意し︑之を補って大國民たるにそむ

池にかけてある二つの太鼓橋

かぬりっぱな國民とならねばならぬ︒
たい こ
﹇太鼓橋﹈︵名︶1 太鼓橋
たい こ

十佃1

たいこばし

大根

大罪

あのアルカスに親殺の大罪

﹇大罪﹈︵名︶1

を立って︑︿略﹀︒

﹇滞在中﹈︵名︶1

封坐

目下滞在中のリオ︑デ︑
︵サ変︶1

八58

八目4
九目4

九98
十115

十目4

でるて︑

十18図

競馬
競馬

山のふもとカピラバスト王國の太子

六目5

第四きのこ取

第四 きのこ取

第四 潮干狩

第四 潮干狩

六141

七93

第四武將の幼時

第四 武將の幼時

七目5

八目5

第四養鶏

第四 養鶏

八132

九目5

第四 馬市見物

九119

十目5

十162

︵名︶1

第四馬市見物

﹇大字﹈

大字

八585︿
図略V︑ ハキ物屋二下駄・草

だいじ

﹇大事﹈

︵形状︶1一 ダイジ

二記シタル看板ヲ出車ルハ︑︿略V︒

履・傘ナドト︑ 大字ニテ目立ツヤウ

だいじ

遠写ドモハカウサンシテ︑

事←ごだいじ

ダイジナタカラモノヲダシマシ

﹁536

タ︒

念の木︑

大事にするとおつしゃつ

六㎜5囲 ︿略﹀︑ はじめて聞いた記

た︒

大

十二9010 ︿略﹀︑北インドのヒマラヤ

﹇▽おろちたいじ

として生れた︒

たいじ

﹇第四﹈

弟橘雌
蕊橘五

だいし

︿略﹀︒

第三

︿略V︑又右に折れて第三の

︹並置︺4

チャールズ︑ダー

上海

上海
第三課

チャールズ︑ダー
第三

二度資を集めて二度散じ

﹇第三回﹈︵名︶1

第三課

第三課

第三課

﹇第三課﹈

鳥居の前に出づ︒
だいさんか

課

十﹇83
ウィン

十二目4

ウィン
だいさんかい

回

十一㎜3図

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募
集に着手せり︒

﹇第三読会﹈︵名︶2

討議の形式は︑普通第＝唄

だいさんどっかい

第三讃會

大事にしなければならないとのこと

國の税は勿論︑縣の税も村

の税もみんな大事なもので︑︿略﹀︒

八803園

でございます︒

八455国 ︿略﹀︑老龍のこと故︑飴程

﹇太子﹈︵名︶1

太子

︿略﹀︑第三護會で法律案全

議を纏ることになってみる︒

たいし

髄の可否を議決する︒

十二891

金日・第二讃命目・第三二三の三度の會

十二889

︹課名︺10 第四

道ぶしん
道ぶしん

﹇第三﹈︵名︶2 第三

第第二第第第

七381国
第↓第二第三と三つならん

︿略﹀︑白イ蝶ハ大根ノ花二流だいさん

﹇大根﹈︵名︶1

を渡り︑︿略V︒

だいこん

ル︒

九168
たいざい

九924囹
ををかさせてはならぬ︒

七287図 今ハ商工業サカンニシテ︑ たいざい・す ﹇滞在﹈︵サ変︶1 滞在

工場

滞

︿略﹀京に上り︑或は 十﹁目4

﹇滞在﹈︵サ変︶1

一二年滞在せんもはかり難し︒

︽ーセ︾

大工場多ク︑エントツノ煙ツネニ空
第五課

す

︹課名︺
4

十﹁454図圏

﹇第五課﹈

ヲオホヘリ︒
だいこか

たいざい・する
在する ︽ーシ︾

十﹇目6 第五課 のぶ子さんの家
十﹇141 第五課
のぶ子さんの家
八708圏
大國﹇▽せ たいざいちゅう

在中
十一撹2㈱國

︽ーシ︾

あんどん

第三

二人はほの暗い行燈のもと

﹇対座﹈

ジャネーロ市は︑︿略﹀︒

する

たいざ・する

十一739

﹇第三﹈︹課名︺10

で封坐した︒
だいさん

六目4

滞

長く滞在してみたシカゴ市 十二97

十二目6 第五課 蜜柑山
︵名︶1

十ニー96 第五課 蜜柑山
﹇大国﹈

かいこたいこく．

たいこく

大極

︿略﹀︑
二時世界に類のない大

﹇大極殿﹈︵名︶1

國を建設した英雄である︒

十79

殿

だいごくでん

十二齪9図 今若草山に登りて古京の
跡を展望すれば︑眼下に横たはる奈

大國

七目4

六91
七73

横横ヤや
上智クク
ワワ
ンン
トト
テテ
ツツ
ビビ
ンン

良市街の西︑︿略﹀ ︒ 大 極 殿 の 跡 は る

﹇大国民﹈︵名︶1

かに指鮎すべく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑堂号に其の短所に注

だいこくみん
民
十二醜2

第第第第

だいこうけいほう一だいじ

906

九67團 其の實は土人の一番大事な
︿略﹀︑たいそう北風をかはい

食料で︑︿略﹀︒

九撹9

がって︑まるで我が子のやうに大事

ーセヨ︾

八266

十目8

二725 ムカシ大江山ニシユテン 九目8
九292
ドウジトイフワルモノガヰマ
シタ︒︿略﹀︒︿略﹀︑ナカナカタイ

十一233

十﹇目8

ナイヤガラの瀧

・しと♪し

八目14

七303

七目11

だいじゅういち

十504

十目11

九393

九目11

八324

ナイヤガラの瀧

パナマ運河

やり

賎嶽の七本槍

獅子と武士

朝鮮人蓼

獅子と武士

朝鮮人蓼

水師螢の會見

水師螢の會見

銀行

銀行

﹇第十一﹈︹課名︺10

入螢した兄から

第十一

入管した兄から

鎌倉

六目14 第十一

第七課

六387第十一

初夏の夜

初夏の夜

物ノ怒

正長

七目12 第十一

物ノ償

﹇耐湿﹈︵名︶2

七341第十一

大岡さばき

大岡さばき

たいしつ

も堅くして︑耐久・耐滋の性あるを

十二477図ひば・松・落葉松は何れ

八目15 第十一

鎌倉

第七課

しつがたけ

賎嶽の七本槍

パナマ運河
十308
ヂスルコトガデキマセンデシタ︒
にしてるた︒
︹売名︺4 第七
十一9710 大事なことは拾ひ集めた木 二733 ソコデ天子サマカラ︑ラ だいしちか ﹇第七課﹈
課
イクワウトイフツヨイ大シヤウ

ニ︑シユテンドウジヲタイヂセ

第七課

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒

其の大蛇をたいぢしてやら

以て建築・土木・造船等其の用途頗

第七課

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

う︒

五105園

大した

る遺し︒

﹇大﹈︵連体︶3

五図2囲︿略﹀︑うちには大した事も

九439第十一

︿略﹀︑栗は耐久・手口の 九目12 第十一

聖書鳩

羽書鳩

4

第十一課

﹇第十一課﹈︹虚名︺

＋目12 第十一

二百十日 だいじっか ﹇第十課﹈︹課名︺4 第十

性殊に著しきを以て︑︿略﹀︒

十二484図

第二十一

ありませんでしたが︑中々のさわぎ
でした︒

七925園

課

手紙

手紙

だいじゅういっ︑
カ

第十一
＋5310

﹁︿略﹀︒此のもやうなら︑今日は大

第十課

塗師の苦心

野師の苦心

第十課

＋一目12 第十一課

十一415

我が國の木材

十一目11

第十課

したことはあるまい︒﹂と︑おとう

十二目11

十和田湖

十一445第十一課

＋一百12 第十一課

我が國の木材
←いずもたいしゃ

︹課名︺10 第

十和田湖

十九

六目7

第十九メリンス

第十九海ノ生物

第十九 海ノ生物

七789

七目7

六741

第十九 メリンス

だいじゅうく ﹇第十九﹈

十二496第十一課

第十課
たいしゃ

﹇大社駅﹈︵名︶1

弓流し

弓流し

第十

今市を過ぎ︑大社騨に着

大社

十二457

さんはく略﹀空を仰いでかうおつし
やった︒

アメリカ人はく略﹀︑何で
も世界一になるやうに心掛けてみる

八735團

だいじゅう

第十

第十

﹇第十﹈︹襲名︺10

十二49図
傘松

六目13

第七

傘松

六347

きぬ︒

・しと・し

霜

霜

﹇第七﹈︹課名︺10

といひますが︑何しろ大した勢です︒ たいしゃえき

六目−〇

だいしち

六262
七目8
七228
八目11

第第第第心延第第
十十十十十十十十

八353第十一

十二目8

十二588 時計師は早速ピンセットで
とのふたガラスの中へ入れた︒

タイ

ラズタイヂシテシマヒマシタ︒

十二249

片 な ど に 書 留 め て ︿略﹀︒

第第第第第
七七七七七

二782 ライクワウノケライモ︑
シユテンドウジノテシタヲノコ

お前 た ち の う ち で 誰 が 一

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十一一665囹

︿略﹀︒

︵サ変︶4

︽ーシ・ースル・

たいした

十二671園私はもう何よりも︑どん
な寳よりも一1ほんたうに自分の命
よりも父上を大事と存じます︒

る身の樂しみを退けても︑ひたすら

十二679園 ︿略﹀私はありとあらゆ

大事

第四課

父上を大事に致すのを此の上もない
仕合はせと存じてをります︒

1

﹇第四課﹈︹課名︺4

十一目5 第四課 遠足

だいしか

＋一1110第四課
遠足
第四課 新 聞

︵名︶
﹇大事業﹈

十ニー44 第四課 新聞

十一一目5

だいじぎょう
ゐ

十二槻4 ︿略﹀︑維新の大事業もとゴ

業

たいぢする

﹇退治﹈

こほりなく成し遂げられるやうにな
つた︒

ヂスル

たいじ︒する

第第第第第
七七七七七

907
だいしか一だいじゅうく

星の話

コロンブスの主

コロンブスの卵
七目14 第十三

六453第十三

六目16 第十三

一太郎やあい

八目11 第 十 九

八751第十九
九目7 第十九

九498第十三

九目14 第十三

京城の友から

京城の友から

老社長

老社長

許

一太郎やあい

星の話

七409第十三
八目2 第十三
八476第十三

第十三
＋7210

@第

﹇第十三課﹈︹課目︺

十﹇目14 第十一二課 ふか

4第十三課

だいじゅうさんか

十目14 第十三

御

温室の中

﹇ 第 十九課﹈ ︹ 課 名 ︺

温室の中

九847第十九
十目6 第十九
十㎜7 第十九
だいじゅうくか

第十九課

浮竿

十﹇目6 第十九課我は海の子
十﹇798 第十九課我は海の子
第十九課

4

十一一目6

十二908 第十九課 臣下

4

﹇第十五 ﹈ ︹ 罷 工 ︺ 1 0 第

！0

だいじゅうご

國旗

十﹇545第十三諜 ふか
十一百14 第十三課

十二607第十三課 國旗
﹇第十四﹈︹課名︺

冬の夜

十一一652

第十四課

第十四課

リや王物語

リや王物語

第十七課

松坂の↓夜

松坂の一夜

討ひ話

第十二課

だいじゅうにか ﹇第十二課﹈︹課名︺4

小さなねぢ

第十二課小さなねぢ

第十二課

第十二課ゴム

十﹁目13第十二課ゴム

十二526

十二目13

十一493
けんやくと義掲

第十八

第十八課

第十八課

法律

貨幣

貨幣

﹇第十六﹈︹課名︺

第十八課法律

第十八課

﹇第十八課﹈︹課名︺

文例祥

文天祥

虚辞工場

虚辞工場

アメリカだより

アメリカだより

木下藤吉郎

木下藤吉郎

賀茂川

賀茂川

だいじゅうはち ﹇第十八﹈︹課名︺10

安倍川の義夫

第十七課

間宮正解

﹇第十七課﹈︹課名︺

言ひにくい言葉

言ひにくい言葉

いもほり

いもほり

塙保己一

警保己一

安倍川の義夫

けんやくと義掲

﹇第十七﹈︹連名︺10

十一一目15

だいじゅうしち

第十七

六目5 第十七
六665第十七
七目5 第十七
七618第十七
八目6 第十七
天2ー 第十七
ノΩU

九目5 第十七
九773第十七

じ

十目4 第十七
十911第十七

六目6 第十八
六692第十八
七目6 第十八
七761第十八
八目7 第十八
八648第十八
九目6 第十八
九804第十八
十目5 第十八
十967第十八
第十七課

間宮正解

六目15 第十二

討ひ話

航海の話

六435第十二

手紙

六目4 第十六
六647第十六
七目4 第十六

航海の話

大連だより
八目18 第十二

弟から兄へ

手紙

七521第十六

大連だより

八唱3 第十二

弟から兄へ
＋目！3

鉢の木

第十二

十594第十二

看板

磁石

磁石
九目13 第十二

鉢の木

看板

九467第十二

八目5 第十六
八582第十六

七目13 第十二

﹇第十二﹈︹課名︺10 目

第十七課

二じニニー一
ゆ81目70目第ゆ
う9464十う
に
七し
第第第第課ち
冨十††士 か

七352第十二

十じニニー一 じ
六ゆ88目77目第ゆ
う2545十う
ろ
八は
く第第追追課ち
十†十十 か

十四

六目2 第十四
六487第十四

川中島

北海道

だ

だいじゅうし

七目15 第十四

餅つき

冬の夜

七432第十四
八目3 第十四

萎打

川中島の戦

︑07第十四

餅つき

九目2 第十四
九563第十四

炭坑

ノ︻﹂

十目15 第十四

10

﹇第十四課﹈︹課名︺

萎打

十796第十四

炭坑
だいじゅうしか

第十四課

北海道

第十四課
十一目15

第十四課

第い十十十十4い

だ

だ

だ

十五

輸出入

﹇ 第 十五課﹈ ︹ 斎 忌 ︺

＋8510
第十五

六目3 第十五 萬じゅの姫
六507第十五 萬じゅの姫
七目3 第十五 カヂ屋
七493第十五 カヂ屋
八目4 第十五 町の辻
八553第十五 町の辻
九目3 第十五 軍艦生活の朝
九607第十五 軍艦生活の朝
十目2 第十五 輸出入

第十五課

だいじゅうこか

十一目2 第十五論人と火
十一657 第十五論人と火
十二目2 第十五課 まぐろ網
﹇ 第 十三﹈︹玉名︺

十二765 第十五課 まぐろ網
だいじゅうさん

十一592

10

十し、十十十十4し、

鮭 鮭

第十三

4

だいじゅうくか一だいじゅうろく

908

909
だいじゅうろくだい一たいしょうさんねん

九目4 第十六 東京から青森まで
九677 第十六 東京から青森まで
十目3 第十六 登校の道
﹇第十六代﹈︵名︶

十891 第十六 登校の道
だいじゅうろくだい

1 第十六代
が

︿略﹀︑大凡の父はうす暗い中
︿略﹀︑大急の父はうす暗い中

大將に話してきかせて︑︿略﹀︒

大將の父は途々義士のことを

に大將を起して︑︿略﹀︒

八川9

に大面を起して︑︿略﹀︒

八相8

或年の冬︑大將が思はず﹁寒

大將に話してきかせて︑︿略﹀︒

八麗7

い︒﹂といった︒

すると大將の父は﹁よし︒寒

いなら︑暖くなるやうにしてや
る︒﹂といって︑︿略﹀︑頭から冷水

︿略﹀︑大將を井戸端へ連れて

を浴びせかけた︒
八耶2

行って︑着物をぬがせて︑頭から冷
大雄はこれから後︑一生の間

水を浴びせかけた︒

八佃3

︿略﹀︑大將が馴れるまで︑

其の爲︑大將には全く食物に

大將が十歳の年︑︿略﹀︒

あり︒

︿略﹀︒

其の盲窓將は江戸から大阪ま

當時大当の膿は︑もうこれだ

十一252図

1

松島は大小二三百の島が︑

けれども我が武士は︑船の大

地球の上には大小合はせて

大正三年

勿論今日我が國にて獲行

町に大山通・乃木町・

たいしょうさんねん ﹇大正三年﹈︵名︶

いでせう︒

方の名を取ってつけてあるのは面白

︿略﹀などと︑日露職長の時の大公

七357囲

將方

たいしょうがた ﹇大将方﹈︵名︶1 大

︿略﹀︒

せらる㌦新聞中にも大小種種ありて︑

十ニー56図

の島々各所に散在す︒

十一3210図 ︿略﹀︑灘あり︑大小無敷

の馬が︑︿略﹀︒

九752黒・白・茶色︑大小さまぐ

六十齢國あり︒

七41図

小などは少しも氣にしなかった︒

六807

︿略﹀︒

五566

だいしょう ﹇大小﹈︵名︶6 大小

寄手の大將佐久間立直は︑

九426図圃 ﹃︿略﹀︒﹄と︑ 大乱答力

け丈夫になってみたのである︒

八脳8

で︑︿略﹀︑両親と共に歩いて行った︒

八桝5

四922 けれどもかたきのくどう 八m8 そこで大聖が四五歳の時から︑ 八M4 ︿略﹀︑大將の一家は郷里へ蹄
ることになった︒
︿略﹀
は︑みなもとのよりともといふ
︿略﹀︑宗任はつい此の間立家

大將のお氣に入りで︑︿略V︒
五823

か

大將は平維盛で︑︿略﹀︒

たひらのこれもり

にかうさんしたてきの大盛なのです︒

六227

とよとみひでよし

豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先

︿略﹀︑日本の大黒小西行長
小西は日本の大雄ならず︑

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

大群が何か食物の中にきらひ

大將の母もまたえらい人であ

かったといふ︒

八備6

七鵬8園此の清正こそはまことの大

︿略﹀︒

七鵬6囹

は一たまりもなくにげ落ち︑︿略﹀︒

糸価1園

人でした︒

手の大將は加藤清正・小西行長の爾

七973

てうせん

︿略﹀︑賊の大將高時以下北條 八皿8

﹁大將も討死されました︒﹂

の船の大鰐を生けどりにして引上げ

六833さんぐに切りまくって︑其 八音4 大將の父は途々義士のことを

國へにげました︒

十一947 アメリカ合衆國第十六代の 六258大牢維盛は命からぐ加賀の 八皿3
﹇第 十 六 課 ﹈ ︹ 溢 血 ︺

大 統 領 リ ン カ ー ツ は︑︿略﹀︒

4 第十六課

だいじゅうろっか

た︒

七187園

十一目3 第十六課 無言の行
十﹇6810 第十六課 無言の行

大シヤウ

方は︑︿略﹀︒

七225
大

十二目3 第十六課 鳴門
十二803 第十六課 鳴門
﹇大出版﹈︵名︶1

︿略﹀︑一切経六千九百五

だいしゅつばん
出版
十﹇欄2図

﹇大将﹈︵ 名 ︶ 3 6

十⊥ハ巻の大出版は 遂 に 完 成 せ ら れ た
り︒

たいしょう

大しやう 大將﹇▽そうたいしょ
う・のぎたいしょう・のぎたいしょう

將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒r

のようねんじだい

つた

八櫓4

なった︒

好ききらひといふものがないやうに

八脳1

︿略﹀︒

八備9

な物があると見れば︑︿略﹀︒

八備6

ソコデ天子サマカラ︑ラ 八川1 乃木大將は︿略﹀︒︿略V︑近
所の人は大黒のことを︑無人ではな

二732

ノークワウトイフツヨイ大シヤウ

い︑泣人だといったといふことであ

なき と

ニ︑︿略﹀ト︑オホセツケニナリ

はん

る︒

︿略V︑どうかして大將の髄を
ぬと思った︒

丈夫にし︑氣を強くしなければなら

八川6

て︑︿略﹀︒

げんじの大しやうよしつ 八川3 大將の父は長府藩主に仕へ

ちやうふ

マシタ︒

四628

ねは家來に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と
たつねました︒

四 6 7 2 を か の方では豪しやう
よしっねをはじめ︑︿略﹀︒

たいしょうじゆうにねん一たいせいする

910

院

大審院

十367 ︿略﹀︑我が大正三年︑遂に之だいしんいん
﹇大正十二年﹈

を造り上げたのである︒

しん
﹇大審院﹈︵名︶3 大審

方裁判所・控訴院・大審院の四階級

たいしょうじゆうにねん

がある︒

しん

︿略﹀︑これに厘裁判所・地

︵名︶3 大正十二年
十一212

こう

十一209

十一89図 大正十二年

十一214

︿略﹀︑控訴院・大審院にと

者は更に大審院に上訴する︒

︿略﹀︑尚其の裁判に不服な

十﹇89図 大正十二年

十﹁89図大正十二年
だいしょうてん ﹇大商店﹈︵名︶1 大
順次に上訴する︒

聞

﹇対﹈︵サ変︶5

シ・ースル︾

たい・す

封ず

︽！

最後の最も新しきものを市内版とす︒

︿略﹀︑新しき事件ある毎に改版して︑

十一一1810図

但し大新聞にありては︑

十一97 街路をさしはさんで大商店 だいしんぶん ﹇大新聞﹈︵名︶1 大新

商店

が軒をつらね︑︿略﹀︒

丈夫

だいじょうぶ ﹇大丈夫﹈︵形状︶2 大

トウサンガワザくオ編リニナラナ

九梱9園 ﹁ソンナエライ方ナラ︑オ
クツテモ大丈夫デセ ウ ︒ ﹂

︿略﹀︑第一藩主に面しても申

シ︒ースル︾

八川5

︽

︿略﹀︑めいくの骨折に

しわけがない︑︿略﹀︒

九485田囹

張世傑等の奮職も大勢を榑

にして︑︿略﹀︒

十988図

﹁汝大勢の如何ともすべ

ずることあたはずして︑︿略V︒

からざるを知って︑︿略﹀︒﹂

十992図囹

ともしやうのないもので

︒

十一一伽8園 ︿略﹀︑大勢は人力の如何

たく︑︿略﹀︒

人の言ふことに劃して 十二伽6 しかし大勢は如何ともしが

封して︑御ほうびを下さるのだ︒

十954園

︿略﹀︑又之を考案した昔の

﹃い＼え︒﹄と言切るには︑︿略﹀︒

十一784

十二価4 ︿略﹀︑世界の大勢を知らぬ

國民とならしめた︒

︿略﹀︑大聖として長く後

論語は︑︿略﹀︑最もよく

十一81図 く略V︑人生の爲に煮旧くし

此の大聖の面目をうか〜ふを得べし︒

十一64図

もの︑孔子に及ぶはなし︒

こヒつ

人に敬はれ︑徳化の尚今日に著しき

十一45図

たいせい ﹇大聖﹈︵名︶3 大聖

︿略﹀︑父に劃して是非學校

人々に劃して別段感謝の念を起すこ
ともない︒

十一966

︿略﹀︑髪際の注文に潔して

に入れてもらひたいと願ったけれど
も︑︿略＞Q

十二229

は粗悪なものを送るやうな事は︑
︿略﹀︒

ばと
すら寒い秋風を浴びながら︑山鳩の

チメートルの大口樫砲の威力に劃し

たる大聖の面目︑︿略﹀︒

そこで此の父も︑何とぞ此

︽ーシ・ースル︾

く略V︑此の學問を大成する

く略V︑しっかり努力なさ

宣長は︿略﹀︑遂に古事記

の研究を大成した︒

十﹇771

ことが出來ませう︒

ったら︑きっと此の研究を大成する

十一758圏

至って大成したのである︒

九291 ︿略﹀農學は︑︿略﹀︑高説に

のがお前の役目だ︒

九269園

の學問を大成したいと︑︿略﹀︒

九233圏

成する

たいせい・する﹇大成﹈︵サ変︶5大

十二3310雷雲は今落日に平して︑う

はれても︑やはり馬のそばを通るの

ては︑︿略﹀ベルギー軍の防職も︑

十1610國なれない私は︑大丈夫とい 九366図 されど比類なき四十ニセン
が危険なやうな氣がしてならなかつ

慶喜から官軍に封ずる交渉

︵サ変︶1

二十五日午後一時から︑學

﹇題﹈

やすよし
陸軍纏里勝安芳は︑︿略﹀︒
だい・する
︽ースル︾

校の講堂で村崎工學博士の﹁電氣の

十二価5

題する

の全権を委任せられてみた奮幕府の

十一﹇伽4

聲さびしきベルダンの戦跡に立って
フランスの國旗が⁝縦に三

ゐます︒

十二635図

終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

たが︑︿略﹀︒

髄色

色を分ちたるに要して︑黒・赤・金

﹇体色﹈︵名︶4

の三色を横に染分けたるものはドイ

たいしょく

膿色ガマハリノ物ノ色二重テヰルコ

︿略﹀︑國民の之に封ずる
︿略﹀︑即ち其の國家に劃

﹇大西﹈呂たいへいだいせい

世の中﹂と題する講演があった︒

大勢

されど宋軍の大勢日々に非

﹇大勢﹈︵名︶6

十979図

たいせい

りょうよう

故に我等は︑︿略﹀︑諸外
たいせい
せざるべからず︒

國の國旗に劃しても︑常に敬意を表

十二6410図

する忠愛の情の護露なり︒

十二648図

尊敬は︑︿略﹀︒

十二648図

ツの懇望なり︒

九1510 中デモ面白イノハ︑或動物ノ

コンナ髄色ヲ保護色トイフ︒

トデアル︒

九16一

イヤウナ鮮カナ渇望ヲモツテヰル︒

九205 ︿略﹀︑マハリノ物トマギレナ

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑
几vかいぐんだいじん・こくむ

たい・する﹇対﹈︵サ変︶8封ずる

九2010 例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ髄
︿略﹀︒

だいじん

だいじん

911
たいせいでん一たいそう

﹇大成殿﹈︵名︶1

大成

燈毫のあかりを知ることは︑船に乗
る者に取って︑はなはだ大切なこと

だいせいでん

なのであります︒

九78鑓水の乏しい此の島々では︑

十一5図大成殿
大

殿

﹇大西洋﹈︹地名︺7

とん

む

﹇大戦後﹈︵名︶1

つ

大職後

されたる三萬四千噸の大戦艦陸奥は︑
いう
海を後にして悠然と横たはれり︒
たいせんご

︿略﹀︑彼等が単二後にお

ひへい

十二355国

ける自選の疲弊を回復するため盛に

たいせいよう

活動してみるのには全く敬服しまし
た︒

其の雨水がまた大切な飲料水となる

ひつきやう掘取る者︑運

西洋太西洋
十68図圏

だいせんたい

大船

のです︒

洋 ︒ 印 度 洋 と し ︑ ︿略＞Q

ぶ者︑植込む者︑一様に心を蓋くし
て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

一秒又一秒︑七百尺に近き
大船艦は︑寸︑尺︑間と音もなくす

しかし此の三本だけは︑其 十伽7図

の頃のかたみとして︑大切に残して

べり出づ︒

十一677

︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

﹇大層﹈︵副︶33

タイソウ

たいそう大ソウ大そう大層
モモタラウハダンダンオ

アノキクハオトウサン

ヨイオヂイサン

ツテヰマシタ︒
一一445

タイン

ぱやふえの音もして︑たいそ

ワニザメハソレヲキク

うにぎやかです︒

四162

ト︑タイソウオコツテ︑︿略V︒

四546囹 お前はたいそうとんち
があると聞いた︒

四681たいそうよくなれて︑私
の手からゑをたべるほどに

一人ハタイソウ皆サンニ

なって居ました︒

︿略﹀︑河を見たら︑たいそ

スカレマスガ︑︿略﹀︒

四711

四812

す︒

五821 かりまたは︑︿略﹀︑たいそう

もし問に合はないと︑向ふへ

するどい矢で︑︿略﹀︒

シカモ其ノサビハ大ソウ毒

いっか記そう雨のふるばんに︑

大そうおくれて着くからです︒

五928

五938

︿略﹀︒

何の木か︑おがくつが大そう

ナ物デス︒

六137囹

六168

今朝は決そう寒い︒

よくにほってゐました︒

六263

オや牛ハ子牛ヲタイソウ 七259 馬はたいそう元氣のよい動物

ウカナシガツテ︑︿略V︒

二662

で︑︿略V︒

八228

︿略﹀︒

たいそう蕃人をかはいがりま

たいそうかるうございま 七649 取上げると思そうおもくて︑

カハイガリマス︒

あちらこちらにく略﹀らっ

三184囹
すね︒

四42

ハ

一ピキカツテ︑タイソウカハイガ

二416ヨイオヂイサンバ犬ヲ

モタイソウオスキデス︒

二87園

ナリマシタ︒

ホキクナツテ︑タイソウツヨク

暦を見れば︑まだいろ 一475

すのに大切なものとなってみる︒

十一907囹

く大切な事がわかる︒
かういふやうに︑暦はわ

勉強も大切なれど︑

たしたちに日日の事を教へてくれる

十一919園

大切なものだ︒

︿略﹀︒

せつ
﹇大雪渓﹈︵名︶1 大雪

十一川9魑団

けい

だいせっけい

せっけい

﹇大戦艦﹈︵名︶1

今日を晴と満艦飾をほどこ

大戦

中でも面白かつたのは大雪渓
のお話です︒

九943

だいせんかん

十梛4図

艦

たいそう

う水が出て居ました︒
十﹇231 裁判は實に正義保護のため たいそう ﹇体操﹈︵名︶一 タイサウ
三362 タイサウノトキアルキ出 五591 朱ぬりの社殿が山のみどりを
の大切な仕事であり︑︿略﹀︒
後にして︑たいそうきれいに見えま
スノハ左ノ足デ︑︿略V︒

置いたのでございますが︑︿略﹀︒

十6610園

﹇大船体﹈︵名︶1

七16図 海を分けて太平洋・大西

七2図 大西洋
七3図 大西洋
十34図 大西洋
十34図 大西洋
出るのである︒

タイセツ

十359 く略V︑終に洋々たる太西洋に

﹇大切﹈︵形状︶14

十一槌図大西洋
たいせつ

大セツ 大切

二355園 ﹁モチハタイセツナオ米

デコシラヘタモノデスカラ︑
︿略﹀︒﹂

四713 シカシニ人トモ池心ツナ
モノデ︑ドナタノウチニモ︑ナ

︿略﹀︑皆様が私のロへお入れ

カマノモノが大テイ行ツテ居
マス︒

五906

になる郵便物を大切にあづかってゐ
て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑木曽の家につたはって

みた大切な刀を送ってよこしました︒

六555

としても︑輸送用としても︑きはめ

七267 第八 馬 ︿略﹀︒︿略﹀乗用たいせん 且vおうしゅうたいせん
て大切なものである︒

七596園此の星を見分けることや︑

だいそうとくふ一たいど

912

湖岸線は大造軍国であるが︑

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

たいてい

ゐます︒

族がついて來て︑親切に世話をして

する限りを煮皿くし︑︿略﹀︒

くらみで︑かちまけはありませ

いろく集めた事もありましたが︑

︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑ 十669圏私はもと鉢の木がすきで︑

んでした︒

︿略V︑大てい人にやってしまひまし

四714

ナカマノモノが大テイ行ツテ

︿略V︑沿道の家は大てい貿管

宮にちなんだ物を費ってみる︒
ふな

十柵6

た︒

居マス︒

︿略﹀︑生物をころしたり

ろくなものになりません︒

に︑︿略V︒

盛にして︑大てい二年毎に之を薫る

︿略﹀鯉・鮒を養ふことも
の朝までには︑たいてい上ってしま

今桑をたべてみる慧も︑明日 十伽3図
ふさうです︒

力による︒

こんな廣い畠であるから︑

十一724囹

大停車場

五伽4

たいてき

﹁︿略V︑稻をはじめ大て

原野は大てい牧場にて︑

﹇大敵﹈︵名︶1 大でき

車場で︑︿略﹀︒

東京停車場は東洋第一の大工

だいていしゃば ﹇大停車場﹈︵名︶1

牛馬は放し飼にせられ居候︒

十︻佃2亡国

いの物の種をまく目安になる日だ︒﹂

十一901園

ったら︑大てい追ひつけませう︒﹂

﹁後を追って平いでにな

耕すにも︑︿略V︑去てい機械と馬の

十一637

支那風の町で︑︿略﹀︒

五685此のあたりの青田も︑其の頃 十一102 租界の外に出ると調ていは
︿略﹀︑町は大てい水につか

は大ていあれ地で︑︿略﹀︒

五878団

葉書には︑大ていちよっとし

つて︑人家も七八軒流れました︒

五932

︿略V︑此の停車場へ降りる人

た用事が書いてありますが︑︿略V︒

五皿7

は︑大てい先づ第一に宮城をさして
まみります︒

大連の貿易高は横濱や神戸

お呼びするのは大てい近所
コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

十62図國種類は大てい我が國に産

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

十二949

ところが此の新な態度に驚

九256囲此の方々のお書きになった 四484園 ﹁ゆだん大でき︒﹂
たい
たいど ﹇態度﹈︵名︶1 態度
たい

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑︿略﹀︒

九206

の人で︑︿略﹀︒

八研7国

だといひます︒

よりは少し下で︑憎てい大阪ぐらゐ

物すごいひびきは萬雷の如く︑ 七388囲
大

有名な古事記傳といふ大著

﹇大著述﹈︵名︶1

大地もふるひ︑︿略﹀︒

著述

だいちょじゅつ

十一772

毫付

︿略﹀︑いろく扱ってみる

﹇台付﹈︵名︶1

述は此の研究の結果で︑︿略﹀︒

だいっき

干てい

大テイ

から
そこを見ると︑皇湾や樺

十一915圏

三227どちらもたいていおなじ 十188国子馬には大てい飼主の一家

分る︒

ふと

したので︑︿略﹀︒

太のやうな遠い所の氣候までも大艦

大膿

﹇大抵﹈︵副︶22

うちに気付のコップになった︒

十︻悩1
たいてい

するやうな子どもは︑大てい

即ち第一讃會で其の案を大 四803

腔に調査し︑︿略﹀︒

十二8810

︿略﹀︒

十二501

終り候間︑程なく婦國致すべく候︒

十一佃3囲国

ブラジルの視察も大髄

八448國 病中の祖母も大そう喜びま
して︑︿略﹀︒

ます︒
︿略﹀︑溶 そ う り こ う だ か ら ︑

八874囹 娘が大そうお世話様になり
八926
︿略﹀︒

て︑︿略﹀︒

大内裏

歓庵以來代々力をつくして來 五494

た農學は︑︿略﹀︒

九2810

おとうさんは今朝も︑ だいだい ﹇代代﹈︵名︶1 代々

八価9 ︿略﹀︑出來高がたいそう多く

九492国
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑大そう元

氣です︒
﹇大内裏﹈︵名︶2

大内裏

を仰ぎ︑︿略﹀︒

十二直濡

大地

それ故大多数の商人は︑

﹇大多数﹈︵名︶1

十二241

﹇大地﹈︵名︶2

︿略﹀︒

だいち

大多数

十二剛10図︿略﹀︑北に大内裏の宮殿

九762 ︿略﹀︑大そう景色のよい所でだいだいり

あった︒
九913囹 おかあさんのカリストは︑

ゐ

大そう美しい人だつたので︑︿略V︒
たいそう北風をかは い が っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九撹8 北風の主人は若い騎兵中尉で︑ だいたすう

十126影響通って見て來ましたが︑
大そうりつぽになりました︒
そう心強くなりました︒

十151囹 ︿略﹀︑今日の働を見て︑大 七317図 ︿略﹀︑蛇は眞二つとなりて︑

つたね︒

﹇大総督府﹈︵名︶1

十一8710園 大層天氣がおだやかにな 九298

大絡督府

だいそうとくふ

十二捌10 さうして直に静岡の大総督
﹇大体﹈︵副︶5

府にはせつけて議を ま と め ︑ ︿ 略 V ︒

だいたい

︿略﹀︑大聖一身一家の爲で

なく︑一すぢに國の爲︑民の爲につ

九259園

く す と い ふ お 考 は ︑︿略﹀︒

﹇大道︺︵名︶1

い た 五 人 の 友 は ︑ ︿ 略﹀︒

だいどう

大道

大

十一174

しばらくたつと︑おかあさ

んが壼所の方から︑︿略﹀︒

だいなん

︿略﹀︒

十M3
﹇大難﹈︵名︶1

大難

もりが謹慎深くくひ込んで︑

五365 大道へ出て︑となり村の入ロ たいない ﹇体内﹈︵名︶1 膿内
﹇大統領﹈︵名︶2

へ行くと︑︿略﹀︒

だいとうりょう

統領

實に我が國にとっては︑これ

第二課 出雲大社
いつも

第二義

十二43第二課出雲大社

十二目3
﹇第二座﹈︵名︶1

第二十課奈良
第二十課奈良
﹇第二十﹈︹課名︺10

心すべり

マリーのきてん

心すべり

マリーのきてん

白馬岳
白馬岳
手紙

初秋

水の力

水の力

二百十日

二百十日

神風

神風

﹇第二十一﹈︹課名︺

手紙

第

十一6910第二座の僧は︑二人とも規

だいにざ

﹇第二十課﹈︹襲名︺4

則を破ったのが不快でたまらない︒
だいにじっか

だいにじゅう

二十

七881

七目−〇

六目8
六773

トラック島便り

八目12

八775
九目8
九934

アレクサンドル大王と

アレクサンドル大王と

第二十一

七924

七目11

六目9
六795

10

だいにじゅういち

十目7
十鵬1

第二十課遠泳

十一目7第二十課遠泳

第二十課

十一834

第二

︹課名︺10

十一一目7

日本の高山

長き行列

長き行列

犬ころ

トラック島便り

犬ころ

十一一993

日本の高山

までにない大難であった︒

六838

第ニ

第二

第一第二第三と三つならん

﹇第二﹈︵名︶3

警師フィリップ

十75
だいに

七381圏

五人の騎手は神に勝利をいの

でるて︑︿略﹀︒

八77

つて︑第二のあひつを待ちかまへて
みる︒

ぎ︑︿略V︒

第二百

十18図面に折れて第二の鳥居を過
﹇第二課﹈︹課名︺4

八目13

八815
九目9

だ

六目13 第二十五

七目15 第二十五

六欄6 第二十五

八目17 第二十五

七佃9 第二十五

八994第二十五

九目13 第二十五

＋目12 第一一十五

九湘9 第二十五

十悩6 第二十五

電報

謬 諫

胃とからだ

電報

選塞ノ日

胃とからだ

陸産ノ日

平和なる村

自治の精神

﹇第二十五課﹈

平和なる村

第二十五課

第二十五課

玉入

羽入

第一一十五課 自治の精神

第二十五課

﹇第二十三﹈︹真名︺

第二十五課

千早城

千早城

加藤清正

10

大 統 領 リ ン カ ー ン は ︑︿略﹀︒

313635353

十一947 アメリカ合上上第十六代の

ロ
第三落第第第四第第第

瞥師フィリップ

目3目3目4目4目に

だいにか

孔子

名門門

︹課

〕

十一棚3彼が他日大統領となり︑世

大都會

界の偉人として萬人に仰がれるやう
になったのは︑︿略﹀︒

﹇大都会﹈︵名︶6

八709國 ︿略﹀︑今日いよく米直前

だいとかい

一の大都會ニューヨーク市に着きま
した︒

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七

八718囲 ニューヨークは人口からい
百萬以上もあるといひます︒

八958図 名古屋市ハ我が國屈指ノ大
都會ニシテ︑人口四十飴萬アリ︒

だ
十一44 第二課

ご受容第第二いニニニ
ニニニニ十つ十十十
十 十 十 十 一 力、 一 一 一
塑一一一一課
実話晃穀
不出課課課
互青青暦暦
干山山
〔のののの
課洞考下話話

篇］

塁主ん＃＃去か

十﹁89 上海は支那第一の貿易場で︑
百萬近くの人口を有する大都會であ
る︒

文明置酒の大都會に比して少しも劣

十﹁鵬1圓團町のりっぱなる事も︑
る所これなく候︒

だい所

十二292国 ロンドンは何と言っても
﹇台所﹈︵名︶2

世界の大都會です︒

だいどころ

皇所εみだいどころ
のけると︑︿略﹀︒

ゆ

十ゆ10878
五う
第う第第第

二ニニ三さ第第第第一ご

十九九八八七七六六い

四423だい所でいろいろな物を 十一目3 第二課 孔子

二じ103目87目4じ986

136〃第じ擢目113目4じ
二 ゆ 4 12 2 12
ゆ
第登第＋う
篁う

芽 出

い十十十十名い十十九
第にニニー一〕に白目99

だ

税 税

L＿」

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿

＿

だ

七六六10い十十十十名い
目90目 にニニ一一〕に

だ

第第第第第第心心第第
十十十十十十十十十十

第第第第第第第
十十十十十十十

913
だいどう一だいにじゅうさん

十一一佃3

奮師に呈す

苦業
十二目9

十二摺2

﹇第二十七﹈︹課名︺

第二十四課

名古屋市

4

だいにじゅうしち

八目15 第二十三

名古屋市
ソン

七972第二十三 加藤清正

手紙

第二十七 人を招く手紙
第二十七 見島高徳

2

ガラス工場

代

八佃6

六目14

第一一十一一課トマス︑エヂ

第二十二課トマス︑エヂ

乃木大將の幼年時

鐵眼の一切纒
鐵眼の一切纏

島勢参宮
注文

伊勢参宮

隆盛

十二悩6

隆成皿

勝安芳と西郷

﹇大日本﹈︹課名︺2 大

第一一十六課

だいにっぽん

大日本

大日本

日本

五11

五目2

大日本︑大日本︑

神のみ

神のみ

おぼしめされ

われら國民七千萬

わが子のやうに

大日本︑大日本︑

おぼしめされ

われら郡民七千萬

わが子のやうに

われら

天皇陛下を神ともあ

われら

神代此

天皇陛下を神ともあ

大日本︑大日本︑

大日本︑大日本︑

大日本︑大日本︑

神代此

﹇大日本帝国﹈

大日本帝國

七19図我が大日本帝國はアジヤ洲

︹地名︺3

だいにっぽんていこく

︿略V︒

の方一度もてきに 負けたことなく︑

五23翻

︿略﹀︒

の方一度もてきに 負けたことなく︑

五23韻

ふぎ︑︿略﹀︒

國民七千萬は

五17圏

ふぎ︑︿略﹀︒

國民七千萬は

五17翻大日本︑大日本︑

る︒

を

すゑの天皇陛下

五12韻

る︒

を

すゑの天皇陛下

五12韻

日本

乃木大乱の幼年時 だいにっぽん ﹇大日本﹈︹地名︺6 大

﹇第二十八﹈︹課名︺

第二十八

第二十八課

第二十八課

﹇第二十八課﹈︹課

第二十八

第二十八

だいにじゅうはち

ソン

︑
57第二十三
／0︾
第二十七 人を招く手紙
第二十七 見島高徳

第二十七

九目11 第二十三

八研1

八目19

十伽1

八目20

ガラス工場

代

＋一目14
我が國民性の

象

七目16

六欄1

分業

注文
分業

進水式
進水式
騨細土十⊥ハ課﹈

勝安芳と西郷

ウェリントン

ウェリントン

︹課

﹇第二十⊥ハ﹈︹合名︺

第一一十八課

十一目15

名︺2

だいにじゅうはちか

十一梱5 第二十七課

我が國民性の

十﹇伽4

象

天
036
ノー

八目18

＋目13

七佃3
唖の學校

唖の學校
北風號

第二十⊥ハ課

＋﹇百13 第二十六千

と少年

十一帽6 第二十六課

と少年

＋一目13 第二十六課

名︺4

だいにじゅうろっか

十伽2

リンカーンの

リンカーンの

﹇第二十二課﹈︹課

捕鯨船

捕鯨船

北風號

助力

助力

8第二十六

﹇第二十二﹈
︹課名︺10 だいにじゅうろく

第二十二課

第二十二

だいにじゆうに

長所短所

十二慨6 第二十七課

長所短所

＋二目14 第二十七課

．第二＋七課

名︺4 第二十七課

﹇第二十七課﹈
︹課

十目14

南米より

南米よよ
りり 交

﹇第二十四課﹈︹課

たしかな保謹

たしかな保謹

水兵の母

水兵の母

廣瀬中佐

廣瀬中佐

彼岸

彼岸

記念の木

記念の木

四弓ラ弔

だいにじゅうしちか

＋目−〇

箏干

だいにじゅうし
第二十四

七目14 第二十四

六981第二十四
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七鵬6 第二十四
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第一一十四

十目11 第二十四

十捌1

冤士士
不課課

名︺4 第二十三課

﹇第二十三課﹈

十描7 第二十三 太宰府まうで

第二十三 太宰府まうで

九川7 第二十三 手紙
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課

父
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ロ

六目12 第二十四
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南
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ロ

ゆ
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課
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つ
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ゆ

だ

十一欄5 第二十四課 孔明

だ

い十十 十 十名い
に二二の一の一〕に

だ

十二目11 第二十四課 怨望に呈す

十名い十十九九八八七七六六
十

だいにじゅうさんか一だいにっぽんていこく〆

914

915
だいにどっかい一たいへいよう

の東部にあり︒

七3図 大日本帝國
七42図 其の中我が大日本素望と︑
﹇第二読会﹈︵名︶2

︿略﹀を世界の五大 強 國 と い ふ ︒

だいにどっかい

第二讃會

八目12

八四8
九目9
九319
十目9
＋3710

たいはん

大罷業

手の働

﹁正一も大分役に立つやう

二百十日を無事に越した田に

になったなあ︒﹂

九棚1

おい北風︑今日は大分手ご

は稻の穗先がもう大分重みを見せて
みる︒

九価3囹

日は大分高くなってさわやか

たへがあるぞ︒

十431

にかゴやき︑︿略VQ

影を留めてゐますし︑︿略﹀︒

其の利益は︑大部分を急騰

今日世界におけるゴムの大

部分は︑此の木から取ったものであ

十一502

る︒

太平・大西爾洋

﹇太平大

︿略﹀︑其の大部分は熱帯に属し居候

十一欄3圓國此のブラジル國は︑

へども︑︿略﹀︒

西門洋﹈︵名︶2

たいへいだいせいりょうよう

昔︑太平・大西雨洋の間を往

通はせることは到底出來ぬ事であっ

十317 ︿略﹀︑太平・大西雨洋の水を

た︒

十375

﹇太平丸﹈︵名︶2 太平

來する船は︑︿略﹀︒

丸

たいへいまる

お知らせしたい事はまだい

十7710団此の頃は大分寒くなって︑
︿略﹀︒

十7810国

ろくありますが︑大分長くなりま
したから︑︿略﹀︒

遠洋航海を終へて︑郷里に

錦り來れる太平丸の船長は︑︿略﹀︒

︿略V︑もう幹のまはりの三 七522図

ふのは︑長さが六十間程もある汽船

く略V︑貴兄には去月以 七534園私の乗ってみる太平丸とい
來御汚氣にて︑しかも一時は大分御

で︑︿略V︒

たい

十一856

近く︑

おはします︒

大部分

海を分けて太平洋・大西

﹇太平洋﹈︹地名︺6 太

十勝の大平野がはるばると績いて︑

︿略V︒

七2図

太平洋

洋・印度洋とし︑︿略﹀︒

七16図

平洋

︿略﹀︑五韻三尺の大佛一 たいへいよう

露坐の大佛

千二百年の面影を残せり︒

十二999図

十一618 ︿略﹀︑眼下には廣々とした

手足が大分くたびれて來た︒だいへいや ﹇太平野﹈︵名︶1 大平野

重態なりし由︑︿略﹀︒

十一419止長

尺早りもあるものが大分見える︒

十一408

の基本金とし︑︿略﹀︒

老人は大分つかれたやうであ 十寸7図

かつて來ました︒

九245
る︒

手の働

若葉の山道
九352

岸地方の大半は割合に涼しく︑︿略﹀︒

國旗は實に國家を代表す

だいひょう・す﹇代表﹈︵サ変︶2代

十一218

代表する ︽ーシ︾

代表して犯罪者の曲率を求めるのは
検事の職務である︒
大分

﹇大部分﹈︵名︶4

︿略﹀︑町のもやうも大分わ 十742團今でも城壁は大部分昔の面

だいぶぶん

︿略﹀︑もう級のものが大分來 十二鯉図 東大寺︵大佛︶

﹇大分﹈︵副︶13

七354團

てるて︑︿略﹀︒

五355

だいぶ

腹が大分すいて來た︒

若葉の山道

九578園
第八

開墾

開墾

瀬戸内海

﹇第八課︹﹈
課名︺ 4

第八課

大半

ヨーロッパの旅

ヨーロッパの旅

第八課瀬戸内海

第八課
第八課

﹇大半﹈︵名︶1

十一一288

十二目9

十一3110

十一目9

課

十二889 討議の形式は︑普通第一讃 だいはちか

しん

會︒第二階會・第三讃會の三度の會
ちく

大農

︿略﹀︑第二讃會で逐條に審

議を纒ることになってみる︒
十二891
﹇大曲辰 式 ﹈ ︵ 名 ︶ 1

議し︑︿略﹀︒

だいのうしき

﹇大爆布﹈︵名︶2
︽ースル︾

十一一609図

表す
へう

る標識にして︑︿略﹀︒

即ち赤・黄・藍・白・黒

の五色を横に並べたるものにて︑赤

十二6310図

﹇代表﹈︵サ変︶1

ちべっと
は漢人︑︿略﹀︑黒は西藏人を代表す

だいはくぶつかん

第八

だいぶつ ﹇大仏﹈︵名︶3 大佛
は せ
︿略﹀︑刑事裁判で︑國家を 十二255図囲 ︿略﹀︑ 長谷観音の堂

るなり︒

︿略﹀︑さすがに世界の大

だいひょう・する

した︒

だいはち

六274
第八虎と蟻
七目9 第八 馬
七258第八 馬

六 目 1 1 第八虎と蟻

﹇第八﹈︹課 名 ︺ 1 0

博物館といはれるだけあると思ひま

十二302困

大博物館

﹇大博物館﹈︵名︶1

國との境にある大力 布 に て ︑ ︿ 略 V ︒

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

十一価4國囲次にイグアッスーの瀧

壮観を窮したるものもこれあり候︒

ゾン河や︑イグアッスーの大添布の

十一悩3國町営の中に有名なるアマ

だいばくふ

全く大農式にやってみる虞もある︒

十﹁638 中にはトラクターを用ひて 十一欄4記号 ︿略﹀︑中央の高地や海

式

第第第第第第
八八八八八八

たいへん一たいよう

916

十334 今太平洋の方から此の運河を
通るとする︒

十一㎜2

︿略﹀︑子供心にも大回心配

﹇大砲﹈︵名︶8

大砲

して︑其の晩はとうく眠れなかつ
た︒

たいほう

十34図 太平洋

ラッパのひgきや大砲の音に︑
やがてあたりの静かさを破つ

六848

︿略﹀︑

大木

一夜大暴風雨がおこつ

﹇大木﹈︵名︶10

て︑海はわきかへった︒
たいぼく

つくづくとかほを見合ひました︒

んなたいまつを出して︑之に火をつ

六965 すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

りてたいまつの光おびた卜しく︑

四571圃四天略﹀︑僕だつて︑見 けて︑橋の上に投げさせた︒
み の
上げるほどの大木に なって
十﹇2510図 ︿略﹀︑美濃路の方面に當
見せずにおくものか︒﹂

︿略﹀︒

︿略﹀︑正成は高いがけの上か
七195

︿略﹀︑岸には大木がきりたふ
してあります︒

かり取った雑木︑切倒した大
力藏さんも︑︿略﹀︑昨日から

︿略﹀︑二人はたいまつで

七価3園

其の方は無分別者で︑大名

諸國の大名・小名きら星の

になってもまだ仲間げんくわのくせ

がぬけぬ︒

如く並べる中に︑︿略﹀

十711図

大明の軍勢四十萬︑勢はげ

しくおしよせたるに︑︿略﹀︒

七価9園

だいもん 且vなんだいもんどおり

ほん

自動車・自轄車のタイヤ︑

第一課

太陽

二人はたいまつを上げて︑ 十一12 第︸課 太陽

十一目2

たいよう ﹇太陽﹈︹課名︺2 太陽

大谷の奔流 岩打つほとり︑︿略﹀︒

だいや

つたものは實に多い︒
だいや
だいや ﹇大谷﹈︹地名︺1 大谷
ふたら
十川1二期 二荒の山もと 木深き庭︑

︿略﹀など︑敷へてみるとゴムで造

十︻494

タイヤ ︵名︶一 タイヤ

たり︒

づりて︑大文字に詩の句を書きつけ

十齪7図︿略﹀︑大いなる櫻の幹をけ

力藏さんのひいてみたけやき だいもんじ ﹇大文字﹈︵名︶1 大文字

何百年も纏たであらうと思は

森林には大木すき間も
十一柵5魍調︿略﹀︑次にをのを振る

なく繁茂し︑︿略﹀︒

十﹇佃3繍田

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くす

十帽10

た︒

の大木も︑見事に根本から切倒され

︿略﹀︑手で顔をおほって大 十442

のこぎりでひき始めた︒

ひきかけてみるけやきの大木を︑大

十403

木︑掘起した木の根や石ころ︑︿略V︒ だいみん ﹇大明﹈︹地名︺1 大明

十385

しょだいみょう

四574圏︿略﹀︑山のふもとの ︿略﹀︒
だいみょう ﹇大名﹈︵名︶2 大名﹇▽
大木は あのしひの木か︑
六941

十一585

だい

老砲手は大砲にもたれて︑

砲の上につつ伏した︒
十一5810

ら大木を落させた︒

九研8︿略V︑怪獣のやうな大砲と︑

大空には︑午後の日が大砲の

つと大砲のそばへ寄って︑

とたんに︑ずどんと一議す

急いで弾丸をこめ︑ねらひを定めた︒

十﹇577

よりとか＼り︑︿略﹀︒

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

九佃7

て來る︒

其のまはりにむらがる人かげが見え

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒
くわい

九六9

北風の心は先づ勇みたつ︒

十34図 太平洋
大へん

九腸4

﹇大変﹈︵形状︶4

十一繊図太平洋
たいへん
大攣

五862国 叔父さんは大へんだ土手が
切れたといって︑すぐ屋根へ出まし
た︒

六304 さあ大へん︑何千匹か何萬匹
か︑敷かぎりもない蟻がまつ黒にな
つて︑出て來ました︒

九871園 ﹁でも︑あんなにたくさん
ある星ですもの︑それを見つけるの
に大面でせう︒﹂

タイヘン

さまじい大砲の音がとゴろき渡った︒

こ れ も 逃 し て は 大 攣 と ︑ い 十一583

﹇大変﹈︵副︶6

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん

十一一1110

だ︒

たいへん

大へん 大年

︿略V︒

﹇大謀網﹈︵名︶2

まぐろを取る方法はいろ

つて大木を伐るに︑︿略﹀︒

四947

へ向ひました︒

道をてらしてくどうのやかた

四942

だいぼう網は身網と垣網と たいまつ ﹇松明﹈︵名︶4 たいまつ

﹇大暴風雨﹈︵名︶1

大きなものである︒

二つの部分から成ってみて︑非常に

十二768

勇牡なものはあるまい︒

くあるが︑だいぼう網で取るほど

十二766

ぼう網

だいぼうあみ

二722タイヘンカガツヨク︑テ
シタモ大ゼイアリマシタ︒
六14圏 新田が大へんよく出來まし
た︒平年もやはりあの稻を作りませ
う︒

六774 二三日ひどく寒かったので︑
湖の氷が大へんあつくなった︒
うちのおちいさんはく略V︑

大へんほめていらっしゃったものだ︒

九5210園

大暴風雨

﹃はい︒﹂﹃い＼え︒﹄大目や だいぼうふうう

さしい言葉ではありませんか︒

十925園

917
たいよう一だいろく

たいよう

﹇大洋﹈︵名︶1

大洋

太陽

て︑陸地に出あったのが︑それ程の

八758園 ﹁大洋を西へくと航海し

﹇太陽﹈︵名 ︶ 1 1

手がらだらうか︒﹂

たいよう

太陽の影響を受けぬものは一つも

えいきやう

十一13 地球上に存在するもので︑
ない︒

十一14 太陽の光と熱とがなくては︑
︿略﹀︒

十一16 これほど我々に重大な關係
のある太陽とは︑一髄どんなもので
あらう︒

面は全部が一様にかgやいてみるの

十一28 望遠鏡で見ると︑太陽の表
ではなく︑︿略﹀︒

十﹁35 ところが此の大きな太陽も︑
夜の空に銀の砂をまいたやうに見え
る小さな星の一つと同じものだとい
ふ︒

うちう

十一37 つまり此の宇宙には︑あの
太陽のほかに︑これと同じやうなも
のがなほ敷限りもなく存在してみる
が︑︿略V︒

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

十一310 しかも我々に最も近いあの
百萬里も離れてみる ︒

八十七年か＼るのである︒

十一42 ︿略﹀︑太陽に到着するには

十二581 其の時︑今まで雲の中に居
︿略﹀︑︿略﹀光の色が太

た 太 陽 が 顔 を 出 し た ので︑︿略﹀︒

十二宙2圏

かく
陽に似て︑しかも比較的熱をともな

一膿最も理想的な燈火は

ふことの少い電燈さへもく略﹀︒

十二宙4囹
太陽の光のやうに明るくて︑︿略﹀︒

﹇大洋州﹈︹地名︺2

︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ

たいようしゅう

七18図

大洋洲

洲・ヨーロッパ洲・アフリカ洲・南

七359團

通は廣くて平で︑歩道と車

平か

にあらざること明白となりしのみな

らず︑︿略﹀︒

四851圏ダイリ榛ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

様

だいりさま ﹇内裏様﹈︵名︶2 ダイリ

︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平

﹇平﹈︵形状︶1

道の閤に並木が植ゑてありますが︑
︿略﹀︒

たいらか

十316

ダイリ檬ノゴ家來ダサ

ハ何デセウ︒

ウデス︒

四862圏

れふ旗

又民事裁判では︑原告・被

たいりょうばた ﹇大漁旗﹈︵名︶1 大

なって其の主張を助け︑︿略﹀︒

告の相談相手・附添比量は代理人と

十一219

武 だいりにん ﹇代理人﹈︵名︶1 代理人

︽一

かな掘割を造って︑太平・大西爾洋
平ぐ

やまとたけるの

景行天皇の皇子日本

﹇平﹈︵下二︶2

の水を通はせることはく略﹀︒
たいら・ぐ

ゲ・ーゲヨ︾
ぞ

アメリカ洲・北アメリカ洲・及び大

え

て︑東國の方に下り給ひき︒
みこと

なし︒

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

十二510図昔︑大國主命賊を平げ

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ

みこと

九99図
太陽

洋洲とす︒

﹇太陽暦﹈︵名︶8

七2図大洋洲
たいようれき
暦

暦には太陽暦と太陰暦と

と︑晦れふ旗を風になびかせながら︑

だいれん

大連の貿易高は碧羅や神戸

かつて來ました︒

これ七八十日︑町のもやうも大分わ

七353困大連へ來てから︑もうかれ

﹇大連﹈︹地名︺2 大連

十一一799 船がまぐろで一ぽいになる
たひらのこれもり

となみ

︿略﹀︒

く略V︑日本では明治五年たいらのこれもり ﹇平三盛﹈︹人名︺1

あって︑︿略﹀︒

十一922園
十一924園

たひらのこれもり

ゑつちゆう

ちんを取りました︒

からふと

たまくコー二が交易の

大連だより

﹇第六﹈︹署名︺10 第六

︿略﹀︑樺太は大陸の一部 六225第六

くりから谷

六目9 第六 くりから谷

だいろく

七352第十二 大連だより

七目13 第十二

︿略﹀︑封岸の大陸に渡り 大連だより

だいれんだより ﹇大連便﹈︹課名︺2

だといひます︒

よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

樺太は大陸の地雨なりや︑ 七387團

﹇大陸﹈︵名︶5

十二879図

︿略﹀︒

ため大陸に渡らんとするに際し︑

十二843図

て其の地の模様を探るは︑︿略﹀︒

十二841図

の地走にあらざることは︑︿略﹀︒

十二826図樺太が離れ島にして大陸

又は離れ島なりや︑︿略﹀︒

十二8110図

大陸

引きつれて︑越中の國の礪波山に

六227

大將は平島田で︑十万騎を

平面盛

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌
それから太陰暦を藷暦︑

年から太陽暦を用ひた︒

平

たいりく

﹁どうして太陽暦を用ひ だいり 且﹀だいだいり

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一925囹

十一926圏

るやうになったのですか︒﹂

太陽暦の方がよく季節に
あって都合がよいからだ︒

十一927圏

太陽暦は春分から春分ま
でを一回露年といって︑それを本と

十一928園

ところが太陰暦は︿略﹀︑

してこしらへたものだ︒
十一935囹

したがって二百十日も太

太陽暦とくひちがって來て︑︿略﹀︒

十一937園

﹇平﹈︵形状︶1

陽暦なら大がい九月一日で︑︿略V︒
たいら

だいろっか一たおれる

918

七目7 第六
七184第六

ふと

り︒

り

他院

たふ

耐ふ

かうして其の院で可決すれ

﹇耐﹈︵下二︶3

鐵蚕桑の状を目撃して悲

しみにたへず︒

かねる

たえず

絶えず

熱帯の暑さにたへかねてゐ

︽ーネ︾

十一548
﹇絶﹈︵副︶6

た船員等は︑︿略V︒

たえず

エ・ーエル︾几Vいきたえる

た・える ﹇絶﹈︵下一︶3 たえる ︽一

︿略V︑りやうがはの歩道に人

通のたえることがありません︒

五325

たお・す

たふす

︽一

其の後も攻めよせる者がたえ

﹇倒﹈︵五︶1

ないので︑︿略﹀︒

六835

えました︒

︿略V︑おくの方からたえずち 五455囹 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑息がた

それゆゑたえず海の深さを

くおんきの音が聞えて來ます︒

五233

七576園

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした

倒

通有はほぼしらをたふして︑

たふる

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

七318図 ︿略﹀︑蛇は眞二つとなりて︑

る︽iルルーレ︾

﹇倒﹈︵下二︶3

こんだ︒

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六828

︿略V︑あの坑内でたえず活動 シ︾与きりたおす・ぶったおす

りします︒

十856

してみる坑夫の仕事を︑たふといも
のに思ひました︒

絶間

︿略﹀︑息もたえだえの病人︑

﹇耐﹈︵下一︶2

たへる

一軍今や崩れんとす︒

つて大木を伐るに︑︿略﹀地ひゴき

十﹁㎜6團囲く略V︑次にをのを振る

を打って倒るる様︑壮快言語に絶し

候︒

レ・ーレレ︾

或日山の中で︑こけに足をす

倒れる ︽

べらせて︑うつむけにたふれました︒

五54エ

五868圏

﹁びっくりしてたふれたの

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

だ︒ほって置け︑今に生きかへる︒﹂

五808圏

した︒

それに近來はめっきり元氣 五803 ︿略V︑狐はころりとたふれま

︽−

︿略V︑電車・馬車・自動車たお・れる ﹇倒﹈︵下︸︶9 たふれる

﹇絶間﹈︵名︶1

︿略﹀︒

たお・る

く略V︑汽船絶えず通航し
て︑遠く近く黒煙の青空にたなびく

其の後宣長は絶えず文通し

るが故に︑建築材として最も重んぜ

田植がすんだので︑︿略﹀︒

たえま

た・える

等が絶間なく往來してみる︒

六月の田植時から七月・八月 十一97
たへ

十二656

へ︾

が衰へて︑もう政務にもたへられな
︿略V︑遂に心の苦しみにた

くなって來た︒
へられなくなって︑︿略V︒

十二928

くと倒れて︑

︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ 十一2810図 ︿略﹀︑敵は見る間にばた
の來るのを見張ってみる︒

十二781

て畜産の教を受け︑︿略V︒

︿略﹀︑つがは堅くして久 十一767

を見る︒

五757

﹇妙﹈︵形状︶1

にかけて︑水はありあまった︒
たえ

かゴやく此の地︑

樂園日本
とつ國人さへ

水また清く︑

美術の光の

山事緑に

たへなる花と︑
めつるもうべそ︒

の

十二922

にいさん︑昨日でうちの田 たえだえ ﹇絶絶﹈︵形状︶1 たえだえ

﹇田植﹈︵名︶2

塁となすに宜し︒
たうえ

九4710圏

植がすっかりすみました︒

九468国

田植

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

十二476図

らる︒

しつ
十二4610図︿略﹀︑又よく灘南に耐ふ 十一346図

十一旧1図

︽ーフル・一へ︾

た・う

ば︑其の案を他院に移す︒

十二893

たいん

﹇他院﹈︵名︶1

高く近時垂潜阿里山の檜また有名な

き そ
︿略﹀︑檜は木曽産の聲響

太のやうな遠い所の氣候までも大高

裁判

毫

あ

鎌倉攻

一概占ハ課

皇湾

十二491図

分る︒

富者

十﹇侶7

商業

卿弟⊥ハ回目﹈ ︵名︶1

寒詣ハ課

十二目7 第六課 商業
十二 盟 −

だいろっかいめ

﹇台湾﹈︹地名︺7

ら 謙 信 へ ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒﹂と申しこんだ︒
たいめん

たいわん

ばんじん

から ふ と

り 送 り 篭 れ る も あ れ ば︑︿略﹀︒

から
十︻914園 そこを見ると︑蔓漕や樺たえか・ねる ﹇念写﹈︵下 ︶1 たへ

十64図圏 巡幸・樺太など︑遠方よ

︿略﹀︒

首を取って供へる風がありますが︑

八223 蔓溝の蕃人には︑お祭に人の 十麗2図圃 第二十︸ 日光山 ︿略﹀︒

あって︑四番目が富士山だ︒

六63園 いや︑二番も三番も墓溝に

ないさうだが︑︿略﹀︒

六56園垂潜ではめったに雪が降ら たうえどき ﹇田植時﹈︵名︶1 田植時

万三千尺からある︒

六55医墓繕の新高山さ︒これは一

たいわん

七458 第六回目にいたって︑信玄か

第六回目

4第六

鎌倉攻
呉鳳

第六

八目−o

霧

五代の苦心

五代の苦心

八222第六
九目7 第六
九216第六
十目7 第六
十295第六
︹課名︺
だいろっか﹇第六課﹈

霧

十一目7 第六課 裁判

課

919

たふれて︑中からうすやたらひがぽ
か ぼ か 流 れ 出 す ほ どで︑︿略﹀︒

三674

よい︒

や東山︒

しかし三郎︑高い山がかな

で︑先づ高い岡だと思へば

六86園 ふとん着て︑ねたるすがた

らず名高い山だとはかぎらない︒

︿略﹀︑高ク上ゲルト︑ヤネ 六了8園

ノ上マデトドキマス︒

︿略﹀︑天人はまひながら
ですか︒

六87園高くて名高いのは︑どの山

ネダンモ高ウゴザイマス︒

︿略﹀︑天人はく略V︑ふじ 六103園金や銀目美シクテ︑︿略﹀︑

の山よりも高い大空のかす

三905

て︑︿略﹀︒

松原の上をだんだん高く上つ

三904

五982 一人はもうにげる間がないの 三811團 青空高くそびえたち︑
︿略﹀︑ ふじは日本一の山︒
で︑地にたふれて︑死んだふりをし
てるました︒

はばたばたとたふれ た ︒

六818 敵ははげしく射立てた︒味方
七943 垣根も倒れれば︑しをり戸も

外れる︒

高イ

六322

︿略﹀︒

︿略﹀︑車ノ音ヲ高クサセテ︑

赤い扇は︿略﹀︑空に高 六825 いよくおしよせたが︑敵の
船は高くて上ることが出來ない︒
︿略﹀︑正成は高いがけの上か
ら大木を落させた︒

時には鯨が高く潮を吹いて

セイが高ク︑目ガスルドクテ︑

あんなに高くなりました︒﹂

︿略﹀︒

︿略﹀︒

七653

したが︑︿略﹀︒

八546囹

めだ︒﹂

﹁せいは高くても︑まだだ

高い建物のあることは世界

第一で︑︿略﹀︒

八719團

もあります︒

八722團中で最も高いのは五十五階

八732国中で最も高いのは五十五階

きいこと︑廣いこと︑高いこと︑早

もあります︒︿略﹀︒アメリカ人は大

いこと︑何でも世界一になるやうに

心掛けてみるといひますが︑何しろ

大した勢です︒

コ・椰子は︑高いのは七八

間もあります︒

九53困

九465図 ︿略﹀︑之ヲ望ム者少ケレバ︑

之ヲ望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ債高

其ノ物ノ債安クナリ︑品物少クシテ︑

クナル︒

九472團︿略﹀︑山田の高い所まで一

息に植ゑることが出來ました︒
わら
︿略﹀︑前の変藁の山が見る

九576

︿略﹀ラッパが一きは高く

く高くなる︒

九643

﹁あ＼︑あの一番高い杉の

ひゴき渡ると︑︿略﹀︒

九8810園

一だん高く軍

北風は︑︿略﹀︑得意さうに頭

眞上の所にあるのが北極星でせう︒﹂

九二7

中尉は︿略﹀︑

を高くあげた︒

九佃5

刀をふりかざし︑︿略﹀︒

味方の勝利を語るやうに︑一一高く

八451国画は熱が高くて心配致しま 九川5 ︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

いと言ってあらそってゐましたが︑

︿略﹀︑人夫と渡賃を高いやす

みるのを見ることがあります︒

七551園

︿略﹀︒

七495

が

六鯉のぼり︿略﹀︑家のむ 六野1圃園 ﹁わたしの植ゑた落葉松
八幡様の高い石だんを上りつ

まん

ねよりも高く尾を上げます︒

五216

︿略﹀︒

四746せいの高い私の目にも︑ 六941

くまひ上って︑︿略﹀︒

四667

カホヲケツテ︑︿略﹀︒

四367モズハ︿略﹀︑高イ所カラ ハシツテ行ツタ︒
六805 敵は高いやぐらのある大船︑
トンデ來ガケニ︑フクロフノ

出來上りました︒

六272 ︿略﹀︑高い木の上をとびまは
みの中へはいって行きました︒
七999 ところが心当大地震が起って︑
四291 もう高いえんとつは大方 つて鳴いてみる︒
人 家 堂 塔 一 時 に 倒 れ︑︿略﹀︒

九佃4 中尉はあをのけになって倒れ
てるる︒

タガ呂かなたが

﹇▽うりあげだか・きんだか︒でき

だか・ぼうえきだか

たか
﹇籏﹈︵名︶一

﹇高﹈︵形︶ 7 3

マシタ︒

たか・い

︽ーイ・ーウ・ーク︾与かんだ

五394

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

めた所に︑︿略﹀︒

五511

あたりの高い所からもながめ

高い山はもう雪だらう︒
つと高い山がありますか︒

六74囹 外國には︑新高山より︑も

六46囹

ますが︑︿略﹀︒

五568

且ハ所ヲヨケテ流レマス︒

︿略﹀︑高イ所二行キアタルト︑ 七641

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

一283 コノタカイトコロ ハヤマ

五521

やうになって︑︿略﹀︒

三558 かへるはく略﹀とびつかう
とします︒だんだん高くとべる

なりました︒

のは︑もう私のせいより高く

のです︒このあひだ︿略﹀出た

三263

デス︒

そこから竹の子が出る

かい

かい・こだかい・なだかい・ものみだ

高い

タカイ

ケヤタラヒノタガヲカケカヘ

三661 ︿略﹀ヲケヤが來テ︑手ヲ

たが

たかい
たか

たがい一たかし

920

天に向っていな﹂いた︒

十206田 せり場の一方に高い皇があ
︿略﹀︑直段も︼頭四千圓・

つて︑其の上に掛の人が居る︒
十224團

五千圓といふ高いのがあるさうです︒

十321 高い土地の上に水をた＼へた
のであるから︑湖の水面は海面より
ずっと高い︒

つと高い︒

京城の市街は︑もと石で
それから﹃燃える石﹄とい

た＼んだ高い城壁で営まれ︑︿略﹀︒

十739團
十852園
ふひやうばんが高くなって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑海面にはまだ波のうね
︿略﹀﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫

りが高い︒

下墨6
十麗10
んで︑北の方を指さした︒

雨量が多いので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

いふ事を聞いてみたので︑︿略﹀︒

ントン公爵が勲功も高く︑︿略﹀と

十﹁伽4ジョージは︑かねてウェリ

それから一歩一歩高く登り︑︿略﹀︒

互←

六間半︑︿略﹀︒

かまはさしわたしが一丈ぐら

馬の高さは前足の所ではかる︒

﹁︿略﹀︒よって明日たがひに勇士を
一人つつ出して組討をさせ︑︿略﹀︒﹂

八307

七274

︿略﹀金ノシヤチホコアリ︒

瀧の幅は︑アメリカ瀧が晒飴

ちらも十五六丈あります︒

丈︑カナダ瀧が三百齢丈︑高さはど

九307

其ノ高サ八尺五寸︑︿略﹀︒

八969図

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略﹀︒

と申しこんだ︒

二人はたがひに馬を乗りよせ

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑爾

七475

二人を出した村の者はたがひ

馬の間にどうと落ちた︒

八94

に勝利をいひはるので︑︿略﹀︒

ひました︒﹁︿略﹀︒︿略V︑これから

多額

十二79図

です︒

此の塔は世界最高の建物

洞門の長さは實に三百八間︑

高さ二丈︑︿略﹀︒

十二椥6

トル以上もある︒

多く︑︿略V︑絶壁の高さが二百メー

十二507

岸は絶壁になってみる慮が

で︑高さが三百メートルもあるさう

十二3210團

さ實に八十尺に及ぶ︒

く略V︑本殿の如き其の高

は︑︿略﹀︑高さ五十五メートル︑

其の時の言葉にたがはず︑
﹇多額﹈︵名︶1

︿略﹀我が國の輸出入総額は
高さ

︿略﹀︒

十一価4囲圏次にイグアッスーの瀧

たがく

十888

高サ

獅子はうれしげに﹁聲高く

︽ーキ・ーク︾βうずたかし・なだかし

ほえ︑︿略﹀︒

七319図

又コ・二一匹ノ馬アリテ︑

七957図書 ︿略﹀︑ 掛聲高くおして

やる︒

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

九455図

カクテ償ハ次第二才クナリ

︿略﹀︑孚ヒテ高キ贋ヲツク︒

土手は長さが三百問︑高さが 九456図

﹇高﹈︵名︶10

敷十億圓の多額で︑︿略﹀︒

たかさ

五715

たか・し ﹇高﹈︵形︶14 高シ 高し

く略V︑いつれおとらぬ高山
が︑南から西へ連なって︑互に雄姿

九987園

を競ってゐます︒

昔支那に呉・越とて相隣れ

當時支那は激國に分れて

しかし二入は互に信じ合つ
てるる仲なので︑話はおだやかに運

十二謝10

かば︑︿略﹀︒

互に相孚ひ︑戦齪止むことなかりし

十一51図

に勝敗ありしが︑︿略﹀︒

る二野ありき︒年久しく相年ひて互

十一762園 ︿略﹀︑先づ土皇を作って︑ 十罵4図

よりずっと熱度が高いので︑︿略﹀︒

十一676

後は互に親しみ合って暮しませう︒

温度は表面で約六千度︑内 八溜2園 此の詳覧は一同に向って言

部に入るに随って益く高い︒

十324 ︿略﹀︑湖の水面は海面よりず 十一23

底の水道から水がわき出て︑

十327 所で︑此の高い湖と低い掘割 十一511 南洋は一年中温度が高く︑
を何の仕掛もなしに連結すれば︑
︿略V︒

十3310
船は次第に高く浮上る︒

十342 前と同じ方法で︑船はもう一
段高く浮上り︑︿略﹀︒

十346 此の湖を横ぎると又水門があ
つて︑船はさらに一段高くなる︒

十348

買ふ人の無智に乗じて安い
︿略﹀︑湖面は海面より四百

ばれる︒

ハ︾

即ち水位の一番高い五月と たが・う ﹇違﹈︵五︶1 たがふ ︽一

たがひ

く略V︑信玄から謙信へ︑

命懸かけて参ったは感心の至り︒

身網の外側や陸上の高い庭 十717圏

﹇互﹈︵名︶9

二人がたがひに取りついて︑

七462園

うれし泣きに泣いた時には︑︿略﹀︒

六637

おたがい

たがい

に魚見やぐらが設けてあって︑︿略﹀︒

十二7710

一番低い一月との差は︑︿略﹀︒

十二517

メートルも高く︑︿略＞〇

十二499

品を高く≠買付け︑︿略﹀︒

︿略﹀船は︑海面より約二十 十二228

六メートルも高い水面に浮ぶのであ
る︒

ので︑︿略＞Q

十351 これは高い山地を切通したも
十431 日は大分高くなってさわやか
にかゴやき︑︿略﹀︒

の一群が身輕さうに飛んで行く︒

十432 ︿略﹀︑高いく青空を︑ひわ
十432 ︿略﹀︑高いく青空を︑ひわ
の一群が身輕さうに飛んで行く︒

十537圏 貸附の利子は預金の利子よ
り高くしてあるから ︑ ︿ 略 V ︒

921
たかしお一たから

テ︑︿略﹀︒

九456図

︿略﹀︒

千穗艦

高田屋定吉殿

高千穂

山口屋小

代金は二口合はせて月末に
十月十三日

高田屋定吉顧

あげよう︒

九柵3囹

←ほうじょうだかとき

高

﹇高時以
高時以下北條方

高空

せんがくじ

たか

高輪

の泉岳寺へよく連れて行った︒
しば
西郷は早速承知して︑芝︑
たかなわ

さつま

十二搦9

たかね

のぼればのぼる道は

大空にそびえて見ゆる

﹇高根﹈︵名︶1

高輪の薩摩屋敷で會見したが︑︿略﹀︒

ありけり︒

たかねにも︑

十ニー7図團

たかね

たかのり

﹇高徳﹈︹人名︺3

高徳←

然るに今主上隠岐にうつさ

こじまたかのり
十柵10図

れ給ふと聞き︑高徳一族共を集めて

高徳せめては此の所存を君

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十槻3図

﹇高橋﹈︹人名︺6

高橋

高徳此の故事をひきて︑

に知らせ奉らばやとて︑︿略﹀︒

馬柵10図
︿略V︒

さん

佐保・佐紀の連岡に北を

たかまど
たかまど ﹇高円﹈︹地名︺1 高圓

たかまど

限り︑春日⊥局圓の山々を東に︑

十二梱7図

︿略﹀︒

圓山

高圓山

︶1 高める

たかまどやま ﹇高円山﹈︹地名︺1 高

十二慨図

︿略﹀︑あはせて國の品位を

たか・める ﹇高﹈︵下

十二907

︽ーメル︾

■かつやすよしとさいこうだ

高めることにつとめなければならぬ︒

かもり・さいこうだかもり

︽ーサ・ース︾

高橋さんは︑あちらで長らくたがや・す﹇耕﹈︵四・五︶3耕す

誰かが力石をころがして來て︑ 八286図 ︿略﹀︑農夫の田畑を耕すも︑

こんな廣い畠であるから︑

十一636

皆手の働なり︒
つた︒

﹇高浜﹈︹地名︺1

高濱

瀬戸内海の沿岸には大

ど

つ

﹁︿略﹀︒持ってかへって

﹁天人のはごろもなら︑

家のたからにします︒﹂

︿略﹀︒國のたからにいたしま

三862園

す︒﹂

寳の持ちぐされだ︒

のに︑それを利用しないでみるのは

瀬戸内海の沿岸には 十一944園 こんな重寳なものがある

高松

三855囹

高橋さんの熱心な話は︑それ 三846圏 ﹁︿略﹀︒ひろって家のた
からにしよう︒﹂

たから ﹇宝﹈︵名︶7 たから 寳

れて行く︒

十一643

高橋さんは︑すぐ前に居る順 耕すにも︑うねを作るにも︑︿略﹀︒
︿略﹀︑二間幅ぐらみに耕さ

︿略﹀︒

たかまつ

く︑︿略﹀︒

︿略﹀・高松・多度津・高濱等良港多

た

十一345図

﹇高松﹈︹地名︺1

阪・神戸・︿略﹀・高濱等良港多く︑

十一345図

たかはま

からそれへと績いて︑︿略﹀︒

十158

で︑﹁︿略﹀︒﹂

高橋さんは︑お茶を一口飲ん

太郎君を見て︑只略V︒﹂

十1210

土をはらって高橋さんの爲に席を作

十129

教育に引田してみる人である︒

十123

をられる高橋さんが來られた︒

十122

︿略﹀︑︿略﹀朝鮮から錦ってたかもり

たかはしさん

︿略﹀︑賊の大旱高時以下北條

たかなは

﹇高輪﹈︹地名︺2

たかなは

高

いつも通る汽船も︑高波をよ 十136

﹇高波﹈︵名︶1

ました︒

輪

なわ

たかなわ

けて︑沖を通ると見えて︑︿略﹀︒

六202

高波

方は︑此の火の中にはろびてしまひ

七225

下北条方﹈︵名︶！

たかときいかほうじょうがた

たかとき

﹇高千穂艦﹈︵名︶1

或忘我が軍艦高千早の一水兵

﹇高千穂﹈︵名︶1

が︑︿略﹀︒

九三5

たかちほ

三郎

送ります︒

七脳6團

︹人名︺1

︿略﹀︑馬ハ最モ高キ償ヲツ たかだやさだきちどの ﹇高田屋定士二手﹈

︿略﹀︑身なりはそまつなれ

ケタル人ノ物トナル ︒

十598図
︿略﹀︑羽音高く舞上る数羽

ど 氣 品 高 き 婦 人 立 出でて︑︿略﹀︒

十伽9図
はと
の鳩︒

十伽7図 見るく艦は速力を増して︑

そ

︿略﹀︑我が高千穂艦の名を

たかちほかん
高く鼻つくいその香に︑

白波高く海にをどり入る︒
十﹇8010図圏

不断の花のかをりあり︒
左に高き大いてふ︑︿略﹀︒

十二266図圃 上るや石のきざはしの
十二286図圃 建長・圓賢 古寺の

き

︿略﹀︑檜は木曽産の聲署

山門高き松風に︑ 昔の音やこもる
らん︒

高く＜略﹀︒

十二491図

高潮

たかなみ

十二998図 く略V︑東大寺の金堂は天
︿略﹀︑ 其 の 南 に 一 き は 古 型

空 高 く そ び え て ︑ ︿略V︒
ふ

十二佃6図
た

﹇高潮﹈︵名︶1

く地薄峯・吉野山の山々連なるを見
る︒

たかしお

﹇高空﹈︵名︶1

海の誇のある と こ ろ ︒

十二807韻 八重の高潮かちどき揚げ 八麗1 ︿略﹀︑往復一里鯨もある高輪
て︑

たかそら

︿略﹀︑勇ましく高空に輪を壼がきな

十5810 あ＼︑あのかはい＼鳩が︑

たかだち

たかだち
﹇高館﹈︵名︶1 高館
よしっね

がら︑︿略V︒

たかだち

九723園 義纏の居た高館のあとも

だから一たく

922

十﹇伽6図 一切経は︑︿略﹀︑此の教
に志ある者の無二の寳として貴ぶと
ころなり︒

ソノウスデ米ヲツキマ
そこへきました︒

たぎ・る﹇猿﹈︵五︶2たぎる︽

ホツテミマスト︑土ノ中カラ︑ たきぎ ﹇薪﹈︵名︶7 たきぎ 薪
十848園或日︑此の附近の山へ薪を
オカネヤタカラモノガタクサン
三232 そのとき正一のおちいさ とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ
んが︑たきぎをうまにつけて
ると︑︿略V︒

デマシタ︒

十二6610圏私はもう何よりも︑どん 二462

﹁薪は無いか︒薪は無い

十一一811韻 ︿略﹀︑ たぎる引潮あら

十二8010圏 山もとゴうに引潮たぎり︑

渦を巻き︑︿略﹀︒

︿略V︒

﹁薪は無いか︒薪は無い

だきつく

とって薪の代りに使ふやうになりま
した︒

﹇抱付﹈︵五︶2

自分たち程の子どもが出て來
おとよは信吉の顔を見ると︑

おちいさんは大釜の火をたい

あの鉢の木をたいて︑せめ

お志は有難いが︑そんなり

︿略﹀残して置いたのでご

主人は三本の鉢の木を切り

又寒夜に秘藏の鉢の木を切

つてたいた志は︑︿略﹀︒

十7110囹

てるうりにたきぬ︒

十673図

なたのおもてなしに致しませう︒

ざいますが︑今夜は之をたいて︑あ

十672圏

めて下さい︒

っぽな鉢の木をたくのは︑どうぞ止

十665園

てものおもてなしにしよう︒

十661圏

ていらっしやる︒

八515

六117圏 飯ヲタクカマモ︑︿略﹀︒

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

た・︿﹇焚﹈︵四・五︶9タクたく

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

十二838図 ︿略﹀︑酋長コー二の宅に

し つ

だんく寒くなって來たが︑たく ﹇宅﹈︵名︶1 宅

とりに來た百姓が︑︿略﹀︒

十848園或日︑此の附近の山へ薪を

あやにく薪も黒皿きてしまった︒

十659囹

か︒﹂

十477園

山から薪を取って穿て︑︿略﹀︒ リ・ール︾

五532

マタォ

スト︑ウスノ中カラ︑

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

瀧の幅は︑アメリカ瀧が七七

八864

て︑象の前足にだきついて見せた︒

六882

︽ーイ︾

だきつ・く

瀧の上手にかけた石橋を渡り︑

丈︑カナダ瀧が三百饒丈︑︿略﹀︒

九305

か︒﹂

な寳よりも︿略﹀父上を大事と存じ

タカル

十477園

﹇集﹈︵五︶一

スルトホカノ鳥が見ツ

メカヘシマス︒

﹇滝﹈︵名︶7

瀧﹇▽アメリカだ

ケテ︑︿略﹀︑ヨツテタカツテイヂ

四364

︽ーッ︾

たか・る

カネや月山ラモノガデマシタ︒
うったかき積

ます︒

︿略 ﹀ ︑

荷の中に 海山の寳を載せて︑ 船

十一﹇悩3図圃

は 今 静 か に 編 る ︑ ︿略﹀︒

十517圏 うちに置くと︑火事にあっ

だから ︵接︶2 だから

たき

き・カナダたき・ナイヤガラのたき

たり︑盗人に取られたりする危険が
あるからね︒さうで無くても︑齢分
九2910

瀧は︑落口にあるゴート島と 十853囹︿略﹀︑附近の惚々では之を

のお金があると︑ついむだな事に使
つてしまふ︒だから︑少しでも饒つ
たお金があったら必ず預金にして置

︿略﹀︒

九309

くものだ︒

便利ですね︒﹂﹁便利だが︑その代り

︿略﹀︑もうくと立ちこめる

水煙の間から近く瀧をながめるのも

九312

つと多く附く︒だから當早使ふ見込

瀧つぼ

かけよって來て︑いきなり信吉にだ
﹇滝壺﹈︵名︶1

きついて泣いた︒

たきつぼ

︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘

次にイグアッスーの瀧

殊に遊臨見船に乗って︑︿略﹀︑

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に壮

九318

快です︒

兄はく略V︑小枝などを拾ひ

りやう

十一277図 ︿略﹀︑かゴり火をたかせ︑

十一679

燈火としては︑初め松の木

︿略V︑たき火のそばの切りか 糧食の用意をなさしむ︒
ぶに腰を下し︑︿略﹀︒

十399

集めて來て︑たき火を始めた︒

十395

これは奥入瀬川を十町饒り たきび ﹇焚火﹈︵名︶3 たき火
瀧川

ねむろ
瀧川から根室

﹇滝川﹈︹地名︺1

狩勝の展望

行の汽車に乗ると︑︿略﹀︒

十一609

たきかわ

下った慮に大きな瀧があって︑︿略﹀︒

十二522

國との境にある大爆布にて︑︿略﹀︒

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

十一鵬3國困

割へ落込んで︑︿略V︒

十329

よく︑︿略﹀︒

にした方がよいのだ ︒ ﹂

﹇宝物﹈︵名︶4

タカラモ

のない︑まとまったお金は定期預金

利子が安い︒定期の方には利子がず

十528園 ﹁それでは平座預金の方が

ノ

たからもの

一536 オニドモハカウサンシテ︑
ダイジナタカラモノヲダシマシ
タ︒

一541幽 クルマ ニツンダタカラ

ヨイオヂイサンガソコヲ

モノ︑イヌガヒキダス エンヤラ
ヤ︒

二432

923

ダク

だく

︽一

や魚・獣の油などをたいたのであっ
﹇抱﹈︵五︶3

たが︑︿略﹀︒

だ・く
イ・ーカ︾

二246 ミヨチヤンガイマオカア
サンニダカレテ︑オチチヲノン
デヰマス︒

三58 メンドリハ︿略﹀︑タマゴ

十一佃1

曲辰聖主は︿略﹀を︑たくさ

んの馬や犬にふみあらされてはたま

有難うございます︒しか
ふ

らないと思って︑︿略﹀︒

十二412園

三226

︿略﹀︑二人はたくさんと
︿略﹀小サナアナヲタクサ

つてからくらべてみました︒

三691
ンアケマシタ︒

三695園 コンナニアナヲタクサ
ンアケテハダメダ︒

し誠に粗末なピヤノで︒それに樂譜
もございませんが︒﹂と兄がいふ︒

四81

入口の左手には︑小切やえり

強い酒をたくさんつくれ︒

︿略V︒

ナルポド︑銅ハタクサンア

ツテ︑︿略V︒

六114園

テ︑モツト役二立ツ物ハ鐵デアラウ

六115園 ︿略﹀︑モツトタクサンアツ

ト思ヒマス︒

六661 ︿略﹀︑果シテ磁石ノサキニ釘

ガタクサンツイテヰタ︒

賀茂川には橋がたくさんかけ

に︑︿略V︒

六682 ︿略﹀︑たくさん金を出した上

六711

妹とお松のざるには︑やどか

てあります︒

りがたくさんみた︒

七758 ︿略﹀︑人夫にほうびの金をた

くさんやったと申します︒

中デ面白イノハサンゴデ︑タ

虫類モタクサン居ル︒

五241

七827

クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

や帯あげなどがたくさん下げてあっ
︿略﹀︑此のごろは栗の花がた

七828
五287

て︑︿略﹀︒

五106園

たくさん見ましたので︑︿略﹀︒

四796私は長い間に子どもを 七151

︿略V︒

木ノキレヲタクサンモラツテ︑

四607私ハ昨日大工サンカラ

んのめい日ですから︑たくさん
取ってそなへるつもりです︒

この二十五日はおちいさ

︿略﹀︒﹁いや︑これでたくさんで
す︒﹂といひながら︑︿略﹀︒

あのいろいろの道具︑た
タクサン

ツボミモタクサンツイテ

﹇沢山﹈︵副︶43

くさんの時計︑︿略V︒

十二546園

花子はねこをだいてうたくさん

ヲハラノ下ニダイテシマヒマ
シタ︒

四443
たくさん

﹇254

ろうろして居ましたので︑︿略﹀︒

だくおんはんだくおんもじ ﹇濁音半濁

タ︒

二432

イマシタ︒

二613園

えてゐました︒

しか
︿略﹀︑島の山には鹿がたくさ

がたくさんありますが︑︿略﹀︒

五585

と
︿略﹀︑︿略V農書館なども

本人がたくさんみて︑︿略﹀︒

八738国

珍しい植物は此の外にもま

たくさんあります︒

﹁にいさん︑空にはあんな

﹁でも︑あんなにたくさん

ある星ですもの︑︿略V︒﹂

九8610囹

にたくさん星が見えますが︑︿略﹀︒﹂

九853園

だたくさんあります︒

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ 九71国

んすんでゐます︒

五973

金や銀ハ美シクテ︑︿略﹀︑

ベマスガ︑タクサン作ル所デハ︑
︿略﹀︒

六102園

ドチラモタクサンアリマセンカラ︑
︿略﹀︒

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

雷鳥の糟葉書を︑たくさん出して見

︿略﹀わらびがたくさんは 六104囹 銅ハソレニヒキカヘテ︑金 九973 ︿略﹀︑岡田さんは高山植物や

ホリマセゥ︒﹂

オアガリニナツタラ︑ハヤクナ

﹁︿略﹀︑モツトタクサン

テ︑ゴホウビヲタクサンクダサ

二506﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナツ

ガタクサンデマシタ︒

︿略﹀︑オカネヤタカラモノ

シテヰル︒
二335︿略﹀︑田ヤハタケヲタク くさんさいてゐます︒
五563 日本の國には︑景色のよい所 八656團 サンフランシスコには︑日
サンモツテヰタ人ガアリマシ

ガタクサンアリマス︒

二203囹コノ山ニハ︑クリノ木

イキクデス︒﹂

二83園 ﹁ソノツギハ︑アノタク
サンサイテヰル︑小サナキイロ

ヰマス︒

﹇沢山﹈︵形 状 ︶ 1 0

けること
たくさん

たくさん
︿略﹀︑萬じゅにはたくさんな
すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

︿略﹀︑たくさんな大船を一

るゴム園もたくさんにある︒

十一514 ︿略﹀︑日本人の纏螢してゐ 三207

來てるるのもたくさんにあります︒

十186国 中には︑母馬がつきそって

に一つだけ︑︿略﹀︒

九865園 それに︑たくさんの星の中

ナ 種 類 ガ ア ツ テ ︑ ︿略﹀︒

七861 此ノ他海藻ニハマダタクサン

どきに横づけにすることが出済ます︒

七382國

ん な た い ま つ を 出 して︑︿略﹀︒

六964

ほうびをあたへまし た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六643

タクサン

同量図 濁音半濁音文字の下は一字あ

音文字﹈︵名︶1 濁音半濁音文字

だく一たくさん

たくじょう一だけ

924

せて下さいました︒

たくまし

︿略﹀︒

︿略﹀︑夏季ハコトニ増水シ

たぐる

十一一餌2図彼は直に竹を以て炭素線

六405圏︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

になって立てみるのは私一人だけな

のだ︒

六754圏 ﹁ソレダケデスカ︒﹂

こ＼において彼は人を世

を作りて實験せしに︑︿略﹀︒

六771囹

十二餌4図

界の各地につかはして竹を採集せし

く略V︑乗組人員だけでも二

ついては此の中の金を半分

根ノヤウナ所モ︑︿略V︒タぐ

︿略V︑もはや信作と耕造の二

︿略V︑神主は二人の者だけで︑

デアル︒

八547

アメリカ人の三毛なことは︑

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

八998圏︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

これだけ聞いてもわかりませう︒

八667圃

だけはっき上げた︒

︿略﹀︑それでもとうく一日

其ノ上ニヤハラカナコケヲ置クダケ

八503 ︿略﹀︑タテ横二小枝ヲ並べ︑

此の悪い風が早くから止みました︒

八224 ︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

あ りさん

もう︼度競走させることにした︒

八95

人だけの競走となった︒

八92

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七983此の人だけは自分のために心

︿略﹀︒

クツツクダケノ用ヲナスモノデ︑

ハナレナイヤウニ︑岩ナリ石ナリヘ

七878

だけお禮のしるしにさし上げます︒

七698囹

百人からあります︒

七536囹

ラノ方ハ染メテナイデセウ︒

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

め︑︿略V︒

︿略﹀︑日本の竹最も適才

なりしかば︑︿略＞Q

十二桝5図

﹇岳﹈﹇▽さほろだけ・しずがた

け・しずがたけふきんのず・しゃくし
だけ・しろうまだけ︒つるぎだけ・の

だけ

﹇茸﹈εねずみたけ・はつたけ・
ダケ

これだけはお目にかけたい
︿略﹀︑︿略﹀と四五人の人の

なみくの平なら︑﹁あっ﹂

おるす居はおちいさんと私だ
けです︒

六18

といひました︒

熊襲のかしらだけあって︑﹁︿略﹀︒﹂

とさけんで死にませうが︑たけるも

五441

すがたが見えるだけでした︒

五333

と思ひます︒

五136團

ございます︒

きっといおとすほどの上手で

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは

四638園空をとんで居る鳥で

さい︒﹂

やだけ︑ちゃんとおかたづけな

﹁花子も自分のおもち

︵副助︶47

べにだけ

たけ

け・やりがだけ

見せ物小屋で象を見た︒︿略﹀︒ りくらがだけ・ほたかだけ・やりがた

タケ

ハセンドウ

四446園

竹﹇▽おや だけ

北風はたけが五尺二寸もある

たけは一丈からあった︒

九倣6
﹇竹﹈︵名︶10

黒馬で︑︿略﹀︒

ハイ︑コレ

三267︿略﹀︑竹になりかかって

ヲコギマス︒

サン︑ナガイ竹ノサヲデフネ

二564園

タケノハノ上二︒

二386圃マツノ木ノエダニ︑

たけ・さおだけ

たけ

たけ

そこで数そうの船に分乗し

﹇手繰﹈︵五︶1

ぐつて行く︒

た漁夫が︑︿略﹀身網を︸方からた

十一一7810

︽ーッ︾

たぐ・る

テ︑濁流江戸︑こナギリ︑︿略﹀︒

八214図

九993 面白いお話がまだたくさんあ だくりゅう ﹇濁流﹈︵名︶1 濁流
り さ う で し た が ︑ ︿略﹀︒

十823圏 ﹁坑内には︑ねずみがたく
さん居て困ります︒ ﹂

十捌9 たくさん咲いてみる中で一番
美しいのは︑︿略﹀︒

此の手紙と一しょに︑

給葉書をたくさん小包にて送り申候︒

十一鵬10國團

巧

六861

十二304團 我が日本のようひ・かぶ たけ ﹇丈﹈︵名︶2 たけ﹇▽なるたけ
と其の他の武器類もたくさん集めて
あります︒

卓上

十二538 ︿略﹀︑いろくな時計がた
﹇卓上﹈︵名︶1

くさん並んでみる︒
たくじょう

︽ーイ︾

﹇逞﹈︵形︶1

を卓上に立ててごら ん な さ い ︒ ﹂

八764囹 ﹁諸君︑こ＼うみに此の卵

い

たくまし・い

九601 分家の金次叔父さんは︑軍隊
﹇巧﹈︵名︶1

蹄のたくましい腕で ︑ ︿ 略 V ︒

たくみ

ゐます︒

︿略﹀︑二本ならんでみる

︿略﹀︑實に團扇に用ひら

れたる竹なりしなり︒

十一一稲10図

ニシテ︑︿略﹀︒

三668ソレカラホソイ竹ヲエ

シテ行キマシタガ︑︿略V︒

三662アトへ竹ノキレヲノコ

なったら︑︿略﹀︒

ほそい竹の子は︑いまに竹に

十川5図圃 浮きぼり・毛ぼりの 柱

巧み

三281

たくみ

にけたに︑ 振るひしのみのて 巧
﹇巧﹈︵形状︶2

をきはめ︑︿略V︒

たくみ

εことばたくみ
十332 ︿略﹀︑掘割の井野に水門を設
けて︑たくみに船を上下する檬にし
てある︒

十二髄8 他國の文明を消化して︑之
を巧みに自國のものとすることは︑

925
たけうま一たけのこ

つくさない︒

八棚5囹 僕はた皮坐ってみて物を食
ふだけの者ではありません︒

八描9 其の時大將は江戸から大阪ま
で︑馬やかごに乗らず︑等親と共に

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

十二5410園

武田信玄

たけだしんげん

ゑちご

七434

あんまひころく

翌日武田方からは安間彦六と

武田方が之を見て︑聲をあげ

無念に思って︑武田方から十

しなの

か

ひ

たけだ

越後の上杉謙信と甲斐の武田

﹇竹千代﹈︹人名︺3 竹千代

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

けて︑︿略﹀︒

八164

代のおつきになった︒

八163九つの時から將軍の若君竹千

たけちよ

つた︒

信玄が︑たびたび信濃の川中島で職

しんげん

けんしん

たけだしんげん ﹇武田信玄﹈︹人名︺1

うとした︒

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

七485

て喜ぶと︑︿略﹀︒

七481

いふ大の男が︑︿略﹀︒

唯自分だけが此のやうに 七466

の頃のかたみとして︑大切に残して
い︒

十二9710

けただけで︑目的を果すことは出塁
なかった︒

そこで人々はいっそ我々も

出早るだけ此の仕事を助けて︑︿略﹀

十二佃2

とにかく明日の総攻撃見

と相談して︑其の方法をも取りきめ
た︒

十一一鵬8園

合はせの一事件けは︑拙者一命にか
︿略﹀︑主として我々國民に

けて御引受け申します︒
十二瀧9

竹うま

それだけすぐれた素質があったから

﹇竹子﹈︹人名︺1

竹がき

竹子

らう︒

昔は竹に雀の紋所で名高い

仙思様の城下であった︒

九712囹

︿略﹀︑山がらはとび出して︑たけにすずめ ﹇竹雀﹈︵名︶1 竹に雀

﹇竹垣﹈︵名︶1

ったら︑竹千代には無二の忠臣であ

︿略﹀︑あれで竹うまをこ 八188園 長四郎があの心で大きくな

﹇竹馬﹈︵名︶1

である︒

たけこ

竹がきの上にとまって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑さすがに世界の大 四692

たけがき

しらへていただくつもりです︒

三282

たけうま

船には船長と老砲手だけが

小僧一人だけ自由に室内に

商業は之に從志する商人だ

︿略﹀︑石は繹迦の足を傷つ

置いたのでございますが︑︿略﹀︒

十協9園外の者は着物だけは美しか
つたが︑爪の先は眞黒になってみる
植付けた苗木の枯れた虜へ

者が多うございました︒

補植をするのは︑翌年一回だけだと

十︻3710
いふから︑今年はもうしなくともよ

歩いて行った︒當時大半の膿は︑も
うこれだけ丈夫になってみたのであ

十一692

残ってみた︒

十一5410

いのであらう︒

る︒

八価4 郷里の家はく略Vと︑二畳の
板の間が一つだけの︑至ってせまい︑
そまつな家であった ︒

九235圏 そこで此の父も︑何とぞ此

出入させて︑いろくの用を足させ
本塁に自治の精神に富んで

た︒

した︒

十二315團

十二502

我が國の湖沼中畑の湖より

様

たけこさま

子檬

たけだがた

三目−〇

九

竹の子

三251九 竹の子

﹇竹子﹈︵名︶3 竹の子

こんなに和ました︒

の方に︑二本なら

そこから竹の子が出る

です︒

三281
むかふ

の

一一一255

子が

三252この二三日の雨で︑竹の

竹 たけのこ

竹子

叔母から

﹇竹子様﹈︹人名︺1

九月十五日

竹島

武田方

竹島を越したと思ふと︑急
﹇武田方﹈︵名︶3

に水が冷たくなった︒

十﹇852

たけしま

﹇竹島﹈︹地名︺1

湖岸線は大書軍調であるが︑ 五893團

建物なども一般に壮麗です︒

として世界に聞えてみるだけあって︑

青丹はさすがに話術の都 五835国 九月七日 竹子 叔母上干 たけのこ ﹇竹子﹈︹課名︺2 竹の子

博物館といはれるだけあると思ひま

十二302囲

けを利するためのものではない︒

十二222

ないのである︒

とだけを考へて︑決して私心をもた

みる者は︑︿略﹀適任者を翠げるこ

十一価8

の士幌を大成したいと︑︿略﹀︑出來
く略V︑父の此の願だけは︑

るだけは骨折つたつもりである︒
九272園
し か と 心 に と め て 置いて︑︿略﹀︒

に︑下草まで見えるぐらゐ明るい︒

九322 ︿略V木立も︑まだ若葉だけ

といはれるだけあって︑ちよつと形

九741園 あれは岩手山だ︒南部富士
が似てみるね︒

九866圏 それに︑たくさんの星の中
に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣
ら な い の が あ る か ら︑︿略﹀︒

ぶつ倒したいと思ってね︒

十408囹 朝のうちに此のけやきだけ
十531園 大勢の人に利子を梯ふだけ

てるる︒

東南岸だけはく略﹀や＼複雑になつ

十二512

では︑銀行が損をしないでせうか︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

る︒

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

十537園 貸附の利子は預金の利子よ
銀行の牧入になるのだ︒

十6610囹 しかし此の三本だけは︑其

たけのり一たしかむ

926

んでみるほそい竹の子は︑いま

﹇▽と う き ょ う こ う じ ま

﹇▽かすやた け の り

に竹になったら︑︿略﹀︒
たけのり
たけひらちょう

﹇建御嵩命﹈︹人

ちくたけひらちょういち
たけみかつち

たけみかずちのみこと

かつち

名︺2 建御雷雨 建御田命
たけみ
十二62図時に天照大神の使者建御
雷肝要の地に來りていふやう︑

︿略﹀

十二91図 かの建御雷命が大國主命
たける﹇▽

と會見せられしは此虜なりといふ︒
﹇果帥﹈︹人名︺6

かわかみのたける

たける

五421 お着きになりますと︑間もな

太宰府まうで
﹇太宰府行﹈︵名︶1

第二十三

度

だ
太

︽タク・タ

取扱上不都合の廉あらば口

近き中に頂きに上りたく

候に付き︑︿略﹀︒

九擢9圓国

たく候︒

十二梱9㈱団 ︿略﹀︑親に安心致させ

尋おおうりだし・おさしだし・お

たしと存じ居り候︒

だし

く略V︑

人々物を出し合

﹇出A口﹈ ︵四︶1

し・すりだし・ひきだし

ヒ︾

だしあ・う

︽

出し合ふ

く略V︑御知らせ下された だし・かいだし・けむだし・こひきだ

早速御見舞に参上致した

く︑御願ひ申し上げ候︒

九鯉10囲国

九冊7着意

く存じ候へども︑︿略V︒

﹁おい娘︑兵士が一人來た

たしか ﹇確﹈︵形状︶4 タシカ たし

ひて︑ 樂なくらしにかへてやる︒

く略V︑御手敷ながら至急 七963図韻
御報知下されたく︑願ひ上げ候︒

九稲10魑囲

如何ばかりの思にて此の

か

九梛9腰囲

手紙をした＼めしか︑よくよく御児

です︒

ワシ

︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

なへ

私は苗くばりをして︑

りっぱな人の紹介状よりも︑

何よりも︑本人の行がたしかな保守

十悩4園

かあさんにほめられました︒

﹁お前もたしかに半人前だ︒﹂と︑お

九477團園

デアル︒

八478

ずだ︒﹂

らう︒﹂﹁い＼え︒﹂﹁たしかに來たは

七914園
︿略﹀︑神前にさ㌧げたしと

し下されたく候︒

十33図

願ひ出つる者数多しといふ︒

十餅4囲團私とてもかはゆらしきめ
ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

御名は何と付けられ候や︑

しく︑一日も早く御顔を見たく存じ
候︒

十柵6塵團

これも早く承りたく︑︿略﹀︒

く略V︑裁縫のおけいこに
御仕立て下されたく候︒

十三5薩團

失禮の段御許し下され

るQ

な保讃

十桝1

十目11

たしか・む

︽1

たしか

たしかな保謹

たしかな保詮

﹇確﹈︵下二︶1 確む

第二十四

第二十四

︹課名︺2

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる

六77圏

十鵬6囲国皆様へよろしく御傳へ下 たしか ﹇確﹈︵副︶1 たしか
く略Vヒマラヤ山は世界一
されたく願ひ上げ候︒

︿略﹀御様子御伺ひ申

く略V︑御受納下され度
たしかなほしょう

く略V︑御佛前へ御供へ下
されたく候︒

十佃5國囲

十二佃9瞬国

上げたしとは存じながら︑︿略V︒

十二佃6贋国

候︒

我が國の湖沼中農の湖より 十一428圏団

たし

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ
︵助動︶16

る︒

たし
シ︾

頭高は無料郵便にて申越されたし

︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ 七堰図図

ソロヘテ泳グ様ハ︑マコトニ面白イ︒

七811
着工

他國の文明を消化して︑

﹇他国﹈︵名︶1

太宰府

途中︑太宰府といふ昔の役所

﹇大宰府﹈︵名︶1

十二鵬8

たこく

︿略﹀︒

だざいふ

十哲8
の跡などを見て︑︿略﹀︒

﹇太宰府神社﹈︵名︶

﹇太宰府町﹈︹地名︺2

太宰府町は太宰府神社のある

1 太宰府神社

だざいふじんじゃ

十柵3
庭である︒

太宰府町

十五分許で汽車は太宰府町に

だざいふまち

十術1
着いた︒

太宰府町は太宰府神社のある

虞である︒

︿ 略 V ︑ た け る は 尊 を 見 つ け て ︑ 十柵3

くたけるが新しい家 を 造 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五427
︿略V︒

太宰府まうで

五431 たけるも酒によってねむりま だざいふもうで ﹇太宰府詣﹈︹課名︺2
した︒

十冊7

五434 此の時尊はふところのつるぎ 十目10 第二十三 太宰府まうで
を出して︑たけるのむねをおつきに

ざいふ

だざいふ

︿略﹀︑越前で太宰府行の輕便

だざいふゆき

宰府行

なりました︒

五438 なみくの者なら︑﹁あっ﹂

十恥9

三道に乗った︒

とさけんで死にませうが︑たけるも
熊 襲 の か し ら だ け あって︑︿略﹀︒

タコ

十一一512

五451園 自分にまさる者はないので︑たざわこ ﹇田沢湖﹈︹地名︺1 田澤湖
﹇蛸﹈︵名︶3

たけると申して居り ま し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
たこ

コ・イカナドガスンデヰル︒

七806 魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ
七80図 タコ

927
たしち一だす

メ︾

十二828國
太七

あるを常とす︒

せた︒

十一693

足す

︽ーサ︾

︿略﹀︑いろくの用を足さ

︿略﹀︑更によく之を確め た・す ﹇足﹈︵五︶1

んがために︑︿略﹀︒

﹇太七﹈︹人名︺1

す・おだす・おもいだす・かかえだ

だす・うちだす・おいだす・おしだ

だす・うきだす︒うごきだす・うたい

だす・あせりだす︒あるきだす・いい

す︽ーサ・ーシ・ース︒ーセ︾﹇▽あおぎ

四58 ︿略﹀︑下男の太七がわら だ・す ﹇出﹈︵五︶74 ダス 出ス 出

たしち

ひながら︑︿略﹀︒

他日我が手に

たじつ ﹇他旦︵名︶2 他日
︿略﹀︑

受領せば︑︿略﹀︒

九433図無園

十一棚3 彼が他日大統領となり︑

ハサミデ

メヲダセ︑
ダサヌト︑

ハヤク

す・よびだす・わたりだす

︻112韻
キノタネ︒

一114圃

ツノダセ︑

ヤリダセ︑

メヲダシマシタ︒

ハサミキル︒

一215圏

アタマ ダセ︒

一216圃
ツノ ダセ︑ ヤリダセ︑
アタマ ダセ︒

一217圏
ツノ ダセ︑ ヤリダセ︑

アタマダセ︒

オニドモハカウサンシテ︑

ダイジナ牛馬ラモノヲダシマシタ︒

﹇536

オハナハ︿略﹀︑オチヤト

四418

した︒

つづらや長持も出されま

四422戸だなやく略﹀物もみん

︿略﹀︑長い間つけねらひま

な外へ出されました︒

四928

したが︑手を出すすきはあり

オクワシヲダシマシタ︒

二62

ませんでした︒

︿略﹀︑ミヨチヤンハ︿略V︑

小サナテヲダシテ︑ウマウマト

オや牛ヲソトへ出スト︑

せまい中庭から︑屋根の上に

頭を出してみるひよう松は︑︿略V︒

五342

た︒

り明けて︑出しておやりになりまし

びこみました︒先生がまどをすつか

五158 ︿略﹀︑すゴめが教室の中へと

二265

S

イヒマス︒

︿略﹀︑オヤドリノムネノ

子牛モツイテイキマス︒
三了6

トコロカラ︑ヒヨコが小サナア

す・かきだす︒かけだす・きりだす・

タマヲ出シテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

くみだす・くりだす・こぎだす・さき

だしぬけ

だす・さしだす・ざわざわしだす︒し

﹇出抜﹈︵形状︶1

十二399 ベートーベンも我ながら餓

多少

︿略﹀︑記事に多少の相違

出シマスト︑︿略V︒
く略V︑みなさん

舟を出すのですよ︒

三625圏

しました︒

し︑
︿略﹀︒

四91

其の賃銭をみんな庄屋が自分

を出して︑︿略﹀︒

のふところがら出した︒

五747

遠方に居るむすこの所へ出した封書

五942 ︿略﹀︑年取つたおちいさんが︑

や︑︿略V︒

五943 ︿略﹀︑︿略﹀書生さんが︑お

六135園銅ハ人二使ハレテヰテモ︑

友だちへ出した葉書には︑︿略﹀︒

四方の山を見おろして︑

時々青イ物ヲ出シマス︒
くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

六355

︿略﹀︒

す︒

出し︑右足が沈まない中に左足を出

六442園左足が沈まない中に右足を

す︒

出し︑右足が沈まない中に左足を出

︿略﹀︑コクキが出シテア 六441囹左足が沈まない中に右足を

日は弔云のあひだからや

一番先にしやうじやか
らかみが外へ出されました︒

四412

さしいかほを出して︑︿略﹀︒

四397

リマシタ︒

四93

ガ出シテアリマシタ︒

︿略﹀︑ドノ家ニモコクキ

三805間あたまを雲の上に出

を出して︑︿略﹀︒

三703

たんすやつづらから着物

三628三人は一しょに舟を出

一しょに

三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ 五434 此の時尊はふところのつるぎ

だす・すくいだす・せいだす・つきだ

す・つくりだす・つれだす・てりだ
す・とびだす・とりだす・ながれだ

足しまへ

す・なきだす・なりだす・にげだす︒

﹇足前﹈︵名︶1

十867 米は我が國でずるぶん多くと

のりだす・はきだす・はこびだす・は

﹇多種多様﹈︵形状︶1

れるが︑全く外國米の足しまへを受
たしゅたよう

︿略﹀︒

十ニー95図

相 違 は あ れ ど も ︑ ︿ 略V︒

十ニー63図 これも社によりて多少の

︿略﹀︒

多少や難船の有様を通知したり︑

十 5 7 1 0 ︿ 略 ﹀ ︑ 漁 業 者 が 沖 か ら 獲 物 の 一12一

多少によって違ひます︒

八811園 いや︑それは財産や思入の

たしょう

﹇多少﹈︵名︶4

かも其の数量の敷限りもないのは︑

多種多様
だす・ふらつきだす・ふりだす・みえ
ちん
十二2910国 陳列品の多種多念で︑し だす・めしだす・もえだす・もちだ

なしだす・ひきだす・ふきだす・ふみ

けぬわけには行かない︒

たしまえ

だしぬけ

一一

りだしぬけだと思ったらしく︑︿略﹀

カ

U6

たすう一たすける

928

六636

︿略﹀︑石のらうから唐糸を出

して︑萬じゅに渡しました︒

八186

葉の先からつるを出して︑五

六寸の細長い袋をつるしてみる︒

書頃︑︿略V︑長四郎はやっと 十湿4

袋から出された︒

外出の或商會で︑新聞紙に店

員入用の廣告を出した︒

そこで其の反物を出した者を 十二2

す

︿略﹀︑石や金を打合はせて

火を出す法を考へるやうになった︒
かた
︿略﹀型に入れ︑又吹いて

十二528

きり

かけたたすきの

﹁しごとなされよ︑

たすき ﹇樫﹈︵名︶4 たすき

三334圃

きれるほど︒﹂

きりしゃんと︑

ねえさんは赤いたすきをかけ

て︑︿略＞Q

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

七143女の人はだすきをかけて︑手

赤いたすきを掛けた女たちが

よい聲で歌をうたふと︑︿略﹀︒

九596

ケ︾

七971図駅

﹇助﹈︵名︶1

苦しむ者を︑泣

く略V︑萢轟といふ忠臣の助

助3てだす

く者を︑ 助けて共に貸しまん︒

十鵬7図

﹇助給﹈︵五︶1 助け

を得て報復の計を立て︑︿略﹀︒

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

うら手で助けてくれ助けて

うら手で助けてくれ助けて

命ばかりは助けてやらう︒

八117圏︿略﹀︑人の命にはかへられ

七時4圏

︿略V︒

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五866困

︿略﹀︒

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五866国

︽ーケ・ーケル︾

たす・ける ﹇助﹈︵下一︶10 助ける

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

六576

たまふ ︽一へ︾

さうして一つの懐中時計を たすけたま・う

︿略V︑活動窺眞のフィルム

西郷は軍令を出して翌日の

与だいたすう

助かる

︿略﹀︑

投込まれた轟は苦しまぎれ たす・く ﹇助﹈︵下二︶！ 助く ︽一
えき
︿略﹀鐵のねちが︑︿略﹀︑

に恐しく辛い液を出したので︑︿略﹀︒

十ニー22

型から出す︒

十︻旧10

十一667

おいた植林地の書付を開いて見る︒

ハワイから出した給葉書は 十﹇362 ︿略V︑明日の用意に出して 六繊1

︿略﹀︑三度三度の食事に︑必

り

すると木のうろから︑栗鼠が

︿略﹀︑資本を出さうとする

其の時︑今まで雲の中に居

け・てだすけする

時計師は︿略﹀︑出して置たすけ

明るい庭へ出された︒

たすう

進軍を中止させた︒

十一一梱9

出した話などを附加へた︒

がく略﹀獲火して︑多くの死傷者を

十二柵7

出してそれをいぢつてみたが︑︿略﹀︒

十一一58！0

た太陽が顔を出したので︑︿略﹀︒

十二581

いたねちの無いのに氣が附いた︒

︿略﹀︑後には表通へ店を出 十二566
﹁煙草ぼん出せ︒﹂

當番が農具小屋から︑︿略﹀
︿略﹀︑岡田さんは高山植物や

︿略﹀︑自分の職務に精を出

二人は早速ボートを出す支度

﹇助﹈︵五︶2

︿略﹀︑信玄はあぶない所を助

耕造さんのおかげで︑信作
の命が助かりました︒

八125囹

かった︒

七455

︽ーッ・ーリ︾

あの色をどうかして出したたすか・る

喜三右衛門は︑一つ又一つと

いものだ︒

十4410國

に取りか＼つた︒

十267

すのが第一だ︒

九佃7園

せて下さいました︒

雷鳥の糟葉書を︑たくさん出して見

九973

道具を出して煮た︒

九786

九658園

すまでになった︒

九554園

者もあったが︑︿略V︒

九547園

︿略﹀︒

一匹︑けろりとした顔を出したが︑

九337

︿略﹀︒

ず其のきらひな物ばかり出して︑

八二9

見ましたらうね︒

八651團

呼出して︑︿略﹀︒

六682 ︿略V︑義指金のことをいひ出 八436
すと︑︿略﹀︑たくさん金を出した上
に︑︿略V︒

六685園 ﹁こまかな人だが︑出す時
には出すね︒﹂

六685園 ﹁こまかな人だが︑出す時
︿略﹀︑たくさんなたいまつを

には出すね︒﹂

六965
出して︑︿略﹀︒

一つ取つ

︿略﹀︑しやうぶが小指程に芽

を出してゐました︒

六棚4 ︿略V︑しやうぶが小指程に芽
六梱6
を 出 し て ゐ ま し た ︒ ︿略﹀︑

て行って見せようと思って︑手を出
すと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑しゃくやくが赤い芽を

出してゐました︒

六齪8

七463園 よって明日たがひに勇士を
一人つつ出して組討 を さ せ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑人夫は財布を出して渡

しました︒

七682

八62 それは氏子の五箇村から︑子
どもの騎手を一人つつ出して︑社の
横の池のまはりで競 走 さ せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八63 ︿略﹀︑勝つた子どもを出した
村が︑︿略﹀︒

かうして柿の色を出す事に成
功した喜三右衛門は︑︿略V︒

十495

窯から皿を出してみたが︑︿略V︒

八93 二人を出した村の者は︑︿略V︒ 十491

八182園 將軍は長四郎を大きな袋へ
入れて︑﹁ありのま＼に申すまでは
出さぬ︒﹂といって︑︿略﹀︒

929
たずさえく一ただ

ないと思って︑相手を助けてやった
のはえらい︒

十95 ︿略﹀︑一命をなげうっても王
を助けようと決心した︒

十259園 おとうさん︑早く助けに行
きませう︒

たずねあ・てる

﹇尋当﹈︵下一︶一

タ

︿略﹀︑ミチハワカリマセン

ヅネアテル ︽ーテ︾

二746

︵五︶1

﹇尋﹈︵下一︶24

尋ね

タヅネル

七663

人夫は﹁もしく︒﹂と呼び

先つかの五人の友をたつねた︒

績いて繹迦はマガダ國王を

たつねてねんごろに道を説聞かせ︑

十二971

﹇多勢﹈︵名︶2 多勢

︿略﹀︒

見物人は孚って︑多勢の方へ

﹁多勢の方はゆだんをして

みるが︑︿略﹀︒﹂

八141園

行ったが︑︿略﹀︒

八137

たぜい

役人はわけをくはしくたつね︑

かけて︑たつねました︒

七751

人夫をも呼出して︑﹁︿略﹀︒﹂と申し

清正は先づ増田長治をたつね

秀吉は清正を召出して︑

渡して︑︿略＞Q
ますだながもり

七982
ました︒

八138

翌日になって︑將軍が又たつ
信吉は︿略﹀︑﹁奥様︑あのと

父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑

太郎はだまってみた︒

十944

た︒

よは︒﹂と︑さも心配さうにたつね

八839

ねたが︑始のやうに答へた︒

八184

をたつねると︑︿略﹀︒

唯

お見受け申す所︑た冨のお

たゴ

雨水ハタぐカウシテ流レルバ

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物

ふだけの者ではありません︒

八棚5園僕はた球坐ってみて物を食

つくさない︒

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

八998園︿略﹀︑君はた窟坐ってみて

モノデ︑︿略﹀︒

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス

ナイ︒タぐハナレナイヤウニ︑岩ナ

ノ様二養分ヲ吸取ルタメノモノデハ

七877

いでるます︒

防ぐにも防がれず︑た讐あわてさわ

七222

カリデハアリマセン︒

五524

ただ ﹇唯﹈︵副︶36 タ寸

方とも思はれませんQ

十679園

家事があやしんで︑其のわけ ただ ﹇徒﹈︵名︶1 たゴ

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

彼は更に其の邊の名高い學 七価8

﹇誉田﹈

デシタガ︑トウトウタヅネアテ
テ︑︿略﹀︒

たずねまわ・る

たず・ねる

者を尋ね廻って説を聴いたが︑︿略﹀︒

十二939

十939 さいはひ附近の田で働いてゐ 廻る ︽ーッ︾
た 村 の 人 々 に 助 け ら れ︑︿略﹀︒

告の相談相手・附添人工は代理人と

十一2110 又民事裁判では︑原告・被
︽ーネ・ーネル︾

ハチガキテ︑ナクワケヲ

尋ねる

一157

﹇▽おたずねる

︿略﹀︑おちいさんが二郎
兄が﹁︿略﹀︒﹂とたつねま

すと︑弟﹁︿略﹀︒﹂

三538

にたつねました︒

三146

タヅネマシタ︒

たつねる

なって其の主張を助け︑刑事裁判で
べん
は︑︿略﹀被告を保護するために辮
そこで人々はいっそ我々も

護士といふものがある︒
十一一佃2

出來るだけ此の仕事を助けて︑一日
も 早 く 洞 門 を 開 通 し ︑︿略﹀︒

たつ

︿略﹀︑仕 事 を 助 け る 者 が 又

﹇携来﹈︵力変︶1

ぼつくと出來て來た︒

十一一佃3

たずさえ︒く

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

げんじの大しやうよしつ 十朋2 茶屋のおばあさんに尋ねると︑
つた︒

四634

ねは家來に撃って︑﹁︿略V︒﹂と

後日︑人が主人に向って︑

たつねました︒

十桝8

︿略﹀と尋ねた︒

のぶ子さんは上の棚を指さして︑

︿略﹀︑﹁此の近くに︑しめち 十一161 ﹁︿略﹀︒﹂と尋ねてみると︑
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

僕は︿略﹀を思ひ出して︑
其の事を父に尋ねた︒

十﹁921

の出る所はありませんか︒﹂とたつ

わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

︿略﹀︒

は娘たちを面前に呼んで︑﹁︿略V︒﹂

工手は世を救ふ手始として

買ハントスル人タぐ一人ナルトキハ︑

十二965

と尋ねた︒

同じゆは其の夜ひそかに 十二668 さて領地をゆつる日に︑王 九459図 之二反シテ︑同ジヤウナル
︿略﹀︑折々らう屋をたつねて
は︑母をなぐさめて居りました︒

六632

︿略﹀︑石のらうをたつねました︒

六605

と答へました︒

六595

ねますと︑︿略﹀︒

六176

﹁︿略﹀︒﹂といふことでした︒

﹁︿略V︒﹂とたつねましたら︑

さへ來︽ーキ︾

︽一

四815

十33図 ︿略﹀︑それらの品を社務所
にたつさへ來て︑神前にさ＼げたし
たつさは

たつぬ

︿略﹀ ︑ 或 は 社 内 に あ り て

﹇携﹈︵四︶1

と願ひ出つる者数多しといふ︒

︽ール︾

たずさわ・る
る

﹇ 尋 ﹈ ︵ 下 二 ︶！

編輯事務にたつさはる︒

十ニー610図

たず・ぬ

八981図圃 船内くまなくたつぬる三

ヌル︾

﹇▽おたずね

度︑︿略﹀︒

たずね

ただ一ただ

930

︿略﹀︑

刷き工場にた窟

一人︑ 過ちいさんは一心に 毘沙

九843漢意

門天を刻みみき︑︿略﹀︒

九品5 やがて﹁進め﹂の號令がか﹂
ると︑た思愉快にたゴ一生けんめい
にかけ出す︒

九佃5 やがて﹁進め﹂の號令がか﹂
ると︑たゴ愉快にた買一生けんめい

なかった︒唯通りがかりの旅人から

までは本を讃むことなどは殆ど出雲

言へないのでございます︒

十二6810圏

し上げてよいかわかりません︒﹂

す︒﹂

﹁父上︑私は唯ほんたう

の事を申し上げてみるのでございま

十二695圏

ばかりでございます︒

は子としての務を墨くしたいと思ふ

翼長

私は胸にある事が十分野

珍しい話を聞いては︑僅かに心をな

ち

︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

ぐさめてみた︒
十ニー48図

時代にありては︑唯をりく興味あ
る特殊の事件を報道するに過ぎざり
き︒

さうして日夜次々に起って

彼は此の心境の尊さに敷日
︿略﹀︑咲く花のにほふが
ら

うちう

つまり此の宇宙には︑あの

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一38

のがなほ敷限りもなく存在してみる
きよ
が︑た窟其の距離の遠いために︑あ

租界の外に出ると大ていは

んなに小さく見えるのである︒

支那風の町で︑二幅も狭く︑あまり

十一104

きれいでない︒唯商業の取引の盛な

あなたはまだお若いから︑

部分は︑相當に活氣を帯びてをり︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑きっと此の研究を大成するこ

十一759園

とが出來ませう︒た域注意しなけれ

ばならないのは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑四季の言置も日本の如くはつ

十﹁鵬7囲國此のブラジル國は︑
きない

は唯畿内の一都市として僅かに古の

名残を留むるのみ︒
く略V︑今にして思へば唯

之を見た村人たちは︑彼を

一場の夢に過ぎず︒

十一一㎜⁝3図

十二燗4

氣違扱ひにして相手にもせず︑唯物
笑の種にしてみた︒

しかし僧は唯黙々としての

十一一鵬7 しかし僧はふりかへりもせ
もく
ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ
た︒

十一一研2

参りし當座は何事もわ

みを振るってみた︒

十二伽9圖国

からず︑唯氣をもむのみにて︑︿略V︒

﹁我もとより之を知る︒
唯百家の危きを如何せん︒﹂

十974図園

︿略﹀︒﹂

十二902

﹁私も姉上と同じ心で︑

帝國工面の協賛を纏なければならぬ

り愼重な穀倉を纒る︒唯法律は必ず

しん

あって︑︿略﹀︑其の制定も出來る限

これ等の命令も國の規則で

おっしゃり足りませぬばかりで︑

る通りをおっしゃいました︒唯少し

1ほんたうに姉上は私の思ってゐ

十二677園

や＼困難なるは惜しむべし︒

︿略﹀︒古杉に比して産額少く︑増殖

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十一一4610図 然れども材の優良にして

節の相反する事に候︒

秋が春︑日本の冬が夏といふ様に季

きり致居候由︑唯をかしきは日本の

如しと誇りし奈良の都も︑︿略﹀︑今

十一一996図
な

の間唯うっとりとしてみたが︑︿略﹀︒

十二9510

の道を求めた︒

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

又輩に損益の嵩から見ても︑ 十二955

かやうな仕方は唯一時の利益を得る

十二231

十92 警師は皆︑︿略﹀︑毒殺のうた
に止って︑永績することが出來ない

にかけ出す︒

がひを受けはしないかと恐れて︑
から︑︿略﹀

きやうだいは番うつとりと
しかしベートーベンは唯だ
︿略﹀︑三人の心はもう驚と

まってうなだれてみる︒

十二426

して感に打たれてみる︒

十二418

た球経過を見守ってみるばかりであ
る︒

十276 一進一退︑た球果を天にまか
せて︑二人はボートをあやつった︒

十474 彼の頭の中にあるものは︑唯
十二444

して︑ひき終ったのも氣附かぬくら

感激で一ぽいになって︑唯ぼうっと

夕日を浴びた柿の色であった︒

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ
ゐ︒

十695囹 しかし此のま㌧に日を送つ
いません︒

︿略﹀︑どれを見ても自分

よりは大きく︑自分よりはえらさう

十二5410囹

である︒︿略﹀︒唯自分だけが此のや

十恢8図 ︿略﹀︑場に満ちたる十幾萬

十998乳首 天童唯死せんのみ︒

の舞観者の胸は︑︿略﹀光景を豫想

うに小さくて︑何の役にも立ちさう
にない︒︿略V︒

して︑唯をどりにをどる︒

十一482癒着の一言を聞くや︑書師

︿略﹀︑男の子はやがて仕事

垂の上の物をあれこれといちり始め

十二556

た︒女の子は唯じっと見まもってゐ

ひのき

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑唯

杉戸に檜一本を董がきて東國へ出

︿ 略 V ︑ 殆 ど 交 通 の 便 も な く ︑ たが︑︿略﹀

十二684

唯うつむいて︑﹁父上︑私はどう申

の答を待受けてみる︒コーデリヤは

王はく略V︑今や遅しと其ただ﹇唯﹈︵接︶9たゴ唯

立しぬ︒
十一6210

唯僅かに十勝川を上下するアイヌの
︿略﹀︑リンカーンは十歳頃

丸木舟の便をかりるに過ぎなかった︒
十一963

931
ただしい
ただい

が︑命令には其の事がない︒
十二鯉9図 ︿略﹀︑着々成功の域に進
しん
みしが︑唯心に至りては彼の最も苦
多大

かくいへば︑頗る繁雑に

﹇多大﹈︵形状︶1

心したる所なりき︒

ただい
十一一178図

王は滞面に笑みをた︑へな

ずっと高い︒

十二683

戦

義纏に此の名を惜しむ心があ

﹇戦﹈︵名︶8

がら︑今や遅しと其の答を待受けて
みる︒

たたかい

六385
つたので︑何時の職にも勝つたので

︽1

せうらん

﹁戦をはじめてから十二年︑

して多大の時間を要する如くなれど

た＼ふ

﹁神々も照覧あれ︑戦一つ

よりのぶ
︿略﹀︑其の子頼宣は戦が始つ

其の日の職は果して今までに

終りぬ︒

十︸2410図

味方は今日の戦に將卒共

今日の戦に勝ちほこり︑︿略﹀︒

十一265図

︽ーッ・ーヒ・ーフ︾

タタカフ

にっかれ果てて︑物の用に立つべく
もあらず︒

たたかふ 職ふ

たたか・う ﹇戦﹈︵四・五︶10

僕は牛わかまるになって︑

か

ひ

たけだ

しんげん

しなの

爾軍は入りまじって︑火花を

信玄が︑たびたび信濃の川中島で戦
つた︒

七446

川中島で前後五回戦つたが︑

ちらして戦った︒

七457

それをてんでに一束つつ取つ

束を廻して又た︑き︑穗が残

い子だ︒︿略﹀︒﹂などといった︒

九573

中尉はひらりと北風にまたが

らず落ちてしまふと︑︿略﹀︒

つて︑︿略﹀︑くびすぢを輕くた㌧き

九価1

ながら︑︿略﹀︒

こはた冨事ならじと︑尾

かくて刷上りたる新聞は︑

ただし ﹇但﹈︵接︶1 但し

野路山の本螢に急報すれば︑︿略﹀︒

十一262図

時に宋の勇怯張世傑よくただごと ﹇徒事﹈︵名︶1 たゴ事

ちやうせいけつ

まだ勝負がつかなかった︒

十983図

き

︿略﹀︑再び呉と戦ひて遂に

戦ひて元軍を防ぐ︒

十榴8図

九571

印刷したるものをば地方版として遠

隔の地方へ送り︑︿略﹀︑最後の最も

新しきものを市内版とす︒

ただ・し ﹇正﹈︵形︶2 正し ︽ーシ

キ︾

貧賎は人のいとふ所な

ただし・い ﹇正﹈︵形︶5 正しい ︽i

れば︑我之を去らず︒

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一69図園

れば︑我之に居らず︒

り︒然れども正しき道によるに非ざ
た﹂

十一68図圏富貴は人のねがふ所な

たたく

ては︑雨手で根本の所をつかんで︑

︵五︶6

打毫にぱたくとた︑きつけると︑
︿略﹀︒

﹇叩﹈

︽ーイ・ーキ・ーク︾

天じゃうをはらふ︑たたみ

それにつれて︑つり床は正し

鳩は齢程遠い虜で放しても︑

自分の巣に単蹄る︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十555

く一定の場所に納められる︑︿略﹀︒

九6210

ただしい

︿略﹀︑みんなが馬のくら イ・ーク︾nvきそくただしい・きりつ

耕造方の人々は耕造の肩を
た︑いて︑﹁感心だ︑感心だ︒えら

八113

つとほめました︒

ふなばたをたたいて︑一度にど

四675海の方でもへいけ方が

をたたいてよろこびました︒

四673

をたたく︑︿略V︒

四432

く

直に弓鳴部を経て遠近に襲逃せらる︒
かく
但し大新聞にありては︑比較的早く

︿略﹀︑飢寒と職ひ︑︿略﹀︒ 十ニー810図

之を亡しぬ︒
十二833図

徳川方も事こ＼に至っては︑

をまとひ飢と戦ひつ㌧︑︿略﹀︒

十一一983 繹迦は︿略﹀︑なほつゴれ
うゑ

十二伽1

﹇叩付﹈︵下一︶1

あくまでも戦ふ覧悟をきめて︑︿略﹀︒

たたきつ・ける

ドチラモマケズニタタカ

たた・︿

寄手の大鷺佐久間盛政は︑

︿略﹀︑戦は午前のうちに た＼きつける ︽ーケル︾

なくはげしかった︒

九鵬7

たと聞いて︑︿略﹀︒

八149

出差ず︑︿略﹀︒﹂

七988園

︿略﹀︒﹂

七461園

ございませう︒
唯今

も︑︿略﹀︒

﹇ ロ ハ 今 ﹈ ︵名︶1

十689園 唯今にも鎌倉の御大事とい

ただいま

ふ時は︑︿略﹀︑やせたりともあの馬

た＼ふ

あっばれてがらを立てるかくご︒
﹇称﹈︵下二 ︶ 2

︽一

にうち乗って一番に は せ 参 じ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

たた・う
へ︾

語る言葉もうちとけて︑ 我はた︑

九417図韻 昨日の敵は今日の友︑
へっ︑彼の防備︒

﹇湛﹈︵下二︶1

九418野馬 彼はた︑へっ︑我が武勇︒ 十一253図

へ︾

たた・う

た＼へる

十698図 く略V︑爾眼に涙をた︑へて
﹇称﹈︵下一︶1

聞きみたり︒

︽一へ︾

たた・える

四438

ヒマシタガ︑︿略﹀︒

二772

十501 柿右衛門はひとり我が國内に ﹇▽ふせぎたたかう

た＼へる

おいて古今の名工とた︑へられてる
﹇湛﹈︵下一︶2

るばかりでなく︑︿略﹀︒

たた・える

けんしん

越後の上杉謙信と甲斐の武田

はねまはってたたかひましたら︑
︿略V︒

︽一へ︾

十322 高い土地の上に水をた〜へた

七435

ゑちご

のであるから︑湖の水面は海面より

ただす一たちあがる

932

︽ーミ・ーン︾

ちつじょ

十一225 此の世を︿略﹀︑平和な︑
十6310﹇図

正

ただびと

たゴ人

﹁あ＼︑た球人ではおあり

﹇徒人﹈︵名︶1

降積む雪に道を失ひ︑進み 五448園
なさらなかった︒︿略﹀︒﹂

ン︾

︽一

京城の市街は︑もと石で

た＼む

たち・むらびとたち・もんじんたち・

わたくしたち・わたしたち

たち ﹇館﹈←たかだち

たち ﹇太刀﹈︵名︶7 タチ たち 太

七205

タチガヒカレバ︑目モヒ

それでも義纒は︑太刀で熊手

かんむり

︿略﹀︑冠をかぶって太刀を

︿略﹀︑黄金作の太刀を取つ

こがねづくり

はいたおくげ檬方や︑︿略﹀︒

六695

げました︒

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六363

はし︑︿略V︒

四917︿略V︑弟はたちをふりま

カル︒

二767

タ︒

ヲスルリトヌイテキリツケマシ

二764

天じゃうをはらふ︑たたみ 刀←おおだち
ライクワウハ︿略﹀︑タチ

十739困

﹇畳﹈︵五︶1

をたたく︑︿略﹀︒

四431

二人は戸外にた〜ずんでし たたみ ﹇畳﹈︵名︶1 たたみ
唯々

直

く略V︑其の他見る物聞くたた・む

﹇唯唯﹈︵副︶1

たゴちに

た〜んだ高い城壁で園まれ︑︿略﹀︒

あたりには流れ出る血に︑紅

浪にた球よふ氷山も︑

武士は太刀をぬきて馬より

て︑海の中に投入れました︒

とび下り︑︿略﹀︒

七315図

つた︒

あのたちで子ども向の品を

まだ青いが早く甘くなるたち

繹迦は生れつき同情の念に

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ

十二912

だから︑もう直に食べられる︒

九繊2

もう五十反︑至急お送り下さい︒

七悩1囲

たち ﹇性質﹈︵名︶3 たち

︿略﹀︑いっか夕方の色が四

十一825図魍

に暮れて行く︒

方にた球よつて︑向ふの山も薄墨色

十一412

の波がた球よふ︒

十描3

︽ーツ・ーヒ・ーフ︾

手もとの軍ぜい二萬騎を引き ただよ・う ﹇漂﹈︵四・五︶4 たゴよふ

﹇直﹈︵副︶8

七191

に

ただちに

物唯々驚く外はありません︒

十二298國

ただただ

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

十二379

もやらずた〜ずみたる様は︑︿略﹀︒

秩序正しい世の中にするのが其の目

的である︒
ごばん

十﹇596 市街は此の眞直な路によつ
て碁般皿の目のやうに正しく割られて
みる︒

十︻759園 たゴ注意しなければなら

たゴす

ないのは︑順序正しく進むといふこ
とです︒

﹇正﹈︵四・ 五 ︶ 9

す︽ーサ・ーシ・ース・ーセ︾←ききた

ただ・す

つれて︑た窟ちに極樂寺坂へ向ひま

た窟ち

だす

野路を行く人影

野路山の本螢に急報すれば︑盛政直

來らば來れ︑恐れんや︒

た＼り

船は今静かに蠕る︑

はやて吹くやみにた哩
︿略﹀︑

十二伽3図圃
よひ︑

﹇崇﹈︵名︶1

懐かしき故郷の港︒
たたり

こはたg事ならじと︑尾

にきえて︑︿略﹀︒

十298図囲

した︒

呼出して︑買先をた窟し︑それから

八437 そこで其の反物を出した者を
そ れ と 調 べ ま し た ので︑︿略﹀︒

に物見の兵を出してうか窟はしむる

八829 彼の水力電氣の如きはそれで︑ 十一263図
電燈・電車等に用ひる電氣も︑もと
に︑︿略﹀︒

十一303図

︿略﹀︑︿略﹀特派員又は

﹇立﹈﹇▽こだち・ゆうだち

﹁これ海神のた︑りなら
たち

﹇達﹈﹇▽あねたち・おともだち・

んQ︿略﹀︒﹂

九1010図圏

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷

たち

印刷部にては直に所要の
りて校正部に廻す︒

十ニー74図

又は電信にて通知し來る︒

通信員ありて︑事件起れば直に電話

十一一172図

直に組合ひたる二人の勇士︑︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

をた弄せば水の力である︒

九419図圏 かたち正していひ出でぬ︑
﹃︿略﹀︒﹄と︒

九672 ︿略﹀︑皆姿勢を正して︑軍艦
︿略﹀︑列を正して並んだ︒

旗に敬禮する︒

九悩2

十726園 理非を正して裁断致すであ
らう︒

十一了6図 孔子は他人を正す前に先
づ お の れ を 正 し ︑ ︿略﹀︒

おまえたち・おんなたち・かいぬした

たち・へいしたち・ぼくたち・むすめ

いさんたち・ばんとうさんたち・ひと

六876

る ︽ーッ・ーリ︾

たちあが・る ﹇立上﹈︵四・五︶5 立上

を作りて蓄電せしに︑豫想以上の好

象がそれを下して來て地に置
結果を得たり︒

ち・こぞうさんたち・じぶんたち・せ

十﹇76図 孔子は他人を正す前に先 十ニー88図 かくて刷上りたる新聞は︑

いねんたち・でしたち・ともだち・に

た㌦ずむ

直に販費部を経て遠近に登送せらる︒
づおのれを正し︑︿ 略 V ︒
えり
十二998図 ︿略﹀︑千弄自ら人の襟を 十一一榊2図彼は直に竹を以て炭素線

﹇︷丁f﹈︵四・五︶2

．正さしめ︑︿略﹀︒
たたず・む

933
たちいず一たちまち

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立
よく︑︿略﹀︒

水煙の間から近く瀧をながめるのも

︽ーシ︾

立去る

立ちこめた砲煙の薄れゆく

﹇立去﹈︵四・五︶6

水兵は︿略﹀︑にっこりと笑

十821

︿略﹀︑不意に足もとからねず たちはじ・める ﹇立始﹈︵下一︶1 立

ちはじめる ︽ーメ︾

にもけなげに存ぜられ候︒

ぐしく立働ける様を見ては︑如何

子供が︑手弄人の間にまじりてかひ

十一柳6圏囲中にも十三四ばかりの

く ︽iケ︾

たちはたら・く ﹇立働﹈︵四︶1 立働

炭を焼く煙も所々に立ちはじ

みが一匹飛出しました︒はっと思つ

︽ーッ・一

七102

︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

他地方

されば同一日附の同じ新

たちまち 忽

賊は坂からころげ落ちて︑た

潮がずんく下がるので︑舟

ちまち五六千人も死んだ︒

六917

になり︑五尺にもなりました︒

た︒たちまち水が二尺になり︑三尺

切れたといって︑すぐ屋根へ出まし

五864国叔父さんは大へんだ土手が

さんになってしまひました︒

しまはたちまち白がのおちい

白いけむりがぱっと出て︑うら

三466あけると︑箱の中から

ち

たちまち ﹇忽﹈︵副︶16

多少の相違あるを常とす︒

他地方にて受取るものとは︑記事に

聞にても︑獲行地にて受取るものと

十ニー94図

たちほう ﹇他地方﹈︵名︶1

ると︑︿略﹀︒

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

五926

ち たちばなし ﹇立話﹈︵名︶1 立話

︿略﹀︑港に立並んでみる人

とも

しめやかに︑夜の霧
立並ぶ家々︑

︿略﹀︑四五尺にのびた杉の

立上る

めた︒

八33
立ち

て立止ると又一匹︒

︽ーブ・ーン︾

﹇立並﹈︵四・五︶4

川の西は水のすぐそばから︑

立並ぶ

十一359

しびうるむ︒

またをつ＼み︑

十303図圃

家は︑︿略﹀︒

七538園

す︒

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六721

ならぶ

たちなら・ぶ

すごくと立去る僧の後影

されどかくて何時まで留る

若木が勢よく立並んでみるのが︑目
立ちのく
︿略﹀︑役人ににくまれて︑

﹇立退﹈︵五︶1

に見えるやうな氣がする︒

になった︒

終には國を立ちのかねばならぬやう

九238園

︽ーカ︾

たちの・く

く略V︑又別れを告げて立

︿略﹀︑一同を引連れて立去
︿略﹀五人の友は︑︿略﹀︑

立上ル

立通す たちのぼ・る ﹇立上﹈︵四・五︶3 立ち

のぼる

︿略﹀︑其ノ頃天皇ハ立上ル

あちらこちらの這々からは細
︿略﹀︑白い粉が一面に煙の
られない︒

やうに立ちのぼって︑目も口もあけ

十一磁2

い煙が立上ってみる︒

十伽9

レミタマヒキ︒

煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハ

七285図

雨が降っても︑風が吹いても︑ ル︾

﹇立止﹈︵五︶3

つてゐますが︑︿略﹀︒

たちどま・る

北風は驚いてすぐに立止らう

︽ーッ・ーラ・ール︾

九佃2

としたが︑︿略﹀︒

主人の姿を見つけると︑静か
に其のそばに立止った︒

九佃3

立止る

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

五897

﹇立通﹈︵五︶1

彼を捨てて立去った︒

十二9410

つた︒

十一梱2

去れりといふ︒

十一492図

べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

十706図

を見送りたる妻は︑︿略﹀

十6110図

つて立去った︒

九佃8

︽ーッ︒ーリ・ール・ーレ︾

たちさ・る

につれて︑︿略﹀︒

十一586

て︑鯨は海底深く沈んだ︒

間から見ると︑すさましい波を起し

十佃9 もうくと立ちこめる白煙の

上った︒

七314図 武士の馬はおどろきて︑後
足にて立上り︑︿略﹀︒

七336図 獅子はかなしげにほえて︑
濱べに立上りたりしが︑つと海の中
にをどり入りたり︒

らく大尉の顔を見つめてみたが︑

九価4 水兵は驚いて立上って︑しば

︿略﹀︒

召出づ

立ち

たちどお・す

十二434 ひき終るとベートーベンは︑
﹇立出﹈︵下二︶1

つと立上った︒

たちい・ず
︽ーデ︾

十598図 とあるあばら家の門口に杖
を止めて︑ 夜の宿を貸し給へとこ

立

へば︑︿略﹀婦人神出でて︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇立往生﹈︵名︶1

︑とことわりぬ︒

たちおうじょう
べんけい

九726園 辮慶が立往生をしたと傳へ

往生
ころも

立木

られてるる衣川は︑すぐ此の先に
ある︒

﹇立木﹈︵名︶2

十55図上 ︿略﹀︑立木きはめて少か

たちき

りしかば︑新に植込みたる木の敷︑
こん

實に十敷萬本に及べり︒

﹇立籠﹈︵下一︶3

や切株の根本を掘っ て お い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一644 又開墾する場合には︑立木
たちこ・める

︽⁝メ・ーメル︾

九311 ︿略﹀︑もうくと立ちこめる

こめる

たちよる一たつ

934

はすつすと進んで︑たちまち海へ出
た︒

七221 賊のぞなへは忽ちくつれて︑

龍頭を廻すと︑今まで死

國響岩の商品の信用に關質して︑
りゆうつ

︿略V︒

十一一594

たつ

下に立って︑まねいて居ます︒

四721私は道ばたの一本杉で
す︒もう二百年あまりもここに
︿略﹀︑家がたったり︑こは

立って居ます︒

んだやうになってみた懐中時計が︑
ゆ

防ぐにも防がれず︑たgあわてさわ
四732

タツ

︿略﹀︑家が

立ツ鳥デス︒

す︒

五281

私は町の辻に立ってるる郵便
︿略﹀︑此所に立通しに立って

からいと

六451圏あ＼︑月日の立つのは早い

ものだ︒

ちたうございます︒﹂

六544園 ﹁︿略﹀︑唐糸の身代りに立

うばを門のわきに立たせて置

いて︑姫は中にはいりました︒

六607

中に︑石のらうがありました︒

六612 ︿略﹀︑松の一むら立ってるる

下を見ると致しませう︒

六713今︑三條の大橋に立って︑川

おとうさんは昨日︿略﹀伊

六鵬2国

其の松の下に石できざんだ地

夕方京都へ立つ︒

ばとうくわんぜおん

塚の前に馬頭観世音とほっ

た石が立ってるて︑︿略﹀︒

七254

藏様が立っていらっしゃる︒

七236

勢参宮に立たれました︒

せ

六佃5困

六986間あの再校がたった時︑︿略﹀︒

て立ってるますが︑︿略﹀︒

ちやうどかまを明けたところ 六724 ︿略V︑やはり人家がこみ合つ
其の洲の白い砂の上に︑青い
にじ

あれく︑虹が立ってるる︒

松が一面に立ってるて︑︿略﹀︒

五581

で︑白いけむりが立ってるました︒

五382

けん立ってるま

ツバメハ︿略﹀︑人ノヤクニ

れたり︑︿略﹀︒

忽ち愉快さうにかちくと音を立て
始めた︒

いでるます︒

五275

七441 信玄は不意を打たれておどろ
しかして其の電球は忽ち

十二桝7図
世界に廣まりぬ︒

いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引
受けた︒

七482 彦六が與五左衛門を組みふせ たちよ・る ﹇立寄﹈︵五︶1 立寄る
︽ーッ︾皿vおたちよりくださる

︿略﹀︑榎寺といふ虜に立寄

えのきでら

た︒武田方が之を見て︑聲をあげて

十二9
つた︒

喜ぶと︑與五左衛門は忽ちはねかへ
して︑︿略﹀︒

た・つ ﹇立﹈︵四・五︶78

八527 おかあさんはそれを二つにち たつ ﹇辰﹈←かのえたつ・きのえたっ
ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし

五785

五602圏

ばこ

五897

函であります︒

五895

て植ゑたのださうだ︒

此の山の杉も庄屋が先に立つ

立ツ立つ

︽ータ・ーチ・ーッ・

ーツ︾﹇▽いさみたつ・おたつ・おもい

起つ

やったが︑忽ちきれいなおそなへに

つ・とびたつ・なみだつ・なりたつ・

つ・そびえたつ・つったつ・つれだ

たつ・おもだつ・さきだつ・そばだ

なった︒

た ま
飛悟る揮丸に忽ちうせて︑

八991図囲 今はとボートにうつれる
中佐︑
︿略V︒

四618

大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂
みよ子は︿略﹀︑土ばしの

白ウサ黒人︿略﹀︑ハマベ

一人のくわんちよが其の

ニ立ツテ︑ナイテ居マシタ︒

四166

空に立ってるます︒

四15 ︿略﹀のぼりがすみきった

上にたちました︒

三621

ノ字ナリニタツテヰマス︒

三488

ルキニナレバ︑︿略﹀︒

シテミレバ銅ホド三二立ツ
ナルポド︑銅ハタクサンア

二立ツコトハ銅以上デス︒

六125営倉デハ鐵ハ︿略V︑人ノ役

立ツ物ハ鐵デアラウト思ヒマス︒

モツトタクサンアツテ︑モツト役二

外國の港に着くと︑見なれ

ない形の家が並んで立ってるます︒

七559圏

やうな波が立って︑船は今にも沈む

七568圏急に暴風雨が來ると︑山の

ふしみ
清正は朝鮮を立って︑伏見へ

かと思ふやうになります︒

七佃9国

﹁さうか︒それでは明日の

﹁アシタノアサーパンノキ

一番で立たう︒﹂

七m6園

参りました︒

六116園︿略﹀︑漫心モ立チマセウガ︑ 七979

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略V︒

六114園

物ハアリマスマイ︒

六112園

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑︿略﹀︒

七364国 目ぬきの所には︿略﹀家が
二576 アナタガオタチニナレバ︑ ゐますが︑︿略﹀︒
ワタクシモタチ︑アナタガオア
六96賞金ニハイロくアリマスガ︑ 軒をならべて立ってるるので︑︿略﹀︒

九624 ﹁絡員起し︒﹂此の県令で︑朝 ひらめきたつ・めだつ・もえたつ
の静かさが忽ち破 ら れ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
いそ

十269 打返す磯波にまき込まれたか
と思へば︑忽ち大波にゆり上げ︑ゆ
り 下 げ ら れ な が ら ︑︿略﹀︒

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の

十274 打ちよせる大波︑打返すさか
口に呑まれようとする︒

十﹁335図 ︸島未だ去らざるに︑皿
島更にあらはれ︑水路きはまるが如
くにして︑また忽ち開く︒

信用を失ふやうな事をすれば︑忽ち

十二236 即ち︸人の貿易商が外人の

935
たつ一たつ

七擢2困
﹁アスーバ ン デ タ ツ ︒ ﹂

﹁アスーバ ン デ タ チ マ ス ︒ ﹂

シヤデタツテイキマ ス ︒ ﹂

七麗8團

︿略﹀︑日本人の家には︑鯉

七麗図團 アスーバ ンデタツ
八661團
のぼりが立ってるました︒

を立って︑︿略﹀︒

八708圏 長く滞在してみたシカゴ市
八739團 シカゴを立つ日に︑お前た
ちの年始状が着きました︒

かはるぐ立って︑言ンブスの成

八755 一日祝賀會の席上で︑人々が
功を祝しますと︑︿略﹀︒

の先頭に立って進んでみた︒

中尉は始終先頭に立って進ん

陣頭に立っては百萬の敵を物

でるたが︑︿略﹀︒

九鵬4

十88
皆さんの前に立つと︑其の

とも思はぬ英雄も︑︿略﹀︒

十144園
︿略﹀︑もう立っても居ても居

頃の心掛が恥つかしくてなりません︒
十458

く略V︑

砲手は此の時早く船首の砲後
談話の最中に一人の老人が

我が身をすて
起ちてぞ出でぬる︑

く略V︑

きよ

︿略﹀大鳥居あり︑巨人

十二343国私は今︿略﹀ベルダンの
友人がそっと立って窓の戸

治跡に立ってるます︒

十二423

﹁さやうなら︒﹂ベートーベ

をあけると︑︿略﹀︒

十二447

ンは立って出かけた︒
︿略V︑あれは何の役に立つ

一かどの役目を勤めて世

のであらう︑︿略﹀︒

十二542

十二549園

うにない︒
十二573

らと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑路をさへぎつて立つ

其のうちに誰言ふとなく︑

今日我が國が列強の間に立

﹇断﹈︵五︶−

絶つ

︽ーッ︾

これは奥入瀬川を十町齢り

﹇経﹈︵四・五︶27

ある︒

た・つ

三66囹

たつ

﹁二十日バカリタット

︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ︾

タツ

のさかのぼる道を絶ってるるからで

下った虞に大きな瀧があって︑魚類

十一一523

た・つ

︿略﹀︒

つて世界的の地歩を占めた以上︑

十二燭2

︿略﹀といふうはさが立つた︒

十二研1

岩山に︑︿略﹀︒

十二悩10

立ってるるのだ︒﹂

十二605園

﹁自分もほんたうに役に

な者でも役に立つことがあるのかし

それでは自分のやうな小さ

十一一551園︿略﹀︑何の役にも立ちさ

霜柱たつやぶか 間の役に立つのに︑︿略﹀︒

られなくなったのである︒

十898図囲

︿略﹀︑自分から先に立って

げの路︑︿略＞Q

十952園
渡ったのです︒

甲板に立ってるた船長を始め

十槻4園

に立って︑其の引金に手をかけた︒

十佃5

十人許の乗組員は︑︿略﹀︒

十冊1

八762 之を聞いたコロンブスは︑つ 十棚3 先に立つたにいさんが︑︿略﹀︒
と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑
︿略﹀︒

八768 之を聞いたコロンブスは︑
︿略﹀︑﹁諸君︑こ＼うみに此の卵を

卓上に立ててごらんなさい︒﹂とい

す

はいって來ましたが︑それを見ると
い

ひました︒︿略﹀︑もとより立たうは

すぐに立って︑椅子をゆづりました︒
もあらず︒

る︒

十一599

べば︑︿略﹀︒

十二93図なぎさに立ちて昔をしの

の如く我がゆくてに立つ︒

十二54図

草のいほりを︒

て報いんと︑

十﹇相8図圃

︿略﹀︑銅像なども立ってる

十﹇266図︿略﹀︑物の用に立つべく

ずはございません︒

九578囹 ﹁正一も大分役に立つやう
になったなあ︒﹂

に立ちしかど︑ 秋風ぞ吹く︑白河

九705図翻園 ﹁都をば︑かすみと共
の關︒﹄

九982園 頂上に立って四方をながめ
た景色は︑全く雄大です︒

九曜3 兵士たちはめいく馬のそば
に立って︑今かくと命令の下るの
を待ってるた︒

九鵬6 数分の後には︑北風はもう列

出マス︒﹂

ヘツレ出シマ

二三日タット︑オヤドリ

それから二三日目って︑

ハヒヨコヲニハ

三84

シタ︒

うらしまが舟にのってつりを

三412

してゐますと︑︿略﹀︒

三587スコシタツテカラ又來テ

スコシタツテ︑コンドハ

見マスト︑︿略﹀︒

三748

鳥ガカチサウニナリマシタ︒
三754 イツマデタツテモシヨウ

何百年かたった後︑

ブガツカナイノデ︑︿略V︒

︿略﹀︒

四573圃

氣がさっぱりしてみて︑二一二

日たつと︑前からの友だちのやうに

五51

四五年モタツト︑大キクナツ

なりました︒

六478

テ︑︿略﹀︒

つても︑母の名をいふ者がありませ

六586 ︿略﹀︑十日たっても二十日た

ん︒

︿略﹀︑十日たっても二十日た

二日たっても三日たっても汲

つても︑母の名をいふ者がありませ

六587

ん︒

六928

二日たっても三日たっても汲

みに來ない︒

みに來ない︒

六928

六脳8国 ︿略﹀︑千年もたったかと思

ふ老木の下へ行った時には︑︿略V︒

たつ一たて

936

︿略﹀︑もう二年たって︑此の

そつ

八927
學 校 を 卒 業 す る 頃 には︑︿略﹀︒

八㎜8 かうして二三日たちますと︑
耳 は 鳴 り ︑ 目 は 暗 み︑︿略﹀︒

九248 少したって︑今度は寝たま＼
ぼつくと話し出した︒
九283 学究は其の後幾日かたって︑
︿略﹀ ︑ 十 年 も た ㌧ ぬ 中 に ︑

とうく此の宿でなくなった︒
九525圏

町でも屈指の財産家となった︒

浪もをさまった︒

十287 二日たって︑天氣も晴れ︑波

其の日の暮しにも困るやうになった︒

立つ

建ツ

を塗り︑︿略V︑皆手の働なり︒

綿毛に包まれたるひよこど

も︑小さき聲を立てつ＼︑ちよこ

九126図

まん
八幡様に日参致し候も︑

くとかけ廻る︒
九摺6塵圏
そなたがあっばれなるてがらを立て

達する

︿略﹀︑穴はだんく奥行を

脱する

︵係助︶2

だって

り切った事でせう︒︿略V︒﹂

見上げるほどの大木

なるほど︑ごまつぶ程の

なって見せずにおくもの

ません︒﹂

ぜいしてか＼れば︑あなた方に負け

﹁︿略﹀︒﹂天真V︒私どもだって︑大

蟻が一匹虎を見上げてゐます︒

六296圏

か︒﹂

に

だって︑

四566囲囹﹁今に見てみろ︑僕

だって

蹄途一行は黒龍江を下り

︵サ変︶3

て河口に達し︑海を航してノテトに

十二876図
上れり︒

﹇達﹈

︽ーシ・ースル︾

たっ・する

長崎を出た汽船は︑海上を

に達する︒

十二研5

﹇脱﹈︵サ変︶1

加へて︑既に何貸間といふ深さに達
した︒

だっ・する
︽ーシ︾

と︑たづなが急にゆるんで︑

中尉は後方にころげ落ちた︒

九柵1

﹇竜落子﹈︵名︶2 た

珍しかったのは︑丸山君のざ

たつのおとしご

つのおとしご

たつのおとしご

七14図

我々は何時かは摸倣の域を
脱して十分に濁創力を空身し︑︿略﹀︒

も︑

海まき上ぐるたつまき

起らば起れ︑驚かじ︒

十一827図圃

たつまき ﹇竜巻﹈︵名︶1 たつまき

ことであった︒

るに︑たつのおとしごが一つあった

七152

道子が十二まい︑みよ子

みちあり

此の時河野の通有は︑たった

﹇縦﹈︵名︶3

十二641図

縦

フランスの國旗が縦に三

イタリヤの半旗は︑緑・

色を分ちたるに即して︑︿略﹀︒

十二635図

旗なり︒

に染分けられたるは︑フランスの國

十二632図藍・白・赤三色を以て縦

たて

しかいだて・じんだて

シカゴとニューヨークの間 たて ﹇立﹈﹇▽きだて・さんがいだて・

たって

そんなことをいったつて

︵接助︶！

十二385塵

たって

つた十八時間で着きました︒

さんは最大急行の列車に乗って︑た

は九百八十哩もありますが︑おとう

八714団

小舟二そうで向つた︒

六816

二まいでした︒

が十まい︑︿略V︑友一はたった

四511

︵副︶3

たった

十一一研6

たづな ﹇手綱﹈︵名︶1 たづな

︿略﹀︑最後の目的に達す

やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

十﹇85

全村農業を以て生計を立つ︒

十一762園

候やうとの心願に候︒

十悩8図
︿略﹀︑萢釜といふ忠臣の助

だっこ

つれ

るやうになさい︒

土竈8図

を得て報復の計を立て︑再び呉と職
ひて遂に之を亡しぬ︒

十二861三木の枝を伐りて地上に立
﹇抱﹈︵名︶1

て︑上を木の皮にておほひ︑︿略﹀︒

ておかあさんのところへ
ていきます︒

達者←
︿略﹀︑仲間のうちにて

﹇達者﹈︵形状︶1

おたっしや

たっしゃ

十二梱6駐兵

計算は私が一番達者なりとて︑何時
もほめられ申候︒

たっ・す﹇達﹈︵サ変︶5達す︽一
︿略﹀︑廣き参道を行くこと

翌朝警固の武士ども之を見

十町ばかりにして神宮橋に達す︒

十鵬1図

しかも遂に志を達するこ

つけて︑讃みかねて上聞に達したり︒

十一58図

﹁何で笑った︒﹂﹁だって分

︵接︶1だって

仕方がない︒

六291圏

く略V︑かへって目的を達だって

とを得ざりしかば︑︿略V︒

するに便なることを知りぬ︒

十二842図

たった

三141かういって︑だっこをし

だっこ

十468 一年と過ぎ二年とたつうちに︑
十475 かうして五六年はたった︒

十一174 しばらくたつと︑おかあさ
ん が 皇 所 の 方 か ら ︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

しゃいました︒

十﹁438練國 今少しく日もた︑ば︑
轄地するもよからんと醤師も申居候
に付︑︿略﹀︒

かの書師は突然経り写れり︒

十﹇483図 未だ一月もた㌧ざるに︑

テ︾

十15図

十二713 二週間もた︑ぬ中にもう王 シ・ース・ースル︾
に無愛想な仕向をした︒

︽ーツ︒

等ヲカヒ︑︿略﹀︒

ブタ
︿略﹀︑又小屋ヲ建テテ豚・

﹇立﹈︵下二︶7

穴はだんく奥行を加へて︑︿略﹀︒

十二柳4 かくて又幾年かたつうちに︑
た・つ
建つ

鶏

ニハトリ

八205図

八285図 大工の家を建て︑左官の壁

937

立石

︿略﹀︑道ばたの立石にさるが

﹇立石﹈︵名︶2

白 ・ 赤 の 三 色 を 縦 に染分け︑︿略﹀︒

五367

たていし
三匹ほってありました︒

たてがみ

八84 ︿略﹀︑拝殿のそばの大きな立
石の前に並んだ︒

﹇叢﹈︵名︶3

快さうにかちくと音を立て始めた︒

メンドリハヘンナコエヲ

テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ

四582

かばふはずみにあねは

が

あねは手ばやくをを

︿略﹀きやうだいは

風がしっかにふいて來て︑

ニハ

ニ大工小屋ヲタテテ︑

おとをたてません︒

三833風はしっかで︑なみも

をたててゐます︒

きしのささがさらさらとおと

三607

くかうさしていそぎゆく︒

たてて︑

︿略﹀

また足だのはなをふっつりと︒

三304圃

タテテヰマシタガ︑︿略﹀︒

三56

隣にりっぱな建物が出射ましたね︒
建物は此上から右に折れる︒

シタ︒

十鵬10

︿略﹀︒﹂

たてまつり給ふ

︽ーフ・一へ︾

たてまつりたま・う﹇奉給﹈︵四︶2

︿略﹀︑銀行・高社等のりつ
︿略﹀︑西洋風の建物もあっ

︿略﹀︑五六層もある美し

︿略﹀︑建物なども一般に

十一槌7次の建物にはいると︑︿略﹀︒

て︑趣がや＼愛ってみる︒

十一105

ぱな建物がそびえてみる︒

十一99

り給ふや如何に︒

十二64図園快く此の國をたてまつ
十一一71図囹仰のま＼にたてまつり
給へ︒

七319図 獅子はうれしげに一聲高く たてまつ・る ﹇奉﹈︵四︶4 たてまつ

たてがみ

十二315團

︽ーリ・ール︾←いなみたて

る

壮麗です︒

奉る

まつる・うつしたてまつる・うばいた

ほ え ︑ た て が み を ふるひ︑︿略﹀︒

一気1 中尉はひらりと北風にまたが

十二318団

で︑高さが三百メートルもあるさう

此の塔は世界最高の建物

い建物が道路の下側に並び︑︿略V︒

です︒

十二3210国

十31図又日々に奉る供へ物には︑

くりたてまつる・やすんじたてまつる

したてまつる・まちたてまつる・みお

たてまつる・ぞんじたてまつる・はい

てまつる・しゃしたてまつる・しらせ

たて切る

へん
︿略﹀︑其の破片がぴゆつと北

つて︑岐れてみたたてがみをそろへ︑
︿略﹀︒

九佃9

﹇立切﹈︵五︶1

風のたてがみをかすめた︒

立てこ

じのやぶれを︑秋風がはたはたとあ

ふる︒

えうさい

﹇立込﹈︵四︶1

︽ーリ︾

たてこも・る
もる

立

九362図 リエージュの要塞に立てこ
もりたるベルギーの勇將レマンは︑
︿略﹀︒

﹇立並﹈︵下一︶！

︽ーベ︾

たてなら・べる
て並べる

﹁此の葦原の中つ國を

小學生の奉りたるものも少からず︒

十二73図園

つぎ

皇孫にたてまつりて︑とこしへに天

こ＼において大國主命︑

つ日嗣を護りまつらん︒﹂

十二75図
まつりぬ︒

﹇建物﹈︵名︶12

高岳・乗鞍岳・立山・劔岳・白山

﹇縦横﹈︵名︶一

タテ横

など︑いつれおとらぬ高山が︑︿略﹀︒

たてよこ

建てる

タテル

︽ーテ・ーテ

た

八502巣ハ至ツテソマツナモノデ︑
人ノヨリツケナイ絶壁ノ間や老木ノ

立てる

﹇立﹈︵下一︶37

上二︑タテ横二小枝ヲ並べ︑︿略V︒
た・てる

てる

高い建物のあることは世界 ル︾且Vあおりたてる︒いたてる・おた

建物

﹁︿略﹀︒﹂と申して恭しく國土をたて

たてもの

八719国

ふきたてる・ほえたてる・ほめたて

だてる・つきたてる・はやしたてる・

てる・かきたてる・さかだてる・そば
八百年前の建物で︑︿略﹀︒

第一で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑程なく小さき建物の

八313 さて山の木をきり倒して︑四

十46図

オヂイサンバ

ハラヲタテ

﹁カドマツヲタテマス︒﹂

る・みたてる
二316園

﹁おとうさん︑今度役場の 二443

十5図建物

前に出づ︒

九721園

ゆ

立

五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ
﹇立始﹈︵下一︶！

つしりとかまの中に 立 て 並 べ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

たてはじ・める

︽ーメ︾

十二594 ︿略﹀懐中時計が︑忽ち愉 十505園

て始める

︿略V︒

五533

正成は此の旗を城門に立てて︑

なるほど︑去年鯉のぼりを立

しやうぶ湯を立ててうち中の

者がはいった︒

六槻4

した︒

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

六皿3

さんぐに賊を悪口させた︒

六935

を士買って︑くらしを立ててゐました︒

山から薪を取って來て︑それ

がらを立てた軍人に下さる勲章に︑

五201圏 ︿略﹀︑職事の時︑大きな手

︿略﹀︒

大ゼイノ大工サンが毎日其ノ
たてやま ﹇立山﹈︹地名︺1 立山
︿略V︒
︽ーッ︾
やりがだけ
けん
九221 ︿略﹀︑たて切ってあるしやう 十62征馬︿略﹀献木にて︑中には 九986園く略V︑遠くには槍岳・穗 中デ仕事ヲシテ居マス︒
のりくらがだけ
つるぎだけ
四616 見ればへさきに長いさを
を立てて︑其のさをの先には︑

たてき・る

たていし一たてる

たとい一たどつ

938

︿略﹀︑北の山手には木戸を立
︿略﹀︑年よりや子どもは聲を

てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七193
七636

清 正 は 腹 を立てて︑﹁︿略﹀︒﹂

立 て て 呼 合 ひ ま す ので︑︿略﹀︒
七987

といひきって帰りました︒

我 に す り よる︒

八276図圃 尾を立てて︑のどを鳴ら
して︑

︿略﹀︑アメリカ人の立てた

を嶢く間ねとまりをするための小屋

八304 先つよい場所を見立てて︑炭
を建てる︒

八682圃
︿略﹀︑又日本人の立てた學

學校へ行って︑︿略﹀︒

八684団

校へ行って︑日本語で學問をしてゐ
ます︒

を卓上に立ててご ら ん な さ い ︒ ﹂

八764園 ﹁諸君︑こ＼うみに此の卵
八771 此の時コロンブスは︑こつん
と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の
苦もなく立てて申しました︒
︿略﹀︑時 計 を 造 る に し て も ︑

家を建てるにしても︑皆これによる

八価5

のである︒

九810里 く略V︑殊に近年我が國で學
校 を そ こ こ ＼ に 立 てたので︑︿略﹀︒
くわく

て︑一人で進んで功を立てるやうな
したが︑︿略﹀︒

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

カハルモノモアル︒例ヘバ雨蛙ハ緑

カバレバ︑間モナクソレト似タ色ニ

色ノ葉ノ上二面ル時ハ緑色デアルガ︑

ことは出來ない︒

たとひ親子の者がうゑ死を

枯木二選レバ枯木二似耳偏ニナル︒

︿略﹀︑けた＼ましい羽ばたき 七733園

するやうなことがあっても︑人から

十4210
の音を立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒

九2010此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

得ガタキ物ニチモ︑有用ナ

ノ石アリトセヨ︒ソレが如何ニマレ

ラヌ物下達ナシ︒例ヘバコ・二一ツ

九446図

ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑︿略﹀︒

例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ鉛色が黄

いはれなく金をもらはうとは思ひま
たとひ敷年の軍功がみとめ

たとひ休まず働いても︑一人

ニシテ︑タヤスク得ラレザル物ナリ

トモ︑用ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ

買フ者ナク︑シタガツテ償アルコト

たとひ我が親でないにし
ひげ

それであるから人々は常に

の自治不意の事業は︑︿略﹀︒

﹇警様﹈︵名︶1

く略V︑あざやかな緑の世界

たとへや

ねばならない︒例へば教育・衛生等

團髄の福利を増進することを心掛け

自治制の本旨を辮へ︑協同一致して

十一備5

促されても︑返さない人がある︒

そく

守らない人もある︒例へば︑借りた
さい
金を︑返す約束の日が來ていくら催

しかし大勢の中にはそれを

ナシ︒

たとふ

たとへ

十︸1810

たら︑姉上もお氣の毒とお思ひにな
﹇讐﹈︵下二︶1

りさうなものだのに︑︿略﹀︒

たと・う

たとへ

︿略﹀︑神々しさたとへん方

︽一

ても︑此の白い髪や髭を御臨見になつ

十二738囹

で一日に一包は造れまい︒

八田2

も︑石田めとは中直りは致さぬ︒

られず︑此のま＼切腹を命ぜられて

七991園

せん︒

十508浮心までは横町の小さい家だ
つたが︑今度はあ＼いふりつぽなの
を建てたのだ︒

くわん

十694囹︿略﹀︑あっばれてがらを立
てるかくご︒

十佃5 此の神社は菅公の御墓所に
建てたものだと聞いて︑一層感を深
くした︒

︿略﹀諸工場が勢よく黒煙
︿略﹀︑それでも木が競孚す

を立ててみる︒

＋︸119
十一382

るやうに︑しんを立ててすくすくと

へ︾

すき
これが大きな鋤を南本も引 十21図

延びてみるのを見ると︑︿略﹀︒

十一642

﹇讐﹈︵名︶1

なし︒

たとえ

しかしたとへにも申す通
﹇仮令﹈︵副︶2

︿略﹀︑たとへ十分︑十五分 たとえよう

九76困

例へ

た

ど

瀬戸内海の沿岸には大

津・高濱等良港多く︑︿略﹀︒

つ

阪・神戸・尾道・宇品・高松・多度

うじな

十一345図

のよいものです︒
た ど つ
たどつ ﹇多度津﹈︹地名︺1 多度津

は︑何ともたとへやうのない︑面持

う

﹇例﹈︵副︶5

デナク︑何時デモマハリノ物ノ色ガ

又季節ニヨツテ戸前ルクラヰ

例ヘバ

︿略﹀︑たとへ何十年かΣら

の齢暇でも無益に費すことがなかつ

たとえば

ばか﹂れ︑︿略﹀︒

十二塒9

た︒

十一一135

たとえ

り︑一寸の轟にも五分の魂︒

︿略﹀︑めりくと音を立て 十二伽2園

いて︑ものすごいうなり聲を立てな
がら︿略﹀︒

十一648

のりなが
本居宣長は︿略﹀︒︿略﹀︑

て根こぎにされてしまふ︒
十一708

將來學問を以て身を立てたいと︑︸

次第にやせ衰へて︑物にす

心に勉強していみた︒

十二945

がらなければ立てない程になった時︑
︿略﹀︒

たとひ

︿略﹀︑たとひとんで行って

九178

﹁たとひ金銀で作った弓で ば

﹇仮令﹈︵副︶6

七688園

も︑御命には代へられませぬ︒﹂

六368園

︿略﹀︑急にかん高い音を立て たとい

てた事もあるが︑︿略﹀︒

九263磨 ︿略﹀︑くはしく計書を立
九335

て︑美しい小鳥が二三羽︑身がるに
枝移りした︒

九稲4圏 しかし今の長径は昔と違つ

939

菜の花にほふ里見下して︑

笑

たどる

﹇谷﹈︵名︶4

まやこそ︑︿略﹀︒

に

たに

がちらくと見えて來た︒

橋はまん中からもえ切れて︑
︿略﹀︑ふみそこねてあは

﹇谷間﹈︵名︶3

谷間

谷間の水はすきとほるやうに
すんでみる︒

十﹇198

キツネ

タヌキ

又他人の物を盗んだといふ

ウサギ

ブタ

やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒
タヌキ
たぬき ﹇狸﹈︵名︶1 狸

八496狐・狸・兎・犬・豚ナド二言

種﹇▽こぼ

ノ求メル物デアルガ︑︿略﹀︒

五915

ハヤク

メヲダセ︑

カ

作物の種や商品の見本も入れ

キノタネ︒

一113圏

ニ ニヤリマシタ︒

一10ーサルガカキノタネヲカ

ね

れだね・なたね・なたねばたけ・ひだ

たね ﹇種﹈︵名︶1一 タネ

︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花
のまばらに見えるのも面白い︒

九747

に

朝霧流る︒

︿略﹀︒

︿略﹀︒

九柵10

十一一212

谷あひ

十429

︿略﹀︑谷向ふのくさむらの中
他人

︿略﹀︑各藩ノ馬が他人ノ手

﹇他人﹈︵名︶5

から︑︿略﹀︒

たにん

償ヲツク︒

るたけ自分の負憺を旨くしょうとす

九539園

る者もあるが︑あの人は反封に︑少

六683

︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

しやうの強いもので︑一度種

げてもよいと言った︒

七177

︿略﹀︑其のあとに種をまく

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

く︒

か︑︿略﹀︒

十一516

﹁︿略﹀︑稻をはじめ大て

いの物の種をまく目安になる日だ︒﹂

十一901圏

と馬の力による︒

世間にはこんな場合に︑な 十一636 ︿略﹀︑耕すにも︑うねを作
るにも︑種を蒔くにも︑覧てい機械

二二ランコトヲ恐レテ︑箏ヒテ高キ

どの山を見てもどの谷を見 九454図
﹇谷間﹈︵名︶1

ても︑蜜柑の木でない虜はない︒
たにあい

谷あひの家

田の面は水の世々と︑
夜に親しむ時は來ぬ︒

蛙の聲もにぎはしく︑

七348図囲
窓明けて︑

しでも他人の負憺を輕くしょうとし
て︑︿略﹀︒

十二柵4

︿略﹀︑唯物笑の種にしてゐ

働いてみた︒

は種をまくといふ風にかひがひしく

孔子は他人を正す前に先 十一957 ︿略V︑父が畠を打てば自分
づおのれを正し︑︿略﹀︒

十一76図

︿略﹀︑他人に害を加へては
ならぬなどといふことは︑︿略V︒

十一188

ノダサウデス︒

九339 道がだんく上りになったと 十2910心裏谷間よりはひ出で︑木 てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒
五967 ウチノブダウトハ種ガチガフ
の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ
見えて︑谷のこずゑこしに︑遠い湖

谷ソコノーケンヤニモ︑

谷底

天下を定むる三分目計︑ たにそこ ﹇谷底﹈︵名︶3 谷ソコ 谷

たなそこの上に指さすがごと︒

十﹁搬2図圏
そこ

︽ーイ・ーキ︾

りつく

︿略V︒

たにま

や谷底へ轄び落ちんとす︒

十一312図

谷そこへどうと落ちた︒

く略V︑遠く近く黒煙の青 六968

︽iカ・ーク︾

四91

く

十一347図
空にたなびくを見る︒

たなびかせて見えがくれする上り列

はるかの下に一條の白煙を

車は︑︿略﹀︒

十一622

て︑けはしき山路をふみわけてたど

に︑
︿略﹀樺太の北端に近き

ひさゴめくひるげのむしろ︒
十一一834図

﹇辿﹈︵四・五︶3

ナニヲーといふ虜にたどり着きたり︒
たど・る

木立の間の細道をたどれば︑程なく
小さき建物の前に出づ︒

十一743 年こそちがへ︑二人は同じ
︿略﹀︑川沿の道をたどって

學問の道をたどってみるのである︒
十二脳2
行くと︑︿略﹀︒

な・ガラスとだな・ちんれつだな・と

たな ﹇棚﹈︵名︶2 棚呂かぼちゃだ
だな・ぶどうだな・ほんだな

谷川

先づ谷川のほとりに三千人の

﹇谷川﹈︵名︶2

く谷川になってしまった︒

が︑いよくせまくなって︑とう

北上川はまだをりをり見える

番兵を置いて︑︿略﹀︒

六923

︿略﹀︑少しでもおくれると︑ たにがわ

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

五475

かけはじめますから ︑ ︿ 略 V ︒

たなそこ

十一161 ︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚 九746
﹇手底﹈︵名︶1

を指さして︑︿略﹀︒

たなそこ

谷一つへだてた向ふの岡に︑

十46図 此所を出でて奮御苑に入り︑ 九945園 丁丁は谷を埋めた雪の坂で︑たにむこう ﹇谷向﹈︵名︶1 谷向ふ

︽ーッ・ーレ︾

谷εくりからだ

十一132図圏 たどりつきたる峠の上 十一802図韻 く略V︑ 煙たなびくと 八22

り着きたりしに︑︿略﹀︒

十梱9図 ︿略﹀杉坂に待ち奉らんと

︿略﹀たどり着きた る 旅 僧 あ り ︒

十596図 ︿略﹀︑上州佐野の里に︑

船にたどり着いた︒

十279 からうじてボートはかの難破 たなび・く ﹇棚引﹈︵四・五︶3 たなび

たどり着く

たどりつ・く﹇辿着﹈︵四・五︶5たど

たどりつく一たね

たねあぶら一たばねる

940

た︒

種油

六493圃
樂

︿略﹀︑

私はありとあ

﹇楽居﹈︵ラ変︶1樂

さんと卜しみ居り候︒
たのし・む ﹇楽﹈︵四・五︶5

樂しむ

苦しむ者を︑泣

く略V︑村民皆其の家業を樂

助けて共に歯しまん︒

︿略﹀︑

︽ーマ・iメ︒ーン︾

く者を︑

七971図圃

しめり︒

十字5図

谷あひの家

田の面は水の廣々と︑

蛙の聲もにぎはしく︑

七346図圃

並ぶ田の面に氷きらめき︑

耕地整理のあとうつくし

窓明けて︑ 夜に親しむ時は來ぬ︒

く︑

十902図圃

︿略V︒

︿略﹀︑眞淵は宣長の學識の

たのもしく思った︒

尋常でないことをさとって︑非常に

十一745

い︑︽ーク︾

たのもし・い ﹇楽﹈︵形︶1 たのもし

︿略﹀︑トメテクレトタノ
︿略﹀金タガガコハレタ時︑

ミマシタ︒

七511

行長は清正の軍功をねたみ︑

ツクロヒヲタノンダラ︑︿略V︒

七975
みつなり

石田三成に頼んで︑清正のことを秀

﹁誰にも頼まれは致しませ

﹁誰に頼まれた︒﹂

吉にざんげんしました︒

八177園

八176園

ん︒﹂

﹁いや︑きっと頼まれたで たば ﹇束﹈︵名︶4 束﹇▽はなたば・

後には変の束が山と積んであ

八178囹

るQ

九569

ひとたば

﹁い＼え︑頼まれたのでは

あらう︒﹂

八179園

ん

︿略V︑束をむしろの向ふにぽ

たばこぼん ﹇煙草盆﹈︵名︶2 煙草ぼ

九575 ︿略﹀︑又新しい束を取る︒

いと投げて︑︿略﹀︒

九574

︿略﹀︑あの毎日見舞に來て 九573 束を廻して又た＼き︑︿略﹀︒

ございません︒﹂

九241囹

信吉は傍なる姉に向ひて︑

此の山中へ來たのである︒

くれる門人たちに頼まれて︑︿略﹀︑

九909図

﹁ねえさん︑どうぞ其の話を聞かせ

頼 たのも

九658園 ﹁煙草ぼん出せ︒﹂

火縄一本の煙草ぼんのまはり

には︑︿略﹀︒

は農夫が鍬を振るってをり︑︿略﹀︒

十二349囲 ︿略﹀︑もう沿道の田畑に

葦手の働なり︒

八286図 ︿略﹀︑農夫の田畑を耕すも︑

﹁旅僧が一夜の宿を頼むと たはた ﹇田畑﹈︵名︶2 田畑

︿略﹀︑すぐ知らせてもらひ

田の面

︽ーネ︾

十417囲

﹁壮吉︑お前はおとうさん

三人は﹁どうかもう﹈ たば・ねる ﹇束﹈︵下一︶4 束ねる
﹇田面﹈︵名︶2

曲Q﹂としきりに頼んだ︒

十二435

たいと頼んでおいた︒

十一734

ていらっしやいます︒﹂

おほせられて︑あなたのお蹄を待つ

十611圏

使ふのも其の一つである︒

しっかり頼むよ︒

九価4園

て下さい︒﹂と頼みたり︒

樂しんではうれひを忘れ︑老の將に

ぶん
﹁護記しては食を忘れ︑

至らんとするを知らず︒﹂

がら

︿略﹀︑貝殻や鑛石などを室

狭い島井に育ち︑生活の安

﹇頼﹈︵名︶！

國民は︑︿略﹀︒

たのみ

タノム

よい子だから私の頼をき
たの・む ﹇頼﹈︵四・五︶14

いてくれ︒

十一㎜2圏

頼

易な樂土に平和を重しんでみた我が

十二悩7

内に並べては︸人で撮しんでみた︒

十一一101

十584 ︿略V︑援兵を頼んだりするに 九661

十一了9図圏

二751

きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は む︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾
タノシミ

忘しさかたる︒

﹇楽﹈︵名︶3

春の遊の

︿略﹀︑卒業後も尚艶話の門

たのしみお・り

らゆる身の製しみを退けても︑︿略﹀︒

十二679圏

に出入することを異しみとせり︒

十伽5図

タノシミデス︒

三103 ︿略﹀︑ヒヨコヲ見ルノガ

しみ

たのしみ
︿略﹀︑其の後らふそくや種

﹇種油﹈︵名︶1

十一6710

たねあぶら

種馬

︿略﹀︑近年外國から種馬を輸

﹇種馬﹈︵名︶1

油がともされ︑︿略﹀︒

七281

たねうま

入したので︑︿略﹀︒

たねまき

田の

タネマキ
﹇種蒔﹈︵名︶1 種蒔
タネマキ
農家ニチハ種蒔・︿略﹀・取

入レ等ヲナスニ︑︿略﹀︒

七鵬6図
﹇田草取﹈︵名︶1
しみ居り ︽ーリ︾

たのくさとり

草取

︵形︶2 たのしい

︿略﹀︑同級の人々を驚か

九麗3國団

ちやうど田の草取のさい中です︒
たのし

樂し

五662 道の爾がはは一面に青田で︑
﹇楽﹈︵形︶3

︽ーシキ・ーシク︾

たの・し

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

九932図 信吉は兄と姉とに謝して︑

日よQ

＋﹁1210図圃
今日はたのしき遠足の

日よ︒

︽i︾

﹇楽﹈

＋︸1310図醜
今日はたのしき遠足の

たの し ・ い

樂しい

事 が 書 い て あ り ま すと︑︿略﹀︒

五934おめでたい事やたのしさうな

言った︒

﹇楽﹈︵形状︶1

臥しげ

十438 父は天略﹀︒﹂と嬉しさうに
たのしげ

比しさ

︿略﹀︑土の香に親しんで樂
﹇楽﹈︵名︶1

しげに働いてみる︒

十一654
たのしさ

941

のかった雑木を︑かういふ風に束ね
て運んでくれ︒﹂

たびたび

四386

人

か

旅先

たけだ

たびたび
ひ

たび人のぐわいたうをぬ

﹇食物﹈︵名︶2

タベモノ

るうつ巻であらうといふ︒

‡しょくもつ

タベモノデモサガスノデ

物にこまりましたが︑︿略﹀︒

﹇食﹈︵下一︶26

た

ツバメハコチラニ居ル無二︑

んをたべませんので︑︿略﹀︒

五275

マス︒ツバメハ田や畠ノ作物ニツク

人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑べんたうをたべてみる

と︑︿略﹀︒

五402

もう桑の葉をたべないで︑頭
まゆ
を上げて︑繭をかける所をさがしま

五472

す︒

五972

︿略V︒

僕がぐみをたべてみる間に︑

ベマスガ︑︿略﹀︒

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ

五493 今桑をたべてみる猛も︑︿略V︒

三94 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ

六148
ナイデ︑︿略V︒

三95

ベマス︒

オヤドリハナンニモタベ

べる食べる︽ーベ・ーベル︾

タベル

五882奮うちでも一時は飲水やたべ

ドキヂメンヲツツキマス︒

セウ︑キイロイクチバシデ︑トキ

三88

たべ物

十⊥ハのお前が︑旅費も乏したべもの

﹇旅先﹈︵名︶1

けんしん

しなの

越後の上杉謙信と甲斐の武田

﹇度度﹈︵副︶3

い旅先で親に別れては︑︿略﹀︒

九2610園

たびさき

十418 兄は︿略﹀︑生木の枝で雑木
を束ねて見せた︒
ゑちご

つた︒

参上致し︑︿略﹀︒

當地に御蓋まひの頃度度

度々殿様に上書した爲︑︿略﹀︒

九237園

︿略﹀︑其の上政治上の事で た・べる

信玄が︑たびたび信濃の川中島で戦

しんげん

七434

十424 私は教へられた通り︑雑木を 度々 度度
束ねては運び︑︿略﹀︒

十426 ︿略V︑運んでは又束ねて︑精
一ぽいに働いた︒

きねをふり上げるたびに動いた︒

ふかな︑ おのが治むる國はいかに

十月ー3図園古のふみ見るたびに思
と︒

たび ﹇旅﹈︵名︶3 たび 旅﹇▽き

﹇足袋﹈︵名︶一

タビ

キモノノソデニモ︑タビ

右左ガアリマス︒

ニモ︑手ブクロ ニモ︑クツニモ

三358

たび

へ知らぬ旅に出でんとす︒

くっつけました︒

足袋舗

ケイ

多分

︿略﹀︒

三353

ゴハンヲタベルトキニ︑

やまた

をうち

私どもにはもと娘が八人ご

もう此の子一人になりまし
にまみります︒

たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

五98囹

て︑毎年一人つつたべました︒

ざいました︒それを八岐の大蛇が來

五94園

から︑︿略﹀︒

四836ひるのごはんをたべて

たべるほどになって清ました︒

たべた︒

七154

舟の中でゆっくりべんたうを

其の實はく略V︑焼いて食

其の實は︿略﹀︑餅にして

食べたりします︒

九68国

べたり︑餅にして食べたりします︒

九68團

した︒

ち中の者がそればかり食べるやうに

八掴1 ︿略﹀︑大町が馴れるまで︑う

所へも配った︒

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

四682︿略﹀︑私の手からゑを 八551 おしまひの一日には︑小豆や

四397 たび人はだんだんよい心 三507車ヲヒイテキタ人ガベ 七854 先ヅタベルモノニハ︑コン
ブ・ワカメ・︿略﹀ナドガアリ︑︿略﹀︒
ンタウデモタベルノデセウ︒
持になって︑しまひにはぐわい
たうをぬぎました︒
唯通りがかりの旅人から珍
しい話を聞いては︑︿略﹀︒

八61図

モ

又足袋屋・︿略﹀等雨雫︑

﹇多分﹈︵副︶1

十一32此の黒貼は多分表面に生ず 五151 ぼちが昨日から尉面で︑ごは 九701 顔を洗って調て︑ビスケット

たぶん

アリ︒

商品ヲ大キクセル模型ヲカ・グル風

八608図

十6910図 翌朝僧は暇をこひて又行くたびや ﹇足袋屋﹈︵名︶1 足袋屋

どり下さい︒

十634囹 なうく︑旅のお方︑おも たびほ ﹇足袋舗﹈︵名︶1 足袋舗

び へ お 立 ち に な っ た 時︑︿略﹀︒

五327 ある朝早く︑おとうさんがた 十一963

しゃのたび・ヨーロッパのたび

わいたうをしっかりとからだに

三264 かうのびてはとてもたべ 六155園其の手でぐみをたべてはい
八545 ︿略V︑ふみしめてみる高足が︑ がせた方が勝と︿略﹀︒
けない︒
四392 するとたび人は︑︿略V︑ぐ られません︒

︿略﹀︒

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

六195 風がひゆうつとうなって來る たびびと ﹇旅人﹈︵名︶4 たび人 旅

上をおよぎます︒

五218 其のたびに︑鯉のかげが地の 十六8國團

び・このたび・ふたたび

たび ﹇度﹈︵名︶4 たび←いくた

たび一たべる

たま一たまたま

942

を食べながら︑︿略﹀︒

十﹇偽5

細長い管の一端を︑とけた

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

︿略V︑もう直に食べられる︒

ぼろを着た農夫は玉のやう

九撹3

十二913

先に赤い玉がくっついてみる︒

べてるると︑︿略﹀︒

弾

十佃1 掛茶屋に休んで名物の餅を食
球

ヰマス︒
六22

買って行きました︒

閣下の劔は軍人の魂として

怒と失望と後悔とに身も魂

しかしたとへにも申す通

り︑一寸の轟にも五分の魂︒

十二柵2圏

もくだけ果てた王は︑︿略﹀︒

十二723

少しも名轡をきずつけなかった︒

九389園

武士の魂と呼ばれる物は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑卵買が重て︑卵を七つ たましい ﹇魂﹈︵名︶4 魂
やり
一価5 けれども刀・槍・︿略﹀など︑

玉笹海ノ魚デモアレバ︑川ノ

買って行きました︒

六457

魚デモアル︒其ノワケハ︑川デ卵カ

玉
な汗をかいて田をすき起し︑︿略﹀︒

た ま
﹇玉﹈︵名︶14 揮丸

丸﹇▽おてだま・おとしだま・くすだ

たま

ラカヘツテ︑海デ大キクナルカラダ︒
大キクナツタ鮭ハ︑︿略﹀︒コ

ける討死を無上の名工としたのがそ

十二衙10︿略V︑古の武士が玉とくだ

デアル︒

六477

翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ

アカイ玉ノヤウニ見エル︒

たまく

にして︑天帝の誠忠を以てしても如

されど宋軍の大勢日々に非

﹇偶偶﹈︵副︶5

タシニダマサレタナ︒

四157圏オマヘタチハウマクワ

サ︾

六468卵ハ小豆程ノ大キサデ︑ウス だま・す ﹇騙﹈︵五︶一 ダマス ︽一

六468

︿略﹀︑其ノ中へ卵ヲ産ム︒
アヅキ

レハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケニ來ルノ

六464

ま・しらたま・ふうせんだま・またま
﹇霊﹈3おおみたま

れである︒

たま

︿略﹀柿が︑赤い玉のや

うに光ってゐます︒

四244

うしないたまう・かえりたまう・かか

へ︾﹇▽あわれみたまう・いでたまう・

五963 フサくト下ツタウスムラサ たま・う ﹇給﹈︵四︶1 たまふ ︽一

アヅキ

キノ實ハ︑美シイ玉ノヤウ隙見エマ
ス︒

アカイ玉ノヤウニ見エル︒

︿略﹀︒春ノ初二二三ノ

十981國

︿略﹀︑今度ハ自分が卵ヲ産ミ たまたま

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒
六481

鷲ハ

ニ川へ上ツテ來ルガ︑︿略V︒

何ともすることあたはず︒たまく

八504

う・つきたまう・とどまりたまう・と

此の時コロンブスは︑こつん

鐵眼大いに喜び︑將に出

たまくコー二が交易の

版に着手せんとす︒たまく大阪に

十一鵬7図

れ︑遂に敵兵に捕へらる︒

元の大軍至るに及んで天栄大いに敗

﹁諸君︑こ＼うみに此の卵

卵ヲ産ミ︑五週間程アタ・メテ︑ヒ

八769

を卓上に立ててごらんなさい︒﹂

八764園

ナニカヘス︒

まう・れたまう・わたりたまう

やこしたまう・もうしたまう︒ゆきた

まう・ほろぼしたまう・みたまう・み

びおりたまう・とりたまう・ふるいた

う・たすけたまう・たてまつりたま

う・しめたまう・しりたまう・せたま

う・したがいたまう・しっかりしたま

ききたまう・くだりたまう・くれたま

六471卵ハ小豆程ノ大キサデ︑ウス りたまう・かきたまう・かしたまう・
七12図 われらが住む世界は︑其の
形まるくして︑球の如し︒

七829 カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ
スルサンゴハ︑︿略﹀︒

七829 カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ
スルサンゴハ︑︿略﹀︒

た ま
飛來る弾丸に忽ちうせて︑

八991図蟹 今はとボートにうつれる
中佐︑
︿略﹀︒

出水あり︒

願はくは我に死をたまへ︒

と卵のはしを食卓にうちつけ︑︿略V︒

十柵1図園

十二価6

た︒

そこで彼は先づ近庭の河に

僧は名を暉海といってもと

ぜんかい

さ＼げた牛乳を飲んで元詰を回復し

浴し︑たまく其虞にみた少女の

十二947

︿略﹀︒

藏は好機至れりとひそかに喜びて︑

ため大陸に渡らんとするに際し︑林

十二脳3図
敷藁の中に見事なる卵二つころがれ

わら

うでたまご・コロンブスのたまご・な

玉が︑︿略﹀︒

九792 中からみづくしい白茶色の たまご﹇卵﹈︵名︶16タマゴ卵ε 九145図 とやの内に入りて見るに︑
り︒

卵買

︿略﹀︑雀の卵ぐらみなかはい

﹁四月二十五日朝︑三二

またまご

ろう

九793

つ︒﹂

九149図

九824図圃 店に飾れる石燈籠︑

メンドリハ︿略V︑タマゴ

﹇卵買﹈︵名︶1

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

たまごかい

三62 ︿略V︑タマゴヲアタタメテ 六22 ︿略﹀︑卵買が來て︑卵を七つ

シタ︒

ヲハラノ下ニダイテシマヒマ

三57

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

ケサオカアサンガタマゴ

三54

玉 を ふ く めるこま犬も︑

皆

︿略﹀︑

ちいさんののみのあと︒

十伽8腐圏 ︿略﹀︑玉の様なる女の御
子 御 生 れ の 由 承 り ︑ ︿略﹀︒

十一578 つと大砲のそばへ寄って︑
急いで弾丸をこめ︑ねらひを定めた︒

943
たまち一ため

られるやうになったのは養魚纏螢の
たまらな

賜である︒

﹇堪﹈︵形︶6

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

いだらうと思ひました︒

毎日何虜かへ出かけたくてたまらな

十779囲

い

たまらな・い

越後の人︑︿略﹀︑たまく此の難虜

田町

を通って幾多のあはれな物語を耳に
﹇田町﹈︹地名︺1

し︑︿略﹀︒

たまち
町の薩摩屋敷で行はれた︒
﹇玉手箱﹈︵名︶3

玉手箱

十二伽2 翌十四日の塩湖は︑芝︑田
たまてばこ

農場主はせっかくよく出來

則を破ったのが不快でたまらない︒

十一佃2

てるる変を︑たくさんの馬や犬にふ

﹁此虜に居ます︒﹂

みあらされてはたまらないと思って︑
︿略﹀︒

ねぢは

ねぢは︑︿略﹀︑うれしくて

と叫びたくてたまらないが︑口がき

十二578

けない︒

十二597

うれしくてたまらなかった︒

﹇溜水﹈︵名︶1

たまり水

n▽くぼたまり・ひとたまり・み

ずたまり

たまり

たまりみず

たこともわすれて︑玉手箱を

まってうなだれてみる︒

十一一426 しかしベートーベンは唯だ

いてるる︒

ウレシクテタマリマセンノ 十二柵10 相手は︿略﹀︑だまって聴

あけました︒

デ︑︿略﹀︒

三676

ある︒

低クテ廣イ所ニタマルト︑池

煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハ

七285図 ︿略﹀︑其ノ頃天皇戸立上ル

こんなことでは︑どうして

レミタマヒキ︒

海國の民といはれませう︒

七607囹

九2510園 ︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

みこと

の爲につくすといふお考は︑︿略﹀︒

又延いては徳川家及び江

民をなつけて︑︿略﹀︒

十二欄4園

戸百萬の民の仕合はせ︑︿略﹀︒

五496囹

たむけ

民子︑いよく今夜一ばん

今年のひでりにも︑此の用水たみこ ﹇民子﹈︹人名︺1 民子

になったよ︒

山

たむけ

たむけやま ﹇手向山﹈︹地名︺1 手向

此の傷から出て減るゴム液

めて歩くのである︒

ツを持ってコップにたまった液を集

十﹁532

手向山神社

手向山神社

﹇手向山神社﹈

︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタノデ︑ミン

﹇▽おんため

よい身代であったが︑其のた

スルト年トツタネズミガ︑ ため ﹇為﹈︵名︶86 タメ ため 爲

十二齪図

たむけやまじんじゃ

にはゆる様殊に見所あり︒

それがすむと︑今度はバケ 十一一㎜10図 く略V︑手向山の紅葉夕日

は︑流れて下のコップにたまるので

十一529

池にはあんなに水がたまってみる︒

五791

ノヤウニナリ︑︿略﹀︒

五518

ツテヰマス︒

一242ハスノハニツユガタマ 十二510図 昔︑大國主命賊を平げ

る︽ーッ・ール︾

たみ ﹇民﹈︵名︶5 民﹇▽みたみ

白ウサ盗用イタクテタマ 十二伽10 西郷はだまってうなついた︒
︿略﹀︑私は氣がもめてたまり

リマセンカラ︑︿略﹀︒

四165

ません︒

五927

させますと︑書風が之をあふり立て

此の時義貞が方々へ火をかけ

ものかと︑自分から先に立って渡つ

たからたまりません︒

七224

たのです︒

たので︑何此のくらみの事がこはい

それではこの玉手箱を 十951園 僕は残念でたまらなくなつ
うらしまは玉手箱をもら

三447園
上げます︒

三453
つて︑︿略﹀︒

しゃしん

たまに

三464 ︿略V︑玉手箱をあけました︒十一6910 第二座の僧は︑二人とも規たま・る ﹇溜﹈︵五︶5 タマル たま
ざっし

﹇偶﹈︵副︶4

五913 たまには雑誌や寓眞がはいる

たまに
こともあります︒

七567園 航海といふものは︑かうい
ふ面白いものですが︑たまには恐し
い目にもあひます︒

十393 あたりは如何にも静かで︑た

まに散る落葉の音が︑かさりくと
聞える︒

たまもの

十776團 く略V︑雨といふものはごく
﹇賜物﹈︵名︶3

たまにしか降りません︒
たまもの
賜

︽ーッ︾

︿略﹀︑其の年のつゆに︑又土だま・る ﹇黙﹈︵五︶5 ダマル だま

たま

二303
タマル

る

﹇堪﹈︵五︶5

手がくつれて︑池のたまり水が村の
たま・る

五748

もみんな費りはらった︒

めに田を納り︑畠を幽翠り︑家も土藏

ナダマツテシマヒマシタ︒

中へおし出した︒

十3810園 ﹁うん︑これが四十日間の 五741
汗のたまものさ︒﹂

十一棚5彼が他日大統領となり︑世
界の偉人として萬人に仰がれるやう

る

︽ーリ︾

になったのは︑實に此の少年時代の

三462

かなしくてかなしくてたま 十944 父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑
太郎はだまってみた︒
りませんから︑おとひめのいつ
苦心のたまものである︒

ます
十二525 今日鱒の産地として世に知

ため一ため

944

七579園 深さをはかるのは︑野瀬に
乗上げないため︑︿略﹀︒

八櫃9圏

︿略﹀︑僕もまた君等を養ふ

爲に骨を折ったといひます︒

とするのは︑鯨程北へ進んだ爲だら
う︒

へ汲出す爲で︑︿略V︒

坑内に馬が居るのは不思議だ

と思って︑聞いてみると︑これは石

十827

炭を運ぶために飼はれてるるのださ

さうだ︒動かないのだ︒し

うです︒

九855囹

かし地球が廻るために︑我々の目に

其の爲︑大將には全く食物に
は動くやうに見える︒

七582囹 ︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす 八餌1
好ききらひといふものがないやうに

研究の爲には︑少からぬ費用

ある︒

きよ
︿略﹀︑たゴ其の距離の遠い

︿略﹀︑人生の爲に書くし

これまで自分の不整頓の

此の犯罪者を罰するための

かういふ風に︑三回くりか

又く略V︑不當な刑罰が加

に辮護士といふものがある︒

ぺん

へられぬやうに被告を保護するため

十﹁221

念入にするためである︒

織になってみるのは︑つまり裁判を

へして裁判してもらふ事の出來る組

十一216

裁判を刑事裁判といふ︒

十一205

大きなものであった︒

ために︑むだに費した時間と暴力は

十一183圏

今まで延びてみたのださうです︒

十一148 ︿略﹀︑お取込があったため︑

たる大聖の面目︑︿略﹀︒

十一81図

たはずして魯を去りぬ︒

げられ︑久しく其の職に居ることあ

十一49図

︿略﹀︑好臣の爲にさまた

ために︑あんなに小さく見えるので

十﹇39

の爲に書くすが故に︑︿略﹀︒

十伽8黒く略V︑常に力を一村の幸福

しき事と察し申し候︒

御手つだひのため︑何かと憂いそが

十研8下塵 ︿略﹀︑御前様には御家事

なった︒

一命を捨てて君の御恩に
﹃一人の子が御國の爲

﹁今日ハ衆議院議員ノ総選
トウヘウ

今日投票ノ爲二蹄ツタノモ

世間ニハ︑イロくノ事情

︿略﹀︑御庭の此所彼所に︑

︿略﹀︑此の頃墓参りのために

來られた︒

十465

つた︒

土をはらって古墨橋さんの爲に席を作

十1210

誰かが力石をころがして來て︑

朝鮮から錦ってをられる高橋さんが

十122

ためなるべし︒

はぎの御茶屋といふ名のあるも之が

下葉の色づきかけたるはぎ茂れり︒

十45図

投票シタリ︑︿略﹀︒

ノ爲二︑或ハ信用モシテヰナイ人二

臼玉7圏

出獲ノ時カラノ豫定ナノダ︒

事事6園

ダ︒﹂

暴ダカラ︑投票ノ爲二念ツテ來タノ

逗留9囹

いくさに出でし事なれば︑︿略﹀︒﹄

九恥10図国園

報ゆる爲には候はずや︒

九描8囲團

でなされ候ぞ︒

何の爲にいくさには御出

のは︑︿略﹀︑衝突をさけるためであ

たり．する爲に︑此の山中へ來たので
ある︒

︿略﹀︑大面一身︸家の爲で

く略V︑一すぢに國の爲︑民

なく︑︿略﹀︒

九259囹

九259園

の爲につくすといふお考は︑どなた
︿略﹀︑民の爲につくすとい

も皆同じ事で︑︿略﹀︒

九25！0園

︿略﹀︑農學の進歩の爲には

ふお考は︑︿略﹀︒

九266園

決してむだでなかったと思ふ︒
問を大成するのがお前の役目だ︒

九268圏︿略﹀︑俳家の爲に︑此の學
︿略V︑國家の爲に富源を開嚢
することが甚だ多かった︒

九288

瀧は︑落口にあるゴート島と
いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九2910

ばく
レマン將軍も︑火藥の爆獲
ちつ
によりて起れるガスの爲に窒息し居
九371図

カクノ如ク物霊鑑アルハ︑

たるを︑︿略﹀︒

九451図

これは炭坑内の地下水を坑外

もか＼る︒

窓から吹きこむ朝風のひやり 十815

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑︿略V︒

九6910

九章7干潟

ります︒

七876
︿略﹀︑其の上政治上の事で

度々殿様に上書した爲︑役人ににく

根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物 九238囹

ノ戸田養分ヲ吸取ルタメノモノデハ
まれて︑︿略V︒

くわう

ナイ︒

配してくれるであらうと思ったので

七983 此の人だけは自分のために心 九242園 ︿略﹀︑新しい鑛山を開い
ございます︒

海上百里ノ間︑海水コレガタメニ赤

八215図 揚子江ハ︿略﹀︑河ロヨリ
シトイフ︒

八241 呉鳳はお祭の爲に人を殺すの
はよくないといふことを説聞かせて︑
︿略﹀︒

八303 先つよい場所を見立てて︑炭
を嶢く間ねとまりをするための小屋
を建てる︒

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

八593図 ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ
ヒテ小屋根ノ上ニカ・グルニ至レリ︒

八766 人々は何の爲にこんなことを
︿略﹀︑君は︿略﹀︑少しも

いひ出したかと思ひながら︑︿略V︒
八999園

僕等の爲につくさない︒

八齪3囹 君等は︿略﹀食物を送って
よこしませんでした︒其の爲に新し
い血が軽震なくなっ て ︑ ︿ 略 V ︒

八繊8園 君等が若し僕に食物を送る
爲 に 働 い た と い ふ なら︑︿略﹀︒

945
だめ一たもと

十一231 裁判は實に正義保護のため
の 大 切 な 仕 事 で あ り ︑︿略﹀︒

電話機を備へ附けてみたために危除

十二佃7 ︿略﹀︑進行中の汽車が無線

ひへい

の他私交上の關係の爲に心を迷はす

ける自國の疲弊を回復するため盛に

した︒

コンナニアナヲタクサ

﹇駄目﹈︵形状︶4 ダメ だめ

はだめだ︒﹂

そんな弱いことではだめ

﹁これでは明日の山廻り

﹁せいは高くても︑まだだ

十一355園

めだ︒﹂

八546園

ンアケテハダメダ︒

三696園

だめ

め︑追々店の様子もわかり︑︿略V︒

十二梱2國国 ︿略﹀︑一心に働き候た

を免れたことや︑︿略﹀︒

活動してみるのには全く敬服しまし
︿略﹀︑東南岸だけは二つの

ねぢは︑自分が此庭に位置

を占めたために︑此の時計全盤が再

十二595

や＼複雑になってみる︒

半島が並んで突出してみるために

十二503

た︒

やうなことがあってはならない︒
︿略﹀︑公平無私︑地方公職

の爲の適任者を扇げることだけを考

︿略﹀︑木が太るにつれて其 十一価8

の枝を包んで行くために︑其虜が節

十一3910

へて︑︿略﹀︒

我が一切纒の出版を思

になるのだといふ︒

十一457図心 さらば謝恩の爲に何か
十一伽2図囹
︿略﹀︑佛教を盛にせん

立ちたるはく略﹀︒

十一梛3里並

び活動することが出猟たのだと思ふ

﹁先に壷がきたる檜︑

書がきて参らすべし︒

とするは︑ひつきやう人を救はんが

十一4810図園

何となく物足らぬ所ありて氣にか＼

のさき

十二7210

だ︒

それは父が姉たちの爲に 十一861園

ため・す ﹇試﹈︵五︶一 タメス ︽一

ト︑ウマク出來テヰテ︑高ク上

三673池ノ水デタメシテミル

く略V︑更によく之を確め シ︾
てまた樺太におもむけり︒

んがために︑同年七月林藏は軍身に

十二828図

た︒

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

工合の悪いのは其の爲で

りしが︑︿略﹀︑かき添へんために蹄
ほ

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

十二603園

と︑︿略﹀︒

が︑︿略﹀

大神其の三岡の厚きを賞

りのため美保崎といふ虜にありし

み

十二69図此の時事代主命はすなど

爲なり︒

︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

りしなり︒﹂

十一507

増したために︑英歩人はマレイ半島
の領地にパラゴムの木を移植するに

十二76図
しめ給ふ︒

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら
十二710図

至った︒

から液をとるために︑木の幹に小刀

商業は之に從題する商人だ

法律は︑君家といふ共同生

れて來たのか︒

メ︾

叔父翌朝の弓のやうな強い

みた少年は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑

たもとに

うちの子ねこは

すそにからまり︑

三112圃

たもと ﹇挟﹈︵名︶5 タモト たもと

つことが出來た︒

︿略﹀︑萬人の爲に安全な路 たも・つ ﹇保﹈︵五︶1 保つ ︽ーツ︾
じゅ
十月ー39 ︿略﹀︑七十四歳の長薯を保
を造ってやらうと︑︿略﹀︒

十二価10

目に涙を一ぽいためて聞いて

た・める ﹇溜﹈︵下一︶1 ためる ︽i

弓なら︑︿略﹀︒

六377園

十二843図 たまくコー二が交易の
ゲルト︑︿略﹀︒
ためとも
ためとも ﹇為朝﹈︹人名︺1 爲朝
ため大陸に渡らんとするに際し︑
ためとも
︿略﹀︒

ちつ払よ

十一一884

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

商人たる者は︑よく共同生

るための規則であるから︑︿略﹀︒

︿略﹀︑忍耐も努力も要する

活の眞意義を桝へ︑︿略﹀︑畏く公衆
十二243

に皆自己の爲であった︒

彼等が町人といって賎しめ
られたのも其の爲であらう︒

十二244

これはひつきやう文明の程 十二柵6 ︿略﹀︒﹂といひ︑活動窩眞
のフィルムがアーク燈の熱の爲に襲
どを附加へた︒

度が低いために︑共同生活の意義が
︿略﹀︑彼等が大戦後にお

火して︑多くの死傷者を出した話な
十二356囲

明らかでなく︑︿略﹀︒

十二245

十二925夢人は何の爲に此の世に生 九277

の爲を計らなければならぬ︒

十二225

けを利するためのものではない︒

十二222

高大なる爲なるべし︒

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

十一523 切付といふのは︑ゴムの木
で傷をつけることをいふのである︒

えたり︑︿略﹀︒

十一662 思ふに落雷の爲に樹木が燃
十一983 ︿略﹀學混融ひも︑家事の
ために僅か一年足らずで止めねばな
らなくなった︒

十一㎜2 壁のすき間をもつた雨のた

こん

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑誠意其の團膿の爲に

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

十一餅9圏団森林地開墾の様子を視
過ぎ候︒

十﹇掴3

︿略﹀︑決して親族・縁故其

力を墨くす精神が即ちそれである︒
十一価2

すがる︒

ズ︒

かは

八557図圏

便り

ひら

るし︑︿略V︒

した︒

十588

もう人にはたよるまい︒

自分一人で修行をしよう︒

十一一941園

たよるより外はない︒

などには︑此の勇ましい小尊命使に

︿略﹀︑全く方法の蓋きた場合

たよって︑一心に西洋の學問を勉強

六322 橋ノタモトニ人力車ガーダイ 七312図 今や獅子の息はたえんとす︒ 九286 ︿略﹀︑間もなく江戸へ出て︑
う だがはげんずる
おほっきげんたく
宇田川玄随・大槻象亀などの人々を
ゆききの車馬のたえざれ
アツテ︑︿略﹀︒

つエ

ば︑向ふの側へ行きかねつ︒

砲音たえし砲塁に

たより

﹇▽アメリカだより・だいれんだより・

﹇頼﹈︵名︶7

呂たしゅたよう

めき立てり︑日の御寺︒

九437図醐
たよう

六722 東の方は此の橋のたもとから︑
川にそって電車が出ます︒

七671 人夫は其の男のたもとをおさ
へて︑﹁︿略﹀︒﹂

トラックとうだより

十604図 折から︑たもとの雪を打彿 たより

ひくつ㌧此方へ來かかれるは︑此

私︿略﹀︑手ヲケヤタラヒ

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

二721山カラ出テ︑モノヲトツ

二721山カラ出テ︑モノヲトツ

︿略﹀︑おつかひにいったり︑

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

三123

︿略﹀︑おつかひにいったり︑

にはをはいたりして︑おかあさ
んのおてつだひをします︒

三123

にはをはいたりして︑おかあさ
んのおてつだひをします︒

はれてみたり︑石が出てみたり

三392ちか道の方は︑道がこ

しました︒

りゅうぐうのおとひめは

はれてみたり︑石が出てみたり

三393ちか道の方は︑道がこ

しました︒

︿略﹀︑毎日いろいろなごちそう

三431

をしたり︑さまざまなあそびを

nvあせだらけ・こぬかだらけ・

ぬかだらけ・はいだらけ・ひげだら

だらけ

かぼか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

五87！團︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

ノタガヲカケカヘマシタ︒

三661

﹇▽かなだらい

︿略﹀︑風のたよりに此の事をたらい ﹇盟﹈︵名︶2 タラヒ たらひ

いつれ又近い中に便りをし
安全燈をたよりに歩いて行く

と︑︿略﹀︒

十819

ませう︒

九94團

聞いて︑︿略﹀︒

六571

の家の主人なるべし︒

たや・す ﹇絶﹈︵五︶1 たやす ︽一
シ︾

六921 これにこりて︑賊は城の水を
たやして苦しめようとはかった︒

︽ーク︾

たやす・い ︵形︶2 タヤスイ たやす
い

退却軍は少しく之にたよ

地響を便りにして進んで行く

と︑︿略﹀︒

九208 ︿略﹀︑タヤスク見トメラレル 十佃4
方ガカヘツテ安全ナノデアル︒

りゅうぐうのおとひめは

して見せたりしました︒

エ ニ

シタ

ノ鳥ヲイヂメ

ニハ二水ヲウツタ
ニ水ヲカケタリシ

三677︿略﹀︑ニ罰点水ヲウツタ

して見せたりしました︒

をしたり︑さまざまなあそびを

︿略﹀︑毎日いろいろなごちそう

三433

け・ほこりだらけ
坂

だらく坂を登りきると︑道

それは山國川に沿うて連な だらだらざか ﹇坂﹈︵名︶1 だらく
る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

九3110

びやうぶ

十二餌6

りを得たれども︑︿略﹀︒

九7610圏 ﹁東京から此所までは四百 十一281図

タヤスシ

︽ーク︾

五十六哩もあるのだが︑かうたやす
︵形︶2

く來てみると︑︿略﹀︒﹂

たやす・し

見るから危げな敷町のかけはしを造

は低いみねつたひになる︒

︿略﹀︑時には夜半までも薄 たり ︵並助︶㎜ タリ たり ︽タリ・

つたものであるが︑︿略﹀︒

十二柵8

二585︿略﹀︑日や月ガデテヰ

ナカツタリスレバ︑︿略﹀︒

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

二584︿略﹀︑日や月ガデテヰ
たよる

ダリ︾

︵五︶4

暗い燈を便りに︑纏文をとなへなが

﹇頼﹈

ら一心にのみを振るふことさへあっ
た︒

たよ︒る

八592図 ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ
スク人目ヲヒカシメ ン が 爲 二 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

たゆ

︽ーッ︒ール︾

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ
ナカツタリスレバ︑︿略﹀︒

リ4シ、7シ、
タウ タウ
類。柔撃．柔

九448図 ソレが如何ニマレニシテ︑

タユ

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑
﹇絶﹈︵下二︶5

︿略﹀︒

た・ゆ

七75図 横濱 横濱は︿略﹀︑商船

七587園︿略﹀︑星が出てみれば︑そ

四

︽⁝エ・iユル︾

の出入たゆる時なし︒

七295美く略V︑港ニハ船ノ出入タエ れにたよって方角を知ることも出來

、

、

三

十35マリ6了マリ

たやす一たり

946

947
たり一たり

リシテアバレマハリマス︒

四355 ︿略﹀︑ホカノ鳥ヲイヂメ
タリ︑ツカミコロシテエ ニシタ
リシテアバレマハリマスQ
ツテ︑ヲドツタリサヘヅツタリシ
ヘ

ヨ

四373 スズメハ︿略V︑ソバ ヘヨ

スズメハ︿略﹀︑ソバ

テバカニシマス︒
四373

テバカニシマス︒

ツテ︑ヲドツタリサヘヅツタリシ

つたり下ったりします︒

四623舟はなみにゆられて︑上
四624舟はなみにゆられて︑上
つたり下ったりします︒

だり︑︿略﹀したことをみんな

んな見て知って居ます︒

り︑水が出たりしたことをみ
耕作に使ったりする︒

たり︑荷車をひかせたり︑田や白田の

ました︒

く略V︑あの運動場で遊んだ

又きりがか㌧つたり︑大雪

導きりがか㌧つたり︑大雪
が降ったりして︑︿略﹀︒

七572園

なることもあります︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七572園

ました︒

り︑此の講堂でお話を聞いたり致し

七527園

︿略﹀︑あの運動場で遊んだ

り︑此の講堂でお話を聞いたり致し

七527園

耕作に使ったりする︒

三物ヲ洗ツタリフイタリスル

時二使フ海綿モ︑︿略V︒

七832

︿略V︑おちいさんはかぼちや

食料で︑焼いて食べたり︑餅にして

其の實は土人の一番大事な

を︑︿略﹀︒

﹁う﹂を﹁え﹂と間違へたりするの

八938 ﹁い﹂を﹁う﹂と間違へたり︑

を︑︿略﹀︒

﹁う﹂を﹁え﹂と間違へたりするの

八938 ﹁い﹂を﹁う﹂と間違へたり︑

を軒下に運んだりされた︒

棚につっかい棒を入れたり︑菊の鉢

七948

を軒下に運んだりされた︒

棚につっかい棒を入れたり︑菊の鉢

七947 ︿略﹀︑おちいさんはかぼちや

四802 學校の行きかへりに道草 七265 炉心が強いので︑荷物をつけ 七832 三物ヲ洗ツタリフイタリスル
時二使フ海綿モ︑︿略﹀︒
たり︑荷車をひかせたり︑田や畠の
をくったり︑石をなげたり︑生

物をころしたりするやうな子
どもは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石をなげたり︑生物

をころしたりするやうな子ど

四802

︿略﹀︑石をなげたり︑生物

もは︑︿略﹀︒

四803

をころしたりするやうな子ど
︿略﹀︑ブダウ酒ヲ造ツタリ︑

もは︑︿略﹀︒

五974

ホシブダウニシタリスルト申シマス︒

ホシブダウニシタリスルト申シマス︒

四732︿略﹀︑人が生れたり︑死ん 五974 ︿略﹀︑ブダウ酒ヲ造ツタリ︑

しょうとつ

こんな時には︑悪くすると 九68団

淺瀬へ乗上げたり︑外の船に衝突

七575園

食べたりします︒

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ

したりするやうなまちがひが出女ま

六98園金や銀ハ美シクテ︑オアシ

す︒

見て知って居ます︒

外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

四732 ︿略﹀︑人が生れたり︑死ん

︿略﹀︒

︿略﹀︑焼いて食べたり︑餅

だり︑︿略﹀したことをみんな

九68囲

見て知って志ます︒

にして食べたりします︒

良したり︑新しい鑛山を開いたり

九241園 ︿略﹀︑此所の銅の製法を改

しょうとつ

淺瀬へ乗上げたり︑外の船に衝突

こんな時には︑悪くすると
したりするやうなまちがひが出丸ま

七575園
ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ

す︒

四733︿略﹀︑人が生れたり︑死ん 六101画品や銀ハ美シクテ︑オアシ
外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

する爲に︑︿略﹀︒

くわう

だり︑家がたったり︑こはれたり︑

︿略﹀︒

良したり︑新しい鑛山を開いたり

くわう

九242園 ︿略﹀︑此所の銅の製法を改

馬はどれも皆張りきって︑く

する爲に︑︿略V︒

それゆゑたえず海の深さを 九欄2

頭をふり上げたりしながら︑乗手の

つわをかんだり︑前がきをしたり︑

九柵2

馬はどれも皆張りきって︑く

あひつが下るのを待ちかまへてみた︒

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした

エビノピンくハネタリ︑カ
ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑︿略﹀︒

七808

りします︒

七577園

りします︒

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした

それゆゑたえず海の深さを

︿略﹀したことをみんな見て知

ごばんの上へ乗らせたりした︒
︿略﹀︑らっぱを吹かせたり︑

ごばんの上へ乗らせたりした︒

六872

又力が強いので︑荷物をつけ
たり︑荷車をひかせたり︑田や畠の

七264

又力が強いので︑荷物をつけ

耕作に使ったりする︒

七264

七577園

つて居ます︒

だり︑家がたったり︑こはれたり︑

四733︿略V︑人が生れたり︑死ん 六871 ︿略﹀︑らっぱを吹かせたり︑

︿略﹀したことをみんな見て知
つて居ます︒
︿略﹀︑︿略﹀︑火事があった

り︑水が出たりしたことをみ

四734

︿略﹀︑︿略﹀︑火事があった

んな見て知って居ます︒
四734

たり一たり

948

つわをかんだり︑前がきをしたり︑
頭 を ふ り 上 げ た り しながら︑︿略﹀︒

︿略V︑漁業者が沖から獲物の

多少や難船の有様を通知したり︑登

十5710

れあって起つたりした自然の火から︑
火種を取ったものであらう︒

木炭や石炭や石炭ガスの火

患者が路に迷って危瞼におちいった

に
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十一675

九鵬3 馬はどれも犬張りきって︑く

時︑救を求めたり︑いろくに利用

木炭や石炭や石炭ガスの火

つわをかんだり︑前がきをしたり︑

十一675

に用ひられ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑漁業者が沖から獲物の

する事が出來る︒

に
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十582

頭 を ふ り 上 げ た り しながら︑︿略﹀︒

多少や難船の有様を通知したり︑登

九榎7囹く略V︑或ハ信用モシテヰナ
イ人二投票シタリ︑或二子灌シテシ

しかしこれらの物は︑受取

しかしこれらの物は︑受取
る者にそれが不用であったり︑思ふ

十一791

り︑其の斎いろくの訣黙がある︒

やうに分割することが出撃なかった

る者にそれが不用であったり︑思ふ

十﹁7810

に用ひられ︑︿略﹀︒

飯能孚の時画線から職状を報

又職箏の時職線から戦状を報

やうに分割することが出來なかった

手や足の雷門を曲げたり延

じたり︑援丘ハを頼んだりするに使ふ

︿略﹀︑電氣岸伝車が炭車を引 十一839

手や足の雷門を曲げたり延

ばしたりして︑出嚢の號令を待つ︒

︿略﹀︑電氣機關車が炭車を引 十一839

り︑其の他いろくの二心がある︒

十808

いて往つたり來たりしてゐます︒

十808

のも其の一つである︒

十584

のも其の一つである︒

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

十583

する事が出薫る︒

時︑救を求めたり︑いろくに利用

山者が路に迷って危険におちいった

︿略﹀︑或ハ信用モシテヰナ

マ ツ タ リ ス ル 人 モ アルガ︑︿略﹀︒

九槻8園

イ入二投票シタリ︑或ハ棄権シテシ
マツタリスル人モア ル ガ ︑ ︿ 略 V ︒

十175国 馬も誠に從順で︑けたりか
みづいたりするやうな事は決してし
ません︒

十176団 馬も誠に從順で︑けたりか
みづいたりするやうな事は決してし
ません︒

じんをやったり︑くびや背をなでた

十199團 く略V︑泣きながら豆やにん

波打際には大勢の人が旗を

ばしたりして︑出嚢の號令を待つ︒

十一8610

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

其の高草をとったり︑虎や

いて往つたり來たりしてゐます︒

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

︿ 略 ﹀ ︑ 泣 き な が ら 豆 や に ん 十一521

りしてみるのもあります︒

はなかく一通りでない︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十1910困

じんをやったり︑くびや背をなでた

それからは又父の手助をし

たり︑人にやとはれたりすることに

十︻985

それからは又父の手助をし

なったが︑︿略﹀︒

たり︑人にやとはれたりすることに

十︸985

なったが︑︿略﹀︒

まして威力によって強制す

るとか︑私利によって勧誘するとか

十一価5

いふやうな手段を用ひたり︑又此の

︿略Vいふやうな手段を用

手段に動かされたりするのは︑︿略V︒

十一柵5

ひたり︑又此の手段に動かされたり

するのは︑自治の精神に全く反する

ものである︒

又産業組合を設けたり︑慈

善事業を起したり︑又は青年團を組

十一冊8

織して産業の獲達︑風俗の改善等に

又産業組合を設けたり︑慈

務めたりするのは︑︿略V︒

十﹁備8

善事業を起したり︑又は青年團を組

織して産業の嚢達︑風俗の改善等に

又産業組合を設けたり︑慈

務めたりするのは︑︿略﹀︒

十一描9

善事業を起したり︑又は青年團を組

織して産業の嚢達︑風俗の改善等に

波打際には大勢の入が旗を

騎馬の入たちは︑あけない

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

十一佃5

務めたりするのは︑︿略V︒

ところが太陰暦は月のみ

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言

となぐるぞと言っておどしたり︑あ

十︸932園

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

十︻8610

りしてみるのもあります︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

其の百草をとったり︑虎や

たり︑盗人に取られたりする危瞼が

十515圏 うちに置くと︑火事にあっ 十一522

はなかく一通りでない︒

ちたりかけたりする計量を本として

思ふに落雷の爲に樹木が燃

あるからね︒

こしらへたもので︑︿略﹀︒

十516園 うちに置くと︑火事にあっ 十一662

えたり︑密生した樹木の枝と枝がす

騎馬の人たちは︑あけない

となぐるぞと言っておどしたり︑あ

十一柵6

つてすかしたりした︒

れあって起つたりした自然の火から︑

ところが太陰暦は月のみ
こしらへたもので︑︿略﹀︒

ちたりかけたりする攣化を本として

十﹁932園

たり︑盗人に取られたりする危険が

思ふに落雷の爲に樹木が燃
えたり︑密生した樹木の枝と枝がす

十一663

火種を取ったものであらう︒

あるからね︒

せたり︑漁業者が沖から獲物の多少

十579 飛行機の不時着陸地下を知ら
や難船の有様を通知 し た り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

949
たり一たり

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言
つてすかしたりした ︒

圓板にあてて模檬をほりつけたり︑

十一悩7︿略﹀コップなどを︑此の
みがきをかけたりしてみる︒

十一悩7︿略﹀コップなどを︑此の
圓板にあてて模様をほりつけたり︑
みがきをかけたりしてみる︒
うつ
︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

十二791

を起したり︑背びれを水上に現した
うつ
︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

りして泳ぎ廻ってみる︒
十二792

たり

︽タリ・

を起したり︑背びれを水上に現した
タリ

りして泳ぎ廻ってみる︒
︵助動︶1一

タル ︒ ト ︾

たり

テ︑洋々ト流ルレド モ ︑ ︿ 略 V ︒

八213図揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ
︿略﹀︑終に洋々たる太西洋に

出るのである︒

十359

十㎜3図 天祥刑せらる＼にのぞみ︑

む

つ

從容としていはく︑ ﹁ 臣 が 事 終 る ︒ ﹂
とQ

十枷4図 ︿略﹀大戦艦陸奥は︑海を
商人たる 者 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

いう
後にして悠然と横たはれり︒

十二223

法律は︑︿略﹀︑いやしくも

︿ 略 ﹀ ︑尚三重五重の塔︑

國民たる者は必ず之を守らなければ

十二884

ならぬ︒
さるさは

十一一㎜2図

猿澤の池水に影をうつして南都第一

の美観たり︒

ばう
︿略﹀︑九條の條坊井然と

して︑北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑

十二捌9図

君と親とに眞心を捧げ書く

︿略﹀古の奈良の都は︑︿略V︒

十二鵬1
して仕へる忠孝の美風が世界に冠た
ることは︑今更いふまでもない︒

其の原因はいろくあらう

が︑昔から此の島隠で荒い浮世を知

十一一燭1
らずに過して來たことが︑其の主た
るものであらう︒

我々は︿略﹀大國民たるに

タリ

︽タリ・

へび

ふとん着て︑ねたるすが

たり

そむかぬりっぱな島民とならねばな

十二鵬2

︵助動︶餅

らぬ︒

たり

六85圃圏

タル・タレ︾﹇▽えたり

たや東山︒

七306惹く略V︑︿略﹀大いなる撃つ

獅子はおどろきてふりはな

と出でて︑獅子のからだにまきつき
たり︒

七307図

さんとしたれど︑︿略﹀︒

︿略﹀︑蛇はますくかたく
しめつけたり︒

七308図

く略V︑蛇はますく強くし
めつけたり︒

七311図

︿略﹀︑蛇は眞二つとなりて︑

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

七318図

七323図

獅子はかなしげにほえて︑

濱べに立上りたりしが︑つと海の中

七336図

獅子はかなしげにほえて︑

にをどり入りたり︒

七337図

船長はコップの水を一口飲

︿略﹀︑つと海の中にをどり入りたり︒

七565図

船長はかくいひて三一だん

みて︑又其の話をつ〜けたり︒

七615図

聲をはり上げて︑﹁︿略﹀︒﹂とむすび

はく
たる時は︑拍手の音しばらくはやま

ざりき︒

七616図 かくて船長は外國より持蹄
き ふ
りたる寓眞帖を學校に寄附して去れ
り︒

大明の軍勢四十萬︑勢はげ
しくおしよせたるに︑︿略﹀︒

七鵬1圏

學校用具ヲ責ル店二︑手
帳・筆・墨・絶具ナドト記シタル看

八584図

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

板ヲ出シ︑︿略﹀︒

きめくらに

りといふ︒

道をき﹂︒

ともし火きえたり︒

と言ひた

八638図 ︿略﹀︑風にはかに吹きで︑

保己一はそれとも知らず︑

話をつゴけたれば︑弟子どもは﹁先

八641図

︿略﹀︑保己一は笑ひて︑

あかりがきえました︒﹂と言ひしに︑

生︑少しお待ち下さいませ︒今風で

︿略﹀︒

﹁さてく︑目あきといふものは不

八647図

自由なものだ︒﹂と言ひたりとそ︒

此所二名高キ名古屋城アリ︒

三百年前徳川家康が諸大名二命ジテ

トクガハイヘヤス

八966図

造ラシメタルモノニシテ︑︿略﹀︒

八973図 名古屋市ハ︿略﹀︑﹁尾張名

古屋孤城デ持ツ︒﹂ト歌ハレタリ︒

九24圏︿略﹀︑ほのぐと東の

ふしぎや︑今まで荒れに荒

窓はしらみたり︒

九116図

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

八585図

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

待ちかねたる鶏ども︑我先

︿略﹀︒

綿毛に包まれたるひよこど

けを︑すばやくついばみたるは

九142図 ︿略﹀︑飛びちりたる貝のか

へ行く︒

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

少しはなれたるきりの木のあたりに

九1210者流は餌をつかみて︑わざと

も︑︿略﹀︒

九125図

にと走り出づ︒

九123図

ニ記シタル看板ヲ出国ルハ︑︿略﹀︒
サレド食物を士人ル店ニハ︑

︿略V・劣ん塵雇︵センベイ︶ナドト

八598図

看板ニハマタ商品ヲエガキ

記シテ︑軒二下ゲタルモアリ︒

八605図

︿略﹀︑多くの弟子保己一に

タルモノアリ︒

八631図

道をき＼︒ と言

八635図︿略﹀︑時の人番町で目あ

ひたりといふ︒

目あきめくらに

獅子はく略V︑しっかに近 つきて學びたれば︑時の人 番町で
よりて武士の手をなめたり︒

り︒

七335図船は沖に向ひて港を出でた

たり一たり

950

︿略﹀︒

九142図

︿略﹀︑すばやくついばみた

るは眞白なるめんどりなり︒

九143図 くだきたる貝殻を器に入れ
て あ た ふ る に ︑ ︿ 略 V︒

九146図 昨日の午後に産みたるなる
べし︒

九147図 妹の置きて行きたる餌箱に
︿略﹀︑日記をも渡されたれ

入れて持蹄り︑︿略﹀︒

九151園

えうさい

ば︑鶏の事は絡べて之に記入し置く
なり︒

死所を得たる を 喜 べ り ︒

九456図

︿略﹀︑馬ハ最モ高キ償ヲツ

︿略﹀︒

ちいさん今年六十の

坂

︿略﹀︑最モ債ヲ下ゲタル持

ケタル人ノ物トナル︒

九462図
主︑︿略﹀︒

九828幽草
を越えたる足もとに︑

信吉の家にては︑︿略V︑家
く略V︑漏天の星は寳石をち

内一同涼みみたり︒

九849図
九8410図
りばめたるが如し︒

信吉は夏休にて重り居たる

兄に向ひて︑︿略﹀︒

九851図

︿略﹀︑いろくと星の説明
信吉は傍なる姉に向ひて︑

︿略﹀︑無量の感に打たれた
︿略﹀︑下葉の色づきかけた

十71図圏

︿略﹀︑新に植込みたる木

大方は國民の眞心こめた
︿略﹀︑中には小學生の奉
︿略﹀︑ほとんど皆勢よく

︿略﹀︑大切に取扱ひたる

く略V︑何れも十日間を限

によるならん︒

十68図闘

ずや︒

根づきたるは︑誠に驚くべき事なら

十66図園

りたるものも少からず︒

十62三園

る献木にて︑︿略V︒

けん

十61図園

の数︑實に十敷萬本に及べり︒

十58図園

るはぎ茂れり︒

十43図

り︒

十37図

﹁︿略V︒﹂と頼みたり︒

九909図

を求めたり︒

九362図 リエージュの要塞に立てこ 九852図
もりたるベルギーの勇將レマンは︑
︿略﹀︒

九364図 ︿略﹀く︑ エンミッヒ將
軍のひきみたるドイツの大軍を物と
︿略﹀︑勇ましく防ぎ戦ひた

もせず︑勇ましく防ぎ戦ひたり︒

り︒

九365図

ロ ちつ

九371図 レマン將軍も︑︿略﹀ガス
の 爲 に 窒 息 し 居 た る を︑︿略﹀︒

レマン將軍も︑︿略﹀︑ドイ

︿略﹀︑ レ マ ン 將 軍 は 静 か に ︑

ツ兵に嚢見せられて︑野職病院に送

九373図
られたり︒
九385図
﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒

九391図 ︿略﹀︑エンミッヒ將軍は
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ 強 ひて之をおし止めた
り︒

に︑

九424図蟹二人の我が子それぐ

りて土木に軍事せしめたるに︑通常
の人夫にもまさりて仕事ははか取り

く略V︑通常の人夫にもま

たりと聞く︒

十72図園

途中︑先生は天正V︒﹂と

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

十了4図

く略V︑つかれし足の歩重く

語られたり︒

十596図

近き慮ならば早速上り候

十713図 ︿略﹀︑わるびれたる様もな

く︑︿略﹀

て御世話も致すべく候へども︑何分

十佃1國困

百里の山川をへだてたる事とて︑そ

れも心に任せず︑︿略﹀︒

とん

む

つ

今日を晴と漏艦飾をほどこ

絶筆ぞにほふ︒

十川7図圏 ︿略﹀︑ 心をこめたる

十縦3図

く略V︑場に満ちたる十幾萬

果もなくすみ渡りたる大空︑

すごくと立去る僧の後影 されたる三萬四千噸の大戦艦陸奥は︑

たどり着きたる旅僧あり︒

十6110図

︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑はるかに行過ぎたる 高田5図

を見送りたる妻は︑︿略V

十637図

僧は︑︿略﹀︒

十欄9図

つち

やがて工廠長のふりかざし

艦首につるしたるくす玉ぱ

︿略﹀︑笠置も落ちたる由風

︿略﹀︑力なくて止みたり︒

聞ありしかば︑︿略V︒

十㎜8図

つとわれて︑︿略﹀︒

十囲8図

たる金色の槌は︑︿略V︒

十囲3図

の拝観者の胸は︑︿略﹀︒

降積む雪に道を失ひ︑進み 十櫨6図
降積む雪に道を失ひ︑進み

もやらずた＼ずみたる様は︑︿略﹀︒

十6310図
十643図

といへるにも似たりけり︒

もやらずた＼ずみたる様は︑古歌に
︿略﹀︒

の具足に身を固め︑︿略﹀︒

十6810圏︿略﹀︑ちぎれたりとも︑此
︿略﹀︑さびたりとも長刀を
持ち︑︿略V︒

十691囹

︿略﹀︑讃みかねて上聞に達

孔子は︿略﹀︑熱時の魯

ろ

︿略﹀︑必ず御心を安んじ奉

十一48図

るべきことを聞え上げたるなり︒

十悩2図

したり︒

十鵬1図

きつけたり︒

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

十槻7図高徳︿略﹀︑大いなる櫻の

わけてたどり着きたりしに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑やせたりともあの馬 十梱9図 ︿略﹀︑けはしき山路をふみ
いた

にうち乗って一番にはせ参じ︑︿略V︒

十691囹

︿略﹀主入の物語に︑

︿略﹀︑雨眼に涙をた＼へて

く動かされたる旅僧は︑︿略V︒

十698図

聞きみたり︒

十699︹図

常世は︑時こそ來れと︑や
せ馬にむちうってはせつけたり︒

十7010図

︿略﹀︑常世はちぎれたる具
足を着け︑︿略﹀

十712図

951
たり一たり

しやう

︿略﹀︑老後は專ら力を教

即ち今の山東省の地に生れたり︒
十一510図
育と著述とに用ひたり︒

ぐれたるもの︑︿略﹀︒

十一61図 門人三千人︑其の最もす
十一64m図 論語は︑曽参と有若との
門人等が孔子及び其の高弟の言行を
集 録 し た る も の に し て︑︿略﹀︒

十一72図園 ﹁過ぎたるは及ばざる

十一264図

︿略﹀︑降ってわいたる敵 十一304前賢に組合ひたる二人の勇
士︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

切ったりければ︑かぶとはつ＼じの
枝に残って︑︿略﹀︒

十一314図︿略﹀︑二人はしっかと組
みたるま＼ころくと轄び落つるこ

たる様をなせり︒

ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑夜中に壼師のし

十一476図夜明けて住持︑書影に向

たる様をまねて比するに︑︿略﹀︒

﹁昨夜のぞき見て知り

﹁先に壼がきたる檜︑

幾年こ＼にきたへたる

はだは赤銅さながらに︒

十一822図圃吹く潮風に黒みたる

鐵より堅き腕あり︒

十一8110図圏

の底︑ 遊びなれたる新地し︒

十一818応診 ︿略﹀︑ 町回・千尋海

たれば︑︿略﹀︒﹂

よき枝ぶりの檜を見て︑其の意を得

十一4810図囹 ﹁︿略﹀︑箱根山中にて

りしが︑︿略﹀︒﹂

何となく物足らぬ所ありて氣にか＼

十一488図園

たり︒﹂

正國得たりと︑力足をふ 十一4710図園

ん張りてはねかへさんとせしが︑

十一3010図

ねぢ伏せたり︒

︿略﹀︑降ってわいたる敵 十一307図 ︿略﹀︑清正やがて正國を

の大軍︑︿略﹀︒

十一265図

盛政は︿略﹀︑俄にやみ

の大軍︑木之本の邊に満ちくたり
と報じ薫る︒
きやく

十一269図
の中を退却しはじめたり︒
ぜん

﹁すは勝つたるぞ︒﹂

︿略﹀︑持ちたる箸を投捨

居たる秀吉は︑︿略﹀︒

十一272図あたかも売食の膳に向ひ 十一313図 清正手早くかぶとのをを
十一273図
てて︑︿略﹀︒

が如し︒﹂

十一77図 孔子は︿略﹀︑近きより
十一273薬園

十一327図此の四海峡に包まれたる
さて昨日御地より蹄村

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十﹇417國團

せられたる河井氏の御話によれば︑

退却軍は少しく之にたよ

りを得たれども︑秀吉の軍は︑︿略﹀︑

昔︑泉州堺のなにがし 十一悩4國國 ︿略﹀︑イグアッスーの

さかひ

︿略﹀︒

十一448図

大爆布の壮観を寓したるものもこれ

明くれば二十一日の朝︑

あり候︒

大勢の人々が熟したる
コーヒーの實を手にてこき落し︑

︿略V︒

翌朝壼師は常にもあらず

十一伽9圓國︿略﹀︑まじりたる石・

十一467図

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

伐倒したる木は乾くま

で其のま＼に致置き︑︿略﹀︒

十一欄7薩困

︿略﹀︑書師は前の如く夜 砂などは沈み︑︿略﹀︒

もすがら寝ねずして︑明日はかく垂

されば古は︑支那より渡

十一伽5図 一切経は︑佛教に關する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑

住持は尚知らぬ顔して過ししに︑

︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

十一伽10図

十一474図

ふ
足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

がかんなど濁言してみたりければ︑

十一4610図

に筆を動かしみたり︒

十一価7國團

寺に︑或書師久しく寄食してありけ

今まで賎嶽の山上より︑

十一289図 ︿略﹀秀吉︑勝政の引足
になりたるを見て︑すかさず鐵砲組

日遊び暮して既に数年を纒たり︒

るが︑何一つ書がくこともなく︑毎
︿略﹀︑︿略﹀弟勝政に引

盛政は尊王より西北に埋れる高地に

吉︑︿略﹀︒

に合蒸して銃火をあびせかけたれば︑

たるを見て︑︿略﹀︒

十一288図

︿略﹀︑勝政の引足になり

また＼きもせず戦況を見居たりし秀

十一288図

きあげを命じたり︒

十一287図

兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

十一285図

追撃すること頗る急なり︒

十一282図

既に木之本に到着したり︒

つしくらに進軍して︑夜半の頃には

十一2710図く略V︑一萬五千の軍勢ま と三十間許︒

遠きに及すを以て其の主義としたり︒

十﹇81図 ︿略﹀︑人生の爲に書くし
た る 大 聖 の 面 目 ︑ ︿ 略﹀︒

此の語にあらはれたりといふべし︒

十一82図 ︿略﹀大聖の面目︑よく
十一132図圏 たどりつきたる峠の上
こしぢ

に︑ ︿略﹀︒

ひでよし

越路の雪も解初めたれば︑
十一234図
︿略﹀︒

待ちま う け た る 秀 吉 は ︑
十一236図
︿略﹀︒

十一244図︿略﹀︑湖に沿ひたる一筋
路を急ぎに急ぎて進み來る︒

十一246図 あわてて逃げんとすれど
も時既におそく︑大方はやにはに斬
倒されたり︒

十一247図 危く逃延びたる一二の兵
十一258図 ︿略﹀︑大岩山・嘱望な

︿略﹀︒

はちがみね

どの要所々々にそれぐ將卒を配置

卒︑︿略﹀︒

したり︒

たり一たり
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はん

首鼠の如き宍道湖畔を走ること約四

しんぢ

十分︑︿略﹀︒

く略V︑打寄する波の音さ
されば珍しき事件の起り

まへたる古の奈良の都は︑そもく

電燈の嚢明せられたるは︑

を横に染分けたるものはドイツの國

1図

かねて此の希望をみたさ

く略V︑更に進んで新しき

こ＼において再び炭素線

の研究に没頭したれども︑徒に多く

十一一柵4図

の最も苦心したる所なりき︒

しん
十二擢10︹図 ︿略﹀︑唯心に至りては彼

電燈の登明に從閉したり︒

十二擢5図

る嚢明に成功したるを以て︑︿略﹀︒

十二擢2︹図 ︿略﹀︑既に電話機に号す

︿略﹀︒

んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

十二

今より凡そ百十齢年前のことなり︒

十二m3図

旗なり︒

即ち赤・黄・藍・白・黒

如何に美しく︑如何に盛なりしそ︒

十二638図

の五色を横に並べたるものにて︑
︿略﹀︒

く略V︑其の家の紋章の色

なる白と赤とに︑︿略﹀緑を加へ︑

十二645図

く獲費することは古より行はれたり

樺太は大陸の地績なりや︑

然るに其の實際を調査し
が日本人の中より現れぬ︒

て此の疑問を解決したる人︑遂に我

十二822図

く之を疑問としたりき︒

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

十二821図

からふと

更に王家の紋章を配したるものなり︒

十ニー54図 我が國にてか＼る新聞の
ゐ
︿略﹀︑其の後敷十年の間
かくて刷上りたる新聞は︑
但し大新聞にありては︑

の時日と金津とを費したるに過ぎざ

十二827図樺太が離れ島にして大陸

りき︒

こ＼において再び炭素線

の地績にあらざることは︑此の探検

︿略﹀︒

によりて略ミ知ることを得たれども︑

ひばは抵抗力を有し︑松

ていかう

の研究に没頭したれども︑徒に多く

彼の眺め入りしはく略﹀︑

結果を得たり︒

を作りて實験せしに︑豫想以上の好

十二掴3図彼は直に竹を以て炭素線

り︒

實に團扇に用ひられたる竹なりしな

十一一佃10図

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

何心なく手に取りて眺め

の時日と金銭とを費したるに過ぎざ

︿略﹀︑デカストリー濁の
やがて酒食を出したれど

がらん

十二佃8図

かして樺太の北端に近きナニヲーと

﹁我若し彼の地にて死

りき︒

みず︒

十二隅10図 ︿略﹀︑アメリカにて特許

さるさは

千差に及ぶ︒

れど︑尚三重五重の塔︑猿澤の池水
く略V︑南端に羅城門をふ

ロリ

を得たるもののみにても其の敷實に
十二倣1図

に影をうつして南都第一の美観たり︒

十二9910図

興福寺は伽藍半ば磨れた

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧

十一一866図

北に上陸したり︒

十二857図

したりと聞かば︑︿略﹀︒﹂

十二851竃違

いふ虞にたどり着きたり︒

十二834図

十二佃4﹇図

比較的早く印刷したるものをば地方
十二4710図

は揮力に富み︑落葉松は一種の品位
を有する等︑各其の特性を具へたり︒

イギリスの國旗は︑今日
の形式を具ふるまでに幾多の攣化を

十二618図

アメリカ合衆國の國旗は

重ねたるものなり︒

十二627図

一定不攣の部分と︑鉱化を許された
る部分とより成る︒

十二632黙認・白・赤三色を以て縦

フランスの國旗が縦に三

に染分けられたるは︑フランスの國
旗なり︒

十一一635図

︿略﹀︑黒・赤・金の三色

色を分ちたるに解して︑︿略﹀︒

十二636図

︿略﹀︑非常なる困難をを

版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒

かく

十ニー91図

︿略﹀︒

十ニー88図

に驚くべき獲達を遂げたり︒

十ニー55図

現れたるは維新前後にして︑︿略﹀︒

しが︑︿略﹀︒

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十ニー47図

へ何事をか語るに似たり︒

十二96図

冠せるものの僅かに世に存するのみ

︿略﹀︑亡く各地をめぐり

にて︑學者其の得がたきに苦しみた
りき︒

十一伽5図

て資金をつのること敷年︑やうやく
にして之をと＼のふる事を得たり︒

立ちたるはく略﹀︒

十﹁172図園 我が一切纒の出版を思
十﹇梛4図園 喜捨を受けたる此の金︑
︿略﹀︒

切経の事に費すも︑うゑたる人々の

十一併5図囹︿略﹀此の金︑之を一

︿略﹀︑資金を悉く救助の

救助に用ふるも︑︿略﹀︒

十﹁摺9國
用に當てたりき︒

十﹇捌10図 苦心に苦心を重ねて集め
たる出版費は︑︿略﹀︒

十一旧2図 二度資を集めて二度散じ
︿略﹀︑此の度は製版・印

たる龍眼は︑︿略﹀︒

十一㎜10図
刷の業着々として進みたり︒

︸切纏六千九百五十六巻の大出版は

十一冊2図 かくて天和元年︿略﹀︑
遂に完成せられたり︒

十﹁鵬6図 此の版木は今も罫引寺に

満ちくたり︒

保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

ひろきをおのが心ともがな︒

十手ー5図翻 淺比すみわたりたる大
空の

あり
やけたる道を蟻の行くらむ︒

十二34図蟹 いつ方に志してか︑日
盛りの

十二44図松江を獲したる汽車は風
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﹇足﹈︵上一 ︶ 1

たりる

︽一

リ︾﹇▽おっしゃりた り る ・ も の た り な

た・りる

ばく

﹁工夫が た り な い ︒ ﹂
たる

りやう

﹇樽﹈︵名︶1

五731園

い

たる

十二466図 家屋・橋梁・船舶・電

六617園

す︒

萬じゅがかけよって︑らう 六585

︿略﹀︑﹁だれだ﹂と答へ

と︑﹁だれだ﹂と答へます︒

四308園︿略﹀︑﹁だれだ﹂といふ
四311園
ます︒

四315 ︿略﹀︑一しょに向ふの方

へ行ってみましたが︑だれも

四632園

だれかあの扇をいお

だれがかいたか︑

だれがかけたか︑虹の橋︒

とすものはないか︒
五606圏

五614圃︿略﹀︑
虹の橋︒

も居ません︒

﹁だれだい︑今笑ったの

五622圏だれが渡るか︑虹の橋︒
五627圃だれがけすのか︑虹の橋︒
六28虎
3が見まはしましたが︑ だれ
六284園
は︒﹂

輻重兵にも其の中にだれか
出るだらう︒

六418囲

さて萬じゅは︑だれか母の事

︿略﹀︑頼朝をはじめ︑居合は

せた者に︑だれ一人もらひ泣きをし
ない者はありませんでした︒

此の時︑﹁大きなお守さん

だ︒﹂と誰かがいったので︑みんな

六904

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

が一度にふき出した︒
六欄8

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ
︿略﹀︑もう廣い海には誰もゐ

出ました︒

七159

︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も

なかった︒

七183

之を取って花たばにする︒

七377囲︿略﹀︑來て先づ誰でもおど

七769園

正直者の清正は人づきあひが

﹁誰か居るか︒﹂

まだ誰一人城に登って居りま

八176園

﹁誰にも頼まれは致しませ

誰に頼まれた︒

ん︒﹂

八悩6
八欄7

分業で仕事をする時︑誰か一

誰が造るのであらう︒

それではマッチは︑どうして

八177園

七浦9囹御門を守る者は誰か︒

せん︒

七棚2

りなす者がなく︑︿略﹀︒

下手なので︑誰一人清正を秀吉にと

七995

四321囹 ﹁それは山びこです︒だ ろくのは︑︿略﹀︒
七766圓 ﹁誰か居るか︒﹂
れも居るのではありません︒﹂

居ませんでした︒

六641

をいひ出す者はないかと氣をつけて

誰

のとびらに手をかけますと︑﹁たれ
だれ

ゐますが︑︿略﹀︒

ダレ

﹁ソレモヨイガ︑ダレ

﹇誰﹈︵代名︶46

か︒﹂と︑らうの中から申しました︒

だれ

二297園

ガソノスズヲツケニイク
カ︒﹂

﹇誰﹈︵代名︶1

﹇垂﹈﹇▽あまだれ・まえだれ．

きほどからふえを吹いてゐま

三787だれか川上の方で︑さ
︽ーラ︾

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

足る

で︑︿略﹀︒

﹇足﹈︵四・五︶5

■vいちねんたらず・ものたる

た・る

︿略﹀千早城は︑︿略﹀︑まは
そうぜい

りが一里にも足らず︑総勢わっか千

六908

人ばかり︒

八292図︿略﹀︑手の足らずといふは︑
働く人の少きをいふなり︒

十536圏 ︿略﹀︑資金の足らぬ人に貸
附けるのだ︒

︿略﹀︑我が國で出來る品物ば
︿略﹀︑徳川家の存亡など

かりでは用が足らない︒

十862
十二伽9圏

タルスス

は言ふにも足らぬ小事でござります︒
︹地名︺一

﹇達磨﹈︵名︶1

﹇▽ゆきだるま

着いた︒
だるま

ん

だるまさん

たれ

たれ

たれ

んです︒﹂

三198園 ﹁わかりました︒だるまさ

だるまさ

原を横ぎって︑タルススといふ町に

十83 ︿略﹀︑僥けっくやうに熱い平

タルスス

たりる一だれ

人の手ぎはが悪いと︑全艦の出來ま

でも悪くなる︒

誰モ之ヲ買フ者ナク︑︿略﹀︒

九嘱9図 ︿略﹀︑用ヒヤウナケレバ︑

それでも誰一人敵に後を見せ

石屋か︒﹂と︑誰もうなつく工場あ

九811図蟹︿略﹀︑ ﹁あ﹂︑あの角の

り︒

九研5

﹁オトウサンバ誰二投票ナ

る者はない︒

九拠1園

ソレハ誰ニモ言フベキ事デ

サルノデス︒﹂

九梱2園

誰かが力石をころがして來て︑

道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑

ハナイ︒

九品4

︿略﹀︒

土をはらって高橋さんの爲に席を作

十129

つた︒

十402 力藏さんも︑﹁︿略﹀︒﹂と誰に

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰

言ふともなく言って︑︿略﹀︒

も彼も一心不着に働くので︑︿略﹀︒

十439

遠い庭まで使者の役目を務めると聞

十547 此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

いては︑誰でも驚かない者はあるま

い︒

僕はおとうさんから︑誰

が來ても此の門をあけてはならない

十一欄1囹

﹁おとうさんは︑誰が來

と言ひつけられてるるのです︒

十一㎜8園

ても此の門をあけてはならないと僕

に言ひつけました︒﹂

たれさがる一たんけん
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十一伽9園 僕は︑誰が嘗ても此の門
をあけてはならないとおとうさんに
言はれてるるのです︒

十二568圏 ねちが無い︒誰だ︑仕事
塁の上をかき廻したのは︒

と︑早口にすらく言へるやうにな
つた︒

太郎は得意になって︑﹁おと

うさん︑こんなに言ひにくい言葉は

十916

父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑

太郎さ

六24

ダン 段←いく

日を浴びて直証についた︒

揮丸

だんぐわん

とゴろく砲音︑飛來る弾

つつ

﹇弾丸﹈︵名︶1

八976図韻

だんがん

︿略﹀︒

庭に一本なつめの木︑

トラクターはちやうど軍用

︽ シ︾

十二831図

て︑︿略V︒

十二879図

林藏が二回の探検により

く探検の途に上りぬ︒

く略V︑小舟に乗じていよ

によりて略く知ることを得たれども︑

十二827図︿略﹀ことは︑此の探検

たんけん ﹇探検﹈︵名︶3 探検

て團結した慰書は︑︿略﹀︒

十一一悩1 萬世一系の皇室を中心とし

結する

だんけつ・する ﹇団結﹈︵サ変︶1 團

のタンクのやうな形で︑︿略﹀︒

十一639

タンク ︵名︶一 タンク

弾丸あともいちじるく︑︿略V︒

九399図圃

あと

だんがんあと ﹇弾丸跡﹈︵名︶1 弾丸

丸︒

ぐわん

だん

同は元氣よく團歌を歌ひながら︑夕

十1510 やがて暮近くなったので︑ 一

だんか ﹇団歌﹈︵名︶1 團歌

動をあたへた︒

からそれへと憎いて︑言葉に強い感

十159 古同報さんの熱心な話は︑それ

境内に集った︒

十117

今どこのうちへ行って見ても︑ だんいん ﹇団員﹈︵名︶2 團員
まん
團員は︑午前七時八幡神社の

今日庭にほしてあるもみをす

俵の山が出來てるます︒

土間でこぼれもみを拾ってゐ

つて︑俵に入れてつんだら︑︿略﹀︒

六34
六43

たにはとりが︑俵の山へ上ってとき

父と

冬の朝日のさす軒下に︑

を作りました︒

十893図醐

俵あむ手のいそがしげなる

俵の山

俵の山

母とに暇を告げて︑︿略﹀︒

第一

︹課名︺2

六目2

タワー橋

俵の山
︵名︶一

第一

テームス川を飾るタワー
﹇▽いったん・ごじつたん・さん

橋・ロンドン橋を始め︑︿略﹀︒

たん

じつたん・にたん・にちようさんたん
こせ

﹇段﹈︵名︶2

二戸の段畑許し下され
壇

だん
﹇壇﹈︵名︶1

最後に博士は︿略﹀︑家庭

における電氣の利用に就いて興味あ
だん
る話をして壇を下った︒

十二⁝⁝⁝2

だん

たく候︒

十二佃8魑困

ハ何デセウ︒

ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

四852圏ダイリ様ノ下ノダン

だん・いちだん・さんだん

だん

ん・せいねんだん

おひるすぎに︑をばさんの だん ﹇団﹈←かくちほうせいねんだ

﹇太郎﹈︹人名︺1

十二294国

︿略﹀︑太郎はやっと今日の次 タワーばし

六11

たわらのやま

翌日太郎が友だちの正雄・良

外に無いでせう︒﹂といふと︑︿略﹀

十9210
一と三人連で︑學校から起る時の事

十二665圏 お前たちのうちで誰が一
であった︒

ん

たろうさん

つた事を後悔すると土ハに︑︿略﹀︒

＋964太郎はつくぐと自分の悪か

第を有りのま㌦に話した︒

十945

太郎はだまってみた︒

十944

した︒

めをことわりかねて︑一所に渡り出

太郎は︿略﹀︑友だちのす＼

番此の父を大事に思ってくれるか︑

︽ーッ︾

十934

わしはそれが知りたいのだ︒
其のうち に 早 言 ふ と な く ︑

︿略﹀といふうはさ が 立 つ た ︒

十二⁝肋9

る

たれさが・る ﹇垂下﹈︵五︶1 たれ下

十棚10 たくさん咲いてみる中で一番
美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ
も咲いてみる薄紅色の花である︒

たろう ﹇太郎﹈︹人名︺13 太郎←う
らしまたろう・てっかのたろうみつも
り・はちまんたろう・はちまんたろう
よしいえ

太郎

太郎ど

太郎

うちからおとよさんと太郎

二592 太郎ノオカアサンバ︿略﹀︒ 四17
一﹇593 太郎ハイマ︑オカアサン

父から

﹇太郎殿﹈︹人名︺2

さんが來ましたので︑︿略﹀︒
どの

たろうどの

五月七日

さち子どの
﹇戯﹈︵名︶1

俵

人は此の有様を見て︑たはけ

たはけ

一月十八日中父から

さち子どの

八689国
の
どの

八748国
たわけ

こちらのかすりのつつそ

ガオクスリヲノムトコロヘキ
テ︑︿略﹀︒

三722

では太郎のあはせで︑︿略﹀︒
八295 太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
に 見 て み る が ︑ ︿ 略V︒

八297 或日炭を嶢く男が太郎のうち
へ來て︑︿略﹀︒

八298 此の時太郎が︑炭はどうして

二塁2

﹇俵﹈︵名︶4

とあざけり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑太郎は生萎生米生卵︒ たわら

研 く の か と き く と ︑︿略﹀︒

十914

955

︽ーセ︾

たんけん・す
す

︵サ変︶−

探検

︿略﹀︑林藏は幕府の命に

﹇探検﹈

十二826図

探検

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海
﹇探検船﹈︵名︶1

岸を探検せり︒

たんけんせん
船

だん

えんがはには︑夕方から

炭坑

男子←にっ

軍人となって︑いくさに出

﹇男子﹈︵名︶2

へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

だんし
ぼんだんし
九掴10園
たのを男子の面目とも思はず︑其の

﹁聖天祥は眞の男子な

有様は何事だ︒

十鵬6図園
り︒﹂

炭車

がそれを馬に引かせて︑電野馳心慰
の通ふ道まで運んで行きます︒

︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

﹇単純﹈︵形状︶1 軍犬
ち

十二備3

︿略﹀︑かういふ短所はやが

しかし此の半面にもまた短

て我が國民から消去るであらうが︑
︿略﹀︒

十二悩10

所がうかゴはれないであらうか︒

こ＼にもまた我々の反省す
我が國民の長所・短所を敷

べき短所があるやうである︒

十二柵8
十二柵9

我々は常に其の長所を知つ

へたならば︑まだ外にもいろいろあ
らう︒

十二糊1

て︑之を十分に爽揮すると共に︑又
常に其の短所に注意し︑︿略﹀︒

のうしろから物さしと花子の

通された部屋には︑古いた

お手玉が出ました︒

んすや戸棚などが並べてありました

十一143

が︑︿略﹀︒

のぶ子さんはすぐたんすの

小引出から取出して︑︿略﹀︒

十一176

ジ︾

元帝歎じていはく︑﹁文天

たん・ず ﹇嘆﹈︵サ変︶1 歎ず ︽一

十㎜6図

﹇丹青﹈︵名︶2 丹青

祥は眞の男子なり︒﹂と︒

心をこめたる

丸鋼ぞ

十川6図圃 ︿略﹀︑ 丹青まばゆき

たんせい

格天井に︑

がうてんじゃう

にほふ︒

﹇男女﹈︵名︶1 男女←き
せんだんじょ

直言ふべからず︒

老婆の前を右左︑ 行き 十一468図 ︿略﹀︑筆勢非凡︑丹青の

10図

毎日焼いてはくだき︑焼いて

歎

初め彼は紙に炭素を塗り

たんそ ﹇炭素﹈︵名︶1

炭素

八561図圃

かふ男女多けれど︑︿略﹀︒

誕生

︿略﹀︒

はくだきして︑歎息する彼の様子は︑

十463

息する ︽ースル︾

たんそく・する ﹇嘆息﹈ ︵サ変︶1

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

見るく艦は速力を増して︑ 十二

﹇誕生﹈︵名︶1

十伽10図

たんじょう

白波高く海にをどり入る︒あ＼︑海
誕生

時代にありては︑唯をりく興味あ

﹇誕生日﹈︵名︶1

の戦士の勇ましき誕生︒
たんじょうび

日
來る十六日は私の誕生日で︑

たんす

たんすやつづらから着物

﹇箪笥﹈︵名︶4

四416

たんすをうこかすと︑其

を出して︑︿略＞Q

三702

たんす

身にてまた樺太におもむけり︒

十二828図

エヂソンが炭素線の電燈

を嚢明したのは四十年ばかり前のこ

十二怖！0園

を作りて實験せしに︑︿略﹀︒

十二掘2図彼は直に竹を以て炭素線

の研究に没頭したれども︑︿略V︒

たんそせん ﹇炭素線﹈︵名︶3 炭素線
たんしん ﹇単身﹈︵名︶1 軍身
︿略﹀︑同年七月林藏は軍 十二稲3図 こ＼において再び炭素線

︿略﹀︒

達とは︑何時までもかく軍純にして

短所﹇▽わ

八面3困

﹇短所﹈︵名︶7

民の短所をもなしてみる︒

しかし此の事情は一面に國

がこくみんせいのちょうしょたんしょ

たんしょ

ず︑︿略﹀︒

遊戯的なるものに漏足すべくもあら

き︒されど人智の進歩と印刷術の護

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

十芸西410図

たんじゅん

だんじょ

︿略﹀︑電氣機關車が炭車を引

﹇炭車﹈︵名︶3

︿略﹀二人が石炭を掘崩すと︑

に入れる︒

他の二人がそれをざるで運んで炭車

十843

いて往つたり來たりしてゐます︒

十808

たんしゃ

十一一125 彼が探検船ビーグル號に乗

ダンゴ

込んで意氣揚々と本國を出獲したの
﹇団子﹈︵名︶4

は︑︿略﹀︒

す︒

炭坑

﹇炭坑﹈︹課名︺2

四474園 ﹁花よりだんご︒﹂
たんこう
＋目15 第十四

炭坑

かう

﹇炭坑﹈︵名︶2

十796第十四 炭坑
たんこう

ださうです︒

すべて日本人の短所として︑
性質が小さく狭く出來たきらひがあ

十二価8
る︒

﹇炭坑内﹈︵名︶1

内

たんこうない

十813 これは炭坑内の地下水を坑外

炭坑

十854囹 これがつまり此の炭坑の始 十二悩6

炭坑を見物しました ︒

かう

十797炭坑 此の間︑九州三池の或

炭坑

て︑お月さまにそなへてありま

いもやだんごをつくゑにのせ

三778

ケライニナリマシタ︒

一51一 キジモダンゴヲモラツテ︑ 十餌3 炭車が一ぽいになると︑馬方

ケライニナリマシタ︒

一503 サルモダンゴヲモラツテ︑

ごn▽きびだんご

だんご

たんけんす一たんそせん

だんたい一だんだん

956

と で あ っ た が ︑ ︿ 略﹀︒

だんたい ﹇団体﹈︵名︶3 團腔n▽し

見テヰルウチニ︑チヂン

びつきました︒

三585

ちだんたい・ちほうじちだんたい

色モシダイニコクナツテキマ

デヰタ．ハネモダンダンノビテ︑

︿略﹀︑天人はまひながら

それでだんだんうちがよ

くなりました︒

四756

あせり出しました︒

四504これから友一はだんだん

たうをぬぎました︒︒

持になって︑しまひにはぐわい

四398 たび人はだんだんよい・い

て行きました︒

て︑︿略﹀かすみの中へはいつ

松原の上をだんだん高く上つ

三903

近くなります︒

三643舟はだんだん土ばしへ

シタQ

十﹁柵5 ︿略﹀︑地方自治の精神に基
づいて其の團禮の幸 福 を 進 め ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一撫3 地方人民が協同一致して自
ら地方公共の事に當り︑誠意其の團
膣の爲に力を墨くす精神が即ちそれ
である︒

ダンダラ

福利を増進することを心掛けねばな

十﹁描4 ︿略﹀︑協同﹇致して二会の

﹇段﹈︵名︶一

らない︒

だんだら

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

九211 例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ膿
︿略﹀︒

段々

ダンダン

だんく

﹇段段﹈︵副 ︶ 4 6

ダンく だんだん

だんだん

﹇474

みことは此の川上にも人がす

んでみるにちがひないとおかんがへ

モモタラウハダンダンオ 五83

ホキクナツテ︑タイソウツヨク

になって︑だんだん山おくへおはい

サウシテダン︿ス︑・シクナ

六335

︿略﹀︑町ハダン︿ニギヤカ

ニナツテ來タ︒

︿略﹀幾つかのトンネルを

野はだんく夜の景色にかはって︑

︿略V︒

くfると︑違い原野がだんくに開

ダン︿上流ニサカノボツテ︑ 九749

時ニ士別中が出ル程ノ淺イ所マデ上

六462

けて震る︒

月が西の空にうす白く残り︑

十659圏

だんく市場に近づくと︑

だんく寒くなって來たが︑

本通も横町も骨導でいっぱいです︒

十169圃

た︒だんく明るくなって來た︒

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ

九悩6

りましたが︑︿略﹀︒

はだんく大きくなって︑狩人にな

だんく潮が引いて︑もう其 九916金山の中に︑子供のアルカス

ツテ來ル︒

七105

所此所に洲が見え出した︒

七154潮がだんだんさして來て︑何
三ついかりをあげて港を出

時の間にか洲が見えなくなった︒

七538圏

︿略﹀︑風がだんくはげしく

家は︑だんく小さくなって行きま

て行きますと︑港に立並んでみる人
す︒

七942

馬屋の前を通ってだんく奥

あやにく薪も煮皿きてしまった︒

道がだんく上りになったと 十829

なって來た︒

深く進むと︑いよいよ石炭を掘って

九339

見えて︑谷のこずゑこしに︑遠い湖

十一744

なった︒

其のうちだんく人智が嚢

かくして人は︑暗黒の世界

夜が更けるにつれて燈がだ

だんく話してみるうちに︑

んく暗くなり︑今にも消えさうに

十一694

びかれて來たのである︒

からだんく光明の世界へと︑みち

十﹁683

んく廣くなって來た︒

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

十一674 ︿略﹀︑時代が進んで燃料の

達するにつれて︑︿略﹀︒

十﹁664

くなって行くのも面白い︒

︿略V︑こずゑの差が段々少

みる虞へ來ました︒

汽車が進むにつれて︑關東平

壮大な姿が︑だんくにあらはれて
來る︒

九681

十一385

がちらくと見えて來た︒
︿略﹀︑店はだんだん繁昌し

て︑十年もた﹂ぬ中に︑町でも屈指

九524園

それからだんく商責の手

の財産家となった︒

九555園

を廣げて︑六十五⊥ハの時にはもう鯨

後の山がだんだん低くなるに

程の財産が出來た︒

ハジメハ縣スヂホドノ流デス 九575

つれて︑前の変藁の山が見るく高

わら

ガ︑ソレガダンくアツマツテ︑ミ

くなる︒

五513

ツテ︑ ︿略﹀︒

五267

りになりますと︑︿略V︒

ナリマシタ︒

ンダンアカルクナツテキマス︒

ニ ー 8 4 マ ツ ノ木ノアヒダガダ

キマシタ︒

二674 ダンダンアタタカニナツテ
二707塵 ダンダンチカヨル オ日
サマニ︒

ゾニオチル頃ニハ︑流モ早クナリ︑

てるました︒

ながら︑大きなのこぎりで板をひい

木びきの力藏さんがうたをうたひ

三423 ︿略V︑かめはだんだん海 水ノカサモ多クナリマス︒
九609東の空が明るくなると︑今ま
の中へはいっていって︑まもな
六163 だんく上って行くと︑︿略﹀︒
で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

だんだん高くとべるやう

くりゆうぐうへ つきました︒

三558

になって︑とうとうやなぎにと

●

957
たんちょう一ち

をさとって︑非常にたのもしく思つ

眞淵は宣長の學識の尋常でないこと
六324園

な

だんな

ダンナ

だん

﹁ダンナ︑マヰリマセゥ︒﹂

﹇旦那﹈︵名︶3

た︒

︿略﹀︒

んなが國へおやりになる金ですが︑

﹇単﹈︵副︶2

輩に

︿略﹀︒

ぼへ出て︑︿略﹀︒

一くはく︑廣い

ミチバタニハスミレヤタ

反物

小ぞうさんたちは︑土ざうか

﹇反物﹈︵名︶2

nVパナマうんがだんめんりゃ

ンポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒
だんめん
くず
たんもの

十一539

ち

て弾力に富むが故に︑︿略V︒

談話の最中に一人の老人が

い

す

はいって來ましたが︑それを見ると

地

‡じ﹇▽あれ

すぐに立って︑椅子をゆづりました︒

ち

﹇地﹈︵名︶12

ち・おんち・かいこんち・きょりゅう

ち・くさち・くぼち・げんさんち・こ

うぎょうち・こんきょち・しがいち・

しょうぎょうち・しょくりんち・しん

りんちかいこん・にち・はっこうち・

もくてきち・りくち

用

さてく︑虹はおもしろい︒

雨のはれ間にちよつと出て︑

五617圏

遠きをつなぐ

其の返声として加賀に梅田︑

ありさうに天と地の

雲の上︒

山皆緑に

かgやく此

水また清く︑

美術の光の

︿略﹀︑合はせて三箇所の地を汝に授

十722園

ける︒

の地︑

十川8図圏

︿略﹀︒

しやう

孔子は今より凡そ二千五

は

と ば

上海が黄門江に臨む部分は

延長八哩︑⊥ハ蚕齢の波止場がある︒

十一108

の地に生れたり︒

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

う

︿略﹀︑かうするとゴムが非 十一47図
常に弾力を増して勝る︒

︿略﹀︑かしは最も堅くし

十二479図︿略﹀︑松は弾力に富み︑
十二485図

︿略﹀︒

十槻3園

︿略﹀︑くはやかまを持つだんわ ﹇談話﹈︵名︶1 談話

てたんぼへ行きました︒

四748

あのたんぼの中に︑ちよつ
︿略﹀︑

私がたんぼへお湯を持って行
たんぼの中程を流れてみる小
川は︑いつもより水が多い︒

三川3

ってくると︑︿略＞Q

六37

ぼへ稻こきに行きました︒

今日はうちの者がみんなたん

たんぼをうちかへす︒

五953圏

とした森があるだらう︒

五637園

三時ごろ學校へかへりました︒

十﹁846 だんく沖の方へ進んで行 七714園墨ぶくろの方は私どものだ 五407 ︿略﹀︑たんぼの小道へ出て︑
こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

色だ︒

たんに

方ですから︑︿略﹀︒

十二532 しかしだんく落着いて見 七715囹 ︿略﹀︑だんなはなさけ深い
ると︑此庭は時計屋の店であること
がわかった︒

狭 め ら れ る に 二 っ て︑︿略﹀︒

十一一7810 かうしてだんく網の中が 十一︑一231 又軍に損益の馳から見ても︑ 六17

壇浦

だんのうら

﹇壇浦﹈︹地名︺1

だんのうら

談判

三2一

く略V︑屋島・壇浦は源たんぽぽ ﹇蒲公英﹈︵名︶一 タンポポ

﹇談判﹈︵名︶1

拙者は︑此の談判がよし
どのやうに決着するにもせよ︑︿略﹀︒

十二伽7園

だんぱん

だ切なり︒

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一349図

だんのうら

が︑︿略﹀︒

用として使用せらるるに過ぎざりし

十二919 彼はだんく物思に沈むや 十一一川4図 當時は軍に理化學の實験
うになった︒

かくて又 幾 年 か た つ う ち に ︑

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

十一一研4

十間といふ深さに達した︒

十二価9園 諸機械の原動力であった

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣

輩調

つて︑工業界の一大革新をうながし
﹇単調﹈︵形状︶1

てるます︒

たんちょう

五247

らいろくな反物や幣地をかついで
そこで其の反物を出した者を

ぼ

八436

來て︑お客の前につみ上げます︒

廣いたんぼの

四227うちの人はみんなたん

変まきすます︒

くれうって︑

四113間おやはかへして︑子は

北風あれる︒

四103翻 ならやくぬぎの はは 呼出して︑︿略﹀︒
だんりょく ﹇弾力﹈︵名︶3 揮力
黄にそまり︑ 白いたんぼに

カヘツテキマス︒

ニー64人ガボツボツタンボカラ

十二501 湖岸線は大黒軍調であるが︑たんぼ ﹇田圃﹈︵名︶1一 タンボ たん
︿略﹀︒

たんちょうへいぼん ﹇単調平凡﹈︵形

状︶1 軍調平凡
あ き て み た 私 に は ︑︿略﹀︒

十二368国 久しく軍調平凡な景色に

︿略﹀︑編輯・螢業の二局

たんとう・す ﹇担当﹈︵サ変︶1 捲當
︽ース︾

十ニー66図

す

ありて︑︿略﹀︑販責・廣告に齢する
ことは後者之を推呈す︒

ち一ちいさな

958

みて︑︿略﹀︒

此の地は交通上重要な位置を占めて

血

たけみ

く略V︑僕が若し食物をこな

さなかったなら︑からだを養ふ所の

八棚9園

其の爲に新しい血が出來な

血がどうして出來ませう︒

八繊3圏
くなって︑かへって君等は自分で苦
二十メートルもある大鯨が今

しむやうになったのです︒

十冊2
は全く息たえて︑︿略﹀︒あたりには
流れ出る血に︑紅の波がた貸よふ︒
チピサイ

︿略﹀︑港に立並んでみる人

敷字は大きく

小さいと假名

家は︑だんく小さくなって行きま

七538園

す︒

七麗図

︿略﹀︑おとうさんはく略﹀︑

と間違ひます

何といふ小さい情ない者であらう︒

十一一5410囹 唯自分だけが此のやうに

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

い︒

ぢを見附けて︑︿略V指先でそれを

十一一559 ︿略﹀︑やがてかの小さなね

つままうとしたが︑鯨り小さいので

九511

あの方の小さい時分からのお話をし

すべて日本人の短所として︑

性質が小さく狭く念写たきらひがあ

十二燭8

つまめなかった︒

︿略﹀︑年來の貯金と主人か

て下さいました︒

九522園

らもらった金を資本にして︑小さい

る︒

キ︾

﹇小﹈︵形︶4 小さし ︽一

星がひしゃくの柄の先になって︑も

米屋を始めた︒

︽ーイ・ク︾

﹇小﹈︵形︶22

小サイ

ハナハソレデヨイカ 九898圏 ﹁にいさんく︑あの北極ちいさ・し

つ

綿毛に包まれたるひよこど

く略V︑中なるひよこどもは

小さき口を開きて︑びよくと鳴き

九134図

くとかけ廻る︒

も︑小さき聲を立てつ＼︑ちよこ

九126図

小さき悔をいだきつ﹂︒

さとすべき子にさとされし

ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウ一

ち

りぬ︑

八581図醜︿略﹀皆︑彼の姿を見送
前と同じ方法で︑船はもう一

﹁あれは銀行だよ︒今まで
つ

つまり此の宇宙には︑あの

木立の間の細道をたどれば︑程なく

此所を出でて奮御苑に入り︑

つ＼かこひぎはに集る︒

小さき建物の前に出づ︒

十46図

が︑たg其の距離の遠いために︑あ

ねぢは︑︿略﹀︒﹁自分は

ワタレ︒

チピサナガン

ハ

サキ

アトニ︑

ソノツギハ︑アノタク

サンサイテヰル︑小サナキイロ

二84囹

ナカヨク

ニ︑

小サナ小さな
一354蟹 オホキナガンバ

チャールズ︑ダーウィンは ちいさな ﹇小﹈︵連体︶34 チピサナ

︿略﹀︑或小さいみすぼらし

十二545園

の音が聞える︒

い家の前まで奉ると︑中からピヤノ

十二374

深い趣味を持ち︑︿略﹀︒

︿略﹀︒ごく小さい時分から動植物に

十二99

んなに小さく見えるのである︒

のがなほ数限りもなく存在してみる
きよ

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十︻39

は横町の小さい家だつたが︑︿略﹀︒﹂

十507囹

小さい人造湖に出る︒

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

十343

のが出激てゐますね︒﹂

う一つ︑小さい北斗七星のやうなも

モズハ小サイガ︑マケヌ

今の村長さんのおとう

其ノ外︑釘や針ノヤウナ小

小さい熊手で砂をかくと︑お

造ルコトが出來マセン︒
くまで

もしろいやうにあさりが出た︒

七119

ウナ大キナ物マデ︑魚串ガナケレバ

サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ

六121囹

ました︒

ちを見て︑その小さいのにおどろき

五335此の時何の氣もなく自分のう

も分りませんでしたが︑︿略﹀︒

四907五郎はまだ小さくて︑何

いたづらもので︑︿略＞Q

四774此の人は小さい時から

さんもおとなしい人で︑小さい
時からよくはたらきました︒

四761

氣ノ鳥デスカラ︑︿略V︒

四366

ペンカイテゴランナサイ︒

小さい

一375囹

ちいさ・い

十﹇348図 内海の沿岸及び島々には
名勝の地少からず︒

雷命此の地に來りていふやう︑

かつち

十二62図 時に天照大神の使者建御
︿略﹀︒

此の外︑心内各地は勿論︑

︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

て其の地の模様を探 る は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

﹇血﹈︵名︶6

るデレンに着せり︒

さかのぼること五日︑遂に目的地な

十二8610図 翌日此の地を去り︑河を

したりと聞かば︑︿略﹀︒﹂

十二8410池園 ﹁我若し彼の地にて死

るべし︒﹂

の地に行かば︑︿略﹀︑或は命も危か

ばう
十二846図圏 ﹁容貌の異なる汝が彼

十二842図

員ありて︑︿略﹀︒

世界各通主要の地に特派員又は通信

十ニー71図

ち

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り

五117 ︿略﹀︑みことはこしのつるぎ
になりました︒ひの川が血になって
流れました︒

七401困 ︿略﹀︑又我が忠勇の士が血
を流して取った二百三高地にも上つ
て臨りました︒

八口7函南の時胃は一同に向って言
ひました︒﹁︿略﹀︒食った物をこな

して︑之を血の製造場へ送るのが僕
の 役 目 で あ っ て ︑ ︿略﹀︒

959
ちいさなねじ一ちかい

イキクデス︒
なしめちが列を作って出てゐました︒

夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

ちえ

ちか

←ねずみのちえ

﹇近﹈﹇▽まちか

百尺の坑底に着きました︒

十804 ︿略﹀︑何時の間にか︑地下九

ちか ﹇地下﹈︵名︶1 地下

六71図知恩院

ところが此の大きな太陽も︑ ちおんいん ﹇知恩院﹈︵名︶1 知恩院

小さな社がある︒

る小さな星の一つと同じものだとい

︿略V︑ミヨチヤンハ︿略﹀︑ 六864 見せ物小屋で象を見た︒︿略﹀︑ 十一36
長い牙︑小さな目︑それから太い足︑

二264
細い尾︑一切糟で見た通りであった︒

十一952

︿略﹀︑父は自分で木を切出して小さ

リンカーンが七歳の時︑

小サナテヲダシテ︑ウマウマト

傘松の四五間さきに︑小さな

ひであった︒

七243

︿略﹀︑そばには小さな心棒

きりやねぢ廻しやピンセッ
つち

第十二課

小さなねぢ

小さなねぢ

﹁おとうさん︑町があんな

﹁おとうさん︑町があんな

きぬ
ともし火近く 往ぬふ母は

れんぐわ

畠山重忠は︿略﹀︑近くは乃

しげたビ

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二近イ所

七799

て置かれたのである︒

木大嘗も︑馬は煉瓦造の小屋に入れ

七271

春の遊の平しさかたる︒

六488團

くはない︒

るのですか︒﹂﹁さう︒これで中々近

に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

五637囹

るのですか︒﹂

に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

五635園

にまみります︒

たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

五97圓もう此の子一人になりまし

四286 電話も近い中に私ども
の町へかかるさうです︒

近くなります︒

三643舟はだんだん土ばしへ

い・しちじゅうちかい

ちか・い ﹇近﹈︵形︶22 近イ 近い
︿略﹀小さな鐵のねちが︑ ︽ーイ︒ーク︾←さんまんじゃくちか

自分の置かれたのは︑仕事

．十一一527

な家を造った︒
︿略﹀︒

年は六十四五でもあらうか︑

茶屋が一軒ある︒

腰に小さなふろしきつつみをむすび

は

︿略V︒

不意にばたくと音がして︑

トや小さな槌やさまぐの道具も︑

十二536

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

十二534

スの中で︑︿略﹀︒

塁の上に乗ってみる小さなふたガラ

十二534

上杉方からは小さな馬に乗つ

上杉方からは小さな馬に撃つ

五十雨は黄色なきれにつ﹂

十二553
て來た︒

女の子は︿略﹀︑やがてか

小さな子どもが二人奥からかけ出し

八38しやうじを明けて見ると︑小

十二557

それでは自分のやうな小さ

の小さなねぢを見附けて︑天略﹀︒﹂

十二573

な者でも役に立つことがあるのかし

二日目で小さなおそなへが幾

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑やがてピンセットで
小さなねぢ廻しでしっかりとしめた︒

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

十二591

かさねか出來︑三日目からは︑のし

マケドニヤといふ小さな國の

かんかう

第十二課

︹種名︺2小さなねぢ
十二526

十一一目13

龍山はもと漢江にのぞんだちいさなねじ

十柵10 低いじめくした松林の中に

小さな町であったが︑︿略﹀︒

十768團

ない大國を建設した英雄である︒

王子と生れ︑︿略﹀︑當時世界に類の

十77

餅が出來た︒

八529

りしてじゃれてみる︒

さな犬ころが二匹︑上になり下にな

入れてあります︒

んであって︑百両は小さなふくろに

七677園

﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしや

七469

﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしや

七468

つけてみる︒

七416

ふ︒

イヒマス︒
シラヘテイタダキマシタ︒︿略﹀︑

二405 ︿略﹀︑ユキデウサギヲコ 七125 おさへて見たら︑小さなかれ

目ハナンテンノミデス︒アカ
イ小サナ目デ︑カハイラシウゴ
ザイマス︒

二447︿略V︑犬ヲウヅメテ︑ソノ

上 二 半 サ ナ マツノ木ヲウエ
マシタ︒

二705圃 アレアレアンナニ ヒカ
ウキガ︒ 小サナトンボガ トブ
ヤウダ︒

三75 ︿略﹀︑オヤドリノムネノ

トコロカラ︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ
テヰマシタ︒

三667 私ハ︿略﹀︑フシノマン中

二︑キリデ小サナアナヲアケ
マシタ︒

三688 ︿略﹀︑フシニ小サナアナ
ヲタクサンアケマシタ︒

四92 谷ソコノーケンヤニモ︑
川ヲ下ツテ行ク小サナ舟ニモ︑
コクキが出シテアリマシタ︒
四752 ︿略﹀︑お星様が光りはじめ

るころになって︑小さなわらぶ

行って見ますと︑︿略﹀︑小さ

きのうちへかへって行きまし
た︒

六184

ちがい一ちがう

960

七851

︿略﹀︑岸二近イ淺イ所轄ラニ

三百尺グラヰノ所マデ門島︑海藻ガ
生口テヰル︒

違ひ

ました︒みことは此の川上にも人が
すんでみるにちがひないとおかんが
へになって︑︿略﹀︒

﹁これは親孝行のほうびに︑

神々がさづけられたにちがひない︒﹂

五556園

ないと思って︑其の實を取って來て︑

ちが

ッ・ーハ・ーヒ・一

チガフ

と︑神佛に堅くちかって此の仕事に

︽

︵五︶23

着手したのであった︒

違ふ

﹇違﹈

も知れぬ︒

エビノピンくハネタリ︑カ

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ

七809

川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

七846 ︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

違フ

フ・一へ︾与くいちがう

︿略﹀︑かねて思ってみたと

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

しかし今の職孚は昔と違つ

ハ︑︿略V︑形が桑ノ小枝二寸分違ハ

九187

やうです︒

は違ひ︑なかく住みよいところの

九42困

産や晶晶の多少によって違ひます︒

高は同じですか︒﹂﹁いや︑それは財

﹁どのうちでも︑納める金

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

八811囹
それも品と目方によって切手
叔父サンノウチニモ︑ブダウ

︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

ナイ︒

租界といふのは居留地の一

て︑自治制を布いてみる虞である︒

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

十一93

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功を立てるやうな

︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵 九三4園

ラシヤヤフランネルトチガ

外面の港に着くと︑︿略V︒

租界には皮膚の色の違ひ︑言語・風

俗の違った幾多の人種が入交ってゐ

租界には皮膚の色の違ひ︑

るので︑︿略﹀︒

十一93

言語・風俗の違った幾多の人種が入

外國の港に着くと︑︿略﹀︒

交ってみるので︑︿略﹀︒

したがって二百十日も太

ても一日ぐらみのものだが︑︿略﹀ゆ

陽暦なら大がい九月一日置︑ちがつ

十一937園

學問の道をたどってみるのである︒

十﹁743年号そちがへ︑二人は同じ

つた言葉で話をしてゐます︒
︿略﹀︑いくらきりが深くて

もし此の大金がなかったら︑
氣がちがって死ぬやうな事になるか

七655

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七585園

其所にみる人は︑︿略﹀︑まるでちが

七561園

言葉で話をしてゐます︒

﹁ちがった風をして︑まるでちがった

其所にみる人は︑私どもとはまるで

七561園

ノデス︒

ツテ︑綜が細イカラ︑氣ガツカナイ

六763園

舎のあり場所もちがふので︑︿略﹀︒

六412團

舎のあり場所もちがふので︑︿略﹀︒

六412国

ウトハ種ガチガフノダサウデス︒

棚ガゴザイマス︒︿略V︒ウチノブダ

五967

の償がちがひます︒

五922

く︑︿略﹀︒

四282 電とうはらんぷとちがつ
て︑へやのすみずみまであかる

ふ

ちが・う

瀬戸内海の沿岸には

百萬里も離れてみる︒

十一346図
︿略﹀等良港多く︑汽船絶えず通航

眞淵はもう七十歳に近く︑

して︑遠く近く黒煙の青空にたなび
くを見る︒

七佃2園もと此の方には近い親類の
者︑幽豆臣と名のっ た の も 差 支 が な い ︒

十一7310

ちがひ

いろくりつばな著書もあって︑天

九94国 いつれ又近い中に便りをし
ませう︒

．﹇違﹈︵名︶4

下に聞えた老大家︒
﹇▽かんがえちがい・きちがい・きちが

ちがい

よく︑︿略﹀はるかに全景を見渡す

水煙の間から近く瀧をながめるのも

九312 ︿略﹀︑もうくと立ちこめる

のも面白い︒

︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

五82

いあつかい・てちがい・まちがい
はし
︿略﹀︑川上から箸が流れて來

九718

九494国 夏休も近くなりました︒

雪漢はく略V︒幅は二三町︑

え る 山 を 指 さ し て ︑︿略﹀︒

九9410囹

と がくし

長さは一里に近く︑行っても行って
も眞白です︒

これはあの人が落して行った
婦人は︑これは珍しい︑神様

庭先の畠の中にまきました︒

がおさづけ下さったのはこれに違ひ

八346

にちがひないが︑︿略V︒

九9810園 ︿略﹀︑戸隠連山は東北の 七652
方に︑呼べば答へるばかり近くそば
だってゐます︒

きれいにすんで︑向ふの天神山が近

九㎜9 昨夜雨が降ったせみか︑空が
く見える︒

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に

︿略V少年は︑固い決心を顔
︿略﹀此の岩山を掘抜き︑
萬人の爲に安全な路を造ってやらう

十二鵬1

にあらはして︑實行をちかった︒

九278

て人の首を取らぬとちかひました︒

まつって︑其の前で︑此の後は決し

八263

︽ーッ・ーヒ︾

そうの船が︑俄の嵐におそ ちか・う ﹇誓﹈︵四・五︶3 ちかふ

はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

十251

十一18 ︿略﹀太陽とは︑ 一膿どん
たい

なものであらう︒一口にいへば︑白
熱の状態にある一大火球で︑之を形
えき
造ってみるものは︑液龍に近い豊町
であらうといふ︒

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

十一310 しかも我々に最も近いあの

961
ちがえる一ちかって

十一939園

︿略﹀︑太陰暦になると三

十日もちがふことがある︒

十ニー09又いろくの鳥を注意して
見ると︑それぐ違った面白い習性
を も っ て み る の で ︑︿略﹀︒

十二547囹あのいろいろの道具︑た
くさんの時計︑形も大きさもそれ

﹇近﹈︵名︶10

近く﹇▽あさむ

n▽まちがえる︒みちがえる

ぐ違ってはみるが︑︿略﹀・
ちがえる
ちかく

しちかく・かこいちかく・かわぐちち

九麗9立田

近き中に頂きに上りたく

べり出づ︒

五三3

汽車の居着時刻が近づくと︑

自動車・馬車・人力車がいくだいと

なく︑入口・出口によって來ます︒

孔子は他人を正す前に先

七315図武士の馬はおどろきて︑後

足にて立上り︑おそれて其所に近づ

づおのれを正し︑近きより遠きに及

本土の西︑近く九州と相

九207

イカラ︑︿略﹀︒

ノデ︑之二近ヅカウトスルモノガナ

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑︿略﹀

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

かんともせず︒

十一321図

淡路島の東端︑本土と相

然れども鐵眼少しも塗せ

十169困

︿略﹀︒近づくと︑門の戸びらは左右

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら

暗やみの中にかすかに安全燈

はしまる℃

が光ってみる︒近づいて見ると︑坑

十833

夫が汗だらけになって︑為重よく石

右に左に鯨を追ひつつ四五十

炭を掘ってゐます︒

メートルまで近づいた時︑︿略﹀︒

十稲7

出雲の日近づくや︑林藏

いよく臨終が近づいた時︑

ちかって ﹇誓︺︵副︶1 ちかって

︿略﹀︒

繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑

十二986

︿略﹀︒

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑

十二849図

いふばかりなし︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

地下水のしっくが︑四方から 十二92回折から日は地平線に近づ
雨のやうに落ちて來る︒

これは炭坑内の地下水を坑外
近々

道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

﹇近近﹈︵副︶1

へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

十814
ちかちか

九伽3

ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ選犀ヲ
近ヅク
︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

﹇近﹈︵四・五︶10

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

近づく

ちかづ・く

だんく市場に近づくと︑

本通も横町も意馬でいっぱいです︒
露坐の大佛

極樂寺坂越え行けば︑ 十336 しばらく進むと水門があって︑

ず︑︿略﹀宿志の果さる＼も近きに

せ

おはします︒

長谷観音の堂近く︑

は

十二254図圏

あらんとす︒

十一伽3図

望む虞︑紀淡海峡となり︑四國に近
なると
き虜︑鳴門海峡となる︒

きたん

けふ
接せんとする虞︑下關海峡あり︒
あはち

十一325図

すを以て其の主義としたり︒

ふかははや工数メートルの 十一76図

とく
に朝鮮総督府があります︒

十一573
ところが家に書物がないば

近くにせまってみる︒

十一987

︿略﹀︑まぐろの群が網には

かりでなく︑近くに上書館もないの
で︑︿略V︒

十二786

いったといふ合圖をすると︑網島の
近くに番をしてみる漁夫が急いで網
近頃

さてく︑二人ともまこと

﹇近頃﹈︵名︶2

口をしめてしまふ︒

ちかごろ

七754園

に心がけのよい者︒近頃かんしん致

かく・きしちかく・くれちかく・さん

した︒

朝鮮の青年も︑近頃はなか

まんちかく・ちょうじょうちかく・て

十154園

いしゃばちかく・ひゃくまんちかく・
ゆうがたちかく

かして樺太の北端に近きナニヲーと

︿略﹀︑非常なる困難をを
いふ虞にたどり着きたり︒

まの

夢にのみ見し山川も︑
あたり近く迫りぬ︒

あけくれにしたひし家も︑

十二搬8図囲

十二833図

四295 ︿略V︑工場の近くにてい く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀︒
しや場が出古るさうです︒
ちか・し ﹇近﹈︵形︶13 近シ 近し
イモ
彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里

其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

八602図

六174囹 ﹁此の近くに︑しめちの出 ︽ーキ・iク・ーシ︾﹇▽さんまんちかし
る 所 は あ り ま せ ん か︒﹂

八251 翌日蕃人どもが︑役所の近く
げん

に集ってゐますと︑ ︿ 略 V ︒

が近くを警戒してみる︒

近き慮ならば早速上り候

雪の日の夕暮に近き頃︑

候に付き︑︿略﹀︒

︿略V︒

十595図
十研9圓国

て御世話も致すべく候へども︑何分

一秒又一秒︑七百尺に近き

百里の山川をへだてたる事とて︑
︿略﹀︒

十伽7図

大船膿は︑寸︑尺︑間と音もなくす

十7910

九612 舷門には︑銃を手にした番兵 九1110図 井戸に近き柿の木の︑︿略V
ち︒
かすい ﹇地下水﹈︵名︶2 地下水
つがる
九761 遠くにはかすかに妻室半島が
横たはり︑近くには形のよい島々な
どもあって︑証そう景色のよい所で
あった︒

九佃8 ちやうど其の時︑敵の砲弾が
へん
近くで破れつして︑其の破片がぴゆ
つと北風のたてがみをかすめた︒

十754国 此慮には天照大神をおまつ
りした京城神社があり︑膏雨の近く

ちかてつどう一ちから

962

七322図

獅子はうれしげに一聲高く

ほえ︑︿略﹀︑しっかに近よりて武士

十一伽3図 一代の事業として一切纏
の手をなめたり︒

綱を次第々々にくりもどすと︑

しばらくして兄は恐る恐る

い聲で︑巨材﹀︒﹂

﹇力﹈︵名︶4一

力与みずのちから

ちから

チカラ

ちから

近寄って︑力のこもった︑しかも低

十二427

鯨は刻一刻船に近よって漏る︒

十脳10

を出版せん事を思立ち︑如何なる困

地

難を忍びでも︑ちかって此のくはだ
﹇地下鉄道﹈︵名︶2

てを成就せんと︑︿ 略 V ︒

ちかてつどう

か
八725困 地上の皇道には勿論︑高架

下士道

仁道にも︑地下陰道にも︑電車や汽
車が終日終夜︑生なしに運勢してゐ
ます︒

ゴランナサイ︑ミンナガ
一シヤウケンメ

シタモ大ゼイアリマシタ︒

二722タイヘンカガツヨク︑テ

チカラヲイレテ︑

近

イデス︒

ちか道

動車などの乗り下りにも︑むやみに
﹇近道﹈︵名︶5

先を雫ふやうなことはありません︒

十二308困 ︿略﹀︑地下廻道・乗合自 二35

道

ちかみち

方をいってみます︒

僕は﹁︿略﹀︒﹂といって︑力

人間があなた方を生けどり

お

武士は太刀をぬきて馬より

とび下り︑投身の力をこめて︑蛇の

七316図

土ハ同助力は人の道︑

胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

どう

七967図圃

のれの利のみかへりみず︑ 力を分
明治天皇の御製に︑ 器

ち︑物をさき︑︿略﹀︒

八818図工

といふ

にはしたがひながら︑いはほをも
とほすは水の力なりけり︒

︿略﹀女盛も︑もとをたゴせ

御歌がある︒

八829

鳩は一分間に約一キロメート

書鳩の改良にカを用ひ︑︿略﹀︒

十5610

砲手の落ちついた力のこもつ

ルも飛ぶ力があるから︑︿略﹀︒

十佃4

村長は︿略﹀︑常に力を一

た號令に︑船ははや方向を韓じた︒

十伽7図

ぎ
主上さきに笠置におはせし

村の幸福の爲に鑑くすが故に︑︿略﹀︒

時早くも義兵を墨げしが︑事のいま

十欄9図

だ成らざるに先だち︑笠置も落ちた

ゐんのしやう

る由風聞ありしかば︑力なくて止み

たり︒

十梱10図 ︿略﹀︑﹁主上はや院庄に入

を失ひて散りくになりぬ︒

らせ給ふ︒﹂と人の言へば︑衆望力

かうして二三日たちますと︑

ば水の力である︒

︿略﹀︑からだに全く力がなくなりま

八研1
した︒

しかも遂に志を達するこ

とを得ざりしかば︑老後は專ら力を

歓庵以還代々力をつくして來 十一59図
た農學は︑当季の望通り︑信淵に至

九2810

﹁成績物は一つ一つ自分

教育と著述とに用ひたり︒

向つた︒

十284

若し裁判が無いとしたら︑

念になるのだ︒﹂

︿略﹀︑しかも其の箏は力の強い者や

十一227

こんな廣い畠であるから︑

わるがしこい者が勝つことになるで

あらう︒

耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔

十﹁637

宣長は力を落して︑すご

くにも︑大てい機械と馬の力による︒

りに働ましてくれる︒これに力を得

十一867 ﹁︿略﹀︒﹂船の上からはしき

くともどって來た︒

つかれ果てた人々も︑親子の 十一731

勇ましい働にはげまされて︑我も
︿略﹀︑今では各國共に盛に傳

くと力をそへる︒
十554

の力のこもったもので︑皆一生の記

大甘答力 十一156圏

﹃自分の力でやれる所まで

﹃︿略﹀︒﹄と︑

つて大成したのである︒
九426図鶴
あり︒

九548園

やってみます︒﹄

よ
あ＼︑母はもう此の世の人で 九956囹 登山者はかんじきをはいて︑
とび

石づきの付いた金剛杖や鳶口を力に︑

こんがう

はないのかと︑力をおとして居りま

親子は︿略﹀︑又あらん限り

此の坂を登るのです︒

荷物をつけたり︑荷車をひかせたり︑

の力をオールに注いで︑我が家へと

︿略V大キナ磁石ライタ．・イ 十282
象の鼻は手の用をなすもので︑
實にカがある︒

六878

タ︒鐵ヲ引クカが強イ︒

六651

した︒

六591

るではありませんか︒

にするには︑いく人かで力を合はせ

六294囹

をつけてやりました︒

五71

米をつく家も出直ました︒

三382園ぼくは右のちか道の 四285 よこ町に電氣のカで︑

三391ちか道の方は︑道がこ

三38図 右ちか道

はれてみたり︑石が出てみたり
しました︒

らう︒﹂

十931圏 ﹁本道は遠いから近道を通
十932 其の近道といふのは田のあぜ

︽ーッ・ーリ・一

チカヨ

道で︑途中にはかなり深い小川にか

近寄る

﹇近寄﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 4

け渡した一本橋がある︒
近よる

ちかよ・る

ル
ル︾

ウキガ︒︿略V︒ ダンダンテカヨ

田や畠の耕作に使ったりする︒

二707翻 アレアレアンナニ ヒカ 七263 馬は︿略﹀︒又力が強いので︑
ル オ日サマニ︒

963
ちからあし一ちくおんき

て︑又一しやうけんめいに泳いで行

く〇
十一桝3 一髄自治の精神とは何であ

力

土をはらって高橋さんの爲に席を作
つた︒

﹇力一杯﹈︵副︶1

力くら

カ一ぱいに謙信の馬をなぐり

ちからいっぱい

七453

一ぽい

﹇力比﹈︵名︶1

﹇力任﹈︵名︶1

らべをしました︒．
ちからまかせ
せ

泣くのもかまはず力まかせ

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八381囹

力まか

棟にはかつを木がならべて

はと

さうして其のさしわたしは

腸をちぎられるやうな思がした︒

︽ーレ︾

雲

ました︒

諸夏の大名・小名きら星の

ぐ つ

私もはらわたがちぎれるやうに思ひ

五944 ︿略﹀封書や︑︿略﹀葉書には︑

る ︽ーレル︾

ちぎ・れる ﹇千切﹈︵下一︶1 ちぎれ

にちぎれ雲が飛んでみる︒

九341

空ははてもなくすんで︑所々

ちぎれぐも ﹇千切雲﹈︵名︶1 ちぎれ

具足を着け︑︿略﹀︒

如く並べる中に︑常世はちぎれたる

十712図

に身を固め︑︿略﹀︒

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

十6810囹

唯今にも鎌倉の御大事とい

さうして其のさしわたしはちぎ・る ﹇千切﹈︵下二︶2 ちぎる

我々の目には動くやうに見える︒
十一110

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

十一110

齢りに當り︑︿略﹀︒

地球の百三十萬倍に當ってみる︒

三十五萬四千里︑︿略﹀︑其の容積は

しかも我々に最も近いあの
太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

十一310

地

地球上に存在するもので︑

﹇地球上﹈︵名︶1

百萬里も離れてみる︒

ない︒

地峡﹇▽パ

界に名高いパナマ運河である︒

ぐう

︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平 十一川6図圏

我が身をすてて報

ちぐう ﹇知遇﹈︵名︶1 知遇
りうび
︿略﹀︑ 劉備が三顧の

十312此の地峡に造った運河が︑世

ナマちきょう

ちきょう

﹇地子﹈︵名︶3

太陽の影響を受けぬものは一つも

えいきやう

十一13

球上

ちきゅうじょう

四385ある時︑日と風が憎く

べ

ちからくらべ

つけた︒

を書くす精神が即ちそれである︒
︿略﹀︑地方人民は大いにこ

るか︒︿略﹀︑誠意其の葛飾の爲に力
十一帽2
れ等の事業に力を憂くさねばならぬ︒

け て 救 助 に 力 を 用 ふれども︑︿略﹀︒

十︸伽7図 幕府は下々に救小屋を設
十一伽10図 二女︿略﹀出版の事業を

中止し︑其の資金を以て力の及ぶ限
り 廣 く 人 々 を 救 ひ ︑︿略﹀︒

ほどくに心を書くす

ちからそやがてわが力なる︒

十二23図圃
細民の

ある︒

十二79図

十316

こよなき知遇︑

なり︒︿略﹀︒千木のほとりを飛ぶ鳩

これ即ち出雲大社の起原

あり︑棟の爾はしには千木が置いて

六鵬8困

ほどくに心を墨くす ちぎ ﹇千木﹈︵名︶2 千木

ちからそやがてわが力なる︒

十二23図圏
國民の

十二427 しばらくして兄は恐る恐る
近寄って︑力のこもった︑しかも低
い聲で︑﹁︿略V︒﹂

ろ

いんと︑

︿略﹀︑かしは最も堅くし

かな掘割を造って︑太平・大西両洋

いほりを︒

十二486図

の︑さながら雀の如く見ゆるも︑社

の水を通はせることは到底出來ぬ事

起ちてぞ出でぬる︑草の

て国力に富むが故に︑櫓・車︒運動

であった︒

地球

殿の高大なる爲なるべし︒
﹇地球﹈︵名︶7

器具の如き強烈なる力を受くるもの

ちきゅう

んき

を製作するに適せり ︒

七13図 われらが住む世界は︑其の

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

︽ーッ・ーラ︾

ちく

蓄音機

コーデリヤはそれを聞いて 十二M8図

き

エヂソンの護明せるは電

のもゴムから造る︒

盤などに用ひるエボナイトといふも

ばん

電氣の機械や︑蓄音機の圓

くおんきの音が聞えて來ます︒

してあって︑おくの方からたえずち

蓄音機

ちくおんき ﹇蓄音機﹈︵名︶3 ちくお
先づ地峡の山地を流れてみる

十二悩5 其の上我が國の美しい風景

形まるくして︑球の如し︒ゆゑに之

五233 二かいのまどに↓↑禺國旗がつる

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍

十二76一

んはそれを二つにちぎって︑︿略﹀︒

を臼の中で丸めて︑︿略﹀︒おかあさ

つき上ると︑おばあさんが餅 十一541
八526

しかし地球が廻るために︑

⊥六十鯨國あり︒

七41図 地球の上には大小合はせて

半なり︒

七14図 地球の表面には︑海と陸と ちぎ・る ﹇千切﹈︵五︶2 ちぎる

十3110

や温和な氣候は︑︿略﹀︑︿略﹀を育

た︒

力足

を地球といふ︒

﹇力足﹈︵名︶1

成するのに與って力があった︒
ちからあし

十一3010図 正國得たりと︑力足をふ

力石

ん張りてはねかへさんとせしが︑
︿略V︒

﹇力石﹈︵名︶1

十129 誰かが力石をころがして來て︑ 九855園

ちからいし

ちくじょう一ちぢ

964

話・電燈・電信・電車・活動窮眞・
ちく

蓄音機に關するものなど極めて多く︑

︿略﹀︒

ちく
ちくじょう ﹇逐条﹈︵名︶1 逐條
しん

ちじょう

地上

エモノノ上ニツ

サウシテ何力地上ニエモノヲ

﹇地上﹈︵名︶4

八493
登営スルト︑︿略﹀
カミカ・ル︒

か

鐵道にも︑地下鐵道にも︑電車や汽

ちく

膿に調査し︑第二讃會で逐條に審議

ちそう

地層

パナマ地峡は一介に小山が起

﹇地層﹈︵名︶1

十314

伏してみる上に︑地層にはかたい岩
石が多い︒

﹇父﹈︹話手︺2

父

六315

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

みうりのはたに縄なふ父は

父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

三月十九日

父から

千太

すぎしいくさの手がらを語る︒

六502圃

どの

六佃3圃

八688団

五月七日

て居りまして︑︿略﹀︒

えさま・なんべいよりちちのつうしん

父から

父から

太郎

太郎ど

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

七74！ 見れば年取つた父といふのが︑

るので︑︿略﹀︒

になる妻と︑三つになる子どもがあ

父﹁ごむまりをかべにな 七728囹 家には七十近い父と︑三十

げつけると︑はねかへるでせう︒﹂

四326

ちぢ

十二891 即ち第一讃會で其の案を大 八724圃 地上の長道には勿論︑高架 ちそう ﹇馳走﹈﹇▽ごちそう
車が終日終夜︑休なしに運費してゐ

四331父﹁人のこゑも山の中
では︑︿略V︑かへって來ること

大空には︑︿略V︑地上には︑

人馬の死がいがあちらにもこちらに

があります︒

ず︒木の枝を伐りて地上に立て︑上

十二8510図夜は野宿すること少からちぢ ﹇父﹈︵名︶68 父﹇▽おんちぢう

も重り合ってみる︒

九佃8

ます︒

チクリト

し︑第三讃會で法律案全車の可否を
︵副︶一

議決する︒

ちくりと

地形

さち子どの

一月十八日

さち子どの

どの

の

を木の皮にておほひ︑︿略﹀︒

八747国

す︒

ちやうふ はん

大慶の父は長府藩主に仕へ

そこで大將が四五歳の時から︑

大旨の父は騒々義士のことを

大將に話してきかせて︑其の墓に参

八麗3

て︑︿略﹀︒

大將の父はうす暗い中に大將を起し

八棚8

が︑︿略＞Q

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

八川3

を致したいと存じます︒

たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

八㎜4囲

父が今年八十八になりまし

なってみる松木とよの父でございま

八856圏私はこちらに御やくかいに

ね︒﹂といったが︑︿略﹀︒

うちへかへって︑父にこ 八847 父は﹁相かはらずせっかちだ

十郎が五つ︑五郎が三つ

二人遅すかさずうち取つ

作太郎は父につれられて︑は

すれ合って︑

沖へ急ぐ兄の小舟︑

じめて町へ行きました︒

五632

げました︒

八年目にめでたくのぞみをと

て︑︿略﹀︑父がうたれてから十

四967

にころされました︒

の年に︑父はくどうすけつね

四901

しへました︒

四318︿略﹀︑父は﹁︿略﹀︒﹂とを

のことを話しますと︑︿略﹀︒

四317

でしまって︑︿略V︒

三457 うちへかへってみると︑
おどろきました︑父も母もしん
知人

ヅ

昨日知人に誘はれて

﹇知人﹈︵名︶1

十︻鵬6囲囲

ちじん

一184 ︿略﹀︑ハチガチクリトサ
シマシタ︒

﹇地形﹈︵名︶1

けふ
十311 ︿略﹀部分は︑パナマ地峡と

ちけい

知識

いって︑地形がきはめて細長くなつ
﹇知識﹈︵名︶2

てるる︒

ちしき

チ

地圖 地圖
チ ヅ

コーヒー園見物に出掛け候︒
﹇地図﹈︵名︶4

雨水ノ流レル道ハ地圖ニカイ

タ川ヲ見ルヤウデス︒

五516

ちず

十一651農業者は︿略﹀︑此の邊で
は新しい知識をいれ て ︑ 新 式 の 曲 辰 旦 ︵

を用ひ︑新式の方法によってどし
く土地を開いて行く︒
よく

︿略﹀植林地の書付を開い

長女の言葉に満足した王は︑
地圖を指さしながら領地の三分の︸

十二674

るのが一昨年植付けた虜︑︿略V︒

て見る︒血忌の中の薄緑に染めてあ

十一363

と︑︿略﹀︒

十一965 かうしてみるうちに︑知識 十㎜4 地響を便りにして進んで行く

地質

を得たいといふ彼の欲望は益く強く
﹇地質﹈︵名︶1

なり︑︿略﹀︒

ちしつ

はまた︑地質や黒物の方で新しい嚢

九254圏 ︿略﹀︑おちい様の不昧軒様
見をなされた︒

を與へた︒

十一一127 かくて世界の各地をめぐつ ちせき ﹇治績﹈︵名︶1 治績

ちしつがく ﹇地質学﹈︵名︶1 地質學

︿略﹀︑

ゑがほとゑがほ︒

濱へ薫る父の小舟︑

六222圃

學問に細み︑長じて後魯の君に仕へ︑

孔子は︿略﹀︒少時より
大いに治績を墾げしかども︑︿略﹀︒

十一49図

學や地質學の實地研究につとめ︑

て︑歓喜の眼を輝かしながら︑博物
︿略V︒

965
ちぢ一ちぢ

北聴したのである︒

八 9 すると大將の父は﹁よし︒寒

いなら︑暖くなるやうにしてや
る︒﹂といって︑︿略 ﹀ ︒

九233園 そこで此の父も︑何とぞ此
の學問を大成したいと︑︿略﹀︑出子

やがて父は︑鎌を手にして雑

が︑︿略V︒

十414
木のやぶへはいって行った︒

父は暦を持って來て︑

父はなほ言葉をつゴけて︑

﹁︿略﹀︒﹂かういって弟の手に渡した︒

十一905
﹁︿略V︒﹂

た︒

十一956

僕はよく年寄の人が新の幾

父は﹁新は新暦︑奮は菖暦
最後に父は﹁暦は實に重寳
リンカーンが七歳の時︑

リンカーンは其の頃からも

たり︑人にやとはれたりすることに

リンカーンは父の手助をし

なったが︑︿略﹀︒

て忠實に働くと共に︑非常な熱心と

十一川2

努力とをもって勉強を績けた︒

十ニー04 又父には﹁︿略﹀︒﹂といつ

2

父はダーウィンを記者にし

て叱られたことがあった︒

ようと思って大古へやった︒

十二

温順な彼は父の命に從って

勉強してみたが︑︿略﹀︒

十ニー13

お前たちのうちで誰が一

父も喜んだ︑子どもも喜ん

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

十一一563 此の時大きなせきばらひが

十二586

だ︒

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二665園

コーデリヤはすごくと父

わしはそれが知りたいのだ︒

の許を去らなければならなかった︒

十二704

父が木を伐れば自分は雑草 十二728 父の身の上を案じながらフ

コーデリヤは︑やが

ランスに行ったコーデリヤは︑やが

︿略﹀

をかり取る︑父が畠を打てば自分は

十一一729

ていたましい報知を得たQ
いてるた︒

ぎゃく

ていたましい報知を得た︒それは父

が姉たちの爲に虐待されてるると

十一966

に入れてもらひたいと願ったけれど

コーデリヤは眠ってみる父

いふことであった︒

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

︿略﹀︑父は學校へ行って時 十二736

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

コーデリヤは父の手を取つ

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑よ＼と泣き

十二753

がよいといって︑なかく許してく
それからは又父の手助をし

くつれた︒

十一985

れなかった︒

十﹇967

も︑︿略﹀︒

︿略﹀︑父に僻して是非學校

種をまくといふ風にかひがひしく働

十一957

︿略﹀︒

木を伐れば自分は雑草をかり取る︑

リンカーンは︿略﹀︒父が

う父の手助をしなければならなかつ

十一955

な家を造った︒

︿略﹀︑父は自分で木を切出して小さ

十一95一

なものだ︒︿略﹀︒﹂と言葉をそへた︒

十一942

のことだ︒︿略﹀︒﹂

十一921

して︑其の事を父に尋ねた︒

日とか藷の幾日とかいふのを思ひ出

十一921

さうして兄はく略V︑父のか 十一912 父は更に﹁︿略﹀︒﹂

り取ったあとを中蓋よくつるはしで

十419
掘返し始めた︒

冬の朝日のさす軒下に︑

父は﹁︿略﹀︒﹂と出しさうに

言った︒

十434

十894図圃

るだけは骨折つたつもりである︒

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九271園 十六のお前が︑旅費も乏し
父と

勇みて出つる

俵あむ手のいそがしげなる
母とに暇を告げて︑

もあらう︑又つらい事もあるであら
うが︑父の此の願だけは︑しかと心
我が家の門︒

﹁︿略﹀︒﹂

だ︒﹂

十934

太郎は前から父に︑﹁︿略V︒﹂

それで中々言ひにくい場合があるの

十927

父は﹁誠にやさしいやうだが︑

といふと︑父はにこく笑ひながら︑

十9110太郎は得意になって︑﹁︿略﹀︒﹂

にとめて置いて︑必ず仕とげてもら
ひたい︒

九278 父は安心した様子で︑やがて

すやくと眠った︒
九284 信淵は父の門人たちの情で︑
形ばかりの葬式をす ま す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九579 あみ笠をかぶった父がふり向
くと︑母もすげ笠をそちらへ向けて︑

父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑

と固く禁ぜられてるたのであるが︑
︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂

回心1 道雄が今朝起キテミルト︑商

十941

其の夜又父に強く聞きたビさ

父は﹁なぜ其の時﹃︿略﹀︒﹄

十一885

と︑團扇を使ひながら言った︒

十一878 父は空をながめて︑﹁︿略V︒﹂

か︒﹂

と︑きっぱりことわらなかったの

十946

りのま＼に話した︒

れて︑太郎はやっと今日の次第を有

十945

太郎はだまってみた︒

用デ四國ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑
夜汽車デ蹄ツタトコロデアツタ︒

十266 此のけなげな言葉は遂に父を
動かした︒

十382 父は毎日︑兄や木びきの力藏
さんと︑朝早くから行って︑夕方お
そくまで働いてみる︒

十395 父は腰から鎌をぬきながら︑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑︿略﹀︒

やってから始めなさい︒﹂といった

十403 父は﹁力藏さん︑まあ︑一服

ちぢ一ちへいせん

966

ツシクラニエモノノ上ニッカミカ・

急ニツバサヲチ万頃︑風ヲ切ツテマ

繹迦は︿略﹀︒或時︑父王

秩序

ちつちよ

秩序

と共に城外に出て︑農夫の働く様を
ちつじょ

法律は︑國家といふ共同生

ばく

﹇窒息居﹈︵上皿︶−
︽ーヰ︾

︵副︶1

たるを︑︿略﹀︒

ちっとも

︿略﹀︑少しでもおくれると︑

︽

千歳屋

﹇▽ふじちゃくりくちてん

﹇千歳屋﹈︵名︶3

﹇見 八60図 千とせや

八60図 ちとせや

八60図 ちとせや

ちとせや

ちてん

んが出來ません︒

かけはじめますから︑ちっともゆだ

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

五476

ちっとも

九371図 レマン將軍も︑火藥の乱獲
ちつ
によりて起れるガスの爲に窒息し居

窒息し居る

ちつ

ちっそくしい・る

るための規則であるから︑︿略V︒

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

ちつちよ

十二883

にするのが其の目的である︒

れない︑平和な︑秩序正しい世の中

ちつじょ

ない︒此の世を不道理や罪悪の行は

裁判の目的は︑︿略﹀では

﹇秩序﹈︵名︶2

十二912

くしから送られた五人の友と︑六年

ン︾

︿略﹀︒

十一225

それを見てひどく氣をもんちつじょ

ル︒

て泣きながら︑﹁其のコーデリヤで

十一一9110

らせようとした︒

ゆい宮殿に住まはせて︑國政にも與

ひ
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑目もまば

父のいさめも妻のなげきも︑ 見廻つたことがある︒

ございます︒﹂

十一一931

父上

此の決心をひるがへすことは出演な

﹇父上﹈︵名︶7

﹇乳﹈﹇▽おちぢ

かった︒
ちぢ

ちぢうえ

より僕等の仕事となり︑日記をも渡
の間種々の苦行を試みた︒

九149図父上の命にて︑養鶏は今年 十二942 さうして此庭で父王の直黒皿
されたれば︑︿略﹀︒

カピラバストに婦って︑父王・妻子

十二671園私はもう何よりも︑どん 十二972 這いて鉛筆は︿略﹀︑更に
を始め國民を教化して故郷の恩に報

ほんたうに自分の命

︿略﹀

父君

伊勢参宮

父から

な寳よりも
いた︒

ちちから
第二十六

父から

﹇父君﹈︵名︶1

二

父から

六目16

二

﹇父﹈︹題名︺2

よりも父上を大事と存じます︒

十二672囹 昔からあった孝子のどの
人よりも厚い眞心をもつて︑父上に
お仕へ致しませう︒

私はありとあ
六悩4

十二679囹︿略﹀︑
らゆる身の樂しみを退けても︑ひた
ちちぎみ

此の時事代主命は︿略﹀

といふ虜にありしが︑使を得て急ぎ

十一一610図

すら父上を大事に致すのを此の上も
ない仕合はせと存じてをります︒

←のびちぢみす

臨り︑父君に申すやう︑﹁︿略V︒﹂

ちぢみ

十二685圏 コーデリヤは唯うつむい
て︑﹁父上︑私はどう申し上げてよ
いかわかりません︒

リヤ︒何とか言方がありさうなもの

三584 アブラゼミデスQ

十二695囹 ﹁どうしたのだ︑コーデちぢ・む ﹇縮﹈︵五︶一 チヂム ︽一
だ︒﹂﹁父上︑私は唯ほんたうの事を

ちなむ

青銅の大鳥居をくゴつて進む

と︑沿道の家は大てい天治宮にちな

十宙6

﹇乳飲子﹈︵名︶1 乳飲子

んだ物を費ってみる︒

ちのみこ

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

八355

た︒

喜三右衛門は︑血走った目を

ちばし・る ﹇血走﹈︵五︶1 血走る

︽ーッ︾

見張って︑しばらく火の色を見つめ

十481

てるたが︑︿略﹀︒

ちはやじょう ﹇千早城﹈︹単名︺2 千

第二十三

第二十三

千早城

千早城

早城

六906

六目11

楠木正成が守った千早城は︑

くすのきまさしげ

ちはやじょう ﹇千早城﹈︵名︶3 千早

城

こんがうざん

六907

賊が千早城一つを持齢してゐ

今度こそは千早城もあやふく

けはしい金剛山上にはあるが︑︿略﹀︒

六963

見えた︒

ると︑︿略﹀︒

六972

ちひろ ﹇千尋﹈︵名︶1 千尋

平潟・千

薩摩のろかい操りて︑

行手定めぬ息まくら︑

十一817図圃

尋海の底︑ 遊びなれたる庭廣し︒

︿略﹀︑費ってみる菓子もお ちへいせん ﹇地平線﹈︵名︶1 地平線

﹇因﹈︵五︶2
十235囲

ン︾

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

十二92図折から日は地平線に近づ

いふばかりなし︒

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

く目につきました︒

店の看板にも馬がかいてあるのがよ

ちな・む

テヰルウチニ︑チヂンデヰタ
ハネモダンダンノビテ︑色モ

申し上げてみるのでございます︒﹂

シダイニコクナツテキマシタ︒
チぐメル

︿略﹀︑スウツト下りテ來テ︑

﹇縮﹈︵下一︶一

十二717 ところがリガンは︑まだ父

八494

︽iメ︾

ちぢ・める

上を迎へる準備が整ってみないとい

父王

ふのを口實にして︑すげなくも王を
﹇父王﹈︵名︶4

内に入れなかった︒
ちぢおう

967

ちべっと

十二639図 國旗の色彩が其の國の人

チベットじん ︵名︶1 西藏人
種を表すものに︑支那の國旗あり︒

即ち赤・黄・藍・白・黒の五色を横

地歩

ちぺ
に並べたるものにて︑︿略﹀︑黒は西
つと

﹇地歩﹈︵名︶1

藏人を代表するなり︒

ちほ

十一一慨2 今日我が國が列強の間に立

つて世界的の地歩を占めた以上︑

の適任者を墨げることだけを考へて︑
︿略﹀︒

﹇地方裁判所﹈

裁判所は國家が設ける機甲

地方裁判所

ちほうさいばんしょ
︵名︶4

十一208
しん

で︑これに匠裁判所・地方裁判所・

地方公共の事に去り︑誠意其の團膿
の爲に力を書くす精神が即ちそれで
ある︒

十一備5例へば教育・衛生等の自治
團腔の事業は︑地方人民が一般に之
︿略﹀︑地方人民は大いにこ

を尊重し︑︿略﹀︒

十一柵1

﹇地方版﹈︵名︶1

地方版

れ等の事業に力を書くさねばならぬ︒

ちほうばん

裁判は事件の輕重によって︑

控訴院・大審院の四階級がある︒

こう

十一2010

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

八218図

ちゃ

揚子江ノ流域ハ地味スコブ

輸出品の主な物は︑生児・綿

ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

織物︒慈眼・羽二重・銅・茶・マツ

十878

チなどで︑︿略﹀︒

ちゃいろ ﹇茶色﹈︵名︶3 茶色

ニ茶色ノモノモアリ︑テングサノヤ

七868 ︿略﹀︑コンブヤアラメノヤゥ

七873 ︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

ウニ紅色ノモノモアル︒

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

但し大新聞にありては︑

比較的早く印刷したるものをば地方

ノモノハ其ノ中間二生エテヰルノデ

かく

十ニー91図

版として遠隔の地方へ送り︑新しき

アル︒

れる︒

事件ある毎に改版して︑最後の最も

︿略﹀︒

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

新しきものを市内版とす︒

ところで︑厘裁判所の裁判

尚其の裁判に不服な者は更に大審院

十一211

うちほう・かいがんちほう・かくちほ
に上訴する︒

立並ぶ家々︑

とも

ましい︒

状︶1

校長も着實温厚なる人にし

着替温厚

て︑生徒を愛すること子の如く︑

十伽10図

﹇着実温厚﹈︵形

氣よくかけ廻ってみる様は︑實に勇

の馬が︑林のかげや沼のほとりを元

九75・黒・白鉛色︑大小さまぐ

うせいねんだん・きんきちほう・さば

またをつ㌦み︑

地味

揚子江ノ流域ハ地味スコブ

﹇地味﹈︵名︶2

しびうるむ︒

ちみ

八218図

ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

ちゃくじつおんこう

十302図降しめやかに︑夜の立ち

又地方裁判所で行はれた最ちまた ﹇巷﹈︵名︶1 ちまた

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

十一213

くちほう︒じょうりゅうちほう︒たち
但し大新聞にありては︑

地方

我が國の地方自治團腔には︑

﹇地方自治﹈︵名︶1

審院にと順次に上訴する︒

ちほうじち

十﹇柵5

府・縣・市・町・村の別がある︒

︿略﹀︑此の州は合衆意の中

︿略﹀︒

八675国

でも︑野里がよくて︑其の上地味が

︿略﹀︑地方自治の精神に基づいて其
の團腔の幸福を進め︑情理の嚢﹇展を

︿略﹀用水池を掘らなければ

﹇着手﹈︵名︶1 着手

方々の村へ用水池を見に出た︒

年からといふことになって︑庄屋は

ならないと考へた︒︿略V︒・着手は來

五704

ちゃくしゅ

﹇知名﹈︵名︶1

言忌の或商會で︑新聞紙に店

ちゃくしゅ・す ﹇着手﹈︵サ変︶3 着

版に着手せんとす︒

十一搦7図鐵眼大いに喜び︑將に出

︽ーシ・ーセ︾

は知名の人の紹介状を持って來た者
茶﹇▽おちゃ．こ

手す

﹇茶﹈︵名︶2

げちゃいろ・しろちゃいろ・にばん

ちゃ

や︑︿略﹀︒

せうかい

員入用の興言を出した︒︿略V︑中に

十梱4

ちめい

物に富んでゐます︒

肥えてゐますから︑いろいろな農産

地方人民
るか︒地方人民が協同一致して自ら

十一悩2

知名

期することは皆同じである︒

地方自治團禮

﹇地方自治団体﹈

︵名︶1

ちほうじちだんたい

地方公共の事に写り︑誠意其の團膿

我が國の地方自治團盤には︑
府・縣・市・町・村の別がある︒

十一佃3

地方公職
みる者は︑公平無私︑地方公職の爲

十一価7 本當に自治の精神に富んで

一意自治の精神とは何であ

ちほうこうしょく ﹇地方公職﹈︵名︶1 ちほうじんみん ﹇地方人民﹈︵名︶3

ある︒

の爲に力を煙くす精神が即ちそれで

るか︒地方人民が協同一致して自ら

十一悩3 一身自治の精神とは何であ

地方公共

ちほうこうきょう ﹇地方公共﹈︵名︶1

我が國に知らる＼に至れり︒

て︑︿略﹀︑此の地方の事情も始めて

十二8710図 林藏が二回の探検により 自治

版として遠隔の地方 へ 送 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

比較的早く印刷したるものをば地方

かく

十一一192図

ほう・ねったいちほう

ちほう ﹇地方﹈︵名︶2 地方5おう

チベットじん一ちゃくしゅす

ちゃくしゅする一ちゅういする

968

﹇茶間﹈︵名︶1

茶の間

やだけ︑ちゃんとおかたづけな
さい︒﹂

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

る中尉が乗ってみてくれるので︑砲

九佃7

弾の雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑

中尉の固く結んだ口もと︑す

びくともせずに勇ましく活動した︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

九悩6

通りでない︒

中尉はひらりと北風にまたが

中尉は始終先頭に立って進ん

と︑たづなが急にゆるんで︑

中尉はあをのけになって倒れ

中尉の手はじっとして動かな

中尉の顔には漏足らしいゑみ

﹇注意﹈﹇▽かきかたちゅう

い・こちゅういくださる・こちゅうい

ちゅうい

が浮んだ︒

荘川5

い︒

九珊6

てるる︒

九佃4

中尉は後方にころげ落ちた︒

九鵬1

見て︑︿略﹀︒

でるたが︑敵陣が間近になったのを

九佃4

號令をかけた︒

を見て︑いつものやうにすんだ聲で

︿略﹀︒

つて︑誉れてるたたてがみをそろへ︑

チャールズ︑ダー

忠愛

ほっかいどうてつどうえんせんちゆ
﹇忠愛﹈︵名︶1

う・もくざいちゅう
ちゅうあい

九歳の時始めて學校にはい

ちゅうい・する﹇注意﹈︵サ変︶8注

下の生徒と思はれてるた︒

つたが︑︿略﹀︑先生にもむしろ席料

十二ー03

ちゅういか ﹇中以下﹈︵名︶1 中以下

かくの如く各國の國旗は︑ なさる
︿略﹀ものなれば︑國民の之に封ず

十二648園

中尉←き

る尊敬は︑即ち其の國家に封ずる忠
愛の情の玉露なり︒

﹇中尉﹈︵名︶9

﹁花子も自分のおもち へいちゅうい

ちゅうい

九脳10

第三課

チャールズ︑ダー 九緬8 やがて中尉はちよつと腕時計

︹課名︺2

れて持漏り︑茶の間の戸棚の中にし

茶屋にはおばあさんが一人ぼ 十二97

︹人名︺一

第三課

チャールズ︑ダーウィン

チャールズダーウィン

最初カラチヤント其ノ人臣キメテヰ

茶屋←かけ

タ︒

﹇茶屋﹈︵名︶4

七244

ウィン

茶屋から二三町行った所の右チャールスダーウィン

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

チャールズ︑ダーウィン

う・たいざいちゅう・どようちゅう・

う・じんぶつちゅう・しんぶんちゆ

ちゅう・しろじちゅう・しんこうちゆ

ちゅう・ございせいちゅう・こしょう

ちゅう﹇▽あいじちゅう・がいこくじん

今から百年掌り前イギリスに生れた︒

チャールズ︑ダーウィンは

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな
つか

十一一98

十㎎2
つた︒

ちやらく
庭のすみで︑先程からちやら

ゴハンヲタベルトキニ︑

Oあかちゃん・さんちゃん・と

あにから・ひださんみゃくちゅう・

ふと︑垣根の外でちやらく なんべいちゅう・にゅうえいちゅうの

くとすゴの音が聞える︒

八37

︵副︶2

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

茶屋のおばあさんに尋ねると︑

塚がある︒

七252

ウィン

傘下の四五問さきに︑小さな 十二目4

ちゃや・はぎのおんちゃや

ちゃや

まふ︒

わら
九147図︿略﹀︑敷藁の中に見事なる 九梱5圏 シカシ今度ノ候補者ノ中二︑
卵二つころがれり︒︿略﹀餌箱に入
︿略﹀人ガアルカラ︑オトウサンバ

ちゃのま

十一伽1図 然れども鐵眼少しも屈せ ちゃくりく←ふじちゃくりくちてん
ぼ

ず︑再び募集に着手して努力するこ
と．更に数年︑︿略﹀︒

十一鵬4図 二度資を集めて二度散じ
たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募
集に着手せり︒

︽ーシ︾

ちゃくしゅ・する ﹇着手﹈︵サ変︶2
着手する

︽一

茶屋が︻軒ある︒

十366 パナマ地峡に運河を造る事は︑ 七243

家事業として此の工匠に着手し︑

︿略﹀︒最後にアメリカ合衆國は︑國

︿略﹀︒

十二柵2 ︿略V此の岩山を掘抜き︑
萬人の爲に安全な路を造ってやらう

着す

と︑神佛に堅くちかって此の仕事に
﹇着﹈︵サ 変 ︶ 1

着手したのであった︒
ちゃく・す
セ︾

さかのぼること五日︑遂に目的地な

十一︻871図 翌日此の地を去り︑河をちゃらちゃら
るデレンに着せり︒

ちゃくちゃく ﹇着着﹈︵副︶3着々

八53

とすゴの音が聞えた︒

ちゃん

ハ左デス︒

︿略﹀︑チヤワンヲモツ方ノ手

三354

揮につれて吹く進水主任の號笛をA口 ちゃわん ﹇茶碗﹈︵名︶一 チヤワン

十囲2図 ︿略﹀︑績いて造船部長の指
圖に︑着々と進み行く進水作業︒

エヂソン

十一伽10図︿略﹀︑此の度は製版・印
︿略﹀トマス︑

刷の業着々として進みたり︒
十二麗8図

よちゃん・みよちゃん

四446囹

と

ちゃんと︵副︶2チヤントちゃん

護揮せられて︑着々成功の域に進み

は︑︿略V電燈の獲明に從事したり︒
かん
彼が稀代の天才はこ＼にも遺憾なく

しが︑︿略﹀︒

969
ちゅういぶかい一ちゅうしん

︽ーサ・ーシ︾

廣さは二町四方ぐらゐで︑せり場を

注意する

意スル

中央にして︑其の周園は馬つなぎ場
十207團

子馬が一頭つつ中央の廣場

になってゐます︒

六147 松山の入口で︑赤くなってゐ

たぐみを一枝折ると︑﹁そんな大き
な枝を︒﹂と︑ にいさんに注意され
に引出されると︑黒山のやうに集つ

主な通にはアカシヤの並木

役場と出校とは村の中央に

ました︒

あり︒

十伽6図

てるる買手は︑︿略﹀︒

つて出てゐました︒ふまないやうに

六185 ︿略﹀︑小さなしめちが列を作
注意して︑︿略﹀︒

イタリヤの國旗は︑緑︒

ちゅうおうゆうびんきょく

停車場の階上には︑役所もホ

﹇中央郵便

白地中に王家の紋章を表せり︒

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

十二641図

半は割合に涼しく︑︿略﹀︒

へども︑中央の高地や海岸地方の大

︿略V︑其の大部分は熱帯に属し居候

十︻佃4僧団此のブラジル國は︑

︿略﹀︒

東西に貫ぬく幅六十間の大通は︑

が青々と茂ってをり︑市街の中央を

九158 多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑ 十一597

イロく珍シイ事ガアルノ白道ガツ
クQ

九213 動物ノ形や色デモ︑注意シテ

調べテミルト︑コノヤウニイロく
フシギナ事ガアル︒

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一759囹 た玄注意しなければなら
とです︒

三吟ー08 痛いろくの鳥を注意して
見ると︑それぐ違った面白い習性
を も っ て み る の で ︑︿略﹀︒

五棚5

＋二239外國貿易業者はかへすぐ 局﹈︵名︶1 中央郵便局

七873

一ガイニイフコト四二來ナイ

ガ︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ所二︑紅
色ノモノハ深イ所二︑茶色ノモノハ
﹇忠義﹈︵名︶1

忠義

其ノ中間二生エテヰルノデアル︒
ちゅうぎ

進軍を中止させた︒

す ︽ーシ︾

ちゅうし・す ﹇中止﹈︵サ変︶1 中止

動眼こ＼において再び意

を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

十一伽9図

の事業を中止し︑︿略﹀︒

リンカーンは父の手助をし

公吏︒議員等︑直接間接に

十勝川の流域一帯の廣野は

萬世一系の皇室を中心とし

﹁長四郎があの心で大きく

﹇忠臣﹈︵名︶4．忠臣

あらう︒﹂

なったら︑竹千代には無二の忠臣で

八189園

ちゅうしん

て團結した國民は︑︿略﹀︒

十二悩1

すものは忠良の町である︒

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

十一627

ちゅうしん ﹇中心﹈︵名︶2 中心

職務に忠直であっても︑︿略V︒

公共の事務に當る者は︑如何に其の

十一描1

努力とをもって勉強を拓けた︒

て分量に働くと共に︑非常な熱心と

十一棚2

から又長い間忠實に勤めて︑︿略﹀︒

やうく一人前の番頭になり︑それ

九5110園 十年飴りもしんぼうして︑

ちゅうじつ ﹇忠実﹈︵形状︶3 忠實

宋亡びぬ︒御身の忠義を

書くすべき所なし︒

十9810図園

中興
これイタリや中興の主エ

﹇中興﹈︵名︶1

十一一642図

ちゅうこう

忠孝

君と親とに眞心を捧げ轟く

﹇忠孝﹈︵名︶2

ンマヌエル王︑壁土統一の時︑︿略﹀︒

十二偽1

ちゅうこう

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た
忠孝は實に我が平民性の根

ることは︑今更いふまでもない︒

十一一欄2

本をなすもので︑之に附随して幾多
中佐﹇▽ひ

荒波洗ふデッキの上に︑

﹇中佐﹈︵名︶2

の良性・美徳が饗達した︒
ちゅうさ

ろせちゅうさ
八978図圃

書食

軍神廣瀬

今はとボートにうつれる

やみをつらぬく中佐の叫︒

八985図圃
中佐︑

深く此の鮎に注意しなければならぬ︒

テルもあります︒階下の入口には︑

旅順港外うらみぞ深き︑

た ま
飛來る弾丸に忽ちうせて︑

十二糊1 我々は︿略﹀︑又常に其の

︿略V中央郵便局の分室もあれば︑

﹇昼食﹈︵名︶1

短所に注意し︑之を補って大國民た

中間

て︑︿略V︒

十二個9

中止させる

西郷は軍令を出して翌日の

︽ーセ︾

﹇中止﹈︵下一︶1

居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て

高徳此の故事をひきて︑や

がて忠臣の起りて勤王の兵を塁げ︑

十鵬10図

に之を亡しぬ︒

報復の計を立て︑再び呉と戦ひて遂

ぜん
十一272図あたかも圭旦食の膳に向ひ 十鵬7図 ︿略﹀︑勾践此のうらみ忘れ
がたく︑萢釜といふ忠臣の助を得て

ちゅうじき

と其の名残れど︒

中學

雨替店や︑いろくの懸章もありま

﹇中間﹈︵名︶1

ちゅうしさ・せる

語順へは汽車で一時間で行

﹇中学﹈︵名︶1

す︒

︿略﹀︒

學の二年生が土釜旅行に行って︑

けます︒十日ばかり前に︑私ども中

七397国

ちゅうがく

るにそむかぬりっぱな國民とならね

﹇注意深﹈︵形︶1

ばならぬ︒

ちゅういぶか・い

︽iイ︾

中央

十協4園 それで注意深い男だといふ

注意深い

ことを知りました︒
﹇中央﹈︵名︶6

十178困 市場は町はつれにあります︒ちゅうかん

ちゅうおう

ちゅうせいしっそ一ちょうしょ

970

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞
なものを送るやうな事は︑人として

使って︑心際の注文に堕しては粗悪

ちょういち・にさんちょう・にじゅう

う．とうきょうこうじまちくたけひら

十一一韻図

町
町
町

町

十一25図

十5図

六71図

う・ふけんしちょうそんかいぎいん

んこせ・にちようしほう・のぎちょ

賦すべからざる事である︒
昼夜﹇▽さ

え上げたるなり︒

十二726 王は二三の忠臣にかしつか
﹇昼夜﹈︵名︶1

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

﹇忠勇﹈︵名︶1

ク︑︿略﹀︒

ちゅうゆう

ちょうそんちょう

十日ばかり前に︑私ども中 ちょう ﹇長﹈﹇▽こうしょうちょう︒し

こうほん

を降らしめんとし︑文天祥に命じて

十984図敵電話弘範如何にもして之

︿略﹀︑張詐聴︑文天北に説

いはく︑﹁︿略V︒﹂

きていはく︑﹁︿略V︒﹂

十989図

ちょうこく ﹇彫刻﹈︵名︶1 彫刻

ルーブル博物館も一覧し

ましたが︑りっぱな早書・彫刻の多

十二326国

いことは恐らく世界第︻であらうと

思ひました︒

ちょうさ︒す ﹇調査﹈ ︵サ変︶1 調査

︿略﹀︑又我が忠勇の士が血を流して

す ︽ーシ︾

ぬ︒

る入︑遂に我が日本人の中より現れ

實際を調査して此の疑問を解決した

く之を疑問としたりき︒然るに其の

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

樺太は大陸の地績なりや︑

からふと

﹇帳﹈且Vしゃしんちょう

蝶←このは

ちょう

ちょう

黄色ナ蝶ハ菜ノ花ニムラガリ︑

︽ーシ・ースル︾

︽ーシ︾

み かん

しん

調子のよい蜜柑取歌が

じゅ

︿略﹀︑何盧からともなくのどかに聞

十ニー99

ちょうし ﹇調子﹈︵名︶1 調子

し︑︿略V︒

髄に調査し︑第二讃會で逐條に審議

ちく

十一一8810 即ち第＝潰會で其の案を大

査する

ちょうさ・する ﹇調査﹈︵サ変︶1 調

黄色ナ蝶ハ菜ノ花ニムラガリ︑

此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

白イ蝶ハ大根ノ花二集ル︒

九168

白イ蝶ハ大根ノ花影集ル︒

九167

﹇蝶﹈︵名︶3

十二821図

虫類

ちょう

﹇朝﹈﹇▽にちよう

よヒつ
﹇中庸﹈︵名︶1 中庸

ちょう

した︒

ちゅうよう

十﹁了1図園

﹇虫類﹈︵名︶1

といひ︑﹁︿略﹀︒﹂ともいへり︒

よう
び︑﹁中庸は徳の至れるものなり︒﹂

へん
孔子常に中正不偏を貴

取った二百三高地にも江つで錦りま

學の二年生が修學旅行に行って︑

七399困

忠勇

此ノ頃ハ書覆ノ長サポトンド相等シ

七柵7図

んちゅうや・にちゅうや

ちゅうや

よちょう・にちよう・にちようさんた

﹇忠誠質素﹈︵名︶1

れて︑とある小屋に一夜を明かした
が︑︿略﹀︒

ちゅうせいしっそ

忠誠質素

八価9 ︿略V乃木大児が︑終生忠誠
質素でおし通して︑武人の手本と仰
﹇中正不偏﹈︵名︶一

がれるやうになった の は ︑ ︿ 略 V ︒
へん

ちゅうせいふへん

﹁中庸は徳の至れるものなり︒﹂とい

よう

中正不偏
へん
十一71図 孔子常に中正不偏を貴び︑

中途

ひ︑﹁過ぎたるは及 ば ざ る が 如 し ︒ ﹂

﹇中途﹈︵名︶1

ともいへり︒

ちゅうと
︸度

ちゅうるい

ダーウ ィ ン は ︿ 略 ﹀ ︑

九Z1

︿略﹀︑悪味や悪臭ノアル蝶ノ父片ハ

海ノ中入ハ魚や貝や其ノ外イ
ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒

何かをし始めたら︑漏足な結果を得

十一一134

中日

七827

﹇中日﹈︵名︶1

るまでは決して中途でやめなかった︒
ちゅうにち

ル︒

美シイ色ドリガアルヤウナモノデア
﹇▽おちよ・おちよさん

ちよ

丁﹇▽いっちょ

フィリップが藥を調合しに別

ちょうこう・する

十98

えて來る︒

ダーウィンの後半生は病氣

ちょうしょ ﹇長所﹈︵名︶3 長所﹇▽

長壽を保つことが出鉱た︒

じゅ

がちであったが︑︿略﹀︑七十四歳の

十ニー38

︿略Vガラス工場を見に行 ちょうじゅ ﹇長寿﹈︵名︶1 長壽

﹇張弘範﹈︹人名︺2

張弘斜張弘範

こうはん

ちょうこうはん

合するところで︑︿略V︒

つた︒最初にはいったのは原料を調

十一桝8

室へ退いた後へ︑︿略﹀︒

調合する

﹇調合﹈︵サ変︶2

︿略﹀︒虫類モタクサン居ル︒

ノ中日二︑春ハ春季皇露祭︑秋ハ

クワウレイサイ

七鵬4図彼岸ハ七日ノ同封シテ︑其

﹇丁﹈︵名︶1

丁

町←こだま
ちょう・こちょう・さんちょう・しご

ちょう ﹇町﹈︵名︶4

五37図

う

ちょう

注文

注文

秋季皇憲祭ヲ行ハセラル︒
﹇注文﹈︹課名︺2

七目16 第二十六 注文

ちゅうもん

﹇注文﹈︵名︶2

七榴3 第二十六 注文
ちゅうもん

ちょう・しちょうそんかい・しちょう

五245 ︿略V︑番頭さんたちは︑お客 ちょう・しじつちょう・しじゅうこ
そんちょう・じつちょう・じつちょう
あまり・じゅうばつちょう・すうちょ

から注文をうけては︑小ぞうさんた
︿略﹀︑ ﹇ 見 本 に は 精 良 な 品 を

ちにさしづをしてゐます︒
十二229

971

いちだいちょうしょ・わがこくみんせ
いのちょうしょたんしょ

十二鵬3 ︿略﹀我が國民は︑其の長
れん
所として廉恥を貴び︑潔白を重んず
我が國民の長所・短所を数

る美徳を爽黒してる る ︒

十一一悌9

へたならば︑まだ外にもいろいろあ
らう︒

十二儒10 我が國民の長所・短所を数
へたならば︑まだ外にもいろいろあ
らう︒我々は常に其の長所を知って︑
之を十分に嚢復する と 共 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

頂上

﹇長四郎﹈︹人名︺8

長

松平正綱の子信綱は幼名を長
長四郎が十一歳の時のことで
竹千代が軒ばに雀の巣を見

日が暮れてから︑長四郎がそ

1

﹇警世三等﹈︹人名︺

朝鮮の青年も︑近頃はなか

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀︒

十154園

朝鮮家屋

つばな洋館がそびえてみる︒

で︑其の又手前には︿略﹀などのり

十761國

其の手前は一帯に朝鮮家屋

張世傑士の奮戦も大勢を轄 ちょうせんかおく ﹇朝鮮家屋﹈︵名︶1

張世傑等

ちょうせいけつら

十988図

﹇徴税伝令書﹈

ずることあたはずして︑宋遂に亡び
しかば︑︿略﹀︒

ちょうぜいでんれいしょ
でん

れい

︿略﹀朝鮮ホテル・朝鮮銀

朝鮮銀行

りっぱな洋館がそびえてみる︒

行・京城郵便局・天主教會堂などの

十762國

1

でん
ごらん︑これには徴税傳令 ちょうせんぎんこう ﹇朝鮮銀行﹈︵名︶

徴税傳令書

八796囹

︵名︶1

ちょう

﹇徴税令書﹈︵名︶

書とありませう︒これは縣の税で︑
︿略﹀︒

れい

1徴税令書

ちょう

ちょうぜいれいしょ

將軍秀忠が刀を取って出て見

つと屋根づたひに行って︑︿略﹀︒
ひでたダ

八172

八168

参れ︒﹂と命じた︒

つけて︑﹁長四郎︑雀の子を取って

八166園

ある︒

八164

四郎といった︒

八162

四郎

ちょうしろう

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

﹇頂上﹈︵名︶3

地黒を指さしながら領地の三分の一

を與へた︒

九9610囹

ちょうじょう

此のあたりから頂上へ登る途中のは
ひ松の間に居るのです︒

九975 ︿略﹀︑岡田さんは高山植物や

封じて柱に掛けた︒

書髭︑御皇所のおわびによつ

﹁長四郎があの心で大きく

て︑長四郎はやっと袋から出された︒

八185

八188園

﹁書をした＼めて張世傑

朝鮮
とよとみひでよし

てうせん

手の大將は加藤清正・小西課長の爾

七973

ふしみ
清正は朝鮮を立って︑伏見へ

人でした︒

七978

参りました︒

とく

りした京城神社があり︑又其の近く

第十

朝鮮人蓼

朝鮮人蓼

﹇朝鮮人参﹈︹課

に朝鮮総督府があります︒

名︺2

朝鮮人蓼

ちょうせんにんじん

八目14

第十

八324

1朝鮮人蓼

にんじん

大明の軍勢四十三︑勢はげ ちょうせんにんじん ﹇朝鮮人参﹈︵名︶

八327

︵名︶1

朝鮮ホテ

其の中貴重なものの一つは朝鮮人蓼

藥用にするものが多くありますが︑
にんじん

山野に生ずる草木の中には︑

しくおしよせたるに︑日本の大將小

らぬ︒

です︒

りつぽな洋館がそびえてみる︒

行・京城郵便局・天主教會堂などの

︿略﹀朝鮮ホテル・朝鮮銀

ちょうせんホテル

ル
朝鮮から臨ってをられる高橋さんが

︿略V︑此の頃墓参りのために 十762困
來られた︒

十122

晩神様にいのってゐました︒

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

八335

昔朝鮮に一人の婦人があって︑

もはや朝鮮に日本の武士は一人も居

西行長は一たまりもなくにげ落ち︑

︽i 七鵬3園

なったら︑竹千代には無二の忠臣で
あらう︒﹂

長ず

孔子は︿略﹀︒少時より

﹇長﹈︵サ変︶1
ジ︾

ちょう︒ず

十︻48図

雷鳥の絶葉書を︑たくさん出して見
せて下さいました︒お話が頂上のな

︿略﹀︒

ちょうせいけつ

ちやうせいけつ

時に宋の勇胴張世傑よく

張世傑張世傑

ちやうせいけつ

﹇張世傑﹈︹人名︺2

學問に拗み︑長じて後魯の君に仕へ︑

がめに移ると︑︿略﹀︒

﹇頂上近﹈︵名︶1

た景色は︑全く雄大です︒

九982圏 頂上に立って四方をながめ
ちょうじょうちかく

頂上近く

を招け︒﹂

十985図園

職ひて元軍を防ぐ︒

九948圏 雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑ 十983図

ふもとの村から三里ばかり登った所
から始って︑頂上近くまで追いてる
ます︒

幽旧臣秀吉が朝鮮へ向はせた先

八791圏此の一枚には徴税令書とちょうせんそうとくふ ﹇朝鮮総督府﹈
ると︑長四郎であった︒
ちょうじょ ﹇長女﹈︵名︶1 長女
とく
︵名︶1 朝鮮総督府
十二674 長女の言葉に満足した王は︑ 八181 徳望は長四郎を大きな袋へ入 ありませう︒これは村の税で︑︿略﹀︒
てうせん
十754困 首魁には天照大神をおまつ
ちょうせん ﹇朝鮮﹈︹地名︺6 朝鮮
れて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑袋の口を

ちょうじょ一ちょうせんホテル

ちょうそく一ちょうど

972

﹇長足﹈︵名︶1

長足

十二燭6 支那・印度の文明を入れ︑

ちょうそく

更に西洋の文明を入れて長足の進歩
町村

を 成 し 遂 げ た 日 本 蕃民は︑︿略﹀︒

﹇町村﹈︵名︶1

六414囲 どの町村からも︑歩兵が一

ちょうそん

ちやうだ

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の
﹇頂戴﹈︵名︶1

村からは私一人だ︒
ちょうだい

三138園 ﹁おかあさん︑あかちゃん

い

テフテ

におちぢをのませてちやうだ
いQ﹂

﹇蝶蝶﹈︵名︶5

せつく

ちやうど五月のお節供の日で︑日本

くわい

人の家には︑鯉のぼりが立ってるま

お宿は致しても︑さて何も

てるるといふので︑︿略﹀︒

十6410圏

差上げる物はございません︒ちやう

白梅は今ちやうど眞盛りであ

ど有合はせの粟の飯︑︿略﹀︒

今日は︑のぶ子さんのうち

るが︑︿略﹀︒

十湘9

十一146

のぶ子さんはちやうど︑五年生の時

へ始めて遊びに行きました︒︿略﹀︒

の成績物に表紙をつけて︑とちてい

あの社長さんはもと上方の
人で︑此の町へ始めて奉公に來たの

はるかの下に一條の白煙を

車は︑ちやうどおもちゃのやうに見

たなびかせて見えがくれする上り列

十一623

ましい叫び聲が聞えた︒

﹁ふかだく︒﹂といふ船長のけた﹂

しきりに働ました︒ちやうど其の時︑

めてみた老砲手は︑︿略﹀︑甲板から

これまでにこくしてなが

は︑ちやうどお前と同じ十二の年だ
つたさうだ︒

社長さんが銀行の頭取にな
にいさんのお友だちの岡田さ

つてからちゃうど十年目の秋︑︿略﹀︒

九535囹
九937

んが旅行からお鋸りになったと聞い

て︑今日にいさんと二人で遊びに行

十一5510

らっしやる所でした︒

九514園

うど内地の夏のやうです︒

︿略﹀︒冬でも春でもこちらではちや

九39団此のトラック島へ來てから

ちやうど日曜日ですから︑︿略﹀︒

八期3國來る十六日半私の誕生日で︑

した︒

あれが無いと町長さんの懐中時計
一日おいて町長さんが來た︒

が直せない︒

十二5910
チヤウド

ちょうちん←おおぢようちん
﹇丁度﹈︵副︶25

ちやうど

ちょうど

︿略﹀︑カラヲキ論評ミガ

ハヒ﹁上ツテキマス︒チヤウド私

三578

ノ目ノ前デトマツテ︑カラヲ
ヌギハジメマシタ︒

四28 ちやうど人の出さかりで︑
お宮のすずがひつきりなしに
なってゐます︒

四826トンネルを出て︑海を見
大きな船がおきを通って居ま

下した時には︑︿略﹀︒ちやうど

ちょうちょう

一︻686 サクラガサクノハ コレ
した︒

人のお友だちに︑白馬登山のお話を

きました︒ちやうど岡田さんは四五

た︒ちやうどかまを明けたところで︑

五381

トラクターはちやうど軍用

︿略V︑やがて指がピヤノの

獲動機が取付けてある︒

のタンクのやうな形で︑ガソリンの

十﹁639

白いけむりが立ってるました︒

おそ

中尉は︿略﹀︑﹁そら︑もう一

やうど其の時︑敵の砲揮が近くで破

息だぞ︒襲へく︒﹂と叫んだ︒ち

九五8

える︒

道の雨がはは一面に青田で︑
呉鳳は役人になった時から︑

れっして︑︿略V︒

だ調は︑ちやうど東の空に上る月が

鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈ん

けん

十二439

次第且々にやみの世界を照らすやう︑

北風は︿略﹀︑左右の耳をそ
ばだててみた︒しかし聞えるのはか

豊川1

すかな息づかひばかりであった︒ち

おとうさんは一昨日の正午

人が︑其の前の年に取った首が四十

八654困

齢ありましたので︑︿略﹀︒

いものだと思ひました︒ちやうど蕃

どうかして首取の悪風を止めさせた

八233

ちやうど田の草取のさい中です︒

五662

なさっていらっしゃる所でした︒

︿略V瓦やきを見に行きまし

フ てふてふ

カラデス︒︿略V︒テフテフガマ

フノモコレカラデス︒

草のはにとまってみた

ヒラヒラトマヒ︑︿略V︒

三14テフテフハ花カラ花へ
三636
てふてふがおどろいてとびたち
ました︒

三641囹 みよ子﹁あら︑てふてふが

五 郎 さ ん の 舟にとまりまし
たQ﹂

には︑てふてふのせんどうさん

三653園みよ子﹁五郎さんの舟

だいぼう網は身網と垣網と

大きなものである︒これを海中に張

二つの部分から成ってみて︑非常に

十二7610

︿略﹀︒

無事にサンフランシスコへ着きまし

のは昨夜七時でした︒︿略﹀︒ちやう

つた形はちやうど大きなひしゃくに

宮本の伯父檬の所に着いた
ど此の頃︑此所の名物の馬市が始つ

十165圏

萬歳の聲がわき起つた︒

やうど其の時︑はるか遠方で味方の

がのったから︑かったのでせう︒

日目です︒

た︒横濱を出てから︑ちやうど十五

﹇町長﹈︵名︶2

八658困

おとうさんが着いた日は︑

町

長さん

ちょうちょうさん

十一一5610圏あ＼いふねぢはく略﹀︒

973
ちょうにん一ちょしょ

似てみる︒

されだ︒

﹇眺望台﹈︵名︶1

眺

﹁植林は貯金のやうなも

本にして︑小さい米屋を始めた︒

十一408圏

ので︑植ゑてさへおけば︑年々太つ

ちょうぼうだい
望皇

十二柵4 かうして︑老僧が始めての
みを絶壁に下してからちゃうど三十

︵感︶1 ちょきん

﹇直﹈←りょうげんちょく

たけ

九112図園皇子は勅命を果して︑め

でたく都に撮り給へ︒

法律の外に勅令・閣令・省

ちょくれい ﹇勅令﹈︵名︶1 勅令

令・府縣令等の命令がある︒これ等

十二899

の命令も國の規則であって︑︿略V︒

ちよ子

ちよ子﹁はい︒﹂

よみ手はおちいさんで︑

︹人名︺2

四508

︿略﹀︑ちよ子が八まい︑音

二郎の四人と︑︿略﹀です︒

取手はみよ子ちよ子國太郎音

四471

ちよこ

四481

︿略﹀二三人の男が︑器用 ちよこ ︹話手︺1 ちよ子

ちょく

勅

二郎が六まい︑友一はたった

時に天照大神の使者建

二まいでした︒

ぞ

今日文明の利器と構せら

勅命

ヒヨコ

ちよこく

三87

犬ころが二匹︑上になり下に

綿毛に包まれたるひよこど

﹇著述﹈︵名︶1

ちょしょ ﹇著書﹈︵名︶1

教育と著述とに用ひたり︒

著述ε

著書

とを得ざりしかば︑老後は專ら力を

十一510図しかも遂に志を達するこ

だいちょじゅつ

ちょじゅつ

くとかけ廻る︒

も︑小さき聲を立てつ＼︑ちよこ

九126図

來た︒

尾をふりながら︑ちよこくやって

なりしてじゃれてみる︒︿略﹀︒︿略﹀︑

八44

チヨコチヨコアルキマス︒

ハホソイアシデ︑

ちょこちょこ ︵副︶3 チヨコ．チヨコ

御客命此の地に來りていふやう︑
勅裁

西郷は軍令を出して翌日の

﹇勅裁﹈︵名︶1

進軍を中止させた︒︿略﹀︑更に京都

十二湿1

ちょくさい

﹁大神の勅にいはく︑﹃︿略﹀︒﹄と︒

みかつち

十二63図園

﹇勅﹈︵名︶1

みの音がちょきんくと聞える︒

あちらでもこちらでも︑さえたはさ

な手つきで蜜柑を採ってみる︒︿略﹀︒

十二217

ちょきんちょきん

て利息が附いて行く︒﹂

て見ました︒︿略﹀︒眺望垂で眺める

十二333国又エッフェル塔にも登つ

帳面

﹇▽さいくまちにちようめじゅ

と︑︿略＞Q

ちょうめ

﹇帳面﹈︵名︶1

うごばんち
ちょうめん

長流
︿略﹀︒我が國第

﹇長流﹈︵名︶1
カウ

揚子江ハ

ちょく

﹁本や帳面はどうしてい

らっしやいますか︒﹂

十一1510園

く

年目に︑彼が一生をさ㌧げた大工事
が見事に成就した︒

﹇町人﹈︵名︶3 町人
さかひ

七価5園 小西程の者を堺の町人と

ちょうにん

の＼しり︑︿略﹀︒

七塒7囹 小西は日本の大將ならず︑
まことは堺の町人︑道案内の者故︑
にげも致したであらう︒

理する ︽ースル︾

﹇調理﹈︵サ変︶1調

商業であると思はれてるた︒それ故

十二243 昔は個人の利益を詰むのが ちょうり・する

ス

に上って勅裁を仰ぎ︑とうく徳川
﹇直接間接﹈︵名︶

公吏・議員等︑直接間接に

直接間接

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類 十二価1図

公共の事務に當る者は︑︿略﹀︒

十一価10

2

ちょくせつかんせつ

一ノ長流鴨緑江ノ如キ野馬二上ノ
鳥類

方の願意をとほさせた︒

﹇鳥類﹈︵名︶2

十一一1010

デアル︒

八478 大キサカライツテモ︑強サカ
ワシ
ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

ちょうるい

支流ニモ及バザルナリ︒

アフリヨク

ヤウ

八195図

ちょうりゅう

であるが︑︿略﹀︒

物を調理するのに用ひたもののやう

火の熱は︑初め主として食

十一672

長

︿略﹀ ︑ 生 物 は 総 べ て 長 年 月

﹇長年月﹈︵名︶1

といって賎しめられたのも其の爲で

大多敷の商人は︑︿略﹀︒彼等が町人

あらう︒

ちょうねんげつ
年月
十ニー310

の間には次第に硬化し︑下等なもの
から高等なものへと進むものである

ちや う ふ は ん

﹇長府藩主﹈︵名︶1

といふことを讃明した︒
ちやうふはん

ちょうふはんしゅ

長府藩主

八二3 大將の父は長府藩主に仕へ

﹇勅命﹈︵名︶2

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

ちょくめい

可なり︒

才によらざるもの殆どなしといひて
著局

の研究をしないだらうと不思議に思

局

﹇著局﹈︵名︶1

ふやうになった︒

七堰前著

ちょきょく

て︑江戸で若君のお守役をしてみた
重寳

え

て︑東國の方に下り給ひき︒

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ

みこと

九99図景行天皇の皇子日本武

やまとたけるの

が︑︿略＞Q

﹇重宝﹈︵形状︶2

十︸943囹 暦は實に重寳なものだ︒

ちょうほう

︿略﹀︑三十ぐらみの時︑年

來の貯金と主人からもらった金を資

九521囹

十﹁943囹 暦は實に重寳なものだ︒ ちょきん ﹇貯金﹈︵名︶2 貯金
こんな重寳なものがあるのに︑それ
を利用しないでみるのは寳の持ちぐ

ちょっと一ちりばむ

974

十︻7310

精解はもう七十歳に近く︑

ちよつと

いろくりっぱな著書もあって︑天
チヨツト

オや牛ヲソトへ出スト︑

︵副︶14

下に聞えた老大家︒

ちょっと

二665

ちょっとした事にも怒り易くなって

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

すると木のうろから︑栗鼠が

チリ

五956圏

︿略﹀かるた取がはじま

ちりがつもって山となり︑

山となる︒﹂

つて居ます︒︿略﹀﹁ちりつもって

四476圏

ちり ﹇塵﹈︵名︶2 ちり

十﹇湿図

チリ ︹地名︺一 チリ

つた︒

見せて︑急にまた穴にかくれてしま

僕の姿を見ると︑太い尾をちらりと

一匹︑けろりとした顔を出したが︑

九337

り す

木とよの父でございます︒ちよつと

爾軍は入りまじって︑火花を

ちらりと

て︑たき火を始めた︒

七445

﹁上甲板洗ひ方︒﹂水兵はくも

ちらして職つた︒

九649

ちらく

の子を散らすやうに八方へ散って︑
︿略﹀︒

︵副︶2

︵副︶2

ちりちり

しっくがよって海となる︒

かは

すそにから

うちの子ねこは

たもとにすがる︒

散りく

まりとざれ

くびのこすずを

ちりちりならし︑

いい子ねこ︑

三116圏

まり︑

ちりちりならし︑

三一08韻 うちの子ねこは かは
いい子ねこ︑ くびのこすずを

ちりちり

道がだんく上りになったと
がちらくと見えて來た︒

見えて︑谷のこずゑこしに︑遠い湖
︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

十舶7

るのも珍しい︒

散らばる︽iッ︾

﹇散散﹈︵形状︶1

てはえんからおちる︒

ちりぢり
十日間も赴いて︑︿略﹀︒これ等の馬

ひて散りくになりぬ︒

﹁︿略﹀︒﹂と人の言へば︑衆重力を失

わけてたどり着きたりしに︑

兄はそこらに散らばってみる

︽ーメ︾

ちりば・む ﹇鐘﹈︵下二︶1 ちりばむ

が日本全國に散らばって︑或は軍馬

十394

馬になるのださうです︒

になり︑或は馬車馬になり︑或は耕

十226困此の町では︑二歳駒の市が 十干1図 ︿略﹀︑けはしき山路をふみ

︿略﹀︒

︵副︶1

みた︒

つた︒︿略V︒こちらを見ると︑そこ
かた
ではちよつと吹いて型に入れ︑又吹

ちらりと

とよにあひたくて参りました︒﹂

がはじまって居ます︒︿略﹀︒今

四473友一のうちでかるた取

あれは岩手山だ︒南部富士 ちらし ﹇散﹈︵名︶1 ちらし

といはれるだけあって︑ちよつと形

九741圏
が似てみるね︒

いて型から出す︒

校の前へ行くと︑先生が﹁ちよつと

九価8 やがて中尉はちよつと腕時計
ちらしで取って居ます︒
子牛モツイテイキマス︒チヨツ
を見て︑いつものやうにすんだ聲で
ちら・す ﹇散﹈︵五︶2 ちらす 散ら
トハ ハナレマスガ︑スグオや牛
す︽ーシ・ース︾与かきちらす・まき
號令をかけた︒
ノトコロヘキマス︒
五385囹此所を出て︑となり村の學 十﹁伽9 ︿略Vガラス工場を見に行 ちらす
用があるから︒﹂といって︑私ども

ちょっとし

九3310

ベートーベンは︑ちよつと ちらちら

口で聞いたのですが︑︿略﹀︒

十二401園實はその︑今ちよつと門

を道に待たせておいて︑図画へおよ
りになりました︒

十二45一

ふりかへってめくらの娘を見た︒

時計師は仕上げた時計をち

︵連体︶4

の中につり下げた︒

よっと耳に託ててから︑ガラス戸棚

十二598

た

ちょっとした

五616圏 さてく︑虹はおもしろい︒
雨のはれ間にちよつと出て︑ 用
ありさうに天と地の 遠きをつなぐ
雲の上︒

七495 私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ
ドクテ︑チヨット見ルト︑コハイヤ

アリマシタ︒セイが高ク︑目ガスル

ウデシタガ︑︿略﹀︒

年とともに老の氣短さが加はつて︑

上三四里の間にちらばってみて︑

葉書には︑立ていちよつとし 五567 松島は大小二一二百の島が︑海

一包十箱が十鏡ぐらゐで

マッチはちょっとした物で︑
買はれる︒

償も安く︑

八鵬7

あります︒

は︑いろくこみ入った事が書いて

た用事が書いてありますが︑封書に

五932

とした森があるだらう︒

七604團 それは日本は海國でありな 五638園あのたんぼの中に︑ちよつちらば・る ﹇散﹈︵五︶3 ちらばる
がら︑まだ海を恐れる人もあるとい
ふことで︑︿略V︒ちよつと渡船に乗
つてさへ︑こはがる者があります︒

七745 ︿略V︑年よりはちよつとふり
かへりましたが︑何ともいはず︑す
ぐ又仕事をつゴけました︒

ります︒

八糾6園 それではちよつと行って参

こちらに御やくかいになってみる松

八856團 學校へ行ってく略V︒﹁私は 十二654 生れつき烈しい氣性の上に︑

975
ちりばめなす一ついで

九牛10図 月はまだ出でざれども︑空
よく晴れて︑瀧天の星は寳石をちり

ちり

︿略﹀︑金銀珠玉をちりば

︽ーシ︾

﹇鎮成﹈︵四︶1

ばめたるが如し︒

ばめなす

ちりばめな・す
十541図圃

﹇鑛﹈︵下一︶1

五62

こちらは今さくらのさかりで

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ
てしまったさうです︒

ば︑

庭は一日日がよくあたる︒

十一梱10

ちん
蹄りがけに事務所の陳列棚

を見せてもらった︒
ちん
﹇陳列品﹈︵名︶1 陳列

ちんれつひん

ツ

ちん

ました︒陳列品の多種多様で︑︿略﹀︒

一

︿略﹀︑ワとツ︑こと二︑ハ

︵格助︶﹇▽あしはらのなかつくに・

と八等は書方にて間違ひ易し

七麗図図

つ

︵助動︶4

つ

︽ツ・ツル︾

﹃此の方面の六二に
閣下の心

さうで無くても︑忍辱のお

にかうさんしたてきの大年なのです︒

金があると︑ついむだな事に使って

十517園

しまふ︒

︽ースル︾

﹁御免下さい︒私は浩々

我もとより衣食の費を

退却軍は少しく之にたよ

﹇一日﹈︵名︶3

一日←い

一日遅○望前六時三十分

ついでn▽おつ

一日土ひのとうし︿略﹀

﹇序﹈︵名︶1

な す

おかあさんと茄子をもぎに出

︿略V︑宗任はつい此の間義血 ついで ﹇次﹈︵接︶1 次いで

︿略﹀︒

たついでに︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

九998

いで

ついで

ついて﹇▽について

十一89図

きのえいぬ︿略﹀

十一89図

十一89図一日木︿略﹀

ちがっついたち・くがっついたち

ついたち

追撃すること頗る急なり︒

りを得たれども︑秀吉の軍は︑︿略﹀︑

十一283図

す

ついげき・す ﹇追撃﹈ ︵サ変︶1 追撃

いとふにあらざれど︑︿略﹀︒

十一451図園

ついえ ﹇費﹈︵名︶1 費

て参りました︒﹂

家ですが︑面白さについつり込まれ

十二395園

てるる︒

の男が︑器用な手つきで蜜柑を採つ

の下では︑かごを首に掛けた二三人

十二2910囲昨日大英博物館を一覧し 十二針3 ふと見ると︑ついそばの木

五314躍松をのこして木の葉がちれ 品
﹁上甲板洗ひ方︒﹂水兵はくも

あたりは如何にも静かで︑た

の子を散らすやうに八方へ散って︑

九649

︿略﹀︒

十393

まに散る落葉の音が︑かさりくと

ちりば

めなして︑ひねもす見れどもあかざ
る宮居︒

ちりば・める

聞える︒

︽ーメ︾

十541 寳玉をちりばめたやうなかは

艦首につるしたるくす玉ぱ

つとわれて︑紅白の紙片花ふゴきの

十伽9図

める

はと
い＼目︑︿略﹀︑鳩は見るからに愛ら

しいものである︒
如くに散る中を︑︿略﹀︒

つ

ちりめん

十二愉9我が國民には潔いこと︑あ

﹇縮緬﹈︵名︶2

と

．縮緬

チリメン

ちりめん

つさりしたことを好む風がある︒櫻
ふぜい
の花の一時に咲き一時に散る風情を

つ

あまつひつぎ︒とっくに・とっくにび

めるやうなちりめんや︑．きれいな幣

五236下のかざりまどには︑目のさ

喜ぶのがそれであり︑︿略﹀︒

ゆききの車馬のたえざれ
かは

八558図圏

ば︑向ふの側へ行きかねつ︒
語る言葉もうちとけて︑

とロつ

我はた＼

方々から人夫をやとって來て︑ 九417応仁昨日の敵は今日の友︑

﹇賃銭﹈︵名︶1

へっ︑彼の防備︒

九421図霊園

九418図圏彼はた＼へっ︑我が武勇︒

もう一度土手をつきなほした︒其の

珍

二子をうしなひ給ひつる

﹇珍重﹈︵サ変︶1

如何にぞ︒﹄

︽ーセ︾

つい

十二483図中にもけやきはもくめ美

ツイ

ツイコノアヒダウエタ田

︵副︶5

五822

タ︒

ガ︑モウアンナニ青クナリマシ

三51一

つい

画す

ちんちょう・す

から出した︒

賃鏡をみんな庄屋が自分のふところ

五746

賃銭

や︑︿略﹀がかざつ て あ り ま す ︒

イウゼン

ちんせん

六768圏 コレハ︑ハジメ白地ニオツ ちん ←やちん・わたしちん
チリメン

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル
﹇治療﹈︵名︶1

ノデ︑縮緬ノ友暉ト同ジデス︒
れう
治療

ちりょう

十995図園 父母の病あつければ︑警
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ
とむるは人情の常にあらずや︒
ちりょけ

昨日はうちのすすはき

﹇塵除﹈︵名︶1

四406

ちりょけ

凹くるひ少きが故に装飾材として珍

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

重せられ︑︿略﹀︒

棚

ちんれつだな

ちん
﹇陳列棚﹈︵名︶1 陳列

手ぬぐひをかぶり︑着物の上
散る

でした︒おかあさんがあたまに

ちる

にちりょけを着て︑︿略＞Q
﹇散﹈︵四・五 ︶ 6

︽ーッ・ール・ーレ︾﹇ ▽ と び ち る

ち・る

つ

ついでに一ついに

976

十二佃1図初め彼は紙に炭素を塗り
て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

次いで白金其の他の金属の針金を以
て 様 々 の 實 験 を 重 ねしが︑︿略﹀︒

ついでに ﹇序﹈︵副︶1 ついでに←

十一57図

︿略﹀︑孔子︿略﹀︑廣く

幾多の軽質を重ねたるものなり︒

各國をめぐりて︑用ひられんことを

﹁︿略V︒さあ︑行きませう︒

く職死せり︒

及び︑白地に斜赤十字の徽章ある其

︿略V︑更にアイルランドの加はるに

十266

求めぬ︒しかも遂に志を達すること

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑

至った︒

苦心に苦心を重ねて集め
銭も残らずな

コー二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

翌日此の地を去り︑河を

こんな事を次から次へと考

彼は更に其の邊の名高い學

なくなって︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ立つに

へては︑遂に心の苦しみにたへられ

十二927

るデレンに着せり︒

さかのぼること五日︑遂に目的地な

十二8610図

に同行することに決せり︒

しきりに止むれども林藏きかず︑遂

十二848図

人︑遂に我が日本人の中より現れぬ︒

際を調査して此の疑問を解決したる

之を疑問としたりき︒然るに其の實

十二822図 ︿略﹀︑世界の人︑は久しく

形式をなすに至れり︒

の國旗を合はせて︑遂に今日の如き

命を捨ててか＼ったら︑救へないこ

を得ざりしかば︑︿略V︒

に入りぬ︒
ばう

十一436囲團

十一771

引起し藩候︒

冒の心地にて引きこもり居候庭︑其
えん
の後とかく病勢衰へず︑遂に肺炎を

實は去月十日頃より感

十一316図正國の首は終に清正の手

とはありますまい︒﹂此のけなげな

今太平洋の方から此の運河を

言葉は遂に父を動かした︒

十359
を走って︑終に洋々たる太西洋に出

通るとする︒︿略﹀︒此庭から又掘割

おついでに

させた白木綿を返し︑ついでに石地

最後にアメリカ合由仁は︑國

家事業として此の工事に着手し︑十

十367

るのである︒

八441 越前守は︿略﹀︑さきに納め
藏を︑もとの所へもどしたと申しま
す︒

ついては

三十五年の間努力に努力を趣けて︑

﹇就﹈︵接 ︶ −

年の歳月と八億圓の費用とを費して︑

遂に古事記の研究を大成した︒

ついては

七698囹 それがあなたのやうな正直

我が大正三年︑遂に之を造り上げた

それで金屡を用ひることを

のである︒

十﹇793

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか

らして︑遂に今のやうな貨幣を七つ

思ひつき︑形の上に種々の工夫をこ

にして︑起点到る虜に敗れ︑皇帝・

たのである︒

なかった︒ところが母のとりなしで

十二9310

たまく元の大軍至るに及 十一969 ︿略V︑なかく許してくれ

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

然るに元軍の勢いよく盛

せてもらひましたが︑︿略﹀︒ついて

遂に

十977図

終に

は此の中の金を半分だけお禮のしる
しにさし上げます︒
﹇終﹈︵副︶ 3 4

んで白菊大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

終に學校に入ることが出來たので︑

九238園 しかし思ふ程に仕事は出來 十982図

ついに

ず︑其の上政治上の事で度々殿様に

へらる︒

十一旧10図

たる出版費は︑遂に
りぬ︒

二度資を集めて二度散じ

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

十一椥⁝3図

かくて天和元年鐵眼が初

集に着手せり︒

にも満足することが出來ない︒彼は

遂に﹁︿略﹀︒﹂と決心して︑或静か

繹迦は八十歳の高年に及ん

な森へ行った︒

でも︑︿略﹀︑各地を巡って道を傳へ

十二983

てるたが︑遂に病を得てクシナガラ

附近の林中に留った︒

行くと︑左手の山は次第に頭上にせ

十二脳⁝3 ︿略﹀︑川沿の道をたどって

イギリスの國旗は︑︿略V

のゆくてをさへぎつてしまふ︒

まり︑遂には路の前面に突立って人

度の募集を始めてより十八年忌後に

十二624図

大出版は遂に完成せられたり︒

至りて︑一切纒六千九百五十六巻の

十︸㎜2図

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

上書した爲︑役人ににくまれて︑終

ずることあたはずして︑面恥に亡び
天祥いはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

しかば︑︿略﹀︒
ごく

十998図

承り候へば︑御祖母様に

遂に獄に投ぜらる︒

十㎜3骨壷

ひもなく︑去る十九日遂に御死去遊

は先日より御病氣の虚︑御養生のか

リンカーンの喜は一通りでなかった︒

十989図

張世等等の奮戦も大勢を轄

には國を立ちのかねぽならぬやうに
なった︒

九276園 古人も﹃志ある者は事終に
成る︒﹂と言ってみ る ︒

︿略﹀などの人々をたよって︑

して終に急啓第一の農學の大家とな

一心に西洋の學問を勉強した︒さう

九287

つて︑︿略V︒

がたく︑︿略﹀︑再び呉と戦ひて遂に

︿略﹀︑勾践此のうらみ忘れ

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

之を亡しぬ︒

十鵬8図

上職も︑終に如何ともしがたく︑要

力に崩しては︑︿略Vベルギー軍の

九368図されどく略﹀大口脛砲の威

塞は全く破くわいせられ︑將卒は多

977
ついばむ一つうしんしゃ

げく︑遂に心を決して︑︿略﹀此の

十二価8 さていろくと思案したあ
ために︑むだに費した時間と螢力は

十一183園

造り上げたのである︒

みる青田の中を走ってみた︒︿略﹀︒

月出月入

又御造螢の半ば頃より︑

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十71図圏

つうじよう ﹇通常﹈︵名︶2 通常

九725圏

つる者敷多かりしかば︑何れも十日

のお話をうかゴつた︒

︿略﹀︑私がゆめの中に通過した坦々

大きなものであった︒

た︒︿略V︒義塾の居た高館のあとも

間を限りて土木に從返せしめたるに︑

これまで自分の不整頓の

仕事に着手したのであった︒
十二m2 老僧の終始一貫した導師は︑
十﹇梛4図園

右手に見えたはずだが︑もう通過し

る︒

十353

たかだち

掘割を通過して船は又湖に出

てしまった︒

よしっね

︿略﹀青森行の列車に乗つ

遂に村人を恥ぢさせたものか︑仕事
之を一切纒の事に費すも︑うゑたる

喜捨を受けたる此の金︑

を助ける者が又ぼつくと出過て來
人々の救助に用ふるも︑卸する所は
一にして二にあらず︒

︽ール︾

して︑遠く近く黒煙の青空にたなび
くを見る︒

通日

取りたりと聞く︒

南大門騨で下りるのです︒

十735囲汽車で京城へ來る人は通常

此の愛らしい小鳥が︑他の方

うふくつうしん・なんべいよりちちの

つうしん ﹇通信﹈︵名︶4 通信﹇▽お

つうしん

法では全く通信が出來なくなった場

十544

合でも︑︿略﹀︒

鳩を通信に使ったのは︑齢程

古い時代からの事で︑殊に一時は非

十548

それ故鳩の艦に手紙を附けて

常に盛に行はれたが︑︿略﹀︒

放せば︑容易に通信が出遅るのであ

十557

る︒

父は暦を持って來て︑

﹇通日﹈︵名︶5

﹁これは略本暦だ︒この中にある

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

弟はそれを見てしばらく考 十二焉8図 ︿略﹀︑相當に名ある新聞
へてみたが︑すぐ二百十日の通日か

者

つうしんしゃ ﹇通信者﹈︵名︶1 通信

員ありて︑︿略V︒

世界各國主要の地に特派員又は通信

は

二季ー71図 此の外︑宇内各地は勿論︑

員

つうしんいん ﹇通信員﹈︵名︶1 通信

の利器を用ふるを以て︑︿略﹀︒

︿略﹀二百十日の通日か

ら立春の前日の通日を引去って︑

十一8810

﹃通日﹄で数へて御らん︒

十︻887囹

つうじつ

通常の入夫にもまさりて仕事ははか

た︒
西 郷 は早速承知して︑︿略﹀

十357

十一一伽10

十ニー36

掘割を通過して船は玉上に出

則正しく︑︿略﹀︑たとへ十分︑十五

しかも日常生活は極めて規

卓見したが︑其の日要領は遂に得が

通過する︒
通航

たく︑爾人は翌日の再會を期して別
つた︒

つうこう・す

﹇通航﹈︵サ変︶1

る︒︿略﹀︒此の湖を渡って又水門を

もはう

︿略﹀︑ 昔 か ら 殆 ど 摸 倣 の み

こ＼において再び炭素線

分の過食でも無益に費すことがなか

れた︒
十一一梛3

十二鴇4図

す

を事として來た観がある︒習︑性と

の研究に没頭したれども︑徒に多く

︿略﹀等良港多く︑汽船絶えず通航

十一346図

←しごせんつうか

通虚し居り

殊に日本人の小聖校あ
りて︑御前たちぐらみの子供が通學

十一鵬2中国

し居るを見ては︑殆ど身の南米に在
るを忘れ候︒

通

﹁︿略﹀︒﹂

十一891

九月小三十日通日月齢

五月大三十一日通日月齢

ら立春の前日の通日を引去って︑
﹁︿略﹀︒﹂

十一89図

月出月入
︿略﹀︑汽車は果もなく論いて 十一89図

通過

︽ーシ︾

なっては︑遂に日本人には搦創力が

の時日と金銭とを費したるに過ぎざ

ツヒヤス

﹇通学﹈︵サ変︶1

學校は四哩論りも離れてゐ

︽ーシ︾

つうがく・する
學する

十一975

﹇通過﹈︵サ変︶4

たが︑︿略﹀︑毎日毎日元氣よく通學
した︒

つうか・する

瀬戸内海の沿岸には

りきQ

つうか

つう 且﹀さんじつつう

ないであらうと自らも輕んじ︑外洋
ついばむ

人からも侮られる︒
﹇啄﹈︵四 ・ 五 ︶ 2

︽iミ・ーン︾

ついば・む

けを︑すばやくついばみたるは眞白

九142図 く略V︑飛びちりたる貝のか つうがくしお・り ﹇通学居﹈︵ラ変︶1

なるめんどりなり︒
十一一916 折から飛下りて來た鳥が鍬

﹇ 費 ﹈ ︵ 四・五︶6

に傷つけられた轟をついばんだ︒

︽ーシ・ース︾

ついや・す

費す

アリテハ︑金銭ヲツヒヤシテ︑水ヲ

九4310図 飲料二二不自由ナキ土地ニ

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事
ナリ︒

する

十367 最後にアメリカ合衆國は︑

九701

︽ーシ・ースル︾

を費して︑我が大正三年︑遂に之を

︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の費用と

つうしんぶ一つかう

978

十552

ゐ

﹇通例﹈︵副︶1

通例
の

十二472図もみ・つがは土ハにそり又
は伸び縮みすること著しきを以て︑
杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

ところが太陰暦は月のみ

ちたりかけたりする等化を本として

十二475図

雪どけ道のぬかるみを

九957園眞夏の日中でも︑杖を握つ

歩み來

十一96 アスファルトや石を敷いた

てるる手などは︑何時の間にかつめ

れる老婆あり︒

杖にすがりてとぼくと︑

八555図無

る者があります︒

右手につゑをついて︑かけ下りて來

か＼りますと︑上から片はだぬいで︑

から五六十年目ぐらみの問に伐るの

︿略V綿綜や綿織物を造る︒

﹇使料﹈︵名︶1 使ひ料

ださうだから︑︿略﹀︒

つかいりょう

これらの製品は我々の使ひ料にもな

十883

使ふ

るが︑又支那・印度其の他の東洋諸

國へ輸出される︒

つか・う ﹇使﹈︵五︶17 使フ

六132圏

︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

サビルノハ人が使ハナイカラデス︒

其ノ時鐵ビンハ﹁私タチノ

い・おつかい・きっかい・こづかい・

﹁極樂寺坂の味方があやふう

ハナイカラデス︒モシセイ出シテ使

六133園私タチノサビルノ二人が使

川棚7囹 ︿略﹀︑しやうぶが小指程に

時々青イ物ヲ出シマス︒

六134古銅士人二使ハレテヰテモ︑

テヰマス︒

ツテクレサヘスレバ︑イツデモ光ツ

ございます︒﹂といふ使の後から︑
﹁︿略﹀︒﹂といふ使の後から︑

大國主命答へていはく︑
﹁︿略V︒我が子事業主とはかりて答

ことしろぬし

十二610図

が來たが︑︿略﹀︒

﹁大鷺も討死されました︒﹂といふ使

七188

﹁︿略﹀︒﹂といふ使が來たが︑︿略﹀︒

七186

ごくらくじ

こづかいさん・ぞうつかい

七661 三四里行って︑大きな峠へ つかい ﹇使﹈︵名︶4 使←いきつか

柱・土皇となすに宜し︒

して久しきに耐ふるが故に︑家屋の

を有するが上に︑︿略﹀︑つがは堅く

されど何れも美しき光澤

こしらへたもので︑通例十二箇月を

十一933園

︿略﹀︑やはり此のやさしい︑ つうれい

しかも勇ましい通信者の働の偉大な
事が謹明せられたので︑︿略﹀︒

つうしんぶ ﹇通信部﹈︵名︶1 通信部

通ずる

一年とするが︑︿略﹀︒
十ニー67図 しかして編輯局は更に編
ざい
つえ ﹇杖﹈︵名︶5 つゑ 杖﹇▽こん
輯部・政治部・経守部・社島影・通
げい
こうづえ
信部・外報部・學藝部・寓眞部・校

﹇通﹈︵サ変︶4

正部等に分れ︑︿略﹀︒

つう︒ずる
︽ージ︾

十326 此の湖へ両方の海から掘割が
通じてある︒

十807 此虞から方々へ坑道が通じて

道が縦横に通じ︑電車・馬車・自動

たくなってしまひます︒

みて︑︿略﹀︒

車等が絶間なく往面してみる︒
おいらせ

十二516 湖の水は東岸から奥入瀬川 十597図 とあるあばら家の門口に杖

芽を出してゐました︒︿略﹀︑手を出
せつく
すと︑﹁義一さん︑それはお節供に
のさき

へ申さん︒﹂此の時事代主命はすな
ほ

を止めて︑一夜の宿を貸し給へとこ

み

となって流れ出るのであるが︑一年

どりのため美保崎といふ虜にあり

聲がしました︒
主人の使などにまみる

しが︑使を得て急ぎ錦り︑︿略V︒

十二棚5建国

使ふのですよ︒﹂といふねえさんの

へば︑︿略V︒

︿略V︑杖にすがるあはれな

七264 馬は︿略﹀︒又力が強いので︑

使ひみち

僕がお手暮して植ゑたあの

﹇使道﹈︵名︶1

力は無限といってよい︒
十一403

つかいみち

らう︒使ひみちによって︑三十年目

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

しまふ︒

又物ヲ洗ツタリフイタリスル

さうで無くても︑上分のお

まとまったお金は定期預金にした方

十528囹

だから當分隊ふ見込のない︑

金があると︑ついむだな事に使って

十517圏

時二使フ海綿モ︑ヤハリ︿略﹀︒

七832

田や畠の耕作に使ったりする︒

荷物をつけたり︑荷車をひかせたり︑

途中︑小学校の前を通りては︑︿略﹀︒

茶屋から二三曲行つた所の右 つかいつく・す ﹇使尽﹈︵五︶1 使ひ
そればかりでなく︑石炭

︽ーサ︾

十二⁝㈹4園

煮凝くす

ばとうくわんぜおん

下蔭の主要なるものを翠

は早晩使ひ壷くされてしまふが︑水

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな
つか

た石が立ってるて︑︿略V︒

七253

塚の前に馬頭観世音とほっ

塚がある︒

七253

老人や︑息もたえだえの病人︑︿略﹀︒

十二922

を通じて水位の攣化は極めて少い︒
﹇通知来﹈︵四︶1

︽ール︾

つうちしきた・る
通知し來る

世界各氏主要の地に特派員又は通信

つか
十ニー72図 此の外︑國内各地は勿論︑ つか ﹇塚﹈︵名︶2 塚 塚

通知

員ありて︑事件起れば直に電話又は

︽ーシ︾

﹇通知﹈︵サ変︶1

電信にて通知し張る︒

する

つうち・する

十二459図

ぐれば︑杉・檜・もみ︒つが・ひ

せたり︑漁業者が沖から獲物の多少

十5710 飛行機の不時着陸地瀦を知らつが ﹇栂﹈︵名︶3 つが

ば︒松・︿略﹀等なり︒

ひのき

いろくに利用する事が出定る︒

や難船の有様を通知 し た り ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

979
つかう一つがるはんとう

がよいのだ︒

十548 鳩を通信に使ったのは︑齢程
古 い 時 代 か ら の 事 で︑︿略﹀︒

十573 鳩は︿略﹀︒又暗い時の飛行
に馴れさせて︑夜間に使ふ事も出來
るし︑︿略﹀︒

鳩は︿略﹀︒︿略﹀︒石町雫の

︿略﹀︑編輯・螢業の二局

おさへて見たら︑小さなかれ

︽ーミ・ーム・ーン︾n＞ひっつかむ

ひであった︒﹁丸山君︑かれひだ︒﹂

七128

妹は餌をつかみて︑︿略﹀

と言って︑つかんで見せると︑︿略﹀︒

後には萎の束が山と積んであ

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

九129図

へ行く︒

九571

で︑打皇にぱたくとた＼きつける

る︒︿略﹀︑雨手で根本の所をつかん

と︑︿略﹀︒

ねぢ伏せられながら正國︑

︿略﹀︑珍しい事象が二匹ゐ

清正がようひのすそをしっかとつか

十一308図

む︒

十一一119

﹇浸﹈

︵五︶1

つかる

た︒早速雨意に一匹つつつかむと︑

︿略V︒

︿略﹀︑町は大てい水につか

つて︑人家も七八軒流れました︒

五881國

︽ーッ︾

つか・る

ツ

つか・む ﹇掴﹈︵四・五︶5 つかむ

アバレマハリマス︒

ツカミコロシテエニシタリシテ

ハ︿略V︒︿略V︒

︽1へ︾

︽ーリ︾

十ニー65図

ツカマ

ありて︑編輯に落することは前者之

︽一へ︾

﹇捕﹈︵下一︶2

を司どり︑︿略V︒

つかまへる

つかま・える
ヘル

三403 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか
アブラゼミデス︒︿略V︒

まへて︑おもちゃにしてるます︒
三594

カマヘヨウトシテ手ヲ出シマ
スト︑︿略﹀︒

几vさんじょうつかまつる・

しつれいつかまつる・はいけんつかま

つかまつる

つかまる

フクロフ

めて元に仕へば︑富貴は意の如くな

四664よ一は弓に矢をつがへ︑ ︿略﹀︑ホカノ鳥ヲイヂメタリ︑

みつもり

﹇捕﹈︵五︶1

︵五︶一

四354

らん︒﹂

我は宋の臣なり︒いつく

元の皇帝深く文革祥を惜し ︿略V︑ひようといはなしました︒
さと
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ
つかさど・る ﹇司﹈︵四︶1 司どる

十9910図
んとす︒

十㎜1図園
んぞ二朝に仕へんや︒

學問に働み︑長じて後幅の君に仕へ︑

十︸48図

十584

時戦線から戦状を報じたり︑援兵を

孔子は︿略﹀︒少時より

頼んだりするに使ふのも其の一つで
ある︒
︿略﹀︒

つかえ

仕へる

こまってみる所へ︑御殿に仕

てっかの

た者がありました︒

へてみる萬じゅがよからうと申し出

六514

つかえもうす

︽1へ・1ヘル︾﹇▽おつかえいたす︒お

﹇仕﹈︵下一︶4

﹇仕﹈﹇▽しもづかえ

ふひやうばんが高くなって︑附近の
つか・える

十853園 それから﹃燃える石﹄とい つかえ ﹇支﹈←さしつかえ
沁々では之をとって薪の代りに使ふ
やうになりました︒

りも︑時には外國の品を使ふ方が都

十863 又夕占で出丸るものを使ふよ
合のよい事もある︒

十863 又三内で出來るものを使ふよ

朝に仕へて居りましたが︑︿略﹀︒

六551︿略﹀手塚太郎光盛の娘が頼 つる

﹇欄掛﹈

足を長く延ばし︑︿略﹀︒

つかみかか・る

︽ール︾

レ︾

ワン

ミカ・ル

鷲ハ

上ニエモノヲ磯見スルト︑︿略V︑風

く略V︑上州佐野の里に︑つ

つがるはんとう ﹇津軽半島﹈︹地名︺1

僧あり︒

かれし足の歩重くたどり着きたる旅

ヲ切ツテマツシクラニエモノノ上川
ッカミカ・ル︒
﹇掴殺﹈︵五︶一

ミコロス︽ーシ︾

つかみころ・す

ツカ

十595図

︿略V︒サウシテ何力地 つか・る ﹇疲﹈︵下二︶1 つかる ︽一

八495

ツカ

九棚5 蛙が︿略﹀︒やがておもだか
せり
の董や芹の葉などにっかまって︑後

︽ーッ︾

つかま・る

りも︑時には外國の品を使ふ方が都

君と親とに眞心を捧げ薫皿く

或物持の所へ行くと︑下男が

﹇使﹈︵下一︶1

ることは︑︿略V︒

︽1ヘル︾

つか・える

六671

使へる

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た

十二⁝⁝⁝1

が︑︿略﹀︒

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

鴨川3 大將の父は長府藩主に仕へ

ちやうふはん

合のよい事もある︒

と︑團扇を使ひながら言った︒

十一882父は空をな が め て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

こんな不便な暦でも

︿略﹀︑今でも使っ て み る も の が あ る

十﹇941園
やうだ︒

十二229 ︿略﹀︑見本には精良な品を
使って︑野際の注文に上しては粗悪
な も の を 送 る や う な事は︑︿略﹀︒

つか・う ﹇仕﹈︵下二︶4 仕ふ ︽1

つがへる

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

﹇番﹈︵下一︶1

へ︾

つが・える

主人がひどくしかってみた︒

を勲皿くすべき所な し ︒ 今 よ り 心 を 改

十991図囹 ﹁宋亡びぬ︒御身の忠義

つがる

津輕半島
つがる

九761 遠くにはかすかに津輕半島が
横たはり︑近くにはく略﹀︒
つかれ

﹇疲﹈︵名︶1 つかれ
しゅん
﹁︿略V︒﹂かう思ふ瞬間︑

十一875

﹇甫嶺﹈︵五︶1

つかれ

つかれも何も忘れて し ま っ て ︑ ︿ 略 V ︒

︽ーッ︾

つかれき・る
きる

き

さ

う

ゑもん

窯場から出て來た喜三右衛門

老人は大分つかれたやうであ

のと見えて︑︿略V︒

休みま七たが︑里程つかれてみたも
九245
かまば

る︒

十445

つかはす

は︑縁先に腰を下して︑つかれた膿
﹇遣﹈︵四・五︶3

を休めた︒
つかわ・す

明証の使者︑某の陣中に参

﹃︿略﹀︒﹄と返書をつかはしましたが︑

り︑﹃︿略﹀︒﹄などとの寡言︒︿略﹀︑

七二2圏

十一864 やうやく月島の横を通り越 ︽ーシ・ース︾

つか

す頃には︑もうつかれきって氣も遠
﹇疲果﹈︵下二︶1

くなるばかりだ︒

つかれは・つ

月は益くさえわたって來る︒

十一一436囹 ﹁それでは此の月の光を

十二436

顔を照らした︒

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の

十二424 ︿略﹀︑清い月の光が流れる

三796園﹁ふみ子もこんやはき 十一一373 月のさえた冬の夜友人と二
人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒
つとあちらでこの月を見て
晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

ゐませう︒﹂

五573

いつ見てもよい景色です︒

月と日と雷が同じ宿屋にとま

りました︒

六445

けん
︿略﹀指がピヤノの鍵にふ

にやみの世界を照らすやう︑︿略V︒

ちやうど東の空に上る月が次第々々

れたと思ふと︑やさしい沈んだ調は︑

十二439

朝︑雷が目をさまして見ると︑ 題に一曲︒﹂

月と日が居りません︒

六446

月の光にすかして︑あちらこ
ちらさがしますと︑松の一むら立つ

六608

すると︑これまで潮の漏ちて

てるる中に︑石のらうがありました︒

七208

一墨に江戸を乗つ取る手は

︿略﹀︒

月の十五日を期して総攻撃

︽ーテ︾

十二桝9

れ果つ

ずである︒

を行ひ︑

﹁しからば許してつかはす

みた稻村崎は︑其の夜の月の入る頃

八427囹

に︑二十鯨町にはかに干上って砂地

十一266図 味方は今日の戦に將卒共

にかはり︑︿略＞Q

いつき・てつき・めつき・もんつき

つき ﹇付﹈几vうまれつき・おつき・だ

であらうが︑其の代りと致して︑白

月はまだ出でざれども︑空

木綿を一反つつ︑︿略﹀持参致せ︒﹂

九849図

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

こ＼において彼は人を世

もあらず︒

十二悩4図

﹇掲﹈εもちつき

つき

つ

つぎ﹇次﹈︵名︶29ツギつぎ次

﹇疲果﹈︵下一︶2

よく晴れて︑満天の星は寳石をちり

つかれは・てる

ばめたるが如し︒

ハナガスキデス︒﹂﹁ソ

アノアカイ

界の各地につかはして竹を採集せし

︽ーテ︾

W2圏 ﹁ワタクシハ

大キナ

月が西の空にうす白く残り︑

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ

バ︒﹂

ほの

ハナガスキデス︒﹂﹁ソ

デス︒﹂

バ︒﹂﹁ソノツギハ︑︿略V

士山︑

のをよみま

居ます︒︿略﹀

さあ︑つぎ

はじまって

三番目は︒﹂﹁いや︑二番も三

六66圏﹁一番は新高山︑二番は富

す︒﹂

天略﹀︒

が

友一のうちでかるた取
四496圏

キク

大キナ

アノアカイ

ノツギ
月のごと︑日輪

す＼きがはらの秋

はるぐと風のゆくへ

ノツギ

＋297麗しらぐと︑朝霧野山 ニ83囹 ﹁ワタクシハ

た︒

九悩4

かれ果てる

月
月

月

め︑︿略﹀︒

八

﹇月﹈︹課名︺2

十283 つかれ果てた人々も︑親子の
つき

二目9

勇ましい働にはげま さ れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二914 ぼろを着た農夫は玉のやう

八

をこめて︑

月与おつきさ
ま・ひとつき・ひとつきあまり・みつ

かに浮ぶ︒

﹇月﹈︵名︶21

ニー81

ツカレル

き・みつきあまり

つき

な汗をかいて田をすき起し︑牛はつ

﹇疲﹈︵下一︶5

かれ果ててあへぎあへぎ働いてみる︒
つか・れる

つかれる ︽ーレ︾←やみつかれる

の夜の月︒

の見ゆるかな︑

十一一36図囲

こしらへたもので︑︿略﹀︒

ちたりかけたりする同化を本として

六476鮭ハ︿略﹀︒︿略﹀︒中ニハ其 一一183 ネェサン︑デテゴランナサ 十一281図 二十日の月は上りぬ︒
十﹇932囹 ところが太陰暦は月のみ
イ︑月ガデハジメマシタ︒
所デツカレテ死ンデシマフノモアル︒

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

六974 ︿略V官軍が賊のひやうらう 二583︿略﹀︑日や月ガデテヰ
道をふさいだので︑賊は人馬ともに

ナカツタリスレバ︑︿略﹀︒

まん中までさしてゐます︒

三774十五やの月がざしきの

つかれた︒

しきつつみを石地藏の前におろして

八388 呉服屋の手代が︑大きなふろ

一一

つかれ一つぎ

980

981
つきあい一つきがわり

番も塁湾にあって︑四番目が富士山
だ︒﹂﹁富士山の次は ︒ ﹂

は甲斐の白根で︑︸万五百尺︒﹂﹁其

か ひ

六71園 ﹁富士山の次は︒﹂﹁内地で

の次は︒﹂

八63 それはく略﹀︑勝つた子ども
を出した村が︑次の年のお祭の日ま
で︑五箇村の頭になるといふ定めで
あった︒

八304 先づ︿略﹀小屋を建てる︒次
に其の小屋のそばへ土と石でかまを
つく︒

八316 さて山の木をきり倒して︑
︿略﹀︑又写の上にねったかま土を置

いて︑打固める︒次にかま口から火
をつけて︑四五日の間︑中の木をむ
し焼にする︒

ひら

八332 さうして其の栽培については
次のやうな話もあります︒

蹄途︑事務員は次のやうな事

することです︒

十脳6
﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさん

を話してくれました︒
二叉5

次の室には大きい熱帯植物類

は次の室へ案内して下さる︒

二心10

の室にはいった︒

十一悩3橋本君にうながされて︑次

﹇提上﹈︵下一︶1 つき

を臼の中で丸めて︑︿略﹀︒

つきあ・げる

だけはっき上げた︒

︿略﹀︑それでもとうく一日

八548

上げる ︽ーゲ︾

こんな事を次から次へと考

﹇付合﹈︵名︶1

つきあひ

つき上

翌年の春︑大雨がふりつゴい

ツバ三二︿略﹀︑物ニツキア

段の趣あり︒

みさき

月影のさゴなみにくだけ︑

漁火の波間に出没する夜景もまた一

十一343図

つきかげ ﹇月影﹈︵名︶1 月影

をなす︒

く突出で︑九州にせまりて幽豆豫海峡

十一323図聖誕の西には佐田岬長

︽ーデ︾

つきい・ず ﹇突出﹈︵下二︶1 突出づ

いそがしげに餌を拾ふ︒

たまり︑頭と頭とをつき合はせて︑

九133図 ︿略﹀︑十幾羽の鶏一つにか

合はす ︽ーセ︾

つきあわ・す ﹇突合﹈︵下二︶1 つき

テ︑︿略﹀︒

タルカト思フト︑カルクミヲカハシ

五258

タル ︽ール︾

つきあた・る ﹇突当﹈︵五︶一 ツキア

分ほどもくつれてしまった︒

て︑せっかくつき上げた土手が︑半

五725

上げる ︽ーゲ︾

こんな事を次から次へと考 つきあ・げる ﹇築上﹈︵下一︶1 つき

ゴネリルの答は如何にも言

葉巧みであった︒︿略﹀︒次にリガン

十二675
は﹁︿略﹀︒﹂

十二927

へては︑遂に心の苦しみにたへられ

至った︒

なくなって︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ立つに

十二927

かくて次の夜は如何にと

が並んでみる︒

うかゴふに︑圭旦師は前の如く夜もす

十﹁468図
がら寝ねずして︑︿略﹀︒

へては︑遂に心の苦しみにたへられ
なくなって︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ立つに

じゅん

集めた液は之を工場に持つ

て行き︑先づこして不純な物を取

至った︒

十一534

除き︑次に藥品を入れて固まらせ︑

十二描9
つきあい

て述べた︒

次に博士は電氣の光に養い

︿略﹀︒

︿略﹀︑後を追ったが︑松坂

←ひとづきあい

の町はつれまで行っても︑それらし

十一729

い人は見えない︒次の宿のさきまで

八801園

つきあひや︑其の遍いろくの費用

︿略﹀︒軍隊や︑裁判所やハ外泊との

それからこれは國の税で︑

行ってみたが︑やはり追ひつけなか
つた︒

つきあふ

﹇揚上﹈︵五︶2

らっきあふな︒﹂

つきあが・る
︽ール︾

おかあさんは取粉をのし板の

つきがわり ﹇月代﹈︵名︶1 月代り

スを三分して娘たちに與へ︑自分は

王は其の治めてみるイギリ

上にひろげて︑餅のつき上るのを待

つき上ると︑おばあさんが餅

十二661
八524

つていらっしゃる︒

八513

る

﹃あぶない時に︑友だちを

﹇付合﹈︵五︶1

になるのです︒

つきあ・う
︽iフ︾

アマゾン河は︿略﹀︒
次にイグアッスーの瀧は︑ブラジル

の建物にはいると︑こ＼には熔解窯

すててにげるやうな者には︑これか

五998園
え

る大二布にて︑︿略V︒

國と隣のアルゼンチン國との境にあ

十一価2國国

開きにか＼つた︒

九717 一關で辮當を買った︒次の平 十一954 家が出面てから次に土地を
泉といふ騨を出て間 も な く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

いつみ

九冊2 大尉はそれを取って見ると︑
次のやうな事が書いてあった︒

十341 と︑上手の水門が開いて︑船
は次の箱の中へはいる︒

十︸㎜5國困先づ柄の長さ一問もあ
るなたにて灌木を高下ひ︑次にをの

十343 前と同じ方法で︑船はもう一
段高く浮上り︑次の水門を越して︑

最初にはいったのは原料を

を振るって大木を伐るに︑︿略﹀︒

十一槻7

小さい人造湖に出る︒

十784国 面白いのは︑三日四日績い

がある︒

調合するところで︑︿略﹀︒︿略﹀︒次
ようかいがま

みの間暖さが如くといふやうに︑寒

て寒ければ︑其の次には又其のくら

さと暖さがほとんど規則正しく交替

つぎき一つきひ

982

百人の家來を連れて月代りに三人の

ツギキ
つぎ木 接木

娘の許に身を寄せ︑飴生を安善に送
﹇接木﹈︵名︶3

らうと決心した︒

み

こ

十二274図囲

︽ーム︾

送ります︒
む

悲

鎌倉宮にまうでては︑

﹇突進﹈

︵五︶1

つき進

つきそひ

つきそふ

ツキ出ス

つき出す

︿略﹀︒いよ

︵五︶−

餅つき

着き給

次々

地霧の中の薄緑に染めてあ

﹇次次﹈︵副︶2

つきなお・す ﹇確固﹈︵五︶2 つきな

︽ーイ︾

庄屋は村の者にいろく言つ

方々から人夫をやとって來て︑

月出月入

十﹇89図

ツキヌク

九月小三十日通日月齢

五月大三十一日通日月齢

﹇月出﹈︵名︶2 月輪

と︑やがて西郷が出て來た︒次の間

には官軍の荒武者共がひかへて︑何

となく物々しい︒

︿略﹀︑月日とともに︑

つきひ ﹇月日﹈︵名︶2 月日

月と日と雷が同じ宿屋にと

の光がかがやきまさる︒

五25幽

六451園

國

十一一伽9 一室に通されて待ってるる

つぎのま ﹇二間﹈︵名︶1 次の間

月出月二

月出月入
十一89図 九月小三十日通日月齢

十一89図

つきので

五月大三十一日通日月齢

つきのいり ﹇月入﹈︵名︶2 月入

グニツキヌイテヰマス︒

ハ︑村ヲ東カラ西へ︑マッス

三497

キヨネンデキ上ツタ新道

つきぬ・く ﹇突抜﹈︵五︶一

もう一度土手をつきなほした︒

五745

り水が村の中へおし出した︒

︿略﹀︑又土手がくつれて︑池のたま

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

五737

湖岸線は大志軍調であるが︑ ほす ︽ーシ︾

形が桑ノ小枝二寸分違ハナイ︒
十二503

東南岸だけは二つの半島が並んで突

第十四

﹇掲出﹈

出してみるためにや＼複雑になって
みる︒
︽ーシ︾

つきだ・す

八542

つき

舟は間もなくとまった︒船頭

︽ーテ︾

︹突立﹈︵下一︶1

くにいさんがっき出した︒
立てる

七111

﹇着給﹈︵四︶1

がさををつき立てて︑それに舟をつ
ないだ︒

︽ーヒ︾

つきたま・う
ふ

る︒

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

十二954

つき出

天の橋立は海中へつき出た細

﹇突出﹈︵下一︶1

の道を求めた︒

つき・でる
︽ーデ︾

す

十島︒

長い洲で︑長さは一里︑は寵は四五

五576

る

さうして日夜次々に起って

から次々といろくの印がついてゐ

んであるのが今年伐採する虜︑それ

るのが一昨年植付けた庭︑詩話で園

十一365

つぎつぎ

又民事裁判では︑原告・被 九118図 ︿略﹀︑尊はつ＼がなく上総 十一89図
月出月入
の國に着き給ひきといふ︒

﹇付添人﹈︵名︶1

つきた・てる

やがてボートは岸をはなれた︒

﹇付添﹈︵名︶1

がある︒

ッ・ーハ︾

つきそ・う
︽

﹇付添﹈︵五︶2

なって其の主張を助け︑刑事裁判で
べん
は︑︿略﹀ために黒馬士といふもの

告の相談相手・附添人又は代理人と

十一219

附添

つきそひの者や見物人はかけ

つきそいにん

よって來て︑︿略﹀︒

八108

つきそい

れながら︑沖へくとっき進む︒

︿略V大波にゆり上げ︑ゆり下げら

十2610

月末

書きせぬ親王のみうらみに︑
﹇月末﹈︵名︶1

憤の涙わきぬべし︒
つきずえ

七桝3国

つぎき

四55あま柿です︒これは私が
つきすす・む

代金は二口合はせて月末に

生れた年︑おちいさんが私の
ぶんにつぎ木をして下さった
のださうです︒
四62園 ﹁こいんきよさま︑その

お年でつぎ木をなさるのです
か︒﹂

カリコミ

ツギキ
七佃6図 農家ニチハ︿略﹀・接木・
刈込・取入レ等ヲナスニ︑彼岸ヲ目

つきさつぶ

アテトシテ︑日ヲ定ムルコト多シ︒
つきさつぶ

ま こまない

つきさつぷ ﹇月寒﹈︹地名︺1 月寒

つき

十一603 市外の眞駒内及び月寒に 人
﹇付従﹈︵四︶1

は︑大きな牧場がある︒
つきしたが・う
︽ーヒ︾

七324図 これより獅子は日夜武士に

したがふ

月島

つきしたがひてはなれず︑武士には
無二の從者となれり︒
﹇月島﹈︹地名︺2

﹇突出﹈︵五︶2

桑ノ木間居ルエダシヤクトリ
ハ︑︿略﹀︑艦ヲナ・メニツキ出スト︑

九186

突出すーシ︒ース

黒門 つきだ・す

來てるるのもたくさんにあります︒

十186囲中には︑母馬がつきそって

歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒

人々につきそはれ︑しっくと馬を

十﹇862第二十課遠泳︿略﹀︒し 八72 やがて五人の騎手は多くの

つきしま
かし月島はなかなか生ない︒

十一864 やうやく月島の横を通り越

つきす

す頃には︑もうつかれきって氣も遠
くなるばかりだ︒

ひる げ

﹇尽﹈︵サ 変 ︶ 2

︽ーセ︾

つき・す
きす

ほもつきせぬ物語︒

九428図翻 爾將書食共にして︑ な

983
つぎもの一つく

見ると︑月と日が居りません︒︿略﹀︒

まり︑ました︒朝︑雷が目をさまして
きつく・おもいつく・かたつく・かみ

ーク︾nvいろづきかく・いろつく・お

つく・すがりつく・だきつく・ちかづ

つきまわる・かみつく・きつく・くい

かつく・ねつく・ねつく・まきつく・

く︒とびつく・とりつく・につき・ぬ

雷はかんしんして︑﹁あ＼︑月日の
しよう︒﹂

﹇継物﹈︵名︶1

つぎ物

立つのは早いものだ︒自分は夕立に
つぎもの

マス︒

キマセンデシタ︒

くんしやう

タ物デス︒ラシヤヤフランネルトチ

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居

リ︑カキヤアハビハ岩手ツイテヰル︒

七815

ついて來ましたが︑︿略﹀︒

ぜひ︒﹂といひながら︑人夫の後に

ガツテ︑綜が細イカラ︑氣ガツカナ
三753 スルトカウモリハ﹁私ハ
イノデス︒﹂
羽ガアルカラ︑鳥ダ︒﹂トイツ
七457 川中島で前後五回戦つたが︑
テ︑鳥ノ方ニツキマシタ︒
三755 イツマデタツテモシヨウ まだ勝負がつかなかった︒
七739 かの男は﹁それではこまる︑
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ
シマシタ︒

になりました︒

一255 ヘチマノハナガサキマシ 四266私どもの町でも︑この
あひだから電とうがつくやう
タ︒ツボミモタクサンツイテヰ

四228 ︿略﹀︑おばあさんが日あた もとつく・やけつく

ツキヤ

りのよいえんがはでつぎ物を
﹇付易 ﹈ ︵ 形 ︶ 一

していらっしやいました︒
つきやす・し

トガアルケレドモ︑カキハ一度ツイ

オチヨサンノウチデハ︑ 五175園 ﹁をぢさん︑勲章がふえま 七817 アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

一386

︽ーカラ︾

スシ

タラ決シテハナレナイ︒

し
一番こっちは金鶏勲章でせ

したね︒

すると其のうちに︑僕の見て

物見高いは江戸のくせで︑

ものが︑そろくと車の後について︑

﹁︿略V︒﹂などといって︑四五百人の

八415

れ合ふのを止めて︑︿略V︒

みるのに氣がついたと見えて︑じゃ

八43

オザシキニアカリガツイテヰ

﹁金の鳥がついてゐます
とび

章といふのだが︑鶏のついてみるわ

ね︒﹂﹁これは鶏だよ︒それで金鶏勲

五177囹

すね︒﹂

八588図 スベテ看板ハ商品又義理業

︿略﹀︑アナタガオアルキ

けは知ってみるだらう︒﹂

サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ

内地から穿て先つ目につく

思はず知らず役所の門内へ入りこみ

ました︒

︿略﹀︑店のしるしのついた手

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五254
スガ︑︿略﹀︒

六66一

テ︑上ゲテ見ルト︑果シテ磁石ノサ
二三返クリカヘシタラ︑釘ハ

キニ釘ガタクサンツイテヰタ︒

六663

ク︒

九203

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

カく見分ケガツカナイサウデアル︒

︿略﹀︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑ナ

ラン
此ノ轟ハ二二蘭二止ツテヰテ︑

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159

︿略﹀︒

幹の上の方に集ってついてをり︑

九55国鳥の羽に似た大きな葉が︑

のは植物で︑︿略﹀︒

ました︒

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑︿略V︒

二584︿略﹀︑日や月ガデテヰ

ニナレバ︑ワタクシモアルキマ
ス︒イツモアナタニツイテヰマ

二582

ツイテコイ︒﹂

ヲシマス︒﹂﹁ソレナラヤルカラ︑

﹁一ツクダサイ︑オトモ

う︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁金の鳥がついてゐま

月夜

︽一

﹇497園

マス︒

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ

﹇月夜﹈︵名︶1

ヤスカラシメントスルモノナリ︒
つきよ

趣きる

︿略﹀︑月夜には波が銀色に

﹇尽﹈︵上 一 ︶ 4

光って︑︿略﹀︒

七547園

つ・きる
キ・iキル︾
く わい

さい
十587 殊に要塞が敵にかこまれて︑

無線電信機は破壊せられ︑傳志学

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

ツバメ八田や畠ノ作物ニッタ 九51国
ナカツタリスレバ︑︿略＞Q

五274

は途中で要撃せられ︑全く方法の書

子牛モツイテイキマス︒

オや牛ヲソトへ出スト︑ 五667園 よく氣がついた︒

きた場A口などには︑︿略﹀︒

あやにく薪も墨きてしまった︒

十659園 だんく寒くなって來たが︑ 二665

三738ムカシ鳥トケダモノガ

十一998 ︿略V︑夜は床に就いてから 三234 二人はよろこんで︑おちい
さんについてかへりました︒
︿略﹀燈 が 煮 皿 き る ま で 警 む ︒

燈が書きるまで蕾む︒

十一998

残ラズ取レテ︑其ノ上︑折レタ針ヤ︑

﹁ソレハメリンスデ︑絹デ
セウ︒﹂﹁イ・エ︑ヤハリ毛綜デオツ

六764囹

サビタ針金マデツイテ來タ︒

ラ︒﹂トイツテ︑ドチラヘモツ

鳥デモケダモノデモナイカ

ケンクワヲシタコトガアリマ

︽ーイ・ーカ．ーキ．

つく

ス︒ソノトキカウモリハ﹁私ハ
着く

ツク

燈が墨きると翌朝すぐ手に取れるや

附く

﹇ 付 ﹈ ︵ 四 ・ 五︶52

うに︑まくらもとの壁際に置く︒

付く

つ・く

つく一つく

984

九232囹 しかし此の農學といふ學問
いてあるのがよく目につきました︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐ出かけ

げに

ひき來る馬のつく息白し︒

ようとした︒

十．384

今日は私もついて行って見た︒

は︑︿略﹀︑まだ全く手の着かない事

がっき︑煙をあげて燃出しました︒

火をしてみると︑そばの黒い岩に火

い︒

信玄の家來は之を見て︑後か

十78

マケドニヤといふ小さな國の

王子と生れ︑二十一で位につき︑

︿略﹀︒

書の仕事の合間に讃むのは

歌ひながら︑夕日を浴びて鋸途につ

十161 ︿略﹀︑一同は元氣よく團歌を

いた︒

勿論︑夜は床に就いてから燈が蓋き

十一997

るまで讃む︒

︿略﹀︑大きな峠へか㌦ります つ・く ﹇着﹈︵四・五︶38 ツク つく

らやりで謙信をついたが︑あたらな

七453

︽ーイ・ーク︾几Vおつく

十849園或日︑︿略﹀百姓が︑たき つ・く﹇突﹈︵四・五︶7つく突く

多く附く︒

十528囹定期の方には利子がずっと 十904図圃 く略V︑ 新道つたひ車重

︿略﹀︑変 を 打 っ て る る ︒ ︿ 略 V ︑

が少くなかった︒
九572

三塁にぱたくとた＼きつけると︑
董の先についてみる穂が︑敷いてあ
るむしろの上に面白いやうに飛散る︒

いらしかったが︑あの青年は︿略﹀︒

九7210囹 汽車は此の邊からあの川に 十伽2囹外の者は少しも氣がつかな

ついて︑北へくと走るのだ︒

七661

おちつく・およぎつく・かえりつく・

着く ︽ーイ・ーキ・ーク︾臼▽おつく・

地圖の中の薄緑に染めてあ

るのが一昨年植付けた虞︑︿略﹀︑そ

と︑上から片はだぬいで︑右手につ

十一366

ゑをついて︑かけ下りて來る者があ

山田先生が︑箱のそばへ來て︑面白

九801 ふと氣がつくと︑校長先生と
さうに僕等の仕事を見ていらっしや

れから次々といろくの印がついて

ります︒

︽ーイ・

八51

︿略V︑二匹ともくつぬぎに手

少年はひざに警手をついて︑

一513 オニガシマヘツイテミマ
スト︑オニドモハテツノモン
ヲシメテ︑シロヲマモツテヰ

マス︒

︿略﹀小二郎の方が︑正一

よりもかへってさきにつきま

三395

のがけ路にて敵將山路正國に出であ

三425

不断の花のかをりあり︒

ツク

つく

しかし市中の混飢は蜂の巣

︽ーイ・ーキ︾

﹇就﹈︵四・五︶5

を突いたやうなさわぎである︒

十二衡2

就く

二三日マヘカラメンドリ
︿略﹀︑多くの弟子保己一に

ガスニツキマシタ︒

三53

八631図

つきて學びたれば︑︿略﹀︒

う︒

つきました︒

何でも汽車に二日二ばん乗通

二階にもつきさうになったので︑わ

五875国

其のうちに︑どうやら水が

から︑何百里かはなれてみるのでせ

しで︑こちらへ着いたのださうです

五57

居ました︒

四833 むかふのてい車場へ弔い
たら︑にいさんがむかへに來て

十一8010図圏︷局く鼻つくいその香に︑ くりゆうぐうへ

︿略﹀︑かめはだんだん海
ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒

の中へはいっていって︑まもな

十一299図中にも加藤清正は︑山際 した︒

てるる︒

老人の顔をじっと見つめながら言い

﹁植林は貯金のやうなも 九219

つく

つ・く

それはよいところに氣が

時計師は︿略﹀︑出して置
﹇吐﹈︵四・五︶2

︿略﹀︑信吉はほっと息をつい

たどりつく・はせつく

みる︒

又空言の流通がよくなって轟がつか

十一397 ︿略﹀︑枝を打てば︑︿略V︑

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

つた︒

屋根に上げし看板が 往來の人の目

九808図圃石安工場と筆太に︑小
なくなるさうだ︒

につきて︑︿略﹀︒

よく氣がついたね︒

︿略﹀︑此の組織の所まで小

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十﹁527

て利息が附いて行く︒﹂

ので︑植ゑてさへおけば︑年々太つ

十﹇4010園

とを見てみる︒

九8910囹
とび

九955圏 登山者はかんじきをはいて︑
こんがう

石づきの付いた金剛杖や鳶口を力に︑

傷のつかないやうにしなければなら

此の坂を登るのです︒

戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ

ぬ︒

十﹁5610

十二567

つきました︒

十一7410園

るのに氣がついた︒

其のうちに二人はふかの來

九撹1 うちの方をふりかへると︑井
てるるのが目につく︒

九悩8 中尉の固く結んだ口もと︑す
るどい目の光︑其の様子がどうも︸
通りでない︒利口な北風はすぐそれ
北風は俄におちけがついた︒

に氣がついた︒

九佃10

十1810圃 子馬には大てい飼主の︸家

つ・く

いたねちの無いのに氣が附いた︒

族がついて來て︑親切に世話をして

八842

ーク︾

︿略﹀︑店の看板にも馬がか

ゐます︒

十236国

985
つく一つぐ

たしは正男をつれて物ほしへ出まし
た︒

大そうおくれて着くからです︒

五928 もし間に合はないと︑向ふへ
︿略﹀︑なれない道を一月あま

しゃんはい

とうく大島についた︒

と︑其の西岸にある上海に着く︒

︿略﹀︑今日いよく米國第 十一872

ゴに着きました︒

八711國

す

の

仙皇に着いたのは午前の三 つ・く ﹇掲﹈︵五︶8 ツク つく ︽一

次に其の小屋のそばへ土と石

でかまをつく︒

八306

蓋く ︽ーキ・

かくして島轄じ︑海廻り

にうちとけては︑名残なかく壷き

十703図 ︿略﹀常世も︑ 一夜の物語

ず︒

十一336図

か

虜はるかに畝傍山・耳成山・天の香

うねび

て︑其の墨くる所を知らず︒
やまと
十二鵬4図 ︿略﹀︑大和平野の壷くる

す・かきつく・ききつく・しめつく・

着く ︽ーク︒iケ︾﹇▽うえつけもう

﹇付﹈︵下二︶4 ツク 付く

ぐ
久山の三山まゆの如く︑︿略﹀︒

スト︑ウスノ中カラ︑マタォ

二457ソノウスデ米ヲツキマつ・︿

イ・ーカ・ーキ・ーク︾

﹇尽﹈︵上二︶3

ークル︾

つ・︿

松江を饗したる汽車は

︿略﹀︒︿略﹀︒今市を過ぎ︑大社騨に

十二49図
着きぬ︒

一の大都會ニューヨーク市に着きま

シカゴとニューヨークの間

した︒

八715圏

十二313国

六574
は九百八十哩もありますが︑︿略﹀︑

．して午後早くパリーに着きました︒
よしのぶ

一昨日朝ロンドンを出爽

りも歩きつゴけて︑やうく鎌倉に
たった十八時間で着きました︒

九7010圓

時で︑少しは下りた人も乗った人も

カネヤタカラモノガデマシタ︒

もりをか

午後二時二十分︑汽車は青森

く略V︑其ノ五人ハ︑各其ノ

カクテ償ハ次第三口同クナリ

びれたる様もなく︑進みで御前にか

足を着け︑さび長刀を湿たへ︑わる

︿略﹀︑常世はちぎれたる具

テ︑馬ハ最モ高キ償ヲツケタル人ノ

九456図

孚ヒテ高キ債ヲツク︒

馬が他人ノ手二渡ランコトヲ恐レテ︑

九455図

すえつく・みつく

午前八時盛岡に着いた︒

﹁米をつくのに︑上にもう

物トナル︒

餅をつく音に目がさめた︒

十712図
八508

しこまれば︑︿略﹀︒

四日目の時は︑おちいさんも

つ・く

つく

︽ーク︾

まあ︑ついてみるがよい︒
﹇築﹈︵五︶2

五713

請方のさしづをうけてはたらいた︒

く︑いろくの工事に︑村の人は普

︿略﹀︒

︽ーグ︾

わた
又輸入品は綿もつとも多く︑

つ・ぐ ﹇次﹈︵四・五︶2 次ぐ

八718囲

ニューヨークは人口からい

砂糖これに次ぐ︒

さたう

ひ
︿略﹀︑樋をうめる︑土手をつ 七85図

八539園

八535園私にもっかせてみて下さい︒ 十研5㈱囲 御名は何と付けられ候や︑

手つだってつかれた︒

八532

の上げ下しに米がつける︒﹂

すをさかさにつるしておけば︑きね

五463園

米をつく家も出來ました︒

四285よこ町に隊士の力で︑

バカリデマシタ︒

シタガ︑ヤツパリキタナイモノ

二465サウシテ米ヲツイテミマ

九733

私は叔父さんに連れられて宿

或日当は部下の精兵を引連れ︑
宮本の伯父様の所に着いた
︿略﹀︑何時の間にか︑地下九

汽車で二日市騨に着いたのは

十五分許で汽車は太宰府町に

ほ

停車場に着いた時は午後の六
くわう

時を過ぎてみた︒

十伽9

着いた︒

十七2

午前の八時︑︿略﹀︒

十描8

百尺の坑底に着きました︒

十804

のは昨夜七時でした︒

十163国

︿略﹀︑タルススといふ町に着いた︒

十83

に着いた︒

九767

に着いた︒

九765

あった︒

に︑東山道先鋒は板橋に着いた︒

シカゴを立つ日に︑お前た 十二悩8 明治元年三月徳川慶喜征討
ぼう
の官軍は︿略﹀︑東海道先鋒は品川

にしな

ちの年始状が着きました︒

八741囲

着きました︒

六悩5団昨日正午にこちらへ着いて︑
午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒
いなむらがさき

の ぞ な へ を 見 渡 し ますと︑︿略﹀︒

七192 稻村崎の此方に着いて︑賊 九686 間もなく西那須野に着いた︒

じ

七376回船で図れば︑神戸から同書
も

夜︑門司からは同書夜で平地へ着き
ますが︑︿略﹀︒

七558囹 外國の港に着くと︑見なれ
ない形の家が並んで立ってるます︒

七646 さうしてずるぶんあぶない目
にあって︑やうやう向岸に着きまし
た︒

七備5国 ニツイタハデムキモウニ○
オクレ

七佃8囲 去る三日にお差出しの縞物
三十反︑本日無事に着きました︒

八93 さうしてそれが同時に決勝嵩
へ着いた︒

無事にサンフランシスコへ着きまし

八653国 おとうさんは一昨日の正午
た︒

八658国 おとうさんが着いた日は︑
せつく
ちやうど五月のお節 供 の 日 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八698国 サンフランシスコから三日 十一87 ︿略﹀︑工期江といふ支流
に入り︑更に十海里走りさかのぼる
二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ

つぐ一つくづく

986

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七
つぐ

︽ーイ︾

百萬以上もあるといひます︒
﹇注﹈︵五︶1

つぐ

九246 少年はてつびんの湯をついで

つ・ぐ

ツグ

グ ︾ ﹇ ▽ うけつぐ・おつぐ

﹇継﹈︵四・ 五 ︶ 5

老人にす＼めた︒
っ・ぐ
︽ーイ・

四57 おちいさんがこの柿の
木をついでいらっしゃる時︑

︽ーグ

此虞にて豪雨はコー二等

く救助の用に當てたりき︒

十二877図
に別れを告げ︑同年九月の半ば︑白
主に蹄着しぬ︒

三778

えんがはには︑夕方から

つくえ﹇机﹈︵名︶8つくゑ机

︽ーク︾

つくしがた・し
し難し

﹇尽難﹈︵形︶1

︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

す・つかいつくす
八999園

心力を画くしてしかも救

書くすべき所なし︒

十996図囹

村長は︿略﹀︑常に力を一

ふことあたはざるは天命なり︒

十伽8図

村の幸福の爲に蓋くすが故に︑深く

其の身を忘れ︑よはひを

村民に敬愛せられて︑︿略﹀︒

忘れて︑人生の爲に書くしたる大聖

十一81図

二代の帝に壷くす眞心︑

の面目︑︿略﹀︒

鰐の爲に力を垂くす精神が即ちそれ

ら地方公共の事に當り︑誠意其の團

地方人民が協同一致して自

強敵ひしぎて世をしづめんと︑

十一襯6図圃

︿略﹀︒

なく︑一すぢに國の爲︑民の爲につ

である︒

︿略﹀︑大膿一身一家の爲で 十一桝4

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に
つくさない︒

くすといふお考は︑どなたも皆同じ

歓庵以來代々力をつくして來 十一帽2 ︿略﹀︑地方人民は大いにこ

唯私は子としての務を蓋

つくづく つ

二人はたいまつを上げて︑

﹇熟﹈︵副︶4

くしたいと思ふばかりでございます︒

くぐ

つくづく

四947

十一182

︿略V︑私はひとりで歩きな

つた事を後悔すると共に︑︿略﹀︒

＋964太郎はつくぐと自分の悪か

つくづくとかほを見合ひました︒

する限りを貴くし︑産地は日本全國
ひつきやう掘取る者︑運

十63図園
にわたれり︒

十68逸興

一様に心を全くし

がら自分の始末のわるいことを考へ

コーデリヤは眠ってみる父

て︑つく酒＼恥つかしくなりました︒

宋亡びぬ︒御身の忠義を 十二736

親子は死力を書くして漕ぎに

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

ぶ者︑植込む者︑

十271

十9810工手

ほどくに心を孟くす

れ等の事業に力を書くさねばならぬ︒

十二22図圃

三民の

つて大成したのである︒

十二6810園

ちからそやがてわが力なる︒

九297

︿略﹀大きな河が︑

壮観はとても筆や口にはつくされま

をみなぎり落ちるのですから︑其の

﹇尽﹈﹇▽こころづくし

せん︒

によりか＼つて向ふの方をながめる

うき世をよそなるしづ

さうして其の夜はまんじり

けき住居︑出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒
十一一454

ともせず机に向って︑かの曲を譜に

つくし

種類は大てい我が國に産

と︑︿略﹀︒

一大絶壁

た農書は︑信季の望通り︑信淵に至

九2810

事で︑︿略﹀︒

九2510圏

書

蓋く

つくす

は︑︿略﹀︑其の壮観實に筆舌に壷く

十一鵬6國国次にイグアッスーの瀧
し難く候︒

﹇尽﹈︵四・五︶16

くす

つく・す

いもやだんごをつくゑにのせ

つくす・かたりつくす・ささげつく

︽ーサ・ーシ・ース︾﹇▽おこない

て︑お月さまにそなへてありま
す︒

四414にはへいたやむしろを
しいて︑そこへ火ばちや机や

︿略﹀︒

七517 其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

四月四日の朝︑當番で僕が机
僕がえんがはへ机を持出して︑
机の引出より養鶏日記を出

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

八49

の上をふいてみると︑︿略﹀︒

五28

されました︒

本箱やいろいろな物がはこび出

ノ後ヲツイデ﹀︑朝カラ晩マデ︑相

行ツテヰタ若イムスコガ︑Aコデハ其
カハラズ︑トンテンカン︑トンテン
カント︑働イテヰマ ス ︒

九534 おとうさんはすぐ言葉をつい
で︑﹁︿略﹀︒﹂とお話しになりました︒

し︑天略V︒﹂と記入す︒

九5410國︿略﹀︑社長さんは︑﹁︿略﹀︒﹂ 九148図

といって︑夜を日についで働いた︒
告ぐ

十978図 こ＼において皇臣位をつぐ︒ 十一355﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑机
﹇告﹈︵下二︶5

レ・ーゲ︾

つ・ぐ

勇みて出つ る 我 が 家 の 門 ︒

十894図圃 ︿略﹀ 父と母とに暇を告 十一川3図翻
げて︑

十一247図 危く逃延びたる一二の兵

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑
︿略﹀︒

て一枝かき添へ︑又別れを告げて立

﹇土筆﹈︵名︶1

つくし

つくし

十 ︸ 4 9 2 図 ︿ 略 ﹀ ︑ 書 ︸ 師 ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と 書きあげた︒

去れりといふ︒
十一旧8図 すなはち喜捨せる人々に

春子とつくしをつみに行きました︒

五142

朝︑おさらひをすましてから︑ 漕いだ︒

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

987
つくり一つくる

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

且vいしづくり・こがねづくり・

︿略﹀︒

つくり

さんがいづくり・しらかべづくり・し

﹇作上﹈︵下一︶2

作

らきづくり・にかいづくり・れんがづ
くり

っくりあ・げる

作る

造ル

造る

つくる

︽ーッ・ーラ・

つく・る ﹇作﹈︵四・五︶54

ル

作

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

造って︑それに入れました︒

六958

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

八204図

イカダノ大ナルモノハ

て居りまして︑︿略﹀︒

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

ニハトリ

らふそく

これから椰子油を取り︑石

家を建てるにしても︑皆これによる

八鵬5 ︿略﹀︑時計を造るにしても︑

のである︒

た︒

又パンの木も所々に美しい

ひえ
山畑に稗の作ってあるのも珍

向ふの畠には︑たうのいもが

十883

先づ地峡の山地を流れてみる

米國が此の運河を造るに成功

綿花は主に印度やアメリカ合

したのは︑︿略﹀︒

十369

圭上したところで︑︿略﹀︒

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十362

パナマ地峡に運河を造る事は︑

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

十321

であった︒

の水を通はせることは到底出置ぬ事

かな掘割を造って︑太平・大西両町

十317 ︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平

界に名高いパナマ運河である︒

十312此の地峡に造った運河が︑世

つた︒

土をはらって高橋さんの爲に席を作

十1210 誰かが力石をころがして來て︑

作ってある︒

九伽2

しく︑︿略﹀︒

九746

をつくらんとする様なり︒

︿略﹀︑をんどりはく略﹀︑今やとき

九156図出がけにとやの方を見れば︑

林をつくってゐます︒

九66囲

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

けん

﹁よし︒其の大蛇をたいぢ 七742 見れば年取つた父といふのが︑ 九510国

ーリ・ール︒ーレ︾﹇▽かたちづくる

五106園

ツバメハコチラニ居ル二二︑

してやらう︒強い酒をたくさんつく
れ︒﹂

五272

ブク

︿略﹀︑コレニ土ヲ置キテ野菜ヲ作り︑

︽ーゲ︾

人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ

造り上げる

り上げる

︿略﹀︑前には三尺に一尺程の

此所二名高キ名古屋城アリ︒

明けるのである︒

かま口を造り︑後の方に煙出の口を

八311

︿略﹀︒

又小屋ヲ建テテ豚・鶏等ヲカヒ︑

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ

トクガハイヘヤス

八965図

三百年前徳川家康が諸大名二皮ジテ
一包十箱が

それではマッチは︑どうして
分業で造ると︑其の出來がよ

分業で造ると︑︿略V︑ 一
ものにならない︒

人々々別々になって造るのとは比べ

八柵1

多くて︑︿略﹀︒

いばかりでなく︑出來高がたいそう

八価8

誰が造るのであらう︒

八悩6

れるであらうか︒

一人で造るとして︑こんなに安く費

十銭ぐらゐで買はれる︒しかし之を

マッチは︿略﹀︑

︿略﹀︑ホシブダウニシタリスルト申

ケレバ造ルコトが連坐マセン︒

行って見ますと︑︿略﹀︑小さ

ても︑皆これによるのである︒

計を造るにしても︑家を建てるにし

はない︒うちはを造るにしても︑時

﹁たとひ金銀で作った弓で 八白5 分業はマッチの製造ばかりで

なしめちが列を作って出てゐました︒

六184

六368囹

も︑御命には代へられませぬ︒﹂

さあ︑此の女にはゆだんが出
來ぬといふ事になって︑石のらうを

六565

八佃9

造ラシメタルモノニシテ︑︿略﹀︒

︿略﹀タクサン作ル所デハ︑

來年もやはりあの稻を作り
︿略﹀にはとりが︑俵の山へ
上ってときを作りました︒

六44

ませう︒

六15園

シタリスルト申シマス︒

ブダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニ

五973

シマス︒

ベマスガ︑タクサン作ル所デハ︑

五973

をあつめて︑其の祝をしました︒

くたけるが新しい家を造って︑人々

お着きになりますと︑間もな

マス︒

造

作り方

五422

五484 早いのはもう繭を作り上げて
ゐます︒

十367 第七 パナマ運河 ︿略﹀︒最
後にアメリカ合衆國は︑︿略﹀︑我が

﹇作替﹈︵下一︶1

大正三年︑遂に之を造り上げたので
ある︒

つくりか・える

りかへる︽一へ︾

作りかけ

五723 氣早な者は自分の持地を田に
﹇作掛﹈︵名︶1

造りかへたといふことだ︒
つくりかけ

五486 又うすい吉野紙のやうな作り
かけの繭の中で︑︿ 略 ﹀ ︑ 一 生 け ん め

︽ース︾

ラ︑︿略﹀大キナ物マデ︑皆鐵ガナ

此の人たちの田や畠 六123七種ノ外︑︿略﹀小サイ物カ

﹇作方﹈︵名︶1

いにはたらいてみるのもあります︒
つくりかた

ら︑︿略V︒

の作り方はていねいでしたか

四754

す

つくりだ・す ﹇作出﹈︵五︶1造り出
十二梛1 自分で思ふま＼に造り出す
創造力は︑十分に嚢湿せられたこと
もはう
がなく︑昔から殆ど摸倣のみを事と
して寝た観がある︒

つくれる一つける

988

衆國から輸入し︑それに加工して綿
綜や綿織物を造る︒

本 で ブ ラ シ に 造 ら れ︑︿略﹀︒

十一952

︿略﹀︑父は自分で木を切出
い︒

を十重ぐらゐで士買ってはまうかるま

る・かけつける・かしつける・かたづ

おおせつける・おしつける・おつけ

りつける・そなえつける・それにつけ

ける・きずつける・きりつける・しば

ても・たたきつける・とりかたづけ

何時力立ノウチノツルベノ金

タガガコハレタ時︑ツクロヒヲタノ

つける・のりつける・はせつける・ほ

りつける・まきつける・みつける・む

る・とりつける・なぐりつける・なげ

3あとかたづけ・いいつけ・うえ

ンダラ︑翌日スグニナホシテクレマ

つけ

シタ︒

七511

大神其の帯心の厚きを賞 つくろい ﹇繕﹈︵名︶一 ツクロヒ

して小さな家を造った︒

しめ給ふ︒

十二89図

けい
校正終れば紙型に取り︑

の法に從ひ︑之によりて火を作ると

此の社にては︑今も太古

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

十885 支那の豚の毛が輸入されて日 十二76図
十二6 成程︑緑色の絹綜で作ったの

ぎょえん

かと思はれるやうな葉もあれば︑
八略﹀︒

いふ︒

十ニー77図

つけ・うけつけ・おかたづけなさる・

サルガミヅヲツケニイキマス

一182

詩を作られたのも言忌であらう︒

かいつけ・かきつけ・かしつけ︒きり

十椥⁝3 宮中の御宴の事を思ひ出して

更に之をもととして鉛版を造り︑印

つけ・どういつひづけ・やきつけ・ゆ

︿略﹀︑活動寓眞のフィルム

がアーク燈の熱の爲に護暗して︑多

﹇付狙﹈︵五︶1

つけね

くの死傷者を出した話などを附加へ
た︒

︽⁝ヒ︾

つけねら・う
らふ

つけひも

ツケル

つ

四927くどうが東へ行けば︑兄
弟も東へ行き︑︿略﹀︑長い間
﹇付紐﹈︵名︶1

つけねらひましたが︑︿略﹀︒

つけひも

七柳8囹清正はつけひもの頃から︑
此の方のひざの上でそだったので︑
﹇付﹈︵下︸︶42

何時か見習つたものと見える︒
︽ーケ・ーケ

ト︑︿略V︒

ニ︑

サルガヤケドヲシマシタ︒

オヂイサンバソノコ

大キナスズヲネコノ

モモタラウトイフナヲツケマ

一472

シタQ

二286医

﹁ソレモ

ヨイガ︑ダレ

クビニツケテオイテ︑︿略﹀︒

ガソノスズヲツケニイク

二301園

カ︒﹂

ツナヲツケナクテモ︑ヨ

ソヘハイキマセン︒

二67一

三233 そのとき正一のおちいさ
んが︑たきぎをうまにつけて

︿略V大きな店はいくつ

そこへきました︒

四276

︿略﹀︑このあひだから電

も電とうをつけました︒

四281

とうがつくやうになりました︒
︿略﹀︒私のうちでも二つつけ
着ける

ました︒

附ける

ける

四617

見ればへさきに長いさを
つける・うりつける・おいいつける・

ル︾且﹀いいつける・うえつける・うち

つ・ける

すびつける・よせつける

刷機にかく︒

十一184園 整頓といふのは禮裁をつ
十二376圏

﹇▽おつげ

うびんきってはりつけ・よこづけ

くることではなくて︑むだをなくす

つげ

されど何れも美しき光澤 つけくわ・える ﹇付加﹈︵下﹁︶1 附
加へる

な絶壁をたよりに︑見るから危げな

︽一へ︾

を有するが上に︑もみは柔かにして

十二塀7

用ひられ︑︿略﹀︒

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに

十二475図

曲だ︒聴き給へ︒

あ＼︑あれは僕の作った

ことだ︒

十﹁495 自動車・自轄車のタイヤ︑
︿略﹀・ゴム風船など︑敷へてみると
ゴムで造ったものは實に多い︒
造るのであらうか︒

十一496 一艦ゴムは何からどうして

びやうぶ

敷町のかけはしを造ったものである

ばん

十一542 電氣の機械や︑蓄音機の圓 十二悩6 それは ︿略﹀ 屏風のやう
盤などに用ひるエボナイトといふも

︿略V︑萬人の爲に安全な路

﹇作﹈︵下︸︶2

かりに造れたとしても︑それ

一人

造れる

を作りて實験せしに︑直門以上の好

十一一構2図彼は直に竹を以て炭素線

つて此の仕事に着手したのであった︒

を造ってやらうと︑神官に堅くちか

十二鵬1

が︑︿略﹀︒

のもゴムから造る︒

十一5910 未開の土地を切開いて︑思
ふま＼に設計して造った町であるか
ら︑︿略﹀︒

を蒔くにも︑大てい機械と馬の力に

十一636 ︿略﹀︑うねを作るにも︑種
よる︒

︽ーレ︾

八悩3

八脳3

で一日に一包は造れまい︒

たとひ休まず働いても︑

つく・れる

十一761園︿略﹀︑先づ土塁を作って︑ 結果を得たり︒
︿略﹀︑最後の目的に達するやうにな
さい︒

十一794 それで金屡を用ひることを
思ひつき︑︿略﹀︑遂に今のやうな貨
幣を造ったのである︒

989
つける一つじどう

を立てて︑其のさをの先には︑
ひらいた赤い扇がつけてあり
ます︒

をつけてやりました ︒

五71僕は﹁︿略﹀︒﹂といって︑力

しました︒

五131 今日から日記をつけることに

八82五箇村の人々はく略V︑﹁︿略﹀︒﹂

次にかま口から火をつけて︑

などと︑口々に勢をつけてみる︒

八316
四五日の間︑中の木をむし僥にする︒
八428園 ﹁︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

名札をつけて︑三日の間に間違なく

おしまひの一日には︑小豆や

持参致せ︒﹂

八551
きな粉をつけて︑うちでもたべ︑

五217 其の尾を下して來て︑さをに
着けるかと思ふと︑又はらをふくら

僕ははかまを着けて︑信吉と

︿略﹀︒

︿略﹀︑乾かした軸木の先に藥
︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

桑ノ木戸居ルエダシヤクトリ

けてるる︒

西洋では昔から︑︿略﹀︑そ

れぐ小熊座・大熊座といふ名をつ

九905囹

燈ヲナ・メニツキ出スト︑︿略﹀︒

ハ︑︿略﹀︑艦ノ後ノ端ヲ木ニツケテ︑

九186

で乾かす者もあり︑︿略﹀︒

八価2

をつける者もあり︑︿略﹀︒

八鵬2

一しょに出かけた︒

八852

ませて︑をどり上ります︒

五536 それで山へ行くにも︑へうた
ん を 腰 に 着 け て み て︑︿略﹀︒

五983 熊は死人には手を着けないと
聞いてみたからでございます︒

六196 風がひゆうつとうなって鴨る
たびに︑濱の松は身をふるはせて︑
頭を地に着けさうにします︒

六586 さて萬じゅは︑だれか母の事
をいひ出す者はないかと氣をつけて
ゐますが︑︿略﹀︒

六765園 ﹁其ノキレイナモヤウハ︑
ドウシテツケルノデ セ ゥ カ ︒ ﹂

る︒

十576

それ故鳩の膿に手紙を附けて

くだを附け︑︿略﹀︒

十M5 もりにつけた長い綱はぐんぐ

つな

にアルミニウムかセルロイドの細い

鳩に手紙を運ばせるには︑足

放せば︑容易に通信が出來るのであ

十557

第にせり上げる︒

の見込で思ひくの直をつけて︑次

ん引張られて︑︿略﹀︒
しよく

光の強さに至っては非常な

つ・げる ﹇告﹈︵下一︶1 告げる

ゲ︾

ことを告げた︒

︽ー

リや王はフランス王を其の

十二707

十一26

もので︑之を燭光でいへば＝二の

場に呼んで︑コーデリヤを勘當した

れい

下に零を二十六もつけて表さねばな
らぬ︒
年生の時の成績物に表紙をつけて︑

﹁今年ほど水の都合のよ

かった事はない︒﹂

九469囲囹

モ都合ガヨイノデアル︒

︿略﹀︑又コチラカラ敵ヲオソフノニ

九164 保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︒

十一147のぶ子さんはちやうど︑五 つこう ﹇都合﹈︵名︶6 都合

弟さんまでが︑あんなに氣

とちていらっしやる所でした︒

十一172

をつけていらっしゃるとは實に感心
なことです︒

それに︑たくさんの星の中

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

十一523 切付といふのは︑︿略﹀︑木 九867囹

らないのがあるから︑まことに都合

十863

﹁でも︑あんなにたくさん

又國内で出殴るものを使ふよ

のよい事がある︒

に大攣でせう︒﹂﹁それにはまた都合

ある星ですもの︑それを見つけるの

九872囹

がよいのだ︒

の幹に小刀で傷をつけることをいふ
︿略﹀︑立木や切株の根本を

のである︒
十一646

掘っておいて︑それにくさりをつ．け
︿略V︑職工が五六人ならん

て此のトラクターで引くと︑︿略V︒
十一悩9

で︑ガラス器にいろくの模様をつ
けてるる︒

りも︑時には外船の品を使ふ方が都
︿略V︑身網にも垣網にも土

十二7710

合のよい事もある︒

太陽暦の方がよく季節に

俵や石などが重りに附けてある︒

あって都合がよいからだ︒

十一927囹

私は町の辻に立ってるる郵便

つじ ﹇辻﹈︵名︶2 辻﹇▽まちのつじ

七179

手を

辻堂

だう

石垣の間でも︑面罵様のかげ

つじどう ﹇辻堂﹈︵名︶1

かす人もあらざりき︒

身なりいやしき老婆には︑

八562燕石 く略V︑ 北風寒き町の辻︑

函であります︒

ぱこ

をつけてどこぞの國へやってしまふ

︽一

五895
﹇棉﹈︵下一︶！

ませぬ︒

ケル︾

つ・ける

米をつくのに︑上にもうす
上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

五464園

つける

やうな事にならぬとは決して申され

にせめいでるたら︑日本全癒にのし

六782 みんな氷靴を着けて︑思ひ 十209困 ︿略﹀︑︿略﹀買手は︑自分 十二伽5園 ︿略﹀︑うかくと兄弟垣
くのすべり方をしてみる︒
六965 すると正成は︑︿略﹀︑たくさ
んなたいまつを出して︑之に火をつ
けて︑橋の上に投げさせた︒

た り ︑ ︿ 略 ﹀ た り する︒

七263 暴力が強いので︑荷物をつけ

孚の時の大牛方の名を取ってつけて

七358国 町に︿略﹀などと︑日露戦
あるのは面白いでせう︒

つた一つつ

990

つた

だう
でも︑辻堂のえんの下でもさく︒
﹇蔦﹈︵名︶1

八15 林の中へはいると︑至宝にな

つた

つたったが︑松の木にからまってを
り︑︿略V︒

ダーリングの名は︑程なく國の内外
頃しも鎌倉より︑勢そろへ

に傳はつた︒

十709図

うびを下さるのだ︒

田二重ム土蛙ハ土色︑木ノ葉二宿ル

四日日祈年祭班環節分金

星西方離隔つちのえさる︿略﹀

十一89図

えさる

つちのえさる ﹇戊申﹈︵名︶1 つちの

やはらかい黒い土がむくく 雨蛙ハ緑色︒

盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒

九7810

つた︒

二日日二百十日つちの

っちのとう ﹇己卯﹈︵名︶1 つちのと

えとら

十︻89図

えとら

誰かが力石をころがして來て︑ つちのえとら ﹇翌翌﹈︵名︶1 つちの

土をはらって高橋さんの爲に席を作

十129

て︑︿略﹀︒

九㎜5其の隣の畠にしやうがが︑根
の沙汰俄に國々に傳はりぬ︒
とく
危篤の報が傳はると︑︿略﹀︒ ぎはの赤い所を少し土からあらはし
土←かまつち・

ヨイオヂイサンガソコヲ

﹇土﹈︵名︶12

十二984

つち

一一43一

なまつち

つたい 口▽いそづたい・しんどうづた
い・なわてづたい・みねづたい︒やね
︽一

づたい
つたふ

人々は︿略﹀︑土の香に親しんで樂

十一654

﹇伝﹈︵下 二 ︶ 1

ホツテミマスト︑土ノ中カラ︑
七絶ネヤタカラモノガタクサン

った・う

デマシタ︒

上ってゐます︒

土を掘る︑︿略﹀︑いろくの

工事に︑村の人は普請方のさしづを

五712
うけてはたらいた︒

タ︒

十伽3園

やがて工廠長のふりかざし

つち
たる金色の槌は︑︿略V︑切図町上の
けいさく

繋索をはっしと切る︒

イカダノ大ナルモノハ長サ

十二536

土色

保護色ノ例ハイクラモアル︒

﹇土色﹈︵名︶1

田田住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉二宿ル

九166

つちいろ

同じ毫の上に横たはってるる︒

つち
トや小さな槌やさま匹＼の道具も︑

ととり

指を折

五日目立春つちのとと

つちのととり ﹇己酉﹈︵名︶1 つちの

りく略﹀

十一89図

つつ ﹇銃﹈且Vささげつつ

居ならぶ子どもは

さと

小さき悔を

彼の姿を見送りぬ︑

すべき子にさとされし

人は皆︑

八581図圃 ︿略﹀︑ 下駄屋にありし

りつつ︑ 日敷かぞへて︑ 喜び勇む︒

六495圃

きりやねぢ廻しやピンセッ づつ ︵需要︶12 つつ つ㌧

六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ
︿略﹀︑炭を焼く間ねとまりを

︿略﹀︑めんどりはせはしげ

上転居ル雷鳥ハ︑夏ハ︿略﹀︑枯葉

九174

ヤ土ノ色身似テヰルガ︑︿略﹀︒

廣き工場
土蛙

保護色ノ例ハイクラモアル︒

﹇土蛙﹈︵名︶1

︿略﹀︒

槌音のみ音かしましき

九166

つちがえる

の片すみに︑

が︑めいくの骨折に曝して︑御ほ

れるのも︑土といふありがたいもの

九484囲園米が出來るのも︑愛が取

つち

こひぎはに集る︒

口を開きて︑びよくと鳴きつ〜か

九135図く略Vひよこどもは小さき

くとかけ廻る︒

さるにいそがしく︑︿略﹀︒
いだきつ︑︒
雨蛙ハ緑色︒
つち
九126図 綿毛に包まれたるひよこど
北國二二ム野ウサギや高山ノ つちおと ﹇槌音﹈︵名︶1 槌音
ひ
九814図圃 石碑を刻む︑文字をほる︑ も︑小さき聲を立てつ︑︑ちよこ

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ

九153図

小屋のそばへ土と石でかまをつく︒

するための小屋を建てる︒次に其の

八305

置キテ野菜ヲ作り︑︿略﹀︒

八204図

子ヲ相手二打ツツチノ音が聞エマシ

しげに働いてみる︒
三254 むぐらもちでもとほつた
う
つち
やうに︑土がところどころもち
つち ﹇槌﹈︵名︶3 ツチ 槌
十﹁89図 三日月0下弦後九時四十
七499︿略V︑毎朝暗イウチカラ︑弟 七分水星東方離隔つちのとう︿略﹀

はてしなく績く廣野の中で︑

フレ︾口▽おんつたえ く だ さ る

つたへる

大みこと の り つ た ふ れ ば ︑

﹇伝﹈︵下︼︶3
︽一へ︾

︿略﹀

九413図圃 乃木大鋸はおごそかに︑
︿略V︒

つた・える
傳へる

八329 これはもと野生のものでした
が︑今から千軍百年目前から栽培す

べんけい

ることになったのだとったへてゐま
す︒

九726園 辮慶が立往生をしたと傳へ
ころも

られてるる衣川は︑すぐ此の先に
ある︒

﹇伝﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 4

つたはる

でも︑︿略﹀︑各地を巡って道を傳へ

十二983 繹迦は八十歳の高年に及ん

つたわ・る

︽ ⁝ ッ ・ ーリ・ール︾

てるたが︑︿略V︒

傳はる

六555 義仲からは折りかへし返事が
あって︑︿略V︑木曽の家につたはつ

てるた大切な刀を送ってよこしまし
た︒

十292 ︿略﹀燈皇守の娘グレース︑

991
つつおと一つつく

ひくつ︑此方へ來かかれるは︑此
かい棒を入れたり︑︿略﹀︒

て︑おちいさんはかぼちや棚につつ

十604図折から︑たもとの雪を打彿 七947 ﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ
の家の主人なるべし ︒

なし

︽ーク︾

九117図

ふしぎや︑今まで荒れに荒

十907図圃 ︿略﹀︑ はうき手にく つつがな・し ﹇疑義﹈︵形︶2 つ＼が

︿略﹀︑船ははや方向を轄じた︒

︿略﹀︒

此方をさして 語りつ︑來る若き
人々︑

れみたる大海︑おのつから静まりて︑
なぎ
おだやかなる凪となり︑尊はつ㌧が

十佃6
︿略﹀︒右に左に鯨を追ひつつ四五十

思出の深き船

なく上緬の國に着き給ひきといふ︒
︿略﹀︑

懐かしき故

つ︑がなく今日しも果てて︑

船は今静かに蹄る︑

路や︑

十一一榴6図圃

メ ー ト ル ま で 近 づ いた時︑︿略﹀︒

十一268図 盛政は勝ってかぶとのを
をしめざりし油断を悔いつ︑︑俄に
きやく
やみの中を退却しはじめたり︒

﹇▽あめつづき・じつづき・てん

きつづき・まちつづき

つづき

十一463図 く略V︑住持ひそかに行き 郷の港︒
て見るに︑壷師は障子に身を寄せて︑
様々に姿を攣へつ︑寝起する様なり︒

キ︾

ヒヨコハ︿略﹀︒︿略﹀︑キイ

十二51図旅行にはよき日なりなど つつ・く ﹇突﹈︵五︶2 ツツク ︽一
思ひつ︑︑参詣人の群にまじりて行
三92

つぶ

砲音
だん

つゴく

ロヲイヒ︑太イクチバシデツ
ツキマス︒

︽ーイ・ーク・ーケ︾←うちつづ

つづ・︿ ﹇続﹈︵四・五︶31

く

く・さきつづく・ふりつづく

績

四366烏ハ大キナコエデワル

ンヲツツキマス︒

ロイクチバシデ︑トキドキヂメ

けば大鳥居あり︑︿略﹀︒

つのをだまきくりかへし かへしし

十二272図圃 若宮堂の舞の袖︑ し
人をしのびつ︑︒

十一一983 繹迦は八十歳の高年に及ん
うゑ
でも︑なほつゴれをまとひ飢と戦ひ

つつ

砲音

つ㌧︑各地を巡って道を傳へてるた
が︑︿略﹀︒
つつ

﹇筒音﹈︵名︶2

八976図圏 とgろく砲音︑飛雪る揮 五782 親のほねをりが子の時になつ

つつおと

くと︑

ひぼしだ︒﹂と言ふれふしの

空もみどり︑

海もみどり︑

こゑが︑其所此所にします︒
六213團

海もみどり︑

すみきって︑

空につ轟く海のみどり︑ 海に
つゴく空のみどり︑

空もみどり︑

かゴみとかゴみ︒

六214圃

海に
すみきって︑

空につgく海のみどり︑
つどく空のみどり︑

又三條の大橋から川上を見る

か巧みとかゴみ︒

六733

と︑川原が遠く北につ讐いて︑其の

通有は︿略﹀︑敵の船へをど

さきにやさしい姿の山がかすんで見
えます︒

六832

りこんだ︒味方は後からくとつ球
いた︒

四列になりて

一年生を先頭に︑ 二・
全校生徒の八百は 八十

三・四・五・六年が

七51図圏
歩く時︑

間もつ写くなり〇

四列
八十萬間つ球

八百萬の小言生︑
になりて歩かんか︑

七56図團

︿略﹀︑五匹の馬は一さんにか

くべし︒

八89

け出した︒始の間はあまり甲乙はな
かったが︑半分程の所から一騎後れ︑

ぶまいけん

それから元応様・不昧軒様︑

二代つ響いて︑其のお志をおつぎに

九228園

なり︑一そう研究を進められた︒

しっとりとしめりを帯びた一

すちの道が︑足もとからうねくと

九326

つ球いて︑やがて茂みの中にかくれ

てしまふ︒

九694 ︿略﹀︑汽車は果もなく績いて

北海道に渡る人は︑停車場に

みる青田の中を走ってみた︒

亡いた乗船所から汽船に乗るのであ

九766

る︒

雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

ふもとの村から三里ばかり登った所

九948園

高橋さんの熱心な話は︑それ

から始って︑頂上近くまで績いてる

ます︒

からそれへと績いて︑團員に強い感

十158

動をあたへた︒

十日間も績いて︑︿略V︒

十222囲此の町では︑二歳駒の市が

けふ

北アメリカが南アメリカに績

く部分は︑パナマ地峡といって︑地

十309

﹁しかし天氣が績いてよい

形がきはめて細長くなってみる︒

十401園

こちらへ曾てもう三月饒り

あんばいだ︒﹂

十775困

になりますが︑よくも績くと思ふく

面白いのは︑三日四日績い

みの間暖さが績くといふやうに︑

て寒ければ︑其の次には又其のくら

十783国

二騎後れ︑つ旨いて三騎までも後れ
︿略﹀︑此の婦人は長生をしま
がつ窟いたと申します︒

したが︑一生の間仕合はせのよい事

八352

てあらはれたのであらう︑あの家に

つト

しけ︿略﹀︒

丸︒

ぐわん

一

らみの天養績きで︑︿略﹀︒

海

て︑︿略﹀︒

第五

こんな時には︑﹁これが五日もつ冨

六206囹

もよくなった︒

はよい事がつ9いて︑身代は前より
つっ

九437図圃 砲音たえし砲皇に ひら
﹇突支棒﹈︵名︶1

めき立てり︑日の御飯︒
つっかいぼう
かい棒

つづく一つつたつ

992

十一567

切ったりければ︑かぶとはつ㌧じの

十︻313図

か＼りて︑身のはたらき自由ならず︒

﹇慎深﹈︵形︶1

きれいずきで︑つ︑しみ深

秀吉は清正を召出して︑

謹む ︽ーミ・ーン︾

つつし・む﹇慎﹈︵四・五︶4つ＼しむ

いことは︑それでよく分りました︒

十慨2園

つ＼しみ深い ︽ーイ︾

つつしみぶか・い

清正手早くかぶとのをを

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り

老砲手は氣ちがひのやうに

十二個4

に叫んでみるが︑二人の耳にははい

敬戦雲の兵士等は︑安芳の姿

を見ると一時に押寄せて來たが︑西

︿略﹀︒

十785困 面白いのは︑三日四日績い

郷が後に異いてるるのを見て︑一同
つへ

て寒ければ︑其の次には又其のくら

るま＼ころくと轄び落つること三

︽一

枝に残って︑二人はしっかと組みた

﹇続﹈︵下二︶2

つ団く

らぬのか︑夢中で泳ぎくらを績けて

つづ・く

遂に古事記の研究を大成した︒

十間許︒

みる︒

つ

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑

恭しく捧げ銃の禮をした︒

コリ

みて︑又其の話をつ受けたり︒

七565図船長はコップの水を︼王子 三十五年の間努力に努力を点けて︑

ケ︾

十一77！

みの間暖さが績くといふやうに︑
︿略V︒

︿略﹀︑畏いて造船部長の指揮につれ

十伽1図 海軍大臣の命名書朗讃︑
て吹く進水主任の號笛を合圖に︑

父はなほ言葉をつ9けて︑

﹁暦を見れば︑まだいろく大切な

十一906

或夜弟子をあつめて︑書物

事がわかる︒

を教へし時︑風にはかに吹きで︑と

十︻棚3

八641図

もし火きえたり︒保己一はそれとも

く略V秀吉は︑︿略﹀︑

着々と進み行く進水作業︒

知らず︑話をつ窟けたれば︑︿略V︒

十一275図囹
﹁者ども績け︒﹂と馬にむちうって近

リンカーンは︿略﹀︑非常

江に向ふ︒

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒清正は

七価8

一

さわやかに申し開きました︒

手紙

小ぞう

つ︑しんで︑﹁︿略V︒﹂と︑べんぜつ

な熱心と努力とをもって勉強を績け

績けざま

安芳は尚言葉を解けて︑

た︒

と︑うねくと幼く岡が雨に煙って︑

十一356 ︿略V向ふの方をながめる つづけざま ﹇続様﹈︵名︶2 つ団け様

﹁︿略﹀︒﹂

十二伽10

やうやく清水まで來て︑手の

九354

第十二

八445国
突っこむ

﹇突込﹈︵五︶1

つつこ・む

銃先

つ＼

時頼は尚一同に向ひて︑

こちらのかすりのつ．つそ

では太郎のあはせで︑︿略﹀︒

三722

つつそで ﹇筒袖﹈︵名︶1 つつそで

﹁︿略﹀︒﹂一同謹んで承る中に︑︿略﹀︒

十728図

葬殿の前に進みで整列し︑

から主人へ 謹んで申し上げます︒
せい

謹みて拝し奉る︒

十23図

﹇筒先﹈︵名︶1

次第によっては︑或は君
つつじ

た︒

はな

矢は狐の鼻のさきの地面につ

行くと︑左手の山は次第に頭上にせ

︿略V︑川沿の道をたどって

つ立って︑狐はころりとたふれまし

五802

つった・つ ﹇突立﹈︵五︶2 つつ立つ
じ

りました︒

かぶとのしころつ〜じの枝に引つ

叔父さんはなほ言葉を績けて︑ 十﹁309図

清正刀を抜かんとするに︑ 十二悩3

二人はまつやっつじのあひだ
をあちらこちらへくぐってと

かへりましたが︑何ともいはず︑す

﹇郷軍﹈︵名︶3

等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二捌6囹

つつさき

先に赤い玉がくっついてみる︒

︽ーン︾

細長い管の一端を︑とけた

ぼんやりと遠く見える︒

つgけ様に飲んでみると︑︿略V︒
十431 ︿略﹀︑山鳥が一羽飛立つた︒
れふ

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一偽4

切れるやうにつめたいのを；二ばい

︿略﹀︑眼下には廣々とした

十勝の大平野がはるばると績いて︑

十一619
末は青い大空に接してみる︒

えた︒

つ団ける

︽ーケ︾尋あるきつづけ

﹇続﹈︵下一︶8

十一635此の邊の農業は総べて規模 同時に猟銃の音が績けざまに高爽聞
が大きい︒︿略﹀︑一枚の畠でうねが

つづ・ける

績ける

五町も十町も長々と趣いてみるのが
少くない︒

よみつづける

十一653 はてしなく浮く廣野の中で︑ る・うちつづける・おもいつづける・

人々はく略V︑土の香に親しんで樂

七747

千敷百人の乗員は︑今もなほ

三205八わらびとり︿略﹀︒︿略﹀︑ 突立つ ︽ーッ︾

﹁︿略﹀︒﹂

九709

山のやうな静かさである︒

安らかに眠を績けてるる︒艦内は深

九613

ぐ又仕事をつ球けました︒

︿略﹀︑年よりはちよつとふり つつじ

しげに働いてみる︒

十二3810 ベートーベンは急に戸をあ

けてはいって行った︒友人も斎いて
はいった︒

十二971 若者は世を救ふ手始として
先つかの五人の友をたつねた︒︿略V︒

無いて繹迦はマガダ國王をたつねて
く略V︒

993
つつつきまわる一つとめおり

︵五︶一

ツ

まり︑遂には路の前面に突立って人
﹇ 突回﹈

のゆくてをさへぎつてしまふ︒

︽ーリ︾

つっつきまわ・る
ツツキマハル

八価5

マッチの製造所へ行って見る

綿毛に包まれたるひよこど

つつ集めて包紙に包む者もある︒

と︑︿略﹀︒︿略﹀︑箱に入れたのを十

九125図

つづら

﹇葛﹈︵名︶2

つづら

つゴる

八762

之を聞いたコロンブスは︑つ

ものすごい程青白くかはつ

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

たんすやつづらから着物 と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

を出して︑︿略﹀︒

三703
四418

五156

︵五︶1

︿略﹀︑妻はろばたでぼろを

﹇綴﹈

つ毬り方の時間に︑すゴめが

で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

︽ーッ︾

七743

つゴれ

﹇努﹈︵下二︶2 つとむ

︽一

父母の病あつければ︑讐
れう

藥の心なきを知りても︑尚治療につ

十995図園

ムル︾

つと・む

つと立上った︒

十一﹇434 ひき終るとベートーベンは︑

で弾丸をこめ︑ねらひを定めた︒

だ︒つと大砲のそばへ寄って︑奇い

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

つづらや長持も出されま 十一577

一523 ︿略﹀︑オニドモ ハテツノ
も︑︿略＞Q
した︒
九608東の空が明るくなると︑今ま つづりかた ﹇綴方﹈︵名︶1 つゴり方

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

テヰマス︒︿略＞Q キジハツツツ

教室の中へとびこみました︒

とも

つづ・る

壮大な姿が︑だんくにあらはれて

立並ぶ家々︑

つ冨って居ります︒

﹇綴﹈︵名︶1

十伽3図

げみ︑︿略V︒

其の他の教員も︑校長を模

とむるは人情の常にあらずや︒

繹迦は八十歳の高年に及ん
うゑ
でも︑なほつ球れをまとひ飢と戦ひ

十二982

範として国土職務につとむるが故に︑
つて

つ＼︑各地を巡って道を傳へてるた

︵接助︶一

ツテモ

ウサンガワザく正論リニナラナク

し

つと

し

ツテモ大丈夫デセウ︒

︵副︶5

國の税は勿論︑縣の税も村

爾舷直といふのは︑特別の務

とである︒

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九645

めることは下民の務です︒

の税もみんな大事なもので︑之を納

八804園

﹁僕何だかきまりが悪くつ つとめ ﹇勤﹈︵名︶4 務

︵接助︶1

生徒は皆よく之になつきて課業には

っても

て︑さう言へなかったのです︒﹂

十961園

って

が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑美しい羽毛に包まれた つづれ

はと

始は身の上をつ＼み︑貧の

春は島山かすみに包まれ

つと

くしたいと謂ふばかりでございます︒

十二6810園唯私は子としての務を蓋

出來る限り早く之を一掃することは

て我が國民から消去るであらうが︑

十二鵬4 ︿略﹀︑かういふ短所はやが

我々の務ではあるまいか︒

獅子はかなしげにほえて︑

つとめお・り ﹇勤居﹈︵ラ変︶1 勤め

濱べに立上りたりしが︑つと海の中
にをどり入りたり︒

七336図

にまきつきたり︒

へび
いなる蛇つと出でて︑獅子のからだ

眠りしに︑後の暗きやぶかげより大

生きた枝でも枯れた枝でも︑ 七305図昔一匹の獅子︑森の中にて

て眠るが．如く︑︿略﹀︒

十一337図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十﹇327図此の四海峡に包まれたる 九捌9囹 ソンナエライ方ナラ︑オト

常世も︑︿略﹀︒

恥をつ〜まんとして宿をことわりし

十701図

常世も︑︿略V︒

恥をつ＼まんとして宿をことわりし

十701図始は身の上をつ︑み︑貧の

のである︒

詠い胸︑鳩は見るからに愛らしいも

十542

しびうるむ︒

またをつ︑み︑

十302図囲しめやかに︑夜の霧ち

來る︒

つつ伏す

キマハリ︑サルハヒツカキマハリ︑
﹇突伏﹈︵五︶1

イヌバカミツキマハリマス︒
︽ーシ︾

つつぷ・す

十一585 砲手はその結果を見るのを
おそれるやうに︑手で顔をおほって
大砲の上につつ伏した︒

つつみ ﹇包﹈︵名︶2 つつみ 包8
こづつみ・こづつみびん・ひとつつ
み・ふろしきつつみ

がくかうへ つれだちいそぐあ

三288圏く略V︑ つつみかかへて
ねおとと︒

八393 目をさまして見ると︑ふろし
きつつみがありません︒包の中には

包紙

白木綿が五十反ばかりはいってみた
のでございます︒

﹇包紙﹈︵名︶1

八前5 マッチの製造所へ行って見る

つつみがみ

十一3910

其のま＼にしておくと︑木が太るに
包

つれて其の枝を包んで行くために︑
つ＼む

つつ集めて包紙に包む者もある︒
﹇ 包 ﹈ ︵ 四 ・五︶12

しば
春は若草山の潜勢にもえ
てさながら夢の如く︑︿略﹀︒

たち︑三月堂・二月堂霞につ㌧まれ

十二燗8図

其虜が節になるのだといふ︒

と︑︿略V︒︿略V︑箱に入れたのを十
つつ・む

む ︽ ー マ ・ ー ミ ・ ー ム ・ーン︾

七677園 五十雨は黄色なきれにつ︑
んであって︑︿略V︒

つとめっつく一つねに
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居り

︽ーリ︾

﹇勤続﹈︵下二︶1

勤

十二伽8㈱国事の勤め居り候家は呉
服店にて︑なかく忙しく御座候︒
つとめつづ・く

めつゴく︽ーケ︾

七961図蟹村の役場に三十年︑
めつ榎けし小使の 年のよりしがあ
︿略﹀︒

つとめる

でも驚かない者はあるまい︒
あのいろいろの道旦ハ︑た

くさんの時計︑︿略﹀︒一かどの役目

十二548園

を勤めて世間の役に立つのに︑どれ
もこれも不足は無ささうである︒
つな

勤 つな ﹇綱﹈︵名︶6 ツナ 綱 綱﹇▽
たづな

一546圏 クルマニツンダタカラ
モノ︑イヌガヒキダスエンヤラ
ヤ︒サルガアトオスェンヤラヤ︒

﹇努﹈︵下一︶3
︽ーメ︾

キジガツナヒクエンヤラヤ︒

オや牛ヲソトへ出スト︑

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒
である︒

﹇繋﹈︵四・五︶7

ツナグ

つ

まるで大きな島が出面たやうなもの
つな・ぐ

用

父母の病あつければ︑醤
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ

十996図圏

とむるは人情の常にあらずや︒

翌朝書師は常にもあらず

早く起出で︑︿略﹀︒

十一466図

されば同一日附の同じ新

つねに ﹇常﹈︵副︶16

ツネニ 常に

多少の相違あるを常とす︒

他地方にて受取るものとは︑記事に

聞にても︑自行地にて受取るものと

十ニー95図

とするは人情の常なり︒

さてく︑虹はおもしろい︒ 十ニー45図 世の出訴事を速に知らん

︽iイ・ーガ・ーグ・ーゲ︾

五621圃

なぐ

雨のはれ間にちよつと出て︑

遠きをつなぐ

舟は間もなくとまった︒船頭

ありさうに天と地の
雲の上︒

七111

がさををつき立てて︑それに舟をつ
ないだ︒

海ニソ・グ︒些些クノ堀アリテ︑川

ヲオホヘリ︒

大工場多ク︑エントツノ煙ツネニ空

七293図淀川ハイクスヂニモ分レテ 七287図 今ハ商工業サカンニシテ︑
ト川トヲツナゲリ︒

やがて鯨は再びはるか彼方に

りました︒

テ︑︿略﹀︒

ひ
石碑を刻む︑文字をほる︑

北斗七星は何時もあんなに

坂

︿略V︑ 安ちいさんはせぐくまり︑

九817図囲

大いなる石

ちいさん今年六十の

常に何をか刻みみる︑︿略﹀︒

かやうに落ちぶれてはみる 九831図鴎

を越えたる足もとに︑

︿略﹀︒

十一71図

へん
孔子常に中正不偏を貴び︑

村の幸福の爲に善くすが故に︑︿略﹀︒

はめて親切公平にして︑常に力を一

十晒7図村長は村の鶴家に生れ︑き

の關係も常に攣らないから︑︿略﹀︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

九887園

何をか常に刻みみる︑︿略﹀︒

なほ怠らずこっくと︑

ものの︑御らん下さい︑これに具足

横たへて︑

地に引上げる︒

コレハウンドウクワイノ

﹇綱引﹈︵名︶一

マツサイチユウデス︒

エデス︒︿略﹀︒イマ︑ツナヒキノ

ニ3一

つなひき

ツナヒキ

十柵5 船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根接

一匹つないでもってをります︒

一領︑長刀︸ふり︑又あれには馬を

十689囹

おとなしくつながれてるます︒

十185団

︿略﹀︑どの子馬も︿略﹀︑

所にすき間も無く子馬がつないであ

十181国私の行った時には︑もう其 八213図 揚子江田水量ツネニ幽豆ニシ

ツナヲツケナクテモ︑ヨソヘハ

十脳9

り出された︒

ん引張られて︑三百メートル許もく

十⁝旧5 ︿略V︑鯨は海底深く沈んだ︒
つな
︿略﹀︒もりにつけた長い綱はぐんぐ

イキマセン︒

子牛モツイテイキマス︒︿略﹀︒

二67一

︿略﹀︑又は青年團を組織し

はれさに︑

つと・める
務める

十一耶9

て産業の獲達︑風俗の改善等に務め
たりするのは︑皆公共心の護動であ
つて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑博物學や地質學の實

地研究につとめ︑種々の材料を集め

十ニー28

て本國に錦つたのはそれから五年の
後である︒

十二907 我々は常に國法にしたがつ
て幸福な生活を螢み︑あはせて國の

浮上つた︒今まで勢よく引出されて
綱を次第々々にくりもどすと︑

しかしまだなかなか勢が強い

鯨は刻一刻船に近よって來る︒

十嗣9

品位を古同めることにつとめなければ

︽ーメ・ーメル︾

つとめる

みた綱もや＼ゆるんで來た︒

勤める

﹇務﹈︵下一︶4

ならぬ︒

つと・める
務める

六407團 ︿略﹀︑役場につとめてゐら 十型2

ので︑綱を巻いてはのばし︑のばし
ては巻いて︑氣長くあしらってみる
←うまつなぎば・じゅずつなぎ

うちに︑︿略﹀︒

つなぎ

︿略﹀︑それから又長い間忠

れ た 下 村 さ ん は 騎 兵︑︿略﹀︒

九5110囹

小さい米屋を始めた︒

實に勤めて︑三十ぐ ら み の 時 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

︽ーセ︾

十546 第十一 三等鳩︿略﹀︒此の つなぎあわ・せる ︹繋合﹈︵下一︶1
六814

つなぎ合はせる

敵は此のいきほひにおそれて︑ つね ﹇常﹈︵名︶4 常

使者の役目を務めると聞いては︑誰

愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑遠い虜まで

995
つねよ一つぶる

︿略﹀︑港内には常に数百隻

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

十一112

﹇常世﹈︹人名︺4

常世←さ

常に其の短所に注意し︑︿略﹀︒

つねよ
のげんざえもんつねよ

ヤリ

人ノ上卿スヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ

五27一

ツバメハコチラニ居ル間口︑

ほとんど丸やけになった︒其のとな

かりまたは︑矢じりがつばめ

つぶ n▽ごまつぶ・さんしせんつぶ

どい矢で︑︿略﹀︒

の尾のやうにわれた︑たいそうする

五818

ニ立ツ鳥デス︒

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑人ノヤク

五十人の兵は行くく百 五274 ツバメハ田や畠ノ作物ニツク

一代の事業として一切経

糧食の用意をなさしむ︒

りやう

十一伽4図

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀︑溶く

各地をめぐりて資金をつのること敷

ツバサ
︿略﹀︒︿略﹀︑ア

ツバメ

ツバメ
八

八

ツブテ

ツバメハトブコト．ガ上手ナ鳥

﹇礫﹈︵名︶一

﹇眩﹈

︵五︶−

つぶやく

喜三右衛門は︿略﹀﹁あ＼︑

﹇瞑﹈

︵五︶2

つぶる

十803 ︿略﹀︑じっと目をつぶってゐ

いて見ると︑︿略﹀︒

四661しばらく目をつぶって︑
神様にいのってから目をひら

︽ーッ︾

つぶ・る

又窯場の方へとって返した︒

たいものだ︒﹂とつぶやきながら︑

きれいだ︒あの色をどうかして出し

十452

︽ーキ︾

つぶや・く

ラカハシテ︑︿略﹀︒

ニツキアタルカト思フト︑カルクミ

デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑物

五257

つぶて

がよいといって︑︿略﹀︒

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十一967 ︿略﹀︑父は學校へ行って時

ス︾←ふみつぶす

︿略﹀︑王の怒はいよくつ つぶ・す ﹇潰﹈︵五︶1 つぶす ︽一

鷲

﹇翼﹈︵名︶3
第十三

クマデモガンジヨウナツバサ・尾︑

何所一二分ノスキモナク︑強ミが全
スナハチ一間鯨モアルツバサ

身ニミチミチテヰル︒
八49一

ヲハツテ︑敷分ノ間羽バタキーツセ
ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

ツシクラニエモノノ上上ツカミカ・
ル︒

五目9
五256

つばめ

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

﹇燕﹈︵名︶4

五257

つばめ

デ︑︿略﹀︑矢ヨリモ早クトンデ行キ
マス︒

マス︒

り村の青年たちが見かねて︑方々へ

十702図始は身の上をつ＼み︑貧の 十一276図

十一M9 又市町村長が其の事務を庭
恥をつ＼まんとして宿をことわりし

義掲金をつのりに出た︒

理するにも︑議員が豫算を議するに

常世も︑一夜の物語にうちとけては︑
常世は︑時こそ守れと︑や

姓をつのり︑か〜り火をたかせ︑

も︑常に此の公平な精神をもつてし

十709図

名残なかく書きず︒

なければならない︒

十一備3 それであるから人々は常に
自治制の本旨を辮へ︑協同一致して
せ馬にむちうってはせつけたり︒

十二703

年︑︿略﹀︒

諸國の大名・小名きら星の

つばさ

い︒

のって︑もうどうすることも出店な

如く並べる中に︑常世はちぎれたる
具足を着け︑さび長刀を横たへ︑わ

十712図

るびれたる様もなく︑進みで御前に

アメリカ合衆國の國旗は

團艦の福利を増進することを心掛け
ねばならない︒

一定不攣の部分と︑攣化を許された

かしこまれば︑︿略﹀︒

十一一629図

る部分とより成る︒ ︿ 略 ﹀ ︑ 藍 地 中 の

十728図

ツノ

デンデンムシムシ

﹇角﹈︵名︶2

を退きけりとそ︒
つの

一215圃

︿略﹀︒

ツノダセ︑

ムリ︑

アタマダセ︒

ハエマセン︒

つのる
或村に大火事があって︑

ツバメ

海藻ニハイロくアル︒︿略﹀︑ つばめ ﹇燕﹈︹課名︺2 ツバメ

﹇角叉﹈︵名︶2

急ニツバサヲチでメ︑風ヲ切ツテマ

子牛ハコノアヒダウマレ 八494 ︿略﹀︑スウツト下りテ來テ︑

ダセ︑

ツノハ

七857

つのまた

タガアリ︑
︿略﹀︒

﹇募﹈︵四・五︶4

七85図ツノマタ
つの・る

六668

︽ーッ・ーリ・ール︾
一村

糊ニスルモノニハ︑ フノリヤッノマ

ノリ

ツノマタ

タノデスQ︿略﹀︒ケレドモマダ

一一654

カタツ

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前

一同謹んで承る中に︑常世 八484

星章は︑常に州の敷と一致せしむる
を定めとす︒

十二6410図 故に我等は︑自記の國旗

を尊重すると同時に︑諸立込の國旗

我々は常に國法にしたがつ

に⁝封しても︑常に 敬 意 を 表 せ ざ る べ
からず︒

十一一905

て幸福な生活を螢み︑あはせて國の
品位を高めることにつとめなければ
ならぬ︒

十二伽3亡国私のこと御心にかけ下
され︑常にズ略﹀︒﹂と仰せらる＼
由︑︿略﹀︒

十二㎜10 我が國民の長所・短所を敷
へたならば︑︿略﹀ ︒ 我 々 は 常 に 其 の

長所を知って︑之を十分に嚢揮する
と共に︑︿略＞Q

十二㎜1 我々は常に其の長所を知つ
て︑之を十分目嚢揮すると共に︑又

つぶれる一つみくさ
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つぶれる

るうちに︑何時の間にか︑地下九百

尺の坑底に着きました︒
﹇潰﹈︵下一︶1

︽ーレ︾﹇▽よいつぶれる

つぶ・れる

九佃2 砲口はかはるがはるいなづま

︽ーイ︾

八97

マ・ーン︾

つま・む

︿略V︑中程まで行った時︑信
﹇撮﹈︵五︶2

つまむ

︽一

妻もまた﹁せっかくです 作の馬はつまついて︑前足を折った︒

つ窟って居ります︒

七743．︿略﹀︑妻はろばたでぼろを

七747
が︒﹂といって︑相手になりません︒

九価8園私には妻も子も有りません︒
と娘と三人で︑わびしく其の日を送

十246

ロつ

ちヒつ

のほかに︑これと同じやうなものが

ふ︒つまり此の宇宙には︑あの太陽

きよ

なほ激限りもなく存在してみるが︑

たゴ其の距離の遠いために︑あんな

かういふ風に︑三回くりか

に小さく見えるのである︒

へして裁判してもらふ事の出來る組

織になってみるのは︑つまり裁判を

に止って︑永摂することが出來ない

かやうな仕方は唯一時の利益を得る

又輩に損益の黙から見ても︑

男の子は指先でそれをつままうとし

﹇撮﹈︵下一︶1

つまめる

やっとつまんだと思ふと直 十二232

念入にするためである︒

つま・める

に落してしまった︒

十二5510

たが︑︿略﹀︒

の小さなねぢを見附けて︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略V︑年とった燈墓守が︑妻 十二559 女の子は︿略﹀︑ やがてか 十一216

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ
つて居た︒

れさうにほえ立ててみる︒

つぼ ﹇坪﹈﹇▽すうつぼ・ひとつぼ・
︿略﹀此方へ來かかれるは︑

十609図

どうして出かけたのか︒﹂

我が妻を見つけて︑﹁此の大雪に︑

ひゃくごじつつぼ・やくにじゅうにま

つぼみ

此の家の主人なるべし︒︿略﹀︒ふと

ツボミ

んつぼ

﹇蕾﹈︵名︶2

﹇壺﹈←たきつ ぼ

つぼみ

つぼ

しゅんらん

同情深き妻の言葉に︑主人
からうじて僧をともなひ錦

つまり

まうとしたが︑綜り小さいのでつま
﹇詰﹈︵副︶5

めなかった︒

つまり

日本人は八萬人齢も居て︑
子どもは︑アメリカ入の立てた忍野

八685国

へ行って︑英語で勉強しますが︑婦

つみ ﹇罪﹈︵名︶1 罪

ところで︑どういふ事をす

れば罪になるか︑其の制裁としてど

十︸201

のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

﹇積上﹈︵下一︶1 つみ

明かに定めてあるから︑︿略V︒

つみあ・げる

上げる ︽ーゲ︾

﹁︿略﹀︒﹂

つて來ると︑又日本人の立てた學校

らいろくな反物や帯地をかついで

小ぞうさんたちは︑土ざうか

十651囹

五248

來て︑お客の前につみ上げます︒

それから﹃燃える石﹄とい つみき ﹇積木﹈︵名︶一 ツミ木

友ダチトツミ木ヲシテアソビ

四607 私ハ昨日大工サンカラ
木ノキレヲタクサンモラツテ︑
ふひやうばんが高くなって︑附近の
村々では之をとって薪の代りに使ふ

マシタ︒

れんげさう ︿略﹀︒色

が美しい上に︑姿がやさしいので︑

言182 第五

ところが此の大きな太陽も︑ つみくさ ﹇摘草﹈︵名︶1 つみ里
る小さな星の一つと同じものだとい

夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

十一36

の炭坑の始ださうです︒

やうになりました︒これがつまり此

十854囹

勉強してみるわけです︒

す︒つまりお前たちよりもよけいに

へ行って︑日本語で學問をしてゐま
いかgでございませう︒

召上るならと妻が申してをりますが︑

ちやうど有合はせの粟の飯︑

れる主人は︑物かげに妻を呼びて︑

十645図

はいたく心動きて︑﹁︿略﹀︒﹂

十628図

て︑﹁︿略﹀︒﹂

から︑つまりは小利をむさぼって大
一253 ヘチマノハナガサキマシ 十6110図 すごくと立去る僧の後影 ︽ーメ︾
十二5510 男の子は指先でそれをつま 損を招く結果になる︒
を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ
タ︒ツボミモタクサンツイテヰ
マス︒

妻

九324 ︿略﹀︑春蘭のつぼみのふく
﹇妻﹈︵名︶15

らんだのも見える︒
つま

︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ

へまでもないやうになった︒

五751 しまひには妻や子どもの着が
五768
れて里へ臨ってみた︒

五774 其の後瀬の人は︑庄屋の家屋

十二931

父のいさめも妻のなげきも︑

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど

﹇爪先﹈︵名︶1

かった︒

此の決心をひるがへすことは出品な
つまさき

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と

﹇蹟﹈︵五︶1

らくして︑﹁︿略V︒﹂

つまず・く

つまつく

から足の爪先までながめたが︑しば

いって︑娘の手をはなして︑頭の先

八868

爪先

もに︑もとの家へ編ってもらった︒

七722囹 其の上あなたのお名前をう
けたまはりたうございます︒妻や子
どもに︑朝晩おねんぶつのかはりに
となへさせます︒

七729園 家には七十近い父と︑三十
になる妻と︑三つになる子どもがあ
るので︑︿略V︒

997
つみに一つゆ

たばにする︒

つみ草の時には︑誰も之を取って花

る︒

九569

︽ーマ・一

積

後には委の束が山と積んであ

眞夏の日中でも︑杖を握つ

つゴけ様に飲んでみると︑︿略﹀︒

九958囹

冷たし

穴一

島を越したと思ふと︑急に水が冷た
﹇冷﹈︵形︶1

雪降りみだる＼冬のあ

﹇詰﹈︵下一︶2

ぐう

つめる

︽一

風なほ冷たき春のゆふべ

十一川5図圏

キ︾

つめた・し

八483

又字を書く時に指先を見る

︿略﹀︒

りつめる

言笑1

﹁それでは長過ぎる︒電報

﹇積﹈︵名︶4

とつめてごらん︒﹂

つもり

いさんのめい日ですから︑たく
さん取ってそなへるつもりです︒

九236囹そこで此の父も︑︿略﹀︑出

﹁おほめにあづかって恐れ

來るだけは骨折つたつもりである︒

つも

ベルギーの名讐をけがさなかったつ

ツモル

︽ーッ・ール︾←ふりつもる

﹇積﹈︵五︶5

もりである︒﹂

る

つも・る

二376圃ツモルツモルユキガ︑

ツモルツモルユキガ︑

マツ白ナユキガ︒

マツ白ナユキガ︒

一一376圃

ちりがつもって山となり︑

四476園ちりつもって山となる︒

しっくがよって海となる︒

五956圃

六57園皇湾ではめったに雪が降ら

ないさうだが︑此の山のいたゴきに

は︑いつもつもってみるといふこと

だ︒

北風はたけが五尺二寸もある

︽ーク︾

つやつやし・い ﹇艶艶﹈︵形︶1 つや

くしい

黒馬で︑毛はうるしのやうにつや

九槌7

ツユ

つゆ

露

くしく︑見るからに強さうな軍馬

三555

かへるはやなぎのつゆ

ツテヰマス︒

一242ハスノハニツユガタマ

nvあさつゆ

﹇露﹈︵名︶5

んでみるほそい竹の子は︑いま

この二十五日はおち

つゆ

である︒

四81今年は柿のあたり年で︑

ただくつもりです︒

あれで竹うまをこしらへてい

に竹になったら︑おちいさんに︑

三283むかふの方に︑二本なら

つもり

はなるべくみじかい方がよい︒もつ

七川3囹

へっめました︒

翌日諸大名が伏見城の大才間

メ︾丑vしきつめる・のぼりつめる・は

つ・める

劉備が三顧のこよなき知遇︑

に︑

したに︑

︽ーケ︾

﹁今年の競馬はさぞ見ものだ

りうび

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

つたが︑爪の先は眞黒になってみる

十二9園外の者は着物だけは美しか

二業8園

チミチテヰル︒

ニ見エル爪︑︿略﹀︑強ミが全身ニミ

くなった︒

十一853第二十課遠泳︿略﹀︒竹

水は意外に冷たくて︑まるで

てるる手などは︑何時の間にかつめ

十499

彼は此の後も尚研究に研究を

積荷

たくなってしまひます︒

入る︒しかし部下の者は︑最後まで

九384囹

﹇積荷﹈︵名︶1

重ね︑工夫に工夫を積んで︑世に柿

氷のやうであった︒

十86

つみに
うったかき積

右衛門風といはれる精巧な陶器を製

︿略﹀︑

十二悩2図圃

作するに至った︒

つむ

は今静かに露る︑ 懐かしき故郷の
﹇摘﹈︵五︶ 2

つむ

デアル︒︿略﹀︑トガツテカギノ如ク

つめ ﹇爪﹈︵名︶3 爪
ワシ
︿略﹀︑鷲ハタシ二王鳥類ノ王

荷の中に 海山の寳を載せて︑ 船
港︒
つ・む

五143 朝︑おさらひをすましてから︑

ミ︾

春子とつくしをつみに行きました︒

ツム

九489囲園 もう二番茶もつまなくて
﹇積﹈︵五︶8

はならない︒

つ・む

む︽ーン︾←ふりつむ

かける

一541囲 クルマ ニツンダタカラ 者が多うございました︒
モノ︑イヌガヒキダスエンヤラ
つめか・ける ﹇詰掛﹈︵下一︶1 つめ
ヤ︒

八71

らう︒﹂といって︑祭の當日には︑

六26 今どこのうちへ行って見ても︑

俵の山が出來てるます︒うちでも土

おびただしい見物人が︑朝早くから

︽ーイ・⁝カッ・一

﹇冷﹈︵形︶6

宮の境内へつめかけた︒
つめた・い

冷たい

ッメタイ

間に丸太を置いて︑其の上につんで
六34 今日庭にほしてあるもみをす

つめたい

あります︒
つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

雪ノヤウ飛白ウゴザイ

僕が一番先に海へ下りた︒水

た︒︿略﹀︒

やうやく清水まで來て︑手の ．どの木にもよくみがなりまし
切れるやうにつめたいのを二三ばい

九353

は思ったよりつめたかったQ

七116

ハナク︑︿略﹀︒

マスガ︑雪ノヤウニツメタク

四705

ク︾

︿略﹀︑郵便物ヲツンダ車ガヰ

の山は出來上りませ う ︒

六346

セイヨタカケテ來タ ︒

八406 下役の者が石地藏に荒縄を掛
︿略﹀︑土間の大釜の上に積ん

けて︑車に積んで参ります︒
八509

であるせいろうから は ︑ 成 皿 に ゆ げ が

上ってみた︒

つゆ一つよみ

998

を虫とでもおもったのでせう︑
︿略﹀︒

五114

間もなく大蛇が満て︑︿略﹀︑

其の強い酒を飲みました︒
じんむ

高橋さんの熱心な話は︑︿略﹀︑

團員に強い感動をあたへた︒

十159

燭光でいへば＝二の下に零を二十

れい

強さに至っては非常なもので︑之を

しよく

が現れてみる︒

きっと結んだ口もとには意志の強さ

︿略﹀僧があった︒︿略﹀︑

六もつけて表さねばならぬ︒

りのま＼に話した︒

十二価4

＋棚・とりぐの花の色︑むせ返る

五307圃 つゆや時雨が色よくそめた 五185園 むかし神武天皇がわるもの 十945 其の夜又父に強く聞きたゴさ
れて︑太郎はやっと今日の次第を有
どもをこせいばつになった時︑わる
︿略V︒

ものどもが強くて︑おこまりになつ

うらの小山に秋風吹けば︑

たことがある︒

たけると申して居りましたが︑みや

に居るやうだ︒

強くなったのか︑ガラス越しに見え

外はさっきよりも一そう風が

十価8

叔父爲朝の弓のやうな強い

ためとも

こには強いお方がおありになった︒

六378囹

る向ふの木がひどくゆれる︒

世界に比なき古創の

強

ーク︾与こころづよし・ねばりづよし

七71図團

き御民となるべしと︒

強き御民と

世界に比なき帝國の

き御民となるべしと︒

七了2図圏

獅子はおどろきてふりはな

なるべしと︒

りき︒

十一67図

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

孔子は正義の念強き人な

く強くしめつけたり︒

くしめつけたり︒︿略﹀︑蛇はます

さんとしたれど︑蛇はますくかた

七311図

強

つよ・し ﹇強﹈︵形︶6 強し ︽iキ・

彼のまぶたにつゆありき︒

つゆ

五452園自分にまさる者はないので︑ やうな強い香︑︿略﹀︑まるで春の國

八575指顧 國に母をや残すらん︑
十一擢9図圃 ︿略﹀︑ 三軍進めし五
丈原頭︑ はかなく露と消えしかど︑
しょかつこうめい

﹇梅雨﹈︵名︶1

其の名はくちせず︑諸葛孔明︒
つゆ

十価2

綱を次第々々にくりもどすと︑

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

︿略﹀︑運の悪い時には悪いも
︿略﹀︒

五738

ので︑其の年のつゆに︑又土手がく

鯨は刻一刻船に近よって埋る︒しか
望遠鏡で見ると︑太陽の表

しまだなかなか勢が強いので︑︿略﹀︒

十︻210

面は全部が一様にかgやいてみるの

道ばたや土手にさいてみるの

はこぼれ種であらう︒しやうの強い

ではなく︑光の強い部分もあれば弱
若し裁判が無いとしたら︑

い部分もあり︑︿略V︒

十一227

もので︑一度種が地に落ちれば︑年
馬は︿略﹀︒︿略﹀︒又力が強

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一伽7図

心とは︑強く人々を感動せしめしに

人々相互の事がはてしなく行はれて︑

や︑︿略﹀︒

いので︑荷物をつけたり︑荷車をひ

がしこい者が勝つことになるであら

十一23第一課太陽︿略﹀︒光の

デアル︒

強きに過ぎ︑實用に適せず︒

つよみ ﹇強﹈︵名︶1 強ミ

身二︑こチミチテヰル︒

何所一二分ノスキモナク︑強ミが全

八477 大キサカライツテモ︑強サカ 八485 第十三 鷲 ︿略﹀︒ジツト止
ワシ
リ木二止ツテヰルノヲ見テモ︑︿略V︑
ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

ねばりつよさ

内に用ふるには︑大仕掛にして光力

十﹁966 かうしてみるうちに︑知識 十二川9m凶 然れどもこは今日のアー
よく
ク燈に類するものにして︑︿略﹀︑室
を得たいといふ彼の欲望は益く強く

う︒

しかも其の事は︑力の強い者やわる
大將の父は︿略﹀︑どうかし
なければならぬと思った︒

て大匠の膿を丈夫にし︑氣を強くし

八棚6

する︒

かせたり︑田や畠の耕作に使ったり

七263

年其所で花がさく︒

七176

タ︒鐵ヲ引クカが強イ︒

︿略﹀大キナ磁石ライタ．・イ

六651

つゆ

つれて︑池のたまり水が村の中へお
﹇露﹈︵副︶1

し出した︒

つゆ

強イ

九桁7㈱国母も人間なれば︑我が子
ツヨイ

モモタラウハダンダンオ

︽一・ーイ・ーク︾←こころつ

﹇強﹈︵形︶24

にくしとはつゆ思ひ申さず︒
つよ・い
強い
よい

一476
ホキグナツテ︑タイソウツヨク
ナリマシタ︒

二722タイヘンカガツヨク︑テ
シタモ大ゼイアリマシタ︒

ふり上げた棒の先が︑強い日
北風は︿略﹀︑見るからに強
さうな軍馬である︒

九皿7

光にきらりくと光る︒

九594

て︑一面に煙ってみる︒

なり︑︿略﹀︒
二732 ソコデ天子サマカラ︑ラ 九342 みねからすそにかけての若々
つよさ ﹇強﹈︵名︶3 強サ 強さ与
しいこずゑの色は︑強い日光を浴び
イクワウトイフツヨイ大シヤウ

ニ︑︿略﹀ト︑オホセツケ ニナリ
マシタ︒

四917 ︿略﹀︑早く強くなって︑か

たきを取らうと心がけました︒
五105囹 強い酒をたくさんつくれ︒

999
つら一つるぎ

つら

nVなきつら
﹇辛﹈︵形︶3

つらい

︽一

るり色の水に浮ぶルソー
︿略﹀︒

︽ーマ︾

つりこ・む

十二365国
今若草山に登りて古京の

つらぬく

つらねる

︵五︶1

つり込む

﹁御免下さい︒私は音階

﹇釣込﹈

つりさ・げる

﹇釣下﹈︵下一︶1

て参りました︒﹂

つる
其の壼がく所皆鶴にして︑

筆勢非凡︑丹青の妙言ふべからず︒

十一467図

十一472図 ︿略﹀︑十日鯨りにして︑

其の後又夜更けてうかゴ

ふすまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

十一474図

﹁今日かき給はん鶴の

ひ見れば︑今度はひぢを張り︑足を
ふ
のべ︑手を口に當てて鶴の臥したる

様をなせり︒

姿はかやうなるべし︒﹂

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑

よっと耳に當ててから︑ガラス戸棚
つり床

十一481三見の一言を聞くや︑圭旦師
﹇釣床﹈︵名︶3

︿略﹀︒

候ハ次第二暖ク︑︿略﹀︒

七二1図書ノ長クナルニツレテ︑氣

﹇連﹈︵下二︶2 ツル ︽ーレ︾

つ・る

︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな
がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり

εうちつれゆく

すると乗員は︑一せいに飛起

八17

林の中へはいると︑︿略V︑日

るうめもどき

つるうめもどき ﹇蔓梅擬﹈︵名︶2 つ

テ︑氣候八次第二寒シ︒

これから荒聖が雨のやうに下 七佃2図 く略V︑夜ノ長クナルニツレ

つり舟

敵は高いやぐらのある大船︑

﹇釣船﹈︵名︶1

つるがをか

つるうめもどき

當りのよい所には︑つるうめもどき

八3図

が美しい實をならべてみる︒
つる

こっちはつり舟のやうな小舟であっ

﹇蔓﹈︵名︶1

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

つるがをか

まんぐう

ひめ

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

みなもとのよりとも

つるぎ

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

﹇剣﹈︵名︶7

つるぎ

劔←

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

六576

めました︒

を奉納する事になって︑舞姫をあっ

ほうなふ

六508

︿略V︑うつぼかづらといふも つるがおか ︹地名︺2 鶴岡 鶴岡

つた︒

茶屋のおばあさんに尋ねると︑

つる﹇鶴﹈︵名︶6鶴鶴

五六寸の細長い袋をつるしてみる︒

のがある︒葉の先からつるを出して︑

十醜4

つる

た︒

六806

つりぶね

一定の場所に納められる︑︿略﹀︒

る︒それにつれて︑つり床は正しく

九6210

きて︑手早くつり床をく＼る︒

九628

床の間をぬって行く︒

九626

つりどこ

の中につり下げた︒

時計師は仕上げた時計をち 十一475図園

つり

家ですが︑面白さについつり込まれ

十二395園

島︑湖畔に連なる緑樹・白壁︑︿略﹀︒

十二擢6図
田園の間に東西に走る三筋の路は︑

跡を展望すれば︑︿略﹀︑遠く連なる

イ︾

つら・い

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

﹇貫﹈︵四・五︶2

はしを造ったものであるが︑︿略﹀︒

つらぬ・く

だん

とゴろく砲音︑飛巡る揮

つつ

貫ぬく ︽ーク︾
ぐわん

八978薄才

丸︒荒波洗ふデッキの上に︑や
︿略﹀︑市街の中央を東西に

みをつらぬく中佐の叫︒
十一597

﹇連﹈︵下一︶1

貫ぬく幅六十間の大通は︑︿略﹀︒

つら・ねる

街路をさしはさんで大商店
つり

︽ーゲ︾

下げる

ふ

十二佃6図 更に首を回らして南を望
た
めば︑︿略﹀︑其の南に一きは高く多

十二598

十一一悩5

これからが世に恐しい青の

重重・吉野山の山々連なるを見る︒

︿略﹀︒

九π1園 十六のお前が︑旅費も乏し
もあらう︑又つらい事もあるであら
うが︑︿略V︒

九欄2 職地ではいろくつらい事も
あったが︑︿略V︒

十一槻5 こんなところで毎日働いて
びやうぶ

うて連なる屏風のやうな絶壁をた

連なる

つらく思 ふ に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

﹇ 連 ﹈ ︵四・五︶7

よりに︑見るから危げな数町のかけ

くさり戸である︒それは山國川に沿

つらさ

みる人たちは︑どんなにつらいこと
﹇辛﹈︵名︶1

であらうと思った︒

つらさ
︿略﹀︑ 始 は 近 在 の 小 弓 店 へ ︑

毎日々々︑降っても照っても︑おろ

九518園

しに歩き廻ったものださうだが︑其
のつらさはとてもお前たちにわかる
ものではない︒

十一枷1図

つらつら ﹇熟﹈︵副︶1 つらく
と︒

つらな・る

︽ーネ︾

﹇釣﹈︵名︶2

それから二三日たって︑

うらしまが舟にのってつりを

三413

つり

が軒をつらね︑︿略﹀︒

九987囹 ︿略﹀︑いつれおとらぬ高山 十一98

︽ーッ・ーリ・ール︾

が︑南から西へ連なって︑互に雄姿
を競ってゐます︒

が 大 浪 の や う に 連 なり︑︿略﹀︒

十一618 右手には遠く旦難境の山々

してゐますと︑︿略﹀︒
舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

うちの前には小川が流れ︑ 十冊3
つりも出來るし︑およぎも出來て︑

五303圃

︿略V︑寒した＼る街路樹が目もはる

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

十二3110国 世界最美の街路といはれ

かに連なってゐます︒

つるぎだけ一つれる

1000

くさなぎのつるぎ
︽ーシ︾

つれ

﹇▽さんにんつれ

連行く

つれだちいそぐあ
1

つ

る・おつれもうす・おつれる・ひきつ
れる

それでもまだあかちゃん

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家來

︿略﹀︑先生が知らない生徒を

おひるすぎおかあさんにつれ

一人つれてお出でになりました︒

作太郎は父につれられて︑は

られて︑買物に行きました︒

五632

いよく其の年になって︑庄

じめて町へ行きました︒

屋は普請方をよそからっれて來た︒

ふしんかた

五708

五771 ︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ

あべのむねたふ

八月太郎義家が虚日安倍宗任

よし

れて里へ編ってみた︒

まん

をつれて廣い野原を通りますと︑

五794

︿略VQ

二階にもつきさうになったので︑わ

五876国其のうちに︑どうやら水が

これが萬じゅの姫で︑木曽に

たしは正男をつれて物ほしへ出まし

た︒

六572

かまくら

住んで居りましたが︑︿略﹀︑うばを

萬じゅは其の夜ひそかにうば

つれて︑鎌倉をさして上りました︒

をつれて︑石のらうをたつねました︒

六605

いちもくさんにかけて行ったが︑間

そのおれいにりゅうぐ 八55 第二犬ころ く略V︒二匹は

もなくかはいらしいのを一匹つれて

つれていって上げませう︒
ハオモ

來た︒

ワニザメハ﹁ソレ

四134

カマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒
八862 ︿略﹀黒い服を着た先生が︑
四302 正太郎が犬をつれて︑山 女生徒を一人つれて︑はいって來ら
道を通りました︒
れた︒
四923 けれどもかたきのくどう 八935それから先生は︑僕等を一年

白カラウ︒﹂トイツテ︑ スグニナ

うへ

三417園

つれていきます︒

をしておかあさんのところへ

がなくときには︑︿略﹀︑だっこ

つるはしの音がこつつりく 三142

掘返し始めた︒

十8210

をつれて居ます︒

五31

ツレ出ス

1 つれだつ

︽ーシ︾

﹇連立﹈︵五︶

五226

︽ーチ︾

つれだ・つ

シタ︒

三85 二三日タツト︑オヤドリ
ハヒヨコヲニハ
ヘ ツレ出シマ

き
二かいのまどに萬國旗がつる づれだ・す ﹇連出﹈︵五︶1

米をつくのに︑上にもうす

上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

五463園

枝につるしたぶらんこ遊︒

五322圃本のおさらひすました後は

してあって︑︿略﹀︒

五116 ︿略﹀︑みことはこしのつるぎ 五231
をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り
になりました︒

五121 尾をお切りになった時︑つる
ぎのはがこぼれました︒

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

五123 ふしぎに思って︑尾をさいて
︿略﹀︑うつぼかづらといふも

がくかうへ

十二5

ねおとと︒

り出ました︒

のがある︒葉の先からつるを出して︑

く略V︑つつみかかへて

五六寸の細長い袋をつるしてみる︒

三291圃

五424 尊はかみをといて︑女のすが

五124 これはめづらしいつるぎだ︒

﹇連行﹈︵四︶

﹇連﹈︵下︸︶4一

みながら︑︿略V︒

つ・れる

ツレル

之を他の家に連行き︑大勢にて取園

十二864図
土人等林藏を珍しがりて

︽ーキ︾

つれゆ・く

十伽8図艦首につるしたるくす玉ぱ
つとわれて︑︿略﹀︒

﹇鶴嚇﹈︵名︶5

つるはし

たになり︑つるぎをふところにかく
して︑其の家の中へおはいりになり
つるはし

て︑かついで來たつるはしを下へ置

十391 ︿略﹀︑兄は﹁︿略﹀︒﹂といつ

ました︒

を出して︑たけるのむねをおつきに
いた︒

五434 此の時尊はふところのつるぎ
なりました︒
いなむら

やりがだけ

り取ったあとを元年よくつるはしで

十二252図翻 七里が濱のいそ傳ひ︑ 十4110 さうして兄は︿略﹀︑父のか れる 連れる ︽ーレ︾﹇▽うちつれ
稻村が崎︑名將の 劔投ぜし古戦

場︒

つるぎだけ

つるぎだけ ︹地名︺1 劔岳
つるぎだけ

つるはしの先がきらりと光る︒

のりくらがだけ

九986単位︿略﹀︑遠くには槍岳・穂 聞える︒
十836

何時力私ノウチノツルベノ金

ツルベ

高岳・乗鞍岳・立山・劔岳・白山

七509

つるべ ﹇釣瓶﹈︵名︶一

又つるはしをふり上げる︒

つる草

十838

﹇蔓草﹈︵名︶2

など︑いつれおと ら ぬ 高 山 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

つるくさ

十一388 なたや鎌などでつる草を彿

つるりと
︿略﹀︑信作の馬はつまついて︑

︵副︶1

タガガコハレ目時︑︿略﹀︒

八98

つるりと

ひ︑下枝を泣落し て 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

なく繁茂し︑其の根本には︑つる

十﹁佃7瞬国 森林には大木すき間も

前足を折った︒信作はつるりとすべ

くわん

草・灌木など思ふま＼にはびこり

り落ちて︑其のはずみに︑ころく
と池の中へころげこんだ︒

居候︒

つる・す﹇吊﹈︵四・五︶5つるす

1001
つんぼ一て

んく多くなって來た︒

て・ひとで・ふたて・みぎて・やま

て・とりて・のりて・ひきて・ひだり

て・りょうて

て・やまのて・ゆくて︒よせて・よみ

ターといふ神託が︑それを見て︑

んく暗くなり︑今にも消えさうに

夜が更けるにつれて燈がだ

﹃︿略﹀︒﹄と︑すぐに親子の者を天へ

なった︒

十一694

連れていって︑大熊座と小熊座にな

生の教室に連れて行かれた︒

八柵1囲 もし天氣がよかったら︑三
さったのださうです︒

イヒマス︒

小サナテヲダシテ︑ウマウマト

二264 ︿略﹀︑ミヨチヤンハ︿略﹀︑

郎さんを連れて︑お書前にいらっし

こ＼は加工場である︒調べ

圓板が車輪のやうに廻ってみる︒

かはの廻るにつれて︑石や木や金の

普通受書鳩を使用する方法は︑ 十一悩4

やい︒

十5510

一定の飼養所から他の土地に連れて

八三1 そこで大寒が四五歳の時から︑
大阪の父はうす暗い中に大將を起し
行って︑飛編らせるのである︒
かんかう

せんがくじ

て︑︿略﹀泉岳寺へよく連れて行つ

王は︿略﹀︑自分は百人の

三147囹 ﹁おまへはてのゆびの
なをしってゐますか︒﹂
十二661

三196囹﹁それではてもあしも

龍山はもと漢江にのぞんだ

家來を連れて月代りに三人の娘の許

十769国

に身を寄せ︑︿略﹀と決心した︒

た︒

小さな町であったが︑京城の獲澄す

すると大腰の 父 は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

十二71一

八佃2

るに連れて次第に廣がり︑爾方が町

︿略﹀︒

ゴハンヲタベルトキニ︑

ハシヲモツ方ノ手鞠右デ︑

三354

た︒

大きな手であたまをなでまし

三346 ︿略V︑五一ちいさんはく略﹀︑

らひ︑︿略﹀︒

三305魍 あねは手ばやくをを
たてて︑ 小川の水で手をあ

ないでせう︒﹂

潔きになって︑︿略﹀︒

リや王は百人の家來を連れ

といって︑七二を井戸端へ連れて行

そこでコーデリヤは夫に請

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ
た︒

︿略﹀造船部長の指揮につ

れて吹く進水主任の號笛を合圖に︑

十二731
渡った︒

生きた枝でも枯れた枝でも︑ うて共々に家來を連れてイギリスに

其のま＼にしておくと︑木が太るに

家來は︿略﹀リや王を見附

テ

て

ら︑つんぼのまねをしてね︒﹂

﹇手﹈︵名︶96

手←あい

きて・しもて・そうだんあいて・とっ

かきて・かたて・かみて・くまで・さ

うらて・おおで・おんなで・かいて・

て・あらて・いて・うえて・うって・

て

︿略V︑オケイコノトキア

三368︿略﹀︑左ノ手ニオモイ
モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒
三475 東ヘムイテリヤウ手ヲ

ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒

二持ツトキニハ︑カラダヲ左

三367又オモイモノヲ右ノ手

ゲルノハ右ノ手デス︒

三365

七907園 ﹁あ＼︑さうです︒それか 三355 ゴハンヲタベルトキニ︑
︿略﹀︑チヤワンヲモツ方ノ手
ハ左デス︒

つんぼ

立ちこめた砲煙の薄れゆく つんぼ ﹇聾﹈︵名︶1 つんぼ﹇▽かな

けて︑コーデリヤの許に連れて來た︒

十二734

︿略V︒

十一664

其のうちだんく人智が獲

につれて︑先つ目に入ったのは︑

十一586

其虜が節になるのだといふ︒

つれて其の枝を包んで行くために︑

十一3910

着々と進み行く進水作業︒

二君1図

つて︑着物をぬがせて︑頭から冷水
を浴びせかけた︒

ニハ︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

九172 保護色ヲモツテヰルモノノ中
ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ
ナ色ニカハルモノモアル︒

九345 ︿略﹀︑そよくと吹く風につ

れて︑若葉のにほひがひしくと身
にせまって量る︒

九576後の山がだんだん低くなるに
わら
つれて︑前の萎藁の山が見るく高
くなる︒

達するにつれて︑木片と木片をこす
りあはせて火を得る法をさとるやう

九6210 これから號令が雨のやうに下
る︒それにつれて︑つり床は正しく

それから少し進むと︑石や

になった︒

十一6610

一定の場所に納められる︑すべての
窓や出入口は開かれる︒

金を打合はせて火を出す法を考へる
やうになった︒此の方法は︿略﹀︑

九681 汽車が進むにつれて︑關東平
野はだんく夜の景色にかはって︑

マッチの使用が廣まるにつれてすた
つて來た︒

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

十一674

︿略﹀︑時代が進んで燃料の

︿略﹀︒

九767 私は叔父さんに連れられて宿
に着いた︒

九925園 ところがめぐみ深いジュピ

て

て一て
1002

ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ
南デ︑左ノ手ノ方が北デス︒
三476︿略﹀︑右ノ手ノ方が南
デ︑左ノ手ノ方が北デス︒
三572ずんずん手が上って︑の
ちには名高い書手となりまし
た︒

出シマスト︑︿略﹀︒

みよ子はささの小えだ

六鎚6

﹁︿略﹀︒﹂と︑親子は手を取合

︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

つて泣きました︒

六654

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ
シテ拾ヒバジメタ︒

︿略﹀︑人の手にすがって︑こ

はこはすべる者もある︒

六788

た︒

六878

いて︑ぺろくとなめる︒
︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

八51

︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手

とを見てみる︒

八169

が届かうとした時︑ふみ外して軒下
へどうと落ちた︒

もし手なくば︑我等は如何
に不自由ならん︒

象の鼻は手の用をなすもので︑ 八28！図

﹁︿略V︒﹂と⁝三口って︑敵はあち

﹁お庭先の御門を守る者が

︿略﹀︑喜んで僕の手にとびつ

合へ︒

八374

︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

手はずべて仕事のもとにし

き︒

﹁早手に持っていらっしや

るのは︑みんな切符ですか︒﹂

八786囹

信吉は︿略﹀︑娘の手をはな

して︑頭の先から足の爪先までなが

八867

信吉は︿略﹀︑磨接室に待つ

めたが︑︿略﹀︒

八954

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

或時︑口・耳・目・手・足等

におじぎをした︒

が申し合はせて︑胃に穿っていひま

八995

すには︑︿略﹀︒

手は食物をロへ入れることを止め︑

八㎜5 さうしてそれから後は︑︿略﹀︑

︿略﹀︑美しい海底のありさ

足は食堂へ行くことを止めました︒

九83国

しかし此の自信といふ學問

まが手に取るやうによく見えます︒

は︑︿略﹀︑三代か＼つても︑まだ全

九232園

く手の着かない事が少くなかった︒

若葉の色を下に投げるのか︑手もう

九3210 ︿略﹀十時過ぎの日かげが︑

やうやく清水まで來て︑手の

す緑︑足もうす緑︑︿略﹀︒

九353

切れるやうにつめたいのを二三ばい

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

やがてレマン將軍は︑萬感

つゴけ様に飲んでみると︑︿略﹀︒

これ女︑其の手を放せ︒

九387図
八379園

軍のおきてにしたがひ

他日我が手に受領せば︑︿略﹀︒

九454図 ︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ

て︑

九433図圃圏

劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

手をかす人もあらざり

身なりいやしき

手を放した女が實母にきま
つた︒

老婆には︑

八564図囲

く略V︑

八382圏

いて手を放しました︒

わっと泣出しますと︑實母の方は驚

︿略﹀︑子どもがいたがって︑

て︑爾方から子どもの手を取って引

八366囹其の子を二人の眞中に置い

いふなり︒

の足らずといふは︑働く人の少きを

八292図︿略﹀︑いそがしき時に︑手

て︑︿略V︒

八291図

むるも︑手の働なり︒

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし

八289図

夫の田畑を耕すも︑鞍手の働なり︒

自分たち程の子どもが出て來 八286図 ︿略﹀︑船頭の舟をこぎ︑農

實に力がある︒

て︑象の前足にだきついて見せた︒

六883
子どもの手がやっと合ってみた︒

うちの人はみんな知らずに居

るから︑一つ取って行って見せよう

六川6

獅子はく略V︑たてがみを

と思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

七323図

ふるひ︑四足をのばして後︑しっか
水になれた人夫の肩に乗るか︑

に近よりて武士の手をなめたり︒

七631

どは皆手の働なり︒

三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ 六877 みんな手をうってかっさいし 八279図取る・拾ふ・握る・持つな
三618
を手にもって︑︿略V︒

たいそうよくなれて︑私

の手からゑをたべるほどに

四681
なって居ました︒

四928 ︿略﹀︑長い間つけねらひま

したが︑手を出すすきはあり
ませんでした︒

五372 一匹は目に︑一匹は口に︑一
匹は耳に手をあててゐます︒
︿略﹀︑﹁しばらくお待ち下さ

手をひいてもらふかして渡るのでご

い︒申したいことがあります︒﹂と

五444

いひました︒尊は手をおゆるめにな

しばらくして︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ざいます︒

八47

う︒﹂

ございません︒某の手で固めませ

七撹8医

の肩に手をかけて︑﹁︿略﹀︒﹂

こち見まはしましたが︑おばあさん

七916

つて︑財布の中に手を入れました︒

七701

りました︒

五983 熊は死人には手を着けないと
聞いてみたからでございます︒

だよ︒其の手でぐみをたべてはいけ

六154園 ﹁あ＼︑それは紅茸だ︒毒
ない︒﹂

六616 萬じゅがかけよって︑らうの
と び ら に 手 を か け ますと︑︿略﹀︒

を入れて︑︿略﹀︒

六621 萬じゅはとびらのすきから手

1003
て一て

馬が他人ノ心月渡ランコトヲ恐レテ︑
箏ヒテ盲同キ償ヲツク︒

を廣げて︑︿略﹀︒

九555園 それからだんく商費の手
九584 仕事は水入らずの三人の手で︑
げん

ずんくはかどって行く︒

﹁かうしてみんな手をそろ

木のやぶへはいって行った︒

十435園
ぱ

へて働けば︑翠黛の秋はもう眞白な

俵あむ手のいそ

父は暦を持って來て︑

ばしたりして︑出護の號令を待つ︒

十一889

﹁︿略﹀︒﹂かういって弟の手に渡し
た︒

燈が蓋きると翌朝すぐ手に

大勢の人々が熟したる

取れるやうに︑まくらもとの壁際に

十一998
置く︒

コーヒーの實を手にてこき落し︑

十﹇欄8國囲
柱

て・こうして・ここにおいて・さだめ

さねて・かねて・きわめて・けっし

て・しいて・しかして・したがって・

しゅとして・すぐれて・せめて・そう

ては・どうして・どうしても・とって

して・それにつけても・ついで・つい

て・ひいて・まして・もって・よっ

かえす・において・はじめて・はたし

一舛3

サルガミツケテトリマシ

て・よりて・わけても・をもって

ハチガキテ︑ナクワケヲ

コガニガナイテヰマシタ︒

タ︒

一155

一153

を引っかけ︑︿略﹀︒

今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑虜々に手を加へて耳芝を改めて
何心なく手に取りて眺め

はみるが︑︿略﹀︒

十二佃8図

ユ

テ

て←あらためて．

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

︵軽挙︶姻

マス︒

ハチガキイテオコリマシ

クリモキイテオコリマシ

ウスモキイテオコリマシ

ウスガオチテキテ︑サル

ウスガオチテキテ︑サル

スズシイカゼガブイテ︑

マサヲガソバデミテヰ

ネエサンガジヲカイテ

ニイサンガエヲカイテ

一227

ヰマス︒

一224

ヰマス︒

Q

ヨイココロモチデス︒

一206

ヲオシツケマシタ︒

一19一

ヲオシツケマシタ︒

一19一

タ︒

一166

タ︒

一164

タ︒

一162

タヅネマシタ︒

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん
︒ベートーベンはひく手を

コーデリヤは父の手を取つ
ございます︒﹂

て泣きながら︑﹁其のコーデリヤで

十二753

止めた︒

十一一423

だ︒

これも逃しては大酔と︑い

浮きばり・毛ぼりの

父と母とに暇を告げて︑

︿略﹀︑

蕎変の花で︑此の地面が埋まってし

ぞ

まふのだ︒﹂

十893図團
がしげなる
︿略﹀︒

︿略V︑汽車が海岸を走るので︑十川5図圃

が近くを警戒してみる︒

九612 舷門には︑銃を手にした番兵
九7510

︿略﹀秀吉は︑持ちたる

十ニー21

︿略﹀︒

にけたに︑

巧

をきはめ︑︿略﹀︒

振るひしのみのて

陸奥湾の風光が手に取るやうに見え

租界といふのは居留地の一

に入りぬ︒

︿略﹀︑十年一日の如く黙々

としてのみの手を休めない僧の根氣

十二柳6

砲手はく略V︑手で顔をお

十二柵9

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑ とを見た村の人々は︑︿略﹀︒

で記してある︒

十﹇369

十一584

たる様をなせり︒

足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

十一473図

ふ

﹁︿略﹀︒﹂とおとうさんの手

十二794 漁夫はめいく手に ちや
と手を打って喜び︑︿略﹀︒
かぎ
十一316庭井國の首は終に清正の手 うつつの鈎を持ち︑狂ひ廻るまぐろ

箸を投捨てて︑﹁すは勝つたるぞ︒﹂

十一273図

て︑自治制を布いてみる庭である︒

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

十﹇92

をかけた︒

十備6 砲手はく略V︑其の引金に手

た︒

九957園 眞夏の日中でも︑杖を握つ
てるる手などは︑何時の間にかつめ
たくなってしまひます︒

九櫛6 北風は︑主人の手がかうして
くびすぢにさはるのが何より好きだ
つたから︑︿略﹀︒

い︒

九柵6 中尉の手はじっとして動かな
九宙10 大尉は之を讃んで︑思はずも
涙を落し︑水兵の手 を 握 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

げて敬禮して︑︿略﹀︒

九柵7 水兵はく略V︑やがて手をあ

十19図水屋の水に手を清め口をす
すぎて南神門を入れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

其の直で責渡すといふあひつに手を

ほって大砲の上につつ伏した︒
︿略﹀︑何時の間にか年を

て

あわせて・いたって・おして・おっ

一

十214国さうして︑︿略V︑掛の人が
打って︑取引が成立ちます︒

十一756園

とってしまって︑古事記に手を延ば

十219国 二年の年月苦勢して育てて
來たものが︑急に見ず知らずの人の

すことが影干なくなりました︒

手や足の感傷を曲げたり延 て・かえって・かくして・かくて・か

手に渡ってしまふの だ か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十414 やがて父は︑鎌を手にして雑 十一839

Q2

て一て
1004

一232ホタルガトンデヰマス︒
ツテヰマス︒

一242ハスノハニツユガタマ
一255 ツボミモタクサンツイテ
ヰマス︒

マス︒

イテ︑

一バンオホキナオニ

ニム

一一

シテヰマスト︑︿略V︒

﹇453

ガレテキマシタ︒

ヒロツテカヘリマシタ︒

タ︒

イロイロナハタガカゼニ

コガウマレマシタ︒

テ︑ナカカラオホキナヲトコノ

イデス︒

チカラヲイレテ︑一シヤウケンメ

一302園ナンバヰルカ︑カゾヘテ
﹁497園

ナリマシタ︒

ホキクナツテ︑タイソウツヨク

二47

オチヨガオキヤクニナツ
オハナハオチヨヲザシキ

﹁ソレナラヤルカラ︑ツ テキマシタ︒

二6一

サンサイテヰル︑小サナキイロ
マタキリツケルト︑トビノ

イキクデス︒﹂

ニー23

イテ︑ベンケイノナギナタヲウ
ベンケイハトウトゥカゥ

チオトシマシタ︒

サンシテ︑ウシワカマルノケライ

ニー25

ニナリマシタ︒

V

ソノサカナモホシクナツ

︿略﹀︒

︿略V︑クハヘテヰタサカナ

ヘオチテシマヒマシタ︒

クハヘテヰタサカナハ︑川ノ

一452 オバアサンガセンタクヲ
カ
ヒマシタ︒
テ︑ワント︸コエホエマシタ︒
﹇535 オニドモハカウサンシテ︑ ニー54 ホエルト︑ロガアイテ︑
︿略﹀︑オホキナモモガナ ダイジナタカラモノヲダシマシ

P4

瑚夢駆ザワ・駒・落・こ動

クルクルマハツテ︑

ヒラスレバ︑︿略﹀︒

ニ226カ
圏ゼニフカレテ︑

ノス ニカカリ︑︿略﹀︒

ハ︑

ヒラ

クモ

ニ224︿
圏略﹀︑トンデキタ木ノ

トンデキ三木ノ
ハ︑︿略﹀︒

二223圏ドコカラキタノカ︑

イツテミマセゥ︒﹂

二216三
園略﹀︑アノ木ノ下へ

二206圏サガシテミマセウ︒

チテヰマス︒

二205園︿略﹀︑キツトクリガオ

ノヤウデス︒

一メンニアカルクナツテ︑

アカルクナツテキマス︒

マツノ木ノアヒダガダ

月ガデハジメマシタ︒

ネエサン︑デテゴランナサ

一シヨニ ウタツテヰマス︒

子ドモが大ゼイ︑オモテ

カヘツテキマス︒

人ガボツボツタンボカラ

マシタ︒

川ノナカヘオチテシマヒ

︿略﹀︑クハヘテヰタサカナ

，ン月τへ夕，．1＾

﹁293ヤマニハ︑キガウエチア 一456 オバアサンバソノモモヲ 二27
リマス︒

一465

ヒラヒラシテヰマス︒
︿略﹀︑モモガニツニワレ R6 ゴランナサイ︑ミンナガ

一297カバニハ︑ハシガカケテ
アリマス︒

ゴランナサイ︒

ス︒

一 3 2 2 ヒ ノミノカネガナツテ

オハナトオチヨガオキヤ

ヰマス︒

イテコイ︒﹂

クアソビヲシテヰマス︒

︻324
ピケシガトンデイキマス︒

﹇341
ガンガトンデキマス︒

ケライニナリマシタ︒
ケライニナリマシタ︒

キジモダンゴヲモラツテ︑

﹇51一

トンデキマス︒

一513

ツイテミマ

一366
ナンベンモカキナホシテ︑

スト︑︿略﹀︒

ヘ

ニ イ サ ン ニ ミセマシタ︒

ノテツ ノ
﹁516︿略﹀︑オド
ニモ︑
モンヲシメテ︑ シロヲマモツ

ドニモハテッノ
﹁517︿略V︑オ

テヰマス︒

ヲチピサクシテ︑モウー

木ニマダナンバトマツテ

ハシノウヘヲトホリマシタ︒

ニー42犬ガサカナヲクハヘテ︑

ヰマセゥカ︒

ニー36

十バトマツテヰマシタ︒

木ノエダニ︑コトリガ

イ︒﹂

ラ︑ハ

モモタラゥ
バカタナヲヌ

モンヲ
ヤブツテ セメコミ

モンヲシメテ︑ シロヲマモツ
テヰマス︒

カイテゴランナサイ︒

﹁52一

ペン

ゴラン ナサイ︒

一376︿
囹略﹀︑モウ︸ペンカイテ

一532

マシタ︒

ニアカリガツイテヰ

一386
オチヨサンノウチデハ︑

オザシキ

ニー33

﹇375ハ
園ナハソレデヨイカ

オニガシマ

一372
﹁園
ニイサン︑ミテクダサ

︿略﹀︑十パ

一346ガンガトンデキマス︒

マス︒

トビグチヲカツイデイキ
︻326

一50一 イヌヲケライニシテイ ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ
キマスト︑サルガキマシタ︒
ヲダシマシタ︒
一504 サルモダンゴヲモラツテ︑二84園 ﹁ソノツギハ︑アノタク

一475 モモタラウハダンダンオ 二44

一301囹アヒルガオヨイデヰマ

一一

1005
て一て

二232圃ドコカラキタノカ︑
二272園

イヒマス︒

コノゴロナカマノモノ

大キナスズヲネコノ

ニツケテオイテ︑︿略﹀︒

二304

﹁︿略V︒﹂トイツテ︑ミンナ

ウマ

二352囹

﹁オソナヘノモチヲマ

トニシテ︑イテミマセウカ︒﹂

サウシテムリニ犬ヲナカ

セテ︑ソコヲホツテミマシタガ︑

︿略﹀︒

オヂイサンバ ハラヲタテ
テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ

シタ︒

二443

︿略﹀︒

セテ︑ソコヲホツテミマシタガ︑

﹁オソナヘノモチヲマ 二437
﹁モチハ︿略﹀︑イテハ

トニシテ︑イテミマセゥカ︒﹂

二352園
二357園

イケマセン︒﹂

トモダチハ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ト

メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

二36一

サンモツテヰタ人ガアリマシ

ツテヰマシタ︒

一ピキカツテ︑タイソウカハイガ

ヨイ

オヂイサン

シタガ︑︿略V︒

バ

︿略﹀︑

二465サウシテ米ヲツイテミマ

タQ

ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ

二455ヨイオヂイサンバソノ木

ナマツノ木ヲウエマシタ︒

犬ヲウヅメテ︑ソノ上二小サ

二446

ウエマシタ︒

ソノ上二小サナマツノ木ヲ

ウカナシガツテ︑犬ヲウヅメテ︑

ヨイオヂイサン上田イソ

テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ

タ︒

ワツテ︑玉高クベテシマヒマシ

二417ヨイオヂイサンバ犬ヲ 二471又オコツテ︑ソノウスヲ

タ︒

︿略﹀︑トリヤケダモノヲ

︿略﹀︑タイソウカハイガツテヰマ

タ︒

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ

二472又オコツテ︑ソノウスヲ

タ︒

ヨイオヂイサンガソコヲ 二471又オコツテ︑ソノウスヲ
ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ
ワルイオヂイサンバソレ

二437サウシテムリニ犬ヲナカ

マシタ︒

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ

二434

ホツテミマスト︑︿略﹀︒

二427

シタ︒

︿略﹀︑トリヤケダモノヲ

イコロシテ︑オモシロガツテヰマ

シタ︒

二347
ヒマシタ︒

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

アル日トモダチニユミ

イコロシテ︑オモシロガツテヰマ

二345

シタ︒

二345

二446

リニナツテ︑パツトトンデイキ
ハ︿略﹀︑

シタ︒

アタルト︑モチ

マシタ︒

二364

パツトトンデイキマシタ︒

マツクロナ目ヲシテ︑コ

二396 マツクロナ目ヲシテ︑コ
チラヲニランデヰマスQ
二397

ワタクシハネエサンニ︑

チラヲニランデヰマス︒
スルト年トツタネズミガ︑ 二402

カンシンシマシタ︒

二294

ドウデセウ︒

二292園︿略﹀︑ソノオトガキコ
エタラ︑ニゲルコトニシテハ

シテハドウデセウ︒

クビニツケテオイテ︑ソノオト
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ

二287園大キナスズヲネコノ 二364 アタルト︑モチ半白イト 二444 オヂイサンバ ハラヲタテ

クビ

二286園

二28一 ソノトキーピキノ子ネズ
ミガマヘヘデテイヒマシタ︒

︿略﹀︒

ガ︑ネコニトラレテコマルガ︑

トンデキタ木ノハ︑ ︿略﹀︑ ク

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

モハムシカトヨツテクル︒
二234圏ドコカラキタノカ︑

ヒラヒラマツテキテ︑︿略﹀︒

二235圏︿略﹀︑トンデキタ木ノ
ハ︑

二235圃︿略﹀︑ トンデキタ木ノ
ハ︑ ヒラヒラマツテキテ︑ イ
ケノ上山オチテ︑︿略﹀︒

二236圃︿略﹀︑イケノ上ニオ

ナミニユラレテ︑

チテ︑ ナミニユラレテ︑ ユラユ
︿略﹀︑

ラスレバ︑︿略﹀︒

二237圏
ユラユラスレバ︑︿略﹀︒

二243圃︿略﹀︑コヒバエサカ
ミヨチヤンガイマオカア

ユキデウサギヲコシラヘテイ

U

トウイテクル︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタノデ︑ミン

ハ︿略V︑

︿略﹀︑田ヤハタケヲタク 二416ヨイオヂイサンバ犬ヲ

サンニダカレテ︑オチチヲノン

ミヨチャン

ワタクシガアヤシテアゲ

二335

タダキマシタ︒

Q

S ︿略﹀︑ミヨチヤンバカハイ

︿略﹀︑ ミ ヨ チ ヤ ン ハ ︿ 略 ﹀ ︑

小サナテヲダシテ︑ウマウマト

二265

シテ︑ウマウマトイヒマス︒

イカホヲシテ︑小サナテヲダ

一一

ウマトイヒマス︒

ルト︑

一一

ヤンノオモリヲシテアゲマス︒

二26一 ワタクシハ マイ日ミヨチ

ヲノンデヰマス︒

二247 ミヨチヤンガ︿略﹀︑オチチ

ナダマツテシマヒマシタ︒

一一

デヰマス︒

Q4
Q6
Q6

二474 ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ
キマシタ︒

二474 ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ
キマシタ︒

二482 オヂイサンバヨロコンデ︑

ソノハヒヲザルニ入レテ︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト ヨ ンデアルキマシタ︒

入レテ︑﹁︿略﹀︒﹂トヨンデアル

二483 ︿略﹀︑ソノハヒヲザルニ
キマシタ︒

二487 オヂイサンバヨロコンデ︑
︿ 略 V ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂トヨンデアルキマ
シタ︒

トノサマガオトホリニナ

ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセニナリ

二492
マシタ︒

ハヒヲマキマスト︑カレ

二494学事ヲサ下山テミヨ︒
二497

木二丁ガサイテ︑一飯ンニ花
ザカリニナリマシタ︒

二505﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナツ

テ︑ゴホウビヲタクサンクダサ
イマシタ︒

ハナシヲキイテ︑︿略﹀︑カレ木

二51一 ワルイオヂイサンバコノ

ニノボツテ︑トノサマノオカヘ
リヲマツテヰマシタ︒

ノコツテヰ外学ヒヲカキアツメ

二512 ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

テ︑︿略﹀︒

二513

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

ノコツテヰタハヒヲカキアツメ

Q

イツモアナタニツイテヰ

二583︿略V︑日や月ガデテヰ

マスガ︑︿略﹀︒

一一

黶@ソノゥチニ︑トノサマガ

オトホリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

オホセニナリマシタ︒

こ︑

﹁︿略V︒﹂トイツテ︑ワルイ

ヨ︒﹂

二522園﹁モウ︸ド花ヲサ一曹
一ア

二535

オヂイサンハトウトウシバラレ
テシマヒマシタ︒

コンヤ

モ

マ

︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ

﹁ヲヂサン︑

トウトウシバラレテシマヒマシ

二536
タ︒

二543園

タカゲエヲシテ見セテクダサ
イQ﹂

R園﹁ヲヂサン︑コンヤモマ
タカゲエヲシテ見セテクダサ
イ︒﹂

テ︑天蓋﹀︒﹂

︿略﹀︒﹂

二616囹
ケマセン︒

﹁ソレナラ︑ソンナニス

ドニノンデハイ
オクスリハ︑オイシヤサ

リシテヰテ︑ヨク見エマス︒

二626私ノ目ハイツモハツキ

ノマナケレバナリマセン︒

マノォツシヤルトホリニシテ

二622園

サウ

クサンオアガリニナツタラ︑

コシヅツノマナイデ︑モツトタ

二613囹

入レテオアガリナサイ︒

二604園

コレデ︿略﹀︑センセイノ

リシテヰテ︑ヨク見エマス︒
二63一

ナンニデモスグビツクリ

モ見ルノデス︒

見セテクダサルイロイロナモノ

二657

日ニナンベンモナメテ

シテ︑カケ出シマス︒

ヤリマス︒

二663

ソノ上イハヤニコモツテ

ヰマシタカラ︑︿略﹀︒

二724

︿略﹀︑トウトウタヅネアテ

テ︑トメテクレトタノミマシタ︒
V ︿略V︑トウトウタヅネアテ

二747

ムカヒマシタQ

ニスガタヲカヘテ︑大江山へ

ニガイナラ︑オサタウヲ 二737 ライクワウハ︿略﹀︑山ブシ

ガオクスリヲノムトコロヘキ

二514 ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑
ナカツタリ︑︿略V︒
二665 オや牛ヲソトへ出スト︑
カレ木場ノボツテ︑トノサマノ
二585 ︿略﹀︑アカリガツイテヰ 子牛モツイテイキマス︒
オカヘリヲマツテヰマシタ︒
ナカツタリスレバ︑︿略﹀︒
二674 ダンダンアタタカニナツテ
キマシタ︒
T15 ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑ 二593 太郎ノオカアサンバカゼ
︿略﹀︑トノサマノ歯触ヘリヲマ
ヲヒイテネテヰマス︒
二701圃ノツテミタイナヒカウ
ツテヰマシタ︒
二593 太郎ノオカアサンバカゼ
キニ︒
ヲヒイテネテヰマス︒
二717 山カラ出テ︑モノヲトツ
二596 太郎ハイマ︑オカアサン
タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

テ︑カレ木口ノボツテ︑︿略﹀︒

T8

二553圏サア︑犬デス︒大キナロ 二626私ノ目ハイツモハツキ
﹁ヲヂサン︑ハヤクセンド

ヲアイテ︑ワンワン︒
二562園

︿略﹀︑ミンナデヤツテ

ウサンヲ口縄テクダサイ︒﹂
二571囹

ゴランナサイ︒

シユテンドウジハホンタウ

シユテンドウジハ︿略﹀︑ト

ライクワウハ︿略﹀︑タチ

シユテンドウジ丁寧コツテ

クルヒマハリマシタ︒

二766

タ︒

ヲスルリトヌイテキリツケマシ

二765

二756 ソノバンシユテンドウジ
ハサケニヨツテネマシタ︒

メテヤリマシタ︒

二753

テヤリマシタ︒

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ

二753

テ︑トメテクレトタノミマシタ︒

一一

一［

一一

一「

V4

T2

T4

て一て
1006

1007
て一て

二782 ライクワウノケライモ︑
シユテンドウジノテシタヲノコ
ラズタイヂシテシマヒマシタ︒

三17︿略﹀︑ハチハセツセトミ
ミチバタニハスミレヤタ

ッヲァッメテヰマス︒

三2一
︿略﹀︑ムギ畠ノ上白ハア

ンポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒

三23

サハヤクカラヒバリガサヘヅ
コウバノキテキガナツテ

ツテヰマス︒

三27
ヰマス︒

三31 ︿略﹀︑ケサコソ ニイサン

ヨリサキニオキテミヨウトオ
モツテ︑︿略﹀︒

三32 ︿略﹀︑ケサコソニイサン

ヨリサキニオキテミヨウトオ
モツテ︑ソツトネドコヲ出マシ
タ︒

三34︿略﹀︑ムカフノソラガウ
スアカクナツテヰマス︒

カラスガニ三バナキナガ
又一シキリキテキガナツ

ラトンデイキマス︒

三35
三43

テ︑エントツカラムクムクトマ

コウバデハモウシゴトガ

ツクロナケムリが出マス︒

三46

ハヤクカホヲアラツテ︑

ハジマツテヰルラシイ︒

三47

メンドリハ

シマヒマシタQ

ハミンナヨ

ケヲサカダテマス︒

ミデス︒

三117囲

︿略﹀︑

かは
まりとざ

お花は︿略﹀︑おつかひに

えんからおちる︒

いい子ねこ︑

れては

三126

﹁おかあさん︑あかちゃん

りうたをうたひます︒

つれていきます︒

かういって︑︿略﹀おかあさ

におちぢをのませてちやうだ

三138園

い︒﹂

三141

んのところへ

つれていき

︿略﹀︑だっこをしておか

つれていき

︿略﹀︑だっこをしておか

あさんのところへ

三141
ます︒

三142

あさんのところへ

それではあしのゆび

三174

三165囹

おちいさんはわらひなが

﹁まあ︑いってごらん︒﹂

のなをしってゐますか︒

三163園

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへてやりまし

た︒

もしろい人がゐます︒あててご

三177園﹁このはこの中に︑お

らんなさい︒﹂

ださい︒﹂

三178園﹁そのはこをかしてく

三182園﹁ふってもようございま

すか︒﹂

すか︒

︿略﹀︑二人はまつやっつ

三204 よけいにとったはうがか
ちだといって︑二人は︿略﹀と

りました︒

じのあひだをあちらこちらへ

三206

くぐってとりました︒

三207 太くてやはらかなわらび
がたくさんはえてゐました︒

三208 太くてやはらかなわらび
がたくさんはえてゐました︒

のがあります︒

三214︿略﹀︑下のはうからかさ
かさいはせてかけ上ってくるも

とってゐますと︑︿略﹀︒

三148園 ﹁おまへはてのゆびの 三212 二人がむちゅうになって
とってゐますと︑︿略﹀︒
なをしってゐますか︒﹂
三212 二人がむちゅうになって
三151園しってゐます︒

ます︒

三194園どんなかほをしてゐま

三185囹この人はどんないろ
おかあさんのおてつだひをしま
のきものをきてゐますか︒
す︒
あかちゃんがなき出すと︑ 三186園 ﹁あかいきものをきて
ゐます︒﹂
すぐそばへよって︑︿略V︑子も

いったり︑にはをはいたりして︑

三124

うちの子ねこは

テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ

ヘンナコエヲ 三102私版ガクカウカラカヘツ

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

三56
メンドリハ︿略﹀︑見テヰ

タテテヰマシタガ︑︿略﹀︒

三57
ダイテ

ルウチニ︑タマゴヲハラノ下
ニ

メンドリハ︿略﹀︑︿略﹀︑タ

マゴヲハラノ下田ダイテシ

三58
マヒマシタ︒

ムキモシナイデ︑タマゴヲアタ

三62ヱや水ヲヤツテモ︑見

︿略﹀︑タマゴヲアタタメテ

タメテヰマス︒

三62
ヰマス︒

三76 ︿略﹀︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ
テヰマシタ︒

三77 ︿略﹀︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ

ヒヨコガナクト︑オヤド

テヰマシタ︒

三83

リハ︿略﹀︑ココココトイツテ
ヰマシタ︒

︿略﹀︑ヒヨコ

三94 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ
ベマス︒

三94

オヤドリハナンニモタベ

ツテキテタベマス︒

三95

ナイデ︑︿略﹀︑ソノヘンヲ見マ
︿略﹀︑オヤドリハオコツテ

ニイサント 一シヨニオサラヒヲ

三101

ハリマス︒

ケサオカアサンガタマゴ

シマセウ︒

三55

て一て
1008

かさいはせてかけ上ってくるも

かうのびてはとてもたべ
︿略﹀︑かはがおちはじめて︑
︿略﹀︑かはがおちはじめて︑

むすびつけてあるのは︑︿略﹀︒

三273又あそこここにわらを

竹になりかかってゐます︒

三267

竹になりかかってゐます︒

三267

られません︒

三264

上ってゐます︒

三254 むぐらもちでもとほつた
やうに︑土がところどころもち

きてとびつきました︒

三238︿略﹀︑犬はく略V︑かけて

きてとびつきました︒

三238︿略﹀︑犬は︿略﹀︑かけて

つきま七た︒

三214︿略V︑下のはうからかさ かへってみて︑かけてきてとび
のがあります︒

二人がびっくりして見て
二人目びっくりして見て

ゐますと︑︿略﹀︒

三216
三217
ゐますと︑︿略﹀︒

三222犬は︿略﹀︑ををやたらに
ふって︑小二郎のそばへよつ
犬はく略V︑小二郎のそば

てきました︒

三223
へよってきました︒

三226 又とりはじめて︑二人は
たくさんとってからくらべてみ
ました︒

つてからくらべてみました︒

三227 ︿略﹀︑二人はたくさんと

︿略﹀︑おちいさんに︑あれ

三304韻 あねは手ばやくをを
たてて︑ 小川の水で手をあ
﹁︿略﹀︒﹂ときやう

がくかうさしていそぎ

く略V︑

らひ︑︿略﹀︒

だいは

三307圃

ゆく︒

でるます︒

三313村の人は五一車とよん

方をいってみます︒

三383圏ぼくは右のちか道の

はれてみたり︑石が出てみたり

三392ちか道の方は︑道がこ

しました︒

三392ちか道の方は︑︿略﹀︑石

︿略﹀︑子どもが大ぜいで

が出てみたりしました︒

三403

ました︒

うらしまはかはいさうに

をかつて︑海へはなしてやり

おもって︑子どもからそのかめ

三406

してゐます︒

かめをつかまへて︑おもちゃに

三314 五一ちいさんがその水車 かめをつかまへて︑おもちゃに
やのばんをしてみるからです︒
してゐます︒
三324 長いはんてんをきて︑み 三404 ︿略V︑子どもが大ぜいで
じかいももひきをはいて︑こぬ
かだらけになってはたらくちい
︿略﹀︑みじかいももひきを

さんです︒

三325

はいて︑こぬかだらけになって
はたらくちいさんです︒

て︒

三346︿略﹀︑五一ちいさんは

三374ソレカラ︑道ヲアルクト

﹁︿略V︒﹂といって︑大きな手で
つつみかかへて

で竹うまをこしらへていただく
︿略﹀︑

あたまをなでました︒
三288蟹

つもりです︒

三283

んでみるほそい竹の子は︑︿略﹀︒

するのださうです︒
てはたらくちいさん．です︒
三281 むかふの方に︑二本なら 三345園 もうすっかりよわりまし

うらしまはく略﹀︑海へは

それから二三日たって︑

してゐますと︑︿略﹀︒

うらしまが舟にのってつりを

三412

なしてやりました︒

三408

はなしてやりました︒

︿略V︑二人はたくさんと 三275 ︿略V︑のばしておや竹に 三325 ︿略﹀︑こぬかだらけになつ 三407 うらしまはく略﹀︑子ども
からそのかめをかつて︑海へ

つてからくらべてみました︒

三227
三233 ︿略﹀おちいさんが︑たきぎ

をうまにつけてそこへきま
した︒

三234 二人はよろこんで︑おちい
さんについてかへりました︒
三235 二人はよろこんで︑おちい

さんだ手ぬぐひの

みます︒﹂

は右のちか道の方をいって
はしひきさ
いてさし出せば︑︿略﹀︒

三414 ︿略﹀︑大きなかめが出て

︿略﹀︒

キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ
がくかうへ つれだちいそぐあ
三413︿略﹀︑うらしまが舟にの
さんについてかへりました︒
イコトニナツテヰマス︒
つて つりをしてゐますと︑
三236 小二郎がうちへかへって ねおとと︒
三292韻足すべらせてこけかかる 三378囲まはりつこをしてみま く略V︒
みますと︑︿略﹀︒
せうか︒
おととをかばふあねのうで︒
三413 ︿略﹀︑うらしまが舟にの
三237︿略V︑犬はもうとっくに
つて つりをしてゐますと︑
三302圃 ﹁︿略﹀︒﹂と︑ こしには 三381圏 正一﹁してみませう︒ぼく
かへってみて︑かけてきてとび
つきました︒

三237︿略V︑犬はもうとっくに

1009
て一て

出てきました︒

のせ中にのって︑海の上へ
三467

︿略﹀︑うらしまはたちまち

さんになってしまひました︒

みるのだ︒﹂

三537囹﹁おまへ︑何をかぞへて

ました︒

出て︑﹁一つ二つ﹂とかぞへてゐ

三536あるばん︑弟がにはへ

ました︒

出て︑﹁一つ二つ﹂とかぞへてゐ

三535あるばん︑弟がにはへ

た︒
きて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
こともわすれて︑玉手箱をあけ
まはして︑何をしてみるの
三414 ︿略V︑大きなかめが出て 三453 うらしまは玉手箱をもら ました︒
だ︒﹂
きて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
つて︑又かめのせ中にのって︑
三466あけると︑箱の中から 三528園 ﹁星を二つ三つはたき
海の上へ出てきました︒
白いけむりがばっと出て︑うら
おとさうとしてるるのだ︒﹂
三454うらしまはく略﹀︑又かめ
しまはたちまち白がのおちい
三533囹やねへ上ってはたけ︒

そのおれいにりゅうぐ

そのおれいにりゅうぐ

うへっれていって上げませう︒

三417囹
三417囹
うへっれていって上げませう︒

白がのおちいさんになってし
まひました︒

大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂

ノ字ナリニタツテヰマス︒

三488

ヒロゲルト︑︿略﹀︒

うちへかへってみると︑ 三473東ヘムイテリヤウ手ヲ
︿略﹀︑父も母もしんで

三548

よい︒﹂

兄﹁こんなくらいばんに

︿略﹀︑うまく書けませんの

かぞへないで︑ひるかぞへるが

三543園

す︒﹂

三457︿略V︑父も母もしんで 三494︿略﹀︑川ガニツオチアツ 三541園 弟﹁星をかぞへてゐま

しまって︑︿略﹀︒

三457

おどろきました︑︿略﹀︒

三456

へ出てきました︒

うらしまがよろこんでか 三455 うらしまはく略﹀︑海の上

めにのると︑︿略﹀︒

三422
三424 ︿略﹀︑かめはだんだん海
の中へはいっていって︑︿略﹀︒

の中へはいっていって︑まもな

三424 ︿略﹀︑かめはだんだん海
くりゆうぐうへ つきました︒

テ︑マガリクネツテ︑南ノ方へ

りゅうぐうのおとひめは

しまって︑うちもなくなってゐ

三428

ナガレテイキマス︒
マガリ

て︑村のやうすもすっかりか

︿略﹀︑川ガ︿略V︑

はってゐます︒

三494

うらしまのきたのをよろこん

クネツテ︑南ノ方ヘナガレテ
イキマス︒

三495︿略﹀︑川ガ︿略﹀︑南ノ方 で︑こまってゐました︒
ヘナガレテイキ7ス︒
三552 ︿略﹀︑たうふうがにはへ
︿略﹀︑うちもなくなって

ヰマス︒

へ︑かへるがとびつかうとし

三554

てるます︒

かへるはく略﹀︑とんでは

何べんもとびつかうとします︒

おち︑とんではおち︑何べんも

三557

何べんもとびつかうとします︒

おち︑とんではおち︑何べんも

子どもがそら一めんの星 三556かへるはく略V︑とんでは

ンタウデモタベルノデセウ︒

三518

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂

三524園﹁おい︑長いさををふり

まはして︑何をしてみるの
三525園﹁おい︑長いさををふり

だ︒﹂

︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

みて︑村のやうすもすっかり

三458

かなしくてかなしくてたま
︿略﹀︑おとひめのいった

︿略﹀︒

三497︿略V新道ハ︑村ヲ東灘 出て︑池のはたを通りますと︑

三464

りませんから︑︿略﹀︒

三462

あけました︒

りませんから︑︿略﹀︑玉手箱を

三462 かなしくてかなしくてたま

もありません︒

三461しってみるものは一人 三506車ヲヒイテキ玉人ガベ

かりかはってゐます︒

三461︿略V︑村のやうすもすつ ラ西へ︑マツスグニツキヌイテ

かはってゐます︒

みて︑︿略﹀︒

三458︿略﹀︑うちもなくなって

で︑︿略﹀︑さまざまなあそびを

りゅうぐうのおとひめは

して見せたりしました︒

三432
して見せたりしました︒

︿略﹀︑︿略﹀︑さまざまなあそびを

三435 うらしまはおもしろがって︑

うちへかへるのもわすれてゐ
ましたが︑︿略﹀︒

三437 うらしまはおもしろがって︑

うちへかへるのもわすれてゐ
ましたが︑︿略﹀︒

ちにかへりたくなって︑おとひ

三441 うらしまはく略﹀︑そのう
めに﹁︿略﹀︒﹂と い ひ ま し た ︒

つて︑きれいな箱をわたしまし

三452 おとひめは﹁︿略﹀︒﹂とい

て一て
1010

三561 だんだん高くとべるやう
になって︑とうとうやなぎにと
たうふうはこれを見て︑

びつきました︒

三565
︿略﹀︑何ごともできないことは

ナツテキマシタ︒

をながしてあそびませう︒

男の子三入はささのは

をとって︑舟をこしらへました︒

スコシタツテカラ又來テ 三616

見マスト︑︿略﹀︒

三587

なさい︒

草のはにとまってみた

三658私ノウチヘキノフヲケ

三67ーソレカラホソイ竹ヲエ
ニシテ︑ソノサキニキレヲマ

キツケテ︑センヲコシラヘマシタ︒

三671 ︿略﹀︑ソノサキニキレヲ
マキツケテ︑センヲコシラヘマ

シタQ

ト︑ウマク出來テヰテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ウマク出來テヰテ︑

高ク上ゲルト︑ヤネノ上マデ

三674

︿略﹀︑ウマク出來テヰテ︑

トドキマス︒

高ク上ゲルト︑ヤネノ上マデ

三674

ウレシクテタマリマセンノ

トドキマス︒

︿略﹀︑センヲヌイテ見ル

水デツパゥヲジヨウロノカハ

三686又マキナホシテ︑コンドハ

ト︑キレガトレテヰマシタ︒

三686︿略﹀︑センヲヌイテ見ル

ト︑キレガトレテヰマシタ︒

三685

デ︑︿略V︒

︿略﹀てふてふがおどろい 三676

みよ子はさっとささの
五郎さんの舟︒﹂

小えだを上げて︑﹁一ばんがち︑

三647

てとびたちました︒

三637

てふてふがく略﹀︒

三636

をかけて行きます︒

三634三入は︿略﹀︑川のふち

のふちをかけて行きます︒

三633三人は舟とならんで︑川

へながれて行きます︒

三632舟はく略V︑土ばしの方 三673池ノ水デタメシテミル

たちました︒

三587 ︿略﹀量子テ見マスト︑モ 三621 みよ子はささの小えだ
を手にもって︑土ばしの上に

ウリツパニセミニナツテヰマ

コノ大キナモノガ︑ヨク

︿略﹀︑﹁ジイツ﹂トナイテ︑

ウルサイホドナイテヰマス︒

三601今ニハノ木ニセミガ

トンデ行キマシタ︒

三595︿略﹀︑﹁ジイツ﹂トナイテ︑

トンデ行キマシタ︒

三595

出シマスト︑︿略﹀︒

三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ

モノダトオモヒマシタ︒

アノカラノ中ニハイツテヰタ

三592

ス︒
ないとさとりました︒
三571 それからは 一しやうけん 三588 ︿略﹀︑モウリツパニセミ
ニナツテヰマス︒
めいになって︑毎日字をならひ

ました︒

三573ずんずん手が上って︑の
ちには名高い書手となりまし
た︒

三577 ︿略﹀︑カラヲキタセミガ
ハヒ上ツテキマス︒

三578コ入ウド私ノ目ノ前デ
トマツテ︑カラヲヌギハジメマ
シタ︒

三582 マモナクヌイデシマヒマシ
タ︒

きとほってゐます︒

して︑小川の水はきれいにす

三583色ガウスクテ︑ヌレテヰ 三604日の光がやはらかにさ 三655囹 もう 一どやってごらん
ルヤウニ見エマス︒
三583 ︿略﹀︑ヌレテヰルヤウニ

シテ行キマシタガ︑︿略V︒

サウナノガアリマシタ︒

ケマシタ︒

三607 ︿略﹀︑きしのささがさら 三666私ハソレヲヒロツテ︑
︿略﹀︑キリデ小サナアナヲア
さらとおとをたててゐます︒

をたててゐます︒

三606風がしっかにふいて來て︑ 三664︿略﹀︑ソノ中ニフシガ
一ツアツテ︑水デツパウニナリ
きしのささがさらさらとおと

︿略﹀︒

コマツテニイサンニ見テ

コマツテニイサンニ見テ

三695園

コンナニアナヲタクサ

モラヒマシタラ︑︿略V︒

三693

モラヒマシタラ︑︿略﹀︒

三693

サンアケマシタ︒

テ︑フシニ小サナアナヲタク

リニシヨウトオモツテ︑︿略﹀︒
ヤガ來テ︑手ヲケヤタラヒノ
三605 ︿略﹀︑小川の水はきれい
見エマス︒
タガヲカケカヘマシタ︒
三688 ︿略﹀水デツパウヲジヨウ
三584 見テヰルウチニ︑チヂン にすきとほつてゐます︒
ロノカハリニシヨウトオモツ
三606 風がしっかにふいて点て︑ 三663アトへ竹ノキレヲノコ
デヰタハネモダンダンノビテ︑
︿略V︒

三585 ︿略﹀︑チヂンデヰタハネ
モダンダンノビテ︑︿略V︒

三585 ︿略V︑チヂンデヰタハネ
モダンダンノビテ︑色モシダイ
ニコクナツテキマシタ︒

三586︿略V︑色モシダイニコク 三611圏三郎さん︑又今日も舟
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て一て

ンアケテハダメダ︒
三697囹 ソノウチニ︑ニイサン
ガコシラヘテヤラウ︒

テクレマセン︒

えんがはには︑夕方から

︿略﹀すすきも︑花いけに
︿略﹀すすきも︑花いけに

さしてそなへてあります︒

三784

さしてそなへてあります︒

三785空は水のやうにすみき

きほどからふえを吹いてゐま

す︒

時時すずしい風が吹いて
﹁ふみ子もこんやはき

つとあちらでこの月を見て

三797園
ゐませう︒﹂

︿略﹀︑

四方の山を見

からだにゆきの

三843

︿略﹀︒

しよう︒

ひろって家のたからに

そばへよって見ますと︑

三845園

三847﹁︿略﹀︒﹂といって︑持って

かへらうとしますと︑︿略﹀︒

上げました︒

なみだにうるむ目で空を見

かへることが出來ません︒
三868 天人はしをしをとして︑

三864園それがなくては︑天へ

からにします︒

三854囹持ってかへって家のた

からにします︒

三854囹持ってかへって家のた

三802 ねえさんは遠いところへ 三847 ︿略﹀︑持ってかへらうと
およめに行っていらっしゃる
しますと︑︿略﹀︒
のです︒

三806圃

︿略﹀︑

ふじは日本一の山︒

おろして︑かみなりさまを下
にきく︑

かすみのすそを

三812圃

着物着て︑

ふじは日本一の山︒

日はよくてつてみて︑

遠くひく︑
︿略﹀︒

三831

三896

︿略﹀︑天人はそれを着て︑

三831日はよくてつてみて︑ふ 三872 れふしはきのどくになり
じの山はいつもよりなほき
まして︑﹁︿略﹀︒﹂
れいに見えました︒

︿略﹀︑天人は︿略﹀だんだ

︿略﹀のぼりがすみきった
空に立ってるます︒

四15

行きました︒

大空のかすみの中へはいって

三905 ︿略﹀︑天人は︿略﹀︑︿略﹀

た︒

すみの中へはいって行きまし

ん高く上って︑︿略﹀大空のか

三904

と︑︿略V︒

三834おきの方はかすんで︑空 まひはじめました︒
三902 れふしが見とれてゐます
と水が一つになって見えま
す︒

なって見えます︒

三835︿略﹀︑空と水が一つに
︿略﹀︑れふしがぼんやりと

海をながめてゐました︒

三837

どこからかよいにほひ
がして來ますので︑見上げます

三838
と︑︿略﹀︒

物がかかってゐました︒

三788だれか川上の方で︑さ 三842︿略﹀︑松の木に美しい

つて︑弔云一つありません︒

來ると︑︿略﹀︒

三765 ︿略﹀︑﹁オ前ハケダモノダ 三792

ラウ︒﹂トイツテ︑アヒテニシマ

︿略﹀︑クラクナツテカラ

トイヒマス︒

空ヲトビマハルヤウニナツタ

三768

ハルヤウニナツタトイヒマス︒

三768︿略﹀︑ヒル目木ノウロ
ヤアナノ中ニカクレテヰテ︑
クラクナツテカラ空ヲトビマ

ニカクレテヰテ︑︿略﹀︒

ヒルハ木ノウロヤアナノ中

三703 たんすやつづらから着物 セン︒
三768 ソコデカウモリハ︿略﹀︑
を出して︑風通しのよいとこ
ろにかけてあります︒
三704 ︿略﹀︑風通しのよいとこ
ろにかけてあります︒

三714 おばあさんはあれをしめ
て︑よくお寺まみりにいらっし
やいます︒

をばさんの村のお祭によばれ

三727私どもはあれを着て︑
て行くのです︒

三781

まん中までさしてゐます︒

三728︿略V︑をばさんの村のお 三775十五やの月がざしきの

ソ ノトキカウモリハ

祭によばれて行くのです︒

いもやだんごをつくゑにのせ

三738
﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑ドチラヘモ

今日私が川の土手から

︿略﹀︑お月さまにそなへて

て︑お月さまにそなへてありま
三781

す︒

ツキマセンデシタ︒

﹁私バカラダガネズミ

ニ ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒﹂

三744圓

あります︒

三783

三746︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑

ケダモノノミカタニナリマシタ︒

三783

とって來たすすきも︑︿略﹀︒

三748 スコシタツテ︑コンドハ
鴨ガカチサウニナリマシタ︒
ハモリ
﹁︿略﹀︒﹂
三753 スルトカウ

トイツテ︑鳥ノ方 ニ ツキマシ
タ︒

へ入レ

デハナ
三762︿略﹀︑﹁下前ハ鳥
へ入
イカ︒﹂トイツテ︑ナカマ

︿略﹀︑︿略﹀︑ナカマ

レテクレマセン︒
三762

て一て
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マシタ︒

四91

サナ舟ニモ︑︿略﹀︒

四92︿略﹀︑川ヲ下ツテ行ク小

ガ出シテアリマシタ︒

︿略﹀︑ドノ家ニモコクキ

なま土

ワニザメハ﹁︿略﹀︒﹂トイ

ラ︑︿略﹀︒

ワニザメハ︿略V︑スグニ
白ウサギハ

コレラ見テ︑

オマヘタチノセ中ノ
上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ

四143園

﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

四136

ナカマヲ大引イツレテ來マシタ︒

四135

レテ來マシタ︒

ツテ︑スグニナカマヲ大ゼイツ

四134

イカ︑クラベテミヨウ︒﹂

廣いたんぼの

ラ︑︿略V︒

白ウサギハ

デナランデミヨ︒

四152

白ウサギハ

一ツニツト

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑
︿略﹀︒

四152

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四185

白ウサギハ︿略﹀︑ハマベ

白ウサギハ︿略﹀︑ハマベ

ソコ

へ神様ガタガオ通

白ウサギハ︿略﹀︑クルシガ

︿略﹀︑フクロヲカツイデ

ャッタノデ︑︿略﹀︒

テ︑フクロヲカツイデイラツシ

四184 兄様ガタノオトモヲシ

ツテ居マシタ︒

四178

シガツテ居マシタ︒

四178白ウサギハ︿略﹀︑前ヨリ
モカヘツテイタクナツテ︑クル

アビテ︑ネテ居ルガヨイ︒﹂

四173圏﹁ソレナラ海ノ水ヲ

アビテ︑ネテ居ルガヨイ︒﹂

四173圏﹁ソレナラ海ノ水ヲ

オタヅネニナリマシタ︒

リガカリニナツテ︑﹁︿略＞Q﹂ト

四167

ニ立ツテ︑ナイテ居マシタ︒

四166

ニ立ツテ︑ナイテ居マシタ︒

四166

リマセンカラ︑︿略﹀︒

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン
︿略﹀︒
四128囹 ﹁オマヘノナカマトワ ナムシリ取ツテシマヒマシタ︒
タシノナカマト︑ドツチが多
四165 白ウサギハイタクテタマ

︿略﹀︒
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
ほどなってゐます︒
四22 ︿略﹀︑道のりやうがはに︑
タイトオモツテ︑海ヲワタル
四161 白ウサギハ︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂
いろいろな店がならんでゐます︒
四76 きのふ一つ取ってみまし
トイツテワラヒマシタ︒
クフウヲシテヰマシタ︒
たら︑︿略﹀︒
四24 おもちゃやにはらつばや
四77 ︿略﹀︑もう黒くごまをふ 四124 ︿略V白ウサギガ︑︿略V︑海 四162 ワニザメハ︿略﹀︑タイソウ
かたなやひかうきなどがなら
オコツテ︑︿略V︑白ウサギノ毛
ヲワタルクフウヲシテヰマシ
いてるました︒
べてあります︒
ヲミンナムシリ取ツテシマヒマ
四81 ︿略V︑たくさん取ってそな タ︒
四25 ほほづきやふうせん玉を
四125 アル日ハマベ へ出テ見 シタ︒
へるつもりです︒
費る店も出てゐます︒
四164 ︿略V︑ 一バンシマヒ ニ居
ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑
四27 又あめややくわしやでは︑ 四86 雲気ノ式ガスンデカラ︑
トモダチトムカフノ山へ上り
はやし立てておきゃくをよんで

ゐます︒

︿略﹀︑お宮のすずがひつ

四27 ︿略﹀︑はやし立てておきや
くをよんでゐます︒

四32
きりなしになってゐます︒

出すおや子︒

くれうって︑
変まきすます︒

四123島ニヰタ白ウサギガ︑ム
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
島ニヰタ白ウサギガ︑ム

タイトオモツテ︑︿略﹀︒

四124

︸ツニツト

四112間おやはかへして︑子は 四145闘 ︿略﹀︑ムカフノヲカマ

愛まきすます︒

四111團おやはかへして︑子は 四143園 オマヘタチノセ中ノ
上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ
くれうって︑廣いたんぽの

出すおや子︒

ふんで︑今日も朝からせい

四106醜風に吹かれて︑

なま土

ふんで︑今日も朝からせい

四105金風に吹かれて︑

リマシタ︒

四34私どももすずをならし 四93 ︿略V︑コクキが出シテア
お宮のうらではすまふ

てをがみました︒

四36
お宮のうらではすまふ

がはじまってみて︑︿略V︒

四37
とはやすこゑがきこえます︒

がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

︿略Vらっぼやふえの音

もして︑たいそうにぎやかです︒

四42
四55︿略﹀︑おちいさんが私の
ぶんにつぎ木をして下さった
のださうです︒

﹁孫へのこしてやるの

四58 おちいさんがこの柿の
木をついでいらっしゃる時︑
︿略﹀︒

四66囹
さ︒﹂

四三4私の木も枝がをれる
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イラツシヤツタノデ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

四192 白ウサギハ目ヲコスツテ︑
又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四196園早ク川へ行ツテ︑シボ
ケ ノ ナ イ 水 デカラダヲアラ
ツテ︑ガマノホヲシイテ︑ソノ
上ニコロ．ガレ︒

四198園︿略﹀︑シホケノナイ水

デカラダヲアラツテ︑ガマノ
ホヲシイテ︑ソノ上口コロガ
レ︒

テ︑ソノ上気コロガレ︒

四201園 ︿略﹀︑ガマノホヲシイ
四202 スルト神様ハ﹁︿略V︒﹂ト
ヲシヘテ下サイマシタ︒

ヨロコンデ大國主ノ神ノ

ト コ ロ ヘ オ レ イ ニ 行ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂

四205

ヨロコンデ大國主ノ神ノ

ト申シ上ゲマシタ︒

四206
ト申シ上ゲマシタ︒

ト コ ロ ヘ オ レ イ ニ 行ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂

四222私はきのふふろしきつつ

をぢさんのうちでは︑に

みを持って︑おつかひに行きま
した︒

四225

は一ぱいもみがほしてあって︑
︿略﹀︒

ほしてあって︑足のふみばも

四225 ︿略﹀︑には 一ぽいもみが

ないくらみでした︒

ぼへ出て︑おばあさんがく略﹀

四227うちの人はみんなたん

えんがはでつぎ物をしていら
︿略﹀︑おばあさんが日あた

つしゃいました︒

四231

りのよいえんがはでつぎ物を
していらっしやいました︒
おばあさんはく略﹀︑ふりか

へって︑﹁おう︑三ちゃんか︒よく

四235

來たね︒﹂といって︑ふろしきつ
つみをうけ取って︑︿略﹀︒
おばあさんはく略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

といって︑ふろしきつつみをう

四237

おばあさんはく略﹀︑ふろし

け取って︑︿略﹀︒

四237

きつつみをうけ取って︑とだな

からうでたくりをおぼんに一

えんさきのさざんくわに︑

のやうに光ってゐます︒
四247

目白が二は來てるて︑︿略﹀︒

四247 ︿略V︑目白が二は來てる
て︑枝から枝へとんでゐます︒

四302

正太郎が犬をつれて︑山

友だちでも居るのかと

道を通りました︒

おもって︑﹁おうい﹂とよぶと︑

四307

︿略﹀︒

︿略﹀︑おこっていへぼ︑

︿略﹀︑おこっていへば︑

おこって答へるのです︒

四336囹

おこって答へるのです︒

四336園

があります︒

のやうに︑かへって煮ること

では︑かべにあたったこむまり

四332囹人のこゑも山の中

のことを話しますと︑︿略﹀︒

四317うちへかへって︑父にこ

へ行ってみましたが︑︿略﹀︒

四315︿略﹀︑一しょに向ふの方

︿略﹀︑目白が二は診てゐ 四312 正太郎がおこって︑﹁ばか﹂
て︑枝から枝へとんでゐます︒
といひますと︑︿略V︒

四247

おばあさんが﹁ほうほう﹂

︿略﹀︑にはとりよりさき

といっておおひになりますと︑

四252

︿略﹀︒

四254

に︑すずめがくらのやねへに
げて行きます︒

四256園今日はこんなにもみが

おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と

もっとあそんでお出で︒

ほしてあるから︑︿略﹀︒
四261

四258園

いっておとめになりましたが︑

︿略﹀︑とだなからうでた

ぽい持って來て下さいました︒

︿略﹀︒

四241

くりをおぼんに一ぱい持って

四262

かへりました︒

︿略﹀︑てつだうが私ども

ていしゃ場が突破るさうです︒

の町を通って︑工場の近くに

四295

のふしんがはじまって居ます︒

四291又町はつれに大きな工場

く︑︿略﹀︒

タリ︑ツカミコロシテエ

ニシタ

リシテアバレマハリマス︒

シテ居ルコトガアリマス︒
四361︿略﹀︑森や林ノヒクイ

四358 ︿略﹀︑森や林ノヒクイ
木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト

マハリマス︒

四282 電とうはらんぷとちがつ 四355 ︿略﹀︑此ノ鳥ハ︿略﹀︑ホ
カノ鳥ヲイヂメタリ︑ツカミコ
て︑へやのすみずみまであかる
ロシテエ ニシタリシテアバレ

持ってかへりました︒

四355︿略﹀︑ホカノ鳥ヲイヂメ

︿略﹀︑おそくなるとおも 四346︿略V︑其ノ上ネズミヲト
ツテクフノデ︑︿略V︒
つて︑いただいたくりを持って

來て下さいました︒

︿略﹀︑とだなからうでた

くりをおぼんに一ぽい持って

四241

來て下さいました︒

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒

四243前の畠の柿の木は︑ 四263︿略﹀︑いただいたくりを
四243前の畠の柿の木は︑
はがまつかになってみて︑︿略﹀

柿が︑赤い玉のやうに二つ
︿略﹀︑二つ三つとりのこし

てるます︒

四244

てある柿が︑赤い玉のやう
︿略V︑︿略﹀柿が︑赤い玉

に光ってゐます︒
四245

て一て
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木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト
シテ居ルコトガアリマス︒

スルトホカノ鳥が見ツ

ケテ︑︿略﹀︑ヨツテタカツテイヂ

四362
メカヘシマス︒

四364 ︿略﹀︑ヨツテタカツテイヂ
メカヘシマス︒

四364 ︿略﹀︑ヨツテタカツテイヂ
メカヘシマス︒

ヨ

四368 モズ ハ︿略﹀︑高イ所カラ

トンデ來ガケニ︑フクロフノ
ハ︿略﹀︑フクロフノ

カホヲケツテ︑︿略﹀︒
モズ

カホヲケツテ︑﹁キイキイ﹂ト

四37一

カチドキヲアゲマス︒
ソ︑
．︑ノ ヘ
二
四373 スズ＼
メノ︿略﹀

ヘ

ツテ︑ヲドツタリサヘヅツタリシ
スズメハ︿略﹀︑ソバ

テバカニシマス︒
ツテ︑ヲドツタリサヘヅツタリシ

四373

テバカニシマス︒

た︒

四391圏
せよう︒﹂

﹁何︑一まくりにして見

四438

僕は牛わかまるになって︑

はねまはってたたかひましたら︑
︿略﹀︒

はねまはってたたかひましたら︑

日は雲のあひだからや 四438 僕は牛わかまるになって︑

さしいかほを出して︑あたたか
︿略﹀︒

四397
な光をおくりました︒

﹁勝太郎︑︿略﹀ゑはがき

れて︑何べんも取ってあそびま

した︒

が來ました︒よんでごらん︒﹂

四525園

へはいる︒﹂

四537囹﹁日は山から出て︑山

四544囹

そこへ宿屋のていしゅ

﹁へええ︑日は屋根から

が來て︑﹁︿略V︒﹂

四543

といってあらそひます︒

いへば︑島國のものが﹁︿略﹀︒﹂

花子はねこをだいてう 四542 山國のものが﹁︿略﹀︒﹂と
ろうろして居ましたので︑︿略﹀︒

四443

四398 たび人はだんだんよい心 四443 花子はねこをだいてう 四541囹﹁いや︑海から出て︑海
へはいる︒﹂
ろうろして居ましたので︑︿略﹀︒
持になって︑しまひにはぐわい
おかあさんがく略﹀︑着物

たうをぬぎました︒
四406

︿略﹀︑それでもふきさうち

物をもとの所へなほしたら︑

がすんで︑すっかりいろいろな

四458

をしておはたらきになりまし

夕方近くなりました︒

の上にちりょけを着て︑下女
や手つだひのものに︑おさしづ
た︒

る︒﹂

四476園

す︒

四464︿略﹀︑家の内も外もき 出て︑屋根へはいるものでは
四408 おかあさんがく略﹀︑下女
ございませんか︒﹂
れいになって居ましたので︑
や手つだひのものに︑おさしづ
四547園此のからかみにかいて
︿略V︒
をしておはたらきになりまし
四467友一のうちでかるた取 あるとらをしばって見せよ︒
た︒
四551二八のからかみにかいて
四414 にはへいたやむしろを がはじまって居ます︒
四473 今ちらしで取って居ます︒ あるとらをしばって見せよ︒
しいて︑そこへ︿略﹀いろいろな
﹁ちりつもって山とな 四553圏 しばってお目にかけま
下女がびっくりして︑﹁き

物がはこび出されました︒

四375 ソレデモフクロフハ︿略﹀︑ 四425

ました︒

ゆうになって取りました︒

四572圃囹

︿略﹀︑

見上げるほど

四566魍園今に見てみろ︑︿略V︒

かういった︒

しのみが︑しひを見上げて

四565圃︿略﹀︑人にふまれたか

四491園 さうひっぱりあっては 四555囹 どうぞここへ追出tて
やつ﹂といったので︑︿略﹀︒
大キナ目ヲ見ハツテキヨトキヨ
下さいませ︒
四428僕もはたきを持って手 いけません︒
トシテ居ルバカリデス︒
四493囹 まん中へふせておきな 四563首引の中からころげ出て︑
四376 ︿略V︑大キナ目ヲ見ハツ つだひました︒
人にふまれたかしのみが︑
四435 手つだひのAコ吉がおどけ さい︒
テキヨトキヨトシテ居ルバカリ
四506みんなもしまひにはむち ︿略﹀︒
て︑︿略V︑べんけいのまねをし
デス︒

四377フクロフノ鳴キゴエハ所

れて︑何べんも取ってあそびま

四436手つだひの今吉がおどけ 四513それから又こくみに分
て︑はうきを大なぎなたのやう

した︒

ニヨツテイロイロ ニイヒマス︒

に持って︑べんけいのまねを

たび人のぐわいたうをぬ

しました︒

四387

がせた方が勝といふことに

四514それから又二くみに分
きめて︑先づ風からはじめまし
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ます︒

中へのり入れました︒

︿略﹀目をひらいて見る
︿略﹀︑今度は扇が少し

︿略V︑山がらはとび出して︑

きの上にとまって︑それから
うらの山へとんで行ってしま

四692 ︿略﹀︑山がらはく略﹀︑竹が

しまひました︒

竹がきの上にとまって︑それ
からうらの山へとんで行って

四692

すと︑︿略﹀︒

四688 きずを見てやらうと思
つて︑私がかごの戸を明けま

すと︑︿略﹀︒

四688 きずを見てやらうと思
つて︑私がかごの戸を明けま

たべるほどになって居ました︒

四682︿略﹀︑私の手からゑを

なって居ました︒

四681たいそうよくなれて︑私
の手からゑをたべるほどに

羽かつてありました︒

四678私のうちに山がらが一

ました︒

四668 赤い扇は︿略﹀︑ひらひら
︿略﹀︒
じはをか︑へいけは海で︑向
の大木に なって見せずにお
と二つ三つまはって︑なみの
四654よ一は心の中で︑︿略﹀
ひあって居ました時︑︿略﹀︒
くものか︒
上におちました︒
とかくごをきめて︑馬にまた
四581私ノウチデ臼摩ノゴロ 四615 ︿略﹀︑へいけ方から舟を
四674 ︿略﹀︑みんなが馬のくら
がって︑海の中へのり入れまし
一そうこぎ出して來ました︒
土ザゥノブシンガハジマツテ
をたたいてよろこびました︒
四616 見ればへさきに長いさを た︒
居マス︒
四654 よ一は︿略﹀とかくごを 四675 ︿略﹀へいけ方がふなばた
を立てて︑其のさをの先には︑
四582 ニハ ニ大工小屋ヲタテテ︑
をたたいて︑一度にどっとほめ
きめて︑馬にまたがって︑海の
ひらいた赤い扇がつけてあり

大仁イノ大工サンが毎日其ノ
中デ仕事ヲシテ居マス︒

弓をとりなほして︑向ふ
︿略﹀︑舟がゆれて︑まと

いて見ると︑︿略﹀︒

神様にいのってから目をひら

四66呈しばらく目をつぶって︑

がさだまりません︒

四657

を見わたすと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其のさをの先には︑ 四656

ひらいた赤い扇がつけてあり

四617

ガ毎日其ノ中デ仕事ヲシテ

四583 ︿略﹀︑大ゼイノ大工サン
ます︒

一人のくわんちよが其の
一人のくわんちよが其の

した︒

四664 よ一は︿略﹀︑よくねらひ
をさだめて︑ひようといはなしま

おちついて見えます︒

四663

と︑︿略﹀︒

四662

いて見ると︑︿略﹀︒

四623舟はなみにゆられて︑上 四661しばらく目をつぶって︑
神檬にいのってから目をひら
扇は風に吹かれて︑くる
扇は風に吹かれて︑くる
げんじの尊しやうよしつ

其の時一人の家來がす

四667 赤い扇はかなめのきは
をいきられて︑空に高くまひ上
つて︑︿略﹀︒

空をとんで居る鳥で
も︑︿略﹀いおとすほどの上手

四667

三つまはって︑なみの上にお

︿略V︑山がらはく略﹀︑それ

てしまひました︒

からうらの山へとんで行つ

四693

赤い扇は︿略﹀︑空に高 ひました︒
．でございます︒

四637園

すみ出て︑天歩﹀︒﹂といひました︒

四635

たつねました︒

ねは家來に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と

四631

くるまはって済ます︒

四625

くるまはって居ます︒

四624

つたり下ったりします︒

下に立って︑まねいて居ます︒

四621

下に立って︑まねいて居ます︒

四621

居マス︒

四586 ︿略﹀︑大工サンバミンナ
シルシバンテンヲヌイデ︑ヰセイ

ヨクハタライテ居マス︒
四587 ︿略﹀︑大工サンバ︿略﹀︑

ヰセイヨク一三ライテ居マス︒

ルノヲ見ルコトガスキデス︒

四597私バカンナヲカケテ居

風が吹クト︑カンナクヅ

デニクルリトマハツテスベリオ

四603 ︿略﹀︑カンナクヅガヒトリ
チマス︒

四605
ガ小屋中マツテアルキマス︒

四605 ︿略﹀︑カンナクヅが小屋中

私一昨日大工サンカラ

マツテアルキマス︒

四607

友ダチトツミ木ヲシテアソビ

木ノキレヲタクサンモラツテ︑
マシタ︒

ちました︒

くまひ上って︑ひらひらと二つ

は居まいとかくごをきめて︑

これをいそこなったら︑生きて

四608畑鼠︿略﹀︑友ダチトツミ 四653よ一は心の中で︑もし
屋島のたたかひに︑げん

木ヲシテアソビマシタ︒

四613

て一て
1016

か ら う ら の 山へとんで行つ
︿略﹀︑小さなわらぶきの

んでした︒

四784

下した時には︑︿略﹀︒

スカ︒

う水が出て居ました︒
ニカザツテアルノデセウQ
四822 トンネルを出て︑海を見 四866園 扇ヲ持ツテ居ル人デ

二人ガオ話ヲシテ居ル

所へ︑︿略VQ

四827 ちやうど大きな船がおき 四871
を通って居ました︒

︿略﹀︑にいさんがむかへ

話では︑︿略﹀︒

四834

に來て居ました︒
から︑へいえいを見せてもらひ︑

四836ひるのごはんをたべて

︿略﹀︒

から︑へいえいを見せてもらひ︑

れ︒

四907

︿略V︑十郎はなみだをお

も分りませんでしたが︑︿略﹀︒

四911

さへて︑﹁︿略V︒﹂と答へました︒

四917

︿略V︑早く強くなって︑か

取って見せます︒﹂

四837ひるのごはんをたべて 四912圓﹁きっと此のかたきを

︿略﹀︒

五郎はまだ小さくて︑何

それでとうとう家も土ざ 四831そばに乗って居た人の 四906囹 お前たちが大きくなつ
たら︑此のかたきを取っておく

それからどこへ行って

かへって來た時には︑ひ

四786私の下で︑長い喫しよ

オ花ハオカアサンニオヒ
ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

四844

シテアリ︑︿略﹀︒

モモノ花が花イケニサ
へはいりました︒

ナヘテアリマス︒

︿略﹀︑河を見たら︑たいそ

にないてくれるものがなく

なった︒﹂

四812

今オキクトオヒナ様ノ
スワツテナガメテ居マス︒

四847
前ニ

今世キクトオヒナ様ノ
前ニスワツテナガメテ居マス︒

四847

四861圏

クワンヂヨノリヤウワキ

ハ何デセウ︒

四794園 ﹁此の人も 一本杉の外 四853圏ダイリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四793︿略﹀︑送って行く人が

した︒

て行く人が﹁︿略﹀︒﹂といひま

は︑︿略V︑いつも大ぜいの家島

をつれて居ます︒

四933 ある年︑よりともは日本
中のさむらひを引きつれて︑ふ

じのまきがりをいたしました︒

四942

︿略﹀︑二人はたいまつで

のすそ野へ急ぎました︒

四937 兄弟は今度こそはと︑
母にいとまごひをして︑ふじ

す︒

四935かたきのくどうもよりと
ものおともをして行って居ま

す︒

四793︿略﹀︑私が風の音をこ 四846 ︿略﹀︑ヒシモチモモウソ 四935かたきのくどうもよりと
ものおともをして行って居ま
うつとさせてやりましたら︑送つ

四787︿略﹀︑日がくれてから村 四845

んぼりとして居まして︑日がく
れてから村へはいりました︒

汽車でかへりました︒

四786私の下で︑長い間しょ 四838︿略V︑弟へへいたいばう たきを取らうと心がけました︒
んぼりとして居まして︑︿略V︒
をおみやげに買って︑夕方の
四923 けれどもかたきのくどう

どいみなりをして居ました︒

四785

．どいみなりをして居ました︒

かへって來た時には︑ひ

居たか︑村にもひさしく居ませ

四782

つてしまひました︒

うも田も畠も人の物にな

四781

ばかり居ました︒

四776此の人は︿略﹀︑みばつて

うちへかへって行きました︒

四二3

四693 ︿略V︑山がらはく略V︑それ た︒
てしまひました︒
四697 ︿略﹀︑今でも︿略﹀︑まだ

足のきずはどうしたらうか

あれが生きて居るだらうか︑

私ドモニ人ハ色モナリ

と思はないことはありません︒

四704
モヨクニテ居マス︒

四707シカシユや水ニハスグ
トケテシマヒマス︒

四715 ︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

もう二百年あまりもここ

ナカマノモノが大テイ行ツテ
居マス︒

四721

私は長生をして居ます

に立って居ます︒

四728
ので︑︿略VQ

四741私は︿略﹀︑︿略V︑火事が

︑私は︿略 ﹀ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 火 事 が

あったり︑水が出たりしたこと
をみんな見て知って居ます︒
四741

あったり︑水が出たりしたこと
をみんな見て知って居ます︒

ちいさんやおばあさんを其の

四744私は︿略﹀村長さんのお
わかい時から知って居ました︒
てたんぼへ行きました︒

四748︿略V︑くはやかまを持つ
四752 ︿略﹀︑お星様が光りはじめ

きのうちへかへって行きまし

るころになって︑小さなわらぶ

1017
て一て

道をてらしてくどうのやかた
した︒

らあいてみたせきをおさしになりま
︿略﹀︑此の間からあいてみた

みことは此の川上にも人がす

流れて來ました︒

五82

んでみるにちがひないとおかんがへ
になって︑︿略﹀︒

んでみるにちがひないとおかんがへ

みことは此の川上にも人がす

になって︑だんだん山おくへおはい

五83

で︑今度遠い所から來て︑今日から

氣がさっぱりしてみて︑二三

︿略﹀︑五百里かはなれてみる

飲みほして︑大蛇がよひつぶ

に入れて︑其の強い酒を飲みました︒

れますと︑︿略﹀︒

五115

五116 ︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り

ふしぎに思って︑尾をさいて

ひの川が血になって流れまし

になりました︒

五118

た︒

五122

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

りました︒

自分の物にしてはならぬとお

學校からかへって見ると︑廣

︿略﹀︑廣田君からゑはがきが

うめやも＼やさくらがみん

五138 北國にも春が來ました︒︿略V︒

な一しょにさいてゐます︒

五135囲

來てるました︒

五133

田君からゑはがきが來てるました︒

五132

りました︒

ぼしめして︑天照大神へお上げにな

五125

自分の物にしてはならぬとお

ぼしめして︑天照大神へお上げにな

五125

ごらんになりますと︑︿略﹀︒

ふしぎに思って︑尾をさいて

んが︑一人の娘を中において泣いて

をうち

五122

り出ました︒

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

やまた

人つつたべました︒

頭が八つ︑尾が八つある大

よし︒其の大蛇をたいぢし
酒が出來ると︑みことはそれ

︿略﹀︑みことはく略﹀︑八岐

朝︑おさらひをすましてから︑

と書いてありました︒

春子とつくしをつみに行きました︒

五142

かへりみちに︑はなれ馬がと

かへりみちに︑はなれ馬がと

五144

間もなく大蛇が來て︑八つの

五145

頭を八つのをけに入れて︑其の強い
︿略﹀︑八つの頭を八つのをけ

んで來ましたので︑︿略﹀︒

五114

酒を飲みました︒

五113

いました︒

の大蛇の來るのを待っていらっしや

五112

ました︒

大蛇の來るのを待っていらっしやい

を八つのをけに入れさせて︑八岐の

五111

てやらう︒

五105園

の木が生えてゐます︒

蛇で︑︿略﹀︑せ中には︑ひのきや杉

五104園

毎年

五94園それを八岐の大蛇が來て︑

ゐました︒

んが︑一人の娘を中において泣いて

五85

ゐました︒

五85

りになりますと︑︿略V︒

此の級へはいる方です︒

五41園此の方は中村さんといふ人

せきをおさしになりました︒

五35

へ向ひました︒

四944 今夜かぎり の いのちと
思って︑十郎﹁五郎︑かほを見せ
よ︒﹂

つくづくとかほを見合ひました︒

四947 二人はたいまつを上げて︑

五58

なりました︒

日たつと︑前からの友だちのやうに

五51

ね入って居るものをきる 五51 氣がさっぱりしてみて︑︿略﹀︒

四953 ふみこんで見ると︑くどう 五48 中村君は色が黒くて︑まるま
ると太ってゐます︒
はよくね入って居ます︒
四954 ふみこんで見ると︑くどう 五48 中村君は色が黒くて︑まるま
ると太ってゐます︒
はよくね入って居ます︒

四955
はひけふと︑﹁︿略V︒﹂と名のり
ました︒

四964 すけつねもく略﹀︑﹁心え

た︒﹂と︑まくらもとの刀を取
のでせう︒

二人はすかさずうち取つ 五62 こちらは今さくらのさかりで

つておき上らうとしました︒

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

四966
て︑︿略﹀︑父がうたれてから十

てしまったさうです︒

︿略﹀︑中村君が泣いてゐまし

聞けば級のものが二三人で︑

をつけてやりました︒
はし
ある時︑︿略﹀︑川上から箸が
五81

五71僕は﹁︿略﹀︒﹂といって︑力

をつけてやりました︒

五了1僕は﹁︿略﹀︒﹂といって︑力

たのださうです︒

中村君を生いきだといって︑いぢめ

五65

た︒

五64

て見ると︑︿略﹀︒

五63ある日︑僕がうんどう場へ出

八年目にめでたくのぞみをと
げました︒

四967︿略﹀︑父がうたれてから

十八年目にめでたくのぞみを
とげました︒

ふぎ︑ おやともしたひてお仕へ申

五22團 ︿略﹀ 天皇陛下を神ともあ

す︒

五28 四月四日の朝︑當番で僕が机
の 上 を ふ い て み る と︑︿略﹀︒

五31 ︿略﹀︑先生が知らない生徒を
﹁︿略V︒﹂といって︑此の間か

一人つれてお出でになりました︒
五35

て一て
1018

んで來ましたので︑どうしょうかと
思ってゐますと︑︿略﹀︒

五146 ︿略﹀︑よそのをぢさんが大手
を廣げてとめて下さいました︒
を廣げてとめて下さいました︒

なったことがある︒

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑

︿略﹀︒

ます︒

五241

島屋の前には︑人が黒山のや
き
二かいのまどに萬國旗がつる
き
二かいのまどに萬國旗がつる

︿略V︑おくの方からたえずち

ゆかた

下のかざりまどには︑︿略﹀︑

入口の左手には︑小切やえり

小ぞうさんたちは︑土ざうか

らいろくな反物や帯地をかついで

五248

小ぞうさんたちは︑土ざうか

來て︑︿略﹀︒

らいろくな反物や帯地をかついで

五248

來て︑お客の前につみ上げます︒

しばらく待って︑私どもは浴

衣地とこんがすりを買って外へ出ま

五251

した︒

五252 ︿略﹀︑私どもは浴衣地とこん

うちへかへって︑ふろしきを

がすりを買って外へ出ました︒

五252

うちへかへって︑ふろしきを

明けて見ましたら︑︿略V︒

五253

︿略V︑店のしるしのついた手

明けて見ましたら︑︿略V︒

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五255

ました︒

五258

ツバメハ ︿略V︑物ニツキア

ツバメハ︿略﹀︑矢ヨリモ早

︿略﹀︑アタ・カニナツテ︑ガ

ラワタツテ來マス︒

ンが北ノ國ヘカヘルコロ︑南ノ嵩上

︿略﹀︑番頭さんたちは︑︿略V︑ 五264

クトンデ行キマス︒

五262

テ︑矢ヨリモ早クトンデ行キマス︒

タルカト思フト︑カルクミヲカハシ

五26一

︿略﹀︑矢ヨリモ早クトンデ行キマス︒

デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑

店の中へはいって見ますと︑
︿略﹀︑番頭さんたちは︑お客

五258

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

︿略﹀︑それを見てみる人も大

︿略﹀︒

す︒

小ぞうさんたちにさしづをしてゐま

五246

ちにさしづをしてゐます︒

から注文をうけては︑小ぞうさんた

五245

︿略﹀︒

五244

ぜいあります︒

五242

ます︒

て︑それを見てみる人も大ぜいあり

五242

て︑︿略﹀︒

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

入口の左手には︑小切やえり

すゴしさうな浴衣地がかざってあり

五238

くおんきの音が聞えて來ます︒

五234

くおんきの音が聞えて來ます︒

してあって︑おくの方からたえずち

五232

してあって︑︿略﹀︒

五231

うにあつまってゐました︒

五228

られて︑買物に行きました︒

五187焼蛤の時一天にはかにかき曇 五226 おひるすぎおかあさんにつれ
︿略﹀︒

く略V︑金色の鶏が一羽とん

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

五146 ︿略﹀︑よそのをぢさんが大手 五188圏

︿略﹀︑わるものどもは

︿略﹀︑わるものどもは

ゆふべの雨がはれて︑青葉の
︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

其の尾を下して來て︑さをに
其の尾を下して因て︑さをに

一月も前から

︿略﹀︑又はらをふくらませて︑

美しいびらで︑

廣告してみた島屋の大費出しは︑

五223

をどり上ります︒

五218

着けるかと思ふと︑︿略V︒

五217

着けるかと思ふと︑︿略﹀︒

五217

も高く尾を上げます︒

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

五215

上に日が氣持よくてってゐます︒

五208

上に日が氣持よくてってゐます︒

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

たさうだ︒

︿略﹀︑おそれてみんなにげてしまつ

五197囹

たさうだ︒

︿略﹀︑おそれてみんなにげてしまつ

五196圏

てるることが出來ず︑︿略﹀︒

のやうで︑わるものどもは目を明け

五195囹鶏の光がまるでいなびかり

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

五153 ︿略V︑かへって配ると︑もう 五188圏 ︿略﹀︑金色の鶴が一羽とん
︿略﹀︑かへって來ると︑もう

よ く な っ て み て ︑ ︿略V︒

五153
よ く な っ て み て ︑ ︿略V︒

五153 ︿略V︑かへって当ると︑もう
よくなってみて︑尾をふってむかへ
︿略﹀︑尾をふってむかへに出

に出ました︒

ました︒

五154

五158 先生がまどをすっかり明けて︑
出しておやりになりました︒
出しておやりになりました︒

五158 先生がまどをすっかり明けて︑ 五207

五163 三校からかへって︑新しい筆
で書き方のおけいこをしました︒

五﹂66 海軍のをぢさんがお出でにな
をおみやげに下さいました︒

つて︑︿略﹀︑僕に は 小 刀 と え ん ぴ つ

五175囹 金の鳥がついてゐますね︒
は知ってみるだらう ︒

五177圏 く略V︑鶏のついてみるわけ
︿略﹀︑鶏のついてみるわけ

﹁話して 上 げ よ う か ︒ ﹂
し んむ

は知ってみるだらう ︒

五177園

五182囹

五185囹 むかし神武天皇が︿略﹀︑
わるものどもが強くて︑おこまりに
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五266

︿略﹀︑ガンが北ノ國ヘカヘル
らす︒

木々のしっくもき

ばんのごはんのお

︿略﹀︑

のことなって︑

五312圏
かずにまじる︒

コロ︑南ノ國カラワタツテ來マス︒

ツテ︑ガンガソロくワタツテ來ル
ば︑︿略﹀︒

せん︒

五328

ました︒

五342

︿略﹀︒

︿略﹀︑お見送をして表へ出て

此の時季の氣もなく自分のう

﹁よいお天寿です︒早く起

︿略﹀︑わらびやぜんまいが︑

學校の門を出て西へ向ひまし

てるて︑先生もお出でになってゐま
した︒

た︒

五357
五361

すっかり葉になってゐました︒

いたどりは私どものせいほど

にのびてゐました︒

五363

五365大道へ出て︑となり村の入口
︿略﹀︑道ばたの立石にさるが

へ行くと︑︿略﹀︒

五368

一匹は目に︑一匹は口に︑一

三匹ほってありました︒

五372

大平橋を渡ってから左へをれ

匹は耳に手をあててゐます︒

五377

て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま
した︒

大平橋を渡ってから左へをれ

ちやうどかまを明けたところ

て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま

五378
した︒

五383

で︑白いけむりが立ってるました︒

五385

︿略V︑先生が﹁︿略﹀︒﹂とい

の前へ行くと︑︿略﹀︒

遠足のしたくをして學校へ行 五384 此所を出て︑となり村の盛祥
くと︑もう級のものが大分來てるて︑

五354

きてお出で︒﹂

五352囹

頭を出してみるひよう松は︑︿略﹀︒

せまい中庭から︑屋根の上に

ちを見て︑その小さいのにおどろき

五335

見ました︒

五328

て表へ出て見ました︒

びへお立ちになった時︑お見送をし

ある朝早く︑おとうさんがた

の歩道に人通のたえることがありま

車が引切なしに通って︑りやうがは

五325

てん
私のうちの表通は電車や自記

五314石松をのこして木の葉がちれ

五267 サウシテダンくス．・シクナ
コロ︑︿略V︒

五268 ︿略﹀︑ガンガソロ︿ワタツ
テ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キ
マス︒

五271 ︿略V︑ガンガソロくワタツ
テ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キ
マス︒

五272 ツバメハコチラニ居ル間二︑
人ノ家国スヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ
マス︒

五274 ツバメハ田や畠ノ作物ニツク
虫ヲ取ツテタベマス カ ラ ︑ ︿ 略 V ︒

五281 ︿略﹀村外れに︑家が一けん
立ってるます︒

五285 庭さきのもみちの木は︑前の
︿略﹀︑此のごろは栗の花がた

川に美しいかげをうつしてゐます︒
五287
くさんさいてゐます︒

し ゃ つ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とおっしゃいま

五288 此の間町のをばさんがいらっ
した︒

︿略﹀︑もう級のものが大分來

︿略﹀︑先生が︿略﹀︑私ども

︿略V︑先生が︿略﹀︑私ども

を道に待たせておいて︑學校へおよ

五386

りになりました︒

を道に待たせておいて︑學校へおよ

五386

︿略V︑もう級のものが大分來 つて︑私どもを道に待たせておいて︑
學校へおよりになりました︒
︿略﹀︑もう級のものが大分來

てるて︑先生もお出でになってゐま

五355
した︒

してみたい︒﹂

五291囹 ﹁こんなしっかな所でくら

五297囲︿略﹀︑かはるぐに花さ

五355
した︒

てるて︑先生もお出でになってゐま

きみだれ︑ 人も調て見る︑小鳥も

五356

うたふ︒

出建て︑ あつい夏でもすゴしくく

五304圃 つりも出來るし︑およぎも

︿略﹀よく物言に來るおちい

りになりました︒

さんが︑紺のふろしきつつみをしょ

五391

︿略﹀よく物費に來るおちい

つて來て︑﹁︿略﹀︒﹂といって通りま

した︒

さんが︑紺のふろしきつつみをしょ

五391

つて來て︑﹁皆さん︑遠足かね︒﹂と

此の時私どもの村へよく物

いって通りました︒

費に來るおちいさんが︑︿略﹀︑

五393

でん

先づ舞禮をして︑拝殿のよこ

はいれい

﹁︿略V︒﹂といって通りました︒

の芝の上で︑べんたうをたべてみる

しば

五401

と︑︿略＞Q

と︑︿略﹀︒

五402 ︿略﹀︑べんたうをたべてみる

と︑さっきの學校の小使さんが妾

五403 ︿略﹀︑べんたうをたべてみる
こづかひ

ゆを持って來て下さいました︒
こづかひ
︿略﹀︑さっきの學校の小使

のどがかわいてみたので︑み

さんが変ゆを持って來て下さいまし

五403

た︒

五404

んな大よろこびで飲みました︒
ゑ ま
先生が拝殿にかけてある射撃

ま

先生が拝殿にかけてある糟馬

ゑ

のお話をして下さいましてから︑

五406

︿略V︒

先生が拝殿にかけてある糟馬

ゑ ま

のお話をして下さいましてから︑

五407

︿略﹀︒

五407

て一て
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のお話をして下さいましてから︑た
︿略﹀︑た ん ぼ の 小 道 へ 出 て ︑

ん ぼ の 小 道 へ 出 て ︑︿略﹀︒

五407
くまそ

三時ごろ學校へかへりました︒

五413 昔熊襲のかしらに川上のたけ
るといふ者があって︑天皇のおほせ
にしたがひませんでした︒

五418 尊は︿略﹀︑いさみ立ってお
出かけになりましたQ
くたけるが新しい家を造って︑人々

五422 お着きになりますと︑間もな
をあつめて︑其の祝をしました︒

五422 ︿略﹀たけるが新しい家を造
つて︑人々をあつめて︑其の祝をし
ました︒

つるぎをふとこ

五423 尊はかみをといて︑女のすが
たになり︑︿略﹀︒

尊は︿略﹀︑

ろにかくして︑其の家の中へおはい

五424
りになりました︒

五426 大ぜいの女どもにまじってい
ら っ し や い ま す と ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑たけるは尊を見つけて︑

自分のそばへ呼びました︒

五427

五431 夜がふけて︑人々はかへりま
した︒

五432 たけるも酒によってねむりま
した︒

︿略﹀︑たけるも熊襲のかしら

とさけんで死にませうが︑︿略﹀︒

五441
だけあって︑﹁︿略V︒﹂といひました︒

五452園自分にまさる者はないので︑
﹁︿略﹀︒日本武皇子と申し

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五455囹

たまへ︒﹂といって︑息がたえまし
た︒

今桑をたべてみる慧も︑明日

てるるのもあります︒

五493

の朝までには︑たいてい上ってしま
ふさうです︒

︿略﹀︑明日の朝までには︑た

此ノ頃一雨が降りツずイテ︑

いてい上ってしまふさうです︒

五494

五504

表デ遊ブ日ガアリマセン︒

︿略﹀︑水ハ低イ方へ低イ方へ

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

山から薪を取って着て︑それ

を責って︑くらしを立ててゐました︒

五532

を費って︑くらしを立ててゐました︒

五533 ︿略﹀︑それを費って︑くらし

此の人に年取つたおとうさん

を立ててゐました︒

五534

それで山へ行くにも︑へうた

がありまして︑酒がすきでございま

した︒

五536

それで山へ行くにも︑へうた

んを腰に着けてみて︑︿略﹀︒

五536

んを腰に着けてみて︑かへりに酒を

買って來ては︑おとうさんを喜ばせ

てるました︒

おとうさんを喜ばせてゐまし

五536 ︿略﹀︑かへりに酒を買って來

ては︑

ハジメハ綜スヂホドノ流デス

ガ︑ソレガダンくアツマツテ︑ミ

た︒

ては︑

おとうさんを喜ばせてゐまし

五536︿略﹀︑かへりに酒を買って來

た︒

た︒

ては︑

おとうさんを喜ばせてゐまし

︿略﹀︑高イ所二行キアタルト︑ 五537︿略﹀︑かへりに酒を買って來

カウシテ流レル水肥︑ミゾカ

べらせて︑ うつむけにたふれました︒

五538或日山の中で︑こけに足をす

なめてみると︑酒のあちがい

がわいてるます︒

五543 ︿略﹀︑石の中から酒ににた物

と︑︿略﹀︒

で︑ふしぎに思って︑ 見まはします

地ノ中産シミコンデ︑井戸水 五542すると酒のにほひがしますの
︿略﹀︑目二見エナイ水弊習
ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

五527

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒
ジヨウ

イヅミ

五525

くテ海へ行キマス︒

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

五523

其所ヲヨケテ流レマス︒

五521

ノヤゥニナリ︑︿略﹀︒

五518低クテ廣イ所ニタマルト︑池

水ノカサモ多クナリマス︒

ゾニオチル頃ニハ︑流モ早クナリ︑

五513

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

五512

ト流レテ行キマスQ

五508

シマフノデセウ︒

五464丸米をつくのに︑上にもうす 五505 カウ毎日降ル雨ハドウナツテ

﹁上のうすには︑どうして

．上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

五465園
米を入れる︒﹂
まゆ

もう桑の葉をたべないで︑頭

まゆ

もう桑の葉をたべないで︑頭

を上げて︑繭をかける所をさがしま

五472
す︒

五473

それをひろって︑まぶしへう

を上げて︑繭をかける所をさがしま
す︒

五474

つすのですが︑︿略﹀︒

五482 まぶしには︑かさくといふ
早いのはもう繭を作り上げて

音がしてゐますが︑︿略﹀︒

五484
ゐます︒

一生けんめ

︿略﹀繭の中で︑きゅうくつ
さうにからだをまげて︑

五488

︿略﹀繭の中で︑きゅうくつ

いにはたらいてみるのもあります︒

五491

デス︒

五434 此の時尊はふところのつるぎ

五532

山から薪を取って來て︑︿略﹀︒ 五544

さうにからだをまげて︑↓生けんめ

山から薪を取って発て︑それ

たします︒

五532

いにはたらいてみるのもあります︒

まだ繭をかける場所をさがし

を出して︑たけるのむねをおつきに

五492

なりました︒

五437 なみくの者なら︑﹁あっ﹂
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五545 喜んで︑それからは毎日其の

士暑んで︑それからは毎日其の

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ
ました︒

五547

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ
ました︒

五548 喜んで︑それからは毎日其の

朱ぬりの社殿が山のみどりを

んすんでゐます︒

五591

﹁うちの方では︑田に水が

へはいりました︒

五664囹

ないと言って︑さわいでゐますのに︑

此の村にはよく水がありますね︒﹂

ないと言って︑さわいでゐますのに︑

﹁うちの方では︑田に水が

此の村にはよく水がありますね︒﹂

りゅうぐう

五665園

後にして︑たいそうきれいに見えま

ことにしほのみちた時は︑社

す︒

五594
くわいらう

殿や廻廊が海の中に浮いて︑お話
にある龍宮はこれかと思はれます︒
にじ

來年あたりから掘ることに

らっれて來た︒

村の人は代り合って︑一日置

に普請の手つだひをすることになつ

五708

た︒

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑首をひね

の人は普請方のさしづをうけてはた

五714︿略﹀︑いろくの工事に︑村

らいた︒

五721

翌年の春︑大雨がふりつゴい

る者もあったといふが︑︿略﹀︒

五725

て︑︿略﹀土手が︑半分ほどもくつ

手が︑半分ほどもくつれてしまった︒

五726 ︿略﹀︑せっかくつき上げた土

れてしまった︒

村の用水池を見て行くことにしよう︒

や

五734 ﹁︿略V︒﹂などと言ふ者が出て

へった︒

來て︑手つだひに出る者は日ましに

五734 ﹁︿略﹀︒﹂などと言ふ者が出て

五676園少しまはり道だが︑となり

なってみる︒

五674園

所から水を引くからだ︒

．すそに︑大きな用水池があって︑其

あれく︑虹が立ってるる︒ 五668二部の村には︑向ふの杉山の

五602圃
だれ

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ
空のゑぎぬへ一筆に︑

五612圃︿略﹀︑七つの色をならば

遠きをつ

しやう

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑

もっとお前に聞かせて置きたい話が

あれく︑虹がきえて行く︒ 五681園 ﹁鯉も居るが︑それよりも︑

作太郎は父につれられて︑は

ある︒﹂

來て︑手つだひに出る者は日ましに

五692

︿略﹀︑どうかして村のあれ地を田地

﹁おとうさん︑町があんな

に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

五635園

じめて町へ行きました︒

五632

五623圃

なぐ雲の上︒

用ありさうに天と地の

五616團雨のはれ間にちよつと出て︑

がかいたか︑虹の橋︒

せて︑

ました︒

五552 いっか此の事が天皇のお耳に
な ら
ぎやうかう

入りまして︑わざく奈良の都から

美濃の國へ行幸になりました︒
五554 酒の出る所を御らんになって︑
﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒

五567 松島は大小二三百の島が︑海
上三四里の間にちらばってみて︑
︿略﹀︒

上三四里の間にちらばってみて︑島

五567 松島は大小二三百の島が︑海

︿略﹀︑どうかして村のあれ地

庄屋は村の者にいろく言つ

手がくつれて︑池のたまり水が村の

五741 ︿略﹀︑其の年のつゆに︑又土

︿略﹀︒

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

五736

︿略﹀︒

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

庄屋は村の者にいろく言つ

へった︒

五692

を田地にして︑米がとれるやうにし
たいものだと思った︒

田地にするには︑水がいるが︑

着手は來年からといふことに

引いて來る川がない︒

五694

五704

中へおし出した︒

くにげてしまった︒

口を言ふ者ばかりで︑普請方はとう

いよく其の年になって︑庄 五742 かうなっては︑もう庄屋の悪

なって︑庄屋は方々の村へ用水池を
見に出た︒

二人は峠を下りて︑となり村 五708 ︿略﹀︑庄屋は普請方をよそか

ふしんかた

屋は普請方をよそからっれて來た︒

ふしんかた

﹁︿略﹀︑蹄りには馬車に乗 五707

五736

にして︑米がとれるやうにしたいも

﹁︿略﹀︑認りには馬車に乗

のだと思った︒

るのですか︒﹂

﹁おとうさん︑町があんな
るのですか︒﹂

に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

五636園

といふ島には︑枝ぶりのよい松がし
げつてゐます︒

五568 ︿略V︑島といふ島には︑枝ぶ
りのよい松がしげってゐます︒

あれは製綜工場で︑女工が
﹁あ︑町の方へ馬車が二だ

四百人も綜を取ってみる︒

五572 ︿略﹀︑多くは舟に乗って︑島 五652園
の間を通って見物します︒

五661

つて︑此の下まで來てもよい︒﹂

五658囹

つて︑此の下まで來てもよい︒﹂

五658囹

いかけて行きます︒﹂

五573 ︿略﹀︑多くは舟に乗って︑島 五655囹
︿略﹀︑青い松が一面に立って

の間を通って見物します︒
五582

︿略﹀︑青い松が一面に立って

みて︑長い橋のやうに見えます︒
五582

しか

︿略﹀︑島の山には鹿がたくさ

みて︑長い橋のやうに見えます︒
五586

て一て
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てしまった︒

る︒

五791
まん

︿略﹀︒

まん

よし

あべのむねたふ

八幡太郎義家が重日安倍宗任

よし

をつれて廣い野原を通りますと︑

五794

池にはあんなに水がたまってみる︒

今年のひでりにも︑此の用水

もゆびをりの金持村だと言はれてる

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

て植ゑたのださうだ︒

五743 ︿略﹀︑普請方はとうくにげ 五786 此の山の杉も庄屋が先に立つ

もう一度土手をつきなほした︒

五745 方々から人夫をやとって來て︑ 五788
五745 方々から人夫をやとって來て︑
もう一度土手をつきなほした︒

れ地を田にしだした︒

五755 それを見て︑村の人は急にあ
五756 一冬ごして︑春には池の水が
一ぽいになった︒

にかけて︑水はありあまった︒
ました︒

五797

いころすのもかはいさうだと

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

義家はせ中のうつぼから︑か

原を通りますと︑狐が一匹とんで出

きつね

五758 六月の田植時から七月・八月 五795 八幡太郎出家が︿略﹀窪い野

池が出上上つた年の冬︑死んでしま

五762 ︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

つた︒

た︒

︿略﹀︑中耳の間をねらって︑

ほって置け︑今に生きかへ

さて︷示任がかりまたをぬき取

五808園

五808圏びっくりしてたふれたのだ︒
る︒

五五4

︿略﹀︑暦家はせ中をくるりと

つて︑義家にかへしますと︑︿略﹀︒

五816

九月にはいっては二つゴき

むけて︑うつぼへさ㌦せました︒

五844團

大水が出なければよいがと

でしたが︑︿略﹀︒

五848国

心ぽいして︑夜中に手をけやはき物
まですっかり二階へ上げました︒

夜明け方になって︑雨も風
もやみますと︑︿略V︒

五853国

︿略﹀︑急に川水の音がこう
︿略﹀︑急に川水の音がこう

くと聞えて來て︑︿略V︒

五855國
五855團

くと聞えて來て︑間もなく火の見
く略V︑二階のまどからのぞ

で半しようをうち出しました︒

五861國

いて見ますと︑水が表の通をさっと

叔父さんは大へんだ土手が

洗ひました︒

五863国

切れたといって︑すぐ屋根へ出まし
た︒

かけよって見て︑宗任が 五866團 うら手で助けてくれ助けて
くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

かぼか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

て物ほしへ出ました︒

五876困︿略﹀︑わたしは正男をつれ

五881国 ︿略﹀︑町は馬てい水につか

おとうさんやおかあさんに

つて︑人家も七八軒流れました︒

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

五887園

私は町の辻に立ってるる郵便

どうぞよろしく申して下さ

に居ります︒

五888国

い︒

五895

函であります︒

ばこ

五897 ︿略﹀︑夜でも︑書でも︑此所

時々道を人にきいて來た者と

に立通しに立ってるますが︑︿略﹀︒

五902

見えて︑﹁︿略V︒﹂とひとりごとを一三口

時々道を人にきいて來た者と

つて行く者があります︒

見えて︑天略V︒﹂とひとりごとを言

五902

つて行く者があります︒

りごとを言って行く者があります︒

五903 時々︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とひと

郵便物を大切にあづかってみて︑こ

五907私のやくめは︑︿略﹀︑︿略﹀

れをあつめに來る人に渡すのであり

ます︒

五907 私のやくめは︑︿略V︑︿略﹀

郵便物を大切にあづかってみて︑こ

れをあつめに來る人に渡すのであり

作物の種や商品の見本も入れ

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五915

ます︒

五871国︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

︿略V︒

うら手で助けてくれ助けて

︿略﹀︒

﹁︿略﹀︑狐は死んで居りま

五867囲

と言ひました︒

﹁矢はあたって居りませぬ

﹁︿略V︒﹂と言ふと︑義家が天略﹀︒﹂

五804

﹁︿略＞o﹂と言ふと︑︿略V︒

五804

かけよって見て︑宗任が

つ立って︑狐はころりとたふれまし

五802

頭の上をすれくにいました︒
はな
矢は狐の鼻のさきの地面につ

五801

上をすれくにいました︒

思って︑爾耳の間をねらって︑頭の

五771 ︿略V︑庄屋の妻は子どもをつ 五798
︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ

れて里へ編ってみた︒
五772
れて里へ露ってみた︒

五774 其の後索の人は︑庄屋の家屋
敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど
もに︑もとの家へ鋸ってもらった︒
五776 其の後村の人は︑︿略﹀︑妻や

子どもに︑もとの家へ蹄ってもらつ
た︒

五781 親のほねをりが子の時になつ
てあらはれたのであ ら う ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五782 ︿略﹀︑あの家にはよい事が

五805園

す︒﹂

のに︑狐は死んで居ります︒﹂

つゴいて︑身代は前よりもよくなつ

五806囹

た事がくはしく書いてある︒

た︒

ひ
五785 土手の此の記念碑に︑今話し
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て一て

五947

ソレニハ黒ミノアルムラサキ

モウアマクナツテヰマセウ︒

此の時︑木に上ってみた者が

ててにげるやうな者には︑これから
つきあふな︒

五㎜7向って右が入口︑左が出口で︑
︿略﹀︑まん中が帝室用になつ

まん中が帝室用になってゐます︒
川棚1

階下の入口には︑左右に説き

てるます︒

下川5

︿略﹀︑自動車・馬車・人力車

両替店や︑いろくの責店もありま

な待合室があって︑此の外に︿略﹀︑

す︒

五撹5

がいくだいとなく︑入口・出口によ
つて來ます︒

はじめて東京見物に來て︑此
の停車場へ降りる人は︑︿略﹀︒

五槌6

︿略﹀︑此の停車場へ降りる人

は︑大てい先づ第一に宮城をさして

五齪7

おちいさんが庭にほしてある

まみります︒

六21

おちいさんが庭にほしてある

もみをかへしていらっしゃると︑

︿略﹀︒

した︒

︿略﹀︑早目が來て︑卵を七つ

︿略﹀︑卵買が來て︑卵を七つ

今どこのうちへ行って見ても︑

今どこのうちへ行って見ても︑

うちでも土間に丸太を置いて︑

うちでも土間に丸太を置いて︑

昨日ま．でに二山出動て︑もう

︿略V︑もう三つ目の山が田野

今日庭にほしてあるもみをす

今日庭にほしてあるもみをす

今日庭にほしてあるもみをす

私がたんぼへお湯を持って行

のばして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

つてくると︑おちいさんが庭で腰を

六37

の山は出來上りませう︒

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

六34

つて︑俵に入れてつんだら︑︿略﹀︒

六33

つて︑俵に入れてつんだら︑︿略﹀︒

六32

か㌧つてゐます︒

六31

三つ目の山が出來か＼つてゐます︒

六28

其の上につんであります︒

六26

其の上につんであります︒

六25

俵の山が出來てるます︒

六25

俵の山が出來てるます︒

六24

買って行きました︒

六23

買って行きました︒

六22

︿略﹀︒

もみをかへしていらっしゃると︑

此の時︑木に上ってみた者が 六22

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

五993女王が君の耳の所へ口を持つ

くしてるた︒

五992園僕は木の上から見て︑びく

くしてるた︒

五992園僕は木の上から見て︑びく

下りて來て︑﹁︿略﹀︒﹂

此の時︑木に上ってみた者が

下りて來て︑﹁︿略﹀︒﹂

五988

下りて來て︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出 五988

るかも知れませんが︑それは人にも

てよいことになって ゐ ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五916 作物の種や商品の見本も入れ
らしてはならないことになってゐま
す︒

す︒

ちりがつもって山となり︑

五964

二人の者が山の中を通ると︑

一人は早く見つけて︑木の上
一人は︿略﹀︑地にたふれて︑

一人は︿略﹀︑死んだふりを
してゐました︒

五982

死んだふりをしてゐました︒

五982

へにげ上りました︒

五978

熊が出て來ました︒

くま

五977

色ノ實ガナツテヰマス︒

五967

日ガサシテヰマス︒

五961庭サキノブダウ棚二︑今︑夕 五996園あぶない時に︑友だちをす

しっくがよって海となる︒

五957圃

しっくがよって海となる︒

五956圏

ちりがつもって山となり︑

らしてはならないことになってゐま

るかも知れませんが︑それは人にも

五948

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出 五988

てよいことになって ゐ ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五921 私の口にはいる物は︑はがき
の外はきっと切手がはってあります︒

五922 それも品と目方によって切手
の償がちがひます︒

五924 郵便物をあつめる人は︑毎日
きまった時刻に來て︑私のおなかを
明けて持って行きます︒
郵便物をあ つ め る 人 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

私のおなかを明けて持って行きます︒

五924

︿略﹀︑私のおなかを明けて持
︿略﹀︑私は氣がもめてたまり

つて行きます︒

五924

ません︒

五927

五928 もし間に合はないと︑向ふへ
大そうおくれて着くからです︒

た用事が書いてあり ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五933 葉書には︑大ていちよっとし

み入った事が書いてあります︒

五934 ︿略﹀︑封書には︑いろくこ

事が書いてありますと︑私もうれし

五935 おめでたい事やたのしさうな
い と 思 ひ ま す が ︑ ︿略V︒

熊は死人には手を着けないと
熊が來て︑からだ中かぎまは
︿略﹀︑ほんたうの死人だと思

ひました︒

つたのでせう︑其のまま行ってしま

五987

しましたが︑︿略﹀︒

五985

聞いてみたからでございます︒

五937 ︿略V︑悲しい事や苦しさうな 五983

事が書いてありますと︑もらひ泣き
をいたします︒

︿略﹀︑かっけで足をはらして

みる書生さんが︑︿略﹀︒

五942

五945園 ﹁それにはどんな事が装い
てあったか︒﹂

て一て
1024

つてくると︑︿略﹀︒

六37 私がたんぼへお湯を持って行
金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン
ガ︑ジマン話ヲシAロヒマシタ︒

金や銀ハ美シクテ︑オアシ

︿略﹀︒

六152

僕が紅色のきれいなきのこを

﹁あ＼︑

ない︒﹂

六157

僕はびっくりして︑ぐみも紅
それからにいさんと︑ざふ木

茸も地面へなげつけました︒

六158

林へはいって︑︿略﹀︑ねずみ茸を少
し取りました︒
︿略﹀︑ざふ木林へはいって︑

じめくした落葉をふんで︑ねずみ

六161

木びきの力藏さんがく略﹀︑

だんく上って行くと︑

茸を少し取りました︒

六163
︿略﹀︒

木びきの力藏さんがく略﹀︑

大きなのこぎりで板をひいてゐまし
た︒

六167

何の木か︑おがくつが大そう

大きなのこぎりで板をひいてゐまし
た︒

六168

にいさんが﹁今日は︒﹂と言

よくにほってゐました︒

六173

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑栗

つて︑天略﹀︒﹂とたつねますと︑
︿略﹀︒

六181

林の下のくぼ地を教へてくれました︒

し早すぎましたが︑それでも︑小さ

なしめちが列を作って出てゐました︒

六184 ︿略﹀︑それでも︑小さなしめ

ふまないやうに注意して︑か

ちが列を作って出てゐました︒

六186

ふまないやうに注意して︑か

鉛色の空は次第々々に低くな

ご一ぱい取って露りました︒

つて來ます︒

六194

風がひゆうつとうなって來る

たびに︑︿略﹀︒

六195

うちよせて量る波は︑岩をか

て︑頭を地に着けさうにします︒

六196 ︿略﹀︑濱の松は身をふるはせ

六197

うちよせて紛る波は︑岩をか

み︑︿略﹀︒

み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

六198

と引いて行きます︒

六198 うちよせて重る波は︑︿略﹀︑

いつも通る汽船も︑高波をよ

もとより舟は一そうも出てゐ

さあっと引いて行きます︒

ません︒

六201

六202

いつも通る汽船も︑高波をよ

けて︑沖を通ると見えて︑︿略﹀︒

けて︑沖を通ると見えて︑討てきの

六203

音は少しも聞えません︒

︿略V︑ すみきって︑ かゴみと

六215圃 空もみどり︑ 海もみどり︑

か団み︒

六223圏 ︿略﹀︑沖へ急ぐ兄の小舟︑

︿略V︑﹁︿略V︒﹂と言って︑栗

行って見ますと︑なるほど少

林の下のくぼ地を教へてくれました︒

六181

六183

ご一ぽい取って飾りました︒

それは紅茸だ︒毒 六185

取って︑にいさんに見せましたら︑
︿略V︒

六98園
ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ

六38 ︿略×おちいさんが庭で腰を
の ば し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とおっしゃいま

六155圏

ナルポド︑銅牌タクサンア
︿略﹀︑モツトタクサンアツ

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ
モシセイ出シテ使ツテクレ
モシセイ出シテ使ツテクレ
モシセイ出シテ使ツテクレ

松山の入口で︑赤くなってゐ

僕がぐみをたべてみる間に︑

だよ︒其の手でぐみをたべてはいけ

外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑
︿略﹀︒

六104園

六134圏

サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

六133囹

サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

六133園

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六127園

﹁︿略V︒﹂ト言ヒマシタ︒

六126ヤクワン中之ヲ聞イテ︑

ト思ヒマス︒

テ︑モツト役二立ツ物ハ鐵デアラウ

六115圏

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略﹀︒

六114圏

︿略﹀︒

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

銅ハソレニヒキカヘテ︑金

した︒

六43 土間でこぼれもみを拾ってゐ
たにはとりが︑俵の山へ上ってとき
を作りました︒

上ってときを作りました︒

六43 ︿略Vにはとりが︑俵の山へ

てるるかも知れない︒

六51園 さうさ︑中ほどまでは降つ

つて︑内地第一の高山だから︒

六52園 何しろ一万二千五百尺もあ

六57囹塁湾ではめったに雪が降ら
ないさうだが︑此の山のいた団きに
は︑いつもつもってみるといふこと
だ︒

六64圏 ﹁いや︑二番も三番も壷湾
いんど

にあって︑四番目が富士山だ︒﹂

六了7園 印度のヒマラヤ山は世界一

みかさ

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる
る︒
かすが

サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

な ら

六83囹奈良の春日山や三笠山は千

其ノ時鐵ビンハ

﹁︿略﹀︒﹂ト

六135園銅ハ人馬使ハレテヰテモ︑

六148

んに注意されました︒

たぐみを⁝枝折ると︑︿略V︑にいさ

六144

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

六138

時々青イ物ヲ出シマス︒

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも
知られてみるし︑京都の東山にして
もさうだ︒

六85圏園 ふとん着て︑ねたるすが
たや東山︒

山ですか︒﹂

六87園 ﹁高くて名高いのは︑どの
六92 或良人ガネシヅマツテカラ︑

1025
て一て

濱へ認る父の小舟︑
き

そ

ゑがほとゑがほ︒

すれ合って︑

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

六226 木曽義仲が都へせめ上ると聞

︿略﹀︑平家はあわてて討手を

けました︒

六227
たひらのこれもり

さしむけました︒
となみ

六228 大將は平維盛で︑十万騎を
ゑつちゆ う

引きつれて︑越中の國の礪波山に
ちんを取りました︒

これもおなじく礪波山のふもとにち

六232 義仲は五万騎を引きつれて︑
んを取りました︒

六234 五方からおしよせて︑ちんの
間がわっか三町ばかりになりました︒

六237 ︿略V︑義仲はひそかにみ方の
者を敵の後へまはらせて︑両方から
一度にどっとときのこゑをあげさせ
ました︒

六252 暗さは暗し︑道はなし︑平家
方はにげ場がなくて︑後のくりから
谷へ︑なだれをうって落ちました︒

六253 ︿略﹀︑平家方はく略V︑後の
くりから谷へ︑なだれをうって落ち
ました︒

六267

うめもどきの實がいつもより

目立って見える︒

こんな寒い日にも︑朝早くか

こんな寒い日にも︑朝早くか

ら︑高い木の上をとびまはって鳴い

六272
てるる︒

六273

なるほど︑ごまつぶ程の蟻が

ら︑高い木の上をとびまはって良い
てるる︒

六287
一匹虎を見上げてゐます︒

虎はおこって︑蜷をふみつぶ
蟻は虎の指のまたからくゴつ

さうとしました︒

六301
六302

て︑仲間の者にあひつをしました︒
︿略﹀︑敷かぎりもない蟻がま
︿略﹀︑数かぎりもない蟻がま

つ黒になって︑出て來ました︒

六305
六305

つ黒になって︑出て來ました︒

虎はうんくうなって︑かけ

とうく弱って︑蟻にあやま

まはるより外︑どうすることも出來

六311
ません︒

六313

つたと言ひます︒

町ハマダヒツソリトシテ︑ネ
ムツテヰタ︒

六316

ギウニユウ

マツ先二出アツタノハ牛乳

︿略﹀︑車ノ音ヲ高クサセテ︑
ハシツテだ何ツタ︒

六322

ツテ行ツタ︒

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑ハシ

ハイタツ

六322

ムツテヰタ︒

六323

橋ノタモトニ人力車ガーダイ
東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ

アツテ︑車夫ガ﹁︿略﹀︒﹂ト言ツタ︒

ホ

ニ
カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑

ルヤウニナツタ︒

六326

ヤ

六327

ゴ

フク

八百屋ヤサカナ屋デ︑︿略﹀︒

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ
巨峯車が後カラ來テ︑カケヌ

テン

ガ表ヲハイテヰタ︒

六332
六333

フ

コウ

豆腐屋ノラツパヤ︿略﹀ガ小

コウ

華氏車が後カラ來テ︑カケヌ

テン

ケテ行ッタ︒

フ

ケテ行ツタ︒

六333
トウ

六335
トウ

路ノオクニ聞エテ來テ︑︿略﹀︒

ヂ

豆腐屋ノラツパヤ︿略Vが小
路ノオクニ聞エテ來テ︑町ハダン

ヂ

六335

くニギヤカニナツテ來タ︒

しほ

弓は潮に引かれて流れて行き

義纒は馬の上にうつぶしにな

弓は︿略﹀流れて行きます︒

ます︒

六352

六353

六352

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

ようとします︒

義纏のかぶとに引っかけようとしま

六355

す︒

叔父爲朝の弓のやうな強い

ためとも

く略V︑此の弱い弓を取られ

はれては︑︿略﹀︒

て︑﹃これが手纏の弓だ︒﹄などと言

六382圏

︿略﹀︒

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

六381園

と言ったと申します︒

六374︿略﹀︑義纒は笑って︑﹁︿略﹀︒﹂

六358囹 ﹁捨てておしまひなさい︒﹂

六336︿略V︑町ハダンくニギヤカ

て︑﹃これが義纒の弓だ︒﹄などと言

六383園 ︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

はれては︑源氏の名折れになるから

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

ニナツテ來タ︒

だ︒

六338

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

た︒

のだ︒

になって立てみるのは私一人だけな

六404国 ︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

私一人だけなのだ︒

から︑今歩兵になって來てるるのは

工・三重の五種があって︑私の村

しちよう

六403団

く略V︑兵には歩・騎・砲・

る歩兵の音吉君と二人で町を見物し

︿略﹀女工ハ︑サツキカラ汽 六397困昨日はとなり村から來てる

へ急グノデアラウ︒

六341

テキノ鳴ツテヰル工場へ急グノデア
ラウ︒

停車場デキツプヲ買ツテヰル

︿略﹀︑郵便物ヲツンダ車ガヰ
よしっね

屋島の合職に︑義纏が小わき
にはさんでみた弓を海へ落しました︒

六348

セイヨタカケテ來タ︒

六346

カケテ來タ︒

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク

六256 ︿略V︑馬の上には人︑人の上 六317町ハマダヒツソリトシテ︑ネ 六345

ぶん深いくりから谷が︑平家の人馬

には馬︑かさなりかさなって︑ずる
で埋まりました︒

六265 庭の菊も白い花びらに赤みが
さして來た︑霜にあたったからだら
う︒

て一て
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︿略﹀︒

キレイナ水ガサうく流レテ︑

其ノ中へ卵ヲ産ム︒

六467

︿略﹀︑頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑

六466

淺イ所マデ上ツテ來ル︒

六404豪く略V︑私の村から︑今歩兵 六464 ︿略﹀︑時ニハセ中が出ル程ノ
になって來てるるのは私一人だけな
のだ︒

れ た 下 村 さ ん は 騎 兵︑︿略﹀︒

六407国 く略V︑役場につとめてゐら
︿略﹀︑私を入れて村からは

五 人 も 出 て み る が ︑︿略﹀︒

六408国

︿略﹀︑シバラク其ノアタリニ

︿略﹀︑シバラク其ノアタリニ

翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ
四五年モタツト︑大キクナツ

︿略V︑今度ハ自分が卵ヲ産ミ

喜び勇む︒

指を折

︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レタ

日敷かぞへて︑

居ならぶ子どもは

川へ露ツテ來ルサウデ︑︿略V︒

六483

ニ川へ上ツテ來ルガ︑︿略V︒

六482

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

六481

ヘツ尼上ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六478

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ

シマフノモアル︒

六476中出ハ其所デツカレテ死ンデ

シマフノモアル︒

六476中ニハ其所デツカレテ死ンデ

番ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ図師ル︒

六475

番ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ鯖ル︒

六475

上二砂や小石ヲカブセル︒

六411国 く略V︑私を入れて村からは 六472 ︿略﹀︑産ンデシマフト︑其ノ
五人も出てみるが︑ ︿ 略 V ︒

六415國 どの町村からも︑歩兵が一
番 多 く 出 て み る の に︑︿略﹀︒

の兵が出てみる︒

六417国 其の代り輻重兵の外は各種
六426困 からだをぢやうぶにして︑
よく學問をべんきやうしなさい︒

六428国 軍隊へ発ても︑學校でなま
けてるた者は人一倍苦勢をする︒
月と日が居りません︒

六446 朝︑雷が目をさまして見ると︑ 六477
六448 雷はかんしんして︑﹁あ﹂︑
︿略﹀︑ワスレナイ中二書イテ

月日の立つのは早いものだ︒
六455
置カウ︒

六457 其ノワケハ︑川デ卵カラカヘ
ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒
心隔ケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六461 大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬
六462 大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

六496圏
りつつ︑

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六463 ダンく上流ニサカノボツテ︑

居ならぶ子どもはねむさ忘
耳をかたむけ︑こぶしをに

六504圃
れて︑

時ニハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上
ツテ來ル︒

ぎる︒
つるがをか

まんぐう

ひめ

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

みなもとのよりとも

ほうなふ

六511

を奉納する事になって︑舞姫をあっ
こまってみる所へ︑︿略﹀︒

めました︒

六513

︿略﹀︑御殿に仕へてるる萬じ

ゆがよからうと申し出た者がありま

六514

した︒

此の時には頼朝もおもしろく

六562

かへって︑はだみはなさず持

さあ︑此の女にはゆだんが出

つてみた刀を見つけられてしまひま

した︒

來ぬといふ事になって︑石のらうを

六564

造って︑それに入れました︒

六565 ︿略﹀︑石のらうを造って︑そ

これが萬じゅの姫で︑木曽に

れに入れました︒

住んで居りましたが︑︿略﹀︒

六568

六574

た︒

二人は︿略﹀一月あまりも歩

六572 ︿略﹀︑鎌倉をさして上りまし

かまくら

さして上りました︒

て上りました︒
かまくら
六572 ︿略﹀︑うばをつれて︑鎌倉を

聞いて︑うばをつれて︑鎌倉をさし

かまくら

翌日頼朝は萬じゅを呼出して︑ 六571 ︿略﹀︑風のたよりに此の事を

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

六527
六534

ほうびはのぞみにまかせて

﹁︿略＞Q﹂と言ひました︒

六541園

取らせるであらう︒

てっかの

︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎
光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

みつもり

六551

てっかの

︿略﹀︑木曽の家弟手塚太郎

が︑︿略﹀︒

六552

きつゴけて︑やうく鎌倉に着きま
︿略﹀︑之をさとって︑

光盛の娘が

みつもり

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

した︒

六592

した︒

さて苗円じゅは︑だれか母の事

よ
あ＼︑母はもう此の世の人で

或日のこと︑萬じゅが御殿の

はないのかと︑力をおとして居りま

六59エ

ゐますが︑︿略﹀︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六586

ねがったのでございます︒

行って︑うばと二人で御ほうこうを

六578 ︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

六576

すぐに義仲の所へ知らせました︒

義仲からは折りかへし返事が
あって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑︿略﹀刀を送

六554

﹁すきをねらって︑頼朝の

つてよこしました︒

六554園

︿略﹀︑木曽の家につたはって

命を取れ︒﹂

六555

︿略﹀︑木曽の家につたはって

みた大切な刀を送ってよこしました︒
六556

かへって︑はだみはなさず持

みた大切な刀を送ってよこしました︒

六561

つてみた刀を見つけられてしまひま
した︒

1027
て一て

ました︒

か︒﹂と︑親子は手を取合って泣き

やがてうばをも呼入れて︑三

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

した︒

︿略﹀︑折々らう屋をたつねて
︿略﹀︑折々らう屋をたつねて

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

は︑母をなぐさめて居りました︒

六632

は︑母をなぐさめて居りました︒

六632

ては︑母をなぐさめて居りました︒

心を合はせて︑折々らう屋をたつね

六631

これから後上じゅは︑うばと

人は其の夜をなみだの中に明かしま

六627

な が め て 居 り ま す と︑︿略﹀︒

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

六593 廿日のこと︑萬じゅが御殿の
な が め て 居 り ま す と︑︿略﹀︒

或日のこと︑︿略﹀︑下仕の女

が來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

六594

六594園 ﹁あの門の中へ︑はいって
はなりませぬ︒﹂

六597園 ﹁あの中には石のらうがあ
つて︑唐糸様がおしこめられて居ら
れます︒﹂

六636

もかんしんして︑石のらうから唐糸

六598園 ﹁あの中には石のらうがあ
つて︑唐糸様がおしこめられて居ら

僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑た

六683 ︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

くさん金を出した上に︑︿略﹀︒

六682

僕ハ︿略﹀︑磁石ヲ持ツテ來

六683 ︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

げてもよいと言った︒

サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ

テ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒

六655

タ︒

六655
六658

京都を北から南へ流れてみる

げてもよいと言った︒

も

かんむり

︿略﹀︑冠をかぶって太刀を

はいたおくげ母方や︑︿略V︒

六695

川を賀茂川といひます︒

か

サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ 六693

テ︑上ゲテ見ルト︑︿略﹀︒

六658

テ︑上ゲテ見ルト︑︿略﹀︒

︿略﹀︑果シテ磁石ノサキニ釘
ガタクサンツイテヰタ︒

六661

残ラズ取レテ︑其ノ上︑折レ回信ヤ︑

其のとなり村の青年たちが見

六723

︿略﹀︑川は昔のま＼に清く美

賀茂川には橋がたくさんかけ

今︑三等の大橋に立って︑川

川の西は水のすぐそばから︑

東の方は此の橋のたもとから︑

此の電車道から東山のすそへ

川にそって電車が出ます︒

六722

す︒

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六721

下を見ると致しませう︒

六713

てあります︒

六711

しく流れてゐます︒

六708

牛車に乗ったお姫様方の姿を︑︿略﹀︒

六663二三返クリカヘシタラ︑釘ハ 六696 ︿略﹀︑きれいな着物を着て︑

︿略﹀︑其ノ上︑折レ淳美ヤ︑

サビタ針金マデツイテ來タ︒
六664

サビタ針金マデツイテ來タ︒

た︒

︿略﹀︑下男がまだ使へる小縄

かけて︑やはり人家がこみ合って立

此の電車道から東山のすそへ

を捨てたと言って︑主人がひどくし

六728

人通の多いのは此の大橋で︑

て立ってるますが︑︿略﹀︒

六724 ︿略﹀︑やはり人家がこみ合つ

つてゐますが︑︿略﹀︒

かけて︑やはり人家がこみ合って立

六724

つてゐますが︑︿略﹀︒

青年たちは之を聞いて︑さ＼
これではとても義血はして
さて主人に火事の話をして︑
義指金のことをいひ出すと︑︿略﹀︒

六677

くれまい︒

六675圏

やき合った︒

六673

かつてみた︒

六672

かつてみた︒

を捨てたと言って︑主人がひどくし

六672

︿略﹀︑下男がまだ使へる小縄

かねて︑方々へ義指金をつのりに出

六668

ほとんど丸やけになった︒

︿略﹀︑石のらうから唐糸を出 六666居村に大火事があって︑一村

を出して︑萬じゅに渡しました︒

二人がたがひに取りついて︑

うれし泣きに泣いた時には︑︿略﹀︒

六637

して︑萬じゅに渡しました︒

六636

れます︒﹂

六605 萬じゅは其の夜ひそかにうば
をつれて︑石のらうをたつねました︒

六607 八幡様の御引合はせか︑門の
戸は細めに明いて居りました︒

に︑喜び勇んで木曽へ露りました︒

六608 うばを門のわきに立たせて置 六645 ︿略﹀︑親子は︑うばもろとも
いて︑姫は中にはいりました︒

︿略﹀︒

六653

︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ
シテ拾ヒバジメタ︒

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六654

ヲシテヰタ時︑︿略＞Q

昨日ニイサンガ︿略﹀︑手工

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰ零時︑

六608 うばを門のわきに立たせて置 六652 昨日ニイサンが書箱ヲ火鉢ノ
いて︑姫は中にはいりました︒

六611 月の光にすかして︑あちらこ
︿略﹀︑松の一むら立ってるる

ち ら さ が し ま す と ︑︿略﹀︒

六612

中に︑石のらうがありました︒

六614 萬じゅがかけよって︑らうの
と び ら に 手 を か け ますと︑︿略﹀︒

シテ拾ヒバジメタ︒

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六622 点じゆはとびらのすきから手 六654 ︿略V︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ
を入れて︑﹁おなつ か し や ︑ 母 様 ︒

六626 ﹁何︑萬じゅ︒木曽の萬じゅ

て一て
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よしっね

べんけい

これには電車も通ってゐます︒

六731 義義・辮慶の五條の大橋は此

︿略﹀︑川原が遠く北につゴい

の川下にか＼つてみるのでございま
す︒

六733

て︑其のさきにやさしい姿の山がか
すんで見えます︒

の山がかすんで見えます︒

みんな氷靴を着けて︑思ひ

ラノ方ハ染メテナイデセウ︒

六783
くのすべり方をしてみる︒

みんな氷靴を着けて︑思ひ

︿のすべり方をしてみる︒

六784
︿略﹀︑人の手にすがって︑ こ

はこはすべる者もある︒

六788

ころんでばかりみる者もあ

︿略﹀︑何でもなれてしまへば︑

こんだ︒

草野の次郎の如きは夜風の船

草野の次郎の如きは二上の船

草野の次郎の如きはく略﹀︑
敵は此のいきほひにおそれて︑
通有も左のかたを射られたが︑

いよくおしよせたが︑敵の
通有はほぼしらをたふして︑
之をはしごにして︑敵の船へをどり

六828

船は高くて上ることが出由ない︒

六825

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六822

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒

六813

敵の船に火をかけて引上げた︒

六812

の船に火をかけて引上げた︒

におしょせて︑首二十一取って︑敵

六812

の船に火をかけて引上げた︒

におしょせて︑首二十一取って︑敵

六811

いて守った︒

いふ意氣ごみで︑並べに石垣をきつ

六803元の兵は一人も上陸させぬと

少しも陸上とかはらない︒

六794

る︒

もあり︑

六734 ︿略﹀︑其のさきにやさしい姿 六792いろくな曲すべりをやる者
︿略﹀︑其の代りに水がいたつ

てぎれいで︑染物にむいてゐます︒

六737

六743園 ﹁春子︑オ前田着物や帯ノ

地山何ノ綜デオルカ知ツテヰマス
カ︒﹂

六751囹 サウ︑ヨク知ツテヰマシタ︒

六758囹 ﹁ネエサンが今ヌツテヰル
此ノ帯ハ︒﹂

ツテ︑綜が細イカラ︑氣ガツカナイ

六763園 ラシヤヤフランネルトチガ
ノデス︒

六765囹 ﹁其ノキレイナモヤウハ︑
ドウシテツケルノデ セ ウ カ ︒ ﹂

六767囹 コレハ︑ハジメ白地ニオツ
テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル
ノーア︑ ︿略﹀︒

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

六767圏 コレハ︑ハジメ白地ニオツ
ノデ︑︿略V︒

六768園 コレハ︑ハジメ白地ニオツ
テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル
ノデ︑︿略﹀︒

六772囹コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

通有はほぼしらをたふして︑

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六831
こんだ︒

︿略﹀︑其の船の大丸を生けど

の船の大節を生けどりにして引上げ

六833さんぐに切りまくって︑其
た︒

六833

︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

りにして引上げた︒
六837

りぞいたが︑又おしよせて來るのは

實に我が國にとっては︑これ

明らかである︒

六838

までにない大難であった︒

全く上下の者が心を一にして︑
︿略﹀︑

一夜大暴風雨がおこつ

國難にあたったのである︒

六845
六848

て︑海はわきかへった︒

敵の船はこっぱみちんにくだ

︿略﹀︑敵兵は海のそこに沈ん

けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま

六852
つた︒

六852

生きてかへった者は敷へる程

でしまった︒

六853

象つかひが乗ってみて︑︿略V︑

しがなかったといふ︒
六868

象つかひが乗ってみて︑口上

ごばんの上へ乗らせたりした︒

︿略V︑乗ってみた象つかひは

桶の中へはいってしゃがんだ︒

六874

六875 ︿略﹀︑乗ってみた象つかひは

象がそれを下して來て地に置

桶の中へはいってしゃがんだ︒

六875

象がそれを下して來て地に置

くと︑︿略﹀︒

六875

自分たち程の子どもが出て來

みんな手をうってかっさいし

くと︑︿略﹀︒

六877

た︒

六882

自分たち程の子どもが出て來

て︑象の前足にだきついて見せた︒

て︑象の前足にだきついて見せた︒

六882

子どもの手がやっと合ってゐ

六883 ︿略﹀︑象の前足にだきついて

見せた︒

た︒

六883

六886 象つかひが﹁︿略﹀︒﹂といふ

御らんの通り大きなからだ

と︑長い鼻をぶらくさせて歩き出

した︒

をしてゐますが︑︿略﹀︒

六891園

すると象は鼻で︑其所にあっ

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

六901

︿略V︑城のやぐらから大きな

ふぎ出した︒

六916

石を投落して︑賊のさわぐ所をさん

六871

をのべては︑らっぱを吹かせたり︑

賊は坂からころげ落ちて︑た

ざんに射た︒

六921

これにこりて︑賊は城の水を

ちまち五六千人も死んだ︒

六917

ごばんの上へ乗らせたりした︒

象つかひが乗ってみて︑口上
をのべては︑らっぽを吹かせたり︑

六871

ごばんの上へ乗らせたりした︒

1029
て一て

たやして苦しめようとはかった︒
たやして苦しめようとはかった︒

六922 これにこりて︑賊は城の水を
六924 先づ谷川のほとりに三千人の
番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ
ないやうにした︒

あった︒

六927 城中には十分水の用意がして
六931 番兵がゆだんをしてみると︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑城 兵 が 切 り こ ん で 來 て ︑

︿略﹀︑城 兵 が 切 り こ ん で 出 て ︑

旗をうばって引上げた︒

六932

六932

︿略﹀︑城 兵 が 切 り こ ん で 來 て ︑

旗をうばって引上げた︒
六932

旗をうばって引上げた︒

六935 正成は此の旗を城門に立てて︑

さんぐに賊を悪口させた︒
て 攻 め よ せ る と ︑ ︿略V︒

六937 賊が之を聞いて︑くやしがつ

て攻めよせると︑︿略﹀︒

六938 賊が之を聞いて︑くやしがつ

して賊のさわぐ所を 射 さ せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六942 さうして︑これをよけようと

六943 ︿略V賊のさわぐ所を射させ
て︑又々五千人齢もころした︒

うと思って︑賊は城へ攻めよせない

六944 此の上はひやうらう攻にしょ
ことにした︒

六946 帽子︑夜明頃︑城中からうつ
て出て︑どっとときの聲をあげた︒

六946 或朝︑夜明頃︑城中からうつ

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

賊が四方から之を目がけてお

しょせると︑︿略﹀︒

六952
ふみとゴまってみたのは︑み

わらにんぎやう

六954
︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

んな藁人形であった︒

六958
︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六961

すると正成は︑何時の間に用

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六964
棄して置いたか︑たくさんなたいま

すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

つを出して︑︿略﹀︒

六965

んなたいまつを出して︑之に火をつ
すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

けて︑橋の上に投げさせた︒

か

らまつ

うちの畠にあった

死んだあの子が掘取って︑

︿略﹀︑

向って右の落葉松は︑︿略﹀︒

のを

六988圃

死んだあの子が奪取

﹁一雨々々暖になって︑よ

かついで行って植ゑたのだ︒

︿略﹀

かついで行って植ゑたのだ︒

死んだあの子が早取

かついで行って植ゑたのだ︒

つて︑

六991圃︿略﹀

つて︑

六991圃

六伽7園

いあんばいです︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ

六欄8

雨あがりの庭はぼうっとけむ

出ました︒

六型2

つてゐました︒

六棚3池のはたへ行って見ると︑し
やうぶが小指程に芽を出してゐまし

六965

んなたいまつを出して︑之に火をつ

た︒

池のはたへ行って見ると︑し

うちの人はみんな知らずに居
一つ取って行って見せよう

︿略V︑一つ取って行って見せ
︿略﹀︑一つ取って行って見せ
ようと思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

六番6

ようと思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

六細5

と思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

るから︑

六川5

た︒

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

六棚4

けて︑橋の上に投げさせた︒

橋はまん中からもえ切れて︑

谷そこへどうと落ちた︒

六968

賊が千早城一つを持饒してゐ
ると︑︿略﹀︒

六972

百騎にげ︑二百騎にげして︑

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ

六975

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

には十萬騎に減じ︑︿略﹀︒

六977

賊も︑︿略﹀︑前後から官軍にうたれ

ねえさんは赤いたすきをかけ
ねえさんはく略﹀︑手洗鉢の
水をかへてゐました︒

六髄2

て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった 六撹1

て︑残少になって退いた︒

六977

賊も︑︿略﹀︑前後から官軍にうたれ

村の将校のげんくわんの

て︑残少になって退いた︒

六983圏

六湿5

しやうぶ湯を立ててうち中の

かしはもちをこしらへてい

者がはいった︒

六湿6

こんなことを思ひ出して垣根

たゴいた︒

の方へ行くと︑︿略﹀︒

六型7

出してゐました︒

六撹8 ︿略﹀︑しゃくやくが赤い芽を

二三日見物して錦られるさ

六欄6團 参拝をすましてから︑京都

うです︒

へ出て︑

く略﹀︑京都へ出て︑一＝二日

二三日見物して蹄られるさ

六佃7國 参拝をすましてから︑京都

へ出て︑

うです︒

見物して編られるさうです︒

六感7国

六脳5国昨日正午にこちらへ着いて︑

う

しんゑん

宇治橋を渡って神苑に入り︑

ちはし

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

千年もたったかと思ふ老木の下へ行

六梱7囲

つた時には︑︿略V︒

御門の前でうやうやしく拝

一そうありがたくかんじた︒

六塒2国 ︿略﹀︑何となく心持がかは

つて︑

天眼7国

一切白木造で︑お屋根はか

禮してから︑神殿の御もやうを拝し

た︒

やでふいてある︒

六六4国

あり︑棟の爾はしには千木が置いて

六鵬6囲棟にはかつを木がならべて

ある︒

六鵬8困 ︿略﹀︑棟の爾はしには千木

て一て
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が置いてある︒

六研2国何のかざりもない御神殿を

ふたみが

黒して︑まことにおそれ多い氣がし
た︒．

ロつロリ

六研5国参拝をすましてから︑二見
浦を見に行って︑︿略﹀︒
ふたみが う ら

︿略﹀︑二見浦を見に行って︑

おみやげに貝細工を買った︒

六研7国

六柳8国 こはさないやうにして持つ
て蹄る︒

六佃1国 こはさないやうにして持つ
て鋸る︒

七14図 地球の表面には︑海と陸と

海を分けて太平洋・大西

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍
半なり︒

七16図
洋 ・ 印 度 洋 と し ︑ ︿略﹀︒

洲・ヨーロッパ洲・アフリカ洲・南

七17図 ︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ
アメリカ洲・北アメリカ洲・及び大
洋洲とす︒

⊥ハ宣旨國あり︒

七41図 地球の上には大小合はせて

三・四・五・六年が 四列になりて

七48図團 一年生を先頭に︑ 二・
歩く時︑ 全校生徒の八百は 八十
閤もつゴくなり︒

になりて歩かんか︑ 八十萬間つゴ

七55図圃 八百萬の小袖生︑ 四列
くべし︒

七65図圏 三萬近き學校に 分れて

學ぶわれくの 望に向ふ足なみは

ばうはてい

皆一せいにそろふなり︒

七76図 港には防波堤ありて︑風波
もやが水の上をこめてみる︒

のおそれ少く︑︿略﹀︒

七94

大川を下って行く舟の中はう
川口近くになると︑潮干狩の

すら寒い︒

七95
七101

潮がすっかり落ちて︑海はを

かのやうになった︒

七132

舟で來た人も︑をかから煮た

人も入りまじって︑何百人か敷へき

七135

何時か知らな．い人とも話し合

れない程みる︒

七138

ふやうになって︑︿略﹀︑おたがひに
見せ合ふ︒

かった︒

妹やお松は何があったのか︑

めいくざるをかしげて︑え
潮がだんだんさして而て︑何
潮がだんだんさして來て︑何
舟は上げ潮に乗って︑をかの
川口にか＼つた時ふりかへっ

昨日おかあさんにるすをし

雨止やなたね畠の間にさいて
みるのは︑ことに目立って美しい︒

七173

に参りました︒

ていただいて︑うち中の者が潮干狩

七162匡

ていただいて︑︿略﹀︒

七161困

昨日おかあさんにるすをし

て見たら︑もう廣い海には誰もみな

七158

方へ動きはじめた︒

七157

時の間にか洲が見えなくなった︒

七155

時の間にか洲が見えなくなった︒

七155

物を見せ合った︒

七149

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七146

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

七144女の人はだすきをかけて︑手

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

潮がずんく下がるので︑舟 七143 女の人はだすきをかけて︑手

舟がいくそうもよって來た︒

七102
はすつすと進んで︑たちまち海へ出
た︒

にいさんが﹁我は海の子﹂を

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

七104

だんく潮が引いて︑もう其
︿略﹀︑みんな羽織をぬいで︑

所此所に洲が見え出した︒

七105
七108

着物のすそをはしょった︒

船頭がさををつき立てて︑そ
さうしてさをの先に︑赤いし

れに舟をつないだ︒

七111
七113

るしのあるはんてんをしばりつけて︑

時々は手ごたへがして大きな

﹁︿略﹀︒﹂と号口つた︒

七122

おさへて見たら︑小さなかれ

蛤が出た︒

七125

﹁︿略V︒﹂と言って︑つかんで

ひであった︒
七128

見せると︑ふりかへったのは知らな
い人であった︒
﹁︿略V︒﹂と言って︑つかんで

見せると︑ふりかへったのは知らな

七η8

い人であった︒

萎畠やなたね畠の間にさいて

みるのは︑ことに目立って美しい︒

七174

道ばたや土手にさいてみるの

はこぼれ種であらう︒

七175

之を取って花たばにする︒

七183 ︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も

手もとの軍ぜい二萬騎を引き

つれて︑たゴちに極樂寺坂へ向ひま

七191

稻村崎の此方に着いて︑賊

いなむらがさき

した︒

のぞなへを見渡しますと︑︿略﹀︒

七192

てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七193 ︿略﹀︑北の山手には木戸を立

てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七194 ︿略﹀︑北の山手には木戸を立

甲南の海上にはひしひしと軍

船を浮べて︑岸には大木がきりたふ

七195

してあります︒

七196 ︿略﹀︑岸には大木がきりたふ

義貞は馬から下りてかぶとを

してあります︒

ぬぎ︑はるぐと海上を拝しました・

七198

七201 さて︑心の中に︑義貞今天皇
ほう
の御ためにいくさを起して︑賊臣北

でう

としてゐます︒

條をほろぼさうとしてるます︒
ほうでう
七202 ︿略﹀︑賊臣北條をほろぼさう

海神ねがはくは潮を退けて︑

道を開かせたまへと念じて︑︿略﹀︒

七204

海神ねがはくは潮を退けて︑
こがね

道を開かせたまへと念じて︑黄金

七205

作の太刀を取って︑海の中に投入

づくり
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て一て

れました︒
こがねづ く り

て︑海の中に投入れました︒

七205 ︿略﹀︑黄金作の太刀を取つ
七207 すると︑これまで潮の満ちて
みた稻村崎は︑︿略﹀︒

七211 すると︑︿略﹀稻村崎は︑其
の夜の月の入る頃に︑二十齢町には
かに干上って砂地に か は り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流

七211
れてしまひました︒

ました︒

それを通りぬけて四五町上る
みきが二か＼へもあって︑枝

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

七229
七232
が傘をひろげたやうに出てみるので︑

︿略﹀︑枝が傘をひろげたやう

村の人は之を傘松と呼んでみる︒

り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか

へび

た石が立ってるて︑其の前に時時新

畠山重忠はひよどりこえのさ

しげたピ

獅子はおどろきてふりはな

らだにまきつきたり︒

かけた︒

七271

か落しに︑馬をしょって下りたとい
︿略﹀︑近くは乃木大將も︑馬

ふし︑︿略﹀︒
れんぐわ

七272

我が國の馬は西洋諸國の馬に

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの
である︒

七279

たいかく

くらべると︑せいも低く︑艦格もお
とってみたが︑︿略﹀︒

七309図

獅子の目は火の如くにもえ︑

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

にげまどへど︑︿略﹀︒

武士の馬はおどろきて︑後

百獣おそれてにげまどへど︑︿略﹀︒

七309図 く略V︑怒りてさけぶ聲には︑

七314図

武士の馬はおどろきて︑

足にて立上り︑︿略﹀︒

武士は太刀をぬきて馬より

︿略﹀︑おそれて其所に近づかんとも

七314図

せず︒

七316図

武士は太刀をぬきて馬より

とび下り︑︿略﹀︒

七316図

とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の

胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

どう

蛇の胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

どう

七317図 ︿略﹀︑満身の力をこめて︑

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

︿略﹀︑近年外國から種馬を輸 七317図 ︿略﹀︑蛇は眞二つとなりて︑

入したので︑大いに改良されて︑い

獅子は︿略﹀︑たてがみを

獅子は︿略﹀︑しっかに近

これより獅子は日夜武士に

つきしたがひてはなれず︑︿略﹀︒

七325図

よりて武士の手をなめたり︒

七322図

に近よりて武士の手をなめたり︒

ふるひ︑四足をのばして後︑しっか

七321図

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

七318図 ︿略﹀︑蛇は眞二つとなりて︑

く略V︑其ノ頃天皇ハ立上ル

淀川ハイクスヂニモ分レテ
韻語クノ堀アリテ︑川ト川
七305図︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ

トヲツナゲリ︒

七292図

海山ソ・グ︒

七291図

レミタマヒキ︒

煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハ

七285図

たる所に良馬を見るやうになった︒

七281

さんとしたれど︑︿略V︒

︿略V︑其の前に時時新しい馬 七306図

しい馬のくつが上ってみる︒

七255

走ることがはやくて︑乗用と

のくつが上ってみる︒

七262

武人は昔から之を愛養して︑

してはこれにまさる動物がない︒

七268

いざといふ時には︑それに乗って出

七233

に出てみるので︑村の人は之を傘松

武人は昔から之を愛養して︑

かけた︒

晒木綿のづきんをかぶって︑

塚の前に馬頭観世音とほっ

いざといふ時には︑それに乗って出

︿略﹀︑村の人は之を傘松と呼 七268

と呼んでみる︒

七234

其の松の下に石できざんだ地

んでみる︒

︿略﹀︒

雨ざらしになっていらっしゃるが︑

七238

さらしもめん

爺様が立っていらっしやる︒

七212 ︿略V︑落ちて行く潮にさそは 七236

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流
れてしまひました︒

七213 ︿略V︑賊の軍船はことごとく
沖へ流れてしまひました︒

︿略﹀︑雨ざらしになっていら

つしやるが︑何時もお花が上ってゐ

七238

る︒

七215 義貞は之を見て︑﹁ものども
進め︒﹂と︑︿略﹀鎌倉さして攻めこ

︿略V︑雨ざらしになっていら

せんかう

時々は線香の上ってみること
茶屋にはおばあさんが一人ぼ

七249此のおばあさんにむすこが一

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

七246

もある︒

七241

る︒

つしやるが︑何時もお花が上ってゐ

七241

みました︒

を眞一文字に鎌倉さして攻めこみま

七219 義貞は︿略﹀︑其の遠干がた
した︒

七221 賊のぞなへは忽ちくつれて︑
防 ぐ に も 防 が れ ず ︑︿略﹀︒

七222 賊のぞなへは忽ちくつれて︑

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

人あるのださうだがずっと前から南

いでるます︒

七225 鎌倉は一面火の海になって︑

七254

ばとうくわんぜおん

塚の前に馬頭観世音とほっ

ばとうくわんぜおん

アメリカへ行ってみるといふことだ︒

七254

賊の大將高時以下北條方は︑此の火
の中にはろびてしまひました︒

方は︑此の火の中にはろびてしまひ

七226 ︿略V︑賊の大隅二時以下北條 た石が立ってるて︑︿略V︒

て一て
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す︒

︿略﹀︑日本の町よりはかへ

つて西洋の都會に似てみるといひま

七366国

軒をならべて立ってるるので︑︿略﹀︒

は

と

ば

ろくのは︑波止場の大きなことです︒

第一第二第三と三つならん

船から陸あげした荷物は︑

︿略﹀︑氣候も思ったよりよ

おばあさんは﹁やれく︒﹂
聞けば今朝から五里の山道を︑

ある時謙信が山の手に陣を取
︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け

謙信はそれをさとって︑夜の
謙信はそれをさとって︑夜の
信玄は不意を打たれておどろ
信玄は︿略﹀︑忽ち陣立をか
爾軍は入りまじって︑火花を
爾軍は入りまじって︑火花を
謙信は馬に一むちくれて︑信
謙信は︿略﹀︑大太刀をふり
謙信は︿略﹀︑大太刀をふり

かざして︑信玄に打ってか㌧つた︒

七嘱8

玄の本陣に切りこみ︑︿略﹀︒

七447

ちらして職つた︒

︿略﹀︑︿略﹀修學旅行に行 七445

ちらして職つた︒

七445

へて︑敵を引受けた︒

七442

いたが︑︿略﹀︒

七441

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七439

問に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七438

て︑はさみうちにしようとした︒

七437

つてみると︑︿略V︒

七436

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

七429

といって︑其所へすわった︒

七427

野砲を上げろ︒

七328図 かくて幾年かすぎし後︑武 七365国目ぬきの所にはく略V家が 七418園其の船に乗ってみるなら︑
士は海をこえてふるさとへ鋸ること
となれり︒

七331図 獅子はもとより武士にした
がひて行かんとせり︒

をゆるさず︒

七332図 しかるに船長はおそれて之 七377国︿略﹀︑來て先づ誰でもおど

り︒

ます︒

︿略﹀︒

七402国

前へ出るおばあさんがある︒

ぐんばいうちはでふせいだが︑

信玄の家來は之を見て︑後か
らやりで謙信をついたが︑あたらな

七452

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

七451

かざして︑信玄に打ってか＼つた︒

︿略﹀︑︿略V二百三高地に 七448
も上って露りました︒

七405国

て錦りました︒

を流して取った二百三高地にも射つ

く略V︑又我が忠勇の士が血

つて︑白玉山上の表罫塔をあふぎ︑

はくぎよく

七398国

くて︑快晴の日が多いやうです︒

七394国

はわかりませんが︑︿略﹀︒

七393國

まだ來て二三箇月で︑よく

ンへでも北京へでも送ることが出子

すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ

七385團

横づけにすることが出來ます︒

でるて︑たくさんな大船を一どきに

七382団

でるて︑︿略V︒

七335三跡は沖に向ひて港を出でた 七382国 第一第二第三と三つならん

濱 べ に 立 上 り た り しが︑︿略﹀︒

七336図 獅子はかなしげにほえて︑

七339図 獅子は武士の方を見まもり
て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

七348図圃 ︿略﹀︑ 谷あひの家窓明
けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒

七353圏 大連だより 大連へ來てか
ら︑もうかれこれ七八十日︑︿略V︒

七354国 く略V︑町のもやうも大分わ
かつて來ました︒

こだま
七358国 町にく略V・見玉町などと︑

日露職孚の時の大將方の名を取って
つけてあるのは面白いでせう︒
こだま
七358国 町にく略V・見玉町などと︑

日露職孚の時の大飯方の名を取って
つけてあるのは面白いでせう︒

七359国 通は書くて平で︑歩道と車
道の間に並木が植ゑてありますが︑
︿略﹀︒

木 が 植 ゑ て あ り ま すが︑︿略﹀︒

七361困 ︿略﹀︑歩道と車道の間に並 七414 ︿略V︑見送人をおし分けて︑

つみをむすびつけてみる︒

七364国目ぬきの所には︿略﹀家が 七416 ︿略﹀︑腰に小さなふろしきつ
軒をならべて立って る る の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

い︒

七454

馬はおどろいてとび上ったの

第六回目にいたって︑信玄か

で︑信玄はあぶない所を助かった︒

七458

戦をはじめてから十二年︑

ら謙信へ︑﹁︿略﹀︒﹂と申しこんだ︒

七461園

よって明日たがひに勇士を

今に勝負がきまらない︒

七463囹

﹁︿略V︒よって明日たがひ

一入つつ出して組討をさせ︑︿略﹀︒

七464圏

勝つた方のものが川中島を取ること

に勇士を一人つつ出して組討をさせ︑

︿略﹀安間彦六といふ大の男

あんまひころく

にしては︒﹂と申しこんだ︒

七467

が︑物の旦ハ見事に着かざり︑大の馬

︿略﹀小さな鎧武者が︻人あ

ようひむしゃ

に打乗って︑上杉方の陣へ向つた︒

らはれて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

七469

二人はたがひに馬を乗りよせ

武田方が之を見て︑聲をあげ

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑

七476

︿略V︒

七481

武田方が之を見て︑聲をあげ

て喜ぶと︑︿略VQ

七481

︿略﹀︑與五左衛門は忽ちはね

て喜ぶと︑︿略﹀︒

七482

かへして︑彦六を組みしき︑︿略﹀︒

無念に思って︑武田方から十

七483 ︿略﹀︑手早く首を取ってさし

上げた︒

七485

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

うとした︒

1033
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︿略V若イムスコガ︑今デハ 七545園 けれども日の出や日の入に

一日号の町

時には鯨が高く潮を吹いて

なることもあります︒

のは︑外の船に自分等の船の居るこ

七581囹 ︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

とを知らせて︑衝突をさけるためで

あります︒

一たい船にはらしんぎとい

ふ物があって︑それで方角をとって

七583園

進みますから︑︿略﹀︒

何萬とも知れないいるかが︑ 七584園 ︿略﹀︑それで方角をとって

が出てみれば︑それにたよって方角

又夜はいくら暗くても︑星

進みますから︑︿略﹀︒

を知ることも出青るし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑はね上ってはおよぎ︑ 七587園

はね上ってはおよぎして行くのを見

が出てみれば︑それにたよって方角

又夜はいくら暗くても︑星

を知ることも出來るし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑はね上ってはおよぎ︑ 七587囹

はね上ってはおよぎして行くのを見

外國の港に着くと︑見なれ

ちがった言葉で話をしてゐます︒

はまるでちがった風をして︑まるで

七561園其所にみる人は︑私どもと

ない形の家が並んで立ってるます︒

七559園

ない形の家が並んで立ってるます︒

船長はコップの水を一口飲
急に暴風雨が塗ると︑山の

みて︑又其の話をつゴけたり︒

七564図
七568園

やうな波が立って︑船は今にも沈む
かと思ふやうになります︒

又きりがか㌦つたり︑大雪
が降ったりして︑一寸先も見えなく

七573囹

七613園

船長はかくいひて後︑一だ

さておしまひに一ついって

ちよつと渡船に乗ってさへ︑

皆さんのうちには︑大きく

どうか今から十分海になれ

出かける人もありませう︒

なってから︑商用其の他で︑外商へ

七609園

こはがる者があります︒

七605園

置きたい事があります︒

七601囹

︿略﹀︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂とむすびたる時は︑

七599図 ︿略﹀︑一だん聲をはり上げ

ん聲をはり上げて︑︿略﹀︒

七598図

はだ大切なことなのであります︒

ことは︑船に乗る者に取って︑はな

七559園外國の港に着くと︑見なれ 七595園 く略V︑燈皇のあかりを知る

ることもあります︒

七555園

ることもあります︒

七555園

はね上ってはおよぎ︑︿略﹀︒

七554園

みるのを見ることがあります︒

七552園

ひやうがありません︒

光って︑其の美しいことは何ともい

︿略﹀︑月夜には波が銀色に

は︑日光が波にうつって︑水の色が

︿略﹀船長は︑

七548園

其ノ後ヲツイデ︑︿略﹀︑働イテヰマ

遠洋航海を終へて︑郷里に

金色になりますし︑︿略﹀︒

せり︒

七526園

で︑今日此のなつかしい學

先ついかりをあげて港を出
て行きますと︑︿略V︒

七537囹

ふのは︑︿略﹀︒

七534圏私の乗ってみる太平丸とい

す︒

のですから︑少し其のお話を致しま

七531園私は年中航海をしてみるも

︿略﹀︒

校に來て︑皆さんにお話をするのは︑

七528圏

でお話を聞いたり致しました︒

此の學校へ通って︑︿略V︑此の講堂

私も子どもの時には︑毎日

の學校へまねかれて︑航海の話をな

七523図

繋り熟れる太平丸の船長は︑︿略﹀︒

七522図

ス︒

七486 ︿略﹀︑木戸を開いて切って出 七519
ようとした︒

七486 ︿略﹀︑木戸を開いて切って出
ようとした︒

七487 此の時信玄は之を止めて︑
天変﹀︒﹂といったので︑めでたく中
なほりが出來た︒

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ

七495 セイが高ク︑目ガスルドクテ︑
ガ︑︿略V︒

七502私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ
見マシタ︒

七503 鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ
マス︒

七504 鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ
ス︒

マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

七506 ナタヲ打ツテヰタコトモアリ
アリマス︒

︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ

トモアリマス︒

七507

︿略﹀︑港に立並んでみる人

も次第に遠くなって︑しまひにはも

海岸の松原や︑いその小山
う何も見えなくなります︒

るでちがった言葉で話をしてゐます︒

く略V︑港に立並んでみる人 七562園 其所にみる人は︑︿略﹀︑ま

て行きますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ツクロヒヲタノンダラ︑ 七537園先ついかりをあげて港を出

翌日スグニナホシテクレマシタ︒

七512

す︒

家は︑だんく小さくなって行きま

七539園

す︒

家は︑だんく小さくなって行きま

夏ノドンナ暑イ日デモ︑︿略﹀︑ 七538囹

日ノクレルマデ働イテヰマシタ︒

七514

︿略﹀︑去年ノクレニ死ンデシ

マヒマシタ︒

七515

七517 其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二
行ツテヰタ若イムス コ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

其ノ後ヲツイデ︑朝カラ晩マデ︑

七517 ︿略V若イムスコガ︑今デハ 七541圏
︿略﹀︑働イテヰマス︒

て一て
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て置くやうにしてもらひたいのであ

﹁なんで又さうあわてて引

かけて︑たつねました︒

七668囹

人夫は其の男のたもとをおさ

つかへします︒﹂

七672

五十爾は黄色なきれにつ＼

小判が百五十雨はいって居

へて︑﹁︿略﹀︒﹂

七676園
ります︒

七677園

に入れてあります︒

﹁安心しなさい︒此所へ持
﹁︿略V︒﹂といって︑人夫は財

つて來ました︒﹂

七681囹
七682

︿略﹀︒

七685 ︿略﹀︑目からはなみだがひつ

きりなしにこぼれてゐます︒

ました︒

いよくない時には︑川の

︿略﹀と︑かくごをして來

それがあなたのやうな正直

︿略﹀︑いたゴいたのは財布

せてもらひましたが︑︿略﹀︒

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか

七696塵

せてもらひましたが︑︿略﹀︒

なお方に拾はれて︑財布をいたgか

それがあなたのやうな正直

たのでございます︒

七694囹

︿略V︒

中へとびこんで死んでしまはうと︑

七693囹

︿略﹀︒

中へとびこんで死んでしまはうと︑

七693圏

いよくない時には︑川の

出來ませんので︑引つかへして参り

七692囹︿略﹀︑此のま﹂鋸ることも

したが︑︿略﹀︒

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

七688圏 ︿略﹀︑たとひとんで行って

したが︑︿略﹀︒

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

七688囹 ︿略﹀︑たとひとんで行って

つて︑財布の中に手を入れました︒

︿略﹀︑上からく略V︑右手に 七685 しばらくして︑﹁︿略﹀︒﹂とい

る者があります︒

右手につゑをついて︑かけ下りて來

さうしてずるぶんあぶない目 七661 ︿略﹀︑上から片はだぬいで︑

にあって︑やうやう向岸に着きまし

七645
た︒

ります︒

七614園 どうか今から十分海になれ
七661

つゑをついて︑かけ下りて來る者が

かの人夫は︑少ししてから︑

あります︒

七647
何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

かの人夫は︑︿略﹀︑先程渡賃 七662 ︿略﹀︑上から︿略﹀︑右手に
つゑをついて︑かけ下りて來る者が

さいふ

取上げると噛そうおもくて︑

人夫は﹁もしく︒﹂と呼び

をあらそった所へ行って見ますと︑

かは

︿略﹀︑先程渡賃をあらそった 七663

あります︒

した︒

七651

これはあの人が落して行った

五十爾は黄色なきれにつ＼

んであって︑︿略﹀︒

七677囹

んであって︑百爾は小さなふくろに
もし此の大金がなかったら︑

入れてあります︒

七655

氣がちがって死ぬやうな事になるか
も知れぬ︒

七656氣の毒なことだと思って︑人
かの男を追っかけまし

布を出して渡しました︒

つて︑財布の中に手を入れました︒

七701 しばらくして︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ではなくて︑私の命でございます︒

﹁︿略V︒﹂といって︑人夫は財 七697園

かの男はゆめかとばかり喜ん
で︑財布を幾度かいたゴきましたが︑

七683

布を出して渡しました︒

︿略﹀︑人夫はすぐ川を渡って︑ 七682

夫は︿略﹀︑
た︒

七657

三四里行って︑大きな峠へ

かの男を追っかけました︒

か＼りますと︑︿略﹀︒

七659

七678圏 く略V︑百両は小さなふくろ 七695園

此のあぶない川を一人でこしたほど

︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

にちがひないが︑︿略﹀︒

七652

はいってゐました︒

こばん
︿略﹀︑中には小判がどっさり

中には小判がどっさりはいってゐま

こばん

七651

ちてるました︒

所へ行って見ますと︑革の財布が落

七649

︿略﹀︒

七648

た所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

て置くやうにしてもらひたいのであ
ります︒

ふ

七617図 かくて船長は外國より持婦
き

りたる窮眞帖を軒並に寄附して去れ
り〇

そって渡りました︒

七627囹 ︿略﹀︑我もくと先をあら

手をひいてもらふかして渡るのでご

七631 水になれた人夫の肩に乗るか︑
ざいます︒

七632 水になれた人夫の肩に乗るか︑

手をひいてもらふかして渡るのでご
ざいます︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七634 大ぜいの人々が口々に人夫を

︿略﹀︒

七636

︻人の男が︑︿略﹀︑着

の人である︒

︿略﹀︑年よりや子どもは聲を 七653

立 て て 呼 合 ひ ま す ので︑︿略﹀︒

七642 ︿略V 一人の男が︑人夫と渡
賃を高いやすいと言ってあらそって
ゐましたが︑︿略﹀︒

賃を高いやすいと言ってあらそって

七642 ︿略﹀ 一人の男が︑人夫と渡

︿略V

ゐましたが︑︿略﹀︒

七643

一人の男が︑︿略﹀︑

一

物をぬいで頭にのせ︑⁝人で川へは
︿略﹀

いって行きました︒
七644

人で川へはいって行きました︒

1035
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七702

人夫は之を 見 て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

いって︑蹄らうとしました︒
︿略﹀︒

がら︑人夫の後について來ましたが︑
やうに致せ︒

て︑其の金をまちがひなくとゴける

す︒

︿略﹀︒

︿略﹀︒

七748

見れば年取つた父といふのが︑

見れば年取つた父といふのが︑

かの男がわけを話して︑どう

が︒﹂といって︑相手になりません︒

妻もまた﹁せっかくです

かお禮を受けてくれといひますと︑

七745

かの男がわけを話して︑どう

かお禮を受けてくれといひますと︑

七744

つゴつて居ります︒

七744

︿略﹀︑妻はろばたでぼろを

妻はろばたでぼろをつゴつて居りま

︿略﹀︑わらちを作って居りまして︑

七743

て居りまして︑︿略﹀︒

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

七743

川を渡って︑人夫の家へ参りました︒

とよとみひでよし

きのした

ざうり

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と
だ

た時のことである︒
とよとみひでよし

ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒

マノ植物モ生エテ居ル︒

七796 海ノ中ニハ ︿略﹀︑又サマザ

七804 魚類ニハ ︿略﹀︑カレヒ・ヒ

ラメナドノヤウニ︑底二沈ンデヰル

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

モノモアル︒

コ・イカナドガスンデヰル︒

七807

エビノピンくハネタリ︑カ

アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

中デ面白イノハサンゴデ︑タ

︿略V︑タクサン集ツテ︑木ノ

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノ底

海二尉又獣類ガスンデヰル︒

此ノ他海藻ニハマダタクサン

ナ種類ガアツテ︑中ニハ肥料ニスル

七862

生エテヰル︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七853 ︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ

七835

ノ岩二取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

七834

枝ノヤウナ形ヲシテヰル︒

七828

シテヰル︒

クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

七828

トガアルケレドモ︑︿略﹀︒

七816

イテヰル︒

七815 ︿略﹀︑カキヤアハビハ岩ニツ

ソロヘテ泳グ様ハ︑マコトニ面白イ︒

七812 ︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

ニノ横戸ハツテアルク様子ハ︑︿略﹀︒

豊臣秀吉が︿略﹀︑織田信長 七808
信長はよく夜明前から馬場へ
毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰
いつも藤吉

︿略﹀︑いつも藤吉郎が恒心に

或大雪の朝︑信長はいつもよ

︿略﹀︑﹁誰か居るか︒﹂と呼ぶ

﹁いつもより早いのに︑よ
﹁いつも人より一時前に参
コ時も前に︒﹂といって信長

つて居ります︒﹂

七775囹

く参って居った︒﹂

七774園

と︑やはり藤吉郎が出て來た︒

七771

ぶと︑︿略V︒

り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼

七768

出て來た︒

七767

郎が島先に出て來た︒

か居るか︒﹂と呼ぶと︑

七765

出て馬を乗りならした︒

七764

の草履取をしてみた時のことである︒

ざうり

七763

お だ

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お

七762

さんやったと申します︒

し渡して︑人夫にほうびの金をたく

七704囹あなたから一文でももらふ 七741 かの男は︿略﹀︑とうく又 七758 役人は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と申
氣があるくらみなら︑此所まで持つ
て來はしません︒

人夫は之を 見 て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

七706囹私は渡場へ鋸って人を渡し
ます︒

七707

かの男は﹁どうぞしばら

いって︑諦らうとしました︒

七708
ばう

く︒﹂といって引き と め ま し た ︒

七711園房州へ出かせぎに行って︑
ばう

れふを致して居りま し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七712囹房州へ出かせぎに行って︑
︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

れふを致して居りましたが︑︿略V︒
七713囹

金をあづかって︑此の財布に入れて
︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

來たのでございます︒
七713園

金をあづかって︑此の財布に入れて
來たのでございます︒

うったへて勇ました︒

七718園どうぞ之を受取って︑私の 七749 男はしあんにくれて︑役所へ
氣がすむやうにして下さい︒

役人はわけをくはしくたつね︑

七777

信長は︿略﹀︑其の後間もな

は驚いた︒

七786

モノモアル︒

紀州の男は急いで國へ蠕つ

く藤吉郎を草履取から引上げて役人

廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︒

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ檬二

て︑其の金をまちがひなくとゴける

海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ

七863
七794

の敷に入れた︒

紀州の男は急いで國へ婦つ

やうに致せ︒

七754囹

渡して︑︿略﹀︒

人夫をも呼出して︑﹁︿略﹀︒﹂と申し

七752

うったへて出ました︒

七719囹どうぞ之を受取って︑私の 七749 男はしあんにくれて︑役所へ
氣がすむやうにして下さい︒

七724 人夫は之を聞いて︑首をふり
ました︒

参ります︒

七737 かういって︑さっさと臨って
七737 かういって︑さっさと編って
参ります︒

七739 かの男は﹁︿略﹀︒﹂といひな 七755囹

て一て
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七864

︿略﹀︑全 膣 が 細 カ ニ 分 レ テ ︑

︿略V︑全膿が細カニ分レテ︑

枝ノ様ニナツテヰル ノ モ ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七864
枝ノ様ニナツテヰル ノ モ ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略V︑紅色ノモノ目深イ所二︑

茶色ノモノハ其ノ中間二生エテヰル

七873

ノデアル︒

者があります︒

七882 あわたゴしくかけこんで來た
七884園 ﹁かくして下さい︒敵が追
つかけて來ます︒﹂

七884園 敵が追っかけて來ます︒
やりたいと思ひました︒

七885 マリーはどうかしてかくして

やりたいと思ひました︒

七885 マリーはどうかしてかくして
こまってゐ ま す と ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂

と兵士が言ひました︒

七887

七89一 マリーが大急ぎでコップに水
を汲んで來ました︒
﹁あ＼︑さ う だ ︒ ﹂ と 言 っ て ︑

マリーはおばあさんのづきんを取つ

七896

て ︑ 丘 ハ 士 の 頭 に かぶせました︒

七897 ︿略V︑マリーはおばあさんの
づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ
ました︒

七902 かう言って︑又大急ぎでおば
あさんの着物を着せてやりました︒
あさんの着物を着せてやりました︒

七903 かう言って︑又大急ぎでおば

七904圏﹁向ふむきになって︑此の
いすにかけていらっ し ゃ い ︒ ﹂

七904圏

﹁向ふむきになって︑此の
﹁あ㌧︑さうです︒それか

いすにかけていらっしゃい︒﹂

七908園
ら︑つんぼのまねをしてね︒﹂
兵がはいって來ました︒

︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

つていらっしゃったが︑︿略﹀︒

七942

になって︑風がだんくはげしくな
つて來た︒

なって來た︒

七909此の時どやくと四五人の敵 七943 ︿略﹀︑風がだんくはげしく
七915

﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ

て︑おちいさんはく略V︑菊の鉢を

﹁たしかに來たはずだ︒﹂と言 七946

軒下に運んだりされた︒

︿略﹀︑

︿略﹀︑

重き荷車ひきか

夕方からは雨になって︑風は
︿略﹀︑

人を見かねて︑物責は

掛聲高くおしてやる︒

ぬる

七955図國

全く止んだ︒

七951

つて︑敵はあちこち見まはしました
︿略﹀︑敵はあちこち見まはし

が︑︿略﹀

七916

ましたが︑おばあさんの肩に手をか
けて︑﹁︿略V︒﹂

﹁これ︑おばあさん︑お前

は知ってみるだらう︒﹂

七917圏

︿略﹀︑物費は

人々物を出し合

︿略﹀小使の 年のより

人々物を出し合

樂なくらしにかへてやる︒

く略V︑

土ハ同助力は人の道︑

樂なくらしにかへてやる︒

みつぼり

行長は︿略﹀︑石田三成に頼

︿略﹀︑秀吉は之を信じて︑清
ふしみ
清正は朝鮮を立って︑伏見へ

此の人だけは自分のために心

参りました︒

七979

正に編國を命じました︒

七978

しました︒

んで︑清正のことを秀吉にざんげん

七975

けて共に樂しまん︒

︿略﹀︑苦しむ者を︑泣く者を︑助

七971図圃

ひて︑

七964図圃

ひて︑

しがあはれさに︑

七963図韻

掛聲高くおしてやる︒

七923 さうして︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑ 七957図幽

みんな出て行ってしまひました︒
︿略﹀︑みんな出て行ってしま
︿略﹀︑みんな出て行ってしま

ひました︒

七923
七923

ひました︒

︿略﹀︑おとうさんは朝起きる

︿略V︑空には雲もなくて︑ま

とすぐ空を仰いでかうおっしゃった︒

七927

七929

ことによく晴れてみた︒
︿略﹀︑空には雲もなくて︑ま

﹁やはり二百十日だ︒風が

ことによく晴れてみた︒

七929

七933囹
出て來た︒﹂

︿略﹀︑此の日はよく大風が吹

くから︑厄日といって︑農家ではこ

七937

とに心配するのださうだ︒

七941 ﹁︿略V︒﹂と︑おちいさんが言口 七983

配してくれるであらうと思ったので

ございます︒

七987 清正は腹を立てて︑﹁︿略V︒﹂

清正は腹を立てて︑﹁︿略﹀︒﹂

といひきって歯猛りました︒

七994

ところが或夜大地震が起って︑

といひきって蹄りました︒

人家堂塔一時に倒れ︑︿略V︒

七998

七㎜3 此の時清正は︑地震と共には
てこ
ね起き︑家学の者二百人に挺を持た

せて︑一さんに伏見の城へかけつけ

ぢやうちん

秀吉は城の庭にしき物をのべ

ました︒

七㎜9

まだ誰一人城に登って居りま

御方所やおそばの女どもと居りまし

させ︑︿略﹀︑大提灯をとぼして︑

た︒

せん︒

七捌3

上様をはじめ皆様︑おしの

下になっては居られぬかと存じ︑

七二7囹

︿略V︒

七言9園 ︿略﹀︑家來ども二百人に挺

を持たせてかけつけました︒

七繊2 秀吉が之を聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

さうして清正のやせた姿︑日

と心の中で喜びました︒

七撹5

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

涙ぐみました︒

した︒

二塁5 ︿略﹀︑怒がとけて︑涙ぐみま

間もなく石田三成が城に登つ

て参りました︒

七鵬1

1037
て一て

七三7 三成は驚いて︑﹁︿略﹀︒御門
を守る者は誰か︒﹂

いって︑軍功の賞として︑清正に名
刀をあたへました︒

七佃7図彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

此の間二三度降った雨に︑山

の木の葉は目立って色づいた︒

八13

林の中へはいると︑眞赤にな

つたったが︑松の木にからまってを

八16

此ノ頃ハ書夜ノ長サポトンド相等シ

七脳5 秀吉が之を聞いて︑幕の中か
ら︑﹁︿略V︒﹂と い ひ ま し た の で ︑

︿略﹀︑博士りのよい所には︑

つるうめもどきが美しい實をならべ

谷間の水はすきとほるやうに

候ハ次第二形ク︑夜ノ長クナルニツ

八25

小鳥は時々此の清水にのどを

すんでみる︒

八23

てるる︒

︿略﹀︑夜ノ長クナルニツレ
タネマキ

農家ニチハ種蒔・︿略﹀・取

うるほしては︑こずゑでさへっるの

十五字までにしてごらん︒

︿略﹀︑うちの屋がうのカネ

もっと工夫してごらん︒

る︒

八38
︿略V︒

︿略﹀︑しひの實が落ちて︑く

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

︿略V︑小さな犬ころが二匹︑

あまりかはいらしいので︑僕
すると其のうちに︑僕の見て

︿略V︑じゃれ合ふのを止めて︑

︿略﹀︑尾をふりながら︑ちよ

尾をふりながら︑ちよこくやって

八44

來た︒

こくやって來た︒

八44

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ

頭をなでてやると︑︿略﹀︒

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ

︿略﹀︑喜んで僕の手にとびつ

頭をなでてやると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑喜んで僕の手にとびつ

いて︑ぺろくとなめる︒

八47

八47

僕がえんがはへ机を持出して︑

いて︑ぺろくとなめる︒

八49

︿略V︑二匹ともぐつぬぎに手

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

八51

︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手

とを見てみる︒

八52

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

二匹はいちもくさんにかけて

とを見てみる︒

︿略﹀︑間もなくかはいらしい

行ったが︑︿略﹀︒

八54

八55

それは氏子の五箇村から︑子

のを一匹つれて來た︒

八62

どもの騎手を一人つつ出して︑社の

︿略﹀︑社の横の池のまはりで

横の池のまはりで競走させて︑︿略﹀︒

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

競走させて︑勝つた子どもを出した

八63

ついたと見えて︑じゃれ合ふのを止

村の頭になるといふ定めであった︒

︿略﹀︑僕の見てみるのに氣が
めて︑︿略﹀︑ちよこくやって來た︒

八43

みるのに氣がついたと見えて︑︿略﹀︒

八42

はしばらくそれを見てみた︒

八42

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八39

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八39

しやうじを明けて見ると︑

ぼたまりにころがり合ふのも今であ

八31

ろがり合ふのも今である︒

しひの實が落ちて︑くぼたまりにこ

きのこのむらがって出るのも︑

入レ等ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシ

︿略﹀︑電報はさうていねい

七穐7囹

八29

である︒

一つこし

﹁あ＼︑信吉からだ︒よん
﹁返事のことだ︒

﹁アシタノアサーバンノキ

電報はなるべくみじかい方

七撒7園

七備1園

にいはなくてもよい︒

七帽9園

がよい︒もっとつめてごらんQ﹂

白川3囹

シヤデタツテイキマス︒﹂

七㎜9国

らへてごらん︒﹂

七佃8囹

でごらんQ﹂

七佃4囹

テ︑日ヲ定ムルコト多シ︒

七欄7図

テ︑氣候ハ次第二寒シQ

山陰2図

レテ︑氣候ハ次第二寒シ︒

八17

り︑︿略﹀︒

某は四つ五つの頃か

七㎜1図書ノ長クナルニツレテ︑氣

ク︑︿略﹀︒

﹁もうよい︒通してやれ︒﹂

︿略﹀︒

七脳6囹

七脳8園 ﹁あのせいの低いのが石田
︿略V︑清正 は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い

だ︒通してやれ︒﹂

七個9

︿略V︑清正 は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い

つて︑三成を入れてやりました︒
七掴9

つて︑三成を入れてやりました︒

七塒2秀吉は清正を召出して︑
清 正 は つ ＼ しんで︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂とたつね ま し た ︒

七鵬8

と︑べんぜつさわやかに申し開きま
した︒

七塒4園 命ばかりは助けてやらう︒

七鵬9園 切ってく切りまくり︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑

七鵬9圏 切ってく切りまくり︑
︿略﹀︒

七欄3園

ら親にはなれて︑ 姓も存じませんの
で︑︿略﹀︒

七宝4囹 ︿略﹀︑某はく略V︑御威光

キを入れて︑此の頼信紙に書きこん

らいしんし

を借りて幽旧臣と記したのでございま

でごらん︒

代金は二口合はせて月末に
送ります︒

七櫓3団

んでごらん︒

七冊1圓︿略﹀︑此の頼信紙に書きこ

らいしんし

す︒

秀吉は感心して︑﹁︿略V︒﹂と

いって︑軍功の賞として︑清正に名

七柳7

秀吉は感心し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

刀をあたへました︒
七鵬4

て一て
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八68 一人は信作︑一人は耕造とい
つて︑年は同じく十五歳︒

八69 天略﹀︒﹂といって︑祭の當日
には︑おびただしい見物人が︑朝早

と待ちかまへてみる︒

︿略﹀︑半分程の所から一騎後

れ︑二騎後れ︑つゴいて三騎までも

八91

︿略﹀︑半分程の所から一騎後

後れて︑︿略﹀︒

れ︑二騎後れ︑つゴいて三騎までも

八91
後れて︑もはや信作と耕造の二人だ

くから宮の境内へつめかけた︒

しっくと馬を歩ませて︑鳥居の中

八73 やがて五人の騎手は︿略﹀︑

んだ︒

︿略V︑中程まで行った時︑信
信作はつるりとすべり落ちて︑

︿略V︑一たん沈んで又浮上つ
耕造は︿略﹀︑

一たん沈んで

つきそひの者や見物人はかけ

八117園

︿略﹀︑相手を助けてやった
︿略﹀︑いつれ又改めてやり

のはえらい︒

八119圏

信作方の人々は之を聞いて︑

直しをしてもらはなければなるまい︒

八122

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑︿略V︒

八128囹どうか今日から一年の間︑
あなた方の村が五箇村の頭になって

徳川家康が幼時家來に負はれ

とくがはいへやす

下さい︒
べ

見物人は満って︑多勢の方へ

て︑安倍川原へ石合職を見に行った︒

あ

八134

八137

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと
命じた︒

家來があやしんで︑其のわけ
﹁多勢の方はゆだんをして

をたつねると︑︿略V︒

八138
八141園

﹁︿略V︑小勢の方はみんな

みるが︑︿略﹀︒﹂

八142囹

一生けんめいになつ

一生けんめいになつ

﹁︿略﹀︑小勢の方はみんな

心を合はせて︑
てるる︒﹂

八143園

心を合はせて︑
てるる︒﹂

︿略﹀︒

︿略V︑頼宣は顔色をかへて︑

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

八155

家康は之を聞いて︑天冠V︒﹂

といって喜んだ︒

八157

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

といって喜んだ︒

八159 家康は之を聞いて︑只略﹀︒﹂

八165

﹁長四郎︑雀の子を取って

けて︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

参れ︒﹂

日が暮れてから︑長四郎がそ

八166囹

八168

日が暮れてから︑長四郎がそ

つと屋根づたひに行って︑︿略﹀︒

八169

で雀の巣へ手が届かうとした時︑

つと屋根づたひに行って︑もう少し

︿略﹀︒

が届かうとした時︑ふみ外して軒下

八171︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手

將軍秀忠が刀を取って出て見

ひでたゴ

へどうと落ちた︒

八π2

將軍秀忠が刀を取って出て見

ひでたゴ

ると︑長四郎であった︒

將軍は長四郎を大きな袋へ入

﹁雀の子がほしくて参りま

ると︑長四郎であった︒

八172

八183

將軍は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とい

墨黒は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とい

つて︑袋の口を封じて柱に掛けた︒

八183

封じて柱に掛けた︒

れて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑袋の口を

八181

した︒﹂

徳川家康が大阪城を攻めた時︑ 八175囹
よりのぶ

八149

其の子宝宣は職が始つたと聞いて︑

つきそひの者や見物人はかけ
よって來て︑︿略﹀︑上を下へのさわ

﹁殿はまだお若くて︑これ
もございます︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂といってなぐさめると︑

八155

まさつな
︿略V︑そばに居た松平正綱が

から功名をお立てになる折はいくら

八153囹

先陣へかけつけたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人の命にはかへられ
のはえらい︒

ないと思って︑相手を助けてやった

八116囹

た＼いて︑﹁︿略﹀︒﹂などといった︒

八113 耕造方の人々は耕造の肩を

ぎである︒

八111

よって來て︑︿略﹀︒

八111

で︑ぐっと岸へ引上げた︒

又浮上つた信作のえりを引つつかん

八107

た信作のえりを引つつかんで︑︿略V︒

八105

らとび下り︑︿略﹀︒

八103

耕造は驚いて︑ひらりと馬か

︿略﹀︑ころくと池の中へころげこ

八98

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

八97

で行ったが︑︿略﹀︒

今度の競走も五分々々に進ん

けの競走となった︒

﹁ぜひ勝ってくれ︒﹂

八96

に集って來た︒

八74 やがて五人の騎手は︿略﹀︑
鳥居の中に集って來た︒
のりと

八75 神主は先づ神前で祝詞を上げ
だいこ
て︑それがすむと︑︿略V 一番太鼓

を鳴らした︒

八77 五人の騎手は神に勝利をいの
つて︑第二のあひつを待ちかまへて
みる︒

八78 五人の騎手は︿略﹀︑第二の
あひつを待ちかまへてみる︒

八了9 五箇村の人々は各自分の村の

八79囹
﹁しっかりやってくれ︒﹂

口々に勢をつけてみる︒

騎手に向って︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ な ど と ︑

八81園

八82 五箇村の人々は各自分の村の
騎手に向って︑又略﹀︒﹂などと︑

︿略﹀︑五人の騎手は打連れて︑

口々に勢をつけてみる︒
八84

拝殿のそばの大きな立石の前に並ん
だ︒

八85 馬の頭をそろへて︑三番太鼓
を今やおそしと待ちかまへてみる︒

八86 ︿略V︑三番太鼓を今やおそし
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て一て

つて︑袋の口を封じて柱に掛けた︒
ねたが︑始のやうに答へた︒

八184 翌日になって︑記帳が又たつ

て︑長四郎はやっと袋から出された︒

八185 書手︑御念所のおわびによつ
八201図 ︿略﹀木材ヲキリ出シ︑之
ヲイカダニ組ミテ河ヲ下スコトアリ︒

八204図 イカダノ大ナルモノハ長サ
六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ
置キテ野菜ヲ作り︑ ︿ 略 V ︒
ブタ
︿略﹀︑又小屋ヲ建テテ豚・

鶏

等ヲカヒ︑︿略﹀︒

ニハトリ

八205図

ひました︒

ちやうど蕃人が︑其の前の年

に取った首が四十鯨ありましたので︑

八234

︿略﹀︑それをしまって置かせ

それをしまって置かせて︑︿略﹀︒

八235
て︑︿略﹀︑毎年其の首を一つづつ供

四十齢年はいつの間にか過ぎ

へさせました︒

八237
て︑もう供へる首がなくなりました︒

八239そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首
を取ることを許してくれといって出
ました︒

翌日蕃人どもが︑役所の近く

赤い着物を着て︑此所を通る者の首
を取れ︒﹂

八252

︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

に集ってゐますと︑︿略﹀︒

八253

︿略﹀蕃人どもは︑すぐに其

つて見たことがない︒

て見たことがない︒

八296 ︿略﹀︑まだ一度も其所へ且つ

或日貨を焼く男が太郎のうち
へ來て︑みろ年のはたでいろくの

八297

此の時太郎が︑炭はどうして

話をした︒

︿略﹀︒

先つよい場所を見立てて︑炭

さて山の木をきり倒して︑四

次にかま口から火をつけて︑

さうして煙出から出る煙の色

これはもと野生のものでした

昔朝鮮に一人の婦人があって︑

晩神様にいのってゐました︒

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

八335

す︒

ることになったのだとったへてゐま

が︑今から千何百年も前から栽培す

八329

るのである︒

粉をかけて消せば︑かた炭が出已上

こ

八319

︿略V︑かまの外へ引出し︑湖

で焼加減を見て︑かまの外へ引出し︑

八318

四五日の間︑中の木をむし焼にする︒

八316

土を置いて︑打固める︒

八315 ︿略﹀︑二品の上にねったかま

五尺の長さにきりそろへ︑︿略﹀︒

八312

を建てる︒

を嶢く間ねとまりをするための小屋

八302

へてくれた︒

八301 ︿略﹀︑其の男はていねいに教

焼くのかときくと︑︿略﹀︒

待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 八299

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

︿略﹀︒

八254

八256

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に

蕃人どもは聲を上げて泣きま

の人を殺して︑首を取りました︒

した︒

八259
八262

まつって︑其の前で︑此の後は決し

そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首

て人の首を取らぬとちかひました︒

八239

を取ることを許してくれといって出

八207図 イカダノ大ナルモノハ長サ
ました︒

はをむきて︑う＼とうな
はをむきて︑う＼とうな
垣を出て行く︒

はをむきて︑う＼とうな
尾を立てて︑のどを鳴ら
尾を立てて︑のどを鳴ら
我にすりよる︒

八288図︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

して︑

八276図圃

して︑我にすりよる︒

八276図圃

りて︑垣を出て行く︒

八272図囲

りて︑

八271世智

りて︑垣を出て行く︒

八271図圃

みるのだといひます︒

さうして今も其の通りにして

六七十間︑︿略V︑一家コトゴトクコ

﹁それ程首がほしいなら︑

八264

レニ乗リテ︑流ニシタガヒテ下ル︒

活語はお祭の爲に人を殺すの

はよくないといふことを説聞かせて︑

八207図︿略﹀︑流ニシタガヒテ下ル︒ 八242

もう一年︑もう一年とのばさせてゐ

八208図 其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ
ダラトキテ木材ヲ費ルニ至ルマデ︑

呉鳳は︿略﹀︑もう一年︑も

ましたが︑︿略﹀︒

八243

︿略﹀︒

八209図 其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ

う一年とのばさせてゐましたが︑

︿略﹀︑四年目になると︑﹁も

八247囹

ん︒﹂といって來ました︒

う︑どうしても待ってるられませ

八245

ゐられません︒﹂

﹁もう︑どうしても待って

ダラトキテ木材ヲ士 買 ル ニ 至 ル マ デ ︑

カンコウ

八244囹

︿略﹀︒

︿略﹀︑夏季ハコ

︿略V︒

揚子江ハ

シャンハイ

トニ増水シテ︑濁流江ニミナギリ︑

八214図

︿略﹀︒

八219図 又沿岸ニハ上海・肉林等
ばんじん

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし

八223 立込の蕃人には︑お祭に人の

明日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

八295

首を取って供へる風がありますが︑

直系﹀︑明日の書頃︑︿略﹀︑

むるも︑手の働なり︒
を取れ︒﹂

赤い着物を着て︑此所を通る者の首
八247園

︿略﹀︒

取の悪風を止めさせたいものだと思

八231 呉鳳は︿略﹀︑どうかして首

て一て
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八336 昔朝鮮に一入の念入があって︑
︿略﹀︑朝晩神様 に い の っ て ゐ ま し た ︒

八338 すると或夜ゆめの中に︑明日

た︒

八359
た︒

困って町奉行へ訴へて出まし
一人の

子どもに二人の實母はないはずとい

時の町奉行は︿略﹀︑

つて︑いろいろ調べますが︑︿略﹀︒

八362

づけてやるといふ神里のお告があり

斧山の何所へ行けば︑望のものをさ
ました︒

けるのを待って︑すぐに其の山へ上

て︑爾方から子どもの手を取って引

八339 婦人は大いに喜んで︑夜の明 八365園其の子を二人の眞中に置い

其の子を二人の眞中に置い

合へ︒

合へ︒

て︑雨方から子どもの手を取って引

八366園

りました︒

八341 婦人は︿略﹀︑夜の明けるの
を待って︑すぐに其の山へ上りまし
た︒

つて見ますと︑︿略﹀︒

わっと泣出しますと︑︿略﹀︒

八342 さうして教へられた場所へ行 八372 ︿略V︑子どもがいたがって︑

な美しい實が一つなってゐました︒

わっと泣出しますと︑聖母の方は驚

八344 ︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤 八374 ︿略﹀︑子どもがいたがって︑

︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

いて手を放しました︒
八378

﹁︿略﹀︒﹂と申し渡しましたので︑里

がおさづけ下さったのはこれに違ひ

八346 婦人は︑これは珍しい︑神様
ないと思って︑其の實を取って來て︑

親は恐れ入ったといひます︒

呉服屋の手代が︑大きなふろ

︿略﹀︑鯨程つかれてみたもの
︿略﹀︑齢程つかれてみたもの

八394

包の中には白木綿が五十反ば
驚いてあたりをさがしても見

かりはいってみたのでございます︒

八394
當らず︑︿略﹀︒

驚いてあたりをさがしても見

越前守は手代の言ふ所を重い

困って町奉行へ訴へて出まし

困って町奉行へ訴へて出まし

當らず︑︿略﹀︒

八395

た︒

八396

た︒

八397
八398

て︑又略﹀︒﹂といって︑下役の者に

越前守は手代の言ふ所を聞い

八415

︿略﹀︑四五百人のものが︑そ

ろくと車の後について︑思はず知

越前守は早速門をしめさせて︑

らず役所の門内へ入りこみました︒

見物人一同の所名前を書取らせ︑

八417

︿略﹀︒

此所は天下の役所なるに︑

一同は驚いて︑泣くやらなげ

許しもなくて導入するとは不属しご

八419園

く︒

八423

しばらくして︑其の中のおも

くやら︑大さわぎでございます︒

立つた者が出て︑いろくおわびを

八425

致しますと︑︿略﹀︒

﹁しからば許してつかはす

が出て︑いろくおわびを致します

召しとってぎんみをしよう︒ 八425 ︿略﹀︑其の中のおも立つた者

石地藏をしばって止るやうに命じま
した︒

八401圏

と︑︿略﹀︒

八403

八427囹

八432

﹁しからば許してつかはす

﹁︿略﹀︑白木綿を﹇反つつ︑

三日の間に一同は白木綿を一

持参致せ︒﹂

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八429囹

日の間に間違なく持参致せ︒﹂

木綿を一反つつ︑名札をつけて︑三

であらうが︑其の代りと致して︑白

八428囹

三日の間に間違なく持参致せ︒﹂

であらうが︑︿略﹀︑白木綿をく略V︑

石地藏をしばって來るやうに命じま

越前守はく略V︑下役の者に

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑下役の者に

した︒

八404

下役の者が石地藏に荒縄を掛

石地藏をしばって煙るやうに命じま
した︒

八406

下役の者が石地藏に荒縄を掛

けて︑車に積んで参ります︒

八406

﹁地細様が縄にか＼つてい

けて︑車に積んで参ります︒

八411園

らっしやる︒﹂

して︑其の中に盗まれた品のありな

越前守は呉服屋の手代を呼出

反つつ持って参りました︒

ついて︑思はず知らず役所の門内へ

しを調べさせました︒

八434
入りこみました︒

百人のものが︑そろくと車の後に

︿略V︑何時の間にか︑ぐつす 八414 ﹁︿略﹀︒﹂などといって︑四五

目をさまして見ると︑ふろし
きつつみがありません︒

八392

りねこんでしまひました︒

八391

ねこんでしまひました︒

と見えて︑何時の間にか︑ぐっすり

八389

と見えて︑︿略V︒

八389

休みましたが︑︿略V︒

しきつつみを石地藏の前におろして

八388

庭先の畠の中にまきましたゆ
婦人は︑︿略﹀︑其の實を取つ
婦人は︑︿略﹀︑其の實を取つ

て來て︑庭先の畠の中にまきました︒

八347
八347

て來て︑庭先の畠の中にまきました︒

八356 昔江戸で︑夫に死なれた女が︑
乳飲子を里子にやって奉公に出まし
た︒

八357 幾年かの後︑里子を返しても
ら は う と す る と ︑ ︿略V︒

八358 ︿略V︑先方はあつかったおぼ
えがないといって返しません︒

八358 困って町奉行へ訴へて出まし
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て一て

八436 そこで其の反物を出した者を
呼 出 し て ︑ 買 先 を たゴし︑︿略﹀︒

ワシ

ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王
デアル︒
ワシ

大キサカライツテモ︑強サカ

ライツテモ︑学田タシカニ鳥類ノ王

八439 越前守は再び一同を呼出して︑ 八477
デアル︒

金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

さきに納めさせた白木綿を返し︑

︿略﹀︒

八479

︿略﹀︑怒ツテヰル肩︑サキノ

︿略﹀︑スルドクテ落着イテヰ

︿略﹀︑スルドクテ落着イテヰ

︿略V︑トガツテカギノ如クニ

金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

スナハチ一間鯨モアルツバサ

︿略﹀︒

八494

サウシテ何力地上ニエモノヲ

獲見スルト︑スウツト下りテ來テ︑
︿略﹀︑風ヲ切ツテマツシクラ

︿略﹀エモノノ上下ツカミカ・ル︒

八495

ニエモノノ上ニツカミカ・ル︒
︿略﹀︑マレニハ庭先二遊ンデ

︿略﹀︑マレ上議庭先二遊ンデ

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア

八497

ル︒

八498

春ノ初二二三ノ卵ヲ産ミ︑五

鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア
ル︒

八499
ニスム︒

八504

ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒

週間程アタ・メテ︑ヒナ福野ヘス︒

八506

クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ

はね起きて見ると︑︿略﹀せ

時デアル︒

はね起きて見ると︑土間の大

いろうからは︑成皿にゆげが上ってゐ

八508

た︒

八509

おちいさんは大釜の火をたい

き上るのを待っていらっしやる︒

八515

にいさんが奥の間に︑餅を並

ていらっしやる︒

八517

つき上ると︑おばあさんが餅

べる所をこしらへてみた︒

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

八525

へ持っていらっしやった︒

つき上ると︑おばあさんが餅

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

八525

おかあさんはそれを二つにち

へ持っていらっしやった︒

八526

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし

おかあさんはそれを二つにち

やったが︑︿略﹀︒

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし

八527

四日目の時は︑おちいさんも

やったが︑︿略﹀︒

八532

まあ︑ついてみるがよい︒

﹁私にもっかせてみて下さ

﹁私にもっかせてみて下さ

手つだってつかれた︒

八535園

いQ﹂

八535囹

い︒﹂

八544 ︿略﹀︑間もなく腰がふらつき

八539園

おかあさんはく略﹀︑餅のつ

︿略﹀︒

おしまひの一日には︑小豆や

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑

八551

きねをふり上げるたびに動いた︒

八544 ︿略﹀︑ふみしめてみる雨足が︑

ねをふり上げるたびに動いた︒

出して︑ふみしめてみる両足が︑き

釜の上に積んであるせいろうからは︑

はね起きて見ると︑︿略Vせ

成皿にゆげが上ってみた︒

八511

いろうからは︑成皿にゆげが上ってゐ

おかあさんは取粉をのし板の

ヲハツテ︑敷分ノ間羽バタキーツセ

八513

つていらっしゃる︒

上にひろげて︑餅のつき上るのを待

八512

た︒

︿略﹀︑敷分ノ間羽バタキーツ

サウシテ心力地上ニエモノヲ
畿見スルト︑スウツト下りテ來テ︑

八494

セズ︑空中ヲノシテ行ク︒

八492

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

八49一

在二空ヲトブ様ハ︑︿略﹀︒

マシテ自由ノ天地二居テ︑自

︿略﹀︑強ミが全身ニーこチミチテヰル︒

ト止り木二止ツテヰルノヲ見テモ︑

八486

見エル爪︑︿略﹀︒

八482

ル目︑︿略V︒

八482

ル目︑︿略﹀︒

八482

一二分ノスキモナク︑︿略﹀︒

曲ツタ大キナクチバシ︑︿略﹀︑何所

八481

︿略﹀︒

ト止り木二止ツテヰルノヲ見テモ︑

金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

ト止り木駅止ツテヰルノヲ見テモ︑

八479

︿略﹀︒

八445国 謹んで申し上げます︒
一週間もおひまをいただきまして︑

八447国 取分けおいそがしい中を︑
まことにありがたう存じます︒

八449國 病中の祖母も大そう喜びま
して︑ありがた涙をこぼして居りま
す︒

がた涙をこぼして居ります︒

八個9国 病中の祖母も︿略﹀︑あり

八451囲始は熱が高くて心配致しま
︿略﹀︑昨朝あたりから熱が

したが︑︿略﹀︒

八452團

下って︑食事も進むやうになりまし
たので︑︿略﹀︒

したが︑手紙を見て安心しました︒

八464国 其の後どうかと案じてゐま
八465国 其の後どうかと案じてゐま
したが︑手紙を見て安心しました︒

まで︑ゆっくり看病してお上げなさ

八469圏 く略V︑一人で寝起の出石る 八487

い︒

八472国 此の爲替はほんのわっかで

︿略﹀︑何か好きな物を買つ

すが︑何か好きな物を買って上げて
下さい︒

八473国

て上げて下さい︒

八477 大キサカライツテモ︑強サカ

て一て
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︿略﹀︑寓眞屋謡曲︑罵眞ノ

看板モアリテ︑看板ノ種類ハキハメ

八618図

杖にすがりてとぼくと︑ 歩み來
テ多シ︒

八555順奉 雪どけ道のぬかるみを
れる老婆あり︒

保己一は︿略﹀︑人に書物

をよませて︑一心に之を聞き︑︿略﹀︒

八567苗圃 米屋の小ぞう︿略﹀︑ ひ 八627図

らりと下りて自暴車を角の下駄屋
八628恥曝己一は︿略﹀︑︿略﹀︑後

八631図

保己一の家は今の東京︑其

物をあらはせり︒

には名高き學者となりて︑多くの書

にあづけ置き︑ すぐに老婆をみち
びきぬ︒

八572図齪 かくいふ聲を後にして︑
小ぞうは乗りぬ︑自轄車に︒

八666国

︿略﹀︑今では前よりもかへ
︿略﹀︑此の州は合心外の中

つてりっぱになってゐます︒
八675国

でも︑氣候がよくて︑其の上地味が
肥えてゐますから︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の上地味が肥えて
︿略﹀︑此の州は︿略﹀︑い

ゐますから︑︿略﹀︒

八676困
八678国

ろいろな農産物に富んでゐます︒

の頃の江戸の番町にありて︑多くの

子どもは︑アメリカ人の立てた索引

日本人は八萬入饒も居て︑

八587図 スベテ看板ハ商品又ハ職業
弟子保己一につきて學びたれば︑

八681国

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ

八708困

長く滞在してみたシカゴ市

︿略﹀シカゴ市を立って︑

を立って︑︿略V︒

今日いよく池心第一の大都會

八709国

ニューヨーク市に着きました︒

行の列車に乗って︑たった十八時間

八714困 ︿略﹀︑おとうさんは最大急

く略V︑電車や汽車が終日終

で着きました︒

夜︑休なしに運韓してゐます︒

八731国

アメリカ人はく略﹀︑何で

も世界一になるやうに心掛けてみる

八734國

コロンブスがアメリカを嚢見

といひますが︑何しろ大した勢です︒

八752

一日祝賀會の席上で︑人々が

して鋸つた時︑︿略﹀︒

かはるぐ立って︑コロンブスの成

八756

功を祝しますと︑︿略﹀︒

﹁大洋を西へくと航海し

て︑陸地に出あったのが︑それ程の

八758圏

手がらだらうか︒﹂

之を聞いたコロンブスは︑つ

﹁諸君︑こ＼うみに此の卵

人々はく略Vと思ひながら︑

此の時コロンブスは︑こつん

と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

八771

やって見ましたが︑︿略﹀︒

八767

を卓上に立ててごらんなさい︒﹂

八764園

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

八762

といって冷笑しました︒

く略V︑子どもは︑︿略﹀︑臨 八761 ︿略﹀︑ ㎝人の男が﹁︿略V︒﹂

つて陰ると︑又日本人の立てた森羅

八684國

す︒

へ行って︑日本語で學問をしてゐま

つて來ると︑又日本人の立てた學校

八683国︿略﹀︑子どもは︑︿略﹀︑婦

︿略﹀︒

へ行って︑英語で勉強しますが︑

子どもは︑アメリカ人の立てた學校

八682囲

︿略﹀︒

へ行って︑英語で勉強しますが︑
︿略﹀︑多くの弟子保己一に

︿略﹀︒

八631図

或夜弟子をあつめて︑書物

つきて學びたれば︑︿略V︒

八636図
を教へし時︑︿略V︒

日本人は八萬人平も居て︑

ヤスカラシメントスルモノナリ︒

八589図 近年人々ノ生活次第ニイソ
ガハ

ガシクナリテ︑見物人ノ外目︑町ノ

爾側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如
キ者ナシ︒
がハ

︿略﹀︑保己一は笑ひて︑

横濱を出てから︑ちやうど
十五日目です︒

八654國

﹁︿略﹀︒﹂と言ひたりとそ︒

八644図

きて︑ともし空きえたり︒

八591図 ︿略﹀︑見物人ノ外ハ︑町ノ 八638図或夜く略V︑風にはかに吹

ヨリテ看 板 ノ 如 キ モ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

雨側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如
キ者ナシ︒
八593図

キソヒテ小屋根ノ上丁零・グルニ至
レリQ

サンフランシスコには︑日

へ行って︑日本語で二子をしてゐま

八657国

本人がたくさんみて︑いろくな商

八596図 サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

今ナホ古風ヲ守りテ︑窒達て︵キソ

す︒

︿略﹀︑子どもは︑︿略V︑日

つまりお前たちよりもよけ
いに勉強してみるわけです︒

八686匡

本語で學問をしてゐます︒

八685国

士買をしてゐます︒

︿略﹀︑日本人がたくさんゐ

︿略﹀︑日本人の家には︑鯉
のぼりが立ってるました︒

八661囲

て︑いろくな商士買をしてゐます︒

八657圏

バ︶・︿略﹀ナドト記シテ︑軒三下ゲ
タルモアリ︒

八597図 サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

アンドン

︿略﹀︑︿略﹀ナドト記シテ︑軒上下
ゲタルモアリ︒

二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ

サンフランシスコから三日
ゴに着きました︒

八697囲
大地震があって︑町は大方こはれた

此の港には︑十五六年前に
のですが︑︿略V︒

八664国

旅人宿二目ト記シテ掛クルモアリ︑

八614図 此ノ他宿屋ニハ︑掛行燈二
︿略V

1043
て一て

苦もなく立てて申しました︒

八779園 ﹁明日にでもなって︑雪が
はれてからではいけ ま せ ん か ︒ ﹂

はれてからではいけ ま せ ん か ︒ ﹂

八779囹 ﹁明日にでもなって︑雪が
八786囹 ﹁今手に持っていらっしや
るのは︑みんな切符 で す か ︒ ﹂

八799園 それからこれは國の税で︑
納税告知書としてあります︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐ出かけ
ようとした︒

それをお聞きして安心致し

︿略﹀︑︿略﹀先生が︑女生徒

を一人つれて︑はいって來られた︒
八862

を一人つれて︑はいって來られた︒

いきなり信吉にだきついて泣

八864おとよはく略﹀︑かけよって
予て︑

ました︒

八二3園

八845園あちらでも︑あの子のこと
いた

いた︒

來て︑

いきなり信吉にだきついて泣

八864おとよはく略﹀︑かけよって

ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご

それではちよつと行って参

ざいました︒

八859

おうせつ

小使は僕等を影壁室へ通して
小使は僕等を慮接室へ通して

出て行ったが︑︿略﹀︒
おうせつ

八859

︿略V︑︿略﹀先生が︑女生徒

出て行ったが︑︿略V︒

れ︒

信吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

信吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

信吉は︿略﹀︑しばらくして︑

わしはあちらに居ても︑お
信吉は︿略﹀︑しばらくして︑

八888囹

信吉はく略V︑今度は先生に

信吉はびっくりして︑二足三
もう一つ何とか言っておく

家後へ下ったが︑︿略﹀

八885

おとよに︑低い聲で︑きかれた︒

向って︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑先生は

八872

つて︑︿略﹀︒

﹁︿略V︒﹂といって︑今度は先生に向

八872

前の事ばかり心配してみた︒

八871園

つて︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑今度は先生に向

八868

爪先までながめたが︑︿略﹀︒

娘の手をはなして︑頭の先から足の

八867

爪先までながめたが︑︿略﹀︒

娘の手をはなして︑頭の先から足の

八867

吉にだきついて泣いた︒

︿略﹀︑信吉はほっと息をつい． 八864おとよはく略﹀︑いきなり信

八846園
ります︒

八847
て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐ出かけ

八808囹 村役場で︑村内の家々から

納めるのをまとめて︑それぐへ送
ようとした︒

﹁お前も一しょに行ってお
僕ははかまを着けて︑信吉と

學校へ行って案内をこふと︑
學校へ行って案内をこふと︑

ちよつととよにあひたくて
参りました︒

八857園

す︒

なってみる松木とよの父でございま

八855囹私はこちらに御やくかいに

小使が出て來た︒

八854

小使が出て來た︒

八854

一しょに出かけた︒

八852

出で︒﹂

八851囹

るのです︒

多少によって違ひます︒

八811圏 いや︑それは財産や牧入の

て來よう︒

八814圓 役場のひけないうちに行つ
︿略﹀︑工夫して大仕掛に水を

落せば︑大きな仕事をする︒

八826

信吉が︑︿略﹀︒

八832 もと僕のうちに奉公してみた
八833 ︿略﹀信吉が︑昨日の朝三年
ぶりでハワイから臨って來た︒

一になる女の子があるが︑生れつき

八835 信吉にはおとよといふ今年十
おし

唖なので︑僕のうちで世話して︑唖

のうちで世話して︑唖の學校に入れ

八858 ︿略﹀︑信吉はのび上るやうに
の學校に入れてある︒
おし
して奥の方を見た︒
八836 ︿略V︑生れつき唖なので︑僕

てある︒

八837 信吉は僕の両親に鶴って來た
あ い さ つ を す ま す と︑︿略﹀︒

八842 ︿略V︑信吉はほっと息をつい 八862

信吉はびっくりして︑二足三

足後へ下ったが︑﹁︿略V︒﹂といって︑

八889

信吉は︿略﹀︑娘を引きよせ

娘を引きよせて︑﹁︿略﹀︒﹂

八889

て︑﹁先生︑どうして口がきけたん

﹁指であひつをしたのは昔

でせう︑︿略﹀︒﹂

聞えるなら︑もう一つ何か

のことで︑今は口を見せてものを言

八894園

はせます︒﹂

八897園

先生はにこくして︑﹁いや︑

言っておくれ︒

信吉はまだ先生の言はれたこ

口の動き方を見てさとるの

聲が聞えるのではありません︒

八898

八901園

です︒

八903

とがわからなかったと見えて︑娘の

耳に口をよせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな

信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を

聲で言ったが︑︿略﹀︒

八903

よせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で言つ

﹁おとよ︑おとうさんが露

たが︑︿略﹀︒

つて來て︑うれしいか︒﹂

八904園

﹁おとよ︑おとうさんが臨

つて來て︑うれしいか︒﹂

八904囹

で︑信吉の顔を見てみる︒

八907 ︿略﹀︑おとよは何も言はない

八907 ︿略﹀︑おとよは何も言はない

よく見えるやうにして︑も

で︑信吉の顔を見てみる︒

う一度しつかに言ってごらんなさい︒

八911園

て一て
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う一度しつかに言ってごらんなさい︒

此所では女の先生が︑生徒に

先生︑私の娘にもあ＼して

がむやうにした︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑先生を廊下でを

らうか

八944．信吉は教室を出ると︑

教へて下さったのでせうか︒

八942圏先生︑私の娘にもあ＼して

教へて下さったのでせうか︒

八942囹

もく教へてるられた︒

八939

五十音の護音を教へてるられた︒
こん
︿略﹀︑先生は根氣よく︑何度

おん

八937

生の教室に連れて行かれた︒

八911圏よく見えるやうにして︑も 八936 それから先生は︑僕等を一年

おとよの顔を見なが ら ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と

八913 信吉は少しはなれて︑今度は
言った︒

八915圏 ﹁おとよ︑おとうさんが蹄
つ て ︑ う れ し い か ︒﹂

八917 おとよは信吉の口を︑中まで
のぞきこむやうにしてみたが︑︿略V︒

ますな︒

信吉は﹁︿略V︒﹂といって︑

八919圏 もう何所へも行って下さい
八923

大きな涙をぽたく落した︒

れうり

信吉は︿略﹀︑鷹接室に待つ

信吉はく略V︑鷹接室に待つ

トクガハイヘヤス

三百年前徳川家康が諸大名

今はとボ⁝トにうつれる

リテ名高ク︑天牛﹀︒﹂ト歌ハレタリ︒

軍神廣瀬

た ま
飛來る弾丸に忽ちうせて︑

八991図齪
中佐︑

旅順港外うらみぞ深き︑

或時︑口・耳・目・手・足等

と其の名残れど︒

八995

が申し合はせて︑胃に向っていひま
すには︑︿略V︒

て︑からだに全く力がなくなりまし

た︒

此の時胃は一同に向って言ひ

ました︒

八棚2

ふだけの者ではありません︒

八川5圏僕はたゴ坐ってみて物を食

僕はたゴ坐ってみて物を食

ふだけの者ではありません︒

八捌5囹

つて︑︿略﹀︒

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八996或時︑口・耳・目・手・品等 八棚6園 食った物をこなして︑之を
が申し合はせて︑胃に向っていひま

食った物をこなして︑之を

すには︑︿略﹀︒

僕等はふだんいそがしく働 八棚8園

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八997圏

つて︑僕が若し食物をこなさなかつ

僕等は一同申し合はせて︑

僕等は︿略﹀︑今日からは

︿略﹀︑手足はなえてしまって
︿略﹀︑手足はなえてしまって
︿略﹀︑顔の色も青くなって來

う︒

君等は僕を苦しめようとし

君等は︿略﹀︑此の敷日の

其の爲に新しい血が出來な

今になって始めて︑考違を

こんなわけですから︑これ

から後は互に親しみ合って暮しませ

八佃2囹

してみたことがお分りになるでせう︒

八撹6圏

してみたことがお分りになるでせう︒

八百6囹今になって始めて︑考違を

しむやうになったのです︒

くなって︑かへって君等は自分で苦

八醜3園

でした︒

問少しも食物を送ってよこしません

八撹2囹

てよこしませんでした︒

て︑此の数日の間少しも食物を送つ

八齪1囹

して出車ませう︒

たなら︑からだを養ふ所の血がどう

いてるますのに︑君は︿略﹀︑少し
︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

も僕等の爲につくさない︒
八998園

物を食ふだけで︑︿略﹀︒

八口1

動くことが出來ず︑︿略﹀︒

八㎜9

動くことが自照ず︑︿略V︒

八㎜9

てくれ給へ︒

働かないことにしたから︑さう思つ

八㎜2圏

さう思ってくれ給へ︒

今日からは働かないことにしたから︑

八㎜1園

物を食ふだけで︑︿略﹀︒

信吉はく略V︑すぐ﹁︿略﹀︒﹂ 八998囹︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

日お連れになってもようございます︒

八924 先生はいろくな事を信吉に 八947囹 何なら︑あのお子を今日一

さいほう

話して聞かされた︒

じゅつ

︿略V︒

八971図

︿略﹀︑顔の色も青くなって來

て︑からだに全く力がなくなりまし
八棚1

た︒

名古屋市ハ此ノ城アルニヨ

夕日ニカぐヤキテ︑遠ク敷里ノ外ヨ

八972図

リ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

其ノ高サ八尺五寸︑朝日・

二命ジテ造ラシメタルモノニシテ︑

八965図

におじぎをした︒

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

八955

てるた娘の手を取って︑︿略﹀︒

八954

した︒

手を取って︑幾度も先生におじぎを

といって︑鷹接室に待ってるた娘の

八954

さん
八926 おとよはく略﹀︑書き方も算 八953囹 近所の者に見せてやりたい︒

術も裁縫も料理も習ってみる︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑もう二年たって︑此の

そつ

八927
學校を卒業する頃に は ︑ ︿ 略 V ︒

八931一げんに此の至愚の卒業生で︑
商店の番頭になってみる者もあれば︑

裁縫の先生になってみる者もあるな
どと話された︒

八932 げんに此の學校の卒業生で︑
︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も
あるなどと話された︒

八933 信吉はとりのぼせたやうにう
れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑
かはりばんこに見てみた︒

の顔を︑かはりばんこに見てみた︒

八934 信吉は︿略﹀︑娘の顔と先生

1045

て一て

八佃4 之を聞いて︑手足等一同は︑
なるほどと感心したといひます︒

八佃9 しかし之を一人で造るとして︑
こんなに安く責れるであらうか︒

を十直ぐらゐで費ってはまうかるま

八個4 かりに造れたとしても︑それ

い︒

八悩6 それではマッチは︑どうして
誰が造るのであらう ︒

八悩7 マッチの製造所へ行って見る

と︑職工が大勢居って︑それぐ手
︿略﹀︑職工が大勢居って︑そ

分をして働いてみる ︒

八餌8

れぐ手分をして働いてみる︒
︿略﹀︑職工が大勢居って︑そ

れぐ手分をして働いてみる︒

八個8

八悩8 ︿略﹀︑職工が大勢く略V働い
てるる︒

ぢく
八面9 材木を機械にかけて軸木をこ
し ら へ て み る 者 も あり︑︿略﹀︒

ぢく
八幽9 材木を機械にかけて軸木をこ
︿略﹀︑乾かしたのをそろへて

し ら へ て み る 者 も あり︑︿略﹀︒

八価4

マッチの箱に入れる 者 も あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八価5 ︿略V︑箱に入れたのを十つつ
集めて包紙に包む者もある︒

八価6 ︿略﹀︑手分をして別々に仕事
をすることを分業といふ︒

八鵬9 分業で造ると︑︿略﹀︑出玉高
がたいそう多くて︑一人事々別々に
なって造るのとは比べものにならな
い︒

八鵬1

分業で造ると︑︿略﹀︑出來高

がたいそう多くて︑一人組々別々に
なって造るのとは比べものにならな
い︒

︿略﹀︑母が私に︑お友だち

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

八柳6国
て上げようと申します︒

八柳8囲お呼びするのはく略﹀︑あ

わけがない︑︿略﹀︒

大室の父は︿略﹀︑どうかし

て大進の膿を丈夫にし︑氣を強くし

八川6

なければならぬと思った︒
せんがくじ

︿略﹀︑大島の父はうす暗い中

に大矩を起して︑︿略﹀泉岳寺へよ

八m9

く連れて行った︒

八襯1

當偉大將の膿は︑もうこれだ

ごに乗らず︑爾親と土日に歩いて行つ

た︒

八隅9

やり

なぎなた

け丈夫になってみたのである︒

けれども刀・槍・薙刀など︑

武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

八前6

︿略﹀乃木安詳が︑終生忠誠

らく光ってみたといふことである︒

八丈9

質素でおし通して︑武人の手本と仰

︿略﹀︑大意の父はうす暗い中
せんがくじ

がれるやうになったのは︑︿略﹀︒

黒きとばりにおほはれて︑

九41国

安

しっかにあ

きざみくて︑明方の

︿略﹀︑夜のとばり

しっ

いざ︑起出でて︑勇まし

叔父さんも相かはらず丈夫

︿略﹀︑かねて思ってみたと

もう三月になるので︑︿略﹀︒

九37国訓のトラック島へ來てから

九35圏 ︿略﹀︑安心して下さい︒

下さい︒

で島々を廻ってみるから︑安心して

九35國

く 我もはげまん︑今日の業︒

九27薬圃

しらみたり︒

かにあきて︑ほのぐと東の窓は

九23図圃

たり︒

きて︑ほのぐと東の窓はしらみ

鶏鳴けば︑夜のとばり

九21図圏

き眠に入れるなり︒

ふ

あらゆるものはやみとい

に大將を起して︑︿略﹀泉岳寺へよ

大風の父は丁々義士のことを

九14図圃

く連れて行った︒

大事の父は三々義士のことを

なたが知っていらっしゃる方ばかり

5

寒いなら︑暖くなるやうに
すると大將の父は﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑大將を井戸端へ連れて

︿略﹀︑着物をぬがせて︑頭か
︿略﹀︑必ず其のきらひな物ば

それに此の邊一帯の島々は

は違ひ︑なかく住みよいところの

九44国

ち中の者がそればかり食べるやうに

其の時大書は︿略﹀︑馬やか

やうです︒

八脳7

した︒

かり出して︑大罪が馴れるまで︑う

八稲9

ら冷水を浴びせかけた︒

八佃3

水を浴びせかけた︒

行って︑着物をぬがせて︑頭から冷

八佃2

將を井戸端へ連れて行って︑︿略﹀︒

八柵2すると大將の父は︿略﹀︑大

つて︑︿略＞Q

といって︑大戸を井戸端へ連れて行

八榴2

してやる︒

八備1圏

詣したのである︒

大將に話してきかせて︑其の墓に参

八

大將に話してきかせて︑︿略﹀︒

八麗4

です︒

面白いことをして遊びませ

お書前にいらっしゃい︒

八柵1国︿略﹀︑三郎さんを連れて︑

八佃2国
う︒

︿略﹀︑來る二十五日に︑お

心やすい方にお出でを願って︑ほん

八佃6困

︿略﹀︑寒いといっては泣き︑

の心ばかりの祝を致したいと存じま
す︒

八佃8

暑いといっては泣き︑朝晩よく美い
︿略V︑寒いといっては泣き︑

たので︑︿略V︒

八㎜9

ちやうふはん

暑いといっては泣き︑朝晩よく言い
たので︑︿略﹀︒

八川3 大將の父は長府藩主に仕へ

ちやうふはん

て︑江戸で若君のお守役をしてみた
が︑︿略﹀︒

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

八勝4 大言の父は長府藩主に仕へ
が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

泣虫では︑第一藩主に除しても申し

八川5

て一て
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勢で木を洗ひ草を洗って通り過ぎた

いひて︑︿略﹀︑きぬの敷物八枚を波

やくついばみたるは眞聖なるめんど

妹の置きて行きたる餌箱に

茶の間の戸棚の中にしまふ︒

九147図 ︿略﹀餌箱に入れて持蹄り︑

入れて持蹄り︑︿略﹀︒

九147図

り︒

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ

わら

九145ロコ凶 とやの内に入りて見るに︑

てあたふるに︑︿略V︒

くだきたる貝殻を器に入れ

我が國の支配に属してみるので︑

朝早く起きて︑井戸端に出
顔を洗ひをはりて︑いつも

九144図

りなり︒

九117図

くQ

九124図

ゑ

妹は餌箱を持ちて︑とやの
親どりどもすぐに見つけて︑
妹は餌をつかみて︑わざと

︿略﹀︑十思羽の鶏一つにか

︿略﹀︑鶏はあわてて其の方

まきちらせば︑︿略﹀︒

少しはなれたるきりの木のあたりに

九1210図

其の足もとにむらがる︒

九129図

前に來る︒

九128図

か＼へ出し︑︿略﹀︒

ク︒

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

トデアル︒

冥色ガマハリノ物ノ色箔似テヰルコ

九1510

中デモ面白イノハ︑或動物ノ

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九158

らんとする様なり︒

をふまへて︑︿略﹀︑今やときをつく

九155図 ︿略﹀︑をんどりは箱のふち

さるにいそがしく︑︿略﹀︒

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ

九154図 ︿略﹀︑めんどりはせはしげ

校に行く︒

中に入りてひよこの箱を 九152図 朝飯を終へて︑妹と土ハに學

の如く︑庭のすみなるとやの戸を開

九122図

づ︒

九1110図

おだやかなる凪となり︑︿略﹀︒

れみたる大海︑おのつから静まりて︑
なぎ

ふしぎや︑今まで荒れに荒

の上に敷重ね︑其の上に飛下り給へ

︿略﹀︑波の静かな所でふな

さん

此の間も十ぐらみの少女が
えぞ

り︒

後の︑あざやかな緑の世界は︑︿略﹀︒

つで︑︿略﹀︑美しい海底のありさま

九81国水のすんでみる事はかくべ

︿略V︒

人も多く︑少しもさびしくはありま

く︒

九93團

せんが︑性質はおとなしく︑︿略﹀︒

九88国 土人はまだよく開けてゐま

く︒

瑚の林や海藻の間をぬって泳いで行

ご

九86團 ︿略﹀美しい魚の群が︑珊

さん

瑚の林や海藻の間をぬって泳いで行

ご

九86国 ︿略﹀美しい魚の群が︑珊

見えます︒

底のありさまが手に取るやうによく

ばたからのぞいて見ると︑美しい海

九82団

が手に取るやうによく見えます︒

九45国 ︿略﹀︑内地から移って來た
せん︒

九49国 内地から來て先つ目につく
のは植物で︑︿略﹀

九55困 鳥の羽に似た大きな葉が︑

幹の上の方に集ってついてをり︑
︿略﹀︒

九55国 鳥の羽に似た大きな葉が︑

幹の上の方に集ってついてをり︑
︿略﹀︒

九57国 く略V︑其の葉の根本には︑

大人の頭ぐらみの實がすゴなりにな
つてゐます︒

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

から
九57国 實の中にはかたい殻があっ

やまとたけるのみこと

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

九910図︿略﹀日本武尊︑蝦夷を

のがあります︒

九61困 まだ十分野じゅくしてみな

へ行く︒

九131図
九133図

たまり︑頭と頭とをつき合はせて︑

既に大海に出で給ひしに︑

いそがしげに餌を拾ふ︒

保護色ヲモツテヰルト︑マハ

二見ツケラレナイ︒

リノ色ニマギレテ︑容易二字ノ動物

九162

容易二七ノ動物二見ツケラレナイ︒

く略V︑中なるひよこどもは 九161 保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︑

大風俄に吹雪りて︑聾すさまじく荒

九135図

小さき口を開きて︑びよくと鳴き

われ皇子の御身代りとな
りて海に入り︑神の御心をなだむべ

妹も同じ心にや︑しばし見
とれてひよこのそばをはなれず︒

九138図

つ＼かこひぎはに集る︒

皇子は勅命を果して︑め
おとたちばなひめ

り︑飛びちりたる貝のかけを︑すぼ

ニハ︑︿一雨V︒

其の時︑︿略V弟橘媛︑ 九141図 其の音を聞きつけてかけ來 九17！ 保護色ヲモツテヰルモノノ中
尊の御身危しと見給ひ︑﹁︿略﹀︒﹂と

九114図

でたく都に錦り給へ︒

九112図工

し︒

九111図圏

れくるひ︑御船少しも進まず︑︿略﹀︒

九103図

に下り給ひき︒

平げよとの勅命を奉じて︑東國の方

これがなかくうまいもの

い實は︑中にきれいな水があります︒

九64圃
で︑私たちもよく取って飲みます︒
林をつくってゐます︒

九66国 又パンの木も所々に美しい

九68調 其の實は︿略﹀︑僥いて食
べたり︑餅にして食べたりします︒

九68困 其の實は︿略﹀︑僥いて食
べたり︑餅にして食べたりします︒

九73困 これ等の植物が思ふま＼に
茂ってみる様子は實に見事です︒

九75国 く略Vにはか雨が︑非常な
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九171︿略﹀中ニハ︑季節ニヨツテ
マハリノ物ノ色ガカバレバ︑ソレニ

︿略﹀︑季節浸入ツテマハリノ

ツレテ同ジヤウナ色ニカハルモノモ
アル︒

九172

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同
ジヤウナ色丹カハルモノモアル︒
カツシヨク

上二居ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑枯

九175 北國亀住ム野ウサギや高山ノ
葉や土ノ色二似テヰ ル ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

上二居ル雷鳥ハ︑︿略﹀︑冬ニナツテ

九175 北國二恩ム野ウサギや高山ノ
雪が降りツモルト︑眞白山ナル︒

九176 又季節ニヨツテカハルクラヰ
デナク︑︿略﹀︒

所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

リト呼ンデヰルノハ︑︿略﹀︒

九188
リト呼ンデヰルノハ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違
︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑︿略﹀︒

九189
九189

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シテワルト
︿略﹀木ノ葉蝶ハ︑其ノ羽ノ

イフ意味デアラウ︒

九192
表ノ方ニ強手シイ色ドリガアルガ︑

︿略﹀木ノ葉蝶ハ︑︿略﹀︑羽

裏ハ枯葉二似テヰルノデ︑︿略﹀︒

九193

ヲトヂテサカサニ草木ノ枝二止ツテ
ヰルト︑︿略V︒

九202此ノ轟ハ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテ
ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑
︿略﹀︒

又中剃物申保護色トハ反町二︑

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

九205

ナ艦上ヲモツテヰル︒

あんどん

老人の顔をじっと見つめながら聞い

てるる︒

まくらもとに置いてある行燈

の光はうす暗く︑︿略﹀︒

九221

九222 ︿略﹀︑たて切ってあるしやう

じのやぶれを︑︿略﹀︒
くわんあん

︿略﹀とお氣づきになって︑始めて

九226園 ︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

農學をお修めになり︑︿略﹀︒

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

そう研究を進められた︒

いて︑其のお志をおつぎになり︑一

は︑種々様々の事を︑實地と學理の

くれる門人たちに頼まれて︑︿略﹀︑

九2310臨く略V︑あの毎日見舞に來て

になった︒

終には國を立ちのかねばならぬやう

九238園 ︿略﹀︑役人ににくまれて︑

書物を詰み︑︿略﹀︒

十齢年の間︑寝食を忘れて其の道の

九234園 そこで此の父も︑︿略﹀︑四

︿略﹀︒

爾方から調べて行かねばならぬので︑

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

九213

︿略﹀︒

九211例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ膿 九231園 しかし此の農學といふ學問

︿略﹀︒

九2010例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ膿 九228園 それからく略﹀︑二代つゴ

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

九206

︿略﹀木ノ葉蝶ハ︑︿略V︑羽

調べテミルト︑コノヤゥニイロく

ヲトヂテサカサニ草木ノ枝制止ツテ

九194

ヰルト︑マルデ枯葉が引掛ツテヰル

九181 保護色ヲモツテヰル上二︑
︿略﹀︑形マデマハリノ物二段テ見エ

フシギナ事ガアル︒

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

ヤウニ見エル︒

九213

ルモノモアル︒

調べテミルト︑コノヤゥニイロく

九182 ︿略﹀︑其ノ動物ノ姿勢ニヨツ 九196 ︿略﹀木ノ葉蝶ハ︑︿略﹀︑マ

ルデ枯葉が引掛ツテヰルヤウ一見エ

病みつかれた六十ばかりの老

テ︑形マデマハリノ物二似テ見エル

九218

フシギナ事ガアル︒

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

ル︒

九198

モノモアル︒

人が︑ふとんの上に起直って︑十五

九183 保護色ヲモツテヰル上二︑

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

此の山中へ來たのである︒

此の山中へ來たのである︒

くれる門人たちに頼まれて︑︿略﹀︑

九218

の少年に︑熱心に何か言聞かせてる
九219

九246

九246

老人は一口飲んで横になった︒

老人にす＼めた︒

少年はてつびんの湯をついで
老人の顔をじっと見つめながら聞い

少したって︑今度は寝たま＼
少年はひざに爾手をついて︑

九248
九2110

てるる︒

少年はひざに両手をついて︑

る︒

︿略V老人が︑︿略﹀︑十五六 九241囹︿略﹀︑あの毎日見舞に來て

︿略V︑形マデマハリノ物二似テ見エ

ラン

此ノ轟ハ主二蘭二止ツテヰテ︑
ラン
此ノ墨出校二蘭二世ツテヰテ︑

みる︒

六の少年に︑熱心に何か言聞かせて
九201

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

︿略V︒

ルモノモアル︒

ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

九201

九185 桑ノ木一眠ルエダシヤクトリ
リデナク︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

ラン
此ノ轟自主二蘭二止ツテヰテ︑

外ノ墨ヲトツテ食フモノデアルガ︑

ハ︑︿略﹀︑龍ノ後 ノ 端 ヲ 木 ニ ツ ケ テ ︑

九186 桑ノ木二心ルエダシヤクトリ

九201

︿略V︒

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑

膣ヲナ・メニツキ出スト︑形が桑ノ
小枝二寸山峡ハナイ︒

九187所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

て一て
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ぼつくと話し出した︒
九257圏 此の方々のお書きになった
ものは︑断てい此所に持ってるる︒

九262園 わたしも此の精神にもとつ
くわく

いて︑︿略﹀︑くはしく計書を立て
た事もあるが︑︿略﹀︒

物や水利の事を調べて︑くはしく計

九263囹 わたしもく略﹀︑主に海産
書を立てた事もあるが︑︿略V︒

くわく

つて︑準行が出來ずにしまった︒

九264園 ︿略﹀︑いろくの差支があ
九268園 此の四代の苦心の後を受け
て︑國家の爲に︑此の學問を大成す
るのがお前の役目だ︒

九2610園 十六のお前が︑旅費も乏し

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く
︿略﹀︑ 父 の 此 の 願 だ け は ︑

もあらう︑︿略﹀︒

九272園

︿略﹀︑父 の 此 の 願 だ け は ︑

しかと心にとめて置 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
郵貯2園

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と
︿略﹀︑ 父 の 此 の 願 だ け は ︑

げて弥らひたい︒
九273圏

︿略﹀︑ す ぐ に 江 戸 へ 出 て ︑

︿ 略 ﹀ ︑ 必 ず 仕 と げてもらひたい︒

九274囹

一 心 に 學問をはげむがよい︒

一心に學 問 を は げ む が よ い ︒

︿略﹀︑りっぱな思者を先生

︿略V︑

九275医
にして︑

九276囹 匠人も﹃志ある者は事終に
成 る ︒ ﹂ と 言 っ て みる︒

九277 目に涙を一ぽいためて闘いて
みた少年は︑︿略﹀︒

九277

目に涙を︼ぽいためて聞いて

みた少年は︑︿略﹀︒

たがはげんずる

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に壮

がちらくと見えて來た︒

見えて︑谷のこずゑこしに︑遠い湖

一すちの道が︑足もと

︸すちの道が︑足もと

九344

空ははてもなくすんで︑所々

空ははてもなくすんで︑所々

みねからすそにかけての若々

︿略﹀こずゑの色は︑強い日

道端の切りかぶに腰かけて︑

光を浴びて︑一面に煙ってみる︒

九343 ︿略﹀ こずゑの色は︑強い日

光を浴びて︑一面に煙ってみる︒

九343

しいこずゑの色は︑︿略﹀︒

九342

にちぎれ雲が飛んでみる︒

九341

にちぎれ帝云が飛んでみる︒

九341

い湖がちらくと見えて來た︒

九3310 ︿略﹀︑谷のこずゑこしに︑遠

快です︒

快です︒

九32！

︿略V︑やぶかうじの赤い實に

︿略﹀

︿略﹀

からうねくとつゴいて︑やがて茂

九327

みの中にかくれてしまふ︒

からうねくとつゴいて︑やがて茂

九326

だのも見える︒

並んで︑春蘭のつぼみのふくらん

しゅんらん

九324

てるる爾がはの木立も︑︿略﹀︒

何時もはうす暗い程茂り合つ

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に肚

︿略﹀少年は︑固い決心を顔 九318 殊に遊覧船に乗って︑︿略﹀︑
信季は其の後幾日かたって︑

にあらはして︑乱行をちかった︒

九278
九283

とうく此の宿でなくなった︒

う

一心に西洋の園路を

信淵は︿略﹀︑間もなく江戸

へ出て︑︿略﹀︑

九285
勉強した︒

︸心

信淵は︿略﹀︑宇田川玄随・

︿略Vなどの人々をたよって︑

九286

さうして終に當代第一の農學

に西洋の學問を勉強した︒

九288

の大家となって︑國家の爲に富源を

ひたひの汗をふいてみると︑︿略﹀︒

かんくとこずゑをてらして 九344 道端の切りかぶに腰かけて︑

︿略﹀︑そよくと吹く風につ

ひたひの汗をふいてみると︑︿略﹀︒

九345

れて︑若葉のにほひがひしくと身

あたりの空泣までが何となく
ぼうっとして︑︿略﹀せなかがじつ

にせまって來る︒

す

九352

﹁此の坂を下りて︑あの清

︿略﹀︑出後れのわらびを一本

やうやく清水まで來て︑手の

腹が大分すいて來た︒

折って︑又歩き出す︒

匹︑︿略﹀︑太 九351

見えるはずだ︒﹂

水の所まで行くと︑石井君のうちが

九349圏

ひしくと身にせまって計る︒

︿略V︑︿略﹀せなかがじっと 九346 ︿略﹀︑︿略﹀︑若葉のにほひが
︿略﹀︑急にかん高い音を立て

り

︿略﹀︑栗鼠が

い尾をちらりと見せて︑急にまた穴

九338

枝移りした︒

て︑美しい小鳥が二一二羽︑身がるに

九335

りと汗ばんで優る︒

あせ

九333

あせ

とりと汗ばんで來る︒

九332

みる十時過ぎの日かげが︑︿略﹀︒

九329

区営以來代々力をつくして來 みの中にかくれてしまふ︒

開蝕することが甚だ多かった︒

九2810
た農學は︑︿略﹀︒

︿略﹀農博は︑信季の望通り︑

瀧は︑落口にあるく略﹀小島

信淵に至って大成したのである︒

九291

九301

の爲に二つに分れてゐます︒

右にあるのがアメリカ瀧︑左
にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

九304

合はせてナイヤガラの瀧といふので
す︒

︿略﹀︑木立の深いゴート島に

行って︑︿略﹀近く瀧をながめるの

九311

︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ

もよく︑︿略﹀︒

九313

す

つ曳け様に飲んでみると︑︿略＞Q

切れるやうにつめたいのを二三ばい

︿略V︑栗鼠が︸匹︑︿略﹀︑急 九353

り

にかくれてしまった︒
九338

道がだんく上りになったと

にまた穴にかくれてしまった︒

の方からはるかに全景を見渡すのも

九339

面白い︒

殊に遊覧船に乗って︑︿略﹀︑

九316
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︿略﹀︑手の切れるやうにつめ

九394図韻
乃木大將と會見

旅順開城約成りて︑

の歩軍ステッセル

九354

たいのを二三ばいつゴけ様に飲んで
の

しまつる︒

︿略﹀︑
語る言葉もうち

彼かしこみて謝

敵

︿略﹀︑

所はいっこ︑水師螢︒

みると︑︿略﹀︒

の水たまりの所をうねって︑のろの
とけて︑

九416図圏

な

かたち正していひ出でぬ︑
ひるげ

雨將書食土ハにして︑

長く

軍のおきてにしたがひ

他日我が手に受領せば︑

いたはり養はん︒

て︑

九432図團園

ほもつきせぬ物語︒

九427二番

﹃︿略﹀︒﹄と︒

九419図圃

我はた＼へっ︑彼の防備︒

九355 ︿略V︑大きな青大將が︑向ふ 九414図圃
ろと草の中にかくれて行く︒
︿ 略 ﹀ ︑ 大きな青大黒が︑︿略﹀︑

のろのろと草の中にかくれて行く︒

九356

九357 それをじっと見送ってみると︑
︿略﹀︒

九358囹 ﹁やあ︑加藤君︑よく來て
くれたね︒﹂

けい

九359 頭を上げてみると︑それは石
井君であった︒

九366図 く略V大口脛砲の威力に封 九436図圃 ﹃さらば﹄と︑握手ねん
ごろに︑

別れて行くや右左︒

しては︑正義の念と愛國の情とに死

孚ヒテ高キ償ヲツク︒

カクテ債ハ次第二高クナリ

テ︑馬ハ最モ高キ償ヲツケタル人ノ

九456図
物トナル︒

九458図之二反シテ︑同ジヤウナル
馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

之二反シテ︑同ジヤウナル

買ハントスル人タで一人ナルトキハ︑
︿略﹀︒

九459図

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

︿略﹀︑五人ノ持主各回ノ馬

買ハントスル人語寸一人ナルトキハ︑
︿略﹀︒

九4510図

︿略﹀︑五人ノ持主各其ノ馬

ノ責レザランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ
償ヲ下グ︒

九461図

ノ士買レザランコトヲ恐レテ︑事ヒテ
償ヲ下グ︒

飲料水二不自由ナキ土地ニ

アリテハ︑金銭ヲツヒヤシテ︑水ヲ

九4310図

カクテ償ハ次第二安クナリ

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ

うをしました︒

九486囲園 く略V︑萎が取れるのも︑

土といふありがたいものが︑めい

其の時おとうさんがにいさ

くの骨折に摂して︑御ほうびを下

さるのだ︒

九488国

もう二番茶もつまなくて

んと︑﹁︿略﹀︒﹂と話していらっしや

いました︒

はならない︒

九4810囲園

おとうさんは今朝も︑

みんなでにいさんのお蹄を

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑大そう元

九492團

氣です︒

待ってをります︒

九495国

僕は︿略﹀︑おとうさんのお

手紙を持って︑精米會社へお使に行

九4910

僕はく略V︑精米自社へお使

つて來ました︒

九4910

︿略﹀︑四五人の若い人々がぬ

に行って凹ました︒

九502 ︿略﹀︑四五人の若い人々がぬ

社長さんはく略V︑にこにこ

かだらけになって働いてゐました︒

九504

あの方の小さい時分からのお話をし

九512 ︿略﹀︑おとうさんはく略﹀︑

分からのお話をして下さいました︒

とおっしゃって︑あの方の小さい時

九511 ︿略V︑おとうさんは﹁︿略﹀︒﹂

く略V︑植手が八人目なって︑ してみる元氣な方です︒

て︑にぎやかでした︒
九476国

にぎやかでした︒
なへ

田植がすんだので︑昨夜は

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんにほめられ

九477国私は苗くばりをして︑
ました︒

九481困

かだらけになって働いてゐました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが 九502

喜んでいらっしゃいます︒

九4610国

ヲ費ルコトトナル︒

テ︑最モ償ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬

九461図
ナリ︒

九441図

︿略﹀︑金鏡ヲツヒヤシテ︑

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

を恐れざるベルギー軍の防職も︑終
に 如 何 と も し が た く︑︿略﹀︒
ばくはつ

︿略﹀︑火藥の爆嚢によりて

起れるガスの爲に︿ 略 ﹀ ︑ ︿ 略 V ︒

九3610図

レマン將軍も︑︿略﹀︑ドイ

水ヲ買フナドトイフハ︑思ヒモヨラ

九372図

ツ兵に嚢見せられて︑野職病院に送

く略V︑其ノ五人ハ︑︿略V︑

だひと合はせて︑植手が八人になつ

︿略﹀︑一手桶何程トイフ代 九476国︿略﹀︑おとなりからの手つ
償ヲハラヒテ水ヲ買フ︒

九443図

ヌ事ナリ︒
︿略﹀︑ エ ン ミ ッ ヒ 將 軍 は ︑

られたり︒
九377図

みつから進んで握手 を 求 め ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︒

九455図

孚ヒテ高キ償ヲツク︒

馬が他人ノ手二渡ランコトヲ恐レテ︑

九455図

く略V︑其ノ五人ハ︑各其ノ

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

九382囹 おほめにあづかって恐れ入 九453図又コ・二一匹ノ馬アリテ︑
る︒

九386図 やがてレマン將軍は︑萬感
胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯
劔をときて渡さんと す る を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

帯劔をときて渡さん と す る を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九387図 やがてレマン將軍は︑︿略﹀

て一て
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て下さいました︒

やうく一人前の番頭になり︑︿略V︒

九519園 十年鯨りもしんぼうして︑

九543園

けれども社長さんは︑それ

いって︑笑ってみた︒

を少しも苦にしないで︑﹃︿略﹀︒﹄と

そんな事までなさらなくて

九554圏

︿略﹀︑一軒二軒と得意先を
︿略﹀︑一軒二軒と得意先を

まして行って︑︿略﹀︒

九554園

まして行って︑後には表通へ店を出

それからだんく寓言の手

すまでになった︒

︿略V︒

九57！

︿略﹀精米所を始め︑追追

僕は今日其のえらい社長さん
︿略﹀︑親子三人︑庭にすゑた
︿略﹀︑親子三人︑庭にすゑた

後には安の束が山と積んであ
それをてんでに一束つつ取つ

ると︑︿略﹀︒

んで︑打垂にぱたくとた＼きつけ

︿略﹀︑爾手で根本の所をつか

打皇にぱたくとた＼きつけると︑

ては︑爾手で根本の所をつかんで︑

九5610

る︒

九569

打皇の前に並んで︑変を打ってるる︒

九569

打皇の前に並んで︑変を打ってるる︒

九569

に會って來たのだと思ふと︑︿略V︒

九561

にしたのだ︒

に大きくして︑あんなりっぱな歯型

九558園

程の財産が出來た︒

を廣げて︑⊥ハ十五六の時にはもう飴

けれども社長さんは︑︿略﹀︑ 九556園

社長さんは早速荷車を＝塁

借りて來て︑︿略﹀︒

九545圏

﹃︿略﹀︒﹂といって︑笑ってみた︒

九544園

﹃︿略﹀︒﹂といって︑笑ってみた︒

九521圏 ︿略﹀︑それから又長い間忠 九544園 けれども社長さんは︑︿略﹀︑
實に勤めて︑三十ぐ ら み の 時 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

小さい米屋を始めた︒

九522園く略V︑三十ぐらみの時︑年
來の貯金と主人からもらった金を資
本にして︑小さい米屋を始めた︒

借りて來て︑醤油のはかり士買を始め

社長さんは早速荷車を＝塁

て︑十年もた＼ぬ中に︑町でも屈指

九525園 く略V︑店はだんだん繁昌し 九545園

町の人々は之を見かねて︑

た︒

も︒

九547囹

する者もあったが︑︿略﹀︒

﹃︿略V︒﹂といって︑資本を出さうと

九546園

の財産家となった︒

九526囹 さうして人々に推されて︑
町の銀行の頭取になった︒
うちの お ち い さ ん は く 略 ﹀ ︑

よく其の話をなすっては︑大へんほ

九5210囹

めていらっしゃったものだ︒

町の人々は之を見かねて︑

﹃︿略V︒﹄といって︑資本を出さうと

うちのおちいさんはく略﹀︑ 九547医

よく其の話をなすっては︑大へんほ

九5210園

する者もあったが︑︿略﹀︒

﹃自分の力でやれる所まで
︿略﹀︑社長さんは︑﹁︿略﹀︒﹄

といって︑夜を日についで働いた︒

九549園

やってみます︒﹄

九549囹

めていらっしゃったものだ︒

九534 おとうさんはすぐ言葉をつい
で︑﹁︿略﹀︒﹂とお話しになりました︒

九535囹 社長さんが銀行の頭取にな
つてからちゃうど十年目の秋︑︿略V︒

︿略﹀︑公費の仕方は十分心

︿略V︑︿略﹀穂が︑敷いてあ

が︑︿略﹀飛散る︒

九572

るむしろの上に面白いやうに飛散る︒

束を廻して又た＼き︑穂が残
らず落ちてしまふと︑︿略V︒

︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑ 九573

夕方には必ず空になるといふ寒害︒

九551園

得てみるので︑︿略﹀︒

九551園

︿略﹀︒

九5410園人々の同情は集ってみるし︑九572 ︿略﹀︑華の先についてみる穂

といって︑夜を日についで働いた︒

九5310圏︿略﹀︑あの人は反封に︑少 九5410圏 く略V︑社長さんは︑﹃︿略﹀︒﹄
しでも他人の負捲を早くしょうとし
て︑自分の財産を残らず差出した︒

て︑親子⁝二人町外 れ の 裏 長 屋 に 移 つ

九541圏 さうして全く無︸物になつ
てしまった︒

︿略﹀︑親子三入町外れの裏

長屋に移ってしまった︒

九542園

束を廻して又た﹂き︑穗が残

らず落ちてしまふと︑︿略﹀︒

九574

九575 ︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

いと投げて︑又新しい束を取る︒

後の山がだんだん低くなるに
わら

つれて︑前の変藁の山が見るく高

九576

くなる︒

九5710 ︿略﹀︑母もすげ笠をそちらへ

一を見てにっこりした︒

向けて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑正

九583 ︿略﹀︑母もすげ笠をそちらへ

向けて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑正

仕事は水入らずの三人の手で︑

﹈を見てにっこりした︒

九585

何所からかにぎやかな歌が聞

ずんくはかどって行く︒

九585

えて來る︒

廣げられて︑まぶしいやうな夏の日

九588 ︿略﹀︑黄色い萎の穗が一面に

にかゴやいてみる︒

九589 ︿略﹀︑黄色い変の穂がく略V

正一のうちの人たちに手つだ

夏の日にかゴやいてみる︒

九5810

ひもまじって︑七八人の男や女が

︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ

︿略﹀変を打ってるる︒

九5810

︿略﹀︑七八人の男や女が

合って︑︿略﹀萎を打ってるる︒

九593

︿略﹀︑へうきんな五平ちいさ

︿略﹀愛を打ってるる︒

んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑

九599

はせる︒
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九604 日はかんくと照ってみる︒
九605 庭のすみにはほうせん花が眞
赤に咲いてみる︒

九606 鶏が変のこぼれを食ひに隔て
は︑追はれて逃げて行く︒

九606 鶏が萎のこぼれを食ひに來て
は︑追はれて逃げて行く︒

九606 鶏が変のこぼれを食ひに來て
は︑追はれて逃げて行く︒

すると乗員は︑一せいに飛起

つて行く︒

九628
それにつれて︑つり床は正し

きて︑手早くつり床をく＼る︒

九6210
く一定の場所に納められる︑すべて
の窓や出入口は開かれる︒

する︒

朝日にかゴやく軍艦旗が︑

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

︿略﹀︑しっくと上って行く檬は︑

九674

︿略﹀︒

九675

清められた乗口貝は︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

顔を洗って來て︑ビスケット

を食べながら︑︿略﹀︒

次の平泉といふ騨を出て間

ひらいつみ

錦りに見物して行かう︒

叔父さんはなほ言葉を績けて︑

を食べながら︑︿略﹀︒

九701

九709

﹁︿略﹀︒﹂

九717

九716囹

もなく︑︿略﹀︒

光りに光りか窟やいてるたさうだ︒

九719囹光堂ともいって︑昔は金

ひかり

しゃつた︒

える山を指さして︑﹁︿略V︒﹂とおつ

︿略﹀︑みんながゆづり合って 九718 ︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

汽車が進むにつれて︑關東平

下士官が︑︿略﹀海水を︑桶 九692 僕は眠くなったので︑それか

出來てるる︒

水兵は︿略﹀︑身輕な姿とな 九688園︿略﹀︑今は方々に町や村が

白く感じた︒

の景色にかはって︑見なれた所も面

九682

目がさめると︑もう夜が明け

︿略﹀︑汽車は果もなく績いて

仙毫はとっくに過ぎて︑や
顔を洗って來て︑ビスケット

た︒

︿略﹀︒

九737

く略V︑もう通過してしまつ

其の中に汽車は山の間を出て︑

﹁あれが北上川だ︒︿略﹀︒﹂と

︿略V︑此所まで盗ると川幅が

汽車が盛岡を出て少し進むと︑

かなりせまくなってみる︒

九736

教へて下さった︒

九732

ついて︑北へくと走るのだ︒

九731囹汽車はこの邊からあの川に

大きな川の見える所に出た︒

九728

ある︒

られてるる衣川は︑すぐ此の先に

ころも

九727園辮慶が立往生をしたと傳へ

べんけい

九725園

ま﹂保存されてみる︒

さや
九722園︿略﹀︑今も鞘堂の中に其の

かゴやいてみたさうだ︒

︿略V︑關東平野はだんく夜 九7110園 ︿略﹀︑昔は金光りに光り

野はだんく夜の景色にかはって︑

九681

くれたので︑︿略﹀︒

九6710

二人とも腰を掛けることが出路た︒

︿略﹀︑千数百人の乗員が號令 九679 ずる分こんでみたが︑︿略﹀︑

にしたがって︑規律正しく活動する

九636

そこで五分間の休けいがあっ

其の様は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑はだしのままの水兵が

て︑上甲板洗となる︒

九609 ︿略﹀︑今まで軍港のやみに包 九6310
まれてるた軍艦の壮 大 な 姿 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

する︒

九653

つて分隊毎に甲板洗を始める︒

九651

︿略﹀分隊毎に甲板洗を始める︒

九649

水兵は︿略﹀八方へ散って︑

後甲板にはせ集って︑ずらりと整列

︿略﹀︑︿略﹀軍艦の壮大な姿 九644

が︑だんくにあらはれて潜る︒

九6010

九611 ︿略﹀︑︿略V信號兵が遠くを
げん

見張ってみる︒

九612 舷門には︑銃を手にした番兵
が近くを警戒してみる︒
安らかに眠を績けてるる︒

九614 千敷百人の乗員は︑今もなほ
し よう

目がさめると︑もう夜が明け

ら直にねてしまった︒

九694

青田の中を走ってみた︒

てるて︑汽車は果もなく績いてるる

九693

てるて︑︿略V︒

︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人 九693

︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人

其の様は︑まるで雨後の蛙が

みる青田の中を走ってみた︒

九6910

がて一触だ︒

いちのせき

九697園

せんだい

を走ってみた︒

火縄一本の煙草ぼんのまはり 九694 ︿略﹀︑汽車は︿略﹀青田の中

は︑皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬禮

︿略﹀︑艦長をはじめ乗員一同

話が出る︒

には︑人の山が出來て︑いろいろの

九662

むらがり飛んでみるやうである︒

九656

の水兵が︑︿略V進んで行く︒

九655

並べて進んで行く︒

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九655

︿略V︑時鐘番兵がことく に汲んではどんく流すと︑︿略﹀︒

と 艦 橋 の 下 へ 來 て ︑﹁︿略﹀︒﹂と當直

九616
將校に報告する︒

九619 間もなく甲板士官や傳令員が
ふく

起きて來る︒

九619 副長もはや上甲板にあらはれ

つり床の間をぬ

︿略﹀︑傳 令 員 は ︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ 総 員

て︑今日の天氣はどうかと空をなが
める︒

九626

起し︒﹂と呼んで︑
つて行く︒

つり床の間をぬ

︿略﹀︑傳令員はく略V︑﹁総員 九672
起し︒﹂と呼んで︑

九627

て一て
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九7610園

ると︑そんなに遠い所に來たやうな

︿略﹀︑︿略﹀山を指さして︑

氣がしないね︒

九739
﹁ あ れ は 岩 手 山 だ ︒︿略﹀︒﹂とおつし

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

く︒

︿略﹀︑どれも皆︑︿略﹀︑よく

となりでは︑藍がくさって引
︿略﹀︑星野君が根氣よくほっ

て︑ほったいもを︿略﹀ならべて行

九797

きぬけないのを︑︿略﹀︒

九796

實がいってみる︒

︿略﹀︑かうたやすく來てみ 九796

やった︒

つて︑ちよつと形が似てみるね︒

九741園 南部富士といはれるだけあ 九774 ︿略﹀︑先生はにこくして︑

支度をして︑學校園へお集りなさい︒

九741囹 南部富士といはれるだけあ 九776園 皆いつものやうに︑此所で
つて︑ちよつと形が似てみるね︒

む︒

たいもを一つ一っていねいにならべ

九744 汽車は野を過ぎ山を越えて進 九779これこそ僕たちが︑︿略﹀待 九798 ︿略V︑星野君が︿略﹀︑ほっ
つてみた命令だつたので︑︿略﹀︒

ふと氣がつくと︑校長先生と

︿略﹀︑校長先生と山田先生が︑

︿略﹀︑

﹁あ﹂︑あ

の角の石屋か︒﹂と︑誰もうなつく

の目につきて︑

九808図囲

九829図蟹

安ちいさんはせ

坂

何をか常に刻み

何をか常に刻み

大いなる石

ちいさん今年⊥ハ十の

︿略﹀︑

︿略﹀︑

を越えたる足もとに︑
横たへて︑

みる︑︿略V︒

九832図圏

みる︑ めがねを掛けてはっぴ着て︒

九832図囲 ︿略﹀︑ 何をか常に刻み

今朝遠足にとく起きて︑

みる︑ めがねを掛けてはっぴ着て︒

九841図幽

めが

く略V︑ 安ちいさんは一

石屋の前を通りしに︑︿略﹀︒

毘沙門天を刻みみき︑

九846図像

心に

毘沙門天を刻みみき︑

めが

︿略﹀︑ 安ちいさんは一

ねを掛けてはっぴ着て︒

心に

九846図圏

ねを掛けてはっぴ着て︒

を出して︑家内一同涼みみたり︒

九848図 ︿略﹀︑夕飯後庭先に涼み墓

九8410図 ︿略﹀︑空よく晴れて︑満天

信吉はく略V兄に向ひて︑

の星は由賀石をちりばめたるが如し︒

九851図

どの星かを見おぼえて置い

く略V︑寝る頃にはもう位置

︿略﹀といふ事が︑學吉上

の星があって︑何時でも北極星の位

置を知らせてくれるのだ︒
と
九874園 ︿略﹀︑北斗七星といふ一群

の星があって︑何時でも北極星の位

と
九873圏 ︿略﹀︑北斗七星といふ︸群

ではわかってみるから︑︿略﹀︒

九864圏

置をはかるといふではありませんか︒

九859囹 ︿略﹀︑よく星を見て船の位

が攣って見えるから︒

九858囹

てごらん︑︿略﹀︒

九857園

てごらん︑︿略V︒

いらっしゃった︒
いろくと星の説明を求めたり︒
︿略﹀看板が 往來の人 九857圏 どの星かを見おぼえて匿い

︿略﹀︑面白さうに僕等の仕事を見て

九802

つた︒

さうに僕等の仕事を見ていらっしや

山田先生が︑箱のそばへ來て︑面白

九802

九745 北上川は︿略﹀︑いよくせ 九7710 ︿略V︑皆︸せいに小をどりし て行く︒
︿略﹀︑めいく身輕になって︑

て喜んだ︒

九781

枯れか＼つて一面に黄色にな
︿略﹀じゃがいも畑を︑午後
當番が農具小屋から︑︿略﹀
先生も大きな箱を持って來て︑

工場あり︒

︿略﹀︑

常に何をか刻みみる︑

ぐくまり︑

先生も大きな箱を持って出て︑ 九818図様 ︿略﹀︑ 安ちいさんはせ
ほったいもは此の中へ入れるやうに

僕はわり合にしっかりしてゐ

めがねを掛けてはっぴ着て︒

九789

中から︿略﹀玉が︑じゅずつ

︿略V白茶色の玉が︑じゅず

なぎになってころくと出て來た︒

九792

ぐっと引張つた︒

九789

る一本の董を握って︑︿略﹀︒
ぐくまり︑常に何をか刻みみる︑
僕はく略V一本の董を握って︑ めがねを掛けてはっぴ着て︒

九818図圃

とおっしゃった︒

九786

︿略﹀︒

九786

道具を出して來た︒

九786

の日がかんくと照らしてみる︒

九784

つたじゃがいも畑を︑︿略﹀︒

九782

北上川はく略V︑とうく谷 校舎の後の菜園に集った︒

まくなって︑とうく谷川になって
しまった︒

九746
川になってしまった︒

ひえ
九746 山畑に稗の作ってあるのも珍
しく︑︿略﹀︒

九7410 ︿略﹀︑廣い原野がだんくに
開けて配る︒

九751 ︿略﹀︑所所に放し飼の馬の群
れてるるのが見えた︒

九石3︿略﹀︑大小さまぐの馬が︑
︿略﹀かけ廻ってみる様は︑實に勇
ましい︒

白 帆 が 浮 ん で み る のは︑︿略﹀︒

九755 青々とした波の上に︑黒々と

九755 ︿略﹀のは︑野や山ばかり見
︿略﹀︑近くには形のよい島々

て來た目に殊さらうれしかった︒
九762

などもあって︑許そう景色のよい所
であった︒

つなぎになってころくと出て來た︒

九767 私は叔父さんに連れられて宿 九792
に着いた︒

1053
て一て

置を知らせてくれるのだ︒
ね︒

て大熊の形を想像して︑︿略﹀︒

斗七星と其の近所の星を一しょにし

︿略﹀ジュピターといふ神

りましたが︑︿略﹀︒

です︒

九925園

︿略﹀︑すぐに親子の者を天

ををかさせてはならぬ︒

あのアルカスに親殺の大罪

大熊座と小熊座になさったのださう

ぐに親子の者を天へ連れていって︑

様が︑それを見て︑﹃︿略﹀︒﹄と︑す

並び方が全く似てみるだら 九923團

西洋では昔から︑あの七つ

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

の星と其の近所の星を一しょにして

九902囹

う︒

九876園 ︿略﹀︑ひしゃくのやうな形 九8910園
になって︑七つの星が並んでみるの
︿略﹀︑七つの星が並んでゐ

が見えるだらう︒

九876園
るのが見えるだらう︒

て︑其の線を︑︿略﹀のばして行く

九8710囹 く略V二つの星を結びつけ 九903園 西洋では昔から︑︿略﹀︑北 九924園

と︑︿略﹀︒

︿略﹀ジュピターといふ神

へ連れていって︑︿略﹀︒

斗七星と其の近所の星を一しょにし

九925囹

て︑其の線を︑ひしゃくの口の向い

連れていって︑大熊座と小熊座にな

様が︑︿略﹀︑すぐに親子の者を天へ

九881園 く略V二つの星を結びつけ 九904囹 西洋では昔から︑︿略﹀︑北
て大熊の形を想像して︑それぐ小

︿略﹀︑面白い昔話があるは

信吉は傍なる姉に向ひて︑

私も︿略﹀︑くはしい事は
く略V︑ジュノーといふ神様

はだんく大きくなって︑狩人にな

おや︑北斗七星が半分杉林
僕今夜はいろくの事をお
信吉は兄と姉とに謝して︑

ちやうど岡田さんはく略﹀お
︿略﹀といふ事は知ってゐま

雪年は谷を埋めた雪の坂で︑
︿略﹀︑頂上近くまで績いてるます︒

九948囹

頂上近くまで績いてるます︒

から三里ばかり登った所から始って︑

︿略﹀︑ジュノーといふ神様 九947園雪渓は︿略﹀︑ふもとの村

したが︑︿略﹀︒

九941

話をなさっていらっしゃる所でした︒

九938

んと二人で遊びに行きました︒

鋸りになったと聞いて︑今日にいさ

﹁ねえさん︑どうぞ其の話 九936 ︿略﹀岡田さんが旅行からお

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

九932図

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

九9210囹

にかくれてしまった︒

九928園

さったのださうです︒

熊座・大熊座といふ名をつけてみる︒
西洋では昔から︑︿略V︑そ

てるる方へのばして 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ました︒

がく略﹀カリストを熊にしてしまひ

九915園

トを熊にしてしまひました︒

がそれをねたんで︑とうとうカリス

九914園

おぼえてゐませんがね︒

九911園

を聞かせて下さい︒﹂

九908園

﹁︿略﹀︒﹂と頼みたり︒

九907図

ずだから︑ねえさんに聞いてごらん︒

九906圏

けてるる︒

れぐ小熊座・大熊座といふ名をつ

九905園

九881囹 ︿略﹀二つの星を結びつけ
て︑其の線を︑︿略﹀のばして行く
と︑︿略﹀︒

ひ し ゃ く の 形 を し てみて︑︿略﹀︒

九886園 北斗七星は何時もあんなに
九886園 北斗七星は何時もあんなに
ひしゃくの形をしてみて︑北極星と
︿略﹀︑ あ の 星 を 本 に し て ︑

の關係も常に攣らな い か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
九888圓

すぐに北極星を見つける事が出託る︒

九895図 信吉は感心して︑熱心に空
を 仰 ぎ み し が ︑ ︿ 略V︒

九896図 信吉は︿略﹀︑驚けるやう
に聲をあげて︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂

九898囹 ﹁にいさんく︑あの北極
星がひしゃくの柄の先になって︑も
う一つ︑小さい北斗七星のやうなも
のが出藍てるますね ︒ ﹂

斗七星のやうなものが出陣てるます

九899囹︿略﹀︑もう一つ︑小さい北 九916園 其の中に︑子供のアルカス

九953園

雲や霧が︿略﹀︑散じたか

雲や霧が︿略﹀︑散じたか

と思へば又わいて來て︑︿略﹀︒

と思へば又わいて來て︑時には一寸

九953園

先も見えないやうなことがあります︒

登山者はかんじきをはいて︑

︿略﹀︑此の坂を登るのです︒

九955囹

てるる手などは︑︿略﹀︒

九957囹眞夏の日中でも︑杖を穿つ

車庫の日中でも︑︿略﹀手

などは︑何時の間にかつめたくなつ

九958園

そり
く略V︑木の枝などを権にし

てしまひます︒

九959園

て︑此の雪平をすべって下る人があ

ります︒

僕も其の通りにして見まし

下る人があります︒

九959囹く略V︑此の雪渓をすべって

九9510園

お話を聞いて︑僕もすべって

たが︑︿略﹀︑實に壮快でした︒

お話を聞いて︑僕もすべって

見たくなりました︒

九963

九963

いろいろの珍しい高山植物

見たくなりました︒

が紅︒黄・紫と咲齪れて︑何ともい

九968國

はれない美しさです︒

は高山植物や雷鳥の糟葉書を︑たく

九972 ﹁︿略﹀︒﹂と言って︑岡田さん

さん出して見せて下さいました︒

九973 ︿略﹀︑︿略﹀檜葉書を︑たく

︿略V︑︿略﹀縮葉書を︑たく

さん出して見せて下さいました︒

九973

て一て
1054

さん出して見せて下さいました︒

いよくはずんで來て︑︿略V︒

九977 お話が頂上のながめに移ると︑

んで來て︑岡田さんは目の前に見て

九977 お話がく略V︑ いよくはず
みるやうな様子で説明なさるので︑
︿略V︒

やうな顔をして︑へそを日にさらし
︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

てるる︒

九欄1
そを日にさらしてみる︒

言って残して置いたのが︑︿略﹀︑へ

向ふの畠には︑たうのいもが

作ってある︒

九欄2

に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風

黒みがかった紫色の董が見事

てるるやうな様子で説明なさるので︑

九978 ︿略V︑岡田さんは目の前に見 九欄3
に動かしてみる姿は︑︿略﹀︒

黒みがかった紫色の董が見事

︿略﹀︒

九㎜4

に延びて︑大きな葉をゆらゆらと風

︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑

山の上に居るやうな氣持になって聞
に動かしてみる姿は︑︿略﹀︒

九981

きました︒

し︑︿略﹀︒

︿略V︑後足を長く延ばし︑眞

青な空をじっとながめてみる︒

九棚7

ざるを持つた子供が︑川下の

方に集ってさわいでみるのは︑︿略V︒

九棚8

ざるを持つた子供が︑川下の

方に集ってさわいでみるのは︑︿略﹀︒

九章8

空には赤とんぼが幾つともな
︿略V︑井戸端の柿の木に柿が

く飛んでみる︒

九川9
九醜1

すゴなりになってみるのが目につく︒

北風の主人は︿略﹀︑たいそ
う北風をかはいがって︑まるで我が

九界9

子のやうに大事にしてみた︒

北風の主人は︿略﹀︑たいそ
う北風をかはいがって︑まるで我が

九撹10

子のやうに大事にしてみた︒
︿略﹀︑北風も外の軍馬と同じ

て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美

九鵬1

やうに︑主人にしたがって職地へ向

其の隣の畠にしやうがが︑

つた︒

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

︿略﹀︑職場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

︿略﹀︒

九脳2

︿略﹀︒

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

る中尉が乗ってみてくれるので︑

九鵬8

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

る中尉が乗ってみてくれるので︑

九佃8

︿略﹀︒

る中尉が乗ってみてくれるので︑

九佃7

九欄3

︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも

︿略﹀︑空がきれいにすんで︑

︿略﹀稻の売先がもう大分重

向ふの天神山が近く見える︒

九伽8

美しい︒

九回6

しい︒

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

九982圓頂上に立って四方をながめ 九㎜6 其の隣の畠にしやうがが︑根
た景色は︑全く雄大です︒

が︑南から西へ連なって︑互に雄姿

九987囹 ︿略﹀︑いつれおとらぬ高山
を競ってゐます︒

が︑︿略﹀︑互に雄 姿 を 競 っ て ゐ ま す ︒

九988園 ︿略﹀︑いつれおとらぬ高山
九988圏 淺間山は煙をなびかせて︑
東南の空はるかにそ び え ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
と がくし

みを見せてみる︒

九9810園 ︿略﹀︑戸隠連山は︿略﹀ 九棚2
近くそばだってゐます︒

たんぼの中程を流れてみる小
川は︑いつもより水が多い︒

九994 ︿略﹀︑僕等はおいとまごひを 九棚3
して由りました︒

蛙がぼかんくと飛込んでは

すうつと泳いで行く︒

などにっかまって︑後足を長く延ば

九川6

せり
やがておもだかの董や芹の葉

九棚5 蛙がぼかんくと飛込んでは

すうつと泳いで行く︒

︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑ 九期4

此の前まだ少し早いと言って残して

九999

︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

置いたのが︑︿略﹀︒

九9910

言って残して置いたのが︑︿略V︒

九百1 ︿略﹀︑今日はもう熟しきった

兵士たちはめいく馬のそば

に︑︿略﹀︑列を正して並んだ︒

に立って︑今かくと命令の下るの

九々3

兵士たちはく略﹀︑今かく

を待ってるた︒

九悩4

と命令の下るのを待ってるた︒

九悩5 ︿略﹀︑野には朝つゆがしっと

九悩6

やがてあたりの静かさを破つ

だんく明るくなって來た︒

りと置いてみた︒

九悩9

中尉はひらりと北風にまたが

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

つて︑︿略﹀︑天略V︒﹂と︑まるで人

九悩10

中尉はひらりと北風にまたが

間に言ふやうに言った︒

つて︑齪れてるたたてがみをそろへ︑

九悩10

︿略﹀︒

北風は︑主人の手がかうして

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価6

つたから︑︿略﹀︒

やがて中尉はちよつと腕時計

得意さうに頭を高くあげた︒

九価7 北風は︑︿略﹀︑うれしくて︑

九鵬8

馬はどれも皆張りきって︑

を見て︑︿略V號令をかけた︒

︿略V︑乗手のあひつが下るのを待ち

九緬2

馬は︿略﹀︑乗手のあひつが

かまへてみた︒

九伽4

市崎の後には︑北風はもう列

下るのを待ちかまへてみた︒

九戸6

翻心の後には︑北風はもう列

の先頭に立って進んでみた︒

九鵬6
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の先頭に立って進んでみた︒
︿略﹀︑敵の砲兵が放列をしい

てるる︒

九欄2

九佃3 味方は其の正面から眞一文字
に進んで行く︒

落ちて譲る︒

九廻5 敵揮は前後左右へ雨のやうに

九国10 やがてもうくと上る白煙の
間から︑︿略V人かげが見えて來る︒

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

九鵬1 砲口はかはるがはるいなづま
れさうにほえ立ててみる︒

九柵2 砲口は︿略﹀︑耳もつぶれさ
うにほえ立ててみるQ

九佃4 中尉は始終先頭に立って進ん
でるたが︑︿略﹀︒

九欄4 中尉は始終先頭に立って進ん
でるたが︑︿略﹀︒

九佃5 中尉は︿略﹀︑敵陣が間近に
なったのを見て︑一だん高く軍刀を
ふりかざし︑︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂と叫ん
だ︒

九鵬9 ちやうど其の時︑敵の砲弾が
へん
近くで破れつして︑其の破片がぴゆ
つと北風のたてがみをかすめた︒

中尉は後方にころげ落ちた︒

九戸1 と︑たづなが急にゆるんで︑

九欄2 北風は驚いてすぐに立止らう
としたが︑︿略﹀︒

九佃3 北風は︿略﹀︑後からかけて
來 る 味 方 に 追 は れ て︑︿略﹀︒

九欄3 北風はく略V︑後からかけて

著る味方に追はれて︑思はず其の場

北風は︿略﹀︑思はず其の場

から敷十間も進んでしまった︒

九㎜4
︿略﹀︑今まで張りつめてみた

から数十間も進んでしまった︒
九佃5

︿略﹀︑今まで張りつめてみた

勇氣もくじけて︑︿略﹀︒

九佃6

勇氣もくじけて︑ゆめからさめたや
うにあたりを見廻した︒

大空には︑午後の日が大砲の

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

九㎜8

︿略﹀︑地上には︑引馬の死が

よりとか＼り︑︿略VQ
九界10

さうして主人がこひしくなつ

いがく略﹀重り合ってみる︒

出世1

中尉はあをのけになって倒れ

て︑今來た方へ一散にかけもどった︒

九㎜4

中尉はあをのけになって倒れ

てるる︒

九佃4

北風は︑もう一度鼻先をなで

てるる︒

九m5

北風は︑もう一度鼻先をなで

てもらひたくなって︑︿略﹀︒

三川3

職雫なれた北風は︑此の聲の
さうして之に合はせるやうに︑

意味をよく知ってみた︒

富川5

一水兵が︑女手の手紙

︿略﹀︑一聲高く天に向っていな＼い
た︒

︿略﹀

ゐ
ふと通りか＼つた某大尉が之

を讃みながら泣いてみた︒

九掴6

三斜6

を見て︑齢りにめ＼しいふるまひと

ゐ
ふと通りか＼つた某大尉が之

思って︑︿略﹀︒

九悩7

九描3

大尉はそれを取って見ると︑

一命を捨てて君の御恩に

次のやうな事が書いてあった︒

九備8陳團

母は︿略﹀︑そなたのふ

報ゆる爲には候はずや︒

がひなき事が思ひ出されて︑此の胸

九柵4履困

は張りさくるばかりにて候︒

九柵4魑囲 ︿略﹀︑此の胸は張りさく

大尉は之を護んで︑思はずも

るばかりにて候︒

涙を落し︑︿略﹀︒

九柵10

兵の手を握って︑﹁︿略﹀︒﹂と言聞か

九佃1 大尉は之を嵩んで︑︿略﹀︑水

せた︒

を見て︑鹸りにめ＼しいふるまひと

軍人となって︑いくさに出 九佃4次元しかし今の戦孚は昔と違つ

思って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑言葉鋭くしか
つた︒

デよう︒

將校も兵士も皆一つになつ

総べて上官の命令を守って︑

﹃一命を捨てて君恩に報い

豊島沖の海戦に罪なかった

其の時にはお互に目ざまし

い働をして︑我が高千穂艦の名をあ

九柵3園

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

九㎜1園

言ってゐられるが︑︿略﹀︒

九佃9囹 おかあさんは︑﹃︿略V︒﹄と

よ︒﹄

九佃8囹

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九佃7園

て働かなければならない︒

九佃6園

てるやうなことは出直ない︒

九佃4囹︿略﹀︑一人で進んで功を立

ことは出歪ない︒

て︑一人で進んで功を立てるやうな

九M9園

水兵は驚いて立上って︑しば

たのを男子の面目とも思はず︑︿略﹀︒

九価4

水兵は驚いて立上って︑しば

らく大尉の顔を見つめてみたが︑
︿略V︒

九価4

水兵は驚いて立上って︑しば

らく大尉の顔を見つめてみたが︑
︿略﹀︒

九価5

らく大尉の顔を見つめてみたが︑

九柵5

︿略﹀︒

水兵は︿略﹀︑やがて頭を下

水兵はく略V︑﹁︿略V︒﹂と言
大尉はそれを取って見ると︑
次のやうな事が書いてあった︒

九備2

つて︑其の手紙を差出した︒

九柵1

を差出した︒

げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑其の手紙

九価6

てもらひたくなって︑そっと顔を主

北風はもう一度あの勇ましい

中尉の手はじっとして動かな

人の肩のあたりへすりよせた︒

い︒

九㎜7
九柵8

號令が聞きたいと思って︑︿略﹀︑左
右の耳をそばだててみた︒

九佃9 北風はく略V︑左右の耳をそ
ばだててみた︒

て一て
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九佃5園此のわけをよくおかあさん
に言ってあげて︑︿ 略 ＞ Q

九佃5園 此のわけをよくおかあさん
に言ってあげて︑安心なさるやうに
するがよい︒

が︑︿略﹀︒

九重7 水兵は頭を下げて聞いてみた

が︑︿略﹀︒

九柵7 水兵は頭を下げて聞いてみた
九佃8 水兵は︿略﹀︑やがて手をあ
げて画商して︑にっこりと笑って立

人ガアルカラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑オトウサンバ最初カ

︿略﹀︑カウシテワザく編

ラチヤント其ノ人ニキメテヰタ︒

九梱5園

九糎3圏
ツテ來タノダ︒

︿略﹀︑カウシテワザく瞬

ツテ來タノダ︒

九慨3園

メイく自分ノ適當ト信ジテヰル人

九槻4園當選スルシナイハ別ニシテ︑

︿略﹀︑メイく自分ノ適當

二投票スルノガ︑︿略V︒

九槻5圏

︿略﹀信用モシテヰナイ人

ト信ジテヰル人智投票スルノガ︑
︿略﹀︒

去った︒

九佃8 水兵は︿略﹀︑やがて手をあ
九槻7園

世間訂正︑︿略V棄権シテ
く略V︑ソンナ事ヲスルノハ︑

︿略﹀︑近々後任ノ選墨ヲスル

道雄ハ

︿略﹀︑自分デ一番適

十18図左に折れて第二の鳥居を過
ぎ︑︿略﹀︒

十18図︿略﹀︑又右に折れて第三の
鳥居の前に出づ︒

十110図水屋の水に手を清め口をす
く略V︑舞殿・廻廊など徳

すぎて南神門を入れば︑︿略﹀︒
くわいらう

十21図

せい
拝殿の前に進みで整列し︑

べて白木造にて︑神々しさたとへん
方なし︒

十22図

せい
辞殿の前に進みで整列し︑

謹みて冒し奉る︒

十23図

︿略﹀︑かしこさ殊に身にし

謹みて昇し奉る︒

十28図

く略V︑それらの品を社務所

みておぼゆ︒

十33図

にたつさへ來て︑神前にさ﹂げたし

つくの

寳物殿に到りて御遺物を葬

と願ひ出つる者敷多しといふ︒

観す︒

十35図

十37図︿略﹀御有様︑

景品の上にうかゴはれて︑無量の感

十45図

此所を出でて薔御苑に入り︑

︿略﹀︑池のめぐりは見渡す

木立の間の細道をたどれば︑︿略﹀︒

十49図

限りの木立・くさむらにて︑さなが

醤御苑を出でて北参道より

ら別天地に遊ぶ思あり︒

露る︒

十52図

奮御苑と奮御殿の邊とを

のぞきては︑立木きはめて少かりし

十55図囹

大方は國民の確認こめた

かば︑︿略﹀︒

けん

十61薫辛

る獣木にて︑中には小學生の奉りた

るものも少からず︒

︿略﹀︑何れも十日間を限

くして︑大切に取扱ひたるによるな

十68図園 ︿略﹀者︑ ︻様に心を煮皿

らん︒

十了1図園

︿略﹀︑通常の人夫にもま

りて土木に忌事せしめたるに︑︿略﹀︒

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

十72図示

︿略﹀︑わっか十数年の問に四

方の益々を征服して︑當時世界に類

十79

のない大國を建設した英雄である︒

何れも︑御在世中しばく 十83 或日明は︿略﹀︑︿略﹀平原を

に打たれたり︒

十310図

横ぎって︑タルススといふ町に着い

ぎやうかう

行幸・行啓ありし所にて︑︿略﹀︑

十月十二日︑我等五年生一

︿略﹀王は︑町はつれを流れ

た︒

十86

︿略﹀王は︑︿略﹀川にはいつ

水は意外に冷たくて︑まるで

て水浴をした︒

十85

した︒

てるるきれいな川にはいって水浴を

十85

今も其のま﹂に保存せらる＼なりと

案内の人にみちびかれて︑

同は︑河井先生にみちびかれて︑東

十41図

そ︒

橋を渡り︑大鳥居をくゴり

御庭の此所彼所に︑下葉の色づきか

御殿は質素なる平屋にて︑

まつ社務所の隣なる奮御殿を拝観す︒

けたるはぎ茂れり︒

十43図
茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

両がはに木立すき間もなく
ず︒

十17図

て南参道に入る︒

十16図

京代々木の明治神宮に参辞せり︒

十13図

ウト決心シタ︒

當ダト信ジテヰル中村君ヲ選墾シヨ

九榴5

コトニナツテヰルノデアツタ︒

九偽3

選墾・ノ趣音心ニソムイテヰル︒

九促9園

シマツタリスル人モアルガ︑︿略V︒

九俊8圏

二投票シタリ︑︿略﹀︒

げて敬遷して︑にっこりと笑って立
去った︒

つて立去った︒

九佃8 水兵は︿略﹀︑にっこりと笑
九佃10 道雄が今朝起キテミルト︑
︿略﹀父ガ︑夜汽車デ錦ツタトコロ
デアツタ︒

白豆1 ︿略V︑商用デ四國ノ方へ旅行
シテヰタ父ガ︑夜汽車デ編ツタトコ
ロデアツタ︒

︿略﹀︑投票ノ爲二露ツテ來

トウヘ ウ

︿略﹀ト思ツテ聞イテミタ︒

九伽3 ︿略﹀ト思ツテ聞イテミタ︒
九伽4
九伽10園
タノダ︒

九鼎3園︿略﹀︑實ニリツパナ考ヲ持
ツテヰテ︑アノ人ナラバト思バレル
人 ガ ア ル カ ラ ︑ ︿ 略﹀︒

ツテヰテ︑アノ人ナラバト思バレル

九悩3園 ︿略﹀︑實ニリツパナ考ヲ持
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十88 陣頭に立っては百萬の敵を物
と も 思 は ぬ 英 雄 も ︑︿略﹀︒

十810 ようだいは時々刻々に悪くな
つて行く︒

十91 警師は皆︑投藥してもし萬一
の事があれば︑︿略﹀︒

十106

︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

誰かが力石をころがして來て︑
誰かが力石をころがして來て︑

高橋さんは︑すぐ前に居る順
高橋さんは︑お茶を一口飲ん

︿略﹀︑其の頃の心掛が恥つ

私が今度蹄って來て︑はじ
私が今度蹄って來て︑はじ

めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︒

十146園
十146園

めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑はじめて青年團の規

約を見た時は︑其のと㌦のってみる

十147圏

︿略﹀︑骨を折ってをられるのを︑う

朝鮮の青年も︑近頃はなか

れしく思ひます︒

十154園

く略V︑あちらの教育に凶冷

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀︒

十155園

してみる私どもは︑非常に喜んでを

ります︒

常に喜んでをります︒

十156園 ︿略﹀︑︿略﹀私どもは︑非

それにつけても︑諸君にも

高橋さんの熱心な話は︑それ

︿略﹀︑

一同は︿略﹀︑夕日を

ちやうど此の頃︑此所の名

君に案内してもらって見物に行きま

十167国 ︿略﹀︑今日は朝から︑義雄

︿略﹀︒

物の馬市が始ってみるといふので︑

十166国

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十165国久々で皆様といろくお話

浴びて蹄途についた︒

十161

動をあたへた︒

からそれへと違いて︑團ロ貝に強い感

十158

大いに奮獲していた眩きたいのです︒

郷里の青年諸君がこんなに 十157園
まじめになって來たのは︑︿略V︒

十145園

かりしてゐました︒

せき
王は間もなく健康を回復して︑ 十142園 ︿略﹀︑とかく無責任な事ば

十137園

で︑﹁︿略﹀︒﹂

十136

太郎君を見て︑﹁︿略V︒﹂

十131

土をはらって︿略﹀席を作った︒

十129

︿略﹀席を作った︒

十129

︿略V席を作った︒

王はく略V︑片手にかの密書 十129 誰かが力石をころがして來て︑ 十152囹私は此の村の青年諸君が︑

やがて讃終ったフィリップが︑

を取出して︑静かにフィリップに渡
した︒

十1010

︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

眞青な顔をして王を見上げると︑
︿略﹀︒

た︒

らはして︑フィリップを見下してゐ

十111

十112

十92 醤師は皆︑投藥してもし萬一
の事があれば︑毒殺のうたがひを受

出來た︒

．十118

午後四時︑豫定の仕事を終へ

て︑再び境内に集った︒

十1110

それぐ仕事の持場に向つた・

総員三十二人が四組に分れて︑ かしくてなりません︒

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

十113

た︒

らはして︑フィリップを見下してゐ

けはしないかと恐れて︑たゴ纒過を
見守ってみるばかりである︒

見守ってみるばかりである︒

十93 瞥師は皆︑︿略﹀︑たゴ纒過を

十94 此の有様を見て︑フィリップ
といふ署師が︑︿略 ﹀ と 決 心 し た ︒

十96 ︿略﹀︑フィリップは眞心こめ
て此の事を申し出た︒

十99 ︿略﹀︑王の日頃信頼してみる
パ ル メ ニ オ 將 軍 か ら︑︿略﹀︒

熱い番茶にのどをうるほして

のに驚いて︑︿略﹀︒

十168国 ︿略﹀︑今日は朝から︑義雄

した︒

時は︑其のと＼のってみるのに聡い

︿略﹀青年團の規約を見た
て︑これがまじめに實行されてるる

十147園
朝鮮から婦ってをられる高橋さんが

︿略﹀︑此の頃墓参りのために
來られた︒

君に案内してもらって見物に行きま

高橋さんは︑あちらで長らく

十174困 ︿略﹀︑三四歳の子供でも︑

氣がしてならなかったが︑︿略﹀︒

り馬のそばを通るのが危瞼なやうな

十172囲

なれない私は︑︿略V︑やは

かどうかと︑少し氣になったのでし

十枢4

しかし︑︿略﹀︑今日の働を

見て︑大そう心強くなりました︒

十1410囹

されてみるかどうかと︑︿略V︒

︿略﹀︑これがまじめに實行

した︒

教育に從事してみる人である︒
今通って見て來ましたが︑
大そうりっぱになりました︒

十125園

今通って見て來ましたが︑
大そうりっぱになりました︒

十125園

十148園

た︒

十122

休んでみる所へ︑︿略﹀︒

十121

休んでみる所へ︑︿略V︒

十101 ︿略Vフィリップが︿略﹀王 十121 熱い番茶にのどをうるほして
を毒殺しようとしてみるといふ風説
があるから︑︿略﹀︒

十102 それにはく略﹀といふ風説が
あるから︑用心するやうにと書いて
あった︒

十103 王は讃終って︑そっと手紙を
まくらの下へ入れた︒

十104 程なくフィリップは病室には
い っ て 來 て ︑ ︿ 略 V︒

十104 程なくフィリップは病室には

いって來て︑うやくしく藥のコッ
プを王にさ＼げた︒

て一て
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︿略﹀︑ せ り 場 を 中 央 に し て ︑

腹の下などを自由にくゴつて歩きま
す︒

十178国

︿略﹀︑ せ り 場 を 中 央 に し て ︑

其の周智は馬つなぎ場になってゐま
す︒

十179国

其の周團は馬つなぎ場になってゐま
す︒

十181国 ︿略﹀︑もう其所にすき間も
無く子馬がつないでありました︒

十183團 ︿略﹀︑馬つなぎ場を見て廻
つたが︑︿略V︒

︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

らしい顔をして︑おとなしくつなが

十184團
れてるます︒
︿略﹀︑ ど の 子 馬 も ︿ 略 ﹀ ︑

おとなしくつながれてるます︒

十185国

來てるるのもたくさんにあります︒

十186立中には︑母馬がつきそって
十186囲 中には︑母君がつきそって
來てるるのもたくさんにあります︒

十1910田中には︑︿略﹀︑くびや背を
なでたりしてみるのもあります︒

︿略﹀︑こんなにかはいがら

れて居れば︑馬も從順で人になつく

十202国

せり場の一方に高い毫があ

わけだと︑︿略﹀︒

十206団
︿略﹀︑黒山のやうに集って

つて︑其の上に掛の人が居る︒
十208團
みる買手は︑︿略﹀︒

らばつて︑或は軍馬になり︑或は馬

と娘と三人で︑わびしく其の日を送

漕いだ︒

十276

んだ︒

十281

船は二つにくだけて︑船尾の

船は二つにくだけて︑船尾の

岩の上に残った船膿には︑十

私は︑とても人の死ぬのを

生残つた船員は涙を流して喜

親子は︿略﹀︑又あらん限り

人々をボートに牧戸し︑︿略﹀︒

親子は非常な危険ををかして︑

十2710

せて︑二人はボートをあやつった︒

一進︸退︑たご運を天にまか

十271 親子は死力を黒戸くして漕ぎに

へないことはありますまい︒

十264園命を捨ててか＼ったら︑救

じっと見ては居られません︒

十263圏

さうに︒︿略﹀︒﹂

十258 娘は驚いて︑﹁まあ︑ かはい

りに救を求めたが︑︿略﹀︒

人許の船員がすがり附いて︑聲を限

十254

つた︒

方は見るく大波にさらはれてしま

十252

つた︒

方は見るく大波にさらはれてしま

十252

はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

一そうの船が︑俄の嵐におそ

つて居た︒

買った人たちも︑どうか同じやうに

やさしく扱ってくれ＼ばよいと︑心
蹄りに散歩がてら町を占い

からいのりました︒

十233團

く略V︑費ってみる菓子もお

て見ると︑︿略﹀︒

十234團

︿略﹀︑店の看板にも馬がか

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑
︿略﹀︒

十235團

いてあるのがよく目につきました︒

成程︑此の邊は馬でもつて
市場の様子がよくわかるか

みる庭だと思ひました︒

十237國
十239囲

ら︑引合はせて見て下さい︒

つかれ果てた人々も︑親子の

勇ましい働にはげまされて︑我も

十284

向つた︒

の力をオールに注いで︑我が家へと

市場の様子がよくわかるか 十282

其の一角にそびえてみる燈塁

ら︑引合はせて見て下さい︒

十2310團

十245

︿略﹀︑年とった燈墓守が︑妻

に︑︿略﹀︒

十246

十251

車馬になり︑或は耕馬になるのださ
うです︒

十228團私は今日此所に來て︑飼主
たちがあんなにかはいがってみたの
を見て︑︿略﹀︒

十229困私は︿略﹀︑飼主たちがあ
んなにかはいがってみたのを見て︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑︿略﹀買手は︑自分 十229信書は︿略﹀︑飼主たちがあ
んなにかはいがってみたのを見て︑

十2010団

の見込で思ひくの直をつけて︑次

︿略﹀と︑心からいのりました︒

これ等の馬が日本全國に散

十231貴志は︿略﹀︑此の子馬土ハを

第にせり上げる︒

︿略﹀聲と掛の人の聲と入
く略V︑掛の人が︿略﹀手を

誉れて︑非常ににぎやかです︒

十211国
十214国

取引の成立つた馬は︑其の

打って︑取引が成立ちます︒

十217國

二年の年月逃避して育てて

日の中に買手に引渡されてしまひま
す︒

十218国

二年の年月苦勢して育てて

來たものが︑︿略﹀︒

來たものが︑︿略V︒

十1810国 子馬には大てい飼主の一家 十218国
族 が つ い て 來 て ︑ ︿略﹀︒

二年の年月苦旅して育てて
來たものが︑急に見ず知らずの人の

十1810國 子馬には大てい飼主の一家 十219国

手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

く略V︑飼主が泣いて別れを

族がついて來て︑親切に世話をして

十226国

らの責買があり︑︿略﹀︒

十日間も衝いて︑其の間には千頭か

十223回忌の町では︑二歳駒の市が

惜しむのも︑もっともな事です︒

十2110困

ゐます︒

十191国 子馬には大てい飼主の一家
族がついて來て︑親切に世話をして
ゐます︒

十196国中には︑︿略﹀︑今日の別れ
たりしてみるのもあります︒

を惜しんで︑︿略﹀︑くびや背をなで

1059
て一て

くと力をそへる︒
十285 かうしてボートは再び荒波を
切りぬけて︑燈皇に蹄り着いたので
ある︒

浪もをさまった︒

十287 二日たって︑天氣も晴れ︑波

十321

先づ︿略﹀河の水をせき止め

て︑湖を二つ造った︒

此の湖へ雨方の海から掘割が

通じてある︒

十326
所で︑此の高い湖と低い掘割

る︒

十354ガツン湖といって︑︿略﹀大
︿略﹀︑湖上に鮎々と散在して

きな人造湖で︑︿略﹀︒

十355

みる島々は︑もと此虜にそびえてゐ

︿略﹀︑湖上に垂々と散在して

みる島々は︑︿略﹀

た山々である︒

十356

の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑

を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

十331

とても船を通すことは出來ないから︑

︿略V︑掘割の虚庭に水門を設 する︒
今度は前と反封に︑順次に三
段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十358

此の湖を渡って又水門を通過

よって︑全く元氣を回復した人々は︑

十288 グレースの眞心こめた看護に

てある︒

重質から又掘割を走って︑終
︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の
り上げたのである︒

費用とを費して︑︿略﹀︑遂に之を造

十367

に洋々たる太西洋に出るのである︒

︿略﹀︑掘割の夢心に水門を設 十359

しばらく進むと水門があって︑

けて︑たくみに船を上下する様にし

十333
てある︒

行くてをさへぎつてみる︒

十336

十356

︿略﹀︒

けた＼ ま し ︑ も ず の 音 ︑

けて︑たくみに船を上下する様にし

︿ 略 ﹀ 人 々 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 名 残 を 十332

︿略﹀︒

十2810
惜しんで此の島を去った︒

＋296図圏しらぐと︑朝霧野山
をこめて︑ 月のごと︑日輪 ほの
かに浮ぶ︒

にきえて︑

十298図圏 野路を行く人影 たゴち

︿略V︒

十353

︿略﹀︒

十381

ざふ

ごん

︿略﹀︑うちの雑木山を開墾し

をうがち︑河水をせき止めた事など︑

の利器を運用して︑山をくづし︑地

近づくと︑門の戸びらは左右 十373 ︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明
︿略﹀︑船は大きな箱の中に浮
底の水道から水がわき出て︑

始めてから︑もう一月饒りになる︒

と︑上手の水門が開いて︑船 十383 父は毎日︑︿略﹀︑朝早くから
行って︑夕方おそくまで働いてみる︒
︿略﹀︑船は︿略﹀︑次の水門 十384 父は毎日︑︿略﹀︑夕方おそく
まで働いてみる︒

て︑かついで來たつるはしを下へ置

いた︒

兄はそこらに散らばってみる

て︑かついで來たつるはしを下へ置

十391 ︿略﹀︑兄は﹁︿略﹀︒﹂といつ

いた︒

十394

兄は︿略﹀︑小枝などを拾ひ

木の根や︑小枝などを︿略﹀︒

十395

兄は︿略﹀︑小枝などを拾ひ

集めて來て︑たき火を始めた︒

十395

父は腰から鎌をぬきながら︑

集めて來て︑たき火を始めた︒

十399

切りかぶに腰を下し︑︿略V︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑たき火のそばの

﹁しかし天氣が績いてよい

あんばいだ︒﹂

十401園

言ふともなく言って︑︿略﹀けやき

十402 力藏さんも︑﹁︿略﹀︒﹂と誰に

の大木を︑大のこぎりでひき始めた︒

るけやきの大木を︑︿略﹀︒

十402 ︿略﹀︑昨日からひきかけてゐ

十405園 ﹁力藏さん︑まあ︑ 一服や

﹁朝のうちに此のけやきだ

つてから始めなさい︒﹂

けぶつ倒したいと思ってね︒﹂

十409園

十4010 ︿略﹀︑力藏さんはく略﹀︑元

氣な聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へて︑止め

向ふの山の頂に日の光が赤々

ようともしない︒

とさして來た︒

十412

やがて父は︑鎌を手にして雑

木のやぶへはいって行った︒

今日は私もついて行って見た︒ 十414

此の湖を横ぎると又水門があ 十384 今日は私もついて行って見た︒
十384

掘割を通過して船は又湖に出 十391 ︿略﹀︑兄は天略﹀︒﹂といつ

つて︑船はさらに一段高くなる︒

十345

を越して︑小さい人造湖に出る︒

十343

は次の箱の中へはいる︒

十341

船は次第に高く浮上る︒

十3310

いてるる形である︒

十339

に開いて︑船が中にはいり︑︿略﹀︒

十337

十311 北アメリカが南アメリカに績 十336 しばらく進むと水門があって︑ 十371 衛生の設備をよくして危瞼な
けふ
行くてをさへぎつてみる︒
病氣を根絶し︑︿略﹀︒
く部分は︑パナマ地峡といって︑地
形がきはめて細長くなってみる︒
く部分は︑︿略﹀︑地形がきはめて細

十311 北アメリカが南アメリカに績
長くなってみる︒

十314 パナマ地峡は一髄に小山が起
︿略﹀︑平 か な 掘 割 を 造 っ て ︑

伏してみる上に︑︿略﹀︒

十317

太平・大西爾洋の水を通はせること
は到底出來ぬ事であった︒

つた仕組に出來てるるのである︒

十319 そこで此の運河は︑非常に攣

河 の 水 を せ き 止 め て︑︿略﹀︒

十3110 先づ地峡の山地を流れてみる

て一て
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かまば

き

さ

う

ゑもん

窯場から出て來た喜三右衛門

かれた膿を休めた︒

︿略V︑縁先に腰を下して︑つ

は︑︿略﹀︒

十414 やがて父は︑鎌を手にして雑 十444
木のやぶへはいって行った︒
かういふ風に束ねて運んでくれ︒

十417囹 壮吉︑お前はく略﹀雑木を︑ 十445

毎日焼いてはくだき︑焼いて

はくだきして︑︿略﹀︒

十463

はくだきして︑歎息する彼の様子は︑
︿略﹀︒

工夫にばかり心をうばはれて
弟子たちも此の主人を見限つ

一人逃げ二人逃げ︑︿略V︒

十469

は︑とかく家業もおろそかになる︒

日はもう西にかたむいてみる︒ 十466

ふと見上げると︑庭の柿の木
て︑

ふと見上げると︑庭の柿の木 十472 人は此の有様を見て︑たはけ
とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑

さうして手贈り次第に︑何で

には︑すゴなりになった實が夕日を

込んだ︒

十481

さうして手當り次第に︑何で

喜三右衛門は︑血走った目を

もひつつかんで行っては窯の中へ投

十479

込んだ︒

もひつつかんで行っては窯の中へ投

十479

︿略﹀︒

喜三右衛門は要りの美しさに
あの色をどうかして出した

日頃から自然の色にあこがれ
︿略﹀彼は︑日﹈のさめるやう

見張って︑しばらく火の色を見つめ
喜三右衛門は︑︿略﹀︑しばら

な柿の色の美しさに打たれて︑もう

十484

喜三右衛門は︑︿略﹀︑やがて

其の夜喜三右衛門は窯の前を

﹁よし︒﹂と叫んで火を止めた︒

十482

く火の色を見つめてみたが︑︿略﹀︒

十482

てるたが︑︿略V︒

である︒

る︒

十458

てるた︒

もうじっとしては居られない︒

十486

一番鶏の聲を聞いてからは︑

もどかしさうに夜の明けるのを待つ

其の夜学一二右衛門は︿略﹀︑

離れないで︑もどかしさうに夜の明

毎日嶢いてはくだき︑焼いて
毎日焼いてはくだき︑嶢いて

十485

けるのを待ってるた︒
︿略﹀︑目ざす柿の色の美しさ

ても居ても居られなくなったのであ

十462

はくだきして︑︿略﹀︒

十462

は出て來ない︒

十462

る︒

︿略﹀彼は︑︿略﹀︑もう立つ

ても居ても居られなくなったのであ

十458

︿略﹀彼は︑︿略﹀︑もう立つ

立っても居ても居られなくなったの

十458

てるた彼は︑︿略﹀︒

十457

いものだ︒

十4410囹

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︒

十449

浴びて︑︿略﹀かゴやいてみる︒

十448

浴びて︑︿略Vかゴやいてみる︒

には︑すゴなりになった實が夕日を

十447

十417園 壮吉︑お前はく略﹀雑木を︑ 十445
かういふ風に束ねて運んでくれ︒

十418 兄は︿略﹀︑生木の枝で雑木
を束ねて見せた︒

十419 さうして兄は腰の手ぬぐひを
取って鉢まきにし︑ ︿ 略 V ︒

十424 私は︿略﹀︑雑木を束ねては
運び︑運んでは又束 ね て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十425 私は︿略﹀︑雑木を束ねては
運び︑運んでは又束 ね て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十426 私は︿略﹀︑雑木を束ねては
運び︑運んでは又束ねて︑精一ぽい
に働いた︒

十428 しばらくの辱めいくがこん
な 風 に 働 い て み る と︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ け た ﹂ ま し い 羽 ば た き

の音を立てて︑山鳥が︸羽飛立つた︒

十4210

にかゴやき︑︿略﹀︒

十432 日は大分高くなってさわやか

十433 ︿略V︑高いく青空を︑ひわ
の一群が身輕さうに飛んで行く︒

へて働けば︑︿略V︒﹂

十435圏 ﹁かうしてみんな手をそろ

く略V花で︑此の地面が埋まってし

十436圏 ﹁︿略﹀︑來年の秋はもう
まふのだ︒﹂

の大木も︑︿略﹀︒

十441 力藏さんのひいてみたけやき

十486

一番鶏の聲を聞いてからは︑

彼はふるへる足をふみしめて

もうじっとしては居られない︒

朝日のさわやかな光が︑木立

窯をあけにか＼つた︒

十489

十4810

喜三右衛門は︑一つ又一つと

をもれて窯場にさし込んだ︒

十491

皿をさ＼げた喜三右衛門は︑

窯から皿を出してみたが︑︿略﹀︒

十494

彼は此の後も︿略﹀︑工夫に

こをどりして喜んだ︒

工夫を積んで︑︿略﹀精⁝巧な陶器を

十499

製作するに至った︒

柿右衛門はひとり我が國内に

おいて古今の名工とた﹂へられてる

十502

柿右衛門はく略V︑其の名は

るばかりでなく︑︿略﹀︒

十503

遠く西洋諸國にまで聞えてみる︒

かも銀行へ行ってお金を預けて來る

十5010囹 ︿略﹀︑おとうさんは︑何時

とおっしゃいましたね︒

かも銀行へ行ってお金を預けて來る

十5010園 ︿略﹀︑おとうさんは︑何時

お金といふものは︑うちに

とおっしゃいましたね︒

しまって置くものではない︒

十514圏

十517圏 ︿略﹀︑齢分のお金があると︑

だから︑少しでも齢つたお

ついむだな事に使ってしまふ︒

十519園

﹁預けたお金は何時でも返

金があったら必ず預金にして置くも

のだ︒

十5110囹
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て一て

し て も ら へ ま す か ︒﹂
放せば︑︿略﹀︒
︿略﹀︒

十621図︿略﹀妻は︑やがて夫に向

十629図

おいたはしいお姿︒

お泊め申してはいかゴでご

ひて︑﹁あ＼︑

︿略﹀︒﹂

くわい

さい
殊に要塞が敵にかこまれて︑

十626園

あ㌧︑あのかはい＼鳩が︑

同情深き妻の言葉に︑主人

はいたく心動きて︑﹁ではお泊め申

り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑︿略﹀婦人立出でて︑ 十648図

主人はうちうなづきて出來

を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂

十645図︿略﹀主人は︑物かげに妻

なし︑ 佐野のわたりの雪の夕暮︒

こま
十641図團 駒とめて直打彿ふかげも

出でぬ︒

十632図主人は僧の後を追ひて外に

さう︒︿略＞o﹂

あ＼︑あのかはい＼鳩が︑

︿略V︑矢のやうに目的地へ向って飛

か︒﹂

感がいに打沈みてとぼく
ふと我が妻を見つけて︑
﹁此の大雪に︑どうして出かけたの

十609図

と歩を運ぶ︒

十608図

たら︑さぞ面白い事であらうが︒

主人は急ぎて家に蹄りぬ︒

十661囹

︿略﹀粟の飯︑召上るなら

三人はみうりを園みて坐せ

みうりの火は次第におとろ

だんく寒くなって來たが︑

だんく寒くなって來たが︑

あの鉢の木をたいて︑せめ

あやにく薪も蓋きてしまった︒

十6510園

あやにく薪も書きてしまった︒

十659園

すが如し︒

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ

十657図

り︒

十656図

は喜びて箸を取りぬ︒

十654図︿略﹀貧しき膳に向ひ︑僧

ぜん

と妻が申してをりますが︑︿略﹀︒

十651囹

り︑僧に向ひて︑﹁︿略﹀︒﹂

十606囹世に榮えてみる人がながめ 十648図 主人はうちうなづきて出來

﹁︿略﹀︒﹂とことわりぬ︒

十599図

へば︑︿略﹀︒

を止めて︑一夜の宿を貸し給へとこ

十597図とあるあばら家の門口に杖

んで行くのを見たならば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

十591

んで行くのを見たならば︑︿略﹀︒

十591

ざいませう︒

無線電信機は破壊せられ︑傳令使

それは︑豫め甲乙の二地をき
それは︑富め甲乙の二地をき

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

きた場合などには︑︿略﹀︒

は途中で要撃せられ︑全く方法の色心

︿略﹀︑一定の飼養所から他の

土地に連れて行って︑洋綴らせるの

十567

︿略﹀︒

つて食物を取るやうに馴らして︑

十566

食事所とし︑︿略﹀︒

めて置いて︑一方を飼養所︑一方を

十563

めて置いて︑︿略﹀︒

十563

である︒

土地に連れて行って︑飛隔らせるの

十5510

である︒

十5210園 一位︑銀行は人からお金を 十5510 ︿略﹀︑一定の飼養所から他の 十586
預ってそれをどうするのですか︒

十533三世の中にはお金の有識って
みる人もあるが︑︿略﹀︒

十534園 く略V︑蚕豆か事業を起さう
と思ってみる人で︑お金のない人が
ある︒

お金を預って︑︿略﹀︒

十535囹 銀行は有齢ってみる人から

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十535囹 銀行は上知ってみる入から
附けるのだ︒

十537園 貸附の利子は預金の利子よ
此の愛らし い 小 鳥 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

り高くしてあるから ︑ ︿ 略 V ︒

つて食物を取るやうに馴らして︑其

十546

の心馳を利用するのである︒

鳩は︿略﹀︑四五十キロメー

又暗い時の飛行に馴れさせて︑
夜間に使ふ事も出來るし︑︿略V︒

十572

は何でも無い︒

トルの庭を往復して食事するぐらゐ

十571

いろくの困難ををかして︑遠い虞

此の愛らしい小鳥が︑︿略V︑

まで使者の役目を務めると聞いては︑
︿略﹀︒

十546

遠い虜まで使者の役目を務めると聞
いては︑誰でも驚かない者はあるま
い︒

﹁旅僧が一夜の宿を頼むと
おほせられて︑あなたのお蹄を待つ

︿略﹀︑飼養所を移動し︑其虜 十611囹

ていらっしやいます︒﹂

十574

を見蓄えさせて飛臨らせるやうにす

︿略﹀︑ 無 線 電 信 な ど が 嚢 明 せ

る事も出來る︒

十5410

られて以來︑自然輕んぜられるやう

十613図

蹄を待っていらっしやいます︒﹂

鳩に手紙を運ばせるには︑足 十612園 ﹁旅僧が︿略﹀︑あなたのお
袋を掛けさせて︑其の中に入れるの

されど主人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

きぬ︒

いふに︑僧は返す言葉もなくて出行

十619図

︿略V︑登山者が路に迷って危
瞼におちいった時︑救を求めたり︑

十581

である︒

にく略﹀細いくだを附け︑又は胸に

十577

になった︒

︿略V︑今 で は 各 國 共 に ︿ 略 ﹀ ︑
しやう

其の飼養を奨働してみる︒

十554

十556 鳩は︿略﹀︑正しく方向を判
翻して︑矢のやうに自分の巣に飛露
る︒

十557 それ故鳩の膿に手紙を附けて

て一て
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てものおもてなしにしよう︒
僧は驚きて︑﹁︿略V︑

どう

︿略﹀︑そんなりっぱな鉢の

ぞ止めて下さい︒﹂

十664図
十666囹
く略V︑かう落ちぶれては︑

木をたくのは︑どうぞ止めて下さい︒
十668園
そ れ も 無 用 の 物 好 と思ひ︑︿略﹀︒

十669囹私はもと鉢の木がすきで︑
いろく集めた事もありましたが︑
︿略﹀︑大てい人にやってしまひまし
た︒

十671圏 しかし此の三本だけは︑其
の頃のかたみとして︑大切に残して
置いたのでございま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀︑ 今 夜 は 之 を た い て ︑

あなたのおもてなしに致しませう︒

十672圏

てるうりにたきぬ︒

十673図 主人は三本の鉢の木を切り

せて頂きたい︒﹂
ゑもん

十675園 ﹁失禮ながらお名前を聞か

ざ

十689園

く略V︑又あれには馬を一匹
︿略﹀︑又あれには馬を一匹

つないでもってをります︒
十689囹
つないでもってをります︒

今でも城壁は大部分昔の面

影を留めてゐますし︑︿略﹀︒

十743国

てるます︒

︿略﹀南山といふ山があっ

それに松がまばらに生えてみる︒

十759園 ︿略﹀山々は地はだが白く︑

て︑公園になってゐます︒

十752国

す︒

いふ山があって︑公園になってゐま

十752國南大門の東南の方に南山と

路通にかけての一帯が︑︿略﹀︒

南大門通から本町通・鍾

しよう

常世は︑時こそ來れと︑や 十745困 ︿略﹀︑門も主なものは残つ

て︑山河草木喜にあふる﹂春とはな
れり︒

十7010図

十736困

其の返禮として︿略﹀︑合

時頼は尚一同に向ひて︑

昌徳宮︑左に景福宮の壮大な構が

しやうとく

ある︒

︿略﹀︑其の又手前には

すみきった空氣の中に煉瓦

︿略﹀などのりっぱな洋館がそびえ

十764困

てるる︒

龍山はく略V小さな町であ

こちらへ來てもう三月鯨り

毎日何慮へか出かけたくてたまらな

十779囲 ︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

になりますが︑︿略﹀︒

十774国

れたのださうです︒

て︑今では龍山も京城の中に編入さ

十7610圃 ︿略﹀︑雨方が町績きになつ

第に廣がり︑︿略V︒

つたが︑京城の獲忘するに連れて次

十769圃

出して見えるのは實にきれいです︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

理非を正して裁断致すであ 十766困

此の停車場を出て大通を東
︿略﹀︑その口々にかういふ

北に進むと︑︿略﹀︒

ださうです︒

門があって︑出入口になってみたの

十741置く略V︑その落々にかういふ

ださうです︒

門があって︑出入日になってみたの

十7310團

ろ

やがて命ありて御前に召さ 十747困

せ馬にむちうってはせつけたり︒

れぬ︒

︿略﹀佐野三十鯨郷は︑理

眞先かけて参ったは感心の至り︒

十717園其の時の言葉にたがはず︑

て御前にかしこまれば︑︿略﹀︒

十713図

︿略﹀︑常世は︿略﹀︑進み

︿略﹀︑やせたりともあの馬 十7010図

にうち乗って一番にはせ参じ︑︿略﹀︒

十692囹
︿略﹀︑眞先かけて敵の大軍
︿略﹀︑眞先かけて敵の大軍

に割って入り︑︿略﹀︒

十693園
十693囹
に割って入り︑︿略﹀︒

へる︒

十7110圏

十726囹

﹁︿略V︒﹂

十724図

はせて三箇所の地を汝に授ける︒

十722圏

つてたいた志は︑︿略﹀︒

又寒夜に秘藏の鉢の木を切 十7510囹 ︿略﹀︑松林を後にして右に

非明らかなるによって汝に返しあた

く略V︑これぞと思ふ敵と打 十719園

しかし此のま＼に日を送つ

合って︑あっばれてがらを立てるか

十694圏
くご︒

十695囹

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ
いません︒

く略V旅僧は︑星眼に涙を

た＼へて聞きみたり︒

十699図

翌朝僧は暇をこひて又行く

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

⁝同謹んで承る中に︑︿略﹀︒

らう︒

十728図

降積みし雪もあと無くきえ

みちて御前を退きけりとそ︒

まんとして宿をことわりし常世も︑

︸夜の物語

︿略﹀︑常世は︿略﹀︑喜に
︿略﹀常世も︑

十729図
十703図

︿略﹀︒

十678図 主人はけんそんして言はず︒ 十m2図始は︿略﹀︑貧の恥をつ㌦
十682囹 佐野源左衛門常世と申して︑
もとは佐野三十鯨郷 の 領 主 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

にうちとけては︑名淺なかく書き

十684圏︿略﹀︑それが一族どもに所
領を奪はれて︑此の通りの始末でご

ず︒

今一日留り給へとす＼めて

ざいます︒

十707図

り︒

にしみて︑そゴうに別れがたき思あ

旅僧もまた主人夫婦の情心

止まざりき︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ て 目 を ふ せ 十704図

しが︑︿略﹀︒

十685図

改めて︑﹁︿略﹀︒﹂

十686図 く略V︑主人はやがて語氣を 十705図

も の の ︑ 御 ら ん 下 さい︑︿略﹀︒

十687囹 かやうに落ちぶれてはみる
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て一て

れい

此の頃は大分寒くなって︑

いだらうと思ひました︒
せつ

十7710團

朝は撮氏零度以下十何度といふきび
︿略﹀︑三日四日頂いて寒け

しさ︑︿略﹀︒

十784團

れば︑其の次には又其のくらみの間
暖 さ が 旧 く と い ふ やうに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大分長くなりました

四温といつてみるさうです︒

十788團 こちらでは昔から之を三寒
十791国

︿略﹀︑安全燈を持って︑︿略V

から︑今日は此のくらみにして置き
ます︒
しよう

十798

昇降器に乗りました︒

十801 地下水のしっくが︑四方から
雨のやうに落ちて來る︒

十802 昇降器がすさまじい勢で下り
て行くので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑じっと目をつぶってゐ

じっと目をつぶってみるうちに︑

とって
十803 安全燈の取手を握りしめて︑

︿略﹀︒

十803
るうちに︑︿略﹀︒

十805 昇降器を下りて︑あたりを見
︿略﹀︑周 園 の 壁 は 皆 石 炭 で ︑

まはすと︑︿略﹀︒

十806

それが電燈の光に物すごく光ってゐ
ます︒

十807 此虜から方々へ坑道が通じて
みて︑︿略﹀︒

みて︑廣い坑道には︑過客機關車が

十807 此庭から方々へ坑道が通じて

炭車を引いて往つたり來たりしてゐ
ます︒

︿略﹀︑坑夫が汗だらけになつ

石炭の壁は安全燈の光に照ら

石炭の壁は︿略﹀︑黒光りに
採炭坑夫は四人つつ一組にな

︿略﹀︑そばの黒い岩に火が

驚いて調べてみると︑あた

それから﹃燃える石﹄とい

事務所の湯にはいって服を改

それで︑印度支那半島あたり

我々が今日生活して行くには︑

めると︑︿略﹀︒

十858

してみる坑夫の仕事を︑︿略﹀︒

十857 ︿略﹀︑あの坑内でたえず活動

した︒

とって薪の代りに使ふやうになりま

十853囹︿略﹀︑附近の昏々では之を

やうになりました︒

村々では之をとって薪の代りに使ふ

ふひやうばんが高くなって︑附近の

十852園

りは同じ墨黒な岩ばかりでした︒

十8410囹

十8410園驚いて調べてみると︑︿略﹀︒

つき︑煙をあげて燃出しました︒

︿略﹀︑いよいよ石炭を掘って 十849園

みる庭へ來ました︒

十8210

暗やみの中にかすかに安全燈

近づいて見ると︑坑夫が

が光ってみる︒

︿略﹀︑電撃機甲車が炭車を引 十833
︿略﹀︑電氣機戸車が炭車を引 十833

いて往つたり來たりしてゐます︒

十808
十809

く略V︑元氣よく石炭を掘ってゐます︒

十糾2

光ってゐます︒

十841

されて︑黒光りに光ってゐます︒

十8310

て︑元氣よく石炭を掘ってゐます︒

十836

坑道を少し行って︑ポンプ室 十835 ︿略﹀︑坑夫が汗だらけになつ
て︑元氣よく石炭を掘ってゐます︒

いて往つたり來たりしてゐます︒

十8010

室の中には︑大きなポンプが

の前に出ました︒

十813
︿略﹀︑こんな大きなポンプを

︿略﹀活動してゐます︒

十816

備へ附けてみる虜は︑世界でも珍し
ポンプ室を出てから小道へは

いさうです︒

十818
いりました︒

十861

︿略﹀︒

採炭坑夫は四人つつ一組にな
つてみて︑其の内の二人が石炭を掘

十842

安全燈をたよりに歩いて行く つてみて︑︿略﹀︒

はっと思って立止ると又一匹︒

と︑︿略﹀︒

十8110
十821

十868

から年々輸入してみる︒

崩すと︑他の二人がそれをざるで運

くない︒

それで︑機械類もまだかなり

︿略V︑他の二人がそれをざる 十872 ︿略﹀︑物によっては︑やはり
外需の品を買った方が得な場合が少
︿略﹀︑馬方がそれを馬に引か

多く輸入されてるる︒

十874

十875

我が國は種々の品物を輸入し
電命機關車の通ふ道まで運んで行き

又外國から原料を輸入し︑そ

事も少くない︒

れに加工して︑更に外國へ輸出する

十8710

てるるばかりでなく︑︿略﹀︒

臨途︑事務員は次のやうな事
十848園

加工して綿綜や綿織物を造る︒

十882

綿花は︿略﹀輸入し︑それに
てるると︑そばの黒い岩に火がつき︑

︿略﹀百姓が︑たき火をし
︿略V︒

を話してくれました︒

十846

ます︒

十845炭車が一ぱいになると︑︿略﹀︑

せて︑︿略V運んで行きます︒

十844

で運んで炭車に入れる︒

十843

んで炭車に入れる︒

﹁坑内には︑ねずみがたく
さん居て困ります︒﹂

十823園

事務員は平価で︑﹁︿略﹀︒﹂と

二三十匹の馬がまぐさを食つ

言って笑ひました︒

十824

十826

てるます︒

坑内に馬が居るのは不思議だ

坑内に馬が居るのは不思議だ

と思って︑聞いてみると︑︿略V︒

十827

十827

︿略﹀︑これは石炭を運ぶため

と思って︑聞いてみると︑︿略﹀︒

十828

に飼はれてるるのださうです︒

馬屋の前を通ってだんく奥
深く進むと︑︿略﹀︒

十829

て一て
1064

十885 支那の豚の毛が輸入されて日
本 で ブ ラ シ に 造 ら れ︑︿略﹀︒

十889 輸出入の額の増加して行くの
は國家が次第に盛になる印である︒
勇みて出つる我が家の門︒

十894図圃 ︿略﹀ 父と母とに暇を告
げて︑

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒
父は﹁︿略V︒﹂とたつねたが︑

其の夜又父に強く聞きた窟さ

太郎はだまってみた︒

十944

十945
れて︑太郎はやっと今日の次第を有
﹃い＼え︑僕は止められて

りのま＼に話した︒

﹁書をした﹂めて張世傑

いづくんぞ人をいざなひ

天祥固くこぼみていはく︑

十985図園
を招け︒﹂

十986図
﹁︿略﹀︒﹂と︒

十987図囹

︿略﹀︑張二天︑文天心に説

てそむかしめんや︒
十989図

きていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

或人魚なじりていはく︑
﹁︿略＞o﹂と〇

十992図

へば︑富貴は意の如くならんQ

すると︑しまひに皆が僕の 十991図囹今より心を改めて元に仕

僕は︿略﹀︑自分から先に

たまく元の大軍至るに及

戦して元軍を破る︒

十981図

時に宋の勇主張春鳥よく

んで天祥大いに敗れ︑︿略﹀︒
ちやうせいけつ

十983図

敵將張弘範如何にもして之

職ひて元首を防ぐ︒
こうはん

十984図

前婦張二黒︿略﹀︑文天祥

を降らしめんとし︑︿略﹀︒
こうはん

十985図

に命じていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

んとす︒

と︒

十欄5図

十川2

て︑

十㎜9

心力を書くしてしかも救

元帝歎じていはく︑﹁文天
︿略﹀︑冬枯の小道を通って來

︿略V︑ガラス屋根を通して來

﹈足温室の中にはいると︑︿略﹀︒

︿略V︑冬枯の小道を通って來

て︑︿略﹀︒

十㎜8

祥は眞の男子なり︒﹂と︒

十㎜6図

辞して死す︒

うやくしく南︑宋の方を

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

十㎜4図

天祥刑せらる＼にのぞみ︑

十999図 元の皇帝深く文天魔を階し
さと
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

ふことあたはざるは天命なり︒

十996図囹

苦しむことの甚だしきや︒﹂

からざるを知って︑何ぞいたづらに

るやはらかい日の光︑︿略V︒

らん
此庭は重に蘭の類を集めて

十川4囹あ㌦︑咲いてみる︑く︒
十川4園あ＼︑咲いてみる︑︿︒

三雲5圏

熱帯地方から持って來たの

ある虜だ︒

十棚6園

先に立つたにいささんが︑

だから︑︿略V︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑いろく説明して下さ

十棚9

る︒

たくさん咲いてみる中で一番

美しいのは︑︿略﹀︒

十棚9

十鵬9

葉の先からつるを出して︑五

葉の先からつるを出して︑五

﹁さあ︑今度は葉のきれい

中には︑︿略﹀紅色の葉が︑

は次の室へ案内して下さる︒

十鵬5 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさん

は次の室へ案内して下さる︒

十鵬5 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさん

な植物を集めてある虜だ︒﹂

十鵬3鶴

底の水の中で︑動けなくなってみる︒

十佃2 ︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

︿略﹀︒

十佃！ ︿略﹀︑そっとのぞいて見ると︑

はいってみるやうだから︒

二塁9圏中をのぞいて御らん︑何か

十皿8囲 中をのぞいて御らん︑︿略﹀︒

六寸の細長い袋をつるしてみる︒

十撹6

⊥ハ寸の細長い袋をつるしてみる︒

十繊5

も咲いてみる薄紅色の花である︒

人の言ふことに号して 十993胆管 ﹁汝大勢の如何ともすべ 十撹1 ︿略﹀︑たれ下った董に︑幾つ

宋の臣事天祥︿略﹀︑義兵

其の友之を止めていはく︑

天津きかずしていはく︑
﹁︿略V︒﹂と︒出でて元軍に當る︒

十975図

﹁︿略﹀︒﹂と︒

十972図

を集めて國難を救はんとす︒

十971図

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒
しやう

十9610図︿略﹀︑宋は次第におとろへ

﹁い＼え︒﹂と言切るには︑︿略V︒

十954園

立って渡ったのです︒

十952園

事を弱轟だといって笑ひました︒

十9410園

みるから渡りません︒﹄

十895図圏 ︿略﹀︑ 勇みて出つる我 十947園
が家の門︒

此方をさして 語りつ＼來る若き

十906雨音 ︿略﹀︑ はうき手にく
人々︑︿略﹀︒

十914 幾度もくりかへしてみる中に︑
︿略﹀︒

十917太郎は得意に な っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂
といふと︑︿略﹀︒

十921囹﹁おとうさんは︑もっと言
ひにくい言葉を知っ て み る ︒ ﹂

十935囹 ﹁あの橋は危瞼だから決し
太郎は前か ら 父 に ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂

て 渡 っ て は な ら ぬ ︒﹂

十936

と固く禁ぜられてるたのであるが︑
︿略﹀︒

一所に渡り出

十937 太郎はく略V︑友だちのす＼ 十978図 文天祥命を奉じ︑各地に韓
めをことわりかねて︑
した︒

十938 すると橋はまん中から折れて︑
三人は水中におちいった︒

十939 さいはひ附近の田で働いてゐ
た 村 の 人 々 に 助 け られ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何れもぬれねずみのや

うになって家に錦つた︒

十9310

十942園 かねてあぶないといって置

1065
て一て

董の上の方に群がって出てみるもの
もある︒

十鵬9 ︿略﹀葉が︑董の上の方に群
がって出てみるものもある︒

が並んでみる︒

十重1 次の室には大きい熱帯植物類
十悩2 ︿略﹀・ゴムの木などは名を
聞いてみたが︑實物を見るのは始め
てである︒

十悩5園 其様から熱い湯を管で各室
へ送って︑心違に暖めるやうになつ
︿略﹀︑適當に暖めるやうに

てるるのだ
十悩5囹

にいさんは﹁︿略﹀︒﹂と教へ

なってみるのだ︒

十悩7
て下さった︒

もさめるやうな草花が並べてある︒

十悩9 ︿略﹀︑細長い室一ぽいに︑目

一枝髪にさ し て み た い ︒

十価1 ︿略﹀︑どれを見てもどれを見
ても︑

にいさんも足を止めて︑

﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

十塒2
十価3園此の温室は南を受けてみる
上に︑︿略V︒

十価4圏 此の温室は︿略﹀︑十分熱
い湯が通ってみるか ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十価9 其の枝の先にしょんぼりと止

︿略﹀︑御母上様には去る

つてみる烏の姿も︑見るから寒さう
だ︒

十鵬8國国

二日御安産にて︑玉の檬なる女の御
子 御 生 れ の 由 承 り ︑︿略﹀︒

十柳3圓團

私とてもかはゆらしきめ

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

御母上様はまだ御やすみ

しく︑︿略﹀︒

十研7國団
にて︑御前檬には︿略﹀︑何かと御
近き虜ならば早速上り候

いそがしき事と察し申し候︒

十三10隅圏

平生甚だ御達者にて︑近

て御世話も致すべく候へども︑︿略V︒

十佃4圓囲

ち

來は殊に御浜氣のやうに承り居り候
事とて︑︿略﹀︒

金銀珠玉を

ひねもす見れども

︿略﹀︑

りばめなして︑

十⁝川2図圃

一隻の捕鯨船が︑勇ましく波

あかざる宮居︒

十麗7

を切って進んで行く︒

一隻の捕鯨船が︑勇ましく波
マストの上の見張人が︿略﹀

を切って進んで行く︒

十搬7
二塁10

聲高く叫んで︑北の方を指さした︒

甲板に立ってるた船長を始め
砲．手は此の時早く船首の砲後

十人許の乗組員は︑︿略﹀︒

十備1
十稲6

︿略﹀︑ねらひを定めて︑ずど

に立って︑其の引金に手をかけた︒
十稲8

︿略﹀︑すさまじい波を起して︑

んと一嚢︑︿略﹀もりを打つ︒
密密10

もりが艦内深くくひ込んで︑

鯨は海底深く沈んだ︒
十掴3

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒
つな

もりにつけた長い綱はぐんぐ
ん引張られて︑三百メートル許もく

十二6

り出された︒

今まで勢よく引出されてみた
︿略﹀綱もや＼ゆるんで來た︒

綱もや㌦ゆるんで來た︒

十M9
十桐9

︿略﹀︑鯨は刻一刻船に近よつ

︿略﹀︑綱を巻いてはのばし︑

て來る︒

十備1

糸価3

のばしては巻いて︑氣長くあしらっ
︿略﹀︑綱を醜いてはのばし︑

てるるうちに︑︿略﹀︒

半価4

のばしては巻いて︑氣長くあしらっ
︿略﹀︑綱を巻いてはのばし︑

てるるうちに︑︿略﹀︒

十価4

のばしては巻いて︑氣長くあしらっ
てるるうちに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑氣長くあしらってみる

︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

うちに︑さすがの鯨も次第に弱って︑

十価5

︿略﹀︒

十全6

つて︑︿略﹀引寄せられた︒

二十メートルもある大豪が今
は全く息たえて︑小山のやうな膿を

十指1

水面に横たへる︒

十佃1

たい こ

池にかけてある二つの太鼓橋

を渡り︑︿略﹀︒

ろう
十佃2 ︿略﹀︑糟馬堂の前を通って縷

うやくしく妊んでさて頭を

門をく窟ると︑︿略﹀︒

十佃3

上げると︑︿略﹀︒

きらくとかゴやいてみて神々しい︒

十⁝⁝4 ︿略﹀︑神前の大きな神鏡が︑

十佃5 ︿略﹀︑神前の大きな神鏡が︑

くわん

きらくとかゴやいてみて神々しい︒

此の神社は菅公の御墓所に

建てたものだと聞いて︑ 一層感を深

十酩6

くした︒

木の梅が咲良いてるる︒

十佃8 ︿略﹀︑幾百本とも知れない古

梅が鮎々と交って美しい︒

十佃10 ︿略﹀︑其の間に咲きかけの紅

十⁝⁝10 掛茶屋に休んで名物の餅を食

掛茶屋に休んで名物の餅を食

べてるると︑︿略﹀︒

べてるると︑︿略﹀︒

十掴1

十柵3 ︿略﹀︑それは園内に飼ってあ

地圖を便りにして進んで行く

る鶴の聲であった︒

十佃5

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

十m⁝7 ︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

︿略﹀︒

の咲きこぼれてみるのも面白く︑

十佃6 ︿略﹀︑山畑の篭釣此虜に野梅

と︑︿略﹀︒

地圖を便りにして進んで行く

と︑︿略V

船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根笹

十備6

十佃5
青銅の大鳥居をく皮って進む

地に引上げる︒

十柵5

︿略﹀︑沿道の家は大てい天満

と︑︿略﹀︒

十五7

︿略V樟の大木が茂り合って

くす

宮にちなんだ物を費ってみる︒
みる︒

十佃1

て一て
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るのも珍しい︒

十㎜8 途中︑太宰府といふ昔の役所
えの き で ら

の跡などを見て︑榎寺といふ虜に
立寄った︒

十㎜1 公は此庭にうつされてから︸
歩 も 外 へ は 出 な い で︑︿略﹀︒

十㎜2 公は︿略﹀一歩も外へは出な
いで︑三年の歳月を送られたさうで
ある︒
ぎょえん

詩を作られたのも此虚であらう︒

十伽3 宮中の御宴の事を思ひ出して

急いだ︒

十伽5 榎寺を出て二日市の停車場へ

十伽7 冬の日はもう暮れか＼つてゐ
る︒

十伽9 あちらこちらの村々からは細
い煙が立上ってみる︒

十伽10 停車場に着いた時は午後の六
時を過ぎてみた︒

もあって︑︿略﹀︒

十梱3 申し込んで覧た者は五十人許

もあって︑中には︿略﹀︑りつぽな

十梱3．申し込んで來た者は五十人許
學歴のある者もあっ た の に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
せうかい

つて來た者や︑︿略﹀︒

十梱4 ︿略﹀知名の人の紹介状を持
十梱6 ︿略﹀︑主人はそれ等の人々を
さしおいて︑或一人の青年をやとひ
入れた︒

主人は答へて︑天端﹀︒﹂とい

︿略﹀と尋ねた︒

三軒7 後日︑人が主人に向って︑
溢泌9

つた︒

十麗3圏

談話の最中に一人の老人が

はいって來ましたが︑︿略﹀︒
す

︿略﹀︑それを見るとすぐに
い

︿略﹀︑何を聞いても︑一々

立って︑椅子をゆづりました︒

十俄4圓
動向8園

明白に答へて︑しかもよけいなこと
ぎ
はきはきしてみて︑盛儀を

は言ひません︒

十櫨9園

十悩8図村の財産家にて事業に熱心
なる人︑︿略﹀︒

︿略﹀︑みつから先んじて耕

作・養魚・養鶏・養魚等の模範をし

十悩9図

つ

けいさく
一揮にこめて︑切断皇上の繋索をは

艦首につるしたるくす玉ぱ

つしと切る︒

つとわれて︑紅白の紙片花ふ団きの

十伽8図

十鵬7図

見るく艦は速力を増して︑

如くに散る中を︑︿略﹀︒

︿略﹀︑桑を植ゑて騒を飼ふ

めししを以て︑︿略﹀︒

十項1図

︿略﹀︑一村は誠に平和にし

む

く略V大戦艦陸奥は︑海を

然るに今主上隠岐にうつさ

義を見てせざるは勇なき

いでや︑行幸の路に待受

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち奉

く略V︑﹁︿略V︒﹂と人の言へ

てたどり着きたりしに︑︿略﹀︒

らんとて︑けはしき山路をふみわけ

十個9図

け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

十捌2図園

なり︒

十梱1図國

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

れ給ふと聞き︑高徳一族共を集めて

十燭10図

りしかば︑力なくて止みたり︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十三9図 ︿略﹀︑事のいまだ成らざる

︿略﹀︒

を悲しみて涙と共に見送り奉り︑

京中の貴賎男女︑此の行幸

白波高く海にをどり入る︒

十欄3図

者多く︑︿略V︒

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒
村長は︿略﹀︑深く村民に

を養ふことも盛にして︑︿略﹀︒

十伽2図
十伽9図

ぎ
はきはきしてみて︑禮儀を

敬愛せられて︑幾度の改選にも重ね

わきまへてみることも︑︿略﹀︒

再話9囹

十伽2図南の他の教員も︑校長を模
︿略﹀︒

十伽4図

十旧4図

︿略﹀︑︿略﹀葬塗樽の胸は︑

十瀧！図

高徳︿略﹀︑夜にまぎれて

十醜7図高徳︿略﹀︑大いなる櫻の

行在所の御庭にしのび入り︑︿略﹀︒

あん

十二6図

ば︑衆評力を失ひて散りくになり

︿略﹀壮快なる光景を馬添して︑唯

ぬ︒

く略V造船部長の指揮につ

翌朝警固の武士ども之を見

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書

十齪10図

れて吹く進水主任の號笛を合圖に︑
︿略﹀︑二年間の苦心を此の

きつけたり︒

十協4図

︿略﹀︒

十囲1図

進水主任の號笛を合圖に︑︿略﹀︒

績いて造船部長の指揮につれて吹く

をどりにをどる︒
しやう

十伽1図く略V︑工廠長の進水命令︑

十伍7﹇図

後にして悠然と横たはれり︒

いう

りなり︒

て︑年を追うて其の繁榮を増すばか

十階1図

つきて課業にはげみ︑︿略﹀︒

く略V︑生徒は皆よく之にな

範として専心職務につとむるが故に︑

て選蒸せられ︑︿略﹀︒

ぎ
はきはきしてみて︑古儀を

わきまへてみることも︑︿略﹀︒

十慨9囹

わきまへてみることも︑︿略﹀︒

十榴1園私はわざと一さつの書物を
床の上に投げて置きました︒

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

十榴4圏︿略﹀︑あの青年ははいると
上に置きました︒

十偽6園 ︿略﹀︑さつぽりしたものを
は
着て︑歯もよくみがいてるました︒
︿略﹀︑さつぼりしたものを

又字を書く時に指先を見る

着て︑歯もよくみがいてるました︒

十偽7圏

十旧8圏

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

十号10囹︿略﹀︑爪の先は眞黒になつ
てるる者が多うございました︒

く略V︑いろくの美質をも
︿略﹀︑いろくの美質をも

つてみることをよく見定めて︑︿略﹀︒

十悩1囹
十桝2圏

つてみることをよく見定めて︑あの
青年をやとふことにしたのです︒
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つけて︑誼みかねて上聞に達したり︒
つけて︑讃みかねて上聞に達したり︒

十慨10図 翌朝警固の武士ども之を見
十罵1図 主上は詩の心を御さとりあ
りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給
ひぬ︒

十偶4図 年久しく相孚ひて互に勝敗
︿略﹀︑勾践︿略﹀︑萢釜と

ありしが︑︿略﹀︒

十悌8図

いふ忠臣の助を得て報復の計を立て︑
︿略﹀︒

十悌8図 く略V︑勾践︿略﹀︑再び呉
と戦ひて遂に之を亡しぬ︒

十罵10図 高徳此の故事をひきて︑や

れい

＝二の下に零を二十六もつけて表さ
︿略﹀︑太陽の表面は全部が

ねばならぬ︒

十一29
一様にか窟やいてるるのではなく︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑又所々に儲君といつ
︿略﹀︑凡そ十一年饒を週期

て黒く見える所もある︒

十一31
十一33
として増減してみる︒

さうして其の敷や大きさは︑
︿略﹀︑これと同じやうなも

︿略﹀増減してみる︒

十一34
十一38

のがなほ敷限りもなく存在してみる

︿略﹀あの太陽でさへ︑地

が︑︿略﹀︒

十一41

十一77図園
安んず︒﹂

十﹇79図囹
︿略﹀︒

十一79図圏

﹁おのれを修めて人を
ぶん

獲算しては食を忘れ︑
︿略﹀︑樂しんではうれ

其の身を忘れ︑よはひを

ひを忘れ︑︿略﹀︒

十一81図

忘れて︑人生の爲に墨くしたる大聖
の面目︑︿略﹀︒

十一86 それから五十海里ばかりさ
くわうほ
かのぼって︑黄浦江といふ支流に
入り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑これ等は租界といふ

租界といふのは居留地の一

特別の厘域内に住んでみる︒

十一810

十一92

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

がて忠臣の起りて勤王の兵を學げ︑

て︑自治制を布いてみる庭である︒

租界といふのはく略﹀︑居

球からは凡そ三千八百萬里も離れて

十一97

租界には︿略﹀幾多の人種
︿略﹀︑電車・馬車・自動車

街路をさしはさんで大商店

等が絶間なく往來してみる︒

十一97

が入交ってみるので︑︿略﹀︒

十一94

虜である︒

留民が︿略﹀︑自治制を布いてみる

十一92

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞

少時より學問に働み︑長
當時支那は敏國に分れて

︿略﹀︑孔子︿略﹀︑如何

が軒をつらね︑︿略﹀︒

てるる︒

ご

相當に活氣を帯びてをり︑︿略V︒

て︑趣がや㌧攣ってみる︒

十一106 ︿略﹀︑西洋風の建物もあっ

て︑趣がや＼攣ってみる︒

十﹇106 ︿略﹀︑西洋風の建物もあっ

此の地は交通上重要な位置

を占めてみて︑︿略﹀︒

十一109

を占めてみて︑︿略﹀︑支那の各地と

十一109此の地は交通上重要な位置

の取引にもきはめて便利であるから︑

︿略﹀︒

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

十一112 ︿略﹀︑港内には常に数百隻

十一112 ︿略﹀︑港内には常に敷百隻

貿易上最も重要な關係をも

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

つてみるのは︑日・英・米三國で︑

十一114

︿略﹀︒

十一116 ︿略﹀︑我が居留民の数は︑

上海は專ら商業の都市とし

外國人中第一位を占めてみる︒

て知られてみるが︑︿略﹀︒

十一117

上海は︿略﹀︑近時工業も
次第に盛になって︑︿略V諸工場が

十一118

勢よく黒煙を立ててみる︒

︿略﹀︑︿略V諸工場が勢よ

く黒煙を立ててみる︒

十一119

て野は晴れわたる︒

十一123図圃 ︿略﹀︑ かげろふもえ

菜の花にほふ

笑ひさゴめくひるげ

里見下して︑

のむしろ︒

十一133図圃 ︿略﹀︑

唯商業の取引の盛な部分は︑

十一101

十一105

機關が到る庭に散在してみる︒

︿略﹀修養機關︑︿略﹀娯樂

行・會等等のりつばな建物がそびえ

︿略﹀︑河岸には︿略﹀︑銀

十一99

︿略﹀︑孔子︿略﹀︑暑く

にもして國家を治め︑萬民の苦を救

求めぬ︒

十一65図

端を述べん︒

今此の書によりて其の一

各國をめぐりて︑用ひられんことを

十一56図

はんものと︑︿略＞Q

十一54図

かば︑︿略﹀︒

互に相箏ひ︑職齪止むことなかりし

十一51図

じて後鞘の君に仕へ︑︿略﹀︒

十一48図

つて行ったとしても︑︿略﹀︒

十一42 今かりにく略﹀飛行機に乗

みる︒

︿略﹀︑やがて忠臣の起りて

えし⊥げたるなり〇

十鵬10図
勤 王 の 兵 を 學 げ ︑ ︿略﹀︒

十一14 太陽の光と熱とがなくては︑
一

として生存することは出來ない︒

我々人間は勿論︑あ ら ゆ る 生 物 ︑

えき

十一18 ︿略﹀︑之を形造ってみるも
のは︑液面に近い氣骸であらうとい
ふ︒

十一21 ︿略﹀︑其の容積は地球の百
三十萬倍に三ってるる︒

十一23 温度は表面で約六千度︑内
部に入るに随って弾く高い︒

しよく

十一23 光の強さに至っては非常な
もので︑︿略﹀︒

十一26 ︿略﹀︑之を燭光でいへば

て一て
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十﹁138昆劇 ︿略﹀︑ 船は静かに我

等をのせて︑ 行くは何慮ぞ︑桃さ
く村へ︒

十一143 通された部屋には︑古いた

︿略﹀︑さうちもよく行届い

んすや戸棚などが並べてありました
が︑︿略﹀︒

十一144
てるるし︑︿略﹀︒

見せていたゴいて︑︿略﹀︒

十一168

ざっし

︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌

なによく整頓されてるるかが想像さ

れます︒

十﹁181 お暇してから︑︿略﹀︑つく

﹂年生の時からの成績物も

を；二さつ持って來て︑本棚に並ん
でみる雑誌の間へそれぐお入れに

十﹇154
見せていたごいて︑其の始末のよい

︿略﹀自分の始末のわるい

ぐ︑恥つかしくなりました︒

ざっし
︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌 十一182

ことを考へて︑つくぐ恥つかしく

整頓といふのは膿裁をつ

くることではなくて︑むだをなくす

ことだ︒

れる︒

︿略﹀などといふことは︑

例へば︑借りた金を︑返す

ところで︑どういふ事をす

へして裁判してもらふ事の出來る組

十一斜5

かういふ風に︑三回くりか

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

十一2010 裁判は事件の輕重によって︑

な裁判をする︒

のある者を十分に取調べて適当公平

十﹁204 ︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑

明かに定めてあるから︑︿略﹀︒

れば罪になるか︑︿略Vは︑法律で

十一203

返さない人がある︒

さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

十一191

我々が十分心得てみる事である︒

十一189

ならぬなどといふことは︑︿略V︒

聞けば︑雑誌の類は號の順 十﹁188 ︿略﹀︑他人に害を加へては

のぶ子さんはすぐ︿略﹀︑

しゃいました︒

十一176

持っていらっしやいました︒

見れば引出にはみんな札が
見れば引出にはみんな札が

はってあって︑︿略﹀︒

十一177
十﹁178

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

かういふ風に︑一二回くりか

織になってみるのは︑︿略﹀︒

織になってみるのは︑︿略﹀

へして裁判してもらふ事の出來る組

︿略﹀︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ 十﹇215

チ﹂などと︸々書いてあります︒
十一178

此の︸事で︑家の中がどん

チ﹂などと⁝々書いてあります︒

十﹇179

十一185圏

を二三さつ持って來て︑本棚に並ん

聞けば︑雑誌の類は號の順

なりました︒

さうです︒

十一172

﹁メリンスのふろしきを
持っておいで︒﹂

十一175園

なことです︒

をつけていらっしゃるとは實に感心

弟さんまでが︑あんなに氣

つともとの場所へお入れになるのだ

に並べておいて︑取出したら後でき

十一1610

に並べておいて︑︿略V︒

十一1610

なりました︒

でみる雑誌の間へそれぐお入れに

十一169

なりました︒

︿略﹀︑其の始末のよいのに

のに感心してしまひました︒
十一155
︿略﹀︑私のは置場所をきめ

感心してしまひました︒
十︸158
ておかなかったので︑︿略V︒

﹁本や帳面はどうしてい

らっしやいますか︒﹂

十一1510園

てしまひました︒

ておかなかったので︑大方なくなつ

十一145 ︿略V︑総べてがきちんとし 十﹁159 ︿略﹀︑私のは置場所をきめ
てるました︒

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

十﹁147 のぶ子さんはちやうど︑五
とちていらっしやる所でした︒

︿略﹀︒

十一162園

﹁あすこに全部學年別に

私は學校で習ふ本でさへ

小引出から取出して︑持っていらっ

﹁成程︑かういふ風に分 十﹁176 のぶ子さんはすぐたんすの
﹁成程︑かういふ風に分

類してそろへておけば︑︿略﹀︒﹂

十﹁163圏

してのせてあります︒﹂

十一162圏

してのせてあります︒﹂

﹁あすこに全部學年別に

十一147 のぶ子さんはちやうど︑五 十﹁161 ﹁︿略﹀︒﹂と尋ねてみると︑
年生の時の成績物に表紙をつけて︑
とちていらっしやる所でした︒
︿略V︑お取込があったため︑

今まで延びてみたのださうです︒

十一149

十一1410 すぐしまはうとなさるのを
強ひて止めてお手傳をしましたが︑
︿略V︒

があります︒

十一166圏

﹁︿略﹀︒﹂と思ひつゴけてる

ざっし
︿略V︑そこへ弟さんが雑誌
を二三さつ持って來て︑︿略﹀︒

十︸168

ると︑︿略﹀︒

十一167

みる中で勉強したら︑︿略﹀︒﹂

とん
﹁こんなによく整頓して

時々見失って︑大さわぎをすること

十一165

類してそろへておけば︑︿略V︒﹂

十一151 ︿略V︑成績物を一枚も無く 十一164囹
なさずにそろへていらっしゃるのに
驚きました︒

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑

十一153 のぶ子さんは︑成績物が返

︿略﹀︒

十一153 のぶ子さんは︑成績物が返
るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學
年の終におまとめになるのださうで
す︒

十﹇154 ︸年生の時からの成績物も
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十一215 かういふ風に︑三回くりか
へして裁判してもらふ事の出謝る組
織 に な っ て み る の は︑︿略﹀︒

あわてて逃げんとすれど

急ぎて進み來る︒

十一245図
も時言におそく︑︿略﹀︒

危く逃延びたる一二の兵

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑

十一247図

︿略﹀︒

︿略﹀︑刑事裁判で︑患家を

代表して犯罪者の庭罰を求めるのは

十一218
検事の職務である︒

ぬ︒

十一259図

夜ふけに及んで︑鉢峯を

守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

十一268図

盛政は勝ってかぶとのを
お だ
これより先︑秀吉は織田

をしめざりし油噺を悔いつ㌧︑︿略﹀︒
のぶたか

十一271図

信孝を攻めて大垣にありしが︑︿略﹀︒

ぜん
あたかも書食の膳に向ひ

居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て

十一273図

ぜん

て︑﹁︿略﹀︒﹂と手を打って喜び︑
︿略﹀︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂と手を打って喜び︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁者ども績け︒﹂と

づ五十人の兵に旨をふくめて先獲せ

十一274図︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑先
しめ︑︿略﹀︒

十︻275図

く略V︑一萬五千の軍勢ま

馬にむちうって近江に向ふ︒

十一279図

時既に幽々のとりでより知れる守兵

十一283図︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

既に木之本に到着したり︒

く略V︑美濃路の方面に當 つしくらに進軍して︑夜半の頃には

望み見るに︑︿略﹀︒
み の

十一2510図

︿略﹀︑何とも知らぬ物音

りてたいまつの光おびたゴしく︑
︿略﹀︒

十一261図

居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て

︿略﹀︑清秀は討死してと 十一273図あたかも躍食の膳に向ひ

寄手の大將佐久間盛政は︑

りでは落ち︑戦は午前のうちに終り

十一2410図

清秀︑士卒を指揮して防ぎ戦ふ︒

十﹁2110 又民事裁判では︑原告．被 十︸248図 ︿略﹀︑とりでの守將中川
告の相談相手・附添人又は代理人と
な っ て 其 の 主 張 を 助け︑︿略﹀︒

十一227 若し裁判が無いとしたら︑
人々相互の箏がはてしなく行はれて︑

十一254図

︿略﹀︑明日は進んで賎嶽のとりでを

しかも其の孚は︑力の強い者やわる
おとし︑

やながせ

一歩に敵をみちんにせんと︑

がしこい者が勝つことになるであら

あふみ

︿略﹀︒

う︒

十一2210 若し又裁判が公平に行はれ

さ

ぬとしたら︑︿略﹀︑我々は安心して
しばた

生活することが出來ぬであらう︒
く まもりまさ

十一236図 ︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐

久間盛政をして︿略﹀︑近江の柳瀬

に討って出でしむ︒

ひでよし
十﹇237図 待ちまうけたる秀吉は︑

︿略V︑諸將を配置して防備をさをさ

︿略﹀︑降ってわいたる敵

を出してうかゴはしむるに︑︿略V︒

し弟勝政に︿略﹀︒

坂にふみ留って︑追來る敵を防ぎ居

とA刑して︑追撃すること頗る急なり︒
ざわくとして夜の静けさを破る︒
罪なし︒
いひ
十一239図 やがて勝家また自ら五三 十一263図 ︿略﹀︑盛政直に物見の兵 十一286図 ︿略﹀︑此の時までも飯浦

の兵を督し︑來りて盛政の軍に合す︒
よごのうみ

︿略﹀秀吉︑勝政の引足
になりたるを見て︑すかさず鐵三組

十一288図

に合写して銃火をあびせかけたれば︑

味方は今日の戦に將卒共

︿略﹀︒

︿略﹀︑すかさず鐵砲組に

合圖して銃火をあびせかけたれば︑

十一289図

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

此のま＼新手の兵を迎へ

もあらず︒

十一266図

の大軍︑︿略﹀︒

十一241図 ︿略﹀︑幾頭かの馬をひき 十﹁264図

て余吾湖のほとりに下り來れる七八
人の兵卒あり︒

さ ん と す る 折 し も ︑︿略﹀︒

十一243図 水際に寄りて馬の足を冷

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

十一244図 く略V︑思ひもよらぬ敵の 十一267図

︿略﹀︒

十一2810図 ︿略﹀︑敵は見る間にばた

秀吉はるかに之を望み︑

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒

旗本の若武者どもをきっと見て︑

十一292図

﹁︿略﹀︒﹂と大音聲︒

且元等の荒武者ども︑勇みに勇んで

かつもと

十一297図 ﹁承る﹂と︑︿略﹀・片桐

突進す︒

十一299図中にも加藤清正は︑︿略﹀︑

片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒

片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒

十一299図中にも加藤清正は︑︿略V︑

十一2910図正國もく略V︑俄に槍を

︿略﹀︑かぶとのしころ

投捨てて大手をひろげ︑﹁組打︒﹂と

叫ぶ︒

つ＼じの枝に引つか＼りて︑身のは

十一3010図

正國得たりと︑力足をふ

たらき自由ならず︒

ん張りてはねかへさんとせしが︑

十一311図

︿略﹀︒

十一311図正國︿略﹀︑ふみそこね

︿略﹀︑かぶとはつ＼じの

てあはや谷底へ轄び落ちんとす︒

枝に残って︑二人はく略V轄び二つ

十一313ロロ凶

︿略﹀名ある勇士を討取

ること三十間直︒

十一斜8図

武器は皆紅なりしかば︑

つて︑武名を天下にとゴうかせり︒

十一319図

四國の西には佐田岬長

世に之を構して二者の七本槍といふ︒
みさき

十一323図

て一て
1070

く突出で︑九州にせまりて幽豆豫海峡

小路を中にはさんで︑四五尺にのび

︿略V︑四五尺にのびた杉の

た杉の若木が勢よく立並んでみるの

︿略﹀︒

若木が勢よく立並んでみるのが︑

十一359

が︑︿略﹀︒

をなす︒

て︑其の普くる所を知らず︒

十﹁336図 かくして島轄じ︑海廻り
十一337図 春は島山かすみに包まれ
て 眠 る が 如 く ︑ ︿ 略V︒

て見る︒

十一363
地圖の中の薄緑に染めてあ

︿略﹀植林地の書付を開い

十一3310図 爾岸及び島島︑見渡す限 十一363 ︿略﹀︑明日の用意に出して
せん
おいた植林地の書付を開いて見る︒
り田園よく開けて︑附図を敷けるが

十一364

如く︑︿略﹀︒

如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ

十﹇342図 海の静かなることは鏡の

地目の中のく略V︑朱線で

るのが一昨年植付けた庭︑︿略V︒

十﹇364

團んであるのが今年伐採する虜︑

︿略﹀︑汽船絶えず通航し

行く白帆の影ものどかなり︒

︿略V︒

十一346図

て︑遠く近く黒煙の青空にたなびく
いつくしま

を見る︒

の一に数へられて殊 に 名 高 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

天略﹀︒﹂とおとうさんの手

﹁こんなに間をおいてよ

︿略﹀︑それでも木が競貧す

といって笑ってをられた︒
十一382

るやうに︑しんを立ててすくすくと
︿略﹀︑それでも木が競直す

延びてみるのを見ると︑︿略﹀︒

十一383

るやうに︑しんを立ててすくすくと
延びてみるのを見ると︑︿略V︒

︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

と︑木が太るにつれて其の枝を包ん

で行くために︑︿略﹀︒

と︑木が太るにつれて其の枝を包ん

十︻3910 ︿略﹀︑其のま＼にしておく

僕がお手注して植ゑたあの

で行くために︑其虜が節になるのだ

といふ︒

十一402

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

使ひみちによって︑三十年

杉や檜は︑︿略﹀︒

のださうだから︑︿略﹀︒

十一403
なって︑こずゑの差が段々少くなつ

は︑低い慮にあるもの程早く大きく

十一385

て行くのも面白い︒

さんくらみの年になってみるわけだ︒

︿略﹀︑こずゑの差が段々少 十一406 ︿略﹀︑其の時は僕がおとう
くなって行くのも面白い︒

十﹁386

年々太って利息が附いて行く︒

なたや鎌などでつる草を彿 十﹁409園 く略V︑植ゑてさへおけば︑
ひ︑下枝を伐落して行くと︑︿略﹀︒

十一388

ぼんやりいろくの事を考

切に祈申候︒

りて︑一日も早く御全快なされ候様

何とぞ十分の御養生あ

重態なりし由︑︿略﹀︒

來御病氣にて︑しかも一時は大分御

十一418履團 ︿略﹀︑貴兄には去月以

暮れて行く︒

十﹁413 ︿略﹀︑向ふの山も薄墨色に

に暮れて行く︒

方にたゴよって︑向ふの山も薄墨色

十一412 ︿略﹀︑いっか夕方の色が四

へてみるうちに︑︿略﹀︒

十一瑠1

年々太って利息が附いて行く︒

十一4010囹 ︿略﹀︑植ゑてさへおけば︑

年々太って利息が附いて行く︒

︿略﹀︑今まで爾方の枝と枝 十︻409園 ︿略﹀︑植ゑてさへおけば︑

︿略﹀︑今まで爾志の枝と枝

と組合ってみたのが急に間がすいて

十一389

く略V︒

十一3810

と組合ってみたのが急に間がすいて
如何にも氣持よささうに見える︒

いっかもにいさんが︑﹁杉
の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は

十﹁393

せたことがある︒

早く間伐して細材を取る
目的のところでは︑一坪に二本も三

︿略﹀︑枝を打てば︑︿略﹀

それから始めて聞いて面白

其のま＼にしておくと︑︿略﹀︒

生きた枝でも枯れた枝でも︑ 十一421㈱囲

いと思ったのは︑︿略﹀︒

十﹇397

くなるさうだ︒

空氣の流通がよくなって轟がつかな

十︸396

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

十一373圏

いのですか︒﹂

十一371圏

で記してある︒

十一369

くの印がついてみる︒

十﹁349図 導線は古より日本三景 十一366 ︿略﹀︑それから次々といろ
十一351図 我が國に遊べる西洋人は
此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界
における海上の一大公園なりといへ
り〇

十一354 障子をあけてみるとまだ雨
が降ってみる︒

十一354 ︿略Vまだ雨が降ってみる︒

取る方が利益だから︑かう間をおい

十一355﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑机 十一375園 ︿略﹀︑此の邊では太材を

によりか＼つて向ふの方をながめる

て植ゑるのだ︒

といって笑ってをられた︒

十一378︿略﹀︑おとうさんが又略﹀︒﹂ 十﹇399

植ゑても︑︿略﹀︒

十一376図︿略﹀︑此のくらみ離して

と︑︿略﹀︒

︿略﹀︑山の背を通ってみる

雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒

十﹁357 ︿略﹀︑うねくと煙く岡が
十一358

小 路 を 中 に は さ ん で︑︿略﹀︒

十一359 ︿略V︑山の背を通ってみる 十一378︿略﹀︑おとうさんが﹁︿略V︒﹂ 十一3910 ︿略V︑其のま＼にしておく

1071

て一て

十一424島々 何分田舎にて萬事不便
には候へども︑︿略﹀︒

十﹁435百年 實は去月十日頃より感

昨夜のぞき見て知りた

付を行ふまでには五六年もか㌦る︒

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十一527 ︿略﹀︑此の組織の所まで小

傷のつかないやうにしなければなら

︿略﹀︑導師︿略﹀︑唯杉

十一4710図心
りQ

十一482図

ぬ︒

さまたげせんも心なしと

寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝起す
る様なり︒

戸に檜一本を書がきて東國へ出立

十一464図
しぬ︒

ひのき

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

ばう

冒の心地にて引きこもり居候虜︑

十一488図園先に圭里がきたる檜︑何

問へば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑書師﹁︿略﹀︒﹂と

て廻る︒

十一53一

る︒

︿略﹀ゴム液は︑流れて下

ゴム園の人は毎朝暗いうち

それがすむと︑今度はバケ

じゅん

集めた液は之を工場に持つ

て行き︑先づこして不純な物を取

十一533

て行き︑︿略﹀︒

十一533

集めた液は之を工場に持つ

プにたまった液を集めて歩くのであ

十一532 それがすむと︑︿略﹀ コツ

めて歩くのである︒

ツを持ってコップにたまった液を集

十一531

の木に此の切付をして廻る︒

ゴム園の人は︿略﹀︑受持

に起きて︑受持の木に此の切付をし

十一5210

のコップにたまるのである︒

十一529

は︑︿略﹀︒

翌朝書師はく略V︑ふす 十一484図 住持驚きて︑﹁︿略﹀︒﹂と 十一528 此の傷から出て翻るゴム液

り︒

り︒

まに向ひてしきりに筆を動かしみた

十一466図

︿略﹀︒

十一437㈱団 しかし幸に纒過良好に

さかひ

て︑熱も凡そ二週間饒にて全く相嫁
り申候︒

しが︑︿略V︒

︿略﹀︑箱根山中にてよ

となく物足らぬ所ありて氣にか＼り

うか窟ふに︑童里師は︿略﹀︑明日は

十一446図 昔︑泉州堺のなにがし 十一4610図 かくて次の夜は如何にと
寺に︑或壼師久しく寄食してありけ

十一4810図園

十一492図

れば︑︿略V︒

き枝ぶりの檜を見て︑其の意を得た

かく圭旦がかんなど濁言してみたりけ
れば︑︿略﹀︒

十一471図
して過ししに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔

るが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何一つ壷がくこと

もなく︑毎日遊び暮して既に浅田を

十一447図

経たり︒

て一枝かき添へ︑又別れを告げて立

他の隼人も之にならって︑

南洋は︿略﹀︑ゴムの木の

集めた液は︿略﹀︑次に藥

除き︑︿略﹀︒

十一534

︿略V︑次に藥品を入れて固

品を入れて固まらせ︑︿略﹀︒

十一534

まらせ︑機械で薄くのして乾かすの

此の邊でゴムを栽培するに

國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

りヒつ

かうして出來たゴムは︑各

である︒

︿略﹀︑これが成長して︑切

十一537

は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと

十一519

のであるが︑︿略﹀︒

に種をまくか︑又は苗木を植付ける

十一515

るゴム園もたくさんにある︒

夜明けて住持︑︿略﹀︑夜 十一513 ︿略﹀︑日本人の纒申してゐ

嚢育には最もよく適してみる︒

十一512

なった︒

南洋におけるゴムの栽培は頗る成田に

十一5010

ゴムの木といってみる︒

此の液の取れる木を普通に

︿略﹀など︑敷へてみると

去れりといふ︒

其の後又夜更けてうかゴ

夜明けて住持︑半里に向

十一4910

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑ 十一495

ひ見れば︑︿略﹀︒

ゴムで造ったものは實に多い︒

十一474図

たる様をなせり︒

十一473図

ふ
足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

十﹇448図 住持は心得ぬ事に思ひて︑ 十一472図

︿略﹀︑今は何虚へなり

或日揮の書師に︑天 略 ﹀ ︒ ﹂ と い へ ば ︑
︿略﹀︒

十一453図圏
とも行きて君の技をふるひ給へ︒

十一454図園 愚僧も所用ありて京に

たる様をまねて即するに︑︿略﹀︒

ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑夜中に書師のし

夜明けて住持︑書師に向

上り︑或は一二年滞在せんもはかり

に︑︿略V︒

事を如何にして知り給へるか︒﹂

十一478図囹﹁我が心に思ひ構へし

﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

十一477図

︿略﹀︑業師驚きて︑

中に書誌のしたる様をまねて上する

十︻476図

たる様をまねて解するに︑︿略V︒

ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑夜中に壼師のし

十一474図

難し︒

十一458図園 さらば謝恩の爲に何か
圭里がきて参らすべし︒

來りて︑﹁︿略﹀︒﹂とさ＼やさければ︑

十一4510図 或夜小僧︑住持の居間に

︿略﹀︒

十一461学園 ﹁彼慮に行きて︑彼の
圭里師のする様を見給へ︒﹂

十﹁462図 ︿略﹀︑住持ひそかに行き
て見るに︑︿略﹀︒

十︻463図 ︿略﹀︑書師は障子に身を

て一て
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ました︒

十一561

︿略﹀老砲手は︑急に氣を

人人は叫び聲に驚きあわて
人人は叫び聲に驚きあわて
老砲手は氣ちがひのやうに

︿略﹀逃げようとしてあせ
ふかははや置数メートルの
つと大砲のそばへ寄って︑
つと大砲のそばへ寄って︑

ふかの口はもうほとんど子
砲手は︿略﹀︑手で顔をお

立ちこめた砲煙の薄れゆく

ほって大砲の上につつ伏した︒

十一586

につれて︑先つ目に入ったのは︑
︿略V︒

二人の少年はボートに乗せ
二人の少年はボートに乗せ

られて蹄って罵る︒

十一589
十一589

られて蹄って罵る︒
老砲手は大砲にもたれて︑

市街は此の眞直な路によつ
市街は此の眞直な路によつ

主な通にはアカシヤの並木

︿略﹀︑︿略﹀︑花壇が設けて

だん

未開の土地を切開いて︑思

十一606 ︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

なして遊ぶ檬は︑實にのどかである︒

汽車は密林の間をく略V通

あって︑其のあたりは海抜約千八百

十一611此の峠には長いトンネルが

尺︑︿略﹀︒

十一613

しばらく暗黒の中を通って

り抜けて︑やがてトンネルにはいる︒

再び光明の世界に出た時︑︿略﹀︒

十一614

十一619 ︿略﹀︑眼下には廣々とした

︿略V︑眼下には野々とした

十勝の大平野がはるばると績いて︑

十﹁619

はるかの下に一條の白煙を

汽車は無人の境を曲折して

末は青い大空に接してみる︒

十一6110

下る︒

十一622

たなびかせて見えがくれする上り列

明治十六年こ＼に十三戸の

車は︑︿略﹀︒

︿略V︒

十一638

畠にしても︑小路によって

中にはトラクターを用ひて

中にはトラクターを用ひて

全く大農式にやってみる虜もある︒

十﹁638

くない︒

町も十町も長々と績いてるるのが少

十一635

︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

細かく仕切ることをしないから︑

十一634

りであった︒

農家が移住して來たのが此の町の始

︿略﹀︑︿略V︑花壇が設けて 十一628

だん

末は青い大空に接してみる︒

老砲手はく略V︑無言の 十勝の大平野がはるばると煩いて︑

︿略Vそれを見つめてみる︒

十一5810

十一5810
さつぼろ

ま＼じっとそれを見つめてみる︒

ら︑︿略﹀︒

十一5910

︿略﹀︑総べてが大規模での

びくとしてみる︒

十一601

ら︑︿略V︒

ふま＼に設計して造った町であるか

未開の土地を切開いて︑思

ふま＼に設計して造った町であるか

十﹁5910

あり︑鋼像なども立ってるる︒

十一599

あり︑銅像なども立ってるる︒

十一599

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十一597

て︿略﹀割られてみる︒

十一596

て︿略﹀割られてみる︒

十一595

は︑︿略V︒

老砲手はく略V︑﹁逃げろ 十一594 札幌に來て先づ感ずること

に叫んでみるが︑︿略﹀︒

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り

十一565

て︑我先にと船へもどって來る︒

十一563

て︑我先にと船へもどって執る︒

十一563

と︑︿略﹀︑大きなふかの頭が見える︒

老砲手が驚いて向ふを見る

もんで︑︿略V︑甲板からしきりに働

十一539 ︿略﹀︑かうするとゴムが非 十一558
常に馬力を増して帰る︒
更に加工するのである︒

＋一539之をそれぐ用途に磨じて︑
十一543 近來床の敷物や︑道路にも
ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十一544 ゴムの用途は︑年を追うて
益く廣くなるばかりである︒
うの船がとまってみた時の話である︒

十一546 昔︑アフリカの或港に一そ
十一548 熱帯の暑さにたへかねてゐ
た船員等は︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

驚いて︿略﹀逃げようとし

︿略﹀︑夢中で泳ぎくらを績

く︒﹂と聲を限りに叫んでみるが︑

十一5410 船には船長と老砲手だけが 十一566
残ってみた︒

けてるる︒

十︸567
十一5610

ささうに泳ぎ廻って み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一551 船員等は︑如何にも再呈よ

れて︑沖のうきを目語に泳ぎくらを

てあせってみるが︑もう遅い︒

十一553 二人は外の者からずっと離
してみた︒

十︻585

供に届いてみる︒

十一581

急いで揮丸をこめ︑ねらひを定めた︒

十一578

急いで弾丸をこめ︑ねらひを定めた︒

十一578

近くにせまってみる︒

十一574

つてみるが︑もう遅い︒

十一572

てあせってみるが︑もう遅い︒

十一554 二人はく略V︑沖のうきを 十一571 驚いて︿略﹀逃げようとし
二言に泳ぎくらをしてみた︒

︿略﹀︑どうしたのか急に相

てるたが︑︿略V︒

十一555 初は十間以上も相手をぬい
十一556

︿略﹀︑一二間も後れてしま

手にぬかれて︑︸二間も後れてしま
つた︒

十一556
つた︒

十一557 これまでにこくしてなが
め て み た 老 砲 手 は ︑︿略﹀︒

十一557 これまでにこくしてなが
め て み た 老 砲 手 は ︑︿略﹀︒
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て一て

全く大農式にやってみる虜もある︒
リンの議動機が取付けてある︒

十一6310 トラクターは︿略﹀︑ガソ

すき
十一641 これが大きな鋤を串本も引

十一655

︿略V︑人々は︿略﹀︑土の
﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

香に親しんで恋しげに働いてみる︒
十一658

一腔入は最初どうして火を

いはれてみるやうに︑︿略﹀︒

十一661
得たであらうか︒

これがく略Vのそりくと十一663 ︿略﹀︑密生した樹木の枝と

いて︑︿略Vのそりくと歩き廻る
と︑︿略﹀︒

枝がすれあって起つたりした自然の

十一644
歩き廻ると︑二間幅ぐらみに耕され
火から︑︿略﹀︒

其のうちだんく人智が嚢

て行く︒

なった︒

十﹁667

︿略﹀︑木片と木片をこすり

此の方法は各四民の間に︑

此の方法はく略V︑

のであるが︑︿略﹀︒

十一674

んく廣くなって來た︒
︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

十一678

かくして人は︑暗黒の世界

すのに大切なものとなってみる︒

十一683

からだんく光明の世界へと︑みち
人は︿略﹀︑火の熱と光と

びかれて著たのである︒

十一686

將來は又どんなものが忌明

をあらゆる方面に利用することを考
へて來た︒

されて︑今のガスや電撃にかはるこ

十一688

とであらうか︒

或山寺で︑四人の僧が一室

小僧一人だけ自由に室内に

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十一691
を始めた︒

十一693

夜が更けるにつれて燈がだ

出入させて︑いろくの用を足させ
た︒

十一694
十︻695

末席に坐ってみた僧は︑そ
末席に坐ってみた僧は︑そ

れが氣になってしかたがない︒

十一698

うっかり口をきいてしまつ
﹁小僧︑早く燈心をかき

隣に坐ってみた僧が之を聞
隣に坐ってみた僧が之を聞

いて︑﹁︿略﹀︒﹂

十﹁698

たててくれ︒﹂

十﹇697園

た︒

十一696

れが氣になってしかたがない︒

マッチ 十一696

︿略﹀︑時代が進んで燃料の
︿略﹀︑時代が進んで燃料の

︿略﹀︑︿略﹀︑火の用途もだ

んく廣くなって來た︒

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

十一674

種類が増すにつれて︑︿略﹀︒

十一673

た︒

の使用が廣まるにつれてすたって來

十一6610．此の方法は︿略﹀︑

た︒

の使用が廣まるにつれてすたって來

十︸6610

マッチ んく暗くなり︑︿略﹀︒

廣く又極めて長い間行はれてるたも

十﹇669

火を出す法を考へるやうになった︒

︿略﹀︑石や金を打合はせて

あはせて火を得る法をさとるやうに

十一665

をさとるやうになった︒

達するにつれて︑︿略﹀火を得る法

十︸645 ︿略V︑立木や切株の根本を 十一665
︿略﹀︑立木や切株の根本を

掘っておいて︑︿略﹀︒

十一646

掘っておいて︑それにくさりをつけ
︿略﹀︑それにくさりをつけ

て此のトラクターで 引 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一646
て此のトラクターで 引 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一648 ︿略﹀︑めりくと音を立て
て根こぎにされてしまふ︒

十一648 ︿略﹀︑めりくと音を立て
て根こぎにされてしまふ︒
︿略﹀︑此の邊では新しい知

識をいれて︑新式の農具を用ひ︑新

十一652

︿略﹀︑ 此 の 邊 で は く 略 ﹀ ︑

式の方法によってどしく土地を開
いて行く︒

十一652

新式の方法によってどしく土地を
︿略﹀︑ 此 の 邊 で は く 略 ﹀ ︑

開いて行く︒

十︸653

新式の方法によってどしく土地を
開いて行く︒

香に親しんで樂しげに働いてみる︒

十一654 ︿略V︑人々は︿略﹀︑土の

いて︑﹁無言の行に口をきくといふ

三人とも物を言ってしまつ

事があるか︒﹂

十一703

たので︑︿略﹀

いらしい顔をして︑﹁物を言はない

十一704 ︿略﹀︑上座の老僧がもった

のはわしばかりだ︒﹂

十一709 ︿略﹀︑將來學問を以て身を

或夏の半ば︑宣長はかねて

立てたいと︑一心に勉強してみた︒

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十一711

あまり思ひがけない言葉に

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

宣長は驚いて︑﹁先生がどうしてこ．

十︻715

ちらへ︒﹂

やまと
何でも山城・大和方面の

御旅行がすんで︑これから参宮をな

十一717園

あの新上屋に御泊りに

しんじゃうや

さるのださうです︒

十一719園

なって︑さつき御出かけの途中

どうかして御目にか＼り

﹃︿略﹀︒﹄と︑御立寄り下さいました︒

十﹇721園

﹁後を追って御いでにな

たいものだが︒

十一723園

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

ったら︑大てい追ひつけませう︒﹂

子を聞きとって︑後を追ったが︑

十一727

︿略﹀︒

十一7210次の宿のさきまで行ってみ

宣長は力を落して︑すご

たが︑やはり追ひつけなかった︒

くともどって來た︒

十︻731

て一て
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てるる︒

十一767
宣長は︿略﹀︑三十五年の

の研究を大成した︒

間努力に努力を績けて︑遂に古事記

十一771

て倉淵の教を受け︑︿略﹀︒

其の後宣長は絶えず文通し

十﹇731 宣長は力を落して︑すご 十一763 家々の戸はもう皆とざされ
くともどって來た︒
十一733 さうして新上屋の主人に︑
︿略﹀︑すぐ知らせてもらひたいと頼
んでおいた︒

十一734 さうして新上屋の主人に︑
︿略﹀と頼んでおい た ︒

十一775

我々の普通に金鏡といって

滅の光を放ってるる︒

十一735 望がかなって︑宣長が曲淵 十一773 ︿略﹀︑我が國文學の上に不
を新上屋の一室に訪ふことが出題た
のは︑それから敷日の後であった︒

我我はこれらの貨幣や紙幣

みる物の中には︑︿略﹀︒

︿略﹀︑形の上に種々の工夫

をこらして︑遂に今のやうな貨幣を

千里寄せくる

手足が大分くたびれて來た︒

が︑ふわりくと浮いてみる︒

十一856

その中︑先に進んでみた者

僕も急に元氣がなくなって︑

︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら働

やうやく月島の横を通り越

す頃には︑もうつかれきって氣も遠

十一865

まして進んで行った︒

十一862

まして進んで行った︒

十一862 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら働

︿略V︒

一所に船に上らうかと思ったが︑

十一859

が二三人列から離れて船に上った︒

十一858

が二三人列から離れて船に上った︒

かうして出來た貨幣は 十一857 その中︑先に進んでみた者

造ったのであるQ

十一795

︿略﹀︑尚場合によっては持運びに不

生れて潮に浴して︑

便なので︑︿略﹀︒

十﹇805図圃

生れて潮に浴して︑

浪を子守の歌と聞き︑︿略V︒

十一805図囲

︿略﹀︑

浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

いで︑大船を乗出して︑

船の上からはしきりに働ま

くなるばかりだ︒

これに力を得て︑又

うけんめいに泳いで行く︒

波打際には大勢の人が旗を

波打際には大勢の人が

しまって︑僕も思はず﹁萬歳︒﹂と

十﹁875 ︿略﹀︑つかれも何も忘れて

叫んだ︒

しまって︑僕も思はず﹁萬歳︒﹂と

十一875 ︿略﹀︑つかれも何も忘れて

く略V︑﹁萬歳昭々︒﹂と叫んでみる︒

十一871

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

十一8610

しや

空には眞夏の日がさらく 十一868 これに力を得て︑又一しや

組は二列

うけんめいに泳いで行く︒

砂の上を歩いて行くと︑足 十一868
手や足の關節を曲げたり延
︿略﹀︑三十人の

ふと見ると︑︿略﹀くらげ

くと︑︿略﹀︒

十一851

してくれる︒

いで︑軍艦に乗組みて︑ 十一867

我は拾はん︑海の官田︒

て行く︒

十一843

︿略﹀︑順々に水の中へとは

になって︑順々に水の中へとはいつ

十一842

ばしたりして︑出歯の號令を待つ︒

十一839

の裏が焼けるやうだ︒

十一838

とかゴやきわたってみる︒

十﹇837

我は護らん︑海の國︒

我々は殆ど貨幣・紙幣なく 十一832図圃

︿略V︑其の使用に馴れきつ
︿略﹀︑其の使用に馴れきつ
︿略﹀︑又之を考案した昔の

丈飴のろかい操りて︑

吸ひてわらべとなりにけ

十一808図圏

海の氣を
り︒

十一815図圃

十一778
を用ひて物品を士買買し︑︿略V︒

十一8210苗圃

つばな著書もあって︑天下に聞えた

十一7310 眞淵はく略V︑いろくり
老大家︒

を用ひて物品を費買し︑其の怖いろ

行手定めぬ浪まくら︑︿略﹀︒

才氣のひらめいてみる篤學の壮年︒

ともない︒

十﹁787

十一793

幣の役目をしたこともあった︒

十一789石・貝・︿略﹀などが︑時 いって行く︒
十一846 だんく沖の方へ進んで行
代により場所によって︑それぐ貨

なものを使用してみたのである︒

︿略﹀︑人間は實に種々様々

人々に封して別段感謝の念を起すこ

十一784

てしまってみる我々は︑︿略﹀︒

十一783

てしまってみる我々は︑︿略＞Q

十﹇782

いってもよいくらゐである︒

して一日も生活することは出置ぬと

十一7710

くの用を辮じてるる︒

十一742 宣長は︿略﹀︑どことなく 十一779 我我はこれらの貨幣や紙幣
とく
十一743 年こそちがへ︑二人は同じ
學問の道をたどってみるのである︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑眞淵は宣長の學識の

十一744 だんく話してみるうちに︑
十一745

尋常でないことをさとって︑非常に
たのもしく思った︒
究したいと思ってをります︒

＋一747園私はかねぐ古事記を研
十一756園 く略V︑何時の間にか年を
と っ て し ま っ て ︑ ︿ 略﹀︒

十﹁756囹︿略﹀︑何時の間にか年を
とってしまって︑古事記に手を延ば
︿略﹀︑先づ土皇を作って︑

すことが出來なくなりました︒
十一761囹

それから一歩一歩高く登り︑最後の
目的に達するやうになさい︒
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叫んだ︒

十一878 夕食をすましてから︑縁が
はへ出て涼む︒

十一878 夕食をすましてから︑縁が
はへ出て涼む︒
十一879父は空をな が め て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

と︑團扇を使ひながら言った︒

十一905

僕は︿略﹀︑此の話を闘い
父はなほ言葉をつゴけて︑

て珍しく感じた︒

﹁︿略﹀︒﹂

十一906
おとうさんが毎年潮干狩

それから雨雪の量は何庭

もっとおしまひの方をあ

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

十一9010園
知るのだ︒

けて御らん︒

十一885 すると弟が﹁︿略﹀︒﹂と言 十一913圓
つて︑日数を敷へてみようとした︒

記してある︒

僕はよく年寄の人が新の幾

暦には太陽暦と太陰暦と

︿略﹀︑日本では明治五年

太陽暦の方がよく季節に
太陽暦は春分から春分ま

でを一回臨年といって︑それを本と

太陽暦は春分から春分ま
してこしらへたものだ︒

十一929園

してこしらへたものだ︒

でを一回婦年といって︑それを本と

十一928囹

あって都合がよいからだ︒

十一927囹

まで太陰暦を用ひてみたが︑︿略﹀︒

十一923園

陽暦を用ひた︒

噸．暦を用ひてみたが︑其の翌年から太

あって︑日本では明治五年置で太陰

十一923園

して︑其の事を父に尋ねた︒

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

十一921

だ︒

日日の事を教へてくれる大切なもの

十一919園

く略V︑暦はわたしたちに

が一番多いか︑︿略﹀︑こんなことも

十一885 すると弟が﹁︿略﹀︒﹂と言 十一917園
つて︑日数を敷へてみようとした︒

十一885 父は暦を持って來て︑﹁こ
れは略本暦だ︒︿略﹀ ︒ ﹂

十一886 父は暦を持って穿て︑﹁こ
れは略本暦だ︒︿略﹀ ︒ ﹂

十︸887園 この中にある﹃通日﹄で
数へて御らん︒

十﹁889 かういって弟の手に渡した︒

十一889 弟はそれを見てしばらく考
へてみたが︑︿略﹀

へてみたが︑︿略﹀

十一8810 弟はそれを見てしばらく考

の通日から立春の前日の通日を引去

十一891 弟は︿略﹀︑すぐ二百十日

つて︑﹁︿略﹀︒﹂

十一895 弟は尚あちらこちら暦をく
つてみるうち︑︿略V

十﹇898 弟は︿略﹀︑ふと﹁八十八
夜﹂の文字に目を止めて︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀といふやうな事を見るものと

十一905 僕はこれまで暦といふと︑
ば か り 考 へ て る た ので︑︿略﹀︒

うるふ

十﹇931囹

︿略﹀︑普通四年毎に一日

の閏をおくことになってみる︒

しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ

唯通りがかりの旅人から珍

さめてみた︒

しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ

ところが太陰暦は月のみ 十一964

ちたりかけたりする攣化を本として

十一933囹

ておく︒

︿略V︑父に射して是非學校

︿略﹀︑父はく略V畠に出て

︿略﹀︑父は︿略﹀︑なか

學校は四哩図りも離れてゐ

シャベルが数字で片岩にな

大事なことは拾ひ集めた木

片などに書留めて忘れないやうにし

十一9710

ると︑それをふいては又書く︒

十一979

たが︑︿略﹀︒

十一972

く許してくれなかった︒

十一969

なかく許してくれなかった︒

十﹇968 ︿略﹀︑父は︿略﹀といって︑

働いた方がよいといって︑︿略﹀︒

十一968

がよいといって︑︿略﹀︒

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十﹇967 ︿略﹀︑父は學校へ行って時

も︑︿略﹀︒

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一966

も︑︿略﹀︒

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一966 ︿略﹀︑父に封して是非學校

十一965 かうしてみるうちに︑︿略﹀︒

さめてみた︒

︿略﹀︑太陽暦とくひちが

こしらへたもので︑︿略﹀︒

十一935囹

︿略﹀︑太陽暦とくひちが

つて來て︑︿略﹀︒

十一935園

つて來て︑三年にならないうちに一
箇月の閏をおかなければならない︒

こんな不便な暦でも長い

間の習慣で︑今でも使ってみるも

くわん

十一941園

こんな重寳なものがある

のがあるやうだ︒

十一944園

のに︑それを利用しないでみるのは
寳の持ちぐされだ︒
︿略﹀︑さしあたり家がなく
てはならぬので︑︿略﹀︒

十一951

︿略﹀︑父は自分で木を切出
して小さな家を造った︒

十﹇952

それは三方面丸太の壁で︑

︿略﹀︑一方は明けはなしに

一方は明けはなしになってみて︑

十一953

︿略﹀︒

十一953

なってみて︑戸も窓も床もないもの
であった︒

家が出島てから次に土地を
開きにか＼つた︒

十一954

大事なことは拾ひ集めた木

片などに書留めて忘れないやうにし

︿略﹀︑父が畠を打てば自分 十一981

︿略﹀︑どうしても人から借

は種をまくといふ風にかひがひしく

十一958

十一988

ておく︒

唯通りがかりの旅人から珍

働いてみた︒

十一963

て一て
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りて讃む外はなかった︒

の所には遠近を問はず借りに行った︒

返してみるうちに︑︿略﹀︒

リンカーンは父の手助をし

て忠實に働くと共に︑︿略﹀︒

十﹇989 ︿略﹀︑書物を持ってるる人 十一棚2

つかりわかってしまふまでは何度で
にて非常に景色よく︑︿略﹀︒

ジャネーロ市は︑ブラジル國の首府

十一991 さうして其の本の内容がす 十一撹9㈱圃 目下滞在中のリオ︑デ︑
も讃む︒

偉人を非常にしたってみたので︑

ゐ

河幅は驚く程の廣さに

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

て︑河口の虜にては︑三百二十キロ

十﹁脳10國田

る所これなく候︒

文明諸國の大都會に比して少しも劣

＋一995リンカーンはかねぐ此の 十一佃1圓国町のりっぱなる事も︑
︿略V︒

リンカー ・ ︒ ・ は く 略 ﹀ ︑ 鬼 の

首でも取った氣になって一心に讃績

十一996

けた︒

︿略﹀︒

十﹇鵬10口囲

快に候︒

由に候︒

十一鵬6圓国

く略V︑御前たちぐらゐ

世界に名高きブラジル

コーヒー園見物に出掛け候︒

昨日知人に誘はれて

て︑甘薦・綿花・米等もよく出來る

しや

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

十一描5國国

身の南米に在るを忘れ候︒

の子供が通學し居るを見ては︑殆ど

十一櫛3瞬囲

し居るを見ては︑︿略﹀︒

りて︑御前たちぐらみの子供が通學

十一描2革質

殊に日本人の小學校あ

人の最も多く住める虜にて︑呼号に
ゆ
行きても日本人を見かけ候は甚だ愉

此の邊は南米中︑日本

メートル︑幅三千六百メートル︑

は︑︿略﹀大爆布にて︑高さ五十五

十﹇997 ︿略﹀︑夜は床に就いてから 十一価4囲国次にイグアッスーの瀧
燈が煮細きるまで讃む︒

十一㎜2 ︿略﹀雨のために︑本がす
つ か り ぬ れ て み た ので︑︿略﹀︒

十一欄3 ︿略V︑子供心にも大掴心配

して︑其の晩はとうく眠れなかつ
た︒

十一㎜3 翌朝貸してくれた人の家に
行 っ て 事 情 を 述 べ ︑︿略﹀︒

十一㎜4 翌朝貸してくれた人の家に

﹁︿略﹀︑其の代りに何か

行 っ て 事 情 を 述 べ ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ
た︒

十一㎜6園
仕事をさせて下さい ︒ ﹂

十一㎜7 其の人はく略V︑願に任せ
て三日間畠の草をとらせ︑︿略V︒

十﹁欄9 リンカーンは其の本をてい

ねいに乾かして︑其の後何度もく
讃返してみるうちに ︑ ︿ 略 V ︒

十︸㎜10 ︿略﹀︑其の後何度もく讃

十一鵬8㈱団

大勢の人々が熟したる

とく︒

畑を打ち︑

十一川3図翻

とくQ

コーヒーの實を手にてこき落し︑之
︿略﹀︑實のみ浮びて流

︿略﹀︒

︿略﹀︑

出でては日毎
ふみ

りうぴ

入りては机に書をひも

︿略﹀︒

︿略﹀︒

我が身をすてて報

く略V︑

強敵ひしぎて

三軍進めし五三

地方人民が協同一致して自

市町村長や議員を選暴する

市町村長や議員を選學する

まして威力によって強制す

るとかいふやヶな手段を用ひたり︑

十一価4 ︿略﹀︑私利によって勧誘す

るとか︑︿略﹀︒

十一価4

うなことがあってはならない︒

他私交上の富戸の爲に心を迷はすや

には︑︿略V︑決して親族・縁故其の

十一価3

つてはならない︒

係の爲に心を迷はすやうなことがあ

決して親族・縁故其の他私交上の關

には︑專ら其の人物に重きをおいて︑

十一価2

ら地方公共の事に當り︑︿略V︒

十一桝3

の護展を期することは皆同じである︒

づいて其の團膿の幸福を進め︑三半

十一佃5 ︿略﹀︑地方自治の精神に基

原頭︑

世をしづめんと︑

十一麗7台墨

草のいほりを︒

て報いんと︑ 起ちてぞ出でぬる︑

十一川8図上 ︿略﹀︑ 我が身をすて

いんと︑

こよなき知遇︑

十一川7図團︿略﹀︑ 劉備が三顧の

ぐう

を集めてみぞに投入れ候へば︑︿略﹀︒

十一欄10國団

れ候を︑下流にてすくひ上げ︑︿略﹀︒

之を機械にかけて皮を

除き︑袋に入れて外國に輸出する由

十﹇佃2㈱團之を機械にかけて皮を
に候︒

十一研2國国

︿略﹀子供が︑各國人

除き︑袋に入れて外國に輸出する由
に候︒

十一佃6便國

の間にまじりてかひぐしく立働け
︿略﹀子供が︑各区人

る様を見ては︑︿略﹀︒

十一研6圓困

の間にまじりてかひぐしく立働け

原野は立てい牧場にて︑

る様を見ては︑如何にもけなげに存
ぜられ候︒

十一㎜2國困

牛馬は放し飼にせられ居候︒

つて大木を伐るに︑︿略﹀︒

十﹇柵5國国︿略﹀︑次にをのを振る
︿略﹀︑三百も四抱もあ
るものが地ひゴきを打って懸るる様︑

十﹇m6陵囲

︿略﹀︒

︿略﹀︑天をもこがすば

燃えあとは取片附けて

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十﹁柵9圓国

︿略﹀︒

十一佃1國團

畠とし︑︿略＞〇

出でては日毎
ふみ
入りては机に書をひも

十﹁川2図堕く略V︑
畑を打ち︑
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十一価7 本當に自治の精神に富んで
みる者は︑︿略V︒

十一柵8 ︿略﹀︑地方公職の爲の適任
者を墨げることだけを考へて︑決し
て私心をもたないのである︒

それであるから人々は

︿略﹀︑協同一致して團艦の福利を増

十一柵4
進ずることを心掛けねばならない︒

十﹁描6 ︿略﹀自治團艦の事業は︑
地方人民が一般に之を尊重し︑之に
協力することによって︑始めて其の
︿略﹀︑又は青年團を組織し

効果を完全に學げることが出來る︒
十﹁備9

て産業の到達︑風俗の改善等に務め
たりするのは︑︿略﹀︒

十﹇備10 ︿略﹀のは︑皆公共心の爽
動であって︑自治の精神を養成し︑
自治團禮を助長するものであるから︑

場の門をしめろ︒

ジョージがとんで行って門

ジョージがとんで行って門

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

十一佃7

︿略﹀︒

十一佃7

さうしてジョージに早くあ

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑
︿略﹀︒

十一佃9
けて通すやうにと言った︒

僕はおとうさんから︑誰

が來ても此の門をあけてはならない

十一佃2園

僕はおとうさんから︑

と言ひつけられてるるのです︒

十一佃3園

︿略﹀と言ひつけられてるるのです︒
十一柵4するとジョージは︑﹁︿略﹀︒﹂

と言ってどうしてもあけない︒

騎馬の人たちは︑あけない

騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

となぐるぞと言っておどしたり︑

十一佃5

︿略﹀︒

十一伽6

ジョージは︑︿略﹀︑帽子を
ジョージは︑︿略﹀︑帽子を

ぬいで恭しく敬禮して︑︿略﹀︒

十一伽6

ぬいで恭しく敬禮して︑さて静かに
口を開いた︒

僕は︑誰が來ても此の門

をあけてはならないとおとうさんに

十一伽10園

僕は︑︿略﹀とおとうさ

言はれてるるのです︒

十一伽10囹

さうして自身も帽子をぬい

んに言はれてるるのです︒

十一捌2

さうして自身も帽子をぬい

で答評し︑一同を引連れて立去った︒

十一捌2

細長い管の一端を︑とけた

工が汗を流して働いてみる︒

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一伽4

︿略﹀︒

十一窩5 ︿略﹀︑先に赤い玉がくつつ

一端に口を當てて息を吹き

いてるる︒

十一伽5

見てみるうちに大きなフラ

ふり動かしては又吹く︒

こむと︑ぷうつとふくれる︒

十一必6

スコが出來た︒

十一協8

かた

十一伽9 ︿略﹀︑そこではちよつと吹

いて型に入れ︑︿略V︒

︿略﹀︑いろく扱ってみる

橋本意にうながされて︑次

調べかはの廻るにつれて︑

︿略﹀職工がガラスの皿や

︿略﹀職工がガラスの皿や

︿略﹀︑みがきをかけたりしてみる︒

コップなどを︑此の圓板にあてて

十一悩7

檬をほりつけたり︑︿略﹀︒

コップなどを︑此の圓板にあてて模

十一悩6

車輪のやうに廻ってみる︒

十一悩5 ︿略﹀︑石や木や金の響板が

つてみる︒

石や木や金の三板が車輪のやうに廻

十一悩4

の室にはいった︒

十一悩3

うちに垂付のコップになった︒

十一悩1

つてみると︑︿略﹀︒

十一榴10

かた

いて型に入れ︑又吹いて型から出す︒

十一伽9 ︿略﹀︑そこではちよつと吹

こんなところで毎日働いて

とけたガラスが中でぎら
窯の周園には︑八九人の職

窯の周園には︑八九人の職

何が出嫁るであらうかと思

ジョージは後を見送って︑

けい

で答禮し︑一同を引連れて立去った︒

十一捌3

帽子を振りながら叫んだ︒

︿略﹀︑︿略﹀職工が珪砂に

ソーダ灰や石灰石の粉を入れてかき

十一梱10

けい

︿略﹀︑︿略﹀職工が珪砂に

まぜてみた︒
十﹇梱10

ソーダ灰や石灰石の粉を入れてかき

十一佃5

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言

︿略﹀︒

十一柵8 ︿略﹀︑農場主が大勢の人の
かん
耕作するのを監督してみた︒

︿略﹀︑白い粉が一面に煙の

まぜてみた︒

十一旧2

工が汗を流して働いてみる︒

十一偽2

くかがやいてみる︒

十﹁擢10

みる人たちは︑︿略﹀︒

十一槻4

られない︒

やうに立ちのぼって︑目も口もあけ

十一槻2

つてすかしたりした︒
騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

﹁おとうさんは︑誰が來

つてすかしたりした︒

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言

十一佃6

十︸帽10 ︿略V︑︿略V騎馬の人たち
が︑眞一文字にこちらへかけて來る︒

十一佃1 ︿略﹀せっかくよく出雲て
みる萎を︑︿略﹀︒

十一⁝⁝⁝8園

ても此の門をあけてはならないと僕

十一佃2 農場主は︿略﹀萎を︑たく

に言ひつけました︒﹂

よい子だから私の頼をき

さんの馬や犬にふみあらされてはた

十一伽3囹

ま ら な い と 思 っ て ︑︿略﹀︒

十一佃2 農場主はく略Vと思って︑

いてくれ︒

ジョージは︑︿略﹀といふ
事を聞いてみたので︑︿略V︒

十一伽5

そ ば に 居 た 自 分 の 子に︑﹁︿略﹀︒﹂と
言ひつけた︒

十﹁佃4園 ジョージ︑早く行って曲辰

て一て
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ならんで︑ガラス器にいろくの模

十一悩8 隣の室では︑職工が五六人
︿略﹀鐵眼は︑終に奮つ

たる鐵眼は︑︿略﹀︒

十一㎜3図
︿略﹀︑喜んで寄附するも

て第三回の募集に着手せり︒

十﹇囲8図

様をつけてみる︒

十一悩9 隣の室では︑︿略﹀︑ガラス

至りて︑︿略﹀︒

度の募集を始めてより十八年の後に

かくて天和元年鐵眼が初

の意外に多く︑︿略﹀︒

十一㎜1図

︿略﹀︑鉢・びん・花びん・

を見せてもらった︒

器にいろくの模様をつけてみる︒
ちん
十一悩10 罵りがけに事務所の陳列棚
十﹇伽2

かくて天和元年鐵眼が初

度の募集を始めてより十八年の後に

十﹁㎜1図
至りて︑一切纏⊥ハ千九百五十六巻の

水さしなどがきれいに並んでみた︒

十一伽9図 されば古は︑支那より渡
大出版は遂に完成せられたり︒

福田行誠かつて鐵眼の

ぎやうかい

來せるものの僅かに世に存するのみ

よしもがな︒

大空にそびえて見ゆる
のぼればのぼる道は

てて︑とつ國に

おとらぬ國となす

十二26図圃よきを取りあしきを捨

ありけり︒

たかねにも︑

十ニー7図韻

事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一㎜7図

にて︑學温泉の得がたきに苦しみた
りき︒

て資金をつのること数年︑︿略V︒

十一伽4図 ︿略﹀︑急く各地をめぐり

産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を知ら

十一伽9図 死傷頗る多く︑家を流し
ず︒

十一衡1図 鐵眼此の状を目撃して悲
すな は ち 喜 捨 せ る 人 々 に

しみにたへず︒
十一枷8自ロ凶
其の志を告げて同意 を 得 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一33図圃 いつ方に志してか︑日
あり
盛りの やけたる道を蟻の行くらむ︒
うな
十二41図圏 海原はみどりに晴れて︑

た る 出 版 費 は ︑ ︿ 略﹀︒

い

︿略﹀︑秋晴の空はあくま

︿略﹀︑参詣人の群にまじ

みこと

たけみ

時に天照大神の使者建御

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

十二61図昔︑大國主命賊を平げ
なし︒
かつち

十二62図

ことしろぬし

我が子事下主とはかり

大國主命答へていはく︑

雷命此の地に來りていふやう︑

天略﹀︒﹂

十二66図
﹁︿略﹀︒﹂

十二68図圏

此の時事代主命は︿略﹀︑

て答へ申さん︒

使を得て急ぎ誇り︑︿略﹀

十一一610図

十一一了3気圏此の葦原の中つ國を皇
つぎ

孫にたてまつりて︑とこしへに天つ

こ＼において大國主命︑

日嗣を護りまつらん︒

十二75國

﹁︿略﹀︒﹂と申して恭しく謡言をたて
まつりぬ︒

大神町の眞心の厚きを賞

貰物殿に入りて舞観する

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

十二了6図
しめ給ふ︒

十二82図

いふばかりなし︒

がら

十一一94図なぎさに立ちて昔をしの

べば︑︿略﹀︒

十一一101 ︿略﹀︑貝殻や鑛石などを室

内に並べては一人で樂しんでみた︒
がら
︿略﹀︑貝殻や鑛石などを室

︿略﹀︑先生にもむしろ中以

内に並べては皿人で樂しんでみた︒

十ニー01

十ニー04

又父には天津﹀︒﹂といつ

下の生徒と思はれてるた︒

て叱られたことがあった︒

十ニー07

見ると︑︿略﹀︒

十ニー09又いろくの鳥を注意して

見ると︑それぐ違った面白い習性

十ニー09聡いろくの鳥を注意して

をもってみるので︑︿略﹀︒

十一一112 父はダーウィンを諮者にし

温順な彼は父の命に從って

ようと思って大學へやった︒

勉強してみたが︑︿略﹀︒

十ニー13

十一一114 温順な彼は父の命に從って

︿略﹀︑何時の間にか好きな

勉強してみたが︑︿略﹀︒

卜師ー27

は︑︿略﹀︒

かくて世界の各地をめぐつ

込んで意氣揚々と本直を出嚢したの

十一一125 彼が探冷感ビーグル號に乗

しまった︒

十一一123 ︿略﹀︑轟は得たりと逃げて

︿略﹀︒

博物學の研究が主となってしまった︒

面当ー16

此の棒を此の板の上にて

に︑︿略V︒

十一一1110 これも逃しては大息と︑

十二87図

まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

りて火を生ず︒

此の社にては︑今も太古
の法に從ひ︑之によりて火を作ると

十二89図
いふ︒

十二810図境内を出でて海岸に到る︒
きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

やがて打赴く松並木の間 十二92図折から日は地平線に近づ
を過ぎて境内に入り︑︿略V︒

十二58図

りて行けば大鳥居あり︑︿略﹀︒

十二52図

ですみて︑暖さ春の如し︒

十二410図

更に進みで斐伊川の鐵橋にか＼る︒

ひ

こずゑさやかにふれる白雪︒

十一旧10図 苦心に苦心を重ねて集め

十二45図︿略﹀︑やがて新川を渡り

て努力すること更に 激 年 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

濱松の

ぽ
十一伽2図 く略V︑再び募集に着手し

十一伽6図 幕府は虜々に救小屋を設
けて救助に力を用ふ れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

十﹁伽9図 鐵面こ＼において再び下心

二度 資 を 集 め て 二 度 散 じ

の 事 業 を 中 止 し ︑ ︿略﹀︒

十一伽2ロ藺凶
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て一て

て︑︿略﹀︑博物學や地質學の實地研
究につとめ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑種々の材料を集めて

本直に蹄つたのはそれから五年の後

十ニー28

である︒

十二枢9 此の航海によって彼の博物
そ
三者としての基礎が十分に出來︑
︿略﹀︒

然らばかくの如き新聞は

しふ

如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑

十一一161図

これも社によりて多少の

讃者に配布せらる＼か︒
十一一163図

︿略﹀︑多くは総務局あり

相違はあれども︑︿略﹀︒

辻芸ー64図
て急落を統べ︑︿略﹀︒

十ニー65図︿略﹀︑編輯・螢業の二局

ありて︑編輯に帰することは前者之

かくて刷上りたる新聞は︑

直に販費部を纏て遠近に託送せらる︒

十ニー89図

但し大新聞にありては︑

︿略﹀︑新しき事件ある毎に改版して︑

十ニー810図

︿略﹀︑新しき事件ある毎

最後の最も新しきものを市内版とす︒
十ニー92図

に改版して︑最後の最も新しきもの
を市内版とす︒
みかん
調子のよい蜜柑取歌がすみ

十ニー910

きった晩秋の空氣をふるはして︑何

︿略﹀︑毎日きめた時間割通

を司どり︑販責・廣告に敵すること

十一ー35

りに仕事を進めて︑たとへ十分︑十

かん

庭からともなくのどかに聞えて彫る︒

どれを見ても︑︿略﹀實が
︿略﹀︑其の一つくが日の

あれは港の親船へ蜜柑を運

んで行くのであらう︒

十二219

︿略﹀︑其虜からも夢のやう

其虚からも夢のやうに船歌が聞えて

十二2110 小春日和の暖さにとけて︑

來る︒

十二2110

に船歌が聞えて來る︒

十二225 商人たる者は︑︿略﹀︑品質

く敏速に供給して︑蒼く公衆の爲を

のよい品物をなるべく安債になるべ

計らなければならぬ︒

である︒

︿略V︑つまりは小利をむさ

きやう

外國貿易に至っては︑之に

︿略﹀︑忽ち國全一の商品の

信用に關係して︑貿易の不振を招き

十二237

更に大きい︒

從事する者の心掛け如何の影響が

十二234

ぼって大損を招く結果になる︒

十二233

ことが出來ないから︑︿略﹀︒

時の利益を得るに止って︑永績する

十二232 ︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

︿略﹀︒

は粗悪なものを送るやうな事は︑

十二229 ︿略﹀︑實際の注文に封して

なものを送るやうな事は︑︿略﹀︒

使って︑實際の注文に回しては粗悪

十二229 ︿略﹀︑見本には精良な品を

品を高く費付け︑︿略﹀︒

十二228

買ふ人の無智に乗じて安い

て堅實に自己の事業を畿展させる道

調子のよい蜜柑取歌が 十二226 これ即ち世間の信用を博し

み

は後者之を捲當す︒

十ニー910

︿略﹀︑何虜からともなくのどかに聞

＋ニー69図︿略﹀︑各部にそれぐ掛

五分の饒暇でも無益に費すことがな
かった︒

の記者又は技術家ありて︑或は出で

︿略﹀︑此の規則正しい生活

えて來る︒

十二ー38

て材料を取り︑或は社内にありて編

じゅ

とふだんの養生とによって︑七十四

今登って來た方を振返って
今登って來た方を振返って

見ると︑︿略﹀︒

十二201

輯事務にたつさはる︒
︿略﹀︑或は出でて材料を

十二201

見ると︑︿略﹀︒

が見える︒

が見える︒

色にはえてくっきりと浮出てみるの

十二209

︿略﹀︑其の一つくが日の

色にはえてくっきりと浮出てみるの

十一一209

鈴なりになってみる︒

すゴ

十二206

十ニー610図 ︿略﹀︑或は社内にありて 十二204 ︿略﹀︑︿略﹀山畑には︑蜜
ぎ
柑の木が行儀よく並んでみる︒

︿略﹀特派員又は通信員

校正終れば紙型に取り︑

︿略﹀︑︿略﹀二三人の男が︑

器用な手つきで蜜柑を採ってみる︒

十二215

ふもとの川を白帆が二つ三
つ通って行く︒

く略V︑機械は電力により 十二218

更に之をもととして鉛版を造り︑印

て働き︑︿略﹀︒

十一一185図

刷機にかく︒

十ニー76図

正刷を刷りて校正部に廻す︒

十島ー75図印刷部にてはく略﹀︑校

活字を拾ひて之を組み︑︿略﹀︒

十ニー75図印刷部にては直に所要の

信にて通知し來る︒

ありて︑事件起れば直に電話又は電

十ニー71図

編輯事務にたつさはる︒

たつさはる︒

取り︑或は社内にありて編輯事務に

十ニー69図

歳の長壽を保つことが出來た︒

十ニー39 さうして堅く動植物を研究
して︑︿略﹀といふことを謹明した︒

濃染ー46図 されば珍しき事件の起り

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

ち
︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

く獲士愛することは古より行はれたり
しが︑︿略﹀︒

十ニー48図

時代にありては︑唯をりく興味あ
る特殊の事件を報道するに過ぎざり
き︒

︿略﹀︑︿略﹀時事を論ず

るもの起りて︑こ＼に始めて我等の

十一一152図

生活に切直なる關係を有するものと
はなりぬ︒

一がい に は 言 難 け れ ど も ︑

十一一157図 ︿略﹀新聞中にも大小種
種ありて︑
︿略﹀︒

て一て
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三三の嚢展をもさまたげることにな
る︒

十二2310 昔は個人の利益を青むのが

ひ

過行けば︑

八幡宮

鎌倉宮にまうでては︑

世界最美の街路といはれ

建物なども一般に壮麗です︒

十二317困
てるるシャンゼリゼーの大通には︑

十二3210囲又エッフェル塔にも登つ
て見ました︒

十一一332国塔の中には費店もあり︑

︿略﹀︑道を賢宰してみる

音樂堂・食堂なども設けられてあり
ます︒

十一一333国

山も森も村も皆焼野が原

人間や自動車などは︑︿略﹀︒

十二339国
と攣ってゐます︒

私は今落日に劃して︑

私は今︿略﹀ベルダンの

︿略﹀ベルダンの時評に立ってるま

十二3310困
す︒

十一一343国

十二383園

はいってみよう︒さうし

はいってみよう︒さうし

て一曲ひいてやらう︒

十二388囹

て︸曲ひいてやらう︒

十二388囹

ある︒

やうにいってみるのは若い女の聲で

はたと止んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑情ない

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

ほんたうに一度でもよい

ました︒

十二384 ︿略﹀︑やがてピヤノの音が

十二357囲 ︿略﹀︑彼等が大戦後にお
ひへい

ける自國の疲弊を回復するため盛に

十二362団私は今︿略﹀てすりにも
たれて︑ジュネーブ湖上の風光に見
とれてゐます︒

ブ湖上の風光に見とれてゐます︒

ベートーベンは急に戸をあ

けてはいって行った︒

十二363困私は今︿略﹀︑ジュネ〜 十二389 ベートーベンは急に戸をあ

二人は戸外にた＼ずんでし

︿略﹀ピヤノによりか﹂つ

兄はむっつりとしてや＼當

あなたは演奏

︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二414

といひさして︑ふと見ると︑︿略﹀︒

十二4010 ベートーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂

きませう︒

︿略V︑やがてピヤノの音が 十一一403園まあ一曲ひかせていたゴ

たね︒

會へ行ってみたいとかいふお話でし

十一一402園 ︿略﹀︑

惑の膣である︒

わく

十二398

さについつり込まれて参りました︒

十二396圓私は音書家ですが︑面白

てるるのは妹であらう︒

十二393

さうな若い男が靴を縫ってみる︒

十二392 ︿略﹀︑色の青い元氣のなさ

十二3810 友人も績いてはいった︒

けてはいって行った︒

十二367囲 ︿略﹀︑はるかに紺青の空 十二389

久しく軍門平凡な景色に

にそびえて雪をいたゴくアルプの連
峯︒

︿略﹀町へ散歩に出て︑

あきてみた私には︑︿略﹀︒

十二369囲

十二374

︿略﹀︑或小さいみすぼらしい家の前

二人は戸外にた㌧ずんでし

彼は突然かういって足を止

まで來ると︑︿略﹀︒

ある︒

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

十二383囹

ほんたうに一度でもよい

やうにいってみるのは若い女の聲で

はたと止んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑情ない

十二37！0

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

十二379

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

十二379

めた︒

く略V︑もう沿道の田畑に十二378

戦跡に立ってるます︒
十一一3410国

は農夫が鍬を振るってをり︑︿略﹀︒

十二351団︿略﹀︑又工場といふ工場
やがてベルリンに入って

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十二354囲

︿略﹀︑勤倹の美風が市民

見ても︑︿略＞Q

十一一355国

の間にあふれでるて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑勤倹の美風が市民
の間にあふれでるて︑彼等が大戦後

十二355国

へい

盛に活動してみるのには全く敬服し

における自國の疲弊を回復するため

ひ

るスイスは︑︿略﹀︒

商業であると思はれてるた︒
︿略﹀︒
活動してみるのには全く敬服しまし
十二241 それ故大多敷の商人は︑自 十二3110団 ︿略﹀︑緑した＼る街路樹 た︒
己の利益を除いては︑殆ど何物をも
が目もはるかに連なってゐます︒
十一一359國 世界の公園といはれてゐ
眼 中 に 置 か ず ︑ ︿ 略﹀︒

雪の下道
御やしろ︒

右に見

まん

十二243 彼等が町人といって膜しめ
ゆ

られたのも其の爲であらう︒
て︑

十二258図韻由比の濱邊を
の
こ

十一一273図圏
み

墨きせぬ親王のみうらみに︑ 悲
憤の涙わきぬべし︒

十二281図圃 歴史は長し 七百年︑
こけむしぬ︒

興亡すべて ゆめに似て︑ 英雄
墓は

十二304国 我が日本のようひ・かぶ
と其の他の武器類もたくさん集めて
あります︒

︿略﹀︑よく警官の指揮に

感心したのは︑︿略﹀︒

十二305國 市街を見物して私の特に
十二307囲

從って︑混齪することがなく︑︿略V︒
して午後早くパリーに着きました︒

十二312国 一昨日朝ロンドンを出議

十二315国 此虜はさすがに藝術の都
として世界に聞えてみるだけあって︑
︿略﹀︒

十二315困 此虜はさすがに藝術の都
として世界に聞えてみるだけあって︑
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十二416 ベートーベンの爾⁝眼は異檬
に輝いて︑彼の身には俄に何者かが
乗移ったやう︒

十二417 一音は一音より妙を加へ神
に入って︑何をひいてみるか彼自ら
も冷えないやうである︒

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始
めた︒

ベートーベンはかういって︑

凡そこれ等の木材は︑其

のは此の曲である︒

十二461図

の有する性質によりて各種の用に供
すべく︑︿略﹀︒

易に増殖せらる＼鮎において檜にま

十二464図殊に杉は人爲によりて容
さり︑︿略﹀︒

唯杉に比して産額少く︑

﹁それでは此の月の光を題

わ

十和田湖は一部分秋田縣鹿

だ

か

十二492図松に至りては産地極めて

増殖や㌦困難なるは惜しむべし︒

十二471図

月は益くさえわたって曇る︒

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始

十二4210

めた︒

十二436

︿略﹀︑彼はしばらくすみき

と

廣くして︑︿略﹀︒
つの

角郡に属し︑其の鯨は青森縣上北郡

しばふ

︿略﹀︑いはば音怪な物の精 十二498

が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

に屡してみる︒
︿略﹀︑東南岸だけは二つの

︿略﹀︒

十二442

つた空を眺めてみたが︑︿略﹀︒

十二438

すみきった空を眺めてみたが︑︿略﹀︒

に一曲︒﹂といって︑彼はしばらく

十二417 ︿略﹀︑何をひいてみるか彼 十二437
自らも貴えないやうである︒

十二419 きやうだいは唯うっとりと
して感に打たれてみる︒

一同 夢 に 夢 見 る 心 地 ︒

十二4110 ベートーベンの友人も全く
我を忘れて︑

十二422 折から燈が︿略﹀︑ゆら
くと動いて消えてしまった︒

十一一503

半島が並んで突出してみるために

︿略﹀︑東南岸だけはく略﹀

半島が並んで突出してみるために
︿略﹀︒

十二504

十二505

岸は絶壁になってみる庭が

や＼複雑になってみる︒

きやうだいは口を揃へてい

十二506

︿略V︒

︿略﹀︑殊に爾半島にはさま

おいらせ

︿略﹀︑一年を通じて水位の

十二5110

流れ込む川に大きいのがないのに原

託してみる︒

これはく略﹀大きな瀧があ

つて︑魚類のさかのぼる道を絶って

十二523

︿略﹀大きな瀧があって︑

みるからである︒

暗い箱の中にしまひ込まれ

魚類のさかのぼる道を絶ってるるか

十二523

らである︒

十二527

︿略﹀小さな鐵のねちが︑

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︒

十二528

不意にピンセットにはさまれて︑明

ねぢは驚いてあたりを見廻

るい庭へ出された︒

したが︑︿略﹀︒

十二529

しかしだんく落着いて見

ると︑此虜は時計屋の店であること

十二532

自分の置かれたのは︑仕事

がわかった︒

十二534

垂の上に乗ってみる小さなふたガラ

スの中で︑︿略V︒

きりやねぢ廻しやく略﹀も︑

は
や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

十二535 ︿略﹀︑そばには小さな心棒

十二537

周園の壁やガラス戸棚には︑

同じ塁の上に乾たはってみる︒

ねぢは︑これ等の道具や時

いろくな時計がたくさん並んでゐ

十二538

る︒

十二541

れはどんな虜に置かれるのであらう

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀︑こ

これは主として周園が山で︑ などと考へてるる中に︑︿略V︒

愛化は極めて少い︒

十二516

となって流れ出るのであるが︑︿略﹀︒

十二515

湖の水は東岸から奥入瀬川

れてるる中湖の東岸の如きは︑

なかのうみ

多く︑︿略﹀︒

ベートーベンは︑ちよつと

ベートーベンは立って出か

︿略﹀︑東南岸だけは二つの

︿略﹀︒

十二447
けた︒

つた︒

十二449
十二45一

彼は急いで家に蹄つた︒

ふりかへってめくらの娘を見た︒
十二453

さうして其の夜はまんじり
ともせず机に向って︑かの曲を譜に

十二454

書きあげた︒
きロつ

ベートーベンの﹁月光の
曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十二455

十二503

感激で一ぱいになって︑唯ぼうっと
ゐ︒

して︑ひき終ったのも氣附かぬくら

十二422 折から燈が︿略﹀︑ゆら 十二444 ︿略﹀︑三人の心はもう驚と
くと動いて消えてしまった︒
十二423 友人がそっと立って窓の戸
をあけると︑︿略﹀︒

﹁ まあ待って下さい︒﹂

き終ったのも氣附かぬくらみ︒

十二425 ︿略V︑清い月の光が流れる 十一一444 ︿略﹀︑唯ぼうっとして︑ひ

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の
顔を照らした︒

十二426 しかしベートーベンは唯だ
まってうなだれてみる︒

十二426 しかしベートーベンは唯だ
まってうなだれてみる︒

十二426 しばらくして兄は遷る恐る
近寄って︑︿略﹀

十二427 しばらくして兄は恐る恐る
近寄って︑力のこもった︑しかも低

ベートーベンはかういって︑

い聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

十二4210

十一一429囹

て一て
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十二543

ねぢは︑︿略﹀︑これはどん

な慮に置かれるのであらうなどと考
へてみる中に︑︿略﹀︒

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二566

﹁此庭に居ます︒﹂

けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫んだ︒

字の徽章ある後者の雪月とを合して

章ある前者の至楽と︑藍地に斜白十

十二622図 ︿略﹀︑白地に赤十字の徽

︸旗となし︑︿略﹀︒

時計師は早速ピンセットで

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも
十二5810

とのふたガラスの中へ入れた︒

時計師は︿略﹀︑出して置 十二588

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二547囹 く略V︑形も大きさもそれ 十一一569囹あ﹂いふねぢはもう無く

ねぢは

仕事毫のそばに︑ふさぎこ

仕事皇のそばに︑ふさぎこ

︿略﹀女の子がそれを見附

ねぢは︑︿略﹀︑うれしくて

なってみた懐中時計が︑︿略﹀︒

十二596

ねぢは︑︿略﹀︑うれしくて

うれしくてたまらなかった︒
十二597

時計師は仕上げた時計をち

うれしくてたまらなかった︒

十二598

よっと耳に當ててから︑ガラス戸棚
の中につり下げた︒
十二5910

ねちが一本いたんでゐま

即ち赤・葺合はせて十三

今日の如き形式をなすに至れり︒

十二627図

條の横筋は︑︿略﹀︒

色を分ちたるに封して︑黒・赤・金

十一一635図 フランスの國旗が縦に三

の三色を横に染分けたるものはドイ

ツの國旗なり︒

十一一638図 即ち赤・黄・藍・白・黒

ちぺっと

の五色を横に並べたるものにて︑赤

は漢人︑︿略V︑黒は西楽人を代表す

るなり︒

國の世事に封しても︑常に敬意を表

十二64！0図 故に我等は︑︿略﹀︑諸外

せざるべからず︒

怒り易くなってみた︒

十二655 ︿略﹀︑ちょっとした事にも

怒り易くなってみた︒

さが加はつて︑ちょっとした事にも

一日おいて町長さんが來た︒ 十一一654 ︿略﹀︑年とともに老の二一
十一﹇602園

ねちが一本いたんでゐま

したから︑︿略﹀︒

つて渡した︒

十二605圏

︿略﹀︒

元來イギリスは︑︿略﹀
三國の合同して成れる国家にして︑

十二α9図

立ってるるのだ︒﹂

﹁自分もほんたうに役に

それに三幅は︿略﹀︑もう

︿略﹀︑妹はかねてフランス

王の后になることにきまってみた︒

十二659

政務にもたへられなくなって來た︒

十二656

くなって來た︒

が衰へて︑もう政務にもたへられな

十二604 ﹁直りました︒︿略﹀︒﹂とい 十一一656 それに近來はめっきり二一

したから︑取りかへて置きました︒

十二603圏

徽章ある其の國旗を合はせて︑遂に

さうして一つの懐中時計を 十一一624図 ︿略﹀︑白地に斜赤十字の

出してそれをいぢつてみたが︑︿略﹀︒

︿略V︑やがてピンセットで

出してそれをいぢつてみたが︑︿略﹀︒

十二591

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

︿略﹀︑此のやうな庭にころ

十二575

︿略﹀︒

んだが︑︿略V︒

やうにうれしかった︒
十二5810 さうして﹈つの懐中時計を
︑十二574 ︿略Vと︑夢中になって喜

ぐ違ってはみるが︑︿略﹀︒
なって︑あれ一つしか無いのだ︒
十二548囹 一かどの役目を勤めて世 十二572 ねぢは之を聞いて︑飛上る

間の役に立つのに︑どれもこれも不
足は無ささうである︒

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

十二5410囹 唯自分だけが此のやうに

い︒

げ落ちてしまって︑︿略﹀︒

げ落ちてしまって︑若し見附からな

十二553 不意にばたくと音がして︑ 十一一575 ︿略﹀︑此のやうな虞にころ 十二593 ︿略﹀︑今まで死んだやうに
小さな子どもが二人奥からかけ出し
かったらと︑︿略﹀︒

︿略V︑若し見附からなかつ

て來た︒

けない︒
見附からないのでがっかりした︒

十二579

三人はさんぐ探し廻って

と叫びたくてたまらないが︑口がき

十二578

たらと︑それが又心配になって干た︒

十二554 ︿略﹀︑小さな子どもが二人 十二576
奥からかけ出して來た︒

たが︑︿略﹀︒

十二555 二人は其虞らを見廻してゐ
十二557 女の子は唯じっと見まもつ
てるたが︑︿略﹀

十二557 女の子は︿略﹀︑やがてか

十二582

するとねちが其の光線を受

其の時︑︿略﹀︑日光が二一

の小さなねぢを見附けて︑﹁まあ︑

ぽいにさし込んで來た︒

十二584

を見附けて︑︿略V︒

んで下を見つめてみた女の子がそれ

十二584

を見附けて︑︿略﹀︒

んで下を見つめてみた女の子がそれ

十二584

けてぴかりと光った︒

十二583

かはい＼ねぢ︒﹂

十二561 やっとつまんだと思ふと直
に落してしまった︒

十二563 此の時大きなせきばらひが
此の時︿略﹀︑父の時計師

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒
十一一564
がはいって來た︒

時計師は﹁︿略﹀︒﹂といひ

十二565圓 此虜で遊んではいけない︒
十二566

ながら仕事皇の上を見て︑出して置
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スを三分して娘たち に 與 へ ︑ ︿ 略 V ︒

十二6510 王は其の治めてみるイギリ
十二6510 王は其の治めてみるイギリ
︿略﹀︑自分は百人の家來を

スを三分して娘たち に 與 へ ︑ ︿ 略 V ︒

十二661

連れて月代りに三人の娘の許に身を
寄せ︑︿略V︒

十二663 さて領地をゆつる日に︑王
は娘たちを面前に呼 ん で ︑ 天 略 ﹀ ︒ ﹂
と尋ねた︒

十二664園 今日はお前たちに一つ聞
いてみたい事がある︒

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二665園 お前たちのうちで誰が一
わしはそれが知りたいのだ︒

十二667囹先づ姉のゴネリルから言
つてみよ︒

十二677囹 私も姉上と同じ心で︑
ほんたうに姉上は私の思ってゐ
る通りをおっしゃいました︒

コーデリヤ︒

︿略﹀王は︑や㌧せきこん

いかわからぬ︒

十二692
で︑﹁どうしたのだ︑
︿略﹀︒﹂

十二695園父上︑私は唯ほんたうの
娘の答に失望した王は︑

事を申し上げてみるのでございます︒

十二698
︿略﹀︑苦り切って︑﹁︿略﹀︒﹂と言渡
した︒

ところがリガンは︑まだ父

うつて次女リガンの許に走った︒

十二718

上を迎へる準備が整ってみないとい
ところがリガンは︑︿略﹀

ふのを口實にして︑︿略﹀︒

十二718

のを口實にして︑すげなくも王を内
に入れなかった︒

全領地を二分置て與へてや
つた二人の娘が︑︿略﹀︒

十二7110

つた二人の娘が︑︿略﹀︒

ぎゃく

其の夜は風雨にともなって

十二7210

家來は︿略﹀リや王を見附

けて︑コーデリヤの許に連れて覧た︒

十二734

フランス王の侍署はとりあ

けて︑コーデリヤの許に連れて來た︒

コーデリヤは眠ってみる父

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

十二735

た︒

コーデリヤは眠ってみる父

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

十二736

︿略﹀︒

くつれた︒

一膿わしは今までどうし

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑よ﹂と泣き

十二747園

やがて眠から覧めた王は︑

てるたのだらう︒

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂といってあたりを見

十二749

廻し︑︿略﹀

︿略﹀︑そばに居るコーデリヤを見て︑

十二7410 やがて眠から寛めた王は︑

﹁これはどなたであらうな︒︿略﹀︒﹂

コーデリヤは父の手を取つ

十二755園

十二755囹

お前はわたしをうらんで

涙をこぼしてくれるのか︒

ございます︒﹂

て泣きながら︑﹁其のコーデリヤで

十二753

リヤのやうに思はれてならぬが︒

十二752囹 ︿略﹀︑どうも娘のコーデ

らぬが︒

それは父が姉たちの爲に 十二751園笑って下さるな︑どうも
娘のコーデリヤのやうに思はれてな
そこでコーデリヤは夫に請

虐待されてるるといふことであっ
た︒

十二731

︿略﹀家來を連れてイギリ

うて共々に家來を連れてイギリスに
渡った︒

十二731

スに渡った︒

家來は荒野にさまよってゐ

家財は︿略﹀リや王を見附 みるはずだが︒

たりヤ王を見附けて︑︿略﹀︒

十二733

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

さうして残りの領地を二分 十二7110 全領地を二分して與へてや 十二737

十二725

揃ってこれ程の不孝者であらうとは︒

さうして残りの領地を二分 十二721 ︿略﹀二人の娘が︑揃ひも

して︑姉二人にやってしまった︒

十二6910

十二701

︿略﹀︑王の怒はいよくつ

して︑姉二人にやってしまった︒

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

十二703

のって︑もうどうすることも出來な

王は二三の忠臣にかしつか

た︒

が︑︿略﹀︒

れて︑とある小屋に一夜を明かした

十二726

い︒

リや王はフランス王を其の

場に呼んで︑コーデリヤを勘當した

十二706

ことを告げたQ

︿略﹀︑本國にともなひ鋸つ

リや王は百人の家來を連れ

もう獲狂してみた︒

しかしフランス王は一部始 十二727 王は︿略﹀︑何時の間にか

終をよくくき﹂た恕して︑コーデ

十二708

リヤの亭亭な答の中にも十分眞心の

十二6710囹 ︿略﹀︑−私はく略V︑

ひたすら父上を大事に致すのを此の

︿略﹀︑コーデリヤの簡軍な

こもってみるのを認め︑︿略﹀︒

た︒

十二716

王は︿略﹀︑早速馬にむち 十二733

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

十二71一

て約束の如く自分の后とした︒

十二7010

のを認め︑︿略﹀︒

答の中にも十分寸心のこもってみる

十二709

上もない仕合はせと存じてをります︒

十二682 コーデリヤは王が一番かは
いがってみる娘であった︒

十二684 王は︿略﹀︑今や遅しと其
コーデ リ ヤ は 唯 う つ む い て ︑

の答を待受けてみる︒

﹁︿略﹀︒﹂

十一一684

十二685圏 ﹁父上︑私はどう申し上
げてよいかわかりません︒﹂

十二687囹 なに︑どう申し上げてよ

て一て
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︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ

群をなして寄せて來たまぐ

の來るのを見張ってみる︒

十二782

十二784

群をなして寄せて來たまぐ
︿略﹀まぐろは︑先づ垣網

︿略V︑先づ垣網に驚き︑之

して身網の中へはいる︒

に驚き︑之に沿うて沖へ逃げようと

十二784

ろは︑先づ垣網に驚き︑︿略﹀︒

十二783

ろは︑先づ垣網に驚き︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ 其 の 言 葉 の 端 端 に も ︑ 十二783

てはみたが︑︿略﹀︒

十二759 王は尚あらぬ言葉を口立つ
十二7510

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび
︿略﹀︑自分を責めて娘にわ

る 邑 具 心 が こ も っ てみた︒

十二761
びる眞心がこもってみた︒
コーデリヤはそれを聞いて

腸をちぎられるやうな思がした︒

十一一76一

十二763 其の後頚王はコーデリヤの
孝養によって齢生を安樂に送ったと
に沿うて沖へ逃げようとして身網の

其の時魚見やぐらの上で旗

中へはいる︒

︿略﹀︑網口の近くに番をし

てるる漁夫が︿略﹀︒

十二786

たといふ合圖をすると︑︿略﹀︒

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ

十二785

いふ︒

二つの部分から成っ て み て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二768 だいぼう網は身網と垣網と
十二769 だいぼう網は身網と垣網と
二つの部分から成ってみて︑非常に
大きなものである︒

りして泳ぎ廻ってみる︒

十一一831図 く略V︑此庭にて土人を雇

十二833図 ︿略﹀︑非常なる困難をを

く探槍の途に上りぬ︒

十一一831図 く略V︑小舟に乗じていよ

網の中がいよく狭くなる ひて從者となし︑︿略﹀︒
漁夫は︿略﹀︑狂ひ廻るま

と︑其の芸園を船で取巻いてしまふ︒

十二794
十二796

ぐろを引っかけ︑はねるはずみを利

十二838図

ぜず︒

く略V︑酋長コー二の宅に

しヒつ

ての危瞼を恐れて從ふことをがへん

十二836図 ︿略﹀︑從者の土人等ゆく

に出でんとすれば︑︿略﹀︒

かして︿略﹀庭にたどり着きたり︒
船がまぐろで一ぽいになる 十二835図 ︿略﹀︑山を越えて東海岸

用して船中に引上げる︒

十二7910

漁夫の顔は得意の色に構い

と︑︿略﹀陸の方へ漕蹄って來る︒

十二801

がいせん

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え
八重の高潮かちどき揚げ

る︒

十二807魍

く略V︑

て其の地の模様を探るは︑︿略﹀︒

十一一84！図 く略V︑封岸の大陸に渡り

︿略﹀︒

業の手傳などして土人に親しみ︑

て︑ 海の誇のあるところ︒
留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒
たぎる引潮あら 十二8310図 網をすき︑舟を漕ぎ︑漁

十二812圃

巻いて流れて流

く略V︑林藏は幕府の命に

樺太が離れ島にして大陸

﹁︿略V︑必ずや人に怪

く略V︑汝必ず之を白主

︿略﹀ 一行八人は︑小舟
けふ
に乗じて今の間宮海峡を横ぎり︑

︿略﹀︒

十二856図

に持震りて日本の役所に差出すべし︒

十二853図圏

渡していふやう︑︿略V︒

記録一切を取りまとめ︑之を忍者に

十二8410図 ︿略﹀︑林藏はこれまでの

は命も危かるべし︒﹂

しまれ︑なぶりものにせられて︑或

十二餌7図圏

はんことを求む︒

とひそかに喜びて︑切に己をともな

巻いて流れて流 十二845図 ︿略﹀︑林藏は好機至れり

巻いて流れて流

巻いて流れて流れて巻

︿略V︒

く略V︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑

︿略﹀︒

渦を巻き︑
いて︑

十二812圃
れて巻いて︑

︿略﹀︑

十二812駅
れて巻いて︑

然るに其の書聖を調査し

空にとびたつ︑潮け

十二812圃

れて巻いて︑
むり︒

︿略﹀︒

によりて略く知ることを得たれども︑

の地績にあらざることは︑此の探検

十二827図

岸を探検せり︒

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海

十二825図

て此の疑問を解決したる人︑︿略﹀︒

十二822図

︿略V︑︿略V漁夫が急いで
︿略﹀︑︿略﹀漁夫が急いで

︿略﹀漁夫が︑︿略﹀身網を

かうしてだんく網の中が

うつ
︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

を起したり︑背びれを水上に現した

十二792

りして泳ぎ廻ってみる︒
うつ
︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻

を起したり︑背びれを水上に現した

十二792

泳ぎ廻ってみる︒

︿略﹀︑背びれを水上に現したりして

狭められるに随って︑まぐろは

十二791

﹇方からたぐって行く︒

十二7810

網口をしめてしまふ︒

十二787

網口をしめてしまふ︒

十二7610 これを海中に張った形はち 十二787
やうど大きなひしゃくに似てみる︒

來 る 場 所 を 選 ん で ︑︿略﹀︒

十二775 先づ岸近くまぐろの寄って
十二776 先づ岸近くまぐろの寄って
罷る場所を選んで︑海岸から沖の方
︿ 略﹀︑身網にも垣網にも土

へ二三百間も長く垣 網 を 張 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一一7710

俵や石などが重りに附けてある︒

十二781 ︿略﹀魚見やぐらが設けて
あって︑︿略V︒

に魚見やぐらが設けてあって︑漁夫

十一一781 身網の外側や陸上の高い虜
が絶えずまぐろの計るのを見張って
みる︒
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こく り ゆ う

十二857図 それより山を越え︑河を

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な
其の間︑山にさしか㌧れ

るキチーに出づ︒

十一一859図
︿略﹀︑河・湖に出つれば

ば 舟 を 引 き て 之 を 越え︑︿略﹀︒

十二8510図
また舟を浮べて進む︒

十二8510図 木の枝を伐りて地上に立
て︑上を木の皮にて お ほ ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

又は貴衆爾院の何れかが其の案を作
成して議會に提出する︒
ひ

それを見てひどく氣をもん

の螢苦を思ひやると共に︑︿略﹀︒

十二919

︿略﹀父王は︑︿略﹀︑目も

も與らせようとした︒

まばゆい宮殿に住まはせて︑國政に

十二921

討議の形式は︑︿略V三度 だ父王は︑彼に妃を迎へ︑︿略﹀︒

の會議を纏ることになってみる︒

十二8810
︿略﹀︑最後に議決した議院

の議長から國務大臣を纏て奏上する︒

十二895

彼は更に其の邊の名高い學

者を尋ね廻って説を聴いたが︑︿略﹀︒

十二939

して︑或静かな森へ行った︒

十一一942 彼は遂に﹁︿略V︒﹂と決心

次第にやせ衰へて︑物にす

︿略﹀︑たまく弓庭にみた

がらなければ立てない程になった時︑

十二945

︿略﹀︒

十二948

少女のさ＼げた牛乳を飲んで元氣を

︿略﹀息もたえだえの病人︑

さては野邊に送られる死者をまのあ

回復した︒

これ等の命令も國の規則で 十二924

あって︑黒い意味でいふ場合にはや

たり見て︑益く世のはかなさを感じ

十一一8910

た︒

一國文化の程度は︑其の國

はり法律であるから︑︿略﹀︒

れて來たのか︒

師を求めてあちらこちらさ

人知れず宮殿を出て修行の途に上つ
た︒

十二934

それから繹迦は︿略﹀木陰

さうして日夜次々に起って

さうして︿略﹀心の迷をし

彼は夜もすがら静坐してひ

彼は夜もすがら静坐してひ

せつ

其の刹那︑彼は迷の雲がか

十一一9510 彼は此の心境の尊さに数日

道を悟り得た︒

らりと晴れて︑はっきりとまことの

十二959

めた︒

きらめいて︑夜はほのぐと明けそ

十二957 ︿略﹀︑やがて一撃の明星が

たすら思をこらしてみると︑︿略V︒

十二957

たすら思をこらしてみると︑︿略﹀︒

十二956

りぞけて唯一筋に悟の道を求めた︒

十二955

吃る心の迷をしりぞけて︿略﹀︒

十二954

に静坐しておもむろに思をこらした︒

十二952

彼を捨てて立去った︒

十二9410 ︿略﹀五人の友は︑︿略﹀︑

ひ︑︿略﹀︒

全く修行を止めてしまったものと思

十二925園人は何の爲に此の世に生 十二9410 ︿略﹀五人の友は︑繹迦が
こんな事を次から次へと考

﹁此の上は聖賢を訪うて
教を受ける外はない︒﹂

十二929園

立つに至った︒

へられなくなって︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ

︿略﹀︑遂に心の苦しみにた

へては︑遂に心の苦しみにたへられ

一概文化の程度は︑其の國 十二927

或時︑父王と共に城外に出

十二928

民が國法を守る精神の厚薄に依って
我々は常に國法にしたがつ

なくなって︑︿略﹀︒

ある︒

︿略﹀︑牛はつかれ果ててあ

師を求めてあちらこちらさ
かねて繹迦の徳をしたって
みたマガダ三王は︑︿略﹀︒

十二936

まよってみるうちに︑︿略﹀︒

十二934

︿略V︑牛はつかれ果ててあ まよってみるうちに︑︿略﹀︒

折から飛下りて來た鳥が鍬
木陰からじっと見てみた彼

マガダ國王は︑修行

を思ひ止らせようとして︑自分の國

︿略﹀

をゆづらうとまで申し出たが︑︿略﹀︒

十二937

分の身の上に思ひ比べて︑農夫や牛

＋一一917︿略﹀彼は︑しみぐと自

は︑︿略﹀︒

十二916

に傷つけられた轟をついばんだ︒

十二915

へぎあへぎ働いてみる︒

十二915

へぎあへぎ働いてみる︒

十二914

な汗をかいて田をすき起し︑︿略﹀︒

十二914

ぼろを着た農夫は玉のやう 十二933 かくて彼は二十九歳の或夜︑

て︑農夫の働く様を見廻つたことが

十一一912

て幸福な生活を螢み︑︿略﹀︒

十二906

測ることが出來るといはれてみる︒

十二905

測ることが出來るといはれてみる︒

民が國法を守る精神の厚薄に依って

十二862図 ︿略﹀︑八人一所にうつく 十二905
まりて僅かに雨露をしのぐ︒

十一一863図土人等峰頭を珍しがりて
き或は懐を探り︑或は手足をもてあ

之を他の家に連行き︑︿略﹀︑或は抱

そびなどす︒

十二866図 やがて酒食を出したれど
も︑林藏は其の心をはかりかねて顧
みず︒

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二867図 土人等怒りて林藏の頭を

て土人等を叱し︑林藏を救ひ出しぬ︒

十二868図 折よく同行の樺太人寿り
十二田2図 デレンは各地の人々在り
集りて交易をなす虚なり︒

十一一876図婦途一行は黒龍江を下り
て河口に達し︑︿略﹀︒

十二876図 錦鯉一行は︿略﹀︑海を
航してノテトに錦れり︒

十二879図 林藏が二回の探検により
て︑︿略﹀︑此の地方の事情も始めて
我が國に知らる＼に至れり︒

十二887 法律を制定するには︑政府

て一て
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の間唯うっとりとし て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

も︑其の慈悲圓満の姿を見ては︑思

十二968 かつて繹迦を見捨てた彼等
はず其の前にひざまっかざるを得な
かった︒

十二9610 彼等は繹迦の教を聴いて即
座に弟子となった︒

十一一971 早いて黒帯はマガダ國王を
たつねてねんごろに道を説聞かせ︑
︿略﹀︒

十二971 績いて繹迦はマガダ國王を
たつねてねんごろに道を説聞かせ︑
︿略﹀︒

十二972 ︿略﹀︑更にカピラバストに

蹄って︑父王・妻子を始め國民を教
化して故郷の恩に報いた︒

十二973 ︿略V︑父王・妻子を始め國
民を教化して故郷の恩に報いた︒
十二976 ︿略﹀︑中には彼をそねむあ
まり︑︿略V︑迫害を加へようとする
ものさへも出て來た︒

下にみるのを見附けて︑上の方から

十二979 接客の如きは︑繹迦が山の
大 石 を こ ろ が し た が︑︿略﹀︒

十二983 繹迦は八十歳の高年に及ん
でも︑︿略﹀︑各地を巡って道を傳へ
てるたが︑︿略﹀︒

十二983 繹迦は八十歳の高年に志ん
でも︑︿略﹀︑各地を巡って道を傳へ
てるたが︑︿略﹀︒

十二984 繹迦はく略V︑遂に病を得
てクシナガラ附近の林中に留った︒

十二985

とく

危篤の報が傳はると︑これ

まで教を受けた人々が四方から集つ

いよく臨終が近づいた時︑

て別れを惜しんだ︒

十二987

私のなくなった後も︑め

繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑
︿略﹀︒

十二991圏

いくが其の教をまじめに行ふ所に
私は永遠に生きてをる︒
︿略﹀︑繹迦は泣悲しんでゐ

な

ら

る人たちに︑﹁︿略V︒﹂と諭して静か

十二992

に眼を閉ぢた︒

︿略﹀奈良の都も︑色移
らう

り香失せて年番に久しく︑︿略﹀︒

十二995図
あけ

十二997図︿略﹀︑朱の廻廊山の緑に
えり
はえて︑森論詰ら人の襟を正さしめ︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑東大寺の金堂は天

空高くそびえて︑五丈三尺の大佛一

十二999図

︿略﹀︑尚三重五重の塔︑

千二百年の面影を残せり︒
さるさは

十一而1図

猿澤の池水に影をうつして南都第一
︿略﹀︑三月堂・二月堂霞

の美観たり︒

十二㎜9図

人なつかしげに寄り來る

につ＼まれてさながら夢の如く︑
︿略﹀︒

十二川3図

鹿の︑︿略V︑秋より冬にかけて哀音
しきりに人の眠をさますも︑︿略﹀︒

十二棚8図佐保・佐紀の連岡に北を
たかまど

こま

限り︑春日・高圓の山々を東に︑矢
い

田山・生駒山を西にひかへて︑東西

四十町︑南北四十五町︑︿略﹀︒
すざく

十二捌！0図︿略﹀︑北に大内裏の宮殿

びやうふ

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

︿略﹀︒

して水中に落ち︑命を失った者が幾

十一一悩7 ︿略﹀︑昔から之を渡らうと

ロリ

を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑南

ぜんかい

僧は名を暉海といってもと

僧はく略V︑たまく此の

難虞を通って幾多のあはれな物語を

十二価6

越後の人︑︿略﹀︒

十二価5

には意志の強さが現れてみる︒

十二櫛4 ︿略﹀︑きっと結んだ口もと

あるが︑︿略﹀︒

れて年の頃もよくわからぬくらゐで

十二価3 ︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

みる僧があった︒

十二価1 ︿略﹀︑饒辱なく穴を掘って

みる僧があった︒

みを振るって︑憶念なく穴を掘って

十二価1 ︿略﹀︑毎日々々根氣よくの

岩山に︑︿略﹀︒

十二悩10 ︿略﹀︑路をさへぎつて立つ

百人あったか知れない︒

端に羅城門をふまへたる古の奈良の

今若草山に登りて古京の

都は︑︿略﹀︒

十二湿3図

︿略﹀東西に走る三筋の

跡を﹇展望すれば︑︿略﹀︒

十二齪8図

路は︑北より敷へて古の﹈條・二
條・三條の大路の名残とす︒
ろう
そのかみ金殿玉棲相望み
十一一佃1図

てうちつゴく都大路を︑︿略﹀︒

そのかみ︿略﹀都大路を︑

更に首を回らして南を望

大宮人の櫻かざし紅葉かざして雪平

十二佃2図

しけむ︑︿略﹀︒

十二⁝⁝⁝4図

愛すべく美しき山野は︑

めば︑︿略﹀︒

更に太古以來の歴史と結び文學と結

十二鵬9図

びて︑感いよく深きを覧ゆ︒

耳にし︑どうにか仕方はないものか

︿略﹀︑激流岩をかむ山國川

を右に見て︑川沿の道をたどって行

十二悩2

さていろくと思案したあ

仕事に着手したのであった︒

げく︑遂に心を決して︑︿略﹀此の

十二価9

くと︑︿略﹀︒

︿略V︑川沿の道をたどって

と深く心をなやました︒

十二悩2

行くと︑︿略﹀︒

十一一鵬10 ︿略﹀︑︸身をさΣげて此の

︿略﹀︑左手の山は次第に頭

上にせまり︑遂には路の前面に突立

十二悩3

岩山を掘抜き︑萬人の爲に安全な路

十二描1 ︿略﹀︑黒帯に堅くちかって

を造ってやらうと︑︿略﹀︒

十二鵬1 ︿略﹀︑萬人の爲に安全な路

を造ってやらうと︑︿略﹀︒

つて人のゆくてをさへぎつてしまふ︒
︿略﹀︑左手の山は次第に頭

上にせまり︑︿略﹀人のゆくてをさ

十二悩4

それは山芋川に沿うて連な

へぎつてしまふ︒

十二悩5
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此の仕事に着手したのであった︒

十二鵬3 之を見た村人たちは︑彼を
門違扱ひにして相手 に も せ ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二欄4 之を見た村人たちは︑彼を
︿ 略 ﹀ ︑ 唯 物 笑 の 種にしてみた︒

十二備4 子どもらは仕事をしてみる
老僧のまはりに集っ て ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と
はやし立て︑︿略﹀︒

老 僧 の ま は り に 集 って︑﹁︿略﹀︒﹂と

十二伽5 子どもらは仕事をしてみる

しかし僧はふりかへりもせ

はやし立て︑︿略﹀︒
もく

十一一伽7

︿略﹀︑あのやうなまねをし

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ
た︒

十二柵10

て︑人をろうらくするのであらうと
しかし僧は唯黙々としての

いふうはさが立つた︒
十一一研3
みを振るってみた︒

十二柳5 ︿略﹀︑穴はだんく奥行を
加へて︑既に何十間といふ深さに達
した︒

十二欄8 出盛る氣つかひはないと見
くびつてみた岩山の掘抜も︑これで
はどうにか出來さうである︒

十一一佃3 ︿略﹀我々も出來るだけ此

の仕事を助けて︑一日も早く洞門を
︿略﹀︑ 我 々 も あ の く さ り 戸

開通し︑︿略V︒

十一一期5

︿略﹀︑費用を喜捨する者も

︿略﹀︑村の人々は此の仕事

︿略﹀︑仕事は大いにはかど

あって︑仕事は大いにはかどって來

十二佃8

た︒

十二欄9
つて來た︒

十二期10

手傳をする者が一人へり二

にあきて來た︒

十一一柵2

人へりして︑はては又村人全点が此
︿略﹀︑仕事を助ける者が又

の老僧から離れるやうになった︒

十二m3

ぼつくと出來て來た︒
かうして︑老僧が始めての

みを絶壁に下してからちゃうど三十

十二㎜4

︿略﹀︑川に面した方には

年目に︑︿略﹀︒

十二湘7

虜々にあかり取りの窓さへうがって
ある︒

今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑庭々に手を加へて荏雄心を改めて

十二㎜9

︿略﹀︑青々に手を加へて藷

はみるが︑︿略﹀︒
たい

十二㎜10

態を改めてはみるが︑︿略﹀︒

は︑︿略﹀︑更に進んで新しき電燈の

十二擢3図︿略﹀トマス︑エヂソン

8図

彼が稀代の天才はこ＼に

嚢明に從事したり︒
かん

十一一

も遺憾なく襲揮せられて︑着々成功

大革新をうながしてゐます︒

十一一価10園 ︿略﹀人力又は蒸氣力も

だんく電氣に攣って︑工業界の一

大革新をうながしてゐます︒

くされてしまふが︑︿略﹀︒

十二備5園 ︿略﹀︑石炭は早晩使ひ書

博士は先づ ﹁︿略﹀︒﹂とい

︿略﹀︑急流や上布に富んで

一膿最も理想的な燈火は

由に消息を交換することが出來るや

護明されて︑陸上でも海上でも︑自

十二⁝川9園 く略V︑其の後無線電信が

た︒

くの死傷者を出した話などを附加へ

がアーク燈の熱の爲に護火して︑多

十二帯7 ︿略﹀︑活動窮眞のフィルム

いものであります︒

ほたるの光のやうに熱をともなはな

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

十二梛4園

の少い電燈さへも嚢明されました︒

て︑しかも比較的熱をともなふこと

かく

十二帯2園︿略﹀光の色が太陽に似

嚢明されました︒

熱をともなふことの少い電燈さへも

かく
光の色が太陽に似て︑しかも比較的

十二摺1園 ︿略﹀︑今では更に進んで

みる我が國では︑︿略﹀︒

十二㎜6

説した︒

用をはからなければならぬことを力

つて︑︿略﹀︑將來窪く水力電氣の利

十二備6

てよい︒

しん
く略V︑唯心に至りては彼 十二描5園 ︿略﹀︑水力は無限といつ

の域に進みしが︑︿略﹀︒

十二擢10図

の最も苦心したる所なりき︒

初め彼は紙に炭素を塗り

エヂソンは例の如く實験

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二欄1図

十二佃7図

室に閉ちこもりて研究に鯨念なかり
何心なく手に取りて眺め

しが︑︿略﹀︒

十二柵8図

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

十二M2図彼は直に竹を以て炭素線
こ＼において彼は人を世

を作りて實験せしに︑︿略﹀︒

十二脳4図

く略V︑日本の露営も適當

界の各地につかはして竹を採集せし
め︑︿略V︒

十二掴6図

なりしかば︑専ら之によりて心を製
出せり︒

︿略V︑一部は尚昔の面目を 十一一備2図 今日文明の利器と構せら

る﹂ものにして︑直接間接に彼の天

十二柵10

才によらざるもの殆どなしといひて
可なり︒

留めて︑暉麗一生の苦心を永久に物
︿略﹀︑一部は尚昔の面目を

︿略﹀人力又は高野力も

だんく電氣に攣って︑工業界の一

十一一価10園

さへも用ひられるやうになりました︒

までも侵略し︑尚進んで電氣機粟野

しん

十一一価7囹

電車は次第に汽車の領分

語ってみる︒

十二川1

留めて︑暉海一生の苦心を永久に物
語ってみる︒

て︑四五十年の後には燈皇などにす

︿略﹀︑次第に改良せられ
ゑ附けらる＼に至りぬ︒

十二川5図

と相談して︑其の方法をも取りきめ

ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

た︒

て一て
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うになりました︒

電話機を備へ附けてみたために危険

十二佃7 ︿略﹀︑進行中の汽車が無線
を 免 れ た こ と や ︑ ︿略﹀︒
ぱう

十二柵8 ︿略﹀︑無線電話で子守歌を

聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ
と な ど の 耳 新 し い 話に︑︿略﹀︒

十一而8 ︿略﹀︑無線電話で子守歌を
ばう

聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ
と な ど の 耳 新 し い 話に︑︿略﹀︒

一

における電氣の利用に就いて興味あ

十二佃2 最後に博士は︿略﹀︑家庭
だん

當地に参りて以來︑

る話をして壇を下った︒
十二⁝⁝⁝5㈱困

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた
しとは存じながら︑ ︿ 略 V ︒

十二柵10國団 本日突然上田君に出會
ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ
く承り申候庭︑︿略﹀︒

十二伽3圏 ﹁小山はどうしてみるだ
らうか︒﹂

十二伽6國囲 ︿略﹀︑小学校の前を通

りては︑郷里の學校のおもしろかり
しことなど思ひ出し申候︒

十二伽8國国私の勤め居り正嘉は呉
服店にて︑なかく忙しく御座候︒
からず︑笠雲をもむのみにて︑我な

十二伽10陵囲 参りし當座は何事もわ
がら情なく存じ候ひ し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二捌3國囲 ︿略﹀︑追々店の様子も
わかり︑お全野の扱方にもなれて︑
仕事に興味を覧ゆるやう相成り申候︒

十二梱9圏團︿略﹀︑一日も早く一人
前の商人となりて︑親に安心致させ
たしと存じ居り候︒

かもめ飛ぶ海をすべり
懐かしき

思出の深き船

懐かしき故

つ＼がなく今日しも果てて︑

︿略﹀︑

船は今静かに亘る︑

十一一槻9図圃
て︑
故郷の港︒

路や︑

十二協6図無

船は今静かに診る︑
郷の港︒

うつ

懐かしき

海山の寳を載せ

︿略﹀︑草の實︑

船は今静かに鋸る︑

たかき積荷の中に

十二悩3図團
て︑

な解決を計ってみた︒
やすよし

︿略﹀陸軍総裁勝安芳は︑

さつま

しば

西郷は早速承知して︑芝︑

︿略﹀時局の圓満な解決を計ってゐ

十二伽6

た︒

たかなわ

十一一価9

高輪の薩摩屋敷で會見したが︑︿略V︒

︿略﹀︑金人は翌日の再三を

安芳は今日こそ最後の確答

期して別れた︒

十二伽10

十二伽5

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

屋敷の附近は︑官軍の兵士

れたのである︒

十二掲8
十二伽9

安芳がはいって行かうとす

がすき間もなく警衛してみる︒

故郷の港︒

十二㎜10

十二旧3

︿略V︑門を守ってみた兵士

等が︿略﹀︒

︿略﹀︑門を守ってみた兵士

ると︑︿略V︒

︿略V官軍は諸道より並び
ぼう
進んで︑東海道先鋒は品川に︑東山

十二桝8

月の十五日を期して縛攻撃

道先鋒は板橋に着いた︒

十二悩9

等がく略V︑

其の勢に呑まれて兵士等は

皿せいに銃劔を取直し

を行ひ︑一匹に江戸を乗つ取る手は

て行くてをさへぎつた︒

一室に通されて待ってるる
一室に通されて待ってるる
︿略﹀︑やがて西郷が出て來

次の間には官軍の荒武者共
しかし二人は互に信じ合つ
てるる愚なので︑話はおだやかに運

十二摺10

がひかへて︑何となく物々しい︒

十二皿9

た︒

十二旧8

と︑やがて西郷が出て來た︒

十二捌8

と︑やがて西郷が出て來た︒

十二摺8

思はず道を開いた︒

徳川方も事こ㌦に至っては︑ 十二皿6

ずである︒

十一一悩10

徳川方も事こ＼に至っては︑

あくまでも職ふ畳悟をきめて︑︿略V︒

十二協1

あくまでも戦ふ畳悟をきめて︑もの
きん

徳川方も︿略﹀︑ものすご

すごい緊張を示してみる︒
きん

十二価1

慶喜から官軍に封ずる交渉

い緊張を示してみる︒

十二伽4

やすよし

の全権を委任せられてみた奮幕府の
陸軍総裁勝安芳は︑︿略﹀︒

やすよし
︿略V陸軍総裁勝安芳は︑

かねてから百方垂策して時局の圓満

十一一搦6

ばれる︒

せつ

は︑今日日本の周園には諸駆詰が

十二伽4囹 ︿略﹀︑拙者の考へる所で

様々の考を持って見てをるので︑

︿略﹀︒

は諸外國が様々の考を持って見てを

十二伽4囹 ︿略﹀︑今日日本の周面に

︿略﹀︑うかくと兄弟垣

るので︑︿略V︒

十二伽5囹

︿略﹀︑うかくと兄弟垣

にせめいでるたら︑︿略V︒

にせめいでるたら︑日本全國にのし

十二伽5囹

をつけてどこぞの國へやってしまふ

やうな事にならぬとは決して申され

ませぬ︒

十一一囲6圏 ︿略﹀︑日本全國にのしを

つけてどこぞの國へやってしまふや

うな事にならぬとは決して申されま

せぬ︒

十一一柵1 相手は︿略﹀︑だまって聴

すると其のうちには又思

相手は︿略﹀︑だまって聴

いてるる︒

十二梱1

いてるる︒

しり

十二囲6圏

の外な尻押なども現れて︑事めんだ

十二四10

安芳は尚言葉を索けて︑

西郷はだまってうなついた︒

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒

十二伽10

﹁︿略﹀︒﹂

御推察下されて︑︿略﹀今一磨御評

十二㎜1園此の邊の事情をよくく

議下さることになりますれば︑︿略﹀︒

1089
で一で

十二罰7 西郷はしばらくじっと考へ
てるたが︑﹁︿略﹀︒﹂

合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十二柵9園 とにかく明日の総攻撃見
けて御引受け申します︒

十二梱2 やがて安芳は西郷に見送ら
れて門を出た︒

十二梱3 警衛の兵士等は︑安芳の姿
を見ると一時に押寄せて來たが︑
︿略V︒

︿略﹀︑西郷が後に績いてる
︿略﹀︑西郷が後に績いてる

る の を 見 て ︑ ︿ 略 V︒

十二捌4
十二個4

つし
るのを見て︑一同恭しく捧げ銃の禮

をした︒

十二個5 安芳は自分の胸を指さして︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひながら︑西郷と顔を

見合はせてにっこり笑った︒

等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二個6圏 次第によっては︑或は君

等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二捌6園 次第によっては︑或は君

いてくれ︒

十二慨7園 よく此の胸を見賢えてお

いてくれ︒

十二捌7囹 よく此の胸を見畳えてお

見合はせてにっこり笑った︒

十二捌8 安芳は︿略﹀︑西郷と顔を
十二矧9 西郷は軍令を出して翌日の
進軍を中止させた︒

府にはせつけて議を ま と め ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二個10 さうして直に静岡の大総督

十二散1

︿略﹀︑更に京都に上って勅

裁を仰ぎ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑西郷の果断によって︑

江戸の市民も徳川家もわざわひを免

十二髄3

十二悩6

しかし此の事情は一面に國

民の短所をもなしてみる︒

狭い島國に育ち︑生活の安

易な心土に平和を旧しんでみた我が

十二悩7

さ

︿略﹀出師は︑堕民をして

國民は︑︿略V︒

十二観5

しかし摸倣はやがて創造の

我々は何時かは摸倣の域を

過程でなくてはならぬ︒

脱して十分に濁創力を嚢揮し︑︿略V︒

十二観6

︿略﹀我が西霞は︑其の長

所として︿略﹀︑潔白を重んずる美

十二佃4

徳を獲揮してみる︒

十二価4

十二佃5

れて︑︿略﹀︒

じて︑世界の大勢を知らぬ國民とな

︿略﹀︑徒に此の小天地を理想郷と観

︿略﹀ねばり強さが寒けて

我々は常に其の長所を知つ

此の講堂でお話を聞いたり致しまし

た︒で︑今日此のなつかしい玉樹に

來て︑皆さんにお話をするのは︑何

メヲダセ︑

カ

七528豊前も子どもの時には︑︿略﹀︑

で ︵接︶1 で

で・ひので

で ﹇出﹈﹇▽おもいで・のきので・ひと

ばならぬ︒

るにそむかぬりっぽな國民とならね

短所に注意し︑之を補って大國民た

十一一㎜1 我々は︿略﹀︑又常に其の

︿略﹀︒

て︑之を十分に嚢揮すると共に︑

十二慨10

はみないか︒

十二儒7

しかし其の半面には︑︿略﹀︑

十二慨3 ︿略﹀︑江戸の市民も徳川家
ゐ
もわざはひを免れて︑維新の大事業

︿略﹀︑昔から此の島國で荒

いか︒

もとゴこほりなく成し遂げられるや

はいせき

︿略﹀外國人から思ひ掛け

あきらめ易い性情がひそんではみな
十一一燭7

らしめた︒

うになった︒

我が國がく略V︑三千年の

ぬ誤解を受けて排斥されるやうなこ

十二醜8

とも起って早る︒
はいせき

︿略﹀外金人から思ひ掛け

光輝ある歴史を展開し來って︑今や

︿略V︒

支那・印度の文明を入れ︑

謹製の文明を消化して︑之

ハヤク

キノタネQダサヌト︑ハサミ

一115囲

ろで・なんで

で・それであるから・それでは・とこ

よりもうれしいのでございます︒
もはう
︿略V︑昔から殆ど摸倣のみ で ︵格助︶鵬 デ で﹇▽そこで・それ
を事として來た観がある︒

十二御2

︿略﹀︒

を巧みに自國のものとすることは︑

十二鵬8

を成し遂げた日本國民は︑︿略﹀︒

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二柵6

︿略V︒

つて世界的の地歩を占めた以上︑

十二燭2

今日我が國が列強の間に立

い浮世を知らずに過して來たことが︑

十二燭10

とも起って逸る︒

ぬ誤解を受けて排斥されるやうなこ

十二悩8

世界五大國の一に敷へられるやうに
君と親とに重心を捧げ墨く

なったのは︑︿略﹀︒

十一一柵1

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た
忠孝は實に我が國民性の根

ることは︑今更いふまでもない︒

十一一偽3

本をなすもので︑之に附随して幾多
四周の海が天然の城壁とな

の良性・美徳が獲達した︒

十二鵬5

つて︑容易に外敵のうかゴふことを
許さないから︑︿略V︒

︿略V︑又其の誇を永久に持
績しょうとする心掛けも出來て︑い

十二駕10

系の皇室を中心とし

ざといへば︑墨國一致國難に漁る氣
風を生じた︒

萬世

︿略﹀美しい風景や温和な

て團結した國民は︑︿略﹀︒

十一一悩1

十二悩5

本人には搦創力がないであらうと自

習︑性となっては︑遂に日
らも輕んじ︑外國人からも侮られる︒

十ニー33

さしい性情を育成するのに與って力

氣候は︑︿略﹀︑自然美を愛好するや

があった︒

ハサミキル︒

一125圏ハヤクキニナレ︒ナ

デ

ラヌト︑ ハサミデ ハサミキル︒
ハサミ

デ

ハサミキル︒

一135圃 ハヤクミガナレ︒ ナラ
ヌト︑

ゴランナサイ︒

二567囹︿略﹀︑ミンナデヤツテ

コレデ本ノ中ノジモ︑

︿略Vかはいらしいこゑで︑

トキドキヂメンヲツツキマス︒

た︒

つもりです︒

みどりいうますなつの

三286韻ゆふべの雨でくさや
木の
あさ︑︿略﹀︒

いっかうちのおとうさん

ト︑ウマク出牢テヰテ︑︿略﹀︒

三673池ノ水デ二二シテミル

きほどからふえを吹いてゐま

三787だれか川上の方で︑さ

天人は︿略﹀︑なみだにう

おひるすぎに︑︿略V︑三人

でお宮へまみりました︒

四18

さからたいこのおとがします︒

四12うちがみさまの森で︑あ

ことが出來ます︒

三877園おかげで天へかへる

るむ目で空を見上げました︒

三868

ここでひろったのです︒

三853囹いや︑これは私が今

ゐませう︒﹂

つとあちらでこの月を見て

あねは手ばやくをを す︒
たてて︑小川の水で手をあ
三796囹 ﹁ふみ子もこんやはき

三342

が道で︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ
たら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑五一ちいさんは
﹁︿略﹀︒﹂といって︑大きな手で

三346

二人はかけ足でまはりつ

あたまをなでました︒

三388

︿略﹀︑子どもが大ぜいで

こをしました︒

三402

かめをつかまへて︑おもちゃに
してゐます︒

がはじまってみて︑︿略﹀︒

四35 お宮のうらではすまふ

ゐます︒

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ 四26 又あめややくわしやでは︑
はやし立てておきゃくをよんで
ノ回送ドモノ學校デス︒
ニツオチアツテ︑︿略﹀︒

三493ヤクバノヨコデ︑川ガ

三513ドコカヲカノ下デ︑ニ

ものか︒

か︒﹂

三145 ゆふはんがすんだあとで︑ ハトリガナキマス︒
四62囹 ﹁こいんきよさま︑その
三532囹 そんなところでとどく
おちいさんが二郎にたつねまし
お年でつぎ木をなさるのです

子もりうたをうたひます︒

らひ︑︿略﹀︒

ナ留手キカレマスト︑コ 三305翻

エモ︑︿略﹀モノモ見ルノデス︒

二627
二643

一226マサヲガソバデミテヰ ノロデハツキリコタヘマス︒
P ヶサウグヒスガウメノ

木デ︑ホウホケキヨウトナキマ

オハナガエンピツデアサ

一362

マス︒

一バンヨイトキデス︒

ハナハソレデヨイカ三24 ︿略﹀︑オモテデアソブニ
ハ

コウバデハモウシゴトガ

ハジマツテヰルラシイ︒

三45

一383 オチヨサンノウチデハ︑ 三38 ﹁オウイ﹂トヰドバタデ︑
ニイサンノコエガシマス︒

ワタクシハネエサンニ︑

ハホソイアシデ︑

三86 ヒヨコハミンナデ十パ
デス︒

チヨコチヨコアルキマス︒

三87 ヒヨコ
三91

Q

ユキデウサギヲコシラヘテイ

びで人をさしますか︒
子がこんなに出ました︒

ソノウスデ米ヲツキマ 三252 この二三日の雨で︑竹の

二564園く略V︑ナガイ竹ノサヲ 三282 ︿略V︑おちいさんに︑あれ
で竹うまをこしらへていただく
デフネヲコギマス︒

スト︑︿略V︒

二457

デ︑﹁︿略﹀︒﹂トヲシヘマシタ︒

マシタ︒

私ハ︿略﹀︑フシノマン中

二︑キリデ小サナアナヲアケ

三667

シタ︒

トマツテ︑カラヲヌギハジメマ

四197囹

︿略﹀︑シホケノナイ水

トイツテワラヒマシタ︒

上ラウトイフトコロデ︑﹁︿略﹀︒﹂

四155︿略﹀︑イマ一足デヲカへ

上ラウトイフトコロデ︑︿略﹀︒

二422アル日犬ハ畠ノスミ 三168園 二郎︑おまへはそのゆ 三578チヤウド私ノ目ノ前デ 四154︿略﹀︑イマ一足デヲカへ

タダキマシタ︒

︿略﹀︑キイロイクチバシデ︑

デーシヨニウタツテヰマス︒

三133

ニー76 子ドモが大ゼイ︑オモテ

三バウチオトシマシタ︒

ニー34人ガテツパウデ︑一ドニ

キリツケマシタ︒

ニー14 ベンケイが大ナギナタデ

マス︒

オザシキニアカリガツイテヰ

ラ︑︿略﹀︒

一374囹

シタ︒

一一

ガホヲカキマシタ︒

U8

T園﹁モチハタイセツナオ米
デコシラヘタモノデスカラ︑

一一
一［

︿略﹀︒﹂

R5

S0

で一で
1090

1091

で一で

烏ハ大キナコエデワル

だい所でいろいろな物を

のけると︑︿略﹀︒

四423

デツツキマス︒

四366烏ハ︿略﹀︑太イクチバシ

ロヲイヒ︑︿略﹀◎

四365

いったからです︒

やつ﹂といったので︑後でみん

今ちらしで取って居ます︒

四816園河上の方で雪がとけ

りました︒

四838

︿略﹀︑夕方の汽車でかへ

どこで鳴く︒

野でも鳴く︒

四894茸山で鳴く︑里で鳴くY

野でも鳴く︒

四895甲山で鳴く︑里で鳴く︑

︿略﹀︑二人はたいまつで

野でも鳴く︒

四942

四月四日の朝︑當番で僕が机

道をてらして︿略﹀︒

五28

こちらは今さくらのさかりで

の上をふいてみると︑︿略﹀︒

五61

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

聞けば級のものが二三人で︑

てしまったさうです︒

中村君を生いきだといって︑いぢめ

五65

出校からかへって︑新しい筆

たのださうです︒

五163

﹁あ＼︑今度の職孚でい

せんさう

で書き方のおけいこをしました︒

五174園

勲章に︑金の鶏をおつけになったの

四806 昨日おとうさんと朝九時 たゴいた︒﹂
五198園 其のいはれで︑戦雫の時︑
の汽車で︑軍たいに居るにい
大きな手がらを立てた軍人に下さる
さんの所へ出かけました︒

んぼりとして居まして︑︿略﹀︒

四785私の下で︑長い間しょ

に生れた人のでした︒

四772それは西の村で︑二番
目の金持だといはれたうち

つて︑︿略﹀︒

星様が光りはじめるころにな

四751又私のかたの上で︑お

などと申します︒

四725︿略﹀︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂

いひ︑︿略﹀︒

四722東の村では﹁︿略﹀︒﹂と

︿略﹀︑一度にどっとほめました︒

四674海の方でもへいけ方が

ろこびました︒

なが馬のくらをたたいてよ

四672をかの方ではく略﹀︑みん 四894囲山で鳴く︑里で鳴く︑

︿略﹀︒

は居まいとかくごをきめて︑

これをいそこなったら︑生きて

四652よ一は心の中で︑もし 四893圏 鳥が鳴く︑鳥が鳴く︑

さうです︒

とすことは︑なかなかむつかし

はじめたのだらう︒
ルモノモアリマス︒
四335園 こちらでやさしくいへ
デカラダヲアラツテ︑︿略﹀︒
ば︑向ふでもやさしく答へ︑
四613 屋島のたたかひに︑げん 四831そばに乗って居た人の
四207囹 オカゲサマデ︑カラダハ
話では︑軍かんだといふこと
じはをか︑へいけは海で︑向
︿略﹀︒
コノ通りニナホリマシタ︒
でした︒
四224 をぢさんのうちでは︑に 四337囹向ふで﹁ばか﹂といった ひあって居ました時︑︿略﹀︒
四626︿略﹀︑これを一矢でいお 四835 三人で町を見物しました︒
のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

は一ぽいもみがほしてあって︑

︿略﹀︒

四228 ︿略﹀︑おばあさんが日あた

りのよいえんがはでつぎ物を
していらっしやいました︒

おばあさんはもう耳が

遠 い の で ︑ 大 き な こゑで︑﹁︿略﹀︒﹂

四233
といふと︑︿略﹀︒

あひだから電とうがつくやう

なにわらはれました︒

四265私どもの町でも︑この 四426 下女がびっくりして︑﹁き
になりました︒

居マス︒

アリ︑︿略﹀︒

モアリ︑︿略﹀︒

四593︿略﹀︑カンナデ板ヲ ケヅ

モノ

四59一 ︿略﹀︑ノミデアナヲ ホル

ノモ

四588ノコギリデ木ヲキルモ

居マス︒

ガ毎日其ノ中デ仕事ヲシテ

四583

︿略﹀︑大ゼイノ大工サン

土ザウノブシンガハジマツテ

四577私ノウチデ四坐ノゴロ

ひました︒

四534 東京の宿屋で︑山國の
ものと︑島國のものがおちあ

四473

がはじまって居ます︒

四281私のうちでも二つつけ 四467友一のうちでかるた取
ました︒

四 2 8 5 よ こ 町に電氣の力で︑
米をつく家も出來ました︒
ますと︑向ふの方で︑﹁ぼちぽ

四305 ︿略﹀︑﹁ぼちぼち﹂とよび

ち﹂と口まねをするものがあ
ります︒

四313 ︿略﹀︑又向ふで︑﹁ばか﹂

と口まねをします︒

四331下人のこゑも山の中
では︑かべにあたったこむまり

のやうに︑かへって治ること
があります︒

四335囹 こちらでやさしくいへ
ば︑向ふでもやさしく答へ︑
︿略﹀︒

で一で
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だ︒

︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

ぞんぶん風をのんで ︑ ︿ 略 V ︒

五213

五223 美しいびらで︑一月も前から
廣諭してみた島屋の大費出しは︑
︿略﹀︒

五291囹 ﹁こんなしっかな所でくら
︿略﹀︑その小さいのにおどろ

してみたい︒﹂

五338

もあるとは︑どうしても思はれませ

きました︒︿略﹀︑ こ れ で 間 敷 が 七 つ

んでした︒

でん

五396 私どもが六人で︑やっとかか
はいれい

へました︒

五401 先づ拝撃をして︑拝殿のよこ

五637囹

﹁おとうさん︑町があんな

に近く見えてみて︑まだ一里半もあ

まゆ

るのですか︒﹂﹁さう︒これで中々近
くはない︒

うちの繭もあの工場で生馬
﹁うちの方では︑田に水が

になったはずだ︒

五653團
五664圏
ないと言って︑さわいでゐますのに︑
︿略﹀︒﹂

﹁私どもの村では︑どうし

て池を掘らないのでせう︒﹂

五672園
土手は長さが三百間︑高さが

六間断︑幅は一番上で三間といふ大

五716

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

きなもくろみであった︒

五787

もゆびをりの金持村だと言はれてる

しば

の芝の上で︑べんたうをたべてみる
る︒

おとうさんへ電報で御返事
く略V︑間もなく火の見で半

其の時服で水だくとさけ
うら手で助けてくれ助けて

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

五883囲

︿略﹀︑今ではあとかたづけ
︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

も大がいすみました︒
五926

る者が︑途中で人と立話でもはじめ
︿略﹀︑かっけで足をはらして

ると︑︿略﹀︒

五942

みる書生さんが︑お友だちへ出した
葉書には︑︿略﹀︒

一針々々︑金綜・銀綜でぬ
︿略﹀︒

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ

五954囲
ひをぬひ︑

五972

︿略﹀︑タクサン作ル所デハ︑

ベマスガ︑︿略﹀︒

五973

ブダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニ

うちでも土間に丸太を置いて︑

シタリスルト申シマス︒

六25

其の上につんであります︒

︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を

土間でこぼれもみを拾ってゐ

のばして︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃいま

六38

した︒

六42

たにはとりが︑︿略﹀︒

六56囹皇湾ではめったに雪が降ら
﹁内地では甲斐の白根で︑

ないさうだが︑︿略﹀︒
か ひ

六67囹

︿略﹀︑金物屋ノ店デ︑ヤクワ

一万五百尺︒﹂

六92
たふれて︑中からうすやたらひがぽ

ントテツビンガ︑ジマン話ヲシAロヒ

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六95園金ニハイロくアリマスガ︑

マシタ︒

うちでも一時は飲水やたべ
物にこまりましたが︑︿略﹀︒

五882困

とも出來ませんでした︒

かぼか流れ出すほどで︑どうするこ

五868困

︿略﹀︒

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五866国

ぶこゑがしましたので︑︿略﹀︒

五857国

しようをうち出しました︒

五855国

をいたしたやうに︑︿略﹀︒

五841國

と︑︿略V︒

︿略﹀︑少 し で も お く れ る と ︑

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

五475

か け は じ め ま す か ら︑︿略﹀︒

五487 又うすい吉野紙のやうな作り
かけの繭の中で︑きゅうくつさうに
からだをまげて︑︿ 略 V ︒

五497囹 ︿略﹀慧も︑明日の朝まで
さ っ き お か あさんが︑﹁︿略V︒

には︑たいてい上ってしまふさうで
す︒

あれで八分置だ︒﹂と︑︿略﹀おつし
やいました︒

五504 此ノ頃ハ雨が降りツでイテ︑
表デ遊ブ日ガアリマセン︒

五538 或日山の中で︑こけに足をす
べらせて︑うつむけにたふれました︒

温田イレマセンガ︑人ノ役二立ツコ

六123園今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ

トハ銅以上デス︒

六127園

松山の入口で︑赤くなってゐ

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六144

たぐみを一枝折ると︑︿略﹀︒

木びきの力藏さんがく略﹀︑

六154圏其の手でぐみをたべてはい

けない︒

大きなのこぎりで板をひいてゐまし

六167

た︒

六257 ︿略﹀︑ずるぶん深いくりから

とビリ

谷が︑平家の人馬で埋まりました︒

六275大きな虎が山おくで︑﹁︿略﹀︒﹂

とひとりごとを言ひました︒

にするには︑いく入かで力を合はせ

六294圏人間があなた方を生けどり

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

ヰン

るではありませんか︒

六331

停車場デキツプヲ買ツテヰル

ケハジ写実︒

義纒は︿略﹀︑むちのさきで

ト︑︿略﹀︒

六345

六353

それでも義纏は︑太刀で熊手

それをかきよせようとします︒

﹁たとひ金銀で作った弓で

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六363

げました︒

六368調

國では初雪が降ったさうだ

も︑御命には代へられませぬ︒﹂

六388国

ね︒

1093
で一で

六398圏 昨日は︿略﹀音吉君と二人
で町を見物した︒

六428国 軍隊へ來ても︑學校でなま
けてるた者は人一倍苦慮をする︒

六457 其ノワケハ︑川デ卵カラカヘ
ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

六457 其ノワケハ︑川デ卵カラカヘ
︿略﹀︑頭 や 尾 デ 穴 ヲ 掘 ツ テ ︑

ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒
六467

其ノ中へ卵ヲ産ム︒

六471 一匹デ三四千粒モ産ムトイフ
ガ︑︿略﹀︒

六742園

春子︑オ前当着物や帯ノ地

ハ何ノ縣デオルカ知ツテヰマスカ︒

六751園承事デオツタ物乱立︑ドン

コレハ︑ハジメ白地ニオツ

イ・エ︑ヤハリ毛綜デオツ

ナ物ガアリマスカ︒

六762園
タ物デス︒

六767園
テ置イテ︑後デカタヲ置イテ出撃ル
ノデ︑︿略﹀︒

片足でおそろしい程早くすべ

る者もあれば︑人の手にすがって︑

六786

はかた

こはこはすべる者もある︒

六803

元の兵は一人も上陸させぬと

からおしよせた船でおほはれた︒

六476中ニハ其所デツカレテ死ンデ 六797 博多の沖は見渡すかぎり︑元
シマフノモアル︒

いふ意氣ごみで︑忍べに石垣をきつ

カラフト

六485 鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ
ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ
いて守った︒

敵は此のいきほひにおそれて︑
みちあり

此の時河野の通有は︑たった
武士といふ武士は必死のかく

小舟二そうで向つた︒

六816

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒

六813

ダ︒

六515 頼朝は一目見た上でと︑萬じ
ゆ を 呼 出 し ま し た が︑︿略﹀︒

六521 萬じゅはく略﹀︑舞姫の中で
は一番年わかでございました︒

六525 ︿略V︑十二番の舞がめでたく 六843

見せ物小屋で象を見た︒

ごでふせいだ︒

六858

すみましたが︑其の中でことに人の
ほめ立てたのは五番目の舞でござい

自由にうこかすことの出曲る
あった︒

六873

︿略﹀︑象つかひがぬっと桶の

六885園

﹁此の太い足で︑どさり

中で立上った︒

六876

まき上げると︑︿略﹀︒

象が大きな桶を鼻で頭の上へ

長い鼻︑︿略﹀︑一切給で見た通りで

六866
︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

ました︒

六578

行って︑うばと二人で御ほうこうを
ねがったのでございます︒

六684 其の趨り途で︑青年たちは
﹁︿略V︒﹂といひ合った︒
いうぜん

の川べりで出羽たのでございます︒

六738 あの美しい友茜染は︑もと此

印度の國はいたってあっう

くと歩きます︒﹂

六896園

ございますので︑お子どもしゅうは
此の腹の下でお書ねをなさると申し
ます︒

すると象は鼻で︑其所にあっ

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

六898

せ

七178 ︿略﹀︑ 一度種が地に落ちれば︑

石垣の間でも︑地虫様のかげ

年年其所で花がさく︒

だう

でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

七178

七179︿略﹀︑地藏様のかげでも︑辻

だう

堂のえんの下でもさく︒

だう

其の松の下に石できざんだ地

七181 ︿略﹀︑辻堂のえんの下でもさ

く︒

じ

じ

ゑちご

つた︒

茶屋にはおばあさんが一人ぼ

馬の高さは前足の所ではかる︒

船で來れば︑神戸から三書

船で來れば︑神戸から三書

旅順へは汽車で一時間で行

影野へは汽車で一時間で行

かんばん

すると甲板の上で鐵砲を上げ

聞けば今朝から五里の山道を︑

けんしん

しなの

か

ひ

たけだ

越後の上杉謙信と甲斐の武田

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

七449

ぐんばいうちはでふせいだが︑

信玄が︑たびたび信濃の川中島で戦

しんげん

七435

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

七429

た者がある︒

七421

けます︒

七396團

けます︒

七396囲

ますが︑︿略﹀︒

夜︑門司からは二号夜で當地へ着き

も

七375國

ますが︑︿略﹀︒

夜︑門司からは二書士で三年へ着き

も

七372團

七274

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

七245

藏様が立っていらっしゃる︒

︿略﹀︑城の四方二三里の間は︑ 七235

ふぎ出した︒

六913

︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

人や馬でふさがった︒
六972

それが今では學校の 二階

うらう道をふさいだので︑︿略﹀︒

六994圃

のまどにとゴいてる︒

六997鴎あの子がいくさに行く時に︑
昨日學校で校長に︑ あの

学校の前でふりかへり︑﹁︿略V︒﹂

六佃2圏

木の事を話したら︑︿略﹀︒

い

おとうさんは昨日分家の叔
父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に着た

六佃5団

御門の前でうやうやしく舞

れました︒

六鵬5国

一切白木造で︑お屋根はか

禮してから︑神殿の御もやうを拝し
た︒

六鵬3国

くまで

小さい熊手で砂をかくと︑お

やでふいてある︒

七119

舟で來た人も︑をかから來た

もしろいやうにあさりが出た︒

七133

舟の中でゆっくりべんたうを

人も入りまじって︑︿略﹀︒

たべた︒

七154

で一で
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七452 信玄の家來は之を見て︑後か

七622

橋のないところでは五日も十

日も水のひくのを待たなければなら
べ

らやりで謙信をついたが︑あたらな
あ

ず︑︿略V︒

中でも安倍川の宿は一そうの
渡るといっても︑自分一人で

﹁あなたは今朝一人で川を

まして人通の多い渡場で落
︿略﹀︑あなたの氣はそれで

秀吉は城の庭にしき物をのべ

とに心配するのださうだ︒

七㎜7

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ
七棚4

秀吉が之を聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

清正は大事で申しました︒

はせ︑︿略﹀︒

七槌4

﹁お庭先の御門を守る者が

と心の中で喜びました︒

う︒﹂

七柳1園

清正はつけひもの頃から︑

﹁さうか︒それでは明日の
﹁アシタノアサーバンノキ
七相2圏

﹁アシターバンノキシヤデ

それでは長過ぎる︒

七川5圓

﹁それで何字になる︒﹂

イキマス︒﹂

三川4国

シヤデタツテイキマス︒﹂

五爵9国

一番で立たう︒﹂

七柵6囹

︿略﹀︒

此の方のひざの上でそだったので︑

七柳9囹

をやきはらはう︒

の勢で明の都へおしよせ︑四百齢州

切ってく切りまくり︑其

ございません︒某の手で固めませ

︿略﹀︑着物をぬいで頭にのせ︑ 七腿8囹

︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

みません︒

﹁それではこまる︑ぜひ︒﹂

すむかも知れませんが︑私の氣がす

七726園

しましたから︑︿略﹀︒

七688囹

も︑中々出ないものでございます︒

七686尊家の中で見えなくした物で

こした方ではありませんか︒﹂

七665囹

の人である︒

此のあぶない川を一人前こしたほど

七654

︼人で川へはいって行きました︒

七644

は渡ることは出來ません︒

七628

人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︒

七625

い︒

七457 川中島で前後五回戦つたが︑
まだ勝負がつかなかった︒

七476 二人は︿略﹀︑馬上のま＼で
むんずと組み︑爾馬の間にどうと落
ちた︒

七517 ︿略﹀若イムスコガ︑今デハ
私も子ど も の 時 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

其ノ後ヲツイデ︑︿略﹀︒

七526圏

あの運動場で遊んだり︑此の講堂で
私も子ど も の 時 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

お話を聞いたり致しました︒
七527囹

此の講堂でお話を聞いたり致しまし
た︒

七536園 私の乗ってみる太平丸とい
ふのは︑︿略﹀︑乗 組 人 員 だ け で も 二
百人からあります︒

其所にみる人は︑︿略﹀︑ま

七738圏

るでちがった言葉で話をしてゐます︒

七562園

七584園 一たい船にはらしんぎとい

七742

わらちを作って居りまして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑うす暗い小窓の下で︑

ふ物があって︑それで方角をとって
進みますから︑︿略﹀︒

う恐しがる人もあります︒

中デ面白イノハサンゴデ︑
陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ
︿略﹀︑此の日はよく大風が吹

くから︑厄日といって︑農家ではこ

七938

﹁番謡キイガ︑︿略﹀︒

七餌1

︿略﹀︒

七827

つゴつて居ります︒

それでもよいが︑電報はさ

﹁アスーバンデタチマス︒﹂

2困

七

﹁アスーバンデタツ︒﹂﹁そ

﹁アスーバンデタツ︒﹂

8国

七皿9園

七

うていねいにいはなくてもよい︒

七重3圏

字になる︒

字に敷へるのだから︑それでは十七

七606園海の波を見たばかりで︑も 七743 ︿略﹀︑妻はろばたでぼろを 長川8園 ︿略﹀︑にごりのある字は二
七607園 こんなことでは︑どうして
海國の民といはれませう︒

七611園︿略﹀︑商用其の他で︑外歩
へ出かける人もありませう︒

水があふれました︒

七619 連日の雨で︑川といふ川には

れでよい︒

らいしんし

七島9圏 それで十字だから︑︿略V︑

ンデタツ

︿略﹀︑秋の山は小鳥の聲でに

アスーバ

此の頼信紙に書きこんでごらん︒

八21

七感症國

小鳥は時々此の清水にのどを

ぎやかである︒

庭のすみで︑先程からちやら

うるほしては︑こずゑでさへっるの

八26

である︒

八37

ふと︑垣根の外でちやらく

くとす望の音が聞える︒

とすゴの音が聞えた︒

八53

それは氏子の五箇村から︑子

どもの騎手を一人つつ出して︑社の

八62

神主は先づ神前で祝詞を上げ

横の池のまはりで競走させて︑︿略V︒
のりと

八75

て︑︿略﹀︒

八95 ︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

耕造さんのおかげで︑信作

もう一度競走させることにした︒

八125圏

の命が助かりました︒

八169 ︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手

劇場はあとで︑御塁所に︑

が届かうとした時︑︿略V︒

八187

﹁長四郎があの心で大きく

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

なったら︑竹千代には無二の忠臣で

八188圏

あらう︒﹂

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に

まつって︑其の前で︑此の後は決し

八263

て人の首を取らぬとちかひました︒
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八298 或日工を焼く男が太郎のうち
へ來て︑みうりのはたでいろくの
話をした︒

八305 次に其の小屋のそばへ土と石
でかまをつく︒

八318 さうして煙出から出る煙の色
で焼加減を見て︑︿略﹀︒

でも︑氣候がよくて︑其の上地味が
日本人は八萬人齢も居て︑

肥えてゐますから︑︿略﹀︒

八682國
子どもは︑アメリカ人の立てた學校

︿略﹀︑子どもは︑︿略﹀︑蹄

へ行って︑英語で勉強しますが︑
︿略﹀︒

八684團

へ行って︑日本語で學問をしてゐま

つて來ると︑又日本人の立てた學校

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

八355 昔江戸で︑夫に死なれた女が︑
す︒

えんとつ

た︒

で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

八399園其の方の申す所では︑どう 八701国 此所は工業地で︑煙突の煙
やら其の地斑がうたがはしい︒

︿略﹀︑おとうさんは最大急

八821

其の爲に新しい血が出動な

くなって︑かへって君等は自分で苦

八撹4園

いれ物次第で︑眩くもなれば︑ 八973圏 ﹁尾張名古屋ハ城デ持ツ︒﹂

四角にもなる︒

︿略﹀信吉が︑昨日の朝三年

しむやうになったのです︒

八833

これは全く君等が自分で招

ぶりでハワイから蹄って來た︒

いたのであります︒

十銭ぐらゐで買はれる︒

八鵬8 マッチは︿略﹀︑ 一包十箱が

信吉にはおとよといふく略V 八皿5園

おし
女の子があるが︑生れつき唖なので︑

八835

僕のうちで世話して︑唖の學校に入
れてある︒

たとひ休まず働いても︑一人

かりに造れたとしても︑それ

分業で造ると︑其の出來がよ

いばかりでなく︑出來高がたいそう

八価8

で乾かす者もあり︑︿略﹀︒

八鵬3 ︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

あり︑︿略﹀︒

八幡1 ︿略﹀︑軸木を火で乾かす者も

い︒

を十銭ぐらゐで費ってはまうかるま

八重4

で一日に一包は造れまい︒

八悩2

こんなに安く費れるであらうか︒

八844園あちらでも︑あの子のこと 八雲9 しかし之を一人で造るとして︑
ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご
ざいました︒

八876園︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ
さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を
きくことが出來ないのでございませ

八715国

う︒

八455団 しかし冠者の申す所では︑

行の列車に乗って︑たった十八時間

するとおとよは︑にごった聲
﹁先生︑どうして口がきけ
たんでせう︑指であひつもしないの

八891園

で︑ゆっくりと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

八882

聲できかれた︒

︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

で着きました︒

一日祝賀會の席上で︑人々が

﹁諸君︑これも人のした後

したがって一包のマッチを十

に︒﹂

多くて︑︿略﹀︒

では︑何のざうさもない事でござい

八773園

功を祝しますと︑︿略﹀︒

かはるぐ立って︑書ンブスの成

八755

もあります︒

一人で寝起の出細る 八722忙中で最も高いのは五十五階 八879

老冠のこと故︑混一大事にしなけれ
︿略﹀ ︑

ばならないとのことでございます︒
八468囲

まで︑ゆっくり看病してお上げなさ
い︒

八524 つき上ると︑おばあさんが餅
を 臼 の 中 で 丸 め て ︑︿略﹀︒

八529 二日目で小さなおそなへが幾
か さ ね か 出 來 ︑ ︿ 略﹀︒

鏡ぐらゐで責っても︑さうおうにま

八三2
﹁指であひつをしたのは昔

八893囹

うかるのである︒

大將の父は長府藩主に仕へ

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

八相3

八櫛7 分業で仕事をする時︑︿略﹀︒
ちやうふはん
よせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で断つ

信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を
たが︑︿略﹀︒

八906

はせます︒﹂

ませう︒﹂

八551 おしまひの一日には︑小豆や

﹁明日にでもなって︑雪が

のことで︑今は口を見せてものを言
八779園

﹁それをみんなうちで納め
村役場で︑村内の家々から

るのですか︒﹂

八789園

はれてからではいけませんか︒﹂

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近
所へも配った︒

八633三部 番町で目あきめくらに
道をき＼︒

八642園 今風であかりがきえました︒ 八807園

先生を廊下でをがむやうにした︒

がれるやうになったのは︑︿略﹀︒

質素でおし通して︑武人の手本と仰

︿略﹀乃木大將が︑終生忠誠

が︑︿略﹀︒

此所では女の先生が︑生徒に

八936

八価9

おん

納めるのをまとめて︑それぐへ送

五十音の襲音を教へてるられた︒

︿略﹀︑町は大方こはれたの

るのです︒

八665團

ですが︑今では前よりもかへってり

ふでせう︒

八812囹

らうか

つばになってゐます︒

くはしいことは又學校で習 八944 信吉は教室を出ると︑︿略﹀︑
八673国︿略﹀︑此の州は合衆國の中

で一で
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九39團 冬でも春でもこちらではち
やうど内地の夏のやうです︒

のは植物で︑其の中でも殊に珍しい

九51困内地から來て先つ目につく
のはく略﹀︒

九了4国 ︿略﹀にはか雨が︑非常な
勢で木を洗ひ草を洗って通り過ぎた
後の︑あざやかな緑 の 世 界 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九78園水の乏しい此の島々では︑
其の雨水がまた大切な飲料水となる
のです︒

九81囲 ︿略﹀︑波の静かな所でふな
ばたからのぞいて見 る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九810困 ︿略﹀︑殊に近年我が國で學
中デモ面白 イ ノ ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

校をそここ＼に立て た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
九159

にいさん︑昨日でうちの田

形ばかりの葬式をすますと︑︿略V︒

九468国
あの降りつゴいた雨のおか

植がすっかりすみました︒

九472国
げで︑山田の高い所まで︸息に植ゑ
一昨日海軍のにいさんが︑

ることが出來ました︒

九474国
きうか

みんなでにいさんのお一服を

休暇でお鋸りになったので︑︿略﹀︒

九494国

會社では︑︿略﹀精米機械が

待ってをります︒

九501

電力で勢よく廻り︑四五人の若い

九717

停車場にはいる手前でまた北

﹇關で羽書を買った︒

皆いつものやうに︑此所で

野邊地で始めて海が見えた︒

さうして大急ぎで楽照道具を

となりでは︑董がくさって引

かばんにしまひ︑︿略V︒

九7710

支度をして︑學三園へお集りなさい︒

九776囹

九754

上川を見たが︑︿略﹀︒

九734

下りるのだ︒

仙塁様の城下であった︒
仕事は水入らずの三人の手で︑ 九715囹 仙皇から三つ目の松島騨で

かたづきます︒

九584

ずんくはかどって行く︒
九592 ︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ
からざを
合って︑︿略﹀︑ばたんぱたんと殻竿

赤いたすきを掛けた女たちが

で変を打ってるる︒

九597

よい聲で歌をうたふと︑︿略﹀︒

分家の金次叔父さんは︑軍隊

錦のたくましい腕で︑すとんくと

九601
打下す︒

九602

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

男も女もひたひの汗を︑ほこ 九796
りだらけの腕でふきながら︑にぎや

あちらでもこちらでも︑驚く

人々がぬかだらけになって働いてゐ

九799

あちらでもこちらでも︑驚く

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒

九799

ほって︑︿略V︒

此の丁令で︑朝の静かさが忽

何所に何星が見えるといふ事が︑學

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒
これ等の仕事は︑陸上の家で︑ 九864園 いや︑何月何日の何時には︑
毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

車上ではわかってみるから︑はから

せっけい

中でも面白かつたのは大雪渓

︿略V︑岡田さんは目の前に見

てるるやうな様子で説明なさるので︑

九979

のお話です︒

九943

遊びに行きました︒

九936 ︿略﹀︑今日にいさんと二人で

といふ名をつけてみる︒

想像して︑それぐ小熊摩大能⁝座

能⁝の形を想像し︑︿略﹀大熊の形を

れない事はない︒
そこで五分間の休けいがあっ 九901園西洋では昔から︑︿略V小

そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒
其所此所で︑﹁お早う﹂が言
しほばら

紅葉と温泉で名高い塩原へ
行くには︑此所で下りるのだ︒
しほばら

紅葉と温泉で名高い塩原へ

九712園昔は竹に雀の紋所で名高い

行くには︑此所で下りるのだ︒

九689園

それをてんでに﹈束つつ取つ 九689圏

ひかはされる︒

九6510

九659

て︑上甲板洗となる︒

九6310

︿略﹀︒

雨戸をくるのとかはりはないが︑

九633

ち破られ︑︿略V︒

九624

聲で號令をかける︒

︿略﹀︑當直男連が元氣のよい

かに打績ける︒

正一の家でも︑親子三人︑

九622

ました︒

會社では︑幾塁もある精米機

械が電力で勢よく廻り︑︿略﹀︒

九501

ず︑其の上政治上の事で度々殿様に

とうさんに﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑

九237園 しかし思ふ程に仕事は出來 九506 お返事をお渡しした後で︑お

︿略﹀︒

﹃自分の力でやれる所まで

町でも屈指の財産家となった︒

九525囹︿略﹀︑十年もた＼ぬ中に︑

上書した爲︑役人ににくまれて︑
︿略﹀︒

はまた︑地質や鑛物の方で新しい嚢

九254囹 ︿略﹀︑おちい様の不昧軒様

九549園

今日は天氣がよいので︑朝か

やってみます︒﹄

︿略﹀︒

九581囹

おかげで今日中には大がい

凶弾にぽたくとた＼きつけると︑

ては︑爾手で根本の所をつかんで︑

九5610

︿略V︑変を打ってるる︒

九568

ら変を打つ音が方々で聞える︒

十 ⊥ ハ の お 前 が ︑ 旅 費 も 乏 し 九567

見をなされた︒

九2610園

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く
もあらう︑︿略﹀︒

九281 これは今から百三十年ばかり
前に︑︿略V旅人宿で起つた事で︑
︿略﹀︒

九283 信季は其の後幾日かたって︑

とうく此の宿でなくなった︒
九284 信淵は父の門人たちの情で︑

1097
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︿略﹀︒

あったが︑︿略﹀︒

九欄2 戦地ではいろくつらい事も
︿略﹀︑砲弾の雨の中でも︑銃

デアツタ︒

今日午後四時ノ汽車デ至心

道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

カケルノダ︒

九伽6園

九伽2
ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ選墨ヲ

九欄8

劔の林の中でも︑びくともせずに勇
スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑自

ましく活動した︒

九旧4
分デ一番適當ダト信ジテヰル中村君

九佃9 ︿略﹀︑砲弾の雨の中でも︑銃

劔の林の中でも︑びくともせずに勇
マケドニヤといふ小さな國の

ヲ選暴シヨウト決心シタ︒

︿略﹀︒

王子と生れ︑二十一で位につき︑

十了8

ましく活動した︒

九鵬9 やがて中尉は︿略﹀︑いつも
のやうにすんだ聲で號令をかけた︒
しふげき

九三8 中でも一番目ざましかったの

目を務めると聞いては︑︿略﹀︒

合でも︑︿略﹀︑遠い虜まで使者の役

おう
ところが︑先年の欧洲大職で︑

︿略﹀︑今では各國共に盛に傳

鳩は饒程遠い虞で放しても︑

十737團 ︿略﹀大通を東北に進むと︑

南大門騨で下りるのです︒

十735国汽車で京城へ肥る人は通常

南大門騨で下りるのです︒

十735團汽車で京城へ來る人は通常

られ︑︿略﹀︒

十587 ︿略﹀︑傳令使は途中で要撃せ

自分の巣に飛断る︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十555

奨働してみる︒

しやう

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

十553

れたので︑︿略﹀︒

やはり此のやさしい︑しかも勇まし
ゐ
い通信者の働の偉大な事が讃明せら

十551

と娘と三人で︑わびしく其の日を送

波風の外には友とするものも

つて居た︒

十247

ない此の島で︑老夫婦のなぐさめと

かはいさうだが︑とても人

なるものは︑︿略﹀︒

十262園

前と同じ方法で︑船はもう一

間業では救へない︒

十342

段高く浮上り︑次の水門を越して︑
小さい人造湖に出る︒

運河は全長五十哩饒り︑凡そ

十時間前後で之を航することが出來

十3510

地面は霜で黒白である︒

る︒

十392

それにはフィリップが敵から

大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

力藏さんも︑︿略﹀︑昨日から

十101

十403

は最後の襲撃︒

としてみるといふ風説があるから︑

九鵬6 中尉は︿略﹀︑いつものはれ

用心するやうにと書いてあった︒

︿略﹀︑力藏さんは見向きもせ
ずに︑元氣な聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

十407

のこぎりでひき始めた︒

ひきかけてみるけやきの大木を︑大

ぐ と し た 聲 で ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂と叫んだ︒

高橋さんは︑あちらで長らく
だんく市場に近づくと︑

京城の市街は︑もと石で

二町ばかりで大きな門の前へ出ます︒

た＼んだ高い城壁で園まれ︑︿略﹀︒

兄は︿略﹀︑生木の枝で雑木 十739国

て︑止めようともしない︒
︿略﹀︑︿略﹀買手は︑自分 十418

十748囲

南大門通から本町通・鍾

しよう

た＼んだ古同い城壁で園まれ︑︿略﹀︒

さうして兄は︿略﹀︑父のか 十739か年京城の市街は︑もと石で

を束ねて見せた︒

十4110

り取ったあとを託児よくつるはしで

中に編入されたのださうです︒

十7610国 ︿略﹀︑今では龍山も京城の

ろ
く略V︑來年の秋はもう眞白 路通にかけての一帯が︑京城での一
番にぎやかな虜です︒

掘返し始めた︒
ば

な蕎愛の花で︑此の地面が埋まって

そ

十436園

大勢の人に利子を梯ふだけ

しまふのだ︒

十531圏

十787国 こちらでは昔から之を三寒
十237国成程︑此の邊は馬でもつて では︑銀行が損をしないでせうか︒
十544 此の愛らしい小鳥が︑他の方 四温といつてみるさうです︒
みる虜だと思ひました︒
十798 事務所で坑内服に着かへ︑安
＋246︿略V︑年とった燈専守が︑妻 法では全く通信が出來なくなった場

らの責買があり︑︿略﹀︒

十日間も績いて︑其の間には千頭か

十222囲此の町では︑二歳駒の市が

︿略﹀︒

渡すといふあひつに手を打って︑

十213国︿略﹀︑掛の人が其の直で費

第にせり上げる︒

の見込で思ひくの直をつけて︑次

十209国

本通も横町も皆馬でいっぱいです︒

十1610囲

教育に湿潤してみる人である︒

十123

九三8 ちやうど其の時︑敵の画譜が
近くで破れつして︑ ︿ 略 V ︒

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九佃10 北風は︑主人の艦がくらの上

三塁8 北風は︿略﹀︑訴へるやうな
目付で主人の顔を見下し︑左右の耳
をそばだててみた︒

三川1 ちやうど其の時︑はるか遠方
で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

九佃4囹 しかし今の職孚は昔と違つ
て︑一人で進んで功を立てるやうな
ことは出來ない︒
︿略﹀︑商用デ四國ノ方へ旅行

シテヰタ父ガ︑夜汽車デ蹄ツタトコ

九佃10

ロデアッタ︒

︿略﹀父ガ︑夜汽車デ編ツタトコロ

九伽1 道雄が今朝起キテミルト︑

で一で
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全 燈 を 持 っ て ︑ ︿ 略﹀︒

た村の人々に助けられ︑︿略﹀︒

美しいのは︑︿略﹀︒

十802 昇降器がすさまじい勢で下り 十川10 たくさん咲いてみる中で一番
て行くので︑目がまはりさうです︒

十佃6

︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

成程︑緑色の絹綜で作ったの

底の水の中で︑動けなくなってみる︒

十二2

十812 ︿略﹀︑大きなポンプが幾つも︑ 十鯉7園此の袋で轟をとるのだ︒

すさまじい勢で活動してゐます︒
十843 ︿略﹀︑其の内の二人が石炭を

掘崩すと︑他の二人がそれをざるで

温度は表面で約六千度︑内

ことを知りました︒

十一22

十一193 ︿略﹀︑裁判所は両者の言分

を聴いた上で︑貸主の主張を正項と

みとめれば︑其の借金を返すやうに

ところで︑どういふ事をす

借主に命ずる︒

十﹁203

れば罪になるか︑其の制裁としてど

もので︑之を燭光でいへば﹁三の

しよく

光の強さに至っては非常な

部に入るに随って益く高い︒

十一25
れい

下に零を二十六もつけて表さねばな

のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

十一28

しかも我々に最も近いあの

十一2010 裁判は事件の輕重によって︑

明かに定めてあるから︑︿略﹀︒

らぬ︒

十一310

運んで炭車に入れる︒

かと思はれるやうな葉もあれば︑

望遠鏡で見ると︑︿略﹀︒

︿略V︒

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

又地方裁判所で行はれた最

又民事裁判では︑原告・被

べん

な刑罰が加へられぬやうに被告を保

十一2110 ︿略﹀︑刑事裁判では︑不満

なって其の主張を助け︑︿略﹀︒

告の相談相手・附添二又は代理人と

十一219

検事の職務である︒

代表して犯罪者の幽暗を求めるのは

十一217 ︿略﹀︑刑事裁判で︑國家を

初の裁判に不服な者は︑︿略﹀︒

十一213

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

十852園︿略﹀︑附近の村々では之を
其虜から熱い湯を管で各室

へ送って︑︿略﹀︒

今かりに一時間五十里の速

長崎を出た汽船は︑海上を
に達する︒

十一165
があります︒

十一166圏

護するために辮護士といふものがあ

︿略﹀︑私はひとりで歩きな

﹁︿略﹀︒一坪⁝本の割︒﹂と

早く間伐して細濁を取る

目的のところでは︑︸坪に二本も三

十一373医

おとうさんの手で記してある︒

十﹁369

が今年伐採する虜︑︿略﹀︒

十﹁364 ︿略﹀︑朱線で園んであるの

いた植林地の書付を開いて見る︒

いひつけで︑明日の用意に出してお

十一362 ︿略﹀︑さっきおとうさんの

みる中で勉強したら︑どんなに氣持
︿略﹀︑取出したら後できつ

る︒

うです︒

十一179

て︑︿略﹀︒

がら自分の始末のわるいことを考へ

十︸181

れます︒

なによく整頓されてるるかが想像さ

此の一事で︑家の中がどん

ともとの場所へお入れになるのださ

十﹁171

がよいだらう︒﹂

とん
﹁こんなによく整頓して

時々見失って︑大さわぎをすること

私は學校で習ふ本でさへ

やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

十一84

ても︑︿略﹀

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

十一42

れる︒

十二4囹

人に親切なことはこれでも

ぎ

はきはきしてみて︑悲愁を

それで注意深い男だといふ

百萬里も離れてみる︒

とって薪の代りに使ふやうになりま
した︒

船員は手早く鯨の尾をくさり
汽車で二日市騨に着いたのは

で船ばたにつないで︑︿略﹀︒

十856 ︿略V︑あの坑内でたえず活動 吉備5
してみる坑夫の仕事 を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

だざいふ

︿略﹀︑宝前で太宰府行の輕便

十五分許で汽車は太宰府町に
外國の或商會で︑新聞紙に店
後日︑人が主人に向って︑ど

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十捌7

員入用の廣告を出した︒

十梱2

着いた︒

十三1

鐵道に乗った︒

十備8

午前の八時︑︿略﹀︒

十861 ︿略V︑我が國で出來る品物ば 十佃8
かりでは用が足らない︒

十862 又國内で出來るものを使ふよ
りも︑︿略﹀︒

十866 米は我が國でずるぶん多くと
れるが︑全く外國米の足しまへを受
けぬわけには行かない︒

十869 ︿略﹀羊毛は︑我が國ではほ
と ん ど 産 し な い か ら︑︿略﹀︒

に製造されるやうに な っ た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十871 機械類は︑近年我が國でも盛

になったのかと尋ねた︒

十旧4囹

かり分りました︒

わきまへてみることも︑それですつ

十鯉10園

知れると思ひました︒

十三5囹

いことは︑それでよく分りました︒

十876 我が國はく略V︑國内で出來 十倣2囹 きれいずきで︑つ＼しみ深
た物を外國へ輸出することもなかな
か多い︒

十885 支那の豚の毛が輸入されて日
本 で ブ ラ シ に 造 ら れ︑︿略﹀︒

十9210 ︿略﹀三人連で︑學校から蹄
る時の事であった︒

十939 さいはひ附近の田で働いてゐ

1099
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︿略﹀︑此の邊では太材を

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

十一374囹

取る方が利益だから︑かう間をおい
て植ゑるのだ︒

十一388 なたや鎌などでつる草を佛
︿略﹀︑敷へてみるとゴムで

ひ︑下枝を泣落して 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一495
造ったものは實に多い︒

十一505 ブラジル邊でゴムを製造す
るには︑山野に自生するゴムの木か
ら原料をとるのであ る が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一515 此の邊でゴムを栽培するに
は︑先づ森林を焼彿 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十﹇691

或山寺で︑四人の僧が

室

宣長は︑大急ぎで三鼎の様

に閉ちこもって︑七日間の無言の行
を始めた︒

十一726

あんどん

二人はほの暗い行燈のもと

子を聞きとって︑後を追ったが︑
︿略﹀︒

十一739
今では世界五逆︑貨幣・紙

で封坐した︒

十一797

﹁いや︑こ＼ががまんの

幣を用ひない國はないのである︒

十一861園

しどころだ︒そんな弱いことではだ
めだ︒﹂

十一887囹

この中にある﹃通日﹄で

十一523 切付といふのは︑ゴムの木 十一8710園 二百十日頃これで無事に
すんだ︒
から液をとるために︑木の幹に小刀
で傷をつけることをいふのである︒

くわん

︿略﹀︒

十一978

それから雨雪の量は万慮

隣の室では︑職工が︿略﹀︑

がら

ダーウィンは︿略﹀︑

一度

何かをし始めたら︑満足な結果を得

十ニー34

るまでは決して中途でやめなかった︒

あちらでもこちらでも︑さ

あちらでもこちらでも︑さ

ひん

往來の頻繁な街上でも︑

眺望皇で眺めると︑道を

汽車でドイツの三内には

これはイギリスやフラン

薄暗いらふそくの火のもと

十二412囹

でしたね︒

あなたは

いや︑これでたくさんで

演奏會へ行ってみたいとかいふお話

口で聞いたのですが︑

十二401圏實はその︑今ちよつと門

で︑︿略﹀若い男が靴を縫ってみる︒

十二391

スなどでは見られぬ光景で︑︿略V︒

十二352国

が︑︿略﹀︒

いったのは朝まだほの暗い頃でした

十二346囲

︿略﹀︒

まるで蟻のはふやうに見えるし︑

あり

往均してみる人間や自動車などは︑

十二333国

ことがなく︑︿略﹀︒

よく警官の指揮に從って︑混齪する

十二307囲

える︒

えたはさみの音がちょきんくと聞

十二216

える︒

えたはさみの音がちょきんくと聞

十二216

器用な手うきで蜜柑を採ってみる︒

十二215 ︿略﹀︑︿略﹀二三人の男が︑

てるる︒

の男が︑器用な手つきで蜜柑を採つ

シャベルが数字で眞黒にな 十二214 ふと見ると︑ついそばの木
の下では︑かごを首に掛けた二三人

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

十一979

しかしせっかく始めた學校

ると︑それをふいては又書く︒

十一984

通ひも︑家事のために僅か一年足ら．

︿略﹀︑府縣市上で参事會員

ずで止めねばならなくなった︒

十一M6

を選墨するにも︑︿略﹀︑皆此の精神

︿略﹀︑市町村會で市町村長

を本としなければならない︒
十一桝7

を意馬するにも︑皆此の精神を本と
昔イギリスの或大きな農場

しなければならないQ
十一柵7
かん

で︑農場主が大勢の人の耕作するの

シャベルでざくくかきま

を監督してみた︒

十一捌10

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに
こんなところで毎日働いて

立ちのぼって︑︿略﹀︒

十一櫨4

みる人たちは︑︿略﹀︒

かた

こちらを見ると︑そこでは

とけたガラスが中でぎら
くかがやいてみる︒

みる︒

ガラス器にいろくの模様をつけて

十一桝⁝7

型から出す︒

ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて

十︻伽9

︿略﹀︑日本では明治五年 十一慨9

こんな不便な暦でも長い

︿略﹀︑父は自分で木を切出

︿略﹀︑家で算術の練習をす

十一969 ところが母のとりなしで終 鱗雲ー01 ︿略﹀︑貝殻や鑛石などを室
内に並べては一人で樂しんでみた︒
に學校に入ることが出來たので︑

して小さな家を造った︒

十一951

のがあるやうだ︒

間の習慣で︑今でも使ってみるも

十一941園

年から太陽暦を用ひた︒

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌

十一923園

一番多いか︑︿略﹀︒

が一番多いか︑又一年中で何時頃が

十一916圏

十一534 ︿略V︑次に画品を入れて固 敷へて御らん︒
まらせ︑機械で薄くのして乾かすの
である︒

十一584 砲手は︿略﹀︑手で顔をお
ほって大砲の上につつ伏した︒
十一647 ︿略﹀︑立木や切株の根本を

掘っておいて︑それにくさりをつけ
て此のトラクターで 引 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十﹇651 ︿略﹀︑此の邊では新しい知

識をいれて︑︿略﹀どしく土地を
開いて行く︒

十﹇653 はてしなく輝く廣野の中で︑
人々は︿略﹀吊しげに働いてみる︒

十一687 しかし火の利用法は︑決し
てこれで完成したといふわけではあ
るまい︒

で一てあし

llOO

す︒

十一一427

しばらくして兄は︿略﹀︑

力のこもった︑しかも低い聲で︑
﹁︿略﹀︒﹂

十二444 ︿略﹀︑三人の心はもう驚と
感激で一ぽいになっ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二5010 中湖は深さが三百七十八

これでもう魚は逃出すこと

たといふ合圖をすると︑︿略﹀︒

十二787
が出來ない︒

網の中がいよく狭くなる
船がまぐろで一ぽいになる

と︑其の周圏を船で取巻いてしまふ︒

十二793
十二799
と︑︿略﹀︒

龍に調査し︑︿略V︒
ちく

しん

出來る氣つかひはないと見

の友と︑六年の間種々の苦行を試み
た︒

十二柳9

くびつてみた岩山の掘抜も︑これで
其の後は老僧と共に洞穴の

はどうにか出花さうである︒

十二㎜7

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀

二十五日午後一時から︑學
世の中﹂と題する講演があった︒

校の講堂で村崎工學博士の﹁電氣の

十二薦4

メートル︑此の湖中での一番深い慮
十
二
8
8
8
政
府
か
ら
提
出
さ
れ
た
案
は
先
十
二佃9 今では此の洞門を掘りひろ
たい
である︒
づ議會の一院で討議される︒
げ︑慮々に手を加へて善管を改めて
十二559 男の子は指先でそれをつま 十一一8810 即ち第＝讃會で其の案を大 はみるが︑︿略﹀︒
ま う と し た が ︑ ︿ 略﹀︒

十二565園

︿略﹀︑第二陰萎で逐條に審

議し︑︿略﹀︒

此庭で遊んではいけない︒ 十二891

十二577 親子は総掛りで探し始めた︒

かうして其の院で可決すれ

膿の可否を議決する︒

し︑︿略﹀︒

十二893
十二893

し︑︿略﹀︒

水力電氣の利用をはからなければな
らぬことを力説した︒

饗明されました︒

熱をともなふことの少い電燈さへも

かく
光の色が太陽に似て︑しかも比較的

此虜でも同檬の形式で討議 十二宙！囹 ︿略﹀︑今では更に進んで
此庭でも同様の形式で討議

律が出來上るのである︒

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十二897

そこで天皇が之を裁可せら

はり法律であるから︑︿略﹀︒

あって︑廣い意味でいふ場合にはや

さうして醜虜で︿略﹀五人

しば
西郷は早速承知して︑芝︑
さつま

十一一旧10 相手は大きな眼でじっと安

︿略﹀︑昔から此の島國で荒

芳の顔を見つめながら︑︿略V︒

十一一価10

自分で思ふま＼に造り出す

い浮世を知らずに過して來たことが︑

︿略﹀︒

創造力は︑十分に獲下せられたこと

十二窟1

がなく︑︿略V︒

で ︵接助︶1 で

て︑心構せし様なりしが︑尚筆も取

十﹇459図 く略V︑二選﹁︿略﹀︒﹂と

﹇出会﹈︵四・五︶4 出アブ

らで数日を過しぬ︒

であ・う

ギウニユウ

︽ーッ・ーハ・ーヒ︾

マツ先二上アツタノハ牛乳

出あふ 出會ふ

配達デ︑︿略V︒

ハイタツ

六32一

大洋を西へくと航海して︑

陸地に出あったのが︑それ程の手が

八758圏

おかあさんは︑﹃一命を捨

らだらうか︒

九佃9園

てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

れるが︑まだ其の折に三盆はないの

だ︒

十一一㎎！0陵困 本日突然上田君に出會

手足

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ
高輪の薩摩屋敷で會下したが︑︿略﹀︒

く承り申一一︑︿略﹀︒

八丁9 ︿略﹀︑耳は鳴り︑目は暗み︑

てあし ﹇手足﹈︵名︶3

は︑︿略V︑日本心逸にのしをつけて

腹もすいた︒

十一856

來ず︑︿略﹀︒

手足はなえてしまって動くことが出
どこぞの國へやってしまふやうな事

手足が大分くたびれて來た︒
にならぬとは決して申されませぬ︒

十二伽3園

町の薩摩屋敷で行はれた︒
ぜっ
︿略﹀︑拙者の考へる所で

十一一伽3

翌十四日の會見は︑芝︑田

たかなわ

十二伽9

となどの耳新しい話に︑︿略﹀︒

十二896 又貴衆繭院の何れかから提 十二稲7 ︿略﹀︑無線電話で子守歌を
ばう
出された案は︑他の一院のみで討議
聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ

し︑︿略﹀︒

に富んでみる我が國では︑青苗益く

十二588 時計回は早速ピンセットで 十二891 ︿略﹀︑第三粛軍で法律案全 十一一備6 博士は︿略﹀︑急流や雪布
ねぢをはさみ上げて︑︿略V︒

まあ︑此のお

ば︑其の案を他院に移す︒

十二591 ︿略﹀︑やがてピンセットで 十二892
ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑
︿略﹀︒

十二592 ︿略﹀︑小さなねぢ廻しでし
つかりとしめた︒

十二665圏 お前たちのうちで誰が﹁
番此の父を大事に思ってくれるか︑
︿略V︒

︿略﹀︑

十二687圏 それでは返事にならぬで
はないか︒

十二7310園

腱であのひどい嵐の中を一︒

くあるが︑だいぼう網で取るほど

十二766 まぐろを取る方法はいろ 十二8910 これ等の命令も國の規則で
勇肚なものはあるまい︒

十二942

十二785 其の時魚見やぐらの上で旗 十二941圏 自分一人で修行をしよう︒
を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ

llO1
てあしらいちどう一ていと

︿略﹀︑或は抱き或 は 懐 を 探 り ︑ 或 は

十二865図 土人職業藏を珍しがりて
あり︑人をして低回去る能はざらし

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

定期

︿略﹀︑定期の方は︑預けた

﹇定期﹈︵名︶2

多く附く︒

十527囹定期の方には利子がずっと

限が來ないと引出すことが出來ない︒

日から半年とか一年とかきまった期

十523園

ていき

む︒

﹇手 足 等 一 同 ﹈ ︵ 名 ︶

手足をもてあそびなどす︒
てあしらいちどう

八鵬4 之を聞いて︑手足等一同は︑

1 手足等一同

﹇手当次第﹈︵副︶1

なるほどと感心したといひます︒
てあたりしだい

手懸り次第
期預金

膿裁

帝室
︿略﹀︒

十伽9

汽車で京城へ下る人は通常

榎寺を出て二日市の停車場へ

停車場に着いた時は午後の六

急いだ︒

十伽5

場を出て大通を東北に進むと︑︿略﹀︒

南大門騨で下りるのです︒此の停車

整頓といふのは車裁をつ 十736團

東京停車場

﹇帝室用﹈︵名︶1

くることではなくて︑むだをなくす

十一184園
ことだ︒

ていしつよう
二十六

時を過ぎてみた︒

五聖8

用

七って右が入口︑左が出口で︑まん

十一一49図

きぬ︒停車場の外に出つれば︑秋晴

今市を過ぎ︑大社騨に着
中が帝室用になってゐます︒
ていし

の空はあくまですみて︑暖さ春の如

﹇停車場﹈︵名︶12

停車場﹇▽だいてい

し︒

てい車場

停車場近ク

停車場近クニナルト︑急二人

通が多クナツタ︒

六337

ていす

﹇提出﹈︵サ変︶3

法律を制定するには︑政府

政府から提出された案は先

又貴島町院の何れかから提

←きゅうしにていす

し︑︿略﹀︒

出された案は︑他の一院のみで討議

十二895

づ議會の一院で討議される︒

十二887

成して議會に提出する︒

又は貴衆両院の何れかが其の案を作

十二887

提出する ︽iサ︒iスル︾

ていしゅつ・する

が來て︑﹁︿略V︒﹂

むかふのてい車場へ着いていしゅ ﹇亭主﹈︵名︶1 ていしゅ
四543 そこへ宿屋のていしゅ

此の停車場から︑毎日七八千

テルもあります︒

五葬2

人つつの人が乗降りします︒

第一に宮城をさしてまみります︒

停車場デキツプヲ買ツテヰル
ト︑︿略﹀︒

六345

停車場にはいる手前でまた北

七代七十齢年の帝都とし

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし

十一一994図

北海道に渡る人は︑停車場に ていと ﹇帝都﹈︵名︶1 帝都

上川を見たが︑︿略﹀︒

九733
九766

績いた乗船所から汽船に乗るのであ
る︒

ていしゃばちかく ﹇停車場近﹈︵名︶1

や場

︿略V︑てつだうが私ども

居ました︒

たら︑にいさんがむかへに來て

四833

ていしゃ場が出來るさうです︒

の町を通って︑工場の近くに

四296

うざんていしゃば

しゃば・とうきょうていしゃば・りゅ

ていしゃば

だから當分使ふ見込のない︑

がよいのだ︒
かう

ていこうりょく

ていかう

﹇体裁﹈︵名︶1

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

強 五皿6 はじめて東京見物に來て︑此

帝國←だ

ひばは抵抗力を有し︑松 龍門2 停車場の階上には︑役所もホ
﹇帝国﹈︵名︶2

世界に比なき帝日の

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

き御民となるべしと︒

七68粛正

いにっぽんていこく

ていこく

は揮力に富み︑︿略﹀︒

十二478図

抗力

てい
﹇抵抗力﹈︵名︶1 抵

まとまったお金は定期預金にした方

十529園

いふのと新座預金といふのがある︒

もひつつかんで行っては窯の中へ投

艦

銀行の預金には定期預金と

十479 さうして手骨り次第に︑何で ていきよきん ﹇定期預金﹈︵名︶2 定

手あて

十521囹

﹇手当﹈︵名︶1

込んだ︒

てあて
ね ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒人夫には此方か

七756囹 役人はわけをくはしくたつ
ら手あてを致す︒﹂と申し渡して︑

手洗

人夫にほうびの金をたくさんやった
﹇手洗鉢﹈︵名︶1

と申します︒

てあらいばち
鉢

﹇体﹈︵名︶1

て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒

六撹1 ねえさんは赤いたすきをかけ
てい
わく

九三1園

唯法律は必ず帝國議會の協

﹇帝国議会﹈︵名︶1

は帝國の恥だぞ︒
ていこくぎかい

十二398 兄はむっつりとしてや＼當
惑の禮である︒
帝﹇▽げんてい

天亡いはく ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と ︒

﹇帝﹈︵名︶1

帝道議會

十㎜2図

てい

十二902

ていさい

其の事がない︒

賛を笹なければならぬが︑命令には

帝其の志の動かすべからざるを知り︑

﹇堤﹈﹇▽ぼうはてい

﹇低回﹈︵名︶1

︿略﹀︑何の山︑何の川︑

低回

之を刑場に送らしむ︒
てい

ていかい

十二欄5図

ていど一デカストリーわん

1102

な ら

︹程度﹈︵名︶2

奈 良 の 都 も ︑ ︿ 略 V︒

ていど

程度

十二244 これはひつきやう文明の程
度が低いために︑共同生活の意義が
明らかでなく︑︿略 V ︒

十二904 一國文化の程度は︑其の國

出入口

テームス川

テームス川を飾るタワー

︹地名︺一

十一一293團

テームスがわ

橋・ロンドン橋を始め︑︿略﹀見る
物聞く物唯々驚く外はありません︒

九351

京城の市街は︑もと石ででおくれ ﹇出遅﹈︵名︶1 出後れ

︿略﹀︑すべての窓や出入ロは

﹇出入口﹈︵名︶2

港ニハ船ノ出入タエズ︒
でいりぐち

九632
開かれる︒

十7310團
た＼んだ高い城壁で園まれ︑その

皆さんのうちには︑大きく

いざといふ時には︑それに乗って出

かけた︒

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七611園

出かける人もありませう︒

︿略﹀︑信吉はほっと息をつい

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐ出かけ

︿略﹀︑此の前來た時の事を考 八847

僕ははかまを着けて︑信吉と

︻しょに出かけた︒

八853

へながら︑出後れのわらびを一本折
手を

盧々にかういふ門があって︑出入口

手ヲケ

民が翻転を守る精神の厚薄に依って

﹇手桶﹈︵名︶2

け﹇▽ひとておけ

ておけ

ようとした︒

出

つて︑又歩き出す︒

﹇出入﹈︵下一︶1

入させる ︽ーセ︾

でいりさ・せる

になってみたのださうです︒

ていねい

此 の人たちの田や畠

﹇丁寧﹈︵形状︶7

測ることが出來るといはれてみる︒
ていねい

四754

デーバダッ

でがけ

﹇出掛﹈

︵下二︶1

出掛く

昨日知人に誘はれて

﹇出掛﹈︵名︶1

出がけ

朝飯を終へて︑妹と共に學
校に行く︒出がけにとやの方を見れ

九152図

ケ・ーケル︾﹇▽おで

﹇出掛﹈︵下一︶10出カケ

ば︑︿略﹀︒

でか・ける

︽

其の大王が東方諸國の遠征に

﹁此の大雪に︑どうして出

︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

﹇手数﹈︵名︶1

ります︒

手敷与おん

場によけいな手数をかけることにな

八785園今日までに納めないと︑役

てかず

てかず

は口を揃へていった︒

出で下さいませうか︒﹂きやうだい

ンは立って出かけた︒﹁先生︑又お

十一﹁447 ﹁さやうなら︒﹂ベートーベ

いだらうと思ひました︒

毎日何庭へか出かけたくてたまらな

十778団

かけたのか︒﹂

十6010園

出かけた時の事である︒

十81

力ケルノダ︒

三661私ノウチヘキノフヲケ 九伽6園今日午後四時ノ汽車デ吐出
ヤガ來テ︑手ヲケヤタラヒノ

小僧一人だけ自由に室内に

出入させて︑いろくの用を足させ

十﹁692

の作り方はていねいでしたか
ら︑稻も萎もよそのよりは

タガヲカケカヘマシタ︒
大水が出なければよいがと

た︒

︹人名︺一

時計屋の前に電車の停留場が でかけ ←おでかけ・おでかけなさる

コーヒー園見物に出掛け候︒

十﹇鵬7昼酒

︽ーケ︾

でか・︿

まですっかり二階へ上げました︒

心ぽいして︑夜中に手をけやはき物

五848困

よく出掛ました︒

︽ースル︾

デーバダッタ
タ

殊にデーバダッタは︑いと
迦の名望をねたみ︑幾度か彼を害し

七269

武人は昔から之を愛養して︑

さんの所へ出かけました︒

けふ
小舟に乗じて今の間宮海峡を横ぎり︑

十二856図 ︿略﹀︑︿略﹀一行八人は︑

四807 昨日おとうさんと朝九時デカストリーわん ︹地名︺2 デカス
の汽車で︑軍たいに居るにい
トリー湾 デカストリー湾

出かける

かける

ル

テーブル
︿略﹀︑あの青年ははいると

︵名︶一

上に置きました︒

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

十旧4園

テーブル

ようとした︒

この身でありながら︑かねてから繹

十二977

ていりう

場εじんぐうまえていりゅうば

ていりゅうば

門に出入することを樂しみとせり︒
ていりう
﹇停留場﹈︵名︶1 停留

を思ふ心あつく︑卒業後も尚學校の

十伽5図

︿略﹀︑生徒は︿略﹀︑學校

五46 私ども二人はていねいにおじ でいり・す ﹇出入﹈︵サ変︶1 出入す
ぎをしました︒

うていねいにいはなくてもよい︒

七麗5園 それでもよいが︑電報はさ
八299 此の時太郎が︑炭はどうして
焼くのかときくと︑其の男はていね
いに教へてくれた︒

出入

あります︒

九798 ︿略V︑星野君が︿略﹀︑ほっ 五345
たいもを一つ一っていねいにならべ
て行く︒

十槻6園 あいさつをしてもていねい
で︑少しも生意氣な風が無く︑︿略V︒

十一㎜9 リンカーンは其の本をてい

ねいに乾かして︑其の後何度もく
﹇出入﹈︵名︶2

讃返してみるうちに ︑ ︿ 略 V ︒

でいり

して︑商船の出入たゆる時なし︒

七75図 横丁は︿略﹀︸大貿易港に
七295図 市中ニハ電車ノ往復シゲク︑

1103
でかせぎ一てき

デカストリー轡の北に上陸したり︒

十二85図 デカストリー湾
でかせぎ ﹇出稼﹈︵名︶1 出かせぎ
ばう
七711園 房州へ出かせぎに行って︑

﹇手紙﹈︹課名︺8

手紙

れふを致して居りま し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

てがみ

手紙
手紙

八443第十二 手紙

八目18 第十二

九目11 第二十三

王は讃終って︑そっと手紙を

し下されたく候︒

十103

﹁てがらは仕勝ちぞ︒

あっばれてがらを立てるかくご︒
十一293芸園
か＼れく︒﹂

敵

﹇的﹈←せかいてき・ひかくて
てき

︿略﹀︑宗任はつい此の問噺家

負けたことなく︑

大日本︑大日本︑ 神代此

﹇敵﹈︵名︶37

す︒

︿略V︑義仲はひそかにみ方の
くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

ためとも

我が武士は敵の攻めよせるの

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

六381囹

叔父爲朝の弓のやうな強い

義経のかぶとに引っかけようとしま

六354

者を敵の後へまはらせて︑︿略﹀︒

六237

にかうさんしたてきの大意なのです︒

五823

︿略﹀︒

の方一度もてきに

五24翻

でき

き・ゆうぎてき・りそうてき

それ妻定の艦に手紙を附けて てき

まくらの下へ入れた︒
十557

放せば︑容易に通信が出営るのであ
る︒
鳩に手紙を運ばせるには︑足

にく略﹀細いくだを附け︑又は胸に

十575

袋を掛けさせて︑其の中に入れるの
である︒

十一佃10國国憲の手紙と一しょに︑
給葉書をたくさん小包にて送り申候︒
福地に参りて臨監︑一

十二柵5圓国

九川7 第二十三 手紙
十目7 第二十手紙
十佃1 第二十手紙
第十課手紙
十一目11

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた
てがら

しとは存じながら︑︿略V︒

﹇手柄﹈︵名︶6

手が

十︻415第十課手紙
てがみ ﹇手紙︵
﹈名︶11 手紙呂おて
てがら
ら

がみ・おんてがみ・ひとをまねくてが
み

大きな手がらを立てた軍人に下さる

五198囹其のいはれで︑戦事の時︑

︿略﹀︒

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

た︒

︿略﹀︒

六812

草野の次郎の如きは夜敵の船

六824

六817

いよくおしよせたが︑敵の

敵ははげしく射立てた︒

通有はほぼしらをたふして︑

船は高くて上ることが出町ない︒

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六831

こんだ︒

其の後も攻めよせる者がたえ

ないので︑敵は一先づ沖の方へしり

六835

敵の船はこっぱみちんにくだ

ぞいたが︑︿略﹀︒

六851

賊は﹁それ︑敵が出た︒一

けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま

つた︒

騎も鯨すな︒﹂とおしよせた︒

六947囹

信玄は不意を打たれておどろ

﹁かくして下さい︒敵が追

いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引

七442

受けた︒

七884囹

つかけて來ます︒﹂

つて︑敵はあちこち見まはしました

七915 ﹁たしかに來たはずだ︒﹂と言

敵はどっと笑ひました︒

が︑︿略﹀

七921

九163 保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︑

シタガツテ敵産オソバレル心配モ少

容易二他ノ動物二見ツケラレナイ︒

敵

︿略V︑又コチラカラ敵ヲオソ

ク︑︿略﹀︒

九164

所はいっこ︑水師螢︒

乃木大將と匹見

旅順開城約成りて︑

フノニモ都合ガヨイノデアル︒

九395図圃

の

敵は此のいきほひにおそれて︑ の乱軍ステッセル
鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒

六812

敵の船に火をかけて引上げた︒

草野の次郎の如きはく略﹀︑

におしょせて︑首二十一取って︑

六811

た︒

こっちはつり舟のやうな小舟であっ

六805

敵は高いやぐらのある大船︑

を待ちきれず︑こっちからおしよせ

六804
だ︒

六503圃

﹁大洋を西へくと航海し
手がらだらうか︒﹂

候やうとの心願に候︒

そなたがあっばれなるてがらを立て

九国6㈱国

まん
八幡様に日参致し候も︑

て︑陸地に出あったのが︑それ程の

八759囹

すぎしいくさの手がらを語る︒

みうりのはたに縄なふ父は

勲章に︑金の鶏をおつけになったの

五887囲 おとうさんやおかあさんに
に居ります︒

七678囹 ﹁中には︒﹂﹁小判が百五十
雨はいって居ります︒︿略﹀︒外にま
だ手紙が七八本︒﹂

八465国 其の後どうかと案じてゐま
したが︑手紙を見て安心しました︒

九悩5 或日我が軍艦高千穂の一水兵

水兵はく略V︑﹁︿略﹀︒﹂と言

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて
みた︒

九葡1

唯今にも鎌倉の御大事とい
ふ時は︑︿略V︑やせたりともあの馬

十694園

にうち乗って一番にはせ参じ︑︿略﹀︑

つて︑其の手紙を差出した︒

手紙をした＼めしか︑よくよく御察

九柵8圏国 如何ばかりの思にて此の

でき一てきだん

1104

︿略﹀︒

九415図團 昨日の敵は今日の友︑
九研1 谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう

敵の砲兵が放列をしいてみる︒

九研6 それでも誰一人敵に後を見せ
る者はない︒

九佃8 ちやうど其の時︑敵の砲弾が
近 く で 破 れ つ し て ︑︿略﹀︒

十88 陣頭に立っては百萬の敵を物
とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも
することが出來ない︒

十910 それにはフィリップが敵から
大金をもらふ約束で王を毒殺しよう
としてみるといふ風説があるから︑
さい

用心するやうにと書いてあった︒

十585 殊に要塞が敵にかこまれて︑

てわいたる敵の大軍︑木之本の邊に
明くれば二十︸日の朝︑

漏ちくたりと報じ來る︒
十一286図
盛政はく略V︑︿略﹀︑追來る敵を防
ぎ干し弟勝政に引きあげを命じたり︒

く略V秀吉︑︿略﹀︑すか

さず鐵砲組に合窮して銃火をあびせ

十一289図

かけたれば︑敵は見る間にばたく
﹇出来﹈︵名︶3

出島

と倒れて︑一軍今や崩れんとす︒
でき

日本一の出來︒

一墨に敵をみちんにせんと︑

キョネンデキ上ツタ新道

の山は出來上りませう︒
けし

︽ーッ︾

こ

昨日までに二山出來て︑もう

︿略﹀︑かしはく略﹀︑

てき・す﹇適﹈︵サ変︶2適す︽一

十二487図

シ︾

然れどもこは今日のアー

︵サ変︶2 適する

南洋は︿略﹀︑ゴムの木の

れん

︵サ変︶− 敵する

温和な氣候や美しい風景は︑
がう
︿略﹀︑雄大豪壮の六三を養成するに

︽ースル︾

てき・する ﹇敵﹈

は適しない︒

十二価1

本志には最もよく適してみる︒

十一512

︽

てき・する ﹇適﹈

ず︒

内に用ふるには︑︿略V︑實用に適せ

ク燈に類するものにして︑︿略V︑室

十二川9図

を轟くるものを製作するに適せり︒

櫓・車・運動器具の如き強烈なる力

ろ

︿略﹀．焼加減を見て︑かまの セ︾

外へ引出し︑消粉をかけて消せば︑

八319

しかし此の分では︑わたし

かた炭が出家上るのである︒

九244囹

の命は︑とても仕事の出來上るまで
もつまいと思ふ︒

そこで天皇が之を裁可せら

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十一﹇898

律が出來上るのである︒

六31

出感吟

三つ目の山が出來か㌧つてゐます︒
﹇出来事﹈︵名︶1

敵手

十一一145國世の出塁事を速に知らん

できごと

﹇敵手﹈︵名︶1

とするは人情の常なり︒
てきしゅ

供給されるので︑石炭の火力による

然るに元軍の勢いよく盛 十一一備3園 ︿略﹀︑電力は頗る廉償に
にして︑宋軍到る虞に敗れ︑皇帝・

十977図

とが出來なくなりました︒

蒸電力は︑多くの場合之に敵するこ
敵將
ちやうせいけつ

﹇敵将﹈︵名︶2

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒
てきしよう

中にも加藤清正は︑山際

八鵬9

分業で造ると︑其の貸手がよ

いばかりでなく︑出來高がたいそう

多くて︑︿略V︒

に沈み︑

船は次第に波間

敵弾いよくあたりにし

八984図圏 ︿略﹀︑

てきだん ﹇敵弾﹈︵名︶2 敵弾
﹇敵陣﹈︵名︶1

ひ︑︿略﹀︒

てきじん

敵弾は前後左右へ雨のやうに

げし︒

落ちて煙る︒

九町4

中尉は︿略﹀︑敵陣が間近に

叫んだ︒

なったのを見て︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と

九佃4

敵陣

のがけ路にて敵営山路正國に出であ

十一298図

にもして之を降らしめんとし︑︿略﹀︒

戦ひて元軍を防ぐ︒塞翁下達範如何

こうはん

もう高いえんとつは大方 十983図 時に宋の勇心張世説よく できだか ﹇出来高﹈︵名︶1 出來高
これは大じかけでれんぐ

出來上りました︒

四294

つた︒

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

六35

か＼る

六536園さてく︑此のたびの舞はできかか・る ﹇出来掛﹈︵五︶1 出來
分業で造ると︑其の出來がよ

いばかりでなく︑出品高がたいそう

八丁8

分業で仕事をする時︑誰か一

多くて︑︿略﹀︒

八鵬8

人の手ぎはが悪いと︑全区の出町ま

く わい

デキ

無線電信機は破壊せられ︑︿略﹀︑

﹇出来上﹈︵五︶8

でも悪くなる︒

できあが・る

全く方法の蓋きた場合などには︑
︿略﹀︒

ハ︑︿略﹀︒

三496

十693園 ︿略﹀︑眞先かけて敵の大軍 上ル 出來上る ︽ーッ・ーリ・ール︾
に割って入り︑︿略﹀︑あっぼれてが
らを立てるかくご︒

合って︑あっばれてがらを立てるか

十693囹 ︿略﹀︑これぞと思ふ敵と打 四292
くご︒

來上るころには︑︿略﹀︒

わをやく工場です︒これが出
五762

十一243図 く略V︑思ひもよらぬ敵の
一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

急ぎて進み湿る︒

︿略﹀︑

︿略﹀︑こは如何に︑降つ

今日庭にほしてあるもみをす

十一256図 寄手の大將佐久間盛政は︑ 池が出來上った年の冬︑死んでしま

︿略﹀︒

十﹇264図

1105
てきとう一できる

てきとう

﹇適当﹈︵形状︶5

馬面

九谷4園 ︿略﹀︑メイ︿自分ノ適言
ト信ジテヰル人馬投票スルノガ︑ホ
ン タ ウ ノ 選 民 ・ ト イフモノダ︒

︽ーキ・ーキ

よりはよく出來ました︒

四756︿略﹀︑稻も変もよその

マス︒

モ出超レバ︑針金ニナルコトモ出來

六107園

マス︒

六123圏 ︿略﹀小サイ物カラ︑︿略V

大キナ物マデ︑皆紅ガナケレバ造ル

虎はうんくうなって︑かけ

コトが出來マセン︒

六312

さあ︑此の女にはゆだんが出

まはるより外︑どうすることも出來

ません︒

あんな小言を言ふ程だから︑

來ぬといふ事になって︑︿略V︒

六564

六687園

あの美しい友暉染は︑もと此

此の義揖が出來たのだらう︒
いうぜん

六738

まるで大きな島が出撃たやう

の川べりで出來たのでございます︒

六814

いよくおしよせたが︑敵の

なものである︒

船は高くて上ることが出來ない︒

六826

自由にうこかすことの出撃る

船から陸あげした荷物は︑

ンへでも北京へでも送ることが出來

すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ

七386国

どきに横づけにすることが出來ます︒

七383国 ︿略﹀︑たくさんな大船を一

長い鼻︑︿略﹀︒

うら手で助けてくれ助けて 六862

つともゆだんが出立ません︒

︿略﹀︑繭をかけはじめますから︑ち

五873国

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

今どこのうちへ行って見ても︑

新田が大へんよく出直まし

︿略﹀︑どうすることも出囲ませんで
した︒

た︒

ソレデ︑オアシニナルコト

三つ目の山が出藍か＼つてゐます︒
米をつく家も出來ました︒
四296 ︿略﹀︑工場の近くにてい 六107園 ソレデ︑オアシニナルコト
モ出來レバ︑針金ニナルコトモ出面
しや場が出來るさうです︒

俵の山が出曾てゐます︒
の花火が上るさうです︒
兵がはいって來ました︒
たまく元の大軍至るに及 四286よこ町に電氣の力で︑ 六28 昨日までに二山出塁て︑もう

んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

十982図
へらる︒

出営る

九旧4 道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑自 で・きる ﹇出来﹈︵上一︶㍑ デキル
できる

出來ル

分デ一番適當ダト信ジテヰル中村君
ル・ーキレ︾

二人のものはなかなか
中村君は學問もよく出來るし︑

酒が出來ると︑みことはそれ

あつい夏でもすゴしくく

五303圏つりも出丸るし︑およぎも

てるることが出來ず︑︿略﹀︒

のやうで︑わるものどもは目を明け

五196園長の光がまるでいなびかり

﹂を八つのをけに入れさせて︑︿略﹀︒

五108

うんどうも上手です︒

五二2

そばへよることも出來ません︒

﹁ニイサン︑ミテクダサ 四925

ニハ︑

︿略﹀︑ナカナカタイヂスル

新道ノリヤウガハ

たうふうは︿略﹀︑こんき

出立て︑
らす︒

あつい夏でもすゴしくく

三674池ノ水デ雪国シテミル 五304翻つりも出來るし︑およぎも

がよければ︑何ごともできない
ことはないとさとりました︒

三567

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒

三501

コトガデキマセンデシタ︒

二726

ツタトイヒマス︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二366ソレカラコノ人ノ田ニ

イ︒﹂﹁ヨクデキマシタ︒

一373園

ヲ自暴シヨウト決心シタ︒

十悩5園 心添から熱い湯を管で各室
へ送って︑適當に暖めるやうになつ
てるるのだ︒

十二川8図 然れどもこは今日のアー
ク燈に類するものにして︑公園・街
路等の照明用としては適當なれども︑
︿略﹀︒

十二M5図 く略V︑日本の竹最も適當

﹇適 当 公 平 ﹈ ︵ 形 状 ︶

なりしかば︑專ら之によりて心を製
出せり︒

てきとうこうへい

︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑

1適當公平

出來て︑

十一204

ト︑ウマク出來テヰテ︑高ク上

三862囹 天人のはごろもなら︑
なほさらかへすことは出工ませ
ん︒

かへることが出国ません︒

三865園それがなくては︑天へ

三877圏おかげで天へかへる

六24

六14囹

ので︑ばんにはそのおいはひ

四44 今年は田がよく出來た

ことが急激ます︒

五47︿
7略﹀︑少しでもおくれると︑

のある者を十分に取調べて適當公平

敵兵

マス︒

らす︒

適任

ゲルト︑ヤネノ上マデトドキ

﹇適任者﹈︵名︶1

な裁判をする︒

てきにんしゃ

十一価8 ︿略﹀︑地方公職の爲の適任

者

者を學げることだけを考へて︑決し
﹇敵兵﹈︵名︶3

て私心をもたないのである︒
てきへい

六852 敵の船はこつぽみちんにくだ
けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま
つた︒

七909此の時どやくと四五人の敵

できる一できる
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ます︒

七492 此の時信玄は之を止めて︑
﹁︿略V︒﹂といっ た の で ︑ め で た く 中

こんな時には︑︿略﹀︑外の

なほりが出監た︒

七576囹
しょうとつ

船に衝突したりするやうなまちが
︿略﹀︑星が出てみれば︑そ

ひが出置ます︒

七588囹

れにたよって方角を知ることも出撃
るし︑︿略﹀︒

七589圏 ︿略﹀︑星が出てみれば︑
︿略﹀︑自分の船の 居 場 所 を 知 る こ と
も出來ます︒

七629 渡るといっても︑自分一人で
は渡ることは出営ません︒

七642 ︿略V 一人の男が︑人夫と渡
賃を古酔いやすいと言ってあらそって

ず︑︿略﹀︒

八283図

︿略﹀︑かゆき所をかくこと
︿略﹀︑いたき所をさするこ

も出來ず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一人で寝起の出諮る

とも出來ざるべし︒

八284図
八469囲

二日目で小さなおそなへが幾

まで︑ゆっくり看病してお上げなさ
い︒

八529
︿略﹀︑三日目からは︑のし餅

かさねか出來︑︿略﹀︒

八531
が出迎た︒

八877園︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

くわく

︿略﹀︑くはしく計壷を立

しかし思ふ程に仕事は出來

るだけは骨折つたつもりである︒

九237圏
ず︑︿略V︒

九264圏

てた事もあるが︑いろくの差支が
あって︑退行が出來ずにしまった︒

あの降りつゴいた雨のおか

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

九473團

米が出図るのも︑萎が取

ることが出來ました︒

九484困囹

︿略﹀︑六十五六の時にはも

れるのも︑︿略﹀︒

火縄一本の煙草ぼんのまはり

う齢程の財産が出來た︒

九556圏

九662

には︑人の山が出託て︑いろいろの

さしぶりに鋸つた私に︑一口も口を

話が出る︒

︿略V︑二人とも腰を掛けるこ

何時頃までに出來ますか︒
く略V︑あの星を本にして︑

しかし今の戦箏は昔と違つ

て︑一人で進んで功を立てるやうな

九冊5園

︿略﹀英雄も︑病氣は如何と

ことは出來ない︒

十89

王は間もなく健康を回復して︑

もすることが詳論ない︒

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

十114

出來た︒

よくこんなに早く出來まし

︿略﹀︑此の地峡を切通し︑

十127園

たね︒

︿略﹀︑太平・大西爾洋の水を通はせ

十318

そこで此の運河は︑非常に攣

ることは到底出來ぬ事であった︒

十319

所で︑此の高い湖と低い掘割

つた仕組に出來てるるのである︒

十331

を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑

とても船を通すことは出來ないから︑

︿略V︒

運河は全長五十哩去り︑凡そ

﹁出來たく︒﹂皿をさ＼げ

十時間前後で之を航することが出門

る︒

十493園

た喜三右衛門は︑こをどりして喜ん

だ︒

おとうさん︑今度役場の隣

﹁出來たく︒﹂

それにあの星は何時も眞北

十505圏

十493圏
く略V︑あの北極星がひしゃ

に居るから︑︿略﹀︑道に迷った時な

九899医

くの柄の先になって︑もう一つ︑小
さい北斗七星のやうなものが出來て
ゐますね︒

卑下の方は何時でも引出す

十524園 ︿略﹀︑定期の方は︑︿略﹀

ことが出來るが︑︿略﹀︒

十523園

にりっぱな建物が出來ましたね︒

どにもすぐ方角を知る事が出來る︒

九894圏

すぐに北極星を見つける事が出品る︒

九889園

九836圃囹

海水浴も出來るさうだ︒

九764 ︿略﹀︑此所は名高い温泉場で︑ 十361

今は方々に町や村が出來てるる︒

九688圏昔は一面の荒野であったが︑

とが衆評た︒

九681

きくことが出來ないのでございませ
︿略﹀︑もう二年たって︑此の

う︒

八928

學校を卒業する頃には︑りっぱに一

そつ

ゐましたが︑相談は出訳ないものと

︿略﹀︑耳は鳴り︑目は暗み︑

人前の事が出論るやうになる︒

︿略﹀︑僕が若し食物をこな

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

そこで此の父も︑何とぞ此
の學問を大成したいと︑︿略﹀︑出潮

九235圏

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

形ガウマク垢落テヰルノハ︑印度二

九198

くなって︑︿略﹀︒

朝湿3囹其の爲に新しい血が出來な

血がどうして出蕾ませう︒

さなかったなら︑からだを養ふ所の

雨落9函

來ず︑︿略﹀︒

手足はなえてしまって動くことが出

八㎜9

見 き っ た の で せ う ︑︿略﹀︒

七691囹︿略﹀︑此のま﹂婦ることも
出來ませんので︑引つかへして参り
ました︒

ガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑戦一つ出來ず︑人の

七871 一ガイニイフコトハ出來ナイ
七988囹

かげごとばかりいふ石田めとは︑此
の清正皿生中直りは致さぬ︒

ン︒﹂

七m5国 ﹁ハナシデキタイツクルヘ

︿略﹀︑帯を結ぶことも出來

八282図 箸を持つことも出來ず︑
︿略﹀︒

八282図

1107
できる一できる

きまった期限が來ないと引出すこと
が出來ない︒

十539園 ﹁成程︑うまく出來たもの
ですね︒﹂

十545 ︿略﹀︑他の方法では全く通信
が出來なくなった場 合 で も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十﹇15

太陽の光と熱とがなくては︑

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一
として生存することは出來ない︒

かういふ風に︑三回くりか

へして裁判してもらふ事の出題る組

十一215

ぬとしたら︑︿略﹀︑我々は安心して

若し又裁判が公平に行はれ

織になってみるのは︑︿略﹀︒

生活することが出來ぬであらう︒

十一2210

放せば︑容易に通信が出來るのであ

十557 それ故鳩の盤に手紙を附けて
る︒

それから始めて聞いて面白

りロつ

かうして出來たゴムは︑各
望がかなって︑宣長が準準

かうして出題た貨幣は極め

つたり︑︿略﹀︒

十一794

て使用に便利ではあるが︑︿略﹀︒

﹁あ＼︑五海里の海上を
家が出來てから次に土地を

僕も泳ぎきることが出直たのだ︒﹂

十一873囹
十一954

開きにか＼つた︒

︿略﹀︑リンカーンは十歳頃

つてみると︑︿略﹀︒

十ニー210 此の航海によって彼の博物

そ
學者としての基礎が十分に出來︑

︿略﹀︒

十日ー39 ︿略﹀︑此の規則正しい生活

じゅ

とふだんの養生とによって︑七十四

歳の長壽を保つことが出出た︒

時の利益を得るに止って︑永績する

十二232 ︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

ねぢは︑自分が此虜に位置

ことが出射ないから︑︿略﹀︒

と︑︿略﹀︒

しん

これでもう魚は逃出すこと

あって︑︿略﹀︑其の制定も出与る限

十一一901 これ等の命令も國の規則で

が出來ない︒

十二788

い︒

のって︑もうどうすることも出來な

十二703

︿略﹀︑王の怒はいよくつ

び活動することが出転たのだと思ふ

を占めたために︑此の時計全膿が再

ところが母のとりなしで終 十二596

までは本を讃むことなどは殆ど出來

十一962

なかった︒

十一9610

﹁喧しやうすることが出

に學校に入ることが出歯たので︑
︿略﹀︒

十一欄5園

しや

︿略﹀︑甘薦・綿花・米

凋ませんから︑︿略﹀︒﹂

十一鵬5圓囲

等もよく出來る由に候︒

私も︿略﹀︑古事記を研 十一備2 ︿略﹀︑一般の人民の後援が
なければ自治團膿の圓満な登達を望
例へば教育・衛生等の自治

むことは出來ない︒

十一備7

窪しようとしたが︑どうも古い言葉
來ない︒

一國文化の程度は︑其の國

り瓢虫な手績を塗る︒

十二905

民が國法を守る精神の厚薄に依って

團膿の事業は︑地方人民が︿略﹀︑

之に協力することによって︑始めて

十一756園

其の効果を完全に淘げることが出先

彼は更に其の邊の名高い學

十二981 ︿略﹀︑石は繹迦の足を傷つ

にも満足することが出営ない︒

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

十二9310

かった︒

此の決心をひるがへすことは出來な

父のいさめも妻のなげきも︑

とってしまって︑古事記に手を延ば
きっと

何が出來るであらうかと思

十二932

すことが二曹なくなりました︒
あなたはく略﹀︑

てるる委を︑たくさんの馬や犬にふ

農場主はせっかくよく出來

測ることが出來るといはれてみる︒
十一758園

此の研究を大成することが出悩ませ
う︒

︿略﹀︒

見てみるうちに大きなフラ

我々は殆ど貨幣・紙幣なく みあらされてはたまらないと思って︑
して一日も生活することは出來ぬと

十一協8
十一榴10

しかしこれらの物は︑︿略﹀︑ スコが出離た︒

思ふやうに分割することが出漁なか

十﹇791

いってもよいくらゐである︒

十一7710

十﹁佃1

る︒

︿略﹀︑何時の間にか年を

がよくわからないと十分なことは出

十﹇753園

のは︑それから数日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出潤た

十一737

國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

十一536

に節が出盛ることである︒

いと思ったのは︑枝打をしないと木

十573 又暗い時の飛行に馴れさせて︑ 十一398
夜 間 に 遵 ふ 事 も 出 回るし︑︿略﹀︒

十574 ︿略﹀︑飼養所を移動し︑其事

を見事えさせて耳順らせるやうにす
る事も出來る︒

せたり︑︿略﹀︑いろくに利用する

十582 飛行機の不時着陸地黙を知ら
事が出來る︒

十616圓︿略﹀︑お氣の毒ながら︑と
︿略﹀︑我が國で出來る品物ば

てもお泊め申す事は出噛ません︒
十861
かりでは用が足らない︒

十862 又國内で出超るものを使ふよ
りも︑︿略V︒

十876 ︿略﹀︑國内で出來た物を外國
へ輸出することもなかなか多い︒

︿略V︑言出すことの出世ない程︑

十957園 お前のやうな弱轟には︑
﹃い＼えQ﹄といふ言葉は言ひにくい
のだ︒

十966太郎は︿略﹀︑﹁はい︒﹂と
﹁い＼え︒﹂の言ひにくいわけをさと
ることが出遣た︒

けただけで︑目的を果すことは出來
なかった︒

十一一佃8 出來る氣つかひはないと見
くびつてみた岩山の 掘 抜 も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二研9 ︿略V岩山の掘抜も︑ これ
ではどうにか出來さうである︒

十二佃2 そこで人々はいっそ我々も
出焦るだけ此の仕事を助けて︑︿略﹀
老僧の終始︸貫した根氣は︑

と相談して︑︿略﹀︒

十一一佃3

て我が三民から消去るであらうが︑

七499

トンテンカン︑トンテンカン

ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

七㎜3此の時清正は︑地震と土ハには
てこ
ね起き︑家來の者二百人に挺を持た

翌夜弟子をあつめて︑書物
彼等は繹迦の教を聴いて即
テシタ

弟子

ライクワウノケライモ︑

﹇弟子達﹈︵名︶1

弟子たち

﹇⑳7スズシイカゼガブイテ︑

ハヤマ
コノヒクイトコロ バカバ

コノタカイトコロ

コレハワタクシノハコニ

ヨイココロモチデス︒
ハデス︒

一282
一284
デス︒

﹁287

一313圏

﹁ソレナラ五ハデス︒﹂

デス︒

コレハウンドウクワイノ

﹁オコシノモノハナン

﹁ソレデハ六パデス︒﹂

一487囹

﹁317囹

Q4

デスカ︒﹂

R2

イマ︑ツナヒキノマツサイ

エデス︒

バンオスキデ

﹁オカアサン︑オカアサン

﹁アレデスカ︒アノキク

アノキクハオトウサン

一メンニアカルクナツテ︑

ノアカリデセウ︒

中ニミエルノハ︑ドコノウチ

ヒルノヤウデスQ
ニー97 コチラノクライモリノ

ニー92

モタイソウオスキデス︒

二91園

ハ︿略V︒﹂

W6圏

サナキイロイキクデス︒﹂

大キナハナガスキデス︒
二85囹﹁ソノツギハ︑︿略﹀︑小

二74園 オカアサンハアノシロ
イハナガスキデス︒
二81囹 ワタクシハアノアカイ

スカ︒﹂

バドノハナガ

二67囹

クイラツシヤイマシタ︒﹂

﹁オチヨサンデスカ︑ヨ

チカラヲイレテ︑一シヤウケンメ

ゴランナサイ︑ミンナガ

チユウデス︒

二37

T3園

イデス︒

﹇手下﹈︵名︶2

ニ723 ムカシ大江山ニシユテン
ドウジトイフワルモノガヰマ

でしたち

ラズタイヂシテシマヒマシタ︒

シユテンドウジノテシタヲノコ

一一78一

ク︑テシタモ大ゼイアリマシタ︒

シタ︒︿略﹀︒タイヘンカガツヨ

てした

座に弟子となった︒

十二9610

を教へし時︑︿略﹀︒

八636図

つきて學びたれば︑︿略V︒

︿略﹀︑多くの弟子保己﹇に

出穿る限り早く之を一掃することは

せて︑一さんに伏見の城へかけつけ

八631図

二打ツツチノ音が心隔マシタ︒

手ぎは

分業で仕事をする時︑誰か一

﹇手際﹈︵名︶1

我々の務ではあるまいか︒

八鵬7

てぎわ

人の手ぎはが悪いと︑全膿の出面ま
でも悪くなる︒
出口﹁

向って右が入口︑左が出口で︑

﹇出口﹈︵名︶2

五㎜8

でぐち

まん中が帝室用になってゐます︒

汽車の獲着時刻が近づくと︑

自動車・馬車・人力車がいくだいと

五和5

を助ける者が又ぼつくと出來て來

遂に村人を恥ぢさせたものか︑仕事
た︒

なく︑入口・出口によって來ます︒
てこ

の火力による蒸氣力は︑多くの場合

十二備3園 殊に近年は水力電氣の驚 てこ ﹇挺子﹈︵名︶2 挺 挺

之に敵することが出來なくなりまし
ました︒

くべき護達にともなひ︑︿略V︑石炭

た︒

弟子たちも此の主人を見限つ
弟子ども
︿略﹀︑弟子どもは只略﹀︒﹂

﹇弟子土ハ﹈︵名︶1

一人逃げ二人逃げ︑︿略V︒

十469
て︑

上様をはじめ皆様︑おしの

でしども

七棚9圏

下になっては居られぬかと存じ︑家

︿略﹀︑其の後無線電信が

來ども二百人に挺を持たせてかけつ

十二宙10圏

換することが出來るやうになりまし

嚢 明 さ れ て ︑ ︿ 略 ﹀︑自由に消息を⊥父

けました︒

出さかり

おい北風︑今日は大分手ご
﹇出盛﹈︵名︶1

﹇弟子﹈︵名︶4

デス・デセ︾

時々は手ごたへがして大きな です ︵助動︶覇 デス です ︽デシ・

と言ひしに︑保己一は︿略＞Q

八641図

た︒

でし

なってゐます︒

四28 ちやうど人の出さかりで︑
お宮のすずがひつきりなしに

でさかり

たへがあるぞ︒

九緬3圏

蛤が出た︒

七12！

十二冊6 ︿略﹀︑遠い虞の追記・演 てこたえ ﹇手答﹈︵名︶2 手ごたへ

︿略﹀︑又其

説・講話などを居ながら聞くことが
随って國民は

出來ることや︑︿略﹀︒

十二儲10

の誇を永久に三訂しようとする心掛
け も 出 來 て ︑ ︿ 略 V︒

十二髄9 すべて日本人の短所として︑

︿略﹀︑かういふ短所はやが

性質が小さく狭く出來たきらひがあ
る︒

十二燭3

一一

一一

一一

一一

てぎわ一です
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1109
です一です

二252
ス︒

︿略﹀︑イビキハカミナリ

イマハサクラヤナタネ

ノヤウデシタ︒

二762

カリマセンデシタガ︑︿略﹀︒

ミヨチヤンハマダーツデ 二745山ハケハシク︑ミチハワ

二256 ︿略﹀︑ワタクシバミヨチヤ

ンノネエサンデス︒

キデス︒

三25 カゼモアタタカデ︑オモ
テデアソブニハーバンヨイト

ノ花ザカリデス︒

大キナスズヲネコノ 三13

クビニツケテオイテ︑ソノォト

二292園
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ
シテハドウデセウ︒
二307園 ﹁オトウサン︑モウイクツ

う︒﹂

﹁かほぢゆうひげだらけ

﹁いいえ︒としよりです︒﹂

すか︒﹂

三191囹﹁それではをとこの子で

三195囹

三192囹

﹁わかりました︒だるまさ

ないでせう︒﹂

三351

五一ちいさんはことし⊥ハ

ノトキア

︿略﹀︑チヤワンヲモツ方

十九ださうです︒

三355

︿略﹀︑オケイコ

ノ手ハ左デス︒

三365

デス︒

V

︿略﹀デ︑

一バン目ダツ ノ

三476︿略V︑左ノ手ノ方が北

西デス︒

ゲルノハ右ノ手デス︒
です︒﹂
三196園﹁それではてもあしも 三472︿略﹀︑日ノハイル方ガ
三198囹
んです︒﹂

ハ私ドモノ學校デス︒

モウオヒルニナツタノ

ンタウデモタベルノデセウ︒

三508車ヲヒイテキタ人ガベ

マス︒

スクテ︑ヌレテヰルヤウニ見エ

三583アブラゼミデス︒色ガウ

かうとします︒

︿略﹀︑何べんも何べんもとびつ

三556 かへるはやなぎのつゆ
を虫とでもおもったのでせう︑

デセウ︒

そこから竹の子が出る 三514

︿略﹀︑かちまけはありませ

︿略﹀︑それは小二郎のう
ちのいぬでした︒

三221

三231

んでした︒

黷Q61
のです︒

︿略﹀︑おちいさんに︑あれ

︿略﹀︑いつもきげんよく
︿略﹀︑こぬかだらけになつ

てはたらくちいさんです︒

三326

うたをうたふちいさんです︒

三323

ちいさんです︒

三316五一ちいさんはおもしろい

す︒

三698

コマツテニイサンニ見テ

たから︑かったのでせう︒

ふてふのせんどうさんがのつ

を出すのですよ︒
三655圏 五郎さんの舟には︑て

ましたら︑みなさん一しょに舟

三626囹さあ︑私がこゑをかけ

三315五一ちいさんがその水車 三602アノセミモコノ中ニヰ
ルノデセウ︒
やのばんをしてみるからで

つもりです︒

で竹うまをこしらへていただく

S

一二

三了8ハネノ下ニモニ三バヰ
ルヤウデシタ︒

タベモノデモサガスノデ

三86 ヒヨコハミンナデ十パ
デス︒

三88

セウ︑キイロイクチバシデ︑トキ
ドキヂメンヲツツキマス︒

︿略﹀︑中ゆびとこゆび

﹁さうです︒それではあ

のあひだにあるのがくすりゆ

三161園
びです︒

三162園

﹁おなじことでせう︒﹂

しのゆびのなをしってゐま
すか︒﹂

三164囹

﹁それではをんなでせ

S8

ネタラ︑オ正月デスカ︒﹂
デス︒

二311園 モウ五ツネレバ︑オ正月
二356圏 ﹁モチハタイセツナオ米

デコシラヘタモノデスカラ︑
イテハイケマセン︒﹂

子牛ハコノアヒダウマレ

サクラガサクノハコレ

がこゆびです︒

三103塗筆︿略﹀︑ヒヨコヲ見ル 三271 あれはいまにさを竹に
目ハナンテンノミデス︒
でもなるのでせう︒
ノガタノシミデス︒
二551園サア︑犬デス︒
ワタクシハアナタノオト 三143 お花はことし九つです︒ 三277 ︿略﹀︑のばしておや竹に
するのださうです︒
三153圏 ︿略﹀︑ 一ばんほそいの

二 4 0 5 耳 ハ ナンテンノハデ︑

一一

一二

モダチデス︒

S

カラデス︒

レカラデス︒

二686ナノ花ガサクノモコ

三187囹

ないのです︒

二687テフテフガマフノモコ 三173囹 あしのゆびは︑おやゆ
びとこゆびのほかにはなが
レカラデス︒
コトガデキマセンデシタ︒

二726 ︿略﹀︑ナカナカタイヂスル

Q8

二574

二633コレデ本ノ中ノジモ︑
P

エモ︑︿略﹀モ見ルノデス︒
一一
一一

タノデス︒

U5
U8

です一です
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モラヒマシタラ︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト イ フ

三867
した︒

れふしはかへしませんで

すから︑おかへし申します︒

今口はうちの虫ぼしで 三873囹 あまりおかはいさうで

コトデシタQ
す︒

三702

四46

︿略﹀︑ばんにはそのおい

して︑たいそうにぎやかです︒

四14 今日はお祭です︒
三初6 この黒いもめんのもんつ
四43 あちらこちらに子どもの
きは私のです︒
ならすらっばやふえの音も
三708 ︿略﹀しまのはかまはお
とうさんのです︒
三713 ︿略﹀︑はばのせまい黒い

はひの花火が上るさうです︒

四53︿略﹀︑その中に私の木

のはおばあさんのです︒
三718 それから︑︿略﹀︑ねずみ色

が一本あります︒あま柿です︒

四56これは私が生れた年︑

のもんつきはおかあさんので
す︒

︿略﹀︑下男の太七がわら

木をなさるのですか︒
四64

この二十五日はおちいさ

ことです︒

四81

︿略﹀︑たくさん取ってそな

んのめい日ですから︑︿略﹀︒

四82

ハ十月三十一日デ︑

へるつもりです︒

キノフ

天長節ノオイハヒ日デシタ︒

四85

四97 キノフハ日本國中ノ人
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ

コノ神様ハサキホドオ通

イヲイハツタノデス︒

四183

︿略﹀︑フクロヲカツイデ

リニナツタ神様ガタノ弟ノ
方デス︒

四186

ナツタノデス︒

イラツシヤツタノデ︑オオクレニ

一ぽいもみが

アナタ猛撃ナサケブカイ
︿略﹀︑には

オ方デスカラ︑︿略﹀︒

四211園
四226

ほしてあって︑足のふみばも
ないくらみでした︒

四278本町通は夜もひるのや

四296

四298さうなったら町はどんな

へ行ってみましたが︑だれも

四316

こちらでく略﹀︑おこって

いへば︑おこって答へるのです︒

四337園

四341園向ふで﹁ばか﹂といった
のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

いったからです︒

スズメハ

ヨワイ鳥デス

氣ノ鳥デスカラ︑︿略﹀︒

四343 フクロフハオモ白イカツ
カウノ鳥デス︒
四367 モズハ小サイガ︑マケヌ

四372

ソレデモフクロフハ︿略﹀︑

ガ︑︿略﹀︒

大キナ目ヲ見ハツテキヨトキヨ

四376

四622さをの先の扇をいよ

ルノヲ見ルコトガスキデスQ

四598私バカンナヲカケテ居

れは其のゑはがきです︒

が東京の空をとびました︒こ

﹁それは山びこです︒だ 四532囲此のあひだひかうせん

居ませんでした︒

四321医

父﹁ごむまりをかべに

れも居るのではありません︒﹂

それが山びこです︒

なげつけると︑はねかへるでせ

四327圏
う︒﹂

四334圏

四512道子が十二まい︑︿略﹀︑友
︼はたった二まいでした︒

にべんりになるでせう︒
四488圏 友⁝﹁いいえ︒僕が取つ
︿略V︑︸しょに向ふの方
たのです︒﹂

す︒﹂

四293 これは大じかけでれんぐ まるでいくさのやうでした︒
わをやく工場です︒
四472 ︿略﹀︑取手は︿略﹀と友一
︿略﹀︑工場の近くにてい
のあねの道子です︒
しや場が出來るさうです︒
四486園 道子﹁私が取ったので

うで︑りはつ店などはまぶしい
三725 ︿略V︑︿略﹀めりんすのあ おちいさんが私のぶんにつぎ
トシテ居ルバカリデス︒
はせは私のです︒
ほどです︒
木をして下さったのださう
四404 昨日はうちのすすはき
です︒
四287電話も近い中に私ども でした︒
三731 私どもはあれを着て︑
四63囹 ︿略﹀︑そのお年でつぎ
をばさんの村のお祭によばれ
の町へかかるさうです︒
四434 天じゃうをはらふ︑︿略﹀︑
て行くのです︒

ハ

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

ソノトキカウモリ

うです︒

三738
ツキマセンデシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑ドチラヘモ

そばへよって見ますと︑

三803 ねえさんは遠いところへ 四67 その時おちいさんは
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったといふ
およめに行っていらっしゃる
のです︒

三844

いや︑これは私が今

見たこともないきれいな着物
でした︒

三854囹

ここでひろったのです︒
三858園﹁いや︑それはく略﹀︑人

げんにはようのないもので
す︒﹂

1111
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といふのでせう︒

でし

其の後間もなく死んだ
︿略﹀︑あまり氣のどくでし

んでした︒

でした︒

四851圏

一斗デセウ︒

四874園

﹁ヲバサン︑今日ハ︒﹂﹁オ

キクサンデスカ︒

んをたべませんので︑學校に居ても

し

しんぽいでしたが︑︿略﹀︒

うQ

明日ハオセツクデスカ 五173園 一番こっちは金鶏勲章でせ

ラ︑︿略﹀アソビニオ出デナサイ︒

四875園

はいたつ

これが私のうちです︒

五333 ︿略﹀︑新聞配達と四五人の人

五281

立ツ鳥デス︒

五郎はまだ小さくて︑何 五275 ツバメハ︿略﹀︑人ノヤクニ

も分りませんでしたが︑︿略﹀︒

四908

︿略﹀︑長い打つけねらひま

したが︑手を出すすきはあり

四931

事です︑二人は︿略﹀くどうの
五33園

﹁此の方は︿略﹀︑今日から

ここがあなたの教室です︒

やかたへ向ひました︒
五42園

これは級長の山田さんです︒

此の級へはいる方です︒﹂

︿略﹀︑うめやさくらも︑こち

五44園
五56

︿略﹀︑何百里かはなれてみる

すが︑︿略﹀︒

ダイリ様ノゴ家來ダサ 五61 こちらは今さくらのさかりで

のでせう︒

五58

から︑︿略﹀︒

しで︑こちらへ着いたのださうです

四855園ダイリ檬ノ下ノダン らよりはずっと早くさくさうです︒
五57 何でも汽車に二日二ばん乗通
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

マア︑キレイデスコト︒

が四本の船です︒
四832 そばに乗って居た人の
話では︑軍かんだといふこと

四828 ほばしらが二本︑えんとつ

ふことでした︒

五483

︿略﹀ひよう松は︑葉がほこ

よいお天氣です︒

見ざる・いはざる・聞かざる

︿略﹀大きな杉の木がありま

昔熊襲のかしらに川上のたけ

それをひろって︑まぶしへう

︿略﹀音がしてゐますが︑こ

つすのですが︑︿略﹀︒

五474

にしたがひませんでした︒

るといふ者があって︑天皇のおほせ

五414

くまそ

した︒御神木ださうです︒

五396

といふのださうです︒

五375

五352園

五345 ︿略﹀︑左どなりは時計屋です︒

りだらけでした︒

五343

どうしても思はれませんでした︒

のすがたが見えるだけでした︒
四818︿略﹀︑﹁河上の方で雪が ませんでした︒
四941︿略V︑雨のふるばんの 五341 ︿略﹀間数が七つもあるとは︑
とけはじめたのだらう︒﹂とい

四813園 ﹁此のよいお天氣に︑ど
うしたのでせう︒﹂

つとさせてやりましたら︑︿略V︒

たから︑私が風の音をこう

四791

四627 いくら弓の名人でも︑こ 四788
のです︒
れを一矢でいおとすことは︑
なかなかむつかしさうです︒

どんなにか鳴いたのでせ

うが︑うちのものは朝まで

四686
しらずに居ました︒
のことでしたが︑︿略﹀︒

四695これは私が七つの年
︑ 何ト何デセウ︒
四716私ドモノ
四718私は道ばたの 一本杉で
す︒

でした︒

四745まことによくはたらく人
たち

四754此の人たちの田や畠
の 作り方 はていねいでしたか
ら︑ ︿略﹀︒

四765 西の村一番の金持の

こと

四861囹 クワンヂヨノリヤウワキ
ニカザツテアルノデセウ︒

ウデス︒

四863園

今の村長さんも子ども 四862圏 ズヰジンデス︒

にぎや か な

むすめさんが︑此の人の所へ
およめに來ましたが︑其の時
はなかなか
た︒

四767

の時からすなほで︑なさけぶか

れは翼が動くからです︒

ぼちが昨日から病氣で︑ごは

ならないのです︒

の五六日は夜もろくろくおやすみに

五502おかあさんもねえさんも︑此

の朝までには︑たいてい上ってしま

今桑をたべてみる慧も︑明日

五494

︿略﹀︑あちらでは︑もうとう

にちってしまったさうです︒

五62

番右二居ル人工何ヲスル

ふさうです︒

五152

うんどうも上手です︒

中村君は學問もよく出來るし︑

五66 聞けば級のものがく略﹀︑い
ぢめたのださうです︒

ハウタヲウタフ

四866圏扇ヲ持ツテ居ル人デ
スカ︒

アレ

人ダサウデス︒

四867囹

五了2

ノデセウ︒﹂

あのうちは此の上よく 四865園 オキク﹁五人バヤシノ 一

い人でした︒

四768

なるばかりでせう︒

四774 此の間さびしいおさう式
が私の前を通りました︒それ
はく略﹀人のでした︒

それからどこへ行って
居たか︑村にもひさしく沈ませ

四783

です一です
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五506 カウ毎日降ル雨ハドウナツテ
シマフノデセウ︒

ヅ

五513 ハジメ一荷スヂホドノ流デス
ガ︑︿略﹀︒

チ

五517 雨水ノ流レル道ハ地圖ニカイ
ジヨウ

タ川ヲ見ルヤウデス︒

五527︿略﹀水蒸氣ニナツテ︑空へ
カヘルノモアルサウデス︒
五575 晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑
﹁おとうさん︑︿略﹀︑まだ

いつ見てもよい景色です︒
五636園
﹈里半もあるのですか︒﹂

五645園 ﹁神明様のこちらにある白
壁造の家は工場ですか︒﹂

五663 道の雨がはは﹈面に青田で︑
ちやうど田の草取のさい中です︒

五673園 ﹁私どもの村では︑どうし
て池を掘らないのでせう︒﹂

五823 ︿略﹀︑宗任は︿略﹀てきの大
將なのです︒

五832国 ︿略﹀︑叔母さんの町に大水
が出ださうです︒

五834困 皆様におけがもございませ
︿略﹀︑うちには大した事も

んでしたか︑︿略﹀︒

五843園

もし間に合はないと︑向ふへ

えませんでしたが︑︿略﹀︒

五931
ウチノブダウトハ種ガチガフ

大そうおくれて着くからです︒

五968
熊が來て︑︿略﹀︑ほんたうの

ノダサウデス︒
五986

さうです︒

死人だと思ったのでせう︑︿略﹀︒

六14囹
おるす居はおちいさんと私だ

けです︒

六18
六27

﹁にいさん︑富士山はまつ

︿略﹀︑一山は十俵つつです︒
ふ じ

六48囹
白でせうね︒﹂

コ一同くて名高いのは︑どの

山ですか︒﹂

六87園

︿略﹀︑だれ︸人もらひ泣きを

メン

と

ば

く略V︑三三も思ったよりよ

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

私は年中航海をしてみるも

七534囹

七533囹

どちらを向いても青い水ば

汽船も軍艦も御存じでせう︒

皆さんは海を御存じでせう︒

かりです︒

七566園

︿略﹀

一人の男が︑︿略V︑相

談は出來ないものと見きったのでせ

七643

ふ面白いものですが︑︿略﹀︒

航海といふものは︑かうい

七543圏

のですから︑︿略﹀︒

七532園

タガ︑︿略V︒

七515

ノヤサシイ老人デシタ︒

七497 ︿略﹀︑イタツテ正直デ︑月立

イヤウデシタガ︑︿略﹀︒

七496 ︿略﹀︑チヨツト見ルト︑コハ

くて︑快晴の日が多いやうです︒

七395醜

多いといふことです︒

七391国 ︿略﹀︑輸入品は綿布が﹈番

波止場の大きなことです︒

は

七381困 ︿略﹀誰でもおどろくのは︑

ばかりださうです︒

七371困︿略﹀︑日本人は年々ふえる

人︑支那人は六萬人ですが︑︿略﹀︒

七368国︿略﹀︑其の中日本人は五萬

しいさかりです︒

六292園 だって分り切った事でせう︒ 七362国︿略﹀︑此の頃は其の葉の美
六642

モ

京都は長い間の都ですから︑

しない者はありませんでした︒

︿略﹀︒

六694
キヌ

六744圏 ﹁差脚ト木綿綜デス︒﹂
六748園 ﹁マダアリマセウ︒﹂﹁毛綜
デス︒﹂

セウ︒﹂

六754囹 ﹁ソレダケデスカ︒﹂
六755圏 ﹁セルモサウデセウカ︒﹂
六756囹サウデス︒
六761園 ﹁ソレ二二リンスデ︑絹デ
六762囹イ・エ︑ヤハリ毛綜デオツ
タ物デス︒

ノデス︒

ツテ︑綜が細イカラ︑氣ガツカナイ

六118囹飯ヲタクカマモ︑︿略﹀︑私 六764園 ラシヤヤフランネルトチガ
ノ乗ルゴトクモ鐵デス︒

イウゼン

﹁其ノキレイナモヤウハ︑
ドウシテツケルノデセウカ︒﹂

六766圏

チリメン

コレハ︑︿略﹀︑縮緬刷ノ友抑桿

ト同ジデス︒

六η−圏

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

﹁義一さん︑それはお節供

︿略﹀︑よいあんばいです︒
せつ く

ラノ方ハ染メテナイデセウ︒

六772園
六㎜7園

︿略﹀︑二三日見物して館ら

う︑︿略﹀︑︸人で川へはいって行き

七715医小ぶくろの方は私どものだ

七667塵 ﹁さうです︒﹂

ました︒

の大將方の名を取ってつけてあるの

町にく略V︑日露戦孚の時
は面白いでせう︒

七358困

れるさうです︒

六鵬8圃

に使ふのですよ︒﹂

六川7園

六125園今デハ鐵ハ︿略V︑人ノ役
二立ツコトハ銅以上デス︒

六133士気タチノサビルノハ人が使

﹁︿略﹀︒﹂ト

シカモ其ノサビハ大ソウ毒

アレガヤハリサビデス︒

ハナイカラデス︒

六136囹

六侶7園

ナ物デス︒

其ノ時鐵ビンハ

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

六138

︿略﹀︑にいさんは初茸を亙六

六236 其の夜のことです︑義仲は

本取ったやうでした︒

︿略﹀︑中々のさわぎでした︒ 六151

あ り ま せ ん で し た が︑︿略﹀︒

五843国

五844国 九月にはいっては雨つゴき
でしたが︑︿略﹀︒

六285園

五873国 ︿略﹀︑どうすることも出來
く略Vときのこゑをあげさせました︒
あり
ませんでした︒
六285園 ﹁私です︒蟻です︒﹂
あり
﹁私です︒蟻です︒﹂

五878圃仕合はせに水はそれからふ
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︿略﹀︑だんなはなさけ深い

んなが國へおやりになる金ですが︑
︿略﹀︒

七716園

﹁せっか く で す が ︒ ﹂

方ですから︑︿略﹀︒

七747囹

﹁かうで す か ︒ ﹂

七883 見れば自國の兵士です︒
七906園

七907圏 あ㌧︑さうです︒

八664囲

︿略﹀大地震があって︑町

は大方こはれたのですが︑︿略V︒

︿略﹀︑之を納めることは國

民の務です︒

八804囹

八808園

八807園

村役場で︑︿略﹀まとめて︑

さうです︒

ちやうど日曜日ですから︑︿略V︒

八研4團來る十六日は私の誕生日で︑

まことに御野駈様ですが︑

る方ばかりです︒

八柵7国

おとうさんはじめ皆様お元

︿略﹀︑お出でを願ひたうございます︒

冬でも春でもこちらではち

氣で何よりです︒

﹁どのうちでも︑納める金 九34国

それぐへ送るのです︒
八809園

こんなわけですから︑︿略V

し

す︒

九87国

︿略﹀︑なかく住みよいと

︿略﹀殊に珍しいのはコ・

これから椰子油を取口︑石

味はまことにあっさりした

これ等の植物が思ふま＼に

︿略﹀︑あざやかな緑の世界

︿略﹀︑其の雨水がまた大切

海の中もなかくきれいで

︿略﹀大きな河が︑ 一大絶壁

をみなぎり落ちるのですから︑︿略﹀︒

九296

にでもまよひこんだやうです︒

何だかおとぎばなしの世界

九710国

な飲料水となるのです︒

九79国

のよいものです︒

は︑何ともたとへやうのない︑氣持

九77困

茂ってみる様子は實に見事です︒

九73囲

ものです︒

九610国

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

けんらふそく

九510國

椰子の木やパンの木などです︒

や

九52国

ころのやうです︒

九43囲

やうど内地の夏のやうです︒

くはしいことは又學校で習 九310國

高は同じですか︒﹂

八812園
ふでせう︒

﹁先生︑どうして日がさけ

八881圏此の方はどなたですか︒
八891園

口の動き方を見てさとるの

たんでせう︑︿略V︒﹂

八901囹
です︒

︿略﹀返事をしないのは︑
あなたの口が見えないからです︒

八909園

先生︑私の娘にもあ＼して
並等はかうなることは知ら

教へて下さったのでせうか︒

八943園
八川4囹

の人で︑あなたが知っていらっしや

サンフランシスコはカリ 八805園﹁縣や國の税も︑村の役場 八字8国 お呼びするのは覧てい近所

此所は有名な商業地ですが︑

へ納めれば︑よいのですか︒﹂

八671團
ことに野菜や果物が有名で

つまりお前たちよりもよけ

フォルニや州にあるのですが︑︿略﹀︒
くだもの

八679團
す︒

八686国
えんとつ

いに勉強してみるわけです︒

羽書です︒

八735圏

︿略﹀︒

八753

みんな切符ですか︒﹂

並等は︿略﹀少しも食物を

なかったのですか︒

八撹2園

で苦しむやうになったのです︒

其の爲に︿略﹀配色は自分

送ってよこしませんでした︒

さうです︒

八撹5囹
八791園

八麗7囹
八佃！園

してみたことがお分りになるでせう︒

今になって始めて︑考違を
これは村の税で︑村の學校
一枚は縣の税で︑一枚は國

互に親しみ合って暮しませう︒

八802囹軍隊や︑︿略V︑其の漂いろ 八鵬3園世の中といふものは︑すべ
て相持のものです︒
くの費用になるのです︒

の税です︒

八795園

や役場の費用などになるのです︒

八793園

るのですか︒﹂

八788囹さうです︒
八788圏三枚とも切符です︒
八789圏 ﹁それをみんなうちで納め

るのは︑

八787園 ﹁今手に持っていらっしや

ことは非常なものでした︒

︿略﹀︑イスパニや人の喜んだ

八736囲

ろ大した勢です︒

アメリカ人はく略﹀︑何し

八705国構の糟葉書は︿略﹀牧場の

です︒

だが︑︿略﹀︑健康には害がなささう

七974 ︿略﹀先手の大繭は加藤清 八703囲 ︿略﹀︑煙突の煙で空は眞黒
正・小西日長の爾人でした︒

七977 三成は秀吉のお氣に入りです
から︑︿略﹀︒

七柵7園 ﹁おとうさん︑ヘンとは何
﹁十五字で す ︒ ﹂

のことですか︒﹂

七川6園

八124園 あなた方の村が勝つたので
す︒

八126園 耕造さんの心掛は實に見上
げたものです︒

︿略﹀︑其の中貴重なものの一

八228 呉鳳は︿略﹀︑亜里山の役人
でした︒

八327
にんじん

つは朝鮮人蓼です︒

︿略﹀︑望の赤子は居ませんで

が︑︿略﹀︒

八327 これはもと野生のものでした
八343
したが︑︿略﹀︒

すが︑何か好きな物を買って上げて

八472国 此の爲替はほんのわっかで
下さい︒

八655困 横濱を出てから︑ちやうど
十五日目です︒

です一です
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︿略﹀︑数百歩はなれた所でも︑

器に盛った水が波紋をゑがく程です︒

九299

九305 ︿略﹀︑此の二つを合はせてナ
イヤガラの瀧といふのです︒
九318 ︿略﹀︑瀧つぼを見物して廻る
く略V︑植手が八人になって︑

のは︑實に壮快です︒
九477國

おとうさんは今朝も︑

にぎやかでした︒

九493国
︿ 略 ﹀ ︑ 大 そ う 元 氣です︒

九504 社長さんはく略﹀︑にこにこ
してみる元氣な方です︒

はえらい方なんでせ う ︒ ﹂

九507園 ﹁あの精米會社の社長さん

に大熱でせう︒﹂

九891圏

九983圓

九993

頂上に立って四方をながめ

面白いお話がまだたくさんあ

くオ蹄リニナラナクツテモ大丈夫

おとうさんの若い時そつく

やあ︑皆さん御苦勢ですね︒

デセウ︒﹂

十133園

十125囹

い事です︒

十1310園

そんな風でしたから︑︿略﹀︒

︿略﹀半分ぐらみしか働きませんで
した︒

十142圏

めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︑

宮本の伯父様の所に着いた

のは昨夜七時でした︒

十164国

十165團久々で皆様といろくお話

だんく市場に近づくと︑

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十1610圃

せりの始つたのは十時頃で

皆二歳駒ださうです︒

ごま

本通も横町も皆馬でいっぱいです︒

十205団

十182国

した︒

十221囲 ︿略﹀︑飼主が泣いて別れを

十212圃 ︿略﹀︑非常ににぎやかです︒

く略V︑直段も一頭四千圓・

惜しむのも︑もっともな事です︒

十225国

これ等の馬が︿略﹀︑或は

五千圓といふ高いのがあるさうです︒

十227団

別封の糟葉書も蹄りに買つ

馬車馬になり︑或は耕馬になるのだ

さうです︒

たのです︒

十238困

﹁一髄︑なぜお金を預ける

銀行はお金を預ける威です

十506圏あれは何ですか︒

十51／医

か︒

のですか︒﹂

十513医

﹁それでは當座預金の方が

︼磯︑銀行は人からお金を

預ってそれをどうするのですか︒

十531囹

便利ですね︒﹂

く略V︑ぼんの飛ぶしんなど 十526囹
は︑何時も二日はか＼つたものでし

十149囹私が今度蹄って來て︑はじ

た︒

大いに奮獲していたゴきたいのです︒

あ＼︑あの一番高い杉の眞 た景色は︑全く雄大です︒
少し氣になったのでした︒
九992園 富士山も︑︿略Vかすかに 十157圏それにつけても︑諸君にも
私も齢程前に讃んだのです 見える事があるさうです︒

上の所にあるのが北極星でせう︒

九9010囹
から︑︿略﹀︒

九9110圏

それは尽りな御言葉です︒

九価9囹私も日本男子です︒

九緬7園

此の大熊こそは︑︿略Vお りさうでしたが︑︿略﹀︒

かあさんのカリストだつたのですが︑

﹁オトウサン︑御用ハモウ
スンダノデスカ︒﹂

︿略﹀︑あぶなく親身の親を 九伽5囹

︿略﹀︒

九921圏
射殺すところでした︒

﹁オトウサンバ誰二投票ナ
サルノデス︒﹂

九梱1囹

ノデスカ︒﹂

︿略﹀ジュピターといふ神 九伽8囹 ﹁ドウシテオ鋸リニナツタ

様が︑︿略﹀︑すぐに親子の者を天へ

九926囹
連れていって︑大熊座と三朝⁝座にな
さったのださうです︒

中でも面白かつたのは大雪渓

幅は二三町︑長さは︸里に

りです︒

登山者はかんじきをはいて︑ 十135無私も︑︿略﹀︑よく道ぶしん

早くすべるのですから︑︿略﹀︒

九962園

僕も其の通りにして見まし
雪渓が冬の世界ならば︑此

たが︑︿略﹀︑實に壮快でした︒

九962圏
九967園

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

︿略﹀︑何ともいはれない美 十144園

所は春の國でせう︒

しさです︒

九971窒

︿略﹀はひ松の間に居るのです︒

私どもの若い時分には︑

︿略V︑此の坂を登るのです︒
に出たものでした︒
く略V︑急な坂を矢のやうに 十138磨 ︿略﹀のは︑何よりうれし

九956囹

近く︑行っても行っても眞白です︒

九95！圏

のお話です︒

九944

話をなさっていらっしゃる所でした︒
せっけい

九531囹 ほんたうにえらい人ですね︒ 九939 ちやうど岡田さんはく略Vお九八9囹 ﹁︿略﹀︑オトウサンガワザ

九544囹 ﹃なあに︑もう一度出直す
のです︒﹄

九581園 ほんたうにさうですね︒

九695園 ﹁叔父さん︑此所は何所で
すか︒﹂

九834圃園 ﹁ちいさん︑今度は何で
すか︒﹂

九854園 ﹁にいさん︑空にはあんな
にたくさん星が見えますが︑少しも
動かないのですか︒ ﹂

九862圏 星がそんなに位置の攣るも
のなら︑二二にならないでせう︒

九868圏 それは何といふ星ですか︒
ある星ですもの︑それを見つけるの

九8610圏 ﹁でも︑あんなにたくさん 九969函
に大攣でせう︒﹂

九871園 天略V︑それを見つけるの
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てすう一てだい

十532囹 大勢の人に利子を彿ふだけ
では︑銀行が損をしないでせうか︒

ですね︒﹂

十539囹 ﹁成程︑うまく出島たもの
十733困 こちらも一同無事です︒
南大門騨で下りるのです︒

十736国 汽車で京城へ來る人は通常

十847園
うです︒

今から四百年許前の事ださ
驚いて調べてみると︑あた
これがつまり此の炭坑の始

りは同じ眞黒な岩ばかりでした︒

十851園
十854圏
﹁おとうさん︑こんなに言

ださうです︒

十919園
十923園

どうしてそんなに言ひにく

﹁何といふ言葉ですか︒﹂

ひにくい言葉は外に無いでせう︒﹂

十741国︿略﹀︑その虜々にかういふ

十738囲 此の門が南大門です︒

いのです︒

十926園

しよう

門があって︑出入口になってみたの
ださうです︒

僕は残念でたまらなくなつ

﹁僕何だかきまりが悪くつ

︿略﹀︑何よりも︑本人の行

のぶ子さんはちやうど︑五

のぶ子さんは︑︿略﹀︑學年

今まで延びてみたのださうです︒

十一153

の終におまとめになるのださうです︒

をつけていらっしゃるとは實に感心
なことです︒

﹁こんなに間をおいてよ

汽車でドイツの國内には

三百メートルもあるさうです︒

いったのは朝まだほの暗い頃でした

十二348国

が︑︿略﹀︒

口で聞いたのですが︑︿略﹀︒

十二401圏實はその︑即ちよっと門

十二395園私は音町家ですが︑︿略﹀︒

どうも残念なことでした︒ 十二381園 にいさん︑まあ何といふ
よい曲なんでせう︒

いのですか︒﹂

十一371囹
十一712圏

参宮をなさるのださうです︒

十一718園何でも︿略﹀︑これから

古い言葉を調べるのに一

﹁いや︑これでたくさん

﹁あ＼︑あなたはべ一

現今における電氣の利用

は實にめざましいものです︒

十二価6圏

した︒

十一一603園 工合の悪いのは其の爲で

トーベン先生ですか︒﹂

十二432園

です︒﹂

十二412囹

たg注意しなければなら十二402囹 ︿略﹀あなたは演奏會へ
行ってみたいとかいふお話でしたね︒

番よいのは萬葉集です︒

十一754園

十一7510囹

これは學問の研究には特

ないのは︑順序正しく進むといふこ
とです︒

十一761園

に必要ですから︑︿略﹀︒

﹁おとうさん︑二百十日

﹁こ＼に﹃八十八夜﹄と

は立春から二百十日目に當るのです

十一884園
ね︒﹂

十一899園

私は今ジュネーブ市のモ

﹇手摺﹈︵名︶！ てすり

ンブラン橋のてすりにもたれて︑

十二361團

てすり

﹁どうして太陽暦を討ひ ．てすう ﹇▽てかず

ありますが︑これは何ですか︒﹂

十一926囹

るやうになったのですか︒﹂

僕はおとうさんから︑
︿略﹀と討ひつけられてるるのです︒

十一佃3園

世界の大都會です︒

十二292国

民が交通道徳を重んずることです︒

十二306囲︿略﹀感心したのは︑市

越前守は手代の言ふ所を聞い

越前守は呉服屋の手代を呼出

して︑其の中に次皿まれた品のありな

八433

て︑︿略﹀︒

八398

休みましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︒
十一㎜10囹 僕は︑︿略﹀とおとうさ
とちていらっしやる所でした︒
てだい ﹇手代﹈︵名︶3 手代
十一149 ︿略﹀︑お取込があったため︑ んに言はれてるるのです︒
ロンドンは何と言っても 八387 呉服屋の手代が︑大きなふろ
しきつつみを石地藏の前におろして

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

十一147

がたしかな保謹です︒

十悩4囹

の青年をやとふことにしたのです︒

十悩3園かういふ匙から︑︿略﹀︑あ

て︑さう言へなかったのです︒﹂

十962園

渡ったのです︒

たので︑︿略﹀︑自分から先に立って

十953圏

十749国 南大門通から本町通．鍾 十949園僕は再三ことわったのです︒
路通にかけての一帯が︑京城での一
番にぎやかな虜です︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

十766国 すみきった空忘の中に煉瓦

︿略﹀︑今では龍山も京城の

出して見えるのは實にきれいです︒
十772團
面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

中に編入されたのださうです︒
十786国

暖さがほとんど規則正しく交替する
ことです︒

十788国 こちらでは昔から之を三寒
︿略﹀︑目 が ま は り さ う で す ︒

四温といつてみるさうです︒
十802

備へ附けてみる庭は︑世界でも珍し

十817 ︿略﹀︑こんな大きなポンプを
いさうです︒

十二315国

此虜は︿略﹀︑建物など

ともとの場所へお入れになるのださ

弟さんまでが︑あんなに氣 十二331困此の塔は︿略﹀︑高さが

も一般に壮麗です︒

十一173

うです︒

十819 此虜は電燈も無いので︑眞暗 十一171 ︿略﹀︑取出したら後できつ
です︒
︿略﹀︑これは石炭を運ぶため

に飼はれてるるのださうです︒

十828

てだすけ一てつだい
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﹇手助﹈︵名︶3

しを調べさせました︒
てだすけ

手助

十﹁955 リンカーンは其の頃からも
う父の手助をしなければならなかつ
た︒

たり︑人にやとはれたりすることに

十﹁985 それからは亡父の手助をし
なったが︑︿略V︒

て忠實に働くと土ハに ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

手

十一捌2 リンカーンは父の手助をし
﹇手助﹈︵サ変︶1

︽ースル︾

てだすけ・する
助する

手違

一人逃げ二人逃げ︑今は手助す

十4610 弟子たちも此の主人を見限つ
て︑
る入さへも無くなった︒
﹇手違﹈︵ 名 ︶ ！

手帳

ゴトクモ鐵デス︒
︿略﹀小サイ物カラ︑︿略﹀

大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ造ル

六122園

四811

い

てつけうへかかった時︑
松江を養したる汽車は

河を見たら︑︿略﹀︒
ひ

く略V斐伊川の鐵橋にか＼る︒
てつげん

十二46図

眼

今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ てつげん ﹇玉眼﹈︹人名︺11 鐵眼 鐵

コトが出來マセン︒

六124圏
ハハイレマセンガ︑人ノ役二立ツコ

トハ銅以上デス︒
十﹁伽1図 今より二百数十年前︑山
う ち
わうばく
てつげん
﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ 城宇治の黄覇王養福寺に鐵眼といふ

六127囹

福田行誠かつて雪眼の

ぎやうかい

大出版は遂に完成せられたり︒

十﹁㎜7図

鐵眼の﹁切経

︹課名︺2

﹁鐵眼は一生に三度一

事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十﹁伽7図圏
かん

切纏を刊行せり︒﹂

てつげんのいっさいきょう

第二十八課

両眼の一切纏

十一目15

版

一切纏六千九百五十六巻の大出版は

十一㎜3図

かくて天和元年︿略﹀︑

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂
僧ありき︒
十一価4 第二十八課 鐵眼の一切経
六651 第十六 磁石 ︿略﹀︒鐵ヲ引 十一伽6図 鐵眼大いに喜び︑將に出 てつげんばん ﹇鉄雲版﹈︵名︶1 病眼
クカが強イ︒
版に着手せんとす︒
敵は此のいきほひにおそれて︑ 十一伽10図 たまく大阪に出水あり︒

六813

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒

てつだい ﹇手伝﹈︵名︶9 手つだひ

鐵より堅き腕あり︒

四407

版と構せらる＼ものにして︑︿略﹀︒

遂に完成せられたり︒これ世に肉眼

八価1 實に鐵は熱いうちにきたへな
にたへず︒
ければならぬ︒
十一伽1図 然れども鐵眼少しも促せ
ぼ
幾年こ﹂にきたへたる ず︑再び募集に着手して努力するこ

る・おんてつだい

手傳﹇▽おてつだい・おてつだいす

︿略﹀︒鐵眼此の状を目撃して悲しみ

と更に敷年︑効果空しからずして宿

十一821図圃

志の果さる＼も近きにあらんとす︒
鐵眼こ㌦において再び意

鐵眼の喜知るべきなり︒

︿略﹀小さな鐵のねちが︑

十一伽3図

十二527

十一伽8図

村の人は代り合って︑︸日置
心とは︑強く人々を感動せしめしに

た︒

に普請の手つだひをすることになつ

五711

ました︒

て︑︿略﹀︑べんけいのまねをし

四435手つだひの今吉がおどけ

おかあさんがく略﹀︑下女
﹇手塚太郎光

十﹇伽3図

た︒

不意に︿略﹀︑明るい庭へ出された︒
みつもり

手塚太郎光盛

を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

や手つだひのものに︑おさしづ
をしておはたらきになりまし
六551

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募
集に着手せり︒

二度資を集めて二度散じ
が︑︿略V︒

みつもり

てっかの

てっかのたろうみつもり

九536園 ︿略﹀︑いろくの手違から︑

てちがい

﹇手帳﹈︵名︶1

銀行が破産しなければならぬ事にな
つた︒

てちょう

鐵

てづかの
︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎 の事業を中止し︑︿略﹀︒

八583図學乱用旦ハヲ士買ル店二︑手 盛﹈︹人名︺1

テツ

帳・筆・墨・糟旦ハ ナ ド ト 記 シ タ ル 看
板ヲ出シ︑︿略﹀︒

﹇鉄﹈︵名︶1一

十二215

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

や︑︿略﹀︒

へった︒

來て︑手つだひに出る者は日ましに
度の募集を始めてより十八年の後に

九475團 ︿略﹀︑おとなりからの手つ

かくて天和元年鐵眼が初

至りて︑一切纒六千九百五十六巻の

十﹁伽10図

五734 ﹁︿略V︒﹂などと言ふ者が出て

あくまで初＝﹁心をひるがへさざる熱

︿略V二三人の男が︑器用 十一囲4図

一515 ︿略﹀︑オニドモハテッノ てつき ﹇手付﹈︵名︶1 手つき

てつ

モンヲシメテ︑シロヲマモツ
テヰマス︒

荒波洗ふデッキの上に︑

デッキ

な手つきで蜜柑を採ってみる︒
︵名︶一

やみをつらぬく中佐の叫︒

八977庫q凶韻

︿略﹀︑モツトタクサンアツ デッキ

テ︑モツト役二立ツ物日鐵デアラウ

六116医

ト思ヒマス︒

鐵橋

六118圏飯ヲタクカマモ︑物ヲニル てっきょう ﹇鉄橋﹈︵名︶2 てつけう
ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル
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てつだう一てはじめ

だひと合はせて︑植手が八人になつ
て︑にぎやかでした ︒

四294

︿略﹀︑てつだうが私ども

の町を通って︑工場の近くに
ていしゃ場が出來るさうです︒
鐵道にも︑地下隠道にも︑電車や汽

八724圏

九4710団 田植がすんだので︑昨夜は

沖つだひの人たちを呼んで︑ごちそ
車が終日終夜︑休なしに運轄してゐ

性殊に著しきを以て︑家屋の土毫︑

鐵道

テツビンハ﹁ナルポド︑銅ハ

﹇鉄砲﹈︵名︶5

テツパウ

尾のさきまで︑からだ浸すき間もな
く︒

てっぽう

七418園

すると甲板の上で鐵砲を上げ

其の船に乗ってみるなら︑

上げろ︒

わかったらもう一度鐵砲を

出直す

ぐひの

こしにはさんだ手ぬ

はしひきさいてさし出

す︒﹂と︑

せば︑﹁︿略﹀︒﹂

四405おかあさんがあたまに手
ぬぐひをかぶり︑着物の上に

ちりょけを着て︑︿略﹀︒

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五254 ︿略﹀︑店のしるしのついた手

ました︒

七143女の人はだすきをかけて︑手

さうして兄は腰の手ぬぐひを

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

取って鉢まきにし︑︿略V︒

十419

手の働

手の働

︹課名︺2手の働

第八

第八

てのはたらき

八278

八目12

マリーはどうかしてかくし

信吉は﹁いや︑何︑それに

といって︑︿略﹀︒

﹁では︑一日お借り申します︒︿略﹀︒﹂

は及びません︒﹂といったが︑すぐ

八952圏

ひました︒

は水を一ぽい下さい︒﹂と兵士が言

りません︒ こまってゐますと︑﹁で

貧しい木こり小屋で︑戸棚一つもあ

てやりたいと思ひました︒けれども

七888囹

︿略﹀秀吉︑勝政の引足では︵接︶3では

﹇鉄砲組﹈︵名︶1

かすかに見えた︒

七426

組

てっぽうぐみ

︿略﹀︒

︽ース︾

でなお・す

﹇出直﹈︵五︶1

に合圖して銃火をあびせかけたれば︑

になりたるを見て︑すかさず鐵砲組

十一289図

鐵砲

すると︑又星群を上げたのが

七425園

た者がある︒

鐵砲を上げろ︒
かんばん

七421

三バウチオトシマシタ︒

ニー34人ガテツパウデ︑一ドニ

か
地上の皇道には勿論︑高架 鐵砲﹇▽みずでっぽう

うをしました︒

十5図鐵道

ます︒

九589 正一のうちの人たちに手つだ
ひもまじって︑︿略 ﹀ ︑ ば た ん ぼ た ん
からざを

と殻竿で妾を打ってるる︒

業の手篭などして土人に親しみ︑

十二8310図 網をすき︑舟を漕ぎ︑漁 十二484図 ︿略﹀︑栗は耐久・耐灘の

鐵道出
鐵ビン﹇▽やかんとてつび

テツビン

﹇鉄道線﹈︵名︶1

鐵道のまくら木等の用に供せられ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︒

十二佃10手傳をする者が一人へり二
線

てつどうせん

の老僧から離れるやうになった︒

十二下図
てつびん

てつびん
ん

︿略﹀︑金物屋ノ店デ︑ヤクワ

六113

マシタ︒

ントテツビンガ︑ジマン話ヲシ合ヒ

六93

﹇鉄瓶﹈︵名︶4

人へりして︑はては又村人全艦が此
てつだ・う ﹇手伝﹈︵五︶2手つだふ
︽ーッ・ーヒ︾

四431僕もはたきを持って手
つだひました︒

手績

八532 四日目の時は︑おちいさんも
手つだってつかれた ︒

﹇手続﹈︵名︶2

十二896 又呂衆両院の何れかから提

てつづき

︿略﹀︑役ニモ立チマセウガ︑︿略﹀︑

を少しも苦にしないで︑﹃なあに︑

けれども社長さんは︑それ

出された案は︑他の一院のみで討議

モツト役二立ツ物ハ鐵デアラウト思

もう一度出直すのです︒﹂といって︑

九544囹

し︑可決すれば同じ手巻によって奏

ヒマス︒

手にく

りつ＼走る若き人々︑︿略V︒

はうき手にく此方をさして

語

てはじめ ﹇手始﹈︵名︶1

さう︒

手始

はいたく心動きて︑﹁ではお泊め申

村の社の掃除や終へし︑ 十6210囹 同情深き妻の言葉に︑主人

﹇手手﹈︵副︶1

笑ってみた︒

てにてに

さうち

上する︒

てっぺん

少年はてつびんの湯をついで 十906図蟹
﹇天辺﹈︵名︶1

三301囲﹁ねえさんこれをあげま 十二963 三身は世を救ふ手始として

さうして︿略﹀︑所きらはずてぬぐい ∩手拭﹈︵名︶5 手ぬぐひ
食ひつきました︑頭のてっぺんから

六307

てっぺん

老人にす＼めた︒

九245

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

十二902 これ等の命令も國の規則で 六131 其ノ時鐵ビンハ ﹁︿略﹀︒﹂ト
しん

てつだう

あって︑︿略V︑其の制定も出直る限
﹇鉄道﹈︵名︶4

り三重な手底を経る︒
てつどう

鐵道←けいべんてつどう︒こうかて
つどう・ちかてつどう・ほっかいどう
てつどうえんせんちゅう

ではじめる一ても

1118

︽ーメ︾

﹇出始﹈︵下一︶2

射つかの五人の友をたつねた︒

出はじめる

ではじ・める
ジメル

デハ

ニー83 ネエサン︑デテゴランナサ
イ︑月ガデハジメマシタ︒
﹇手筈﹈︵名︶1

手はず

三36圏 ア︑日が出ハジメタ︒
てはず

十二悩10 月の十五日を期して練攻撃

ク︾

︿略﹀︑與五左衛門は忽ちはね

︿略﹀︒

あねは手ばやくをを

手ばやい

を行ひ︑一翠に江戸を乗つ取る手は

︽

﹇手早﹈︵形︶5

ずである︒

てばや・い
手早い

たてて︑

三304圏
七483

かへして︑彦六を組みしき︑手早く
首を取ってさし上げた︒
きて︑手早くつり床をく＼る︒

九628 すると乗員は︑⁝せいに飛起
十恥5 船員は手早く鯨の尾をくさり
で船ばたにつない で ︑ ︿ 略 V ︒

切ったりければ︑︿略﹀︒

﹇手袋﹈︵名︶1
︿略V︑手ブクロ

手本

ニモ︑クツ

手ブクロ

十一312図 清正手早くかぶとのをを
てぶくろ
三358
﹇手本﹈︵名︶1

ニモ右左ガアリマス︒
てほん

八幡9 ︿略﹀乃木大鑑が︑終生忠誠
質素でおし通して︑武人の手本と仰

﹇▽かたてま

﹇手前﹈︵名︶4

手前

が れ る や う に な っ たのは︑︿略﹀︒
てま

てまえ

停車場にはいる手前でまた北
︿略﹀︑松林を後にして右に

上川を見たが︑︿略﹀︒

九734
十761国

此の人は︿略﹀︑大きくな

モトケマセン︒

四776
︿略V︒

つても︑母の名をいふ者がありませ

ん︒

二日たっても三日目っても汲

みに來ない︒

六928

かりです︒

どちらを向いても青い水ば

みに來ない︒

︿略﹀︑いつ見てもよいけ 六928 二日たっても三日たっても汲

つても︑うちの仕事もせず︑

昌徳宮︑左に景福宮の壮大な構が

しやうとく

五152

しきだと思ひました︒

四824

其の手前は一帯に朝鮮家屋

ある︒其の手前は一帯に朝鮮家屋で︑
︿略﹀︒

十762團

んをたべませんので︑學校に居ても

ぼちが昨日から病氣で︑ごは 七542囹

で︑其の又手前にはく略Vりつぽな

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七585囹 ︿略﹀︑いくらきりが深くて

又夜はいくら暗くても︑星

ことはありません︒

が出てみれば︑それにたよって方角

雨が降っても︑風が吹いても︑ 七587囹

を知ることも出來るし︑︿略﹀︒

かすが

たとひ親子の者がうゑ死を

するやうなことがあっても︑人から

七735圏

とはあるまいと思ひます︒

し上げましても︑おしかりになるこ

七717園 ︿略﹀︑此の金をあなたにさ

は渡ることは出來ません︒

渡るといっても︑自分一人で

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

つてゐますが︑︿略﹀︒

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

五896 雨が降っても︑風が吹いても︑ 七628

つてゐますが︑︿略﹀︒

五896

いつ見てもよい景色です︒

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

しんぽいでしたが︑︿略﹀︒

ても

五574

洋館がそびえてみる︒

此の青のくさり戸にさし

手間取

か＼る手前︑路をさへぎつて立つ岩

十一一脳10

山に︑︿略﹀︒

︽ーリ︾

﹇手間取﹈︵五︶1

る

てまど・る

図

テモ

判りにくいと配達がてまどり

七
︵接助︶97

ます
ても

ら

俵の山が出子てるます︒
な

奈良の春日山や三笠山は千

いはれなく金をもらはうとは思ひま

︿略﹀︑近所の人にきいても知

八479 ︿略﹀︑ジツト止り木二止ツテ

らぬ知らぬと申します︒

八395

がぬけぬ︒

になってもまだ仲間げんくわのくせ

七価3隆其の方は無分別者で︑大名

ぬ︒

られても︑石田めとは中直りは致さ

く略V︑此のま㌦切腹を命ぜ

知られてみるし︑京都の東山にして

︿略﹀︑十日たっても二十日た

七992圏

もさうだ︒

軍隊へ來ても︑學校でなま
けてるた者は人一倍口角をする︒

六428国

時々青イ物ヲ出シマス︒

六135園銅一人二歩ハレテヰテモ︑

せん︒

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも

六84囹

みかさ

コンドハイクラバヒヲ 六24 今どこのうちへ行って見ても︑

ツナヲツケナクテモ︑ヨ

マイテモ︑スコシモ花ガサキマ

二526
セン︒

二67一

ソヘハイキマセン︒

三61︒ヱや水ヲヤツテモ︑
からすのなかない日は

見ムキモシナイデ︑︿略V︒

三317園

あっても︑五一ちいさんがうた
はない日はない︒

六587

ても︑母の名をいふ者がありません︒

ゐますが︑十日たっても二十日たつ

をいひ出す者はないかと氣をつけて

三448圏どんなことがあっても︑ 六587 さて萬じゅは︑だれか母の事
イツマデタツテモシヨウ

ふたをおあけなさいますな︒

三754

︿略﹀︑又日田テラサレテ

ブガツカナイノデ︑︿略﹀︒

四706

ll19
ても一ても

ヰルノヲ見テモ︑︿略﹀︑強ミが全身
二︑こチミチテヰル︒

八546園 ﹁せいは高くても︑まだだ
めだ︒﹂

これだけ聞いてもわかりませう︒

皆これによるのである︒

を助けようと決心した︒

はれても︑やはり馬のそばを通るの

十171囲なれない私は︑大丈夫とい

しかしいくら工夫をこらして

も︑目ざす柿の色の美しさは出て來

鳩は齢程遠い虜で放しても︑

お宿は致しても︑さて何も

あいさつをしてもていねい
く略V︑何を聞いても︑一々

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

ても︑太陽に到着するには八十七年

か㌧るのである︒

いくら催促されても︑返さな．い人が

さいそく

十一192 例へば︑借りた金を︑︿略﹀

ある︒

離して植ゑても︑十五六年目には間

十一376園今に御らん︑此のくらみ

伐をしなければならないやうになる

から︒

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

十一405 ︿略﹀︑一番早く伐るとして

畠にしても︑小路によって

の年になってみるわけだ︒

十一633

枚の畠でうねが五町も十町も長々と

細かく仕切ることをしないから︑一

︿略﹀︑松坂の町はつれまで

したがって二百十日も太

︿略﹀︑其の組織に繁簡の差

基づいて其の團膿の幸福を進め︑國

があるにしても︑地方自治の精神に

十一備5

ても果なき原野と森林とに候︒

十一鵬1閥困ブラジルは何庭へ参り

ゆ
日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒

十一鵬10國國 ︿略﹀︑何虜に行きても

ても一日ぐらみのものだが︑︿略﹀︒

陽暦なら大がい九月一日で︑ちがつ

十一938圏

行っても︑それらしい人は見えない︒

十一729

されど宋軍の大勢日々に非 績いてるるのが少くない︒
何ともすることあたはず︒

にして︑天喜の誠忠を以てしても如

十9710図

差上げる物はございません︒

十649園

自分の巣に詳言る︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十555

しまふ︒

金があると︑ついむだな事に使って

さうで無くても︑齢分のお

一心に學問をはげむがよい︒

︿略﹀︑始は近在の小早店へ︑

十516園

ない︒

十461

たが︑︿略﹀︒

が危除なやうな氣がしてならなかつ

だ全く手の着かない事が少くなかつ

それにはわたしが死んでも

九231園︿略﹀︑三代か＼つても︑ま
た︒

︿略﹀︑
なら

九347

︑︿略﹀︒

しに歩き廻ったものださうだが︑

毎日々々︑降っても照っても︑おろ

九516園

ラヌ物争償ナシ︒

九446図得ガタキ物ニチモ︑有用ナ

アルナリ︒

得ラルレバ債ナク︑得ガタケレバ償

九443図同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ．

しい︒

の楢︑︿略﹀︑どの木を見てもなつか

うす紅のかへで︑銀ねずみ色

國へ錦らずに︑すぐに江戸へ出て︑

八667囲 アメリカ人の元氣なことは︑ 九273園

八826 長い間か㌧らなくても︑工夫
して大仕掛に水を落せば︑大きな仕
事をする︒

八871園 わしはあちらに居ても︑お
前の事ばかり心配してみた︒

八㎜4 さうしてそれから後は︑耳は
食事の知らせを聞いても︑聞かない
ふりをし︑︿略﹀︒

さうしてそれ か ら 後 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

目は食物を見ても︑見ないふりをし︑

八㎜5

︿略﹀︒

八脳2 たとひ休まず働いても︑一人
で一日に一包は造れまい︒

れう

父母の病あつければ︑署
藥の効なきを知りても︑尚治療につ

十995図園

とむるは人情の常にあらずや︒

︿略﹀︑降っても照っても︑

おろしに歩き廻ったものださうだが︑

九517囹

︿略V︒

八脳3 かりに造れたとしても︑それ
を十字ぐらゐで士買ってはまうかるま

ても︑一枝髪にさしてみたい︒

幅は二三町︑長さは一里に 十価1 ︿略﹀︑どれを見てもどれを見

十擢7園

で︑少しも生意氣な風が無く︑︿略V︒

十槻6囹

ても︑一枝髪にさしてみたい︒

幅は二三町︑長さは一里に 十価1 ︿略﹀︑どれを見てもどれを見

近く︑行っても行っても眞白です︒

九9410囹

い︒

鏡ぐらゐで責っても︑さうおうにま

八鵬2 したがって一包のマッチを十

九9410園

近く︑行っても行っても眞白です︒

うかるのである︒

八鵬5 うちはを造るにしても︑時計

九擢1図菊園何にてもゑんりよなく
言へ︒

九二4

道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑

を造るにしても︑家を建てるにして
も︑皆これによるのである︒
︿略﹀︑時計 を 造 る に し て も ︑

運の礎展を期することは皆同じであ

八櫛5

る︒

十一描1 ︿略﹀︑直接間接に公共の事

明白に答へて︑しかもよけいなこと

今かりに一時間五十里の速

︿略﹀中村君ヲ装丁シヨウト決心シ

十一42

家を建てるにしても︑皆これによる

︿略﹀︑一命をなげうっても王

は言ひません︒

十95

タ︒

︿略V︑家を建てるにしても︑

のである︒

八鵬6

でも一でも

1120

務に當る者は︑如何に其の職務に忠
實であっても︑一般の人民の後援が
なければ自治團膿の圓満な嚢達を望
むことは出來ない︒

十一佃5園 人が何と言っても決して
あけるな︒

から︑︿略﹀︒

十二292国

せき

斥されるやうなことも起って來る︒

天略﹀︒それに︑たくさん

ロンドンは何と言っても でも ︵接︶1 でも
九8610囹

おもって︑﹁おうい﹂とよぶと︑

︿略﹀︒

四585ドンナサムイ日デモ︑大

の星の中に一つだけ︑年中ほとんど

やがてベルリンに入って

世界の大都會です︒

ヲヌイデ︑ヰセイヨクハタライ

工サンバミンナシルシバンテン

十二354困
見ても︑勤倹の美風が市民の問にあ

三82 ヒヨコガナクト︑オヤド
リハオハナシデモスルヤウニ︑
タベモノデモサガスノデ

ココココトイツテヰマシタQ

三88

セウ︑︿略﹀︒

むぐらもちでもとほつた

三98 ネコデモソバヘクルト︑
オヤドリ一直コツテケヲサカ
ダテマス︒

三253

やうに︑土がところどころもち
あれはいまにさを竹に

上ってゐます︒

三268

でもなるのでせう︒

ンタウデモタベルノデセウ︒

三507車ヲヒイテキタ人ガベ

︿略﹀︑今でも山がらのこ

中村君がこれまで居た所は日

出來て︑

らす︒

五474

つりも出來るし︑およぎも

あつい夏でもすゴしくく

︿略V︑さうでもしなければ︑

︿略﹀︑夜でも︑書でも︑此所

五896 ︿略﹀︑夜でも︑書でも︑此所

に立通しに立ってるますが︑︿略﹀︒

五896

いふので︑︿略﹀︒

外に村のさかえる工夫はあるまいと

五698

かけはじめますから︑︿略﹀︒

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

︿略V︑少しでもおくれると︑

五305圃

ふることがなく︑︿略V︒

本の南の方で︑冬でもめったに雪の

五54

ことはありません︒

はどうしたらうかと思はない

ゑをきくと︑︿略﹀︑足のきず

四696

ございます︒

きっといおとすほどの上手で

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは

四637囹空をとんで居る鳥で

なかなかむつかしさうです︒

四626 いくら弓の名人でも︑こ
れを一矢でいおとすことは︑

テ居マス︒

位置の攣らないのがあるから︑まこ
﹁︿略V︒﹂﹁でも︑あんなにたくさん

とに都合がよいのだ︒﹂﹁︿略V︒﹂

︿略﹀︑どれを見ても自分

ふれてみて︑︿略﹀︒

十二547園

ある星ですもの︑それを見つけるの

僕は お と う さ ん か ら ︑ 誰

よりは大きく︑自分よりはえらさう

に大攣でせう︒﹂

十一⁝⁝⁝2囹

が來ても此の門をあけてはならない
である︒

も・なんでも

ナンニデモスグビツクリ

︿略﹀私はありとあらゆ でも ︵副助︶8一 デモ でも呂それで

る身の樂しみを退けても︑ひたすら

たとひ我が親でないにし

林藏の怪しみもてあそば

︿略﹀︑アメリカにて特許を得たるも

シテ︑カケ出シマス︒

二656

十二873図

ひになりさうなものだのに︑︿略﹀︒

ても︑︿略﹀︑姉上もお氣の毒とお思

十二738園

仕合はせと存じてをります︒

父上を大事に致すのを此の上もない

十二679囹

と言ひつけられてるるのです︒

ても此の門をあけてはならないと僕

十一佃8囹 ﹁おとうさんは︑誰が來
に 言 ひ つ け ま し た ︒﹂

十一伽9園 僕は︑誰が來ても此の門
をあけてはならないとおとうさんに
言はれてるるのです︒

びても︑ちかって此のくはだてを成

十一伽3図 ︿略﹀︑如何なる困難を忍

りしが︑か﹂る中にありても︑彼は

序せんと︑︿略﹀︒

土地の事情を研究することを怠らざ

る＼こと︑此虚にては更に甚だしか

聞にても︑畿行地にて受取るものと

十ニー94図 されば同一日置の同じ新

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

りき︒

が︑︿略﹀︒

つ﹂︑各地を巡って道を傳へてるた

十二982 繹迦は八十歳の高年に及ん
うゑ
でも︑なほつゴれをまとひ飢と戦ひ

ても更に効のないことを知った︒

十二946

他地方にて受取るものとは︑記事に
多 ． 少 の 相 違 あ る を常とす︒

すゴ
にはもう黄金色に色づいた實が直な

十二204 どれを見ても︑枝といふ枝
りになってみる︒

十二211 どの山を見てもどの谷を見
ても︑蜜柑の木でない虜はない︒
ても︑蜜柑の木でない虜はない︒

三555 かへるはやなぎのつゆ
を虫とでもおもったのでせう︑

友だちでも居るのかと

ののみにても其の敷實に千齢に及ぶ︒

︿略﹀︒

四307

十二燭6

そこで海外に移住しても外
はい
下人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

十二212 どの山を見てもどの谷を見 十一一悩10図 エヂソンの登明せるは
十二231 又軍に損益の鮎から見ても︑
かやうな仕方は唯一時の利益を得る
に止って︑永績することが出來ない
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でも一でも

に 立 通 し に 立 っ て るますが︑︿略﹀︒

ることが遠心ます︒

にでもまよひこんだやうです︒

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ

色ニカハルモノモアル︒

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

五908 いかな日でも葉書の百枚や封 七513夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ 九177 ︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ
書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい
テヰマシタ︒

と

ば

ノヤウニイロくフシギナ事ガアル︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

盛った水が波紋をゑがく程です︒

︿略V︑敷百歩はなれた所でも︑器に

地乗様でも悪いことをなさ 九483国近世の中は何でも一生けん
めいに働く者が勝だ︒

て︑︿略﹀︒

此の愛らしい小鳥が︑他の方

ことが出頭るが︑︿略﹀︒

法では全く通信が出來なくなった場

十545

合でも︑︿略﹀︑遠い虜まで使者の役

目を務めると聞いては︑︿略V︒

十547 此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

鳩は︿略﹀︑四五十キロメー

いては︑誰でも驚かない者はあるま

遠い虜まで使者の役目を務めると．聞

い︒

トルの慮を往復して食事するぐらゐ

十572

は何でも無い︒

今でも城壁は大部分昔の面

影を留めてゐますし︑︿略﹀︒

十741国

備へ附けてみる虜は︑世界でも珍し

九873園

いさうです︒

失ふやうなあぶない時でも︑言出す

十957園 ︿略﹀︑ひょっとすると命を

の星があって︑何時でも北極星の位
眞夏の日中でも︑杖を握つ

ことの出來ない程︑︿略﹀︒

十一399

生きた枝でも枯れた枝でも︑

早く大きくなって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑土地の人は一向平氣 十一383 木でも見下されるのがいや
なのか︑︿略﹀︑低い庭にあるもの程

さうして手払り次第に︑何で

んで行くために︑其虜が節になるの

生きた枝でも枯れた枝でも︑

︿略﹀︑木が太るにつれて其の枝を包

十一399

だといふ︒

︿略﹀︑木が太るにつれて其の枝を包

だから︑少しでも饒つたお

もひつつかんで行っては窯の中へ投

のだ︒

櫻の咲く季節でも霜の降

んで行くために︑︿略﹀︒

十一939囹

十522囹當座の方は何時でも引出す る季節でも︑やはりさうである︒

してもらへますか︒﹂

十5110囹

﹁預けたお金は何時でも返

金があったら必ず預金にして置くも

十518園

込んだ︒

十479

を自由にくゴつて歩きます︒

で︑三四歳の子供でも︑腹の下など

十174国

たくなってしまひます︒

てるる手などは︑何時の間にかつめ

九957園

置を知らせてくれるのだ︒

と
︿略﹀︑北斗七星といふ一群 十817 ︿略﹀︑こんな大きなポンプを

しでも他人の負捲を輕くしょうとし

こちらの方はどうでもなる 九539囹︿略﹀︑あの人は反封に︑少
祖母↓人孫一人の事だから︑

祖母一人孫一人の事だから︑

﹁明日にでもなって︑雪が
﹁どのうちでも︑納める金
雨だれでも石をうがつ︒

冬でも春でもこちらではち
冬でも春でもこちらではち

九87囲 何だかおとぎばなしの世界

やうど内地の夏のやうです︒

九39国

やうど内地の夏のやうです︒

九39国

て上げようと申します︒

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

心門5囲︿略﹀︑母が私に︑お友だち

八825

高は同じですか︒﹂

八809園

はれてからではいけませんか︒﹂

八779園

看病してお上げなさい︒

五日でも十日でも︑︿略V︑ゆっくり

八468團

看病してお上げなさい︒

五日でも十日でも︑︿略﹀︑ゆっくり

八468囲

から︑心配するには及びません︒

八466国

つたと見える︒

八412園

て來はしません︒

七703囹あなたから一文でももらふ 九299 物すごいひびきは萬雷の如く︑

も︑中々出ないものでございます︒

七686園家の中で見えなくした物で 九213 動物ノ形や色デモ︑︿略﹀︑コ

らないことはありません︒
︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

五926
ると︑私は氣がもめてたまりません︒

六134園 モシセイ出シテ使ツテクレ
サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

六164醜 山の中でも︑三軒家でも︑
住めば都よ︑わが里よ︒

六164圏山の中でも︑三軒家でも︑
住めば都よ︑わが里よ︒

六371囹 ﹁たとひ金銀で作った弓で
﹁海の上でも歩けさうだ︒﹂

も︑御命には代へら れ ま せ ぬ ︒ ﹂

六437園

六483園 ﹁之ヲ鮭ノ里錦トデモ言ツ
タラヨカラゥ︒﹂

何でもなれてしまへば︑少しも陸上

六793 はた拾︑まり送︑おにごっこ︑
とかはらない︒

てがひ

六887 何だか地ひゴきでもするやう
ま

︿略﹀︑大きな蛤や馬刀貝でも

な氣がした︒

七139

取ると︑おたがひに見せ合ふ︒
は

七377国︿略﹀︑干て先づ誰でもおど
ろくのは︑波止場の大きなことです︒
︿略﹀︑ハルビンへでも北京へでも送

七385国船から陸あげした荷物は︑
ることが出來ます︒

︿略﹀︑ハルビンへでも北京へでも送

七386困船から陸あげした荷物は︑

てもと一でる
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ら・おてら・おてらまいり・きよみず

テラス

てら

︽ーッ︾

三831
︿略﹀︒

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

日はよくてつてみて︑

十一9310圏 櫻の咲く季節でも霜の降てら ﹇寺﹈︵名︶1 寺←えのきで て・る﹇照﹈︵五︶4てる照る
る季節でも︑やはりさうである︒

﹇照﹈︵五︶7

まてらすおおみかみ

︿略﹀︑始は近在の小費店へ︑

しに歩き廻ったものださうだが︑

毎日適々︑降っても照っても︑おろ

九517囹

上に日が傘持よくてってゐます︒

︿略V︑青い松の間に︑五重 五208

ちゆう

十一9310囹 こんな不便な暦でも長い でら・なにがしでら・ふるでら・やま

六725

でら

くわん

間の習慣で︑今でも使ってみるも

てら・す

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

たふ

のがあるやうだ︒

十﹁941囹 ︿略﹀︑今でも使ってみる
ものがあるやうだ︒

つかりわかってしまふまでは何度で

十﹇991 さうして其の本の内容がす す照らす︽ーサ︒ーシ・ース︾几▽あ
も讃む︒

Q

︿略﹀︑ウスノ中カラ︑

シカデマセン︒

マ

タォカネヤタカラモノガデマ

シタ︒

シタガ︑ヤツパリキタナイモノ

二467サウシテ米ヲツイテミマ

︿略﹀︑日や月ガデテヰ

バカリデマシタ︒

R

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

ナカツタリスレバ︑︿略﹀︒

タリ︑入ヲサラツタリシマシタ︒

ムカシ大江山ニシユテン

ドウジトイフワルモノガヰマ

デル

出ル

出

ネエサン︑デテゴランナサ

ヘデテイヒマシタ︒

︿略﹀︑エントツカラムクム

三262

のです︒

三255

﹁二十日バカリタット

この二︼二日の雨で︑竹の

このあひだかきねのそば

そこから竹の子が出る

子がこんなに出ました︒

三253

出マス︒﹂

三66囹

カ︒﹂

三64園﹁イツヒヨコが出マス

クトマツクロナケムリが出マス︒

三44

マシタ︒

おとよ︑わしの言ってるこ 三32︿略﹀︑ソツトネドコヲ出

のまどにとゴいてる︒

﹇出﹈︵下一︶塀

とがわかるか︒

八895圏
でる

︽デ・デル︾﹇▽うきでる・ころげで

る．さまよいでる・すすみでる・つき

る

二717

モトケマセン︒
九604 日はかんくと照ってみる︒
︿略﹀︑二人はたいまつで てる ︵助動︶2 てる ︽テル︾

四942

道をてらしてくどうのやかた
へ向ひました︒

かんくとこずゑをてらして

みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

九329

︿略﹀じゃがいも畑を︑午後

を下に投げるのか︑︿略﹀︒

九783

2

︿略V︑ソコ

ヲホツテミマ

シタガ︑キタナイドロ水バカリ

一一幽

マシタ︒

三392ちか道の方は︑道がこ

︿略﹀︑竹になりかかってゐます︒

三266石がきの下へ出たのは︑

二433︿略V︑土ノ中カラ︑目塗 へ出たのは︑もう私のせい
ネヤタカラモノガタクサンデ
より高くなりました︒

ミガマヘ

ソノトキーピキノ子ネズ

ニー87モウスツカリ木ノ上へ

イ︑月ガデハジメマシタ︒

一一182

でる・もうしでる・わきでる

石炭の壁は安全燈の光に照ら でる・ながれでる・はしりでる・ふき

の日がかんくと照らしてみる︒
十8310

︿略﹀︑清い月の光が流れる

されて︑黒光りに光ってゐます︒
十一一425

六995韻

シタ︒山カラ出テ︑モノヲトツ

︿略V︒

一一

一一

それが今では學校の 二階

四706︿略V︑又日ニテラサレテ

十一996 リンカーンはく略V︑鬼の

︿略﹀ ︑ た と へ 十 分 ︑ 十 五 分

首でも取った氣になって一心に護績
けた︒

十一一136

の饒暇でも無益に費すことがなかつ
た︒

十二382園 ほんたうに一度でもよい
から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

な者でも役に立つことがあるのかし

十二573 それでは自分のやうな小さ
らと︑夢中になって喜んだが︑︿略V︒
︿略﹀ ︑ 其 の 後 無 線 電 信 が

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の

十二柵！0園

顔を照らした︒

←ひでり
﹇照出﹈︵五︶一

二28一

︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑ デマシタ︒

磯明されて︑陸上でも海上でも︑自

てり

てりだ・す
︽ーシ︾

テリダシマシタ︒

︸202アメガヤミマシタ︒ヒガ

テリダス

にやみの世界を照らすやう︑︿略﹀︒

ちやうど東の空に上る月が次第騒々

十二4310

由に消息を交換することが出賜るや
︿略﹀ ︑ 陸 上 で も 海 上 で も ︑

うになりました︒
十二柵10囹

手もと

自由に消息を交換することが出語る
やうになりました︒
﹇手元﹈︵名︶1

七189 手もとの軍ぜい二萬騎を引き

てもと

つれて︑たゴちに極樂寺坂へ向ひま
した︒

S6

T8

l123
でる一でる

はれてみたり︑石が出てみたり
しました︒

きて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三414 ︿略﹀︑大きなかめが出て

三454うらしまはく略﹀︑又かめ

のせ中にのって︑海の上へ
出てきました︒

へはいる︒﹂

四541園
へはいる︒﹂

四544園

﹁いや︑海から出て︑海

﹁へええ︑日は屋根から

出て︑屋根へはいるものでは
ございませんか︒﹂

あったり︑水が出たりしたこと
をみんな見て知って居ます︒

トンネルを出て︑海を見

下した時には︑︿略﹀︒

五63ある日︑僕がうんどう場へ出
て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

﹁此の近くに︑しめちの出

なしめちが列を作って出てゐました︒

六185 行って見ますと︑︿略﹀︑小さ

る所はありませんか︒﹂

酒の出る所を御らんになって︑ 六174園

﹁これは親孝行のほうびに︑神々が

五554

さづけられたにちがひない︒﹂とお
ほせになりました︒

だれが渡るか︑虹の橋︒

︿略﹀︑一年ばかりの間は︑べ

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

正作君と大工の松さんは工

どの町村からも︑歩兵が一

ダンく上流ニサカノボツテ︑

ツテ來ル︒

時ニハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上

六463

出るだらう︒

六421団平重兵にも其の中にだれか

の兵が出てみる︒

其の代り輻重兵の外は各種

番多く出てみるのに︑︿略V︒

六415囲

て村からは五人も出てみるが︑︿略V︒

兵︑力松君は砲兵︑︿略﹀︑私を入れ

六411團

父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

六316

つ黒になって︑出て來ました︒

六305 ︿略﹀︑敷かぎりもない蟻がま

ません︒

五616圃雨のはれ間にちよつと出て︑ 六201 もとより舟は一そうも出てゐ
︿略﹀︒

五722

﹁︿略﹀︒﹂などと言ふ者が出て

つだんくじやうも出なかった︒
五734

よし

︿略﹀︑託つだひに出る者は日

來て︑手つだひに出る者は日ましに
へった︒

五734
まん

きつね

八幡太郎義家が︿略﹀廣い野 六417国

ましにへった︒

五795

原を通りますと︑狐が一匹とんで出

ふしぎに思って︑尾をさいて

ました︒

︿略﹀︑叔母さんの町に大水

大水が出なければよいがと
・いぼいして︑︿略﹀︒

五847国

が出たさうです︒

五832国

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ
ぼちがく略﹀︑尾をふってむ
︿略﹀︑私どもは浴衣地とこん

がすりを買って外へ出ました︒

五252

かへに出ました︒

五154

り出ました︒

五123

池を見に出た︒

四734私はく略V︑︿略﹀︑火事が 五705 ︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水

白いけむりがぱっと出て︑︿略V︒

四812︿略﹀︑河を見たら︑たいそ

三466あけると︑箱の中から

三471日ノ出ル方が東デ︑日
四82一

う水が出て居ました︒

ノハイル方が西デス︒
三535 あるばん︑弟がにはへ
出て︑コつ二つ﹂とかぞへてゐ
ました︒

三552 ︿略﹀︑たうふうがにはへ

出て︑池のはたを通りますと︑
︿略﹀︒

三683ソノウチ玉水が出ナク
ナツタノデ︑センヲヌイテ見ル
ト︑︿略﹀︒

三777 ︿略﹀︑うちのものはみん
なえんがはへ出ました︒

た︒

五365

へ行くと︑︿略﹀︒

大道へ出て︑となり村の入ロ

三時ごろ愚将へかへりました︒

さうして其の明くる年の春︑

舞姫に出ることになったのでござい

其のとなり村の青年たちが見

六634
︿略﹀︑わたしは正男をつれ

ます︒

て物ほしへ出ました︒

六668

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出

五946

二人の者が山の中を通ると︑

かねて︑方々へ義指金をつのりに出
くま

東の方は此の橋のたもとから︑

五977

六722

た︒

六16

朝飯の時こんな話が出ました︒

熊が出て來ました︒

るかも知れませんが︑︿略V︒

五876国

五328 ︿略﹀︑お見送をして表へ出て 五864国叔父さんは大へんだ土手が 六592 或日のこと︑萬じゅが御殿の
四25 ほほづきやふうせん玉を
うらへ出て︑何の氣もなくあたりを
切れたといって︑すぐ屋根へ出まし
見ました︒
費る店も出てゐます︒
ながめて居りますと︑︿略V︒
四125 アル日ハマベ へ出テ見 五357 學校の門を出て西へ向ひまし た︒
ルト︑︿略V︒

四227うちの人はみんなたん
ぽへ出て︑︿略﹀︒

たんすをうこかすと︑其 五384 此所を出て︑となり村の學校
の前へ行くと︑︿略﹀︒

四417

のうしろから物さしと花子の

五407

︿略﹀︑たんぼの小道へ出て︑

お手玉が出ました︒

四537園﹁日は山から出て︑山

でる一でる

l124

川にそって電車が出ます︒

て︑象の前足にだきついて見せた︒

六882 自分たち程の子どもが出て來
六946 或朝︑夜明頃︑城中からうつ
て出て︑どっとときの聲をあげた︒
六947園 ﹁それ︑敵が出た︒ 一騎も
︿略﹀︑私 は 庭 へ 出 ま し た ︒

饒すな︒﹂

六剛1

六二7困 参拝をすましてから︑京都

︿略﹀︑ 舟 は す つ す と 進 ん で ︑

へ出て︑二三日見物して錦られるさ
うです︒

七102
くまで

たちまち海へ出た︒

七121 小さい熊手で砂をかくと︑お
もしろいやうにあさりが出た︒

蛤が出た︒

七122 時々は手ごたへがして大きな

に出てみるので︑村の人は之を傘松

七233 ︿略﹀︑枝が傘をひろげたやう
と呼んでみる︒

七412 軍人をのせた御用船が今しも
港を出ようとした其 の 時 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀︑ 見 送 人 を お し 分 け て ︑

前へ出るおばあさんがある︒

七414

七686園家の中で見えなくした物で
男はしあんにくれて︑役所へ

も︑中々出ないものでございます︒

七749
信長はよく夜明前から馬場へ

うったへて出ました︒

七764

︿略﹀︒

九737

中からみづくしい白茶色の

汽車が盛岡を出て少し進むと︑

な川の見える所に出た︒

たので︑︿略﹀︒
大きな川の見える所に出た︒
昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ 九729 其の中に汽車はく略V︑大き

八356

困って町奉行へ訴へて鈍まし

乳飲子を里子にやって奉公に出まし
た︒

八359
た︒

す

玉が︑じゅずつなぎになってころ

九792

な

おかあさんと茄子をもぎに出

くと出て來た︒

九998

たついでに︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

しばらくして︑其の中のおも

立つた者が出て︑いろくおわびを

︿略﹀︒

聞けば︑そなたは豊島沖

の海戦にも出ず︑︿略﹀︒

九佃4圓国

たのを男子の面目とも思はず︑︿略﹀︒

横濱を出てから︑ちやうど 九桝9囹軍人となって︑いくさに出
學校へ行って案内をこふと︑

學問をはげむがよい︒

︼心に

信淵は︿略﹀︑間もなく江戸
く略V︑毎朝引いて出た荷が︑

へ出て︑︿略﹀︒

九285
九551囹

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

次の平泉といふ騨を出て間

ひらいつみ

出來て︑いろいろの話が出る︒

もなく︑︿略﹀︒

さうして煙出から出る煙の色 九717

間もなくそれから芽が出まし 九728 其の中に汽車は山の間を出て︑

私も︑︿略﹀︑よく道ぶしん

前と同じ方法で︑船はもう一

掘割を通過して船は又湖に出

区画から又掘割を走って︑終

きさうゑもん

窯場から出て來た喜三右衛門

かまば

北に進むと︑︿略﹀︒

十736図様の停車場を出て大通を東

は出て來ない︒

十462 ︿略﹀︑目ざす柿の色の美しさ

は︑︿略﹀︒

十444

に洋々たる太西洋に出るのである︒

十359

る︒

十353

小さい人造湖に出る︒

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

十344

に出たものでした︒

十134囹

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

小使は僕等を鷹接室へ通して 九佃10圏 幽豆島沖の海戦に出なかった

さうしてみんな一しょに學校

信士口は教室を出ると︑︿略﹀︒

の門を出た︒

八956

八941

出て行ったが︑︿略V︒

八859

小使が出て來た︒
おうぜっ

八854

十五日目です︒

八654圃

致しますと︑︿略﹀︒

八425

た︒

毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰 八397 困って町奉行へ訴へて出まし

出て馬を乗りならした︒

七765
︿略﹀︑いつも藤江口郎が眞先に

か居るか︒﹂と呼ぶと︑︿略﹀︒

七767

︿略﹀︑信長はく略V︑﹁誰か居

出て來た︒

七771

さうして︑﹁こいつ︑かなつ

るか︒﹂と呼ぶと︑やはり藤吉郎が
出て來た

七923

んぼだな︒﹂と言って︑みんな出て

﹁やはり二百十日だ︒風が

行ってしまひました︒

七933圏

︿略﹀︑とうく太閤のお目通

出て來た︒﹂

七997

を取ることを許してくれといって出

りっぱな學者を先生にして︑

きのこのむらがって出るのも︑ 九274園 ︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑

へ出ることを禁ぜられました︒

八29

將軍秀忠が刀を取って出て見

︿略﹀も今である︒
ひでたゴ

ると︑長四郎であった︒

八172

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

ました︒

七486 無念に思って︑武田方から十 八239 そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首
うとした︒

て 行 き ま す と ︑ ︿ 略V︒

八348

で嶢加減を見て︑︿略﹀︒

八317

りて︑垣を出て行く︒

七537冤先ついかりをあげて港を出 八272図醸 はをむきて︑う＼とうな 九663 ︿略Vまはりには︑人の山が

︿略﹀︑自分の船の 居 場 所 を 知 る こ と

七587囹 ︿略﹀︑星が出てみれば︑

も出來ます︒

1125
デレンーてんいんにゅうよう

十738国

︿略﹀大通を東北に進むと︑

二町ばかりで大きな門の前へ出ます︒

は︑流れて下のコップにたまるので

集りて交易をなす虚なり︒

十二871図

デレンは各地の人々來り

ある︒

しばらく暗黒の中を通って てわけ ﹇手分﹈︵名︶2 手分
マッチの製造所へ行って見る

と︑職工が大勢居って︑それぐ手

八悩8

分をして働いてみる︒

夕食をすましてから︑縁が

すべてかういふやうに︑手分

といふ︒

出羽
︿略﹀︑此の老人こそは出羽の

﹇出羽国﹈︹地名︺1

をして別々に仕事をすることを分業

八鵬6

十一878
︿略﹀︑父は︿略﹀畠に出て

働いた方がよいといって︑︿略﹀︒
れふ
︿略﹀︑銃猟に出たらしいり

の國

でわのくに
九281

天←いってん

のぶすゑ
國の醤者佐藤信季︑︿略﹀︒

﹇天﹈︵名︶8

遠きをつ
だれが渡るか︑虹の

はんれい

︿略﹀︑天をもこがすば

かれ︒ 時︑萢釜無きにしもあらず︒

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十一鵬9國囲

︿略﹀︒

﹇店﹈﹇▽こうりてん︒ごふくて

馳←いってん・

ん・しまやごふくてん・りはってん・

てん

﹇点﹈︵名︶4

りょうがえてん

かういふ鮎から︑いろく

又軍に損益の貼から見ても︑

さり︑︿略﹀︒

易に増殖せらる＼貼において檜にま

十二464図殊に杉は人爲によりて容

深く此の馳に注意しなければならぬ︒

＋二238外國貿易業者はかへすぐ

むさぼって大損を招く結果になる︒

とが出來ないから︑つまりは小利を

かやうな仕方は︿略﹀︑永回するこ

十二231

のです︒

めて︑あの青年をやとふことにした

の美質をもつてみることをよく見定

十悩1園

けっしょうてん

てん

三864囹それがなくては︑天へ

てん

或時︑父王と土ハに城外に出

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

ある︒

かへることが出來ません︒

三877園おかげで天へかへる
ことが出來ます︒

橋︒

九925園

でん・ほうもつでん

でん ﹇殿﹈n▽だいごくでん・たいせい

號
七襯寒中一號

でんいちごう ﹇三一号﹈︵名︶1 電

子の者を天へ連れていって︑大熊座
︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

味方の勝利を語るやうに︑一心高く

九川5

と小熊座になさったのださうです︒

様が︑それを見て︑︿略﹀︑すぐに親

く略Vジュピターといふ神でん ﹇伝﹈←こじきでん．ワシントン
でん

なぐ雲の上︒

用ありさうに天と地の

かくて彼は︿略﹀︑人知れ 五617圃雨のはれ間にちよつと出て︑
︿略﹀︑中には彼をそねむあ

一室に通されて待ってるる

デレン

やがて安芳は西郷に見送ら
︹地名︺3

天︑言置を空しうするな

こうせん

外國の或商會で︑新聞紙に店

店員入用

十二2

1

一進一退︑た団運を天にまか てんいんにゅうよう ﹇店員入用﹈︵名︶

天に向っていな＼いた︒

十槻8図圃

せて︑二人はボートをあやつった︒

翌日此の地を去り︑河を 十276

デレン

るデレンに着せり︒

さかのぼること五日︑遂に目的地な

十二871図

十二83図

デレン

れて門を出た︒

十二梱2

と︑やがて西郷が出て來た︒

十二梛8

ものさへも出て來た︒

まり︑︿略﹀︑迫害を加へようとする

十二976

ず宮殿を出て修行の途に上った︒

十二933

まのあたり見て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑さては野邊に送られる死者を

十二922

しかし彼は城外に出る毎に︑

て︑農夫の働く様を見廻つたことが

十二912

十二374

月のさえた冬の夜友人と二

つばな騎馬の人たちが︑︿略﹀︒

十一柵9

十一968

はへ出て涼む︒

再び光明の世界に出た時︑︿略﹀︒

十8010 坑道を少し行って︑ポンプ室 十一615
の前に出ました︒

いりました︒

十818 ポンプ室を出てから小道へは

た︒

十825 其のうちに馬屋の前に出まし
十855 坑外に出ると︑急に夜が明け
たやうで︑︿略﹀︒

がって出てみるものもある︒

十佃9 ︿略﹀葉が︑董の上の方に群
十価6園 一度此の中にはいると︑ま
た寒い虜へ出るのがいやになるね︒

十備9 まだ芽の出ないはぜの木の間
を通り︑︿略﹀︒

ろう
十佃3 ︿略V︑檜馬堂の前を通って櫻
門をくgると︑本殿の前に出る︒
十伽1 公は此虜にうつされてから一
歩も外へは出ないで︑三年の歳月を
送られたさうである︒

十m5 榎寺を出て二日市の停車場へ
急いだ︒

十一84 長崎を出た汽船は︑海上を
やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

に達する︒

十一102 租界の外に出ると大ていは
支 那 風 の 町 で ︑ ︿ 略﹀︒

木質部との間にある乳管組織といふ

十﹁526 元三ゴム液は︑幹の皮部と
所から出るのである か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一528 此の傷から出て來るゴム液

でんえん一てんくう

1126

﹇田園﹈︵名︶2

員入用の廣告を出した︒
でんえん

田園

天下

てんがん

天顔

主上は詩の心を御さとりあ

﹇天顔﹈︵名︶1

十悌1図

﹇天気﹈︵名︶10

チンキ

﹁ユフヤケコヤケ︑
ナアレ︒﹂

天氣

フクロフが鳴クト︑其ノ

しん

までも侵略し︑差進んで電下機關車

さへも用ひられるやうになりました︒

最後に博士は電氣こんろ・

電氣の機械や︑蓄音機の圓でんきこんろ ﹇電気規炉﹈︵名︶1 電

電氣も︑もとをたゴせば水の力であ
る︒

盤などに用ひるエボナイトといふも

ばん

十﹁541

氣こんろ

ブ

世の中

十二目！0

世の中

十二価5

電氣ストー

﹇天気続﹈︵名︶1 天氣

︹課名︺2

抽斗の

電氣の世の中

電氣の

電氣の世の中

︹題名︺！

第二十三課

︿略﹀村崎工學博士の﹁電

でんきのよのなか

十二踊3

第二十三課

でんきのよのなか

らみの天氣聴きで︑︿略V︒

十775田く略V︑よくも能くと思ふく

績き

てんきつづき

就いて︿略﹀︒

機など︑家庭における一応の利用に

電氣アイロン・電氣ストーブ・扇風

十一一⁝⁝10 最後に博士は電氣こんろ・

︵名︶1

用に就いて︿略﹀︒

︿略﹀など︑家庭における山斗の利

十二佃10

︿略﹀人力又は蒸氣力も
次に博士は四脚の光に誓い
最後に博士は︿略﹀︑家庭

電氣アイロ

でんきストーブ

將來は又どんなものが護明

のもゴムから造る︒

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

十﹁688

現今における電氣の利用

とであらうか︒

十二湘1

て述べた︒

十二備9

だんく電氣に攣って︑︿略V︒

十二備10園

は實にめざましいものです︒

見 十二価6園

アシ

﹁やっとすんだ︒﹂と

テンキニ

︿略V︒

八寸9困

今日は天氣がよいので︑朝か

︵名︶1

における電氣の利用に就いて興味あ
だん
る話をして壇を下った︒

でんきアイロン

最後に博士は葉面こんろ・
電氣アイロン・啓達ストーブ・扇風

十二佃10

副長も︿略﹀︑今日の天氣は ン
日本晴のよい天氣︒

あんばいだ︒﹂

十401囹

十一8710囹

﹇電気﹈︵名︶8

つたね︒

八828

電畜﹇▽すい

︿略﹀︑電燈・電車等に用ひる

米をつく家も出來ました︒

關車が炭車を引いて往つたり來たり

電車は次第に汽車の領分

十一一M6図

しかして其の電球は忽ち

く略V︑東大寺の金堂は天

千二百年の面影を残せり︒

空高くそびえて︑長唄三尺の大佛﹁

十二998図

してゐます︒
世界に廣まりぬ︒
炭車が︸ぽいになると︑馬方 てんくう ﹇天空﹈︵名︶1 天空
十844

十二橋8園

の通ふ道まで運んで行きます︒

四285よこ町に電氣の力で︑ がそれを馬に引かせて︑電二二勢車

りよくでんき

でんき

3電氣機關車
氣の世の中﹂と題する講演があった︒
大層天氣がおだやかにな 十808 ︿略﹀︑謂い坑道には︑電氣機 でんきゅう ﹇電球﹈︵名︶1 電球

十287 二日たって︑天氣も晴れ︑波 機など︑家庭における電氣の利用に
だん
浪もをさまった︒
就いて興味ある話をして壇を下った︒
﹁しかし天氣が混いてよい でんききかんしゃ ﹇電気機関車﹈︵名︶

九997

どうかと空をながめる︒

九6110

ふく

ら変を打つ音が方々で聞える︒

九566

︿略﹀︑お書前にいらっしゃい︒

もし天氣がよかったら︑

明クル日ハ天幕ガヨイカラ︑

四38一

夕日が赤い︒

上げる空に︑あすも天氣か︑

四117囲

タ

一一174圃

﹇▽おてんき

てんき

十一3310図 雨跡及び島島︑見渡す限 りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給
ぜん
ひぬ︒
り田園よく開けて︑毛藍を敷けるが
︿略 ﹀ ︑ 眼 下 に 横 た は る 奈

如く︑︿略﹀︒

十一一齪6図

良市街の西︑遠く連なる田園の間に
﹇天下﹈︵名︶5

東 西 に 走 る 三 筋 の 路は︑︿略﹀︒

てんか

七鵬8証書天下に此の石田を知らぬ
者はあるまい︒

許しもなくて齪入するとは不届しご

八419圏 此所は天下の役所なるに︑
く︒

十一318図 福島正則以下の⊥二人︑

た

孔明

眞淵はもう七十歳に近く︑

︿略﹀︑武名を天 下 に と ゴ う か せ り ︒

十一7310
︿ 略 ﹀ ︑ 天 下 に 聞 えた老大家︒

十一堰1図圃 第二十四課
天下を 定 む る 三 分 の 計 ︑

なそこの上に指さすがごと︒

く略V︒

﹇展開来﹈︵四︶1

︽ーッ︾

てんかいしきたる
展開し來る

光輝ある歴史を展開し來って︑今や

十一一磁8 我が國がく略V︑三千年の

展

世界五大國の一に数へられるやうに

︽ーセ︾

︿略﹀︑突如として眼前に展

﹇展開﹈︵サ変︶1

なったのは︑︿略﹀︒

開する

てんかい・する

十一615

開せられた風景は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 恐 ら く 全

道第一の壮観であらう︒

1127

﹇天草﹈︵名︶3

テングサ

を田地にして︑米がとれるやうにし

車が終日終夜︑休なしに運毒してゐ
ます︒

る︒

十14図

︿略﹀道が縦横に通じ︑電

車を下り︑︿略﹀︒

青山の神宮前停留場にて電

電氣も︑もとをた玄せば水の力であ

田地にするには︑水がいるが︑ 八828 ︿略﹀︑電燈・電車等に用ひる

たいものだと思った︒

五693

︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ

其の後村の人は︑庄屋の家屋

敷や田地を買ひもどして︑︿略﹀︒

五773

引いて來る川がない︒

︿略﹀︑コンブヤアラメノヤウ
天子サ

︿略﹀︑其の又手前には朝鮮

ホテル・朝鮮銀行︒京城郵便局・天

十763囲

﹇天祥﹈︹人名︺9

天祥

主教會堂などのりっぱな洋館がそび

えてみる︒

﹇▽ぶんてんしょう

てんしょう

天祥きかずしていはく︑

﹁我もとより之を知る︒射影家の危

十973図

十一96

﹇天子様﹈︵名︶2

マ

天子様

てんしさま

にして︑天祥の誠忠を以てしても如

ウニ紅色ノモノモアル︒

してみる︒
エヂソンの獲明せるは電
極めて多く︑︿略﹀︒

十979図

へらる︒

されど宋軍の大勢日々に非

たまく元の大軍至るに及

いつ

天祥固くこぼみていはく︑

んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

十981図
電車は次第に汽車の領分
しん
までも侵略し︑尚進んで電氣機關車

ず︒

︿略﹀︑張弘範︑文天祥に説

天祥いはく︑﹁我は宋の臣

てんじょう ﹇天井﹈︵名︶1 天じゃう

と︒

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

天祥刑せらる﹂にのぞみ︑

十9910図

唯死せんのみ︒

十998図囹事既にこ＼に至る︒天祥

唯死せんのみ︒﹂と︒

十994図

天祥いはく︑﹁︿略﹀︒天祥

きていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒天祥きか

十992図

や︒﹂と︒

くんぞ人をいざなひてそむかしめん

﹁我︑國を救ふことあたはず︒

十986図

てん
私のうちの表通は電車や自慰でんしゃみち ﹇電車道﹈︵名︶1 電車

さへも用ひられるやうになりました︒

十二価7囹

きを如何せん︒﹂と︒

十二榊8図

車・馬車・自動車等が絶間なく往來

二73一 ソコデ天子サマカラ︑ラ
イクワウトイフツヨイ大シヤウ

﹇電光﹈︵名︶1

ニ︑シユテンドウジヲタイヂセ

でんこう

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

十二725 其の夜は風雨にともなって

︵サ変︶−

うちのことはしんぼいする

何ともすることあたはず︒

﹇ 転 校﹈

な︒天子榛によく御ほうこうするだ

七423園

話・電燈・電信・電車・︿略﹀など

た︒

てんこう・する
よ︒

︽ーシ︾

九旧2 道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

校スル

五324

つてゐますが︑︿略﹀︒

天守

5まつだでんじゅうろ
﹇天守閣﹈︵名︶2

此所二名高キ名古屋城アリ︒
︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清正ノキヅ

八967図

閣

てんしゅかく

う

でんじゅうろう

東の方は此の橋のたもとから︑
人通の多いのは此の大橋で︑

横濱と東京との間には汽
汽車はおよそ三十分毎に︑

かけて︑やはり人家がこみ合って立

時計屋の前に電車の停留場が 六723 此の電車道から東山のすそへ

車が引切なしに通って︑︿略﹀︒
ていりう

七294図

港ニハ船ノ出入タエズ︒

か
地上の鐵道には勿論︑高架 てんしゅきょうかいどう ﹇天主教会堂﹈
︵名︶1 天主教會堂
鐵道にも︑地下雪道にも︑電車や汽

八725国

シヤチホコアリ︒

なり︒
キシ所ナリ︒
電車はおよそ十分毎に畿着す︒
市中ニハ電車ノ往復シゲク︑ 八968図 天守閣ニハ棟ノ爾端二金ノ 十㎜3図

七91図

車・電車の便あり︒

七89図

これには電車も通ってゐます︒

六727

川にそって電車が出ます︒

六722

あります︒

五345

電車

でんしゃ

天才

鮎在

﹇電車﹈︵名︶13

ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ深側ヲ
﹇天才﹈︵名︶2

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒
てんさい
かん

十二麗6図 彼が稀代の天才はこ＼に
も遺憾なく零墨せられて︑着々成功
の 域 に 進 み し が ︑ ︿略﹀︒

十二価2図 今日文明の利器と構せら
る＼ものにして︑直接間接に彼の天

﹇点在﹈︵サ変︶1

才によらざるもの殆どなしといひて
可なり︒

︽ース︾

てんざい・す
す

田地

毛藍を敷けるが如く︑白壁の民家其

せん

十一341図 ︿略﹀田園よく開けて︑
の間に黙在す︒
﹇田地﹈︵名︶3

五692 ︿略﹀︑どうかして村のあれ地

でんじ

道

轄

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒

電光

ニ茶色ノモノモアリ︑テングサノヤ

七869

七85図 テングサ

リガアル︒

七859

てんぐさ

てんぐさ一てんじょう

与ごうてんじょう

をたたく︑︿略﹀︑まるでいくさ

十二帽8園

電信や電話の嚢明は其の

天ジ

當時實に全世界を驚かしたものであ
りますが︑︿略﹀︒

﹇天神様﹈︵名︶1

天

ヲカノ上二天ジンサマ
﹇天神山﹈︹地名︺2

ノオミヤガアリマスQ

三483

ンサマ

てんじんさま

四431天じゃうをはらふ︑たたみ
のやうでした︒
てんしょうじゅういちねんしがつはっか
﹇天正十一年四月二十日﹈︵名︶1

神山

韓ず

︽一

午後には弟と天神山へきのこ
﹇転﹈︵サ変︶2

ジ・ーズル︾

てん・ず

取りに行くのだ︒

九齪4

向ふの天神山が近く見える︒

九㎜9

︿略﹀︑空がきれいにすんで︑

時は天正十一年目月一一十てんじんやま

▼天正十一年四月二十日▽
十一2310図
傳

誓書

﹇伝書鳩﹈︹課名︺2

日のあかつき︑︿略﹀︒

書鳩

でんしょばと

十目12 第十﹈ 親書鳩
﹇伝書鳩﹈︵名︶3

十5310 第十﹁ 傳書鳩
でんしょばと
鳩

︵サ変︶−

ところが或夜大地震が起って︑

うてんち・べってんち
七999

人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

ばく

みる島々は︑もと此前にそびえてゐ

た山々である︒

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

十酩10 白梅は今ちやうど眞成皿りであ

柔々と交って美しい︒

デンデンムシムシ

アタマガアルカ︑

飾られた︒

カタツ

メガ

十294 娘の勇ましい行通は︑歌に歌
せう
はれ︑其の肖像垂は到る慮の店頭に

てんとう ﹇店頭﹈︵名︶1 店頭

て並んだ︒

に︑露螢のテントの前に︑列を正し

︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

︵名︶一 テント

アルカ︒

ムリ︑

一211囲

ンデンムシムシ

でんでんむしむし ﹇蝸牛﹈︵名︶一 デ

マシテ自由ノ天地二居テ︑自

聲は天地にひゴきました︒

八487

在二三ヲトブ様ハ︑︿略﹀︒
はく

拍手かつさい︑天地をとど

りやう

天

でんとう ﹇電灯﹈︵名︶15 電とう 電

家屋・橋梁・船舶・電

﹇天長節﹈︵名︶1

てんでに

九脳2

轄地す テント

ろかす萬歳の叫︑勇壮なる軍略の調︑

十伽1図

且▽でんじ

︿略V︒

．でんち

︵サ変︶1

今少しく日もた＼ば︑

﹇転地﹈
︽ースル︾

てんち．す

十一438國国

轄直するもよからんと曲師も申居候
に付︑︿略﹀︒

長節

四84

﹇手手﹈︵副︶1

四266私どもの町でも︑この
あひだから電とうがつくやう

町やくばも︑︿略﹀︑みんな

になりました︒

四268

のきらんぷが電とうにかはりま

した︒

後には愛の束が山と積んであ
る︒それをてんでに一束つつ取って

た︒

はいくつも電とうをつけまし
弥々と

四275︿略﹀︑そのほか大きな店
﹇点点﹈︵副︶3

は︑︿略﹀︑打毫にぱたくとた＼き
てんてんと

︿略﹀︑湖上に丁々と散在して

白帆が浮んでみるのは︑︿略﹀︒

十355

く︑︿略＞Q

て︑へやのすみずみまであかる

電とうはらんぷとちがつ

つけると︑︿略﹀︒

九5610

てんでに

天長節ノオイハヒ日デシタ︒

キノフハト月三十一日デ︑

てんちょうせつ

で︑︸として杉を用ひざるなし︒

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

十二466図

張世事等の豊田も大勢を轄 でんちゅう ﹇電柱﹈︵名︶1 電柱

ずることあたはずして︑宋遂に亡び

︿ 略 ﹀ ︑ 今 で は 各 國 共 に 成 皿 に 傳 十988図

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を
しかば︑︿略﹀︒

十553

奨働してみる︒

しやう

韓ずる

かくして島轄じ︑海廻り
﹇転﹈︵サ変︶1

傳説

砲手の︿略﹀號令に︑船はは

﹇転戦﹈

韓職

く略V︑かのをうち退治

﹇伝説﹈︵名︶1

︽ーシ︾

﹇天地﹈︵名︶3

職して元軍を破る︒

てんち

天地8しょ

十978図 文天祥命を奉じ︑各地に韓 九755 青々とした波の上に︑鮎々と 四28！

す

てんせん・す

の傳説あるは此の川の川上なり︒

十二4エ区廃

でんせつ

や方向を轄じた︒

十冊5

︽ージ︾

てん・ずる

て︑其の孟くる所を知らず︒

十559 普通比熱鳩を使用する方法は︑ 十﹁335図
一定の飼養所から他の土地に連れて
行って︑飛蹄らせるのである︒

く多い︒

十578 字書鳩を利用する場合はなか
でんしん ﹇電信﹈︵名︶3 電信已む
せんでんしん・むせんでんしんき
︿略 ﹀ ︑ 世 界 各 國 主 要 の 地

に特派二又は通信員ありて︑事件起

十ニー72図
は

れば直に電話又は電信にて通知し來
る︒

十二旗8図 エヂソンの獲明せるは電

話・電燈・電信・︿略Vなど極めて
多く︑︿略﹀︒

燈

てんしょうじゅういちねんしがつはっか一でんとう
1128

1129
てんどん一でんぼうりょう

天皇﹇▽け

イヲイハツタノデス︒

神のみ

おぼしめされ

われら國民七千萬

五13圃大日本︑大日本︑

すゑの天皇陛下

﹇天皇﹈︵名︶8

許さないから︑︿略V︒

を

てんのう

いこうてんのう・ごだいこてんのう．

わが子のやうに

じんむてんのう・にんとくてんのう．

かくて天和元年︿略﹀︑

めいじてんのう・めいじてんのうぎょ

十一伽10図

一切纒六千九百五十六巻の大出版は

る︒

遂に完成せられたり︒

︿略﹀︑電燈・電車区に用ひる てんながんねん ﹇天和元年﹈︵名︶！
天和元年

電氣も︑もとをたゴせば水の力であ

八828
る︒
︿略﹀︑周 園 の 壁 は 皆 石 炭 で ︑

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

十806

ん︒

三867
上げました︒

なみだにうるむ目で空を見

天人はしをしをとして︑

五447園

電報

﹇電報﹈︵名︶4 電報

第二十五

七目15 第二十五電報

でんぼう

おとうさんへ電報で御返事
﹁われは天皇の皇子やまと 五841團

征伐せよとおほせられました︒
み こ ロ

せいばつ

五414天皇は日本武尊にこれを 七欄9

やまとたけるのみこと

にしたがひませんでした︒

五21圃大日本︑大日本︑ われら
せい
てんにん ﹇天人﹈︵名︶7 天人
ます︒
國民七千萬は 天皇陛下を神ともあ
五188園 其の時︿略﹀︑金色の鶏が
十819 此虜は電燈も無いので︑眞暗 三856園 ﹁いや︑それは天人の
ふぎ︑ おやともしたひてお仕へ申
一羽とんで來て︑天皇のお弓の先に
はごろもといふ物で︑人げん
です︒
す︒
とまった︒
にはようのないものです︒﹂
十一681 ︿略﹀︑今はガス燈や電燈が
くまそ
三861囹 天人のはごろもなら︑ 五413 昔熊襲のかしらに川上のたけ でんぼう 几▽かりかちのてんぼう
﹇電報﹈︹課名︺2 電報
でんぼう
るといふ者があって︑天皇のおほせ
なほさらかへすことは出來ませ
到る虜にかゴやき渡る時代となった︒

十一伽2 取分け美しかったのは電燈

の笠で︑︿略﹀︒

十二相3図 電燈の登明せられたるは︑
これ 等 の 映 鮎 な き 電 燈 の

今より凡そ百十齢年前のことなり︒

出現は三時の人の最も希望する愚な

十二⁝川10図

入りまして︑︿略﹀︒

した︒﹂

をいたしたやうに︑︿略﹀︒
三874圏 そのかはりに天人の をぐな︒﹂
五552 いっか此の事が天皇のお耳に 七柵1園 ﹁おとうさん︑電報が來ま
まひといふものをお見せ下さ
いませ︒

りき︒

十二麗4図︿略﹀トマス︑エヂソン

いくさを起して︑賊臣北條をほろば

ほうでう

ウェ

カよへし

﹁いいや︑天人はうそを 七199 ︿略﹀︑義貞今天皇の御ために 七棚2園電報はなるべくみじかい方
いひません︒﹂

三888園

畿明に旧事したり︒

は︑︿略﹀︑更に進んで新しき電燈の

きました︒

松原の上をだんだん高く上つ
て︑ふじの山よりも高い大空
のかすみの中へはいって行

三903 ︿略﹀︑天人はまひながら

まひはじめました︒

す ︽ースレ︾

今若草山に登りて古京の

てんぼう・す ﹇展望﹈︵サ変︶1 展望

ル煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲア

電報頼信紙

七麗図電報料

報料

﹇電報頼信紙﹈

でんぼうりょう ﹇電報料﹈︵名︶1 電

七擢図

︵名︶！ 電報頼信紙

でんぽうらいしんし

跡を展望すれば︑︿略﹀︒

十二繊4図

そこで天皇が之を裁可せら

﹇天皇陛下﹈︵名︶3

天皇陛下

四96 キノフ ハ日本國中ノ人
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ

天皇ヘイカ

てんのうへいか

律が出來上るのである︒

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十二897

ハレミタマヒキ︒

マヒシ所ニシテ︑其ノ頃天皇ハ立上

七皿4囹 それでもよいが︑電報はさ
さうとしてるます︒
十二M8図 エヂソンの獲明せるは電 三895 れふしがはごろもをかへ
ニントク
うていねいにいはなくてもよい︒
七285図 大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ
しますと︑天人はそれを着て︑
話・電燈・︿略﹀など極めて多く︑

︿略﹀︒

十二㈹10園 エヂソンが炭素線の電燈

を嚢明したのは四十年ばかり前のこ
とであったが︑︿略﹀︒

十二柵3園︿略﹀︑今では︿略﹀光の
かく
色が太陽に似て︑しかも比較的熱を

﹇天然﹈︵名︶1

﹇転任﹈n▽こてんにんなさる

天然

てんねん

てんにん

四周の海が天然の城壁とな
つて︑容易に外敵のうか団ふことを

十二鵬5

ともなふことの少い電燈さへも聖明

天どん

されました︒

﹇天丼﹈︵名︶1

八60図 天どん

てんどん

てんまんぐう一でんわき
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くわい

無線電信機は破壊せられ︑傳令使
は途中で要撃せられ︑全く方法の薫皿

てんまんぐう ﹇天満宮﹈︵名︶1 天満

んでんわ・むせんでんわき

る︒

電信や電話の登明は其の

電話機

當時實に全世界を驚かしたものであ

十一﹁情8囹

︿略V︒

話・電燈・︿略﹀など極めて多く︑

十二網8図

エヂソンの獲明せるは電

れば直に電話又は電信にて通知し來

十ニー72図 ︿略﹀︑世界各國主要の地
は
に特派員又は通信員ありて︑事件起

の町へかかるさうです︒

四286電話も近い中に私ども

電話←むせ

きた場合などには︑︿略﹀︒

電力

﹇電話﹈︵名︶4

十帯6 ︿略V︑沿道の家は大てい天満
天命

でんわ

宮

﹇天命﹈︵ 名 ︶ ！

宮にちなんだ物を費ってみる︒
てんめい

展臨見

十997図園 心力を諮くしてしかも救
﹇展覧 会 ﹈ ︵ 名 ︶ 1

ふことあたはざるは天命なり︒
てんらんかい

會

が入交ってみるので︑其の有様は一

十一94 租界には︿略﹀幾多の人種

﹇電力﹈︵名︶3

見世界人種の展覧會のやうである︒
でんりょく

械が電力で勢よく 廻 り ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑機械は電力により

﹇電話機﹈︵名︶1

りますが︑︿略﹀︒

十一﹇麗2図︿略﹀トマス︑エヂソン

でんわき

九501 會社では︑幾塁もある精米機
十ニー84図
て働き︑印刷も切断も人手を要せず︑
︿略V︒

は︑既に電話機に關する獲明に成功

十二佃2囹殊に近年は水力電氣の驚
くべき嚢達にともなひ︑電力は頗る

したるを以て︑︿略﹀︒

﹇伝令員﹈︵名︶2

傳令

．←ちょう ぜ い で ん れ い し ょ

廉 償 に 供 給 さ れ る ので︑︿略﹀︒

れん

でんれい

員

でんれいいん

九618 間もなく甲板士官や傳令員が
︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな

起きて來る︒

傳令使

がら︑﹁総員起し ︒ ﹂ と 呼 ん で ︑ つ り

九625

﹇伝令使﹈︵名︶1

床の間をぬって行く︒
﹇▽しょうでんれいし

でんれいし

さい
十586 殊に要塞が敵にかこまれて︑
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記

編集の経過と担当者

第三期国定読本﹃榑鞘国語読本﹄︵いわゆるハナハト読本︑あるいは白

後

林大．

安倍清哉・熊谷康

研究

員 高梨信博︵昭和六十一年七月から主任研究官︶︑調査員 林大．
見坊豪紀・木村睦子︵昭和六十三年九月まで︶・瀧本典子︵昭和六十

昭和五十九年度から平成元年度まで
主幹 飛田良文 室長 木村睦子︵昭和六十三年十月から︶

第三期に関する作業にたずさわったのは次の通りである︒

雄︶の援助があった︒

子・斉藤秀紀・加藤信明・貝美代子︑研究協力者

の開発﹂︵研究代表者 飛田良文︑研究分担者 林大・見坊豪紀・木村睦

一般研究個﹁光学文字読み取り装置によるコンコーダンス作成システム

見坊豪紀・斉藤秀紀・高梨信博︶︑昭和六十二年・六十三年度は同じく

﹁国定読本の用語の研究﹂︵研究代表者 飛田良文︑研究分担者

なお︑昭和五十九年・六十年度は文部省科学研究費補助金一般研究的

年︶二月のことであった︒

もとに︑この作業は国語辞典編集室の担当する事業となった︒完成原稿
をフロッピーの形で三省堂に渡しはじめたのは︑昭和六十四年目平成元

辞典編集室が新設され︑﹁国語辞典編集のための用例採集﹂という題目の

の編集作業を開始し︑原稿作成の作業に入った︒同年十月一日には国語

二分冊で刊行することとし︑第一分冊﹁国定読本用語総覧4﹂︵あ〜て︶

方︑国定読本の諸本の調査も精力的に進められ︑昭和六十二年度には実
際に使われた教科書の正確な使用年度を確定する符号のあることが貝美
代子調査員によって解明された︒
昭和六十三年四月からは︑第三期﹁榑鞘国語読本﹂の文脈つき総索引を

力及び文脈つきKWIC索引の出力ができるところまで進んだ︒その一

表紙本︶の総索引作成作業は︑昭和五十九年七月から開始された︒第一
期︑第二期はカードを利用した手作業方式であったが︑第三期は電算機
利用方式に切り換えた︒そのため︑光学文字読み取り装置を利用した総
索引作成システムの開発にかかり︑昭和六十三年三月には電算機への入

記
後

貝美代子︵昭和六十一年九月から︶・服部隆︵昭和六十二年二月か

年三月まで︶・中田恵美子︵同上︶・加藤信明︵平成元年三月まで︶．

ら︶・久池井紀子︵平成元年四月から︶・高橋美佐︵同上︶

また︑木下哲生・吉竹孝介・三宅順子・妹尾和子・山川淑子．山下か

おり・吉野美奈子・池上七代・内尾淑美・金田＝兄子・国久千賀子．佐
藤裕美・杉山裕恵・東条由紀子・南條文子・宮本しょう子．吉田恵理．

なお︑昭和五十四年度に国語辞典編集準備室が開設されてから昭和六

遠藤真希子が︑この作業を助けた︒
本書の解説は飛田良文が執筆した︒

1

諸外国における大辞典︵千石喬・池上嘉彦・佐藤純一．田島

十三年九月末日で幕を閉じるまで︑用例を採集する文献の目録を作成す
る作業と︑用例採集の方法についての実験を継続してきた︒その間に以
下の成果が国語辞典編集準備資料として完成した︒
0 国語辞典覚書︵林大︶

用例採集のための主要文学作品目録︵飛田良文・清水康行．湯

宏・石綿敏雄ほか︶

2

用例採集のための主要雑誌目録︵飛田良文・高梨信博．見坊豪

浅茂雄・柏木成章︶

3

用例採集のためのベストセラー目録︵飛田良文．高梨信博．見

紀・荒尾禎秀・村山昌俊・斎藤純子︶

4

現代語用例辞典の構想−用例採集法を中心として一︵林

用例辞典編集作業のために0口︵見坊豪紀︶

坊豪紀・村山昌俊・斎藤純子・瀧本典子︶

5

大・飛田良文︶

6

7 用語総索引作成のための電算機利用方式︵木村睦子︶
8 スカウト式用例採集の手引き︵見坊豪紀︶
9 スカウト方式による用例採集の実験的試行︵見坊豪紀︶
10 外国のコンコーダンス一覧︵木村睦子︶︿未刊﹀
別冊 国語辞典編集準備室所蔵 見坊文庫目録
︵平成元年六月十日飛田良文記す︶

CONCORDANCE 4 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 4 is the result of work done by the Section for Dictionary Research

of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 4 is published as part of the basic research materials to be used for
the Historical Japanese Dictionary being planned.

3. Computer‑aided concordance making was adopted for the first time in the series of
concordances to Koleutei Tokuhon, and an optical character reader was also used.
4. Koleutei Tofeuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years

from April 1904 to March 1949.

5. CONCORDANCE 4 covers the third Kokutei Tokuhon, called the Zinzy6 Sy6gaku
Kokugo Tohuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes
were used for the six grades of compulsory education from April 1918 to March 1933.
6. The Zinzy6 SyOgahu Kokugo Tokuhon was revised several times. The texts chosen for
CONCORDANCE 4 are the earliest versions used in the years from 1918 to 1923, and
are now in the possession of five organs separately.

7. CONCORDANCE 4 covers the first half of the vocabulary of the third Kohutei
7bleuhon or words from A (6) to TE ('(); the latter half of the words from TO (t)
to IV (!<v) will be covered by CONCORDANCE 5.
8. The introduction explains the following;

the transition from the second to the third Kokutei Tohuhon;
the editorial policy of the third Koleutei Tokuhon;
the characteristics of the third Kohutei Toleuhon; and

the bibliography.

9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 5.
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