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ﾑ国語読本﹄大正七年度以降使用

国立国語研究所編

◎．

第三期﹁と〜ん﹂

刊行のことば

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

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

時代をかりに三百年︑百五十年︑五十年度に区切って見るとき︑一八五一年以後の時期は︑日本語が近代的発展をとげ
た︑著しい一時代である︒そして一九〇一年からの五十年は︑現代語の基礎の確立した時期と見ることができる︒

我々は︑まずこの五十年にしぼって︑用例収集の作業にとりかかった︒ここに取りあげる六種の国定読本は︑ちょうど
この時期に使用されたものであって︑・の時期の国語教育の基本教材であり︑その用語は︑それ自身発展しつつ・国民的
な現代語の成立の基礎をなすということができる︒

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

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

明治三十七年より使用﹃尋常小学読本﹂︵今日イエスシ読本と俗称︶︸〜八

ここで国定読本というのは︑明治三十七年四月から昭和二十四年三月までの間に使用された文部省著作の小学校用国語
教科書六種のことである︒その六種を使用時期に従って示すと次の通りである︒

ノ

け

ノ

ノを

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

昭和八年より使用﹃小学国語読本﹂︵今日サクラ読本と俗称︶巻﹁〜十二

大正七年より使用﹃台下国語読本﹄︵今日ハナハト読本と俗称︶巻一〜十二

明治四十三年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日ハタタコ読本と俗称︶巻一〜十二

果弟弔弔弟
五四三ニー
期期期期期
んツ

第六期

あ〜ん︶を︑第二期国定読本については二分前とし︑第

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

第一期国定読本については︑﹃国定読本用語総覧1﹄︵第一期

一分冊を﹃国定読本用語総覧2﹄︵第二期あ〜て︶とし︑第二分冊を﹃国定読本用語総覧3﹄︵第二期と〜ん︶として

刊行した・さらに第三期国定読本について作業を進めた結果︑三﹂に編集を完了したので︑﹃国定読本用語総覧4﹄及び

﹃同5﹄の二分冊で刊行することにした︒このたび刊行するのはその第二分冊﹃国定読本用語総覧5﹄であるが︑これには
第三期の用語﹁と〜ん﹂の部を収める︒

この﹃国定読本用語総覧5﹄の編集作業及び諸本の調査にあた・たのは︑主幹飛田良文︵言語変化研究部長︶︑木村睦

子︵国語辞典編集室長︶・高梨信博︵主任研究官︶︑藤浩史︵研究員︶︑調査員林大︵前所長．名誉所員︶︑見坊豪紀︵元
第三研究部長︶︑加藤信明︑貝美代子︑服部隆︑久池井紀子︑︷目輪橋美佐︑伊土耕平である︒

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

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

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

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

立百周年記念教育資料養浜行委員会︵山梨県︶︑文化庁文化部国語課主任国語調査官安︑水実︑国立教育研究所教育情

修

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

授梶山雅史︑筑波大学専任講師塩澤和子
また︑前四巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

平成二年四月十日

谷

国立国語研究所長

水

例
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j内容

︵二︶底本

︵七・三︶層別

︵四︶見
︵五・

︵七︶用例と所在

︵五・六︶表記

︵五・三︶品詞

︵四・二︶読み︵五︶見出し語

︵三︶用語採集の範囲

︵七・二︶所在

︵六︶見出し語の排列

︵五・五︶度数

︵五・二︶漢字

︵四・一︶単位

︵五・一︶見出し

j 内 容

︵七・一︶用例文

︵五・七︶活用形

四︶人名・地名などの注記

の注記

出し 語 の 立 て 方

（一

①目録
②本文
③図版

底本のうち︑

底

本

︵三︶ 用語採集の範囲

た︒詳しくは本書所収の解説参照︒

国立国語研究所所蔵本を含め︑各種機関の所蔵本を底本として用い

︵二︶

の全用例のうちトからンの部までを収めたものである︒

︵いわゆるハナハト読本︒全十二冊︒︶の全用語を五十音順に排列し︑そ

本書は︑大正七年度から用いられた第三期国定読本﹃構鞘国語読本﹄

（一

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は
除いた︒

表紙・扉・ページを示す数字・奥付などの部分は︑用語採集の対象と
しない︒

なお︑本文の上部欄外に示された︑仮名・漢字の新出と読み替えの表

示は︑本書の巻末に別にまとめて付録とする︒

位

︵四︶見出し語の立て方
︵四・一︶単

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

とし︑助詞・助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞一用法と実例﹄︵国立

国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

O

または体言相当のものにじかに接続している場合は切り離さな
︑

④動植物名や固有名詞︵人名・地名・戦争名・旧名・題名など︶は

し
③助詞・助動詞を構成要素に持つ副詞・接続詞等の処理は別に行う︒

全体で一単位とする︒

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑口語・文語などで活用の

語五段活用と文語四段活用の終止形が同形で併存するものは︑一

異なるものは別見出しとして扱った︒ただし︑﹁会う﹂のように口
つの見出しにまとめた︒

なお︑単位決定の詳細については︑別に問題語一覧を作成する予定で
ある︒

例
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複合語などの後部にあらわれる要素については︑次のように切り出し

み

あいて ﹇▽おあいていたす・そうだんあいて

て見出しに立て︑﹇▽で︑主となる見出しを参照させて検索できるように
した︒

︵四・二︶読
漢字表記の読みを決定するにあたっては︑国定読本の上欄に新出また
は読み替えとして提示されている漢字を参考にした︒

国定読本では︑ある漢字がその読本中で初めて使われる時には︑新出
漢字として上欄に掲げ︑その後別の音訓で使われる時には︑傍線を付し
て読替漢字として掲げることになっている︒その漢字を提出順または代

表音訓順に示したのが付録5及び付録6である︒巻・頁が進むにした
がって提出音訓が増えるので︑そのいずれに該当するのか確定できない

場合も生じるが︑これによって編者の意図の推定できる場合も多い︒例
えば︑付録6によると︑﹁石﹂という字は巻三の26ページが初出で﹁いし﹂
︵石がき︶︑つぎに︑巻六の64ページに読替が立ち﹁シャク﹂︵磁石︶︑最後

に巻六の95ページに読替が立つ︵大石︶︒ここで﹃大石﹂の﹁石﹂の読み

は︑前の二つと同じであってはならないので︑これは﹁おおいし﹂では
なくて﹁タイセキ﹂だということになる︒

なお第三期国定読本︵ハナハト読本︶については︑読替漢字の読みは
また見出し語のうち︑以下にあげるように︑国定読本に用いられた語

編纂趣意書に示されている︒

形が︑現代語として一般的な語形と異なっていたり︑漢字表記の語で︑
るものは︑＊印をつけた空見出しをもうけ︑参照すべき項目を示した︒

読みに二通りの可能性があったりして︑検索に支障をきたすおそれのあ

あす→・あした・みょうにち

あした‡あす・みょうにち

ち・←じ

見出し語の注記

じ‡ち︵地︶

︵五︶

漢字

︵明日︶

1

即智

いつくしま

注記 度数 表記

各見出し語ごとに︑ 次のような事項を記した︒
見出し

﹇厳島﹈︹地名︺
いつくしま

沿ふ

表記

層別

ユ

そふ

︽ーウ・ーッ・ーヒ︾

活用形

十一348図嚴島は古より日本三景の一に数へられて殊

いつくしま
用例

品詞

度数

に名高く︑︿略V︒

漢字

所在︵巻・ページ・行︶

見出し

そ︒う﹇沿﹈︵四・五︶4

出ます︒

六722東の方は此の橋のたもとから︑川にそって電車が

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し

︵五・一︶

見出し

．かねだか 呂きんだか︵金高︶

活用語は終止形を見出しとし︑活用しない部分と活用する部分との間

た︒

．うしろあし ﹇▽あとあし︵後足︶

さらに複数の読みがそれぞれ見出しになっていて︑相互に参照するこ
とが望ましいと思われるものは︑表記の下に‡で示した︒

例

（5）

凡

に・︵中点︶を入れた︒

︵五・二︶漢字
語の識別のため︑必要に応じて︑ 見出し語にあたる漢字を注記した︒

の有無などの表記の異なりを列挙した︒
は︑次の順とした︒

①片仮名
②平仮名
③変体仮名
④漢字︵片仮名の振り仮名つき︶

上二段︵上二︶

動詞

サ行変格

上一段︵上一︶
力行変格︵力変︶

して排列する︒

見出し語の排列

二種類以上の表記がある場合

つやゆよ︶は普

同じ仮名の連なりとなった見出しは︑次の各項を一字目から順に適用

たものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒

通の仮名に︑長音符号﹁一﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換え

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

︵六︶

また︑二つ以上の活用形がある場合は︑五十音順に並べた︒

て示した︒

分︶は一で記し︑活用する部分を︑原文通りの仮名遣いで︑片仮名によっ

活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部

ではなく︑語形上の異なりをさす︒

た︒ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別

活用のある見出し語の用例について︑活用形の異なるものを列挙し

︵五・七︶活用形

⑧ローマ数字

⑦アラビア数字

⑥漢字︵振り仮名なし︶

⑤漢字︵平仮名の振り仮名つき︶

助詞

副詞︵副︶

品詞は次の通りとし︑後に記すような略号を用いて示した︒なお︑助

代名詞︵代名︶
感動詞︵感︶

形状詞︵形状︶

︵五・三︶ 品 詞

名詞︵名︶

詞と動詞は︑さらに細分類を行った︒

接続詞︵接︶

助動詞︵助動︶

連体詞︵連体︶
形容詞︵形︶

接続助詞
終助詞︵終助︶

係助詞︵係助︶

準体助詞︵準助︶

副助詞︵副助︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒

格助詞︵格助︶
︵接助︶ 並立助詞︵並助︶
間投助詞︵間助︶

五段︵五︶

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒

四段︵四︶
下一段︵下一︶

ラ行変格︵ラ変︶

人名・地名などの注記

ナ行変格︵ナ変︶

下二段︵下二︶
︵サ変︶

︵五・四︶

見出し語の意味・用法について︑必要に応じて︑﹁人名・地名・課名・

数
を記した︒

話し手名﹂などの注記を加えた︒なおその場合には品詞は省略した︒

︵五・五︶度

見出し語ごとに︑その使用度数︵用例の数︶

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

例
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①清音←濁音←半濁音

用例の長さは︑五十字︵本書の三行︶程度を目安として︑一文を採用
したが︑必要に応じて長短がある︒用例文の一部を省略する場合は︑

漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

い︒

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

た︒

上記の分類の第一字目によって︑図國圃圃園のように区分を示し

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

③地の文会話文

①口語文文語文候文
②散文韻文手紙文

用例文の文体上の性格を次の料亭八種に分類した︒

︵七・三︶層別

のように記し︑目録または図版中の語であることが分かるようにしえ︒

五36図

六目2

なお︑目録と図版中の語は︑それぞれ

ジ・行の順で所在を示した︒

用例は︑見出しにあたる語のはじまる位置によって︑底本の巻・ペー

︵七・二︶所在

付録に全体の形を示した︒

なお︑五十音図・いろはは︑本文ではそれぞれ一部分を示すにとどめ︑

用例中︑見出し語にあたる部分は太字で示した︒

同一見出し語に含まれる用例は︑底本における出現順に排列した︒

︿略﹀のように示した︒

②小文字←大文字すなわち︑拗音←直音︑促音←直音
③普通の仮名←長音符号
以上によっても排列の決まらないものは︑次の各項を順に適用して排
列する︒

①次の品詞順とする︒
五重←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←

課名←話し手名←人名←地名←それ以外の名詞

動詞←形容詞←助動詞
a名詞のなかでは次の順とする︒

格助詞←副助詞←係助詞←接続助詞←並立助詞←準体助詞←終

b助詞のなかでは次の順とする︒
助詞←間投助詞
c動詞のなかでは次の活用順とする︒
四段←五段←上二段←上一段←下二段←下一段←力変←サ変←
ナ変←ラ変
②漢字表記の付けられるもの︑付けられないものの順とする︒
ら多いものの順とする︒字数が同じ場合は︑一字目の画数順と

a漢字表記の付けられるものについては︑字数の少ないものか
し︑一字目が同画数の場合は︑﹃康煕字典﹂の順に並べ︑同字は
まとめたうえで︑二字目の画数順とする︒

用例と所在

平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

b漢字表記の付けられないものについては︑

︵七︶

︵七・一︶ 用例文

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒

と
﹇戸﹈︵名︶10

ト

戸﹇▽あおのく

︿略﹀︑人知れず宮殿を出て

く探検の途に上りぬ︒

と

北風は︑主人の髄がくらの上

︵接︶2

修行の途に上った︒

十一一器3

と

九佃1
でぐらっとゆれるのを感じた︒と︑

たづなが急にゆるんで︑中尉は後方
底の水道から水がわき出て︑

にころげ落ちた︒

いる︒

ト

と﹇▽ありとあらゆ

︿略﹀︑モモタラゥトイフ

ウトシマスト︑︿略V︒
一472

ナヲツケマシタ
ニー47︿略﹀︑ワントーコエホエ
マシタ︒

二231圃︿略﹀木ノハ︑︿略﹀︑カ
ヒラヒラスレバ︑

クモハムシカトヨツテク

ゼニフカレテ︑

ル︒

ユラレテ︑

ウイテク

ユラユラスレバ︑

︿略﹀︑ミヨチヤンハ︿略﹀︑

コヒバエサカト

ニ

ニイサンガオトモダチト︑

︿略﹀ユキダルマヲコシラヘマシ

タ︒

オヂイサン

バ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

デ︑﹁︿略﹀︒﹂トヲシヘマシタ︒

二425アル日犬ハ畠ノスミ

二487

トノサマガオトホリニナ

トヨンデアルキマシタ︒

ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセニナリ

二495

マシタ︒

ソノゥチニ︑トノサマガ

﹁コレ

ハ ニセモノダ︒ ニク

ケサウグヒスガウメノ

ムカシ大江山ニシユテン

︿略﹀︑ライクワウトイフ

︿略﹀︑シユテンドウジヲタ

ライクワウハケライドモ

二753

︿略﹀︑トウトウタヅネアテ

シユテンドウジハホンタウ

テ︑トメテクレトタノミマシタ︒

二751

ト︑︿略﹀︑大江山ヘムカヒマシタ︒

U

マシタ︒

イヂセヨト︑オホセツケニナリ

二734

ツヨイ大シヤウニ︑︿略V︒

二732

シタ︒

ドウジトイフワルモノガヰマ

二716

シタ︒

木デ︑ホウホケキヨウトナキマ

二682

イヤツダ︒﹂トイツテ︑︿略V︒

二535

オホ夢占ナリマシタ︒

オトホリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二524

オホメニナツテ︑︿略﹀︒

二242國く略V木ノハ︑︿略﹀︑ナ 二505﹁︿略﹀︒ミゴト︑ミゴト︒﹂ト
ミ

ル︒

二265

﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

ウマウマトイヒマス︒
二275

こうっと・ころりと・さあっと・さっ

ミガナカマノモノニイヒマシ

カンシンシマシタ︒

二294﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑ミンナ

タ︒

すと・ずどんと・するりと︒せっせ

じっと・しゅとして・すうっと・すっ

さと・さっと・しかと・しっかと・

と・ぐらっと・くるりと・けろりと︒

きらりと・きりきりしゃんと︒ぐっ

る・がさりと・からりと・きちんと・

︵格助︶鵬

ユ

水門が開いて︑船は次の箱の中へは

船は次第に高く浮上る︒と︑上手の

十3310

さりど・あまど・ガラスど・くさり

と

ど・しおりど・すぎど

四691︿略﹀︑私がかごの戸を

三33トヲアケルト︑︿略﹀︒

︿略﹀︑門の戸は細めに明いて

明 け ま す と ︑ ︿ 略﹀︒

六606
︿略﹀︑庭のすみなるとやの

居りました︒

九123図
︿略﹀︑はいると静かに戸を

戸を開く︒

十櫨1園
しめました︒

十一763 家々の戸はもう皆とざされ
てるる︒

十一953 それは三方が丸太の壁で︑

スルト年トツタネズミガ︑
と・そっと・ちくりと・ちゃんと︒ち

ナダマツテシマヒマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタノデ︑ミン

二303

一方は明けはなしになってみて︑戸

らりと・つるりと・てんてんと・どう

アル日トモダチニユミ

と・どことなく・どっと・なにかと・

二353

も窓も床もないものであった︒

十一佃7 ジョージがとんで行って門

なにとも・なんとか・なんとなく・な
んとも・ぬっと︒ぬるりと・はたと︒

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ
トモダチハ﹁︿略V︒﹂ト︑ト

ヒマシタ︒

Q

ツタトイヒマス︒

ハ︑斗米ガスコシモデキナクナ

二367ソレカラコノ人ノ田ニ

メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

二36一

はっしと・はっと・ぱっと・びかり

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑
︿略﹀︒

十二389 ベートーベンは急に戸をあ

と・びくとも・ひやりと・ひゆうっ
と・ぴゅつと・ひょうと・ひょっとす
ると・ひらりと・ぷうっと・ぽいと︒

ぼうっと・ほっと・むんずと・よよ

オバアサンガモモヲキラ

一一

けてはいって行った︒

途

を あ け る と ︑ ︿ 略V︒

十二424 友人がそっと立って窓の戸
﹇途﹈︵名︶2

一463

V3

と

と

ひて從者となし︑小舟に乗じていよ

一一

十二832図 ︿略﹀︑此等にて土人を雇 と・わざと・わっと

R9

1

と一と

と一と
2

こゑで︑子もりうたをうたひま

︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂とかはいらしい

す︒

ノ山ブシダトオモツテ︑︿略﹀︒
ヒラヒラトマヒ︑︿略＞Q

三15テフテフハ花カラ花へ

︿略V︑おとひめに﹁︿略﹀︒﹂

きて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三445

といひました︒

た︒

ヒマス︒

三478

ました︒

出て︑﹁一つ二つ﹂とかぞへてゐ

三536あるばん︑弟がにはへ

とさうとしてるるのだ︒

三528園星を二つ三つはたきお

東西南北ヲ四方トイ

つて︑きれいな箱をわたしまし

おちいさんはわらひなが 三452おとひめは﹁︿略﹀︒﹂とい

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへてやりまし

三174
た︒

三31 ︿略﹀︑ケサコソニイサン

ヨリサキニオキテミヨウトオ

よけいにとったはうがか
かばふはずみにあねは

足だのはなをふっつりと︒

三306翻

こしにはさんだ手ぬ

はしひきさいてさし出

がくかうさし

︿略V︑﹁さ︑いきませう︒﹂

せば︑︿略﹀

ぐひの

す︒﹂と︑

いっかうちのおとうさん

むかしうらしま太郎とい
︿略V︑大きなかめが出て

モヒマシタ︒

三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ

出シマスト︑︿略﹀︒

トンデ行キマシタ︒

三595 ︿略﹀︑﹁ジイツ﹂トナイテ︑

三607 ︿略﹀︑きしのささがさら
さらとおとをたててゐます︒

三633三人は舟とならんで︑川

︿略﹀水デツパウヲジヨウ

のふちをかけて行きます︒

三688

コマツテニイサンニ見テ

ロノカハリニシヨウトオモツ

テ︑︿略﹀︒

モラヒマシタラ︑﹁︿略＞Q﹂トイフ

三698

ソノトキカウモリ ハ

コトデシタ︒

を虫とでもおもったのでせう︑

ツキマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑鳥ノ方ニ

︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑

ソコデカウモリハ︿略﹀︑

三592︿略﹀︑ヨクアノカラノ中

ひとりごとのやうにおっしゃい

三798 おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と︑

ハルヤウニナツタトイヒマス︒

クラクナツテカラ空ヲトビマ

三77一

アヒテニシマセン︒

三765︿略V︑﹁︿略V︒﹂トイツテ︑

ナカマへ入レテクレマセン︒

三762

とんではおち︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何べんも何べんも
とびつかうとします︒

三558

たうふうはこれを見て︑
︿略﹀︑何ごともできないことは

三568

︿略﹀︑のちには名高い書

ないとさとりました︒
三573

ニハイツテヰタモノダトオ

手となりました︒

ハ

ケダモノノミカタニナリマシタQ

三746︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑

ツキマセンデシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑ドチラヘモ

むかしをののたうふうと 三738

︿略﹀︑しだれやなぎのえだ
てるます︒

へ︑かへるがとびつかうとし

三554

いふ人がありました︒

三545

すと︑︿略﹀

三296圏﹁ねえさんこれをあげま 三538兄が﹁︿略﹀︒﹂とたつねま

また

三295圏

ちだといって︑︿略﹀︒

三204

た︒

三202 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし

モツテ︑︿略V︒

三38 ﹁オウイ﹂トヰドバタデ︑
ニイサンノコエガシマス︒
クトマツクロナケムリが出マス︒

三43 ︿略﹀︑エントツカラムクム
三48 ︿略﹀︑ニイサントーシヨニ
オサラヒヲシマセウ︒
キ キ マ ス ト ︑ ︿略﹀︒

三65 オカアサンニ︑﹁︿略V︒﹂ト

キキマスト︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤ

三67 オカアサンニ︑天気﹀︒﹂ト

アルアサ︑オカアサンガ

イマシタ︒

ときやうだいは

三72
﹁︿略V︒﹂トォツシヤツタノデ︑

ていそぎゆく︒

三421

ふ人がありました︒

三397

﹁︿略V︒﹂といって︑︿略﹀︒

三346︿略﹀︑五一ちいさんは

たら︑︿略﹀︒

が道で︑﹁︿略V︒﹂とおつしゃつ

三344

いはれるほど︑︿略﹀︒

三321天宮﹀︒﹂と村の人から

でるます︒

三313村の人は五一車とよん 三555 かへるはやなぎのつゆ 三753スルトカウモリ

︿略﹀︒

三76 ︿略﹀︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ
テヰマシタ

リハ︿略﹀︑ココココトイツテ

三 8 2 ヒ ヨ コガナクト︑オヤド
ヰマシタ︒

かは

三96 オヤドリハ︿略﹀︑コココ

うちの子ねこは

トイヒナガラ︑︿略V︒

三117圃

いい子ねこ︑ ︿略﹀︑ まりとざ

れては えんからおちる︒
三133 あかちゃんがなき出すと︑

3

と一と

ました︒

三825園今日はまあ︑何といふ
よいお天きだらう︒
﹁︿略V︒﹂といひながら︑︿略﹀︒

三 8 2 7 む かし一人のれふしが

四

5圖﹁やっとすんだ︒﹂と見

上げる空に︑︿略﹀︒

四把3 島ニヰタ白ウサギガ︑ム
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
タイトオモツテ︑︿略V︒

アル日ハマベへ出テ見

ワニザ戸戸﹁ソレハオモ

一ツニツト

白ウサギハコレヲ見て︑

白ウサギハ

白ウサギハ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑﹁おう︑三ちゃんか︒

ばあさん︑今日は︒﹂といふと︑
︿略﹀︒

四237

おばあさんが﹁ほうほう﹂

よく來たね︒﹂といって︑︿略﹀︒

四251

といっておおひになりますと︑
︿略﹀︒

おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と

もっとあそんでお出で︒﹂

いっておとめになりましたが︑

四261

︿略﹀︒

四262

電とうはらんぷとちがつ

といっておとめになりました
が︑おそくなるとおもって︑
︿略﹀︒

四282
て︑︿略﹀︒

四304犬のすがたが見えなく
なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび
ますと︑︿略﹀︒

へ神様ガタガオ通 四305 ︿略﹀︑向ふの方で︑﹁ぼち

︿略﹀︑﹁おうい﹂とよぶと︑
︿略﹀︑﹁おうい﹂とよぶと︑

四312

正太郎がおこって︑﹁ばか﹂

︿略﹀︑又向ふで︑﹁ばか﹂

といひますと︑︿略﹀︒

と口まねをします︒

四313

山びことは何のこと

四323︿略﹀︑父は﹁︿略V︒﹂とを

しへました

四324園

向ふで﹁ばか﹂といった

でございますか︒

四337園

のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

いったからです︒

か﹂といったからです︒

四338幸く略V︑お前が先に﹁ば

四346 カホハネコノヤウデ︑
其ノ上ネズミヲトツテクフノ
デ︑ネコ鳥トイフトコロモア

リマス︒

マツテ︑ボンヤリトシテ居ルコ

四358︿略﹀︑︿略﹀木ノ枝ニト

︿略﹀︑﹁ア︑ニクイヤツガ

トガアリマス︒

四363

居ル︒﹂トイハナイバカリニ︑ヨ

モズハ︿略V︑﹁キイキイ﹂

ツテタカツテイヂメカヘシマス︒

トカチドキヲアゲマス︒

四37一

鳴クノダトイフ所モアリマ

四382 ︿略﹀︑﹁ノリツケホウセ﹂ト

ス︒

四387

ス︒

たび人のぐわいたうをぬ

鳴クノダトイフ所モアリマ

︿略﹀︑﹁だれだ﹂といふと︑ 四382 ︿略﹀︑﹁ノリツケホウセ﹂ト

︿略﹀︑﹁だれだ﹂といふと︑
﹁だれだ﹂と答へます︒

四311

﹁だれだ﹂と答へます︒

四311

﹁おうい﹂といひ︑︿略﹀︒

四308

﹁おうい﹂といひ︑︿略V︒

四308

おもって︑︿略﹀︒

友だちでも居るのかと

ぼち﹂と口まねをするものが

ソコ

スルト神様ハ﹁︿略﹀︒﹂ト
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂ト申シ上ゲ

︿略﹀︑大きなこゑで︑﹁お

四307

リガカリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

あります︒

タ︒

四19一

四235

マシタ︒

四213

ヲシヘテ下サイマシタ︒

四202

オタヅネニナリマシタ︒

コノ神様モ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘニナリマシ

四175

オタヅネニナリマシタ︒

四17一

トイツテワラヒマシタQ

四161

上ラウトイフトコロデ︑︿略﹀︒

四154︿略﹀︑イマ一足デヲカへ

︿略﹀︒

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四152

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

四146

白カラウ︒﹂トイツテ︑︿略﹀︒

四134

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

三837 ︿略﹀︑れふしがぼんやりと 四132

海をながめてゐました︒
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑ 持 っ て

かへらうとしますと︑︿略﹀︒

三847

三847﹁︿略﹀︒﹂といって︑持って
かへらうとしますと︑︿略﹀︒

いや︑それは天人のは

ごろもといふ物で︑︿略V︒

三856園
三868 天人はしをしをとして︑

な み だ に うるむ目で空を見
上げました︒

三875園 そのかはりに天人の
まひといふものをお見せ下さ
いませ︒

︿略﹀︑下男の太七がわら

すこゑがきこえます︒

四37 ︿略﹀︑﹁わあわあ﹂とはや

四64

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ
うです︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったと

四67その時おちいさんは
ことです︒

その時おちいさん

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったと

四67

ことです︒

い

四86 ︿略﹀︑トモダチト ムカフ

ノ山へ上りマシタ︒

ふ
は

い
ふ

と一と
4

きめて︑︿略﹀︒

がせた方が勝といふことに
ました︒

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四392 風は﹁何︑
くごをきめて︑︿略﹀︒

一まくりにし 四653 ︿略﹀︑もしこれをいそこ
なったら︑生きては居まいとか

て見せよう︒﹂とはげしく吹立て
ました︒

と二つ三つまはって︑なみの

赤い扇は︿略﹀︑ひらひら

わいたうをしっかりとからだに
上におちました︒

四394 するとたび人は︑︿略﹀︑ぐ 四667
くっつけました︒

きずを見てやらうと思

四818

﹁︿略﹀︒﹂とたつねましたら︑

︿略﹀︑いつ見てもよいけ

﹁︿略﹀︒﹂といふことでした︒

四826

しきだと思ひました︒

四832そばに乗って居た人の

今オキクトオヒナ様ノ

話では︑軍かんだといふこと
でした︒

四846
そ

が

前ニスワツテナガメテ居マス︒

曽我兄弟は兄を十郎︑弟
を五郎といひました︒

四897

だらう︒

母は泣きながら二人の

四904囹何といふくやしい事
四907

子どもに︑又略﹀︒﹂といひました︒

︿略V︑十郎はなみだをお
さへて︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

︿略﹀︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂ 四914

などと申します︒

四727

いひ︑︿略﹀︒

四724東の村では﹁︿略﹀︒﹂と

ありません︒

したらうかと思はないことは

四701︿略﹀︑足のきずはどう

つて︑︿略﹀︒

四425 下女がびっくりして︑﹁き 四688
花子は ︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

やつ﹂といったので︑︿略﹀︒
四448
いはれました︒

四456 ﹁︿略﹀︒﹂と今吉がいひま
し た が ︑ ︿ 略 ﹀︒

四476園ちりつもって山となる︒
い へ ば ︑ ︿ 略 ﹀︒

四538 山國のものが﹁︿略﹀︒﹂と

︿略﹀︑どういふ子はどう

いふ人になるといふことを

四798

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四795︿略﹀︑送って行く人が

んぼりとして居まして︑︿略﹀︒

四786私の下で︑長い間しょ

に生れた人のでした︒

︿略V︒

四936

︿略﹀︑早く強くなって︑か

︿略﹀︑みなもとのよりとも

今夜かぎり

の

いのち と

二人はたいまつを上げて︑
つくづくとかほを見合ひました︒

四947

思って︑︿略V

四944

母にいとまごひをして︑︿略﹀︒

兄弟は今度こそはと︑

といふ大將のお氣に入りで︑

四922

たきを取らうと心がけました︒

四918

たころからは︑︿略﹀︒

四956

ね入って居るものをきる

はひけふと︑天略﹀︒﹂と名のり

ました︒

曽我兄弟がまみつた︒﹂と名のり

四961 ︿略V︑﹁おきよ︑すけつね︒

ました︒

四964すけつねも人に知られた

もとの刀を取っておき上らう

さむらひ︑﹁心えた︒﹂と︑まくら

︿略﹀︑まくらもとの刀を

としました︒

四965

︿略﹀︑

われら皇民七千萬

取っておき上らうとしました︒

五21圃

お

國

われら國民七千萬

天皇陛下を神ともあふぎ︑

︿略﹀︑

は 天皇陛下を神ともあふぎ︑︿略V︒

は

五22圃

やともしたひてお仕へ申す︒

︿略﹀︑月日とともに︑

の光がかがやきまさる︒

五25圏

五48

さうして﹁山田さん﹂とおよ

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

中村君は色が黒くて︑まるま

つしゃいました︒

五46 又中村君には︑﹁︿略﹀︒﹂とお

ました︒

五43

で︑︿略﹀︒

五38囹此の方は中村さんといふ人

︿略﹀︒

五37 ︿略V︑﹁はい﹂と答へますと︑

びになりましたから︑︿略﹀︒

五36

す︒﹂といって︑︿略﹀︒

四915九つとなり︑七つとなつ 五35 只略V︒せきはあれにしま

四542︿略﹀︑島國のものが 四773それは西の村で︑二番 四915九つとなり︑七つとなつ
たころからは︑︿略﹀︒
目の金持だといはれたうち
﹁︿略﹀︒﹂といってあらそひます︒
四546園 お前はたいそうとんち
があると聞いた︒

さをの先の扇をいよ

ツミ木ヲシテアソビマシタ︒

四607私ハ昨日︿略﹀︑友ダチト

四622

︿略﹀よしっねは家來に

といふのでせう︒

四634

見ぬきます︒

した︒

︿略﹀︒

四815

﹁︿略﹀︒﹂とたつねましたら︑

︿略Vにいさんの所へ出かけま

なすのよ一と申すも 四806 昨日おとうさんとく略﹀︑

向 っ て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂とたつねました︒

四636園

のがございます︒

四644其の時一人の家來がす
よしっねは﹁それをよ

す み 出 て ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂といひました︒

四647

5

と一と

聞けば級のものが二一二人で︑

ると太ってゐます ︒

五65

中村君を生いきだといって︑いぢめ
僕は﹁︿略﹀︒﹂といって︑力

たのださうです︒

五車1
をつけてやりまし た ︒

五74 僕は自分よりえらい友だちを
大ぜいしていぢめるのは︑男らしく
ないと思ひます︒

︿略﹀︑すさのをのみことと申

さをの先の矢車ががらがらと

勲章といふのだが︑︿略﹀︒

五211
鳴ると︑︿略﹀︒

其の尾を下して來て︑さをに

着けるかと思ふと︑又︿略﹀︑をど

五217
り上ります︒

カルクミヲカハシテ︑︿略﹀︒

五258 ︿略﹀︑物ニツキアタルカト思
フト︑

五263ガントオナジク︑ワタリ鳥デ︑
︿略﹀︒

五278こんな所にと思ふやうな村外
れに︑ 家が一けん立ってるます︒

す神様がございました︒

五了6

五82 みことは此の川上にも人がす

五291此の間町のをぼさんがいらっ
した︒

しゃつて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

んでみるにちがひないとおかんがへ
になって︑︿略﹀ ︒

五88 ﹁なぜ泣くか︒﹂とおたつねに

木々のしっくもきのことな

︿略﹀うらの小山に秋風吹

けば︑

ばんのごはんのおかずにま

五312圃
つて︑

な り ま す と ︑ ︿ 略﹀

じるQ

﹁︿略﹀︒強い酒をたくさんつ

くれ︒﹂とおいひ つ け に な り ま し た ︒

五107

五125 これはめづらしいつるぎだ︒

五338

した︒

五351

見ざる・いはざる・聞かざる
︿略﹀︑先生が﹁ちよつと用が

といふのださうです︒

五373

起きました︒

︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑はね

五353︿略﹀︑﹁よいお天氣です︒

とこの中からおき＼すると︑︿略﹀︒

﹁おかあさん︑お天氣は︒﹂と︑

るとは︑どうしても思はれませんで

︿略﹀︑これで墨書が七つもあ

自分の物にしてはならぬとおぼしめ
して︑︿略V︒

五136團 これだけはお目にかけたい

と書いてあ

︿略﹀︑廣田君からゑはがきが

と思ひます︒

五138
來てるました︒︿ 略 ﹀ ︒
りました︒

五142 朝︑おさらひをすましてから︑
春子とつくしをつみに行きました︒

五145 かへりみちに︑はなれ馬がと

五385

此の時︿略﹀おちいさんが︑

あるから︒﹂といって︑︿略﹀︒

んで來ましたので︑どうしょうかと

五393

思 っ て ゐ ま す と ︑︿略V︒

とび
五176園 これは鶏だよ︒それで金鶏

︿略﹀︑﹁皆さん︑遠足かね︒﹂といつ

﹁さしわたしが八尺もある︒﹂

て通りました︒

五397

昔熊襲のかしらに川上のたけ

くまそ

と先生がおっしゃいました︒

五412

尊は其のころ︑やまとをぐな

るといふ者があって︑︿略﹀︒

五416

なみくの者なら︑﹁あっ﹂

といふ御名で︑︿略﹀︒

五437

︿略﹀︑たけるも熊襲のかしら

とさけんで死にませうが︑︿略﹀︒

五個4

だけあって︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

になったと申します︒
やうらう
︿略﹀︑年がうを養老とお改め

になったと申します︒

五561

︿略V︑島といふ島には︑枝ぶ

の三つを︑昔から日本三景と申しま

五565 ︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

す︒

五567

︿略﹀︑お話にある龍宮はこ

りゅうぐう

りのよい松がしげってゐます︒

れかと思はれます︒

五595

と︑

七つの色をならばせて︑︿略V︒

五611圃赤・黄・みどりやむらさき

五687︿略﹀︑其の杉山なんぞは︑木

ものださうだ︒

﹁あ＼︑あの貧乏村か︒﹂と言はれた

五684 ︿略﹀︑此の村の名を言ふと︑

︿略﹀︒

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五451園自分にまさる者はないので︑ 五664園うちの方では︑田に水がな
今御名をさし上げます︒日

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五454園

日本武皇子と申したまへ︒﹂

本質皇子と申したまへ︒

五455

これから後やまとをぐなの皇

といって︑息がたえました︒

もろくにない草山だつたといふこと

五456

子を日本武尊と申し上げることにな

だ︒

どうしても大きな用水池を掘

たいものだと思った︒

を田地にして︑米がとれるやうにし

五693 ︿略﹀︑どうかして村のあれ地

︿略﹀︒

のことをいろくと考へたすゑ︑

まぶしには︑かさくといふ 五691 ︿略﹀︑此の村の庄屋が︑村

しやうや

りました︒

五481

音がしてゐますが︑︿略﹀︒

五498さつきおかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

と︑ねえさんにおつしゃいました︒
︿略﹀︑水ハ低イ方へ低イ方へ

酒の出る所を御らんになって︑ 五696

ト流レテ行キマス︒

五508

五557

とは思ったが︑︿略V︒

村の人々は中中大きな仕事だ

五698

らなければならないと考へた︒

又まことにめでたい事だとい

五702 ︿略﹀︑外に村のさかえる工夫

﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒

やうらう
︿略﹀︑年がうを養老とお改め

ふので︑︿略﹀︒

五558
五558

︿略﹀︑外に村のさかえる工夫

は あ る ま い と いふので︑︿略﹀︒

五702

はあるまいといふので︑みんな賛成
着手は三年からといふ．ことに

したといふこと だ ︒

五704
なって︑︿略﹀︒

六回忌︑幅は一番上で三間といふ大

五716 土手は長さが三百間︑高さが

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て ︑ 首 を ひ ね

きなもくろみであった︒
五721

﹁︿略 V ︒ ﹂ と 言 っ て ︑ 首 を ひ ね

る 者 も あ っ た といふが︑︿略﹀︒

五721
る者もあったと い ふ が ︑ ︿ 略 V ︒

五724 氣早な者は自分の持地を田に
すると ︑ ﹁ も く ろ み が 悪 い ︒ ﹂

造りかへたといふことだ︒

ひます︒

里家の家來どもはひやくしたとい
となる︒

五957駅

︿略﹀︑

ばよい︒

六86園

︿略﹀︑先づ高い岡だと思へ

︿略﹀︑中デ一番人ノ役二立

︿略﹀︑モツトタクサンアツ

ヤクワンハ之ヲ聞イテ︑

︿略Vぐみを一枝折ると︑

其の手でぐみをたべてはいけ

それからにいさんと︑ざふ木

にいさんが﹁今日は︒﹂と言

ｪ﹀︒﹂とたつねますと︑

ｪ﹀︒﹂とたつねますと︑

露りがけに︑力藏さんにお禮

いつも通る汽船も︑高波をよ

けて︑沖を通ると見えて︑︿略﹀︒

六202

した︒

を言ひましたら︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひま

六191

林の下のくぼ地を教へてくれました︒

六181 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑栗

︿略﹀︒

つて︑

六176にいさんが﹁今日は︒﹂と言

︿略﹀︒

つて︑

六173

林へはいって︑︿略﹀︒

六158

ない︒﹂と︑にいさんが言ひました︒

六156

した︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんに注意されま

六147

さんときのこ取に行きました︒

六143 ︿略﹀︑昨日のお書すぎ︑にい

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

六138 其の時鐵ビンハ ﹁︿略﹀︒﹂ト

﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタ︒

六13一

ト思ヒマス︒

テ︑モツト役二立ツ物ハ鐵デアラウ

六116園

ト思ヒマス︒

ツノハ︑私ドモノ仲間ノ銅デアラウ

しっくがよって海 六97園

フサくト下ツタウスムラサ

ウチノブダウト陶画ガチガフ

ブダウニハ︑マダイロくノ
︿略﹀︑タクサン作ル所デハ︑

熊は死人には手を着けないと

︿略﹀︑ほんたうの死人だと思

うんQ﹃︿略﹀︒﹂と言った︒

︿略﹀︑自動車・馬車・人力車

︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を

印度のヒマラヤ山は世界一

いんど

は︑いつもつもってみるといふこと

六58圏︿略﹀︑此の山のいたゴきに

しゃいました︒

のばして︑﹁もうお書かな︒﹂とおつ

六42

つて來ます︒

がいくだいとなく︑入口・出口によ

五麗4

五㎜⁝1園

つたのでせう︑︿略﹀︒

五986

聞いてみたからでございます︒

五983

シタリスルト申シマス︒

ブダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニ

五974

種類ガアルトイヒマス︒

五97一

ノダサウデス︒

五967

キノ實ハ︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑義家の家來ども 五962

大水が出なければよいがと

はひやくしたといひます︒

五826

五847囲
心ぽいして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑急に川水の音がこう

くと聞えて予て︑︿略﹀︒

五855國

其の時表で水だくとさけ

ぶこゑがしましたので︑︿略﹀︒

五857囲
叔父さんは大へんだ土手が

切れたといって︑︿略﹀︒

五863團

うら手で助けてくれ助けて

時々道を人にきいて來た者と

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五867團

︿略﹀︒

五902

つて行く者があります︒

見えて︑﹁︿略＞Q﹂とひとりごとを言

五734

言 ふ 者 が 出 て 來て︑︿略﹀︒

うん︑郵便函といったのは
時々︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂とひと

︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

だ︒

おめでたい事やたのしさうな 六77園

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる

しかし三郎︑高い山がかな

事が書いてありますと︑私もうれし

ちりがつもって山となり︑

らず名高い山だとはかぎらない︒

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出 六81園

る︒

︿略﹀︒

五956韻

るかも知れませんが︑︿略V︒

五946

いと思ひますが︑︿略﹀︒

五936

ると︑︿略﹀︒

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

五926

りごとを言って行く者があります︒

五903

これだな︒

五902園

﹁工夫がたりない ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ な ど と

もので︑︿略﹀︒

五753 人の一心といふものはえらい

あったといふことだ︒

五764 長い間の命懸が病氣のもとで

もゆびをりの金持村だと言はれてる

五788 昔の貧乏村は︑今︑郡の中で
る︒

五798 いころすのもかはいさうだと

かけよって見て︑宗任が

思って︑︿略﹀︒

五807

︿略﹀︑義家が﹁︿略﹀︒﹂と言

智略V︒﹂と言ふと︑︿略﹀︒

五812

﹁あぶないことだ︒︿略﹀︒﹂と︑

ひました︒
五826

「〈

「〈
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六207

こんな時 に は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

て︑﹃これが義目の弓だ︒﹄などと言

はれては︑源氏の名折れになるから
︿略﹀︑義纏は笑って︑﹁︿略﹀︒﹂

と言ったと申します︒

六384

ふれふしのこゑが︑其所此所にしま
そ

だ︒
き

す︒

六226 木曽義仲が都へせめ上ると聞
とら

いて︑︿略﹀︒

とひとりごとを言ひました︒

︿略﹀︒

六402團

︿略﹀︒

六416團

す︒

六472

お前はなぜ自分の村の人と

宿の者にきくと︑﹁もうとう

一匹デ三四千粒モ産ムトイフ

にお立ちになりました︒﹂と言ひま

六448

村からは私一人だ︒

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

どの町村からも︑歩兵が一

見物しなかったかと思ふだらうが︑

お前はなぜ自分の村の入と

見物しなかったかと思ふだらうが︑

六401国

で町を見物した︒

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂ト叔父サンガ

六523

︿略﹀︑舞見物の人々が何千人

一番二番三番と︑十二番の舞

ともなくあつまりました︒

六524

其の五番目の舞姫といふのは︑

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

六528

かの萬じゅの姫であったのでござい
ます︒

そ

よ
あ＼︑母はもう此の世の人で

はないのかと︑力をおとして居りま

六591

した︒

が來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しましたQ

六595 重日のこと︑︿略﹀︑下仕の女

と答へました︒

六601 わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

萬じゅがかけよって︑らうの

いふので︑御殿は人少でございます︒

ました︒

﹁何︑萬じゅ︒木曽の萬じゅ

か︒﹂と︑親子は手を取合って泣き

六626

か︒﹂と︑らうの中から申しました︒

とびらに手をかけますと︑﹁たれ

翌日頼朝は萬じゅを呼出して︑ 六617

き

頼朝が木曽義仲をせめようと

これから後萬じゅは︑うばと

心を合はせて︑折々らう屋をたつね

すきをねらって︑頼朝の命を 六631

僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ

ては︑︿略V︒

︿略V︑﹁それはお氣の毒だ︒﹂

︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

も

其の蹄り途で︑青年たちは

京都を北から南へ流れてみる

川を賀茂川といひます︒

か

六694

﹁︿略﹀︒﹂といひ合った︒

六691

げてもよいと言った︒

六683

︿略V︒

と言って︑たくさん金を出した上に︑

六682

かつてみた︒

を捨てたと言って︑主人がひどくし

六672 ︿略﹀︑下男がまだ使へる小縄

テ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒

さあ︑此の女にはゆだんが出 六655
唐糸といふのは此の女のこと

︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

さて萬じゅは︑だれか母の事
ゐますが︑︿略﹀︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六586

人々にかはいがられました︒

︿略﹀︑﹁萬じゅく︒﹂と︑

ねがったのでございます︒

行って︑うばと二人で御ほうこうを

六578

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

でございます︒

六565

來ぬといふ事になって︑︿略﹀︒

六564

ました︒

取れ︒﹂と︑︿略﹀刀を送ってよこし

六555

した頃︑︿略﹀︒

六548

と申しました︒

六545萬じゅはおそるく︑﹁︿略V︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六542

申す︒

六398囲昨日は︿略﹀音吉君と二人 六538園 國はどこ︑又親の名は何と 六603 三月二十日︑今日はお花見と

と言ったと申します︒

六278大きな虎が山おくで︑﹁︿略﹀︒﹂ 六384︿略﹀︑義纒は笑って︑﹁︿略﹀︒﹂

六282 其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも
のがありましたQ

六301 虎はおこって︑蟻をふみつぶ
さうとしました︒

六313 とうく弱って︑蟻にあやま
つたと言ひます︒

︿略﹀︑父ト五時半三二家ヲ出

父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

六315 一番汽車二乗ラウトイフノデ︑
六315
タ︒

︿略﹀︑車天ガ﹁ダンナ︑マヰ

ムツテヰタ︒

六316町ハマダヒツソリトシテ︑ネ
六325
リ マ セ ウ ︒ ﹂ ト 言ツタ︒

六354 義経は︿略﹀︑むちのさきで

六514

頼朝は一目見た上でと︑萬じ
ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︒

六515

た者がありました︒

へてみる萬じゅがよからうと申し出

こまってみる所へ︑御殿に仕 六583

言ハレタ︒

六484

ラヨカラウ︒

それをかきよせようとします︒
ガ︑︿略﹀︒
六577
くまで
六356 敵は船の中から熊手を出して︑ 六483園之ヲ鮭ノ直前トデモ言ツタ

義纏のかぶとに引っかけようとしま
す︒

ながら︑﹁︿略﹀︒ ﹂ ﹁ お 捨 て な さ い ︒ ﹂

六362 源氏の者どもは義纏をかばひ

陸へ上った時︑家士が﹁︿略﹀︒﹂

と口々に言ひます ︒
六373

︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

と申しますと︑︿略﹀︒

六382圏

と一と
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六697 ︿略V︑︿略﹀姿を︑此の川の
水はいくたびとなくうつしたことで
ございませう︒

六703 ︿略﹀武士の刀や︑なぎなた
の光も︑いくたびとなく此の川の水
にうつったことでございませう︒

下を見ると致しませう︒

六714 今︑三條の大橋に立って︑川
六763囹 ラシヤヤフランネルトチガ
イウゼン

︿略﹀︑縮緬ノ友暉卜同ジデ

チリメン

ツ テ ︑ 綜 が 細 イ カラ︑︿略﹀︒

ス︒

六768囹

六794 はた拾︑まり送︑おにごっこ︑

何でもなれてしまへば︑少しも陸上
とかはらない︒

六797 十尊母といふ大軍である︒

六802 元の兵は一人も上陸させぬと

の腹の下でお書ねをなさると申しま
す︒

六897又﹁︿略﹀︒﹂といふと︑今の
子どもが象の腹の下へねころんだ︒

此の時︑﹁大きなお守さん

だ︒﹂と誰かがいったので︑︿略﹀︒

六904
之をかこんだ賊は百萬騎とい

ふ大軍で︑︿略﹀︒

六912
こんな山城一つ︑何程の事が

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

六914

これにこりて︑賊は城の水を

ると︑︿略﹀︒

六922

さうして︑これをよけようと

たやして苦しめようとはかった︒

六942

一騎

此の上はひやうらう攻にしょ

して賊のさわぐ所を射させて︑︿略V︒

六944

賊は﹁それ︑敵が出た︒

うと思って︑︿略﹀︒

六948

も更すな︒﹂とおしよせた︒

せ

おとうさんは昨日分家の叔

といふねえさんの聲がしました︒

六鵬5囲
い

父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た
れました︒

︿略﹀︑千年もたったかと思

海を分けて太平洋・大西

ゆゑに之を地球といふ︒

ふ老木の下へ行った時には︑︿略﹀︒

筆勢8団

七13図

七16図

︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ

洋・印度洋とし︑︿略﹀︒

七18図

洲・ヨーロッパ洲・︿略﹀・及び大

強

何時か知らない人とも話し合

﹁︿略﹀︒﹂といふ使の後から︑

ふやうになって︑︿略﹀︒

七137

七186

﹁︿略﹀︒﹂といふ使の後から︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ使が來たが︑︿略﹀︒

﹁大挙も討死されました︒﹂といふ使

七188

又南の海上にはひしひしと軍

が煮たが︑︿略﹀︒

七195

義貞は馬から下りてかぶとを

船を浮べて︑︿略﹀︒

七199

義貞今︿略﹀︑賊臣北條をほ

ほうでう

ぬぎ︑はるぐと海上を琶ました︒

七202

さて︑心の中に︑︿略﹀と念

ろぼさうとしてるます︒

じて︑︿略﹀︒

七204

義貞は之を見て︑﹁ものども

進め︒﹂と︑其の遠干がたを眞一文

七216

字に鎌倉さして攻めこみました︒

︿略﹀ずっと前から南アメリ

ばとうくわんぜおん

塚の前に馬頭観世音とほっ

た石が立ってるて︑︿略﹀︒

七254

カへ行ってみるといふことだ︒

七249

んでみる︒

強 七233 ︿略﹀︑村の人は之を杜松と呼

三萬

八百

其の中我が大日本豊凶と︑

洋洲とす︒

七44図

日本中の小野生︑

︿略﹀を世界の五大里子といふ︒

七53図圃

萬人ありといふ︒

日本中の小學校︑
近くありといふ︒

七63図齪

世界に比なき帝國の

七71図圏

いふ意氣ごみで︑ ︿ 略 V ︒

六818 味方はばたばたとたふれた︒

き御民となるべしと︒

七71図鴎世界に比なき帝國の
き御民となるべしと︒

強き御民となるべしと︒

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

七了2図圃

七268 ︿略﹀︑いざといふ時には︑そ

しげたゴ

れに乗って出かけた︒

八寸・九寸などといふのは︑

と
き
七276 ︿略﹀︑五尺あると︑十寸とい

︿略﹀︒

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑

これが目じ 七275

つて下りたといふし︑︿略﹀︒

船頭が﹁皆さん︑そろくお 七271 畠山重忠は︿略﹀︑馬をしょ
︿略﹀︑﹁皆さん︑

﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言つ
て︑つかんで見せると︑︿略﹀︒

七128

るしだよQ﹂と言った︒

七115

したくだ︒﹂と言ったので︑︿略V︒

七108

かもめだとおっしゃった︒

おとうさんにうか曳ったら︑

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑

︿略﹀︑一つ取って行って見せ

︿略﹀︑手を出すと︑﹁︿略﹀︒﹂

七97

強き御民となるべしと︒
はじめて聞いた記
大事にするとおつしゃつ

く略V︑

七72図鯛

た︒

六㎜8

六棚8

ようと思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

六棚6

かにおっしゃってみる時︑︿略＞Q

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

念の木︑

六伽5翻

︿略﹀︒

六975

六832 味方は後からくとつゴいた︒ 六957 もう此の上は︑しゃにむに攻
かめ
落さうといふので︑︿略﹀︒
六842 おそれ多くも亀山上皇は︑御
身をもって國難に代らうと︑おいの
りになった︒

ごでふせいだ︒

六842 武士といふ武士は必死のかく

しがなかったといふ︒

六854 生きてかへった者は数へる程

六885圏此の太い足で︑どさりく
象つかひが﹁︿略﹀︒﹂といふ

と歩きます︒
六886

︿略﹀︑お子どもしゅうは此

と︑︿略﹀歩き出 し た ︒

六896圏
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ふ︒

寸などといふ︒

七277 それ以上は十寸一寸・十寸二
ヨド

七289図 市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ
フ︒

七307図 獅子はおどろきてふりはな
さ ん と し た れ ど ︑︿略﹀︒

七312図 今や獅子の息はたえんとす︒

七315図 武士の馬は︿略﹀︑おそれ
く略V︑蛇は眞二つとなりて︑

て其所に近づかんともせず︒
七317図
大地にのたうちまはりてたふれたり︒

七326図 これより獅子は︿略﹀︑武
士には無二の從者となれり︒

七329図 く略V︑武士は海をこえてふ
るさとへ蹄ることとなれり︒

七331図 獅子はもとより武士にした
がひて行かんとせり︒

七334図 こ＼に武士と獅子とはわか
れざるを得ざることとなりぬ︒

七346二言 田の面は水の直々と︑
蛙 の 聲 も に ぎ は しく︑︿略﹀︒

日露職雫の時の大將方の名を取って

七391團

︿略﹀︑輸入品は綿布が一番

軍人をのせた御用船が今しも

多いといふことです︒

七412
港を出ようとした其の時︑︿略﹀︒

痛打ツツチノ音が聞エマシタ︒
︿略﹀若イムスコガ︑︿略﹀︑

トンテンカン︑トンテンカント︑働

七519

イテヰマス︒

やうに︑あの運動場で遊んだり︑此

七526早知も︿略﹀︑皆さんと同じ
の講堂でお話を聞いたり致しました︒

︿略﹀︑﹁ごめんなさい︒

く︒﹂といひく︑見送人をおし

七414
分けて︑︿略﹀︒

く略V︑月夜には波が銀色に

何萬とも知れないいるかが︑

七569園

七566園

︿略﹀︑船は今にも沈むかと

航海といふものは︑︿略﹀︒

ちがった言葉で話をしてゐます︒

はまるでちがった風をして︑まるで

七561園其所にみる人は︑私どもと

はね上ってはおよぎ︑︿略﹀︒

七553園

ひやうがありません︒

光って︑其の美しいことは何ともい

七549園

ふのは︑︿略V︒

七421御用船を見つけると︑ 七534再三の乗ってみる太平丸とい
﹁︿略﹀︒﹂とさけんだ︒

おばあさんは﹁やれく︒﹂
郡長をはじめ︑見送の人々は

といって︑其所へすわった︒

七427
七431

みんな泣いたといふことである︒
︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け

第六回目にいたって︑信玄か

て︑はさみうちにしようとした︒

七438

七465

ら謙信へ︑﹁︿略﹀︒﹂と申しこんだ︒
あんまひころく

翌日武田方からは安間彦六と

一たい船にはら七んぎとい

思ふやうになります︒

七583園

べ

中でも安倍川の宿は一そうの

あ

水があふれました︒

人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︒

七626

︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ

︿略﹀︑我もくと先をあら

る︒﹂といふことになりますと︑

七626囹

︿略﹀︒

七627園

渡るといっても︑自分一人で

そって渡りました︒

七628

大ぜいの人々が口々に人夫を

は渡ることは出來ません︒

七635

︿略V

一人の男が︑人夫と渡

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

︿略﹀︒

賃を高いやすいと言ってあらそって

七641

ゐましたが︑︿略﹀︒

賃を高いやすいと言ってあらそって

七642 ︿略﹀ ︸人の男が︑人夫と渡

ゐましたが︑︿略﹀︒

︿略V︑相談は出來ないものと

見きったのでせう︑︿略﹀︒

七643

此のあぶない川を一人でこしたほど

七653 ︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

はぜがはよござゑもん

ふ物があって︑︿略﹀︒

ようひむしや

りますから︑それを見ると︑あれは
何所だといふことが分ります︒

それはく略﹀︑まだ海を恐
こんなことでは︑どうして

れる人もあるといふことで︑︿略V︒

七603園
七608園

海國の民といはれませう︒

連日の雨で︑川といふ川には

拍手の写しばらくはやまざりき︒

はく

七615図︿略﹀︒﹂とむすびたる時は︑

七621

氣の毒なことだと思って︑人

人夫は﹁もしく︒﹂と呼び

七682 ﹁︿略V︒﹂といって︑人夫は財

いひくかけ出します︒

七671 ﹁落し物をしましたから︒﹂と

かけて︑たつねました︒

七663

かけました︒

夫はすぐ川を渡って︑かの男を追つ

七656

の人である︒

︿略﹀鎧武者 七592圏 又海岸には所々に燈皇があ

これは長谷川與五左衛門と

いふ大の男が︑︿略﹀︑上杉方の陣へ

七466

向つた︒

七472圓

上杉方からは

申す者︑︿略V︒

つた︒

此の時信玄は之を止めて︑

トンテンカン︑トンテンカン
ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

七498

す︒﹂といったので︑︿略V︒

﹁︿略﹀︒約束の川中島は謙信に渡

七492

木戸を開いて切って出ようとした︒

七486

︿略﹀︑武田方から十騎ばかり︑

が一人あらはれて︑﹁︿略﹀︒﹂と名の

七357囲 町に大山通・︿略﹀などと︑ 七474
つけてあるのは面白いでせう︒
︿略﹀︑日本の町よりはかへ

つて西洋の都會に似てみるといひま

七366團

す︒．

七381圏 第一第二第三と三つならん
でるて︑︿略V︒

七388困 大連の貿易高は︿略﹀︑大
てい大阪ぐらみだといひます︒

と一と
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布を出して渡しました︒

︿略﹀︑たとひとんで行って

七683 かの男はゆめかとばかり喜ん
で︑︿略﹀︒

七689園

見た所で︑もうあるまいとは思ひま
したが︑︿略﹀︒

七693園 いよくない時には︑川の
中へとびこんで死んでしまはうと︑
かくごをして來たのでございます︒

七701 ︿略﹀︒﹂といって︑財布の中
人夫は 之 を 見 て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

に手を入れました︒
七707

人夫は之を見て︑天略﹀︒﹂と

いって︑錦らうとしました︒
七707

七748

妻もまた﹁せっかくです

が︒﹂といって︑相手になりません︒
役人は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と申

し渡して︑︿略﹀︒

七758

役人は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と申

し渡して︑人夫にほうびの金をたく

七759

だ

きのした

ざうり

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

とよとみひでよし

さんやったと申します︒
お

七762
いって︑織田信長の草履取をしてゐ
た時のことである︒

毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰
或大雪の朝︑信長はいつもよ

か居るか︒﹂と呼ぶと︑︿略﹀︒

七767
七771

り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼
ぶと︑︿略﹀︒

は驚いた︒

つて︑敵はあちこち見まはしました
が︑︿略﹀

﹁こいつ︑かなつんぼだな︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんは

と言って︑みんな出て行ってしまひ

七923

ました︒

七927

ぬ︒

七994 清正は腹を立てて︑﹁︿略﹀︒﹂

といひきって帰りました︒

七欄1此の時清正は︑地震と共には

秀吉は︿略﹀︑御覧所やおそ

ね起き︑︿略﹀︒

七川1

上様をはじめ皆様︑おしの

ばの女どもと居りました︒

︿略﹀︒

と心の中で喜びました︒

七皿4

秀吉が之を聞いて︑天略V︒﹂

下になっては居られぬかと存じ︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑又おとうさんが 七二8園

く略V空を仰いでかうおっしゃった︒
七934

︿略﹀︑二百十日といふのは立

おっしゃった︒

七935

春の日から二百十日目の日のことで︑
︿略﹀︒

七佃3園

石田といふ者ださうだ︒

秀吉はうなづきました︒

︿略V︑此の日はよく大風が吹 七齪9 ﹁︿略﹀︒﹂と清正がいひますと︑
くから︑厄日といって︑農家ではこ

七937

とに心配するのださうだ︒

﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ

つていらっしゃったが︑︿略﹀︒

七946

て︑︿略﹀︒

﹁何と申す︒清正は上様へ

どと清正の家來どもが申します︒

七重2圏

お目通がかなはぬはず︒﹂

七984此の人だけは自分のために心 七三7 秀吉が之を聞いて︑幕の中か

ら︑﹁︿略﹀︒﹂といひましたので︑

︿略﹀︑カニノ横ニハツテアル

︿略﹀︒

小西程の者を堺の町人と

さかひ

やれ︒﹂といって︑三成を入れてや

七悩9 ︿略﹀︑清正は﹁︿略﹀︒通して

りました︒

みん

の＼しり︑︿略﹀︒

ところが長足がろくくあい 七塒5囹

︿略﹀︑此のま＼切腹を命ぜ

られても︑石田めとは中直りは致さ

七993園

の清正一生中直りは致さぬ︒

かげごとばかりいふ石田めとは︑此

七価8秀吉は清正を召出して︑

臣清正と記したといふが︑︿略﹀︒

七価6囹

臣清正と記したといふが︑︿略V︒
みん
︿略﹀︑又明國への返書に豊

七989園︿略﹀︑戦一つ出動ず︑人の 正価6園 ︿略﹀︑証明國への返書に幽豆

さつもせず︑︿略﹀と申しました︒

七986

しました︒

れば太閤の御きげんは直るまいと申

たいかふ

︿略﹀︑石田と中直りをしなけ

配してくれるであらうと思ったので

こまってゐますと︑天略﹀︒﹂

﹁あ＼︑さうだ︒﹂と言って︑

此の時どやくと四五人の敵
﹁たしかに來たはずだ︒﹂と言

七985

ございます︒

マリーはどうかしてかくして

又宝珠貝トイフモノガアル︒

ク様子ハ︑池や川ニスムモノトチガ
七823

七915

兵がはいって來ました︒

七909

マリーは︿略﹀︒

七896

と兵士が言ひました︒

七889

やりたいと思ひました︒

七885

ハナイガ︑︿略﹀︒

七809

れば︑少しも寒くはございません︒

七783囹

これが御奉公だと思ひます

かの男は﹁どうぞしばら 七777 コ時も前に︒﹂といって信長 七941 ﹁︿略V︒﹂と︑おちいさんが言 七欄6 ﹁通さないことにしよう︒﹂な

いって︑婦らうとしました︒

七708
く︒﹂といって引 き と め ま し た ︒

︿略﹀︑だんなはなさけ深い

方ですから︑︿略﹀︑おしかりになる

七718囹
ことはあるまいと思ひます︒
︿略﹀︑人からいはれなく金

をもらはうとは思ひません︒

七736圏

ぜひ︒﹂といひながら︑︿略﹀︒

七738 かの男は﹁それではこまる︑

︿略﹀︒

七742 見れば年取つた父といふのが︑

︿略﹀︑年よりは︿略﹀︑何と

かお禮を受けてくれといひますと︑

七745 かの男がわけを話して︑どう

︿略﹀︒

七746

もいはず︑すぐ又仕事をつゴけまし
た︒
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﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

七転5園 明車の使者︑某の陣中に参
り︑﹃︿略﹀︒﹄な ど と の 里 言 ︒

七鵬6園 御威光にもか㌦はる所と存
じ︑︿略﹀︒

七伽2園 御威光にもか＼はる所と存
じ︑﹃︿略V︒﹄ と 返 書 を つ か は し ま し

︿略﹀︑御威光を借りて豊臣

たが︑︿略﹀︒

七柳5囹
と記したのでございます︒
清正はつ＼ し ん で ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂

と︑べんぜつさわやかに申し開きま

七重6

した︒

七佃1園 く略V︑何時か見習つたもの
と見える︒

秀吉は感心 し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

差支がない︒

七転2園 く略V︑豊臣と名のったのも
七転4

いって︑軍功の賞として︑清正に名
刀をあたへました ︒

タネマキ

七柵3定量二﹁暑サ寒サモ彼岸マ
デ︒﹂トイヘリ︒

七桝1団

地もがらもまことに青地向

で︑費行もよからうと思ひます︒

庭のすみで︑先程からちやら
︿略﹀︑僕の見てみるのに氣が

くとすゴの音が聞える︒

八37
八43
︿略﹀︑喜んで僕の手にとびつ

ついたと見えて︑︿略﹀︒

八47

くらべうま

ふと︑垣根の外でちやらく

いて︑ぺろくとなめる︒

八53
とすゴの音が聞えた︒

昔或氏神のお祭に︑競馬の
それはく略﹀︑勝つた子ども

神事といふ事があった︒

八59
八64

を出した村が︑次の年のお祭の日ま
で︑五箇村の頭になるといふ定めで

一人は信作︑一人は耕造とい

あった︒

八67

﹁今年の競馬はさぞ見ものだ

つて︑年は同じく十五歳︒

八69

やがて五人の騎手はく略V︑

らう︒﹂といって︑︿略﹀︒

八了3

しっくと馬を歩ませて︑︿略﹀︒

八76 神主は︿略﹀︑﹁支度﹂といふ
だいこ
あひつの一番太鼓を鳴らした︒

七二7図 農家ニチハ種蒔・︿略﹀等

八82

八99

信作は︿略﹀︑ころくと池

の中へころげこんだ︒

將軍は長四郎を大きな袋へ入

が届かうとした時︑︿略﹀︒

れて︑﹁ありのま＼に申すまでは出

八183

さぬ︒﹂といって︑︿略﹀︒

八242

ました︒

將軍はあとで︑御塁所に︑

カンコゥ

これは呉鳳といふ人のおかげ

ごほう
これは呉鳳といふ人のおかげ

呉鳳は︿略﹀影取の悪風を止

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

を取ることを許してくれといって出

八239そこで蕃人どもが半片へ︑首

めさせたいものだと思ひました︒

八232

だと申します︒

八226

だと申します︒

八226

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒
ごほう

八221魚期沿岸一泊上海・漢学等

シャンハイ

海水コレガタメニ赤シトイフ︒

テ︑︿略V︑河ロヨリ海上百里ノ間︑

八216図揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ

コト珍シカラズトイフ︒

八211図︿略﹀︑一年頃長キニワタル

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

八191

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

耕造方の人々は耕造の肩を 八191 將軍はあとで︑御宮所に︑

ないと思って︑︿略﹀︒

八116園︿略﹀︑人の命にはかへられ

八122

信作方の人々は之を聞いて︑

た＼いて︑﹁︿略﹀︒﹂などといった︒

八129

信作方の人々は之を聞いて︑

たといふことである︒

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑さうきまつ

八129

︿略﹀︑家康は小勢の方へ行け

たといふことである︒

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑さうきまつ

八138

家來があやしんで︑其のわけ

と命じた︒

八144

よりのぶ

︿略V︑其の子頼宣は戦が始つ

をたつねると︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

八149

たと聞いて︑先陣へかけつけたが︑
︿略﹀︒

まさつな
︿略﹀︑そばに居た松平正綱が

︿略﹀︑頼宣は顔色をかへて︑

﹁︿略﹀︒﹂といってなぐさめると︑

八155

︿略﹀︒

八157

家康は之を聞いて︑﹁今の一

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

八159

はよくないといふことを説聞かせて︑

︿略V︑もう少しで雀の巣へ手 ﹁︿略﹀︒﹂といって來ました︒

八245︿略﹀︑四年目になると︑

︿略﹀︒

う一年とのばさせてゐましたが︑

呉鳳は︿略﹀︑もう一年︑も

言は︑先陣の功名にもまさる︒﹂と

竹千代がく略V︑﹁長四郎︑雀

八243

騎手に向って︑﹁ぜひ勝ってくれ︒﹂

松平正綱の子信綱は幼名を長

︿略﹀︒

八169

の子を取って参れ︒﹂と命じた︒

八167

四郎といった︒

八162

いって喜んだ︒

︿略﹀︑三番太鼓を今やおそし
︿略﹀︑もはや信作と耕造の二
人だけの競走となった︒

八92

と待ちかまへてみる︒

八86

みる︒

﹁︿略﹀︒﹂などと︑口々に勢をつけて

五箇村の人々は各自分の村の

ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシテ︑日
﹁どこからだらう︒﹂﹁シン

ヲ定ムルコト多シ ︒

七㎜3園
とあります︒﹂

ことですか︒

七柵7園 おとうさん︑ヘンとは何の
七麗図 文字はハッキリと
と間違ひます

七去図数字は大きく 小さいと假名

と一と
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八249
た︒

呉鳳は﹁︿略﹀︒﹂といひまし
さて蕃人どもは︑︿略﹀︑此の

後は決して人の首を取らぬとちかひ

八263

ました︒

八265 さうして今も其の通りにして
みるのだといひま す ︒

︿略﹀︑

黒もまた︑意地

に く ら し き 黒 と思へば︑︿略﹀︒

八268図圃 軒下にはらばへる黒き犬︑
八269湿舌
悪き人と見るらん ︒

三毛もまた︑し

がおさづけ下さったのはこれに違ひ
ないと思って︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一生の間仕合はせのよ

い事がつ云いたと申します︒

八352

八357．幾年かの後︑里子を返しても
︿略﹀︑先方はあつかったおぼ

らはうとすると︑︿略﹀︒

八358
︿略﹀︑一人の子どもに二人の

えがないといって返しません︒
八362

實母はないはずといって︑いろいろ
調べますが︑︿略﹀︒

らぬ知らぬと申します︒

越前守は手代の言ふ所を聞い
地皆様でも悪いことをなさ

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑︿略﹀︒

八403
八413園
つたと見える︒

物見高いは江戸のくせで︑

﹁何だ︑何だ︒﹂中略﹀︒﹂などといつ

八414

︿略﹀︑四五百人のものが︑そ

て︑︿略﹀︒

八414

此所は天下の役所なるに︑

ろくと車の後について︑︿略V︒
八421園

許しもなくて齪入するとは不届しご
く︒

八428圓

しからば許してつかはすで

申し渡しました︒

越前守はじっと考へましたが︑ 八423 越前守は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と

二人の女は﹁かしこまりまし

あらうが︑其の代りと致して︑白木

︿略﹀︑買先をたゴし︑それか

越前守は︿略﹀︑ついでに石

其の時にいさんが又略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいった︒

といひ出すと︑︿略﹀︒

八536

八538 ︿略﹀︑おちいさんが﹁とても

︿略﹀︑おばあさんは﹁︿略﹀︒﹂

まだ︒﹂とおっしゃったが︑︿略﹀︒

とおっしゃった︒

八541

つしゃつたが︑︿略﹀︒

八547 おとうさんが﹁︿略﹀︒﹂とお

︿略﹀︑手帳・筆・墨・絶具

くと︑歩み來れる老婆あり︒

八555図魍 ︿略﹀ 杖にすがりてとぼ

八583図

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

ナドト記シタル看板ヲ出シ︑︿略﹀︒

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

八585図

スベテ看板ハ商品自己職業

ニ記シタル看板ヲ出セルハ︑︿略﹀︒

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ

八588図

ヤスカラシメントスルモノナリ︒

︿略﹀ ・．劣ん屋虞

︵センベイ︶ナド

八597図 ︿略﹀︑今ナホ古風ヲ守りテ︑

彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里

ト記シテ︑軒二心ゲタルモアリ︒
イモ

八599図

八624図

アンドン

︿略﹀︑掛行燈二旅人宿何屋

︿略﹀︑まことのめくらにし

ざる人をあきめくらといふ︒

八623図目は見ゆれども︑字のよめ

ト記シテ掛クルモアリ︑︿略﹀︒

八614図

イフ意ナリ︒

︿略﹀︑其ノ味クリニ近シト

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

其の後どうかと案じてゐま

といふと︑

﹁お早う︒﹂といふと︑︿略﹀︒

﹁お早う︒﹂

八602図

地面を︑もとの所へもどしたと申し
しかし警者の申す所では︑

︿略﹀︒

八523

八519

したが︑︿略﹀︒

八464國

いとのことでございます︒

︿略﹀︑桜江大事にしなければならな

八456國

ます︒

八442

らそれと調べましたので︑︿略﹀︒

八437

命じました︒

︿略﹀︑越前守は﹁︿略﹀︒﹂と

た︒﹂と︑雨方から引合ひましたが︑

︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

︿略﹀︑近所の人にきいても知

八431

綿を一反つつ︑︿略﹀持参致せ︒

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と

いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

八375

︿略﹀︒

八371

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八368

はります︒

八271図韻はをむきて︑う㌧とうな 八363 ︿略﹀︑どちらも實母だといひ
りて︑垣を出て行く︒

八274図無 えんがはにうつくまる三

︿略﹀︑

毛のねこ︑愛らしき三毛と思へば︑
︿略﹀︒

八275図圏
たはしき人と見るらん︒

ますと︑︿略﹀︒

八292図︿略﹀︑いそがしき時に︑手
の足らずといふは︑働く人の少きを

八384

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八381園泣くのもかまはず力まかせ

いふなり︒

八299 此の時太郎が︑炭はどうして
焼 く の か と き く と︑︿略﹀︒

八313 さて山の木をきり倒して︑四

﹁︿略﹀︒﹂と申し渡しましたので︑

︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

︿略﹀︒

八384

五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ
︿略﹀︑今から千何百年置前か

つしりとかまの中 に 立 て 並 べ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八329

親は恐れ入ったといひます︒

﹁︿略﹀︒﹂と申し渡しましたので︑里

︿略﹀︑工程つかれてみたもの

ら栽培することになったのだとった

八396

と見えて︑︿略﹀︒

八389

へてゐます︒

︿略﹀︑望のものをさづけてや

るといふ神様のお告がありました︒

八338

八346 婦人は︑これは珍しい︑神様
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て︑大話者となりし人あり︒

八626図 保己一は五歳の時めくらと
なりしが︑︿略﹀︒

八628図 保己一は︿略﹀︑後には名

番町で目あ

高き學者となりて︑多くの書物をあ
らはせり︒

︿略﹀︑時の人

︿略﹀︑時の人

番町で目あ

きめくらに 道をき﹂︒ と言ひた

八635図

りといふ︒

八635図

きめくらに 道をき＼︒ と言ひた
りといふ︒

話 を つ ゴ け た れ ば︑︿略﹀︒

八639図 保己一はそれとも知らず︑
︿ 略 ﹀︑弟子どもは﹁︿略﹀︒

今風であかりがきえました︒﹂と言

八644図

ひしに︑︿略V︒

八761

︿略﹀︑

一人の男が﹁︿略﹀︒﹂

之を聞いたコロンブスは︑つ

といって冷笑しました︒

八766
と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

人々は何の爲にこんなことを

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八767
此の時コロンブスは︑こつん

いひ出したかと思ひながら︑︿略﹀︒

八769
と卵のはしを食卓にうちつけ︑︿略﹀︒
きつぶ

なふふ

八783園此の切符に︑﹃一月二十日
ちょう

れい

限り當役場へ納付﹄とありませう︒

八791囹此の一枚には徴税令書と
でん
ごらん︑これには徴税傳令

ありませう︒

八796園

それからこれは國の税で︑

書とありませう︒

八799園

納税告知書としてあります︒

のつきあひや︑︿略﹀︒

八819 明治天皇の御製に︑

水にはこれといふ形がない︒

といふ御歌がある︒

八821

それでは弱いものかといふに︑

た︒

八餌2
八847

信吉にはおとよといふ今年十
信吉は︿略﹀︑﹁奥檬︑あのと

︿略﹀︑信吉はほっと息をつい

でるるよ︒﹂といふと︑︿略﹀︒

母が﹁とよちゃんかね︒丈夫

よは︒﹂と︑さも心配さうにたつね

八839

一になる女の子があるが︑︿略﹀︒

八834

さうではない︒

八823

︿略﹀︒

八645園 さてく︑目あきといふも 八801圏 軍隊や︑裁判所や︑外回と
のは不自由なもの だ ︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひ た り と そ ︒

八647図 ︿略﹀︑保己一は笑ひて︑
八647図 ︿略﹀︑保己一は笑ひて︑
﹁︿略﹀︒﹂と言ひ た り と そ ︒

八719国 ニューヨークは人日からい
へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七
百萬以上もあるといひます︒

廣いこと︑高いこと︑早いこと︑何

八734圏 アメリカ人は大きいこと︑
でも世界一になるやうに心掛けてゐ
るといひますが︑︿略﹀︒

陸 地 に 出 あ っ た のが︑︿略﹀︒

八758園 大洋を西へくと航海して︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐ出かけ

父は﹁相かはらずせっかちだ

︿略﹀︑すぐ出かけようとした︒

ようとした︒

八847

八餌9

父は﹁相かはらずせっかちだ

ね︒﹂といったが︑︿略﹀︒

八図9

ね︒﹂といったが︑別に止めようと
もせず︑︿略﹀︒

父は︿略﹀︑僕に︑﹁お前も一
しょに行ってお出で︒﹂といった︒

八852

僕ははかまを着けて︑信吉と
一しょに出かけた︒

八852

﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八858

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と
いって︑︿略V︒

八867

信吉は︿略﹀︑﹁おとよ︑大き

信吉は︿略﹀︑今度は先生に

くなったなあ︒︿略﹀︒﹂といって︑

八872

︿略﹀︒

八879

するとおとよは︑にごった聲

向って︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑︿略V︒

八882

するとおとよは︑︿略﹀︑﹁わ

で︑ゆっくりと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

八884

信吉はびっくりして︑二足三

もう一つ何とか言っておく

たくしのおとうさん︒﹂と答へた︒

八888園
れ︒

八889

足後へ下ったが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑
娘を引きよせて︑﹁︿略﹀︒﹂

信吉はまだ先生の言はれたこ
とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

八903

信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を

よせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で言つ

八906

たが︑︿略﹀︒

八913 先生は﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

信吉は少しはなれて︑今度は

おとよの顔を見ながら︑﹁︿略V︒﹂と

八916

言った︒

八921 おとよはく略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

はっきり答へた︒

八923 信吉は﹁︿略﹀︒﹂といって︑

げんに此の學校の卒業生で︑

大きな涙をぽたく落した︒

八932

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も

あるなどと話された︒

︿略V︒

八937 ﹁い﹂を﹁う﹂と間違へたり︑

へたりするのを︑︿略﹀︒

八938 ︿略﹀︑﹁う﹂を﹁え﹂と間違

といって︑先生を廊下でをがむやう

八944信吉は教室を出ると︑﹁︿略﹀︒﹂
らうか

にした︒

信吉は﹁いや︑何︑それには

八948 先生は﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

及びません︒﹂といったが︑︿略﹀︒

八951

すぐ﹁︿略﹀︒﹂といって︑︿略V︒

八954 信吉は﹁︿略﹀︒﹂といったが︑

リテ名高ク︑﹁尾張名古屋山城デ持

八973図名古屋市ハ此ノ城アルニヨ

ま

飛來る居曲に忽ちうせて︑

た

今はとボートにうつれる

ツ︒﹂ト歌ハレタリ︒

中佐︑

八985図心

︿略﹀︒

と一と
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軍神廣瀬と其の名残れど︒

八993図圏 ︿略﹀︑ 旅順港外うらみ
ぞ深き︑

が申し合わせて︑胃に向っていひま

八期3或時︑口・耳・目・手・二等
す に は ︑ ﹁ ︿ 略 ＞Q﹂といひました︒

八櫃1園 君等は僕を苦しめようとし
て︑此の敷島の間少しも食物を送つ
てよこしませんでした︒

八麗8園 君等が若し僕に食物を送る
爲 に 働 い た と い ふなら︑︿略﹀︒

爲に骨を折ったといひます︒

八間9園 く略V︑僕もまた君等を養ふ

て相持のもので す ︒

八字2囹世の中といふものは︑すべ

なるほどと感心したといひます︒

八百4 之を聞いて︑手足等一同は︑
八佃5 之を聞いて︑手足等一同は︑
なるほどと感心したといひます︒

八鵬9 しかし之を一人で造るとして︑
こんなに安く責れるであらうか︒

八掴3 かりに造れたとしても︑それ
を十五ぐらゐで責ってはまうかるま
い︒

をすることを分業といふ︒

八価7 ︿略﹀︑手分をして別々に仕事

八鵬1 分業で造ると︑︿略﹀︑ 一
人々々別々になって造るのとは比べ
ものにならない ︒

八柳6国︿略﹀︑母が私に︑︿略﹀︑お

を致したいと存じます︒
なきと
幼名を無人といったが︑︿略﹀︒

八佃8

︿略V︑寒いといっては泣き︑

暑いといっては泣き︑︿略﹀︒

八佃8

︿略﹀︑寒いといっては泣き︑

暑いといっては泣き︑︿略﹀︒

八面9

︿略﹀︑近所の人は大巾のこと
なきと
を︑無人ではない︑泣人だといった

庄川2
といふことである︒

八m2 ︿略﹀︑近所の人は大子のこと
なきと
を︑無人ではない︑姦人だといった
といふことである︒

大降の父は︿略﹀︑どうかし

て大犯の艦を丈夫にし︑氣を強くし

結髪7

三年の冬︑大將が思はず﹁寒

なければならぬと思った︒

八擢8
い︒﹂といった︒

すると大將の父は﹁︿略﹀︒﹂

といって︑︿略﹀︒

八榴2

ともいはなかったといふ︒

八佃4 ︿略﹀﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂

八冊4 ︿略﹀﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂

ともいはなかったといふ︒

大童はこれから後︑一生の間
﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

八佃5

大雨が何か食物の中にきらひ

かったといふ︒

八冊7

其の爲︑大町には全く食物に

な物があると見れば︑︿略﹀︒

八餌2

なぎなた

けれども刀・槍・薙刀など︑

やり

共に歩いて行った︒

八価5

︿略﹀︑武士の魂と呼ばれる物

武士の魂と呼ばれる物は︑︿略﹀︒

八二6

は︑何時もきらく光ってみたとい
ふことである︒

︿略﹀乃木大腿が︑終生忠誠

質素でおし通して︑武人の手本と仰

八価9

ふしぎや︑今まで荒れに荒

危しと賑給ひ︑天略﹀︒﹂といひて︑

︿略﹀︒

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

九117図

なぎ
おだやかなる凪となり︑︿略﹀︒

九118図 ︿略﹀︑尊はつ㌧がなく上総

待ちかねたる鶏ども︑我先

の國に着き給ひきといふ︒

九123図

父上の命にて︑養鶏は今年

く略V︑をんどりはく略V︑

所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シテワルト

九189 ︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑︿略﹀︒

九189 ︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違

リト呼ンデヰルノハ︑︿略V︒

九188

色ニカハルモノモアル︒

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

九178 ︿略﹀︑何時デモマハレノ物ノ

九16一 コンナ髄色ヲ保護色トイフ︒

今やときをつくらんとする様なり︒

九156図

校に行く︒

九152図 朝飯を終へて︑妹と土日に學

より僕等の仕事となり︑︿略V︒

九1410図

し︑﹁︿略﹀︒﹂と記入す︒

九149図机の引出より養鶏日記を出

つ＼かこひぎはに集る︒

小さき口を開きて︑びよくと鳴き

も︑︿略V︑ちよこくとかけ廻る︒

綿毛に包まれたるひよこど

九126図

にと走り出づ︒

あらゆるものはやみとい

九135図 ︿略﹀︑中なるひよこどもは

がれるやうになったのは︑︿略V︒

︿略﹀拍子木のごとかち

黒きとばりにおほはれて︑︿略﹀︒
ひやう

九13図圃
ふ

さびしく時をきざみ行く︒

九18図圏

くと︑

九23図醐︿略﹀︑ほのぐと東の
︿略﹀︑かねて思ってみたと

窓はしらみたり︒

九42国

は違ひ︑なかく住みよいところの
︿略﹀︑あざやかな緑の世界

やうです︒

九76囲

は︑何ともたとへやうのない︑氣持

ぞ

く略V︑其の雨水がまた大切

のよいものです︒

九了9圏

え

な飲料水となるのです︒

く略V︑蝦夷を平げよとの勅
命を奉じて︑︿略﹀︒

九99図

其の時︑御供にしたがひ給
おとたちばなひめ

九108図

われ皇子の御身代りとな

へる心理媛︑尊の御身危しと見高
ひ︑︿略﹀︒

九111図圏

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

︿略﹀弟橘媛︑尊の御身

好ききらひといふものがないやうに

九114図

おとたちばなひめ

こはでもふかして上げようと申しま

︿略﹀︑爾親と

し︒

其の時大盛は

なった︒

八皿7

す︒

八佃7團 ︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝
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イフ意味デアラウ ︒

九202此ノ轟ハ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテ
ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑マハリノ

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

九276園

古人も﹃志ある者は事終に

成る︒﹄と言ってみる︒

父は安心した様子で︑やがて

すやくと眠った︒

九279
さうして終に當代第一の農學

︿略﹀︑大きな青大將が︑︿略﹀︑

事を考へながら︑︿略﹀︒

九356

︿略V︑﹁やあ︑加藤君︑よく

のろのろと草の中にかくれて行く︒

九359

來てくれたね︒﹂と︑聲をかけた者
がある︒

水ヲ買フナドトイフハ︑思ヒモヨラ

︿略﹀︑一手桶何程トイフ代

ヌ事ナリ︒

債ヲハラヒテ水ヲ買フ︒

九嘱3図

ト八広︒

九唱7事例ヘバコ・一等ツノ石アリ

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

く略Vベルギーの勇將レマ 九453図工コ・一二匹ノ馬アリテ︑
ンは︑︿略V︑︿略﹀ドイツの大軍を

︿略V︒

九459図之二反シテ︑同ジヤウナル

ケタル人ノ物トナル︒

けい
︿略﹀大口径砲の威力に封 九457図 ︿略﹀︑馬ハ最モ高キ償ヲツ
終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

しては︑︿略﹀ベルギー軍の防戦も︑

九368図

物ともせず︑勇ましく防ぎ戦ひたり︒

世界一といはれるナイヤガラ 九364図
瀧は︑落口にあるゴート島と

︿略﹀︑此の二つを合はせてナ

買ハントスル人タず一人ナルトキハ︑

馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑
つから進んで握手を求め︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略V︑もうくと立ちこめる 九381図 く略V︑エンミッヒ將軍はみ

だひと合はせて︑植手が八人になつ

九476国 ︿略﹀︑おとなりからの手つ
﹁︿略﹀︒﹂と︑強ひて之をおし止めた

て︑にぎやかでした︒．
なへ

︿略﹀︑エンミッヒ將軍は

喜んでいらっしゃいます︒

やがてレマン將軍は︑︿略V 九4610囲 ﹁︿略V︒﹂と︑おとうさんが

主︑其ノ馬ヲ責ルコトトナル︒

︿略﹀︑最モ償ヲ下ゲタル持

水煙の間から近く瀧をながめるのも

︿略﹀︑そよくと吹く風につ
︿略﹀︑若葉のにほひがひし

﹃︿略﹀︒

所はいつ

これぞ武門の面

﹃さらば﹄と︑握手ねん

大將答力あり︒

︿略﹀︑金鏡ヲツヒヤシテ︑

別れて行くや右左︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんにほめら

れました︒

其の時おとうさんがにいさ

︿略﹀︑土といふありがた

んと︑﹁︿略﹀︒﹂と話していらっしや

九488圏其の時おとうさんがにいさ

いものが︑︿略﹀︒

九484団園

いました︒

んと︑﹁︿略V︒﹂と話していらっしや

かたち正していひ出でぬ︑ 九482國

乃木大將と梅見の

﹁︿略﹀︒﹂と︑此の前馬た時の 九441図

ごろに︑

九435図囲

目︒﹄と︑

九425図圏

﹃︿略﹀閣下の心如何にぞ︒﹄と︒

︿略﹀︑谷のこずゑこしに︑遠 九422図圃

こ︑水師螢︒

セル

九396図圏︿略﹀︑敵の將軍ステッ 九478団私は酸くばりをして︑

り︒

九391図

帯劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

九387図

﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒

︿略﹀︑レマン將軍は静かに︑ 九462図

︿略﹀︒

一すちの道が︑足もと

九385図

と感歎せるに︑︿略﹀︒

しっとりとしめりを帯びた一
︿略﹀

かんくとこずゑをてらして

道がだんく上りになったと

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

みる十時過ぎの日かげが︑︿略﹀︒

九329

からうねくとつ団いて︑︿略﹀︒

九326

すちの道が︑︿略﹀︒

九325

よく︑︿略﹀︒

九31r

イヤガラの瀧といふのです︒

九304

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九2910

の瀧は︑︿略﹀︒

九293

の大家となって︑︿略﹀︒

九204 又或動物ハ保護色トハ反封二︑ 九288

又或動物ハ

ナ二色ヲモツテヰル︒
九204

物トマギレナイヤウナ鮮カナ膣色ヲ
モツテヰル︒

︿略﹀︑之二曲ヅカウトスルモ

ノガナイカラ︑︿略﹀︒

九208
此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

︿略﹀︑︿略﹀しやうじのやぶ

九2010
九223
︿略﹀︑四代前の歓立様が︑

くわんあん

れを︑秋風がはたはたとあふる︒
九225園

國利民福の本は農業を盛にするにあ
る と お 氣 づ き に なって︑︿略﹀︒

は︑︿略﹀︒

九229囹 しかし此の唐揚といふ學問
九233園 そこで此の父も︑何とぞ此
の學問を大成したいと︑︿略﹀︑出來
るだけは骨折つたつもりである︒

九3410

くと身にせまって刷る︒

九345

れて︑︿略﹀︒

九345

い湖がちらくと見えて來た︒

九3310

見えて︑︿略﹀︒

九244園 く略V︑わたしの命は︑とて 九339

も仕事の出來上るまでもつまいと思
ふ︒

九248 少したって︑今度は寝たま㌧

ぼつくと話し出した︒
︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

の爲につくすとい ふ お 考 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九2510園

折は︑︿略﹀むだでなかったと思ふ︒

九267園 しかしわたしの四十年の骨

と一と
16

いました︒

九492困

おとうさんは今朝も︑

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑大そう
元氣です︒

九505 僕は何となくえらさうな人だ
と思ひました︒

九509 お返事をお渡しした後で︑お
とうさんに﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑
︿略﹀︒

もさう見えるかね︒﹂とおつしゃつ

九511 ︿略﹀︑おとうさんは﹁お前に

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑資本を出さうとする

さうとする者もあったが︑︿略﹀︒

九548園
者もあったが︑︿略﹀︒
九549園︿略﹀︑社長さんは︑﹃︿略﹀︒﹄

といって︑夜を日についで働いた︒
︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

九552園

︿略﹀︑決してあせらず︑一

﹁減員起し五分前︒﹂と女直將校に報
心する︒

九644

のういん

九704園昔能因といふ人が︑﹃︿略V︒﹂

のういん

秋風ぞ吹く︑白河の

都をば︑かすみと共に

とよんだのは其所のことで︑︿略﹀︒

關︒

とよんだのは其所のことで︑︿略V︒

九707園昔能因といふ人が︑﹃︿略﹀︒﹄

次の平泉といふ騨を出て間

ひらいつみ

勿來の關と共に︑有名なものであっ

なこそ

九708園 ︿略﹀︑此の墨東は濱街道の

た︒

九717

ひかり

もなく︑︿略﹀︒

︿略﹀衣川は︑すぐ此の先に

ついて︑北へくと走るのだ︒

九731園汽車は此の邊からあの川に

あるQ﹂とおっしゃった︒

九728

ころも
られてるる衣川は︑︿略﹀︒
ころも

九726園辮慶が立往生をしたと傳へ

べんけい

光りに光りか〜やいてみたさうだ︒

︿略V︑︿略﹀水兵が後甲板に 九719囹光堂ともいって︑昔は金

水兵は︿略﹀︑身輕な姿とな

雨舷直といふのは︑︿略﹀︒

はせ集って︑ずらりと整列する︒
九645

九6410

朝日にかゴやく軍艦旗が︑

つて分隊毎に甲板洗を始める︒

九673

︿略﹀︑しっくと上って行く様は︑
︿略﹀︒

汽車が盛岡を出て少し進むと︑

青々とした波の上に︑野々と

﹁︿略﹀︒﹂と︑叔父さんがおつ

九772 叔父さんが﹁︿略﹀︒﹂とおつ

しゃつた︒

九758

白帆が浮んでみるのは︑︿略﹀︒

九754

つしゃつた︒

︿略﹀山を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とお

九743

つて︑ちよつと形が似てみるね︒

九7310園南部富士といはれるだけあ

教へて下さった︒

午後六時︑叔父さんと一所に︑ 九732 ﹁あれが北上川だ︒︿略﹀︒﹂と
上野騨から青森行の列車に乗った︒

九678

﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

うつのみや

九683
︿略﹀︒

︿略﹀︑何時かおかあさんと日
光見物に來た時のことを思ひ出した︒

九683

叔父さんが天略﹀︒﹂とおつ
しゃつた︒

九691

﹁叔父さん︑此所は何所です
か︒﹂と聞くと︑︿略﹀︒

九696

﹁︿略﹀︒﹂と聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂

とおっしゃった︒

九699

立ちしかど︑

︿略﹀︑今日の天氣はどうかと 九705図工園
︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな

空をながめる︒

九6110
九626

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑︿略﹀︒

九634

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

雨戸をくるのとかはりはないが︑

九554園

︿略﹀︒

そこで五分間の休けいがあっ

軒二軒と得意先をまして行って︑

からざを

ふり上げた棒の先が︑強い日

妾を打ってるる︒

九595

分家の金次叔父さんは︑軍隊

光にきらりくと光る︒
九601
打下す︒

︿略﹀︑時鐘番兵がことく

日はかんくと照ってみる︒

て︑上甲板洗となる︒

全くあんな人は珍しい︒﹂と 九641

︿略﹀︒

九5510

僕は今日其のえらい社長さん

お話しになりました︒

後には姿の束が山と積んであ
︿略﹀︑打皇にぱたくとた＼
︿略V︑母もすげ笠をそちらへ

一を見てにっこりした︒

向けて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑正

九583

きつけると︑︿略﹀︒

九571

る︒

九569

に會って來たのだと思ふと︑︿略﹀︒

九514園 ︿略﹀︑此の町へ始めて奉公 九561

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十
二の年だつたさうだ︒

九523園 さて商費を始めると︑あの
︿略﹀ ︑ 十 年 も た ＼ ぬ 中 に ︑

人ならといふ信用 は あ る し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
九526園

町でも屈指の財産家となった︒

九529園 うちのおちいさんはあの人
とは前から友だち だ っ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

るたけ自分の豊熟を旧くしょうとす

九538園 世間にはこんな場合に︑な 九592 ︿略﹀︑ばたんぱたんと三竿で
る 者 も あ る が ︑ ︿略﹀︒

九5310園︿略﹀︑あの人は反対に︑少
しでも他人の負捲を輕くしょうとし

蹄のたくましい腕で︑すとんくと
九604

て︑︿略﹀︒

九544園 けれども社長さんは︑それ

九616

しよう

いって︑笑ってみた︒

︿略﹀︑時鐘番兵が︿略﹀︑

と艦橋の下へ來て︑︿略﹀︒
しよう

九617

を少しも苦にしな い で ︑ ﹃ ︿ 略 V ︒ ﹄ と

らなくても︒﹄といって︑資本を出

九547園 ︿略﹀︑﹃そんな事までなさ
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しゃつた︒

それは何といふ星ですか︒

楼上ではわかってみるから︑︿略﹀︒
ほくきよくせい

九868園

九869囹北極星といふ星だ︒

じゅ
九778 五時間目の授業がすむと︑先
生はにこくして︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お つ

九872園
がある︒何かといふと︑︿略﹀︒

九873園

北斗七星は︿略﹀︑北極星

との關係も常に攣らないから︑︿略﹀︒

九886園

の星があって︑︿略﹀︒

と
︿略﹀︑北斗七星といふ一群

それにはまた都合のよい事

しゃつた︒

九783 ︿略﹀じゃがいも畑を︑午後
の日がかんくと照らしてみる︒
九787 先生も大きな箱を持って來て︑
ほったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった〇

﹁あ＼︑あの角の

けてるる︒

した︒

九914園

昔カリストといふおかあさ

昔カリストといふおかあさ

それと知りませんから︑︿略﹀︒

リストだつたのですが︑アルカスは

﹃︿略﹀︒﹄と︑すぐに親子の者を天へ
連れていって︑︿略﹀︒

︿略V岡田さんが旅行からお
︿略﹀︑今日にいさんと二人で

下りになったと聞いて︑︿略﹀︒

九936
九936

だけ

ひ

だ

遊びに行きました︒

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

雲や霧がわいたかと思へば

山だといふ事は知ってゐましたが︑

九9310

︿略V︒

九952園

雲や霧がわいたかと思へば

散じ︑︿略﹀︒

九953園

散じ︑散じたかと思へば今わいて來
て︑︿略﹀︒

いろいろの珍しい高山植物
が紅・黄・紫と咲齪れて︑︿略﹀︒

九968囹

いろいろの珍しい高山植物
が紅・黄・紫と咲苦れて︑何ともい

九968園

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

はれない美しさです︒

九969園

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑岡田さん

︿略﹀はひ松の間に居るのです︒
九972

は目配山植物や雷鳥の絶葉書を︑たく
な

す

さん出して見せて下さいました︒

九棚4

よい︒

空には赤とんぼが幾つともな

すうつと泳いで行く︒

九川9

午後には弟と天神山へきのこ

く飛んでみる︒

九皿4

取りに行くのだ︒

東の空がほんのりと白む頃︑

やうに︑主人にしたがって戦地へ向

九三1 ︿略﹀︑北風も外の軍馬と同じ

つた︒

︿略﹀︒

九個1

に︑露螢のテントの前に︑列を正し

九悩1 ︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

兵士たちはく略﹀︑今かく

て並んだ︒

二面3

︿略﹀︑野には朝つゆがしっと

と命令の下るのを待ってるた︒

民器5

中尉はひらりと北風にまたが

りと置いてみた︒

九価5

兵士たちは一せいに馬上の人

間に言ふやうに言った︒

つて︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑まるで人

九鵬1

やがてもうくと上る白煙の

となった︒

間から︑︿略﹀︒

九二7

た聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と叫んだ︒

九二6︿略﹀︑いつものはれぐとし

北風は驚いてすぐに立止らう

しかし主人をうしなったと思

ふと︑︿略﹀︒

九佃5

としたが︑︿略V︒

薄鼠3

息だぞ︒襲へく︒﹂と叫んだ︒

おそ

︿略V︑此の前まだ少し早いと 九佃8 中尉は︿略﹀︑﹁そら︑もう一
︿略﹀︑大きな葉をゆらゆらと

蛙がぼかんくと飛込んでは

風に動かしてみる姿は︑誠に氣持が

音量4

言って残して置いたのが︑︿略﹀︒

九999

たついでに︑︿略﹀︒

九9110園此の大熊こそは︑︿略﹀カ 九998 おかあさんと茄子をもぎに出

ので︑それを射殺さうとしました︒

九918園︿略﹀︑或日大熊を見つけた

がそれをねたんで︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ジュノーといふ神様

んと︑アルカスといふ子供がありま

九912園

した︒

んと︑アルカスといふ子供がありま

九911園

﹁︿略﹀︒﹂と頼みたり︒

九909図

信吉は傍なる姉に向ひて︑

れぐ小熊座夫熊座といふ名をつ

九7810 やはらかい黒い土がむくく 九904園 西洋では昔から︑︿略﹀︑そ
盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒

九792 中からみづくしい白茶色の
玉が︑︿略﹀ころくと出て來た︒

九806図圏 石安工場と筆太に︑ 小
︿略﹀︑

屋根に上げし看板 が ︿ 略 ﹀ ︒
九8010図圏

なほ怠らずこつ

誰もうなつく工場あ

︿略﹀︑

石屋か︒﹂と︑
り︒

九8210図韻

﹁來 春 ま で も ︒ ﹂ と 驚 け ば ︑

くと︑ 何をか常に刻みみる︑
︿略﹀︒

九838図圏

﹁來 春 ま で も ︒ ﹂ と 驚 け ば ︑

﹁來春までは︒ ﹂ と く り か へ す ︒
九839図圃

﹁來春までは︒ ﹂ と く り か へ す ︒

九852図 信吉は︿略﹀兄に向ひて︑

いろくと星の説明を求めたり︒

ターといふ神様が︑それを見て︑

ところがめぐみ深いジュピ

が︑よく星を見て船の位置をはかる

︿略﹀︒

九8510園 それでも航海をする人など 九922園
といふではありませんか︒

ところがめぐみ深いジュピ

ターといふ神様が︑それを見て︑

九864囹 いや︑何月何日の何時には︑ 九924園

何所に何星が見えるといふ事が︑學

と一と
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大空には︑午後の日が︿略﹀︑

ど ん よ り と か ㌧ り︑︿略﹀︒

九柵8

九佃8 北風はもう一度あの勇ましい
號令が聞きたいと 思 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

方の時間に話し︑同級の人々を驚か

九櫨3圏團 ︿略﹀︑來昏昏校にて話し
さんと樂しみ居り候︒

九皿8圓国 ︿略﹀三毛の子猫︑もは
や大きくなり薬事と存じ候︒

ゐ
九M7 ふと通りか＼つた某大尉が之
を見て︑配りにめ＼しいふるまひと
思って︑︿略﹀︒

九M9園 軍人となって︑いくさに出
︿略﹀︑いくさに出たのを男

たのをく略V︒

九桝10園
兵士の恥は艦の恥︑︿略V︒﹂

子 の 面 目 と も 思 はず︑︿略﹀︒

九価3

水兵は︿略 ﹀ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

と︑言葉鋭くしかった︒
九備1

つて︑其の手紙を差出した︒

九五5塗筆 ︿略﹀︑又八月十日の威海
衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか
りきとのこと︒

九柵6國團

まん
八幡様に日参致し候も︑
九旧5

道雄ハ

︿略﹀︑自分デ一番適

當ダト信ジテヰル中村君ヲ選塞シヨ
道雄ハ︿略﹀︑︿略﹀中村君ヲ

ウト決心シタ︒

そ

︿略﹀︑新しき宮の境内とは
︿略﹀︑御二方のおほみたま︑

ひのき

︿略﹀︑當社の用材は主とし

︿略﹀︑それらの品を社務所

十76

昔ヨーロッパにアレクサンド

マケドニヤといふ小さな國の

ル大王といふ王があった︒

十77

マケドニヤといふ小さな國の

王子と生れ︑︿略﹀︒

十77

或日王は︿略﹀︑タルススと

王子と生れ︑︿略﹀︒

十83

陣頭に立っては百萬の敵を物

いふ町に着いた︒

十89

︿略﹀︑病氣は如何ともするこ

とも思はぬ英雄も︑︿略﹀︒

十89

醤師は皆︑︿略﹀︑毒殺のうた

とが出來ない︒

十92

︿略﹀︑一命をなげうっても王

︿略﹀フィリップが敵から大

金をもらふ約束で王を毒殺しようと

十101

を助けようと決心した︒

十95

が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑フィリップといふ醤師

がひを受けはしないかと恐れて︑

︿略﹀︑當時の御殿・御庭な

はぎの御茶屋といふ名のあ

それにはく略﹀といふ風説が

してみるといふ風説があるから︑

︿略﹀︒

それにはく略V︑用心するや

一口又↓口︑平然と藥を飲む

などと一しょに︑よく道ぶしんに出

十134園私も︑あなたのおとうさん

王︑︿略V︒

十108

うにと書いてあった︒

十102

あった︒

あるから︑用心するやうにと書いて

昔の武藏野の姿を此所に残 十101

むさし

十94

にたつさへ全て︑神前にさ＼げたし
︿略﹀︑︿略﹀と願ひ出つる

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十51図

︿略﹀︑通常の人夫にもま

途中︑先生は﹁︿略V︒﹂と
語られたり︒

十74図

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

十72図園

に︑今も人工を加へずといふ︒

︿略﹀皇太后の思召のま＼

さんとの皇太后の思召のま㌦に︑

十410図

十47図名を隔雲上といふ由なり︒

かくうんてい

るも之がためなるべし︒

十44図

なりとそ︒

どの︑今も其のま＼に保存せらる＼

十41園

者数多しといふ︒

十34図

と願ひ出つる者数多しといふ︒

十33図

て木曽産の檜なりとそ︒

き

十31図

よと思へば︑︿略﹀︒

とこしへに此所にしづまりまします

十27図

思はれず︒

十17図

選評シヨウト決心シタ︒

九榴5

そなたがあっばれなるてがらを立て

母も人間なれば︑我が子

候やうとの心願に候︒

昇降7魍囲
しかし今の戦孚は昔と違つ

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九鼎4園
て︑一人で進んで功を立てるやうな
ことは出主ない︒

おかあさんは︑﹃一命を捨

てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

九佃9囹
れるが︑︿略﹀︒

大尉は之を讃んで︑︿略﹀︑

水兵は︿略﹀︑にっこりと笑

﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

九佃6

野戦8
つて立去った︒

︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

オ蹄リニナツタノダラウト思ツテ聞

九伽3

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

イテミタ︒

九捌4園

︿略﹀︑アノ人ナラバト思バレル人ガ

く略V︑自分ノタフトイ選暴

アルカラ︑︿略V︒

九槻1園

権ヲ棄テルトイフ事ハ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑メイく自分ノ適當
卜信ジテヰル人二投票スルノガ︑

九櫨5園

︿略﹀︒

九柵6財団 ︿略﹀︑又八月十日の威海
衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

︿略﹀︑メイく自分ノ適當
ンタウノ皇運トイフモノダ︒

ト信ジテヰル四二投票スルノガ︑ホ

重岡6園

りきとのこと︒

九備9塵囲村の方々は︑朝に夕にい
ろくとやさしく御世話下され︑
︿略﹀︒

︿略﹀中村君ヲ選出シヨウト決心シ

道雄直面が何ト言ツテモ︑
タ︒

九型4

﹃︿略﹀︒﹄と︑親切におほせ下され

九宙2圓囲村の方々は︑︿略V︑
候︒

19
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︿略﹀︑これがまじめに實行

たものでした︒

十148園

されてみるかどうかと︑少し氣にな
つたのでした︒

十158 高橋さんの熱心な話は︑それ
か ら そ れ へ と 績 いて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此所の名物の馬市が

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな

るものは︑︿略﹀︒

十248

︿略﹀︒

いそ
打返す磯波にまき込まれたか

＋響夜がほのぐと明けた頃︑
十269
と思へば︑︿略﹀︒

ぼろに

︿略﹀︑危く岩に打付けられ︑

親子は非常な危除ををかして︑

つかれ果てた人々も︑︿略﹀︑

︿略﹀︑

朝霧流る︒

十305図圏

今太平洋の方から此の運河を

今度は前と反封に︑順次に三
今度は前と反封に︑順次に三

父は毎日︑兄や木びきの力藏

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十383

さんと︑朝早くから行って︑夕方お

私は思はず︑﹁やあ︑すつか

そくまで働いてみる︒

十389

り攣った︒﹂と聲をあげると︑︿略﹀︒
︿略﹀︑兄は﹁︿略﹀︒﹂といつ

喜三右衛門は賜りの美しさに

言った︒

十個9

喜三右衛門は︿略﹀︑やがて

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︒

十452

﹁︿略V︒﹂とつぶやきながら︑又窯場

一年と過ぎ二年とたつうちに︑

の方へとって返した︒

︿略V︒

十467

一年と過ぎ二年とたつうちに︑

喜三右衛門はそれでも研究を

人は此の有様を見て︑たはけ

止めようとしない︒

十471

︿略﹀︒

︿略﹀︑たまに散る落葉の音が︑ 十468

て︑︿略﹀︒

十391

十393

かさりくと聞える︒
父は腰から鎌をぬきながら︑

力藏さんも︑﹁︿略﹀︒﹂と誰に 十472

﹁︿略V︒﹂といって︑︿略﹀︒

十399
十402

︿略﹀︑たはけとあざけり︑氣

とあざけり︑︿略﹀︒

﹁よし︒﹂と叫んで火を止めた︒

十482 喜三右衛門は︑︿略﹀︑やがて

ちがひと罵ったが︑︿略﹀︒

力藏さんも︑﹁︿略﹀︒﹂と誰に 十472

言ふともなく言って︑︿略﹀︒

十402

父は﹁︿略﹀︒﹂といったが︑

言ふともなく言って︑︿略﹀︒

十406
︿略﹀︒

︿略﹀︑力藏さんはく略﹀︑

ぶつ倒したいと思ってね︒

兄は私に﹁︿略﹀︒﹂といひな

とさして來た︒

十418

父は﹁︿略﹀︒﹂と樂しさうに

がら︑︿略﹀︒

十438

︿略﹀喜三右衛門は︑程なく

柿右衛門はひとり我が國内に

銀行といへば︑おとうさん

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

十5010園

十509園 銀行といへば︑︿略﹀︒

るばかりでなく︑︿略﹀︒

おいて古今の名工とた＼へられてる

十501

れる精巧な陶器を製作するに至った︒

十499 ︿略﹀︑世に柿右衛門風といは

名を柿右衛門と改めた︒

十496

﹁これだ︒﹂と大聲をあげた︒

十492 喜三右衛門は︑︿略﹀︑不意に

窯から皿を出してみたが︑︿略﹀︒

十408園朝のうちに此のけやきだけ 十491 喜三右衛門は︑一つ又一つと
十4010

︿略﹀︑力藏さんはく略﹀︑止

﹁︿略V︒﹂と答へて︑止めようともし
ない︒

十4010
前と同じ方法で︑︿略﹀︒

めようともしない︒
十342

ずいこくといふのこぎりの
音が︑あたりの静かさを破る︒

︿略﹀︑此慮を切通すのは非常 十4010

十358

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十357

きな人造湖で︑︿略﹀︒

十353ガツン湖といって︑︿略﹀大 十412 向ふの山の頂に日の光が赤々

な難工事であったといふ事である︒

十352

通るとする︒

十334

いって︑︿略﹀︒

十311

る笛の重いつこ︒
けふ
︿略﹀部分は︑パナマ地峡と

ほろくと聞ゆ

＋301図圏︿略﹀︑しらぐと︑お

をこめて︑︿略﹀︒

＋296図曝しらぐと︑朝霧野山

我もくと力をそへる︒

十284

家へと向つた︒

人々をボートに牧容し︑︿略﹀︑我が

十282

忽ち死の口に呑まれようとする︒

十275

十164国久々で皆様といろくお話 十2610 ︿略﹀︑沖へくとっき進む︒
十166国
始 っ て み る と い ふので︑︿略﹀︒

はれても︑︿略﹀危除なやうな氣が

十171囲なれない私は︑大丈夫とい
し て な ら な か っ たが︑︿略﹀︒

十183團 まだせりが亘るのに間があ
るといふので︑︿略﹀︒

しみぐ思ひました︒

十203團 それを見ると︑︿略﹀と︑

十213国 さうして︑もうこれが最高
の直だと見ると︑︿略﹀︒

十214田︿略﹀︑掛の人が其の直で費
渡すといふあひつに手を打って︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑直段も一頭四千圓・

五千圓といふ高いのがあるさうです︒

十224囲

十231団私は︿略﹀を見て︑︿略﹀
と︑心からいのりました︒

十237団 成程︑此の邊は馬でもつて
みる虞だと思ひました︒

十244 英國の東海岸にロングストー
ンといふ島がある ︒

ない此の島で︑︿略﹀︒

十247 波風の外には友とするものも

と一と

20

けて來るとおっしゃいましたね︒

十514囹 お金といふものは︑うちに
しまって置くものではないQ

十521園 銀行の預金には定期預金と
いふのと當座預金といふのがある︒

十521園 銀行の預金には定期預金と
︿略﹀︑又何か事業を起さう

いふのと當座預金といふのがある︒
十534園

︿略﹀︑紅をさしたかと思はれ

と思ってみる人で︑お金のない人が
ある︒

十542

此の愛 ら し い 小 鳥 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

る や さ し い く ち ばし︑︿略﹀︒

十546

遠い虚まで使者の役目を務めると聞
いては︑︿略﹀︒

十565 それは︑豫め甲乙の二地をき

一夜の宿を貸し給へ

めて置いて︑一方を飼養所︑一方を
︿ 略 ﹀︑

食事所とし︑︿略﹀︒

十597図

︿ 略﹀︑︿略﹀婦人立所でて︑

とこへば︑︿略﹀︒

十601図
﹁︿略﹀︒﹂とこ と わ り ぬ ︒

十601図 されど婦人は︑氣の毒とや
思ひけん︑︿略﹀︒

十608図 感がいに打沈みてとぼく
と歩を運ぶ︒

ほせられて︑︿略﹀︒

十611園 旅僧が一夜の宿を頼むとお
十617園 此庭から十八町掻卵に︑山
本といふ宿場があります︒

きぬ︒

十6110図

十708図

十729図

︿略﹀︑山河草木喜にあふ

常世は︑時こそ直れと︑や
︿略﹀︑常世は有難さ身にし

せ馬にむちうってはせつけたり︒

十709図

すごくと立去る僧の後影 る＼春とはなれり︒

︿略﹀︑進みもやらずた＼ず

を見送りたる妻は︑︿略﹀

十643図
みたる様は︑古歌に︿略﹀といへる

み︑喜にみちて御前を退きけりとそ︒

りゆう

京城の西南部に龍山とい
︿略﹀︑よくも績くと思ふく
︿略﹀︑雨といふものはごく

︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

たまにしか降りません︒

十776圏

らみの天中績きで︑︿略﹀︒

十775国

ふ虜があります︒

十767國

いふ山があって︑︿略﹀︒

ちやうど有合はせの粟の飯︑ 十751団南大門の東南の方に南山と

にも似たりけり︒

十651園
召上るならと妻が申してをりますが︑
いかゴでございませう︒
︿略﹀︑かう落ちぶれては︑

お見受け申す所︑た冒のお

それも無用の物好と思ひ︑︿略﹀︒

十669園

十679園
ゑもん

佐野源左衛門常世と申して︑

ざ

方とも思はれません︒

十682園

十779團

毎日何地へか出かけたくてたまらな
れい

坑内に馬が居るのは不思議だ

と思って︑聞いてみると︑︿略﹀︒

十827

それから﹃燃える石﹂とい

ふひやうばんが高くなって︑︿略﹀︒

十851園

太郎は得意になって︑﹁︿略﹀︒﹂

と︑早口にすらく言へるやうにな

十916 ︿略﹀︑太郎は生変生米生卵︒

つた︒

といふと︑︿略V

十9110

﹃はい︒﹄といふ言葉と︑

十923園何といふ言葉ですか︒

十924囹

﹃はい︒﹄といふ言葉と︑

﹃いΣえ︒﹄といふ言葉だ︒

﹃い﹂え︒﹄といふ言葉だ︒

十924囹

翌日太郎が友だちの正雄．良

一と三人連で︑學校から坐る時の事

十9210

であった︒

其の近道といふのは田のあぜ

かねてあぶないといって置

きつぽりことわらなかったのか︒

十948園 なぜ其の時﹃︿略﹀︒﹄と︑

太郎はだまってみた︒

十944 父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

十942園

︿略﹀︒

と固く禁ぜられてるたのであるが︑

十935 太郎は前から父に︑﹁︿略﹀︒﹂

道で︑︿略﹀︒

十933

一はすぐ賛成した︒

︿略﹀︑朝は三尊零度以下十 十932 ﹁︿略V︒﹂と正雄が言ふと︑良

せつ

いだらうと思ひました︒

何度といふきびしさ︑︿略﹀︒

唯今にも鎌倉の御大事とい 十781国

﹁︿略﹀︒﹂といひて目をふせ

もとは佐野三十飴郷の領主︑︿略﹀︒
十685図
しが︑︿略﹀︒

十6810園

ふ時は︑︿略﹀︒

感じます︒

十785団

︿略﹀︒

︿略﹀︑案内の事務員と一所に

すると︑しまひに皆が僕の

事を影野だといって笑ひました︒

事務員は平平で︑﹁︿略﹀︒﹂と 十9410圏

言って笑ひました︒

十824

昇降器に乗りました︒

しよう

十799

四温といつてみるさうです︒

十787国

こちらでは昔から之を三寒

みの間暖さが置くといふやうに︑

て寒ければ︑其の次には又其のくら

面白いのは︑三日四日績い

は︑寒いといふよりもいたいやうに

十693暑く略V︑これぞと思ふ敵と打十782囲 ︿略﹀︑學校へ行く途中など
Aロって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑これぞと思ふ敵と打

翌朝僧は暇をこひて又行く

合って︑︿略﹀︒

十693園

十701図

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十701図始は身の上をつ＼み︑貧の
恥をつ＼まんとして宿をことわりし
今一日留り給へとす﹂めて

常世も︑︿略V︒

十703図

止まざりき︒

されどかくて何時まで留る
べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

さ れ ど 主 人 は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 十706図

いふに︑僧は返す言葉もなくて出行

十619図
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十952園

︿略﹀︑字配のくらみの事が

こはいものかと︑自分から先に立つ

人の言ふことに嘉して

て渡ったのです︒

十954園
﹃い＼え︒﹄と言切るには︑︿略V︒

葉は言ひにくいの だ ︒

十957囹︿略﹀︑﹃い＼え︒﹄といふ言

十9510園 ︿略﹀︑なぜすなほに﹃は
い︒﹄といはなか っ た の だ ︒

＋964太郎はつくぐと自分の悪か
つ た 事 を 後 悔 す ると共に︑︿略﹀︒
そう

︿略 ﹀ ︑ 宋 は 次 第 に お と ろ へ

といふ國おこり︑︿略﹀︒

十968図 支那の宋朝の末︑北方に元
十9610図

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒
しやう

十972図宋の臣文天祥︿略﹀國難
を救はんとす︒

﹁︿略﹀︒危し︒﹂と︒

十973図 其の友之を止めていはく︑

十974図 天若きかずしていはく︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

にして︑天祥の誠忠を以てしても如

十993図園

汝大勢の如何ともすべか

或人又なじりていはく︑

らざるを知って︑︿略﹀︒

十994図
天祥いはく︑天主﹀︒﹂と︒

﹁︿略﹀︒﹂とQ

十998図
さと

元の皇帝深く文天祥を惜し

み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

十9910図
んとす︒

十鵬2図天承いはく︑﹁我は宋の臣
天祥︿略﹀いはく︑﹁臣が

なり︒︿略V︒﹂と︒

十欄4図

元帝歎じていはく︑﹁半天

事終る︒﹂と︒

十㎜6図

祥は眞の男子なり︒﹂と︒

十五9

其の枝の先にしょんばりと止

つてみる烏の姿も︑見るから寒さう
だ︒

子御生れの由承り︑誠にめでたくう

十鵬10圏国︿略﹀︑玉の檬なる女の御

︿略﹀︑御前様の御喜さぞ

れしき限りと存じ候︒
十柳2圏国

私とてもかはゆらしきめ

かしと察し申し候︒

十薬3圓囲

ひの生れ候と聞きては︑︿略﹀︒

︿略﹀︑御前様には︿略﹀︑

十柳5乱国御名は何と付けられ候や︑
︿略﹀︒

十研9國団

今日小包にて粗末なる物︑

何かと御いそがしき事と察し申し候︒

十佃4魍國

赤さんの御着物にもと御送り致し候

憲章9先に立つたにいさんが︑

間︑︿略﹀︒

出で候︒

大兄をはじめ皆様方の御

︿略﹀︑大兄と共にいろ
両親も非常に驚き居り︑

た

めつ

樂園日本の

とつ國人さへ

マストの上の見張人が不意に
﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑︿略﹀︒

十擢10

るもうべそ︒

へなる花と︑

十㎎2図圏

︿略﹀︑

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

十m2圏團

く御話を承り繕事など︑︿略﹀︒

十欄9國団

げ候︒

悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上

十佃7圏圏

く夢かと存ぜられ候︒

︿略﹀︑此の度の御報は全

天略﹀︒﹂と︑いろく説明して下

成程︑緑色の絹縣で作ったの

十鵬6圏国

さる︒

それから少し行くと︑うつぼ

かづらといふものがある︒

骨鋸3

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃるから︑

そっとのぞいて見ると︑︿略﹀︒

十槌10

︿略﹀︒

かと思はれるやうな葉もあれば︑

十徳6

は次の室へ案内して下さる︒

十9710図 されど宋軍の大勢日々に非 十旧5 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさん

こう は ん

何ともすることあたはず︒

十984図 敵將張弘範如何にもして之
こう は ん

を 降 ら し め ん と し︑︿略﹀︒

にいさんは﹁此の後にかまが

﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

にいさんも足を止めて︑

ある︒︿略﹀︒﹂と教へて下さった︒

十脳7

る紅色の葉が︑︿略﹀︒

十985図 敵將張弘範︿略﹀︑文天祥 十欄8 中には︑まるで花かと思はれ
に命じていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十987図 天祥固くこばみていはく︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

きていはく︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と ︒

十992図 ︿略﹀︑張弘範︑文顧問に説 十価7

十冊9

もうくと立ちこめる白煙の

何百年も纏たであらうと思は

間から見ると︑︿略﹀︒

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くす

十柵10

十佃4 ︿略﹀︑神前の大きな神鏡が︑

此の神社は菅公の御墓所に

くわん

きらくとかゴやいてみて神々しい︒

十柵6

社殿の後に廻ると︑其虜は

建てたものだと聞いて︑︿略V︒

十佃7

廣々とした梅林で︑︿略﹀︒

十念8 ︿略﹀︑幾百本とも知れない古

途中︑太宰府といふ昔の役所

木の梅が咲飼いてるる︒

十佃8

途中︑︿略V︑榎寺といふ庭

の跡などを見て︑︿略﹀︒
えのきでら

十m9

後日︑人が主人に向って︑ど

に立寄った︒

十梱8

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

になったのかと尋ねた︒

知れると思ひました︒

十撚6園人に親切なことはこれでも

それで注意深い男だといふ

ことを知りました︒

十重5園

つた︒

十悩5 主人は答へて︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ふな
︿略﹀鯉・鮒を養ふことも

其の他の教員も︑校長を模

盛にして︑︿略﹀︑其の利益少しとせ

十伽3図

ず︒

十伽2図

く略V︑卒業後も尚學校の門

範として專心職務につとむるが故に︑

︿略﹀︒

十伽5図

と一と
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に出入することを臥しみとせり︒

十伽7図其の利益は︑大部分を學校
の基本金とし︑︿略﹀︒
む

つ

十梛3図 今日を晴と満艦飾をほどこ
とん

されたる三萬四千噸の大戦艦陸奥は︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑まさに始らんとする

進水式の肚快なる光景を豫湿して︑

十177図

︿略﹀︒

らう

十号9図 皇后陛下の臨御と土ハに︑式
は始りぬ︒

十島2図 海軍大臣の命名書朗讃︑

一秒又一秒︑七百尺に近き

︿略﹀を合圖に︑着々と進み行く進
水作業︒

十⁝⁝⁝7図

大船艦は︑寸︑尺︑間と音もなくす
べり出づ︒

十伽3図︿略﹀︑工場といふ工場︑船
といふ船の汽笛が︸せいにあぐる歓

十個4図︿略﹀︑さらばとて︿略﹀舟

いまじゅく

く略V︑播磨の今宿といふ

坂山にかくれ︑今かくと待ち奉れ
り︒

十個7図

入り︑︿略﹀︒

かのぼって︑美浦江といふ支流に

くわうほ

︿略V小さな星の一つと同じものだ
うちう

つて行ったとしても︑︿略﹀︒

︿略﹀︑孔子︿略﹀︑如何

にもして國家を治め︑萬民の苦を救

十﹁55図

はんものと︑廣く各論をめぐりて︑
用ひられんことを求めぬ︒

へん

十一610図其の言にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂
と︒

孔子常に中正不偏を貴び︑
﹁︿略﹀︒﹂といひ︑︿略﹀︒

十一了2図

十一72図孔子︿略﹀︑﹁過ぎたるは
及ばざるが如し︒﹂ともいへり︒

︿略﹀︑其の好學の念の切

孔子は︿略﹀︑近きより

なる︑﹁︿略﹀︒﹂といふに至れり︒

十一74図

十一77図

遠きに及すを以て其の主義としたり︒

﹁おのれを修めて人を安
んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を

十一78図

あらはせる語なり︒

十一了10図園︿略﹀︑老の將に至らん
とするを知らず︒

︿略﹀大聖の面目︑よく

﹁︿略﹀︒﹂と︒

十︸710図かつて自らいはく︑
十一82図

それから五十海里ばかりさ

此の語にあらはれたりといふべし︒

ところが此の大きな太陽も︑ 十一86

租界といふのは居留地の一

私が去たので︑すぐしまは

﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚

弟さんまでが︑あんなに氣

しばらくたつと︑おかあさ

見れば引出にはみんな札が

チ﹂などと一・々書いてあります︒

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

十一178

しゃいました︒

んが壼所の方から︑只略﹀︒﹂とおつ

十一175

なことです︒

をつけていらっしゃるとは實に感心

十一172

ると︑︿略﹀︒

十一167 ﹁︿略V︒﹂と思ひつゴけてる

十一164 ﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒

ました︒

を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

十一163

︿略﹀︒

十一161 ﹁︿略﹀︒﹂と尋ねてみると︑

十一157

をしましたが︑︿略﹀︒

うとなさるのを強ひて止めてお手傳

十一149

にもきはめて便利であるから︑︿略﹀︒

十一1010 ︿略﹀︑支那の各地との取引

はめて便利であるから︑︿略﹀︒

でなく︑支那の各地との取引にもき

十一109 ︿略﹀︑外國との貿易ばかり

種で︑︿略﹀︒

十一91

特別の厘域内に住んでみる︒

十﹁810 ︿略﹀︑これ等は租界といふ

といふ︒

つまり此の宇宙には︑あの

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一37

のがなほ数限りもなく存在してみる

いん

虞より︑山陰道にか＼り給ひし由な
が︑︿略﹀︒

ゐんのしやう

此の黒貼は多分表面に生ず
さうして其の敷や大きさは︑

ところが此の大きな太陽も︑

十一42今かりにく略﹀飛行機に乗

り︒

︿略﹀︑﹁主上はや院庄に入
︿略﹀︑勾践越の王となるに

らせ給ふ︒﹂と人の言へば︑︿略﹀︒

十個10図
十罵4図

及び︑呉の勢多にして越軍大いに破
︿略﹀︑萢舞といふ忠臣の助

れ︑︿略﹀︒

十悌7図

︿略﹀︑再び呉と職ひて遂に

を得て報復の計を立て︑︿略﹀︒

十鵬8図
之を亡しぬ︒

これほど我々に重大な關係

のある太陽とは︑一国どんなもので

十︻16
あらう︒

︿略﹀︑之を形造ってみるも

︿略﹀︑又所々に黒嵩といつ

のは︑液艦に近い氣艦であらうとい

えき

十一19

ふ︒

呼の聲︒

十㎜4軒置く略V︑工場といふ工場︑船

十一31

十一36

といふ︒

︿略﹀小さな星の一つと同じものだ

十一36

みる︒

凡そ十一年齢を週期として増減して

十一33

るうつ巻であらうといふ︒

十一32

て黒く見える所もある︒

といふ船の汽笛が一せいにあぐる歓
呼の聲︒

十柵3図 京中の貴賎男女︑此の行幸

こじまたかのり

此の頃備前に見脈高徳とい

を悲しみて涙と共に見送り奉り︑
︿略﹀︒

十㎜⁝6図
ふ武士あり︒

十㎜10図 然るに今主上隠岐にうつさ
れ給ふと聞き︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 高 徳 一 族 共 を 集 め て

いへるやう︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︒

十日⁝2図
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十︸184園 整頓といふのはく略﹀︑
﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒

むだをなくすことだ︒
十一185

︿略﹀︑他人に害を加へては

ならぬなどといふことは︑我々が十

十一189

︿略﹀︑貸主の主張を正写と

分心得てみる事である︒
十一194
みとめれば︑︿略﹀︒

十一196此のやうに︑人々相互の間
の訴訟を裁判するのを民事裁判とい
ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁てがらは仕勝ちぞ︒か＼れ
まさのり
﹁承る︒﹂と︑福島正則・

の任務は極めて重大なものといふべ

で突進す︒

十一303図

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一311図

正忌得たりと︑力足をふ
ん張りてはねかへさんとせしが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑ふみそこねてあは

︿略﹀︑二人はしっかと組

や谷底へ轄び落ちんとす︒

十一312図

十一314図

みたるま＼ころくと轄び落つるこ

本土の西︑近く九州と相
けふ

十一328図此の四海峡に包まれたる

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一331図︿略﹀︑島かと見れば岬な

岬かと見れば島なり︒

り︒岬かと見れば島なり︒

十一332図

我が國に遊べる西洋人は

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一352図

における海上の一大公園なりといへ

り︒

と︑︿略﹀︒

十一356

︿略﹀︑うねくと績く岡が

︿略V︑︿略﹀岡が雨に煙つ

雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒

十一357

﹁あそこは一昨年植付をし

て︑ぼんやりと遠く見える︒

十一358

﹁︿略＞Q﹂と思ひ出しながら︑

た地墨山だ︒﹂と思ふと︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十﹁361

くの印がついてみる︒

で記してある︒

十一369 ﹁︿略V︒﹂とおとうさんの手

いたら︑︿略﹀︒

といって笑ってをられた︒

十一378︿略﹀︑おとうさんが﹁︿略﹀︒﹂

望む虜︑紀淡海峡となり︑︿略﹀︒

年一回だけだといふから︑︿略﹀︒

く略V︑四國に近き虜︑嘱 十一383 ︿略﹀︑それでも木が競雫す

るやうに︑しんを立ててすくすくと

十一326図

と
門海峡となる︒

きたん

十一325図淡路島の東端︑本土と相 十﹁3710 ︿略﹀補植をするのは︑翌

あはち

望む庭︑紀淡海峡となり︑︿略﹀︒

きたん

十一324図淡路島の東端︑本土と相

あはち

けふ
接せんとする庭︑下關海峡あり︒

十一321図本土の西︑近く九州と相 十一372 あの時︑﹁︿略﹀︒﹂と僕が聞

接せんとする虜︑下關海峡あり︒

十一321図

嶽の七本槍といふ︒

十一319溶く略V︑世に之を構して賎十一365 ︿略﹀︑それから次々といろ

と三十間許︒

によりか＼つて向ふの方をながめる

正國得たりと︑力足をふ 十一355﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑机

十一309図清正刀を抜かんとするに︑

大手をひろげ︑﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

︿略﹀︑俄に槍を投捨てて

︿略﹀等の荒武者ども︑勇みに勇ん

十一296図

く︒﹂と大音聲︒

水際に寄りて馬の足を冷

きである︒

十一243図
あわてて逃げんとすれど

さんとする折しも︑︿略﹀︒

十一245図
寄手の大將佐久間盛政は︑

も時既におそく︑︿略﹀︒

十一256図
一意・に敵をみちんにせんと︑

自らは尾野路山に野螢し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑

ども績け︒﹂と馬にむちうって近江

ん張りてはねかへさんとせしが︑

︿略﹀︑何とも知らぬ物音 十一3010図
︿略﹀︑何とも知らぬ物音

ざわくとして夜の静けさを破る︒

十一261図
十一261図

︿略﹀︑こは如何に︑降つ

︿略﹀秀吉は︑持ちたる
と手を打って喜び︑︿略﹀︒

箸を投捨てて︑﹁すは勝つたるぞ︒﹂

十一273図

満ちくたりと報じ図る︒

てわいたる敵の大軍︑木之本の邊に

十一265図

野路山の本螢に急報すれば︑︿略﹀︒

こはたゴ事ならじと︑尾

ざわくとして夜の静けさを破る︒

︿略﹀︑訴へた方を原告︑訴
ひ
へられた方を被告といふ︒

十一197

十一262図

やうな犯罪があっ た 場 合 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一198 又他人の物を盗んだといふ

︿略﹀︑検事といふ役人が原

裁判を刑事裁判といふ︒

十一205 此の犯罪者を罰するための
十一206
告に由るのである ︒

控訴院・大審院にと順次に上訴する︒

十一214 ︿略﹀裁判に不服な者は︑

告の相談相手・附添人又は代理人と

に向ふ︒

十一2110 又民事裁判では︑原告・被 十一275図 ︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑﹁者
な っ て 其 の 主 張 を助け︑︿略﹀︒

時既に虜々のとりでより悟れる守兵
︿略﹀︑敵は見る間にばた

︿略﹀︑敵は見る間にばた

十一294図秀吉はるかに之を望み︑

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒

十﹇2810図

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒

十一2810図

︿略﹀︑刑事裁判では︑︿略﹀ 十一283図︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

ぺん
被告を保護するために辮護士といふ

と合して︑︿略﹀︒

十一222

ものがある︒

︿略﹀︒

十一226 若し裁判が無いとしたら︑

十一229 若し又裁判が公平に行はれ
︿略﹀︑判事・検事・弁護士

ぬ と し た ら ︑ ︿ 略V︒

十一232
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延 び て み る の を 見ると︑︿略﹀︒

十一393 いっかもにいさんが︑﹁杉
の 散 髪 だ ︒ ﹂ と いって︿略﹀︒

十一398 それから始めて聞いて面白
いと思ったのは︑︿略﹀︒

十一401 生きた枝でも枯れた枝でも︑
其のま＼にしておくと︑︿略﹀︑其庭
が節になるのだといふ︒

ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑夜中に書師のし
たる檬をまねて号するに︑︿略﹀︒

十一479図︿略﹀︑圭里師驚きて︑
﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

十一485図園東國へ行き給ふと聞き
住持驚きて︑﹁︿略﹀︒﹂と

しに︑今又此虜に來られしは何故ぞ︒
十﹁487図

元來ゴム液は︑︿略﹀乳管

切付といふのは︑︿略﹀︒

叫び聲が聞えた︒

人人は︿略﹀︑我先にと船

老砲手はく略V︑﹁逃げろ

へもどって來る︒

十一563

十一565

︿略﹀逃げようとしてあせ

く︒﹂と聲を限りに叫んでみるが︑
︿略﹀︒

十一571

つてみるが︑もう遅い︒

︿略﹀︒

十一632
十一635

主な通にはアカシヤの並木
︿略﹀︑市街の中央を東西に

︿略﹀︑総べてが大規模での
︿略﹀︑放牧の馬や牛がいう

︿略﹀風景は︑雄大といは

︿略﹀︑眼下には面々とした

︿略﹀︑眼下には廣々とした

畠にしても︑︿略V︑一枚の

町となったのである︒

畠でうねが五器も十町も長々と績い

これが大きな鋤を何本も引

てるるのが少くない︒
すき

十一642

︿略﹀︑めりくと音を立て

いて︑︿略﹀のそりくと歩き廻る

と︑︿略﹀︒

て根こぎにされてしまふ︒

十一648

いはれてみるやうに︑︿略﹀︒

十一658 ﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

十一678 ︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

すのに大切なものとなってみる︒

十一682 ︿略﹀︑今はガス燈や電燈が

かくして人は︑暗黒の世界

到る虜にかゴやき渡る時代となった︒

十一683

からだんく光明の世界へと︑みち

しかし火の利用法は︑決し

びかれて來たのである︒

無言の行に口をきくとい

てこれで完成したといふわけではあ

十一687

るまい︒

ふ事があるか︒

十一699園

十一708 ︿略﹀︑將來學問を以て身を

立てたいと︑一心に勉強してみた︒

か

も まぶち

あなたがよく會ひたいと

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

十一712囹

︿略﹀︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

十一715 ︿略﹀︑主人は愛想よく迎へ

ました︒

途中﹃︿略﹀︒﹄と︑御立寄り下さい

それが今は︿略﹀りっぱな 十一7110園 ︿略﹀︑さつき御出かけの

十勝の大平野がはるばると績いて︑

十一619

︿略﹀︒

十勝の大平野がはるばると績いて︑

十一618

うか豪壮といはうか︑︿略﹀︒

︿略﹀風景は︑雄大といは

うか豪壮といはうか︑︿略﹀︒

がう

十一616

くと草をはむ様や︑︿略﹀︒

十一605

びくとしてみる︒

十一601

園ともいふべきもので︑︿略﹀︒

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公

十一598

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十一597

叫んだ︒

く略V︑書師︿略﹀︑又別 十﹁582 ﹁あっ︒﹂と︑思はず人々が

問へば︑︿略﹀︒

ゴムの木といってみる︒

此の液の取れる木を普通に

て︑製造したものである︒

十一499 ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

れを告げて立去れりといふ︒

十一405 ︿略V︑一番早く伐るとして 十一492図
も︑︿略﹀︒

十一407 今年伐るはずのは︑おとう
さんの子供の時植ゑたのだといふが︑
︿略﹀︒

とおっしゃるが︑ほんたうにさうだ︒

十一4010おとうさんは︑よく﹁︿略﹀︒﹂ 十︸4910

十︻421圏団 しかし此の頃は︑蝕程 十一501 これには種類が多く︑一番
十一522

よいのはパラゴムといふのである︒

十一526

御快方に向はれ候とか︒

轄益するもよからんと署師も申居候

ゆわう

もんで︑天略﹀︒﹂と︑甲板からしき

ちやうど其の時︑﹁ふかだ

りに働ました︒

十一5510

く︒﹂といふ船長のけた＼ましい

がう

加硫法とは︑ゴムに硫黄を 十一616
︿略﹀エボナイトといふも
︿略﹀船員等は︑︿略﹀︑我
先にと海に飛込んだ︒

十一549

のもゴムから造る︒

十一542

まぜる事で︑︿略﹀︒

十一537

︿略﹀︒

組織といふ所から出るのであるから︑

十一439圓團 今少しく日もた＼ば︑

に付︑︿略﹀︒

十一456図 住持はく略V︑二日其の
書師に︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と い へ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一462図 或夜小僧︑住持の居間に
來りて︑﹁︿略﹀︒﹂とさ＼やさければ︑
︿略﹀︒

思ひて︑︿略﹀︒

十﹇464図 さまたげせんも心なしと

︿略﹀︑十日饒りにして︑

う か 〜 ふ に ︑ ︿ 略V︒

十一469図かくて次の夜は如何にと 十一558 ︿略﹀老砲手は︑急に氣を
十﹁472図

ふすまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

十一476図 夜明けて住持︑蜜師に向
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くともどって來た︒

十一731 宣長は力を落して︑すご

︿ 略 ﹀ と 頼 ん で おいた︒

十︸734 さうして新上屋の主人に︑

＋一747園私はかねぐ古事記を研
究したいと思ってをります︒

神を知りたいといふ希望から︑古事

十一751園 私も實は我が國の古代精
記 を 研 究 し よ う としたが︑︿略﹀︒

十一752園 私も︿略﹀︑古事記を研
究 し ょ う と し た が︑︿略﹀︒

今日は始めての遠泳だと思

いみじき樂と我は聞く︒

十一835

の號令と

僕はこれまで暦といふと︑

︿略﹀とばかり考へてるたので︑

十一902

︿略﹀︒

は種をまくといふ風にかひがひしく

働いてみた︒

彼の欲望は導く強くなり︑︿略﹀︒

よく

十一965 ︿略﹀︑知識を得たいといふ

︿略V︑父に黙して是非學校

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一967

も︑︿略V︒

十一968 ︿略﹀︑父は︿略﹀畠に出て

働いた方がよいといって︑なかく

僕はこれまで暦といふと︑

許してくれなかった︒

十一986 ︿略﹀︑本を讃みたいといふ

．︿略﹀︒

十一棚4

た︒

彼が他日大統領となり︑

行って事情を述べ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ

翌朝貸してくれた人の家に

心は少しも攣らなかった︒

﹃各地の氣候﹄といふ所

︿略Vを見るものとばかり考へてる

がある︒

十一913園

十一欄7
太陽暦は春分から春分ま
でを一回蹄年といって︑それを本と

十一928園

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一925園

それから太陰暦を奮暦︑

たので︑︿略﹀︒

十一904

へてみたので︑︿略﹀︒

いふやうな事を見るものとばかり考

今年は紀元何年であるか︑︿略Vと

空には眞夏の日がさらく 十一904 僕はこれまで暦といふと︑

ふと︑︿略﹀︒

十一837
やがて﹁進め︒﹂

とかゴやきわたってみる︒
十一糾1
共に︑︿略﹀︑順々に水の中へとはい
つて行く︒

︿略﹀︑三十人目一組は二列

になって︑順々に水の中へとはいつ

十一餌3

て行く︒

一所に船に上

竹島を越したと思ふと︑急
僕も︿略﹀︑

してこしらへたものだ︒

に季節の相反する事に候︒

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一929園太陽暦は春分から春分ま 十一欄8圏団 ︿略﹀︑唯をかしきは日
でを一回鋸年といって︑それを本と

そんな弱いことではだめ

してこしらへたものだ︒

檜葉書をたくさん小包にて送り申候︒

十一鵬10國団 此の手紙と心しよに︑

だ︒﹂と︑自ら働まして進んで二つ

十一957

ところが太陰暦は︿略﹀︑

ところが太陰暦はく略V︑
最後に父は﹁︿略﹀︒﹂と言
︿略﹀︑父が畠を打てば自分

葉をそへた︒

十一945

太陽暦とくひちがって來て︑︿略﹀︒

十一935園

通例十二箇月を一年証するが︑︿略﹀︒

十一934園

こしらへたもので︑︿略﹀︒

ちたりかけたりする攣化を本として

燃えあとは取片附けて

我が身をすてて報

起ちてぞ出でぬる︑草の

世をしづめんと︑

三軍進めし五丈

十一穐7図圃 ︿略﹀︑ 強敵ひしぎて

いほりを︒

いんと︑

こよなき知遇︑

りうび
十一川7総理 ︿略﹀︑ 劉備が三顧の
ぐう

畠とし︑︿略﹀︒

十一柵1圏国

世界の河の王といはれ居候︒

︿略﹀︑僕も思はず﹁萬 十一933園 ところが太陰暦は月のみ 十一悩8圏囲 アマゾン河は︿略﹀︑
歳︒﹂と叫んだ︒

十一876

と︑團扇を使ひながら言った︒

十一882父は空をながめて︑﹁︿略﹀︒﹂

すると弟が﹁︿略﹀︒﹂と言
︿略﹀︑日直を敷へてみよう

つて︑日敷を敷へてみようとした︒

十一885

とした︒

十一885

こ﹂に﹃八十八夜﹂とあ
りますが︑これは何ですか︒

十一899園

日を一年とし︑︿略﹀︒

波打際には大勢の人が 十一931囹 ︿略﹀︑便宜上三百六十五

た︒

十一862

らうかと思ったが︑︿略﹀︒

十一8510

に水が冷たくなった︒

十一852

が︑ふわりくと浮いてみる︒

十一7510園 たg注意しなければなら 十一別10 ︿略﹀︑︿略﹀大きなくらげ

︿略﹀︑師弟の關係は日一日

ないのは︑順序正しく進むといふこ
とです︒

十一768
と 親 密 の 度 を 加 へたが︑︿略﹀︒

十一772 有名な古事記傳といふ大著
述 は 此 の 研 究 の 結果で︑︿略﹀︒

みる物の中には︑︿略﹀︒

十一775 我々の普通に金銭といって

︿略﹀︒

千里寄せくる

︿略﹀︑﹁萬歳々々︒﹂と叫んでみる︒

十一776 これらを総べて貨幣といふ︒ 十一8610
十一7710 我々は殆ど貨幣・紙幣なく
して﹂日も生活することは出來ぬと
いってもよいくらゐである︒
︿略﹀︑更に貨幣の代りにな

る紙幣といふ物を案出した︒

十一796

浪を子守の歌と聞き︑

十一806図圃 生れて潮に浴して︑
︿略﹀︑

海の氣を 吸ひてわらべとなりにけ

十一808図團

り︒

十一813雷害 なぎさの松に吹く風を︑

と一と
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原頭︑︿略﹀︒

消えしかど︑

其の名はくちせず︑

十一麗9図工 ︿略﹀︑ はかなく露と
しょかつこうめい

諸葛孔明︒

十一榊2 一下自治の精神とは何であ

も此の門をあけてはならないと僕に
しかしジョージは依然とし

言ひつけました︒

十一伽7図鐵眼大いに喜び︑將に出
︿略﹀︑佛教を盛にせん

版に着手せんとす︒

十一仰3早雪

とするは︑ひつきやう人を救はんが

十一⁝⁝⁝10
て︑﹁︿略﹀︒﹂とくり返すばかりであ

︿略﹀︑︿略V宿志の果さ

つらく思ふに﹁︿略V︒﹂

爲なり︒

十﹁㎜3図

これ世に鐵眼版と稻せら

る＼も近きにあらんとす︒

十一伽3図

と︒

十一摺7図

つた︒

ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな

ジョージは︑かねてウェリ

人物であるといふ事を聞いてみたの

十﹁伽5

十一榊8 一般人民が府縣市町村會議

るか︒

員を学界するにも︑︿略﹀︑豊田の精
で︑︿略＞Q

ウェリントン公爵ともい

く略V︑

一切纒の廣く我が

る﹂ものにして︑︿略V︒

十︻欄4図

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

︿略﹀︑おとうさんの言ひ

つけに背けとおつしゃらうとは︑

ぎやうかい

福田行誠かつて十干の

おのが治むる國はいかに

ひろきをおのが心ともがな︒

よしもがな︒

十二35図翻
の夜の月︒

十二48図
﹁︿略﹀︒﹂と︒

おとらぬ國となす

す㌧きがはらの秋

大神の勅にいはく︑

七十五尺の大鳥居とは︑
十一一64図園

これなるべし︒

十二55図

傍なる人のいふやう︑

の見ゆるかな︑

はるみ＼と風のゆくへ

てて︑とつ國に

十二27書風よきを取りあしきを捨

空の

十ニー6図圃篇首すみわたりたる大

と︒

ふかな︑

十ニー4図圏古のふみ見るたびに思

事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一㎜8図

事なりとす︒

︿略﹀︑おとうさんの言ひ

僕は︑誰が託ても此の門

昨日橋本君と一しょに町は
こんなところで毎日働いて

何が出逸るであらうかと思

今より二百敷十年前︑
︿略﹀︑ちかって此のくは
りて資金をつのること数年︑︿略﹀︒

だてを成就せんと︑透く各地をめぐ

十一伽4図

︿略﹀鐵眼といふ僧ありき︒

てつげん

十一協2図

つてみると︑︿略﹀︒

十︻旧10

であらうと思った︒

みる人たちは︑どんなにつらいこと

十一槻6

つれのガラス工場を見に行った︒

十﹇捌6

言はれてるるのです︒

をあけてはならないとおとうさんに

十一伽10園

うしても考へられません︒

つけに背けとおつしゃらうとは︑ど

十一伽8園

︿略﹀︒

十﹁拠8園

はれるえらいお方が︑︿略﹀︒

十一伽7園

神を本としなければならない︒

十一佃2 農場主はせっかくよく出來
てるる変を︑たくさんの馬や犬にふ
みあらされてはたまらないと思って︑
︿略V︒

十一佃4園人が何と言っても決して
あけるな︒

十﹇柵6 農場主は︿略﹀︑そばに居
た 自 分 の 子 に ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけ
た︒

十一佃9 さうしてジョージに早くあ
けて通すやうにと言った︒
僕はおとうさんから︑誰

が來ても此の門をあけてはならない

十一⁝⁝⁝2圏

と言ひつけられてるるのです︒
と言ってどうしてもあけない︒

十一佃4するとジョ ー ジ は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

となぐるぞと言っておどしたり︑

十︻㎎5 騎馬の人たちは︑あけない

︿略﹀︒

十一柵6 騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言
つてすかしたりした︒

十一佃9園おとうさんは︑誰が來て

﹃︿略﹀︒﹂と︒

ことしろぬし

我が子事代品とはかり

て答へ申さん︒

十二67図園

み

ほのさき

十二69図此の時事代主命はすなど

こ﹂において大國主命︑

りのため美保崎といふ庭にありし

が︑︿略﹀

︿略﹀︑温きりぎね・火き

﹁︿略﹀︒﹂と申して恭しく管笛をたて

十二了5図

まつりぬ︒

りうすといふものあり︒

十二83図

十二89図此の社にては︑︿略V︑之

かの建御津命が大國主命

面罵の濱といふ庭なり︒

によりて火を作るといふ︒
いなさ

十二91図

と會見せられしは此庭なりといふ︒

十二91図

かの建御言命が大國主命

と會見せられしは此庭なりといふ︒

十二92図

下の生徒と思はれてるた︒

十ニー04 ︿略﹀︑先生にもむしろ中以

て叱られたことがあった︒

十島ー07 又父には﹁︿略﹀︒﹂といつ

の研究をしないだらうと不思議に思

十ニー11 ︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類

ふやうになったQ

ようと思って雪下へやった︒

十一一112 父はダーウィンを二者にし

博物學の研究が主となってしまった︒

十一一116 ︿略﹀︑何時の間にか好きな

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん

十ニー110 これも逃しては大証と︑い

だ︒
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しまった︒

十一一123

︿略 ﹀ ︑ 轟 は 得 た り と 逃 げ て

十ニー25 彼が︿略﹀意氣揚々と本丁
此の航海によって︿略﹀︑

を 出 議 し た の は ︑ ︿略﹀︒

落雪ー31
︿略﹀︑生物は︿略﹀︑下等

一生の方針がはっきりときまった︒
十ニー41

なものから高等なものへと進むもの
であるといふことを謹明した︒
さうして眠く動植物を研究

して︑︿略﹀といふことを謹明した︒

十一一141

十ニー45図世の出記事を速に知らん
とするは人情の常なり︒
︿略﹀︑こ＼に始めて我等

の生活に切實なる關係を有するもの

十一一153図

︿ 略 ﹀︑給圭里・窟眞等と共

とはなりぬ︒
十ニー74図

に之を印刷部に送る︒
けい
校正終れば紙型に取り︑

︿略﹀︑＝塁よく一分間に

更に之をもととして鉛版を造り︑

十二ー76図

︿略﹀︒

十一一187図

︿略﹀︑最後の最も新しき

四百五十枚を印刷すといふ︒
十ニー93図
ものを市内版とす ︒

︿略﹀︑嚢行地にて受取る

ものと他地方にて受取るものとは︑

十ニー95図

かん

記事に多少の相違あるを常とす︒
み

十ニー910 調子のよい蜜柑取歌が
︿略﹀︑何庭からともなくのどかに聞
えて來る︒

十二205 どれを見ても︑枝といふ枝

黒い程こい緑の葉の間から︑

にはく略﹀︒

十二209

其の︸つくが日の色にはえてくつ
︿略﹀︑さえたはさみの音が

きりと浮出てみるのが見える︒
十二217

昔は個人の利益を認むのが

ちょきんくと聞える︒
十二2310
彼等が町人といって賎しめ

商業であると思はれてるた︒
十一一243

︿略﹀此のやうな考を持つ

られたのも其の爲であらう︒

十二248

ロンドンは何と言っても

のは︑大きな誤といはねばならぬ︒

十二291団

︿略﹀︑さすがに世界の大

世界の大都會です︒
十二302団

博物館といはれるだけあると思ひま
した︒

︿略﹀︑さすがに世界の大

世界最美の街路といはれ

博物館といはれるだけあると思ひま

十二303国

した︒

十一一317団

てるるシャンゼリゼーの大通には︑
︿略﹀︒

十二328囲︿略﹀︑りつばな絶家・彫
刻の多いことは恐らく世界第一であ

山も森も村も皆僥野が原

らうと思ひました︒

十二339圏

︿略﹀︑又工場といふ工場

と攣ってゐます︒
十一一3410国

世界の公園といはれてゐ

には盛に黒煙が上ってゐました︒
十一一359囲

るスイスは︑︿略﹀︒

さうして其の夜はまんじり

きロつ

ベートーベンの﹁月光の

十一一468図然れども材の優良にして

のは此の曲である︒

曲﹂といって︑不朽の名器を博した

十二455

ともせず机に向って︑︿略V︒

十一一453

鍵にふれたと思ふと︑︿略V︒

けん

月のさえた冬の夜友人と二 十一一438 ︿略﹀︑やがて指がピヤノの
にいさん︑まあ何といふ

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十二373
十二381園

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑情ない

よい曲なんでせう︒
十二384

﹁そんなことをいったつて

やうにいってみるのは若い女の聲で
ある︒

十一一387

︿略﹀︑つがはく略﹀︑家

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

かしは又なら・くぬぎと

共に薪炭材として重要なるものなり︒

十二488図

屋の柱・土皇となすに宜し︒

﹁︿略﹀︒﹂とベートーベンが 十二476図

仕方がない︒︿略V︒﹂と兄の聲︒

いった︒

十二397

兄はむっつりとしてや﹂當
惑の髄である︒

わく

十二398

おいらせ
湖の水は東岸から奥入瀬川

︿略﹀︑いろくの物音︑い

かちくと氣ぜはしいのは

︿略﹀︑かったりくと大や

ねぢは︑これ等の道具や時

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀︒

十二541

うなのは柱時計である︒

十一一539

置時計で︑︿略﹀︒

十二538

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

ろいろの物の形がごたくと耳には

十一一5210

となって流れ出るのであるが︑︿略﹀︒

十二514

て第一とし︑︿略﹀︒

ベートーベンも我ながら饒 十二4810図杉は吉野杉・秋田杉を以

あなたは演奏會へ行って

りだしぬけだと思ったらしく︑︿略﹀

十一一399

十二402園

ベートーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と兄がいふ︒

みたいとかいふお話でしたね︒
十二408
十二4010

﹁いや︑これでたくさんで

といひさして︑ふと見ると︑︿略﹀︒

十二413

きやうだいは唯うっとりと

す︒﹂といひながら︑︿略﹀︒

十二419

折から燈がぱっと明るくな

して感に打たれてみる︒

十二421

十二551園

あ＼︑何といふ情ない身

ない者であらう︒

十二545園自分は何といふ小さい情

考へてるる中に︑︿略﹀︒

役に立つのであらう︑︿略﹀などと

折から燈が︿略﹀︑ゆら 十一一543 ねぢは︑︿略﹀︑あれは何の

つたと思ふと︑︿略﹀︒

十二421

三人は﹁どうかもう一

くと動いて消えてしまった︒

十二435

﹁それでは此の月の光を題

曲︒﹂としきりに頼んだ︒

十二437

に一曲︒﹂といって︑︿略﹀︒

と一と
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の上であらう︒

十一一553 不意にばたくと音がして︑
︿略﹀︒

十二556 ︿略﹀︑男の子はやがて仕事

皇の上の物をあれこれといちり始め
た︒

十二559男の子は指先でそれをつま
まうとしたが︑︿略﹀︒

十二606
漏足した︒

ねぢは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から

十二616図︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ

︿略﹀前者の國旗

るが如き下士の至誠を表すものとも
いふべきか︒

︿略﹀︑

と︑︿略﹀後者の國旗とを合して一

十二622図

旗となし︑︿略﹀︒

す︒

十二6210図

合はせと存じてをります︒

王は︿略﹀︑今や遅しと其

唯私は子としての務を蓋

の答を待受けてみる︒

十二683
十二6810園

くしたいと思ふばかりでございます︒

娘の答に失望した王は︑
コーデリヤはすごくと父

︿略﹀︑上略﹀︒﹂と言渡した︒

十二6910
十一一704

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂といってあたりを見

廻し︑︿略﹀

十一一764 其の後老王は︿略﹀野生を

︿略﹀まぐろは︑先づ垣網

安樂に送ったといふ︒

十二784

に驚き︑之に沿うて沖へ逃げようと

して身網の中へはいる︒

︿略﹀漁夫が︑えんやく

いったといふ合圖をすると︑︿略﹀︒

十二786 ︿略﹀︑まぐろの群が網には

︿略﹀︒

︿略﹀大まぐろがどたり

くと船中へ投込まれる光景は︑

十二797

と掛聲を掛けながらく略﹀︒

しかしフランス王は︿略﹀︑ 十二789

の許を去らなければならなかった︒
十二7010

本國にともなひ錦って約束の如く自
分の后とした︒

其の上王に百人の家來を五
十人に減ずるやうにといった︒

十二715

た︒

十二737

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十二742

十二749

︿略﹀二人の娘が︑平ひも

へ漕蹄って來る︒
からふと
十一一821図 樺太は大陸の地績なりや︑

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

く之を疑問としたりき︒

り︒

︿略﹀樺太の北端に近き

く略V︑山を越えて東海岸

に出でんとすれば︑︿略﹀︒

十二836図

ナニヲーといふ虜にたどり着きたり︒

十二834図

寒と戦ひ︑︿略﹀︒

き
十二833図︿略﹀︑風波をしのぎ︑飢

ひて從者となし︑︿略﹀︒

十二831図 ︿略﹀︑此虚にて土人を雇

といふ慮に渡り︑︿略﹀︒

十二8210図

しらぬし
先づ樺太の南端なる白主

田傳十郎と土ハに樺太の海岸を探検せ

それは父が姉たちの爲に 十二825弱く略V︑林下は︿略﹀︑松

やがて眠から畳めた王は︑

といひながら︑よ＼と泣きくつれた︒

コーデリヤは︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

お思ひになりさうなものだのに︑

御覧になったら︑姉上もお氣の毒と

ひげ
十二739園︿略﹀︑此の白い髪や髭を

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

コーデリヤは眠ってみる父

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

十二7210

揃ってこれ程の不孝者であらうとは︒

十二721

して︑︿略﹀︒

備が整ってみないといふのを口實に

此の三色は︑自由・平 十二718 ︿略V︑まだ父上を迎へる準 十二7910 ︿略﹀︑えつさくと陸の方
故に我等は︑自宗の國旗

︿略﹀︑年とともに老の氣短

王にはゴネリル・リガン︒
王は︿略﹀︑齢生を安樂に
︿略﹀︑王は娘たちを面前に
呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂と尋ねた︒

十二668

送らうと決心した︒

十二662

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十二657

さが加はつて︑︿略﹀︒

十二654

を尊重すると同時に︑︿略﹀︒

十二649図

等・博愛を表すものと稻せらる︒

十二633図

す︒

常に州の敷と一致せしむるを定めと

︿略﹀︑藍地中の星章は︑

十二5510 やっとつまんだと思ふと直 十二6210図 ︿略﹀︑藍地中の星章は︑
常に州の敷と一致せしむるを定めと
に落してしまった︒
十二566 時計師は﹁︿略﹀︒﹂といひ
ながら仕事皇の上 を 見 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二574 それでは自分のやうな小さ
な者でも役に立つことがあるのかし
︿略﹀︑若し見附からなかつ

らと︑夢中になっ て 喜 ん だ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二575

たらと︑それが又心配になって來た︒
と叫びたくてたま ら な い が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二577 ねぢは﹁此虜に居ます︒﹂

十二585 ︿略﹀女の子がそれを見附
けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫んだ︒

十二592 ︿略﹀︑小さなねぢ廻しでし
︿略﹀ ︑ ︿ 略 ﹀ 懐 中 時 計 が ︑

つかりとしめた︒

ゆ

十二594

忽ち愉快さうにかちくと音を立て
始めた︒

私も姉上と同じ心で︑

上を大事に致すのを此の上もない仕

十二6710園私は︿略﹀︑ひたすら父

︿略﹀︒

十二676園

父上を大事と存じます︒

十一一596 ねぢは︑自分が此岸に位置 十二671園私はもう何よりも︑︿略﹀

を占めたために︑此の時計全艦が再
び活動することが出來たのだと思ふ
と︑︿略﹀︒

﹁直り ま し た ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い

つて渡した︒

十二604
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十二837図 止むなく南方のノテトと
いふ庭に引返し︑︿略﹀︒

十二844図 たまくコー二が交易の
ため大陸に渡らんとするに際し︑
︿略﹀︒

と ひ そ か に 喜 び て︑︿略﹀︒

十二艇4図 く略V︑林藏は好機至れり

十二851図園 我若し彼の地にて死し
たりと聞かば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑裏罫はこれまでの

記録一切を取りまとめ︑之を芸者に

十二854図

土人等︿略﹀︑強ひて酒

渡していふやう︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︒

十一一868図

に至った︒

︿略﹀

マガダ國王は︑修行

︿略﹀マガダ國王は︑︿略﹀︑

を思ひ止らせようとして︑︿略﹀︒

十二936

十二937

彼は遂に﹁︿略﹀︒﹂と決心

自分の國をゆづらうとまで申し出た
が︑︿略﹀︒

十二942
さうして此庭で︿略﹀五人

して︑或静かな森へ行った︒
十一一943

の友と︑六年の間種々の苦行を試み
た︒

︿略﹀五人の友は︑繹迦が

全く修行を止めてしまったものと思

十一一9410

ひ︑︿略﹀︒

そめた︒

十一一959

せつ

彼は此の心境の尊さに敷日
︿略V︑やがて此の尊い心境

︿略﹀︑やがて此の尊い心境
ぬといふ慈悲の心が︑︿略V︒

を世界の人々と土ハにせずにはみられ

十二962

ぬといふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

を世界の人々と共にせずにはみられ

十二961

の昏夢うっとりとしてみたが︑︿略﹀︒

十二9510

つきりとまことの道を悟り得た︒

其の刹那︑彼は︿略﹀︑は

く略V︑樺太は大陸の一部＋一一958︿略﹀︑夜はほのぐと明け

を飲ましめんとす ︒
十一一8710図

にあらざること明白となりしのみな
らず︑︿略﹀︒

活を︑︿略﹀︒

十二883 法律は︑國家といふ共同生
十二905 一覧文化の程度は︑︿略﹀
に依って測ることが出登るといはれ
てるる︒

十二912 或時︑父王と共に城外に出
て︑︿略﹀︒

＋二917︿略﹀彼は・しみぐと自
分 の 身 の 上 に 思 ひ比べて︑︿略﹀︒

今や紅潮は︿略﹀國中から
︿略﹀︑中には彼をそねむあ
まり︑︿略﹀︑迫害を加へようとする

十二976

仰がれる身となったが︑︿略﹀︒

十一一975

座に弟子となった︒

ものさへも出て來た︒

︿略﹀︑なほつ窟れをまとひ

幾度か彼を害しようとした︒

さていろくと思案したあ

ものかと深く心をなやました︒

其のうちに謡言ふとなく︑

︿略﹀といふうはさが立つた︒

十一一欄10 其のうちに誰言ふとなく︑

︿略﹀といふうはさが立つた︒

十二欄9

く︒﹂とはやし立て︑︿略﹀︒

十二鵬5 子どもらはく略﹀︑﹁氣違よ

つて︿略﹀︒

を造ってやらうと︑神佛に堅くちか

十一一鵬1 ︿略﹀︑萬人の爲に安全な路

げく︑︿略﹀︒

十一一978殊にデーバダッタは︑︿略﹀︑ 十二価8

うゑ

十二983

飢と職ひつ＼︿略﹀︒

︿略﹀︑語らうと思ったこ

を行ひ蓋くし︑︿略﹀︒

十二988園私は行はうと思ったこと
十二988園

とを語り書くした︒

︿略﹀︑繹迦は泣悲しんでゐ
る人たちに︑﹁︿略﹀︒﹂と諭して静か

十二992

に眼を閉ぢた︒

︿略﹀︑︿略﹀三筋の路は︑

ぜんかい

僧は名を早昼といってもと
︿略﹀︑どうにか仕方はない

した︒

十一而8

一念こった不断の努力は恐

そこで人々は︿略﹀と相談

彼の初一念は年と共に益く

かねて此の希望をみたさ

る＼ものにして︑︿略﹀︒

十二備1図今日文明の利器と構せら

︿略﹀︒

んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

十二擢1図

ぼつくと出來て來た︒

十一一柵3 ︿略﹀︑仕事を助ける者が又

固く︑︿略﹀︒

十二佃7

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

十一一佃7 其の後は老僧と共に洞穴の

して︑其の方法をも取りきめた︒

十二鵬5

しいものであると思ひつくと︑︿略﹀︒

十二柳10

くびつてみた岩山の掘抜も︑︿略V︒

出目る氣つかひはないと見

十一一994図 ︿略﹀︑咲く花のにほふが 十二伽5 ︿略﹀︑穴はだんく奥行を
な ら
加へて︑既に連索間といふ深さに達
如しと誇りし奈良の都も︑︿略﹀︒
十二腿9図

北より敷へて古の一條・二條・三條
の大路の名残とす︒

︿略﹀︑南の方郡山の町の
東に羅城門の跡今も鈍れりといふ︒

十二鵬1図

げにや﹁めぐらせる青垣

山に︑こもれる大和うるはし︒﹂と

十一一鵬7図

愛すべく美しき山野は︑

歌ひしにそむかず︒
十一一鵬9図

愛すべく美しき山野は︑

更に太古以來の歴史と結び︿略﹀︒
十一一鵬9図

︿略﹀文學と結びて︑︿略V︒

十二価7

越後の人︑︿略﹀︒

十一一価5

百人あったか知れない︒

して水中に落ち︑命を失った者が幾

ひ
十一﹇921 ︿略﹀父王は︑彼に妃を迎 十一一9610 彼等は二念の教を聴いて即 十二悩7 ︿略﹀︑昔から之を渡らうと
へ︑︿略﹀︑國政にも與らせようとし
た︒

︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ立つ

へては︑︿略﹀︒

十一一927 こんな事を次から次へと考

十二9210

と一と
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才によらざるもの殆どなしといひて

十二価2図 ︿略﹀︑直接間接に彼の天
可なり︒

十二価5 ︿略﹀村崎工學博士の﹁電
氣の世の中﹂と題する講演があった︒

︿略﹀︑水力は無限といって

十二備5園 く略V︑水力は無限といつ
てよい︒

十二備6
よい︒﹂といって︑︿略﹀︒

十二柵6 一系最も理想的な燈火は
︿略﹀︒﹂といひ︑︿略﹀︒

十二佃2園 ︿略﹀︑今やそれが盛に利
用される機運となりました︒
く略V︑一度手紙を以て

御様子御忍ひ申上げたしとは存じな

十一一佃6近国

がら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑なれぬこととて

仕事に追はれ︑一日々々と延引致し︑

十二⁝⁝⁝7圓團

︿略﹀︒

たく︑危機は既に目前に迫ったので︑
︿略﹀︒

安芳は今日こそ最後の確答

を得ようと決心して︑︿略﹀︒

十一一伽5

安芳がはいって行かうとす

ると︑︿略﹀︒

十二伽9

一致國難に當る氣風を生じた︒

十二悩1萬世一系の皇室を中心とし
︿略﹀︑徒に此の小天地を理

て團結した國民は︑︿略﹀︒

十一一価4

︿略﹀︑徒に此の小天地を理

想郷と観じて︑．︿略﹀︒

十二価4

ラヌト︑

ハヤク

ハサミデ

一124圃

ヌト︑ ハサミ デ

キニナレ︒

ハサミキル︒

ハサミキル︒

ナ

一133圃ハヤクミガナレ︒ナラ

サルガミヅヲツケニイ

キマスト︑ハチガチクリトサシ

一183

一245

マシタ︒

ナサイマス︒

イサンヤオバアサンガシンパイ

ハヤクカヘラナイト︑オヂ

カゼガフクト︑コロコロ

想郷と観じて︑世界の大勢を知らぬ

コロガリマス︒

︿略﹀︑門を守ってみた兵士

國民とならしめた︒

十二枷3
等が﹁それ勝が來た︑勝が來た︒﹂

一392

他國の文明を消化して︑之
を巧みに自國のものとすることは︑

十二悩8

安芳は大音に﹁西郷はどこ

もはう
︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

一452 オバアサンガセンタクヲ
シテヰマスト︑オホキナモモガ
を事として來た観がある︒

ナガレテキマシタ︒

習︑性となっては︑遂に日

本人には濁創力がないであらうと自
らも輕んじ︑︿略﹀︒

︿略﹀日本人には搦創力が
ないであらうと自らも輕んじ︑︿略﹀︒

十二獅4

十ニー310︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

ウトシマスト︑︿略﹀︑ナカカラ

イヌヲケライニシテイ

オホキナヲトコノコガウマレマ

シタ︒

キマスト︑サルガキマシタ︒

一502

テツノモン

マタキリツケルト︑トビノ

ハ

オニガシマヘツイテミマ

ける討死を無上の名得としたのがそ

ニー22

ヲシメテ︑︿略﹀︒

スト︑オニドモ

一514

れである︒

ける討死を無上の名碁としたのがそ

十二柵1︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

我々は︿略﹀大國民たるに

れである︒

イテ︑ベンケイノナギナタヲウ

十二柵2

チオトシマシタ︒

ホエルト︑ロガアイテ︑

クハヘテヰタサカナハ︑川ノ

ニー54

ヰマス︒

カニモサカナヲクハへ二野ガ

ニー44シタヲミルト︑川ノナ

そむかぬりっぱな國民とならねばな

と昂ずると・

ハサミ

メヲダセ︑︿略V︒
ハサミデ

ハヤク

ト

らぬ︒

︵接助︶捌

キル︒

ダサヌト︑

一114圃

ひょっとすると

と

一463オバアサンガモモヲキラ

十二衙3

十二餅2

︿略﹀︒

とひしめきながら︑︿略﹀︒

十二旧6
︿略﹀︑うかくと兄弟垣

に居る︒﹂と叫んだ︒

十二協4園
にせめいでるたら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑日本全國にのしを

つけてどこぞの國へやってしまふや

十二⁝⁝⁝6園

︿略﹀︑食めんだうな筋合

うな事にならぬとは決して申されま
せぬ︒

十二伽6園

にならぬとも限りませぬ︒
拙者は︑︿略﹀︑さやうな

事になれかしとは毛頭考へませぬが︑

十二伽8園

され︑常に﹁︿略﹀︒﹂と仰せらる＼

十二伽4國團私のこと御心にかけ下

︿略﹀︑大勢は人力の如何

︿略﹀︒

︒

安芳は︿略﹀︑西郷と顔を
四周の海が天然の城壁とな
つて︑︿略﹀︒

十二燭5

見合はせてにっこり笑った︒

十二悩8

ともしやうのないもので

十二鵬9囹

由︑︿略﹀︒

十二梱1㈱国 ︿略﹀︑何事も忍耐が第
一とのかねての御 教 訓 に 從 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二捌7囲国 これも全く先生方のお
かげと深く感謝致居り候︒

十二梱9圓圏︿略﹀︑一日も早く一人
前の商人となりて︑︿略V︒

奏しようとする心掛けも出來て︑

十二梱9國団く略V︑一日目早く一人 十二罵10 ︿略﹀︑又々の誇を永久に持
前の商人となりて︑親に安心致させ

︿略﹀︑いざといへば︑墨糸

︿略﹀︒

十二偶10

たしと存じ居り候︒

十二伽7 しかし大勢は如何ともしが
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ワタクシガアヤシテアゲ

ナカヘオチテシマヒマシタ︒

二263
ルト︑ミヨチヤンハ︿略﹀︑ウマ
ウマトイヒマス︒

オ正月ガクルト︑オマ

ヘ ハイクツニナリマスカ︒

二325園

ヤツタノデ︑見ニイキマスト︑
︿略﹀︑ヒヨコガ︿略﹀︑ピヨピヨ

ヒヨコガナクト︑オヤド

トナイテヰマシタ︒

三8一
リハ︿略﹀︑ココココトイツテ
ヰマシタ︒

ベマス︒

三98

ヘクルト︑

お花はがくかうからかへ

つだひをします︒

ると︑︿略﹀︑おかあさんのおて

三122

ダテマス︒

．オヤドリハオコツテケヲサカ

ネコデモソバ

三93 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ

シタ︒

二363 アタルト︑モチハ白イト 三84 二三日タツト︑オヤドリ
リニナツテ︑パツトトンデイキ
ハヒヨコヲニハヘツレ出シマ
マシタ︒

二43一 ヨイオヂイサンガソコヲ

ヤタカラモノガタクサンデマシ

ボツテミマスト︑︿略﹀︑オカネ
タ︒

二 4 6 ー ソ ノウスデ米ヲツキマ
スト︑ウスノ中カラ︑マタオ
カネヤタカラモノガデマシタ︒

ハヒヲマキマスト︑カレ

木二花ガサイテ︑︿略﹀︒

二496

三212

二人がむちゅうになって

三402 ある日はまを通ると︑
子どもが大ぜいでかめをつか

かへってみて︑︿略﹀︒

ト︑ウマク出來テヰテ︑︿略﹀︒

三685

︿略﹀︑センヲヌイテ見ル

ノ上マデトドキマス︒

︿略﹀︑うらしまが舟にの 三674 ︿略﹀︑高ク上ゲルト︑ヤネ

まへて︑おもちゃにしてるます︒

三413

ってつりをしてゐますと︑大
きなかめが出てきて︑﹁︿略﹀︒﹂

ト︑キレガトレテヰマシタ︒

三758ソノ時カウモリガケダモ

トイツテ︑ナカマへ入レテクレ

ノノ方へ行キマスト︑﹁︿略﹀︒﹂

といひました︒

海の 中へはいっていって︑

ます︒

三792 時時すずしい風が吹いて
來ると︑︿略﹀くつわ虫がなき

した︒

三776 夕はんがすむと︑うちの
ものはみんなえんがはへ出ま

マセン︒

﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑アヒテニシ

三763又鳥ノ方へ行キマスト︑

マセン︒

三422うらしまがよろこんでカ
めに のると︑かめはだんだん
︿略﹀︒

三456
うちへかへってみると︑
おどろきました︑︿略﹀︒

三465あけると︑箱の中から
白いけむりがぱっと出て︑︿略﹀︒

三474 東ヘムイテリヤウ手ヲ
ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ
南デ︑左ノ手ノ方が北デス︒
ハ一目二見エマス︒

三484ソコへ上ルト︑私ノ村

しだれやなぎ

の

えだ

へ︑かへる

三673池ノ水デタメシテミル

トンデ行キマシタ︒

出シマスト︑﹁ジノーツ﹂トナイテ︑

そばへよって見ますと︑

かつてゐました︒

︿略﹀きれいな着物でした︒

三843

三902 れふしが見とれてゐます
と︑天人はまひながら松原の

まひはじめました︒

三847 ︿略V︑持ってかへらうと
がとびつかうとしてゐます︒
三217 二人がびっくりして見て
三587 スコシタツテカラ又來テ しますと︑︿略﹀美しい女が來
ゐますと︑それは小二郎のう
ました︒
見マスト︑モウリツパニセミ
ちのいぬでした︒
三895 れふしがはごろもをかへ
三236 小二郎がうちへかへって ニナツテヰマス︒
みますと︑犬はもうとっくに
三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ しますと︑天人はそれを着て︑

てくるものがあります︒

とってゐますと︑︿略﹀かけ上つ

三553 ︿略﹀たうふうがにはへ
出て︑池のはたを通りますと︑

三125 あかちゃんがなき出すと︑ 三538兄が﹁おまへ︑何をかぞ 三841 どこからかよいにほひ
二餌2 ナニカキカレマスト︑コ
ノロデハツキリコタヘマス︒
がして來ますので︑見上げます
へてみるのだ︒﹂とたつねます
すぐそばへよって︑︿略﹀︑子も
と︑弟﹁星をかぞへてゐます︒﹂
りうたをうたひます︒
と︑松の木に美しい物がか
二664 オや牛ヲソトへ出スト︑
子牛モツイテイキマス︒

オカアサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

三33 トヲアケルト︑ムカフノ
ソラガウスアカクナツテヰマ
ス︒

キキマスト︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト オ ツ シ ヤ

三65

イマシタ︒

マス︒

三 6 6 園 二 十日バカリタツト出

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

三73アルアサ︑オカアサンガ

と一と
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上をだんだん高く上って︑︿略﹀︒

うちへかへって︑父にこ

か﹂と口まねをします︒

四318

四691 ︿略﹀︑私がかごの戸を
明けますと︑山がらはとび出し
て︑︿略﹀とんで行ってしまひま

四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ
した︒

れますと︑みことはく略﹀︑大蛇を

ずたずたにお切りになりました︒

ふしぎに思って︑尾をさいて

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

五123

學校からかへって見ると︑廣

かへりみちに︑はなれ馬がと

油汗に居てもしんぽいでしたが︑か

の友だちのやうになりました︒

いつも

ある時︑出雲の國のひの川の

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

五78
はし

はたをお通りになりますと︑川上か

みことはく略V︑だんだん山

ら箸が流れて來ました︒

五84

おくへおはいりになりますと︑おち

いさんとおばあさんが︑︿略V泣い
てるました︒

﹁なぜ泣くか︒﹂とおたつねに
なりますと︑おちいさんが︑﹁︿略V︒﹂

五88

酒が出自ると︑みことはそれ

飲みほして︑大蛇がよひつぶ

を八つのをけに入れさせて︑︿略V︒

五108
五115

さをの先の矢車ががらがらと

其の尾を下して來て︑さをに

店の中へはいって見ますと︑

五351 ﹁︿略﹀︒﹂と︑とこの中からお

カルクミヲ目切シテ︑︿略﹀︒

來テ︑物ニツキアタルカト思フト︑

五261 ︿略﹀︑ツブテノヤウニトンデ

たちにさしづをしてゐます︒

番頭さんたちは︑︿略﹀︑小ぞうさん

五244

ませて︑をどり上ります︒

着けるかと思ふと︑又はらをふくら

五217

ぶん風をのんで︑︿略﹀︒

鳴ると︑鯉が大きな口で︑思ふぞん

五212

お弓の先にとまった︒

金色の鶏が一羽とんで斯て︑天皇の

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑

五188浮嚢の時一天にはかにかき曇

︿略﹀︒

へって來ると︑もうよくなってみて︑

五153 ぼちが昨日から病氣で︑︿略﹀︑

した︒

の上をふいてみると︑先生が知らな

大手を廣げてとめて下さいました︒

思ってゐますと︑よそのをぢさんが

んで來ましたので︑どうしょうかと

五145

田君からゑはがきが來てるました︒

五132

︿略V︑今でも山がらのこ． り出ました︒

四953 ふみこんで見ると︑くどう
はよくね入って居ます︒

ないことはありません︒

て居るだらうか︑︿略﹀と思は

ゑをきくと︑まだあれが生き

四697

のことを話しますと︑父は

つけると︑はねかへるでせう︒

四326園ごむまりをかべになげ

をしへました︒

﹁それは山びこです︒︿略﹀︒﹂と

へ出テ見

家国モコクキが出シテアリマ
アル日量マベ

シタ︒

四125
ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑
﹁︿略﹀︒﹂トイ ヒ マ シ タ ︒

四162

目が見エナクナルノデ︑︿略﹀︒

四378 フクロフが鳴クト︑其ノ
明クル日ハ天氣ガヨイカラ︑
︿略﹀︒

五37

︿略﹀︑﹁はい﹂と答へますと︑

い生徒を一人つれてお出でになりま

四356其ノ中二夜が明ケルト︑ 五31 四月四日の朝︑二番で僕が机

ニ︑︿略﹀︒

ワニザメハソレヲキク 四348 夜ニナルト︑ホカノ鳥
ハ大ガイ目が見エナクナルノ

ト︑タイソウオ コ ツ テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

四172 ワケヲ申シ上ゲマスト︑
﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘニナリマシ
タ︒

白ウサギガソノ通りニ

シマスト︑カラダハ スツカリモ

四203
トノヤゥニナホリマシタ︒

一びき

風が吹クト︑カンナクヅ

︿略﹀目をひらいて見る
て見えます︒

と︑今度は扇が少しおちつい

四662

とがさだまりません︒

四657 弓をとりなほして︑向ふ
を見わたすと︑舟がゆれて︑ま

ガ小屋中マツテアルキマス︒

四604

クヅガ︿略﹀スベリオチマス︒

四602 ヨクキレルカンナガスウ
ツト板ノ上ヲ通ルト︑カンナ

とび出しました︒

のけると︑子ねずみが

四423だい所でいろいろな物を 五63ある日︑僕がうんどう場へ出

お手玉が出ました︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒
四235 ︿略﹀︑大きなこゑで︑﹁お 四416 たんすをうこかすと︑其
五51 ︿略﹀︑二三日たつと︑前から
のうしろから物さしと花子の

ばあさん︑今日は︒﹂といふと︑

ふりかへって︑︿略﹀︒

四252 おばあさんが﹁ほうほう﹂

といっておおひになりますと︑
にはとりよりさきに︑すずめが
くらのやねへにげて行きます︒
ますと︑向ふの方で︑﹁ぼちぽ

四304 ︿略V︑﹁ぼちぼち﹂とよび

︿略﹀︑﹁おうい﹂とよぶと︑

ち﹂と口まねをするものがあ
ります︒

四308

﹁ お う い ﹂ と い ひ︑︿略﹀︒

四311 ︿略﹀︑﹁だれだ﹂といふと︑
﹁だれだ﹂と答へます︒

といひますと︑又向ふで︑﹁ば

四312 正太郎がおこって︑﹁ばか﹂
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き ﹂ す る と ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

たので︑はね起きました︒

五354 遠足のしたくをして學校へ行
くと︑もう級のものが大分託てみて︑
︿略﹀︒

ゐます︒

五544

なめてみると︑酒のあちがい
村ざかひの峠へ上りますと︑

たします︒

五633
︿略﹀︑此の村の名を言ふと︑

もう町が目の下に見えます︒
五684

﹁あ＼あの貧乏村か︒﹂と言はれた

五358 平尾山のすそへ行くと︑わら
びやぜんまいが︑すっかり葉になつ
よし

ものださうだ︒

きつね

八幡太郎義家が︿略﹀黒い野

まん

てるました︒

五795

原を通りますと︑狐が一匹とんで出

五366 大道へ出て︑となり村の入ロ
へ行くと︑道ばたの立石にさるが三

五935

おめでたい事やたのしさうな

事が書いてありますと︑私もうれし
︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

いと思ひますが︑︿略﹀︒

五937

事が書いてありますと︑もらひ泣き
をいたします︒

二人の者が山の中を通ると︑
熊が出て來ました︒

くま

五977

汽車の爽着時刻が近づくと︑
自動車・馬車・人力車がいくだいと

五槌3

なく︑入口・出口によって來ます︒

かけよって見て︑宗任が 六22 おちいさんがく略﹀もみをか

ました︒

へしていらっしゃると︑卵買が來て︑

五807

匹ほってありまし た ︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑義家が﹁︿略＞Q﹂

︿略﹀︒

五384 此所を出て︑となり村の學校
の前へ行くと︑先生が︿略﹀︑學校
と言ひました︒

私がたんぼへお湯を持って行

へおよりになりました︒

さて宗任がかりまたをぬき取 六37

つてくると︑おちいさんがく略﹀︑

五815

﹁もうお書かな︒﹂とおっしゃいまし

︿略﹀︑べんたうをたべてみる
こづかひ

つて︑皇家にかへしますと︑下家は

た︒

五402

と︑さっきの學校の小使さんが褻

せ中をくるりとむけて︑うつぼへ

︿略﹀ぐみを一枝折ると︑﹁そ

ゆを持って建て下さいました︒

六145

んな大きな枝を︒﹂と︑にいさんに

おとうさんにうかゴひます
と︑叔母さんの町に大水が出たさう

注意されました︒

もやみますと︑急に川水の音がこう

木びきの力藏さんがうたをうたひな
にいさんがく略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

とたつねますと︑︿略﹀︑栗林の下の

六176

がら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑二階のまどからのぞ

いて見ますと︑水が表の通をさっと

五861圏

くと聞えて來て︑︿略V︒

五854団夜明け方になって︑雨も風 六163 だんく上って行くと︑︿略﹀

です︒

五831囲

さ﹂せました︒

五421 お着きになりますと︑間もな
くたけるが新しい 家 を 造 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五427 大ぜいの女どもにまじってい
らっしやいますと︑たけるは尊を見
︿略﹀ ︑ 少 し で も お く れ る と ︑

つけて︑自分のそばへ呼びました︒
五475

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を
か け は じ め ま す から︑︿略﹀︒

五518 低クテ廣イ二八タマルト︑池

くぼ地を教へてくれました︒

六332

ぼしだ︒

六206園

ゴ

フク

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ

これが五日もつゴくと︑ひ

なしめちが列を作って出てゐました︒

︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來 六183 行って見ますと︑︿略﹀︑小さ

洗ひました︒

もし間に合はないと︑向ふへ
大そうおくれて着くからです︒

五928

ると︑私は氣がもめてたまりません︒

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

︿略﹀︑高イ所二行キアタルト︑ 五927

ノ ヤ ウ ニ ナ リ ︑ ︿略V︒

五521

其所ヲヨケテ流レマス︒

五543 すると酒のにほひがしますの
で︑ふしぎに思って︑見まはします
と︑石の中から酒ににた物がわいて

停車場近クニナルト︑急二人

ガ表ヲハイテヰタ︒

六337

停車場デキツプヲ買ツテヰル

通が多クナツタ︒

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク

六345

カケテ來タ︒

陸へ上った時︑家來が﹁たと

ひ金銀で作った弓でも︑御命には代

六373

纒は笑って︑﹁いやく︑弓が惜し

へられませぬ︒﹂と申しますと︑義

かったのではない︒

六412国︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

朝︑雷が目をさまして見ると︑

舎のあめ場所もちがふので︑︿略﹀︒

六個6

宿の者にきくと︑﹁もうとう

月と日が居りません︒

にお立ちになりました︒﹂と言ひま

六親7

す︒

キレイナ水ガサうく流レテ︑

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑頭

六467

︿略﹀︑産ンデシマフト︑其ノ

ヤ尾デ穴ヲ掘ツテ︑其ノ中へ卵ヲ産

ム︒

六472

四五年モタツト︑大キクナツ

上二藍や小石ヲカブセル︒

テ︑︿略V︒

六478

之を聞くと︑頼朝のかほの色

はさっとかはりました︒

六545

何の氣もなくあたりをながめて居り

六593 或日のこと︑封じゆがく略﹀︑

と申しました︒

ますと︑下仕の女が來て︑﹁︿略﹀︒﹂

と一と
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わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

と答へました︒

六596

ちらさがしますと︑︿略﹀︑石のらう

六611 月の光にすかして︑あちらこ
がありました︒

六617 萬じゅがかけよって︑らうの

とびらに手をかけますと︑﹁たれ
か︒﹂と︑らうの 中 か ら 申 し ま し た ︒

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

六671 或物持の所へ行くと︑下男が
まだ使へる小縄を捨てたと言って︑
主人がひどくしかってみた︒

義掲金のことをいひ出すと︑﹁それ

六678 さて主人に火事の話をして︑
はお氣の毒だ︒﹂と言って︑たくさ
ん 金 を 出 し た 上 に︑︿略﹀︒

と︑川原が遠く北 に つ ゴ い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六732 又三條の大橋から川上を見る
六874 象が大きな桶を鼻で頭の上へ
まき上げると︑乗ってみた象つかひ
は桶の中へはいってしゃがんだ︒

六876 象がそれを下して來て地に置
くと︑象つかひがぬっと桶の中で立
上った︒

どさりくと歩きます︒﹂といふと︑

六886 象つかひが﹁此の太い足で︑

長い鼻をぶらくさせて歩き出した︒

︿略﹀︑賊が城の門まで攻上る

腹の下へねころんだ︒
六915

と︑城のやぐらから大きな石を投落
番兵がゆだんをしてみると︑

して︑︿略﹀︒

六932
城兵が切りこんで断て︑︿略﹀︒

賊が之を聞いて︑くやしがつ

て攻めよせると︑正成は高いがけの

六938
上から大木を落させた︒

賊が四方から之を目がけてお

しょせると︑城から大石を四五十︑

六952

賊が千早城一つを持齢してゐ

一度に落したので︑︿略＞Q

六972

ると︑方々で官軍が賊のひやうらう

池のはたへ行って見ると︑し

道をふさいだので︑︿略﹀︒

六川3

一つ取って行って見せ

やうぶが小指程に芽を出してゐまし
た︒

︿略﹀︑

ようと思って︑手を出すと︑﹁︿略﹀︒﹂

六⁝川6

︿略﹀垣根の方へ行くと︑し

といふねえさんの聲がしました︒

六槌7

川口近くになると︑潮干狩の

やくやくが赤い芽を出してゐました︒

七99

小さい熊手で砂をかくと︑お

くまで

舟がいくそうもよって來た︒

七119

たのは知らない人であった︒

て︑つかんで見せると︑ふりかへっ

ま

てがひ

︿略﹀︑大きな蛤や馬刀貝でも

取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

七139

︿略﹀︑賊のぞなへを見渡しま

すと︑北の山手には木戸を立てて︑

七193

此の時義貞が方々へ火をかけ

敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七223

させますと︑濱風が之をあふり立て

それを通りぬけて四五町上る

たからたまりません︒

七231

八寸・九寸などといふのは︑

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

七276

き

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑
と

五尺あると︑十寸といふ︒

七278 我が國の馬は西洋諸國の馬に
たいかく
くらべると︑せいも低く︑膿格もお
御用船を見つけると︑﹁︿略﹀︒﹂

とってみたが︑︿略﹀︒
七417

とさけんだ︒

ある時謙信が山の手に陣を取
つてみると︑信玄は兵を二手に分け

七436

武田方が之を見て︑聲をあげ

て︑はさみうちにしようとした︒

七481

て喜ぶと︑與五左衛門は忽ちはねか

セイが高ク︑目ガスルドクテ︑

へして︑彦六を組みしき︑︿略V︒

七495

発ついかりをあげて港を出

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ
ガ︑︿略﹀︒

急に暴風雨が遷ると︑山の

ない形の家が並んで立ってるます︒

七568園

こんな時には︑悪くすると

やうな波が立って︑︿略﹀︒

七574園

又海岸には所々に燈皇があ

淺瀬へ乗上げたり︑︿略﹀︒

りますから︑それを見ると︑あれは

七591園

何所だといふことが分ります︒

く略V︑﹁それ︑川が渡れ

る︒﹂といふことになりますと︑我

七627園

もくと先をあらそって渡りました︒

かは

さいふ

七648 ︿略﹀︑先程渡賃をあらそった

所へ行って見ますと︑革の財布が落

ちてるました︒

︿略﹀︒

七649 取上げると干そうおもくて︑．

三四里行って︑大きな峠へ．

か＼りますと︑上から︿略﹀︑かけ

七659

下りて來る者があります︒

七731園 ︿略﹀︑どうかすると︑其の

日のくらしにこまるやうなこともあ

りますが︑︿略﹀︒

れといひますと︑年よりはちよつと

七745 ︿略﹀︑どうかお禮を受けてく

ふりかへりましたが︑︿略﹀︒

七767 ︿略﹀︑﹁誰か居るか︒﹂と呼ぶ

或大雪の朝︑︿略﹀︑﹁誰か居

と︑いつも藤吉郎が眞先に出て來た︒

七771

るか︒﹂と呼ぶと︑やはり藤吉郎が

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

七845 ︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

て行きますと︑港に立並んでみる人

外國の港に着くと︑見なれ

出て來た︒

七558囹

す︒

家は︑だんく小さくなって行きま

淺い水たまりを歩くと足のう 七537囹

もしろいやうにあさりが出た︒

七123

らがぬるりとした︒

腹の下でお書ねをなさると申しま

六897 ︿略V︑お子どもしゅうは此の 七129 ﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言つ
す︒﹂といふと︑今の子どもが象の
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七887 こまってゐますと︑﹁では水

胆略﹀︒﹂と︑おとうさんは朝

を一ぱい下さい︒﹂と兵士が言ひま
した︒

七927

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし
やった︒

七931 それが︑朝飯がすむと間もな
﹁︿略V︒ ﹂ と 清 正 が い ひ ま す と ︑

く︑稻の葉がさわくし出した︒
卑湿9

齪雑に書くと見誤ります

秀吉はうなづきました︒

八
七七七
1ま112112112

て小勢の方が勝つた︒

くやし泣きに泣くと︑そばに

居た松平正綱が﹁︿略﹀︒﹂といって

まさつな

八151
なぐさめると︑︿略﹀︒

まさつな
︿略﹀︑そばに居た松平正綱が

いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

八784囹今日までに納めないと︑役

ります︒

場によけいな手敷をかけることにな

落ちる時の勢が加はると︑長

ますと︑越前守は聲をかけて︑﹁こ

目をさまして見ると︑ふろし 八824

れ女︑其の手を放せ︒

八392

信吉は︿略﹀あいさつをすま

い間には︑思ひの外の事をする︒

しばらくして︑其の中のおも 八837

きつつみがありません︒

八426

すと︑﹁奥様︑あのとよは︒﹂と︑さ

﹁︿略﹀︒﹂といってなぐさめると︑頼

八155

立つた者が出て︑いろくおわびを

八鵬8

學校へ行って案内をこふと︑

おとよは信吉の顔を見ると︑

信吉はく略V︑今度は先生に

かうして二三日たちますと︑

にした︒

らうか
といって︑先生を廊下でをがむやう

八941 信吉は教室を出ると︑﹁︿略﹀︒﹂

おとよに︑低い聲できかれた︒

向って︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑先生は

八879

きついて泣いた︒

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

八863

小使が出て來た︒

八854

と息をついて︑︿略﹀︒

でるるよ︒﹂といふと︑信吉はほっ

母が﹁とよちゃんかね︒丈夫

宣は顔色をかへて︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

サウシテ何力地上ニエモノヲ
嚢見スルト︑スウツト下りテ來テ︑

八493

︿略﹀︒

はね起きて見ると︑︿略﹀せ
いろうからは︑盛にゆげが上ってゐ

八508

た︒

﹁お早う︒﹂といふと︑﹁よく
目がさめたね︒︿略﹀︒﹂と︑にいさ

八519

つき上ると︑おばあさんが

んがいった︒

八524

︿略﹀︑おかあさんの所へ持っていら
つしゃつた︒

八842

も心配さうにたつねた︒

をかぶって︑赤い着物を着た人が來

ざいました︒

此の時太郎が︑炭はどうして
焼くのかときくと︑其の男はていね

八299

其の時にいさんが﹁私にもつ

耳は鳴り︑目は暗み︑︿略﹀︑からだ

かせてみて下さい︒﹂といひ出すと︑

八536

おちいさんが﹁とてもまだ︒﹂とお

さうして教へられた場所へ行

いに教へてくれた︒

つて見ますと︑望の赤子は居ません

マッチの製造所へ行って見る

分業で造ると︑其の出來がよ

分業で仕事をする時︑誰か一

人の手ぎはが悪いと︑全艦の出刃ま

八鵬8

多くて︑︿略﹀︒

いばかりでなく︑出元高がたいそう

八塒8

と︑職工が大勢居って︑︿略﹀︒

八悩7

に全く力がなくなりました︒
︿略﹀︑錦って來ると︑翌日

八756︿略﹀︑人々がかはるぐ立つ

で學問をしてゐます︒

本人の立てた學校へ行って︑日本語

八683団

つしゃつたが︑︿略﹀︒

幾年かの後︑里子を返しても

︿略﹀︑子どもがいたがって︑

て︑コロンブスの成功を祝しますと︑

しました︒

一人の男が﹁︿略﹀︒﹂といって冷笑

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と

わっと泣出しますと︑空母の方は驚

八377

いて手を放しました︒

八373

おぼえがないといって返しません︒

らはうとすると︑先方はあつかった

八357

でしたが︑︿略﹀︒

八343

命じました︒

致しますと︑越前守は﹁︿略﹀︒﹂と
ひでたピ

將軍秀忠が刀を取って出て見

た︒

八172

︿略V︑四年目になると︑﹁も

ると︑長四郎であった︒

う︑どうしても待ってるられませ

八243

小さいと假名と間違ひます

翌日蕃人どもが︑役所の近く

ん︒﹂といって來ました︒

八252

ました︒

に集ってゐますと︑果して赤い帽子

つたったが︑松の木にからまってを

よく僕のすることを見てみる︒
のりと

八144 間もなく合戦が始ると︑果し

をたつねると︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

八139 家來があやしんで︑其のわけ

て︑それがすむと︑﹁支度﹂といふ
だいこ
あひつの一番太鼓を鳴らした︒

八76 神主は先づ神前で祝詞を上げ

めると︑二匹とも︿略﹀︑ぎやうぎ

八51 僕が︿略﹀︑おさらひをはじ

くとなめる︒

喜んで僕の手にとびついて︑ぺろ

八47 僕が︿略﹀頭をなでてやると︑

りしてじゃれてみ る ︒

さな犬ころが二匹︑上になり下にな

八38しやうじを明けて見ると︑小 八257 見ると︑それは呉鳳の首でご

り︑︿略﹀︒

林の中へはいると︑眞赤にな

判りにくいと配達がてまどり

5す図図図

と一と

36

でも悪くなる︒

九82團 ︿略﹀︑波の静かな所でふな

ばたからのぞいて見ると︑美しい海
底のありさまが手に取るやうによく
見えます︒

九158 多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

保護色 ヲ モ ツ テ ヰ ル ト ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ
クQ
九161

容易二他ノ動物二見ツケラレナイ︒

九175 北國二住ム野ウサギや高山ノ
上二居ル雷鳥ハ︑︿略﹀︑冬ニナツテ
雪が降りツモルト︑眞白ニナル︒

九187 桑ノ木二居ルエダシヤクトリ
ハ︑︿略﹀︑膿 ノ 後 ノ 端 ヲ 木 ニ ツ ケ テ ︑

艦ヲナ・メニツキ出スト︑形が桑ノ
小枝二寸分違ハナイ︒

九195 又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

九337

︿略﹀︑僕の姿を見ると︑太い

尾をちらりと見せて︑急にまた穴に
︿略﹀︑ひたひの汗をふいてゐ

かくれてしまった︒

九344

ると︑︿略﹀︑若葉のにほひがひし
︿略﹀︑あの清水の所まで行

くと身にせまって寄る︒
九349園
くと︑石井君のうちが見えるはずだ︒

が︑︿略﹀面白いやうに飛散る︒

︿略﹀︑穂が残らず落ちてしま

ふと︑束をむしろの向ふにぽいと投

九574

あみ笠をかぶった父がふり向

げて︑︿略﹀︒

九579

︿略﹀女たちがよい聲で歌を

くと︑母もすげ笠をそちらへ向けて︑
︿略﹀︒

九597

うたふと︑へうきんな五平ちいさん
が︑時時へんな掛聲をして皆を笑は

やうやく清水まで來て︑︿略﹀

せる︒

九354
二三ばいつゴけ様に飲んでみると︑

九633

ける︒

目がさめると︑もう夜が明け

竿に軍艦旗があげられる︒

﹁︿略﹀︒﹂と聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂

てるて︑︿略﹀︒

九693

九696

︿略﹀また北上川を見たが︑

とおっしゃった︒

此所まで凝ると川幅がかなりせまく

九735

汽車が盛岡を出て少し進むと︑

なってみる︒

遠く左に見えるかくかうのよい山を

九737

指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

九749 ︿略﹀幾つかのトンネルを
くゴると︑飼い原野がだんくに開

帰塁近くになると︑汽車が海

けて測る︒

叔父さんのお話によると︑此

氣がしないね︒

じゅ

ると︑そんなに遠い所に干たやうな

九7610園 ︿略﹀︑かうたやすく來てみ

所は名高い温泉場で︑︿略﹀︒

九763

岸を走るので︑︿略﹀︒

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑ 九759

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

當直將校が元氣のよい聲で號令をか

九621

はれて來る︒

軍艦の百事な姿が︑だんくにあら

九608東の空が明るくなると︑︿略﹀

大きな青大將が︑︿略﹀︑のろのろと

それをじっと見送ってみると︑

草の中にかくれて行く︒

九357

ご
それがすむとやがて夏翼

頭を上げてみると︑それは石

﹁︿略﹀︒﹂と︑聲をかけた者がある︒

九359
井君であった︒

の上りだ︒

九4810団囹

毎朝起きると先づ夜旦ハをかたづけ︑

雨戸をくるのとかはりはないが︑

僕は今日下校から錦るとすぐ︑

︿略﹀︑精米會社へお使に行って來ま

︿略V︒

九499

二止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

した︒

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝
ツテヰルヤウニ見エル︒

ひ曳き渡ると︑はだしのままの水兵

しゃつた︒

生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

︿略Vラッパが一きは高く九774 五時間目の授業がすむと︑先
とうさんに﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑お

が後甲板にはせ集って︑ずらりと整

九202此ノ轟ハ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテ 九509 お返事をお渡しした後で︑お 九643
ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑

列する︒

やはらかい黒い土がむくく

とうさんは﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

ふと氣がつくと︑校長先生と

盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒

九791
て︑︿略﹀︒

下士官が︑︿略﹀海水を︑桶

山田先生が︑︿略﹀僕等の仕事を見

九801

ていらっしやった︒

極星の位置を知らせてくれるのだ︒

いふ一群の星があって︑何時でも北

と
甲板洗がすむと︑﹁総員顔洗 九873囹何かといふと︑北斗七星と

九668．午前八時になると︑艦尾の旗

へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の令が下る︒

九657

すりながら頭を並べて進んで行く︒

を持つた敷十人の水兵が︑甲板をこ

に汲んではどんく流すと︑ブラシ

さて商責を始めると︑︿略﹀︑ 九654
店はだんだん繁昌して︑︿略﹀︒

九523園

︿略﹀︒

九213 動物ノ形や色デモ︑注意シテ

調べテミルト︑コノヤゥニイロく
フシギナ事ガアル︒

くうれしい氣がしました︒

九285 信淵は︿略﹀︑形ばかりの葬 九561 僕は今日其のえらい社長さん
に二って來たのだと思ふと︑何とな
式をすますと︑間もなく江戸へ出て︑
︿略﹀︒

きつけると︑華の先についてみる穗

九3110 だらく坂を登りきると︑道 九572 ︿略﹀︑打垂にぱたくとた㌧
は低いみねつたひになる︒
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︿略﹀︑其の線を︑ひしゃく

分ぐらみしか働きませんでした︒

十144園皆さんの前に立つと︑其の

九881園

の口の向いてみる方へのばして行く

だんく市場に近づくと︑

頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

︿略﹀︒

それを見ると︑︿略﹀と︑

子馬が一頭つつ中央の工場

錦りに散歩がてら町を率い

には︑すゴなりになった實が夕日を

うちに置くと︑火事にあっ

浴びて︑︿略﹀︒

十515囹

たり︑盗人に取られたりする危険が
︿略﹀︑鯨分のお金があると︑

あるからね︒

十517園

ついむだな事に使ってしまふ︒
︿略﹀︑定期の方は︑︿略﹀

きまった期限が來ないと引出すこと

十524囹

あ＼︑あのかはい＼鳩が︑一

が出露ない︒

十589

やうに目的地へ撃って飛んで行くの

度任務を命ぜられると︑︿略V︑矢の

を見たならば︑︿略﹀︒

はっと思って立止ると又一匹︒

みる虜へ暗ました︒

近づいて見ると︑坑夫が汗だ

らけになって︑直島よく石炭を三つ

十834

てるます︒

魚鼓2 ︿略﹀︑其の内の二人が石炭を

掘崩すと︑他の二人がそれをざるで

炭車が

ぽいになると︑馬方

運んで炭車に入れる︒

がそれを馬に引かせて︑︿略﹀︒

十844

火をしてみると︑そばの黒い岩に火

十糾9園或日︑︿略﹀百姓が︑たき

驚いて調べてみると︑あた

がっき︑︿略﹀︒

十田10囹

りは同じ眞黒な岩ばかりでした︒

がする︒

事務所の湯にはいって服を改

最近における我が國の輸出入

﹁本道は遠いから近道を通ら

と︑全く別の世界に來たやうな心持

十欄9 ︿略﹀︑一足温室の中にはいる

賛成した︒

う︒﹂と正雄が言ふと︑良一はすぐ

十932

﹁︿略﹀︒﹂

といふと︑父はにこく笑ひながら︑

十9110 太郎は得意になって︑﹁︿略V︒﹂

る︒

前の額に比べると︑實に十数倍であ

網額は敷十億圓の多額で︑之を十年

十888

持がしました︒

めると︑更に生きかへったやうな氣

十858

たやうで︑︿略﹀︒

十737国此の停車場を出て大通を東 十855 坑外に出ると︑急に夜が明け
北に進むと︑二町ばかりで大きな門

出す︒

昇降器を下りて︑あたりを見

安全燈をたよりに歩いて行く

十821

坑内に馬が居るのは不思議だ

うです︒

深く進むと︑いよいよ石炭を掘って

十829

馬屋の前を通ってだんく奥

炭を運ぶために飼はれてるるのださ

と思って︑聞いてみると︑これは石

十827

飛出しました︒

と︑不意に足もとからねずみが一匹

十8110

︿略﹀︒

まはすと︑開園の壁は皆石炭で︑

十805

合圖のかねが鳴るとすぐ動き

の前へ出ます︒

近づくと︑門の戸びらは左右

此の湖を横ぎると又水門があ
私は思はず︑﹁やあ︑すつか

︿略﹀こんな風に働いてみる

ふと見上げると︑庭の柿の木

十7910

やも︑多くは馬にちなんだ物で︑
︿略﹀︒

十335

十嘱6

︿略﹀︑山鳥が一羽飛立つた︒

と︑谷向ふのくさむらの中から︑

十429

﹁︿略﹀︒﹂といって︑︿略﹀︒

り攣った︒﹂と聲をあげると︑兄は

十389

つて︑船はさらに一段高くなる︒

十345

はしまる︒

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら

十336

行くてをさへぎつてみる︒

しばらく進むと水門があって︑

て見ると︑費ってみる菓子もおもち

十233圏

を打って︑取引が成立ちます︒

の直だと見ると︑掛の人がく略V手

十213団

さうして︑もうこれが最高

分の見込で思ひくの直をつけて︑

に引出されると︑︿略﹀買手は︑自

十208国

しみぐ思ひました︒

十201団

本通も横町も皆馬でいっぱいです︒

十169団

と︑︿略﹀︑かな り 大 き い 星 が あ る だ
らう︒

九976 お話が頂上のながめに移ると︑
︿略﹀︑ か ぼ ち ゃ 畠 を 見 廻 る と ︑

いよくはずんで來て︑︿略﹀︒
九999

此の前︿略﹀残して置いたのが︑今
日はもう熟しきったやうな顔をして︑
︿略﹀︒

九梱10 うちの方をふりかへると︑井
戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ
てるるのが目につく︒

ると︑たゴ愉快にたゴ一生けんめい

九欄5 やがて﹁進め﹂の號令がか＼
にかけ出す︒

九佃5 しかし主人をうしなったと思
ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も
くじけて︑︿略V︒

に其のそばに立止った︒

九m3 主人の姿を見つけると︑静か

次のやうな事が書いてあった︒

九備2 大尉はそれを取って見ると︑

︿略﹀父ガ︑夜汽車デ蹄ツタトコロ

九㎜10 道雄が今朝起キテミルト︑
デアツタ︒

十111 やがて讃終ったフィリップが︑

情を面にあらはして︑フィリップを

︿略﹀王を見上げると︑王は信頼の
見下してみた︒

ういふ仕事になると︑あなた方の半

十139囹 私どもの若い時分には︑か
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十槻2 それから少し行くと︑うつぼ
軍略﹀︒中をのぞいて御らん︑

かづらといふものがある︒
十鵬1

のぞいて見ると︑はへのやうな轟が

︿略V︒﹂とおっしゃるから︑そっと
二匹︑底の水の中で︑動けなくなつ
てるる︒

長い室一ぽいに︑目もさめるやうな

十悩8 其塵から又右に折れると︑細
草花が並べてあ る ︒

十価5囹 一度此の中にはいると︑ま
た寒い庭へ出るのがいやになるね︒

つた︒

地算を便りにして進んで行く

しばらくたつと︑おかあさ

つ持って來て︑︿略V︒

十一174

んが皇所の方から︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

十佃5
と︑山畑の其慮此虜に野梅の咲きこ

障子をあけてみるとまだ雨

︿略﹀など︑敷へてみるとゴムで造

それがすむと︑今度はバケ

つたものは實に多い︒

ツを持ってコップにたまった液を集

十一531

︿略﹀︑かうするとゴムが非

めて歩くのである︒

十一538

老砲手が驚いて向ふを見る

常に揮力を増して來る︒

十﹁561

と︑︿略﹀︑大きなふかの頭が見える︒
ねむろ

十一643

にか＼る︒

すき
これが大きな鋤を何本も引

ると︑約五時間後に︿略﹀狩勝の峠

加りかち

︿略V向ふの方をながめる 十一609 瀧川から根室行の汽車に乗

﹁あそこは一昨年植付をし

いて︑︿略﹀歩き廻ると︑二間幅ぐ

それから少し進むと︑石や

或夏の半ば︑宣長はかねて

話が古事記のことに及ぶと︑

く略V︑どうも古い言葉が

宣長は﹁︿略﹀︒﹂

十一746

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十一7010

やうになった︒

金を打合はせて火を出す法を考へる

十一667

まふ︒

くと音を立てて根こぎにされてし

て此のトラクターで引くと︑めり

掘っておいて︑それにくさりをつけ

︿略﹀︑立木や切株の根本を

た地藏山だ︒﹂と思ふと︑︿略﹀杉の

︿略﹀木が早事するやうに︑

︿略﹀︑下枝を漸落して行く

おとうさんのお話によると︑

︿略﹀面白いと思ったのは︑

十一647

らみに耕されて行く︒

である︒

今日は始めての遠泳だと思

よくわからないと十分なことは出來

十一835

其のま﹂にしておくと︑︿略﹀︑其虚

十﹁3910

自動車・自浜車のタノーヤ︑

ない︒

十一495

が節になるのだといふ︒

生きた枝でも枯れた枝でも︑ 十一753囹

枝打をしないと木に節が出來ること

十一398

︿略﹀轟がつかなくなるさうだ︒

枝を打てば︑山火事の心拍を防ぎ︑

十一395

氣持よささうに見える︒

と︑︿略﹀急に問がすいて如何にも

十一388

のを見ると︑非常にうれしい︒

しんを立ててすくすくと延びてみる

十一383

に見えるやうな氣がする︒

若木が勢よく立並んでみるのが︑目

十一358

︿略﹀︒

と︑うねくと績く岡が雨に煙って︑

十﹁356

が降ってみる︒

十一354

其の借金を返すやうに借主に命ずる︒

裁判所に訴へると︑裁判所は︿略﹀︑

其の場合に貸主から借主を

しゃいました︒

す

のぶ子さんは︑成績物が返

﹁成績物はく略V︑皆一生の

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑
︿略﹀︒

十一157

記念になるのだ︒﹂と思ふと︑私も
急に一年からのをまとめたくなりま
したが︑︿略﹀︒

十︸193

ぼれてるるのも面白く︑︿略﹀︒

十槻1囹︿略﹀︑はいると静かに戸を

い

︿略﹀︑それを見るとすぐに

しめました︒

十槻4園
︿略﹀︑あの青年ははいると

立って︑椅子をゆづりました︒
十協3園

又字を書く時に指先を見る

すぐに書物を取上げて︑︿略﹀︒

十偽8闘

望遠鏡で見ると︑太陽の表

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

十一28

面は全部が一様にか〜やいてみるの

重荷9 もうくと立ちこめる白煙の
間から見ると︑すさまじい波を起し
ではなく︑︿略﹀︒
くわうほ

︿略﹀︑早言江といふ支流

て︑鯨は海底深く沈んだ︒

租界の外に出ると大ていは

と︑其の西岸にある上海に着く︒

しゃんはい

に入り︑更に十海里回りさかのぼる

十M10 綱を次第金々にくりもどすと︑ 十一87
鯨は刻一刻船に近よって來る︒

十一102

十柵5 青銅の大鳥居をくゴつて進む
と︑沿道の家は大てい天満宮にちな

十︻152

支那風の町で︑︿略﹀︒

んだ物を費ってみる︒
ろう
十佃2 ︿略﹀︑給馬堂の前を通って櫻
門をくゴると︑本殿の前に出る︒

十佃4 ︿略V頭を上げると︑神前の

大きな神鏡が︑きらくとかゴやい
てるて神々しい ︒

古事7 社殿の後に廻ると︑其塵は
正 々 と し た 梅 林 で︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねてみると︑

のぶ子さんは上の棚を指さして︑

十一161

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

十佃1 掛茶屋に休んで名物の餅を食
べてるると︑不意にかん高い鳥の聲

﹁︿略﹀︒﹂と思ひつ団けてる

ざっし
ると︑そこへ弟さんが雑誌を二三さ

十一168

が聞えた︒

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

十佃2 茶屋のおばあさんに尋ねると︑
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ふと︑何だかうれしいやうな心配な
︿略﹀︒

となぐるぞと言っておどしたり︑

シャベルでざくくかきま

次の建物にはいると︑こ＼
細長い管の一端を︑とけた

ふと見ると︑︿略﹀二三人

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十二213

の男が︑器用な手つきで蜜柑を採つ
てるる︒

眺望塁で眺めると︑︿略﹀︑

さしもの大きなパリー市も殆ど一目

十一一333囲

︿略﹀︑或小さいみすぼらし

に見えます︒

十二375

い家の前まで來ると︑中からピヤノ

折から燈がぱっと明るくな

さうに妹はめくらである︒

十二421

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消
えてしまった︒

友人がそっと立って窓の戸
をあけると︑清い月の光が流れるや

十二424

ひき終るとベートーベンは︑

うに入込んで︑︿略﹀︒

十二434

︿略﹀︑やがて指がピヤノの

つと立上った︒
けん

十二439

鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈ん
だ調は︑ちやうど東の空に上る月が

十一一561

やっとつまんだと思ふと直

あれが無いと町長さんの

に落してしまった︒

くわい

十二5610園

龍頭を廻すと︑今まで死

りゆうつ

懐中時計が直せない︒

十二593

んだやうになってみた懐中時計が︑

ねぢは︑︿略﹀と思ふと︑

︿略﹀音を立て始めた︒

其の時魚見やぐらの上で

うれしくてうれしくてたまらなかつ

十二596

た︒

︿略﹀合爵をすると︑網口の近くに

網の中がいよく狭くなる

番をしてみる漁夫が急いで網口をし

めてしまふ︒

十二793

船がまぐろで一ぽいになる

と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒

十二799

と︑︿略V︑えつさくと陸の方へ漕

そこで天皇が之を裁可せら

編って來る︒

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十二898

彼は夜もすがら静坐してひ

律が出來上るのである︒

たすら思をこらしてみると︑やがて

十二957

一嵩の明星がきらめいて︑夜はほの

危篤の報が傳はると︑これ

まり︑︿略﹀︒

行くと︑左手の山は次第に頭上にせ

しかしだんく落着いて見 十二脳2 ︿略﹀︑川沿の道をたどって

て別れを惜しんだ︒

まで教を受けた人々が四方から集つ

十二985

一輔すると︑今度は ぐと明けそめた︒
とく

次第弱々にやみの世界を照らすやう︑
︿略﹀︒

︿略V︑

がわかった︒

ると︑此庭は時計屋の店であること

十二532

るやう︑︿略﹀︒

如何にもものすごい︑いはば音怪な
しばふ
物の精が寄集って︑夜の芝生にをど

︿略﹀︑思はず吐出すと︑轟 十二4310

ダーウィンは興味を酬える

︿略﹀︑ふと見ると︑かはい 十二786

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

早速爾手に一匹つつつかむ

十二4010

の音が聞える︒

一端に口を當てて息を吹き

何が出勤るであらうかと思

ちに皇付のコップになった︒

つてみると︑いろく扱ってみるう

十一榴10

型から出す︒

十一伽9 こちらを見ると︑そこでは
かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて

こむと︑ぷうつとふくれる︒

十﹁伽6

先に赤い玉がくっついてみる︒

十一伽4

には熔解窯がある︒

ようかいがま

十一慨7

立ちのぼって︑︿略V︒

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに

十一梱10

やうな氣がする︒

十一838 砂の上を歩いて行くと︑足
の裏が焼けるやう だ ︒

十一846 だんく沖の方へ進んで行
こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

色だ︒

十一849 ふと見ると︑︿略﹀大きな
くらげが︑ふわりくと浮いてみる︒
十一852 竹島を越したと思ふと︑急
に水が冷たくなっ た ︒

十一854 しかし著しばらくすると︑
もとの水の温度にかへった︒

八十八日目で︑︿略﹀︒

十一8910園 それも立春から敷へると
十﹁902 僕はこれまで暦といふと︑

から

︿略﹀といふやうな事を見るものと
ば か り 考 へ て る たので︑︿略﹀︒
ふと

十一914園そこを見ると︑塁砦や樺 十ニー09 又いろくの鳥を注意して
見ると・それぐ違った面白い習性
或日彼が古木の皮をむくと︑

太のやうな遠い所の氣候までも大膿

︿略﹀︒

見ると︑︿略﹀山畑には︑蜜柑の木

十二201

今登って來た方を振返って

と︑あくまでそれにこる性質で︑

十ニー32

は得たりと逃げてしまった︒

十一一122

と︑又一匹攣ったのが見えた︒

十ニー19

珍しい車曳が二匹みた︒

十ニー18

をもってみるので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑太陰暦になると三

分る︒

十一938園
十日もちがふことがある︒

十一979 シャベルが薬量で眞黒にな
ると︑それをふいては又書く︒

十一998 燈が書きると翌朝すぐ手に
取れるやうに︑まくらもとの壁際に
置く︒

十一柵9 ふと向ふを見ると︑︿略﹀
騎馬の人たちが︑眞一文字にこちら
へかけて懸る︒

十一佃5 騎馬の人たちは︑あけない

と一と

40

十一一柳10

一念こった不噺の努力は恐
ワルイオヂイサン

ガ

ア

ある時︑日と風が力く

カ︑クラベテミヨウ︒

子です︒

びとこゆびのほかにはなが

︿略﹀︑取手は︿略﹀の四人

ひました︒

五282 ︿略﹀︑風の音と水の音より外

はいたつ

には︑何の音も聞えません︒

五332 ︿略﹀︑新聞配達と四五人の人

用ありさうに天と地の

遠きをつ

それも品と目方によって切手

なぐ雲の上︒

五921

おるす居はおちいさんと私だ

の償がちがひます︒

︿略﹀︑金物屋ノ店デ︑ヤクワ

六216圃 空もみどり︑ 海もみどり︑

マシタ︒

ントテツビンガ︑ジマン話ヲシ合ヒ

六93

けです︒

︿略﹀︑取手は︿略﹀の四人 六18

と︑友一と友︼のあねの道

四472

子です︒

と︑友一と友一のあねの道

四471

お手玉が出ました︒

四417 たんすをうこかすと︑其 のすがたが見えるだけでした︒
五617圏雨のはれ間にちよつと出て︑
のうしろから物さしと花子の

らべをしました︒

ムカシムカシ︑ヨイオヂイ 四385

オクワシヲダシマシタ︒

二413
サン

しいものであると思ひつくと︑此の
リマシタ︒

ト

見る影もない老僧の姿が︑急に尊い

私ノウチニハオや牛ト
︿略﹀︑中ゆびとおやゆび

ゆび︑︿略﹀︒

びです︒

のあひだにあるのがくすりゆ

三157園

︿略﹀︑中ゆびとこゆび

のあひだにあるのが人さし

三156園

子牛ガヰマス︒

二645

ものに見え出した︒

ると︑門を守ってみた兵士等が

十二櫛10 安芳がはいって行かうとす
︿略﹀行くてを さ へ ぎ つ た ︒

十一一摺8 一室に通されて待ってるる
と︑やがて西郷が出て來た︒

十二個3 警衛の兵士等は︑安芳の姿
を見ると一時に押寄せて來たが︑
︿略﹀︒

ないのです︒

と ︵並助︶鵬 ト とεアレクサンド
ルだいおうといしフィリップ・いとか

三172園 あしのゆびは︑おやゆ 四534 東京の宿屋で︑山國の
ものと︑島國のものがおちあ

らだ・ウェリントンとしょうねん・お

ス︒

おひるすぎに︑︿略﹀おとよ

三834おきの方はかすんで︑空
と水が つになって見えま
す︒

四17

さんと太郎さんが來ました
ので︑︿略﹀︒

四127園 オマヘノナカマトワタ
シノナカマト︑ドツチが多イ
カ︑クラベテミヨウ︒

四128圏 オマヘノナカマトワタ
シノナカマト︑ドツチが多イ

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

ました︒

海軍のをぢさんがお出でにな

海軍のをぢさんがお出でにな

か萎み︒

六224圃 ︿略﹀︑ 沖へ急ぐ兄の小舟︑

濱へ蹄る父の小舟︑ すれ合って︑

ゑがほとゑがほ︒

六406團正作君と大工の松さんは工

月と日と雷が同じ宿屋にとま

兵︑︿略﹀︒

六445

月と日と雷が同じ宿屋にとま

りました︒

りました︒

六445

ダ︒

六744園

キヌ

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

メン

絹綜ト木綿縣デス︒

モ

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

カラフト

六485

月と日が居りません︒

しばらく待って︑私どもは浴 六446 朝︑雷が目をさまして見ると︑

︿略﹀︑店のしるしのついた手

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五254

した︒

衣地とこんがすりを買って外へ出ま

五251

をおみやげに下さいました︒

つて︑︿略V︑僕には小刀とえんぴつ

五167

さいました︒

には小刀とえんぴつをおみやげに下

つて︑春子にはゑ葉書とリボン︑僕

五167

ゐました︒

んが︑一人の娘を中において泣いて

五84

そのとなりの三つもんの 四716私ドモ一塁ト何デセウ︒ ︿略﹀︑ すみきって︑ かゴみと

はおりとしまのはかまはお

三707

とうさんのです︒

やうしとこうし・かつやすよしとさい
こうたかもり・けんやくとぎえん・こ

ウシトウマガヰマス︒

三733 ムカシ鳥トケダモノガ
ケンクワヲシタコトガアリマ

ころとこころ・しいのきとかしのみ・

ししとぶし・どうぶつのいうとかた
ち︒とらとあり・ひとかぜ︒ひとと
ひ・みぎとひだり・めとみみとくち︒

一53

やかんとてつびん

一 8 3 シ ロ イイヌトクロイイヌ
オヤネコトコネコガヰマ

ガヰマス︒
ス︒

一9一

一442 ムカシムカシ︑オヂイサン

オハナトオチヨガオキヤ

トオバアサンガアリマシタ︒

二42

クアソビヲシテヰマス︒

二6一 オハナハ︿略V︑オチヤト

41
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六753圏 ラシヤトフランネル︒

六撹4 なるほど︑去年鯉のぼりを立
てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ
した︒

七14図 地球の表面には︑海と陸と
ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍
半なり︒

七14図 地球の表面には︑海と陸と
ありて︑︿略﹀︒

イギリス・フラン ス ・ ノ ー タ リ や 及 び

七42図 其の中延が大日本帝國と︑
アズリ類意華年を世界の五大強國と
いふ︒
はぶたへ

七79図 輸出品の主なる物は︑生縣
と 羽 二 重 と に し て︑︿略﹀︒
はぶたへ

七了9図 輸出品の主なる物は︑生綜
と羽二重とにして ︑ ︿ 略 V ︒

横濱と東京との間には汽
横濱と東京との間には汽

車・電車の便あり ︒

七88図
七88図
車・電車の便あり ︒

七151 妹とお松のざるには︑やどか
りがたくさんみた ︒

七292図 馬蝉クノ堀アリテ︑川ト川
トヲツナゲリ︒

七293図 又多クノ堀アリテ︑川ト川
トヲツナゲリ︒

七333図 こ＼に武士と獅子とはわか
れざるを得ざることとなりぬ︒

七333図 こ﹂に武士と獅子とはわか
れざるを得ざることとなりぬ︒

七359国 通は廣くて平で︑歩道と車

けんしん

か

ひ

たけだ

越後の上杉謙信と甲斐の武田

道の間に並木が植ゑてありますが︑
︿略﹀︒
ムちご

しんげん

七434
家には七十近い父と︑三十

信玄が︑︿略﹀︒

七728園
になる妻と︑三つになる子どもがあ
るので︑︿略﹀︒

し
︿略﹀︑ワとツ︑二と二︑

く略V︑ワとツ︑二と二︑

と八等は書方にて間違ひ易し

七擢図図

七麗図図

︿略﹀︑ワとツ︑二と二︑

と八等は書方にて間違ひ易し
七麗図図

と八等は書方にて間違ひ易し

主にならとく
炭に焼く木は︑
ぬぎで︑︿略﹀︒

八322

でかまをつく︒

八305次に其の小屋のそばへ土と石

人だけの競走となった︒

七729園家には七十近い父と︑三十 八91 ︿略﹀︑もはや信作と耕造の二
になる妻と︑三つになる子どもがあ
︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

るので︑︿略﹀︒

七糾6

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒
︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

八712團シカゴとニューヨークの間

七桝6

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

信吉は︿略﹀娘
︑ の顔と先生

︿略﹀︒
は九百八十哩もありますが︑

︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑十幾羽の鶏一
つにか

頭と頭とをつき合は
︿略﹀︑

両方から調べて行かねばならぬので︑

は︑種々様々の事を︑貸地と學理の

九2210園

しかし此の農學といふ學問

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ艦
九2010

せて︑いそがしげに餌を拾ふ︒

九132図

いそがしげに餌を拾ふ︒

たまり︑ 頭と頭とをつき合はせて︑

九132図

の︑︿略﹀家であった︒

の三間と︑二畳の板の間が一 つだけ

八価3 郷里の家は六畳・三畳・二畳

の顔を︑ かはりばんこに見てみた︒

八933

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

命懸7図
︿略﹀︒

マとコ︑ユとエ︑レとン︑

七佃7図彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑
︿略﹀︒

七麗図図

マとコ︑ユとエ︑レとン︑

︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

し
七鞭図図

マとコ︑ユとエ︑レとン︑

︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

し
七七図図

︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

し
七皿図図 ︿略﹀︑ヌとス︑フとク︑ワ
．とツ︑二と二︑ハと八等は書方にて

間違ひ易し
︿略﹀︑フとク︑ワとツ︑二

と二︑ハと八等は書方にて間違ひ易

七皿図図

ノ、
ノ、
ノ、

と農業との關係をお調べなされたが︑

九251園 ︿略﹀︑元庵様はおもに氣候

︿略﹀︒

と農業との關係をお調べなされたが︑

九252園 ︿略﹀︑元庵様はおもに氣候

︿略﹀︒

︿略﹀ナイヤガラの瀧は︑ア

メリカ合衆國とカナダとの國境にあ

九294

ります︒

九294 ︿略﹀︑アメリカ合衆國とカナ

ダとの丈量にあります︒

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

九367図 ︿略﹀︑正義の念と愛國の情

も︑終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

九367図 ︿略﹀︑正義の念と愛國の情

も︑終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

九452図 カクノ如ク物．二償アルハ︑

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

カクノ如ク物申債アルハ︑

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九452図

スナハチ物ノ債ノ高下ハ︑

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

主トシテ需要ト供給トノ關係ニヨル

九466図

ナリ︒

スナハチ物ノ償ノ高下ハ︑

主トシテ需要ト供給トノ關笠踊ヨル

九466図

ナリ︒

九521園 ︿略﹀︑三十ぐらみの時︑年

來の貯金と主人からもらった金を資

本にして︑小さい米屋を始めた︒

と一と
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つ

菖御苑と奮御殿の邊とを

善御苑と奮御殿の邊とを

︿略﹀︑一行又一行︑おそれと

興奮に眼かゴやくフィリップ︒

十109

かば︑︿略﹀︒

のぞきては︑立木きはめて少かりし

十54図園

かば︑︿略﹀︒

のぞきては︑立木きはめて少かりし

九6410 水兵は︿略﹀︑かひがひしく 十53図囹
ズボンと袖をまく り 上 げ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
しほばら

九689園 紅葉と温泉で名高い塩原へ
む

行くには︑此所で下りるのだ︒

九748 陸中と陸奥との境にある幾つ
つ

かのトンネルをく 宝 る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
む

九748 陸中と陸奥との境にある幾つ
かのトンネルをく ゴ る と ︑ ︿ 略 V ︒

暖さがほとんど規則正しく交替する

集録したるものにして︑︿略﹀︒

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

十悩4図

役場と學校とは村の中央に
役場と學校とは村の中央に
はりま

︿略﹀備前と播磨との境な
はりま

︿略﹀備前と播磨との境な
太陽の光と熱とがなくては︑

る舟坂山にかくれ︑︿略﹀︒

十一14

︿略﹀︑あらゆる生物︑一として生存

太陽の光と熱とがなくては︑

することは出來ない︒

︿略﹀︒

十﹇14

大きなものであった︒

︿略﹀︑今まで老心の枝と枝

︿略﹀︑今まで爾方の枝と枝

と組合ってみたのが急に間がすいて

十一389

︿略﹀︒

元來ゴム液は︑幹の皮部と

と組合ってみたのが急に間がすいて

十一389

︿略﹀︒

木質部との間にある乳管組織といふ

十﹁525

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

元仁ゴム液は︑幹の皮部と

木質部との間にある乳管組織といふ

十一525

船には船長と老砲手だけが

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

十一549

残ってみた︒

とかち

かりかち

十一6010 ︿略﹀︑約五時間後に石狩と

︿略﹀︑耕すにも︑うねを作

十勝の境にある狩勝の峠にか＼る︒

十一637

るにも︑種を蒔くにも︑大てい機械

と馬の力による︒

をあらゆる方面に利用することを考

十一685人は︿略﹀︑火の熱と光と

なった︒

あはせて火を得る法をさとるやうに

十一665 ︿略﹀︑木片と木片をこすり

火から︑︿略﹀︒

枝がすれあって起つたりした自然の

く略V︑老後は専ら力を教 十一662 ︿略﹀︑密生した樹木の枝と
︿略﹀︑老後は專ら力を教

育と著述とに用ひたり︒

十一510図
十一510図

育と著述とに用ひたりQ

論語は︑曽参と有若との

十一63図論語は︑曽参と有若との

集録したるものにして︑︿略﹀︒

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

十一63図

ために︑むだに費した時闇と勢力は

︿略﹀父と母とに暇を告 十一183園 これまで自分の不整頓の

ことです︒

十894図蟹

︿略﹀父と母とに暇を告

げて︑勇みて出つる我が家の門︒

十894図蟹

﹃はい︒﹄といふ言葉と︑

げて︑勇みて出つる我が家の門︒
十924園

﹃い＼え︒﹂といふ言葉だ︒

あり︒

甘心6図

あり︒

十伽6図

ることが出來た︒

﹁い＼え︒﹂の言ひにくいわけをさと

其の間︑買手の競孚する聲 十965 太郎は︿略﹀︑﹁はい︒﹂と
其の間︑買手の競雫する聲

︿略﹀︑年とった燈毫守が︑妻

面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

る舟坂山にかくれ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑年とった燈毫守が︑妻 十個4図

所で︑此の高い湖と低い掘割

つて居た︒

と娘と三人で︑わびしく其の日を送

十246

つて居た︒

と娘と三人で︑わびしく其の日を送

十246

と掛の人の聲と入齪れて︑︿略﹀︒

十211國

と掛の人の聲と入齪れて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑校長先生と山田先生が︑ 十211團
︿略﹀︑あの七つの星と其の

箱のそばへ來て︑ ︿ 略 V ︒

九801
九901園

近所の星を一しょにして小熊の形を
想像し︑︿略V︒

九903囹 く略V︑北斗七星と其の近所
の星を一しょにして大熊の形を想像
して︑︿略﹀︒

面白い昔話があるはずだから︑︿略V︒

九905園 小熊座と大熊座について︑

十327

を何の仕掛もなしに連結すれば︑

九912園 昔カリストといふおかあさ
んと︑アルカスといふ子供がありま

︿略﹀︒

︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の費用と

最後にアメリカ合衆國は︑

した︒

を費して︑︿略﹀︒

九925園 ︿略﹀ジュピターといふ神 十366
連れていって︑大熊座と小熊座にな

最後にアメリカ合二半は︑

銀行の預金には定期預金と
︿略﹀︑何人も其のかしこさと
十785國

勇ましさに感心しない者はあるまい︒

十592

いふのと三座預金といふのがある︒

十521圏

を費して︑︿略﹀︒

︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の費用と

十366

様が︑︿略﹀︑す ぐ に 親 子 の 者 を 天 へ

さったのださうです︒

九932図 信吉は兄と姉とに謝して︑
樂しく其の夜のゆめに入れり︒
九932図 信吉は兄と姉とに謝して︑
︿略﹀︑怪獣のやうな大砲と︑

くわい

樂しく其の夜のゆめに入れり︒
九柳9

其のまはりにむらがる人かげが見え
て怠る︒
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へて來た︒

十一685 人は︿略﹀︑火の熱と光と
をあらゆる方面に利用することを考
へて來た︒

あって︑︿略＞Q

十一922園 暦には太陽暦と太陰暦と
十一923園 暦には太陽暦と太陰暦と
あって︑︿略﹀︒

十一9210圏 其の間は約三百六十五日
︿略﹀︑家で算術の練習をす

と 四 分 の 一 だ が ︑ ︿略﹀︒

十一978

あくまで初一念をひるがへさざる熱

︿略﹀細長き棒と︑︿略﹀

心とは︑強く人々を感動せしめしに
や︑︿略﹀︒

十二84図

︿略﹀細長き棒と︑︿略﹀

厚板となり︒

十二85図
厚板となり︒
︿略﹀︑此の規則正しい生活

︿略﹀︑此の規則正しい生活

とふだんの養生とによって︑︿略﹀︒

十一一招8

十ニー38

とふだんの養生とによって︑︿略﹀︒

されど人智の進歩と印刷

術の獲達とは︑何時までもかく二十

十ニー49図

にして遊戯的なるものに満足すべく

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

な熱心と努力とをもって勉強を避け

十一皿3 リンカーンは︿略﹀︑非常

もあらず︑︿略﹀︒

されど人智の進歩と印刷
︿略﹀︑企行地にて受取る

即ち水位の一番高い五月と

光澤と香氣とを有し︑

光澤と香氣とを有し︑

感激で一ぽいになって︑︿略V︒

十二468図
︿略﹀︒

十二468図
︿略﹀︒

十一一517

一番低い一月との差は︑︿略﹀︒

即ち水位の一番高い五月と
男の子と女の子である︒

一番低い一月との差は︑︿略﹀︒

十二518
十二554

十二723

怒と失望と後悔とに身も魂

怒と失望と後悔とに身も魂

もくだけ果てた王は︑︿略﹀︒

もくだけ果てた王は︑︿略﹀︒

十二723

十一一723 怒と失望と後悔とに身も魂

だいぼう網は身網と垣網と

もくだけ果てた王は︑︿略﹀︒

二つの部分から成ってみて︑︿略﹀︒

十二768

十一一768 だいぼう網は身網と垣網と

あ

は

あはち

二つの部分から成ってみて︑︿略﹀︒

十二6110図 ︿略﹀︑先づイングランド 十二805圃 阿波と淡路のはざまの海
なると
は︑此虜ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒
ほら
此の洞穴と︑︿略﹀僧の根
とスコットランドと合するや︑︿略﹀︒

一定不愛の部分と︑攣化を許された

なる白と赤とに︑統一の成功を祈る

君と親とに眞心を捧げ蓋く

君と親とに世心を捧げ蓋く

して仕へる忠孝の美風が︿略﹀︒

十二観10

して仕へる忠孝の美風が︿略﹀︒

十二槻10

徳川家もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

西郷の果断によって︑江戸の市民も

十一一麗2 安芳が一命をかけた努力と︑

金鏡とを費したるに過ぎざりき︒

十二佃4図 ︿略﹀︑徒に多くの時日と

金銭とを費したるに過ぎざりき︒

十二備4図︿略﹀︑徒に多くの時日と

に驚いた︒

氣とを見た村の人々は︑今更のやう

ほら
十一一柳7此の洞穴と︑︿略﹀僧の根

に驚いた︒

氣とを見た村の人々は︑今更のやう

︿略﹀︑先づイングランド 十一一柳6

︿略﹀︑︿略﹀前者の國旗

とスコットランドと合するや︑︿略﹀︒

十二6110図

十二621図

と︑︿略﹀後者の國旗とを合して一

く略V︑︿略﹀前者の二手

旗となし︑︿略﹀︒

十二622図

ものと他地方にて受取るものとは︑

と︑︿略﹀後者の國旗とを合して一

アメリカ合衆國の國旗は
一定不攣の部分と︑攣化を許された

十二626図

旗となし︑︿略V︒

︿略﹀︑嚢行地にて受取る

る部分とより成る︒

る部分とより成る︒

︿略﹀︑車道と人道との間 十一一627図 アメリカ合衆國の國旗は
には︑緑した㌧る街路樹が目もはる

希望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

︿略V︑三人の心はもう驚と

希望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

なる白と赤とに︑統一の成功を祈る

︿略﹀

十一89図

三日土ひのとひっし

︿略﹀︑清い月の光が︿略﹀︑ 十二644図︿略﹀︑其の家の紋章の色 ど ﹇土﹈︵名︶3 土

には︑醒した＼る街路樹が目もはる

十二餌3

ピヤノとひき手の顔を照らした︒

十二425

かに連なってゐます︒

十二319国︿略﹀︑車道と人道との間 十一一644図︿略﹀︑其の家の紋章の色

かに連なってゐます︒

十二319國

記事に多少の相違あるを常とす︒

ものと他地方にて受取るものとは︑

十ニー95図

︿略﹀︒

十ニー94図

術の襲達とは︑︿略﹀︒

十一一1410図

た︒

十一梱3 リンカーンは︿略﹀︑非常
な熱心と努力とをもって勉強を績け
た︒

十一価3國団 次にイグアッスーの瀧
は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン
國との境にある大急 騰 に て ︑ ︿ 略 V ︒

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

十一価4富国 次にイグアッスーの瀧
國との境にある大爆 布 に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ても果なき原野と森林とに候︒

十一佃1圏團 ブラジルは夕庭へ参り
十一欄2國団 ブラジルは何庭へ参り
ても果なき原野と森林とに候︒

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一伽5図 動眼の深大なる慈悲心と︑

心とは︑︿略﹀︒

十一伽7図 鐵眼の深大なる慈悲心と︑

ど一とう
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十一89図 一日土ひのとうし︿略﹀
中佐︑

八993図圃
ま

九705図圃園

秋風ぞ吹く︑白河の

都をば︑かすみと土中に

と其の名残れど︒

︿略﹀僧は︑聞えぬにや︑ふりかへ

十636図

勉強も大切なれど︑艦
︿略﹀︑

さるさは

︿略﹀︒

︿略﹀︑エ．ンミッヒ国軍のひ

十二346国
が︑︿略﹀︒

ドイツ人

︿略﹀︒

︿略﹀︑尚三重五重の塔︑

猿澤の池水に影をうつして︿略﹀︒

さるさは

十一一9910図

とう ﹇燈﹈﹇▽アークとう・あんぜんと

﹇頭﹈←いくとう︒いっとう・ご

う・ガスとう

じょうげんとう・せんとう

とう

七83図︿略﹀︑羽二重はフランス・

イギリス等に送る︒
タネマキ

鶏 等ヲカヒ︑︿略﹀︒

ニハトリ

ハと八等は書方にて間違ひ易し
ブタ
八205図 ︿略﹀︑又小屋ヲ建テテ豚・

ヌとス︑フとク︑フとツ︑二と二︑

七麗図図 マとコ︑ユとエ︑レとン︑

取入レ等ヲナスニ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑黒・赤・金の三色 七佃6図農家ニチハ種蒔・︿略﹀・

︵名︶一

ドイツ兵

こんな人︑こんな姿は︑とう
の昔にきえましたが︑︿略﹀︒

六冊6

﹇塔﹈︵名︶3

塔﹇▽エッフェル

ほうとうおきのかいせん︒ルソーとう
とう

とう・ごじゅうのとう・ひょうちゅう

シャンハイ

カンコウ

又沿岸ニハ上海・漢二等

スベテ看板ハ商品早船職業

モ ケイ

又足袋屋・︿略﹀等ニハ︑

︿略﹀︑電燈・電車等に用ひる

︿略﹀︑焼物・塗物・扇・綿

︿略﹀︑輸出先はアメリカ合衆

國・支那・イギリス・フランス等で

十879

綜・織物等ノ産出頗ル多シ︒

八961図

電氣も︑︿略﹀︒

八828

アリ︒

商品ヲ大キクセル模型ヲカ・グル風

八609図

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑︿略﹀︒

八587図

アリテ︑︿略﹀︒

八219図

ルコエ︑米・茶・綿子ノ産物多シ︒

レマン將軍も︑︿略﹀︑ドイ 八218図揚子江ノ流域ハ地味スコブ

︵名︶一

られたり︒

ツ兵に焚見せられて︑野戦病院に送

九371図

ドイツへい

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

十一一353圏︿略﹀︑私は今更ながらド

ドイツじん

旗なり︒

を横に染分けたるものはドイツの國

十二636図

つた︒

トーベンがまだ若い時分のことであ

十二372

ドイツの有名な音百家べ一 とう ﹇等﹈︵副助︶32 等

いったのは朝まだほの暗い頃でした

汽車でドイツの國内には

きみたるドイツの大軍を物ともせず︑

九364図

今はとボートにうつれる ドイツ ︹地名︺4 ドイツ

た

飛來る弾丸に忽ちうせて︑

十一89図八日土
ど・いちどに・さんど・さんどめ・し

立ちしかど︑

軍神廣瀬

じゅうど・じゅうしさいのときがにど

關︒

旅順港外うらみぞ深き︑

あるか・せっしれいどいかじゅうなん

ど ﹇度﹈︵名︶1 度n▽いくど・いち

ど・なんど・にさんど・にじゅうど・
ど二品高き婦人立出でて︑︿略﹀︒

十598図

︿略﹀︑身なりはそまつなれ

ど・ひゃくど・ひゃくにじゅうど・

にど・はちじゅうど・ひやくしじゅう
ひゃくはちじゅうど・ひゃくろくじゅ

らず︒

主人は聲を限りに呼べど︑

うど・やくろくせんど・れいど・ろく

我もとより衣食の費を

しちじゅうどいじょう・ろくじゅうど

十一梱9隈団

くておはすべきにあらねば︑︿略﹀︒

いとふにあらざれど︑何時までもか

十一768 ︿略﹀︑師弟の關係は日一日 十一452図園
と 親 密 の 度 を 加 へたが︑︿略﹀︒

ど ︵接助︶14 ど﹇▽されど・されど

も︒しかれども
十一擢9図國

はかなく露と

にも精々御注意なさるべく候︒

さんとしたれど︑蛇はますくかた

七307図 獅子はおどろきてふりはな

其の名はくちせず︑

諸葛孔明︒

しょかつこうめい

消えしかど︑

︿略﹀︑怒りてさけぶ聲には︑

十二462図

檜なり︒

十二9910図

れど︑尚三重五重の塔︑猿澤の池水

とう ﹇島﹈←いっとう・ゴートとう・
がらん
興福寺は伽藍半ば誉れた トラックとう・トラックとうだより︒

ど︑中にも其の用途の憂きは杉及び

︿略﹀何れも重要ならざるはなけれ

凡そこれ等の木材は︑ とう ﹇疾﹈︵名︶！ とう

くしめつけたり︒
七311図

百獣おそれてにげまどへど︑蛇はま

すく強くしめつけたり︒
八561図圏 老婆の前を右左︑ 行き
かふ男女多けれど︑︿略V︑ 身なり

いやしき老婆には︑ 手をかす人も
あらざりき︒

に影をうつして南都第一の美観たり︒

とある

十二331国塔の中には責店もあり︑

で︑︿略﹀︒

十一一3210團此の塔は世界最高の建物

とあるあばら家の門口に杖 とう

︵連体︶2

王は︿略﹀︑とある小屋に
一夜を明かしたが︑︿略﹀︒

十二726

を止めて︑︿略﹀︒

十596図

とある

八982図圃 船内くまなくたつぬる三
度︑ 呼べど答へず︑さがせど見え
ず︑︿略﹀︒

八982図圏 船内くまなくたつぬる三
度︑ 呼べど答へず︑さがせど見え
ず︑︿略﹀︒

45
とう一どう

ある︒

十悩9図村の財産家にて事業に熱心
なる人︑︿略﹀耕作・養量・養鶏・

養魚等の模範をしめししを以て︑
︿略V︒

十一97 ︿略﹀︑電車・馬車・自動車
等が絶間なく往回してみる︒

十一99 ︿略﹀︑河岸には︿略﹀︑銀
行・會社等のりっぱな建物がそびえ
てるる︒

十一910 其の外各種の言為や︑博物
館 ・ 圖 書 館 等 の 修養機關︑︿略﹀︒

ご
等 の 娯 樂 機 關 が ︿略﹀︒

げき
十︸910 ︿略﹀︑公園・競馬場・劇場

︿略﹀︒

十ニー74図

︿略﹀︑糟畜・罵眞等と共

に之を印刷部に送る︒

左に高き大いてふ︑

問はばや遠
︽ーウ・一

望がかなって︑宣長が眞淵

﹇訪﹈︵五︶2訪ふ

き世々の跡︒

と・う

十︸736

﹇堂﹈︵名︶1

堂←えまどう・
おんがくどう︒こっかいぎじどう・こ

どう

を受ける外はない︒

十二929園此の上は聖賢を訪うて教

のは︑︿略﹀︒

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十二4510図 A﹁宜ハの主要なるものを墾フ︾
ひのき

ぐれば︑杉・檜・︿略﹀・くぬぎ等

なり︒

︿略﹀︑ねばり強くして︑

割れ︑そる等の憂極めて少く︑︿略﹀︒

十二469図

ひば・松・落葉松は

ていかう

︿略﹀建築・土木・造船等其の用途

十二478図
頗る廣し︒

う︒つじどう︒てんしゅきょうかいど

ひばは抵抗力を有し︑松 んじきどう・さやどう・さんがつど
う・にがつどう・ひかりどう・わかみ

十二4710図

は弾力に富み︑落葉松は一種の品位

露坐の大佛

十一一254図圃
近く︑

おはします︒

は せ
︿略﹀︑ 長谷観音の堂

を有する等︑各其の特性を具へたり︒

問ふ

︽ーハ・

う・ほっかいどう
﹇銅﹈︵名︶7

底土ソレニヒキカヘテ︑金

シテミレバ銅ホド役二立ツ

時々青イ物ヲ出シマス︒

良したり︑︿略﹀︒

九241園 ︿略﹀︑此所の銅の製法を改

銅・茶・マッチなどで︑︿略V︒

十878 輸出品の主な物は︑︿略﹀ ・

どう ﹇如何﹈︵副︶36 ドウ どう

二292囹︿略﹀︑ソノオトガキコ
エタラ︑ニゲルコトニシテハ

︿略﹀︑足のきずはどう

ドウデセウ︒

四698

したらうかと思はないことは

︿略V︑どういふ子はどう

ありません︒

いふ人になるといふことを

四797

見ぬきます︒

いふ人になるといふことを

四797︿略﹀︑どういふ子はどう

見ぬきます︒

うしたのでせう︒

四813園此のよいお天氣に︑ど

したので︑どうしょうかと思ってゐ

五144 ︿略﹀︑はなれ馬がとんで來ま

ますと︑︿略﹀︒

五465横上のうすには︑どうして米

カウ毎日降ル雨ハドウナツテ

を入れる︒

五505

シマフノデセゥ︒

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五872団うら手で助けてくれ助けて

六312

した︒

虎は︿略﹀︑どうすることも

︿略﹀︑どうすることも出暗ませんで
ツテ︑役目モ立チマセウガ︑︿略﹀︒

ナルポド︑銅ハタクサンア

物ハアリマスマイ︒

六111園

シタガツテネダンモ安ウゴザイマス︒

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

六103園

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六96園金ニハイロくアリマスガ︑

どう

銅

どうせんぼう・とうざんどうせんぽ

法律の外に勅令・閣令・省 どう ﹇道﹈与さんいんどう︒とうかい
︿略﹀︑公園・街路等の照

﹇問﹈︵四・五︶4

く略V︑董師驚きて︑﹁我

住持驚きて︑﹁︿略﹀︑今

上るや石のきざはしの

六134園銅ハ人工使ハレテヰテモ︑

熱心なリンカーンは︑︿略﹀ 六114園

十二267長島

遠近を問はず借りに行った︒

十一9810

へば︑︿略﹀︒

又此虜に來られしは何故ぞ︒﹂と問

十一487図

り給へるか︒﹂と問ふ︒

が心に思ひ構へし事を如何にして知

十一479図

iフ・1へ︾

と・う

明用としては四丁なれども︑︿略﹀︒

十二川7図

令・黒藻令等の命令がある︒

十二899

せられ︑︿略﹀︒

の姦智︑下道のまくら木霊の用に供

十一346図 瀬戸内海の沿岸には大 十二485図 く略V︑栗は︿略﹀︑家屋 やどう
阪・︿略﹀・高濱 等 良 港 多 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
らん
マレノー半島・蘭領東印度等

には︑︿略V︒

十﹇513

ビンソン︑クルーソーや合衆國史等

十一992 かうしてイソップ物語やロ
を讃んだ︒

しや
十一柵5圏困︿略﹀︑甘庶・綿花・米
等もよく出來る由に候︒

十一価10 公吏・議員等︑直接間接に
公 共 の 事 務 に 當 る者は︑︿略﹀︒

十一備5 例へば教育・衛生等の自治
︿略﹀︑又は青年團を組織し

團 膿 の 事 業 は ︑ ︿略V︒

十一備9

て産業の嚢達︑風俗の改善等に務め
たりするのは︑︿略﹀︒

輯部・︿略﹀・校正妹子に分れ︑

十一一168図 しかして編輯局は更に編

どうい一とうかい
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出來ません︒

ウシテツケルノデセゥカ︒

造るのであらうか︒
手にぬかれて︑︿略﹀︒

六765園其ノキレイナモヤウハ︑ド 十﹁555 ︿略﹀︑どうしたのか急に相

十梱3図

同意

心ある者ども何れも同意し
﹇同意﹈︵サ変︶1

ければ︑︿略﹀︒

どうい・する

かの男がわけを話して︑どう

かお禮塗受けてくれといひますと︑

七744

︿略﹀︒

マリーはどうかしてかくして

七885

︽iシ︾

する

一膿人は最初どうして火を

十一661

やりたいと思ひました︒

︿略﹀︑どうかすると︑其の

七465︿略﹀︑信玄から謙信へ︑

ればよいが︒

七939園

七731園

得たであらうか︒

﹁︿略﹀︒﹂と申しこんだ︒謙信はこ

くどとういつ

八126園どうか今日から一年の間︑

呉鳳は︿略﹀︑どうかして首

あなた方の村が五箇村の頭になって

下さい︒

取の悪風を止めさせたいものだと思

ます︒

て大払の龍を丈夫にし︑氣を強くし

八川6

大將の父は︿略﹀︑どうかし

頃までに︑お出でを願ひたうござい

八佃8團 ︿略﹀︑どうか同日午前十時

ひました︒

八231
﹇同一日付﹈︵名︶1

なる白と赤とに︑統﹁の成功を祈る

同一日附

どういつひづけ

希望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

十二644図

どうかひどい風にならなけ

日のくらしにこまるやうなこともあ
十二428園

れに同意した︒

どうしたのだ︑コーデリ

なに︑どう申し上げてよ

てよいかわかりません︒

十二687園
いかわからぬ︒

ヤ︒

十一一693園

十二703︿略﹀︑王の怒はいよくつ

燈火

されば同一日附の同じ新
聞にても︑︿略﹀︒

十ニー93図

﹇燈火﹈︵名︶2

なければならぬと思った︒

燈火としては︑初め松の木

十2210圃 ︿略﹀︑此の子馬土ハを買った

いものだ︒

十一一434圏

あの色をどうかして出した

三人は﹁どうかもう一

どうかして御目にか＼り

たいものだが︒

十一721園

十791囲

どうか御両親様によろしく︒

十4410圏

く扱ってくれ＼ばよいと︑︿略﹀︒

人たちも︑どうか同じやうにやさし

や魚・獣の油などをたいたのであっ

一吊出も理想的な燈火は

いものであります︒

︿略﹀︑どうかして村のあれ地

﹇如何﹈︵副︶15

五692

どうか

どうか

ほたるの光のやうに熱をともなはな

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

十二柵3園

たが︑︿略﹀︒

十一679

一膿わしは今までどうし とうか

のって︑もうどうすることも出來な
い︒

十二747園

我々の行末はどうなるだ

てるたのだらう︒

らうか︒

小山はどうしてみるだら

十一一926園

十二伽3囹

︿略﹀︑其の家の紋章の色

十二685園父上︑私はどう申し上げ とういつ ﹇統＝ ︵名︶1 統一εこ

一膿あなたはどういふ御

りますが︑︿略﹀︒

方でございますか︒

八299 此の時太郎が︑炭はどうして
焼 く の か と き く と︑︿略﹀︒

八464國其の後どうかと案じてゐま
したが︑︿略﹀︒

八466国 こちらの方はどうでもなる
から︑心配するには及びません︒

八悩5 それではマッチは︑どうして
︿略﹀ ︑ 今 日 の 天 与 は ど う か と

誰が造るのであらう︒
九6110
空をながめる︒

九M8園 こら︑どうした︒
十148園 ︿略﹀︑これがまじめに實行
されてみるかどう か と ︑ ︿ 略 V ︒

預ってそれをどうするのですか︒

うか︒

同意

﹇銅以上﹈︵名︶1

銅以

すなはち喜捨せる人々に

﹇同意﹈︵名︶1

どういじょう

其の志を告げて同意を得︑︿略﹀︒

十一梛8図

どうい

十5210圏 一倍︑銀行は人からお金を
十942園 お前はどうしたのだ︒
十価3園 どうだ︑美しいだらう︒

十梱7 後日︑人が主人に向って︑ど
ういふお見込で︑あの青年をお用ひ
になったのかと尋ねた︒

を田地にして︑米がとれるやうにし
たいものだと思った︒

曲︒﹂としきりに頼んだ︒
どうか御安心下さい︒

言言を建設する上に頗る有利であっ

十二柵4

五884国

て置くやうにしてもらひたいのであ

東海の島に櫨つた日本は︑
ります︒

ハハイレマセンガ︑人ノ黒闇立ツコ
同意す

どうか今から十分海になれ とうかい ﹇東海﹈︵名︶1 東海
﹇同意﹈︵サ変︶1

七613園
︽ーシ︾

どうい・す

トハ銅以上デス︒

六125園今デハ鐵世話アシノ仲間ニ

十一1510園 本や帳面はどうしていら 上
つしゃいますか︒

十一201 ところで︑どういふ事をす
れば罪になるか︑︿略﹀は︑法律で
明 か に 定 め て あ るから︑︿略﹀︒

十一496 一千ゴムは何からどうして
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とうかいどうせんぼう一とうげからまちへ

た︒

とうかいどうせんぼう ﹇東海道先鋒﹈
ぼう

︵名︶1 東海道先鋒

東岸

十二悩8 ︿略V官軍は諸道より並び
ぼう
進んで︑東海道先鋒は品川に︑東山
﹇東岸﹈︵名︶2

道先鋒は板橋に着いた︒
とうがん
なかのう み

十二506 岸は絶壁になってみる虜が
多く︑︿略﹀中湖の東岸の如きは︑
︿略﹀︒

となって流れ出る の で あ る が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

おいらせ
十二514 湖の水は東岸から奥入瀬川
陶器

討議

東京から青森まで

﹇東京見物﹈︵名︶

第十六

東京見物
はじめて東京見物に來て︑此

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

五撹6

1

とうきょうけんぶつ

或大雪の朝︑信長はいつもよ ．九677

り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼

七771
ぶと︑やはり藤吉郎が出て來た︒

信長はかるくうなついたが︑

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

七786

第一に宮城をさしてまみります︒

いち

﹇東京麹町区竹平画一﹈︹地名︺

トウキヤウ

トウキヤウカウヂマチクタケヒラ
チヤウ一

とうきようていしゃば

﹇東京停車場﹈

カウヂマチクタケヒラチヤウ一

七擢図

受信人居所氏名

一

これがそもく藤吉郎出世の とうきょうこうじまちくたけひらちょう

引上げて役人の数に入れた︒

七787
同級

︿略﹀︑來週學校にて話し

﹇同級︺︵名︶1

いとぐちである︒

九堰2圏困

どうきゅう

方の時間に話し︑同級の人々を驚か
東京

五目14

五欄2
︵名︶1

︵名︶1

二十六

二十六

十月十二日︑︿略﹀︑東京

道具n▽がっ

當番が農具小屋から︑鍬・シ

﹇道具﹈︵名︶4

代々木の明治神宮に参呈せり︒

十13図

どうぐ

こうどうぐ

九786

ヤベルなどいろくの道具を出して

來た︒

トや小さな槌やさまぐの道具も︑

十一一536 きりやねぢ廻しやピンセッ
つち

同じ皇の上に横たはってるる︒

ねぢは︑これ等の道具や時

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀︒

十二541

自分よりは大きく︑自分よりはえら

くさんの時計︑︿略V︑どれを見ても

十二546囹あのいろいろの道具︑た
東京停車場

峠

村ざかひの峠へ上りますと︑

二人は峠を下りて︑となり村

三四里行って︑大きな峠へ

たどりつきたる峠の上

かりかち

十勝の境にある狩勝の峠にか＼る︒

とかち

十﹇6010 ︿略﹀︑約五時間後に石狩と

ひさゴめくひるげのむしろ︒

に︑菜の花にほふ里見下して︑笑

十一132図圃

か＼りますと︑︿略V︒

七659

へはいりました︒

五661

もう町が目の下に見えます︒

五633

﹇峠﹈︵名︶6

さうである︒

東京停車場

﹇東京豊橋間﹈

河幅は驚く程の廣さに

東京・豊橋間

とうきょうとよはしかん

十一価2至仁

て︑河口の庭にては︑三百二十キロ
メートルもこれある由︑略く東京・
きよ
豊橋間の距離に括り候︒

とうげ

東京停車場

勝太郎︑東京のをぢさん ︹倭名︺2 東京停車場

﹇東京﹈︹地名︺7

さんと古しみ居り候︒
とうきょう

横濱は東京の西南八里半の

横濱と東京との間には汽
保己一の家は今の東京︑其

﹇東京横浜間﹈

﹇東京代々木﹈︹地

東京代々木

あって︑︿略﹀︒

町へ

とうげからまちへ

︹課名︺2

峠から

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ 十一611 此の峠には長いトンネルが

東京横三間

とうきょうよこはまかん

名︺1

とうきょうよよぎ

ルコト︑東京横濱間ノ如シ︒

七301図

東京から此所までは四百五 ︵名︶1
十六哩もあるのだが︑︿略﹀︒

九769園

の頃の江戸の番町にありて︑︿略﹀︒

八629図

車・電車の便あり︒

七88図

所にある一大貿易港にして︑︿略﹀︒

七了4図

ひました︒

四534 東京の宿屋で︑山國の 五佃3 東京停車場は東洋第一の大停
きゅうじやう
ものと︑島國のものがおちあ
車場で︑宮城の東にあります︒

が東京の空をとびました︒

四531圏此のあひだひかうせん とうきようていしゃば ﹇東京停車場﹈

來ました︒

からお前の所へゑはがきが

︿略﹀︑世に柿右衛門風といは 四522囹

﹇陶器﹈︵名︶1

十4910

とうき

﹇討議﹈︵名︶1

れる精巧な陶器を製作するに至った︒
とうぎ

の會議を纒ることになってみる︒

十二888 討議の形式は︑︿略﹀三度

︽ーサ・ーシ︾

とうぎ・する ﹇討議﹈︵サ変︶3 討議
する

づ議會の一院で討議される︒

十二888 政府から提出された案は先
十二893 此庭でも同様の形式で討議
し︑爾院の意見が 一 致 す れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

出された案は︑他の一院のみで討議

十一一896 又貴衆雨院の何れかから提

し︑︿略﹀︒

とうきちろう ﹇藤吉郎﹈︹人名︺4 藤

吉郎与きのしたとうきちろう

七767 毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰 とうきょうからあおもりまで ︹課名︺
いつも藤吉

か居るか︒﹂と呼ぶと︑

2東京から青森まで
東京から青森まで

九目4

第十六
郎が眞先に出て來た︒

とうこう一どうして
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五目6 十八 峠から町へ
﹇陶工﹈︵名︶1

陶工

五631 十八 峠から町へ
とうこう

十498 柿右衛門は今から三百年ばか
﹇同行﹈︵名︶1

同行

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒
どうこう

て土人等を些し︑林藏を救ひ出しぬ︒

十522圏

當座の方は何時でも引出す
参りし當座は何事もわ

ことが出由るが︑定期の方は︑︿略﹀︒

十一一伽9國囲

當

何れも︑御在世中しばく

みたのである︒
ぎやうかう

十310図

行幸・行啓ありし所にて︑當時の

りき︒

十二桁8園

参りました︒當時秀吉は伏見の城に

しやう

六71図

東寺

故に我等は︑歌柄の國旗

同時に猟銃の音が儲けざまに二襲聞

れふ

十4210 ︿略﹀︑山鳥が一羽飛立つた︒

えた︒

を尊重すると同時に︑諸断言の國旗

十二649図

に面しても︑常に敬意を表せざるべ

からず︒

どうじ ﹇童子﹈﹇▽しゅてんどうじ

奉納の座下は︑頼朝をはじめ︑

︿略V︑祭の千日には︑おびた

います︒

同日午前十一時

どうじつごぜんじゅういちじ

く略V︑來る二十五日に︑

前十一時﹈︵名︶1

どうして

︵副︶12

﹇同日午

同日午前十時頃

ドウシテ

願ひたうございます︒

どうし

か同日午前十時頃までに︑お出でを

回忌の法事を致します︒︿略﹀︑どう

八柵8団取る二十五日に︑亡母の三

前十時頃﹈︵名︶1

どうじつごぜんじゅうじごろ

に︑どうぞ御浸車を願ひます︒

いと存じます︒同日午前十一時まで

︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝を致した

八佃7圏

﹇同日午

曇日祝の歌を一首いたゴきたうござ

うぞ御兵車を願ひます︒又︿略﹀︑

八佃9団同日午前十一時までに︑ど

内へつめかけた︒

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

八69

まりました︒

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

六522

孔子は今より凡そ二千五 とうじつ ﹇当日﹈︵名︶3 當日

二時支那は敷國に分れて

明治十六年︿略﹀︒當時此
電燈の嚢明せられたるは︑

これ等の映嵩なき電燈の

りますが︑︿略﹀︒

當壁厚に全世界を驚かしたものであ

電信や電話の自明は其の

出現は當時の人の最も希望する所な

十二⁝川10図

遇せらるるに過ぎざりしが︑︿略﹀︒

當時は軍に理化學の實験用として使

今より凡そ百十齢年前のことなり︒

十一一川4図

のあたりは未開の原野で︑︿略﹀︒

十一629

かば︑孔子大いに之をうれひ︑︿略﹀︒

互に相孚ひ︑戦齪止むことなかりし

十一51図

の地に生れたり︒

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

う

十一47図

のない大國を建設した英雄である︒

方の國々を征服して︑當時世界に類

︿略﹀︑わっか十敷年の間に四

御殿・御庭などの︑今も其のま﹂に

︿略﹀︑東西四十町︑南北

﹇当座預金﹈︵名︶2

銀行の預金には定期預金と

﹇東山道先鋒﹈

それでは當座預金の方が便

東山道先鋒

十了9

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な
東西

保存せらる＼なりとそ︒

﹇東西﹈︵名︶3

がら情なく存じ候ひしが︑︿略﹀︒

とうざい

︵名︶1

とうざんどうせんぼう

利ですね︒

十526圏

いふのと當座預金といふのがある︒

十521園

座預金

とうざよきん

間に東西に走る三筋の路は︑︿略﹀︒

十二撹6図︿略﹀︑遠く連なる田園の

︿略﹀︒

四十五町︑︿略﹀古の奈良の都は︑

十二棚8図

貫ぬく幅六十間の大通は︑︿略﹀︒

十二868図折よく同行の樺太人來り 十﹁597 ︿略﹀︑市街の中央を東西に

柿右衛門 陶工柿右衛門

たう
とうこうかきえもん ︹家名︺2 陶工

たう

十目10 第九 陶工柿右衛門

十443 第九 陶工柿右衛門
︽ースル︾

どうこう・す ﹇同行﹈︵サ変︶L 同行
す
コー二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

しきりに止むれども林藏きかず︑遂

十二848⁝図

に同行することに決せり︒

とうこうのみち ︹課名︺2 登校の道
登校の道
東國

やまとたけるの

﹇東国﹈︵名︶4

第十⊥ハ

十目3 第十六 登校の道
十891
とうごく

着いた︒

九910図 凶行天皇の皇子日本 武 十二桝8 ︿略V官軍は諸道より並び
みこと
え ぞ
進んで︑︿略﹀︑東山道先鋒は板橋に
尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ
て︑東國の方に下り給ひき︒
ひのき

りっとうじ・にちうせんそうとうじ
ふしみ

十︻482図 ︿略﹀︑唯杉戸に檜一本とうじ ﹇当時﹈︵名︶10 塁壁﹇▽どく
を書がきて東野へ出立しぬ︒

しに︑今又十二に來られしは何故ぞ︒

︿略﹀︑もはや信作と耕造の二

﹇同時﹈︵名︶3

人だけの競走となった︒さうしてそ

八92

どうじ

で︑︿略﹀歩いて行った︒當時大白

れが同時に決勝嵩へ着いた︒

其の尊大將は江戸から大阪ま

居ったのでございます︒

の髄は︑もうこれだけ丈夫になって

八榊7

同時

十一485図園 東國へ行き給ふと聞き 七979 清正は朝鮮を立って︑伏見へ とうじ ﹇東寺﹈︵名︶1 東寺

當座

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

十一489図園 ︿略﹀︑東國へ下る路す

﹇当座﹈︵名︶2

を見て︑︿略﹀︒

とうざ
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どうしても一とうだい

て

五341

した︒

︿略﹀︑これで間敷が七つもあ

五672囹私どもの村では︑どうして るとは︑どうしても思はれませんで
池を掘らないのでせう︒

ひのき

同情

﹇同縮尺﹈︵名︶1

﹇同情﹈︵名︶2

商費の仕方は十分心得てみるので︑
︿略﹀︒

繹迦は生れつき同情の念に
厚く︑何事も深く考へ込むたちであ

十二911

つた︒

どうしょくぶつ

植物

﹇同情深﹈︵形︶1

﹇動植物﹈︵名︶2

動

チャールズ︑ダーウィンは
く略V︒ごく小さい時分から動植物に

十一一99

さうして廣く動植物を研究

深い趣味を持ち︑︿略﹀︒

十ニー39

燈心

投ず

︽一

小僧︑早く燈心をかきた

﹇灯心﹈︵名︶1

して︑︿略﹀︒

とうしん

十一697園

﹇投﹈︵サ変︶2

ててくれ︒

ゼ︾

ごく

劔投ぜし古戦

七里が濱のいそ傳ひ︑

十998図遂に獄に投ぜらる︒
いなむら

十二252図圏

稻村が崎︑名將の
場︒

﹇当選﹈︵サ変︶2 當
︽ースル︾

とうせん・する
選スル

イヤ︑其ノ人が當選スルコ
トハウタガヒナイガ︑︿略﹀︒

九捌10園

メイく自分ノ適當ト信ジテヰル人

ドウゾ

どうぞ

二投面示スルノガ︑ホンタゥノ選塞・ト

︵副︶10

イフモノダ︒
どうぞ

二63園 オハナハ︿略V︑オチヤ
トオクワシヲダシマシタ︒﹁ドウ

ゾオアガリクダサイ︒﹂

どうぞよろしく申して下さ

かの男は﹁どうぞしばら

どうぞ之を受取って︑私の

ねえさん︑どうぞ其の話を

どうぞ之を御覧下さい︒

銅像

又海岸には所々に燈船があ

ことは︑船に乗る者に取って︑はな

七593園 ︿略﹀︑心乱のあかりを知る

何所だといふことが分ります︒

りますから︑それを見ると︑あれは

七591園

とうだい ﹇灯台﹈︵名︶5 玉垂

銅像なども立ってるる︒

ろ公園ともいふべきもので︑︿略﹀︑

十一599 ︿略﹀︑︿略﹀大通は︑むし

どうぞう ﹇銅像﹈︵名︶1

木をたくのは︑どうぞ止めて下さい︒

十666園 ︿略﹀︑そんなりっぱな鉢の

九価9園

聞かせて下さい︒

九908園

うぞ御來車を願ひます︒

八柵8団同日午前十一時までに︑ど

氣がすむやうにして下さい︒

七718園

く︒﹂といって引きとめました︒

七707園

い︒

五888国

いませ︒

四554園 しばってお目にかけま
す︒どうぞここへ追出して下さ

ぞおかへし下さいませ︒

すごくと立去る僧の後影 三865園それがなくては︑天へ
かへることが出來ません︒どう

︽ーキ︾

どうじょうぶか・し
同情深し

どうしても大きな用水池を掘 十628図

五695

て︑﹁あ＼おいたはしいお姿︒

を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ

﹁海 の 上 で も 歩 け さ う だ ︒ ﹂

六438園

らなければならないと考へた︒

當社

︿略﹀︑彼の決心はどうして とう・ず
﹇当社﹈︵名︶1

そ

︿略﹀︒﹂同情深き妻の言葉に︑︿略﹀

﹁どうして︒﹂

︿略﹀︑近くに圖書館もない

するとジョージは︑﹁︿略﹀︒﹂

と言ってどうしてもあけない︒

十一佃4

外はなかった︒

ので︑どうしても人から借りて讃む

十一988

せん︒﹂といって來ました︒

﹁もう︑どうしても待ってるられま

七607園 こんなことでは︑どうして 八244園 ︿略﹀︑四年目になると︑
海國の民といはれませう︒
八891園 先生︑どうして口がきけた
︿略﹀︑僕が若し食物をこな

んでせう︑指であひつもしないのに︒
八棚9園

さなかったなら︑からだを養ふ所の

血がどうして出馬ませう︒
九梱2 一月モカ・ルヤウナオ話ダツ

ウェリントン公爵ともい

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一伽8園

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

タノニ︑ドウシテコンナニ早クオ蹄
リニナツタノダラウト思ツテ聞イテ

とうしゃ

も動かなかった︒

十二938

どうしても考へられません︒

ミタ︒

九伽8園 ﹁オトウサン︑御用ハモウ
スンダノデスカ ︒ ﹂ ﹁ イ ヤ ︑ マ ダ ス マ
ナイ︒︿略V︒ ﹂ ﹁ ド ウ シ テ 塩 屋 リ ニ ナ
ツタノデスカ︒﹂

同縮尺

十一槌図
どうじょう

同縮尺の日本

どうしゅくしゃく

主として木曽産の檜なりとそ︒

き

先生の説明によれば︑當社の用材は

十6010園此の大雪に︑どうして出か 十29図 第一 明治神宮参舞 ︿略﹀︒
けたのか︒

﹃は い ︒ ﹄ ﹃ い ＼ え ︒ ﹄ 大 鷹 や

さしい言葉ではありませんか︒どう

十926園

してそんなに言ひにくいのです︒

十一716園 ﹁先生がどうしてこちら
へ︒﹂

それ

十一926囹 どうして太陽暦を用ひる 九5410闘 人々の同情は集ってみるし︑ 九国4園當選スルシナイハ餌料シテ︑
﹁え︑樂譜がない︒

やうになつだのですか︒
十二409圏

でどうして︒﹂

どうしても ︵副︶7 どうしても

とうだいじ一とうとう
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はだ大切なことなのであります︒

きたん
望む庭︑紀淡海峡となり︑︿略﹀︒

じ

﹇当地向﹈︵名︶1

當地向

見舞の印までに御送り申上上間︑
︿略﹀︒

とうちむき

︵サ変︶1

到

地もがらもまことに心地向
﹇到着﹈

で︑五行もよからうと思ひます︒

七備9團

︽ーシ︾

とうちゃく・す
着す

︿略﹀︑一萬五千の軍勢ま

つしくらに進軍して︑夜半の頃には

十﹇279図

﹇到着﹈

︵サ変︶1

既に木之本に到着したり︒
とうちゃく・する

當直將校

とうちょくしようこう
︵名︶4

告する︒

ける︒

九646

しよう

﹇当直将校﹈

︿略﹀︑時鐘番兵が︿略﹀︑

到底

椹ヲ棄テルトイフ豆蒔︑選墨人トシ

テカリソメニモスベキ事デハナイカ

︿略﹀︑あの坑内でたえず活動

ラ︑︿略﹀︒

してみる坑夫の仕事を︑たふといも

十857

のに思ひました︒

を世界の人々と共にせずにはみられ

十二961 ︿略﹀︑やがて此の尊い心境

ぬといふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

一念こった不漸の努力は恐

しいものであると思ひつくと︑此の

十二佃1

見る影もない老僧の姿が︑急に尊い

ものに見え出した︒

とうとう

ベンケイハトウトゥカゥ

とうく

︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平 とうとう ﹇到頭﹈︵副︶2一 トウトゥ

﹇到底﹈︵副︶2

かな掘割を造って︑太平・大西爾洋

二人は︿略﹀︑馬上のま＼で

ワ

︿略﹀︑ワルイオヂイサン バ

山ハケハシク︑ミチハ

ドチラモマケズニタタカ

仕事もせず︑みばつてばかり居

四777

びつきました︒

三561 だんだん高くとべるやう
になって︑とうとうやなぎにと

ガカチマシタ︒

ヒマシタガ︑トウトウライクワウ

二773

タヅネアテテ︑︿略﹀︒

カリマセンデシタガ︑トウトウ

二746

タ︒

トウトウシバラレテシマヒマシ

一一536

ニナリマシタ︒

サンシテ︑ウシワカマルノケライ

ニー25
自治制も︑之を運用する人

どうと
橋はまん中からもえ切れて︑

︵副︶3

ちた︒

八171

へどうと落ちた︒

が届かうとした時︑ふみ外して軒下

︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手

むんずと組み︑雌馬の間にどうと落

七477

谷そこへどうと落ちた︒

六968

どうと

結果を得ることは到底望まれない︒

民に自治の精神が乏しければ︑よい

十一帯5

であった︒

の水を通はせることは到底出來ぬ事

十317

とうてい

よい號令がか＼る︒

間もなく當直將校から威勢の

當直將校が元氣のよい聲で號令をか

九621

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

﹁総員起し五分前︒﹂と當直將校に報

九617

︿略﹀︒

船で配れば︑神戸から三書 九6010 艦橋には葱鮪將校の姿が見え︑

何時か御約束した通り︑今

當地に御薩まひの頃度度

参上致し︑︿略﹀︒

十鵬8國囲

げます︒

日は當地の様子を少しばかり申し上

十733困

ますが︑︿略﹀︒

夜︑門司からは二書夜で谷地へ着き

も

七375團

十245 其の一角にそびえてみる燈蔓 とうち ﹇当地﹈︵名︶5 當地
に︑年とった燈皇守が︑妻と娘と三
人で︑わびしく其の日を送って居た︒

十285 かうしてボートは︿略﹀︑燈
蔓に錦り着いたのである︒

十二相6図 電燈の獲明せられたるは︑
などにすゑ附けらる＼に至りぬ︒

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑四五十年の後には燈墓

とうだいじ ﹇東大寺﹈︵名︶2 東大寺

御承知の通り當地には

當地に参りて以來︑一

しとは存じながら︑︿略﹀︒

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた

十二冊5乱国

温泉これあり︑︿略﹀︒

十二998図 ︿略﹀︑東大寺の金堂は天 十一423圓団
空高くそびえて︑此丈三尺の大佛一
東 大 寺︵大佛︶

千二百年の面影を残せり︒
十一一右図

とうだいだいいち ﹇当代第一﹈︵名︶1

の大家となって︑ ︿ 略 V ︒

とうちさん ﹇当地産﹈︵名︶1 當地産
當代第一
くず
九287 さうして終に當代第一の曲辰學 十﹁426國国尚當地産の葛粉少少御

とうだいもり ﹇灯台守︺︵名︶2 二塁
守

守が︑妻と娘と三人で︑わびしく其

十245 ︿略﹀燈皇に︑年とった燈垂

︿略﹀燈 一 室 守 の 娘 グ レ ー ス ︑

の日を送って居た︒
十291

ダーリングの名は︑程なく國の内外
に傳はつた︒

とうだいもりのむすめ ︹逸名︺2 燈
皇宮の娘

十一42

到着する ︽ースル︾

︿略﹀︑自分ノタフトイ選墨

尊い

此の人は︿略﹀︑うちの
たとしても︑太陽に到着するには八

九槻1圏

たふとい

︽ーイ︾

十七年か﹂るのである︒

︿略V飛行機に乗って行つ とうと・い ﹇尊﹈︵形︶4 タフトイ

十目6 第五 燈下守の娘
東端

十243 第五 燈国守の娘
とうたん

﹇東端﹈︵名︶1
あはち

十一324図 淡路島の東端︑本土と相
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どうとう一とうばん

ざうも田も畠も人の物に

ました︒それでとうとう家も土
とうとうカリストを熊にしてしまひ

ノーといふ神様がそれをねたんで︑

大そう美しい人だつたので︑ジュ

しかしとうく恐しい日が來
︿略﹀︑面會の機會は松坂の

とうく大島についた︒

︿略﹀︑子供心にも大手心配

十一872

一夜以後とうく來なかった︒

十一769

た︒

九鵬10

ました︒

なってしまひました︒

五743 かうなっては︑もう庄屋の悪

くにげてしまった︒

口を言ふ者ばかりで︑普請方はとう
六312 虎は︿略﹀︑どうすることも

出來ません︒とうく弱って︑蟻に
あやまったと言ひます︒
十一㎜3

して︑其の晩はとうく眠れなかつ

六364 それでも義纒は︑太刀で熊手

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

︿略﹀︑更に京都に上って勅

た︒

社長さんが銀行の頭取にな

町の銀行の頭取になった︒

九535園

どう
﹇胴中﹈︵名︶1 胴中

つてからちゃうど十年目の秋︑︿略﹀︒

どうなか

どうにか仕方はないものかと深く心

出來る氣つかひはないと見

をなやました︒

くびつてみた岩山の掘抜も︑これで

十二柳9

萬じゅは翌年やうやく十三︑

どうねんしちがつ

同年七月

十二828図

此庭にて林藏はコー二等

﹇同年七月﹈︵名︶1

身にてまた樺太におもむけり︒

く略V︑同年七月林藏は軍

主に蹄着しぬ︒

に別れを告げ︑同年九月の半ば︑白

十二877図

同年九月

どうねんくがつ ﹇同年九月﹈︵名︶1

した︒

舞姫の中では一番年わかでございま

六518

はどうにか出來さうである︒
七316図 武士は太刀をぬきて︿略﹀︑
どう
とうねん ﹇当年﹈︵名︶1 當年
蛇の胴中目がけて打下せば︑蛇は眞
東南

淺間山は煙をなびかせて︑

﹇東南﹈︵名︶3

二つとなりて︑︿略﹀︒

とうなん

九988園

南大門の東南の方に南山と

東南の空はるかにそびえ︑︿略﹀︒

十751国

いふ山があって︑︿略﹀︒

十一259図夜ふけに及んで︑千丁を

裁を仰ぎ︑とうく徳川方の願意を

岸

東南

守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

﹇▽こうつうどうとく

﹇東南岸﹈︵名︶1

望み見るに︑︿略﹀︒

どうとく

とうなんがん

とほさせた︒

十二観1

げました︒

ついて來ましたが︑とうく又川を

七739 かの男は︿略﹀︑人夫の後に
渡って︑人夫の家へ参りました︒

く太閤のお目通へ出ることを禁ぜ

七996 正直者の清正は︿略﹀︑とう どうとう ﹇▽じんかどうとう
﹇尊﹈︵名︶1

九㎜2

も

向ふの畠には︑たうのいもが

とうのいも ﹇唐芋﹈︵名︶1 たうのい

湖岸線は大膿二心であるが︑

とうに

東南岸だけはく略﹀や＼複雑になつ

十二501

﹇疾﹈︵副︶3

てるる︒

峯

作ってある︒
こちらは今さくらのさかりで
た ふ
とうのみね ﹇多武峯﹈︹地名︺1 多武

てしまったさうです︒

すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

五61

とうに

彼は此の心境の尊さに敷日

尊さ

とうとさ

︽ービ・ーブ︾

︿略﹀︒

十一71図

た

ふ

六447壁宿の者にきくと︑﹁もうと 十二鵬6図 ︿略﹀︑其の南に一きは高

く多武峯・吉野山の山々連なるを見

一切纒は︑︿略﹀︑此の教

に志ある者の無二の寳として貴ぶと

る︒

どうにか

四月四日の朝︑當番で僕が机

當番が農旦ハ小屋から︑︿略﹀

道具を出して來た︒

九785

の上をふいてみると︑︿略﹀︒

五28

其の子はとうに戦とうばん ﹇当番﹈︵名︶2 六番

うにお立ちになりました︒﹂と言ひ
︿略﹀︑

﹇如何﹈︵副︶2

︿略﹀︑たまく此の難虜を
通って幾多のあはれな物語を耳にし︑

十二鵬7

どうにか

死した︒

六985圃

ます︒

る美徳を獲観してみる︒

さうして人々に推されて︑

﹇頭取﹈︵名︶2

九527園

とうどり

頭取

十二柵3 ︿略﹀我が國民は︑其の長
れん
所として廉恥を貴び︑潔白を重んず

ころなり︒

十一伽6図

へん
孔子常に中正不偏を貴び︑

とうと・ぶ﹇尊﹈︵四・五︶3貴ぶ

の間唯うっとりとしてみたが︑︿略﹀︒

十二9510

られました︒

八437 そこで其の反物を出した者を
それと調べましたので︑とうとう罪

呼出して︑買先をたゴし︑それから
人がわかりました ︒

も︑まだだめだ︒﹂とおっしゃった

八547 おとうさんが﹁せいは高くて

が︑それでもとうく一日だけはつ
き上げた︒

九283 信季は其の後幾日かたって︑

とうく此の宿でなくなった︒

が︑いよくせまくなって︑とう

九745 北上川はまだをりをり見える
く谷川になってしまった︒
九914園 おかあさんのカリストは︑

とうひょう一どうもん
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票

トウヘウ
とうひょう ﹇投票﹈︵名︶2 投票 投

トウヘウ

︽ーシ ・ ー ス ル ︾

七目8
七791

七849

動物

動物
一

一

海ノ生物

海ノ生物

第十九

第十九

馬はたいそう聖書のよい動物
走ることがはやくて︑乗用と
海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ
海ノ深イ所ハ何萬尺モアル︒

ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒

七793

してはこれにまさる動物がない︒

七263

で︑生れた日からすぐ歩く︒

七259

呼応9園 今日ハ衆議院議員ノ絡選士 どうぶつ ﹇動物﹈︵名︶13 動物
ダカラ︑投票ノ爲二蹄ツテ來タノダ︒
出嚢ノ時カラノ勘定ナノダ︒

九梱6圏 今日投票ノ器官編ツタノモ

骨面示スル

とうひょう・する ﹇投票﹈︵サ変︶2

九槻5園 く略V︑メイく自分ノ適當
ト信ジテヰル三二投票スルノガ︑ホ

ク︒

當分

︵副︶7

どうも

とうむしゃ ﹇▽そうしんとうむしゃ

先生︑私の娘にもあ＼して

中尉の固く結んだ口もと︑す

恐れ入ったことだ︒

教へて下さったのでせうか︒どうも

八943園

りにすることだ︒

弱い人間がわれわれの仲間を生けど

六276囹どうも分らないのは︑あの

てるますか︒﹂

こまりました︒どんなかほをし

﹁いいえ︒としよりです︒﹂﹁どうも

三193園七かんがへもの︿略﹀

︿略﹀︑火を使用するのは人 どうも

いはれてみるやうに︑︿略﹀︒

十一659

︹課名︺2

類ばかりで︑他の動物には見られな
い所である︒

動物ノ色ト形

第五

マメ

動物ノ色卜形

ニ

豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ

第五

動物ノ色ト形

どうぶつのいうとかたち
九目6

フ

トウ フ
﹇豆腐屋﹈︵名︶1 豆腐屋

九157
トウ

とうふや

コウデ

六333

﹇当分﹈︵副︶1

ンが小路ノオクニ聞エテ來テ︑︿略﹀︒

とうぶん

だから凶事使ふ見込のない︑ 九脳7

るどい目の光︑其の様子がどうも一

東北第一

﹇東北第一﹈︵名︶1

仙皇は東北第一の都會で︑
大忌も高等學校もある︒

九711囹

どうもん

も まぶち

私も︿略﹀︑古事記を研

これはどなたであらうな︒

﹇洞門﹈︵名︶3

に思はれてならぬが︒

十一而6

そこで人々は︿略﹀︑

一日

洞門の長さは實に三百八間︑

うではないかと相談して︑︿略﹀︒

あのくさり戸を渡る難儀をのがれよ

ぎ

も早く洞門を開通し︑︿略V︑我々も

十二佃3

洞門←あ

︿略﹀︑どうも娘のコーデリヤのやう

十二751園

來ない︒

がよくわからないと十分なことは出

幽しようとしたが︑どうも古い言葉

十一752園

御見えになりました︒

︿略﹀江戸の賀茂眞淵先生が︑先程

か

どうも残念なことでした︒

まとまったお金は定期預金にした方

﹇東方諸国﹈︵名︶1

十一712園

通りでない︒

とうほうしょこく

中デモ面白イノハ︑或動物ノ とうほう ﹇▽すいせいとうほうりかく

二色ガマハリノ物ノ色二似テヰルコ

九159

東方諸國

其の大王が東方高議の遠征に

とがくし

方に︑呼べば答へるばかり近くそば

︿略﹀︑戸隠連山は東北の

島の東北に嚴島神社があり

いつくしま

出かけた時の事である︒

保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︑ 十81

トデアル︒

九162

ます︒

五587

保護色ヲモツテヰル上二︑其とうほく ﹇東北﹈︵名︶3 東北

容易二他ノ動物二見ツケラレナイ︒

九182

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ
リノ物二似テ見エルモノモアル︒

だってゐます︒

又或動物ハ保護色トハ反二二︑ 九989圏

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

とうほくだいいち

北に進むと︑︿略﹀︒

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐 十737國此の停車場を出て大通を東 おのどうもん

動物ノ形や色デモ︑︿略﹀︑コ

十一658

ノヤウニイロくフシギナ事ガアル︒

九213

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

九206

ナ膿色ヲモツテヰル︒

九204

がよいのだ︒

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑ 十528園

コンナ所ニハ︑動物モゴクマレデ︑
︿略V︒

ンタウノ選學トイフモノダ︒

九槻7園 世間ニハ︑︿略﹀︑或ハ信用
九158

︵五︶1

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

モシテヰナイ人二投票シタリ︑或ハ

︽ー ル ︾

﹇投票﹈

棄椹シテシマツタリスル人モアルガ︑
︿略﹀︒

二面示ナサル

とうひょうなさ・る

東部

九剛r園 オトウサンバ釜日投票ナサ
﹇東部﹈︵名︶1

ルノデス︒

とうぶ

七19図我が大日本帝國はアジヤ洲
の東部にあり︒

とうふう ﹇道風﹈︹人名︺2 たうふう

←おののとうふう

あるとき︑雨のふる日

に︑たうふうがにはへ出て︑池

三551

たうふうはこれを見て︑

のはたを通りますと︑︿略﹀︒

三563

このかへるのやうに︑こんき
がよければ︑何ごともできない
ことはないとさとりました︒
どうぶつ ﹇動物﹈︹題名︺2 動物
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同嘉明

よしあきら

高さ二丈︑幅勲爵︑︿略﹀あかり取
十一296図

差ワり

どうり

まさのり
﹁承る︒﹂と︑福島正則・

︿略﹀等の荒

﹇道理﹈︵名︶1

道理←ふど

武者ども︑勇みに勇んで突進す︒

加藤清正・同嘉明・

よしあきら

りの窓さへうがってある︒

たい
げ︑虜々に手を加へて菖態を改めて

投

はさっとかはりました︒かはるも道

︵サ変︶1

十二m9 今では此の洞門を掘りひろ
はみるが︑︿略﹀︒

﹇投 薬 ﹈

理︑これには深いわけがあったので

︽ーシ︾

十91 書師は皆︑投早してもし十一
ございます︒

藥する

とうやく・する

の事があれば︑毒殺のうたがひを受

さうして自身も帽子をぬい

︽ーシ︾

十一梱2

﹇道路﹈︵名︶5

道路

で予想し︑一同を引連れて立去った︒
どうろ

これは縣の税で︑︿略﹀︑其

の他道路などの費用になります︒

八η7圏

近來床の敷物や︑道路にも

十5図道路
十一542

←いしどうろう

わく

とほい

遠イ

此の間も十ぐらみの少女が

︽ーイ・ーク︾

﹇遠﹈︵形︶27

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

九92国

遠い

とお・い

遠く左に見えるかくかうのよい山を

指さして︑︿略﹀︒

下北半島だ︒

九757園海の向ふに遠く見えるのが

ると︑そんなに遠い所に來たやうな

それでとほい本道をまは 九7610園 ︿略﹀︑かうたやすく來てみ

つた小二郎の方が︑︿略﹀︒

三393

九737

︿略﹀︑

かすみのすそを

ふじは日本一の

遠く西洋諸國にまで聞えてみる︒

十546 此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

遠い庭まで使者の役目を務めると聞

鳩は齢程遠い庭で放しても︑

いては︑︿略V︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十555

﹁ではお泊め申さう︒此の

自分の巣に飛蹄る︒

大雪︑まだ遠くは行かれまい︒﹂

十631園

﹁本道は遠いから近道を通

きよ
︿略V︑たゴ其の距離の遠い

︿略﹀︑うねくと績く岡が

雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒

十一357

ある︒

ために︑あんなに小さく見えるので

十一39

らう︒﹂

十931園

入されるのは︑︿略﹀︒

一足騒々︑遠い所へ進み行 十864 種々の品物が遠く外國から輸
一くはく︑瞬いたんぼをう
又三條の大橋から川上を見る

海岸の松原や︑いその小山

太郎は毎日炭を僥く煙を遠く

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

十一617 右手には遠く旦口同異の山々

十一865 ︿略﹀︑もうつかれきって氣

から
そこを見ると︑塁湾や樺

︿略V︑谷のこずゑこしに︑遠 も遠くなるばかりだ︒

ふと

十一914園

汽車が盛岡を出て少し進むと︑ 太のやうな遠い所の言霊までも大玉

い湖がちらくと見えて來た︒

九3310

鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山

に見てみるが︑︿略﹀︒

八295

う何も見えなくなります︒

も次第に遠くなって︑しまひにはも

七541園

と︑川原が遠く北につゴいて︑︿略﹀︒

六732

ちかへす︒

き︑

五952圏

此の級へはいる方です︒

で︑今度遠い所から來て︑今日から

五38園此の方は中村さんといふ人

遠いので︑︿略﹀︒

四232おばあさんはもう耳が

山︒

遠くひく︑

三821蟹

のです︒

氣がしないね︒
六546 之を聞くと︑頼朝のかほの色 三801 ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃる
十502 柿右衛門は︿略﹀︑其の名は

け は し な い か と 恐れて︑︿略﹀︒

同様

禮する

とうやくば ﹇当役場﹈︵名︶1 當役場 とうりょう 且vだいとうりょう
きつぶ
八783園 此の切符に︑﹃一月二十日 とうれい・する ﹇答礼﹈︵サ変︶1 答
なふふ
限り當役場へ納付﹄とありませう︒

﹇同様﹈︵名︶1

く略Vシャンゼリゼーの

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十二318圏

大通には︑五六層もある美しい建物

とうろう

︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ
集めて包紙に包む者もある︒

八価5

昏惑

が道路の爾側に並び︑︿略V︒

那・印度其の他の東洋諸國へ輸出さ

﹇当惑﹈︵名︶1

﹇同嘉明﹈︹人名︺1

ニスム︒

兄はむっつりとしてや﹂當 八499
惑の膿である︒

わく

十二398

とうわく

どうよしあきら

車場で︑︿略﹀︒

五鵬3 東京停車場は東洋第一の大停 とお ﹇十﹈︵名︶2 十

東洋第一

とうようだいいち ﹇東洋第一﹈︵名︶1

れる︒

十884 これらの製品は︿略﹀︑又支 十二撹図道路

東洋諸國

とうようしょこく ﹇東洋諸国﹈︵名︶1

し︑爾院の意見が 一 致 す れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二893 此虜でも同様の形式で討議

どうよう

やら其の地徳がうたがはしい︒

八399煙弾の方の申す所では︑どう

︿略﹀︒

二階にもつきさうになったので︑

五874団其のうちに︑どうやら水が

どうやら ︵副︶2 どうやら

とうやくする一とおい

とおか一とおり
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分る︒

實は去月十日頃より感

冒の心地にて引きこもり居候虜︑

ばう

十一434薩團

︿略﹀︒

遠く

︿略﹀︑望遠鏡を持つた信士

ばうゑんきやう

﹇遠﹈︵名︶3

九7510
横たはり︑︿略﹀︒

やりがだけ

︿略﹀︑遠くには槍岳・

︿略﹀など︑いつれおとらぬ高山が︑

九985圏

﹇通﹈n▽かぜとおし・のりどお

︿略﹀︑互に雄姿を競ってゐます︒

とおし
し

︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

パに起りし事件も僅か↓爾日にして

十ニー59図

讃者に報道せらる︒

問はばや遠

十二267図醐上るや石のきざはしの
左に高き大いてふ︑

良市街の西︑遠く連なる田園の間に
トホス
︽ーサ・ーシ・ース︾﹇▽お

﹇通﹈︵四・五︶13

東西に走る三筋の路は︑︿略﹀︒

通す

とお・す
ほす

しとおす・おとおしなさる︒きりとお

二57

とほすは水の力なりけ

器にはしたがひながら︑

だ︒通してやれ︒﹂

いはほをも

八818黒煙
り︒

おうせつ

小使は僕等を鷹接室へ通して

︿略﹀︑ガラス屋根を通して來

とても船を通すことは出來ないから︑

︿略V︒

十棚2

通された部屋には︑古いた

るやはらかい日の光︑︿略﹀︒

んすや戸棚などが並べてありました

十一143

︿略﹀︑騎馬の人たちはもう

が︑︿略﹀︒

門の外まで乗りつけた︒さうして

十一佃9

ジョージに早くあけて通すやうにと

言った︒

と︑やがて西郷が出て來た︒

十一一摺8 一室に通されて待ってるる

堅忍不抜あくまでも初一念

を通すねばり強さが訣けてはみない

十二榴6

か︒

義貞は︿略﹀︑其の遠干がた

とおひがた ﹇遠干潟﹈︵名︶1 遠干が

た

通nVおおどおり・おおやまど

通り

を眞一文字に鎌倉さして攻めこみま

七217

した︒

通り

とおり ﹇通﹈︵名︶23 トホリ

おり・おぼしめしどおり︒おめどお

り・おもてどおり︒じかんわりどお

り・しょうろどおり・なんだいもんど

おり・のぞみどおり・はちぶどおり・

の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑

を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

一一622圏オクスリハ︑オイシヤサ

おり・ほんどおり︒みねどおり

十331所で︑此の高い湖と低い掘割 ひととおり・ひとどおり・ほんまちど

出て行ったが︑︿略﹀︒

八859

意をとほさせた︒

オハナハオチヨヲザシキ 十一一槻1 ︿略﹀︑とうく徳川方の願

す・たちどおす・のりとおす

ヘトホシテ︑オチヤトオクワシ
ヲダシマシタ︒
﹁石田でござる︒お通しな
され︒﹂︿略﹀﹁通さないことにしょ

〆鯖5園

七悩6園秀吉が之を聞いて︑幕の中

う︒﹂

と

兵が遠くを見張ってみる︒
き世々の跡︒
つがる
遠くにはかすかに津輕半島が 十二撹5図 ︿略﹀︑眼下に横たはる奈

九611

とおく

十一973 ︿略﹀︑路の遠いのは少しも
いとはず︑毎日毎日元氣よく通學し
た︒

説・講話などを居ながら聞くことが

十一一佃5 ︿略﹀︑遠い虜の音樂・演
出來ることや︑ ︿ 略 V ︒

とおか ﹇十日﹈︵名︶4 十日干しが

︿略﹀︑十日たっても二十日た

つとおか・はちがっとおか・ろくがつ
とおか
六586

つても︑母の名をいふ者がありませ
ん︒

︽ーキ・ーク︾

五621圏

遠きをつなぐ

用

さてく︑虹はおもしろい︒

七397団 十日ばかり前に︑私ども中 とお・し ﹇遠﹈︵形︶9 遠シ 遠し
學の二年生が修學旅行に行って︑
︿略﹀︒

ありさうに天と地の

雨のはれ間にちよつと出て︑

日も水のひくのを待たなければなら

七622 橋のないところでは五日も十

其∠局サ八尺五寸︑朝日・

雲の上︒

八971図

ず︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 五 日 で も 十 日 で も ︑

から︑﹁もうよい︒通してやれ︒﹂と

八468團

夕日ニカ︑・ヤキテ︑遠ク数里ノ外ヨ

右に見ゆるは名高き御
︿略﹀︑汽船絶えず通航し

ごま

櫻がりするますらをのと

﹁あのせいの低いのが石田

︿略﹀︑ゆっくり看病してお上げなさ

野邊遠く
もQ

七悩8園

いひましたので︑︿略﹀︒

孔子は︿略﹀︑近きより

リ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

を見る︒

て︑遠く近く黒煙の青空にたなびく

十一346図

寺︑ 左に遠くかすむは古城︑︿略﹀︒

十一128図圏

遠きに及すを以て其の主義としたり︒

十一76図

い︒

とおかあまり ﹇十日余﹈︵名︶1 十日
興り
︿略﹀︑十日埋りにして︑

ふすまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

十一471図

とおかかん ﹇十日間﹈︵名︶2 十日間
十610図囹 ︿略﹀︑何れも十日間を限
りて土木に從診 せ し め た る に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十 日 間 も 績 い て ︑︿略﹀︒

十222回診の町では︑二歳駒の市が 十二31図圃 荒駒を馴らしがてらに︑
とおかごろ ﹇十日頃﹈︵名︶1 十日頃
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とおりがかり一とおる

マノオツシヤルトホリニシテ
ワニザメ八白ウサギノイ

ノマナケレバナリマセン︒

白ウサギガソノ通りニ

フ通りニナラビマシタ︒

四148

四203
シ マ ス ト ︑ ︿ 略 ﹀︒

ソノ後大國主ノ神ハ︑白

九9510園
くなるばかりだ︒
﹇通過﹈

︽ーギ︾

︵上一︶1

通

︿略﹀︒

︿略﹀︑みほの松原を通りました︒

三827むかし一人のれふしが

ヨクキレルカンナガスウ

ツト板ノ上ヲ通ルト︑︿略V︒

四602

道を通りました︒

四302正太郎が犬をつれて︑山

の町を通って︑︿略﹀︒

く略Vにはか雨が︑非常な 四295 ︿略﹀︑てつだうが私ども

後の︑あざやかな緑の世界は︑︿略﹀︒

勢で木を洗ひ草を洗って通り過ぎた

九75圏

り過ぎる

とおりす・ぎる

僕も其の通りにして見まし

私は教へられた通り︑︿略﹀︑

たが︑︿略﹀︒

十423

御覧の通りの見苦しさ︑

精一ぽいに働いた︒

十615園
︿略﹀︒

七229村の西にくぬぎ林がある︒そ

りぬける

︽ーケ︾

領を奪はれて︑此の通りの始末でご

げます︒

十一422國国御承知の通り當地には

やうやく月島の横を通り越

トホル

く通り抜けて︑やがてトンネルに

﹇通﹈︵四・五︶40

はいる︒
とお・る

てん
私のうちの表通は電車や自韓

を通って居ました︒

此の時︿略﹀おちいさんが︑

車が引切なしに通って︑︿略﹀︒

五325

五393

て通りました︒

︿略﹀︑﹁皆さん︑遠足かね︒﹂といつ

まん

よし

あべのむねたふ

八幡太郎義家が或日安倍宗任

をつれて奇い野原を通りますと︑

五795

の間を通って見物します︒

五572 ︿略﹀︑多くは舟に乗って︑島

すきとおる

むぐらもちでもとほつた

それではぼくは左の

くま

いつも通る汽船も︑高波をよ

熊が出て來ました︒

いつも通る汽船も︑高波をよ

けて︑沖を通ると見えて︑︿略﹀︒

六202

六202

六728

人通の多いのは此の大橋で︑

けて︑沖を通ると見えて︑︿略﹀︒

まへて︑おもちゃにしてるます︒

六735

賀茂川は水が多くないので︑

これには電車も通ってゐます︒

三552 ︿略V︑たうふうがにはへ
出て︑池のはたを通りますと︑

子どもが大ぜいでかめをつか

三401ある日はまを通ると︑

本道を通ります︒

三386園

イコトニナツテヰマス︒

三374ソレカラ︑道ヲアルクト ︿略﹀︒
五977 二人の者が山の中を通ると︑
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ

上ってゐます︒

やうに︑土がところどころもち

三253

ヲトホリマシタ︒

ニー43犬ガ︿略﹀︑ハシノウヘ

ール︾nvおとおりがかる・おとおる・

主な通にはアカシヤの並木 ほる 通ル 通る ︽ーッ・ーラ・ーリ・

温泉これあり︑︿略﹀︒

十一596

ほんたうに姉上は私の思

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十二677園

しかしたとへにも申す通

つてみる通りをおっしゃいました︒
十一一伽2囹

︽ース︾

と

十733囲 何時か御約束した通り︑今
れを通りぬけて四五町上ると︑︿略﹀︒
四772 此の間さびしいおさう式
日は悪地の檬子を少しばかり申し上
が私の前を通りました︒
十一613 汽車は密林の間をあへぎ
四827 ちやうど大きな船がおき

ざいます︒

通り抜ける

四207園 オカゲサマデ︑カラダハ 十684圏 ︿略﹀︑それが一族どもに所 とおりぬ・ける ﹇通町﹈︵下一︶2 通
コノ通りニナホリマシタ︒

四215
ウサギノイツタ通り︑エライオ
方ニオナリニナリマシタ︒
はいたつ

五331 書あれほどにぎやかな通に︑

新聞配達と四五人の人のすがたが見
︿略﹀︑二階のまどからのぞ

えるだけでした︒

五861団

いて見ますと︑水が表の通をさっと
洗ひました︒

︿略V︒

五905私のやくめは︑御承知の通り︑

通りが

﹇通掛﹈︵五︶1

ゐ

ふと通りか︑つた某大尉が之

︽ーッ︾

通り

唯通りがかりの旅人から珍

﹇通掛﹈︵名︶1

り︑一寸の轟にも五分の魂︒

か＼る

とおりかか・る

しい話を聞いては︑︿略﹀︒

十一963

かり

とおりがかり

六866 ︿略V︑一切給で見た通りであ
つた︒

をしてゐますが︑︿略﹀︒

六891囹 御らんの通り大きなからだ
七359国 通は廣くて平で︑歩道と車
道の間に並木が植ゑてありますが︑
︿略﹀︒

を見て︑︿略﹀︑﹁こら︑どうした︒

八118園 相手の信作があの通りだか 九M6
ら︑︿略﹀︒

す

八264 さうして今も其の通りにして とおりこ・す ﹇通越﹈︵五︶− 通り越
みるのだといひます︒

す頃には︑もうつかれきって氣も遠

九224園 これまでも折々話した通り︑ 十一864
︿略﹀︒

とおれる一とき
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船 は 通 り ま せ ん が︑︿略﹀︒
︿ 略 ﹀︑明日の書頃︑︿略﹀︑

赤い着物を着て︑此所を通る者の首

八247園

を取れ︒

十一614

しばらく暗黒の中を通って
ふもとの川を白帆が二つ三

再び光明の世界に出た時︑︿略﹀︒

十二218
つ通って行く︒

僧は︿略﹀︑たまく此の

耳にし︑︿略﹀︒

難虜を通って幾多のあはれな物語を

十二価6

ると︑︿略﹀︒

或小さいみすぼらしい家の前まで來

九703園 白河を通ったのは昨夜の十 十二374 ︿略﹀︑薄暗い小路を通り︑
一時前であった︒

九842図魍 今朝遠足にとく起きて︑
石 屋 の 前 を 通 りしに︑︿略﹀︒

大そうりっぱになりました︒

十125園今通って見て來ましたが︑

り馬のそばを通るのが危瞼なやうな
しことなど思ひ出し申候︒

りては︑郷里の學校のおもしろかり

十171囲 なれない私は︑︿略V︑やは 十二伽6呪言 ︿略﹀︑小学校の前を通
氣 が し て な ら な かったが︑︿略﹀︒

︽ーレ︾

ん︒

十一柵1園

皆さん︑此虜は通れませ

十334 今太平洋の方から此の運河を とお・れる ﹇通﹈︵下︼︶1 通れる
通るとする︒

十351 それから船はクレブラの掘割
を通る︒

深く進むと︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑定期の方は︑預けた

︿略﹀︑預けた日から半年と

十一9110

十﹇価4

まして威力によって強制す

るとか︑私利によって勧誘するとか
都會﹇▽だい

十勝の大平野がはるばると結いて︑

十勝

十勝の平野は心ゆくばかり

末は青い大空に接してみる︒

十一656

﹇十勝川﹈︹地名︺2

晴々しい威である︒

十勝川の流域一帯の廣野は

十勝の

下するアイヌの丸木舟の便をかりる

十﹁6210 ︿略﹀︑唯僅かに十勝川を上

いはゆる十勝平原で︑︿略﹀︒

十﹁626

とかちがわ

︿略﹀︑B本の町よりはかへ

﹇都会﹈︵名︶2

いふやうな手段を用ひたり︑︿略﹀︒

とかい

とかい

七366團

仙垂は東北第一の都會で︑

つて西洋の都會に似てみるといひま
す︒

九711園

大學も高等學校もある︒
とかく

平原

十勝川の流域

とがめる

十勝川の流域一帯の廣野は

﹇尖﹈

︵五︶一

トキ

トガル

とき

時

﹇▽いちどきに・いっとき・いっときま

﹇時﹈︵名︶期

見エル爪︑︿略﹀︒

八482 ︿略﹀︑トガツテカギノ如クニ

︽ーッ︾

とが・る

︿略﹀︒

た︒其の人は別にとがめもせず︑

が出來ませんから︑︿略﹀︒﹂と願つ

十﹁㎜7 ︿略﹀︑﹁馨しやうすること

︽ーメ︾

とが・める ﹇処口﹈︵下一︶1

いはゆる十勝平原で︑︿略﹀︒

十一626

十勝平原

とかちへいげん ﹇十勝平原﹈︹地名︺1

︿略V︒

一帯の廣野はいはゆる十勝平原で︑

十一625

十勝の平原

に過ぎなかった︒
﹇兎角﹈︵副︶4 とかく
せき
︿略﹀︑とかく無責任な事ば とかちのへいげん ︹題名︺1

工夫にばかり心をうばはれて

かりしてゐました︒

十141囹

十467

實は去月十日頃より感

は︑とかく家業もおろそかになる︒
ばう

十一435國圏

冒の心地にて引きこもり居候虜︑其
えん
の後とかく病勢衰へず︑遂に肺炎を
引起し申候︒

狭い島國に育ち︑生活の安
易な樂土に平和を心しんでみた我が

十二悩8

奮起は︑とかく引込み思案におちい
﹇戸隠連山﹈︹地名︺
とがくし

り易く︑︿略﹀︒

とがくしれんざん

戸隠連山

とがくし

︿略﹀︑戸隠連山は東北の

十勝

方に︑呼べば答へるばかり近くそば

九989囹

かりかち

︿略﹀︑眼下には昏々とした

とき

︿略﹀︑約五時間後に石狩と

とかち
﹇十勝﹈︹地名︺3 十勝

だってゐます︒

十一618

十勝の境にある狩勝の峠にか＼る︒

とかち

十一6010

とかち

︿略﹀新の幾日とか苞臼の幾

まして威力によって強制す
いふやうな手段を用ひたり︑︿略﹀︒

るとか︑私利によって勧誘するとか

十一価4

日とかいふのを思ひ出して︑︿略﹀︒

十一9110

して︑其の事を父に尋ねた︒

日とか蕾の幾日とかいふのを思ひ出

僕はよく年寄の人が新の幾 1

か一年とかきまった期限が來ないと

十524圏

限が來ないと引出すことが出戸ない︒

日から半年とか一年とかきまった期

十523囹

十829 馬屋の前を通ってだんく奥とか ︵並助︶6 とか
十931園 ﹁本道は遠いから近道を通
らう︒﹂

て︑一足温室の中にはいると︑︿略V︒

十㎜8 ︿略﹀︑冬枯の小道を通って來

等価4圏此の温室は南を受けてみる
上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑
こんなに早く咲くのだ︒

十描10 まだ芽の出ないはぜの木の間
を通り︑︿略﹀︒

ろう
十佃2 ︿略V︑給馬堂の前を通って櫻

門をく9ると︑本殿の前に出る︒
︿略﹀︑山の背を通ってみる

小路を中にはさん で ︑ ︿ 略 V ︒

十一358

57
とき一とき

え・じゅうしさいのときがにどある
か・たうえどき︒ふゆどき

二277 ソノトキーピキノ子ネズ
ミガマヘヘデテイヒマシタ︒

それでもまだあかちゃん

三25 カゼモアタタカデ︑オモ
テデアソブニハーバンヨイト
キデス︒

三135
がなくときには︑︿略﹀おかあさ

そのとき正一のおちいさ

んのところへ つれていきます︒

三232
んが︑︿略﹀そこへきました︒

三353 ゴハンヲタベルトキニ︑

タイサウノトキアルキ出

ハシヲモツ方ノ手隙右デ︑
︿略﹀︒

三362
スノハ左ノ足デ︑︿略﹀︒

ゲルノ二業ノ手デス︒

三364 ︿略﹀︑オケイコノトキア

通りますと︑︿略﹀︒

ことでした︒

の時からすなほで︑なさけぶか

ソノトキカウモリハ 四766 今の村長さんも子ども

﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑ドチラヘモ

い人でした︒

三734
ツキマセンデシタ︒

おちいさんがこの柿の

ノノ方へ行キマスト︑︿略V︒

︿略﹀︑小さい時からよく

︿略﹀金持のむすめさん

た︒

五387此の時︿略﹀おちいさんが︑

て通りました︒

︿略﹀︑﹁皆さん︑遠足かね︒﹂といつ

を出して︑たけるのむねをおつきに

五433此の時言はふところのつるぎ

なりました︒

庄屋は︿略﹀︑土手をつきな

親のほねをりが子の時になつ

其の下表で水だくとさけ

下りて來て︑﹁︿略V︒﹂

五988此の時︑木に上ってみた者が

ぶこゑがしましたので︑︿略﹀︒

五857団

てあらはれたのであらう︑︿略﹀︒

五781

で︑︿略﹀︒

ほしたが︑運の悪い時には悪いもの

五737

殿や廻廊が海の中に浮いて︑︿略﹀︒

くわいらう

かへって來た時には︑ひ 五592ことにしほのみちた時は︑社
てつけうへかかった時︑

いつも

尾をお切りになった時︑つる

六43

六16

︿略Vにはとりが︑俵の山へ

朝飯の時こんな話が見ました︒

ててにげるやうな者には︑︿略﹀︒

むかし神武天皇がわるもの 五995園あぶない時に︑友だちをす
ものどもが強くて︑おこまりになつ

其ノ時下ビンハ

﹁︿略﹀︒﹂ト

上ってときを作りました︒

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

六131

六205 こんな時には︑﹁︿略V︒﹂と言

ふれふしのこゑが︑其所此所にしま

︿略﹀︑戦乱の時︑大きな手
がらを立てた軍人に下さる勲章に︑

其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも

す︒

六526

此の時には頼朝もおもしろく

﹁︿略﹀︒﹂と申しますと︑︿略﹀︒

六367陸へ上った時︑家來が

のがありました︒

ある朝早く︑おとうさんがた 六278

此の時何の氣もなく自分のう
ちを見て︑︿略﹀︒

五334

て表へ出て見ました︒

びへお立ちになった時︑お見送をし

五328

︿略﹀︒

五198園

とまった︒

一羽とんで來て︑天皇のお弓の先に

五186園其の時︿略﹀︑金色の鶏が

たことがある︒

どもをこせいばつになった時︑わる

五185園

ぎのはがこぼれました︒
じんむ

五121

はたをお通りになりますと︑︿略V︒

五77

ある時︑出雲の國のひの川の

下した時には︑︿略﹀と思ひまし

四823トンネルを出て︑海を見

河を見たら︑︿略﹀︒

四811

どいみなりをして居ました︒

四784

いたづらもので︑︿略﹀︒

三756ソノ時日ウモリガケダモ 四775 此の人は小さい時から

四58
木をついでいらっしゃる時︑下
男の太七が︿略﹀︒

四64その時おちいさんは

ある時︑日と風が力く

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったといふ

ことです︒

四385

おとうさんがおかへりに

らべをしました︒

四463

なった時には︑家の内も外

︿略﹀︑げんじはをか︑へい

もきれいになって居ましたので︑
︿略﹀︒

四614

けは海で︑向ひあって居ました
時︑へいけ方から舟を一そう

三367又オモイモノヲ右ノ手
馬持ツトキニハ︑カラダヲ左

こぎ出して來ました︒

︿略﹀︑左ノ手買玉モイ 四634其の時一人遅家嫡がす

ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒

三371

四764

はたらきました︒

四761

すみ出て︑︿略V︒
モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
四744私は︿略﹀おちいさんや
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒
三373 ソレカラ︑道ヲアルクト おばあさんを其のわかい時か
ら知って居ました︒
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ

イコトニナツテヰマス︒

わかいとき字をならひま

其の時はなかなかにぎやかな

が︑︿略﹀およめに來ましたが︑

したが︑︿略﹀︒

三546

がにはへ出て︑池のはたを

三551 あるとき︑︿略﹀︑たうふう

とき一とき

58

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

六567 唐糸には其の時十二になる娘
がありました︒

泣いた時には︑︿略﹀︑だれ一人もら

六638 二人が︿略﹀︑うれし泣きに
ひ泣きをしない者はありませんでし
た︒

六653 昨日ニイサンガ︿略﹀︑手工
ヲシテヰ塾生︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中
ヘ ヒ ツ ク リ カ ヘ シテ︑︿略﹀︒

には出すね︒﹂

六685園 ﹁こまかな人だが︑出す時

六701 又いくさのあった時には︑
︿略﹀刀や︑なぎなたの光も︑いく
たびとなく此の川の水にうつったこ
とでございませう ︒
みちあり

六816此の時河野の通有は︑たった
小舟質そうで向つた︒

六902 此の時︑﹁大きなお守さん
だ ︒ ﹂ と 誰 か が いったので︑︿略﹀︒

六986魍 あの三校がたった時︑ う

ちの畠にあったのを死んだあの子
が掘取って︑ かついで行って植ゑ
たのだ︒

﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑千年もたったかと思

ふ老木の下へ行った時には︑何とな

六塒1圏

二二一丁四・五・六年が

く心持がかはって︑︿略﹀︒

七48金紗
全校生徒

八十間もつゴくなり︒

四列になりて歩く時︑
の八百は

横濱は︿略﹀一大貿易港に
川口にか＼つた時ふりかへっ

して︑商船の出入たゆる時なし︒

七了5図
七158
て見たら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も

之を取って花たばにする︒

七183

七223此の時義貞が方々へ火をかけ
させますと︑︿略V︒

此の時信玄は之を止めて︑

つてみると︑︿略﹀︒

七486

﹁︿略﹀︒約束の川中島は謙信に渡

何時力私ノウチノツルベノ金

す︒﹂といったので︑︿略﹀︒

七511

タガガコハレ呼時︑ツクロヒヲタノ

私も子どもの時には︑毎日

ンダラ︑︿略＞Q

七525園

又ある時にはとび魚が甲板

此の學校へ通って︑︿略﹀︒

七556園

こんな時には︑悪くすると

の上へとび上ることもあります︒

七574園

愚筆へ乗上げたり︑︿略﹀するやう
なまちがひが出來ます︒
船長は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と
はく

むすびたる時は︑拍手の嬉しばらく

七615図

はやまざりき︒

戦孚の時には乗用としても︑

輸送用としても︑きはめて大切なも

七266
のである︒

獲信人の居所氏名を受信人

かけつけました︒

七麗図図

︿略V︑中程まで行った時︑信

に知らする必要あるときはく略﹀

八97

徳川家康が大阪城を攻めた時︑

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

其の子頼宣は職が始つたと聞いて︑

よりのぶ

八148

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時

先陣へかけつけたが︑︿略﹀︒

八156圏

九つの時から將軍の若君竹千

が二度あるか︒﹂

︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手

長四郎が十一歳の時のことで

代のおつきになった︒

八163

八164

ある︒

が届かうとした時︑ふみ外して軒下

八171

へどうと落ちた︒

どうかして首取の悪風を止めさせた

七639此の時︿略﹀男が︑︿略V︑着 八231 呉鳳は役人になった時から︑

いものだと思ひました︒

武人は昔から之を愛養して︑

物をぬいで頭にのせ︑一人で川へは

七268

いざといふ時には︑それに乗って出

きのした

ざうり

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

とよとみひでよし

だ

又物ヲ洗ツタリフイタリスル

此の時どやくと四五人の敵

ね起き︑︿略﹀︑一さんに伏見の城へ

七柵1此の時清正は︑地震と共には

兵がはいって來ました︒

七909

時二使フ海綿モ︑︿略﹀︒

七832

た時のことである︒

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お

七763

︿略﹀︒

中へとびこんで死んでしまはうと︑

いよくない時には︑川の

いって行きました︒

軍人をのせた御用船が今しも

ある千丁信が山の手に陣を取

此の時太郎が︑炭はどうして

ゑち

時の町奉行は名高い大岡越

ヒナヲ育テル間八最モ氣が荒

四日目の時は︑おちいさんも

手つだってつかれた︒

八531

時デアル︒

クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ

八506

前守で︑︿略V︒

ぜんのかみ

八361

青くのかときくと︑︿略﹀︒

八298

いふなり︒

の足らずといふは︑働く人の少きを

八291図︿略﹀︑いそがしき時に︑手

かけた︒

谷あひの家窓明

七313図此の時此所に重りしは一人 七692圏
の武士なり︒

︿略﹀︑

町に︿略﹀︑日露戦箏の時

けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒

七351図圃

七436

さんがある︒

送人をおし分けて︑前へ出るおばあ

港を出ようとした其の時︑︿略﹀︑見

七412

は面白いでせう︒

の大將方の名を取ってつけてあるの

六996魍 あの子がいくさに行く時に︑ 七357団
學校の前でふりかへり︑

﹁︿略﹀︒ ﹂ と ︑ お か あ さ ん が 誰

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ

六梱1

出ました︒

六撹3 なるほど︑去年鯉のぼりを立
てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ
した︒
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八534 其の時にいさんが﹁私にもつ
かせてみて下さい ︒ ﹂ と い ひ 出 す と ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑多くの弟子保己一に

なりしが︑︿略﹀︒

らず︑雨親と共に歩いて行った︒
ひやう

其の時︑御供にしたがひ給

さびしく時をきざみ行く︒

いました︒

此の時︿略﹀︑艦長をはじめ

﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

つのみや

十133園

りです︒

おとうさんの若い時そつく

約を見た時は︑其のと＼のってみる

十147園 ︿略﹀︑はじめて青年團の規

のに驚いて︑︿略﹀︒

しかし︑此の間夜馬を参観

した時の皆さんの熱心な様子や︑

十1410囹

︿略﹀︒

十1710團私の行った時には︑もう其

所にすき間も無く子馬がつないであ

う

何時かおかあさんと日光見物に來た

又戦孚の時戦線から戦状を報

唯今にも鎌倉の御大事とい

常世は︑時こそ來れと︑や

其の時の言葉にたがはず︑

翌日太郎が︿略﹀︑學校から

つたのか︒

︿略﹀︒﹄と︑きっぱりことわらなか

十947園なぜ其の時﹃い＼え︑

由る時の事であった︒

十931

眞先かけて参ったは感心の至り︒

十716園

せ馬にむちうってはせつけたり︒

十709図

ご︒

︿略﹀︑あっぼれてがらを立てるかく

ふ時は︑︿略﹀一番にはせ参じ︑

十6810園

のも其の一つである︒

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

十583

︿略﹀︒

除におちいった時︑救を求めたり︑

十581 ︿略﹀︑登山者が路に迷って危

夜間に使ふ事も出來るし︑︿略﹀︒

又暗い時の飛行に馴れさせて︑

りました︒

れば︑道に迷った時などにもすぐ方
下山の時には︑木の枝など

角を知る事が出営る︒
そり

九958園

を櫨にして︑此の雪渓をすべって下
ちやうど其の時︑敵の三等が

る人があります︒

九佃8

近くで破れつして︑︿略﹀︒

ちやうど其の時︑はるか遠方
明治二十七八年戦役の時であ

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

九三1
九桝4

十572

時のことを思ひ出した︒

九684

旗に敬聾する︒

乗員一同は︑皆姿勢を正して︑軍艦

九669

う齢程の財産が出経た︒

九556園︿略﹀︑六十五六の時にはも

︿略﹀︑小さい米屋を始めた︒

九19雲量く略V拍子木のごとかち 九521園 ︿略﹀︑三十ぐらみの時︑
くと︑

ひ︑︿略﹀︒

へる弟橘媛︑尊の御身危しと見給

おとたちばなひめ

八626図 保己一は五歳の時めくらと 九106図
八632図

てあたふるに︑これには餌の時のや

くだきたる貝殼を器に入れ

うに集らず︒

九144図

目あきめくらに 道をき＼︒ と言

つきて學びたれば︑時の直行町で
ひたりといふ︒

目じるしの蠕けやきの所まで

﹁︿略﹀︒﹂と︑此の前來た時の

ほりょ
後日レマン將軍が捕虜とし
時︑エンミッヒ譜面はみつから進ん

てエンミッヒ將軍の前に引出されし

九376図

事を考へながら︑︿略﹀︒

九3410

身がるに枝移りした︒

沃た時︑︿略﹀︑美しい小鳥が二三羽︑

九334

居ル直門緑色デアルガ︑︿略﹀︒

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二 九893園 ︿略﹀︑あれを見つけさへす

今やときをつくらんとする様なり︒

八637図 或夜弟子をあつめて︑書物 九156図 ︿略﹀︑をんどりはく略﹀︑
を教へし時︑風にはかに吹きで︑と
もし火きえたり︒

して婦つた時︑ノ ー ス パ ニ や 人 の 喜 ん

八752 コロンブスがアメリカを獲見
だことは非常なものでした︒

と卵のはしを食卓 に う ち つ け ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八769 此の時コロンブスは︑こつん

八823落ちる時の勢が加はると︑長
い間には︑思ひの外の事をする︒

が申し合はせて︑︿略﹀︒

八995 罵言︑口・耳・目・手・足等

で握手を求め︑︿略﹀︒

九佃3忌寸の時にはお互に目ざまし

ました︒

八棚2 此の時胃は一同に向って言ひ

い働をして︑我が高千穗艦の名をあ

つた︒

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

げよう︒

九454図又コ・一二匹ノ馬アリテ︑
其ノ五人ハ︑︿略﹀︑事ヒテ高キ償ヲ

八欄7 分業で仕事をする時︑誰か一

ツク︒

道雄ハ此ノ時︑フト學校ノ級
其の大王が東方諸臣の遠征に
出かけた時の事である︒

十81

長選墨ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

違警1

出襲ノ時カラノ豫定ナノダ︒

九八6園今日投票ノ爲二院ツタノモ

人の苛ぎはが悪いと︑全髄の出來ま

其の時おとうさんがにいさ
んと︑﹁︿略﹀︒﹂と話していらっしや

九482団

く略V︑雫ヒテ償ヲ下グ︒

タぐ一人ナルトキハ︑五人ノ持主

馬五匹アリ︑︿略﹀︑買ハントスル人

九459図画二反シテ︑同ジヤウナル

でも悪くなる︒

八柵7 乃木大將は幼少の時︑腔が弱
おく
く︑其の上臆病であった︒

せんがくじ

大將の父は︿略﹀︑往復一里齢もあ

八川8 そこで大愚が四五歳の時から︑
たかなは

る高輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

八餌5 其の時︿略﹀︑馬やかごに乗

とき一とききかせる
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︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

時既に点々のとりでより來れる守兵

十一282図

失ふやうなあぶない時でも︑言出す

十957囹︿略﹀︑ひょっとすると命を
こ と の 出 來 な い 程︑︿略﹀︒

なり︒

十一361園

或時近邊の人からワシント

リンカーンがふと目を覧し

ン傳を借りたことがある︒

十一994
十一㎜一

︿略﹀︑一切纏の臨く我が

た時はもう遅かった︒
十一欄4図

國に行はる﹂は︑實に此の時よりの
事なりとす︒
ほのさき

九歳の時始めて学校にはい

りのため美保崎といふ虜にありし

み

十二69図此の時事代主命はすなど
が︑︿略﹀

一昨年植付けた時の下書だ︒

此の時にはもう三番目の轟

つたが︑︿略﹀︒

十ニー02

十一369

︿略﹀︒

十二912

彼が︿略﹀本学を出嚢した

次第にやせ衰へて︑物にす

て︑農夫の働く様を見廻つたことが

ある︒

十二946

彼はいくら苦行をしても更に効のな

がらなければ立てない程になった時︑

言質のことである︒

いことを知った︒

十二956

或時の如きは︑繹迦が山の

下にみるのを見附けて︑上の方から

十二979

いよく臨終が近づいた時︑

大石をころがしたが︑︿略﹀︒

十二986

繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑

かん
毎晩費上高の勘定を致

﹁︿略﹀︒﹂と諭して静かに眼を閉じた︒

す時など︑︿略﹀︑何時もほめられ申

十二捌5囲團

候︒

き

﹇十寸一寸﹈︵名︶1

それ以上は十寸一寸・十寸二

十

馬の高さは前足の所ではかる︒

き

ると︑十寸といふ︒

と

寸・四尺九寸などのことで︑五尺あ

八寸・九寸などといふのは︑四尺八

七276

とき ﹇十寸﹈︵名︶1 十寸

と

されば珍しき事件の起り とき ﹇関﹈nvかちどき

此の時大きなせきばらひが

寸一寸

ときいっすん

其の時︑今まで雲の中に居 とぎ ■Vおとぎばなし
これイタリや中興の主エ

寸などといふ︒

七276

とききか・せる ﹇説聞﹈︵下一︶2 説

︿略﹀︒

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

はよくないといふことを説聞かせて︑

八242

其の時魚見やぐらの上で旗 聞かせる ︽ーセ︾

或時︑父王と共に城外に出

を揚げて︑︿略V合圖をすると︑

十二784

緑を加へ︑︿略V︒

家の紋章の色なる白と赤とに︑︿略﹀

ンマヌエル王︑歯面統一の時︑其の

十二643図

た太陽が顔を出したので︑︿略﹀︒

十二581

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

十二563

しが︑︿略﹀︒

く嚢結することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十一一146図

のは︑二十三歳の時である︒

十一一126

はどこへ行ったかわからなかった︒

あの時︑﹁︿略﹀︒﹂と僕が聞 十一一123

︿略﹀︑一番早く伐るとして

今年伐るはずのは︑おとう

昔︑アフリカの母港に一そ
ちやうど其の時︑﹁ふかだ
叫び聲が聞えた︒

く︒﹂といふ船長のけた＼ましい

十一5510

うの船がとまってみた時の話である︒

十一546

︿略﹀︒

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

十一407

の年になってみるわけだ︒

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

十一405

いって笑ってをられた︒

いたら︑おとうさんが﹁︿略﹀︒﹂と

十一3610

はまだ寒かった︒﹂

﹁あそこの植付をした時

かと見れば岬なり︒岬かと見れば島

十﹇331図船の其の間を行く時︑島

し弟勝政に︿略﹀︒

坂にふみ留って︑追診る敵を防ぎ居

十一285図

と合して︑追撃すること頗る急なり︒
いひ
︿略﹀︑此の時までも飯浦

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹂とい

十959園 それから又︑雲間私が聞い
はなかったのだ︒

十佃5 砲手は此の時早く船首の砲後
に立って︑其の引金に手をかけた︒

十佃7 右に左に鯨を追ひつつ四五十
メートルまで近づいた時︑︿略﹀︑破
裂矢をしかけたもりを打つ︒

十橋9 其の時︑二番もりが打出され
た︒

癖馬9 停車場に着いた時は午後の六
時を過ぎてみた︒

十伽7園 又字を書く時に指先を見る

ぎ

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

十欄7図 主上さきに笠置におはせし
こう せ ん

時早くも義兵を重 げ し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

時︑萢蚕無きにしもあらず︒

はんれい

十階9図圏 天︑勾践を空しうするな
かれ︒

十一146 のぶ子さんはちやうど︑五
年生の時の成績物に表紙をつけて︑
とちていらっしやる所でした︒

十一154 一年生の時からの成績物も
見 せ て い た ゴ い て︑︿略﹀︒

再び光明の世界に出た時︑突如とし

よごのうみ

日のあかつき︑︿略﹀余事湖のほと

て眼前に展開せられた風景は︑︿略﹀︒

十一2310図時は天正十一年四月二十 十一615 しばらく暗黒の中を通って
りに下り來れる七八人の兵卒あり︒

家はインディアナ州に移ったが︑

リンカーンが七歳の時︑一

︿略V︒

十一9410

も時既におそく︑大方はやにはに斬

十一245図 あわてて逃げんとすれど
倒されたり︒
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十二972 績いて繹迦はマガダ國王を

﹇時時﹈︵ 副 ︶ 1 3

トキドキ

たつねてねんごろに道を説聞かせ︑
︿略﹀︒

時々

ときどき

時時

はせる︒

んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑

か食はれないこともあった︒

得られず︑時には生のじゃがいもし

︿略﹀︑時には夜半までも

︿略﹀のみを振るふことさへあった︒

十二柵7

もある大まぐろがく略﹀︒

私は學校で習ふ本でさへ 十二796 三四十貫︑時には百貫以上

時々見失って︑大さわぎをすること

十一165
があります︒

﹇時﹈︵副︶2時に

ときの聲

ゑ

たまく元の大軍至るに及 ときのこえ ﹇関声﹈︵名︶3 ときのこ
ちやうせいけつ

んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

上杉方はどっとときの聲をあ
﹇時頼﹈︹人名︺1 時頼←
さいみょうじにゅうどうときより
﹁今度の勢そろへに集った諸侍の中

十724図時頼は尚一同に向ひて︑

はうき手にく

石屋の前を通りしに︑︿略﹀︒

語りつ㌧送る若き

︿略﹀︑

此方をさして

十908図無

人々︑ 今朝とく出でし兄も交れり︒

と・く ﹇解﹈︵四・五︶3 トク とく

尊はかみをといて︑女のすが

︽ーイ・ーキ︾

たになり︑︿略﹀︒

五423

と・ぐ

︽ーイ・

く略V︑張弘道︑弓馬祥に説

鐵眼こ﹂において再び意

これまで説いた教そのも

とぐ ︽ーギ︾

父は︿略﹀︑鎌をとぎにか＼

﹇研﹈︵五︶1

とく ﹇解﹈︵下二︶←うちとく

のが私の命である︒

十二989園

の事業を中止し︑︿略﹀︒

を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

十一伽9図

義を急くすべき所なし︒

きていはく︑﹁宋亡びぬ︒御身の忠

十989図

ーキ︾

と・く ﹇説﹈︵四・五︶3 説く

ん︒

ミッヒ二軍は﹁いや︑それには及ば

帯劔をときて渡さんとするを︑エン

九387図 やがてレマン將軍は︑︿略﹀

︿略﹀︒

ダラトキテ木材ヲ責ルニ至ルマデ︑

︿略V︑義仲はひそかにみ方の 八209図其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ
者を敵の後へまはらせて︑貸方から

六238

みこと

ました︒

時に

或朝︑夜明頃︑城中からうつ

一度にどっとときのこゑをあげさせ

勢四隣に並ぶものなし︒時に天照大
たけみかつち

げた︒

七484

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

六946

三綱ハ

それ以上は十寸一寸・十寸二 ときより

﹇十寸二寸﹈︵名︶1

いふやう︑﹁︿略V︒﹂

二寸

ときにすん

七277

﹇時﹈︵副︶7

寸などといふ︒

ときには

十寸

神の使者建御雷干此の地に來りて

十二61図昔︑大國主命︿略﹀︑威

戦ひて元軍を防ぐ︒

へらる︒時に宋の勇魚張女傑よく

十983図

三9一 ヒヨコハ︿略﹀︒︿略V︑キイ ときに

ロイクチバシデ︑トキドキヂメ

時時すずしい風が吹いて

ンヲツツキマス︒

三791
來ると︑︿略﹀︒

にはとりが時時もみを

時々︿略﹀︑﹁うん︑郵便函と

かき出します︒

四248
五901

いったのはこれだな︒﹂とひとりご
とを言って行く者があります︒

六135園丁ハ二二使出レテヰテモ︑
時々青イ物ヲ出シマス︒

せ ん かう

七121 時々は手ごたへがして大きな
蛤が出た︒

に︑訴訟ある者は申し出るがよい︒

﹁中庸は徳の至れるも

﹇徳﹈︵名︶2 徳
よう
のなり︒﹂

十二935

得

﹇遂﹈︵下二︶1 遂ぐ ︽ーゲ︾

︿略﹀︑其の後妻十年の間に驚くべき

十一一155図 第四課 新聞 ︿略﹀︒

と・ぐ

つた︒

︿略V︑物によっては︑やはり 十3910

﹇得﹈︵形状︶1

今朝遠足にとく起きて︑

﹇疾﹈︵副︶2

くない︒

とく

とく

外國の品を買った方が得な場合が少

十873

とく

みたマガダ予期は︑︿略﹀︒

かねて繹迦の徳をしたって

十一71図囹

とく

ダンく上流ニサカノボツテ︑

雲や霧が︿略﹀︑散じたか

又國内で出島るものを使ふよ
合のよい事もある︒

りも︑時には外國の品を使ふ方が都

十863

先も見えないやうなことがあります︒

と思へば又わいて來て︑時には一寸

九953園

みるのを見ることがあります︒

七551囹時には鯨が高く潮を吹いて

ツテ來ル︒

時ニハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上

六463

七241 時々は線香の上ってみること は
もある︒
ばと う く わ ん ぜ お ん

七254 塚の前に馬頭観世音とほっ
た石が立ってるて︑其の前に時時新
しい馬のくつが上ってみる︒

七501私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ
見マシタ︒

カキハ又スグフエルモノデ︑

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七82一

ケレバナラナイホドデアル︒

八24 小鳥は時々此の清水にのどを
うるほしては︑︿略﹀︒

九598 ︿略V︑へうきんな五平ちいさ 十﹁9510 ︿略﹀︑食物なども自由には 鶴田1夕曇

どく一とくべつ

62

逆蓮を遂げたり︒

どく ﹇毒﹈︵名︶1 毒﹇▽おきのど
く・きのどく

毒

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

あ

べ

徳川

征討﹈︵名︶1

よしのぶ

よしのぶ

徳川慶喜征討

の官軍は諸道より並び進んで︑︿略﹀︒

醤師は皆︑投賭してもし萬一

どくさつ・する

﹇毒殺﹈

徳川

川家の存亡などは言ふにも足らぬ小

讃者

毒

く略V︑今や遠くヨーロッ

﹇読者﹈︵名︶2

る＼か︒

然らばかくの如き新聞は
如何にして︿略﹀︑話者に配布せら

十ニー62図

讃者に報道せらる︒

パに起りし事件も僅か一品日にして

十ニー510図

どくしゃ

︿略﹀︒

してみるといふ風説があるから︑

金をもらふ約束で王を毒殺しようと

︿略﹀フィリップが敵から大

︵サ変︶−

けはしないかと恐れて︑︿略﹀︒

の事があれば︑毒殺のうたがひを受

十91

三百年前徳川家康が諸大名 どくさつ ﹇毒殺﹈︵名︶1 毒殺

トクガハイヘヤス

徳川家康が大阪城を攻めた時︑ 十一一悩7 明治元年三月徳川慶喜征討

て︑安倍川原へ石合戦を見に行った︒

八148
︿略﹀︒

︿略﹀︒

とくがわがた

︿略﹀︑更に京都に上って勅

﹇徳川家﹈︹人名︺3

事でござります︒

十101

徳川方も事こ＼に至っては︑ 殺する ︽ーシ︾

﹇徳川方﹈︵名︶2

死命ジテ造ラシ月舘ルモノニシテ︑

九2010 例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ艦 八964図

︿略﹀︒

﹇毒﹈︵形状︶2

家

とくがわけ

とほさせた︒

裁を仰ぎ︑とうく徳川方の願意を

十二麗1

あくまでも戦ふ貴人をきめて︑︿略﹀︒

十一一悩10

六137園 シカモ其ノサビハ大ソウ毒 方

どく

ナ物デス︒

得意

六154園あ＼︑それは紅茸だ︒毒だ
︵名︶←おとくい

よ︒

とくい
﹇得意﹈︵形状︶3

九価7 北風は︑︿略V︑うれしくて︑

とくい
得意さうに頭を高くあげた︒

うさん︑こんなに言ひにくい言葉は

十916 太郎は得意になって︑﹁おと 十二伽8園之に比べれば︑︿略﹀︑徳
外に無いでせう︒ ﹂ と い ふ と ︑ ︿ 略 ﹀
がいせん

き︒

︿略﹀︑唯をりく興味あ
る特殊の事件を報道するに過ぎざり

十ニー48図

︿略﹀︑江戸の市民も徳川家 とくしゅ ﹇特殊﹈︵形状︶1 特殊
もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

十二麗3

戸百萬の民の仕合はせ︑︿略﹀︒

十二801 漁夫の顔は得意の色に輝い 十二㎜4園 又延いては徳川家及び江
て︑まるで凱旋の將士のやうに見え
る︒

とくいさき ﹇得意先﹈︵名︶1 得意先

徳川侍

十二伽3園

少しは切れる所がござりませう︒

︿略﹀︒

シ︾

とく・す

善書

特殊取扱料
﹇読書﹈︵名︶1

特殊取扱料

督す

︽一

若い頃から門灯がすきで︑
﹇督﹈︵サ変︶1

十一707

どくしょ

七麗図

扱料﹈︵名︶1

徳川侍のなまくら刀にも とくしゅとりあつかいりょう ﹇特殊取

九554園︿略﹀︑一軒二軒と得意先をとくがわざむらい ﹇徳川侍﹈︵名︶1
まして行って︑後には表通へ店を出
篤學

とく

﹇篤学﹈︵名︶1

すまでになった︒
とくがく

さ

殊に徳川幕府二百齢年の鎖

十一742 宣長はまだ三十歳齢り︑ とくがわばくふ ﹇徳川幕府﹈︵名︶1
徳川幕府

とく

︿略﹀︑どことなく才氣のひらめいて

十一一燭2

氣を消磨せしめ︑︿略﹀︒

國は︑國民をして海外に獲展する意

みる篤學の壮年︒
﹇徳川家康﹈︹人名︺

トクガハイヘヤス とくがはいへやす

とくがわいえやす

とくがはいへやす

3 徳 川 家 康 徳川家康徳川家康

八134 徳川家康が幼時家來に負はれとくがわよしのぶせいとう ﹇徳川慶喜

やがて勝家また自ら五萬

の兵を督し︑來りて盛政の軍に合す︒

十一238図

濁

は弾力に富み︑︿略﹀等︑各其の特

とくせい ﹇特性﹈︵名︶1 特性
ていかう
十一一4710図 ひばは抵抗力を有し︑松

性を具へたり︒

創力

どくそうりよく ﹇独創力﹈︵名︶2

力がないであらうと自らも輕んじ︑

十二梛3 ︿略﹀︑遂に日本人には猫創

︿略﹀︒

十一一慨6 我々は何時かは摸倣の域を

脱して十分に夜分力を音戸し︑︿略﹀︒

とくに ﹇特﹈︵副︶3 特に

これは學問の研究には特

温泉これあり︑病後の保養には特に

十一423塵団御承知の通り忌地には

宜しき由に候︒

十一7510園

市街を見物して私の特に

に必要ですから︑︿略﹀︒

十二305國

は

感心したのは︑市民が交通道徳を重

んずることです︒

とくはいん ﹇特派員﹈︵名︶1 特派員

十ニー71図 く略V︑世界各國主要の地
は
に特派員又は通信員ありて︑事件起

れば直に電話又は電信にて通知し來

る︒

とくべつ ﹇特別﹈︵形状︶3 特別

雨舷直といふのは︑特別の務

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九645

とである︒

十一810 ︿略﹀︑これ等は租界といふ

63
とくほん一どこ

︿略﹀︑特別の御仁慈を以

特別の匠域内に住んでみる︒
十二欄1囹

ておだやかに事のまとまるやう
︿略﹀︒

﹇独立当時﹈︵名︶1

﹇▽じんじょうしょうがくこく

ごとくほん

とくほん

濁立谷野

どくりつとうじ

時計﹇▽うで

條の横筋は︑猫立席時の十三州を表

十二628図 即ち赤︒白馬はせて十三
すものにして︑︿略﹀︒

﹇時計﹈︵名︶7

どけい・おきどけい・かいちゅうどけ

とけい

い・はしらどけい・ふるどけい

八欄5 うちはを造るにしても︑時計
を造るにしても︑︿略﹀︒

いろくな時計がたくさん並んでゐ

時計師

此の時大きなせきばらひが

﹇時計師﹈︵名︶4

十二563

とけいし

時計師は︿略﹀︑出して置

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

十二564
時計師は早速ピンセットで

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二588
時計師は仕上げた時計をち

ねぢをはさみ上げて︑︿略﹀︒

十一一597

時計屋

よっと耳に當ててから︑ガラス戸棚
の中につり下げた︒

﹇時計屋﹈︵名︶4

私のうちの右どなりは小間物

とけいや

五345

時計屋の前に電車の停留場が
ラフソク

又足袋屋・蝋燭屋・時計

屋で︑左どなりは時計屋です︒
ていりう

五345
あります︒

八609図
モ

ケイ

クシ
屋・扇屋・櫛二等ニハ︑商品ヲ大キ

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒

解初む

︿略﹀︑此虜は時計屋の店で
﹇溶初﹈︵下二︶1

あることがわかった︒

十二532

︽ーメ︾

さ

やながせ

く

まもりまさ

モトケマセン︒

四706︿略﹀︑又日ニテラサレテ

四707口篭シユや水工ハスグ
とけたガラスが中でぎら

トケテシマヒマスQ

十一槻8

くかがやいてみる︒
細長い管の一端を︑とけた

小春日和の暖さにとけて︑

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一伽3

︿略﹀︒

十二2110

﹇解﹈︵下一︶1

とける

︽一

野庭からも夢のやうに船歌が聞えて
弱る︒

と・ける

とげる

遂

二人はすかさずうち二つ

︽ーゲ︾﹇▽しとげる・なしとげ

﹇遂﹈︵下一︶2

︿略﹀︑怒がとけて︑涙ぐみま

ケ︾←ゆきどけみち
七鯉5
した︒

げる

と・げる

四968

る

て︑︿略﹀めでたくのぞみをとげ
ました︒

︿略﹀︑一日も早く洞門を開

床←つり

﹁おかあさん︑お天栄は︒﹂と︑

どこ・ねどこ

どこ

ドコ

どこ

何所何画

風ー95 コチラノクライモリノ
三審ミエルノハ︑ドコノウチ

ドコカラキタノカ︑

ノァカリデセウ︒

二222圏

ドコカラキタノカ︑

トンデキタ木ノハ︑︿略V︒

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

二233圏

ハトリガナキマス︒

三513ドコカヲカノ下デ︑ニ

どこからかよいにほひ

がして來ますので︑見上げます

三837

と︑︿略﹀︒

それからどこへ行って

春が來た︑春が干た︑

居たか︑村にもひさしく掴ませ

四781

んでした︒

どこに猛た︒

四883圃

どこにさく︒

四887韻花がさく︑花がさく︑

どこで鳴く︒

四893圃鳥が鳴く︑鳥が鳴く︑

今どこのうちへ行って見ても︑

俵の山が出來てるます︒

六24

申す︒

六537園國はどこ︑又親の名は何と

又海岸には所々に燈塁があ

りますから︑それを見ると︑あれは

七592園

﹁おとうさん︑電報が來ま

何所だといふことが分ります︒

八337

︿略﹀︑明日何山の何所へ行け

した︒﹂﹁どこからだらう︒﹂

︿略﹀︑夜は床に就いてから 七m2園
﹇何処﹈︵代名︶29

燈が蓋きるまで歩む︒

十一997

とこの中からおき﹂すると︑︿略V︒

五351

とこ

通し︑老僧の命のあるうちに其の志
あふみ

と

﹇床﹈︵名︶2

柴田勝家︑先づ佐久間盛政をして

﹇溶始﹈︵下一︶1
︽ーメ︾

とこ

を遂げさせると共に︑︿略﹀︒
む︒

けはじめる

とけはじ・める

︽ーケ︾

﹇溶﹈︵下一︶5

はじめたのだらう︒
ける

と・ける

トケル

四816園河上の方で雪がとけ

と

く略V︑近江の柳瀬に討って出でし

しばた

こしぢ
十一234図 越路の雪も解初めたれば︑ 十二佃4

とけそ・む

十二538 周園の壁やガラス戸棚には︑
る︒

十二541 ねぢは︑これ等の道具や時
計 を あ れ こ れ と 見比べて︑︿略﹀︒

十一一546園あのいろいろの道具︑た

くさんの時計︑形も大きさもそれ
ぐ違ってはみるが︑︿略﹀・

を占めたために︑此の時計全曲が再

十二595 ねぢは︑自分が此虜に位置
び活動することが出來たのだと思ふ
と︑︿略﹀︒

よっと耳に當ててから︑ガラス戸棚

十二597 時計師は仕上げた時計をち

﹁時計は直りましたか︒﹂

の中につり下げた ︒

十二601園

とこしえ一ところ

64

ば︑望のものをさづけてやるといふ
神様のお告がありました︒

八484 ︿略﹀︑何所二一分ノスキモナ
ク︑強ミが全身二 ・ こ チ ミ チ テ ヰ ル ︒

に︑何所へお出でになりますか︒﹂

︿略﹀︑日本全国にのしを

つけてどこぞの國へやってしまふや

十二伽5園

せうけん

うな事にならぬとは決して申されま
せぬ︒

︿略﹀︒

明治天皇・昭憲皇太后︑御

十二73図園
日嗣を護りまつらん︒

つぎ

孫にたてまつりて︑とこしへに天つ

此の葦原の二つ國を皇

にしづまりましますよと思へば︑

二方のおほみたま︑とこしへに此所

十25図

八776園﹁おとうさん︑此の雪降りとこしえ ﹇常﹈︵名︶2 とこしへ
八918園 もう何所へも行って下さい
ますな︒

八922園 ﹁もうく何所へも行きは
しない︒﹂

九585 何所からかにぎやかな歌が聞
えて來る︒

すか︒﹂

なく

九695園 ﹁叔父さん︑此所は何所でどことなく ﹇何処無﹈︵副︶1 どこと

﹇所﹈︵名︶鵬

デス︒

一283

トコロ

ところ

︿略﹀︑オヤドリノムネノ

トコロカラ︑ヒヨコが小サナア

訳了4
タマヲ出シテ︑︿略﹀︒

それでもまだあかちゃん
つれていきます︒

がなくときには︑︿略﹀おかあさ

三142
んのところへ

ああわかった︒あの光る

︿略V︑すっかりいろいろな

鳴クノダトイフ所モアリマ

四383 ︿略﹀︑﹁ノリツケホウセ﹂ト

ス︒

物をもとの所へなほしたら︑

四461

︿略﹀︒

來ました︒

來ましたが︑︿略﹀︒

が︑此の人の所へおよめに

四763

︿略﹀金持のむすめさん

三377園又わかれ道のところへ 四523園 勝太郎︑東京のをぢさん
からお前の所へゑはがきが
きました︒

三521園

ところが雨のふるあなだ︒
そんなところでとどく

一

フクロフハ︿略﹀︒︿略﹀ネ

中村君がこれまで居た所は日

五282

こんな所にと思ふやうな村外

それはくしつかな所で︑

れに︑家が一けん立ってるます︒

五278

本の南の方で︑︿略﹀︒

五53

る方です︒

所から來て︑今日から此の級へはい

五41囹此の方は︿略﹀︑今度遠い

マシタ︒

四871 二人ガオ話ヲシテ居ル
所へ︑オ花ノ三月アサンが來

︿略﹀着物を出して︑風通 四807 昨日︿略﹀︑軍たいに居る
にいさんの所へ出かけました︒

ものか︒やねへ上ってはたけ︒

三532園
三704

しのよいところにかけてあり
ます︒

白ウサギハ︿略﹀︑イマ

三801 ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃる
のです︒

四155

足デヲカへ上ラウトイフト
コロデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテワラ
ヒマシタ︒

四346

トコロヘオレイニ行ツテ︑︿略﹀︒

コノヒクイトコロバカハ 四205 ヨロコンデ大國主ノ神ノ

コノタカイトコ同一ヤマ

ろ・もんどころ

ろ・しどころ・だいどころ・みどこ

所庭﹇▽あてどころ・いたるとこ

ところ

九863囹 いや︑何月何日の何時には︑ 十一742 宣長は︿略﹀︑どことなく
とく
零下のひらめいてみる篤學の壮年︒

何所に何星が見えるといふ事が︑學

問上ではわかって み る か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀ ︑ 遠 足 好 き の 君 な ら ︑

どりの聲が聞える︒

十412 漏斗からか︑ほがらかなひよ
十778團

毎日何様へか出かけたくてたまらな
いだらうと思ひました︒

ムカシアルトコロニ︑田

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

二334

デス︒

十一915園 それから雨雪の量は何盧 一286
が 一 番 多 い か ︑ ︿略﹀︒

かん

十ニー24 此の時にはもう三番目の轟
み

はどこへ行ったかわからなかった︒

まん

で︑白いけむりが立ってるました︒

︿略﹀︒
ズミヲトツテクフノデ︑ネコ鳥
五291園 ﹁こんなしっかな所でくら
トイフトコロモアリマス︒
四367モズハ︿略﹀︑高イ所カラ してみたい︒﹂
五382 ちやうどかまを明けたところ
トンデ來ガケニ︑フクロフノ

カホヲケツテ︑︿略﹀︒

二667 チヨツトハハナレマスガ︑ 四377フクロフノ鳴キゴエ一所 五394 八幡檬の高い石だんを上りつ
めた所に︑しめをはった大きな杉の
ニヨツテイロイロ ニイヒマス︒
スグオや牛ノトコロヘキマス︒

テ︑ ﹁︿略＞Q﹂

ガオクスリヲノムトコロヘキ

舎人ガアリマシタ︒
十ニー910 調子のよい蜜柑取歌が
二595 太郎ハイマ︑オカアサン
︿略﹀︑何虚からともなくのどかに聞

えて語る︒

十二746園 此面は何虚だらう︒
こに居る︒﹂と叫 ん だ ︒

十二枷5園 安芳は大音に﹁西郷はど
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木がありました︒
まゆ
︿略﹀︑頭を上げて︑繭をかけ

る所をさがします ︒

五473

五511 庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ
ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

︿略V︑高イ所二行キアタルト︑

ノヤウニナリ︑︿略﹀︒

五518 低クテ廣イ所ニタマルト︑池
五521
其所ヲヨケテ流レマス︒

中が出ル程ノ淺イ所マデ上ツテ來ル︒

近イ所ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

コンナ所ニハ︑動物モゴクマ

レデ︑植物ハ全クナイガ︑︿略﹀︒

七餌9

キレイナ水ガサうく流レテ︑ 七848 海ノ深イ斗組何萬尺モアル︒

魚類ニハ︿略﹀︑水ノ表面二

︿略﹀︑岸二念イ淺イ所カラニ

︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

︿略﹀︑紅色ノモノハ深イ所二︑

根ノヤウナ所モ︑︿略﹀養分

︿略﹀︑日湿りのよい所には︑

八398

始の間はあまり甲乙はなかつ

しかも其所は深い所である︒
︿略﹀︑かゆき所をかくこと
︿略﹀︑いたき所をさするこ

越前守は手代の言ふ所を聞い

とも出來ざるべし︒

八283図

も出來ず︑︿略﹀︒

八283図

八101

騎後れ︑︿略﹀︒

たが︑半分程の所から一騎後れ︑二

八89

てるる︒

つるうめもどきが美しい實をならべ

八16

たが︑︿略﹀︒

じ︑﹃︿略﹀︒﹂と返書をつかはしまし

七欄6園御威光にもか＼はる所と存

ヲ吸取ルタメノモノデハナイ︒

七875

ノデアル︒

茶色ノモノハ其ノ中間二生エテヰル

七873

所二︑︿略﹀生エテヰルノデアル︒

七872

生エテヰル︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七852

生埋テヰル︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

こまってみる所へ︑︿略Vと 七851 ︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑

六467

︿略﹀︒

六513
そ

頼朝が木曽義仲をせめようと

き

申し出た者がありました︒

六553
した頃︑︿略﹀︑之をさとって︑すぐ
に義仲の所へ知らせました︒
︿略﹀︑城のやぐらから大きな

さうして︑これをよけようと

ざんに射た︒

石を投落して︑賊のさわぐ所をさん

六916

五554 酒の出る所を御らんになって︑ 六671 或物持の所へ行くと︑︿略V︒
﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒

五563 日本の國には︑景色のよい所
が た く さ ん あ り ますが︑︿略﹀︒

横濱は東京の西南八里半の
茶屋から二三町行った所の右

つか
手に︑︿略V塚がある︒

七252

所にある一大貿易港にして︑︿略﹀︒

七74図

して賊のさわぐ所を射させて︑︿略﹀︒

五571 あたりの高い所からもながめ 六943
ますが︑多くは舟に乗って︑島の間
︿略V︑年取つたおちいさんが︑

を通って見物しま す ︒

五942

遠方に居るむすこの所へ出した封書
や︑︿略﹀︒

ニントク

大阪席戸仁徳天皇ノ都シタ
マヒシ裂毛シテ︑︿略﹀︒

七284図

五952圏 一足層々︑遠い所へ進み行 七274 馬の高さは前足の所ではかる︒

き︑ 一くはく︑廣いたんぼをう
ちかへす︒

目ぬきの所には︿略﹀家が
馬はおどろいてとび上ったの
橋のないところでは五日も十
ず︑︿略V︒

日も水のひくのを待たなければなら

七621

で︑信玄はあぶない所を助かった︒

七455

軒をならべて立ってるるので︑︿略﹀︒

五973 私ドモハブダウノ實ヲ生デタ 七363囲
ベマスガ︑タクサン作ル所デハ︑ブ
ダ ウ 酒 ヲ 造 ツ タ リ︑︿略﹀︒

五993園熊が君の耳の所へ口を持つ
て 行 っ た や う だ が︑︿略﹀︒

六174園 ﹁此の近くに︑しめちの出
る所はありません か ︒ ﹂

七799

所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

六306さうして虎の目・鼻・耳・口︑ 七648 ︿略﹀︑先程渡賃をあらそった
貫きらはず食ひつ き ま し た ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六463鮭ハ︿略﹀︒︿略﹀︑時ニハセ

て︑︿略﹀︒

やら其の地藏がうたがはしい︒

八399園其の方の申す所では︑どう

との所へもどしたと申します︒

八442 ︿略﹀︑ついでに石地藏を︑も

しかし醤者の申す所では︑

︿略﹀とのことでございます︒

八455困

にいさんが奥の間に︑餅を並

まを願ひたうございます︒

八458團︿略﹀︑もう四五日の所おひ

八516

つき上ると︑おばあさんが餅

べる所をこしらへてみた︒

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

八525

へ持っていらっしやった︒

板ヲ出セルハ︑ヨク人ノ知ル所ナル

八586図 ︿略﹀︑ハキ物屋二︿略﹀看

ベシ︒

︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清

正ノキヅキシ所ナリ︒

八968図

さなかったなら︑からだを養ふ所の

星川9園 ︿略﹀︑僕が若し食物をこな

血がどうして出來ませう︒

ころのやうです︒

九42國︿略﹀︑なかく住みよいと

九81國︿略﹀︑波の静かな所でふな

所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

ばたからのぞいて見ると︑︿略﹀︒

リト呼ンデヰルノハ︑︿略﹀︒

九187

九299 ︿略﹀︑敷百歩はなれた所でも︑

目じるしの大けやきの所まで

器に盛った水が波紋をゑがく程です︒

來た時︑︿略﹀︒

九334
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九349園此の坂を下りて︑あの清水
︿略﹀︑大きな青大詰が︑向ふ

の 所 ま で 行 く と ︑︿略﹀︒

九355
︿略﹀︑

敵の將軍ステッ

の水たまりの所 を う ね っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

アルカスは︿略﹀︑

上の所にあるのが北極星でせう︒
︿略﹀︑

ちやうど岡田さんはく略﹀︑

あぶなく親身の親を射殺すところで

九921園

した︒

九939
白馬登山のお話をなさっていらっし

九397演物

セル 乃木大將と星占の 所はいつ

雪濠は︿略﹀︑ふもとの村

やる所でした︒

︿略﹀︒

九966園

其の隣の畠にしやうがが︑根

道雄が今朝起キテミルト︑

て︑︿略﹀︒

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

九㎜5

所にあります︒

お花畠は雪渓を登りつめた

から三里ばかり登った所から始って︑

九947圏

こ︑水師螢︒

所ニチハ︑︿略﹀水ヲ買フQ

九442図 然レドモ飲料水ノ得ガタキ
︿略﹀︑山田の高い所まで一

息に植ゑることが出來ました︒

九472団

九533園 いや︑これから先があの人
のほんたうにえらい所だ︒

九549園 ﹃自分の力でやれる所まで
やってみます︒﹄

デアツタ︒
ぎやうかう

十39図

べし︒

これも眞心の致す所なる

宮本の伯父様の所に着いた

パナマ地峡に運河を造る事は︑
書τたところで︑︿略﹀︒

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十363

みる虜だと思ひました︒

銀行はお金を預ける虜です

此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

十511園
か︒

十546

遠い虞まで使者の役目を務めると聞
鳩は饒程遠い虚で放しても︑

いては︑︿略﹀︒

十555

正しく方向を判定して︑矢のやうに

鳩は︿略﹀︑四五十キロメー

自分の巣に飛婦る︒

十鵬6囹

↓度此の中にはいると︑ま

近き慮ならば早速上り候

た寒い虚へ出るのがいやになるね︒

十柳9魍国

承り候へば︑御祖母様に

て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︒

十鵬2國囲

十九日遂に御死去遊ばされ候由︑

は先日より御璽氣の虜︑︿略﹀︑去る

︿略﹀︒

ひねもす見れども

あかざ

ふたら
十柵10有蓋 二荒の山もと 木深き虜︑

︿略V︑

十571

る宮居︒

らみの虜まで引寄せられた︒

十価8 ︿略﹀︑船から五十メートルぐ

トルの虚を往復して食事するぐらゐ

お見受け申す所︑たゴのお

は何でも無い︒

十679園

しよう

りQ

えのきでら

途中︑︿略﹀︑榎寺といふ虜

いまじゅく

︿略﹀︑又所々に黒嵩といつ

のぶ子さんはちやうど︑五

とちていらっしやる所でした︒

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

十﹇147

て︑自治制を布いてみる虜である︒

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

十一92

租界といふのは居留地の一

十一69図園貧賎は人のいとふ所な

り〇

十一68図圏富貴は人のねがふ所な

て黒く見える所もある︒

十﹇31

り︒

︿略﹀︑播磨の今宿といふ
いん
虚より︑山陰道にか＼り給ひし由な

十梱7図

に立寄った︒

濡雪9

虚である︒

南大門通から本町通・鍾 十柵4 太宰府町は太宰府神社のある

方とも思はれません︒

十749団
ろ

路通にかけての一帯が︑京城での一
番にぎやかな虚です︒

りゆう

京城の西南部に龍山とい

︿略﹀︑こんな大きなポンプを

ふ虞があります︒

十767国
十816

備へ附けてみる虚は︑世界でも珍し

︿略﹀︑いよいよ石炭を掘って

いさうです︒

十8210

宋亡びぬ︒御身の忠義を

みる虞へ來ました︒

十9810入園

らん
此侭は重に蘭の類を集めて

蓋くすべき所なし︒

十島6園

ある虚だ︒

さあ︑今度は葉のきれいな
植物を集めてある虎だ︒

必聴3園

けないのだ︒

度以上の暖さの虚に置かなければい

十237團成程︑此の邊は馬でもつて 十川7園 ︿略﹀︑かうして年中六七十

のは昨夜七時でした︒

十163團

來られた︒

休んでみる所へ︑︿略﹀高橋さんが

十121

熱い番茶にのどをうるほして

十73図園

行幸・行啓ありし所にて︑︿略﹀︒

何れも︑御在世中しばく

︿略﹀父ガ︑夜汽車デ蹄ツタトコロ

九571 ︿略V︑雨手で根本の所をつか 九伽1
んで︑︿略﹀︒

九682 ︿略﹀夜の景色にかはって︑

︿略﹀︑そんなに遠い所に來

︿略﹀︑大そう景色のよい所で

︿略﹀︑大きな川の見える所に

見なれた所も面白く感じた︒
九729
出た︒

九762
あった︒

九7610園
たやうな氣がしないね︒

九875園 あれごらん︑向ふの杉林の
上の所に︑︿略﹀︑七つの星が並んで
みるのが見えるだらう︒
︿略﹀︑今結んだ二つの星の

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九882園

かなり大きい星があるだらう︒

九891囹あ＼︑あの一番高い杉の眞
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十一656

中にはトラクターを用ひて
十勝の平野は心ゆくばかり

全く大農式にやってみる虞もある︒

十一322図 本土の西︑近く九州と相 十一638
けふ
接せんとする虞︑下寺海峡あり︒
あはち

十一325図 淡路島の東端︑本土と相
晴々しい虜であるQ
︿略﹀︑火を使用するのは人

類ばかりで︑他の動物には見られな
それはよいところに氣が

﹃各地の氣候﹄といふ所
から
そこを見ると︑墓湾や樺

熱心なリンカーンは︑書物

ず借りに行った︒

を持ってるる人の所には遠近を問は

十一989

分る︒

太のやうな遠い所の三囲までも大膿

ふと

十﹁915園

がある︒

十一914園

つきました︒

十一7410園

十一659

あはち
十﹁326図 淡路島の東端︑︿略﹀︑四
なると
國に近き虚︑鳴門海峡となる︒
い所である︒

き娼ん
望 む 虞 ︑ 紀 淡 海 峡となり︑︿略﹀︒

十一336図 かくして島轄じ︑海廻り
て︑其の墨くる所を知らず︒

十一364 地徳の中の薄緑に染めてあ
︿略﹀︑朱線で孕んであるの

る の が 一 昨 年 植 付けた虚︑︿略﹀︒

十一365
が 今 年 伐 採 す る 虞︑︿略﹀︒

十一373園 早く間伐して三野を取る
目的のところでは︑一坪に二本も三
本も植ゑるが︑︿略﹀︒

補㍑植をするのは︑︿略﹀︒

十一379 植付けた苗木の枯れた虚へ

は︑低い虞にあるもの程早く大きく

有名なる虚に候︒

ジャネーロ市は︑︿略﹀︑港としても

十一385 ︿略﹀︑斜面などに植ゑた木 十一皿10圏国 目下滞在中のリオ︑デ︑

なって︑︿略V︒

十一槻3

こんなところで毎日働いて
一切纏は︑︿略﹀︑此の教

みる人たちは︑︿略﹀︒

十一伽6図

に志ある者の無二の費として貴ぶと
ころなり︒

十一衡5図園喜捨を受けたる此の金︑
之を一切纏の事に費すも︑うゑたる
人々の救助に用ふるも︑編する所は

ほ

のさき

此の時事代主命はすなど

一にして二にあらず︒
み

十二69図

りのため美保崎といふ虜にありし
が︑︿略﹀

いなさ
十一一91図 稻佐の濱といふ虚なり︒

今日一二家を形成する

即ち水のはいる虞に當る部

翼々にして︑國旗の制定せられざる

十一一609図

所なし︒

身網の外側や陸上の高い虞

え
分が身網で︑柄に當る部分が︿略﹀︒

十二771

十二7710

く略V︒

八重

に魚見やぐらが設けてあって︑︿略﹀︒

しらぬし
先づ樺太の南端なる白主

の盲置潮かちどき揚げて︑ 海の誇の

十一一808韻 鳴門 一

あるところ︒

といふ虞に渡り︑︿略V︒

十二8210図

十一一834図 ︿略﹀樺太の北端に近き

止むなく南方のノテトと

ナニヲーといふ虚にたどり着きたり︒

十二838図

どの山を見てもどの谷を見
ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

十一一213

十二872図

集りて交易をなす虜なり︒

デレンは各地の人々來り

いふ庭に引返し︑︿略﹀︒

あうう
廣くして︑奥羽地方より九州に至る

十二493図松に至りては産地極めて
まで殆ど之を見ざる由なく︑︿略﹀︒

いくが其の教をまじめに行ふ所に

岸は絶壁になってみる虞が 十二991園私のなくなった後も︑め
多く︑︿略﹀︒

十二505

これ等の徳望なき電燈の

︿略﹀︑遠い虞の聖王・演

出超ることや︑︿略﹀︒

説・講話などを居ながら聞くことが

十二冊5

の最も苦心したる所なりき︒

しん
十二擢10図く略V︑唯心に至りては彼

りき︒

出現は混播の人の最も希望する所な

十二川10図

ぐ
久山の三山まゆの如く︑︿略﹀︒

庭はるかに畝傍山・耳成山・天の香

か

十一一5010 中湖は︿略﹀︑此の湖中で
私は永遠に生きてをる︒
やまと
十二欄4図 ︿略﹀︑大和平野の黒くる

これは奥入瀬川を十町鯨り
暗い箱の中にしまひ込まれ

下った虚に大きな瀧があって︑︿略﹀︒

十二528

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︑明
るい虚へ出された︒
︿略﹀︑これはどんな虚に置

かれるのであらうなどと考へてるる

十二542

中に︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此のやうな虚にころ
げ落ちてしまって︑︿略V︒

十二574

うねび

十二522

の一番深い塵である︒

文明諸國の大都會に比して少しも劣
河幅は驚く程の廣さに

此の邊は南米中︑日本
か﹂る虚にても日本人

人の最も多く住める虜にて︑︿略﹀︒

十一価10國団

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

て︑河口の虚にては︑三百二十キロ

十一脳10墨黒

る所これなく候︒

つる
十一467図 其の壷がく所皆鶴にして︑ 十一鵬1圏金町のりっぱなる事も︑
筆勢非凡︑丹青の妙言ふべからず︒

十一488図園田に垂がきたる檜︑何
となく物足らぬ所ありて氣にか＼り
しが︑︿略﹀︒

十一526 元來ゴム液は︑幹の軍部と
木質部との間にある乳管組織といふ
所 か ら 出 る の で あるから︑︿略﹀︒

最初にはいったのは原料を
調合するところで︑︿略﹀︒

十一梱8

が盛に開墾に從事致居り︑︿略﹀︒

十一526 ︿略﹀︑此の組織の所まで小 十一佃1囲圏
刀が届いて︑︿略﹀ ︒

︿略﹀︑船から三四百メート
ルの虚に︑大きなふかの頭が見える︒

十一562

ところ一ところどころ
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十二949

そこで彼は︿略﹀牛乳を飲 ところで ︵接助︶1 所で

しましたから︑たとひとんで行って

七689圓まして人通の多い渡場で落

み深いジュピターといふ神様が︑

んで元氣を回復した︒ところが此の

せつ
︿略﹀︑拙者の考へる所で
︿略V︑すぐに親子の者を天へ連れて
彼を捨てて立去った︒

新な態度に驚いた五人の友は︑︿略﹀︑

十二伽3園

いって︑大熊座と小熊座になさった

たい

のださうです︒

は︑︿略﹀︒

十二伽3園 徳川侍のなまくら刀にも

ン

十一755園

葉集の研究を始めたところが︑何時

おう

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ

七858 ︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

自然輕んぜられるやうになった︒と

の間にか年をとってしまって︑古事

所で

︿略﹀犯罪があった場合に

どころ

所所所々

庭皇臣々

ところどころ ﹇所所﹈︵名︶13

十一31

炭を焼く煙も所々に立ちはじ

又パンの木も所々に美しい

空ははてもなくすんで︑所々

︿略V︑所所に放し飼の馬の群

︿略﹀︑掘割の庭虚に水門を設

京城の市街は︑もと石で

︿略﹀︑又所々に黒鍬といつ

虜々にかういふ門があって︑︿略﹀︒

た＼んだ高い城壁で園まれ︑その

十7310團

裁判は事件の輕重によって︑ てある︒

けて︑たくみに船を上下する様にし

十331

れてるるのが見えた︒

九7410

にちぎれ雲が飛んでみる︒

九341

林をつくってゐます︒

九65團

めた︒

八33

りますから︑︿略﹀︒

七589園又海岸には所々に燈墓があ

上ってゐます︒

三254 むぐらもちでもとほつた
やうに︑土がところどころもち

ところ

記に手を延ばすことが出來なくなり

十一201

は︑國家は︿略﹀︑其の犯罪者をこ

リガアル︒

ころが︑先年の欧洲大仁で︑やはり
ゐ
此の︿略﹀通信者の働の偉大な事が

ところで

まうかるどころか︑非常な損
︵接︶3

になる︒

八悩4

ところが此の大きな太陽も︑ どころか ︵接助︶1 どころか

ました︒

といふ︒
うるふ

十﹁932囹

︿略﹀︑普通四年毎に一日 ところで

︿略﹀小さな星の一つと同じものだ

十一35

謹明せられたので︑︿略﹀︒

無線電信などが嚢明せられて以來︑

したが︑︿略﹀︒
十551 鳩を通信に使ったのは︑︿略﹀︑ ところが ︵接助︶1 ところが
じよ
そこで先づ順序として萬 ところてん ﹇心太﹈︵名︶一 トコロテ

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

．少しは切れる所がござりませう︒

ところ ︵接助︶2 庭

十一435圏国 實は去月十日頃より感
冒の心地にて引きこもり居候虚︑

ばう

えん
︿ 略 ﹀ ︑ 遂 に 肺 炎を引起し申候︒

十二伽1圏團 本日突然上田君に出會
ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

ところが

く承り申候虜︑先生には何時も御
︵接︶12

肚健の由︑︿略﹀︒

ところが

五688 昔此の村はひどく貧乏で︑

此の湖へ写方の海から掘割が
通じてある︒所で︑此の高い湖と低

十326

い掘割を何の仕掛もなしに連結すれ

ろが太陰暦は︿略﹀︑三年にならな

の閏をおくことになってみる︒とこ

いうちに一箇月の閏をおかなければ

ば︑湖の水は瀧のやうに掘割へ落込

前に︑此の村の庄屋が︑︿略﹀︑ど
ならない︒

︿ 略 ﹀ ︒ と こ ろ が︑今から百二一二十年
しやうや

米がとれるやうにしたいものだと思

母のとりなしで終に學校に入ること

んで︑とても船を通すことは出來な

うかして村のあれ地を田地にして︑

が出來たので︑︿略﹀︒

十一969

いから︑︿略﹀︒

ますだながもり

︿略﹀︑父はく略V︑なか
く許してくれなかった︒ところが

つた︒

ました︒︿略﹀︒ところが長盛がろく

七984 清正は先づ増田長盛をたつね
くあいさつもせず︑︿略﹀︒

らし︑又世間の人々のいましめにも
事をすれば罪になるか︑其の制裁と

せねばならぬ︒ところで︑どういふ

家に書物がないばかりでなく︑近く

七998 正直者の清正は人づきあひが 十一986 ︿略﹀︑本を讃みたいといふ
心は少しも攣らなかった︒ところが
下手なので︑︿略﹀︑とうく太閤の
お目通へ出ることを禁ぜられました︒

︿略﹀︒

不服な者は地方裁判所に上訴し︑

れる︒ところで︑塵裁判所の裁判に

最初匠裁判所又は地方裁判所で行は

十一2010

法律で明かに定めてあるから︑︿略﹀︒

してどのやうな刑罰を受けるかは︑

燈が蓋きるとく略﹀︑まく

に圖書館もないので︑︿略﹀︒

十︻999

らもとの壁際に置く︒ところが或夜︑

此の時清正は︑地震と共にはね起き︑

ところが或夜大 地 震 が 起 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑一さんに伏見の城へかけつけ

夜中に激しい雨が降ったことがある︒

すげなくも王を内に入れなかった︒

に走った︒ところがリガンは︑︿略﹀︑

王は︿略﹀次女リガンの許

ました︒

りませんから︑あぶなく親身の親を

九922囹 ︿略﹀︑アルカスはそれと知 十二717

射殺すところでした︒ところがめぐ
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ところなまえ一として

て黒く見える所もある︒
︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

時既に虚々のとりでより量れる守兵

十一282図
と合して︑追撃すること頗る急なり︒

十一伽6図 幕府は虜々に救小屋を設
けて救助に力を用 ふ れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二柵7 洞門の長さは實に三百八間︑
り取りの窓さへうがってある︒

︿略﹀︑川に面し た 方 に は 庭 々 に あ か

所名

十二佃9 今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑虜々に手を加へて奮態を改めて
﹇所名前﹈︵名︶1

はみるが︑︿略﹀︒

ところなまえ

年εあたりど

除におちいった時︑救を求めたり︑

﹇年﹈︵名︶30

︿略V︒

とし
し・おとし︒おととし・ことし・なり
どし・はんとし

四54これは私が生れた年︑
おちいさんが私のぶんにつぎ
木をして下さったのださう
です︒

十郎が五つ︑五郎が三つ

のことでしたが︑︿略V︒

四695これは私が七つの年
四901

の年に︑父はくどうすけつね
ある年︑よりともはく略﹀︑

にころされました︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑庄屋は池が出來上った
さうして其の明くる年の春︑

年のよりしがあ

七962図圏村の役場に三十年︑勤
めつゴけし小使の

︿略﹀︑勝つた子どもを出した

はれさに︑︿略﹀︒

八63

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

村の頭になるといふ定めであった︒

或年選ばれた子どもの中に︑

一人は信作︑一人は耕造とい

すぐれて上手なものが二人あった︒

八66

八68

つて︑年は同じく十五歳︒
︿略﹀︑皆家康の年に似合はず

かしこいのに驚いた︒

八146

ちやうど蕃人が︑其の前の年

﹁年の若きに感心な︒﹂

に取った首が四十齢ありましたので︑

八233

︿略﹀︒

八571突眼園

或年の冬︑大將が思はず﹁寒

かくいふ聲を後にして︑︿略﹀︒

八擢7

大悪が十歳の年︑大息の一家

い︒﹂といった︒

八脳4

は郷里へ錦ることになった︒

或年職事が始つたので︑北風

年久しく相孚ひて互に勝敗
︿略﹀︑其の時は僕がおとう

ゴムの用途は︑年を追うて
年こそちがへ︑二人は同じ
學問の道をたどってみるのである︒

十一743

益く廣くなるばかりである︒

十一544

さんくらみの年になってみるわけだ︒

十一405

ありしが︑︿略﹀︒

十偶3図

りなり︒

て︑年を追うて其の繁榮を増すばか

十櫛10図︿略﹀︑一村は誠に平和にし

もく略﹀戦地へ向つた︒

九撹10

二の年だつたさうだ︒

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

いよく其の年になって︑庄 九515園︿略﹀︑此の町へ始めて奉公
︿略﹀︑其の年のつゆに︑又土

屋は普請方をよそからっれて來た︒

ふしんかた

五707

ふじのまきがりをいたしました︒

八418 越前守は早速門をしめさせて︑ 四932

前

トサカ

見物人一同の所名前を書取らせ︑
︿略﹀︒

﹇鶏冠﹈︵名 ︶ 一

ます︒

舞姫に出ることになったのでござい

六633

年の冬︑死んでしまった︒

五762

手がくつれて︑︿略﹀︒

七865 海藻ノ形ハ様々デ︑︿略V︑ニ 五738

とさか

ハトリノトサカニ似タノモアル︒

とざ・す ﹇閉﹈︵五︶1 とざす ︽一

十一763 家々の戸はもう皆とざされ

サ︾

てるる︒

どさりどさり ︵副︶1 どさりく
と歩きます︒

六885園此の太い足で︑どさりく 七415 年は六十四五でもあらうか︑
とざん ←しろうまとざん
とざんしゃ ﹇登山者﹈︵名︶2 登山者

︿略﹀︑登山者が路に迷って危

︿ 略 ﹀ ︑ 此 の 坂 を登るのです︒

九955園 登山者はかんじきをはいて︑
十5710

とってしまって︑︿略﹀︒

十﹇755囹 ︿略﹀︑何時の間にか年を

十二654 ︿略﹀︑年とともに老の氣短

︿略﹀奈良の都も︑色移

な ら

さが加はつて︑︿略V︒

り香失せて年歯に久しく︑︿略﹀︒

十二995図

十二価3 ︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

れて年の頃もよくわからぬくらゐで

あるが︑︿略﹀︒

固く︑︿略﹀︒

﹇都市﹈︵名︶1

上海は專ら商業の都市とし

都市←いちと

十一一欄7 彼の初一念は年と土ハに辛く

とし

し

﹇閉籠﹈︵四・五︶2 閉ち

て知られてみるが︑︿略﹀︒

十一117

とじこも・る

或山寺で︑四人の僧が一室

こもる ︽ーッ・ーリ︾

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十一691

を始めた︒

室に閉ちこもりて研究に鯨念なかり

十一一稲6図 エヂソンは例の如く實験

しが︑︿略﹀︒

七262 馬は︿略﹀︒︿略﹀︑乗用とし

として ︵格助︶50 トシテ として

戦孚の時には乗用としても︑

てはこれにまさる動物がない︒

七266

輸送用としても︑きはめて大切なも

職孚の時には乗用としても︑

のである︒

．輸送用としても︑きはめて大切なも

七266

のである︒

どしどし一としとる
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七佃4 秀吉は感心して︑︿略﹀︑軍功

ほりょ

の賞として︑清正に名刀をあたへま
した︒

九374図 後日レマン廉直が捕虜とし
てエンミッヒ魚脳の前に引出されし
時︑︿略﹀︒

九389園 閣下の劔は軍人の魂として
少しも名轡をきずつけなかった︒

九槻2囹 ︿略﹀︑自分ノタフトイ三十
樺ヲ棄テルトイフ事ハ︑選學人トシ
テカリソメニモスベキ事デハナイカ
ラ︑︿略﹀︒

買ふ人の無智に乗じて安い

版として遠隔の地方へ送り︑︿略V︒

︿略V︑其の制裁としてどの 十二2210

て知られてみるが︑︿略﹀︒

十一202

ら

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし

奈良の都も︑︿略﹀︒

な

今は唯畿内の一都市として僅かに古

な ら
十二996図 ︿略﹀奈良の都も︑︿略﹀︑

りやう

ばく

もく

しかし僧はふりかへりもせ

しかし僧は唯黙々としての

此の洞穴と︑十年一日の如

ほら

みを振るってみた︒

十二研2

た︒

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ

十二欄7

の名残を留むるのみ︒

きない

人として爲すべからざる事である︒

︿略V︒

で︑一として杉を用ひざるなし︒
しつ

く黙々としてのみの手を休めない僧

︿略﹀︑又よく叢叢に耐ふ 十二研6

天時は輩に理化學の實験

の根底とを見た村の人々は︑︿略﹀︒

用として使用せらるるに過ぎざりし

十二川4図
弄くるひ少きが故に装飾材として珍

︿略﹀︑公園・街路等の照

明用としては砂嚢なれども︑︿略﹀︒

十二川8図

が︑︿略﹀︒

かしは又なら・くぬぎと

ます

今日鱒の産地として世に知

く略V︑統一の成功を祈る

すべて日本人の短所として︑

如何がな申分ではあるが︑︿略﹀︒

性質が小さく狭く出來たきらひがあ

十二価8

る︒

︿略﹀我が國民は︑其の長

れん

所として廉恥を貴び︑潔白を重んず

十二悌3

︵副︶1

どしく

る美徳を襲来してみる︒

n年取﹈︵五︶6

開いて行く︒

としと・る

七代七十古年の帝都とし 年とる年取る︽iッ︾

年トル

新式の方法によってどしく土地を

十︸652 ︿略﹀︑此の邊ではく略﹀︑

繹迦は今から凡そ二千五百どしどし

繹迦は世を救ふ手始として
十二994図

先つかの五人の友をたつねた︒

十二964

子として生れた︒

年前︑︿略﹀カピラバスト二十の太

十二9010

しゃか

くしたいと思ふばかりでございます︒

十一一6810園留年は子としての務を墨

希望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

十一一644図

られるやうになったのはく略﹀︒

十二524

良材として最も世に著る︒

十二495図中にも南部松・日向松は 十二協7囹 ︿略﹀︑幕臣の身としては

共に薪炭材として重要なるものなり︒
ひうが

十二488図

重せられ︑︿略﹀︒

十一一483図中にもけやきはく略﹀︑

らる︒

るが故に︑建築材として最も重んぜ

十二4610図

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

十二466図

家屋・橋梁・船舶・電

として世界に聞えてみるだけあって︑

此庭はさすがに藝術の都

品を高く費付け︑︿略﹀やうな事は︑

しかしジョージは依然とし

十二314国

やうな刑罰を受けるかは︑法律で明
︿略﹀︑突如として眼前に展

かに定めてあるから︑︿略V︒

十一615

燈火としては︑初め松の木

開せられた風景は︑︿略﹀︒

十一679

じよ
そこで先づ順序として萬

や魚・獣の油などをたいたのであっ
たが︑︿略﹀︒

十﹇754囹
彼が他日大統領となり︑世

葉集の研究を始めたところが︑︿略﹀︒

十﹁棚4

界の偉人として萬人に仰がれるやう
目下滞在中のリオ︑デ︑

になったのは︑︿略V︒

國民トシテ恥ヅベキ事ダ︒

つた︒

十一伽6図
ころなり︒

︿略﹀︒

比較的早く印刷したるものをば地方

かく

十ニー91図

但し大新聞にありては︑

十ニー210此の航海によって彼の博物
そ
學者としての基礎が十分に出來︑

刷の業着々として進みたり︒

十一伽10図︿略﹀︑此の度は製版・印

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀︒

十一搦2図

一代の事業として一切纒

に志ある者の無二の寳として貴ぶと

一切纏は︑︿略V︑此の教

て︑﹁︿略﹀︒﹂とくり返すばかりであ

十一柵7

有名なる庭に候︒

ジャネーロ市は︑︿略﹀︑港としても

十一麗9薩団

九二10園

一

十365 最後にアメリカ合衆國は︑國

︿ 略 ﹀ 事や︑︿略﹀事など︑

家事業として此の工事に着手し︑
︿略﹀︒

十374

としてそれならぬものは無い︒

十6610囹 しかし此の三本だけは︑其
の頃のかたみとして︑大切に残して
置 い た の で ご ざ いますが︑︿略﹀︒

十721園 其の返禮として︿略﹀︑Aロ
はせて三箇所の地を汝に授ける︒
杉・檜の植林を螢めり︒

ひのき

十三6図 青年團の事業の一として︑

十一15 太陽の光と熱とがなくては︑
我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一
として生存することは出麗ない︒

人に敬はれ︑徳化の尚今日に著しき

十一45図 ︿略﹀︑大聖として長く後
こロつ

もの︑孔子に及ぶはなし︒

十一117 上海は専ら商業の都市とし
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どじょう一とだな

一一275

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ ト ︑ 年 ト ツ タ ネ ズ

ミガナカマノモノニイヒマシ
タ︒

年ヨリ年より年寄
すか︒﹂﹁いいえ︒としよりです︒﹂

三192園﹁それではをとこの子で

す︒

︿略﹀︑年よりや子どもは聲を
︿略﹀︑年よりはちよつとふり

これは年よりからのお願で
社長さんは齢程の年よりらし

十一9110

日とか菖の幾日とかいふのを思ひ出
トヂル

して︑其の事を父に尋ねた︒

﹇閉﹈︵上一︶2

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑
二百ツテヰルト︑︿略﹀︒

︿略V︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

九193

閉

六521

土藏

小ぞうさんたちは︑土ざうか

らいろくな反物や帯地をかついで

五247

つてしまひました︒

うも田も畠も人の物にな

四778それでとうとう家も土ざ

居マス︒

土ザウノブシンガハジマツテ

四577私ノウチデハ此ノゴロ

う

どぞう ﹇土蔵﹈︵名︶6 土ザウ 土ざ

萬じゅは當年やうやく十三︑ とせ ﹇▽いくとせ

舞姫の中では一番年わかでございま
した︒

九67国其の實は土人の一番大事な
土人はまだよく開けてゐま

食料で︑︿略﹀︒

九88圏

先づ樺太の南端なる山主

せんが︑性質はおとなしく︑︿略V︒
しらぬし

十二8210図

といふ庭に渡り︑此庭にて土人を雇

撃て︑︿略﹀︒

く略V︑

一こてく︑大き

あの白壁造の土藏のある家が

畠を責り︑家も土藏もみんな責りは

五748 ︿略﹀︑其のために田を費り︑

らった︒

五777

それだ︒

な一瓢の壁をぬる︒

五955圃

これは學問の研究には特

垂となすに宜し︒

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

十二476図︿略﹀︑つがは堅くして久

それから一歩一歩高く登り︑︿略﹀︒

に必要ですから︑先づ土垂を作って︑

十一761園

どだい ﹇土台﹈︵名︶3 土皇

︿略﹀︑漁業の手傳などし

ひて從者となし︑︿略﹀︒

十一一8310図

て土人に親しみ︑さてさまぐの物
キチーにて土人の家に宿

語を聞くに︑︿略﹀︒

る︒

十二863図

土人等
︿略﹀︑山を越えて東海岸

﹇土人等﹈︵名︶4

んぜず︒

土人等怒りて林藏の頭を

立道のまくら木等の用に供せられ︑

︿略﹀︒

な

戸棚←ガラスとだな

とだな ﹇戸棚﹈︵名︶6 とだな 戸だ

下士官が︑甲板の吐水口から
ふき出る海水を︑桶に汲んではどん
く流すと︑︿略﹀︒

性殊に著しきを以て︑家屋の土皇︑

十二868図折よく同行の樺太人望り 十二484図 ︿略﹀︑栗は耐久・耐灘の

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二867図

手足をもてあそびなどす︒

︿略﹀︑或は抱き或は懐を探り︑或は

十二863図

土人等下心を珍しがりて

くての危瞼を恐れて從ふことをがへ

に出でんとすれば︑二者の土人等ゆ

十一一836図

どじんら

僕はよく年寄の人が新の幾

いが︑にこにこしてみる元氣な方で

九503

ございます︒

八柵2團

ぐ又仕事をつ曳けました︒

かへりましたが︑何ともいはず︑す

七745

立てて閉合ひますので︑︿略﹀︒

七635

アリマシタ︒

二295 スルト年トツタネズミガ︑ 七494 私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ どじん ﹇土人﹈︵名︶5 土人
﹁︿略﹀︒﹂トイ ヒ マ シ タ ノ デ ︑ ミ ン

ナダマツテシマヒマシタ︒

五533此の人に年取つたおとうさん
︿略﹀︑ 年 取 つ た お ち い さ ん が ︑

がありまして︑︿略﹀︒

五938

遠方に居るむすこの所へ出した封書
や︑︿略﹀︒

七741 見れば年取つた父といふのが︑
うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ
て居りまして︑︿略﹀︒

十245 ︿略V︑年とった三皇守が︑妻

どぢやう

と娘と三人で︑わびしく其の日を送
﹇泥鱈﹈︵名︶1

つて居た︒

どじょう

と・じる

ふな

九梱8 ざるを持つた子供が︑川下の

ぢる

と

︽ーヂ︾

方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

はくぶつくわん

どぢやうを取るのであらう︒
と
としょかん ﹇図書館﹈︵名︶3 血書館

圖書館

︽一

年わか

九652

て土人等を叱し︑林藏を救ひ出しぬ︒
と
のぶ子さんはちやうど︑五 とすいこう ﹇吐水口﹈︵名︶1 吐水口
と

﹇綴﹈︵上一︶1

に眼を閉ぢた︒

ヂ︾

と・じる

十一147

とちる

る人たちに︑﹁︿略﹀︒﹂と諭して静か

八737国 ︿略﹀︑博物館や圖書館な 十一一992 ︿略﹀︑墨壷は泣悲しんでゐ
︿略﹀︑博物館・圖書吉言の

どもたくさんあります︒
十一910

修養機關︑︿略﹀が到る虜に散在し
てるる︒

十一987 ところが家に書物がないば

﹇年若﹈︵形状︶1

年生の時の成績物に表紙をつけて︑
としわか

とちていらっしやる所でした︒
としより

かりでなく︑近くに圖書館もないの
﹇年寄﹈︵名︶7

で︑︿略﹀︒

としより

どたりどたり一とつじょ
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四238 おばあさんはく略﹀︑とだな

からうでたくりを︿略﹀持って
來て下さいました︒

四421戸だなや戸だなの中の
四 4 2 1 戸 だなや戸だなの中の

物もみんな外へ出されました︒
物もみんな外へ出されました︒

のであるから︑︿略﹀︒

家が出寝てから次に土地を

十一佃4︿略V︑府・縣・市・町・村

は︑寒いといふよりもいたいやうに

其の近道といふのは田のあぜ

感じます︒

十933

道で︑途中には︿略﹀一本橋がある︒

途中︑太宰府といふ昔の役所

の跡などを見て︑︿略﹀︒

十佃8

︿略﹀︑さつき御出かけの

主人の使などにまみる

途中︿略﹀︑御立寄り下さいました︒

十一719囹

十二伽5属團

ドチラ

ど

途中︑小学校の前を通りては︑︿略﹀︒

﹇何方﹈︵代名︶8

一482園

二77一

ちらも十五六盲あります︒

十一45図

支那幾千年の人物中︑

とっか ﹇徳化﹈︵名︶1 徳化

つ

︿略﹀︑徳化の尚今日に著しきもの︑

こ

←だいいちどっかい・だいさ

孔子に及ぶはなし︒

どっかい

特許

んどっかい・だいにどっかい

とっきょ ﹇特許﹈︵名︶1

エヂソンの獲明せるは

︿略﹀︑アメリカにて特許を得たるも

十二M9図

ののみにても其の数實に千飴に及ぶ︒

とっくに ﹇疾﹈︵副︶2 とっくに

とつ國

平平はとっくに過ぎて︑や

せんだい

かへってみて︑︿略﹀︒

いちのせき

九697圏

がて一關だ︒

おとらぬ國となす

た

︿略﹀︑ドチラモ とっくにびと ﹇外国人﹈︵名︶1 とつ

よしもがな︒

てて︑とつ國に

十二26図工よきを取りあしきを捨

とっくに ﹇外国﹈︵名︶1

ソノトキカウモリハ︿略﹀︑

んでした︒

くらみで︑かちまけはありませ

三227どちらもたいていおなじ

ヒマシタガ︑︿略﹀︒

ドチラモマケズニタタカ

く略V︑アナタハドチラ 三237 小二郎がうちへかへって
みますと︑犬はもうとっくに
ヘオイデニナリマスカ︒

ちら

どちら

普通傳書鳩を使用する方法は︑

一定の飼養所かち他の土地に連れて

十5510
行って︑飛回らせるのである︒

未開の土地を切開いて︑思

ふま＼に設計して造った町であるか

十一599

ら︑︿略﹀︒

十一954

どしく土地を開いて行く︒

七886 けれども貧しい木こり小屋で︑ 十﹇652 ︿略﹀︑新式の方法によって
︿略﹀餌箱に入れて持錦り︑

戸棚一つもありません︒
九148図

の別がある︒其の土地に言い狭いが

開きにか＼つた︒

十一143 通された部屋には︑古いた
あり︑︿略﹀︒

茶の間の戸棚の中にしまふ︒

んすや戸棚などが並べてありました

︿略﹀︑か＼る中にありて

途中

︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

三738

金や網田

ドチラヘモツキマセンデシタ︒
六102園

國人

めつ

タクサンアリマセンカラ︑ネダンモ

とつ國人さへ

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で

へなる花と︑

十返3図圃 ︿略﹀︑ 樂園日本の

どっさり

取上げると大そうおもくて︑

︵副︶1

るもうべそ︒

︿略﹀︑一人の子どもに二人の どっさり

中には小判がどっさりはいってゐま

こばん

七651

した︒

十﹁615

しばらく暗黒の中を通って

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百鯨 とつじょ ﹇突如﹈︵副︶1 突如
丈︑カナダ瀧が三百二丈︑高さはど

九307

はります︒

調べますが︑どちらも概観だといひ

實母はないはずといって︑いろいろ

八363

どちらを向いても青い水ば

古同ウゴザイマス︒

︿略﹀︑學校へ行く途中など

かりです︒

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑ 七542闘

途中︑先生は﹁︿略﹀︒﹂と
︿略﹀︑傳令使は途中で要撃せ
十782国

られ︑︿略﹀︒

十587

語られたり︒

十52図

ひ松の間に居るのです︒

此のあたりから頂上へ登る途中のは

九9610園

す︒

八皿4團此の絶葉書は此所へ來る途

ると︑︿略﹀︒

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

五926

﹇途中﹈︵名︶10

を怠らざりき︒

も︑彼は土地の事情を研究すること

十二874図

が︑︿略﹀︒

どたりどたり ︵副︶1 どたりく

土地

とちゅう

十二797 ︿略V大まぐろがどたり
くと船中へ投込まれる光景は︑
とたん

﹁あっ︒﹂と︑思はず人々が

﹇途端﹈︵名︶1

︿略﹀︒

とたん
十一582

叫んだ︒とたんに︑ずどんと一嚢す
﹇土地﹈︵名 ︶ 1 0

さまじい大砲の音がと貸ろき渡った︒
とち

九38囲此のトラック島へ來てから
もう三月になるので︑土地の様子も
一通りはわかりました︒

九4310図 飲料水二不自由ナキ土地ニ
アリテハ︑︿略﹀︒

で︑三四歳の子供でも︑腹の下など

十173団︿略﹀︑土地の人は一向平氣
を自由にく〜つて歩きます︒

十322 高い土地の上に水をた﹂へた
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とっしんす一とても

て眼前に展開せら れ た 風 景 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

再び光明の世界に出た時︑突如とし
ました︒

一度にどっとときのこゑをあげさせ

の御報は全く夢かと存ぜられ候︒

のやうに承り居り事事とて︑此の度

︵サ変︶1

六946

﹇突進 ﹈

まさのり
﹁承る︒﹂と︑福島正則・

敵はどっと笑ひました︒

上杉方はどっとときの聲をあ

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

七483
げた︒

七921
とて

喜の聲はどっと起つた︒

︵係助︶1

十一588

かつさ

毎日世話し居ることとてい

より海を渡り給へり︒

九136図

されど婦人は︑︿略﹀︑おの

つれの鶏も皆かはゆき中に︑︿略﹀︒

十梱8図

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち奉

らんとて︑けはしき山路をふみわけ
てたどり着きたりしに︑︿略V︒

高徳せめては此の所存を君
に知らせ奉らばやとて︑︿略﹀︑大い

十散5図

さらば謝恩の爲に何か圭里

る二心ありき︒

十一459図

がきて参らすべし︒﹂とて︑心構せ
︿略﹀︑螢師二二﹀︑かき

し様なりしが︑︿略﹀︒

十一492図

添へんために語りしなり︒﹂とて一

巻取紙とて幅三尺六寸︑

枝かき添へ︑又別れを告げて立去れ
りといふ︒

十ニー82図

︿略﹀︒

︿略﹀︑仲間のうちにて

計算は私が一番達者なりとて︑何時

十二梱6囲国

今日に相成り申候︒

仕事に追はれ︑一日凹々と延引致し︑

十二⁝⁝⁝7圓団

︿略﹀︑なれぬこととて

しきりに止むれども林藏きかず︑

もほめられ申候︒

土手

ヤナギノキノ

ニバンボシミツケタ︒

﹇土手﹈︵名︶12 ドテ

ニ︒

三264

ア

土手は長さが三百間︑︿略﹀

翌年の春︑大雨がふりつ〜い

庄屋は村の者にいろく言つ

方々から人夫をやとって來て︑

ひ
土手の此の記念碑に︑今話し

道ばたや土手にさいてみるの

かうのびてはとてもたべ

とても ﹇連﹈︵副︶13 とても

はこぼれ種であらう︒

七175

た︒

切れたといって︑すぐ屋根へ出まし

五863団叔父さんは大へんだ土手が

た事がくはしく書いてある︒

五784

うまくいった︒

五754 ︿略﹀︑三度目に土手の工事は

もう一度土手をつきなほした︒

五745

手がくつれて︑︿略﹀︒

五738 ︿略﹀︑其の年のつゆに︑又土

︿略﹀︒

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

五737

分ほどもくつれてしまった︒

て︑せっかくつき上げた土手が︑半

五726

といふ大きなもくろみであった︒

五715

める︑土手をつく︑︿略﹀︒

五712

とって來たすすきも︑︿略﹀︒
ひ
土を掘る︑石を運ぶ︑樋をう

三782今日私が川の土手から

ウヘ

レアノドテノ

一406圃

どて

コー二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

長さ一萬六千尺鯨りのものを之に取

︿略﹀︑何分百里の山川を

く略V︑近來は殊に御元氣

十二847図

れは主人を迎へにとて外に出行きけ

あの鉢の木をたいて︑せめ

りつくれば︑︿略﹀︒

十佃5國国

ず︑︿略V︒

へだてたる事とて︑それも心に任せ

十鵬1下冷

櫻の鉢植なり︒

てものおもてなしにしよう︒﹂とて
ひ
主人の持來れるは︑秘藏の梅・松・

十663図

り︒

十602図

昔支那に呉・越とて相隣れ

なる櫻の幹をけづりて︑大文字に詩

私とてもかはゆらしきめ

境なる舟坂山にかくれ︑︿略﹀︒

或朝︑夜明頃︑城中からうつ 十捌3図 心ある者ども何れも同意し
はりま
ければ︑さらばとて備前と播磨との

突進

とっしん・す
︽ース︾

十一297図

す

突然

︿略﹀等の荒武者ども︑勇みに勇ん
で突進す︒

﹇突然﹈︵副︶3

とつ

十燭3図

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ
とて

の句を書きつけたり︒

︵接助︶17

さがみ

んとてなり︒

にをどり入りたり︒船におよぎつか

七337図獅子は︿略﹀︑つと海の中

とて

しく︑︿略﹀︒

十研2囲国

十一483図 未だ一月もた＼ざるに︑ とて

とつぜん

﹁あ﹂︑あれは僕の作った

かの轡師は突然編り來れり︒
十一一378

ドツチ

本日突然上田君に出會

曲だ︒︿略﹀︒﹂ 彼 は 突 然 か う い っ て
足を止めた︒

十一一佃10國国
﹇何方﹈︵代 名 ︶ 一

ひ︑︿略V︒

どっち

て

四128園 オマヘノナカマトワタ 九101図 ︿略﹀︑相模の國より上総の
うらが
シノナカマト︑ドツチが多イ
國へこえんとて︑今の浦賀のあたり
とつ

カ︑クラベテミヨウ︒

﹇取返﹈︵五︶1

とって ﹇取手﹈︵名︶1 取手
とって
十803 安全燈の取手を握りしめて︑
︿略﹀︒

とってかえ・す
︽ーシ︾

十454 喜三右衛門は︿略﹀︑やがて

て返す

の方へとって返した︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と つぶやきながら︑又窯場

四 6 7 6 海 の方でもへいけ方が

どっと ︵副︶6 どっと
︿略﹀︑一度にどっとほめました︒
︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の

者を敵の後へまはらせて︑三方から

六238

とどく一とともに
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られません︒

もひけません︒

く とゴく

届く

︽ーイ・ーカ・ーキ・

六674囹 ﹁こまかな人だ︒これでは とど・く ﹇届﹈︵五︶8 トドク とど
とても義掲はして く れ ま い ︒ ﹂

八537園其の時にいさんが﹁私にも ーク︾﹇▽ふとどきしごく・ゆきとどく
三533園 そんなところでとどく
ものか︒やねへ上ってはたけ︒

つかせてみて下さい︒﹂といひ出す
と︑おちいさんが﹁とてもまだ︒﹂

三675
︿略﹀︑

だれ

向ふの田から大空

雲までと驚く弓のなり︒

二階のまどにと毬

それ

あの子は十二︑落葉松は

へどうと落ちた︒

が届かうとした時︑ふみ外して軒下

八169︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手

いてる︒

が今では學校の

あの子のせいより低かった︒

六995圃

がかけたか︑虹の橋︒

の

五605圏

ノ上マデトドキマス︒

︿略﹀︑高ク上ゲルト︑ヤネ

と お っ し ゃ っ た が︑︿略﹀︒

九243囹 しかし此の分では︑わたし
の命は︑とても仕事の出歯上るまで
もつまいと思ふ︒

九297 ︿略﹀︑其の壮観はとても筆や
口にはつくされません︒

九518園 ︿略﹀︑其のつらさはとても
お前たちにわかるものではない︒

間業では救へない︒

十261園 かはいさうだが︑とても人

じっと見ては居られません︒

十263園 私は︑とても人の死ぬのを

ゐ

︿略﹀︑維新の大事業もと讐

﹇整﹈︵五︶2

と＼のふ

こほりなく成し遂げられるやうにな

十二慨4

つた︒

ととの・う

其の友之を止めていはく︑

︽ームル・ームレ・ーメ︾﹇▽おしとど

とど・む ﹇止﹈︵下二︶4 止む 留む

十972図

む

鐵眼︿略﹀︑其の資金を

﹁羊の虎に向ふが如し︒危し︒﹂と︒

以て力の及ぶ限り廣く人々を救ひ︑

く略V︑はじめて青年團の規 十一伽10図

︽ーッ︾

又もや一銭をも留めざるに至れり︒

十147園

整ふ

約を見た時は︑其のと︑のってみる

影を留めてゐますし︑︿略﹀︒

十743団今でも城壁は大部分昔の面

︽ーメ︾

とど・める ﹇止﹈︵下一︶2 留める

の名残を留むるのみ︒

今は唯畿内の一都市として僅かに古

十一一996図 ︿略﹀奈良の都も︑︿略﹀︑
きない

に同行することに決せり︒
な ら

しきりに止むれども丸塚きかず︑遂

十二847図 コー二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

のに驚いて︑︿略V︒

︿略﹀︑まだ父上を迎へる準

備が整ってみないといふのを口實に

十二718

と＼のふ．

く略V︑廣く各地をめぐり

﹇整﹈︵下二︶1

して︑︿略﹀︒

ととの・う

︽ーフル︾

十一伽5図

留

て資金をつのること敷年︑やうやく

︽1へ︾

﹇止給﹈︵四︶1

にして之をと︑のふる事を得たり︒

り給ふ

とどまりたま・う

止まざりき︒

留めて︑︿略﹀︒

と共に

︿略﹀︑日光の有難さをしみ

︵接助︶7

リンカーンは父の手助をし

努力とをもって勉強を臨けた︒

て忠實に働くと共に︑非常な熱心と

十一棚2

さとることが出來た︒

と﹁い﹂え︒﹂ の言ひにくいわけを

つた事を後悔すると共に︑﹁はい︒﹂

＋965太郎はつくぐと自分の悪か

といものに思ひました︒

ず活動してみる坑夫の仕事を︑たふ

ぐ感じると共に︑あの坑内でたえ

十856

︿略﹀︑此の組織の所まで小とどま・る ﹇止﹈︵四・五︶4 止る 留 とともに

から︑王にあてた密書が届いた︒

十331 所で︑此の高い湖と低い掘割 十910 ︿略﹀︑︿略﹀パルメニオ將軍 十703図 今一日留り給へとす﹂めて 十二柵10 ︿略﹀︑一部は尚昔の面目を
を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

十一527

まる・ふみとどまる

る

の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑

刀が届いて︑しかもそれより深くは

︽ーッ・ーリ・ール︾与おもいとど

傷のつかないやうにしなければなら

されどかくて何時まで留る
︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

ことが出來ないから︑︿略﹀︒
し つ

繹迦は︿略﹀︑遂に病を得
てクシナガラ附近の林中に留った︒

十二984

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

十二838図︿略﹀︑酋長コー二の宅に

時の利益を得るに止って︑永有する

十二232

べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

十706図

とても船を通すことは出來ないから︑

ふかの口はもうほとんど子
供に届いてみる︒

十一581

ぬ︒

︿略﹀︒

氣の毒ながら︑とてもお泊め申す事

十615園 御覧の通りの見苦しさ︑お
は出石ません︒

︽ーケル︾

七755園

﹇滞﹈︵名︶1

やうに致せ︒

とどこおり

とゴこほり

て︑其の金をまちがひなくとごける

紀州の男は急いで國へ蹄つ

十622園 とても明るいうちに山本ま とど・ける ﹇届﹈︵下一︶1 と丈ける
ではお着きになれますまい︒

十一568 救ひのボートは下された︒
しかしとても間に合ひさうもない︒

よい曲なんでせう︒私にはもうとて

十二382圏 にいさん︑まあ何といふ
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とどろかす一どの

︿略﹀︒

﹇轟﹈︵副︶1

七723園

とゴうに

妻や子どもに︑朝晩おねん

︿略﹀︑超文をとなへながら

ぶつのかはりにとなへさせます︒
十二佃9
ドナタ

ど

︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

﹇何方﹈︵代名︶5

一心にのみを振るふことさへあった︒
どなた
なた

四713

﹁あなたはどなたでいらっ

ナカマノモノが大テイ行ツテ
居マス︒

五446圓

しゃいます︒﹂

隣﹇▽

おとなり・ひがしどなり・ひだりどな

そのとなりの三つもんの

はおりとしまのはかまはお
︿略﹀︑そのとなりのめり

とうさんのです︒

三723

んすのあはせは私のです︒
となりでは︑董がくさって引

村の用水池を見て行くことにしよう︒

六396団昨日はとなり村から來てる

或村に大火事があって︑一村

る歩兵の音吉君と二人で町を見物し

た︒

ほとんど丸やけになった︒其のとな

六667

り村の青年たちが見かねて︑方々へ

義指金をつのりに出た︒

となる ﹇▽あいとなる

九796

とにかく ﹇兎角﹈︵副︶1 とにかく

よう七い︒とにかく明日

者一命にかけて御引受け申します︒

の総攻撃見合はせの一事だけは︑拙

十二欄8囹

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

其の隣の畠にしやうがが︑

ほって︑︿略﹀︒

九欄5

︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも
美しい︒

十42図

﹇隣村﹈︵名︶6

となり村

此所を出て︑となり村の學校

へ行くと︑︿略﹀︒

五384

二人は峠を下りて︑となり村

の前へ行くと︑︿略﹀︒

五661

へはいりました︒

五675囹少しまはり道だが︑となり

どの

どの

﹇▽あさきちどの・さちこどの・し

どの

梅醤アサン︑オカアサン

家ニモコクキが出シテアリマ

四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ

た︒

四68 今年は柿のあたり年で︑
どの木にもよくみがなりまし

スカ︒

バドノハナガーバンオスキデ

二66園

﹇何﹈︵連体︶15 ドノ

だきちどの・たろうどの・まったろう

んきちどの・せんたどの・たかだやさ

どの

頼宣は顔色をかへて︑︿略﹀︒

います︒﹂といってなぐさめると︑

名をお立てになる折はいくらもござ

が﹁殿はまだお若くて︑これから功

八153園

︿略﹀︑まつ社務所の隣なる との ﹇殿﹈︵名︶1 殿
まさつな
︿略﹀︑そばに居た松平正綱

おとうさん︑今度役場の隣

菖御殿を辞観す︒

十505園

隣に坐ってみた僧が之を聞

にりっぱな建物が出來ましたね︒
︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民 十一698

八881園此の方はどなたですか︒

次にイグアッスーの瀧

いて︑﹁︿略＞Q﹂

十一塒3圓囲

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

となりむら

器にいろくの模様をつけてみる︒

隣の室では︑︿略﹀︑ガラス

國との境にある大蚊布にて︑︿略﹀︒

となみ

大玉は平身盛で︑十万騎を 五365 大道へ出て︑となり村の入ロ
ゑつちゆう

引きつれて︑越中の國の礪波山に
ちんを取りました︒

義仲は五万騎を引きつれて︑

となり

これもおなじく礪波山のふもとにち

六232

﹇隣﹈︵名︶9

んを取りました︒

となり

十一悩7

︿略V︑そばに居るコーデリヤを見て︑
﹁これはどなたであらうな︒

となみ
﹇砺波山﹈︹地名︺2 礪波

十二751園やがて眠から覧めた王は︑

も皆同じ事で︑︿略﹀︒

の爲につくすといふお考は︑どなた

九2510園

三706

十二8010圏山もとピうに引潮たぎり︑ り︒みぎどなり

︿略﹀︑やがてあまねく内 とどろに

外の事件を報ずると共に時事を論ず

十ニー52図

るもの起りて︑︿略﹀︒

︽ーメ︾

︽一へ︾

十二918 木陰からじっと見てみた彼 とな・える ﹇唱﹈︵下一︶2 となへる
は︑︿略﹀︑農夫や牛の重苦を思ひや

︿略﹀ ︑ 一 日 半 早 く 洞 門 を 開

ると共に︑鑛の運命をあはれんだ︒
十一一佃4

通し︑老僧の命のあるうちに其の志

ぎ

を遂げさせると共に︑我々もあのく
さり戸を渡る難儀をのがれようでは
な い か と 相 談 し て︑︿略﹀︒

十二欄1 我々は常に其の長所を知つ
て︑之を十分に獲揮すると共に︑又
常 に 其 の 短 所 に 注意し︑︿略﹀︒

とどろか︒す﹇轟﹈︵四︶2とどろか

ろ か す 萬 歳 の 叫 ︑︿略﹀︒

すと〜うかす︽ース・ーセ︾
はく
十伽1図 拍手かつさい︑天地をとど

十一318図 福島正則以下の六人︑
︿略V︑武名を天 下 に と 窟 う か せ り ︒

と玄ろき始める

とどろきはじ・める ﹇奪回﹈︵下一︶1

九脳9 やがて︿略﹀︑大砲の音が

となみやま

山礪波山

と讐ろき始めた︒

六228

とゴろく
だん

たひらのこれもり

︽ ーッ︾

とゴろき渡る

とどろきわた・る ﹇早渡﹈︵五︶1
十﹁583 とたんに︑ずどんと一護す

つつ

﹇轟﹈︵四︶1

さまじい大砲の音がと診ろき渡った︒
とどろ・く
︽ーク︾

丸︒

ぐわん

八976図圖 と窟ろく砲音︑飛來る揮

とのさま一とびかえる
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シタ︒

二491
ふ

黒きとばりにおほはれて︑︿略﹀︒

トノサマガオトホリニナ 九14図圃 あらゆるものはやみとい

ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホ四望ナリ

しっかにあ

きざみくて︑明方の

鶏鳴けば︑夜のとばり

九22図圃
きて︑︿略﹀︒

コレハトビ︑ロバシヲ

大キナトビガ︑ トブヤ

アレアレアガル︑ ヒカウ

ゴランナサイ︒

二555園

とび﹇墓︵名︶7トビ鶏鶏

バ︿略V︑

六87園 ﹁高くて名高いのは︑どの
ワルイオヂイサン

マシタ︒

二514

山ですか︒﹂

カレ木ニノボツテ︑トノサマノ

六414国 どの町村からも︑歩兵が一
番多く出てみるのに︑︿略﹀︒

ォカヘリヲマツテヰマシタ︒

ソノウチニ︑トノサマガ

キガ︒

二694翻
ウダ︒

七557園

又ある時にはとび魚が甲板

ねぢは之を聞いて︑飛上る

の上へとび上ることもあります︒

十二572

やうにうれしかった︒

又ある時にはとび魚が甲板

とびうお ﹇飛魚﹈︵名︶1 とび魚

の上へとび上ることもあります︒

七556園

とびお・きる ﹇飛起﹈︵上一︶1 飛起

すると乗員は︑一せいに飛起

きる ︽ーキ︾

きて︑手早くつり床をく＼る︒

九628

われ皇子の御身代りとなり

︽一へ︾

﹁金の鳥がついてゐます とびおりたま・う ﹇飛下給﹈︵四︶1

飛下り給ふ

て海に入り︑神の御心をなだむべし︒

とび
ね︒﹂﹁これは鶏だよ︒それで金鶏勲

それで金鶏勲章といふのだ

九115図
五177園

章といふのだが︑︿略﹀︒﹂

五176園

二527トノサマヤオトモノ人

︿略﹀︑其の上政治上の事で

度々殿様に上書した爲︑役人ににく

九237園

ケニナリマシタ︒

ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ

オホセニナリマシタ︒

オトホリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二517

八809圏 どのうちでも︑納める金高
は同じですか︒

九347 うす紅のかへで︑銀ねずみ色
なら
の楢︑︿略﹀︑ ど の 木 を 見 て も な つ か

しい︒
てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

九856園 どの星かを見おぼえて置い
つて見えるから ︒

まれて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

らしい顔をして︑おとなしくつなが

十184團

を波の上に敷重ね︑其の上に飛下り

すがむしろ
︿略﹀︒﹂といひて︑菅錘八枚︑︿略﹀

十箱

耕造は驚いて︑ひらりと馬か

とび

が︑鶏のついてみるわけは知ってゐ

﹇十箱﹈︵名︶1

八104

下りる 飛下りる ︽ーリ︾

とびお・りる ﹇飛下﹈︵上一︶2

給へり︒

るだらう︒

とはこ

︿略﹀︑金色の鵡が一羽とん

鶏の光がまるでいなびかり
のやうで︑わるものどもは目を明け

五192園

で敵て︑天皇のお弓の先にとまった︒

五188園

れてるます︒

﹇土橋﹈︵名︶3

十銭ぐらゐで買はれる︒
どばし

土ばし

十一202 ︿略﹀︑其の制裁としてどの 八佃7 マッチは︿略﹀︑ 一包十箱が

やうな刑罰を受けるかは︑法律で明
か に 定 め て あ る から︑︿略﹀︒

十二211 どの山を見てもどの谷を見 三621 みよ子は︿略﹀︑土ばしの
上にたちました︒
ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

舟はだんだん土ばしへ
近くなります︒

三643

す︒

六198

うちよせて与る波は︑岩をか

とばり

み︑小しゃりをとばしては︑さあつ
﹇帳﹈︵名︶2

と引いて行きます︒
とばり

飛上る

︽ーッ・一

馬はおどろいてとび上ったの

ヘトビアガリマシタ︒

ウシワカマルハヒラリト

とび上る

﹇飛上﹈︵五︶4

なったのだ︒

ガル

とびあが・る

ニー2一

リ・ール︾

ランカン

で︑︿略V︒

七454

トビア

に下さる勲章に︑金の鶏をおつけに

︽ーリ︾

十556

武士は太刀をぬきて馬より

鳩は齢程遠い虜で放しても︑

︽ーラ・tル︾

とびかえ・る ﹇飛帰﹈︵五︶3 飛蹄る

胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

どう

とび下り︑影身の力をこめて︑蛇の

七316図

る

とびお・る ﹇飛下﹈︵上二︶1 とび下

に傷つけられた轟をついばんだ︒

らとび下り︑︿略﹀︒
十二211 どの山を見てもどの谷を見 三631舟は風にゆられながら︑ てるることが出來ず︑︿略﹀︒
五201園 其のいはれで︑︿略﹀軍人 十二915 折から飛下りて來た鳥が鍬
土ばしの方へながれて行きま

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

人よりも厚い二心をもつて︑父上に

十二672園 昔からあった孝子のどの
お仕へ致しませ う ︒

トノサマ

シ︾

十一一伽2園 官軍方の御意見はどのや とば・す ﹇飛﹈︵五︶− とばす ︽一
うなものか存じ ま せ ん が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二伽7園 拙者は︑此の談判がよし
﹇殿様﹈︵名︶5

どのやうに決着 す る に も せ よ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

殿様

とのさま
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とびく一とぶ

正しく方向を判定して︑矢のやうに

泳を許されたので︑我先にと海に飛

一びき

とび出す

込んだ︒

﹇飛出﹈︵五︶3

︿略﹀︑子ねずみが

て︑︿略﹀︒

とびたつ

四692 ︿略﹀︑私がかごの戸を
明けますと︑山がらはとび出し

とび出しました︒

四424

飛出す ︽ーシ︾

とびだ・す
普通笛音鳩を使用する方法は︑

自分の巣に飛錦る︒
十5510

一定の飼養所から他の土地に連れて
行って︑三野らせるのである︒

十574 ︿略﹀︑飼養所を移動し︑其慮
を言為えさせて飛錦らせるやうにす
る事も出來る︒

とび・く﹇飛来﹈︵力変︶2飛來︽一

トビグチ

た ま
飛來る揮丸に忽ちうせて︑

﹇鳶口﹈︵名︶2

とびた・つ

とび立つ
ツ︾

︽ーチ・ーッ・一

草のはにとまってみた

飛立つ

﹇飛立﹈︵五︶4

三637

てふてふがおどろいてとびたち
ました︒

とびつく

︽ーイ︒ーカ・ーキ︾

萬じゅがかけよって︑らうの

とびち ﹇扉﹈︵名︶4 とびら 弄びら

六615

クリガトビツキマシタ︒

一174

六621

近づくと︑門の戸びらは左右

はしまる︒

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら

十337

︿略V︒﹂

を入れて︑﹁おなつかしや︑母様︒

萬じゅはとびらのすきから手

とびらに手をかけますと︑︿略﹀︒

三238︿略﹀︑犬はもうとっくに
かへってみて︑かけてきてとび
︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

つきました︒

三554

へ︑かへるがとびつかうとし
かへるはく略﹀︑何べんも

てるます︒

三557

八47

僕が︿略﹀頭をなでてやると︑

喜んで僕の手にとびついて︑ぺろ
トビノク

マタキリツケルト︑トビノ

﹇飛退﹈︵五︶一

くとなめる︒
とびの・く
︽ーイ︾

ニー22

トビマ

イテ︑ベンケイノナギナタヲウ
﹇飛回﹈︵五︶2

チオトシマシタ︒
空にとびたつ︑ とびまわ・る

から︑︿略﹀︑山鳥が一羽飛立つた︒
十二813回分︿略﹀︑

︽ーッ・ール︾

ソコデカウモリハ︿略﹀︑

とびまはる

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シテワルト

イフ意味デアラウ︒

どびんわり ﹇土瓶割﹈︵名︶一 ドビン

九188所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

ワリ

リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小

枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ

テワルトイフ意味デアラウ︒

ホタルガトンデヰマス︒

︽ービ・ーブ・ーン︾←むらがり

と・ぶ ﹇飛﹈︵四・五︶37 トブ とぶ

飛ぶ

一232

とぶ

一324ピケシガトンデイキマス︒

三77一

ハル

一34一

飛びち

クラクナツテカラ空ヲトビマ

﹇飛散﹈︵四・五︶2

潮けむり︒

ハルヤウニナツタトイヒマス︒

土俵

二364

アタルト︑モチハ白イト

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

二234翻ドコカラキタノカ︑

トンデキ心木ノハ︑︿略﹀︒

二223翻ドコカラキタノカ︑

︿略﹀︑十バトンデキマス︒

ガンガトンデキマス︒
︿略﹀︑飛びちりたる貝のか

︽ーリ・ール︾

る︒

どひょう

︿略﹀︑身網にも垣網にも土
俵や石などが重りに附けてある︒

十二779

﹇土俵﹈︵名︶1

高い木の上をとびまはって鳴いてゐ

ひよどりは元氣な鳥だ︒︿略V︑ 一346

九141図

︿略﹀︑打毫にぱたくとた＼

六272

る 飛散る

とびち・る

びつきました︒

クル︾
何べんもとびつかうとします︒
十337 ︿略﹀︑戸びらはしまる︒
十8110 ︿略﹀︑不意に足もとからねず
つつ
だん
八976図韻 とゴろく引音︑飛逼る弾
みが一匹飛出しました︒
三562 だんだん高くとべるやう どびん ﹇土瓶﹈︵名︶一 ドビン
ぐわん
になって︑とうとうやなぎにと
九189 ︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違

丸︒

中佐︑

八991図圏 今はとボートにうつれる

︿略﹀︒

鳶ロ

とび

とびぐち

とび立つた︒

一325ピケシガトンデイキマス︒ 七96 不意に白い鳥がもやの中から
トビグチヲカツイデイキマス︒
とび

とびこむ

石づきの付いた金剛杖や鳶ロを力に︑

こんが う

九956園 登山者はかんじきをはいて︑ 十4210 ︿略﹀︑下向ふのくさむらの中

︽ーミ・ーン︾

﹇飛込﹈︵五︶4

此の坂を登るのです︒

飛込む

とびこ・む

教室の中へとびこみました︒

五157 つ〜り方の時間に︑すゴめが

︿略﹀︒

けを︑すばやくついばみたるは
九573

七693園 いよくない時には︑川の
中へとびこんで死んでしまはうと︑

が︑︿略﹀飛散る︒

きつけると︑董の先についてみる穗

かくごをして來たのでございます︒

九棚4 蛙がぼかんくと飛込んでは
すうつと泳いで行く︒

十一549 ︿略﹀船員等は︑船長から とびつ・く ﹇飛付﹈︵五︶6 トビツク

とべる一トマスエジソン
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マシタ︒

リニナツテ︑パ．ツトトンデノーキ
思ってゐますと︑︿略﹀︒

んで來ましたので︑どうしょうかと

ウダ︒

トブ
ツバメハトブコトが上手ナ鳥

デ︑︿略﹀︒

五257

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

二695圃 大キナトビガ︑ トブヤ 五188園 ︿略﹀︑金色の鶏が一羽とん

二706翻小サナトンボガ
ヤウダ︒

︿略﹀︑カルクミヲカハシテ︑

來テ︑物ニツキアタルカト思フト︑
︿略﹀︒

五262
まん

よし

矢面リモ早クトンデ行キマス︒

五795 八幡太郎義家が或日︿略﹀廣
きつね
い野原を通りますと︑狐が一匹とん
で出ました︒

今かりに一時間五十里の速

を見たならば︑︿略﹀︒

十﹁42

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

ジョージがとんで行って門

ても︑︿略﹀︒

十一佃7

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑
︿略﹀︒

十一一79図

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

﹇土木﹈︵名︶2

土木

自治制も︑之を運用する人

もあらう︑︿略＞Q

民に自治の精神が乏しければ︑よい

十一柵4

結果を得ることは到底望まれない︒

つ

奮岡努力の精神に乏しく︑︿略﹀︒

と

十二悩9 ︿略﹀我が國民は︑︿略﹀︑

十一一燭6 ︿略﹀︑人を信じ人を容れる

ぢやうちん

秀吉は城の庭にしき物をのべ

︽iシ︾

﹇点﹈︵五︶1 とぼす →・と

度量に乏しい︒

もす

とぼ︒す

七㎜8

とぼく

させ︑︿略﹀︑大提灯をとぼして︑

︿略﹀︒

雪どけ道のぬかるみを

︵副︶2

と歩を運ぶ︒

十608図

感がいに打沈みてとぼく

れる老婆あり︒

杖にすがりてとぼくと︑歩み來

八555二言

︽一 とぼとぼ

懐かしき

とべる

船は今静かに蹄る︑

かもめ飛ぶ海をすべり

高大なる爲なるべし︒
て︑

十二槻9図圃

﹇飛﹈︵下一︶1

故郷の港︒

どぼく

びつきました︒

三558 だんだん高くとべるやう
になって︑とうとうやなぎにと

く略V︑たとひとんで行って ベル︾

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

七688園

したが︑︿略﹀︒

マシテ自由ノ天地二面テ︑自

在二王ヲトブ様ハ︑實二勇マシイモ

八488

と・べる

二712圃 アンナニトンダラ ユク 五258 ︿略V︑ツブテノヤウニトンデ
ワイダラウ︒

ラトンデイキマス︒

三 3 5 カ ラ スガニ三バナキナガ

おち︑とんではおち︑何べんも

三556 かへるはく略﹀︑とんでは

何べんもとびつかうとします︒
三557 かへるはく略﹀︑とんでは

おち︑とんではおち︑何べんも
何べんもとびつかうとします︒

三595︿略﹀手ヲ出シマスト︑
﹁ジイツ﹂トナイテ︑トンデ行キ
マシタ︒

空には赤とんぼが幾つともな

︿略V︑高いく青空を︑ひわ

十二478図

ひば・松・落葉松は何れ

乏しい

︽一

もく略V建築・土木・造船等其の用
﹇乏﹈︵形︶5

途頗る廣し︒
とぼし・い

はね起きて見ると︑土間の大

たにはとりが︑︿略V︒

釜の上に積んであるせいろうからは︑

八509

トマス︑

トマス︑エヂ

︹課名︺2

盛にゆげが上ってみた︒

第二十二課

十二⁝川2 第二十二課 トマス︑エヂ

ソン

十二目9

エヂソン

トマスエジソン

十六のお前が︑旅費も乏し
い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九2610園

︿略﹀︒

九77國水の乏しい此の島々では︑

鳩は一分間に約一キロメート イ・ーク・ーケレ︾

あ＼あのかはい＼鳩が︑一
やうに目的地へ向って飛んで行くの

度任務を命ぜられると︑︿略﹀︑矢の

十591

ルも飛ぶ力があるから︑︿略﹀︒

十5610

の一群が身輕さうに飛んで行く︒

十433

く飛んでみる︒

九棚9

十71図圏 ︿略﹀御手つだひを願ひ どま ﹇土間﹈︵名︶3 土間
四247 ︿略V︑目白が二は來てる ノデアル︒
六25 うちでも土間に丸太を置いて︑
五つる者数多かりしかば︑何れも十
九341 空ははてもなくすんで︑所々
て︑枝から枝へとんでゐます︒
其の上につんであります︒
日間を限りて土木に野塩せしめたる
四368モズハ︿略﹀︑高イ所カラ にちぎれ雲が飛んでみる︒
六42 土間でこぼれもみを拾ってゐ
に︑︿略﹀︒
九593 のぎが飛ぶ︑穗がはねる︒
トンデ來ガケニ︑フクロフノ
カホヲケツテ︑︿略＞Q

が東京の空をとびました︒

四531團此のあひだひかうせん

も︑︿略﹀︒

四637園空をとんで居る鳥で
四693 ︿略﹀︑山がらはとび出して︑

︿略﹀うらの山へとんで行って
しまひました︒
五144 かへりみちに︑はなれ馬がと

79
トマスエジソンーとめる

ソン
トマスエジソン
エヂソン

︹人名︺一

トマス︑

煙たなびくと

とまや

は︑︿略﹀︑更に 進 ん で 新 し き 電 燈 の

十二擢1図︿略﹀トマス︑ エヂソン

﹇苫屋﹈︵名︶1

嚢明に從事したり ︒

とまや
︿略﹀︑

﹇▽ねとまり

止り木

まやこそ︑ 我がなつかしき住家な

十一802図圏

れ︒

とまり

﹇止木﹈︵名︶1

とま

八479 金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

とまりぎ

トマル

ト止り木門止ツテヰルノヲ見テモ︑
︿略﹀︒

﹇止﹈︵五︶15

る止ル 止る︽ーッ・ーリ︾←たち

とま・る

どまる

ニー33木ノエダニ︑コトリガ
十バトマツテヰマシタ︒

ニー36木ニマダナンバトマツテ
ヰマセウカ︒

マツテ︑ボンヤリトシテ居ルコ
と・む

﹇富﹈︵四・五︶5富む

ーム・ーン︾

︽ーミ・

イテハイケマセン︒﹂ト︑トメマ

かへりみちに︑はなれ馬がと

シタガ︑キカナイデイマシタ︒

ぢさんが大手を廣げてとめて下さい

んで來ましたので︑︿略﹀︑よそのを

五146

ろな農産物に富んでゐます︒

ました︒

七487 ︿略﹀︑木戸を開いて切って出

本曲に自治の精神に富んで

︿略﹀︑急流や爆布に富んで

止む

父は﹁相かはらずせっかちだ

ね︒﹂といったが︑別に止めようと

八餌9

︿略﹀︑父の此の願だけは︑

もせず︑︿略﹀︒

九272園

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

喜三右衛門は︑︿略﹀︑やがて

げてもらひたい︒

﹁い＼え︑僕は止められて

﹁よし︒﹂と叫んで火を止めた︒

十483

十947園

しゅく

と

私が來たので︑すぐしまは

弟は︿略﹀︑ふと﹁八十八

彼は突然かういって足を止

ベートーベンはひく手を止

トモダチハ﹁モチハ︿略V︑ と・める ﹇泊﹈︵下一︶2 トメル ︽−

めた︒

十二423

めた︒

十二378

これは何ですか︒﹂

夜﹂の文字に目を止めて︑﹁︿略﹀︑

十一898

をしましたが︑︿略V︒

うとなさるのを強ひて止めてお手傳

十一1410

﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

にいさんも足を止めて︑

みるから渡りません︒﹄

一夜の宿を貸し給へとこ

︽ーレ︾

トメル

︿略V︑川べの宿はとめきれな
﹇止﹈︵下一︶12

二36一

て︑︿略﹀︒

みる者は︑︿略﹀︑決して私心をもた

︿略﹀︑かしは最も堅くし

く略V︑松は弾力に富み︑

ようとした︒此の時信玄は之を止め

十一一柵6

て揮力に富むが故に︑︿略﹀︒

十一一486図

︿略﹀︒

十二479図

ないのである︒

十一価7

でも︑氣候がよくて︑︿略﹀︑いろい

︿略﹀︑山がらはとび出して︑ 八678国︿略﹀︑此の州は合衆國の中

トガアリマス︒
四692
︿略﹀︑金色の鶏が一羽とん

竹がきの上にとまって︑︿略﹀︒
五191園
で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

︿略﹀︑ジツト止り木二止

七109 舟は間もなくとまった︒
ワシ
︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

デアル︒

八479

又沖縄二産スル木ノ西三国︑

ツテヰルノヲ見テモ︑︿略﹀︒

九194

二百ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

を止めて︑
へば︑︿略﹀︒

といへるにも似た

佐野のわた

十価2

←えりどめ

りナり︒

りの雪の夕暮︒

袖打電ふかげもなし︑

十641図囲

こま
︿略﹀︑古歌に 駒とめて

十597図とあるあばら家の門口に杖

︽ーメ︾

ツテヰルヤウニ見エル︒
みる我が國では︑︿略﹀︒
ラン
と・む ﹇止﹈︵下二︶2 とむ
此ノ轟ハ二二蘭二止ツテヰテ︑

九1910

其の枝の先にしょんぼりと止

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑
︿略﹀︒

十塒9

昔︑アフリカの或港に一そ

つてみる烏の姿も︑見るから寒さう
だ︒

十一546

うの船がとまってみた時の話である︒

とめ

と・める

い程の客でございました︒

七623

きれる

月と日と雷が同じ宿屋にとま とめき・れる ﹇弱虫﹈︵下一︶1 とめ
︿略﹀︑萬一御懸りに郎子ら
もらひたいと頼んでおいた︒

れることがあったら︑すぐ知らせて

十一732

りました︒

六445

︽ーラ・iリ︾几﹀おとまる

三505 今ソノミセノマヘ ニ ニ とま・る ﹇泊﹈︵五︶2 とまる 泊る
車ガトマリマシタ︒

三578チヤウド私ノ目ノ前デ
トマツテ︑カラヲヌギハジメマ
シタ︒

てふてふがく略V︒

三 6 3 5 草 のはにとまってみた

我は拾はん︑海の富︒

める 止める ︽ーメ︾5おとめる・
三642園 あら︑てふてふが五郎 とみ ﹇富﹈︵名︶1 富
十一831回章 いで︑大船を乗出して︑ かきとめる・せきとめる・ひきとめる
さんの舟にとまりました︒

四358 ︿略﹀︑︿略﹀木ノ枝ニト

とも一ども
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メ︾5おとめもうす
︿略﹀︑トウトウタヅネアテ

テ︑トメテクレトタノミマシタ︒

一一747

國の光がかがやきま

五25齪大日本︑大日本︑︿略﹀︑月
日とともに︑
さる︒

ね起き︑︿略﹀︑一さんに伏見の城へ

二753 シユテンドウジハホンタウ 七隈1 此の時清正は︑地震と共には

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ
其の時大膝は江戸から大阪ま

かけつけました︒

の關︒﹄

に立ちしかど︑

九705図圃園

校に行く︒

こそ

秋風ぞ吹く︑白河

下地に御念まひの頃度度

勿來の關と共に︑有名なものであっ

な

た︒

参上致し︑大兄と共にいろく御話

﹁進め︒﹂

共に薪炭材として重要なるものなり︒

年↓回だけだといふから︑今年はも

うしなくともよいのであらう︒

ども ﹇共﹈﹇▽あらむしゃども・いちぞ

︿略﹀︑年とともに老の氣短

さが加はつて︑︿略﹀︒

十二654

くども・おにども・おやどりども・お

んなども・けらいども・こうまども・

︿略﹀︑林藏は幕府の命に

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海

十二825図

でしども・にわとりども・ばんじんど

わたくしどものまち・わるものども

も・わかむしゃども・わたくしども・

も・ひよこども・ぶしども・ものど

岸を探楡せり︒

或時︑父王と共に城外に出

て︑農夫の働く様を見廻つたことが

十二912
ある︒

を世界の人々と共にせずにはみられ
其の後は老僧と共に洞穴の

ぬといふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

十一一佃7

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

彼の初一念は年と共に益く
固く︑︿略﹀︒

十二欄7

とも

︵接助︶6

﹇供﹈口▽おとも・おんとも

ソレが如何ニマレニシテ︑

トモ

とも

ク︑︿略﹀︒

︿略﹀︑さびたりとも長刀を

︿略﹀動植をするのは︑翌

はせがはよござゑもん

﹁これは長谷川與五左衛門

揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ

と申す者︑小兵なれどもお相手致

七472園

す︒﹂

テ︑洋々ト流ルレドモ︑夏季ハコト

八214図

ニ増水シテ︑︿略﹀︒

ざる人をあきめくらといふ︒

八622図目は見ゆれども︑字のよめ

よく晴れて︑︿略﹀︒

九糾9寒月はまだ出でざれども︑空

早速御見舞に参上致した

近き庭ならば早速上り候

く存じ候へども︑御住所不明にて困

九冊8追懐

り居り候︒

廃盤10圏團

て御世話も致すべく候へども︑何分

百里の山川をへだてたる事とて︑そ

れも心に任せず︑︿略﹀︒

ひねもす見れども

︿略﹀︑長じて後魯の君に

仕へ︑大いに治績を學げしかども︑

十一49図

あかざる宮居︒

りばめなして︑

︿略﹀︑やせたりともあの馬 十川3図圃 ︿略﹀︑ 金銀珠玉を ち
にうち乗って一番にはせ参じ︑︿略﹀︒
あした

十一3710

ば︑夕に死すとも可なり︒

ゆふぺ

十一74図園朝に道を聞くことを得

十691園

持ち︑︿略﹀︒

の軍令と 十691圏

に身を固め︑︿略﹀︒

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

十6810園

唯今にも鎌倉の御大事とい

ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナ

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑用

九448図

とも

﹃都をば︑かすみと共

九152図朝飯を終へて︑妹と共に學 十二961 ︿略V︑やがて此の尊い心境ども ︵接助︶23 ドモ ども

歩いて行った︒

で︑馬やかごに乗らず︑両親と共に

八M7

テヤリマシタ︒
じょうのともから

とも ﹇友﹈︵名︶8 とも 友3けい
九415図圃 昨日の敵は今日の友︑
︿略V︒

ない此の島で︑︿略﹀︒

十247 波風の外には友とするものも
十972図 其の友之を止めていはく︑
﹁羊の虎に向ふ が 如 し ︒ 危 し ︒ ﹂ と ︒

れ行かん︒ 今日はうれしき遠足の

十﹁124図圏 いざや︑我が墨うち連 九708園 ︿略﹀︑此の關所は濱街道の
日よ︒

ごま

を承り細事など︑︿略﹀︒

十二32図圏 荒駒を馴らしがてらに︑ 十㎜9魔団
野邊遠く 櫻がりするますらをのと

京中の貴賎男女︑此の行幸

皇后陛下の臨御と共に︑式

も︒

︿略﹀︒

十一841

たく

さて編輯部にては刻々集

順々に水の中へとはいって行く︒

共に︑三十人の一組は二列になって︑

やがて

を悲しみて涙と共に見送り奉り︑

十燭4図

は始りぬ︒

十二943 さうして此虜で︿略﹀五人 十179図
の友と︑六年の間種々の苦行を試み
た︒

たい
十二949 ところが此の新な態度に驚
いた五人の友は︑︿略﹀︑彼を捨てて
立去った︒

先つかの五人組友をたつねた︒

十二965 繹迦は世を救ふ手始として

かう

十一一174図

り來る原稿を選澤整理し︑給書・爲

とも ﹇共﹈︵名︶18 とも 共←うば
もろとも・さんにんとも・さんまいと

かしは又なら・くぬぎと

眞等と共に之を印刷部に送る︒

十二488図

も︒とともに・にひきとも・ふたりと
も

81

ともいち一ともだち

妊 臣 の 爲 に さ ま たげられ︑︿略﹀︒

かん

も時既におそく︑︿略﹀︒

十一245図 あわてて逃げんとすれど
十一282図 退却軍は少しく之にたよ
り を 得 た れ ど も ︑秀吉の軍は︑︿略﹀︑

追撃すること頗る急なり︒

十一425三国 何分田舎にて要事不便
には候へども︑︿略V︑及ぶ限りの御
便宜相計り申すべく候︒

十一鵬4圖国此のブラジル國は︑
︿略﹀︑其の大部分は熱帯に属し居候

へども︑中央の高地や海岸地方の大
半 は 割 合 に 涼 し く︑︿略﹀︒

十一枷7図囹 一切纒を世にひろむる

十二629図

即ち赤・白合はせて十三

ことあらざれども︑藍地中の星章は︑

條の横筋は︑︿略﹀︑永久に攣化する

常に州の数と一致せしむるを定めと
す︒

によりて略く知ることを得たれども︑

を振るふことさへあった︒

とも・す ﹇点﹈︵五︶1 ともす ￠と

トモダチ

アル日トモダチニユミ

友ダチ 友だち﹇▽おともだち

ともだち ﹇友達﹈︵名︶1一

のランプが之に代り︑︿略﹀︒

後らふそくや種油がともされ︑石油

十一6710 燈火としては︑︿略﹀︑其の

︿略﹀︑取手は︿略﹀の四人 ぼす ︽ーサ︾

と︑友一と友一のあねの道
子です︒

四472

と︑友一と友一のあねの道
子です︒

道子が十二まい︑みよ子

二346

とも

トモダチハ﹁︿略V︒﹂ト︑ト

友だちでも居るのかと

氣がさっぱりしてみて︑二一二

僕は自分よりえらい友だちを

十9210

﹃あぶない時に︑友だちを

翌日太郎が友だちの正雄・良

とは前から友だちだったので︑︿略﹀︒

九529園うちのおちいさんはあの人

らっきあふな︒﹄

すててにげるやうな者には︑これか

五995園

ないと思ひます︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

五73

なりました︒

日たつと︑前からの友だちのやうに

五52

木ヲシテアソビマシタ︒

四607私ハ︿略﹀︑友ダチトツミ

︿略﹀︒

おもって︑﹁おうい﹂とよぶと︑

四307

ノ山へ上りマシタ︒

四86︿略﹀︑トモダチトムカフ

メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

二354

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

が十まい︑︿略﹀︑友一はたった

ヒマシタ︒

﹇灯火﹈︵名︶8

燈

きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は
樂しさかたる︒
︿略﹀︑風にはかに吹きで︑

立並ぶ家々︑

夜が更けるにつれて燈がだ

しびうるむ︒

またをつ＼み︑

十303図圃しめやかに︑夜の霧ち

ともし黒きえたり︒

八638図

春の遊の

六488圃

ともし火

ともしび

二まいでした︒
ともしび

四511

あせり出しました︒

十二827図︿略﹀ことは︑此の探検 四504これから友一はだんだん

コー二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

更によく之を確めんがために︑︿略﹀︒
十二848図

やがて酒食を出したれど

しきりに止むれども林藏きかず︑
︿略﹀︒

十一一866図

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧
みず︒

︿略﹀︑公園・街路等の照

明用としては適當なれども︑室内に

十二⁝川8図

用ふるには︑大仕掛にして光力強き

はもとより必要の事なれども︑人の
死を救ふは更に必要なるに非ずや︒

こ＼において再び炭素線

十一694

書の仕事の合間に讃むのは

燈が蓋きるとく略﹀︑まく

折から燈がぱっと明るくな

一心にのみ

︿略﹀︑時には夜半までも薄
暗い燈を便りに︑︿略﹀

十二欄8

えてしまった︒

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消

十二421

らもとの壁際に置く︒

十一998

るまで讃む︒

勿論︑夜は床に就いてから燈が墨き

十一998

んく暗くなり︑今にも消えさうに
友一

の時日と金銭とを費したるに過ぎざ
﹇友一﹈︹話手︺2

なった︒

い︒﹂

四485 ﹁ゆだん大でき︒﹂猷↑﹁は

ともいち

りき︒

の研究に没頭したれども︑徒に多く

十一一佃4図

に過ぎ︑︿略﹀︒

十一伽7図 幕府は三々に救小屋を設
けて救助に力を用ふれども︑人々の
くるしみは日々にまさりゆくばかり
なり︒

一が い に は 言 難 け れ ど も ︑

十ニー57図 ︿略﹀新聞中にも大小種
種ありて︑

相當に名ある新聞は︑通信に︑印刷
に︑あらゆる文明の利器を用ふるを
以て︑︿略﹀︒

友一﹁いいえ︒僕が取った

四487道子﹁私が取ったので
す︒﹂

十ニー64図 これも社によりて多少の
相違はあれども︑多くは総務局あり

の

です︒﹂

て全艦を統べ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑取手はく略Vの四人
四472

が はじまって居ます︒

友﹁のうちでかるた取
四467

十ニー79図 かくいへば︑頗る繁雑に ともいち ﹇友一﹈︹人名︺5 友一
して多大の時間を要する如くなれど

も︑︿略﹀其の間僅かに敷十分︑
︿略﹀︒

ともども一とら
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一と三人連で︑學校から蹄る時の事
であった︒

太郎は 前 か ら 父 に ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂

と固く禁ぜられてるたのであるが︑

十936

共々

友だちのす﹂めをことわりかねて︑
﹇共共﹈︵副︶1

一所に渡り出し た ︒

ともども

れん

かく
︿略﹀比較的熱をともな

廉贋に供給されるので︑︿略﹀︒

十一一帽2園

一膿最も理想的な燈火は

ふことの少い電燈さへも獲明されま
した︒

十二情5園
︿略﹀︑しかもほたるの光のやうに熱
をともなはないものであります︒

わら

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ
り︒

めんどりはく略﹀︑餌をあさるにい

者︑幽豆臣と名のったのも差支がない︒

とよとみきよまさ ﹇豊臣清正﹈︹人名︺

みん

︿略﹀︑又耳蝉への返書に豊

豊臣清正

ことの事か︒

臣清正と記したといふが︑それはま

魚価6園

九152図出がけにとやの方を見れば︑ 1

どやく

豊臣秀吉

きのした

ざうり

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

だ

てうせん

豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先

とよとみひでよし

﹇虎﹈︵名︶10 とら 虎 虎

其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも

のがありました︒虎が見まはしまし

六282

とひとりごとを言ひました︒

六275 大きな虎が山おくで︑天略﹀︒﹂

とら

あるとらをしばって見せよ︒

四551囹此のからかみにかいて

とら

5とうきょうとよはしかん
とら

人でした︒

手の大將は加藤清正・小西園長の両

七973

た時のことである︒

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お

とよとみひでよし

七762

2

とよとみひでよし

此の時どやくと四五人の敵 とよとみひでよし ﹇豊臣秀吉﹈︹人名︺

︵副︶1

そがしく︑︿略﹀︒

七909

どやどや

とよ﹇▽おとよ︒おと

兵がはいって來ました︒
︹人名︺2

よさん・まっきとよ

︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや とよ

さも心配さうにたつ

ちよつととよにあひたくて

とよは︒﹂と︑
ねた︒

参りました︒

︿略﹀︑祝祭日・土用・彼

な どよう ﹇土用﹈︵名︶1 土用
十一903

岸・入梅・日食・月食が何時になる
土曜
土用

なるほど︑ごまつぶ程の蟻が

たが︑だれも居ません︒

六311

虎はおこって︑蟻をふみつぶ

蟻は虎の指のまたからくゴつ

さうして虎の目・鼻・耳・口︑

虎はうんくうなって︑かけ

塞きらはず食ひつきました︑︿略﹀︒

六306

て︑仲間の者にあひつをしました︒

六302

さうとしました︒

六301

一匹虎を見上げてゐます︒

下刈はいつも土用中にする 穴286

がり

﹇土用中﹈︵名︶1

四月二十一日 土曜 雨

﹇土曜﹈︵名︶1

かといふやうな事を︿略﹀︒

どよう

五128
どようちゅう

十一381

中

とよちゃん

豊臣

﹁とよちゃんかね︒丈夫で

︹人名︺1

ので︑ずるぶん苦しいが︑︿略﹀︒

とよちゃん

八餌1囹

﹇豊臣﹈︹人名︺2

みるよ︒﹂

とよとみ

もと此の方には近い親類の

と記したのでございます︒

七百2圏

とよはし

信吉はく略V︑﹁奥様︑あの

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

く略V︑

両將二食共にして︑

苦しむ者を︑泣 八856園

鎌倉へは海陸ともに攻めこむ

八838圏

七196

ともにつかれた︒

六974

十二731 そこでコーデリヤは夫に請 ともに ﹇共﹈︵副︶7 ともに 共に

︽ ーッ・ーレ︾

﹇伴帰﹈︵四・五︶2

うて共々に家來を連れてイギリスに
渡った︒

ともなひ婦る

ともないかえ・る

七971図工

すきがありません︒

れる主人は︑物かげに妻を呼びて︑

十644図 からうじて僧をともなひ錦
く者を︑

︿略﹀︑今では各國共に盛に傳

味方は今日の戦に將卒共

の
は伸び縮みすること著しきを以て︑

もみ・つがは共にそり又
杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

十二472図

もあらず︒

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十﹁265図

奨早してるる︒

しやう

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

十553

ほもつきせぬ物語︒

九427土留

助けて共に長しまん︒
ひるげ

﹁お連れ申しはしたが︑差上げる物
しかしフランス王は︿略﹀︑

はあらうか︒﹂

十二709

コーデリヤの簡軍な答の中にも十分
眞心のこもってみるのを認め︑本國

ともなふ

にともなひ鋸って約束の如く自分の
﹇伴﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 5

后とした︒
ともな・う
︽ーッ・ーハ・ーヒ・iフ︾

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

十二724 其の夜は風雨にともなって
た︒

︿略﹀︑いつもの如く︑庭の

とやの内に入りて見るに︑

妹は餌箱を持ちて︑とやの 七柳4園 ︿略﹀︑御威光を借りて豊臣

すみなるとやの戸を開く︒
ゑ

九145図

前に与る︒

九128図

九122図

十二845図 たまくコー二が交易の とや ﹇鳥屋﹈︵名︶4 とや
ため大陸に渡らんとするに際し︑林
藏は︿略﹀︑切に己をともなはんこ
とを求む︒

くべき議達にともなひ︑電力は頗る

十一一佃1園 殊に近年は水力電氣の驚
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とら一とり

まはるより外︑どうすることも出來
ません︒

まふ︒

取らせる

トラック島

ほうびはのぞみにまかせて

﹇取﹈︵下一︶1

︽ーセル︾

とら・せる

六541園
︹地名︺一

取らせるであらう︒

トラック島便り

︹学名︺2

九目3

虎と蟻

虎と蟻

虎と蟻

トラック島便り

第八

第八

︹課名︺2

六274

六目11

とらとあり

九31 第ニ

第ニ

ラック島便り

トラックとうだより

一通りはわかりました︒

マシタ︒

三733 ムカシ鳥トケダモノガ
ケンクワヲシタコトガアリマ
ス︒

三736園 ソノトキカウモリハ
﹁私ハ鳥デモケダモノデモナ
イカラ︒﹂トイツテ︑︿略﹀︒

三748 スコシタツテ︑コンドハ
鳥ガカチサウニナリマシタ︒
﹁私ハ羽ガアルカラ︑
スルトカウモリハ﹁︿略﹀︒﹂

三752園

鳥ダ︒﹂

三753

﹁オ前軍鳥デハナイ

トイツテ︑鳥ノ方ニツキマシ
タ︒

カ︒﹂

三761囹

フクロフ一画モ白イカツ

﹁︿略＞Q﹂トイツテ︑アヒテニシ

モズハ小サイガ︑マケヌ

メカヘシマス︒

ヘヨツテ︑︿略﹀バカニ

スズメハヨワイ鳥デス

氣ノ鳥デスカラ︑︿略﹀︒

四367

ガ︑ソバ

四372

シマス︒

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは

四637囹空をとんで居る鳥で

きっといおとすほどの上手で

ございます︒

鳥が鳴く︑鳥が鳴く︑

どこで鳴く︒

四892圏鳥が鳴く︑鳥が鳴く︑

四892圃

﹁金の鳥がついてゐます

どこで鳴く︒

とび

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

ね︒﹂﹁これは鶏だよ︒

五175園

六271

ひよどりは元氣な鳥だ︒

立ツ鳥デス︒

五275 ツバメハ ︿略﹀︑人ノヤクニ

デ︑︿略﹀︒

三763又鳥ノ方へ行キマスト︑五257
マセン︒

﹇取﹈﹇▽あかりとり・いけどり・

こねどり・ぞうりとり・たのくさと

︿略﹀︒

ハ大ガイ目が見エナクナルノ
ニ︑此ノ鳥ハ見エルノデ︑

四352夜ニナルト︑ホカノ鳥

ニ︑︿略﹀︒

︿略﹀はひ松の間に居るのです︒

九9610園 あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

︿略﹀︒

幹の上の方に集ってついてをり︑

九54囲鳥の羽に似た大きな葉が︑

四348 夜ニナルト︑ホカノ鳥 七96 不意に白い鳥がもやの中から
とび立つた︒
ハ大ガイ目が見エナクナルノ

カゥノ鳥デス︒

かるたとり・きのことり︒くびとり︒

とり

ト

もう三月になるので︑土地の様子も

九37団此のトラック島へ來てから

トラックとう

十972図園 其の友之を止めていはく︑
﹁羊の虎に向ふが 如 し ︒ 危 し ︒ ﹂ と ︒

渡下す

一切 纒 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ さ れ ば

﹇渡来﹈︵サ変︶1

﹇寅﹈﹇▽つちのえとら・みずのえ

はなかく一通りでないQ

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十一521 其の間草をとったり︑虎や

とら
とら
とらい・す
︽ーセ︾

十一伽8図

古は︑支那より渡來せるものの僅か
に世に存するのみ に て ︑ ︿ 略 V ︒

へ︾

とら・う ﹇捕﹈︵下二︶2 捕ふ ︽一

︿略﹀︑勾践越の王となるに

んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕

十982図 たまく元の大軍至るに及とり ﹇酉﹈﹇▽つちのととり
へらる︒

り・ほしとり・まきとりし・みかんと

十欄6図

りうた・わらびとり

四343

及び︑呉の掌骨にして越軍大いに破

り・ひよどり・めんどり・やまどり・

おんどり︒ことり︒にわとり︒ねこど

ばんどり︒おやどり・おやどりども・

とり﹇鳥﹈︵名︶29トリ鳥﹇▽いち

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

十一637 中にはトラクターを用ひて

トラクター ︵名︶3 トラクター

全く大農式にやってみる庭もある︒

二34ーユミヲイルコトガスキ

わたりどり

十一638 トラクターはちやうど軍用
のタンクのやうな形で︑ガソリンの

ノ鳥ヲイヂメタリ︑︿略﹀︒

が聞えた︒

四353夜ニナルト︑︿略﹀︑ホカ 十冊1 ︿略﹀︑不意にかん高い鳥の聲

二364 アタルト︑モチハ白イト 四362 スルトホカノ鳥が見ツ 十ニー08弔いろくの鳥を注意して
リニナツテ︑パツトトンデイキ
見ると︑それぐ違った面白い習性
ケテ︑︿略﹀︑ヨツテタカツテイヂ

テ︑オモシロガツテヰマシタ︒

デ︑トリヤケダモノヲイコロシ

獲動機が取付けてある︒
︿略﹀︑立木や切株の根本を

掘っておいて︑それにくさりをつけ

十一647

て此のトラクターで引くと︑めり
くと音を立てて根こぎにされてし

とりあう一とりつける
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を も っ て み る の で︑︿略﹀︒

﹇取合﹈︵五︶1

取合ふ

に傷つけられた轟をついばんだ︒

十二915 折から飛下りて來た鳥が鍬

︽ーッ︾

とりあ・う

﹇取敢﹈︵副︶3

とりあへ

か︒﹂と︑親子は手を取合って泣き

六626 ﹁何︑萬じゅ︒木曽の萬じゅ
ました︒

とりあえず

ず 取りあへず
し上げ候︒

十佃5圓團 先は右とりあへず御悔申

ふ

︽ーヒ︾

ひつきやう掘取る者︑運

ぶ者︑植込む者︑一様に心を墨くし

十68図園

﹇鳥居﹈︵名︶5

鳥居

鳥みのあたりは︑道の

鳥ゐ

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

とりい

四21

且Vおおとりい

りやうがはに︑いろいろな店が
やがて五人の騎手は︿略﹀︑

ならんでゐます︒

八73

左に折れて第二の鳥居を過

鳥居の中に集って來た︒

十18図

︿略﹀︑又右に折れて第三の

ぎ︑︿略﹀︒

十19図

取出す

﹇取替﹈︵下一︶1

取り

ねちが︸牽いたんでゐま
取り

に取掛るのである︒

二人は早速ボートを出す支度

に取りか㌧つた︒

十267

む︽ーミ・ーン︾

とりかこ・む﹇取囲﹈︵四・五︶2取園
市街の周園を取團んだ山々

は地はだが白く︑︿略＞Q

十757團

土人野性藏を珍しがりて

︿略﹀︑大勢にて取團みながら︑︿略﹀︒

十二864図

﹇取片付﹈︵下一︶1

燃えあとは取片附けて

︽⁝ケ︾

とりかたつ・ける
取片附ける

十一佃1虚足

フィリップに渡した︒

成程︑かういふ風に分類

聞けば︑雑誌の類は號の順

してそろへておけば︑いつ取出すの

十一164園

にも便利だ︒

十一1610

に並べておいて︑取出したら後でき

のぶ子さんはすぐたんすの

つともとの場所へお入れになるのだ

さうです︒

十一176

小引出から取出して︑持っていらっ

しゃいました︒

とりたま・う ﹇取給﹈︵四︶1 取り給

十一451図園 君は圭里を以て一家を成

二人がたがひに取りついて︑

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノ底

︽ークレ︾

長さ一萬六千尺齢りのものを之に取

十ニー83図 巻取紙とて幅三尺六寸︑

く

とりつ・く ﹇取付﹈︵下二︶1 取りつ

ノ岩二取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

七833

うれし泣きに泣いた時には︑︿略﹀︒

六637

取りつく ︽ーイ︾

とりつ・く ﹇取付﹈︵五︶2 取りック

取り給ひし事なし︒

せる人なるに︑数年の間一度も筆を

ふ ︽ーヒ︾

取り

畠とし︑コーヒー・わたの木などを

︽ーメ︾

﹇取決﹈︵下一︶1

植付け申候︒

きめる

とりき・める

そこで人々は︿略﹀と相談
取粉

して︑其の方法をも取りきめた︒

十二柵6

﹇取粉﹈︵名︶1

おかあさんは取粉をのし板の

取

上にひろげて︑餅のつき上るのを待

﹇取調﹈︵下一︶1

﹇▽おとりこみ

つていらっしゃる︒
とりこみ

とりしら・べる

︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑

︽ーベ︾

りつくれば︑機械は電力によりて働

十一204

調べる

き︑︿略﹀︒

ける

︽ーケ︾

リンの獲動機が取付けてある︒

十一6310

トラクターは︿略﹀︑ガソ

とりつ・ける ﹇取付﹈︵下一︶1 取付

のある者を十分に取調べて適期公平
取出す

な裁判をする︒

﹇取出﹈︵五︶4

王は片手にそれを受取り︑片

手にかの密書を取出して︑静かに

十106

︽ーシ・ース︾

とりだ・す

くんれん
これから訓練

﹇取掛﹈︵五︶2
︿略﹀乗員は︑

八512

物置の前なるあき箱より︑ とりこ

﹇取出﹈︵四︶1

鳥居

鳥居の前に出づ︒

十5図
︽ーシ︾

九1310図
から

とりいだ・す

十一441圓團先づは取りあへず御禮
まで︒拝具︒

さいふ

取上

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

十二734 フランス王の侍署はとりあ
た︒

﹇取上﹈︵下一︶2
かは

︽ーゲ・ーゲル︾

とりあ・げる
げる

﹇取入﹈︵名︶1 取入レ
タネマキ

農家ニチハ種蒔・︿略﹀・

し貸みの殼を取出し︑細かに打ちく
だく︒

九676

か＼る取掛る︽ーッ・ール︾

とりかか・る

したから︑取りかへて置きました︒

十二602園

かへる ︽一へ︾

とりか・える

シテ︑日ヲ定ムルコト多シ︒

取入レ等ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテト

七佃6図

とりいれ

七649 ︿略﹀︑革の財布が落ちてゐま
した︒取上げると合そうおもくて︑
︿略﹀︒

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

十偽3園 ︿略﹀︑あの青年ははいると

﹇取扱上﹈︵名︶1

﹇▽ と く し ゅ と り あ つ か い

上に置きました︒
とりあつかい

りよう
とりあつかいじょう

取扱上
七皿図図 取扱上不都合の廉あらば口
頭又は無料郵便にて申し越されたし
とりあっか︒う ﹇取扱﹈︵四︶1 取扱

と

とりて

﹇取手﹈︵名︶1

取手

友一のあねの道子です︒

四468 よみ手はおちいさんで︑
取手は︿略﹀の四人と︑友一と

ぴ

は

を見わたすと︑︿略﹀︒

安芳がはいって行かうとす

ると︑門を守ってみた兵士等が

十二皿3
︿略﹀︑一せいに銃劔を取直して行く

︿略﹀︒

︽ース︾

とりな・す

ところが母のとりなしで終

とりなす

正直者の清正は人づきあひが

﹇取成﹈︵五︶1

に學校に入ることが出來たので︑

十一969

てをさへぎつた︒
とりで ﹇砦﹈︵名︶6 とりで
ひでよし
十一237図 待ちまうけたる秀吉は︑ とりなし ﹇取成﹈︵名︶1 とりなし

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで
︿略﹀︑十三箇所のうちな

を構へ︑︿略﹀︒

十一241図

る大岩山のとりでより︑︿略﹀下り
來れる七八人の兵卒あり︒

十一248図 ︿略﹀︑とりでの露命中川 七996

︵五︶1

とりの

下手なので︑誰一人清正を秀吉にと

に光ってゐます︒
﹇取除﹈︵五︶1

集めた液は︿略﹀︑先づこ

取除く

てある柿が︑赤い玉のやう

ました︒

取引

さうして︑もうこれが最高

﹇取引﹈︵名︶4

んとうどりよく

三十五年の間努力に努力を績けて︑

十︸7610 宣長は眞淵の志をうけつぎ︑

遂に古事記の研究を大成した︒

十214国

とりひき

十一7610

﹇取纏﹈︵下二︶1

取

取り

た︒

リンカーンは︿略﹀︑非常

一念こった不噺の努力は恐

徳川家もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

西郷の果噺によって︑江戸の市民も

十一一髄2 安芳が一命をかけた努力と︑

しいものであると思ひつくと︑︿略﹀︒

十二皿10

の爲であった︒

︿略﹀︑忍耐も努力も要するに皆自己

十一一242

それ故塁多敷の商人は︑

な熱心と努力とをもって勉強を績け

十一棚3

努力を置けて︑︿略V︒

︿略﹀︑三十五年間間努力に

の直だと見ると︑掛の人が︿略﹀手

取引の成立つた馬は︑其の

を打って︑取引が成立ちます︒

十216団

唯商業の取引の盛な部分は︑

日の中に買手に引渡されてしまひま
す︒

十一104

まとむ

︽ースル︾

然れども三図少しも上せ
ぼ
ず︑再び募集に着手して努力するこ

ったら︑きっと此の研究を大成する

十一757園 ︿略﹀︑しっかり努力なさ

力なさる ︽ーッ︾

どりょくなさ・る ﹇努力﹈︵五︶1 努

と更に敷年︑︿略﹀︒

十一伽2図

す

どりょく・す ﹇努力﹈︵サ変︶1 努力

此の地は︿略﹀︑支那の各

相馬に活氣を帯びてをり︑︿略﹀︒

十一1010

﹇取紛﹈︵下一︶1

地との取引にもきはめて便利である
から︑︿略V︒

︽ーレ︾

とりまぎ・れる
りまぎれる

おとうさんやおかあさんに
は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

五886国

取巻く

網の中がいよく狭くなる

﹇取巻﹈︵五︶1

に居ります︒

﹇取逆上﹈︵下一︶1

ことが出來ませう︒

十一伽2

取分けおいそがしい中を︑

取分け美しかったのは電燈

まことにありがたう存じます︒

一週間もおひまをいただきまして︑

八嘱5圏

とりわけ ﹇取分﹈︵副︶2 取分け

記録一切を取りまとめ︑之を從者に
度量

其の結果今日も尚國民は眞

﹇度量︺︵名︶1

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ

十一一価6

どりょう

渡していふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

︿略﹀︑林藏はこれまでの

︽ーメ︾

︽ーセ︾

とりまと・む

と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒

十二793

︽ーイ︾

とりま・く

︿略V︑二つ三つとりのこし

︽⁝シ︾

﹇取残﹈

りなす者がなく︑︿略﹀︒

こす

とりのこ・す

︿略﹀︑清秀は討死してと

清秀︑士卒を指揮して防ぎ戦ふ︒
十一2410図

りでは落ち︑戦は午前のうちに終り
ぬ︒

一思に敵をみち

十一255図 ︿略﹀︑明日は進んで賎嶽 四243
のとりでをおとし︑

とりのぼせる

とりのぼ・せる

と

信吉はとりのぼせたやうにう

﹇取始﹈︵下一︶1
︽ーメ︾

る度量に乏しい︒
三226 又とりはじめて︑二人は
たくさんとってからくらべてみ どりょく ﹇努力﹈︵名︶6 努力←ふ

りはじめる

とりはじ・める

かはりばんこに見てみた︒

れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑

八932

十二幽9図

して不純な物を取除き︑︿略﹀︒

じゅん

十一533

︽ーキ︾

︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の とりのぞ・く

んにせんと︑︿略 V ︒

十一282図

とりどり

時既に虜々のとりでより量れる守兵
﹇取取﹈︵名︶2

と合して︑︿略﹀︒

とりどり

とりぐ
＋男とりぐの花の色︑むせ返る
や う な 強 い 香 ︑ ︿ 略﹀︒

十一伽2 取分け美しかったのは電燈

﹇取直﹈︵五︶2

とりな

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに
とりなお・す

四656 弓をとりなほして︑向ふ

贋ほす取直す→・︾

一

8．目もさめるばかりであった︒

わ

85
け

とる一とる

86

取る

採る

トル

とる

︽ーッ・ーラ・ーリ・

﹇ 取 ﹈ ︵ 四 ・五︶鵬

の笠で︑︿略﹀︒

と・る
取ル

うちとる︒かきとる・かりとる・きき

ール・ーレ︾﹇▽い け ど る ・ う け と る ・

とる・すいとる・てまどる・としと

つてからくらべてみました︒

三616男の子三人はささのは
をとって︑舟をこしらへました︒

一つ取ってみまし

︿略﹀︒この一一十五

道子﹁はい︑取りました︒

も取ることにします︒
四498園

せんのも私が取りますよ︒﹂
すよ︒

四506

︿略﹀︑早く強くなって︑か

︿略﹀︒

︿略﹀︑小さなしめちが列を作

六162 ︿略﹀︑ねずみ茸を少し取りま

した︒

つて出てゐました︒︿略﹀︑かご一ぽ

たひらのこれもり

い取って錦りました︒

ゑつちゆう

となみ

大荒は平維盛で︑十万騎を

引きつれて︑越中の國の礪波山に

六231

義仲はく略V礪波山のふもと

ちんを取りました︒

六233

を下への大さわぎ︑弓を取った者は

矢を取らず︑︿略﹀︒

六244 ︿略﹀︑弓を取った者は矢を取

︿略V︑矢を取った者は弓を取

らず︑︿略V︒

六244

︿略V︑矢を取った者は弓を取

らず︑︿略﹀︒

らず︑︿略﹀︒

六245

て︑﹃これが義纒の弓だ︒﹄などと言

ツバメハ田や畠ノ作物ニツク 六382園 く略V︑此の弱い弓を取られ
虫ヲ取ツテタベマスカラ︑人ノヤク

すきをねらって︑頼朝の命

はれては︑︿略﹀︒

を取れ︒

山から薪を取って見て︑それ 六555園

六838

實に我が國にとっては︑これ

て引上げた︒

首二十一取って︑敵の船に火をかけ

あれは製綜工場で︑女工が 六811 草野の次郎の如きはく略﹀︑
僕がぐみをたべてみる間に︑
にいさんは初茸を五六本取ったやう

六151

四百人も綜を取ってみる︒

五652圏

を三って︑くらしを立ててゐました︒

五532

ニ立ツ鳥デス︒

五274

しました︒

との刀を取っておき上らうと

四964すけつねもく略﹀︑まくらも

たきを取らうと心がけました︒

四918

つて見せます︒

四912暴きつと此のかたきを取

れ︒

にちんを取りました︒
四906園 お前たちが大きくなつ
六243 不意を討たれた平家方は︑上
たら︑此のかたきを取っておく

した︒

れて︑何べんも取ってあそびま

四514それから又二くみに分

ゆうになって取りました︒

みんなもしまひにはむち

今日私が川の土手から 四501面せんのも私が取りま 六186

きのふ

とって來たすすきも︑︿略V︒

三782
四了6

柿

たら︑もう黒くごまをふいて
二

デ︑︿略﹀︒

した︒

はらふ︑まるでいくさのやうで

のすを取る︑勝手のすすを

四433

︿略﹀︑ひさしうらのくも

四346 カホハネコノヤウデ︑
其ノ上ネズミヲトツテクフノ

つもりです︒

から︑たくさん取ってそなへる

日はおちいさんのめい日です

四81

る・ぬきとる・のっとる・ほりとる・

カキネ

ミガナリマシタ︒サルガ

ゐました︒

一144

むしりとる・めしとる
ミツケテトリマシタ︒

二94幽 ミゴトニサイタ
ノコギク︑ 一ツトリタイ︑ キイ
ロナハナヲ︑︿略V︒
ノコギク︑ 一ツトリタイ︑ マツ

一﹇104囲ミゴトニサイタ カキネ
シロナハナヲ︑︿略﹀︒

コノゴロナカマノモノ

ガ︑ネコ ニトラレテコマルガ︑

二272囹
︿略﹀︒

﹁おににかなぼう︒﹂音二

道子﹁私が取ったので

郎﹁はい︑とりました︒﹂

四483園

つて居ます︒

て居ます︒︿略﹀︒今ちらしで取

山カラ出テ︑モノヲトツ 四473 ︿略﹀かるた取がはじまつ

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

二721

三203 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし
た︒

たのです︒﹂

四487志雄；いいえ︒僕が取つ

のです︒﹂

す︒﹂友；いいえ︒僕が取った

よけいにとったはうがか 四486園
︿略V︑二人はまつやっつ

ちだといって︑︿略﹀︒

三204
三206

じのあひだをあちらこちらへ
くぐってとりました︒

三212

までにない大難であった︒
二人がむちゅうになって 四494園こんど取った人がそれ でした︒
六152 僕が紅色のきれいなきのこを 六川5 ︿略﹀︑一つ取って行って見せ
も取ることにします︒
ようと思って︑手を出すと︑︿略﹀︒
取って︑にいさんに見せましたら︑
︿略V︑二人はたくさんと 四495面こんど取った人がそれ
とってゐますと︑︿略﹀︒

三226

87
とる一とる

ま

てがひ

七139 ︿略V︑大きな蛤や馬刀貝でも
潮干狩

︿略﹀︒妹やお

取ると︑おたがひに見せ合ふ︒
第四

松は何があったのか︑笑ひながらし

七146

︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も

きりに取ってみる ︒

七183
之を取って花たばにする︒

七205 海神ねがはくは潮を退けて︑
こがね

道を開かせたまへと念じて︑黄金

おく

作の太刀を取って︑海の中に投入

づくり

れました︒

七357圏 町に大山通・乃木町・奥
こだま

町・命玉町などと︑日露戦孚の時の
大將方の名を取ってつけてあるのは

る者に取って︑はなはだ大切なこと

て︑立方から子どもの手を取って引

これから椰子油を取り︑石

九百2

大尉はそれを取って見ると︑

さうして兄は腰の手ぬぐひを

次のやうな事が書いてあった︒

ぬ︒

うちに置くと︑火事にあっ

百日︑此の附近の山へ薪を

十655図 ︿略﹀︑僧は喜びて箸を取り

︿略﹀︒

つて食物を取るやうに馴らして︑

十566 ︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

あるからね︒

たり︑盗人に取られたりする夜這が

十515園

取って鉢まきにし︑︿略﹀︒

之を聞いたコロンブスは︑つ 十419

合へ︒

︿略﹀︒

信吉は︿略﹀︑慮接室に待つ

と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

八763

なのであります︒

︿略﹀︑マリーはおばあさんの

づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ

七897

ました︒

らふそく

これがなかくうまいもの
で︑私たちもよく取って飲みます︒

九64国

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

けん

九59団

におじぎをした︒

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

長四郎︑雀の子を取って参 八954
將軍秀忠が刀を取って出て見

ひでたぜ

八166園
れ︒

八172
ばんじん

毫湾の蕃人には︑お祭に人の

ると︑長四郎であった︒

八223

首を取って供へる風がありますが︑
︿略﹀︒

十田8園

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑

村々では之をとって薪の代りに使ふ

ふひやうばんが高くなって︑附近の

やうになりました︒

十鯉7園此の袋で轟をとるのだ︒

それをてんでに一束つつ取つ

十一373囹

︿略﹀︑戦場をかけ廻るのは︑

ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

九佃3

︿略﹀︒

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑

十一481図会の一言を聞くや︑書師

下墨も取らで冬日を過しぬ︒

し︒﹂とて︑心構せし様なりしが︑

ば謝恩の爲に何か垂がきて参らすべ

十一459図 ︿略﹀︑書師﹁︿略V︒さら

て植ゑるのだ︒

取る方が利益だから︑かう間をおい

十一374園︿略﹀︑此の邊では太材を

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

目的のところでは︑一坪に二本も三

早く間伐して細材を取る
打撃にぱたくとた＼きつけると︑
束を廻して又た＼き︑穗が淺

ては︑雨手で根本の所をつかんで︑

九5610

︿略V︒

九201

とりに來た百姓が︑︿略﹀︒
まが手に取るやうによく見えます︒
ラン
此ノ轟ハ主二蘭二二ツテヰテ︑ 十853園 それから﹃燃える石﹂とい

ちやうど蕃人が︑其の前の年 九83国 ︿略﹀︑美しい海底のありさ

そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首

に取った首が四十齢ありましたので︑

八233

︿略﹀︒

八239

を取ることを許してくれといって出

︿略﹀︑又我が忠勇の士が血

面白いでせう︒

ました︒

七402国

を流して取った二百三高地にも上つ

それ車首がほしいなら︑明
日の書頃︑︿略﹀︑赤い着物を着て︑

八248園

て蹄りました︒

つてみると︑︿略﹀ ︒

七436 ある時謙信が山の手に陣を取

︿略﹀︒

待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 九575

此所を通る者の首を取れ︒

らず落ちてしまふと︑︿略﹀︑又新し

八256

い束を取る︒

天略﹀勇士を一人つつ出して組討を

七464園 ︿略﹀︑信玄から謙信へ︑

すぐに其の人を殺して︑首を取りま

淺轟近くになると︑汽車が海

した︒

九7510

させ︑勝つた方のものが川中島を取

さて蕃人どもは︑︿略﹀︑此の

ることにしては︒ ﹂ と 申 し こ ん だ ︒

八263

岸を走るので︑陸奥湾の風光が手に

︿略﹀︑與五左衛門は忽ちはね

後は決して人の首を取らぬとちかひ

取るやうに見えた︒

七483

かへして︑彦六を組みしき︑手早く

ました︒

八279図

婦人は︑︿略﹀︑其の實を取つ

どは皆手の働なり︒
八347

其の子を二人の眞中に置い

て建て︑庭先の畠の中にまきました︒

八366園

どぢやうを取るのであらう︒

取る・拾ふ・握る・持つな 九川8 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

首を取ってさし上げた︒

七584園 一たい船にはらしんぎとい
ふ物があって︑それで方角をとって
進 み ま す か ら ︑ ︿略V︒

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗

七595園 此の星を見分けることや︑

どれ一とんじゃくする

88

十一498 ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし
て︑製造したものである︒

けい
校正終れば紙型に取り︑

取り︑或は社内にありて編輯事務に
たつさはる︒

十ニー76図

刷機にかく︒

十一502 今日世界におけるゴムの大 更に之をもととして鉛版を造り︑印
部分は︑此の木から取ったものであ
十二215

ても︑
すゴ

どれを見ても︑︿略﹀實が

一枝髪にさしてみたい︒

十二204

あのいろいろの道具︑た

鈴なりになってみる︒

十866

米は我が國でずるぶん多くと

此の液の取れる木を普通に

れるが︑︿略V︒

︒コムの木といってみる︒

十一499

取れるやうに︑まくらもとの壁際に

十一998 燈が煮耀きると翌朝すぐ手に

十二547園

くさんの時計︑︿略﹀︑どれを見ても

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居

リ︑カキヤアハビハ岩ニツイテヰル︒

七814

↓かどの役目を勤めて世 どう ﹇泥﹈︵名︶1 泥

置く︒

自分よりは大きく︑自分よりはえら
さうである︒

間の役に立つのに︑どれもこれも不

十二549囹

足は無ささうである︒

コーデリヤは父の手を取つ

て泣きながら︑﹁其のコーデリヤで

ど勇壮なものはあるまい︒

今度は程よく食物も取り︑

休息もした︒

十二953

一本の團扇あり︒

︵感︶1

どれ

にも満足することが出心ない︒

どれ

と

︽ーレ・ーレ

トレル

どれ︑私もお茶を一つ御ち

取れる

︿略﹀︑どうかして村のあれ地

今の分では去年より七八俵
僕ハ︿略﹀︑磁石ヲ持ツテ來

れるのも︑︿略﹀︒

ふマき

六498圏みうり火はとろく︑外

は吹雪︒

﹇泥水︺︵名︶ード四丁

六506韻みうり火はとろく︑外は

吹雪︒

どうみず

︿略﹀︑ソコヲホツテミマ

シタガ︑キタナイド穴水バカリ

二441

シカデマセン︒

第十一課

第十一課十和田湖

田湖

十二目12

わ

だ

十和田湖は一部分秋田縣鹿

か

と わ
﹇十和田湖﹈︹地名︺2 十和

十和田湖

十二496

とわだこ

だ

と

田湖十和田湖

角郡に属し︑其の鯨は青森縣上北郡

つの

十二497

十和田湖

に属してみる︒

十二51図

﹇▽てんどん

トン ﹇▽さんまんしせんトン

とんじゃく・する ﹇頓着﹈ ︵サ変︶2

九484國園米が出選るのも︑萎が取 どん

残ラズ取レテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒二三返クリカヘシタラ︑釘ハ

タ︒サウシテ灰ノ中ヲカキマハシテ︑

六662

よけいに取れさうだ︒

六13園

たいものだと思った︒

を田地にして︑米がとれるやうにし

五693

ト︑キレガトレテヰマシタ︒

︿略﹀︑センヲヌイテ見ル とわだこ ﹇十和田湖﹈︹才名︺2 十和

取レル

﹇取﹈︵下一︶8

そうになりませう︒

十127園
と・れる

れる

︿略﹀

何心なく手に取りて眺めるたりし彼

ル︾

︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

馬はどれも護照りきって︑

︿略﹀︑どれを見てもどれを見
一枝髪にさしてみたい︒

︿略﹀︑どれを見てもどれを見

三685

の眼は異様に輝きぬ︒

十二冊8図

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

まぐろを取る方法はいろ 十二939 彼は更に其の邊の名高い學 とろとろ ︵副︶2 とろく

くあるが︑︿略﹀︒

十二766

ございます︒﹂

十二753

な手つきで蜜柑を採ってみる︒

︿略﹀二三人の男が︑器用

る︒

るには︑山野に自生するゴムの木か

十︻506 ブラジル邊でゴムを製造す
ら原料をとるので あ る が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十一521 其の七草をとったり︑虎や
はなかく一通りでない︒
から液をとるために︑木の幹に小刀

十一523 切付といふのは︑ゴムの木 十二766 ︿略﹀︑だいぼう網で取るほ
で傷をつけることをいふのである︒

十﹇663 思ふにく略V自然の火から︑
火種を取ったものであらう︒

十一756園 ︿略﹀︑何時の間にか年を
と っ て し ま っ て ︑︿略﹀︒

十﹁996 或時近邊の人からワシントどれ ﹇何﹈︵代名︶9 どれ
やりがたけ

六72園﹁其の次は︒﹂﹁信州の槍岳

しんしう

ン傳を借りたことがある︒リンカー

や赤石山で︑どれも一万尺以上あ

十鵬1

ても︑

十悩10

かまへてみた︒

︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち

九穀1

がいってみる︒

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

九794

る︒﹂

あかしさん

ンはく略﹀︑鬼の首でも取った氣に
なって一心に讃績けた︒

十一㎜8 其の人は︿略﹀︑願に任せ
て三日間畠の草をとらせ︑︿略V︒

十二26図圃よきを取りあしきを捨
てて︑とつ國に おとらぬ國となす
よしもがな︒

十一一105園 お前のやうに犬の世話や

ねずみを取ることにばかり熱心では
困るではないか︒

十ニー69図︿略﹀︑或は出でて材料を

89
とんち一な

とんちゃくする

︽ーシ︾

三185囹この人はどんないろ

すか︒

ふたをおあけなさいますな︒

よいだらう︒

れます︒

とであらうか︒

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

三448園どんなことがあっても︑十一688 將來は又どんなものが獲明

四297さうなったら町はどんな

つ

どんより

︵副︶1

な

どんより

よりとか﹂り︑︿略﹀︒

シタ︒

オヂイサンバソノコ

些細の村はひどく貧乏で︑此

の村の名を言ふと︑﹁あ＼あの貧

五683

ないのです︒

びとこゆびのほかにはなが

三163園 それではあしのゆび
のなをしってゐますか︒
三172園 あしのゆびは︑おやゆ

なをしってゐますか︒

おまへはてのゆびの

モモタラウトイフナヲツケマ

一472

ニ︑

十一179此の一事で︑家の中がどん 九佃8 大空には︑午後の日が大砲の
のきものをきてゐますか︒
十473 人は此の有様を見て︑たはけ
煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん
三193園 どんなかほをしてゐま なによく整頓されてるるかが想像さ
とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑

少しもとんちゃくしない︒
人へりして︑︿略﹀︒けれども老僧は

十二欄5 手傳をする者が一人へり二
更にとんちゃくしない︒

ねぢは︑︿略﹀︑これはどん

な虜に置かれるのであらうなどと考

十一一542

へてみる中に︑︿略﹀︒

な寳よりも一ほんたうに自分の命

十二6610園私はもう何よりも︑どん 三147園
よりも父上を大事と存じます︒

トンネル

トンネルを出て︑海を見

︵名︶4

む

陸中と陸奥との境にある幾つ
がだんくに開けて來る︒

かのトンネルをく〜ると︑廣い原野

九749

下した時には︑︿略﹀︒

四82一

トンネル

どんなにか鳴いたのでせ

それにはどんな事が書いて

﹁どんな大蛇か︒﹂

どんなにこはかったらう︒

之を聞いた萬じゅの喜はどん
なであったでございませう︒

六601

みた︒

僕は木の上から見て︑びくくして

五991園

あったか︒

五945園

五101園

しらずに居ました︒

うが︑うちのものは朝まで

四686

ヲヌイデ︑︿略﹀︒

十一槻5 こんなところで毎日働いて
にべんりになるでせう︒
とんち ﹇頓智﹈︵名︶1 とんち
お前はたいそうとんち 四585ドンナサムイ日デモ︑大 みる人たちは︑どんなにつらいこと
な ﹇名﹈︵名︶25 ナ な 名
であらうと思った︒
工サンバミンナシルシバンテン

があると聞いた︒

四546囹

︽ーイ︾

とんでもない ︵形︶1 とんでもない

い人たちだ︒

十一702園 あなたがたはとんでもな

トンテンカン︑トンテンカン

とんてんかんとんてんかん︵感︶2

ト︑︿略﹀ツチノ 音 が 聞 エ マ シ タ ︒

七498 トンテンカン︑トンテンカン
七518 ︿略﹀ムスコガ︑今デハ其ノ
トンテンカント︑働イテヰマス︒

後ヲツイデ︑︿略 ﹀ ︑ ト ン テ ン カ ン ︑

とんとん ︵副︶1 とんとん

どんな

あらう︒

る中で勉強したら︑どんなに氣持が

汽車は密林の間をあへぎ
く通り抜けて︑やがてトンネルに

十一613
はいる︒

ヤウダ︒

二705瞬 アレアレアンナニ ヒカ
ウキガ︒小サナトンボガ トブ

かとんぼ

これほど我々に重大な關係 とんぼ ﹇蜻蛉﹈︵名︶一 トンボ﹇▽あ

とん

のある太陽とは︑一膿どんなもので

十一16

テヰマシタ︒

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ

七513夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ

七357団

ん︒

國はどこ︑年下の名は何と

町に︿略﹀・見玉町などと︑

こだま

つても︑母の名をいふ者がありませ

六587 ︿略﹀︑十日たっても二十日た

申す︒

六537園

ございませう︒

つたので︑何時の職にも勝つたので

二村か︒﹂と言はれたものださうだ︒
三327ざぶざぶおちる水のおと︑ 六752園 毛綜デオツ呼物ニハ︑ドン 十一611 此の峠には長いトンネルが
あって︑︿略﹀︒
とんとんひびくきねのおと︑
六384 義纒に此の名を惜しむ心があ
ナ物ガアリマスカ︒
︿略﹀︒

どんどん ︵副︶1 どんく

ドンナ

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

と
九653 下士官が︑甲板の吐水口から

︵形状︶20

く流すと︑︿略﹀︒
どんな

ドンナコトヲシマスカ︒

二312園 オ正月ノオカザリニハ︑ 十一167園 こんなによく整頓してゐ

な一ない
90

日露戦事の時の大二方の名を取って

ジルのパラ州から産出したので︑パ
た︒

﹁もうお書かな︒﹂とおっしゃいまし

其の名はくちせず︑

あはぢ

さうして︑﹁こいつ︑かな

つたなあ︒

﹁正↓も大分役に立つやう

になったなあ︒﹂あみ笠をかぶった

九578園

父がふり向くと︑︿略﹀︒

といって︑笑ってみた︒

﹃なあに︑もう一度出直すのです︒﹂

九543園 けれども社長さんは︑︿略﹀︑

い

ない ﹇内﹈﹇▽くいきない・たんこうな

な・い ﹇無﹈︵形︶脇 ナイ ない 無

い ︽ーイ・ーカッ・ーク・ーケレ︒ーサ︾

あしのゆびは︑おやゆ

︿略﹀老砲手は︑急に氣 ﹇▽すげない・とんでもない・なさけな

三172園

曲辰宗主は︿略﹀︑そばに

﹁私ハ鳥デモケダモノ

デモナイカラ︒﹂

三736園

ないとさとりました︒

︿略﹀︑何ごともできないことは

三568

三318園 からすのなかない日は
あっても︑五一ちいさんがうた
はない日はないQ
たうふうはこれを見て︑

ないでせう︒

三196園それではてもあしも

ないのです︒

びとこゆびのほかにはなが

い・はてしない

︿略﹀︑﹁しっかりしろ︒

なく︒﹂と︑甲板からしきりに働

つけた︒

十一一751園

これはどなたであらうな︒

そばへよって見ますと︑

三761園﹁オ前ハ鳥デハナイ

でした︒

見たこともないきれいな着物

三843

笑って下さるな︑どうも娘のコーデ
なあ

カ︒﹂

︵終助︶2

なして︑︿略﹀︑﹁おとよ︑大きくな

八869園信吉は︿略﹀︑娘の手をは

なあ

リヤのやうに思はれてならぬが︒

十二751圓

﹁これはどなたであらうな︒

︿略﹀︑そばに居るコーデリヤを見て︑

やがて眠から畳めた王は︑

言っても決してあけるな︒﹂と言ひ

居た自分の子に︑﹁︿略﹀︒人が何と

十一佃5圏

りに働ました︒

負けるなく︒﹂と︑甲板からしき

十一558園

ました︒

をもんで︑﹁しっかりしろ︒負ける

十一558園

と︑はっきり答へた︒

う何所へも行って下さいますな︒﹂

八919囹おとよはく略﹀︑﹁︿略﹀︒も

て行ってしまひました︒

つんぼだな︒﹂と言って︑みんな出

七922園

﹁うちのことはしんぼいするな︒

七423園おばあさんは又さけんだ︒ なあに ︵感︶1 なあに

騎も位すな︒﹂とおしよせた︒

賊は﹁それ︑敵が出た︒ 一

ラゴムの名が生じたわけである︒

は

ぜんかい

な

僧は名を暉海といってもと

越後の人︑︿略﹀︒

十一而5
︵終助︶﹇命令﹈1

三132圏ばうやはよい子だ︑

クモ

5﹈ーナな
﹇禁止・感動

ねんねしな︒

ズンズンアガル︑

ノツテミタイナヒカウ
おとひめ は﹁︿略﹀︒どん

があって も︑ふたをお

白ウサギハ︿略﹀︑﹁オマ

あけなさいますな︒﹂と いって︑
︿略﹀︒

四157園

ヘタチハウマクワタシニダマ
サレタナ︒
︿略﹀︑﹁うん︑郵便函とい

つたのはこれだな︒﹂とひとりごと

五903囹

﹃あぶない時に︑友だちを

を言って行く者があります︒

五㎜1園

すててにげるやうな者には︑これか
らっきあふな︒﹄

六948園

つけてあるのは面白いでせう︒

諸葛孔明︒

しょかつこうめい

十ニー57図
は︑︿略﹀︒
あ

︿略﹀︑相當に名ある新聞

消えしかど︑

八587図 スベテ看板ハ商品又ハ職業 十一柵1図團 ︿略﹀︑ はかなく露と
ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ
旅寓港外うらみ

ヤスカラシメントスルモノナリ︒
︿略﹀︑

軍神廣瀬と其の名残れど︒

八993図圏
ぞ深き︑

し

な

九904園 ︿略﹀︑北斗七星と其の近所 十二806團 阿波と淡路のはざまの海
なると
は︑此丈ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

の星を一しょにして大熊の形を想像

して︑それぐ小熊座夫熊座とい
ふ名をつけてみる︒

い働をして︑我が高千穂艦の名をあ

九柵4園 其の時にはお互に目ざまし
げよう︒

十44図 はぎの御茶屋といふ名のあ
るも之がためなるべし︒
かくうんてい

十47図 く略V︑程なく小さき建物の
前に出づ︒名を紅雲亭といふ由なり︒

十292 今まで人にも知られなかった
短章守の娘グレース︑ダーリングの
名は︑程なく國の内外に傳はつた︒
名を柿右衛門と改めた︒

十496 ︿略﹀喜三右衛門は︑程なく
十502 柿右衛門は︿略﹀︑其の名は
や

遠く西洋長楽にまで聞えてみる︒

ムの木などは名を聞いてみたが︑實

十型2 椰子・バナ・・コーヒー・ゴ
物を見るのは始めてである︒

十一317図 福島正則以下の六人︑ま
たそれぐに名ある勇士を討取って︑

筈鰯琶

十一504 ︿略V︑昔主として南米ブラ 六41圏 く略V︑おちいさんがく略﹀︑

︿略V︒

な
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なだれをうって落ちました︒
︿略﹀︑敷かぎりもない蟻がま

つ黒になって︑出て來ました︒

六305

いやく︑弓が惜しかった
︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

に一しょになることはない︒

舎のあり場所もちがふので︑めった

六414團

のではない︒

六376園

からだ遇すき間もなく︒

所きらはず食ひつきました︑︿略﹀︑

川の西は水のすぐそばから︑

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六718

す︒

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

實に我が國にとっては︑これ

生きてかへった者は数へる程

しがなかったといふ︒

六853

までにない大難であった︒

六838

ラノ方ハ染メテナイデセウ︒

六772囹

船は通りませんが︑︿略V︒

此の時何の氣もなく自分のう 六308 さうして虎の目・鼻︒耳・口︑ 六735 賀茂川は水が多くないので︑
自分にまさる者はないので︑
これは親孝行のほうびに︑

さう︒これで申々近くはな

いと言って︑さわいでゐますのに︑

舞見物の人々が何千人ともなくあっ
かげひなたなくはたらく上に︑

められたことはない︒

走ることがはやくて︑乗用と

拝して︑まことにおそれ多い氣がし

六二1古酒のかざりもない御神殿を

た︒

七263

これはあの人が落して行った

もし此の大金がなかったら︑

いよくない時には︑川の

中へとびこんで死んでしまはうと︑

七692囹

も知れぬ︒

氣がちがって死ぬやうな事になるか

七655

にちがひないが︑︿略﹀︒

七653

つて見ますと︑︿略﹀︒

なく︑先程渡賃をあらそった所へ行

七647 かの人夫は︑︿略﹀︑何の氣も

ず︑︿略﹀︒

日も水のひくのを待たなければなら

橋のないところでは五日も十

信玄は刀をぬくひまがない︒

七個9

してはこれにまさる動物がない︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

よ
あ＼︑母はもう此の世の人で

或日のこと︑萬じゅがく略﹀︑

︿略﹀︑牛車に乗ったお姫様方

︿略V武士の刀や︑なぎなた
にうつったことでございませう︒

の光も︑いくたびとなく此の川の水

六703

くうつしたことでございませう︒

の姿を︑此の川の水はいくたびとな

六697

ますと︑︿略﹀︒

何の氣もなくあたりをながめて居り

六593

した︒

はないのかと︑力をおとして居りま

六588

ゐますが︑︿略﹀︒

さて準じゆは︑だれか母の事

したので︑︿略﹀︒

人の仕事まで引きうけるやうにしま

︿略V︑其の杉山なんぞは︑木 六581

まりました︒

だ︒

しまひには妻や子どもの着が

引いて登る川がない︒

五694

五752

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

七621

田地にするには︑水がいるが︑ 六586

もろくにない草山だつたといふこと

五687

此の村にはよく水がありますね︒

五664園うちの方では︑田に水がな 六523 奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑ 六856 ︿略﹀︑まだ一度も外表から攻

い︒

五637園

神々がさづけられたにちがひない︒

五556園

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五451囹

ちを見て︑︿略﹀︒

五334

になって︑︿略﹀︒

んでみるにちがひないとおかんがへ

三848︿略﹀︑見たこともない美 五82 みことは此の川上にも人がす
しい女が來ました︒
三857園 いや︑それはく略﹀︑次げ

んにはようのないものです︒

三864園それがなくては︑天へ
かへることが出來ません︒

四196園山ク川へ行ツテ︑シボ
ケ ノ ナ イ 水 デカラダヲアラ
をぢさんのうちでは︑

ツテ︑︿略﹀︒

四226

ソレデモフクロフハシ方

︿略﹀︑足のふみばもないくら
ゐでした︒

四375
ガナイノデ︑︿略﹀キヨトキヨト

シテ居ルバカリデス︒

四633園﹁だれかあの扇をいお
とすものはないか︒﹂

クハナク︑又日ニテラサレテ

四706 ︿略﹀︑雪ノヤゥニッメタ
モトケマセン︒
五25幽 ︿略﹀︑ 神代此の方一度も

てるました︒

一人はもうにげる間がないの

へまでもないやうになった︒

國の光が か が や き ま さ る ︒

五981

中村君がこれまで居た所は

てきに 負けたことなく︑月日とと
もに︑

︿略﹀︑冬でもめ っ た に 雪 の ふ る こ と

五54

がいくだいとなく︑入口・出口によ

︿略﹀︑自動車・馬車・人力車

つて來ます︒

五槌4

がなく︑うめやさくらも︑こちらよ

︿略﹀︑道はなし︑平家方はに
げ場がなくて︑後のくりから谷へ︑

六252

コトが出來マセン︒

大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ造ル

六123囹︿略﹀小サイ物カラ︑︿略﹀

りはずっと早くさくさうです︒

五68園 日本の男は泣くものではな
い︒

五74 僕は自分よりえらい友だちを
ないと思ひます︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

ない一ない
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かくごをして干たのでございます︒

七697園 ︿略﹀︑いたゴいたのは財布
ではなくて︑私の命でございます︒
をもらはうとは思ひません︒

八346

婦人は︑これは珍しい︑神様

がおさづけ下さったのはこれに違ひ
ないと思って︑︿略﹀︒

えがないといって返しません︒
時の町奉行は︿略﹀︑

一人の

七735園 ︿略﹀︑人からいはれなく金 八358 ︿略﹀︑先方はあつかったおぼ
八362

子どもに二人の實母はないはずとい

七755園 紀州の男は急いで國へ蹄つ
て︑其の金をまちがひなくと〜ける
此所は天下の役所なるに︑

︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

第十三

持参致せ︒

八484

えんとつ

ミチテヰル︒

︿略﹀︑何所一二

分ノスキモナク︑強ミが全身二︑こチ

鷲

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八429園

く︒

許しもなくて鳥羽するとは不届しご

八419園

つて︑いろいろ調べますが︑︿略﹀︒

﹁寒く は な い ︒ ﹂

やうに致せ︒
七782園

七85一 コンナ所ニハ︑動物モゴクマ
レデ︑植物ハ全ク ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七867 色モ一様デハナイ︒

七876 根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物
ノ様二養分ヲ吸取ルタメノモノデハ
ナイ︒

七929 ︿略V︑空には雲もなくて︑ま
ことによく晴れてみた︒

だが︑大きな公園が幾つもあるから︑

七996 ︿略V︑誰一人清正を秀吉にと 八703国 ︿略﹀︑煙突の煙で空は眞黒

りなす者がなく︑とうく太閤のお

健康には害がなささうです︒

うちには何事もないさうで
此の時コロンブスは︑こつん

八774園

諸君︑これも人のした後で

苦もなく立てて申しました︒

と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

八771

安心しました︒

八743國

目通へ出ることを禁ぜられました︒

は一たまりもなくにげ落ち︑もはや

七鵬2園 ︿略﹀︑日本の大忌小西行長
朝鮮に日本の武士は一人置居らぬ︒

七佃3囹もと此の方には近い親類の
者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

八88 始の間はあまり甲乙はなかつ

八821

せう︒

それでは弱いものかといふに︑

水にはこれといふ形がない︒

は︑何のざうさもない事でございま

八241 呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

八823

たが︑︿略﹀︒

はよくないといふことを説聞かせて︑

八925

さんじゅつ

さいほう

れうり

書き方も算術も裁縫も料理も習つ
てるる︑︿略＞Q

分業で造ると︑其の同勢がよ

いばかりでなく︑出來高がたいそう

八価8

分業はマッチの製造ばかりで

多くて︑︿略﹀︒

八描4
．はない︒

八川1 ︿略﹀︑近所の人は大將のこと
なきと
を︑無人ではない︑泣虫だといった
といふことである︒
︿略﹀︑自分の子が．かう弱虫の

泣虫では︑第一藩主に白しても申し

八川5

其の爲︑大將には全く食物に

わけがない︑︿略＞Q

八M2

好ききらひといふものがないやうに
なった︒

︿略﹀︑あざやかな緑の世界
は︑何ともたとへやうのない︑二二

九77国

又季節画趣ツテカハルクラヰ

のよいものです︒

九176

デナク︑何時デモマハリノ物ノ色ガ
カバレバ︑間モナクソレト似タ色ニ
︿略﹀

エダシヤクトリハ︑其

カハルモノモアル︒
九185

ノ色が桑ノ木二似テヰルバカリデナ

︿略﹀︑之耳近ヅカ

ク︑︿略﹀︑形が桑ノ小枝二寸分違ハ
ナイ︒

コレ等ハ

ウトスルモノガナイカラ︑タヤスク

九208

だ全く手の着かない事が少くなかつ

九232園 ︿略﹀︑三代か＼つても︑ま

た︒

九259園︿略﹀︑大殿一身一家の爲で

なく︑一すぢに國の爲︑民の爲につ

しかしわたしの四十年の骨

くすといふお考は︑︿略﹀︒

折は︑農學の進歩の爲には決してむ

九267園

だでなかったと思ふ︒

空ははてもなくすんで︑所々

にちぎれ雲が飛んでみる︒

九341

九個4図同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ

ソレが如何ニマレニシテ︑

得ラルレバ償ナク︑得ガタケレバ償

アルナリ︒

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑用

九448図

ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナ

ク︑︿略﹀︒

誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタガツテ償

九449図︿略﹀︑用ヒヤウナケレバ︑

アルコトナシ︒

九4610團園今年ほど水の都合のよか

うち中が丈夫で︑仲よく

つた事はない︒

︿略﹀︑其のつらさはとても

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

九487圏囹

九519園

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

お前たちにわかるものではない︒

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

九635

雨戸をくるのとかはりはないが︑

一時間齢りも活動した後であ

見トメラレル方ガカヘツテ安全ナノ

九667

︿略V︒

ホンタウニ面白イデハナイカ︒

デアル︒

おとよは話し方ばかりでなく︑ 九勿5

さうではない︒

︿略﹀︒

所へ行って見たことがない︒

八296 太郎はく略V︑まだ一度も其
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テカリソメニモスベキ事デハナイカ

両がはに木立すき間もなく

るから︑食事のうまいことはいふま

十17図

ラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑汽車は果もなく云いて

でもない︒

九693

ず︒

︿略V︑善時世界に類のない大

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

九865園 いや︑何月何日の何時には︑

十79

みる青田の中を走ってみた︒

何所に何星が見えるといふ事が︑學
問上ではわかってみるから︑はから

方法は或劇藥を用ひる外にな

である︒

十402

か︒﹂

十502

︿略﹀︑もう其所にすき間も

波風の外には友とするものも
︿略﹀︑聲を限りに救を求めた

さうで無くても︑鯨分のお

しまって置くものではない︒

十516園

だから當分使ふ見込のない︑

金があると︑ついむだな事に使って
しまふ︒

十528園

まとまったお金は定期預金にした方
がよいのだ︒

︿略﹀︑又何か事業を起さう

鳩は︿略﹀︑四五十キロメー

と思ってみる人で︑お金のない人が

十534園

ある︒

十572

トルの虞を往復して食事するぐらゐ
は何でも無い︒

︿略﹀︑此の勇ましい小雨令使
にたよるより外はない︒

十588

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

十963園 ﹃はい︒﹄も言ひにくい言葉

昨夜の風雨は名残なくをさま

では無いか︒

つたが︑海面にはまだ波のうねりが

十麗5

高い︒

十槻7園︿略﹀︑少しも生意氣な風が

無く︑何を聞いても︑一々明白に答

果もなくすみ渡りたる大空︑

へて︑しかもよけいなことは言ひま

せんρ

十併5図

く略V︑七百尺に近き大船腔

はなやかに回る＼日の光︑︿略V︒

は︑寸︑尺︑間と音もなくすべり出

参堂7図

づ︒

地球上に存在するもので︑

太陽の光と熱とがなくては︑

︿略﹀︑あらゆる生物︑一として生存

十一14

ない︒

太陽の影響を受けぬものは一つも

えいきやう

く略V︑僧は返す言葉もなく 十一14
て出行きぬ︒

︿略﹀︑河水をせき止めた事な 十619図

此慮は電燈も無いので︑眞暗
機械類は︑︿略﹀︑物によって

︿略﹀︑太陽の表面は全部が

することは出來ない︒

一檬にかゴやいてみるのではなく︑

十一29

光の強い部分もあれば弱い部分もあ

うちう

つまり此の宇宙には︑あの

太陽のほかに︑これと同じやうなも

十一38

てるるばかりでなく︑三内で出來た

又外國から原料を輸入し︑そ

のがなほ敷限りもなく存在してみる

市街の様子も支那風ではな

かねてあぶないといって置 十一97︿略﹀︑電車・馬車・自動車

い︒

十一95

れに加工して︑更に外國へ輸出する
おとうさん︑こんなに言ひ

が︑︿略﹀︒

十943園

にくい言葉は外に無いでせう︒

十918囹

事も少くない︒

十881

多い︒

り︑︿略﹀︒

我が國は種々の品物を輸入し

な場合が少くない︒

は︑やはり外國の品を買った方が得

十873

です︒

︿略﹀︑まだあらごなしの開墾 十819

﹁薪は無いか︒薪は無い

﹁薪は無いか︒薪は無い

お金といふものは︑うちに

物を外國へ輸出することもなかなか

困難はそればかりで無かった︒ 十875

十515園

諸國にまで聞えてみる︒

るばかりでなく︑其の名は遠く西洋

おいて古今の名工とた＼へられてる

柿右衛門はひとり我が國内に

十477園

か︒﹂

十477囹

十465

言ふともなく言って︑︿略﹀︒

力藏さんも︑﹁︿略﹀︒﹂と誰に

地は︑まるで足のふみ場も無い有様

十387

ど︑一としてそれならぬものは無い︒

十374

が︑何のかひもなかった︒

十255

ない此の島で︑︿略﹀︒

十247

無く子馬がつないでありました︒

十1710國

かったので︑︿略﹀︒

國を建設した英雄である︒
げき

十96

れない事はない︒

え
九879園 あの柄でない方の端にある
ひしゃくの口の向いてみる方へのば

二つの星を結びつけて︑其の線を︑

し て 行 く と ︑ ︿ 略V︒

九川9 空には赤とんぼが幾つともな
く飛んでみる︒

九悩8 中尉の固く結んだ口もと︑す
るどい目の光︑其の檬子がどうも一
通りでない︒

なくはげしかった ︒

九鵬8 其の日の職は果して今までに

何にてもゑんりよなく

九三6 それでも誰一人敵に後を見せ
る者はない︒

言へ︒

九三2図国士園

駆血3園 おかあさんの精神は感心の
外はない︒

九二1囹 しかしこれも仕方がない︒

九捌2園 ソレハ誰ニモ言フベキ事デ
ハナイ︒

九剛10園 イヤ︑其ノ人が野選スルコ
ト ハ ウ タ ガ ヒ ナ イガ︑︿略﹀︒

九槻2園 ︿略﹀︑自分ノタフトイ選學
権ヲ棄テルトイフ事ハ︑選翠入トシ

ない一ない
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等が絶間なく往撰してみる︒

十一103 租界の外に出ると馬ていは
支那風の町で︑町幅も狭く︑あまり
きれいでない︒

で︑︿略﹀︒

かりでなく︑近くに圖書館もないの

ところが家に書物がないば

畠でうねが五町も十町も長々と旧い

で︑︿略﹀︒

十一988

︿略﹀︑どうしても人から借

かりでなく︑近くに白書館もないの

十一988

てるるのが少くない︒

末席に坐ってみた僧は︑そ

れが氣になってしかたがない︒

十一696

途中﹃何か珍しい本はないか︒﹂と︑

十一1010 此の地は︿略﹀︑外國との 十一719園 ︿略﹀︑さつき御出かけの
貿易ばかりでなく︑支那の各地との

︿略﹀︑

一般の人民の後援が

りて工む外はなかった︒
十一描1

︿略﹀︑盗りすばしこい生れ

なければ自治團艦の丘上な爽達を望

た︒

お前のやうに犬の世話や

︿略﹀︑たとへ十分︑十五分

み

かん

の門歯でも無益に費すことがなかつ

十ニー36

困るではないか︒

ねずみを取ることにばかり熱心では

十ニー06園

ろ中以下の生徒と思はれてるた︒

つきでなかったので︑先生にもむし

十ニー03

むことは出來ない︒
これについ

尋常でないことをさとって︑非常に
︿略﹀我々は︑

て事新しく便利を感ずることもなく︑

十一784

たのもしく思った︒

︿略﹀︑眞淵は宣長の學識の

御立寄り下さいました︒

船は静かに我等をのせて︑

十﹁745

取引にもきはめて便利であるから︑
︿略﹀︒

たり︑

十一137図圏 風は音なくやなぎをわ

︿略﹀︒

又之を考案した昔の人々に召して別

十一185園 整頓といふのは艦裁をつ
くることではなくて︑むだをなくす

︿略﹀我々は︑︿略﹀︑又之

段感謝の念を起すこともない︒
十一785

ことだ︒

を考案した昔の人々に溢して別段感

十一224 裁判の目的は︑決して人を
雫はせ︑又は人を罰することではな

謝の念を起すこともない︒

今では世界各國︑貨幣・紙

︿略﹀︑さしあたり家がなく

どの山を見てもどの谷を見

︿略﹀︑何虜からともなくのどかに聞
えて來る︒

十二212

ても︑蜜柑の木でない慮はない︒

商業は之に從癒する商人だ

それはく略﹀︑戸も窓も床 十二213 ︿略﹀︑蜜柑の木でない虜は
ない︒

ひん
往來の頻繁な街上でも︑

かも其の数量の敷限りもないのは︑

ちん
十二301囲 陳列品の多種多様で︑し

︿略V︒

十二308国

よく警官の指揮に從って︑二上する

あ﹂︑あれは僕の作った

ことがなく︑︿略﹀︒

家賃さへも彿へない今の

そんなことをいったつて

曲だ︒聴き給へ︒なかくうまいで

十二377園

はないか︒

十二385囹

仕方がない︒

十二386園

薄暗いらふそくの火のもと

身の上ではないか︒

で︑色の青い元締のなささうな若い

十二391

これはく略﹀︑流れ込む川

ベートーベンは︑﹁え︑

男が靴を縫ってみる︒

十二409園

容気がない︒

十二5110

︼かどの役目を勤めて世

に大きいのがないのに原因してみる︒

十二549園

間の役に立つのに︑どれもこれも不

唯自分だけが此のやうに

足は無ささうである︒

時計師は︿略﹀︑出して置

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

十二551園

い︒

十一一567

ねちが無い︒誰だ︑仕事

いたねちの無いのに氣が附いた︒

あ＼いふねぢはもう無く

なって︑あれ一つしか無いのだ︒

十二569圏

墓の上をかき廻したのは︒

これはく略V︑共同生活の 十二568圏

けを利するためのものではない︒

︿略﹀︑リンカーンの喜は一 十一一223

通りでなかった︒

十﹇9610

もないものであった︒

十一953

出して小さな家を造った︒

てはならぬので︑父は自分で木を切

十一951

里は何でもない︒

十一845此の分ならば五海里や十二 十一一1910 調子のよい蜜柑取歌が

幣を用ひない國はないのである︒

十一797

い︒

十一226 若し裁判が無いとしたら︑
人々相互の孚がはてしなく行はれて︑
︿略﹀︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十一522 其の間草をとったり︑虎や

はなかく一通りでない︒
十一569 しかしとても間に合ひさう
もない︒

︿略﹀︒

十﹇604 見渡す限り果もない原野に︑
十一6210 七時此のあたりは未開の原

ところが家に書物がないば 十二245

意義が明らかでなく︑︿略﹀︑商人の

十一987

かりでなく︑近くに圖書館もないの

野で︑殆ど交通の便もなく︑唯僅か
に十勝川を上下するアイヌの丸木舟

る︒

人格が重んぜられなかったからであ

ところが家に書物がないば

で︑︿略﹀︒

十一987

の便をかりるに過ぎなかった︒

十一635畠にしても︑︿略﹀︑一枚の
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十二5610園 あれが無いと町長さんの
くわい

︿略﹀︑−私は︿略﹀︑

懐中時計が直せない︒

十一一研10園

ひたすら父上を大事に致すのを此の
上もない仕合はせと存じてをります︒

十二688囹 それでは返事にならぬで
はないか︒

十二713 ゴネリルは決して氣だての
やさしい女ではなかった︒

やまをする者も少くなかった︒
出守る氣つかひはないと見

︿略V︑此の見る影もない老

くびつてみた岩山の掘抜も︑︿略﹀︒

十一一研8

十二欄1

ない

過程でなくてはならぬ︒
ナイ

︽ナイ・

むすびつけてあるのは︑ほりと

三274又あそこここにわらを

らないしるしで︑︿略﹀︒

︵助動︶鋤

ナカッ・ナク・ナケレ︾﹇▽おもいがけな

ない

トモダチハ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ト

メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

二367ソレカラコノ人ノ田ニ

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ

︿略﹀︑日や月ガデテヰ

ナカツタリスレバ︑︿略﹀︒

二585

ナカツタリ︑アカリガツイテヰ
ソレナラ︑ソンナニスコ

ナカツタリスレバ︑︿略﹀︒

一一613園

シヅツノマナイデ︑モツトタク
サンオアガリニナツタラ︑ハヤ

ノマナケレバナリマセン︒

ツナヲツケナクテモ︑ヨ

あっても︑五一ちいさんがうた

︿略﹀︑五一ちいさんがう

はない日はない︒

たはない日はない︒

三318園

兄﹁こんなくらいばんに

たうふうはく略V︑何ごと

かぞへないで︑ひるかぞへるが

三542園

よい︒﹂

もできないことはないとさと

三568

りました︒

ナツタノデ︑センヲヌイテ見ル

三683ソノウチニ水が出ナク

ト︑︿略﹀︒

三755 イツマデタツテモシヨウ
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ

シマシタ︒

イカモシレナイ︒

四141園ワタシタチノ方が少

ニ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁ア︑ニクイヤツガ

目が見エナクナルノデ︑︿略﹀︒

ツテタカツテイヂメカヘシマス︒

居ル︒﹂トノーハナイバカリニ︑ヨ

四363

ナイデ︑︿略﹀︑ソノヘンヲ見マ

オヤドリハナンニモタベ
ハリマス︒

三95

ムキモシナイデ︑︿略﹀︒

三62ヱや水ヲヤツテモ︑見 四357其ノ中二夜が明ケルト︑

ソヘハイキマセン︒

二67一

四351 夜学ナルト︑ホカノ爲
ハ大ガイ目が見エナクナルノ

二622園オクスリハ︑オイシヤサ 四303犬のすがたが見えなく
なったので︑︿略﹀︒
マノオツシヤルトホリニシテ

クナホリマセウ︒

からすのなかない日は

い・たまらない・ものたりない

R17園

一392 ハヤクカヘラナイト︑オヂ
イサンヤオバアサンガシンパイ

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し
た︒

二36一

ナサイマス︒

︿略﹀︑我々もあのくさり戸
ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

十二柵5

と相談して︑︿略﹀︒

そればかりでなく︑石炭

ハ︑愛器ガスコシモデキナクナ

十二柵4園

は早晩使ひ蓋くされてしまふが︑水

十二738園 たとひ我が親でないにし
ても︑︿略﹀︑姉上もお氣の毒とお思

︒

︿略﹀︑大勢は人力の如何

ゐ

︿略﹀︑維新の大事業もとゴ

習︑性となっては︑遂に日

しかし摸倣はやがて創造の

二584︿略﹀︑日や月ガデテヰ

ツタトイヒマス︒

屋敷の附近は︑官軍の兵士

力は無限といってよい︒

つた︒

随って國民は國の誇を二つ

て︑︿略﹀︒

十王ー32

十二梛5

らも輕んじ︑︿略＞Q

本人には濁創力がないであらうと自

十ニー33

摸倣のみを事として來た観がある︒

もはう

揮せられたことがなく︑昔から殆ど

︿略﹀創造力は︑十分に嚢

久に持直しようとする心掛けも出來

けられたことがなく︑又其の誇を永

十二駕9

冠たることは︑今更いふまでもない︒

十一一榴2

︿略﹀忠孝の美風が世界に

こほりなく成し遂げられるやうにな

十二槻4

ともしやうのないもので

十二囲9園

がすき間もなく警衛してみる︒

十二伽8

ひになりさうなも の だ の に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二903 唯法律は必ず帝國聖血の協
賛を纏なければならぬが︑命令には
其の事がない︒

十一一929園丁の上は聖賢を訪うて教
︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

を受ける外はない ︒

十二946
ても更に効のないことを知った︒
︿略﹀︑中には彼をそねむあ

まり︑反抗するばかりでなく︑迫害

十二976

を加へようとするものさへも出て來
た︒

︿略﹀ ︑ 毎 日 是 々 根 氣 よ く の

みを振るって︑絵念なく穴を掘って

十一一価1

僧は︿略﹀︑︿略﹀幾多のあ

みる僧があった︒

十二価7

はれな物語を耳にし︑どうにか仕方
はないものかと深く心をなやました︒

十二鵬9 其のうちに誰言ふとなく︑
さうして陰に陽に仕事のじ

︿略﹀といふうは さ が 立 つ た ︒

十一一柳2

三．

ない一ない
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四701︿略﹀︑今でも︿略﹀︑足の

きず．はどうしたらうかと思は
ないことはありません︒
四747 ︿略﹀︑まだお日様が見え

ない中から︑くはやかまを持
つてたんぼへ行きました︒
五31 ︿略﹀︑先生が知らない生徒を
一人つれてお出でになりました︒
ききなさい︒

五44園分らないことは此の方にお

五723

︿略﹀︑一年ばかりの間は︑べ

大水が出なければよいがと

それでも庄屋はくじけなかつ

﹁工夫がたりない︒﹂

つだんくじやうも麗なかった︒
五731園

五744
た︒

五847国
心ぽいして︑︿略﹀︒

りにすることだ︒

お前はなぜ自分の村の人と

はじめは寒いやうに思ったが︑もう

六392国洋服は着なれなかったので︑
なれた︒

六401困

見物しなかったかと思ふだらうが︑
︿略﹀︒

ゆそつ

から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ

分家の萬鶴丸などは小男だ

たるかも知れない︒

いかな日でも葉書の百枚や封 六423団

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

五911
らないことはありません︒

︿略﹀︑それは人にもらしては

熊は死人には手を着けないと

さうさ︑中ほどまでは降つ

しかし三郎︑高い山がかな

ないさうだが︑︿略﹀︒

六56園皇湾ではめったに雪が降ら

てるるかも知れない︒

六52園

聞いてみたからでございます︒

五983

ならないことになってゐます︒

五947

大そうおくれて着くからです︒

す︒

サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ

二人は野をすぎ︑山をこえ︑

けて︑︿略﹀︒

なれない道を一月あまりも歩きつ貸

六573

ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ蹄ル︒

イヤウニ︑シバラク其ノアタリニ番

六474

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

六454

叔父サン八重ノ話ヲ聞イタカ

出し︑右足が沈まない中に左足を出

六442園左足が沈まない中に右足を

す︒

出し︑右足が沈まない中に左足を出

五448園あ＼︑たゴ人ではおありな 五928 もし間に合はないと︑向ふへ 六441園左足が沈まない中に右足を
さらなかった︒

五466園 ﹁それまではまだかんがへ
なかった︒﹂
まゆ

を上げて︑繭をかける所をさがしま

五472 もう桑の葉をたべないで︑頭
す︒

五502おかあさんもねえさんも︑此

ジヨウ

の五六日は夜もろくろくおやすみに
ならないのです︒

けない︒

六177園
いがね︒

ふまないやうに注意して︑か

ラシヤヤフランネルトチガ

﹁さうかも知れない︒﹂

しない者はありませんでした︒
六676園

六764園

ツテ︑綜が細イカラ︑氣ガツカナイ
ノデス︒

少しも陸上とかはらない︒

六808

けれども我が武士は︑船の大

いよくおしよせたが︑敵の

小などは少しも氣にしなかった︒

六826

其の後も攻めよせる者がたえ

船は高くて上ることが出來ない︒

ないので︑︿略﹀︒

六835

先づ谷川のほとりに三千人の

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

六925

二日たっても三日たっても汲

ないやうにした︒

六931

此の上はひやうらう攻にしょ

みに來ない︒

うと思って︑賊は城へ攻めよせない

六945

こはさないやうにして持つ

ことにした︒

て錦る︒

六欄8団

ない人であった︒

七131 ︿略﹀︑ふりかへったのは知ら

舟で來た人も︑をかから來た

人も入りまじって︑何百人か敷へき

七136

何時か知らない人とも話し合

れない程みる︒

七137

潮がだんだんさして來て︑何

ふやうになって︑︿略﹀︒

七155

川口にか＼つた時ふりかへっ

時の間にか洲が見えなくなった︒

七159

これは馬がけがをしないやう

て見たら︑もう軽い海には誰もみな

かった︒

に︑馬方が上げるのださうだ︒

七256

信玄の家來は之を見て︑後か

らやりで謙信をついたが︑あたらな

どうも分らないのは︑あの 六794 ︿略﹀︑何でもなれてしまへば︑ 七453
弱い人間がわれわれの仲間を生けど

六276園

ご一ぽい取って錦りました︒

六185

さあ︑まだ早いかも知れな

六155園其の手でぐみをたべてはい 六641 ︿略﹀︑だれ一人もらひ泣きを

ハナイカラデス︒

六132園血目チノサビルノハ人が使

らず名高い山だとはかぎらない︒

五526 ︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣 六81園
ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ
デス︒

五672囹私どもの村では︑どうして
池を掘らないのでせう︒

らなければならないと考へた︒

五695 どうしても大きな用水池を掘
五696 どうしても大きな用水池を掘
︿略﹀ ︑ さ う で も し な け れ ば ︑

らなければならないと考へた︒
五701

外に村のさかえる工夫はあるまいと
い ふ の で ︑ ︿ 略 ＞Q
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い︒

七458 川中島で前後五回戦つたが︑
まだ勝負がつかなかった︒

七462園 職をはじめてから十二年︑
今に勝負がきまらない︒

七542園 海岸の松原や︑いその小山
も次第に遠くなって︑しまひにはも
う何も見えなくなります︒

七553囹 何萬とも知れないいるかが︑
は ね 上 っ て は お よぎ︑︿略﹀︒

七558圏 外國の港に着くと︑見なれ
ない形の家が並んで立ってるます︒

な美しい實が一つなってゐました︒

しかし醤者の申す所では︑

しかし署者の申す所では︑

︿略﹀︑人ノヨリツケナイ絶壁

是非今日のうちに納めなけ

八784園今日までに納めないと︑役

ればなりません︒

八782囹

並べ︑︿略﹀︒

ノ間や老木ノ上二︑タテ横二小枝ヲ

八501

ばならないとのことでございます︒

老髄のこと故︑齢程大事にしなけれ

八456圏

ばならないとのことでございます︒

老髄のこと故︑齢程大事にしなけれ

︿略V︑カキハ一度ツイタラ決 八456國

ハナイガ︑︿略﹀︒

七818
カキハ又スグフエルモノデ︑

シテハナレナイ︒

七82一

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ
︿略﹀︑・軍艦や汽船ハ時々之ヲ

ケレバナラナイホドデアル︒
七822

カキオトサナケレバナラナイホドデ
アル︒

一ガイニイフコトハ出來ナイ

ガ︑︿略﹀︒

七871

タぐハナレナイヤウニ︑岩ナ

海藻ハ花が咲カナイ︒

場によけいな手敷をかけることにな

七875

ります︒

七877

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス

七573園 又きりがか﹂つたり︑大雪
モノデ︑︿略﹀︒

役場のひけないうちに断つ

八826長い間か㌧らなくても︑工夫

て來よう︒

八813囹

が降ったりして︑一寸先も見えなく

﹁どうかひどい風にならな

たいかふ

ところが長期が︿略﹀︑石田

ければよいが︒﹂

七939園

なることもあります︒

七578園 深さをはかるのは︑早瀬に
乗上げないため︑︿略﹀︒

七986

して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

七622 橋のないところでは五日も十

と中直りをしなければ太閤の恥きげ

︿略﹀︑何のいんぐわで︑
︿略﹀︑一口も口をきくことが出來な

八877園

日も水のひくのを待たなければなら

﹁通さないことにしよう︒﹂

事をする︒

七鵬5園

んは直るまいと申しました︒

しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな

それでもよいが︑電報はさ

﹁先生︑どうして口がきけ

いのでございませう︒

八892圏

︿略﹀︑おとよは何も言はない

あなた︑此のお子が返事を
しないのは︑あなたの口が見えない

八908園

で︑信吉の顔を見てみる︒

八906

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

信吉はまだ先生の言はれたこ

たんでせう︑指であひずもしないの

よりのぶ

︿略V︑其の子頼宣は︿略﹀︑

︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤

八902

ないと思って︑相手を助けてやった
︿略﹀︑いつれ又改めてやり

に︒﹂

八344

なかった︒

先陣へかけつけたが︑もう間に合は

八151

直しをしてもらはなければなるまい︒

八121園

のはえらい︒

八116園︿略﹀︑人の命にはかへられ

うていねいにいはなくてもよい︒

七

6園

ず︑︿略﹀︒

七623
い程の客でございました︒

七M3 ︿略﹀︑相談は出職ないものと
見 き っ た の で せ う︑︿略﹀︒

七686闘家の中で見えなくした物で
も︑中々出ないものでございます︒

七686園家の中で見えなくした物で
も︑中々出ないものでございます︒
︿略﹀︑心にすまないことは

まだ一度もした事はありません︒

七732囹

七811 ︿略V︑カニノ横ニハツテアル

ク様子ハ︑池や川ニスムモノトチガ

からです︒

﹁もうく何所へも行きは

しないのは︑あなたの口が見えない

八909園あなた︑此のお子が返事を

からです︒

しない︒﹂

八922囹

八999園 ︿略﹀︑君は︿略﹀︑少しも

僕等は︿略﹀︑今日からは

僕等の爲につくさない︒

働かないことにしたから︑さう思つ

八㎜1園

てくれ給へ︒

さうしてそれから後は︑耳は

食事の知らせを聞いても︑聞かない

八㎜4

︿略﹀︑目は食物を見ても︑見

ふりをし︑︿略V︒

八三5

君等はかうなることは知ら

ないふりをし︑︿略V︒

なかったのですか︒

八棚4園

さなかったなら︑からだを養ふ所の

八棚8園 ︿略﹀︑僕が若し食物をこな

血がどうして出町ませう︒

一

くなって︑かへって君等は自分で苦

八皿3園長の爲に新しい血が出來な

しむやうになったのです︒

分業で造ると︑︿略﹀︑

人々々別々になって造るのとは比べ

八鵬1

ものにならない︒

大言の父は︿略﹀︑どうかし

て大將の燈を丈夫にし︑氣を強くし

八川7

なければならぬと思った︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

八冊5 大將はこれから後︑ 一生の間

ない一ない
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かったといふ︒

出帆1 實に鐵は熱いうちにきたへな
ければならぬ︒

九61国 まだ十分にじゅくしてみな

將校も兵士も皆一つになつ

ことは出來ない︒

九佃6園

將校も兵士も皆﹈つになつ

て働かなければならない︒

︿略﹀︑そんなに遠い所に來 九佃6園

﹃そんな事までなさらなく

いって︑笑ってみた︒

九547囹
ても︒﹄

九771囹

おかあさんは︑﹃︿略﹀︒﹂と

て働かなければならない︒
九千9園

かはいさうだが︑とても人

氣がしてならなかったが︑︿略﹀︒

十262園

間業では救へない︒

十265園命を捨ててか㌦ったら︑救

今まで人にも知られなかった

へないことはありますまい︒

十291

燈塁守の娘グレース︑ダーリングの

となりでは︑董がくさって引

たやうな氣がしないね︒

言ってゐられるが︑まだ其の折に出

︿略V︑とても船を通すことは
イヤ︑マダスマナイ︒

設けて︑たくみに船を上下する様に

出來ないから︑掘割の虞庭に水門を
九伽6園

してある︒

︿略﹀︑或ハ信用モシテヰナ

︿略﹀英雄も︑病氣は如何と
警師は皆︑︿略﹀︑毒殺のうた

十473

昔︑太平・大西雨脚の間を往

︿略V︑力藏さんはく略﹀︑

しかしいくら工夫をこらして

喜三右衛門はそれでも研究を

人は此の有様を見て︑たはけ

止めようとしない︒

十471

ない︒

も︑目ざす柿の色の美しさは出て來

十462

るQ

ても居ても居られなくなったのであ

十458 ︿略﹀彼は︑︿略﹀︑もう立つ

ない︒

﹁︿略﹀︒﹂と答へて︑止めようともし

十4010

端を大廻りしなければならなかった︒

十376 ︿略﹀︑はるか南アメリカの南

端を大廻りしなければならなかった︒

慨する船は︑はるか南アメリカの南

十376

至らなかった︒

行った事もあったが︑成功を見るに

十364 ︿略﹀︑實地に大仕掛の工事を

く略V︑オトウサンガワザ

る︒

十1610団

り馬のそばを通るのが危除なやうな

十172露なれない私は︑︿略﹀︑やは

氣がしてならなかったが︑︿略V︒

り馬のそばを通るのが危急なやうな

なれない私は︑︿略﹀︑やは

たゴ纏過を見守ってみるばかりであ

がひを受けはしないかと恐れて︑

十92

もすることが出來ない︒

十810

マツタリスル人モアルガ︑︿略﹀︒

イ人二投票シタリ︑或ハ棄椹シテシ

九槻7園

イフモノダ︒

二投票スルノガ︑ホンタゥノ選基ト

メイく自分ノ適當ト信ジテヰル人

九槻4園當選スルシナイハ別ニシテ︑

デセウ︒

くオ蹄リニナラナクツテモ大丈夫

九捌9園

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

十331

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

それに︑たくさんの星の中

豊島沖の海戦に出なかった

名は︑︿略﹀︒

九866圏

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣
︿略﹀︑北極星との關係も常

らないのがあるから︑︿略﹀︒

九887園

に攣らないから︑あの星を本にして︑
すぐに北極星を見つける事が出來る︒
ないやうなことがあります︒

いろいろの珍しい高山植物
が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい

しかし今の品等は昔と違つ

中尉の手はじっとして動かな

はれない美しさです︒

九佃7
い︒

北殿5囹

て︑一人で進んで功を立てるやうな

九佃10園

會はないのだ︒

にいさん︑空にはあんなに

たくさん星が見えますが︑少しも動

九854圏

ほって︑︿略﹀︒

保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︑ 九796

い實は︑中にきれいな水があります︒
九163
容易二他ノ動物二見ツケラレナイ︒

九187 桑ノ木二居ルエダシヤクトリ
形が桑ノ小枝二寸分違ハナイ︒

ハ︑︿略﹀︑髄 ヲ ナ ・ メ ニ ツ キ 出 ス ト ︑

星がそんなに位置の攣るも
いや︑︿略﹀といふ事が︑

學言上ではわかってみるから︑はか

九865園

のなら︑目當にならないでせう︒

九861園

九203此ノ轟ハ︿略﹀︑全ク蘭ノ花 かないのですか︒
九855園 さうだ︒動かないのだ︒
ト同ジヤウデ︑ナカく見分ケガツ
カナイサウデア ル ︒

九205 又或動物学保護色ト一反封二︑

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ
ナ濡色ヲモツテヰル︒

︿略﹀︑最後までベルギーの

だ全く手の着かない事が少くなかつ

九232園く略V︑三代か＼つても︑ま られない事はない︒
た︒

九383囹

名題をけがさなかったつもりである︒
少しも名讐をきずつけなかった︒

九3810囹 閣下の劔は軍人の魂として

はならない︒

九4810鶴野 もう二番茶もつまなくて 九954園 ︿略﹀︑時には一寸平も見え

はならない︒

九4810囲園 もう二番茶もつまなくて 九969園
九537園 ︿略﹀︑いろくの手違から︑

銀行が破産しなければならぬ事にな
つた︒

九543園 けれども社長さんは︑それ
を 少 し も 苦 に しないで︑﹃︿略﹀︒﹂と
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とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑

我が國ではほとんど産しないから︑
することは出來ない︒

︿略V︑あらゆる生物︑一として生存
︿略﹀︑私のは置場所をきめ

しかし大勢の中にはそれを

約束は固く守らなければな

らぬ︑︿略﹀︒

十一188

十一158

十948園父は﹁なぜ其の時﹃︿略﹀︒﹄

ておかなかったので︑大方なくなつ

︿略﹀︒

十484 其の夜喜三右衛門は窯の前を

と︑きっぱりことわらなかったの

てしまひました︒

少しもとんちゃくしない︒

離れないで︑もどかしさうに夜の明
か︒﹂

︿略﹀︑ひょっとすると命を

十一1810

守らない人もある︒
返さない人がある︒

︿略﹀︑なぜすなほに﹃は 十一192例へば︑借りた金を︑︿略﹀︑

今に御らん︑︿略﹀︑十五

今に御らん︑︿略﹀︑十五

︿略﹀︑此の組織の所まで小

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十一527

︿略﹀︑此の組織の所まで小

傷のつかないやうにしなければなら

ぬ︒

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十一528

しかし二人の少年はまだ知

傷のつかないやうにしなければなら

ぬ︒

らないらしい︒

十一564

十一631 ︿略﹀︑殆ど交通の便もなく︑

唯僅かに十勝川を上下するアイヌの

畠にしても︑小路によって

丸木舟の便をかりるに過ぎなかった︒

細かく仕切ることをしないから︑

十一634

︿略﹀︒

﹁物を言はないのはわし

類ばかりで︑他の動物には見られな

十一659 ︿略﹀︑火を使用するのは人

い所である︒

ばかりだ︒﹂

十一705園

が︑︿略﹀︑それらしい人は見えない︒

十一729 宣長は︑︿略﹀︑後を追った

うとしたが︑どうも古い言葉がよく

十一753園 ︿略﹀︑古事記を研究しよ

たが︑やはり追ひつけなかった︒

︿略﹀︑今年はもうしなくと 十一7210次の宿のさきまで行ってみ

︿略﹀︑枝を打てば︑︿略﹀︑

わからないと十分なことは出戸ない︒

︿略﹀︑何時の間にか年を

よくわからないと十分なことは出來

それから始めて聞いて面白 十一753園 ︿略﹀︑どうも古い言葉が

十一756園

ない︒

明日は晴かも知れない︒

いと思ったのは︑枝打をしないと木
十一414

に節が出來ることである︒

十一398

なくなるさうだ︒

又空氣の流通がよくなって轟がつか

十一397

もよいのであらう︒

十一3710

いやうになるから︒

六年目には間伐をしなければならな

十一377園

いやうになるから︒

六年目には間伐をしなければならな

十一377園

中にするのが其の目的である︒

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

ちつじょ

十一224此の世を不道理や罪悪の行

犯罪者をこらし︑︿略V︒

法な行が再びされないやうに︑其の

僕何だかきまりが悪くつて︑ 十一199 ︿略﹀︑國家は其のやうな不

く略V︑かうして年中六七十

︿略﹀︑かうして年中六七十

︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

まだ芽の出ないはぜの木の間

︿略﹀︑幾百本とも知れない古

公は此虜にうつされてから一

太陽の光と熱とがなくては︑

いらしかったが︑︿略﹀︒

十伽2園外の者は少しも氣がつかな

送られたさうである︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十伽1

木の梅が咲績いてるる︒

十佃8

走る︒

を通り︑霜の足白に置いた田の中を

十描9

底の水の中で︑動けなくなってみる︒

十欄2

けないのだ︒

度以上の暖さの虜に置かなければい

十川8園

けないのだ︒

度以上の暖さの庭に置かなければい

十棚7園

さう言へなかったのです︒

十961園

い︒﹄といはなかったのだ︒

十9510園

ふ言葉は言ひにくいのだQ

ことの出雲ない程︑﹃い﹂え︒﹄とい

失ふやうなあぶない時でも︑言出す

十957園

けるのを待ってるた︒
一番鶏 の 聲 を 聞 い て か ら は ︑

もうじっとしては居られない︒

十486

十524園︿略﹀︑定期の方は︑︿略﹀
きまった期限が來ないと引出すこと
が出來ない︒

十525園︿略﹀︑定期の方は︑︿略﹀
きまった期限が來ないと引出すこと
が野糞ない︒

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十532園 大勢の人に利子を彿ふだけ
十545 ︿略V︑他の方法では全く通信
が出語なくなった 場 合 で も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
此の愛ら し い 小 鳥 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

遠い虜まで使者の役目を務めると聞

十547

いては︑誰でも驚かない者はあるま
い︒

︿略﹀︑何人も其のかしこさと

勇ましさに感心しない者はあるまい︒

十593

早くお出かけなさ い ︒

十617園 日の暮れない中に︑一足も

我が國で出馬る品物ばかりでは用が

十862 我々が今日生活して行くには︑
足らない︒

十867 米は我が國でずるぶん多くと
れるが︑全く外國米の足しまへを受

又 毛 織 物 の 原 料 に な る 羊 毛 は ︑ 十︸15

けぬわけには行かない︒
十8610

ない一ない
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とってしまって︑古事記に手を延ば
すことが出超なくなりました︒

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一759園たゴ注意しなければなら
とです︒

十一759園 たゴ注意しなければなら
ないのは︑順序正しく進むといふこ
とです︒

十一769 ︿略﹀︑面會の機會は松坂の
しかしこれらの物は︑︿略﹀︑

一夜以後とうく來なかった︒
十一791

つたり︑其の他いろくの映鮎があ

思ふやうに分割することが出來なか
る︒

十一797 今では世界岸里︑貨幣・紙
幣を用ひない國はないのである︒

ところが太陰暦は︿略﹀︑

た︒

リンカーンは其の頃からも

︿略﹀︑議員が豫算を議する

しなければならない︒
十一脳10

にも︑常に此の公平な精神をもつて

十一956
しなければならない︒

市町村長や議員を白墨する

う父の手助をしなければならなかつ

︿略﹀︑本を讃みたいといふ
︿略﹀︑子供心にも大攣心配

を選墨するにも︑皆此の精神を本と

︿略﹀︑市町村會で市町村長
しなければならない︒

にも︑常に此の公平な精神をもつて

本當に自治の精神に富んで

︿略﹀︑一般の人民の後援が

それであるから人々は

をあけてはならないとおとうさんに

言はれてるるのです︒

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類

やうに立ちのぼって︑目も口もあけ

十一慨3 ︿略﹀︑白い粉が一面に煙の

られない︒

の研究をしないだらうと不思議に思

十ニー11

ふやうになった︒

十一一124此の時にはもう三番目の轟

ダーウィンはく略V︑漏足

はどこへ行ったかわからなかった︒

十ニー34

な結果を得るまでは決して中途でや

めなかった︒

公衆の爲を計らなければならぬ︒

十一一225 商人たる者は︑︿略﹀︑廣く

時の利益を得るに止って︑永績する

十一一232 ︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

ことが出來ないから︑︿略﹀︒

＋一一239外國貿易業者はかへすぐ

自治制も︑之を運用する人
民に自治の精神が乏しければ︑よい

これはひつきやう文明の程

家賃さへも彿へない今の

即ち水位の一番高い五月と

三十年掛かり前までは︑此

の湖には魚類が全く居なかった︒

十二521

八センチメートルに過ぎない︒

一番低い一月との差は︑僅かに三十

十二519

自らも畳えないやうである︒

十二418 ︿略﹀︑何をひいてみるか彼

身の上ではないか︒

十二386囹

が重んぜられなかったからである︒

度が低いために︑︿略﹀︑商人の人格

十二246

深く此の嵩に注意しなければならぬ︒

僕はおとうさんから︑誰

するとジョージは︑﹁︿略﹀︒﹂

騎馬の人たちは︑あけない

おとうさんは︑誰が來て

十一伽10園僕は︑誰が來ても此の門

言ひつけました︒

も此の門をあけてはならないと僕に

十一佃8園

︿略V︒

となぐるぞと言っておどしたり︑

十一柵4

と言ってどうしてもあけない︒

十一m4

と言ひつけられてるるのです︒

が來ても此の門をあけてはならない

十一柵2園

結果を得ることは到底望まれない︒

十一帽5

進ずることを心掛けねばならない︒

く略V︑協同一致して團膿の福利を増

十一備5

むことは出來ない︒

なければ自治團膿の圓満な襲達を望

十一描2

ないのである︒

みる者は︑︿略﹀︑決して私心をもた

十一価9

うなことがあってはならない︒

他私交上の關係の爲に心を迷はすや

には︑︿略﹀︑決して親族・縁故其の

︿略﹀︑時には生のじゃがい 十一柵3

た︒

十一9510

︿略﹀︑リンカーンは十歳頃

もしか食はれないこともあった︒

十一962

︿略﹀︑父は︿略﹀︑なか

までは本を讃むことなどは殆ど出土
なかった︒

十一969

く許してくれなかった︒
鉛筆や紙も自由には買へな

大事なことは拾ひ集めた木

かったから︑︿略﹀︒

十一977

十一981

しかしせっかく始めた學校

片などに書留めて忘れないやうにし
ておく︒

た︒

して︑其の晩はとうく眠れなかつ

十﹇伽3

心は少しも攣らなかった︒

十一986

ずで止めねばならなくなった︒

通ひも︑家事のために僅か一年足ら

十一863 しかし月島はなかなか來な 十一984
い︒

十一935園

三年目ならないうちに一箇月の閏を
ところが太陰暦は︿略﹀︑

おかなければならない︒
十一936園

三年にならないうちに一箇月の閏を
おかなければならない︒

ちに一箇月の閏をおかなければなら

十一936圏 ︿略﹀︑三年にならないう 十一脳8
ない︒

しなければならない︒

十一944園 こんな重畳なものがある 十一M8 ︿略﹀︑市町村會で市町村長
を選要するにも︑皆此の精神を本と
のに︑それを利用しないでみるのは
寳の持ちぐされだ︒

う父の手助をしなければならなかつ

十一955 リンカーンは其の頃からも 十一悩10 ︿略﹀︑議員が豫算を議する
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ないかい一ないぶ

十二531 ねぢはく略﹀︑何が何やら
さっぱりわからなかった︒

まうとしたが︑齢り小さいのでつま

十二5510 男の子は指先でそれをつま
めなかった︒

い︒﹂

十二565園 ﹁此庭で遊んではいけな

くわい

十二779潮に流されないやうに︑身 十二981 ︿略﹀︑石は繹迦の足を傷つ
けただけで︑目的を果すことは出來

百人あったか知れない︒

十二研7

堅忍不抜あくまでも初一念

■せとないかい

を通すねばり強さが訣けてはみない

十二㎜7

か︒

ないかい

︿略﹀グレース︑ダーリング

ないがい ﹇内外﹈︵名︶2 内外

の名は︑程なく國の内外に傳はつた︒

十292

外の事件を報ずると共に時事を論ず

野景ー51図 ︿略﹀︑やがてあまねく内

﹇内地﹈︵名︶4 内地

ひ

九310囲

冬でも春でもこちらではち

は甲斐の白根で︑一万五百尺︒﹂

か

六67園 ﹁富士山の次は︒﹂．﹁内地で

ないち

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

六脳6国昨日正午にこちらへ着いて︑

ないぐう ﹇内宮﹈︵名︶1 内宮

るもの起りて︑︿略﹀︒

く黙々としてのみの手を休めない僧

けれども老僧は更にとんち
れん

︿略﹀︑電力は頗る廉債に

博士は先づ︿略﹀︑將來益

それに此の邊一帯の島々は

やうど内地の夏のやうです︒

九44国

我が國の支配に属してみるので︑内

一艦最も理想的な燈火は

内地から來て先つ目につく

︿略﹀︑しかもほたるの光のやうに熱

十二帽5園

ならぬことを力説した︒

く水力電卓の利用をはからなければ

十二備7

とが出來なくなりました︒

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

供給されるので︑石炭の火力による

十二描3園

やくしない︒

十二欄6

の根氣とを見た村の人々は︑︿略﹀︒

ほら
此の洞穴と︑十年一日の如

して水中に落ち︑命を失った者が幾

︿略﹀︑昔から之を渡らうと

網にも垣網にも土俵や石などが重り

我々は︿略﹀︑あはせて國

十二脳8

なかった︒

これでもう魚は逃出すこと

に附けてある︒

十二788
︿略﹀︑いやしくも國見たる

が出來ない︒

十二885

唯法律は必ず帝國議會の協

者は必ず之を守らなければならぬ︒

ばならぬ︒

の品位を高めることにつとめなけれ

十二907

其の事がない︒

賛を纏なければならぬが︑命令には

十二5610囹 あれが無いと町長さんの 十二902
︿略﹀︑若し見附からなかつ

懐中時計が直せない︒

十二575
ねぢは﹁︿略﹀︒﹂と叫びた

たらと︑それが又心配になって來た︒
十二578
くてたまらないが︑口がきけない︒

父のいさめも妻のなげきも︑

︿略﹀︑彼の決心はどうして

九48団

地から移って來た人も多く︑︿略V︒

四周の海が天然の城壁とな

をともなはないものであります︒

や

し

のは植物で︑其の中でも殊に珍しい

内地第一

ふ

じ

﹁にいさん︑富士山はまつ

ないぶ ﹇内部﹈︵名︶1 内部

だから︒﹂

千五百尺もあって︑内地第一の高山

白でせうね︒﹂﹁︿略﹀︒何しろ一万二

六52園

﹇内地第＝︵名︶1

のはコ・椰子の木やパンの木などで

す︒

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

がう

温和な氣候や美しい風景は︑

しかし此の半面にもまた短

所がうかgはれないであらうか︒

十二燭10

は適しない︒

く略V︑雄大豪壮の氣風を養成するに ないちだいいち

十二悩2

許さないから︑︿略﹀︒

彼は︿略﹀︑どれにも満足 十二鵬6
することが出來ない︒

十二9310

も動かなかった︒

十二938

かった︒

此の決心をひるがへすことは出來な

十二932

立つに至った︒

へられなくなって︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ

＋一一579三人はさんぐ探し廻って 十二928 ︿略﹀︑遂に心の苦しみにた
見附からないのでがっかりした︒

が衰へて︑もう政務にもたへられな

十二656 それに近來はめっきり元氣
くなって來た︒

言へないのでございます︒

十二689園私は胸にある事が十分に

のって︑もうどうすることも出子な

十一一703︿略﹀︑王の怒はいよくつ
い︒

︿略﹀︒

︿略﹀︒

あきらめ易い性情がひそんではみな

しかし其の半面には︑︿略﹀︑

いか︒

十二悌6

も︑︿略﹀︑思はず其の前にひざまつ

十二969

かざるを得なかった︒

かつて繹迦を見捨てた彼等

がらなければ立てない程になった時︑

十二945

次第にやせ衰へて︑物にす

がらなければ立てない程になった時︑

十二704 コーデリヤはすごくと父 十二945 次第にやせ衰へて︑物にす
の許を去らなければならなかった︒

十一一705 コーデリヤはすごくと父
の許を去らなければならなかった︒

十二718 ところがリガンは︑まだ父
上を迎へる準備が整ってみないとい
ふのを口實にして ︑ ︿ 略 V ︒
と ころがリガンは︑︿略V︑

すげなくも王を内に入れなかった︒

十一一719

ナイヤガラのたき一なお
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十一22

なへ

なへ

︿略﹀︑昨日でうちの田植が

を思ふ心あつく︑卒業後も尚耳茸の

うちう
つまり此の宇宙には︑あの

門に出入することを樂しみとせり︒

十一38

こ

つ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

十︸46図支那幾千年の人物中︑大

が︑︿略﹀︒

くばりをして︑︿略﹀︑おかあさんに

︽一

太陽のほかに︑これと同じやうなも

なえる

かうして二三日たちますと︑

﹇萎﹈︵下一︶1

のがなほ数限りもなく存在してみる

八㎜9

エ︾

な・える

ほめられました︒

すっかりすみました︒︿略﹀︒私は苗

九477囲

第一課太陽︿略﹀︒温度 なえくばり ﹇苗配﹈︵名︶1 築くばり

は表面で約六千度︑内部に入るに随
つて憂く古同いQ

ナイヤガラのたき ︹課名︺2 ナイヤ
ガラの瀧

九目8 第七 ナイヤガラの瀧
九292 第七 ナイヤガラの瀧
ナイヤガラのたき ︹地名︺2 ナイヤ

尚

ところで︑厘裁判所の裁判

︿略﹀︑画師﹁︿略﹀︒﹂と

尚其の裁判に不服な者は更に大審院

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

に上訴する︒

十一459図

て︑心構せし様なりしが︑悪筆も取

りうび

に︑

かうして出願た貨幣は極め

︿略﹀︒

文明の進んだ今日尚此のや

王は尚あらぬ言葉を口走つ

うな考を持つのは︑大きな誤といは

十二247

ねばならぬ

てはみたが︑︿略﹀︒

十二759

十一一982 繹迦は八十歳の高年に及ん
うゑ
でも︑なほつゴれをまとひ飢と戦ひ

つ＼︑︿略V︒

さるさは

がらん
興福寺は伽藍半ば麟れた

れど︑尚三重五重の塔︑猿澤の池水

十二9910図

に影をうつして南都第一の美観たり︒

一部は尚昔の面目を留め

十二㎜10 今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑庭々に手を加へて苞毒心を改めて

はみるが︑

て︑︿略﹀︒

十二価7園 電車は次第に汽車の領分
しん
までも侵略し︑尚進んで電十手關車

其の結果今日も尚飢民は眞

安芳は尚言葉を績けて︑

さへも用ひられるやうになりました︒

十二旧10

﹁︿略﹀︒﹂

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ

十二悩5

る度量に乏しい︒

雨親も非常に驚き居り︑

十一426圏困御承知の通り當地には

候︒

げ候間︑御佛前へ御供へ下されたく

かん一宇︑小包便にて御送り申し上

出で候︒尚御生前御好物なりしやう

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

事事2㈱國

弟は尚あちらこちら暦をく なお﹇猶﹈︵接︶3尚

父はなほ言葉をつゴけて︑

雪降りみだる﹂冬のあ
風なほ冷たき春のゆふべ
ぐう

劉備が三顧のこよなき知遇︑

したに︑

十﹁川5図圏

﹁︿略﹀︒﹂

十一906

文字に目を止めて︑﹁︿略﹀︒﹂

つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の

十一894

よっては持運びに不便なので︑︿略﹀︒

て使用に便利ではあるが︑尚場合に

十一795

ししに︑︿略﹀︒

りければ︑住持は尚知らぬ如して過

日はかく書がかんなど搦言してみた

︿略﹀︑書士は︿略﹀︑明

黒円︵センベイ︶ナドト記シテ︑軒

叔父さんはなほ言葉を績けて︑

安らかに眠を績けてるる︒

九709
﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑

何をか常

ちいさんく略﹀

なほ怠らずこっくと︑

九8210図圏

彼は此の後も尚研究に研究を

に刻みみる︑︿略﹀︒

十498

時無は尚︸同に底ひて︑

重ね︑工夫に工夫を積んで︑︿略V︒

十724図
﹁︿略﹀︒﹂

十995図圏 父母の病あつければ︑醤
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ
︿略﹀︑生徒は︿略﹀︑學校

とむるは人情の常にあらずや︒

十伽4図

十︸471図

らで敷日を過しぬ︒

・劣ん

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

十一212

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは

なほ

︿略﹀︑手足はなえてしまって動くこ
ナホ

ガラの瀧
﹇猶﹈︵副︶26

なし︒

︽ーフ︾

苗木

千数百人の乗員は︑今もなほ

二下ゲタルモアリ︒

今ナホ古風ヲ守りテ︑︿略﹀

八595図

よりなほきれいに見えました︒

三832︿略﹀︑ふじの山はいつも

なお

とが出來ず︑︿略﹀︒

の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと

九293 世界一といはれるナイヤガラ
の國境にあります︒

九304 右にあるのがアメリカ瀧︑左
にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを
合はせてナイヤガラの瀧といふので
す︒

ないよう ﹇内容﹈︵名︶1 内容

なふ

つかりわかってしまふまでは何度で

十一9810 さうして其の本の内容がす 九613

﹇ 絢 ﹈ ︵ 四 ︶1

も讃む︒
な・う

﹇苗木﹈︵名︶2

﹇▽すぎなえ ・ ひ の き な え

すぎしいくさの手がらを語る︒

六502韻 みうりのはたに縄なふ父は
なえ

なえぎ

補植をするのは︑翌年一回だけだと

十一379 植付けた苗木の枯れた庭へ
いふから︑︿略﹀︒

十一517此の邊でゴムを栽培するに
は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと
に種をまくか︑又は苗木を植付ける
のであるが︑︿略﹀︒

103
なおさら一なか

宜しき由に候︒︿略﹀︑若し御話岩相

温泉これあり︑病後の保養には特に
なお・る

なおり ﹇▽なかなおり

ほもつきせぬ物語︒

なほ

ナホル

直る

︿略﹀︑モツトタクサンォ

一ドニ

白ウサギガソノ通りニ

オカゲサマデ︑カラダハ
コノ通りニナホリマシタ︒
たいかふ

ところが長言が︿略﹀︑石田

んは直るまいと申しました︒

と中直りをしなければ太閤の御きげ

七986

四208園

シマスト︑カラダハスツカリモ
トノヤゥニナホリマシタ︒

四204

ノンデハイケマセン︒

リマセウ︒﹂﹁イイエ︒サウ

アガリニナツタラ︑ハヤクナホ

一一615園

︽ーリ・ール︾←おきなおる

﹇直﹈︵五︶6

成候はば︑及ぶ限りの御便宜相計り
くず
申すべく候︒天天地産の葛粉少少御

見舞の印までに御送り申上恩間︑御
受納下され度候︒

十一432天国 拝復︒御親切なる御手
紙有難く拝見仕候︒尚又結構なる葛

なほさら

粉御送り下され︑御厚情の程深く謝
﹇尚更﹈︵副︶1

し奉り候︒

なおさら

ナホス

三861園 天人のはごろもなら︑
なほさらかへすことは工員ませ
ん︒

﹇直﹈︵五︶2

なおし ■やりなおし
なお・す

直りました︒ねちが一本

﹁時計は直りましたか︒﹂

十二601園

︽ーシ︾﹇▽かきなおす︒つきなお

す

十一一602園

﹇名折﹈︵名︶1

置きました︒

なおれ

︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

ンデキマシタ︒ソノ中ニハ︑ニ

コガウマレマシタ︒
ノハ私ドモノ學校デス︒
ニー44シタヲミルト︑川ノナ 三502 ︿略﹀︑新シイ家が七八ケ

カニモサカナヲクハヘタ犬ガ

コノ大キナモノガ︑ヨク

三602今ニハノ木ニセミガ

モノダトオモヒマシタ︒

アノカラノ中ニハイツテヰタ

三面2

ウリヤモアリマス︒
︿略﹀︑クハヘテヰタサカナ

ヰマス︒

ニー56

ハ︑川ノナカヘオチテシマヒ
マシタ︒

コチラノクライモリノ

ノセミモコノ中ニヰルノデ

ウルサイホドナイテヰマス︒ア

ニー94

中ニミエルノハ︑ドコノウチ

ソコデカウモ︑リノシ丁半

父﹁人のこゑも山の

とがあります︒

りのやうに︑かへって至るこ

中では︑かべにあたったこむま

四331園

一本あります︒

四52しぶ柿が三本︑あま柿が
二本で︑ その中に私の木が

みの 中へはいって行きました︒

三905︿略﹀︑天人は︿略﹀︑ふじ
の山 よりも高い大空のかす

︿略﹀︒

ナシニ︑ヒルハ木ノウロヤ
アナノ中 ニカクレテヰテ︑

三767

ノガアリマシタ︒

︿略﹀︑水デツパウニナリサウナ

シテ行キマシタガ︑ソノ中二

三663アトへ竹ノキレヲノコ

セウ︒

ノアカリデセウ︒

二431︿略﹀︑土ノ中カラ︑オカ

ネヤタカラモノガタクサンデ
マシタ︒

タォカネヤタカラモノガデマ

二461︿略﹀︑ウスノ中カラ︑マ
シタ︒

二627コレデ本ノ中ノジモ︑
ルイロイロナモノモ見ルノデ

エモ︑センセイノ二皮テクダサ
ス︒

三176園このはこの中に︑おも
︿略﹀︑とんとんひびくきね

しろい人がゐます︒

のおと︑そのにぎやかな中か

三331
はれては︑源氏の名折れになるから

五一ちいさんのう

︿略﹀︑かめはだんだん海
つきました︒

物もみんな外へ出されました︒

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ 四563下山の中からころげ出て︑

白いけむりがぱっと出て︑︿略﹀︒

三465あけると︑箱の中から 四421戸だなや戸だなの中の

くりゆうぐうへ

の中へはいっていって︑まもな

三423

たふこゑがきこえます︒

﹁︿略﹀︒﹂

ら︑

のなか・せなか・でんきのよのなか・

はらのなかつくに・おなか・おんしつ

なか﹇中﹈︵名︶搦ナカ中←あし

だ︒

て︑﹃これが義纏の弓だ︒﹄などと言

六383園

名折れ

いたんでゐましたから︑取りかへて

す・でなおす・とりなおす・まきなお
す

四461 ︿略﹀︑それでもふきさうち

がすんで︑すっかりいろいろな

物をもとの所へなほしたら︑
夕方近くなりました︒

七512 何時力私ノウチノツルベノ金

直せる

タガガコハレタ時︑︿略﹀︑翌日スグ
﹇直﹈︵下一︶1

ニナホシテクレマシタ︒
なお・せる
︽ーセ︾
くわい

テ︑ナ鷺山ラオホキナヲトコノ

一465︿略﹀︑モモガニツニワレ

か

十二5610園 あれが無いと町長さんの どうなか・まんなか・よなか・よのな
懐中時計が直せない︒

なおも

﹇猶﹈︵副︶1 なほも
ひるげ

九428図圏 野中試食共にして︑ な

なか一なか
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人にふまれたかしのみが︑
しひを見上げてかういった︒

がわいてるます︒
くわいらう

五593ことにしほのみちた時は︑社
あのたんぼの中に︑ちよつ

殿や廻廊が海の中に浮いて︑︿略﹀︒

五638園

四583 ニハ ニ大工小屋ヲタテテ︑

大八イノ大工サンが毎日其ノ
中デ仕事ヲシテ居マス︒
五647園

の一人は君にして︑中の一人は僕

中

ニハ其所デツカレテ死ンデシマフノ

君︑此の長き行列の

大川を下って行く舟の中はう

なるぞ︒

の一入は君にして︑中の一人は僕

七61図圃

なるぞ︒

萬じゅは越年やうやく十三︑

モアル︒

六521

舞姫の中では一番年わかでございま
した︒

﹁あの門の中へ︑はいって
はなりませぬ︒﹂

六594囹

﹁あの中には石のらうがあ

不意に白い鳥がもやの中から

舟の中でゆっくりべんたうを

とび立つた︒

七96

たべた︒

七154

こがねづくり

から︑大きなのをよったのでござい

七163囲此の蛤は私どもの拾った中

ます︒

︿略﹀︑賊の大県高時以下北條

し

し

︿略﹀︑川べの宿はとめきれな
あ
い程の客でございました︒中でも安

取上げると大そうおもくて︑

七675園﹁まあ︑お待ちなさい︒落

した︒

中には小判がどっさりはいってゐま

こばん

七651

と申しますが︑︿略﹀︒

倍川の宿は一そうの人ごみであった

べ

七625

にをどり入りたり︒
しゅく

濱べに立上りたりしが︑つと海の中

七337図獅子はかなしげにほえて︑

眠りしに︑︿略﹀︒

七304雲隠一匹の獅子︑森の中にて

ました︒

方は︑此の火の中にはろびてしまひ

七226

て︑海の中に投入れました︒

うばを門のわきに立たせて置 七206 ︿略﹀︑黄金作の太刀を取つ

つて︑唐糸様がおしこめられて居ら

六597囹
れます︒﹂

六608

︿略﹀︑松の一むら立ってるる

いて︑姫は中にはいりました︒
六612

中に︑石のらうがありました︒

︿略﹀︑乗ってみた象つかひは

テ︑上ゲテ見ルト︑︿略﹀︒

六874

桶の中へはいってしゃがんだ︒

象がそれを下して來て地に置

君︑此の長き行列の 中

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立

六876

七58図圃

上った︒

すら寒い︒

一番二番三番と︑十二番の舞 七95

がめでたくすみましたが︑其の中で

六525

壁造の家は工場ですか︒﹂﹁あの青田

﹁神明様のこちらにある白

とした森があるだらう︒

四651よ一は心の中で︑もし
これをいそこなったら︑生きて

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

舞でございました︒

ことに人のほめ立てたのは五番目の

︿略﹀︑其の年のつゆに︑又土

の中にあるのだらう︒

る︒

五871圏

二人の者が山の中を通ると︑

萬じゅがかけよって︑らうの

とびらに手をかけますと︑﹁たれ

六618

か︒﹂と︑らうの中から申しました︒
︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六653

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

す︒

六468

︿略﹀︑産ンデシマフト︑其ノ

上二塁や小石ヲカブセル︒︿略V︒中

六475

ノ中へ卵ヲ産ム︒

ガアルト︑頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑其

︿略﹀︑川ソコニ小石ノ多イ所

義纒のかぶとに引っかけようとしま

六354

シテ拾ヒバジメタ︒
住めば都よ︑わが里よ︒
くまで
敵は船の中から熊手を出して︑ 六657 サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ

六164圏山の中でも︑三軒家でも︑

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

六95喜喜ニハイロ︿アリマスガ︑

熊が出て來ました︒

くま

五977

かぼか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

もゆびをりの金持村だと言はれてる

五787

中へおし出した︒

手がくつれて︑池のたまり水が村の

五741

は居まいとかくごをきめて︑
︿略﹀︒

四655 よ一は︿略﹀︑馬にまたが
つて︑海の中へのり入れました︒
んが︑一人の娘を中において泣いて

五85 ︿略﹀︑おちいさんとおばあさ
ゐました︒

五156 つ配り方の時間に︑す買めが
教室の中へとびこみました︒

五244 店の中へはいって見ますと︑
番頭さんたちは︑︿略﹀︑小ぞうさん
たちにさしづをしてゐます︒
﹁おか あ さ ん ︑ お 天 意 は ︒ ﹂ と ︑

とこの中からお き ﹂ す る と ︑ ︿ 略 V ︒

五351

はいりになりました︒

五425 尊は︿略﹀︑其の家の中へお
五486 又うすい吉野紙のやうな作り
かけの繭の中で︑︿略﹀︑一生けんめ
いにはたらいてみるのもあります︒
イヅミ

五525 地ノ中土シミコンデ︑井戸水
ヤ泉ノモトニナ ル ノ モ ア リ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五538 或日山の中で︑こけに足をす
べらせて︑うつむけにたふれました︒
︿略﹀︑ふしぎに思って︑見ま

はしますと︑石の中から酒ににた物

五543

105
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した物は︒﹂﹁革 の 財 布 で ︒ ﹂ ﹁ 中 に
は︒﹂

七686園家の中で見えなくした物で
も︑中々出ないものでございます︒

信作はつるりとすべり落ちて︑

に集って來た︒

八99

八673団

サンフランシスコはカリ

フォルニや州にあるのですが︑此の
州は合衆國の中でも︑氣候がよくて︑
︿略﹀︑十階・二十階の家は

其のはずみに︑ころくと池の中へ
八722団

︿略﹀︒

さて山の木をきり倒して︑四

ころげこんだ︒

八313

いくらもあります︒中で最も高いの

七693園︿略﹀︑川の中へとびこんで
五尺の長さにきりそろへ︑それをぎ

大老が何か食物の中にきらひ

びよくと鳴きつ＼かこひぎはに集

よれば︑中なるひよこどもはく略﹀︑

る︒

︿略﹀いつれの鶏も皆かは

とやの内に入りて見るに︑

ゆき中に︑ひよこは一そうかはゆく

九137図

思はる︒

わら

九145図

妹の置きて行きたる餌箱に

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ

り︒

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

入れて持編り︑茶の間の戸棚の中に

九148図

しまふ︒

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159

ク︒中デモ面白イノハ︑或動物ノ髄

内地から來て先つ目につく
のは植物で︑其の中でも殊に珍しい
し

ホクキヨクグマ

︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊

保護色ヲモツテヰルモノノ中

︿略﹀︑大きな青大將が︑︿略﹀︑

のろのろと草の中にかくれて行く︒

九356

みの中にかくれてしまふ︒

からうねくとつ抗いて︑やがて茂

九327 ︿略﹀ 一すちの道が︑足もと

ナ色ニカハルモノモアル︒

ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ

ニハ︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

九171

ハ眞白デアル︒

九169

デアル︒

色ガマハリノ物ノ色二似テヰルコト

や

から

實の中にはかたい殼があっ

まだ十分にじゅくしてみな

海の中もなかくきれいで
︿略﹀︑庭のすみなるとやの

九134図妹はやがてかこひ近く歩み

ひよこを放つ︒

か＼へ出し︑軒下なるかこひの中に

た習々のお話をうか二つた︒

九701 ︿略﹀︑私がゆめの中に通過し

みる青田の中を走ってみた︒

九125図中に入りてひよこの箱を 九694 ︿略﹀︑汽車は果もなく言いて

の中にひよこを放つ︒

の箱をか﹂へ出し︑軒下なるかこひ

戸を開く︒︿略﹀︒中に入りてひよこ

九124図

す︒

九710團

い實は︑中にきれいな水があります︒

九61国

のがあります︒

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

九57団

す︒

のはコ・椰子の木やパンの木などで

九51国

のきらひな物ばかり出して︑︿略﹀︒

な物があると見れば︑︿略﹀︑必ず其

八佃7

﹁︿略﹀︒﹂と︑はっきり答へた︒

のぞきこむやうにしてみたが︑

おとよは信吉の口を︑中まで

死んでしまはうと︑かくごをして來

山野に生ずる草木の中には︑

婦入は︑︿略﹀︑其の實を二つ

包の中には白木綿が五十反ば
越前守は呉服屋の手代を呼出

すると其の中に二反ありまし
取分けおいそがしい中を︑

金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

八916

は五十五階もあります︒

次にかま口から火をつけて︑

つしりとかまの中に立て並べ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

八337

八478

まことにありがたう存じます︒

一週間もおひまをいただきまして︑

八446団

た︒

八435

しを調べさせましたQ

して︑其の中に盗まれた品のありな

八434

かりはいってみたのでございます︒

八393

て來て︑庭先の畠の中にまきました︒

八347

といふ神様のお告がありました︒

すると或夜ゆめの中に︑︿略﹀

急用にするものが多くありますが︑

八325

四五日の間︑中の木をむし焼にする︒

八316

たのでございます ︒

七698園 ついては此の中の金を半分
だけお禮のしるしにさし上げます︒
し ば ら くして︑﹁︿略﹀︒﹂とい

つて︑財布の中に手を入れました︒

七701

七792 海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ
ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒
リ︑カキヤアハビハ岩ニツイテヰル︒

七814 アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居
七825 ︿略﹀章魚ハ︑此ノ貝ノカラ
ノ中ニアルノデア ル ︒

白 イ ノ ハ サ ン ゴ デ︑︿略﹀︒

七827 虫類モタクサン居ル︒中デ面
七862 此ノ他海藻ニハマダタクサン
ナ種類ガアツテ︑中畑ハ肥料ニスル
モノモアル︒

七脳5 秀吉が之を聞いて︑幕の中か
ら︑﹁もうよい︒ 通 し て や れ ︒ ﹂ と い
ひましたので︑︿略﹀︒

つたったが︑松の木にからまってを

八15林の中へはいると︑眞赤にな

つき上ると︑おばあさんが餅

ト止り木二止ツテヰルノヲ見テモ︑
︿略﹀︒

り︑︿略﹀︒

八66 或年選ばれた子どもの中に︑

八524

へ持っていらっしやった︒

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

すぐれて上手なものが二人あった︒

八73 やがて五人の騎手は︿略﹀︑

しっくと馬を歩ませて︑鳥居の中

なか一なか
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さや
九722園 八百年前の建物で︑今も鞘
堂の中に其のま﹂保存されてみる︒

九787 先生も大きな箱を持って來て︑
ほったいもは此の中へ入れるやうに

るものも少からず︒

中には︑母馬がつきそって煽てみる

ごま
十185団皆二歳駒ださうです︒︿略V︒

ゐます︒中には︑︿略﹀︑今日の別れ

族がついて來て︑親切に世話をして

子馬には大てい飼主の一家

のもたくさんにあります︒

九791 ︿略﹀ 一本の董を握って︑ぐ
を惜しんで︑泣きながらく略﹀︑く

十192國

つと引張つた︒︿略﹀︒中からみづ
びや背をなでたりしてみるのもあり

とおっしゃった︒

くしい白茶色の玉が︑じゅずつな
ます︒

近づくと︑門の戸びらは左右

ぎになってころくと出て來た︒

九865園それに︑たくさんの星の中
十337

︿略﹀︑船は大きな箱の中に浮

と︑上手の水門が開いて︑船
︿略﹀︑谷向ふのくさむらの中

彼の頭の中にあるものは︑唯

十725園

今度の勢そろへに集った諸

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが
よい︒

此の度始めて妹を得られ候事︑︿略﹀︒

︿略﹀︑霜の営農に置いた田の

中を走る︒

十⁝㈹10

申し込んで來た者は五十人許

とん
﹁こんなによく整頓して

此の一事で︑家の中がどん

しかし大勢の中にはそれを

守らない人もある︒

十﹁1810

れます︒

なによく整頓されてるるかが想像さ

十一179

がよいだらう︒﹂

みる中で勉強したら︑どんなに氣持

十﹇166園

数羽の鳩︒

の如くに散る中を︑羽音高く舞上る
はと

十柵9図 ︿略﹀︑紅白の紙片花ふゴき

學歴のある者もあったのに︑︿略V︒

もあって︑中には︿略﹀︑りっぱな

十戒3

小さな社がある︒

すみきった空氣の中に 十佃10 低いじめくした松林の中に

︿略﹀︑松の緑色などが鮮かに浮出し

十765團

︿略﹀︑今では龍山も京城の

て見えるのは實にきれいです︒
十771国

室の中には︑大きなポンプが

中に編入されたのださうです︒

十811

暗やみの中にかすかに安全燈

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ
ます︒

十832

︿略﹀︑一足温室の中にはいる

が光ってみる︒

十㎜9

と︑全く別の世界に來たやうな心持
がする︒

たくさん咲いてみる中で一番
美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ

十棚10

も咲いてみる薄紅色の花である︒

十﹁269図 成皿政は︿略﹀︑俄にやみ
きやく
の中を退却しはじめたり︒

﹁此の袋で轟をとるのだ︒

十︸278図夜に入れば︑見渡す限り

十齪7園

中をのぞいて御らん︑何かはいって

十一298図

︿略﹀︒

︿略﹀等の荒武者ども︑

五千の軍勢まっしくらに進軍して︑

のかゴり火書をあざむく中を︑一二

みるやうだから︒﹂

成程︑︿略V︑赤や黄や青や紫

勇みに勇んで突進す︒中にも加藤清

のまだらの美しいのもある︒中には︑

十佃8

底の水の中で︑動けなくなってみるQ

さうして︿略﹀︑何でもひつ 十五1 ︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

鳩に手紙を運ばせるには︑足

まるで花かと思はれる紅色の葉が︑

にアルミニウムかセルロイドの細い

十577

つかんで行っては窯の中へ投込んだ︒

十4710

夕日を浴びた柿の色であった︒

十473

立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒

から︑けた＼ましい羽ばたきの音を

十429

は次の箱の中へはいる︒

十341

いてるる形である︒

十339

はしまる︒

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣
︿略﹀︑くはしい事は今日始め

ら な い の が あ る から︑︿略﹀︒

九943
せっけい

てうか皮ひました︒中でも面白かつ
︿略﹀︑北風は︿略﹀︑砲揮の

たのは大雪漢のお話です︒
九鵬8

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び
︿略﹀︑北風は︿略﹀︑砲揮の

くともせずに勇ましく活動した︒
九佃9

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び
くともせずに勇ましく活動した︒

九鵬8 其の日の戦は果して今までに
なくはげしかった︒中でも一番目ざ

しふげき
ましかったのは最後の襲撃︒

九胴10圓団 昨日は美しきお話の本御

くだを附け︑又は胸に袋を掛けさせ

送り下され︑誠に有難く存じ候︒あ
の中にて一番面白き話をよくおぼえ

正は︑山際のがけ路にて敵將山路正

男ばかりの御兄弟の中に︑

︿略﹀︑山の背を通ってみる

小路を中にはさんで︑四五尺にのび

十一358

いてか﹂る︒

國に出であひ︑片鎌槍をしごいて突

董の上の方に群がって出てみるもの

一回忌の中にはいると︑ま
十鵬10圏囲

た寒い虜へ出るのがいやになるね︒

十価5園

もある︒

て︑其の中に入れるのである︒

諸國の大名・小名きら星の

かしこまれば︑︿略V︒

るびれたる檬もなく︑進みで御前に

如く並べる中に︑常世は︿略﹀︑わ

十712図

置き︑︿略﹀︒

九々3園 シカシ今度ノ候補者ノ中二︑
實ニリツパナ考ヲ持ツテヰテ︑︿略V︒

る献木にて︑中には小迂生の奉りた

けん

十61図囹 大方は國民の磁心こめた
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た杉の若木が勢よく立並んでみるの
かりの子供が︑各國人の問にまじり

タロカもオヨ

てかひぐしく立働ける様を見ては︑
︿略﹀︒

十一槻9

だ︒

ます︒

十二375

細長い管の一端を︑とけた

これも逃しては大切と︑い

凡そこれ等の木材は︑

けやき・栗・かしは何れ

十二494図松に至りてはく略﹀︑其

中にもけやきはもくめ美しく︑︿略﹀︒

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

十二482図

杉及び檜なり︒

なけれど︑中にも其の用途の廣きは

︿略﹀︑随って何れも重要ならざるは

十二463図

の音が聞える︒

い家の前まで來ると︑中からピヤノ

︿略﹀︑或小さいみすぼらし

音樂堂・食堂なども設けられてあり

十二331圏

塔の中には費店もあり︑

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん

十ニー21

︿略﹀︒

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一伽4

がやいてみる︒

る︒とけたガラスが中でぎらくか

︿略﹀︑こ＼には熔解窯があ

が︑目に見えるやうな氣がする︒

十一363 地圖の中の薄緑に染めてあ
る の が 一 昨 年 植 付けた虜︑︿略﹀︒

てるたが︑中にもうれしさうに見え

十一552 船員等は︑︿略﹀泳ぎ廻つ
たのは︑十三四になる二人の少年で
あった︒

再 び 光 明 の 世 界 に出た時︑︿略﹀︒

十一614 しばらく暗黒の中を通って

︿略﹀︑撃てい機 械 と 馬 の 力 に よ る ︒

十一637 こんな繕い畠であるから︑
中にはトラクターを用ひて全く大農
式にやってみる庭もある︒

人々はく略V︑土の香に親しんで樂

十一653 はてしなく績く廣野の中で︑
しげに働いてみる ︒

十一775 我々の普通に金鏡といって

みる物の中には︑金貨を始め︑銀
貨・白銅貨・青銅貨がある︒

になって︑順々に水の中へとはいつ

十一843 ︿略﹀︑三十人の一組は二列
て行く︒

十一887園 これは略本暦だ︒この中
︿略﹀︑給葉書をたくさ

にある﹃通日﹄で敷へて御らん︒
十一脳1國団

の豊富なること我が國の木材中の首
ひうが
位を孕む︒中にも南部松・日向松は

ん小包にて送り申候︒其の中に有名
なるアマゾン河や︑イグアッスーの

暗い箱の中にしまひ込まれ

良材として最も世に著る︒

十二534

自分の置かれたのは︑仕事

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︒

十二527

大瓶布の壮観を下したるものもこれ
あり候︒

日本人が働き居候︒中にも十三四ば

十一柵4圏団 コーヒー園には多くの

皇の上に乗ってみる小さなふたガラ

其の時︑今まで雲の中に居

スの中で︑︿略V︒

十二581

た太陽が顔を出したので︑︿略﹀︒

時計師は早速ピンセットで

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

十二589

時計師は仕上げた時計を

とのふたガラスの中へ入れた︒

十二598

家來の中にはしきりに王を

く略V︑ガラス戸棚の中につり下げた︒

十二702

しかしフランス王は︿略﹀︑

なだめた者もあったが︑︿略﹀︒

十二η8

コーデリヤの出軍な答の中にも十分
眞心のこもってみるのを認め︑︿略﹀︒

まあ︑此のお

腔であのひどい嵐の中を一︒

十一一741囹︿略﹀︑

十一一974

今や繹迦は衆星の中の漏月

の如く國中から仰がれる身となった

が︑︿略﹀︒

まり︑︿略﹀︑迫害を加へようとする

十二975 ︿略﹀︑中には彼をそねむあ

ものさへも出て來た︒

く︒﹂とはやし立て︑中には古わ

十二鵬5 子どもらはく略﹀︑﹁夢違よ

らちや小石を投げつける者さへあっ

た︒

其の後は老僧と共に洞穴の

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

十二佃7

荷の中に

船

懐かしき故郷の

海山の寳を載せて︑

十一一悩2図躍 ︿略﹀︑ うったかき積

は今静かに婦る︑

港︒

サキ

アトニ︑

オホキナガンバ

ワタレ︒

チピサナガンハ

ナカヨク

ニ︑

一356圏

群をなして寄せて來たまぐ なか ﹇仲﹈︵名︶3 ナカ 仲

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

十一一784

沖へ逃げようとして身網の中へはい
る︒

い 長イ

しかし二人は互に信じ合つ

なが

長い ︽ーイ・ーク︾←きな

なが・い ﹇長﹈︵形︶28 ナガイ

ばれる︒

てるる仲なので︑話はおだやかに運

十二皿10

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

かうしてだんく網の中が 九487団園 うち中が丈夫で︑仲よく
狭められるに随って︑︿略﹀︒

十二7810

網の中がいよく狭くなる
と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒

十一一793

然るに其の實際を調査し

て此の疑問を解決したる人︑遂に我

十一一822図

が日本人の中より現れぬ︒

イマニナガイミガナリマ

ハイ︑コレハセンドウ

サン︑ナガイ竹ノサヲデフネ

一一564園

ス︒

一256

十二873図単寧の怪しみもてあそば がい︒ほそながい
る＼こと︑此虜にては更に甚だしか
りしが︑か＼る中にありても︑彼は

土地の事情を研究することを怠らざ
りき︒

ながいき一ながさき

108

ヲコギマス︒

三155園 それから︑ 一ばんながい
のが中ゆびで︑︿略﹀︒

六864

︿略﹀︑長い牙︑小さな目︑そ

れから太い足︑細い尾︑一切糟で見
た通りであった︒

七863

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二

三324 長いはんてんをきて︑み 六路6 象つかひが﹁︿略﹀︒﹂といふ
と︑長い鼻をぶらくさせて歩き出
じかいももひきをはいて︑こぬ
した︒
かだらけになってはたらくちい
さんです︒

大都會ニューヨーク市に着きました︒

青な空をじっとながめてみる︒

此の峠には長いトンネルが

こんな不便な暦でも長い

のであるが︑︿略﹀︒
くわん

十一9310園

間の習慣で︑今でも使ってみるも
︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

のがあるやうだ︒

十二778

三百間も長く垣網を張り︑其の先へ
身網を張る︒

列

これが人蓼で︑此の婦人は長

中川清秀

七目3

五577
十間︒

﹇中川清秀﹈︹人名︺

︿略﹀︑とりでの守將中川

長き行列
長さ

︹課名︺2 長き行

第二

長き行列
長サ

天の橋立は海中へつき出た細

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作
つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六961

きなもくろみであった︒

奥羽半︑幅は一番上で三間といふ大

五715

土手は長さが三百間︑高さが

長い洲で︑長さは一里︑はゴは四五

す

﹇長﹈︵名︶14

第二

ながきぎょうれつ

清秀︑士卒を指揮して防ぎ職ふ︒

十一248図

1

なかがわきょひで

のよい事がつgいたと申します︒

生をしましたが︑一生の間仕Aロはせ

八351

みんな見て知って居ます︒

︿略﹀︑水が出たりしたことを

廣さが一丈五尺︑長さが二十丈︑其

の上を賊が我先に渡った︒

ふのは︑長さが六十間程もある汽船

七535園私の乗ってみる太平丸とい

で︑︿略﹀︒

此ノ頃ハ書夜ノ長サポトンド相等シ

七佃7図彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

ヤウ

白です︒

ス

カウ

揚子江ハ

︿略﹀︑其ノ長サ

イカダノ大ナルモノハ長サ

さて山の木をきり倒して︑四

雪漢はく略V︑頂上近くま

間もあ

太さ中指ほどなる細長き

洞門の長さは實に三百八間︑

ながさき ﹇長崎﹈︹地名︺1 長崎

高さ二丈︑三三丈︑︿略﹀︒

十二柵6

りつくれば︑︿略﹀︒

長さ一萬六千尺守りのものを之に取

十ニー82図 巻取紙とて幅三尺六寸︑

板となり︒

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚

十二85図

るなたにて灌木を伐彿ひ︑︿略﹀︒

十一欄4圓国先づ柄の長さ

え

は一里に近く︑行っても行っても眞

で績いてるます︒幅は二三町︑長さ

九949圏

五尺の長さにきりそろへ︑︿略﹀︒

八312

六七十間︑幅三四十間︑︿略﹀︒

八203図

北端二至ル長サヨリモ長シ︒

一千三百里︑我が國ノ最南端ヨリ最

八195図

ながいき ﹇長生﹈︵名︶2 長生
ク︑︿略V︒
三443園﹁いろいろおせわになり 廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︒
ヤウ ス カウ
八708圏長く滞在してみたシカゴ市 四728私は長生をして居ます 八193図 揚子江ハ支那第一ノ大河ニ
ました︒あまり長くなりますか
シテ︑其ノ長サ︼千三百里︑︿略﹀︒
ので︑東の村や西の村に︑
を立って︑今日いよく米國第一の
ら︑もうおいとまにいたしませ
う︒﹂

い間には︑思ひの外の事をする︒雨
だれでも石をうがつ︒

事をする︒

九5110圏

から又長い間忠實に勤めて︑︿略﹀︒

やうく一人前の番頭になり︑それ

十年余りもしんばうして︑

して大仕掛に水を落せば︑大きな仕

見ればへさきに長いさを 八826 長い間か＼らなくても︑工夫

まはして︑何をしてみるの

三524囹 ﹁おい︑長いさををふり 八824 落ちる時の勢が加はると︑長
だ︒﹂

四615
を立てて︑︿略 ﹀ ︒

四785私の下で︑長い早しよ
私は長い間に子どもを

んぼりとして噛まして︑︿略﹀︒

四796
たくさん見ましたので︑︿略V︒

したが︑手を出すすきはあり

四927 ︿略V︑長い間つけねらひま 九梱6 ︿略﹀︑後足を長く延ばし︑眞

十一611

あって︑︿略﹀︒

此の方法は各國民の間に︑
掻く又極めて長い間行はれてるたも

十一669

ながさ

お知らせしたい事はまだい 七45

ろくありますが︑大分長くなりま

十7810国

したから︑今日は此のくらみにして

ませんでした︒

松が一面に立ってるて︑長い橋のや

五582 其の洲の白い砂の上に︑青い

置きます︒

つな
もりにつけた長い綱はぐんぐ

うに見えます︒

︿略﹀︒自由に

ん引張られて︑︿略﹀︒

五763 長い間の苦言が病氣のもとで 十脳5
あったといふことだ︒

象

六694 京都は長い間の都ですから︑
︿略﹀︒

第二十二

うこかすことの 出 來 る 長 い 鼻 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六863
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長し

十一84 長崎を出た汽船は︑海上を

長シ

やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

﹇長﹈︵形 ︶ 1 2

﹇ 流 ﹈ ﹇ ▽ ゆみながし

に達する︒
ながし

なるぞ︒

七佃9図

︿略﹀︑夜ノ長クナルニツレ

ろくじゆ
の長き福禄壽︑

︿略V︑

ろう

玉をふくめ

九821篭写店に飾れる石燈籠︑ 頭

いたはり養はん︒

て︑他日我が手に受領せば︑ 長く

九434図圃囹 軍のおきてにしたがひ

トイフ︒

一年忌長キニワタルコト珍シカラズ

ダラトキテ木材ヲ費ルニ至ルマデ︑

八211図其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ

ヨリモ長シ︒

ガ國ノ最南端ヨリ最北端二至ル長サ

皆ちいさんののみの

支那幾千年の人物中︑大

るこま犬も︑
あと︒

十一45図
こロつ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

みさき

四國の西には佐田岬長

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは
なし︒

十一323図

︵五︶8

なかっ

中直り

中なほ

此の時信玄は之を止めて︑
なほりが出域た︒

ところが長盛が︿略﹀︑石田

︿略﹀︑此のま＼切腹を命ぜ

られても︑石田めとは中直りは致さ

七993園

りは致さぬ︒

いふ石田めとは︑此の清正一生中直

ぬ︒

中々

ナカく

なかなか

なかく

中中

二725ソノ上イハヤニコモツテ

ヰマシタカラ︑ナカナカタイヂ

スルコトガデキマセンデシタ︒

れを一矢でいおとすことは︑

四627いくら弓の名人でも︑こ

なかなかむつかしさうです︒

四764西の村一番の金持の

むすめさんが︑此の人の所へ
およめに來ましたが︑其の時

二人のものはなかなか

はなかなかにぎやかなことでし

た︒

そばへよることも趨勢ません︒

四924

﹁おとうさん︑︿略﹀︑まだ

一里半もあるのですか︒﹂﹁さう︒こ

五637園

村の人々は中中大きな仕事だ

れで中々近くはない︒

五697

︿略﹀︑うちには大した事も

とは思ったが︑︿略﹀︒

ありませんでしたが︑中々のさわぎ

五843団

でした︒

六138其ノ時事ビンハ﹁︿略﹀︒﹂ト

けれども船はなかく沈む

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

九42囲

暑さも年中此のくらみのも

も︑中々出ないものでございます︒

七686園家の中で見えなくした物で

ものではありません︒

七989園く略V︑人のかげごとばかり七571園

んは直るまいと申しました︒

と中直りをしなければ太閤の恥きげ

七985

たいかふ

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑めでたく中

七492

シマシタ︒

三755 イツマデタツテモシヨウ
ブガツカナイノデ︑中ナホりヲ

なかなか ﹇中中﹈︵副︶27 ナカナカ

十二779潮に流されないやうに︑身

長過

網にも垣網にも土俵や石などが重り

︽一週ル︾

﹇長過﹈︵上一︶1

に附けてある︒

ぎる

ながす・ぎる

﹁アシタノアサーバンノキ

シヤデタツテイキマス︒﹂﹁それでは

七川2園

ぶぜん

なかつ
﹇中津﹈︹地名︺1．中津

長過ぎる︒

なかつ

豊前の中津から南へ三里︑
激流岩をかむ山國川を右に見て︑川

十二梱1

﹇仲直﹈︹題名︺2

沿の道をたどって行くと︑︿略﹀︒

中なほり

酷なほり
二

二
七456

七目2

り

流ス なかなおり

英雄

七百年︑

ながす

ゆめに似て︑

歴史は長し

く突出で︑九州にせまりて肩書海峡
をなす︒

﹇流﹈

こけむしぬ︒

興亡すべて

十二276図圖
墓は

︽ーサ︒ーシ・ース︾

二郎﹁三郎さん︑又今日

生残つた船員は涙を流して喜

窯の周園には︑八九人の職

中なほり

︿略﹀︑又我が忠勇の士が血なかなおり ﹇仲直﹈︵名︶5 中ナポリ

テヰマシタ︒

九654

ず︒

産を失ひて︑路頭に迷ふ圏発を知ら

十一伽9図死傷頗る多く︑家を流し

工が汗を流して働いてみる︒

十一伽1

んだ︒

十2710

く流すと︑︿略﹀︒

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

と
下士官が︑甲板の吐水口から

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ

七513夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ

て蹄りました︒

を流して取った二百三高地にも上つ

七401囲

も舟をながしてあそびませう︒﹂

三608園

流す

なが︒す

八195図 揚子江ハ︿略﹀︑︿略﹀︑我

ヤウ ス カウ

テ︑氣候ハ次第二寒シ︒

七佃2図

レテ︑氣候ハ次第野営シ︒

候ハ次第二暖ク︑夜ノ長クナルニツ

七佃1図 書ノ長クナルニツレテ︑氣

夜ヤウヤク長シ︒

七二1図︿略﹀︑秋ノ彼岸ヲ過グレバ︑

バ︑夜ヤウヤク長シ︒

書ヤウヤク長ク︑秋ノ彼岸ヲ過グレ

く略V︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑

の一人は君にして︑ 中の一人は僕

七57図圏 君︑此の長き行列の 中

こながし

︽ーキ・ーク︒ーシ ︾ ﹇ V ほ そ な が し ・ よ

なが・し

ながし一なかなか

ながなが一なかま

llO

違ひ︑なかく住みよいところのや
はなかく一通りでない︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心
半ば

﹇中郷﹈︹地名︺1

十一25砂中ノ郷

なかのこう
﹇半﹈︵名︶4

中ノ郷

毎年春の初か冬の半ばにす

業平の半ば︑宣長はかねて

買ひつけの古本屋に行くと︑︿略﹀︒

十﹁7010

る枝打は︑面白いものだ︒

十﹁387

︿略﹀︑自ら働まして進んで なかば

︿略﹀︑父は︿略﹀︑なか

長々

中湖

主に蹄着しぬ︒

がらん

さるさは

﹇半頃﹈︵名︶1

半ば頃

此迄造螢の半ば頃より︑

じ

﹇中程﹈︵名︶3

中ほど

つる者数多かりしかば︑︿略﹀︒

程

なかほど

ふ

﹁にいさん︑富士山はまつ

今度の競走も五分々々に進ん

ナカマ

なか

たんぼの中程を流れてみる小
﹇仲間﹈︵名︶16

仲間

﹁コノゴロナカマノモノ
ニトラレテコマルガ︑

ナニカヨイクフウハアルマイ

ガ︑ネコ

二271園

ま

なかま

川は︑いつもより水が多い︒

井川3

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

で行ったが︑中程まで行った時︑信

八96

は降ってみるかも知れない︒

白でせうね︒﹂﹁さうさ︑中ほどまで

六51囹

中

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十69図園

なかばごろ

に影をうつして南都第一の美観たり︒

れど︑尚三重五重の塔︑猿澤の池水

十二9910図

興福寺は伽藍半ば腰れた

に別れを告げ︑同年九月の半ば︑白

聴き給へ︒なかくうま 十二877図 此慮にて感冒はコー二等
私の勤め居り主家は呉

﹇長長﹈︵副︶1

てるるのが少くない︒

畠でうねが五町も十町も長々と績い

十一635畠にしても︑︿略V︑一枚の

ながなが

服店にて︑なかく忙しく御座候︒

十二伽8圓團

いではないか︒

十二376園

く許してくれなかった︒

十一968

い︒

行った︒しかし月島はなかなか來な

十一862

のださうで︑かねて思ってみたとは
うです︒

．九63國 まだ十分にじゅくしてみな
い實は︑中にきれいな水があります︒
これがなかくうまいもので︑︿略﹀︒

九710国 海の中もなかくきれいで
す︒

手に日本語を話します︒

九91團 ︿略﹀︑子供等はなかく上

ト同ジヤウデ︑ナカく見分ケガツ

九202 此ノ轟ハ︿略﹀︑全ク蘭ノ花
カナイサウデアル︒

十154園 朝鮮の青年も︑近頃はなか
く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀︒

せまい中庭から︑屋根の上に

こりだらけでした︒

永の

頭を出してみるひよう松は︑葉がほ

五341

なかにわ ﹇中庭﹈︵名︶1 中庭
十397園あ＼︑今朝はなかく寒い︒

十578 傳書鳩を利用する場合はなか

く多い︒

﹇長﹈︵連体︶1

十二699園娘の答に失望した王は︑

ながの

十703図 ︿略﹀常世も︑ 一夜の物語

にうちとけては︑名残なかく煮皿き
ず︒

かん

︹地名︺3

永の勘當だ︒﹂と言渡した︒
なかのうみ

中湖

なかのうみ

︿略﹀︑殊に雨半島にはさま
壁の高さが二百メートル以上もある︒

れてるる中湖の東岸の如きは︑絶

なかのうみ

十二506

﹇中湖﹈

十876 我が國はく略V︑國内で出來 ︿略V︑﹁お前にはもう何もやらぬぞ︒
た物を外國へ輸出することもなかな
か多い︒

十928園 ﹁誠にやさしいやうだが︑

︿略﹀︑鯨は刻一刻船に近よつ

それで中々言ひにくい場合があるの
だ︒﹂

十価1

メートル︑此の湖中での一番深い庭

中湖は深さが三百七十八
である︒

十一一509

いので︑︿略﹀︑氣長くあしらってゐ

て來る︒しかしまだなかなか勢が強
るうちに︑︿略V ︒

十一522 其の面革をとったり︑虎や 十二51図中湖

カ︒﹂

二275 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

五郎さんもなかまに

ミガナカマノモノニイヒマシ

タ︒

おはいりなさい︒

三613園

ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀︑

三762ソノ平心ウモリガケダモ

ナカマへ入レテクレマセン︒

四127園 ﹁オマヘノナカマトワ
タシノナカマト︑ドツチが多

イカ︑クラベテミヨウ︒﹂

四127園 ﹁オマヘノナカマトワ
タシノナカマト︑ドツチが多

ワニザメハ︿略﹀︑スグニ

イカ︑クラベテミヨウ︒﹂

四134

ナルホド︑オマヘノナカ

ナカマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒

マハズヰブン多イ︒

四137園

︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

ナカマノモノが大テイ行ツテ

四714

居マス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六96園金田ハイロくアリマスガ︑

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

ハハイレマセンガ︑人ノ二二立ツコ

六124園今デハ三盛オアシノ仲間ニ

﹁どうも分らないのは︑あ

トハ銅以上デス︒

の弱い人間がわれわれの仲間を生け

六277園

蟻は虎の指のまたからくゴつ

どりにすることだ︒﹂

六302

lll

なかまげんか一なかゆび

て︑仲間の者にあひつをしました︒

金をあづかって︑此の財布に入れて

七712園 く略V︑仲間の者が國へ送る
來たのでございます︒

ふることがなく︑︿略＞〇

本の南の方で︑冬でもめったに雪の
めてゐました︒

れふしがぼんやりと海をなが

五63ある日︑僕がうんどう場へ出

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

八868

いって︑娘の手をはなして︑頭の先
から足の爪先までながめたが︑︿略V︒

どうかと空をながめる︒

九6110

と︑團扇を使ひながら言った︒

十一878 父は空をながめて︑﹁︿略V︒﹂

十二333団眺望垂で眺めると︑︿略V︑

さしもの大きなパリー市も殆ど一目

に見えます︒

あきてみた私には︑如何にも心地よ

十一一3610国久しく底面平凡な景色に

﹁それでは此の月の光を題

く眺められます︒

に一曲︒﹂といって︑彼はしばらく

十二438

すみきった空を眺めてみたが︑︿略﹀︒

たいかふ

と中直りをしなければ太閤の御きげ

んは直るまいと申しました︒

ながやす ﹇▽ひらのながやす

頂上に立って四方をながめ ながや ﹇▽うらながや

指

︿略﹀︑後足を長く延ばし︑眞 なかゆび ﹇中指﹈︵名︶4 中ゆび 中

た景色は︑全く雄大です︒

九982囹

︿略﹀︒

︿略﹀︒

﹁これでは明日の山廻りは

めてみた老砲手は︑急に氣をもんで︑

十一557

これまでにこくしてなが

か＼つて向ふの方をながめると︑

だめだ︒﹂と思ひながら︑机により

十一356

たら︑さぞ面白い事であらうが︒

︿略﹀︑中ゆびとこゆび

のあひだにあるのがくすりゆ

三157園

ゆび︑︿略﹀︒

のあひだにあるのが人さし

三156園く略V︑中ゆびとおやゆび

さしゅび︑︿略﹀︒

ゆびのあひだにあるのが人

のが中ゆびで︑中ゆびとおや

十606園世に榮えてみる人がながめ 三155園 それから︑ 一ばんながい

青な空をじっとながめてみる︒

九川6

長盛﹇▽

つづらや長持も出されま

ながもり ﹇長技﹈︹人名︺1

した︒

四418

ながもち ﹇長持﹈︵名︶1 長持

四847今オキクトオヒナ様ノ
あたりの高い所からもながめ

前王スワツテナガメテ居マス︒
五571

ますが︑多くは舟に乗って︑島の間

聞けば級のものが二三人で︑

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

を通って見物します︒

五65
中村君を生いきだといって︑いぢめ

八56 二匹は︿略﹀︑間もなくかは
たのださうです︒

重日のこと︑萬じゅが御殿の

いらしいのを一匹つれて來た︒仲間

︿略﹀︑自分デ一番適

中村

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

中村君は學問もよく出語るし︑ 六593
道雄ハ

﹇中村﹈︹人名︺1

︿略﹀︑木立の深いゴート島に

行って︑もうくと立ちこめる水煙

九312

ますだながもり

﹁此の方は中村さんといふ

の間から近く瀧をながめるのもよく︑

︽ーメ・ーメル︾

ところが長盛がく略V︑石田

人で︑今度遠い所から曾て︑今日か

︽ーヰ︾

眺める

あまりけしきがよいので︑

ふく

七984

みる

ながめる

三837

副長もく略V︑今日の天氣は

︿略﹀︒

ながめ

﹇眺入﹈︵四︶1

眺め入

お話が頂上のながめに移ると︑

﹇眺﹈︵名︶1

ながめい・る

いよくはずんで來て︑︿略﹀︒

九975

ながめ

ら此の級へはいる方です︒﹂

五38園

さん

なかむらさん

ウト決心シタ︒

當ダト信ジテヰル中村君ヲ選墨シヨ

九榴5

うんどうも上手です︒

五71

がふえたので︑又一しきりじゃれ合
︿略﹀︑仲間のうちにて

ひをはじめた︒

十二梱5囲圏

計算は私が一番達者なりとて︑何時
もほめられ申候︒

間げんくわ

なかまげんか ﹇仲間喧嘩﹈︵名︶1 仲

︽一

になってもまだ仲間げんくわのくせ

七塒4園其の方は無分別者で︑大名

ナガム

︿略﹀︑見物人ノ外ハ︑町ノ

﹇ 眺 ﹈ ︵ 下二︶一

がぬけぬ︒
なが・む
メ︾
ガハ

八591図

爾側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如
キ者ナシ︒

︽ーリ︾

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

十二冊9図版の眺め入りしは給にあ

る

五目3 二 中村君

れたる竹なりしなり︒

村君

なかむらくん ﹇中村君﹈︹課名︺2 中

五27 二 中村君
村君

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

十二柵8図

何心なく手に取りて眺め

なかむらくん ﹇中村君﹈︹人名︺7 中 ながめ・いる ﹇眺居﹈︵上一︶1 眺め
又中村南には︑﹁︿略﹀︒﹂とお

つしゃいました︒

五43

ると太ってゐます︒

五48 中村君は色が黒くて︑まるま なが・める ﹇眺﹈︵下一︶16 ナガメル
五53 中村君がこれまで居た所は日

ながら一ながら
112

．びです︒
ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と口々に言ひます︒

それは日本は海國でありな

かの男は﹁それではこまる︑

︿略﹀︑じゃれ合ふのを止めて︑

尾をふりながら︑ちよこくやって

八44

ついて來ましたが︑︿略﹀︒

ぜひ︒﹂といひながら︑人夫の後に

七738

ふことで︑︿略﹀︒

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

七602園

テヰマシタ︒

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ

七513夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ

笑ひながらしきりに取ってみる︒

十二84図太さ中指ほどなる細長き 七145 妹やお松は何があったのか︑
棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚
板となり︒

ながら ︵接助︶76 ナガラ ながら←

カラスガニ三バナキナガ

さながら・われながら

三35
オヤドリハナンニモタベ

ラトンデイキマス︒

三96
ナイデ︑コココトイヒナガラ︑

おちいさんはわらひなが

ソノヘンヲ見マハリマス︒

三167
ら︑﹁︿略V︒﹂とをしへてやりまし
た︒

り︒

器にはしたがひながら︑

少年は︿略﹀︑老人の顔をじ
︿略﹀︑頭から雨のやうなしぶ
廻るのは︑實に壮快です︒

きを浴びながら︑瀧つぼを見物して

九317

つと見つめながら聞いてみる︒

九2110

の顔を見ながら︑﹁︿略V︒﹂と言った︒

八914

信吉は︿略﹀︑今度はおとよ

いはほをもとほすは水の力なりけ

八817図魍

見ましたが︑︿略V︒

いひ出したかと思ひながら︑やって

三631舟は風にゆられながら︑ 來た︒
八767 人々は何の爲にこんなことを
土ばしの方へながれて行きま
す︒

三 8 2 7 む かし一人のれふしが
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑みほの

松原を通りました︒

三903 ︿略﹀︑天人はまひながら

松原の上をだんだん高く二つ
て︑︿略V︒

︿略﹀︑下男の太七がわら

母は泣きながら二人の

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

四61
うです︒

四903

子どもに︑只略﹀︒﹂といひました︒

たひながら︑大きなのこぎりで板を

︿略﹀︑此の吉島た時の事を考

へながら︑出後れのわらびを一本折

九351

ら足を早める︒

六166 木びきの力藏さんがうたをう 九328 ﹁もう一息だ︒﹂さう思ひなが
ひいてゐました︒

六357 源氏の者どもは義纏をかばひ

つて︑又歩き出す︒

︿略V︑母もすげ笠をそちらへ

向けて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑正

九583

︿略﹀︑七八人の男や女が

一を見てにっこりした︒

九591
からざを

︿略﹀︑掛聲を合はせながら︑ばたん
ばたんと早言で変を打ってるる︒

男も女もひたひの汗を︑ほこ

或日我が軍艦高千穂の一水兵

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて

九M5

みた︒

く略V︑今日の別れを惜しん

歌ひながら︑夕日を浴びて三途につ

十1510 ︿略﹀︑一同は元氣よく團歌を

いた︒

十197圏

で︑泣きながら豆やにんじんをやつ

たり︑くびや背をなでたりしてみる

九603

のもあります︒

十2610 ︿略﹀︑忽ち大波にゆり上げ︑

りだらけの腕でふきながら︑にぎや
︿略﹀︑号令員は號笛を吹きな

かに打斎ける︒

ゆり下げられながら︑沖へくとつ

九626

がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり

父は腰から鎌をぬきながら︑

き進む︒

十681園

喜三右衛門は︿略﹀︑やがて

胸ををどらせながら窯のまは

あ＼︑あのかはい＼鳩が︑

御覧の通りの見苦しさ︑お

﹁失禮ながらお名前を聞か

それ程おっしゃるなら︑恥

せて頂きたい︒﹂

十675囹

は出頬ません︒

氣の毒ながら︑とてもお泊め申す事

十615園

がら︑しかと方向を見定め︑︿略V︒

︿略V︑勇ましく高空に輪を董がきな

十5810

りをぐるく廻った︒

十487

の方へとって返した︒

﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきながら︑又窯場

十452

た︒

がら︑生木の枝で雑木を束ねて見せ

十418 兄は私に﹁︿略﹀︒﹂といひな

﹁︿略﹀︒﹂といって︑︿略V︒

十396

床の間をぬって行く︒

︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九655

朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

並べて進んで行く︒

九673

風にひらめきながら︑しっくと上
顔を洗って來て︑ビスケット

って行く檬は︑︿略﹀︒

九701

を食べながら︑私がゆめの中に通過
中尉はひらりと北風にまたが

した騨々のお話をうかゴつた︒

九価！

つて︑︿略V︑くびすぢを輕くた＼き
ながら︑﹁︿略V︒﹂と︑まるで人間に

馬は︿略﹀︑前がきをしたり︑

言ふやうに言った︒

九鵬3

頭をふり上げたりしながら︑乗手の
あひつが下るのを待ちかまへてみた︒

九佃9國圏若し御承知に候はば︑御
百敷ながら至急御報知下されたく︑
底ひ上げ候︒

113
ながらく一ながれ

かしながら申し上げませう︒
と︑團扇を使ひながら言った︒

ジョージは後を見送って︑

帽子を振りながら叫んだ︒

十9110 ︿略﹀︑父はにこく笑ひなが 十一梱3
ら︑﹁おとうさんは︑もっと言ひに

十二753

コーデリヤは父の手を取つ

て泣きながら︑﹁其のコーデリヤで

︿略﹀漁夫が︑えんやく

ございます︒﹂

十二789

と掛聲を掛けながら身網を一方から

かくて世界の各地をめぐつ

て︑歓喜の眼を輝かしながら︑博物

たぐって行く︒

十一一127

十欄8寒い北風に吹かれながら︑冬
學や地質學の實地研究につとめ︑

くい言葉を知って み る ︒ ﹂

枯の小道を通って重て︑一足温室の

︿略﹀︑一度手紙を以て

安芳は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と

いてるる︒

いひながら︑西郷と顔を見合はせて

十二梱8

長らく

中る

高橋さんは︑あちらで長らく

﹇長﹈︵副︶1

にっこり笑った︒

ながらく

教育に從事してみる人である︒

十123

﹇流﹈︵下二︶6 流ル

ヨド
市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ

谷間よりはひ出で︑

しめやかに︑ひそ

窓ぎはにはひ寄り︑

夜の霧流る︒

木

ガ

果もなくすみ渡りたる大空︑

大勢の人々が熟したる

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

十一欄10足首

はなやかに覧る㌧日の光︑︿略﹀︒

十旧5図

かに

ラス戸ぬらし︑

十307図圃

に 朝霧流る︒

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ

十301図圃

テ︑洋々ト流ルレドモ︑︿略﹀︒

八213図揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ

フ︒

七289図

︽ール・ールル・ールレ・ーレ︾

なが・る

船が︿略﹀︑大れふ旗を風

土人等林藏を珍しがりて

︿略﹀︑浮文をとなへながら

アメリカにおいては此の無

十二柵6國団

聞くことが出生ることや︑︿略V︒

の舟囲・演説・講話などを居ながら

線電話の慮用が極めて甘く︑遠い慮

十二佃5

一心にのみを振るふことさへあった︒

十二鵬9

彼を害しようとした︒

この身でありながら︑︿略﹀︑幾度か

十二977殊にデーバダッタは︑いと

或は手足をもてあそびなどす︒

みながら︑或は抱き或は懐を探り︑

之を他の家に連行き︑大勢にて取園

十二864図

の方へ漕蹄って來る︒

になびかせながら︑えつさくと陸

十一一7910

︿略﹀︒

ベートーベンも︿略﹀︑口

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑

時計師は﹁︿略﹀︒﹂といひ

︿略﹀王は︑地圖を指さし
ながら領地の三分の一を與へた︒

十二674

いたねちの無いのに氣が附いた︒

ながら仕事塁の上を見て︑出して置

十二566

けて直にひき始めたQ

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛

十一一413

かせていたゴきませう︒﹂

ごもりながら︑﹁︿略﹀︒まあ一曲ひ

十二3910

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

十二353国︿略﹀︑私は今更ながらド

きベルダンの職跡に立ってるます︒

十二341団 私は︿略﹀︑うすら寒い
ばと
秋風を浴びながら︑山鳩の聲さびし

中にはいると︑︿略﹀︒

十伽6園 着物は粗末ながら︑さっぱ
は
りしたものを着て︑歯もよくみがい
てるました︒

︿略﹀︑私はひとりで歩きな

がら自分の始末のわるいことを考へ

十一181

て︑つくぐ恥つかしくなりました・
十一307図 ねぢ伏せられながら正國︑
清正がようひのすそをしっかとつか
む︒

十一355﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑机
によりか＼つて向ふの方をながめる
﹁ ︿ 略﹀︒﹂と思ひ出しながら︑

と︑︿略﹀︒

十一361

︿略﹀︑明日の用意に出しておいた植
林地の書付を開いて見る︒

十一642 これがく略﹀︑ものすごい

りたる石・砂などは沈み︑實のみ浮

を集めてみぞに投入れ候へば︑まじ

王は満面に笑みをた﹂へな

二様発御伺ひ申上げたしとは存じな
十二683

今日に相成り申候︒

がら︑︿略V︑一日々々と延引致し︑

うなり聲を立てながらのそりくと

がら︑今や遅しと其の答を待受けて

ハジメハ綜スヂホドノ流デス

︿略﹀︑ミゾニオチル頃ニハ︑

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ

五514

︿略﹀︒

ガ︑ソレガダンくアツマツテ︑

五513

︿略V︑門を守ってみた兵士 ながれ ﹇流﹈︵名︶3 流

びて流れ候を︑︿略﹀︒
みる︒

歩き廻ると︑︿略﹀︒

十一654 ︿略﹀︑人々は自由な大氣を

十一一旧3

十二728

芳の顔を見つめながら︑だまって聴

十二協10

へぎつた︒

一せいに銃劔を取直して行くてをさ
く略V︑

等が﹁︿略﹀︒﹂とひしめきながら︑

コーデリヤは

ランスに行ったコーデリヤは︑やが

十一一742

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑よ＼と泣
きくつれた︒

相手は大きな眼でじっと安

ていたましい報知を得た︒

父の身の上を案じながらフ

呼吸しながら︑土の香に親しんで樂
しげに働いてみる ︒

十一765 ︿略﹀宣長は︑未來の希望
に胸ををどらせながら︑ひっそりし

父は空をながめて︑﹁︿略﹀︒﹂

た瞑すぢを我が家へ向つた︒
十一882

ながれおちる一なぎさ

l14

マス︒

八207図 イカダノ大ナルモノハ長サ
レ遠乗リテ︑流ニシタガヒテ下ル︒

六七十間︑︿略 ﹀ ︑ 一 家 コ ト ゴ ト ク コ

レオチル

︽ーチ ル ︾

ながれお・ちる ﹇流落﹈︵上一︶1 流

方ヘト流レテ行キマス︒

レオチルヤウニ︑水ハ低イ方へ低イ

︽ーム︾

︽ース︾

三494ヤクバノヨコデ︑川ガ
六466

ます︒

キレイナ水ガサうく流レテ︑

川ソコニ小石ノ多イ所がアルト︑

ニツオチアツテ︑マガリクネツテ︑

南ノ方ヘナガレテイキマス︒

︿略﹀︑水脚低イ方へ低イ方へ

も

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流
︿略﹀︑海のやうな湖から流れ

れてしまひました︒

九295

る大きな河が︑一大絶壁をみなぎり
落ちるのですから︑︿略﹀︒

いつ

雀いて流れて流れて巻

︿略﹀我が国民は︑︿略﹀︑

空にとびたつ︑潮けむり︒

渦を巻き︑

いて︑

だ

十二悩9

しなき︒もらいなき

なぎ

なぎ

なぎ

二

二

六208

九117図

ふしぎや︑今まで荒れに荒

なぎ ﹇凪﹈︵名︶1 凪

れみたる大海︑おのつから静まりて︑
なぎ

おだやかなる凪となり︑︿略﹀︒

なぎ ﹇薙﹈与くさなぎのつるぎ

しむ ︽ーン︾

繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑

十二986

いよく臨終が近づいた時︑

たんぼの中程を流れてみる小 なきかなし・む ﹇泣悲﹈ ︵五︶1 泣悲
川は︑いつもより水が多い︒

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ 九星3

︿略﹀王は︑町はつれを流れ

﹁︿略V︒﹂と諭して静かに眼を閉ぢた︒

先づ地峡の山地を流れてみるなきくず・れる ﹇泣崩﹈︵下一︶1 泣

きくつれる

たぎる引潮あら

﹇鳴声﹈︵名︶1 鳴キゴエ

ニイヒマスQ

なぎさの松に吹く風を︑

べば︑︿略﹀︑打寄する波の音さへ何

十二93平なぎさに立ちて昔をしの

いみじき樂と我は聞く︒

十一812図駅

なぎさ ﹇汀﹈︵名︶2 なぎさ

ニヨツテイロイロ

四377フクロフノ鳴キゴエハ所

なきこえ

きくつれた︒

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑よ﹂と泣

︽ーレ︾

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

此の傷から出て來るゴム液

十二742コーデリヤは︿略﹀︑

ある︒

十二424

巻いて流れて流れて巻

︿略﹀︑

顔を照らした︒

渦を巻き︑

十二812圏

︿略﹀︑

空にとびたつ︑潮けむり︒

十二812圏

いて︑

たぎる引潮あら

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の

︿略﹀︑清い月の光が流れる

は︑流れて下のコップにたまるので

十︻528

た︒

十3110

した︒

六目8

︿略﹀︑川は昔のま﹂に清く美なぎ ﹇凪﹈︹題名︺2 なぎ

しく流れてゐます︒

六708

川を賀茂川といひます︒

か

遊惰安逸に流れるかたむきがある︒
三632舟は風にゆられながら︑ ︿略﹀︒
六693 京都を北から南へ流れてみる なき ﹇▽うれしなき︒おとこなき・くや
土ばしの方へながれて行きま
す︒

うちの前には小川が流れ︑

ひの川が血になって流れまし 七213 ︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

はし
︿略﹀︑川上から箸が流れて來

五512

ト流レテ行キマス︒

五508

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

五298囲

た︒

五118

ました︒

五507 カラカサニ降．ル雨が四方へ流 五81

む

ながれこ・む ﹇流込﹈︵五︶1 流れ込

因してみる︒

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二519 これは主として周園が山で︑

す

ながれだ︒す ﹇流出﹈︵五︶1 流れ出

︿略﹀︑高イ所二行キアタルト︑

カウシテ流レル水ハ︑ミゾカ

カウシテ流レル水肥︑︿略﹀︑

流レくテ海へ行キマス︒
五523

雨水ハタ寸カウシテ流レルバ

流レ︿テ海へ行キマス︒
五524

カリデハアリマセン︒

五881団︿略﹀︑町は大てい水につか
しほ

弓は潮に引かれて流れて行き

つて︑人家も七八軒流れました︒

六352

てるるきれいな川にはいって水浴を

雨水ノ流レル道ハ地圖ニカイ 十84

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒
チ ヅ

五522

其所ヲヨケテ流レマス︒

五521

山川ヲ見ルヤウデス︒

五872国 ︿略﹀︑うちでも下の雨戸が 五516

たふれて︑中からうすやたらひがぽ
かぼか流れ出すほどで︑どうするこ
とも出來ませんでした︒

ながれ・でる ﹇流出﹈︵下一︶2 流れ

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

︽ーデル︾

ナガレル
︽ーレ・

カウシテ流レル水ハ︑︿略﹀︑

出る

流れる

五523

くテ海へ行キマス︒

の波がた曳よふ︒

十櫛2 あたりには流れ出る血に︑紅
おいらせ

十二515 湖の水は東岸から奥入瀬川

流レル

﹇流﹈︵下一︶29

となって流れ出 る の で あ る が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ながれる

なが・れる

ーレル︾

一453 オバアサンガセンタクヲ
シテヰマスト︑オホキナモモガ
ナガレテキマシタ︒

115
なきさけぶ一なく

﹇泣叫﹈︵五︶1

事をか語るに似たり︒
なきさけ・ぶ
︽ーブ︾

泣叫ぶ

七999 ところが或夜大地震が起って︑

なき出す

人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

︽ーシ・ース︾

﹇泣出﹈︵五︶2

聲は天地にひgきました︒
泣出す

なきだ・す

なった︒﹂

にないてくれるものがなく

きついて泣いた︒

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

労いくさのあった時には︑

︿略﹀武士の刀や︑なぎなたの光も︑

六702

子どもに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五64ある日︑僕がうんどう場へ出
日本の男は泣くものではな

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

い︒

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

五67園
五85

んが︑一人の娘を中において泣いて

二人がたがひに取りついて︑

なき

八柵9 ︿略﹀︑朝晩よく泣いたので︑

暑いといっては泣き︑︿略﹀︒

八㎜9 ︿略V︑寒いといっては泣き︑

ふことである︒

無人ではない︑傷人だといったとい

たので︑近所の人は大濠のことを︑
なきと

暑いといっては泣き︑朝晩よく泣い

八柵9 ︿略﹀︑寒いといっては泣き︑

四903

母は泣きながら二人の

いくたびとなく此の川の水にうつつ
なぎなた

けれども刀・槍・薙刀など︑

やり

たことでございませう︒

八価5
武士の魂と呼ばれる物は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑御らん下さい︑これ

に具足一領︑長刀一ふり︑又あれに

十688囹

唯今にも鎌倉の御大事とい

は馬を一匹つないでもってをります︒

十691園

近所の人は大倉のことを︑︿略﹀︑泣

忌日我が軍艦高千穗の一水兵

人だといったといふことである︒

と

﹁なぜ泣くか︒﹂

ゐました︒

五87園

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

ました︒

六638

馬長をはじめ︑見送の人々は

うれし泣きに泣いた時には︑︿略﹀︒

七431

一同は驚いて︑泣くやらなげ
おとよは信吉の顔を見ると︑

二682

︿略﹀︒

︿略﹀︑今日の別れを惜しん

王は男泣きに泣いた︒

︽ーイ︒ーカ・ーキ・ーク・

ケサウグヒスガウメノ

セテ︑ソコヲボツテミマシタガ︑

二436サウシテムリニ犬ヲナカ

ーケ︾

鳴ク 鳴く

蕃人どもは聲を上げて泣きま な・く ﹇鳴﹈︵四・五︶23 ナク なく

ございます︒﹂

て泣きながら︑﹁其のコーデリヤで

十一一753 コーデリヤは父の手を取つ

十二721

惜しむのも︑もっともな事です︒

十2110圏 ︿略﹀︑飼主が泣いて別れを

のもあります︒

たり︑くびや背をなでたりしてみる

で︑泣きながら豆やにんじんをやつ

十197團

みた︒

が︑女手の手紙を歪みながら泣いて

に身を固め︑さびたりとも長刀を持

なく

か︒﹂と︑親子は手を取合って泣き

﹁何︑萬じゅ︒木曽の萬じゅ 九M5
泣虫

六626

﹇泣虫﹈︵名︶1

ち︑︿略﹀︒

︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

わけがない︑︿略V︒
な・︿ ﹇泣﹈︵四・五︶29

くやし泣きに泣くと︑そばに

けて共に樂しまん︒

八864

くやら︑大さわぎでございます︒

八423

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八379園泣くのもかまはず力まかせ

した︒

八259

なぐさめると︑︿略﹀︒

居た松平正綱が﹁︿略﹀︒﹂といって

まさつな

八151

助

共同助力は人の道︑

みんな泣いたといふことである︒

コガニガナイテヰマシタ︒ 七968図圃

︽ーイ・ーキ・ーク︾

﹁ナゼナクノカ︒﹂

苦しむ者を︑泣く者を︑

一153

泣く

四168囹

﹁ナゼナクノカ︒﹂

︿略V︑

ハチガキテ︑ナクワケヲ
それでもまだあかちゃん
がなくときには︑︿略﹀︑だっこ

三135

タヅネマシタ︒

︻156

ナク

泣虫では︑第一藩主に訂しても申し

八川5

なきむし

三125 あかちゃんがなき出すと︑
すぐそばへよって︑︿略﹀︑子も
︿略﹀︑ 子 ど も が い た が っ て ︑

りうたをうたひます︒
八373

なきつら

わっと泣出しますと︑實母の方は驚
﹇泣面﹈︵名︶1

いて手を放しました︒
なきつら

四502園 ﹁なきつらにはち︒﹂
なきと
﹇泣人﹈︹人名︺1 無人

なきと
八川2 ︿略﹀︑近所の人は大喪のこと
なきと
を︑無人ではない︑隼人だといった
といふことである ︒

なきと
幼名を無人 と い っ た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

なきと
なきと ﹇無人﹈︹人名︺2 無人 無人
八柵8

︿略﹀︑朝 晩 よ く 泣 い た の で ︑

近所の人は大耳のことを︑無人では

盛冬1

をしておかあさんのところへ

なきと

ない︑泣人だといったといふことで

白ウサギハイタクテタマ
リマセンカラ︑ハマベニ立ツテ︑

四166

つれていきます︒
ナギナタ

ある︒
なぎなた

﹇長刀﹈︵名︶5

なぎなた 長刀 薙刀呂おおなぎな

なぎなた

ニー23 マタキリツケルト︑トビノ

四794園﹁此の人も一本杉の外

四188園

た・さびなぎなた

イテ︑ベンケイノナギナタヲウ

ナイテ居マシタ︒

チオトシマシタ︒

なく一なぐりつける
116

シタ︒

木デ︑ホウボケキヨウトナキマ
カラスガニ三バナ・キナガ

ラトンデイキマス︒

三35
三了6 ︿略﹀︑ヒヨコが小サナア

タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ
テヰマシタ〇

しらず に居ました︒
で鳴く︒

鳥が鳴く︑ 鳥が鳴く︑
四892圏
どこ

で鳴く︒

鳥が鳴く︑ 鳥が鳴く︑
四892圃
どこ

で鳴く︒

鳥が鳴く︑ 鳥が鳴く︑
四893圃
どこ

野 でも鳴く︒

山で鳴く︑ 里で鳴く︑
三8ーヒヨコガナクト︑オヤド 四894圃
リハオハナシデモスルヤウニ︑
野 でも鳴く︒
ココココトイツテヰマシタ︒
四894醐山で鳴く︑里で鳴く︑
野 でも鳴く︒
三317園 ﹁からすのなかない日
四895幽山で鳴く︑里で鳴く︑
はあっても︑五一ちいさんがう
たはない日はない︒﹂

める

﹇慰﹈︵下一︶3

︽ーメ︒ーメル︾

なぐさ・める

なぐさ

これから後宮じゅは︑うばと

心を合はせて︑折々らう屋をたつね

六632

くやし泣きに泣くと︑そばに

ては︑母をなぐさめて居りました︒
まさつな

八155

居た松平正綱が﹁︿略﹀︒﹂といって
なぐさめると︑︿略﹀︒

四十飴年はいつの間にか過ぎ

て︑もう供へる首がなくなりました︒

八238

︿略V︑顔の色も青くなって來

島島は其の後幾日かたって︑

て︑からだに全く力がなくなりまし

八梱2

た︒

九283

しかしパナマ運河の開通以來

とうく此の宿でなくなった︒

は︑此の不便が無くなり︑したがつ

十377

て世界の航路に大きな攣動を生じた

唯通りがかりの旅人から珍

十一159 ﹁成績物は︿略﹀︒﹂と思ふ

無くなった︒

十4610 ︿略﹀︑今は手助する人さへも

しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ

十一964

︽一

のである︒

なくす

整頓といふのは膿裁をつ

﹇無﹈︵五︶1

さめてみた︒

なく・す

十一185圏

ス︾

無くなす

若し又裁判が公平に行はれ

ぬとしたら︑せっかくの法律もねう

十﹁229

ので︑大方なくなってしまひました︒

私のは置場所をきめておかなかった
︵五︶−

と︑︿略﹀まとめたくなりましたが︑

﹇無﹈

くることではなくて︑むだをなくす

なぐさめ

此の人も

はってゐます︒

四795園

にないてくれるものがなくな
やしき

に死なれたので︑︿略﹀︒

僕も急に元氣がなくなって︑

あ＼いふねぢはもう無く

一所に船に上らうかと思ったが︑

︿略﹀︒

なって︑あれ一つしか無いのだ︒

十二569園

いくが其の教をまじめに行ふ所に

十二9810園私のなくなった後も︑め

私は永遠に生きてをる︒

なぐりつ・ける ﹇殴付﹈︵下一︶1 な

七454

力︸ぽいに謙信の馬をなぐり

五765家屋敷もなくなった上に︑夫 ぐりつける ︽ーケ︾

つた︒

十﹇859

ちが無くなり︑我々は安心して生活

︿略﹀︑成績物を一枚も無く

なくなる

なさずにそろへていらっしゃるのに

︽ーッ・ーリ︾

﹇無﹈︵五︶13

することが出來ぬであらう︒

無くなる

なくな・る

驚きました︒

十一151

︽ーサ︾

なくな・す

ことだ︒

きざみくて︑明方の

な寒い日にも︑朝早くから︑高い木

たり︒

きて・ほのぐと東の窓はしらみ

鶏鳴けば︑夜のとばりしっかにあ

九22図工

の上をとびまはって鳴いてみる︒

三513ドコカヲカノ下デ︑ニ 六272ひよどりは元氣な鳥だ︒こん
ハトリガナキマス︒

三595ッカマヘヨウトシテ手ヲ
出シマスト︑﹁ジイツ﹂トナイテ︑
トンデ行キマシタ︒

ウルサイホドナイテヰマス︒

三601今八百ノ木七節ミガ

つ㌧かこひぎはに集る︒

三794 時時すずしい風が吹いて 九135図 ︿略﹀︑中なるひよこどもは
小さき口を開きて︑びよくと鳴き
盛ると︑おもひ出したやうに
くつわ虫がなきます︒

﹇慰﹈︵名︶1

のグレース︑ダーリングであった︒

一本杉の外

四378 フクロフが鳴クト︑其ノ 十一122図圏 鳴くやひばりの聲う 三457︿略﹀︑父も母もしんで
しまって︑うちもなくなってゐ
ら＼かに︑ かげろふもえて野は晴
明クル日戸天氣ガヨイカラ︑
れわたる︒
て︑村のやうすもすっかりか
︿略﹀︒

なぐさめ

四382 フクロフが鳴クト︑其ノ なく ﹇無﹈﹇▽いかんなく・どことな
く・なんとなく・ほどなく・まもなく
明クル日ハ天喜ガヨイカラ︑
﹁ノリツケホウセ﹂ト鳴クノダ

うが︑うちのものは朝まで

十248 ︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな
トイフ所モアリマス︒
四686 どんなにか鳴いたのでせ るものは︑氣だてのやさしい一人娘
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つけた︒

くやら︑大さわぎでございます︒

︽ーマ・ーン︾

込んだ︒

十ニー21

これも逃しては大愛と︑い

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん
だ︒

十一一121 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき
に恐しく辛い液を出したので︑思は

︿略﹀大まぐろがどたり

ず吐出すと︑︿略﹀︒

十二797

投捨つ

くと船中へ投込まれる光景は︑實
﹇投捨﹈︵下二︶2

に壮快の極みである︒
なげす・つ

ぜん
あたかも書食の膳に向ひ

﹇勿来関﹈︹地名︺1

こそ

且vおわりなごや

八目15

第二十三

名古屋市

第二十三

名古屋市

名古屋市ハ此ノ城アルニヨ

ツ︒﹂ト歌ハレタリ︒

リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持

八972図

正客ニシテ︑人口四十饒萬アリ︒

八958図名古屋市同歯が國屈指ノ大

屋市

なごやし ﹇名古屋市﹈︹地名︺2 名古

僕はびっくりして︑ぐみも紅 八957

茸も地面へなげつけました︒

六157

子どもらはく略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

とはやし立て︑中には古わらちや小

十二欄6

石を投げつける者さへあった︒

すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

︿略﹀十時過ぎの日かげが︑

ず︒

此所二名高キ名古屋城アリ︒

︿略﹀︑全く元氣を回復した

︿略﹀常世も︑

一夜の物語

昨夜の風雨は名残なくをさま

にうちとけては︑名残なかく壷き

十703図

し︑名残を惜しんで此の島を去った︒

人々は︑親子にあつく再生の恩を謝

十289

なごり ﹇名残﹈︵名︶5 名残

造ラシメタルモノニシテ︑︿略﹀︒

三百年前徳川家康が諸大名二命ジテ

トクガハイヘヤス

八963図

古屋城

なごやじょう ﹇名古屋城﹈︵名︶1 名

學校の行きかへりに道草

︽iゲ・ーゲル︾

す緑︒

いと投げて︑又新しい束を取る︒

九575

︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

す緑︑足もうす緑︑帯も着物も皆う

若葉の色を下に投げるのか︑手もう

九3210

けて︑橋の上に投げさせた︒

んなたいまつを出して︑之に火をつ

六966

どもは︑︿略﹀︒

物をころしたりするやうな子

をくったり︑石をなげたり︑生

四802

げる

な・げる﹇投﹈︵下一︶5なげる投

さうして手當り次第に︑何で

なぐ︒る ﹇殴﹈︵五︶1 なぐる ︽一 なげこ・む ﹇投込﹈ ︵五︶4 投込む
ル︾

十4710

投入る

なげうつ

もひつつかんで行っては窯の中へ投

十一㎜5 騎馬の人たちは︑あけない

﹇投入﹈︵下二︶1

となぐるぞと言っておどしたり︑
︿略﹀︒

︽ーレ︾

なげい・る

十一鵬9國囲 大勢の人々が熟したる
コーヒーの實を手にてこき落し︑之
を集めてみぞに投 入 れ 候 へ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽ーレ︾
こがね づ く り

﹇拗﹈︵五︶1
︽ーテ︾

十一273図

う︒﹂

な

ら

︿略﹀奈良の都も︑︿略﹀︑

なごりお・し ﹇名残惜﹈︵形︶1

残とす︒

名残

て古の一條・二條・三條の大路の名

東西に走る三筋の路は︑北より敷へ

良市街の西︑遠く連なる田園の間に

十二撹9図︿略﹀︑眼下に横たはる奈

の名残を留むるのみ︒

今は唯畿内の一都市として僅かに古

きない

十二996図

つたが︑海面にはまだ波のうねりが

十麗5

來の關

こそ

九708園

なごや

なものであった︒

所は濱街道の勿來の關と共に︑有名

な

とよんだのは其所のことで︑此の關

のういん
昔能因といふ人が︑﹃︿略﹀︒﹄

なこそのせき

床の上に投げて置きました︒

正國も︿略﹀︑しばらく 十協1園私はわざと一さつの書物を
防ぎ戦ひしが︑俄に槍を投捨てて大

十一2910図

居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て

投落す

て︑︿略﹀︒

﹇投落﹈︵五︶1

といふ立師が︑一命をなげうっても

︽ーシ︾

なげおと︒す

ニナゲツケマシ

な

高い︒
手をひろげ︑﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

ナゲ

投げつける

﹇投付﹈︵下一︶4

なげつける
︽ーケ・ーケル︾

ツケル

なげつ・ける

六916 ︿略﹀︑城のやぐらから大きな

なげき

石を投落して︑賊のさわぐ所をさん
ざんに射た︒

﹇嘆﹈︵名︶1

ヲイノヲカニ

ミガナリマシタ︒︿略﹀︒ア

此の決心をひるがへすことは出來な

タQ

なげ・く ﹇嘆﹈︵五︶1 なげく ︽一
ク︾

八423 一同は驚いて︑泣くやらなげ

四326園 父﹁ごむまりをかべに なごやし ﹇名古屋市﹈︹尊名︺2 名古
なげつけると︑はねかへるでせ
屋市

かった︒

十二931 父のいさめも妻のなげきも︑ 一147

なげき

勿

王を助けようと決心した︒

十94 此の有様を見て︑フィリップ

︽ーッ︾

なげう・つ

て︑海の中に投入れました︒

七206 ︿略﹀︑黄金作の太刀を取つ

れる

なげい・れる ﹇投入﹈︵下一︶1 投入

なぐる一なごりおし

なごりおしい一なし

118

をし

︽ーシキ︾

なさけぶか・い

﹇情深﹈︵形︶2

なさ

︽ーイ︾nvお

六896圏

印度の國はいたってあっう

十一762園︿略﹀︑先づ土皇を作って︑

それから一歩一歩高く登り︑最後の

なさけ深い

けぶかい

目的に達するやうになさい︒

﹁︿略﹀︒愚僧も所用あ

ございますので︑お子どもしゅうは

十一457図園

此の腹の下でお書ねをなさると申し

な・し ﹇無﹈︵形︶49 ナシ なし 無

地藏様でも悪いことをなさ なし ﹇成﹈且Vとりなし

︿略﹀︑おちい様の不昧二様 し ︽ーカリ・ーカレ・ーキ・ーク・ーケ

つたと見える︒

八412園
九255園

なされる ﹇▽おしらべなされる

四767

なさけぶかい

の時からすなほで︑なさけぶか
い人でした︒
︿略﹀︑だんなはなさけ深い

ころなし・こよなし・しかたなしに・

つつがなし・なさけなし・なにごころ

レ・ーシ︾﹇▽ありなし・くまなし・こ
うちのおちいさんはく略﹀︑

はまた︑地質や鑛物の方で新しい嚢
九529園

方ですから︑︿略﹀︑おしかりになる

七716園

ます︒

りて京に上り︑或は一二年滞在せん

﹇ ▽ ご め ん なさい

情

今の村長さんも子ども

もはかり難し︒﹂といへば︑童里師
﹁そはいと名残 を し き 事 な り ︒

なさい

﹇情﹈︵名︶2

なごりおしい ←おなごりおしい
なさけ
︽一

見をなされた︒

なさる

なし・ひっきりなし・ふがいなし︒や

﹇為﹈︵五︶12

ことはあるまいと思ひます︒

よく其の話をなすっては︑大へんほ

なさ・る
イ・ーッ・ーラ・ール・ーレ・ナスッ︾←

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八381園 泣くのもかまはず力まかせ
九284 信淵は父の門人たちの情で︑

すみなし・やむなし

連れていって︑大熊座と小熊座にな

方はにげ場がなくて︑後のくりから

谷へ︑なだれをうって落ちました︒

強き御民と

世界に男なき帝國の

き御民となるべしと︒

七68図圏

面骨は︿略﹀一大貿易港に

なるべしと︒

七75図

日は暖で︑風はなし︑むされ

して︑商船の出入たゆる時なし︒

もし手なくば︑我等は如何

るやうな氣がする︒

七141

八281図

近年人々ノ生活次第ニイソ

に不自由ならん︒

されど比類なき四十ニセン
けい
チメートルの大口脛砲の威力に封し

飲料水二不自由ナキ土地ニ

アリテハ︑︿略﹀︒

九4310図

ては︑︿略﹀︒

九365図

ガメテ︑ユルく歩クガ如キ者ナシ︒

ガハ
ガシクナリテ︑︿略﹀︑町ノ爾側ヲナ

八592図

強

暗さは暗し︑道はなし︑平家

めていらっしゃったものだ︒

けなさる・おとおしなさる・おなりな

さったのださうです︒

様が︑︿略﹀︑すぐに親子の者を天へ

十二545園 自分は何といふ小さい情

さる・おのりなさる・おはいりなさ

白馬登山のお話をなさっていらっし

六251

あんしんしなさる・あんしんなさる・

町の人々は之を見かねて︑
﹃そんな事までなさらなくても︒﹄と

九547園

形ばかりの葬式 を す ま す と ︑ ︿ 略 V ︒

いそぎなさる︒おあがりなさる︒おあ

いって︑資本を出さうとする者もあ

けなさる・おあげなさる・おあつまり

なさる・おありなさる・おいでなさ

つたが︑社長さんは︑︿略﹀︒

情ない

る・おかたづけなさる・おききなさ

﹇情無﹈︵形︶3

十二384 ほんたうに一度でもよいか

る・おきなさる・おしまいなさる・お

︽ーイ︾

なさけな・い

ら︑演奏會へ行って聴いてみた

すてなさる・おすわりなさる・おでか

︿略﹀ジュピターといふ神

い︒﹂と︑情ないやうにいってみる

九926園

のは若い女の聲である︒

ない者であらう︒あのいろいろの道

る・おひらきなさる・おまちなさる・

ちやうど岡田さんはく略﹀︑
おやめなさる・およびなさる・おんい

九938

見てもく略﹀︑自分よりはえらさう

具︑たくさんの時計︑︿略﹀︑どれを

つたのが︑︿略﹀︑今まで延びてみた

やる所でした︒

かいなさる︒こちゅういなさる・こて

のださうです︒

でなさる・おんかよいなさる・ごぜん
んにんなさる・ごらんなさる・しごと

である︒

十二551園 唯自分だけが此のやうに

なさる・しんぱいなさる・せつめいな

三月の末になさるはずであ

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

私が來たので︑すぐしまは
うとなさるのを強ひて止めてお手傳
やまと
何でも山城・大和方面の
さるのださうです︒

御旅行がすんで︑これから参宮をな

十一718園

さる・はじめなさる・べんきょうしな

﹁こいんきよさま︑その

をしましたが︑︿略V︒

か︒﹂

お年でつぎ木をなさるのです

四63園

さる・べんきょうなさる

十一149

十一147

い︒あ＼︑何といふ情ない身の上で
情なし

さる・とうひょうなさる・どりょくな
﹇情無﹈︵形︶1

あらう︒

なさけな・し
︽ーク︾

十二伽10團圏 参りし當座は何事もわ
からず︑士爵をもむのみにて︑我な
がら情なく存じ 候 ひ し が ︑ ︿ 略 V ︒

l19
なしとげる一なじる

九446図 得ガタキ物ニチモ︑有用ナ
ラヌ物ハ債ナシ︒

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒
︿略﹀︑御祖母様には先日

より御玉氣の虜︑御養生のかひもな

器品2下火

く︑去る十九日遂に御死去遊ばされ

九448図 ソレガ︿略﹀︑タヤスク得
ラレザル物ナリトモ︑用ヒヤウナケ

︿略﹀︑事のいまだ成らざる

義を見てせざるは勇なき
こうせん

天︑勾践を空しうするな
はんれい

時︑萢蓋置きにしもあら

支那幾千年中人物中︑

當時支那は敷國に分れて

孔子に及ぶはなし︒

こロつ

︿略﹀︑徳化の尚今日に著しきもの︑

十一46図

ず︒

十麗9図圃

かれ︒

十湿8図圖

なり︒

十捌1図園

りしかば︑力なくて止みたり︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十柵9図

る言なし︒

︿略﹀︑殊に一村鶏を飼はざ

候由︑︿略﹀︒

佐野のわ た り の 雪 の 夕 暮 ︒

十伽2図

レバ︑︿略﹀︒

︿ 略﹀︑用ヒヤウナケレバ︑

誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタガツテ償

九4410図

聞けば︑そなたはく略﹀︑

アルコトナシ︒

九描5豊隆
又八月十日の威海衛攻撃とやらにも︑
かく別の働なかりきとのこと︒
くわいらう

十22図 く略V︑拝殿・廻廊など総
べて白木造にて︑神々しさたとへん
方なし︒

十328 所で︑此の高い湖と低い掘割
を何の仕掛もなしに連結すれば︑
︿略﹀︒

なし︑

こま
十641図圖 駒とめて平打彿ふかげも

十707図 降積みし雪もあと無くきえ 十一52図

互に相箏ひ︑二言止むことなかりし
ひでよし
待ちまうけたる秀吉は︑

て︑山河草木喜にあふる＼春とはな

怠なし︒

︿略﹀︑諸將を配置して防備をさをさ

十一238図

かば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑常世は︿略﹀︑わる

れり︒

十713図

びれたる様もなく︑進みで御前にか
し こ ま れ ば ︑ ︿ 略V︒

此のま㌧新手の兵を迎へ
︿略﹀︑或書師︿略﹀︑何

一つ書がくこともなく︑毎日遊び暮

十一個7図

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

十一267図

落ち︑戦は午前のうちに終りぬ︒

かひなく︑清秀は討死してとりでは

十9810図園 宋亡びぬ︒御身の忠義を 十一2410図 ︿略﹀︑清秀等の奮戦其の
盈くすべき所なし ︒

十995図園 父母の病あつければ︑書
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ
とむるは人情の常にあらずや︒

十死4國酷寒さきびしき折から皆様
には御障もなく︑御前様にも日々學

して既に南極を纏たり︒

これ等の訣嵩なき電燈の

國々にして︑落選の制定せられざる

所なし︒

十二川10図

エヂソンは例の如く實験

出現は當時の人の最も希望する所な

りき︒

誠に御無沙汰に打過ぎ︑

はやて吹くやみにたゴ

ゐ

成し

安芳が一命をかけた努力と︑

支那・印度の文明を入れ︑

﹇詰﹈︵四︶1

なじる

︽一

軍人又なじりていはく︑

の甚だしきや︒﹂と︒

知って︑何ぞいたづらに苦しむこと

﹁汝大勢の如何ともすべからざるを

十992図

リ︾

なじ・る

を成し遂げた日本王民は︑︿略﹀︒

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二搦7

れるやうになった︒

大事業もとゴこほりなく成し遂げら

西郷の果断によって︑︿略﹀︑維新の

十二麗4

遂げる ︽ーゲ︾

なしと・げる ﹇成遂﹈︵下一︶2

︿略﹀︒

よひ︑ 寄るべなき海にさすらひ︑

十二伽4図韻

申しわけもこれなく候︒

十二佃5下国

可なり︒

才によらざるもの殆どなしといひて

る㌧ものにして︑直接間接に彼の天

十一一価2図 今日文明の利器と構せら

しが︑︿略﹀︒

室に閉ちこもりて研究に鯨念なかり

十二佃7図

君はく略V︑敷年の間

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

一度も筆を取り給ひし事なし︒

十一451図園
十一779

して一日も生活することは出來ぬと
いってもよいくらゐである︒

十一鵬2囲国町のりっぱなる事も︑
文明諸國の大都會に比して少しも劣
る所これなく候︒

ブラジルは何虜へ参り

みこと

森林には大木すき間も

ても果なき原野と森林とに候︒

十一佃1圏国
十一佃3圏団

なく繁茂し︑︿略V︒

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

十二61図昔︑大國主命賊を平げ
なし︒

十二67図園我もとよりいなみ奉る
・いなし︒

十二93図折から日は地平線に近づ
きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ
いふばかりなし︒

ならざるはなけれど︑中にも其の用

十二462図︿略﹀︑二って何れも重要

家屋・︿略﹀・曲物の類

途の廣きは杉及び檜なり︒

十二467図

松に至りてはく略﹀︑

に至るまで︑一として杉を用ひざる
なし︒

十二493図

︿略﹀殆ど之を見ざる虜なく︑其の

今日一國家を形成する

豊富なること我が國の木材中の首位
を占む︒

十二609図

なす一なだかい
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なす

な す
﹇茄子﹈︵名︶1 茄子

な す
九998 おかあさんと茄子をもぎに出

ナス

なす

たついでに︑かぼちゃ畠を見廻ると︑
︿略﹀︒

﹇ 為 ﹈ ︵ 四 ・五︶20

十勝川の流域一帯の廣野は

ぶ様は︑實にのどかである︒

十︻627
いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

なすのがはら

那須野が原

九687園

﹇那須野原﹈︹地名︺1

此の邊が有名な那須野が原

だ︒昔は一面の荒野であったが︑今
﹇那須与一﹈︹人名︺1

すものは帯廣の町である︒

なすのよ一

なすのよいち

は方々に町や村が出來てるる︒

おとらぬ國となす

十二27図圃よきを取りあしきを捨
てて︑とつ國に

な・す

よしもがな︒

︽ ー サ・ーシ・ース︒ーセ︾

成す

慣す

﹇▽ちりばめなす・とりなす・なくなす

︿略V︑﹁なすのよ一と申すもの

とすものはないか︒﹂︿略﹀︒

のですか︒﹂

と︑きっぱりことわらなかったの

十947圏父は﹁なぜ其の時﹃︿略﹀︒﹄

か︒﹂

それから又︑直間私が聞い

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい

十959圏

はなかったのだ︒

の研究をしないだらうと不思議に思

十一一1010 ︿略V︑人はなぜみんな鳥類

ふやうになった︒

︿略﹀︒

十九

ナゾ

ナゾ

十九

十九

ナゾ

﹇鈷﹈︵名︶3

なたεお

ナタヲ打ツテヰタコトモアリ

なたや鎌などでつる草を彿

え
先づ柄の長さ一間もあ

るなたにて灌木を訪露ひ︑次にをの

十﹁佃4國團

如何にも受持よささうに見える︒

ひ︑下枝を伐落して行くと︑︿略﹀

十﹇387

アリマス︒

マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

七505

おなぎなた・さびなぎなた︒なぎなた

ナタ

ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

イモ
アリ︒彼ノ焼町屋ノ看板二︑八里半

八598図又マレニハナゾヲ用フルモ

なぞ ﹇謎﹈︵名︶一 ナゾ

四702

四目20十九ナゾ

ニ572

ニ目7

なぞ ﹇謎﹈︹課名︺4 ナゾ

﹁だれかあの扇をいお

は粗悪なものを送るやうな事は︑人

くわん

なつ

として爲すべからざる事である︒

六878 象の鼻は手の用をなすもので︑ 十一一2210 ︿略﹀︑聖篭の注文に冒して 四636園
實に力がある︒

．十二476図︿略﹀︑つがは堅くして久 がございます︒

七524図 ︿略﹀船長は︑ ︼日其の町

の學校へまねかれて︑航海の話をな

︽ーイ︾

﹇泥易﹈︵形︶！

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

みやすい

なずみやす・い

せり︒

七878 タ寸ハナレナイヤウニ︑岩ナ 皇となすに宜し︒

なつみやすいものであるが︑此の邊

農業者は多く古い習慣に

十二622図

では新しい知識をいれて︑新式の農

十一6410

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス

とスコットランドと合するや︑︿略﹀

︿略﹀︑先づイングランド

モノデ︑︿略﹀︒

前者の國旗と︑︿略﹀後者の國旗と

具を用ひ︑新式の方法によってどし

七㎜7図 農家ニチハ︿略﹀・取入レ

を合して一旗となし︑︿略﹀︒

コノ神様モ︑﹁ナゼナク

お前はなぜ自分の村の人と

になりますと︑︿略﹀︒

六398圏

を振るって大木を伐るに︑︿略V︒

コ膿︑なぜお金を預ける なだか・い ﹇名高﹈︵形︶12 名高い

見物しなかったかと思ふだらうが︑
︿略V︒

十513圏

なた

へ神様ガタガオ

なぜ

等ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシテ︑

ソコ

ナゼ

く土地を開いて行く︒

タ︒

ノカ︒﹂トォタヅネニナリマシ

四188園

タ︒

ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ

通りガカリニナツテ︑﹁ナゼナク

四168園

﹇何故﹈︵副︶8

十二625図︿略﹀︑更にアイルランド

集りて交易をなす庭なり︒
忠孝は實に我が國民性の根
本をなすもので︑︿略﹀︒

十二鵬2

なぜ

日ヲ定ムルコト多シ︒
りやう

今日の如き形式をなすに至れり︒

徽章ある其の図心を合はせて︑遂に

十︻277図五十人の兵は行くく百 の加はるに及び︑白地に斜赤十字の

みさき

姓をつのり︑︿略﹀︑糧食の用意を
なさしむ︒

ろは︑先づ垣網に驚き︑︿略﹀︒

十一324図四國の西には佐田岬長 十二783 群をなして寄せて來たまぐ
く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

十二831図

︿略﹀︑此虜にて土人を雇

をなす︒

君は皇里を以て一家を成 ひて三者となし︑小舟に乗じていよ

く探検の途に上りぬ︒

十一4410図園

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を

十二872図

デレンは各地の人々來り 五87園 ﹁なぜ泣くか︒﹂とおたつね

取り給ひし事なし︒

十一474図 其の後愚挙更けてうか窟

ひ見れば︑今度はく略V︑手を口に

ふ
當てて鶴の臥したる様をなせり︒

しかし此の事情は一面に國
民の短所をもなしてみる︒

十一606 見渡す限り果もない原野に︑ 十二悩6
︿略﹀︑緑草の間に羊の群をなして遊
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なだかし一なつく

︽ーイ︾

八963図

此所二名高キ名古屋城アリ︒

いつくしま

寺︑左に遠くかすむは古城︑︿略﹀︒

嚴島は古より日本三景

て︑後のくりから谷へ︑なだれをう

なつのよ・まなつ

五305圃

十一349図
の一に敷へられて殊に名高く︑屋
だんのうら

島・壇浦は源平の昔語に人の感興

︽一

家來の中にはしきりに王を

みる︒

つりも出撃るし︑およぎも
あつい夏でもすゴしくく

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一欄7圏国 ︿略﹀︑唯をかしきは日

に季節の相反する事に候︒

なつか・し﹇懐﹈︵形︶4なつかし

んなつかし・ひとなつかしげ

懐かし ︽ーシキ︾﹇▽おなつかし・お

まやこそ︑

かもめ飛ぶ海をすべり

我がなつかしき住家な

十一803西倉 ︿略﹀︑ 煙たなびくと

れ︒

て︑ 船は今静かに蹄る︑ 懐かしき

十二伽1図囲

故郷の港︒

日しも果てて︑ 船は今静かに据る︑

うったかき積

十二伽8図圃 ︿略﹀︑ つ㌧がなく今

︿略﹀︑

船

懐かしき故郷の

海山の寳を載せて︑

十二悩5図圃

荷の中に

は今静かに蹄る︑

港︒

︽ーイ︾

で︑今日此のなつかしい學

なつかし・い ﹇懐﹈︵形︶2 なつかし

い

校に來て︑皆さんにお話をするのは︑

七528園

何よりもうれしいのでございます︒

うす紅のかへで︑銀ねずみ色

なつ・く ﹇懐﹈︵四・五︶3 なつく

木を見てもなつかしい︒

の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの

なら

軍艦の起床時間は︑夏は五時︑ 九訓7

春は島山かすみに包まれ

︽ーキ・ーク︾

上手に日本語を話します︒

くなつき︑︿略﹀︑子供等はなかく

命懸の半ば︑宣長はかねて 九89団土人は︿略﹀︑我々にもよ
夏の夜は更けやすい︒

買ひつけの古本屋に行くと︑︿略﹀︒

十一7010

目畳むるばかり鮮かなり︒

て眠るが如く︑夏は山海皆緑にして

十一338図

冬は六時である︒

九617

懐かしき故郷の港︒

人を見かねて︑
掛聲高くおしてや

夏の眞書の坂道に︑ 重
︿略﹀︑

冬でも春でもこちらではち

カツシヨク

北國旧事ム野ウサギや高山ノ

︿略﹀︑黄色い萎の穗が︿略﹀︑

上二重ル雷鳥ハ︑夏日褐色デ︑

九174

やうど内地の夏のやうです︒

九310団

る︒

物責は

き荷車ひきかぬる

七953図圃

日ノクレルマデ働イテヰマシタ︒

夏ノドンナ暑イ日デモ︑︿略﹀︑

出來て︑

なだむ

七513

らす︒

なた

ハサクラヤナタネ

﹇菜種﹈︵名︶一

て︑︿略﹀︒

なたね

イマ

﹇菜種畑﹈︵名︶1

ノ花ザカリデス︒

三12
なたねばたけ

ナタネ

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

十一柵4首縄

世界に名高きブラジル

を動かすこと甚だ切なり︒

あさ︑︿略﹀︒

十﹁127図画右に見ゆるは名高き御
三
287間ゆふべの雨でくさや
木のみどりいうますなつの

ツ︒﹂ト歌ハレタリ︒

三573ずんずん手が上って︑の 八973図 名古屋市ハ此ノ城アルニヨ
つて落ちました︒
ちには名高い書手となりまし
リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持 なつ ﹇夏﹈︵名︶12 なつ 夏←はつ
た︒

六81園 しかし三郎︑高い山がかな
らず名高い山だとはかぎらない︒

六87園 ﹁高くて名高いのは︑どの
山ですか︒﹂

し

六712 賀茂川には橋がたくさんかけ
でう

てあります︒名高いのは三竿︒四
條・五條の三つの橋でございます︒
ゑち

前馬で︑︿略﹀︒

ぜんのかみ

八361 時の町奉行は名高い大岡越

しほばら

八 2 泉岳寺には名高い四十七士の
墓がある︒

九689囹 紅葉と温泉で名高い塩原へ
行くには︑此所で下りるのだ︒

変心やなたね畠の間にさいて
﹇宥﹈︵下二︶1

なだ・む

十二702

まぶしいやうな夏の日にかゴやいて

︿略﹀︒

われ皇子の御身代りとな

九588

し︒

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

九112図園

ム︾

みるのは︑ことに目立って美しい︒

七173

九713言忌は竹に雀の紋所で名高い ね畠
仙皇様の城下であった︒
こんじき

る︒

九719園 あの上に名高い金色堂があ
九763 叔父さんのお話によると︑此
所 は 名 高 い 温 泉 場で︑︿略﹀︒

十312此の地峡に造った運河が︑世
界に名高いパナマ運河である︒

名高シ

︽ーメ︾

十二938 彼は更に其の邊の名高い學 なだ・める ﹇宥﹈︵下一︶1 なだめる
﹇名高﹈︵形︶6

者を尋ね廻って説 を 聴 い た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

なだか・し

なだめた者もあったが︑王の怒はい
︽ーキ・ーク︾

名高し

よくつのって︑︿略﹀︒
なだれ

︿略﹀︑平家方はにげ場がなく 十一763

﹇雪崩﹈︵名︶1

六253

なだれ

八627図 保己一は︿略﹀︑後には名
高き學者となりて︑多くの書物をあ
らはせり︒

なつく一など
122

︽一

あたまをなでました︒

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ
頭をなでてやると︑喜んで僕の手に

北風は︑もう一度鼻先をなで

とびついて︑ぺろくとなめる︒
九柵5
てもらひたくなって︑そっと顔を主
人の肩のあたりへすりよせた︒
︿略﹀︑今日の別れを惜しん

で︑泣きながら豆やにんじんをやつ

十1910国

ナド

など

たり︑くびや背をなでたりしてみる
のもあります︒

︵副助︶幽

本町通は夜もひるのや

入口の左手には︑小切やえり
や帯あげなどがたくさん下げてあっ

五241

します︒

一本杉のふところからお月様
がお上りになった︒﹂などと申

四727︿略﹀︑西の村では﹁︿略V︒

ほどです︒

うで︑りはつ店などはまぶしい

四278

べてあります︒

四24 おもちゃやにはらつばや
かたなやひかうきなどがなら

など

十203国 ︿略﹀︑こんなにかはいがら
れて居れば︑馬も詩学で人になつく

わけだと︑しみぐ思ひました︒

十伽3図 其の他の教員も︑︿略V專
心職務につとむるが故に︑生徒は皆

なつく

みこと

﹇懐﹈︵下 二 ︶ 1

よく之になつきて課業にはげみ︑
︿略﹀︒

なつ・く
ケ︾

十二61図昔︑大國主命賊を平げ

こ

夏舞

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの
﹇夏蚕﹈︵名︶1

なし︒

なつご

ご
九491団囹 それがすむとやがて夏翼
夏みか

︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

﹇夏蜜柑﹈︵名︶1

の上りだ︒

なつみかん
ん
十⁝⁝⁝7

なつめ

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ
﹇甕﹈︵名︶1

るのも珍しい︒

なつめ

九398図翻 庭に一本なつめの木︑
揮丸あともいちじ る く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

なつやすみ ﹇夏休﹈︵名︶2 夏休

五475

︿略﹀︑かごのうらや棚のすみ

これで間敷が七つもあるとは︑どう

て︑︿略﹀︒
九494團 夏休も近くなりました︒
九851図 信吉は夏休にて蹄り居たる 五337 店・客間・居間・勝手など︑

︽一

兄に向ひて︑いろくと星の説明を
なでる

しても思はれませんでした︒

﹇撫﹈︵ 下 一 ︶ 4

求めたり︒
な・でる

などで︑繭をかけはじめますから︑
すると︑﹁もくろみが悪い︒﹂

デ︾

五734

ちっともゆだんが出車ません︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大きな手で

三346︿略﹀︑五一ちいさんは

﹁工夫がたりない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと

︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

臓ふ者が出て來て︑︿略V︒

五898

る人の外は︑私のからだにさはる者
がありません︒

て︑﹃これが義纏の弓だ︒﹄などと言

六382園︿略﹀︑此の弱い弓を取られ
はれては︑源氏の名折れになるから
だ︒

七804

︿略V︑カレヒ・ヒラメナドノ

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

ヤウニ︑底二沈ンデヰルモノモアル︒

七806

指輪や襟留ナドニハメル美シ

エリドメ

コ・イカナドガスンデヰル︒

イ眞珠ハ︑此ノ貝ノカラノ中ニアル

七824

ノデアル︒

陸ノ獣二七タモノニハ︑ラツ

コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア

七837

・モヅクナドガアリ︑

たものだ︒﹂﹁通さないことにしょ

七鵬6 天恩﹀︒﹂﹁ずるぶんおそく來

︿略﹀︒

ブ・︿略﹀

リ︑︿略﹀︒
分家の萬藏君などは小男だ
ゆそつ
七856 先ヅタベルモノニハ︑コン
から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ

六421団

けれども我が武士は︑船の大

たるかも知れない︒

六807

八寸・九寸などといふのは︑

小などは少しも氣にしなかった︒

う︒﹂などと清正の家來どもが申し

七274

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑

明手の使者︑某の陣中に参

ます︒

耕造の人々は耕造の肩をた＼

物見高いは江戸のくせで︑

車の後について︑思はず知らず役所

て︑四五百人のものが︑そろくと

﹁何だ︑何だ︒﹂﹁︿略V︒﹂などといつ

八414

どは皆手の働なり︒

八279図取る・拾ふ・握る・持つな

だ︒︿略﹀︒しなどといった︒

いて︑﹁感心だ︑感心だ︒えらい子

八122

口々に勢をつけてみる︒

﹁しっかりやってくれ︒﹂などと︑

八82五町村の人々は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

うQ﹄などとの直言︒

り︑﹃︿略﹀︒命ばかりは助けてやら

七鵬5園

︿略﹀︒

八寸・九寸などといふのは︑

それ以上は十寸一寸・十寸二

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑

七275

︿略﹀︒

七277

こだま
町に大山通・︿略﹀・兜玉

寸などといふ︒

七356国

町などと︑日露戦孚の時の大孔方の

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ

名を取ってつけてあるのは面白いで
せう︒

七798

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二三イ所
︿略﹀︑タヒ・アナゴ・ハモナ

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七802

ドノヤウニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ
泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

123

など一など

キツネ タヌキ ウサギ

ブタ

の門内へ入りこみました︒
です︒
らふそく

これから椰子油を取り︑石

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

けん

八496狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼 九510国
ノ 求 メ ル 物 デ ア ルガ︑︿略﹀︒

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シテワルト

八583図 學校用具ヲ責ル店二︑手 九188 ︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違
帳・筆・墨・給具ナドト記シタル看
だがはげんずる

信淵は︿略﹀︑宇田川玄随・

う

イフ意味デアラウ︒
おほっきげんたく

九286

板ヲ出シ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

大槻玄澤などの人々をたよって︑一

八584図

心に西洋の學問を勉強した︒

飲料水二不自由ナキ土地二．

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

九唱1図

ニ記シタル看板ヲ 出 セ ル ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八597図 サレド食物ヲ費ル店ニハ︑
・劣ん

アリテハ︑金銭ヲツヒヤシテ︑水ヲ

・弱し︵スシ︶

︿略﹀︑︿略﹀

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

つるぎだけ

などには︑此の勇ましい小傳令使に

のりくらがだけ

高岳・乗鞍岳・立山・劔岳・白山

︿略﹀︑其の又手前には朝鮮

りっぱな洋館がそびえてみる︒

ホテル・︿略﹀・天主教床石などの

十763圏

たよるより外はない︒

せり
やがておもだかの董や芹の葉

など︑いつれおとらぬ高山が︑︿略V︒

九三5

くわいらう

などにっかまって︑後足を長く延ば
し︑︿略﹀︒

し

此面には軍司令部や龍山停

十8610 ︿略﹀羊毛は︑︿略﹀︑オース

感じます︒

は︑寒いといふよりもいたいやうに

十782囲 ︿略﹀︑學校へ行く途中など

車場などがあります︒

十773団

出して見えるのは實にきれいです︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

く略V︑昏昏・廻廊など網十765圏すみきった空氣の中に煉瓦

︿略﹀︑當時の御殿・御庭な

べて白木造にて︑神々しさたとへん

十110図
方なし︒

十310図

からふと

毫湾・樺太など︑遠方よ

どの︑今も其のま㌧に保存せらる＼
なりとそ︒

十64図園

私も︑あなたのおとうさん

り送り來れるもあれば︑︿略﹀︒

十134園

トラリヤ・南部アフリカなどから輸

︿略﹀︑近くには形のよい島々

などと一しょに︑よく道ぶしんに出

九761

ナリ︒

麿虞︵センベイ︶ナドト記シテ︑軒
二下ゲタルモアリ ︒
シバ ヰ
︿略﹀︑芝居心ハ活動寓眞ナ

八615図

などもあって︑話そう景色のよい所

コウギヤウ

輸出品の主な物は︑生綜・綿

ドノ興行場ニハ︑給看板アリ︑

十878

入する︒

そんな風でしたから︑ぼん

たものでした︒

十143園

であった︒

立番が農具小屋から︑鍬・シ

︿略﹀︒

織物・綿綜・羽二重・銅・茶・マツ

八738国

の道ぶしんなどは︑何時も二日は

此所は有名な商業地ですが︑ 九785
はくぶつ

ヤベルなどいろくの道具を出して

と

りつばな學校もありますし︑博物
くわん

支那の豚の毛が輸入されて日

チなどで︑︿略﹀︒

し

椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

や

く略V︑大兄と共にいろ

ムの木などは名を聞いてみたが︑

十五2

されるなども同じ例である︒

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十886

か＼つたものでした︒
︿略﹀︑三四歳の子供でも︑

腹の下などを自由にく〜つて歩きま

十174団

來た︒

それでも航海をする人など

す︒

ち︑河水をせき止めた事など︑一と

︿略﹀︑あれを見つけさへす 十374 ︿略﹀︑山をくづし︑地をうが

れば︑道に迷った時などにもすぐ方

︿略﹀︒

十欄10圏団

く御話を承り重事など︑今更のや

兄はそこらに散らばってみる

してそれならぬものは無い︒

うに思ひ出され候︒

十394

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

眞夏の日中でも︑杖を江つ

て︑たき火を始めた︒

九957園

角を知る事が出來る︒

九893園

といふではありませんか︒

が︑よく星を見て船の位置をはかる

九859囹

館や圖書館などもたくさんありま

す︒

八792園 これは村の税で︑村の學校
や役場の費用などになるのです︒

校や病院や︑其の他道路などの費用

八797園 これは縣の税で︑縣立の學
になります︒

てるる手などは︑何時の間にかつめ

八932 げんに此の學校の卒業生で︑

たくなってしまひます︒
なぎなた

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も
やり

し

やりがだけ

になった︒

立寄った︒

九986園︿略﹀︑遠くには槍岳・穗 十587 ︿略﹀︑全く方法の固きた場合 十一143 通された部屋には︑古いた

る人があります︒

九959園下山の時には︑木の枝など 十549 ︿略V︑無線電信などが爽明せ 十佃8 途中︑太宰府といふ昔の役所
そり
えのきでら
の跡などを見て︑榎寺といふ庭に
られて暴馬︑自然輕んぜられるやう
を権にして︑此の雪漢をすべって下

あるなどと話され た ︒

武 士 の 魂 と 呼 ば れる物は︑︿略﹀︒

八備5 けれども刀・槍・薙刀など︑

や

いのはコ・椰子の木やパンの木など

九52団 ︿略﹀︑其の中でも殊に珍し

など一など
124

が︑︿略﹀︒

んすや戸棚などが並べてありました
たが︑︿略﹀︒

や魚・獣の油などをたいたのであっ

農産物などが︑︿略﹀︑それぐ貨幣

十一178 見れば引出にはみんな札が 十一788石・貝・家畜・獣皮・布・
はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ
の役目をしたこともあった︒

なもので︑食物なども自由には得ら

一家の暮し向は誠にあはれ

チ﹂などと一々書いてあります︒

ならぬなどといふことは︑我々が十

十一189 ︿略﹀︑他人に害を加へては 十一959
れず︑︿略﹀︒

までは本を讃むことなどは殆ど出來

がら
︿略﹀︑貝殼や鑛石などを室

けば︿略﹀︒

十二910

︿略﹀︑地下藁蕎・乗合自

内に並べては一人で干しんでみた︒

十二308国

動車などの乗り下りにも︑むやみに
︿略﹀︑建物なども︼般に

先を箏ふやうなことはありません︒
十二315国
壮麗です︒

音樂堂・食堂なども設けられてあり

︿略﹀︑リンカーンは十歳頃 十二332困塔の中には責店もあり︑

分心得てみる事である︒
はちがみね

十一257図 寄手の大將佐久間盛政は︑ 十一962

く略V︑大岩山・鉢峯などの要

ます︒
なかった︒
所々々にそれぐ將卒を配置したり︒
十一384 木でも見下されるのがいや 十一9710 大事なことは拾ひ集めた木 十二334國 眺望塁で眺めると︑道を

まるで蟻のはふやうに見えるし︑

往來してみる人間や自動車などは︑
あり

片などに書留めて忘れないやうにし

は

十一一543

︿略V︑そばには小さな心棒

ねぢは︑︿略﹀︑これはどん

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

十二535

スなどでは見られぬ光景で︑︿略﹀︒

十二352国

︿略﹀︒

ておく︒

十一鵬9國囲︿略﹀︑之を集めてみぞ

なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低
こずゑの差が段々少くなって行くの

に投入れ候へば︑まじりたる石・砂
などは沈み︑實のみ浮びて流れ候を︑
︿略﹀︒

森林にはく略V︑つる

これはイギリスやフラン

い庭にあるもの程早く大きくなって︑
も面白い︒

十一388 なたや鎌などでつる草を彿
ひ︑下枝を伐落し て 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
くわん

︿略﹀︑王師は前の如く夜 十﹇佃8圓団

草・灌木など思ふま﹂にはびこり

十一4610図

もすがら寝ねずして︑明日はかく壼

な庭に置かれるのであらうなどと考

エヂソンの議明せるは電

ゑ附けらる＼に至りぬ︒

十二桝9図

話・電燈・電信・電車・活動寓眞・

蓄音機に号するものなど極めて多く︑

ちく

︿略V︒

十二宙7 ︿略﹀︑活動窮民のフィルム

がく略﹀獲火して︑多くの死傷者を

アメリカにおいては此の無

出した話などを附加へた︒

線電話の鷹用が極めて廣く︑遠い庭

十二佃5

の語録・演説・講話などを居ながら

聞くことが出來ることや︑︿略﹀︒

︿略﹀や︑︿略﹀や︑無線電
ぱう
話で子守歌を聞かせて赤ん坊を寝つ

十二佃8

かせてみることなどの耳新しい話に︑

最後に博士は電設こんろ・

博士は漏堂の會衆を喜ばせた︒

十二佃1

主人の使などにまみる

︿略﹀・扇風機など︑︿略﹀電氣の利
だん
用に就いて興味ある話をして壇を下

つた︒

︿略﹀︑郷里の學校のお

途中︑小学校の前を通りては︑︿略﹀︒

十二伽5囲囲

︿略﹀︑身網にも垣網にも土 十二伽7國田

へてみる中に︑︿略V︒

十一一779

もしろかりしことなど思ひ出し申候︒
俵や石などが重りに附けてある︒
かん
網をすき︑舟を漕ぎ︑漁 十一一捌5囲国 毎晩費上高の勘定を致

す時など︑仲間のうちにて計算は私

十二8310図

が一番達者なりとて︑何時もほめら

︿略﹀職工がガラスの皿や

業の手傳などして土人に親しみ︑

しり

の切な尻押なども現れて︑事めんだ

すると其のうちには又思

は言ふにも足らぬ小事でござります︒

十一一伽8園 ︿略﹀︑徳川家の存亡など

れ申候︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑次第に改良せられ

或は懐を探り︑或は手足をもてあそ
びなどす︒

十二川6図

て︑四五十年の後には燈塁などにす

十二伽5園

十二865図土人固く略V︑或は抱き

コップなどを︑此の圓板にあてて模
皿・コップをはじめ︑鉢・

旅行にはよき日なりなど
思ひつ＼︑参詣人の群にまじりて行

十二51図

に並んでみた︒

びん・花びん・水さしなどがきれい

十一伽1

様をほりつけたり︑︿略V︒

十一悩6

植付け申候︒

畠とし︑コーヒー・わたの木などを

燃えあとは取片附けて

居候︒

・ゴム風船など︑敷へてみる

十一柵2圓国

がかんなど泣言してみたりければ︑
︿略﹀︒

︿略﹀

十一495 自動車・自轄車のタイヤ︑
とゴムで造ったものは實に多い︒
ばん

十一541 電氣の機械や︑蓄音機の圓
盤などに用ひるエボナイトといふも

のもゴムから造る︒
だん

十一599 ︿略﹀大通は︑むしろ公園
ともいふべきもので︑花壇が設けて
あり︑銅像なども立ってるる︒

十一679 燈火としては︑初め松の木
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﹇七﹈︵名︶7

七つ

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒
ななつ

のことでしたが︑︿略﹀︒

四695これは私が七つの年

︿略﹀︑

二331園
アゲマセゥ︒﹂

﹁オ年ダマニハナニヲ

ナ一一カキカレマスト︑コ
ノロデハツキリコタヘマス︒

二642

オキク﹁五人バヤシノ

一

妹やお松は何があったのか︑
︿略﹀︑皆さんにお話をする

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七145

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

五994囹熊が君の耳の所へ口を持つ

ノデセウ︒﹂

番右二居ル人ハ何ヲスル

四865園

みるのだ︒﹂

る︒

九817図團

︿略﹀︑

安ちいさんはせ

ぐくまり︑常に何をか刻みみる︑
なほ怠らずこつ

めがねを掛けてはっぴ着て︒
︿略﹀︑

と

くと︑何をか常に刻みみる︑め

九831図囲

がねを掛けてはっぴ着て︒

北風は︑主人の手がかうして

︿略﹀︑定めて不自由な

りっぱな人の紹介状よりも︑

は言ひません︒

何よりも︑本人の行がたしかな保謹

十悩3園

です︒

︿略﹀︑何とも知らぬ物音

ざわくとして夜の静けさを破る︒

十一261図

一つ書がくこともなく︑毎日遊び暮

十一個7図 ︿略﹀︑︑砂留師︿略﹀︑何

さらば謝恩の爲に何か

して既に困睡を纒たり︒

十一457図園

一宇ゴムは何からどうして

壷がきて参らすべし︒

十一496

造るのであらうか︒

十一719園 ︿略﹀︑さつき御出かけの

御立寄り下さいました︒

それについて何か御注意

しゅん

かう思ふ瞬間︑つかれも

辮しやうすることが出來

何が出認るであらうかと思

十柵3國国私とてもかはゆらしきめ

るまでは決して中途でやめなかった︒

何かをし始めたら︑満足な結果を得

十目ー33 ダーウィンは︿略﹀︑ 一度

ちに塁付のコップになった︒

つてみると︑いろく扱ってみるう

十一偽10

させて下さい︒

ませんから︑其の代りに何か仕事を

十一欄5園

﹁萬歳︒﹂と叫んだ︒

何も忘れてしまって︑僕も思はず

十一875

下さることはございますまいか︒

十一748園

途中﹃何か珍しい本はないか︒﹄と︑

郷里の青年諸君がこんなに

る事もあらん︒何にてもゑんりよな

十138園

く言へ︒

九柵1図囲園

つたから︑︿略﹀︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価6

極星の位置を知らせてくれるのだ︒

いふ一群の星があって︑何時でも北

三537囹﹁おまへ︑何をかぞへて 九872園 何かといふと︑北斗七星と

だ︒﹂

四915九つとなり︑七つとなつ 三524囹 ﹁おい︑長いさををふり
たころからは︑遊事にも︑兄
まはして︑何をしてみるの

が弓をひけば︑弟はたちを
ふりまはし︑︿略﹀︒

るとは︑どうしても思はれませんで

五338 ︿略﹀︑これで間質が七つもあ
した︒

七つの色をならばせて︑

五612曾祖・黄・みどりやむらさき
と︑

だれがかいたか︑虹の橋︒

買って行きました ︒

六22 ︿略﹀︑卵買が來て︑卵を七つ
七529園

まじめになって來たのは︑何よりう

九876園 あれごらん︑向ふの杉林の

のは︑何よりもうれしいのでござい

一ある︒

思ふぞ︒

十槌8園

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

自らも畳えないやうである︒

十二417 ︿略﹀︑何をひいてみるか彼

しく︑︿略﹀︒

はいってみるやうだから︒

中をのぞいて御らん︑何か

つてたいた志は︑何よりもうれしく

十7110園

又寒夜に秘藏の鉢の木を切

と思ってみる人で︑お金のない人が

︿略﹀︑下面か事業を起さう

上の所に︑︿略﹀︑七つの星が並んで

サウシテ風力地上ニエモノヲ

十533園

れしい事です︒
﹁何しに此所へ参った︒﹂

ます︒

八493

下さい︒

すが︑何か好きな物を買って上げて

八472圏此の爲替はほんのわっかで

八174園

みるのが見えるだらう︒

の星と其の近所の星を一しょにして

九901園 西洋では昔から︑あの七つ

ナ・メ

小 熊 の 形 を 想 像 し︑︿略﹀︒

﹇斜﹈︵名︶ 一

九186 桑ノ木二心ルエダシヤクトリ

ななめ

ハ︑︿略V︑盟ノ後ノ端ヲ木間ツケテ︑

爽見スルト︑スウツト下りテ來テ︑

大旨が何か食物の中にきらひ

明白に答へて︑しかもよけいなこと

︿略﹀老人が︑︿略﹀︑十五六 十槻7園 ︿略﹀︑何を聞いても︑一々

の少年に︑熱心に何か言聞かせてる

九218

な物があると見れば︑︿略﹀︒

八佃6

言っておくれ︒

八897園聞えるなら︑もう一つ何か

︿略﹀︒

何

髄ヲナ・メニツキ出スト︑形が桑ノ
ナニ

コノゴロナカマノモノ

﹇何﹈︵代名︶ 4 0

小枝二寸平炉ハナイ︒

カ︒

ナ一一カヨイクフウ・ハアルマイ

ガ︑ネコ ニトラレテコマルガ︑

二273園

なに

ななつ一なに

なに一なにもの
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いろいろの

十一446図

さかひ

昔︑泉州堺のなにがし 十二捌1圏團 ︿略﹀︑何事も忍耐が第
一とのかねての御教訓に從ひ︑﹈心

ねぢ は く 略 ﹀ ︑

に働き候ため︑︿略﹀︒

十一一531

寺に︑或書画久しく寄食しでありけ

何しろ

さうさ︑中ほどまでは降つ

﹇何﹈︵副︶2

六52囹

なにしろ

物の形がごたくと耳にはいり目に
何かと

︿略﹀︑御前様には御家事

﹇何﹈︵副︶1

るが︑︿略﹀︒

なにかと

は．いるばかりで︑何が何やらさっぱ
りわからなかった︒

てるるかも知れない︒何しろ一万二

八734団

﹇何卒﹈︵副︶3

何とぞ

そこで此の父も︑何とぞ此
るだけは骨折つたつもりである︒

の面戸を大成したいと︑︿略﹀︑出來

九233園

なにとぞ

といひますが︑何しろ大した勢です︒

も世界一になるやうに心掛けてみる

アメリカ人はく略﹀︑何で

千五百尺もあって︑内地第一の高山

事

たうふうは︿略﹀︑このか

だから︒

御手つだひのため︑何かと患いそが
﹇何心無﹈︵形︶1

︿略﹀︑ふと見れば机上に

．様に輝きぬ︒

手に取りて眺めるたりし彼の眼は異

形珍しき一本の團扇あり︒何心なく

十二欄8図

何心なし ︽ーク︾

なにごころな・し

しき事と察し申し候︒

十一一531 ねぢはく略V︑何が何やら 十五8亡国
さっぱりわからなかった︒

ほんたうに自分の命

十二6610園私はもう何よりも︑どん
な寳よりも
よりも父上を大事と存じます︒

なに ﹇何﹈︵感︶5 なに 何

して見せよう︒﹂とはげしく吹立

四391園 風は﹁何︑ 一まくりに
てました︒

曽の萬じゅでございます︒﹂﹁何︑萬

三567

六625園﹁おなつかしや︑母様︒木なにごと ﹇何事﹈︵名︶7 何ごと 何
じゅ︒木曽の萬じ ゅ か ︒ ﹂

へるのやうに︑こんきがよけ

︿略﹀︑一日も早く御全快なされ候様

且vなんびと

十研10圏囲近き庭ならば早速上り候
て御世話も致すべく候へども︑何分
百回忌山川をへだてたる事とて︑そ

く候︒

合はせ︑これは申すまでもござりま

十二㎜5園︿略﹀江戸百萬の民の仕

せぬ︒何分今︸慮の御評議を推して

御願ひ申す次第でござります︒

九863園

いや︑何月何日の何時には︑

なにぼし ﹇何星﹈︵名︶1 何星

何所に血塗が見えるといふ事が︑學

問上ではわかってみるから︑︿略﹀︒

六914

こんな山城一つ︑何程の事が

なにほど ﹇何程﹈︵名︶2 何程

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

ると︑︿略﹀︒

所ニチハ︑一手桶何程トイフ代償ヲ

九442図

も分りませんでしたが︑︿略＞Q

海岸の松原や︑いその小山

も次第に遠くなって︑しまひにはも

七541園

う何も見えなくなります︒

八906 ︿略﹀︑おとよは何も言はない

お宿は致しても︑さて何も

で︑信吉の顔を見てみる︒

差上げる物はございません︒

十649圏

十二699園 ﹁お前にはもう何もやら
かん

ぬぞ︒永の勘當だ︒﹂

なにもの ﹇何物﹈︵名︶1 何物

ば︑及ぶ限りの御便宜相計り申すべ

には候へども︑若し御光面相成候は

眼中に置かず︑︿略﹀︒

己の利益を除いては︑殆ど何物をも

十一424圓團何分田舎にて心事不便 十二242 それ故大多敷の商人は︑自

れも心に任せず︑︿略V︒

四907

ハラヒテ水ヲ買フ︒
十一421㈱團しかし此の頃は︑齢程
なにも ﹇何﹈︵副︶5 何も
御快方に向はれ候とか︒何とぞ
五郎はまだ小さくて︑何

八949囹 信吉は﹁いや︑何︑それに

切に融業候︒

︿略﹀︑轄出するもよか

れば︑何ごともできないことは

︒なにびと

其の節は何とぞ宜しく願上毛︒

の中御地へ参り候やもはかり難く候︒

らんと醤師も申居候に付︑︿略﹀︑其

十一4310書面

ないとさとりました︒
うちには何事もないさうで
︿略﹀︑いくさに出たのを男

繹迦は生れつき同情の念に

参りし財経は何事もわ
からず︑唯氣をもむのみにて︑︿略﹀︒

十二伽9圏圃

つた︒

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ

十二911

事をか語るに似たり︒

べば︑︿略V︑打寄する波の音さへ何

十二96図なぎさに立ちて昔をしの なにぶん ﹇何分﹈︵副︶3 何分

事だ︒

子の面目とも思はず︑其の有様は何

九網10園

安心しました︒

八743国

は 及 び ま せ ん ︒ ﹂といったが︑︿略﹀︒

十951園 僕は残念でたまらなくなつ
たので︑何此のくらみの事がこはい
ものかと︑自分から先に立って渡つ
たのです︒

十二687圏 王は自分の耳を疑ふかの
やうに目を見張つた︒﹁なに︑どう
申し上げてよいかわからぬ︒
︿略﹀︑非常なる困難をを

ナニオー ︹地名︺2 ナニヲー
十一一834図

なにが

かして樺太の北端に近きナニヲーと
いふ庭にたどり着きたり︒

﹇廃寺﹈︵名︶1

十二85図 ナニヲー
なにがしでら

し寺
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なにもの一なまむぎ

﹇何者﹈︵名︶1

何者

或山寺で︑四人の僧が一室

ナノハ

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十一691
を始めた︒

﹇菜葉﹈︵名︶一

﹇菜花﹈︵名︶3

ベマス︒

なのはな

菜

七727園私は川ばたの人夫で︑名前

まえ・ところなまえ

﹁いや︑名前を申し上げる

少しは切れる所がござりませう︒

十二伽3園徳川侍のなまくら刀にも

くら刀

なまくらがたな ﹇鈍刀﹈︵名︶1 なま

た︒

がら︑生木の枝で雑木を束ねて見せ

十418 兄は私に﹁︿略﹀︒﹂といひな

なまき ﹇生木﹈︵名︶1 生木

程の者ではございません︒﹂

十676囹

をいふ程の者ではありません︒

かせながら︑えつさくと陸の方へ
名札

︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

﹇名札﹈︵名︶1

漕蹄って來る︒

なふだ
八428園

なぶりも

名札をつけて︑三日の間に間違なく
﹇醐物﹈︵名︶1

持参致せ︒

なぶりもの
の

ばう
容貌の異なる汝が彼の
地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

十二餌6図囹

ナベ
ナベ 鍋

なぶりものにせられて︑或は命も危
﹇鍋﹈︵名︶2

かるべし︒

なべ

黄色ナ蝶ハ菜ノ花ニムラガリ︑

ヲワカス私モ︑私ノ乗ルゴトクモ鐵

ハウチヤウ

︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

に︑菜の花にほふ里見下して︑笑

カマ

﹇生﹈︵名︶2

生

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ
ベマスガ︑︿略﹀︒

五972

なま

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒

ナベ

八607図

デス︒

名のる
︿略﹀︑﹁おきよ︑すけつね︒

︽一

︿略﹀︑起れふ旗を風になび なまえ

整いき

名前←おな

︽ーケ︾

軍隊へ当ても︑學校でなま

けてるた者は人一倍苦螢をする︒

六428国

なまこめ ﹇生米﹈︵名︶︑1 生米

と︑早口にすらく言へるやうにな

十915 ︿略﹀︑太郎は生埋生米生卵︒

つた︒

と︑早口にすらく言へるやうにな

十915 ︿略﹀︑太郎は生褻生米生卵︒

なまむぎ ﹇生麦﹈︵名︶1 生変

出すおや子︒

四106圏風に吹かれて︑なま土
ふんで︑今日も朝からせい

なまつち ﹇生土﹈︵名︶1 なま土

つた︒

一家の暮し向は誠にあはれなまたまご ﹇生卵﹈︵名︶1 生卵

﹇生意気﹈︵形状︶2

聞けば級のものが二三人で︑

﹇名前﹈︵名︶2

で︑少しも生意氣な風が無く︑︿略﹀︒

十槻7園あいさつをしてもていねい

たのださうです︒

中村君を生いきだといって︑いぢめ

五65

生意氣

なまいき

十一9510

と︑早口にすらく言へるやうにな

ゑもん

十915 ︿略V︑太郎は生変生米生卵︒
ざ

なもので︑︿略﹀︑時には生のじゃが
ご

ようひむしや
七474 上杉方からは ︿略﹀鎧武者
は せがは
が一人あらはれて︑﹁これは長谷川

いもしか食はれないこともあった︒

なびく

淺間山は煙をなびかせて︑

﹇靡﹈︵五︶2

十一一799

東南の空はるかにそびえ︑︿略﹀︒

九988園

カ︾

なび・く

者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

七佃2園もと此の方には近い親類の

お相手致す︒﹂と名のった︒

よ

與五左衛門と申す者︑小兵なれども

ました︒

曽我兄弟がまみつた︒﹂と名のり

四961

︽ーッ・ーリ︾

﹇名乗﹈︵五︶3

ひさゴめくひるげのむしろ︒

十一133図引たどりつきたる峠の上 六117園︿略﹀︑物ヲニルナベモ︑湯 なま・ける ﹇怠﹈︵下一︶1 なまける

白イ飽田大根ノ花二集ル︒

九167

レカラデス︒

二685ナノ花ガサクノモコ

ノ花菜の花

ナノ花

三93 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ

なのは

十一一416 ベートーベンの両眼は異様

なにもの

何屋
アンドン

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが
乗移ったやう︒

﹇何屋﹈︵名︶1

八614図 此ノ他宿屋円坐︑掛行燈二

なにや

何山

旅人宿何屋ト記シテ掛クルモアリ︑
︿略﹀︒

﹇何山﹈︵名︶1

何より

七日﹇▽くが

なの・る

八337 ︿略V︑明日何山の何所へ行け

なにやま

何故

ば︑望のものをさづけてやるといふ
神様のお告がありました︒
﹇何故﹈︵副︶2

七里4園 ﹁何故にお目通がかなひま

なにゆえ

せぬ︒﹂

十一486図囹 ﹁東面へ行き給ふと聞

﹇何﹈︵名︶2

きしに︑今又皇威に來られしは何故
ぞ︒﹂

なにより

九34困 おとうさんはじめ皆様お元
氣で何よりです︒

十二伽2千国 ︿略﹀︑先生には何時も
﹇七日目︵名︶3

御壮健の由︑何よりのことに御座候︒
なのか

七佃4図 彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑

つなのか・ごがつなのか

︿略﹀︒

十一89図 七日金みつのとひつし
︿略﹀

十二875図 コー二等の交易は七日に
して終りぬ︒

なのかかん ﹇七日間﹈︵名︶1 七日間

なまむぎながこめながたまご一なみだ
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つた︒

なまむぎながこめながたまご ﹇生麦生
米生卵﹈一 ナマムギナガゴメナガタ
マゴ

マムギナガゴメナガタマゴ︒

十912 第十七 言ひにくい言葉 ナ
なまむぎなまもめなまたまご ﹇生麦生

獅子は武士の方を見まもり

と引いて行きます︒

七339図
けれども日の出や日の入に

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

七545園
は︑日光が波にうつって︑水の色が
︿略﹀︑月夜には波が銀色に

金色になりますし︑︿略﹀︒

七547圏

光って︑其の美しいことは何ともい

う恐しがる人もあります︒

昨夜の風雨は名残なくをさま

くるふ︒

十椛6

つたが︑海面にはまだ波のうねりが
高い︒

一隻の捕鯨船が︑勇ましく波
︿略﹀︑すさまじい波を起して︑

を切って進んで行く︒

十擢6
十佃10

あたりには流れ出る血に︑紅

鯨は海底深く沈んだ︒

十備3

生れて潮に浴して︑

の波がたgよふ︒

十︸806枯野

浪を子守の歌と聞き︑︿略V︒

來らば來れ︑恐れんや︒

七606桑海の波を見たばかりで︑も 十一825図圃 浪にたゴよふ氷山も︑

かと思ふやうになります︒

やうな波が立って︑船は今にも沈む

急に暴風雨が來ると︑山の

ひやうがありません︒

鉛色

七568囹

米生卵﹈一 ナマムギナマモメナマタ

言ひにくい言葉

マゴ

十913 第十七
﹇鉛色﹈︵名︶1

く略V︒ナマムギナマモメナマタマゴ︒
なまりいろ

つて來ます︒

六194 鉛色の空は次第々々に低くな

︿略﹀︑波の静かな所でふな

十二834図

これより北は手荒くして
舟を進むべくもあらず︑︿略﹀︒

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

波風

波風の外には友とするものも

﹇波風﹈︵名︶1

十247

なみかぜ

並木﹇▽まつ

ない此の島で︑老夫婦のなぐさめと
﹇並木﹈︵名︶2

なるものは︑︿略﹀︒

なみき

岩の附近は波がいよく荒れ なみき

通は廣くて平で︑歩道と車

主な通にはアカシヤの並木

道の間に並木が植ゑてありますが︑

七361囲

︿略﹀︒

十一597

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

なみだ ﹇涙﹈︵名︶13 なみだ 涙﹇▽

三868

天人はしをしをとして︑

ありがたなみだ

なみだにうるむ目で空を見

︿略﹀︑十郎はなみだをお

上げました︒

さへて︑﹁きっと此のかたきを

四908

取って見せます︒﹂と答へました︒

六627 ︿略﹀︑三人は其の夜をなみだ

の中に明かしました︒

き︒

九宙10

かの男は︿略﹀︑財布を幾度

目に涙を一ぽいためて聞いて

レマン將軍の目には涙あり

生残つた船員は涙を流して喜

︿略﹀旅僧は︑爾眼に涙を

京男の貴賎男女︑此の行幸

を悲しみて涙と共に見送り奉り︑

十欄3図

た＼へて聞きみたり︒

十698図

んだ︒

十2710

涙を落し︑︿略﹀︒

大尉は之を富んで︑思はずも

九392図

みた少年は︑︿略﹀︒

九277

大きな涙をぽたく落した︒

八923 信吉は﹁︿略V︒﹂といって︑

七684

今日は殊に波も静かだ︒

九81園

波も追々大きくなった︒

﹇並﹈←あしなみ

十一844

なみ

十一848

波

ばたからのぞいて見ると︑美しい海

なみ

かいたゴきましたが︑目からはなみ

ナミ

だがひっきりなしにこぼれてゐます︒

﹇波﹈︵名︶27

べば︑︿略﹀︑打寄する波の音さへ何

十二95図なぎさに立ちて昔をしの

なみ

底のありさまが手に取るやうによく

波すさまじく荒れくるひ︑御船少し
も進まず︑︿略﹀︒
すがむしろ

波打際には大勢の人が旗を

其の時︑御供にしたがひ給なみうちぎわ ﹇波打際﹈︵名︶1 波打
十一869

際

十272

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

へる弟橘媛︑︿略V︑菅錘八枚︑
に至重ね︑其の上に飛下り給へり︒

敷皮八枚︑きぬの敷物八枚を波の上

おとたちばなひめ

九114図

事をか語るに似たり︒

見えます︒

ユラユラスレバ︑

︿略﹀︑大風俄に吹塗りて︑

浪←あらなみ・いそなみ・おおな

ユ ラ レ テ︑

九103図

み︒さかなみ・さざなみ︒しらなみ・

たかなみ

ニ

トンデキ目木ノハ︑︿略﹀︑ナ

二237圏ドコカラキタノカ︑
ミ
︿略﹀︒

風はしっかで︑なみ・も

おとをたてません︒

三833

白帆が浮んでみるのは︑︿略﹀︒

四623舟はなみにゆられて︑上 九754 青々とした波の上に︑辛々と
つたり下ったりします︒

の と
るかに浮ぶ能登半島︑︿略﹀︒

四668 赤い扇は︿略﹀︑ひらひら 九984園 もやの底にかすかに見える
ゑつちゆう
越中の平野︑日本海の波の上には
と二つ三つまはって︑なみの
上におちました︒
み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

六197 うちよせて來る波は︑岩をか 十261園 あの波を御らん︒
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︿略﹀︒

み

こ

涙ぐむ

な・める

﹇嘗﹈︵下一︶3

五544
たします︒

ナメル

な

オや牛ハ子牛ヲタイソゥ

頭をなでてやると︑喜んで僕の手に

八47僕が庭へ下りて︑かはるぐ

なやます

とびついて︑ぺろくとなめる︒
﹇悩﹈︵五︶1

僧は︿略﹀︑︿略﹀あはれな

十二槌1図

︿略﹀︑︿略﹀古の奈良の

れうり

さん
おとよはく略﹀︑書き方も算

さいほう

八926

私は學校で習ふ本でさへ

術も裁縫も料理も習ってみる︑

じゅつ

︿略﹀︒

時々見失って︑大さわぎをすること

十一165

があります︒

なった︒

南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に

はは 十一5010他の國人も之にならって︑

都は︑そもく如何に美しく︑如何
に盛なりしそ︒

十二槻図奈良

ならやくぬぎの

黄色なのはならやくぬぎで︑

十二槌図

奈良市

ならし ﹇奈良市﹈︹地名︺1 奈良市

︿略﹀︑眼下に横たはる奈

炭に焼く木は︑主にならとく ならしがい ﹇奈良市街﹈︵名︶1 奈良

なら

市街

良市街の西︑遠く連なる田園の間に

十二撹5図

東西に走る三筋の路は︑︿略﹀︒

うす紅のかへで︑銀ねずみ色
の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの

てら

も︒

まり︑

荒駒を馴らしがてらに︑

ごま

すそにから

たもとにすがる︒

ちりちりならし︑

三108圏 うちの子ねこは かは
いい子ねこ︑ くびのこすずを

らす ︽ーシ・ース︾

なら・す ﹇鳴﹈︵四・五︶8 ならす 鳴

櫻がりするますらをのと

ぐれば︑杉・︿略﹀・かし・なら・

ならふ

野邊遠く

十二31図韻
かしは又なら・くぬぎと

﹇習﹈︵五︶6

︽ーッ・ーヒ・ーフ︾←みならう

こまってゐました︒

したが︑うまく書けませんので︑

三546わかいとき字をならひま

習ふ

．共に薪炭材として重要なるものなり︒

十二488図

くぬぎ等なり︒

ならしがてら ﹇馴﹈︵副︶1 馴らしが
十二4510図今其の主要なるものを暴

木を見てもなつかしい︒

なら

九346

ぬぎで︑︿略﹀︒

八322

八2図

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒

八13

黄にそまり︑︿略﹀︒

四101圃

十二鯉図なら
モナメテヤリマス︒
なら
なめてみると︑酒のあちがい なら ﹇楢﹈︵名︶7 なら 楢

カハイガリマス︒日ニナンベン

一一663

十二275三聖 鎌倉宮にまうでては︑ める ︽ーメ︒ーメル︾
蓋きせぬ親王のみうらみに︑ 悲
憤の涙わきぬべし ︒

﹇涙﹈︵五︶1

お前はわたしをうらんでみるはずだ

十二755囹 涙をこぼしてくれるのか︒
が︒

なみだぐ・む
︽ーミ︾

七皿5 さうして清正のやせた姿︑日
なやま・す
︽ーシ︾

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

十二価8

﹇波立﹈︵四︶1

涙ぐみました︒

波だつ

なみだ・つ

な

ら

なら

奈良

奈良

奈良

物語を耳にし︑どうにか仕方はない
はだかじま

第二十課

﹇奈良﹈︹課名︺2

第二十課
﹇奈良﹈︹地名︺7

な

いっか此の事が天皇のお耳に

かすが

七代七十饒年の帝都とし

﹇▽それなら・なんなら

なら
な ら

ぎやうかう

入りまして︑わざく奈良の都から

なら・う

ら

くはしいことは又愛校で習

てをがみました︒

四33私どももすずをならし

ちりちりならし︑︿略﹀︒

三572 それからは 一しやうけん 三116圏 うちの子ねこは かは
いい子ねこ︑ くびのこすずを
めいになって︑毎日字をならひ
ました︒

︿略﹀鹿の︑︿略﹀︑秋よ

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

ふでせう︒

八812園
風情なるべし︒

ふぜい

さますも︑奈良には映くべからざる

十二捌4図

奈良の都も︑︿略﹀︒

な

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし

十二995図

尺そこくだが︑︿略﹀︒

六81園奈良の春日山や三笠山は千

みかさ

美濃の國へ行幸になりました︒

五553

奈良

なら

十二993

十二目7

なら

︽ーチ︾

︽ーメ︾

ら

ものかと深く心をなやました︒

波間

なむ

奈良

十二816圃裸島より渦潮見れば︑
胸も波だち眼もくらむ︒

なみなみ ﹇並並﹈︵名︶1 なみく

五436 なみくの者なら︑﹁あっ﹂
とさけんで死にませうが︑たけるも
﹇波間﹈︵名︶2

熊襲のかしらだけ あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

なみま

八983早言 ︿略﹀︑ 船は次第に波間

に沈み︑ 敵弾いよくあたりにし
げし︒

十一344図 ︿略﹀︑漁火の波間に出没
する夜景もまた一段の趣あり︒

﹇ 嘗 ﹈ ︵ 下 二︶1

よりて武士の手をなめたり︒

七323図 獅子は︿略﹀︑しっかに近

な・む

行手定めぬ浪ま く ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一816図圏 丈齢のろかい操りて︑

なみまくら ﹇波枕﹈︵名︶1 浪まくら

なみだぐむ一ならす

ならす一ならべる
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我 に す りよる︒

ならびに

ナラブ

︽ーバ・ービ・ーブ・ーベ・

な

鳥みのあたりは︑道の

大通には︑五六層もある美しい建物

正一の家でも︑親子三人︑庭 十一一319国 ︿略﹀シャンゼリゼーの

が道路の爾側に並び︑︿略﹀︒

九568

にすゑた打塁の前に並んで︑萎を打

あれごらん︑︿略﹀︑ひしゃ 十一一502 ︿略﹀︑東南岸だけは二つの

つてみる︒

半島が並んで突出してみるために

九876園

くのやうな形になって︑七つの星が

︿略﹀︑そばには小さな心棒

や＼複雑になってみる︒

は

る︒

周園の壁やガラス戸棚には︑

いろくな時計がたくさん並んでゐ

十二538

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

十二535

並んでみるのが見えるだらう︒
︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも
美しい︒

︿略﹀︑北風は︿略﹀に︑露光
のテントの前に︑列を正して並んだ︒

九悩2

如く並べる中に︑︿略﹀︒

ベ︾

︿略﹀︑ムカフノヲカマ 十711図 諸國の大名・小名きら星の なら・ぶ ﹇並﹈︵下二︶1 並ぶ ︽一

即ち赤・黄・藍・白・黒

の五色を横に並べたるものにて︑

十二638図

︿略﹀︒

並べル

並べる ︽ーベ・ーベル︾﹇▽

次の室には大きい熱帯植物類 なら・べる ﹇並﹈︵下↓︶12 ならべる

並ぶ田の面に氷きらめき︑

ワニザメハ白ウサギノイ 十902図圏 耕地整理のあとうつくし
く︑
︿略﹀︒

十脳1

が並んでみる︒

十一悩8

隣の室では︑職工が五六人

ならんで︑ガラス器にいろくの模
︿略﹀︑鉢・びん・花びん・

様をつけてみる︒

十一伽1

水さしなどがきれいに並んでみた︒
みこと

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

十二61至言︑大國主命賊を平げ
なし︒

︿略﹀山畑には︑蜜柑の木
ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十二204

ある︒

八502

てるる︒

棟にはかつを木がならべて

れんぐわ

巣ハ至ツテソマツナモノデ︑

つるうめもどきが美しい實をならべ

八17 ︿略﹀︑日當りのよい所には︑

べて立ってるるので︑︿略﹀︒

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

七364国

目ぬきの所には三階建・四

あり︑棟の爾はしには千木が置いて

六伽6国

べてあります︒

四24 おもちゃやにはらつばや
かたなやひかうきなどがなら

ざっし
第一第二第三と三つならん 十一169 ︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌 たてならべる

でみる雑誌の間へそれぐお入れに

を二三さつ持って來て︑本棚に並ん

外國の港に着くと︑見なれ

でるて︑たくさんな大船を一どきに

七558園

ない形の家が並んで立ってるます︒

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ
に︑五人の騎手は打連れて︑拝殿の

八83

︿略﹀︑五人の騎手は︿略﹀︑

そばの大きな立石の前に並んだ︒
八84

辞殿のそばの大きな立石の前に並ん
だ︒

なりました︒

横づけにすることが出來ます︒

七381團

だれがかいたか︑虹の橋︒

と︑七つの色をならばせて︑︿略﹀︑

五612圏赤・黄・みどりやむらさき

フ通りニナラビマシタ︒

四148

デナランデミヨ︒

四145園

ならんでゐます︒

りやうがはに︑いろいろな店が

四22

のふちをかけて行きます︒

三633三人は舟とならんで︑川 九伽6 其の隣の畠にしやうがが︑

んでみるほそい竹の子は︑︿略V︒

三278むかふの方に︑二本なら

iン︾﹇▽いならぶ・たちならぶ

らぶ 並ぶ

四41 あちらこちらに子どもの ︿略﹀︒
なら・ぶ ﹇並﹈︵四・五︶27
ならすらっぱやふえの音も
して︑たいそうにぎやかです︒
七577園 それゆゑたえず海の深さを

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした
りします︒

七579園
のは︑︿略﹀︑衝突をさけるためであ
ります︒

八76 神主は︿略﹀︑﹁支度﹂といふ
だいこ
あひつの一番太鼓を鳴らした︒
して︑

八276図圃 尾を立てて︑のどを鳴ら

︿略﹀︒︿略﹀︑

なら・す ﹇慣﹈︵五︶1 馴らす ︽一
傳書鳩

シ︾nvのりならす
第十一

．飼養所から食事所へ通って食物を取

十567

るやうに馴らして︑其の往來を利用
並び方

並び

あ＼︑よく氣がついたね︒

﹇払方﹈︵名︶1

するのである︒

ならびかた
九8910囹

よしのぶ

﹇並進﹈︵五︶1

並び方が全く似てみるだらう︒

︽ーン︾

ならびすす・む
進む

十二悩7 ︿略﹀徳川慶喜征討の官軍
ぼう
は諸道より並び進んで︑東海道先鋒

﹇並﹈︵接︶1

は品川に︑東山道先鋒は板橋に着い
た︒

ならびに

︿略﹀︑やぶかうじの赤い實に

並んで︑春蘭のつぼみのふくらん

しゅんらん

九324

だのも見える︒

十描6國團 さて御父上様の御葉書な
玉の様なる女の御子御生れの由承り︑

らびに御前様の 御 手 紙 に よ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
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なり一なり

︿略﹀︑タテ二二小枝ヲ並べ︑其ノ上
ニヤハラカナコケヲ置クダケデアル︒

八516 にいさんが奥の間に︑餅を並
べる所をこしらへてみた︒

九655 ︿略﹀水兵が︑甲板をこすり
ながら頭を並べて進んで行く︒
︿略﹀︑星野君が︿略﹀︑ほっ

たいもを一つ一っていねいにならべ

九798

て行く︒

十号9 ︿略﹀︑細長い専一ぽいに︑目
もさめるやうな草花が並べてある︒

十一143 通された部屋には︑古いた
んすや戸棚などが並べてありました
が︑︿略﹀︒

なり

︵並助︶2

ナリ

追試ハナレナイヤウニ︑岩ナ

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス

七877

タぐハナレナイヤウニ︑岩ナ

モノデ︑︿略﹀︒

七877

ナリ

なり

︽二・ナ

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス
︵助動︶姻

モノデ︑︿略﹀︒

地球の表面には︑海と陸と

一年号を先頭に︑

︿略﹀
全校生徒

八十間もつゴくなり︒

の一人は君にして︑
なるぞ︒

中の一人は僕

七61図圃君︑此の長き行列の
中の一人は僕

分れて

輸出品の主なる物は︑生綜
輸出品の主なる物は︑生綜
大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ

マヒシ所ニシテ︑︿略﹀︒

今ハ商工業サカンニシテ︑

大工場多ク︑︿略﹀︒

七287図

輸出入ノサカンナルコト横志田ユヅ

七297図神戸ハ一大貿易港ニシテ︑
ラズ︒

神戸ハ一大貿易港一一シテ︑

輸出入ノサカンナルコト横肥ニユヅ

七298図

ラズ︒

まことは堺の町人︑道案内の者故︑

ス

アフリヨク

揚子江ハ支那第一ノ大河ニ

カウ

彼岸ハ七日ノ間一一シテ︑

にげも致したであらう︒

七欄4図

ヤウ

︿略﹀︒

︿略﹀︒

八193図

シテ︑

我が國第一ノ長流鴨緑江

イカダノ大ナルモノハ長サ

ノ如キ凹形二心ノ支流ニモ及バザル

八196図

ナリ︒

八202図

六七十間︑幅三四十間︑︿略﹀︒

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ
ルコト︑東京横面間ノ如シ︒

七301図

テ︑洋々ト流ルレドモ︑︿略V︒

カンコウ

揚子江ノ大ナルコトコレニ

シャンハイ

又沿岸ニハ上海・漢口等

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

八221図

テモ知ルベシ︒

八216図

七305悪く略V︑後の暗きやぶかげよ 八213図揚子江ハ水量ツネニ豊一一シ
へび
り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか

獅子の目は火の如くにもえ︑

らだにまきつきたり︒

七308図

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて
にげまどへど︑︿略﹀︒

どは皆手の働なり︒

七313図此の時此所に來りしは一人 八279図取る・拾ふ・握る・持つな
の武士なり︒

獅子は︿略﹀︑四足をのば

獅子はかなしげにほえて︑

はせがはよござゑもん

に不自由ならん︒

八286図 ︿略﹀︑船頭の舟をこぎ︑農

夫の田畑を耕すも︑皆瀬の働なり︒

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし

八288図 ︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

むるも︑手の働なり︒

風なるほり物をほりて︑人を感ぜし

八289図︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

むるも︑手の働なり︒

いふは︑働く人の少きをいふなり︒

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

八291図手はすべて仕事のもとにし
申す者︑小兵なれどもお相手致す︒

これは長谷川三五左衛門と

七欄6園小西は日本の大凶ならず︑

七472園

んとてなり︒

にをどり入りたり︒船におよぎつか

七338図獅子は︿略﹀︑ つと海の中

濱べに立上りたりしが︑︿略﹀︒

七336図

をなめたり︒

して後︑しっかに近よりて武士の手

七322図

ほえ︑たてがみをふるひ︑︿略﹀︒

中 七319図 獅子はうれしげに一曹高く 八281図 もし手なくば︑我等は如何

七58図圃君︑此の長き行列の中

の八百は

四列になりて歩く時︑

七51図圃

半なり︒

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍

七15図

いわなるむら

ラ・ナリ・ナル︒ナレ︾﹇▽いかなる︒へ

なり

十一1610 聞けば︑雑誌の類は號の順
に 並 べ て お い て ︑︿略﹀︒

がら
︿略﹀︑貝殼や鑛石などを室

﹇生﹈﹇▽すずなり

なり﹇▽こ

内に並べては一人で寵しんでみた︒

十二910

なり

ナリ

の一人は君にして︑

﹇形﹈︵名︶4

なるぞ︒

なり

四703私ドモ山人ハ色モナリ

三萬近き學校に

望に向ふ足なみは
横濱は東京の西南八里半の

七284図

と羽二重とにして︑︿略V︒
ニントク

はぶたへ

七79図

と羽二重とにして︑︿略﹀︒

はぶたへ

七79図

所にある一大貿易港にして︑︿略﹀︒

七了5図

皆一せいにそろふなり︒

學ぶわれくの

七67図圏

のじなり・みなり

モヨクニテ居マス︒
五605圃 森も小山も下に見て︑ 向

︿略﹀︑ようひかぶとの勇まし

ふの田から大空の 雲までとゴく弓
のなり︒

六701

いなりをした武士の刀や︑なぎなた
の光も︑︿略﹀︒

七639 此の時宣すぼらしいなりをし
た一人の男が︑︿略﹀あらそってゐ
ましたが︑︿略﹀︒

なり一なり
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八293図 ︿略﹀︑いそがしき時に︑手
の足らずといふは︑働く人の少きを
いふなり︒

八419園 此所は天下の役所なるに︑
許しもなくて齪逸するとは不届しご
く︒

トクガハイヘヤス

三百年前徳川家康が諸大名

よき日は明けぬ︑さわや

の如く︑庭のすみなるとやの戸を開
く︒

にひよこを放つ︒

九124図︿略﹀︑軒下なるかこひの中

ふ︒

九134図

妹はやがてかこひ近く歩み

よれば︑中なるひよこどもは小さき
口を開きて︑︿略﹀︒

妹も同じ心にや︑しばし見
物置の前なるあき箱より︑

とれてひよこのそばをはなれず︒

九138図
九1310図

から
しゴみの殼を取出し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑しゴみの殼を取出し︑

細かに打ちくだく︒

九141図

︿略﹀︑飛びちりたる貝のか

けを︑すばやくついばみたるは眞白

九143図

︿略﹀︑すばやくついばみた

なるめんどりなり︒
九143図

てあたふるに︑これには餌の時のや

さるにいそがしく︑︿略﹀︒

今やときをつくらんとする様なり︒

九156図 ︿略﹀︑をんどりはく略﹀︑

九381図 ︿略﹀︑レマン將軍は静かに︑

やがてレマン將軍は︑萬感

﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

九386図

劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

大みことの

乃木大豊はおごそかに︑

御めぐみ深き大君の

九411図圏

﹃さらば﹄と︑握手ねん

りつたふれば︑︿略﹀︒

九435図團

飲料水二不自由ナキ土地ニ

ごろに︑ 別れて行くや右左︒

アリテハ︑︿略﹀︑水ヲ買フナドトイ

九嘱1図

フハ︑思ヒモヨラヌ事ナリ︒

同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ

同ジ物ニチモ︑意ノ如ク＝

得ラルレバ債ナク︑得ガタケレバ償

九443図

アルナリ︒

九444図

得ラルレバ償ナク︑︿略﹀︒

得ガタキ物ニチモ︑有用ナ

ソレが如何ニマレニシテ︑

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑

九侶8図

︿略﹀︒

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑

九鱗7図 ソレが如何ニマレ一一シテ︑

ラヌ物ハ償ナシ︒

九個6図葉ガタキ物ニチモ︑有用ナ

ラヌ忘潮償ナシ︒

九446図

タケレバ債アルナリ︒

くだきたる貝殼を器に入れ 九445図同ジ物ニチモ︑︿略﹀︑得ガ

るは眞相なるめんどりなり︒

うに集らず︒

九144図
朝日は出でぬ︑花やかに︒

わら
く略V︑敷藁の中に見事なる

九146図昨日の午後に産みたるなる

卵二つころがれり︒

九145図

既に大海に出で給ひしに︑

朝日は出でぬ︑花やかに︒

九103図

大風俄に吹遜りて︑︿略V︒

く略V︑御船少しも進まず︑
今にもくつがへらんばかりなりき︒

九105図

べし︒

︿略﹀︑めんどりはせはしげ

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ

九153図

事は縛べて之に記入し置くなり︒

ふしぎや︑今まで荒れに荒 九151図父上の命にて︑︿略V︑鶏の
なぎ

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

顔を洗ひをはりて︑いつも

おだやかなる凪となり︑︿略V︒

九122図

たまり︑︿略﹀いそがしげに餌を拾

名古屋市ハ我が國屈指ノ大 九133図 ︿略﹀︑十幾羽の鶏一つにか

とほすは水の力なりけ

器にはしたがひながら︑

ともし画きえたり︒

八818図圃
いはほをも
り︒

八958図
都心＝シテ︑人口四十飴萬アリ︒

︿略﹀︒

八968図
正ノキヅキシ所ナリ︒

︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清

二二ジテ造ラシメタルモノニシテ︑

八966図

シ︒

物・扇・上期・織物等ノ産出頗ル多

八483 ︿略Vトガッテカギノ如ク＝ 八959図 商工業盛一一シテ︑焼物・塗
見エル爪︑︿略﹀ ︒

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

八585図

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

ニ記シタル看板ヲ 出 セ ル ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八586図

履・傘ナドト︑︿略﹀看板ヲ出セル
ハ︑ヨク人ノ知ル所ナルベシ︒

しっ

安

あらゆるものはやみとい

ふ

黒きとばりにおほはれて︑

八588図 スベテ看板ハ商品又ハ職業 九15図幽

︿略﹀︑夜のとばり

ノ名︑幽遠等ヲ記シテ︑人目ニツキ

ハウチヤウ

かに︒

九25愈愈

しらみたり︒

かにあきて︑ほのぐと東の窓は

九23図團

き眠に入れるなり︒

又マレ一一ハナゾヲ用フルモ

ヤスカラシメントスルモノナリ︒
八598図
アリ︒

イモ
八601図 彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里
半ト金野ルモノノ如キハコレニシテ︑
︿略﹀︒

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

イモ
八602図 彼ノ焼玉屋ノ看板二︑八里 九26骨質
其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒
カマ

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒

ナベ

八608図 ︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

きいち

九117図

八624図 昔はあきめくらも多かりし 九111図園 これ海神のた﹂りならん︒
に︑まことのめくらにして︑大學者
はなはほ

となりし人あり︒

く略V︑風にはかに吹きで︑

八625図 塙保己一こ口なり︒
八637図
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︿略V︒

九452図 カクノ如ク物二七アルハ︑
其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九452図 カクノ如ク物二償アルハ︑
其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九452図 カクノ如ク物二償アルハ︑
其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九458図 之二反シテ︑同ジヤウナル
馬五匹アリ︑︿略﹀︒

九459図之二反シテ︑同ジヤウナル
馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑
買ハントスル人タず一人ナルトキハ︑
︿略﹀︒

九459図︿略﹀︑其ノ持主ハ別々ニテ︑
買ハントスル石蔵ぐ一人ナルトキハ︑

げて︑︿略﹀︒

九907図信吉は傍なる姉に向ひて︑
早速御見舞に参上致した

﹁︿略﹀︒﹂と頼みたり︒

九備8圏團
く存じ候へども︑御住所不明にて困
り居り候︒

若し御承知に候はば︑御

手敷ながら至急御報知下されたく︑

九佃9圏団
願ひ上げ候︒

一命を捨てて君の御恩に
一人の子が御払の爲い

報ゆる為には候はずや︒

九備8囲国
九備10図団園

くさに出でし事なれば︑定めて不自
由なる事もあらん︒

一人の子が御午の爲い

くさに出でし事なれば︑定めて不自

九柵1激騰園

由なる事もあらん︒

九柵1各国園何にてもゑんりよなく

九466図 スナハチ物ノ債ノ高下ハ︑

﹃︿略﹀︒﹂と︑親切におほせ下され

九柵2圏岩村の方々は︑︿略V︑

言へ︒

主トシテ需要ト供給トノ關係併置ル

候︒

︿略﹀︒

ナリ︒

屋根に上げし看板が 往亡の人の目

がひなき事が思ひ出されて︑此の胸

九806図面 石安工場と筆太に︑ 小 九柵4國団 母は︿略﹀︑そなたのふ
は張りさくるばかりにて候︒
く略V︑そなたがあっばれ

につきて︑︿略﹀︒

九柵5圏国

なるてがらを立て候やうとの心願に

九829図韻 ちいさん今年六十の 坂
を越えたる足もとに︑ 大いなる石

まん

八幡様に日参致し候も︑

候︒

九摺7躍団

母も人間なれば︑我が子

候やうとの心願に候︒

そなたがあっばれなるてがらを立て

九夏6圏団

横たへて︑︿略﹀︒

九895図 信吉は感心して︑熱心に空
を仰ぎみしが︑︿略﹀︒

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

九896図 信吉は感心して︑熱心に空

くわいらう

︿略﹀︑浴殿・廻廊など総

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

十21︹図

き

そ

ひのき

先生の説明によれば︑国社

べて白木造にて︑神々しさたとへん
忍なし︒

十31図

又日々に奉る供へ物には︑

の用材は主として木曽産の檜なりと
そ︒

十32図

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

平生きはめて御質素にわた

由なるが︑︿略﹀︒

十36図

らせられし御有様︑︿略﹀︒

何れも︑御在世罪しばく
行幸・行啓ありし所にて︑︿略V︒

ぎやうかう

十39図

︿略﹀︑三時の御殿・御罪な
どの︑今も其のま＼に保存せらる﹂

十41図

案内の人にみちびかれて︑

なりとそ︒

十42図

まつ社務所の隣なる奮御殿を拝観す︒

御殿は質素なる平屋にて︑

十42図御殿は質素なる平屋にて︑
︿略﹀︒

十43図

御庭の此所彼所に︑下葉の色づきか

はぎの御茶屋といふ名のあ

けたるはぎ茂れり︒

十45図

る献木にて︑︿略﹀︒

けん

十61図園大方は國民の眞心こめた

ひつきやう掘取る者︑運

根づきたるは︑誠に驚くべき事なら

十66図囹︿略﹀︑ほとんど皆勢よく

ずや︒

十67図囹

ぶ者︑植込む者︑一様に心を蓋くし

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

十68図園︿略﹀︑一様に心を葺くし

十68図園︿略﹀︑一様に心を書くし

これも眞心の致す所なる

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

べし︒

十了3図囹

ほのかに浮ぶ︒

十297定立 ︿略﹀︑ 月のごと︑日輪

ぼろに 朝霧流る︒

ち

＋301図圃︿略﹀︑しらぐと︑お

またをつ＼み︑︿略V︒

十302図圃しめやかに︑夜の霧

そかに夜の霧流る︒

十307図圃 ︿略﹀︑ しめやかに︑ひ

そかに夜の霧宣る︒

十307図圏 ︿略﹀︑ しめやかに︑ひ

名を迅雲亭といふ由なり︒

ど︑一としてそれならぬものは無い︒

地をうがち︑河水をせき止めた事な

からであった︒︿略V︑山をくづし︑

十374 ︿略﹀︑最新の性理を慮用した

︿略﹀︑池のめぐりは見渡す

かくうんてい

るも之がためなるべし︒

十48図

十605壷折から︑︿略V此方へ來か

とことわりぬ︒

ど氣品高き婦人立出でて︑﹁︿略﹀︒﹂

十598図 ︿略﹀︑身なりはそまつなれ

十47図

限りの木立・くさむらにて︑さなが
ら別天地に遊ぶ思あり︒

︿略﹀︑新に植込みたる木
の敷︑實に十敷萬本に及べり︒

十57図園
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かれるは︑此の家の主人なるべし︒
へば︑官国貴は意の如くならん︒

︿略﹀︑近來は殊に御元氣

事とて︑︿略﹀︒

十鵬5圓團

のやうに承り居り曲事とて︑此の度

汝大勢の如何ともすべか

らざるを知って︑何ぞいたづらに苦

十993図表
しむことの甚だしきや︒

十637図 主人は聲を限りに呼べど︑
はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

︿略﹀︑大兄と共にいろ

や︑ふりかへらず ︒

出で候︒

十年3㈱團

︿略﹀︒

の地︑

両親も非常に驚き居り︑

爾親も非常に驚き居り︑

美術の光の か冨やく此
水また清く︑
た

めつ

樂園日本の

とつ落人さへ

︿略﹀︑

山皆緑に

十擢1図魍

上げ候間︑︿略﹀︒

うかん一篇︑小包便にて御送り申し

尚御生前御好物なりしや

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

十佃2立国

出で候︒

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

十㎜1圓團

うに思ひ出され候︒

く御話を承り候事など︑今更のや

十佃10圏国

の御報は全く夢かと存ぜられ候︒

心力を蓋くしてしかも救

元の皇帝深く文天中を惜し
さと
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

十9910図園我は宋の臣なり︒

んとす︒

十999図

ふことあたはざるは天命なり︒

十997図園

とむるは人情の常にあらずや︒

十638図 ︿略﹀︑はるかに行過ぎたる 十996図園 父母の病あつければ︑醤
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ
僧は︑聞えぬにや︑ふりかへらず︒

十663園 ︿略﹀主人の持譲れるは︑
秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒

ひ

十705図 旅僧もまた主人夫婦の情心
にしみて︑そgうに別れがたき思あ
り︒

十709図 頃しも鎌倉より︑勢そろへ
の沙汰俄に甘々に傳はりぬ︒

︿略﹀御手紙により︑御

母上様には去る二日御安産にて︑玉

十鵬8國團

十715園 それなるは佐野源左衛門常 十㎜6池園 文画面は眞の男子なり︒
世か︒

の檬なる女の御子御生れの由承り︑

十719園 ︿略﹀佐野三十書論は︑理
非明らかなるによって汝に返しあた
︿略﹀︒

十擢2図画

へなる花と︑

今日小包にて粗末なる物︑

て︑︿略﹀︒

血管2図

かくの如くなれば全村頗る
豊にして︑村民皆其の家業を樂しめ

十伽4図

を養ふことも盛にして︑︿略﹀︒

ふな
沿岸・沼を利用して鯉・鮒

なる人︑︿略V模範をしめししを以

十悩8図村の財産家にて事業に熱心

て︑︿略V︒

なる人︑︿略V模範をしめししを以

十悩8図村の財産家にて事業に熱心

の様なる女の御子御生れの由承り︑

御母上様はまだ御やすみ

るもうべそ︒

間︑︿略V︒

來は殊に御元氣のやうに承り居り候

十鵬4並並

平生甚だ御達者にて︑近

赤さんの御着物にもと御送り致し候

十鵬3圓國

甚だ残念に存じ居り候︒

十佃2属團く略V︑それも心に任せず︑

いそがしき事と察し申し候︒

にて︑御前様にはく略V︑何かと御

十研7三囲

︿略﹀︒

母上様には去る二日御安産にて︑玉

︿略﹀御手紙により︑御

へる︒

父と母とに暇を告げて︑

十893血膿 ︿略﹀︑ 俵あむ手のいそ 十柵8國團
がしげなる
勇みて出つる我が家の門︒

ひき來る馬のつく息白し︒
そう

十903図魍 ︿略﹀︑ 新道つたひ車重
げに

十969図支那の宋朝の末︑北方に元
といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑
宋 の 領 地 を を か し＼かば︑︿略﹀︒

にして︑宋軍到る 庭 に 敗 れ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十976図 然るに白軍・の勢いよく盛

十979図 されど宋軍の大勢日々に非
にして︑天祥の誠忠を以てしても如
何ともすることあたはず︒

十991図圓 今より心を改めて元に仕

り︒

かくの如くなれば全村頗る

豊にして︑村民痛心の家業を樂しめ

十伽4図

り︒

十伽7図村長は村の善家に生れ︑き

校長も命懸温厚なる人にし

はめて親切公平にして︑︿略﹀︒

十伽10図

校長も着實温厚なる人にし

て︑生徒を愛すること子の如く︑

︿略﹀︒

て︑生徒を愛すること子の如く︑

十七10図

︿略﹀︒

の有益なる事業の費用にあっる計圭里

十二8図 ︿略﹀︑其の残部を一村共同

なり︒

十伽8図 ︿略﹀︑其の残部を一村共同

萬事此の有様なれば︑一村

の有益なる事業の費用にあっる計圭旦

なり︒

十年10図

は誠に平和にして︑年を追うて其の

萬事此の有様なれば︑一村

二品を増すばかりなり︒

は誠に平和にして︑年を追うて其の

十櫛10図

悪事此の有様なれば︑一村

繁榮を増すばかりなり︒

は誠に平和にして︑年を追うて其の

十171図

果もなくすみ渡りたる大空︑

繁榮を増すばかりなり︒

十梛5図

︿略﹀舞尋者の胸は︑まさ

はなやかに量る＼日の光︑︿略﹀︒

に始らんとする進水式の壮快なる光

十椥7図

景を豫没して︑︿略﹀︒
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︿略﹀︑紅白の紙片花ふゴき

の如くに散る申を︑羽音高く舞上る

十伽9図
はと

敷藁の鳩︒

十伽3図 拍手かつさい︑天地をとど
ろかす萬歳の叫︑勇壮なる軍樂の調︑
︿略﹀︒

はり

︿略﹀︑さらばとて備前と播

十梱1図園 義を見てせざるは勇なき
なり︒
ま

十二4図

磨との境なる舟坂山にかくれ︑今か

くと待ち奉れり︒
十矧6図 行幸齢りに遅かりしかば︑
人をしてうか江は し む る に ︑ ︿ 略 V ︒
いまじゅく

十個8図 ︿略﹀︑播磨の今宿といふ
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と人の言へ

いん
庭より︑山陰道にか＼し由なり︒

十僅2図

殿︒

ば︑衆皆力を失ひて散りくになり

十髄6図高徳︿略﹀︑大いなる櫻の

は んれい

幹をけづりて︑大文字に詩の句を書
きつけたり︒

︿略﹀︑勾蔑越の王となるに

十慨9図圃 時︑萢蚕無きにしもあら
ず︒

十榴5図

及び︑呉の旺盛にして国軍大いに破

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

十一64図論語は︑曽参と有畜との

孔子は正義の念強き人な

集録したるものにして︑︿略﹀︒

十一67図
りき︒

り︒

十一68図園富貴は人のねがふ所な
十一68退園然れども正しき道によ
るに非ざれば︑我之に居らず︒

り︒

十︸69図星貧賎は人のいとふ所な
十︸610図園然れども正しき道によ
るに非ざれば︑我之を去らず︒
よう

又きはめて国恥に熱心に

十︸71図囹中庸は徳の至れるもの
なり︒

十一73図

︿略﹀︑其の国恥の念の切

して︑︿略﹀︒

十一73図

なる︑﹁︿略﹀︒﹂といふに至れり︒
あした

ゆふぺ

十一74学園﹁朝に道を聞くことを
ズ略﹀︒﹂とは︑彼が簡明

得ば︑夕に死すとも可なり︒﹂

十一78図

﹁︿略﹀︒﹂とは︑彼が簡明

に此の意をあらはせる語なり︒
十一78図

行くは何虜ぞ︑桃さ

よごの
る大岩山のとりでより︑︿略﹀余吾

こはた〜事ならじと︑尾

湖のほとりに下り去れる七八人の兵

うみ

卒あり︒

十一262図

盛政は︿略﹀︑俄にやみ

野路山の本螢に急報すれば︑︿略﹀︒

きやく

十一268図

如く︑︿略﹀︒

十一342図海の静かなることは鏡の

十一343図︿略﹀︑朝日夕日を負ひて︑

島がくれ行く白帆の影ものどかなり︒
だんのうら
︿略﹀︑屋島︒壇浦は源

我が國に遊べる西洋人は

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一3410図

だ切なり︒

重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

たい

來御亡氣にて︑しかも一時は大分御

十一418心猿 ︿略﹀︑貴兄には去月以

り︒

における海上の一大公園なりといへ

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

木之本には秀吉の隔れる 十一352図

の中を退却しはじめたり︒
十一2610図
なり︒

十一283図く略V︑秀吉の軍は︑此の
時既に庭々のとりでより來れる守兵
と合して︑追撃すること頗る急なり︒

秀吉はるかに之を望み︑

候︒

たい

來御病氣にて︑しかも一時は大分御

正國も︿略﹀︑俄に槍を 十一419圓国 ︿略﹀︑貴兄には去月以

旗本の若武者どもをきっと見て︑

十﹇291図

︿略﹀︒

十一2910図

投捨てて大手をひろげ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一日目早く御全

快なされ候四切に祈申事︒

十一422亡国

候︒

十一3010図清正刀を抜かんとするに︑ 重態なりし由︑誠に意外の事に驚入

かぶとのしころつ㌧じの枝に引つ
か﹂りて︑身のはたらき自由ならず︒

十一424圏圏御承知の通り心地には

武器は皆槍なりしかば︑
世に之を呈して賎嶽の七本槍といふ︒

十︸318図

宜しき由に候︒

温泉これあり︑病後の保養には特に
かと見れば岬なり︒

十一332図船の其の間を行く時︑島

十一339図

︿略﹀︑夏は山海皆緑にし

て目畳むるばかり鮮かなり︒

船は静かに我 十一338図 ︿略﹀︑夏は山海皆緑にし

くにして︑また忽ち開く︒

島風にあらはれ︑水路きはまるが如

く舞見仕候︒

十一432圏團

何分田舎にて萬事不便

先づは御見舞までかく

御親切なる御手紙有難

の如くに御座候︒敬具︒

十一428圏圏

には候へども︑︿略﹀︒

十一424蓄蔵

十一332図岬かと見れば島なり︒
十一424圓国 何分田舎にて萬事不便
鳴くやひばりの聲う 十一334図 一島未だ去らざるに︑一
には候へども︑︿略﹀︒
に此の意をあらはせる語なり︒

等をのせて︑
く村へ︒

く略V︑

かげろふもえて野は晴

十一122考課
ら﹂かに︑

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒

十重2図 高徳此の故事をひきて︑

れわたる︒

いうじやく

十一241図

く略V︑十三箇所のうちな て目覧むるばかり鮮かなり︒

十一138図圃

︿略﹀︑必ず御心 を 安 ん じ 奉 る べ き こ

とを聞え上げたるなり︒
そうしん

十﹇62図 門人三千人︑其の最もす
がんえん

ぐれたるもの︑脚高・曽参・有若
等七十二人なりき ︒
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十一433國団 尚又結構なる葛粉御送
り下され︑御厚情の程深く謝し奉り
候︒

冒の心地にて引きこもり居候虚︑

ばう

十一435國團實は去月十日頃より感
︿略﹀︒

十一436圏団 しかし幸に纒過良好に
て︑熱も凡そ二週間鯨にて全く相去
り申候︒

翌朝蚤師は常にもあらず

寄せて︑様々に姿を攣へつ㌧寝起す
る様なり︒

十﹁466図
早く起出で︑︿略﹀筆を動かしみた
り︒

つる
十一467図面の滝里がく所皆鶴にして︑
筆勢非凡︑丹青の曲言ふべからず︒

﹁今日かき給はん鶴の

姿はかやうなるべし︒﹂

十一475図園

て︑熱も凡そ二週間飴にて全く相去

れば︑かき添へんために蹄りしなり︒

き枝ぶりの檜を見て︑其の意を得た

十一437魍団 しかし幸に纏過良好に 十﹁491農園 ︿略﹀︑箱根山中にてよ
り中底︒

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を
れ︒

まやこそ︑

我がなつかしき住家な

十一4410図様 君は壷を以て一家を成 十一803図翻 ︿略﹀︑ 煙たなびくと
取り給ひし事なし︒

い と ふ に あ ら ざ れど︑︿略﹀︒

にも精々御注意なさるべく候︒

十一452図圏 我もとより衣食の費を 十一川9國国 勉強も大切なれど︑髄

ジャネーロ市は︑ブラジル國の首府

目下滞在中のリオ︑デ︑

ておはすべきにあらねば︑今は何庭

十一452図園 ︿略﹀︑何時までもかく 十一堰9圏圏

目下滞在中のリオ︑デ︑

にて非常に景色よく︑︿略﹀︒

十一槌10圏團

目下滞在中のリオ︑デ︑

にて非常に景色よく︑︿略﹀︒

ジャネーロ市は︑ブラジル國の首府

十一槌9暖国

へなりとも行きて君の技をふるひ給
へ︒

︿略﹀︑書師﹁︿略﹀︒﹂と

十一457図園 そはいと名残をしき事
なり︒

ジャネーロ市は︑︿略﹀︑港としても

十︻459図

有名なる庭に候︒

目下滞在中のリオ︑デ︑

て︑心構せし様なりしが︑尚筆も取

十﹇撹10國圏

らで鶏日を過しぬ︒

ジャネーロ市は︑︿略﹀︑港としても

十一462図 或夜小僧︑住持の居間に
來 り て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とさ＼やさければ︑

町のりっぱなる事も︑
る所これなく候︒

文明諸國の大都會に比して少しも劣

十一堰10圏圏

有名なる虜に候︒
︿略﹀︑圭旦師は︿略﹀︑

住持ひそかに行き て 見 る に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一463図

檬々に姿を攣へつ＼寝起する様なり︒
十︻463図 ︿略﹀︑書師は障子に身を

十一鵬8圏團

︿略﹀︑唯をかしきは日

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様
に季節の相反する事に候︒
︿略﹀︑唯をかしきは日

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一榴8圏團

其の中に有名なるアマ

に季節の相反する事に候︒

十一脳2皇国

ゾン河や︑イグアッスーの大上布の
牡観を窺したるものもこれあり候︒

河幅は驚く程の廣さに
て︑河口の庭にては︑三百二十キロ

十︸脳10圏團

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

次にイグアッスーの瀧⁝

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

十一価4圏國

國との境にある大爆布にて︑︿略﹀︒

此の邊は南米中︑日本
人の最も多く住める虚にて︑︿略V︒

十一塒10圓團

ゆ

︿略﹀︑何庭に行きても

世界に名高きブラジル

日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒

十一伽1國團

十一鵬4國囲

コーヒーの主要なる産地も此の邊に
て︑︿略﹀︒

世界に名高きブラジル

しや
︿略﹀︑甘庶・綿花・米

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

十一鵬5囲囲

て︑︿略﹀︒

十一鵬6囲團

等もよく出上る由に候︒

十一伽2魍團之を機械にかけて皮を
除き︑袋に入れて外國に輸出する由
に候︒

く略V子供が︑︿略﹀か

ひぐしく立働ける様を見ては︑如

十一柳7囲国

何にもけなげに存ぜられ候︒

ブラジルは何庭へ参り

ても果なき原野と森林とに候︒

十一鵬2國國

か＼る庭にても日本人

牛馬は放し飼にせられ居候︒

十︸欄2音量﹁原野は大てい牧場にて︑

十一佃1國團

か＼る庭にても日本人

が盛に開墾に從事致居り︑︿略﹀︒

が盛に開墾に從事致居り︑其の有様

十一佃3國圏

は如何にも男らしく勇ましきものに

候︒

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十一佃10圏団 ︿略﹀︑天をもこがすば

うき世をよそなるしづ

實にすさまじきものに候︒

十﹁川1図圏

ふみ
入りては机に書をひもとく︒

けき住居︑ 出でては日毎畑を打ち︑

そかに 帝の位をふませ給ひぬ︒

十一襯4図圃 ︿略﹀︑ 漢中王はおご

そう

一切脛は︑佛教に關する

書籍を集めたる一大叢書にして︑

十一伽5図

︿略﹀︒

しかも其の巻敷砂千の多

に志ある者の無二の寳として貴ぶと

十一伽6図 一切纏は︑︿略﹀︑此の教

ころなり︒

十一価8図

きに上り︑これが出版は決して容易

されば古は︑支那より渡

の業に非ず︒

來せるものの僅かに世に存するのみ

十一％9図

されば古は︑支那より渡

にて︑︿略﹀︒

十一伽9図
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來せるものの僅かに世に存するのみ
にて︑學者其の得がたきに苦しみた
りき︒

十一枷2図園 我が一切纒の出版を思
立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑佛
教 を 盛 に せ ん と するは︑︿略﹀︒

十一m3図園 我が︿略﹀︑佛教を盛
にせんとするは︑ひつきやう人を救
はんが爲なり︒

十一僧3図園 我が︿略﹀︑佛教を盛
にせんとするは︑ひつきやう人を救
はんが爲なり︒

切纒の事に費すも︑うゑたる人々の

十一伽5図園 ︿略﹀此の金︑之を一
救助に用ふるも︑期する所は一にし
て二にあらず︒

︿略﹀︑蹄する所は一に

して二にあらず︒

十一梛5図園

十一侃6図圏 一切経を世にひろむる
はもとより必要の 事 な れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

はもとより必要の事なれども︑人の

十一伍7繊麗 一切経を世にひろむる

︿略﹀︑人の死を救ふは

死を救ふは更に必要なるに非ずや︒
十一枷7図園
更に必要なるに非ずや︒
︿略﹀︑人々の困苦は前の

十一伽4図 鐵眼の喜知るべきなり︒
十一伽6図

出水の比に非ず︒

日々にまさりゆくばかりなり︒

十一伽8図︿略﹀︑人々のくるしみは

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一伽5図 鐵眼の深大なる慈悲心と︑

心とは︑︿略﹀︒

十一一55図

七十五尺の大鳥居とは︑

これなるべし︒

十一一了6図大神其の眞心の厚きを賞

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

︿略﹀熱心とは︑強く人々を感動せ

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

十一伽8図
しめしにや︑喜んで寄附するもの意
しめ給ふ︒

︿略﹀︑喜んで寄附するも

これ即ち出雲大社の起原

以て世に知られ︑︿略﹀︒

十二710図

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

十二710図

太さ中指ほどなる細長き

高大なる爲なるべし︒

十二84図

太さ中指ほどなる細長き

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚
板となり︒

十一一85図

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚
十二91図

かの建御雷命が大國主命

稻佐の濱といふ虜なり︒

板となり︒
いなさ

十二92図

と會見せられしは平庭なりといふ︒

世の出心事を速に知らん
とするは人情の常なり︒

十ニー45図

ち

十ニー45図世の出望事を速に知らん
とするは人情の常なり︒

︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

時代にありては︑︿略﹀特殊の事件

十型ー48図

されど人智の進歩と印刷

を報道するに過ぎざりき︒

十ニー410図

術の焚達とは︑何時までもかく軍純

にして遊戯的なるものに満足すべく

もあらず︑︿略﹀︒

純にして遊戯的なるものに満足すべ

十一一1410図 ︿略﹀︑何時までもかく軍

くもあらず︑︿略﹀︒

十蝋石53図 ︿略﹀︑︿略﹀内外の事件

りて︑こ＼に始めて我等の生活に切

を報ずると共に時事を論ずるもの起

實なる關係を有するものとはなりぬ︒

は︑︿略﹀︒

かくいへば︑頗る繁雑に

しめ

しめ

く略V︑原稿締切時刻より

されば同一日附の同じ新

多少の相違あるを常とす︒

他地方にて受取るものとは︑記事に

聞にても︑爽行地にて受取るものと

十ニー94図

能力なり︒

鼻口ー81図殊に驚くべきは輪轄機の

其の如何に速なるかを知るべし︒

刷出まで其の間僅かに敷十分︑以て

十ニー710図

其の如何に速なるかを知るべし︒

刷出まで其の間僅かに敷十分︑以て

十一一179図 ︿略﹀︑原稿締切時刻より

も︑︿略﹀︒

して多大の時間を要する如くなれど

十ニー79図

も︑︿略﹀︒

して多大の時間を要する如くなれど

十ニー78図

かくいへば︑頗る繁雑に

十ニー54図 我が國にてか＼る新聞の
さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の
ゐ
高大なる爲なるべし︒
現れたるは維新前後にして︑︿略﹀︒
はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑ 十一一157図 ︿略﹀︑相當に名ある新聞

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

十一一78図此の社は規模の大なるを

なり︒

十二了7図

外に多く︑︿略﹀︒

十一伽9図

の意外に多く︑此の度は製版・印刷

これ世に鐵眼版と稻せら

の業着々として進みたり︒

十一㎜3図
︿略﹀︑一切纒の廣く我が

る＼ものにして︑︿略V︒

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

十一佃4図

事なりとす︒

十二23図画ほどくに心を書くす
ちからそやがてわが力なる︒

さし昇る朝日の如く︑

國民の

十二24図圏

もたまほしきは心なり

もたまほしきは心なり

さし昇る朝日の如く︑

さわやかに
けり︒

十一一25図圏

さわやかに
けり︒

ひのかは

此の川は古の簸川に

傍なる人のいふやう︑

こずゑさやかにふれる白雪︒

うな
十二42図醐 海原はみどりに晴れて︑
団平の

十一一46図
﹁︿略＞o﹂と︒

十二47図園

して︑かのをうち退治の傳説あるは
此の川の川上なり︒
の傳説あるは此の川の川上なり︒

十二47図園︿略﹀︑かのをうち退治

思ひつ＼︑︿略﹀︒

十二51図旅行にはよき日なりなど

なり一なり
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共に薪炭材として重要なるものなり︒

十二459図 今其の主要なるものを學 十二488図 かしは又なら・くぬぎと
ぐれば︑︿略﹀・ く ぬ ぎ 等 な り ︒

かしは又なら・くぬぎと

り

︿略﹀︑檜は木曽産の聲審

共に薪炭材として重要なるものなり︒
き そ

り︒

松に至りては産地極めて

高く近時皇湾阿里山の檜また有名な

あ

十一一491図

十二4510図 今其の主要なるものを暴 十二489図
ぐれば︑︿略﹀・ く ぬ ぎ 等 な り ︒

十二462図 凡そこれ等の木材は︑
︿略﹀︑随って何れも重要ならざるは
な け れ ど ︑ ︿ 略 V︒

今日一國家を形成する

國旗は實に國家を代表す

に染分けられたるは︑フランスの國

といふ庭に渡り︑︿略﹀︒

しらぬし

十二8210図面づ樺太の南端なる白主

かして樺太の北端に近きナニヲーと

十一一833図 ︿略﹀︑非常なる困難をを

旗なり︒

十二636図︿略﹀︑黒・赤・金の三色

いふ慮にたどり着きたり︒

を横に染分けたるものはドイツの國
旗なり︒

の五色を横に並べたるものにて︑

目的を達するに便なることを知りぬ︒

て其の地の模様を探るは︑かへって

十二638図即ち赤・黄・藍・白・黒 十二842図 ︿略﹀︑封岸の大陸に渡り
︿略﹀︒

とひそかに喜びて︑切に己をともな

くわいきやう

最早︑藍は蒙古人︑白は回門人︑

もうこ

十二6310図︿略﹀︑赤は漢人︑黄は満 十二844図 ︿略﹀︑林藏は好機至れり

はんことを求む︒

とひそかに喜びて︑切に己をともな

十二845図 ︿略﹀︑林藏は好機至れり

ちべっと

黒は西愚人を代表するなり︒

十二643図︿略﹀エンマヌエル王︑

かくの如く各國の手旗は︑

尊敬は︑即ち其の國家に封ずる忠愛

樺太は大陸の地績なりや︑

からふと

の情の嚢露なり︒

十二8110図

又は離れ島なりや︑︿略﹀︒
からふと

樺太は大陸の地響なりや︑

間宮林藏これなり︒

又は離れ島なりや︑︿略﹀︒

十二8110図

十一一823図

こくりゆう

︿略﹀︑湖を渡りて黒龍

デレンは各地の人々來り

林藏が二回の探検により

く略V︑樺太は大陸の一部

ら

十二996図 ︿略﹀奈良の都も︑︿略﹀︑

な

國に知らる㌦に至れり︒

らず︑此の地方の事情も始めて我が

にあらざること明白となりしのみな

十二8710図

と明白となりしのみならず︑︿略﹀︒

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

十一一879図

集りて交易をなす庭なり︒

十二872図

レンに着せり︒

十二871図 ︿略﹀︑遂に目的地なるデ

まりて僅かに雨露をしのぐ︒

十二862図 ︿略﹀︑八人一所にうつく

江の河岸なるキチーに出づ︒

十二858図

地に行かば︑︿略﹀︒

ばう
十一一846図園容貌の異なる汝が彼の

はんことを求む︒

國土統一の時︑其の家の紋章の色な
る白と赤とに︑統一の成功を祈る希
望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

十二647図

配したるものなり︒

今我が國を始め主なる諸 十二645図 ︿略﹀︑更に王家の紋章を
更に思へば︑白地は我が

︿略﹀︑或は其の國民の理想・信仰を

元來イギリスは︑︿略﹀

十二649図︿略﹀︑國民の之に封ずる

表すものなれば︑︿略V︒

イギリスの國旗は︑今日

國民の純正潔白なる性質を示し︑

︿略﹀︒

三國の合同して成れる國家にして︑

十一一6110⁝図

重ねたるものなり︒

の形式を具ふるまでに幾多の攣化を

十二618図

︿略﹀︒

十二615図

外國の國旗に就いて述べん︒

十二611図

る標識にして︑︿略﹀︒

へう

十二609図

所なし︒

定々にして︑國旗の制定せられざる

十二608図

我が國の木材中の首位を占む︒

廣くして︑︿略﹀︑其の豊富なること

十二463図 ︿略﹀︑中にも其の用途の 十二494園
痛きは杉及び檜なり︒

易に増殖せらる＼鮎において檜にま

十二464図殊に杉は人爲によりて容
さり︑︿略﹀︒

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二467図 然れども材の優良にして
十二468図 然れども材の優良にして
美麗なるは檜を以て第一とすべし︒
増殖や﹂困難なるは惜しむべし︒

十二471図 唯杉に比して産額少く︑

工作に歪なれば︑諸種の箱を作るに

十二474図 ︿略﹀︑もみは柔かにして
用ひられ︑︿略﹀︒

十二474図 ︿略﹀︑もみは柔かにして

工作に愚なれば︑諸種の箱を作るに
用ひられ︑︿略﹀︒

十二481図 けやき・栗・かしは何れ
も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

條の横筋は︑搦立當時の十三州を表

十二482図中にもけやきはもくめ美 十二628図 即ち赤・白合はせて十三
しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

樺太が離れ島にして大陸
の地葺にあらざることは︑︿略V︒

十二826図

の地績にあらざることは︑︿略V︒

樺太が離れ島にして大陸

藍・白・赤三色を以て縦

現今は星章の敷四十八個

十一一826図

十二633図

なり︒

十二631図

すものにして︑︿略V︒

︿略﹀︑かしはく略﹀︑

︿略﹀︒

十二486図
ろ

櫓・車・運動器具の如き強烈なる力

を斎くるものを製作するに適せり︒
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なりかかる一なる

きない

今は唯畿内の一都市として僅かに古
の名残を留むるのみ︒

十二川1図 人なつかしげに寄り干る
鹿の︑︿略﹀︑秋より冬にかけて哀音
︿略﹀︑奈良には置くべか

しきりに人の眠を さ ま す も ︑ ︿ 略 V ︒

十二剛5図
ふぜい

らざる風情なるべし︒

そもく如何に美しく︑如何に罪な

十二趣2図︿略﹀古の奈良の都は︑
りしそ︒

大極殿の跡はるかに指嵩

すべく︑南の方郡山の町の東に羅城

十一一撹10図

か

門の跡今も残れりといふ︒
やまと
︿略﹀︑大和平野の蓋くる

十二欄5図
うねび

虜はるかに畝傍山・耳成山・天の香
ぐ

久 山 の 三 山 ま ゆ の如く︑︿略﹀︒

十二川4図 電燈の畿明せられたるは︑
然れどもこは今日のアー

今より凡そ百十齢年前のことなり︒
十一一柑7図
ク 燈 に 類 す る も のにして︑︿略﹀︒

才によらざるもの殆どなしといひて

︽ーチ・ーッ︾

こ＼において再び炭素線

の研究に没頭したれども︑徒に多く

十二佃4図

十215国︿略﹀︑掛の人が其の直で責

取引の成立つた馬は︑其の

︵係助︶1

なりとも

﹇生﹈︵五︶12

ナル

ナラ

なる

ハヤクミガナレ︒

ヘチマノハナガサキマシ

一糾ーミガナリマシタ︒

ヌト︑ ハサミ デ ハサミキル︒

一133圃

一132圏ハヤクミガナレ︒

︽ーッ・ーラ︒ーリ・ーレ︾

な・る

とも行きて君の技をふるひ給へ︒

十一453図園 ︿略﹀︑今は厳器へなり

なりとも

今年はなり雑なのだ︒

す〜なりになってみるのが目につく︒

九撹1 ︿略﹀︑井戸端の柿の木に柿が

なりどし ﹇生年﹈︵名︶1 なり年

す︒

日の中に買手に引渡されてしまひま

十216圏

引が成立ちます︒

渡すといふあひつに手を打って︑取

可なり︒

参りし當座は何事もわ

がら情なく存じ候ひしが︑︿略﹀︒

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

十一一伽10圏国

服店にて︑なかく忙しく御座候︒

十二梱8圏国私の勤め居り前罪は呉

御壮健の由︑何よりのことに御座候︒

︿略﹀︑先生には何時も

十二伽2黄玉

或日のことなりき︒

ノ

の時日と金平とを費したるに過ぎざ
十一一佃6図

何心なく手に取りて眺め

りき︒

十二佃9図
みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

らず紙にあらず︑︿略﹀︒

十二酩9図説の眺め入りしは給にあ

︿略﹀︑仲間のうちにて

計算は私が一番達者なりとて︑何時

十二捌6斎堂

もほめられ申候︒

十二柵10図彼の眺め入りしは給にあ
らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

懐かしき

かもめ飛ぶ海をすべり

船は今静かに

船は今静かに侮る︑

︿略﹀︑

船は今静かに

懐かしき故郷の港︒

︿略﹀︑

懐かしき故郷の港︒

其の上我が國の美しい風景

一257
穏健ならしめ︑︿略﹀︒

﹇成掛﹈︵五︶1
︽ーッ︾

なりかか・る
かる

どの木にもよくみがなりまし

四72今年は柿のあたり年で︑

た︒

石がきの下へ出たのは︑

ソレニハ黒ミノアルムラサキ

︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤

な美しい實が一つなってゐました︒

八344

色ノ實ガナツテヰマス︒

五967

ほどなってゐます︒

かはがおちはじめて︑竹になり
ナリ出ス

オ寺ノカネモナリ出シマ

﹇鳴出﹈︵五︶一

四74私の木も枝がをれる
なりだ・す

かかってゐます︒

三267

タ︒︿略﹀︒イマニナガイミガナ

や温和な氣候は︑自ら國民の性質を

りマス︒

をん

なりか

十二悩4

罷る︑

十二桝4図囲

着る︑

十二伽7図韻

故郷の港︒

て︑

十二槻10計量

れたる竹なりしなり︒
彼の眺め入りしはく略﹀︑

實に團扇に用ひられたる竹なりしな

十二備10図

り︒

こ＼において彼は︿略﹀

實に山導に用ひられたる竹なりしな

十二瑠10図彼の眺め入りしはく略﹀︑
り︒

十二M5図

竹を採集せしめ︑其のもたらせるも
︿略﹀︑日本の直感も適當

のに就いて綿密に研究せしが︑︿略﹀︒

十二榊5図

なりしかば︑專ら之によりて心を製

園・街路等の照明用としては適當な

十二川8図然れどもこは入略﹀︑公
れども︑室内に用 ふ る に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

︿略﹀︑アメリカにて特許

出せり︒

千鯨に及ぶ︒

を得たるもののみにても其の島西に

十二掴10図

實用に適せず︒

︿略﹀︑室内に用ふるには︑大仕掛に

十一一m9図 然れどもこはく略﹀︑
して光力強きに過ぎ︑無用に適せず︒

今日文明の利器と稻せら

︽ーシ︾

十二価1図

三515

これ等の訣黙なき電燈の

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

十一一川10図

才によらざるもの殆どなしといひて

︿略﹀︑直接間接に彼の天 なりた・つ ﹇成立﹈︵五︶2 成立つ

シタ︒

出現は當時の人の最も希望する所な

十二備2図

可なり︒

りき︒

の最も苦心したる所なりき︒

しん
十二擢10図︿略﹀︑唯心に至りては彼

︿略﹀︑其の葉の根本には︑

一505

サルモダンゴヲモラツテ︑

ケライニナリマシタ︒

九56国

T

トノサマガ︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂

トオホセニナリマシタ︒

黶@ハヒヲマキマスト︑カレ
木二花ガサイテ︑一メンニ花

キジモダンゴヲモラツテ︑

ニナリマシタ︒

大人の頭ぐらみの實がす〜なりにな
ケライ

イマシタ︒

二52一

マシタ︒

ソノウチニ︑トノサマガ
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセニナリ

T24

ホ日月ナリマシタ︒

オトホリニナツテ︑﹁︿略﹀﹂トオ

ソノウチニ︑トノサマガ

テ︑ゴホウビヲタクサンクダサ

二505

﹁︿略V︒﹂トオホ墨入ナツ

ザカリニナリマシタ︒

ベンケイハ︿略﹀︑ウシワカ

ソノサカナモホシクナツ

マルノケライニナリマシタ︒

V

アシ

アチラノソラガマツカニ

テ︑ワントーコエホエマシタ︒

ニー7一
ナリマシタ︒

ナアレ︒﹂

﹁ユフヤケコヤケ︑

テンキニ

ニー75圏

一メンニアカルクナツテ︑

﹁オ正月ガクルト︑オマ
﹁九ツニナリマス︒﹂

ハイクツニナリマスカ︒﹂

二327園

ヘ

二326園

ヒルノヤウデス︒

ニー87

ンダンアカルクナツテキマス︒

アナタガオタチニナレバ︑
︿略﹀︑アナタガオアルキ

ニナレバ︑ワタクシモアルキマ

二577

ワタクシモタチ︑︿略﹀︒

T

ケニナリマシタQ

ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ

二735 ソコデ天子サマカラ︑ラ
イクワウトイフツヨイ大シヤウ

ニ︑︿略﹀ト︑オホセツケニナリ

マシタ︒

ケサオカアサンガタマゴ

ソラガウスアカクナツテヰマ

三34トヲアケルト︑ムカフノ

ス︒

三55

二人がむちゅうになって

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

とってゐますと︑︿略﹀︒

三211

このあひだかきねのそば

へ出たのは︑もう私のせい

三263

より高くなりました︒

三325

です︒

︿略﹀︑こぬかだらけになつ

三282︿略﹀︑いまに竹になった
ら︑おちいさんに︑あれで竹う
まをこしらへていただくつもり

でもなるのでせう︒

ニー85マツノ木ノアヒダガダ 二532トノサマヤオトモノ人 三268 あれはいまにさを竹に

タ

S9

オチヨガオキヤクニナツ

一512

九撹1 ︿略﹀︑井戸端の柿の木に柿が

二47

つてゐます︒

すゴなりになってみるのが目につく︒

ニー26

なる

テキマシタQ

十447 ︿略﹀︑庭の柿の木には︑すゴ
さん
なりになった實が夕日を浴びて︑珊
瑚珠のやうにかゴやいてみる︒

ご

ナル

十二206 どれを見ても︑枝といふ枝
すゴ
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な
﹇ 成 ﹈ ︵ 四 ・五︶蹴

りになってみる︒
な・る
︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ・ナ

アレ︾nvあいなりもうす・あいなる・

成る

おなりなさる・おなる・ここうらいあ

一123圏 メヲダシマシタ︒ ハヤ

いなる・なくなる

ク キニナレ︒

一124圏 ハヤク キニナレ︒ ナ
ラヌト︑ ハサミデ ハサミキル︒

一一
一一

マシタ︒

ハ︑斗米ガスコシモデキナクナ

マシタ︒

ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセニナリ

アガリニナツタラ︑
リマセウ︒

ハヤクナホ

う︒

うらしまはく略﹀︑そのう

いろいろおせわになり

三唱3園 あまり長くなりますか
ら︑もうおいとまにいたしませ

ました︒

三鱗2園

ちにかへりたくなって︑︿略﹀︒

オクスリハ︑オイシヤサ 三441

マノオツシヤルトホリニシテ

二623圏

ダンダンアタタカニナツテ

モウヨホド大キクナリマ

ノマナケレバナリマセン︒

二652
シタ︒

二674

キマシタ︒

キニハ︑左ガハ ヲ通ルノガヨ
イコトニナツテヰマス︒

てはたらくちいさんです︒
カタキウチヲスルコトニ 二364 アタルト︑モチハ白イト ス︒
二614園 ︿略﹀︑モツトタクサンオ 三374 ソレカラ︑道ヲアルクト
リニナツテ︑パツトトンデイキ

一13一 キニナリマシタ︒

﹇172
ナリマシタ︒

一38一 ユフガタニナリマシタ︒

ツタトイヒマス︒

モモタラウハダンダンオ 二367ソレカラコノ人ノ田ニ

ホキクナツテ︑タイソウツヨク

ン大キクナリマシタ︒

二453ソノマツノ冷込ズンズ

ラウサン︑アナタハドチラヘ

トノサマガオトホリニナ

オイデニナリマスカ︒

一483園 モモタラウサン︑モモタ 二49一

ウツヨクナリマシタ︒

︻477 モモタラウハ︿略﹀︑タイン

ナリマシタ︒

一475

一一

一一

一一

P4

T0

T7

なる一なる
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なる一なる

三467 ︿略﹀︑うらしまはたちまち

ケダモノノミカタニナリマシタ︒

三75一 スコシタツテ︑コンドハ
白がのおちいさんになってし
まひました︒
鳥ガカチサウニナリマシタ︒
ツイコノアヒダウエタ田 三768 ソコデカウモリハ︿略﹀︑

クラクナツテカラ空ヲトビマ

三512
ハルヤウニナツタトイヒマス︒

方デス︒

︿略﹀︑フクロ

ヲカツイデ

二︑︿略﹀︒

四351夜ニナルト︑ホカノ鳥

ハ大ガイ目が見エナクナルノ

四186

イラツシヤツタノデ︑オオクレニ

おばあさんが﹁ほうほう﹂

こんどは日の番になり

たび人はだんだんよい心

おかあさんがく略﹀︑下女

︿略﹀︒

いっておとめになりましたが︑

た︒

をしておはたらきになりまし

や手つだひのものに︑おさしづ

四408

した︒

四402そこで︑風の負になりま

たうをぬぎました︒

持になって︑しまひにはぐわい

四398

ました︒

四395

目が見エナクナルノデ︑︿略﹀︒

其ノ中二夜が明ケルト︑

ニ︑︿略﹀︒

四252

といっておおひになりますと︑
︿略﹀︒

四357

ナツタノデス︒
コノ神様モ︑ズ略V︒﹂ト

ソノ後大國主ノ神ハ︑

オタヅネニナリマシタ︒

四19一

四215

︿略﹀︑エライオ方ニオナリニ

ソコデカウモリハ︿略﹀︑

クラクナツテカラ空ヲトビマ

ナリマシタ︒

す︒

三872
まして︑﹁︿略﹀︒﹂

れふしはきのどくになり

三835おきの方はかすんで︑空 四243前の畠の柿の木は︑
と水が一つになって見えま
はがまつかになってみて︑︿略V︒

ハルヤウニナツタトイヒマス︒

三77一

ガ︑モウアンナニ青クナリマシ

モウオヒルニナッタノ

タ︒

三514
デセウ︒

三561 だんだん高くとべるやう
になって︑とうとうやなぎにと
びつきました︒

三571 それからは 一しやうけん

めいになって︑毎日字をならひ
ました︒

ら︑まはずに空へお上りにな

ソコ

へ神様ガタガオ通
オタヅネニナリマシタ︒

リガカリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

四17一

﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘ
タ︒

ニナリマシ

白ウサギハ︿略﹀︑前ヨリ

モカヘツテイタクナツテ︑クル

四177

シガツテ居マシタ︒

ソコへ大國主ノ神ガオ出
デニナリマシタ︒

四18一

やかましくなったから︑すすはき

四452園此のごろは大さうちが

おかあさんにしかられました︒

あひだから電とうがつくやう

四266私どもの町でも︑この

︿略﹀︑すっかりいろいろな

おとうさんがおかへりに

なった時には︑︿略﹀︒

四463

夕方近くなりました︒

物をもとの所へなほしたら︑

四462

は大きにらくになりました︒
になりました︒
四297さうなったら町はどんな 四454園︿略﹀︑すすはきは大きに
らくになりました︒
にべんりになるでせう︒

にべんりになるでせう︒

四298さうなったら町はどんな

四303犬のすがたが見えなく
なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび
ますと︑︿略﹀︒

コノ神号ハサキホドオ通 四348夜ニナルト︑ホカノ鳥 四464 ︿略﹀︑家の内も外もき
れいになって居ましたので︑み
中大ガイ目が見納ナクナルノ

リニナツタ神様ガタノ弟ノ

四183

かへりました︒

四167 ソコ へ神様ガタガオ通 四262 ︿略﹀︑おそくなるとおも 四438 僕は牛わかまるになって︑
はねまはってたたかひましたら︑
リガカリニナツテ︑︿略﹀︒
つて︑いただいたくりを持って

りませう︒

三573 ︿略﹀︑のちには名高い書 三886囹 いやいや︑おかへし申した 四261 おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と
手となりました︒
ナツテキマシタ︒

三586 ︿略﹀︑色モシダイニコク

ニナツテヰマス︒

三588 ︿略﹀︑モウリツパニセミ

見る人になりませう︒﹂

三614園 みよ子﹁私はかちまけを

近くなります︒

三643舟はだんだん土ばしへ 四175 ワケヲ申シ上ゲマスト︑
三664︿略V︑ソノ中戸フシガ
一ツアツテ︑水デツパウニナリ
サウナノガアリマシタ︒

三683ソノウチ潭水が出ナク
ナ ツ タ ノ デ ︑ ︿ 略﹀︒

チサウニナツタノデ︑︿略﹀︒

三743ソノ中ニケダモノガカ
三746︿略﹀︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト イ ツ テ ︑

なる一なる
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ことを見ぬきます︒

四915九つとなり︑七つとなつ

たころからは︑︿略﹀︒

四915九つとなり︑七つとなつ

れ︒

五88

﹁なぜ泣くか︒﹂とおたつねに

もう此の子一人になりまし

なりますと︑︿略﹀︒

五96囹

たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

五125

︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

ひの川が血になって流れまし

尾をお切りになった時︑つる

ふしぎに思って︑尾をさいて

自分の物にしてはならぬとお

り出ました︒

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

五123

ぎのはがこぼれました︒

五121

た︒

五117

になりました︒

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り

五117

くれ︒﹂とおいひつけになりました︒

四905園 お前たちが大きくなつ にまみります︒
五107 ﹁︿略﹀︒強い酒をたくさんつ
たら︑此のかたきを取っておく

ろくなものになりません︒

﹁ちりつもって山とな 四804 ︿略﹀︑生物をころしたり
するやうな子どもは︑著てい

んながほめられました︒

る︒﹂

四476園
みんなもしまひにはむち

ゆうになって取りました︒

四506

なって見せずにおくもの

四572圃園 ﹁今に見てみろ︑僕
だって︑ 見上げるほどの大木

に
か︒﹂

四682︿略﹀︑私の手からゑを
たころからは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先生が知らない生徒を
﹁︿略﹀︒﹂といって︑此の問か

ぼしめして︑天照大神へお上げにな

自分の物にしてはならぬとお

らあいてみたせきをおさしになりま

五126

りました︒

さうして﹁山田さん﹂とおよ
びになりましたから︑﹁はい﹂と答

ぼちが昨日から病氣で︑︿略V︑

どもをこせいばつになった時︑︿略﹀︒

て︑おこまりになったことがある︒

五186園 ︿略﹀︑わるものどもが強く

な手がらを立てた軍人に下さる勲章

五202園 其のいはれで︑︿略﹀︑大き

︿略﹀︑アタ・一心ナツテ︑ガ

に︑金の鶏をおつけになったのだ︒

ンが北ノ國ヘカヘルコロ︑南ノ國カ

五264

ラワタツテ來マス︒

サウシテダンくスぐシクナ

ツテ︑ガンガソロくワタツテ來ル

五267

コロ︑︿略﹀︒

ばんのごはんのお

五312圏 ︿略﹀︑ 木々のしっくもき

のことなって︑

ある朝早く︑おとうさんがた

かずにまじる︒

びへお立ちになった時︑︿略﹀︒

五328

てるて︑先生もお出でになってゐま

五355 ︿略﹀︑もう級のものが大分來

した︒

五361 ︿略﹀︑わらびやぜんまいが︑

︿略﹀︑先生が︿略﹀︑私ども

すっかり葉になってゐました︒

を道に待たせておいて︑學校へおよ

五387

尊は︿略﹀︑いさみ立ってお

りになりました︒

五418

お着きになりますと︑間もな

出かけになりました︒

尊はかみをといて︑女のすが

五425 尊は︿略﹀︑ つるぎをふとこ

たになり︑︿略﹀︒

五424

くたけるが新しい家を造って︑︿略﹀︒

先生がまどをすっかり明けて︑ 五421

むかし神武天皇がわるもの

じんむ

海軍のをぢさんがお出でにな
五185園

つて︑︿略﹀︒

五166

出しておやりになりました︒

五158

尾をふってむかへに出ました︒

へって來ると︑もうよくなってみて︑

學校に居てもしんぽいでしたが︑か

五153

ぼしめして︑天照大神へお上げにな
︿略﹀︑二三日たつと︑前から

りました︒

五52

ある時︑出雲の國のひの川の

の友だちのやうになりました︒
いつも

五78

へますと︑︿略﹀︒

五37

した︒

五36

一人つれてお出でになりました︒

五32

心がけました︒

強くなって︑かたきを取らうと

一本杉のうしろへお日 四917︿略﹀︑兄が弓をひけば︑
弟はたちをふりまはし︑早く

たべるほどになって居ました︒

四724囹
様がおはいりになった︒
四726囹 一本杉のふところから
お月様がお上りになった︒
四752 ︿略﹀︑お星章が光りはじめ

きのうちへかへって行きまし

るころになって︑小さなわらぶ
た︒

四757︿略﹀︑稻も委もよその
よりはよく出戻ました︒それで

あのうちは此の上よく

だんだんうちがよくなりました︒

四768
なるばかりでせう︒

四775 ︿略V︑大きくなっても︑う

ちの仕事もせず︑みばつてば

はたをお通りになりますと︑︿略V︒

んでみるにちがひないとおかんがへ

それでとうとう家も土ざ 五83 みことは此の川上にも人がす

かり居ました︒

になって︑︿略﹀︒

四781

うも田も畠も人の物にな

みことはく略﹀︑だんだん山
おくへおはいりになりますと︑︿略﹀︒

五84

つてしまひました︒

はどういふ人になるといふ

四798私は︿略﹀︑どういふ子

143
なる一なる

うにかくして︑其の家の中へおはい
りになりました︒

五435 此の時尊はふところのつるぎ
を出して︑たけるのむねをおつきに
なりました︒

た︒

︿略﹀︑みやこには強いお方

五444 尊は手をおゆるめになりまし
五453園
がおありになった ︒

五457園 これから後やまとをぐなの
皇子を日本武尊と申し上げることに
なりました︒

五471 上る頃には︑慧のからだがす
き通るやうになります︒

五496園 民子︑いよく今夜一ばん
になったよ︒

五502おかあさんもねえさんも︑此
の五六日は夜もろくろくおやすみに
ならないのです︒

五505 カウ毎日降ル雨ハドウナツテ
シマフノデセウQ
ガ︑︿略﹀︑ミゾニオチル頃ニハ︑流

五514 ハジメハ綜スヂホドノ流デス

︿略﹀︑ ミ ゾ ニ オ チ ル 頃 ニ ハ ︑

モ早クナリ︑︿略﹀ ︒

五515

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ
マス︒

五518 低クテ廣イ所ニタマルト︑池
ノヤウニナリ︑高イ所二行キアタル
ト︑其所ヲヨケテ流レマス︒

五526 地ノ中口シミコンデ︑井戸水
ヤ 泉 ノ モ ト ニ ナ ルノモアリ︑︿略﹀︒

イヅミ

五527

ジヨウ

︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣

な

ら

いっか此の事が天皇のお耳に

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ
デス︒

五554
ぎやうかう

入りまして︑わざく奈良の都から
酒の出る所を御らんになって︑

美濃の國へ行幸になりました︒
五554

口を言ふ者ばかりで︑︿略﹀︒

ちりがつもって山となり︑

ならないことになってゐます︒

ちりがつもって山となり︑

しっくがよって海となる︒

しまひには妻や子どもの着が 五956圏

へまでもないやうになった︒

五752

五川1

向って右が入口︑左が出口で︑

アマクナツテヰマセウ︒

五963 二十四 ブダウ ︿略﹀︒モウ

しっくがよって海となる︒

一義こして︑春には池の水が 五957圏

一ぽいになった︒

五757

親のほねをりが子の時になつ
︿略﹀︑あの家にはよい事が

てあらはれたのであらう︑︿略V︒

五781
五783

つ〜いて︑身代は前よりもよくなつ

になったと申します︒

五561

たちまち水が二尺になり︑

もやみますと︑︿略﹀︒

五853圏夜明け方になって︑雨も風
五865国

三尺になり︑五尺にもなりました︒

たちまち水が二尺になり︑
三尺になり︑五尺にもなりました︒

五865團

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五865出たちまち水が二尺になり︑

二階にもつきさうになったので︑

五875団其のうちに︑どうやら水が

朝晩めっきり寒くなった︒

ソレデ︑オアシニナルコト

ソレデ︑オアシニナルコト

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六108墨金ダラヒニモナレバ︑私ノ

マス︒

モ出來レバ︑針金ニナルコトモ出來

六107園

マス︒

モ出來レバ︑針金ニナルコトモ出來

六106園

カザリ物ニナリマスガ︑︿略﹀︒

指ワニナツタリ︑其ノ外イロくナ

六102園金や銀ハ美シクテ︑︿略﹀︑

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑︿略﹀︒

六101恩金や銀ハ美シクテ︑オアシ

︿略V︒

六46園

まん中が帝室用になってゐます︒

酒の出る所を御らんになって︑

六98五金や銀ハ美シクテ︑オアシ

﹁︿略V︒﹂とおほせになりました︒

五557

五糾6団く略V︑四日の日は朝からひ

外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ

あのあざやかな色どりも

小山の

た︒

やうらう
︿略﹀︑年がうを養老とお改め

どい雨で︑夕方から風もはげしくな

﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒

りました︒

五625圖

しだいくにうすくなり︑

まゆ
うちの繭もあの工場で生綜

方はもう見えぬ︒

五653園

になったはずだ︒

來年あたりから掘ることに
どうしても大きな用水池を掘

なってみる︒

五674圏
五696

らなければならないと考へた︒

着手は多年からといふことに
なって︑庄屋は方々の村へ用水池を

五704

見に出た︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑それは人にもらしては

六144

﹁ソレデモ鐵ハヂキニサビ

松山の入口で︑赤くなってゐ

テ︑赤クナルデハアリマセンカ︒﹂

六127園

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

作物の種や商品の見本も入れ 六111園金ダラヒニモナレバ︑私ノ
てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五915

を大切にあづかってみて︑︿略﹀︒

皆様が私のロへお入れになる郵便物

いよく其の年になって︑庄 五906 私のやくめは︑御承知の通り︑
ふしんかた

五707

屋は普請方をよそからっれて來た︒

五711村の人は代り合って︑一日置
に普請の手つだひをすることになつ
た︒

五947

ならないことになってゐます︒

こんなむだな仕事をすれば︑ 五947 ︿略﹀︑それは人にもらしては

かうなっては︑もう庄屋の悪

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒

五733園

五742

なる一なる
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た ぐ み を 一 枝 折 ると︑︿略﹀︒

つて來ます︒

六194 鉛色の空は次第々々に低くな
六235 爾方からおしよせて︑ちんの
︿略﹀︑敷かぎりもない蟻がま

間がわっか三町ばかりになりました︒
六305
つ黒になって︑出て來ました︒

六326 東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ
ルヤウニナツタQ

六336 ︿略﹀︑町ハダンく血中ヤカ
ニナツテ來タ︒

六337停車場近クニナルト︑急二人
通が多クナツタ︒

通が多クナツタ︒

六337 停車場近クニナルト︑急二人
六353 義纒は馬の上にうつぶしにな
つて︑むちのさきでそれをかきよせ
ようとします︒

六383圏︿略﹀︑此の弱い弓を取られ
て︑﹃これが義纒の弓だ︒﹄などと言

はれては︑源氏の名折れになるから

ました︒﹂

其ノワケハ︑川デ卵カラカヘ
大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

六458
六461
翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六477
四五年モタツト︑大キクナツ

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六481

まんぐう

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上
つるがをか

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

みなもとのよりとも

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒
ほうなふ

六511
を奉納する事になって︑︿略﹀︒

此の時には頼朝もおもしろく
さあ︑此の女にはゆだんが出

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

六527
六564

來ぬといふ事になって︑︿略﹀︒

唐糸には其の時十二になる娘

て退いた︒

が

﹁わたしの植ゑた落葉松
﹁一雨丁々暖になって︑よ

あんなに高くなりました︒﹂

六㎜1圃園
六㎜7園

七317図 ︿略﹀︑蛇は眞二つとなりて︑

これより獅子は︿略﹀︑武

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

七326図

︿略﹀︑武士は海をこえてふ

士には無二の從者となれり︒

るさとへ昂ることとなれり︒

七329図

こ＼に武士と獅子とはわか

れざるを得ざることとなりぬ︒

七334図

海岸の松原や︑いその小山

︿略﹀︑しまひにはもう何も

けれども日の出や日の入に

急に暴風雨が当ると︑山の

又きりがか＼つたり︑大雪

橋のないところでは五日も十

︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ

日も水のひくのを待たなければなら

七623

出かける人もありませう︒

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七609園皆さんのうちには︑大きく

なることもあります︒

が降ったりして︑一寸先も見えなく

七573園

かと思ふやうになります︒

やうな波が立って︑船は今にも沈む

七569園

金色になりますし︑︿略﹀︒

は︑日光が波にうつって︑水の色が

七546園

見えなくなります︒

七542園

う何も見えなくなります︒

も次第に遠くなって︑しまひにはも

七541園

す︒

四列 七539圏 ︿略﹀︑港に立並んでみる人
家は︑だんく小さくなって行きま

四列になりて

一年生を先頭に︑ 二・

いあんばいです︒﹂

七48図魍

三・四・五・六年が

八百萬の小忌生︑

歩く時︑︿略﹀︒

七55図心

八十萬三つゴ

世界に事なき重富の 強

になりて歩かんか︑
くべし︒

七71図圃

強き御民となるべしと︒

き御民となるべしと︒

七72図韻

川口近くになると︑潮干狩の

強き御民となるべしと︒

七99

ぱっと明るくなった︒

舟がいくそうもよって來た︒

七103

潮がすっかり落ちて︑海はを
何時か知らない人とも話し合
︿略﹀︑何時の間にか洲が見え

鎌倉は一面火の海になって︑

雨ざらしになっていらっしゃるが︑

の中にはろびてしまひました︒

賊の大將高時以下北條方は︑此の火

七225

なくなった︒

七156

ふやうになって︑︿略﹀︒

七138

かのやうになった︒

﹁あの門の中へ︑はいって 七133

がありました︒

六567
六595圏

さうして其の明くる年の春︑

はなりませぬ︒﹂

六634

或村に大火事があって︑一村

舞姫に出ることになったのでござい
ます︒

だ︒

六404國 ︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

六667

湖の氷が大へんあつくなった︒

︿略V︒

六842

つて國難に代らうと︑おいのりにな

ず︑︿略﹀︒

七627園

︿略V︑近年く略V︑いたる所
に良馬を見るやうになった︒

︿略﹀︑︿略﹀賊も︑︿略﹀︑前 七282

後から官軍にうたれて︑残少になつ

六977

つた︒

さらしもめん
かめ
︿略﹀亀山上皇は︑御身をも 七238 晒木綿のづきんをかぶって︑

二三日ひどく寒かったので︑

ほとんど丸やけになった︒

になって來てるるのは私一人だけな
のだ︒

舎のあり場所もちがふので︑めった

六413團 ︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵 六775
に一しょになることはない︒

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる

六424團 お前は今の分では大男にな
だらう︒

六448囹 ﹁もうとうにお立ちになり
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る︒﹂といふことになりますと︑我

もくと先をあらそって渡りました︒
七656 もし此の大金がなかったら︑
氣がちがって死ぬやうな事になるか
も知れぬ︒

七943

︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

になって︑風がだんくはげしくな
夕方からは雨になって︑風は

つて來た︒

七951
全く止んだ︒

んなが國へおやりになる金ですが︑
︿略﹀︒

下になっては居られぬかと存じ︑

七715園小ぶくろの方は私どものだ 七棚7囹 上様をはじめ皆様︑おしの
︿略﹀︒

ぞ︒﹂

八92

︿略V︑もはや信作と耕造の二

人だけの競走となった︒

相手の信作があの通りだか

ら︑いつれ又改めてやり直しをして

八121園

もらはなければなるまい︒

八128園どうか今日から一年の間︑

七価3園其の方は無分別者で︑大名

八142囹

下さい︒

︿略﹀︑小勢の方はみんな心

あなた方の村が五箇村の頭になって

になってもまだ仲間げんくわのくせ

︿略﹀︑だんなはなさけ深い
がぬけぬ︒

七717園
方ですから︑︿略﹀︑おしかりになる

﹁殿はまだお若くて︑これ

九つの時から將軍の若君竹千
翌日になって︑將軍が又たつ
﹁長四郎があの心で大きく

呉鳳は役人になった時から︑

︿略﹀︑四年目になると︑﹁も

八329

︿略﹀︑今から千何百年も前か

ん︒﹂といって來ました︒

う︑どうしても待ってるられませ

八四3

いものだと思ひました︒

どうかして首取の悪風を止めさせた

八231

あらう︒﹂

なったら︑竹千代には無二の忠臣で

八188園

ねたが︑始のやうに答へた︒

八184

代のおつきになった︒

八164

もございます︒﹂

から功名をお立てになる折はいくら

八154園

みる︒

を合はせて︑一生けんめいになって

ことはあるまいと思ひます︒

く略V︑夜ノ長クナルニツレ
﹁それで何字になる︒﹂
おん

テ︑氣候ハ次第二寒シ︒

七佃2図

候ハ次第二暖ク︑︿略V︒

七729園家には七十近い父と︑三十 七㎜1図 書ノ長クナルニツレテ︑氣
になる妻と︑三つになる子どもがあ
るので︑︿略﹀︒

七重5園

七729園家には七十近い父と︑三十
になる妻と︑三つになる子どもがあ

十五字までが一音信だが︑

にごりのある字は二字に敷へるのだ

七川8園

妻もまた﹁せっかくです

るので︑︿略﹀︒

七748

八15林の中へはいると︑眞赤にな

から︑それでは十七字になる︒

七822 カキハ又スグフエルモノデ︑

つたったが︑松の木にからまってを

が︒﹂といって︑相手になりません︒

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

うさぎの毛も間もなく白くな
︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑
︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

︿略﹀︑勝つた子どもを出した

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八39

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八39

るだらう︒

八34

り︑︿略﹀︒

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑全

ケレバナラナイホドデアル︒
七864

髄が細カニ分レテ︑枝ノ様ニナツテ
ヰルノモアリ︑︿略﹀︒

いすにかけてい ら っ し ゃ い ︒ ﹂

七904園 ﹁向ふむきになって︑此の
七939闘 ﹁どうかひどい風にならな

八64

ら栽培することになったのだとった

ければよいが︒﹂

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

︿略﹀︑昨朝あたりから熱が

七942 ︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

八453国

へてゐます︒

﹁負けたら村のはちになる

村の頭になるといふ定めであった︒

八81園

になって︑風がだんくはげしくな
つて來た︒

下って︑食事も進むやうになりまし

しかし馨者の申す所では︑

たので︑︿略﹀︒

老腔のこと故︑鯨程大事にしなけれ

八456国

ばならないとのことでございます︒

こちらの方はどうでもなる

から︑心配するには及びません︒

八466囲

になった︒

八528 ︿略﹀︑忽ちきれいなおそなへ

近年人々ノ生活次第ニイソ

ガシクナりテ︑︿略﹀︒

八589図

て︑大乱者となりし人あり︒

八624図 ︿略﹀︑まことのめくらにし

保己一は五歳の時めくらと

なりしが︑︿略﹀︒

八626図

高き學者となりて︑多くの書物をあ

八628図保己一はく略V︑後には名

らはせり︒

前よりもかへってりっぱになってゐ

八666国 ︿略﹀︑町は︿略﹀︑今では

ます︒

アメリカ人はく略﹀︑何で

も世界一になるやうに心掛けてみる

八733団

二人とも字が上手になった

といひますが︑︿略﹀︒

のに驚きました︒

八742圏

八776園﹁おとうさん︑此の雪降り

﹁明日にでもなって︑雪が

に︑何所へお出でになりますか︒﹂

八779園

是非今日のうちに納めなけ

はれてからではいけませんか︒﹂

ればなりません︒

八782園

なる一なる
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場によけいな手敷をかけることにな
あるなどと話された︒

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も

八785園今日までに納めないと︑役 八931 げんに此の野守の卒業生で︑
ります︒

す︒﹂

一日お連れになってもようございま

八793園 これは村の税で︑村の學校 八946園 ﹁何なら︑あのお子を今日
や役場の費用などになるのです︒

八798囹 これは縣の税で︑縣立の學
．校や病院や︑其の他道路などの費用
かうして二三日たちますと︑

︿略﹀︒

君等はかうなることは知ら

︿略﹀︑顔の色も青くなって以て︑

八棚1

八棚4園

になります︒

のつきあひや︑其の他いろくの費
其の爲に新しい血が出來な

しむやうになったのです︒

くなって︑かへって君等は自分で苦

八繊3園

なかったのですか︒

八802圓 軍隊や︑裁判所や︑外國と
用になるのです ︒

八813園 雪も小降りになった︒
四角にもなる︒

八822 いれ物次第で︑美くもなれば︑

今になって始めて︑考違を
まうかるどころか︑非常な損

してみたことがお分りになるでせう︒

八撹7囹

してみたことがお分りになるでせう︒

八槻6園今になって始めて︑考違を

す︒

等は自分で苦しむやうになったので

八822 いれ物次第で︑点くもなれば︑ 八湿4囹其の爲︿略﹀︑かへって君
四角にもなる︒

一になる女の子 が あ る が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八834 信吉にはおとよといふ今年十

八855亡妻はこちらに御やくかいに
なってみる松木とよの父でございま
す︒

分業で造ると︑︿略﹀︑出二面

父が今年八十八になりまし

いと︑全膿の出來までも悪くなる︒

八欄4囲

たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝
を致したいと存じます︒

大將の父は︿略﹀︑どうかし

て大將の髄を丈夫にし︑氣を強くし

八節7

﹁よし︒寒いなら︑暖くな

なければならぬと思った︒

八佃1園

其の爲︑大辛には全く食物に

るやうにしてやる︒﹂

八M3

好ききらひといふものがないやうに
なった︒

︿略﹀︑大望の一家は郷里へ鋸

鶴野大黒の膿は︑もうこれだ

ることになった︒

八M5

八節9

け丈夫になってみたのである︒

實に鐵は熱いうちにきたへな
ければならぬ︒

八備2

八描1︿略﹀乃木二塁が︑︿略﹀︑武
人の手本と仰がれるやうになったの
は︑まことにいはれのあることであ
る︒

此のトラック島へ捨てから
もう三月になるので︑︿略﹀︒

九37国

雨水がまた大切な飲料水となるので

1甘言

われ皇子の御身代りとな

九79囲く略V此の島々では︑其の

九

す︒

がたいそう多くて︑一人々々別々に

分業で造ると︑其の出來がよ

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

ふしぎや︑今まで荒れに荒

し︒

︿略﹀︑誰か一人の手ぎはが悪

九117図

いばかりでなく︑︿略﹀︑一人々々

醜悪8

ならない︒

別々になって造るのとは比べものに

八欄1

い︒

なって造るのとは比べものにならな

八価9

になる︒

八869園 おとよ︑大きくなったなあ︒ 八悩5

ます︒

八874園 娘が大そうお世話様になり
八887國 おとよ︑お前はものが言へ
るやうになったのか︒
そつ
︿略﹀︑此の學校を卒業する頃

には︑りっぱに一人前の事が出來る

八929

やうになる︒

八931 げんに此の學校の卒業生で︑
商店の番頭になってみる者もあれば︑
︿略﹀︒

なぎ
おだやかなる凪となり︑︿略﹀︒

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年

されたれば︑︿略﹀︒

ツテ雪が降りツモルト︑陰白ニナル︒

九175 ︿略﹀雷鳥ハ︑︿略﹀︑冬ニナ

ツテ雪が降りツモルト︑社医ニナル︒

九176 ︿略﹀雷鳥ハ︑︿略﹀︑冬ニナ

移レバ枯木二似寒色ニナル︒

九1710 例ヘバ雨蛙ハ ︿略﹀︑枯木二

︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

くわんあん

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

九211例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ龍

︿略﹀︒

九226園

國利民福の本は農業を盛にするにあ

るとお氣づきになって︑︿略﹀︒
くわんあん

︿略﹀︑始めて雲影をお修めになり︑

九226園 ︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

く略V︑始めて農學をお修め

りっぱな書物もお書きになった︒

になり︑りっぱな書物もお書きにな

九227園

つた︒

お志をおつぎになり︑ 一そう研究を

九228圏︿略﹀︑二代つゴいて︑其の

しかし此の農學といふ學問

進められた︒

九231園

は︑︿略V︑實地と學理の雨方から調

べて行かねぽならぬので︑︿略﹀︒

終には國を立ちのかねばならぬやう

九239園 ︿略﹀︑役人ににくまれて︑

になった︒

九239園 ︿略﹀︑役人ににくまれて︑
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終には國を立ちのかねばならぬやう
になった︒

九247 老人は一口飲んで横になった︒

﹃志あ る 者 は 事 終 に 成 る ︒ ﹄

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

ル︒
きうか

九475圏

一昨日海軍のにいさんが︑

休暇でお露りになったので︑︿略﹀︒

九4810団園

もう二番茶もつまなくて

にぎやかでした︒

さうして人々に推されて︑

社長さんが銀行の頭取にな

岸を走るので︑︿略V︒

︿略﹀︑めいく亭々になって︑

枯れか＼つて一面に黄色にな

九861園

中からみづくしい白茶色の

星がそんなに位置の攣るも

くと出て來た︒

玉が︑じゅずつなぎになってころ

九792

つたじゃがいも畑を︑︿略﹀︒

九783

校舎の後の菜園に集った︒

おとうさんはすぐ言葉をつい 九781

すまでになった︒

九5510

で︑﹁︿略V︒﹂とお話しになりました︒

わら

︿略﹀︑前の萎藁の山が見る
﹁正一も大分役に立つやう

あれごらん︑向ふの杉林の

のなら︑目當にならないでせう︒

あのアルカスに親殺の大罪

にいさんのお友だちの岡田さ

て︑︿略﹀︒

んが旅行からお蹄りになったと早い

九936

ををかさせてはならぬ︒

︿略V︑此所まで來ると川幅が 九924園

︿略V︒

はく略﹀︑狩人になりましたが︑

九917園池の中に︑子供のアルカス

りましたが︑︿略﹀︒

はだんく大きくなって︑狩人にな

九916囹其の中に︑子供のアルカス

が出汐てるますね︒

一つ︑小さい北斗七星のやうなもの

がひしゃくの柄の先になって︑もう

九898園

にいさんく︑あの北極星

上の所に︑ひしゃくのやうな形にな

東の空が明るくなると︑︿略﹀ 九876園

そこで五分間のζけいがあっ
水兵は︿略﹀︑身障な姿とな

午前八時になると︑艦尾の旗
僕は眠くなったので︑それか

えるだらう︒

つて︑七つの星が並んでみるのが見

人の顔がやっと見分けられる
しよう

軍艦の壮大な姿が︑だんくにあら

九736

ら直にねてしまった︒

九691

竿に軍艦旗があげられる︒

︿略﹀︑いろくの手違から︑ 九668

つて分隊毎に甲板洗を始める︒

九651

て︑上甲板洗となる︒

九641

くと艦橋の下へ來て︑︿略V︒

やうになった頃︑時鐘番兵がこと

九615

はれて來る︒

九608

になったなあ︒﹂

九578園

く高くなる︒

九577

くなる︒

つれて︑前の変藁の山が見るく高

わら

九256園田の方々のお書きになった 九476國 ︿略﹀︑植手が八人になって︑ 九576 後の山がだんだん低くなるに
九276囹

夏休も近くなりました︒

はならない︒

九502

九494圏

九288 さうして終に當代第一の農學
の大家となって︑國家の爲に富源を

ゐました︒

い人々がぬかだらけになって働いて

會社では︑︿略﹀︑四五人の若

開堕することが甚だ多かった︒

九321 だらく坂を登りきると︑道
は低いみねつたひになる︒

やうく一人前の番頭になり︑それ

九339 道がだんく上りになったと 九5110園 十年選りもしんばうして︑
がちらくと見えて來た︒

︿略﹀︑十年もた﹂ぬ中に︑

見えて︑谷のこずゑこしに︑遠い湖

九537園

つてからちゃうど十年目の秋︑︿略﹀︒

九535園

町の銀行の頭取になった︒

九527園

町でも屈指の財産家となった︒

九526園

から又長い間中實に勤めて︑︿略﹀︒

九394図翻 旅順開城約成りて︑ 敵
所はいっこ︑水師螢︒

の郵亭ステッセル 乃木大野と會見
の

九456図 カクテ辛酸次第二軍クナリ

︿略﹀︑馬刀最モ高キ債ヲツ

テ︑馬ハ最モ高キ償ヲツケタル人ノ
物トナル︒

ケタル人ノ物トナル︒

九457図

つた︒

︿略﹀︑いろくの手違から︑

銀行が破産しなければならぬ事にな

九461図 カクテ債ハ次第二安クナリ

九537園

銀行が破産しなければならぬ事にな

テ︑最モ償ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬
ヲ費ルコトトナル ︒

かなりせまくなってみる︒

北上川はまだをりをり見える

が︑いよくせまくなって︑とう

九745

く谷川になってしまった︒

さうして全く無一物になつ
て︑親子三人町外れの裏長屋に移つ

九555園

淺轟近くになると︑汽車が海

とうく谷川になってしまった︒
︿略﹀︑後には表通へ店を出 九759

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

たくなってしまひます︒

てるる手などは︑何時の間にかつめ

九552園 ︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑ 九746 ︿略﹀︑いよくせまくなって︑ 九958園眞夏の日中でも︑杖を握つ

てしまった︒

九541園

九462図 く略V︑最モ償ヲ下ゲタル持 つた︒
主︑其ノ馬ヲ責ルコトトナル︒

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ債安

九464図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑

クナリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ

望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ償高クナ

九465図

なる一なる
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九964 お話を聞いて︑僕もすべって
︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑

見たくなりました︒
九981

山の上に居るやうな氣持になって聞
︿略﹀︑もう夕方になったので︑

きました︒

九994

僕等はおいとまごひをして搾りまし
た︒

九撹2 まだ青いが早く甘くなるたち
だから︑もう直に食べられる︒

九脳6 だんく明るくなって來た︒
となった︒

九鵬1 兵士たちは一せいに馬上の人
九佃5 中尉は︿略﹀︑敵陣が間近に
なったのを見て︑一だん高く軍刀を
ふりかざし︑︿略﹀︒

九佃1 さうして主人がこひしくなつ
て︑今來た方へ一散にかけもどった︒

九佃4 中尉はあをのけになって倒れ
てるる︒

赤熊5 北風は︑もう一度鼻先をなで
てもらひたくな っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九族8魑團先日遊びに上り候節御約
束致し候三毛の子猫︑もはや大きく
なり候事と存じ候︒

くなったか︑妻子がこひしくなった

九M8園 こら︑どうした︒命が惜し
か︒

九描9囹 こら︑どうした︒命が惜し
くなったか︑妻子がこひしくなった
か︒

九細9囹軍人となって︑いくさに出

たのを男子の面目とも思はず︑其の

將校も兵士も皆一つになつ

有様は何事だ︒

九佃6園
將校も兵士も皆一つになつ

て働かなければならない︒

九佃6園
︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

て働かなければならない︒
九伽3

オ蹄リニナツタノダラウト思ツテ聞
﹁ドウシテオ蹄リニナツタ

イテミタ︒

九㎜8園
﹁ソンナエライ方ナラ︑オ

ノデスカ︒﹂

十149園

︿略﹀︑これがまじめに實行

されてみるかどうかと︑少し氣にな

一

しかし︑︿略V︑今口の働を

つたのでした︒

十151囹

やがて暮近くなったので︑

見て︑大そう心強くなりました︒
十159

なれない私は︑︿略V︑やは

同は︿略﹀︑夕日を浴びて蹄途につ
いた︒

十172團

り馬のそばを通るのが草除なやうな

︿略﹀︑せり場を中央にして︑

氣がしてならなかったが︑︿略V︒
十179団

其の開園は馬つなぎ場になってゐま

九重9園

トウサンガワザくオ編リニナラナ

これ等の馬が日本国國に散

す︒

十226国

クツテモ大丈夫デセウ︒﹂

道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

らばつて︑或は軍馬になり︑或は馬

九伽3

ガ輔校シタノデ︑近々後任ノ選墾ヲ

与する船は︑はるか南アメリカの南

村はつれにある︑うちの雑木

端を大廻りしなければならなかった︒
ざふ

山を開墾し始めてから︑もう一月飴

こん

十382

りになる︒

日は大分高くなってさわやか

にかゴやき︑︿略﹀︒

十431

十459 ︿略﹀彼は︑︿略﹀︑もう立つ

工夫にばかり心をうばはれて

ても居ても居られなくなったのであ

る︒

一年と過ぎ二年とたつうちに︑

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十467

十468

貸附の利子は預金の利子よ

其の日の暮しにも困るやうになった︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

十538園

銀行の牧入になるのだ︒

此の愛らしい小鳥が︑他の方

法では全く通信が出來なくなった場

十545

合でも︑︿略﹀︑遠い虜まで使者の役

けふ
︿略﹀は︑パナマ地峡といつ

昔︑太平・大西爾洋の間を往

だんく寒くなって來たが︑

︿略﹀︑山河草木喜にあふ

京城の市街は︑もと石で

になってみたのださうです︒

庭々にかういふ門があって︑出入口

た＼んだ高い城壁で園まれ︑その

十741国

る＼春とはなれり︒

十708図

あやにく薪も書きてしまった︒

十659園

自然輕んぜられるやうになった︒

無線電信などが嚢明せられて以來︑

十5410 鳩を通信に使ったのは︑︿略﹀︑

目を務めると聞いては︑︿略﹀︒

︿略﹀︑或は馬車馬になり︑

は馬車馬になり︑或は耕馬になるの
十227團

ださうです︒

十227國︿略﹀︑或は軍馬になり︑或

うです︒

車馬になり︑或は耕馬になるのださ

ようだいは時々刻々に悪くな

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

十810

つて行く︒

十126園今通って見て來ましたが︑
どれ︑私もお茶を一つ御ち

大そうりっぱになりました︒

十128園

波風の外には友とするものも

或は耕馬になるのださうです︒

る︒

十糾6

十376

つて︑船はさらに一段高くなる︒

此の湖を横ぎると又水門があ

て︑地形がきはめて細長くなってゐ

十311

なるものは︑︿略V︒

ない此の島で︑老夫婦のなぐさめと

あなたもずみぶん大きくな 十248

そうになりませう︒

十132園

りましたね︒

郷里の青年諸君がこんなに
まじめになって去たのは︑︿略﹀︒

十137園

十139園私どもの若い時分には︑か
ういふ仕事になると︑あなた方の半
分ぐらみしか働きませんでした︒
頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

十145園皆さんの前に立つと︑其の
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十752団 南大門の東南の方に南山と
いふ山があって︑公園になってゐま
す︒

﹁あの橋は危険だから決し

といふと︑︿略﹀︒

十935園

︿略﹀︑何れもぬれねずみのや

て渡ってはならぬ︒﹂

十9310
うになって家に蹄つた︒

僕は残念でたまらなくなつ

たので︑︿略﹀︑自分から先に立って

十951園

︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

渡ったのです︒
十鵬2

した︒

︿略﹀義兵を畢げしが︑事

︿略﹀︑衆皆力を失ひて散り

及び︑呉の勢盛にして越軍大いに破
れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒
しよく

十一27光の強さに至っては非常な
れい

もので︑之を燭光でいへば＝二の

上海は專ら商業の都市とし

下に零を二十六もつけて表さねばな
らぬ︒

十一118

て知られてみるが︑近時工業も次第
に盛になって︑︿略V︒

のぶ子さんは︑成績物が返
るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

十一153

年の終におまとめになるのださうで

其庭から熱い湯を管で各室

底の水の中で︑動けなくなってみる︒

へ送って︑等親に暖めるやうになつ

成績物は︿略﹀︑皆一生
︿略﹀︑私も急に一年からの
をまとめたくなりましたが︑︿略﹀︒
ざっし
︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌

がら自分の始末のわるいことを考へ

約束は固く守らなければな

て︑つくぐ恥つかしくなりました︒

らぬ︑他人に害を加へてはならぬな

十一188

どといふことは︑︿略﹀︒

ならぬなどといふことは︑︿略﹀︒

十一189 ︿略﹀︑他人に害を加へては

犯罪者をこらし︑又世間の人々のい

十一201 ︿略﹀︑國家は︿略﹀︑其の

ところで︑どういふ事をす

ましめにもせねばならぬ︒

れば罪になるか︑︿略﹀︒

十一201

かういふ風に︑三回くりか

へして裁判してもらふ事の出集る組

十一215

又民事裁判では︑原告じ被

織になってみるのは︑︿略﹀︒

十一2110

告の相談相手・附添人又は代理人と

なって其の主張を助け︑︿略﹀︒

の強い者やわるがしこい者が勝つこ

十一228︿略﹀︑しかも其の孚は︑力

︿略﹀秀吉︑勝政の引足

とになるであらう︒

になりたるを見て︑すかさず鐵砲組

十一28＆図

あはち

に合壁して銃火をあびせかけたれば︑

︿略﹀︒

十一325図淡路島の東端︑本土と相

なると

きたん

を二三さつ持って來て︑本棚に並ん

望む威︑紀淡海峡となり︑四國に近

き庭︑鳴門海峡となる︒
なる
十一326図 く略V︑四國に近き虜︑鳴
と
門海峡となる︒
︿略﹀︑私はひとりで歩きな

聞けば︑雑誌の類は︿略﹀︑

取出したら後できっともとの場所へ

十一171

十一377園今に御らん︑此のくらみ
十一182

離して植ゑても︑十五六年目には間

お入れになるのださうです︒

なりました︒

でみる雑誌の間へそれぐお入れに

十一169

十一157

の記念になるのだ︒

十一156園

す︒

一度此の中にはいると︑ま
た寒い庭へ出るのがいやになるね︒

十価6園

てるるのだ︒

十重5囹

︿略﹀︑勾践越の王となるに

くになりぬ︒

十槻2図

落ちたる由風聞ありしかば︑︿略﹀︒

のいまだ成らざるに先だち︑笠置も

輸出入の額の増加して行くの 十欄8図

東洋諸國へ輸出される︒

十8810
は國家が次第に盛になる印である︒

太郎は生萎生米生卵︒と︑早口にす

幾度もくりかへしてみる中に︑

するに連れて次第に廣がり︑雨方が

十7610団 龍山は︿略﹀︑京城の嚢展 十916

らく言へるやうになった︒

れい

十917太郎は得意になって︑﹁︿略V︒﹂ 十偽4図

町立きになって︑︿略﹀︒

十π4団 こちらへ來てもう三月鯨り
になりますが︑︿略﹀︒
せつ

十π10囲此の頃は大分寒くなって︑

︿略﹀︑大分長くなりました

朝は囁氏零度以下十何度といふきび
しさ︑︿略﹀︒

十7810国

︿略﹀︑坑夫が汗だらけになつ

から︑今日は此のくらみにして置き
ます︒

十835
て︑元氣よく石炭を掘ってゐます︒

つ て み て ︑ ︿ 略 V︒

十桝2 採炭坑夫は四人つつ一組にな

十844 炭車が一ぱいになると︑馬方
がそれを馬に引か せ て ︑ ︿ 略 V ︒

十852園 それから﹃燃える石﹄とい
ふひやうばんが高 く な っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

にいさんも足を止めて︑
外はさっきよりも一そう風が

後日︑人が主人に向って︑ど
になったのかと尋ねた︒

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十梱8

る向ふの木がひどくゆれる︒

強くなったのか︑ガラス越しに見え

十価8

﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

十853園 ︿略﹀︑附近の辛々では之を 十価7

とって薪の代りに使ふやうになりま
した︒

十869 又毛織物の原料になる羊毛は︑
我が國ではほとんど産しないから︑
︿略﹀︒

に製造されるやう に な っ た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十872 機械類は︑近年我が國でも盛

雪雲になってみる者が思うございま

十884 これらの製品は我々の使ひ料 十伽9園外の者は︿略﹀︑爪の先は
にもなるが︑又支那・印度其の他の

なる一なる
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伐をしなければならないやうになる
から︒

十﹁377園 ︿略﹀︑十五六年目には間

伐をしなければならないやうになる
から︒

十一385 ︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

は︑低い庭にあるもの気早く大きく
なって︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀︑枝を打てば︑︿略﹀︑

くなって行くのも面白い︒

十一386 ︿略V︑こずゑの差が段々少
十︸396

又空言の流通がよくなって轟がつか
︿ 略 ﹀︑枝を打てば︑︿略﹀︑

なくなるさうだ︒
十一397

又空筒の流通がよくなって轟がつか
なくなるさうだ︒

︿略V︑此の組織の所まで小

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十一528
傷のつかないやうにしなければなら
ぬ︒

ゴムの用途は︑年を追うて
︿略﹀︑中にもうれしさうに

益く廣くなるばかりである︒

十一544
十一552

見えたのは︑十三四になる二人の少
老砲手は氣ちがひのやうに

年であった︒

十﹇565
なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り
に叫んでみるが︑︿略﹀︒

それが今は人口約二萬︑戸

敷約四千を算するりっぱな町となつ

十﹁632

︿略﹀︑木片と木片をこすり

たのである︒

十一666

なった︒

︿略﹀︑石や金を打合はせて

あはせて火を得る法をさとるやうに
十一668

十一401 生きた枝でも枯れた枝でも︑

其のま＼にしておくと︑木が太るに

︿略﹀︑時代が進んで燃料の

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

十﹁674

火を出す法を考へるやうになった︒

つれて其の枝を包んで行くために︑
其庭が節になるのだといふ︒

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十﹇402 僕がお手甘して植ゑたあの
らう︒

︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

んく良くなって來た︒
十一678

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

一番早く伐るとして

すのに大切なものとなってみる︒

︿略 ﹀ ︑

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

十一405

の年になってみるわけだ︒

なった︒

十一695

夜が更けるにつれて燈がだ

︿略﹀︑今にも消えさうにな

んく暗くなり︑今にも消えさうに

十一694

到る威にかゴやき渡る時代となった︒

十一472図 ︿略﹀︑書面は︿略﹀︑明 十一682 ︿略﹀︑今はガス燈や電燈が

日はかく垂がかんなど搦介してみた
りければ︑︿略﹀ ︑ 十 日 飴 り に し て ︑

ふすまの鶴は二十四五羽となりぬ︒
︿略﹀︑南洋におけるゴムの

栽培は頗る盛になった︒

十一511

つた︒

十一695

末席に坐ってみた僧は︑そ

か

も

まぶち

あなたがよく會ひたいと

れが氣になってしかたがないQ

十一713圓

まぶち

御話しになる江戸の賀茂両三先生が︑
も

︿略﹀江戸の賀茂眞淵先

か

先程御見えになりました︒

十一714園

しんじゃうや

生が︑先程御見えになりました︒

あの新上屋に御泊りに

なって︑さつき御出かけの途中

十一718園

﹁後を追って語いでにな

く略V︑御立寄り下さいました︒

十一724園

ったら︑大てい追ひつけませう︒﹂

十一757園．︿略﹀︑何時の間にか年を

とってしまって︑古事記に手を延ば

たゴ注意しなければなら

すことが出來なくなりました︒

十一759園

︿略﹀︑更に貨幣の代りにな

ないのは︑順序正しく進むといふこ
とです︒

十一796

︿略﹀︑

千里寄せくる

る紙幣といふ物を案出した︒

吸ひてわらべとなりにけ

十一808図願

海の氣を
り︒

︿略﹀︑三十人の一組は二列

竹島を越したと思ふと︑急

波も追々大きくなった︒

になって︑順々に水の中へとはいつ

十一餌2

て行く︒

十一桝8

十一853

やうやく月島の横を通り越

に水が冷たくなった︒

十一865

す頃には︑もうつかれきって氣も遠

﹁それも立春から敷へる

大層天氣がおだやかにな

くなるばかりだ︒

十一8710圏

つたね︒

と八十八日目で︑稻をはじめ充てい

十一901園

僕はこれまで暦といふと︑

の物の種をまく目安になる日だ︒﹂

十一904

なるかといふやうな事を見るものと

︿略﹀︑︿略﹀ ・日食・月食が何時に

それから太陰暦を蕾暦︑

ばかり考へてるたので︑︿略﹀︒

十一925國

﹁どうして太陽暦を用ひ

太陽暦を新暦といふやうになった︒

るやうになったのですか︒﹂

十一926園

の閏をおくことになってみる︒

うるふ

十一931園 ︿略﹀︑普通四年毎に一日

三年にならないうちに一箇月の閏を

十一935園 ところが太陰暦は︿略﹀︑

おかなければならない︒

三年にならないうちに一箇月の閏を

十一936園 ところが太陰暦は︿略﹀︑

おかなければならない︒

したがって二百十日も

︿略﹀︑太陰暦になると三十日もちが

十一938園

︿略V︑さしあたり家がなく

ふことがある︒

十一951

てはならぬので︑父は自分で木を切

それは三方が丸太の壁で︑

出して小さな家を造った︒

一方は明けはなしになってみて︑戸

十一953

リンカーンは其の頃からも

も窓も床もないものであった︒

十一956
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た︒

う父の手助をしなければならなかつ
他私交上の關係の爲に心を迷はすや

には︑︿略﹀︑決して親族・縁故其の

︿略﹀︑協同一致して贈呈の福利を増

十一966 かうしてみるうちに︑知識 うなことがあってはならない︒
よく
を得たいといふ彼の欲望は益く強く
十﹁備4 それであるから人々は
なり︑父に封して是非學校に入れて
︿略﹀︑地方人民は大いにこ

進ずることを心掛けねばならない︒
れ等の事業に力を書くさねばならぬ︒

十一柵2

もらひたいと願っ た け れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十﹁979 シャベルが敷字で眞黒にな
ると︑それをふいては又書く︒

が來ても此の門をあけてはならない

十一984 しかしせっかく始めた學校 十﹇佃2園 僕はおとうさんから︑誰
と言ひつけられてるるのです︒

實なる關係を有するものとはなりぬ︒
商人たる者は︑︿略﹀︑廣く

︿略﹀︑つまりは小利をむさ

公衆の爲を計らなければならぬ︒

十一一225

十二233

ぼって大損を招く結果になる︒

即ち一人の貿易商が外人の

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︑

十二238

貿易の不振を招き世運の焚展をもさ
またげることになる︒

文明の進んだ今日尚此のや

深く此の羅に注意しなければならぬ︒

＋二239外國貿易業者はかへすぐ
十二248

うな考を持つのは︑大きな誤といは

﹁おとうさんは︑誰が來

ても此の門をあけてはならないと僕

︿略﹀︑三人の心はもう驚と

な者でも役に立つことがあるのかし

︿略V︑若し見附からなかつ

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略﹀︒

十二576

たらと︑それが又心配になって來た︒

ゆ

十二593 ︿略﹀︑今まで死んだやうに

うにかちくと音を立て始めた︒

なってみた懐中時計が︑忽ち愉快さ

元兇イギリスは︑︿略﹀

アメリカ合逸話の國旗は

三國の合同して成れる國家にして︑

十二619図

︿略﹀︒

十二627図

一定不攣の部分と︑攣化を許された

る部分とより成る︒

はないか︒

十二688囹

コーデリヤはすごくと父

それでは返事にならぬで

王の后になることにきまってみた︒

十二659 ︿略﹀︑妹はかねてフランス

政務にもたへられなくなって來た︒

それに近來は︿略﹀︑もう

怒り易くなってみた︒

妹の顔はさっと赤くなった︒

十二655 ︿略﹀︑ちょっとした事にも

十二397

ねばならぬ︒

十﹇伽10園僕は︑誰が來ても此の門

十二421

ゐ︒

の許を去らなければならなかった︒

ひげ
十二召9囹︿略﹀︑此の白い髪や髭を

御覧になったら︑姉上もお氣の毒と

娘のコーデリヤのやうに思はれてな

十二752囹笑って下さるな︑どうも

︿略﹀︒

お思ひになりさうなものだのに︑

十一一739園 ︿略﹀︑姉上もお氣の毒と

お思ひになりさうなものだのに︑

岸は絶壁になってみる虚が

︿略﹀︒

ます
今日鱒の産地として世に知

となって流れ出るのであるが︑︿略﹀︒

十二514

多く︑︿略﹀︒

おいらせ
湖の水は東岸から奥入瀬川

るためにや＼複雑になってみる︒

けは二つの半島が並んで突出してゐ

十二504

湖岸線はく略V︑東南岸だ 十二704

して︑ひき終ったのも氣附かぬくら

感激で↓ぱいになって︑唯ぼうっと

十二444

つたと思ふと︑︿略V︒

をあけてはならないとおとうさんに

いよく大きくなる︒まる
︿略V︑いろく扱ってみる
苦心に苦心を重ねて集め

︿略﹀︑何時の間にか好きな

十二524
賜である︒

それでは自分のやうな小さ

られるやうになったのは養魚纒螢の

を報ずると共に時事を論ずるもの起

十二574

︿略﹀︑︿略﹀内外の事件

りて︑こ＼に始めて我等の生活に切

十一一153図

博物學の研究が主となってしまった︒

十一一116

ふやうになった︒

の研究をしないだらうと不思議に思

十一一111 ︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類 十二504

りぬ︒

たる出版費は︑遂に一心も残らずな

十一伽1図

うちに垂付のコップになった︒

十一悩1

であめ細工のやうである︒

十一伽7

言はれてるるのです︒

折から燈がぱっと明るくな 十二656

に言ひつけました︒﹂

十一佃8園

通ひも︑家事のために僅か一年足ら
︿略﹀万端通ひも︑︿略﹀一

ずで止めねばならなくなった︒
十一984

年足らずで止めねばならなくなった︒
たり︑人にやとはれたりすることに

十一985 それからは又父の手助をし
なったが︑︿略﹀︒

十一996 リンカーンは︿略﹀︑鬼の
首でも取った氣になって一心に讃績
けた︒

界の偉人として萬人に仰がれるやう

十一川4 彼が他日大統領となり︑世
になったのは︑︿略﹀︒

十一捌4 彼が他日大統領となり︑世
界の偉人として萬人に仰がれるやう
になったのは︑︿略﹀︒

十一柑8 ︿略﹀︑市町村會で市町村長
を選學するにも︑皆此の精神を本と
︿略﹀︑議員が豫算を議する

しなければならない︒
十一悩10

にも︑常に此の公平な精神をもつて
しなければならな い ︒

十﹁価3 市町村長や議員を選啓する

なる一なる
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らぬが︒

十二768 だいぼう網は身網と垣網と
二つの部分から成 っ て み て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二793 網の中がいよく狭くなる
と︑其の周圏を船で取巻いてしまふ︒

十二799 船がまぐろで一ぽいになる
と︑︿略﹀︑えつさくと陸の方へ漕
三って昇る︒

十二8710園 林藏が二回の探検により

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ
と明白となりしの み な ら ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

者は必ず之を守らなければならぬ︒

十二885 ︿略﹀︑いやしくも國民たる

度の尺進を纒ることになってみる︒

十二8810 討議の形式は︑︿略﹀の三

賛を纏なければな ら ぬ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二伽8園

拙者は︑︿略﹀︑さやうな

︿略﹀︑︿略﹀今一鷹御評

今や壮美は衆星の中の満月 事になれかしとは毛頭考へませぬが︑

座に弟子となった︒

︿略﹀︒

十二975
の如く國中から仰がれる身となった
十二欄3園

議下さることになりますれば︑誠に

が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑はては又村人全艦が

日本國の幸でござります︒

十二佃4
此の老僧から離れるやうになった︒

ゐ

十二散4

れるやうになった︒

西郷の果断によって︑︿略﹀︑維新の

安芳が一命をかけた努力と︑

電車は次第に汽車の領分
しん
までも侵略し︑尚進んで電氣機關車

十二価8園

大事業もとゴこほりなく成し遂げら

︿略﹀︑石炭の火力による

さへも用ひられるやうになりました︒
十二備4園

ル

鳴る ︽ーッ・ーリ︒ール︾

コウバノキテキガナツテ

﹁322ヒノミノカネガナツテ

ヰマス︒

ヰマス︒

三27

又一シキリキテキガナツ

テ︑エントツカラムクムクトマ

三42

ツクロナケムリが出マス︒

さをの先の矢車ががらがらと

四32 ︿略V︑お宮のすずがひつ
きりなしになってゐます︒

鳴ると︑鯉が︿略﹀︑家のむねより

五211
我が國が︿略﹀︑︿略﹀︑今

十二慨9

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

六34一 ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

も高く尾を上げます︒

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

四周の海が天然の城壁とな
つて︑容易に外敵のうか〜ふことを

十二偶5

になったのは︑︿略﹀︒

や世界五大國の一に敷へられるやう

︿略﹀我が國では︑將來益

とが出來なくなりました︒

十二描7

く水力電氣の利用をはからなければ
ならぬことを力説した︒

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

へ急グノデアラウ︒

八87

さ

匹の馬は一さんにかけ出した︒

許さないから︑︿略﹀︒

十二悩4

八柵8

殊に徳川幕府二百鯨年の鎖

嚢明されて︑︿略﹀︑自由に消息を交

民とならしめた︒

國は︑︿略﹀︑世界の大勢を知らぬ國

︽ーレ︾

合爵のかねが鳴るとすぐ動き

耳は鳴り︑目は暗み︑︿略﹀︒
かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

かうして二三日たちますと︑

換することが出來るやうになりまし

習︑性となっては︑遂に日

九621

十二撒3

本人には三法力がないであらうと自

又最近無線電話が獲明さ
れましたが︑今やそれが盛に利用さ

十二佃2園

た︒

十二903 唯法律は必ず忌避三下の協 十二佃1園 ︿略﹀︑其の後無線電信が

の品位を古同めることにつとめなけれ

十二907 我々は︿略﹀︑あはせて國
ばならぬ︒

十一一919 彼はだんく物思に沈むや

︿略﹀︒

十7910

しかし摸倣はやがて創造の

らも輕んじ︑外國人からも侮られる︒
十二観5

れる機運となりました︒．

十二捌9古拙︿略﹀︑一日も早く一人

出す︒

うになった︒

十二926園 ﹁人は何の爲に此の世に

過程でなくてはならぬ︒

←あそびなる

な・る ﹇慣﹈︵下二︶2 なる

十二燗2

短所に注意し︑之を補って大國民た

我々は︿略﹀︑又常に其の

前の商人となりて︑親に安心致させ
︿略﹀︑日本全部にのしを

生れて來たのか︒我々の行末はどう

十二伽6圏

たしと存じ居り候︒

︿略 ﹀ ︑ 遂 に 心 の 苦 し み に た

なるだらうか︒﹂
十一一928

﹇鳴﹈︵五︶10

ナル

なる

わかり︑お客様の扱方にもなれて︑︑

十二侶3履團︿略﹀︑追々店の様子も

︿略﹀︒

御様子御伺ひ申上げたしとは存じな

十二佃6國国 ︿略﹀︑一度手紙を以て

つけてどこぞの國へやってしまふや

ばならぬ︒

るにそむかぬりっぱな國民とならね

へられなくなって ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 思 ひ

十一一柵2

がら︑なれぬこととて仕事に追はれ︑

鳴

我々は︿略﹀︑之を補って

うな事にならぬとは決して申されま

な・る

とならねばならぬ︒

大國民たるにそむかぬりつばな三民

立つに至った︒

すると其のうちには又思

せぬ︒

十二946 次第にやせ衰へて︑物にす

しり

十二伽6圏

の外な尻押なども現れて︑事めんだ
彼等は繹迦の教を聴いて即 うな筋合にならぬとも限りませぬ︒

がらなければ立てない程になった時︑
︿略V︒

十一一9610
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なるたけ

ワニザメハ︿略﹀︑スグニ

ノナカマ

ハ

コレラ見テ︑

ナカマヲ大寄イツレテ來マシ

四137囹

タ︒白ウサギハ

﹇成丈﹈︵副︶1

仕事に興味を畳ゆるやう相成り申候︒

九538園世間にはこんな場合に︑な
﹁ナルホド︑オマヘ

なるたけ

るたけ自分の負推を輕くしょうとす

たり︑くびや背をなでたりしてみる
のもあります︒それを見ると︑成程︑

こんなにかはいがられて居れば︑馬

く略V町を歩いて見ると︑

も從順で人になつくわけだと︑︿略﹀︒

十236国

︽iッ︾

なれき・る ﹇慣切﹈︵五︶1 馴れきる

此のやうに便利なものも︑

其の使用に馴れきってしまってみる

十一782

︽一

我々は︑これについて事新しく便利

を感ずることもなく︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒シテミレバ銅ホド

︿略﹀︑店の看板にも馬がかいてある

六114園

ズヰブン．多イ︒

鳴門

な・れる ﹇成﹈︵下一︶2 なれる

﹇鳴門﹈︹画名︺2

る者もあるが︑︿略﹀︒

のがよく目につきました︒成程︑此

なると

役二立ツ物ハアリマスマイ︒﹂テツ

レ・ーレル︾

鳴門

の邊は馬でもつてみる庭だと思ひま

第十六課

十一一目3

ビンハ﹁ナルホド︑銅品題クサンア

お前は今の分では大男にな

十二803 第十六課 鳴門

とても明るいうちに山本ま

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる

だらう︒

貸附の利子は預金の利子よ

六425団

あはち

り高くしてあるから︑其の差だけが

行って見ますと︑なるほど少 十539園

した︒

あ は

なると
﹇鳴門﹈︹地名︺1 鳴門
し早すぎましたが︑それでも︑小さ

ではお着きになれますまい︒

十624園

十954澄すると︑しまひに皆が僕の な・れる ﹇慣﹈︵下一︶10 なれる 馴

まく出來たものですね︒﹂

銀行の牧入になるのだ︒﹂﹁成程︑う

﹁だれだい︑今笑ったのは︒﹂
あり
﹁私です︒蟻です︒﹂なるほど︑ごま

六286

なしめちが列を作って出てゐました︒

六183

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略﹀︒

なると

き

﹇鳴門海峡﹈︹地名︺

十二806囲 阿波と淡路のはざまの海
なると
は︑此庭ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒
なると

なるとかいきょう
あはち

1 鳴門海峡
十一326図 淡路島の東端︑︿略﹀︑紀

んそうなれる・みなれる︒ものなれる

れる

なれた︒

洋服は着なれなかったので︑

はじめは寒いやうに思ったが︑もう

六393国

た︒

うよくなれて︑私の手からゑ
をたべるほどになって居まし

四681 十八 山がら ︿略﹀︒たいそ

︽ーレ・ーレル︾﹇Vきなれる・せ

事を弱轟だといって笑ひました︒僕

なると

つぶ程の蟻が一匹虎を見上げてゐま

たん

淡海峡となり︑四國に近き慮︑鳴門

は残念でたまらなくなったので︑
です︒﹂﹁成程弱轟だ︒

︿略﹀︑自分から先に立って渡ったの

す︒

﹁海の上でも歩けさうだ︒﹂

﹁さあ︑今度は葉のきれいな
植物を集めてある虜だ︒﹂といって︑

十鵬5
足を出す︒﹂﹁なるほど︑理くつはさ

にいさんは次の室へ案内して下さる︒
成程︑︿略﹀︑赤や黄や青や紫のまだ

うだ︒﹂

右足を出し︑右足が沈まない中に左

﹁どうして︒﹂﹁左足が沈まない中に

六芸3園

海峡となる︒

なるべく ︵副︶4なるべく成へく
七川2園電報はなるべくみじかい方
がよい︒

七皿図図 爽信人は自己の居所氏名を
成へく本字にて此庭に記すこと

らの美しいのもある︒

︿略﹀︑のぶ子さんは 六573 二人は野をすぎ︑山をこえ︑

なれない道を一月あまりも歩きつゴ

十一163園

けて︑︿略﹀︒

さんの聲がしました︒︿略﹀︒なるほ

節供に使ふのですよ︒﹂といふねえ

せつく

十二224 商人たる者は︑︿略﹀︑品質 六撹3 ︿略﹀︑﹁義一さん︑それはお
のよい品物をなるべく安償になるべ
く 敏 速 に 供 給 し て ︑︿略﹀︒

のせてあります︒﹂とおっしゃいま

︿略﹀︑﹁あすこに全部學年別にして

はた拾︑まり送︑おにごっこ︑

とかはらない︒

何でもなれてしまへば︑少しも陸上

六793

ど︑去年鯉のぼりを立てた時︑しや

した︒﹁成程︑かういふ風に分類し

うぶとよもぎを軒へさした︒

てそろへておけば︑いつ取出すのに

のよい品物をなるべく安償になるべ

十二224 商人たる者は︑︿略﹀︑品質

八佃4世の中といふものは︑すべて

も便利だ︒﹂

く 敏 速 に 供 給 し て ︑︿略﹀︒

相持のものです︒﹂之を聞いて︑手
ナルホド

足等一同は︑なるほどと感心したと

﹇成程﹈︵副︶15

いひます︒

去って︑﹁成程︑二百十日目だ︒﹂

日の通日から立春の前日の通日を引

致します︒

ますれば︑お子どもしゆうのお守も

十一892園弟は︿略﹀︑すぐ二百十 六893園 第二十二 象 ︿略﹀︒なれ

一一293園 ソノトキーピキノ子ネ

︿略﹀︑今日の別れを惜しん

で︑泣きながら豆やにんじんをやつ

十201団

なるほど 成程

﹁︿略﹀︒﹂

﹁ナルホドヨイカンガヘダ︒﹂

ズミガ︿略﹀イヒマシタ︒

なるほど

なるたけ一なれる

なわ一なん
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七613園 どうか今から十分海になれ
て置くやうにしてもらひたいのであ
ります︒

七629 水になれた人夫の肩に乗るか︑
手をひいてもらふかして渡るのでご
︿略﹀︑大患が馴れるまで︑う

ざいます︒

八冊9

ち中の者がそればかり食べるやうに
した︒

なれ な い 私 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ や は

り馬のそばを通るのが危瞼なやうな

十1610国

第十一

傳書鳩

︿略﹀︒又暗

氣 が し て な ら な かったが︑︿略﹀︒

十572

い時の飛行に馴れさせて︑夜間に使
ふ 事 も 出 擦 る し ︑︿略﹀︒

なわ ﹇縄﹈︵名︶2 縄←あらなわ・
こなわ・ひなわ

六502國 みうりのはたに縄なふ父は
すぎしいくさの手がらを語る︒

八411囹 ﹁地藏檬が縄にかΣつてい

なはて

ら っ し や る ︒ ﹂ ﹁︿略﹀︒地瓦様でも悪

﹇畷伝﹈︵名︶1

いことをなさった と 見 え る ︒ ﹂

なわてづたい

つたひ
︿略﹀︒

七342燈下 なはてつたひに蘇る風も︑
若 葉 の に ほ ひ かんばしく︑

︿略﹀︑月夜には波が銀色に

ひやうがありません︒

光って︑其の美しいことは何ともい

七549園

た︒

拝して︑まことにおそれ多い氣がし

三825園﹁今日はまあ︑何とい 六日8團 何のかざりもない御神殿を
ふよいお天きだらう︒﹂

正﹁山びことは何のこ

とでございますか︒﹂

四324園

西716十九ナゾ︿略﹀︒私ドモ
ハ何ト何デセウ︒

七柵7園

︿略﹀︑年よりはく略V︑何と

﹁加藤清正の家來でござい

﹁おとうさん︑ヘンとは何

目通がかなはぬはず︒﹂

ます︒﹂﹁何と申す︒清正は上様へお

七脳2園

た︒

もいはず︑すぐ又仕事をつゴけまし

七746

四716私ドモハ何ト何デセウ︒七餌7 かの人夫は︑少ししてから︑
四855園ダイリ様ノ下ノダン 何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ
た所へ行って見ますと︑︿略﹀︒
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人
ハ何デセウ︒

︿略﹀︑風の音と水の音より外

四904蜜豆といふくやしい事
だらう︒

五283

には︑何の音も聞えません︒

此の時何の氣もなく自分のう

のことですか︒﹂﹁返事のことだ︒

八766

﹁何だ︑何だ︒﹂

アメリカ人はく略V︑何で

人々は何の爲にこんなことを

といひますが︑何しろ大した勢です︒

も世界一になるやうに心掛けてみる

八733国

八409園

﹁何だ︑何だ︒﹂

﹁日本一の事をくふうし 八409園 物見高いは江戸のくせで︑

ちを見て︑その小さいのにおどろき

五334
ました︒

五462園

何の木か︑おがくつが大そう

た︒﹂﹁何だ︒﹂

六167

國はどこ︑二親の名は何と

よくにほってゐました︒

六537園
申す︒

或日のこと︑萬じゅが御殿の

いひ出したかと思ひながら︑やって

六592

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

此の時コロンブスは︑こつん

見ましたが︑︿略﹀︒

八771

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

﹁春子︑窓前ハ着物や帯ノ

と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

六742園

再論何ノ綜デオルカ知ツテヰマス

苦もなく立てて申しました︒

なん ﹇何﹈︵代名︶53 ナン 何←き
げんなんねん・なんがつなんにち

カ︒﹂

ませう︒﹂

では︑何のざうさもない事でござい

﹁諸君︑これも人のした後
何でもなれてしまへば︑少しも陸上

はた拾︑まり送︑おにごっこ︑ 八773囹
とかはらない︒

六793

一487囹﹁オコシノモノハナン
デスカ︒﹂

ナンニデモスグビツクリ

シテ︑カケ出シマス︒

二656

︿略﹀︑一口も口をきくことが出來な

八875園︿略﹀︑何のいんぐわで︑

いのでございませう︒

もう一つ何とか言っておく

︿略﹀︑あざやかな緑の世界

八888園

れ︒

は︑何ともたとへやうのない︑氣持

九76囲

のよいものです︒

九482圏圓世の中は何でも一生けん

いろいろの珍しい高山植物

﹁それは何といふ星です

﹁ちいさん︑今度は何で

めいに働く者が勝だ︒

九834圏囹

すか︒﹂

九868園

か︒﹂

九968園

が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい

何の爲にいくさには御出

はれない美しさです︒

でなされ候ぞ︒

九備6囲團

分デ一番適當ダト信ジテヰル中村君

三子4道雄ハ誰が何上言ツテモ︑自

ヲ選墨・シヨウト決心シタ︒

十254 ︿略﹀︑聲を限りに救を求めた

所で︑此の高い湖と低い掘割

が︑何のかひもなかった︒

を何の仕掛もなしに連結すれば︑

十328

︿略﹀︒

さうして手込り次第に︑何で

もひつつかんで行っては窯の中へ投

十479

込んだ︒

十506圏 あれは何ですか︒﹂﹁あれは

銀行だよ︒
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十572 鳩は︿略﹀︑四五十キロメー
トルの虜を往復して食事するぐらゐ
は何でも無い︒

十923園 ﹁おとうさんは︑もっと言
ひにくい言葉を知ってみる︒﹂﹁何と
い ふ 言 葉 で す か ︒﹂

十伽5國圏 御名は何と付けられ候や︑
︿ 略 ﹀ ︑ 御 知 ら せ待ち上げ候︒

十一桝5 此の分ならば五海里や十海
里は何でもない︒

ありますが︑これ は 何 で す か ︒ ﹂

十一899囹 ﹁こ﹂に﹃八十八夜﹄と

るか︒

十一榊2 ︸腔自治の精神とは何であ

あけるな︒

十一佃4園 人が何と言っても決して
十二291団 ロンドンは何と言っても
世界の大都會です ︒

︿略﹀︑あれは何の役に立つ

よい曲なんでせう ︒

十二381園 にいさん︑まあ何といふ
十二542
のであらう︑︿略﹀︒

ない者であらう︒

一木一草に至るまでも歴史あり古歌
あり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何の山︑何の川︑

﹇黒月何日﹈︵名︶2

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

十一一珊3図

あり︑︿略V︒

恵贈何日

﹇何時﹈︵名︶2

五字です︒﹂

なんじ

何時

十年

ばか＼れ︑我が命のある限り︑一身

十一一塒9 ︿略﹀︑たとへ何十年か＼ら

をさ㌦げて此の岩山を掘抜き︑︿略﹀︒

なんしょ ﹇難所﹈︵名︶1 難威
れい

いや︑何月何日の何時には︑

何所に虚夢が見えるといふ事が︑學

九863園

問上ではわかってみるから︑︿略﹀︒

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒

飛行機の不時着陸地鮎を知ら

や難船の有様を通知したり︑︿略﹀︒

せたり︑漁業者が沖から獲物の多少

十5710

なんせん ﹇難船﹈︵名︶1 難船

︿略﹀︒

通って幾多のあはれな物語を耳にし︑

拝み巡った末︑たまく此の難虚を

十一908月旦の頃の日の出や日の入 十二鵬6 僧は︿略﹀︑諸夏の蜜場を

いや︑何月何日の何時には︑なんじ ﹇汝﹈︵代名︶5 汝

なんがつなんにち

九863囹

十719園︿略﹀︑最明寺入道時頼は

ときより

何所に五星が見えるといふ事が︑學

るかの上座より︑﹁︿略﹀︒さて一族

さいみやうじ

問上ではわかってみるから︑︿略V︒

どもに奪はれた佐野三十鯨郷は︑理
非明らかなるによって汝に返しあた

僕はこれまで暦といふと︑

︿略﹀︑何月何日は何曜日であるか︑

十一902

或二又なじりていはく︑

六523

人

奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑

其の返禮として︿略﹀︑合 なんぜんにん ﹇何千人﹈︵名︶2 何千

へる︒

十992図園

はせて三箇所の地を汝に授ける︒

十723園

︿略﹀といふやうな事を見るものと
ばかり考へてるたので︑︿略﹀︒

ぎ
難儀

︿略﹀︑一日も早く洞門を開

﹇難儀﹈︵名︶1

舞見物の人々が何心人ともなくあっ

十二佃5

なんぎ

﹁汝大勢の如何ともすべからざるを

通し︑︿略﹀︑我々もあのくさり戸を
ぎ

﹇何十間﹈︵名︶1

三十

さあ大へん︑何千匹か何萬匹

なんぜんびき ﹇何千匹﹈︵名︶1 何千

匹

か︑敷かぎりもない蟻がまつ黒にな

六304

つて︑出て來ました︒

﹁汝大勢の如何ともすべ

なんぞ ﹇何﹈︵副︶1 何ぞ

からざるを知って︑何ぞいたづらに

十993図園

なんぞ

苦しむことの甚だしきや︒﹂

︵副助︶1

は︑木もろくにない草山だつたとい

は大ていあれ地で︑其の杉山なんぞ

五686此のあたりの青田も︑其の頃

︿略V︑穴はだんく奥行を なんぞ

何

又賊は何千人か死傷した︒

まりました︒

十一一研5

﹇何十年﹈︵名︶1

加へて︑既に何心間といふ深さに達
した︒

六968

知って︑何ぞいたづらに苦しむこと

十二糾6図園

﹁︿略V︒﹂

渡る難儀をのがれようではないかと

難工事

の甚だしきや︒﹂と︒天祥いはく︑

﹇難工事﹈︵名︶1

これは高い山地を切通したも

ばう
﹁容貌の異なる汝が彼

相談して︑︿略﹀︒

なんこうじ

十352

﹁我若し彼の地にて死

の地に行かば︑︿略﹀︑或は命も危か

なんじっけん

持鋪りて日本の役所に差出すべし︒﹂

したりと聞かば︑汝必ず之を白丁に

十二852図囹

ので︑前庭を切通すのは非常な難工
南山

るべし︒﹂

﹇南山﹈︹地名︺2

事であったといふ事である︒
なんざん

十二545園自分は何といふ小さい情

いふ山があって︑公園になってゐま

南大門の東南の方に南山と

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

す︒

十二5410囹 唯自分だけが此のやうに 十751圏

い︒

ましたが︑此虜からは京城の市街が

十二551園あ＼︑何といふ情ない身 十755圏 僕はもう南山へ何度も上り 間
の上であらう︒

まるで給のやうに見えます︒
何字

﹁それで丁字になる︒﹂﹁十 なんじゅうねん

﹇何字﹈︵名︶1

七川5囹

なんじ

十二925囹人は何の爲に此の世に生
︿略﹀ ︑ 何 の 山 ︑ 何 の 川 ︑

れて來たのか︒
十二㎜3図

なんだいもん一なんにちごろ

156

ふことだ︒

﹇南大門﹈︵名︶2

南大

今日は始めての遠泳だと思

言へなかったのです︒﹂

十一835
ふと︑何だかうれしいやうな心配な

なんだいもん
門

竹島を越したと思ふと︑急

わけがございませう︒﹂

ナンテンノミデス︒

こん
︿略﹀︑先生は根氣よく︑何度

僕はもう南山へ何度も上り

さうして其の本の内容がす

讃返してみるうちに︑︿略﹀︒

南都第一

う

﹁どうしたのだ︑コーデ

さるさは

何となく

しんゑん

﹇何無﹈︵副︶6

宇治橋を渡って神苑に入り︑

ちはし

あたりの空母までが何となく

僕は何となくえらさうな人だ

僕は今日其のえらい社長さん

次の間には官軍の荒武者共

何なら

先生は﹁何なら︑あのお子

なんにちごろ ﹇何日頃﹈︵名︶2 何日

ざいます︒﹂といはれた︒

を今日一日お連れになってもようご

八946園

n何﹈︵副︶1

がひかへて︑何となく物々しい︒

十一一摺9

しが︑︿略﹀︒

となく物足らぬ所ありて氣にか＼り

十一488図園先に圭里がきたる檜︑何

くうれしい氣がしました︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

九561

と思ひました︒

九504

ぼうっとして︑︿略﹀︒

九331

て︑ 一そうありがたくかんじた︒

つた時には︑何となく心持がかはつ

千年もたったかと思ふ老木の下へ行

六鵬1國

なんとなく

に影をうつして南都第一の美観たり︒

れど︑尚三重五重の塔︑猿澤の池水

十二柵1図

がらん
興福寺は伽藍半ば干れた

なんとだいいち ﹇南都第一﹈︵名︶1

だ︒﹂

リヤ︒何とか言方がありさうなもの

十二693囹

十二757園池でうらむわけがござい なんとか ﹇何﹈︵副︶1 何とか
何でも

何でも汽車に二日二ばん乗通

﹇何﹈︵副︶2

ませう︒

五56

なんでも

しで︑こちらへ着いたのださうです
う︒

十一717園

御旅行がすんで︑これから参宮をな

やまと
何でも山城・大和方面の

から︑何百里かはなれてみるのでせ
南端﹇▽さ

に水が冷たくなった︒何だか氣持の
﹇南端﹈︵名︶3

昔︑太平・大西雨洋の間を往

さるのださうです︒

目ハ

何度

ニ404忙忙ナンテンノハ
目下 ナンテンノミデス︒
こん

﹇何度﹈︵名︶6

も讃む︒

十︸㎜10

リンカーンは其の本をてい

ねいに乾かして︑其の後何度もく

十一欄10

讃返してみるうちに︑︿略﹀︒

ねいに乾かして︑其の後何度もく

リンカーンは其の本をてい なんなら

つかりわかってしまふまでは何度で

十一991

まるで糟のやうに見えます︒

ましたが︑此虜からは京城の市街が

十755團

もく教へてるられた︒

八939

もく教へてるられた︒

︿略﹀︑先生は根氣よく︑何度
八939

なんど

デ︑

端を大廻りしなければならなかった︒ なんてん ﹇南天﹈︵名︶2 ナンテン
しらぬし
先づ樺太の南端なる白主 一一403 心志ナンテンノハ デ︑

といふ庭に渡り︑︿略﹀︒

十二8210図

來する船は︑はるか南アメリカの南

十376

いなんたん

なんたん

悪いものだ︒

十一853

やうな氣がする︒

く略V︒此の門が 南 大 門 で す ︒

十738団 第十三 京城の友から

﹇南大門駅﹈︵名︶1

いふ山があって︑公園になってゐま

十751囲 南大門の東南の方に南山と
す︒

なんだいもんえき

南大門騨

十735囲 汽車で京城へ磨る人は通常

しよう

﹇南大門通﹈︵名︶

南大門騨で下りるのです︒
なんだいもんどおり

1南大門通
すざく

十745團 南大門通から本町通・鍾 十二概10図︿略﹀︑北に大内裏の宮殿
を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑南

﹁だれだい︑今笑ったの

︿略﹀︑上から片はだぬいで︑

私も日本男子です︒何で命

﹁なんで又さうあわてて引つかへし

る者があります︒︿略﹀︒又略﹀︒﹂

右手につゑをついて︑かけ下りて來

七668園

で笑った︒﹂

は︒﹂﹁私です︒蟻です︒﹂︿略V︒﹁何

あり

﹇何﹈︵副︶5なんで

都は︑︿略﹀︒

ロリ

路通にかけての一帯が︑京城での一

ろ

何だか

端に羅城門をふまへたる古の奈良の

﹇何﹈︵副︶6

︿略﹀︒

何で

番にぎやかな庭です︒
なんだか

二百十日

六288園

六887 象つかひが﹁︿略﹀︒﹂といふなんで

と︑︿略﹀歩き出した︒何だか地
第二十一

ひgきでもするやうな氣がした︒
七928

何だか少しむし暑いやうだが︑空に

さん

は雲もなくて︑まことによく晴れて
みた︒

ご

ます︒﹂

九86圏 く略V美しい魚の群が︑珊
瑚の林や海藻の間をぬって泳いで行

九価9囹

﹁︿略﹀︒お前はわたしを

を回しみませう︒

く︒何だかおとぎばなしの世界にで
もまよひこんだやうです︒

十二757園

むわけがございませう︒何でうらむ

うらんでみるはずだが︒﹂﹁何でうら

﹁︿略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ な ぜ す な ほ

に﹃はい︒﹄とい は な か っ た の だ ︒ ﹂

十961園

﹁僕何だかきまりが悪くつて︑さう

157
なんにも一なんよう

頃

候に付き︑何日頃がよろしく候や︑

九擢9圏団 近き中に頂きに上りたく
御 知 ら せ 下 さ れ たく︑︿略﹀︒

ナンバ

七135

ひうが
中にも南部松・日向松は

良材として最も世に著る︒

十二495図

舟で來た人も︑をかから來た なんぶまつ ﹇南部松﹈︵名︶1 南部松

人も入りまじって︑何百人か敷へき
れない程みる︒

殊に日本人の小話校あ

﹇南米中﹈︵名︶1

南

人の最も多く住める虜にて︑︿略﹀︒

十一価9三囲此の邊は南米中︑日本

米中

なんべいちゅう

ては︑殆ど身の南米に在るを忘れ候︒

りて︑︿略﹀子供が通汗し居るを見

十一欄3國国

なんびやくねん﹇何百年﹈︵名︶2何 なんべい ﹇南米﹈︹地名︺1 南米

﹇何百里﹈︵名︶1

何百

何百年も纒たであらうと思は

なんびやくり

くす
れる樟の大木が茂り合ってみる︒

十帽9

四573圏何百年かたった後︑山
のふもとの大木は あのしひ
の木か︑かしの木か︒

十一908園此の頃の日の出や日の入 百年
ナンニモ

オヤドリハナンニモタベ

﹇何﹈︵副 ︶ 一

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒
なんにも

三95
ナイデ︑コココトイヒナガラ︑
﹇何羽﹈︵名︶2

ソノヘンヲ見マハリマス︒
なんば

しで︑こちらへ着いたのださうです

て南米ブラジルのパラ州から産出し

十一503此の種のゴムが︑昔主とし

う︒

第二十三課

第二十三課

十二

かるた取

く略V︒それ

何べんもとびつかうとします︒

から又二くみに分れて︑何べ

四513

んも取ってあそびました︒

二週間ばかり前より南

なんぽう ﹇南方﹈︵名︶2 南方

方のサンパウロ市に参り居候︒

十一価8囲国

いふ虜に引返し︑酋長コー二の宅に

しロつ

十一一837図 止むなく南方のノテトと

南北

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

なんぼく ﹇南北﹈︵名︶1

十一一細8図 ︿略﹀︑東西四十町︑南北
ばう
四十五町︑九二の條坊井然として︑

︿略V︒

なんぼん ﹇何本﹈︵名︶1 何本
すき
これが大きな鋤を春本も引

いて︑ものすごいうなり聲を立てな

十一6310

がらのそりくと歩き廻ると︑︿略﹀︒

萬尺

七糾8

何萬とも知れないいるかが︑

なんまんびき ﹇何万匹﹈︵名︶1 何萬

海ノ深イ所同等萬尺モアル︒

なんまんじゃく ﹇何万尺﹈︵名︶1 何

のを見ることもあります︒

︿略﹀︑はね上ってはおよぎして行く

七553園

南米より︵父 なんまん ﹇何万﹈︵名︶1 何萬

ナンベン

南米より︵父
﹇何遍﹈︵名︶5

ナンベンモカキナホシテ︑

さあ大へん︑何千匹か何萬匹

か︑敷かぎりもない蟻がまつ黒にな

六304

オや牛ハ子牛ヲタイソゥ 匹
カハイガリマス︒日ニナンベン

二663

︹課名︺

から︑何百里かはなれてみるのでせ

一302園﹁アヒルガオヨイデヰマ 里
なんべいブラジル ︹地名︺1 南米ブ
ス︒ナンバヰルカ︑カゾヘテゴ
五57 何でも汽車に二日二ばん乗通 ラジル
ランナサイ︒﹂

ニー36木山マダナンバトマツテ
ヰマセゥカ︒

たので︑︿略﹀︒

十一目10
︿略﹀︑殊に温帯に属する南部の諸州

の通信︶

何べん

なんべん

の通信︶

十一棚6
︹地名︺1

つきり致居候由︑︿略V︒

なんぶアフリカ

南部アフ

にては︑四季の王化も日本の如くは

十一佃5里国此のブラジル國は︑

なんぱせん ﹇難破船﹈︵名︶2 難破船 なんぶ ﹇南部﹈︵名︶2 南部
なんべいよりちちのつうしん
アツ
十257 ︿略﹀グレース親子は︑ふと 八974図 市ノ南部二熱田神宮アリ︒
2 南米より︵父の通信︶
はるかの沖合に︑かの難破船を見と
めた︒

船にたどり着いた ︒

何人

十278 からうじてボートはかの難破
﹇何人﹈︵名︶1

十592

なんびと

南

ニイサンニミセマシタ︒

又毛織物の原料になる羊毛は︑ 一365

﹇南部富士﹈︹地名︺1

カなどから輸入する︒

︿略﹀︑オーストラリヤ・南部アフリ

十8610

︿略﹀鳩が︑︿略﹀︑矢のやう リカ

に目的地へ向って飛んで行くのを見
たならば︑何人も其のかしこさと勇
ましさに感心しない者はあるまい︒

モナメテヤリマス︒

かへるはく略﹀︑何べんも 十一5010他の國人も之にならって︑

つて︑出て來ました︒
かへるはく略﹀︑何べんも
なんよう ﹇南洋﹈︵名︶2 南洋
何べんもとびつかうとします︒

三557

あれは岩手山だ︒南部富士 三557
が似てみるね︒

といはれるだけあって︑ちよつと形

九7310園

部富士

なんびやくにん ﹇何百人﹈︵名︶2 何 なんぶふじ
百人
︿略﹀︑ 城 か ら 大 石 を 四 五 十 ︑

一度に落したので︑又何百人かころ

六953

された︒

なった︒

南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に

六合4

六目16

二

父から

一一父から
6

第十八

第二十三

九812
九

十5図2

にねんさんがつ・こごにじにじっぷ
十一126

十佃10

十一511 南洋は一年中温度が高く︑ に ﹇二﹈︵名︶32 二 2﹇▽げんこう
雨量が多いので︑ゴムの木の襲育に

ん・こしゃくにすん・さいくまちに

植物

中なほり

二

二

︵

おもに・おもむろに・かりそめにも・

かりに・きゅうしにていす・げんに・

二
二

に・しかたなしに・しきりに・しだい

︿略﹀

︿略﹀

二

石下工場
手紙

︿略﹀

しだいに︒しだいに・じつに・じゅん

こころみに・ことに・さきに・さら
手紙

じゅんに︒すでに・それに︒それにつ

二

︿略﹀

に・とっくに・とともに・とどろに・

どうにか・ときに・ときには・とく

ねに︒てにてに・てんでに・とうに︒

まに・たんに・ついでに・ついに・つ

けても・たけにすずめ・ただちに・た

我は海の子
南米より︵父

遠足

第十九課

二

喜捨を受けたる此の金︑

︿略﹀

人を見かねて︑

になへる我が荷下に置き︑

カニガニギリメシヲサル

アヲイノヲカニ

一13ーキニナリマシタ︒

一146

玉込キウチヲスルコト＝

ツケマシタ︒

一182サルガミヅヲツケニイ

一172

ニツイタハデムキモウニ○

ナリマシタ︒

ニナゲ

一123圃 ハヤク キ一一ナレ︒

ニヤリマシタ︒

一106

ニニヤリマシタ︒

一102サルガカキノタネヲカ

に・よに・ろくに・われさきに

まにあう︒めったに・やにわに・ゆえ

に・ほんとうに・まことに・まさに・
鳴門

︿略﹀

荷﹇▽つみに

港入

パリーから

二

第二十五課

第十六課

ニ

ともに・ならびに・ひとりでに・べつ

七佃5團

︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑

掛聲高くおしてやる︒

入費は

き荷車ひきかぬる

七956図翻夏の眞書の坂道に︑重

﹇荷﹈︵名︶3

二

十二旧2

十二809

十一一311

人々の救助に用ふるも︑蹄する所は

二

一にして二にあらず︒

之を一切纒の事に費すも︑うゑたる

十一枷5図園

の通信︶︿略﹀

十一鵬9

第四課

第二十

は最もよく適してみる︒

にか・だいにざ・だいにどっかい・と
きにすん

二

石地藏

オクレ
九552囹

に

一二三四五六七八九

二

二

笑ひ話︿略﹀

︿略﹀

十︑十バトンデキマス︒

一342
二

星とり

三523
なぎ

二

九私のうち

六目8
一一

五293
六208

第十二

なぎ

六444

七目2

一一中なほり

七目9
七456

注文︿略﹀

一一植物
第二十六

七847
七柵6

二
二

主人から小ぞうへ

十四歳の時が二度あるか

八目7
八目17

二

シカゴから

八目20

ニ

に←いかに・いか

キマスト︑ハチガチクリトサシ

十四歳の時が二度あるか

アチラ＝モ︑コチラニモ︑

一234

ホタルヲヨブコエガシマスQ

ホタルヲヨブコエガシマスQ

アチラニモ︑コチラニモ︑

んに・いっしんに・いっせいに・いま
おきにいり・おついでに・おまけに・

に・いまにも・おおいに・おおきに・

二

二

一233

マシタ︒

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

八147

にも・いちがいに・いちじに・いちど

二

ヨ

石地藏

きに・いちどに・いっきょに・いっさ

︿略﹀

︵格助︶隅

二

シカゴから

主人から小ぞうへ

に

八386

ニ

変打

人を招く手紙

二

第十四

二

第二十七

八692

九586

︿略﹀

八佃5

八463

八目9

第二十三課

十一804

二
︿ 略 ﹀ ︑ワとツ︑二と二︑

ウンドウクワイ⁝⁝⁝二
オキヤクアソビ

オキヤクアソビ
ハヤオキ

ハヤオキ⁝⁝⁝ニ

︿略﹀⇒

ちょうめじゅうごばんち・じゅうしさ

なんようび ﹇何曜日﹈︵名︶1 何曜日

一

︿略﹀︒

るか︑七月何日は何曜日であるか︑

十一903 ︿略V︑今年は紀元何年であ いのときがにどあるか・だいに・だい

に
七擢図図

と八等は書方にて間違ひ易し

に﹇二﹈1二
七 擢 図 図 ． ︿ 略 ﹀ ︑ワとツ︑二と二︑

一

︹課名︺13二

と八等は書方にて間違ひ易し

二目2

に ﹇二﹈

二目3

二41
三目3
三目3
ハヤオキ

直

中村君

中村君⁝⁝⁝二

中村君

柿

三26
四目3

四47
五目3

五27

五目3

ノ、
ノ、

一

ニ ニ ニ ニニ ニ ニニ ニ
ニ

なんようび一に

158

159

に一に

ツテヰマス︒

一24ーハスノハニツユガタマ
一47一

ワレテ︑︿略﹀︒

ウトシマスト︑モモガニツニ

リマス︒
シタ︒

モモタラウトイフナヲツケマ

オヂイサンバソノコ一一︑

一29ーヤマ＝ハ︑キガウエチア

一295カバニハ︑ハシガカケテ
アリマス︒

ヘオイデニナリマスカ︒

一483園

︿略﹀︑アナタハドチラ

一307園 アチラ一一一ハヰマス︒

﹁︿略﹀ドチラヘオイデ

ニナリマスカ︒﹂﹁オニガシマヘ

サキ
一485園

オホキナガンバ

ニ︑ チピサナガンハ アトニ︑

一353圏

一50一

オニセイバツ一一︒﹂

マルノケライ一一ナリマシタ︒
十バトマツテヰマシタ︒

ニー32木ノエダ＝︑コトリガ
ニー36木＝マダナンバトマツテ
ヰマセゥカ︒

ユフヤケコヤケ︑

アシタ

カ一一モサカナヲクハヘタ犬ガ

ニー45シタヲミルト︑川ノナ
ヰマス︒

ニー74圃

チンキ一一ナアレ︒
デーシヨ一一ウタツテヰマス︒

イヌヲケライニシテイ ニー77 子ドモが大ゼイ︑オモテ

ナカヨク ワタレ︒
ワタレ︒

アト一一︑
キマスト︑︿略﹀︒

ナカヨク

一355圏 ︿略﹀︑ チピサナガンハ

一504

ケライ一一ナリマシタ︒

コチラノクライモリノ

ヒルノヤウデス︒

サルモダンゴヲモラツテ︑ニー87 一肩ンニアカルクナツテ︑

一367 ナンベンモカキナホシテ︑

一512

︿略﹀︑

トンデキタ木ノ

クモ

トンデキ杷木ノ
クルクルマハツテ︑
︿略﹀︑
ヒラヒラスレバ︑︿略﹀︒

ハ︑︿略﹀︑

カゼニフカレテ︑

ヘイタイアソ

二226圏

ノスニ奇事リ︑︿略﹀︒

ハ︑

T蟹

ナ木ガアリマスカラ︑︿略﹀︒

ハ︑

ヒラヒラマツテキテ︑ イ
ケノ上ニオチテ︑︿略﹀︒
ナミ一一ユラレテ︑

二237圃︿略﹀︑トンデキ野木ノ
ハ︑︿略﹀︑

ユラユラスレバ︑︿略﹀︒

ニトラレテコマルガ︑

コノゴロナカマノモノ

サンニダカレテ︑オチチヲノン

二246ミヨチヤンガイマオカア

デヰマス︒

Q72園

︿略﹀︒

ガ︑ネコ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

大キナスズヲネコノ

ミガナカマノモノニイヒマシ

二276

U囹

タQ

︿略﹀︑ソノオトガキコ

クビニツケテオイテ︑︿略﹀︒

エタラ︑ニゲルコト一一シテハ

二292園

ドウデセウ︒

P圏 く略V︑ダレガソノスズ
ヲツケニイクカ︒

ドンナコトヲシマスカ︒

ハイクツ一一ナリマスカ︒

ゲマセゥ︒

二364

オソナヘノモチヲマト

アタルト︑モチハ白イト

＝シテ︑イテミマセゥカ︒

二352園

ノジマンヲシテ︑︿略﹀︒

アル日トモダチニユミ

タ人ガアリマシタ︒

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

二334

ムカシアルトコロ一一︑田

二327園丁ツニナリマス︒
二331囹 オ年ダマ＝ハナニヲア

ヘ

ソレデハムカフニ大キ 二326園 オ正月ガクルト︑オマ

ガタクサンアリマス︒

二202園コノ山ニハ︑クリノ木 二312囹 オ正月ノォカザリニハ︑

ノアカリデセウ︒

中＝ミエルノハ︑ドコノウチ

キジモダンゴヲモラツテ︑ニー94

ニイサン

モモタラウハカタナヲヌ

一一

一一

一一

一一ミセマシタ︒

一38一 ユフガタ＝ナリマシタ︒

ケライ一一ナリマシタ︒

一533

一384 ︿略﹀︑オザシキ＝ アカリ

カヒマシタ︒

一541圏

イロイロナハタが訳出＝

モノ︑︿略﹀︒

二26

クルマ一一ツンダタカラ 二212園

一バンオホキナ堂島一一ム

ガツイテヰマス︒

スギノキノ

イテ︑

レアノモリノ

ヤナギノキノ

ア

一404圏一バンボシミツケタ︒ ア
ウヘニ︒

レアノドテノ

ヒラヒラシテヰマス︒

Q8

R0

二236韻︿略﹀︑トンデキタ木ノ 二346

一ツトリタイ︑

・

オチヨガオキヤク＝ナツ
︿略﹀︑

ママゴトア

一ツトリタイ︑

クンシヤウ＝︒
く略V︑

一一

一412魍 ニバンボシミツケタ︒

ウヘニ︒

ビノ

キイロナハナヲ︑

ニー01圏

テキマシタ︒

一417圏 三バンボシミツケタ︒ ア 二47

オヂイサンハヤマヘシバ

レアノヤマノマツノキノ
ウヘニ︒

一445

カリニ︑オバアサンバカバ ヘ

ニー07圃

マツシロナハナヲ︑

センタクニイキマシタ︒

ソビノ

オバアサンガモモヲキラ ニー26 ベンケイハ︿略﹀︑ウシワカ

ゴチソウニ︒

ヘセンタクニイキマシタ︒

一447 ︿略﹀︑オバアサンバカバ

一465

Q2

リニナツテ︑︿ 略 ﹀ ︒
マシタ︒

タ︒

二475
キマシタ︒

ヒヲモラツテキテ︑ニハニマ

ヨイオヂイサンバソノハ

ワツテ︑火酒クベテシマヒマシ

二472又臥コツテ︑ソノウスヲ

ノウスヲカリニキマシタ︒

二366ソレカラコノ人ノ田圃 二464ワルイオヂイサンバ又コ
ハ︑闇米ガスコシモデキナクナ
ツタトイヒマス︒

アチラン山二︑コチラノモ

二374圏 フルフルユキガ︑︿略﹀︒
リニ︒

アチラノ山二︑コチラノモ

二375圃 フルフルユキガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ソノハヒヲザルニ

二477 スルト︑ニハノカレ木ノ
エダニ︑キレイナ花ガサキマシ
タ︒

R

入レテ︑︿略V︒

二485圏花サカヂヂイ︑花サカヂヂ

トノサマガオトホリニナ

イ︑カレ木二花ヲサ国恩マセウ︒

二49一

ソノウチニ︑トノサマガ

オトホリニナツテ︑︿略﹀︒

二517

ソノウチニ︑トノサマガ

オトホリニナツテ︑︿略﹀︒

二52一

ソノウチニ︑トノサマガ

オトホリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二524

オホセニナリマシタ︒
ハヒダラケ＝ナリマシタ︒

二532︿略﹀目モ︑ロモ︑耳モ

ソレデハシヤウジノム

アナタガオタチ＝ナレバ︑

カフ江上スワリナサイ︒

二546園
T

︿略﹀︑アナタガオアルキ

ワタクシモタチ︑︿略V︒

二577

イツモアナタニツイテヰ

ニナレバ︑ワタクシモアルキマ
ス︒

二582

︿略﹀︑モツトタクサンオ

マスガ︑︿略﹀︒

アガリニナツタラ︑ハヤクナホ

二614園
リマセウ︒

トノサマガオトホリニナ

ツテ︑﹁︿略V︒﹂トオホセニナリ

サマ＝︒

二711圏

ダンダンチカヨル

オ日

ムカシ大江山ニシユテン

ソノ上イハや一一コモツテ

ドウジトイフワルモノガヰマ

二715

シタ︒

二η4

ヰマシタカラ︑︿略V︒

二733 ソコデ天子サマカラ︑ラ
イクワウトイフツヨイ大シヤウ

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒

一一︑シユテンドウジヲタイヂセ

S ソコデ天子サマカラ︑

三18

ライクワウハ︿略﹀︑山ブシ

ソノバンシユテンドウジ

ドチラモマケズニタタカ

ミチバタニハスミレヤタ

ヒマシタガ︑︿略﹀︒

Q

ハサケ一一ヨツテネマシタ︒

U

ニスガタヲカヘテ︑︿略﹀︒

二737

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒

︿略﹀︑シユテンドウジヲタイヂセ

V3
キ一一︒

私ノウチニハオや牛ト

ナン＝デモスグビツクリ

日ニナンベンモナメテ

サハヤクカラヒバリガサヘヅ

一バンヨイトキデス︒

︿略V︑オモテデアソブニ

ツテヰマス︒

ハ

三25

︿略V︑ケサコソニイサン

ヨリサキニオキテミヨウトオ

三31

モツテ︑︿略＞Q

オサラヒヲシマセウ︒

二702圃ノツテミタイナヒカウ 三48 ︿略﹀︑ニイサントーシヨニ

ヤリマス︒

二662

シテ︑カケ出シマス︒

二656

子牛ガヰマス︒

二645

ノマナケレバナリマセン︒

ハヒヲマキマスト︑カレ 二622園オクスリハ︑オイシヤサ ンポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒
マノオツシヤルトホリニシテ
三22 ︿略﹀︑ムギ畠ノ上一一ハア
︿略﹀︑一メン一一花ザカリニ

︿略﹀︑一台ンニ花ザカリニ

ォホメ一一ナツテ︑︿略﹀︒

ワルイオヂイサン

オカヘリヲマツテヰマシタ︒

カレ木ニノボツテ︑トノサマノ

二514

バ︿略﹀︑

二505﹁︿略﹀︒ミゴト︑ミゴト︒﹂ト

ナリマシタ︒

二501

ナリマシタ︒

二497

木月花ガサイテ︑︿略﹀︒

二497

マシタ︒

T

ツテ︑︿略﹀︒

一一

リニ︒

︿略﹀︒ ワラヤノヤネニ︑ イタ

ヲコシラヘマシタ︒

T7

二381圃 ツモルツモル ユキガ︑

ヤノノキニ︒
二382圏 ツモルツモルユキガ︑
︿略﹀︒ ワラヤノヤネニ︑ イタ
ヤノノキ一一︒

二385圏サイタサイタ

ダルマ

ニ401ワタクシ ハ ネエサンニ︑

ユキデウサギ ヲ コシラヘテイ
タダキマシタ︒

二435 ワルイオヂイサンバソレ
ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリ一一キ
マシタ︒

上 二 小 サ ナマツノ木ヲウエ

二丁7︿略﹀︑犬ヲウヅメテ︑ソノ

一一

一一

一一

一一
一一

V5

V7

S8
S9

ダ
マ ツノ木ノエダ

「ガ
、
、

︿略﹀︒

マ ツノ木ノ

ナ

ガ

タケノ ハノ上二︒
︿略﹀ニ
︑ハ
二大キナユキ
ニ393

︿略﹀︒

タケノ ハノ上二︒
ニ386圃サイタサイタ
ナ
、

ノ、

ノ、

工
ダ

に一に
160

161

に一に

三53

二三日マヘカラメンドリ
ケサオカアサンガタマゴ

ガス＝ツキマシタ︒

三55
メンドリハ︿略﹀︑見テヰ

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

三57

ルウチニ︑タマゴヲハラノ下
ニダイテシマヒマシタ︒

三58 メンドリハ︿略V︑タマゴ
ヲハラノ下一一ダイテシマヒマ
シタ︒

三63 オカアサン一一︑﹁イツヒヨ

コが出マスカ︒﹂トキキマスト︑
︿略﹀︒

アルアサ︑オカアサンガ

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

三73
ヤツタノデ︑見入イキマスト︑
︿略V︒

かは

三了8ハネノ下ニモニ三バヰ
ルヤウデシタ︒

うちの子ねこは

いい子ねこ︑︿略﹀︑ すそにから

三111圃

︿略﹀︑

すそにからまり︑

まり︑ たもとにすがる︒
三112圏

たもとにすがる︒
三123 ︿略﹀︑おつかひにいったり︑

それでもまだあかちゃん

にはをはいたりして︑︿略﹀︒

三135

三146

︿略﹀︑おちいさんが二郎

にたつねました︒

三157園︿略﹀︑中ゆびとおやゆび

のあひだにあるのが人さし
ゆび︑︿略﹀︒

︿略﹀︑中ゆびとこゆび

三282

︿略﹀︑おちいさんに︑あれ

で竹うまをこしらへていただく

足だのはなをふっつりと︒

かばふはずみにあねは

つもりです︒

また

三294團

こしにはさんだ

はしひきさいてさ

︿略﹀︑

手ぬぐひの

三301圖

村はつれに水車やがあり

し出せば︑︿略﹀

︿略﹀︑こぬかだらけになつ

ゴハンヲタベルトキ＝︑

三356︿略﹀︑目ニモ耳ニモ右左

二叉ツトキ一一ハ︑カラダヲ左

ノ方へ マゲ︑︿略﹀︒

モノヲ持ツトキニハ︑︿略﹀︒

三368︿略﹀︑左ノ手ニオモイ

三371︿略﹀︑左ノ手ニオモイ
モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒

キ一一ハ︑左ガハヲ通ルノガヨ

三373ソレカラ︑道ヲアルクト

︿略﹀︑左ガハヲ通ルノガ

ノーコトニナツテヰマス︒

三374

︿略V小二郎の方が︑正一

ヨイコトニナツテヰマスQ

三395

よりもかへってさきにつきま

した︒

︿略﹀︑うらしまが舟にの

してゐます︒

三356足ニモ右左ガアリ︑︿略﹀︒ 三404 ︿略V︑子どもが大ぜいで
かめをつかまへて︑おもちゃに

︿略﹀︒

ハシヲモツ方ノ手ハ右デ︑

三353

てはたらくちいさんです︒

三325

ます︒

あしのゆびは︑おやゆ 三312

のあひだにあるのがくすりゆ

三158園
びです︒

三172園

びとこゆびのほかにはなが
ないのです︒

しろい人がゐます︒

三176園このはこの中に︑おも
小二郎は︿略﹀わらびを

とりにいきました︒

三203

︿略﹀おちいさんが︑たきぎ

ガアリマス︒

うらしまがよろこんでか

ちにかへりたくなって︑︿略﹀︒

三嘱1うらしまはく略﹀︑そのう

めにのると︑︿略﹀︒

三422

うへっれていって上げませう︒

三416囹そのおれいにりゅうぐ

︿略V︒

つてつりをしてゐますと︑

二人はよろこんで︑おちい 三356︿略﹀︑目ニモ耳＝モ右左 三413

をうまにつけてそこへきま

三233
した︒

三234

ガアリマス︒
ニモ︑クツニモ
︿略﹀︑タビ＝モ︑手ブクロ
︿略﹀︑タビニモ︑手ブクロ

に天爵﹀︒﹂といひました︒

︿略﹀︑クツニモ右左ガア 三個1 うらしまはく略V︑おとひめ

ました︒

三367又オモイモノヲ右ノ手 三姻3園 あまり長くなりますか

二持ツトキニハ︑︿略﹀︒

三367岩髭モイモノヲ右ノ手 三咽2園 いろいろおせわになり

リマス︒

三358

ニモ︑クツニモ右左ガアリマス︒

三358

ニモ︑クツニモ右左ガアリマス︒

三358

右左ガアリマス︒

ニモ︑手ブクロ

石がきの下へ出たのは︑ 三357 キモノノソデニモ︑タビ

さんについてかへりました︒

三267

あれはいまにさを竹に

︿略﹀︑竹になりかかってゐます︒

三268

でもなるのでせう︒

三272又あそこここにわらを
︿略﹀︑のばしておや竹に

むすびつけてあるのは︑︿略﹀︒

三275

するのださうです︒

三278むかふの方に︑二本なら

がなくときには︑︿略﹀おかあさ
んのところへ つれていきます︒

︿略﹀︑いまに竹になった

んでみるほそい竹の子は︑︿略﹀︒

ら︑︿略﹀︒

三282

三137園 ﹁おかあさん︑あかちゃん

におちぢをのませてちやうだ
い︒﹂

に一に
162

ら︑もうおいとまにいたしませ
う︒

のせ中にのって︑︿略﹀︒

三454うらしまはく略﹀︑又かめ

白がのおちいさんになってし

三467 ︿略﹀︑うらしまはたちまち
まひました︒

愛校ノ北＝小高イヲカ
ヲカノ上二天ジンサマ

ガアリマス︒

三482
三483
ノオミヤガアリマス︒
一目二見エマス︒

三485ソコへ上ルト︑私ノ村
ハ

三488大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂
ノ字ナリニタツテヰマス︒

とびつきました︒

三573ずんずん手が上って︑の
ちには名高い書手となりまし
た︒

草のはにとまってみた

てふてふがく略﹀︒

三635

三642園 あら︑てふてふが五郎
さんの舟にとまりました︒

タ︒

︿略﹀︑水デツパウ一一ナリ

︿略V︑フシノマン中二︑

キリデ小サナアナヲアケマシ

三667

サウナノガアリマシタ︒

三664

アリマシタ︒

デツパウニナリサウナノガ

みよ子はささの小えだ

マシタ︒

ソノウチ＝︑ニイサン

モラヒマシタラ︑︿略﹀︒

三696園

︿略﹀着物を出して︑風通

ガコシラヘテヤラウ︒

三704

しのよいところにかけてあり

ます︒

ソノ中島ケダモノガカ

ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒

マセン︒

﹁︿略＞Q﹂トイツテ︑アヒテ＝シ

三765又鳥ノ方へ行キマスト︑

タ︒

トイツテ︑鳥ノ外燈ツキマシ

三753 スルトカウモリハ﹁︿略﹀︒﹂

ダモノノミカタ＝ナリマシタ︒

チサウニナツタノデ︑︿略﹀︑ケ

三746 ソノ中陣ケダモノガカ

ニ

三744三門バカラダガネズミ

チサウニナツタノデ︑︿略﹀︒

三742

す︒

︿略﹀お祭によばれて行くので

三728私どもはあれを着て︑

たから︑かったのでせう︒
三714 おばあさんはく略﹀︑よく
三663︿略﹀︑ソノ中二︿略﹀︑水 お寺まみりにいらっしゃいます︒

見テヰルウチニ︑チヂン 三653園五郎さんの舟には︑て
ふてふのせんどうさんがのつ

デヰタハネモダンダンノビテ︑

三584

︿略﹀︑モウリツパニセミ

色モシダイニコクナツテキマ
シタ︒

三588
ニナツテヰマス︒

コノ大キナモノガ︑ヨク

アノカラノ中ニハイツテヰタ

三592
モノダトオモヒマシタ︒

三597今ニハノ木ニセミガ
ウルサイホドナイテヰマス︒

︿略﹀︑ソノサキニキレヲ
マキツケテ︑︿略﹀︒

三671

一一シテ︑︿略﹀︒

アノセミモコノ中ニヰ 三668ソレカラボソイ竹ヲエ
五郎さんもなかまに

おはいりなさい︒

三613園

ルノデセウ︒

學校ノ東ドナリニニカイ 三602

ヅクリノヤクバガアリマス︒

三491
三498 新道ノリヤウガハ一一ハ︑

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒

今ソノミセノマへ一一二 三618

ロノカハリニシヨウトオモツ
テ︑︿略﹀︒

三693

コマツテニイサンニ見テ

えんがはには︑夕方から

︿略﹀いもやだんごをつ

くゑにのせて︑︿略﹀︒

三781

て︑︿略﹀︒

いもやだんごをつくゑにのせ

三777

︿略V︒

ヤアナノ中＝カクレテヰテ︑

三682ソノウチニ水が出ナク 三767︿略V︑ヒル一木ノウロ

タリシマシタ︒

三677

︿略﹀︑ウエ木二水ヲカケ

三502ソノ中田ハ︑ニウリヤモ 三614半弓はかちまけを見る 三676︿略﹀︑口幅ニ水ヲウツタ
人になりませう︒
リ︑ウエ木二水ヲカケタリシ
アリマス︒
三504

を手にもって︑︿略﹀︒

上にたちました︒

モウオヒル＝ナツタノ 三621 みよ子はく略V︑土ばしの

車ガトマリマシタ︒
デセウ︒

三514

す︒

三628舟は風にゆられながら︑ 三688 ︿略﹀︑フシニ小サナアナ
ヲタクサンアケマシタ︒
土ばしの方へながれて行きま

しました︒

三627三人は一しょに舟を出

ナツタノデ︑︿略V︒
三542園 こんなくらいばんにか 三625園 さあ︑︿略V︑ みなさん 一
三687 ︿略﹀水デツパウヲジヨウ
しょに舟を出すのですよ︒
ぞへないで︑ひるかぞへるがよ
い︒

三551あるとき︑雨のふる日
に︑たうふうがにはへ出て︑池
のはたを通りますと︑︿略﹀︒
三561 ︿略﹀︑とうとうやなぎに
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三781 ︿略﹀いもやだんごをつ
くゑにのせて︑お月さまにそな
へてあります︒

さしてそなへてあります︒

三冊3︿略﹀すすきも︑花いけに

あたまを雲の上に出

三802 ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃる
のです︒

三805圏
し︑ 四方の山を見おろして︑
︿略﹀︒

下にきく︑ふじは日本一の

三807圃︿略﹀︑かみなりさまを
山︒

おきの方はかすんで︑空

からだにゆきの着物着て︑

三812囲 青空古同くそびえたち︑

︿略﹀︒

三835

と 水 が 一 つ になって見えま
す︒

三841︿略﹀︑松の木に美しい
物がかかってゐました︒
しよう︒

なみだにうるむ目 で空を見
上げました︒

三874囹そのかはりに天人の
まひと いふものをお見せ下さ
いませ︒

せう︒

三878園おれいにまひをまひま

ら︑

三885園
いやいや︑おかへし申した

︿略﹀︑まはずに空へお

まはずに空へお上りにな

りませう︒

三886園

はごろもの袖はかるく

上りになりませう︒

三898
風にまひ︑︿略﹀︒

の光にかがやきました︒

四45

今年は田がよく出干た

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

四48私のうちには柿の木
が五本あります︒
が

一本あります︒

四52︿略﹀︑その中に私の木

四54これは私が生れた年︑
おちいさんが私のぶんにつぎ

木をして下さったのださう
です︒

四71︿略﹀︑どの木にもよくみ
がなりました︒

四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ
シタ︒

四92

四93︿略V︑川ヲ下ツテ行ク小

タ︒

︿略﹀︑コクキが出シテアリマシ

谷ソコノーケンや一一モ︑

三901︿略V︑はごろもの色は日 家ニモコクキが出シテアリマ

おひるすぎに︑︿略﹀おとよ

四15 大きな字を書いたのぼり
がすみきった空に立ってるま
す︒

サナ舟ニモ︑コクキが出シテ

四16

アリマシタ︒

はは
廣いたんぼに

︿略﹀︒

︿略﹀︑

黄にそまり︑

四122

あすも天氣か︑
島一一ヰタ白ウサギガ︑

タ日が赤い︒

上げる空に︑

四116圃﹁やっとすんだ︒﹂と見

ふんで︑︿略﹀︒

四105幽風に吹かれて︑なま土

北風あれる︒

四103圏

ならやくぬぎの

さんと太郎さんが來ました

して︑︿略﹀︒

四102圖

ので︑︿略﹀︒

いろいろな店がならんでゐます︒

三846園ひろって家のたからに 四21 ︿略﹀︑道のりやうがはに︑
三855園持ってかへって家のた 四23 おもちゃやにはらつばや
からにします︒
かたなやひかうきなどがなら
三857園 いや︑それは天人のは べてあります︒
ごろもといふ物で︑人げんに
四31 ︿略﹀︑お宮のすずがひつ
はようのないものです︒
きりなしになってゐます︒

天人はしをしをとして︑

三863園國のたからにいたしま
四
4
1 あちらこちらに子どもの
ならすらっぱやふえの音も
す︒

三868

︿略﹀︒

ワニザメ

ハ︿略﹀︑スグニ

ワニザメハ白ウサギノイ

ナカマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒

四134

四148

オマヘタチハウマクワ

フ通りニナラビマシタ︒

︿略﹀︑

一バンシマヒニ居

タシニダマサレタナ︒

四157園

四163

白ウサ疑心︿略﹀︑ハマベ

タノガ︑︿略﹀︒

四166

ソコ

へ神様ガタガオ通

一一立ツテ︑ナイテ居マシタ︒

四167

︿略﹀︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

リガカリ一一ナツテ︑︿略﹀︒

四171

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

トオタヅネニナリマシタ︒

四175

ソコへ大國主ノ神ガオ出

﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘ 一一ナリマシ

タ︒

デ＝ナリマシタ︒

四18一

︿略﹀︑フクロヲカツイデ

四183 コノ神様ハサキホドオ通
リ一一ナツタ神様ガタノ弟ノ

方デス︒

四186

ナツタノデス︒

イラツシヤツタノデ︑オオクレニ

︿略﹀︑ガマノホヲシイ

コノ神様モ︑﹁ナゼナク
ノカ︒﹂トォタヅネニナリマシ

四19一

タ︒

四201園

白ウサギガソノ通りニ

テ︑ソノ上一一コロガレ︒

四203

に一に
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シ マ ス ト ︑ ︿ 略 ﹀︒

ヨロコンデ大國主ノ神ノ

トコロヘオレイ＝行ツテ︑︿略﹀︒

四206

四268

︿略﹀︑みんなのきらんぷが

電とうにかはりました︒

四285よこ町に電氣の力で︑

つてみましたが︑︿略﹀︒

四314 そこへぼちが來ました
ので︑一しょに向ふの方へ行

四弔1

一番先にしやうじやか

らきになりました︒

モズハ︿略﹀︑高イ所カラ 四408 おかあさんがく略﹀おはた

トンデ來ガケニ︑フクロフノ

四368
カホヲケツテ︑︿略﹀︒

がせた方が勝といふことに
きめて︑︿略﹀︒

した︒

四402

四406

するとたび人は︑︿略﹀︑ぐ

こんどは日の番になり

おかあさんがく略﹀︑着物
おかあさんがく略﹀︑下女

や手つだひのものに︑おさしづ

四407

をして︿略﹀︒

おとうさんがおかへりに

しかられました︒

四463

おとうさんがおかへりに

なった時には︑︿略﹀︒

なった時には︑家の内も外

四463

もきれいになって居ましたので︑

︿略﹀︒

﹁おににかなぼう︒﹂

四478園﹁ねんにはねんを入

れ︒﹂

四482園

﹁なきつらにはち︒﹂

四564翻山の中からころげ出て︑
人にふまれたかしのみが︑

す︒

四547園此のからかみにかいて
あるとらをしばって見せよ︒
四553園 しばってお目にかけま

れて︑︿略V︒

四513それから又旨くみに分

ゆうになって取りました︒

四505みんなもしまひにはむち

四502園

も取ることにします︒

たび人はだんだんよい心 四495園こんど取った人がそれ

︿略﹀︑しまひにはぐわいた

そこで︑風の負になりま

うをぬぎました︒

四401

持になって︑︿略﹀︒

四398

ました︒

四395

くっつけました︒

わいたうをしっかりとからだに

四394

てました︒

四296 ︿略﹀︑工場の近くにてい 四391園 風は﹁何︑ 一まくりに
して見せよう︒﹂とはげしく吹立
しや場が出來るさうです︒

つて︑︿略﹀︒

てつだうが私どもの町を通

四294

︿略﹀︒
ニヨツテイロイロ ニイヒマス︒
のふしんがはじまって居ます︒
これが出來上るころには︑ 四387 たび人のぐわいたうをぬ 四441 僕は︿略﹀︑おかあさんに

らかみが外へ出されました︒
四374 スズ中墨︿略﹀︑ヲドツタリ
米をつく家も出來ました︒
四207園 オカゲサマデ︑カラダハ
四426︿略﹀︑後でみんなにわら
四286電話も近い中に私ども サヘヅツタリシテバカ一一シマ
コノ通りニナホリマシタ︒
はれました︒
ス︒
の町へかかるさうです︒
四288 又町はつれに大きな工場 四377 フクロフノ鳴キゴエ ハ所 四438 僕は牛わかまるになって︑

ソノ後大國主ノ神ハ︑

シアハセノヨイコトガゴザイ

四211囹 ︿略﹀︑後＝ハキツトオ

マス︒

四215
︿略﹀︑エライオ方変量ナリニ

ソノ後大國主ノ神ハ︑

ナリマシタ︒

四215
︿略V︑エライオ方ニオナリニ
ナリマシタ︒

四218山一つむかふの村にを
ぢさんのうちがあります︒

ごむまりをかべになげ
︿略﹀︑かべにあたった

︿略﹀︑お前が先に﹁ば
夜ニナルト︑︿略﹀︒

木ノ枝ニトマツテ︑︿略﹀︒

四358︿略﹀︑森や林ノヒクイ

︿略V︒

四356其ノ中二夜が明ケルト︑ の上にちりょけを着て︑︿略﹀︒

リシテアバレマハリマス︒

四355 ︿略﹀︑ホカノ鳥ヲイヂメ 四405おかあさんがあたまに手
ぬぐひをかぶり︑︿略﹀︒
タリ︑ツカミコロシテエ ニシタ

四348

か﹂といったからです︒

四338圏

こむまりのやうに︑︿略﹀︒

四331圏

つけると︑はねかへるでせう︒

四326園

のことを話しますと︑︿略﹀︒

四222私はきのふく略V︑おつか 四317うちへかへって︑父にこ
ひに行きました︒

くりをおぼんに一ぱい持って

四238 ︿略﹀︑とだなからうでた
來て下さいました︒

四246 えんさきのさざんくわに︑
目白が二は重てみて︑︿略﹀︒
四252 おばあさんが﹁ほうほう﹂

といっておおひになりますと︑
︿略﹀︒

に︑すずめがくらのやねへに

四253 ︿略﹀︑にはとりよりさき
げて行きます︒
四261 おばあさんが﹁︿略V︒﹂と

いっておとめになりましたが︑
︿略﹀︒
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︿略﹀︒

見上

四566圏園今に見てみろ︑︿略﹀︒

なって見

︿略﹀︑僕だつて︑

げるほどの大木に

．四571圏園

せずにおくものか︒

の大木に

なって見せずにお

四572圏囹 ︿略﹀︑ 見上げるほど

くものか︒

屋島のたたかひに︑げん

四58一 ニハニ大工小屋ヲタテテ︑
︿略﹀︒

四612

じはをか︑へいけは海で︑向
ひあって居ました時︑︿略V︒

見ればへさきに長いさを

を 立 て て ︑ ︿ 略 ﹀︒

四615
四616︿略﹀︑其のさをの先には︑

一人のくわんちよが其の

ひらいた赤い扇がつけてあり
ます︒

四618
下に立って︑まねいて居ます︒

扇は風に吹かれて︑くる

つたり下ったりします︒

四661しばらく目をつぶって︑
神檬にいのってから目をひら
いて見ると︑︿略﹀︒

四724園 一本杉のうしろへお日 見ぬきます︒
檬がおはいりになった︒
四801 二重の行きかへりに道草
四726園 ︸本杉のふところから
をくったり︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

に︑人が生れたり︑死んだり︑

四663よ一は弓に矢をつがへ︑ お月様がお上りになった︒
四804 ︿略Vやうな子どもは︑大
︿略﹀︒
四731︿略﹀︑東の村や西の村 ていろくなものになりません︒
四807 ︿略V︑軍たいに居るにい
さんの所へ出かけました︒
赤い扇は︿略﹀︑空に高

くまひ上って︑︿略﹀︒

四667

︿略﹀︑又日田テラサレテ

︿略Vむすめさんが︑此の

どいみなりをして居ました︒

つた︒

四796

いふ人になるといふことを

四798︿略﹀︑どういふ子はどう

たくさん見ましたので︑︿略﹀︒

四823 トンネルを出て︑海を見
下した時には︑いつ見てもよ

いけしきだと思ひました︒

四831そばに乗って居た人の

︿略﹀着いたら︑にいさんが

話では︑︿略﹀︒

四834

︿略﹀︑弟へ

へいたいばう

むかへに來て居ました︒

四838

オ花ハオカアサン＝オヒ

をおみやげに買って︑︿略﹀︒

四馴3

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

シテアリ︑︿略﹀︒

四餌5モモノ花が花イケ一一サ

今オキクトオヒナ様ノ

前ニスワツテナガメテ居マス︒

四852園ダイリ檬ノ下ノダン
＝︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

クワンヂヨノリヤウワキ

ハ何デセウ︒

四861園

四876園

︿略﹀︑學校ガピケタラ︑

居ル人ハ︿略﹀︒

私は長い間に子どもを ニカザツテアルノデセウ︒
四864園 五人バヤシノ一番右二

一人ハタイソウ皆サンニ 四794園 此の人も一本杉の外
にないてくれるものがなくな
︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

四847

︿略V︑村にもひさしく居
ませんでした︒

四782

になってしまひました︒

四778︿略﹀田も畠も人の物

に生れた人のでした︒

目の金持だといはれたうち

四773それは西の村で︑二番

が︑︿略﹀︒

人の所へおよめに來ました

四764

つて︑︿略V︒

星様が光りはじめるころにな

四752又私のかたの上で︑お

︿略﹀︒

赤い扇はく略V︑なみの 四74要せいの高い私の目にも︑ 四813園此のよいお天承に︑ど
うしたのでせう︒
まだお日様が見えない中から︑

上におちました︒

四668

羽かつてありました︒

四678私のうちに山がらが一
四682たいそうよくなれて︑私
の手からゑをたべるほどに
それがかはいさうに︑あ

なって居ました︒

四685

るばんねずみに足のゆびを
くひきられました︒

︿略﹀︑うちのものは朝
︿略﹀︑山がらはとび出して︑

までしらずに居ました︒

四687
四692

居マス︒

ナカマノモノが大テイ行ツテ

四714

スカレマスガ︑︿略﹀︒

四711

トケテシマヒマス︒

四707シカシユや水ニハスグ 四784 かへって來た時には︑ひ

モトケマセン︒

四706

四623舟はなみにゆられて︑上 竹がきの上にとまって︑︿略﹀︒
四624

げんじの大しやうよしつ

くるまはって居ます︒

四631

よしっねは﹁それをよ

たつねました︒

ねは家來に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と

四647

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し
ました︒

に立って居ます︒

四654よ一は︿略﹀︑馬にまたが 四721 もう二百年あまりもここ
つて︑海の中へのり入れました︒

に一に
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四883圃 春が來た︑春が來た︑

山に惟た︑里に來た︑

どこに來た︒

四884圃
野にも來た︒

四884丸山に來た︑里に來た︑
野にも來た︒

神代此

十八年目にめでたくのぞみを
大日本︑大日本︑

とげました︒

五24圏

︿略﹀︑月日とともに︑

國

の方一度もてきに負けたことなく︑
︿略﹀︒

五25圏
の光がかがやきまさる︒
一人つれてお出でになりました︒

山に來た︑里に來た︑ 五32 ︿略﹀︑先生が知らない生徒を

野にも來た︒

四885圃

五43

︿略﹀︑此の間からあいてみた

さうして﹁山田さん﹂とおよ
又中村君には︑﹁これは級長

びになりましたから︑︿略﹀︒

五37

せきをおさしになりました︒

五36

四887圃花がさく︑花がさく︑ 五33園 せきはあれにします︒
山にさく︑里にさく︑

どここさく︒

四888圃
野にもさく︒

四888圏山にさく︑里にさく︑
野にもさく︒

の山田さんです︒︿略﹀︒﹂とおつし
やいました︒

した︒

何でも汽車に二日二ばん乗通

天照大神の弟の方に︑すさ

いつも

ある時︑出雲の國のひの川の

のをのみことと申す神様がございま

五76

あまてらすおほみかみ

から︑︿略﹀︒

しで︑こちらへ着いたのださうです

五56

ききなさい︒

十郎が五つ︑五郎が三つ 五45園分らないことは此の方にお

野にもさく︒

四891鉢山にさく︑里にさく︑
四901

の年に︑父はくどうすけつね
にころされました︒

四901︿略﹀︑父はくどうすけつ
ねにころされました︒

母は泣きながら二人の

五78

子どもに︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ ま し た ︒

四903

をひけば︑弟はたちをふりま

みことは此の川上にも人がす

みことは此の川上にも人がす
んでみるにちがひないとおかんがへ

五82

になって︑︿略V︒

んでみるにちがひないとおかんがへ

五82

はたをお通りになりますと︑︿略﹀︒

四916︿略﹀︑遊事にも︑兄が弓

兄弟は今度こそはと︑

はし︑︿略﹀︒

四936

母にいとまごひをして︑︿略﹀︒

四961すけつねも人に知られた
さむらひ︑︿略 ﹀ ︒

四967︿略﹀︑父がうたれてから

みことは此の川上にも人がす

になって︑︿略V︒

五83

んでみるにちがひないとおかんがへ
︿略﹀︑だんだん山おくへおは

になって︑︿略﹀︒

五84

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

いりになりますと︑︿略﹀︒

五85

んが︑一人の娘を中において泣いて
﹁なぜ泣くか︒﹂とおたつねに

ゐました︒

五88

私どもにはもと娘が八人ご

なりますと︑︿略﹀︒

五91園

ざいました︒

五96園もう此の子一人になりまし
たのに︑︿略V︒

がたべにまみります︒

五97園︿略﹀︑近い中に又其の大蛇
五98園︿略﹀︑近い中に又其の大蛇
がたべにまみります︒
︿略﹀︑目はほほづきのやう

に赤く︑せ中には︑ひのきや杉の木

五103園

が生えてゐます︒

強い酒をたくさんつくれ︒﹂
とおいひつけになりました︒

五107

酒が出來ると︑みことはそれ
を八つのをけに入れさせて︑︿略V︒

五111

間もなく大蛇が撃て︑八つの
頭を八つのをけに入れて︑其の強い

五114

︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

酒を飲みました︒
五117

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り
になりました︒

五117

た︒

ひの川が血になって流れまし

尾をお切りになった時︑つる

ぎのはがこぼれました︒

五121

ふしぎに思って︑尾をさいて

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

五123

り出ました︒

これはめづらしいつるぎだ︒

自分の物にしてはならぬとおぼしめ

五124

自分の物にしてはならぬとお

して︑︿略﹀︒

ぼしめして︑天照大神へお上げにな

五126

今日から日記をつけることに

りました︒

五131

五134囲

うめやも＼やさくらがみん

北國にも春が來ました︒

しました︒

五135團

これだけはお目にかけたい

な一しょにさいてゐます︒

と思ひます︒

五136團

五143 ︿略﹀︑春子とつくしをつみに

かへりみちに︑はなれ馬がと

行きました︒

んで來ましたので︑︿略﹀︒

五143

ぼちがく略﹀︑尾をふってむ

學校に居てもしんぽいでしたが︑

五152 ぼちが昨日から病臥で︑︿略﹀︑

︿略﹀︒

五154

つゴり方の時間に︑す貸めが

かへに望ました︒

五156

先生がまどをすっかり明けて︑

教室の中へとびこみました︒

五158

167
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出しておやりになりました︒

︿略﹀︑春子にはゑ葉書とリボ

つて︑︿略﹀︒

五166 海軍のをぢさんがお出でにな
五167

ン︑僕には小刀とえんぴつをおみや
げに下さいました︒
︿略﹀︑僕には小刀とえんぴつ

をおみやげに下さいました︒

五167

五226

おひるすぎおかあさんにつれ
おひるすぎ︿略﹀︑買物に行

られて︑買物に行きました︒

五227

五274

ツバメハ田や畠ノ作物ニツク
ツバメハ

こんな所にと思ふやうな村外

︿略﹀︑人ノヤク＝

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑︿略﹀︒

五275

五278

立ツ鳥デス︒

島屋の前には︑人が黒山のや

きました︒

五227
五278

めるやうなちりめんや︑︿略﹀がか

︿略﹀︑風の音と水の音より外

庭さきのもみちの木は︑前の

もえる木のめに春風吹けば︑

人も來て見る︑小鳥も

五296圏︿略﹀︑かはるぐに花さ

︿略﹀︒

五294囲

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五284

には︑何の音も聞えません︒

五283

れに︑家が一けん立ってるます︒

こんな所にと思ふやうな村外

れに︑家が一けん立ってるます︒

き
二かいのまどに萬國旗がつる

うにあつまってゐました︒

してあって︑︿略﹀︒

五228

ざつてあります︒

五168 海軍のをぢさんがお出でにな 五236下のかざりまどには︑目のさ
つて︑︿略﹀をおみやげに下さいま

入口の左手には︑小切やえり

︿略﹀︑番頭さんたちは︑お客

から注文をうけては︑小ぞうさんた

きみだれ︑

うちの前には小川が流れ︑

つゆや時雨が色よくそめた
木々のしっくもき

ばんのごはんのお

︿略﹀︑

本のおさらひすました後は
てん

私のうちの表通は電車や自轄
︿略﹀︑りやうがはの歩道に人

ある朝早く︑おとうさんがた
びへお立ちになった時︑︿略﹀︒

五327

通のたえることがありません︒

五325

車が引切なしに通って︑︿略﹀︒

五325

枝につるしたぶらんこ遊︒

五322圏

かずにまじる︒

のことなって︑

五313圃

うらの小山に秋風吹けば︑︿略﹀︒

五311圏

︿略﹀︒

五298圃

うたふ︒

小ぞうさんたちは︑土ざうか

︿略﹀︑ツブテノヤウニトンデ

ツバメハコチラ一一居ル間土︑
ヒナヲソダテマス︒

ヒナヲソダテマス︒

ヲ作ツテ︑ ヒナヲソダテマス︒

五272ツバメハ ︿略﹀︑人ノ家ニス

︿略V︑

五272ツバメハコチラニ居ル間土︑

︿略﹀︑

五272

︿略﹀︒

來テ︑物ニツキアタルカト思フト︑

五258

ました︒

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五254︿略﹀︑店のしるしのついた手

來て︑お客の前につみ上げます︒

らいろくな反物や帯地をかついで

五248

ちにさしづをしてゐます︒

五246

て︑︿略﹀︒

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

五238

した︒

じんむ

五185園 むかし神武天皇がわるもの
どもをこせいばつ に な っ た 時 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五186園 く略V︑わるものどもが強く
︿略﹀︑金色の鶏が一羽とん

て︑おこまりになったことがある︒
五191園
︿略﹀︑戦雫の時︑大きな手

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒
五201園
がらを立てた軍人に下さる勲章に︑
︿略﹀︒

五201園 其のいはれで︑︿略﹀勲章
に︑金の鶏をおつけになったのだ︒
に︑金の鶏をおつけになったのだ︒

五202園 其のいはれで︑︿略﹀勲章
こやつ

五203此此の勲章には功一級から功
七級まである︒

五207 ゆふべの雨がはれて︑青葉の
上に日が氣持よくてってゐます︒

五217 其の尾を下して來て︑さをに
着 け る か と 思 ふ と︑︿略﹀︒

五221 其のたびに︑鯉のかげが地の
上をおよぎます︒

はいたつ

五332

書あれほどにぎやかな通に︑

えるだけでした︒

新聞配達と四五人の人のすがたが見

此の時何の氣もなく自分のう

ちを見て︑その小さいのにおどろき

五336

せまい中庭から︑屋根の上に

ました︒

五342

時計屋の前に電車の停留場が

頭を出してみるひよう松は︑︿略﹀︒
ていりう

五345

遠足のしたくをして學校へ行

あります︒

五355

くと︑︿略﹀︑先生もお出でになって

平尾山のすそへ行くと︑わら

ゐました︒

びやぜんまいが︑すっかり葉になつ

五361

いたどりは私どものせいほど

てるました︒

にのびてゐました︒

五363

五367 ︿略﹀︑道ばたの立石にさるが

一匹は目に︑一匹は口に︑一

三匹ほってありました︒

五371

一匹は目に︑一匹は口に︑

匹は耳に手をあててゐます︒

五371

一匹は目に︑一匹は口に︑

匹は耳に手をあててゐます︒

匹は耳に手をあててゐます︒

五372

五381︿略﹀︑松山の下へ瓦やきを見

に行きました︒

を道に待たせておいて︑ 學校へおよ

五386 ︿略﹀︑先生が︿略﹀︑私ども

りになりました︒

五387 此所を出て︑となり村の三校

」

L

168

の前へ行くと︑先生が︿略﹀︑學校
へおよりになりました︒

五388 此の時私どもの村へよく物責
まん

に 論 る お ち い さ んが︑︿略﹀︒

五394 八幡様の高い石だんを上りつ

ゑ

ま

めた所に︑しめをはった大きな杉の
木がありました︒

五406 先生が舞殿にかけてある給馬

くまそ

のお話をして下さいましてから︑
︿略﹀︒

五412 昔熊襲のかしらに川上のたけ
る と い ふ 者 が あ って︑︿略﹀︒

した︒

此の時尊はふところのつるぎ

を出して︑たけるのむねをおつきに

五435

になったよ︒

がありまして︑︿略﹀︒

それで山へ行くにも︑ へうた

んを腰に着けてみて︑︿略﹀︒

さっきおかあさんが︑﹁︿略V︒﹂ 五535

と︑ねえさんにおつしゃいました︒

五498

ハジメハ綜スヂホドノ流デス

︿略﹀︑ミゾ申言チル頃ニハ︑

低クテ廣イ所一一タマルト︑池

︿略V︑高イ所二行キアタルト︑

地ノ中ニシミコンデ︑井戸水
地ノ中ニシミコンデ︑井戸水

の

昔美濃の國にまっしい人があ

おとうさんを喜ばせてゐまし

かへりに酒を買って來
︿略﹀︑

うつむけにたふれました︒

こけに足をす
或日山の中で︑

ては︑

五563

石の中から酒ににた物
︿略﹀︑

喜んで︑
それからは毎日其の

ぎやうかう

な

ら

︿略﹀︑わざく奈良の都から

酒の出る所を御らんになって︑

これは親孝行のほうびに︑

これは親孝行のほうびに︑

酒の出る所を御らんになって︑

日本の國には︑景色のよい所

になったと申します︒

五561 ︿略﹀︑年がうを養老とお改め

﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒
やうらう

五557

神々がさづけられたにちがひない︒

五556園

神々がさづけられたにちがひない︒

五555囹

﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒

五554

美濃の國へ行幸になりました︒

五553

入りまして︑︿略﹀︒

五552いっか此の事が天皇のお耳に

ました︒

酒をくんで重て︑ おとうさんに上げ

五551

がわいてるます︒

五543

けにたふれました︒

うつむ
五541 或日山の中で︑︿略﹀︑

べらせて︑

五538

た︒

五536

んを腰に着けてみて︑︿略﹀︒

五502おかあさんもねえさんも︑此 五535 それで山へ行くにも︑ へうた
の五六日は夜もろくろくおやすみに

カラカサニ降ル雨が四方へ流

ならないのです︒

マス︒

五516

イヅミ

五526

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒

イヅミ

五525

其所ヲヨケテ流レマス︒

五521

ノヤゥニナリ︑︿略﹀︒

五518

山川ヲ見ルヤウデス︒

チ ヅ
雨水ノ流レル道印地圖一一カイ

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ

五514

モ早クナリ︑︿略﹀︒

ガ︑︿略﹀︑ミゾニオチル頃ニハ︑流

五514

レオチルヤウニ︑︿略﹀︒

自分にまさる者はないので︑ 五507

尊は手をおゆるめになりまし

なりました︒

五444
た︒

五451園
︿略﹀︑みやこには強いお方

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五452園
︿略﹀︑みやこには強いお方

がおありになった︒

五453園

これから後やまとをぐなの

がおありになった︒

五457園

皇子を日本武尊と申し上げることに

五413 昔︿略﹀川上のたけるといふ
者があって︑天皇のおほせにしたが
なりました︒

︿略﹀︑きねの上げ下しに米

﹁上のうすには︑どうして

︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣
ジヨウ

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒
ジヨウ

上る頃には︑慧のからだがす 五526

ニナツテ︑︿略﹀︒

デス︒

五531

民子︑いよく今夜一ばん 五533 此の人に年取つたおとうさん

りました︒

み

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

まぶしには︑かさくといふ 五527 ︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣
今桑をたべてみる慧も︑明日
ふさうです︒

の朝までには︑たいてい上ってしま

五493

音がしてゐますが︑︿略﹀︒

五481

き通るやうになります︒

五471

米を入れる︒﹂

五465園

がつける︒

五464園

につるしておけば︑︿略﹀︒

五463園︿略﹀︑上にもうすをさかさ

上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

天皇は日本武尊にこれを 五463闘 米をつくのに︑上にもうす

やまとたけるのみこと

ひませんでした︒
せいばつ

五414
征伐せよとおほせられました︒

五418 尊は︿略﹀︑いさみ立ってお
出かけになりました︒

五421 お着きになりますと︑間もな
くたけるが新しい家を造って︑人々
をあつめて︑其の祝をしました︒

つるぎをふとこ

五423 尊はかみをといて︑女のすが
尊は︿略﹀︑

たになり︑︿略﹀ ︒

五424

ろにかくして︑其の家の中へおはい
りになりました︒

五425 尊は︿略﹀︑其の家の中へお
はいりになりました︒

五426 大ぜいの女どもにまじってい
ら っ し や い ま す と︑︿略﹀︒

五432 たけるも酒によってねむりま 五496園
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が た く さ ん あ り ますが︑︿略﹀︒

上三四里の間にちらばってみて︑

五567 松島は大小二三百の島が︑海

︿略﹀︒

五632

作太郎は父につれられて︑は
村ざかひの峠へ上りますと︑

じめて町へ行きました︒

五634
もう町が目の下に見えます︒

神明様のこちらにある白壁

まゆ
うちの繭もあの工場で生綜

今日は買物もあるし︑下り

今日は買物もあるし︑刷り

には馬車に乗って︑此の下まで干て
もよい︒

五657園

道の爾がはは一面に青田で︑

には馬車に乗って︑此の下まで來て
もよい︒

五662

うちの方では︑田に水がな

ちやうど田の草取のさい中です︒

五664園

いと言って︑さわいでゐますのに︑
︿略V︒

五665園︿略﹀︑此の村にはよく水が
ありますね︒

すそに︑大きな用水池があって︑

五667園此の村には︑向ふの杉山の
︿略V︒

なってみる︒

用水池には大きな鯉が居ま

村の用水池を見て行くことにしよう︒

ひをすることになった︒

氣早な者は自分の持地を田に

すると︑﹁︿略﹀︒﹂などと言ふ

︿略﹀︑手つだひに出る者は日

ましにへった︒

五735

日ましにへった︒

者が出て達て︑手つだひに出る者は

五734

造りかへたといふことだ︒

五723

らいた︒

の人は普請方のさしづをうけてはた

五676園少しまはり道だが︑となり 五713︿略V︑いろくの工事に︑村

せうね︒

五677園

鯉も居るが︑それよりも︑

もっとお前に聞かせて置きたい話が

五678園

ある︒

をいろくと考へたすゑ︑︿略﹀︒

前に︑此の村の庄屋が︑村のこと

庄屋は村の者にいろく言つ

︿略V︑其の年のつゆに︑又土

よい身代であったが︑其のた

しまひには妻や子どもの着が

︿略V︑三度目に土手の工事は

それを見て︑村の人は急にあ

一雨毎に池の水はふえた︒

うまくいった︒

五754

へまでもないやうになった︒

五751

もみんな詣りはらった︒

めに田を費り︑畠を費り︑家も土藏

五748

手がくつれて︑︿略﹀︒

五738

ので︑︿略﹀︒

五737 ︿略﹀︑運の悪い時には悪いも

て聞かせて︑︿略﹀︒

︿略V︑どうかして村のあれ地 五736
を田地にして︑米がとれるやうにし

五692

田地にするには︑水がいるが︑

たいものだと思った︒

五694

田地にするには︑水がいるが︑

引いて趨る川がない︒

五694

此の事を村の相談にかけた︒

引いて來る川がない︒

五697

︿略﹀︑外に村のさかえる工夫
はあるまいといふので︑︿略﹀︒

五701

着手は益鳥からといふことに
︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水

なって︑︿略﹀︒

五704
五705

五754

いよく其の年になって︑庄

物なれた人には相談をかけた︒ 五756

池を見に出た︒

五706

五761

一冬ごして︑春には池の水が

六月の田植時から七月・八月

そこで一年ましに田がふえた

にかけて︑水はありあまった︒

五758

一ぽいになった︒

五756

れ地を田にしだした︒

五707

ふしんかた

村の人は代り合って︑一日置

屋は普請方をよそからっれて來た︒

五711

︿略﹀︑一日置に普請の手つだ

に普請の手つだひをすることになつ
五711

た︒

來年あたりから掘ることに

すそに︑大きな用水池があって︑
五674囹

︿略﹀︒

五668園此の村には︑向ふの杉山の

しやうや

五647盲あの青田の中にあるのだら 五688 ところが︑今から百二三十年

造の家は工場ですか︒

五644囹

とした森があるだらう︒

五567 ︿略V︑島といふ島には︑枝ぶ 五638囹あのたんぼの中に︑ちよつ
︿略﹀︑多くは舟に乗って︑島

りのよい松がしげってゐます︒
五572
の間を通って見物します︒

五581 其の洲の白い砂の上に︑青い
う︒

五653園

松 が 一 面 に 立 っ てるて︑︿略﹀︒

五581 其の洲の白い砂の上に︑青い

りゅうぐう

になったはずだ︒

五657園

松 が 一 面 に 立 っ てるて︑︿略﹀︒

しか
︿略﹀︑島の山には鹿がたくさ

五585
いつくしま

んすんでゐます︒

五587 島の東北に嚴島神社があり
ます︒

五588 朱ぬりの社殿が山のみどりを
後にして︑たいそうきれいに見えま
す︒

五593 ことにしほのみちた時は︑社
くわいらう

殿や廻廊が海の中 に 浮 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

れかと思はれます ︒

五594 ︿略﹀︑お話にある龍宮はこ
五596 社前の海に︑日本一の大鳥居
があります︒

空のゑぎぬへ一筆

ふの田から大空の 雲までと冒く弓

五603國 森も小山も下に見て︑ 向
のなり︒

︿略﹀︑

だれがかい た か ︑ 虹 の 橋 ︒

五613圖
に︑

五616圃雨のはれ間にちよつと出て︑
︿略﹀︒

に一に
170

︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

が︑︿略﹀︒

五762

池が避雷上った年の冬︑死んでしま
つた︒

やしき

五766家屋敷もなくなった上に︑夫
に死なれたので︑︿略﹀︒
やしき

五767家屋敷もなくなった上に︑夫
に死なれたので︑︿略﹀︒

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど

五775 其の後村の人は︑庄屋の家屋
もに︑もとの家へ蹄ってもらった︒

五781 親のほねをりが子の時になつ
て あ ら は れ た の であらう︑︿略﹀︒

と︑︿略﹀︒

五832團

︿略﹀︑叔母さんの町に大水

皆様におけがもございませ

が出たさうです︒

五833国
︿略﹀︑うちには大した事も

んでしたか︑︿略﹀︒

五842團

ありませんでしたが︑中々のさわぎ
でした︒

九月にはいっては雨つ団き

でしたが︑︿略﹀︒

五844團
大水が出なければよいがと

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず
に居ります︒

︿略﹀︑取りまぎれてまだ手

私は町の辻に立ってるる郵便

紙も上げずに居ります︒

五887国

ばこ

五895

函であります︒

︿略﹀︑夜でも︑書でも︑此所

に立通しに立ってるますが︑︿略﹀︒

五897

︿略﹀︑夜でも︑書でも︑此所
︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

に立通しに立ってるますが︑︿略﹀︒

五897
五898

る人の外は︑私のからだにさはる者

五848国

がありません︒

︿略﹀︑皆様が私のロへお入れ

私のやくめは︑︿略﹀郵便物
つめに塗る人に渡すのであります︒

を大切にあづかってみて︑これをあ

五907

て︑︿略﹀︒

になる郵便物を大切にあづかってゐ

五906

見えて︑︿略﹀︒

時々道を人にきいて來た者と

心ぽいして︑夜中に手をけやはき物

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五901

まですっかり二階へ上げました︒

たちまち水が二尺になり︑
たちまち水が二尺になり︑

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五865圏

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五865團

もやみますと︑︿略﹀︒

五782 ︿略V︑あの家にはよい事が 五853團 夜明け方になって︑雨も風
つゴいて︑︿略﹀ ︒

ひ
五784 土手の此の記念碑に︑今話し
た事がくはしく書いてある︒

五785 此の山の杉も庄屋が先に立つ
て植ゑたのださうだ︒

池にはあんなに水がたまってみる︒

五788今年のひでりにも︑此の用水 五865国 たちまち水が二尺になり︑

︿略﹀︒

五878團

五886国

うちでも一時は飲水やたべ
おとうさんやおかあさんに

物にこまりましたが︑︿略﹀︒

五883圏

つて︑人家も七八軒流れました︒

︿略﹀︑町は大てい水につか

二階にもつきさうになったので︑

五874團其のうちに︑どうやら水が

︿略V︒

二階にもつきさうになったので︑

いかな日でも葉書の百枚や封

毎日かならず新聞を入れに來

作物の種や商品の見本も入れ

の外はきっと切手がはってあります︒

五921

それも品と目方によって切手

郵便物をあつめる人は︑毎日

の償がちがひます︒

其のあつめに量る頃に︑急ぎ

きまった時刻に來て︑︿略﹀︒

五924

五925

其のあつめに來る頃に︑急ぎ

の封書を入れに送る者が︑︿略V︒

の封書を入れに青る者が︑︿略﹀︒

五925

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

五926 ︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

葉書には︑大ていちよっとし

ると︑︿略V︒

︿略﹀︑封書には︑いろくこ

た用事が書いてありますが︑︿略﹀︒

五932

五933

いっか大そう雨のふるばんに︑

み入った事が書いてあります︒

年取つたおちいさんが︑遠方に居る

五938

むすこの所へ出した封書や︑︿略﹀︒

遠方に居るむすこの所へ出した封書

五941 ︿略﹀︑年取つたおちいさんが︑

や︑︿略﹀︒

それにはどんな事が書いて

私もはらわたがちぎれるやうに思ひ

五943 ︿略V封書や︑︿略﹀葉書には︑

ました︒

五945囹

あったか︒

ならないことになってゐます︒

五947 ︿略﹀︑それは人にもらしては

五947 ︿略﹀︑それは人にもらしては

ならないことになってゐます︒

日ガサシテヰマス︒

五918私の口にはいる物は︑はがき 五961庭サキノブダウ棚二︑今︑夕

てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五915

る方も四五人はあります︒

五913

らないことはありません︒

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

五911

に渡すのであります︒

五791今年のひでりにも︑此の用水 五874團 其のうちに︑どうやら水が 五907 ︿略﹀︑これをあつめに語る人
はな

池にはあんなに水がたまってみる︒

五802 矢は狐の鼻のさきの地面につ
つ立って︑︿略﹀︒

五814 さて宗任がかりまたをぬき取
︿略﹀︑宗任はつい此の間義家

つて︑評家にかへ し ま す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五822

にかうさんしたてきの大志なのです︒

五824園 ﹁あぶないことだ︒もし宗
任に悪い心があっ た ら ︒ ﹂

五831団 おとうさんにうかゴひます
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棚ガゴザイマス︒

五965 叔父サンノウチニモ︑ブダウ
五966 ソレ毒心黒ミノアルムラサキ
色ノ實ガナツテヰマス︒

︿略V︑タクサン作ル所デハ︑

種類ガアルトイヒマス︒

五97一 ブダウ＝ハ︑マダイロくノ
五974

ブダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニ
シタリスルト申シマス︒

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

五982 一人はもうにげる間がないの
てるました︒

聞いてみたからでございます︒

︿略﹀︑此の外に中央郵便局の

分室もあれば︑雨全店や︑いろく

五棚5

︿略﹀︑自動車・馬車・人力車

の費店もあります︒

五撹5

︿略﹀︑京都の東山にしても

つと古同い山がありますか︒

六83園

先ヅヤクワンが言ヒマス一一ハ︑

さうだ︒

六94

私ドモノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマ

﹁︿略﹀︑中デ一番人ノ役二立ツノハ︑

︿略﹀︑中デ一番人ノ役二立

物ハアリマスマイ︒

六114囹ナルホド︑銅ハタクサンア

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略﹀︒

テ︑モツト役＝立ツ物入鐵デアラウ

六116囹 ︿略﹀︑モツトタクサンアツ

ト思ヒマス︒

六124園今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ

今デハ鐵ハ

︿略﹀︑人ノ役

ハハイレマセンガ︑︿略﹀︒

二立ツコトハ銅以上デス︒

六125園

赤クナルデハアリマセンカ︒

六127園 ソレデモ鐵ハヂキ一一サビテ︑

時々青イ物ヲ出シマス︒

六134園生ハ人一一使ハレテヰテモ︑

んな大きな枝を︒﹂と︑にいさんに

六147 ︿略﹀ぐみを一枝折ると︑﹁そ

さんときのこ取に行きました︒

六144 ︿略﹀︑昨日のお書すぎ︑にい

指ワニナツタリ︑其ノ外ノーロくナ

注意されました︒

にいさんは初茸を五六本取ったやう

僕が紅色のきれいなきのこを

でした︒

六112園

シテミレバ銅ホド悪玉立ツ

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

を言ひましたら︑︿略﹀︒

六195

風がひゆうつとうなって來る

を言ひましたら︑︿略﹀︒

六111園金ダラヒニモナレバ︑私ノ 六187 昂りがけに︑力藏さんにお禮

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六108玉里ダラヒニモナレバ︑私ノ 六186 蹄りがけに︑力藏さんにお禮

所はありませんか︒

六174園此の近くに︑しめちの出る

︿略﹀︒

取って︑にいさんに見せましたら︑

六152

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

ソレデ︑オアシ＝ナルコト

︿略﹀︒

六104園銅ハソレニヒキカヘテ︑金 六148 僕がぐみをたべてみる間に︑

カザリ物ニナリマスガ︑︿略﹀︒

六102園金や銀ハ美シクテ︑︿略﹀︑

ニナツタリ︑指ワ一一ナツタリ︑︿略﹀︒

六101園金や銀ハ美シクテ︑オアシ

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑︿略﹀︒

六98園金や銀ハ美シクテ︑オアシ

ッノハ︑︿略＞〇

六96園

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六95囹金一一ハイロくアリマスガ︑

ス︒

がいくだいとなく︑入口・出口によ

はじめて東京見物に來て︑此

つて來ます︒

五皿6
の停車場へ降りる人は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大てい先づ第一に宮城

をさしてまみります︒

五皿7

今日はうちの者がみんなたん

ぼへ稻こきに行きました︒

六17

おちいさんが庭にほしてある

うちでも土間に丸太を置いて︑
うちでも土間に丸太を置いて︑

其の上につんであります︒

六26

其の上につんであります︒

六25

︿略﹀︒

もみをかへしていらっしゃると︑

五983 熊は死人には手を着けないと 六21
五988 此の時︑木に上ってみた者が
下りて來て︑﹁︿略﹀︒﹂

ててにげるやうな者には︑これから

五995園あぶない時に︑友だちをす
つきあふな︒

今日庭にほしてあるもみをす

六106園

ソレデ︑︿略﹀︑針金＝ナル

モ出來レバ︑針金ニナルコトモ出來
マス︒

今日庭にほしてあるもみをす

六107園

﹁いや︑二番も三番目皇湾
外國には︑新高山より︑も

コトモ出來マス︒

つて︑俵に入れてつんだら︑︿略﹀︒

六74園

にあって︑四番目が富士山だ︒﹂

六64園

だ︒

は︑いつもつもってみるといふこと

ないさうだが︑此の山のいたgきに

六57園垂湾ではめったに雪が降ら

六34

つて︑俵に入れてつんだら︑︿略﹀︒

六32

三つ目の山が出塁か＼つてゐます

五997圏あぶない時に︑友だちをす 六28 昨日までに二山出來て︑もう
ててにげるやうな者には︑これから
つきあふな︒

五㎜4 東京停車場は東洋第一の大停
きゅうじやう

車場で︑宮城の東にあります︒
まん中が帝室用になってゐます︒

五棚1向って右が入口︑左が出口で︑
五棚2 停車場の階上には︑役所もホ
テルもあります︒

な待合室があって︑︿略﹀︒

五川4 階下の入口には︑左右に大き
五梱4 階下の入口には︑左右に大き
な待合室があって︑︿略﹀︒
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たびに︑濱の松は身をふるはせて︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑濱の松は身をふるはせ

て︑頭を地に着けさうにします︒

六組6

六204 冬時の海には︑よくこんなこ
こんな 時 に は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

とがあります︒
六205

︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

には馬︑かさなりかさなって︑︿略﹀︒

六255

六264

庭の菊も白い花びらに赤みが

屋根の上に霜がまつ白だ︒

には馬︑かさなりかさなって︑︿略V︒

六265
庭の菊も白い花びらに赤みが

さして來た︑︿略﹀︒

六266
さして來た︑霜にあたったからだら

こんな寒い日にも︑朝早くか

う︒

六271

ふれふしのこゑが︑其所此所にしま
こんな 時 に は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

す︒

六207

にするには︑いく人かで力を合はせ
るではありませんか︒

六298園私どもだって︑大ぜいして
蟻は︿略﹀︑仲間の者にあひ

か＼れば︑あなた方に負けません︒

六303

ギウニユウ

マツ先二子アツタノハ牛乳

橋ノタモトニ人力車ガーダイ

配達一ア︑︿略﹀︒

ハイタツ

六32一

ホ

ニ
カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑

アツテ︑︿略﹀︒

六323

ヤ

六328

フ

ニ

マメ

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シ一一行ク
トウ

ノラシイ︒

豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ

ンが小路ノオクニ聞エテ來テ︑︿略﹀︒

コウヂ

六335

叔父爲朝の弓のやうな強い

ためとも

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

六381園

︿略﹀︒

六383園︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

はれては︑源氏の名折れになるから

て︑﹃これが義戦の弓だ︒﹂などと言

だ︒

義纒に此の名を惜しむ心があ

つたので︑︿略﹀︒

六384

でございませう︒

六337停車場近クニナルト︑急二人 六385 ︿略﹀︑何時の戦にも勝つたの

入螢後はじめて此の前の日

六396國

通が多クナツタ︒

朝日ガパツト西ガハノ家ノガ

六402団 ︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

たに一しょになることはない︒

兵舎のあり場所もちがふので︑めつ

五人も出てみるが︑兵種がちがふと︑

六413国 ︿略﹀︑私を入れて村からは

れた下村さんは騎兵︑︿略﹀︒

六407團 ︿略﹀︑役場につとめてゐら

のだ︒

になって來てるるのは私一人だけな

六404団︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

工・輔重の五種があって︑︿略﹀︒

しちよう

曜日に外出をゆるされた︒

六343

屋島の合戦に︑義経が︿略﹀

ラス戸ニカガヤイタ︒
よしっね

六348

よしっね

弓を海へ落しました︒
でるた弓を海へ落しました︒
しほ

ます︒

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

六353

くまで

義纒は馬の上にうつぶしにな

ようとします︒

六353

つて︑︿略﹀︒

にだれか出るだらう︒

の兵が出てみる︒輔重兵にも其の中

分家の萬藏君などは小男だ
ゆそつ
から︑ひょっとすると暗碧輸卒にあ

たるかも知れない︒

六423國

出るだらう︒

六418圏輻重兵にも其の中にだれか

義纏のかぶとに引っかけようとしま

源氏の者どもは義纒をかばひ

たとひ金銀で作った弓でも︑
御命には代へられませぬ︒

六371園

口々に言ひます︒

ながら︑︿略﹀﹁お捨てなさい︒﹂と

六362

す︒

とうく弱って︑蟻にあやま 六355 敵は船の中から熊手を出して︑ 六418國其の代り輻重兵の外は各種

つをしました︒

六313

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

つたと言ひます︒

六315

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

父ト五時半召下家ヲ出タ︒

六316

其所此所ニニハトリノコエガ

父ト五時半頃二家ヲ出好︒

聞エタ︒

六317

義纒は馬の上にうつぶしにな

六294園人間があなた方を生けどり 六352 弓は潮に引かれて流れて行き

にするには︑︿略﹀︒

六293園人間があなた方を生けどり 六348 ︿略﹀︑義纒が小わきにはさん

りにすることだ︒

弱い人間がわれわれの仲間を生けど

どうも分らないのは︑あの

ら︑高い木の上をとびまはって鳴い

かゴみとか〜
となみ

六277園

ふれふしのこゑが︑其所此所にしま
海もみどり︑

てるる︒

空もみどり︑

す︒

六213圃
空につばく海のみどり︑︿略V︒

ゑつ ち ゆ う

すみきって︑

六％4圏 ︿略﹀︑ 海につゴく空のみ
どり︑
み︒

六231 ︿略﹀︑越中の國の礪波山に
ちんを取りました︒

のふもとにちんを取りました︒

六233 ︿略﹀︑これもおなじく礪波山

六235 爾方からおしよせて︑ちんの
︿略﹀ ︑ 人 の 馬 に は 自 分 が 乗 り ︑

間がわっか三町ばかりになりました︒
六246

自分の馬には人 が 乗 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀ ︑ 人 の 馬 に は 自 分 が 乗 り ︑

自分の馬には人 が 乗 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六247

︿略V︑後向に乗る者もあれば︑

一匹の馬に二人乗る者もあります︒

六247

六248 ︿略﹀︑一匹の馬に二人乗る者
もあります︒

六255 ︿略﹀︑馬の上には人︑人の上
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六424団 お前は今の分では大男にな
りさうだから︑︿略﹀︒

になれるだらう︒

六425圏 お前はく略﹀︑砲兵か騎兵

六431団其の中に無くはしい事を知
らせよう︒

六典1園左足が沈まない中に右足を
出し︑右足が沈まない中に左足を出
す︒

六唱2園︿略﹀︑右足が沈まない中に
左足を出す︒

りました︒

六445 月と日と雷が同じ宿屋にとま
六447 宿の者にきくと︑﹁もうとう
にお立ちになりました︒﹂と言ひま
す︒

六唱7囹 もうとうにお立ちになりま
した︒

雷はかんしんして︑﹁あ＼︑

月日の立つのは早いものだ︒自分は

六452園

叔父サン一一鮭ノ話ヲ聞イタカ

夕立にしよう︒

六454

︿略﹀︑ワスレナイ中二書イテ

ラ︑︿略V︒

置カウ︒

六455

六461 大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬
ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

︿略﹀︒

六462 ダンく上流一一サカノボツテ︑

六465 コレ引導ヲ産ム場所ヲ見ツケ
ニ來ルノデアル︒

六466 ︿略﹀︑川ソコニ小石ノ多イ所

︿略﹀︑産ンデシマフト︑其ノ

ガアルト︑︿略﹀︒

六473
︿略﹀︑シバラク其ノアタリニ

上一一砂や小石ヲカブセル︒

六475
番ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ鯖ル︒

六475中華ハ其所デツカレテ死ンデ
シマフノモアル︒

翌年ノ春一一ナツテ︑卵カラカ

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六477

四五年モタツト︑大キクナツ

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

六481

みうりのはたに縄なふ父は

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

六502圃

つるがをか

まんぐう

すぎしいくさの手がらを語る︒
ひめ

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

みなもとのよりとも

ほうなふ

六511

を奉納する事になって︑舞姫をあっ
︿略﹀︑御殿に仕へてるる萬じ

めました︒

六513

頼朝は↓目見た上でと︑萬じ

ゆがよからうとく略﹀︒

六518

ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︑さつそ

此の時には頼朝もおもしろく

く舞姫にきめました︒

六526

ほうびはのぞみにまかせて

︿略﹀︑いっしよに舞を舞ひま

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒
六527
した︒

六馴1園

取らせるであらう︒
からいと
︿略﹀︑唐糸の身代りに立ち

六544園

たうございます︒

かはるも道理︑これには深い
わけがあったのでございます︒

六547

みつもり

六551

てっかの

︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました
︿略﹀︑すぐに義仲の所へ知ら

が︑︿略﹀︒

六552

︿略﹀︑木曽の家につたはって

せました︒

六555

みた大切な刀を送ってよこしました︒

頼朝は其の刀に見おぼえがあ
つたのでございます︒

六562

さあ︑此の女にはゆだんが出
來ぬといふ事になって︑︿略﹀︒

六563

さあ︑此の女にはゆだんが出
︿略﹀︑石のらうを造って︑そ

來ぬといふ事になって︑︿略﹀︒

六564
六565

れに入れました︒

唐糸には其の時十二になる娘
唐糸には其の時十二になる娘

がありました︒

六567
六567

これが萬じゅの姫で︑木曽に

がありました︒

六568

︿略﹀︑風のたよりに此の事を

住んで居りましたが︑︿略V︒

六571

聞いて︑︿略﹀︒

二人は野をすぎ︑山をこえ︑

六606

︿略﹀︑門の戸は細めに明いて

うばを門のわきに立たせて置

居りました︒

うばを門のわきに立たせて置

いて︑姫は中にはいりました︒

六607

六608

月の光にすかして︑あちらこ

いて︑姫は中にはいりました︒

ちらさがしますと︑︿略﹀︒

六611

六612 ︿略﹀︑松の一むら立ってるる

萬じゅがかけよって︑らうの

中に︑石のらうがありました︒

六616

︿略﹀︑三人は其の夜をなみだ

とびらに手をかけますと︑︿略﹀︒

六628

さうして其の明くる年の春︑

の中に明かしました︒

舞姫に出ることになったのでござい

六634

ます︒

六634 ︿略﹀︑舞姫に出ることになつ

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

たのでございます︒

六635

もかんしんして︑︿略﹀︒

六636︿略﹀︑石のらうから唐糸を出

二人がたがひに取りついて︑

して︑萬じゅに渡しました︒

うれし泣きに泣いた時には︑︿略﹀︒

六637

二人がたがひに取りついて︑

二人がたがひに取りついて︑

六641 ︿略﹀︑頼朝をはじめ︑居合は

りませんでした︒

だれ一人もらひ泣きをしない者はあ

うれし泣きに泣いた時には︑︿略V︑

六638

うれし泣きに泣いた時には︑︿略﹀︒

かげひなたなくはたらく上に︑ 六638

︿略V︑やうく鎌倉に着きました︒

六574
六582

人の仕事まで引きうけるやうにしま
︿略﹀︑﹁萬じゅく︒﹂と︑

したので︑︿略﹀︒

六583

あの中には石のらうがあっ

人々にかはいがられました︒

て︑︿略﹀︒

六597園
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せた者に︑だれ一人もらひ泣きをし
ない者はありませんでした︒

牛車に乗ったお姫様方の姿を︑︿略﹀︒

又いくさのあった時には︑

いくたびとなく此の川の水にうつつ

︿略﹀武士の刀や︑なぎなたの光も︑

六701

萬じゅにはたくさんなほうびをあた

六643 頼朝は唐糸をゆるした上に︑
たことでございませう︒

︿略﹀武士の刀や︑なぎなた

にうつったことでございませう︒

の光も︑いくたびとなく此の川の水

六703

へましたので︑︿略﹀︒

くさんなほうびをあたへましたので︑

六643 頼朝は︿略﹀︑萬じゅにはた

︿略﹀︒

こんな姿は︑とうの昔にきえ
︿略﹀︑川は昔のま＼に清く美

賀茂川には橋がたくさんかけ
今︑三條の大橋に立って︑川
東の方は此の橋のたもとから︑

ぢゆう
︿略﹀︑青い松の間に︑五重

人通の多いのは此の大橋で︑

四條の大橋はすぐ其所に見え

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

たふ

六725

川にそって電車が出ます︒

六722

下を見ると致しませう︒

六713

てあります︒

六711

しく流れてゐます︒

六707

ましたが︑︿略V︒

六645 ︿略V︑親子は︑うばもろとも 六706
に︑喜び勇んで木曽へ蹄りました︒
大キナ磁石ライタぐイタ︒

六648 町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二
六652 昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ
フチ＝置イテ︑手工ヲシテヰタ時︑
︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 果 シ テ 磁 石 ノ サ キ 一 一 釘

ヒバジメタ︒

六654 ︿略﹀︑手ヲ灰ダラケニシテ拾
六661

或村に大火事があって︑︿略V︒

ガタクサンツイテヰタ︒
六666

ます︒

六667 ︿略﹀︑一村ほとんど丸やけに 六726
なった︒

す︒

べんけい

義纒・下色の五條の大橋は此

よしっね

六733

六736

︿略﹀︑其のさきにやさしい姿

賀茂川は水が多くないので︑

の山がかすんで見えます︒

六733

と︑川原が遠く北につ〜いて︑︿略V︒

又三條の大橋から川上を見る

の川下にか﹂つてみるのでございま

六731

これには電車も通ってゐます︒

六668 ︿略﹀︑方々へ義指金をつのり 六727
に出た︒

六677 さて主人に火事の話をして︑
義指金のことをい ひ 出 す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六682 ︿略﹀︑たくさん金を出した上

に︑籾や豆の種を分けて上げてもよ
いと言った︒

六685園 こまかな人だが︑出す時に
︿略V︑きれいな着物を着て︑

は出すね︒

六696

船は通りませんが︑其の代りに水が

六838

實に我が國にとっては︑これ

までにない大難であった︒
かめ

六糾7

かめ

おそれ多くも亀山上皇は︑

全く上下の者が心を一にして︑

全く上下の者が心を一にして︑

此のまこころが神のおぼしめ

國難にあたったのである︒

六糾5

歪面にあたったのである︒

六845

︿略﹀︑おいのりになった︒

六餌2

りになった︒

身をもって國難に代らうと︑おいの

賀茂川はく略V水がいたって 六842 おそれ多くも亀山上皇は︑御

いたってきれいで︑︿略﹀︒

六737

きれいで︑染物にむいてゐます︒

六752回忌綜デオツ三物一一ハ︑ドン
コレハ︑ハジメ白地一一オツ

ナ物ガアリマスカ︒

六767園

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル
ノデ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人の手にすがって︑こ

四國・九州の武士は博多の濱

はこはすべる者もある︒

六788

六801

︿略V︑敵兵は海のそこに沈ん

しにかなったのであらう︑︿略V︒

六852

六898

見せ物小屋で象を見た︒先づ

象がそれを下して來て地に置

自分たち程の子どもが出て來

すると象は鼻で︑其所にあっ

て︑象の前足にだきついて見せた︒

六882

くと︑︿略V︒

六875

大きなのにおどろいた︒

六858

ない︒

だ一度も外國から攻められたことは

それからこ＼に六百齢年︑ま

でしまった︒

︿略﹀︑濱べに石垣をきついて

六855

にあつまった︒

守った︒

六803

けれども我が武士は︑船の大
草野の次郎の如きは夜敵の船

小などは少しも氣にしなかった︒

六808
六811

敵は此のいきほひにおそれて︑

︿略﹀︑敵の船に火をかけて引

におしょせて︑︿略﹀︒

上げた︒

六812

六813

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒

通有はほぼしらをたふして︑

たうちはを拾って︑︿略﹀︒

六917

︿略V︒

楠木正成が守った千早城は︑

︿略﹀︑賊のさわぐ所をさんざ

︿略V︑まはりが一里にも足らず︑

楠木正成が守った千早城は︑

くすのきまさしげ

けはしい金剛山上にはあるが︑︿略﹀︒

こんがうざん

六908

くすのきまさしげ

さんぐに切りまくって︑

六908

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六831

こんだ︒

︿略﹀︒

六832

︿略﹀︑其の船の大將を生けど
りにして引上げた︒

六833

實に我が國にとっては︑これ
までにない大難であった︒

六837

175

に一に

んに射た︒

六921 これにこりて︑賊は城の水を
たやして苦しめようとはかった︒

︿略﹀︑城兵が汲みに來られな

番兵を置いて︑︿略﹀︒

六923 先づ谷川のほとりに三千人の
六925
いやうにした︒

六926 城中には十分水の用意がして
あった︒

みに來ない︒

六931 二日たっても三日たっても汲

︿略﹀︑前後から官軍にうたれ

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑
︿略﹀︒

六976
︿略﹀︑

二階

うちの畠にあった

て︑残少になって退いた︒

それが今では學校の

死んだあの子が影取って︑

六987圃

のを
︿略﹀︒

六995圏
のまどにとばいてる︒

﹁︿略﹀︒﹂

あの子がいくさに行く時に︑

學校の前でふりかへり︑

六996團

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

あの

又略﹀︒﹂

あの子がいくさに行く時に︑

學校の前でふりかへり︑

六935 正成は此の旗を城門に立てて︑ 六996圃

さんぐに賊を悪口させた︒

蚕棚4

池のはたへ行って見ると︑し

出ました︒

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ

六欄8

木の事を話したら︑︿略﹀︒

六944此の上はひやうらう攻にしょ 六欄2圃昨日學校で校長に︑
︿略﹀︑賊は城へ攻めよせない

うと思って︑︿略﹀ ︒

六945
ことにした︒

六961 ︿略﹀︑賊は大きなはしごを作
つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

た︒

うちの人はみんな知らずに居

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

六棚5

六961 ︿略﹀︑賊は大きなはしごを作
つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

と思って︑︿略V︒

い

せ

おとうさんは昨日く略V︑
うちにも村にも︑かはった
うちにも村にも︑かはった
事はありません︒

六佃8国

事はありません︒

六欄8団

夜汽車で伊勢参宮に立たれました︒

六夢5国

使ふのですよ︒

六棚7園

せつく
義一さん︑それはお節供に

るから︑一つ取って行って見せよう

六964 すると正成は︑何時の間に用
すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

意して置いたか︑︿略﹀︒

六965

んなたいまつを出して︑之に火をつ
けて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑之に火をつけて︑橋の
︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

上に投げさせた︒

六966
六976

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑
︿略﹀︒

六976

六悩5団昨日正午にこちらへ着いて︑
しんゑん

︿略﹀︑千年もたったかと思

宇治橋を渡って神苑に入り︑

うちはし

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

六悩7團
︿略V︒

六価1団

ふ老木の下へ行った時には︑何とな
く心持がかはって︑一そうありがた
くかんじた︒

六鵬4國棟にはかつを木がならべて

ふたみが

く略V︑棟の雨はしには千木

あり︑︿略﹀︒

六輝7国

が置いてある︒

︿略﹀︑おみやげに貝細工を

浦を見に行って︑︿略V︒

つコリ

六研7国参拝をすましてから︑二見

買った︒

六川7団

七14図地球の表面には︑海と陸と
ありて︑︿略﹀︒

七19図我が大日本帝國はアジヤ洲
の東部にあり︒

地球の上には大小合はせて
⊥ハ十齢國あり︒

七41図

四列になりて

一年生を先頭に︑ 二・
三・四・五・六年が

七46図團

四列になりて

一年生を先頭に︑ 二・

歩く時︑︿略﹀︒

七48図蟹

三・四・五・六年が
歩く時︑︿略﹀︒

四列
八十萬間つゴ

八百萬の小主骨︑

三萬近き學校に 分れて

になりて歩かんか︑

七55図鑑
くべし︒

七64図圃

強

︿略﹀望に向ふ足なみは

學ぶわれくのく略﹀︒

七66図圃

皆一せいにそろふなり︒

横軸は東京の西南八里半の

き御民となるべしと︒

七68図圏世界に比なき帝國の

七了4図

港には防波堤ありて︑風波

のおそれ少く︑︿略V︒

所にある一大貿易港にして︑︿略﹀︒
ばうはてい

七76図

七重7図 ︿略﹀︑水深くして︑いかな

︿略﹀︑いかなる大船もきし

る大船もきしに横づけにすることを

得︒

に横づけにすることを得︒

七77図

く略V︑生綜は多くアメリカ

合衆國に︑羽二重はフランス・イギ

七82図

︿略﹀︑羽二重はフランス・

リス等に送る︒

七83図

わた
又輸入品は綿もつとも多く︑

イギリス等に送る︒

さたう

七85図

隠隠と東京との間には汽

砂糖これに次ぐ︒

七88図

汽車はおよそ三十分毎に︑

車・電車の便あり︒

七91図

︿略﹀︑電車はおよそ十分毎

電車はおよそ十分毎に嚢着す︒

七91図

おとうさんにうかばったら︑

に嚢着す︒

七97

川口近くになると︑潮干狩の

かもめだとおっしゃった︒

七99

だんく潮が引いて︑もう其

舟がいくそうもよって來た︒

七105

に一に
176

所此所に洲が見え出した︒
かく

潮干狩に参りました︒

四角な田には四角に︑細長い

田には細長く︑︿略﹀︒
かく

七171

七111 船頭がさををつき立てて︑そ 七171 四角な田には四角に︑細長い
れに舟をつないだ︒

七112 さうしてさをの先に︑赤いし

田には細長く︑田の形其のま＼に
かく

四角な田には四角に︑細長い

るしのあるはんてんをしばりつけて︑

く略V︒

見える︒

七173

道ばたや土手にさいてみるの
︿略﹀︑一度種が地に落ちれば︑

色が美しい上に︑姿がやさし

いので︑︿略﹀︒

七182

年年其所で花がさく︒

七177

はこぼれ種であらう︒

七175

みるのは︑ことに目立って美しい︒

変畠やなたね畠の間にさいて

紫のもうせんをしきつめたやうに

むらさき

さて︑心の中に︑︿略﹀と念

じて︑︿略﹀︒

七199

︿略﹀︑義貞今天皇の御ために
ほうでう

いくさを起して︑賊臣北條をほろぼ

七201

海神ねがはくは潮を退けて︑
こがね

さうとしてるます︒

七206

道を開かせたまへと念じて︑黄金

作の太刀を取って︑海の中に投入

づくり

︿略﹀︑二十齢町にはかに干上
︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

義貞は︿略﹀︑其の遠干がた

晒木綿のづきんをかぶって︑

さらしもめん

黒松の四五間さきに︑小さな

雨ざらしになっていらっしゃるが︑

七238

︿略﹀︒

七243

茶屋にはおばあさんが一人ぼ

茶屋が一軒ある︒

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

七244

七246此のおばあさんにむすこが一

人あるのださうだが︿略﹀︒

ばとうくわんぜおん

塚の前に馬頭観世音とほっ

ばとうくわんぜおん

塚の前に馬頭観世音とほっ

走ることがはやくて︑乗用と

又力が強いので︑︿略﹀︑田や

職孚の時には乗用としても︑

のである︒

輸送用としても︑きはめて大切なも

七266

畠の耕作に使ったりする︒

七264

してはこれにまさる動物がない︒

七262

しい馬のくつが上ってみる︒

た石が立ってるて︑其の前に時時新

七254

た石が立ってるて︑︿略﹀︒

七253

塚がある︒

つか

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな

︿略﹀稻村崎は︑其の夜の月 七252 茶屋から二三当行つた所の右

れました︒

した︒

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

を眞一文字に鎌倉さして攻めこみま

七218

れてしまひました︒

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流

七212

つて砂地にかはり︑︿略﹀︒

七21了

つて砂地にかはり︑︿略﹀︒

の入る頃に︑二十峰町にはかに干上

あか
︿略﹀︑田の形其のまΣに紅 七209

田には細長く︑田の形其のま＼に

七171

︿略﹀︒

てがひ

︿略﹀︒

ま

七115 僕が一番先に海へ下りた︒
取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

七141 ︿略﹀︑大きな蛤や馬刀貝でも

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

七144 女の人はだすきをかけて︑手 七172

みんな舟 に も ど っ た ︒

七147其のうちに潮がさしはじめた
ので︑

みんな舟 に も ど っ た ︒

七148其のうちに潮がさしはじめた
ので︑

七151妹とお松のざるには︑やどか
りがたくさんみた︒

七152 珍しかったのは︑丸山君のざ
るに︑たつのおとしごが一つあった
ことであった︒

七221

鎌倉は一面火の海になって︑

防ぐにも防がれず︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も 七225

︿略V︑北の山手には木戸を立

のぞなへを見渡しますと︑︿略﹀︒

七193

又南の海上にはひしひしと軍

てて︑甘藷の兵が之を守ってゐます︒

七194

船を浮べて︑︿略V︒

︿略﹀︑岸には大木がきりたふ
してあります︒

七195

方は︑此の火の中にはろびてしまひ

いざといふ時には︑それに乗って出

︿略V︑いざといふ時には︑そ

畠山重忠はひよどりこえのさ

しげたゴ

ふし︑︿略V︒

か落しに︑馬をしょって下りたとい

七271

れに乗って出かけた︒

七268

かけた︒

それを通りぬけて四五町上る
其の松の下に石できざんだ地
藏檬が立っていらっしやる︒

七234

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

七231

七229村の西にくぬぎ林がある︒

ました︒

七192稻村崎の此方に着いて︑賊 七226 ︿略﹀︑賊の軽油平時以下北條 七268 武人は昔から之を愛養して︑

いなむらがさき

之を取って花たばにする︒

七183

之を取って花たばにする︒

七155 潮がだんだんさして來て︑何 七183 ︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も
時の間にか洲が見えなくなった︒

七156 舟は上げ潮に乗って︑をかの
方へ動きはじめた︒

て見たら︑︿略﹀ ︒

七157 川口にか＼つた時ふりかへっ
七158 ︿略﹀ふりかへって見たら︑
もう購い海には誰もみなかった︒

七161圏 昨日おかあさんにるすをし
ていただいて︑うち中の者が潮干狩
に参りました︒

七162国昨日︿略﹀︑うち中の者が

177

に一に

れんぐわ

七272 ︿略﹀︑近くは乃木大石も︑馬
は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの
である︒

七278 我が國の馬は西洋諸國の馬に
たいかく

くらべると︑せいも低く︑腔格もお
︿略﹀︑大いに改良されて︑い

と っ て み た が ︑ ︿略V︒

七282
たる所に良馬を見るやうになった︒

七291図 淀川ハイクスヂニモ分レテ
海ニソ・グ︒

七291図淀川ハイクスヂニモ分レテ
海星ソ・グ︒
市中一 一 ハ 電 車 ノ 往 復 シ ゲ ク ︑

伝世ハ船ノ出入タエズ︒

七294図

す︒

︿略﹀︒

七404囲

ませう︒

船から陸あげした荷物は︑

一太郎やあい︒其の船に乗
天子檬によく御ほうこうす
ある時謙信が山の手に陣を取
︿略V︑信玄は兵を二手に分け
て︑はさみうちにしようとした︒

七437

つてみると︑︿略﹀︒

七436

るだよ︒

七423囹

つてみるなら︑鐵砲を上げろ︒

七418園

つみをむすびつけてみる︒

七416

後便に短いろく申し上げ

も上って蹄りました︒

目ぬきの所には︿略﹀家が

道の間に並木が植ゑてありますが︑
︿略﹀︒

七363国

軒をならべて立ってるるので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑日本の町よりはかへ

つて西洋の都會に似てみるといひま

七366団

七網7謙信は馬に一むちくれて︑信

玄の本陣に切りこみ︑︿略﹀︒

七咽6謙信は馬に一むちくれて︑信

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

玄の本陣に切りこみ︑︿略﹀︒

信玄に打ってか＼つた︒

七網8 ︿略﹀︑大太刀をふりかざして︑

七453力︸ぽいに謙信の馬をなぐり

つけた︒

よって明日たがひに勇士を

ら謙信へ︑﹁︿略﹀︒﹂と申しこんだ︒

一人つつ出して組討をさせ︑︿略V︒

七462園

中島を取ることにしては︒

七464園︿略﹀︑勝つた方のものが川

あんまひころく

謙信はこれに同意した︒

翌日武田方からは安間彦六と

いふ大の男が︑︿略﹀︑大の馬に二乗

上杉方からは小さな馬に乗つ

つて︑︿略V︒

二人はたがひに馬を乗りよせ

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしや

七468

︿略﹀︒

二人は︿略﹀︑馬上のま＼で

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑

七475

︿略V︒

鬼神の如き彦六が︑あれ程

むんずと組み︑爾馬の間にどうと落

七477

ちた︒

七488園

約束の川中島は謙信に渡す︒

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七489園

タ︒

子ヲ相手一一打ツツチノ音が聞エマシ

七499︿略﹀︑毎朝暗イウチカラ︑弟

アリマシタ︒

七438謙信はそれをさとって︑夜の 七494 私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ

て︑はさみうちにしようとした︒

七467

く略V︑︿略﹀二百三高地に 七465

學の二年生が修學旅行に行って︑

七398国十日ばかり前に︑私ども中

︿略＞8

學の二年生が修學旅行に行って︑

七397圏十日ばかり前に︑私ども中 七458 第六回目にいたって︑信玄か

すぐ其所から汽車にのせて︑︿略﹀︒

七385団

どきに横づけにすることが出土ます︒

これより獅子はく略V︑武 七383団 く略V︑たくさんな大船を一

つきしたがひてはなれず︑︿略﹀︒

七325図
獅子はもとより武士にした

士には無二の昔者となれり︒

七331図
こ＼に武士と獅子とはわか

がひて行かんとせり︒

七333図
れざるを得ざることとなりぬ︒

七335図船は沖に向ひて港を出でた
り︒

獅子はかなしげにほえて︑

獅子は︿略﹀︑つと海の中

濱べに立上りたりしが︑︿略﹀︒

七336図

七337図
にをどり入りたり︒

空一ぽいの星は

日露戦孚の時の大將方の名を取って

︿略﹀︑腰に小さなふろしきつ

七337図船におよぎつかんとてなり︒ 七406國
獅子は武士の方を見まもり
なはてつたひに掌る風も︑
︿略﹀︑

谷あひの家窓明

涼しく金にまた＼けり︒

︿略﹀︑

けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒

七351図圃

皆︑

七345図圏

若葉のにほひかんばしく︑︿略V︒

七342図圏

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

七295図 市中ニハ電車ノ往復シゲク︑ 七339図
大阪ノ 西 十 里 一 一 神 戸 ア リ ︒

港ニハ船ノ出入タエズ︒
七296図

七299図 神戸ハ︿略﹀︑輸出入ノサ
カ ン ナ ル コ ト 横 濱一一ユヅラズ︒
へび

七306図 く略V︑後の暗きやぶかげよ
り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか
らだにまきつきたり︒

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

つけてあるのは面白いでせう

七309図獅子の目は火の如くにもえ︑ 七356団 町に大山通・︿略﹀などと︑
にげまどへど︑︿略﹀︒

の武士なり︒

七313図此の時此所に搾りしは一人 七359團 通は廣くて平で︑歩道と車 七437 ︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け
七315図 武士の馬は︿略﹀︑おそれ
︿略﹀ ︑ 蛇 は 眞 二 つ と な り て ︑

て其所に近づかんともせず︒
七318図

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

七324図 これより獅子は日夜武士に

に一に
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七512

︿略﹀ ︑ ツ ク ロ ヒ ヲ タ ノ ン ダ ラ ︑

翌日スグニナホシテクレマシタ︒

七515 イカニモ丈夫サウナ老人デシ
シタQ

タガ︑去年ノク レ 一 一 死 ン デ シ マ ヒ マ

七516 其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二
行 ツ テ ヰ タ 若 イ ムスコガ︑︿略﹀︒

坐り來れる太平 丸 の 船 長 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七522図 遠洋航海を終へて︑郷里に

七525園私も子どもの時には︑毎日
此の學校へ通って︑︿略﹀︑此の講堂
でお話を聞いたり致しました︒

七528園 で︑今日此のなつかしい學

︿略﹀︑皆さんにお話をする

校に來て︑皆さんにお話をするのは︑
︿略﹀︒

七529園

のは︑何よりもうれしいのでござい
ます︒

ひやうがありません︒
︿略﹀︑月夜には波が銀色に

光って︑︿略﹀︒

七547園

七601園

さておしまひに一ついって

ちよつと渡船に乗ってさへ︑

置きたい事があります︒
七605園

皆さんのうちには︑大きく

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七609園

又ある時にはとび魚が甲板 こはがる者があります︒
外患の港に着くと︑︿略﹀︒

の上へとび上ることもあります︒

七556園
七558園

ります︒

り︒

．七621

七644

︿略﹀︒

漁業や航海業に主事する人

どうか今から十分海になれ

た︒

した︒

七646 ︿略﹀︑やうやう向岸に着きま

これはあの人が落して行った

はいってゐました︒

こばん
七651 ︿略﹀︑中には小判がどっさり

七652

もし此の大金がなかったら︑

にちがひないが︑︿略﹀︒

氣がちがって死ぬやうな事になるか

七656

も知れぬ︒

かけ下りて亙る者があります︒

七661 ︿略﹀︑右手につゑをついて︑

は︒﹂

んであって︑︿略﹀︒

五十爾は黄色なきれにつ＼

した物は︒﹂﹁革の財布で︒﹂﹁中に

かくて船長は外國より持婦 七675園﹁まあ︑お待ちなさい︒落
ふ

︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ

に入れてあります︒

七678園く略V︑百両は小さなふくろ

ります︒︿略V︒外にまだ手紙が七八

七678園小判が百五十雨はいって居

本︒

七701

いよくない時には︑川の

それがあなたのやうな正直

ついては此の中の金を半分

︿略﹀お禮のしるしにさし上

だけお禮のしるしにさし上げます︒

七699園

なお方に拾はれて︑︿略﹀︒

七695園

︿略﹀︒

中へとびこんで死んでしまはうと︑

七692囹

きりなしにこぼれてゐます︒

水になれた人夫の肩に乗るか︑ 七685 ︿略﹀︑目からはなみだがひつ

大ぜいの人々が口々に人夫を

︿略﹀︑着物をぬいで頭にのせ︑

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七633

ざいます︒

手をひいてもらふかして渡るのでご

七629

水になれた人夫の肩に乗るか︑

る︒﹂といふことになりますと︑

七627園

水があふれました︒

連日の雨で︑川といふ川には 七677囹

りたる寓聖主を學校に寄附して去れ

七617図

き

て置くやうにしてもらひたいのであ

七613園

もありませう︒

七612園

七559園其所にみる人は︑私どもと 出かける人もありませう︒
︿略﹀︑たまには恐しい目に

はまるでちがった風をして︑︿略﹀︒

七567園

こんな時には︑悪くすると

もあひます︒

七574囹

︿略﹀︑外の船に衝突した

淺瀬へ乗上げたり︑︿略﹀︒
しょうとつ

七575園

深さをはかるのは︑淺瀬に

りするやうなまちがひが出世ます︒

七578囹

乗上げないため︑︿略﹀︒

︿略﹀︑外の船に自分等の船

一たい船にはらしんぎとい

の居ることを知らせて︑︿略﹀︒

七579闘

七583園

︿略﹀︒

︿略﹀︑港に立並んでみる人

ふ物があって︑それで方角をとって

七629

七538園

家は︑だんく小さくなって行きま

進みますから︑︿略﹀︒

れにたよって方角を知ることも出土
又海岸には所々に燈皇があ

るし︑︿略﹀︒

七589園

︿略﹀︒

す︒

見えなくなります︒

七541園 く略V︑しまひにはもう何も 七587囹 ︿略﹀︑星が出てみれば︑そ

は︑日光が波にうつって︑水の色が

七544園 けれども日の出や日の入に

りますから︑︿略﹀︒

又海岸には所々に燈皇があ
︿略﹀︑船に乗る者に取って︑

一人で川へはいって行きました︒

さうしてずるぶんあぶない目
にあって︑やうやう向岸に着きまし

︿略﹀︑船に乗る者に取って︑ 七645

はなはだ大切なことなのであります︒

七595園

︿略﹀︒

七595囹

りますから︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ 日 光 が 波 に う つ っ て ︑ 七591囹

金 色 に な り ま す し︑︿略﹀︒

七545園

︿略﹀︑水の色が金色になり

水の色が金色になりますし︑︿略V︒
七546園

ますし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑月夜には波が銀色に

光って︑其の美しいことは何ともい

七547園

179

に一に

げます︒﹂といって︑財布の中に手
ばう

を入れました︒

れふを致して居り ま し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七711園房州へ出かせぎに行って︑
七713園︿略﹀︑仲間の者が國へ送る
金をあづかって︑此の財布に入れて
來たのでございます︒

七715園小ぶくろの方は私どものだ
んなが國へおやりになる金ですが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑おしかりになること

し上げましても︑︿略﹀︒

七716囹︿略﹀︑此の金をあなたにさ
七717囹
はあるまいと思ひます︒
ぶつのかはりにとなへさせます︒

七722園 妻や子どもに︑朝晩おねん

七748

妻もまた﹁せっかくです

が︒﹂といって︑相手になりません︒

男はしあんにくれて︑役所へ

うったへて出ました︒

七749

七756園人夫には此方から手あてを
致す︒

︿略﹀︑カレヒ・ヒラメナドノ

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

︿略﹀モ︑ヤハリ海ノ底ノ岩

陸ノ獣二似タモノ出国︑ラツ

海一一一眼獣類ガスンデヰル︒

コンナ所ニハ︑動物モゴクマ

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

七854

先ヅタベルモノ一一ハ︑コン

海藻一一ハイロくアル︒

毒忌テヰル︒

三百尺グラヰノ所マデ＝ハ︑海藻ガ

七852 ︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ

生エテヰル︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七851 ︿略﹀︑岸二足イ淺イ所カラニ

レデ︑植物地相クナイガ︑︿略V︒

︿略V︑カニノ横ニハツテアル 七桝9

ニノ横＝ハツテアルク甲子ハ︑︿略V︒

七809

ク檬子ハ︑池や川一一スムモノトチガ
ハナイガ︑︿略﹀︒

アサリや亡羊砂や泥ノ中二居

指輪や襟留ナドニハメル美シ

エリドメ

︿略﹀︑カキヤアハビハ岩ニツ

リ︑︿略﹀︒

七814

七833
七835

二取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

七836

コ︒ヲツトセイ・アザラシナドガア
リ︑︿略﹀︒

陸ノ獣二似タモノニハ︑ラツ
コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア

七836

︿略﹀︑魚二弓台モノニハ︑イ

陸士スムモノデハ︑象が先ヅ

エビノピン︿ハネタリ︑カ 七糾4 ︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

一番大キイガ︑︿略﹀︒

七839

ルカや鯨ガアル︒

七838

ルカや鯨ガアル︒

︿略﹀︒

ノリ

七857 ︿略﹀︑糊置スルモノ馬柵︑フ

︿略V︑糊ニスルモノニハ︑フ

ノリヤツノマタガアリ︑︿略﹀︒
ノリ

七857

ノリヤツノマタガアリ︑︿略V︒

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ

七859 ︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

リガアル︒

︿略V︑トコロテンヤカンテン

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ

七859

リガアル︒

七861 此ノ他海藻一一ハマダタクサン

此ノ他海藻写糊マダタクサン

ナ種類ガアツテ︑︿略﹀︒

ハトリノトサカ一一似タノモアル︒

七865 海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑ニ

モアル︒

七862︿略﹀︑中ニハ肥料ニスルモノ

モノモアル︒

ナ種類ガアツテ︑中立ハ肥料ニスル

︿略﹀︑水ノ表面二近イ所ヲ泳 七837 ︿略﹀︑魚一一似絵モノニハ︑イ 七862

リ︑︿略﹀︒

ブ・ワカメ・︿略﹀ナドガアリ︑

︿略﹀美シイ眞珠ハ︑此ノ貝 七855
カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ
評語ヲ洗ツタリフイタリスル

スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒

七829

ノカラノ中正アルノデアル︒

七825

イ﹄具珠ハ︑︿略﹀︒

七824

イテヰル︒

役人はく略V︑﹁︿略﹀︒﹂と申 七815

し渡して︑人夫にほうびの金をたく

七758

毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰

さんやったと申します︒

七767

か居るか︒﹂と呼ぶと︑いつも藤吉

いつも人より一時前に参つ

郎が眞先に出て來た︒

七775園
て居ります︒

海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ
魚類ニハイワシ・アヂ・カツ

時二使フ海綿モ︑︿略﹀︒

﹁一時も前に︒﹂といって信 七832

長は驚いた︒

七776園

である︒

七808

コ・イカナドガスンデヰル︒

七806

ヤウニ︑底一一沈ンデヰルモノモアル︒

七804

グモノガアリ︑︿略﹀︒

七799

ヲ泳グモノガアリ︑︿略V︒

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二近イ所

七797

ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒

七792

から引上げて役人の敷に入れた︒

七786

信長は︿略﹀藤吉郎を草履取

七723囹妻や子どもに︑朝晩おねん 七777 一時は今の二時間にあたるの
ぶつのかはりにとなへさせます︒

になる妻と︑三つになる子どもがあ

七728園 家には七十近い父と︑三十

︿略﹀︑三十になる妻と︑三

るので︑︿略﹀︒

七729園

つになる子どもが あ る の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑其の日のくらしにこ

あるので︑︿略﹀︒

七729園︿略﹀︑三つになる子どもが
七731園

まるやうなことも あ り ま す が ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑心にすまないことは

かの男は﹁︿略﹀︒﹂といひな

まだ一度もした事はありません︒

七732園

七739

がら︑人夫の後について來ましたが︑
︿略V︒

に一に
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七872

︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

になって︑風がだんくはげしくな
︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

つて來た︒

︿略﹀︒

︿略V︑おちいさんはかぼちや
︿略﹀︑おちいさんはく略﹀︑

重

になへる

人を見かねて︑

夏の眞書の坂道に︑

夕方からは雨になって︑風は

七956図圏

夢想高くおして

めつゴけし小使の︿略﹀︒

人々物を出し合

人々物を出し合

︿略﹀小使の
しがあはれさに︑

七962図翻
ひて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑

行雨は清正の軍功をねたみ︑

樂なくらしにかへてやる︒

七964図圖
ひて︑

のでございます︒

此の人だけは自分のために心

配してくれるであらうと思ったので

七983

︿略﹀︑誰一人清正を秀吉にと

ございます︒

七995

りなす者がなく︑︿略﹀︒

何故にお目通がかなひませ

になってもまだ仲間げんくわのくせ

みん
く略V︑又明國への返書に豊

がぬけぬ︒

七並5園

明國の使者︑某の陣中に参

臣清正と記したといふが︑︿略﹀︒

七転9園

く略V︑もはや朝鮮に日本の

り︑﹃︿略﹀︒﹄などとの早言︒

御威光にもか﹂はる所と存

もと此の方には近い親類の

秀吉は感心して︑︿略﹀︑軍功

七摺5囹

書ノ長クナル一一ツレテ︑氣

︿略﹀︑夜ノ長クナルニツレ

クワウレイサイ

彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其

農家ニチハ種蒔・︿略V等

﹁それで何字になる︒﹂﹁十

ヲ定ムルコト多シ︒

ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシテ︑日

七佃7図

秋季皇籔祭ヲ行心馳ラル︒
タネマキ

ノ中日二︑春ハ春季皇恩祭︑秋ハ

七佃4図

テ︑氣霊牌次第二寒シ︒

七m2図

候日次第二暖ク︑︿略﹀︒

七佃1図

．ク︑︿略﹀︒

此ノ頃詩書夜ノ長サポトンド相等シ

七鵬7図彼岸ハ春ト秋ト一一アリテ︑

した︒

の賞として︑清正に名刀をあたへま

七鵬4

者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

七声2園

で︑︿略﹀︒

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七期3園 ︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

じ︑︿略﹀︒

七鵬5闘

武士は一人も居らぬ︒

︿略﹀︑人々の泣叫ぶ聲は天地 七節3園

にひゴきましたQ

七999

此の時清正は︑地震と共には

てこ

此の時清正は︑︿略﹀︑家來の

ね起き︑︿略﹀︒

七㎜1
七柵2

者二百人に挺を持たせて︑一さんに

秀吉は城の庭にしき物をのべ

伏見の城へかけつけました︒

七㎜6

まだ誰一人城に登って居りま

させ︑︿略﹀︒

せん︒

七川3

︿略﹀︑家來ども二百人に挺

下になっては居られぬかと存じ︑
︿略﹀︒

七棚9園

さうして清正のやせた姿︑日

を持たせてかけつけました︒

七撹5

間もなく石田三成が城に登つ

にやけた顔を見ては︑︿略V︒

七曲1

今天下に此の石田を知らぬ

通さないことにしよう︒

て参りました︒

七鵬5圏

七五4圏

者はあるまい︒

面長は︿略﹀︑清正のことを 七欄8園
︿略﹀︑秀吉は之を信じて︑清

ぬ︒

當時秀吉は伏見の城に居った 七価3園其の方は無分別者で︑大名

正に蹄國を命じました︒

昏怠8

秀吉にざんげんしました︒

七976

吉にざんげんしました︒

石田三成に頼んで︑清正のことを秀

みつなり

七975

年のより

七958良知村の役場に三十年︑勤 七曲7園 上様をはじめ皆檬︑おしの

やる︒

我が荷下に置き︑

︿略﹀︑物責は

き荷車ひきかぬる

七953図圃

全く止んだ︒

七951

菊の鉢を軒下に運んだりされた︒

七947

棚につっかい棒を入れたり︑︿略﹀︒

七946

つて來た︒

になって︑風がだんくはげしくな

︿略﹀︑紅色ノモノハ深イ所二︑ 七942

所 一 一 ︑ ︿ 略 ﹀ 生エテヰルノデアル︒

七873
︿略﹀生エテヰル ノ デ ア ル ︒

七873 ︿略﹀︑茶色ノモノハ其ノ中間
一7生エテヰルノ デ ア ル ︒

を汲んで來ました︒

七89一 マリーが大急ぎでコップに水
︿略﹀︑水がいすの上にあった
︿略﹀︑水が︿略﹀づきんにこ

おばあさんのづきんにこぼれました︒

七892
七893
ぼれました︒

︿略﹀︑マリーはおばあさんの

づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ

七898

ました︒

んにおなりなさい︒

七901園 しばらく︑うちのおばあさ

すにかけていらっしゃい︒

七904園 向ふむきになって︑此のい

︿略﹀︑敵はあちこち見まはし

すにかけていらっしゃい︒

七904園向ふむきになって︑此のい
七916

ましたが︑おばあさんの肩に手をか
︿略﹀︑空には雲もなくて︑ま

けて︑﹁︿略＞Q﹂

七929
ことによく晴れてみた︒

七935 おちいさんにきいたら︑二百
十日といふのは立春の日から二百十
日 目 の 日 の こ と で︑︿略﹀︒

七939園 ﹁どうかひどい風にならな
ければよいが︒﹂

七942 ︿略V︑其の中に南の空が黄色 七981
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に一に

︿略﹀︑にごりのある字は二

五字です︒﹂

七川8園

字に敷へるのだから︑それでは十七
︿略﹀︑それでは十七字にな

字になる︒

七竃8園
る︒

七川9園十五字までにしてごらん︒
に知らする必要あるときはく略﹀

七麗図図 嚢信人の居所氏名を受信人
七擢図図 獲信人は自己の居所氏名を
成へく本字にて此虜に記すこと
それで十 字 だ か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

此の頼信紙に書きこんでごらん︒

らいしんし

七並1囹

三十反︑本日無事に着きました︒

七言7団去る三日にお差出しの縞物

送ります︒

七言3圏 代金は二口合はせて月末に

八12 此の間二三度降った雨に︑山
の木の葉は目立って色づいた︒

つたったが︑松の木にからまってを

八16 林の中へはいると︑眞赤にな
り︑︿略﹀︒

つるうめもどきが美しい實をならべ

八17 ︿略V︑日當りのよい所には︑
てるる︒

八24 小鳥は時々此の清水にのどを
うるほしては︑こずゑでさへっるの
である︒

八31 ︿略﹀︑しひの實が落ちて︑く
ぼたまりにころがり合ふのも今であ
る︒

八33 炭を焼く煙も所々に立ちはじ

めた︒

八39

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

︿略﹀︑上になり下になりして

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八39

すると其のうちに︑僕の見て

じゃれてみる︒

八42
みるのに氣がついたと見えて︑︿略﹀︒

すると其のうちに︑僕の見て
︿略﹀︑喜んで僕の手にとびつ

みるのに氣がついたと見えて︑︿略﹀︒

八43
八47

いて︑ぺろくとなめる︒
︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

八51

二匹はいちもくさんにかけて

とを見てみる︒

八54

くらべうま

昔或氏神のお祭に︑競馬の

行ったが︑︿略﹀︒

八59

︿略V︑勝つた子どもを出した

神事といふ事があった︒

八64

或年選ばれた子どもの中に︑

村の頭になるといふ定めであった︒

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇
八66

︿略﹀︑祭の當日には︑おびた

すぐれて上手なものが二人あった︒

八69

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

やがて五人の騎手は多くの

内へつめかけた︒

八72

やがて五人の騎手は︿略﹀︑

人々につきそはれ︑︿略﹀︒

八了4

鳥居の中に集って來た︒

五人の騎手は神に勝利をいの
つて︑第二のあひつを待ちかまへて

八77

みる︒

八79

五箇村の人々は各自分の村の

けてるる︒

騎手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつ

五箇村の人々は各自分の村の

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

︿略﹀︒

もう改めて勝負をするには

ないと思って︑︿略﹀︒

八116園︿略﹀︑人の命にはかへられ

︿略﹀︒

ぺ

八165

徳川家康が幼時家來に負はれ

あ

ぺ

︿略﹀︑安倍川原へ石合戦を見

後に此の話を聞いた者は︑

後に此の話を聞いた者は︑皆

今の一言は︑先陣の功名に

九つの時から声言の若君竹千

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

代のおつきになった︒

八163

もまさる︒

八158囹

ございます︒

ら功名をお立てになる折はいくらも

八154園

殿はまだお若くて︑これか

﹁︿略﹀︒﹂といってなぐさめると︑

八151 くやし泣きに泣くと︑︿略﹀︒
まさつな
八152 ︿略﹀︑そばに居た松平正綱が

いた︒

家康の年に似合はずかしこいのに驚

八146

かしこいのに驚いた︒

八146 ︿略﹀︑皆家康の年に似合はず

︿略﹀︒

八145

に行った︒

八135

て︑安倍川原へ石合職を見に行った︒

あ

八134

とくがはいへやず

下さい︒

あなた方の村が五箇村の頭になって

八128園どうか今日から一年の間︑

及びません︒

八81園負けたら村のはちになるぞ︒ 八123園
八82

騎手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつ

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ

けてるる︒

八83

に︑五人の騎手は打連れて︑拝殿の
︿略﹀︑五人の騎手は打連れて︑

そばの大きな立石の前に並んだ︒

さうしてそれが同時に決勝鮎

辞殿のそばの大きな立石の前に並ん

八84

だ︒

八93

二人を出した村の者は︑たが

へ着いた︒

八94

︿略﹀︑もう一度競走させるこ

ひに勝利をいひはるので︑︿略V︒

八95

今度の競走も五分益々に進ん

とにした︒

八96

で行ったが︑︿略﹀︒

信作は︿略﹀︑其のはずみに︑
︿略﹀︑信作に水をはかせるや

ころくと池の中へころげこんだ︒

八99
八111

︿略﹀︑署者を呼びに走るやら︑

ら︑醤者を呼びに走るやら︑︿略V︒
八112

信作が落ちたのにかまはず

上を下へのさわぎである︒

八115園

信作が落ちたのにかまはず

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑
︿略﹀︒

八115園

に一に
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︿略﹀︑長四郎がそっと屋根づ

けて︑︿略﹀︒

八169

たひに行って︑もう少しで雀の巣へ
手 が 届 か う と し た時︑︿略﹀︒

﹁誰 に 頼 ま れ た ︒ ﹂

八174園 何しに此所へ参った︒
八176園

六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ
置キテ野菜ヲ作り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一家コトゴトクコレ

ニ乗リテ︑流ニシタガヒテ下ル︒

八206図

八207図︿略﹀︑一家コトゴトクコレ
其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ

ニ乗リテ︑流一一シタガヒテ下ル︒

︿略﹀︒

八211図

︿略﹀︑夏季ハコトニ増水シ

︿略﹀︑河ロヨリ海上百里ノ
シャンハイ

カンコウ

又沿岸ニハ上海・登口等
ばんじん

皇湾の蕃人には︑お祭に人の

ばんじん

塁滑の蕃人には︑お祭に人の

八235

︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎

年其の首を一つづつ供へさせました︒

四十鯨年はいつの間にか過ぎ
気重はお祭の爲に人を殺すの

て︑︿略﹀︒

八237
八241

はよくないといふことを説聞かせて︑
︿略﹀︒

八243︿略﹀︑四年目になると︑

翌日蕃人どもが︑役所の近く

﹁︿略﹀︒﹂といって來ました︒

八251

︿略﹀蕃人どもは︑すぐに其

に集ってゐますと︑︿略V︒

八255

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に

の人を殺して︑首を取りました︒

八262

まつって︑其の前で︑此の後は決し

八304

次に其の小屋のそばへ土と石

︿略V︑前には三尺に一尺程の

でかまをつく︒

かま口を造り︑︿略﹀︒

八308

八309 ︿略﹀︑前には三尺に一尺程の

︿略V︑後の方に煙出の口を明

かま口を造り︑︿略﹀︒

さて山の木をきり倒して︑四

けるのである︒

八311

八312

︿略V︑それをぎっしりとかま

五尺の長さにきりそろへ︑︿略﹀︒

の中に立て並べ︑︿略﹀︒

八313

上下にそだを置き︑︿略﹀︒

八314 ︿略﹀︑よくもえるやうに其の

土を置いて︑打固める︒

八315 ︿略﹀︑又其の上にねったかま

四五日の間︑中の木をむし嶢にする︒

さうして今も其の通りにして 八316 次にかま口から火をつけて︑

て人の首を取らぬとちかひました︒

八264

炭に焼く木は︑主にならとく

ぬぎで︑︿略V︒

八322

むし僥にする︒

軒下にはらばへる黒き犬︑ 八317 ︿略﹀︑四五日の間︑中の木を

みるのだといひます︒

八267図圃
︿略﹀︒

えんがはにうつくまる三

いふは︑働く人の少きをいふなり︒

く略V︑いそがしき時に︑手
の足らずといふは︑働く人の少きを

八292図
いふなり︒

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
に見てみるが︑︿略V︒

八295

︿略﹀︒

八329

︿略﹀︒

山野に生ずる草木の中には︑

︿略V︑今から千思百年も前か

藥用にするものが多くありますが︑

八325

︿略﹀︒

盗用にするものが多くありますが︑

八325

山野に生ずる草木の中には︑

藥用にするものが多くありますが︑

尾を立てて︑のどを鳴ら 八325 山野に生ずる草木の中には︑

毛のねこ︑︿略﹀︒

八273図圃
八277図韻

我にすりよる︒

して︑
りさん

︿略﹀︒

呉市は役人になった時から︑

ちやうど蕃人が︑其の前の年

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑ 八291図手はずべて仕事のもとにし

︿略﹀︒

に取った首が四十齢ありましたので︑

八233

いものだと思ひました︒

どうかして首取の悪風を止めさせた

八231

此の悪い風が早くから止みました︒

八224

あ

首を取って供へる風がありますが︑

八223

︿略﹀︒

首を取って供へる風がありますが︑

八223

アリテ︑︿略﹀︒

八219図

間︑海水コレガタメ＝赤シトイフ︒

八215図

テ︑濁流江＝ミナギリ︑︿略﹀︒

八214図

ラズトイフ︒

デ︑一年ノ長キニワタルコト珍シカ

︿略﹀木材ヲ費ルニ至ルマ

ダラトキテ木材ヲ責ル一一至ルマデ︑

八177園 誰にも頼まれは致しません︒ 八209図
入れて︑﹁ありのま＼に申すまでは

八182園將軍は長四郎を大きな袋へ
出さぬ︒﹂といって︑︿略﹀︒

れて︑︿略﹀︑袋の口を封じて柱に掛

八183 皇軍は長四郎を大きな袋へ入
けた︒

八184 翌日になって︑止手が又たつ
ねたが︑始のやうに答へた︒

八185 書頃︑御塁所のおわびによつ
て︑長四郎はやっと袋から出された︒

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と いったといふことである︒

八187 將軍はあとで︑御皇所に︑
八189園 長四郎があの心で大きくな

︿略﹀︑我が國ノ

ったら︑竹千代には無二の忠臣であ
揚子江ハ

ヤウ ス カウ

らう︒

八194図

アフリヨク

最南端ヨリ最北端二至ル長サヨリモ
長シ︒

ノ如キハ竜脳其ノ支流＝モ及バザル

八196図 我が國第一ノ長流鴨緑江
ナリ︒

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

八201図 此ノ河ノ上流地方ヨリ木材
ヲ下スコトアリ︒

八204図 イカダノ大ナルモノハ長サ
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ら栽培することになったのだとった
へてゐます︒

八335昔朝鮮に一人の婦人があって︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑子どもをおさづけ下さ

すると或夜ゆめの中に︑︿略﹀

るやうに︑朝晩神様にいのってゐま

八336

した︒

八337

婦人は大 い に 喜 ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

といふ神様のお告がありました︒
八341

︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤

すぐに其の山へ上りました︒
八344
︿略﹀︑神様がおさづけ下さつ

な美しい實が一つなってゐました︒
八346

たのはこれに違ひないと思って︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑ 其 の 實 を 取 っ て 來 て ︑

庭先の畠の中にまきました︒

八347

︿略﹀︒

八355 昔江戸で︑夫に死なれた女が︑
︿略﹀︑乳飲子を里子にやって

奉公に出ました︒

八355

︿ 略 ﹀ 奉 公 に 出 ました︒

八356 昔江戸で︑夫に死なれた女が︑

泣くのもかまはず力まかせ

ますと︑︿略﹀︒

八381園
に引くとは︑情を知らぬ不届き者︒

手を放した女が實母にきま

八434

越前守は呉服屋の手代を呼出

して︑其の中に盗まれた品のありな

こちらの方はどうでもなる

すると其の中に二反ありまし

しを調べさせました︒

八435
た︒

金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

八502 ︿略﹀絶壁ノ間や老木ノ上二︑

︿略﹀︑其ノ上一一ヤハラカナコ

タテ横二小枝ヲ並べ︑︿略﹀︒

八503

春ノ初一三三ノ卵ヲ産ミ︑五

ケヲ置クダケデアル︒

︿略﹀︑五週間程アタ・メテ︑

週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒

八504

八505

餅をつく音に目がさめた︒

ヒナニカヘス︒

八509 ︿略﹀︑土間の大釜の上に積ん

八508

おかあさんは取粉をのし板の

にいさんが奥の間に︑餅を並

おかあさんはそれを二つにち

︿略V︑忽ちきれいなおそなへ

二かさね目のせいろうから︑

﹁私にもっかせてみて下さ

八549

おしまひの一日には︑小豆や

八時頃には︑すっかりすんだ︒

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

八551

きねをふり上げるたびに動いた︒

八545 ︿略﹀︑ふみしめてみる雨足が︑

い︒﹂

八535園

ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

八534

になった︒

八528

ぎつて︑︿略﹀︒

八526

べる所をこしらへてみた︒

八516

上にひろげて︑︿略﹀︒

八512

であるせいろうからは︑︿略﹀︒

ト止り木回止ツテヰルノヲ見テモ︑

︿略﹀︑ジツト止り木一一止ツテ

︿略﹀︑何所一二分ノスキモナ
ク︑強ミが全身一マこチミチテヰル︒

八484

ヰルノヲ見テモ︑︿略﹀︒

八479

︿略﹀︒

八478

から︑心配するには及びません︒

呉服屋の手代が︑大きなふろ 八466圏

八382園
つた︒

八388
しきつつみを石地藏の前におろして
休みましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何時の間にか︑ぐつす

りねこんでしまひました︒

八389

包の中には白木綿が五十反ば

かりはいってみたのでございます︒

八393

︿略﹀︑近所の人にきいても知

らぬ知らぬと申します︒

八395

テヰル︒

サウシテ総力地上ニエモノヲ
︿略﹀︑風ヲ切ツテマツシクラ

︿略V︑風ヲ切ツテマツシクラ
︿略﹀︑マレ口唱庭先船遊ンデ

鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山

杖にすがりてとぼくと︑

歩み來

雪どけ道のぬかるみを

所へも配った︒

れる老婆あり︒

八555図圏
ノ間や老木ノ上二︑タテ横斜小枝ヲ

︿略﹀︑人ノヨリツケナイ絶壁

並べ︑︿略﹀︒

八502

ニスム︒

八499

ル︒

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア

八497

ニエモノノ上ニツカミカ・ル︒

八495

一一エモノノ上越ツカミカ・ル︒

八495

爽見スルト︑︿略﹀︒

八493

在二世ヲトブ檬ハ︑︿略﹀︒

八487

マシテ自由ノ天地一一居テ︑自

越前守はく略V︑下役の者に 八485 ︿略﹀︑強ミが全身ニミチミチ

下役の者が石地藏に荒縄を掛

石地藏をしばって來るやうに命じま

八403
した︒

八405

下役の者が石地藏に荒縄を掛

けて︑車に積んで参ります︒

八406

﹁地藏檬が縄にか﹂つてい

けて︑壷・に積んで参ります︒

八411園

物見高いは江戸のくせで︑

らっしやる︒﹂

八415

︿略﹀︑四五百人のものが︑そろく
と車の後について︑思はず知らず役

︿略﹀︑一人の子どもに二人の

毒血はないはずといって︑いろいろ

八362

︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

所の門内へ入りこみました︒

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八429園

調べますが︑︿略﹀ ︒

持参致せ︒

八365園其の子を二人の眞中に置い
て︑爾方から子どもの手を取って引

三日の間に一同は白木綿を一
反つつ持って参りました︒

八432

合へ︒

八376 里親の方は﹁それ見よ︒﹂と
いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

に一に
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手をかす人もあらざり

八563世世 ︿略V︑ 身なりいやしき
老婆には︑
き︒

ひらりと下りて

角の下駄屋にあづけ置き︑

八568図説く略﹀︑
自営車を
︿略﹀︒

八569図圃 ︿略V︑ すぐに老婆をみ
ちびきぬ︒

小ぞうは乗りぬ︑

かくいふ聲を後にして︑ 小ぞうは

八572図﹁
圏年の．若きに感心な︒﹂

︿略﹀︑

乗りぬ︑自浜車 に ︒
八573図圏
自轄車に︒

八574図圖 國に母をや残すらん︑
彼のまぶたにつゆありき︒

八575図圃 國に母をや残すらん︑
︿略﹀︑

下駄屋にありし

彼のまぶたにつゆありき︒

さとすべき子に

小さき悔をいだきつ＼︒

︿略﹀︑

彼 の 姿を見送りぬ︑︿略﹀︒

八577図齪
人は皆︑

八579図囲
さとされし

ヨリテ看板ノ如キモ︑︿略﹀︑

ニカ・グルニ至レリ︒
八594図
キソヒテ小屋根ノ上一一力・グルニ至
レリ︒

︿略﹀︑キソヒテ小屋根ノ上

ニカ・グル一一至レリ︒

八594図

八595図サレド食物ヲ費ル店ニハ︑
今ナホ古風ヲ守りテ︑︿略﹀ナドト
︿略﹀︑暫楢山︵キソバ︶・

記シテ︑軒翼下ゲタルモアリ︒
八598図

イモ

︿略﹀ナドト記シテ︑軒二下ゲタル
モアリ︒

半ト記田ルモノノ如キハコレニシテ︑

八599図彼ノ焼筆屋ノ看板二︑八里
︿略﹀︒

八602図︿略﹀︑其ノ味クリニ近シト
看板了承マタ商品ヲエガキ

イフ意ナリ︒

八604図

カザサ

洋物屋ノ看板二︑シャツ・

タルモノアリ︒
エリ

八606図

襟・襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略﹀︒
ナペ

カマ

ハウチヤウ

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒

又足袋屋・蝋燭屋・時計
クシ

コウギヤウ

︿略﹀︑寓眞屋ニハ︑寓眞ノ

ドノ興行場ニハ︑檜看板アリ︑
︿略﹀︒

八617図

看板モアリテ︑︿略﹀︒

保己一は五歳の時めくらと

なりしが︑人に書物をよませて︑一

八626図

︿略﹀︑後には名高き學者と

心に之を聞き︑︿略﹀︒

八627図

保己一の家は今の東京︑其

なりて︑多くの書物をあらはせり︒

八631図

︿略﹀︑多くの弟子保己一に

の頃の江戸の番町にありて︑︿略﹀︒

八631図

つきて學びたれば︑︿略﹀︒

道をき＼︒

と言ひ

八633図圃︿略﹀︑時の当番町で目
あきめくらに
たりといふ︒

サンフランシスコには︑日
本人がたくさんみて︑︿略﹀︒

八656團

︿略﹀︑日本人の家には︑鯉

此の港には︑十五六年前に

のぼりが立ってるました︒

八661国

八663囲

大地震があって︑︿略﹀︒

此の港には︑十五六年前に
大地震があって︑︿略﹀︒

八663團

サンフランシスコはカリ
フォルニや州にあるのですが︑︿略﹀︒

えんとつ

八698團 ︿略﹀︑今日此のシカゴに着

きました︒

此所は工業地で︑煙突の煙

で空は眞黒だが︑大きな公園が幾つ

八703團

もあるから︑健康には害がなささう

です︒

︿略﹀︑今日いよく米國第

一の大都會ニューヨーク市に着きま

八711圏

した︒

八714團 ︿略﹀︑おとうさんは最大急

行の列車に乗って︑たった十八時間

日本にはまだこんな早い汽

で着きました︒

車はありません︒

八715圏

ニューヨークは人口からい

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑

八718圏

︿略﹀︒

八724団 地上の回道には勿論︑︿略﹀︑

電車や汽車が終日終夜︑洋なしに運

移してゐます︒

鐵道にも︑電車や汽車が終日終夜︑

か
八724團 ︿略﹀︑高架野道にも︑地下

く略V︑地下全道にも︑電車

休なしに運直してゐます︒

八725団

ヰ

八696國

サンフランシスコから三日
二晩汽車に乗通して︑︿略V︒

八739團

アメリカ人はく略﹀︑何で

シカゴを立つ日に︑お前た

といひますが︑︿略﹀︒

も世界一になるやうに心掛けてみる

八733国

夜︑休なしに運質してゐます︒

てるます︒

や汽車が終日終夜︑休なしに運轄し

八671団
ケイ

屋・扇屋・櫛屋等ニハ︑商品ヲ大キ

八678圏く略V︑此の州は合衆國の中 八731国 く略V︑電車や汽車が終日終
でも︑氣候がよくて︑其の上地味が

シバ

︿略﹀︑芝居又ハ活動窮眞ナ

物に富んでゐます︒

旅人宿何屋ト記シテ掛クルモアリ︑
アンドン

︿略﹀︑掛行燈二旅人宿何屋

肥えてゐますから︑いろいろな農産

八616図

ト記シテ掛クルモアリ︑︿略﹀︒

八613図

︿略﹀︒

八613図

モ

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒
アンドン
此ノ他宿屋一一ハ︑掛行燈二

八609図

ラフソク

八583図學校用具ヲ費ル店二︑手 八607図 ︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑
帳・筆・墨・絶具ナドト記シタル看
︿略 ﹀ ︑ ハ キ 物 屋 一 一 下 駄 ・ 草

板ヲ出シ︑︿略﹀ ︒

八584図

履・傘ナドト︑︿略﹀記シタル看板
ヲ出セルハ︑︿略﹀︒

八588図 スベテ看板ハ商品又ハ職業
ノ名︑屋苦学ヲ記シテ︑人目ニツキ
ヤスカラシメントスルモノナリ︒
︿略﹀︑タヤスク人目ヲヒカ

シメンが分配︑キソヒテ小屋根ノ上

八593図
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ちの年始状が着きました︒

八742團 二人とも字が上手になった
のに驚きました︒

安心しました︒

八742団 うちには何事もないさうで
八744団 其のうちに給葉書や罵眞帖
を送りますから︑ゆっくりごらん︒

八746国 おかあさんによろしく︒

八784園

︿略﹀︑役場によけいな手敷
︿略﹀︑役場によけいな手敷

をかけることになります︒
八785囹

王手に持っていらっしやる

をかけることになります︒

八786園
れい

此の一枚には徴税令書と

ちょう

のは︑みんな切符ですか︒

八791園
ありませう︒

や役場の費用などになるのです︒

八796園

八813園

これは縣の税で︑縣立の學

いや︑それは財産や筆入の
雪も小降りになった︒

多少によって違ひます︒

八811園

くの費用になるのです︒

八801園軍隊や︑︿略﹀︑其の他いろ

になります︒

校や病院や︑其の他道路などの費用

八798囹

書とありませう︒

でん
ごらん︑これには徴税傳令

八758園 大洋を西へくと航海して︑ 八793園 これは村の税で︑村の學校
陸地に出あったのが︑それ程の手が
らだらうか︒

八764囹 諸君︑こ＼うみに此の卵を
卓上に立ててごらんなさい︒

八766 人々は何の爲にこんなことを
いひ出したかと思ひながら︑やって
見ましたが︑︿略﹀ ︒

八771 此の時コロンブスは︑こつん
と卵のはしを食卓 に う ち つ け ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八776園おとうさん︑此の雪降りに︑
何所へお出でになりますか︒

﹁︿略﹀︑何所へお出でにな

何所へお出でになりますか︒

明治天皇の御製に︑︿略﹀︒

器にはしたがひながら︑
とほすは水の力なりけ

八828

︿略﹀︑電燈・電車等に用ひる

信吉にはおとよといふ今年十

︿略﹀︒

もと僕のうちに奉公してみた

電氣も︑︿略﹀︒

八832
僧旧士口が︑

八833

八869園

わしはあちらに居ても︑お

前の事ばかり心配してみた︒

八872 ︿略﹀︑今度は先生に向って︑

娘が大そうお世話様になり

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑︿略﹀︒

八874園

ます︒

八875園私は三年ぶりに此の子にあ

くことが出來ないのでございませケ︒

しぶりに溜った私に︑一口も口をき

八876園︿略﹀︑何のいんぐわで︑久

ふのでございますが︑︿略﹀︒

ふのでございますが︑︿略V︒

信吉にはおとよといふ今年十

八875園私は三年ぶりに此の子にあ

一になる女の子があるが︑︿略﹀︒

八834

おし
︿略﹀︑生れつき唖なので︑僕

一になる女の子があるが︑︿略﹀︒

八836

のうちで世話して︑唖の學校に入れ
てある︒

信吉は僕の爾親に蹄って來た

さしぶりに録つた私に︑一口も口を

八876園︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

あいさつをすますと︑︿略﹀︒

八836

八糾5園あちらでも︑あの子のこと

ちよつととよにあひたくて

信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を

先生はいろくな事を信吉に

げんに此の學校の卒業生で︑

げんに此の學校の卒業生で︑

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も

八931

︿略﹀︒

商店の番頭になってみる者もあれば︑

八931

事が出測るやうになる︒

卒業する頃には︑りっぱに一人前の

そつ

八928 おとよはく略﹀︑．此の學校を

話して聞かされた︒

八924

たが︑︿略﹀︒

よせて︑﹁︿略V︒﹂と大きな聲で言つ

八903

聲できかれた︒

八879 ︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

う︒

きくことが出來ないのでございませ

ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご
父は︿略﹀︑僕に︑﹁︿略﹀︒﹂

ざいました︒
八849

といった︒

﹁お前も一しょに行ってお
僕ははかまを着けて︑信吉と

八851園
出で︒﹂

八853

一しょに出かけた︒

八855園私はこちらに御やくかいに
なってみる松木とよの父でございま
す︒

八855累世はこちらに御やくかいに
水にはこれといふ形がない︒

なってみる松木とよの父でございま
いれ物次第で︑点くもなれば︑ 八856園

おとよはく略﹀︑いきなり信
吉にだきついて泣いた︒

八864

参りました︒

す︒

八821

落ちる時の勢が加はると︑長
い間には︑思ひの外の事をする︒

八824

四角にもなる︒

八822

り︒

いはほをも

八817図圏

といふ御歌がある︒

八816

て來よう︒

八776園おとうさん︑此の雪降りに︑ 八813園 役場のひけないうちに行つ
八778園

り ま す か ︒ ﹂ ﹁ 役場へ税を納めに︒﹂

八779園 明日にでもなって︑雪がは
れてからではいけませんか︒

八782園是非今日のうちに納めなけ
ればなりません︒
き つぶ

なふふ
限り當役場へ納付﹄とありませう︒

八783園 此の切符に︑﹃一月二十日

︿略﹀︒

八784園 今日までに納めないと︑

に一に
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あるなどと話された︒
の顔を︑かはりばんこに見てみた︒

八934 信吉は︿略﹀︑娘の顔と先生

生の教室に連れて行かれた︒

八972図

名古屋市ハ此ノ城アルニヨ
アツ

市ノ南部一一熱田神宮アリ︒

リテ名高ク︑︿略﹀︒

八974図

た

ま

居食る弾丸に忽ちうせて︑

た

ま

飛來る豊丸に忽ちうせて︑

八999園

︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

すには︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

が申し合はせて︑胃に向っていひま

小玉2

此の出語は一同に向って言ひ

ました︒

忍言3園芸の爲に新しい血が出來な
今になって始めて︑考違を

くなって︑︿略﹀︒

八麗6園

︿略﹀︑考違をしてみたこと

してみたことがお分りになるでせう︒
心止7園

君等が若し僕に食物を送る

がお分りになるでせう︒

八撹8園

君等が若し僕に食物を送る

爲に働いたといふなら︑︿略﹀︒

八櫃8園

︿略﹀︑僕もまた君等を養ふ

爲に働いたといふなら︑︿略V︒

八麗9圏

爲に骨を折ったといひます︒

八尋2園︿略﹀︑これから後は互に親
たとひ休まず働いても︑一人

しみ合って暮しませう︒

八悩2

ぢく

まうかるどころか︑非常な損

で一日に一丁目造れまい︒

八悩5

になる︒

︿略﹀︑乾かした軸木の先に藥
︿略﹀︑乾かしたのをそろへて
︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

一

︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

分業で造ると︑︿略V︑

人々々別々になって造るのとは比べ

八欄1

集めて包紙に包む者もある︒

八塒5

集めて包紙に包む者もある︒

八価4

マッチの箱に入れる者もあり︑︿略﹀︒

八価4

をつける者もあり︑︿略﹀︒

八価2

しらへてみる者もあり︑︿略V︒

八996漸時︑口・耳・目・手・足等 八悩9 材木を機械にかけて軸木をこ

すには︑︿略﹀︒

が申し合はせて︑胃に向っていひま

八99定
5時︑口・耳・目・手・足等

︿略﹀︒

中佐︑

今はとボートにうつれる
八991図圃

︿略﹀︒

中佐︑

八985図翻今はとボートにうつれる

げし︒

に沈み︑

八984図圃 ︿略﹀︑ 船は次第に波間
敵弼いよくあたりにし

げし︒

に沈み︑

八983図圏 ︿略﹀︑ 船は次第に波間
敵揮いよくあたりにし

やみをつらぬく中佐の叫︒

八935 それから先生は︑僕等を一年 八977図圏 荒波洗ふデッキの上に︑

おん

八936 此所では女の先生が︑生徒に
五十音の獲音を教へてるられた︒

八942園先生︑私の娘にもあ﹂して
教へて下さったのでせうか︒

八946園 何なら︑あのお子を今日一
日お連れになってもようございます︒

せん︒

八949園 いや︑何︑それには及びま
八952園 では︑一日お借り申します︒
近所の者に見せてやりたい︒

八954 ︿略﹀︑磨墨室に待ってるた娘
の手を取って︑︿略﹀︒

八955 信吉は︿略﹀︑幾度も先生に
おじぎをした︒

︿略﹀︒此所二

八956 さうしてみんな一しょに學校
名古屋市ハ

の門を出た︒

八963図
トクガハイヘヤス

名高キ名古屋城アリ︒

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

八965図 三百年前徳川家康が諸大名
二命ジテ造ラシメタルモノニシテ︑

僕等は一同申し合はせて︑

つくさない︒

かうして二三日たちますと︑
に全く力がなくなりました︒

耳は鳴り︑目は暗み︑︿略﹀︑からだ

八研1

さう思ってくれ給へ︒

今日からは働かないことにしたから︑

八㎜1園

︿略﹀︒

シヤチホコアリ︒

八968図 天守閣ニハ棟ノ爾端二金ノ
八968図 天守閣ニハ棟ノ黒身二金ノ
シヤチホコアリ︒

夕 日 ニ カ 寸 ヤ キ テ︑︿略﹀︒

八971図 其ノ高サ八尺五寸︑朝日・

ものにならない︒

皆これによるのである︒

八価5 うちはを造るにしても︑︿略﹀︑

︿略﹀︑皆これによるのである︒

八尋5 ︿略﹀︑時計を造るにしても︑

皆これによるのである︒

八二6 ︿略﹀︑家を建てるにしても︑

うちはを造るにしても︑時計

を造るにしても︑家を建てるにして

八鵬6

も︑皆これによるのである︒

八柳4圏︿略﹀︑母が私に︑お友だち

をお呼びなさい︑︿略﹀と申します︒

八柵1團く略V︑三郎さんを連れて︑

來る二十五日に︑亡母の三

お童黒黒にいらっしゃい︒

八病6國

回忌の法事を致します︒

父が今年八十八になりまし

頃までに︑お出でを願ひたうござい

八柵8囲 ︿略﹀︑どうか同日午前十時

ます︒

八丁4囲

︿略﹀︑古る二十五日に︑

たので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝を致した

八三5團

いと存じます︒

でを願って︑ほんの心ばかりの祝を

八佃5團︿略﹀︑お心やすい方にお出

致したいと存じます︒

八欄8国同日午前十一時までに︑ど

大將の父は長府藩主に仕へ

うぞ御随身を願ひます︒︑
ちやうふはん

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

八m3

が︑︿略﹀︒
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に一に

泣虫では︑第一藩主に劃しても申し

八m5 ︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

わけがない︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大將の父はうす暗い中

に 大 副 を 起 し て ︑︿略﹀︒

八川9

八擢1 泉岳寺には名高い四十七士の
墓がある︒

八襯4 大將の父は騒々義士のことを
大將に話してきかせて︑其の墓に参
詣したのである︒

ある︒

八 5 ︿略V︑其の墓に参詣したので

︿略﹀︑三度三度の食事に︑必

な 物 が あ る と 見 れば︑︿略﹀︒

八柵7 大將が何か食物の中にきらひ
八備8

ず其のきらひな物ばかり出して︑
︿略﹀︒

八餌1 其の爲︑大將には全く食物に
好ききらひといふものがないやうに
なった︒

好ききらひといふものがないやうに

八餌2 其の爲︑大將には全く食物に
なった︒

八桝5 大幸の一家は郷里へ聲ること
になった︒

︿略﹀︑馬やかごに乗らず︑雨

親と共に歩いて行った︒

八掴6

八餌7 其の時大將は︿略﹀︑母親と
共に歩いて行った ︒

八柵1 實に鐵は熱いうちにきたへな
ければならぬ︒

八価8 此の父母の下に︑此の家に育

此の父母の下に︑此の家に育

つた乃木大戸が︑︿略﹀︒

八衡8

黒きとばりにおほはれて︑

安

あらゆるものはやみとい

つた乃木大辛が︑︿略﹀︒

ふ

九14田圃
き眠に入れるなり︒

安

あらゆるものはやみとい

黒きとばりにおほはれて︑

九15図圏
ふ
き眠に入れるなり︒

九37団此のトラック島へ來てから
それに此の邊一帯の島々は

もう三月になるので︑︿略﹀︒

九44団

内地から來て先つ目につく

我が國の支配に乾してみるので︑
︿略﹀︒

九51國

のは植物で︑︿略﹀︒

鳥の羽に似た大きな葉が︑

鳥の羽に似た大きな葉が︑

幹の上の方に集ってついてをり︑

九54団

︿略V︒

九55圏

く略V︑其の葉の根本には︑

幹の上の方に集ってついてをり︑
︿略﹀︒

九55団

大人の頭ぐらみの實がすゴなりにな
︿略﹀︑大人の頭ぐらみの實

つてゐます︒

がすゴなりになってゐます︒

九56国

から

九57団實の中にはかたい殼があっ
く略V︑其の内がはに白い肉

て︑︿略﹀︒

九58団

まだ十分にじゅくしてみな

のやうなものがあります︒

九61団

又パンの木も所々に美しい

い實は︑中にきれいな水があります︒

九65國

林をつくってゐます︒

其の實は土人の一番大事な

食料で︑焼いて食べたり︑餅にして

九68団

珍しい植物は此の外にもま

食べたりします︒

九71囲

だたくさんあります︒

これ等の植物が思ふま＼に
︿略﹀︑美しい海底のありさ

茂ってみる檬子は實に見事です︒

九72国
九83国

まが手に取るやうによく見えます︒

何だかおとぎばなしの世界
にでもまよひこんだやうです︒

九87団

土人はまだよく開けてゐま
せんが︑性質はおとなしく︑我々に

九89囲

︿略﹀︑殊に近年我が國で學

もよくなつき︑︿略V︒

九810囲

おとうさんやおかあさんに

いつれ又近い中に便りをし

校をそここ＼に立てたので︑︿略﹀︒

九94團
ませう︒

九95団

やまとたけるの

し︒

九113工期

皇子は勅命を果して︑め

︿略﹀︑菅錘八枚︑敷皮八

すがむしろ

でたく都に図り給へ︒

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重

九115図

︿略﹀︑菅錘八枚︑敷皮八

すがむしろ

ね︑其の上に飛下り給へり︒

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重

九115図

ね︑其の上に飛下り給へり︒

九118図 ︿略﹀︑尊はつ＼がなく上纏

の國に着き給ひきといふ︒

づ︒

九1110図朝早く起きて︑井戸端に出

九1110図井戸に近き柿の木の︑日ま

しにのびゆく若芽のうす緑︑︿略﹀︒

九121図 ︿略﹀︑日ましにのびゆく若

中に入りてひよこの箱を

芽のうす緑︑見るに氣持よし︒

九124図

か＼へ出し︑︿略﹀︒

九125図く略V︑軒下なるかこひの中

綿毛に包まれたるひよこど

にひよこを放つ︒

九125図

ゑ

も︑︿略V︒
ぞ

よろしく︒
え

善行天皇の皇子日本武 九128図 妹は餌箱を持ちて︑とやの
みこと

親どりどもすぐに見つけて︑

下どりどもすぐに見つけて︑

妹は餌をつかみて︑わざと

まきちらせば︑︿略﹀︒

少しはなれたるきりの木のあたりに

九131図

其の足もとにむらがる︒

九129図

其の足もとにむらがる︒

九129図

前に來る︒

九910図

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ
て︑東國の方に下り給ひき︒

大風俄に吹來りて︑︿略﹀︒

九103図既に大海に出で給ひしに︑
其の時︑御供にしたがひ給
へる弟橘媛︑︿略﹀︒

おとたちばなひめ

九106図

われ皇子の御身代りとな
りて海に入り︑神の御心をなだむべ

九111池畔

に

一に
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九132図心・黒・うすかば色︑十幾
羽 の 鶏 一 つ に か たまり︑︿略﹀︒

九136図 ︿略﹀︑中なるひよこどもは
︿略﹀かこひぎは に 集 る ︒

さるにいそがしく︑︿略﹀︒

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑
ク︒

染色ガマハリノ物ノ色二念テヰルコ

中デモ面白イノハ︑或動物ノ

トデアル︒

九1510

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

九137図 毎日世話し居ることとてい
は一そうかはゆく思はる︒

︿略﹀︑容易二言ノ動物一一見ツ

シタガツテ敵ニオソバレル心
︿略﹀︑又コチラカラ敵ヲオソ

田一一住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉

九172

ホクキヨクグマ

九184

︿略﹀︑形マデマハリノ物二似

桑ノ五二居ルエダシヤクトリ

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

ハ︑︿略﹀︒

九185

ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

リデナク︑︿略﹀︒

テ︑髄ヲナ・メニツキ出スト︑形ガ

九186 ︿略﹀︑膿ノ後ノ端ヲ木津ツケ

桑ノ小枝二寸分合ハナイ︒

ト︑︿略V︒

九186 ︿略﹀︑膿ヲナ・メニツキ出ス

所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

九187 ︿略﹀︑形が桑ノ小枝一一回分違

ハナイ︒

リト呼ンデヰルノハ︑︿略V︒

九187

︿略﹀︑其ノ羽ノ表ノ方＝ハ美

九1810 又沖縄一一産スル木ノ葉蝶ハ︑

︿略﹀︒

シイ色ドリガアルガ︑︿略﹀︒

九191

九192 ︿略﹀︑裏ハ枯葉一一似テヰルノ

︿略V︑羽ヲトヂテサカサニ草

デ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

九199

木ノ枝二止ツテヰルト︑︿略V︒

︿略﹀︑枯木二移レバ枯木二似 九194

木ノ枝二止ツテヰルト︑︿略﹀︒

︿略V︑枯木二黒レバ枯木二士九194

移レバ枯木二似タ色ニナル︒

九1710

保護色ヲモツテヰル上＝︑其

タ色ニナル︒

九182

テ︑形マデマハリノ物二似テ見エル
モノモアル︒

九204

︿略﹀︒

又或動物ハ保護色トハ反封二︑

産スルカマキリノ⁝種デアラウ︒
リノ物二似テ見エルモノモアル︒
ラン
︿略V︑其ノ動物ノ姿勢＝ヨツ 九1910此ノ轟ハ主二蘭二心ツテヰテ︑

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ

九181

テ見エルモノモアル︒

︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ 九183

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同
ジヤウナ色事カハルモノモアル︒

︿略﹀︑ソレニツレテ同ジヤウ

ナ色＝カハルモノモアル︒

九173

北國＝住ム野ウサギや高山ノ
北演唱住ム野ウサギや高山ノ

上二居ル雷鳥ハ︑︿略﹀︒

九173
九174

上二曹ル雷鳥ハ︑︿略﹀︒
カツシヨク

九175︿略﹀︑夏ハ褐色デ︑枯葉ヤ
土ノ色＝似テヰルガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑冬ニナツテ雪が降りツ

又季節ニヨツテカハルクラヰ

モルト︑眞白瓜ナル︒

九175

九176

デナク︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

九178

色一一カハルモノモアル︒

居ル時ハ緑色デアルガ︑︿略﹀︒

田二住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉 九179 例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

ハ銀白デアル︒

ニハ︑︿略﹀モノモアル︒

物ノ色ガカバレバ︑︿略﹀︒

タ色ニナル︒

黄色ナ蝶山菜ノ花ニムラガリ︑ 九1710
サパク

白イ蝶ハ大根ノ七二集ル︒

九168

白イ年高大根ノ花二集ル︒

九167黄色ナ蝶ハ菜ノ花一一ムラガリ︑ 九179例ヘバ雨蛙ハ︿略﹀︑枯木二

＝宿ル雨蛙ハ緑色︒

九167

二宿ル雨蛙ハ緑色︒

九166

フノニモ都Aロガヨイノデアル︒

九164

配モ少ク︑︿略﹀︒

九163

ケラレナイ︒

九162

二見ツケラレナイ︒

リノ色ニマギレテ︑容易二他ノ動物

九143図 くだきたる貝殼を器に入れ 九162 保護色ヲモツテヰルト︑マハ
てあたふるに︑︿ 略 V ︒

九144図 ︿略﹀︑これには餌の時のや
うに集らず︒

九145図 とやの内に入りて見るに︑
︿略﹀︒

わら
九145図︿略﹀︑敷藁の中に見事なる
卵二つころがれり︒

九146図 昨日の午後に産みたるなる
べし︒

九147図 妹の置きて行きたる餌箱に
入 れ て 持 変 り ︑ ︿略﹀︒

九148図 ︿略﹀︑茶の間の戸棚の中に
しまふ︒

ば︑鶏の事は総べて之に記入し置く

九151図 ︿略﹀︑日記をも渡されたれ
なり︒

デ︑︿略﹀︒

九152図 朝飯を終へて︑妹と共に學 九168 沙漠地方田居ルラクダハ灰色
校に行く︒
校に行く︒

九152図 朝飯を終へて︑妹と共に學 九169 ︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊

︿略﹀︒

九152図出がけにとやの方を見れば︑ 九171 保護色ヲモツテヰルモノノ中

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ

九154図 ︿略﹀︑めんどりはせはしげ 九171 ︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ
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マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ
ナ墨色ヲモツテヰル︒

︿略﹀︑其の上政治上の事で

度々殿檬に上書した爲︑︿略﹀︒

九237園

︿略﹀︑國家の爲に︑此の學

問を大成するのがお前の役目だ︒

九268園

九238園︿略﹀︑其の上政治上の事で

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

十六のお前が︑旅費も乏し

九207 コレ等短大テイ他ノ動物ノ恐
度々殿様に上書した爲︑役人ににく

九2610園

レル武器ヲソナヘ テ ヰ ル カ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

く略V︑父の此の願だけは︑

しかと心にとめて置いて︑︿略﹀︒

く略V︑あの毎日見舞に來て 九272囹

少年はてつびんの湯をついで
老人は一口飲んで横になった︒

其の本については︑後に又

りっぱな學者を先生にして︑一心に

それにはわたしが死んでも

學問をはげむがよい︒

九274園

國へ餓らずに︑すぐに江戸へ出て︑
︿略﹀︒

九274囹︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑
︿略﹀︒

にして︑

一心に學問をはげむがよい︒

︿略﹀少年は︑固い決心を顔

みた少年は︑︿略﹀︒

九278

︿略V︑僧家の爲に富源を開嚢
︿略﹀農學は︑︿略﹀︑信淵に

世界一といはれるナイヤガラ

︿略﹀︑其の壮観はとても筆や

物すごいひびきは萬雷の如く︑

口にはつくされません︒

九299

瀧は︑落口にあるゴート島と

︿略V︑器に盛った水が波紋をゑがく

程です︒

九2910

瀧は︑落口にあるゴート島と

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九2910

瀧は︑落口にあるゴート島と

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

右にあるのがアメリカ瀧︑左

右にあるのがアメリカ瀧︑

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九301

九301

︿略﹀︒

瀧の上手にかけた石橋を渡り︑

にあるのがカナダ瀧で︑︿略﹀︒

九302

︿略﹀︒

九309

行って︑︿略﹀︒

九3010 ︿略﹀︑木立の深いゴート島に

だらく坂を登りきると︑道

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に壮

九316 殊に遊覧船に乗って︑︿略﹀︑

快です︒

明るい︒

九323

︿略﹀爾がはの木立も︑まだ

だのも見える︒

並んで︑春蘭のつぼみのふくらん

しゅんらん

九324 ︿略﹀︑やぶかうじの赤い實に

ふくらんだのも見える︒

しゅんらん
そばには︑ ︿略﹀︑ 春蘭のつぼみの

其所の木のかげ︑此所の石の

若葉だけに︑下草まで見えるぐらゐ

九322

は低いみねつたひになる︒

これは今から百三十年ばかり 九3110

にあらはして︑實行をちかった︒

九297

の逆境にあります︒

の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと

九294

至って大成したのである︒

九291

することが甚だ多かった︒

九288

起つた事で︑︿略﹀︒

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

しもつけ

︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民 九2710
︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

わたしも此の精神にもとつ
︿略﹀︑いろくの差支があ

しかしわたしの四十年の骨
だでなかったと思ふ︒

折は︑農學の進歩の爲には決してむ

九266園

つて︑實行が出帆ずにしまった︒

九264園

いて︑︿略﹀︒

九262囹

の爲につくすといふお考は︑︿略﹀︒

九2510園

の爲につくすといふお考は︑︿略﹀︒

九259園

言聞かせるが︑︿略V︒

九258園

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

九257圓此の方々のお書きになった 九277 目に涙を一ばいためて聞いて

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

九256南幌の方々のお書きになった 九275園 く略V︑りっぱな學者を先生

九247

老人にす＼めた︒

九246

する爲に︑此の山中へ來たのである︒

良したり︑新しい空山を開いたり

く略V︑此所の銅の製法を改
くわう

くれる門人たちに頼まれて︑︿略﹀︒

九241園︿略﹀︑あの毎日見舞に來て 九273園それにはく略﹀江戸へ出て︑

くれる門人たちに頼まれて︑︿略﹀︒

九2310園

もあらう︑︿略﹀︒

︿略﹀︑悪味や悪臭ノ

まれて︑︿略﹀︒

例ヘバ

之一一近ヅカウト ス ル モ ノ ガ ナ イ カ ラ ︑
︿略﹀︒

九212
アル蝶ノ羽一一ハ美シイ色ドリガアル

︿略﹀の老人が︑︿略﹀︑十五

︿略﹀︑ふとんの上に起直って︑ 九242囹

ヤウナモノデアル ︒
九217
︿略﹀︒

九218

六の少年に︑熱心に何か言聞かせて
みる︒

あんどん

九219 少年はひざに雨手をついて︑
︿略V聞いてみる ︒

の光はうす暗く︑︿略﹀︒

九221 まくらもとに置いてある行燈

を盛にするにあるとお氣づきになつ

九225園 ︿略﹀︑國利民福の本は農業

くわんあん

︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

て︑︿略V︒

九226園

︿ 略 ﹀ と お 氣 づ きになって︑︿略﹀︒

九226園︿略﹀︑始めて農學をお修め
になり︑りっぱな書物もお書きにな
つた︒

九227囹 ︿略﹀︑りっぱな書物もお書
きになった︒

九228園︿略﹀︑二代つゴいて︑其の
お 志 を お つ ぎ に なり︑︿略﹀︒

九236園 しかし思ふ程に仕事は出來
ず︑︿略﹀︒

に一に
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く略V大口脛砲の威力に封
︿略﹀︑正義の念と愛重の情

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

九367図

しては︑︿略﹀︒

九327 ︿略﹀道が︑足もとからうね 九366園

くとつ〜いて︑やがて茂みの中に
︿略﹀十時過ぎの日かげが︑

かくれてしまふ︒

九3210

した顔を出したが︑︿略﹀︑急にまた

レマン將軍も︑︿略﹀︑ドイ

たるを︑︿略﹀︒

子をうしなひ給ひつる
何にぞ︒

閣下の心如

に︑死所を得たるを喜べり︒

九423圏園二人の我が子それぐ

軍のおきてにしたがひ
好音たえし砲塁に ひら

飲料水＝不自由ナキ土地ニ

めき立てり︑日の御旗︒

九437図工

つト

て︑他日我が手に受領せば︑︿略﹀︒

九433図魍圏

トセヨ︒

︿略﹀︒

九451図
九451図

︿略﹀︑其ノ物が人ノ爲一一有
用ナルト︑︿略﹀︒

カクノ如ク物二債アルハ︑

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九452図

又コ・一一一匹ノ馬アリテ︑

如クニ得ラレザルト＝ヨルナリ︒
九453図

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑
︿略V︒

︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ
馬が他人ノ手一一渡ランコトヲ恐レテ︑

九454図

︿略﹀︒

之二反シテ︑同ジヤウナル

馬五匹アリ︑︿略﹀︑買ハントスル人

九458図

タぐ一人ナルトキハ︑︿略﹀︒

一昨日海軍のにいさんが︑

僕は︿略﹀︑精米會社へお使

販社では︑︿略V︑四五人の若

お返事をお渡しした後で︑お

九517圏︿略﹀︑始は近在の小費店へ︑

二の年だつたさうだ︒

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

九514惹く略V︑此の町へ始めて奉公

九5010園 お前にもさう見えるかね︒

︿略﹀︒

とうさんに﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑

九506

ゐました︒

い人々がぬかだらけになって働いて

九502

に行って來ました︒

九4910

御ほうびを下さるのだ︒

いものが︑めいくの骨折に回して︑

九485団園 ︿略﹀︑土といふありがた

れました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんにほめら

九478團私は響くばりをして︑

にぎやかでした︒
なへ

九476團 ︿略﹀︑植手が八人になって︑

休暇でお蹄りになったので︑︿略﹀︒

きうか

九475團

ナリ︒
九431図翻園 厚意謝するに鯨りあり︒
起れるガスの爲に︿略﹀︒
ばく
九371図 レマン將軍も︑火面の爆獲 九432図翻園 軍のおきてにしたがひ 九472團 ︿略﹀︑山田の高い所まで一
ちつ
息に植ゑることが出直ました︒
て︑他日我が手に受領せば︑︿略﹀︒
によりて起れるガスの爲に窒息し居

九466図 スナハチ物ノ債ノ高下ハ︑
九429図蟹園 我に愛する良馬あり︒
も︑︿略﹀︒
若葉の色を下に投 げ る の か ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
けん
ばく
り す
九338 ︿略V︑栗鼠が一匹︑けろりと 九3610図 く略V︑火留の図面によりて 九4210図韻園 今日の記念に漱ずべし︒ 主トシテ需要ト供給トノ斜面ニヨル
穴にかくれてしまった︒

九339 道がだんく上りになったと
見えて︑︿略﹀︒

られたり︒

九373図

アリテハ︑︿略﹀︒

アリテハ︑︿略﹀︑水ヲ買フナドトイ

九4310車線飲料水二不自由ナキ土地ニ
フハ︑思ヒモヨラヌ事ナリ︒

ほりょ
後日レマン將軍が捕虜とし

てエンミッヒ全軍の前に引出されし

レマン国軍の目には涙あり

いや︑それには及ばん︒

くつれ残れる民

二

カクノ如ク物二身アルハ︑

おほめにあづかって恐れ入 九唱7図 例ヘバコ・二一ツノ石アリ
やがてレマン国軍は︑萬感
︿略﹀︑かすかにふるふ手に

九389園

庭に一本なつめの木︑

九392図

帯劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

九387図

胸にみちて︑︿略﹀︒

九386図

る︒

九382園

時︑︿略﹀︒

九375図

病院に送られたり︒

レマン將軍も︑︿略﹀︑三十 九4310図

ツ兵に襲見せられて︑野天病院に送

︿略﹀︑谷のこずゑこしに︑遠 九372図

い湖がちらくと見えて來た︒

九3310

九341 空ははてもなくすんで︑所々
にちぎれ雲が飛んでみる︒

し い こ ず ゑ の 色 は︑︿略﹀︒

九342 みねからすそにかけての若々
九343 ︿略﹀ こずゑの色は︑強い日
光を浴びて︑一面に煙ってみる︒
ひたひの汗をふい て み る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九344 道端の切りかぶに腰かけて︑

九345 ︿略﹀︑そよくと吹く風につ

れて︑若葉のにほひがひしくと身
にせまって來る︒

九346 ︿略﹀︑若葉のにほひがひし

くと身にせまって彩る︒
九354 ︿略﹀つめたいのを二三ばい

き︒

︿略﹀︑

いまぞ相見る二曹軍︒
とロつ
此の方面の戦闘に

九4110図圃園

屋に︑

九3910図圏

弾丸あともいちじるく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大きな青大將が︑︿略﹀︑ 九398五韻

つゴけ様に飲んで み る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
九356

のろのろと草の中にかくれて行く︒
えうさい

九362図 リエージュの要塞に立てこ
もりたるベルギーの勇將レマンは︑
︿略﹀︒
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毎日融々︑降っても照っても︑おろ

︿略﹀︑其のつらさはとても

しに歩き廻ったものださうだが︑
︿略﹀︒

十年鯨りもしんばうして︑

お前たちにわかるものではない︒

九518囹
九5110園
︿略﹀︑三十ぐらみの時︑年

やうく一人前の番頭になり︑︿略﹀︒
九522園

來の貯金と主人からもらった金を資
本にして︑小さい米屋を始めた︒
︿略﹀ ︑ 十 年 も た ＼ ぬ 中 に ︑

町でも屈指の財産家となった︒

九525囹

九526園 さうして人々に推されて︑
町の銀行の頭取になった︒

九527園 さうして人々に推されて︑
町の銀行の頭取になった︒

九535囹 社長さんが銀行の頭取にな
つてからちゃうど 十 年 目 の 秋 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑銀行が破産しなけれ

けれども社長さんは︑それ

長屋に移ってしまった︒

九543園
を少しも苦にしないで︑︿略﹀︒
九5410園︿略﹀︑社長さんは︑﹃︿略﹀︒﹄

︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑

といって︑夜を日についで働いた︒
九552園

︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑

夕方には必ず空になるといふ景氣︒
九552園

夕方には必ず空になるといふ前景︒

九554園︿略﹀︑一軒二軒と得意先を
まして行って︑後には表通へ店を出

る︒

九571

︿略﹀︑落手で根本の所をつか

んで︑打皇にぱたくとた㌦きつけ
︿略﹀︑董の先についてみる穗

ると︑︿略﹀︒

九572

が︑︿略﹀︒

︿略﹀穂が︑敷いてあるむし
︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

ろの上に面白いやうに飛散る︒

九573
九574

後の山がだんだん低くなるに

いと投げて︑又新しい束を取る︒

つれて︑︿略﹀︒

九576

鶏が妾のこぼれを食ひに側て

は︑追はれて逃げて行く︒

九606

まれてるた軍艦の壮大な姿が︑︿略﹀︒

九608 ︿略﹀︑今まで軍港のやみに包

軍艦の壮大な姿が︑だんくにあら

九609東の空が明るくなると︑︿略﹀

はれて誤る︒

ばうゑん
︿略﹀︑其のそばには︑望遠

九6010 艦橋には當直將校の姿が見え︑

︿略﹀︒

舷門には︑銃を手にした番兵

鏡を持つた信號兵が遠くを見張つ

きやう

九6010

てるる︒
げん

げん

が近くを警戒してみる︒

正一も大分役に立つやうに 九612
なったなあ︒

︿略﹀︑後には表通へ店を出 九578囹

すまでになった︒

九555園
すまでになった︒

かたづきます︒

が近くを警戒してみる︒
しよう

九556浮く略V︑六十五六の時にはも 九581園 おかげで今日中には大がい 九612 舷門には︑銃を手にした番兵
う齢程の財産が出來た︒

︿略﹀︒

副長もはや上甲板にあらはれ

これから號令が雨のやうに下

る︒それにつれて︑︿略V︒

九6210

て︑︿略﹀︒

九619

ふく

拝する︒

﹁一員起し五分前︒﹂と當直写校に報

そこで間もなく片手間に精 九587 庭に敷きつめたむしろの上に︑ 九617 ︿略﹀︑時鐘番兵が︿略﹀︑

米所を始め︑︿略﹀︒

九557園

︿略﹀︒

九588

︿略﹀︑黄色い委の穗が一面に

黄色い変の穂が一面に廣げられて︑

そこで間もなく片手間に精 九587 庭に敷きつめたむしろの上に︑

︿略﹀︑追追に大きくして︑

米所を始め︑追追に大きくして︑

九558園

︿略﹀︒

ばならぬ事になった︒

九537園

九537園 世間にはこんな場合に︑な

九558園

弄する︒

とん

九638

︿略﹀︑千数百人の乗員が號令

せい
敷分の内に艦内はすっかり整

其の様は︑如何にも目ざましい︒

にしたがって︑規律正しく活動する

九636

場所に納められる︑︿略﹀︒

︿略V︑黄色い妾の穗が一面に 九631 ︿略﹀︑つり床は正しく一定の

廣げられて︑︿略﹀︒

正一のうちの人たちに手つだ
ふり上げた棒の先が︑強い日

後甲板にはせ集って︑︿略﹀︒

庭のすみにはほうせん花が眞 九644 ︿略﹀︑はだしのままの水兵が
赤に咲いてみる︒

九604

光にきらりくと光る︒

九595

ひもまじって︑︿略﹀︒

九589

にかゴやいてみる︒

廣げられて︑まぶしいやうな夏の日

お父さんはく略﹀﹁︿略﹀︒﹂と 九588

僕は今日其のえらい社長さん
︿略﹀︑庭にすゑた打皇の前に

正一の家でも︑親子三人︑庭
後には萎の束が山と積んであ

にすゑた打塁の前に並んで︑︿略﹀︒

九568

並んで︑妾を打ってるる︒

九568

に會って覧たのだと思ふと︑︿略﹀︒

九561

お話しになりました︒

九5510

あんなりっぱな會社にしたのだ︒

るたけ自分の駈落を轟くしょうとす
る者もあるが︑︿略﹀︒

九538囹 世間にはこんな場合に︑な
るたけ自分の負櫓を輕くしょうとす
る者もあるが︑︿略﹀︒

しでも他人の負措を輕くしょうとし

九539園︿略﹀︑あの人は反封に︑少
て︑︿略﹀︒

九541園 さうして全く無一物になつ
て︑︿略﹀︒

九542園 く略V︑親子三人町外れの裏 九569

に一に
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す

の

昔は一面の荒野であったが︑

間もなく西那須野に着いた︒

九688園

紅葉と温泉で名高い塩原へ

こそ

た︒

僕は眠くなったので︑それか

にある︒

九728

︿略﹀衣川は︑すぐ此の先 九754 青々とした波の上に︑嵩々と

ころも

青々とした波の上に︑嬉々と

白帆が浮んでみるのは︑︿略V︒

淺轟近くになると︑汽車が海

岸を走るので︑︿略﹀︒

九759

下北半島だ︒

九757園海の向ふに遠く見えるのが

り見て來た目に殊さらうれしかった︒

白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか

其の中に汽車は山の間を出て︑ 九756

其の中に汽車は山の間を出て︑

大きな川の見える所に出た︒

九729

汽車は此の邊からあの川に

大きな川の見える所に出た︒

九7210園

もりをか

つがる

遠くにはかすかに津輕半島が

横たはり︑︿略﹀︒

九7510

るやうに見えた︒

停車場にはいる手前でまた北 九7510 ︿略V︑陸奥湾の風光が手に取

午前八時盛岡に着いた︒

ついて︑北へくと走るのだ︒
九733

︿略﹀︑遠く左に見えるかくか

などもあって︑︿略﹀︒

あのふもとに有名な小岩井 九761 ︿略﹀︑近くには形のよい島々

つ

午後二時二十分︑汽車は青森

北海道に渡る人は︑停車場に

︿略﹀︑停車場に凹いた乗船所

から汽船に乗るのである︒

九766

る︒

績いた乗船所から汽船に乗るのであ

九765

に着いた︒

九765

︿略V︒

北上川は︿略﹀︑いよくせ 九763 叔父さんのお話によると︑

ひえ

山畑に稗の作ってあるのも珍

︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花
む

陸中と陸奥との境にある幾つ

へ

ぢ

九7410此の邊から野並地あたりまで
の間には︑所所に放し飼の馬の群れ
てるるのが見えた︒

私は叔父さんに連れられて宿

に着いた︒

九767

私は叔父さんに連れられて宿

に着いた︒

九767

たやうな氣がしないね︒

︿略﹀︑所所に放し飼の馬の群 九7610園 ︿略﹀︑そんなに遠い所に來
れてるるのが見えた︒

九751

船に乗るのである︒

︿略﹀幾つかのトンネルを 九766 北海道に渡る人は︑︿略﹀汽

かのトンネルをく〜ると︑︿略﹀︒

九748

のまばらに見えるのも面白い︒

九747

しく︑︿略﹀︒

九746

しまった︒

まくなって︑とうく谷川になって

九746

農場があるのだ︒

九742園

うのよい山を指さして︑﹁︿略﹀︒

九738

上川を見たが︑︿略﹀︒

︿略V︑私がゆめの中に通過し 九733

都をば︑かすみと共に
秋風ぞ吹く︑白河の

︿略﹀︑此の關所は濱街道の

九7010園
時で︑︿略﹀︒

﹁松島は︒﹂﹁︿略﹀︒蹄りに

︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

こんじき

たかだち

の

くゴると︑廣い原野がだんくに開

あの上に名高い金色堂があ 九749
ひかり

光りに光りかゴやいてみたさうだ︒
さや
八百年前の建物で︑今も鞘
よしっね

義纒の居た高館のあとも右
手に見えたはずだが︑︿略﹀︒

九724圏

堂の中に其のま＼保存されてみる︒

九722囹

九7110園光堂ともいって︑昔は金 けて來る︒

る︒

九719園

しゃつた︒

える山を指さして︑天略﹀︒﹂とおつ

九718

見物して行かう︒﹂

九715囹

仙毫に着いたのは午前の三

勿來の關と共に︑有名なものであっ

な

九708囹

關︒

立ちしかど︑

九705図圃園

た騨々のお話をうか曳つた︒

九701

ら直にねてしまった︒

九692

行くには︑此所で下りるのだ︒

今は方々に町や村が出來てるる︒
しほばら

九689園

九686

光見物に來た時のことを思ひ出した︒

九651 水兵はく略V︑身輕な姿とな 九684 ︿略﹀︑何時かおかあさんと日 九727園
つて分隊毎に甲板洗を始める︒

九653 下士官が︑︿略﹀海水を︑桶
其の中に上陸員が蹄艦する︒

に汲んではどんく流すと︑︿略﹀︒
九6510

九662 火縄一本の煙草ぼんのまはり
に は ︑ 人 の 山 が 出來て︑︿略﹀︒

九668 午前八時になると︑艦尾の旗
竿に軍艦旗があげられる︒

九668 午前八時になると︑艦尾の旗
竿に軍艦旗があげられる︒
︿略﹀︑皆姿勢を正して︑軍艦

旗に敬禮する︒

九672

九672 朝日にか曳やく軍艦旗が︑
︿略﹀︒

九673 ︿略﹀軍艦旗が︑海風にひら

くんれん

めきながら︑しっくと上って行く
様は︑︿略﹀︒

九676 ︿略﹀乗員は︑これから訓練
に取掛るのである︒

九678 午後六時︑叔父さんと一所に︑
︿略﹀︑上野騨から青森行の列

上野騨から青森行の列車に乗った︒
九679
車に乗った︒

九681 汽車が進むにつれて︑關東平

野はだんく夜の景色にかはって︑
︿略﹀︒

九682 ︿略﹀︑關東平野はだんく夜
の 景 色 に か は っ て︑︿略﹀︒

﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

う つのみや

九683

何時かおかあさんと日光見物に來た
時のことを思ひ出した︒
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九781 さうして大急ぎで學校道具を
かばんにしまひ︑︿略﹀︒

九782 ︿略﹀︑めいく身輕になって︑
校舎の後の菜園に集った︒

九782 枯れか＼つて一面に黄色にな
つ た じ ゃ が い も 畑を︑︿略﹀︒

九788 皆は一せいにほりにか﹂る︒

九788 僕はわり合にしっかりしてゐ
る 一 本 の 董 を 握 って︑︿略﹀︒

九792 ︿略﹀白茶色の玉が︑じゅず
つなぎになってころくと出て來た︒

九807図圃萱野工場と筆太に︑小
屋根に上げし看板がく略V︒

九808一算 ︿略﹀看板が 往來の人
の目につきて︑︿略﹀︒

九815二期 ︿略﹀廣き工場の片すみ
に︑ 安ちいさんはせぐくまり︑
︿略﹀︒

ろう
九8110図圏
店 に飾れる石燈籠︑︿略V︒
からし ぎ

玉を ふ く め る こ ま 犬 も ︑

九823図圃ｪ﹀︑ ぼたんにくるふ
唐獅子も︑

︿略﹀︒

毘沙

柔き工場にた買

九糾8図 信吉の家にては︑夕飯後庭

門天を刻みみき︑ く略V︒

一人︑ 安ちいさんは一心に

九843図團 ︿略﹀︑

︿略﹀︒
石屋の前を通りしに︑

九836圏囹何時頃までに出弾ますか︒
九841図圏今朝遠足にとく起きて︑

果たへて︑

九828図圃ちいさん今年六十の 坂
を越えたる足もとに︑ 大いなる石

︿略﹀︒

、〈

先に涼み皇を出して︑︿略﹀︒

にいさん︑空にはあんなに

いろくと星の説明を求めたり︒

九851図信吉はく略V兄に向ひて︑
九853園
たくさん星が見えますが︑︿略V︒

しかし地球が廻るために︑
︿略﹀︑我々の目には動くや

我々の目には動くやうに見える︒

九855囹
九856囹

どの星かを見おぼえて置い

うに見える︒

九857園

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣
つて見えるから︒

星がそんなに位置の下るも

のなら︑目當にならないでせう︒

九861園

いや︑何月何日の何時には︑

何所に何星が見えるといふ事が︑學

九863園

︿略﹀︑何所に何星が見える

問上ではわかってみるから︑︿略﹀︒

九863園

になって︑七つの星が並んでみるの
が見えるだらう︒
え

﹁︿略﹀︒﹂と頼みたり︒

九907図信吉は傍なる姉に向ひて︑

︿略﹀︑ジュノーといふ神様

カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

ノーに形を攣へられたおかあさんの

九919園此の大熊こそは︑先にジュ

カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

ノーに形を攣へられたおかあさんの

九918囹此の大熊こそは︑先にジュ

︿略V︒

はく略﹀︑狩人になりましたが︑

九917園其の中に︑子供のアルカス

りましたが︑︿略﹀︒

はだんく大きくなって︑狩人にな

九916園其の中に︑子供のアルカス

ました︒

がく略﹀カリストを熊にしてしまひ

九915園

から︑︿略V︒

九879園あの柄でない方の端にある 九9010囹私も齢節前に膨んだのです
二つの星を結びつけて︑︿略V︒

︿略﹀︑今結んだ二つの星の

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九882園

︿略﹀︑あの星を本にして︑

かなり大きい星があるだらう︒
九888園

︿略﹀︑あの星を本にして︑

すぐに北極星を見つける事が出來る︒
九888園

すぐに北極星を見つける事が出來る︒

九891園あ﹂︑あの一番高い杉の眞
それにあの星は何時も眞北

上の所にあるのが北極星でせう︒

九892囹

︿略﹀︑道に迷った時などに

に居るから︑︿略V︒

九893園

︿略﹀︑道に迷った時などに

もすぐ方角を知る事が出限る︒
九893園

西洋では昔から︑あの七つ

︿略﹀︑北斗七星と其の近所

小熊座と大熊座について︑

九932図

ところがめぐみ深いジュピ

おや︑北斗七星が半分杉林

信吉は兄と姉とに謝して︑

信吉は兄と姉とに謝して︑

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

九932図

にかくれてしまった︒

九927園

なさったのださうです︒

へ連れていって︑大熊座と小熊座に

九925園 ︿略﹀︑すぐに親子の者を天

子の者を天へ連れていって︑︿略﹀︒

ターといふ神様が︑︿略﹀︑すぐに親

九924園

ををかさせてはならぬ︒

にいさんく︑あの北極星 九923園 あのアルカスに親殺の大罪

もすぐ方角を知る事が出要る︒

がひしゃくの柄の先になって︑もう

それに︑たくさんの星の中 九898園

といふ事が︑︿略﹀︒

一つ︑小さい北斗七星のやうなもの

九865園

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

九906囹

して︑︿略﹀︒

の星を一しょにして大熊の形を想像

九903園

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

の星と其の近所の星を一しょにして

九902園

が出來てるますね︒

らないのがあるから︑︿略V︒

でも︑あんなにたくさんあ
る星ですもの︑それを見つけるのに

九871園

﹁︿略﹀︑それを見つけるの

大罪でせう︒

九872園

に大玉でせう︒﹂﹁それにはまた都合
のよい事がある︒

上の所に︑︿略﹀︑七つの星が並んで

九875囹あれごらん︑向ふの杉林の

面白い昔話があるはずだから︑ねえ
く略V︑ひしゃくのやうな形 さんに聞いてごらん︒

みるのが見えるだらう︒

九876囹

」
」
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樂しく其の夜のゆめに入れり︒

九936 ︿略﹀岡田さんが旅行からお
︿略﹀︑今日にいさんと二人で

図 り に な っ た と 聞いて︑︿略﹀︒

九937
遊びに行きまし た ︒

九938 ちやうど岡田さんは四五人の
お友だちに︑白馬登山のお話をなさ
つていらっしゃる所でした︒

こんがう

山の上に居るやうな氣持になって聞
きました︒

の

と

るかに浮ぶ能登半島︑︿略V︒
しゃくしだけ

・白山など︑いつれおとらぬ

九998

な す
おかあさんと茄子をもぎに出

九槌4

其の隣の畠にしやうがが︑

風に動かしてみる姿は︑︿略﹀︒

九梱1

二百十日中無事に越した田に

美しい︒

︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも

九984園 ︿略﹀︑眼前には杓子岳や 九㎜5
鑓岳がぬっとそびえ︑︿略﹀︒
やりがだけ

やりがだけ

︿略﹀

九985園︿略﹀︑遠くには槍岳・
高山が︑︿略﹀︑互に雄姿を競ってゐ

せり
やがておもだかの董や芹の葉

は稻の穂先がもう大分重みを見せて

九日10

ざるを持つた子供が︑川下の
空には赤とんぼが幾つともな
︿略﹀︑井戸端の柿の木に柿が

く飛んでみる︒

九型9

方に集ってさわいでみるのは︑︿略V︒

九捌7

などにっかまって︑︿略﹀︒

九川5

みる︒

︿略﹀︑いつれおとらぬ高山

ます︒

九987園

が︑南から西へ連なって︑互に雄姿

︿略﹀︑戸隠連山は東北の

を競ってゐます︒
とがくし

九989囹

方に︑呼べば答へるばかり近くそば
富士山も︑晴れた日には︑

だってゐます︒

︿略﹀︑井戸端の柿の木に柿が

すゴなりになってみるのが目につく︒
九湿1

︿略V柿がすゴなりになって

すゴなりになってみるのが目につく︒

九重1

みるのが目につく︒

まだ青いが早く甘くなるたち
だから︑もう直に食べられる︒

︿略V︑もう夕方になったので︑ 九倣3

午後には弟と天神山へきのこ

北風は︿略﹀︑見るからに強

ラッパのひgきや大砲の音に︑

︿略V︑北風は︿略﹀︑砲弾の

︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

兵士たちはめいく馬のそば

月が西の空にうす白く残り︑

利口な北風はすぐそれに氣が

中尉はひらりと北風にまたが

中尉は︿略﹀︑﹁おい北風︑今

り頼むよ︒﹂と︑まるで人間に言ふ

日は大分手ごたへがあるぞ︒しっか

魚価5

つて︑︿略﹀︒

竜脳10

ついた︒

九悩8

りと置いてみた︒

九脳5 ︿略﹀︑野には朝つゆがしっと

︿略﹀︒

九悩4

に立って︑︿略﹀︒

九悩3

テントの前に︑列を正して並んだ︒

九悩2 ︿略﹀︑北風は︿略﹀︑露螢の

に︑︿略V︑列を正して並んだ︒

九樹2

くともせずに勇ましく活動した︒

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び

九鵬9

北風の心は先づ勇みたつ︒

九鵬4

九佃3 ︿略﹀︑戦場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

したがって戦地へ向つた︒

九欄1 ︿略﹀︑北風も︿略﹀︑主人に

さうな軍馬である︒

九槌7

取りに行くのだ︒

午後には弟と天神山へきのこ

取りに行くのだ︒

九髄4

たついでに︑︿略﹀︒

な す
おかあさんと茄子をもぎに出

︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

向ふの畠には︑たうのいもが
作ってある︒

九欄2

そを日にさらしてみる︒

言って残して置いたのが︑︿略﹀︑へ

九柵1

︿略﹀︒

たついでに︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

︿略﹀︑山の上に居るやうな氣 九998

持になって聞きました︒

九981
︿略﹀︑山の上に居るやうな氣

持になって聞きました︒

九981

頂上に立って四方をながめ

た景色は︑全く雄大です︒

九982園
もやの底にかすかに見える

越中の平野︑︿略﹀︒

ゑつちゆう

九9410蜂蜜は二一二町︑長さは一里に 九983園
近く︑︿略﹀︒
とび

杖や鳶口を力に︑此の坂を登るので

九956園︿略﹀︑石づきの付いた金剛 九984園 く略V︑日本海の波の上には 下欄4 ︿略﹀︑大きな葉をゆらゆらと
す︒

九957囹 ︿略﹀手などは︑何時の間
にかつめたくなってしまひます︒

九958園下山の時には︑木の枝など
そり

を権にして︑此の雪渓をすべって下
る人があります ︒

そり
九959園︿略﹀︑木の枝などを権にし
て︑︿略﹀︒

九9510園 僕も其の通りにして見まし
たが︑︿略﹀︒

九966園 お花畠は雪渓を登りつめた
所にあります︒

さうです︒

︿略﹀︒

九994

さうです︒

白雲の上にかすかに見える事がある

九991囹

富士山も︑晴れた日には︑

白雲の上にかすかに見える事がある

九971園 あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑ 九991園
︿略﹀はひ松の 間 に 居 る の で す ︒

九975 お話が頂上のながめに移ると︑
いよくはずんで断て︑︿略﹀︒

九978 ︿略V︑岡田さんは目の前に見

︿ 略 ﹀︑僕等も何時の間にか︑

てるるやうな様子で説明なさるので︑
︿略﹀︒

九9710
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やうに言った︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価6 北風は︑主人の手がかうして
つたから︑︿略﹀︒

九鵬5 敷分の後には︑北風はもう列
の先頭に立って進んでみた︒

多紀6 敷分の後には︑北風はもう列
の先頭に立って進んでみた︒

象亀8 其の日の戦は果して今までに

いがあちらにもこちらにも重り合つ

九価8囹私には妻も子も有りません︒

九備7國國

︿略﹀︑又八月十日置威海

何の爲にいくさには御出
何の爲にいくさには御出

でなされ候ぞ︒

九柵7國団

りきとのこと︒

衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

九描5國団

の海戦にも出ず︑︿略﹀︒

聞けば︑そなたは豊島沖

九備4圓団

︿略﹀︑人馬の死がいがあちら

てるる︒

九佃9

︿略﹀︑人馬の死がいがあちら

にもこちらにも重り合ってみる︒
九欄9

主人の姿を見つけると︑静か

にもこちらにも重り合ってみる︒

九柵3
中尉はあをのけになって倒れ

に其のそばに立止った︒

九柵4

でなされ候ぞ︒

九備9國国村の方々は︑朝に夕にい
ろくとやさしく御世話下され︑

さうして之に合はせるやうに︑

てるる︒

︿略﹀︒

仁川3

︿略﹀︑一思高く天に向っていな＼い

なくはげしかった ︒

た︒

︿略﹀︒

九備10図団囹

將校も兵士も皆一つになつ

出されて︑︿略﹀︒

九情5圏団
︿略﹀︒

︿略﹀︑自分の職務に精を出

﹃

命を捨てて君恩に報い
おかあさんは︑﹃︿略﹀︒﹄と

言ってゐられるが︑まだ其の折に出

九佃9園

よ︒﹄

九佃8園

すのが第一だ︒

九佃7園

て働かなければならない︒

九佃6園

まん
八幡様に日参致し候も︑

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

九柵3國団母は其の方々の顔を見る

由なる事もあらん︒

くさに出でし事なれば︑定めて不自

一人の子が御國の爲い

ろくとやさしく御世話下され︑

九恥9圏団村の方々は︑朝に夕にい

九期1 谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

︿略﹀︑又自分の最愛の主人に
︿略﹀︑一聲高く天に向ってい

中尉の顔には満足らしいゑみ
︿略﹀︑來週學校にて話し

7圏団先日遊びに上り候節御約
近き中に頂きに上りたく
近き中に頂きに上りたく
早速御見舞に参上致した
軍人となって︑いくさに出
有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九悩9園

く存じ候へども︑︿略﹀︒

九佃7圓囲

候に付き︑︿略﹀︒

九鞭9心地

候に付き︑︿略﹀︒

九麗9國団

束致し候三毛の子猫︑︿略﹀︒

九

方の時間に話し︑︿略﹀︒

九章2國圏

が浮んだ︒

上川5

な＼いた︒

九川5

味方の勝利を語るやうに︑︿略﹀︒

仁川4

古柳3 味方は其の正面から眞一文字
に進んで行く︒

︿略﹀︑其のまはりにむらがる

る者はない︒

九柳6 それでも誰一人敵に後を見せ
九研9
人かげが見えて來る︒

九佃4 中尉は始終先頭に立って進ん
でるたが︑︿略﹀︒

九佃2 と︑たづなが急にゆるんで︑
中尉は後方にころげ落ちた︒

九佃2 北風は驚いてすぐに立止らう
としたが︑︿略﹀︒

九欄3 ︿略﹀︑後からかけて來る味方
大空には︑午後の日が︿略﹀︑

に追はれて︑︿略﹀︒

九欄7

どんよりとか＼り ︑ ︿ 略 V ︒

九佃8 大空には︑午後の日が大砲の
煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん
︿略﹀︑地上には︑人馬の死が

よりとか＼り︑︿略﹀︒

九㎜8

會はないのだ︒

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

九佃10園豊島沖の海戦に出なかった

もあるだらう︒

九佃2園其のうちには花々しい戦孚

い働をして︑我が高千穗艦の名をあ

九佃3園其の時にはお互に目ざまし

げよう︒

九佃3園其の時にはお互に目ざまし

此のわけをよくおかあさん

い働をして︑︿略﹀︒

九四5圓

︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

に言ってあげて︑︿略﹀︒

九十3

オ蹄リ一一ナツタノダラウト思ツテ聞

イテミタ︒

︿略V︑投票ノ爲二蹄ツテ來

トウヘウ

九伽8囹 ドウシテオ鋸リニナツタノ

デスカ︒

タノタむ

九伽9囹

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

ソレハ二仏モ言フベキ事デ

サルノデス︒﹂

九捌1園 ﹁オトウサンバ誰二投票ナ

九梱2囹

ハナイ︒

︿略﹀︑アノ人ナラバト思バレル人ガ

九梱3囹

アルカラ︑︿略﹀︒

九剛5囹 ︿略﹀︑オトウサンバ最初カ

今日投票ノ爲二蹄ツタノモ

ラチヤント其ノ人一一キメテヰタ︒

九平6園

ソンナエライ方ナラ︑オト

出登ノ時事ラノ豫定ナノダ︒

ウサンガワザくオ蹄リ一一ナラナク

九梱9囹

に一に
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ツテモ大丈夫デセ ウ ︒

世間一一 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 或 ハ 信 用

ト信ジテヰル人二投票スルノガ︑

九擢5園 く略V︑メイく自分ノ適當
︿略V︒

九櫨6園

モシテヰナイ人二投票シタリ︑或ハ
棄老シテシマツタリスル人モアルガ︑
︿略﹀︒

鳥居の前に出づ︒

︿略﹀︑又右に折れて第三の

水屋の水に手を清め口をす

鳥居の前に出づ︒

十19図

十19図
せい
拝殿の前に進みで整列し︑

すぎて南神門を入れば︑︿略V︒

十22図
せうけん

明治天皇・昭憲皇太后︑御

謹みて心し奉る︒

十25図
二方のおほみたま︑とこしへに此所
にしづまりましますよと思へば︑

喜泣7園 世間ニハ︑イロくノ事情
︿略﹀︒

︿略﹀︑とこしへに此所にし

投票シタリ︑或ハ棄椹シテシマツタ

︿略﹀︒

先生の説明によれば︑︿略﹀︒

十31図又日々に奉る供へ物には︑

十29図

みておぼゆ︒

十28図︿略﹀︑かしこさ殊に身にし

づまりましますよと思へば︑︿略﹀︒

十26図

ノ爲二︑或ハ信用モシテヰナイ人二
リ ス ル 人 モ ア ル ガ︑︿略﹀︒

九榴7園 く略V︑或ハ信用モシテヰナ
︿略﹀︑ソンナ事ヲスルノハ︑

イ 人 二 投 票 シ タ リ︑︿略﹀︒

九槻9囹
選 塞 ・ ノ 趣 意 ＝ ソムイテヰル︒

︿略﹀︑近々後任ノ選墨ヲスル

御生前帯に御好みありし品々を選ぶ

十31図又日々に奉る供へ物には︑

コトニナツテヰルノデアツタ︒

続騰3

同は︑河井先生にみちびかれて︑東

︿略﹀︑それらの品を社務所

く略V︑それらの品を社務所

寳物殿に到りて御遺物を拝
平生きはめて御質素にわた

十37図︿略﹀︑無量の感に打たれた

の上にうかゴはれて︑︿略﹀︒

らせられし御有様︑一つくの二品

十37図

観す︒

十35図

と願ひ出つる者敷多しといふ︒

にたつさへ來て︑神前にさ＼げたし

十33図

にたつさへ來て︑︿略﹀︒

十33図

由なるが︑︿略﹀︒

十12図 十月十二日︑我等五年生一
京代々木の明治神宮に参拝せり︒
宮に参拝せり︒

十13図 ︿略﹀︑東京代々木の明治神
十15図 ︿略﹀︑廣き参道を行くこと
十町ばかりにして神宮橋に達す︒

十16図 橋を渡り︑大鳥居をくgり
て南参道に入る︒

茂りて︑︿略﹀︒

十16図 爾がはに木立すき間もなく
十18図 左に折れて第二の鳥居を過
ぎ︑︿略﹀︒

十18図 ︿略﹀︑又右に折れて第三の

り︒

十38図

それより社務所に行き︑奮

ぎょゑん

︿略﹀︑當時の御殿・御庭な

御殿・蕾御苑の葬観を謂ふ︒
十310図

どの︑今も其のま＼に保存せらる＼

案内の人にみちびかれて︑

なりとそ︒

十41図

まつ社務所の隣なる奮御殿を舞観す︒
︿略﹀︑御庭の此所彼所に︑

此所を出でて奮御苑に入り︑

下葉の色づきかけたるはぎ茂れり︒

十43図

十45図
︿略﹀︒

︿略﹀︑木立の間の細道をた

むさし

昔の武断野の姿を此所に残

︿略﹀︑さながら別天地に遊

前には横長き池をひかへ︑

どれば︑程なく小さき建物の前に出

十46図

づ︒

十47図
︿略﹀︒

十49図

ぶ思あり︒

十410図

さんとの皇太后の思召のま＼に︑今
︿略﹀皇太后の思召のま＼

も人工を加へずといふ︒

十410図

に︑今も人工を加へずといふ︒

大方は皇民の眞心こめた

の敷︑實に十敷萬本に及べり︒

十510止血︿略﹀︑新に植込みたる木

けん

十61図園

る献木にて︑中には小學生の奉りた
るものも少からず︒

十63心病種類は大てい我が國に産
く略V︑産地は日本中國に

する限りを書くし︑︿略﹀︒

十63図園

わたれり︒

十68図園

ひつきやう掘取る者︑運

ぶ者︑植込む者︑一様に心を書くし

︿略﹀御手つだひを願ひ

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

出つる者数多かりしかば︑何れも十

十71養母

︿略﹀︑通常の人夫にもま

日間を限りて土木に從鈍せしめたる

に︑︿略﹀︒

昔ヨーロッパにアレクサンド

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

十72荒園

十76

︿略﹀小さな國の王子と生れ︑

ル大王といふ王があった︒

︿略V︑わっか十当年の間に四

二十一で位につき︑︿略﹀︒

十78

十78

︿略﹀︑立時世界に類のない大

方の國々を征服して︑︿略﹀︒

國を建設した英雄である︒

十79

其の大王が東方諸國の遠征に

タルススといふ町に着いた︒

或日王は部下の精兵を引連れ︑

出かけた時の事である︒

十81

︿略﹀︑

十83

︿略﹀王は︑︿略﹀川にはいつ

十84全身砂ぼこりにまみれた王は︑

︿略﹀︒

此の水浴が腔にさはったもの

て水浴をした︒

十85

十87

︿略﹀︑王は俄にはげしい熱病

か︑︿略﹀︒

十88

陣頭に立っては百萬の敵を物

にか＼つた︒

十88

とも思はぬ英雄も︑︿略﹀︒
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げき

十810 ようだいは時々刻々に悪くな
つて行く︒

十96 方法は喜劇藥を用ひる外にな
かったので︑︿略﹀︒

頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

＋118︿略﹀・それぐ仕事の持場に 十144園皆さんの前に立つと︑其の
向つた︒

︿略﹀︑此の頃墓参りのために

高橋さんは︑あちらで長らく
どれ︑私もお茶を一つ御ち
誰かが力石をころがして來て︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑これがまじめに平行

︿略﹀︑かうして修養にも實

︿略﹀︑かうして修養にも實

高橋さんの熱心な話は︑︿略﹀︑

︿略﹀︑夕日を浴びて婦途につ

十169囲

︿略﹀︑義雄君に案内しても

だんく市場に近づくと︑

いふので︑︿略﹀見物に行きました︒

十168囲︿略﹀馬市が二ってるると

らって見物に行きました︒

十167団

のは昨夜七時でした︒

十163国宮本の伯父様の所に着いた

いた︒

十161

團員に強い感動をあたへた︒

十159

していた〜きたいのです︒

︿略﹀︑諸君にも大いに革嚢

してみる私どもは︑︿略﹀︒

十155園

︿略﹀︑あちらの教育に關係

行にも︑骨を折ってをられるのを︑

十152園

︿略﹀︒

行にも︑骨を折ってをられるのを︑

十152園

つたのでした︒

されてみるかどうかと︑少し氣にな

十149園

のに驚いて︑︿略﹀︒

約を見た時は︑其のと＼のってみる

午後四時︑豫定の仕事を終へ 十147園 ︿略﹀︑はじめて青年團の規

て︑再び境内に集った︒

十1110

つた︒

太郎君を見て︑﹁︿略﹀︒﹂

高橋さんは︑すぐ前に居る順 十157囹

土をはらって高橋さんの爲に席を作

十1210

そうになりませう︒

十128囹

教育に從事してみる人である︒

十124

來られた︒

朝鮮から蹄ってをられる高橋さんが

十122

休んでみる所へ︑︿略﹀︒

十98 フィリップが藥を調合しに別 十121 熱い番茶にのどをうるほして
室へ退いた後へ︑︿略﹀︒

十99 ︿略﹀パルメニオ將軍から︑
王にあてた密書が届いた︒

十910 それにはく略Vと書いてあっ
た︒

いって來て︑︿略﹀︒

十104 程なくフィリップは病室には
十105 ︿略﹀︑うやくしく藥のコッ
プを王にさ＼げた ︒

手にかの密書を取 出 し て ︑ ︿ 略 V ︒

十105 王は片手にそれを受取り︑片

して︑︿略﹀︒

十106 ︿略﹀︑片手にかの密書を取出 十1210

私も︑︿略﹀︑よく道ぶしん

︿略﹀︑かういふ仕事になる

ませんでした︒

のしまひは早い上に︑とかく無責任

十178国

十177団

︿略﹀︑せり場を中央にして︑

市場は町はつれにあります︒

本通も横町も皆馬でいっぱいです︒
な事ばかりしてゐました︒

十141桟戸のか＼りはおそいし︑晩
せき

と︑あなた方の半分ぐらみしか働き

十139園

分ぐらみしか働きませんでした︒

ういふ仕事になると︑あなた方の半

十139園私どもの若い時分には︑か

に出たものでした︒

十134園

たものでした︒

などと一しょに︑よく道ぶしんに出

十106 ︿略﹀︑片手にかの密書を取出 十134園私も︑あなたのおとうさん
して︑静かにフィリップに渡した︒

興奮に眼かゴやくフィリップ︒

十109 ︿略V︑一行又一行︑おそれと
︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

らはして︑フィリップを見下してゐ

十111

た︒

十114 王は間もなく健康を回復して︑
再び其の英姿を陣頭にあらはす事が
出來た︒

まん
十117 藩士は︑午前七時八幡神社の
境内に集った︒

十118 纏員三十二人が四組に分れて︑
︿略V︒

く略V︑其の周園は馬つなぎ

其の周面は馬つなぎ場になってゐま

す︒

場になってゐます︒

十179囲

所にすき間も無く子馬がつないであ

十1710囲私の行った時には︑もう其

りました︒

十1710国 ︿略﹀︑もう其所にすき間も

まだせりが始るのに間があ

無く子馬がつないでありました︒

るといふので︑︿略﹀︒

十182国

十185圏中には︑母馬がつきそって

子馬には大てい飼主の一家

來てるるのもたくさんにあります︒

族がついて起て︑︿略﹀︒

十188団

十192団中には︑︿略﹀︑今日の別れ

を惜しんで︑︿略﹀︑くびや背をなで

たりしてみるのもあります︒

れて居れば︑馬も從順で人になつく

十203団 ︿略﹀︑こんなにかはいがら

せり場の一方に高い皇があ

わけだと︑しみぐ思ひました︒

十206団

せり場の一方に高い皇があ

つて︑其の上に掛の人が居る︒

十206國

子馬が一頭つつ中央の平場

つて︑其の上に掛の人が居る︒

に引出されると︑︿略﹀︒

十207団

十214団く略V︑掛の人が其の直で貢

取引の成立つた馬は︑其の

渡すといふあひつに手を打って︑

日の中に買手に引渡されてしまひま

十216国

す︒

に一に
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買手に引渡されてしまひます︒

十217團 取引の成立つた馬は︑︿略﹀

十219團二年の年月加勢して育てて
來たものが︑急に見ず知らずの人の
手に渡ってしまふ の だ か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十223国 ︿略﹀︑其の間には千頭から
の費買があり︑︿略﹀︒

十225團 これ等の馬が日本全國に散
らばつて︑或は軍 馬 に な り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十226團︿略﹀︑或は軍馬になり︑或
は 馬 車 馬 に な り ︑︿略﹀︒

は 馬 車 馬 に な り ︑︿略﹀︒

十227團 ︿略﹀︑或は軍馬になり︑或

さうです︒

︿略﹀燈皇に︑年とった燈皇

に︑︿略﹀︒

十245
守が︑妻と娘と三人で︑わびしく其
の日を送って居たQ

波風の外には友とするものも

︿略﹀︑危く岩に打付けられ︑

忽ち死の口に呑まれようとする︒

十274

︿略﹀︑危く岩に打付けられ︑

忽ち死の口に呑まれようとする︒

十275

一進一退︑た〜運を天にまか

せて︑二人はボートをあやつった︒

十276

からうじてボートはかの難破

船にたどり着いた︒

一そうの船が︑俄の嵐におそ 十279

ない此の島で︑︿略﹀︒

十247
十2410
はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

つかれ果てた人々も︑親子の
かうしてボートは︿略﹀︑燈
グレースの眞心こめた看護に

ラス戸ぬらし︑

しめやかに︑ひそ

かに 夜の急流る︒

北アメリカが南アメリカに績

く部分は︑︿略﹀︒

十309

界に名高いパナマ運河である︒

十312此の地峡に造った運河が︑世

十312此の地峡に造った運河が︑世

パナマ地峡は一腔に小山が起

界に名高いパナマ運河である︒

多い︒

十315

パナマ地峡は一髄に小山が起

そこで此の運河は︑非常に攣

つた仕組に出世てるるのである︒

十319

あるので︑︿略﹀︒

其の外にもいろくの理由が

十315 ︿略﹀︑地層にはかたい岩石が

石が多い︒

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

十314

伏してみる上に︑︿略﹀︒

親子は非常な危除ををかして︑ 十314

︿略﹀︑又あらん限りの力を

人々をボートに牧亡し︑︿略﹀︒

一そうの船が︑︿略﹀︑此の島 十281

︿略﹀︒

十289

十328

所で︑此の高い湖と低い掘割

のであるから︑︿略﹀︒

︿略V人々は︑親子にあつく 十322 高い土地の上に水をた＼へた

よって︑全く元氣を回復した人々は︑

十288

士塁に蹄り着いたのである︒

十285

勇ましい働にはげまされて︑︿略﹀︒

十283

オールに注いで︑我が家へと向つた︒

一そうの船が︑︿略﹀︑此の島 十282

に近い岩に乗上げた︒

十251
十251

船は二つにくだけて︑︿略﹀︒

に近い岩に乗上げた︒
十251

︿略﹀︑船尾の方は見るく大

波にさらはれてしまった︒

十227團 ︿略﹀︑或は耕馬になるのだ 十252

︿略﹀︒

︿略﹀︑聲を限りに救を求めた

今まで人にも知られなかった

再生の恩を謝し︑︿略﹀︒

を何の仕掛もなしに連結すれば︑

十291

燈肌脱守の娘グレース︑ダーリングの

︿略﹀グレース親子は︑ふと
はるかの沖合に︑かの難破船を見と

船は先づ海から廣い掘割には

近づくと︑門の戸びらは左右

らはしまる︒

十337 ︿略﹀︑船が中にはいり︑戸び

に開いて︑︿略﹀︒

十337

いる︒

十335

けて︑︿略﹀︒

十332 ︿略﹀︑掘割の珍魚に水門を設

︿略﹀︒

︿略﹀悪業守の娘グレース︑

娘の勇ましい行爲は︑歌に歌

ガ

せう
︿略﹀︑其の肖像蜜は到る庭の

十306図圏窓ぎはにはひ寄り︑

店頭に飾られた︒

十294

はれ︑︿略﹀︒

十293

に傳はつた︒

ダーリングの名は︑程なく國の内外

十292

名は︑︿略V︒

おとうさん︑早く助けに行
二人は早速ボートを出す支度
いそ
打返す磯波にまき込まれたか
︿略﹀︑忽ち大波にゆり上げ︑
ゆり下げられながら︑︿略﹀︒

十269

と思へば︑︿略﹀︒

十268

に取りか＼つた︒

十267

きませう︒

十259園

めた︒

十257

が︑何のかひもなかった︒

十254

人許の船員がすがり附いて︑︿略﹀︒

十253

岩の上に淺つた近心には︑十

十228無私は今日此所に立て︑飼主 十253 岩の上に残った船艦には︑
たちがあんなにかはいがってみたの
を見て︑︿略﹀︒

十233囲 蹄りに散歩がてら町を歩い
て見ると︑︿略﹀ ︒

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

十234囲 ︿略﹀︑費ってみる菓子もお

︿略﹀︒

いてあるのがよく目につきました︒

十235團︿略﹀︑店の看板にも馬がか

いてあるのがよく目につきました︒

十236囲︿略﹀︑店の看板にも馬がか
十238圏 別封の絶葉書も亘りに買つ
たのです︒

ンといふ島がある︒

十244 英國の東海岸にロングストー
十245 其の一角にそびえてみる燈毫
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十338 上手にも水門があるので︑
︿略﹀︒

最後にアメリカ合衆國は︑國

家事業として此の工事に着手し︑
︿略﹀︒

︿略﹀︒

十369

つた︒

十402

しかしパナマ運河の開通以來

ざふ
村はつれにある︑うちの雑木
こん

︿略﹀雑木山を開墾し始めて

ざふ

兄はそこらに散らばってみる

父は︿略﹀︑たき火のそばの

兄は私に﹁︿略﹀︒﹂といひな

木のやぶへはいって行った︒
十415
がら︑︿略﹀︒

さうして兄は腰の手ぬぐひを
私は教へられた通り︑︿略﹀︑

取って鉢まきにし︑︿略﹀︒

十419
十427

精一ぽいに働いた︒
れふ

︿略V︑すゴなりになった實が

喜三右衛門は饒りの美しさに
日頃から自然の色にあこがれ
︿略﹀︑目のさめるやうな柿の

研究の爲には︑少からぬ費用

色の焼付に熱中した︒

十465

工夫にばかり心をうばはれて

もか＼る︒

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十466

一年と過ぎ二年とたつうちに︑

其の日の暮しにも困るやうになった︒

十468

至った︒

彼の頭の中にあるものは︑唯

さうして手當り次第に︑何で

彼はふるへる足をふみしめて

朝日のさわやかな光が︑木立

かうして柿の色を出す事に成

柿右衛門はく略V︑肥前の有

彼は此の後も尚研究に研究を

彼は此の後も尚研究に研究を

彼は︿略﹀︑世に柿右衛門風

といはれる精巧な陶器を製作するに

十4910

れる精巧な陶器を製作するに至った︒

十499 ︿略﹀︑世に柿右衛門風といは

重ね︑工夫に工夫を積んで︑︿略﹀︒

十499

重ね︑工夫に工夫を積んで︑︿略﹀︒

十498

田にみた陶工である︒

十497

罪した喜三右衛門は︑︿略﹀︒

十495

をもれて窯場にさし込んだ︒

十4810

窯をあけにか㌧つた︒

十489

込んだ︒

もひつつかんで行っては窯の中へ投

十479

夕日を浴びた柿の色であった︒

十473

やうになった︒

同時に猟銃の音が績けざまに 十468 ︿略﹀︑其の日の暮しにも困る
れふ

同時に猟銃の音が績けざまに

二護聞えた︒

十4210

十431

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰

二護聞えた︒

十439

︿略﹀︑仕事は観想以上にはか

も彼も一心不承に働くので︑︿略﹀︒

十4310

︿略﹀︑九時頃にはもう敷坪の

どり︑︿略﹀︒

十4310

きさうゑもん

窯場から出て來た喜三右衛門

かまば

地面が新しく開かれた︒

十444

日はもう西にかたむいてみる︒

は︑縁先に腰を下して︑︿略﹀︒

十姻5

ふと見上げると︑庭の柿の木
さん
には︑︿略﹀實が夕日を浴びて︑珊

十458

てるた彼は︑︿略﹀︒

十456

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︒

十餌8

夕日を浴びて︑︿略﹀︒

十糾6

瑚珠のやうにか冒やいてるる︒

ご

父は︿略﹀︑鎌をとぎにか﹂ 十個6

父は﹁︿略﹀︒﹂といったが︑

ぶつ倒したいと思ってね︒

朝のうちに此のけやきだけ

聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へて︑︿略V︒

力藏さんは見向きもせずに︑元氣な

十406

言ふともなく言って︑︿略﹀︒

力藏さんも︑﹁︿略﹀︒﹂と誰に

十3910

切りかぶに腰を下し︑︿略﹀︒

十399

て︑たき火を始めた︒

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

十394

から︑もう一月齢りになる︒

十382

山を開墾し始めてから︑︿略﹀︒

こん

十381

のである︒

て世界の航路に大きな攣動を生じた

は︑此の不便が無くなり︑したがつ

十378

したのは︑︿略﹀︒

粟野が此の運河を造るに成功

家事業として此の工事に着手し︑

十339 ︿略﹀︑船は大きな箱の中に浮 十366
︿略﹀︑船はもう一段高く浮上

いてるる形である︒
十344
り︑︿略﹀︑小さ い 人 造 湖 に 出 る ︒

十347 かうして前後三段目上った船
は︑︿略﹀︒

十349 ︿略Vは︑海面より約二十六
メートルも高い水面に浮ぶのである︒

十353 掘割を通過して船は又湖に出
る︒

︿略﹀︑湖上に艶々と散在して
︿略﹀︑湖上に駝々と散在して

みる島々は︑︿略﹀︒

十355
十356

みる島々は︑もと此頃にそびえてゐ
た山々である︒

十357 今度は前と反封に︑順次に三
段を下って︑︿略﹀︒

十357 今度は前と反封に︑順次に三
段を下って︑︿略﹀︒

十358 今度は前と反封に︑順次に三
段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒
に洋々たる太西洋に出るのである︒

十359 野駆から又掘割を走って︑終
十362 パナマ地峡に運河を造る事は︑
︿略﹀︒

行った事もあった が ︑ ︿ 略 V ︒

十363 ︿略﹀︑實地に大仕掛の工事を 十408園

向ふの山の頂に日の光が赤々

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

やがて父は︑鎌を手にして雑 十4510 喜三右衛門は︑其の日から赤 十502 ︿略﹀︑其の名は遠く西洋諸國

とさして來た︒

十364 パナマ地峡に運河を造る事は︑ 十412
︿略V︑成功を見 る に 至 ら な か っ た ︒

十365 最後にアメリカ合衆國は︑國 十414

に一に
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にまで聞えてみる︒

風入になるのだ︒

はと

圓い胸︑︿略﹀︒

十505園 おとうさん︑今度役場の隣 十542 ︿略﹀︑美しい羽毛に包まれた
にりっぱな建物が出來ましたね︒
いものである︒

十514園 お金といふものは︑うちに 十543 ︿略﹀︑鳩は見るからに愛らし
しまって置くものではない︒

鳩を通信に使ったのは︑飴程

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

十515園 うちに置くと︑︿略﹀危瞼 十548
があるからね︒

鳩は饒程遠い庭で放しても︑

自分の巣に飛選る︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十556

書鳩の改良に力を用ひ︑︿略﹀︒

十515園 く略V︑火事にあったり︑盗 十554 ︿略﹀︑今では各國共に盛に傳
人に取られたりする危瞼があるから
ね︒

る危険があるからね︒

十515圏 ︿略﹀︑盗人に取られたりす

金があると︑ついむだな事に使って

である︒

十561

︿略﹀︑一定の飼養所から他の

鳩は一分間に約一キロメート

十576

︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせ
︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせ

て︑︿略﹀︒

十577

れは主人を迎へにとて外に出行きけ

り︒

十603図︿略﹀主人を迎へにとて外

お＼︑降ったはく︒世に

に出行きけり︒

と歩を運ぶ︒

十608図

感がいに打沈みてとぼく

白い事であらうが︒

憩えてみる人がながめたら︑さぞ面

︿略﹀︑登山者が路に迷って危 十606園

て︑其の中に入れるのである︒
十5710

︿略﹀︑登山者が路に迷って危

瞼におちいった時︑︿略﹀︒

十581

野戦雫の時戦線から暴状を報

瞼におちいった時︑︿略﹀︒

十6010園此の大雪に︑どうして出か

十584

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

主人は急ぎて家に怠りぬ︒

本といふ宿場があります︒

十617囹此慮から十八町程先に︑山

へり︒

十614図僧は改めて主人に一宿をこ

けたのか︒

十613図

︿略﹀︑全く方法の書きた場合

のも其の↓つである︒
さい
殊に要塞が敵にかこまれて︑

十585

︿略﹀︒

十587

などには︑此の勇ましい小肥令使に
たよるより外はない︒

十624園

とても明るいうちに山本ま

とても明るいうちに山本ま

ではお着きになれますまい︒

十623國

︿略﹀︒﹂

ひて︑ ﹁あ＼︑ おいたはしいお姿︒

十621図︿略﹀妻は︑やがて夫に向

早くお出かけなさい︒

︿略﹀︑此の勇ましい小傳令使 十618園日の暮れない中に︑一足も
にたよるより外はない︒

十588

あ＼︑あのかはい㌧鳩が︑
︿略﹀︑勇ましく高空に輪を垂がきな

十5810

がら︑︿略﹀︒

又暗い時の飛行に馴れさせて︑ 十592 ︿略﹀︑何人も其のかしこさと

雪の日の夕暮に近き頃︑

勇ましさに感心しない者はあるまい︒

同情深き妻の言葉に︑主人

ではお着きになれますまい︒

十628図

はいたく心動きて︑﹁ではお泊め申

︿略﹀︑上州佐野の里に︑つ

さう︒

されど婦人は︑︿略﹀︑おの

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

十636図主人は聲を限りに呼べど︑

出でぬ︒

とあるあばら家の門口に杖 十632図主人は僧の後を追ひて外に

かれし足の歩重くたどり着きたる旅

十602図

へば︑︿略﹀︒

を止めて︑一夜の宿を貸し給へとこ

十597図

僧あり︒

十595図

︿略V︒

又暗い時の飛行に馴れさせて︑ 十595図

鳩に手紙を運ばせるには︑

夜間に使ふ事も出來るし︑︿略﹀︒

十572

夜間に使ふ事も出來るし︑︿略V︒

十572

ルも飛ぶ力があるから︑︿略V︒

十569

方法もある︒

しかし此の外に︑往復通信の

土地に連れて行って︑飛婦らせるの

十5510

放せば︑︿略V︒

十517園 さうで無くても︑齢分のお 十556 それ故鳩の膿に手紙を附けて
しまふ︒

十518園 だから︑少しでも饒つたお
金があったら必ず預金にして置くも
のだ︒

いふのと砲座預金といふのがある︒

十521園 銀行の預金には定期預金と

十527園定期の方には利子がずっと
多く附く︒

まとまったお金は定期預金にした方

十529園 だから等分使ふ見込のない︑
がよいのだ︒

︿略﹀︒

十531園 大勢の人に利子を彿ふだけ 十575
では︑銀行が損をしないでせうか︒

︿略﹀︑足にアルミニウムかセ
ルロイドの細いくだを附け︑︿略﹀︒

十575

の中に入れるのである︒

にく略﹀細いくだを附け︑︿略﹀︑其

十533園世の中にはお金の有齢って 十575 鳩に手紙を運ばせるには︑足
み る 人 も あ る が ︑︿略﹀︒

十536園 銀行は︿略﹀︑資金の足ら
︿略﹀︑其の差だけが銀行の

ぬ人に貸附けるのだ︒
十538圏
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や︑ふりかへらず ︒

十639図 降積む雪に道を失ひ︑進み

と

︿略﹀︑進みもやらずた＼ず

もやらずた＼ずみ た る 様 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十6310図
とい

︿略﹀︒

︿略﹀︒

へるにも似たりけり︒

みたる檬は︑古歌 に

︿略﹀ ︑ 古 歌 に

いへるにも似たりけり︒

十643図

れる主人は︑物かげに妻を呼びて︑

十644図 からうじて僧をともなひ蹄

﹁︿略﹀︒﹂

ぜん

唯今にも鎌倉の御大事とい

つないでもってをります︒

十689囹
ふ時は︑︿略﹀一番にはせ参じ︑
︿略﹀︒

かうつけ

其の返禮として︿略﹀︑合

はせて三箇所の地を汝に授ける︒

十723園

せて三箇所の地を汝に授ける︒

十7010図常世は︑時こそ彫れと︑や 十722園 ︿略﹀︑上野に松井田︑合は
やがて命ありて御前に召さ

せ馬にむちうってはせつけたり︒

れぬ︒

十711図

時頼は尚一同に向ひて︑

﹁︿略﹀︑訴訟ある者は申し出るがよ

諸國の大名・小園きら星の 十724図

如く並べる中に︑常世はちぎれたる

唯今にも鎌倉の御大事とい 十712図

︿略﹀︑常世はちぎれたる具
足を着け︑︿略﹀︑進みで御前にかし

十713図

これは何時そやの大雪に宿

こまれば︑︿略﹀︒

十716園

を借りた旅僧であるぞ︒

十717圏其の時の言葉にたがはず︑
さて一族どもに奪はれた佐

眞先かけて参ったは感心の至り︒

十718園

︿略﹀佐野三十鯨郷は︑理

野三十齢郷は︑︿略V︒

十719園

非明らかなるによって汝に返しあた
へる︒

︿略﹀佐野三十国恥は︑理

又寒夜に秘藏の鉢の木を切

非明らかなるによって汝に返しあた
へる︒

十7110囹

其の返禮として加賀に梅田︑

つてたいた志は︑何よりもうれしく
思ふぞ︒

十721園

かうつけ

︿略﹀︑合はせて三箇所の地を汝に授
ゑつちゆう

皿同謹んで承る中に︑常世

此の停車場を出て大通を東

京城の市街は︑もと石で

しよう

南大門通から本町通・鍾

南大門の東南の方に南山と

いふ山があって︑︿略﹀︒

十751國

ろ
路通にかけての一帯が︑︿略V︒

十747団

ださうです︒

門があって︑出入口になってみたの

十741国︿略﹀︑その翌々にかういふ

虜々にかういふ門があって︑︿略﹀︒

た＼んだ高い城壁で園まれ︑その

十7310団

北に進むと︑︿略﹀︒

十737国

きけりとそ︒

十728図 ︿略﹀︑喜にみちて御前を退

み︑喜にみちて御前を退きけりとそ︒

十728図 ︿略﹀︑常世は有難さ身にし

を退きけりとそ︒

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前

十728図

よい︒

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

十725園今度の勢そろへに集った諸

よい︒

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

今度の勢そろへに集った諸

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

十6810園

一夜の物語

翌朝僧は暇をこひて又行く 十719園
︿略﹀常世も︑

降積みし雪もあと無くきえ

ける︒

十722囹︿略﹀︑越中に櫻井︑上野
に松井田︑合はせて三箇所の地を汝
に授ける︒

十725園

い︒︿略﹀︒﹂

︿略﹀旅僧は︑爾⁝眼に涙を

しこまれば︑︿略﹀︒

具足を着け︑︿略﹀︑進みで御前にか

︿略﹀︑やせたりともあの馬

に身を固め︑︿略﹀︒

十692園
︿略﹀︑やせたりともあの馬

にうち乗って一番にはせ参じ︑︿略﹀︒

十692園

にうち乗って一番にはせ参じ︑︿略﹀︒

に割って入り︑︿略﹀︒

十648図 主人はうちうなづきて出來 十693園︿略﹀︑眞先かけて敵の大軍
り︑僧に向ひて︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

いません︒

ず︒

れり︒

の沙汰俄に國々に傳はりぬ︒

十709図

頃しも鎌倉より︑勢そろへ

て︑山河草木喜にあふる㌧春とはな

十707図

にしみて︑︿略﹀︒

旅僧もまた主人夫婦の情心

にうちとけては︑名残なかく蓋き

十702図

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

た﹂へて聞きみたり︒

十698図

く動かされたる旅僧は︑︿略﹀︒

十698図

︿略﹀主人の物語に︑いた

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ

十654図 やがて運び來れる貧しき膳 十695園 しかし此のま＼に日を送つ
に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒
てものおもてなしにしよう︒

十662園 あの鉢の木をたいて︑せめ

十669囹私はもと鉢の木がすきで︑
いろく集めた事もありましたが︑

︿略﹀ ︑ 今 夜 は 之 を た い て ︑

︿略﹀︑大てい人にやってしまひまし
た︒

十672園

あなたのおもてなしに致しませう︒

十673図 主人は三本の鉢の木を切り
てるうりにたきぬ ︒

領を奪はれて︑此の通りの始末でご

十683園 ︿略﹀︑それが一族どもに所 十704図
ざいます︒

十688園︿略﹀︑御らん下さい︑これ
に具足一領︑長刀一ふり︑︿略﹀も
つてをります︒

十688園 ︿略﹀︑又あれには馬を一匹

に一に
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十752団 ︿略﹀南山といふ山があっ
て︑公園になってゐます︒

十752囲 此虞には天照大神をおまつ
り し た 京 城 神 社 があり︑︿略﹀︒

督府があります︒

とく

十754国 ︿略﹀︑正雀の近くに朝鮮総
︿略﹀︑それに松がまばらに

生えてみる︒

十758團

しやうとく

十759無妻の方の山のすそには︑松
林を後にして右に昌徳宮︑左に景
福宮の壮大な構がある︒
︿略﹀︑松林を後にして右に

しやうとく

昌徳宮︑左に景福宮の壮大な構が

しやうとく

十7510團

ある︒

十7610団

︿略﹀︑雨方が町細きになつ

て︑今では龍山も京城の中に編入さ
︿略﹀︑今では龍山も京城の

れたのださうです︒
十771國

どうか御両親様によろしく︒

事務所で坑内服に着かへ︑

︿略﹀︑延い坑道には︑電氣機

それが電燈の光に物すごく光ってゐ
ます︒

十807

關車が炭車を引いて往つたり干たり
してゐます︒

十832

室の中には︑大きなポンプが

安全燈をたよりに歩いて行く
坑内には︑ねずみがたくさ
其のうちに馬屋の前に出まし
其のうちに馬屋の前に出まし
坑内に馬が居るのは不思議だ
︿略﹀︑これは石炭を運ぶため

暗やみの中にかすかに安全燈

に飼はれてるるのださうです︒

十828

と思って︑聞いてみると︑︿略﹀︒

十826

た︒

十825

た︒

十825

ん居て困ります︒

十823園

と︑︿略V︒

十819

ます︒

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

十811

の前に出ました︒

採炭坑夫は四人つつ一組にな

されて︑黒光りに光ってゐます︒

十糾2

つてみて︑︿略﹀︒

で運んで炭車に入れる︒

十843 ︿略﹀︑他の二人がそれをざる

炭車が一ぽいになると︑馬方

がそれを馬に引かせて︑︿略﹀︒

十844

︿略﹀︑附近の村々では之を

坑外に出ると︑急に夜が明け

︿略﹀︑あの坑内でたえず活動

事務所の湯にはいって服を改

我々が今日生活して行くには︑

米は我が國でずるぶん多くと

な場合が少くない︒

は︑やはり外國の品を買った方が得

十872 機械類は︑︿略﹀︑物によって

又毛織物の原料になる羊毛は︑

けぬわけには行かない︒

れるが︑全く外國米の足しまへを受

十867

足らない︒

我が國で出來る品物ばかりでは用が

十861

めると︑︿略﹀︒

十858

のに思ひました︒

してみる坑夫の仕事を︑たふといも

十857

たやうで︑︿略﹀︒

十855

した︒

とって薪の代りに使ふやうになりま

十853園

て燃出しました︒

そばの黒い岩に火がつき︑煙をあげ

十849園 ︿略﹀︑たき火をしてみると︑

ると︑︿略﹀︒

とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

耳介には軍司令部や龍山停 十8010 坑道を少し行って︑ポンプ室 十848園 或日︑此の附近の山へ薪を

中に編入されたのださうです︒
し

十772団
こちらへ來てもう三月饒り

車場などがあります︒

十774團
になりますが︑︿略﹀︒

面白いのは︑三日四日績い

て寒ければ︑其の次には又其のくら

十784團

︿略﹀︑今日は此のくらみに

みの間暖さが績くといふやうに︑
︿略﹀︒

十791圏

十792国

十7510暑く略V右に昌徳宮︑左に景 して置きます︒
しやうとく

福宮の壮大な構がある︒

︿略﹀︒

十798

にもよろしく︒

十兀10団︿略﹀右に昌徳宮︑左に景 十793國 おついでに野田君や山口君
福宮の壮大な構がある︒

で︑︿略﹀︒

十761囲 其の手前は一帯に朝鮮家屋

︿略﹀︑案内の事務員と一所に

近づいて見ると︑坑夫が汗だ

が光ってみる︒

十834

らけになって︑元氣よく石炭を掘つ

︿略﹀︑じっと目をつぶってゐ

てるます︒

︿略﹀︑周團の壁は皆石炭で︑

きました︒
十806

︿略﹀︒

石炭の壁は安全燈の光に照ら 十869
されて︑黒光りに光ってゐます︒

十8310

るうちに︑何時の間にか︑地下九百
︿略﹀︑何時の間にか︑地下九
百尺の坑底に着きました︒

十804

尺の坑底に着きました︒

十804

昇降器に乗りました︒

しよう

十799

昇降器に乗りました︒

しよう

十762團 ︿略﹀︑其の又手前には 十799 ︿略﹀︑案内の事務員と一所に
︿略﹀︒

十765團 すみきった空氣の中に煉瓦
の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮
りゆう

出して見えるのは實にきれいです︒
ふ虜があります︒

十767団 京城の西南部に龍山とい
かんかう

小 さ な 町 で あ っ たが︑︿略﹀︒

十768圏 龍山はもと漢江にのぞんだ

つたが︑京城の襲画するに連れて次

十769団龍山はく略V小さな町であ 十804 ︿略﹀︑地下九百尺の坑底に着 十糾1 石炭の壁は安全燈の光に照ら
第に廣がり︑︿略﹀︒
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︿略﹀︑途中にはかなり深い小

そう

い時でも︑言出すことの出急ない程︑
︿略﹀︒

れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ

とむるは人情の常にあらずや︒

んとす︒

十9910図 元の皇帝深く適適祥を惜し
さと
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

十998図遂に獄に投ぜらる︒

ごく

十968図支那の宋朝の末︑北方に元 十997図園事既にこ＼に至る︒
︿略﹀︑北方に元といふ國お

といふ國おこり︑︿略﹀︒

十969図

と固く禁ぜられてるたのであるが︑

十981図

﹁羊の虎に向ふが如し︒

天々きかずしていはく︑

然るに前軍の勢いよく盛

父母の病あつければ︑醤

帝其の志の動かすべからざ

願はくは我に死をたまへ︒

んぞ二朝に仕へんや︒

十欄1図園

十欄3図

天壌試せらる＼にのぞみ︑

けい
るを知り︑之を刑場に送らしむ︒

十欄3図

寒い北風に吹かれながら︑冬

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

と︒

十川10

先に立つたにいさんが︑

︿略﹀︑かうして年中⊥ハ七十

たくさん咲いてみる中で一番

けないのだ︒

度以上の暖さの庭に置かなければい

十梱7園

﹁あ＼︑咲いてみる︑︿︒

十川3

うだ︒

十棚2 ︿略﹀︑まるで春の國に居るや

ぼうっと身に感じる暖さ︑︿略﹀︒

十重1 ︿略﹀︑むせ返るやうな強い香︑

うな心持がする︒

十欄9 ︿略﹀︑全く別の世界に來たや

がする︒

と︑全く別の世界に來たやうな心持

十欄9 ︿略﹀︑一足温室の中にはいる

枯の小道を通って來て︑︿略﹀︒

く略V︑皇帝・皇后も遂に敵 十欄8

文天祥命を奉じ︑各地に轄
されど宋軍の大勢日々に非

たまく元の大軍至るに及

にして︑︿略﹀︒

十979図

甘して元軍を破る︒

十978図

手に落ちぬ︒

十977図

にして︑和魂到る虜に敗れ︑︿略﹀︒

十976図

天略﹀︒﹂と︒出でて元軍に為る︒

十975図

危し︒﹂

十973図園

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒

十9610図︿略﹀︑宋は次第におとろへ 十欄1図園我は宋の臣なり︒いつく

こり︑勢日々に盛にして︑宋の領地

太郎は︿略﹀︑友だちのす㌧

ををかし﹂かば︑︿略﹀︒

した︒

十938

さいはひ附近の田で働いてゐ
︿略﹀︑何れもぬれねずみのや

其の夜又父に強く聞きたゴさ

れて︑︿略﹀︒

十945

うになって家に二つた︒

十9310

た村の人々に助けられ︑︿略﹀︒

十939

三人は水中におちいった︒

すると橋はまん中から折れて︑

めをことわりかねて︑一所に渡り出

十937

︿略﹀︒

十935 太郎は前から父に︑﹁︿略﹀︒﹂

川にかけ渡した一本橋がある︒

十934

川にかけ渡した一本橋がある︒

十8710 又外國から原料を輸入し︑そ 十933 ︿略﹀︑途中にはかなり深い小

れに加工して︑更に外國へ輸出する
事も少くない︒

十882 綿花は主に印度やアメリカ合
衆國から輸入し︑それに加工して綿
綜や綿織物を造る︒

十883 これらの製品は我々の使ひ料
にもなるが︑︿略﹀︒

十885 支那の豚の毛が輸入されて日
本 で ブ ラ シ に 造 られ︑︿略﹀︒

十888 ︿略﹀輸出入総額は敷十億圓
の多額で︑之を十年前の額に比べる
と︑實に十敷倍である︒

俵あむ手のいそがしげなる 父と

十892図圃 冬の朝日のさす軒下に︑
母 と に 暇 を 告 げ て︑︿略﹀︒

げて︑勇みて三つる我が家の門︒

十894図圏 ︿略﹀父と母とに暇を告

︿略﹀︑太郎はやっと今日の次

すると︑しまひに皆が僕の
僕は残念でたまらなくなつ

んで天皇大いに敗れ︑︿略﹀︒

十982図く略V天祥大いに敗れ︑遂
に敵兵に捕へらる︒
こうはん

人の言ふことに歯して 十985図 敵將張番範︿略﹀︑文天王
に命じていはく︑﹁︿略V︒﹂と︒

十995図園

へば︑富貴は意の如くならん︒

十991図園今より心を改めて元に仕

きていはく︑﹁︿略V︒﹂と︒

人の言ふことに記して 十989図 ︿略﹀︑張膨満︑文天盛に説

お前のやうな弱轟には︑ひ
よっとすると命を失ふやうなあぶな

十956園

の勇氣がいる︒

﹃い＼え︒﹄と言切るには︑ほんたう

十955園

﹃い＼えQ﹄と言切るには︑︿略﹀︒

十954園

渡ったのです︒

たので︑︿略﹀︑自分から先に立って

十952園

事を弱轟だといって笑ひました︒

十949囹

第を有りのま＼に話した︒

十897図翻 こずゑ明るき林を行けば︑ 十946

やぶかうじの實木の根に赤く︑
︿略﹀︒

く︑ 並ぶ田の面に良きらめき︑

十902図圃耕地整理のあとうつくし
︿略﹀︒

太郎は生委生米生卵︒と︑早口にす

十914 幾度もくりかへしてみる中に︑

︿略﹀︑ 太 郎 は 生 妾 生 米 生 卵 ︒

らく︺言へるやうになった︒
十916

と︑早口にすらく言へるやうにな
つた︒

十918園 おとうさん︑こんなに言ひ
にくい言葉は外に無いでせう︒

に一に
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十欄7圏團

さて御父上様の御葉書な

玉の様なる女の御子御生れの由承り︑

らびに御前様の御手紙により︑︿略﹀︑

美しいのは︑たれ下った董に︑幾つ
も咲いてみる薄紅色の花である︒

︿略﹀︒

十鵬7圓團
男ばかりの御兄弟の中に︑

此の度始めて妹を得られ国事︑︿略﹀︒

十鵬10國囲

二日御安産にて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑御母上様には去る

十鵬8 中には︑︿略﹀紅色の葉が︑
董の上の方に群がって出てみるもの
もある︒

建物は此庭から右に折れる︒

方に群がって出てみるものもある︒

十柵9 ︿略﹀紅色の葉が︑董の上の
十鵬10

一 枝 髪 にさしてみたい︒

間︑︿略﹀︒

く候︒

近き庭ならば早速上り候

今日小包にて粗末なる物︑

をきはめ︑︿略﹀︒

縛筆ぞ

丹青まばゆき

心をこめたる

︿略﹀︑

格天井に︑

がうてんじゃう

十川6図圏

にほふ︒

昨夜の風雨は名残なくをさま

ひとしく目

甲板に立ってるた船長を始め

つたが︑海面にはまだ波のうねりが

再拝5
高い︒

十柵1

十人許の乗組員は︑︿略﹀︒

︿略﹀乗組員は︑

はるかのあなたに白い水煙が

を其の方向に向けた︒

抗論2

十柵3

砲手の落ちついた力のこもつ

見える︒

十冊4

砲手は此の時早く船首の砲後

た號令に︑船ははや方向を怖じた︒

血管5

砲手は︿略﹀︑其の引金に手

に立って︑其の引金に手をかけた︒

十備6

右に左に鯨を追ひつつ四五十

をかけた︒

十佃6
疎画6

つな
もりにつけた長い綱はぐんぐ

右に左に鯨を追ひつつく略﹀︒

メートルまで近づいた時︑︿略﹀︒

はく略﹀︑去る十九日遂に御死去遊

十鵬1商事

巧

急心2

︿略﹀︒

やがて鯨は再びはるか彼方に
綱を次第々々にくりもどすと︑

︿略﹀︑氣長くあしらってみる

二十メートルもある大鯨が今

うちに︑さすがの鯨も次第に弱って︑

十価5

鯨は刻一刻船に近よって太る︒

十榊10

浮上つた︒

十悩8

ん引張られて︑︿略﹀︒

十M5
當地に御倉まひの頃度度
︿略﹀︑大兄と共にいろ

振るひしのみのて

十棚4図圃浮きばり・毛ぼりの柱
にけたに︑振るひしのみのて巧

をきはめ︑︿略﹀︒

にけたに︑

十柑4図圏浮きぼり・毛ばりの柱

く御話を承り候事など︑︿略V︒

十鵬9圓團

参上致し︑︿略﹀︒

十佃8圏団

ばされ唐事︑誠に驚き入り候︒

承り候へば︑御祖母様に

裁縫のおけいこに御仕立て下された

十佃5國団

︿略﹀︑御前様御ひまの折︑

赤さんの御着物にもと御送り致し候

至愚3両型

それも心に任せず︑︿略﹀︒

て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︑

十佃2止立

しき事と察し申し候︒

御手つだひのため︑何かと御いそが

十鵬10次の室には大きい熱帯植物類 十柳7圓團 ︿略﹀︑御前様には御家事
が並んでみる︒

十悩4園此の後にかまがある︒
十悩8 弓庭から又右に折れると︑
︿略﹀︒

ても︑

十価1 ︿略﹀︑どれを見てもどれを見

十欄4園 此の温室は南を受けてみる
上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑
こんなに早く咲くのだ︒

烏鳶5囹 一度此の中にはいると︑ま

にいさんも足を止めて︑

た寒い虞へ出るのがいやになるね︒

十価7
︿略﹀︑ガラス越しに見える向

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と お笑ひになった︒

十項8
ふの木がひどくゆれる︒

十価9 其の枝の先にしょんぼりと止
つ て み る 鳥 の 姿 も︑︿略﹀︒

十二4壷金 寒さきびしき折から皆様
︿略﹀︑御前様にも日々學

には御母もなく︑ ︿ 略 V ︒

十櫛4圏圏

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒
︿略﹀︑御前檬にも日々學

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒

十戒5國囲

は全く息たえて︑小山のやうな膿を

あたりには流れ出る血に︑紅

水面に横たへる︒

警備2

あたりには流れ出る血に︑紅

の波がた曳よふ︒

船員は手早く鯨の尾をくさり

の波がたゴよふ︒

十備2

十備5

きよ

船員はく略V︑威勢よく根披

で船ばたにつないで︑︿略V︒

汽車で二日市騨に着いたのは

地に引上げる︒

十重6

十備8

︿略﹀︑騨前で太宰府行の輕便

だざいふ

午前の八時︑︿略﹀︒

十五分許で汽車は太宰府町に

鐵道に乗った︒

十佃9

三訂2

︿略﹀︑沿道の家は大てい天満

着いた︒

間もなく神社の廣い境内には

宮にちなんだ物を費ってゐゐ︒

十柵6

十宙8

たいこ

池にかけてある二つの太鼓橋

いった︒

ろう
︿略﹀︑癖馬堂の前を通って櫻

を渡り︑︿略﹀︒

十二1

十佃3

此の神社は菅公の御墓所に

くわん

門をくゴると︑本殿の前に出る︒

社殿の後に廻ると︑其庭は

建てたものだと聞いて︑︿略﹀︒

十度5

十冊7

︿略﹀︑其の間に咲きかけの紅

廣々とした梅林で︑︿略﹀︒

梅が鮎々と交って美しい︒

十佃9

掛茶屋に休んで名物の餅を食

べてるると︑︿略﹀︒

巨財10

205
に一に

十佃2 茶屋のおばあさんに尋ねると︑

︿略﹀︑それは園内に飼ってあ

それは園内に飼ってある鶴の聲であ
つた︒

十湘2
る鶴の聲であった︒

した︒

十佃4 回りは二日市まで歩くことに
十湘4 地圖を便りにして進んで行く
と︑︿略﹀︒

︿略﹀︑山畑の其庭此虚に野梅

えのきでら

の咲きこぼれてみるのも面白く︑

十佃5

︿略V︒

十佃9 途中︑︿略﹀︑榎寺といふ虜
に立寄った︒

十佃10 低いじめくした松林の中に
小さな社がある︒

十伽1 公は此虚にうつされてから一
歩 も 外 へ は 出 な いで︑︿略﹀︒

十伽9 停車場に着いた時は午後の六
時を過ぎてみた︒

十梱2 外國の或旨意で︑新聞紙に店
員入用の廣告を出した︒
せうかい
十捌3 ︿略﹀︑中には知名の人の紹介

状を持って転た者や︑りっぱな學歴
の あ る 者 も あ っ たのに︑︿略﹀︒

十梱7 後日︑人が主人に向って︑
︿略﹀︑どういふお見込で︑あ

︿略﹀と尋ねた︒

の青年をお用ひになったのかと尋ね

十梱8

た︒

十島10園 あの青年が私の室にはいる
前︑先づ着物のほ こ り を 彿 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十槻3園

談話の最中に一人の老人が

す

︿略﹀︑それを見るとすぐに

はいって來ましたが︑︿略﹀︒

十倣4園
い

立って︑椅子をゆづりました︒

十擢5酌人に親切なことはこれでも
知れると思ひました︒

十重1園私はわざと一さつの書物を
︿略﹀︑あの青年ははいると

床の上に投げて置きました︒
十伽3園

︿略﹀︑あの青年ははいると

すぐに書物を取上げて︑︿略﹀︒

村長はく略V︑深く村民に

村民に敬愛せられて︑︿略V︒

村長はく略V︑幾度の改選

敬愛せられて︑︿略V︒

十伽8図
十二9図

にも重ねて選墨せられ︑既に二十飴
年勤績せり︒

十島3図其の他の教員も︑校長を模
範として重心職務につとむるが故に︑
︿略﹀︒

其の他の教員も︑校長を模
範として専心職務につとむるが故に︑

十二3図

生徒は皆よく之になつきて課業には

十鵬4園

すぐに書物を取上げて︑テーブルの

げみ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

︿略﹀︑生徒は︿略﹀︑卒業

其の利益は︑︿略﹀︑其の残

にあっる計書なり︒

つ

︿略﹀大戦艦陸奥は︑海を
いう

︿略﹀︑場に満ちたる十二萬

︿略﹀︑績いて造船部長の指
圖に︑着々と進み行く進水作業︒

揮につれて吹く進水主任の號笛を合

十三1図

は始りぬ︒

十梛9図皇后陛下の臨御と共に︑式

の拝観者の胸は︑︿略V︒

十枷6図

後にして悠然と横たはれり︒

十枷4図

む

部を一村共同の有益なる事業の費用

十伽8図

しみとせり︒

後も尚學校の門に出入することを樂

十二5図

つきて課業にはげみ︑︿略﹀︒

十伽4図︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

つきて課業にはげみ︑︿略﹀︒

音量3図

上に置きました︒

置字を書く時に指先を見る
かういふ貼から︑︿略﹀︑あ

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

十伽7園
十悩2園

の青年をやとふことにしたのです︒

千四百齢あり︒

十悩7図我が村には戸敷三百︑人口

ふな

十悩8図村の財産家にて事業に熱心
なる人︑︿略﹀︒

︿略﹀鯉・鮒を養ふことも
盛にして︑大てい二年毎に之を費る

十伽3図

村長は︿略﹀︑常に力を一

村長は村の薔家に生れ︑

役場と學校とは村の中央に

に︑其の利益少しとせず︒

あり︒

十伽6図

︿略﹀︒

十伽7図
十伽8図

村長はく略V︑常に力を一

村の幸福の爲に置くすが故に︑︿略﹀︒

十伽8図

村の幸福の爲に書くすが故に︑深く

︿略﹀進水主任の號笛を合

圖に︑着々と進み行く進水作業︒

十伽2図

十伽4図 やがて工廠長のふりかざし
つち
たる金色の槌は︑二年間の苦心を此

拝観者の目は︑一せいに艦

の一揮にこめて︑︿略﹀︒

一秒又一秒︑七百尺に近き

にそ＼がれぬ︒

十七6図

十三7図

艦首につるしたるくす玉ぱ

大船腔は︑︿略V︒

見るく艦は速力を増して︑

つとわれて︑︿略﹀︒

十伽8図

十伽8図

ほうでう

白波高く海にをどり入る︒

お

き

元弘二年三月︑北條正時︑

こう

後醍醐天皇を隠岐にうつし奉る︒

だいこ

十伽2図

京中の貴賎男女︑此の行幸

を悲しみて涙と共に見送り奉り︑

十柵4図

︿略﹀︒

十㈱4図 ︿略﹀︑警固の武士もさすが

此の頃備前に見島高徳とい

こじまたかのり

にようひの袖をしぼりけり︒

十柵6図

ぎ

主上さきに笠置におはせし

ふ武士あり︒

十柵7図

時早くも義兵を重げしが︑︿略﹀︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十㎜8図 ︿略﹀︑事のいまだ成らざる

然るに今主上隠岐にうつさ

りしかば︑︿略﹀︒

十伽10図

いでや︑行幸の路に待受

れ給ふと聞き︑︿略﹀︒

はりま
︿略﹀備前と播磨との境な

け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

十樹2図園

十梱4図

に一に
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る舟坂山にかくれ︑今かくと待ち
奉れり︒
いまじゅく

み まさか

十捌7図 ︿略﹀︑播磨の今宿といふ
いん
庭より︑山陰道にか＼り給ひし由な
り︒

十一16

これほど我々に重大な關係

たい

一口にいへば︑白熱の状態

のある太陽とは︑一荷どんなもので
あらう︒

十一17
たい

一口にいへば︑白熱の状態

にある一大火球で︑︿略﹀︒

十一17

ふ︒

十一110

︿略﹀︑其の容積は地球の百

温度は表面で約六千度︑内
温度は表面で約六千度︑内

しよく

︿略﹀︑之を燭光でいへば
れい

十一31望遠鏡で見ると︑︿略﹀︑又

ねばならぬ︒

＝二の下に零を二十六もつけて表さ

十一26

もので︑︿略V︒

十一23光の強さに至っては非常な

部に入るに随って益く高い︒

十一22

部に入るに随って響く高い︒

十一22

三十萬倍に立ってるる︒

十一21

鯨りに當り︑︿略﹀︒

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

さうして其のさしわたしは

のは︑液髄に近い氣膿であらうとい

えき

︿略﹀︑之を形造ってみるも

にある一大火球で︑︿略﹀︒

十梱8図さらば美作の杉坂に待ち奉
十︻18

ら ん と て ︑ ︿ 略 V︒
ゐんのしやう

面倒10図園 主上はや院庄に入らせ
給ふ︒

十慨4図 高徳せめては此の所存を君
に 知 ら せ 奉 ら ば やとて︑︿略﹀︒

行在所の御庭にし の び 入 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

あん

十槻5図 高徳︿略﹀︑夜にまぎれて

の 御 庭 に し の び 入り︑︿略﹀︒

あん
十齪6図︿略﹀︑夜にまぎれて行在所

十悦7図高徳︿略﹀︑大いなる櫻の
幹をけづりて︑大文字に詩の句を書
きつけたり︒

十鵬1図 翌朝警固の武士ども之を見
つけて︑讃みかねて上聞に達したり︒

十柵3図昔支那に呉・越とて相隣れ
る二國ありき︒

十鵬4図 年久しく二重ひて互に勝敗
︿略﹀︑勾践越の王となるに

ありしが︑︿略﹀︒

十偽4図

十一37

うちう
つまり此の宇宙には︑︿略﹀︑

これと同じやうなものがなほ敷限り
︿略﹀︑あの太陽のほかに︑

もなく存在してみるが︑︿略V︒

十一37

これと同じやうなものがなほ敷限り
きよ
︿略﹀︑たゴ其の距離の遠い

もなく存在してみるが︑︿略﹀︒

十一39

しかも我々に最も近いあの

ために︑あんなに小さく見えるので
ある︒

十一310

太陽でさへ︑︿略﹀︒

今かりに一時間五十里の速
度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

十一42

︿略﹀︑太陽に到着するには

ても︑︿略﹀︒

十一42

八十七年間＼るのである︒

︿略﹀︑太陽に到着するには
︿略﹀︑大聖として長く後

八十七年か﹂るのである︒

十一43

十一45図

人に敬はれ︑徳化の尚今日に著しき
もの︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大聖として長く後

人に敬はれ︑徳化の尚今日に著しき

十一46園

支那幾千年の人物中︑大

もの︑︿略﹀︒

十一46図

︿略V︒

少時より學問に働み︑長

じて後魯の君に仕へ︑︿略﹀︒

十一48図

かん
しかども︑妊臣の爲にさまたげられ︑

十一49図︿略﹀︑大いに治績を學げ

︿略﹀︒

十一410図︿略﹀︑久しく其の職に居

當時支那は山盛に分れて

ることあたはずして魯を去りぬ︒

十一51図

互に流感ひ︑職齪止むことなかりし

當時支那は敷國に分れて

かば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑老後は專ら力を教

互に相雫ひ︑戦齪止むことなかりし

十一52図

かば︑︿略﹀︒

十一510図

今此の書によりて其の一

育と著述とに用ひたり︒

十一65図

端を述べん︒

と︒

十一67図其の言にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂

十一68図園富貴は人のねがふ所な

り︒然れども正しき道によるに非ざ

れば︑我之に居らず︒

るに非ざれば︑我之に居らず︒

十一69図園然れども正しき道によ

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一610図園貧賎は人のいとふ所な
こロつ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

しやう

少時より學問に働み︑

ゆふぺ

又きはめて學問に熱心に

﹁朝に道を聞くことを

あした

得ば︑夕に死すとも可なり︒﹂

十一了3心配

して︑︿略﹀︒

十一73図

れば︑我之を去らず︒

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは

十一48図

の地に生れたり︒

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

う

十一48図

なし︒

所々に黒質といって黒く見える所も

此の黒貼は多分表面に生ず

ある︒

十一32

及び︑呉の勢盛にして越軍大いに破
︿略﹀︑勾践は呉に捕へられ

るうつ巻であらうといふ︒

︿略V太陽も︑夜の空に銀
の砂をまいたやうに見える小さな星

十﹁35

の一つと同じものだといふ︒

孔子は今より凡そ二千五

れ︑︿略﹀︒

十鵬5図
ぬ︒

十一13 地球上に存在するもので︑

太陽の影響を受けぬものは一つも

えいきやう

ない︒
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あ した

得ば︑夕に死すと も 可 な り ︒ ﹂

ゆふぺ

十一了4三園 ﹁朝に道を聞くことを
十﹇74図 ︿略﹀︑其の好學の念の切
なる︑﹁︿略﹀︒﹂といふに至れり︒

十一76図 孔子は他人を正す前に先
づおのれを正し︑近きより遠きに及
すを以て其の主義としたり︒

十﹁77図 孔子は︿略﹀︑近きより
遠きに及すを以て其の主義としたり︒

忘れて︑人生の爲に壼くしたる大聖

十一81図 其の身を忘れ︑よはひを
の面目︑︿略﹀︒

十︸82図 く略V大聖の面目︑よく

︿略V︑河岸には︿略﹀りつ

道が縦横に通じ︑︿略﹀︒

十一98
ぱな建物がそびえてみる︒
げき
︿略﹀︑公園・競馬場・劇場

ご

十一101

租界の外に出ると重ていは

等の娯底面關が到る慮に散在してゐ
る︒

十一102
上海が黄浦江に臨む部分は

支那風の町で︑︿略﹀︒

十一107

此の地は︿略﹀︑支那の各

は と ば
延長八哩︑六十齢の波止場がある︒

十一111

地との取引にもきはめて便利である
から︑︿略﹀︒

︿略﹀︑成績物を一枚も無く

つたのが︑︿略﹀︒

︿略V︑取出したら後できつ

に並べておいて︑︿略﹀︒

十﹁171

ともとの場所へお入れになるのださ

十一151

なさずにそろへていらっしゃるのに

見れば引出にはみんな札が

うです︒

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

十一177

驚きました︒

︿略﹀︑成績物を一枚も無く

なさずにそろへていらっしゃるのに

十一151

驚きました︒

これまで自分の不整頓の

チ﹂などと一々書いてあります︒

のぶ子さんは︑成績物が返 十一183囹

ために︑むだに費した時間と活力は

十一153

大きなものであった︒

しかし大勢の中にはそれを

守らない人もある︒

十一1810

分心得てみる事である︒

ならぬなどといふことは︑我々が十

十一188 ︿略﹀︑他人に害を加へては

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑學

︿略﹀︑學年の終におまとめ

年の終におまとめになるのださうで
す︒

十一153

になるのださうです︒
感心してしまひました︒

︿略﹀︑港内には常に敷百隻 十一155 ︿略﹀︑其の始末のよいのに

十一112

春は

十﹁169

﹁あすこに全部學年別に
﹁あすごに全部學年別に

成程︑かういふ風に分類
成程︑かういふ風に分類

︿略﹀︑本棚に並んでみる雑
ざっし

︿略V弟さんが雑誌を二三

誌の間へ︿略﹀︒

十一169

にも便利だ︒

してそろへておけば︑いつ取出すの

十一164園

してそろへておけば︑︿略﹀︒

十一163園

してのせてあります︒﹂

十一162園

してのせてあります︒﹂

十一162囹

の記念になるのだ︒

十一201

ならぬ︒

又他人の物を盗んだといふ

ところで︑どういふ事をす

又世間の人々のいましめにもせねば

十一1910 ︿略﹀︑其の犯罪者をこらし︑

らぬ︒

世間の人々のいましめにもせねばな

はく略﹀︑其の犯罪者をこらし︑又

やうな犯罪があった場合には︑國家

十一199

借金を返すやうに借主に命ずる︒

主の主張を直濡とみとめれば︑其の

十一195 ︿略﹀︑裁判所は︿略﹀︑貸

裁判所に訴へると︑︿略﹀︒

十一193．其の場合に貸主から借主を

裁判所に訴へると︑︿略﹀︒

右に見ゆるは名高き御 十一156園 成績順は︿略﹀︑皆一生 十一192 其の場合に貸主から借主を

左に遠くかすむは古城︑

右に見ゆるは名高き御
たどりつきたる峠の上

左に遠くかすむは古城︑︿略V︒

今日は︑のぶ子さんのうち
通された部屋には︑古いた

のぶ子さんはちやうど︑五

それぐお入れになりました︒

さつ持って出て︑︿略﹀雑誌の間へ

三月の末になさるはずであ 十一1610 聞けば︑雑誌の類は號の順 れば罪になるか︑︿略﹀は︑法律で

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

十一147

とちていらっしやる所でした︒

十一146

が︑︿略﹀︒

んすや戸棚などが並べてありました

十一143

へ始めて遊びに行きました︒

十一142

ひさgめくひるげのむしろ︒

に︑菜の花にほふ里見下して︑笑

十一132図圏

寺︑

十一128図圏

給のごと我等をめぐる︒

寺︑

の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

此の語にあらはれたりといふべし︒

十一127図圃

十一85 長崎を出た汽船は︑海上を
やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

に達する︒

くわう ほ

かのぼって︑黄浦江といふ支流に

十一86 それから五十海里ばかりさ
入り︑︿略﹀︒

しゃんはい

十一87 ︿略﹀︑更に十海里齢りさか

のぼると︑其の西岸にある上海に
着く︒

しゃん

十﹇87 ︿略﹀︑其の西岸にある上
はい

海に着く︒

十一89 こ＼には外古人の居留する
︿略﹀︑これ等は租界といふ

者が非常に多く︑︿略﹀︒

十一810

特別の匠域内に住んでみる︒

が 入 交 っ て み る ので︑︿略﹀︒

十一93 租界には︿略﹀幾多の人種
十一96 アスファルトや石を敷いた
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明 か に 定 め て あ るから︑︿略﹀︒

十一205 此の場合には訴へられた者
が被告で︑検事といふ役人が原告に
當るのである︒

十一206 ︿略﹀︑検事といふ役人が原
告に謝るのである ︒

︿略﹀︑不図な刑罰が加へら
べん
れぬやうに被告を保護するために辮

十﹁221

此の世をく略V︑平和な︑

護士といふものがある︒
ちつじょ

十一225
秩序正しい世の中にするのが其の目

的である︒

︿略﹀︑力の強い者やわるがしこい者

十一208 裁判所は将家が設ける機關 十一228 若し裁判が無いとしたら︑
しん

さ

で︑これに匠裁判所・地方裁判所・
こう

あふみ

が勝つことになるであらう︒
しばた

控訴院・大審院の四階級がある︒
くまもりまさ

に討って出でしむ︒
ひでよし

久間盛政をして︿略﹀︑近江の柳瀬

やながせ

裁判は事件の輕重によって︑ 十﹁235図︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

十一2010

れる︒

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑
を構へ︑︿略﹀︒

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

び は

十一211 ところで︑厘裁判所の裁判 十一237図待ちまうけたる秀吉は︑

︿略﹀︒

よごのうみ

く略V余丁湖のほとりに

︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の
急ぎて進み來る︒

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

十一244図

さんとする折しも︑︿略V︒

一墾に敵をみち

︿略﹀︑明日は進んで賎嶽

のとりでをおとし︑

十一256図

︿略﹀︑自らは尾野路山に

んにせんと︑︿略﹀︒

十一257図

はちがみね

︿略﹀︑大岩山・鉢峯な

野話し︑︿略﹀︒

十一257図

どの要所々々にそれぐ將卒を配置
したり︒

夜ふけに及んで︑鉢峯を
守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

十一259図

居たる秀吉は︑︿略﹀︒

ぜん

十一272図あたかも書食の膳に向ひ

づ五十人の兵に旨をふくめて先爽せ

十一274図 ︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑先

しめ︑︿略﹀︒

十一275図 ︿略﹀︑﹁者ども績け︒﹂と

馬にむちうって近江に向ふ︒

十一276図 ︿略﹀︑﹁者ども績け︒﹂と

夜に入れば︑見渡す限り

馬にむちうって近江に向ふ︒

十一277図

二十日の月は上りぬ︒退

明くれば二十一日の朝︑

明くれば二十一日の朝︑

し弟勝政に引きあげを命じたり︒

坂にふみ留って︑追來る敵を防ぎ居

いひ
十一286図︿略﹀︑此の時までも飯浦

兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

盛政は岨面より西北に重れる高地に

十一285図

兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

三重は賎嶽より西北に重れる高地に

十一284図

も︑︿略﹀︒

却軍は少しく之にたよりを得たれど

十一281図

木之本に到着したり︒

十一279図 ︿略﹀︑夜半の頃には既に

木之本に到着したり︒

十一279図 ︿略﹀︑夜半の頃には既に

つしくらに進軍して︑︿略﹀︒

のかゴり火書をあざむく中を︑︿略V︒
望み見るに︑︿略﹀︒
み の
︿略﹀︑美濃路の方面に當 十一279図 ︿略﹀︑一萬五千の軍勢ま

りてたいまつの光おびた曳しく︑

十一2510図

︿略﹀︒

こはた〜事ならじと︑尾
︿略﹀︑降ってわいたる敵

野路山の本造に急報すれば︑︿略﹀︒

十一262図
十一265図

の大軍︑木之本の邊に満ちくたり
と報じ青る︒

もあらず︒

十﹇266図
もあらず︒

木之本には秀吉の來れる

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

じたり︒

盛政は︿略﹀弟勝政に引きあげを命

お だ
これより先︑秀吉は織田 十一286図 明くれば二十一日の朝︑
日の正午大岩山の敗報至る︒

のぶたか

十一271図

なり︒

十一2610図

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

十一267図

此のま＼新手の兵を迎へ

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

味方は今日の戦に將卒共

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十一242図水際に寄りて馬の足を冷 十一265図 味方は今日の戦に將卒共

下り來れる七八人の兵卒あり︒

十一242図

の兵を督し︑來りて盛政の軍に合す︒

十一211 ところで︑匪裁判所の裁判 十一239図 やがて勝家また自ら五萬
に不服な者は地方裁判所に上訴し︑
︿略﹀︒

十一212 ︿略﹀︑尚其の裁判に不服な
者は更に大審院に上訴する︒

十一212 ︿略﹀︑尚其の裁判に不服な
者は更に大審院に上訴する︒

十一213 又地方裁判所で行はれた最
初の裁判に不服な者は︑︿略V︒

俄の軍に︑清秀等の奮職其のかひな

十一214 又地方裁判所で行はれた最 十一249図 されども不意を討たれし
初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

︿略﹀︑清秀は討死してと

く︑︿略﹀︒

ぬ︒

今日の職に勝ちほこり︑︿略﹀︒

十一253図

寄手の大童佐久間盛政は︑

りでは落ち︑職は午前のうちに終り

十一251図

審院にと順次に上訴する︒
︿略﹀︑控訴院・大審院にと

順次に上訴する︒

十一214

十一215 かういふ風に︑三回くりか
へして裁判してもらふ事の出來る組
織になってみるの は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
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十一288図

︿略﹀︑勝政の引足になり
︿略﹀秀吉︑︿略﹀︑すか

たるを見て︑︿略﹀︒

十一289図

さず銃砲組に捕鯨して銃火をあびせ

一軍今や崩れんとす︒

みさき

岬あり︑湾あり︑大小無敷の島々各

せん
り田園よく開けて︑毛暁を敷けるが

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒
だんのうら

木でも見下されるのがいや

ので︑ずるぶん苦しいが︑︿略﹀︒

毎年春の初か冬の半ばにす

おとうさんのお話によると︑

其のま＼にしておくと︑︿略﹀︑其庭

生きた枝でも枯れた枝でも︑

が節になるのだといふ︒

︿略﹀︑木が太るにつれて其

の枝を包んで行くために︑雲脚が節

十一3910

になるのだといふ︒

といふ︒

十一401 ︿略﹀︑其虜が節になるのだ

僕がお手薄して植ゑたあの

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十一402

らう︒

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

使ひみちによって︑三十年

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

十一404

離して植ゑても︑十五六年目には間

がり

のださうだから︑︿略﹀︒
から︒

伐をしなければならないやうになる

十一376園今に御らん︑此のくらみ 十一403 使ひみちによって︑三十年

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

の枝を包んで行くために︑︿略V︒

︿略﹀杉の若木が勢よく立 十一3910 ︿略﹀︑木が太るにつれて其

若木が勢よく立並んでみるのが︑

氣がする︒

おいた植林地の書付を開いて見る︒

十一362

︿略﹀︑明日の用意に出して

並んでみるのが︑目に見えるやうな

十一3510

︿略﹀︒

十一399

節が出來ることである︒

十一398 ︿略﹀︑枝打をしないと木に

︿略﹀︒

十一395

る枝打は︑面白いものだ︒

十一387

なって︑︿略V︒

は︑低い庭にあるもの程早く大きく

十一385

︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低

︿略﹀︑机によりか＼つて向

︿略﹀︑うねくと解く岡が
︿略﹀︑山の背を通ってみる

︿略﹀︒

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

我が國に遊べる西洋人は

い庭にあるもの程早く大きくなって︑

十一358

雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒

十一356

ふの方をながめると︑︿略﹀︒

十一355

此の瀬戸内海の風景を賞して︑︿略﹀︒

十一351図

だ切なり︒

く略V佐田岬長く突出で︑ 十一3410図 ︿略﹀︑屋島・六浦は源 十一384

く突出で︑︿略﹀︒

十一323図
九州にせまりて豊豫海峡をなす︒
あはち
十一325図 淡路島の東端︑︿略﹀︑四
なると
國に近き庭︑鳴門海峡となる︒
細長き内海を瀬戸内海といふ︒

︿略﹀︑敵は見る間にばた 十一326図此の四海峡に包まれたる

かけたれば︑︿略﹀︒

くと倒れて︑

十一2810図

のがけ路にて敵將山路正國に出であ
所に散在す︒

十一298図中にも加藤清正は︑山際 十一329図 瀬戸内海には︑到る庭に
ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか﹂る︒

小路を中にはさんで︑︿略﹀若木が
るやうな氣がする︒

瀬戸内海には︑︿略V︑大 勢よく立並んでみるのが︑目に見え

如く︑白壁の民家其の間に嵩在す︒

爾岸及び島島︑見渡す限

て眠るが如く︑︿略﹀︒

十一337図春は島山かすみに包まれ 十一359 ︿略﹀︑四五尺にのびた杉の

小無敷の島々各所に散在す︒

十一3210図

岬あり︑湾あり︑︿略﹀︒

十一298図中にも加藤清正は︑山際 十一329図 瀬戸内海には︑到る虜に
のがけ路にて敵將山路正國に出であ
ひ︑︿略﹀︒

士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清

十一306強直に組合ひたる二人の勇
正やがて正真をねぢ伏せたり︒

かぶとのしころつ㌧じの枝に引つ

十一309図清正刀を抜かんとするに︑ 十一341図
か﹂りて︑身のはたらき自由ならず︒

漁火の波間に出没する夜景もまた一

十一313図 清正手早くかぶとのをを

段の趣あり︒

月影のさゴなみにくだけ︑

切ったりければ︑かぶとはつ﹂じの

十一343図

枝に残って︑︿略﹀ ︒

に入りぬ︒

るのが一昨年植付けた庭︑︿略﹀︒

十一316図正号の首は終に清正の手 十一344図 ︿略﹀︑漁火の波間に出没 十一364 地堺の中の薄緑に染めてあ

︿略﹀︑汽船絶えず通航し

目的のところでは︑一坪に二本も三

瀬戸内海の沿岸には 十一373園 早く間伐して細工を取る

する夜景もまた一段の趣あり︒

十一347図

︿略﹀等良港多く︑︿略﹀︒

十一317図 福島正則以下の六人︑ま 十一345図
たそれぐに名ある勇士を討取って︑
︿略﹀︒

十﹇318図 福島正則以下の六人︑

を見る︒

内海の沿岸及び島々には

て︑遠く近く黒煙の青空にたなびく

︿略﹀︑武名を天 下 に と ゴ う か せ り ︒

十﹁348図

いつくしま

名勝の地少からず︒

十一319図 武器は皆槍なりしかば︑
世に之を志して黒影の七本槍といふ︒
みさき

十一322図自差の西には佐田岬長 十一349図 嚴島は古より日本三景 十一381 下刈はいつも土用中にする
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のださうだから︑︿略﹀︒
候︒

さかひ

寺に︑或部首久しく寄食してありけ

昔︑泉州堺のなにがし

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ
るが︑︿略﹀︒

十一405 ︿略﹀︑一番早く伐るとして 十一446図
の年になってみるわけだ︒

︿略﹀︒

或日其の書師に︑﹁︿略V︒﹂といへば︑

十一411 ぼんやりいろくの事を考 十一448図 住持は心得ぬ事に思ひて︑
へてみるうちに︑いっか夕方の色が
住持は心得ぬ事に思ひて︑

−

四 方 に た 〜 よ っ て︑︿略﹀︒

︿略V︒

十一454図園
難し︒

上り︑或は一二年忌在せんもはかり

愚僧も所用ありて京に

夕日隠の書師に︑﹁︿略V︒﹂といへば︑

十一412 ︿略﹀︑いっか夕方の色が四 十一449図
方 に た 〜 よ っ て ︑︿略﹀︒

十一412 ︿略﹀︑向ふの山も薄墨色に
暮れて行く︒

十一416圏團 久しく御無音に打過ぎ︑
失禮仕候︒

ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑夜中に壼師のし

︿略﹀︒

の木から原料をとるのであるが︑

十一474図夜明けて住持︑書師に向 十一505 ︿略﹀︑山野に自生するゴム
たる様をまねて見するに︑︿略﹀︒

至った︒

の領地にパラゴムの木を移植するに

十一509 ︿略﹀︑英國人はマレイ半島

至った︒

の領地にパラゴムの木を移植するに

十一508 ︿略﹀︑英國人はマレイ半島

至った︒

の領地にパラゴムの木を移植す箔に

増したために︑英賎人はマレイ半島

夜明けて住持︑︿略V︑夜 十︸507 ︿略﹀︑近年ゴムの需要が激

中に書師のしたる様をまねて見する

十一476図

に︑︿略﹀︒

十一478図國﹁我が心に思ひ構へし
事を如何にして知り給へるか︒﹂

ひのき
︿略﹀︑唯杉戸に檜一本

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑

十一481図此の一言を聞くや︑垂師
︿略﹀︒

十一482図

南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に

十一5010他の衆人も之にならって︑
きしに︑今又此慮に來られしは何故

﹁東園へ行き給ふと聞

を壷がきて東國へ出立しぬ︒

事なり︒さらば謝恩の爲に何か壼が

なった︒

十一485図園

せられたる河井氏の御話によれば︑

ぞ︒﹂

十一417魍圏 さて昨日御地より蹄村 十一457図園 ﹁そはいと名残をしき
きて参らすべし︒﹂

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

となく物足らぬ所ありて氣にか＼り
しが︑︿略﹀︒

十一491図園く略V︑東國へ下る路す
き添へんために蹄りしなり︒

がら︑︿略﹀︑其の意を得たれば︑か

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

これには種類が多く︑一番

ブラジル邊でゴムを製造す
ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

るには︑山野に自生するゴムの木か

十一505

よいのはパラゴムといふのである︒

十一4910

ゴムの木といってみる︒

嚢育には最もよく適してみる︒

らん
マレイ半島・蘭領東印度等

には︑日本人の纒螢してみるゴム園

十一513

此の邊でゴムを栽培するに

もたくさんにある︒

十一515

は︑先づ森林を焼四って︑其のあと

に種をまくか︑又は苗木を植付ける

のであるが︑︿略V︒

其の間草をとったり︑虎や

象の荒しに量るのを防いだり︑苦心

十一521

付を行ふまでには五六年もか＼る︒

十一5110 ︿略V︑これが成長して︑切

植付けるのであるが︑︿略﹀︒

其のあとに種をまくか︑又は苗木を

十一4910此の液の取れる木を普通に 十一馴6 ︿略﹀︑先づ森林を焼彿って︑

て︑製造したものである︒

南洋はく略V︑ゴムの木の

︿略﹀︒

來りて︑﹁︿略﹀︒﹂とさ＼やさければ︑

或夜小僧︑住持の居間に 十一488図園先に豊がきたる檜︑何 十一512

來御尋氣にて︑しかも一時は大分御

十一418圏団 ︿略﹀︑貴兄には去月以 十﹁4510図

︿略V︒

たい

重態なりし由︑︿略﹀︒

書師のする様を見給へ︒﹂

十﹇419塵團 ︿略﹀︑誠に意外の事に 十一461牢記﹁彼庭に行きて︑彼の
驚入候︒

る檬なり︒

り︒

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

十一465図

さまたげせんも心なしと

寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝起す

十一4110圏国 しかし此の頃は︑饒程 十一463図 く略V︑導師は障子に身を
御快方に向はれ候とか︒

十一423圓囲 御承知の通り當地には
温泉これあり︑︿略﹀︒

十一423囲國 ︿略﹀温泉これあり︑
病後の保養には特に宜しき由に候︒

に筆・を動かしみたり︒

くず
十一427囲国 野乗地産の葛粉少少御 十一466図 翌朝書師は常にもあらず
見舞の印までに御送り申上寸間︑御

く略V︑足をのべ︑手を口
ふ
に當てて鶴の臥したる様をなせり︒

十一473図

受納下され度候︒
︿略﹀︑或は仰に從ひ︑

其の中御地へ参り候やもはかり難く

十一439國團
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はなかく一通りでない︒
十一523 切付といふのは︑ゴムの木
から液をとるために︑木の幹に小刀
で傷をつけることをいふのである︒

十一523切付といふのは︑︿略﹀︑木
の幹に小刀で傷をつけることをいふ
のである︒

ばん

十一541

電氣の機械や︑蓄音機の圓

盤などに用ひるエボナイトといふも

近來床の敷物や︑道路にも

のもゴムから造る︒

十︸542
ゴムを用ひることが行はれて來た︒

昔︑アフリカの或港に一そ
熱帯の暑さにたへかねてゐ

うの船がとまってみた時の話である︒

十﹁546

込んだ︒

十一549

︿略﹀船員等は︑船長から

残ってみた︒

船には船長と老砲手だけが

泳を許されたので︑我先にと海に飛

十一549

た船員等は︑︿略﹀︒

十﹁524 切付には井野熟練を要する︒ 十一548

十一525 元來ゴム液は︑幹の皮部と
木質部との間にある乳管組織といふ
所から出るのであ る か ら ︑ ︿ 略 V ︒

十一529 此の傷から出て重るゴム液
は︑流れて下のコップにたまるので
ある︒

に起きて︑︿略﹀︒

つた︒

十一562

︿略﹀︑中にもうれしさうに

二人目︿略﹀︑沖のうきを

︿略﹀︒

︿略﹀聲を限りに叫んでゐ

其のうちに二人はふかの來

るが︑二人の耳にははいらぬのか︑

十一566

︿略﹀︒

十一569

ごばん

主な通にはアカシヤの並木

て碁盤の目のやうに正しく割られて

みる︒

十一596

︿略V︑市街の中央を東西に

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十一597

未開の土地を切開いて︑思

貫ぬく幅六十間の大通は︑︿略﹀︒

つきさつぶ

市外の眞駒内及び月寒に

まこまない

見渡す限り果もない原野に︑

十﹇606

瀧川から根室行の汽車に乗

︿略V︑緑草の間に羊の群を

かりかち

かりかち

十勝の境にある狩勝の峠にか＼る︒

とかち

十一6010 ︿略﹀︑約五時間後に石狩と

十勝の境にある狩勝の峠にか＼る︒

とかち

十一6010 ︿略﹀︑約五時間後に石狩と

ると︑︿略﹀︒

なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒
ねむろ

十一609

様や︑︿略﹀︒

放牧の馬や牛がいうくと草をはむ

十一604

は︑大きな牧場がある︒

十一603

ら︑︿略V︒

ふま㌧に設計して造った町であるか

其のうちに二人はふかの來 十﹇5910

るのに氣がついた︒

十一5610

ふかははや算数メートルの

るのに氣がついた︒

十一573

ものすごい程青白くかはつ

近くにせまってみる︒

十一576

ふかの口はもうほとんど子

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん
だ︒

十一581

とたんに︑ずどんと一襲す

供に届いてみる︒

十一582

砲手は︿略﹀︑手で顔をお

さまじい大砲の音がとゴろき渡った︒

十一585

立ちこめた砲煙の薄れゆく

ほって大砲の上につつ伏した︒

十一586

につれて︑先つ目に入ったのは︑大
きなふかの死罷であった︒

る︒

二人の少年はボートに乗せ
老砲手は大砲にもたれて︑

市街は此の眞直な路によつ

さつぼろ

は︑︿略V︒

十一594

十一595

札幌に來て先づ感ずること

無言のま㌧じっとそれを見つめてゐ

十一5810

られて蹄って駆る︒

十一589

大きなふかの死髄であった︒

かりかち

汽車は︿略﹀︑やがてトン

しばらく暗黒の中を通って

開せられた風景は︑︿略V︒

十一615 ︿略﹀︑突如として眼前に展

再び光明の世界に出た時︑︿略﹀︒

十一615

ネルにはいる︒

十一614

あって︑︿略﹀︒

十一611此の峠には長いトンネルが

十勝の境にある狩勝の峠にか＼る︒

とかち

︿略﹀︑どうしたのか急に相 十一586 ︿略﹀︑先つ目に入ったのは︑ 十一611 ︿略﹀︑約諾時間後に石狩と

人人は叫び聲に驚きあわて
て︑我先にと船へもどって躍る︒

十一563

大きなふかの頭が見える︒

と︑船から三四百メートルの庭に︑

老砲手が驚いて向ふを見る

手にぬかれて︑一二間も後れてしま

十一556

目當に泳ぎくらをしてみた︒

十一554

年であった︒

見えたのは︑十三四になる二人の少

十一552

年であった︒

見えたのは︑十三四になる二人の少

十一5210 ゴム園の人は毎朝暗いうち 十一552 ︿略﹀︑中にもうれしさうに

の木に此の切付をして廻る︒

十一5210 ゴム園の人は︿略﹀︑受持
十一532 それがすむと︑今度はバケ
ツを持ってコップにたまった液を集
めて歩くのである ︒

十﹇533 集めた液は之を工場に持つ
て行き︑︿略﹀︒

じゅん

十一534 ︿略﹀︑先づこして不純な
物を取除き︑次に藥品を入れて固ま
らせ︑︿略V︒

りヒつ
國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

十一537 かうして出居たゴムは︑各
ゆわう
十一538 加硫法とは︑ゴムに硫黄を
まぜる事で︑︿略﹀︒

く︒﹂と聲を限りに叫んでみるが︑

＋一539之をそれぐ用途に磨じて︑ 十﹇566 老砲手はく略V︑﹁逃げろ
更に加工するのである︒

に一に
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右手には遠く浅口同境の山々

が 大 浪 の や う に 連なり︑︿略﹀︒

十一617

十一636

た︒

ゆる方面に利用することを考へて來

十一686 ︿略﹀︑火の熱と光とをあら

到る虜にか貸やき渡る時代となった︒

︿略﹀︑火を使用するのは人 十一681 ︿略﹀︑今はガス燈や電燈が

思ふに落雷の爲に樹木が燃

えたり︑︿略﹀︒

十一662

い所である︒

類ばかりで︑他の動物には見られな

︿略﹀︑耕すにも︑うねを作 十一659

るにも︑種を蒔くにも︑︿略﹀︒

るにも︑種を蒔くにも︑大てい機械

︿略﹀︑耕すにも︑うねを作

と馬の力による︒

十一618 ︿略﹀︑眼下には郁々とした 十一637
十勝の大平野がはるばると績いて︑

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

其のうちだんく人智が獲 十一688 笠寺は又どんなものが嚢明

火の熱は︑初め主として食

獲明されたものである︒

十一672

た︒

十一694

十一715

小僧一人だけ自由に室内に

末席に坐ってみた僧は︑そ

末席に坐ってみた僧は︑そ．

隣に坐ってみた僧が之を聞

﹁無言の行に口をきくと

或夏の半ば︑宣長はかねて

か

も

まぶち

あなたがよく會ひたいと

か

も まぶち

く略V江戸の賀茂眞淵先

あまり思ひがけない言葉に

生が︑先程御見えになりました︒

十﹁713園

先程御見えになりました︒

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

十一713園

買ひつけの古本屋に行くと︑︿略﹀︒

十一7010

いふ事があるか︒﹂

十一699圏

いて︑﹁︿略﹀︒﹂

十︻698

れが氣になってしかたがない︒

十一695

れが氣になってしかたがない︒

十一695

んく暗くなり︑︿略﹀︒

夜が更けるにつれて燈がだ

出入させて︑いろくの用を足させ

十一692

を始めた︒

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

或山寺で︑四人の僧が一室

達するにつれて︑木片と木片をこす

︿略﹀︑耕すにも︑うねを作 十一664

の使用が廣まるにつれてすたって來

や切株の根本を掘っておいて︑それ

物を調理するのに用ひたもののやう
であるが︑︿略V︒

︿略﹀︑時代が進んで燃料の

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

十一673

に

木炭や石炭や石炭ガスの火

んく廣くなって來た︒
十一676

は︑部屋を暖めたり物を煮たりする
に用ひられ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

十一677

︿略﹀︑其の後らふそくや種

すのに大切なものとなってみる︒

油がともされ︑石油のランプが之に

十一681

代り︑︿略﹀︒

十一691

るにも︑種を蒔くにも︑起てい機械

十一668

になった︒

とであらうか︒

中にはトラクターを用ひて

りあはせて火を得る法をさとるやう

十一637
全く大農式にやってみる虜もある︒

妬く又極めて長い出行はれてるたも

此の方法は各文民の間に︑

と馬の力による︒

十一637

︿略V︒

眠いて︑末は青い大空に接してみる︒

十一619 ︿略﹀大平野がはるばると
十一621 畜がけるが如く美しき山の︑
或は右に或は左にあらはれるのは︑
だけ

サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

中にはトラクターを用ひて

のであるが︑︿略﹀︒

た︒

十一6610此の方法は︿略﹀︑マッチ

いて︑︿略﹀歩き廻ると︑二間幅ぐ

すき
これが大きな鋤を何本も引

らみに耕されて行く︒
こん

十﹇643

全く大農式にやってみる庭もある︒

十一621 書がけるが如く美しき山の︑ 十一638
だけ

或は右に或は左にあらはれるのは︑
サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

十一622 はるかの下に一條の白煙を
たなびかせて見えがくれする上り列

にくさりをつけて此のトラクターで

又開墾する場合には︑立木 十一67一 マッチは今から約百年前に

十一627 明治十六年こ＼に十三戸の

引くと︑︿略﹀︒

十一644

農家が移住して來たのが此の町の始

車は︑︿略﹀︒

りであった︒

掘っておいて︑それにくさりをつけ

十一631 當時此のあたりは未開の原 十一646 ︿略﹀︑立木や切株の根本を
野で︑殆ど交通の便もなく︑唯僅か

︿略﹀︑めりくと音を立て

て此のトラクターで引くと︑︿略﹀︒

くわん

農業者は多く古い習慣に
︿略﹀︑此の邊ではく略﹀︑

開いて行く︒

新式の方法によってどしく土地を

十一652

なつみやすいものであるが︑︿略﹀︒

十一6410

て根こぎにされてしまふ︒

十一648

に十勝川を上下するアイヌの丸木舟
の便をかりるに過ぎなかった︒

十一633 畠にしても︑小路によって

細かく仕切ることをしないから︑
︿略﹀︒

細かく仕切ることをしないから︑

十一634 畠にしても︑小路によって
︿略V︒

呼吸しながら︑土の香に親しんで樂

︿略﹀︑人々は自由な大氣を
しげに働いてみる︒

十一654

耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔

十一636 こんな潤い畠であるから︑
くにも︑大てい機械と馬の力による︒
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宣長は驚いて︑﹁先生がどうしてこ
ちらへ︒﹂

しん じ ゃ う や

なって︑さつき御出かけの途中

十一718囹 あの新上屋に御泊りに

しん じ ゃ う や

︿ 略 ﹀ ︑ 御 立 寄 り下さいました︒

つきました︒

十一754園古い言葉を調べるのに一
︿略﹀︑何時の間にか年を

番よいのは萬葉集です︒
十一755囹
とってしまって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の使用に馴れきつ

てしまってみる我々は︑︿略﹀︒

十︸782

︿略﹀︑又之を考案した昔の

しかし今日の貨幣や紙幣を

人々に封して別段感謝の念を起すこ

十一784

ともない︒

案出するまでには︑人間は實に種々

十一786

とってしまって︑古事記に手を延ば

檬々なものを使用してみたのである︒

石・貝・家畜・獣皮・布・

︿略﹀︑時代により場所によ
ともあった︒

十一7810

しかしこれらの物は︑受取

って・それぐ貨幣の役目をしたこ

十一788

ともあった︒

って︑それぐ貨幣の役目をしたこ

農産物などが︑時代により場所によ

これは同量の研究には特 十一788

老學者の言に深く感激した
︿略﹀宣長は︑未來の希望

それで金属を用ひることを

る者にそれが不用であったり︑︿略﹀︒

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑ 十一793

思ひつき︑形の上に種々の工夫をこ

かうして出來た貨幣は極め

三十五年の間努力に努力を績けて︑

十一795

かうして出來た貨幣は極め

て使用に便利ではあるが︑︿略﹀︒

十一794

らして︑︿略﹀︒

有名な古事記傳といふ大著
の上に不滅の光を放ってるる︒

述は此の研究の結果で︑我が國文學

十一773

遂に古事記の研究を大成した︒

十一7610

に胸ををどらせながら︑︿略﹀︒

十一764

宣長は︑︿略﹀︒

十﹁764

目的に達するやうになさい︒

それから一歩一歩高く登り︑最後の

十一762園︿略﹀︑先づ土皇を作って︑

に必要ですから︑︿略﹀︒

十﹇7510園

すことが出歪なくなりました︒

十一718園 あの新上屋に御泊りに 十一756囹 ︿略﹀︑何時の間にか年を
なって︑︿略﹀︒

十﹇721園どうかして御目にか㌧り
たいものだが︒

十一723園 後を追って御いでになつ．
たら︑大てい追ひつけませう︒

十一732 さうして新上屋の主人に︑
︿略﹀︑萬一御辿りに又泊ら

︿ 略 ﹀ と 頼 ん で おいた︒

十一732

れることがあったら︑すぐ知らせて
もらひたいと頼んでおいた︒

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一736 望がかなって︑宣長が眞淵
のは︑それから敷日の後であった︒

眞淵はもう七十歳に近く︑

十一B10 眞淵はもう七十歳に近く︑
︿略﹀︒

十﹇7310
︿ 略 ﹀ ︑ 天 下 に 聞えた老大家︒

て使用に便利ではあるが︑尚場合に

︿略﹀︑尚場合によっては持運びに不

くとまやこそ︑

家なれ︒

我がなつかしき住

生れて潮に浴して︑

浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

十一805図圏

なぎさの松に吹く風を︑

不断の花のかをりあり︒

十一8010図圏高く鼻つくいその香に︑

十一812図圏

幾年こ㌧にきたへたる

いみじき樂と我は聞く︒

鐵より堅き腕あり︒

十一8110図圏

はだは赤銅さながらに︒

十一822図圏吹く潮風に黒みたる

浪にた〜よふ氷山も︑

はだは赤銅さながらに︒

十一823図圏吹く潮風に黒みたる

十一825図韻

いで︑軍艦に乗組みて︑

來らば填れ︑恐れんや︒

の號令と

空には眞夏の日がさらく

我は護らん︑海の國︒

十一832図圃

十︸837

﹁進め︒﹂

とか〜やきわたってみる︒

共に︑三十人の一組は二列になって︑

十一841 やがて

順々に水の中へとはいって行く︒

になって︑︿略﹀︒

十一餌2 ︿略﹀︑三十人の一組は二列

十一8510

その中︑先に進んでみた者

その中︑先に進んでみた者

僕も急に元三がなくなって︑

が二三人列から離れて船に上った︒

十一858

が二三人列から離れて船に上った︒

十一857

もとの水の温度にかへった︒

かうして出來た貨幣は 十一855 しかし又しばらくすると︑

よっては持運びに不便なので︑︿略﹀︒

便なので︑︿略﹀︒

我々の普通に金鏡といって 十一795

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

る紙幣といふ物を案出した︒

又此の外に貨幣の代りに用 十一796 ︿略﹀︑更に貨幣の代りにな

さわぐいそべの松原に︑ 煙たなび

雪雑の外に貨幣の代りに用 十一801図星我は海の子︑白波の
ひられる紙幣がある︒

十一777

ひられる紙幣がある︒

十一777

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

十一775

みる物の中には︑︿略﹀︒

十一742 宣長はまだ三十歳射り︑温 十一775 我々の普通に金鏡といって
和なひと﹂なりのうちに︑どことな
とく
く才氣のひらめいてみる篤學の十年︒

十一744 だんく話してみるうちに︑
眞淵は宣長の學識の尋常でないこと
をさとって︑︿略﹀︒

十一746 話が古事記のことに及ぶと︑
宣長は﹁︿略V︒﹂

十一7410園 それはよいところに氣が
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一所に船に上らうかと思ったが︑

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

かういふやうに︑暦はわ

知るのだ︒

僕はよく年寄の人が新の幾

暦には太陽暦と太陰暦と

︿略﹀︑普通四年毎に一日
︿略﹀︑普通四年毎に一日

の閏をおくことになってみる︒

うるふ

十一931園

の閏をおくことになってみる︒

うるふ

十一931園

あって都合がよいからだ︒

十一927園太陽暦の方がよく季節に

あって︑︿略﹀︒

十﹁922囹

して︑其の事を父に尋ねた︒

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

十一921

大切なものだ︒

たしたちに日日の事を教へてくれる

︿略V︑一所に船に上らうか 十﹁918囹

︿略﹀︒

十一8510
と思ったが︑︿略﹀︒

十一864 やうやく月島の横を通り越
す頃には︑もうつかれきって氣も遠
くなるばかりだ︒
してくれる︒これ に 力 を 得 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一867 船の上からはしきりに働ま

える︒

波打際には大勢の人が

十﹁869 目ざす大島はもうそこに見

十一869
︿略﹀︑﹁萬歳月々︒﹂と叫んでみる︒

十﹇872 とうく大島についた︒
十一883園 おとうさん︑二百十日は
立春から二百十日目に怠るのですね︒

ない︒

十一938圏

︿略﹀︑三年にならないう

最後に父は﹁︿略﹀︒﹂と言

十一9410

︿略﹀リンカーンは︑今か

リンカーンが七歳の時︑一

田舎の貧しい家に生れた︒

ら百年饒り前︑ケンタッキー州の片

十一948

葉をそへた︒

十﹁942

ふことがある︒

︿略﹀︑太陰暦になると三十日もちが

したがって二百十日も

ちに一箇月の閏をおかなければなら

十一936園

おかなければならない︒

三年にならないうちに一箇月の閏を

十﹇887園 これは略本暦だ︒この中 十一935園 ところが太陰暦は︿略﹀︑
﹁ こ れは略本暦だ︒︿略﹀︒﹂

にある﹃通日﹄で数へて御らん︒
十一889

かういって弟の手に渡した︒

十一897 弟は︿略﹀︑ふと﹁八十八
夜﹂の文字に目を止めて︑﹁︿略﹀︒﹂

十一899闘 こ＼に﹃八十八夜﹄とあ
りますが︑これは何ですか︒
︿略﹀︑稻をはじめ大てい

の物の種をまく目安になる日だ︒

十一901囹

十一904 ︿略﹀︑祝祭日・土用・彼
岸・入梅・日食・月食が何時になる
かとく略﹀︒

十一909囹 こんな事を知るには﹃日
出﹄﹃日入﹄﹃月 齢 ﹂ を 見 る ︒

十一9010圏 おとうさんが毎年潮干狩 家はインディアナ州に移ったが︑

︿略﹀︒

それは三方が丸太の壁で︑

一方は明けはなしになってみて︑戸

十一953

家が出遣てから次に土地を

も窓も床もないものであった︒

十一954

家が出簸てから次に土地を

開きにか＼つた︒

十一954

開きにか＼つた︒

それからは又父の手助をし

たり︑人にやとはれたりすることに

十一985

なったが︑︿略﹀︒

それからは又父の手助をし

たり︑人にやとはれたりすることに

十一985

ところが家に書物がないば

なったが︑︿略＞Q

かりでなく︑近くに圖書館もないの

十一987

熱心なリンカーンは︑書物

リンカーンは︿略﹀︑鬼の

遠近を問はず借りに行った︒

十一9810 熱心なリンカーンは︑︿略﹀

ず借りに行った︒

を持ってるる人の所には遠近を問は

十一989

で︑︿略﹀︒

かりでなく︑近くに圖書館もないの

十一965 かうしてみるうちに︑知識 で︑︿略﹀︒
よく
十一987 ところが家に書物がないば
を得たいといふ彼の欲望は無く強く

︿略﹀︑父に蝕して是非學校

なり︑︿略﹀︒

十一966

︿略﹀︑父に脅して是非學校

に入れてもらひたいと願ったけれど
も︑︿略﹀︒

十一966

に入れてもらひたいと願ったけれど
も︑︿略V︒

︿略V︑父は學校へ行って時 十一996

首でも取った氣になって一心に讃績

十一968

書の仕事の合間に讃むのは

けた︒

十一㎜2

︿略V︑夜は床に就いてから

燈が講きると翌朝すぐ手に

燈が煮熾きるとく略﹀︑まく

ところが或夜︑夜中に激し

壁のすき間をもつた雨のた

い雨が降ったことがある︒

十一9910

らもとの壁際に置く︒

十一999

置く︒

取れるやうに︑まくらもとの壁際に

十一998

燈が乏きるまで讃む︒

十一997

勿論︑︿略﹀︒

十一997

間をつぶすよりも畠に出て働いた方
ところが母のとりなしで終

がよいといって︑︿略V︒

十一969

に學校に入ることが出來たので︑リ

鉛筆や紙も自由には買へな

ンカーンの士吾は一通りでなかった︒

十一978

かったから︑家で算術の練習をする
には︑木のシャベルと炭を用ひた︒

大事なことは拾ひ集めた木

しかしせっかく始めた學校

片などに書留めて忘れないやうにし

十一9710
ておく︒

十一983

通ひも︑家事のために僅か一年足ら
ずで止めねばならなくなった︒
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︿略﹀︑本がすっかりぬれて

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑
︿略﹀︒

十一伽2
みたので︑子供心にも大玉心配して︑
︿略V︒

十一欄4 翌朝貸してくれた人の家に
行 っ て 事 情 を 述 べ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ
た︒

十一㎜5園 乏しやうすることが出來
ませんから︑其の代りに何か仕事を
させて下さい︒

十一㎜7 其の人は別にとがめもせず︑
願に任せて三日間畠の草をとらせ︑
︿略﹀︒

十一欄5圏團

︿略﹀︑中央の高地や海

︿略﹀︑殊に温帯に國す

岸地方の大半は割合に涼しく︑︿略﹀︒

十一欄5圏國
此の手紙と一しょに︑

る南部の諸州にては︑︿略﹀︒

十一佃10圏國

其の中に有名なるアマ

繕葉書をたくさん小包にて送り申候︒

十一脳2國団
ゾン河や︑イグアッスーの大仁布の

河幅は驚く程の廣さに

壮観を寓したるものもこれあり候︒

十﹁価2圏国

て︑河口の慮にては︑三百二十キロ
メートルもこれある由︑略く東京・
きよ

次にイグアッスーの瀧

豊橋間の距離に由り候︒

十一塒2國團

コーヒー園見物に出掛け候︒

大勢の人々が熟したる

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

十一欄8圏国

十一佃5國囲

先づ︿略﹀なたにて灌

木を伐彿ひ︑次にをのを振るって大

木を伐るに︑︿略﹀︒

るものが地ひゴきを打って余るる檬︑

十一m⁝7國団 ︿略﹀︑三連も四抱もあ

畑を打ち︑

とく︒

十一川4図圃

ぐう

風なほ冷たき春のゆふべ

雪降りみだる＼冬のあ

に︑ 劉備が三顧のこよなき知遇︑

りうび

したに︑

雪降りみだる＼冬のあ

十一m3図趙 く略V︑ 出でては日毎
ふみ
入りては机に書をひも

で其のま＼に致置き︑︿略﹀︒

十一欄8瞬国伐倒したる木は乾くま

牡快言語に絶し候︒

を集めてみぞに投入れ候へば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑袋に入れて外國

十一柳1皇継之を機械にかけて皮を
除き︑︿略﹀︒

十一研2圏団

︿略﹀︑袋に入れて外國

に輸出する由に候︒

十一研2國団

に輸出する由に候︒

コーヒー園には多くの
日本人が働き居候︒

十一研4圓圏

十一柳5國国中にも十三四ばかりの
子供が︑漏斗人の間にまじりてかひ

︿略﹀︒

十一川5図鼠

ぐしく立働ける様を見ては︑︿略﹀︒

十一欄5國團中にも十三四ばかりの

は︑︿略﹀︒

十一価4國圏次にイグアッスーの瀧

ま＼リンカーンにやった︒

したに︑

十一欄9 ︿略﹀︑さうして本は其の

子供が︑各傑人の間にまじりてかひ

2図圏

天下を定むる三分の計︑

二代の帝に悪くす眞心︑

我が國の地方自治團艦には︑

其の土地に飼い狭いがあり︑

があるにしても︑︿略﹀︒

十一佃5 ︿略﹀︑其の組織に繁簡の差

があるにしても︑︿略﹀︒

十一佃4 ︿略﹀︑其の組織に繁簡の差

︿略﹀︒

其の組織に繁簡の差があるにしても︑

十一備4

府・縣・市・町・村の別がある︒

十一佃3

︿略V︒

十一擢6図韻

たなそこの上に指さすがごと︒

十一

︿略V︒

に︑ 劉備が三顧のこよなき知遇︑

ぐう

風なほ冷たき春のゆふべ

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

原野は当てい牧場にて︑

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打
過ぎ候︒

十一柵3國団

牛馬は放し飼にせられ居候︒

森林には大木すき間も
︿略﹀︑其の根本には︑

なく繁茂し︑︿略﹀︒

十一佃3國国

くわん

十一佃6圏国

くわん

つる草・灌木など思ふま＼にはび
こり居候︒

十一佃10圏團︿略﹀︑つる草・灌木
など思ふま＼にはびこり居候︒

か＼る虚にても日本人
が盛に開墾に從事出居り︑︿略﹀︒

十一佃2國団

りうび

十一欄10 リンカーンは︿略﹀︑其の

國との境にある大風布にて︑︿略V︒

昨日知人に誘はれて

十一研10國国

後何度もく讃返してみるうちに︑

︿略﹀︑其の壮観實に筆

二週間ばかり前より南

世界に名高きブラジル

在るを忘れ候︒

十一鵬3圏圏︿略﹀︑殆ど身の南米に

十一価10圏団 ︿略﹀︑何虜に行きても
ゆ
日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒

方のサンパウロ市に参り居候︒

十一価8圏団

舌に撞くし難く候︒

十一価5圏国

ぐしく立働ける様を見ては・︿略﹀︒
こん
森林地開墾の檬子を視

此の偉人の品性に深く感化された︒
︿略﹀︑此の偉人の品性に深

く感化された︒

十一川1

十一川4彼が他日大統領となり︑世
界の偉人として萬人に仰がれるやう
になったのは︑︿略﹀︒

十一川9國圏 勉強も大切なれど︑腔
にも精々御注意なさるべく候︒

十一鵬4圏団

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

十一佃1國團町のりっぱなる事も︑

て︑︿略﹀︒

昨日知人に誘はれて

文明諸國の大都會に比して少しも劣

十一欄7僧団

コーヒー園見物に出掛け候︒

十一鵬6圓圏

る所これなく候︒

十一榴3圏国詞のブラジル國は︑
︿略﹀︑其の大部分は熱帯に属し居候
へども︑︿略﹀︒

に一に
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十一佃5

︿略﹀︑地方自治の精神に基

づいて其の愈愈の幸福を進め︑國運
の襲展を期することは皆同じである︒

十一榊3 地方人民が協同一致して自
︿略﹀︑誠意其の團膿の爲に

ら 地 方 公 共 の 事 に當り︑︿略﹀︒

十一掴3
力を衝くす精神が即ちそれである︒

十一桝6 一般人民が下血市町村會議
員を選着するにも︑︿略﹀︑皆此の精
神を本としなければならない︒

十一悩7 ︿略﹀︑府縣市會で参事會員
を選墨するにも︑︿略﹀︑皆此の精神
を本としなければならない︒

十一桝7 ︿略﹀︑市町村會で市町村長
を選噂するにも︑皆此の精神を本と
しなければならない︒

十一M9 又市町村長が其の事務を庭
零するにも︑︿略﹀︑常に此の公平な

精神をもつてしなければならない︒
十一M9 ︿略﹀︑議員が豫算を議する

にも︑常に此の公平な精神をもつて
しなければならない︒

︿略V︑私利によって勧誘す

るとか︑︿略﹀︒

十一価4

︿略V︑又此の手段に動かさ

るとかいふやうな手段を用ひたり︑
︿略﹀︒

十一価5
れたりするのは︑︿略﹀︒

︿略﹀のは︑自治の精神に
本當に自治の精神に富んで

全く反するものである︒

十一価6
十一柵7
公吏・議員等︑直接間接に

みる者は︑︿略﹀︒

十一緬10

公吏・議員等︑直接間接に

公共の事務に當る者は︑︿略﹀︒

十一価10

︿略﹀︑如何に其の職務に忠

皇土ハの事務に當る者は︑︿略﹀︒

十一備1

︿略﹀︑地方人民が一般に之

實であっても︑︿略V︒

十一描6

︿略﹀︑地方人民が一般に之

を尊重し︑︿略﹀︒

十一備6

を尊重し︑之に協力することによつ
て︑︿略﹀︒

︿略﹀自治團罷の事業は︑
協力することによって︑始めて其の

地方人民が一般に之を尊重し︑之に

十一柵6

効果を完全に畢げることが出來る︒

十一価1 市町村長や議員を選墨する
には︑專ら其の人物に重きをおいて︑

︿略V産業の誌面︑風俗の
︿略﹀︑地方人民は大いにこ

十一柵9

れふ

︿略﹀︑銃猟に出たらしいり

つばな騎馬の人たちが︑︿略﹀︒

ふと向ふを見ると︑︿略﹀

騎馬の人たちが︑眞一文字にこちら

十一柵10
へかけて煎る︒

農場主はせっかくよく出來

てるる変を︑たくさんの馬や犬にふ

十一佃1

みあらされてはたまらないと思って︑
︿略﹀︒

農場主は︿略﹀︑そばに居

農場主は︿略﹀︑そばに居

た自分の子に︑﹁︿略V︒﹂と言ひつけ

十一佃2
た︒

十一佃3

た自分の子に︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけ
た︒

ジョージがとんで行って門

さうしてジョージに早くあ

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

十一佃7

︿略﹀︒

十一佃9

騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

けて通すやうにと言った︒
十一柵6

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言
つてすかしたりした︒

おとうさんは︑誰が來て
も此の門をあけてはならないと僕に

十一佃9園

最後に目つきのやさしい老

言ひつけました︒

十一㎜10

ウェリントン公爵ともい

紳士が言った︒

十一伽8圏

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

はれるえらいお方が︑おとうさんの

民に自治の精神が乏しければ︑よい

どうしても考へられません︒

自治制も︑之を運用する入
結果を得ることは到底望まれない︒

十一柵4

れ等の事業に力を蓋くさねばならぬ︒

十一柵2

改善等に務めたりするのは︑︿略﹀︒

十一描9

︿略﹀︒

十一価1 市町村長や議員を選學する

︿略﹀︑決して親族・縁故其

には︑專ら其の人物に重きをおいて︑
︿略﹀︒

十一価2

の他私交上の關係の爲に心を迷はす
やうなことがあってはならない︒

十一価4 まして威力によって強制す

僕は︑誰が來ても此の門

をあけてはならないとおとうさんに

十一伽10園

昨日橋本君と一しょに町は

公爵はひどく此の答が氣に

言はれてるるのです︒

十一梱1

入った︒

昨日橋本君と一しょに町は

つれのガラス工場を見に行った︒

十一梱6

十一梱6

最初にはいったのは原料を

つれのガラス工場を見に行った︒

調合するところで︑︿略V︒

十一撚8

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入

けい

十一梱9 ︿略﹀︑マスクをかけた職工

シャベルでざくくかきま

れてかきまぜてみた︒

十一槻一

ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに

立ちのぼって︑︿略﹀︒

には熔解窯がある︒

ようかいがま

十一慨7次の建物にはいると︑こ＼

ようかいがま

十一慨8次の建物にはいると︑こ﹂

窯の周園には︑八九人の職

には熔解窯がある︒

工が汗を流して働いてみる︒

十一槻10

細長い管の一端を︑とけた

︿略V︑先に赤い玉がくつつ

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一鵬4

︿略﹀︒

十一鵬5

一端に口を當てて息を吹き

いてるる︒

十一伽5

見てみるうちに大きなフラ

こむと︑ぷうつとふくれる︒

十一伽8

スコが出過た︒
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十一榴9 こちらを見ると︑そこでは
かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて
型から出す︒

十一悩1 ︿略﹀︑いろく扱ってみる
うちに皇付のコップになった︒

十一悩1 ︿略﹀︑いろく扱ってみる
うちに直付のコップになった︒

十一悩3 橋本君にうながされて︑次
の室にはいった︒

十一悩3橋本君にうながされて︑次
の室にはいった︒

十一悩4 調べかはの廻るにつれて︑
石や木や金の圓板が車輪のやうに廻
つてみる︒

此の面板にあてて模様をほりつけた

十︸悩6 ︿略﹀皿やコップなどを︑
り︑みがきをかけたりしてみる︒

十一悩8 隣の室では︑職工が五六人

わうばく

されば古は︑︿略﹀︑學者

にて︑︿略﹀︒

十︸伽9図
うち

く略V︑山城宇治の黄蘂山

其の得がたきに苦しみたりき︒

十一伽1図
てつげん

宙吊寺に鐵眼といふ僧ありき︒

十﹇伽7図鐵眼大いに喜び︑將に出
たまく大阪に出水あり︒

版に着手せんとす︒

十一伽8図

鐵眼此の状を目撃して悲

産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を知ら

十一伽9図死傷頗る多く︑家を流し
ず︒

十一171図

喜捨を受けたる此の金︑

しみにたへず︒

十一枷4図園

之を一切纒の事に費すも︑︿略﹀︒

十一枷5図園喜捨を受けたる此の金︑

ききん
方に大飢饅起り︑︿略﹀︒

き
十一伽5図然るに︑此の度は近畿地
幕府は庭々に救小屋を設

けて救助に力を用ふれども︑︿略V︒

十一伽6図

幕府は暗々に救小屋を設

たかねにも︑

十ニー7図面

ありけり︒

十ニー7図圏

たかねにも︑

ありけり︒

十一伽7図

けて救助に力を用ふれども︑︿略﹀︒

ふかな︑

︿略﹀︑一切纏の廣く我が

此の版木は今も萬福寺に
此の版木は︿略﹀︑三棟

おのが治むる國はいかに

のぼればのぼる道は

大空にそびえて見ゆる

大空にそびえて見ゆる

のぼればのぼる道は

ほどくに心を奇くす

おとらぬ國となす

よきを取りあしきを捨

ごま
荒畑を馴らしがてらに︑

櫻がりするますらをのと

いつ方に志してか︑日
あり
盛りの やけたる道を蟻の行くらむ︒

い

松江を労したる汽車は

今市を過ぎ︑大社鐸に着

きよ
︿略﹀大鳥居あり︑巨人

やがて打績く松並木の間

を過ぎて境内に入り︑︿略﹀︒

十一一58図

の如く我がゆくてに立つ︒

十二54図

りて行けば大鳥居あり︑︿略﹀︒

十一一52図︿略﹀︑参詣人の群にまじ

思ひつ＼︿略﹀︒

十二410図旅行にはよき日なりなど

︿略﹀︒

十二49図停車場の外に出つれば︑

きぬ︒

十二49図

︿略﹀斐伊川の智慧にか＼る︒

ひ

十一一46図

濱松の こずゑさやかにふれる白雪︒

うな
十二41図面 海原はみどりに晴れて︑

十一一33図圃

も︒

野邊遠く

十二31煙焔

よしもがな︒

てて︑とつ國に

十一一26図囲

國民の ちからそやがてわが単なる︒

十二22血止
日々にまさりゆくばかりなり︒

十一柵7図︿略﹀︑人々のくるしみは
鐵眼こ＼において再び意
を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

十一伽9図

く略V︑又もや一銭をも留

の事業を中止し︑︿略﹀︒

十一伽1図

く略V吊眼は︑終に奮つ

めざるに至れり︒

十一伽4図

かくて天和元年血眼が初

て第三回の募集に着手せり︒

十一欄1図

度の募集を始めてより十八年の後に

これ世に鐵図版と与せら

︿略﹀︑うゑたる人々の救助に用ふる

十一柵5図

事なりとす︒

國に行はる﹂は︑實に此の時よりの

十一㎜4図

る㌧ものにして︑︿略﹀︒

十一㎜3図

至りて︑︿略﹀︒

一切経を世にひろむる

も︑︿略﹀︒

十一旧6屠蘇

︿略﹀︑資金を悉く救助の

十一欄6図

保存せられ︑︿略﹀︒
たる出版費は︑︿略﹀︒

﹁鐵眼は一生に三度一

百五十坪の倉庫に満ちくたり︒
十一欄8図園
かん

切経を刊行せり︒﹂

と︒

十ニー3図圏古のふみ見るたびに思
て宿志の果さる＼も近きにあらんと

︿略﹀︑効果空しからずし

す︒

十一伽3図

と更に敷年︑︿略V︒

十一伽1図

然れども鐵眼少しも屈せ
ぼ
ず︑再び募集に着手して努力するこ

十一旧10図苦心に苦心を重ねて集め

用に當てたりき︒

十一梛9図

其の志を告げて同意を得︑︿略﹀︒

すなはち喜捨せる人々に

はもとより必要の歪なれども︑︿略﹀︒

ならんで︑ガラス器にいろくの模

十一伽8図

を見せてもらった ︒

様をつけてみる︒

ちん
十一桝10 疑りがけに事務所の陳列棚

十一衡5図 一切纒は︑佛教に關する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑
︿略﹀︒

十一伽6図 一切纒は︑︿略﹀︑此の教
に志ある者の無二の寳として貴ぶと
ころなり︒

十一伽7図 しかも其の巻敷幾千の多
きに上り︑︿略﹀︒

來せるものの僅かに世に存するのみ

十一伽9図 されば古は︑支那より渡
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かっく︒

十二59図 ︿略﹀︑先づ拝殿の前にぬ
みこと

たけみ

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

十二61図昔︑大國主命賊を平げ
なし︒

十二62図時に天照大神の使者建御
かつち
世吉此の地に來りていふやう︑
﹁︿略﹀︒﹂

あし

十二63図園 大神の勅にいはく︑
﹃此の葦原の中つ國は皇孫之をしろ
し め す べ し ︒ ﹄ と︒
み

ほのさき

十一一69図 此の時事代主命はすなど

りのため美保崎といふ庭にありし
が︑︿略﹀

此の時事代主命は︿略﹀︑

使を得て急ぎ編り︑父君に申すやう︑

十一一610図

﹁︿略﹀︒﹂

十二71図園 ﹁かしこし︒仰のま＼
にたてまつり給へ ︒ ﹂

十二73図浄念の葦原の中つ國を皇
孫 に た て ま つ り て︑︿略﹀︒
つぎ

十二74図園︿略﹀︑とこしへに天つ
日嗣を護りまつらん︒

十二了6図 大神其の彫心の厚きを賞
して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら
しめ給ふ︒

以 て 世 に 知 ら れ ︑︿略﹀︒

十二78図 此の社は規模の大なるを

さ實に八十尺に及ぶ︒

十二79図 ︿略﹀︑本殿の如き其の高

に︑︿略﹀︒

十一一82図 寳物殿に入りて辞観する

まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

十一一87図此の棒を此の板の上にて

此の社にては︑今も太古

りて火を生ず︒

十二88図
の法に從ひ︑之によりて火を作ると
いふ︒

によりて火を作るといふ︒

十二89図此の社にては︑︿略﹀︑之

折から日は地平線に近づ

十一一810図境内を出でて海岸に到る︒

十二92図
︿略﹀︑雲も水も金色に輝

きて︑︿略﹀︒

十二93國
き︑美しさいふばかりなし︒

く略V︑そのかみ此手にい

十二93図なぎさに立ちて昔をしの
べば︑︿略﹀︒

十一一94図

かめしく向ひあひけん英雄の姿︑今
まのあたり見るが如く︑︿略﹀︒

チャールズ︑ダーウィンは

へ何事をか語るに似たり︒

十二96図︿略﹀︑打寄する波の音さ
十二98

今から百年齢り前イギリスに生れた︒

ごく小さい時分から動植物
がら

︿略﹀︑貝殼や鑛石などを室

に深い趣味を持ち︑︿略﹀︒

十二99
十二910

内に並べては一人で樂しんでみた︒
九歳の時始めて暴富にはい
つたが︑︿略﹀︒

十一一102

︿略﹀︑先生にもむしろ中以

下の生徒と思はれてるた︒

十ニー03

又父には﹁︿略﹀︒﹂といつ

て叱られたことがあった︒

十ニー04

お前のやうに犬の世話や

ねずみを取ることにばかり熱心では

十一一105園

こん
十歳の頃には昆轟採集を始

父はダーウィンを署者にし

困るではないか︒

十ニー08
めた︒

十ニー12

温順な彼は父の命に從って

ようと思って大嘘へやった︒

十ニー13

︿略﹀︑何時の間にか好きな

勉強してみたが︑︿略﹀︒

十ニー14

早速金手に一匹つつつかむ

博物學の研究が主となってしまった︒

十善ー19

投込まれた轟は苦しまぎれ
えき

と︑又一匹攣ったのが見えた︒

奉呈ー22

此の時にはもう三番目の轟

に恐しく辛い液を出したので︑︿略﹀︒

睡臥ー23

彼が探検船ビーグル號に乗

はどこへ行ったかわからなかった︒

十一一125

込んで意氣揚々と本国を出獲したの
︿略﹀︑博物學や地質學の實

は︑二十三歳の時である︒
図心ー28

地研究につとめ︑︿略﹀︒

︿略V︑種々の材料を集めて

本心に撃つたのはそれから五年の後

十ニー28

である︒

十ニー29 此の航海によって彼の博物
そ
學者としての基礎が十分に出來︑一
生の方針がはっきりときまった︒

ダーウィンは興味を畳える

︿略﹀︑毎日きめた時間割通

と︑あくまでそれにこる性質で︑

十ニー32

︿略﹀︒

十ニー35

りに仕事を進めて︑︿略﹀︒

十ニー38 ︿略﹀︑此の規則正しい生活

じゅ

とふだんの養生とによって︑七十四

歳の長壽を保つことが出撃た︒

十ニー310 ︿略﹀︑生物は総べて長年月

されば珍しき事件の起り

の間には次第に攣化し︑︿略﹀︒

ち

し時︑之を記述して印刷に附し︑

十島ー46図

︿略﹀︒

時代にありては︑唯をりく興味あ

十ニー48図 ︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

き︒

︿略﹀︑唯をりく興味あ

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

十ニー49図

き︒

純にして遊戯的なるものに満足すべ

十ニー51図 ︿略﹀︑何時までもかく軍

くもあらず︑︿略﹀︒

十ニー52図 ︿略﹀︑やがてあまねく内

外の事件を報ずると共に時事を論ず

るもの起りて︑こ＼に始めて我等の

︿略﹀我等の生活に切實

生活に切實なる挙世を有するものと

はなりぬ︒

十一一153図

く略V︑其の号数十年の間

なる關係を有するものとはなりぬ︒

に驚くべき嚢達を遂げたり︒

十ニー55図

勿論今日我が國にて嚢子

く略V︑相當に名ある新聞

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑

十ニー56図

︿略﹀︒

十ニー58図
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令書・窩段畑と共に之を印刷部に送
︿略﹀︑絶圭里・寓眞等と共

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

豊田ー76図
︿略﹀︒

十ニー77図

印刷部にてはく略﹀︑校

︿略﹀山畑には︑蜜柑の木

づき上げられた山畑には︑︿略﹀︒

十二203

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

どれを見ても︑枝といふ枝
すぜ
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な

十二205

︿略﹀もう黄金色に色づい

りになってみる︒

十二205

買ふ人の無智に乗じて安い
︿略﹀︑見本には精良な品を

十二234

きやう

弓弦貿易に至っては︑之に

從事する者の心掛け如何の影響が

更に大きい︒

きやう

章程貿易に至っては︑之に

從事する者の心掛け如何の影響が

十二234

即ち一人の貿易商が外人の

更に大きい︒

十二236

國全膿の商品の信用に血止して︑

信用を失ふやうな事をすれば︑忽ち

︿略﹀︒

これはひつきやう文明の程

雪の下道

︿略﹀︑實際の注文に宣して 十二273図幅

ゆめに似て︑

由比の歯髄を

右に見

上るや石のきざはしの

過行けば︑︿略﹀︒

鎌倉宮にまうでては︑

悲

悲憤の涙わきぬべ

英雄墓は

こけむし

十一一281図圃 ︿略﹀︑ 興亡すべて

し︒

のみうらみに︑

憤の涙わきぬべし︒
み こ
十二274図翻 ︿略﹀︑ 書きせぬ親王

蓋きせぬ親王のみうらみに︑

み こ

左に高き空いてふ︑︿略﹀︒

十二266図翻

て︑

十二258図圏

明らかでなく︑︿略﹀︒
ゆ ひ

度が低いために︑共同生活の意義が

十二245

眼中に置かず︑︿略﹀︒

己の利益を除いては︑殆ど何物をも

十二242それ故大多事の商人は︑自

深く此の黙に注意しなければならぬ︒

＋二238外字貿易業者はかへすぐ

運の嚢展をもさまたげることになる︒

黒い程こい緑の葉の間から︑ 十二238 ︿略﹀︑貿易の不振を招き國

︿略﹀實が鈴なりになって

すゴ
た實が鈴なりになってみる︒
すピ

十二206

みる︒

十二208

其の一つくが日の色にはえてくつ

巻取紙とて幅三尺六寸︑

きりと浮出てみるのが見える︒

︿略V︑かごを首に掛けた二

長さ一萬六千尺凝りのものを之に取

︿略﹀︑機械は電力により 十二214

小春日和の暖さにとけて︑

三人の男が︑︿略﹀︒

來る︒

十一一222

十一一229

使って︑︿略﹀︒

十二228

品を高く責付け︑︿略﹀︒

十二228

けを利するためのものではない︒

商業は之に從尽する商人だ

其庭からも夢のやうに船歌が聞えて

︿略﹀︑＝塁よく一分間に 十二2110

かくて刷上りたる新聞は︑

但し大新聞にありては︑

直に販費部を纒て遠近に襲廃せらる︒

十一一189図

四百五十枚を印刷すといふ︒

十一一186図

て働き︑︿略﹀︒

十一一184図

りつくれば︑︿略﹀︒

十ニー83図

て鉛版を造り︑印刷機にかく︒

︿略﹀︑更に之をもととし

正刷を刷りて校正部に廻す︒
けい
校正終れば紙型に取り︑

十ニー76図

に之を印刷部に送る︒

十一一174図

る︒

︿ 略﹀︑通信に︑印刷に︑

の 利 器 を 用 ふ る を以て︑︿略﹀︒
十ニー58図

︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

あらゆる文明の利器を用ふるを以て︑
︿略﹀︒

十一一159図

パに起りし事件も ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

パに起りし事件も僅か一壷日にして

十ニー510図

讃者に報道せらる ︒

十一一162図 然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑
これも社によりて多少の

讃者に配布せらる＼か︒
十一一163図
相違はあれども︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 編 輯 に 糾 す る こ と

︿略﹀︑販責・廣告に平す

は 前 者 之 を 司 ど り︑︿略﹀︒

十贈主65図

十ニー66図
ることは後者之を推隣す︒

かく

十一一1810図

比較的早く印刷したるものをば地方

十ニー68図 しかして編輯局は更に編

版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒
︿略﹀︑新しき事件ある毎

輯部・政治部・︿略﹀等に分れ︑

十一一192図

︿略﹀︒

＋一一168図︿略﹀︑各部にそれぐ掛

︿略﹀︑護行地にて受取る

に改版して︑︿略﹀︒

︿略﹀︑或は出でて材料を 十ニー95図

の 記 者 又 は 技 術 家ありて︑︿略﹀︒

は粗悪なものを送るやうな事は︑

十一一1610図

ものと他地方にて受取るものとは︑

︿略﹀︑つまりは小利をむさ
ぼって大損を招く結果になる︒

十二233

ことが出來ないから︑︿略﹀︒

時の利益を得るに止って︑永績する

︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

取り︑或は社内にありて編輯事務に

︿略﹀︑幾段にも碧玉にもき
︿略﹀︑幾段にも幾段にもき

十二232

︿略V︒

沖を走るは丸屋の船か︑

記事に多少の相違あるを常とす︒

十二202

づき上げられた山畑には︑︿略﹀︒

十二202

丸にやの字の帆が見える︒

︿略﹀︑或は社内にありて 十ニー98翻

たつさはる︒
十一一1610図

編輯事務にたつさはる︒

たく

︿略 ﹀ 原 稿 を 選 澤 整 理 し ︑

かう

十ニー71図 ︿略﹀︑世界各國主要の地
は
に特派員又は通信 員 あ り て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十ニー74図

に一に
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ぬ︒

古寺の

山門高き松風に︑ 昔の音やこもる

十二286図圏建長・圓畳
らん︒

十二302国 ︿略﹀︑さすがに世界の大

博物館といはれるだけあると思ひま

の起黙にあります︒

て見ました︒

十二329團又エッフェル塔にも登つ

眺望毫で眺めると︑︿略﹀︑

十二331團塔の中には下潮もあり︑
︿略﹀︒

十二336國

さしもの大きなパリー市も殆ど一目
に見えます︒

した︒

ひん
十二307團 往來の頻繁な街上でも︑

ンブラン橋のてすりにもたれて︑
︿略﹀︒

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二413 ︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

其の最初の一音が既にきや

十二415

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二363国私は今︿略﹀︑ジュネー 十二414 ︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

十二369團

十一一369国く略V私には︑如何にも

月のさえた冬の夜友人と二

心地よく眺められます︒

十二374

二人は戸外にた﹂ずんでし

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十二379

にいさん︑まあ何といふ

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

十二381園

よい曲なんでせう︒私にはもうとて
もひけません︒

︿略﹀ピヤノによりか＼つ

ノによりか＼つてみるのは妹であら
う︒

十一一393

てるるのは妹であらう︒

二人は不意の來客にさも驚

さについつり込まれて参りました︒

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

一音は一音より妙を加へ神

乗移ったやう︒

に入って︑︿略V︒

十一一417

十一一419 きやうだいは唯うっとりと

ベートーベンの友人も全く

して感に打たれてみる︒

彼は再びピヤノの前に腰を

我を忘れて︑ 一同夢に夢見る心地︒

十二4110

下した︒

十二435

題に一曲︒﹂

十一一437園 ﹁それでは此の月の光を

鍵にふれたと思ふと︑︿略﹀︒

けん

十一一438 ︿略﹀︑やがて指がピヤノの

ちやうど東の空に上る月が次第々々

十二439 ︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑

にやみの世界を照らすやう︑︿略﹀︒

︿略﹀︑いはば箭愚な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

十二網2

︿略﹀︒

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調

十二唱2 ︿略﹀︑最後は又急流の岩に

に︑︿略﹀︒

やうな調に︑︿略﹀︒

十二395園私は音樂家ですが︑面白 十二唱3 ︿略﹀︑荒波の岸にくだける

いたらしい様子︒

十二394

うだいの耳には不思議にひゴいた︒

るり色の水に浮ぶルソー

十一一416 ベートーベンの爾⁝眼は異様

ブ湖上の風光に見とれてゐます︒

十二364團
島︑︿略﹀︒

︿略﹀︑湖畔に連なる緑

樹・白壁︑︿略﹀︒

十二365国

私は今落日に記して︑う 十二366国 ︿略﹀︑はるかに紺青の空
にそびえて雪をいた曳くアルプの連

十二3310團
すら寒い秋風を浴びながら︑︿略﹀

よく警官の指揮に從って︑混齪する
ことがなく︑︿略﹀︒

峯︒

久しく軍調平凡な景色に

ベルダンの戦跡に立ってるます︒

ばと
十一一343團私は今︿略﹀︑山鳩の聲

あきてみた私には︑如何にも心地よ

︿略﹀︑地下弾道・乗合自

動車などの乗り下りにも︑むやみに

さびしきベルダンの戦跡に立ってる

十一一309団

先を箏ふやうなことはありません︒

汽車でドイツの二十には

く眺められます︒

が︑︿略﹀︒

十二349囲

︿略﹀︑又工場といふ工場

く略V︑私は今更ながらド

見ても︑︿略﹀︒

十一一355圃

︿略﹀︑彼等が大戦後にお
ひへい

ける自習の疲弊を回復するため盛に

十二357団

の間にあふれでるて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑勤倹の美風が市民

十二354囲やがてベルリンに入って 十二392 其のそばにある奮式のピヤ

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

十二353囲

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十二351囲

は農夫が鍬を振るってをり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑もう沿道の田畑に

いったのは朝まだほの暗い頃でした

十二347團

ます︒

十二313団 一昨日朝ロンドンを出登
して午後早くパリーに着きました︒
として世界に聞えてみるだけあって︑

十二314團 此庭はさすがに藝術の都

︿略﹀︒

十二314囲 此庭はさすがに藝術の都

︿略﹀︑建物なども一般に

として世界に聞えてみるだけあって︑
︿略﹀︒

十二315團
牡麗です︒

十二318團 ︿略﹀シャンゼリゼーの
大通には︑五六層もある美しい建物
︿略﹀︑五六層もある美し

が 道 路 の 爾 側 に 並び︑︿略﹀︒

十二319団

い建物が道路の 爾 側 に 並 び ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀︑車道と人道との間

活動してみるのには全く敬服しまし

十一一319囲

には︑緑した＼る街路樹が目もはる

十二362團私は今ジュネーブ市のモ

た︒

がいせん

かに連なってゐます︒

十二322團 有名な凱旋門は此の大通

221

に一に

︿略﹀︑荒波の岸にくだける

やうな調に︑三人の心はもう驚と感

十二姻3

激 で 一 ぽ い に な って︑︿略﹀︒

さうして其の夜はまんじり

十二453 彼は急いで家に錦つた︒
十一﹇454
︿略﹀︑かの曲を譜に書きあ

と も せ ず 机 に 向 って︑︿略﹀︒

十二454
げた︒

十二458図 我が國に産する木材は其
の種類頗る多し︒

十二461図 凡そこれ等の木材は︑其
の有する性質によりて各種の用に供
すべく︑︿略﹀︒

凡そこれ等の木材は︑其

らる︒

十二4610図

しつ

︿略﹀︑又よく渥氣に耐ふ

匿路に比して産額少く︑

るが故に︑建築材として最も重んぜ
らるQ
十一﹇4610図

もみ・つがはく略﹀︑

増殖や＼困難なるは惜しむべし︒

十一一473図

されど何れも美しき光澤

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

十二474図
を有するが上に︑もみは柔かにして
工作に便なれば︑︿略﹀︒

工作に里なれば︑︿略﹀︒

十二474図︿略﹀︑もみは柔かにして
十一一475図︿略﹀︑もみは柔かにして

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに

十一﹇462図

の有する性質によりて各種の用に供

用ひられ︑︿略V︒

しきに耐ふるが故に︑︿略﹀︒

十一一485図

︿略﹀︑栗は︿略﹀︑家屋

︿略﹀︑かしは最も堅くし

の豊郷︑鐵道のまくら木取の用に供
せられ︑︿略﹀︒

十一一486図

て襲撃に富むが故に︑︿略﹀︒

ろ

︿略﹀︑かしは最も堅くし

て揮力に富むが故に︑櫓・車・運動

十二486図

器具の如き強烈なる力を響くるもの
︿略﹀︑かしはく略﹀︑

を製作するに適せり︒
ろ

十二487図

櫓・車・運動器具の如き強烈なる力

かしは又なら・くぬぎと

を受くるものを製作するに適せり︒

十二488図

ひばは津輕半島に最も多

共に薪炭材として重要なるものなり︒
つがる

十二492図

く産す︒

廣くして︑︿略﹀︒

十二476図︿略﹀︑つがは堅くして久 十一一492図松に至りては産地極めて

すべく︑︿略V︒

十二463図︿略﹀︑中にも其の用途の
吐きは杉及び檜なり︒

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

︿略V︒

に至るまで殆ど之を見ざる慮なく︑

十二464図殊に杉は人爲によりて容 十二476図︿略﹀︑つがは堅くして久 十二493図
皇となすに宜し︒

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

と

︿略﹀︒

わ

十二503

だ

か

十和田湖は一部分秋田縣鹿

︿略﹀︑其の齢は青森縣上北

湖岸線は︿略﹀二つの半島

此の邊は一腔に山地で︑

郡に属してみる︒

十二498

角郡に属し︑︿略﹀︒

つの

十一一497

良材として最も世に著る︒

が並んで突出してみるためにや㌦複

岸は絶壁になってみる慮が

雑になってみる︒

多く︑︿略V︒

十二504

なかのうみ

十一一506 ︿略﹀︑殊に雨半島にはさま

れてるる中湖の東岸の如きは︑

︿略﹀︒

一番低い一月との差は︑僅かに三十

十一一518 即ち水位の一番高い五月と

八センチメートルに過ぎない︒

のがないのに原因してみる︒

十一一519 ︿略﹀︑流れ込む川に大きい

十一一5110 これは主として周園が山で︑

流れ込む川に大きいのがないのに原

三十年ばかり前までは︑此

博してみる︒

これは奥入瀬川を十馬齢り

の湖には魚類が全く居なかった︒

十二521

十二522

暗い箱の中にしまひ込まれ

てるた小さな鐵のねちが︑︿略﹀︒

十二527

︿略V︑いろくの物音︑い

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

ろいろの物の形がごたくと耳には

十二5210

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

ろいろの物の形がごたくと耳には

十一一5210 ︿略﹀︑いろくの物音︑い

された︒

セットにはさまれて︑明るい庭へ出

十二495図中にも南部松・日向松は 十二528 ︿略﹀ねちが︑不意にピン

良材として最も世に著る︒
ひうが

られるやうになったのはく略﹀︒

あうう
︿略﹀︑奥羽地方より九州
下った虜に大きな瀧があって︑︿略﹀︒
ます
十一一524 今日鱒の産地として世に知

易に増殖せらる＼貼において檜にま

ひうが

さり︑︿略﹀︒

易に増殖せらる＼黙において檜にま

塁となすに宜し︒

十二464図殊に杉は人爲によりて容 十二476図 く略V︑つがは堅くして久 十二494図中にも南部松・日向松は
さり︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

十二482図中にもけやきはもくめ美

︿略﹀︒

十一一465図殊に杉は︿略﹀︑其の需 十二479図︿略﹀︑松は揮力に富み︑

ばく

要の多きこと我が國の木材中黒一位
にあり︒
りやう

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

十二466図 家屋・橋梁・船舶・電

飾材として珍重せられ︑︿略﹀︒

しく︑︿略﹀︑又くるひ少きが故に装

で︑一として杉を用ひざるなし︒
十二483図中にもけやきはもくめ美 十二498
しつ
十二4610図︿略﹀︑又よく渥氣に耐ふ

るが故に︑建築材として最も重んぜ

に一に
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十一一534 自分の置かれたのは︑仕事

塁の上に乗ってみる小さなふたガラ
スの中で︑︿略﹀︒

は

うがった︒

十二567

さい

十一一6010図

き

國旗は︿略﹀︑其の徽

く略V我が國の國旗は︑

ゑがける我が國の國旗は︑︿略V︒

を横に染分けたるものはドイツの國

旗なり︒

の五色を横に並べたるものにて︑

十二638図即ち赤・黄・藍・白・黒

︿略V︒

イタリヤの國旗は︑緑・

白・赤の三色を縦に染分け︑︿略﹀︒

十二641図

家の紋章を表せり︒

十一一642図 ︿略﹀︑中央の白地中に王

なる白と赤とに︑統一の成功を祈る

︿略﹀︑︿略﹀前者の國旗 十一一644図 ︿略﹀︑其の家の紋章の色

希望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

十二648図 ︿略﹀︑國民の之に封ずる

と︑藍地に斜白十字の徽章ある後者
︿略﹀︑更にアイルランド

尊敬は︑即ち其の國家に封ずる忠愛

︿略﹀︑遂に今日の如き形
即ち赤・白合はせて十三

十二654

ず︒

故に我等は︑自國の國旗

生れつき烈しい氣性の上に︑

しても︑常に敬意を表せざるべから

十一一6410図 く略V︑諸外為の國旗に封

からず︒

に封しても︑常に敬意を表せざるべ

を尊重すると同時に︑諸外國の國旗

十二649図

する忠愛の情の嚢露なり︒

十二648図 ︿略﹀︑即ち其の國家に封

の情の爽露なり︒
︿略﹀︑白地に斜赤十字の

の加はるに及び︑白地に斜赤十字の

旗なり︒

年とともに老の氣短さが加はつて︑

︿略﹀︒

さが加はつて︑︿略﹀︒

フランスの國旗が縦に三 十一一654 ︿略﹀︑年とともに老の氣短

十一一636図く略V︑黒・赤・金の三色 十一一655 ︿略﹀︑ちょっとした事にも

色を分ちたるに呈して︑︿略﹀︒

十二635図

色を分ちたるに封して︑︿略﹀︒

十二635図

フランスの信心が縦に三

に染分けられたるは︑フランスの國

十二632園藍・白・赤三色を以て縦

ことあらざれども︑︿略V︒

條の横筋は︑︿略﹀︑永久に攣化する

十一一628図

式をなすに至れり︒

十二625図

徽章ある其の國旗を合はせて︑︿略﹀︒

十一一623図

徽章ある其の國旗を合はせて︑︿略﹀︒

十二623図

の國旗とを合して一旗となし︑︿略V︒

十一一621図

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十二612図雪白の地に紅の日の丸を 十二637図 國旗の色彩が其の國の人

時計師はく略V︑出して置 章・色彩にはそれぐ深き意義あり︒

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二613図

イギリスの國旗は︑今日

最もよく我が國號にかなひ︑︿略﹀︒

十二617図

の形式を具ふるまでに幾多の攣化を

︿略﹀︑此のやうな庭にころ

重ねたるものなり︒

仕事皇のそばに︑ふさぎこ

章ある前者の國旗と︑︿略V︒

ねぢは﹁此庭に居ま 十二621図 ︿略﹀︑白地に赤十字の徽

げ落ちてしまって︑若し見附からな

口がきけない︒

す︒﹂と叫びたくてたまらないが︑

十二577園

かったらと︑︿略﹀︒

十二574

らと︑︿略﹀︒

な者でも役に立つことがあるのかし

十二534 ︿略﹀︑そばには小さな心棒 十一一573 それでは自分のやうな小さ
や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

＋二537︿略﹀さまぐの道具も︑
同じ塁の上に横たはってるる︒

いろくな時計がたくさん並んでゐ

十二537 周團の壁やガラス戸棚には︑
る︒

十二542 ︿略V︑あれは何の役に立つ
のであらう︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略﹀︒

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

十二591

︿略﹀︑やがてピンセットで

んで下を見つめてみた女の子が

十二583

た太陽が顔を出したので︑︿略V︒

十二542 ︿略﹀︑これはどんな庭に置 十一一581 其の時︑今まで雲の中に居

かれるのであらうなどと考へてるる
中に︑︿略V︒

ねぢは︑︿略﹀︑ふと自分の

てるる中に︑ふと自分の身の上に考

十二543 ねぢは︑︿略﹀などと考へ
へ及んだ︒

十二544
身の上に考へ及んだ︒

を占めたために︑︿略＞Q

十二549園 一かどの役目を勤めて世 十二595 ねぢは︑自分が此虜に位置
間の役に立つのに︑どれもこれも不

を占めたために︑此の時計全腔が再

ねぢは︑自分が此庭に位置
び活動することが出面たのだと思ふ

十二595

の役に立つのに︑どれもこれも不足

十二549 一かどの役目を勤めて世間

と︑︿略﹀︒

足は無ささうである︒

は無ささうである︒

時計師は仕上げた時計を
﹁自分もほんたうに役に
立ってるるのだ︒﹂

十二605園

︿略﹀︑ガラス戸棚の中につり下げた︒

十二598

よっと耳に當ててから︑︿略﹀︒

十二5410園 唯自分だけが此のやうに 十一一598 時計師は仕上げた時計をち

小さくて︑何の役にも立ちさうにな
い︒

十二561 やっとつまんだと思ふと直
に落してしまった︒

あし
十二562 ねぢは仕事墓の脚の陰にこ
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︿略 ﹀ ︑ も う 政 務 に も た へ ら

怒り易くなってみた︒
十一一656
れなくなって來た ︒

王にはゴネリル・リガン・

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十一一657

か

︿略﹀︑妹はかねてフランス

與へた︒

十二681
十二683

王はリガンにも三分の一を
王は満面に笑みをた＼へな

がら︑今や遅しと其の答を待受けて
みる︒

それでは返事にならぬで

さうして残りの領地を二分

ぬぞ︒永の勘當だ︒﹂

十二699囹 ﹁お前にはもう何もやら
かん

﹁︿略﹀︒﹂と言渡した︒

の烈しい氣性から︑苦り切って︑

十二697娘の答に失望した王は︑例

言へないのでございます︒

十二689園私は胸にある事が十分に

はないか︒

十一一658 姉二人は既にさる貴族に嫁 十二688園
し︑︿略﹀︒

十二659
︿略﹀︑妹はかねてフランス

王の后になることにきまってみた︒
十二659
王の后になることにきまってみた︒

十二6510 王は其の治めてみるイギリ
︿略 ﹀ ︑ 自 分 は 百 人 の 家 來 を

スを三分して娘た ち に 與 へ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一一661

十二6910

家來の中にはしきりに王を

して︑姉二人にやってしまった︒

リや王はフランス王を其の

しかしフランス王は︿略﹀︑

眞心のこもってみるのを認め︑︿略﹀︒

コーデリヤの簡軍な答の中にも十分

十二709

ことを告げた︒

場に呼んで︑コーデリヤを勘重した

十二706

なだめた者もあったが︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ 自 分 は 百 人 の 家 來 を 十二702

連れて月代りに三人の娘の許に身を
寄せ︑︿略﹀︒

十一一662

連れて月代りに三人の娘の許に身を
寄せ︑︿略﹀︒

十二663 さて領地をゆつる日に︑王
と尋ねた︒

は娘たちを面前に呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略 ﹀ ︑ 王 は 娘 た ち を 面 前 に

呼んで︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 尋 ね た ︒

十一一663

いてみたい事がある︒

十二η3

リや王は︿略﹀先づ姉娘ゴ
二週間もた＼ぬ中にもう王

二週間もた﹂ぬ中にもう王

に無愛想な仕向をした︒

十二713

ネリルの許に身を寄せた︒

十二712

分の后とした︒

本國にともなひ鋸って約束の如く自

十二664園 今日はお前たちに一つ聞 十一一709 しかしフランス王はく略V︑
十二672園く略V厚い心心をもつて︑
長女 の 言 葉 に 満 足 し た 王 は ︑

父上にお仕へ致しませう︒

︿略V︒

十一一674

次にリガンは﹁私も姉上と
同じ心で︑︿略﹀︒﹂

十一一675

其の上王に百人の家來を五

に無愛想な仕向をした︒
十一一714

十人に減ずるやうにといった︒

其の尊王に百人の家島を五
王は胸も張裂けんばかりに

十人に減ずるやうにといった︒

十二714
十二716

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ

王はく略V︑早速馬にむち

ンの許に走った︒

十二717

うつて次女リガンの許に走った︒

ところがリガンは︑︿略﹀
を口實にして︑すげなくも王を内に

十二718

ところがリガンは︑︿略﹀︑

入れなかった︒
十二719

十二721

怒と失望と後悔とに身も魂

王は男泣きに泣いた︒

すげなくも王を内に入れなかった︒

十二723

もくだけ果てた王は︑︿略﹀︒

︿略﹀王は︑我にもあらず
其の夜は風雨にともなって

荒野の末にさまよひ出た︒

十二724
十二724

王は二三の忠臣にかしつか

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ
た︒

十二726

王は︿略﹀︑とある小屋に

れて︑とある小屋に一夜を明かした
が︑︿略﹀︒

十一一726

一夜を明かしたが︑何時の間にかも

ランスに行ったコーデリヤは︑やが

それは父が姉たちの爲に

ていたましい報知を得た︒

そこでコーデリヤは夫に請

そこでコーデリヤは夫に請

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

十二7210

た︒

十二731

うてく略V︒

うて共々に家來を連れてイギリスに

十一一731

渡った︒

そこでコーデリヤは夫に請

家來は荒野にさまよってゐ

うて共々に家譜を連れてイギリスに

十二732

渡った︒

十二733

たりヤ王を見附けて︑︿略﹀︒

けて︑コーデリヤの許に連れて來た︒

十一一734 家來は︿略﹀リや王を見附

フランス王の侍書はとりあ

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

十二735

た︒

たとひ我が親でないにし
ひげ
ても︑此の白い髪や髭を御覧になつ

十二738園

たら︑姉上もお氣の毒とお思ひにな

りさうなものだのに︑︿略﹀︒

御覧になったら︑︿略V︒

ひげ
十二739園︿略﹀︑此の白い髪や髭を

お思ひになりさうなものだのに︑

十二739園︿略﹀︑姉上もお氣の毒と

︿略V︒

﹁これはどなたであらうな︒

︿略﹀︑そばに居るコーデリヤを見て︑

︿略﹀︑何時の間にかもう襲 十二召10 やがて眠から畳めた王は︑

う嚢狂してみた︒

十二727

父の身の上を案じながらフ

狂してみた︒

十二728

」
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十二7510

︿略﹀︑其の言葉の端端にも︑

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび
る 一 県 心 が こ も ってみた︒

︿略﹀︑前非を悔い︑自分を

責めて娘にわびる眞心がこもってゐ

十二7510

た︒

十二763 其の後老王はコーデリヤの
孝養仁よつて齢生を安樂に送ったと
いふ︒

十二769 だいぼう網は︿略﹀︒ これ
を海中に張った形 は ︿ 略 ﹀ ︒

十二7610 これを海中に張った形はち
やうど大きなひしゃくに似てみる︒
分 が 身 網 で ︑ ︿ 略V︒

十二771 即ち水のはいる庭に當る部

ろは︑先づ垣網に驚き︑︿略﹀︒

︿略﹀まぐろは︑先づ垣網

に驚き︑之に沿うて沖へ逃げようと

十二783

其の時魚見やぐらの上で旗

して身網の中へはいる︒

十二785
を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ
︿略﹀︑七口の近くに番をし

たといふ合圖をすると︑︿略﹀︒

十二786

そこで敷そうの船に分乗し

てるる漁夫が急いで網口をしめてし
まふ︒

十二788

かうしてだんく網の中が

た漁夫が︑︿略﹀︒

十二791
うつ

狭められるに随って︑まぐろは水面
に渦巻を起したり︑︿略﹀︒

を起したり︑︿略﹀︒

うつ
え
十二772 ︿略﹀︑柄に懸る部分が垣網 十二791 ︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻
である︒

なると

あはち

阿波と淡路のはざまの海

十二824図

︿略﹀文化五年の四月に︑
︿略﹀︑林藏は幕府の命に

林寺は︿略﹀樺太の海岸を探検せり︒
十二825國

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海
︿略﹀︑林藏は幕府の命に

岸を探検せり︒

十二825図

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海
岸を探検せりQ

留りて︿略﹀︒

て土人に親しみ︑︿略﹀︒

十二8310図 ︿略﹀︑漁業の手傳などし

て其の地の模様を探るは︑︿略﹀︒

十二餌1図 ︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

て其の地の模様を探るは︑かへって

十二842図 ︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

目的を達するに便なることを知りぬ︒

によりて略く知ることを得たれども︑

ため大陸に渡らんとするに際し︑

十二827図︿略﹀ことは︑此の探検 十二843図 たまくコー二が交易の

たまくコー二が交易の

︿略﹀︒

ため大陸に渡らんとするに際し︑

︿略﹀︑更によく之を確め 十二844図

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一一828図

んがために︑同年七月林藏は軍士に

ばう
︿略﹀︑同年七月林藏は軍 十二846図囹容貌の異なる汝が彼の

てまた樺太におもむけり︒

十二829図

コー二は︿略﹀︑しきり

︿略﹀︑汝必ず之を白主

︿略﹀︑汝必ず之を白主

に持露りて日本の役所に差出すべし︒

十一一854図園

に掌編りて日本の役所に差出すべし︒

十二852図圏

渡していふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

記録一切を取りまとめ︑之を從者に

十一一図10図 ︿略﹀︑林藏はこれまでの

することに決せり︒

に止むれども林堆きかず︑遂に同行

十一一848図

命も危かるべし︒

まれ︑なぶりものにせられて︑或は

十一一餌7図囹 ︿略﹀︑必ずや人に怪し

︿略﹀︒

地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

地に行かば︑︿略﹀︒
身にてまた樺太におもむけり︒
ばう
しらぬし
先づ樺太の南端なる白主 十二846図園 容貌の異なる汝が彼の

十二8210図

といふ庭に渡り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑小舟に乗じていよ

︿略﹀樺太の北端に近き
︿略﹀︑非常なる困難をを

︿略﹀︑山を越えて東海岸

止むなく南方のノテトと
︿略﹀︑酋長コー二の宅に

いふ庭に引返し︑︿略﹀︒
しロつ

十二838図

十二838図

に出でんとすれば︑︿略﹀︒

十二835図

どり着きたり︒

かして︿略﹀ナニヲーといふ虞にた

十二834図

ナニヲーといふ虜にたどり着きたり︒

十二833図

く探検の途に上りぬ︒

︿略﹀︑小舟に乗じていよ

く探検の途に上りぬ︒

十二831図

漁夫はめいく手に一ちや

たりして泳ぎ廻ってみる︒

十二832図

︿略﹀︑狂ひ廻るまぐろを引

︿略﹀︑大れふ旗を風になび

は

漁夫の顔は得意の色に輝い

かせながら︑︿略﹀︒

十二799

中に引上げる︒

つかけ︑はねるはずみを利用して船

十二796

十二794

かぎ
うつつの鈎を持ち︑︿略﹀︒

十二779 潮に流されないやうに︑身 十一一792 ︿略﹀︑背びれを水上に現し
網にも垣網にも土俵や石などが重り
に附けてある︒

十二779潮に流されないやうに︑身
網にも垣網にも土俵や石などが重り
に附けてある︒

網にも垣網にも土俵や石などが重り

十二779潮に流されないやうに︑身
に附けてある︒

あ

十二806圃

て︑︿略﹀︒

十二7710 潮に流されないやうに︑身 十二801
網にも垣網にも土俵や石などが重り
に附けてある︒

山もとゴうに引潮たぎり︑

は︑事由ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒
︿略﹀︑

十二813圃

十二7710 身網の外側や陸上の高い虜
に魚見やぐらが設 け て あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

空にとびたつ︑潮けむり︒

十二783 群をなして寄せて來たまぐ
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林藏が二回の探検により

白眉に蹄着しぬ︒

︿略﹀︑此の地方の事情も
︿略﹀︑此の地方の事情も
法律は︑南端といふ共同生

るための規則であるから︑︿略﹀︒

活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

ちつちよ

十一一884

始めて我が國に知らる＼に至れり︒

十二881図

始めて我が國に知らる＼に至れり︒

十二881図

と明白となりしのみならず︑︿略﹀︒

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

十一一879図

十二855図 ︿略﹀ 一行八人は︑小舟 十一一878図 ︿略﹀︑同年九月の半ば︑
けふ

に乗じて今の間宮海峡を横ぎり︑

︿略﹀︒

︿略 ﹀ 一 行 八 人 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

デカストリi湾の北に上陸したり︒

十二856図

こくりゆう

十二858図 それより山を越え︑河を

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な
るキチーに出づ︒

十二858図 其の間︑山にさしか﹂れ
ば 舟 を 引 き て 之 を越え︑︿略﹀︒

十二859図 其の間︑︿略V︑河・湖に
出つればまた舟を浮べて進む︒

︿略﹀︑政府又は貴衆爾院の

しん

令・首骨令等の命令がある︒

これ等の命令も國の規則で

あって︑商い意味でいふ場合にはや

十二8910

唯法律は必ず帝國語間の協

はり法律であるから︑︿略﹀︒

住まはせて︑國政にも與らせようと

した︒

しかし彼は城外に出る毎に︑

十一一922 しかし彼は城外に出る毎に︑

︿略﹀︒

十二922

杖にすがるあはれな老人や︑︿略﹀

十二903

賛を直なければならぬが︑命令には

︿略V︑杖にすがるあはれな

をまのあたり見て︑︿略﹀︒

︿略V︑さては野邊に送られ

こんな事を次から次へと考

かくて彼は︿略﹀︑人知れ

ず宮殿を出て修行の途に上った︒

十二933

に至った︒

十二9210 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ立つ

なくなって︑︿略﹀︒

へては︑遂に心の苦しみにたへられ

十二927

れて來たのか︒

十二925園人は何の爲に此の世に生

れて來たのか︒

十一一925囹人は何の爲に此の世に生

る死者をまのあたり見て︑︿略﹀︒

十二923

老人や︑︿略﹀︒

十二922

其の事がない︒

一面文化の程度は︑其の國

民が國法を守る精神の厚薄に依って

十一一905

我々は常に國法にしたがつ

測ることが出門るといはれてみる︒

十二906

て幸福な生活を螢み︑︿略﹀︒

繹迦は生れつき同情の念に

めることにつとめなければならぬ︒

十二911

十二919

彼はだんく物思に沈むや

分の身の上に思ひ比べて︑︿略﹀︒

もう人にはたよるまい︒

十一一945 次第にやせ衰へて︑物にす

十二941園

にも満足することが出來ない︒

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

十一一939 彼は更に其の邊の名高い學

城の附近に來た︒

十二935 ︿略﹀︑マガダ國の首府中言

府王舎城の附近に來た︒

まよってみるうちに︑マガダ國の首

＋二917︿略V彼は︑しみぐと自 十二934 師を求めてあちらこちらさ

に傷つけられた轟をついばんだ︒

折から飛下りて來た鳥が鍬

或時︑父王と共に城外に出

配慮︑父王と共に城外に出

厚く︑︿略﹀︒

十二912
て︑︿略﹀︒

て︑︿略﹀︒

討議の形式は︑︿略﹀三度 十二912
の會議を纒ることになってみる︒

十二8810

出する︒

何れかが其の案を作成して議會に提

十二887

成して議會に提出する︒

又は貴衆雨垂の何れかが其の案を作

十二861図木の枝を伐りて地上に立 十二886 法律を制定するには︑政府 十二907 我々は︿略﹀國の品位を高
て︑︿略﹀︒

十二861図 ︿略﹀︑八人一所にうつく
まりて僅かに雨露をしのぐ︒

十二863図 キチーにて土人の家に宿
る︒

十二864図 土人等林藏を珍しがりて
之 を 他 の 家 に 連 行き︑︿略﹀︒

ちく

︿略﹀︑第二讃會で逐條に審

かうして其の院で可決すれ

うになった︒

ひ

だ父王は︑彼に妃を迎へ︑︿略﹀︒

︿略﹀父王は︑彼に妃を迎

法律の外に勅令・閣令・省 十二921 ︿略﹀︑目もまばゆい宮殿に

國政にも與らせようとした︒

︿略V︑可決すれば同じ手績 へ︑目もまばゆい宮殿に住まはせて︑

十二921

︿略﹀︑爾院の意見が一致す 十一一9110 それを見てひどく氣をもん
ひ

十一一899

によって奏上する︒

十二896

ら國務大臣を経て奏上する︒

れば︑最後に議決した議院の議長か

十二894

ば︑其の案を他院に移す︒

十二893

議し︑︿略﹀︒

十一一891

膿に調査し︑︿略﹀︒

十二871図 く略V︑遂に目的地なるデ 十二8810 即ち第一讃會で其の案を大 十二915
レンに着せり︒

十二873図︿略﹀︑か＼る中にありて
も︑彼は土地の事情を研究すること
を怠らざりき︒

十二876図蹄途一行は黒龍江を下り
て河口に達し︑海を航してノテトに
篭れり︒

十二876図 ︿略﹀︑海を航してノテト
に録れり︒

に別れを告げ︑︿略﹀︒

十二877図 此虜にて林藏はコー二等

」
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がらなければ立てない程になった時︑
︿略﹀︒

がらなければ立てない程になった時︑

十二945 次第にやせ衰へて︑物にす

︿略﹀︒

十二947 そこで彼は先づ近古の河に
浴し︑︿略﹀︒

十二948 ︿略V︑たまく其庭にみた
少女のさ＼げた牛乳を飲んで元氣を
回復した︒

いた五人の友は︑︿略﹀︑彼を捨てて

たい
十二949 ところが此の新な態度に驚
立去った︒

彼等は繹迦の教を聴いて即

かざるを得なかった︒
十一︻9610
︿略﹀︑更にカピラバストに

座に弟子となった︒
十二972

蹄って︑父王・妻子を始め國民を教
化して故郷の恩に報いた︒

︿略﹀︑父王・妻子を始め國
︿略﹀︑中には彼をそねむあ

民を教化して故郷の恩に報いた︒

十二973
十二975
まり︑︿略﹀︑迫害を加へようとする

或時の如きは︑繹迦が山の

ものさへも出て來た︒

十二979

繹迦は八十歳の高年に及ん

下にみるのを見附けて︑︿略﹀︒

十二982

でも︑︿略﹀︑各地を巡って道を傳へ

十二952 それから繹迦はブッダガヤ
の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

繹迦は︿略﹀︑遂に病を得

てるたが︑︿略﹀︒

てクシナガラ附近の林中に留った︒

十二984

に思をこらした︒

十二954 さうして日夜次々に起って
直る心の迷をしり ぞ け て ︿ 略 ﹀ ︒

十二997図

てをる︒

︿略﹀︑めいくが其の教

しば
春は若草山の芝緑にもえ

たち︑︿略﹀︒

十二㎜7図

︿略﹀︑三月堂・二月堂霞

たむけ

︿略﹀︑手向山の紅葉夕日

につ㌧まれてさながら夢の如く︑

十二㎜8図

︿略﹀︒

十二梱1図

にはゆる重文に見所あり︒

十二梱3図人なつかしげに寄り來る
鹿の︑︿略V︑秋より冬にかけて哀音
しきりに人の眠をさますも︑︿略﹀︒

︿略﹀哀音しきりに人の
眠をさますも︑奈良には鉄くべから

十二捌4図
ふぜい

ざる風情なるべし︒

佐保・佐紀の前芸に北を

い

こま

たかまど
︿略﹀︑春日・高圓の山々

へて︑︿略﹀︒

い

こま

を東に︑矢田山・生駒山を西にひか

十二棚7図

限り︑︿略﹀︒

十二棚6図

興福寺はく略V︑尚三重

あけ

然れども春日の社頭︑朱

かすが

をまじめに行ふ所に私は永遠に生き

十二991園

﹁︿略﹀︒﹂と諭して静かに眼を閉ぢた︒

繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑

︿略﹀︒

りて︑︿略﹀︒

十二川10図

ばう

︿略﹀︑満山の條坊井然と

ロリ

すざく
く略V︑朱雀の大路南に走

今若草山に登りて古京の
︿略﹀︑眼下に横たはる奈
良市街の西︑︿略﹀︒

十二撹4図

跡を展望すれば︑︿略﹀︒

十二撹3図

の奈良の都は︑︿略V︒

りて︑南端に羅城門をふまへたる古

十二皿1図

すざく
︿略﹀︑朱雀の大路南に走

して︑北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑

十二川10図

西にひかへて︑︿略V︒

十二955 ︿略V唯一筋に悟の道を求 十二987 いよく臨終が近づいた時︑ 十二棚8図 ︿略﹀︑矢田山・生駒山を
めた︒

十二9510 彼は此の心境の尊さに二日
の間唯うっとりと し て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二961 ︿略﹀︑やがて此の尊い心境

を世界の人々と共にせずにはみられ
ぬ と い ふ 慈 悲 の 心が︑︿略﹀︒

ロリコつ

あり︑︿略V︒

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

十二㎜4磨く略V︑何の山︑何の川︑

て︿略﹀︒

五重の塔︑猿澤の池水に影をうつし

さるさは

十二9910図

十二961 ︿略V︑やがて此の尊い心境 の廻廊山の緑にはえて︑︿略﹀︒
を世界の人々と共にせずにはみられ
︿略﹀︑︿略V慈悲の心が︑

ぬ と い ふ 慈 悲 の 心が︑︿略﹀︒

十二962

胸中にみなぎりあふれた︒
も︑︿略﹀︑思はず其の前にひざまつ

十二969 かつて繹迦を見捨てた彼等

間に東西に走る三筋の路は︑︿略﹀︒

十一一湿6図 ︿略﹀︑遠く連なる田園の

間に東西に走る三筋の路は︑︿略V︒

十二醜7図 ︿略﹀︑遠く連なる田園の

十二堰10図 ︿略﹀︑南の方郡山の町の

︿略﹀都大路を︑大宮人

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

の櫻かざし紅葉かざして往來しけむ︑

十二欄3図

今にして思へば唯一場の夢に過ぎず︒

ふ

く還却峯・吉野山の山々連なるを見

た

十一一鵬6図 ︿略﹀︑其の南に一きは高

る︒

十二鵬7図圃 ﹁めぐらせる青垣山に︑

げにや﹁めぐらせる青垣

こもれる大和うるはし︒﹂

山に︑こもれる大和うるはし︒﹂と

十二鵬8図

歌ひしにそむかず︒

︿略﹀︑激流岩をかむ山國川

を右に見て︑川沿の道をたどって行

十二悩1

︿略V︑左手の山は次第に頭

くと︑︿略﹀︒

十二悩3

上にせまり︑︿略V︒

上にせまり︑遂には路の前面に突立

十二悩3 ︿略﹀︑左手の山は次第に頭

つてく略V︒

それは山國川に沿うて連な

それはく略﹀絶壁をたより

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

びやうぶ

十二脳5

︿略﹀︒

十二悩6

に︑見るから危げな敷町のかけはし

︿略V︑昔から之を渡らうと

を造ったものであるが︑︿略﹀︒

十一而7
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して水中に落ち︑命を失った者が幾
百人あったか知れない︒

︿略﹀ ︑ 路 を さ へ ぎ つ て 立 つ

か＼る手前︑︿略﹀ ︒

十一一脳9 此の青のくさり戸にさし
十二秘10

岩山に︑毎日々五根氣よくのみを振
るつて︑饒念なく穴を掘ってみる僧
があった︒

をまとひ︑︿略﹀︒

十二価2 身には色目も見えぬ破れ衣
︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

れて年の頃もよくわからぬくらゐで

十二価2

︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

あるが︑︿略﹀︒

十二価2

れて年の頃もよくわからぬくらゐで
︿略﹀︑きっと結んだ口もと

あるが︑︿略﹀︒

十二塒4
には意志の強さが現れてみる︒

難虜を通って幾多のあはれな物語を

十二価7 僧は︿略﹀︑たまく此の

︿ 略﹀︑萬人の爲に安全な路

耳にし︑︿略﹀︒

十一一価10

︿略﹀ ︑ 萬 人 の 爲 に 安 全 な 路

を 造 っ て や ら う と︑︿略﹀︒

十一一柵1

を造ってやらうと︑神舞に堅くちか
つてく略V︒

︿略﹀︑神佛に堅くちかって

此の仕事に着手したのであった︒

十二欄2

十二欄3 之を見た村人たちは︑彼を
氣違扱ひにして相 手 に も せ ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑彼を別事扱ひにして
相手にもせず︑︿略﹀︒

十二欄3

之を見た村人たちは︑彼を

︿略﹀︑唯物笑の種にしてみた︒

十一一欄4

子どもらは仕事をしてみる

老僧のまはりに集って︑﹁氣違よ

十二欄5

︿略﹀︑中には古わらちや小

く︒﹂とはやし立て︑︿略﹀︒

十二鵬5
其のうちに誰言ふとなく︑

石を投げつける者さへあった︒

十二鵬9

さうして陰に陽に仕事のじ

︿略﹀といふうはさが立つた︒

十二柳1

さうして陰に陽に仕事のじ

やまをする者も少くなかった︒

十二研1

かくて又幾年かたつうちに︑

やまをする者も少くなかった︒
十一一研4

︿略﹀︑穴はだんく奥行を

穴はだんく奥行を加へて︑︿略﹀︒
十一一柵5

加へて︑既に何十間といふ深さに達
した︒

︿略﹀︑此の見る影もない老

︿略V︑老僧の命のあるうち

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し

十二柵1

た︒

十二鵬3

其の後は老僧と共に洞穴の

に其の志を遂げさせると共に︑︿略﹀︒

のみを振る

︿略﹀︑時には夜半までも薄

固く︑︿略﹀︒

十二欄9

暗い燈を便りに︑︿略﹀

かうして︑老僧が始めての

ふことさへあった︒

十一一梱4

みを絶壁に下してからちゃうど三十

︿略﹀燈皇などにすゑ附

けらる﹂に至りぬ︒

十二川6図

ク燈に類するものにして︑︿略﹀心

十二川7図然れどもこは今日のアー

大仕掛にして光力強きに過ぎ︑實用

十二川8図 ︿略﹀︑室内に用ふるには︑

に適せず︒

十二田8図 ︿略﹀︑室内に用ふるには︑

大仕掛にして光力強きに過ぎ︑實用

かうして︑︿略Vちやうど

年目に︑︿略﹀︒

に適せず︒

十二⁝川5

三十年目に︑彼が一生をさ＼げた大

彼が稀代の天才はこ＼に

彼が稀代の天才はこ＼に

しん

︿略﹀︑唯心に至りては彼

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二襯10図初め彼は紙に炭素を塗り

の最も苦心したる所なりき︒

十二 9図

の域に進みしが︑︿略﹀︒

も遺憾なく獲揮せられて︑着々成功

かん

十二堰8図

も遺憾なく獲揮せられて︑︿略﹀︒

かん

十二擢6図

獲明に從製したり︒

は︑︿略﹀︑更に進んで新しき電燈の

十二擢4図︿略﹀トマス︑エヂソン

る獲明に成功したるを以て︑︿略V︒

十二麗2図 ︿略﹀︑既に電話機に關す

る獲明に成功したるを以て︑︿略﹀︒

十二麗2図 ︿略﹀︑既に電話機に關す

十二川9図 ︿略﹀︑蒼蝿に適せず︒

強きに過ぎ︑實用に適せず︒

十二川9図 ︿略﹀︑大仕掛にして光力

工事が見事に成就した︒

︿略﹀︑川に面した方には

︿略﹀︑川に面した方には

虜々にあかり取りの窓さへうがって

十二m6
ある︒

十二佃7

︿略V︑川に面した方には

騒々にあかり取りの窓さへうがって
ある︒

十一一柵7

虜々にあかり取りの窓さへうがって
ある︒

十二佃9 今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑庭々に手を加へて奮態を改めて
はみるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一部は尚昔の面目を

當時は軍に理化學の實験

留めて︑恨事一生の苦心を永久に物

十一一棚1

語ってみる︒

十二佃7

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

十一一相5図

︿略﹀︑四五十年の後には

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

十二備3図次いで白金其の他の金属

これまた失敗に終りぬ︒

燈皇などにすゑ附けらる＼に至りぬ︒
けらる＼に至りぬ︒

十二川6図

︿略﹀燈塁などにすゑ附

十二川6図

が︑︿略V︒

用として使用せらるるに過ぎざりし

しかし人は物にうみ易い︒

十二欄9

かうして又幾年か過すうち

︿略﹀︑村の人々は此の仕事

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

十二佃10

た︒

十二佃10

彼の初一念は年と共に益く

にあきて來た︒

十二欄7
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十二佃4図 こ＼において再び炭素線
の 研 究 に 没 頭 し たれども︑︿略﹀︒

十二欄5図く略V︑徒に多くの時日と
金鏡とを費したるに過ぎざりき︒

室に閉ちこもりて ︿ 略 ﹀ ︒

十二柵6図 エヂソンは例の如く實験
十二佃7図 エヂソンは例の如く實験

︿略 ﹀ ︑ ふ と 見 れ ば 机 上 に

室に閉ちこもりて研究に鯨念なかり
しが︑︿略﹀︒

十一一稲7図

形珍しき一本の團扇あり︒
みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

十二佃8図 何心なく手に取りて眺め
十二⁝⁝⁝10図彼の眺め入りしは給にあ

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら
れたる竹なりしなり︒

︿略﹀︑直接間接に彼の天

才によらざるもの殆どなしといひて
可なり︒

十二価2図

諸機械の原動力であった

才によらざるもの殆どなしといひて
可なり︒

十二柵10園

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣
殊に近年は水力電氣の驚

つて︑︿略﹀︒

十二備1園
くべき直達にともなひ︑電力は頗る
れん

れん

廉償に供給されるので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑電力は頗る廉償に

れん

︿略﹀︑石炭の火力による

供給されるので︑︿略﹀︒

十二恥2園
十二柵2園
蒸氣力は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑電力は頗る廉債に

多くの場合之に敵することが出來な

供給されるので︑︿略﹀蒸氣力は︑

十二備3園

くなりました︒

十二M4図 こ＼において彼は人を世
界の各地につかはして竹を採集せし

︿略﹀︑急流や爆布に富んで

次に博士は電氣の光に就い

十二佃9

︿略﹀耳新しい話に︑博士
最後に博士は︿略﹀︑家庭

は渦堂の會衆を喜ばせた︒
十二⁝⁝10

誠に御無沙汰に打過ぎ︑

における電請の利用に就いて興味あ
だん
る話をして壇を下った︒
十二柵4魍団

當地に参りて以來︑

申しわけもこれなく候︒

︿略V︒

︿略﹀︑なれぬこととて

十一一⁝⁝⁝5魍團

十二柵7囲團

仕事に追はれ︑︿略V︒

︿略﹀︑一日田々と延引
致し︑今日に相成り申候︒

十二佃8圏国

︿略﹀︑先生には何時も

十二佃10國囲本日突然上田君に出會
ひ︑︿略﹀︒

御壮健の由︑何よりのことに御座候︒

十一一伽1國囲

主人の使などにまみる

され︑常に﹁︿略﹀︒﹂と仰せらる﹂

十二伽3圏團私のこと御心にかけ下
由︑︿略﹀︒

十二伽5魍團

途中︑小学校の前を通りては︑︿略﹀︒

︿略﹀かねての御教訓

十二捌2國団

︿略﹀︒

ゆるやう相成り申候︒

十一一梱3幅員

く略V︑仕事に興味を覧

わかり︑お客様の綴方にもなれて︑

一心に働き候ため︑︿略﹀︒

て述べた︒

︿略V︑活動窮鼠のフィルム

に從ひ︑

十二梱3國國︿略﹀︑追々店の様子も

︿略﹀︒

なりて︑︿略﹀︒

に働み︑一日も早く一人前の商人と

十二捌8出直此の上はいよく仕事
電話機を備へ附けてみたために危瞼

十二冊7

を免れたことや︑︿略﹀︒

︿略﹀︑進行中の汽車が無線

がアーク燈の熱の爲に爽卑して︑

十二柵6

の少い電燈さへも焚明されました︒

十二柵2圏

︿略﹀光の色が太陽に似
かく
て︑しかも比較的熱をともなふこと

十二備9

みる我が國では︑︿略﹀︒

十一一描6

め︑︿略V︒

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十二榊6図 ︿略﹀︑日本の竹最も適當
出せり︒

十二M7図 しかして其の電球は忽ち
エヂソンの護明せるは電
ちく

世界に廣まりぬ︒
十一一掴9図

話・︿略﹀・蓄音機に關するものな
ど 極 め て 多 く ︑ ︿略﹀︒

を得たるもののみにても其の敷實に

十二M10図 ︿略﹀︑アメリカにて特許
千蝕に及ぶ︒

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

十二価1図 今日文明の利器と稻せら

前の喜入となりて︑親に安心致させ

十二梱9圏国︿略﹀︑一日も早く一人

たしと存じ居り候︒

まの

夢にのみ見し山川も︑

あけくれにしたひし家も︑

十二槻6面傷

あたり近く迫りぬ︒

あけくれにしたひし家も︑

まの

十一一槻7臼玉 夢にのみ養し山川も︑

あたり近く迫りぬ︒

よひ︑ 寄るべなき海にさすらひ︑

十一一協3図面 はやて吹くやみにたゴ

︿略﹀︒

うったかき積

十一一偽4図圏 ︿略﹀︑ 寄るべなき海

︿略﹀︑

にさすらひ︑︿略﹀︒

荷の中に 海山の寳を載せて︑︿略﹀︒

十二悩2図圏

十一一悩8 ︿略﹀官軍は諸道より並び
ぼう
進んで︑東海道先鋒は品川に︑東山

道先鋒は板橋に着いた︒

着いた︒

十二悩8 ︿略﹀︑東山道先鋒は板橋に

十二悩10 徳川方も事こ＼に至っては︑

慶喜から官軍に封ずる交渉

あくまでも職ふ 覚悟をきめて︑︿略﹀︒

の全権を委任せられてみた奮幕府の

十二偽4

︿略﹀︑危機は既に目前に迫

やすよし
陸軍総裁勝安芳は︑︿略﹀︒

十二衡7

たか
︿略﹀︑安芳は︿略﹀西郷隆

つたので︑︿略﹀︒

十二伽8

盛に會見を求めた︒

もり

に居る︒﹂と叫んだ︒

十一一衡4 安芳は大音に﹁西郷はどこ
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十二伍6

十二桝5囹

其の勢に呑まれて丘ハ士卒は

﹁西郷 は ど こ に 居 る ︒ ﹂

思はず道を開いた ︒

十二摺8 一室に通されて待ってるる
と︑やがて西郷が出て來た︒

がひかへて︑何となく物々しい︒

十二枷9次の間には官軍の荒武者共
十二枷10 しかし二人は互に信じ合つ
︿略﹀︑今日日本の座中に

てるる仲なので︑ ︿ 略 V ︒

十二伽3囹

は諸外國が様々の考を持って見てを
るので︑︿略﹀︒

に せ め い で る た ら ︑︿略﹀︒

十二伽5園 ︿略﹀︑うかくと兄弟垣
︿略﹀︑日本全國にのしを
︿略﹀︑日本全國にのしを

つけて︿略﹀︒

十二伽5園
十二伽6囹

つけてどこぞの國へやってしまふや
うな事にならぬとは決して申されま

すると其のうちには又思

はゆかぬかも知れませぬ︒
しり

十二伽5園
︿略﹀︑囲めんだうな筋合

の外な尻押なども現れて︑︿略﹀︒

十二伽6園
にならぬとも限りませぬ︒

拙者は︑此の談判がよし
拙者は︑︿略﹀︑さやうな

どのやうに決着するにもせよ︑︿略﹀︒

十二伽7園
十一一伽8園

事になれかしとは毛頭考へませぬが︑
︿略﹀︒

︿略﹀今一磨御評議下さ

ることになりますれば︑誠に日本國

十二㎜3囹

とにかく明日の総攻撃見

の幸でござります︒

十二髄2

安芳が一命をかけた努力と︑

西郷の果断によって︑江戸の市民も

我が國が︿略﹀世界五大國

徳川家もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

十二槻8

︿略﹀︑主として我々國民に

の一に敷へられるやうになったのは︑
︿略﹀︒

十二醜9

君と親とに眞心を捧げ蓋く

それだけすぐれた素質があったから
である︒

十二槻10

︿略﹀忠孝の美風が世界に

して仕へる忠孝の美風が︿略﹀︒

十二榴1

忠孝は實に我が國民性の根

冠たることは︑︿略﹀︒

十二鵬3

本をなすもので︑之に附随して幾多

十二伽9園

の良性・美徳が上達した︒

東海の島に披つた日本は︑

東海の島に振った日本は︑

合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十二悩7

随って平民は︿略﹀︑又其

︿略V︑いざといへば︑塞・國

其の上我が國の美しい風景

しかし此の事情は一面に國
狭い島國に育ち︑︿略V︒

民の短所をもなしてみる︒

十二悩6

情を育成するのに與って力があった︒

や温和な氣候は︑︿略﹀やさしい性

十二悩5

一致國難に儲る氣風を生じた︒

十二桝1

けも出路て︑︿略﹀︒

の誇を永久に持績しょうとする心掛

十二柵9

た︒

國家を建設する上に頗る有利であっ

十二鵬4

︿略﹀︒

十二榴4

けて御引受け申します︒

十二欄10園其の齢の事は拙者の一存
にはまるりませぬから︑︿略﹀︒

やがて安芳は西郷に見送ら
れて門を出た︒

十一一箇2

郷が後に恐いてるるのを見て︑︿略﹀︒

十二梱4警衛の兵士等は︑︿略﹀︑西

せぬ︒

川家の存亡などは言ふにも足らぬ小

次第によっては︑或は君
︿略﹀︑或は君等の銃先に

さうして直に静岡の大総督
さうして直に静岡の大網督
︿略﹀︑更に京都に上って勅
裁を仰ぎ︑︿略﹀︒

十一一撹1

府にはせつけて議をまとめ︑︿略V︒

十二捌10

府にはせつけて議をまとめ︑︿略V︒

十二個10

か＼つて死ぬかも知れぬ︒

十一一梱6囹

等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二捌6園

十二伽7園長に比べれば︑︿略﹀︑徳

︿略 ﹀ ︑ 徳 川 家 の 存 亡 な ど

事でござります︒
十一一伽8園

は言ふにも足らぬ小事でござります︒

十二伽2園 しかしたとへにも申す通
り︑一寸の轟にも五分の魂︒

十二伽2園 しかしたとへにも申す通
り︑一寸の轟にも五分の魂︒

十二伽3園 徳川侍のなまくら刀にも
少しは切れる所がござりませう︒

十二憎4園 官軍方の思召通り一押に

平和を許しんでみた我が國民は︑

十一一悩7 ︿略﹀︑生活の安易な壁土に

︿略﹀︒

十一一悩8 ︿略﹀我が幸田は︑とかく

引込み思案におちいり易く︑︿略﹀︒

奮闘努力の精神に乏しく︑︿略﹀︒

とロつ

十二悩9 ︿略﹀我が里民は︑︿略﹀︑

だ

いつ

十二悩9 ︿略﹀我が國民は︑︿略V︑

遊惰安逸に流れるかたむきがある︒

がう

温和な氣候や美しい風景は︑

く略V︑雄大豪壮の温風を養成するに

十二価1

は適しない︒

國は︑國民をして海外に嚢罪する意

さ
十一一悩3 殊に徳川幕府二百鯨年の鎖

︿略﹀︑人を信じ人を容れる

氣を消磨せしめ︑︿略﹀︒

十一一悩6

度量に乏しい︒

そこで海外に移住しても外
はい
國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

十二価6

斥されるやうなことも起って労る︒

せき

今日我が國が列強の間に立

い浮世を知らずに過して來たことが︑

十二悩10 ︿略﹀︑昔から此の島國で荒

︿略﹀︒

十二搦2

しかし此の半面にもまた短

つて世界的の地歩を占めた以上︑

︿略﹀︒

所がうかgはれないであらうか︒

十二悩10

自分で思ふま＼に造り出す

創造力は︑十分に嚢子せられたこと

十二佃1

がなく︑︿略﹀︒

十二僻3 ︿略﹀︑遂に日本人には丁丁

L
」
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力がないであらうと自らも重んじ︑
許しもなくて齪還するとは不届しご
﹁年の若きに感心な︒﹂

昔はあきめくらも多かりし

︿略﹀︑弟子どもは﹁先生︑

となりし人あり︒

に︑まことのめくらにして︑大學者

八623図

八571図圃園

く︒

︿略﹀︑世界文明の上に大い

︿略﹀︒
こうけん

十二田7
に貢献したいものである︒

十二僻8我が國民には潔いこと︑あ
つさりしたことを好む風がある︒
八644図

皇湾・樺太など︑遠方よ

からふと

毘沙門天を刻みみき︑︿略﹀︒

十65図園

り送り居れるもあれば︑枯損ずるも
の多かるべきに︑ほとんど皆勢よく

︿略﹀︑何れも十日問を限

根づきたるは︑︿略﹀︒

十71図園

りて土木に重事せしめたるに︑通常
の人夫にもまさりて仕事ははか取り

十二闇5 しかし其の半面には︑物に

たりと聞く︒

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒

行幸鯨りに遅かりしかば︑
いん

︿略﹀︑けはしき山路をふみ

はや院庄に入らせ給ふ︒﹂と人の言

ゐんのしやう

わけてたどり着きたりしに︑﹁主上

十梱9図

り給ひし由なりQ

今宿といふ庭より︑山陰道にか㌧

いまじゅく

人をしてうかゴはしむるに︑播磨の

十個7図

ず︒

春毎に之を士買るに︑其の利益少しとせ

を養ふことも盛にして︑大てい二年

十伽3図

きぬ︒

いふに︑僧は返す言葉もなくて出行

されど主人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

少しお待ち下さいませ︒今風であか

くだきたる僧事を器に入れ

十619図

りがきえました︒﹂と言ひしに︑保
といふものは不自由なものだ︒

己一は笑ひて︑﹁さてく︑目あき

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ
︿略﹀ ︑ 物 に あ き 易 く ︑ あ き

んではみないか︒
十一一悌5

らめ易い性情がひそんではみないか︒

それでは弱いものかといふに︑

さうではない︒

八823

九103図既に大海に出で給ひしに︑

べき短所があるやうである︒

十二駕7 こ＼にもまた我々の反省す
十二柵9 我が國民の長所・短所を数

大風俄に吹來りて︑貢すさまじく荒
︿略﹀︑日ましにのびゆく若

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

九144図

芽のうす緑︑見るに氣持よし︒

九121図

れくるひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑又常に其の短所に注

らう︒

十二糊1
青し︑︿略﹀︒

てあたふるに︑これには餌の時のや

十二㎜2 我々は︿略﹀大國民たるに

うに集らず︒
わら

へば︑︿略﹀︒

十一2510図

十一309図清正刀を抜かんとするに︑

かぶとのしころつ＼じの枝に引つ

一島未だ去らざるに︑一

か﹂りて︑身のはたらき自由ならず︒

島更にあらはれ︑︿略﹀︒

十一333図

君は書を以て一家を成

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を

十一4410図圏

取り給ひし言なし︒

十一462図 ︿略﹀︑住持ひそかに行き

て見るに︑圭畑野は障子に身を寄せて︑

かくて次の夜は如何にと

様々に姿を攣へつ＼寝起する様なり︒

うか〜ふに︑石亀は前の如く夜もす

十一469図

がら寝ねずして︑明日はかく書がか

︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔

んなど掲訂してみたりければ︑︿略V︒

して過ししに︑十日齢りにして︑ふ

十一471図

夜明けて住持︑出師に向

すまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

十一476図

たる様をまねて見するに︑垂師驚き

ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑夜中に書評のし

て︑︿略﹀︒

十一483園未だ一月もた＼ざるに︑

東電へ行き給ふと聞き

かの書士は突然蹄り干れり︒

︿略﹀兵卒の一人︑ふと 十一485老馬

しに︑今又三顧に來られしは何故ぞ︒

︿略﹀︑エンミッヒ二軍はみ

の

東南の方を望み見るに︑美濃路の方

十﹁欄5團国︿略﹀︑次にをのを振る

九381図

り︒

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ

とやの内に入りて見るに︑

そむかぬりっぱな國民とならねばな

し

九145図

らぬ︒

し

に ︵接助︶35 に与おもうに・しかる
に・ようするに
眠りしに︑後の暗きやぶかげより大

七304図昔一匹の獅子︑森の中にて

み

つから進んで握手を求め︑﹁閣下の

面に當りてたいまつの光おびたgし

へび

いなる蛇つと出でて︑獅子のからだ

防戦はまことに見事であった︒﹂と

と︒

十一旧1図

︿略﹀︒

つらく思ふに︑﹁︿略﹀︒﹂

るものが地ひゴきを打って憤るる様︑

つて大木を伐るに︑三抱も四三もあ

にまきつきたり︒

︿略﹀︑盛政直に物見の兵

之本の邊に満ちくたりと報じ來る︒

何に︑降ってわいたる敵の大軍︑木

を出してうかgはしむるに︑こは如

十一264図

く︑︿略﹀︒

安ちいさんは一心に

廣き工場

今朝遠足にとく起きて︑
にたゴ一人︑

石屋の前を通りしに︑

九三2図心

﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒

感歎せるに︑レマン將軍は静かに︑

七柵1園 大明の軍勢四十萬︑勢はげ
しくおしよせたるに︑日本の大將小
西行長は一たまりもなくにげ落ち︑
︿略﹀︒

八419園 此所は天下の役所なるに︑
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に一にいさん

に︑火きりぎね・行きりうすといふ

十二82図 寳物殿に入りて辞観する
ものあり︒

十二841図 ︿略﹀土人に親しみ︑さ
てさまぐの物語を聞くに︑︿略﹀
を知りぬ︒

を作りて實験せしに︑豫想以上の好

十二M2図 彼は直に竹を以て炭素線
結果を得たり︒

に ︵並助︶5 に

九116図 ふしぎや︑今まで荒れに荒
れみたる大海︑おのつから静まりて︑
︿略﹀︒

漕いだ︒

十271 親子は死力を亡くして漕ぎに

十梛8図く略V︑場に満ちたる十幾萬
の舞顕者の胸は︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 唯 を ど り に
をどる︒

︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

十一244図

急ぎて進み來る︒
かつもと

︽一

ニイサン

に

一367

ヰマス︒

ナンベンモカキナホシテ︑

︿略﹀ぐみを一枝折ると︑﹁そ

んな大きな枝を︒﹂と︑にいさんに

六147

注意されました︒

でした︒

︿略﹀︒

六156

それからにいさんと︑ざふ木
にいさんが﹁今日は︒﹂と言

林へはいって︑︿略﹀︒

六158

ひました︒

毒だよ︒︿略﹀︒﹂と︑にいさんが言

︿略﹀︑﹁あ＼︑それは紅茸だ︒

取って︑にいさんに見せましたら︑

六152

僕が紅色のきれいなきのこを

にいさんは初茸を五六本取ったやう

﹁ニイサン︑ミテクダサ六148 僕がぐみをたべてみる間に︑

ニイサンニミセマシタ︒

ニ大キナユキダルマヲコ

一一イサンガオトモダチト︑

︸372園
イ︒﹂

二391

ニハ
︿略﹀︑ケサコソ一一イサン

シラヘマシタ︒

三31

ヨリサキニオキテミヨウトオ
モツテ︑︿略V︒

レイダ︒＝イサン︑ニイサン︒

三36園ア︑日が出ハジメタ︒キ
ニイサン︑ニイサン︒

六171

三37囹

三38 ﹁オゥイ﹂トヰドバタデ︑

六651

︿略﹀︒

︿略﹀︒

おとうさんも︑にいさんも︑

丸山君も︑妹も︑お松も︑みんな下

七117

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

七103

にいさんが﹁我は海の子﹂を

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰタ時︑

昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ

つて︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑

ニイサンノコエガシマス︒
三47 ハヤクカホヲアラツテ︑
＝イサントーシヨニオサラヒヲ

コマツテニイサンニ見テ

シマセウ︒

三693

ソノウチニ︑ニイサン

モラヒマシタラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑軍たいに居るにい

じ

にいさん︑富士山はまつ白

居ました︒

六48園

でせうね︒

︿略V︑昨日のお書すぎ︑にい
さんときのこ取に行きました︒

六143

ふ

﹁お早う︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂

八542

其の時にいさんが﹁︿略﹀︒﹂

いよくにいさんがっき出し

といひ出すと︑︿略V︒

八534

と︑にいさんがいった︒

八523

た︒

九468圏

にいさん︑昨日でうちの田

一昨日海軍のにいさんが︑

植がすっかりすみました︒

九474囲

休暇でお興りになったので︑︿略﹀︒

きうか

みんなでにいさんのお露を

んと︑﹁︿略﹀︒﹂と話していらっしや

九482圏其の時おとうさんがにいさ

いました︒

九494団

にいさん︑空にはあんなに

待ってをります︒

たくさん星が見えますが︑少しも動

九853園

かないのですか︒

にいさんく︑︿略﹀︑もう

一つ︑小さい北斗七星のやうなもの

九897園

にいさんく︑︿略﹀︒

が出塁てるますね︒

九897囹

にいさん︑やつばりにいさ

んのおっしゃったやうに︑星の位置

九928園

は攣りますね︒

にいさん︑やっぱりにいさ

んのおっしゃったやうに︑星の位置

九928園

にいさんのお友だちの岡田さ

は攣りますね︒

九935

先に立つたにいさんが︑

は次の室へ案内して下さる︒

十欄5 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさん

﹁あ＼︑咲いてみる︑く︒

十棚3

んと二人で遊びに行きました︒

りた︒
んがく略﹀︒
さんの所へ出かけました︒
四833 むかふのてい車場へ着い 八516 にいさんが奥の間に︑餅を並 九936 ︿略﹀岡田さんが旅行からお
遷りになったと聞いて︑今日にいさ
べる所を．こしらへてみた︒
たら︑にいさんがむかへに來て

四807

ガコシラヘテヤラウ︒

十﹁297図 ﹁承る︒﹂とく略﹀・片桐 三696園

似合ふ

且元等の荒武者ども︑勇みに勇んで
﹇似合﹈︵ 五 ︶ 1

突進す︒

にあ・う
ハ︾

﹇兄﹈︵名 ︶ 4 5

家康の年に似合はずかしこいのに驚

八146 後に此の話を聞いた者は︑皆
いた︒

にいさん

一221 一一イサンガエヲカイテ

いさん

にいさんたち一にがつどう
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十悩3

にいさんは﹁︿略﹀︒﹂と教へ

て下さった︒

真価1 にいさんも足を止めて︑﹁ど
うだ︑美しいだ ら う ︒

五541
ら

七代七十今年の帝都とし

︵五︶

1

にほふ

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし
な

﹇臭﹈

奈良の都も︑︿略﹀︒

︽ーッ︾

にお・う

なはてつたひに掌る風も︑

すると酒のにほひがしますの 十二994図

で︑︿略﹀︒

七343図圏
若葉のにほひかんばしく︑︿略﹀︒

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ

何の木か︑おがくつが大そう

よくにほってゐました︒

六168

︿略﹀は此の瀬戸内海の

最近における我が國の輸出入
十一352図

絡額は︿略﹀︒

十887

︿略﹀︑そよくと吹く風につ における ︵格助︶8 における

にほひのよいのや︑色の美し

︽一

糟筆ぞ

五228

き
二かいのまどに萬國旗がつる

大水が出なければよいがと

してあって︑︿略V︒

心ぽいして︑夜中に手をけやはき物

五851國

まですっかり二階へ上げました︒

いて見ますと︑︿略V︒

五858困 ︿略﹀︑二階のまどからのぞ

二階にもつきさうになったので︑

五874国其のうちに︑どうやら水が

︿略﹀︒

れが今では學校の

二階のまどに

六995圃 ︿略﹀︑落葉松は︿略﹀︒ そ

とゴいてる︒

部分は︑此の木から取ったものであ

一一601圏

イ・ーウ・ーク︾

︿略﹀︑彼等が大戸後にお
へい

こ＼までが原産地における

栽培は頗る盛になった︒

十一536

仕事である︒

十二356囲
ひ

ける自國の疲弊を回復するため
︿略﹀︒

現今における電氣の利用

オカアサン︑ソノオクス

二602画面ニガイナラ︑オサタウヲ

イイエ︒サウ一一ガクハ

入レテオアガリナサノー︒

學校ノ東ドナリニニカイ

﹇二階造﹈︵名︶1 ニカ

アリマセン︒

二606園

イヅクリ

︽ーシ︾

ヅクリノヤクバガアリマス︒

三491

逃す

春は若草山の芝緑にもえ

たち︑三月堂・二月堂霞につ﹂まれ

十二欄8図

にがつどう ﹇二月堂﹈︵名︶2 二月堂
しば

なり右の手の轟を口の中へ投込んだ︒

えた︒これも逃しては大攣と︑いき

十二ー110 ︿略﹀︑又一匹攣ったのが見

︿略V︑家庭における電氣の にが・す ﹇逃﹈︵五︶1

は實にめざましいものです︒

十二価6園
十二⁝⁝⁝1

利用に就いて︿略﹀︒

二回

林藏が二回の探検により

﹇二回﹈︵名︶1

十二879図

にかい

リハニガウゴザイマスカ︒

るQ

今日世界におけるゴムの大 にが・い ﹇苦﹈︵形︶3 ニガイ ︽一

風景を賞して︑世界における海上の

において

にほふ

心をこめたる

二かい

二階

て︑︿略﹀︑此の地方の事情も始めて

﹇二階﹈︵名︶5

我が國に知らる＼に至れり︒
にかい

にかいづくり

柿右衛門はひとり我が國内に 十一5010 ︿略V︑南洋におけるゴムの

アメリカにおいては此の無
﹇匂﹈︵四︶3

がうてんじゃう

格天井に︑
にほふ︒

たどりつきたる峠の上
菜の花にほふ里見下して︑

十一133桜煮
に︑
︿略﹀︒

十一501

いのや︑︿略﹀どれを見ても︑一枝
うるはしき眞玉・白玉︑

一大公園なりといへり︒

にお・う

線電話の鷹用が極めて廣く︑︿略﹀︒

十二柵4

さり︑︿略﹀︒

易に増殖せらる＼黙において檜にま

十二464図殊に杉は人士によりて容

るばかりでなく︑︿略﹀︒

おいて古今の名工とた＼へられてる

十501

︵格助︶3

にほひよき木の實︑草の實︑︿略﹀︒

十一一悩1図圃

髪にさしてみたい︒

十悩9

にせまって來る︒

れて︑若葉のにほひがひしくと身

九345

ノデ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑イヤガル味ヤニホヒノアルモ

十一3810 いっかもにいさんが︑﹁杉 九207
の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は
せたことがある ︒

にいさ

十二381園 にいさん︑まあ何といふ
﹇兄達﹈︵名︶1

よい曲なんでせ う ︒

にいさんたち
んたち

九491團園 おとうさんは今朝も︑
が働くのだ︒﹂とおっしゃって︑

﹁︿略﹀︒にいさんたちの分もわたし

︿略﹀︒

﹁それでは日本一の高山

にいたかやま ﹇新高山﹈︹地名︺4 新 において
高山
たいわん

六55園
は ︒ ﹂ ﹁ 毫 湾 の 新高山さ︒

六61囹 ﹁一番は新高山︑二番は官田
士 山 ︑ 三 番 目 は ︒﹂

六6図 新高山

ニウリヤ

六74園外國には︑新高山より︑も
﹇煮売屋﹈︵名︶一

つと高い山がありますか︒
にうりや

にほひ

三502 ︿略﹀︑新シイ家が七八ケ フ︾
十川7図魍 ︿略﹀︑ 丹青まばゆき
ンデキマシタ︒ソノ中口ハ︑ニ
ニホヒ

どこからかよいにほひ

﹇匂﹈︵名︶7

ウリヤモアリマス︒
におい

三838

がして來ますので︑見上げます
と︑︿略﹀︒
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にがつはっか一にぐるま

て さ な が ら 夢 の 如く︑︿略﹀︒

一一 月 一 一 十 日

大

二

小山文太

﹇二月二十日﹈︵名︶1

十二瀧図 二月堂
にがつはっか

二月二十日

小林梅吉

苦り切

娘の答に失望した王は︑例

﹇苦切﹈︵五︶1

一一月六日

﹇二月六日﹈︵名︶1

郎 大井先生

十二櫨2圏團

にがつむいか
月六日

森茂様

十佃7圏団

︽ーッ︾

にがりき・る
る

二騎

の烈しい氣性から︑苦り切って︑

十一一697

﹁︿略﹀︒﹂と言渡した︒

﹇二騎﹈︵名︶1

八89 始の間はあまり甲乙はなかつ

にき

山嶺ヤカ

たが︑半分程の所から一騎後れ︑二
騎後れ︑︿略﹀︒

﹇ 賑 ﹈ ︵ 形状︶1一

にぎやか

にぎやか

六335︿略﹀︑町ハダンくニギヤカ
︿略﹀︑秋の山は小鳥の聲でに

ニナツテ來タ︒

八21
︿略﹀︑植手が八人になって︑

ぎやかである︒
九476国

﹇握﹈︵五︶5

ニヤリマシタ︒
にぎ・る

にぎる

握る

耳をかたむけ︑こぶしをに

居ならぶ子どもはねむさ忘

︽ーッ・ール︾

れて︑

六505圏
ぎる︒

何所からかにぎやかな歌が聞 八279図 取る・拾ふ・握る・持つな

にぎやかでした︒

九585

クイヤツダ︒﹂

ツケテ︑﹁ア︑ニクイヤツが居

四362園スルトホカノ鳥が見

ル︒﹂トイハナイバカリニ︑︿略﹀︒

母も人間なれば︑我が子

にく・し ﹇憎﹈︵形︶1 にくし ︽一

シ︾

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九柵7雪国

僕はわり合にしっかりしてゐ にく・む ﹇憎﹈︵五︶1 にくむ ︽一

どは皆手の働なり︒

九238園 ︿略﹀︑其の上政治上の事で

マ︾

九789

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ

男も女もひたひの汗を︑ほこ

えて來る︒

た︒

九603
りだらけの腕でふきながら︑にぎや

大尉は︿略﹀︑水兵の手を握
﹇賑﹈︵形︶1

にぎはし

つて︑﹁︿略﹀︒﹂と一言聞かせた︒

九佃1

︽ーシク︾

にぎわ・し

田の面は水の廣々と︑
肉

から

蛙の聲もにぎはしく︑︿略﹀︒

七347図蟹

﹇肉﹈︵名︶1

九58国實の中にはかたい殻があっ

にく

︽ーゲ︾

て︑其の内がはに白い肉のやうなも
のがあります︒
逃ぐ

あわてて逃げんとすれど

﹇逃﹈︵下二︶1

十一245図

に・ぐ

も時既におそく︑大方はやにはに斬
倒されたり︒

︽一
ニセモノダ︒二

ニクイ

﹇悪﹈﹇▽いいにくい・いいにく

いことば・わかりにくい

にくい

ハ

︽ーシキ︾

ホ

た︒

︐

黒もま

今ソノミセノマへ ニ

ニ

与力が強いので荷
︑物をつけ

借りて來て︑ 醤油のはかり責を始め

九545園社長さんは早速荷車を一墓

物責は︿略﹀︒

き荷車ひきかぬる 人を見かねて︑

七954図圏
夏の眞書の坂道に︑重

たり︑荷車をひかせたり︑
︿略﹀︒

七264

八百屋ヤサカナ屋デ︑︿略﹀︒

ヤ

六327カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑

二

車ガトマリマシタ︒

三504

荷車

にぐるま ﹇荷車﹈︵名︶5 二黒 荷車

た︑意地悪き人と見るらん︒

にくらしき黒と思へば︑

八268図圃

軒下にはらばへる黒き犬︑

にくら・し ﹇憎﹈︵形︶1 にくらし

まれて︑︿略﹀︒

度々殿様に上書した爲︑役人ににく

かに打績ける︒

て

ニギリメ

どは︑︿略﹀︒

其の間︑買手の競嘉する聲 九957園 ︿略﹀︑杖を握ってみる手な

しよう

南大門通から本町通・鍾

と掛の人の聲と入惚れて︑非常にに

十212国
ぎやかです︒
ろ

十749團

路通にかけての一帯が︑京城での一

番にぎやかな虜です︒
二局

握りこ

︿略﹀︑編輯・質業の二局

﹇二局﹈︵名︶1

十一一165図

にきょく

﹇握拳﹈︵名︶1

ありて︑︿略﹀︒

とつ

安全燈の取手を握りしめて︑

握

大人の握りこぶし程の大きな
のもあれば︑︿略﹀︒

九793

ぶし

にぎりこぶし

三328ざぶざぶおちる水のおと︑
とんとんひびくきねのおと︑そ
のにぎやかな中から︑︿略﹀︒

十803

四43 あちらこちらに子どもの にぎりし・める ﹇握締﹈︵下一︶1
ならすらっぱやふえの音も
りしめる ︽ーメ︾
して︑たいそうにぎやかです︒

﹇握飯﹈︵名︶一

じっと目をつぶってみるうちに︑
︿略﹀︒

﹁コレ

﹇憎﹈︵形︶2
二533園

イ︾

にく・い

一105カニガニギリメシヲサル

シ

にぎりめし

四765 ︿略﹀およめに來ましたが︑

其の時はなかなかにぎやかな
ことでした︒

︿略﹀︒

五331 書あれほどにぎやかな通に︑

ニ

にげおちる一にさんさつ
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︽ーチ︾

にげお・ちる ﹇逃落﹈︵上一︶1 にげ
落ちる

七欄2園 大明の軍勢四十萬︑勢はげ
しくおしよせたるに︑日本の大將小

︽ ー シ ・ース︾

﹇逃出﹈︵五︶2

ニゲダス

西行長は一たまりもなくにげ落ち︑
︿略V︒

逃出す

にげだ・す

﹁187 ︿略﹀︑ハチガチクリトサ
シマシタ︒サルガニゲダシマシタ︒

逃延ぶ

十二787 これでもう魚は逃出すこと
﹇逃 延 ﹈ ︵ 上 二 ︶ 1

が出來ない︒
にげの・．ぶ
︽ービ︾

になって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限

しゃつた︒

じゅ

これまでにこくしてなが

九774五時間目の授業がすむと︑先
二291園︿略﹀︑ソノオトガキコ 二人逃げ︑︿略﹀︒
十一565園老砲手は氣ちがひのやう 生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ
エタラ︑ニゲルコトニシテハ
ドウデセウ︒

めてみた老砲手は︑︿略﹀︒

十一557

﹇濁﹈

︵五︶1

にごる

するとおとよは︑にごった聲

うさん︒﹂と答へた︒

ごま

で︑ゆっくりと︑﹁わたくしのおと

八882

︽ーッ︾

にご・る

字になる︒

字に数へるのだから︑それでは十七

七川7園 ︿略﹀︑にごりのある字は二

驚いて一しやうけんめい逃 にごり ﹇濁﹈︵名︶1 にごり

﹁逃げろく︒﹂

りに叫んでみるが︑︿略﹀︒

十一565園

︿略﹀︑にはとりよりさき

に︑すずめがくらのやねへに

四254
十一571
遅い︒

十ニー23

︿略﹀まぐろは︑先づ垣網

﹇二軒﹈︵名︶1

して身網の中へはいる︒
にけん

二軒

に驚き︑之に沿うて沖へ逃げようと

十一一784

は得たりと逃げてしまった︒

︿略﹀︑思はず吐出すと︑轟

げようとしてあせってみるが︑もう

げて行きます︒
︿略﹀︑わるものどもは目を

明けてみることが出來ず︑おそれて

五197園

かうなっては︑もう庄屋の悪

みんなにげてしまったさうだ︒

五743
口を言ふ者ばかりで︑普請方はとう

一人はもうにげる間がないの

くにげてしまった︒
五981
で︑︿略﹀︒

ててにげるやうな者には︑これから

﹇二間幅﹈︵名︶1

二間幅

すき
これが大きな鋤を何本も引

﹇二国﹈︵名︶1

二國

にこく

昔支那に呉・越とて相隣れ

︵副︶1

先生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂

二歳駒

十181國私の行った時には︑もう其

所にすき間も無く子馬がつないであ
ごま

りました︒皆一一歳駒ださうです︒

十日間も績いて︑︿略﹀︒

十222雪眼の町では︑二歳駒の市が

八504

春ノ初ニニ三ノ卵ヲ産ミ︑五

にさん ﹇二三﹈︵名︶2 二三

王は二三の忠臣にかしつか

週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒

まだ來て二三箇月で︑よく

にさんさつ ﹇二三冊﹈︵名︶1 二三さ

はわかりませんが︑︿略﹀︒

七393團

三箇月

にさんかげつ ﹇二一二箇月﹈︵名︶1 二

が︑︿略﹀︒

れて︑とある小屋に一夜を明かした

︿略﹀︑父はにこく笑ひなが 十二725

八898

社長さんは空事の年よりらし
す︒

いが︑にこにこしてみる元氣な方で

九503

るにこくする︽iシ︾

にこにこ・する︵サ変︶4にこにこす

ら︑﹁︿略﹀︒﹂

十9110

にこにこ

る二國ありき︒

十悌3図

にこく

らみに耕されて行く︒

いて︑︿略﹀歩き廻ると︑二間幅ぐ

十一643

にけんはば

一人逃げ

弟子たちも此の主人を見限つ
弟子たちもく略﹀︑

まして行って︑︿略﹀︒

十一247図 危く逃延びたる一二の兵 五996園 あぶない時に︑友だちをす 九553園︿略﹀︑一軒一一軒と得意先を にさいごま ﹇二歳駒﹈︵名︶2 二歳駒
つきあふな︒

百騎にげ︑二百騎にげして︑

百騎にげ︑二百騎にげして︑
小西は日本の大將ならず︑

鶏が変のこぼれを食ひに來て

にげも致したであらう︒

まことは堺の町人︑道案内の者故︑

七鵬7園

︿略﹀︒

六975

には十萬騎に減じ︑︿略﹀︒

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ

六974

國へにげました︒

六ゐ8大將讐は命からぐ加賀の

が

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑

くま

か

︿略V︒

︽ーリ︾

にげのぼ・る ﹇逃上﹈︵五︶1 にげ上
る

︿略﹀︑熊が出て來ました︒一

にげ場

人は早く見つけて︑木の上へにげ上

五978

﹇逃場﹈︵名︶1

りました︒

にげば

︵四︶！

にげま

六252 暗さは暗し︑道はなし︑平家
﹇ 逃惑﹈

方はにげ場がな く て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
にげまど・う

︽1へ︾

十4610

て︑一人逃げ二人逃げ︑︿略﹀︒

十469

は︑追はれて逃げて行く︒

七309図 獅子の目は火の如くにもえ︑ 九606

どふ

に
︽ーゲ・ーゲル︒ーゲロ︾

ニゲル

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

逃げる

﹇逃﹈︵ 下 一 ︶ 1 8

にげまどへど︑ ︿ 略 V ︒

げる

に・げる
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にさんしごろくねん一にし

十﹁168

つ

ざっし
︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌

を二﹁二さつ持って來て︑︿略﹀︒

にさんしごろくねん ﹇二三四五六年﹈
︵名︶1 二・三・四・五・六年
七47図圃 一年生を先頭に︑ 一一・
三・四・五・六年が 四列になりて
﹇二三十匹﹈︵名︶1

歩く時︑︿略﹀︒

二三十匹

﹇二一二十人﹈︵名︶1

一一三十匹の馬がまぐさを食つ

にさんじっぴき
十825
てるます︒

二三十人

にさんじゅうにん

三十人はふみとゴまった︒
﹇二一 二 町 ﹈ ︵ 名 ︶ 2

二三

それから二三日たって︑

子がこんなに出ました︒

三412

うらしまが舟にのってつりを
してゐますと︑︿略﹀︒
︿略﹀︑二三日たつと︑前から

二三日降りつゴいた雨がから

の友だちのやうになりました︒

五51

六142
りとはれたので︑︿略﹀︒

一一三日ひどく寒かったので︑

湖の氷が大へんあつくなった︒

六774

六鵬7囲︿略﹀︑京都へ出て︑二一二日
見物して蹄られるさうです︒

かうして二三日たちますと︑

耳は鳴り︑目は暗み︑︿略﹀︒

八㎜8

ガスニツキマシタ︒
二三人

三53 一一三日マヘカラメンドリ

二三日マへ

六951 城兵はさっと引上げたが︑二 にさんにちまえ ﹇二三日前﹈︵名︶1

町

にさんちょう

﹇；二人﹈︵名︶3

聞けば級のものが二一二人で︑

︿略﹀︑美しい小鳥が一一一二羽︑

ルヤウデシタ︒
九335

二一二ば

やうやく清水まで來て︑手の

﹇二三杯﹈︵名︶1

身がるに枝移りした︒
にさんぱい

九354

い

二三

切れるやうにつめたいのを二三ばい
﹇二三百﹈︵名︶1

つ冒け様に飲んでみると︑︿略﹀︒

百

松島は大小一一三百の島が︑海

にさんびやく
五566

﹇二三百尺﹈︵名︶

上三四里の間にちらばってみて︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ

二三百尺

にさんびやくしゃく

1

七851

﹇二三百間﹈︵名︶1

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ
生エテヰル︒

二三百間

にさんびやっけん

︿略﹀︑海岸から沖の方ヘニ
三百間も長く垣網を張り︑︿略﹀︒

十一一778

にし

二三里

一一三返クリカヘシタラ︑釘ハ
﹇二三里﹈︵名︶1

西

ラ西へ︑マツスグニツキヌイテ

三497︿略﹀新道ハ︑村ヲ東カ

ヰマス︒

四724東の村では﹁︿略﹀︒﹂と

と申します︒

いひ︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂など

︿略V︑東の村や西の村

に︑人が生れたり︑死んだり︑

四731

︿略﹀︒

四762西の村一番の金持の

むすめさんが︑︿略﹀︒

目の金持だといはれたうち

四772それは西の村で︑二番

に生れた人のでした︒

弟も東へ行き︑西へ行けば︑

四926くどうが東へ行けば︑兄

西へ行き︑︿略﹀︒

四927︿略﹀︑西へ行けば︑西へ

川の西は水のすぐそばから︑

學校の門を出て西へ向ひまし

行き︑︿略﹀︒

五357

た︒

六715

村の西にくぬぎ林がある︒

すき間もなく家が立ちならんでゐま

す︒

七229

七296図大阪ノ西十里二神戸アリ︒

大洋を西へくと航海して︑

らだらうか︒

陸地に出あったのが︑それ程の手が

︿略V︑城の四方二一二里の間は︑ 八758園

﹇西﹈︵名︶23

人や馬でふさがった︒

六912

にさんり

残ラズ取レテ︑︿略﹀︒

六662

その中︑先に進んでみた者 にさんべん ﹇二三返﹈︵名︶1 二三返
︿略﹀︑かごを首に掛けた二

﹇二三羽﹈︵名︶3

採ってみる︒

にさんば

三78ハネノ下ニモ一＝ニバヰ

ラトンデイキマス︒

ヒマス︒

三477東西南北ヲ四方トイ

九987園

︿略﹀︑遠くには槍岳・

陸地に出あったのが︑︿略﹀︒
やりがだけ

三34カラスガニ三バナキナガ 三472日ノハイル方が西デス︒八758園 大洋を西へくと航海して︑

ニ三羽

二三バ

三人の男が︑器用な手つきで蜜柑を

十一一215

が二一二人列から離れて船に上った︒

十一858

たのださうです︒

中村君を生いきだといって︑いぢめ

五64

茶屋から一一一二町行った所の右 にさんにん

雪漢は︿略﹀︒幅は≡二町︑

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな

七252
つか

塚がある︒

九949園

二三度

長さは一里に近く︑行っても行って
も眞白です︒

﹇二三度﹈︵名︶1

二三日

八12 此の間二一二度降った雨に︑山

にさんど

﹇二三日﹈︵名︶8

の木の葉は目立って色づいた︒
にさんにち

三84 二三日タツト︑オヤドリ
ハヒヨコヲニハヘツレ出シマ
シタ︒

三252 この二一二日の雨で︑竹の

こま

な

の

︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

コー二等の交易は七日に

にしな

西本願寺

す

の

﹇西本願寺﹈︵名︶1

間もなく西那須野に着いた︒

して終りぬ︒
す

にしなすの
那須野

六71図

西本願寺

にしほんがんじ

九686

にし
﹇西那須野︺︹地名︺1 西

十二875図

讃者に報道せらる︒

パに起りし事件も僅か一三日にして

十一一159図

にして之をと﹂のふる事を得たり

て資金をつのること千年︑やうやく

さてく︑虹はおもしろい︒ 十一伽5図 ︿略﹀︑廣く各地をめぐり

五615圏

だれが渡るか︑虹の

遠きをつ

︿略﹀など︑いつれおとらぬ高山が︑

橋︒

なぐ雲の上︒

用ありさうに天と地の

五622差響のはれ間にちよつと出て︑

つてゐます︒

南から西へ連なって︑互に雄姿を競
九悩4 月が西の空にうす白く残り︑
︿略﹀︒

だれがけすのか︑

あれく︑虹がきえて行く︒

方はもう見えぬ︒

十445 日はもう西にかたむいてみる︒ 五623幽

四國の西には佐田岬長

虹の橋︒

十一321図 本土の西︑近く九州と相 五627圃 あのあざやかな色どりも
けふ
しだいくにうすくなり︑ 小山の
接せんとする庭︑下士海峡あり︒
みさき

十一322図

く突出で︑︿略V︒

い

西ガハ

二時間

たちまち水が二尺になり︑
12

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五864国

朝日ガパツト西ガハノ家ノガ にしゃく ﹇二尺﹈︵名︶1 二尺

﹇西側﹈︵名︶1

六343

にしがわ

字に敷へるのだから︑︿略﹀︒

十一413 あ︑西の空がほんのり回るにじ ﹇二字﹈︵名︶1 二字
三川8園︿略﹀︑にごりのある字は二
い︒

十二捌8図 く略V︑矢田山・生駒山を
︿略 ﹀ ︑ 眼 下 に 横 た は る 奈

西にひかへて︑︿略﹀︒

十一一撹5図

ラス戸ニカガヤイタ︒
﹇二時間﹈︵名︶1

一時は今の二時間にあたるの にじゅう

にじかん

七777

二目−o

二591
三目8
三目9

○

良市街の西︑遠く連なる田園の問に
二子
とロつ

東 西 に 走 る 三 筋 の路は︑︿略﹀︒

﹇二子﹈︵名︶1

二十階

西神

二目8
﹇西神門﹈︵名︶1

である︒

﹇二十階﹈︵名︶！

西神門

にししんもん
門

十5図
にじっかい

四目9

三603
四717

高い建物のあることは世界
第一で︑十階・二十階の家はいくら

八721團

もあります︒

五目7
五目8
五793
六目8

12

208こごにじにじっぷん・だいに

十

にし

虹

虹

ふすまの鶴は一一十四五羽となりぬ︒

十
二
十
十

二子をうしなひ給ひつる 閣下の心

虹

にじ

だれがかいたか︑虹の橋︒

十

二十

九421図圏園 ﹃此の方面の戦闘に
如何にぞ︒﹂

﹇虹﹈︹虚名︺2

五目5 十七 虹

にじ

﹇虹﹈︵名︶8

五601 十七 虹
にじ

にじ

て
十町ばかりにして神宮橋に達す︒

十15図

︿略﹀︑廣き参道を行くこと

向にして ︵格助︶5 にして﹇▽いまにし

五602間あれく︑虹が立ってるる︒
五606圃 森も小山も下に見て︑
だれがかけたか︑虹の橋︒

ふの田から大空の 雲までと曳く弓
のなり︒

五607圏 さてく︑虹は美しい︒
に︑

五614圏 ︿略﹀︑ 空のゑぎぬへ一筆 十一471図 ︿略﹀︑十日蝕りにして︑ にじゅう

ロニニニ六ニニニ八ニニ九ニワ
王な＋＋鯉＋＋＋わ＋＋，＋王
（ぎ八八の一一さらさオリオ＿
名i幡幡ぼ本本さびさクヒク課
）i太太り杉杉舟と舟スロス名
2i良区良区i
り リヒリ〕

にし一にじゅういちにち
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七稲5圏

﹇二十一﹈︹課名︺10

20

二

ニツイタハデムキモウニO

じっか︒だいにじゅう

オクレ

十二85図

十一且vだいにじゅういち・だいに

にじゅういち

じゅういつか

二十一

水デツパウ

二目9二十一目ト耳トロ
ニ624二十一目ト耳トロ

三目9

水デツパウ

汽車のたび

汽車のたび

をぢさんのうち⁝⁝⁝

二十一

二十一

⊥ハ

三657

四目7

四目10

一一十﹇

一一十一

四805

第六

﹇二十＝︵名︶2

二十

五代の苦心⁝⁝⁝二十

水見舞

五目9 一一十﹁ 水見舞

九目7

五828 一一十一

﹁

草野の次郎の如きは夜直の船

にじゅういち

六811

一

におしょせて︑首二十一取って︑敵

マケドニヤといふ小さな國の

の船に火をかけて引上げた︒

王子と生れ︑二十︻で位につき︑

十了7

︿略﹀︒

二十一日←しがつにじゅういちに

にじゅういちにち ﹇二十一日﹈︵名︶1

ち

明くれば二十一日の朝︑

盛政は睦嶽より西北に判れる高地に

十一284図

﹇二週間﹈︵名︶2

二週

兵を引きまとめた り し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

にしゅうかん

間

二十

五目13

一一十五

熊のさ＼やき

熊のさ＼やき

馬⁝⁝⁝一一十五

二十五

第八

五976
七目9

十一目8
⁝一一十三

賎嶽の七本槍⁝⁝

﹇二十三歳﹈︵名︶1

﹇▽しがつにじゅうさ

第七課

にじゅうさんにち

んにち
にじゅうさんさい

﹇二十四﹈︹混芽︺11

は︑一一十三歳半時である︒

にじゅうし

五目10

第八

九私のうち⁝⁝⁝二十七

八目12第八手の働⁝⁝⁝一一十七

虎と蟻⁝⁝⁝二十七

六目11

二十七日﹇▽しがつにじゅうしちに

にじゅうしちにち ﹇二十七日﹈︵名︶一

十一89図二十七日木みつのとう

ち

ちはちねんせんえき

にじゅうしちはち ﹇▽めいじにじゅうし

十丈

五目12 二十四 ブダウ

二十

廣さが一丈五尺︑長さが二十

雅

﹇二十二﹈︹課名︺14

一一目10 一一十ニ オや牛ト子牛

にか

二﹇▽だいにじゆうに・だいにじゅう

にじゅうに

七2図
七2図
七2図
七2図
七2図
七3図
七3図
七3図
七3図
七3図
七3図

にじゅうど ﹇二十度﹈︵名︶11

丈︑其の上を賊が我先に渡った︒

四﹇▽だいにじゅうし・だいにじゅう

ミヨチャン⁝⁝⁝一一十

ヒカウキ

六962

四

三目12 二十四 十五や

二十四 ヒカウキ

ﾚ12十一

二目12 二十四

しか

二十 にじゅうじょう ﹇二十丈﹈︵名︶1 二

込んで意氣揚々と本國を出血したの

彼が探検船ビーグル號に乗

二十五日﹇▽さんがつにじゅうごに

二十五日火○望前十時十
﹇二十五日

十ニー26

ち・しがつにじゅうごにち・じゅうが

この二十五日はおちいさ
來る二十五日に︑亡母の三
父が今年八十八になりまし

十一89図

ばかりの祝を致したいと存じます︒

たので︑送る二十五日に︑︿略V心

八三5圏

回忌の法事を致します︒

八字6団

んのめい日ですから︑︿略﹀︒

四78

つにじゅうごにち

二十三歳

十一価8國団 一一週間ばかり前より南 にじゅうごにち ﹇二十五日﹈︵名︶4
方のサンパウロ市に参り居候︒

十二713 二週間もた＼ぬ中にもう王
﹇二週間余﹈︵名︶1

に無愛想な仕向をした︒

二週間蝕

にしゅうかんよ

十一437圏圏 しかし幸に纒過良好に

炭⁝⁝⁝一一十九

﹇二十九﹈︹課長︺3

て︑熱も凡そ二週間饒にて全く相去
り髪長︒

にじゅうく
九
第九

六分

二十五日午後一

四896 ¥四 曽我兄弟

︿略﹀︑十日飴りにして︑

﹇二十四五羽﹈︵名︶1

第七課鎌倉⁝⁝⁝一一十四

五958二十四 ブダウ
十目6 第五 燈皇守の娘⁝⁝⁝二十
四

十二目8

二十四五羽

にじゅうしごわ
カウモリ

十一472図

十七﹇▽だいにじゅうしち・だいに

三目10

ニ644

二

じゅうしちか

﹇二十七﹈︹課名︺3

ふすまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

一足々々

にじゅうしち

20。20。20。20。20020。20。20。20。20。20。

オや牛ト子牛

二十一一虫ぼし

二十ニ

二目11十木ノハ⁝⁝⁝二十ニ
一足々々

春が來た
春が來た

曽我兄弟

午後一時﹈︵名︶1

¥四
四目13

三π3 二十四 十五や

二

二十五日午後一時から︑學

時

にじゅうごにちこごいちじ

P

一一

一一

八目13

蔚 務 ：⁝：：二十九

九目8 第七 ナイヤガラの瀧⁝⁝⁝
第六

一一十九

十目7

﹇二十九歳﹈︵名︶1

十一一価4

﹇二十三﹈︹課名︺9

校の講堂で︿略﹀講演があった︒
にじゅうさん

一一

一一

にじゅうくさい

二十九歳
人知れず宮殿を出て修行の途に上つ

十二932 かくて彼は二十九歳の或夜︑

U9

カウモリ

コレカラ

コレカラ

十三﹇▽だいにじゅうさん・だいに
じゅうさんか

十十十十十十十十

た︒

五nvだいにじゅうご・だいにじゅう

¥五 大江山

五五四四三三二二

にじゅうご ﹇二十五﹈︹課名︺9 二十
こか
二目13

二714二十五 大江山

九竹の子⁝⁝⁝二十五

11
3
11
2
12
1
11

三目−〇

三 目 1 3 二十五ふじの山
三804二十五ふじの山

五目9 八ツバメ⁝⁝⁝二十五

95目88目了3目6了目

1

一一
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にしゅうかん一にじゆうに

三701
四目11

四842
五目8
五目10

二

五894
六目9

二十二

商業・：：：・・二十二

﹇二十二﹈︵名︶1

第六課

⊥ハ 旦ハ丁 田 ⁝ ： ： ： 二 十 二
八目1第0

七目8第七 名松⁝⁝⁝二十二
十二目7

にじゆうに

二

﹇二十余町﹈︵名︶1

は全く息たえて︑︿略V︒

にじゅうよちょう

二十鯨町

すると︑これまで潮の満ちて

みた稻村崎は︑其の夜の月の入る頃

七209
に︑一一十鯨町にはかに干上って砂地

﹇二十四日﹈﹇▽しがつ

にかはり︑︿略﹀︒

にじゅうよっか

にじゅうよっか
﹇二十余年﹈︵名︶1

村長は︿略﹀︑幾度の改選

にじゅうよねん

十伽9図

二十富岳

二

にも重ねて選墨せられ︑既に二十鯨
年勤績せり︒

﹇二十六﹈︹両名︺8

十ニ

じゅうろっか

二目13

ねばならぬ︒

＝二の下に零を二十六もつけて表さ

﹇二十六日﹈︵名︶1

二十六日nvしがつにじゅうろくに

にじゅうろくにち

ち

二子

く略V︑遠く連なる田園の

﹇二条﹈︹地名︺1

十一89図二十六日水みつのえとら
にじょう

十二槻8図

間に東西に走る三筋の路は︑北より

二丈

数へて古の一條・二條・三條の大路
﹇二丈﹈︵名︶1

の名残とす︒

にじょう

洞門の長さは實に三百八間︑
書誤

郷里の家は六畳・三畳・二昼

﹇二畳﹈︵名︶2

高さ一一丈︑幅三丈︑︿略﹀︒

十二柵6

八価3

にじょう

郷里の家は六畳・三曼・二畳

の三間と︑︿略V︒

八価3

二二

くつれ残
二二

いまぞ相見る二將軍︒

ハ

ニセモノダ︒ニ

置目モノ

﹇二条橋﹈︵名︶1

れる民屋に︑
にじょうばし

二條橋
﹁コレ

孔子は今より凡そ二千五

二千五百年前

﹇二千五百年

﹇偽者﹈︵名︶一

十一47図

前﹈︵名︶2

にせんごひゃくねんまえ

クイヤツダ︒﹂

ニ533園

にせもの

六71図

橋

庭に一本なつめの木︑

﹇二将軍﹈︵名︶1

の三間と︑一一畳の板の間が一つだけ
の︑︿略﹀︒

にしょうぐん
軍

二十六
三目14 二十六

十備10 二十メートルもある大壷が今

揮丸あともいちじるく︑

九401図圃

はごろも

ネズミノチエ⁝⁝⁝

十六←だいにじゅうろく・だいに

にじゅうろく

四966 ︿略﹀︑十郎は一一十二︑五郎

は二十︑父がうたれてから十
八年目にめでたくのぞみをと
げました︒

﹇二十八﹈︹課名︺3

且vやくにじゅうにまん

にじゅうににち ←しがつにじゅうにに
ち

にじゅうにまん
つぼ
にじゅうはち

十六

三823二十六 はごろも
四目8 七私どもの町⁝⁝⁝二
五目14

五㎜2
六目−o

手ハ

十八﹇▽だいにじゅうはち・だいに
じゅうはちか

大阪⁝：⁝・一一十八

三目11 十 きやうだい⁝⁝⁝二十八
第九

八目11

1二六

十
i

十二目9 第八課 ヨーロッパの旅⁝

七目10

⁝⁝二十八

にじゅうろく

＿毒

で
い
へ
ば

一一一一

・

十

且Vごがつにじゅうは

）i十場場
光

し・：泉県
ノ＼

一菖一

一L

iリリ

i

トル

十一26

六

（ii停春
陽i二車車
燭乏

、

一

をし

にじゅうはちにち

ちにち

玉海東東

之

ノもノ

＼く

第二二七ニニニ
六十十 十十十
ニニ大町ニ葺
く
曇
り逸事出ヒヒ虫
か便便しナナぼ
ら函函iママし
谷
iツツ

にじゅうメートル ︵名︶1 二十メー

く第第ニニ
七七十十

一

ム
蘇略

にじゅうに一にち
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う

しやう

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

年前︑︿略﹀カピラバスト王國の太

の地に生れたり︒
しゃか
十一一909 繹迦は今から凡そ二千五百

﹇二艘﹈︵名︶1 二そう
みちあり

子として生れた︒

にそう

此の時河野の通有は︑たった

小舟二そうで向つた︒

六816

﹇二代﹈︵名︶2 二代
ふまいけん
それから元庵様・不昧軒様︑

九228園

にだい

一そう研究を進められた︒

二代つ環いて︑其のお志をおつぎに

なり︑

十一麗6図圏 一一代の帝に盈くす胆心︑
しょかつこう
︿略﹀︑ 其の名はくちせず︑諸葛孔

明︒

めい

にだい ﹇二台﹈︵名︶1 二だい

かけて行きます︒

五655園あ︑町の方へ馬車が二だい

越前守は呉服屋の手代を呼出

にたん ﹇二反﹈︵名︶1 二反

して︑其の中に盗まれた品のありな

八435

しを調べさせました︒すると其の中

に二反ありました︒

いちがつじゅうはちにち・いちにち・

にち ﹇日﹈︵名︶2 日﹇▽いくにち・

いちにちおき・くがつじゅうごにち・

だいさんじゅういちにち・ごがつに

くがっしょうさんじゅうにち︒ごがつ

じゅうはちにち・ごろくにち︒こんに

ち・さんがつじゅうくにち・さんがつ

じゅうさんにち・さんがつじゆうにに

ち・さんがつじゅうはちにち・さんが
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にち一につき

︵名︶1

じ

﹇日常生活﹈︵名︶

﹇二昼夜﹈︵名︶1

二君夜

ひのき

峯通り檜苗︑其の他総べて杉苗︒

二町四方

﹇日曜日﹈︵名︶3

日曜日

十一748園

それについて何か御注意

︿略V︑其の使用に馴れきつ

下さることはございますまいか︒

てしまってみる我々は︑これについ

十一783

て事新しく便利を感ずることもなく︑

︿略﹀︒

べん︒

入螢後はじめて此の前の日 十ニー63図先づ社の組織について述

日輪

月のごと︑日輪

ほの
﹇日露戦争﹈︵名︶1

こ＼において彼は人を世

最後に博士は︿略﹀︑家庭

における電氣の利用に就いて興味あ
だん
る話をして壇を下った︒

十二湘1

て述べた︒

十一一備9 次に博士は電食の光に就い

密に研究せしが︑︿略﹀︒

め︑其のもたらせるものに就いて綿

界の各地につかはして竹を採集せし

十二榊5図

外画の國旗に就いて述べん︒

今日は日曜日で︑おまけに日 十二611図今我が國を始め主なる諸

﹇日輪﹈︵名︶1

にちうせんそう

かに浮ぶ︒

をこめて︑

＋297遠しらぐと︑朝霧野山

にちりん

ちやうど日曜日ですから︑︿略﹀︒

八研4団來る十六日は私の誕生日で︑

本晴だ︒

六776

曜日に外出をゆるされた︒

六395圏

にちようび

廣さは二町四方ぐらゐで︑︿略﹀︒

十177田

市場は町はつれにあります︒

貿易上高も重要な關係をも にちようしほう ﹇二町四方﹈︵名︶1

日・英・米三國

つにじゅうごにち・さんじゅうにち・

十一114

にちじょうせいかつ

︿略﹀︒

つてみるのは︑日・英・米三國で︑

さんびやくろくじゅうごにち・しがつ
にじゅういちにち・しがつにじゅうご
にち・しがつにじゅうさんにち・しが
つにじゅうしちにち・しがつにじゅう

1

日常生活

ににち・しがつにじゅうろくにち・し
しかも日常生活は極めて規

則正しく︑毎日きめた時間割通りに

十ニー34
仕事を進めて︑︿略﹀︒

ごにち・しじゅうにちかん︒しちはち
じゆうにち︒じゅうがっさんじゅうい
日夜

これより獅子は日夜武士に

﹇日夜﹈︵名︶2

七324図

にちや

ちにち︒じゅうがつじゅうさんにち・
じゅうがつじゅうににち・じゅうがつ

つきしたがひてはなれず︑武士には

にじゅうごにち・じゅうくにち・じゅ
うごにち・じゅうごにちめ・じゆうに

さうして日夜次々に起って

無二の從者となれり︒

にちゅうや

の道を求めた︒

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

十一一954

がつじゅうごにち・じゆうにがつじゅ
うはちにち・じゆうにがつじゅうろく
にち・じゅうろくにち︒なんがつなん
にち・なんにちごろ・にさんにち・に
さんにちまえ・にじゅういちにち・に
も

に就

今日から日記をつけることに

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年

しました︒

五131

たろうのにっき・ようけいにっき

にっき ﹇日記﹈︵名︶2 日記﹇▽まつ

町に大山通・︿略﹀などと︑
つけてあるのは面白いでせう︒

日露戦箏の時の大將方の名を取って

七357圏

七374国船で來れば︑神戸から三書 日露戦孚
夜︑門司からは一一書一夜で園地へ着き

じゅうごにち・にじゅうごにちこごい

ますが︑︿略﹀︒

二町

ちじ・にじゅうしちにち・にじゅうろ

﹇二町﹈︵名︶1

日露戦孚當時

︵名︶1

について

されたれば︑鶏の事は縛べて之に記

︵格助︶10

に付

いて

に付き

近き中に頂きに上りたく

︵接写︶2

十一439囲国

今少しく日もた・ば︑

御知らせ下されたく︑︿略﹀︒

候に付き︑何日頃がよろしく候や︑

九麗9里国

につき

入し置くなり︒

其の本については︑後に又
小熊座と大熊座について︑
面白い昔話があるはずだから︑︿略﹀︒

九905園

言聞かせるが︑︿略﹀︒

九258園

次のやうな話もあります︒

八331さうして其の栽培については

について

北に進むと︑二町ばかりで大きな門
二朝

七411日露戦事當時のことである︒
﹇二朝﹈︵名︶1

日曜

我は宋の臣なり︒いつく
﹇日曜﹈︵名︶1

﹇二町三段五畝﹈

せ

地藏山の内︑一一町三段五畝︑

にちょうさんたんこせ

︵名︶1
十一367

せ
二町三段五畝

五141四月二十二日日曜晴

にちよう

んぞ二朝に仕へんや︒

十㎜1図囹

にちよう

の前へ出ます︒

十737国母の停車場を出て大通を東 にちうせんそうとうじ ﹇日露戦争当時﹈

にちよう

くにち・はちじゅうはちにちめ︒ひい
ちにち・やくさんびやくろくじゅうご
にち・やくじゅういちにち・ろくがつ
じゅうごにち

十一89図 四日日祈年祭国幣節分金
星西方離隔つちのえさる︿略﹀

十一89図 二日日二百十日つちの
二地
それは︑豫め甲乙の一一地をき

﹇二地﹈︵名︶1

えとら
にち
十563

めて置いて︑一方を飼養所︑一方を
食事所とし︑︿略﹀︒

にちえいべいさんごく ﹇日英米三国﹈

にっこう一にっぽんいち
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轄心するもよからんと醤師も申居候
九583

︿略﹀︑母もすげ笠をそちらへ

一を見てにっこりした︒

其の言方が如何にもをかし

﹇新田義貞﹈︹人名︺1

﹇▽ひかず

新田義貞

につたよしさだ

︿略﹀︑﹁大奥も討死されまし

た︒﹂といふ使が來たが︑絡大將の

七188

につたよしさだ

﹇日中﹈︵名︶1

日中

新田義貞はびくともしません︒
にっちゅう

本の男は泣くものではない︒

大連だよりく略﹀︒

に季節の相反する事に候︒

十二853図園我若し彼の地にて死し

に景色がよい︒

るスイスは︑到る虞我が日本のやう

十一一3510団 世界の公園といばれてゐ

あります︒

と其の他の武器類もたくさん集めて

十二303国我が日本のようひ・かぶ

に季節の相反する事に候︒

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

日本の國には︑景色のよい所 十一鵬7圏圏 ︿略﹀︑唯をかしきは日
第十六

がたくさんありますが︑︿略﹀︒

五563
七365國

それは日本は海國でありな

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい
ふことで︑︿略﹀︒

大明の軍勢四十萬︑勢はげ

たりと聞かば︑汝必ず之を県主に持

しくおしよせたるに︑日本の大將小

七鵬1園

煙りて日本の役所に差出すべし︒

は諸外國が様々の考を持って見てを

十一一伽3園 ︿略﹀︑今日日本の周園に

出せり︒

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十一一掴5図 ︿略﹀︑日本の竹最も適當

西行長は一たまりもなくにげ落ち︑
︿略﹀︑もはや朝鮮に日本の

︿略﹀︒

七回3園

小西は日本の大平ならず︑

武士は一人も居らぬ︒

七鵬6園

日本にはまだこんな早い汽

まことは堺の町人︑︿略﹀︒

八715国

東海の島に撃つた日本は︑

るので︑︿略﹀︒

國家を建設する上に頗る有利であっ

十二儲4

た︒

支那の豚の毛が輸入されて日

車はありません︒

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十885

されるなども同じ例である︒

中まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌

にては︑四季の同化も日本の如くは
つきり致居候由︑︿略﹀︒

︿略﹀︑唯をかしきは日

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一佃7囲国

く略V︑

かみなりさまを

かすみのすそを

遠くひく︑ふじは日本︸の

三822圃︿略﹀︑

山︒

下にきく︑ふじは日本一の

三808翻

ンゴ︒﹂

デスカ︒﹂﹁ニッポンーノキビダ

﹁491園﹁オコシノモノハナン

ポン一 日本一

十一923圏︿略﹀︑日本では明治五年にっぽんいち ﹇日本一﹈︵名︶7 ニッ

同縮尺の日本

年から太陽暦を用ひた︒

十一皿図

眞夏の日中でも︑杖を握つ

中村君がこれまで居た所は日
君︑しっかりしたまへ︒日

︿略﹀︑殊に温帯に着する南部の諸州

てるる手などは︑何時の間にかつめ
日本﹇▽

十一鵬6営業此のブラジル國は︑
m日本﹈︹地名︺21

五67圏

本の南の方で︑︿略﹀︒

五53

だいにっぽん・だいにっぽんていこく

にっぽん

たくなってしまひます︒

九957囹

七602園

︿略﹀︑日本の町よりはかへって西洋

日参

かったので︑言った者も聞いた者も
﹇日参﹈︵四︶1

の都會に似てみるといひます︒

にっさんいたす

思はずにっこりした︒

十二405

向けて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑正

日光

に付︑或は仰に從ひ︑其の中御地へ
﹇日光﹈︵名︶5

参り候やもはかり難く候︒
にっこう

七544園 けれども日の出や日の入に
は︑日光が波にうつって︑水の色が
金 色 に な り ま す し︑︿略﹀︒

まん
八幡様に日参致し候も︑

僕はこれまで暦といふと︑

﹇日食﹈︵名︶1

候やうとの心願に候︒
にっしょく

︒にっすう

たので︑︿略﹀︒

うな事を見るものとばかり考へてる

日食・月食が何時になるかといふや

︿略﹀︑祝祭日・土用・彼岸・入梅・

十一903

日食

そなたがあっばれなるてがらを立て

九情5囲團

九343 みねからすそにかけての若々 致す ︽ーシ︾
しいこずゑの色は︑強い日光を浴び
て︑一面に煙ってみる︒

九595 ふり上げた棒の先が︑強い日
光にきらりくと光る︒
十855 坑外に出ると︑急に夜が明け

たやうで︑日光の有讐をしみぐ
感じると共に︑︿略﹀︒

﹇日光見物﹈︵名︶1

日

にっこりす

につたよしさだ

十二581 ︿略V︑日光が店一ぽいにさ
し込んで來た︒

にっこうけんぶつ
︿略﹀︑何時かおかあさんと日

日光見物
九683
﹇日光山﹈︹課名︺2

光見物に來た時のことを思ひ出した︒
にっこうさん

十目8 第二十一 日光山

光山

十佃9 第二十一 日光山
にっこり ︵副︶2 にっこり
つて立去った︒

九佃8 水兵は︿略﹀︑にっこりと笑

︽ーシ︾

︵サ変︶2

見合はせてにっこり笑った︒

十二梱8 安芳は︿略﹀︑西郷と顔を

る

にっこり・する
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にっぽんかい一にて

十一一備7

支那・印度の文明を入れ︑

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

山︒

五461園 日本一の事をくふうした︒

にっぽんさんけい

と

五目4
五562
﹇日本三景﹈︵名︶2

日本三景

日本三景

十六

十六

にっぽんさんけい

︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

日本三景

す︒
いつくしま

十一349図

︿略V︒

七52図圏

八656国

﹇日本中﹈︵名︶3

日本中の小學校︑
﹇日本人﹈︵名︶16

日

八百

三萬
日本

本人がたくさんみて︑いろくな商
費をしてゐます︒
せつ
︿略﹀︑ちやうど五月のお節

供の日で︑日本人の家には︑鯉のぼ

八659国

サンフランシスコは︿略﹀︒

りが立ってるました︒

八679国

本人には濁創力がないであらうと自

らも輕んじ︑外國人からも侮られる︒

日本人ほどあっさりした色

や味はひを好むものはあるまい︒

十二協1

これ等の馬が日本全國に散

く略V︑うかくと兄弟垣

第二

第二

日本の高山

日本の高山

︹課名︺2

六45

日本

にっぽんばれ ﹇日本晴﹈︵名︶2 日本

六目3

の高山

にっぽんのこうざん

を惜しみませう︒

九価9園生も日本男子です︒何で命

日本男子

にっぽんだんし ﹇日本男子﹈︵名︶1

ませぬ︒

やうな事にならぬとは決して申され

をつけてどこぞの國へやってしまふ

にせめいでるたら︑日本全國にのし

十一一伽5園

らばつて︑︿略﹀︒

十225圏

にわたれり︒

する限りを墨くし︑産地は日本全國

十63図園種類は大てい我が國に産

日本全國

にっぽんぜんこく ﹇日本全国﹈︵名︶3

︿略﹀︑子どもは︑︿略﹀︑英

日本人は八萬人目も居て︑︿略﹀︒

八683団

又日本人の立てた學校へ行って︑日

語で勉強しますが︑鋸って來ると︑

らん
マレイ半島・蘭領東印度等

本語で學問をしてゐます︒

十一513

には︑日本人の纏螢してみるゴム園
もたくさんにある︒

ゆ

︿略﹀︑何虜に行きても

人の最も多く住める庭にて︑︿略﹀︒

十一価9囲国此の邊は南米中︑日本
十一価10國圏

りて︑御前たちぐらみの子供が通學
コーヒー園には多くの

し居るを見ては︑︿略﹀︒

十一研4圓国

日本人が働き居候︒

か＼る虜にても日本人
が盛に開墾に重事致居り︑︿略﹀︒

十一欄1囲圏

し

日本晴のよ

にて

初秋

今日は日曜日で︑おまけに日

第二十一

し

七304図昔一匹の獅子︑森の中にて

にて ︵格助︶52 ニテ

い天氣︒

九997

本晴だ︒

六776

然るに其の實際を調査し 晴
て此の疑問を解決したる人︑遂に我

十二822図

すべて日本人の短所として︑

が日本人の中より現れぬ︒

十二塒8

性質が小さく曰く出來たきらひがあ
る︒

サンフランシスコには︑日 十二僻3 習︑性となっては︑遂に日

ばかりださうです︒

七369国︿略﹀︑日本人は年々ふえる

ですが︑︿略﹀︒

中日本人は五萬人︑支那人は六萬人

七367國人口はおよそ十一萬︑其の

人

にっぽんじん

近くありといふ︒

七62図圃

萬人ありといふ︒

日本中の小學生︑

四932 ある年︑よりともは日本 日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒
十一欄1國冷雨に日本人の小中校あ
中のさむらひを引きつれて︑

本中

にっぽんじゅう

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒

嚴島は古より日本三景

の三つを︑昔から日本三景と申しま

五565

﹇日本三景﹈︹罪名︺

敏な國民である︒

を成し遂げた日本念写は︑賢明な機

があります︒

五596 社前の海に︑日本一の大鳥居
六54園 それでは日本一の高山は︒

日

六536園さてく︑此のたびの舞は 2 日本三景

の

日本語

︿略﹀︑日本海の波の上には

﹇日本海﹈︹地名︺1

日本一の出來︒

にっぽんかい

本海
九983囹

﹇日本語﹈︵名︶2

るかに浮ぶ能登半 島 ︑ ︿ 略 V ︒

にっぽんご

八684囲 日本人は八萬人饒も居て︑
子どもは︑︿略﹀︑英語で勉強します

が︑蹄って曇ると︑又︿略﹀︑日本
語で學問をしてゐます︒

九91団 土人はまだよく開けてゐま
せんが︑︿略﹀︑子供等はなかく上
日

︿略﹀おだやかに事のま

﹇日本国﹈︹地名︺1

手に日本語を話します︒
にっぽんこく
本國
十一一柵3囹

とまるやう今一鷹御評議下さること
になりますれば︑誠に日本國の幸で
ござります︒
﹇日本国中﹈︵名︶

キノフハ日本庭中ノ人

1 日本國中

にっぽんごくちゅう

四95

ガミンナ天皇ヘイカノバンザ
﹇日本国民﹈︵名︶1

イヲイハツタノデス︒
日本平民

にっぽんこくみん

こて一こて
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眠りしに︑︿略﹀ ︒

七314図 武士の馬はおどろきて︑後
タネマキ

足にて立上り︑︿略﹀︒

七佃6図 農家一一テハ種蒔・︿略﹀等
ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシテ︑日
ヲ定ムルコト多シ ︒

七巡図図 取扱上巴都合の廉あらば口

みたり︒

九851図信吉は夏休にて蹄り居たる
兄に向ひて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑來週二念にて話し

今日小包にて粗末なる物︑

二十キロメートルもこれある由︑

十一塒1圓国河口の庭にては︑三百
︿略﹀︒

印刷部にては直に所要の

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷

十ニー74図

されば同一日附の同じ新

りて校正部に廻す︒

聞にても︑送行地にて受取るものと

十ニー94図

他地方にて受取るものとは︑︿略﹀︒

いふ︒

の法に從ひ︑之によりて火を作ると

︿略﹀特派員又は通信員

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑
︿略﹀︒

十一一172図

ありて︑事件起れば直に電話又は電

たく

さて編輯部にては刻々集

信にて通知し煙る︒
かう

十山畑73図

り來る原稿を選澤整理し︑白垂・窟
眞等と共に之を印刷部に送る︒

︿略﹀︑同年七月林藏は軍

我若し彼の地にて死し

キチーにて土人の家に宿

土人等位藏を珍しがりて

林藏の怪しみもてあそば

此慮にて林藏はコー二等

エヂソンの獲明せるは

十二佃10圏団

に千饒に及ぶ︒

本日突然上田君に出自

許を得たるもののみにても其の数十

︿略﹀極めて多く︑アメリカにて特

十二櫓9図

に別れを告げ︑︿略﹀︒

十二877図

りしが︑︿略V︒

る＼こと︑此盧にては更に甚だしか

十二873図

︿略﹀︑大勢にて取園みながら︑︿略﹀︒

十二864図

る︒

十二863図

て︑上を木の皮にておほひ︑︿略﹀︒

十二861図木の枝を伐りて地上に立

たりと聞かば︑︿略﹀︒

十二餌10図園

ひて從者となし︑︿略﹀︒

といふ庭に渡り︑此庭にて土人を雇

十二8210図先づ樺太の南端なる白主

身にてまた樺太におもむけり︒
しらぬし

十二828図

記事に多少の相違あるを常とす︒

ものと他地方にて受取るものとは︑

十四ー94図 ︿略﹀︑饗行地にて受取る

コーヒーの實を手にてこき落し︑
︿略﹀︑まじりたる石・

︿略﹀︑下流にてすくひ

え

か＼る庭にても日本人

りて火を生ず︒

きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

まさつ

十二86図此の棒を此の板の上にて

るなたにて灌木を伐彿ひ︑︿略V︒

十一欄4國国先づ柄の長さ一間もあ

が盛に開墾に從事致居り︑︿略﹀︒

十一㈱1國團

上げ︑之を廣きほし場にて乾かし候︒

十一柵1圏圏

を︑下流にてすくひ上げ︑︿略﹀︒

砂などは沈み︑實のみ浮びて流れ候

十一鵬10金団

︿略﹀︒

仁川10軍団あの中にて一番面白き話 十一鵬8圏國 大勢の人々が熟したる
1圏国

をよくおぼえ置き︑︿略﹀︒

九
方の時間に話し︑︿略﹀︒

手紙をした＼めしか︑よくよく御察

九m8遠国如何ばかりの思にて此の

青山の神宮前停留場にて電

間︑︿略﹀︒

赤さんの御着物にもと御送り致し候

十柵3圖團

車を下り︑︿略﹀︒

十14図

し下されたく候︒

頭又は無料郵便にて申越されたし
に知らする必要あるときは雪年又は

七椛図図 嚢信人の居所氏名を受信人
本文の終へ片假名にて記すこと
七擢図図 爽信人は自己の居所氏名を
︿略﹀ ︑ ワ と ツ ︑ 二 と 二 ︑ ハ

成へく本字にて此慮に記すこと
七擢図図

と八等は書方にて間違易し

尚御生前御好物なりしや

うかん一遍︑小包便にて御送り申し

八216図 揚子江ノ大ナルコトコレ＝ 十佃3圓国
テモ知ルベシ︒

上げ候間︑︿略﹀︒

のがけ路にて敵將山路正國に出であ

十一298図中にも加藤清正は︑山際 十二88図 此の社にては︑今も太古
ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒

がき︑︿略﹀︒

八287図 墨筆一本にて美しき給をゑ
八287図︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

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

しかし幸に纒過良好に
て︑熱も凡そ二週間鈴にて全く相去

絶葉書をたくさん小包にて送り申候︒

勿論今日我が國にて爽行

十ニー56図
く略V︑東國へ下る路す

︿略﹀︑殊に温帯に属す

日本の如くはっきり致居候由︑︿略﹀︒

る南部の諸州にては︑四季の攣化も

十一佃5塵國

を見て︑︿略﹀︒

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

十一489学園

り申候︒

十一437國圏

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし
︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

むるも︑手の働なり︒
八585図

履・傘ナドト︑大字一一テ目立ツヤウ
ニ記シタル看板ヲ 出 セ ル ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九149図 父上の命にて︑養鶏は今年
よ り 僕 等 の 仕 事 となり︑︿略﹀︒

所一一テハ︑一手桶何程トイフ代償ヲ

九442図 然レドモ飲料水ノ得ガタキ
ハラヒテ水ヲ買フ︒

先に涼み皇を出して︑家内一同涼み

九848図信吉の家にては︑夕飯後庭 十﹁悩1圏圏 此の手紙と一しょに︑
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にど一にひゃくとおか

も

ニバン

にひゃくさんこうち ﹇二百三高地﹈︹地

十一皿図㎜

にひゃく ﹇二百﹈︵名︶1 ㎜

とを見てみる︒

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

に︑五人の騎手は︿略﹀立石の前に
二番茶

けいさく
の一五にこめて︑切断塁上の繋索を

﹇二番星﹈︵名︶1

もう二番茶もつまなくて

﹇二番茶﹈︵名︶1

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

ボシ

にばんぼし

はならない︒

九489國園

にばんちゃ

八51 ︿略﹀︑一一匹ともくつぬぎに手

二年毎

並んだ︒

﹇二年毎﹈︵名︶1

ふな
︿略﹀鯉・鮒を養ふことも

に︑其の利益少しとせず︒

盛にして︑大てい二年毎に之を費る

十伽3図

にねんごと

はっしと切る︒

︿略﹀︑仲間のうちにて

く承り申候虜︑︿略﹀︒
十二梱5囲国

二度

計算は私が一番達者なりとて︑何時
もほめられ三訂︒

﹇二度﹈︵名︶4

學の二年生が忌寸旅行に行って︑
︿略﹀︒

﹇二倍以上﹈︵名︶1

ガツン湖といって︑廣さが

にばいいじょう
二倍以上
かすみ

十354

霞が浦の二倍以上もある大きな人

造湖で︑︿略﹀︒

ヤナギノキノ

て錦りました︒

﹇二百数

レアノドテノ

二番目

を流して取った二百三高地にも二つ
﹇二番目﹈︵名︶1

七403団︿略﹀︑又我が忠勇の士が血
ウヘ

にばんめ

てつげん

二百敷十年前

十年前﹈︵名︶1

わうばく

目の金持だといはれたうち

四773それは西の村で︑二番にひやくすうじゅうねんまえ

ち

第二十一

二百十日

やはり二百十日だ︒風が出

七935 ︿略﹀︑一一百十日といふのは立

て來た︒

七933園

二百十日

にひゃくとおか ﹇二百十日﹈︵名︶8

七924

七目11 第二十一 一一百十日

二百十日

にひゃくとおか ﹇二百十日﹈︹課名︺2

僧ありき︒

城宇治の黄葉山萬福寺に東急といふ

う

十一伽1図 今より一一百数十年前︑山
二番も

に生れた人のでした︒
﹇二番鈷﹈︵名︶1

︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

にばんもり
憾辛9

り

二倍半

地球の表面には︑海と陸と

つて︑︿略﹀︒其の時︑二番もりが打

﹇二倍半﹈︵名︶1

ありて︑海の廣さはおよそ陸の一一倍

ニ匹

出された︒

ニヒキ

コネコガニヒキヰマス︒

﹇二匹﹈︵名︶5

一95

しやうじを明けて見ると︑小

一一匹はいちもくさんにかけて

此の日はよく大風が吹くから︑厄日

春の日から二百十日目の日のことで︑

のださうだ︒

といって︑農家ではことに心配する

行ったが︑間もなくかはいらしいの
︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

二百十日もこれで無事に

二百十日を無事に越した田に

十一8710囹

はく略﹀︒

或日彼が古木の皮をむくと︑ 九二10

一一番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ にひきとも ﹇二匹共﹈︵名︶1 二匹と

珍しい甲轟が二匹みた︒

十一一119

底の水の中で︑動けなくなってみる︒

十鵬1

を一匹つれて來た︒

八54

りしてじゃれてみる︒

さな犬ころが二匹︑上になり下にな

八39

にひき

半なり︒

七15図

ニ︒

七397国十日ばかり前に︑私ども中 一405囲 ニバンボシミツケタ︒ ア 名︺1 二百三高地

八156園﹁やあ︑正綱︑十四歳の時 にねんせい ﹇二年生﹈︵名︶1 二年生

にど

が二度あるか︒﹂

十一伽2図 二度資を集めて二度散じ
たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募
集に着手せり︒

十一憎2図 二度資を集めて二度散じ
たる堅実は︑︿略﹀︒

十二5510 男の子は指先でそれをつま
まうとしたが︑︿ 略 V ︒ 二 度 ︑ 三 度 ︒

へ︾

にな・う ﹇担﹈︵四︶1 になふ ︽1 にばいはん

人を見かねて︑

生白

二番

同時に猟銃の音が績けざまに

﹇二発﹈︵名︶1
れふ

二護聞えた︒

十431

にはつ

七956図韻夏の眞書の坂道に︑重
き荷車ひきかぬる

二年

物費は になへる我が荷下に置き︑
﹇二年﹈︵名︶3

掛聲古曰くおしてやる︒
にねん

﹇二番﹈︵名︶3

﹁一番は新高山︑一一番は富

いや︑二番も三番も皇湾に

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

一番二番三番と︑十二番の舞

あって︑四番目が富士山だ︒

六63園

士山︑三番目は︒﹂

六61囹

中八927 ︿略﹀︑もう二年たって︑此の にばん
そつ
學 校 を 卒 業 す る 頃には︑︿略﹀︒

十217国 二年目年月苦勢して育てて
來たものが︑急に見ず知らずの人の
手に渡ってしまふ の だ か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

其の日の暮しにも困るやうになった︒

十467 一年と過ぎ二年とたつうちに︑ 六523

八83

番太鼓

にねんかん ﹇二年間﹈︵名︶1 二年間 にばんだいこ ﹇二番太鼓﹈︵名︶1 二

十伽3図 やがて工廠長のふりかざし
つち
たる金色の槌は︑二年間の苦心を此

すんだ︒

で︑亜里山の役人でした︒

二百年あまり

す︒もう二百年あまりもここに

さ

四827

入管した兄から

入画した兄から

︹課名︺2

曜日に外出をゆるされた︒

ほばしらが二本︑えんとつ 六395圏 入螢後はじめて此の前の日

が四本の船です︒

第十一

早く間伐して千三を取る にゅうえいしたあにから

目的のところでは︑↓坪に二本も三

六目14

十一374圏

本も植ゑるが︑︿略V︒

二まい

二枚

かるた取︿略﹀︒道子

第二十六

入螢中の兄へ

六目15

伊勢参宮

一

入

一 入

元來ゴム液は︑幹の皮部と

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

木質部との間にある乳管組織といふ

十一525

乳管組織

にゅうかんそしき ﹇乳管組織﹈︵名︶1

螢中の兄へ

六日2 第二十⊥ハ 伊勢参宮

螢中の兄へ

︹題名︺2

入聾した兄から

十二

マメ

煮豆屋

マメ

﹁あとの二枚は︒﹂コ枚は
ニ

ニ

﹇煮豆屋﹈︵名︶1

十一903

入梅

僕はこれまで暦といふと︑

にゅうばい ﹇入梅﹈︵名︶1

ときより

豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ にゅうどう ﹇▽さいみょうじにゅうどう

二萬騎

日食・月食が何時になるかといふや

︿略﹀︑祝祭日・土用・彼岸・入梅・

うな事を見るものとばかり考へてる

たので︑︿略﹀︒

︹地名︺2

ニューヨー

シカゴとニューヨークの間

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七

八717圏 一一ユーヨークは人口からい

は九百八十哩もありますが︑︿略﹀︒

八712圏

ク

?[ヨーク

馬は︿略﹀︒又力が強いので︑ にゅうよう 且vてんいんにゅうよう

船から陸あげした荷物は︑
すぐ其所から汽車にのせて︑︿略﹀︒

七384団

田や畠の耕作に使ったりする︒

荷物をつけたり︑荷車をひかせたり︑

七263

にゅうえいちゅうのあにへ

第十一
日本

美術の光のかゴやく此

﹇日本﹈︹地名︺1

六387

そ︒

にまい

した︒

つれて︑たゴちに極樂寺坂へ向ひま

手もとの軍ぜい二萬騎を引き

﹇二万騎︺︵名︶1

εやくにまん

ンが小路ノオク開聞エテ來テ︑︿略﹀︒

コウヂ

トウフ

六334

にまめや

縣の税で︑一枚は國の税です︒

八794園

た三まいでした︒

が十二まい︑︿略﹀︑友一はたつ

四512

﹇二枚﹈︵名︶2

花と︑とつ國人さへめつるもうべ

の地︑︿略V︑樂園日本のたへなる

十麗2図蟹

にほん

四718私は道ばたの一本杉で

1

十一883囹 おとうさん︑二百十日は にひゃくねんあまり ﹇二百年余﹈︵名︶
立春から二百十日目に當るのですね︒

の通日から立春の前日の通日を引去

立って居ます︒

十﹇8810 弟は︿略﹀︑すぐ二百十日
つ て ︑ ﹁ 成 程 ︑ 二百十日目だ︒﹂

なかのうみ

二百メートル以上

十一89図 二日日二百十日つちの にひゃくメートルいじょう ︵名︶1
えとら

るQ

にひゃくよねん

﹇二百騎﹈︵名︶1

氣を消磨せしめ︑︿略﹀︒

にひやっき

百騎にげ︑二百騎にげして︑

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ

六974

二百騎

國は︑盛会をして海外に嚢展する意

殊に徳川幕府一一百影回の鎖

﹇二百余年﹈︵名︶1

絶壁の高さが二百メートル以上もあ

十一937園 したがって二百十日も太 十一一507 ︿略﹀中湖の東岸の如きは︑
﹇二百十日目﹈︵名︶

陽暦なら大がい九 月 一 日 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
にひゃくとおかめ

3 二百十日目

二百

十二価2

七936．︿略﹀︑二百十日といふのは立 二百饒年
春の日から二百十日目の日のことで︑
︿略V︒

十一883園 おとうさん︑二百十日は

﹇二百人﹈︵名︶3

﹁成程︑二百十日目だ︒﹂

立春から二百十日目に當るのですね︒
十一892囹
にひゃくにん

にまんき

にまん
には十萬騎に減じ︑︿略﹀︒

三278むかふの方に︑二本なら
んでみるほそい竹の子は︑︿略﹀︒

後

しぶ柿が三本︑あま柿が にゅうえいご ﹇入営後﹈︵名︶1 入螢
二本で︑︿略﹀︒

四51

七189

人

する

さうして残りの領地を二分

七536囹 私の乗ってみる太平丸とい にぶん・する ﹇二分﹈︵サ変︶2 二分
ふのは︑︿略﹀︑乗組人員だけでも二

十一一6910

︽ーシ︾

百人からあります︒

して︑姉二人にやってしまった︒

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

全領地を二分して與へてやにもつ ﹇荷物﹈︵名︶2 荷物
程の不孝者であらうとは︒

十二7110

せて︑一さんに伏見の城へかけつけ

七伽2 此の時清正は︑地震と共には
てこ
ね起き︑家來の者二百人に挺を持た
ました︒

二百

七棚8園 く略V︑家來ども二百人に挺 にほん ﹇二本﹈︵名︶4 二本
﹇二百年﹈︵名︶1

を持たせてかけつけました︒
にひゃくねん

八227 呉鳳は今から二百年程前の人

年

一一

にひゃくとおかめ一ニューヨーク

244

245
ニューヨークから一にわ

百萬以上もあるといひます︒

ヨークから

一一ユーヨークから

ニューヨークから

アメリカだより

ニューヨークから ︹題名︺2 ニュー

︿略﹀三
三

八目10 第十八
八707

ニューヨークし ︹地名︺一 ニュー
ヨーク市

ニラム

︽一

にる

似

ハトリノトサカニ似タノモアル︒

中デモ面白イノハ︑或動物ノ

幹の上の方に集ってついてをり︑

九54国鳥の羽に似た大きな葉が︑
︿略﹀︒

九1510
二色ガマハリノ物ノ色二輪テヰルコ

カツシヨク

北國二世ム野ウサギや高山ノ

トデアル︒

九175

上二居ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑枯
葉や土ノ色二似テヰルガ︑︿略﹀︒

保護色ヲモツテヰル上二︑

とい

エダニ︑キレイナ花ガサキマシ

に
ニル 煮る

お花は︿略﹀︑おつかひに

︿略﹀︑たうふうがにはへ

にはへいたやむしろを

一一ハ

ニ大工小屋ヲタテテ︑

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

庭ノ高イ所カラ︑低イ方へ流

レテ行キマス︒

五511

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

五511

ば︑ 庭は一日日がよくあたる︒

五315圃松をのこして木の葉がちれ

︿略﹀︒

四581

物がはこび出されました︒

しいて︑そこへ︿略﹀いろいろな

四413

マシタ︒

三676︿略V︑ニハ二水ヲウツタ
リ︑ウエ木二水ヲカケタリシ

ウルサイホドナイテヰマス︒

三596今ニハノ木ニセミガ

トカラ︑︿略﹀︒

三576一一ハノモモノ木ノネモ

︿略﹀︒

出て︑池のはたを通りますと︑

三552

ました︒

出て︑﹁一つ二つ﹂とかぞへてゐ

三535あるばん︑弟がにはへ

︿略﹀︒

いったり︑にはをはいたりして︑

三123

シタ︒

ハヒヨコヲ一一ハヘツレ出シマ

二三日タツト︑オヤドリ

べば︑︿略﹀︑打寄する波の音さへ何

ナベモ︑︿略﹀︒

十一675 木炭や石炭や石炭ガスの火
に
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする
に用ひられ︑︿略﹀︒

の號令と

には

スルト︑ニハノカレ木ノ

ヒヲモラツテキテ︑ニハニマ
キマシタ︒

二476

三85

タ︒

英雄

歴史は長し 七百年︑

事をか語るに似たり︒

十二281心急

ゆめに似て︑

こけむしぬ︒

興亡すべて
墓は

だいぼう網は︿略﹀︒これ

を海中に張った形はちやうど大きな

十一一7610

ひしゃくに似てみる︒

︿略﹀光の色が太陽に似
かく
て︑しかも比較的熱をともなふこと

十二術2園

﹇煮﹈︵上一︶2

の少い電燈さへも獲明されました︒

︽二・ニル︾

にる

︿略V︑何時デモマハリノ物ノ

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

九178
色ニカハルモノモアル︒

九183

移レバ枯木二似夕金嵩ナル︒

マツクロナ目ヲシテ︑コ 九1710例ヘバ雨蛙ハ︿略﹀︑枯木二 六117蒸飯ヲタクカマモ︑物ヲニル

﹇睨﹈︵五︶一

一の大都會ニューヨーク市に着きま

八711団 く略V︑今日いよく四三第
した︒

にら・む
ン︾

二397
ニル

チラヲニランデヰマス︒
︽二︾

﹇似﹈︵上一︶22
似る

ル

にる

︿略﹀︑形マデマハリノ物二似テ見エ

やがて﹁進め︒﹂

ニハ

順々に水の中へとはいって行く︒
﹇庭﹈︵名︶3一

楠丘キナユキダルマヲコ
シラヘマシタ︒

一一ハ

二392ニイサンガオトモダチト︑

はこにわ

﹇▽おにわさき︒おんにわ・なかにわ・

にわ

並び方が全く似てみるだら

庭

共に︑三十人の一組は二列になって︑

十一餌2

桑ノ木皿居ルエダシヤクトリ にれつ ﹇二列﹈︵名︶1 二列
ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

九185

ルモノモアル︒

一一テヰルカラ︑ケダモノダ︒

三 7 4 4 園 私バカラダガネズミ
ニ

モヨク一一テ居マス︒

四704私ドモニ人一色モナリ

リデナク︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

う︒

十643図

︿略﹀︒

十二96図なぎさに立ちて昔をしの

へるにも似たりけり︒

みたる様は︑古歌に

︿略﹀︑進みもやらずた＼ず 一一474 ヨイオヂイサン バ ソノ ハ

九8910園

つて︑ちよつと形が似てみるね︒

九741園

南部富士といはれるだけあ

︿略﹀︑裏層枯葉二似テヰルノデ︑

五543︿略﹀︑石の中から酒ににた物 九192 又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑
︿略﹀︑日本の町よりはかへ

がわいてるます︒

七366団

つて西洋の工事に似てみるといひま
す︒

コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア

七836 陸ノ獣二似タモノニハ︑ラツ

︿略﹀︑魚借財タモノニハ︑イ

リ︑︿略﹀︒

七837

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑二

ルカや鯨ガアル︒

七865

にわ一にわとり
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六21 おちいさんが庭にほしてある
もみをかへしていらっしゃると︑

︿略V︒

八637図

或夜弟子をあつめて︑書物

庭のすみにはほうせん花が眞 を教へし時︑風にはかに吹きで︑と
もし火きえたり︒

庭サキノブダウ棚二︑今︑夕

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五961

て來て︑庭先の畠の中にまきました︒

八347 婦人は︑︿略﹀︑其の實を取つ

日ガサシテヰマス︒

九103図面に大海に出で給ひしに︑

赤に咲いてみる︒

九604

大風俄に言置りて︑波すさまじく荒

︿略﹀︒

れくるひ︑︿略﹀︒

六32 今日庭にほしてあるもみをす 十446 ふと見上げると︑庭の柿の木
には︑すゴなりになった實が夕日を

二

百工・千
ニは

十87

此の水浴が髄にさはったもの

さき庭先

にはか雨

庭さきのもみちの木は︑前の

信吉の家にては︑夕飯後庭

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア

ルQ

鶏

に

先に涼み毫を出して︑家内一同涼み

九図8図

みたり︒

鶏

にはとりが時時もみを

おばあさんが﹁ほうほう﹂

土間でこぼれもみを拾ってゐ

其所此所ニニハトリノコエガ

しっかにあ

きざみくて︑明方の

等ヲカヒ︑︿略﹀︒

鶏鳴けば︑夜のとばり

九22図國

鶏

ニハトリ

ハトリノトサカニ似タノモアル︒
ブタ
八205図 ︿略﹀︑又小屋ヲ建テテ豚・

七865 海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑＝

聞エタ︒

六317

を作りました︒

たにはとりが︑俵の山へ上ってとき

六43

といっておおひになりますと︑
にはとりよりさきに︑すずめが
くらのやねへにげて行きます︒

四252

かき出します︒

四248

ハ︑トリガナキマス︒

三513ドコカヲカノ下デ︑ニ

はとり

ニハトリ

にわとり ﹇鶏﹈︵名︶14 ニハトリ

一そうの船が︑俄の嵐におそ

か︑王は俄にはげしい熱病にか＼つ
た︒

十2410

はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

頃しも鎌倉より︑勢そろへ
の沙汰俄に國々に傳はりぬ︒

十709図

盛政は︿略﹀︑俄にやみ

﹇俄雨﹈︵名︶1

乗移ったやう︒

にわかあめ

か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗
つて通り過ぎた後の︑︿略﹀︒

五284

八497 ︿略﹀︑マレニハ庭先二遊ンデ

浴びて︑︿略﹀︒

つて︑俵に入れて つ ん だ ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一818図圃
行手定めぬ浪まくら︑
ニハ

遊びなれたる庭即し︒

﹇二羽﹈︵名︶3

尋海の底︑

にわ

丈饒のろかい操りて︑ 九佃10 北風は俄におちけがついた︒

のばして︑﹁もうお書かな︒﹂とおつ

六38 ︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を
しゃいました︒

さして來た︑霜にあたったからだら

六265 庭の菊も白い花びらに赤みが

一304園﹁アヒルガオヨイデヰマ

羽

六棚1 天然﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

スQ︿略＞Q﹂﹁一ハニハ三バ四ハ︑

う︒

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ
四ハヰマス︒﹂

十一268図

て大手をひろげ︑﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

らく防ぎ職ひしが︑俄に槍を投捨て

十一2910図正國も槍を合はせ︑しば

きやく
の中を退却しはじめたり︒

く︑︿略﹀︒

俄の軍に︑清秀等の奮戦其のかひな

えんさきのさざんくわに︑ 十一249図 されども不意を討たれし

空をとんで居る鳥で

俄

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

をぢさんのうちでは︑に 十二416 ベートーベンの爾⁝眼は異様

﹇庭一杯﹈︵名︶1

ございます︒

にわいっぱい
一ぽい

には

きっといおとすほどの上手で

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは

四638園

目白が一一は著てみて︑︿略﹀︒

四246

出ました︒

つてゐました︒

六川1 雨あがりの庭はぼうっとけむ
七佃6 秀吉は城の庭にしき物をのべ
させ︑︿略﹀︒

くとすgの音が聞える︒

八37 庭のすみで︑先程からちやら

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ
頭をなでてやると ︑ ︿ 略 V ︒

﹇俄﹈︵形状︶12

︿略V︒

にわか

︿略﹀︒

みた稻村崎は︑︿略﹀にはかに干上

七209

つて砂地にかはり︑︿略﹀︒

すると︑これまで潮の満ちて にわさき ﹇庭先﹈︵名︶5 庭サキ 庭

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑

五186園其の時一天にはかにかき曇 九74圏殊に毎日のやうに降るには

にはか

は一ぱいもみがほしてあって︑

九122図顔を洗ひをはりて︑いつも 四224
の如く︑庭のすみなるとやの戸を開
く︒

九398図魍 庭に一本なつめの木︑
弾丸あともいちじ る く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九568 正一の家でも︑親子三人︑庭
にすゑた打皇の前に並んで︑褻を打
つてみる︒

黄色い委の穗が一面に廣げられて︑

九587 庭に敷きつめたむしろの上に︑
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にわとりども一にんぷ

きて︑ほのぐと東の窓はしらみ
たり︒

にんいじょう・しごにん︒しごひゃく

九柵6圏国母も人間なれば︑我が子

一とのかねての御教訓に從ひ︑︿略﹀︒

十二捌1囲団 ︿略﹀︑何事も忍耐が第

大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ

ニントク

太陽の光と熱とがなくては︑ にんとくてんのう ﹇仁徳天皇﹈︹人名︺

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

十一14

一仁徳天皇

ん・しちはっせんにん・しひゃくに

にん︒しちじゆうににん・しちはちに

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一

七284図

九131図 妹は餌をつかみて︑︿略﹀
ん︒じゅういちにん・じゆうににん︒

として生存することは出來ない︒

ニントク

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方
じゅうにん・じゅしんにん・じゅしん

ル煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲア

マヒシ所ニシテ︑其ノ頃天皇ハ立上

へ行く︒

ハレミタマヒキ︒

しかし今日の貨幣や紙幣を

案出するまでには︑人間は實に種々

十一786

様々なものを使用してみたのである︒

九132図白・黒・うすかば色︑十幾 にんきょしょしめい・すうじゆうに
ん・せんきょにん・せんすうひゃくに

方々から人夫をやとって曾て︑

人夫

ん︒せんにん・だいりにん・つきそい

七629

水になれた人夫の肩に乗るか︑

もう一度土手をつきなほした︒

五745

︿略﹀︑道を早耳してみる にんぷ ﹇入夫﹈︵名︶18

あり
人間や自動車などは︑まるで蟻のは

人間

手をひいてもらふかして渡るのでご

﹇人間業﹈︵名︶1
業

ざいます︒

にんげんわざ

ふやうに見えるし︑︿略﹀︒

十一一334国

羽の鶏一つにかたまり︑頭と頭とを

ん︒にさんじゅうにん・にさんにん・

つき合はせて︑いそがしげに餌を拾

九136図 毎日世話し居ることとてい

んよ・はっくにん︒はっしんにん・

にひゃくにん・はちにん・はちまんに

にん︒なんぜんにん・なんびやくに

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

ふ︒

は一そうかはゆく思はる︒

十261園あの波を御らん︒かはいさ

九151図父上の命にて︑養鶏は今年 はっぴやくまんにん・はんにんまえ︒
ひやくしごじゅうにん・ひゃくにん・

七657

かの人夫は︑少ししてから︑

氣の毒なことだと思って︑人

た所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

七647

ゐましたが︑︿略V︒

賃を高いやすいと言ってあらそって

七641 ︿略﹀ 一人の男が︑人夫と渡

︿略﹀︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

大ぜいの人々が口々に人夫を

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

うだが︑とても人間業では救へない︒

世の出來事を速に知らん

七633

みおくりにん︒みはりにん・よにん・

人情

ろくにん・ろくまんにん

十一一145図

とむるは人情の常にあらずや︒

十996図園 父母の病あつければ︑讐
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ

﹇人情﹈︵名︶2

されたれば︑鶏の事は絡べて之に記

人

にんじょう

丸し置くなり︒

﹇人間﹈︵名︶8

んぎょう
間

にんげん

︿略﹀︑其の實を取って來て︑

人蓼﹇▽ちょうせんにんじん

夫はすぐ川を渡って︑かの男を追つ

八349

庭先の畠の中にまきました︒︿略V︒

どうも分らないのは︑あの
弱い人間がわれわれの仲間を生けど

人夫は﹁もしく︒﹂と呼び

かけました︒

忍耐

七682

た物は︒﹂

人夫は其の男のたもとをおさ

人夫は財布を出して渡しまし

へて︑﹁まあ︑お待ちなさい︒落し

七671

かけて︑たつねました︒

︿略﹀︑今日の別れを惜しん 七663

﹇忍耐﹈︵名︶2

︿略﹀︑忍耐も努力も要する
に皆自己の爲であった︒

十二242

にんたい

たり︑︿略﹀︒

で︑泣きながら豆やにんじんをやつ

十198団

これが人蓼で︑︿略﹀︒

人間があなた方を生けどり

中尉はひらりと北風にまたが
まるで人間に言ふやうに言った︒

つて︑︿略﹀︑﹁おい北風︑︿略﹀︒﹂と︑

九二5

るではありませんか︒

にするには︑いく人かで力を合はせ

六292園

りにすることだ︒

六276囹

はようのないものです︒

三857園 いや︑それは天人のは とするは人情の常なり︒
ごろもといふ物で︑人げんに にんじん ﹇人参﹈︵名︶2 にんじん

人げん

九605 鶏が姿のこぼれを食ひに來て にんぎょう ﹇▽ゴムにんぎょう・わらに
は︑追はれて逃げて行く︒

鶏ども

︿略﹀︑殊に一村鶏を飼はざ

る家なし︒

十悪1図

﹇鶏共﹈︵名︶1

九123図 ︿略﹀とやの戸を開く︒待

にわとりども

ちかねたる鶏ども︑我先にと走り出
﹇▽いくにん・ い く ひ ゃ く に ん ・ い

づ︒

にん

ちにんまえ・けんぶつにん︒けんぶつ
にんいちどう︒ごじゅうにん・こせん
にんよ・ごにん・ごにんばやし・ごま

んにん・ごろくせんにん・ごろくに
ん・さんじゅうにん・さんぜんにん・

ん・さんけいにん・さんじゅうにに
さんにん︒さんにんつれ・さんびやく

にんむ一ぬ
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た︒
七701

人夫は之 を 見 て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

いって︑蹄らうとしました︒

七724 人夫は之を聞いて︑首をふり
ました︒
︿略﹀︑ヌとス︑フとク︑ワと

違ひ易し
ぬ ﹇寝﹈︵下二︶1

ぬ

︽ネ︾

ツ︑こと二︑ハと八等は書方にて間

七魚津

七727園私は川ばたの人夫で︑名前ぬ 一 ヌ
をいふ程の者ではありません︒
七738 かの男は﹁それではこまる︑

ぜひ︒﹂といひながら︑人夫の後に
つ い て 來 ま し た が︑︿略﹀︒

たや東山︒

かの男はく略V︑とうく又 六85圃園 ふとん着て︑ねたるすが

人夫をも呼出して︑﹁さてく︑二
人ともまことに心がけのよい者︒

七756園 人夫には此方から手あてを
致す︒

役人は︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 申

し渡して︑人夫にほうびの金をたく

七758

さんやったと申します︒

ル︾

れざるを得ざることとなりぬ︒

七334図

すぐに

とヒつ

二子をうし

閣下の心如何に

﹃此の方面の戦翻に

︿略﹀婦人立刀でて︑﹁折あ

なひ給ひつる
ぞ︒﹄と︒

十601図

しく主人が留守でございますの

されど主人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

主人は急ぎて家に蹄りぬ︒

で︒﹂とことわりぬ︒

十619図

十613図

ぜん
やがて運び弄れる貧しき膳

主人は僧の後を追ひて外に

いふに︑僧は返す言葉もなくて出行
きぬ︒

十633図
出でぬ︒

十655図

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒
てるうりにたきぬ︒

十673図主人は三本の鉢の木を切り

かたち正していひ出でぬ︑ 応召2図

やがて命ありて御前に召さ

然るに元軍の勢いよく盛

宋亡びぬ︒

ゐんのしゃう

︿略﹀︑﹁主上はや院庄に入

主上は詩の心を御さとりあ

を失ひて散りくになりぬ︒

らせ給ふ︒﹂と人の言へば︑衆皆力

十二2図

にそ＼がれぬ︒

拝観者の目は︑一せいに艦

は始りぬ︒

十梛10図皇后陛下の臨御と共に︑式

十9810図園

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

にして︑宋軍到る庭に敗れ︑皇帝・

十977図

れぬ︒

谷あひの家窓明 十711図

の沙汰俄に焦々に傳はりぬ︒

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給

ひぬ︒

大いに破れ︑年齢は呉に捕へられぬ︒

十榴6図 ︿略﹀︑呉の勢盛にして越軍

く略V︑久しく其の職に居

がたく︑︿略﹀︑再び呉と戦ひて遂に

十榴9図 ︿略﹀︑勾蔑此のうらみ忘れ

之を亡しぬ︒

十一410図

く略V︑孔子︿略﹀︑廣く

ることあたはずして魯を去りぬ︒

各國をめぐりて︑用ひられんことを

十一57図

求めぬ︒

十一234図春は降りぬ︒

かひなく︑清秀は討死してとりでは

十一251図 ︿略﹀︑清秀等の奮戦其の

落ち︑職は午前のうちに終りぬ︒

︿略﹀︑唯杉戸に檜一本

千里寄せく

生れて潮に浴して︑

吸ひてわらべとなりに

我が身をすてて報

りうび
︿略﹀︑ 劉備が三顧の

こよなき知遇︑

ぐロつ

十一川8図圏

けり︒

る海の氣を

浪を子守の歌と聞き︑

十一808図齪

を圭里がきて東面へ出立しぬ︒

十一482図

ふすまの鶴は二十四五羽となりぬ︒
ひのき

十一472図 ︿略﹀︑十日量りにして︑

らで敷日を過しぬ︒

て︑心構せし様なりしが︑尚筆も取

十一459図 ︿略﹀︑亡師﹁︿略V︒﹂と

に入りぬ︒

十一316田鰻國の首は終に清正の手

七339図獅子は武士の方を見まもり 十709図頃しも鎌倉より︑勢そろへ 十﹁281図 二十日の月は上りぬ︒
︿略﹀︑

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

七351図圃

けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒
米を運びし帰り途︑︿略﹀︑

八569愚意米屋の小ぞうお得意へ
老婆をみちびきぬ︒

小ぞうは

﹁年の若きに感心な︒﹂

乗りぬ︑自轄車に︒

く略V︑

よき日は明けぬ︑さわや

彼の姿を見送りぬ︑︿略﹀︒

八578三極
人は皆︑

九25図圏

九419図幽

九26図圃朝日は出でぬ︑花やかに︒

かに︒

下駄屋にありし 十囲6図

かくいふ聲を後にして︑

八573図工

りて土木に從下せしめたるに︑通常
たりと聞く︒

﹇任務﹈︵名︶2

きである︒

の任務は極めて重大なものといふべ

十一232 ︿略﹀︑判事︒検事・辮護士

度任務を命ぜられ る と ︑ ︿ 略 V ︒

十589あ＼あのかはい＼鳩が︑一

にんむ

任務

の人夫にもまさりて仕事ははか取り

十72図園 ︿略﹀︑何れも十日間を限

こ＼に武士と獅子とはわか

七751 役人はわけをくはしくたつね︑ぬ ︵助動︶﹇完了﹈54 ぬ ︽二・ヌ・ヌ

川を渡って︑人夫の家へ参りました︒

七741

ぬ
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ぬ一ぬ

しよく

いんと︑起ちてぞ出でぬる︑草の
いほりを︒

の國︑ 漢中墨はおごそかに 帝の

十﹁穐5図韻 いしずゑ固めし蜀漢
位をふませ給ひぬ︒

十一伽1図苦心に苦心を重ねて集め
たる出版費は︑遂に一鏡も残らずな
りぬ︒

十一一49図 今市を過ぎ︑大社騨に着
きぬ︒

第四課

新聞

︿略﹀︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 申して恭しく國土をたて

十二75図 こ＼において大國主命︑
まつりぬ︒

十ニー54図

︿略V︑こ＼に始めて我等の生活に切
實なる關係を有するものとはなりぬ︒
こ

十二275図圏 鎌倉宮にまうでては︑
み

壷きせぬ親王のみうらみに︑ 悲
憤の涙わきぬべし ︒

十二283図圏 歴史は長し 七百年︑
こけむしぬ ︒

興亡すべて ゆめに似て︑ 英雄
墓は

︿略﹀︑小舟に乗じていよ

たる人︑遂に我が日本人の中より現

十一一823図︿略﹀此の疑問を解決し
れぬ︒

十二832図

しう
︿略﹀︑酋長コ二二の宅に

く探検の途に上りぬ︒
十二839図

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

此虜にて林藏はコー二等

コー二等の交易は七日に

て土人等を叱し︑林藏を救ひ出しぬ︒

十二869図折よく同行の樺太人來り

して終りぬ︒

十二875図
十二878図

りませう︒

見上げるほど

なって見せずにお

︿略﹀︑

ナラ

ハサミキル︒
ハサミキル︒

おとうさんやおかあさんに

に︑狐は死んで居ります︒

五887國

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず
︿略﹀︑弓を取った者は矢を取

に居ります︒

六244

らず︑矢を取った者は弓を取らず︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑弓を取った者は矢を取
らず︑矢を取った者は弓を取らず︑

六245

︿略﹀︒

した︒

七656

たとひ金銀で作った弓でも︑

かへって︑はだみはなさず持

元の兵は一人も上陸させぬと

我が武士は敵の攻めよせるの

通有も左のかたを射られたが︑

楠木正成が守った千早城は︑

うちの人はみんな知らずに居

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

橋のないところでは五日も十

もし此の大金がなかったら︑

ず︑︿略﹀︒

日も水のひくのを待たなければなら

七623

いでるます︒

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

七222

と思って︑手を出すと︑︿略V︒

るから︑一つ取って行って見せよう

六梱5

勢わっか千人ばかり︒

ぜい

そう
︿略﹀︑まはりが一里にも足らず︑総

六908

くすのきまさしげ

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六821

た︒

を待ちきれず︑こっちからおしよせ

六805

いふ意氣ごみで︑︿略﹀︒

六802

なりませぬ︒

六595園あの門の中へ︑はいっては

來ぬといふ事になって︑︿略﹀︒

六564

さあ︑此の女にはゆだんが出

つてみた刀を見つけられてしまひま

六561

御命には代へられませぬ︒

六372囹

四562輝く略V山のふもとのし六306さうして虎の目・鼻・耳・口︑
ひの木は︑根もとへ草もよ
所きらはず食ひつきました︑︿略﹀︒
せつけぬ︒

四572團園

の大木に

ました︒

五125

方はもう見えぬ︒

しだいくにうすくなり︑ 小山の

カ 五626圃 あのあざやかな色どりも

てるることが出品ず︑︿略﹀︒−

のやうで︑わるものどもは目を明け

五196園鶏の光がまるでいなびかり

た︒

して︑天照大神へお上げになりまし

自分の物にしてはならぬとおぼしめ

これはめづらしいつるぎだ︒

仕事もせず︑みばつてばかり居

四776此の人は︿略﹀︑うちの

までしらずに居ました︒

︿略﹀︑うちのものは朝

に別れを告げ︑同年九月の半ば︑白

︽ズ・

メヲダセ︑

四687

くものか︒

次いで白金其の他の金属

主に蹄着しぬ︒

十二備3図
の針金を以て様々の歯黒を重ねしが︑
これまた失敗に終りぬ︒

何心なく手に取りて眺め
しかして其の電球は忽ち

みたりし彼の眼は異檬に輝きぬ︒

十一而9図
十二榊7図
世界に廣まりぬ︒

ぬ

まの

夢にのみ等し山川も︑

ヌ

あけくれにしたひし家も︑

十二槻8図上

︵助動︶﹇打消﹈鵬

あたり近く迫りぬ︒

ハヤク
ハサミキル︒

ハサミデ
デ

ハヤクミガナレ︒
ハサミ

ライクワグハスコシモオ
ドチラモマケズニタタカ
いやいや︑おかへし申した

ら︑まはずに空へお上りにな

三885園

ヒマシタガ︑︿略﹀︒

一一772

ソレズ︑︿略﹀︒

一一764

ヌト︑

一133圏

ラヌト︑

一124圃ハヤクキニナレ︒ナ 五805囹矢はあたって居りませぬの

デ

キノタネ︒ダサヌト︑ハサミ

一114圃

ヌ・ネ︾←あらぬ・まけぬき

ぬ

十二843図 ︿略﹀︑封岸の大陸に渡り
て其の地の模様を探るは︑かへって
目的を達するに便なることを知りぬ︒

ぬ一ぬ
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氣がちがって死ぬやうな事になるか

八115園

信作が落ちたのにかまはず

︿略﹀︑皆家康の年に似合はず

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑
︿略﹀︒

も知れぬ︒

七746 ︿略﹀︑年よりはちよつとふり
八146
．かしこいのに驚いた︒

かへりましたが︑何ともいはず︑す
ぐ又仕事をつ〜けました︒

出さぬ︒﹂といって︑︿略V︒

入れて︑﹁ありのま＼に申すまでは

七985 ところが長盛がろくくあい 八182園前軍は長四郎を大きな袋へ
さつもせず︑︿略﹀と申しました︒
ぜう ら ん

七988園神々も照覧あれ︑職一つ出
後は決して人の首を取らぬとちかひ

さて蕃人どもは︑︿略﹀︑此の

ました︒

八263

めとは︑此の清正一生中直りは致さ

來ず︑人のかげごとばかりいふ石田
ぬ︒

正一生中直りは致さぬ︒

泣くのもかまはず力まかせ

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八38！園

ますと︑︿略﹀︒

いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

七991園︿略﹀石田めとは︑此の清 八376 里親の方は﹁それ見よ︒﹂と
七992囹 たとひ編年の軍功がみとめ
られず︑此のま＼切腹を命ぜられて
も︑石田めとは中直りは致さぬ︒

泣くのもかまはず力まかせ
驚いてあたりをさがしても見

當らず︑近所の人にきいても知らぬ

八395

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

七993園 ︿略﹀︑石田めとは中直りは 八382園
致さぬ︒

下になっては居られぬかと存じ︑

東川7囹 上様をはじめ皆様︑おしの

︿略﹀︑近所の人にきいても知

知らぬと申します︒

八日9

︿略﹀︑近所の人にきいても知

ね︒﹂といったが︑別に止めようと
︿略﹀︑手足はなえてしまって

もせず︑僕に︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

八㎜9

たとひ休まず働いても︑一人

動くことが出島ず︑︿略﹀︒

八脳2

︿略﹀︑どうかして大將の膿を

で一日に一包は造れまい︒
八川7

丈夫にし︑氣を強くしなければなら
ぬと思った︒

其の時大將は江戸から大阪ま
で︑馬やかごに乗らず︑爾親と共に

八桝6

實に鐵は熱いうちにきたへな

歩いて行った︒

八価2

︿略﹀︑種々様々の事を︑實

ければならぬ︒

九231園

地と層理の撃方から調べて行かねば
ならぬので︑︿略﹀︒

く略V︑種々様々の事を︑實
地と學理の爾方から調べて行かねば

九231園

︿略﹀︑終には國を立ちのか

しかし思ふ程に仕事は出汁

ならぬので︑︿略﹀︒

九237園
ず︑︿略﹀︒

九238園

く略V︑終には國を立ちのか

ねばならぬやうになった︒

九239園

︿略﹀︑いろくの差支があ

ねばならぬやうになった︒

九264園

それにはわたしが死んでも

つて︑實行が出來ずにしまった︒

︿略V︒

九524園

︿略﹀︑それにわき目もふら

國へ蹄らずに︑すぐに江戸へ出て︑

スナハチ一間齢モアルツバサ 九274圏
ツセ

父は﹁相かはらずせっかちだ

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

ヲハツテ︑数分ノ毛羽バタキ

八492

く︒もはや蹄すことは相成らぬ︒

許しもなくて齪入するとは不届しご

八422園此所は天下の役所なるに︑

らぬ知らぬと申します︒

八396

らぬ知らぬと申します︒

八396

︿略﹀︒

七欄8園今天下に此の石田を知らぬ
者はあるまい︒
はぬはず︒

七悩2園 清正は上様へお目通がかな
七悩4園 何故にお目通がかなひませ
ぬ︒

七価4囹其の方は無分別者で︑大名
になってもまだ仲間げんくわのくせ
がぬけぬ︒

武士は一人も居らぬ︒

七鵬3園 く略V︑もはや朝鮮に日本の

ず働くので︑︿略﹀︒

町でも屈指の財産家となった︒

九525園︿略﹀︑十年もた＼ぬ中に︑

ばならぬ事になった︒

九537圏 ︿略﹀︑銀行が破産しなけれ

軒二軒と得意先をまして行って︑

九553國 ︿略﹀︑決してあせらず︑一

︿略﹀︒

る知らず︑

﹁あ＼︑あの角の石屋

九809図圃 ︿略﹀︑ 安ちいさんを知

あのアルカスに親殺の大罪

か︒﹂と︑ 誰もうなつく工場あり︒

九924園

︿略﹀︑遠くには槍岳・穗

つるぎだけ

高岳・乗鞍岳・立山・劔岳・白山

のりくらがだけ

ををかさせてはならぬ︒
やりがだけ

九987園

など︑いつれおとらぬ高山が︑︿略﹀︒

もせずに勇ましく活動した︒

草中9 ︿略﹀︑北風は︿略﹀︑びくと

九M10園軍人となって︑いくさに出

たのを男子の面目とも思はず︑其の

陣頭に立っては百萬の敵を物

有様は何事だ︒

とも思はぬ英雄も︑︿略﹀︒

十89

︿略﹀︑平かな掘割を造って︑

太平・大西雨洋の水を通はせること

十318

衛生の設備をよくして危除な

は到底出目ぬ事であった︒

十374

病氣を根絶し︑幾萬の從業者の健康

をはかった事や︑︿略Vなど︑ 一と

してそれならぬものは無い︒

十406 父は﹁︿略﹀︒﹂といったが︑

力藏さんは見向きもせずに︑︿略﹀︒
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ぬ一ぬ

十466 研究の爲には︑少からぬ費用
もか﹂る︒

十536園銀行は有鉄ってみる人から
お金を預って︑資金の足らぬ人に貸
附けるのだ︒

十﹁221

︿略﹀︑刑事裁判では︑不當

な刑罰が加へられぬやうに被告を保
若し又裁判が公平に行はれ

齢するためにく略﹀︒

十一228

らない︒

︿略﹀︑地方人民は大いにこ
︿略﹀︑地方人民は大いにこ

れ等の事業に力を書くさねばならぬ︒

十一柵2
十一柵2

れ等の事業に力を書くさねばならぬ︒

それ故大多敷の商人は︑自

︿略﹀︑随って商業の本質が

︿略﹀此のやうな考を持つ
︿略﹀此のやうな考を持つ
これはイギリスやフラン
スなどでは見られぬ光景で︑︿略V︒

十二352団

のは︑大きな誤といはねばならぬ︒

十二餌8

のは︑大きな誤といはねばならぬ︒

十二248

れなかったからである︒

理解されず︑商人の人格が重んぜら

十二246

眼中に置かず︑︿略﹀︒

己の利益を除いては︑殆ど何物をも

十二242

深く此の嵩に注意しなければならぬ︒

﹁なに︑どう申し上げて

それでは返事にならぬで

はないか︒

ぞ3

お前にはもう何もやらぬ

二週間もた﹂ぬ中にもう王

十二699圏

十二713

︿略﹀王は︑我にもあらず

に無愛想な仕向をした︒

荒野の末にさまよひ出た︒

十二724

十二㈱4

法律は︑︿略V︑いやしくも

我々は︿略﹀國の品位を高

かくて彼は二十九歳の或夜︑

身には色目も見えぬ破れ衣

之を見た村人たちは︑彼を

あるが︑︿略﹀︒

れて年の頃もよくわからぬくらゐで

十二柵㎜3 ︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

をまとひ︑︿略﹀︒

十二価2

ぬといふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

を世界の人々と共にせずにはみられ

十二962 ︿略﹀︑やがて此の尊い心境

ぬといふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

を世界の人々と共にせずにはみられ

十二961 ︿略﹀︑やがて此の尊い心境

た︒

人知れず宮殿を出て修行の途に上つ

十二933

めることにつとめなければならぬ︒

十二907

賛を纒なければならぬが︑︿略﹀︒

十一一903 唯法律は必ず干天議會の協

ならぬ︒

國民たる者は必ず之を守らなければ

十二885

らぬが︒

娘のコーデリヤのやうに思はれてな

＋二239外國貿易業者はかへすぐ 十二752園笑って下さるな︑どうも

公衆の爲を計らなければならぬ︒

若し又裁判が公平に行はれ 十二225 商人たる者は︑︿略﹀︑廣く

ぬとしたら︑︿略﹀︒

十一2210
生活することが出來ぬであらう︒

ぬとしたら︑︿略﹀︑我々は安心して

十867 米は我が國でずるぶん多くと
れるが︑全く外憂米の足しまへを受
︿略﹀それより深くは傷の
︿略﹀︑﹁逃げろく︒﹂と聲

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

︿略﹀︑さしあたり家がなく

︿略﹀︑食物なども自由には

︿略﹀︑路の遠いのは少しも

︿略﹀︑唯ぼうっとして︑ひ
き終ったのも氣附かぬくらみ︒

十二個5

ともせず机に向って︑かの曲を譜に

しかしせっかく始めた學校 十二454 さうして其の夜はまんじり
通ひも︑家事のために僅か一年足ら

唯少しおっしゃり足りま

書きあげた︒

十二688園

らぬではないか︒﹂

よいかわからぬ︒それでは返事にな

十二687園

せぬばかりで︑︿略﹀︒

熱心なリンカーンは︑︿略﹀ 十一一678園

其の人は別にとがめもせず︑
︿略V︑協同一致して團腔の
福利を増進することを心掛けねばな

十一描4

︿略﹀︒

十一㎜7

遠近を問はず借りに行った︒

十一9810

ずで止めねばならなくなった︒

十一984

た︒

いとはず︑毎日毎日元氣よく通學し

十一974

得られず︑︿略﹀︒

十一9510

てはならぬので︑︿略﹀︒

十︸951

いってもよいくらゐである︒

して一日も生活することは出石ぬと

十一7710

ははいらぬのか︑︿略﹀︒

を限りに叫んでみるが︑二人の耳に

十一567

つかないやうにしなければならぬ︒

十一528

けぬわけには行かない︒

十935園 あの橋は危除だから決して
渡ってはならぬ︒

十一13 地球上に存在するもので︑
えいきやう

しよく

太陽の影響を受けぬものは﹁つも
ない︒

れい

れい
＝二の下に零を一一十六もつけて表さ

十一27 ︿略﹀︑之を燭光でいへば
ねばならぬ︒

十一27 ︿略﹀一三の下に零を二十
︿略﹀︑成績物を一枚も無く

六もつけて表さねばならぬ︒
十一151

なさずにそろへていらっしゃるのに
驚きました︒

十一188 約束は固く守らなければな
らぬ︑他人に害を加へてはならぬな
︿略﹀︑他人に害を加へては

どといふことは︑︿略﹀︒

十一189

ならぬなどといふことは︑我々が十
分心得てみる事である︒
︿略﹀ ︑ 其 の 犯 罪 者 を こ ら し ︑

︿略﹀︑又世間の人々のいま

又世間の人々のいましめにもせねば

十一201

ならぬ︒

十一201

しめにもせねばならぬ︒

ぬい一ぬぐ
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氣違扱ひにして相手にもせず︑唯物
笑の種にしてみた︒
もく

十二鵬7 しかし僧はふりかへりもせ

︿ 略 ﹀︑︿略﹀我が國では︑

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ
た︒

十二⁝㈹7

將來益く水力電氣の利用をはからな
ければならぬことを力説した︒

十二㎜6園 く略V︑日本二丁にのしを

等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒
さ
殊に徳川幕府二百齢年の鎖

十二悩4
國は︑國民をして︿略﹀︑世界の大
勢を知らぬ國民とならしめた︒

其の結果今日も尚愚民は眞
︿略﹀外國人から思ひ掛け

の社交を解せず︑︿略﹀︒

十二悩5
十二燭7

九85團

さんご

︿略﹀魚の群が︑珊瑚の林

や海藻の間をぬって泳いで行く︒

︿略﹀︑傳令堂は號笛を吹きな

がら︑﹁砂口早起し︒﹂と呼んで︑つり

九627

薄暗いらふそくの火のもと

床の間をぬって行く︒

十二392

←こぬかだらけ
﹇糠﹈︵名︶1

︿略﹀︑四五人の若い人々がぬ

ぬかだらけ

で︑︿略﹀若い男が靴を縫ってみる︒

ぬか

︿略﹀︑昔から此の島國で荒 ぬかだらけ

ぬ誤解を受けて︿略﹀︒

十二燭10

九502

縫

﹇額﹈︵四︶1

ぬかつく

く略V境内に入り︑先づ
ぬかるみ

一バンオホキナオニニム

モモタラウハカタナヲヌ

ぬく・ほりぬく・みぬく

イテ︑

﹁532

カヒマシタ︒

︿略V︑センヲヌイテ見ル

二764 ライクワウハ︿略V︑タチ
ヲスルリトヌイテキリツケマシ

タ︒

ト︑キレガトレテヰマシタ︒

三685

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り

五116 ︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

義家はせ中のうつぼから︑か

になりました︒

五797

武士は太刀をぬきて馬より

船頭がさををぬいた︒

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

七156

信玄は刀をぬくひまがない︒

とび下り︑︿略V︒

七315図

父は腰から鎌をぬきながら︑

雪どけ道のぬかるみを

﹇泥津﹈︵名︶1

七449

﹇抜取﹈︵五︶1

ギハジメル︽ーメ︾

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾﹇▽つき

初は十間以上も相手をぬい

ヌグ ぬぐ ︽一

マモナクヌイデシマヒマシ

タ︒アブラゼミデス︒

三582

イ・ーガ・ーギ︾

ぬ・ぐ ﹇脱﹈︵五︶1一

つた︒

手にぬかれて︑一二間も後れてしま

十﹁556 ︿略﹀︑どうしたのか急に相

ぬかれて︑一二間も後れてしまった︒

てるたが︑どうしたのか急に相手に

十一555

︿略﹀︒

十一308図清正刀を抜かんとするに︑

︿略﹀︒

杖にすがりてとぼくと︑ 歩み來
n▽ほりぬき

十395
ぬき

︽ーッ︾

さて宗任がかりまたをぬき取
つて︑義家にかへしますと︑︿略﹀︒

五814

ぬき取る

れる老婆あり︒

八554図圃

ぬかるみ

葬殿の前にぬかつく︒

十一一59図

︽ーク︾

かだらけになって働いてゐました︒

い浮世を知らずに過して來たことが︑
︿略﹀︒

つけてどこぞの國へやってしまふや

ぬかつ・く

うな事にならぬとは決して申されま

しかし摸倣はやがて創造の

十一一榴5

︿略﹀大國民たるにそむか
︿略﹀りっぱな國民となら

ぬひ

︿略﹀りっぱな國民となら

﹇縫﹈︵名︶1

ぬふ

ぬきと・る

皿針々々︑金綿・銀綜でぬ ぬぎ ﹇▽くつぬぎ

ヌフ

一こてく︑大きな土
﹇縫﹈︵五︶6
︽ーツ・ーヒ・ーフ︾

一こてく︑大きな土

セミ

︿略﹀︒チヤウド

一針々々︑金型・銀綜でぬ ぬぎはじ・める ﹇脱離﹈︵下一︶一 ヌ
十九

私ノ目ノ前デトマツテ︑カ

三581

ラヲヌギハジメマシタ︒
抜く

ネエサンが今ヌツテヰル此 ぬ・く ﹇抜﹈︵四・五︶12 ヌク ぬく

為しさかたる︒

藏の壁をぬる︒

六491繭
春の遊の

ノ帯ハ︒

六758園

きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は

ひをぬひ︑

五954圃

ふ

ぬ・う

藏の壁をぬる︒

ひをぬひ︑

五954翻

ぬい

ねばならぬ︒

十二鵬3

ねばならぬ︒

十二鵬2

ぬりっぱな國民とならねばならぬ︒

十二㎜2

過程でなくてはならぬ︒

せぬ︒

ませぬ︒

く略V︑徳川家の存亡など

十二伽7園 ︿略﹀とは決して申され
十一一伽9園

は言ふにも足らぬ小事でござります︒

十二伽4園 官軍方の思召通り一押に
はゆかぬかも知れませぬ︒

十二伽5園官軍方の思召通り 押に
はゆかぬかも知れませぬ︒

十二旧6園 ︿略﹀︑事めんだうな筋合
︿略﹀︑事めんだうな筋合

にならぬとも限りませぬ︒
十二椥⁝6園

拙者は︑︿略﹀︑さやうな

にならぬとも限りませぬ︒
十二伽8園

事になれかしとは毛頭考へませぬが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑これは申すまでも

ござりませぬ︒

十二欄5園

十二㎜10園 其の齢の事は拙者の一存
にはまるりませぬから︑︿略V︒

十二個7園 次第によっては︑或は君
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ぬぐい一ね

四386

たび人のぐわいたうをぬ

がせた方が勝といふことに
きめて︑︿略﹀︒

主﹇▽かいぬし・

になってもまだ仲間げんくわのくせ
﹇主﹈︵名︶1

がぬけぬ︒

ぬし

かんぬし︒もちぬし

四401 たび人は︿略﹀︑しまひに かいぬしたち︒かしぬし・かりぬし・
はぐわいたうをぬぎました︒
盗人

うちに置くと︑火事にあっ

﹇盗人﹈︵名︶1

﹇盗﹈︵五︶2

あるからね︒

ぬす・む

ぬっと

布

﹇濡﹈︵四︶2

ぬらす

を養ふことも盛にして︑︿略﹀︒

ぬら・す
シ︾

朝霧煙る︒

︽一

み

十9310 ︿略﹀︑三人は水中におちいつ

た︒︿略﹀︑何れもぬれねずみのやう

れる ︽ーレ︾

十2910図圃谷間よりはひ出で︑木 になって家に蹄つた︒
ぬ・れる ﹇濡﹈︵下一︶2 ヌレル ぬ
の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ
に

スクテ︑ヌレテヰルヤウニ見エ

三583アブラゼミデス︒色ガウ

塗る

十一伽2

く略V︑

る笛の音いっこ︒

十305図圏

淺い水たまりを歩くと足のう

海藻ハ花が咲カナイ︒根ノヤ

かり取った雑木︑切倒した大

木︑掘起した木の根や石ころ︑︿略﹀︒

十385

吸取ルタメノモノデハナイ︒

ウナ所モ︑陸上ノ植物ノ様二養分ヲ

七875

ほろくと聞ゆ

ずの音︑ こずゑはいつこ︒

十299図圏︿略﹀︑けた＼まし︑も

枝移りした︒

て︑美しい小鳥が二三羽︑身がるに

九335 ︿略﹀︑急にかん高い音を立て

ね ﹇音﹈︵名︶3 音

ね ﹇子﹈←みずのえね

︿略﹀

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

壁のすき間をもつた雨のた

しめやかに︑ひそ

ぬる

黄色なのはならやくぬぎで︑

ぬるで

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒ ね ﹇根﹈︵名︶4 根

八14

マス︒

窓ぎはにはひ寄り︑ ガ
ラス戸ぬらし︑

十306図幽

夜の導流る︒

塗物

商工業盛ニシテ︑焼物︒塗

﹇塗物﹈︵名︶1

n▽しゅぬり

かに
ぬり

シ︒

︽ーリ・ール︾

ぬ・る

一こてく︑大きな土
大工の家を建て︑左官の壁

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十一一佃1図初め彼は紙に炭素を塗り

畑を耕すも︑野手の働なり︒

を塗り︑船頭の舟をこぎ︑農夫の田

八285図

藏の壁をぬる︒

ひをぬひ︑

五955圃

一野々々︑金縣・早早でぬ

﹇塗﹈︵四・五︶3

物重扇・綿綜・織物等ノ産出頗ル多

八959図

︽ーマ・ ぬりもの

又他人の物を盗んだといふ

︵副︶2

象がそれを下して來て地に置

しゃくしだけ

︿略﹀︑眼前には杓子岳や
﹇布﹈︵名︶1

したこともあった︒

八2図
七124

︿略﹀馬が︑林のかげや沼の ぬるりと ︵副︶1 ぬるりと

﹇沼﹈︵名︶2

九752

ぬま

沼

農産物などが︑︿略﹀貨幣の役目を

十一788石・貝・家畜・獣皮・布・ ぬるで ﹇白膠不﹈︵名︶2 ぬるで

ぬの

鑓岳がぬっとそびえ︑︿略﹀︒

やりがだけ

九985園

上った︒

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立

六876

ぬっと

やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒

十一198

しを調べさせました︒

して︑其の中に盗まれた品のありな

越前守は呉服屋の手代を呼出

盗む

たり︑盗人に取られたりする危瞼が

十515囹

ぬすびと

四586 ︿略V︑大工サンバミンナ 十二216 さっきの歌の主であらう︒
︿略V︑みんな羽織をぬいで︑

シルシバンテンヲヌイデ︑︿略﹀︒
七108
着物のすそをはしょった︒

︽一

八434

一 人 の 男 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 着 ーン︾

七198 義貞は馬から下りてかぶとを
︿略﹀

ぬぎ︑︿略V︒

七643

物をぬいで頭にのせ︑一人で川へは
いって行きました ︒
︿略﹀︑ 上 か ら 片 は だ ぬ い で ︑

右手につゑをついて︑かけ下りて來

七661

︿略﹀︑大面を井戸端へ連れて

る者があります︒

八冊3

行って︑着物をぬがせて︑頭から冷
水を浴びせかけた ︒

ジョージは︑︿略﹀︑帽子を

ぬいで恭しく敬禮して︑さて静かに

十一伽5

口を開いた︒

十一梱2 公爵はひどく此の答が氣に

ぬける

入った︒さうして自身も帽子をぬい

﹇抜﹈︵下 一 ︶ 1

﹇▽だしぬけ

﹇▽てぬぐい

で答禮し︑︿略﹀︒

ぬぐい
ぬけ

ぬ・ける

ほとりを元号よくかけ廻ってみる様

らがぬるりとした︒

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒 ぬれねずみ ﹇濡鼠﹈︵名︶1 ぬれねず

ケ︾﹇▽かけぬける・きりぬける・とお

轟轟2図

は︑實に勇ましい︒

七言4園 其の方は無分別者で︑大名

りぬける

ね

ね一ねえさん
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ね

十394 兄はそこらに散らばってみる
木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來
て︑たき火を始めた︒

直

やぶかうじの實木の根に赤く︑

十897図画 こずゑ明るき林を行けば︑

︿略﹀︒

﹇値﹈︵名︶3

十209圏 く略V買手は︑自分の見込
で思ひくの直をつけて︑次第にせ
り上げる︒

十213国 さうして︑もうこれが最高
の直だと見ると︑掛の人が︿略﹀手
を打って︑取引が成立ちます︒

十213国︿略﹀︑掛の人が其の直で責
渡すといふあひつに手を打って︑取
引が成立ちます ︒

ね﹇寝﹈且vおひるね
ね

じ

でせうね︒
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねま

九8910園

九911圏

あ＼よく氣がついたね︒

立春から二百十日目に當るのですね︒

﹇寝入﹈︵五︶2

ね入る

四954 ふみこんで見ると︑くどう
はよくね入って居ます︒

︽ーッ︾

ねい・る

やあ︑皆さん御苦勢ですね︒

四955

ね︒

はひけふと︑﹁おきよ︑すけつ

ね入って居るものをきる

十125園

よくこんなに早く出來まし
あなたもずみぶん大きくな

ねうち ﹇値打﹈︵名︶1 ねうち

ネエサン ね

ぬとしたら︑せっかくの法律もねう

朝のうちに此のけやきだけ 十一229 若し又裁判が公平に行はれ

ちが無くなり︑︿略﹀︒

ネエサン︑デテゴランナサ

ネエサンガジヲカイテ

ねえさん ﹇姉﹈︵名︶15

おとうさん︑今度役場の隣

おとうさん︑二百十日は

三801

ワタクシハネエサンニ︑

それから︑あの赤いじゅ

ねえさんは遠いところへ

ばんはねえさんので︑︿略﹀︒

大層天氣がおだやかにな 三716

るおびはねえさんので︑︿略﹀︒

三712そちらのはばの奪い光

ます︒

三296圏園ねえさんこれをあげ

タダキマシタ︒

ユキデウサギヲコシラヘテイ

二40一

ンノネエサンデス︒

一一256 ︿略﹀︑ワタクシバミヨチヤ

イ︑月ガデハジメマシタ︒

ニー82

ヰマス︒

一223

銀行といへば︑おとうさん えさん

銀行はお金を預ける虞です
か︒﹂﹁まあ︑さうだね︒

十512圏

けて來るとおっしゃいましたね︒

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

十5010園

にりっぱな建物が出來ましたね︒

十506園

ぶつ倒したいと思ってね︒

十409園

りましたね︒

十132園

たね︒

は愛りますね︒

みたいとかいふお話でしたね︒

私も鯨令前に讃んだのです 十二403囹 あなたは演奏會へ行って

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

六178園

すと︑﹁さあ︑まだ早いかも知れな
んがね︒

こまかな人だが︑出す時に
それから︑つんぼのまねを
よく目がさめたね︒今四時

十127園

國では初雪が降ったさうだ 九929囹 にいさん︑︿略﹀︑星の位置

いがね︒﹂と言って︑︿略﹀︒

六388囲
ね︒

六685闘
は出すね︒

してね︒

七908園
八521園
を打つたばかりだ︒

ハワイから出した絶葉書は
とよちゃんかね︒丈夫でゐ

見ましたらうね︒

八652団
八841園
るよ︒

八848園相かはらずせっかちだね︒
九358園やあ︑加藤君︑よく來てく
れたね︒

うちに置くと︑火事にあっ
たり︑盗人に取られたりする危険が

十516園

成程︑うまく出戸たもので

それでは當座預金の方が便

あるからね︒

十526園
利ですね︒

十価6園

十一884園

つたね︒

十﹇8710囹

た寒い庭へ出るのがいやになるね︒

一度此の中にはいると︑ま

十539園
︿略﹀︑そんなに遠い所に來
︿略﹀︑もう一つ︑小さい北

すね︒

といはれるだけあって︑ ちよつと形

ね︒

斗七星のやうなものが出來てるます

九899園

たやうな氣がしないね︒

九771園

が似てみるね︒

九741園あれは岩手山だ︒南部官田士

がて一 關だ︒ よくねたね︒

いちのせき

九531園ほんたうにえらい人ですね︒
九581園ほんたうにさうですね︒
せんだい
九698囹仙毫はとっくに過ぎて︑や

三184園 たいそうかるうございま 九5010園お前にもさう見えるかね︒

︵終助︶41

ね﹇嶺﹈nvたかね
ね

すね︒

くんしやう

四236園 おう︑三ちゃんか︒よく
來たね︒

五172園 をぢさん︑勲章がふえま
したね︒

五175圏 金の鳥がついてゐますね︒
︿略﹀︑此の村にはよく水が

五392圏 皆さん︑遠足かね︒
五666圏
ありますね︒

ふ

五677園 用水池には大きな鯉が居ま
せうね︒

六48園 にいさん︑富士山はまつ白
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ねえさんかぶり一ねこむ

およめに行っていらっしゃる
さっきおかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

のです︒
五498

と︑ねえさんにおつしゃいました︒

五501 おかあさんもねえさんも︑此
の五六日は夜もろくろくおやすみに
ならないのです︒

ねがい

﹇願﹈︵名︶2

願﹇▽おねがい

︿略﹀︑父の此の願だけは︑

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

九272園

其の人は別にとがめもせず︑

げてもらひたい︒

十一㎜7
願に任せて三日間畠の草をとらせ︑
︿略﹀︒

上ぐ 願上

︽ーゲ︾

六758園 ネエサンが今ヌツテヰル此 ねがいあ・ぐ ﹇願上﹈︵下二︶3 願ひ
ノ帯ハ︒

若し御承知に候はば︑御

手数ながら至急御報知下されたく︑

九欄10圏団
願ひ上げ候︒

せつく

黒棚8 ︿略V︑﹁義一さん︑それはお
節供に使ふのですよ︒﹂といふねえ

皆様へよろしく御傳へ下
︿略﹀︑其の中御地へ参

り候やもはかり難く候︒其の節は何

十﹇糾1圏圏

されたく願ひ上げ候︒

十佃6圏圏

さんの聲がしました︒

六棚8 ねえさんは赤いたすきをかけ
て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒

面白い昔話があるはずだから︑ねえ

とぞ宜しく願上候︒

九906園 小熊座と大熊座について︑
さんに聞いてごらん︒

まを願ひたうございます︒
︿略﹀︑どうか同日午前十時

く略V︑罵る二十五日に︑お

頃までに︑お出でを願ひたうござい

遥拝9国

ます︒

唐言6団

心やすい方にお出でを願って︑︿略﹀
祝を致したいと存じます︒

八佃8団同日午前十一時までに︑ど
それより社務所に行き︑菖

うぞ御來車を願ひます︒
ぎょゑん

十38図

御殿・菖御苑の舞観を願ふ︒

十一68図囹富貴は人のねがふ所な
り︒

︿略﹀︑父に湿して是非學校

翌朝貸してくれた人の家に

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一967

も︑︿略﹀︒

十一m7

行って事情を述べ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ
た︒

カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ
スルサンゴハ︑︿略﹀︒

七829

︿略﹀︑それらの品を社務所 ねがけ ﹇根掛﹈︵名︶1 根ガケ

︽ーヅル︾

十33図

出づ

九908園 ねえさん︑どうぞ其の話を ねがいい・ず ﹇願出﹈︵下二︶2 願ひ
ねえ

にたつさへ來て︑神前にさ＼げたし

﹇姉被﹈︵名︶1

聞かせて下さい︒

と願ひ出つる者敷多しといふ︒

ねえさんかぶり

七144女の人はだすきをかけて︑手

く略V︑もう四五日の所おひねこ

海神ねがはくは潮を退けて︑

根ぎは

願はくは我に死をたまへ︒
﹇根際﹈︵名︶1

其の隣の畠にしやうがが︑根

﹇猫﹈︵名︶6

て︑︿略﹀︒

ネコ

ねこ﹇▽う

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

九欄5

ねぎわ

十欄1図園

道を開かせたまへと念じて︑︿略﹀︒

七203

願はくは

又御造管の半ば頃より︑ ねがわくは ﹇願﹈︵副︶2 ねがはくは

︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

八459國

ねがったのでございます︒

行って︑うばと二人で御ほうこうを

六578

うす・おんねがいもうしあぐ

ふ ︽ーッ・ーヒ・ーフ︾﹇▽おねがいも

ねが・う﹇願﹈︵四・五︶9ねがふ願

つる者敷多かりしかば︑︿略V︒

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十610図解

さんかぶり

寝起

︿略﹀ ︑ 五 日 で も 十 日 で も ︑

﹇寝起﹈︵名︶1

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒
ねおき
八468団

一人で寝起の出來るまで︑ゆっくり
看 病 し て お 上 げ な さい︒．

ねおき・する ﹇寝起﹈︵サ変︶1 寝起
︽ースル︾

十一463図 ︿略﹀︑董師は障子に身を

する

寄せて︑様々に姿を愛へつ﹂寝起す
る様なり︒

ニトラレテコマルガ︑

コノゴロナカマノモノ

ちのこねこ・おやねこ・こねこ

ガ︑ネコ

二272囹

︿略﹀︒

二285園大キナスズヲネコノ

クビニツケテオイテ︑ソノオト
ガキコエタラ︑ニゲルコトニ

シテハドウデセウ︒

三98 ネコデモソバヘクルト︑
オヤドリ島西コツテケヲサカ

フクロフハ︿略﹀︒カホハ

ダテマス︒

四345

ネコノヤウデ︑︿略﹀︒

えんがはにうつくまる三

ろうろして居ましたので︑︿略﹀︒

四唱2 花子はねこをだいてう

八273図圏

三毛もまた︑したはしき人と見る

毛のねこ︑愛らしき三毛と思へば︑

らん︒

ねこぎ ﹇根扱﹈︵名︶1 根こぎ
こん
又開墾する場合には︑立木

や切株の根本を掘っておいて︑それ

十一648

引くと︑めりくと音を立てて根こ

にくさりをつけて此のトラクターで

ぎにされてしまふ︒

四346

フクロフハ︿略﹀︒カホハ

ねこどり ﹇延年﹈︵名︶一 ネコ鳥

ネコノヤウデ︑其ノ上ネズミ
ヲトツテクフノデ︑ネコ鳥ト

イフトコロモアリマス︒

ン︾

ねこ・む ﹇寝込﹈︵五︶1 ねこむ ︽一

ねころぶ一ねたむ
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十二572

ねぢは之を聞いて︑飛上る
﹇寝静﹈

︵五︶一

ネシヅ

正やがて正國をねぢ伏せたり︒

やうにうれしかった︒
ねしずま・る

ましたが︑︿略﹀︑何時の間にか︑ぐ

八391 呉服屋の手代が︑︿略﹀休み

或晩人ガネシヅマツテカラ︑

︽ーッ︾

六92

マル

金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン
ねぢ伏

ニ

ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒

十八

山がら

︿略﹀︒それ

四345 カホハネコノヤウデ︑
其ノ上ネズミヲトツテクフノ
デ︑ネコ鳥トイフトコロモア

リマス︒

四684

がかはいさうに︑あるばんね
ずみに足のゆびをくひきられ

ました︒

︽ーセ︾

十一307図書に組合ひたる二人の勇

安全燈をたよりに歩いて行く

坑内には︑ねずみがたくさ

飛出しました︒

ん居て困ります︒

十823囹

お前のやうに犬の世話や

ねずみ色

ねずみを取ることにばかり熱心では

十ニー05囹

﹇鼠色﹈︵名︶1

困るではないか︒

︿略V︑ねずみ色のもんつき

ねずみ茸

それからにいさんと︑ざふ木

﹇鼠茸﹈︵名︶2

はおかあさんのです︒

三717

ねずみいろ

ねぢ伏せられながら正國︑

ねぢ廻

きりやねぢ廻しやピンセッ
つち

︿略﹀︑やがてピンセットで

と︑不意に足もとからねずみが一匹

十8110

む︒

し

十二591

同じ皇の上に横たはってるる︒

トや小さな撃さまぐの道具も︑

十二535

﹇螺旋回﹈︵名︶2

清正がようひのすそをしっかとつか

十一307図

正やがて正國をねぢ伏せたり︒

士︑ねぢ合ひ押合ひ雫ふうちに︑清

す

﹇振伏﹈︵下二︶2

けない︒

するとねちが其の光線を受

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

ねじまわし

しかも一番喜んだのはねぢ

ねじふ・す

ガ︑ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒

であった︒

十二586

けてぴかりと光った︒

十二582

ぢもがっかりした︒

見附からないのでがっかりした︒ね

＋二579三人はさんぐ探し廻って

ねぢは﹁此虞に居ます︒﹂

と叫びたくてたまらないが︑口がき

十二577

ねころぶ

ねぢ﹇▽ちいさ

︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

﹇寝転﹈︵五︶1

つすりねこんでしまひました︒
ねころ・ぶ
︽ーン︾

六897

﹇螺旋﹈︵名︶19

下へねころんだ︒

ねじ

なねじ

てるた小さな鐵のねちが︑不意に

十二527 暗い箱の中にしまひ込まれ
︿ 略 ﹀ ︑ 明 る い 虜へ出された︒

時計師は早速ピンセットで

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

十二588

したが︑︿略﹀︑何が何やらさっぱり

とのふたガラスの中へ入れた︒

十二529 ねぢは驚いてあたりを見廻
わからなかった︒

小さなねぢ廻しでしっかりとしめた︒

十二541 ねぢは︑これ等の真旦ハや時 十二591 ︿略﹀︑やがてピンセットで
計をあれこれと見比べて︑︿略﹀と

ねぢは︑自分が此虜に位置

を占めたために︑此の時計田干が再

十二594

考へてるる中に︑ふと自分の身の上
に考へ及んだ︒

十二557 女の子は︿略﹀かの小さな

六161

六17図

ねずみ茸

ふんで︑ねずみ茸を少し取りました︒

林へはいって︑じめくした落葉を

ねずみたけ
ねずみ

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑
ネズミ

小さなねぢ廻しでしっかりとしめた︒

ずみ

5ぎんねずみいろ・こねずみ・ぬれね

﹇鼠﹈︵名︶8

び活動することが出來たのだと思ふ

したから︑取りかへて置きました︒

ねずみ

と︑うれしくてうれしくてたまらな
かった︒

ねぢを見附けて︑﹁まあ︑かはい＼
﹁まあ︑かはい＼ねぢ︒﹂
あし

ねぢ︒﹂

十二558園

ろがった︒

十二562 ねぢは仕事皇の脚の陰にこ 十一一602囹 ねちが一本いたんでゐま

を見て︑出して置いたねちの無いの

満足した︒

に役に立ってるるのだ︒﹂と心から

ねぢ合ひ押合ふ

︽ーヒ︾

士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清

タ︒

三744園私バカラダガネズミ

ナダマツテシマヒマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタノデ︑ミン

一一295

スルト年トツタネズミガ︑

ミガナカマノモノニイヒマシ

ニ267

十ニ

十ニ

ネズミノチヱ

ネズミノチエ

七975

ミ・ーン︾

行雲は清正の軍功をねたみ︑

ねた・む﹇妬﹈︵五︶3ねたむ︽一

ニ目13

エ

十二566 時計師は︿略﹀仕事垂の上 十二604 ねぢは︑﹁自分もほんたう 二275 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズねずみのちえ ︹課名︺2 ネズミノチ
に氣が附いた︒

1

十二568圏 ねちが無い︒誰だ︑仕事ねじあいおしあ・う ﹇振合押合﹈︵五︶
垂の上をかき廻したのは︒

なって︑あれ一つしか無いのだ︒

十二569園 あ＼いふねぢはもう無く 十︻305図直に組合ひたる二人の勇
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みつなり

石田三成に頼んで︑清正のことを秀
吉にざんげんしました︒

九914園 おかあさんのカリストは︑

遷そう美しい人だつたので︑ジュ

あくまで初一念をひるがへさざる熱

大部分は熱帯に属し居候へども︑

さ我が國の十三倍もこれあり︑其の

り申候︒

心とは︑強く人々を感動せしめしに

熱帯植物類

が並んでみる︒

十欄10次の室には大きい熱帯植物類

︵名︶1

ねったいしょくぶつるい ﹇熱帯植物類﹈

︿略﹀︒

十一672
や︑︿略﹀︒

火の熱は︑初め主として食

物を調理するのに用ひたもののやう

熱心

病みつかれた六十ばかりの老

﹇熱心﹈︵形状︶8

九218

ねっしん

人が︑︿略﹀︑十五六の少年に︑熱心

人は︿略﹀︑燃料を研究し︑

であるが︑︿略﹀︒

に何か言聞かせてるる︒

十一685

火の熱と光とをあらゆる方面に利用

ノーといふ神様がそれをねたんで︑

とうとうカリストを熊にしてしまひ

︽一

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

熱帯地方

ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

て︑製造したものである︒

十一498

の庭に置かなければいけないのだ︒

だから︑︿略﹀六七十度以上の暖さ

十棚6園熱帯地方から持って來たの
した時の皆さんの熱心な様子や︑今
日の働を見て︑︿略﹀︒

高橋さんの熱心な話は︑それ
からそれへと績いて︑︿略﹀︒

十158

十悩8図村の財産家にて事業に熱心

熱中する ︽ーシ︾

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

ねつど ﹇熱度﹈︵名︶1 熱度

色の焼付に熱中した︒

喜三右衛門は︑其の日から赤

なる人︑みつから先んじて耕作・養

十4510
早きはめて學問に熱心に

よりずっと熱度が高いので︑︿略﹀︒

十一676

此の水浴が盟にさはったもの

︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ

︿略﹀︑かくていよく結束

を固くし︑熱烈な愛國心を養成した︒

十二悩2

いふべきか︒

るが如き愛國の至誠を表すものとも

十二615図

ねつれつ ﹇熱烈﹈︵形状︶2 熱烈

た︒

か︑王は俄にはげしい熱病にか㌧つ

十88

熱心なリンカーンは︑書物ねつびょう ﹇熱病﹈︵名︶1 熱病

お前のやうに犬の世話や

熱帯の暑さにたへかねてゐ

十一鵬3圏囲此のブラジル國は︑廣

た船員等は︑︿略﹀︒

十一馴8

リンカーンはく略V︑非常 ねったい ﹇熱帯﹈︵名︶2 熱帯

困るではないか︒

ねずみを取ることにばかり熱心では

十一一106園

ず借りに行った︒

を持ってるる人の所には遠近を問は

十一989

﹁︿略﹀︒﹂といふに至れり︒

して︑其の好學の念の切なる︑

十一了3図

を以て︑︿略﹀︒

麺・養鶏・養魚等の模範をしめしし

ねっちゅう︒する ﹇熱中﹈︵サ変︶1

十1410囹しかし︑此の間夜逃を参観

げて︑﹁︿略﹀︒

信吉は感心して︑熱心に空 ねったいちほう ﹇熱帯地方﹈︵名︶2

することを考へて來た︒

寝つく

となどの耳新しい話に︑博士は満堂
の會衆を士暑ばせた︒

キ︾

るべきに︑ほとんど自署よく根づき

十一川3

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

な熱心と努力とをもって勉強を績け
た︒

十一伽6図

九895図

ました︒

の少い電燈さへも襲明されました︒

殊にデーバダッタは︑︿略V︑ 十二柵2園︿略﹀光の色が太陽に似
かく
て︑しかも比較的熱をともなふこと

かねてから繹迦の名望をねたみ︑幾

十二978
度か彼を害しようとした︒

一睡最も理想的な燈火は

︿略﹀︑しかもほたるの光のやうに熱

十二桁5園

︿略﹀︑活動窩眞のフィルム

をともなはないものであります︒
十二柵6

﹇寝付﹈︵五︶1

がアLク燈の熱の爲に畿火して︑
ねつ・く

︿略﹀︒

シタガツテネダンモ安ウゴザイマス︒
カ︾

十日間も績いて︑︿略﹀︑直段も一頭

熱

四千圓・五千圓といふ高いのがある
さうです︒

﹇熱﹈︵名︶9

したが︑︿略﹀︒

たるは︑誠に驚くべき心ならずや︒

八452団 ︿略﹀︑昨朝あたりから熱が 十66図園
下って︑食事も進むやうになりまし

て︑熱も凡そ二週間齢にて全く相去

十一437圏囲 しかし幸に纏過良好に

することは出來ない︒

︿略﹀︑あらゆる生物︑一として生存

十一14 太陽の光と熱とがなくては︑ ねっしん ﹇熱心﹈︵名︶2 熱心

たので︑やっと安心致しました︒

︿略﹀︑枯損ずるもの多か

八451圏 始は熱が高くて心配致しま ねづ・く ﹇根付﹈︵四︶1 根づく ︽一

ねつ

十二柵8 ︿略﹀︑無線電話で子守歌を
ばう
聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ

十223国法の町では︑二歳駒の市が

ヤ銀子リモタクサンアリマスカラ︑

六105園 銅ハソレニヒキカヘテ︑金

ネダンモ高ウゴザイマス︒

ドチラモタクサンアリマセンカラ︑

六103奨金や銀目美シクテ︑︿略﹀︑

ねだん ﹇値段﹈︵名︶3 ネダン 直段

ねだん一ねつれつ

ネドコ

マダウスグラウゴザイマス

﹇寝床﹈︵ 名 ︶ 一

を凹く間ねとまりをするための小屋
を建てる︒

強さ

ねばりつよさ ﹇粘強﹈︵名︶1 ねばり

十二悌6 堅忍不抜あくまでも初一念
を通すねばり強さが歩けてはみない
か︒

ねばりつよ・し ﹇粘強﹈︵形︶1 ねば
︽ーク︾

﹇寝間﹈︵名︶1

り︒

ねむ・い

﹇眠﹈︵名︶1

ら直にねてしまった︒
ねむさ

寝間

︽ーク︾

ふ

安

あらゆるものはやみとい

黒きとばりにおほはれて︑

九15図圏

千数百人の乗員は︑今もなほ

き眠に入れるなり︒

九613

人なつかしげに寄り來る

やがて眠から蕾めた王は︑

安らかに眠を績けてるる︒

︿略﹀︒

十二744

十二捌4図

ネムル

ね

鹿の︑︿略﹀︑秋より冬にかけて哀音

﹇眠﹈︵四・五︶7

しきりに人の眠をさますも︑︿略﹀︒

︽ーッ・ーラ・iリール︾

眠る

むる

たけるも酒によってねむりま

した︒

し

し

町ハマダヒツソリトシテ︑ネ

五432
六316
ムツテヰタ︒

父は安心した様子で︑やがて

眠りしに︑︿略﹀︒

九279

春は島山かすみに包まれ

すやくと眠った︒
十一337図

た︒

ネモト

根も

よくねらひをさだめて︑ひよう

十一578

つと大砲のそばへ寄って︑

裂矢をしかけたもりを打つ︒

ねらひを定めて︑ずどんと一獲︑破

ねむう
ねむろゆき ﹇根室行﹈︵名︶1 根室行
といはなしました︒
ねむろ
瀧川から根室行の汽車に乗 十柵7 右に左に鯨を追ひつつく略﹀︑

根本

﹇根元﹈︵名︶7

ると︑︿略﹀︒

十一609

と

ねもと

﹇狙﹈ ︵五︶4 ねらふ

急いで弾丸をこめ︑ねらひを定めた︒

空をとんで居る鳥で

いころすのもかはいさうだと

思って︑雨耳の間をねらって︑頭の

五798

ございます︒

きっといおとすほどの上手で

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは

四638園

︽ーッ︒ーヒ・1へ︾﹇▽つけねらう

ねら・う

山のふもとのし

トカラ︑カラヲキタセミガハ

三576ニハノモモノ木ノネモ

︿略﹀

ヒ上ツテキマス︒

四562幽

ひの木は︑根もとへ草もよ
せつけぬ︒

︿略﹀︑其の葉の根本には︑

大人の頭ぐらみの實がすゴなりにな

九55国

つてゐます︒

︽ーッ︾

オトウサン︑モウイクツ

︽ネ︒ネル︒ネレ︾

モウ五ツネレバ︑オ正月

二593 太郎ノオカアサンバカゼ
ヲヒイテネテヰマス︒

デス︒

二311園

ネタラ︑オ正月デスカ︒

二306園

る

ねる ﹇寝﹈︵下一︶9 ネル ねる 寝

たかま土を置いて︑打固める︒

上下にそだを置き︑又貸の上にねつ

八315 ︿略﹀︑よくもえるやうに其の

ね・る ﹇練﹈︵五︶1 ねる

をねらひましたが︑︿略﹀︒

光盛の娘は其の後︑夜豊頼朝

すきをねらって︑頼朝の命

上をすれくにいました︒

六554園

後には委の束が山と積んであ
る︒︿略V︑単手で根本の所をつかん

九5610

を取れ︒

ねらひ

六557

で︑打皇にぱたくとた＼きつける
と︑︿略﹀︒

力藏さんのひいてみたけやき

こん
又開墾する場合には︑立木

の大木も︑見事に根本から切倒され

十442
た︒

十一645

や切株の根本を掘っておいて︑それ

フランス王の侍醤はとりあ

て眠るが如く︑︿略﹀︒

にくさりをつけて此のトラクターで

十二735

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

森林には大木すき間も

﹇狙﹈︵名︶3

四664よ一は弓に矢をつがへ︑

ねらい

居候︒

草・灌木など思ふま＼にはびこり

くわん

なく繁茂し︑其の根本には︑つる

十一佃5圓國

引くと︑︿略﹀︒

た︒

コーデリヤは眠ってみる父
の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

十二736

︿略V︒

︿略﹀︑子供心にも大器心配

して︑其の晩はとうく眠れなかつ

十一欄3
眠

︽ーレ︾

﹇眠﹈︵名︶4

れて︑ 耳をかたむけ︑こぶしをに
ねむり

ぎる︒

六504圏居ならぶ子どもはねむさ忘ねむ・れる ﹇眠﹈︵下一︶1 眠れる

ねむさ

九691 僕は眠くなったので︑それか

﹇眠﹈︵形︶1眠い

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

十一464図 さまたげせんも心なしと

ねま

少く︑︿略﹀︒

強くして︑割れ︑そる等の憂極めて

べし︒光澤と香氣とを有し︑ねばり

十二468図 ︿略﹀檜を以て第一とす 七304上頚一匹の獅子︑森の中にて

り強し

ねむ・る

八302 先つよい場所を見立てて︑炭

ねとまり ﹇寝泊﹈︵名︶1 ねとまり

ソツトネドコヲ出マシタ︒

キニオキテミヨウトオモツテ︑

ガ︑ケサコソニイサンヨリサ

三32

ねどこ

ねどこ一ねる
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ねん一ねんねん

ハサケニヨツテネマシタ︒

一一756 ソノバンシユテンドウジ

ビテ︑ネテ居ルガヨイ︒

四173園ソレナラ海ノ水ヲア
九248 少したって︑今度は寝たま＼
ぼつくと話し出した︒
ら直にねてしまった︒

九692 僕は眠くなったので︑それか
せんだい

九697園 仙墓はとっくに過ぎて︑や
いちのせき

十一67図孔子は正義の念強き人な
りき︒

じゅうはちねん・じゅうはちねんめ・
すうじゅうねん・すうねん・すうひや

状

年始

シカゴを立つ日に︑お前た

﹇年始状﹈︵名︶1

たつねてねんごろに道を説聞かせ︑

︿略﹀︒

なる︑﹁朝に道を聞くことを得ば︑
ゆふべ

夕に死すとも可なり︒﹂といふに至

︿略﹀︑其の好配の念の切 ねんしじょう

あした

十一73図

んねん・たいしょうさんねん・てん

くねんらい・せんなんびやくねん・せ
しょうじゅういちねんしがつはっか︒
れり︒

︽ージ︾

それに︑たくさんの星の中

︿略﹀︑かうして年中六七十

念ずる

ねんねんころりよ︑

ろりよ︒ばうやはよい子だ︑

三132圏

︽ーシ︾

おこ

ねんね︒する ︵サ変︶1 ねんねする

れました︒

作の太刀を取って︑海の中に投入

づくり

道を開かせたまへと念じて︑黄金

七204

海神ねがはくは潮を退けて︑
こがね

ねん・ずる ﹇念﹈ ︵サ変︶1

けないのだ︒

度以上の暖さの慮に置かなければい

網棚7園

らないのがあるから︑︿略﹀︒

に一つだけ︑年中ほとんど位置の愛

九866園

のださうで︑︿略﹀︒

九310圏暑さも年中此のくらみのも

す︒

のですから︑少し其のお話を致しま

七531園私は年中航海をしてみるも

︿略﹀我々は︑︿略﹀︑又之 ねんじゅう ﹇年中﹈︵副︶4 年中
謝の念を起すこともない︒

繹迦は生れつき同情の念に

念入

かういふ風に︑三回くりか

﹇念入﹈︵形状︶1

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ

十二911
つた︒

ねんいり

ちの年始状が着きました︒

八739団

てんながんねん・なんじゅうねん・な

十一785

ねんまえ・にひゃくねん・にひゃくね

を考案した昔の人々に下して別段感

んびやくねん・にさんしごろくねん・
にじゅうよねん︒にせんごひゃくねん
まえ・にねん・にねんかん・にねんご

九857園 どの星かを見おぼえて置い

うしちねん・はっぴやくねんまえ・

んあまり・にひゃくよねん・はちじゅ

がて︸關だ︒よくねたね︒
てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

と・にねんせい︒にひやくすうじゅう

つて見えるかち︒

十一216

へして裁判してもらふ事の出來る組

ひゃくさんじゅうねん・ひゃくじゅう

織になってみるのは︑つまり裁判を

﹇年﹈几vいくせんねん︒いちかい

よねんまえ︒ひゃくにさんじゅうねん

念入にするためである︒

ねん

きねん・いちにねん・いちねん・いち

まえ・ひゃくにじゅうねん・ひゃくね

年がう

一一年の年月苦甚して育てて
﹇年号﹈︵名︶1

來たものが︑︿略﹀︒

ねんこう

やうらう

又まことにめでたい事だとい

別れて行くや右左︒

﹃さらば﹄と︑握手ねん

﹇懇﹈︵形状︶3

つたと申します︒

ねんごろ

十二971

んとす︒

績いて繹迦はマガダ國王を

しやうの強いもので︑一度種

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

七177

ねんねしな︒
十999図 元の皇帝深く文二挺を惜し
さと
ねんねん ﹇年年﹈︵副︶4 年年 年々
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

ごろに︑

九435図圏

ねんごろ

ふので︑年がうを養老とお改めにな

五558

年月←

んあまりまえ・ひゃくはっくじゅうね

ちょうねんげつ

たらず・いちねんまし・いっせんに

んむかし・ぶんかごねん︒ぶんかろく

十217国

ねんじゅう・いちねんせい・いちねん
ひゃくねん・きげんなんねん・げんこ

ねんろくがつ︒めいじがんねんさんが

九367図
︿略V︑正義の念と愛野の情

﹇年月﹈︵名︶1

つ・めいじごねん・めいじじゅうろく

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

ねんげつ

い・ごろくじゅうねんめ・ごろくね

ねん・めいじにじゅうしちはちねんせ

うにねんさんがつ・ごねん・ごねんせ
ん・さんじゅうごねん︒さんじゅうね

ん・さんじゅうねんめ・さんぜんね

んえき・やくひゃくねんまえ・よねん

念

ごと・よねんめ・ろくねん・ろっぴゃ
ねん

ん・さんねん・さんねんぷり・さん

﹇念﹈︵名︶7

くよねん

うねん︒じゆうにねん︒じゅうねん・

も︑︿略﹀︒

れ︒﹂

四478園﹁ねんにはねんを入

れ︒﹂

四478囹 ﹁ねんにはねんを入

ねん

びやくねん・さんびやくねんまえ︒し
ごじゅうねん・しごねん・しじゅうね
ん・しじゅうよねん︒しちじゅうよね
ん・しちひゃくねん・しひゃくねん・
じゅういちねんよ・じゅうごろくねん

じゅうねんあまり︒じゅうねんいちじ

まえ・じゅうごろくねんめ︒じゅうす

つ・じゅうねんまえ・じゅうねんめ・

く︒

來た︑里に來た︑

野にも來た︒

ずさのくに・かりかちのてんぼう・か

七369囲︿略﹀︑日本人は年々ふえる 四891圃花がさく︑︿略﹀︒山に わかみのたける︒かわなかじまのたた
かい・きくのはな︒きしゃのたび・き
さく︑里にさく︑野にもさく︒

とうのみね・どうぶつのいうとかた

十868 米は︿略﹀︒それで︑印度支 四895圃鳥が鳴く︑︿略V︒山で ねんのき・きのどく︒きのは・くさな

つうしん・にっぽんのこうざん・にゅ

のは・なのはな・なんべいよりちちの

み・なこそのせき・なすのよいち・な

ナイヤガラのたき・ながの・なかのう

ち・とかちのへいげん・ときのこえ・

ささやき・くものす・ぐんかんせいか

ぎのつるぎ・くさののじろう・くまの

ばかりださうです ︒

二人は野をすぎ︑山をこえ︑

六573

え・のぎたいしょうのようねんじだ

い・のぶこさんのいえ・はぎのおん

うえいちゅうのあにへ・ねずみのち

ちゃや︒はちのき︒はつなつのよ・パ

つのあさ・けいじょうのともから・
し・こうののみちあり︒ごじゅうのと

げっこうのきょく・こうかいのはな

鳴く︑里で鳴く︑野でも鳴く︒

那半島あたりから年々輸入してみる︒

︿略﹀︑やうく鎌倉に着きました︒

十一409園 植林は貯金のやうなもの
で︑植ゑてさへおけば︑年々太って

う・ごじょうのおおはし︒ごだいのく

のかわ・ひので・ひのまる・ひのみ・

ラゴムのき・パンのき︒ひのいり︒ひ

汽車は野を過ぎ山を越えて進

九744
九755

しん・ことしろぬしのみこと・このじ

青々とした波の上に︑心々と

白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか

ひのみはた・ふじのやま・ぶしょうの

む︒

利息が附いて行く︒

ねんねんころりよ︑おころりよ

ねんねんごろりよおころりよ ︵感︶1
三127圏 ねんねんころりよ︑ おこ

のはなし・コロンブスのたまご・さが

なり・このはぶね・ごむのき・こよみ

月が西の空にうす白く残り︑

り見て來た目に殊さらうれしかった︒

九悩5

いせん・ほしのかず・ほしのはなし︒

ようじ︒ふゆのよ・ほうとうおきのか

ろりよ︒ばうやはよい子だ︑

みのくに・さるさわのいけ・さんじょ

ねんねしな︒

野には朝つゆがしっとりと置いてゐ

﹇ ▽ お ね んぶつ

まちのあさ︒まちのつじ・まつさかの

ねんぶつ

のきとかしのみ・しじょうのおおは

いちや・まったろうのにっき・まのあ

うのおおはし・さんぶんのいち・しい
し・しずがたけふきんのず・しずのお

め・みずのちから・みなもとのよりと

たり・マリーのきてん・まんじゅのひ

た︒

鳴くやひばりの聲う

だまき・じちのせいしん・しぶんのい

ねんらい ﹇年来﹈︵名︶1 年來
ら＼かに︑

十﹇123図圃

かげろふもえて野は晴

來の貯金と主人からもらった金を資
れわたる︒

九521囹 ︿略﹀︑三十ぐらみの時︑年
本にして︑小さい米屋を始めた︒

ち・しもつけのくに・じゅうしさいの

も・みのうえ・みののくに・みほのさ

の5あおのくさり

ときがにどあるか・じょうしゅうさの

ノ

き・みほのまつばら・むごんのぎょ

︵格助︶脳

のさと・しらかわのせき・すいしえい

い︒もののぐ・やしまのかっせん・や

う・もちのまと・ものの・もののあた

の

のかいけん・すいへいのはは・すさの

しまのたたかい・やまたのおろち︒や

ねんりょう ﹇燃料﹈︵名︶2 燃料

ひ・たいらのこれもり︒たけのこ・た

おのみこと・すずめのこ・せんきょの

法を工夫し︑燃料 を 研 究 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ど・あおのどうもん・あしはらのなか

しゅく・あべのむねとう・あまのかぐ
んく煙くなって來た︒
十一685 人は生活上の必要から襲火 やま・あめのあな・ありのまま・いず

こ・やまとたけるのみこと・やまのあ

まとおぐなのみこ・やまとたけるのみ

つくに・あべかわのぎふ・あべかわの

ものくに・いせのくに・いたのま・い

ご・たのくさとり・たのも・たわらの

けみかずちのみこと・たつのおとし

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

なさのはま・いぬのよくばり︒うちの

十一673 ︿略﹀︑時代が進んで燃料の

こねこ・うみのせいぶつ・えしのくし

のな・ヨーロッパのたび・よごのう

み︒よのなか・りょうしょうぐんのあ

き・やまのて・ゆきのしたみち・ゆび
たろうみつもり・てつげんのいっさい

の・わがくにのもくざい︒わがこくみ

くしゅ︒リンカーンのくがく・れい

いり︒つきので・つぎのま・てっかの
きょう・てのはたらき・でわのくに・

やま・だんのうら・ちゃのま・つきの
のかみ・おおくにぬしのかみ・おおく

でんきのよのなか・とうこうのみち・

ん・えちぜんのかみ・えっちゅうのく

にぬしのみこと・おきのどく︒おくの

とうだいもりのむすめ・とうのいも・

に・おうぎのまと・おおおかえちぜん

ま・おじさんのうち・おしのがっこ

の ﹇野﹈︵名︶8 野←すその・にし
なすの・むさしの・やけのがはら

んせいのちょうしょたんしょ・わかば

四885圏春が來た︑︿略V︒山にう・おんしつのなか︒かがのくに・か

の

ねんねんごろりよおころりよ一の
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の一の

のやまみち︒わたくしどものまち︒わ

ギノキノウヘニ︒

一411蟹

ギノキノウヘニ︒

一416圏

ノキノウヘニ︒

一415蟹

ノキノウヘニ︒
アレアノ

ヤナ

ヤマノ
マツ

マツ

ニー32木ノエダニ︑コトリガ
十バトマツテヰマシタ︒

ニー43犬ガ︿略﹀︑ハシノウヘ
︿略﹀︑川ノナカニモサカ

アチラノソラガマツカニ

ンダンアカルクナツテキマス︒

ニー84マツノ木ノアヒダガダ

ンダンアカルクナツテキマス︒

ニー83マツノ木ノアヒダガダ

ナリマシタ︒

P67

ヘオチテシマヒマシタ︒

ニー55︿略﹀サカナハ︑川ノナカ

ナヲクハヘタ犬ガヰマス︒

ニー44

マツ ヲトホリマシタ︒

ヤマノ

ヤマノ

アレアノドテノ

たくしのうち・わたくしのむら・われ

ニニヤリマシタ︒

一416韻

アレァノ

一113圏 ハヤク メヲダセ︑ カ
キノタネ︒

一10一

コガニガサルノクビヲ

サルガカキノタネヲカ

はうみのこ

一195

ノキノウヘニ︒

アレアノ

ハサミキリマシタ ︒

︿略﹀︑ナカカラオホキナ

ヲトコノコガウマレマシタ︒

ニツポンーノキビダンゴ︒

オコシノモノハナン

一466

ハスノハニツユガタマ
一486園

一24一
一25一 ヘチマノハナガサキマシ
一491園

デスカ︒

ツテヰマス︒

一28一 コレハワタクシノハコニ

タ︒

モンヲシメテ︑︿略﹀︒

一515

カキネ

カキネ

ヘイタイアソビノ

ミゴトニサイタ
︿略﹀︑

ミゴトニサイタ

ママゴトアソビノ

︿略V︑ベンケイノナギナタ

一メンニアカルクナツテ︑

コチラノクライモリノ
コチラノクライモリノ
︿略﹀︑ドコノウチノアカ
︿略﹀︑ドコノウチノアカ

ハ︑︿略﹀︒

二223圃︿略﹀︑トンデキ亀木ノ

イツテミマセゥ︒

二215囹︿略﹀︑アノ木ノ下へ

ガタクサンアリマス︒

二202園コノ山沿ハ︑クリノ木

リデセウ︒

ニー96

リデセウ︒

ニー96

中ニミエルノハ︑︿略﹀︒

ニー94

中ニミエルノハ︑︿略﹀︒

P93

ヒルノヤウデス︒

ニー91

デマシタ︒

︿略﹀︑オニドモハテツノ ニー86モウスツカリ木ノ上へ

ハデス︒

Q4

ニー23

ゴチソゥニ︒

ニー06圏︿略﹀︑

ノコギク︑︿略﹀︒

ニー03圃

クンシヤウニ︒

二96圏

ノコギク︑︿略﹀︒

二93翻

チユウデス︒

二3一 イマ︑ツナヒキノマツサイ

エデス︒

コレハウンドウクワイノ

一32ーヒノミノカネガナツテ
ハシゴノアトカラマトヒ

ヰマス︒

一327
マトヒノアトカラポンプ

ガイキマス︒

一334
ガイキマス︒

スギ

スギ

一382 オチヨサンノウチデハ︑
﹁402圏 アレアノモリノ

︿略﹀︒

ノキノウヘニ︒
ノキノウヘニ︒
スギ

ベンケイハ︿略﹀︑ウシワカ

ヲウチオトシマシタ︒
ニー26

マルノケライニナリマシタ︒

︿略﹀︑

ヒラヒラマツテ

二234圏︿略﹀︑トンデキ堅木ノ

ハ︑︿略﹀︒

二236圃

ミヨチヤンハワタクシノ

キテ︑イケノ上ニオチテ︑

︿略﹀︒

イモウトデ︑︿略﹀︒

二254

︿略﹀︑ワタクシバミヨチヤ

ンノネエサンデス︒

二256

コノゴロナカマノモノ

二26一 ワタクシハマイ日ミヨチ
ヤンノオモリヲシテアゲマス︒

P園

タ︒

ヘデテイヒマシタ︒

オソナヘノモチモカザ

アル日トモダチニユミ

P下痢ソナヘノモチヲマト

ノジマンヲシテ︑︿略﹀︒

二346

リマス︒

二323園

二312園 オ正月ノオカザリニハ︑
ドンナコトヲシマスカ︒

クビニツケテオイテ︑︿略﹀︒

二285園大キナスズヲネコノ

ミガマへ

二277

ソノトキーピキノ子ネズ

ミガナカマノモノニイヒマシ

二276 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

︿略﹀︒

ガ︑ネコニトラレテコマルガ︑

一一

ニシテ︑イテミマセウカ︒

ツタトイヒマス︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二365ソレカラコノ人ノ田ニ

一一

一403團 アレアノモリノ
一403囲 アレァノモリノ
ノキノ ウヘニ︒

ヤナ
ヤナ

アレアノドテノ

一406圖

アレアノドテノ

ギノキノウヘニ︒
一411圃

Q7

R5

一一

一一

一一

ノモリニ︒

二374圏アチラノ山二︑コチラ
二375圏アチラノ山二︑コチラ
ノモリニ︒
ヤノノキニ︒

二381圃 ワラヤノヤネニ︑ イタ
二382醐 ワラヤノヤネニ︑ イタ
ヤノノキニ︒

二385圏マツノ木ノエダニ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︒

二385齪マツノ木ノエダニ︑

二︒

二386圏︿略﹀︑タケノハノ上
二386翻 ︿略﹀︑ タケノハノ上
二︒

︿略﹀︒

二 4 0 3 耳 ハナンテンノハデ︑
二404︿略﹀︑目ハナンテンノミ
デス︒

デ ︑ ﹁ コ コ ホ レ ︑ワンワン︒︿略﹀︒﹂

二42ーアル日夕ハ畠ノスミ

スルト︑ニハノカレ木ノ
ニ︑キレイナ花ガサキマシ

スルト︑ニハノカレ木ノ

ニ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑トノサマノォカヘリ

トノサマヤオトモノ人

マツテヰマシタ︒

トノサマヤオトモノ人

ノ目モ︑ ロモ︑耳モ︿略﹀︒
ノ目モ︑ ロモ︑耳モハヒダラ
ナリマシタ︒

ソレデハシヤウジノム
二546園
ニオスワリナサイ︒

︿略﹀︑ナガイ竹ノサヲ
T64園
フネ ヲコギマス︒

U園 コレカラユビノクミカ
ヲシヘマスカラ︑︿略﹀︒

ワタクシハアナタノオト
太郎ノオカアサンバカゼ

モダチデス︒

マノ オツシヤルトホリニシテ

オクスリハ︑オイシヤサ
二621園

ヲヒイテネテヰマス︒

二431 ︿略﹀︑土ノ中カラ︑オカ

ノマナケレバ ナリマセン︒

トヲシヘマシタ︒

ネヤタカラモノガタクサンデ

私ノ目ハイツモハツキ
ニ625
コレデ本ノ中ノジモ︑

リシテヰテ︑ ヨク見エマス︒

V

二461︿略﹀︑ウスノ中カラ︑マ ニ627コレデ本ノ中ノジモ︑
野面カネや追伸ラモノガデマ
エモ︑︿略﹀︒

黶@コレデ︿略﹀︑センセイノ

U3

三13

︿略﹀︑ミンナノイフコト

ウメノ花ガサキ出シマシ

ケサウグヒスガウメノ

ズンズンアガル︑ クモ

シユテンドウジハホンタウ

ノ花ザカリデス︒

三27

コウバノキテキガナツテ

︿略﹀︑ムカフノソラガウ

ヰマス︒

スアカクナツテヰマス︒

三33

︿略﹀︑オヤドリノムネノ

ヲハラノ下ニダイテシマヒマ

シタ︒

三74

トコロカラ︑ヒヨコが小サナア

︿略﹀︑オヤドリノムネノ

タマヲ出シテ︑︿略﹀︒

トコロカラ︑︿略﹀︒

三74

かは

三77ハネノ下版モ重三バヰ

うちの子ねこは

ルヤウデシタ︒

いい子ねこ︑︿略V︒

三105圃

三142

かは

くびのこすずを

うちの子ねこは

︿略﹀︑

それでもまだあかちゃん

つだひをします︒

ると︑︿略V︑おかあさんのおて

お花はがくかうからかへ

ちりちりならし︑︿略V︒

三115圃

いい子ねこ︑︿略﹀︒

三113圃

ちりちりならし︑︿略V︒

ソノ大キナカホハ火ノ 三粕7圏 ︿略﹀︑ くびのこすずを
︿略﹀︑イビキハカミナリ

ライクワウノケライモ︑

タイヂシテシマ

︿略﹀︑シユテンドウジノテ 三124

イマハサクラヤナタネ

ヒマシタ︒

シタヲノコラズ

二781

︿略V︒

二776

ノヤウデシタ︒

Q

ヤウニアカク︑︿略﹀︒

二757

テヤリマシタ︒

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ

二752

ノ上︒

二697圏

シタ︒

木デ︑ホウボケキヨウトナキマ

二677

タ︒

二675

ロヘキマス︒

二667

子牛ガヰマス︒
ニイサンノコエガシマス︒
︿略﹀︑スグオや牛ノトコ 三57 メンドリハ︿略V︑タマゴ

二645私ノウチニハオや牛ト 三38 ﹁オゥイ﹂トヰドバタデ︑

リマセン︒

ヲキキオトスヤウナコトハア

二636

トヤ︑︿略﹀︒

見セテクダサルイロイロナモノ
三
21 ︿略﹀︑ムギ畠ノ上ニハ ア
モ見ルノデス︒
サハヤクカラヒバリガサヘヅ
二635 センセイノオツシヤルコ
ツテヰマス︒

一一
一一

一一

一一
一一

エモ︑︿略﹀見ル ノデス︒

U2

V6

雛驚影無理≦％駈野漆歩誓晃
T6

マシタ︒

二447 ︿略﹀︑ソノ上二小サナマ
ツノ木ヲウエマシタ︒
Q ソノマツノ．．木ハズンズ
一一

ン大キクナリマシタ︒

S5

の一の
262

263
の一の

がなくときには︑︿略﹀おかあさ
んのところへ つれていきます︒

おまへはてのゆびの

なをしってゐますか︒

三147園
おまへはてのゆびの

なをしってゐますか︒

三147園
三156園 ︿略﹀︑中ゆびとおやゆび

のあひだにあるのが人さし
ゆび︑︿略﹀︒

三158園 ︿略﹀︑中ゆびとこゆび

のあひだにあるのがくすりゆ
びです︒

手ぬぐひの

はしひきさいてさ

三213︿略﹀︑下のはうからかさ 三301圏 ︿略﹀︑ こしにはさんだ
かさいはせてかけ上ってくるも
し出せば︑︿略﹀

でるます︒

す︒

三362

タイサウノトキアルキ出

タイサウノトキアルキ出

スノハ左ノ足デ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑オケイコノトキア

スノハ左ノ足デ︑︿略﹀︒

三363

三364

︿略﹀︑オケイコノトキア

ゲルノハ右ノ手デス︒

三365

三367又オモイモノヲ右ノ手

二女ツトキニハ︑︿略﹀︒

ヘ

マゲ︑︿略﹀︒

あっても︑︿略﹀︒

きました︒

三317園

のおと︑︿略﹀︒

からすのなかない日は 三368︿略﹀︑カラダヲ左ノ方

やのばんをしてみるからで

五一ちいさんがその水車

三312村の人は五一車とよん ゲルノハ右ノ手デス︒

をあらひ︑︿略V︒

︿略﹀︑それは小二郎のう 三305圏︿略﹀︑小川の水で手

のがあります︒

三218
︿略﹀︑それは小二郎のう

ちのいぬでした︒
三221
ちのいぬでした︒
へよってきました︒

三223犬は︿略﹀︑小二郎のそば 三314

三232そのとき正一のおちいさ
この二一二日の雨で︑竹の

んが︑︿略﹀そこへきました︒

三252

︿略﹀︒

三334圃

しごとなされよ︑

きり 三382園

ぼくは右のちか道の

三162園 それではあしのゆび
子がこんなに出ました︒
三321﹁︿略﹀︒﹂と村の人から 三368︿略﹀︑左ノ手ニオモイ
のなをしってゐますか︒
三262 このあひだかきねのそば いはれるほど︑︿略V︒
モノヲ持ツトキニハ︑︿略﹀︒
三162園 それではあしのゆび
へ出たのは︑︿略﹀︒
三327ざぶざぶおちる水のおと︑ 三372 ︿略﹀︑カラダヲ右ノ方
のなをしってゐますか︒
三263︿略﹀︑もう私のせいより ︿略﹀︒
ヘマゲマス︒
三171園 あしのゆびは︑おやゆ 高くなりました︒
三328 ︿略﹀︑とんとんひびくきね 三377園又わかれ道のところへ
びとこゆびのほかにはなが
三266 石がきの下へ出たのは︑
ないのです︒

あさ︑︿略﹀︒

いっかうちのおとうさん
たら︑︿略﹀︒

が道で︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

三342

手ハ右デ︑︿略﹀︒

右左ガアリマス︒

さい︒

︿略V小二郎の方が︑正一

三418卜書のせ中へおのりな

した︒

よりもかへってさきにつきま

三394

しました︒

はれてみたり︑石が出てみたり

三391ちか道の方は︑道がこ

本道を通ります︒

三172圏 ︿略﹀︑おやゆびとこゆび 三277むかふの方に︑二本なら
きりしゃんと︑ かけたたすきの
方をいってみます︒
のほかにはく略﹀︒
んでみるほそい竹の子は︑︿略﹀︒
きれるほど︒
三383囹ぼくは右のちか道の
三176囹このはこの中に︑おも 三286間ゆふべの雨でくさや
三
3
3
7
五
一
ち
い
さ
ん
の
う
た
ふ
こ
方をいってみます︒
しろい人がゐます︒
木のみどりいうますなつの
ゑがきこえます︒
三386園それではぼくは左の

三185園この人はどんないろ

すか︒

りいうますなつのあさ︑︿略﹀︒

三287圃︿略﹀くさや木のみど 三354︿略﹀︑ハシヲモツ方ノ

のきものをきてゐますか︒
三286圃︿略﹀くさや木のみど
三191園 それではをとこの子で りいうますなつのあさ︑︿略﹀︒

三202︿略﹀うらの山へわらび

また 足だのはなをふっつりと︒

三295圃

をとりにいきました︒
三293圏足すべらせてこけかかる 三355 ︿略﹀︑チヤワンヲモツ方
三205 ︿略V︑二人はまつやっつ
おととをかばふあねのうで︒
ノ手ハ左デス︒
かばふはずみにあねは 三357 キモノノソデ骨モ︑︿略﹀

じのあひだをあちらこちらへ

くぐってとりました︒

の一の

264

の中へはいっていって︑︿略﹀︒

三423 ︿略﹀︑かめはだんだん海

りゅうぐうのおとひめは

りゅうぐうのおとひめは

うらしまのきたのをよろこん

三426
で︑︿略﹀︒

三427

うらしまのきたのをよろこん
で︑︿略﹀︒

三454うらしまはく略﹀︑又かめ
のせ中にのって︑︿略﹀︒

三454うらしまはく略﹀︑海の上
へ出てきました︒

三458︿略﹀︑村のやうすもすつ
かりかはってゐます︒

こともわすれて︑玉手箱をあけ

三463 ︿略﹀︑おとひめのいった
ました︒

白いけむりがぱっと出て︑︿略﹀︒

デス︒

學校ノ北二小高イヲカ

三476︿略﹀︑左ノ手ノ方が北
デス︒

三482
ガアリマス︒

三483ヲカノ上二天ジンサマ
ヲカノ上二天ジンサマ

ノォミヤガアリマス︒

三483
ノォミヤガアリマス︒
ハ

一目二見エマス︒

三485ソコへ上ルト︑私ノ村

ノハ︿略﹀︒

して︑︿略﹀︒

子どもがそら一めんの星 三604日の光がやはらかにさ

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂

三518

にすきとほつてゐます︒

あの光るところが雨 三604︿略﹀︑小川の水はきれい

のふるあなだ︒

三522囹

に︑︿略﹀︒

さらとおとをたててゐます︒

三551あるとき︑雨のふる日 三606 ︿略V︑きしのささがさら

みよ子はささの叶えだ

を手にもって︑︿略V︒

三618

舟をこしらへました︒

︿略V︑池のはたを通りま 三616 男の子三人は︿略﹀︒
三616︿略﹀ささのはをとって︑

︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

すと︑︿略﹀︒

三552
三553

へ︑かへるがとびつかうとし
てるます︒

を虫とでもおもったのでせう︑

上にたちました︒

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ 三555 かへるはやなぎのつゆ 三621 みよ子は︿略﹀︑土ばしの
︿略﹀︒

草のはにとまってみた

三641囹 あら︑てふてふが五郎
さんの舟にとまりました︒

てふてふがく略V︒

三635

のふちをかけて行きます︒

へながれて行きます︒

三631舟は︿略﹀︑土ばしの方

︿略﹀︑一バン目ダツノハ

三487

三634三人は舟とならんで︑川

三576ニハノモモノ木ノネモ

トカラ︑︿略﹀︒

三576ニハノモモノ木ノネモ

トカラ︑︿略﹀︒

三576ニハノモモノ木ノネモ

三566 ︿略﹀︑このかへるのやう
私ドモノ學校デス︒
三491 學校ノ東ドナリニニカイ に︑こんきがよければ︑︿略﹀︒

ヅクリノヤクバガアリマス︒

三498

新道ノリヤウガハニハ︑

ナガレテイキマス︒

シタ︒

トマツテ︑カラヲヌギハジメマ

の舟︒﹂

三648囹

三646 みよ子はさっとささの
三494︿略﹀︑川ガニツオチアツ トカラ︑︿略﹀︒
三578チヤウド私ノ目ノ前デ 弁えだを上げて︑﹁︿略﹀︒﹂
テ︑マガリクネツテ︑南ノ方へ
コばんがち︑五郎さん

ニツオチアツテ︑︿略﹀︒

三493ヤクバノヨコデ︑川ガ

バガアリマス︒

三465あけると︑箱の中から 三491 ︿略﹀ニカイヅクリノヤク

白がのおちいさんになってし

三466 ︿略﹀︑うらしまはたちまち
まひました︒

三471日ノ出ル方が東デ︑
︿略﹀︒

三471︿略﹀︑日ノハイル方ガ

シタ︒

三515

オ寺ノカネモナリ出シマ

ウルサイホドナイテヰマス︒

三596今ニハノ木ニセミガ

三658私ノウチヘキノフヲケ

のでせう︒

三578チヤウド私ノ目ノ前デ 三653囹五郎さんの舟には︑て
新シイ家が七八ケンデキマシタ︒
西デス︒
ふてふのせんどうさんがのつ
三474東ヘムイテリヤウ手ヲ 三504 今ソノミセノマヘ ニ ニ トマツテ︑︿略﹀︒
たから︑︿略V︒
三59一 コノ大キナモノガ︑ヨク
車ガトマリマシタ︒
ヒ ロ ゲ ル ト︑右ノ手ノ方ガ
三653園 ︿略﹀︑てふてふのせんど
三513ドコカヲカノ下デ︑ニ アノカラノ中ニハイツテヰタ
南一ア︑︿略﹀︒
うさんがのったから︑かった
モノダトオモヒマシタ︒
三475︿略V︑右ノ手ノ方が南 ハトリガナキマス︒
デ︑︿略﹀︒

三476︿略﹀︑左ノ手ノ方が北
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ヤガ來テ︑︿略﹀ ︒

三661 ︿略﹀︑手ヲケヤタラヒノ
タガヲカケカヘマシタ︒

三662アトへ竹ノキレヲノコ
シテ行キマシタガ︑︿略﹀︒

キリデ小サナアナヲアケマシ

三666 ︿略﹀︑フシノマン中二︑
タ︒

三 6 7 3 池 ノ水デタメシテミル
ト︑︿略﹀︒

三674 ︿略﹀︑高ク上ゲルト︑ヤネ

ノ上マデトドキマス︒
三687 ︿略﹀水デツパウヲジヨウ

︿略﹀︑はばのせまい黒い

るおびはねえさんので︑︿略﹀︒
三712
︿略﹀︑ねずみ色のもんつき

のはおばあさんのです︒
三717

こちらのかすりのつつそ

はおかあさんのです︒

こちらのかすりのつつそ

では太郎のあはせで︑︿略﹀︒

三721
三721
では太郎のあはせで︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ヒル

ハ木ノウロ

ヤアナノ中ニカクレテヰテ︑
︿略﹀︒

まん中までさしてゐます︒

三774十五やの月がざしきの

まん中までさしてゐます︒

三774十五やの月がざしきの

山︒

︿略﹀︑

みほの松原を通りました︒

三824むかし一人組れふしが

三834おきの方はかすんで︑

︿略﹀︒

三脳1 ︿略﹀︑松の木に美しい

しよう︒

ざいます︒

それは私の着物でご

三776 夕はんがすむと︑うちの 物が かかってゐました︒
三馴6園ひろって家のたからに
ものはみんなえんがはへ出ま
した︒

︿略﹀︒

三821圖

︿略﹀︑
く略V︑

四方の山を見

ふじは日本一の

青空高くそびえたち︑

︿略﹀︑

︿略﹀︑

かすみのすそを

ふじは日本一の

遠くひく︑ふじは日本一の
山︒

三822囲

からにします︒

ん︒

す︒

三862園

三903

︿略﹀︑人げんにはよう

︿略﹀︑はごろもの色は日

︿略﹀︑天人はまひながら

の光にかがやきました︒

三901︿略﹀︑はごろもの色は日

の光にかがやきました︒

三901

風にまひ︑︿略V︒

三897はごろもの袖はかるく

いませ︒

三874園 そのかはりに天人の
まひといふものをお見せ下さ

國のたからにいたしま

三861園 天人のはごろもなら︑
なほさらかへすことは出來ませ

のないものです︒

三857園

ごろもといふ物で︑︿略﹀︒

三787だれか川上の方で︑さ 三856園 いや︑それは天人のは

つて︑雲一つありません︒

三785空は水のやうにすみき 三855園持ってかへって家のた

とって來たすすきも︑︿略﹀︒

こちらのかすりのつつそ 三782今日私が川の土手から 三852園
︿略﹀︑そのとなりのめり

では太郎のあはせで︑︿略﹀︒

三722
三724

︿略﹀︑そのとなりのめり

んすのあはせは私のです︒
三724

きほどからふえを吹いてゐま
んすのあはせは私のです︒
今日はうちの虫ぼしで 三727︿略﹀︑をばさんの村のお す︒
祭によばれて行くのです︒
三798 おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と︑

ロノカハリニシヨウトオモツ
テ︑︿略﹀︒

三702
す︒

ひとりごとのやうにおっしゃい
ました︒

三812圃

山︒

三808圃

おろして︑︿略﹀︒

三806圏

し︑︿略﹀︒

三746ソノ中等ケダモノガカ 三805翻あたまを雲の上に出

三703 たんすやつづらから着物 三728︿略﹀︑をばさんの村のお
を出して︑風通しのよいとこ
祭によばれて行くのです︒
ろにかけてあります︒

︿略﹀︒

ヤアナノ中ニカクレテヰテ︑

三767

︿略﹀︒

三763黒鳥ノ方へ行キマスト︑ からだにゆきの着物着て︑

ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀︒

三757ソノ時カウモリガケダモ

鳥ノ方ニツキマシタ︒

三705 この黒いもめんのもんつ
チ
サウニナツタノデ︑︿略﹀︑ケ
ダモノノミカタニナリマシタ︒
きは私のです︒
三706 そのとなりの三つもんの 三753 スルトカウモリハ︿略﹀︑

は お り と しまのはかまはお
そのとなりの三つもんの

とうさんのです︒

三706

はおりとく略﹀︒

︿略Vしまのはかまはお

そちらのはばの廣い光

とうさんのです︒

三707

三711

るおびはねえさんので︑︿略﹀︒

三711そちらのはばの温い光 三767︿略﹀︑ヒルハ木ノウロ
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松原の上をだんだん高く上つ
て︑︿略﹀︒

三905 ︿略﹀︑天人は︿略﹀大空の

かすみの中へはいって行きま
した︒

へ

うちがみさまの森で︑

はいって行きました︒

三905︿略﹀大空のかすみの中

四12
︿略﹀︒

四13 ︿略﹀︑あさからたいこの
おとがします︒

四16 おひるすぎに︑をばさんの

うちからおとよさんと太郎
鳥みのあたりは︑道の

さんが來ましたので︑︿略﹀︒

四21

︿略﹀︑ばんにはそのおい

はひの花火が上るさうです︒

四45

四48私のうちには柿の木
が五本目ります︒

四48私のうちには柿の木
が五本あります︒
一本あります︒

四52︿略﹀︑その中に私の木
が

四54 ︿略﹀︑おちいさんが私の

ぶんにつぎ木をして下さった
のださうです︒

おちいさんがこの柿の

︿略﹀︑下男の太七がわら

木をついでいらっしゃる時︑

四57
︿略V︒

四58

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

今年は柿のあたり年で︑

うです︒

︿略﹀︑

この二十五日はおちいさ
キノフハ十月三十一日デ︑

學校ノ式ガスンデカラ︑
︿略﹀︑トモダチトムカフ
へ上りマシタ︒

四91谷ソコノーケンヤニモ︑
コクキが出シテアリマシ

四88村ノ方ヲ見ルト︑︿略﹀︒

ノ山

四86

︿略V︒

四85

天長節ノオイハヒ日デシタ︒

四84

んのめい日ですから︑︿略﹀︒

四78

ほどなってゐます︒

四72私の木も枝がをれる

︿略﹀︒

四68

りやうがはに︑いろいろな店が

鳥みのあたりは︑道の

ならんでゐます︒

四21
りやうがはに︑いろいろな店が

ちやうど人の出さかりで︑

ならんでゐます︒

四28
︿略﹀︒

四28 ︿略﹀︑お宮のすずがひつ

お宮のうらではすまふ

きりなしになってゐます︒

四35

がはじまってみて︑︿略﹀︒

四41 あちらこちらに子どもの
ならすらっぱやふえの音も
あちらこちらに子どもの

して︑︿略﹀︒

四42

な ら す ら っぱやふえの音も
して︑︿略﹀︒

タ︒

四95

キノフハ日本國中ノ人

廣いたんぼの

︿略﹀︑白ウサギノ毛ヲミ

ンナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

四163

四184

方デス︒

コノ神里ハサキホドオ通

兄檬ガタノオトモヲシ

リニナツタ神様ガタノ弟ノ

四183

方デス︒

リニナツタ神様ガタノ弟ノ

四173園 ソレナラ海ノ水ヲア
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ
ビテ︑ネテ居ルガヨイ︒
イヲイハツタノデズ︒
四96 ︿略﹀天皇ヘイカノバンザ 四176白ウサギハスグ海ノ水
ヲアビマシタガ︑︿略﹀︒
イヲイハツタノデス︒
四101瞬 ならやくぬぎの はは 四183 コノ神様ハサキホドオ通
︿略﹀︑

黄にそまり︑︿略﹀︒

四113韻

萎まきすます︒

四122 島ニヰ七宝ウサギガ︑ム
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
タイトオモツテ︑︿略﹀︒

デカラダヲアラツテ︑︿略﹀︒

四127園 オマヘノナカマトワタ テ︑︿略﹀︒
四196囹︿略﹀︑シボケノナイ水
シノナカマト︑ドツチが多イ
カ︑クラベテミヨウ︒

︿略﹀︑カラダハスツカリ

ヨロコンデ大國主ノ神ノ

︿略﹀︑後脳ハキツトオ

ソノ後大國主ノ神ハ︑白

四218山一つむかふの村にを

ウサギノイツタ通リ︑︿略V︒

四214

マス︒

シアハセノヨイコトガゴザイ

四212園

トコロ ヘオレイニ行ツテ︑︿略﹀︒

四205

モトノヤウニナホリマシ．タ︒

四204

四127園 オマヘノナカマトワタ 四198園 ︿略﹀︑ガマノホヲシイ
テ︑ソノ上ニコロガレ︒
シノナカマト︑ドツチが多イ
カ︑クラベテミヨウ︒

ナルポド︑オマヘノナカ
マハズヰブン多イ︒

四137園

四138園ワタシタチノ方が少
オマヘタチノセ中ノ

イカモシレナイ︒

四142圓

上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ
ラ︑︿略﹀︒

オマヘタチノ邸中ノ
上ヲアルイテ︑︿略﹀︒

四142圏

四224

あります︒

をぢさんのうちでは︑に

ぢさんのうちがありま町︒
︿略﹀︑ムカフノヲカマ
四218 ︿略Vをぢさんのうちが
デナランデミヨ︒
四144園

ワニザメハ白ウサギノイ
フ通りニナラビマシタ︒

四147
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は 一ぽいもみがほしてあって︑

四285よこ町に電氣の力で︑

ハ大ガイ目が見エナクナルノ

四417

︿略﹀物さしと花子のお

︿略﹀︒
米をつく家も出來ました︒
手玉が出ました︒
ニ︑︿略﹀︒
四225 ︿略﹀︑足のふみばもない 四287 電話も近い中に私ども 四353︿略﹀︑ホカノ鳥ヲイヂメ 四421戸だなや戸だなの中の
くらみでした︒
の町へかかるさうです︒
タリ︑︿略﹀︒
物も︿略﹀︒

四295

︿略﹀︑てつだうが私ども

ぼち﹂と口まねをするものが

︿略﹀︑一しょに向ふの方

あります︒

四332園

︿略﹀︑かべにあたった

があります︒

では︑︿略﹀︑かへって來ること

のすを取る︑︿略﹀︒

︿略﹀︑森や林ノヒクイ 四432 ︿略﹀︑ひさしうらのくも
木ノ枝ニトマツテ︑︿略﹀︒

四358

氣ノ鳥デスカラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑まるでいくさのや

うでした︒

四434

ました︒

手つだひの今吉が︿略﹀︑

のやうに持って︑︿略﹀︒

フクロフノ鳴キゴエハ所 四436 ︿略﹀︑はうきを大なぎなた
ニヨツテイロイロニイヒマス︒

四377

い︒

四464︿略﹀︑家の内も外もき

夕方近くなりました︒

物をもとの所へなほしたら︑

四461

︿略﹀︑すっかりいろいろな

四嘱5園 花子も自分のおもちゃ
だけ︑ちゃんとおかたづけなさ

べんけいのまねをしました︒

たび人のぐわいたうをぬ 四437

がせた方が勝といふことに

こんどは日の番になり

きめて︑︿略﹀︒

ました︒

四395

した︒

四402そこで︑風の負になりま

さしいかほを出して︑︿略﹀︒

四331園人のこゑも山の中 四396 日は雲のあひだからや

があります︒

では︑︿略﹀︑かへって來ること

四331園人のこゑも山の中

でございますか︒

四324園山びことは何のこと 四386

へ行ってみましたが︑︿略﹀︒

四315

カホヲケツテ︑︿略﹀︒

四305︿略﹀︑向ふの方で︑﹁ぼち 四368モズハ︿略﹀︑高イ所カラ 四435手つだひの今吉がおどけ
トンデ來ガケニ︑フクロフノ
て︑︿略﹀︑べんけいのまねをし

なったので︑︿略﹀︒

ふ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑工場の近くにてい 四362 スルトホカノ鳥が見ツ 四433 ︿略﹀︑勝手のすすをはら
しや場が出來るさうです︒
ケテ︑︿略﹀イヂメカヘシマス︒

の町を通って︑︿略﹀︒

四295

四226うちの人はみんなたん 四288 又町はつれに大きな工場 四357 ︿略﹀︑森や林ノヒクイ 四421戸だなや戸だなの中の
木ノ枝ニトマツテ︑︿略﹀︒
のふしんがはじまって居ます︒
物も︿略﹀︒
ぼへ出て︑︿略﹀ ︒

りのよいえんがはで︿略﹀︒

四228 ︿略﹀︑おばあさんが日あた

︿略﹀︒

四242前の畠の柿の木は︑

︿略﹀︒

四242前の畠の柿の木は︑ 四303犬のすがたが見えなく 四367 モズハ小サイガ︑マケヌ

︿略﹀柿が︑赤い玉のや

四242前の畠の柿の木は︑
︿略﹀︒

四244
うに光ってゐます︒
四246 えんさきのさざんくわに︑
目白が二は來てるて︑︿略﹀︒

四253 ︿略﹀︑すずめがくらのや
ねへにげて行きます︒

あひだから電とうがつくやう

四265私どもの町でも︑この

本町通は夜もひるのや

になりました︒

四277
うで︑︿略V︒

四281私のうちでも二つつけ

四糾8

︿略﹀︒

四345

夜ニナルト︑ホカノ鳥

カホハネコノヤウデ︑

ものに︑おさしづをして︿略﹀︒

四407︿略﹀︑下女や手つだひの

けを着て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑取手はみよ強ちよ

子國太郎音二郎の四人置︑

四471

がはじまって居ます︒

ました︒
こ
む
ま
り
の
や
う
に
︑
︿
略
﹀
︒
四
4
0
4
昨
日
は
う
ち
の
す
す
は
き
れいになって居ましたので︑
四282 電とうはらんぷとちがつ 四343 フクロフハオモ白イカツ でした︒
︿略﹀︒
て︑へやのすみずみまであかる
カゥノ鳥デス︒
四406 ︿略﹀︑着物の上にちりょ 四467友一のうちでかるた取
く︑︿略﹀︒

四283︿略﹀︑その上火のようじ
んもようございます︒
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︿略﹀︒

︿略﹀︒

くものか︒

の大木に

なって見せずにお

四621さをの先の扇をいよ

げんじの曝しやうよしつ

其の時一人の家來がす
︿略﹀︑三羽ねらへば︑二

の上手でございます︒

羽だけはきっといおとすほど

四642園

すみ出て︑︿略﹀︒

四634

ねはく略﹀︒

四628

なかなかむつかしさうです︒

の手からゑをたべるほどに

︿略﹀︑私がかごの戸を

︿略﹀︑山がらはとび出して︑

のことでしたが︑︿略﹀︒

四695これは私が七つの年

行ってしまひました︒

四693︿略﹀うらの山へとんで

竹がきの上にとまって︑︿略﹀︒

四692

明けますと︑︿略﹀︒

四691

四625 いくら弓の名人でも︑こ 四687 ︿略﹀︑うちのものは朝
までしらずに膨ました︒
れを一矢でいおとすことは︑

なって居ました︒
といふのでせう︒
四472︿略﹀︑友一と友一のあね 四564圏︿略﹀︑人にふまれたか
四621 さをの先の扇をいよ 四685︿略﹀ねずみに足のゆび
しのみが︑︿略﹀︒
の道子です︒
をくひきられました︒
といふのでせう︒
四472 ︿略﹀友一のあねの道子 四571圏園 く略V︑ 見上げるほど
です︒

四574圃︿略﹀︑山のふもとの
大木は︿略﹀︒

ハジマツテ居マス︒

︿略V︑大ゼイノ大工サン

のことでしたが︑︿略＞Q

雪ノヤウニ白ウゴザイ

マスガ︑︿略V︒

四704

したらうかと︿略﹀︒

四698︿略﹀︑足のきずはどう

ゑをきくと︑︿略﹀︒

四655よ一はく略V︑海の中へ 四696 ︿略﹀︑今でも山がらのこ
赤い扇はかなめのきは

のり入れました︒

四666

をいきられて︑︿略﹀︒

赤い扇は︿略﹀︑なみの
上におちました︒

四668

四673 ︿略﹀︑みんなが馬のくら
をたたいてよろこびました︒

ろこびました︒

なが馬のくらをたたいてよ

す︒

︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

四681たいそうよくなれて︑私 四722東の村では﹁︿略﹀︒﹂と

羽かつてありました︒

四678私のうちに山がらが一 四718私は道ばたの一本杉で

テイ行ツテ居マス︒

四714︿略﹀︑ナカマノモノが大

居マス︒

ナカマノモノが大テイ行ツテ

四713

クハナク︑︿略﹀︒

ヨクキレルカンナガスウ 四672をかの方ではく略﹀︑みん 四705 ︿略V︑雪ノヤウニツメタ

ガ毎日其ノ中デ仕事ヲシテ
居マス︒

四602

ツト板ノ上ヲ通ルト︑︿略﹀︒

四606私ハ昨日大工サンカラ
木ノキレヲタクサンモラツテ︑
︿略﹀︒

とかくごをきめて︑︿略﹀︒

四577私ノウチデハ此ノゴロ 四651よ一は心の中で︑︿略﹀ 四695これは私が七つの年

かしの木か︒

四575圃︿略﹀あのしひの木か︑

かしの木か︒

四575圃︿略﹀あのしひの木か︑

大木は︿略﹀︒

︿略﹀お前の所へゑは 四574圏︿略﹀︑山のふもとの

からお前の所へゑはがきが

四522園 勝太郎︑東京のをぢさん
來ました︒

四523囹
がきが來ました︒

が東京の空をとびました︒

四531團此のあひだひかうせん
四534 東京の宿屋で︑山國の
ものと︑島脱のものがおちあ
ひました︒

四534 ︿略V︑山下のものと︑島 土ザウノブシンガハジマツテ
居マス︒
國のものがおちあひました︒
國のものがおちあひました︒

四535︿略﹀︑山下のものと︑島 四577 ︿略﹀土ザウノフシンガ

が

四535 山國のものが﹁︿略V︒﹂と 四582
いへば︑︿略﹀︒

︿略V︑島國のもの

そこへ宿屋のていしゅ

﹁︿略﹀︒﹂といってあらそひます︒

四538

四542
が來て︑﹁︿略﹀︒ ﹂

ひの木は︑︿略﹀︒

四561圏︿略﹀山のふもとのし

ます︒

四618

一人のくわんちよが其の

︿略﹀山のふもとのし 四616︿略﹀︑其のさをの先には︑ 四674海の方でもへいけ方が
︿略﹀︑ 皿度にどっとほめました︒
ひらいた赤い扇がつけてあり

ひの木は︑︿略﹀︒

四561圏

四561圃︿略﹀山のふもとのし
ひの木は︑︿略﹀︒

四563黒山の中からころげ出て︑ 下に立って︑まねいて居ます︒
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いひ︑︿略﹀︒

四723囹

一本杉のうしろへお日

様がおはいりになった︒
などと申します︒

四724︿略﹀︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂

ふところから
四725囹 一本杉の
お月様がお上り になった︒
人が生れたり︑死んだり︑

四728 ︿略﹀︑東の村や西の村
に︑
︿略﹀︒

星檬が光りはじめるころにな
︿略﹀︑小さなわらぶきの

つて︑︿略﹀︒

四752

四773

︿略﹀︑夕方の汽車でかへ

モモノ花が花イケニサ

シテアリ︑︿略﹀︒

四糾4

りました︒

︿略﹀︑二番目の金持だと 四838

いはれたうちにく略V︒
︿略V︑大きくなっても︑う

ちの仕事もせず︑︿略﹀︒

四776

ニ︑︿略﹀︒

四852園ダイリ様ノ下ノダン

ニ︑︿略﹀︒

四852園ダイリ様ノ下ノダン

前ニスワツテナガメテ居マス︒

此の人たちの田や畠 四778それでとうとう家も土ざ 四糾7 今オキクトオヒナ檬ノ

うちへかへって行きました︒

うも田も畠も人の物にな

四753
の作り方はていねいでしたか

つてしまひました︒

此の人たちの田や畠 四785私の下で︑長い間しょ

ら︑︿略﹀︒

四754

さむい日のことで︑︿略﹀︒

んぼりとして居まして︑︿略﹀︒

四791

うつとさせてやりましたら︑︿略﹀︒

つた︒

四801

︿略﹀朝九時の汽車で︑

をくったり︑︿略﹀︒

四806

返たいに居るにいさんの所へ
出かけました︒

︿略﹀︑オ花ノオカアサン

十郎が五つ︑五郎が三つ

の年に︑︿略﹀︒

四901

ガ來マシタ︒

四872

四864園 五人バヤシノ 一番右二
居ル人ハ︿略V︒

ウデス︒

翻弄ザツテアルノデセウ︒
四862園 ダイリ檬ノゴ家來ダサ

今の村長さんのおとう 四792︿略﹀︑私が風の音をこ 四858園 クワンヂヨノリヤウワキ

の作り方はていねいでしたか
ら︑︿略V︒

四758

さんもおとなしい人で︑︿略﹀︒

四762西の村一番の金持の
むすめさんが︑︿略﹀︒

四762西の村一番の金持の
むすめさんが︑︿略﹀︒

四763西の村一番の金持の
︿略﹀むすめさんが︑此の

むすめさんが︑︿略V︒

四807 ︿略﹀︑軍たいに居るにい 四903 母は泣きながら二人の
子どもに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
さんの所へ出かけました︒

︿略﹀︑みなもとのよりとも

をつれて居ます︒

四922

といふ大將のお氣に入りで︑

︿略﹀︒

來をつれて居ます︒

むかふのてい車場へ着い 四923︿略﹀︑いつも大ぜいの家

から︑︿略﹀︒

そばへよることも出富ません︒

四835ひるのごはんをたべて 四924 二人のものはなかなか

たら︑︿略﹀︒

四833

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家來

人の所へおよめに來ました

はじめたのだらう︒

四816園河上の方で雪がとけ 四921 けれどもかたきのくどう
今の村長さんもく略﹀︒

が︑︿略﹀︒

四766

四763

學校の行きかへりに道草

今の村長さんのおとう 四四4園 此の人も一本杉の外
にないてくれるものがなくな

さんもおとなしい人で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑東の村や西の村 四758

に︑人が生れたり︑死んだり︑

四731
︿略﹀︒

を︿略﹀︒

長さん のおちいさんやおばあ

四742
私は東の村の今の村
さん

四742
私は東の村の今の村
を︿略﹀︒

長さん のおちいさんやおばあ
さん

ちいさん やおばあさんを︿略﹀︒

四742︿略﹀今の村長さんのお
四743 ︿略﹀今の村長さんのお
ちいさん やおばあさんを︿略﹀︒

四746せいの高い私の目にも︑

に生れた人のでした︒

目の金持だといはれたうち

四772それは西の村で︑二番

が私の前を通りました︒

四766 今の村長さんも子ども 四828 ほぼしらが二本︑えんとつ
まだ お日様が見えない中から︑
が四本の船です︒
の時からすなほで︑なさけぶか
︿略﹀︒
四831そばに乗って居た人の
四746せいの高い私の目にも︑ い人でした︒
四771此の間さびしいおさう式 話では︑︿略﹀︒
︿略﹀︒

四748又私のかたの上で︑お
星様が光りはじめるころにな
つて︑︿略﹀︒

四751又私のかたの上で︑お

の一の
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五33園

四月四日の朝︑自問で僕が机
ここがあなたの教室です︒

の上をふいてみると︑︿略﹀︒

五28

四932 ある年︑よりともは日本 五28 四月四日の朝︑三番で僕が机
の上をふいてみると︑︿略﹀︒
中のさむらひを引きつれて︑
︿略﹀︒

四933 ある年︑よりともはく略﹀︑

ふじのまきがりをいたしました︒
︿略﹀︑二三日たつと︑前から

の友だちのやうになりました︒

五52

四934かたきのくどうもよりと 五44園 これは級長の山田さんです︒
ものおともをして行って居ま
す︒

︿略﹀︑目はほほづきのやう

んが︑一入の娘を中において泣いて
ゐました︒

五103園
に赤く︑︿略Vつ

杉の木が生えてゐます︒

五104園︿略﹀︑せ中には︑ひのきや

酒が三千ると︑みことはそれ
︿略﹀︑八二の大蛇の与るのを

を八つのをけに入れさせて︑︿略﹀︒

五108
五111

︿略﹀︑冬でもめったに雪のふ

本の南の方で︑︿略﹀︒

五54

ることがなく︑︿略﹀︒

こちらは今さくらのさかりで

すが︑︿略﹀︒

五61

聞けば級のものが二三人で︑

間もなく大蛇が來て︑八つの
頭を八つのをけに入れて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

に入れて︑︿略﹀︒

五113︿略﹀︑八つの頭を八つのをけ
五116

をぬいて︑︿略﹀︒

いた︒

五175園金の鳥がついてゐますね︒

五177園 ︿略﹀︑鶏のついてみるわけ

く略V︑金色の鶏が一羽とん

は知ってみるだらう︒

く略V︑天皇のお弓の先にと

で來て︑天皇のお弓の先にとまった︒

五188園

まった︒

五188囹

まった︒

五191園︿略﹀︑天皇のお弓の先にと

のやうで︑︿略V︒

五192園鶏の光がまるでいなびかり

のやうで︑︿略＞Q

五194園鶏の光がまるでいなびかり

五198園 ︿略﹀︑職孚の時︑大きな手

其のいはれで︑︿略﹀勲章

がらを立てた軍人に︿略﹀︒

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

に︑金の鶏をおつけになったのだ︒

尾をお切りになった時︑つる 五201園
ぎのはがこぼれました︒

五121
五124

さをの先の矢車ががらがらと

さをの先の矢車ががらがらと

其のたびに︑鯉のかげが地の

其のたびに︑鯉のかげが地の

上をおよぎます︒

五221

上をおよぎます︒

五221

よりも高く尾を上げます︒

五216 ︿略﹀︑鯉が︿略﹀︑家のむね

鳴ると︑︿略﹀︒

五208

鳴ると︑︿略＞Q

五208

くてってゐます︒

五207 ︿略﹀︑青葉の上に日が氣持よ

上に日が氣持よくてってゐます︒

自分の物にしてはならぬとお 五207
ぼしめして︑天照大神へお上げにな

つゴり方の時間に︑すゴめが

つゴり方の時間に︑す〜めが
︿略﹀︑新しい筆で書き方のお

海軍のをぢさんがお出でにな
せんさう

五174園あ＼︑今度の戦事でいたゴ

つて︑︿略﹀︒

五166

けいこをしました︒

五163

教室の中へとびこみました︒

五156

教室の中へとびこみました︒

五156

を廣げてとめて下さいました︒

︿略V︑よそのをぢさんが大手

中村君を生いきだといって︑いぢめ

いつも

ある時︑出雲の國のひの川の
ある時︑︿略﹀ひの川のはた
︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

五145

りました︒

日本の男は泣くものではな

天照大神の弟の方に︑すさ

あまてらすおほみかみ

五85

をお通りになりますと︑︿略﹀︒

五78

はたをお通りになりますと︑︿略﹀︒

五78

五76天照大神の弟の方に︑︿略﹀︒

あまてらすおほみかみ

した︒

のをのみことと申す神様がございま

五了6

い︒

五67園

たのださうです︒

五64

待っていらっしやいました︒

四935 ︿略﹀よりとものおともを 五52 ︿略﹀︑二三日たつと︑前から
の友だちのやうにな紅ました︒
して行って居ます︒

五113

本の南の方で︑︿略V︒

五53

中村君がこれまで居た所は日

野へ急ぎました︒

四937 兄弟は︿略﹀︑ふじのすそ

ばんの事です︑︿略﹀︒

四941五月二十八日︑雨のふる 五53 中村君がこれまで居た所は日
四941五月二十八日︑雨のふる
ばんの事です︑︿略﹀︒

のやかたへ向ひました︒

四943 ︿略﹀︑二人は︿略﹀くどう

今夜かぎりのいのちと

思って︑︿略﹀︒

四944

兄弟はくどうのやかた

へふみこみました︒

四951
四964︿略﹀︑まくらもとの刀を
取っておき上らうとしました︒

神のみ

五13幽 大日本︑大日本︑ 神のみ
す ゑ の 天 皇 陛 下 ︿略﹀︒

五13圃大日本︑大日本︑
すゑの天皇陛下く略V︒

おぼしめされる︒

五15韻 ︿略﹀ われら國民七千萬を
わが子のやうに

五26圏 ︿略﹀︑月日とともに︑ 國
の光がかがやきまさる︒
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よく今日からはじまりました︒

五224 ︿略﹀島屋の大責出しは︑い

うにあつまってゐました︒

五227 島屋の前には︑人が黒山のや

うにあつまってゐました︒

五227 島屋の前には︑人が黒山のや

してあって︑︿略﹀︒

き
五228 二かいのまどに萬國旗がつる
︿略﹀︑おくの方からたえずち

くおんきの音が聞えて來ます︒

五232

下のかざりまどには︑︿略V︒

マス︒

五271
．マス︒

五272

︿略﹀︑南ノ國ヘカヘツテ行キ

︿略﹀︑人ノ家ニスヲ作ツテ︑

ツバメハ田や畠ノ作物ニツク

ヒナヲソダテマス︒

五274
ツバメハ

︿略﹀︑人ノヤクニ

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑︿略V︒

五275

これが私のうちです︒

立ツ鳥デス︒

五281

︿略﹀︒

五294圏

もえる木のめに春風吹けば︑
うちのまはりのう

うちのまはりのう

︿略﹀︒

︿略﹀︑

め︒もも・さくら︑

五295圃

く略V︑

うらの小山に秋風吹

うちの前には小川が流れ︑

め・もも・さくら︑︿略﹀︒

五295圖

︿略V︒

五298圏

︿略﹀

く略﹀︒

︿略﹀︑ 木々のしっくもき

けば︑︿略﹀︒

五311圏

五312幽

のことなって︑

ばんのごはんのお
く略V︑

てん

︿略﹀︑りやうがはの歩道に人
︿略﹀︑りやうがはの歩道に人
はいたつ

︿略﹀︑新聞配達と四五人の人

五334此の時何の氣もなく自分のう

のすがたが見えるだけでした︒

五333

のすがたが見えるだけでした︒
はいたつ
︿略﹀︑新聞配達と四五人の人

五332

通のたえることがありません︒

五325

通のたえることがありません︒

五325

五324私のうちの表通は︿略﹀︒

車が引切なしに通って︑︿略﹀︒

五32私
4のうちの表通は電車や自轄

︿略﹀︒

本のおさらひすました後は
五321圏

ば︑︿略﹀︒

五314圏
松をのこして木の葉がちれ

かずにまじる︒

五313國

かずにまじる︒

︿略V︑風の音と水の音より外 五313蟹 ︿略﹀︑ ばんのごはんのお
︿略﹀︑風の音と水の音より外

庭さきのもみちの木は︑前の
庭さきのもみちの木は︑前の
庭さきのもみちの木は︑前の

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五284

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五284

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五284

には︑何の音も聞えません︒

五283

には︑何の音も聞えません︒

五282

には︑何の音も聞えません︒

五234 ︿略V︑おくの方からたえずち 五282 ︿略﹀︑風の音と水の音より外

︿略﹀︑目のさめるやうなちり

くおんきの音が聞えて來ます︒
五236

めんや︑︿略﹀︒

五236

五238 入口の左手には︑小切やえり
や帯あげなどがたくさん下げてあっ
て︑︿略V︒

五244 店の中へはいって見ますと︑
︿略﹀︒

來て︑お客の前につみ上げます︒

五248 ︿略﹀反物や帯地をかついで

うら一めんの林は私のうちの
うら一めんの林は私のうちの
うら﹇めんの林は私のうちの
︿略﹀︑此のごろは栗の花がた

しゃつて︑︿略﹀︒

五288此の間町のをばさんがいらっ

くさんさいてゐます︒

五287

もので︑︿略﹀︒

五286

もので︑︿略﹀︒

五286

もので︑︿略﹀︒

五253 ︿略V︑店のしるしのついた手 五286
︿略﹀︑店のしるしのついた手

ぬぐひと物さしが く 略 ﹀ ︒

五253

ぬ ぐ ひ と 物 さ し がく略﹀︒

五257 ツバ瞬時トブコトが上手ナ鳥
デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑物
︿略﹀︑ガンが北ノ國ヘカヘル

ニ ツ キ ア タ ル カ ト思フト︑︿略﹀︒

五265

︿略﹀︑南ノ國カラワタツテ來

コロ︑︿略﹀︒

五265

此の公簿の氣もなく自分のう

ちを見て︑︿略﹀︒

五335

ちを見て︑︿略﹀︒

五342 ︿略﹀︑屋根の上に頭を出して

私のうちの右どなりは小間物

みるひよう松は︑︿略﹀︒

五344

私のうちの右どなりは小間物

屋で︑左どなりは時計屋です︒

五344

時計屋の前に電車の停留場が

屋で︑左どなりは時計屋です︒
ていりう

五345

ていりう

時計屋の前に電車の停留場が

あります︒

あります

五糾5

五351 ﹁おかあさん︑お天恩は︒﹂と︑

遠足のしたくをして念校へ行

とこの中からおき㌧すると︑︿略﹀︒

くと︑︿略﹀︒

五354

五355 ︿略﹀︑もう級のものが大分來

學校の門を出て西へ向ひまし

てるて︑︿略﹀︒

た︒

五357

五357 平尾山のすそへ行くと︑︿略V︒

いたどりは私どものせいほど

にのびてゐました︒

五362

へ行くと︑︿略﹀︒

五365大道へ出て︑となり村の入ロ

三匹ほってありました︒

五367 ︿略﹀︑道ばたの立石にさるが

に行きました︒

五381 ︿略﹀︑松山の下へ瓦やきを見

此所を出て︑となり村の學校

の前へ行くと︑︿略﹀︒

五384
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五384 此所を出て︑となり村の下校
の前へ行くと︑︿略﹀︒

五387 此の時私どもの村へよく物責
に 回 る お ち い さ んが︑︿略﹀︒

五388 ︿略﹀︑紺のふろしきつつみを
しょって來て︑︿略﹀︒
まん

五394 八幡様の高い石だんを上りつ
めた所に︑︿略﹀ ︒

五395 ︿略V︑しめをはった大きな杉
しば

︿略﹀ ︑ 舞 殿 の よ こ の 芝 の 上 で ︑

でん

の木がありました︒
五401

でん

しば

しば

こづかひ

︿略﹀ ︑ 拝 殿 の よ こ の 芝 の 上 で ︑

︿略﹀ ︑ 拝 殿 の よ こ の 芝 の 上 で ︑

でん

べんたうをたべ て み る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
五401
︿略﹀︒

五401
︿略﹀︒

ま

になりました︒

大ぜいの女どもにまじってい

などで︑︿略﹀︒

今日のお書典はうち中︑目が

まはるほどいそがしうございました︒

五477

敵うすい吉野紙のやうな作り

又うすい吉野紙のやうな作り

かけの繭の中で︑︿略﹀︒

五486

かけの繭の中で︑︿略﹀︒

︿略V︑たけるは尊を見つけて︑ 五485

らっしやいますと︑︿略﹀︒

五426
五427
自分のそばへ呼びました︒

此の皇尊はふところのつるぎ

を出して︑︿略﹀︒

五434

を出して︑たけるのむねをおつきに

今桑をたべてみる慧も︑明日

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

ハジメハ綜スヂホドノ流デス

ヅ

︿略﹀︑流モ早クナリ︑水ノカ
チ

雨水ノ流レル道ハ地無ニカイ
タ川ヲ見ルヤウデス︒

五516

サモ多クナリマス︒

五514

ガ︑︿略﹀︒

五512

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

五511

ふさうです︒

の朝までには︑たいてい上ってしま

五493

かけの繭の中で︑︿略﹀︒

五435此の皇尊はふところのつるぎ 五486 弔うすい吉野紙のやうな作り

なみくの者なら︑﹁あっ﹂

なりました︒

五436

こ

︿略﹀︑たけるも熊襲のかしら

とさけんで死にませうが︑︿略﹀︒

五441
み

われは天皇の皇子やまとを

だけあって︑︿略﹀︒

五447囹
ぐな︒

五472
︿略﹀︒

五475

五475

昨日からうちの慧が上りはじ
上る頃には︑慧のからだがす

ノヤウニナリ︑︿略﹀︒

地ノ中ニシミコンデ︑井戸水
ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒

イヅミ

五525

イヅミ

︿略﹀︑井戸水や泉ノモトニナ

或日山の中で︑こけに足をす

ルノモアリ︑︿略﹀︒

五526

五538

五544

なめてみると︑酒のあちがい

いっか此の事が天皇のお耳に

たします︒

五552

な ら

︿略﹀︑わざく奈良の都から

入りまして︑︿略﹀︒

ぎやうかう

五553

これは親孝行のほうびに︑

酒の出る所を御らんになって︑

美濃の國へ行幸になりました︒

五554

︿略V︒

五555園

日本の國には︑景色のよい所

神々がさづけられたにちがひない︒

がたくさんありますが︑︿略﹀

五563

日本の國には︑景色のよい所

がたくさんありますが︑︿略﹀︒

五563

松島は大小二三百の島が︑海

の三つを︑昔から日本三景と申しま

五564 ︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

す︒

上三四里の間にちらばってみて︑

五566

︿略﹀︒

五566 ︿略﹀︑海上三四里の間にちぢ

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

ばってみて︑︿略﹀︒

りのよい松がしげってゐます︒

五568

あたりの高い所からもながめ

ますが︑︿略﹀︒

五568

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

の間を通って見物します︒

五572︿略﹀︑多くは舟に乗って︑島

五573

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

いつ見てもよい景色です︒

いつ見てもよい景色です︒

︿略V︑石の中から酒ににた物 五574
がわいてるます︒

五543

で︑︿略﹀︒

すると酒のにほひがしますの

べらせて︑︿略﹀︒

もう桑の葉をたべないで︑

五541

︿略﹀︑かごのうらや棚のすみ

かけはじめますから︑︿略﹀︒

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

︿略V少しでもおくれると︑

き通るやうになります︒

五471

めました︒

五468

を入れる︒

五465挙上のうすには︑どうして米 五518 低クテ廣イ所二番マルト︑池

上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

五464園米をつくのに︑上にもうす

五402 ︿略﹀︑さっきの學校の小使 五461園 日本一の事をくふうした︒

こづかひ

さんが委ゆを持って來て下さいまし
た︒

ゑ

五402 ︿略﹀︑さっきの家蝿の小使
さんがく略﹀︒

五406 先生が︿略﹀給馬のお話をし
︿略﹀ ︑ た ん ぽ の 小 道 へ 出 て ︑

て 下 さ い ま し て から︑︿略﹀︒

五407
くまそ

三時ごろ毛筆へかへりました︒

五412 昔熊襲のかしらに川上のたけ
るといふ者があ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ひませんでした︒

五413 ︿略V︑天皇のおほせにしたが

五423 尊はかみをといて︑女のすが
︿略﹀︑其の家の中へおはいり．

たになり︑︿略﹀︒

五425
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五578 其の洲の白い砂の上に︑青い
松 が 一 面 に 立 っ てるて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑

空のゑぎぬへ一筆

だれがかいたか︑

だれがかいたか︑虹の橋︒

五613圖
に︑
︿略﹀︑

五616圃雨のはれ間にちよつと出て︑

虹の橋︒

五614圏

︿略﹀︑長い橋のやうに見えま

用ありさうに天と

遠きをつなぐ雲の上︒

︿略﹀︑

五617圏
地の

︿略﹀︒

しか
︿略﹀︑島の山には鹿がたくさ

松 が 〜 面 に 立 っ てるて︑︿略﹀︒

五581 其の洲の白い砂の上に︑青い
五582
す︒

五585
んすんでゐます ︒
いつくしま

向ふの田から大空

遠きをつなぐ雲の上︒

小山の

あのあざやかな色どりも

村ざかひの峠へ上りますと︑
村ざかひの峠へ上りますと︑

あれは神明様の森だが︑
神明様のこちらにある白壁

造の家は工場ですか︒

︿略﹀︑ちやうど田の草取のさ

道の爾がはは一面に青田で︑

かけて行きます︒

五662
︿略﹀︒

五663

い中です︒

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五664園うちの方では︑田に水がな
此の村にはよく水がありますね︒

すそに︑大きな用水池があって︑其

五701 ︿略﹀︑外に村のさかえる工夫

︿略V︑庄屋は方々の村へ用水

はあるまいといふので︑︿略﹀︒

村の人はく略V普請の手つだ

池を見に出た︒

五705

五708

︿略V︑一日置に普請の手つだ

ひをすることになった︒

五711

︿略﹀︑いろくの工事に︑村

ひをすることになった︒

氣早な者は自分の持地を田に

つだんくじやうも出なかった︒

五722 ︿略﹀︑一年ばかりの問は︑べ

づをうけてはたらいた︒

五713 ︿略﹀︑村の人は普請方のさし

づをうけてはたらいた︒

五713 ︿略﹀︑村の人は普請方のさし

の人は︿略﹀はたらいた︒

五667園此の村には︑．向ふの杉山の 五713
所から水を引くからだ︒

すそに︑大きな用水池があって︑其

五668園此の村には︑向ふの杉山の
所から水を引くからだ︒

私どもの村では︑どうして

を田地にして︑︿略﹀︒

とは思ったが︑︿略﹀︒

翌年の春︑大雨がふりつゴい

庄屋は村の者にいろく言つ

かうなっては︑もう庄屋の悪

口を言ふ者ばかりで︑︿略﹀︒

五742

へおし出した︒

五741 ︿略﹀︑池のたまり水が村の中

へおし出した︒

五741 ︿略﹀︑池のたまり水が村の中

手がくつれて︑︿略﹀︒

五738 ︿略﹀︑其の年のつゆに︑又土

ので︑︿略﹀︒

五737 ︿略﹀︑運の悪い時には悪いも

て聞かせて︑︿略﹀︒

五聡6

て︑︿略﹀︒

五725

造りかへたといふことだ︒

︿略﹀︑となり村の用水池を 五723

池を掘らないのでせう︒

五672園
五．675園

︿略﹀︑此の村の名を言ふと︑

見て行くことにしよう︒
五683

﹁あ＼︑あの貧乏村か︒﹂と言はれた

此のあたりの青田も︑其の頃

ものださうだ︒

五685

や

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑

は大ていあれ地で︑︿略V︒
しやう
︿略﹀︒

五688

考へたすゑ︑︿略﹀︒

五645園神明様のこちらにある白壁 五691 ︿略﹀︑村のことをいろくと

造の家は工場ですか︒

五644園

︿略﹀︒

五641園

とした森があるだらう︒

五638園あのたんぼの中に︑ちよつ

もう町が目の下に見えます︒

五634

もう町が目の下に見えます︒

五633

五627圏だれがけすのか︑虹の橋︒

方はもう見えぬ︒

しだいくにうすくなり︑

五626圏

五622圃だれが渡るか︑虹の橋︒

地の

五587 島の東北に嚴島神社があり 五621魍 ︿略﹀︑ 用ありさうに天と
ます︒

五588 朱ぬりの社殿が山のみどりを
後にして︑︿略﹀ ︒

五588 朱ぬりの社殿が山のみどりを
後にして︑︿略﹀ ︒

︿略﹀︒

五592 ことにしほのみちた時は︑
くわいらう

五593 ︿略﹀︑社殿や廻廊が海の中
に浮いて︑︿略﹀ ︒

五596 社前の海に︑日本一の大鳥居
があります︒

五597 社前の海に︑日本一の大鳥居
があります︒

五604圏 森も小山も下に見て︑ 向

︿略﹀︑

ふの田から大空の 雲までと9く弓
のなり︒

五604醐

の 雲までとゴく弓のなりQ

五692

五652園

になったはずだ︒

五655園あ︑町の方へ馬車が二だい

︿略﹀︑どうかして村のあれ地

五605圏 く略V 雲までとゴく弓のな 五647園あの青田の中にあるのだら

此の事を村の相談にかけた︒

五606圏 だれがかけたか︑虹の橋︒
七 つ の 色 をならばせて︑︿略﹀︒

う︒

五697

村の人々は中中大きな仕事だ

り︒

まゆ
うちの繭もあの工場で生綜

五697
と︑

五612圃赤・黄・みどりやむらさき
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五746 其の図南をみんな庄屋が自分
のふところがら出した︒

五752 しまひには妻や子どもの着が
へまでもないやうになった︒

五753 人の一心といふものはえらい
もので︑．︿略﹀︒

うまくいった︒

五754 ︿略﹀︑三度目に土手の工事は
五755 一雨毎に池の水はふえた︒

それだ︒

五778

親のほねをりが子の時になつ
親のほねをりが子の時になつ

てあらはれたのであらう︑︿略﹀︒

五778

ひ

土手の此の記念碑に︑今話し

てあらはれたのであらう︑︿略﹀︒

五784
此の山の杉も庄屋が先に立つ

た事がくはしく書いてある︒

五785
て植ゑたのださうだ︒

かりまたは︑矢じりがつばめ

どい矢で︑︿略﹀

五821

の尾のやうにわれた︑たいそうする
どい矢で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑宗任はつい此の間義家

にかうさんしたてきの大儀なのです︒

五823

︿略﹀︑義倉の家彫どもはひや

︿略﹀︑叔母さんの町に大水

くしたといひます︒

五826
五832團

いかな日でも葉書の百枚や封

になる郵便物を︿略﹀︒

五908

いかな日でも葉書の百枚や封

書の三十通ぐらゐは︑︿略﹀︒

書の三十通ぐらゐは︑︿略﹀︒

五911

五911 ︿略﹀︑私の口にはいらないこ

作物の種や商品の見本も入れ

とはありません︒

五914

作物の種や商品の見本も入れ

てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五915

︿略V︑皆様が私のロへお入れ 五963

それも品と目方によって切手

郵便物をあつめる人は︑毎日

其のあつめに來る頃に︑急ぎ

いっか大そう雨のふるばんに︑

︿略﹀︑

一こてく︑大き

庭サキノブダウ棚二︑今︑夕

︿略﹀ウスムラサキノ實ハ︑

キノ實ハ︑︿略V︒

フサくト下ツタウスムラサ

日ガサシテヰマス︒

五961

な土藏の壁をぬる︒

五955翻

へ出した封書や︑︿略﹀︒

五941 ︿略﹀︑遠方に居るむすこの所

︿略V︒

五938

の封書を入れに來る者が︑︿略﹀︒

五925

明けて持って行きます︒

きまった時刻に來て︑私のおなかを

五924

の債がちがひます︒

五922

手がはってあります︒

五田8 ︿略﹀︑はがきの外はきっと切

てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五843国︿略﹀︑中々のさわぎでした︒

が出たさうです︒

五845囲く略V︑四日の日は朝からひ 五918 私の口にはいる物は︑︿略V︒

く略V︑急に川水の音がこう

︿略﹀︑二階のまどからのぞ

私は町の辻に立ってるる郵便

︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

る入の外は︑私のからだにさはる者

五898

函であります︒

ばこ

五895

たふれて︑︿略﹀︒

五868団︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

洗ひました︒

五861團︿略﹀︑水が表の通をさっと

いて見ますと︑︿略﹀︒

五858困

くと聞えて來て︑︿略﹀︒

五854囲

どい雨で︑︿略﹀︒

もゆびをりの金持村だと言はれてる
︿略﹀︑今︑郡の中でもゆびを
︿略﹀︑郡の中でもゆびをりの

今年のひでりにも︑此の用水
義家はせ中のうつぼから︑か
︿略V︑顧問の間をねらって︑

︿略﹀︑頭の上をすれくにい
はな
矢は狐の鼻のさきの地面につ

︿略V︑私のからだにさはる者

がありません︒

五898

五905

︿略﹀︒

五905私のやくめは︑御承知の通り︑ 五962

私のやくめは︑︿略﹀︒

がありません︒

はな
矢は狐の鼻のさきの地面につ

五905

かりまたは︑矢じりがつばめ
の尾のやうにわれた︑たいそうする

五821

つ立って︑︿略﹀︒

五802

つ立って︑︿略﹀︒

五802

はな
矢は狐の鼻のさきの地面につ

つ立って︑︿略V︒

五801

ました︒

五801

頭の上をすれくにいました︒

五798

りまたをぬいて︿略﹀︒

五796

池にはあんなに水がたまってみる︒

五788

金持村だと言はれてるる︒

五787

りの金持村だと言はれてるる︒

五787

る︒

五755 それを見て︑村の人は急にあ 五787 昔の貧乏村は︑今︑郡の中で
れ地を田にしだした︒

五757 一冬ごして︑春には池の水が
一ぽいになった︒
にかけて︑水はありあまった︒

五757 六月の田植時から七月・八月
五762 ︿略V︑庄屋は池が出來上った
年の冬︑死んでしまった︒

五763 長い間の苦勢が病氣のもとで
あったといふことだ︒

五763 長い間の苦髪が病氣のもとで
︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ

あったといふことだ︒
五768
れて里へ蹄ってみた︒

五772 其の後押の人は︑庄屋の家屋
敷や田地を買ひ も ど し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五773 其の後村の人は︑庄屋の家屋
︿略﹀︑妻や子どもに︑もとの

敷や田地を買ひ も ど し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五775

家へ蹄ってもらった︒

五777 あの白壁造の土台のある家が
それだ︒

五777 あの白壁造の土藏のある家が
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美シイ玉ノヤウ二見エマス︒

五965 叔父サンノウチニモ︑ブダウ
棚ガゴザイマス︒

五966 ソレニハ黒ミノアルムラサキ
色ノ實ガナツテヰマス︒

五966 ソレニハ黒ミノアルムラサキ
色ノ實ガナツテヰマス︒

五967 ウチノブダウト四種ガチガフ
ノダサウデス︒

五97一 ブダウニハ︑マダイロくノ
種類ガアルトイヒマス︒

五972 私ドモハブダウノ實ヲ生デタ
ベマスガ︑︿略V︒
くま

五977 二人の者が山の中を通ると︑
熊が出て來ました ︒

くま

五977 二人の者が山の中を通ると︑
熊が出て來ました ︒

停車場の階上には︑役所もホ

が百八十四間もあります︒

五棚2
階下の入口には︑︿略V︒

テルもあります︒

五畿3
︿略﹀︑此の外に中央郵便局の

︿略﹀︑いろくの責店もあり

分室もあれば︑︿略﹀︒

五棚6

ます︒

五川7
此の停車場から︑毎日七八千
汽車の爽着時刻が近づくと︑

人つつの人が乗降りします︒

五齪2

︿略﹀︒

五槌3

ひ

は︑いつもつもってみるといふこと
だ︒

か

ハハイレマセンガ︑︿略﹀︒

銅以上デス︒

六125園︿略﹀︑人ノ役二立ツコトハ

六132園私タチノサビルノ二人が使

松山の入口で︑赤くなってゐ

僕が紅色のきれいなきのこを

山の中でも︑三軒家でも︑

木びきの力藏さんがうたをう

何の木か︑おがくつが大そう

鉛色の空は次第扇蟹に低くな

て︑︿略﹀︒

六195 ︿略﹀︑濱の松は身をふるはせ

つて來ます︒

六194

へてくれました︒

六181 ︿略﹀︑栗林の下のくぼ地を教

へてくれました︒

六181 ︿略﹀︑栗林の下のくぼ地を教

所はありませんか︒

六174園此の近くに︑しめちの出る

よくにほってゐました︒

六168

たひながら︑︿略﹀︒

六166

住めば都よ︑わが里よ︒

六164圏

取って︑︿略﹀︒

六151

たぐみを一枝折ると︑︿略﹀︒

六144

さんときのこ取に行きました︒

ハナイカラデス︒

内地では甲斐の白根で︑一

六66園富士山の次は︒
六67園

あかしさん

六143 ︿略﹀︑昨日のお書すぎ︑にい

やりがたけ

信州の槍岳や赤石山で︑

しんしう

万五百尺︒

六72囹

みかさ

印度のヒマラヤ山は世界一

いんど

どれも一万尺以上ある︒

六76園

かすが

奈良の春日山や三笠山は千

なら

で︑︿略﹀︒

六81園

尺そこくだが︑︿略﹀︒

六83園︿略﹀︑京都の東山にしても
︿略﹀︑金物屋ノ店デ︑ヤクワ

さうだ︒

ントテツビンガ︑ジマン話ヲシ合ヒ

六92

朝飯の時こんな話が出ました︒

よけいに取れさうだ︒

六12囹今の分では去年より七八俵
六16

マシタ︒

︿略﹀︑中デ一番人ノ役二立

︿略﹀︑私ドモノ仲間ノ銅デ

六124園

︿略﹀︑キクワン車・軍艦ノ

今デハ鐵ハオアシノ仲間二

ヤウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

六122園

サイ物カラ︑︿略﹀︒

冬時の海には︑よくこんなこ

六207 ︿略﹀︑﹁これが五日もつ皮く

とがあります︒

六204

えません︒

六121主意ノ外︑釘や針ノヤウナ小 六203 ︿略﹀︑汽てきの音は少しも聞

ノ乗ルゴトクモ鐵デス︒

六118園飯ヲタクカマモ︑︿略﹀︑私

ニモナリマス︒

六108園︿略﹀︑私ノヤウナヤクワン

アラウト思ヒマス︒

六96園

ト思ヒマス︒

ツノハ︑私ドモノ仲間ノ銅デアラウ

六96園

ッノハ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑中デ一番人ノ役二立

今日はうちの者がみんなたん

それでは日本一の高山は︒

六96園

六17

今どこのうちへ行って見ても︑

ぼへ稻こきに行きました︒

今どこのうちへ行って見ても︑
俵の山が出來てるます︒

六24

俵の山が出來てるます︒

五978 一人は早く見つけて︑木の上 六24
︿略﹀︑ほんたうの死人だと思

へにげ上りました ︒

五986
つたのでせう︑︿略﹀︒

三つ目の山が出來か＼つてゐます︒

五991園僕は木の上から見て︑びく 六28 昨日までに二山出來て︑もう
くしてるた︒

ませう︒

五992園熊が君の耳の所へ口を持つ 六35 ︿略﹀︑三つ目の山は出來上り
て行ったやうだが︑︿略﹀︒

何しろ一万二千五百尺もあ
六54園

塁湾の新高山さ︒

六57囹︿略﹀︑此の山のいたゴきに

たいわん

六55園

つて︑内地第一の高山だから︒

六53園

上ってときを作りました︒

五992園熊が君の耳の所へ口を持つ 六43 ︿略﹀にはとりが︑俵の山へ
て行ったやうだが︑︿略﹀︒

きゅうじやう

五欄3 東京停車場は東洋第一の大停
車場で︑︿略V︒

五欄4 東京停車場は︿略﹀︑宮城の
東にあります︒

五欄5 赤れんぐわの三階造で︑間口

の一の
276

と︑

海もみどり︑

ひぼしだ ︒ ﹂ と 言 ふ れ ふ し の こ

空もみどり︑

ゑが︑其所此所にします︒
六213韻

海につ玄く空のみ

空 に つ 〜 く 海のみどり︑︿略﹀︒

か丈みとか曳

沖へ急ぐ兄の小舟︑

すみき っ て ︑

六214圏 ︿略﹀︑
どり︑
み︒

六221圏︿略﹀︑
︿略﹀︒

となみ

濱へ早る父の小舟︑

ゑつ ち ゆ う

六222︿
圏略﹀︑
く略V︒

︿略﹀︑越中の國の礪波山に
六228
ちんを取りまし た ︒

其の夜 の こ と で す ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六255

︿略﹀︑馬の上には人︑人の上 六321 ︿略﹀︑車ノ音ヲ高クサセテ︑
ハシツテ行ツタ︒

アツテ︑︿略V︒

︿略﹀︑馬の上には人︑人の上 六322 橋ノタモトニ人力車ガーダノー

には馬︑︿略﹀︒

六255

屋根の上に霜がまつ白だ︒
ホ

トウ

六355

︿略V︑義纒のかぶとに引つか

源氏の者どもは義纒をかばひ

けようとします︒

六356

ためとも

ながら︑︿略﹀︒

六377園叔父天朝の弓のやうな強い

叔父爲朝の弓のやうな強い

ためとも

弓なら︑︿略﹀︒

弓なら︑︿略﹀︒

カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑ 六377園

マメ

コウヂ

コウヂ

︿略﹀煮豆屋ノリンが小路ノ
マメ

義纏は馬の上にうつぶしにな

︿略﹀︑むちのさきでそれをか

つて︑︿略﹀︒

六353

︿略﹀︒

六354

︿略﹀︑﹃これが義纒の弓

だ︒﹂などと言はれては︑源氏の名

折れになるからだ︒

義経に此の名を惜しむ心があ

つたので︑何時の戦にも勝つたので

六385

入螢後はじめて此の前の日

ございませう︒

六395國

︿略﹀歩兵の音吉君と二人

曜日に外出をゆるされた︒

六397圏

お前はなぜ自分の村の人と

で町を見物した︒

六401國

お前はなぜ自分の村の人と

見物しなかったかと思ふだらうが︑

︿略﹀︒

見物しなかったかと思ふだらうが︑

六401国

︿略﹀︒

工・輻重の五種があって︑︿略﹀︒

しちよう

六403団く略V︑兵には歩・騎・砲・

六403圏︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

になって來てるるのはく略V︒

六412国

︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

きよせようとします︒
六406囲正作君と大工の松さんは工
くまで
兵︑力松君は砲兵︑︿略﹀︒
敵は船の中から熊手を出して︑

六353

六383園

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明 六382園 これが義経の弓だ︒

フク

マメ

豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ

ニ

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ

ゴ

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

ヰン

フ

ニ

ニ

︿略﹀煮豆屋ノリンが小路ノ

︿略﹀︑サツキカラ汽テキノ鳴

朝日ガパツト西ガハノ家ノガ
ラス戸ニカガヤイタ︒

六343

ツテヰル工場へ急グノデアラウ︒

六341

オクニ聞エテ來テ︑︿略﹀︒

六334

オク虚聞エテ來テ︑︿略﹀︒

六334

ンが小路ノオク三蓋エテ來テ︑︿略﹀︒

コウデ

六334

ガ表ヲハイテヰタ︒

六332

ケハジメタ︒

六331

ケハジメタ︒

六328

ヰン

八百屋ヤサカナ屋デ︑︿略﹀︒

ヤ

六327

ルヤウニナツタ︒
ニ

︿略Vくりから谷が︑平家の 六326 東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ

には馬︑︿略﹀︒

六257
六264

庭の菊も白い花びらに赤みが

人馬で埋まりました︒

六265
うめもどきの實がいつもより

さして來た︑︿略﹀︒

六267

︿略﹀︑高い木の上をとびまは

目立って見える︒

六272
つて鳴いてみる︒

どうも分らないのは︑あの

なるほど︑ごまつぶ程の蟻が
蟻は虎の指のまたからくゴつ
蟻は虎の指のまたからくゴつ
蟻は︿略﹀︑仲間の者にあひ

つをしました︒

六302

て︑︿略﹀︒

六302

て︑︿略﹀︒

六302

一匹虎を見上げてゐます︒

六286

りにすることだ︒

弱い人間がわれわれの仲間を生けど

六232 ︿略﹀︑これもおなじく礪波山 六277園
のふもとにちんを取りました︒

六234 雨方からおしよせて︑ちんの
六236

︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の

間がわっか三町ばかりになりました︒

六236
︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の

者 を 敵 の 後 へ まはらせて︑︿略﹀︒

六237
者を敵の後へま は ら せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六242 不意を討たれた平家方は︑上

さきまで︑からだ手すき間もなく︒

其所此所ニニハトリノコエガ
聞エタ︒

六三7

ラス戸ニカガヤイタ︒

六306さうして虎の目・鼻・耳・口︑ 六343 朝日ガパツト西ガハノ家ノガ
所きらはず食ひつきました︑︿略﹀︒

︿略﹀︑頭のてっぺんから尾の
さきまで︑︿略﹀︒

︿略V︑自分の馬には人が乗り︑ 六307

︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑

を下への大さわ ぎ ︑ ︿ 略 V ︒
六245
︿略﹀︒

六246
︿略﹀︒

︿略﹀︑後のくりから谷へ︑な

もあります︒

六248 ︿略﹀︑一匹の馬に二人乗る者 六307 ︿略﹀︑頭のてっぺんから尾の
六252

だれをうって落ちました︒
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舎のあり場所もち が ふ の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六482

六477

︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レタ

翌年ノ春ニナツテ︑︿略﹀︒

たる︒

樂しさかたる︒

きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑︿略﹀︒

六502圏
︿略﹀︒

みうりのはたに縄なふ父は

みなもとのよりとも

つるがをか

まんぐう

奉納の馬子は︑︿略V︒

一番二番三番と︑十二番の舞
︿略﹀︑其の中でことに人のほ

︿略﹀ことに人のほめ立てた

日本一の出來︒

いのり︑︿略﹀︒

六535園さてく︑此のたびの舞は 六576 ︿略V︑母の命を助けたまへと

日本一の出車︒

行って︑︿略﹀︒

六536園さてく︑此のたびの舞は 六577 ︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

からいと

︿略﹀︑唐糸の身代りに立ち

︿略﹀︑すぐに義仲の所へ知ら

さて萬じゅは︑だれか母の事

︿略﹀︑母の名をいふ者があり

よ
あ＼︑母はもう此の世の人で

或日のこと︑萬じゅが御殿の

或日のこと︑萬じゅが御殿の

之を聞いた萬じゅの喜はどん

萬じゅは其の夜︿略﹀︑石の

八幡様の御引合はせか︑門の

六606 ︿略﹀︑門の戸は細めに明いて

戸は細めに明いて居りました︒

六606

らうをたつねました︒

六605

なであったでございませう︒

六601

て︑︿略﹀︒

六597園あの中には石のらうがあっ

なりませぬ︒

六594園あの門の中へ︑はいっては

﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

六594︿略﹀︑下仕の女が來て︑

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

六593 ︿略﹀︑何の氣もなくあたりを

うらへ出て︑︿略﹀︒

六592

うらへ出て︑︿略﹀︒

六592

はないのかと︑︿略﹀︒

六588

ません︒

六587

ゐますが︑︿略﹀︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六585

るやうにしましたので︑︿略﹀︒

六537園國はどこ︑又親の名は何と 六582 ︿略﹀︑人の仕事まで引きうけ
申す︒

六543園

たうございます︒

之を聞くと︑頼朝のかほの色
之を聞くと︑頼朝のかほの色

はさっとかはりました︒

六五5

︿略V︑木曽の家來手塚太郎
みつもり

はさっとかはりました︒
てっかの

六551

てっかの

光盛の娘がく略V︒

みつもり

を取れ︒

六555

光盛の娘は其の後︑夜書頼朝
︿略﹀︑石のらうを造って︑そ

唐糸といふのは此の女のこと

︿略V︑風のたよりに此の事を

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑
母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

其の五番目の舞姫といふのは︑ 六576

聞いて︑︿略﹀︒

六571

でございます︒

六566

れに入れました︒

六564

をねらひましたが︑︿略﹀︒

六557

みた大切な刀を送ってよこしました︒

︿略﹀︑木曽の家につたはって

六554園すきをねらって︑頼朝の命

せました︒

六552

朝に仕へて居りましたが︑︿略﹀︒

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞 六551︿略﹀手塚太郎光盛の娘が頼

︿略﹀︑あとの一人がありませ

萬じゅは當年︿略﹀︑舞姫の
六522

︿略﹀︑舞見物の人々が何千人

︿略﹀︒

六528

のは五番目の舞でございました︒

六526

した︒

め立てたのは五番目の舞でございま

六525

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

六524

ともなくあつまりました︒

六522

中では一番年わかでございました︒

六521

ん︒

六512

を奉納する事になって︑︿略V︒

ほうなふ

六508

すぎしいくさの手がらを語る︒

六503圃

みうりのはたに縄なふ父は

六492圏︿略﹀春の遊の樂しさか 六545

春の遊の

六492圃

六485

ラヨカラウ︒

六483園之ヲ鮭ノ里蹄トデモ言ツタ

川へ婦ツテ來ルサウデ︑︿略﹀︒

六416団︿略﹀︑ふしぎと私の村から
は私一人だ︒

六417團 其の代り輻重兵の外は各種
の兵が出てみる︒

六417國 其の代り重重兵の外は各種
の丘ハが出てみる︒

から︑︿略﹀︒

六421圏 分家の萬藏君などは小男だ
六424団 お前は今の分では大男にな
りさうだから︑︿略﹀︒

宿の者にき く と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

六437園 海の上でも歩けさうだゆ
六嘱7
言ひます︒

六451園 あ＼︑月日の立つのは早い
ものだ︒

六454 叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ
ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

魚デモアル︒

六456 鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ
六456 鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ
魚デモアル︒

六463︿略﹀︑時ニハ雪中が出ル程ノ
淺イ所マデ上ツテ來ル︒

六467 ︿略﹀︑川ソコニ小石ノ多イ所
アヅキ

ガアルト︑︿略﹀︒

六468 卵ハ小豆程ノ大キサデ︑ウス
アカイ玉ノヤウニ見エル︒
アヅキ

六471卵ハ小豆程ノ大キサデ︑ウス
アカイ玉ノヤウニ見エル︒

イヤウニ︑︿略﹀︒

六473 サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ
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居りました︒

六607 うばを門のわきに立たせて置
いて︑姫は中にはいりました︒

︿略﹀︑松の一むら立ってるる

ち ら さ が し ま す と︑︿略﹀︒

六608 月の光にすかして︑あちらこ
六612
中に︑石のらうがありました︒

︿略V︑果シテ磁石ノサキニ釘

テ︑︿略V︒

六661

其のとなり村の青年たちが見

ガタクサンツイテヰタ︒

六667

さて主人に火事の話をして︑

或物持の所へ行くと︑︿略﹀︒

かねて︑方々へ義指金をつのりに出
た︒

六671

︿略﹀︑義掲金のことをいひ出
︿略V︑籾や豆の種を分けて上
京都は長い間の都ですから︑
︿略V︑牛車に乗ったお姫檬方
︿略﹀︑此の川の水はいくたび

又いくさのあった時には︑
︿略﹀︑ようひかぶとの勇まし

︿略﹀武士の刀や︑なぎなた
︿略﹀武士の刀や︑なぎなた
︿略﹀武士の刀や︑なぎなた

こんな人︑こんな姿は︑とう
の昔にきえましたが︑︿略V︒

六706

にうつったことでございませう︒

の光も︑いくたびとなく此の川の水

六703

の光も︑︿略﹀︒

六702

の光も︑︿略﹀︒

六702

いなりをした武士の刀や︑︿略﹀︒

六701

︿略﹀︒

六698

となくうつしたことでございませう︒

六697

の姿を︑︿略﹀︒

六697

︿略﹀︒

六694

げてもよいと言った︒

六683

すと︑︿略﹀︒

六677

︿略﹀︒

︿略﹀︑石のらうがありました︒ 六677

六615 萬じゅがかけよって︑らうの

六612

と び ら に 手 を か けますと︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ ﹁ た れ か ︒ ﹂ と ︑ ら う の

中から申しました︒

六618

六621 萬じゅはとびらのすきから手
を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂

六623園 木曽の萬じゅでございます︒
︿略﹀︑三人は其の夜をなみだ

六625園 木曽の萬じゅか︒
六628
の中に明かしました︒

六633 さうして其の明くる年の春︑
舞姫に出ることになったのでござい
ます︒

︿略﹀︑石のらうから唐糸を出

も か ん し ん し て ︑︿略﹀︒

六635 親を思ふ孝子の心には︑頼朝
六636
して︑萬じゅに渡しました︒
大キナ磁石ライタぐイタ︒

六648 町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二
六652 ︿略﹀釘箱ヲ火鉢ノフチニ置
︿略﹀︑弟が巾箱ヲ火鉢ノ中へ

イテ︑手工ヲシテヰ日時︑︿略V︒
六653

ヒ ツ ク リ カ ヘ シ テ︑︿略﹀︒

六656 サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ

六707
し

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

ラノ方屋染メテナノーデセウ︒

︿略﹀︑川は昔のま﹂に清く美 六771囹
でう

しく流れてゐます︒

名高いのは三井・四條・五條 六774 ︿略V︑湖の氷が大へんあつく

もみる︒

六778

もみる︒

六778

みんな氷靴を着けて︑思ひ

男の生徒もみれば︑女の生徒

男の生徒もみれば︑女の生徒

出である︒

なった︒

六712

名高いのは三條・四條・五條 六776 湖の上は朝からひじやうな人

の三つの橋でございます︒
でう
し

六712

の三つの橋でございます︒

川の西は︿略﹀家が立ちなら
川の西は水のすぐそばから︑

んでゐます︒

六715
六716

︿略﹀家が立ちならんでゐます︒

くのすべり方をしてみる︒

東の方は此の橋のたもとから︑ 六783

はこはすべる者もある︒
はかた

東の方は此の橋のたもとから︑ 六788 ︿略﹀︑人の手にすがって︑こ

川にそって電車が出ます︒

六721
六722

川にそって電車が出ます︒

四國・九州の武士は博多の濱

四國・九州の武士は博多の濱

元の兵は一人も上陸させぬと

いふ意氣ごみで︑︿略﹀︒

六802

にあつまった︒

六801

にあつまった︒

六801

からおしよせた船でおほはれた︒

六723此の電車道から東山のすそへ 六796 博多の沖は見渡すかぎり︑元

ぢゆう
︿略﹀︑青い松の間に︑五重

かけて︑︿略﹀︒
たふ

六725

たふ

︿略﹀︑五重の塔や大きな寺

ぢゆう

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

六725

人通の多いのは此の大橋で︑

の屋根が見えます︒

六727

べんけい

︿略﹀︑其のさきにやさしい姿

六806

︿略﹀︒

六806

︿略﹀︑こっちはつり舟のやう

敵は高いやぐらのある大船︑

を待ちきれず︑︿略﹀︒

義経・正慶の五條の大橋は 六804 我が武士は敵の攻めよせるの

よしっね

これには電車も通ってゐます︒

六728

︿略﹀︒

六733

春子︑面前ハ着物や帯ノ地

の山がかすんで見えます︒

六742園

けれども我が武士は︑船の大

な小舟であった︒

草野の次郎の如きは夜敵の船

におしょせて︑︿略﹀︒

六808

小などは少しも氣にしなかった︒

春子︑オ前ハ着物や帯ノ地 六807

ハ何ノ綜デオル正徳ツテヰマスカ︒

六742園

イウゼン

︿略﹀︑縮緬ノ友檸ト同ジデ

チリメン

井手ノ縣デオル三聖ツテヰマスカ︒

ス︒

六768園
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︿略﹀︑首二十一取って︑敵の

におしょせて︑︿ 略 V ︒

六811 草野の次郎の如きは匹敵の船
六812
船に火をかけて引上げた︒

を つ な ぎ A ロ は せた︒

六813 敵は︿略﹀︑鐵のくさりで船
六818 通有も左のかたを射られたが︑
︿略﹀︒

六824 いよくおしよせたが︑敵の
船は高くて上ることが出動ない︒

六831 通有は︿略﹀︑敵の船へをど
︿略﹀︑其の船の大將を生けど

りこんだ︒

六833
りにして引上げた ︒

六836 ︿略V︑敵は一先づ沖の方へし
りぞいたが︑︿略﹀︒

六餌3 武士といふ武士は必死のかく
ごでふせいだ︒

六糾5 全く上下の者が心を一にして︑
國難にあたったのである︒

六図7 此のまこころが神のおぼしめ
しにかなったので あ ら う ︑ ︿ 略 V ︒

六851 敵の船はこっぱみちんにくだ
けて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑敵兵は海のそこに沈ん

でしまった︒

六852

六862 自由にうこかすことの出來る

まき上げると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑乗ってみた象つかひは

桶の中へはいってしゃがんだ︒

六874
︿略﹀︑象つかひがぬっと桶の

中で立上った︒

六876

六877

六901

すると象は鼻で︑其所にあっ

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ
ふぎ出した︒

︿略﹀︑城の四方二三里の間は︑

人や馬でふさがった︒

六912

上に投げさせた︒

うらう道をふさいだので︑︿略﹀︒

六973 ︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

︿略﹀︒

六982圏村の測定のげんくわんの

く略V︒

らまつ

向って右の落葉松は︑︿略﹀︒

か

六982圏

村の學校のげんくわんの

︿略V︑城の四方二三里の間は︑ 六982圏村の學校のげんくわんの

人や馬でふさがった︒

象の鼻は手の用をなすもので︑ 六912

實に力がある︒

こんな山城一つ︑何程の事が

らまつ

︿略﹀落葉松は︑わたしの

子どもが植ゑたので︑︿略V︒

六984圃

二って右の落葉松は︑︿略﹀︒
か らまつ

か

︿略V︑賊が城の門まで攻上る 六983圃村の學校のげんくわんの
︿略﹀︑城のやぐらから大きな

あの學校がたった時︑うち

あの子は十二︑落葉松は

あの子のせいより低かった︒

六993圏

の畠にあったのを︿略﹀︒

︿略V︑賊のさわぐ所をさんざ 六987圖

これにこりて︑賊は城の水を
たやして苦しめようとはかった︒

六921

んに射た︒

六916

石を投落して︑︿略V︒

六915

と︑︿略﹀︒

六915

あるものかと︑︿略﹀︒

象の鼻は手の用をなすもので︑ 六914

牙は象つかひの腕よりも太か

實に力がある︒

六878

六881
つた︒

自分たち程の子どもが出て來

子どもの手がやっと合ってゐ

︿略﹀︑象の前足にだきついて

て︑︿略V︒

六882
六882
見せた︒

た︒

六883

あった︒

六927

先づ谷川のほとりに三千人の

すると正成は︑何時の間に用
︿略﹀︑之に火をつけて︑橋の

それが今では學校の

のまどにとゴいてる︒

二階

あの子がいくさに行く時に︑

のまどにとゴいてる︒

六995圏

六997圏

わたしの植ゑた落葉松が

學校の前でふりかへり︑︿略﹀

下棚3

雨あがりの庭はぼうっとけむ

池のはたへ行って見ると︑

つてゐました︒

六棚1

の木︑大事にするとおっしゃった︒

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作 六欄4囲︿略﹀︑はじめて聞いた記念

の事を話したら︑︿略﹀︒

さうして︑これをよけようと 六欄3蟹昨日學校で校長に︑あの木

あんなに高くなりました︒

︿略V︑正成は高いがけの上か 六998圃囹

城中には十分水の用意がして

番兵を置いて︑︿略V︒

六924

番兵を置いて︑︿略﹀︒

六891園御らんの通り大きなからだ 六923 先づ谷川のほとりに三千人の 六994圃 それが今では學校の 二階
をしてゐますが︑︿略﹀︒

なれますれば︑お子どもし
印度の國はいたってあっう

ゆうのお守も致します︒

六893園
六894囹

ございますので︑︿略﹀︒

六966

意して置いたか︑︿略﹀︒

六964

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六958

して賊のさわぐ所をく略V︒

六942

ら大木を落させた︒

︿略﹀︑お子どもしゅうは此 六941

︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

の腹の下でお書ねをなさると申しま

六896囹

す︒

六897

下へねころんだ︒
み
︿略﹀︑箕のやうな耳︑︿略V︒ 六897 ︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

長い鼻︑︿略﹀︒

六863

裁つかひ が 乗 っ て み て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

︿略V︑今の子どもが象の腹の
下へねころんだ︒

六897

下へねころんだ︒

六872

ごばんの上へ乗らせたりした︒

六873 象が大きな桶を鼻で頭の上へ

の一の
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︿略﹀︒

六梱4 うちの人はみんな知らずに居
るから︑︿略﹀︒

︿略﹀︑天 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ ね え さ

んの聲がしました ︒

六棚8

六皿1 ねえさんはく略﹀︑手洗鉢の
水をかへてゐました︒

六湿5 しやうぶ湯を立ててうち中の
者がはいった︒

せ

六皿7 こんなことを思ひ出して垣根
の 方 へ 行 く と ︑ ︿略V︒
い

六佃4圏 おとうさんは昨日分家の叔

七19図

我が大日本帝國はアジヤ洲
地球の上には大小合はせて

の東部にあり︒

七41図
其の中主が大日本帝國と︑

六十鯨國あり︒

七43図
︿略﹀を世界の五大強國といふ︒

八十間も

︿略﹀四列になりて歩く

時︑全校生徒の八百は

七49図圃

日本中の小半生︑八百萬

つゴくなり︒

七52図圃

中

八百萬の小傷生︑四列に

人ありといふ︒

七54図圏

なりて歩かんか︑八十萬間つゴくべ

君︑此の長き行列の

父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た

ぞ︒

七62図國

強

望に向ふ足なみは

三萬近き學校に

くありといふ︒

七65図幽

學ぶわれくの

世界に比なき帝國の

皆一せいにそろふなり︒

七68図題

横髪は東京の西南八里半の

き御民となるべしと︒

七75図

横濱は東京の西南八里半の
︿略﹀︑商船の出入たゆる時

所にある一大貿易港にして︑︿略﹀︒

七74図

所にある一大貿易港にして︑︿略﹀︒

七74図

分れて

日本中の小學校︑三萬近

七61図圃︿略﹀︑中の一人は僕なる

の一人は君にして︑︿略﹀︒

七58図圃君︑此の長き行列の中

の一人は君にして︑︿略﹀︒

七57図題

し︒

︿略﹀︑千年もたったかと思

れました︒

六悩8団
ふ老木の下へ行っ た 時 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六書5國 御門の前でうやうやしく秤
禮 し て か ら ︑ ︿ 略V︒

六三8国 ︿略﹀︑神殿の御もやうを拝
した︒

六書7囲 ︿略﹀︑棟の爾はしには千木
が置いてある︒

六柵8囲 何のかざりもない御神殿を
適して︑︿略﹀︒

七12図 われらが住む世界は︑其の
形まるくして︑球の如し︒

七14図地球の表面には︑海と陸と
ありて︑︿略﹀︒

の二倍半なり︒

七14図 ︿略﹀︑海の廣さはおよそ陸

の二倍半なり︒

七15図 ︿略﹀︑海の廣さはおよそ陸

なし︒
ばうはてい

港には防波堤ありて︑風波

のおそれ少く︑︿略﹀︒

七76図

輸出品の主なる物は︑生綜

と羽二重とにして︑︿略﹀︒

はぶたへ

七了9図

横濱と東京との間には汽
横平と東京との間には汽

車・電車の便あり︒

七88図
七89図
七94

大川を下って行く舟の中はう

もやが水の上をこめてみる︒

車・電車の便あり︒

七95

不意に白い鳥がもやの中から

すら寒い︒

七96

川口近くになると︑潮干狩の

とび立つた︒

七99

︿略﹀︑みんな羽織をぬいで︑

舟がいくそうもよって來た︒
七108

着物のすそをはしょった︒

さうしてさをの先に︑赤いし
るしのあるは左てんをしばりつけて︑

七112

︿略﹀︒

︿略﹀︑赤いしるしのあるはん

淺い水たまりを歩くと足のう

てんをしばりつけて︑︿略V︒

七112

七124

るに︑たつのおとしごが一つあった

舟の中でゆっくりべんたうを

ことであった︒

七154

たべた︒

七155潮がだんだんさして來て︑何

舟は上げ潮に乗って︑をかの

時の間にか洲が見えなくなった︒

七157

方へ動きはじめた︒

に参りました︒

七162團︿略﹀︑うち中の者が潮干狩

七163國此の蛤は私どもの拾った中

此の頃はれんげさうの花ざか

から︑大きなのをよったのでござい

ます︒

りである︒

七169

あか
︿略﹀︑田の形其のま＼に紅

︿略﹀紅紫のもうせんをし

あかむらさき

紫のもうせんをしきつめたやうに

むらさき

七171

見える︒

きつめたやうに見える︒

七172

清畠やなたね畠の間にさいて

みるのは︑ことに目立って美しい︒

七173

だう

石垣の間でも︑．地藏様のかげ

七176 しやうの強いもので︑︿略﹀︒

七178

だう

石垣の間でも︑地熱様のかげ

でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

潮がすっかり落ちて︑海はを 七179

らがぬるりとした︒

七133

石垣の間でも︑地己様のかげ

でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

七179

︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も

だう

女の人はだすきをかけて︑

でも︑辻堂のえんの下でもさく︒
だう
七179 ︿略﹀︑辻堂のえんの下でもさ

七182

く︒

妹とお松のざるには︑やどか

かのやうになった︒

七142
︿略﹀︒

七151

珍しかったのは︑丸山君のざ

りがたくさんみた︒

七152
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ごくらくじ

之を取って花たばにする︒
︿略﹀︒

︿略﹀︑賊の軍船はことごとく

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

沖へ流れてしまひました︒

七212

七221
鎌倉は一面火の海になって︑
︿略﹀︑賊の大將高評以下北條

方は︑︿略V︒

七225

︿略﹀︒

︿略﹀︒

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といふ使の後から︑
につたよしさだ

七225

ございます︒

七185園 極樂寺坂の味方があやふう
七186
︿略﹀︒

︿略﹀︑総大鵬の新田義貞はび

くともしません︒

七188

つれて︑︿略﹀︒

七189 手もとの軍ぜい二萬騎を引き
いなむらがさき

七266

七302図

︿略V︑輸出入ノサ

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ

大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ

ルコト︑東京腎虚間ノ如シ︒

七301図

ルコト︑東京横浜間ノ如シ︒

七301図

カンナルコト横濱ニユヅラズ︒

職孚の時には︿略﹀︑きはめ 七298図神戸ハ
畠山重忠はひよどりこえのさ

しげたぜ

て大切なものである︒

七269

か落しに︑馬をしょって下りたとい
ふし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑近くは乃木大將も︑馬

し

し

ルコト︑東京横貴男ノ如シ︒

七316図

し

此の時此所に來りしは一人

武士の馬はおどろきて︑後

どう

武士は︿略﹀︑満身の力を

足にて立上り︑︿略﹀︒

七314図

の武士なり︒

七313図

七312図今や獅子の息はたえんとす︒

︿略﹀︒

七308図獅子の目は火の如くにもえ︑

︿略V︒

七308図獅子の目は火の如くにもえ︑

のからだにまきつきたり︒

七305図︿略﹀蛇つと出でて︑獅子

へび

へび
り大いなる蛇つと出でて︑︿略﹀︒

七304図 ︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ

眠りしに︑︿略V︒

七304図昔一匹の獅子︑森の中にて

眠りしに︑︿略﹀︒
し

馬の高さは前足の所ではかる︒ 七304図昔一匹の獅子︑森の中にて

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

れんぐわ

七272

である︒

七274

八寸・九寸などといふのは︑
四尺八寸・四尺九寸などのことで︑

七275

五尺あると︑十寸といふ︒

き

村の西にくぬぎ林がある︒

と

︿略﹀︑村の人は之を傘松と呼

我が國の馬は西洋諸國の馬に
我が國の馬は西洋諸悪の馬に
くらべると︑︿略﹀︒
ニントク

大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ
︿略﹀︑其ノ頃天皇蒸立上ル
︿略﹀︑民ノ貧シキヲアハレ
︿略﹀︑大工場多ク︑エント

又多クノ堀アリテ︑川ト川

ツノ煙ツネニ空ヲオホヘリ︒

七287図

ミタマヒキ︒

七285図

煙ノ少キヲ見テ︑︿略﹀︒

七285図

マヒシ窓下シテ︑︿略﹀︒

七284図

七278

くらべると︑︿略﹀︒

七278

七229

其の松の下に石できざんだ地
晒木綿のづきんをかぶって︑
せんかう

時々は線香の上ってみること
傘松の四五間さきに︑小さな

茶屋から二三町行った所の右
ばとうくわんぜおん

塚の前に馬頭観世音とほっ

七292図

こめて︑︿略﹀︒

下せば︑︿略﹀︒

市中ニハ電車ノ往復シゲク︑ 七316図 ︿略﹀︑蛇の胴中目がけて打

獅子は︿略﹀︑しっかに近

七326図これより獅子は︿略﹀︑武

よりて武士の手をなめたり︒

市中ニハ電車ノ往復シゲク︑ 七322図

七296図大阪ノ西十里二神戸アリ︒

港ニハ船ノ出入タエズ︒

七295図

港ニハ船ノ出入タエズ︒

七294図

︿略V︑其の前に時時新しい馬 トヲツナゲリ︒

馬はたいそう黒雨のよい動物
又力が強いので︑︿略﹀︑田や
畠の耕作に使ったりする︒

七264

で︑生れた日からすぐ歩く︒

七259

のくつが上ってみる︒

七255

た石が立ってるて︑︿略﹀︒

七253

手に︑︿略﹀︒

七252

茶屋が一軒ある︒

七243

もある︒

七241

︿略﹀︒

七237

さらしもめん

思様が立っていらっしゃる︒

七234

んでみる︒

七233

にほろびてしまひました︒

七192 稻村崎の此方に着いて︑賊 七226 ︿略﹀北條方は︑此の火の中 七274 馬の高さは前足の所ではかる︒
の ぞ な へ を 見 渡 し ますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑賊のぞなへを見渡しま

すと︑︿略﹀︒

七192

七193 ︿略V︑北の山手には木戸を立
︿略﹀︑敷萬の兵が之を守って

てて︑︿略﹀︒

ゐます︒

七193

七194 又南の海上にはひしひしと軍
船を浮べて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑義貞今天皇の御ために

じて︑︿略﹀︒

七199 さて︑心の中に︑︿略﹀と念
七201
いくさを起して︑︿略﹀︒
こがね づ く り

て︑海の中に投入れました︒

七205 ︿略﹀︑黄金作の太刀を撃つ
こがね づ く り

七205 ︿略﹀︑黄金作の太刀を撃つ
て︑海の中に投入れました︒

︿略﹀︑ 其 の 夜 の 月 の 入 る 頃 に ︑

︿略﹀︑ 其 の 夜 の 月 の 入 る 頃 に ︑

みた稻村崎は︑︿略﹀︒

七207 すると︑これまで潮の満ちて
七208
︿略﹀︒

七208

の一の
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士には無二の從者となれり︒

七336図 獅子はかなしげにほえて︑

濱べに立上りたりしが︑つと海の中
にをどり入りたり ︒

七339図獅子は武士の方を見まもり
て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

七339図獅子は武士の方を見まもり
て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

若 葉 の に ほ ひ か んばしく︑︿略﹀︒

七363国目ぬきの所には︿略﹀︒
れんぐわ

七363国︿略﹀三階建・四階建の石
造や煉瓦造の家が︿略﹀︒
れんぐわ

七364困︿略﹀三階建・四階建の石
︿略﹀︑日本の町よりはかへ

造や煉瓦造の家が︿略﹀︒

七365団

く略V︑日本の町よりはかへ

つて西洋の都會に似てみるといひま
す︒

と

ば

︿略V︒

︿略﹀誰でもおどろくのは︑

大連の貿易高は横濱や神戸
︿略﹀︑氣候も思ったよりよ

十日ばかり前に︑私ども中

はくぎよく

學の二年生が修學旅行に行って︑

七397圏

くて︑快晴の日が多いやうです︒

七395団

よりは少し下で︑︿略﹀︒

七387圏

波止場の大きなことです︒

は

七379国

す︒

つて西洋の都會に似てみるといひま

七343話芸 なはてつたひに來る風も︑ 七366国
七344図圃︿略﹀︑空一ぽいの星は皆︑
涼しく金にまた＼けり︒

の 聲 も に ぎ は し く︑︿略﹀︒

七346図韻 田の面は水の心々と︑蛙

の 聲 も に ぎ は し く︑︿略﹀︒

七347図圃 田㊨面は水の廣々と︑蛙

︿略﹀︑町のもやうも大分わ

て︑夜に親しむ時は來ぬ︒

七348図翻 ︿略﹀︑谷あひの煽窓明け
七354国
かつて來ました︒

の大盃方の名を取ってつけてあるの

七431
ゑちご

信組をはじめ︑見送の人々は

けんしん

か ひ

か

ひ

たけだ

たけだ

越後の上杉謙信と甲斐の武田

けんしん

みんな泣いたといふことである︒
しんげん

七434
ゑちご

信玄が︑︿略﹀︒
しなの

越後の上杉謙信と甲斐の武田

しなの
︿略﹀︑たびたび信濃の川中島

信玄が︑たびたび信濃の川中島で戦

しんげん

七434
つた︒

七435

謙信はそれをさとって︑夜の

で戦った︒

七438

謙信はそれをさとって︑夜の

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七439

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七447謙信は馬に↓むちくれて︑信
信玄の家來は之を見て︑後か

玄の本陣に切りこみ︑︿略﹀︒

七452

らやりで謙信をついたが︑︿略V︒

く略V勇士を一人つつ出し

七453力一ぽいに謙信の馬をなぐり
つけた︒

七463圏

翌日武田方からは安間彦六と

あんまひころく

中島を取ることにしては︒

七466

いふ大の男が︑︿略V︑上杉方の陣へ

︿略﹀︑又我が忠勇の士が血

向つた︒

︿略﹀︑大の馬に打乗って︑上

を流して取った二百三高地にも上つ

七477

二人はたがひに馬を乗りよせ

二人は︿略﹀︑爾馬の間にど

馬の間にどうと落ちた︒

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑爾

七476

七468︿略﹀︑上杉方の陣へ向つた︒

杉方の陣へ向つた︒

七467

て鋸りました︒

七399國

をあふぎ︑︿略﹀︒

七357国町に︿略﹀︑日露戦孚の時 七398団く略V︑白玉山上の表忠塔 て組討をさせ︑勝つた方のものが川
は面白いでせう︒
方の名をく略V︒

七357圏︿略﹀︑日露戦孚の時の大將

かんばん

日露戦孚當時のことである︒

すると甲板の上で至公を上げ
うちのことはしんぼいする

︿略V五里の山道を︑わらち
がけで急いで來たのださうだ︒

七428

な︒

七423園

た者がある︒

七421

七357團 ︿略﹀︑日露戦孚の時の大高 七411
方の名を︿略﹀︒

七359困 通は凄くて平で︑歩道と車
道の間に並木が植ゑてありますが︑
︿略﹀︒

しいさかりです︒

七362國︿略﹀︑此の頃は其の葉の美

鬼神の如き彦六が︑あれ程

うと落ちた︒

七488園

鬼神の如き彦六が︑あれ程

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七488園

鬼神の如き彦六が︑あれ程

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七489園

私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ

約束の川中島は謙信に渡す︒

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七489園

アリマシタ︒

七494

私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ

アリマシタ︒

七494

ノヤサシイ老人デシタ︒

七496 ︿略﹀︑イタツテ正直デ︑早立

ノ音が聞エマシタ︒

七499 ︿略﹀︑弟子ヲ相手二打ツツチ

何時力私ノウチノツルベノ金

トモアリマス︒

七507 ︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ

七509

何時力私ノウチノツルベノ金

タガガコハレ西下︑︿略﹀︒

タガガコハレ忠良︑︿略﹀︒

七509

何時力私ノウチノツルベノ金

タガガコハレ巳時︑︿略﹀︒

七509

七513 夏ノドンナ暑イ日デモ︑︿略﹀︒

ヰマシタ︒

七514 ︿略﹀︑日ノクレルマデ働イテ

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

タガ︑去年ノクレニ死ンデシマヒマ

七515

シタ︒

遠洋航海を終へて︑郷里に

蹄り來れる太平丸の船長は︑︿略﹀︒

七523図
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七523図

︿略﹀太平丸の船長は︑

一

︿略﹀︑一日其の町の學校へ

日其の町の學校へ ま ね か れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七524図
まねかれて︑航海の話をなせり︒

此 の 學 校 へ 通 っ て︑︿略﹀︒

七525園私も子どもの時には︑毎日
七534園私の乗ってみる太平丸とい
ふのは︑︿略﹀︒

も 次 第 に 遠 く な って︑︿略﹀︒

七539囹 海岸の松原や︑いその小山

も 次 第 に 遠 く な って︑︿略﹀︒

七539囹 海岸の松原や︑いその小山
︿略﹀ ︑ 日 光 が 波 に う つ っ て ︑

水の色が金色にな り ま す し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七545園

の上へとび上ることもあります︒

七557囹 又ある時にはとび魚が甲板

ない形の家が並んで立ってるます︒

七558園 外國の港に着くと︑見なれ

七558野外國の港に着くと︑見なれ
ない形の家が並んで立ってるます︒

みて︑又其の話をつgけたり︒

七564図 船長はコップの水を一口飲

︿略﹀︑外の船に自分等の船

の居ることを知らせて︑︿略﹀︒

七581園
︿略﹀︑自分の船の居場所を

の居ることを知らせて︑︿略﹀︒

七588囹
︿略﹀︑自分の船の居場所を

知ることも出來ます︒
七588園

此の星を見分けることや︑

知ることも出面ます︒

七593園
燈垂のあかりを知ることは︑︿略V︒

七629
︿略﹀︒

水になれた人夫の肩に乗るか︑

一人の男が︑︿略﹀︑ 一

大ぜいの人々が口々に人夫を

呼んではく略﹀︒

七633
︿略V

かの人夫は︑少ししてから︑

人で川へはいって行きました︒

七641

七647

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ
かは

さいふ

た所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

した︒

七654

︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

だけお禮のしるしにさし上げます︒

き

き
私は此所から百里さきの紀

七701 ︿略﹀︑財布の中に手を入れま

した︒

七709園

州の者でございます︒

州の者でございます︒

七709園私は此所から百里さきの紀

金をあづかって︑︿略﹀︒

七712園 ︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

︿略﹀私どものだんなが國

どうぞ之を受取って︑私の

其の上あなたのお名前をう

七722園妻や子どもに︑朝晩おねん

けたまはりたうございます︒

七721囹

氣がすむやうにして下さい︒

七719園

へおやりになる金ですが︑︿略V︒

七714園

︿略﹀︒

んなが國へおやりになる金ですが︑

七606豊海の波を見たばかりで︑も 七648 ︿略V︑革の財布が落ちてゐま 七714屋下ぶくろの方は私どものだ
こんなことでは︑どうして

う恐しがる人もあります︒

七607園

此のあぶない川を一人でこしたほど
の人である︒

見れば先の男でございます︒

皆さんのうちには︑︿略﹀︑

海国の民といはれませう︒

七662

七609園

外心へ出かける人もありませう︒漁

人夫は其の男のたもとをおさ
﹁まあ︑お待ちなさい︒落
した物は︒﹂﹁革の財布で︒﹂

七674園

へて︑﹁︿略﹀︒﹂

七671
︿略﹀︑拍手の冒しばらくは

業や航海業に從督する人もありませ
う︒

七615図

やまざりき︒

百八九十年昔の事であります︒ 七686園家の中で見えなくした物で︐ ぶつのかはりにとなへさせます︒

べ

それがあなたのやうな正直

死んでしまはうと︑︿略﹀︒

七695園

すむかも知れませんが︑︿略﹀︒

七726囹︿略﹀︑私の氣がすみません︒

をいふ程の者ではありません︒

七727園私は川ばたの人夫で︑名前

七727在室は川ばたの人夫で︑名前

をいふ程の者ではありません︒

七738

たとひ親子の者がうゑ死を

かの男は︿略﹀︑人夫の後に

するやうなことがあっても︑︿略﹀︒

七734園

まるやうなこともありますが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑いたゴいたのは財布 七731園 ︿略﹀︑其の日のくらしにこ

なお方に拾はれて︑︿略﹀︒

七697園

ついては此の中の金を半分

ではなくて︑私の命でございます︒

ついては此の中の金を半分

だけお禮のしるしにさし上げます︒

七698園
七698園

七725園 ︿略﹀︑あなたの氣はそれで

七619

しましたから︑︿略﹀︒

七687園まして人通の多い渡場で落

も︑中々出ないものでございます︒

連日の雨で︑川といふ川には
水があふれました︒

七619

七622

ず︑︿略﹀︒

七623

あ

中でも安倍川の宿は一そうの
人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︒

七625

い程の客でございました︒

七623

い程の客でございました︒
しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな

しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな

日も水のひくのを待たなければなら

橋のないところでは五日置十 七693園︿略﹀︑川の中へとびこんで

七568園急に暴風雨が図ると︑山の 七621 橋のないところではく略﹀︒
や う な 波 が 立 っ て︑︿略﹀︒
しょうとつ

りするやうなまちがひが出來ます︒

七575園︿略﹀︑外の船に衝突した
七576園 それゆゑたえず海の深さを
︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

はかったり︑︿略﹀ ︒

七579囹

のは︑外の船に自分等の船の居るこ
とを知らせて︑︿略﹀︒

七581圓︿略﹀︑外の船に自分等の船
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つ い て 來 ま し た が︑︿略﹀︒

きのした

魚類ニハ︿略﹀︑水ノ表面二

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

︿略V︑タヒ・アナゴ・ハモナ

︿略﹀︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ
︿略﹀︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ
︿略﹀︑カレヒ・ヒラメナドノ

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ

︿略﹀︑カニノ横ニハツテアル

エビノピンくハネタリ︑

コ・イカナドガスンデヰル︒

七806

ヤウニ︑底心沈ンデヰルモノモアル︒

七804

泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七802

泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七802

泳グモノガアリ︑︿略V︒

ドノヤウニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ

七802

近イ所ヲ泳グモノガアリハ︿略﹀︒

七741 ︿略﹀︑とうく又川を渡って︑ 七799
︿略﹀︑ う す 暗 い 小 窓 の 下 で ︑

人夫の家へ参りました︒
七742
わらちを作って居 り ま し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七753園 さてく︑二人ともまこと
に心がけのよい者︒

七754園紀州の男は急いで國へ蹄つ
て︑︿略﹀︒

七758 ︿略﹀︑人夫にほうびの金をた
とよとみひでよし

くさんやったと申します︒
ざうり

ざうり

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お だ

七763 豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

お だ

た時のことである︒

テヰル︒

七828

テヰル︒

七828

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居
︿略﹀︑此ノ貝ノカラノ中ニア
︿略﹀︑此ノ貝ノカラノ中ニア

︿略﹀サンゴハ︑皆此ノ轟ノ

骨デアル︒

七831

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノ底

ノ岩二取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

七833

︿略﹀海ノ底ノ岩二取リツイ

テヰル轟ノ骨デアル︒

七833

海ノ深イ所ハ何萬尺モアル︒

ノモノモアル︒

七869 ︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色

所二︑︿略V︒

七872 ︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

︿略﹀︒

七872 ︿略﹀︑紅色ノモノハ深イ所二︑

根ノヤウナ所モ︑︿略﹀養分

根ノヤウナ所モ︑︿略﹀養分

七883

あまり急ぎましたので︑水が

見れば自國の兵士です︒

︿略﹀づきんを取って︑兵士

しばらく︑うちのおばあさ

んにおなりなさい︒

七899園

の頭にかぶせました︒

七898

づきんを取って︑︿略﹀︒

七897 ︿略﹀︑マリーはおばあさんの

のづきんにこぼれました︒

七893 ︿略﹀︑水が︿略﹀おばあさん

んにこぼれました︒

いすの上にあったおばあさんのづき

七892

全面カラ吸取ルノデアル︒

七879 ︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ膿ノ

クダケノ用ヲナスモノデ︑︿略V︒

七878 ︿略﹀︑岩ナリ石ナリヘクツツ

ヲ吸取ルタメノモノデハナイ︒

七876

ヲ吸取ルタメノモノデハナイ︒

七876 ︿略﹀︑陸上ノ植物ノ様二養分

ヲ吸取ルタメノモノデハナイ︒

七875 ︿略﹀︑陸上ノ植物ノ様二養分

ヲ吸取ルタメノモノデハナイ︒

七875

二生エテヰルノデアル︒

︿略V海ノ底ノ岩二品リツイ 七873 ︿略﹀︑茶色ノモノハ其ノ中間

テヰル轟ノ骨デアル︒

七834

陸ノ獣二似タモノニハ︑ラツ
七848

︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ

コ・︿略﹀ナドガアリ︑︿略﹀︒

七835

七852

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ
海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︒

生エテヰル︒

七863

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二
廣クテ長イノモアレバ︑︿略V︒

七863

︿略﹀︑帯ノ檬二廣クテ長イノ

モアレバ︑血膿が細カニ分レテ︑枝

七864

︿略﹀︑ニハトリノトサカニ似

ノ様ニナツテヰルノモアリ︑︿略﹀︒

七865

タノモアル︒

ミルヤモヅクノ二二緑色ノモ
ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

ノモアレバ︑︿略﹀︒

七867
七868

ノモアレバ︑︿略﹀︒

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

︿略V︑木ノ枝ノヤウナ形ヲシ 七868 ︿略﹀︑コンブヤアラメノヤゥ

︿略﹀︑木ノ枝ノヤウナ形ヲシ

ルノデアル︒

七825

ルノデアル︒

七825

リ︑︿略﹀︒

七814

ク様子ハ︑︿略﹀︒

七808

︿略﹀︒

七763 ︿略﹀︑織田信長の草履取をし 七807
或大雪の 朝 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

てるた時のことである︒
七768

である︒

七777 一時は今の二時間にあたるの

七786 信長は︿略﹀藤吉郎を草履取
から引上げて役人の敷に入れた︒

七787 これがそもく藤吉郎出世の
いとぐちである︒

七792 海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ
ザマノ植物モ生エテ居ル︒

七793 海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ
ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒

カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ 七869 ︿略﹀︑コンブヤアラメノヤゥ
ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

ノモノモアル︒

カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ 七869 ︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色
スルサンゴハ︑︿略V︒

七829

スルサンゴハ︑︿略﹀︒

七795 ︿略V︑又サマザマノ植物モ生 七829
エテ居ル︒

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二近イ所

七798 魚類ニハイワシ・アヂ・カツ
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七902

︿略﹀︑事大急ぎでおばあさん

の着物を着せてやりました︒

七907園 それから︑つんぼのまねを
してね︒

兵がはいって來ました︒

七966図圏

共同助力は人の道︑おの
てうせん

豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先

とよとみひでよし

れの利のみかへりみず︑︿略﹀︒

七973
手の大將は︿略﹀︒

行長の怪人でした︒

七909 此の時どやくと四五人の敵 七974 ︿略﹀大將は加藤清正・小西
勅意は清正の軍功をねたみ︑

馬長は︿略﹀︑清正のことを
三成は秀吉のお氣に入りです
墨田秀吉は伏見の城に居った
此の人だけは自分のために心

たいかふ

︿略﹀太閤の即きげんは直る

たとひ豊年の軍功がみとめ
正直者の清正は人づきあひが
下手なので︑︿略﹀︒

七994

られず︑︿略﹀︒

七991園

いふ石田めとは︑︿略﹀︒

秀吉は城の庭にしき物をのべ

に伏見の城へかけつけました︒

七㎜6

秀吉は︿略﹀︑御墓所やおそ

させ︑︿略﹀︒

七伽9

上様をはじめ皆檬︑おしの

ばの女どもと居りました︒

七梱7園

秀吉が之を聞いて︑︿略﹀心

下になっては居られぬかと存じ︑
︿略﹀︒

七二4

さうして清正のやせた姿︑日

の中で喜びました︒

七齪4

お庭先の御門を守る者がご

にやけた顔を見ては︑︿略﹀︒

七皿7園

ざいません︒

七槌8園某の手で固めませう︒
天皇﹀︒﹂などと清正の家來ど

加藤清正の家來でございま

もが申します︒

七絶6

す︒

耳茸1園

秀吉が之を聞いて︑幕の中か
あのせいの低いのが石田だ︒

翌日諸大名が伏見城の大士間
へっめました︒

七価1

通してやれ︒

筆墨8園

ら︑﹁もうよい︒

く略V︑人のかげごとばかり 七悩5

まいと申しました︒

七986

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七983

のでございます︒

七981

から︑︿略﹀︒

七977

秀吉にざんげんしました︒

七975

︿略﹀︒

七916 ︿略V︑おばあさんの肩に手を 七974
かけて︑﹁︿略﹀︒﹂

七918 すると兵士のおばあさんが︑
﹁︿略﹀︒﹂

七931 ︿略﹀︑稻の葉がさわくし出
した︒

七936 おちいさんにきいたら︑二百
十日といふのは立春の日から二百十
日 目 の 日 の こ と で︑︿略﹀︒

七936 ︿略﹀立春の日から二百十日
目 の 日 の こ と で ︑︿略V︒

目の日のことで︑︿略﹀︒

七936 ︿略﹀立春の日から二百十日

になって︑︿略﹀︒

七942 ︿略﹀︑其の中に南の空が黄色 七988園

夏の 眞 書 の 坂 道 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑菊の鉢を軒下に運んだ

りされた︒

七947

七953拳蟹

七953図盛夏の事書の坂道に︑︿略﹀︒

七欄2

さかひ

仲間げんくわのくせがぬけぬ︒

小西程の者を堺の町人と
さかひ

く略V︑又明器への返書に豊

の＼しり︑︿略V︒
みん

七価5園

借馬5年夏小西程の者を堺の町人と

の＼しり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人々の泣叫ぶ聲は天地 美甘4園

てこ
︿略V︑家鼠の者二百人に挺を

にひゴきました︒

七999

へ出ることを禁ぜられました︒

七958図嚢村の役場に三十年︑勤め 七996 ︿略V︑とうく太閤のお目通 七価4園 ︿略﹀︑大名になってもまだ
つgけし小使の︿略﹀︒

しがあはれさに︑︿略﹀︒

七961図圖 ︿略﹀小使の 年のより
七962図圃 ︿略﹀小使の 年のより

持たせて︑︿略﹀︒

共同助力は人の道︑︿略﹀︒ 七伽4此の時清正は︑︿略﹀︑一さん

しがあはれさに︑︿略﹀︒

七965図圏

︿略﹀といふが︑それはま

臣清正と記したといふが︑︿略﹀︒

七価7囹

明國の使者︑某の陣中に参

ことの事か︒

り︑︿略﹀︒

七価9囹

七価9囹明國の使者︑某の陣中に参

大明の軍勢四十萬︑勢はげ

り︑︿略V︒

しくおしよせたるに︑︿略﹀︒

七悩9園

は一たまりもなくにげ落ち︑︿略﹀︒

七鵬1園 ︿略﹀︑日本の大將小西行長

明國の使者︑某の陣中に参

武士は一人も居らぬ︒

七鵬3園 ︿略﹀︑もはや朝鮮に日本の

七二5園

小西は日本の大將ならず︑

り︑﹃︿略﹀︒﹄などとの廣言︒

︿略﹀︒

七里6囹

まことは堺の町人︑︿略﹀︒

七里7園小西は日本の大將ならず︑

も致したであらう︒

七欄7囹 ︿略﹀︑道案内の者故︑にげ

將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒

七鵬8園此の清正こそはまことの大

將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒

七欄9園此の清正こそはまことの大

しょせ︑︿略﹀︒

七柵1園 ︿略﹀︑其の勢で明の都へお

ら親にはなれて︑︿略﹀︒

下柳3園 ︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

清正はつけひもの頃から︑

此の方のひざの上でそだったので︑

予研9園

︿略﹀︒
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七期9園清正は︿略﹀︑此の方のひ
ざ の 上 で そ だ っ たので︑︿略﹀︒

七塚9園清正は︿略﹀︑此の方のひ
ざ の 上 で そ だ っ たので︑︿略﹀︒

七塚2囹もと此の方には近い親類の
者︑︿略﹀︒

七柵4 ︿略﹀︑軍功の賞として︑清正
に名刀をあたへました︒

七佃7図 ︿略﹀︑此ノ頃ハ書夜ノ長サ
ホ ト ン ド 相 等 シ ク︑︿略﹀︒

︿略﹀︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑
︿略﹀︑秋ノ彼岸ヲ過グレバ︑

書 ヤ ゥ ヤ ク 長 ク ︑︿略﹀︒

七柵8図
七佃9図
夜ヤウヤク長シ︒

七欄1図書ノ長クナルニツレテ︑氣
候 ハ 次 第 二 暖 ク ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑夜ノ長クナルニツレ

テ︑氣候ハ次第二寒シ︒

七佃2図

七欄4図 彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑
︿略﹀︒

七重6園 それでは明日の一番で立た
う︒

忌違7園 おとうさん︑ヘンとは何の
ことですか︒

七柵8圏 返事のことだ︒

七柵9圏 アシタノアサーバンノキシ
ヤデタツテイキマス︒
ヤデタツテイキマス︒

七柵9団 アシタノアサーバンノキシ
七棚4圏 アシターバンノキシヤデイ
キマス︒

七m7園 ︿略﹀︑にごりのある字は二

︿略﹀︑うちの屋がうのカネ

字に敷へるのだから︑︿略﹀︒

七襯9囹
キを入れて︑︿略﹀︒

取扱上不都合の廉あらば口

頭又は無料郵便にて申越されたし

七擢図図

獲信人の居所氏名を受信人

に知らする必要あるときはく略﹀

七擢図図
︿略﹀此虜又は本文の終へ

片丘名にて記すこと

七麗図図
畿信人は自己の居所氏名を

濁音半濁音文字の下は一字

成へく本字にて五帝に記すこと

七㎎図図

七麗図図
あけること

︿略﹀︑うちの屋がうのカネ

キを入れて︑︿略V︒

七備1園

七備7囲去る三日にお差出しの縞物
三十反︑本日無事に着きました︒

七榊1団あのたちで子ども向の品を
もう五十反︑至急お送り下さい︒

此の間二三度降った雨に︑山
の木の葉は目立って色づいた︒

八13

八13此の間二三度降った雨に︑山

︿略V︑眞赤になったつたが︑

林の中へはいると︑︿略﹀︒

の木の葉は目立って色づいた︒

八16

八15

八22

谷間の水はすきとほるやうに

八27

八27

きのこのむらがって出るのも︑

栗のいがのゑむのも今である︒

栗のいがのゑむのも今である︒

すんでみる︒

八28

うさぎの毛も間もなく白くな

︿略﹀︑しひの實が落ちて︑

︿略﹀今である︒

八29
︿略﹀︒

八34

庭のすみで︑先程からちやら

るだらう︒

八37

庭のすみで︑先程からちやら

くとす曳の音が聞える︒

八37

︿略﹀︑僕の見てみるのに氣が

くとすゴの音が聞える︒
八42

ついたと見えて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑喜んで僕の手にとびつ

いて︑ぺろくとなめる︒

八47

︿略﹀︑ぎやうぎょく僕のする

ふと︑垣根の外でちやらく

ことを見てみる︒

八52

八53

ふと︑垣根の外でちやらく

とすゴの音が聞えた︒

八53

くらべうま

昔或氏神のお祭に︑競馬の

とすゴの音が聞えた︒

八59
八59

昔或氏神のお祭に︑競馬の

神事といふ事があった︒
くらべうま
︿略﹀︑日塗りのよい所には︑

八61

︿略﹀︑子どもの騎手を一人つ
つ出して︑︿略﹀︒

八61

どもの騎手を一人つつ出して︑︿略﹀︒

それは氏子の五箇村から︑子

神事といふ事があった︒

︿略V︑秋の山は小鳥の聲でに

松の木にからまってをり︑︿略﹀︒

八16
︿略﹀︒

八19

ぎやかである︒

︿略V︑秋の山は小鳥の聲でに
ぎやかである︒

八21

八62

︿略﹀︑社の横の池のまはりで

︿略﹀︑社の横の池のまはりで

競走させて︑︿略﹀︒

八62

︿略﹀︑社の横の池のまはりで

競走させて︑︿略﹀︒

八62

︿略﹀︑勝つた子どもを出した

競走させて︑︿略﹀︒

八63

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

村の頭になるといふ定めであった︒

︿略﹀︒

八64 ︿略﹀︑次の年のお祭の日まで︑

︿略﹀︑五箇村の頭になるとい

八64 ︿略﹀︑次の年のお祭の日まで︑

︿略﹀︒

ふ定めであった︒

八64

或年選ばれた子どもの中に︑

すぐれて上手なものが二人あった︒

八66

八68園今年の競馬はさぞ見ものだ

八69

︿略﹀見物人が︑朝早くから

︿略﹀︑祭の當日には︑︿略﹀︒

らう︒

八了1

やがて五人の騎手は多くの

宮の境内へつめかけた︒

やがて五人の騎手は多くの

人々につきそはれ︑︿略﹀︒

八72

八72

やがて五人の騎手は︿略﹀︑

人々につきそはれ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁支度﹂といふあひつ

鳥居の中に集って來た︒

八73

八76

五人の騎手は神に勝利をいの

だいこ
の一番太鼓を鳴らした︒

つて︑︿略V︒

八77
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あひつを待ちかまへてみる︒

八77 五人の騎手は︿略﹀︑第二の
八78 五箇村の人々は各自分の村の
騎手に向って︑︿略﹀︒

騎手に向って︑︿略﹀︒

八79 五箇村の人々は各自分の村の
八79 五箇村の人々は各自分の村の
騎手に向って︑︿略﹀︒

八81囹 負けたら村のはちになるぞ︒

八83 二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ
に︑︿略﹀︒

︿略﹀︑五人の騎手は打連れて︑

に︑︿略﹀︒

八83 二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ

︿略﹀︒

八83

八84 ︿略﹀︑拝殿のそばの大きな立
石の前に並んだ︒

八84 ︿略V︑舞殿のそばの大きな立
石の前に並んだ︒

八84 ︿略﹀︑舞殿のそばの大きな立
馬の頭をそろへて︑︿略﹀︒

石の前に並んだ︒

八87 三番太鼓が鳴るが早いか︑五

八85
匹の馬は一さんにかけ出した︒

たが︑︿略﹀︒

八88 始の間はあまり甲乙はなかつ
八89 ︿略﹀︑半分程の所から一騎後
れ︑二騎後れ︑︿略﹀︒

人だけの競走となった︒

八91 ︿略﹀︑もはや信作と耕造の二
八92 ︿略﹀︑もはや信作と耕造の二
人だけの競走となった︒

八94

八93
︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

二人を出した村の者は︑︿略﹀︒

今度の競走も五分々々に進ん

もう㎝度競走させることにした︒

八96
︿略﹀︑信作の馬はつまついて︑

で行ったが︑︿略﹀︒

八97
前足を折った︒

信作はつるりとすべり落ちて︑
︿略﹀信作のえりを引つつか

︿略﹀池の中へころげこんだ︒

八99
八106
んで︑︿略﹀︒

つきそひの者や見物人はかけ

耕造方の人々は耕造の肩を

︿略﹀︑上を下へのさわぎであ

よって來て︑︿略﹀︒

八108

る︒

八112

八113

耕造方の人々は耕造の肩を

た＼いて︑︿略﹀︒

八113

︿略﹀︑人の命にはかへられ

た㌧いて︑︿略﹀︒

八116園

相手の信作があの通りだか

ないと思って︑︿略﹀︒

八118園

耕造さんのおかげで︑信作

あなた方の村が勝つたので

信作方の人々は之を聞いて︑

ら︑︿略﹀︒

八122
︿略﹀︒

八124園
す︒

八124園

耕造さんのおかげで︑信作

の命が助かりました︒

八125園

耕造さんの心掛は實に見上

の命が助かりました︒

八126園

げたものです︒

あなた方の村が五箇村の頭になって

八127囹どうか今日から一年の間︑
下さい︒

八163

九つの時から磁土の若君竹千

九つの時から將軍の若君竹千

代のおつきになった︒

八163

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

長四郎が十一歳の時のことで

長四郎が十︻歳の時のことで

代のおつきになった︒

八165

ある︒

八164

ある︒

八127園︿略﹀︑あなた方の村が五箇 八164
︿略﹀︑あなた方の村が五箇

村の頭になって下さい︒
八127圓

一方は百四五十人で︑他の一

村の頭になって下さい︒

八136

けて︑︿略﹀︒

︿略V︑もう少しで雀の巣へ手

が届かうとした時︑︿略﹀︒

八169

れ︒

見物人は孚って︑多勢の方へ 八166囹長四郎︑雀の子を取って参

方は三百人以上もあった︒

八137

︿略﹀︑家康は小勢の方へ行け

行ったが︑︿略﹀︒

八137

と命じた︒

るが︑︿略﹀︒

けた︒

八184

書頃︑御話所のおわびによつ

て︑︿略﹀︒

八185

ねたが︑始のやうに答へた︒

翌日になって︑將軍が着たつ

八183 ︿略﹀︑袋の口を封じて柱に掛

た︒

八141園多勢の方はゆだんをしてゐ 八175園雀の子がほしくて参りまし
︿略﹀︑小勢の方はみんな心

間もなく合戦が始ると︑果し

を合はせて︑︿略﹀︒

八141園

八145

て小勢の方が勝つた︒

︿略﹀︑皆家康の年に似合はず
かしこいのに驚いた︒

八146

ヤウ

八195図

揚子江ハ支那第一ノ大河ニ

スカウ

アフリヨク

我が國第一ノ長流笹緑江

アフリヨク

我が國第一ノ長流笹緑江

ノ如キハ︿略﹀︒

八195図

最北端二値ル長サヨリモ長シ︒

八194図 ︿略﹀︑我が國ノ最南端ヨリ

シテ︑︿略﹀︒

八193図

らう︒

ったら︑竹千代には無二の忠臣であ

やあ︑正綱︑十四歳の時が 八189園長四郎があの心で大きくな

今の一言は︑先陣の功名に

今の一言は︑先陣の功名に

二度あるか︒

八156圏

もまさる︒

八158園

もまさる︒

八158園

松平正綱の子信綱は幼名を長
四郎といった︒

八162

九つの時から義軍の若君竹千
代のおつきになった︒

八163

の一の
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ノ如キハ︿略﹀︒

ちやうど蕃人が︑其の前の年

いものだと思ひました︒

︿略﹀︒

︿略V︒

八246園

四十落着はいつの聞にか過ぎ
呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

︿略﹀︑赤い着物を着て︑此

翌日蕃人どもが︑役所の近く

所を通る者の首を取れ︒﹂といひま

八248園

此所を通る者の首を取れ︒

︿略﹀︑明日の書頃︑︿略﹀︑

はよくないといふことを説聞かせて︑

八241

て︑︿略﹀︒

八237

年其の首を一つづつ供へさせました︒

八235

八286図

︿略﹀︑農夫の田畑を耕すも︑

皆手の働なり︒

︿略﹀︑農夫の田畑を耕すも︑

皆手の働なり︒

八286図

八312

︿略﹀︒

八312

或日影を焼く男が太郎のうち
︿略﹀︑みうりのはたでいろ
︿略﹀︑みうりのはたでいろ
︿略﹀︑炭を焼く間ねとまりを

次に其の小屋のそばへ土と石
︿略﹀︑前には三尺に一尺程の
︿略﹀︑後の方に煙出の口を明
︿略﹀︑後の方に煙出の口を明

さて山の木をきり倒して︑四

さて山の木をきり倒して︑

けるのである︒

八311

けるのである︒

八311

かま口を造り︑︿略﹀︒

八309

でかまをつく︒

八304

するための小屋を建てる︒

八303

くの話をした︒

八298

くの話をした︒

八297

へ來て︑︿略﹀︒

八297

働く人の少きをいふなり︒

五尺の長さにきりそろへ︑︿略﹀︒

の中に立て並べ︑︿略V︒

八313 ︿略﹀︑それをぎっしりとかま

八316 ︿略﹀︑四五日の間︑中の木を

むし焼にする︒

八317 ︿略﹀︑四五日の間︑中の木を

さうして煙出から出る煙の色

むし焼にする︒

八318

︿略﹀焼加減を見て︑かまの

で焼加減を見て︑︿略﹀︒

外へ引出し︑︿略﹀︒

八318

山野に生ずる草木の中には︑

︿略﹀︑其の中貴重なものの一

これはもと野生のものでした

さうして其の栽培については

神様のお告がありました︒

ば︑望のものをさづけてやるといふ

八338 ︿略﹀︑明日何山の何所へ行け

ば︑︿略﹀︒

八337 ︿略﹀︑明日何山の何所へ行け

神様のお告がありました︒

八337 すると或夜ゆめの中に︑︿略﹀

︿略V︒

八335昔朝鮮に一人の婦人があって︑

次のやうな話もあります︒

八332

が︑︿略﹀︒

八327

つは朝鮮人身です︒

にんじん

八326

︿略﹀︒

八325

がよい︒

八323 ︿略﹀︑くぬぎの炭の方が火持

がよい︒

八292図︿略﹀︑手の足らずといふは︑ 八322 ︿略﹀︑くぬぎの炭の方が火持

の足らずといふは︑︿略﹀︒

八292図︿略﹀︑いそがしき時に︑手

て︑︿略﹀︒

八291図手はすべて仕事のもとにし

むるも︑手の働なり︒

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし

︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎 八289図︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

に取った首が四十飴ありましたので︑

八199図 此ノ河ノ上流地方ヨリ木材 八233
ヲキリ出シ︑︿略﹀︒

八202図 イカダノ大ナルモノハ長サ
六 七 十 間 ︑ 幅 三 四十間︑︿略﹀︒

八211図︿略﹀︑一年ノ長キニワタル
︿略﹀︑河ロヨリ海上百里ノ

コト珍シカラズトイフ︒
八215図
間︑海水コレガタメ応需シトイフ︒

テモ知ルベシ︒

八216図 揚子江ノ大ナルコトコレニ
八218図 揚子江ノ流域ハ地味スコブ
ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

カンコウ

八219図︿略﹀︑米・茶・綿衣ノ産物
ンヤンハイ

した︒

多シ︒

八221図 又沿岸ニハ上海・鶏口等
八251

垂湾の蕃人には︑︿略V︒

見ると︑それは呉鳳の首でご

えんがはにうつくまる三
取る・拾ふ・握る・持つな
大工の家を建て︑左官の壁

︿略﹀︑船頭の舟をこぎ︑農
夫の田畑を耕すも︑︿略﹀︒

八285図

を塗り︑︿略﹀︒

八285図大工の家を建て︑左官の壁

を塗り︑︿略V︒

八285図

どは皆手の働なり︒

八279図

毛のねこ︑︿略﹀︒

八273図圃

首を取らぬとちかひました︒

さて蕃人どもは︑︿略﹀人の

ざいました︒

八257

に集ってゐますと︑︿略﹀︒

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒
八223
︿略﹀︑お祭に人の首を取って

ばんじ ん

八223
りさん

ごほ う

︿ 略 ﹀ ︑ 亜 里 山 の 蕃 人 に だ け は ︑ 八263

あ

供へる風がありま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
八224
︿略V︒

八226 これは過重といふ人のおかげ
だと申します︒

八227 呉鳳は今から二百年程前の人
で︑亜里山の役人でした︒

八227 呉鳳は今から二百年程前の人
︿略﹀︑蕃人からは親のやうに

で︑亜里山の役人でした︒
八229

したはれました︒

どうかして首取の悪風を止めさせた

八232 呉鳳は役人になった時から︑
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︿略﹀ ︑ 夜 の 明 け る の を 待 っ て ︑

八339 ︿略﹀神様のお告がありまし
た︒

八341

すぐに其の山へ上りました︒

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と

放しました︒

八375

︿略﹀ふろしきつつみを石地

呉服屋の手代が︑︿略﹀︒

いはぬばかりに︑︿略V︒

八387

︿略﹀︑何時の間にか︑ぐつす

︿略﹀︑近所の人にきいても知

越前守は手代の言ふ所を聞い

やら其の地藏がうたがはしい︒

八399園其の方の申す所では︑どう

て︑︿略V︒

八398

らぬ知らぬと申します︒

八395

かりはいってみたのでございます︒

包の中には白木綿が五十反ば

りねこんでしまひました︒

八389

藏の前におろして︿略﹀︒

八343 ︿略V︑望の赤子は居ませんで 八388
︿略V︑其の實を取って潤て︑

したが︑︿略﹀︒

八347
庭先の畠の中にまきました︒

一生の間仕合はせのよ

︿略﹀︑婦人は之を我が子のや

八347 ︿略V︑庭先の畠の中にまきま 八393
した︒

八349
うに育てました︒
︿略﹀︑

い事がつgいたと申します︒

八351

︿略﹀︑一生の間仕合はせのよ

い事がつ買いたと申します︒

八352

︿略﹀︑下役の者に石地藏をし

く︒

八425

しばらくして︑其の中のおも

立つた者が出て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八429園

三日の間に一同は白木綿を一

持参致せ︒

八432

越前守は呉服屋の手代を呼出

反つつ持って参りました︒

八433

︿略﹀︑其の中に盗まれた品の

して︑︿略﹀︒

八434

ありなしを調べさせました︒
︿略﹀︑ついでに石地藏を︑も

病中の祖母も大そう喜びま

との所へもどしたと申します︒

八増1

八網8団

︿略﹀︑老膿のこと故︑饒程

しかし醤者の申す所では︑

して︑︿略﹀︒

八454団

八403

八478

︿略﹀︑鯨程大事にしなけれ

こちらの方はどうでもなる

︿略﹀︑一人で寝起の出來る

ワシ

︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

まで︑︿略﹀︒

八469団

︿略V︒

デアル︒

︿略﹀︑サキノ曲ツタ大キナク

八478 金アミノ中二飼ハレテ︑︿略﹀︒

八481

チバシ︑︿略﹀︒

八482 ︿略﹀︑トガツテカギノ如クニ

︿略﹀︑コゲ茶色ノ羽︑︿略﹀︒

見エル爪︑︿略﹀︒

八483

ク︑︿略﹀︒

八484 ︿略﹀︑何所二一分ノスキモナ

在二空ヲトブ様ハ︑︿略﹀︒

八487マシテ自由ノ天地二丈テ︑自

セズ︑空中ヲノシテ行ク︒

八492 ︿略﹀︑敷分ノ雪盲バタキーツ

八495 ︿略﹀︑風ヲ切ツテマツシクラ

キツネ

タヌキ

ウサギ

ブタ

高目モノノ上目ツカミカ・ル︒

八496狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼

︿略V︑人ノヨリツケナイ絶壁

ノ求メル物デアルガ︑︿略﹀︒

ノ間や老木ノ上二︑︿略﹀︒

八501

ノ間や老木ノ上二︑︿略﹀︒

八502 ︿略﹀︑人ノヨリツケナイ絶壁

春ノ初二二三ノ卵ヲ産ミ︑

春ノ初二二三ノ卵ヲ産ミ︑

タテ横二小枝ヲ並べ︑︿略V︒

八502 ︿略﹀絶壁ノ間や老木ノ上二︑

八503

︿略﹀︒

︿略﹀︒

八504

八512

おかあさんは取粉をのし板の

であるせいろうからは︑︿略﹀︒

八509 ︿略﹀︑土間の大釜の上に積ん

であるせいろうからは︑︿略﹀︒

八467団祖母一人孫一人の事だから︑ 八509 ︿略V︑土間の大釜の上に積ん

から︑心配するには及びません︒

八465國

まを願ひたうございます︒

八458団︿略﹀︑もう四五日の所おひ

ばならないとのことでございます︒

八456囲

でございます︒

大事にしなければならないとのこと

︿略﹀︒

八356 幾年かの後︑里子を返しても

物見高いは江戸のくせで︑

けて︑車に積んで参ります︒

ばって來るやうに命じました︒

八455圏

ぜんのかみ

らはうとすると︑︿略﹀︒

ゑち
八361 時の町奉行は名高い大岡越 八405 下役の者が石地藏に荒縄を掛
前章で︑︿略﹀︒

︿略V︑四五百人のものが︑そ

︿略﹀︑そろくと車の後につ
いて︑︿略﹀︒

八415

ろくと車の後について︑︿略﹀︒

八414

﹁何だ︑何だ︒﹂

八361 ︿略V︑一人の子どもに二人の 八407
實 母 は な い は ず といって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一人置子どもに二人の

實 母 は な い は ず といって︑︿略﹀︒

八362

八365園 其の子を二人の眞中に置い
て︑︿略﹀︒

越前守は︿略﹀︑見物人一同
此所は天下の役所なるに︑
許しもなくて齪入するとは不届しご

八419園

の所名前を書取らせ︑︿略﹀︒

八417

内へ入りこみました︒

八366園 ︿略﹀︑雨方から子どもの手 八415 ︿略﹀︑思はず知らず役所の門
を取って引合へ︒

た︒﹂と︑両方か ら 引 合 ひ ま し た が ︑

八368 二人前女は﹁かしこまりまし

︿略﹀︒

八373 ︿略V︑實母の方は驚いて手を

の一の
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上にひろげて︑︿略﹀︒

き上るのを待っていらっしやる︒

八513 おかあさんはく略V︑餅のつ
八515 おちいさんは大釜の火をたい
ていらっしやる︒

八524 つき上ると︑おばあさんが餅
︿略﹀︑おかあさんの所へ持つ

を 臼 の 中 で 丸 め て︑︿略﹀︒

八525

ていらっしやったQ
手つだってつかれた︒

八531 四日目の時は︑おちいさんも
八533 二かさね目のせいろうから︑
ゆ げ が 上 る ま で に︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

八542 始のうちは勢がよかったが︑

八549 おしまひの一日には︑小豆や
きな粉をつけて︑︿略﹀︒

八554図圏 雪どけ道のぬかるみを

杖にすがりてとぼくと︑歩み迂れ
る老婆あり︒

八568町民

︿略﹀︑ひらりと下りて自

﹁年の若きに感心な︒﹂

轄車を角の下駄屋にあづけ置き︑
︿略﹀︒

八571図二合

︿略﹀︑下駄屋にありし人

のまぶたにつゆありき︒

八575図圃國に母をや残すらん︑彼
八578図翻

︿略﹀看板ヲ出塁ルハ︑ヨ

は皆︑彼の姿を見送りぬ︑︿略﹀︒

八586図
スベテ看板ハ商品又ハ職業

ク人ノ知ル所ナルベシ︒

八587図

近年人々ノ生活次第ニイソ

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑︿略﹀︒

八589図

カザリ

洋物屋ノ看板二︑シャツ・
︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

ナペ

カマ

カマ

ハゥチャゥ

ハウチヤウ

︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒

ナベ

八608図
ヰ

︿略﹀︑芝居臨監活動寓眞ナ

シバ

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒
コウギヤウ

八616図

︿略﹀︑寓平屋ニハ︑寓眞ノ

ドノ興行場ニハ︑給看板アリ︑
︿略﹀︒

八617図

目は見ゆれども︑字のよめ

無事にサンフランシスコへ着きまし

た︒

供の日で︑︿略﹀︒

せつ
八659団︿略﹀︑ちやうど五月のお節

供の日で︑︿略﹀︒

せつ
八659圏 ︿略﹀︑ちやうど五月のお節

八661国 ︿略﹀︑日本人の家には︑鯉

アメリカ人の元三なことは︑

のぼりが立ってるました︒

人の立てた學校へ行って︑︿略﹀︒

八682団︿略﹀︑子どもは︑アメリカ

でも︑氣候がよくて︑︿略﹀︒

八673團 ︿略﹀︑此の州は合衆國の中

これだけ聞いてもわかりませう︒

く略V︑看板ノ種類ハキハメ 八666国

看板モアリテ︑︿略﹀

八618図
テ多シ︒

八622図

︿略﹀︑まことのめくらにし

ざる人をあきめくらといふ︒
八624図

えんとつ

保己一は五歳の時めくらと 八683圏 ︿略﹀︑又日本人の立てた學

て︑大學者となりし人あり︒

校へ行って︑︿略﹀︒

で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

保己一は︿略﹀︑多くの書 八701圏此所は工業地で︑煙突の煙

八629図︿略﹀︑其の頃の江戸の番町
︿略﹀︑多くの弟子保己一に

にありて︑︿略﹀︒

八631図

八705国

く略V︑汽車の窓から見た牧

︿略﹀米國第一の大都會

場の實景です︒

八709国

シカゴとニューヨークの間

ニューヨーク市に着きました︒

は九百八十哩もありますが︑︿略﹀︒

八712團

八714団 ︿略﹀︑おとうさんは最大急

行の列車に乗って︑︿略﹀︒

いくらもあります︒

八721囲 ︿略﹀︑十階・二十階の家は

第一で︑︿略﹀︒

番町で目あ 八719團高い建物のあることは世界
と言ひた

おとうさんは一昨日の正午

道をき＼︒

く略V︑時の人

つきて學びたれば︑︿略﹀︒

きめくらに

八632図
りといふ︒

八652囲

の窓から見た牧場の實景です︒

保己一の家は今の東京︑其 八704囲此の糟葉書は︿略﹀︑汽車
保己一の家は今の東京︑其
の頃の江戸の番町にありて︑︿略V︒

八629図

の頃の江戸の番町にありて︑︿略V︒

八629図

物をあらはせり︒

八628図

なりしが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑見物人ノ外ハ︑︿略﹀︑ 八626図

ガシクナリテ︑︿略＞Q
八591図

︿略﹀︑町ノ両側ヲナガメテ︑

ユルく歩クガ如キ者ナシ︒
ガハ

八591図

ヨリテ看板ノ如キモ︑︿略﹀︑

ユルく歩クガ如キ者ナシ︒

︿略﹀︑キソヒテ小屋根ノ上

キソヒテ小屋根ノ上ニカ・グルニ至

八592図

レリ︒

八594図

八557図圃 ゆききの車馬のたえざれ
かは
ば︑向ふの側へ行きかねつ︒

八599図

イモ
彼ノ焼穴屋ノ看板二︑八里

ニカ・グルニ至レリ︒
八629図 ︿略﹀︑其の頃の江戸の番町
イモ
彼ノ焼藷屋ノ看板二︑︿略﹀︒
にありて︑︿略﹀︒

ば︑向ふの側へ行きかねつ︒

八557図翻 ゆききの車馬のたえざれ
かは
かは

︿略﹀︒

エリ

八605図

カザリ

八607図

襟・襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略V︒

エリ

八606図

襟∵襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略V︒

洋物屋ノ看板二︑シャツ・

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

八558図圖 ゆききの車馬のたえざれ 八601図
ば︑向ふの側へ行きかねつ︒

八559図圏 老婆の前を右左︑行きか
︿略 ﹀ ︑ 北 風 寒 き 町 の 辻 ︑

ふ男女多けれど︑︿略﹀︒

八562跳鼠
︿略﹀︒

米 を 運 び し 饒 り 途︑︿略﹀︒

八565図韻 米屋の小ぞうお得意へ
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八724国 地上の野道には勿論︑高架
鐵道にも︑︿略﹀︒

八739圃 シカゴを立つ日に︑お前た
︿略﹀︑イスパニや人の喜んだ

ちの年始状が着きました︒
八753
一日祝賀會の席上で︑︿略V︒

ことは非常なものでした︒
八755

て︑コロンブスの成功を祝しますと︑

一人の男が﹁︿略﹀︒﹂

八782園

是非今日のうちに納めなけ

これは村の税で︑村の學校

これは村の税で︑︿略﹀︒

ればなりません︒
八792園

八792園
や役場の費用などになるのです︒

これは村の税で︑村の學校

や役場の費用などになるのです︒

八792園

の税です︒

八795園

の税です︒

八795園

一枚は縣の税で︑一枚は國

一枚は縣の税で︑一枚は國

八756︿略﹀︑人々がかはるぐ立つ 八794園﹁あとの二枚は︒﹂
︿略﹀︒

︿略﹀︑

といって冷笑しました︒

八756

これは縣の税で︑賢立の學

これは縣の税で︑︿略﹀道
それからこれは國の税で︑

軍隊や︑裁判所や︑外國と

國の税は勿論︑縣の税も村
︿略﹀︑縣の税も村の税もみ
︿略﹀︑縣の税も村の税もみ

︿略﹀︑之を納めることは國
民の務です︒

八804園

んな大事なもので︑︿略﹀︒

八802園

んな大事なもので︑︿略﹀︒

八802園

の税も︿略﹀︒

八802園

用になるのです︒

八801園︿略﹀︑其の他いろくの費

のつきあひや︑︿略﹀︒

八801園

納税告知書としてあります︒

八798園

路などの費用になります︒

八797園

になります︒

校や病院や︑其の他道路などの費用

八797園

八759園 大洋を西へくと航海して︑ 八796園 これは縣の税で︑︿略﹀︒
陸地に出あったのが︑それ程の手が
らだらうか︒

と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

八762 之を聞いたコロンブスは︑つ

︿略﹀︒

︿略﹀︑食卓の上のうで卵を取

り︑︿略﹀︒

八763

八766 人々は何の爲にこんなことを
いひ出したかと思ひながら︑やって
︿略﹀︑こつんと卵のはしを食

見 ま し た が ︑ バ 略V︒

八769

︿略﹀︑何の苦もなく立てて申

卓 に う ち つ け ︑ ︿略V︒

八771
しました︒

は︑何のざうさもない事でございま

八773園 諸君︑これも人のした後で
せう︒

でございませう︒

八773園︿略﹀︑何のざうさもない事

八805囹縣や國の税も︑村の役場へ
納めれば︑よいのですか︒

八805圏縣や國の税も︑村の役場へ
納めれば︑よいのですか︒

八807囹村役場で︑村内の家々から
いや︑それは財産や牧入の

納めるのをまとめて︑︿略﹀︒

八811園

唖の學校に入れてある︒

唖の學校に入れてある︒

八836 ︿略﹀︑僕のうちで世話して︑

信吉は僕の爾親に蹄って來た

あいさつをすますと︑︿略﹀︒

八836

ばかりが︑氣にか㌧つてみたのでご

八餌4園あちらでも︑あの子のこと

ざいました︒

ございます︒

役場のひけないうちに行つ 八856園私は︿略﹀松木とよの父で

多少によって違ひます︒

八813園

おとよは信吉の顔を見ると︑

八896園

信吉は︿略﹀︑娘の手をはな

わしはあちらに居ても︑お

おとよ︑わしの言ってるこ

わしの聲が聞えるか︒

とがわかるか︒

八895園

ことで︑︿略﹀︒

八893羽指であひつをしたのは昔の

八883囹 ﹁わたくしのおとうさん︒﹂

う︒

きくことが出平ないのでございませ

さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を

八876園︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

前の事ばかり心配してみた︒

八871園

でながめたが︑︿略﹀︒

八867 ︿略﹀︑頭の先から足の爪先ま

でながめたが︑︿略﹀︒

八867 ︿略﹀︑頭の先から足の爪先ま

して︑︿略V︒

八867

かけよって來て︑︿略﹀︒

八863

して奥の方を見た︒

明治天皇の御製に︑︿略﹀と 八858 ︿略V︑信吉はのび上るやうに

て來よう︒

器にはしたがひながら︑

いふ御歌がある︒

八816

八818図圏

とほすは水の力なりけ

︿略﹀︑長い間には︑思ひの外

落ちる時の勢が加はると︑

いはほをも
り︒

八823
︿略﹀︒

八824

︿略V︑長い間には︑思ひの外

の事をする︒

八824

︿略﹀電氣も︑もとをたゴせ

彼の水力学氣の如きはそれで︑

の事をする︒

八827
︿略﹀︒

八829

もと僕のうちに奉公してみた

ば水の力である︒

八832

︿略﹀信吉が︑昨日の朝三年

信吉が︑︿略﹀︒

信吉にはおとよといふ今年十

ぶりでハワイから鶴って來た︒

八832
八834

︿略﹀︑僕のうちで世話して︑

一になる女の子があるが︑︿略﹀︒

八835

の一の
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八899園 口の動き方を見てさとるの
です︒

八902 信吉はまだ先生の言はれたこ
とがわからなかっ た と 見 え て ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑おとよは何も言はない

よせて︑︿略﹀︒

八903 信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を
八907
・ で ︑ 信 吉 の 顔 を見てみる︒

八909園あなた︑此のお子が返事を
しないのは︑あなたの口が見えない
からです︒

八914 信吉は少しはなれて︑今度は
お と よ の 顔 を 見 ながら︑︿略﹀︒

八916 おとよは信吉の口を︑中まで
︿略﹀︑りっぱに一人前の事が

のぞきこむやうに し て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八928
出來るやうになる︒

八929 げんに此の學校の卒業生で︑

︿略﹀︑商店の番頭になってゐ

商店の番頭になってみる者もあれば︑
︿略﹀︒

八929
る者もあれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑裁縫の先生になってゐ

︿略﹀︑ 娘 の 顔 と 先 生 の 顔 を ︑

る者もあるなどと話された︒

八931

八933

︿略﹀︑ 娘 の 顔 と 先 生 の 顔 を ︑

かはりばんこに見てみた︒
八934

かはりばんこに見てみた︒

八935 それから先生は︑僕等を一年
此所では女の先生が︑︿略V︒

生の教室に連れて行かれた︒
八936

八937 此所では女の先生が︑生徒に

おん

五十音の嚢音を教へてるられた︒

先生︑私の娘にもあ＼して

教へて下さったのでせうか︒

八942園

ふだけの者ではありません︒
血の製造場へ送るのがく略﹀︒

八川7園食った物をこなして︑之を

回忌の法事を致します︒

來る二十五日に︑亡母の三

回忌の法事を致します︒

八柵6団

八三6団 ︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

分業はマッチの製造ばかりで
はない︒

分業で仕事をする時︑誰か一

これは年よりからのお願で

たゴきたうございます︒

おく

乃木大將は幼少の時︑髄が弱

ございます︒

八佃2国

八柵7

く︑其の上臆病であった︒

蛭川1 ︿略﹀︑近所の人は︿略﹀︒

︿略V︑近所の入は大將のこと
なきと
を︑無人ではない︑釣人だといった

八川1

大將の父は長府藩主に仕へ

ちやうふはん

といふことである︒

て︑︿略﹀︒

八川3

八川3 ︿略﹀︑江戸で若君のお守役を

してみたが︑︿略﹀︒

八川4 ︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

泣虫では︑︿略﹀︒

八m4

泣虫では︑︿略V︒

八川6 ︿略﹀︑どうかして大將の睡を

そこで大將が四五歳の時から︑

丈夫にし︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

八川8

︿略﹀︑大將の父はうす暗い中

八m8

艶麗2

泉岳寺には名高い四十七士の

の泉岳寺へよく連れて行った︒

せんがくじ

に大將を起して︑︿略﹀︒

馨る十六日は私の誕生日で︑

たかなは
八擢1 ︿略﹀︑往復一里饒もある高輪

やはり世は相持のものである︒

︿略﹀︑全盟の出雲までも悪く

人の手ぎはが悪いと︑︿略﹀︒

八鵬7
八鵬8
なる︒

八柵9

︿略﹀︒

八柳3國

お呼びするのは大てい近所
來る二十五日に︑亡母の三

の人で︑︿略﹀︒

八伽7国
八佃6囲

を致したいと存じます︒

八952園近所の者に見せてやりたい︒ 八川7園 ︿略﹀が僕の役目であって︑

八㎜1国 ︿略﹀︑當日祝の歌を一首い

︿略﹀︑此の敷石の間少しも

マッチの製造所へ行って見る
︿略﹀︑軸木を火で乾かす者も

︿略﹀︑乾かしたのをそろへて

したがって一包のマッチを十

マッチの箱に入れる者もあり︑︿略﹀︒

八価4

る者もあり︑︿略﹀︒

あり︑乾かした軸木の先に藥をつけ

八価2

と︑︿略﹀︒

八悩7

て相持のものです︒

八方3園世の中といふものは︑すべ

食物を送ってよこしませんでした︒

八皿1園

がどうして出來ませう︒

八川9園

︿略﹀︒

︿略﹀︑からだを養ふ所の血

︿略﹀︑慮接室に待ってるた娘

さうしてみんな一しょに學校

の手を取って︑︿略﹀︒

八954

八956
名古屋市ハ我が國屈指ノ大

の門を出た︒

八958図
一捻三シテ︑人口四十鯨萬アリ︒

商工業盛ニシテ︑焼物・
︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清

︿略﹀等ノ産出頗ル多シ︒

八961図
八967図

天守閣壁皿棟ノ爾鼻翼金ノ

正ノキヅキシ所ナリ︒

八968図
シヤチホコアリ︒

天守閣ニハ棟ノ両端曲金ノ

八欄2

シヤチホコアリ︒

八968図

︿略﹀︑遠ク敷里ノ外ヨリ望

八鵬4

銭ぐらゐで責っても︑︿略﹀︒

八971図

市ノ南部二熱田神宮アリ︒

ミ見ルコトヲ得ベシ︒
アツ

八974図

八977図韻荒波洗ふデッキの上に︑
やみをつらぬく中佐の叫︒

八978顧問荒波洗ふデッキの上に︑
く略V︑君は︿略﹀︑少しも

やみをつらぬく中佐の叫︒

八999園

僕等の爲につくさない︒

︿略V︑耳は食事の知らせを聞
︿略﹀︑顔の色も青くなって來

いても︑聞かないふりをし︑︿略﹀︒

八㎜4
八棚1

て︑︿略﹀︒

思川5園僕はたゴ坐ってみて物を食
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墓がある︒

八擢3 大將の父は途々義士のことを
大 將 に 話 し て き かせて︑︿略﹀︒

八擢4 大將の父は金々義士のことを
大 山 に 話 し て き かせて︑︿略﹀︒

八擢7 或年の冬︑大鯛が思はず﹁寒
すると大將の父は︿略﹀︒

い︒﹂といった︒

八擢8

八佃4 大面はこれから後︑一生の間
﹁寒い︒﹂とも﹁ 暑 い ︒ ﹂ と も い は な
かったといふ︒

八佃6 大將の母もまたえらい人であ
つた︒

な 物 が あ る と 見 れば︑︿略﹀︒

八柵7 大將が何か食物の中にきらひ
︿略﹀︑三度三度の食事に︑必

︿略﹀︑うち中の者がそればか

ず其のきらひな物ばかり出して︑

八柵8

︿略﹀︒

八柵9
り食べるやうにし た ︒

八悩4 大回が十歳の年︑大儀の一家
は郷里へ射ることになった︒

八悩4 大回が十歳の年︑大急の一家
は郷里へ射ることになった︒

八描8 當時大洲の髄は︑もうこれだ
け丈夫になってみたのである︒

八価3 郷里の家はく略V︑至ってせ
まい︑そまつな家であった︒

八価3 郷里の家は六畳・三畳・二畳
の三間と︑︿略﹀︒

︿略﹀︑二畳の板の間が一つだ
けの︑︿略V︒

八備3

八三4

郷里の家はく略V三間と︑二

畳の板の間が一つだけの︑至ってせ
︿略﹀︑武士の魂と呼ばれる物

まい︑そまつな家であった︒
八価5

此の父母の下に︑此の家に育

は︑︿略﹀︒

八価8
︿略﹀乃木大將が︑︿略﹀︑武

つた乃木大命が︑︿略﹀︒

八価9

人の手本と仰がれるやうになったの
は︑︿略﹀︒

︿略V︑まことにいはれのある

ふけ行く夜のしづけさよ︒

ことである︒

八描1

九12図圏

さ

九17図圏夜をいましむる夜まはり
拍子木のごとかちくと︑

ひやう

の

ひやう

びしく時をきざみ行く︒

しつ

きざみくて︑明方の

さびしく時をきざみ行く︒

す︒

殊に毎日のやうに降るには

︿略﹀︑あざやかな緑の世界

︿略﹀︑何ともたとへやうの

九710国海の中もなかくきれいで

︿略﹀︒

九77圏水の乏しい此の島々では︑

九了7国 ︿略﹀︑氣持のよいものです︒

ない︑氣持のよいものです︒

九76国

は︑︿略﹀︒

九76團

ざやかな緑の世界は︑︿略﹀︒

か雨が︑︿略﹀通り過ぎた後の︑あ

九75囲

か雨が︑︿略V︒

冬でも春でもこちらではち 九74団殊に毎日のやうに降るには

やうど内地の夏のやうです︒

九310国

暑さも年中此のくらみのも

のださうで︑︿略﹀︒

九41国

それに此の邊一帯の島々は

ころのやうです︒

九42團︿略﹀︑なかく住みよいと
九43国
︿略﹀︒

︿略﹀島々は我が國の支配
︿略﹀殊に珍しいのはコ・

に属してみるので︑︿略﹀︒

九44團

し

椰子の木やパンの木などです︒

や

九52國

︿略﹀︒

九54國鳥の羽に似た大きな葉が︑

︿略﹀︑波の静かな所でふな

︿略﹀︑美しい海底のありさ

九85国

︿略﹀︑珊瑚の林や海藻の間

青・緑・紅・紫︑目のさめ

さんご

をぬって泳いで行く︒

るやうに美しい魚の群が︑︿略﹀︒
さんご

九85囲

るやうに美しい魚の群が︑︿略﹀︒

九84半生・緑・紅・紫︑目のさめ

まが手に取るやうによく見えます︒

九83国

ばたからのぞいて見ると︑︿略﹀︒

九81国

つで︑︿略﹀︒

九54囲︿略﹀葉が︑幹の上の方に 九710含水のすんでみる事はかくべ
集ってついてをり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の葉の根本には︑

︿略﹀︑大人の頭ぐらみの實
︿略﹀︑大人の頭ぐらみの實

から

其の實は土人の一番大事な
これ等の植物が思ふま＼に
茂ってみる様子は實に見事です︒

九72国

食料で︑︿略﹀︒

九67圏

のやうなものがあります︒

何だかおとぎばなしの世界

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

九92囲此の間も十ぐらみの少女が

にでもまよひこんだやうです︒

九86団

をぬって泳いで行く︒

九58国︿略﹀︑其の内がはに白い肉 九85団 ︿略﹀︑珊瑚の林や海藻の間

て︑︿略﹀︒

九57囲實の中にはかたい殼があっ

がす〜なりになってゐます︒

九56国

がすゴなりになってゐます︒

九56国

︿略﹀︒

九55国

ついてをり︑︿略﹀︒

九18図圏く略V拍子木のごとかち 九54囲 ︿略﹀︑幹の上の方に集って
くと︑

九21図韻

︿略﹀︑夜のとばり

鶏鳴けば︑︿略﹀︒

九22図圃

かにあきて︑︿略﹀︒

九24図圏︿略﹀︑ほのぐと東の

三月二十五日お出しのお手

︿略﹀我もはげまん︑今

窓はしらみたり︒

九28図齪
日の業︒

九32国

︿略﹀︑土地の様子も一通り

紙を昨日受取りました︒

九38団

はわかりました︒

冬でも春でもこちらではち
やうど内地の夏のやうです︒

九310国

の一の
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みこと

え

ぞ

やまとたけるの

九99図景行天皇の皇子日本武
尊︑︿略﹀︒

九99図 ︿略﹀︑蝦夷を平げよとの勅
命を奉じて︑︿略﹀︒

するが

九910図︿略﹀︑目無の方に下り給ひ
き︒

九910図 駿河の賊を亡し給ひし後︑
︿略﹀︒

うらが
九102図 く略V︑今の浦賀のあたりよ
うらが
︿略﹀︑今の浦賀のあたりよ

り海を渡り給へ り ︒

九102図
り海を渡り給へ り ︒
おとたちばなひめ

戸を開く︒

︿略﹀︑いつもの如く︑庭の

︿略﹀︒

卵二つころがれり︒

わら
九145図︿略﹀︑敷藁の中に見事なる

妹の置きて行きたる餌箱に

中に入りてひよこの箱を 九146図昨日の午後に産みたるなる

すみなるとやの戸を開く︒

九123図

九124図
べし︒

九147図

か＼へ出し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑軒下なるかこひの中

九148図

︿略﹀︑茶の間の戸棚の中に

入れて持蹄り︑︿略﹀︒

九125図

妹は餌箱を持ちて︑とやの

しまふ︒

にひよこを放つ︒
ゑ

九128図
前に來る︒

くだきたる貝殼を器に入れ

とやの内に入りて見るに︑

九162

︿略﹀︑鶏の事は総べて之に

リノ色心マギレテ︑容易二他ノ動物

二見ツケラレナイ︒

九162 ︿略﹀︑容易二他ノ動物二見ツ

田二住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉

保護色ノ食鶏イクラモアル︒

ケラレナイ︒

九166

︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊

ホクキヨクグマ

︿略﹀︑白イ蝶ハ大根ノ花二集

二宿ル雨蛙ハ緑色︒

九167

九168

ル︒

ハ眞白デアル︒

九169

保護色ヲモツテヰルモノノ中

ニハ︑︿略﹀︒

物ノ色ガカバレバ︑︿略﹀︒

北國二念ム野ウサギや高山ノ

物ノ色ガカバレバ︑︿略﹀︒

上二居ル雷鳥ハ︑︿略﹀︒

九174

︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

︿略﹀デモマハリノ物ノ色ガ

︿略﹀︑其ノ動物ノ姿勢ニヨツ

テ︑︿略﹀︒

九182

居ル時ハ緑色デアルガ︑︿略﹀︒

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

居ル時ハ緑色デアルガ︑︿略﹀︒

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

カバレバ︑︿略﹀︒

九177

色ニカハルモノモアル︒

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

九177

ルガ︑︿略﹀︒

出がけにとやの方を見れば︑ 九174 ︿略﹀︑枯葉や土ノ六二似テヰ
︿略﹀︑をんどりは箱のふち

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑
︿略﹀︑或動物ノ髄色ガマハリ

︿略﹀髄色ガマハリノ物ノ色

︿略﹀燈色ガマハリノ物ノ色

保護色ヲモツテヰルト︑マハ

二似テヰルコトデアル︒

九1510

二似テヰルコトデアル︒

九1510

ノ物ノ色二似テヰルコトデアル︒

九159

︿略﹀︒

九158

をふまへて︑︿略﹀︒

九155図

︿略﹀︒

九153図

記入し置くなり︒

九151図

より僕等の仕事となり︑︿略﹀︒

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年 九172 ︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

より僕等の仕事となり︑︿略﹀︒

九149図父上の命にて︑養鶏は今年 九172 ︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

し︑︿略﹀︒

九148図机の引出より養鶏日記を出 九171

しまふ︒

妹は餌をつかみて︑わざと 九148図 ︿略﹀︑茶の間の戸棚の中に

少しはなれたるきりの木のあたりに

九1210図
まきちらせば︑︿略﹀︒

九108図︿略﹀二値媛︑尊の御身 九1210図 ︿略﹀きりの木のあたりに
まきちらせば︑︿略﹀︒

︿略﹀いつれの鶏も皆かは
妹も同じ心にや︑しばし見
物置の前なるあき箱より︑

九1310図 物置の前なるあき箱より︑
から
しgみの殼を取出し︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九1310図

とれてひよこのそばをはなれず︒

九138図

ゆき中に︑︿略﹀︒

九136図

羽の鶏一つにかたまり︑︿略V︒

これ海神のた＼りならん︒ 九132図白・黒・うすかば色︑十幾

危しと見給ひ︑︿略﹀︒

九1010図題

九111房事 われ皇子の御身代りとな
︿略﹀︑神の御心をなだむ

りて海に入り︑︿略﹀︒

2図園

べし︒

九

九114図 ︿略﹀︑きぬの敷物八枚を波
の 上 に 敷 重 ね ︑ ︿略﹀

九115図 ︿略﹀︑きぬの敷物八枚を波
の上に千重ね︑︿略﹀︒

九1110図井戸に近き柿の木の︑︿略﹀︒

九145図

うに集らず︒

九144図︿略﹀︑これには餌の時のや

うに集らず︒

てあたふるに︑これには餌の時のや

九144図

けを︑︿略﹀︒

九1110図井戸に近き柿の木の︑日ま 九142図 ︿略﹀︑飛びちりたる貝のか
しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに
氣持よし︒

九121図 ︿略﹀︑日ましにのびゆく若
︿略﹀︑いつもの如く︑庭の

芽のうす緑︑見るに氣持よし︒
九122図

︿略﹀︑庭のすみなるとやの

すみなるとやの戸を開く︒
九122図
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九183 ︿略﹀︑形マデマハリノ物二丁
テ見エルモノモアル︒

九184 桑ノ木二百ルエダシヤクトリ
︿略﹀︑其ノ色が桑ノ木二似テ

ハ︑︿略﹀︒

九185
︿略﹀︑腔ノ後ノ端ヲ木ニツケ

ヰ ル バ カ リ デ ナ ク︑︿略﹀︒

九186
︿略﹀︑膿ノ後ノ端ヲ木ニツケ

テ︑︿略V︒

九186

又沖縄二丁スル木ノ葉蝶ハ︑

︿略﹀︑形が桑ノ小枝二寸分違

テ︑︿略﹀︒

九187
ハナイ︒

九1810

其ノ羽ノ表ノ方南ハ美シイ色ドリガ
アルガ︑︿略﹀︒

此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

アルモノデ︑︿略﹀︒

九209

︿略﹀︑まだ全く手の着かな

ならぬので︑︿略﹀︒

九232園

︿略﹀︑四十鯨年の間︑寝食
︿略﹀︑寝食を忘れて其の道

︿略﹀︑國々の野地を調べ︑

く略V︑其の上政治上の事で
く略V︑此所の銅の製法を改
︿略﹀︑此所の銅の製法を改
良したり︑︿略Vo

九餌1囹

良したり︑︿略﹀︒

九241園

度々殿様に上書した爲︑︿略V︒

九237囹

︿略﹀︒

九235囹

の書物を憾み︑︿略V︒

九234囹

を忘れて其の道の書物を讃み︑︿略﹀︒

九234囹

九2010例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ髄 い事が少くなかった︒
︿略﹀蜂ノ蒼色が黄ト黒ノダ

色ガ︿略﹀︒

九211
︿略﹀︑悪味や悪臭ノアル蝶ノ

ンダラニナツテヲリ︑︿略﹀︒

九211
︿略﹀︑悪味や悪臭ノアル蝶ノ

羽ニハ︿略﹀︒

九211

動物ノ形や色デモ︑︿略﹀︒

雨下ハ︿略﹀︒

九213

病みつかれた六十ばかりの老
︿略﹀老人が︑ふとんの上に

人が︑︿略﹀︒

九217
九217
起直って︑︿略﹀︒

ふ︒

も仕事の出來上るまでもつまいと思

九％4園︿略﹀︑わたしの命は︑とて

︿略﹀︑十五六の少年に︑熱心 九餌3園 ︿略﹀︑わたしの命は︑︿略﹀︒

に何か言聞かせてるる︒

九191 ︿略﹀︑其ノ羽ノ表ノ方ニハ美 九218
シ イ 色 ド リ ガ ア ルガ︑︿略﹀︒

あんどん

まくらもとに置いてある行燈 九餌6 少年はてつびんの湯をついで
歓庵様は佐藤の家の感量の

老人にす＼めた︒

九2410園

歓帰様は佐藤の家の無量の

本をお開きなされ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑たて切ってあるしやう 九餌10園
︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

歓面様は佐藤の家の農學の

本をお開きなされ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

はく略﹀︒

︿略﹀︑元庵檬はおもに氣候

九254園

︿略﹀︑地質や埋物の方で新

しい獲見をなされた︒

ものは︑︿略﹀︒

九255玉章の方々のお書きになった

九259園︿略﹀︑大燈一身一家の爲で

なく︑︿略﹀︒

の爲につくすといふお考は︑︿略﹀︒

九259囹 ︿略﹀︑ 一すぢに國の爲︑民

九2510園 ︿略﹀︑一すぢに國の爲︑民

の爲につくすといふお考は︑︿略V︒

問の精神である︒

九261園 ︿略﹀︑これが佐藤の家の學

九261園 ︿略﹀︑これが佐藤の家の學

問の精神である︒

九261園 ︿略﹀︑これが佐藤の家の學

︿略﹀︑主に海産物や水利の

問の精神である︒

九263園

︿略﹀︑いろくの差支があ

事を調べて︑︿略﹀︒

九264囹

しかしわたしの四十年の骨

つて︑受壷が出來ずにしまった︒

折は︑︿略﹀︒

九266園

しかしわたしの四十年の骨

折は︑︿略﹀︒

九266囹

︿略﹀︒

九266園 ︿略﹀︑農學の進歩の爲には

此の四代の苦心の後を受け

九266囹 ︿略﹀︑農學の進歩の爲には

︿略﹀︒

て︑︿略﹀︒

九268圏

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おちい様の不昧軒様 九268園此の四代の苦心の後を受け

と農業との關係をお調べなされたが︑

九252園

本をお開きなされ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑國利民福の本は農業 九2410園

じのやぶれを︑︿略﹀︒
くわんあん

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九2210園

地と學理の両方から調べて行かねば

九2210園 ︿略﹀︑種々様々の事を︑實 九253囹

︿略﹀︑種々様々の事を︑

を盛にするにあるとお氣づきになつ

九225園

︿略﹀︒

九224囹

九222

の光はうす暗く︑︿略﹀︒

九221

めながら聞いてみる︒

九194 ︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草 九219 ︿略﹀︑老人の顔をじっと見つ
︿略﹀︑印度二産スルカマキリ

木 ノ 枝 二 化 ツ テ ヰルト︑︿略﹀︒

九199
ノ一種デアラウ︒

九201 此ノ轟ハ︿略﹀︑外ノ轟ヲト
︿略﹀︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウ

ツ テ 食 フ モ ノ デ アルガ︑︿略﹀︒

九202

︿略﹀︑マハリノ物トマギレナ

デ︑︿略﹀︒

九204
イヤウナ︿略﹀︒

九206 ︿略﹀他ノ動物ノ恐レル武器
ヲ ソ ナ ヘ テ ヰ ル カ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑イヤガル味ヤニホヒノ

ヲ ソ ナ ヘ テ ヰ ル カ︑︿略﹀︒

九206 ︿略﹀他ノ動物ノ恐レル武器
九207
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問を大成するのがお前の役目だ︒

九268園 ︿略﹀︑一家の爲に︑此の學
九269園 ︿略﹀︑此の學問を大成する
のがお前の役目だ ︒

九269園 十六のお前が︑旅費も乏し
い 旅 先 で 親 に 別 れては︑︿略﹀︒

し も つけ

九271園︿略﹀︑父の此の願だけは︑
︿略﹀︒

人 宿 で 起 つ た 事 で︑︿略﹀︒

九281 ︿略﹀︑下野の國足尾山中の旅
︿略﹀︑此の老人こそは出羽の

の ぶ すゑ
國 の 警 者 佐 藤 信 季︑︿略﹀︒

九282

九284 信淵は父の門人たちの情で︑
形ばかりの葬式を す ま す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九284 信淵は父の門人たちの情で︑
形ばかりの葬式を す ま す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

おほっきげんたく

︿略﹀︑海のやうな湖から流れ

の心境にあります︒

九295

物すごいひびきは萬雷の如く︑

る大きな河が︑︿略﹀︒

九298
︿略﹀︒

瀧は︑落口にあるゴート島と

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百鯨

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九2910

九305

︿略﹀︑木立の深いゴート島に

瀧の上手にかけた石橋を渡り︑

丈︑カナダ瀧が三百蝕丈︑︿略﹀︒

九309
︿略﹀︒

九3010
行って︑︿略﹀︒

︿略﹀︑もうくと立ちこめる

水煙の間から近く瀧をながめるのも

九312
よく︑︿略﹀︒

に全景を見渡すのも面白い︒

九284 ︿略﹀︑形ばかりの葬式をすま 九314 ︿略﹀︑カナダの方からはるか
う だがはげんずる

すと︑︿略﹀︒

などの人々をたよ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

きを浴びながら︑︿略﹀︒

九286 ︿略﹀︑宇田川玄随・大槻玄澤 九316 ︿略﹀︑頭から雨のやうなしぶ

︿略V爾がはの木立も︑まだ
若葉だけに︑︿略﹀︒

九286 ︿略﹀︑一心に西洋の學問を勉 九322
強した︒

の 大 家 と な っ て ︑︿略﹀︒

そばには︑︿略﹀︒

九287 さうして終に當代第一の農學 九323 其所の木のかげ︑此所の石の

の 大 家 と な っ て ︑︿略﹀︒

其所の木のかげ︑此所の石の

そばには︑︿略﹀︒

九287 さうして終に當代第一の農學 九323 其所の木のかげ︑此所の石の
九288 ︿略﹀︑國家の爲に富源を開嚢 九323

そばには︑︿略﹀︒

そばには︑︿略V︒

︿略V農學は︑信季の望通り︑ 九323其所の木のかげ︑此所の石の

することが甚だ多かった︒
九2810

信越に至って大成したのである︒

の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと

並んで︑︿略﹀︒

九294 世界一といはれるナノーヤガラ 九324 ︿略﹀︑やぶかうじの赤い實に

しゅんらん

︿略﹀︑春蘭のつぼみのふく
︿略﹀︑春蘭のつぼみのふく

しゅんらん

らんだのも見える︒

九324
九324

しっとりとしめりを帯びた一

らんだのも見える︒

九326

︿略﹀︑やがて茂みの中にかく

すちの道が︑︿略﹀︒

九327

︿略﹀十時過ぎの日かげが︑

れてしまふ︒

九329

若葉の色を下に投げるのか︑︿略﹀︒

︿略﹀︑若葉の色を下に投げる

あたりの空氣までが何となく

のか︑︿略﹀︒

九3210

九331

︿略﹀︑若葉のにほひがひし

くと身にせまって論る︒

九345

九346 ︿略﹀︑銀ねずみ色の楢︑︿略﹀︒

なら

九346 うす紅のかへで︑︿略﹀︒

九347 ︿略﹀︑黄の勝つた緑のけやき︑

︿略﹀︒

此の坂を下りて︑あの清水

九347 ︿略﹀︑黄の勝つた緑のけやき︑

︿略﹀︒

九349園

の所まで行くと︑︿略﹀︒

るはずだ︒

九3410園 ︿略﹀︑石井君のうちが見え

へながら︑︿略V︒

九3410 ︿略V︑此の前覧た時の事を考

やうやく清水まで來て︑手の

九355 ︿略﹀︑大きな青大丸が︑向ふ

つゴけ様に飲んでみると︑︿略﹀︒

切れるやうにつめたいのを二三ばい

九353

折って︑又歩き出す︒

目じるしの大けやきの所まで 九351︿略V︑出後れのわらびを一本

ぼうっとして︑︿略﹀︒

九334

目じるしの大けやきの所まで

來た時︑︿略﹀︒

九334

來た時︑︿略﹀︒

り す
すると木のうろから︑栗鼠が

︿略V︑大きな青大仁が︑向ふ

の水たまりの所をうねって︑︿略﹀︒

えうさい

リエージュの要塞に立てこ

︿略﹀ベルギーの勇將レマ

九364図 ︿略﹀︑エンミッヒ將軍のひ

しく︑︿略﹀︒

九363図 ︿略﹀︑部下の將卒をはげま

ンは︑︿略﹀︒

九362図

もりたるく略V︒

九362図

くれて行く︒

九356 ︿略﹀︑のろのろと草の中にか

の水たまりの所をうねって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑僕の姿を見ると︑︿略﹀︒ 九355

一匹︑けろりとした顔を出したが︑

九336

︿略﹀︒

九337

︿略V︑谷のこずゑこしに︑遠

い湖がちらくと見えて來た︒

九339

みねからすそにかけての若々
みねからすそにかけての若々

しいこずゑの色は︑︿略﹀︒

九342
九342

道端の切りかぶに腰かけて︑

しいこずゑの色は︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九糾3

︿略﹀︑ひたひの汗をふいてゐ
ると︑︿略V︒

九糾4
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きみたるドイツの大軍を物ともせず︑
︿略﹀︒

もせず︑勇ましく防ぎ職ひたり︒

九364図 ︿略﹀ドイツの大軍を物と
九366図 されど比類なき四十ニセン
けい
チメートルの大口脛砲の威力に証し
ては︑︿略﹀︒

けい
九366図 ︿略﹀大口脛砲の威力に封
しては︑︿略﹀︒

九366図 ︿略﹀︑正義の念と愛國の情

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦
も︑︿略﹀︒

︿略﹀ベルギー軍の防戦も︑

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

九367図︿略﹀︑正義の念と愛國の情
も︑︿略﹀︒

九367図

ばく

︿略﹀︑
敵の將軍ステッ

敵の三軍ステッ

レマン將軍の目には羽あり

少しも名爵をきずつけなかった︒

九392図
き︒

九395図圏
セル︿略﹀︒

︿略﹀︑

所はいつ

庭に一本なつめの木︑

乃木大貫と倉見の

九396図幽

セル
こ︑水師螢︒

九398蟹玉
揮丸あともいちじるく︑︿略﹀︒

大みことの

乃木大徳はおごそかに︑

企めぐみ深き大君の

九412図圏

とう
此の方面の戦闘に

九唱7類例ヘバコ・一曹ツノ石アリ
トセヨ︒

カクノ如ク三二償アルハ︑
く略V︑其ノ物が人ノ爲二有

︿略﹀ニヨルナリ︒

九451図
九451図

用ナルト︑︿略﹀︒

ルトニヨルナリ︒

九452図︿略﹀︑意ノ如クニ得ラレザ

九453図又コ・一二匹ノ馬アリテ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑耳蝉ノ馬が他人ノ手
二渡ランコトヲ恐レテ︑︿略﹀︒

九454図

︿略﹀︑馬口細モ高キ債ヲツ
ケタル人ノ物トナル︒

九457図

︿略﹀︑五人ノ持主金野ノ馬

ノ費レザランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ

九4510図

償ヲ下グ︒

︿略﹀︒

九464図

植がすっかりすみました︒

つた事はない︒

九469圏園今年ほど水の都合のよか

九469国園今年ほど水の都合のよか

あの降りつゴいた雨のおか

つた事はない︒

げで︑︿略﹀︒

九471団

九472團 ︿略﹀︑山田の高い所まで一

一昨日海軍のにいさんが︑

息に植ゑることが出醒ました︒

休暇でお鋸りになったので︑︿略﹀︒

きうか

九474団

九475国 ︿略﹀︑おとなりからの二つ

だひと合はせて︑︿略﹀︒

九4710団 ︿略﹀︑昨夜は手つだひの人

︿略﹀︑めいくの骨折に

たちを呼んで︑ごちそうをしました︒

九485國囹

にいさんたちの分もわた

ご
それがすむとやがて夏量

封して︑御ほうびを下さるのだ︒

の上りだ︒

九495団

さい︒

九493団

みんなでにいさんのお蹄を

うちの事はすべて御安心下

しが働くのだ︒

カクノ如ク︑品物多クシテ︑ 九491国園

︿略﹀︑其ノ物ノ平安クナリ︑

クナリ︑︿略﹀︒

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ贋安

九463図

ノ責レザランコトヲ恐レテ︑︿略﹀︒

二 九4510図 ︿略﹀︑五人ノ持主各其ノ馬 九491団園

昨日の敵は今日の友︑

昨日の敵は今日の友︑

りつたふれば︑︿略﹀︒

九415図圏
︿略﹀︒

九415図鯛
︿略﹀︒

ぞ︒

これぞ武門の面目︒

死所を得たるを喜べり︒

九425図圃園

に︑

九423圏園二人の我が子それぐ

︿略﹀閣下の心如何に

子をうしなひ給ひつる︿略﹀︒

︿略﹀︑火藥の爆襲によりて 九4110図圖園

終 に 如 何 と も し がたく︑︿略﹀︒

九3610図
起れるガスの爲に ︿ 略 ﹀ ︒
ちつ

九3610図 レマン將軍も︑︿略﹀ガス 九422図圏園
の 爲 に 窒 息 し 居 たるを︑︿略﹀︒

ほりょ
九375図 後日レマン將軍が捕虜とし

しかし 部 下 の 者 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

軍のおきてにしたがひ

今日の記念に献ずべし︒

九432図圖園

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

て︑︿略V︒

九個2図

所ニチハ︑︿略﹀︒

同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ
得ラルレバ便ナク︑︿略﹀︒

九姻4図

︿略﹀︒

︿略﹀︒

九465図

九468圏

︿略﹀︑四五人の若い人々が

持って︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九502

社長さんは章程の年よりらし

九507園

あの精米上社の社長さんは

いが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑主トシテ需要ト供給 九503

にいさん︑昨日でうちの田

トノ關係ニヨルナリ︒

九466図

スナハチ物ノ償ノ高下ハ︑

待ってをります︒
閣下の防戦はまことに見事 九4210図圏園我に愛する良馬あり︒ 九465図 ︿略﹀︑其ノ物ノ国恥クナル︒
けん
九499 ︿略﹀︑おとうさんのお手紙を
九465図 スナハチ物ノ債ノ高下ハ︑

てエンミッヒ將軍の前に引出されし
時︑︿略﹀︒

九379園
であった︒

九382園

でベルギーの名智をけがさなかった

九383園 しかし部下の者は︑最後ま
つもりである︒

閣下の劔は︿略﹀︒

九389園 閣下の劔は軍人の魂として

九389園

の一の
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えらい方なんでせう︒

のほんたうにえらい所だ︒

社長さんが銀行の頭取にな

つてからちゃうど十年目の秋︑︿略﹀︒

九511 ︿略﹀︑あの方の小さい時分か 九535園
らのお話をして下さいました︒
らのお話をして下さいました︒
︿略﹀︒

九511 ︿略V︑あの方の小さい時分か 九536囹 ︿略﹀ちやうど十年目の秋︑

九5310囹

九5410園
︿略﹀︒

九551園

世間にはこんな場合に︑な

九556園

︿略﹀︑六十五六の時にはも

後の山がだんだん低くなるに
わら

︿略V︑前の褻藁の山が見る

九589

正一のうちの人たちに手つだ

正一のうちの人たちに手つだ

ひもまじって︑︿略﹀︒

九5810 ︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ

ふり上げた棒の先が︑強い日

合って︑︿略﹀︒

九594

光にきらりくと光る︒

︿略V︑軍隊露のたくましい腕

九5910 分家の金次叔父さんは︑︿略﹀︒

男も女もひたひの汗を︑ほこ

で︑すとんくと打下す︒

九601

九602

︿略V︑ほこりだらけの腕でふ

りだらけの腕でふきながら︑︿略V︒

庭のすみにはほうせん花が眞

きながら︑︿略V︒

九602

九604

鶏が萎のこぼれを食ひに干て

赤に咲いてみる︒

は︑追はれて逃げて行く︒

九605

九608 東の空が明るくなると︑︿略﹀︒

︿略V︑前の変藁の山が見る 九608 ︿略﹀︑今まで軍港のやみに包

わら

ひもまじって︑︿略﹀︒

正一の家でも︑︿略﹀︑委を打 九589

う齢程の財産が出鼻た︒

九568

︿略﹀︑庭にすゑた打壼の前に

つてみる︒

九568

︿略﹀︑昔話で根本の所をつか

後には変の束が山と積んであ

並んで︑委を打ってるる︒

九569
る︒

九571

んで︑︿略﹀︒

が︑︿略﹀︒

︿略﹀穗が︑敷いてあるむし
ろの上に面白いやうに飛散る︒

九576

く高くなる︒

九576

つれて︑︿略﹀︒

九575

いと投げて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑親子三人町外れの裏 九574 ︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

社長さんはく略﹀︑醤油の

自分の力でやれる所までや

︿略﹀軍艦の壮大な姿が︑だ

まれてるた軍艦の︿略﹀︒

んくにあらはれて來る︒

仕事は水入らずの三人の手で︑ 九609

く高くなる︒

︿略V︒

九587

︿略V︒

千敷百人の乗員は︑今もなほ

安らかに眠を績けてるる︒

庭に敷きつめたむしろの上に︑ 九613

ずんくはかどって行く︒

仕事は水入らずの三人の手で︑ 九6010 艦橋には當直江校の姿が見え︑

ずんくはかどって行く︒

人々の同情は集ってみるし︑ 九584

それにあの人の事だから︑

う齢程の財産が出來た︒

九556園︿略﹀︑六十五六の時にはも

を廣げて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑まぶしいやうな夏の日
にかゴやいてみる︒

九588

廣げられて︑︿略﹀︒

人の顔がやっと見分けられる

やうになった頃︑︿略﹀︒

九615

ある︒

九555園それからだんく商責の手 九587 ︿略﹀︑黄色い変の穂が一面に 九614 艦内は深山のやうな静かさで

決してあせらず︑︿略﹀︒

九553園

得てみるので︑︿略﹀︒

く略V︑直書の仕方は十分心 九584

つてみます︒

九548園

︿略﹀︒

九546園町の人々は之を見かねて︑

はかり責を始めた︒

九545園

長屋に移ってしまった︒

九542園

︿略﹀︑自分の財産を残らず 九573

を輕くしょうとして︑︿略V︒

九539園︿略﹀︑少しでも他人の負推 九572 ︿略﹀︑董の先についてみる穗

る者もあるが︑︿略﹀︒

るたけ自分の負推を堅くしょうとす

九538園

︿略﹀︒

九513園 あの社長さんはもと上方の 九536圏 ︿略﹀︑いろくの手違から︑
人で︑︿略﹀︒

しやう

九馴4園 ︿略﹀︑ちやうどお前と同じ
十二の年だつたさうだ︒

九515園 主人の家が大きな醤油屋
︿略﹀︑始は近在の小量店へ︑

だったので︑︿略﹀︒

九516園
︿略﹀︒

頭になり︑︿略﹀︒

九5110園 く略V︑やうく一人前の番 差出した︒
九521園 く略V︑三十ぐらみの時︑
︿略﹀︑惑溺の貯金と主人か

︿ 略 ﹀ ︑ 小 さ い 米屋を始めた︒

九521園
らもらった金を資 本 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

町でも屈指の財産家となった︒

九526園︿略﹀︑十年もた＼ぬ中に︑
九527園 さうして人々に推されて︑
町の銀行の頭取になった︒
町の銀行の頭取になった︒

九527圓 さうして人々に推されて︑

九527園 それはわたしの十五六の時
分だったらう︒
分だったらう︒

九528圏 それはわたしの十五六の時
九528園 うちのおちいさんはあの人
とは前から友だち だ っ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九532園 いや︑これから先があの人
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しよう

と 艦 橋 の 下 へ 乾 て︑︿略﹀︒

九643

︿略﹀︑先づ﹁爾舷直︑整

︿略﹀︑はだしのままの水兵が

渡ると︑︿略V︒

列︒﹂のラッパが一きは高くひ〜き

九616 ︿略﹀︑時鐘番兵がことく 九643
九617 軍艦の起床時間は︑夏は五時︑
ふく

冬は六時である︒

九6110 副長もく略V︑今日の天氣は 後甲板にはせ集って︑︿略﹀︒

定心直といふのは︑特別の務

とである︒

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九645

どうかと空をながめる︒
九644 ︿略﹀︑はだしのままの水兵が
かね
九621 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑ 後甲板にはせ集って︑︿略﹀︒
︿略V︒

︿略﹀︑當直上校が元氣のよい

聲で號令をかける︒

九621

階隠直といふのは︑︿略﹀外

間もなく下直將校から威勢の

︿略﹀︑人の山が出來て︑いろ

には︑人の山が出來て︑︿略﹀︒

九662

︿略﹀︑人の山が出來て︑いろ

いろの話が出る︒

九663

︿略﹀︑食事のうまいことはい

とするのは︑︿略﹀︒

九701 ︿略﹀︑私がゆめの中に通過し

た着々のお話をうかゴつた︒

九702 ︿略﹀︑私がゆめの中に通過し

白河を通ったのは昨夜の十

た騨々のお話をうかぼつた︒

で︑︿略﹀︒

なこそ

九708園

いん

仙皇に着いたのは午前の三

仙塁は東北第一の都會で︑

昔は竹に雀の紋所で名高い

仙垂から三つ目の松島騨で

次の平泉といふ騨を出て間

ひらいつみ

九721園

さや
八百年前の建物で︑今も鞘

九721園 八百年前の建物で︑︿略﹀︒

もなく︑︿略﹀︒

九717

下りるのだ︒

九715園

仙皇様の城下であった︒

九713園

仙塁様の城下であった︒

九712園昔は竹に雀の紋所で名高い

大學も高等學校もある︒

九711園

時で︑︿略﹀︒

九7010園

勿來の關と共に︑︿略﹀︒

く略V︑此の關所は濱街道の

﹃︿略﹀︒﹄とよんだのは其所のこと

九707囹昔能因といふ人が︑

のう

一時前であった︒

間もなく食事用意のラッパが 九703囹

いろの話が出る︒

九664
ひ望く︒

九666

午前八時になると︑艦尾の旗

ふまでもない︒

九668

此の時信號兵は﹁君が代﹂の

竿に軍艦旗があげられる︒

九6610

さへげつト

︿略﹀︑衛兵隊は捧銃の敬禮

ラッパを吹き︑︿略﹀︒

九671

を行ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑上野騨から青森行の列

清められた乗員は︑︿略﹀︒

九678

車に乗った︒

うつのみや

の景色にかはって︑︿略﹀︒

水兵はくもの子を散らすやう 九682 ︿略﹀︑關東平野はだんく夜

と

︿略﹀︒

まだ日が暮れたばかりのやう

よしっね

義纒の居た高館のあとも右

たかだち

堂の中に其のま㌧保存されてみる︒

よしっね

たかだち

手に見えたはずだが︑︿略﹀︒

昔は一面の荒野であったが︑ 九723園

みる青田の中を走ってみた︒

火縄一本の煙草ぼんのまはり 九699 窓から吹きこむ朝風のひやり

九728

其の中に汽車は山の間を出て︑

手に見えたはずだが︑︿略﹀︒

火縄一本目煙草ぼんのまはり 九694 ︿略V︑汽車は果もなく能いて 九723園 義纒の居た高館のあとも右

︿略﹀︒

﹁艶話顔洗へ︒﹂﹁煙草ぼん出 九687園

に思ったが︑︿略﹀︒

九685

光見物に來た時のことを思ひ出した︒

︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人 九684

其の様は︑まるで雨後の蛙が

︿略V︑何時かおかあさんと日

︿略V︑甲板の吐水口からふき 九683 ﹁宇都宮﹂と火夫の呼ぶ聲に︑

に八方へ散って︑︿略﹀︒

九649

よい號令がか＼る︒

九647

の水兵のことである︒

九646爾舷直といふのは︑︿略﹀外 九675 軍艦旗を仰いで︑心の底まで

の水兵のことである︒

九646

とである︒

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九624此の號令で︑朝の静かさが忽 九645 憂心直といふのは︑特別の務
ち破られ︑︿略﹀︒

床の間をぬって行く︒

九627 ︿略﹀︑傳令員は︿略﹀︑つり

九629 これから號令が雨のやうに下
る︒

︿略﹀︑つり床は正しく一定の

場 所 に 納 め ら れ る︑︿略﹀︒

九631

︿略﹀︑すべての窓や出入口は

これ等の 仕 事 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

開かれる︒

九631

九632

九661

には︑人の山が出出て︑︿略﹀︒

九661

せ︒﹂の令が下る︒

九659

むらがり飛んでみるやうである︒

九656

の水兵が︑︿略V︒

九654

出る海水を︑︿略﹀︒

九633 ︿略﹀︑陸上の家で︑毎朝起き 九652

ると先づ夜具をかたづけ︑雨戸をく
る の と か は り は ないが︑︿略﹀︒

にしたがって︑︿略﹀︒

九635 ︿略﹀︑千竃百人の乗員が號令

せい
九638 敷分の内に艦内はすっかり整
乾する︒

とん

九6310 そこで五分間の休けいがあっ
て︑上甲板洗となる︒

九641 上甲板洗は水兵の受持で︑
︿略﹀︒

の一の
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大きな川の見える所に出た︒

︿略﹀︑遠く左に見えるかくか

大きな川の見える所に出た︒

るやうに見えた︒

あった︒

九762

じゅ

五時間目の授業がすむと︑

叔父さんのお話によると︑

︿略﹀︑大そう景色のよい所で

などもあって︑︿略﹀︒

九729 其の中に汽車は山の間を出て︑ 九761 ︿略﹀︑近くには形のよい島々
九738
うのよい山を指さ し て ︑ ︿ 略 V ︒
ひえ

︿略﹀︒

九746 山畑に稗の作ってあるのも珍 九763
しく︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九747 ︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花 九774
のまばらに見えるのも面白い︒

つ

へ

ぢ

た︒

九782

た︒

九782

の日がかんくと照らしてみる︒

︿略﹀じゃがいも畑を︑午後

︿略﹀︑校舎の後の菜園に集つ

︿略﹀︑校舎の後の菜園に集つ

學校風へお集りなさい︒

九747 ︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花 九776園 老いつものやうに︑︿略﹀︑
む

のまばらに見えるのも面白い︒

九748 陸中と陸奥との境にある幾つ
つ

かのトンネルをく 〜 る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
む

九748 陸中と陸奥との境にある幾つ
の

かのトンネルをく ゴ る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

の間には︑︿略﹀︒

九7410 此の邊から野邊地あたりまで 九783

ぐっと引張つた︒

僕は︿略﹀一本の董を握って︑

くの道具を出して來た︒

九751 ︿略V︑所所に放し飼の馬の群 九785 ︿略﹀︑鍬・シャベルなどいろ
れてるるのが見えた︒
れてるるのが見えた︒

九751 ︿略﹀︑所所に放し飼の馬の群 九789

の馬が︑︿略﹀︒

大人の握りこぶし程の大きな

のもあれば︑︿略﹀︒

大人の握りこぶし程の大きな

玉が︑︿略﹀出て來た︒

九752黒・白・茶色︑大小さまぐ 九791 中からみづくしい白茶色の

を︿略﹀︒

九752 ︿略V︑林のかげや沼のほとり 九793

九794

︿略﹀︑雀の卵ぐらみなかはい
︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

九793

のもあれば︑︿略﹀︒

九752 ︿略V︑林のかげや沼のほとり 九793
を︿略﹀︒

九754 青々とした波の上に︑鮎々と
白帆が浮んでみる の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九757囹 海の向ふに遠く見えるのが

︿略V︑校長先生と山田先生が︑

うすい皮がはち切れさうに︑︿略V︒
︿略﹀︑陸奥湾の風光が手に取 九801

下北半島だ︒
九7510

箱のそばへ來て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑面白さうに僕等の仕事

︿略﹀看板が 往來の人

を見ていらっしゃった︒

九802

九808図書

︿略﹀看板が 往來の人

の目につきて︑︿略﹀︒

九808図郭

︿略﹀星を見て船の位置を

星がそんなに位置の攣るも

はかるといふではありませんか︒

九8510囹

九861園

いや︑何月何日の何時には︑

のなら︑目當にならないでせう︒

︿略V︒

九863園

九865園それに︑たくさんの星の中

それに︑たくさんの星の中

それにはまた都合のよい事

と

︿略﹀︑北斗七星といふ一群

あれごらん︑向ふの杉林の

く略V︑七つの星が並んでゐ

九8710園あの柄でない方の端にある

え

二つの星を結びつけて︑︿略﹀︒

九879囹あの柄でない方の端にある

るのが見えるだらう︒
え

九876園

になって︑︿略﹀︒

九875園︿略﹀︑ひしゃくのやうな形

上の所に︑︿略﹀︒

九875園あれごらん︑向ふの杉林の

上の所に︑︿略﹀︒

九875園あれごらん︑向ふの杉林の

上の所に︑︿略V︒

九875園

置を知らせてくれるのだ︒

九874園︿略﹀︑何時でも北極星の位

の星があって︑︿略﹀︒

九873園

がある︒

九872園

攣らないのがあるから︑︿略﹀︒

九866園 ︿略﹀︑年中ほとんど位置の

に一つだけ︑︿略﹀︒

九865園

らないのがあるから︑︿略﹀︒

﹁あ＼︑あの角の石屋 に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

の目につきて︑︿略﹀︒

︿略﹀廣き工場の片すみ

九8010韻圏
か︒﹂

ほ

︿略﹀︑ 腹のふくれし布

ろくじゆ
く略V頭
︑の長き福緑壽︑

安ちいさんはせぐくまり︑

九815図工
に︑
︿略﹀︒

︿略﹀︒

九821図魍

ていをしやう

九822図圃

皆ちいさんのの

︿略﹀︑皆ちいさんのの

袋和尚︑︿略﹀︒

九825図圏
みのあと︒

九825図圏く略﹀︑
みのあと︒

九827図ち
圏いさん今年六十の 坂
今朝遠足にとく起きて︑

を越えたる足もとに︑︿略﹀︒

九842図圃

信吉の家にては︑︿略﹀︑家

石屋の前を通りしに︑︿略﹀︒

九餌8図

内一同涼みみたり︒
︿略﹀︑満天の星は寳石をち
りばめたるが如し︒

九糾10図

しかし地球が廻るために︑

いろくと星の説明を求めたり︒

九852図信吉は︿略﹀兄に向ひて︑
九856園

我々の目には動くやうに見える︒
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二 つ の 星 を 結 び つけて︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ ひ し ゃ く の 口 の 向 い

︿略﹀︑ひしゃくの口の向い

て る る 方 へ ︿ 略 ﹀︒

九8710園

九881園

︿略﹀︑今結んだ二つの星の

︿略﹀︑今結んだ二つの星の

て る る 方 へ ︿ 略 ﹀︒

九882園
︿略﹀︒

九882園
︿略﹀︑今結んだ二つの星の

へ だ た り の く 略 ﹀︒

九882園
へだたりの五倍ばかりのところに︑
︿略﹀︑今結んだ二つの星の

かなり大きい星があるだらう︒
九882園
へだたりの五倍ばかりのところに︑
かなり大きい星があるだらう︒

ひ し ゃ く の 形 を してみて︑︿略﹀︒

九885園 北斗七星は何時もあんなに

九886園 北斗七星はく略V︑北極星
との關係も常に攣 ら な い か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

上の所にあるのが北極星でせう︒

九902園︿略﹀︑あの七つの星と其の

︿略﹀︑北斗七星と其の近所

︿略﹀小熊の形を想像し︑

近所の星を︸しょにして︿略﹀︒

九902園
︿略﹀︒

九903囹

の星を一しょにして大熊の形を想像

んがく略﹀︒

にいさんのお友だちの岡田さ
ちやうど岡田さんは四五人の

んがく略﹀︒

九935
九937

︿略﹀︑白馬登山のお話をなさ

お友だちに︑︿略﹀︒

九938

九9310

だけ

のお話です︒

だ

中でも面白かつたのは大雪渓

せっけい

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

ひ

つていらっしゃる所でした︒

︿略﹀大熊の形を想像して︑

九944

山だといふ事は︿略﹀︒

おかあさんのカリストは︑

して︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九903園

九913園

大そう美しい人だつたので︑︿略﹀︒

はだんく大きくなって︑︿略﹀︒

ね︒

︿略﹀神様が︑︿略﹀︑すぐ

︿略﹀︒

九946囹

ばかり登った所から始って︑︿略﹀︒
こんがう

九956園

︿略﹀︑何時の間にかつめた

眞夏の日中でも︑︿略﹀︒

下山の時には︑木の枝など
︿略﹀︑急な坂を矢のやうに

それから︑お花畠のお話も面
白うございました︒

九965

早くすべるのですから︑︿略﹀︒

九961園

を権にして︑︿略﹀︒

そり

九959園

九958囹下山の時には︑︿略﹀︒

くなってしまひます︒

九957園

杖や鳶口を力に︑︿略V︒

とび

九955園︿略﹀︑石づきの付いた金剛

信吉は兄と姉とに謝して︑

にいさんのお友だちの岡田さ

海事が冬の世界ならば︑此

所は春の國でせう︒

九967園

いろいろの珍しい高山植物

所は春の國でせう︒

九968園

が紅・黄・紫と咲直れて︑︿略﹀︒

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

︿略﹀途中のはひ松の間に居るので

九9610囹 あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

す︒

九971園

︿略﹀高山植物や雷鳥の図葉

︿略﹀はひ松の間に居るのです︒

九972

お話が頂上のながめに移ると︑

書を︑︿略﹀︒

九975

︿略﹀︒

てるるやうな様子で説明なさるので︑

九977 ︿略﹀︑岡田さんは目の前に見

︿略﹀︒

く略V︑日本海の波の上には

九988園

︿略﹀︑戸隠連山は東北の

淺間山は煙をなびかせて︑

白雲の上にかすかに見える事がある

九991園富士山も︑晴れた日には︑

方に︑︿略﹀そばだってゐます︒

東南の空はるかにそびえ︑︿略﹀︒
とがくし

九989園

の と
るかに浮ぶ能登半島︑︿略﹀︒

九984園

の と
るかに浮ぶ能登半島︑︿略﹀︒

九984園 ︿略﹀︑日本海の波の上には

越中の平野︑︿略﹀︒

ゑつちゆう

九983圏もやの底にかすかに見える

越中の平野︑︿略﹀︒

ゑつちゆう

九983園もやの底にかすかに見える

持になって聞きました︒

九9710 ︿略V︑山の上に居るやうな氣

きました︒

山の上に居るやうな氣持になって聞

く略V︑ふもとの村から三里 九9710 ︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑

九916囹其の中に︑子供のアルカス 九945園 雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑
九919画面此の大熊こそは︑︿略﹀お

く略V︑あぶなく親身の親を

かあさんのカリストだつたのですが︑
︿略﹀︒

九921園

あのアルカスに親殺の大罪

射殺すところでした︒

九924園

︿略﹀︒

に親子の者を天へ連れていって︑

九925園

九8810園あ＼あの一番高い杉の眞 ををかさせてはならぬ︒

上の所にあるのが北極星でせう︒

九891園あ＼︑あの一番高い杉の眞

にいさん︑やっぱりにいさ
んのおっしゃったやうに︑︿略﹀︒

九897園 ︿略﹀︑あの北極星がひしゃ 九928囹
く の 柄 の 先 に な って︑︿略﹀︒

くの柄の先になって︑もう一つ︑

九935

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

九932図

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

九9210園

僕今夜はいろくの事をお 九967園 雪渓が冬の世界ならば︑此

九897園 ︿略﹀︑あの北極星がひしゃ 九929園 ︿略﹀︑星の位置は攣ります

︿略﹀︒

九898園 ︿略﹀︑小さい北斗七星のや
うなものが出來てるますね︒
︿略﹀︑あの七つの星と其の
近所の星を一しょ に し て ︿ 略 ﹀ ︒

九901園

の一の
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さうです︒

九997 日本晴のよい天顔︒

九㎜2 向ふの畠には︑たうのいもが
作ってある︒

九㎜3 黒みがかった紫色の董が見事
に延びて︑︿略﹀ ︒

心馳5 其の隣の畠にしやうがが︑
︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも
美しい︒

︿略﹀︑根ぎはの赤い所を少し

土 か ら あ ら は し て︑︿略﹀︒

九欄5
︿略﹀︑ 空 が き れ い に す ん で ︑

ば

向ふの天神山が近く見える︒

九柵9

そ

白いのは︑蕎萎の花であらう︒

九柵9 山のすその方があちらこちら

ば

ば

白いのは︑蕎委の花であらう︒

そ

九脚9山のすその方があちらこちら

そ

九欄10山のすその方があちらこちら
白いのは︑蕎妾の花であらう︒

九棚1 ︿略﹀田には稻の穗先がもう
大分重みを見せてみる︒

九棚3 たんぼの中程を流れてみる小
川は︑いつもより水が多い︒

せり
九棚5 やがておもだかの董や芹の葉
な ど に っ か ま っ て︑︿略﹀︒

せり
九棚5 やがておもだかの董や芹の葉
な ど に っ か ま っ て︑︿略﹀︒

九川7 ざるを持つた子供が︑川下の
方に集ってさわ い で み る の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九川10 うちの方をふりかへると︑
︿略﹀︒

九棚10 ︿略V︑井戸端の柿の木に

︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑井戸端の柿の木に

︿略﹀︑毛はうるしのやうにつ

鼻口10
九繊7

ゐ

︿略﹀︑まるで我が子のやうに

北風の主人は若い騎兵中尉で︑

やくしく︑︿略﹀︒

九醜8
︿略﹀︒

九皿9
大事にしてみた︒

︿略﹀︑北風も外の軍馬と同じ

やうに︑︿略﹀︒

九皿10

ラッパのひゴきや大砲の音に︑

北風の心は先づ勇みたつ︒

九尊4

ラッパのひゴきや大砲の音に︑
ラッパのひゴきや大砲の音に︑

北風の心は先づ勇みたつ︒

九佃4
九鵬4

やがて﹁進め﹂の忍耐がか＼

北風の心は先づ勇みたつ︒

玉璽5

戦場の光景は實に恐しいもの

ると︑︿略﹀︒

九重6

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

であったが︑︿略﹀︒

九重7

︿略﹀︑砲揮の雨の中でも︑銃

る中尉が乗ってみてくれるので︑
︿略﹀︒

九位8

劔の林の中でも︑︿略﹀︒

︿略﹀︑砲弾の雨の中でも︑銃

九鵬10

︿略﹀︒

九悩1

或朝の事であった︒

東の空がほんのりと白む頃︑

︿略V︑北風は外の軍馬と一所
︿略﹀︑露螢のテントの前に︑

に︑︿略﹀︒

九悩1
九悩2

︿略﹀︑露螢のテントの前に︑

列を正して並んだ︒
九個2

兵士たちはめいく馬のそば

列を正して並んだ︒

に立って︑︿略﹀︒

九悩3

︿略﹀︑今かくと命令の下る

中尉の固く結んだ口もと︑す

月が西の空にうす白く残り︑

のを待ってるた︒

九悩4

︿略﹀︒

九悩4

九四6

中尉の固く結んだ口もと︑す

るどい目の光︑︿略﹀︒

九号7

やがてあたりの静かさを破つ

るどい目の光︑︿略﹀︒

九悩9

やがてあたりの静かさを破つ

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

九悩9

北風は︑主人の手がかうして

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

九価5

くびすぢにさはるのが何より好きだ

やがて中尉は︿略﹀︑いつも

つたから︑︿略﹀︒

連山1

兵士たちは一せいに馬上の人

のやうにすんだ聲で號令をかけた︒

九獅8
︿略﹀︑銃劔の林の中でも︑

追出3

下るのを待ちかまへてみた︒

馬は︿略﹀︑乗手のあひつが

となった︒

︿略﹀︑野面の林の中でも︑

劔の林の中でも︑︿略﹀︒

九三8

︿略﹀︒

九鵬9

︿略﹀︒

九佃9

九塒5

敷分の後には︑北風はもう列

山分の後には︑北風はもう列

の先頭に立って進んでみた︒

九鵬6

其の日の職は果して今までに

の先頭に立って進んでみた︒

身褒7

中でも一番目ざましかったの

なくはげしかった︒

しふげき

九鵬10

は最後の襲撃︒

谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

九研1

敵揮は前後左右へ雨のやうに

九柳1 谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

九二4

やがてもうくと上る白煙の

落ちて凝る︒

九研8

間から︑︿略﹀︒

砲口はかはるがはるいなづま

くわい
九研8 ︿略﹀︑怪獣のやうな大砲と︑

︿略﹀︒

のやうな砲火をはいては︑︿略﹀︒

九欄1

九佃6︿略﹀︑いつものはれぐとし

ちやうど其の時︑敵の砲揮が

た聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と叫んだ︒

へん
︿略﹀︑其の破片がぴゆつと北

近くで破れつして︑︿略﹀︒

九期8

九鵬9

北風は︑主人の髄がくらの上

風のたてがみをかすめた︒

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九鵬10

北風は︑主人の腔がくらの上

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九尊10

どんよりとか＼り︑︿略﹀︒

九欄7 大空には︑午後の日が︿略﹀︑
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︿略﹀︑人馬の死がいがあちら

り に さ へ ぎ ら れ て︑︿略﹀︒

九欄7 ︿略﹀日が大砲の煙や砂ぼこ
九㎜9
にもこちらにも重り合ってみる︒

九柵3 主人の姿を見つけると︑静か
︿略﹀︑そっと顔を主人の肩の

に其のそばに立止った︒
九佃6
北風は︑︿略﹀︑そっと顔を主

あたりへすりよせた︒
九柵6
人の肩のあたりへすりよせた︒

い︒

九柵6 中尉の手はじっとして動かな

目 付 で 主 人 の 顔 を見下し︑︿略﹀︒

九佃9 北風はく略V︑訴へるやうな
九柵9 北風は︿略﹀︑左右の耳をそ
ばだててみた︒

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

山川1 ちやうど其の時︑はるか遠方
山川1 ちやうど其の時︑はるか遠方
で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

九川2 戦孚なれた北風は︑此の聲の
意味をよく知ってみた︒

九m4 ︿略﹀︑又自分の最愛の主人に
味 方 の 勝 利 を 語 るやうに︑︿略﹀︒

利を語るやうに︑︿略﹀︒

九麗2王国
2上国

︿略﹀︑來週學校にて話し
︿略﹀︑同級の人々を驚か

方の時間に話し︑︿略﹀︒

九

8國囲

く略V三毛の子猫︑もは

さんと樂しみ居り候︒

九
昨年僕の學校よか︑君の

や大きくなり候事と存じ候︒

九冊5圏団
學校へ御轄任なされ候佐野先生︑先
︿略﹀︑君の學校へ御轄任

頃より御古氣の由承り候︒

九佃5圏団

︿略﹀︑先頃より御鍋氣の

なされ候佐野先生︑︿略﹀︒

九冊6國団

明治二十七八年国役の時であ

由承り候︒

九M4
つた︒

一水兵が︑女手の手紙

九M5 或日我が軍艦高千国の一水兵
︿略﹀

が︑︿略V︒

首鼠5

を讃みながら泣いてみた︒

軍人となって︑いくさに出
たのを男子の面目とも思はず︑其の

九榊10囹

有様は何事だ︒

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
は帝國の恥だぞ︒

九価1園

水兵は︿略﹀︑しばらく大尉
の顔を見つめてみたが︑︿略V︒

九緬5

は帝國の恥だぞ︒

九価2園兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

は帝國の恥だぞ︒

九備1園兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

は冶金の恥だぞ︒

九m4 ︿略﹀最愛の主人に味方の勝 九備1園 兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
九川4 ︿略﹀最愛の主人に味方の勝
利を語るやうに︑︿略﹀︒

が浮んだ︒

九川5 中尉の顔には満足らしいゑみ

九日9圏団昨日は美しきお話の本御
送り下され︑誠に有難く存じ候︒

九備2

大尉はそれを取って見ると︑
︿略﹀︑又八月十日の威海

次のやうな事が書いてあった︒
九備5圏団

︿略﹀威海衛攻撃とやら

衛攻撃とやらにも︑︿略﹀︒

九備5軍団

︿略﹀︑かく別の働なかり

にも︑かく別の働なかりきとのこと︒
九三6囲圏

何の爲にいくさには御出

きとのこと︒

九描6圏国

でなされ候ぞ︒

一命を捨てて君の御恩に

一人の子が御意の爲い

村の方々は︑︿略﹀︒

報ゆる爲には候はずや︒

九柵8圏圏
九描8圏囲

九備10図囲園

くさに出でし事なれば︑︿略﹀︒

一人の子が御亀の爲い
くさに出でし事なれば︑︿略﹀︒

九十10図団園

九宙3軍団母は其の方々の顔を見る
毎に︑︿略﹀︒

︿略﹀︑そなたのふがひな
き事が思ひ出されて︑︿略﹀︒

九重3國囲

まん

九柵6圏囲八幡様に日参致し候も︑
そなたがあっばれなるてがらを立て
候やうとの心願に候︒

如何ばかりの思にて此の
手紙をした＼めしか︑︿略﹀︒

九柵8繍団

大尉は︿略﹀︑水兵の手を握
つて︑︿略﹀︒

九柵10

おかあさんの精神は感心の
外はない︒

九佃2囹

おかあさんの精神は感心の
外はない︒

平衝2囹

九佃3園

もだ︒

九佃4囹

お前の残念がるのももっと

しかし今の戦孚は昔と違つ

総べて上官の命令を守って︑

て︑︿略﹀︒

九佃7園

︿略﹀︒

すのが第一だ︒

目的7園︿略﹀︑自分の職務に精を出

九佃4園 ︿略﹀目ざましい働をして︑

我が高千穗艦の名をあげよう︒

シテヰタ父ガ︑︿略﹀︒

九佃10 ︿略﹀︑商用デ四國ノ方へ旅行

カケルノダ︒

九伽6園今日午後四時ノ汽車デ又出

九伽9園 今日ハ衆議院議員ノ絡選塞・

トウヘウ

ダカラ︑︿略﹀︒

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

九伽9園︿略﹀︑投票ノ爲二蹄ツテ來

タウ
ノタむ

九梱3園

︿略﹀︒

九梱3園

︿略﹀︑アノ人ナラバト思バレル人ガ

今日投票ノ爲二鋸ツタノモ

アルカラ︑︿略﹀︒

九捌6園

今日投票ノ爲二蹄ツタノモ

出獲ノ時カラノ豫定ナノダ︒

九梱6園

今日投票ノ毒焔編ツタノモ

出盛ノ時カラノ量定ナノダ︒

九梱6園

︿略﹀︑自分ノタフトイ選學

出饗ノ石塊ラノ豫定ナノダ︒

九槻1園

︿略﹀︑メイく自分ノ適當

椹ヲ棄テルトイフ事ハ︑︿略﹀︒

九槻4園
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︿略﹀︑ホンタウノ選畢トイ

ト信ジテヰル人二 ︿ 略 ﹀ ︒

九櫨5園
フモノダ︒

ノ爲二︑︿略﹀︒

九槻6園 世間合札︑ノー退くノ事情

九 6園 世間凹凹︑イロくノ事情
ノ爲二︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ ソ ン ナ 事 ヲ ス ル ノ ハ ︑

忌 寸 ・ ノ 趣 意 ニ ソムイテヰル︒

九槻9園

九鵬1 道雄ハ此ノ時︑フト丁丁ノ級
長選畢ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九伽1 道雄ハ此ノ時︑フト追丁ノ級
長選墾ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九伽2 道雄ノ俳画デハ︑此ノ間級長
ガ 轄 校 シ タ ノ デ ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑近々後任ノ選墾ヲスル

コトニナツテヰルノデアツタ︒

九偽3

十13図︿略﹀︑東京代々木の明治神
宮に参拝せり︒

車を下り︑︿略﹀︒

十14図 青山の神宮前停留場にて電
十17図 爾がはに木立すき間もなく
茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ
ず︒

十18図 左に折れて第二の鳥居を過
ぎ︑︿略﹀︒

十19図 ︿略﹀︑又右に折れて第三の
鳥居の前に出づ︒

十19図 ︿略﹀︑又右に折れて第三の
鳥居の前に出づ︒

十19図 水屋の水に手を清め口をす
すぎて南神門を入 れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十22図

せい
拝殿の前に進みで整列し︑
せうけん

明治天皇・昭憲皇太后︑御

謹みて拝し奉る︒

十25図

そ

ひのき

るはぎ茂れり︒

はぎの御茶屋といふ名のあ

るも之がためなるべし︒

十44図

どれば︑︿略﹀︒

十45図︿略﹀︑木立の間の細道をた
︿略﹀︑木立の間の細道をた
︿略﹀︑程なく小さき建物の

十49図

十48図

昔の武藏野の姿を︿略﹀︒

昔の武藏野の姿を︿略﹀︒

︿略﹀見渡す限りの木立・

︿略﹀︒

十69図園

むさし

むさし

昔の武藏野の姿を此所に残

︿略﹀︑新に植込みたる木

大方は國民の眞心こめた

又御組帯の半ば頃より︑

りたるものも少からず︒

十62図園︿略﹀︑中には小學生の奉

る献木にて︑︿略﹀︒

けん

十61図園

の敷︑實に十敷萬本に及べり︒

十58図囹

かば︑︿略﹀︒

のぞきては︑立木きはめて少かりし

十54図園善御苑と鶴御殿の邊とを

に︑今も人工を加へずといふ︒

︿略﹀︒

又御造螢の半ば頃より︑

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十69図園

︿略﹀︑通常の人夫にもま

つる者敷多かりしかば︑︿略﹀︒

十71図園

これも勝心の致す所なる

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

べし︒

マケドニヤといふ小さな國の

十73図園

十了7

︿略V︑わっか十数年の間に四

王子と生れ︑︿略﹀︒

方の云々を征服して︑︿略﹀︒

十78

十了8 ︿略﹀︑わっか十善年の間に四

︿略﹀︑當時世界に類のない大

方の國々を征服して︑︿略V︒

其の大王が東方諸國の遠征に

國を建設した英雄である︒

十79

十81

其の大王が東方諸國の遠征に

出かけた時の事である︒

出かけた時の事である︒

十81

水は意外に冷たくて︑まるで

陣頭に立っては百萬の敵を物

︿略﹀︑投給してもし萬一の事

︿略﹀︑毒殺のうたがひを受け

︿略﹀︑王の日頃信頼してみる

パルメニオ將軍から︑︿略﹀︒

十98

はしないかと恐れて︑︿略﹀︒

十91

があれば︑︿略﹀︒

十91

とも思はぬ英雄も︑︿略V︒

十88

氷のやうであった︒

十86

︿略﹀︒

十410図︿略﹀皇太后の思召のま＼ 十82 或日王は部下の精兵を引連れ︑

に︑今も人工を加へずといふ︒

十410図

︿略﹀皇太后の思召のま＼

さんとの皇太后の思召のま＼に︑

十410図

くさむらにて︑︿略＞Q
むさし

十49図

限りの木立・くさむらにて︑︿略﹀︒

十48図︿略﹀︑池のめぐりは見渡す

前に出づ︒

十46図

どれば︑︿略﹀︒

く略V︑全社の用材は主とし 十46図

先生の説明によれば︑︿略﹀︒

二方のおほみたま︑︿略﹀︒

十29図
き

十210図

ひのき

︿略﹀︑全社の用材は主とし

て木曽産の檜なりとそ︒
そ

︿略﹀︑それらの品を社務所

て木曽産の檜なりとそ︒

き

十31図
十32図

一つくの御亭

平生きはめて御質素にわた

にたつさへ重て︑︿略﹀︒

十36図
らせられし御有様︑
の上にうかゴはれて︑︿略﹀︒

十36図︿略﹀︑一つくの御品の上
︿略﹀︑無量の感に打たれた

にうか風はれて︑︿略﹀︒

十37図
り︒

それより社務所に行き︑藷
︿略﹀︑偏平の御殿・御庭な

御殿・藷御苑の拝観を願ふ︒

ぎょゑん

十38図
十310図

どの︑︿略﹀︒

︿略﹀︑當時の御殿・御庭な

どの︑今も其のま＼に保存せらる＼

十310図

案内の人にみちびかれて︑

なりとそ︒

十41図
︿略﹀︒

十42図︿略﹀︑まつ社務所の隣なる
︿略﹀︑御庭の此所彼所に︑

藷御殿を拝観す︒
十43図

︿略﹀︑下葉の色づきかけた

下葉の色づきかけたるはぎ茂れり︒
十43図
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まくらの下へ入れた︒
︿略﹀︒

十103 王は讃終って︑そっと手紙を 十1310園

プを王にさ﹂げた ︒

十143園

朝のか＼りはおそいし︑

︿略﹀︑ぼんの道ぶしんなど

のしまひは早い上に︑︿略﹀︒

十166国

︿略﹀︑此所の名物の馬市が

始ってみるといふので︑︿略V︒

で︑︿略﹀︒

十173國

︿略﹀︑土地の人は一向平氣

かったが︑︿略﹀︒

るのが危険なやうな氣がしてならな

十105 ︿略﹀︑うやくしく藥のコッ 十141園朝のか＼りはおそいし︑晩 十171団 ︿略﹀︑やはり馬のそばを通
︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

らはして︑フィリップを見下してゐ
は︑何時も二日はか＼つたものでし

十111

た︒

︿略﹀︑其の頃の心掛が恥つ

︿略﹀︑はじめて青年團の規

︿略﹀皆さんの熱心な様子

日の働を見て︑︿略﹀︒

した時の皆さんの熱心な様子や︑今

︿略﹀︒

十174圏

︿略﹀子供でも︑腹の下な
どを自由にくゴつて歩きます︒

十179国私の行った時には︑︿略﹀︒

で︑︿略﹀︒

十195圏

︿略﹀︒

其の間︑買手の競減する聲

と掛の人の聲と入齪れて︑︿略﹀︒

十2010団

其の間︑買手の競慨する聲

と掛の人の聲と入齪れて︑︿略﹀︒

十211国

と掛の人の聲と入齪れて︑︿略﹀︒

十211国警の間︑買手の競志する聲

さうして︑もうこれが最高

の直だと見ると︑︿略﹀︒

十213困

十216団 取引の成立つた馬は︑︿略﹀︒

十213団 ︿略﹀︑掛の人が︿略﹀︒

十216囲 ︿略﹀︑其の日の中に買手に

二年の年月苦督して育てて

引渡されてしまひます︒

來たものが︑︿略﹀︒

十217国

︿略﹀︑今日の別れを惜しん

十222団此の町では︑二歳駒の市が

十219圏 ︿略﹀︑急に見ず知らずの人

十日間も績いて︑︿略﹀︒

の手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

せりの始つたのは十時頃で

の手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

十193団中には︑君ぐらみの子供や︑ 十219国 ︿略﹀︑急に見ず知らずの人

族がついて來て︑︿略﹀︒

十1410囹しかし︑此の隔夜學を参観十189国 子馬には大てい飼主の一家

約を見た時は︑︿略﹀︒

十146囹

かしくてなりません︒

十144園

十144園皆さんの前に立つと︑︿略﹀︒ 十173国 ︿略﹀︑三四歳の子供でも︑

た︒

十116 十月二十五日目︑青年團の道
ぶしんの日であった︒

十116 十月二十五日は︑青年團の道
ぶしんの日であっ た ︒

まん
十117 團員は︑午前七時八幡神社の
境内に集った︒

十118 絡員三十二人が四組に分れて︑

それぐ仕事の持場に向つた︒

︿略﹀皆さんの熱心な様子

した︒

十205団

の費買があり︑︿略﹀︒

これ等の馬が日本全國に散

別封の糟葉書も早りに買つ

書算の東海岸にロングストン

ンといふ島がある︒

十244

ら︑引合はせて見て下さい︒

十239国市場の様子がよくわかるか

たのです︒

十238国

いてあるのがよく目につきました︒

十235囲 ︿略﹀︑店の看板にも馬がか

らばつて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の上に掛の人が居 十225団

子馬が一頭つつ中央の丁場

︿略﹀買手は︑自分の見込
︿略﹀︑自分の見込で思ひ
くの直をつけて︑︿略﹀︒

十209國

で思ひくの直をつけて︑︿略﹀︒

十209國

みる買手は︑︿略﹀︒

十208団︿略﹀︑黒山のやうに集って

に引出されると︑︿略﹀︒

十207団

る︒

つて︑︿略﹀︒

朝鮮の青年も︑︿略﹀︒

十206団せり場の一方に高い毫があ 十223団 ︿略﹀︑其の間には千頭から
十154囹

︿略﹀︑あちらの教育に關係 十206国

高橋さんの熱心な話は︑それ
宮本の伯父檬の所に着いた
宮本の伯父様の所に着いた
︿略﹀︑此所の名物の馬市が
始ってみるといふので︑︿略﹀︒

十166團

のは昨夜七時でした︒

十163圏

のは昨夜七時でした︒

十163団

からそれへと言いて︑︿略V︒

十158

してみる私どもは︑︿略﹀︒

十155園

︿略V︒

十151園私は此の村の青年諸君が︑

や︑今日の働を見て︑︿略﹀︒

十1410園

や︑今日の働を見て︑︿略V︒

十1110 午後四時︑想定の仕事を終へ 十1410園
︿略﹀︑此の頃墓参りのために

て︑再び境内に集った︒
十122

朝鮮から蹄ってをられる高橋さんが
來られた︒

席を作った︒

十1210 誰かがく略﹀高橋さんの爲に

りです︒

十133園 おとうさんの若い時そつく

などと一しょに︑︿略﹀︒

十133園私も︑あなたのおとうさん
十137園 郷里の青年諸君がこんなに
ま じ め に な っ て 來たのは︑︿略﹀︒

十138園 私どもの若い時分には︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑あなた方の半分ぐら
みしか働きませんでした︒

十139園
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ない此の島で︑︿略﹀︒

十247 波風の外には友とするものも

るものは︑︿略V︒

十248 ︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな

十248︿略﹀︑氣だてのやさしい一人
娘のグレース︑ダーリングであった︒

十2410
或秋の夜の事である︒

或秋の夜の事である︒

ダーリングであった︒

十249 ︿略﹀ 一人娘のグレース︑

十2410

十2410 一そうの船が︑俄の嵐におそ
はれて︑︿略﹀︒

十2410 一そうの船が︑俄の嵐におそ
はれて︑︿略﹀︒

十252 船は二つにくだけて︑船尾の

方は見るく大波にさらはれてしま
つた︒

︿略﹀︒

十253 岩の上に残った船膿には︑
︿略﹀︑十人許の船員がすがり

附いて︑︿略﹀︒

十253

が︑何のかひもなかった︒

十254 ︿略V︑聲を限りに救を求めた
︿略﹀ ︑ ふ と は る か の 沖 合 に ︑

かの難破船を見とめた︒

十257

じっと見ては居られません︒

十263園 私は︑とても人の死ぬのを

十271 岩の附近は波がいよく荒れ
くるふ︒

︿略﹀︑忽ち死の口に呑まれよ

うとする︒

十274

十282 ︿略﹀︑又あらん限りの力を

︿略﹀︑親子の勇ましい働には

オールに注いで︑我が家へと向つた︒
十283
グレースの一具心こめた看護に

げまされて︑︿略﹀︒

十288
よって︑︿略﹀︒

︿略V︑親子にあつく再生の恩
︿略﹀燈墨守の娘グレース︑

を謝し︑︿略﹀︒

十289
十291
︿略﹀燈皇守の娘グレース︑

ダーリングの名は︑︿略﹀︒

十292

︿略﹀︑程なく國の内外に傳は

ダーリングの名は︑︿略﹀︒

十292
つた︒

娘の勇ましい行雲は︑歌に歌

はれ︑︿略﹀︒

十293

ほの

其の外にもいろくの理由が

あるので︑︿略V︒

十315

︿略﹀︑太平・大西爾洋の水を

先づ地峡の山地を流れてみる

通はせることはく略﹀︒

十317

十3110

先づ地峡の山地を流れてみる

河の水をせき止めて︑︿略﹀︒

十3110

河の水をせき止めて︑︿略V︒

高い土地の上に水をた﹂へた

︿略﹀︑湖の水面は海面よりず

のであるから︑︿略﹀︒

十322
十323

此の湖へ雨方の海から掘割が

つと高い︒

十325

所で︑此の高い湖と低い掘割

通じてある︒

十328

を何の仕掛もなしに連結すれば︑
︿略﹀︒

と︑上手の水門が開いて︑船

は次の箱の中へはいる︒

十341

と︑上手の水門が開いて︑船

は次の箱の中へはいる︒

十341

︿略﹀︑次の水門を越して︑小

は次の箱の中へはいる︒

十343

ガツン湖といって︑廣さが

それから船はクレブラの掘割

さい人造湖に出る︒

十3410

を通る︒

十354

霞が浦の二倍以上もある大きな人

かすみ

パナマ地峡に運河を造る事は︑

造湖で︑︿略﹀︒

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十363

壷したところで︑︿略﹀︒

︿略V︑實地に大仕掛の工事を

行った事もあったが︑︿略﹀︒

十363

費用とを費して︑︿略﹀︒

十366 ︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の

︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の

費用とを費して︑︿略﹀︒

︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘 十366

底の水道から水がわき出て︑

と︑上手の水門が開いて︑船 十375

衛生の設備をよくして危瞼な

︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明

昔︑太平・大西爾洋の間を往

の利器を運用して︑︿略﹀︒

十372

はかった事や︑︿略﹀︒

︿略V︑船は大きな箱の中に浮 十371 ︿略﹀︑幾萬の從業者の健康を

はかった事や︑︿略﹀︒

近づくと︑門の戸びらは左右 十371 ︿略﹀︑織詰の從業者の健康を

病氣を根絶し︑︿略﹀︒

十3610

からであった︒

︿略V︑掘割の虜虜に水門を設 十3610 ︿略﹀︑最新の學理を磨用した

今太平洋の方から此の運河を

けて︑︿略V︒

十331

割へ落込んで︑︿略﹀︒

十3210

割へ落込んで︑︿略﹀︒

野山 十329 ︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘

せう
︿略﹀︑歌に歌はれ︑其の肖像

月のごと︑日輪

しらぐと︑朝霧

垂は到る虜の店頭に飾られた︒

十294

をこめて︑

十297図圏
かに浮ぶ︒

こずゑはいつこ︒

十299図圏︿略﹀︑けた＼まし︑も
ずの音︑

十3310

船は次第に高く浮上る︒

十339

いてるる形である︒

十338

に開いて︑︿略V︒

十336

通るとする︒

十334

十2910図翻谷間よりはひ出で︑木
の幹ぬらし︑︿略﹀︒

十302図韻しめやかに︑夜の霧ち
人來

しめやかに︑ひ

ほろくと聞ゆ

影のごと︑人去り

またをつ＼み︑︿略﹀︒

十304図圃

︿略﹀︑

る大路︑︿略﹀︒

十305図翻

︿略﹀︑

る笛の音いっこ︒
夜の霧流る︒

十307図韻
そかに

307
の一の

來する船は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑はるか南アメリカの南

端を大廻りしなければならなかった︒

十376

十377 しかしパナマ運河の開通以來
は ︑ 此 の 不 便 が 無くなり︑︿略﹀︒

ざふ

十378 ︿略﹀世界の航路に大きな攣
動を生じたのである︒
こん

十381 村はつれにある︑うちの雑木
山 を 開 墾 し 始 め てから︑︿略﹀︒

十382 父は毎日︑兄や木びきの力藏
︿略﹀︑掘起した木の根や石こ

さんと︑︿略﹀︒

十385
︿略﹀︑まだあらごなしの開墾

ろ︑︿略﹀︒

十386
︿略﹀︑まるで足のふみ場も無

地は︑︿略﹀︒

十386
い有様である︒

十3810園 うん︑これが四十日間の汗
のたまものさ︒

十408園朝のうちに此のけやきだけ
ずいこくといふのこぎりの

ぶつ倒したいと思ってね︒

十411

︿略﹀︑父のかり取ったあとを

しばらくの誉めいくがこん
︿略﹀︑谷向ふのくさむらの中
︿略﹀︑斜向ふのくさむらの中
︿略﹀︑けた＼ましい羽ばたき

の音を立てて︑︿略﹀︒
れふ

同時に猟銃の音が剥けざまに

︿略V︑ひわの一群が身輕さう

二三聞えた︒

十431
十432

ば

そ

ぱ

︿略﹀眞白な蕎変の花で︑
︿略﹀︑九時頃にはもう軍士の

力藏さんのひいてみたけやき
力藏さんのひいてみたけやき
ふと見上げると︑庭の柿の木
ふと見上げると︑庭の柿の木
には︑︿略V︒
さんご

︿略V︑珊瑚珠のやうにか〜や

喜三右衛門は齢りの美しさに
喜三右衛門は︿略﹀︑又窯場
日頃から自然の色にあこがれ

十457 ︿略﹀︑目のさめるやうな柿の

喜三右衛門は︑其の日から赤

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

十4510

︿略V︑目ざす柿の色の美しさ

色の思付に熱中した︒

は出て來ない︒

十461

は出て來ない︒

十461 ︿略﹀︑目ざす柿の色の美しさ

研究の爲には︑少からぬ費用

十463 ︿略﹀︑歎息する彼の様子は︑

︿略﹀︒

もか＼る︒

十465

やうになった︒

十468 ︿略﹀︑其の日の暮しにも困る

十473彼の頭の中にあるものは︑唯

彼の頭の中にあるものは︑唯

夕日を浴びた柿の色であった︒

彼の頭の中にあるものは︑唯

夕日を浴びた柿の色であった︒

十473

十474

或日の夕方︑喜三右衛門はあ

夕日を浴びた柿の色であった︒

わたゴしく窯場から走り出た︒

十475

十4710 さうして手謝り次第に︑︿略﹀

喜三右衛門は︑︿略V︑しばら

窯の中へ投込んだ︒

く火の色を見つめてみたが︑︿略V︒

十482

其の夜喜三右衛門は窯の前を

離れないで︑︿略V︒

十484

一番鶏の聲を聞いてからは︑

もうじっとしては居られない︒

十485

けるのを待ってるた︒

︿略V︑目のさめるやうな柿の 十485 ︿略﹀︑もどかしさうに夜の明
︿略﹀︑目のさめるやうな柿の
色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

十457

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

十457

てるた彼は︑︿略﹀︒

十456

の方へとって返した︒

十453

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︒

十餌8

いてるる︒

十唱7

十唱6

には︑︿略V︒

十嘱6

の大木も︑︿略V︒

十五2

の大木も︑︿略﹀︒

十個1

地面が新しく開かれた︒

十個1

此の地面が埋まってしまふのだ︒

十436囹

しまふのだ︒

な蕎変の花で︑此の地面が埋まって

そ

十435圏︿略﹀︑來年の秋はもう眞白

ずいこくといふのこぎりの． に飛んで行く︒

音が︑あたりの謡⁝かさを破る︒

十411
向ふの山の頂に日の光が赤々

音が︑あたりの静かさを破る︒

十412
とさして來た︒

向ふの山の頂に日の光が赤々

とさして來た︒

十412

向ふの山の頂に日の光が赤々

とさして來た︒

十412

何庭からか︑ほがらかなひよ
やがて父は︑鎌を手にして雑

どりの聲が聞える︒

十413
十414

木のやぶへはいって行った︒
壮士口︑お前はおとうさんの

かった雑木を︑かういふ風に束ねて

十416囹

兄は︿略﹀︑生木の枝で雑木

運んでくれ︒

十3810園 うん︑これが四十日間の汗 十418

さうして兄は腰の手ぬぐひを

を束ねて見せた︒

十4210

から︑︿略﹀︒

十429

から︑︿略﹀︑山鳥が一羽飛立つた︒

十429

な風に働いてみると︑︿略﹀︒

十428

く略V掘返し始めた︒

十4110

取って鉢まきにし︑︿略﹀︒

︿略V︑たまに散る落葉の音が︑ 十419

のたまものさ︒

十393

かさりくと聞える︒
十394 兄は︿略﹀木の根や︑小枝な
ど を 拾 ひ 集 め て 來て︑︿略﹀︒

十397物指の先がしびれるやうだ︒
切 り か ぶ に 腰 を 下し︑︿略﹀︒

十399 父は︿略﹀︑たき火のそばの

切 り か ぶ に 腰 を 下し︑︿略﹀︒

十399 父は︿略﹀︑たき火のそばの
︿略﹀︑昨日からひきかけてゐ
る け や き の 大 木 を︑︿略﹀︒

十403

の一の
308

十487 胸ををどらせながら窯のまは

りをぐるく廻った︒
十489 朝日のさわやかな光が︑木立
をもれて窯場にさし込んだ︒

十495 かうして柿の色を出す事に成
期 し た 喜 三 右 衛 門は︑︿略﹀︒

十497 柿右衛門は︿略﹀︑肥前の有
田にみた陶工である︒

十501 ︿略﹀古今の名工とた＼へら
れ て る る ば か り でなく︑︿略﹀︒

十505圏 おとうさん︑今度役場の隣
にりっぱな建物が出島ましたね︒

十507園芸までは横町の小さい家だ
く略V︑齢分のお金があると︑

つたが︑︿略﹀︒

十517園
ついむだな事に使ってしまふ︒

十521園 銀行の預金には定期預金と
いふのと當座預金といふのがある︒

十522囹當座の方は何時でも引出す
こ と が 出 換 る が ︑︿略﹀︒

きまった期限が來ないと引出すこと

十523園︿略﹀︑定期の方は︑︿略﹀
が出來ない︒

十526園 それでは當座預金の方が便
利ですね︒

十527園定期の方には利子がずっと
多く附く︒

十528囹 だから半分使ふ見込のない︑
まとまったお金 は ︿ 略 ﹀ ︒

十531圓 大勢の人に利子を彿ふだけ
では︑銀行が損をしないでせうか︒

十533園世の中にはお金の有鯨って

みる人もあるが︑︿略V︒

︿略﹀事業を起さうと思つ

てるる人で︑お金のない人がある︒

十534園
銀行は︿略﹀︑資金の足ら

ぬ人に貸附けるのだ︒

十536囹
貸附の利子は預金の利子よ

り高くしてあるから︑︿略﹀︒

十536園
貸附の利子は預金の利子よ

り高くしてあるから︑︿略﹀︒

十537園
︿略﹀︑其の差だけが銀行の
︿略﹀︑他の方法では全く通信

牧入になるのだ︒

十538園
十544

が出來なくなった場合でも︑︿略﹀︒

︿略﹀︑いろくの困難ををか
︿略﹀︑遠い虜まで使者の役目

して︑︿略V︒

十545
十546

を務めると聞いては︑︿略﹀︒

鳩を通信に使ったのは︑鯨程
おう
ところが︑先年の欧洲大戦で︑

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

十548
十551
︿略﹀︒

十552 ︿略﹀此のやさしい︑しかも
ゐ
勇ましい通信者の働の偉大な事が誰
明せられたので︑︿略﹀︒

ゐ
︿略﹀通信者の働の偉大な事
が諦明せられたので︑︿略﹀︒

十552

十556

それ故鳩の髄に手紙を附けて

︿略﹀︑一定の飼養所から他の

放せば︑︿略V︒

十559

︿略﹀︑一定の飼養所から他の

土地に連れて行って︑︿略﹀︒

十5510

しかし此の外に︑往復通信の

土地に連れて行って︑︿略﹀︒

十561

それは︑豫め甲乙の二地をき

方法もある︒

十563

︿略﹀︑四五十キロメートルの

めて置いて︑︿略﹀︒

十571

︿略V︑足にアルミニウムかセ

又暗い時の飛行に馴れさせて︑

虜を往復してく略V︒

十572
︿略﹀︒

十576

飛行機の不時着陸地嵩を知ら

ルロイドの細いくだを附け︑︿略﹀︒

十578

︿略V︑漁業者が沖から獲物の

せたり︑︿略V︒

十5710

雪の日の夕暮に近き頃︑

︿略﹀︒

︿略﹀︒

十595図

雪の日の夕暮に近き頃︑

たどり着きたる旅僧あり︒

十596図︿略﹀︑つかれし足の歩重く

を止めて︑︿略﹀︒

一夜の宿を貸し給へ

十597図とあるあばら家の門口に杖

とこへば︑︿略﹀︒

十597図 ︿略﹀︑

ひくつ＼︿略V︒

十604字号から︑たもとの雪を打梯

十605図︿略﹀此方へ來かかれるは︑

旅僧が一夜の宿を頼むとお

此の家の主人なるべし︒

ほせられて︑︿略V︒

十611囹

十612囹 ︿略﹀︑あなたのお蹄を待つ

日の暮れない中に︑一足も

御覧の通りの見苦しさ︑

御覧の通りの見苦しさ︑

ていらっしやいます︒

︿略﹀︒

十615園

十615園

︿略﹀︒

すごくと立去る僧の後影

同情深き妻の言葉に︑主人

なうく︑旅のお方︑おも

主人は僧の後を追ひて外に

十634園

駒とめて重罪佛ふかげも

どり下さい︒
こま

十餌2図圃

出でぬ︒

十632図

はいたく心動きて︑︿略﹀︒

十628図

を見送りたる妻は︑︿略﹀

十6110図

早くお出かけなさい︒

︿略﹀︑漁業者が沖から獲物の 十617園

多少や難船の有様を通知したり︑
︿略﹀︒

十5710

多少や難船の有様を通知したり︑
︿略﹀︒

又暴慢の時戦線から戦状を報
じたり︑︿略﹀︒

十583

︿略﹀︑全く方法の轟きた場合
などには︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今では各國土ハに盛に傳 十587
書鳩の改良に力を用ひ︑︿略﹀︒

十553

十595図

︿略﹀︒

つて飛んで行くのを見たならば︑

鳩は︿略﹀︑矢のやうに自分 十591︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向
の巣に飛錦る︒

十556

鳩は︿略﹀︑矢のやうに自分
の巣に飛露る︒

十556

309
の一の

なし︑

佐野のわ た り の 雪 の 夕 暮 ︒

佐野のわたりの雪の夕暮︒

佐野のわ た り の 雪 の 夕 暮 ︒

こま
十642画面 駒とめて非命佛ふかげも
なし︑

なし︑

こま
十642図圏 駒とめて袖打彿ふかげも
ちやう ど 有 合 は せ の 粟 の 飯 ︑
＋6410園
︿略﹀︒

ちやう ど 有 合 は せ の 粟 の 飯 ︑
＋6410園
︿略﹀︒

へ行きて︑︿略﹀︒

十656み
図うりの火は次第におとろ

てものおもてなしにしよう︒

十661園 あの鉢の木をたいて︑せめ

ひ

十663図 ︿略﹀主人の持來れるは︑

ひ

川重の梅・松・櫻の鉢植なり︒

ひ

︿略﹀ ︑ か う 落 ち ぶ れ て は ︑

︿略﹀︑秘藏の梅・松・櫻の

十663図︿略﹀︑秘藏の梅・松・櫻の
鉢植なり︒

十663図
鉢植なり︒

十668園
そ れ も 無 用 の 物 好と思ひ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の通りの始末でご

の領主︑︿略﹀︒

十684囹
ざいます︒

唯今にも鎌倉の御大事とい
︿略﹀︑穂先かけて敵の大軍

ふ時は︑︿略﹀︒

十689園
十693園

一語筋々︑心の底よりほど

に割って入り︑︿略﹀︒

十697図
ばしり出つる主人の物語に︑︿略﹀︒

︿略﹀主人の物語に︑いた

く動かされたる旅僧は︑︿略﹀︒

十697図

︿略﹀︑

又寒夜に秘藏の鉢の木を切

つてたいた志は︑︿略V︒

十7110園

く略V︑京城での一番にぎや

︿略﹀︑此庭からは京城の市

く略V︑此虜からは京城の市

市街の周園を取直んだ山々

北の方の山のすそには︑

︿略﹀︒

北の方の山のすそには︑

しやうとく

︿略﹀右に昌徳宮︑左に景

く略V・天主教會堂などの

すみきった空氣の中に煉瓦

︿略﹀煉瓦の赤色や︑松の

︿略﹀煉瓦の赤色や︑松の

りゆう

京城の西南部に龍山とい

く略V︑京城の蛮比するに連

殊に秋晴の美しさはかくべ

かう
此の間︑九州三池の或炭坑を

十798 ︿略﹀︑案内の事務員と一所に

見物しました︒

十797

暖さが濃くといふやうに︑︿略V︒

れば︑其の次には又其のくらみの間

十784国 ︿略﹀︑三日四日謡いて寒け

︿略﹀︒

十778國 ︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

つで︑︿略﹀︒

十777團

らみの天美黒きで︑︿略﹀︒

十775団 ︿略﹀︑よくも暫くと思ふく

中に編入されたのださうです︒

十771団 ︿略﹀︑今では龍山も京城の

れて次第に廣がり ︿略﹀︒

十769団

ふ庭があります︒

十767圏

緑色などがく略﹀︒

十765団

緑色などがく略﹀︒

十765国

出して見えるのは實にきれいです︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

十764団

りっぱな洋館がそびえてみる︒

十763団

福宮の壮大な構がある︒

十7510囲

︿略﹀︒

十759国

十722園其の返禮としてく略V︑合
今度の勢そろへに集った諸

はせて三箇所の地を汝に授ける︒

十725園

︿略﹀諸侍の中に︑訴訟あ

侍の中に︑︿略﹀︒

十725園

︿略﹀︑今日は當地の様子を

る者は申し出るがよい︒
十734国

︿略﹀︑二町ばかりで大きな

少しばかり申し上げます︒
十737国

南大門通から本町通・鍾

しよう

今でも城壁は大部分昔の面

京城の市街は︑︿略﹀︒

門の前へ出ます︒
十738圏

十759団

︿略﹀︒

十759囲北の方の山のすそには︑

は地はだが白く︑︿略﹀︒

十757圏

街がまるで糟のやうに見えます︒

十756囲

街がまるで給のやうに見えます︒

十756圏

いふ山があって︑︿略V︒

十751国南大門の東南の方に南山と

いふ山があって︑︿略﹀︒

十751国南大門の東南の方に南山と

かな虜です︒

十748圏

ろ
路通にかけての一帯が︑︿略﹀︒

十747圏

影を留めてゐますし︑︿略﹀︒

一夜の物語にうちと 十742国

恥をつ﹂まんとして︿略﹀︒

十701図始は身の上をつ＼み︑貧の
十702図

旅僧もまた主人夫婦の情心

けては︑名残なかく書きず︒
十704図

頃しも鎌倉より︑勢そろへ

にしみて︑︿略﹀︒

十708図

諸芸の大名・小名きら星の

の沙汰俄に國々に傳はりぬ︒

十711図

如く並べる中に︑︿略﹀︒

諸國の大名・小名きら星の
ときより

︿略﹀︑最明寺入道時頼は

さいみやうじ

これは何時そやの大雪に宿

︿略﹀︑眞先かけて参ったは
感心の至り︒

十717園

筆先かけて参ったは感心の至り︒

十716園其の時の言葉にたがはず︑

を借りた旅僧であるぞ︒

十716園

源左衛門常世か︒

るかの上座より︑﹁それなるは佐野

十714図

如く並べる中に︑︿略V︒

十6610園 しかし此の三本だけは︑其 十711図
︿略﹀ ︑ 今 夜 は 之 を た い て ︑

の頃のかたみとし て ︑ ︿ 略 V ︒
十672園

あなたのおもてなしに致しませう︒

十673図 主人は三本の鉢の木を切り
てるうりにたきぬ ︒

十676園 いや︑名前を申し上げる程
の者ではございません︒

十679園 お見受け申す所︑たゴのお
方とも思はれません︒

十683園 ︿略﹀︑もとは佐野三十齢郷

の一の
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しよう

昇降器に乗りました︒

出す︒

地 下 水のしっくが︑︿略﹀︒

十836

つるはしの先がきらりと光る︒

蹄途︑事務員は次のやうな事
今から四百年許前の事ださ

十857

方が都合のよい事もある︒
︿略﹀︑時には外國の品を使ふ

方が都合のよい事もある︒

十863

種々の品物が遠く外國から輸

︿略﹀輸入されるのは︑主に
︿略﹀︑全く外國米の足しまへ

これらの製品は我々の使ひ料

茶・マッチなどで︑︿略﹀︒

十884

これらの製品は我々の使ひ料
︿略﹀︑又支那・印度其の他の

にもなるが︑︿略﹀︒

十883

にもなるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑たき火をしてみると︑ 十883

︿略﹀︑附近の村々では之を

︿略﹀之をとって薪の代り

支那の豚の毛が輸入されて日

東洋諸國へ輸出される︒

これがつまり此の炭坑の始 十885

支那の豚の毛が輸入されて日

本でブラシに造られ︑︿略﹀︒

十887

冬の朝日のさす軒下に︑

輸出入の額の増加して行くの

輸出入の額の増加して行くの

ると︑實に十二倍である︒

はく略﹀︒

十889

十889

はく略﹀︒

︿略﹀︒

十892図圃

︿略﹀︒

十892図圃冬の朝日のさす軒下に︑

父と

こずゑ明るき林を行けば︑

︿略﹀︑ 勇みて出つる我

母とに暇を告げて︑︿略﹀︒

十895図圏

が家の門︒

こずゑ明るき林を行けば︑

やぶかうじの實木の根に赤く︑

十897爆撃

︿略﹀︒

ふめばさくく凹みだる︒

︿略﹀︑ 霜柱たつやぶか

やぶかうじの志木の根に赤く︑

十897図鴎

︿略V︒

げの路︑

十898図圏

く︑

︿略﹀︑ 新道つたひ車重

並ぶ田の面に氷きらめき︑

十901聖賢耕地整理のあとうつくし

︿略﹀︒

十904図囲

げに ひき坐る馬のつく息白し︒
さうち

さうち

最近における我が國の輸出入 十905図圏村の社の掃除や終へし︑

︿略V︒

翌日太郎が友だちの正雄・良

最近における我が國の輸出入 十905図圃村の社の掃除や終へし︑

総額は敷十億圓の多額で︑︿略﹀︒

十887

本でブラシに造られ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑日光の有難さをしみ 十885
︿略﹀坑夫の仕事を︑たふと
事務所の湯にはいって服を改

いものに思ひました︒

十858

︿略﹀︒

︿略V︑之を十年前の額に比べ 十9210

総額は数十億圓の多額で︑︿略﹀︒

︿略V︑時には外國の品を使ふ 十888

めると︑︿略﹀︒

十863

俵あむ手のいそがしげなる

又毛織物の原料になる羊毛は︑ 十893図七言の朝日のさす軒下に︑
︿略﹀︑やはり外國の品を買つ

我が國は種々の品物を輸入し
てるるばかりでなく︑︿略V︒

十875

た方が得な場合が少くない︒

十872

︿略﹀︒

十869

を受けぬわけには行かない︒

十867

これ等の事情からである︒

十865

入されるのは︑︿略﹀︒

石炭の壁は安全燈の光に照ら 十864

︿略﹀︑其の内の二人が石炭を
︿略﹀︑他の二人がそれをざる
︿略﹀︑電氣機五車の通ふ道ま

十855

ださうです︒

十854園

に使ふやうになりました︒

十853園

とって︿略﹀︒

十852園

そばの黒い岩に火がつき︑︿略﹀︒

十849園

とりに來た百姓が︑︿略﹀︒

十848園或日︑此の附近の山へ薪を 十877 輸出品の主な物は︑︿略V ・

うです︒

十847園

を話してくれました︒

十846

で運んで行きます︒

芋餌5

で運んで炭車に入れる︒

十843

掘崩すと︑︿略﹀︒

十842

されて︑黒光りに光ってゐます︒

十8310

されて︑黒光りに光ってゐます︒

十799 漏電のかねが鳴るとすぐ動き 十839 石炭の壁は安全燈の光に照ら
十7910

十801 地下水のしっくが︑四方から
とって

雨のやうに落ちて來る︒

十802 安全燈の取手を握りしめて︑
︿略﹀︒

十804 ︿略﹀︑何時の間にか︑地下九
百尺の坑底に着きました︒

︿略﹀ ︑ 周 園 の 壁 は 皆 石 炭 で ︑

きました︒

十804 ︿略﹀︑地下九百尺の坑底に着
十805
︿略﹀︒

ごく光ってゐます︒

十806 ︿略V︑それが電燈の光に物す
十8010 坑道を少し行って︑ポンプ室
の前に出ました ︒

く略V活動してゐます︒

十8010室の中には︑大きなポンプが

へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

十814 これは炭坑内の地下水を坑外

た︒

十825 其のうちに馬屋の前に出まし

てるます︒

十825 二三十匹の馬がまぐさを食つ

深く進むと︑︿略﹀︒

十829 馬屋の前を通ってだんく奥 ぐ感じると共に︑︿略﹀︒

聞える︒

十8210 つるはしの音がこつつりく

が光ってみる︒

十832 暗やみの中にかすかに安全燈
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の一の

一と三人連で︑︿略﹀︒

編る時の事であった︒

十931 翌日太郎が︿略﹀︑工臨から

道で︑︿略﹀︒

十933 其の近道といふのは田のあぜ
︿略﹀︑友だちのす＼めをこと

わりかねて︑︿略﹀︒

十936

十939 さいはひ附近の田で働いてゐ
た 村 の 人 々 に 助 けられ︑︿略﹀︒

え︒﹂の言ひにくいわけをさとるこ
そう

支那の宋朝の末︑北方に元

とが出來た︒

十968図
といふ國おこり︑︿略﹀︒
そう

︿略V︒

十994図園
十995図園

父母の病あつければ︑
父母の病あつければ︑醤
れう

藥の効なきを知りても︑︿略V︒

み︑︿略﹀︒

十999図

元の皇帝深く回天祥を惜し

は人情の常にあらずや︒

十968図支那の宋朝の末︑北方に元 十996図園 く略V︑尚治療につとむる
︿略﹀︑勢日々に盛にして︑

といふ國おこり︑︿略﹀︒

十969図
宋の領地ををかし＼かば︑︿略﹀︒
しやう

うれへ︑︿略﹀︒

るを知り︑之を刑場に送らしむ︒

けい

十欄2図帝其の志の動かすべからざ

十971図宋の単文導出大いに之を 十9910文園 我は宋の臣なり︒
十972図園羊の虎に向ふが如し︒

十欄9

文天祥は眞の男子なり︒

寒い北風に吹かれながら︑冬
︿略﹀︑一足温室の中にはいる

枯の小道を通って全て︑︿略﹀︒

十㎜8

十伽6図園

拝して死す︒

唯國家の危きを如何せん︒ 十河4図うやくしく南︑宋の方を

然るに元軍の勢いよく盛
されど国軍の大勢日々に非
︿略﹀︑天祥の誠忠を以てし

と︑︿略﹀︒

たまく元の大軍至るに及 十欄9 ︿略V︑全く別の世界に來たや
うな心持がする︒

るやはらかい日の光︑︿略﹀︒

唐国傑等の奮戦も大勢を轄 十川2 ︿略﹀︑ガラス屋根を通して來

汝大勢の如何ともすべか

へば︑官田貴は意の如くならん︒

十992庄園

︿略﹀︑何ぞいたづらに苦

らざるを知って︑︿略V︒

十994図園

しむことの甚だしきや︒

うだ︒

十川7囹

らん

︿略﹀︑かうして年中六七十

︿略﹀六七十度以上の暖さ

けないのだ︒

度以上の暖さの庭に置かなければい

十棚7園

ある庭だ︒

十991遊園今より心を改めて元に仕 十棚5園 此庭は重に蘭の類を集めて

書くすべき所なし︒

十9810図囹宋亡びぬ︒御身の忠義を 十捌2 ︿略V︑まるで春の國に居るや

ずることあたはずして︑︿略﹀︒

十988図

戦ひて元軍を防ぐ︒

十983図時に宋の勇將張世傑よく ＋粥とりぐの花の色︑︿略V︒
＋期とりぐの花の色︑︿略﹀︒

ちやうせいけつ

んで天祥大いに敗れ︑︿略﹀︒

十981図

ても如何ともすることあたはず︒

十9710図

にして︑︿略﹀︒

十979図

にして︑︿略﹀︒

十976図

︿略﹀︑何れもぬれねずみのや 十974図園

十939 ︿略﹀村の人々に助けられ︑
︿略﹀︒

十9310
うになって家に三つた︒
第を有りのま﹂に話した︒

十946 ︿略﹀︑太郎はやっと今日の次
十9410園 すると︑しまひに皆が僕の
事を弱轟だといって笑ひました︒
︿略﹀︑何此のくらみの事が

人の言ふことに曝して

こはいものかと︑︿略﹀︒

十951園

十954園
﹃ い ㌧ え ︒ ﹄ と 言切るには︑︿略V︒

人の言ふことに託して

﹃い＼え︒﹄と言切るには︑ほんたう

十955園
の勇氣がいる︒

十955園 お前のやうな弱轟には︑
︿略﹀︒

︿略﹀あぶない時でも︑言出すこと

十957園 お前のやうな予言には︑
の 出 來 な い 程 ︑ ︿略V︒

︿略﹀︑﹁はい︒﹂と﹁い㌧

つ た 事 を 後 悔 す ると共に︑︿略﹀︒

＋964太郎はつくぐと自分の悪か
十965

の庭に置かなければいけないのだ︒

十槻1 ︿略﹀︑幾つも咲いてみる薄紅

葉の先からつるを出して︑

色の花である︒

︿略﹀︒

十観4

︿略﹀轟が二匹︑底の水の中

︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

るしてみる︒

十撹5 ︿略﹀︑五六寸の細長い袋をつ

十鵬1

︿略﹀︒

十欄1

で︑動けなくなってみる︒

十欄1 ︿略﹀︑底の水の中で︑動けな

さあ︑今度は葉のきれいな

くなってみる︒

植物を集めてある盧だ︒

十佃3園

十佃5 ︿略﹀︑にいさんは次の室へ案

成程︑緑色の絹綜で作ったの

寒して下さる︒

かと思はれるやうな葉もあれば︑

十欄6

︿略﹀︒

らの美しいのもある︒

十全7 ︿略﹀︑赤や黄や青や紫のまだ

十鵬7 ︿略﹀︑赤や黄や青や紫のまだ

中には︑まるで花かと思はれ

らの美しいのもある︒

十鵬8

︿略﹀葉が︑董の上の方に群

る紅色の葉が︑︿略﹀︒

十七9

︿略﹀葉が︑董の上の方に群

がって出てみるものもある︒

十鵬9

次の室には大きい熱帯植物類

がって出てみるものもある︒

十全10

が並んでみる︒

十悩9 にほひのよいのや︑色の美し
いのや︑︿略﹀︒

十悩10 にほひのよいのや︑色の美し
︿略﹀︑ 形 の か は い ら し い の や ︑

いのや︑︿略﹀︒

︿略V︒

十悩10

十燭8 ︿略﹀︑ガラス越しに見える向
ふの木がひどくゆれる︒

十価9 其の枝の先にしょんぼりと止
つてみる鳥の姿も ︑ ︿ 略 V ︒

十価10 其の枝の先にしょんぼりと止
つ て み る 烏 の 姿 も︑︿略﹀︒

らびに御前様の御 手 紙 に よ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十欄6圓團 さて御父上様の御葉書な

しき事と察し申し候︒

︿略﹀︑何分百里の山川を
今日小包にて粗末なる物︑

へだてたる事とて︑︿略﹀︒

追窮1國国
十佃3國團

︿略﹀︑裁縫のおけいこに

︿略﹀︑御前様御ひまの折︑

赤さんの御着物にもと御送り致し候
間︑︿略﹀︒

十佃4囲團
︿略V︒

十鵬5圏国

承り候へば︑御祖母様に

御仕立て下されたく候︒

十佃2薩團

︿略﹀︑近來は殊に単元氣

︿略﹀︑御養生のかひもな

は先日より御病氣の虜︑︿略﹀︒

く︑︿略﹀︒

十㎜2陳国

十島5圓団

のやうに承り居り忌事とて︑︿略﹀︒

十伽7圓国 さて御父上価の御葉書な
らびに御前様の御 手 紙 に よ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十佃5囲団︿略﹀︑此の度の御報は全
大兄をはじめ皆様方の御
當地に御住まひの頃度度
二心10広西

︿略﹀︑今更のやうに思ひ
出され候︒
ふたら

だい

ほん

大谷の奔流

木深き虞︑

二荒の山もと
︿略﹀︒

︿略﹀︑
打つほとり︑︿略＞〇

十川1図魍

浮きぼり・毛ぼりの

や

十柵10広西

参上致し︑︿略V︒

十欄8圏團

非心歎︑ ︿略＞Q

感喜7君命

く夢かと存ぜられ候︒

十柵8圓団︿略﹀︑玉の檬なる女の御
子御生れの由承り ︑ ︿ 略 V ︒

十欄8國圏︿略﹀︑玉の様なる女の御
子 御 生 れ の 由 承 り︑︿略﹀︒

子 御 生 れ の 由 承 り︑︿略﹀︒

十描9圏国く略V︑玉の連なる女の御
十塒10圏団男ばかりの御兄弟の中に︑
︿略﹀︒

十欄10圖圏男ばかりの御兄弟の中に︑
︿略﹀︒

かしと察し申し候︒

十研1圏団 ︿略﹀︑御前様の御喜さぞ

十川4図圃

振るひしのみの

振るひしのみのて
をきはめ︑︿略﹀︒

にけたに︑

十柑5図翻︿略﹀︑

ひの生れ候と聞き て は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十柳3塵心事とてもかはゆらしきめ

御手つだひのため︑何かと御いそが

十三8國国 ︿略﹀︑御前様には御家事

岩
巧柱
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て

巧をきはめ︑︿略﹀︒

の地︑︿略﹀︒

十m8官立美術の光の
十川8図圃美術の光の

十価8 ︿略﹀︑船から五十メートルぐ

つて︑︿略﹀︒

か風やく此

十備1 ︿略﹀︑小山のやうな髄を水面

一同は歓呼の聲をあげた︒

十術10

あたりには流れ出る血に︑紅

船員は手早く鯨の尾をくさり

汽車で二日市騨に着いたのは

まだ芽の出ないはぜの木の間

まだ芽の出ないはぜの木の間

まだ芽の出ないはぜの木の間

太宰府町は太宰府神社のある

青銅の大鳥居をく〜つて進む

何百年も診たであらうと思は

間もなく神社の廣い境内には

いった︒

十念8

宮にちなんだ物を二ってるる︒

十帽6 ︿略﹀︑沿道の家は大てい天満

と︑︿略﹀︒

十帽4

虜である︒

十柵3

中を走る︒

十柵10 ︿略﹀︑霜の眞白に置いた田の

中を走る︒

十備10 ︿略﹀︑霜の眞白に置いた田の

を通り︑︿略﹀︒

十備10

を通り︑︿略﹀︒

十備10

を通り︑︿略﹀︒

十描9

画道に乗った︒

だざいふ
十備9 ︿略﹀︑騨前で太宰府行の輕便

午前の八時︑︿略﹀︒

十描8

で船ばたにつないで︑︿略﹀︒

十備5

の波がたゴよふ︒

十柵3

に似たへる︒

らみの虞まで引寄せられた︒

かゴやく此
た

めつ

樂園日本の

とつ士人さへ

︿略﹀︑

の地︑︿略﹀︒

十麗2図圏

へなる花と︑

昨夜の風雨は名残なくをさま

るもうべそ︒

古画5

︿略V︑海面にはまだ波のうね

つたが︑︿略﹀︒

十擢6

一隻の捕鯨船が︑勇ましく波

りが高い︒

十島6

マストの上の見張人が︿略﹀︒

を切って進んで行く︒
十穐7

マストの上の見張人が︿略﹀︒
マストの上の見張人が︿略﹀︑

7
十擢10

十

甲板に立ってるた船長を始め

北の方を指さした︒

十佃1

はるかのあなたに白い水煙が

十人許の乗組員は︑︿略﹀︒

十佃2

見える︒

砲手の落ちついた力のこもつ
た號令に︑︿略﹀︒

十柵4

砲手の落ちついた力のこもつ
た號令に︑︿略﹀︒

十薬4

砲手は此の時早く船首の三十
に立って︑其の引金に手をかけた︒

十佃5

もうくと立ちこめる白煙の

︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

間から見ると︑︿略﹀︒

十佃9

十価6

十悩2
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くす

れる樟の大木が茂り合ってみる︒
たい こ

を渡り︑︿略﹀︒

十佃1 池にかけてある二つの太鼓橋
ろう
十椥2 ︿略﹀︑弓馬堂の前を通って櫻
ろう

門をくゴると︑︿略﹀︒

十佃3 ︿略﹀模門をくゴると︑本殿
︿略﹀︑神 前 の 大 き な 神 鏡 が ︑

の前に出る︒

十佃4
︿略﹀︒

くわん

十佃5 此の神社は菅公の御墓所に
社殿の後に 廻 る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

建 て た も の だ と 聞いて︑︿略﹀︒

十佃7

木の梅が三婆いてるる︒

十佃8 ︿略﹀︑幾百本とも知れない古

梅が駝々と交って美しい︒

十冊9 ︿略V︑其の間に咲きかけの紅

べてるると︑︿略﹀ ︒

十湘1 掛茶屋に休んで名物の餅を食

が聞えた︒

十佃1 ︿略﹀︑不意にかん高い鳥の聲

︿略﹀︑それは園内に飼ってあ

十湘2 茶屋のおばあさんに尋ねると︑
︿略﹀︒

十佃3
る鶴の聲であった ︒

十佃5 ︿略﹀︑山畑の其庭此虚に野梅

の咲きこぼれてみるのも面白く︑
︿略﹀︒

蓋置5 ︿略﹀野梅の咲きこぼれてゐ

︿略﹀︑霜 よ け の わ ら の 間 か ら ︑

︿略﹀︑霜 よ け の わ ら の 間 か ら ︑

るのも面白く︑︿略﹀︒

霊位6
︿略﹀︒

十佃6

︿略﹀︒

十佃8

途中︑太宰府といふ昔の役所
途中︑太宰府といふ昔の役所

の跡などを見て︑︿略﹀︒

十佃8
此慮は菅公配所の跡である︒

の跡などを見て︑︿略﹀︒

十佃9

低いじめくした松林の中に

ぎょえん

十捌5

︿略﹀︑主人はそれ等の人々を

旧事9図

︿略﹀︒養慧・養鶏・養魚

かくの如くなれば全村頗る

等の模範をしめししを以て︑︿略﹀︒

十伽4図

なり︒

村長は村の奮家に生れ︑

く略V︑卒業後も歯面校の門

青年團の事業の一として︑

青年團の事業の一として︑

青年團の事業の一として︑

其の利益は︑大部分を學校

の有益なる事業の費用にあっる下垂

十伽8図 ︿略﹀︑其の残部を一村土中同

の基本金とし︑︿略﹀︒

急迫7図

杉・檜の植林を螢めり︒

ひのき

十伽6図

杉・檜の植林を螢めり︒

ひのき

十伽6図

杉・檜の植林を管めり︒

ひのき

十伽6図

に出入することを面しみとせり︒

十伽5図

十伽2図其の他の教員も︑︿略﹀︒

こと父母の如し︒

墨壷2図 ︿略﹀︑生徒も校長をしたふ

ること子の如く︑︿略﹀︒

十五1図校長も︿略﹀︑生徒を愛す

て選學せられ︑︿略﹀︒

十伽9図 ︿略﹀︑幾度の改選にも重ね

の爲に壷くすが故に︑︿略﹀︒

十二8堅く略V︑常に力を一村の幸福

の爲に導くすが故に︑︿略﹀︒

十伽7図 ︿略﹀︑常に力を一村の幸福

︿略﹀︒

役場と學校とは村の中央に

豊にして︑︿略﹀︒

十伽6図

談話の最中に一人の老人が
はいって來ましたが︑︿略﹀︒

床の上に投げて置きました︒

私はわざと一さつの書物を
床の上に投げて置きました︒

あり︒

あの青年が私の室にはいる

十伽6図

︿略﹀︑或一人の青年をやとひ

さしおいて︑︿略﹀︒

十捌6
入れた︒

前︑︿略﹀︒

十捌10園

︿略﹀︑先づ着物のほこりを
彿ひ︑︿略﹀︒

十捌10囹

十櫨3園

小さな社がある︒

十三10
公は︿略﹀︑三年の歳月を送

十慨3園

︿略﹀︒

談話の最中に一人の老人が

宮中の御宴の事を思ひ出して

十伽1宮詣はわざと一さつの書物を

︿略﹀︒

十伽3

はいって來ましたが︑︿略﹀︒

十伽2

宮中の御宴の事を思ひ出して

十伽1囹

られたさうである︒
ぎょえん

十伽2

榎寺を出て二日市の停車場へ

十伽2島外の者は少しも氣がつかな

︿略﹀︑いろくの美質をも
りっぱな人の紹介状よりも︑

つてみることをよく見定めて︑︿略﹀︒

十悩1囹

てるる者が卜うございました︒

皮癬9園︿略﹀︑爪の先は眞黒になつ

つたが︑︿略V︒

十榴8園外の者は着物だけは美しか

テーブルの上に置きました︒

︿略﹀書物を取上げて︑

いらしかったが︑︿略﹀︒

冬の日はもう暮れか＼つてゐ

十榴4園

急いだ︒

十重5

る︒

尊翁6

あちらこちらの三々からは細
停車場に着いた時は午後の六

い煙が立上ってみる︒

十伽8
十伽9

外曲の或商會で︑新聞紙に店

時を過ぎてみた︒

十捌2

外國の或商會で︑新聞紙に店

員入用の廣告を出した︒

十島2

せうかい

︿略V︑中には知名の人の紹介

員入用の廣告を出した︒

十捌4

十悩3園

︿略﹀︑本人の行がたしかな

なる人︑︿略V︒

十悩8霞草の財産家にて事業に熱心

保謹です︒

︿略﹀︒

十悩4園

状を持って來た者や︑︿略﹀︒

せうかい
︿略﹀︑中には知名の人の紹介

︿略﹀︑りっぱな回歴のある者

状を持って來た者や︑︿略V︒

十梱4
十梱5

もあったのに︑︿略﹀︒
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十伽8図 其の利益は︑︿略﹀ 一村共

とん

同の有益なる事業の費用にあっる計
書なり︒

︿略﹀︑はなやかに煮る＼日

陸奥は︑︿略﹀︒

む つ

十枷4図 ︿略﹀三萬四千噸の大職艦
十摺6図
の光︑︿略﹀︒

十梛6図 ︿略﹀︑場に滞ちたる十幾萬
の 拝 観 者 の 胸 は ︑︿略﹀︒

月花6図 ︿略﹀︑場に満ちたる丁幾萬
︿略﹀︑まさに始らんとする

の 辞 観 者 の 胸 は ︑︿略﹀︒

十皿7図
進水式の壮快なる光景を豫乏して︑
︿略﹀︒

樂︒

十三9図折しも起る﹁君が代﹂の奏

は始りぬ︒

十二9図皇后陛下の臨御と共に︑式

しやう
︿略﹀︑工廠長の進水命令︑

らう
十1710図 海軍大臣の命名書士讃︑
︿略﹀︒

十1710図
︿略﹀︒

けいさく
︿略﹀︑切断図上の画工をは

一揮にこめて︑︿略﹀︒

歯面4図
つしと切る︒

辞観者の目は︑一せいに艦
︿略﹀︑紅白の紙片花ふゴき

にそ＼がれぬ︒

十指6図
十伽9図
︿略﹀︑紅白の紙片花ふゴき

の如くに散る中を︑︿略﹀︒

十二9図
︿略﹀︑羽音高く舞上る敷羽

の如くに散る中を︑︿略V︒
はと

拍手かつさい︑天地をとど

はく

十字10図
の鳩︒

十囲2図

︿略﹀︑船といふ船の汽笛が

︿略﹀︑勇壮なる軍樂の調︑

ろかす萬歳の叫︑︿略﹀︒

十伽3図
︿略﹀︒

受壷4図

く略V︑船といふ船の汽笛が

一せいにあぐる歓呼の聲︒

十伽6図

一せいにあぐる歓呼の聲︒

誕生︒

十伽9図あ＼︑海の戦士の勇ましき

はり
︿略﹀︑さらばとて備前と播

け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

黒垂4図

磨との境なる舟坂山にかくれ︑︿略﹀︒
いまじゅく

ま

く略V︑播磨の今宿といふ

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち奉

虜より︑︿略﹀︒

十梱7図
十梱8図

ゐんのしやう

︿略﹀︑﹁主上はや院庄に入

らんとて︑︿略﹀︒

十個10図

あん
︿略﹀︑夜にまぎれて行在所

らせ給ふ︒﹂と人の言へば︑︿略﹀︒

賢主6図

の御庭にしのび入り︑︿略﹀︒

十麗7図︿略﹀︑大いなる櫻の幹をけ
︿略﹀︑大文字に詩の句を書

づりて︑︿略﹀︒

十観7図

翌朝警固の武士ども之を見

きつけたり︒

十徴10図

主上は詩の心を御さとりあ

つけて︑︿略V︒

十溜1図

りて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑勾践越の王となるに

︿略﹀︑呉の二面にして越軍

及び︑︿略﹀︒

十鵬4図

無電5図

いでや︑行幸の路に待受

十一13

く略V︑萢叢といふ忠臣の助
︿略﹀︑やがて忠臣の起りて

︿略﹀︑やがて忠臣の起りて

地球上に存在するもので︑

勤王の兵を塞・げ︑︿略﹀︒

十悩1図

勤王の兵を墨げ︑︿略V︒

十鵬10図

を得て報復の計を立て︑︿略﹀︒

十榴8図

を得て報復の計を立て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑山登といふ忠臣の助

大いに破れ︑︿略﹀︒

十伽9図あ＼︑海の戦士の勇ましき
誕生︒

十儒7図

十伽1図 ︿略﹀︑績いて造船部長の指

寒中の貴賎男女︑此の行幸

十㎜3図

く略V︑警固の武士もさすが
︿略﹀︑警固の武士もさすが

︿略﹀義兵を墨げしが︑事
十捌2図園

のいまだ成らざるに先だち︑︿略﹀︒

十㈱7図

にようひの袖をしぼりけり︒

十欄4図

にようひの袖をしぼりけり︒

十欄4図

を悲しみて︿略﹀︒

揮につれて吹く進水主任の號笛を合
圖に︑︿略﹀︒

十伽2図 ︿略﹀進水主任の號笛を合
圖に︑着々と進み行く進水作業︒
つち
た る 金 色 の 槌 は ︑︿略﹀︒

十伽3図 やがて工廠長のふりかざし
十協3図 やがて工廠長のふりかざし
︿略﹀︑二年間の苦心を此の

つち
た る 金 色 の 槌 は ︑︿略﹀︒

十伽3図

えいきやう

これほど我々に重大な關係

太陽の光と熱とがなくては︑

太陽の影響を受けぬものは一つも

ない︒

十一14

︿略﹀︒

十一16

たい

一口にいへば︑白熱の状態

のある太陽とは︑︿略﹀︒

十一17

さうして其のさしわたしは

にある一大火球で︑︿略﹀︒

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

十一110

︿略﹀︑其の容積は地球の百

齢りに當り︑︿略﹀︒

十一110

光の強さに至っては非常な

三十萬倍に當ってみる︒

十一23

れい

︿略﹀＝二の下に零を二十

もので︑︿略V︒

十一26

望遠鏡で見ると︑太陽の表

六もつけて表さねばならぬ︒

十一28

面は全部が一様にかゴやいてみるの

ではなく︑︿略﹀︒

十一210 ︿略﹀︑光の強い部分もあれ

︿略﹀︑夜の空に銀の砂をま

ば弱い部分もあり︑︿略V︒

十︻35

いたやうに見える︿略﹀︒

十一35︿略﹀︑夜の空に銀の砂をま

︿略﹀小さな星の一つと同

いたやうに見えるく略V︒

十一36

じものだといふ︒

十一37 ︿略﹀︑あの太陽のほかに︑

きよ
︿略﹀︑たゴ其の距離の遠い

これと同じやうなものがく略﹀︒

十一39

ために︑︿略﹀︒
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度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

十一41 今かりに一時間五十里の速
ても︑︿略﹀︒

こう

十一45図 支那幾千年の人物中︑
︿ 略 ﹀ ︑ 孔 子 に 及ぶはなし︒

十一46図 ︿略﹀︑徳化の尚今日に著
こう
しきもの︑孔子に及ぶはなし︒

ろ
十一47図 孔子は︿略﹀︑壮時の魯
ろ

しやう
即ち今の山東省の地に生れたり︒

しやう

十一47図 ︿略﹀︑當時の魯即ち今の
しやう

山東省の地に生れたり︒

なり︒

よう
中庸は徳の至れるもの

︿略﹀︑其の好學の念の切

十一了1図囹
十一73図
なる︑﹁︿略﹀︒﹂といふに至れり︒

く略V︑其の好學の念の切
︿略﹀︑悪しんではうれ

なる︑﹁︿略﹀︒﹂といふに至れり︒

十一73図
十一了10図園

︿略﹀皮膚の色の違ひ︑言

語・風俗の違ったく略V︒

十一93

租界には︿略﹀幾多の人種

語・風俗の違った︿略﹀︒

十一93

︿略﹀︑其の有様は一見世界

が入交ってみるので︑︿略﹀︒

十一94

︿略﹀︑其の有様は一見世界

人種の展覧會のやうである︒

十一95

市街の盒子も支那風ではな

人種の展覧會のやうである︒

い︒

く略V︑人生の爲に白くし 十︸95

ひを忘れ︑老の將に至らんとするを
知らず︒

十一81図
たる大聖の面目︑︿略﹀︒

たる大聖の面目︑︿略V︒

十一85 ︿略﹀︑海上を走ること十四
やうす
百海里で揚子江の河口に達する︒

生れたり︒

こ＼には外國人の居留する

十一910

其の外各種の學校や︑博物

と

ば

︿略﹀︑支那の各地との取引

でなく︑︿略﹀︒

十一1010

にもきはめて便利であるから︑︿略﹀︒

にもきはめて便利であるから︑︿略V︒

十一1010 ︿略﹀︑支那の各地との取引

十一112 ︿略﹀︑港内には常に敷百隻

の船が集ってみて︑︿略﹀︒

十一115 ︿略﹀︑我が居留民の敷は︑

上海は專ら商業の都市とし

外廓人中第一位を占めてみる︒

十一117

て知られてみるが︑︿略﹀︒

鳴くやひばりの聲う

製紙其の他の諸工場が勢よく黒煙を

ばう
十一118 ︿略﹀︑紡績・造船・製粉・

立ててみる︒

十一122図團

今日はうれしき遠足の

左に遠くかすむは古城︑春は

むしろ︒

十一134図圏

十一1310図圏

日よ︒

十一135図圏

今日はたのしき遠足の

たどりつきたる峠の上

笑ひさgめく

今日はたのしき遠足の

今日はうれしき遠足の

ひるげのむしろ︒

︿略﹀︑

に︑︿略﹀︑ 笑ひさゴめくひるげの

十一132図案

日よ︒

十一1210図囲

絶のごと我等をめぐる︒

寺︑

十一129図早旦に見ゆるは名高き御

日よ︒

かげろふもえて野は晴

ら㌧かに︑

唯商業の取引の盛な部分は︑

唯商業の取引の愚な部分は︑
︿略﹀︑西洋風の建物もあっ

は

上海が鱒浦江に臨む部分は
︿略﹀︑外観との貿易ばかり

れわたる︒

其の外各種の學校や︑博物
館・圖書館等の修養機關︑︿略﹀︒

十一125図圏
等の豊里機關が︿略﹀︒

十一910
ご

租界の外に出ると大ていは
租界の外に出ると大ていは

支那風の町で︑︿略﹀︒

十一102

十一109

延長八哩︑六十鯨の波止場がある︒

十一108

て︑趣がや＼攣ってみる︒

十一105

︿略V︒

十﹁104

相當に活氣を帯びてをり︑︿略﹀︒

十一104

支那風の町で︑︿略﹀︒

︿略V︑これ等は租界といふ 十一102

租界といふのは居留地の一
︿略﹀︑居留民が支那政府の

︿略﹀皮膚の色の違ひ︑言

げき
︿略﹀︑公園・競馬場・劇場

館・罪質同等の修養機關︑︿略﹀︒

十一99

ぱな建物がそびえてみる︒

十﹁47図 く略V今の山東省の地に 十一81図 く略V︑人生の爲に白くし 十一99 ︿略V︑銀行・會社等のりつ
十一48図 少時より愚問に働み︑長

上海は︿略﹀︑百萬近くの

上海は支那第一の貿易場で︑

十一88

じ て 後 魯 の 君 に 仕へ︑︿略﹀︒
かんしん

である︒

十一93

十一93

交ってみるので︑︿略﹀︒

言語・風俗の違った幾多の人種が入

租界には皮膚の色の違ひ︑

手を離れて︑自治制を布いてみる庭

十一91

種で︑︿略﹀︒

十一91

特別の厘域内に住んでみる︒

十一810

者が非常に多く︑︿略﹀︒

十一89

人口を有する大都會である︒

十一88

︿略﹀︒

十一49図 ︿略﹀︑好臣の爲にさまた
げられ︑︿略﹀︒

ものと︑︿略﹀︒

十一55図︿略﹀︑三民の苦を救はん

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

十一63図 論語は︑曽参と有若との
集 録 し た る も の にして︑︿略﹀︒

十一63図 ︿略﹀孔子及び其の高弟
の言行をく略V︒

十一64図 ︿略﹀︑最もよく此の大聖
の面目をうかゴふを得べし︒

十一67図 孔子は正義の念強き人な
りき︒

十一68図囹富貴は人のねがふ所な
り︒

十一69図囹 貧賎は人のいとふ所な
り︒
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日よ︒

十一142 今日は︑のぶ子さんのうち
へ始めて遊びに行きました︒

︿略﹀もとの場所へお入れ

に並べておいて︑︿略﹀︒

十一171
になるのださうです︒

た︒

十一175園
つておいで︒

のぶ子さんはすぐたんすの
︿略﹀︑家の中がどんなによ

十一1810

十一195此のやうに︑人々相互の間

又他人の物を盗んだといふ

の訴訟を裁判するのを︿略﹀︒

十一198

こう

しん

ところで︑塵裁判所の裁判

裁判は事件の輕重によって︑

控訴院・大審院の四階級がある︒

︿略﹀︒

十一209

十﹁211

又地方裁判所で行はれた最

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑
︿略﹀︒

十一213

かういふ風に︑三回くりか

初の裁判に不服な者は︑︿略﹀︒

十一215

へして裁判してもらふ事の出干る組

︿略﹀︑諸家を代表して犯罪

︿略﹀犯罪者の庭罰を求め

るのは検事の職務である︒

手・附添巨匠は代理人となって

十一219 ︿略﹀︑原告・被告の相談相

︿略﹀︒

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

裁判は實に正義保護のため

裁判は實に正義保護のため

越路の雪も解初めたれば︑

︿略﹀一部五千の兵を率

やながせ

あふみ

やながせ

は

︿略﹀︑近江の柳瀬に討

ぴ

︿略﹀秀吉は︑琵琶湖の

ひでよし

十一238図

び

は

く略V︑琵琶湖のほとりに

やがて勝家また自ら五萬

十三箇所のとりでを構へ︑︿略﹀︒

十一237図

︿略﹀︒

ほとりに十三箇所のとりでを横⁝へ︑

十﹁236図

つて出でしむ︒

十一235図

ゐ︑近江の柳瀬に討って出でしむ︒

あふみ

十︸235図

︿略﹀︒

十一234図

の任務は︿略﹀︒
こしぢ

十一232 ︿略﹀︑判事・検事・辮護士

の大切な仕事であり︑︿略﹀︒

十一231

の大切な仕事であり︑︿略﹀︒

十一231

うちが無くなり︑︿略﹀︒

十一229 ︿略﹀︑せっかくの法律もね

しこい者が︿略﹀︒

十一227 ︿略﹀︑力の強い者やわるが

しなく行はれて︑︿略﹀︒

十一226 ︿略﹀︑人々相互の孚がはて

中にするのが其の目的である︒

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

十一224

︿略﹀︑又世間の人々のいま 十一223 裁判の目的は︑︿略﹀︒．

やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒

十一1910

︿略V︑又世間の人々のいま

しめにもせねばならぬ︒
十︸1910

︿略﹀︑犯罪の疑のある者を

しめにもせねばならぬ︒
十一203

︿略﹀︑犯罪の疑のある者を

十分に取調べて︿略﹀︒

十一203

此の犯罪者を罰するための

十分に取調べて︿略﹀︒

裁判所は國家が設ける機關

裁判を刑事裁判といふ︒

︿略﹀自分の始末のわるい 十一205

︿略﹀︑返す約束の日が來て
いくら催促されても︑︿略﹀︒

︿略﹀︑裁判所は雨者の言分

裁判を行ふのは判事の職務

織になってみるのは︑︿略V︒

十一218

者の軍装を求めるのはく略﹀︒

十︸218

であり︑︿略﹀︒

︿略V︑貸主の主張を正當と 十一217

を聴いた上で︑︿略﹀︒

此のやうに︑人々相互の間

みとめれば︑︿略﹀︒

十一194

で︑これに厘裁判所・地方裁判所・

︿略﹀自分の始末のわるい 十一209
これまで自分の不整頓の

これまで自分の不整頓の
しかし大勢の中にはそれを

ために︑︿略V︒

十一183園

大きなものであった︒

ために︑むだに費した時間と勢力は

十一183園

ことを考へて︑︿略﹀︒

十一181

ことを考へて︑︿略﹀︒

十﹁181

く整頓されてるるかがく略V︒

十一179

小引出から取出して︑︿略﹀︒

十一176

メリンスのふろしきを持

方から︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

十一146 ︿略﹀︑五年生の時の成績物 十一174 ︿略﹀︑おかあさんが皇所の
︿略﹀︑五年生の時の成績物

に表紙をつけて︑︿略﹀︒

十一146
に表紙をつけて︑︿略﹀︒

十一147 三月の末になさるはずであ
︿略﹀︑成績物が返るとすぐ

つ た の が ︑ ︿ 略 ＞Q

十﹁152
紙 の 袋 へ 入 れ て おいて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑學年の終におまとめ

になるのださうです︒

十一153

見 せ て い た ゴ い て︑︿略﹀︒

十一154 一年生の時からの成績物も
十一154 一年生の時からの成績物も
見 せ て い た ゴ い て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の始末のよいのに

感心してしまひました︒

十一155

十一156園 成績物は一つ一つ自分の
力 の こ も っ た も ので︑︿略﹀︒

十一156園 成績物は一つ一つ自分の

十一191

守らない人もある︒

︿略﹀︑皆一生の記念にな

十一193

さいそく

︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚

力 の こ も っ た も ので︑︿略﹀︒

るのだ︒

十﹇156園
十一161

︿略﹀︑本棚に並んでみる雑

を指さして︑︿略﹀︒

十︻169

誌の間へ︿略﹀︒

ひ︑︿略﹀︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一1610 聞けば︑雑誌の類は號の順 十一195
に 並 べ て お い て ︑︿略﹀︒

十一1610 聞けば︑雑誌の類は號の順
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︿略﹀︑來りて盛政の軍に

の兵を督し︑來りて盛政の軍に合す︒
十一239図
合す︒

今日の戦に勝ちほこり︑︿略﹀︒

をしめざりし油断を悔いつ＼︑︿略﹀︒

回しはじめたり︒

きやく

十一254姑く略V︑明日は進んで賎嶽 十一269図 ︿略﹀︑俄にやみの中を退
のとりでをおとし︑︿略﹀︒
はちがみね

︿略﹀︑ふと東南の方を望
の

こはたゴ事ならじと︑尾

味方は今日の戦に將卒共

︿略﹀︒

十一287図今まで賎嶽の山上より︑

︿略﹀戦況を見居たりし秀吉︑︿略﹀︒

秀吉︿略﹀︑旗本の若武

たるを見て︑︿略﹀︒

︿略﹀・片桐且元等の荒

者どもをきっと見て︑︿略﹀︒
かつもと

十一271図︿略﹀︑二十日の正午大岩 十一291図
山の敗報至る︒

十一298図 ︿略﹀︑山際のがけ路にて

武者ども︑勇みに勇んで突進す︒

十一271図︿略﹀︑二十日の正午大岩 十一297図
ぜん
あたかも書院の膳に向ひ

山の敗報至る︒

敵將山路正國に出であひ︑︿略﹀︒

︿略﹀正國︑清正がよう

十一304愚直に組合ひたる二人の勇

士︑︿略﹀︒

ひのすそをしっかとつかむ︒

十一308図

に入りぬ︒

清正手早くかぶとのをを

十一316図正國の首は終に清正の手

枝に残って︑︿略V︒

十一313図 ︿略﹀︑かぶとはつ＼じの

切ったりければ︑︿略﹀︒

十一312図

ならず︒

十一3010図 ︿略﹀︑身のはたらき自由

つ＼じの枝に引つか＼りて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑かぶとのしころ

つ＼じの枝に引つか㌧りて︑︿略V︒

五十人の兵は行くく百 十一309図 ︿略﹀︑かぶとのしころ

︿略﹀︑夜半の頃には既に

二十日の月は上りぬ︒
︿略﹀︑秀吉の軍は︑︿略﹀︑

に入りぬ︒

福島正則以下の六人︑

十一316図正門の首は終に清正の手
十一282図︿略﹀︑此の時既に忽々の

十一319図

︿略﹀︑世に之を構して賎

︿略﹀︑武名を天下にとゴうかせり︒

十﹇317図
明くれば二十

話すること頗る急なり︒

十一284図

日の朝︑

とりでより來れる守兵と合して︑追

追撃すること頗る急なり︒

十一282図

︿略﹀︑物の用に立つべく 十一281図

木之本に到着したり︒

十一279図

つしくらに進軍して︑︿略﹀︒

︿略﹀敵の大軍︑木之本 十一278図 ︿略﹀︑一萬五千の軍勢ま

り火書をあざむく中を︑︿略﹀︒

︿略﹀︑降ってわいたる敵 十一278図 ︿略﹀︑見渡す限りのかゴ

糧食の用意をなさしむ︒

りやう

︿略﹀︑盛政直に物見の兵 十一277図 ︿略﹀︑かゴり火をたかせ︑ 十一309図

姓をつのり︑︿略﹀︒

十一276図

ふをも待たず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何とも知らぬ物音 十一275図 ︿略﹀︑やがて將卒のそろ

旨をふくめて先獲せしめ︑︿略﹀︒

︿略﹀たいまつの光おび 十一274図︿略﹀︑先づ五十人の兵に

居たる秀吉は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑美濃路の方面に當 十一272図

み

なり︒

く略V︑大岩山・鉢峯な 十一2610図 木之本には秀吉の來れる 十一288図 ︿略﹀︑勝政の引足になり

どの要所々々に︿略﹀︒

十一2310計時は天正十一年四月二十 十一257図
日のあかつき︑︿ 略 V ︒

もあらず︒

十一266図

にっかれ果てて︑︿略﹀︒

十一265図

の邊に満ちくたりと報じ香る︒

十一264図

の大軍︑︿略﹀︒

十一264図

を出してうかゴはしむるに︑︿略﹀︒

十一263図

野路山の本管に急報すれば︑︿略﹀︒

十一262図

ざわくとして夜の静けさを破る︒

十一261図

たゴしく︑︿略﹀︒

十︸2510図

りて︿略﹀︒

十一2510図

み見るに︑︿略﹀︒

十一259図

守れる兵卒の一人︑︿略﹀︒

︿略﹀︑十三箇所のうちな 十一259図夜ふけに及んで︑二上を

︿略﹀︑十三箇所のうちな

る 大 岩 山 の と り でより︑︿略﹀︒

十一2310図

十一241図
︿略﹀︑幾頭かの馬をひき

る 大 岩 山 の と り でより︑︿略﹀︒

十一241図
て︿略﹀︒

よごのうみ

十一242図 ︿略﹀余平語のほとりに
下り來れる七八人の兵卒あり︒
よごのうみ

下り來れる七八人の兵卒あり︒

十一242図 ︿略﹀余吾湖のほとりに
十﹁243図 水際に寄りて馬の足を冷
︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

さ ん と す る 折 し も︑︿略﹀︒

十一243図
一隊︑︿略﹀︒

︿略﹀︑とりでの守將中川

十一247図 危く逃延びたる一二の兵
卒︑︿略﹀︒

十︸248図

清秀︑士卒を指揮して防ぎ職ふ︒

十一249図 されども不意を討たれし
俄の軍に︑︿略V︒

︿略﹀︑清秀等の奮職工の

此のま﹂新手の兵を迎へ

盛政は勝ってかぶとのを

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

此のま﹂新手の兵を迎へ

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

︿略﹀︑戦は午前のうちに 十一267図

かひなく︑︿略﹀︒

十﹇249図
十一2410図
終りぬ︒

今 日 の 戦 に 勝 ち ほこり︑︿略﹀︒

十一252図 寄手の大將佐久間高山は︑ 十一267図
十︸253図 寄手の大將佐久間盛政は︑ 十﹇268図
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嶽の七本槍といふ ︒
の一に数へられて殊に名高く︑︿略﹀︒
だんのうら

名勝の地少からず︒

だめだ︒

十一356

嚴島は古より日本三景

我が國に遊べる西洋人は

地謡の中の薄緑に染めてあ

せ

︿略﹀︑それから次々といろ

るのが一昨年植付けた虜︑︿略﹀︒

十一363
十一365

くの印がついてみる︒

﹁︿略﹀︒﹂とおとうさんの手

︿略﹀僕がおとうさんくら

みの年になってみるわけだ︒

十一405

打直ゑたのだといふが︑︿略﹀︒

十一406 ︿略﹀︑おとうさんの子供の

十一411

で︑︿略﹀︒

十一409園

ぼんやりいろくの事を考

植林は貯金のやうなもの

尺飴りもあるものが大分見える︒

十一407 ︿略﹀︑もう幹のまはりの三

尺当りもあるものが大分見える︒

十一407 ︿略﹀︑もう幹のまはりの三

時植ゑたのだといふが︑︿略﹀︒

地離山の内︑二町三段五畝︑ 十一406 ︿略﹀︑おとうさんの子供の

峯通り檜苗︑其の他総べて杉苗︒

ひのき

十一367

十一369

早く間伐して弦材を取る

一昨年植付けた時の覧書だ︒

で記してある︒

十一369

植付けた苗木の枯れた虜へ

︿略﹀︑いっか夕方の色が四

へてみるうちに︑︿略﹀︒

あ︑西の空がほんのり明る

︿略﹀河井氏の御話に

何とぞ十分の御養生あ

御承知の通り當地には

︿略﹀︑病後の保養には

︿略﹀︑及ぶ限りの御便

宜相計り申すべく候︒

十一425國国

特に宜しき由に候︒

十一423國団

温泉これあり︑︿略﹀︒

十一422國団

りて︑︿略﹀︒

十一421野鼠

驚入候︒

十一419囲団 ︿略﹀︑誠に意外の事に

よれば︑︿略V︒

十一417國団

い︒

十一413

暮れて行く︒

十一412 ︿略﹀︑向ふの山も薄墨色に

方にたゴよって︑︿略﹀︒

︿略V︑こずゑの差が段々少 十一412

毎年春の初か冬の半ばにす
毎年春の初か冬の半ばにす
︿略﹀︑今まで爾方の枝と枝

﹁杉の散髪だ︒﹂

おとうさんのお話によると︑

︿略V︑枝を打てば︑山火事

︿略V︑又空曹の流通がよく

使ひみちによって︑三十年
のださうだから︑︿略﹀︒

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

十一404

なって轟がつかなくなるさうだ︒

十一396

の危瞼を防ぎ︑︿略V︒

十一396

︿略﹀︒

十一395

十一392園

と組合ってみたのがく略﹀︒

十一389

る枝打は︑面白いものだ︒

十一387

る枝打は︑面白いものだ︒

十一387

くなって行くのも面白い︒

十一385

補植をするのは︑︿略﹀︒

十一379

目的のところでは︑︿略﹀︒

く略V︑世界における海上 十一373園

これでは明日の三廻りは

︿略﹀︑山の背を通ってみる
︿略﹀︑四五尺にのびた杉の

あそこの植付をした時は
︿略﹀︑さっきおとうさんの

︿略﹀︑明日の用意に出して

︿略﹀植林地の書付を開い
地圖の中の薄緑に染めてあ
るのが一昨年植付けた庭︑︿略﹀︒

十一363

て見る︒

十一363

おいた︿略﹀︒

十一362

いた植林地の書付を開いて見る︒

いひつけで︑明日の用意に出してお

十一362

まだ寒かった︒

十一361園

に見えるやうな氣がする︒

若木が勢よく立並んでみるのが︑目

十一359

小路を中にはさんで︑︿略﹀︒

十一358

ふの方をながめると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑机によりか＼つて向

十一355園

の一大公園なりといへり︒

十一352図

此の瀬戸内海の風景を賞して︑︿略﹀︒

十一351図

感興を動かすこと甚だ切なり︒

十一3410図︿略﹀源平の昔語に人の 十﹇368 一坪一本の割︒

だ切なり︒

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

四國の西には佐田岬長 十一3410図 ︿略﹀︑屋島・壇浦は源

十一321図本土の西︑近く九州と相 十一349図

いつくしま

けふ
接せんとする虜︑下關海峡あり︒
みさき

十一322図
あはち

く突出で︑︿略﹀︒

十一324図 淡路島の東端︑本土と相
︿略﹀︑大小無敷の島々各

きたん
望 む 庭 ︑ 紀 淡 海 峡となり︑︿略﹀︒

所に散在す︒

十一3210図

かと見れば岬なり︒

十一331図 船の其の間を行く時︑島

に匙在す︒

十一341図 ︿略﹀︑白壁の民家其の間

十一342図海の静かなることは鏡の
如く︑︿略﹀︒

如く︑︿略﹀︒

十一342図 海の静かなることは鏡の

の影ものどかなり︒

十一343図 ︿略﹀︑島がくれ行く白帆
十一343図 月影のさ冨なみにくだけ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑漁火の波間に出没
︿略﹀︑漁火の波間に出没

する夜景もまた一段の趣あり︒

十一344図
十一344園

する夜景もまた一段の趣あり︒

瀬戸内海の沿岸には

︿ 略 ﹀ ・ 高 濱 等 良港多く︑︿略﹀︒

十﹇345図

十一346図 く略V︑遠く近く黒煙の青
空にたなびくを見る︒

十一348図 内海の沿岸及び島々には
名勝の地少からず︒

十一348図内海の沿岸及び島々には
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十﹁426繍囲
︿略﹀︒

くず

ふ

︿略﹀︒

栽培は頗る盛になった︒

十一542

近來床の敷物や︑道路にも

ゴムの用途は︑年を追うて

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

益く画くなるばかりである︒

︿略﹀︑手を口に當てて鶴 十一5010 ︿略﹀︑南洋におけるゴムの 十一馴4

の臥したる檬をなせり︒

十一474図

四五羽となりぬ︒

出牢地産の葛粉少少 十一472図 ︿略﹀︑ふすまの鶴は二十 十一509 他の二人も之にならって︑

の印までに御送り 申 上 候 間 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

くず
十一427圏団 ︿略﹀葛粉少少御見舞

至った︒

嚢育には最もよく適してみる︒
るゴム園もたくさんにある︒

く略V︑夜中に董師のした 十一513 ︿略﹀︑日本人の経管してゐ
く略V︑書師又かのふすま 十一521 ︿略﹀︑虎や象の荒しに來る

︿略﹀︑此の組織の所まで小

︿略﹀一そうの船がとまつ

うの船がとまってみた時の話である︒

︿略﹀一そうの船がとまつ

てるた時の話である︒

十一546

十一546

熱帯の暑さにたへかねてゐ

てるた時の話である︒

二人は外の者からずっと離

︿略V︑沖のうきを目當に泳

︿略V船長のけた＼ましい

一人は老砲手の子である︒

叫び聲が聞えた︒

十一5510

十一554

ぎくらをしてみた︒

十一553

れて︑︿略﹀︒

十一553

少年であった︒

十一552 ︿略﹀︑十三四になる二人の

た船員等は︑︿略﹀︒

切付といふのは︑︿略﹀︑木 十一548

のを防いだり︑︿略﹀︒

のである︒

十一525

十一526

の間にあるく略﹀︒

十一525︿略V︑幹の皮部と木質部と

の間にあるく略V︒

︿略﹀︑幹の皮部と木質部と

の幹に小刀で傷をつけることをいふ

く略V︑箱根山中にてよ 十﹁523

自動車・自轄車のタイヤ︑

ゴムは︑︿略﹀或植物から
えき

此の液の取れる木を普通に

︿略﹀深くは傷のつかない

刀が届いて︑︿略﹀︒

十一527

やうにしなければならぬ︒

ルの虜に︑︿略﹀︒

︿略﹀ゴム液は︑流れて下 十一562 ︿略﹀︑船から三四百メート
のコップにたまるのである︒

十一529

える︒

らないらしい︒

しかし二人の少年はまだ知

︿略V南米ブラジルのパラ 十一5210 ゴム園の人は毎朝暗いうち 十一562 ︿略﹀︑大きなふかの頭が見
に起きて︑︿略﹀︒

をして廻る︒

︿略V︑パラゴムの名が生じ 十一5210 ︿略﹀︑受持の木に此の切付 十一564

りう

十一568

︿略﹀叫んでみるが︑二人

救ひのボートは下された︒

の耳にははいらぬのか︑︿略﹀︒

十一566

なって︑︿略﹀︒

かうして出隅たゴムは︑各 十一565 老砲手は氣ちがひのやうに
國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

︿略V︑近年ゴムの需要が激 十一537

平岡の機械や︑蓄音機の圓
盤などに用ひるく略V︒

ばん

十一541

︿略﹀︑英國人はマレイ半島 十一541 電氣の機械や︑︿略V︒

の領地にパラゴムの木を移植するに

十一508

増したために︑︿略﹀︒

十一507

たわけである︒

十一504

州から産出したので︑︿略﹀︒

十一503

たので︑︿略﹀︒

て南米ブラジルのパラ州から産出し

十一503此の種のゴムが︑身命とし

部分は︑︿略V︒

今日世界におけるゴムの大

ゴムの木といってみる︒

十一499

とる白色の液を原料として︑︿略﹀︒

十一498

︿略﹀︒

十一494

き枝ぶりの檜を見て︑︿略﹀︒

十一4810図囹

の鶴に筆を取らず︑︿略﹀︒

十一481図

る様をまねて見するに︑︿略﹀︒

十一476図

はかやうなるべし︒

十一428圏筆先づは御見舞までかく 十一475図囹 今日かき給はん鶴の姿 十一512 南洋は︿略﹀︑ゴムの木の 十一546 昔︑アフリカの或港に一そ
の如くに御座候︒

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り

十﹁433面心 尚又結構なる葛粉御送

候︒
ばう

十一434圓囲 實は去月十日頃より感
冒の心地にて引きこもり居候庭︑

︿略﹀︒

さかひ

十一糾6図 昔︑泉州堺のなにがし
寺に︑︿略﹀︒

︿略﹀︑数年の間一度も

筆を取り給ひし事なし︒

十一唱10図園

いとふにあらざれ ど ︑ ︿ 略 V ︒

十一451図園 我もとより衣食の費を

とも行きて君の技をふるひ給へ︒

十一453図園 く略V︑今は何虜へなり 十﹇502

十︸457図園 さらば謝恩の爲に何か
垂がきて参らすべし︒

十︸4510図 或夜小僧︑住持の居間に
來りて︑︿略﹀︒

つる

十﹇461図園彼虜に行きて︑彼の書
師のする様を見給へ︒

十一468図其の書票く所々鶴にして︑
筆勢非凡︑丹青の妙言ふべからず︒

十一468図 かくて次の夜は如何にと
うか冥ふに︑︿略﹀︒

もすがら寝ねずし て ︑ ︿ 略 V ︒

十一469図 ︿略﹀︑蚕師は前の如く夜
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十一5610 其のうちに二人はふかの來
るのに氣がついた ︒

十一573 ふかははや十二メートルの
近くにせまってみる︒

十一576 ︿略V老砲手の顔には︑決
心の色が浮んだ︒

十一576 ︿略﹀老砲手の顔には︑決
心の色が浮んだ︒

十一577 つと大砲のそばへ寄って︑
急 い で 弾 丸 を こ め︑︿略﹀︒

十一5710 ふかの口はもうほとんど子
供に届いてみる︒

十一583 ︿略﹀すさまじい大砲の音
がと〜ろき渡った︒

十一585 砲手は︿略﹀︑手で顔をお
ほって大砲の上につつ伏した︒

十一586 立ちこめた砲煙の薄れゆく
︿略V︑先つ目に入ったのは︑

につれて︑︿略﹀ ︒

十一587
大きなふかの死艦であった︒

十一588 喜の聲はどっと起つた︒

十一589 二人の少年はボートに乗せ
られて露って來る︒

︿略﹀︑市街の中央を東西に

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十一597

右手には遠く旦局境の山々

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

十﹁617

︿略﹀心々とした十勝の大

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

十一618

下る︒

野で︑︿略﹀︒

︿略Vアイヌの丸木舟の便

十一629 ︿略V︑殆ど交通の便もなく︑

︿略﹀︒

をかりるに過ぎなかった︒

十一6210

︿略﹀アイヌの丸木舟の便

をかりるに過ぎなかった︒

汽車は無人の境を曲折して 十一6210

平野がはるばると績いて︑︿略﹀︒

︿略﹀幅六十間の大通は︑
十︸6110

つきさつぶ

だけ

サホ厚面の連峯の一つであらう︒
だけ
十一621

だけ

︿略﹀︑サホロ嶽の連峯の一

はるかの下に一條の白煙を
たなびかせて見えがくれする上り列

十一622

つであらう︒

十一621

つであらう︒

︿略﹀︑サホ古賢の連峯の一

或は右に或は左にあらはれるのは︑

︿略V︑企てい機械と馬の力

トラクターはちやうど軍用

トラクターはちやうど軍用

のタンクのやうな形で︑︿略﹀︒

十一639

のタンクのやうな形で︑︿略﹀︒

十一639

による︒

十一637

くない︒

町も十町も長々と穿いてみるのが少

十一634 ︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

が大きい︒

市外の眞駒内及び月寒に 十一6110 壷がけるが如く美しき山の︑ 十一633 此の邊の農業は総べて規模

まこまない

未開の土地を切開いて︑

貫ぬく幅六十間の大通は︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一598

十一599
︿略﹀︒

十一603
︿略﹀︑放牧の馬や牛がいう

は︑大きな牧場がある︒
十一605
︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

くと草をはむ様や︑︿略﹀︒
十一606

︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

なして遊ぶ様は︑︿略﹀︒

十一606

瀧川から根室行の汽車に乗

はるかの下に一條の白煙を

車は︑︿略﹀︒

︿略﹀石狩と十勝の境にあ 十一622

とかち

なして遊ぶ様は︑︿略VQ
ねむろ

十一609
ると︑︿略﹀︒
かりかち

十一6010

十一626

十勝川の流域一帯の廣野は

どおもちゃのやうに見える︒

は帯廣の町である︒

農家が移住して來たのがく略﹀︒

︿略V農家が移住して來た
のが此の町の始りであった︒

十一628

はてしなく績く廣野の中で︑

十勝の平野は心ゆくばかり

晴々しい虜である︒

十一656

しげに働いてみる︒

十一654 ︿略﹀︑土の香に親しんで樂

︿略﹀︒

十﹇653

どしく土地を開いて行く︒

十︸652 ︿略﹀︑新式の方法によって

︿略﹀︒

十一652 ︿略﹀︑新式の農具を用ひ︑

掘っておいて︑︿略﹀︒

十一645 ︿略﹀︑立木や切株の根本を

十一6310 ︿略﹀︑ガソリンの嚢動機が
たなびかせて︿略﹀︒
る狩勝の峠にか＼る︒
とかち
︿略﹀石狩と十勝の境にあ 十一623 ︿略V上り列車は︑ちやう 取付けてある︒
かりかち

十一6010

︿略﹀︑北海道魚道沿線中の

る狩勝の峠にか＼る︒
十一612

いはゆる十勝平原で︑︿略﹀︒

いはゆる十勝平原で︑︿略﹀︒

汽車は密林の間をあへぎ 十一626 十勝川の流域一帯の廣野は

最高所である︒

再び光明の世界に出た時︑︿略﹀︒

しばらく暗黒の中を通って 十一627 ︿略﹀︑其の中心をなすもの

く通り抜けて︑︿略﹀︒

十一5810 老砲手は︿略﹀︑無言の 十一613
ま＼じっとそれを見つめてみる︒

ごばん

十一594 ︿略﹀︑街路が員弁で幅の非 十一614
常に廣いことである︒

再び光明の世界に出た時︑︿略﹀︒

十一596 市街はく略V碁盤の目のや 十一615 しばらく暗黒の中を通って 十一628 明治十六年こ＼に十三戸の
うに正しく割られてみる︒
ごばん

観であらう︒

十一596 市街はく略V碁盤の目のや 十一616 ︿略﹀︑恐らく全道第 の壮
うに正しく割られてみる︒

十一597 主な通にはアカシヤの並木 十一617 右手には遠く旦隣境の山々 十一629 當時此のあたりは未開の原
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十一659

︿略﹀︑他の動物には見られ

ない所である︒

十︸662 思ふに落雷の爲に樹木が燃
︿略﹀︑密生した樹木の枝と

えたり︑︿略﹀︒

十一662
枝がすれあって︿ 略 ﹀ ︒

や魚・獣の油などをたいたのであっ

︿略﹀︑火の熱と光とを
しかし火の利用法は︑︿略V︒

將來は又どんなものが手明

或山寺で︑四人の僧が一室
︿略﹀︑七日間の無言の行を
︿略﹀︑七日間の無言の行を

小僧一人だけ自由に室内に

十一703

︿略﹀︑上座の老僧がもった
い

せ

うちに︑どことなく才氣のひらめい
とく

てるる篤學の壮年︒

︿略﹀︑宣長はかねて買ひつ 十一743年こそちがへ︑二人は同じ

︿略﹀宣長の下版の尋常で

學問の道をたどってみるのである︒

十一744

︿略﹀宣長の學識の尋常で

ないことをさとって︑︿略﹀︒

十一745

ないことをさとって︑︿略﹀︒

じよ
そこで先づ順序として萬

く略V︑何時の問にか年を

これは學問の研究には特

るやうになさい︒

十一762園 ︿略﹀︑最後の目的に達す

に必要ですから︑︿略﹀︒

十一7510囹

とってしまって︑︿略﹀︒

十一755園

葉集の研究を始めたところが︑︿略﹀︒

十一755園

神を知りたいといふ希望から︑︿略﹀︒

十一751園私も實は我が國の古代精

宣長は﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀御出かけの途中 十一746 話が古事記のことに及ぶと︑

御旅行がすんで︑︿略﹀︒

十一719園

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

︿略﹀︑御立寄り下さいました︒

十一726

︿略﹀︑松坂の町はつれまで

子を聞きとって︑︿略﹀︒

十一728

次の宿のさきまで行ってみ

行っても︑︿略﹀︒

十一729

たが︑︿略﹀︒

次の宿のさきまで行ってみ
さうして新上屋の主人に︑

たが︑︿略﹀︒

十一729
十一732

︿略﹀と頼んでおいた︒

十一767

家々の戸はもう皆とざされ

老學者の言に深く感激した

其の後宣長は絶えず文通し

どらせながら︑︿略﹀︒

十一764 ︿略﹀︑未來の希望に胸をを

宣長は︑︿略﹀︒

十一764

てるる︒

十一763

望がかなって︑宣長が眞淵 十一763 夏の夜は更けやすい︒
を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一736

あんどん

二人はほの暗い行燈のもと

︿略﹀︑それから数日の後で

のは︑︿略﹀︒

十一738
あった︒

十一739

︿略﹀︑温和なひと＼なりの

で封坐した︒

十一742

十一742 ︿略﹀︑どことなく才子のひ
とく
らめいてるる篤學の壮年︒

或夏の半ば︑宣長はかねて 十一742 ︿略﹀︑どことなく才子のひ
とく
らめいてるる篤學の壮年︒

本居宣長は伊勢の國松坂の

のりなが

いらしい顔をして︑﹁︿略﹀︒﹂

人である︒

︿略﹀魚・獣の油などをた 十一707

たが︑︿略﹀︒

十一679

人は生活上の必要から口火

﹁必要は嚢明の母︒﹂である︒ 十︸717囹何でも山城・大和方面の

生が︑先程御見えになりました︒
やまと

︿略V光明の世界へと︑み 十一713園 ︿略﹀江戸の賀茂厚手先

けの古本屋に行くと︑︿略﹀︒
か も まぶち

十一7010

買ひつけの古本屋に行くと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石油のランプが之に 十一7010

いたのであったが︑︿略﹀︒

十一6710
代り︑︿略﹀︒

た︒

第二座の僧は︑二人とも規
則を破ったのが不快でたまらない︒

十一6910

いふ事があるか︒﹂

十一699園

﹁無言の行に口をきくと

出入させて︑いろくの用を足させ

十一693

始めた︒

十一692

始めた︒

十一691

に閉ちこもって︑︿略﹀︒

十一691

とであらうか︒

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

十一688

十一686

く略V︒

十一685

法を工夫し︑︿略﹀︒

十一684

十一684

ちびかれて來たのである︒

十一683

く光明の世界へと︑︿略﹀︒

十一663 ︿略﹀自然の火から︑火種 十一682 ︿略﹀︑暗黒の世界からだん
を取ったものであらう︒

十一668 此の方法は各國民の間に︑

廣く又極めて長い間行はれてるたも
︿略﹀︑マッチの使用が廣ま

の で あ る が ︑ ︿ 略V︒

十一669
るにつれてすたって來た︒

十﹇672 火の熱は︑初め主として食
物を調理するのに く 略 ﹀ ︒

十一673 火の熱は︑初め主として食
物を調理するのに用ひたもののやう
であるが︑︿略V︒

︿略﹀︑時代が進んで燃料の

種類が増すにつれ て ︑ ︿ 略 V ︒

十一673

廣くなって來た︒

十一674 ︿略﹀︑火の用途もだんく
十﹇675 木炭や石炭や石炭ガスの火
は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

よりずっと熱度が 高 い の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一676

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

よりずっと熱度が 高 い の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一676

︿略﹀︑汽車や汽船や工場の

重い機械を動かすのに大切なものと

十一677

なってみる︒

十一679 燈火としては︑初め松の木
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て 眞 淵 の 教 を 受 け︑︿略﹀︒

人々に干して︿略﹀︒

︿略﹀別段感謝の念を起す

案出するまでには︑︿略﹀︒

しかし今日の貨幣や紙幣を

こともない︒

十一767 ︿略﹀︑師弟の關係は日一日 十一785
と親密の度を加へ た が ︑ ︿ 略 V ︒

と 親 密 の 度 を 加 へたが︑︿略﹀︒

十一768 ︿略﹀︑師弟の關係は日一日 十一785

貨幣の役目をしたこともあった︒

十一768 ︿略﹀︑面争の機會は松坂の 十一789石・︿略﹀などが︑︿略V

一夜以後とうく愚なかった︒
十一769 ︿略﹀︑面會の機會は松坂の 十一7810 しかしこれらの物は︑︿略﹀

いろくの命懸がある︒
しかしこれらの物は︑︿略V
︿略﹀︑形の上に種々の工夫

︿略V︑形の上に種々の工夫

をこらして︑︿略V︒

︿略﹀︑三十五年の間努力に 十一793

いろくの映貼がある︒

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑ 十一792

一夜以後とうく來なかった︒
十一7610
︿略﹀︒

十一7610
努力を績けて︑︿略﹀︒

をこらして︑︿略﹀︒

十一771 ︿略﹀︑遂に古事記の研究を 十一793
大成した︒

を造ったのである︒

十一772 有名な古事記傳といふ大著 十一793 ︿略﹀︑遂に今のやうな貨幣
述は此の研究の結 果 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

る紙幣といふ物を案出した︒

十一772 ︿略﹀︑我が國文學の上に不 十一796 ︿略﹀︑更に貨幣の代りにな
滅の光を放ってるる︒

我は海の子︑白波の

生れて潮に浴して︑
浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

十一806図圏

さわぐいそべの松原に︑︿略﹀︒

十一801図嚢我は海の子︑白波の

さわぐいそべの松原に︑︿略﹀︒

十一7910図圖

さわぐいそべの松原に︑︿略﹀︒

十一773 ︿略﹀︑我が國文學の上に不 十一7910図圏我は海の子︑白波の
滅の光を放ってるる︒

十一775 我々の普通に破鏡といって
み る 物 の 中 に は ︑︿略﹀︒

十一775 我々の普通に雲鏡といって
みる物の中には︑ ︿ 略 V ︒

十一η7 又此の外に貨幣の代りに用
ひられる紙幣がある︒

吸ひてわらべとなりにけ

不噺の花のかをりあり︒

十︸811図圏︿略﹀︑
をりあり︒

をりあり︒

十一811図圏︿略﹀︑

不断の花のか
不断の花のか

十一846

くと︑︿略﹀︒

だんく沖の方へ進んで行

こ
程濃い紺色だ︒

十一847 ︿略﹀︑水の色はものすごい

︿略﹀

しかし又しばらくすると︑

しかし又しばらくすると︑

十一8810

いや︑こ＼ががまんのし

やうやく月島の横を通り越

船の上からはしきりに働ま

波打際には大勢の人が

あ＼︑五海里の海上を僕

︿略﹀二百十日目通日から

︿略V︑ふと﹁八十八夜﹂の

十一901園 ︿略﹀︑稻をはじめ大てい

文字に目を止めて︑︿略﹀

十一897

引去って︑︿略﹀

︿略﹀立春の前日の通日を

から立春の前日の通日を引去って︑

十一8810 ︿略﹀︑すぐ二百十日の通日

程︑二百十日目だ︒﹂

立春の前日の通日を引去って︑﹁成

十一8810

弟の手に渡した︒

十一889 父は暦を持って來て︑︿略﹀

も泳ぎきることが鼠輩たのだ︒

十一873園

く略V︑﹁萬歳野々︒﹂と叫んでみる︒

十一869

してくれる︒

十一867

す頃には︑︿略﹀︒

十一864

どころだ︒

十一861園

もとの水の温度にかへった︒

十一855

もとの水の温度にかへった︒

十一855

十一812図圃なぎさの松に吹く風を︑ 十︸853 何だか寓言の悪いものだ︒
いみじき樂と我は聞くQ

丈飴のろかい操りて︑
百尋・千尋海

行手定めぬ浪まくら︑︿略﹀︒

十一815図圏

︿略﹀︑

遊びなれたる庭懐し︒

十一817図圃
の底︑

いで︑大船を乗出して︑
我は拾はん︑海の官田︒

十一831図画

いで︑軍艦に乗組みて︑
我は護らん︑海の國︒

十一833図圏

今日は始めての遠泳だと思
ふと︑︿略﹀︒

十一835

空には孟夏の日がさらく
とか窟やきわだってみる︒

十一837

の裏が焼けるやうだ︒

十一838砂の上を歩いて行くと︑足
砂の上を歩いて行くと︑足
の裏が僥けるやうだ︒

十一838

手や足の關節を曲げたり延
手や足の關節を曲げたり延

ばしたりして︑出爽の丁令を待つ︒

十一839
十一839

の號令と

ばしたりして︑出襲の號令を待つ︒
やがて﹁進め︒﹂

︿略﹀︑三十人の一組は二列

共に︑︿略﹀︒

十︸桝1
十一桝2

になって︑︿略﹀︒

いって行く︒

十一8010図圃高く鼻つくいその香に︑十一図3 ︿略﹀︑順々に水の中へとは

り︒

海の氣を

十一778 我我はこれらの貨幣や紙幣 十一807図圏 ︿略﹀︑ 千里寄せくる
を用ひて物品を責 買 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一779 ︿略﹀︑其の他いろくの用
︿略﹀︑又之を考案した昔の

を辮じてるる︒
十一784
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︿略﹀︑稻をはじめ大てい

の物の種をまく目安になる日だ︒
十一901園
の物の種をまく目安になる日だ︒

十一908園 此の頃の日の出や日の入
は何時だらう︑滞月は何日頃だらう︒

十﹁913園 もっとおしまひの方をあ
けて御らん︒

からふと
︿略﹀︑墓湾や樺太のやう

十一913園 ﹃各地の氣候﹄といふ所
がある︒

十一914園
な遠い所の氣候までも大腔分る︒
からふと
︿略﹀︑塁打や樺太のやう

十﹇915園
な遠い所の氣候までも管腔分る︒

十︻915園 それから雨雪の量は何庭
が一番多いか︑︿略﹀︒

十一919園 かういふやうに︑暦はわ
たしたちに日日の事を教へてくれる
大切なものだ︒

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

ちたりかけたりする愛化を本として
こしらへたもので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑三年にならないう

︿略﹀︑ちがっても一日ぐ

ちに一箇月の閏をおかなければなら

十︸936園

ない︒

十一938園

櫻の咲く季節でも霜の降

らみのものだが︑︿略﹀︒

十一939囹
櫻の咲く季節でも霜の降

る季節でも︑やはりさうである︒

十一939園

こんな不便な暦でも長い

る季節でも︑やはりさうである︒
くわん

十一941園

間の習慣で︑今でも使ってみるも
︿略﹀︑それを利用しない

のがあるやうだ︒

十一叫4園

アメリカ合単身第十六代の

でるるのは寳の持ちぐされだ︒

十一餌7

大統領リンカーンは︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十﹇952
︿略﹀︒

唯通りがかりの旅人から珍

しい話を聞いては︑︿略﹀︒

十一963

︿略﹀︑知識を得たいといふ

彼の欲望は益く強くなり︑︿略﹀︒

よく

十一965

ところが母のとりなしで終

燈が孟きるとく略﹀︑まく

勿論︑︿略﹀︒

十一999

壁のすき間をもつた雨のた

らもとの壁際に置く︒

十一伽1

︿略﹀雨のために︑本がす

めに︑︿略﹀︒

十一欄1

翌朝貸してくれた人の家に

つかりぬれてみたので︑︿略﹀︒

十一欄10

リンカーンは︿略﹀︑此の

の草をとらせ︑︿略﹀︒

十一㎜8 ︿略﹀︑願に任せて三日間畠

行って事情を述べ︑︿略﹀︒

︿略V︑リンカーンの喜は一 十一㎜4

に學校に入ることが出來たので︑

十一969

︿略﹀︒

十一9610

︿略﹀︑路の遠いのは少しも

通りでなかった︒

十一973

︿略﹀︑家で算術の練習をす

いとはず︑︿略V︒

十一978

リンカーンは父の手助をし

偉人の品性に深く感化された︒

彼が他日大統領となり︑世

て忠實に働くと共に︑︿略﹀︒

︿略﹀算術の練習をするに 十一棚2

るには︑︿略﹀︒

十一978

は︑木のシャベルと炭を用ひた︒

しかしせっかく始めた學校 十一棚4

界の偉人として萬人に仰がれるやう

十一983

通ひも︑家事のために僅か一年足ら

︿略﹀︑實に此の少年時代の

・になったのは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑鬼の首でも取った氣

書の仕事の合間に讃むのは
書の仕事の合間に讃むのは

目下滞在中のリオ︑デ︑

同縮尺の日本

十一鵬2圓囲此のブラジル國は︑廣

會に比して︿略﹀︒

十一鵬1圏團 ︿略﹀︑文明諸國の大都

十一槌図

︿略﹀︒

十一櫃10國団 町のりっぱなる事も︑

府にて非常に景色よく︑︿略V︒

十一撹9國團 ︿略﹀︑ブラジル國の首

ジャネーロ市は︑︿略﹀︒

さうして其の本の内容がす 十一麗3國団

苦心のたまものである︒

十一棚5 ︿略﹀︑實に此の少年時代の

苦心のたまものである︒

十﹇棚5

ずで止めねばならなくなった︒

それからは又父の手助をし
たり︑︿略﹀︒

も膨む︒

十一997

勿論︑︿略﹀︒

十一997

になって一心に讃績けた︒

十一996

ン傳を借りたことがある︒

十一994

或時近邊の人からワシント

つかりわかってしまふまでは何度で

十﹇9810

の所には︿略﹀︒

︿略﹀︑ケンタッキー州の片 十一989 ︿略﹀︑書物を持ってるる人

リンカーンが七歳の時︑

リンカーンは︿略﹀父の手
一家の暮し向は誠にあはれ
︿略﹀︑時には生のじゃがい

もしか食はれないこともあった︒

十一9510

なもので︑︿略﹀︒

十一959

助をしなければならなかった︒

十一955

それは三方が丸太の壁で︑

十﹁9410

田舎の貧しい家に生れた︒

十一948

田舎の貧しい家に生れた︒

十一9110 僕はよく年寄の人が新の幾 十一948 ︿略﹀︑ケンタッキー州の片 十一985
して︑︿略﹀︒

十一9110 ︿略﹀新の幾日とか菖の幾
日 と か い ふ の を ︿略﹀︒

十一9110 ︿略V新の幾日とか奮の幾
日 と か い ふ の を ︿略﹀︒

とだ︒

十一922囹 新は新暦︑奮は菖暦のこ

あって都合がよいからだ︒

十一927園太陽暦の方がよく季節に

うるふ

十一931園 ︿略﹀︑普通四年間に一日
の閏をおくことになってみる︒

十一932園 ところが太陰暦は月のみ

の一の
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さ我が國の十三倍もこれあり︑︿略V︒

岸地方の大半は ︿ 略 ﹀ ︒

十一欄4國国 ︿略﹀︑中央の高地や海

は 割 合 に 涼 し く ︑︿略﹀︒

十﹁鵬4圏圃 ︿略﹀海岸地方の大半

る 南 部 の 諸 州 に ては︑︿略﹀︒

十﹁欄5圓圏 く略V︑殊に温帯に属す

きよ

十一価2圏国山

︿略﹀︑

悉く東京・豊橋

次にイグアッスーの瀧

間の距離に當り候︒

十一価3心念
は︑︿略﹀︒

十一価3圏団次にイグアッスーの瀧
は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン
國との境にある大爆布にて︑︿略﹀︒

のアルゼンチン國との境にある大士

十一価4國国︿略﹀︑ブラジル國と隣

二週間ばかり前より南

本の如くはっき り 致 居 候 由 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一伽5國圏

此の邊は南米中︑日本

︿略﹀︑御前たちぐらゐ
︿略﹀︑殆ど身の南米に

世界に名高きブラジル
大勢の人々が熟したる

︿略﹀コーヒーの實を
コーヒー園には多くの

子供が︑︿略﹀︒

く略V子供が︑各國人

十一柳5國團中にも十三四ばかりの

日本人が働き居候︒

十一研4國圏

手にてこき落し︑︿略﹀︒

十﹇鵬8國団

︿略﹀︒

コーヒーの實を手にてこき落し︑

十一柵7囲囲

コーヒーの主要なる産地も︿略﹀︒

十一価4圏囲

在るを忘れ候︒

十一鵬3國圏

の子供が通齢し居るを見ては︑︿略﹀︒

十﹁鵬2冶金

りて︑︿略﹀︒

十一鵬1心念殊に日本人の小學校あ

人の最も多く住める虜にて︑︿略﹀︒

十一価9圏團

方のサンパウロ市に参り居候︒

十一価8団団

布にて︑︿略﹀︒

十一佃6圓團 ︿略﹀︑四季の愛化も日

本の如くはっき り 致 居 候 由 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一鵬6圏園 ︿略﹀︑四季の二化も日

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一鵬7圓圏 ︿略﹀︑唯をかしきは日

︿略﹀︑日本の冬が夏と

に季節の相反する事に候︒
十一鵬7圏国
︿略﹀︑日本の冬が夏と

いふ様に季節の相反する事に候︒
十一欄8圏囲
︿略﹀︑イグアッスーの

いふ様に季節の相反する事に候︒
十一脳3圏国

大爆布の壮観を窺したるものもこれ
あり候︒

十一脳4玉案 く略V大爆撃の壮観を
爲したるものもこれあり候︒

十一脳8國團 アマゾン河は︿略﹀︑
世界の河の王といはれ居候︒

十一悩8囲国 く略V︑世界の河の王と
いはれ居候︒

十一脳10國囲 河幅は驚く程の廣さに
て︑︿略﹀︒

十一悩10塵囲︿略﹀︑河口の庭にては︑

三百二十キロメートルもこれある由︑
︿略﹀︒

こん

の間にまじりて︿略﹀︒

察致居候ため︑︿略﹀︒

十一柳9囲池森林地開墾の様子を視

るなたにて灌木を伐彿ひ︑︿略﹀︒

え
十一鵬4㈱国先づ柄の長さ一間もあ

かりのほのほをあげて︿略﹀︒

十一柵9㈱團︿略﹀︑天をもこがすば

の木などを植付け申候︒

十一⁝川1圓團︿略﹀︑コーヒー・わた

ブラジルの視察も大子
終り樹間︑程なく婦國致すべく候︒

十一佃3囲圏

風なほ冷たき

雪降りみだるΣ冬のあ
したに︑︿略﹀︒

十一川4図翻

︿略﹀︑
春のゆふべに︑︿略﹀︒

十一川5図圏

こよなき知遇︑︿略﹀︒

起ちてぞ出でぬる︑

︿略﹀︑

我が身をすて

りうび
十一相6図圃 ︿略﹀︑ 劉備が三顧の
ぐう

て報いんと︑

十一川8図圃

草のいほりを︒

十一堰1図圃天下を定むる三分の計︑
たなそこの上に指さすがごと︒

十一槻2図圏天下を定むる三分の計︑

血中王はおご
帝の位をふませ給ひぬ︒

く略V︑

いしずゑ固めし蜀漢

たなそこの上に指さすがごと︒
しよく
の國︑︿略﹀︒

十一麗3図韻

そかに

十一襯5図圃

︿略V︒

十一麗6図心二代の帝に墨くす眞心︑
我が國の地方自治團髄には︑
府・縣・市・町・村の別がある︒

十一備3

十一柵3

我が國の地方自治團膿には︑

︿略﹀︑其の組織に繁簡の差

府・縣・市・町・村の別がある︒

十一備4

︿略﹀︑地方自治の精神に基

があるにしても︑︿略﹀︒

十﹁備5

︿略﹀其の團禮の幸福を進

づいて︿略﹀︒

十一備5

︿略V︑國運の嚢展を期する

め︑︿略﹀︒

十一脳1

地方人民が協同一致して自

一画自治の精神とは何であ

ことは皆同じである︒

十﹇餌2

るか︒

十一描3

︿略V其の團腔の爲に力を

ら地方公共の事に當り︑︿略﹀︒

十一桝3

此の精神は實に自治制の根

畏くす精神が即ちそれである︒

十一網5

︿略V親族・縁故其の他私

本であり︑又其の生命である︒

十一価2

︿略﹀私交上の關係の爲に

交上の關係の爲に︿略﹀︒

十一備2

心を迷はすやうなことがあってはな

らない︒

十一価6 ︿略﹀︑自治の精神に全く反

本命に自治の精神に富んで

するものである︒

十一価7

みる者は︑︿略V︒

十一備7 ︿略﹀︑地方公職の爲の適任

︿略﹀︑地方公職の爲の適任

者を畢げることだけを考へて︑︿略﹀︒

十一価8

公吏・議員等︑直接間接に

者を塁げることだけを考へて︑︿略﹀︒

十一備10
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︿略﹀︑一般の人民の後援が

公 共 の 事 務 に 當 る者は︑︿略﹀︒

十一描1
なければ︿略﹀︒

︿略﹀︑一般の人民の後援が

なければ︿略﹀︒

十一幡1

十一描2 ︿略﹀自治團禮の脱硝な嚢
達を望むことは出來ない︒

自 治 制 の 本 旨 を 辮へ︑︿略﹀︒

十一備3 それであるから人々は常に
十一幡4 ︿略﹀團龍の福利を増進す
ることを心掛けねばならない︒

十重の事業は︑︿略﹀︒

十一備5例へば教育・衛生等の自治
十一描5例へば教育・衛生等の自治
團髄の事業は︑︿略﹀︒

改善等に務めたり す る の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一描9 ︿略﹀産業の嚢達︑風俗の
十一箭9 ︿略﹀産業の国風︑風俗の
改善等に務めたり す る の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑皆公共心の登動であ

︿略﹀ ︑ 自 治 の 精 神 を 養 成 し ︑

つて︑︿略﹀︒

十︸備10

︿略﹀︒

十一描10

書くさねばならぬ ︒

十一帽1 ︿略Vこれ等の事業に力を
十一柵4 ︿略﹀人民に自治の精神が
乏しければ︑︿略﹀ ︒

十一柵7 昔イギリスの或大きな農場

かん

︿略﹀︑農場主が大勢の人の

で︑︿略﹀︒

十一柵7

︿略﹀︑農場主が大勢の人の

耕作するのを監督してみた︒
十一田7

︿略﹀騎馬の人たちが︑眞

かん
耕作するのを監督してみた︒

十一柵9
農場主は︿略﹀変を︑たく

一文字にこちらへかけて妊る︒

十一佃1
さんの馬や犬にふみあらされてはた
︿略﹀︑そばに居た自分の子

まらないと思って︑︿略﹀︒

十一冊2

ジョージ︑早く行って農

に︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけた︒

十一佃4囹

︿略﹀門の戸にくわんぬき

場の門をしめろ︒

十一冊7

︿略﹀︑騎馬の人たちはもう

をさすが早いか︑︿略﹀︒

十一佃8

︿略V︑騎馬の人たちはもう

門の外まで乗りつけた︒

十一佃8

騎馬の人たちは︑あけない

門の外まで乗りつけた︒

十一佃4

最後に目つきのやさしい老

となぐるぞと言って︿略﹀︒
十一⁝⁝⁝10

︿略﹀︑おとうさんの言ひ

よい子だから私の頼をき

紳士が言った︒

十一伽2園
いてくれ︒

十一伽8園

つけに背けとおつしゃらうとは︑ど

昨日橋本君と一しょに町は

うしても考へられません︒

十一梱6

︿略﹀珪砂にソーダ灰や石

つれのガラス工場を見に行った︒

十一梱9

︿略﹀︑白い粉が一面に煙の

灰石の粉を入れてかきまぜてみた︒
十一槻1

次の建物にはいると︑こ＼

やうに立ちのぼって︑︿略﹀︒

十一槻7

ようかいがま

窯の周覧には︑八九人の職

には熔解窯がある︒

十一槻10

工が汗を流して働いてみる︒

窯の周園には︑八九人の職

十一伽3

︿略﹀︑とけたガラスの中に

細長い管の一端を︑︿略﹀︒

工が汗を流して働いてみる︒

十一悌1

十一悌3

︿略V︑いろく扱ってみる

まるであめ細工のやうであ

突っこんで引出すと︑︿略﹀︒

十﹁惚7
る︒

十一悩1

橋本君にうながされて︑次

うちに心付のコップになった︒

十一悩3

︿略﹀︑石や木や金の白板が

調べかはの廻るにつれて︑

の室にはいった︒

十一桝4
︿略﹀︒

十一悩4

︿略﹀︑石や木や金の圓板が

車輪のやうに廻ってみる︒
十一悩5

︿略﹀ガラスの皿やコップ

車輪のやうに廻ってみる︒

十一悩6

隣の室では︑職工が五六人

などを︑此の圓板にあてて︿略﹀︒

十一悩7

︿略﹀︑ガラス器にいろく

ならんで︑︿略﹀︒

十一悩8

の模様をつけてみる︒
ちん
早りがけに事務所の陳列棚

取分け美しかったのは電燈

を見せてもらった︒

十一悩10

十一伽2

の笠で︑︿略﹀︒

一切纏は︑︿略﹀︑此の教

に志ある者の無二の寳として貴ぶと

十一伽6図

ころなり︒

十︸伽6図 ︿略﹀︑此の教に志ある者

しかも其の巻数幾千の多

の無二の寳として貴ぶところなり︒

きに上り︑︿略﹀︒

十一伽7図

十一伽8図 ︿略﹀︑これが出版は決し

されば古は︑支那より渡

て容易の業に非ず︒

う

ち

わうばく

來せるものの僅かに世に存するのみ

十一伽9図

にて︑︿略﹀︒

てつげん

十一伽1図 ︿略﹀︑山城宇治の黄葉山

一代の事業として一切纏

萬福寺に鐵眼といふ僧ありき︒

十一伽2図

我が一切纏の出版を思

を出版せん事を思立ち︑︿略V︒

喜捨を受けたる此の金︑

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑

十一梛2図園

︿略﹀︒

十一梛4図園

︿略﹀︑うゑたる人々の

之を一切纒の事に費すも︑︿略﹀︒

救助に用ふるも︑︿略﹀︒

十一枷5院賞

一切纒を世にひろむる

はもとより必要の事なれども︑︿略﹀︒

十一摺6図囹

更に必要なるに非ずや︒

十一梛7図園︿略﹀︑人の死を救ふは

十一梛9図 ︿略﹀︑資金を悉く救助の

︿略﹀宿志の果さる＼も

用に當てたりき︒

十一協3図

鐵眼の喜知るべきなり︒

近きにあらんとす︒

十一伽3図

出水の比に非ず︒

十一伽5図 ︿略﹀︑人々の困苦は前の
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十一伽6図︿略﹀︑人々の困苦は前の
出水の比に非ず ︒

︿略﹀︑人々のくるしみは

出水の比に非ず ︒

十︸伽6図︿略﹀︑人々の困苦は前の
十一伽7図
日々にまさりゆくばかりなり︒

き て 出 版 の 事 業 を中止し︑︿略﹀︒

十一伽9図 ︿略﹀︑喜捨せる人々に説

の及ぶ限り廣く 人 々 を 救 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一伽10図︿略﹀︑其の資金を以て力

て第三回の募集に着手せり︒

十﹁伽4図 ︿略﹀鐵眼は︑終に奮つ
十一伽4図 鐵眼の深大なる慈悲心と︑
︿略V︒

︿略﹀︑此の度は製版・印

刷の業着々として進みたり︒

十一伽10図

十﹇欄1図 かくて天和元年鐵眼が初
度の募集を始め て よ り く 略 ﹀ ︒

十一欄1図 ︿略﹀初度の募集を始め
︿略﹀︑一切纒六千九百五

てより十八年の 後 に 至 り て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一伽2図

十六巻の大出版は遂に完成せられた
り︒

十一伽3図 く略V︑一切経の早く我が
國 に 行 は る ＼ は ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一切纏の早く我が

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

十一㎜4図

事なりとす︒

十一欄5図 此の版木は︿略﹀︑三棟

淺緑すみわたりたる大

おのが治むる國はいかに

十一一13図圃古のふみ見るたびに思
ふかな︑
とQ

ひろきをおのが心ともがな︒

十ニー5図圏
空の

櫻が

さし昇る朝日の如く︑

ちからそやがてわが力なる︒

十二22田圃ほどくに心を壼くす
国民の
十一一24図圏

︿略﹀︑野邊遠く

さわやかに︿略﹀︒

十一一32図圃

りするますらをのとも︒

︿略﹀︑日盛りの

やけ

やけたる道を蟻の行くらむ︒

十一一33図圏 いつ方に志してか︑日
あり
盛りの

あり

十一一34図圃

たる道を蟻の行くらむ︒

す㌦きがはらの秋

＋二35圏はるぐと風のゆくへ
の見ゆるかな︑
の夜の月︒

す＼きがはら

す＼きがはら

す﹂きがはら

＋二35図圏はるぐと風のゆくへ
の見ゆるかな︑︿略﹀︒

十一一36図星︿略﹀︑
の秋の夜の月︒

十二36図圃︿略﹀︑
の秋の夜の月︒

十二36図囲︿略﹀︑
の秋の夜の月︒

︿略﹀風光縮の如き宍道

こずゑさやかにふれる白雪︒
しんぢ

十二46図
﹁︿略﹀︒﹂と︒

して︑︿略﹀︒

傍なる人のいふやう︑
ひのかは

︿略﹀︑かのをうち退治

十二46図園此の川は古の簸川に
十二47図園

の秘説あるは此の川の川上なり︒

く略V︑かのをうち退治

の傳説あるは此の川の川上なり︒

十一一47図園

︿略﹀︒

十一一49図停車場の外に出つれば︑

︿略﹀︑秋晴の空はあくま

︿略﹀︑秋晴の空はあくま

ですみて︑暖さ春の如し︒

十一一410図

十一一410図

ですみて︑暖さ春の如し︒

︿略﹀︑参詣人の群にまじ
きよ

︿略﹀大鳥居あり︑巨人

りて行けば大鳥居あり︑︿略﹀︒

十二52図

十二53図

七十五尺の大鳥居とは︑

の如く我がゆくてに立つ︒

十二55図

やがて難関く松並木の間

これなるべし︒

十二57図

たけみ

︿略﹀︑先づ辞殿の前にぬ

を過ぎて境内に入り︑︿略﹀︒

十二59図
かっく︒
かつち

のさき

此の時事代主命はすなど

大神の勅にいはく︑

十二61図時に天照大神の使者建御
雷命︿略﹀︒

十二69図
み

十二71図園﹁かしこし︒仰のま㌦

が︑︿略﹀

りのため美保崎といふ虜にありし

ほ

﹃︿略﹀︒﹄と︒

うな
十二41図圏 海原はみどりに晴れて︑ 十一一63図園
濱松の

十二44図
はん

︿略﹀斐伊川の鐵橋に

湖畔を走ること約四十分︑︿略﹀︒
ひ
い
か＼る︒

十二45図

ぎやうかい

百五十坪の倉庫に滞ちくたり︒
事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一欄7図 福田行誠かつて鐵眼の

にたてまつり給へ︒﹂

大神︿略﹀︑命の爲に肚

十二75図大神其の眞心の厚きを賞

して︑︿略﹀︒

十一一了6図

これ即ち出雲大社の起原

大なる宮殿を造らしめ給ふ︒

なり︒

十一一了7図

十一一78図此の社は規模の大なるを

以て世に知られ︑︿略﹀︒

十二78⁝図 ︿略﹀︑本殿の如き其の高

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

さ實に八十尺に及ぶ︒

十二了9図

さながら雀の如く見ゆるも︑︿略﹀︒

さながら雀の如く見ゆるも︑︿略﹀︒

はと
十一一79図千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

十一一710図 ︿略﹀︑さながら雀の如く

見ゆるも︑︿略V︒

なるべし︒

十二710図 ︿略﹀︑社殿の高大なる爲

さ三尺ばかりの厚板となり︒

十二85図︿略﹀棒と︑幅四五寸長

きりをもむが如く廻せば︑︿略﹀︒

十二86三豊の棒を此の板の上にて

の法に從ひ︑︿略﹀︒

十一一88図此の社にては︑今も太古

かめしく向ひあひけん英雄の姿︑今

十一一95図 ︿略﹀︑そのかみ此庭にい

︿略﹀︑打寄する波の音さ

まのあたり見るが如く︑︿略﹀︒

十二96図

へ何事をか語るに似たり︒

つたが︑︿略V︒

十一一102 九歳の時始めて學校にはい
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︿略﹀ ︑ 先 生 に も む し ろ 中 以

下の生徒と思はれてるた︒

十ニー03

かり熱心では困るではないか︒

十ニー05園 お前のやうに︿略﹀にば

十ニー05園︿略﹀犬の世話やねずみ

めた︒

を取ることにばかり熱心ではく略V︒
こん
十ニー08 十歳の頃には昆轟採集を始

見ると︑︿略﹀︒

十ニー08又いろくの鳥を注意して
︿略 ﹀ ︑ 人 は な ぜ み ん な 鳥 類

の研究をしないだらうとく略V︒

十一一111

温順な彼は父の命に從って

︿略V ︑ 何 時 の 間 に か く 略 ﹀ ︒

勉強してみたが︑︿略﹀︒

十一一113

十ニー14

十ニー15 ︿略﹀好きな博物學の研究
が主となってしまった︒

十一一117此の頃のことであった︒
或日彼が古木の皮をむくと︑

珍しい甲轟が二匹みた︒

十ニー18

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん

十ニー21 これも逃しては大首と︑い

だ︒

︿略﹀︑いきなり右の手の轟

︿略﹀︑歓喜の眼を輝かしな

て︑︿略V︒

十ニー27

︿略﹀︑博物學や地質學の實

がら︑︿略﹀︒

十下主28

︿略﹀︑種々の材料を集めて

地研究につとめ︑︿略﹀︒

十ニー28

︿略﹀本國に昂ったのはそ

本國に蹄つたのはく略﹀︒

十一一129
れから五年の後である︒
十一一1210 ︿略﹀彼の博物學者として
そ
の基礎が十分に出來︑︿略﹀︒

此の航海によってく略V︑

十一一1210 ︿略﹀彼の博物學者として
そ
の基礎が十分に出來︑︿略﹀︒

十ニー210

︿略﹀︑十五分の斎串でも無

一生の方針がはっきりときまった︒
十一一136

ダーウィンの後半生は病氣

益に費すことがなかった︒

十ニー37

︿略﹀規則正しい生活とふ

がちであったが︑︿略V︒

十一一138

じゅ

︿略﹀︑七十四歳の長壽を保

だんの養生とによって︑︿略V︒
十一一138

︿略﹀︑生物は総べて長年月

つことが金野た︒
十ニー310

世の出來事を速に知らん

の間には次第に攣化し︑︿略﹀︒

十ニー47図

し時︑︿略﹀︒

十ニー46図

世の出難事を速に知らん

ち

︿略﹀︑印刷術の幼稚なる

されば珍しき事件の起り

とするは人情の常なり︒

十一一145図

とするは人情の常なり︒

︿略﹀︑いきなり右の手の轟 十ニー45図

を口の中へ投込んだ︒

十ニー21

十一一121

を口の中へ投込んだ︒
︿略﹀三番目の轟はどこへ
彼が︿略﹀本國を出襲した

行ったかわからなかった︒

十一一124
十一一126

かくて世界の各地をめぐつ︐

のは︑二十三歳の時である︒
十ニー26

く略V特殊の事件を報道

時代にありては︑︿略﹀︒

十一一148図

されど人智の進歩と印刷

するに過ぎざりき︒

十ニー49図

されど人智の進歩と印刷

術の獲達とは︑︿略V︒

十ニー410図

︿略﹀︑やがてあまねく内

術の襲達とは︑︿略﹀︒

十ニー51図

︿略﹀我等の生活に切實

外の事件を報ずると共に︿略﹀︒

十ニー53図

なる關係を有するものとはなりぬ︒

十ニー54図 我が國にてか＼る新聞の
ゐ
︿略﹀︑其の後面十年の間

現れたるは維新前後にして︑︿略﹀︒

十ニー55図

して多大の時間を要する如くなれど

も︑︿略﹀︒

能力なり︒

十ニー81図 殊に驚くべきは前年⁝機の

長さ一萬六千尺蔭りのものを之に取

十ニー83図巻取紙とて幅三尺六寸︑

︿略﹀地方版として遠隔

りつくれば︑︿略﹀︒

十ニー92図

︿略﹀︑最後の最も新しき

の地方へ送り︑︿略﹀︒

十一一192図

されば同一哀歌の同じ新

ものを市内版とす︒

十ニー93図

聞にても︑︿略﹀︒

十一一195図 ︿略﹀︑記事に多少の相違

沖を走るは丸屋の船か︑

あるを常とす︒

十二208

︿略﹀︒

丸にやの字の帆

み かん

調子のよい蜜柑取歌が

︿略﹀すみきった晩秋の空

︿略﹀山畑には︑蜜柑の木

黒い程こい緑の葉の間から︑

︿略﹀︑其の一つくが日の

十一一207 黒い程こい緑の葉の間から︑

︿略﹀︒

十二207

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十二203

氣をふるはして︑︿略﹀︒

十ニー99

︿略﹀聞えて來る︒

泣輪ー99

が見える︒

十一一198遍く略V︑丸にやの字の帆

が見える︒

十二ー98圏︿略﹀︑

丸にやの字の帆が見える︒

︿略﹀︑あらゆる文明の利 画伯ー97圏

に驚くべき獲達を遂げたり︒
十一一158図

器を用ふるを以て︑︿略﹀︒

十ニー61図 然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑︿略﹀︒

これも社によりて多少の

十ニー63図先づ社の組織について述
べん︒

藁筆ー64図

︿略﹀︑編輯・輪業の二局

相違はあれども︑︿略﹀︒

十ニー65図

ありて︑︿略﹀︒

＋ニー69図︿略﹀︑各部にそれぐ掛
の記者又は技術家ありて︑︿略﹀︒

印刷部にては直に所要の

十ニー71図 ︿略﹀︑世界各國主要の地
は
に特派員又は通信員ありて︑︿略﹀︒

十ニー75図

かくいへば︑頗る繁雑に

活字を拾ひて之を組み︑︿略﹀︒

十握ー78図
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︿略﹀︑蜜柑の木でない虜は

色 に は え て ︿ 略 ﹀︒

十二212
ない︒

の下では︑︿略V︒

十二214 ふと見ると︑ついそばの木
十二214 ふと見ると︑ついそばの木
の下では︑︿略﹀ ︒

な手つきで蜜柑を採ってみる︒
さっきの歌の主であらう︒

十二226

︿略﹀堅實に自己の事業を
買ふ人の無智に乗じて安い

嚢展させる道である︒

十二228
︿略﹀︑見本には精良な品を

品を高く費付け︑︿略﹀︒

十二229

使って︑国際の注文に危しては粗悪
なものを送るやうな事は︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

きやう

︿略﹀︑之に從心する者の心

きやう

︿略﹀︑忽ち國全盤の商品の

は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑忍耐も努力も要する

に皆自己の爲であった︒

十二243

これはひつきやう文明の程

度が低いために︑︿略﹀︒

十二244

て︑

は

せ

雪の下道 過行けば︑︿略V︒

雪の下道 過
︿略V國運の議展をもさま 十二263図魍 ︿略﹀︑
まん
八幡宮の 御やしろ︒
行けば︑

き世々の跡︒

問はばや遠

左に高き思いてふ︑︿略﹀︒

十二265図圏

上るや石のきざはしの

左に高き葺いてふ︑

上るや石のきざはしの
昔は個人の利益を螢むのが 十二265図画

それ故大多敷の商人は︑
︿略﹀︑自己の利益を除いて

かへしし

若宮堂の舞の袖︑

し

十二267図圏 ︿略﹀︑ 問はばや遠き

世々の跡︒

十二268図圃

つのをだまきくりかへし

人をしのびつ＼︒

み こ
︿略﹀︑ 書きせぬ親王

悲憤の涙わきぬべ

昔の音やこもる

陳列品の多種多様で︑

十二305囲

往來の頻繁な街上でも︑

市街を見物して私の特に

感心したのは︑︿略﹀︒
ひん

十二306国

たくさん集めてあります︒

十二304田︿略﹀其の他の武器類も

と其の他の武器類もく略V︒

十一一303囲我が日本のようひ・かぶ

した︒

博物館といはれるだけあると思ひま

十一一302団 ︿略﹀︑さすがに世界の大

敷限りもないのは︑︿略﹀︒

十一一301團 く略V︑しかも其の数量の

︿略﹀︒

十二2910困

世界の大都會です︒
ちん

十一一292團 ロンドンは何と言っても

るらん︒

十一一287図圏 ︿略﹀︑ 昔の音やこも

らん︒

山門高き松風に︑

十一一285図圃 建長・圓畳 古寺の

ぬべし︒

十二275図圏 ︿略﹀︑ 悲憤の涙わき

し︒

のみうらみに︑

十二274図圃

︿略﹀︑共同生活の意義が明 十一一268山窟 若宮堂の舞の袖︑︿略﹀︒

らかでなく︑︿略﹀︒

十二245

理解されず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑商人の人格が重んぜ

文明の進んだ今日二上のや

られなかったからである︒

十二246

十二247

劔投ぜし古戦

七里が濱のいそ傳ひ︑

うな考を持つのは︑︿略﹀︒

いなむら

稻村が崎︑名徳の
場︒

おはします︒

︿略﹀︑長谷観音の堂

ひ

︿略﹀︑ 露坐の大佛

露坐の大佛

十二254図圏

近く︑

十一一255園圃

ゆ

おはします︒

劔投ぜし古職

十二251多重七里が濱のいそ傳ひ︑

場︒

稻村が崎︑名將の

いなむら

︿略V︑之に国事する者の心 十二2410図圏

即ち皿人の貿易商が外人の

︿略V外人の信用を失ふや

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︒

十二235

掛け如何の影響が更に大きい︒

十二234

掛け如何の影響が更に大きい︒

十二234

時の利益を得るに止って︑︿略﹀︒

十二231

︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

十二215 ︿略﹀二三人の男が︑器用 十二231 又輩に損益の鮎から見ても︑ 十二245 ︿略﹀︑随って商業の本質が
十一一216

︿略﹀︑さえたはさみの音が

十二216 さっきの歌の主であらう︒
十二217

ちょきんくと聞える︒
十二218 ふもとの川を白帆が二つ三
つ通って行く︒

十二218 あれは港の親船へ蜜柑を運
んで行くのであらう︒

十二235

︿略﹀︑忽ち國全腔の商品の

うな事をすれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十二241

︿略﹀︒

十二241

商業であると思はれてるた︒

十二2310

たげることになる︒

十一一237

由比の濱邊を 右に見
︿略﹀︑貿易の不振を招き 十二257図書

信用に關係して︑︿略V︒

十二236

信用に關証して︑︿略﹀︒

︿略V︑其庭からも夢のやう 十二236

十二219 小春日和の暖さにとけて︑
︿略﹀︒

十二2110
に船歌が聞えて懸る︒

十二222 商業は之に從訂する商人だ
けを利するためのものではない︒

︿略﹀︑品質のよい品物をな

活 の 眞 意 義 を 辮 へ︑︿略﹀︒

十二223 商人たる者は︑よく共同生 十二237
十二224

るべく安償になるべく敏速に供給し
て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑廣く公衆の爲を計ら

なければならぬ︒

十二225

てく略V︒

十二226 これ即ち世間の信用を博し

329

の一の

︿略﹀︒

ひん
十二307国 往來の頻繁な街上でも︑
︿略﹀︑地下鶴翼・乗合自

よ く 警 官 の 指 揮 に從って︑︿略﹀︒

十二308囲
︿略﹀藝術の都として世

動 車 な ど の 乗 り 下りにも︑︿略﹀︒

十一一314囲
界に聞えてみるだ け あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

立ってるます︒

十一一346団

汽車でドイツの國内には

︿略﹀︑もう沿道の田畑に

いったのはく略﹀︒

十一一349國
は農夫が鍬を振るってをり︑︿略﹀︒

十二353困︿略﹀︑私は今更ながらド
イツ人の勤勉なのに驚きました︒

︿略﹀︑勤倹の美風が市民

︿略﹀大戦後における自
世界の公園といはれてゐ
︿略﹀スイスは︑到る庭

十二373

其の最初の一音が既にきや

其の最初の一音が既にきや

ベートーベンの爾眼は異檬

ベートーベンの友人も全く

かが乗移ったやう︒

十一一416 ︿略﹀︑彼の身には俄に何者

に輝いて︑︿略﹀︒

十二415

うだいの耳には不思議にひ〜いた︒

十二415

うだいの耳には不思議にひゴいた︒

十二414

ノの前に腰を掛けて︿略﹀︒

十二413 ︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

惑の腔である︒

わく

︿略Vベートーベンがまだ 十二398 兄はむっつりとしてや㌦當
月のさえた冬の夜友人と二

若い時分のことであった︒
十一一373

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

月のさえた冬の夜友人と二
︿略﹀︑或小さいみすぼらし

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十一一373
十二375

︿略﹀︑中からピヤノの音が

い家の前まで來ると︑︿略﹀︒

聞える︒

十二375

十二376園あ＼︑あれは僕の作った
曲だ︒

薄暗いらふそくの火のもと

薄暗いらふそくの火のもと

︿略V︑色の青い元氣のなさ

︿略﹀菖式のピヤノにより
二人は不意の來客にさも驚

妹の顔はさっと赤くなった︒

友人がそっと立って窓の戸

彼は再びピヤノの前に腰を

それでは此の月の光を題

︿略×ちやうど東の空に上

︿略﹀上る月が次第細々に

やみの世界を照らすやう︑︿略﹀︒

十二4310

る月が︿略﹀︒

十二439

鍵にふれたと思ふと︑︿略﹀︒

けん

十二438 ︿略﹀︑やがて指がピヤノの

に一曲︒

十二437園

下した︒

十二435

も低い聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

十二427 ︿略﹀︑力のこもった︑しか

を照らした︒

十二425 ︿略﹀︑ピヤノとひき手の顔

やうに入込んで︑︿略﹀︒

十一一424 ︿略﹀︑清い月の光が流れる

をあけると︑︿略﹀︒

十二424

我を忘れて︑ 同盟に夢見る心地︒

︿略﹀︑やがてピヤノの音が 十二419
はたと止んで︑︿略﹀︒

十二3710

︿略﹀︑情ないやうにいって
みるのは若い女の聲である︒

十二384

家賃さへも彿へない今の
身の上ではないか︒

十二386園

ンブラン橋のてすりにもたれて︑

十一一387

十二391
で︑︿略﹀︒

十二397

いたらしい檬子︒

十二394

か＼つてみるのは妹であらう︒

十二392

さうな若い男が靴を縫ってみる︒

十一一391︿略V︑色の青い元氣のなさ

さうな若い男が靴を縫ってみる︒

十二391

﹁︿略﹀︒﹂と兄の聲︒

十一一391

︿略﹀︑ジュネーブ湖上の

すりにもたれて︑︿略﹀︒

十二363国

風光に見とれてゐます︒

島︑︿略﹀︒

十二364国るり色の水に浮ぶルソー
十一一366団︿略﹀︑はるかに紺青の空

︿略﹀紺青の空にそびえ

にそびえて︿略﹀︒

十二368団

ドイツの有名な音樂家べ一

て雪をいたゴくアルプの連関︒
十一一372

トーベンが︿略﹀︒

で︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一一361国私は今ジュネーブ市のモ

我が日本のやうに景色がよい︒

十一一3510團

るスイスは︑︿略﹀︒

十一一359國

國の疲弊を回復するため︿略﹀︒

ひへい

十二356国

の間にあふれでるて︑︿略﹀︒

十二355国

の間にあふれでるて︑︿略﹀︒

十二317国 世界最美の街路といはれ 十二355国 ︿略﹀︑勤倹の美風が市民

︿略﹀シャンゼリゼーの

てるるシャンゼリゼーの大通には︑
︿略﹀︒

十一一318團
大通には︑︿略﹀︒

がいせん

︿略﹀︑車道と人道との間

い建物が道路の爾 側 に 並 び ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二319圏 く略V︑五六層もある美し
十二319圏
には︑︿略﹀︒

十二322囲 有名な凱旋門は此の大通
の起嵩にあります ︒

十二326国︿略﹀︑りっぱな絶豊・彫
刻 の 多 い こ と は く略﹀︒

で︑︿略﹀︒

十二3210圏 此の塔は世界最高の建物 十一一361国 ︿略﹀モンブラン橋のて

十二331国見の中には費店もあり︑
︿略﹀︒

は︑まるで蟻のはふやうに見えるし︑

︿略﹀︑さしもの大きなパ

十二334団 ︿略﹀人間や自動車など
あり
︿略﹀︒

十二335団

リー市も殆ど一目に見えます︒
ばと
︿略﹀︑山鳩の聲さびしき
ベルダンの戦跡に立ってるます︒

十二341囲

十二342団 ︿略﹀ベルダンの戦跡に
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︿略﹀︑諸種の箱を作るに
く略V︑つがはく略﹀︑家
︿略﹀︑耐久・耐灘の性あ
く略V︑落葉松は一種の品
︿略﹀︑栗は耐久・耐灘の

︿略﹀︑家屋の土毫︑鐵道

︿略﹀︑鐵道のまくら木等
︿略﹀︑田道のまくら木子

の用に供せられ︑︿略﹀︒

そ

︿略﹀︑檜は木曽産の聲智

作するに適せり︒
十一一4810図
高く＜略﹀︒

あ り
︿略﹀近時垂湾阿里山の
檜また有名なり︒

十一一491図

く略V︑其の豊富なること
︿略﹀︑其の豊官田なること

︿略V二つの半島が並んで

︿略﹀︒

︿略﹀︒

なかのうみ

︿略﹀︑絶壁の高さが二百

十二507︿略﹀中湖の東岸の如きは︑
十二507

中湖は︿略﹀︑此の湖中で

メートル以上もある︒

十二5010

我が國の湖沼中墨の湖より

の一番深い庭である︒

十二511

深いものはく略﹀︒

︿略﹀此の湖より深いもの
湖の水は東岸から︿略﹀流

は秋田縣の田澤湖だけである︒．

十二512
十二514

︿略﹀︑一年を通じて水位の

れ出るのであるが︑︿略﹀︒

十二516

即ち水位の一番高い五月と

攣化は極めて少い︒
十一一517

即ち水位の一番高い五月と

一番低い一月との差は︑︿略﹀︒

十一一518

︿略﹀大きな瀧があって︑

一番低い一月との差は︑︿略﹀︒

十二523

︿略﹀︑いろくの物音︑い

ろいろの物の形が︿略﹀︒

十一一5210 ︿略﹀︑いろくの物音︑い

十二5210

︿略V︑此虜は時計屋の店で

ろいろの物の形が︿略﹀︒

あることがわかった︒

十二532

自分の置かれたのは︑︿略﹀

小さなふたガラスの中で︑︿略﹀︒

十二533

自分の置かれたのは︑︿略﹀

みる小さなふたガラスの︿略﹀︒

十二533 ︿略﹀︑仕事塞の上に乗って

十二534

きりやねぢ廻しやく略﹀さ

ふたガラスの中で︑︿略﹀︒

まぐの道具も︑︿略﹀︒

十二536

周園の壁やガラス戸棚には︑

十二537 ︿略﹀︑同じ皇の上に横たは

つてみる︒

︿略﹀︒

十二537

ねぢは︑これ等の道具や時

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀︒

十一一541

のであらう︑︿略﹀︒

十二542 ︿略﹀︑あれは何の役に立つ

あのいろいろの道具︑た

くさんの時計︑︿略﹀︒

十一一546園あのいろいろの道具︑た

身の上に考へ及んだ︒

今日鱒の産地として世に知 十二543 ねぢは︑︿略﹀︑ふと自分の

ます

魚類のさかのぼる道を絶ってるるか
らである︒

十二524

︿略﹀世に知られるやうに

られるやうになったのはく略V︒

十二525

なったのは養魚纏螢の賜である︒

くさんの時計︑︿略﹀︒

暗い箱の中にしまひ込まれ 十二546圏

十二549園

一かどの役目を勤めて世

足は無ささうである︒

間の役に立つのに︑どれもこれも不

暗い箱の中にしまひ込まれ 十一一548園 一かどの役目を勤めて世

てるた小さな鐵のねちが︑︿略V︒

十二527
十二527

︿略﹀︑いろくの物音︑い

てるた小さな鐵のねちが︑︿略V︒

十二529

十二506︿略V中湖の東岸の如きは︑ ろいろの物の形が︿略﹀︒

なかのうみ

突出してみるためにく略V︒

十二502

我が國の木材中の首位を占む︒

十二494図

我が國の木材中の首位を占む︒

十二494図

き

の如き強烈なる力を受くるものを製

ろ
十一一486図く略V︑櫓・車・運動器具

十二485図

の用に供せられ︑︿略﹀︒

十二484図

のまくら木等の用に供せられ︑︿略﹀︒

十一一484図

性殊に著しきを以て︑︿略V︒

十二484図

位を有する等︑︿略﹀︒

十一一479図

るを以て︿略﹀︒

十二477図

屋の柱・土毫となすに宜し︒

十二476﹇図

用ひられ︑︿略﹀︒

十二475図

極めて少く︑︿略﹀︒

十二441 ︿略﹀︑いはば音怪な物の精 十二469図 ︿略﹀︑割れ︑そる等の憂
が寄集って︑︿略 ﹀ ︒
しばふ

十二442 ︿略﹀物の精が寄集って︑
︿略﹀︑最後は又急流の岩に

夜の芝生にをど る や う ︑ ︿ 略 V ︒

十二442

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調
︿略﹀︑荒波の岸にくだける

に︑︿略﹀︒

十二唱3
やうな調に︑︿略﹀︒

感 激 で 一 ぽ い に なって︑︿略﹀︒

十二443 ︿略V︑三人の心はもう驚と

十二451 ベートーベンは︑ちよつと
ふりかへってめくらの娘を見た︒

曲﹂といって︑︿略﹀︒

きロつ
︿略﹀︑不朽の名題を博した

十二455 ベートーベンの﹁月光の
十一一455

のは此の曲である︒

十二461図 凡そこれ等の木材は︑
︿略﹀︒

十二461図 凡そこれ等の木材は︑其
の有する性質によりて各種の用に供
すべく︑︿略﹀︒

十二463図︿略﹀︑中にも其の用途の
︿略﹀︑其の需要の多きこ

廣きは杉及び檜なり︒
十二465図

と我が國の木材引眉一位にあり︒
きこと我が國の木材中第一位にあり︒

十二465図殊に杉は︿略﹀需要の多
十二466図 家屋・︿略﹀より桶・た
る・曲物の類に 至 る ま で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二467図 然れども材の優良にして
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間 の 役 に 立 つ の に︑︿略﹀︒

の役にも立ちさうにない︒

な者でもく略V︒

た太陽が顔を出したので︑︿略﹀︒

十二5410園 唯自分だけがく略﹀︑何 十一一581 其の時︑今まで雲の中に居
男の 子 と 女 の 子 で あ る ︒

んで下を見つめてみた女の子がそれ

の隆昌︿略﹀︒

りゆう

︿略﹀︑皇威の焚揚︑國運

︿略﹀さながら旭日昇天

の隆昌︿略﹀︒

りゆう

十二613図

︿略﹀︒

更に思へば︑白地は我が

國民の純正潔白なる性質を示し︑

十二615図

の勢あるを思はしむ︒

仕事皇のそばに︑ふさぎこ 十二614図

十一一554
男の 子 と 女 の 子 で あ る ︒

十二583

十一一554

︿略﹀女の子がそれを見附

を見附けて︑︿略﹀︒

けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫んだ︒

十一一584

︿略V︑男の子はやがて仕事

毫の上の物をあれこれといちり始め

十一一555

た︒

︿略﹀︑大事さうにもとのふ

たガラスの中へ入れた︒

十二589

たガラスの中へ入れた︒

︿略﹀︑ガラス戸棚の中につ

今我が國を始め主なる諸

く略V︑皇威の嚢揚︑國運

いふべきか︒

十二617図

イギリスの國旗は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今日の形式を具ふ
るまでにく略V︒

十二617図

十一一624図 ︿略﹀︑遂に今日の如き形

アメリカ合思為の國旗は

式をなすに至れり︒

十二626図

︿略﹀とより成る︒

饗化を許されたる部分とより成る︒

十一一626図 ︿略﹀一定不感の部分と︑

十二627図即ち赤・白軍はせて十三

條の横筋は︑︿略﹀︒

を表すものにして︑︿略V︒

十二628図 ︿略﹀︑濁立當時の十三州

︿略﹀星章は︑常に州の

十一一629園 く略V︑藍地中の星章は︑

︿略﹀︒

敷と一致せしむるを定めとす︒

十二629図

なり︒

十二6210図現今は星章の敷四十八個

旗なり︒

に染分けられたるは︑フランスの國

十二619図元來イギリスは︑イング 十二632当課・白・赤三色を以て縦
ランド・スコットランド・アイルラ

話説の色彩が其の國の人

國旗の色彩が其の國の人

十一一638図即ち赤・黄・藍・白・黒

種を表すものに︑支那の比感あり︒

十二637図

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十一一637図 甘露の色彩が其の國の人

種を表すものに︑支那の罪業あり︒

十二637図

たるものはドイツの國旗なり︒

十一一636図 ︿略﹀三色を横に染分け

を横に染分けたるものはく略﹀︒

十二636図︿略﹀︑黒・赤・金の三色

色を分ちたるに還して︑︿略﹀︒

十二635図 フランスの國旗が⁝縦に三

ンド三國の合同して成れる里家にし
て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑白地に赤十字の徽
︿略﹀︑福地に斜白十字の
︿略﹀︑藍地に斜白十字の

︿略﹀︑白地に斜赤十字の
徽章ある其の國旗を合はせて︑︿略V︒

十二623図

の加はるに及び︑︿略﹀︒

十二623図︿略﹀︑更にアイルランド

徽章ある後者の國旗とを︿略﹀︒

十二622図

徽章ある後者の國旗とをく略V︒

十二622図

章ある前者の怨望と︑︿略﹀︒

十二621図

章ある前者の國旗と︑︿略﹀︒

今日一國家を形成する 十二621図 ︿略﹀︑白地に赤十字の徽

工Aロの悪いのは其の爲で

幾多の愛眼を重ねたるものなり︒

︿略﹀ねぢをはさんで機械 十二617図 イギリスの國旗は︑︿略﹀

出して︿略﹀︒

り下げた︒

した︒

るが如き愛國の至誠を表すものとも

十二555 ︿略V仕事墓の上の物をあ 十二589 ︿略V︑大事さうにもとのふ 十一一616図︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ
れこれといちり始めた︒
︿略﹀仕事皇の上の物をあ

れこれといちり始めた︒

十一一555

てるたが︑︿略﹀︒

十二556女の子は唯じっと見まもつ 十二589 さうして一つの懐中時計を
十二591

ろがった︒

ろがった︒

の穴にさし込み︑︿略﹀︒

十一一559

十二598

男の子は指先でそれをつま

あし
十二562 ねぢは仕事垂の脚の陰にこ

十二603囹

まうとしたが︑︿略﹀︒

あし
十二562 ねぢは仕事墓の脚の陰にこ

十二611図

所なし︒

國々にして︑濫費の制定せられざる

十一一563 此の時︿略﹀︑父の時計師 十二608図
がはいって來た︒

時計師は︿略﹀仕事皇の上

を見て︑出して置いたねちの無いの

十一一566

に氣が附いた︒

書置の國旗に就いて述べん︒

十一一566 時計師は︿略﹀︑出して置 十一一612図 雪白の地に紅の日の丸を
雪白の地に紅の日の丸を

ゑがける我が國の國旗は︑︿略V︒

十一一612図

雪白の地に紅の日の丸を

ゑがける我が國の図面は︑︿略﹀︒

十二613図

ゑがける我が國の図面は︑︿略﹀︒

あれが無いと町長さんの 十二612図

誰だ︑仕事垂の上をかき

いたねちの無いのに氣が附いた︒

廻したのは︒

十一一568園

くわい

十一一5610園

懐中時計が直せない︒

十二573 それでは自分のやうな小さ

の一の
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の五色を横に並べたるものにて︑
︿略﹀︒

白・赤の三色を 縦 に 染 分 け ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二641図 イタリヤの即智は︑緑︒
十二641図 イタリヤの國旗は︑緑・
白・赤の三色を 縦 に 染 分 け ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二647図︿略﹀︑國民の之に封ずる
尊敬は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑即ち其の上家に封
︿略﹀︑即ち其の國家に封

する忠愛の情の暴露なり︒

十二648図
十二648図

故に我等は︑自國の國旗

する忠愛の情の母堂なり︒

を尊重すると同時に︑︿略﹀︒

十二641図 ︿略﹀︑中央の白地中に王 十二649図
家の紋章を表せ り ︒

︿略﹀︒

十一一654

えた︒

十二653

生れつき烈しい毒性の上に︑

リや王はもう八十の坂を越

しても︑︿略﹀︒

十二642図 ︿略﹀︑中央の白地中に王 十一一6410図 ︿略﹀︑諸外國の國旗に封
家の紋章を表せ り ︒

ンマヌエル王︑︿略﹀︒

十二642図 これイタリや中興の主エ
十二643図 ︿略﹀エンマヌエル王︑
留守統一の時︑︿略﹀︒

王には︿略﹀三人の娘があ
︿略﹀︑妹はかねてフランス
︿略﹀︑自分は百人の家來を

連れて︿略﹀︒

十二661

王の后になることにきまってみた︒

十二659

つた︒

十一一657

さが加はつて︑︿略﹀︒

十二643図 ︿略﹀︑其の家の紋章の色 十二654 ︿略﹀︑年とともに老の氣短
なる白と赤とに︑︿略﹀︒

十二643図︿略﹀︑其の家の紋章の色
︿略﹀︑統一の成功を祈る

なる白と赤とに︑︿略﹀︒

十二644図
希望の色として 緑 を 加 へ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀︑統一の成功を祈る

希望の色として 緑 を 加 へ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一644図

︿略﹀月代りに三人の娘の
︿略﹀月代りに三人の娘の

許に身を寄せ︑︿略﹀︒

十二645図 く略V︑更に王家の紋章を 十二661
配したるものなり︒

十二669

つてみよ︒

お前たちのうちで誰が一

葉巧みであった︒

︿略﹀自分の命よりも父

昔からあった孝子のどの

上を大事と存じます︒

十一一671園

十二672園

の許を去らなければならなかった︒

答の中にも︿略﹀︒

十二708 ︿略﹀︑コーデリヤの簡軍な

十二708 ︿略﹀︑コーデリヤの簡軍な

︿略﹀十分眞心のこもって

答の中にもく略V︒

て約束の如く自分の后とした︒

十二7010 ︿略﹀︑本塗にともなひ蹄つ

て約束の如く自分の后とした︒

十二7010 ︿略﹀︑本堂にともなひ蹄つ

みるのを認め︑︿略﹀︒

長女の言葉に満足した王は︑ 十二709

人よりも厚い観心をもつて︑︿略﹀︒

︿略V︒

十二674

︿略﹀︑地圖を指さしながら
領地の三分の一を與へた︒

十二675

︿略﹀姉上は私の思って
みる通りをおっしゃいました︒

十一一676園

リや王は︿略﹀先づ姉娘ゴ

ゴネリルは決して氣だての

其の上王に百人の家來を五

やさしい女ではなかった︒

十二712

ネリルの許に身を寄せた︒

十二71一

て︿略﹀︒

十二679園私はありとあらゆる身の 十二71一 リや王は百人の合羽を連れ
厳しみを退けても︑︿略﹀︒

王は自分の耳を疑ふかのや

王は自分の耳を疑ふかのや

うに目を見張つた︒

十一一686
十一一686

うに目を見張つた︒

に走った︒

十二717

王は︿略﹀次女リガンの許

十人に減ずるやうにといった︒

唯私は子としての務を蓋 十二714
くしたいと思ふばかりでございます︒

十二6810園

娘の言葉を物足りなく思つ
た王は︑︿略V︒

十二692

十二695園父上︑私は唯ほんたうの 十二7110 全領地を二分して與へてや

︿略V︑揃ひも揃ってこれ程

つた二人の娘が︑︿略﹀︒

十二721

︿略V︑我にもあらず荒野の

の不孝者であらうとは︒

れて︑︿略﹀︒

十一一726 王は二三の忠臣にかしつか

末にさまよひ出た︒

さうして残りの領地を二分 十二724

娘の答に失望した王は︑

事を申し上げてみるのでございます︒

十一一697
︿略﹀︒

十二6910

家來の中にはしきりに王を

して︑姉二人にやってしまった︒

十二702

なだあた者もあったが︑︿略﹀︒

ゴネリルの答は如何にも言 十二704

狂してみた︒

コーデリヤはすごくと父 十一一728 父の身の上を案じながらフ

のって︑︿略V︒

十二666園先づ姉のゴネリルから言 十一一703 ︿略V︑王の怒はいよくつ 十一一727 ︿略﹀︑何時の問にかもう畿

︿略﹀︒

番此の父を大事に思ってくれるか︑

十二665園

許に身を寄せ︑︿略﹀︒

十二646図 かくの如く至芸の國旗は︑ 十二661
かくの如く各國の國旗は︑

︿略﹀ものなれば︑︿略﹀︒

十一一646図

︿略﹀︑或は其の建國の歴

︿略﹀ものなれば︑︿略﹀︒

十二646図

史を暗示し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑或は其の國民の理

想・信仰を表す も の な れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二餌7図
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ランスに行ったコ ー デ リ ヤ は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
ぎゃく

にく略﹀︒

︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ
︿略﹀まぐろは︑︿略﹀逃げ

其の時魚見やぐらの上で旗

を揚げて︑︿略﹀︒

十二785

ようとして身網の中へはいる︒

十二784

の來るのを見張ってみる︒

十二781

やぐらが設けてあって︑︿略﹀︒

あ

は

やうに見える︒

て︑

て︑

あ

あ

は

は

あはち

あはち

なると

阿波と淡路のはざまの海
あはち

なると

風波をしのぎ︑︿略﹀︒

ナニヲーといふ虜にたどり着きたり︒

︿略﹀ゆくての危瞼を恐

ての轡屋を恐れて︿略﹀︒

十二836図 ︿略﹀︑從者の土人等ゆく

阿波と淡路のはざまの海 十二836図

止むなく南方のノテトと

れて從ふことをがへんぜず︒

るを待ちぬ︒

十一一838図 ︿略﹀しばらく時機の至

留りて︿略﹀︒

十二838図 ︿略﹀︑酋長コーこの宅に

いふ庭に引返し︑︿略﹀︒
しロつ

八重の高潮かちどき揚げ 十二837図
海の誇のあるところ︒

八重の高潮かちどき揚げ

海の誇のあるところ︒
からふと

八重の高潮かちどき揚げ

海の誇のあるところ︒

十一一808圃

て︑

十二807團

は︑此慮ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

十二806圃

は︑過慮ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

十二805幽

は︑此慮ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

なると

十二7210 それは父が姉たちの爲に 十一一7710 ︿略﹀陸上の高い庭に魚見 十二805圃 阿波と淡路のはざまの海 十二833図 ︿略﹀樺太の北端に近き

︿略 ﹀ リ や 王 を 見 附 け て ︑

虐待されてるるといふことであっ

た︒

十一一734

コーデリヤの許に連れて來た︒

へず老酒に藥を與 へ て ︿ 略 ﹀ ︒

十二734 フランス王の侍警はとりあ
十二736 コーデリヤは眠ってみる父

︿略﹀︑まぐろの群が網には

いったといふA三聖をすると︑︿略﹀︒

十二785

そこで塗そうの船に分乗し

てるる漁夫が︿略﹀︒

まあ︑此のお 十一一786 ︿略﹀︑壷口の近くに番をし 十二808圃

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑
︿略﹀︒

十二7310園︿略﹀︑
︒

業の手傳などして︿略﹀︒

樺太は大陸の地績なりや︑ 十二8310図網をすき︑舟を漕ぎ︑漁
又は離れ島なりや︑︿略V︒

十二8110図

語を聞くに︑︿略﹀︒

く略V疑問を解決したる 十一一糾1図 ︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

て其の地の模様を探るは︑︿略﹀︒

それより一年ばかりの間︑ 十二855図

たまくコー二が交易の

文化六年六月の末︑コー

十一一855図 文化六年六月の末︑︿略﹀︒

に持蹄りて日本の役所に差出すべし︒

十二853図囹 ︿略﹀︑汝必ず之を下主

記録一切を取りまとめ︑︿略﹀︒

十一一餌9図 ︿略﹀︑林藏はこれまでの

十一一糾9専検爽の日近づくや︑︿略﹀︒

地に行かば︑︿略﹀︒

ばう
十二845図園 容貌の異なる汝が彼の

ため大陸に渡らんとするにく略﹀︒

十一一糾3図

て其の地の模様を探るは︑︿略﹀︒

今より百二十年ばかり前︑ 十二842図
即ち文化五年の四月に︑︿略﹀︒

十一一824図

人︑遂に我が日本人の中より現れぬ︒

十二822図

之を疑問としたりき︒

かうしてだんく網の中が 十二8110図 ︿略﹀︑世界の人は久しく ＋二輪・図︿略﹀︑さてさまぐの物

網の中がいよく狭くなる
漁夫はめいく手に一ちや
︿略﹀光景は︑實に壮快の

︿略﹀︑林野は幕府の命に
よって︑︿略V︒

十二825図

︿略﹀︑えつさくと陸の方 十二825図︿略﹀︑松田三十郎と共に

しらぬし
先づ樺太の南端なる寺主

樺太が離れ島にして大陸

樺太の海岸を探検せり︒

十二8210図

十二832図

く探検の途に上りぬ︒

︿略﹀︑小舟に乗じていよ

といふ虜に渡り︑︿略﹀︒

漁夫の顔は得意の色に輝い

がいせん

十二831図

の地績にあらざることは︑︿略﹀︒

漁夫の顔は得意の色に輝い 十二826図

へ漕錦って來る︒

十二7910

極みである︒

十二798

かぎ
うつつの鈎を持ち︑︿略﹀︒

十一一794

と︑︿略﹀︒

十一一793

狭められるに随って︑︿略﹀︒

十一一7810

た漁夫が︑︿略﹀︒

く略V︑どうも娘のコーデ 十一一788

艦であのひどい嵐の中を
十一一752園
リヤのやうに思はれてならぬが︒
︿略﹀︑どうも娘のコーデ

リヤのやうに思はれてならぬが︒

十二752園

十二753 コーデリヤは父の手を取つ
て泣きながら︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀ ︑ 其 の 言 葉 の 端 端 に も ︑

其の無銘王はコーデリヤの

︿略﹀隠隠がこも っ て み た ︒

十二759

十一一763

だいぼう網は身網と垣網と

孝養によってく略 V ︒

十一一768

二つの部分から成 っ て み て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

て︑︿略﹀︒

十二801
て︑︿略﹀︒

十二801

やうに見える︒

がいせん
︿略﹀︑まるで凱旋の二士の

十二7610 即ち水のはいる庭に量る部 十二7910
分が身網で︑︿略﹀︒

十二775 先づ岸近くまぐろの寄って
︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

生 る 場 所 を 選 ん で︑︿略﹀︒

十二777

三 百 間 も 長 く 垣 網を張り︑︿略﹀︒

十二7710 身網の外側や陸上の高い虜 十二801 ︿略﹀︑まるで凱旋の二士の
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二・林憶想の一行 八 人 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀︑小舟に乗じて今の

︿略﹀︑デカストリー湾の

間 宮 海 峡 を 横 ぎ り︑︿略﹀︒

けふ

十一一856図

十二856図
こくりゆう

北に上陸したり︒

十一一858図 ︿略﹀黒龍江の河岸なる
キチーに出づ︒

にあらざること︿略﹀︒

︿略﹀︑此の地方の事情も

法律は︑國家といふ共同生

始めて我が國に知らる㌧に至れり︒

十二8710図

ちつちよ

十二884
活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

政府から提出された案は先
討議の形式は︑︿略﹀︒

感じた︒

これ等の命令も國の規則で 十一一924 ︿略V︑幽く世のはかなさを

︿略﹀︒

十二931

︿略﹀︒

我々の行末はどうなるだ

かくて彼は二十九歳の或夜︑

人知れず宮殿を出て︿略﹀︒

十二932

父のいさめも妻のなげきも︑

十一一931 父のいさめも妻のなげきも︑

へられなくなって︑︿略﹀︒

十二927 ︿略﹀︑遂に心の苦しみにた

らうか︒

十二925園

れて來たのか︒

これ等の命令も國の規則で 十二925暇人は何の爲に此の世に生

あって︑︿略﹀︒

十二8910
十二8910
あって︑︿略﹀︒

唯法律は必ず概定議會の協

賛を纒なければならぬが︑︿略﹀︒

十二902

︿略﹀︑其の結託が國法を守

一陽文化の程度は︑︿略V︒

我々は︿略﹀國の品位を高
しゃか

めることにつとめなければならぬ︒

十二906

る精神の厚薄に依って︿略﹀︒

十一一904

︿略﹀︑政府又は貴零雨院の 十二904

るための規則であるから︑︿略﹀︒

十一一886

十一一888

づ議會の一院で討議される︒

十二888

十二8510図木の枝を伐りて地上に立 何れかが其の案を作成して︿略﹀︒
て︑︿略﹀︒

十二861図 ︿略﹀︑上を木の皮にてお
ほひ︑︿略﹀︒

繹迦は︿略﹀︑北インドの
ヒマラヤ山のふもとカピラバスト王

十二909

國の太子として生れた︒

修行の途に上った︒

︿略﹀ヒマラヤ山のふもと 十二933 ︿略﹀︑人知れず宮殿を出て

ぼろを着た農夫は玉のやう

かねて繹迦の徳をしたって

とまで申し出たが︑︿略﹀︒

十一一937 ︿略﹀︑自分の國をゆづらう

みたマガダ國王は︑︿略﹀︒

或時︑︿略﹀︑農夫の働く檬 十二935

城の附近に來た︒

繹迦は生れつき同情の念に 十二935 ︿略﹀︑マガダ國の首府王舎

城の附近に來た︒

︿略﹀カピラバスト王國の 十二935 ︿略﹀︑マガダ國の首府王舎

カピラバスト王宮の︿略﹀︒

十二9010

會・第二讃會・第三讃會の三度の會
討議の形式は︑︿略﹀三度

十二917

︿略﹀︑農夫や牛の勢苦を思

分の身の上に思ひ比べて︑︿略﹀︒

彼は更に其の邊の名高い學

︿略﹀五人の友と︑六年の

間種々の苦行を試みた︒

︿略﹀︑息もたえだえの病人︑ 十二馴3

送られた五人の友と︑︿略﹀︒

︿略﹀父王の心書くしから

者を尋ね廻って説を聴いたが︑︿略﹀︒

十二938

も動かなかった︒

＋一一917︿略﹀彼は・しみぐと自 十二937 ︿略﹀︑彼の決心はどうして

な汗をかいて田をすき起し︑︿略﹀︒

十二913

を見廻つたことがある︒

十一一912

厚く︑︿略﹀︒

十二911

太子として生れた︒

︿略V︑第三讃會で法律案全 十二9010

此虚でも同等の形式で討議
︿略﹀︑直裁の意見が一致す
︿略﹀︑最後に議決した議院

固織衆心院の何れかから提
︿略﹀︑他の一院のみで討議

ひやると共に︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十二923

だ︒

法律の外に勅令・閣令・省 十二918 ︿略V︑轟の運命をあはれん 十二馴3
法律の外に勅令・閣令・省
令・府縣令等の命令がある︒

十一一899

令・府縣令等の命令がある︒

十二899

し︑︿略﹀︒

十二896

出された案は︑︿略V︒

十二895

の議長から︿略﹀奏上する︒

十二894

れば︑︿略﹀︒

十二893

し︑︿略﹀︒

十二893

髄の可否を議決する︒

十二891

の會議を語ることになってみる︒

十二889

議を纒ることになってみる︒

十二863図キチーにて土人の家に宿 十一一889 討議の形式は︑普通第一讃
る︒

十二864図 土人等量藏を珍しがりて
之 を 他 の 家 に 連 行き︑︿略﹀︒

十一一867図 土人等怒りて林藏の頭を
打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十一一868図折よく同行の樺太人來り
て土人等を濁し︑林藏を救ひ出しぬ︒

十二871図デレンは各地の人々來り
集りて交易をなす庭なり︒

十二872図 林藏の怪しみもてあそば
る＼こと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑彼は土地の事情を

研究することを怠らざりき︒

十一一874図

十二875図 コー二等の交易は七日に
して終りぬ︒
︿略﹀︑同年九月の半ば︑

白主に婦着しぬ︒

十二877図

十二879下林藏が二回の探検により
て︑︿略﹀︒

十二879図 ︿略﹀︑樺太は大陸の一部

・
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十二943
を試みた︒

を試みた︒

︿略﹀︑六年の間種々の苦行

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

十二943 ︿略V︑六年の間種々の苦行
十二946
ても更に効のないことを知った︒

浴し︑︿略﹀︒

十二947 そこで彼は先づ近庭の河に

でも︑︿略V︒

危篤の報が傳はると︑︿略﹀︒

ガラ附近の林中に留った︒
とく

ら

︿略﹀︑咲く花のにほふが

如しと誇りし奈良の都も︑︿略V︒

十二995図

な ら
如しと誇りし奈良の都も︑︿略﹀︒

きない
︿略﹀︑今は唯畿内の一都

あけ

きない
︿略﹀畿内の一都市とし

市として︿略﹀︒

十二996図
十一一996図

らう

あけ

然れども春日の社頭︑朱

かすが

の廻廊山の緑にはえて︑︿略V︒
らう

十二997図

︿略﹀︑森嚴自ら人の襟を

えり

の廻廊山の緑にばえて︑︿略﹀︒

十二998図

さるさは

十一一9910図

︿略﹀︑尚三重五重の塔︑

猿澤の池水に影をうつして︿略﹀︒
さるさは
︿略﹀︑念写の池水に影を

社寺の肚麗はしばらくお

︿略﹀南都第一の美観た

うつして南都第一の美観たり︒

十二9910図

き︑︿略﹀︒

十二欄2図

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

十二欄3図 ︿略﹀︑何の山︑何の川︑

あり︑︿略﹀︒

十二欄3図 ︿略﹀︑何の山︑何の川︑

しば
春は若草山の芝緑にもえ

一木一草に至るまでもく略﹀︒

たち︑︿略﹀︒

十二伽7図

十二伽9図 ︿略﹀︑三月堂・二月堂霞

につ＼まれてさながら夢の如く︑

︿略﹀︒

び︑︿略﹀︒

たむけ

人なつかしげに寄り來る

にはゆる様殊に見所あり︒

十二梱2図

︿略﹀哀音しきりに人の

鹿の︑春はわけてもやさしく︑︿略﹀︒

十二棚4図

佐保・佐紀の連理に北を

眠をさますも︑︿略﹀︒

して︑︿略﹀︒

ばう

十二梱9図 ︿略﹀︑九平の上燗井然と

を東に︑︿略﹀︒

たかまど
十二梱7図 ︿略﹀︑春日・高麗の山々

限り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑東大寺の金堂は天 十二棚6図

正さしめ︑︿略﹀︒

十一一998図

︿略﹀︑五丈三尺の大佛一

空高くそびえて︑︿略﹀︒

十二999図

千二百年の面影を残せり︒
︿略﹀︑五丈三尺の大佛一

千二百年の面影を残せり︒

十一一999図

あけ

十二997図然れども春日の社頭︑朱 十二柳10図 ︿略﹀︑手向山の紅葉夕日

かすが

の廻廊山の緑にはえて︑︿略﹀︒

らう

十二997図然れども春日の社頭︑朱 十二柵10図︿略﹀︑秋は春日の二神さ

かすが

て僅かに古の名残を留むるのみ︒

り︒

これまで説いた教そのも 十二欄1図

のが私の命である︒

十二9810園

十一一984

︿略﹀此の尊い心境を世界 十一一984 ︿略﹀︑遂に病を得てクシナ

ふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

十二962
の人々と共にせずにはみられぬとい
繹迦は世を救ふ手始として

ふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

十一一965
先つかの五人の友をたつねた︒

︿略﹀︒

十二994図
て︑︿略﹀︒

七代七十蝕年の帝都とし

︿略﹀︑其の慈悲圓滞の姿を 十一一9810園私のなくなった後も︑

見ては︑︿略V︒

十一一967

︿略﹀︑石は罪悪の足を傷つ

繹迦は八十歳の高年に及ん

な

︿略V︑父王・妻子を始め國 十一一994図 ︿略﹀︑咲く花のにほふが
今や繹迦は衆星の中の満月

︿略V衆星の中の漏月の如
︿略﹀衆星の中の満月の如
殊にデーバダッタは︑いと
︿略﹀︑かねてから繹迦の名

或時の如きは︑繹迦が山の
或時の如きは︑上玉が山の
︿略﹀︑上の方から大石をこ

十一一982

けただけで︑︿略﹀︒

十一一9710

ろがしたが︑︿略﹀︒

十二979

下にみるのを見附けて︑︿略﹀︒

十二979

下にみるのを見附けて︑︿略﹀︒

十二979

望をねたみ︑︿略﹀︒

十二978

この身でありながら︑︿略﹀︒

十二977

く＜略﹀︒

十二974

くく略V︒

十二974

が︑︿略﹀︒

の如く里中から仰がれる身となった

十一一974

民を教化して故郷の恩に報いた︒

十一一973

座に弟子となった︒

十一一948 ︿略﹀少女のさ﹂げた牛乳 十一一969 彼等は繹迦の教を聴いて即
を飲んで元氣を回復した︒

たい
十二949 ところが此の新な態度に驚
いた五人の友は︑︿略﹀︒

十二952 それから蛋民はブッダガヤ
の緑色濃き木陰に 静 坐 し て ︿ 略 ﹀ ︒

來る心の迷をしり ぞ け て ︿ 略 ﹀ ︒

十二954 さうして日夜次々に起って
十二955 ︿略﹀心の迷をしりぞけて

︿略﹀︑やがて一撃の明星が

呼時 の こ と で あ る ︒

唯一筋に悟の道を求めた︒
十一一956

十二957

きらめいて・夜はほのぐと明けそ
めた︒

せつ
十二958 其の刹那︑彼は迷の雲がか
︿略﹀︑はっきりとまことの

らりと晴れて︑︿略﹀︒

十二959
道を悟り得た︒

十二9510 彼は此の心境の尊さに十日
の間唯うっとりと し て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二9510 彼は︿略﹀二日の間唯うつ
と り と し て み た が︑︿略﹀︒

の人々と共にせずにはみられぬとい

十二961 ︿略﹀此の尊い心境を世界

覧
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すざく
︿略﹀︑朱雀の大路南に走

︿略﹀︑北に大内裏の宮殿
十二鵬2図

十二佃1図

ぐ

ぶぜん

︿略﹀︑南の方郡山の町の

やまと
︿略﹀︑大和平野の蓋くる

うねび

︿略﹀畝傍山・耳成山・

た

ふ

一きは高く多士

︿略﹀三山まゆの如く︑

︿略﹀

︿略﹀︑更に太古以來の歴
なか

つ

豊前の中津から南へ三里︑

︿略﹀︑川沿の道をたどって
︿略﹀︑左手の山は次第に頭
︿略﹀︑遂には路の前面に突

︿略﹀人のゆくてをさへぎ
︿略﹀屏風のやうな絶壁を

つてしまふ︒
びやうぶ

十二悩9

︿略V危げな敷町のかけは
享保の頃の事であった︒

きやうほう

しを造ったものであるが︑︿略﹀︒

十二悩6

たよりに︑︿略﹀︒

十二悩5

十二悩3

ふ︒

立って人のゆくてをさへぎつてしま

十二悩3

上にせまり︑︿略V︒

十二悩2

行くと︑︿略﹀︒

十二掴2

︿略﹀︒

十一一悩1

史と結び文學と結びて︑︿略﹀︒

十一一鵬9図

峯・吉野山の山々連なるを見る︒

十一一欄6図

︿略﹀︒

十一一鵬5図

天の香久山の三山まゆの如く︑︿略﹀︒

か

十二旧5図

虜はるかにく略﹀︒

一場の夢に過ぎず︒

︿略﹀︑今にして思へば唯

紅葉かざして往全しけむ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大宮人の櫻かざし

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

十二川10図
十一一欄3図

まへたる古の奈良 の 都 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

りて︑︿略﹀︒

を仰ぎ︑︿略﹀︒

ロり
十二撹1図 ︿略﹀︑南端に羅城門をふ
十二佃4図

十二棚10園

ロリ
十二皿1図 ︿略﹀︑南端に羅城門をふ
まへたる古の奈良 の 都 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

跡 を 展 望 す れ ば ︑︿略﹀︒

十二皿4図 今若草山に登りて古京の
十二皿5図 ︿略﹀︑眼下に横たはる奈
良市街の西︑︿略﹀︒

十二槌6図 ︿略﹀︑遠く連なる田園の
間に東西に走る三筋の路は︑︿略V︒

十一一撹7図 ︿略﹀田園の間に東西に
走る三筋の路は︑ ︿ 略 V ︒

十二撹8図 く略V︑北より敷へて古の
一條・二條・三條の大路の名残とす︒
三弦の大路の名残とす︒

十二慨9図 ︿略﹀古の一條・二條・
十二齪9図 ︿略﹀古の一條・二條・
三島の大路の名残とす︒

︿略﹀︑南の方郡山の町の

すべく︑︿略﹀︒

十二湿10図 大極殿の跡はるかに指嵩
十二撹10図

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒
︿略﹀︑南の方郡山の町の

東に羅城門の繊塵も残れりといふ︒

十二湿10図

︿略﹀︑南の方郡山の町の

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

十二醜10図

十二鯉図 市の界

十二脱図 府縣の界

︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

享保の頃の事であった︒

きやうほう

十二塒3

十二悩9

れて年の頃もよくわからぬくらゐで
︿略﹀︑きっと結んだ口もと

あるが︑︿略﹀︒

十二価4

ぜんかい

僧は名を琿海といってもと

には意志の強さが現れてみる︒
十一一価5

れい
︿略﹀︑諸國の急場を舞み巡

越後の人︑︿略V︒

十二価5

︿略﹀︑たまく此の難虜を

つた末︑︿略﹀︒

十二価6

︿略V︑萬人の爲に安全な路

︿略V︑我が命のある限り︑

通って幾多のあはれな物語を耳にし︑
︿略﹀︒

十二価9
︿略﹀︒

十二価10

之を見た村人たちは︑︿略﹀︑

を造ってやらうと︑︿略﹀︒

十二鵬4

子どもらは仕事をしてみる

唯物笑の種にしてみた︒
十一一鵬5

さうして陰に陽に仕事のじ

老僧のまはりに集って︑︿略﹀︒

十二柳1

︿略﹀︑十年一日の如く黙々

やまをする者も少くなかった︒
十二研6

︿略V黙々としてのみの手

としてのみの手を休めない︿略﹀︒

十二佃6

︿略﹀手を休めない僧の根

を休めない︿略﹀︒

十二研7

︿略﹀村の人々は︑今更の

氣とを見た村の人々は︑︿略V︒

十二研7

︿略﹀村の人々は︑今更の

やうに驚いた︒

十二研7

出來る氣つかひはないと見

やうに驚いた︒

十二研8

一念こった不断の努力は恐

くびつてみた岩山の掘抜も︑︿略﹀︒

しいものであるとく略V︒

十二研10

僧の姿が︑︿略V︒

十二佃1︿略V︑此の見る影もない老

く略V︒

十二佃3 ︿略﹀︑老僧の命のあるうち

其の後は老僧と共に洞穴の

十二佃3 ︿略﹀︑老僧の命のあるうち

にく略﹀︒

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

十二佃7

にあきて來た︒

十二佃10 ︿略V︑村の人々は此の仕事

十一一欄6 彼の初一念は年と共に益く

︿略﹀虜々にあかり取りの

洞門の長さは實に三百八間︑

老僧の終始一貫した根氣は︑

固く︑︿略V︒

十二m2

︿略﹀︒

十二柵6

︿略﹀︒

十二m7

︿略V︑一部は尚昔の面目を

窓さへうがってある︒

十二柵10

︿略V︑暉海一生の苦心を永

留めて︑︿略V︒

十二川1

電燈の嚢明せられたるは︑

久に物語ってみる︒

十二m3図

電燈の獲明せられたるは︑

今より凡そ百十蝕年前のことなり︒

十二川3図

二時は輩に理化學の實験

今より凡そ百十齢年前のことなり︒

十二m4図
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用として︿略﹀︒

く略V︑四五十年の後には

燈皇などにすゑ附けらる㌧に至りぬ︒

十一一m5図

ク 燈 に 類 す る も のにして︑︿略﹀︒

十二川7図 然れどもこは今日のアー
︿略﹀︑公園・街路等の照

明旦としては適當 な れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二川7図

出現は︿略﹀︒

十二川9図 これ等の訣嵩なき電燈の
十二川10図 これ等の訣嵩なき電燈の
出現は︿略﹀︒

望する所なりき︒

十二川10図 ︿略﹀當時の人の最も希

十二川10図 ︿略﹀翌翌の人の最も希
︿略﹀︑更に進んで新しき

諾する所なりき︒

4図

電燈の三明に從話したり︒

十二

十二擢5図 彼が稀代の天才はこ＼に
かん

も 遺 憾 な く 議 塗 せられて︑︿略﹀︒

みしが︑︿略﹀︒

十二麗8図 く略V︑着々成功の域に進
しん
十二麗10図 く略V︑唯心に至りては彼
の最も苦心したる所なりき︒

十二柵2図 次いで白金其の他の金属
の 針 金 を 以 て ︿ 略﹀︒

十二佃2図次いで白金其の他の金属
の 針 金 を 以 て ︿ 略﹀︒

面 々 の 主 語 を 重 ねしが︑︿略﹀︒

十二備2図 ︿略﹀金属の針金を以て

十二冊3図 こ＼において再び炭素線
︿略﹀︑徒に多くの時日と

の 研 究 に 没 頭 し たれども︑︿略﹀︒

十二佃4図

金鏡とを費したるに過ぎざりき︒

エヂソンは例の如く實験

十一一柵6図平日のことなりき︒

十二瑠6図
︿略﹀︑ふと見れば机上に

室に閉ちこもりてく略V︒
十一而8図
何心なく手に取りて眺め

形珍しき一本の感興あり︒
十一一佃9図
みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

十二備9図彼の眺め入りしは糟にあ

こ＼において彼は人を世

︿略﹀︑感想以上の好結果

らず紙にあらず︑︿略﹀︒

十二餌3図
を得たり︒

十二M3図

︿略﹀︑日本の竹最も適當

界の各地につかはして︿略﹀︒

十二嗣5図

エヂソンの護明せるは

なりしかば︑︿略﹀︒

十一一掴8図

今日文明の利器と構せら

︿略﹀極めて多く︑︿略﹀︒

十二価1図

く略V︑直接間接に彼の天

る＼ものにして︑︿略﹀︒

十二備1図

﹁電

二十五日午後一時から︑學

才によらざるもの殆どなしといひて
可なり︒

十二価4

︿略﹀村崎工學博士の

校の講堂で︿略﹀︒

十二価4

氣の世の中﹂と題する講演があった︒

現今における電氣の利用
電車は次第に汽車の領分

は實にめざましいものです︒

十二価6園
十二価7圏

諸機械の原動力であった

しん
までも侵略し︑︿略﹀︒

十一一価9園

人力又は蒸偉力も︿略﹀︒

︿略﹀︑工業界の一大革新

をうながしてゐます︒

十二価10囹

くべき爽達にともなひ︑︿略﹀︒

十二備1囹殊に近年は水力電氣の驚
︿略﹀︑石炭の火力による

蒸氣力は︑︿略﹀︒

十一一描2園

︿略﹀蒸黒瀬は︑多くの

︿略﹀︑念写益く水力学氣の

場合之に敵することが出來なくなり

十一一幡3園

ました︒

十二備7

利用をはからなければならぬことを

次に博士は電氣の光に円い

力説した︒

十二描9

て述べた︒

エヂソンが炭素線の電燈
を礎明したのはく略﹀︒

十一一描10園

エヂソンが炭素線の電燈
を襲明したのは四十年ばかり前のこ

十二柵1園

︿略﹀熱をともなふこと

く略V光の色が太陽に似

とであったが︑︿略﹀︒

十一一宙1園
て︑︿略V︒

十二柵2園

一盟最も理想的な燈火は

の少い電燈さへも登明されました︒

十二柵4園

一艦最も理想的な燈火は

太陽の光のやうに明るくて︑︿略﹀︒

十一一柵4囹

太陽の光のやうに明るくて︑︿略﹀︒

がく略﹀︒

十二柵6

︿略V︑活動窮眞のフィルム

十一一柵6 ︿略﹀フィルムがアーク燈

︿略Vフィルムがアーク燈

の熱の爲に嚢火して︑︿略﹀︒

十二擢6

︿略V︑多くの死傷者を出し

の熱の爲に登下して︑︿略﹀︒

十二宙7

電信や電話の襲明は

た話などを附加へた︒

十二柵8園

︿略﹀︒

線電話の濫用が極めて廉く︑︿略﹀︒

十一一佃4 アメリカにおいては此の無

十一一佃5 ︿略﹀︑遠い虜の音樂・演

説・講話などを︿略﹀︒

電話機を備へ附けてみたために危険

十一而6 ︿略﹀︑進行中の汽車が無線

を免れたことや︑︿略﹀︒

博士は満堂の會衆を喜ばせた︒

十一一佃8 ︿略﹀などの耳新しい話に︑

︿略V︑家庭における電工の

喜ばせた︒

十二佃9 ︿略﹀︑博士は満堂の會衆を

十二佃1

玉石の段御許し下され

利用に就いてく略V︒

たく候︒

十二佃8圏団

く略V︑先生には何時も

里の檬子をいろく承り申候虜︑

十二伽1圏団 ︿略﹀︑久しぶりにて郷

︿略﹀︒

十二伽2國国

御壮健の由︑何よりのことに御座候︒

十二柵4園︿略﹀ほたるの光のやう
に熱をともなはないものであります︒

十二伽2蚕糞 ︿略﹀︑何よりのことに

御座候︒

︿略﹀ほたるの光のやう
に熱をともなはないものであります︒

十二帽5園
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され︑︿略﹀︒

十二伽2國團私のこと御心にかけ下
十二伽5圓圏 主人の使などにまみる
途中︑小学校の前 を 通 り て は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一伽6圏困 主人の使などにまみる
︿略﹀︑郷里の學校のお

途中︑小学校の前 を 通 り て は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二伽6圓囲
︿略﹀︑郷里の學校のお

もしろかりしことなど思ひ出し申候︒
十二伽6國国

もしろかりしことなど思ひ出し申候︒

十二伽8囲国私の勤め居り候家は呉
服店にて︑なかく忙しく御座候︒

路や︑

︿略﹀︑

思出の深き船

船は今静かに

つ﹂がなく今日しも果てて︑

十二伽5図蟹

︿略﹀︒

︿略﹀︑

懐かしき故郷の港︒

十二榴8図圏
干る︑

うるはしき眞玉・白玉︑

にほひよき木の實︑草の實︑︿略﹀︒

十二悩1轟轟
うるはしき素語・白玉︑
うったかき積

海山の寳を載せて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑

にほひよき木の實︑草の實︑︿略﹀︒

十二悩1図圃

荷の中に

十一一悩2図圏

うつ

船は今静かに

海山の寳を載せ

︿略﹀︑草の實︑

く略V︑

たかき積荷の中に

十二悩3図圃

て︑︿略﹀︒

十二捌1霜囲 ︿略﹀︑何事も忍耐が第
十一一悩5適宜

︿略﹀徳川慶喜征討の官軍

懐かしき故郷の港︒
よしのぶ

一とのかねての御 教 訓 に 從 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

蹄る︑

十二捌1圏団 ︿略﹀︑何事も忍耐が第

十二悩7

月の十五日を期して総攻撃

は諸道より並び進んで︑︿略﹀︒

一とのかねての御 教 訓 に 從 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

わかり︑︿略V︒

十二梱2囲国︿略﹀︑追々店の様子も
十二悩9

︿略﹀︑お顧問の下方に

十二梱3國國

しかし市中の混血は蜂の巣
慶喜から官軍に封ずる交渉
︿略﹀菖幕府の陸軍紹裁勝

︿略﹀百方董策して時局の

たかもり

︿略﹀︑安芳は三月十三日官

軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒

十二櫛8

豊満な解決を計ってみた︒

十二伽6

安芳は︑︿略﹀︒

やすよし

十一一伽5

の全権を委任せられてみた︿略﹀︒

十二伽4

を突いたやうなさわぎである︒

十二伽2

を突いたやうなさわぎである︒

しかし市中の混齪は蜂の巣

を行ひ︑︿略﹀︒

十二伽2

︿略﹀︑仲間のうちにて

す時など︑︿略﹀︒

もなれて︑︿略﹀︒

かん
十二捌4囲団 毎晩責上高の勘定を致
十二梱5國囲

計算は私が一番達 者 な り と て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

これも全く先生方のお

かげと深く感謝致居り候︒

十一一梱7圏国

前 の 商 人 と な り て︑︿略﹀︒

十二梱9團團︿略﹀︑一日差早く一人

船は今静かに
懐かしき故郷の港︒

︿略﹀︑

びかたぐ近況御知らせ申上手︒

十二捌10圏囲 先づは御無沙汰の御わ

繋る︑

十二伽1図闘

しば

たかなわ

さつま

︿略﹀︑芝︑高輪の薩摩屋敷
︿略﹀︑雨人は翌日の再會を

で會見したが︑︿略V︒

十二伽9
十二伽10

翌十四日の會見は︑芝︑田

期して別れた︒

十二伽2

翌十四日の浅見は︑芝︑田

町の薩摩屋敷で行はれた︒
十一一伽2

安芳は今日こそ最後の確答

町の薩摩屋敷で行はれた︒

十二伽4

屋敷の附近は︑官軍の兵士

を得ようと決心して︑︿略﹀︒

十二伽7

屋敷の附近は︑官軍の兵士

がすき間もなく警衛してみる︒

十二伽7

がすき間もなく警衛してみる︒

十一一摺9次の間には官軍の荒武者共
官軍方の御意見はどのや

がひかへて︑何となく物々しい︒

十二伽2園

うなものか存じませんが︑︿略﹀︒

︿略﹀諸外灯が様々の考

︿略﹀︑今日日本の周園に

せつ
十二協3園︿略﹀︑拙者の考へる所で
は︑︿略﹀︒

十二伽3囹
はく略﹀︒

十二伽4囹

く略V︑日本全面にのしを

を持って見てをるので︑︿略﹀︒

十二伽6圏

︿略﹀︑幕臣の身としては

つけてどこぞの國へやってしまふや
うなく略﹀︒

十二伽7圏

相手は大きな眼でじっと安

︿略﹀︑徳川家の存亡など

如何がな申分ではあるが︑︿略﹀︒

十二伽8闘
はく略V︒

十二伽10

しかしたとへにも申す通

芳の顔を見つめながら︑︿略﹀︒

十二伽2園

しかしたとへにも申す通

り︑一寸の墨にも五分の魂︒

り︑一寸の轟にも五分の魂︒

十二伽2園

少しは切れる所がござりませう︒

十二伽3園徳川侍のなまくら刀にも

はゆかぬかも知れませぬ︒

十二伽4園官軍方の思召通り↓押に

すると其のうちには又思

の外な尻押なども現れて︑︿略﹀︒

十二伽5園
しり

︒

︿略﹀︑大勢は人力の如何

ともしやうのないもので

十二伽9園

ともしやうのないもので

︒

十一一伽9園 ︿略﹀︑大勢は人力の如何

御推察下されて︑︿略﹀︒

十二㎜1園此の邊の事情をよくく

︿略﹀おだやかに事のま

十二糊1園 ︿略﹀︑特別の御仁慈を以

て︿略﹀︒

とまるやうく略﹀︒

十二欄2園

十二燭3園 ︿略﹀︑誠に日本國の幸で

又延いては徳川町及び江

ござります︒

又延いては徳川家及び江

戸百萬の民の仕合はせ︑︿略V︒

十二湖4園

十二糊4園

何分今一鷹の御評議を推

戸百萬の民の仕合はせ︑︿略﹀︒

十二糊6囹

とにかく明日の網攻撃見

して御願ひ申す次第でござります︒

十二糊8園

とにかく明日の纏攻撃見

合はせの一事だけは︑︿略﹀︒

十二糊8園

●
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合 は せ の ︸ 事 だ けは︑︿略﹀︒

十二㎜9園 其の鯨の事は拙者の一存
に は ま る り ま せ ぬから︑︿略﹀︒

十二柵10園 其の饒の事は拙者の一存
にはまるりませぬ か ら ︑ ︿ 略 V ︒

十二糊10園︿略﹀︑追っての沙汰をお
十二梱3
︿略﹀︑安芳の姿を見ると一

警衛の兵士等は︑︿略V︒

待ち下さい︒

十二捌3

つし
︿略﹀︑一同恭しく捧げ銃の

安芳は 自 分 の 胸 を 指 さ し て ︑

時 に 押 寄 せ て 來 たが︑︿略﹀︒

十二捌5
禮をした︒

十一一矧5
︿略﹀︒

十二捌6園 次第によっては︑或は君
等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二個9 西郷は軍令を出して翌日の
進軍を中止させた ︒

十二個10 さうして直に静岡の大総督
府にはせつけて議 を ま と め ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二齪1 ︿略﹀︑上うく徳川方の願
意をとほさせた︒

十二麗2 安芳が一命をかけた努力と︑
西 郷 の 果 噺 に よ って︑︿略﹀︒

も わ ざ は ひ を 免 れて︑︿略﹀︒

ゐ
︿略﹀︑維新の大事業もと〜

十二槻3 ︿略﹀︑江戸の市民も徳川家
十二撹3

こほりなく成し遂げられるやうにな
つた︒

十二麗7 我が國が世界無比の國膿を
︿略﹀︑三千年の光輝ある歴

有し︑︿略﹀︒

十二悦7

史を展開し來って︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今や世界五大國の一

︿略﹀忠孝の美風が世界に

に敷へられるやうになったのは︑

十二撹8

︿略﹀︒

十二糊1
忠孝は實に我が國民性の根

冠たることは︑︿略V︒

十二榴2
︿略﹀︑之に附随して幾多の

本をなすもので︑︿略﹀︒

十一一燭3

四周の海が天然の城壁とな

東海の島に櫨つた日本は︑

良性・美徳が嚢達した︒
十一一榴4
︿略﹀︒

十二榴5

四周の海が天然の城壁とな

つて︑︿略﹀︒

十二慨5

︿略﹀︑容易に外敵のうか冒

つて︑︿略﹀︒

十二偶6

︿略V︑國家の存立を危くし︑

ふことを許さないから︑︿略﹀︒

十二悌6

民の短所をもなしてみる︒
狭い島國に育ち︑生活の安

易な樂土に平和を黒しんでみた我が

十一一悩7

︿略V︑奮圖努力の精神に乏

國民は︑︿略V︒
とロつ

十二悩9

温和な氣候や美しい風景は︑

しく︑︿略﹀︒

十二悩10

がう

︿略﹀︑雄大豪肚の氣風を養

人の心をやさしくし︑︿略﹀︒

十一一悩1

さ
殊に徳川幕府二百蝕年の鎖

成するには適しない︒

十二価2

︿略﹀︑世界の大勢を知らぬ

國は︑︿略﹀︒

十二悩4

國民とならしめた︒
其の結果今日も尚國民は眞

今日我が國が列強の間に立

すべて日本人の短所として︑

の社交を解せず︑︿略﹀︒

十一一悩5

十二価8
︿略﹀︒

十二柵2

つて世界的の地歩を占めた以上︑
今日我が國が︿略﹀世界的

︿略﹀︒

十一一櫛6

︿略﹀早く之を一掃するこ

︿略﹀︑更に西洋の文明を入

支那・印度の文明を入れ︑

とは我々の務ではあるまいか︒

十二郡4

の地歩を占めた以上︑︿略V︒

十二備2

國民の生活をおびやかすやうな危機
︿略﹀︑難民の生活をおびや

は絶無であり︑︿略﹀︒

十二悌7

随って三民は國の誇を傷つ

かすやうな危機は︿略﹀︒

十一一偽8

萬世一系の皇室を中心とし

けられたことがなく︑︿略﹀︒

十二悩1

十二悩6

︿略V︒

其の上我が國の美しい風景

て團結した國民は︑︿略﹀︒

十二悩3

十二櫛7

十二燭8

他面の文明を消化して︑

げた日本國民は︑︿略V︒

︿略﹀長足の進歩を成し遂

れてく略V︒

をん
︿略﹀︑自ら國民の性質を穏

や温和な氣候は︑︿略﹀︒

十二悩4

しかし此の事情は一面に國

健ならしめ︑︿略﹀︒

十二悩6

︿略﹀︒

のとすることは︑︿略V︒

十一一燭8 ︿略V︑之を巧みに自署のも

十二描9 ︿略﹀︑實に我が國民性の一

しかし摸倣はやがて創造の

大長所である︒

過程でなくてはならぬ︒

無位ー35

我々は何時かは摸倣の域を

脱して︿略﹀︒

十全ー36

こうけん

十ニー37 ︿略﹀︑世界文明の上に大い

櫻の花の一時に咲き一時に

に貢献したいものである︒

ふぜい

十ニー39

櫻の花の一時に咲き一時に

散る風情を︿略﹀︒

ふぜい

十二僻9

︿略V︑古の武士が玉とくだ

散る風情を︿略﹀︒

十一一観10

︿略﹀討死を無上の三毛と

ける討死を無上の名馨としたのがそ

れである︒

こ＼にもまた我々の反省す

したのがそれである︒

十二衙10

十二柵7

アヲイノヲ琴芝

ニナゲ

我が國民の長所・短所を敷

べき短所があるやうである︒

へたならば︑︿略﹀︒

十二柵9

一145

の ︵準助︶㎝ ノ の

コチラノクライモリノ

ツケマシタ︒

中ニミエルノハ︑ドコノウチ

ニー95

ノアカリデセウ︒

カ︑サツパリアリマセン︒

二207園モウ人ガヒロツタノ
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二222鶴ドコカラキタノカ︑
トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒

びとこゆびのほかにはなが
ないのです︒

三266

あれはいまにさを竹に

︿略V︑竹になりかかってゐます︒

三268
でもなるのでせう︒

三514
デセウ︒

︿略﹀︒

モウオヒルニナツタノ

かへるはやなぎのつゆ

を虫とでもおもったのでせう︑

三556

三718

︿略﹀︑ねずみ色のもんつき

はおかあさんのです︒

三854園いや︑これは私が今

のです︒

二233圃 ドコカラキタノカ︑ 三255 そこから竹の子が出る 三525園 おい︑長いさををふり 三725 ︿略﹀︑そのとなりのめり
のです︒
トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︒
まはして︑何をしてみるのだ︒
んすのあはせは私のです︒
二633コレデ本ノ中ノジモ︑ 三262 このあひだかきねのそば 三531園星を二つ三つはたきお 三731私どもはあれを着て︑
エモ︑︿略﹀モ見ルノデス︒
へ出たのは︑もう私のせい
とさうとしてるるのだ︒
をばさんの村のお祭によばれ
二651 子牛ハコノアヒダウマレ
より高くなりました︒
三537園おまへ︑何をかぞへて
て行くのです︒
石がきの下へ出たのは︑ みるのだ︒
三802 ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃる

サクラガサクノハコレ

タノデス︒

カラデス︒

二683

二685ナノ花ガサクノモコ

ヨイコトニナツテヰマス︒
三427 りゅうぐうのおとひめは

うらしまのきたのをよろこん
うらしまはおもしろがって︑

で︑︿略﹀︒

三712 ︿略V︑はばのせまい黒い
のはおばあさん のです︒

るおびはねえさんので︑︿略﹀︒

三712そちらのはばの廣い光

おとうさんのです︒

ので︑︿略﹀︒

ワタシ

バ

コノヲカへ

ヲカツイデ

ナゼナクノカ︒

︿略﹀︑フクロ

ナツタノデス︒

イラツシヤツタノデ︑オオクレニ

四186

四168園

ナムシリ取ツテシマヒマシタQ

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

四163 ︿略﹀︑ 一バンシマヒ 同居

來タカツタノダ︒

四158囹

イヲイハツタノデス︒

レカラデス︒
三273︿略﹀わらをむすびつけて 三602アノセミモコノ中ニヰ ここでひろったのです︒
二687テフテフガマフノモコ あるのは︑ほりとらないしるし
ルノデセウ︒
四55︿略﹀︑おちいさんが私の
レカラデス︒
で︑︿略﹀︒
三625園 さあ︑︿略﹀︑みなさん 一
ぶんにつぎ木をして下さった
三88 タベモノデモサガスノデ 三276 ︿略V︑のばしておや竹に
しょに舟を出すのですよ︒
のださうです︒
するのださうです︒
セウ︑︿略﹀︒
三655圏五郎さんの舟には︑て 四63園 こいんきよさま︑そのお
三103私ハガクカウカラカヘッ 三362 タイサウノトキアルキ出 ふてふのせんどうさんがのつ
年でつぎ木をなさるのです
テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ
スノハ左ノ足デ︑︿略﹀︒
たから︑かったのでせう︒
か︒
ミデス︒
三364 ︿略V︑オケイコノトキア三665 ︿略﹀︑水デツパウニナリ
四
66園 孫へのこしてやるの
三151園 一ばんふといのがおや
さ︒
ゲルノハ右ノ手デス︒
サウナノガアリマシタ︒
ゆびで︑︿略﹀︒
三374 ︿略﹀︑左ガハヲ通ルノガ 三705 この黒いもめんのもんつ 四96 キノフ ハ日本國中ノ人
きは私のです︒
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ
三707 ︿略﹀としまのはかまは
がこゆびです︒

三152園 く略V︑ 一ばんほそいの

三155園 それから︑ ︸ばんながい
のが中ゆびで︑︿略﹀︒

うちへかへるのもわすれてゐ

三157園 く略V︑中ゆびとおやゆび 三436

の あ ひ だ にあるのが人さし

ましたが︑︿略﹀︒

三713 ︿略﹀︑はばのせまい黒い
のはおばあさん のです︒

ゆび︑︿略V︒

三717

三158園 ︿略﹀︑中ゆびとこゆび

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ
ノハ私ドモノ學校デス︒

ばんはねえさん

それから︑
あの赤いじゅ

三507車ヲヒイテキタ人ガベ
ンタウデモタベルノデセウ︒

のあひだにあるのがくすりゆ
あしのゆびは︑おやゆ

びです︒

三π3園
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四188園 ナゼナクノカ︒

友だちでも居るのかと

おもって︑﹁おうい﹂とよぶと︑

四307
︿略﹀︒

が私の前を通りました︒それ

ちを見て︑その小さいのにおどろき

見ざる・いはざる・聞かざる

ました︒

といふのださうです︒

五374

はく略﹀人のでした︒

四788其の後間もなく死んだ
のです︒

はじめたのだらう︒

四816園河上の方で雪がとけ

五474それをひろって︑まぶしへう

上げ下しに米がつける︒

五673園私どもの村では︑どうして

親のほねをりが子の時になつ

池を掘らないのでせう︒

五781

てあらはれたのであらう︑︿略V︒

いころすのもかはいさうだと

思って︑︿略﹀︒

五797

四321園 それは山びこです︒だ 四813囹此のよいお天国に︑ど 五463園 米をつくのに︑上にもうす 五786 此の山の杉も庄屋が先に立つ
て植ゑたのださうだ︒
をさかさにつるしておけば︑きねの
うしたのでせう︒
れも居るのではありません︒
四337園 ︿略﹀︑おこっていへば︑

おこって答へるのです︒

五57

何でも汽車に二日二ばん乗通

まだ繭をかける場所をさがし

カウ毎日降ル雨ハドウナツテ
地ノ中台シミコンデ︑井戸水

おとうさん︑町があんなに

だれがけすのか︑虹の橋︒

私のやくめは︑︿略﹀郵便物

これだな︒

を大切にあづかってみて︑これをあ

五907

つめに來る人に渡すのであります︒

ノダサウデス︒

死人だと思ったのでせう︑其のまま

五986 熊が來て︑︿略﹀︑ほんたうの

行ってしまひました︒

五994園熊が君の耳の所へ口を持つ

高くて名高いのは︑どの山

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

どうも分らないのは︑あの

弱い人間がわれわれの仲間を生けど

六276園

ハナイカラデス︒

六132囹私タチノサビルノハ人が使

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六96二心ニハイロくアリマスガ︑

ですか︒

︿略V︑目二見エナイ水蒸氣 六87囹

五627圏

う︒

五爵7園あの青田の中にあるのだら

のですか︒

近く見えてみて︑まだ一里半もある

五636園

デス︒

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

五527

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒
ジヨウ

イヅミ

五526

シマフノデセゥ︒

五506

ならないのです︒

の五六日は夜もろくろくおやすみに

五502おかあさんもねえさんも︑此 五968 ウチノブダウトハ種ガチガフ

てるるのもあります︒

五492

いにはたらいてみるのもあります︒

さうにからだをまげて︑一生けんめ

にかうさんしたてきの大將なのです︒
四865園五人バヤシノ一番右二 ゐます︒
五491 ︿略V繭の中で︑きゅうくつ 五902園 うん︑郵便函といったのは
居ル人心何ヲスルノデセウ︒

五808園 びっくりしてたふれたのだ︒
つすのですが︑︿略﹀︒
四338園向ふで﹁ばか﹂といった 四861園 クワンヂヨノリヤウワキ
ニカザツテアルノデセウ︒
五484 早いのはもう繭を作り上げて 五823 ︿略﹀︑宗任はつい此の間義家
のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

フクロフノ鳴キゴエハ

いったからです︒

四382
︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑﹁ノリツケホウセ﹂ト

しで︑こちらへ着いたのださうです
から︑︿略﹀︒

のでせう︒

道子﹁私が取ったので 五58 ︿略V︑何百里かはなれてみる

鳴 ク ノ ダ トイフ所モアリマ
ス︒

四486園
す︒﹂

︿略﹀︑いぢめたのださうです︒

四488園友一﹁いいえ︒僕が取つ 五66 聞けば級のものが二三人で︑
たのです︒﹂

︿略﹀︑八斗の大蛇の來るのを
とび

これは鶏だよ︒それで金鶏
其のいはれで︑︿略﹀勲章

をぢさんのは功七級だ︒

七級まである︒﹂﹁をぢさんのは︒﹂

五204弔旗の勲章には功一級から功

こロつ

に︑金の鶏をおつけになったのだ︒

五202園

勲章といふのだが︑︿略﹀︒

五176園

待っていらっしやいました︒

五111

ないと思ひます︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

四496園さあ︑つぎのをよみま 五74 僕は自分よりえらい友だちを
す︒

四498園 はい︑取りました︒せん

のも私が取りますよ︒

ルノヲ見ルコトガスキデス︒

四597私バカンナヲカケテ居

四622さをの先の扇をいよ
どんなにか鳴いたのでせ

といふのでせう︒

四686

︿略﹀︑稻も愛もよその

うが︑︿略﹀︒

四755

五205園

此の間さびしいおさう式 五336 此の時何の氣もなく自分のう

よりはよく出直ました︒

四774
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六532

其の五番目の舞姫といふのは︑

かの萬じゅの姫であったのでござい

りにすることだ ︒

ます︒

ギウニユウ

頼朝は其の刀に見おぼえがあ
唐糸といふのは此の女のこと
︿略﹀頼朝の御殿へ行って︑

のでございます︒

六634

し

これには電車も通ってゐます︒

く略V︑綜が細イカラ︑氣ガ

ツカナイノデス︒

其ノキレイナモヤウハ︑ド

ウシテツケルノデセゥカ︒

六765園

コレハ︑ハジメ白地ニオツ

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

我が武士は敵の攻めよせるの

ノデ︑︿略﹀︒

六804

︿略﹀︑又おしよせて潤るのは

を待ちきれず︑こっちからおしよせ
た︒

六837

全く上下の者が心を一にして︑

明らかである︒

六846

此のまこころが神のおぼしめ

國難にあたったのである︒

六848

見せ物小屋で象を見た︒先づ

しにかなったのであらう︑︿略﹀︒

ふみとゴまってみたのは︑み

賊はうまくはかられたのであ

らまつ

其の子はとう

あの學校がたった時︑ う
死んだあの子

︿略﹀死んだあの子が掘取
せつく
義一さん︑それはお節供に

かついで行って植ゑたのだ︒

使ふのですよ︒

六棚7園

つて︑

六991圏

が掘取って︑︿略﹀︒

ちの畠にあったのを

六987韻

に戦死した︒

どもが植ゑたので︑

向って右の落葉松は︑わたしの子

か

六984瞬村の磐田のげんくわんの

る︒

六956

んな藁人形であった︒

わらにんぎやう

六954

大きなのにおどろいた︒

三月二十日︑今日はお花見と 六858
さうして其の明くる年の春︑

いふので︑御殿は人少でございます︒

六603

した︒

はないのかと︑力をおとして居りま

六591

よ
あ﹂︑母はもう此の世の入で

うばと二人で御ほうこうをねがった

六581

でございます︒

六566

つたのでございます

六563

わけがあったのでございます︒

かはるも道理︑これには深い 六768園

六284園 だれだい︑今笑ったのは︒
ハイタツ

︿略﹀︑買出シ一一行クノラシイ︒

六547

六32一 マツ先二出アツタノハ牛乳
配達デ︑︿略﹀︒

ニ
六327 カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑
ヤ ホ

六328

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

八 百 屋 ヤ サ カ ナ屋デ︑︿略﹀︒

六34一
︿略﹀工場へ急 グ ノ デ ア ラ ウ ︒

六376園 いやく︑弓が惜しかった
のではない︒

六385 義纒に此の名を惜しむ心があ
つたので︑何時の戦にも勝つたので
ございませう︒

︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

になって來てるるのは私一人だけな

六404囲 く略V︑私の村から︑今歩兵
のだ︒

舞姫に出ることになったのでござい

六405国

になって來てるるのは私一人だけな

ます︒

あんな小言を言ふ程だから︑
でう

名高いのは三條・四條・五條
の三つの橋でございます︒

六712

此の義指が出車たのだらう︒

六687園

のだ︒

六451園 あ＼︑月日の立つのは早い
ものだ︒

六465 コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ
ニ來ルノデアル ︒

シマフノモアル ︒

六476中外ハ其所デツカレテ死ンデ 六727 人通の多いのは此の大橋で︑
べんけい

義挙・辮慶の五條の大橋は此

よしっね

の川下にか＼つてみるのでございま

六525 ︿略V︑其の中でことに人のほ 六731

す︒

いうぜん

め立てたのは五番目の舞でございま

六764園

の川べりで出來たのでございます︒

あの美しい友暉染は︑もと此

した︒

かの萬じゅの姫であったのでござい

六528 其の五番目の舞姫といふのは︑ 六738

ます︒

七129 ︿略﹀︑ふりかへったのは知ら

妹やお松は何があったのか︑

ない人であった︒

七145

珍しかったのは︑丸山君のざ

笑ひながらしきりに取ってみる︒

七152

るに︑たつのおとしごが一つあった

ことであった︒

から︑大きなのをよったのでござい

七164昏昏の蛤は私どもの拾った中

ます︒

七164団︿略﹀︑大きなのをよったの

変畠やなたね畠の聞にさいて

でございます︒

みるのは︑ことに目立って美しい︒

七174

道ばたや土手にさいてみるの

はこぼれ種であらう︒

七175

これは馬がけがをしないやう

人あるのださうだが︿略﹀︒

七247此のおばあさんにむすごが一

七256

︿略﹀︑近くは乃木大望も︑馬

に︑馬方が上げるのださうだ︒

八寸・九寸などといふのは︑

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

れんぐわ

七273

である︒

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑

七275

︿略﹀︒

町に︿略﹀︑日露戦孚の時

の大將方の名を取ってつけてあるの

七358團

は面白いでせう︒

と

ば

すると︑又鐵砲を上げたのが

ろくのは︑波止場の大きなことです︒

は

七378圏︿略﹀︑來て先づ誰でもおど

七426
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かすかに見えた︒

七429 聞けば今朝から五里の山道を︑
わらちがけで急いで來たのださうだ︒

手をひいてもらふかして渡るのでご
ざいます︒

︿略﹀︑相談は出來ないものと

にのせ︑一人目川へはいって行きま

見きったのでせう︑着物をぬいで頭

七643

校に來て︑皆さんにお話をするのは︑
した︒

七529園 で︑今日此のなつかしい學
何よりもうれしいのでございます︒

おちいさんにきいたら︑二百

全面カラ吸取ルノデアル︒

七935

十日といふのは立春の日から二百十
︿略﹀︑厄日といって︑農家で

日晒の日のことで︑︿略﹀︒

七938

はことに心配するのださうだ︒

此の人だけは自分のために心
ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七984

のでございます︒

いよくない時には︑川の 七981 當時秀吉は伏見の城に居った

︿略﹀︑いた買いたのは財布

ではなくて︑私の命でございます︒

七697園

かくごをして來たのでございます︒

中へとびこんで死んでしまはうと︑

七529園 ︿略﹀お話をするのは︑何 七694圏
よりもうれしいのでございます︒．

七535園私の乗ってみる太平丸とい
ふのは︑長さが六十石倉もある汽船
で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑御威光を借りて豊臣

七悩8園あのせいの低いのが石田だ︒
七柳5園

と記したのでございます︒

く略V︑にごりのある字は二

黄色なのはならやくぬぎで︑
︿略V︑赤いのはかへでや櫻や

小鳥は時々此の清水にのどを

八27

きのこのむらがって出るのも︑

栗のいがのゑむのも今である︒

る︒

八43

︿略﹀︑しひの實が落ちて︑く

すると其のうちに︑僕の見て

ぼたまりにころがり合ふのも今であ

八32

︿略﹀今である︒

八29

である︒

うるほしては︑こずゑでさへっるの

八26

ぬるでである︒

八14

︿略﹀︒

八13

字に敷へるのだから︑︿略V︒

七川8囹

者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

見れば年取つた父といふのが︑ 七佃3園もと此の方には近い親類の

一時は今の二時間にあたるの
︿略﹀眞珠ハ︑此ノ貝ノカラ
虫類モタクサン居ル︒中デ面
海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二
︿略﹀︑全艘が細カニ分レテ︑

︿略﹀︑ニハトリノトサカニ似
︿略﹀︑茶色ノモノハ其ノ中間
二生エテヰルノデアル︒

七873

タノモアル︒

七865

枝ノ檬ニナツテヰルノモアリ︑︿略﹀︒

七865

廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︒

七863

白イノハサンゴデ︑︿略﹀︒

七827

ノ中ニアルノデアル︒

七826

である︒

七778

て居りまして︑︿略﹀︒

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

七742

來たのでございます︒

金をあづかって︑此の財布に入れて

七552園時には鯨が高く潮を吹いて 七713園 ︿略﹀︑仲間の者が國へ送る
みるのを見ることがあります︒
︿略﹀︑はね上ってはおよぎして行く

七555園 何萬とも知れないいるかが︑
のを見ることもあります︒

七563園 見るもの聞くものが︑縛べ
て皆珍しいのであります︒

七578園 深さをはかるのは︑淺瀬に
︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

乗 上 げ な い た め ︑︿略V︒

七579園
のは︑︿略﹀︒

七596園 ︿略﹀は︑船に乗る者に取
つて︑はなはだ大切なことなのであ
ります︒

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

日も水のひくのを待たなければなら

七622 橋のないところでは五日も十
ず︑︿略﹀︒

七632 水になれた人夫の肩に乗るか︑ 七879 ︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ艦ノ

みるのに氣がついたと見えて︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

二匹はく略V︑間もなくかは

八43 ︿略﹀︑じゃれ合ふのを止めて︑

八55

信作が落ちたのにかまはず

いらしいのを一匹つれて來た︒

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八114園

︿略﹀︒

八117園 ︿略﹀︑相手を助けてやった

あなた方の村が勝つたので

のはえらい︒

後に此の話を聞いた者は︑皆

八124囹

す︒

い＼え︑頼まれたのではご

家康の年に似合はずかしこいのに驚

八146

いた︒

八179園

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

ざいません︒

さうして今も其の通りにして

はよくないといふことを説聞かせて︑

八241

︿略﹀︒

八264

此の時太郎が︑炭はどうして

みるのだといひます︒

八299

焼くのかときくと︑︿略﹀︒

八311 ︿略﹀︑後の方に煙出の口を明

かた炭が出來上るのである︒

けるのである︒
けしこ
八319 ︿略﹀︑消粉をかけて消せば︑

ら栽培することになったのだとった

八329 ︿略﹀︑今から千何百年も前か

婦人は大いに喜んで︑夜の明

へてゐます︒

八341

の一の
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けるのを待って︑すぐに其の山へ上
りました︒

八346 婦人は︑これは珍しい︑神様
がおさづけ下さったのはこれに違ひ
ないと思って︑︿略﹀︒

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八381園泣くのもかまはず力まかせ
八394 包の中には白木綿が五十反ば
かりはいってみたのでございます︒
ト止り木二念ツテヰルノヲ見テモ︑

八479 金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

︿略﹀︒

八506 ヒナヲ育テル気団最モ氣が荒
クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ
時デアル︒

八513 おかあさんは取粉をのし板の
上にひろげて︑餅のつき上るのを待
つていらっしゃ る ︒

八664團 此の港には︑十五六年前に
大地震があって︑町は大方こはれた
のですが︑︿略﹀ ︒

フォルニや州に あ る の で す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八671団 サンフランシスコはカリ

もあります︒

八722団中で最も高いのは五十五階

のに驚きました ︒

八742團 二人とも字が上手になった

陸地に出あったのが︑それ程の手が

八759園大洋を西へくと航海して︑
らだらうか︒

のは︑みんな切符ですか︒

八786園 馬手に持っていらっしやる

八789園
のですか︒

八793園

それをみんなうちで納める
これは村の税で︑村の學校
軍隊や︑裁判所や︑外國と

や役場の費用などになるのです︒

八802園

のつきあひや︑其の他いろくの費
縣や國の税も︑村の役場へ

用になるのです︒

八805園
納めれば︑よいのですか︒

村役場で︑村内の家々から

村役場で︑︿略Vまとめて︑

納めるのをまとめて︑それぐへ送

八807園
るのです︒

八808園

それぐへ送るのです︒
ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご

からです︒

︿略﹀︑﹁う﹂を﹁え﹂と間違
こん
へたりするのを︑先生は根氣よく︑

八938

何度もく教へてるられた︒

大將の父は途々義士のことを

の人で︑︿略﹀︒

大弁に話してきかせて︑其の墓に参

八擢6

射したのである︒

内地から來て先つ目につく

や

し

九52国︿略﹀︑其の中でも殊に珍し

のは植物で︑︿略﹀︒

九51圏

は︑︿略﹀︒

人の手本と仰がれるやうになったの

八備1︿略﹀乃木大足が︑︿略﹀︑武

け丈夫になってみたのである︒

八943圏先生︑私の娘にもあ＼して 八価1 當時大將の髄は︑もうこれだ
君等はかうなることは知ら

教へて下さったのでせうか︒

八糊4園

なかったのですか︒

八棚7園食った物をこなして︑之を
血の製造場へ送るのが僕の役目であ
つて︑︿略﹀︒

其の爲に新しい血が出來な

いのはコ・椰子の木やパンの木など

八槻5園

くなって︑かへって君等は自分で苦

らふそく

これから椰子油を取り︑石

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

中デモ面白イノハ︑或動物ノ

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159

のです︒

其の雨水がまた大切な飲料水となる

九79手水の乏しい此の島々では︑

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

けん

九510圏

間もあります︒

コ・椰子は︑高いのは七八

です︒

それではマッチは︑どうして
︿略V︑乾かしたのをそろへて
︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

九53団

しむやうになったのです︒

八価5

マッチの箱に入れる者もあり︑︿略﹀︒

八鵬3

誰が造るのであらう︒

八悩6

いたのであります︒

八845園あちらでも︑あの子のこと 八十5園 これは全く君等が自分で招
ざいました︒

八875囹私は三年ぶりに此の子にあ
ふのでございますが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何のいんぐわで︑
︿略﹀︑︸口も口をきくことが出來な

八877圏

集めて包紙に包む者もある︒

ク︒

お呼びするのは大てい近所

九188

︿略V︑又コチラカラ敵ヲォソ

所血目ツテ此ノ轟ヲドビンワ

フノニモ都Aロガヨイノデアル︒

九164

フノニモ都Aロガヨイノデアル︒

九164 ︿略﹀︑又コチラカラ敵ヲオソ

トデアル︒

質業ガマハリノ物ノ色二似テヰルコ

九159

うちはを造るにしても︑︿略﹀︑

八柳7団

皆これによるのである︒

八柵6

うかるのである︒

銭ぐらゐで費っても︑さうおうにま

したがって一包のマッチを十

がたいそう多くて︑一人々々別々に

い︒

なって造るのとは比べものにならな

おとよ︑お前はものが言へ 八鵬1 分業で造ると︑︿略﹀︑出來高

いのでございませうQ

八887園

指であひつをしたのは昔の

るやうになったのか︒

八893園

口の動き方を見てさとるの

いや︑聲が聞えるのではあ 八鵬3

ことで︑︿略﹀︒

八899園
りません︒

八901園
です︒

しないのは︑あなたの口が見えない

八908園あなた︑此のお子が返事を

345
の一の

リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小
枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ
テワルトイフ意味デアラウ︒

快です︒

九325

しゅんらん

︿略﹀︑春蘭のつぼみのふく

九645

爾舷直といふのは︑特別の務

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

う︒

九703園

しほばら

紅葉と温泉で名高い塩原へ

窓から吹きこむ朝風のひやり

のういん

一時前であった︒

白河を通ったのは昨夜の十

とするのは︑齢程北へ進んだ爲だら

九6910

行くには︑此所で下りるのだ︒

九6810園

に取掛るのである︒

らんだのも見える︒
とである︒
くんれん
︿略﹀日かげが︑若葉の色を 九676 ︿略﹀乗員は︑ これから訓練

下に投げるのか︑手もうす緑︑足も

九3210

形ガウマク出置テヰルノハ︑印度二
うす緑︑帯も着物も糾うす緑︒

九198 シカシサラニコレヨリモ色ヤ
産スルカマキリノ一種デアラウ︒

やうやく清水まで來て︑手の

︿略﹀︑土といふありがた

にいさんたちの分もわた

なあに︑もう一度出直すの

二の年だつたさうだ︒

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

九514園︿略﹀︑此の町へ始めて奉公

しが働くのだ︒

九492団園

御ほうびを下さるのだ︒

いものが︑めいくの骨折に摩して︑

九486団園

れるのも︑︿略V︒

九751

仙皇に着いたのは午前の三
﹁松島は︒﹂﹁仙皇から三つ

汽車は此の邊からあの川に
あのふもとに有名な小岩井
山畑に稗の作ってあるのも珍

北海道に渡る人は︑停車場に

下北半島だ︒

東京から此所までは四百五

績いた乗船所から汽船に乗るのであ

九766

る︒

九769囹

大人の握りこぶし程の大きな

十六哩もあるのだが︑︿略﹀︒

のもあれば︑︿略﹀︒

九793

九794 ︿略﹀︑雀の卵ぐらみなかはい

となりでは︑董がくさって引・

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

九796

ほって︑︿略﹀︒

﹁ちいさん︑今度は何で

びしゃもんてん

九835金園

にいさん︑空にはあんなに

すか︒﹂ ﹁毘沙門天を刻むのだ︒﹂

たくさん星が見えますが︑少しも動

九854園

それに︑たくさんの星の中

さうだ︒動かないのだ︒

かないのですか︒

九855囹

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

九866園

らないのがあるから︑︿略﹀︒

のだ︒

九867園 ︿略﹀︑まことに都合がよい

︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花 九871園 でも︑︿略﹀︑それを見つけ

るのに大流でせう︒

九876囹あれごらん︑︿略﹀︑七つの

置を知らせてくれるのだ︒

の星があって︑何時でも北極星の位

と
︿略V︑所所に放し飼の馬の群 九874園 ︿略﹀︑北斗七星といふ一群

のまばらに見えるのも面白い︒

九748

しく︑．︿略﹀︒

九746

農場があるのだ︒
ひえ

九742園

ついて︑北へくと走るのだ︒

九731園

目の松島騨で下りるのだ︒

九715園

時で︑︿略﹀︒

九7010園

とよんだのは其所のことで︑︿略﹀︒

九484団園米が出題るのも︑委が取 九707囹昔準則といふ人が︑﹃︿略﹀︒﹄

が︑︿略﹀︑御ほうびを下さるのだ︒

れるのも︑土といふありがたいもの

九484団園米が出來るのも︑萎が取

つ点け様に飲んでみると︑︿略﹀︒

切れるやうにつめたいのを二三ばい

九209 ︿略V︑タヤスク見トメラレル 九354
方ガカヘツテ安全ナノデアル︒
くわう

九242囹 ︿略﹀︑新しい鑛山を開い
たりする爲に︑此の山中へ來たので
ある︒

︿略﹀︑此の學問を大成する

︿略﹀農學は︑朝露の望通り︑

のがお前の役目だ ︒

九269園
九291
信淵に至って大成したのである︒
︿略﹀︑海のやうな湖から流れ

る大きな河が︑一大絶壁をみなぎり

九296

落 ち る の で す か ら︑︿略﹀︒

九301 右にあるのがアメリカ瀧︑左
に あ る の が カ ナ ダ瀧で︑︿略﹀︒

九302 右にあるのがアメリカ瀧︑左
に あ る の が カ ナ ダ瀧で︑︿略﹀︒

です︒

九305 ︿略V︑此の二つを合はせてナ 九544囹
イヤガラの瀧といふのです︒

僕は今日其のえらい社長さん

れてるるのが見えた︒

青々とした波の上に︑貼々と
白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか

これ等の仕事は︑陸上の家で︑ 九755
毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

星が並んでみるのが見えるだらう︒

九757園海の向ふに遠く見えるのが 九891園あ＼あの一番高い杉の眞

り見て來た目に殊さらうれしかった︒
︿略﹀︒

雨戸をくるのとかはりはないが︑

九634

に會って來たのだと思ふと︑︿略﹀︒

九561

あんなりっぱな會社にしたのだ︒

九313 ︿略V︑もうくと立ちこめる 九558園 ︿略﹀︑追追に大きくして︑
水煙の間から近く瀧をながめるのも
︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ

よく︑︿略﹀︒

九315

の方からはるかに全景を見渡すのも
面白い︒

殊に遊覧 船 に 乗 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に牡

九318

の一の
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上の所にあるのが北極星でせう︒

うちの方をふりかへると︑井

であらう︒

戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ

九9010園 私も齢程前に讃んだのです 九撹1
から︑くはしい事はおぼえてゐませ
てるるのが目につくQ

おかあさんは︑﹃︿略﹀︒﹂と

言ってゐられるが︑まだ其の折に出

九佃10園

︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

會はないのだ︒

九伽3

オ館リニナツタノダラウト思ツテ聞

んがね︒

イテミタ︒

今日午後四時ノ汽車デ又出
ドウシテオ蹄リニナツタノ
トウヘウ

︿略﹀︑投票ノ爲二蹄ツテ來

オトウサンバ二二投票ナサ

今日投票ノ爲二婦ツタノモ
く略V︑選憂人トシテカリソ

︿略﹀︑メイく自分ノ適當

く略V︑ソンナ事ヲスルノハ︑
道雄ノ學校デハ︑︿略﹀︑近々

十138園

郷里の青年諸君がこんなに

ノデアツタ︒

後任ノ選暴ヲスルコトニナツテヰル

九二3

選畢ノ趣意ニソムイテヰル︒

九槻9園

ンタウノ忌避・トイフモノダ︒

ト信ジテヰル人二投票スルノガ︑ホ

九槻5園

シテワザく鶴ツテ來タノダ︒

メニモスベキ事デハナイカラ︑カウ

九槻3囹

出隅ノ時カラノ量定ナノダ︒

九捌7園

出護ノ時日ラノ鑑定ナノダ︒

九梱6園今日投票ノ爲二手ツタノモ

ルノデス︒

九梱1囹

へダむ
タノ

九伽10園

デスカ︒

九伽8園

カケルノダ︒

九伽7園

ンダノデスカ︒

オトウサン︑御用船モウス

午後には弟と天神山へきのこ

︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち

九伽5園

今年はなり年なのだ︒

取りに行くのだ︒

九槌4

九9110園 此の大熊こそは︑先にジュ 九鯉2

ノーに形を攣へられたおかあさんの
カリストだつたのですが︑︿略V︒

九926囹

兵士たちはく略﹀︑今かく
北風は︑主人の手がかうして

つたから︑︿略﹀︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価6

と命令の下るのを待ってるた︒

九悩4

︿略﹀︑すぐに親子の者を天 九欄3 ︿略﹀︑戦場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

せっけい

へ連れていって︑大熊座と小熊座に
なさったのださうです︒

九943 中でも面白かつたのは大雪渓
のお話です︒

九956園 登山者はかんじきをはいて︑
︿ 略 ﹀ ︑ 此 の 坂 を登るのです︒

かまへてみた︒

馬はどれも言張りきって︑

早くすべるのですから︑實に壮快で

九962園 ︿略﹀︑急な坂を矢のやうに 九欄4
した︒

中でも一番目ざましかったの
しふげき

中尉は︿略﹀︑敵陣が間近に
北風は︑主人の腔がくらの上
しかし聞えるのはかすかな息

軍人となって︑いくさに出

お前の残念がるのももっと
纏べて上官の命令を守って︑
自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九冊7園

もだ︒

九佃3囹

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

九脳9園

づかひばかりであった︒

九㎜10

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九㎜1

なったのを見て︑︿略﹀︒

九佃5

は最後の襲撃︒

九971園 あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑ 九四9

此のあたりから頂上へ登る途中のは
︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

ひ松の間に居るのです︒
九9910

言って残して置いたのが︑今日はも
う熟しきったやうな顔をして︑︿略V︒

慢言6 其の隣の畠にしやうがが︑

ば

︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも
美しい︒
そ

九欄10 山のすその方があちらこちら
白いのは︑蕎褻の花であらう︒

九棚8 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や
どぢやうを取るのであらう︒
ふな

九棚8 ︿略V︑鮒やどぢやうを取るの

まじめになって來たのは︑何よりう

れしい事です︒

く略V︑はじめて青年團の規

約を見た時は︑其のと＼のってみる

十147園

のに驚いて︑︿略﹀︒

十149囹 ︿略﹀︑これがまじめに實行

されてみるかどうかと︑少し氣にな

︿略﹀修養にも蟹行にも︑

つたのでした︒

骨を折ってをられるのを︑うれしく

十153園

思ひます︒

それにつけても︑諸君にも

大いに奮即していたゴきたいのです︒

十157園

のは昨夜七時でした︒

十163團宮本の伯父様の所に着いた

るのが危瞼なやうな氣がしてならな

十172囲 ︿略﹀︑やはり馬のそばを通

まだせりが配るのに間があ

かったが︑︿略﹀︒

十給2団

るといふので︑︿略﹀︒

來てるるのもたくさんにあります︒

十186夢中には︑母馬がつきそって

十201圏 ︿略﹀︑泣きながら豆やにん

じんをやったり︑くびや背をなでた

せりの始つたのは十時頃で

りしてみるのもあります︒

した︒

十205囲

二年の年月苦勢して育てて

來たものが︑急に見ず知らずの人の

十219国

手に渡ってしまふのだから︑︿略V︒

惜しむのも︑もっともな事です︒

十2110圏︿略﹀︑飼主が泣いて別れを

347
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︿略﹀︑直上も一頭四千圓・

五千圓といふ高いのがあるさうです︒

十224圃

したのは︑主として︑最新の學理を
鷹用したからであった︒

は︑︿略﹀世界の航路に大きな憂動

しかしパナマ運河の開通以來

ら ば つ て ︑ 或 は 軍馬になり︑︿略﹀︑

を生じたのである︒

十227団 これ等の馬が日本全国に散 十379
或は耕馬になるのださうです︒

十229勤皇は今日此所に來て︑飼主 十437園︿略﹀︑來年の秋はもう眞白
ば

な呉羅の花で︑此の地面が埋まって

そ

たちがあんなにかはいがってみたの
しまふのだ︒

︿略﹀柿の色の美しさに打た

其の夜喜三右衛門は窯の前を

十508墨糸までは横町の小さい家だ

けるのを待ってるた︒

離れないで︑もどかしさうに夜の明

十485

くなったのである︒

れて︑もう立っても居ても居られな

十459

を見て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑店の看板にも馬がか

いてあるのがよく目につきました︒

十236団

十238囲 別封の給葉書も錦りに買つ
たのです︒

十263園私は︑とても人の死ぬのを
じっと見ては居られません︒

つたが︑今度はあ﹂いふりっぱなの

十285 かうしてボートは再び荒波を
切りぬけて︑燈皇に蹄り着いたので

︿略﹀︑今度はあ﹂いふりつ

を建てたのだ︒

㎜腔︑なぜお金を預けるの

銀行の預金には定期預金と
銀行の預金には定期預金と

南大門騨で下りるのです︒

門があって︑出入口になってみたの

貸附の利子は預金の利子よ 十741囲 ︿略﹀︑その戸々にかういふ

附けるのだ︒

ださうです︒

十538園

り高くしてあるから︑其の差だけが

出して見えるのは實にきれいです︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

十766毒すみきった空氣の中に煉瓦

銀行の質入になるのだ︒

鳩を通信に使ったのは︑齢程
それ故鳩の腔に手紙を附けて

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

十548
十557

中に編入されたのださうです︒

十771団 ︿略﹀︑今では龍山も京城の

普通早書鳩を使用する方法は︑ 十783圏 面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

放せば︑容易に通信が出孕るのであ
る︒

暖さがほとんど規則正しく交替する

十5510

一定の飼養所から他の土地に連れて

坑内に馬が居るのは不思議だ

ことです︒

石炭を運ぶために飼はれてるるのだ

十828 ︿略﹀︑聞いてみると︑これは

と思って︑聞いてみると︑︿略﹀︒

十826

行って︑飛蹄らせるのである︒
︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

つて食物を取るやうに馴らして︑其

十568

︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせ

の往來を利用するのである︒
十577

種々の品物が遠く外気から輸

さうです︒

聖職孚の時戦線から戦状を報 十865

て︑其の中に入れるのである︒

入されるのは︑主にこれ等の事情か

十584

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

︿略﹀︒

十942園

どうしてそんなに言ひにく

誠にやさしいやうだが︑そ

其の近道といふのは田のあぜ

お前はどうしたのだ︒

と固く禁ぜられてるたのであるが︑

十936 太郎は前から父に︑﹁︿略﹀︒﹂

道で︑︿略﹀︒

十933

れで中々言ひにくい場合があるのだ︒

十929園

いのです︒

十926囹

は手管が次第に盛になる印である︒

輸出入の額の増加して行くの

らである︒

汽車で京城へ來る人は通常

十889

のも其の一つである︒

あ＼︑あのかはい㌧鳩が︑
︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

十591

此の大雪に︑どうして出か

んで行くのを見たならば︑︿略V︒

けたのか︒

十6010園

お志は有難いが︑そんなり
つばな鉢の木をたくのは︑どうぞ止

だから當分使ふ見込のない︑ 十666園

しかし此の三本だけは︑其

まとまったお金は定期預金にした方

十736国

置いたのでございますが︑︿略﹀︒

の頃のかたみとして︑大切に残して．

十671囹

めて下さい︒

一嵩︑銀行は人からお金を

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十536園銀行は有鯨ってみる人から

預ってそれをどうするのですか︒

十531囹

がよいのだ︒

十529園

いふのと當座預金といふのがある︒

十522園

いふのと髪座預金といふのがある︒

十521園

ですか︒

十513園

ぱなのを建てたのだ︒

十508園

ある︒

十319 そこで此の運河は︑非常に攣
つた仕組に出來てるるのである︒

十323 高い土地の上に水をた＼へた
のであるから︑︿略﹀︒

十349 かうして前後三段に上った船
は︑海面より約二十六メートルも高
い水面に浮ぶのである︒

十352 ︿略﹀︑此虜を切通すのは非常
な難工事であったといふ事である︒

十359 此庭から又掘割を走って︑終
に洋々たる太西洋に出るのである︒

十367 最後にアメリカ合衆國は︑
︿略﹀︑我が大正三年︑遂に之を造り
上げたのである︒

十369 米國が此の運河を造るに成功
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十943園 かねてあぶないといって置
いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

十948園なぜ其の時﹃︿略﹀︒﹂と︑
きっぱりことわらなかったのか︒

十949園 僕は再三ことわったのです︒

にほひのよいのや︑色の美し

てるるのだ︒

十悩9
にほひのよいのや︑色の美し

いのや︑︿略﹀︒

十脳10
いのや︑︿略﹀︒

にさしてみたい︒

どれを見てもどれを見ても︑一枝髪

十953園 ︿略﹀︑何糞のくらみの事が 十三10 ︿略﹀︑形のかはいらしいのや︑
こはいものかと︑自分から先に立つ

一度此の中にはいると︑ま
外はさっきよりも一そう風が

た寒い虜へ出るのがいやになるね︒

十価6園

こんなに早く咲くのだ︒

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

︿略﹀︑﹃い＼え︒﹄といふ言 十価5園此の温室は南を受けてみる

て渡ったのです ︒
十958園

葉は言ひにくいのだ︒

十9510囹 それから又︑書写私が聞い
た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい
はなかったのだ︒

︿略﹀︒

もりが髄内深くくひ込んで︑

汽車で二日市騨に着いたのは
︿略﹀︑山畑の其楽髪虜に野梅

宮中の御宴の事を思ひ出して

るのも珍しい︒
ぎょえん

後日︑人が主人に向って︑ど

望遠鏡で見ると︑太陽の表

の青年をやとふことにしたのです︒

十一29

面は全部が一様にかゴやいてみるの．
ではなく︑︿略＞Q

きよ
︿略V︑たゴ其の距離の遠い

︿略﹀︑太陽に到着するには

ために︑あんなに小さく見えるので

十一39
ある︒

十一43

租界といふのは居留地の一

八十七年か＼るのである︒

十﹇91

貿易上最も重要な關係をも

種で︑︿略﹀︒

十﹁114

つてみるのは︑日・英・米三國で︑
︿略﹀︒

三月の末になさるはずであ

︿略﹀︑お取込があったため︑

つたのが︑︿略﹀︒

十一148
十一149

私が來たので︑すぐしまは

今まで延びてみたのださうです︒

をまとめたくなりましたが︑︿略﹀︒

十一158 ︿略﹀︑私のは置場所をきめ

成程︑かういふ風に分類

ておかなかったので︑︿略﹀︒

してそろへておけば︑いつ取出すの

十﹁164園

にも便利だ︒

整頓といふのは髄裁をつ

ともとの場所へお入れになるのださ

十一171 ︿略﹀︑取出したら後できつ

うです︒

此のやうに︑人々相互の間

くることではなくて︑むだをなくす

十一184園

ことだ︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一196

ひ︑︿略﹀︒

十一207 ︿略﹀︑検事といふ役人が原

かういふ風に︑三回くりか

告に當るのである︒

へして裁判してもらふ事の出來る組

十一216

織になってみるのは︑つまり裁判を

十一1410

うとなさるのを強ひて止めてお手傳

裁判を行ふのは判事の職務

念入にするためである︒

此の世を︿略﹀︑平和な︑

に見えるやうな氣がする︒

若木が勢よく立並んでみるのが︑目

十一3510 ︿略V︑四五尺にのびた杉の

的である︒

秩序正しい世の中にするのが其の目

ちつじょ

十﹁225

ある︒

者の虜罰を求めるのは検事の職務で

十一218 ︿略﹀︑國家を代表して犯罪

であり︑︿略﹀︒

十一217

をしましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑成績物を一枚も無く

なさずにそろへていらっしゃるのに

十一151

のぶ子さんは︑︿略﹀︑學年

驚きました︒

十一153

︿略﹀︑其の始末のよいのに

の終におまとめになるのださうです︒
十一155

成績物は一つ一つ自分の

感心してしまひました︒

十一156園

︿略﹀︑私も急に一年からの

力のこもったもので︑皆一生の記念
十一157

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ
かういふ貼から︑︿略﹀︑あ

になるのだ︒

三尊3圏

になったのかと尋ねた︒

十梱8

詩を作られたのも此虜であらう︒

十㎜4

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

十柵7

︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

の咲きこぼれてみるのも面白く︑

十佃6

午前の八時︑︿略﹀︒

十備8

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒

髪冠4

る向ふの木がひどくゆれる︒

強くなったのか︑ガラス越しに見え

十962園 僕何だかきまりが悪くつて︑ 十価8
さう言へなかったのです︒

十川6園 熱帯地方から持って來たの
だから︑︿略﹀︒

十川8園 ︿略﹀︑かうして年中六七十

度以上の暖さの虜に置かなければい
けないのだ︒

十棚10 たくさん咲いてみる中で一番
美しいのは︑︿略﹀︒

十撹7圏此の袋で轟をとるのだ︒

︿略﹀︑赤や黄や青や紫のまだ

かと思はれるやうな葉もあれば︑

十佃6 成程︑緑色の言書で作ったの

︿略﹀︒

十拳7

らの美しいのもある︒

十悩2 ︿略﹀名を聞いてみたが︑實
物を見るのは始めてである︒

へ送って︑適業に暖めるやうになつ

十悩5園 其虜から熱い湯を管で各室
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十一364 地縛の中の薄緑に染めてあ
︿略﹀︑朱線で園んであるの

る の が 一 昨 年 植 付けた虜︑︿略﹀︒

十一365
が 今 年 伐 採 す る 虞︑︿略﹀︒

十一371園 こんなに間をおいてよい
のですか︒

︿略﹀︑此の邊では太材を

取る方が利益だから︑かう間をおい

十一375園
て植ゑるのだ︒

十一379 植付けた苗木の枯れた庭へ
補習をするのは︑翌年一回だけだと
いふから︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ 今 年 は も う し な く と

もよいのであらう ︒

十一3710

︿略﹀木が競孚するやうに︑

しんを立ててすくすくと延びてみる

十一383
のを見ると︑非常にうれしい︒

十一384 木でも見下されるのがいや
なのか︑︿略﹀︒

十一384 木でも見下されるのがいや
なのか︑︿略﹀︒

十一386 ︿略﹀︑こずゑの差が段々少
くなって行くのも面白い︒

十一403

︿略﹀あの杉や檜は︑何時
使ひみちによって︑三十年

になったら伐るのだらう︒

十一404
目から五六十年目ぐらみの間に伐る
のださうだから︑︿略﹀︒

今年伐るはずのは︑おとう

︿略﹀︒

︿略﹀ゴム液は︑流れて下

のコップにたまるのである︒

十一529

︿略﹀コップにたまった液
︿略﹀︑次に藥品を入れて固

を集めて歩くのである︒

十一532
十一535

まらせ︑機械で薄くのして乾かすの

十一406

である︒

︿略﹀︑先つ目に入ったのは︑

書がけるが如く美しき山の︑

明治十六年こ＼に十三戸の

十一635 ︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

町も十町も長々と薄いてるるのが少

くない︒

類ばかりで︑︿略﹀︒

十一659 ︿略﹀︑火を使用するのは人

火の熱は︑初め主として食

物を調理するのに用ひたもののやう

十一672

であるが︑︿略﹀︒

燈火としては︑初め松の木

かくして人は︑暗黒の世界

第当座の僧は︑二人とも規

望がかなって︑宣長が眞淵

古い言葉を調べるのに一

古い言葉を調べるのに一

番よいのは萬葉集です︒

十一754囹

番よいのは萬葉集です︒

十一753園

問の道をたどってみるのである︒

十一科4年こそ違へ︑二人は同じ學

のは︑それから敷日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一737

さるのださうです︒

十一718園 ︿略﹀︑これから参宮をな

かりだ︒

十﹇705男物を言はないのはわしば

則を破ったのが不快でたまらない︒

十一6910

びかれて來たのである︒

からだんく光明の世界へと︑みち

十一683

たが︑︿略V︒

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十一679

すのに大切なものとなってみる︒

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

之をそれぐ用途に慮じて︑ 十一677 ︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑
︿略﹀︑中にもうれしさうに

︿略﹀︑どうしたのか急に相

︿略﹀聲を限りに叫んでゐ

其のうちに二人はふかの來

砲手はその結果を見るのを

るのに氣がついた︒

十一5610

夢中で泳ぎくらを績けてるる︒

るが︑二人の耳にははいらぬのか︑

十一567

手にぬかれて︑︿略﹀︒

十一555

年であった︒

見えたのは︑十三四になる二人の少

十一552

更に加工するのである︒

＋一53

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

今年伐るはずのは︑おとう

︿略﹀︒

十一407

一腔ゴムは何からどうして

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑
︿略﹀︒

十一496

これには種類が多く︑一番

造るのであらうか︒

十一501

︿略﹀︑一番よいのはパラゴ

よいのはパラゴムといふのである︒
十一501

ブラジル邊でゴムを製造す

ムといふのである︒

十一506

るには︑山野に自生するゴムの木か
ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

十一628

サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

だけ

或は右に或は左にあらはれるのは︑

十一621

大きなふかの死髄であった︒

十一587

おそれるやうに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先づ森林を即下って︑ 十一584

其のあとに種をまくか︑又は苗木を

十一518

植付けるのであるが︑︿略﹀︒

のである︒

農家が移住して來たのが此の町の始
りであった︒

りっぱな町となったのである︒

元來ゴム液は︑︿略﹀乳管 十一632 それが今は︿略﹀を算する
組織といふ所から出るのであるから︑

十一526

つけることをいふのである︒

十一524

︿略﹀︑木の幹に小刀で傷を

の幹に小刀で傷をつけることをいふ

十一522切付といふのは︑︿略﹀︑木

のを防いだり︑︿略﹀︒

十一389 ︿略﹀︑今まで爾方の枝と枝 十一521 ︿略﹀︑虎や象の荒しに來る
と組合ってみたのが急に間がすいて
如何にも氣持よささうに見える︒

十一398 それから始めて聞いて面白
いと思ったのは︑枝打をしないと木
に節が出曇ることである︒

十一401 生きた枝でも枯れた枝でも︑
其のま＼にしておくと︑︿略﹀︑其虜
が節になるのだといふ︒

の一の
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︿略﹀︑人間は實に種々様々

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一759園 た窒注意しなければなら
とです︒

十一787
なものを使用してみたのである︒
思ひつき︑︿略﹀︑遂に今のやうな貨

十﹇η4 それで金属を用ひることを
幣を造ったのである︒

十一797 今では世界各國︑貨幣・紙
幣を用ひない國はないのである︒

あ＼五海里の海上を僕

も泳ぎきることが出來たのだ︒

十一873園
十一884園 おとうさん︑二百十日は
立春から二百十日目に當るのですね︒

十一9010園 おとうさんが毎年潮干狩
にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て
知るのだ︒

十一911園 ︿略﹀﹃月齢﹄を見て知る
のだ︒

十一921 僕はよく年寄の人が新の幾
日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出
して︑其の事を父に尋ねた︒

十一926園 どうして太陽暦を用ひる
︿略﹀︑それを利用しない

やうになったのですか︒
十一944園

でるるのは寳の持ちぐされだ︒

︿略﹀︑又此の手段に動かさ

年時代の苦心のたまものである︒

十一柵6

れたりするのは︑自治の精神に全く
本當に自治の精神に富んで

反するものである︒

十一価9
みる者は︑︿略﹀︑決して私心をもた

又産業組合を設けたり︑

ないのである︒

十一備9

其の一つくが日の色にはえてくつ
きりと浮出てみるのが見える︒

あれは港の親船へ蜜柑を運

んで行くのであらう︒

十二219

昔は個人の利益を螢むのが

彼等が町人といって賎しめ

商業であると思はれてるた︒

十二2310

十二243

られたのも其の爲であらう︒

だけあると思ひました︒

十二305圏市街を見物して私の特に
感心したのは︑市民が交通道徳を重

汽車でドイツの國内には

んずることです︒

十二347囲

いったのは朝まだほの暗い頃でした
が︑︿略V︒

き終ったのも氣附かぬくらみ︒

十二唱4 ︿略﹀︑唯ぼうっとして︑ひ

きロつ

ベートーベンの﹁月光の

曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十二455

おいらせ
湖の水は東岸から奥入瀬川

のは此の曲である︒

十二田5

となって流れ出るのであるが︑︿略﹀︒

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二5110 これは主として周園が山で︑

ます
今日鱒の産地として世に知

申してみる︒

自分の置かれたのは︑仕事

られるやうになったのは養魚纒螢の

十二524

賜である︒

皇の上に乗ってみる小さなふたガラ

十二533

スの中で︑︿略V︒

かちくと氣ぜはしいのは

置時計で︑︿略﹀︒

十一一539

十一一539 ︿略﹀︑かったりくと大や

十二567

↓かどの役目を勤めて世

時計師は︿略﹀︑出して置

足は無さそうである︒

間の役に立つのに︑どれもこれも不

十一一549園

中に︑︿略V︒

かれるのであらうなどと考へてるる

十一一543 ︿略﹀︑これはどんな虜に置

のであらう︑︿略﹀︒

十一一542 ︿略V︑あれは何の役に立つ

く略V大戦後における自 うなのは柱時計である︒

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

十二353団︿略﹀︑私は今更ながらド

ひへい

十二357圏

國の疲弊を回復するため盛に活動し
てるるのには全く敬服しました︒
︿略﹀︑演奏會へ行って聴い

てみたい︒﹂と︑情ないやうにいつ

十二384

てるるのは若い女の聲である︒

︿略﹀ピヤノによりか＼つ

口で聞いたのですが︑︿略﹀︒

十一一401園實はその︑今ちよつと門

てるるのは妹であらう︒

十二393

嬉してるる︒

十一一248

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二5110 これは主として周園が山で︑

︿略﹀此のやうな考を持つ

のは︑皆公共心の嚢動であって︑

︿略﹀︑風俗の改善等に務めたりする

かも其の敷量の敷限りもないのは︑

制度を運用するのは人であ

昔イギリスの或大きな農場

︿略﹀︑種々の材料を集めて

さすがに世界の大博物館といはれる

のは︑大きな誤といはねばならぬ︒
ちん
十一一301團 陳列品の多種多様で︑し

︿略﹀︒

十一術3
る︒

十一柵8
かん

で︑農場主が大勢の人の耕作するの

僕はおとうさんから︑

を監督してみた︒

十一佃3園

僕は︑︿略﹀とおとうさ

︿略﹀と言ひつけられてるるのです︒

十一伽10囹

んに言はれてるるのです︒

最初にはいったのは原料を
取分け美しかったのは電燈

調合するところで︑︿略﹀︒

十一捌8
十一伽2

早速爾手に一匹つつつかむ

の笠で︑︿略﹀︒

十ニー110

彼が︿略﹀本國を出嚢した

と︑又一匹攣ったのが見えた︒

十ニー29

のは︑二十三歳半時である︒

十一973 ︿略﹀︑路の遠いのは少しも 十ニー26
いとはず︑︿略V ︒

十一997 書の仕事の合間に讃むのは

である︒

黒い程こい緑の葉の間から︑

本國に婦つたのはそれから五年の後
十一一209

勿論︑︿略﹀︒

れるやうになったのは︑實に此の少

十一梱5 彼が他日く略V萬人に仰が
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のう一のうぐごや

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二568園誰だ︑仕事垂の上をかき
廻したのは︒

十二569園あ＼いふねぢはもう無く
なって︑あれ一つしか無いのだ︒

十二573 それでは自分のやうな小さ
な者でも役に立つことがあるのかし
らと︑︿略﹀︒

であった︒

十二586 しかも一番喜んだのはねぢ

を占めたために︑此の時計全廃が再

十二596 ねぢは︑自分が此庭に位置
び活動することが出來たのだと思ふ
と︑︿略﹀︒

した︒

十二603園 工合の悪いのは其の爲で
十二605園 自分もほんたうに役に立

く略V︑ひたすら父上を大

︿略﹀︑わしはそれが知り

つてみるのだ︒

たいのだ︒

十二666園
十一一679園

事に致すのを此の上もない仕合はせ
と存じてをります ︒

十二689園私は胸にある事が十分に
言へないのでございます︒

十二693園 どうしたのだ︑コーデリ
ヤ︒

十二695園父上︑私は唯ほんたうの
︿略﹀︑コーデリヤの簡軍な

事を申し上げてみるのでございます︒
十二709

答の中にも十分隔心のこもってみる
のを認め︑︿略﹀︒

︿略﹀準備が整ってみない

といふのを口實にして︑︿略﹀︒

十一一718

其の上我が國の美しい風景

た素質があったからである︒

主として我々里民にそれだけすぐれ
十二悩5

︿略﹀︒

九2410園

書置様は佐藤の家の農學の

しかしわたしの四十年の骨

本をお開きなされ︑︿略﹀︒

九266囹

やがて眠から畳めた王は︑

幾分氣も静まったのか︑﹁転落は何

十一一745

︿略﹀︒

さうして終に當代第一の農學

︿略﹀歓庵檬が︑國利民福

くわんあん

と農業との關係をお調べなされたが︑

九251園 ︿略﹀︑元庵檬はおもに氣候

づきになって︑︿略﹀︒

の本は農業を盛にするにあるとお氣

九225囹

のうぎょう ﹇農業﹈︵名︶4 農業

信淵に至って大成したのである︒

九2810 ︿略﹀農芸は︑工芸の望通り︑

の大家となって︑︿略﹀︒

九287

だでなかったと思ふ︒

折は︑農學の進歩の爲には決してむ
櫻の花の一時に咲き一時に

や温和な氣候は︑︿略Vやさしい性

︿略﹀︒

ける討死を無上の名答としたのがそ

十二糊1

︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

散る風情を喜ぶのがそれであり︑

ふぜい

十二佃9

情を育成するのに與って力があった︒

一心わしは今までどうし

虜だらう︒

十二748園
涙をこぼしてくれるのか︒

てるたのだらう︒

十二755囹
︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ

の來るのを見張ってみる︒

十二782

のういん

れである︒

のう

そこで天皇が之を裁可せら

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十二898

のういん

←はちじゆうにおがわのう
のういん
﹇能因﹈︹人名︺1 病因

律が出來上るのである︒

十二925園人は何の爲に此の世に生 九704囹昔能面といふ人が︑﹃︿略﹀︒﹄
とよんだのは其所のことで︑︿略﹀︒

︿略﹀︑二百十日といふのは

のうぎょうしゃ

業者

﹇農業者﹈︵名︶1 農

くわん

農業者は多く古い習慣に

﹇農具﹈︵名︶1 農具

二番が農具小屋から︑鍬・シ

ヤベルなどいろくの道具を出して

九785

小屋

のうぐごや ﹇農具小屋﹈︵名︶1 農旦ハ

︿略﹀︒

識をいれて︑新式の農具を底ひ︑

十一652 ︿略﹀︑此の邊では新しい知

のうぐ

なつみやすいものであるが︑︿略﹀︒

十一餌10

此の邊の農業は絡べて規模

全村農業を以て生計を立つ︒

十悩7図

農學

が大きい︒

︿略﹀︑厄日といって︑農家ではこと

農家三アハ種蒔・︿略﹀等

十一633
七佃6図

に心配するのださうだ︒
タネマキ

七937

二時の如きは︑繹迦が山の のうか ﹇農家﹈︵名︶3 農家

れて來たのか︒

十二979

︿略﹀︑神宝に堅くちかって

下にみるのを見附けて︑︿略﹀︒

十二鵬2

︿略﹀︑あのやうなまねをし

此の仕事に着手したのであった︒

ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシテ︑日

十二鵬10

て︑人をろうらくするのであらうと

ヲ定ムルコト多シ︒

明治十六年こ﹂に十三戸の
りであった︒

﹇農学﹈︵名︶6

︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

しかし此の農學といふ學問
両方から調べて行かねばならぬので︑

は︑種々様々の事を︑實地と學理の

九229園

りっぱな書物もお書きになった︒

︿略﹀︑始めて農學をお修めになり︑

九226園

のうがく

くわんあん

農家が移住して來たのが此の町の始

十一628

いふうはさが立つた︒

エヂソンが炭素線の電燈
を獲明したのは四十年ばかり前のこ

十二柵10園

安芳は今日こそ最後の確答

とであったが︑︿略V︒

十一一櫛6

を得ようと決心して︑西郷をおとつ
︿略﹀︑西郷が後に績いてる

れたのである︒

十二梱4

るのを見て︑︿略V︒

我が國が︿略﹀世界五大國
の一に敷へられるやうになったのは︑

十二麗9

のうさぎ一のきば
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來た︒

のうさぎ

﹇野兎﹈︵名︶1

野ウサギ

カツシヨク

八798園

それからこれは國の税で︑

︵感︶−

なうく

納税告知書としてあります︒

なうく︑旅のお方︑おも
納付

なふふ

﹃一月二十日限り當役場へ

﹇納付﹈︵名︶！

納付﹄

なふふ

八783園

のうふ

どり下さい︒

十留4園

九173 北國二住ム野ウサギや高山ノ のうのう

上二居ル雷鳥ハ︑夏蔦褐色デ︑

農産

︿略﹀︑冬山ナツ テ 雪 が 降 り ツ モ ル ト ︑

﹇農産物﹈︵名︶2

眞白班ナル︒

のうさんぶつ
物

フォルニや州にあるのですが︑此の
を塗り︑船頭の舟をこぎ︑農夫の田

八286図大工の家を建て︑左官の壁

八678團 サンフランシスコはカリ のうふ ﹇農夫﹈︵名︶6 農夫
州は︿略﹀︑いろいろな農産物に富

︿略﹀︑もう沿道の田畑に

或時︑父王と共に城外に出

︽ーレ︾

ノキ

軒

︿略﹀︑我々もあのくさり戸
ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

十二佃5

﹇軒﹈︵名︶5

と相談して︑︿略﹀︒

した︒

イタヤノノキニ︒
なるほど︑去年鯉のぼりを立

七364囲

れんぐわ

︵センベイ︶ナド

サレド食物ヲ費ル店ニハ︑
・劣ん慶虞

街路をさしはさんで大商店

からざを

のぎ
︿略﹀殼竿で変を打ってるる︒

﹇芒﹈︵名︶1
九593

のぎ

が軒をつらね︑︿略﹀︒

十一98

ト記シテ︑軒低下ゲタルモアリ︒

︿略﹀

八597図

軒をならべて立ってるるので︑︿略﹀︒

︿略﹀石造や煉瓦造の家が

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

六鯉4

ネニ︑

二382圃 ツモルツモルユキガ︑
マツ白ナユキガ︒ ワラヤノヤ

のき

︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違

畑を耕すも︑足手の働なり︒

ある︒

十二913

のぎが飛ぶ︑穗がはねる︒
七947

﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ

木陰からじっと見てみた彼 のきした ﹇軒下﹈︵名︶5 軒下
は︑︿略﹀︑農夫や牛の螢苦を思ひや

十二917

な汗をかいて田をすき起し︑︿略﹀︒

ぼろを着た農夫は玉のやう

て︑農夫の働く檬を見廻つたことが

十二912

は農夫が鍬を振るってをり︑︿略﹀︒

十一一3410團

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑︿略﹀︒

九188

んでゐます︒

十一788 石・貝・家畜・獣皮・布・

農場﹇▽

農産物などが︑︿略﹀貨幣の役目を
﹇農場﹈︵名︶2

したこともあった︒
のうじょう

こいわいのうじょう

十一柵7 昔イギリスの或大きな農場
かん

で︑農場主が大勢の人の耕作するの
を監督してみた︒

農

十一佃4園 ジョージ︑早く行って農
﹇農場主﹈︵名︶2

場の門をしめろ︒
のうじょうしゅ

︿略﹀︒

にひよこを放つQ

九124図

十892図圃

冬の朝日のさす軒下に︑

俵あむ手のいそがしげなるく略﹀︒

︿略﹀︑近くは乃木大愚も︑馬

のぎたいしょう ﹇乃木大将﹈︹人名︺5

乃木大二

七271

敵

乃木大將は幼少の時︑罷が弱

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

れんぐわ

である︒

おく
く︑其の上臆病であった︒

八m7

︿略﹀乃木大將が︑終生忠誠

質素でおし通して︑武人の手本と仰

特価8

がれるやうになったのは︑︿略﹀︒

乃木大量と會見

旅出開城約成りて︑

の將軍ステッセル

九396野山

の 所はいっこ︑水師管︒

乃木大店の幼年時

乃木大將の幼年時代

︹課

旨みことの

乃木鎧鼠はおごそかに︑

御めぐみ深き大君の

九411乱言

りつたふれば︑︿略﹀︒

2

のぎたいしょうのようねんじだい

名︺

代

八目20 第二十八

代

八㎜6 期二十八 乃木大言の幼年時

のぎちょう ﹇乃木町﹈︹地名︺1 乃木

おく

町に大山通・乃木町・奥

町・見玉町などと︑日露戦雲の時の

こだま

七356国

大將方の名を取ってつけてあるのは

面白いでせう︒

八165

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

︿略﹀︑軒下なるかこひの中のきば ﹇軒端︺︵名︶1 軒ば

八267図韻軒下にはらばへる黒き犬︑

へどうと落ちた︒

が届かうとした時︑ふみ外して軒下

︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手 町

て︑︿略﹀︑菊の鉢を軒下に運んだり

能力

のがれる

八171

された︒

ると土ハに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑山畑の其虜此虜に野梅

十一柵7 昔イギリスの或大きな農場 のうめ ﹇野梅﹈︵名︶1 野梅
十柵5

場主
で︑農場主が大勢の人の耕作するの
かん

﹇逃﹈︵下一︶1

殊に驚くべきは輪⁝轄機の

﹇能力﹈︵名︶1

の咲きこぼれてみるのも面白く︑
︿略﹀︒

を監督してみた︒

十一桁10 農場主は︿略﹀萎を︑たく

のうりょく

のが・れる

能力なり︒

十ニー81図

さんの馬や犬にふみあらされてはた
ま ら な い と 思 っ て︑︿略﹀︒

︵名︶1 納税告知書

のうぜいこくちしょ ﹇納税告知童日﹈
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のきうンプーのせる

けて︑︿略﹀︒

のきランプ ︵名︶1 のきらんぷ

﹇▽たちのく・ と び の く

のける

電とうにかはりました︒

﹇退﹈︵下 一 ︶ 1

﹇▽あおのけ

中佐︑

た

ま

飛來る弾丸に忽ちうせて︑

旅順港外うらみぞ深き︑ 軍神廣瀬

むさし
昔の武粟野の姿を此所に残

さんとの皇太后の思召のま﹂に︑今

と其の名残れど︒

十410図
も人工を加へずといふ︒

︿略﹀︒

岩の上に残った船影には︑十

しかし此の三本だけは︑其 九梱5 月が西の空にうす白く残り︑

の頃のかたみとして︑大切に残して

十671囹
十253

てるます︒

十745国

︿略﹀︑門も主なものは残つ

人許の船員がすがり附いて︑︿略﹀︒

置いたのでございますが︑︿略﹀︒

十一一999図︿略﹀︑期首三尺の大佛一
千二百年の面影を残せり︒

だい所でいろいろな物を のこらず ﹇残﹈︵副︶4 ノコラズ 残

︽一

四268 ︿略﹀︑みんなのきらんぷが
のく
のけ

の・ける

四423

ケル︾

が出來た︒

八531 ︿略﹀︑三日目からは︑のし餅

す

︽ースル︾

のじゅく・す ﹇野宿﹈︵サ変︶1 野宿

十二8510図夜は野宿すること少から

ず︒

スナハチ一間齢モアルツバサ

の・す ﹇伸﹈︵五︶2 ノス のす ︽一

八492

シ︾

ヲハツテ︑敷分ノ間羽バタキーツセ

清正手早くかぶとのをを

十一313図

集めた液は︿略﹀藥品を入

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

︽ーセ︾

のし﹇▽ひのし

野路
けた＼まし︑もずの音︑

のし板

︿略﹀海山の寳を載せ

船は今静かに上る︑ 懐かしき

︿略﹀いもやだんごをつ
くゑにのせて︑お月さまにそな

せる ︽ーセ︾

の・せる ﹇乗﹈︵下一︶6 のせる 乗

故郷の港︒

て︑

十二悩3図圏

行くは多重ぞ︑桃さく村へ︒

たり︑ 船は静かに我等をのせて︑

たる出版費は︑遂に一鏡も残らずな
︿略﹀︑南の方郡山の町の

十一138口q凶圖 風は音なくやなぎをわ

にきえて︑

﹇慰斗板﹈︵名︶1

こずゑはいつこ︒

のしいた

おかあさんは取粉をのし板の
上にひろげて︑餅のつき上るのを待

八512

船から陸あげした荷物は︑

軍人をのせた御用船が今しも

七餌4 ︿略V︑着物をぬいで頭にのせ︑

港を出ようとした其の時︑︿略﹀︒

七411

すぐ其所から汽車にのせて︑︿略﹀︒

七385団

へてあります︒

野路を行く人影 たgち 三781

﹇野路﹈︵名︶1

うなく略﹀︒

つけてどこぞの國へやってしまふや

︿略﹀︑日本全國にのしを

﹇慰斗﹈︵名︶1

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

十二欄1図

りぬ︒

十一伍10図苦心に苦心を重ねて集め の・す ﹇乗﹈︵下二︶2 のす 載す

かすのである︒

れて固まらせ︑機械で薄くのして乾

十一534

切ったりければ︑かぶとはつ＼じの
枝に残って︑︿略﹀︒

残り

のし

︿略﹀︑自分の財産を残らず

﹇残﹈︵名︶1

船には船長と老砲手だけが

シタヲノコラズタイヂシテシマ

のこり

残少

さうして残りの領地を二分 十二伽5園
して︑姉二人にやってしまった︒

十一一6910

残ってみた︒

十一5410

二一二返クリカヘシタラ︑釘ハ

差出した︒

九5310園

残ラズ取レテ︑︿略﹀︒

六662

ヒマシタ︒

︿略﹀︑シユテンドウジノテ

残らず

ラズ

の

のけると︑子ねずみが 一びき
ノコギリ

二781

﹇鋸﹈︵名︶3

とび出しました︒

のこぎり

こぎり←おおのこぎり

四588ノコギリデ木ヲキルモ
︿略﹀︑大きなのこぎりで板を

ノモアリ︑︿略﹀ ︒

六167
ひいてゐました︒

ノコスの

ふと︑︿略V︑又新しい束を取る︒

十411 ずいこくといふのこぎりの 九574 ︿略﹀︑穗が残らず落ちてしま
﹇残﹈︵四・五︶8

音が︑あたりの静かさを破る︒
のこ・す

こす残す ーサ・ーシ︒ース︒ーセ

﹇残少﹈︵形状︶1

︽ーッ︒ーラ・ーリ・ーレ︾﹇▽いきの

こる・くずれのこる

る

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

つていらっしゃる︒

今はとボートにうつれる のしもち ﹇伸餅﹈︵名︶1 のし餅

ノコツテヰタハヒヲカキアツメ

二51一

テ︑︿略﹀︒

八993図圏

十298図竈

︿略﹀︑はじめ百萬騎といった のじ
賊も︑︿略﹀︑残少になって退いた︒

六977

のこりずくな

三662アトへ竹ノキレヲノコ
﹁孫へのこしてやるの

シテ行キマシタガ︑︿略﹀︒

四66園
さ︒﹂

庭は一日日 が よ く あ た る ︒

五314囲 松をのこして木の葉がちれ のこ・る﹇残﹈︵四︒五︶9ノコル残
ば︑

八574図工 國に母をや残すらん︑
︿略﹀︑ か ぼ ち ゃ 畠 を 見 廻 る と ︑

彼のまぶたにつゆありき︒
九999

此の前まだ少し早いと言って残して
置いたのが︑︿略﹀︒

のぞきこむ一のち
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一人で川へはいって行きました︒

十一162園︿略﹀︑のぶ子さんは上の
棚を指さして︑﹁あすこに全部學年
別にしてのせてあります︒

のぞき

十一589 二人の少年はボートに乗せ
られて蹄って來 る ︒

﹇覗込﹈︵五︶1

︽ーム︾

のぞきこ・む
こむ

八916 おとよは信吉の口を︑中まで
﹇覗見﹈︵上一︶1

のぞ

のぞきこむやう に し て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽iミ︾

のぞき・みる
き見る

知りたり︒﹂

のぞく

除

からのぞいて見ますと︑︿略﹀︒

信淵に至って大成したのである︒
見ル

︽ーミル︾

天守閣ニ外翼ノ雨端二金ノ

望み見る

︿略﹀︑波の静かな所でふな のぞみ・みる ﹇望見﹈︵上一︶2 望ミ

ばたからのぞいて見ると︑美しい海

九82圏

八971図

﹇望﹈︵四・五︶6

望み見るに︑︿略﹀︒

む

望む
︽ーマ︒ーミ・ーム・ーメ︾﹇▽あいのぞ

のぞ︒む

望ム

守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

十768国

かんかう

龍山はもと漢江にのぞんだ

天白刑せらる＼にのぞみ︑

小さな町であったが︑︿略﹀︒

十㎜3図

と︒

從容としていはく︑﹁臣が事終る︒﹂

は と

ば

上海が黄浦江に臨む部分は

のそりく

延長八哩︑六十鯨の波止場がある︒

十一107

︵副︶1

トラクターは︿略﹀︒ これ

らみに耕されて行く︒

のそりくと歩き廻ると︑二間幅ぐ

が大きな鋤を何本も引いて︑︿略﹀

すき

十一642

のそりのぞり

十一2510図夜ふけに及んで︑鉢峯を

外ヨリ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

シヤチホコアリ︒︿略﹀︑遠ク敷里ノ

底のありさまが手に取るやうによく
見えます︒

をのぞいて御らん︑何かはいってゐ

十撹8値上の袋で轟をとるのだ︒中

︿略﹀︑そっとのぞいて見ると︑

るやうだから︒
十撹10

望

はへのやうな轟が二匹︑底の水の中
のぞみ

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ償安

七318図︿略﹀︑蛇は眞二つとなりて︑

たうちまはる ︽iリ︾

一軍今や崩れんと

望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ中高クナ
ル︒

︿略﹀︑

す︒秀吉はるかに之を望み︑旗本の

十一291⁝図

︿略﹀︑

一般の人民の後援が

若武者どもをきっと見て︑︿略﹀︒

十一柵2

なければ自治團髄の圓満な四達を望
むことは出置ない︒

自治制も︑之を運用する人
民に自治の精神が乏しければ︑よい

十一柵5

更に首を回らして南を望

結果を得ることは到底望まれない︒
うねび

おついでに野田君や山口君

のだくん ﹇野田君﹈︹人名︺1 野田君

にもよろしく︒

十792団

のち ﹇後﹈︵名︶47 のち 後 ＄あと

アナタハオナサケブカイ

三573ずんずん手が上って︑の
ちには名高い書手となりまし

た︒

四211圏

山

ソノ後大國主ノ神ハ︑

オ方デスカラ︑後ニハキツト
オシア町鳶ノヨイコトガゴザ

イマス︒

四214

あのしひ

何百年かたった後︑

のふもとの大木は

四573蟹

︿略﹀︑エライオ方ニオナリニ
ぐ

のぞむ

めば︑︿略﹀畝傍山・耳成山・天の
か

﹇臨﹈︵四・五︶3

ナリマシタ︒

のぞ・む

︿略﹀農學は︑信季の望通り︑ む︽ーミ・ーム・ーン︾

臨

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

クナリ︑︿略﹀︒

二人はすかさずうち取つ 九463図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑のたうちまわ・る ﹇山回﹈︵四︶1 の

﹇望﹈︵名︶7

で︑動けなくなってみる︒
のぞみ

ました︒

六538園

分れて

べつにのぞみはございませ

三萬近き蚕業に

望に向ふ足なみは
︿略﹀︑明日黒山の何所へ行け
神様のお告がありました︒

ば︑望のものをさづけてやるといふ

八338

皆一せいにそろふなり︒

學ぶわれくの

七66図翻

んが︑︿略﹀︒

六543園

取らせるであらう︒

ほうびはのぞみにまかせて 九464図 ︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ

て︑︿略﹀めでたくのぞみをとげ

十一4710自撰 住持﹁昨夜のぞき見て 四968
﹇除﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 4

︽ーイ・ーキ︾﹇▽とりのぞく

のぞ・く
く

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

十54図園田御苑と蕪御殿の邊とを
のぞきては︑立木きはめて少かりし
かば︑︿略﹀︒

十一研2囲団之を機械にかけて皮を
除き︑袋に入れて外層に輸出する由
に候︒

九2810

香久山の三山まゆの如く︑︿略﹀︒

望がかなって︑宣長が眞淵 十二欄4図
のは︑それから敷日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一735

したが︑︿略﹀︒

十二241それ故大多敷の商人は︑自 八343 ︿略﹀︑望の赤子は居ませんで
己の利益を除いては︑殆ど何物をも
眼中に置かず︑ ︿ 略 V ︒

のぞ・く ﹇覗﹈︵五︶4 のぞく ︽i
イ︾

ぶこゑがしましたので︑二階のまど

五858囲其の時表で水だくとさけのぞみどおり ﹇望通﹈︵名︶1 望通り
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のっとる一ので

の木か︑かしの木か︒
四 7 8 7 其 の後間もなく死んだ
のです︒
枝につるしたぶらんこ遊︒

五321圏 本のおさらひすました後は

いた︒

︿略﹀︑それをしまって置かせ

家康の年に似合はずかしこいのに驚
八235

て︑其の後のお祭には︑毎年其の首
を一つづつ供へさせました︒

う︒

幾年かの後︑里子を返しても

保己一は五歳の時めくらと

さうしてそれから後は︑耳は

こんなわけですから︑これ

から後は互に親しみ合って暮しませ

八佃1園

ふりをし︑︿略﹀︒

食事の知らせを聞いても︑聞かない

八欄3

となりて︑多くの書物をあらはせり︒

なりしが︑︿略﹀︑後には名高き學者

八627図

したが︑手紙を見て安心しました︒

八464団其の後どうかと案じてゐま

らはうとすると︑︿略﹀︒

八356

を取らぬとちかひました︒

五455園 これから後やまとをぐなの 八263 ︿略﹀︑此の後は決して人の首
皇子を日本武尊と申し上げることに
なりました︒

敷 や 田 地 を 買 ひ もどして︑︿略﹀︒

五772 其の後村の人は︑庄屋の家屋

をねらひましたが︑少しもすきがあ

六557 光盛の娘は其の後︑聖書頼朝
りません︒

これから 後 萬 じ ゅ は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

折々らう屋をたつねては︑母をなぐ

六631

さめて居りました ︒

六835 其の後も攻めよせる者がたえ
ないので︑︿略V︒

六欄3囲其の後おさはりもございま
せんか︒

して後︑しっかに近よりて武士の手

かったといふ︒
するが

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

七321図 獅子はく略V︑四足をのば 八雲4 大智はこれから後︑一生の間
をなめたり︒

敷分の後には︑北風はもう列

すまでになった︒

九鵬5

の先頭に立って進んでみた︒

彼は此の後も尚研究に研究を
︿略﹀︑勾践は呉に捕へられ

重ね︑︿略V︒

十498
十偶6図

ぬ︒後からうじて蹄呈することを得
しが︑︿略﹀︒

ゐ

維新前後にして︑其の後半十年の間

其の後老王はコーデリヤの

に驚くべき下達を遂げたり︒

十二763

いふ︒

孝養によって鯨生を安樂に送ったと

いくが其の教をまじめに行ふ所に

十一一9810園私のなくなった後も︑め

私は永遠に生きてをる︒

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

少時より學問に働み︑長 十一一佃7 其の後は老僧と共に洞穴の
じて後魯の君に仕へ︑︿略﹀︒

十一48図

冒の心地にて引きこもり居候虜︑其

ばう

︿略﹀︑其の後無線電信が爽明されて︑

電信や電話の嚢明は

ゑ附けらる＼に至りぬ︒

て︑四五十年の後には燈皇などにす

十一435圏国管は去月十日頃より感 十二⁝川5図 ︿略﹀︑次第に改良せられ
の後とかく病勢衰へず︑︿略V︒

ひ見れば︑︿略﹀︒

十一472激暑の後書夜更けてうかg 十二柵9囹

且つ取る

月の十五日を期して総攻撃

のっと・る ﹇乗取﹈︵五︶1

燈火としては︑初め︿略﹀︑ ︿略﹀︒

︽ール︾

十二桝9

を行ひ︑一畢に江戸を沖つ取る手は

望がかなって︑宣長が眞淵

其の後らふそくや種油がともされ︑

十﹇6710

︿略﹀︒

ずである︒

十一738

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

三72アルアサ︑樹間アサンガ

シタ︒

二303 ︿略﹀︑ダレガソノスズヲ
ツケニイクカ︒﹂トイヒマシタ
ノデ︑ミンナダマツテシマヒマ

其の後宣長は絶えず文通し ので ︵接助︶幽 ノデ ので

のは︑それから敷日の後であった︒

リンカーンは其の本をてい

て眞淵の教を受け︑︿略﹀︒

十﹁767
十一欄10

ねいに乾かして︑其の後何度もく

かつさ

相模の國より上総の國へこえんとて︑

さがみ

七327図かくて幾年かすぎし後︑武 九101図 駿河の賊を亡し給ひし後︑
士は海をこえてふるさとへ鋸ること

讃返してみるうちに︑︿略﹀︒

かくて天和元年鐵眼が初

︿略﹀︒

ヤツタノデ︑見ニイキマスト︑

したが︑うまく書けませんので︑

三547

わかいとき字をならひま

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

く略V新聞の現れたるは

︿略﹀︒

度の募集を始めてより十八年の後に
︿略﹀本國に蹄つたのはそ

至りて︑︿略﹀︒

其の本については︑後に又 十一欄1図

となれり︒

信季は其の後幾日かたって︑

十一一129

十ニー55図

く略V︑一軒二軒と得意先を れから五年の後である︒
まして行って︑後には表通へ店を出

九554園

とうく此の宿でなくなった︒

九283

言聞かせるが︑︿略﹀︒

七598図 船長はかくいひて後︑一だ 九258園
ん 聲 を は り 上 げ て︑︿略﹀︒

七785 信長はかるくうなついたが︑
其の後間もなく藤吉郎を草履取から
引上げて役人の敷に入れた︒

八145 後に此の話を聞いた者は︑皆

ので一ので
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こまってゐました︒

三676 ウレシクテタマリマセンノ

ソノウチニ水が出ナク

デ︑ニハニ水ヲウツタリ︑ウエ
木二水ヲカケタリシマシタ︒

三684
ナツタノデ︑センヲヌイテ見ル

四304犬のすがたが見えなく
なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび
ますと︑︿略﹀︒

四314 そこへぼちが來ました
ので︑一しょに向ふの方へ行
つてみましたが︑︿略﹀︒

四346 カホハネコノヤウデ︑
ト︑︿略﹀︒
三743ソノ中ニケダモノガカ 其ノ上ネズミヲトツテクフノ
デ︑ネコ鳥トイフトコロモア
チサウニナツタノデ︑︿略﹀︑ケ

イヂ濡話リ︑︿略＞Q

リマス︒
ダモノノミカ無恥ナリマシタ︒
三755 イツマデタツテモシヨウ 四353 夜ニナルト︑︿略﹀︑此ノ
自己見エルノデ︑ホカノ鳥ヲ
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ

シマシタ︒

目が見エナクナルノデ︑︿略﹀︑

居ます︒

たしは正男をつれて物ほしへ出まし

二階にもつきさうになったので︑わ

五875團其のうちに︑どうやら水が

たくさん見ましたので︑どうい

四797私は長い間に子どもを

一人はもうにげる間がないの

た︒

六315

︿略﹀雨がからりとはれたの

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

で︑︿略﹀きのこ取に行きました︒

六143

てるました︒

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

五981

ふ子はどういふ人になると

かへりみちに︑はなれ馬がと

いふことを見ぬきます︒
五144

んで來ましたので︑どうしょうかと．
思ってゐますと︑︿略﹀︒

ぼちが昨日から病氣で︑ごは
んをたべませんので︑歯周に居ても

五152

義経に此の名を惜しむ心があ

父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

なれた︒

はじめは寒いやうに思ったが︑もう

六392団洋服は着なれなかったので︑

ございませう︒

つたので︑何時の職にも勝つたので

早く起きてお出で︒﹂とおつ 六385

しんぽいでしたが︑︿略﹀︒

五353

しゃつたので︑はね起きました︒

自分にまさる者はないので︑
たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五451園

んな大よろこびで飲みました︒

三836 あまりけしきがよいので︑ 四357其ノ中二夜が明ケルト︑五404 のどがかわいてみたので︑み

れふしがぼんやりと海をなが

ボンヤリトシテ居ルコトガア

と︑︿略﹀︒

で︑ふしぎに思って︑見まはします

に一しょになることはない︒

舎のあり場所もちがふので︑めった

ソレデモフクロフハシ方 五542 すると酒のにほひがしますの 六413團 ︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

シテ居ルバカリデス︒

やうらう

舞姫にきめました︒

も上品に見えましたので︑さっそく

下女がびっくりして︑﹁き 五558 又まことにめでたい事だとい 六517 ︿略V︑かほも美しく︑すがた
ふので︑年がうを養老とお改めにな

るやうにしましたので︑︿略﹀︑人々

六583 ︿略﹀︑人の仕事まで引きうけ

つたと申します︒

︿略﹀︑外に村のさかえる工夫

はあるまいといふので︑みんな賛成

五702

やつ﹂といったので︑後でみん

花子はねこをだいてう

頼朝は唐糸をゆるした上に︑

にかはいがられました︒

︿略V︑夫に死なれたので︑庄 六644

したといふことだ︒

萬じゅにはたくさんなほうびをあた

五767

へましたので︑親子は︑うばもろと

おとうさんがおかへりに

屋の妻は子どもをつれて里へ蹄って

賀茂川は水が多くないので︑

船は通りませんが︑︿略﹀︒

六735

もに︑喜び勇んで木曽へ蹄りました︒

みた︒

其の時表で水だくとさけ
からのぞいて見ますと︑︿略﹀︒

ぶこゑがしましたので︑二階のまど

五858団

なった時には︑家の内も外

ので︑︿略﹀をみんな見て知って

四728私は長生をして居ます

みんながほめられました︒

もきれいになって居ましたので︑

四465

といはれました︒

ろうろして居ましたので︑﹁︿略﹀︒﹂

四個4

なにわらはれました︒

四425

ガナイノデ︑︿略﹀キヨトキヨト

四375

リマス︒

めてゐました︒

どこからかよいにほひ

がして姫ますので︑見上げます

三糾1
と︑︿略﹀︒

四18 ︿略﹀おとよさんと太郎
さんが來ましたので︑三人で

今 年は田がよく出來た

お宮へまみりました︒

四44

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒
四185 ︿略﹀︑フクロヲカツイデ
イラツシヤツタノデ︑悪心クレニ

おばあさんはもう耳が

ナツタノデス︒

四232

あさん︑今日は︒﹂といふと︑

遠いので︑大きなこゑで︑﹁おば
︿略﹀︒

357
ので一ので

湖の氷が大へんあつくなった︒

六774 二三日ひどく寒かったので︑

六835 其の後も攻めよせる者がたえ
ないので︑敵は一先づ沖の方へしり
ぞいたが︑︿略﹀︒

したので︑とうとう罪人がわかりま

八437 ︿略﹀︑それからそれと調べま

︿略﹀熱が下って︑食事も

してやれ︒﹂といひましたので︑清

てある︒

おし
︿略V︑生れつき唖なので︑僕

九475國

それに此の邊一帯の島々は

しかし此の農學といふ學問

一昨日海軍のにいさんが︑

着かない事が少くなかった︒

で︑三代か㌧つても︑まだ全く手の

は︑︿略﹀調べて行かねばならぬの

九231闘

デ枯葉が引掛ツテヰルヤウニ見エル︒

ハ枯葉二似テヰルノデ︑︿略﹀︑マル

九193 ︿略﹀木ノ葉蝶ハ︑︿略﹀︑裏

く上手に日本語を話します︒

こ＼に立てたので︑子供等はなか

九91圏︿略﹀我が國で忙々をそこ

地から移って來た人も多く︑︿略﹀︒

我が國の支配に属してみるので︑内

九44国

一通りはわかりました︒

もう三月になるので︑土地の様子も

九38囲此のトラック島へ來てから

ない︑泣人だといったく略V︒

なきと

近所の人は大話のことを︑無人では

八m1 ︿略﹀︑朝晩よく泣いたので︑

を致したいと存じます︒

たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

八五4国

父が今年八十八になりまし

のうちで世話して︑唖の暗面に入れ

八835

安心致しました︒

進むやうになりましたので︑やっと

八453囲

した︒

正は︿略﹀︑三成を入れてやりまし

︿略﹀︑枝が傘をひろげたやう

清正はつけひもの頃から︑

あまりかはいらしいので︑僕
仲間がふえたので︑又一しき
︿略﹀︑たがひに勝利をいひは

︿略V︑あなた方の村が五箇村

たいそう蕃人をかはいがりま

︿略﹀前の年に取った首が四

間もなくそれから芽が出まし

手を放した女が實母にきまつ
は恐れ入ったといひます︒

た︒﹂と申し渡しましたので︑里親

八384

育てました︒

たので︑婦人は之を我が子のやうに

八348

て置かせて︑︿略﹀︒

十字ありましたので︑それをしまつ

八234

たはれました︒

したので︑蕃人からは親のやうにし

八229

で︑さうきまったといふことである︒

の頭になって下さい︒﹂といったの

八129

う一度競走させることにした︒

るので︑神主は二人用者だけで︑も

八94

りじやれ合ひをはじめた︒

八56

はしばらくそれを見てみた︒

八41

何時か見習つたものと見える︒

此の方のひざの上でそだったので︑

七佃1園

でございます︒

で︑御威光を借りて豊臣と記したの

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

に出てみるので︑村の人は之を吉松

七233

あまり急ぎましたので︑水が
正直者の清正は人づきあひが

秀吉が︿略﹀︑﹁もうよい︒通

七二4園

た︒

又力が強いので︑︿略﹀︑田や

と呼んでみる︒

七263
畠の耕作に使ったりする︒

入したので︑大いに改良されて︑

六895園 印度の國はいたってあっう 七281 ︿略﹀︑近年思立から種馬を輸
ございますので︑お子どもしゅうは
れんぐわ

︿略V︒

︿略﹀石造や煉瓦造の家が

馬はおどろいてとび上ったの

此の時信玄は之を止めて︑

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑めでたく中

七492

で︑信玄はあぶない所を助かった︒

七454

西洋の都合に似てみるといひます︒

軒をならべて立ってるるので︑︿略﹀

七365団

此の腹の下でお書ねをなさると申し
ます︒

六904 此の時︑﹁大きなお守さん
だ︒﹂と誰かがいったので︑みんな
︿略﹀︑ 城 か ら 大 石 を 四 五 十 ︑

が一度にふき出した︒
六953

一度に落したので︑又何百人かころ
された︒

︿略﹀︑年よりや子どもは聲を

なほりが出來た︒

七637

立てて呼合ひますので︑川べはひじ

落さうといふので︑賊は大きなはし

六958 もう此の上は︑しゃにむに攻
ごを作って︑之を城の堀に渡して橋

やうなさわぎでございました︒

ました︒

出戸ませんので︑引つかへして参り

七691園︿略﹀︑此のま＼蹄ることも

にした︒

︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

六973
ともにつかれた︒

があるので︑どうかすると︑其の日

七101潮がずんく下がるので︑舟 七729園家には七十近い父と︑︿略﹀
のくらしにこまるやうなこともあり

七期7

りなす者がなく︑︿略V︒

下手なので︑誰一人清正を秀吉にと

七995

︿略﹀こぼれました︒

七892

ますが︑︿略V︒

はすつすと進んで︑たちまち海へ出
船頭が﹁︿略﹀︒﹂と言ったの

た︒

七108

で︑みんな羽織をぬいで︑着物のす
そをはしょった︒

七147 其のうちに潮がさしはじめた
ので︑みんな舟にもどった︒

いので︑︿略﹀花 た ば に す る ︒

七182 色が美しい上に︑姿がやさし

ので一ので

358

植手が八人になって︑にぎやかでし

休暇でお飾りに な っ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

︿略﹀︒

ノーといふ神様がそれをねたんで︑

質そう美しい人だつたので︑ジュ

きうか

た︒

まだせりが寄るのに間があ

るといふので︑馬つなぎ場を見て廻

十183圏
つたが︑︿略﹀︒

其の外にもいろくの理由が

あるので︑此の地峡を切通し︑︿略﹀

十316

は到底出來ぬ事であった︒

其の中に︑子供のアルカス

それを射殺さうとしました︒

はく略﹀︑滞日大熊を見つけたので︑

九4710国 田植がすんだので︑昨夜は 九917園

しやう

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ
うをしました︒

うとなさるのを︿略﹀︒

十一158 ︿略﹀︑私のは置場所をきめ

ておかなかったので︑大方なくなつ

下刈はいつも土用中にする

がり

てしまひました︒

ので︑ずるぶん苦しいが︑︿略﹀︒

十一381

な様子で説明なさるので︑︿略V︑山

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

ある︒

ので︑パラゴムの名が生じたわけで

九516園 主人の家が大きな醤油屋 九979 ︿略﹀目の前に見てみるやう 十338 上手にも水門があるので︑船 十﹇504 ︿略﹀パラ州から産出した
だったので︑始は近在の小費店へ︑

るQ

南洋は一年中温度が高く︑

の上に居るやうな氣持になって聞き

雨量が多いので︑ゴムの木の焚育に

十一512

︿略﹀︑おろしに歩き廻ったものださ

︿略﹀︒

くので︑仕事は豫想以上にはかどり︑

︿略﹀︑誰も彼も一心不齪に働

ました︒

十439

うだが︑︿略﹀︒

僕等はおいとまごひをして錦りまし

九524園 ︿略﹀わき目もふらず働く 九994 ︿略﹀︑もう夕方になったので︑
ので︑店はだん だ ん 繁 昌 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

は最もよく適してみる︒
おう
ところが︑先年の欧洲大戦で︑ 十一549 ︿略﹀船員等は︑船長から

ゐ

泳を許されたので︑我先にと海に飛

十553

込んだ︒

た︒

︿略﹀の偉大な事が謹明せられたの

九529囹 うちのおちいさんはあの人

で︑今では各回共に盛に傳書鳩の改

或年職孚が始つたので︑北風

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

大切なものとなってみる︒

汽船や工場の重い機械を動かすのに

よりずっと熱度が高いので︑汽車や

十一677

も外の軍馬と同じやうに︑主人にし

九繊10

﹁折あしく主人が留守でご

昇降器がすさまじい勢で下り

三人とも物を言ってしまつ

たので︑上座の老僧が︿略﹀︑﹁物を

十一703

かうして出來たく略﹀持運

言はないのはわしばかりだ︒﹂

僕は残念でたまらなくなつ 十一795

此庭は電燈も無いので︑眞暗

て行くので︑目がまはりさうです︒

十802

ざいますので︒﹂

十5910園

たがって戦地へ向つた︒

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

道雄ノ學校デハ︑此ノ間級長

十819
です︒

びに不便なので︑更に︿略﹀紙幣と

十951園

たので︑︿略﹀︑自分から先に立って

方法は或檸檬を用ひる外にな
かったので︑フィリップは眞心こめ

いふ物を案出した︒

うちに︑︿略﹀︒

ので︑︿略﹀︑氣長くあしらってみる

︿略﹀︑さしあたり家がなく

私が來たので︑すぐしまは 十一9610 ︿略﹀學校に入ることが出

出して小さな家を造った︒

てはならぬので︑父は自分で木を切

十一951

の話を聞いて珍しく感じた︒

︿略Vとばかり考へてるたので︑此

僕はこれまで暦といふと︑

渡ったのです︒

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀

十﹇905

て此の事を申し出た︒

十96

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒
げき

ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ選墨ヲ

垂心2

︿略﹀勇ましく活動した︒

る中尉が乗ってみてくれるので︑

九欄8

良に力を用ひ︑︿略﹀︒

とは前から友だちだったので︑よく
其 の 話 を な す っ ては︑︿略﹀︒

九551囹 ︿略﹀︑商費の仕方は十分心
得てみるので︑毎朝引いて出た荷が︑

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

九566 今日は天氣がよいので︑朝か
︿略﹀︑みんながゆづり合って

ら変を打つ音が方々で聞える︒
九6710

くれたので︑二人とも腰を掛けるこ
とが出來た︒

九691 僕は眠くなったので︑それか
ら直にねてしまった︒

私どもは︑非常に喜んでをります︒

九759 淺轟近くになると︑汽車が海 十155囹 朝鮮の青年も︑近頃はなか 十価2 しかしまだなかなか勢が強い
岸を走るので︑陸奥湾の風光が手に

十一149

見世界人種の展覧會のやうである︒

が入交ってみるので︑其の有様は一

租界には︿略﹀幾多の人種

取るやうに見えた︒

く略V馬市が始ってみると
いふので︑︿略﹀見物に行きました︒

十167國

︿略V︑夕日を浴びて蹄途についた︒

九779これこそ僕たちが︑︿略﹀待 十1510 やがて暮近くなったので︑ 十一94
つてみた命令だつたので︑皆一せい
に小をどりして喜んだ︒

九914園 おかあさんのカリストは︑

359
ノテトーののしる

來たので︑リンカーンの喜は一通り
︿略﹀︑近くに圖書館もない

でなかった︒

十一988

ので︑どうしても人から借りて讃む
外はなかった︒

＋一996リンカ←はかねぐ此の

其の時︑今まで雲の中に居

見附からないのでがっかりした︒
十一一581

た太陽が顔を出したので︑日光が店
一ぽいにさし込んで來た︒
れん
︿略﹀︑電力は頗る廉償に

長薯力は︑多くの場Aロ之に敵するこ

供給されるので︑石炭の火力による

十二描2囹

偉人を非常にしたってみたので︑

ゐ

とが出來なくなりました︒
︿略﹀︑危機は既に目前に迫
たかもり

しかし二人は互に信じ三つ

會見を求めた︒

つたので︑安芳は︿略﹀西郷隆盛に

十一一伽7

︿ 略 ﹀ ︸ 心 に 讃 績けた︒

︿略﹀︑本がすっかりぬれて

みたので︑子供心にも大攣心配して︑

十一欄2

︿略﹀︒

十一一1710

てるる仲なので︑話はおだやかに運

ジョージは︑︿略﹀︑りっぱ

ばれる︒

十一伽5

な人物であるといふ事を聞いてみた

︿略﹀諸外國が様々の考

を持って見てをるので︑うかくと

十二伽4園

ので︑帽子をぬいで恭しく書舗して︑
︿略V︒

︿略﹀ ︑ 漏 り す ば し こ い 生 れ

兄弟垣にせめいでるたら︑日本全國

十ニー03

つきでなかったので︑先生にもむし

にのしをつけてどこぞの國へやって
ノテト

止むなく南方のノテトと

︹地名︺3

ノテト

出途一行は黒龍江を下り

﹇喉﹈︵名︶4

のど

のどがかわいてみたので︑み

小鳥は時々此の清水にのどを
うるほしては︑︿略﹀︒

八24

んな大よろこびで飲みました︒

五404

のど

蹄れり︒

て河口に達し︑海を航してノテトに

十一一876図

十一一85図

いふ庭に引返し︑︿略﹀︒

十二837図

ノテト

しまふやうな事に︿略﹀︒

ろ中以下の生徒と思はれてるた︒

十ニー010又いろくの鳥を注意して
をもってみるので︑見れば見る程興

見ると︑それぐ違った面白い習性
味がわき︑︿略﹀︒

十和ー22 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき
に恐しく辛い液を出したので︑思は
ず吐出すと︑︿略﹀ ︒

かったので︑言った者も聞いた者も

十二404 其の言方が如何にもをかし
思はずにっこりし た ︒

十二5510男の子は指先でそれをつま
まうとしたが︑詣り小さいのでつま
めなかった︒

して︑

十121

熱い番茶にのどをうるほして

我にすりよる︒

のどか

沖ものどか︑濱ものどか︑

﹇長閑﹈︵形状︶5

休んでみる所へ︑︿略﹀︒

のどか

︿略﹀︒

六217圏

六218圏．沖ものどか︑濱ものどか︑
︿略﹀︒﹁

の影ものどかなり︒

十︻343図 ︿略﹀︑島がくれ行く白帆
十一607︿略﹀緑
︑草の間に羊の群を
なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒
みかん

調子のよい蜜柑取歌が

︿略﹀︑日本海の波の上には

﹇能登半島﹈︹地名︺1

︿略﹀のどかに聞えて來る︒

十ニー910

と

能登半島

の

のとはんとう
九984園

︵接助︶13

ノニ

のに

の と
るかに浮ぶ能登半島︑︿略﹀︒

のに

四352夜会ナルト︑ホカノ鳥
ハ大ガイ目が見エナクナルノ
ニ︑此ノ鳥ハ見エルノデ︑

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

いつもより早いのに︑よく︑

村からは私一人だ︒

七774園

信作が落ちたのにかまはず

参って居った︒

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八116園

先生︑どうして口がきけた

︿略﹀︑相手を助けてやったのはえら

い︒

んでせう︑指であひつもしないのに︒

八892園

僕等はふだんいそがしく働

いてるますのに︑君はたゴ坐ってゐ

八997園

一月モカ・ルヤウナオ話ダツ

て物を食ふだけで︑︿略V︒

九伽2

タノニ︑ドウシテコンナニ早クオ蹄

リニナツタノダラウト︿略﹀︒

もあったのに︑主人はそれ等の人々

静寧5 ︿略﹀︑りっぱな事歴のある者

をさしおいて︑︿略﹀︒

こんな重患なものがある

のに︑それを利用しないでみるのは

十一943園

寳の持ちぐされだ︒
ひげ
十二7310園︿略﹀︑此の白い髪や髭を

お思ひになりさうなものだのに︑

御覧になったら︑姉上もお氣の毒と

︿略﹀︒

たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

十472

さかひ

人は此の有様を見て︑たはけ

の︑しり︑︿略﹀︒

小西程の者を堺の町人と

罵る ︽ーッ・ーリ︾

ののし・る ﹇罵﹈︵五︶2 の＼しる

の中を一︒

1まあ︑此のお髄であのひどい嵐

五96園もう此の子一人になりまし

うちの方では︑田に水がな

にまみります︒

五665囹

いと言って︑さわいでゐますのに︑
此の村にはよく水がありますね︒
に︑狐は死んで居ります︒

五805園矢はあたって居りませぬの 心墨5囹

＋二579三人はさんぐ探し廻って 八276図團 尾を立てて︑のどを鳴ら 六415國 どの町村からも︑歩兵が一

のばす一のぶひろ

360

のばす

とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑

︽ーサ︒ーシ・ース︾

﹇伸﹈︵四・五︶10

少しもとんちゃくしない︒
のば・す
延ばす

三274 ︿略﹀︑ほりとらないしるし

で︑のばしておや竹にするの
ださうです︒
六38 ︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を
のばして︑︿略﹀︒

﹇伸上﹈

︵五︶1

原を通りますと︑︿略﹀︒

︽ール︾

のびあが・る
る

のび上

働

﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八858

﹇伸縮﹈︵サ変︶1

もみ・つがは共にそり又

︽ースル︾

のびちぢみ・す
び縮みす
の

のびく

未開の土地を切開いて︑

﹇伸伸﹈︵副︶1

は伸び縮みすること著しきを以て︑

十二472図

︿略﹀︒

のびのび

七321図獅子は︿略﹀︑たてがみを
ふるひ︑四足を の ば し て 後 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

が大規模でのびくとしてみる︒

︿略﹀造った町であるから︑総べて

八243 嘉事は︿略﹀︑もう一年︑も 十一601
う一年とのばさせてゐましたが︑
︿略﹀︒

︽ーク︾

の

︿略﹀︑チヂンデヰタハネ
いたどりは私どものせいほど
黒みがかった紫色の莚が見事

若木が︿略﹀︒

のぶ子

のぶ子さんの家

のぶ子さんの家

︹課名︺2

第五課

第五課

のぶこさんのいえ

さんの家

十︸目6

︿略﹀木が競孚するやうに︑

十﹁141

信季は其の後幾日かたって︑

さとうのぶすえ

のぶすえ ﹇信季﹈︹人名︺2 信季﹇▽

しんを立ててすくすくと延びてみる

のぶ

﹇延﹈︵上二︶﹇▽にげのぶ

﹇伸﹈︵下二︶1

ふ

︽ーベ︾

のぶたか

歓庵目合代々力をつくして來

﹇▽おだのぶたか

つて大成したのである︒

た農學は︑信季の望通り︑信淵に至

九2810

とうく此の宿でなくなった︒

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑ 九282

︽1べ︾

のを見ると︑非常にうれしい︒

十一383

のぶ

の・ぶ

十一473図

述ぶ

足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し
﹇述﹈︵下二︶3

たる檬をなせり︒
の・ぶ

今此の書によりて其の一
端を述べん︒

十一66図

べん︒

松平正綱の子信綱は幼名を長

信長はよく夜明前から馬場へ

或大雪の朝︑信長はいつもよ

コ時も前に︒﹂といって信長

信長はかるくうなついたが︑

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

七785

は驚いた︒

七777

り早く起きて︑︿略﹀︒

七768

出て馬を乗りならした︒

七763

おだのぶなが

のぶなが ﹇信長﹈︹旧名︺4 信長﹇▽

四郎といった︒

八162

今我が國を始め主なる諸 のぶつな ﹇信綱﹈︹人名︺1 信綱
のぶ子さ

のぶ子さんは︑成績物が返

とちていらっしやる所でした︒

十一152

るとく略﹀︑學年の終におまとめに
﹁︿略V︒﹂と尋ねてみると︑

なるのださうです︒
十一161

引上げて役人の数に入れた︒
のぶひろ
のぶひろ ﹇信認﹈︹人名︺3 信淵 信

のぶ

國の讐者佐藤信季︑少年は其の子信

のぶすゑ

九282 ︿略﹀︑此の老人こそは出羽の

のぶ子さんはすぐたんすの 淵

のぶ子さんは上の棚を指さして︑
︿略﹀︒

しゃいました︒

小引出から取出して︑持っていらっ

十一175

たのぶたろうさま

十ニー63図先づ社の組織について述 のぶたろう ←はるたのぶたろう・はる
十二611図

外國の國旗に就いて述べん︒
﹇子﹈︹人名︺5

今日は︑のぶ子さんのうち
へ始めて遊びに行きました︒

十一142

ん

︿略﹀︑日ましにのびゆく若 のぶこさん

九881園 ︿略﹀二つの星を結びつけのびゆ・く ﹇伸行﹈︵四︶1 のびゆく
て︑其の線を︑ひしゃくの口の向い
九121図

ノビル
︽ービ︾

﹇伸﹈︵上一︶7

びる 延びる

九㎜3

に延びて︑︿略﹀︒

つたのが︑お取込があったため︑今
まで延びてみたのださうです︒

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

かうのびてはとてもたべ 十﹁146 のぶ子さんはちやうど︑五

五363

モダンダンノビテ︑︿略﹀︒

三585

られません︒

三264

の・びる

芽のうす緑︑見るに氣持よし︒

てるる方へのば し て 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九皿6 ︿略﹀などにっかまって︑後
︿略﹀︑綱を巻いてはのばし︑

足 を 長 く 延 ば し ︑︿略﹀︒

十価3

のばしては巻いて︑氣長くあしらっ
て る る う ち に ︑ ︿略﹀︒

長くあしらってみるうちに︑さすが

十価3 ︿略﹀︑のばしては巻いて︑氣
の 鯨 も 次 第 に 弱 って︑︿略﹀︒

めたところが︑︿略﹀︑古事記に手を

十一756園 く略V萬葉集の研究を始 にのびてゐました︒
延ばすことが出來なくなりました︒

よし

野原

ばしたりして︑出獲の號令を待つ︒

十一839 手や足の關節を曲げたり延 十一148 三月の末になさるはずであ

まん

﹇野原﹈︵名︶1

五795 八幡太郎義家が︿略﹀廣い野 十一359 ︿略﹀︑四五尺にのびた杉の

のはら

361
のべ一のぼる

ひろ

淵である︒

十二描9

次に博士は電氣の光に就い

のぼせる﹇Vとりのぼせる

て述べた︒

形ばかりの葬式をすますと︑間もな

九284 信淵は父の門人たちの情で︑

九339
のぼり﹇▽こい

道がだんく上りになったと

﹇幟﹈︵名︶1

見えて︑︿略﹀︒

のぼり

た空に立ってるます︒

四14 今日はお祭です︒大きな
字を書いたのぼりがすみきつ

のぼり

上り

く江戸へ出て︑︿略﹀︒

野邊

﹇上﹈︵名︶1

のぼり

九291 歓庵以來代々力をつくして來
た農學は︑信季の望通り︑信淵に至
﹇野辺﹈︵名︶2

つて大成したのである︒
のべ

ごま
十二31図圏 荒駒を馴らしがてらに︑

二者遠く 櫻がりするますらをのと
も︒

十二923 しかし彼は城外に出る毎に︑のぼりき・る ﹇上腿﹈︵五︶1 登りき
る

︽ール︾

︿略﹀︑さては野邊に送られる死者を

だらく坂を登りきると︑道

は低いみねつたひになる︒

九3110
野下地

まのあたり見て︑︿略﹀︒

﹇野辺地﹈︹地名︺1

へ

ぢ

﹇野辺地辺﹈︵名︶1
の

野

の

上

お花畠は雪漢を登りつめた

登る

の

︽ーッ・一

ノボル

はるかの下に︿略﹀見えが

﹇上列車﹈︵名︶1

所にあります︒

九966園

めた所に︑︿略﹀︒

オカヘリヲマツテヰマシタ︒
ハ

一目二見エマス︒

三484ソコへ上ルト︑私ノ村
︿略﹀︑天人はまひながら

松原の上をだんだん高く上つ

三904

︿略﹀︑トモダチトムカフ

て︑︿略﹀︒

四87

村ざかひの峠へ上りますと︑

ノ山へ上りマシタ︒
五633

婦人は︿略﹀︑すぐに其の山

て参りました︒

へ上りました︒

八341

登山者はかんじきをはいて︑

から三里ばかり登った所から始って︑

九947園池漢は︿略﹀︑ふもとの村

︿略﹀︒

九956囹

︿略﹀︑此の坂を登るのです︒

九9610園︿略﹀︑此のあたりから頂上

僕はもう南山へ何度も上り

へ登る途中のはひ松の︿略﹀︒

ましたが︑︿略﹀︒

此の時︑木に上ってみた者が 十755国

もう町が目の下に見えます︒

五988

四五年モタツト︑大キクナツ

間もなく石田三成が城に登つ

愚僧も所用ありて京に

しかも其の巻数幾千の多

大空にそびえて見ゆる

のぼればのぼる道は

又少し登る︒

き世々の跡︒

左に高き言いてふ︑

問はばや遠

十二265図像上るや石のきざはしの

十二211

見ると︑︿略﹀︒

十一一1910 今登って來た方を振返って

る道はありけり︒

十一一21図圏 ︿略﹀︑ のぼればのぼ

ありけり︒

たかねにも︑

十一一21丁丁

の業に非ず︒

きに上り︑これが出版は決して容易

十一伽7図

目的に達するやうになさい︒

それから一歩一歩高く登り︑最後の

十一762園 ︿略﹀︑先づ土皇を作って︑

上り︑︿略﹀︒

十一454漁網

だんく上って行くと︑︿略V 十一281図 二十日目月は上りぬ︒

下りて來て︑天理﹀︒﹂

六163

木びきの力藏さんがく略V板をひい
大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

てるました︒

六462

した︒

した︒

七川3
せん︒

七榴1

まだ誰一人城に登って居りま

︿略﹀二百三高地にも上って露りま

七404団

︿略﹀千丁旅行に行って︑

六572 ︿略﹀︑風のたよりに此の事を
かまくら
聞いて︑︿略﹀︑鎌倉をさして上りま

ツテ來ルガ︑︿略V︒

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

六481

ツテ來ル︒

時ニハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上

りつめる登りつめる︽ーメ︾
ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒
まん
五394 八幡檬の高い石だんを上りつ 六464 ダンく上流ニサカノボツテ︑

九754 野鼠地で始めて海が見えた︒ のぼりつ・める ﹇上古﹈︵下一︶2 上

のへじ

へ ぢ

のへじあたり

邊地あたり

︽一

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ
のべる

のぼりれっしゃ

九7410 此の邊から野邊地あたりまで

﹇延﹈︵下 一 ︶ 1

てるるのが見えた ︒
の・べる

り列車

上る

のぼ・る ﹇上﹈︵四・五︶34

くれする上り列車は︑︿略﹀︒

十一623
述

ベ︾

させ︑︿略﹀︒

﹇述﹈︵下一︶3

のべる

七欄6 秀吉は城の庭にしき物をのべ
の・べる

上ル

リ・ール・ーレ︾﹇▽おのぼる・さかのぼ

ぼる

︽ーベ︾

六871 象つかひが乗ってみて︑口上

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

カレ木ニノボツテ︑トノサマノ

二514

ぼる・にげのぼる

る・さしのぼる・せめのぼる・たちの

べる

をのべては︑︿略﹀︒

十一欄4 翌朝貸してくれた人の家に
行 っ て 事 情 を 述 べ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ
た︒

其の後は老僧と共に洞穴の

を休めない︿略﹀︒

十二佃7

︿略﹀

︿略﹀︑時には夜半までも

許を得たるもののみにても其の敷写
に千鯨に及ぶ︒

参りし藁座は何事もわ

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

十一一伽10緩団

まの

夢にのみ降し山川も︑

がら情なく存じ候ひしが︑︿略﹀︒

十二槻6図圃

あけくれにしたひし家も︑

もはう
︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

あたり近く迫りぬ︒

十二梛2

を事として來た観がある︒
﹇撃音﹈︵名︶1 のみ音
つち
︿略﹀︑ 槌音のみ音かし

のみほ・す

ましき

﹇飲干﹈︵五︶1

飲みほす

亡き工場の片すみに︑︿略﹀︒

九814図圃

お のみおと

かうして︑老僧が始めての

一心にのみを振るふことさへ

あった︒

十二m4
みを絶壁に下してからちゃうど三十
のみ

共同助力は人の道︑

︵副助︶11

年目に︑︿略﹀︒
のみ

七966図圃

事既にこ＼に至る︒天祥

のれの利のみかへりみず︑︿略﹀︒

十998図園
唯死せんのみ︒

︽ーシ︾

飲水

ケマセン︒

Q園

オクスリハ︑オイシヤサ

マノオツシヤルトホリニシテ

ノマナケレバナリマセン︒

間もなく大蛇が來て︑八つの

三137園 おかあさん︑あかちゃん
におちぢをのませてちやうだい︒

頭を八つのをけに入れて︑其の強い

五114

︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

酒を飲みました︒

五215

のどがかわいてみたので︑み

ぞんぶん風をのんで︑︿略﹀︒

んな大よろこびで飲みました︒

五405

七564図船長はコップの水を一口飲

︿略﹀は︑中にきれいな水

みて︑又其の話をつゴけたり︒

つて飲みます︒

があります︒︿略﹀︑私たちもよく取

飲みほして︑大蛇がよひつぶ 九64団
れますと︑︿略﹀︒

五115

一一

ノム

のむ

ミヨチヤンガ︿略﹀︑オチチ

太郎ハイマ︑オカアサン

︿略﹀スコシヅツノマナ

ハヤクナホリマセウ︒

サウ 一ドニノンデハイ

︿略﹀︒

十犯8

高橋さんは︑お茶を一口飲ん

打ちよせる大波︑打返すさか

十二948

土人等怒りて林藏の頭を

そこで彼は︿略﹀牛乳を飲

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二867図

口に呑まれようとする︒

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の

十275

で︑﹁︿略﹀︒﹂

十136

王︑一行又一行︑︿略﹀︒

一口又一口︑平然と藥を飲む

二三ばいつゴけ様に飲んでみると︑

九354 やうやく清水まで顧て︑︿略﹀

うちでも一時は飲水やたべ 九246 老人は一口飲んで横になった︒

﹇飲水﹈︵名︶1

五882団

のみみず

﹇飲﹈︵四・五︶19

物にこまりましたが︑︿略﹀︒
の・む

﹇▽ちのみこ

U2

十一一329囲又エッフェル塔にも登つ

のみ

十一一掴10

︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑ 中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

て見ました︒

十二439
に や み の 世 界 を 照らすやう︑︿略﹀︒

ちやうど東の空に上る月が次第々々
十二832図 く略V︑小舟に乗じていよ
︿略﹀︑人知れず宮殿を出て

く探検の途に上りぬ︒
十二933

修行の途に上った︒
十二撹3図 今若草山に登りて古京の

ノミ

︿略﹀︑更に京都に上って勅

跡を展望すれば︑︿略﹀︒
十二慨1

﹇ 墾 ﹈ ︵ 名 ︶ 1一

裁を仰ぎ︑︿略﹀ ︒

のみ

を︑︿略V︒

りき︒

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

十一一8710図

二616園

ニナツタラ︑

イデ︑モツト タクサンオアガリ

U13園

テ︑﹁︿略﹀︒﹂

ガオクスリヲノムトコロヘキ

一一595

ヲノンデヰマス︒

一一246

又貴衆両院の何れかから提

な ら
︿略﹀奈良の都も︑色移

エヂソンの獲明せるは
︿略﹀極めて多く︑アメリカにて特

十二脳10図

かに古の名残を留むるのみ︒

り香失せて年既に久しく︑︿略V僅

十一一996図

し︑︿略﹀︒

出された案は︑他の一院のみで討議

十二896

と明白となりしのみならず︑︿略﹀︒

林藏が二回の探検により 呑む 飲む ︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

にて︑學者其の得がたきに苦しみた

醸せるものの僅かに世に存するのみ

十一伽9図

されば古は︑支那より渡

砂などは沈み︑實のみ浮びて流れ候

四591 ︿略V︑ノミデアナヲホル 十一鵬10膿圏︿略﹀︑まじりたる石．
モノモアリ︑︿略V︒
八287図 ︿略﹀︑のみ一ちやうにて見
玉をふくめるこ

皆ちいさんののみのあと︒

︿略﹀︑

事 な る ほ り 物 を ほりて︑︿略﹀︒

九825図圃
ま犬も︑

十川5図圖 浮きぼり・毛ばりの 柱

にけたに︑振るひしのみのて巧
をきはめ︑︿略﹀︒

十二価1 ︿略﹀岩山に︑毎日々々根
氣よくのみを振るって︑齢頑なく穴
を掘ってみる僧があった︒
もく

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ

十二価7 しかし僧はふりかへりもせ
た︒

十二柵2 しかし僧は唯黙々としての
みを振るってみた︒

十二研6 ︿略﹀黙々としてのみの手

一一

のみ一のむ

362

363
のやま一のりよせる

んで元氣を回復した︒

野山

軽量ー76 其の勢に呑まれて兵士等は
﹇野山﹈︵名︶1

思はず道を開いた︒
のやま

﹇乗降﹈︵名︶1

乗移ったやう︒

のりおり

乗り下り

乗

︿略﹀︑地下鐵道・乗合自

︵サ変︶−

動車などの乗り下りにも︑︿略﹀︒

十一一308圃

﹇乗降﹈

降りする ︽ーシ︾

＋296圏しらぐと︑朝霧野山のりおり︒する
をこめて︑ 月のごと︑日輪 ほの

五血3

員

乗組人員

のりくらがだけ

つるぎだけ

高岳・乗鞍岳・立由・劔岳・白山

︽ーシ︾

十一8210図工

ノリツケホ

乗り

乗通し

何でも汽車に二日二ばん乗通

﹇乗通﹈︵名︶1

て︑︿略﹀︒

のりどおし

五56

しで︑こちらへ着いたのださうです
乗通す

サンフランシスコから三日

﹇乗通﹈︵五︶1

から︑︿略﹀︒

のりとお・す
︽ーシ︾

八696囲

宣長﹇▽

二晩汽車に乗通して︑今日此のシカ
﹇宣長﹈︹人名︺11

ゴに着きました︒

のりなが

あまり思ひがけない言葉に

買ひつけの古本屋に行くと︑︿略﹀︒

ちらへ︒﹂

宣長は︑大急ぎで受歌の様

宣長は力を落して︑すご

子を聞きとって︑後を追ったが︑

十一726

︿略V︒

十一7210

宣長が眞淵を新上屋の一室

くともどって來た︒

十一735

宣長はまだ三十歳鯨り︑温

に訪ふことが出国たのは︑︿略﹀︒

十一741

︿略﹀︑眞淵は宣長の學識の

和なひと︑なりのうちに︑どことな
とく
く才氣のひらめいてみる篤學の壮年︒

尋常でないことをさとって︑非常に

十一744

話が古事記のことに及ぶと︑

たのもしく思った︒

十一746

老學者の言に深く感激した

宣長は﹁︿略V︒﹂

十一764

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

其の後官一長は絶えず文通し

ながら︑︿略﹀︒

て眞淵の教を受け︑︿略﹀︒

十一767

三十五年の間努力に努力を書けて︑

十一7610 宣長は眞淵の志をうけつぎ︑

遂に古事記の研究を大成した︒

らす ︽ーシ︾

のりなら・す ﹇乗慣﹈︵五︶1 乗りな

信長はよく夜明前から馬場へ

出て馬を乗りならした︒

七764

入団の半ば︑宣長はかねてのりよ・せる ﹇落草﹈︵下一︶1 乗り

もとおりのりなが
十一7010

宣長は驚いて︑﹁先生がどうしてこ

いで︑大船を乗出して︑ 十一715

︵感︶一

我は拾はん︑海の官田︒

のりづけほうせ
ウセ

﹇乗付﹈︵下一︶1

四382 フクロフが鳴クト︑其ノ
明クル日ハ天意ガヨイカラ︑
﹁ノリツケホウセ﹂ト鳴クノダ
トイフ所モアリマス︒

︿略﹀門の戸にくわんぬき

︽ーケ︾

乗手

馬は︿略﹀︑乗手のあひつが

﹇乗手﹈︵名︶1

う門の外まで乗りつけた︒

をさすが早いか︑騎馬の人たちはも

十一畑8

つける

のりつ・ける

彼が探検船ビーグル號に乗

のりと
神主は先づ神前で祝詞を上げ

下るのを待ちかまへてみた︒
のりと
﹇祝詞﹈︵名︶1 祝詞

九鵬3

︿略﹀︑長さが六十二手もあ のりて

のりくみじんいん

組員は︑︿略﹀︒

十佃1

乗組

此の停車場から︑毎日七八千

かに浮ぶ︒

のり

など︑いつれおとらぬ高山が︑︿略﹀︒

十一一125

乗出す

込んで弓台揚々と本貫を出喫したの
﹇乗出﹈︵四︶−

は︑二十三歳の時である︒
のりだ・す

八了5

のりと

いで︑軍艦に乗組みて︑

﹇乗組﹈︵四︶1

からあります︒

のりく・む

十一832図圃

︽ーミ︾

﹇乗鞍岳﹈︹地名︺1

我は護らん︑海の國︒
のりくらがだけ

のりくらがだけ

乗組む

る汽船で︑乗組人員だけでも二百人

七535園

﹇乗組人員﹈︵名︶1

︿略﹀船長を始め十人許の乗

ノリ
﹇糊﹈︵名︶1 糊
人つつの人が乗降りします︒
ノリ
︿略﹀︑糊ニスルモノニハ︑フ のりくみいん ﹇乗組員﹈︵名︶1

七857

のり

ノ リ ヤ ッ ノ マ タ ガアリ︑︿略﹀︒

﹇海苔﹈﹇▽あ お の り ・ あ ま の り ・

えごのり︒ふのり

のり

のりあいじどうしゃ ﹇乗合自動車﹈

乗上

︿略﹀︑地下鐵道・乗合自

︵名︶1 乗合自動車
十二308団
﹇乗上﹈︵下一︶3

動 車 な ど の 乗 り 下りにも︑︿略﹀︒

︽ーゲ︾

のりあ・げる
げる

淺 瀬 へ 乗 上 げ た り︑︿略﹀︒

七574囹 こんな時には︑悪くすると
七578園 深さをはかるのは︑淺瀬に
乗上げないため︑︿略﹀︒

﹇乗入﹈︵下一︶1

十251 一そうの船が︑俄の嵐におそ 乗鞍岳
やりがだけ
九986圏︿略﹀︑遠くには槍岳・穗
はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

︽ーレ︾

のりい・れる
入れる

乗移る

︽ーン︾

四655 よ一は︿略﹀︑馬にまたが のりこ・む ﹇乗込﹈︵五︶1 乗込む
﹇乗移﹈︵五︶1

つて︑海の中へのり入れました︒
のりうつ・る
︽ーッ︾

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

十二416 ベートーベンの雨眼は異様

よせる

︽ーセ︾

のる

て︑馬上のま﹂でむんずと組み︑爾

七475 二人はたがひに馬を乗りよせ

ノル

︽ ー ッ・ーラ・ーリ・ール︾

﹇ 乗 ﹈ ︵ 四 ・五︶40

﹇ 告 ﹈ 且 v な のる

馬の間にどうと落ちた︒
のる
の・る
乗る

←うちのる・おのりなさる

乗ル

キニ︒

二701圃ノツテミタイナヒカウ

十一42

今かりに一時間五十里の速

ちよつと渡船に乗ってさへ︑ 鐵道に乗った︒

こはがる者があります︒

︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑ 七605園

十一609

ねむろ

瀧川から根室行の汽車に乗

ても︑︿略﹀︒

水になれた人夫の肩に乗るか︑ 度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

ざいます︒

快です︒

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に壮

自分の置かれたのは︑仕事

ると︑︿略﹀︒

十二534

まき上げると︑乗ってみた象つかひ

のろのろ

︵副︶1

ろと草の中にかくれて行く︒

の水たまりの所をうねって︑のろの

九355 ︿略﹀︑大きな青大將が︑向ふ

のろのろ

︿略﹀︑一家コトゴトクコレニ乗リテ︑

八207図

は桶の中へはいってしゃがんだ︒

スの中で︑︿略﹀︒

墓の上に乗ってみる小さなふたガラ
かくいふ聲を後にして︑
︿略﹀︑おとうさんは最大急

其の極大將は江戸から大阪ま
歩いて行った︒

で︑馬やかごに乗らず︑雨親と共に

八悩6

行の列車に乗って︑︿略﹀︒

八714團

小ぞうは乗りぬ︑謹直車に︒

八573図圏

流ニシタガヒテ下ル︒

イカダノ大ナルモノハ

手をひいてもらふかして渡るのでご

︿略﹀︑自分の馬には人が乗り︑ 七629

自分の馬には人が乗り︑︿略﹀︒

六247
六247

︿略﹀︑一匹の馬に二人乗る者

後向に乗る者もあれば︑︿略﹀︒

六251
もあります︒

一番汽車二乗ラウトイフノデ︑

父ト五時半頃二家ヲ出タ︒

六315
︿略﹀︑きれいな着物を着て︑

牛車に乗ったお姫様方の姿を︑︿略﹀︒

六696

三413︿略﹀︑うらしまが舟にの 六868 象つかひが乗ってみて︑口上
をのべては︑らっぱを吹かせたり︑
ごばんの上へ乗らせたりした︒

りした︒

うらしまがよろこんでか 六872 ︿略﹀︑ごばんの上へ乗らせた

つてつりをしてゐますと︑
︿略﹀︒

三422
めにのると︑︿略﹀︒

のせ中にのって︑海の上へ

三454うらしまはく略﹀︑又かめ 六874 象が大きな桶を鼻で頭の上へ 九316 殊に遊覧船に乗って︑︿略﹀︑
出てきました︒

仙垂に着いたのは午前の三
時で︑少しは下りた人も乗った人も

九711園
いざといふ時には︑それに乗って出

あった︒

武人は昔から之を愛養して︑
かけた︒

一太郎やあい︒其の船に乗 九766 北海道に渡る人は︑停車場に

︿略﹀︑北風は自分の信じてゐ

︿略﹀︑ワとツ︑二と二︑ハ

と八等は書方にて間違ひ易し

尾をお切りになった時︑つる

は ﹇刃﹈︵名︶1 は

ぎのはがこぼれました︒

五121

﹇葉﹈︵名︶28 ハ は 葉﹇▽あお

ば・おちば・かれは・きのは・このは

は

ぶね・したば・なのは・わかば・わか

一24ーハスノハニツユガタマ

ラ︑ハヲチピサクシテ︑︿略﹀︒

一375園 ハナハソレデヨイカ

ツテヰマス︒

ばのやまみち

︿略V︑騨前で太宰府行の輕便

だざいふ

︿略﹀︑案内の事務員と一所に

る中尉が乗ってみてくれるので︑

十備9

昇降器に乗りました︒

しよう

十799

︿略﹀︒

九鵬8

る︒

績いた乗船所から汽船に乗るのであ

七418園

七268

三654園五郎さんの舟には︑て 七157 舟は上げ潮に乗って︑をかの 九679 午後六時︑叔父さんと一所に︑は 一 ハ
七田図図
上野騨から青森行の列車に乗った︒
方へ動きはじめた︒
ふてふのせんどうさんがのつ
たから︑かったのでせう︒

四831 そばに乗って居た人の
話では︑軍かんだといふこと
でした︒

人あらはれて︑

上杉方からは小さな馬に乗つ
ようひむしや

七469

五572 ︿略V︑多くは舟に乗って︑島 つてみるなら︑鐵砲を上げろ︒
の間を通って見物します︒

︿略﹀︒

五657園 く略V︑回りには馬車に乗つ た小さな鎧武者が
て︑此の下まで來てもよい︒

六118園︿略﹀︑湯ヲワカス私モ︑私 七534圏私の乗ってみる太平丸とい
ふのは︑︿略﹀︒

はなはだ大切なことなのであります︒

︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑ 七595園︿略﹀︑船に乗る者に取って︑

ノ乗ルゴトクモ鐵デス︒
六246

自分の馬には人が 乗 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

は

のる一は

364

365

は一は

一一

R 圏 ド コ カラキタノカ︑

︿略﹀︑

タケ

男の子三人はささのは

の木の葉は目立って色づいた︒

九54珍鳥の羽に似た大きな葉が︑

︿略﹀︑其の葉の根本には︑

幹の上の方に集ってついてをり︑
︿略﹀︒

は

は

ハ

は﹇▽あるいは・い

歯もよくみがいてるました︒

む
ヨ

一47一

オヂイサンバソノコニ︑

モモタラウトイフナヲツケマ

シタ︒

︵係助︶6一

まは・このうえは・こんにちは・さて

ホキクナツテ︑︿略﹀︒

一474

テヰマス︒

︻523

タ︒

オコシノモノハナン

︿略﹀︑オニドモハテツノ

︿略﹀︑サルハヒツカキマハ

︿略V︑イヌバカミツキマハ

モモタラウハカタナヲヌ

オニドモハカウサンシテ︑

オハナハオチヨヲザシキ

コレハウンドウクワイノ

ダイジナタカラモノヲダシマシ

一535

イテ︑︿略V︒

一53一

リマス︒

一526

リ︑イヌバカミツキマハリマス︒

一524

ルハヒツカキマハリ︑︿略﹀︒

キジハツツツキマハリ︑サ

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

一515

一506コンドハキジガキマシタ︒

デスカ︒

一487園

ヘオイデニナリマスカ︒

︿略﹀︑アナタハドチラ

モモタラウハダンダンオ

は・じつは・それでは・ついては・で

コノタカイトコ小中ヤマ
コノヒクイトコロバカハ

一482園

は・ときには・ねがわくは・まずは︒
または︒われはうみのこ

九55圏

大人の頭ぐらみの實がす寵なりにな

一283
デス︒

一286
デス︒

ハ

サキ
アトニ︑

オホキナガンバ

カバニハ︑ハシガカケテ

一29ーヤマニハ︑キガウエテア
リマス︒

一295
アリマス︒

チピサナガンハ

一352圃
ニ︑
︿略﹀︒

ワタレ︒

チピサナガン

ナカヨク

︿略﹀︑

アトニ︑

一354圃

ハナハソレデヨイカ
オチヨサンノウチデハ︑

ラ︑ハヲチピサクシテ︑︿略﹀︒

一373園
一383

二23

二72園

スカ︒

オカアサン︑オカアサン

オカアサンハアノシロ

バドノハナガーバンオスキデ

二66園

ヘトホシテ︑︿略V︒

エデス︒

オザシキニアカリガツイテヰ

二56

マス︒

オヂイサンハヤマヘシバ

一刺4

カリニ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑オバアサンバカバ

オバアサンバソノモモヲ
ヒロツテカヘリマシタ︒

一454

ヘセンタクニイキマシタ︒

軒下にはらばへる黒き犬︑ 一446
はをむきて︑う＼とうなり

コレハワタクシノハコニ

一28一

中には︑まるで花かと思はれ

かと思はれるやうな葉もあれば︑
︿略﹀︒

十欄8

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

ハデス︒

つてゐます︒

田二住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉

二宿ル雨蛙ハ緑色︒

九167

居ル時ハ緑色デアルガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑大きな葉をゆらゆらと

せり
やがておもだかの董や芹の葉

風に動かしてみる姿は︑︿略﹀︒

九伽3

九川5

などにっかまって︑︿略﹀︒

さあ︑今度は葉のきれいな

植物を集めてある庭だ︒

十欄3囹

六寸の細長い袋をつるしてみる︒

はは 十撹4 葉の先からつるを出して︑五

草のはにとまってみた
ならやくぬぎの

庭は一日日 が よ く あ た る ︒

︿略﹀︑ わ ら び や ぜ ん ま い が ︑

は

黒い程こい緑の葉の間から︑

て出てみるものもある︒

十二207
︿略﹀︒

︿略﹀︒

八271図魍

て︑ 垣を出て行く︒

八13此の間二三度降った雨に︑山 十伽6園 着物は粗末ながら︑︿略﹀︑

く︑稻の葉がさわくし出した︒

七931 それが︑朝飯がすむと間もな

しいさかりです︒

七362国︿略﹀︑此の頃は其の葉の美 は ﹇歯﹈︵名︶2 は 歯

︿略﹀︒

五472 もう桑の葉をたべないで︑

すっかり葉になってゐました︒

五361

りだらけでした︒

五343 ︿略﹀ひよう松は︑葉がほこ

ば︑

五314這松をのこして木の葉がちれ 十佃6 成程︑緑色の絹縣で作ったの

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒

四242前の畠の柿の木は︑

黄にそまり︑︿略V︒

四102翻

てふてふがく略V︒

三635

をとって︑舟をこしらへました︒

三616

目ハナンテンノミデス︒

二403耳ハナンテンノハデ︑ 九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

ノハノ上二︒

マツ白ナハナガ︒

二386齪 サイタサノータハナガ︑

マ ツ テ キ テ ︑ ︿ 略﹀︒

二234圃 ドコカラキタノカ︑
トンデキタ木ノハ︑ヒラヒラ

マハツテ︑︿略﹀︒

トンデキタ木ノハ︑クルクル

Q2

二257

︿略﹀︑ワタクシバミヨチヤ

ルト︑ミヨチヤンハ︿略﹀︑ウマ

コトニシテハドウデセ

コトヲシマスカ︒

ニハナニヲア

ワタクシハネエサンニ︑

ツタトイヒマス︒

Q

オヂイサンバヨロコンデ︑

キマシタ︒

︿略﹀︑﹁花サカヂヂイ︑︿略﹀︒﹂ト

二40一

ユキデウサギヲコシラヘテイ

﹁コレハメヅラシイ︒ミ

ヨンデアルキマシタ︒

ワルイオヂイサンバコノ

ハナシヲキイテ︑︿略﹀︑トノサマ

V

ゴト︑ミゴト︒﹂

R園

タダキマシタ︒

︿略﹀︒

デス︒

二404

コンドハイクラバヒヲ

ノォカヘリヲマツテヰマシタ︒

マイテモ︑スコシモ花ガサキマ

二525

セン︒

二533園 コレ ハ 八塚モノダ︒

ン大キクナリマシタ︒

タイン

コレハトビ︑ロバシヲ

コンドハキツネ︑コン

トウトウシバラレテシマヒマシ

タ︒

R圏

T囹

コン︒

ハイ︑コレハセンドウ

ゴランナサイ︒

二563園

ワタクシハアナタノオト

サン︑︿略﹀︒

モダチデス︒

二573

ナカツタリスレバ︑ワタクシハ

二586︿略﹀︑アカリガツイテヰ

アナタカラハナレマス︒
ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ
タ︒
二592 太郎ノオカアサンバカゼ
二463ワルイオヂイサンバ又コ ヲヒイテネテヰマス︒
ノゥスヲカリニキマシタ︒
二594 太郎ハイマ︑オカアサン
ガオクスリヲノムトコロヘキ
二473 ヨイオヂイサンバソノハ
テ︑﹁︿略﹀︒﹂
ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ

二455ヨイオヂイサンバソノ木

︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ

デ︑﹁ココホレ︑ワンワン︒︿略﹀︒﹂

二536

ワルノーオヂイサンバソレ

ハ

オヂイサンバ ハラヲタテ
テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ
ヨイオヂイサン

ウカナシガツテ︑犬ヲウヅメテ︑

二川¶5

シタ︒

二442

マシタ︒

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ

二434

トヲシヘマシタ︒

二42ーアル日犬ハ畠ノスミ

ツテヰマシタ︒

一ピキカツテ︑タイソウカハイガ

二415ヨイオヂイサンバ犬ヲ

︿略V︑目引ナンテンノミ

ワタクシガアヤシテアゲ 二403耳ハナンテンノハデ︑

ヤンノオモリヲシテアゲマス︒

ワタクシハマイ日ミヨチ

ンノネェサンデス︒

イハナガスキデス︒
二二5囹 オカアサンハアノシロ
イハナガスキデス︒オマヘハ︒

二263

二255

二了6園 ワタクシハアノアカイ
大キナハナガスキデス︒
二82園 ﹁ソノツギハ︒﹂

ドンナ

ォ正月ノオカザリニハ︑
二312園

ウ︒

ニゲル

︿略﹀オトガキコエタラ︑
二292園

ウハアルマイカ︒

二273園︿略﹀︑ナニカヨイクフ

ウマトイヒマス︒

アノキクハオトウサン

ナキイロイキクデスQ

二83囹 ソノツギハ︑︿略﹀︑小サ

二86園
モタイソウオスキデス︒

ベンケイハトウトゥカゥ

ランカンヘトビアガリマシタ︒

ニー16 ウシワカマルハヒラリト

S

サンシテ︑︿略﹀ ︒

T ︿略﹀︑クハヘテヰタサカナ
ハ

オ正月ガクルト︑オマ
ニ325園
イクツニナリマスカ︒
ヘ

オ年ダマ
ニ331園
ゲマセゥ︒

トモダチハ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ト
二354

メマシタガ︑ キカナイデイマシタ︒

S8

T0

T0

T5

ハ︑川ノナカヘオチテシマヒ
マシタ︒

T コチラノクライモリノ
中門ミエルノハ︑ドコノウチ

ノアカリデセウ︒

デ コシラヘタ モノデスカラ︑イ

オ米ガスコシモデキナクナ

二452ソノマツノ木ハズンズ

︿略V︒

コシラヘタモノデスカラ︑イ
テハ イケマセン︒
ヤハウマクアタリマシタ︒
ニ362

デ

モチハタイセツナオ米
ニ357園

テハ イケマセン︒

二202園コノ山ニハ︑クリノ木 二355園モチハタイセツナオ米
カゼニフカレテ︑

ガタクサンアリマス︒
︿略﹀︑

ヒラヒラスレバ︑ クモハムシ

二231翻

カトヨツテクル︒
Q42圏︿略﹀︑ ナミニユラレテ︑
ユラユラスレバ︑ コヒバエサ

アタルト︑モチ八白イト
二363
リニ ナツテ︑パツトトンデイキ

ハ︑

ソレカラコノ人ノ田ニ
二366

マシタ︒

カトウイテクル︒
黶@ミヨチヤンハマダーツデ
ス︒

二253 ミヨチヤンハワタクシノ
イモウトデ︑︿略V︒

一一

一一

一一

一一

一一

一一
一一
一一
一一

一一

T5

P2
P5
P9

Q5

は一は
366

367
は一は

V園 オカアサン︑ソノオクス

リハニガウゴザイマスカ︒
V園 イイエ︒サウニガクハ
アリマセン︒

二617園 サウ 一ドニノンデハイ
ケマセン︒

マノオツシヤルトホリニシテ
ノマナケレバナリマセン︒

リシテヰテ︑ヨク見エマス︒

二625私ノ目ハイツモハツキ

トハアリマセン︒

サクラガサクノハコレ

ソヘハイキマセン︒
カラデス︒

二683

二736 ライクワウハ︿略﹀︑大江山
ヘムカヒマシタ︒

二743 気配ケハシク︑ミチハ ワ

山ハケハシク︑ミチハワ

カリマセンデシタガ︑︿略﹀︒

二744

カリマセンデシタガ︑︿略﹀︒
シタ︒

リハ︿略﹀︑ココココトイツテ

シユテンドウジハホンタウ 三8ーヒヨコガナクト︑オヤド

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ

二752
ヰマシタ︒

ライクワウハスコシモオ

シユテンドウジハオコツテ

イマハサクラヤナタネ

︿略V︑ハチハセツセトミ

ミチバタニハスミレヤタ

サハヤクカラヒバリガサヘヅ
ツテヰマス︒

︿略﹀︑オモテデアソブニ
一バンヨイトキデス︒

三25
ハ

コウバデハモウシゴトガ
ハジマツテヰルラシイ︒

三45

ヲハラノ下ニダイテシマヒマ

三55 メンドリハ︿略﹀︑タマゴ

シタ︒

デス︒

三85

ヒヨコハホソイアシデ︑

ミデス︒

オヤドリハナンニモタベ

かは

かは

三131圏ばうやはよい子だ︑

それでもまだあかちゃん

ねんねしな︒

三135

つれていきます︒

がなくときには︑︿略﹀おかあさ

おまへはてのゆびの

お花はことし九つです︒

んのところへ

三143

三147囹

おちいさんはわらひなが

なをしってゐますか︒

三167

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへてやりまし

た︒

びとこゆびのほかにはなが

三168園 二郎︑おまへはそのゆ
びで人をさしますか︒
三171園 あしのゆびは︑おやゆ

あしのゆびは︑おやゆ

ないのです︒

三172園

びとこゆびのほかにはなが

ないのです︒

のきものをきてゐますか︒

三184園この人はどんないろ

︿略﹀︑二人はまつやっつ

三202 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし

た︒

三205

じのあひだをあちらこちらへ

くぐってとりました︒

︿略﹀︑それは小二郎のう
ちのいぬでした︒

まりとざれては 三218

うちの子ねこは
く略V︑

ると︑︿略﹀︑おかあさんのおて

つてきました︒

はせ︑︿略﹀︑小二郎のそばへよ

お花はがくかうからかへ 三221犬ははなをくんくんい
つだひをします︒

三122

えんからおちる︒

三117圏

いい子ねこ︑︿略﹀︒

三113圏

いい子ねこ︑︿略﹀︒

三105圃

うちの子ねこは

テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ

三102私人ガクカウカラカヘツ

ダテマス︒

三98 ネコデモソバヘクルト︑
オヤドリハオコツテケヲサカ

ハリマス︒

ナイデ︑︿略﹀︑ソノヘンヲ見マ

三95

ベマス︒

三94 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ

チヨコチヨコアルキマス︒

三87

ヒヨコハミンナデ十パ

三84 二三日タツト︑オヤドリ
ハヒヨコヲニハヘツレ出シマ

テヤリマシタ︒

︿略﹀︑イビキハカミナリ

ヤゥニアカク︑︿略﹀︒

二761

R

ノヤウデシタ︒

三18

ッヲァッメテヰマス︒

三16

ヒラヒラトマヒ︑︿略＞〇

三14テフテフハ花カラ花へ

ノ花ザカリデス︒

三12

クルヒマハリマシタ︒

U

キリツケマシタ︒

ソレズ︑タチヲスルリトヌイテ

一一
一一

二637 ︿略﹀キキオトスヤウナコ﹁

子牛ハコノアヒダウマレ

子牛ガヰマス︒

二 餌 5 私 ノ ウチ訳了オや牛ト
V
ケレドモマダツノハハエ

V6
V6

スグオや牛ノトコロヘキマス︒
ンポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒
二672 ツナヲツケナクテモ︑ヨ 三22︿略﹀︑ムギ畠ノ上面ハア

U チヨツトハハナレマスガ︑

カハイガリマス︒

黶@オや牛ハ子牛ヲタイソウ

マセン︒

S

タノデス︒

一一
一一
一一
一一

ソノ大キナカホハ火ノ

T ソノバンシユテンドウジ
ハサケニヨツテネマシタ︒
一一

一一

T9

二617囹 オクスリハ︑オイシヤサ 二757

V5

一一

U0

U4
U5
U6
U6

は一は

368

つてからくらべてみました︒

三226 ︿略﹀︑二人はたくさんと
三228 ︿略﹀︑かちまけはありませ
んでした︒

さんについてかへりました︒

三234 二人はよろこんで︑おちい

三237︿略﹀︑犬はもうとっくに
かへってみて︑かけてきてとび

︿略﹀︑

う︒﹂ときやうだいは

三306圃
さしていそぎゆく︒

がくかう

﹁さ︑いきませ

イコトニナツテヰマス︒

三382園ぼくは右のちか道の
方をいってみます︒

三313村の人は五﹈車とよん 三385園 それではぼくは左の

二人はかけ足でまはりつ

本道を通ります︒

五一ちいさんはおもしろい 三388

でるます︒

三316

こをしました︒

た︒

三415園

︿略﹀︑かめはだんだん海
くりゆうぐうへ

つきました︒

の中へはいっていって︑まもな

三423

だはありがたうございました︒

もありません︒

三461しってみるものは一人

白いけむりがぱっと出て︑うら

三466あけると︑箱の中から

しまはたちまち白がのおちい

さんになってしまひました︒

ハ一目二見エマス︒

三485ソコへ上ルト︑私ノ村

キヨネンデキ上ツタ新道

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ
ノ夏野ドモノ學校デス︒

ハ︑村ヲ東カラ西へ︑マッス

三496

グニツキヌイテヰマス︒

ます︒

ソノ中側ハ︑ニウリヤモ

を虫とでもおもったのでせう︑
︿略﹀何べんもとびつかうとし

三555 かへるはやなぎのつゆ

アリマス︒

三502

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒

うらしまさん︑このあひ 三498 新道ノリヤウガハ ニハ︑

三405 うらしまはく略﹀かめを
かつて︑海へはなしてやりまし

しました︒

はれてみたり︑石が出てみたり

からすのなかない日は 三391ちか道の方は︑道がこ

ちいさんです︒

三317園
あっても︑︿略﹀︒

あたまをなでましたQ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大きな手で

三344︿略﹀︑五一ちいさんは

たはない日はない︒

このあひだかきねのそば 三318園く略V︑五一ちいさんがう

つきました︒

三263

へ出たのは︑もう私のせい
より古吐くなりました︒

かうのびてはとてもたべ

三365

ゲルノハ右ノ手デス︒

ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒

二持ツトキ月割︑カラダヲ左

た︒

おとひめは﹁︿略﹀︒﹂とい

つて︑きれいな箱をわたしまし

三367又オモイモノヲ右ノ手 三半5

ましたが︑︿略﹀︒

とんではおち︑︿略﹀︒

︿略﹀と さとりました︒

三564たうふうはこれを見て︑

おち︑

三557かへるはく略﹀︑とんでは

三434 うらしまはおもしろがって︑ 三556かへるはく略V︑とんでは
スノハ左ノ足デ︑︿略﹀︒
おち︑ とんではおち︑︿略﹀︒
うちへかへるのもわすれてゐ
︿略﹀︑オケイコノトキア

三355︿略﹀︑チヤワンヲモツ方 三426 りゅうぐうのおとひめは
うらしまのきたのをよろこん
ノ手ハ左デス︒
三362 タイサウノトキアルキ出 で︑︿略﹀︒

手辻風デ︑︿略﹀︒

三354︿略﹀︑ハシヲモツ方ノ

十九ださうです︒

石がきの下へ出たのは︑ 三348五一ちいさんはことし六

られません︒

三264

三266
かはがおちはじめて︑竹になり

あれはいまにさを竹に

かかってゐます︒

三268
でもなるのでせう︒

三273又あそこごこにわらを
むすびつけてあるのは︑ほりと
︿略﹀竹の子は︑︿略﹀︑おち

らないしるしで︑︿略﹀︒
三281

いさんに︑あれで竹うまをこ
しらへていただくつもりです︒

かばふはずみにあねは

また 足だのはなをふっつりと︒

三294圃

三568 ︿略﹀︑こんきがよければ︑
三303瞬園 ﹁正さんこれはありが 三371︿略﹀︑左ノ手ニオモイ 三姻6圏 それはまことにおなご
りをしいことでございます︒
何ごと もできないことはない
モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
たう︒﹂
三453 うらしまは玉手箱をもら と さとりました︒
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒
三571それからは心しやうけん
三373 ソレカラ︑道ヲアルクト つて︑︿略﹀︑海の上へ出てき
ました︒
めいになって︑毎日字をならひ
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ

三304韻 あねは手ばやくをを
たてて︑ 小川の水で手をあ

らひ︑︿略﹀︒

369
は一は

ました︒

三573ずんずん手が上って︑の
ちには名高い書手となりまし
た︒

二小サナアナヲタクサンアケ
マシタ︒

デモナイカラ︒

スルトカウモリハ﹁︿略﹀︒﹂

く略V︑

かみなりさまを

かすみのすそを

ふじは日本一の

よいお天きだらう︒

三825園今日はまあ︑何といふ

山︒

遠くひく︑

三822蟹︿略﹀︑

山︒

下にきく︑ふじは日本一の

三808圏

のです︒

およめに行っていらっしゃる

三736園私ハ鳥デモケダモノ 三801 ねえさんは遠いところへ

鳥ダ︒

三752園私ハ羽ガアルカラ︑

タ︒

トイツテ︑鳥ノ方ニツキマシ

三75一

三748 スコシタツテ︑コンドハ
鳥ガカチサウニナリマシタ︒

三695園 コンナニアナヲタクサ 三744丁年バカラダガネズミ
ニ ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒
ンアケテハダメダ︒

三605日の光がやはらかにさ 三m2 今日はうちの虫ぼしで

はおりとしまのはかまはお

す︒
して︑小川の水はきれいにす
きとほってゐます︒
三705 この黒いもめんのもんつ
三614園私はかちまけを見る きは私のです︒
三707 そのとなりの三つもんの

男の子三人はささのは

人になりませう︒

三616

三766

︿略﹀︒

日はよくてつてみて︑ふ

じの山はいつもよりなほき

オ前ハケダモノダラウ︒ 三831
ソコデカウモリハ︿略﹀︑

三764園

三761園オ前置鳥デハナイカ︒

そちらのはばの廣い光 三761園 神前ハ鳥デハナイカ︒ 三831 日はよくてつてみて︑

とうさんのです︒

︿略﹀︑はばのせまい黒い

のはおばあさんのです︒

三713

るおびはねえさんので︑︿略﹀︒

みよ子．はささの鍛えだ 三711

をと．つて︑舟をこしらへました︒

三618

を手にもって︑土ばしの上に
たちました︒

三627三人は一しょに舟を出

とあちらでこの月を見てゐ

ふみ子もこんやはきつ

つて︑雲一つありません︒

ませう︒

三795園
ツキマセンデシタ

﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑ドチラヘモ

ソノトキカウモリハ

て行くのです︒

三862園

︿略﹀︑人げんにはよう

のないものです︒
天人のはごろもなら︑
なほさらかへすことは出撃ませ

三857園

れいに見えました︒
しました︒
三713 おばあさんはあれをしめ クラクナツテカラ空ヲトビマ
三833風はしっかで︑なみも
三628舟は風にゆられながら︑
ハルヤウニナツタトイヒマス︒
て︑よくお寺まみりにいらっし
おとをたてません︒
土ばしの方へながれて行きま
やいます︒
三767 ︿略﹀︑ヒル自重ノウロ
す︒
三834おきの方はかすんで︑
三716 それから︑あの赤いじゅ ヤアナノ中ニカクレテヰテ︑
︿略﹀︒
三633 三人は舟とならんで︑川 ばんはねえさんので︑︿略﹀︒
クラクナツテカラ︿略﹀︒
三717 ︿略﹀︑ねずみ色のもんつき 三776 夕はんがすむと︑うちの 三江5園これはよい物がある︒
のふちをかけて行きます︒
三852園それは私の着物でご
三 6 4 3 舟 はだんだん土ばしへ
はおかあさんのです︒
ものはみんなえん万はへ出ま
ざいます︒
近くなります︒
三722 こちらのかすりのつつそ した︒
三646 みよ子はさっとささの
三778 えんがはには︑夕方から 三853辛いや︑これは私が今
では太郎のあはせで︑︿略﹀︒
ここでひろったのです︒
三725 ︿略﹀︑そのとなりのめり
小えだを上げて︑﹁一ばんがち︑
いもやだんごをつくゑにのせ
三856園 いや︑それは天人のは
て︑お月さまにそなへてありま
五郎さんの舟︒﹂
んすのあはせは私のです︒
ごろもといふ物で︑賢げんに
三653園 五郎さんの舟には︑て 三726私どもはあれを着て︑ す︒
ふてふのせんどうさんがのつ
三785 空は水のやうにすみき はようのないものです︒
をばさんの村のお祭によばれ

たから︑かったのでせう︒

︿略﹀︑コンドハ︿略﹀︑フシ

三666私ハソレヲヒロツテ︑ 三735
︿略﹀︒

三686

は一は
370

ん︒

ゐます︒

お宮のうらではすまふ

がはじまってみて︑︿略﹀︒

三864園それがなくては︑天へ 四35

天人はしをしをとして︑
︿略﹀︑ばんにはそのおい

キノフハ十月三十一日デ︑

キノフハ日本冷静ノ人

天長節ノオイハヒ日デシタ︒

四84

四95

はは

ガミンナ天皇ヘイカノバンザ
イヲイハツタノデス︒

ならやくぬぎの

言いたんぼの

四112圏おやはかへして︑子は

萎まきすます︒

くれうって︑

ワニザメハ︿略﹀︑スグニ

くれうって︑︿略﹀︒

四132
四133園

白ウサギハコレヲ見テ︑

ソレハオモ白竜ラウ︒

ナカマヲ大ゼイツレテ來マシタ︒

四135

四204

四194園

白ウサギガソノ通りニ

ソレバカハイサウダ︒

シマスト︑カラダハスツカリモ
トノヤウニナホリマシタ︒

四207園 オカゲサマデ︑カラダハ
コノ通りニナホリマシタ︒
アナタハオナサケブカイ

オ方デスカラ︑︿略﹀︒

ナルホド︑オマヘノナカ 四208園

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

四137園

白ウサギハ

一ツニツト

白ウサ二心イタクテタマ

ト︑タイソウオコツテ︑︿略﹀︒

四165

リマセンカラ︑ハマベニ立ツテ︑
白ウサギハ︿略﹀︑前ヨリ

ナイテ居マシタ︒

四176

ソノ後大國主ノ神ハ︑

ガゴザイマス︒

︿略﹀︑エライオ方ニオナリニ

四214

ナリマシタ︒

一ぽいもみがほしてあって︑

をぢさんのうちでは︑に

みを持って︑おつかひに行きま

四221私はきのふふろしきつつ

した︒

は

四224

︿略﹀︒

ぼへ出て︑おばあさんがく略V︒

四226うちの人はみんなたん

四232おばあさんはもう耳が

あさん︑今日は︒﹂といふと︑

遠いので︑大きなこゑで︑﹁おば

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒

四242前の畠の柿の木は︑

︿略﹀︒

モカヘツテイタクナツテ︑クル

コノ神様ハサキホドオ通

シガツテ居マシタ︒

四182

リニナツタ神様ガタノ弟ノ
方デス︒

スルト神様ハ﹁︿略﹀︒﹂ト
ヲシヘテ下サイマシタ︒

四193

又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四275

︿略﹀大きな店はいくつ

をばさんも早くかへります︒

ほしてあるから︑をぢさんも

四111翻おやはかへして︑子は 四191 白ウサギ丁目ヲコスツテ︑ 四256園 今日はこんなにもみが

黄にそまり︑︿略V︒

四102圃

キツトオシアハセノヨイコト．

ワニザメハ白ウサギノイ 四211園 アナタハ︿略﹀︑後ニハ

マハズヰブン多イ︒

四147
四151

フ通りニナラビマシタ︒

四53これは私が生れた年︑

ワタシバコノヲカへ
來タカツタノダ︒

四157園

タシニダマサレタナ︒

四156園オマヘタチハウマクワ

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑
︿略﹀︒

この二十五日はおちいさ

四68今年は柿のあたり年で︑ 四16一 ワニザ画素ソレヲキク

ことです︒

﹁︿略V︒﹂とおっしゃったといふ

四65その時おちいさんは

です︒

おちいさんが私のぶんにつぎ
木をして下さったのださう

が五本あります︒

四48私のうちには柿の木

はひの花火が上るさうです︒

四45

うです︒

れふしはかへしませんで 四44 今年は田がよく出來た
ので︑ばんにはく略﹀が上るさ

かへることが出來ません︒

三867
した︒

三867

なみだにうるむ目で空を見
上げました︒

れふしはきのどくになり

まして︑﹁あまりおかはいさうで

三872

いいや︑天人はうそを

すから︑おかへし申します︒

三888園
いひません︒

三895 れふしがはごろもをかへ
しますと︑天人はそれを着て︑

はごろもの袖はかるく

まひはじめまし た ︒

三897
風にまひ︑︿略 ﹀ ︒

今日はお祭です︒

んのめい日ですから︑︿略﹀︒

三901 ︿略﹀︑はごろもの色は日 ︿略﹀︒
四78
の光にかがやきました︒
三903 ︿略﹀︑天人はまひながら

松原の上をだんだん高く上つ
四13

鳥みのあたりは︑道の

て︑︿略﹀︒

四21

りやうがはに︑いろいろな店が

おもちゃやにはらつばや

ならんでゐます︒

四23

かたなやひかうきなどがなら
べてあります︒

又あめややくわしやでは︑

はやし立てておきゃくをよんで

四26
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も電とうをつけました︒
デ︑︿略﹀︒

四276本町通は夜もひるのや 四348夜ニナルト︑ホカノ鳥

ました︒

ました︒

四395

こんどは日の番になり

くっつけました︒

わいたうをしっかりとからだに

四393

するとたび人は︑︿略V︑ぐ

て見せよう︒﹂とはげしく吹立て

日は︿略﹀︑あたたかな光

をおくりました︒

四396

花子はねこをだいてう

しかられました︒

四糾2

ろうろして居ましたので︑﹁︿略﹀︒﹂

といはれました︒

四451園此のごろは大さうちが
やかましくなったから︑すすはき
︿略﹀︑すすはきは大きに

は大きにらくになりました︒
四453園

おとうさんがおかへりに

らくになりました︒

四463

﹁負けるは勝︒﹂

いけません︒

四497園

す︒

へはいる︒

四537園

日は山から出て︑山

四544園 へええ︑日は屋根から
出て︑屋根へはいるものでは

ございませんか︒

四545園 へええ︑日は屋根から
出て︑屋根へはいるものでは

ございませんか︒

四546園 お前はたいそうとんち
があると聞いた︒

ひの木は︑根もとへ草もよ

四561團︿略﹀山のふもとのし

四574囲

︿略﹀︑大工サンバミンナ

シルシバンテンヲヌイデ︑ヰセイ

四585

居マス︒

土ザウノフシンガハジマツテ

のふもとの大木は あのしひ
の木か︑かしの木か︒
四577私ノウチデ玉里ノゴロ

何百年かたった後︑山

なった時には︑家の内も外

さうひっぱりあっては

せつけぬ︒

もきれいになって居ましたので︑
︿略V︒

︿略﹀︑取手は︿略﹀四人と︑

四492園

れ︒﹂

四478園﹁ねんにはねんを入

す︒

友一と友一のあねの道子で

四468

︿略﹀︒

四391風は﹁何︑一まくりにし 四468 よみ手はおちいさんで︑

︿略﹀︒

たたかひましたら︑おかあさんに

四398 たび人はだんだんよい心 四504これから友一はだんだん
ハ大ガイ目が見エナクナルノ
うで︑︿略﹀︒
あせり出しました︒
持になって︑しまひにはぐわい
ニ︑︿略﹀︒
四278 ︿略﹀︑りはつ店などはま
たうをぬぎました︒
四505みんなもしまひにはむち
四352 夜ニナルト︑ホカノ鳥
ぶしいほどです︒
ゆうになって取りました︒
四401 ︿略﹀︑しまひにはぐわいた
細大ガイ目が見エナクナルノ
四282 電とうはらんぷとちがつ
四511 道子が十二まい︑みよ子
うをぬぎました︒
ニ︑此ノ鳥山見エルノデ︑
て︑へやのすみずみまであかる
が十まい︑︿略﹀︑友一はたった
四404 昨日はうちのすすはき
︿略﹀︒
く︑︿略﹀︒
二まいでした︒
もう高いえんとつは大方 四365 烏ハ大キナコエデワル でした︒
ロヲイヒ︑太イクチバシデツ
四437 僕はく略V︑はねまはって 四531団 これは其のゑはがきで
出來上りました︒

四292

ヨツテ︑︿略﹀バカニ

スズメハヨワイ鳥デス
ヘ

ソレデモフクロフハシ方

ニイヒマス︒

フクロフノ鳴キゴエハ所
ニヨツテイロイロ

四377

シテ居ルバカリデス︒

ガナイノデ︑︿略﹀キヨトキヨト

四374

シマス︒

ガ︑ソバ

四372

氣ノ鳥デスカラ︑︿略V︒

四292 これは大じかけでれんぐ ツキマス︒
四366 モズハ小サイガ︑マケヌ
わをやく工場です︒
四294 これが出來上るころには︑

て つ だ う が私どもの町を通
さうなったら町はどんな

つて︑︿略﹀︒

四297
にべんりになるでせう︒
話しますと︑父は﹁︿略﹀︒﹂とを

四318︿略V︑父にこのことを
しへました︒

四321囹 それは山びこです︒

山びことは何のこと

四322園 それは山びこです︒だ 四38ーフクロフが鳴クト︑其ノ
明クル日飛天氣ガヨイカラ︑
れも居るのではありません︒

四324園
でございますか︒

では︑︿略﹀︑かへって來ること

四331園人のこゑも山の中

フクロフハオモ白イカツ

があります︒

四343

カゥノ鳥デス︒

四345 カホハネコノヤウデ︑
其ノ上ネズミヲトツテクフノ

は一は
372

ヨクハタライテ居マス︒

四596私バカンナヲカケテ居
ルノヲ見ルコトガスキデス︒

屋島のたたかひに︑げん

ました︒

四648

よ一はじたいしましたが︑

よしっねがゆるしません︒

四653

︿略﹀︒

四662

をいきられて︑︿略﹀︑なみの上

赤い扇はかなめのきは

︿略﹀︑ひようといはなしました︒

た人のでした︒

いたづらもので︑︿略﹀︑みばつて

雪ノヤウニ白ウゴザノー 四774此の人は小さい時から

モヨクニテ居マス︒

四703私ドモニ人ハ色モナリ 四772 それはく略﹀うちに生れ
四705

ばかり居ました︒

どいみなりをして居ました︒

四784かへって來た時には︑ひ

たくさん見ましたので︑︿略﹀︒

一人ハタイソウ皆サンニ 四796私は長い間に子どもを
スカレマスガ︑︿略﹀︒

四711

四712︿略﹀︑一人ハアマリスカ 四797︿略﹀︑どういふ子はどう

私は道ばたの

ので︑︿略﹀をみんな見て知って

でした︒

トンネルを出て︑海を見

話では︑軍かんだといふこと

四831そばに乗って居た人の

た︒

下した時には︑︿略Vと思ひまし

四823

ろくなものになりません︒

するやうな子どもは︑大てい

一本杉で 四803 ︿略﹀︑生物をころしたり
四722東の村では﹁︿略﹀︒﹂と

す︒

四718

いふ人になるといふことを
四663よ一は弓に矢をつがへ︑ レマセン︒
四716私ドモ思人ト何デセウ︒ 見ぬきます︒

おちついて見えます︒

︿略﹀︑今度は扇が少し

マスガ︑雪ノヤウ ニ ツメタク
四606私ハ昨日大工サンカラ 四651 よ一は︿略﹀︑馬にまたが
ハナク︑︿略﹀︒
つて︑海の中へのり入れました︒
木ノキレヲタクサンモラツテ︑
︿略﹀︑もしこれをいそこ 四707シカシユや水ニハスグ
トケテシマヒマス︒
なったら︑生きて は居まいと
︿略﹀︒

四612

じはをか︑へいけは海で︑向
ひあって居ました時︑︿略﹀︒

けは海で︑向ひあって居ました

四613 ︿略﹀︑げんじはをか︑へい
時︑︿略﹀︒

ひらいた赤い扇がつけてあり
におちました︒

四616︿略﹀︑其のさをの先には︑ 四666
ます︒

いひ︑西の村ではく略﹀︒
村では﹁︿略﹀︒﹂などと申します︒

四725東の村ではく略﹀︑西の

居ます︒

どんなにか鳴いたのでせ 四728私は長生をして居ます

うが︑うちのものは朝まで

オ花ハオカアサンニオヒ

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

四餌3

五人バヤシノ

ハ何デセウ︒

四865園

人ダサウデス︒

居ル人ハ何ヲスルノデセウ︒
四867園 アレハウタヲウタフ

一番右二

此の人たちの田や畠 四854園ダイリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

︿略﹀︑其の時はなかなか

なるばかりでせう︒

ラ︑學校ガピケタラ︑スグアソ

四768あのうちは此の上よく 四874園 明日ハオセツクデスカ

にぎやかなことでした︒

四764

よりはよく出來ました︒

四755︿略﹀︑稻も萎もよその

ら︑︿略﹀︒

の作り方はていねいでしたか

四754

時から知って居ました︒

︿略﹀戸を明けますと︑山 四742私は︿略﹀を其のわかい

︿略V︑今でも山がらのこ
ことはありません︒

ゑをきくと︑︿略﹀と思はない

四701

ありません︒

四698︿略﹀︑足のきずはどう
したらうかと思はないことは

のことでしたが︑︿略V︒

四695こ口は私が七つの年

行ってしまひました︒

がらはとび出して︑︿略﹀とんで

四691

しらずに居ました︒

四687

ろこびました︒

なが馬のくらをたたいてよ

四623舟はなみにゆられて︑上 四672をかの方ではく略﹀︑みん
扇は風に吹かれて︑くる

つたり下ったりします︒

四624
くるまはって居ます︒

げんじの労しやうよしつ

とすことは︑なかなかむつかし

四626 ︿略﹀︑これを 一矢でいお
さうです︒

四628

ねは家憲に向って︑﹁︿略V︒﹂と
たつねました︒

四632園だれかあの扇をいお
とすものはないか︒
四638園 ︿略﹀︑三羽ねらへば︑二

羽だけはきっといおとすほど
の上手でございます︒
べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四645よしつねは﹁それをよ
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そ
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曽我兄弟は兄を十郎︑弟

ビニオ出デナサイ︒

四897
を五郎といひました︒

四901 十郎が五つ︑五郎が三つ
の年に︑父はくどうすけつね

母は泣きながら二人の

にころされました︒

四903
五郎はまだ小さくて︑何

子ども．に︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四907
も分りませんでしたが︑︿略﹀︒

四908 ︿略﹀︑十郎はなみだをお
さへて︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

四916九つとなり︑七つとなつ
取らうと心がけました︒

たころからは︑︿略﹀︑かたきを

四917︿略﹀︑遊事にも︑兄が弓

をひけば︑弟はたちをふりま
けれどもかたきのくどう

はし︑︿略﹀︒

四921
は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家來
をつれて居ます︒

二人のものはなかなか

そばへよることも出來ません︒

四924

私ども二人はていねいにおじ
中村君は色が黒くて︑まるま

になって︑︿略﹀︒

頭が八つ︑尾が八つある大

酒が篭耳ると︑みことはそれ

杉の木が生えてゐます︒

五103園︿略﹀︑せ中には︑ひのきや

︿略﹀︒

蛇で︑目はほほづきのやうに赤く︑

五102園

ざいました︒

これは級長の山田さんです︒ 五91園私どもにはもと娘が八人ご

つしゃいました︒

五44園

五48

ぎをしました︒

五46

ききなさい︒

︿略V︑二人はたいまつで 五45園 分らないことは此の方にお

︿略﹀︑ふじのすそ野へ急ぎまし
た︒

四942

道をてらしてくどうのやかた
へ向ひました︒

二人はたいまつを上げて︑

つくづくとかほを見合ひました︒

四947

中村君がこれまで居た所は日

ると太ってゐます︒

五53

五108

兄弟はくどうのやかた

へふみこみました︒

四951

五66僕は﹁︿略﹀︒﹂といって︑力

日本の男は泣くものではな

日本の男は泣くものではな

をつけてやりました︒

五67園
い︒

中村君は學問もよく出山るし︑

五68園
い︒

五71

うんどうも上手です︒

飲みほして︑大蛇がよひつぶ

れますと︑みことはく略﹀︑大蛇を

自分の物にしてはならぬとお

これはめづらしいつるぎだ︒

ずたずたにお切りになりました︒

五125

五124

これだけはお目にかけたい

ぼしめして︑︿略V︒

と思ひます︒

五136団

五167 ︿略﹀︑春子にはゑ葉書とリボ

ン︑僕には小刀とえんぴつをおみや

げに下さいました︒

これは鶏だよ︒

とび

し
一番こっちは金鶏勲章でせ

をおみやげに下さいました︒

五167 ︿略﹀︑僕には小刀とえんぴつ

五173園

う︒

五176園

僕は自分よりえらい友だちを
大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

五203園此の勲章には功一級から功

てるることが出來ず︑︿略﹀︒
こう

のやうで︑わるものどもは目を明け

五195園鶏の光がまるでいなびかり

は知ってみるだらう︒

五177園︿略﹀︑鶏のついてみるわけ

僕は自分よりえらい友だちを

みことは此の川上にも人がす
んでみるにちがひないとおかんがへ

五81

ないと思ひます︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

五74

ないと思ひます︒

五73

を八つのをけに入れさせて︑︿略﹀︒

五116

こちらは今さくらのさかりで
すが︑︿略﹀︒

五58

らよりはずっと早くさくさうです︒

ふみこんで見ると︑くどう
本の南の方で︑︿略﹀︒
はよくね入って居ます︒
五55 ︿略﹀︑うめやさくらも︑こち

四954

ね入って居るものをきる

又中村君には︑﹁︿略﹀︒﹂とお

にちってしまったさうです︒

二人はすかさずうち取つ 五61 ︿略﹀︑あちらでは︑もうとう

はひけふと︑天長﹀︒﹂と名のり

四956
ました︒

四965

て︑︿略﹀めでたくのぞみをとげ
ました︒

︿略﹀︑十郎は二十二︑五郎

は二十︑父がうたれてから十

四966

われら

︿略﹀︑十郎は二十二︑五郎

八年目にく略V︒

四966

は二十︑︿略﹀︒

ここがあなたの教室です︒

おやともしたひてお仕へ申

天皇陛下を神ともあ

五18圏大日本︑大日本︑
ふぎ︑

國民七千萬は

す︒

四928 ︿略﹀︑長い二つけねらひま

したが︑手を出すすきはあり

五43

此の級へはいる方です︒

で︑今度遠い所から來て︑今日から

五38園此の方は中村さんといふ人

せきはあれにします︒

五33園

ませんでした︒

四932 ある年︑よりともはく略﹀︑

ふじのまきがりをいたしました︒

兄弟は今度こそはと︑

兄弟は今度こそはと︑

︿略﹀︑ふじのすそ野へ急ぎまし

四936
た︒

四936

は一は
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七級まである︒

﹁をぢさんのは︒﹂﹁をぢさ

ん の は 功 七 級 だ ︒﹂

五204園
﹁をぢさんのは功七級だ︒﹂

五224 ︿略﹀島屋の大費出しは︑い

五205園

よく今日からはじまりました︒
五227 島屋の前には︑人が黒山のや

ゆかた

下のか ざ り ま ど に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

うにあつまってゐました︒
五236

すゴしさうな浴衣地がかざってあり
ます︒

五238 入口の左手には︑小切やえり
や帯あげなどがたくさん下げてあっ
て︑︿略﹀︒

から注文をうけては︑小ぞうさんた

五245 ︿略﹀︑番頭さんたちは︑お客

︿略﹀︑お客から注文をうけて

ちにさしづをしてゐます︒
五245

は︑小ぞうさんたちにさしづをして
ゐます︒

らいろくな反物や帯地をかついで

五247 小ぞうさんたちは︑土ざうか

︿略﹀︑私どもは浴衣地とこん

來て︑お客の前につみ上げます︒
五251

がすりを買って外へ出ました︒

五257 ツバメハトブコトが上手ナ鳥
ツバメハコチラニ居ル間二︑

デ︑︿略﹀︒

五27一

︿ 略 ﹀ ︑ ヒ ナ ヲ ソダテマス︒

五274 ツバメハ︿略﹀︑人ノヤクニ
立ツ鳥デス︒

には︑何の音も聞えません︒

庭さきのもみちの木は︑前の

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五284
うら一めんの林は私のうちの

もので︑︿略﹀︒

五286
︿略﹀︑此のごろは栗の花がた

うちの前には小川が流れ︑

くさんさいてゐます︒

五287

五298圃
舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

庭は一日日がよくあたる︒

征伐せよとおほせられました︒

せいばつ

尊は其のころ︑やまとをぐな

といふ御名で︑御年はわっかに十六

五416

尊は︿略﹀︑御年はわっかに

でいらっしゃいましたが︑︿略﹀︒

五417

十六でいらっしゃいましたが︑︿略﹀︒

夜がふけて︑人々はかへりま

五471

上る頃には︑舞のからだがす

今日のお書頃はうち中︑目が

き通るやうになります︒

五477

まぶしには︑かさくといふ

まはるほどいそがしうございました︒

五481

音がしてゐますが︑︿略﹀︒

早いのはもう繭を作り上げて

今桑をたべてみる羅も︑明日

ふさうです︒

の朝までには︑たいてい上ってしま

五493

ゐます︒

五484

れは琶が動くからです︒

五423尊はかみをといて︑女のすが 五483 ︿略﹀音がしてゐますが︑ こ
たになり︑︿略﹀︑其の家の中へおは
いりになりました︒

した︒

五431

自分のそばへ呼びました︒

五315圃松をのこして木の葉がちれ 五427 ︿略﹀︑たけるは尊を見つけて︑
ば︑

本のおさらひすました後は

枝につるしたぶらんこ遊︒

五321圏

を出して︑たけるのむねをおつきに

ならないのです︒

の五六日は夜もろくろくおやすみに

五324私のうちの表通は︿略﹀︑り 五433此の時尊はふところのつるぎ 五501おかあさんもねえさんも︑此
なりました︒

﹁おかあさん︑お天竺は︒﹂

︿略﹀︑左どなりは時計屋です︒

ぐな︒

を入れる︒

かった︒

こ

︿略﹀︑みやこには強いお方

それまではまだかんがへな

五465置上のうすには︑どうして米

がおありになった︒

五452園

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

カウ毎日降ル雨ハドウナツテ

表デ遊ブ日ガアリマセン︒

五505

︿略﹀︑水ハ低イ方へ低イ方へ

シマフノデセウ︒

ト流レテ行キマス︒

五508

ハジメハ縣スヂホドノ流デス

ガ︑︿略﹀︒

五512

チ ヅ

雨水ノ流レル道ハ地鼠ニカイ

カウシテ流レル水守︑ミゾカ

くテ海へ行キマス︒

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

五522

タ川ヲ見ルヤウデス︒

五516

マス︒

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ

五451園自分にまさる者はないので︑ 五514 ︿略﹀︑ミゾ目撃チル頃ニハ︑

さらなかった︒

五唱8園あ＼た窟人ではおありな

五504 此ノ頃ハ雨が降りツ寸ノーテ︑

やうがはの歩道に人通のたえること

み

あなたはどなたでいらっし

尊は手をおゆるめになりまし

やいます︒

五446圏

た︒

五畜4

がありません︒

︿略﹀芝敷が七つもあるとは︑

︿略﹀ひよう松は︑葉がほこ

どうしても思はれませんでした︒

五338

五343

りだらけでした︒

五345

屋で︑左どなりは時計屋です︒

五344私のうちの右どなりは小間物 五447園 われは天皇の皇子やまとを

五348園

いたどりは私どものせいほど
にのびてゐました︒

五362

一匹は目に︑一匹は口に︑一
匹は目に︑一匹は口に︑一

匹は耳に手をあててゐます︒

五371
五371

天皇は日本武尊にこれを

やまとたけるのみこと

一匹は耳に手をあててゐます︒ 五466園

匹は耳に手をあててゐます︒

五371

五283 ︿略V︑風の音と水の音より外 五414

375
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五524 雨水ハタ寸カウシテ流レルバ
カリデハアリマセ ン ︒

カリデハアリマセ ン ︒

五524 雨水ハタ寸カウシテ流レルバ
︿略﹀︑かへりに酒を買って來

ては︑おとうさんを喜ばせてゐまし

五536

た︒

んすんでゐます︒

ことにしほのみちた時は︑社

くわいらう

五592
︿略﹀︑お話にある龍宮はこ

殿や廻廊が海の中に浮いて︑︿略﹀︒
りゅうぐう

五595

ありますね︒

五667園此の村には︑向ふの杉山の
すそに︑大きな用水池があって︑
︿略﹀︒

せうね︒

五683

昔此の村はひどく貧乏で︑此
の村の名を言ふと︑﹁あ＼︑あの貧

だ︒

五694

村の人は代り合って︑一日置

に普請の手つだひをすることになつ

五708

た︒

五713︿略﹀︑いろくの工事に︑村

の人は普請方のさしづをうけてはた

昼間半︑幅は一番上で三間といふ大

︿略﹀︑幅は一番上で三間とい

きなもくろみであった︒

ふ大きなもくろみであった︒

五715

氣早な者は自分の持地を田に

つだんくじやうも出なかった︒

へった︒

こんなむだな仕事をすれば︑

﹁︿略﹀︒﹂などと言ふ者が出て

︿略V︑運の悪い時には悪いも

ので︑︿略﹀︒

五737

︿略﹀︒

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

五736

庄屋は村の者にいろく言つ

過て︑手つだひに出る者は日ましに

五735

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒

五732囹

造りかへたといふことだ︒

︿略V︑其の杉山なんぞは︑木 五723

村の人々は中中大きな仕事だ

村の人々は中中大きな仕事だ
︿略﹀︑外に村のさかえる工夫

かうなっては︑もう庄屋の悪

︿略﹀︑普請方はとうくにげ

てしまった︒

五743

くにげてしまった︒

口を言ふ者ばかりで︑普請方はとう

着手は融業からといふことに 五742
︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水

物なれた人には相談をかけた︒

池を見に出た︒

五705

なって︑︿略﹀︒

五704

はあるまいといふので︑︿略﹀︒

五701

とは思ったが︑︿略﹀︒

五698

たといふことだ︒

とは思ったが︑︿略﹀︑みんな賛成し

五697

引いて造る川がない︒

田地にするには︑水がいるが︑

もろくにない草山だつたといふこと

五686

は大ていあれ地で︑︿略﹀︒

五685此のあたりの青田も︑其の頃 五722 ︿略﹀︑一年ばかりの間は︑べ

美事か︒﹂と言はれたものださうだ︒

らいた︒

さてく︑虹は美しい︒

あれは神明様の森だが︑

これで中々近くはない︒

池を掘らないのでせう︒

さてく︑虹はおもしろい︒ 五677園 用水池には大きな鯉が居ま 五715 土手は長さが三百間︑高さが

五672囹私どもの村では︑どうして

五607圃
あのあざやかな色どりも

れかと思はれます︒

五626圃

小山の

五615圏
しだいくにうすくなり︑

五546 喜んで︑それからは毎日其の
酒をくんで來て︑おとうさんに上げ
方はもう見えぬ︒

作太郎は父につれられて︑は

五637園

︿略﹀︒

五645園

あれは製縣工場で︑女工が
今日は買物もあるし︑蹄り
には馬車に乗って︑此の下まで來て

五657園

四百人も縣を取ってみる︒

五648園

造の家は工場ですか︒

神明様のこちらにある白壁

五641園

じめて町へ行きました︒

五632

ました︒

神々がさづけられたにちがひない︒

五555囹 これは親孝行のほうびに︑

松島は大小一一三百の島が︑海

が た く さ ん あ り ますが︑︿略﹀︒

五563 日本の國には︑景色のよい所
五566

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

上三四里の間にちらばってみて︑
︿略V︒

五567
りのよい松がしげってゐます︒

もよい︒

五572 あたりの高い所からもながめ
ますが︑多くは舟に乗って︑島の間

二人は峠を下りて︑となり村
道の雨がはは一面に青田で︑

五664園うちの方では︑田に水がな

ちやうど田の草取のさい中です︒

五662

へはいりました︒

五661

て︑此の下まで來てもよい︒

五657囹︿略﹀︑蹄りには馬車に乗つ

を通って見物しま す ︒
す

五576 天の橋立は海中へつき出た細

︿略﹀︑長さは一里︑はゴは四

︿略﹀︑長さは一里︑は〜は四

長い洲で︑長さは一里︑はゴは四五
十間︒

五十間︒

五577
五578

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五706

五十間︒

五584 宮島はまはりが七里もある島

屋は普請方をよそからっれて來た︒

た︒

五70重いよく其の年になって︑庄 五744 それでも庄屋はくじけなかつ
ふしんかた

此の村にはよく水がありますね︒
で︑︿略﹀︒
しか
五585 ︿略V︑島の山には鹿がたくさ 五665園︿略﹀︑此の村にはよく水が

は一は
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五751 しまひには妻や子どもの着が
へまでもないやうになった︒

五753 人の一心といふものはえらい
もので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑三度目に土手の工事は

うまくいった︒

五754

五755 一雨毎に池の水はふえた︒
れ地を田にしだした︒

五755 それを見て︑村の人は急にあ
五756 一冬ごして︑春には池の水が
一ぽいになった ︒

︿略﹀︑庄屋は池が出如上つた

にかけて︑水はありあまった︒

五758 六月の田植時から七月・八月
五762
年の冬︑死んでしまった︒
︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ

れて里へ婦ってみた︒

五768

五773 其の後村の人は︑庄屋の家屋
敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど

五801

はな

矢は狐の鼻のさきの地面につ
︿略V︑狐はころりとたふれま

つ立って︑︿略﹀︒

五802
した︒

に︑狐は死んで居ります︒

五805野矢はあたって居りませぬの
五805闘矢はあたって居りませぬの
さて宗任がかりまたをぬき取

に︑狐は死んで居ります︒

五815
つて︑義家にかへしますと︑義家は

せ中をくるりとむけて︑うつぼへ

く略V︑町は大てい水につか

えませんでしたが︑︿略V︒

五878團

うちでも一時は飲水やたべ

つて︑人家も七八軒流れました︒

五882團

︿略﹀︑今ではあとかたづけ

物にこまりましたが︑︿略﹀︒

五883國

おとうさんやおかあさんに

も大がいすみました︒

五886困

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず
に居ります︒

私は町の辻に立ってるる郵便
函であります︒

ぱこ

五895

うん︑郵便函といったのは

いかな日でも葉書の百枚や封

いかな日でも葉書の百枚や封

毎日かならず新聞を入れに來
ざっし

しゃしん

たまには雑誌や寓眞がはいる

作物の種や商品の見本も入れ
てよいことになってゐますが︑私は

五916

こともあります︒

五913

る方も四五人はあります︒

五913

らないことはありません︒

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

五912

らないことはありません︒

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

五911

つめに來る人に渡すのであります︒

を大切にあづかってみて︑これをあ

五905私のやくめは︑︿略﹀郵便物

これだな︒

五903園

がありません︒

る人の外は︑私のからだにさはる者

かりまたは︑︿略V︑たいそう 五898 ︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

さ＼せました︒

五818
するどい矢で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑宗任はつい此の間義家

﹁︿略﹀︒﹂と︑義家の家來ども

にかうさんしたてきの大耳なのです︒

五822

五826

︿略﹀︑うちには大した事も

はひやくしたといひます︒
五842圏

九月にはいっては雨つゴき

ありませんでしたが︑中々のさわぎ
でした︒

もに︑もとの家へ露ってもらった︒

五782 ︿略﹀︑あの家にはよい事が

五844圏

でしたが︑︿略﹀︒

つゴいて︑身代は前よりもよくなつ
た︒

りました︒

五862國
た︒

五876団

五877團仕合はせに水はそれからふ

て物ほしへ出ました︒

︿略﹀︑わたしは正男をつれ

切れたといって︑すぐ屋根へ出まし

叔父さんは大へんだ土手が

どい雨で︑夕方から風もはげしくな

五782 ︿略V︑身代は前よりもよくな 五845団 ︿略﹀︑四日の日は朝からひ
つた︒

五787 昔の貧乏村は︑今︑郡の中で
もゆびをりの金持村だと言はれてる
る︒

五791 今年のひでりにも︑此の用水
池にはあんなに水がたまってみる︒

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

五796 国家はせ中のうつぼから︑か

︿略V︑私はまだそれをあっか

まだそれをあつかったことはありま

せん︒

つたことはありません︒

五917

私の口にはいる物は︑はがき

の外はきっと切手がはってあります︒

五918

郵便物をあつめる人は︑毎日

手がはってあります︒

虻田8 ︿略﹀︑はがきの外はきっと切

五923

其のあつめに來る頃に︑急ぎ

きまった時刻に來て︑︿略﹀︒

の封書を入れに來る者が︑途中で人

五927

と立話でもはじめると︑私は氣がも

葉書には︑凍ていちよつとし

めてたまりません︒

︿略﹀︑封書には︑いろくこ

た用事が書いてありますが︑︿略﹀︒

五932

五933

︿略﹀封書や︑︿略﹀葉書には︑

み入った事が書いてあります︒

それにはどんな事が書いて

私もはらわたがちぎれるやうに思ひ

五944

ました︒

あったか︒

五945囹

ならないことになってゐます︒

五947 ︿略﹀︑それは人にもらしては

五947 ︿略﹀︑それは人にもらしては

フサくト下ツタウスムラサ

ならないことになってゐます︒

ソレ土圧黒ミノアルムラサキ

キノ實ハ︑美シイ玉ノヤウニ見エマ

五962

ス︒

色ノ實ガナツテヰマス︒

五966

377
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五967 ウチノブダウト八種ガチガフ 六12園

今の分では去年より七八俵

今年はほんたうにほう年だ︒

今日はうちの者がみんなたん
おるす居はおちいさんと私だ
一番下は四俵︑一番上は一俵

で︑一山は十俵つつです︒

六26

けです︒

六18

ぼへ稻こきに行きました︒

六16

よけいに取れさうだ︒

六12園

ノダサウデス︒

五97一 ブダウニハ︑マダイロくノ
種類ガアルトイヒマス︒

五972 私ドモハブダウノ實ヲ生デタ
︿略﹀︑ タ ク サ ン 作 ル 所 デ ハ ︑

ベマスガ︑︿略﹀︒

五973

ブダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニ
シタリスルト申シ マ ス ︒

一番下は四俵︑一番上は一俵

今日庭にほしてあるもみをす

じ

の山は出來上りませう︒

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

六35

で︑一山は十三つつです︒

一番下は四俵︑一番上は一俵

で︑一山は推当つつです︒

五978 一人は早く見つけて︑木の上 六27
へにげ上りました ︒

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

五981 一人はもうにげる間がないの 六27
てるました︒

五983 熊は死人には手を着けないと
聞いてみたからでございます︒

ふ

毫溝の新高山さ︒これは一

それでは日本一の高山は︒

コ番は新高山︑二番は富
﹁一番は新高山︑二番は富

コ番は新高山︑二番は富

士山︑三番目は︒﹂

六62囹

﹁富士山の次は︒﹂﹁内地で

﹁富士山の次は︒﹂

士山︑一二番目は︒﹂

六66園
ひ

六67園
か

外座には︑新高山より︑も

﹁其の次は︒﹂

は甲斐の白根で︑一万五百尺︒﹂

六71囹

六74囹

いんど

つと高い山がありますか︒

六76園印度のヒマラヤ山は世界一

しかし三郎︑高い山がかな

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる
る︒

六81園
な

ら

みかさ

奈良の春日山や三笠山は千

かすが

らず名高い山だとはかぎらない︒

六82園

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも
知られてみるし︑︿略V︒

ですか︒

先ヅヤクワンが言ヒマスニハ︑

金や銀ハ美シクテ︑︿略﹀

六104園

︿略﹀︒

銅ハソレニヒキカヘテ︑金

イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

六98園

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六96園金語口イロくアリマスガ︑

︿略﹀︒

六95囹金ニハイロくアリマスガ︑

﹁︿略﹀︒﹂

六94

山ですか︒﹂﹁それは富士山さ︒﹂

六88囹

﹁高くて名高いのは︑どの

にいさん︑富士山はまつ白 六87甲高くて名高いのは︑どの山
さうさ︑中ほどまでは降つ

六54園

てるるかも知れない︒

六51園

でせうね︒

六48園

五983 熊は死人には手を着けないと 六46園高い山はもう雪だらう︒
聞いてみたからでございます︒

五991早耳は木の上から見て︑びく
くしてるた︒

六55園

五998園あぶない時に︑友だちをす
ててにげるやうな者には︑これから

六61園

士山︑三番目は︒﹂

六61園

だ︒

は︑いつもつもってみるといふこと

六57囹︿略﹀︑此の山のいた〜きに

ないさうだが︑︿略﹀︒

六56園毫湾ではめったに雪が降ら

万三千尺からある︒

たいわん

つきあふな︒

車場で︑宮城の東にあります︒

きゅうじやう

五欄3 東京停車場は東洋第一の大停
五川2 停車場の階上には︑役所もホ
テルもあります︒

五棚4 階下の入口には︑左右に大き
な待合室があって︑︿略﹀︒

五槻7 はじめて東京見物に來て︑此
の停車場へ降りる人は︑大てい先づ
第一に宮城をさしてまみります︒

シテミレバ銅ホド役二立ツ

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

︿略﹀︒

物ハアリマスマイ︒

六112囹

ナルホド︑銅ハタクサンア

六113 テツビンハ﹁︿略﹀︒﹂

六114園

︿略﹀︑モツトタクサンアツ

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略﹀︒

テ︑モツト役二立ツ物ハ鐵デアラウ

六116囹

今デ正倉ハオアシノ仲間ニ

ト思ヒマス︒

ハハイレマセンガ︑︿略﹀︒

六123園

六124園今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ

ハハイレマセンガ︑︿略﹀︒

ハハイレマセンガ︑︿略﹀︒

六124園主デハ鐵ハオアシノ仲間ニ

六125園主デハ鐵ハ︿略﹀︑人ノ役

二立ツコトハ銅以上デス︒

六126ヤクワンハ之ヲ聞ノーテ︑

ソレデモ鐵ハヂキニサビテ︑

﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタ︒

六127囹

ソレデモ鐵ハヂキニサビテ︑

赤クナルデハアリマセンカ︒

六128園

其ノ時鐵ビンハ

﹁︿略﹀︒﹂ト

赤クナルデハアリマセンカ︒

六131

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

ハナイカラデス︒

六132園私タチノサビルノハ人が使

シカモ其ノサビハ大ソウ毒

時々青イ物ヲ出シマス︒

六134園銅山人二使ハレテヰテモ︑

ナ物デス︒

六136圏

は一は
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六148 僕がぐみをたべてみる間に︑
にいさんは初茸を五六本取ったやう
でした︒

六154園あ＼︑それは紅茸だ︒毒だ
よ︒

六155園其の手でぐみをたべてはい
けない︒

六156 僕はびっくりして︑ぐみも紅
茸も地面へなげつけました︒

六175圏 此の近くに︑しめちの出る
所はありません か ︒

六194 鉛色の空は次第々々に低くな
つて來ます︒

六196 風がひゆうつとうなって來る
たびに︑濱の松は身をふるはせて︑
頭を地に着けさうにします︒

六197 うちよせて揺る波は︑岩をか
み︑小じゃりをとばしては︑さあつ
︿略﹀ ︑ 小 じ ゃ り を と ば し て は ︑

と引いて行きます︒
六198

さあっと引いて行きます︒

ません︒

︿略﹀︑汽てきの音は少しも聞

六201 もとより舟は一そうも出てゐ
六203
えません︒

こんな 時 に は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

とがあります︒

六204 冬着の海には︑よくこんなこ
六205

ふれふしのこゑが︑其所此所にしま

六276園

どうも分らないのは︑あの

大熱は平維盛で︑︿略﹀︒

たひらのこれもり

けました︒

六227

弱い人間がわれわれの仲間を生けど
だれだい︑今笑ったのは︒

りにすることだ︒

六284囹

義仲は五万騎を引きつれて︑

これもおなじく礪波山のふもとにち

六231

人間があなた方を生けどり

ません︒

人間があなた方を生けどり

虎はおこって︑蟻をふみつぶ

蟻は虎の指のまたからくゴつ

虎はうんくうなって︑かけ

しほ
弓は潮に引かれて流れて行き

六352

義纒は︿略﹀︑むちのさきで

それをかきよせようとします︒
くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

源氏の者どもは義纏をかばひ

雪見のかぶとに引っかけようとしま

六354

す︒

六356

それでも義母は︑太刀で熊手

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と口々に言ひます︒

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六363

げました︒

たとひ金銀で作った弓でも︑

御命には代へられませぬ︒

六371囹

と申しますと︑義纏は笑って︑﹁︿略

六373陸へ上った時︑家学が﹁︿略﹀︒﹂

いやく︑弓が惜しかった

﹀︒﹂と言ったと申します︒

のではない︒

六376園

六383園 ︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

國では初雪が降ったさうだ

はれては︑源氏の名折れになるから

て︑﹃これが義纒の弓だ︒﹄などと言

だ︒

こっちは國よりよほどあ

洋服は着なれなかったので︑

と二人で町を見物した︒

六396団昨日は︿略﹀歩兵の音吉君

思ったが︑もうなれた︒

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑ 六393団 ︿略﹀︑はじめは寒いやうに

なれた︒

はじめは寒いやうに思ったが︑もう

六392国

た＼かだ︒

六391國

ね︒

ニ
カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑ 六388困

配達デ︑︿略﹀︒
ホ

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

ノラシイ︒
ヰン

ます︒

六352

︿略﹀工場へ急グノデアラウ︒

六338

ニナツテ來タ︒

︿略﹀︑町ハダンくニギヤカ

ケハジメタ︒

六331

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク

ヤ

六327

ギウニユウ

町ハマダヒツソリトシテ︑ネ

まはるより外︑どうすることも出來

六311

て︑仲間の者にあひつをしました︒

六302

さうとしましたQ

六301

るではありませんか︒

にするには︑いく人かで力を合はせ

六295園

るではありませんか︒

にするには︑いく人かで力を合はせ

六294園

其の夜のことです︑義仲はひ

んを取りました︒

六236
そかにみ方の者を敵の後へまはらせ
て︑爾方から一度にどっとときのこ

不意を討たれた平家方は︑上

ゑをあげさせました︒

六242

︿略﹀︑弓を取った者は矢を取

を下への大さわぎ︑︿略﹀︒

六244

︿略﹀︑矢を取った者は弓を取

らず︑︿略﹀︒

六245

︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑

らず︑︿略﹀︒

六246

が

マツ先直写アツタノハ牛乳

ムツテヰタ︒

︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑ 六316

自分の馬には人が乗り︑︿略V︒
六247

暗さは暗し︑道はなし︑︿略﹀︒ 六32一

自分の馬には人が乗り︑︿略﹀︒

六251

暗さは暗し︑道はなし︑︿略﹀︒

ハイタツ

六251

︿略﹀︑平家方はにげ場がなく

て︑後のくりから谷へ︑なだれをう

六252

︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

つて落ちました︒

六255

か

︿略V︑馬の上には人︑人の上 六335

には馬︑︿略﹀︒

六255

には馬︑︿略﹀︒

六258大々稚は命からぐ加賀の
今朝は撫そう寒い︒

國へにげました︒

六263

そ

ひよどりは元氣な鳥だ︒

き

六226 木曽義仲が都へせめ上ると聞

六271

す︒

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

379

は一は

六398団 お前はなぜ自分の村の人と
見物しなかったかと思ふだらうが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

工・轄重の五種が あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

しちよう

六402圏

﹁なるほど︑理くつはさう

六唱3園
は吹雪︒

六501圏

六464

コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ
卵ハ小豆程ノ大キサデ︑ウス

ニ來ルノデアル︒
アヅキ

六468

翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ

シマフノモアル︒

六477

四五年モタツト︑大キクナツ

ヘツ窒息ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六481

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

みうり火はとろく︑ 外 六533 翌日頼朝は萬じゅを呼出して︑

申す︒

六573

べつにのぞみはございませ

之を聞くと︑頼朝のかほの色

かはるも道理︑これには深い

義仲からは折りかへし返事が

光盛の娘は其の後︑夜書頼朝

頼朝は其の刀に見おぼえがあ

さあ︑此の女にはゆだんが出

唐糸といふのは此の女のこと

唐糸には其の時十二になる娘

二人は野をすぎ︑山をこえ︑

がありました︒

其の五番目の舞姫といふのは︑ 六567

でございます︒

六566

來ぬといふ事になって︑︿略V︒

六563

つたのでございます︒

六562

りません︒

をねらひましたが︑少しもすきがあ

六557

あって︑︿略﹀︒

六553

わけがあったのでございます︒

六547

はさっとかはりました︒

六546

んが︑︿略V︒

六543園

と申しました︒

六542萬じゅはおそるく︑﹁︿略﹀︒﹂

取らせるであらう︒

六538園

ほうびはのぞみにまかせて

六537園國はどこ︑又親の名は何と

申す︒

六537囹國はどこ︑又親の名は何と

日本一の出血︒

みうりのはたに縄なふ父は 六536園さてく︑此のたびの舞は

すぎしいくさの手がらを語る︒

六502圃

耳をかたむけ︑こぶしをに

六504圏居ならぶ子どもはねむさ忘
れて︑
ぎる︒

六506圏るうり火はとろく︑外は
吹雪︒

吹雪︒

六506圃みうり火はとろく︑外は

頼朝は一目見た上でと︑萬じ

はありましたが︑あとの一人があり

六51十
2二人いるうち︑十一人まで
ません︒

六515

ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︒

した︒

︿略﹀︑舞姫の中では︸番年わ

奉納の亀岡は︑頼朝をはじめ︑

かでございました︒

六521

六522

舞見物の人々が何千人ともなくあっ
まりました︒

した︒

ます︒

かの萬じゅの姫であったのでござい

六528

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

六526

此の時には頼朝もおもしろく

め立てたのは五番目の舞でございま

︿略﹀︑我が國デハ樺太ト北海 六525 ︿略﹀︑其の中でことに人のほ

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑︿略﹀︒
カラフト

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

六485

六485

指を折

きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は

道ガオモナ産地ダサウダ︒

六491圏

陣しさかたる︒

喜び勇む︒

居ならぶ子どもは
日数かぞへて︑

春の遊の

六494圏
りつつ︑
ふゴき

は吹雪︒

舞姫の中では一番年わかでございま

六476中ニハ其所デツカレテ死ンデ 六518 準じゆは當年やうやく十三︑

アカイ玉ノヤウニ見エル︒

ふどき

だ︒﹂

六網8 雷はかんしんして︑﹁︿略﹀︒﹂

ものだ︒

六451園あ＼︑月日の立つのは早い

鮭バ海ノ魚デモアレバ︑川ノ
其ノワケハ︑川デ卵カラカヘ

魚デモアル︒

六456

六405囲︿略﹀︑私の村から︑今歩兵 六451囹 自分は夕立にしよう︒
になって來てるるのは私一人だけな
のだ︒

六406圏 正作君と大工の松さんは工 六457

大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

ツテ︑海デ大キクナルカラダ︒
︿ 略 ﹀︑力松君は砲兵︑︿略﹀︒ 六461

兵︑︿略﹀︒

六407団

︿略﹀︑役場につとめてゐら

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

六408囲

︿略﹀︑私を入れて村からは

れ た 下 村 さ ん は 騎兵︑︿略﹀︒

六411圏
︿略﹀︑私を入れて村からは

五 人 も 出 て み る が︑︿略﹀︒

六414国
一しょになることはない︒

五人も出てみるが ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ め っ た に

六416国 どの町村からも︑歩兵が一
番多く出てみるのに︑ふしぎと私の
村からは私一人だ ︒

六417団 其の代り戸主兵の外は各種
の兵が出てみる︒

六421国 分家の萬藏君などは小男だ
ゆそつ
から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ
たるかも知れない ︒

六424圏 お前はく略﹀︑砲兵か騎兵
になれるだらう︒

六424国 お前は今の分では大男にな
りさうだから︑︿略﹀︒

けてるた者は人一倍病勢をする︒

六428囲軍隊へ來ても︑學校でなま 六498圏みうり火はとろく︑外

は一は

380

︿略﹀︑やうく鎌倉に着きました︒
ました︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて
した︒

人は其の夜をなみだの中に明かしま

六585 さて萬じゅは︑だれか母の事 六627 やがてうばをも呼入れて︑三
ゐますが︑︿略V ︒

よ
︿略﹀︑折々らう屋をたつねて

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

もかんしんして︑︿略﹀︒

六635

は︑母をなぐさめて居りました︒

六632

さめて居りました︒

折々らう屋をたつねては︑母をなぐ

六586 ︿略﹀︑だれか母の事をいひ出 六631 これから後面じゅは︑︿略V︑
す者はないかとく略﹀︒

よ

はないのかと︑力をおとして居りま

六588 あ㌧︑母はもう此の世の人で
した︒

六588 あ㌧︑母はもう此の世の人で
は な い の か と ︑ ︿略﹀︒

それはお氣の毒だ︒

これではとても義指はして

ても義指はしてくれまい︒

六674園
くれまい︒

六681園

其の確り途で︑青年たちは
こまかな人だが︑出す時に

﹁︿略V︒﹂といひ合った︒

六684
六685園

京都は長い間の都ですから︑

は出すね︒

︿略﹀︒

六694

︿略﹀おくげ里方や︑︿略﹀お

びとなくうつしたことでございませ

姫様方の姿を︑此の川の水はいくた

六697

う︒

六594園あの門の中へ︑はいっては 六638 二人がたがひに取りついて︑
もらひ泣きをしない者はありません

こまかな人だ︒これではと

こんな人︑こんな姿は︑とう
︿略﹀︑川は昔のま＼に清く美

し

ます︒

六727

人通の多いのは此の大橋で︑

人通の多いのは此の大橋で︑

これには電車も通ってゐます︒

六727

︿略﹀五條の大橋は此の川下

これには電車も通ってゐます︒

六728

賀茂川は水が多くないので︑

にか﹂つてみるのでございます︒

六735

賀茂川は水が多くないので︑

船は通りませんが︑︿略﹀︒

六735

あの美しい友暉染は︑もと此

いうぜん

船は通りませんが︑︿略﹀︒

六737

春子︑オ封泥着物や帯ノ地

の川べりで出來たのでございます︒

六742園

春子︑オ前ハ着物や帯ノ地

一点ノ綜デオルカ知ツテヰマスカ︒

六742園

毛縣デオツ天物ニハ︑ドン

ハ何ノ縣デオルカ知ツテヰマスカ︒

六752囹

脱却デオツタ言出ハ︑ドン

ナ物ガアリマスカ︒

六758園

ナ物ガアリマスカ︒﹂︿略﹀﹁ネエサ

ソレハメリンスデ︑絹デセ

ンが今ヌツテヰル此ノ帯ハ︒﹂

ウ︒

賀茂川には橋がたくさんかけ 六761園
でう

名高いのは三皇・四條・五條 六765園其ノキレイナモヤウハ︑ド

コレハ︑ハジメ白地ニオツ

ウシテツケルノデセゥカ︒

六767園

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

川の西は水のすぐそばから︑

ノデ︑縮緬ノ友輝ト同ジデス︒

四條の大橋はすぐ其所に見え 六776

今日は日曜日で︑おまけに日

ラノ方ハ漁業テナイデセウ︒

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

イウゼン

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六726

川にそって電車が出ます︒

青年たちは之を聞いて︑さ＼ 六721 東の方は此の橋のたもとから︑ 六771囹

チリメン

す︒

六716

の三つの橋でございます︒

六712

てあります︒

六711

しく流れてゐます︒

六707

の昔にきえましたが︑︿略﹀︒

六706

とでございませう︒

たびとなく此の川の水にうつったこ

︿略﹀刀や︑なぎなたの光も︑いく

又いくさのあった時には︑

うれし泣きに泣いた時には︑︿略﹀

頼朝は唐糸をゆるした上に︑

頼朝は唐糸をゆるした上に︑

二三返クリカヘシタラ︑釘ハ

六701

なりませぬ︒
でした︒

六642

六643

へましたので︑︿略V︒

怖じゆにはたくさんなほうびをあた

六643

しない者はありませんでした︒

︿略﹀︑だれ一人もらひ泣きを

六597園 あの中には石のらうがあっ

て︑唐糸様がおしこめられて居られ
ます︒
なであったでございませう︒

六601 之を聞いた萬じゅの喜はどん
六603 三月二十日目今日はお花見と
︿略﹀︑御殿は人少でございま

いふので︑御殿は人少でございます︒

萬じゅにはたくさんなほうびをあた

六604

す︒

へましたので︑︿略V︒
︿略﹀︑親子は︑︿略﹀︑喜び勇

僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ

六674圏

やき合った︒

六673

残ラズ取レテ︑︿略﹀︒

六662

テ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒

六655

んで木曽へ鋸りました︒

六645

六604 萬じゅは其の夜ひそかにうば
をつれて︑石のらうをたつねました︒
六606 八幡様の御引合はせか︑門の
戸は細めに明いて居りました︒
六608 うばを門のわきに立たせて置
いて︑姫は中にはいりました︒

．六621 萬じゅはとびらのすきから手
を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂

六626 ﹁何︑萬じゅ︒木曽の萬じゅ
か︒﹂と︑親子は手を取合って泣き

381
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本晴だ︒

出である︒

六777 湖の上は朝からひじやうな人
はかた

六796 博多の沖は見渡すかぎり︑元
からおしよせた船でおほはれた︒

六801 四壁・九州の武士は博多の濱
にあつまった︒

六802 元の兵は一人も上陸させぬと
いふ意思ごみで︑濱べに石垣をきつ
いて守った︒

を待ちきれず︑こっちからおしよせ

六804 我が武士は敵の攻めよせるの
た︒

六805 敵は高いやぐらのある大船︑

︿略﹀︑こっちはつり舟のやう

こっちはつり舟のやうな小舟であっ
た︒

六806
な小舟であった︒

小などは少しも氣にしなかった︒

六807 けれども我が武士は︑船の大
六808 けれども我が武士は︑船の大
小などは少しも氣にしなかった︒

におしょせて︑首二十一取って︑敵

六811 草野の次郎の如きは夜風の船
の船に火をかけて引上げた︒

船は高くて上ることが七隈ない︒

通有はほばしらをたふして︑

ごばんの上へ乗らせたりした︒

象が大きな桶を鼻で頭の上へ

まき上げると︑乗ってみた象つかひ

六874

は桶の中へはいってしゃがんだ︒

す︒

六898

牙は象つかひの腕よりも太か

印度の國はいたってあっう
︿略﹀︑お子どもしゅうは此

楠木正成が守った千早城は︑

楠木正成が守った千早城は︑
之をかこんだ賊は百萬騎とい
︿略﹀︑城の四方二三里の間は︑

これにこりて︑賊は城の水を
たやして苦しめようとはかった︒

六921

ちまち五六千人も死んだ︒

賊は坂からころげ落ちて︑た

人や馬でふさがった︒

六913

ふ大軍で︑︿略﹀︒

六911

けはしい金剛山上にはあるが︑︿略﹀︒

こんがうざん

六908

くすのきまさしげ

勢わっか千人ばかり︒

ぜい

そう
︿略﹀︑まはりが一里にも足らず︑総

六907

くすのきまさしげ

ふぎ出した︒

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

すると象は鼻で︑其所にあっ

の腹の下でお書ねをなさると申しま

六895園

ございますので︑︿略﹀︒

六894園

しうございます︒

をしてゐますが︑悉曇はしごくやさ

六892園御らんの通り大きなからだ

つた︒

六881

實に力がある︒

六926

あった︒

六934

城中には十分水の用意がして

正成は此の旗を城門に立てて︑

さんぐに賊を悪口させた・

賊は﹁それ︑敵が出た︒一騎

城兵はさっと引上げたが︑二

城兵はさっと引上げたが︑二

ふみと〜まってみたのは︑み

賊はうまくはかられたのであ

今度こそは千早城もあやふく

橋はまん中からもえ切れて︑

又賊は何千人か死傷した︒

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

六974 ︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

六968

谷そこへどうと落ちた︒

六967

けて︑橋の上に投げさせた︒

んなたいまつを出して︑之に火をつ

六964 すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

見えた︒

六963

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六958 ︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

る︒

六955

んな藁人形であった︒

わらにんぎやう

六954

三十人はふみと江まった︒

六951

三十人はふみと買まった︒

六948

も齢すな︒﹂とおしよせた︒

六947

ことにした︒

うと思って︑賊は城へ攻めよせない

六945此の上はひやうらう攻にしょ

上から大木を落させた︒

て攻めよせると︑正成は高いがけの

味方は後からくとつgいた︒六878 象の鼻は手の用をなすもので︑ 六941 賊が之を聞いて︑くやしがつ

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六827
こんだ︒

六832
︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

りぞいたが︑又おしよせて來るのは

六836

︿略﹀︑又おしよせて來るのは

明らかである︒

六837
明らかである︒

實に我が國にとっては︑これ
かめ
おそれ多くも亀山上皇は︑御

までにない大難であった︒

六838
六841

身をもって亭主に代らうと︑おいの

武士といふ武士は必死のかく

りになった︒

六餌3

︿略﹀︑一夜大暴風雨がおこつ

ごでふせいだ︒

六851

敵の船はこっぱみちんにくだ

て︑海はわきかへった︒

六851

︿略﹀︑敵兵は海のそこに沈ん

けて︑︿略﹀︒

六852

生きてかへった者は敷へる程

でしまった︒

六853

それからこ＼に六百饒年︑ま

しがなかったといふ︒

象つかひが乗ってみて︑口上
をのべては︑らっぱを吹かせたり︑

六871

たけは︼丈からあった︒

六861 見せ物小屋で象を見た︒︿略﹀︒ 六917

ない︒

だ一度も外國から攻められたことは

六812 敵は此のいきほひにおそれて︑ 六856
鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒
みちあり

小舟二そうで向つ た ︒

六816 此の時河野の通有は︑たった
六817 敵ははげしく射立てた︒
六817 味方はばたばたとたふれた︒

六825 いよくおしよせたが︑敵の

は一は
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ともにつかれた︒

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑

六976 ︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

︿略﹀︒

らま つ

六978 正成は實にえらい人である︒
か

向って右の落葉松は︑ わたしの子

六983魍村の學校のげんくわんの
どもが植ゑたので︑ 其の子はとう
に戦死した︒

六餌1国

うちにも村にも︑かはった
︿略﹀︑千年もたったかと思

事はありません︒

學ぶわれくの

望に向ふ足なみは

横濱は東京の西南八里半の

皆一せいにそろふなり︒

七74図

所にある一大貿易港にして︑商船の

六典1圏

ふ老木の下へ行った時には︑何とな

七82図

し︒

七86図

七109

輸出品の主なる物は︑生綜
︿略﹀︑生娘は多くアメリカ

七115

時々は手ごたへがして大きな

水は思ったよりつめたかった︒

蛤が出た︒

七121

て︑つかんで見せると︑ふりかへっ

七129 ﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言つ

潮がすっかり落ちて︑海はを

たのは知らない人であった︒

七132

日は暖で︑風はなし︑むされ

かのやうになった︒

るやうな氣がする︒

七141

日は暖で︑風はなし︑むされ

るやうな氣がする︒

七141

七143女の人はだすきをかけて︑手

妹とお松のざるには︑やどか

りがたくさんみた︒

七151

笑ひながらしきりに取ってみる︒

妹やお松は何があったのか︑

ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

︿略﹀︑羽二重はフランス・

七145

しかして︑綿は印度より︑

珍しかったのは︑丸山君のざ

るに︑たつのおとしごが一つあった

七152

ことであった︒

︿略﹀ふりかへって見たら︑

此の頃はれんげさうの花ざか

かく

四角な田には四角に︑細長い
あか
田には細長く︑田の形其のま＼に紅

七171

りである︒

七169

ます︒

から︑大きなのをよったのでござい

七163圏此の蛤は私どもの拾った中

もう廣い海には誰もみなかった︒

七158

方へ動きはじめた︒

横平と東京との間には汽 七156 舟は上げ潮に乗って︑をかの
汽車はおよそ三十分毎に︑
︿略﹀︑電車はおよそ十分毎

大川を下って行く舟の中はう
︿略﹀︑舟はすつすと進んで︑

舟は間もなくとまった︒

たちまち海へ出た︒

七101

すら寒い︒

七95

に獲着す︒

七91図

電車はおよそ十分毎に襲着す︒

七89図

車・電車の便あり︒

七88図

やより來る物多し︒

︿略﹀︑砂糖はオーストラリ

砂糖は諸車ストラリヤより早る物多

七85図

砂糖これに次ぐ︒

さたう

七84図

イギリス等に送る︒

わた
又輸入品は綿もつとも多く︑

リス等に送る︒

合衆國に︑羽二重はフランス︒イギ

七81図

と羽二重とにして︑︿略﹀︒

はぶたへ

七79図

のおそれ少く︑︿略﹀︒

港には防波堤ありて︑風波

出入たゆる時なし︒
ばうはてい

分れて

七76図

く心持がかはって︑︿略﹀︒

一切白木造で︑お屋根はか

やでふいてある︒

六鵬3国

耳遠5国棟にはかつを木がならべて
あり︑︿略﹀︒

われらが住む世界は︑其の
地球の表面には︑海と陸と

ありて︑︿略﹀︒

七14図

形まるくして︑球の如し︒

七12図

が置いてある︒

六985圏︿略﹀︑其の子はとうに戦 六千8團 ︿略﹀︑棟の爾はしには千木
死した︒

六992間あの子は十二︑落葉松は
あの子のせいより低かった︒

六992國 あの子は十二︑落葉松は
あの子のせいより低かった︒

我が大日本帝國はアジヤ洲

一年生を先頭に︑

八十

四列になりて

二・

地球の上には大小合はせて

七49図圃

六十齢國あり︒

七41図

の東部にあり︒

七19図

の二倍半なり︒

六994圃 それが今では學校の 二階 七14図 ︿略﹀︑海の廣さはおよそ陸
のまどにとゴいてるQ
六川1 天略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰
かにおっしゃってみる時︑私は庭へ
出ました︒

つてゐました︒

六川1 雨あがりの庭はばうつとけむ

三・四・五・六年が
歩く時︑

六川4 うちの人はみんな知らずに居
るから︑一つ取って行って見せよう

間もつゴくなり︒

全校生徒の八百は

と思って︑手を出 す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

中

中

中の一人は僕

君︑此の長き行列の

三萬画面學校に

中の一人は僕

君︑此の長き行列の

の一人は君にして︑

七58図圏
なるぞ︒

使ふのですよ︒

せつく
六川7園 義一さん︑それはお節供に

七61図翻

七66霊堂

なるぞ︒

の一人は君にして︑

て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒
せ

六撹1 ねえさんは赤いたすきをかけ

い

六欄4団 おとうさんは昨日分家の叔
父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た
れました︒
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むらさき

紫のもうせんをしきつめたやうに

見える︒
かく

七171 四角な田には四角に︑細長い
田には細長く︑︿略﹀︒

みるのは︑ことに目立って美しい︒

七174 変畠やなたね畠の間にさいて
七175 道ばたや土手にさいてみるの
はこぼれ種であらう︒
︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も
につたよしさだ

︿略﹀︑絡大將の新田義貞はび

之を取って花たばにする︒

七183
七188
︿略﹀︑北の山手には木戸を立

くともしません︒

七193
てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七194 又南の海上にはひしひしと軍
︿略﹀︑岸には大木がきりたふ

船を浮べて︑︿略﹀︒

七195
してあります︒

七196 鎌倉へは海陸ともに攻めこむ
すきがありません ︒

七198 義貞は馬から下りてかぶとを
ぬぎ︑はるぐと海上を拝しました．

︿略﹀︒

七225
︿略﹀︒

鎌倉は一面火の海になって︑

である︒
れんぐわ

七272

︿略﹀︑近くは乃木大將も︑馬

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

八寸・九寸などといふのは︑

馬の高さは前足の所ではかる︒

である︒

七275

七274

七226．鎌倉は一面火の海になって︑
賊の大將高時以下北條方は︑此の火

き

それ以上は十寸一寸・十寸二

たいかく

我が國の馬は西洋諸國の馬に

ニントク

大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ
︿略﹀︑其ノ頃天皇ハ立上ル

今ハ商工業サカンニシテ︑

淀川ハイクスヂニモ分レテ

く略V︑蛇はますくかたく

しめつけたり︒

七307図

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

七308図獅子の目は火の如くにもえ︑

にげまどへど︑︿略﹀︒

七309図 ︿略﹀︑怒りてさけぶ聲には︑

︿略﹀︑蛇はますく強くし

百獣おそれてにげまどへど︑︿略﹀︒

七311図

今や獅子の息はたえんとす︒

めつけたり︒

七312図

七313図此の時此所に贈りしは一人

武士の馬はおどろきて︑後

の武士なり︒

足にて立上り︑おそれて其所に近づ

七314図

かんともせず︒

武士は太刀をぬきて馬より

とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の

七315図

胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

どう

七317図 ︿略﹀︑蛇は眞二つとなりて︑

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

ほえ︑︿略﹀︑しっかに近よりて武士

七319図獅子はうれしげに一週高く

の手をなめたり︒

これより獅子は日夜武士に

これより獅子は︿略﹀︑武

獅子はもとより武士にした

がひて行かんとせり︒

七331図

るさとへ坐ることとなれり︒

七328図 ︿略﹀︑武士は海をこえてふ

士には無二の從者となれり︒

七325図

無二の從者となれり︒

つきしたがひてはなれず︑武士には

市中ニハ電車ノ往復シゲク︑ 七324図
港ニハ船ノ出入タエズ︒

七294図

海ニソ・グ︒

七289図

ヲオホヘリ︒

大工場多ク︑エントツノ煙ツネニ空

七286図

レミタマヒキ︒

煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハ

七285図

マヒシ所ニシテ︑︿略﹀︒

七284図

とってみたが︑︿略﹀︒

くらべると︑せいも低く︑燈格もお

七278

寸などといふ︒

七276

五尺あると︑十寸といふ︒

と

四尺八寸・四尺九寸などのことで︑

の中にはろびてしまひました︒

︿略V︑枝が傘をひろげたやう

に出てみるので︑村の人は之を傘松

七233

時々は線香の上ってみること

茶屋にはおばあさんが一人ぼ

と呼んでみる︒
せんかう

七241
もある︒

七244

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

これは馬がけがをしないやう
馬はたいそう元三のよい動物

に︑馬方が上げるのださうだ︒

七255
七259

で︑生れた日からすぐ歩く︒

走ることがはやくて︑乗用と
戦孚の時には乗用としても︑

してはこれにまさる動物がない︒

七262
七266

輸送用としても︑きはめて大切なも
武人は昔から之を愛養して︑

のである︒

いざといふ時には︑それに乗って出

七267
かけた︒

七208 すると︑これまで潮の満ちて
みた稻村崎は︑︿略﹀にはかに干上

神戸ハ一大貿易港ニシテ︑

獅子はおどろきてふりはな

輸出入ノサカンナルコト横雲ニユヅ

七297図

港ニハ船ノ出入タエズ︒

武人は︿略﹀︑いざといふ時 七295図市中ニハ電車ノ往復シゲク︑
しげたゴ

畠山重忠はひよどりこえのさ

ラズ︒

さんとしたれど︑︿略﹀︒

︿略V︑近くは乃木大鼓も︑馬 七306図
は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

れんぐわ

七271

ふし︑︿略﹀︒

か落しに︑馬をしょって下りたとい

七269

には︑それに乗って出かけた︒

七268

つ て 砂 地 に か は り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流

七212

れてしまひました ︒

七215 義貞は之を見て︑﹁ものども
進め︒﹂と︑其の遠干がたを眞一文
字に鎌倉さして攻めこみました︒

七221 賊のぞなへは忽ちくつれて︑

は一は

384

をゆるさず︒

と

ば

おばあさんは﹁やれく︒﹂

といって︑其所へすわった︒

ある時謙信が山の手に陣を取

謙信はそれをさとって︑夜の

信玄は不意を打たれておどろ
いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引

七439

問に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七438

て︑はさみうちにしようとした︒

つてみると︑信玄は兵を二手に分け

七437

みんな泣いたといふことである︒

く略V日本人は五萬人︑支 七431 郡長をはじめ︑見送の人々は

那人は六萬人ですが︑︿略﹀︒

七368団

人︑支那人は⊥ハ萬人ですが︑︿略﹀︒

七332図 しかるに船長はおそれて之 七368団︿略﹀︑其の中日本人は五霞 七427
七333図 こ＼に武士と獅子とはわか
れざるを得ざることとなりぬ︒

じ

ますが︑︿略﹀︒

夜︑門司からは信書夜で當地へ着き

も

七374國船で早れば︑神戸から三二

ばかりださうです︒

七335磐船は沖に向ひて港を出でた 七369團 ︿略﹀︑日本人は年々ふえる
り︒

濱べに立上りたりしが︑つと海の中

七335図獅子はかなしげにほえて︑
にをどり入りたり︒
は

七338図 獅子は武士の方を見まもり 七378圏 ︿略﹀︑來て先づ誰でもおど
ろくのは︑波止場の大きなことです︒

受けた︒

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

忠魂は入りまじって︑火花を

謙信は︿略﹀︑大太刀をふり

信玄の家來は之を見て︑後か

信玄は刀をぬくひまがない︒

上杉方からは小さな馬に乗つ

ようひむしや

七468

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

これは長谷川與五左衛門と

はせがはよござゑもん

﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

申す者︑小兵なれどもお相手致す︒

七471圏

二人はたがひに馬を乗りよせ

て︑馬上のま﹂でむんずと組み︑爾

七475

馬の間にどうと落ちた︒

かへして︑彦六を組みしき︑手早く

七482 ︿略﹀︑與五左衛門は忽ちはね

此の時信玄は之を止めて︑

上杉方はどっとときの聲をあ

首を取ってさし上げた︒

七483

げた︒

七486

なほりが出戻た︒

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑めでたく中

七501

一日モ休ンダコトハアリマセ

私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ

︿略﹀若イムスコガ︑今デハ

見マシタ︒

七529園 ︿略﹀︑皆さんにお話をする

此の學校へ通って︑︿略﹀︒

七525園私も子どもの時には︑毎日

の話をなせり︒

日曝の町の學校へまねかれて︑航海

七523図 ︿略﹀太平丸の船長は︑ 一

ス︒

其ノ後ヲツイデ︑︿略﹀︑働イテヰマ

七517

約束の川中島は謙信に渡す︒

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七489園鬼神の如き彦六が︑あれ程

七489園

七449

七501

謙信はこれに同意した︒

ン︒

らやりで謙信をついたが︑あたらな

馬はおどろいてとび上ったの

︿略﹀︑信玄はあぶない所を助

よって明日たがひに勇士を

七465

翌日武田方からは安間彦六と
向つた︒

いふ大の男が︑︿略﹀︑上杉方の陣へ

あんまひころく

七466

は︒

方のものが川中島を取ることにして

一人つつ出して組討をさせ︑勝つた

七464園

かった︒

七455

で︑信玄はあぶない所を助かった︒

七454

い︒

七452

かざして︑信玄に打ってか﹂つた︒

七446

ちらして過つた︒

七344図上 ︿略﹀︑ 空一ぱいの星は 七384團船から陸あげした荷物は︑

大連の貿易高は横濱や神戸

だといひます︒

よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

七387国

ることが出來ます︒

七444

涼しく金 に ま た ＼ け り ︒

︿略V︑ハルビンへでも北京へでも送

皆︑

七346図圃 田の面は水の廣々と︑
蛙 の 聲 も に ぎ は しく︑︿略﹀︒

七351図團 ︿略﹀︑ 谷あひの家窓明

けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒

かす

輸出品は豆粕が第一で︑
︿略﹀︑輸入品は綿布が一番
多いといふことです︒

七391國

︿略V︒

七389団

よりは少し下で︑︿略﹀︒

七358国 町に︿略﹀︑日露戦孚の時 七387団 大連の貿易高は主翼や神戸
の大境方の名を取ってつけてあるの
は面白いでせう︒

道の間に並木が植ゑてありますが︑

七359團通は廣くて平で︑歩道と車
︿略﹀︒

はわかりませんが︑︿略﹀︒

七361国︿略﹀︑此の頃は其の葉の美 七393囲 まだ來て二三箇月で︑よく
しいさかりです︒
れん ぐ わ

けます︒

七415
︿略﹀︒

年は六十四五でもあらうか︑

七363国 目ぬきの所には三階建・四 七396囲 旅順へは汽車で一時間で行
階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら
︿略﹀︑日本の町よりはかへ

べて立ってるるので︑︿略V︒
七365国

七422

うちのことはしんぼいする

おばあさんは又さけんだ︒

つて西洋の都會に似てみるといひま

七423園
な︒

す︒

七367囲人口はおよそ十一萬︑︿略﹀︒

385
は一は

のは︑何よりもうれしいのでござい
ます︒

ことが分ります︒

其所にみる人は︑私どもと 七592園 く略V︑あれは何所だといふ

はまるでちがった風をして︑︿略﹀︒

七561園

航海といふものは︑かうい
︿略﹀︑たまには恐しい目に
︿略﹀︑船は今にも沈むかと

けれども船はなかく沈む
けれども船はなかく沈む
こんな時には︑悪くすると
深さをはかるのは︑遣瀬に

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗
る者に取って︑はなはだ大切なこと

船長はかくいひて後︑一だ

なのでありますQ

七598図

日も水のひくのを待たなければなら

ず︑︿略﹀︒

しゅく
七623 ︿略﹀︑川べの宿はとめきれな

中でも安倍川の宿は一そうの

あ ぺ

い程の客でございました︒

渡るといっても︑自分一人で

人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︒

七625

七628

渡るといっても︑自分一人で

は渡ることは出來ません︒

大ぜいの人々が口々に人夫を

︿略V︑年よりや子どもは聲を

かの人夫は︑少ししてから︑

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

七647

見きったのでせう︑︿略﹀︒

七餌2 ︿略﹀︑相談は出自ないものと

ぎでございました︒

七637 ︿略﹀︑川べはひじやうなさわ

立てて訳合ひますので︑︿略﹀︒

七636

︿略﹀︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七634

は渡ることは出入ません︒

それは日本は自費でありな 七629

ん聲をはり上げて︑︿略﹀︒

七602囹

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

それは日本は竹富でありな

ふことで︑︿略﹀︒

七602囹

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい
︿略﹀︑これは實に残念な事

ふことで︑︿略﹀︒

七604園

こんなことでは︑どうして

であります︒

七607園

皆さんのうちには︑大きく

海國の民といはれませう︒

七609園

なってから︑商用其の他で︑外國へ

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす
のは︑︿略﹀︑衝突をさけるためであ

こばん
七651 ︿略﹀︑中には小判がどっさり

た所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

むすびたる時は︑拍手の面しばらく

橋のないところでは五日も十

人夫は﹁もしく︒﹂と呼び

した方ではありませんか︒

七665園あなたは今朝一人で川をこ

かけて︑たつねました︒

七663

かの男を追っかけました︒

七657 ︿略﹀︑人夫はすぐ川を渡って︑

にちがひないが︑︿略﹀︒

これはあの人が落して行った

はいってゐました︒

七652
七615図

ふ

かくて船長は外國より持鋪

やまざりき︒

り︒

七622

水があふれました︒

七621

連日の雨で︑川といふ川には

りたる窟眞帖を極北に寄附して去れ

七616図

き

はやまざりき︒
はく
︿略﹀︑拍手の寓しばらくは

船長は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と
はく

出かける人もありませう︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七615図

ります︒

七579園

乗上げないため︑︿略﹀︒

七578園

︿略﹀まちがひが出金ます︒

七574囹

ものではありません︒

七571園

ものではありません︒

七571園

思ふやうになります︒

七569園

もあひます︒

七567園

ふ面白いものですが︑︿略V︒

七566園

みて︑又其の話をつゴけたり︒

七531園私は年中航海をしてみるも 七564図 船長はコップの水を一口飲 七594園 此の星を見分けることや︑
のですから︑少し其のお話を致しま
す︒

七533園 皆さんは海を御存じでせう︒

七535園私の乗ってみる太平丸とい
ふのは︑長さが六十間話もある汽船
で︑︿略﹀︒

︿略﹀港を出て行きますと︑

港に立並んでみる人家は︑だんく

七538園

︿略﹀︑しまひにはもう何も

小さくなって行きます︒
七541園
見えなくなりま す ︒

七544園 けれども日の出や日の入に
は︑日光が波にうつって︑水の色が
金 色 に な り ま す し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑月夜には波が銀色に

光って︑︿略V︒

七547園

七548囹︿略﹀︑其の美しいことは何
ともいひやうがありません︒

ふ物があって︑それで方角をとって

一たい船にはらしんぎとい

はね上ってはおよぎ︑はね上っては

進みますから︑︿略﹀︒

七554園 喜喜とも知れないいるかが︑ 七583園

およぎ︿略﹀︒

はね上ってはおよぎ︑はね上っては

ことはありません︒

七555園 何萬とも知れないいるかが︑ 七586園 ︿略﹀︑いくらきりが深くて

およぎしく略﹀︒

又海岸には所々に虫垂があ
りますから︑︿略﹀︒

七589囹

を知ることも出面るし︑︿略V︒

が出てみれば︑それにたよって方角

七556園 又ある時にはとび魚が甲板 七586園 又夜はいくら暗くても︑星
の上へとび上ることもあります︒

はまるでちがった風をして︑まるで

七559園其所にみる人は︑私どもと
ちがった言葉で話をしてゐます︒

は一は
386

︿略﹀︑心にすまないことは
︿略﹀︑心にすまないことは

まだ︸度もした事はありません︒

七736園︿略﹀︑人からいはれなく金

かの男は︿略﹀︑とうく又

をもらはうとは思ひません︒
川を渡って︑人夫の家へ参りました︒

致す︒

七764

七782園

︿略﹀︑妻はろばたでぼろを

︿略﹀︑年よりはちよつとふり

七781園

である︒

七777

男はしあんにくれて︑役所へ

七784囹

これが御奉公だと思ひます

信長はかるくうなついたが︑

れば︑少しも寒くはございません︒

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

七785

海ノ中ニ承平や貝や其ノ外イ

引上げて役人の敷に入れた︒

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ

七792

ザマノ植物モ生業テ居ル︒

七797 魚類ニハ︿略﹀ガアリ︑︿略﹀

︿略V︑カニノ横座ハツテアル

ガアリ︑︿略﹀モアル︒

ク様子ハ︑池や只事スムモノトチガ

七809

ハナイガ︑︿略﹀︒

アサリや車回砂や泥ノ中二居

イテヰル︒

七815 ︿略﹀︑カキヤアハビハ岩ニツ

リ︑︿略﹀︒

七814

ソロヘテ泳グ様ハ︑マコトニ面白イ︒

役人はわけをくはしくたつね︑ 七812 ︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

紀州の男は急いで國へ鋸つ

或大雪の朝︑信長はいつもよ

﹁寒くはない︒﹂

トガアルケレドモ︑︿略﹀︒

七817 ︿略﹀︑カキハ一度ツイタラ決．

カキハ又スグフエルモノデ︑

カキハ又スグフエルモノデ︑

シテハナレナイ︒

七818

︿略﹀︒

七819

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

︿略﹀眞珠ハ︑此ノ貝ノカラ

ケレバナラナイホドデアル︒

ノ中ニアルノデアル︒

七825

中デ面白イノハサンゴデ︑タ

クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

少しも寒くはございません︒ 七827

一時は今の二時間にあたるの

は驚いた︒

コ時も前に︒﹂といって信長

ぶと︑やはり藤吉郎が出て來た︒

り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼

七768

出て馬を乗りならした︒

信長はよく夜明前から馬場へ

七756園人夫には此方から手あてを 七816 アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

やうに致せ︒

て︑其の金をまちがひなくとゴける

七754園

渡して︑︿略﹀︒

人夫をも呼出して︑﹁︿略﹀︒﹂と申し

七751

うったへて出ました︒

七749

ぐ又仕事をつ望けました︒

かへりましたが︑何ともいはず︑す

七745

つ玄って居ります︒

七743

かの男は﹁どうぞしばら 七738園 それではこまる︑ぜひ︒
き

︿略﹀︑だんなはなさけ深い

人夫は之を聞いて︑首をふり
もしお金をもらったら︑あ

をいふ程の者ではありませんQ

七728園私は川ばたの人夫で︑名前

をいふ程の者ではありません︒

七727園長は川ばたの人夫で︑名前

んが︑私の氣がすみません︒

なたの氣はそれですむかも知れませ

七725圏

ました︒

七724

とはあるまいと思ひます︒

し上げましても︑おしかりになるこ

七717囹︿略﹀︑此の金をあなたにさ

方ですから︑︿略﹀︒

七715園

︿略﹀︒

んなが國へおやりになる金ですが︑

七714園小ぶくろの方は私どものだ

州の者でございます︒

七709園私は此所から百里さきの紀

く︒﹂といって引きとめました︒

七707

ます︒

七705園私は渡場へ蹄って人を渡し 七738

て來はしません︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

七665園あなたは今朝一人で川をこ 七704園あなたから一文でももらふ
した方ではありませんか︒

七671 人夫は其の男のたもとをおさ
へて︑﹁まあ︑お待ちなさい︒落し
た物は︒﹂

七673園 まあ︑お待ちなさい︒落し
た物は︒
﹁ 革 の財布で︒﹂﹁中には︒﹂

七677園 五十爾は黄色なきれにつ﹂

七675園

ん で あ っ て ︑ ︿ 略V︒

七677囹 ︿略﹀︑莞爾は小さなふくろ
﹁安心 し な さ い ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い

に入れてあります︒
七682

つて︑人夫は財布を出して渡しまし
た︒

七683 かの男はゆめかとばかり喜ん

︿略﹀︑目からはなみだがひつ

で︑財布を幾度かいた江きましたが︑
︿略﹀︒

七684
きりなしにこぼれてゐます︒

七689園 ︿略﹀︑たとひとんで行って

見た所で︑もうあるまいとは思ひま
したが︑︿略﹀︒

七692園 いよくない時には︑川の
中へとびこんで死んでしまはうと︑
かくごをして來たのでございます︒

七733囹

まだ一度もした事はありません︒

七733園

るので︑︿略﹀︒

になる妻と︑三つになる子どもがあ

七697園 ︿略﹀︑いたゴいたのは財布 七728園家には七十近い父と︑三十 七777
ではなくて︑私の命でございます︒
ではなくて︑私の命でございます︒

七697囹 ︿略﹀︑いたゴいたのは財布

さい︒

七701 人夫は之を見て︑﹁おやめな
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シテヰル︒

七83一 カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ
スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒

したことはあるまい︒

七862︿略﹀︑中ニハ肥料ニスルモノ 七925言出のもやうなら︑今日は大
モアル︒

したことはあるまい︒

海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀ノ 七926園此のもやうなら︑今日は大

モアレバ︑︿略﹀モアリ︑︿略﹀モア

七863

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし

七835 海ニハ又獣類ガスンデヰル︒
ル︒

色モ一檬デハナイ︒

︿略V︑空には雲もなくて︑ま

掛聲高くおして

行長は清正の軍功をねたみ︑

人でした︒

石田三成に頼んで︑清正のことを秀

みつなり

七974

三成は秀吉のお氣に入りです

吉にざんげんしました︒

致さぬ︒

ふしみ
清正は朝鮮を立って︑伏見へ

當時秀吉は伏見の城に居った

ますだながもり

清正は先づ増田長盛をたつね

此の人だけは自分のために心

清正は腹を立てて︑﹁︿略﹀︒﹂

七993園

︿略﹀石田めとは︑此の清

︿略﹀︑石田めとは中直りは

正一生中直りは致さぬ︒

七991園

の清正一生中直りは致さぬ︒

かげごとばかりいふ石田めとは︑此

七989園 ︿略﹀︑戦一つ出戸ず︑人の

といひきって疑りました︒

七987

しました︒

れば太閤の御きげんは直るまいと申

たいかふ

七986 ︿略﹀︑石田と中直りをしなけ

ございます︒

配してくれるであらうと思ったので

七983

ました︒

七982

のでございます︒

七979

参りました︒

七978

正に遅生を命じました︒

七977 ︿略﹀︑秀吉は之を信じて︑清

から︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんは朝 七977

七836 陸ノ獣羊雲タモノニハ︑ラツ
七867

やった︒

︿略﹀︑二百十日といふのは立

︿略﹀︑此の日はよく大風が吹

春の日から二百十日目の日のことで︑

七935

ことによく晴れてみた︒

七929

七927

コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア

一ガイニイフコトハ出來ナイ
︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

︿略﹀︑紅色ノモノハ深イ所二︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑紅色ノモノハ深イ十二︑ 七937

︿略﹀︑厄日といって︑農家で

くから︑厄日といって︑農家ではこ
七938

茶色ノモノハ其ノ中間二生エテヰル
海藻ハ花が咲カナイ︒

とに心配するのださうだ︒

七875

まして磐田は大波が打つ︒

はことに心配するのださうだ︒

官田4

根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物

ノ様二養分ヲ吸取ルタメノモノデハ

﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ

仕合はせに午後は風が弱った︒

夕方からは雨になって︑風は
全く止んだ︒

七馴9

七949

かい棒を入れたり︑︿略﹀︒

て︑おちいさんはかぼちや棚につつ

七946
︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ膿ノ

マリーはどうかしてかくして
﹁あ＼︑さうだ︒﹂と言って︑

夕方からは雨になって︑風は
全く止んだ︒

七951

とよとみひでよし

てうせん

豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先
手の大盤は加藤清正・小西行長の両

七973

七994

致さぬ︒

正直者の清正は人づきあひが

土船同助力は人の道︑︿略V︒七993園︿略﹀︑石田めとは中直りは

我が荷下に置き︑

﹁たしかに來たはずだ︒﹂と言 七955図圃 ︿略﹀︑物事は になへる

敵はどっと笑ひました︒

七965図圏

つて︑敵はあちこち見まはしました

これ︑おばあさん︑お前は

やる︒

七921

知ってみるだらう︒

七917園

が︑︿略﹀

七915

て︑兵士の頭にかぶせました︒

マリーはおばあさんのづきんを取つ

七896

やりたいと思ひました︒

七885

全面カラ吸取ルノデアル︒

七878

ナノー︒

七876

ノデアル︒

七873

︿略﹀︒

七872

所二︑︿略﹀︒

七872

ガ︑︿略﹀︒

七871

︿略﹀︑魚二野タモノニハ︑イ

リ︑︿略V︒

七838
ルカや鯨ガアル︒

七839 鯨バカラダが甚ダ大キイ︒

七図1 陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ
一番大キイガ︑︿略﹀︒

七絶8 海ノ深イ所陸生萬尺モアル︒

七桝9 コンナ所ニハ︑動物モゴクマ
レ デ ︑ 植 物 博 覧 クナイガ︑︿略﹀︒

七絶9 コンナ所ニハ︑動物モゴクマ
レ デ ︑ 植 物 ハ 全 クナイガ︑︿略﹀︒

七852︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ
三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ
生エテヰル︒

七854 海藻早早イロくアル︒
七855 先ヅタベルモノニハ︑コン
ブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・アマ

ノリ
︿略﹀︑糊ニスルモノニハ︑フ

ノリ・アヲノリ・モヅクナドガアリ︑
︿略﹀︒

七857

︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

ノ リ ヤ ツ ノ マ タ ガアリ︑︿略﹀︒

七859

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ
リガアル︒

ナ種類ガアツテ︑︿略﹀︒

七861 此ノ他海藻ニハマダタクサン

は一は
388

下手なので︑︿略﹀︒

みん
︿略﹀︑冷温國への返書に豊

がぬけぬ︒

臣清正と記したといふが︑それはま

七999 ところが甘気大地震が起って︑ 七塒6園
人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ
清正はつ＼しんで︑天略﹀︒﹂

ことの事か︒

七価8

聲は天地にひ混きました︒

とべんぜっさわやかに申し開きまし

活相1 此の時清正は︑地震と共には
ね起き︑︿略﹀ ︑ 一 さ ん に 伏 見 の 城 へ

︿略﹀︑日本の大將小西行長

た︒

く略V︒

く略V︑もはや朝鮮に日本の

七二4園 生けどった者は皆かへせ︒
七鵬4囹 命ばかりは助けてやらう︒
七二6園 小西は日本の大品ならず︑

武士は一人も居らぬ︒

七価3園

は一たまりもなくにげ落ち︑︿略﹀︒

七鵬2園

かけつけました ︒

七欄4 夜はまだ深うございます︒
させ︑︿略﹀︑御墓所やおそばの女ど

七㎜6 秀吉は城の庭にしき物をのべ
もと居りました︒

追川4 清正は大店で申しました︒

七川7園 上様をはじめ皆様︑おしの
下になっては居られぬかと存じ︑
︿略﹀︒

まことは堺の町人︑道案内の者故︑

七欄7園小西は日本の大首ならず︑

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

七湿5 さうして清正のやせた姿︑日

七梛3園

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒

七鵬9園此の清正こそはまことの大

將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒

七二8園此の清正こそはまことの大

にげも致したであらう︒

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と清正がいひますと︑

涙ぐみました︒
七撹9

秀吉はうなづきました︒
三成は驚いて︑﹁︿略﹀︒﹂

七佃8園 今天下に此の石田を知らぬ

七柵6

者はあるまい︒

者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

七堰図

七堰図

虚字は大きく

文字はハッキリと

登信人の居所氏名を受信人

嚢信人は自己の居所氏名を

マとコ︑ユとエ︑レとン︑ヌ

濁音半濁音文字の下は一字あ

代金は二口合はせて月末に

八13

此の間二三度降った雨に︑山

秋は山が美しい︒

黄色なのはならやくぬぎで︑

︿略﹀︑赤いのはかへでや櫻や

︿略﹀︑秋の山は小鳥の聲でに

谷間の水はすきとほるやうに

小鳥は時々此の清水にのどを

である︒

うるほしては︑こずゑでさへっるの

八24

すんでみる︒

八22

ぎやかである︒

八19

てるる︒

つるうめもどきが美しい實をならべ

八17 ︿略﹀︑日當りのよい所には︑

ぬるでである︒

八14

︿略﹀︒

八13

の木の葉は目立って色づいた︒

八12

送ります︒

七桝3囲

けること

七競業

と八等は書方にて間違ひ易し

とス︑フとク︑ワとツ︑二と二︑ハ

恩讐図

成へく本字にて此虜に記すこと

七擢図図

本文の終へ片北限にて記すこと

に知らする必要あるときは此虜又は

七麗図図

七麗図図宛所は判りよく

七鵬2園もと此の方には近い親類の
彼岸二品ト秋トニアリテ︑

此ノ頃ハ書夜ノ長サポトンド相等シ

七鵬7図

ク︑︿略﹀︒

七賢7図︿略﹀︑此ノ頃ハ書夜ノ長サ

書ノ長クナルニツレテ︑氣

ポトンド相等シク︑︿略﹀︒

七佃1図

︿略﹀︑夜ノ長クナルニツレ

候ハ次第二暖ク︑︿略﹀︒

七佃2図

彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑

テ︑氣候ハ次第二十シ︒

七堂4図
︿略﹀︒

クワウレイサイ

彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其

ノ中日二︑春ハ春季皇露祭︑秋ハ

七㎜4図

︿略﹀︑秋ハ秋季皇告祭ヲ行

秋季皇璽祭ヲ行下下ラル︒

七柵5図

タネマキ

農家ニチハ種蒔・︿略﹀等

ハセラル︒

七㎜6図

ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテトシテ︑日

おとうさん︑ヘンとは何の

ヲ定ムルコト多シ︒

七二7囹

ことですか︒

それでは長過ぎる︒

七川2園電報はなるべくみじかい方

七棚2園

く略V︑それでは十七字にな

それでもよいが︑電報はさ
うていねいにいはなくてもよい︒

七八4園

る︒

七川8園

字に敷へるのだから︑︿略﹀︒

七胴7園

がよい︒

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

秀吉は感心して︑﹁それは皆

葦角9囹 御門を守る者は誰か︒

七研7

で︑︿略﹀︒

はぬはず︒

清正はつけひもの頃から︑

それは皆此の方がやりさう

此の方がやりさうな事︒

な事︒

七欄8園
七柳8圏

此の方のひざの上でそだったので︑
何時か見習つたものと見える︒

く略V︑にごりのある字は二

七悩2圏 清正は上様へお目通がかな
七悩7 ︿略V︑清正はく略V︑三成を

秀吉は清正を召出して︑

入れてやりました︒

七価2

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

になってもまだ仲間げんくわのくせ

七価3園 其の方は無分別者で︑大名
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一一番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ

に︑五人の騎手は打連れて︑昇殿の

八83
そばの大きな立石の前に並んだ︒

八25 小鳥は時々此の清水にのどを
うるほしては︑こずゑでさへっるの

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

始の間はあまり甲乙はなかつ
夕雲を出した村の者は︑たが
︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

︿略﹀︑中程まで行った時︑信

信作はつるりとすべり落ちて︑

﹁もう改めて勝負をするには及びま

﹁やあ︑正綱︑十四歳の時が二度あ

いた︒

よりのぶ
︿略﹀︑其の子頼宣は戦が始つ

たと聞いて︑先陣へかけつけたが︑

八148

殿はまだお若くて︑これか

もう間に合はなかった︒

今の一言は︑先陣の功名に

といって喜んだ︒

松平正綱の子信綱は幼名を長

もまさる︒

八158園

八162

八177園

い＼え︑頼まれたのではご

誰にも頼まれは致しません︒

四郎といった︒

八179囹

將軍は長四郎を大きな袋へ入

ざいません︒

れて︑︿略﹀︑袋の口を封じて柱に掛

八181

けた︒

書頃︑御皇所のおわびによつ

八182囹ありのま＼に申すまでは出

さぬ︒

古謡はあとで︑御仁所に︑

て︑長四郎はやっと袋から出された︒

八186

八187

長四郎があの心で大きくな

﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

ヤウ

我が國第一ノ長流鴨緑江

アフリヨク

揚子江ハ支那第一ノ大河ニ

スカウ

ったら︑竹千代には無二の忠臣であ

八189園

らう︒

八193図

シテ︑︿略﹀︒

八196図

八197図 ︿略﹀︑小舟ハオヨソ九百里

ボルコトヲ得︒

五十里︑小舟ハ篇目ソ九百里サカノ

汽船ハ河ロヨリ認識ソ四百

ノ如キハ實二其ノ支流ニモ及バザル

︿略﹀︑頼宣は顔色をかへて︑

八197図

ら功名をお立てになる折はいくらも
殿はまだお若くて︑これか

ナリ︒

八155

ございます︒

ら功名をお立てになる折はいくらも

八154囹

ございます︒

八153園

八157 家康は之を聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

るか︒﹂といった︒

もう改めて勝負をするには

せん︒

八123園

耕造さんの心掛は實に見上

及びません︒

八126園

一方は百四五十人で︑他の一

げたものです︒

八135

一方は百四五十人で︑他の一

方は三百人以上もあった︒

八136

見物人は孚って︑多勢の方へ

方は三百人以上もあった︒

八136

行ったが︑︿略﹀︒

多勢の方はゆだんをしてゐ

︿略﹀︑家康は小勢の方へ行け
と命じた︒

八137

八141園

みる︒

一生けんめいになって

︿略﹀︑小勢の方はみんな心

るが︑︿略﹀︒

しかも其所は深い所である︒

後に此の話を聞いた者は︑皆

を合はせて︑

八142園

八101

ころげこんだ︒

其のはずみに︑ころくと池の中へ

八98

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

八97

もう一度競走させることにした︒

八94

ひに勝利をいひはるので︑︿略﹀︒

八93

たが︑︿略﹀︒

八88

たが︑︿略﹀︒

八88始の間はあまり甲乙はなかつ

匹の馬は一さんにかけ出した︒

八87

である︒

八41 あまりかはいらしいので︑僕
はしばらくそれを見てみた︒

行ったが︑︿略﹀ ︒

八54 二匹はいちもくさんにかけて

つた︒

八61 それはく略﹀といふ定めであ
八67 一人は信作︑一人は耕造とい
つて︑年は同じく十五歳︒

八67 一人は信作︑一人は耕造とい
つて︑年は同じく十五歳︒
つて︑年は同じく十五歳︒

八68 一人は信作︑一人は耕造とい

八68囹今年の競馬はさぞ見ものだ
らう︒

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

八69 ︿略﹀︑祭の當日には︑おびた

八145

信作方の人々は之を聞いて︑

家康の年に似合はずかしこいのに驚

耕造は驚いて︑ひらりと馬か
つきそひの者や見物人はかけ
ぎである︒

よって來て︑︿略﹀︑上を下へのさわ

八109

らとび下り︑︿略﹀︒

八103

やがて五人の騎手は多くの

内へつめかけた︒

八72

人々につきそはれ︑しっくと馬を
歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒
のりと

八75 神主は先づ神前で祝詞を上げ

耕造方の人々は耕造の肩を
八116園︿略﹀︑人の命にはかへられ

た㌧いて︑﹁︿略﹀﹂︒などといった︒

八113

八77 五人の騎手は神に勝利をいの

ないと思って︑相手を助けてやった

て︑それがすむと︑﹁支度﹂といふ
だいこ
あひつの一番太鼓を鳴らした︒
つて︑第二のあひつを待ちかまへて

︿略﹀︑相手を助けてやった

のはえらい︒

八122

のはえらい︒

八117園

みる︒

八78 五箇村の人々は各自分の村の
口々に勢をつけてみる︒

騎 手 に 向 っ て ︑ ﹁︿略﹀︒旨などと︑

は一は
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サカノボルコト ヲ 得 ︒

六 七 十 間 ︑ 幅 三 四十間︑︿略﹀︒

八203図 イカダノ大ナルモノハ長サ
八213図 揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ
テ ︑ 洋 々 ト 流 ル レドモ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑夏季ハコトニ増水シ

テ︑濁流江ニミ ナ ギ リ ︑ ︿ 略 V ︒

八214図

八218図 揚子江ノ流域ハ地味スコブ
シャンハイ

カンコウ

ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

りさん

︿略﹀︒

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

八299

八332

さうして其の栽培については

婦人は大いに喜んで︑夜の明

次のやうな話もあります︒

八339

けるのを待って︑すぐに其の山へ上
りました︒

したが︑︿略﹀︒

もし手なくば︑我等は如何 八343 ︿略﹀︑望の赤子は居ませんで

の實を取って來て︑庭先の畠の中に
まきました︒

婦人は︑これは珍しい︑︿略﹀

ゑち

時の町奉行は名高い大岡越

越前守はじっと考へましたが︑

二人の女は﹁かしこまりまし

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と

泣くのもかまはず力まかせ

手を放した女が實母にきまつ

包の中には白木綿が五十反ば

越前守は手代の言ふ所を聞い

て︑︿略﹀︑下役の者に石地藏をしば

八398

かりはいってみたのでございます︒

八393

は恐れ入ったといひます︒

た︒﹂と申し渡しましたので︑里親

八384

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八381園

︿略﹀︒

﹁︿略V︒﹂と申し渡しましたので︑

八377 ︿略﹀︑越前守は聲をかけて︑

ますと︑︿略﹀︒

いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

八375

いて手を放しました︒

わっと泣出しますと︑實母の方は驚

八374 ︿略﹀︑子どもがいたがって︑

︿略﹀︒

た︒﹂と︑爾方から引合ひましたが︑

八368

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八364

實母はないはずといって︑︿略﹀︒

八362 ︿略﹀︑一人置子どもに二人の

前守で︑︿略﹀︒

ぜんのかみ

八361

えがないといって返しません︒

八357 ︿略﹀︑先方はあつかったおぼ

がつ〜いたと申します︒

したが︑一生の間仕合はせのよい事

︿略﹀︑其の男はていねいに教 八351 ︿略﹀︑此の婦人は長生をしま

かまはさしわたしが一丈ぐら

へてくれた︒

八306

︿略﹀︑前には三尺に一尺程の

ゐ︑高さが四五尺ぐらゐで︑︿略﹀︒

八308

炭に焼く木は︑主にならとく

かま口を造り︑︿略V︒

山野に生ずる草木の中には︑

︿略﹀︑其の中貴重なものの一
にんじん

これはもと野生のものでした

つは朝鮮人蓼です︒

八327

︿略﹀︒

藥用にするものが多くありますが︑

八325

ぬぎで︑︿略﹀︒

待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 八322

呉鳳は﹁︿略﹀︒﹂といひまし

はよくないといふことを説聞かせて︑

八241

︿略﹀︒

八245
た︒

八255
すぐに其の人を殺して︑首を取りま
した︒

蕃人どもは聲を上げて泣きま

取る・拾ふ・握る・持つな

が︑︿略﹀︒

さて蕃人どもは︑呉鳳を神に 八327

て︑︿略﹀︒

八292図

八345

婦人は︑これは珍しい︑神様

と思って︑︿略﹀︒

八346

がおさづけ下さったのはこれに違ひ

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

ないと思って︑︿略﹀︒

うに育てました︒

此の時太郎が︑炭はどうして 八糾8 ︿略V︑婦人は之を我が子のや
焼くのかときくと︑︿略﹀︒

八299

つて見たことがない︒

八295

いふなり︒

の足らずといふは︑働く人の少きを

︿略﹀︑いそがしき時に︑手

八291図幅はすべて仕事のもとにし 八345 婦人は︑︿略﹀と思って︑其

に不自由ならん︒

八281図

どは皆手の働なり︒

八279図

を取らぬとちかひました︒

八263︿略﹀︑此の後は決して人の首

ひました︒

まつって︑其の前で︑︿略﹀とちか

八262

した︒

八259

ざいました︒

八219図 又沿岸ニハ上海・漢口等 八257 見ると︑それは呉鳳の首でご
ば ん じん

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

八223 傘台の蕃人には︑お祭に人の

あ

︿略V︑亜里山の蕃人にだけは︑

首を取って供へる風がありますが︑
︿略﹀︒

八224
ご ほう

此の悪い風が早くから止みました︒

八225 これは呉鳳といふ人のおかげ
だと申します︒

で︑亜里山の役人でした︒

八227 呉鳳は今から二百年戸前の人

したので︑蕃人からは親のやうにし

八229 たいそう蕃人をかはいがりま
たはれました︒

八231 呉鳳は役人になった時から︑
どうかして康保の悪風を止めさせた
いものだと思ひました︒
︿略﹀︑其の後のお祭には︑毎

年其の首を一つづつ供へさせました︒

八235

八237 四十齢年はいつの間にか過ぎ
て︑もう供へる首がなくなりました︒
はよくないといふことを説聞かせて︑

八241 呉鳳はお祭の爲に人を殺すの
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つて選るやうに命じました︒

八399園其の方の申す所では︑どう
やら其の地子がうたがはしい︒

八407 物見高いは江戸のくせで︑
︿略﹀︒

八412園 これは珍しい︒

つていらっしゃる︒

ウサギ

ブタ

おとうさんはきね︑おばあさ
おちいさんは大釜の火をたい
おかあさんはそれを二つにち

かくいふ聲を後にして︑

小ぞうは乗りぬ︑自轄車に︒

八573図圏

人は皆︑彼の姿を見送りぬ︑︿略V︒

八577図圏 ︿略﹀︑ 下駄屋にありし

八586図 ︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

履・傘ナドト︑︿略﹀記シタル看板

スベテ看板ハ商品又一二業

ヲ出セルハ︑ヨク人ノ知ル所ナルベ

シ︒

八587図

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ

︿略﹀︑見物人ノ外声︑町ノ

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし

キ者ナシ︒

サレド食物ヲ責ル店ニハ︑

爾側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如

ガハ

八591図

ヤスカラシメントスルモノナリ︒
︿略﹀︑三日目からは︑のし餅

四日目の時は︑おちいさんも

今ナホ古風ヲ守りテ︑窒塾て︵キソ

八595図

バ︶・︿略﹀ナドト記シテ︑軒二二

イモ
彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里

又足袋屋・蝋燭屋・時計

ラフソク

八604図看板卍巴マタ商品ヲエガキ

︿略﹀︒

半ト日陰ルモノノ如キハコレニシテ︑

八601図

アリ︒

八598図又マレニハナゾヲ用フルモ

かせてみて下さい︒﹂といひ出すと︑

始のうちは勢がよかったが︑

﹁せいは高くても︑まだだ
︿略﹀︑それでもとうく一日

タルモノアリ︒

八時頃には︑すっかりすんだ︒ 八611図

クシ

八549

此ノ他宿屋ニハ︑掛行燈二

シバヰ

八616図 ︿略﹀︑芝居又ハ活動鳶眞ナ

︿略﹀︒

旅人宿何屋ト記シテ掛クルモアリ︑

八613図

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒
アンドン

モケイ

屋・扇屋・載量等外ハ︑商品ヲ大キ
おしまひの一日過は︑小豆や

︿略﹀︑

所へも配った︒

八563図圖

き︒

老婆には︑手をかす人もあらざり

身なりいやしき

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

八551

だけはっき上げた︒

八548

めだ︒﹂

八546園

︿略﹀︒

八542

みるがよい︒﹂とおっしゃった︒

ゲタルモアリ︒

其の時にいさんが﹁私にもつ

手つだってつかれた︒

八531

が出來た︒

八531

やったが︑︿略﹀︒

八526

ていらっしやる︒

八515

んはこねどり︒

八514

んはこねどり︒

おとうさんはきね︑おばあさ

上にひろげて︑餅のつき上るのを待

すが︑何か好きな物を買って上げて

マシテ自由ノ天地二居テ︑自

タヌキ

八514

ばならないとのことでございます︒

こちらの方はどうでもなる

指巻のこと故︑野老大事にしなけれ

八466圏
こちらの方はどうでもなる

から︑心配するには及びません︒

八467団
から︑心配するには及びません︒

見物人一同の所名前を書取らせ︑さ

八417 越前守は早速門をしめさせて︑ 八471団此の爲替はほんのわっかで
て お ご そ か に ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と申し渡し

キツネ

ノデアル︒

在二心ヲトブ檬ハ︑口回勇マシイモ

八488

デアル︒

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

下さい︒

ました︒

八419園 此所は天下の役所なるに︑

︿略﹀︑許しもなくて墨入す

許しもなくて音入するとは不届しご
く︒

八421園
るとは不届しごく ︒

ノ求メル物デアルガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑マレニハ庭先二野ンデ

鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア

八497

ル︒

八499
ニスム︒

︿略﹀︒

ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒

八499巣ハ至ツテソマツナモノデ︑
八505

クテ︑︿略＞o

はね起きて見ると︑土間の大

おかあさんは取粉をのし板の

︿略﹀︑おばあさんは﹁まあ︑ついて

八421園 もはや鋸すことは相成らぬ︒ 八496狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼 八538

八423 一同は驚いて︑泣くやらなげ
くやら︑大さわぎでございます︒

八426 ︿略﹀︑いろくおわびを致し
ますと︑越前守は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 命 じ
ました︒

八432 三日の間に一同は白木綿を一
反つつ持って参りました︒

八433 越前守は呉服屋の手代を呼出
して︑其の中に盗まれた品のありな
しを調べさせまし た ︒

八512

盛にゆげが上ってみた︒

釜の上に積んであるせいろうからは︑

八511

ハ此ノ時デアル︒

八439 越前守は再び一同を呼出して︑ 八506 ︿略﹀︑家畜ヲサラフノモ多ク

さきに納めさせた白木綿を返し︑
︿略V︒

八451団始は熱が高くて心配致しま
したが︑︿略﹀︒

八455囲 しかし署者の申す所では︑

は一は
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コウギヤウ

ドノ興行場炉心︑給看板アリ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑寓眞屋ニハ︑窺眞ノ
︿略﹀︑看板ノ種類ハキハメ

看板モアリテ︑︿略﹀︒

八617図
八618図
テ多シ︒

八622雪目は見ゆれども︑字のよめ
ざる人をあきめくらといふ︒

八623図昔はあきめくらも多かりし
に︑まことのめくらにして︑大學者
となりし人あり︒

八626図 保己一は五歳の時めくらと
なりしが︑︿略﹀名高き學者となり
︿略﹀︑後には名高き學者と

て︑多くの書物をあらはせり︒
八627図
なりて︑多くの書物をあらはせり︒

の頃の江戸の番町 に あ り て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八629図 保己一の家は今の東京︑其

た︒

サンフランシスコには︑日

本人がたくさんみて︑いろくな商

八656團

おとうさんが着いた日は︑

責をしてゐます︒

八658國
せつく
ちやうど五月のお節供の日で︑︿略﹀︒

八661團︿略﹀︑日本人の家には︑鯉
此の港には︑十五六年前に

のぼりが立ってるました︒

八663困
︿略﹀︑町は大方こはれたの

大地震があって︑︿略V︒

八664團

︿略﹀︑今では前よりもかへ

ですが︑︿略﹀︒

八665國

つてりっぱになってゐます︒

アメリカ人の元謀なことは︑

これだけ聞いてもわかりませう︒

八667國

す︒

此の給葉書は此所へ勝る途

シカゴとニューヨークの間

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で

八704圏

す︒

八712国

︿略﹀︑おとうさんは最大急

は九百八十哩もありますが︑︿略﹀︒

八713団

行の列車に乗って︑たった十八時間
で着きました︒

日本にはまだこんな早い汽
日本にはまだこんな早い汽

車はありません︒

八715團
八716国

ニューヨークは人口からい

車はありません︒

八717國

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七
百萬以上もあるといひます︒

︿略﹀︑十階・二十階の家は

八742国

うちには何事もないさうで

コロンブスがアメリカを襲見

安心しました︒

八753

して漏った時︑イスパニや人の喜ん

之を聞いたコロンブスは︑つ

だことは非常なものでした︒

と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

八762

人々は何の爲にこんなことを

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

いひ出したかと思ひながら︑やって

八766

見ましたが︑︿略V︒

八768 ︿略﹀︑もとより立たうはずは

此の時コロンブスは︑こつん

ございません︒

と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

八769

苦もなく立てて申しました︒

諸君︑これも人のした後で

明日にでもなって︑雪がは

は︑何のざうさもない事でございま

八773園

せう︒

八779園

れてからではいけませんか︒

のは︑みんな切符ですか︒

ちょう
れい
か
地上の鐵道には勿論︑高架 八791闘此の一枚には徴税令書と

これは村の税で︑村の學校

ありませう︒

や役場の費用などになるのです︒

八792園

八795園

一枚は縣の税で︑一枚は國

一枚は縣の税で︑一枚は國

アメリカ人はく略﹀︑何で 八794園﹁あとの二枚は︒﹂
も世界一になるやうに心掛けてみる

の税です︒

此所は有名な商業地ですが︑ 八795園

の税です︒

︿略﹀︒

八736国

といひますが︑何しろ大した勢です︒

八732団

ます︒

車が終日終夜︑休なしに運諭してゐ

鐵道にも︑地下崖道にも︑電車や汽

八724圏

もあります︒

八723圏中で最も高いのは五十五階 八786園 堅手に持っていらっしやる

いくらもあります︒

八721囲

もあります︒

第一で︑十階・二十階の家はいくら

サンフランシスコはカリ 八721圏 高い建物のあることは世界

フォルニや州にあるのですが︑︿略﹀︒

八669国

八672團く略V︑此の州は合衆國の中
でも︑氣候がよくて︑其の上地味が

︿略 ﹀ ︑ と も し 火 き え た り ︒

肥えてゐますから︑︿略﹀︒

八639図

保己一はそれとも知らず︑話をつゴ

日本人は八萬山鯨も居て︑
︿略﹀︑子どもは︑アメリカ

此所は工業地で︑煙突の煙

えんとつ

八701団

此所は工業地で︑煙突の煙
︿略﹀︑大きな公園が幾つも

あるから︑健康には害がなささうで

八703圏

で空は眞黒だが︑︿略﹀︒

で空は直黒だが︑︿略V︒
えんとつ

八701団

強しますが︑︿略﹀︒

人の立てた學校へ行って︑英語で勉

八681國

︿略﹀︒

八679国

け た れ ば ︑ ︿ 略 V︒

八641図 保己一はそれとも知らず︑

話をつ曳けたれば︑弟子どもは
又略V︒﹂と言ひしに︑︿略﹀︒

八644図 く略V︑保己一は笑ひて︑
﹁︿略﹀︒﹂と言 ひ た り と そ ︒

のは不自由なものだ︒

八645園 さてく︑目あきといふも
八651囲 ハワイから出した絶葉書は
見ましたらうね︒

無事にサンフランシスコへ着きまし

八652圏 おとうさんは一昨日の正午
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八796園 ごらん︑これには徴税傳令
書とありませう︒

八836

信吉は︿略﹀︑﹁奥様︑あのと
聲できかれた︒

八881囹此の方はどなたですか︒

八886園

ぞ︒

﹁わたくしのおと

信吉はびっくりして︑二足三

おとよ︑お前はものが言へ

足後へ下ったが︑﹁や︑口をきいた

八885

うさん︒﹂と答へた︒

で︑ゆっくりと︑

するとおとよは︑にごった聲

よは︒﹂と︑さも心配さうにたつね

母が﹁︿略﹀﹂といふと︑信吉

﹁奥様︑あのとよは︒﹂

八882

八838園

た︒

八842

八796園 これは縣の税で︑起立の學
校や病院や︑其の他道路などの費用

父は︿略﹀︑僕に︑﹁お前も一

僕ははかまを着けて︑信吉と

るやうになったのか︒

ことで︑今は口を見せてものを言は

八898

それはありがたい︒
先生はにこくして︑﹁︿略﹀︒

八895園

いや︑聲が聞えるのではあ

口の動き方を見てさとるのです︒﹂

八899園

信吉はく略V︑﹁︿略﹀︒﹂と大

りません︒

八902

︿略﹀︑おとよは何も言はない

きな聲で言ったが︑︿略﹀︒

八906

先生は﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

で︑信吉の顔を見てみる︒
八907

八908園あなた︑此のお子が返事を
しないのは︑あなたの口が見えない

信吉は少しはなれて︑今度は

からです︒

おとよは信吉の口を︑中まで

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

のぞきこむやうにしてみたが︑

八916

﹁︿略﹀︒﹂と︑はっきり答へた︒

八921 信吉は﹁︿略V︒﹂といって︑

先生はいろくな事を信吉に

もうく何所へも行きはし

大きな涙をぽたく落した︒

八922囹

ない︒

八924

話して聞かされた︒

さいほう

れうり

書き方も算術も裁縫も料理も習つ

てるる︑︿略﹀︒

には︑りっぱに一人前の事が出発る

そつ
八928 ︿略﹀︑此の學校を卒業する頃

信吉はとりのぼせたやうにう

やうになる︒

八932

れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑

それから先生は︑僕等を一年

かはりばんこに見てみた︒

生の教室に連れて行かれた︒

八935

此所では女の先生が︑生徒に

五十音の獲音を教へてるられた︒

おん

八936

八938 ︿略﹀︑﹁う﹂を﹁え﹂と間違
こん
へたりするのを︑先生は根氣よく︑

何度もく教へてるられた︒

といって︑先生を廊下でをがむやう

八939信吉は教室を出ると︑﹁︿略﹀︒﹂
らうか

にした︒

八945 先生は﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

幾度も先生におじぎをした︒

信吉は︿略﹀娘の手を取って︑

おとよの顔を見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

︿略﹀︑今度はおとよの顔を見

八948
八913

言った︒

八913

さんじゅつ

八893囹指であひつをしたのは昔の 八925 おとよは話し方ばかりでなく︑
せます︒

︿略﹀︑今は口を見せてもの

なってみる松木とよの父でございま

﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は 八893園

︿略﹀︑今度は先生に向って︑

︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

を言はせます︒

八858

生徒はおとよであった︒

出て行ったが︑︿略﹀︒

のび上るやうにして奥の方を見た︒
おうせつ

小使は僕等を鷹接室へ通して

す︒

八855園長はこちらに御やくかいに

一しょに出かけた︒

八852

しょに行ってお出で︒﹂といった︒

丸写7

はほっと息をついて︑︿略﹀︒

になります︒

納税告知書としてあります︒

八798園 それからこれは國の税で︑

︿略﹀︑之を納めることは國

の 税 も み ん な 大 事なもので︑︿略﹀︒

八802園 國の税は勿論︑縣の税も村
八803園
民の務です︒

は同じですか︒

八809園 どのうちでも︑納める金高
八811園 いや︑それは財産や墨入の
多少によって違ひます︒

八859
八862

おとよは信吉の顔を見ると︑

ふでせう︒

八812園 くはしいことは解答校で習
八817図圏 器にはしたがひながら︑

八863

信吉はく略V︑娘の手をはな

わしはあちらに居ても︑お

めたが︑︿略﹀︒

して︑頭の先から足の爪先までなが

八865

きついて泣いた︒

かけよって來て︑いきなり信吉にだ

いはほをも とほすは水の力なりけ
り︒

八818図圃 器にはしたがひながら︑
いはほをも とほすは水の力なりけ
り︒

八821 水にはこれといふ形がない︒

八879

ふのでございますが︑︿略﹀︒

八874園私は三年ぶりに此の子にあ

いますか︒

﹁あ㌧︑あなたが先生でいらっしや

八872

前の事ばかり心配してみた︒

八823 それでは弱いものかといふに︑ 八869圏
さうではない︒

八824 落ちる時の勢が加はると︑長
い間には︑思ひの外の事をする︒

︿略﹀︒

八828彼の水力電氣の如きはそれで︑

一 に な る 女 の 子 があるが︑︿略﹀︒

八834 信吉にはおとよといふ今年十

は一は
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八949園 いや︑何︑それには及びま
せん︒

八958図 名古屋市ハ我が國屈指ノ大
都図心シテ︑人口四十鯨萬アリ︒

八967図 ︿略﹀︑其ノ天守閣ハ加藤清
正ノキヅキシ所 ナ リ ︒

シヤチホコアリ ︒

八968図 天守閣ニハ棟ノ酒壷二金ノ
八972図 名古屋市ハ此ノ城アルニヨ
リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持
ツ ︒ ﹂ ト 歌 学 レ タリ︒

八973圃 尾張名古屋ハ城デ持ツ︒

は居ずや︒﹂

さう思ってくれ給へ︒

︿略﹀︑今日からは働かない

さうしてそれから後は︑耳は

ことにしたから︑︿略﹀︒

八㎜1園

八㎜3
食事の知らせを聞いても︑聞かない
さうしてそれから後は︑耳は

ふりをし︑︿略﹀︒

八㎜⁝3

食事の知らせを聞いても︑聞かない
ふりをし︑︿略﹀︒

八川6園

僕はたゴ坐ってみて物を食
君等は僕を苦しめようとし

ふだけの者ではありません︒

八撹1園

て︑此の好日の間少しも食物を送つ
てよこしませんでした︒

︿略﹀︑かへって君等は自分

これは全く君等が自分で招

で苦しむやうになったのです︒

八齪4園

八撹5園

こんなわけですから︑これ

いたのであります︒

八鵬1園

から後は互に親しみ合って暮しませ

さうしてそれから後は︑︿略﹀︑

う︒

八欄5

目は食物を見ても︑見ないふりをし︑

八悩4

之を聞いて︑手足等一同は︑

一包十箱が十銭ぐらゐで

マッチはちょっとした物で︑

たとひ休まず働いても︑一人
かりに造れたとしても︑それ

で一日に一包は造れまい︒

八悩2

買はれる︒

償も安く︑

八欄7

なるほどと感心したといひます︒

八佃4

て相持のものです︒

刀匠3園世の中といふものは︑すべ

︿略﹀︒

さうしてそれから後は︑︿略﹀︑

かうして二三日たちますと︑
かうして二三日たちますと︑
かうして二三日たちますと︑

を十鏡ぐらゐで費ってはまうかるま

分業で造ると︑︿略﹀︑

一

それではマッチは︑どうして

い︒

八欄4

分業はマッチの製造ばかりで
分業はマッチの製造ばかりで

はない︒

八鵬4

ものにならない︒

人々々別々になって造るのとは比べ

八鵬1

誰が造るのであらう︒

近心5

︿略﹀︑手足はなえてしまって動くこ

此の時胃は一同に向って言ひ
三等はかうなることは知ら
君等はかうなることは知ら

ふだけの者ではありません︒

八捌5園僕はたゴ坐ってみて物を食

なかったのですか︒

八棚4園

なかったのですか︒

石川4園

ました︒

八川2

とが出來ず︑︿略﹀︒

八㎜9

耳は鳴り︑目は暗み︑︿略﹀︒

八景8

耳は鳴り︑目は暗み︑︿略﹀︒

八欄8

足は食堂へ行くことを止めました︒

八欄6

︿略﹀︒

手は食物をロへ入れることを止め︑

八979図二号 ﹁杉野はいっこ︑杉野 八㎜5 さうしてそれから後は︑︿略﹀︑
八979図画園 ﹁杉野はいっこ︑杉野
は居ずや︒﹂

に沈み︑ 敵揮いよくあたりにし

八983図圃 ︿略﹀︑ 船は次第に波間
げし︒

た ま
飛來る揮丸に忽ちうせて︑

八985図圃 今はとボートにうつれる
中佐︑
︿略﹀︒

が申し合はせて︑胃に向っていひま

八996或時︑口・耳・目・手・足等
すには︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八997園 僕等はふだんいそがしく働
いてるますのに ︑ 君 は ︿ 略 ﹀ ︒

八998囹 僕等は︿略﹀︑君はた〜坐
つてみて物を食ふだけで︑少しも僕
等の爲につくさない︒

今日からは働かないことにしたから︑

八999園 僕等は一同申し合はせて︑

やはり世は相持のものである︒

はない︒

八鵬8

八面3團叢る十六日は私の誕生日で︑

お呼びするのは大てい近所

ちやうど日曜日ですから︑︿略﹀︒

の人で︑あなたが知っていらっしや

八欄7団

これは年よりからのお願で

る方ばかりです︒

八m2囲

乃木大豊は幼少の時︑膿が弱

ございます︒

おく
く︑其の上臆病であった︒

八m7

八柵9 ︿略﹀︑寒いといっては泣き︑

暑いといっては泣き︑朝晩よく泣い

たので︑︿略V︒

暑いといっては泣き︑︿略﹀︒

八佃9 ︿略V︑寒いといっては泣き︑

︿略V︑近所の人は官給のこと
なきと
を︑無人ではない︑泣人だといった

仁川1

大將の父は長府藩主に仕へ

ちやうふはん

といふことである︒
なきと
八棚1 ︿略﹀︑無人ではない︑浮人だ

︿略﹀︒

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

八川3

が︑︿略V︒

泣虫では︑第一藩主に翻しても申し

八川5 ︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

わけがない︑︿略﹀︒

八川8 ︿略﹀︑大金の父はうす暗い中

せんがくじ

に大將を起して︑往復一里鯨もある

たかなは

泉岳寺には名高い四十七士の

高輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

墓がある︒

八襯2
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八皿3 大衡の父は途々義士のことを
大 將 に 話 し て き かせて︑︿略﹀︒

いなら︑暖くなるやうにしてや

八皿9 すると大組の父は﹁よし︒寒

一生の間

る︒﹂といって︑︿略V︑頭から冷水
大將はこれから後︑

を浴びせかけた︒

八柵4
﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな
かったといふ︒

八雲1 其の爲︑大降には全く食物に
好ききらひといふものがないやうに
なった︒

八桝4 大將が十歳の年︑大聖の一家
は郷里へ鯖ることになった︒

︿略﹀︑夜のとばり

き眠に入れるなり︒

九24夕座

しっ

かにあきて︑ほのぐと東の窓は
よき日は明けぬ︑さわや

しらみたり︒

九25図蟹
かに︒

︿略﹀︑土地の様子も一通り

まだ十分にじゅくしてみな

て︑︿略﹀︒

九61国

い實は︑中にきれいな水があります︒

九67囲其の實は土人の一番大事な
食料で︑明いて食べたり︑餅にして
食べたりします︒

九88団

珍しい植物は此の外にもま
これ等の植物が思ふま＼に
く略Vにはか雨が︑︿略﹀通

土人はまだよく開けてゐま

つで︑︿略﹀︒

九81団水のすんでみる事はかくべ

のです︒

其の雨水がまた大切な飲料水となる

九了8団水の乏しい此の島々では︑

のよいものです︒

は︑何ともたとへやうのない︑氣持

り過ぎた後の︑あざやかな緑の世界

九76団

茂ってみる様子は實に見事です︒

九73団

だたくさんあります︒

九71國

ものです︒

九26図圃朝日は出でぬ︑花やかに︒ 九69圏味はまことにあっさりした
はわかりました︒

九38圏

九39国冬でも春でもこちらではち
︿略﹀︑かねて思ってみたと

やうど内地の夏のやうです︒

九42圏

は違ひ︑なかく住みよいところの
やうです︒

それに此の邊一帯の島々は

我が國の支配に属してみるので︑

九43団

︿略﹀︒

八掴5 其の時大冊は江戸から大阪ま
で︑馬やかごに乗らず︑雨親と共に

︿略﹀︑少しもさびしくはあ

し

せんが︑性質はおとなしく︑我々に

や

九52団︿略﹀︑其の中でも殊に珍し

のは植物で︑︿略V︒

九51団内地から來て先つ目につく

りません︒

九45團

歩いて行った︒

八嗣8 呼時大首の髄は︑もうこれだ
け丈夫になってみたのである︒

八備1 實に鐵は熱いうちにきたへな
ければならぬ︒

八価3 郷里の家は︿略﹀︑至ってせ

もよくなつき︑︿略﹀︒

なぎなた

いのはコ・椰子の木やパンの木など

やり

です︒

まい︑そまつな家であった︒

八価6 けれども刀・槍・薙刀など︑

土人は︿略﹀︑性質はおと

︿略﹀︑子供等はなかく上

ふしぎや︑今まで荒れに荒
れみたる大海︑おのつから静まりて︑

九117図

でたく都に曇り給へ︒

︿略﹀︑尊はつ︑がなく上緬の國に着

妹は餌箱を持ちて︑とやの

き給ひきといふ︒
ゑ

前に來る︒

九128図

妹は餌をつかみて︑︿略﹀

きりの木のあたりにまきちらせば︑

九129図

鶏はあわてて其の方へ行く︒

妹はやがてかこひ近く歩み

九131図︿略﹀︑鶏はあわてて其の方

へ行く︒

よれば︑中なるひよこどもはく略﹀︒

九133図

九134図 ︿略﹀︑中なるひよこどもは

小さき口を開きて︑びよくと鳴き

毎日世話し居ることとてい

つ＼かこひぎはに集る︒

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

九137図

︿略﹀貝のかけを︑すばや

は一そうかはゆく思はる︒

くついばみたるは眞平なるめんどり

九142図

なり︒

くだきたる貝殻を器に入れ

てあたふるに︑これには餌の時のや

九144図

うに集らず︒

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年

より僕等の仕事となり︑︿略﹀︒

ば︑鶏の事は総べて之に記入し置く

九151図 ︿略﹀︑日記をも渡されたれ

なり︒

九155図︿略﹀︑をんどりは箱のふち

さるにいそがしく︑︿略V︒

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ

九112図園皇子は勅命を果して︑め 九153図 ︿略﹀︑めんどりはせはしげ

手に日本語を話します︒

九91囲

なしく︑我々にもよくなつき︑︿略V︒

九89圏

九53国

コ・椰子は︑高いのは七八
︿略﹀︑其の葉の根本には︑

から

九57団實の中にはかたい殼があっ

つてゐます︒

大人の頭ぐらみの實がすゴなりにな

九55圃

間もあります︒

九53囲

間もあります︒

コ・椰子は︑高いのは七八

武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき
︿略﹀乃木大壷が︑︿略﹀︑武

らく光ってみたといふことである︒
八描1

人の手本と仰がれるやうになったの
は︑まことにいはれのあることであ
る︒

ふ 黒きとばりにおほはれて︑ 安

九13図圃 あらゆるものはやみとい

は一は
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．をふまへて︑首をすゑ︑むねを張り︑

今やときをつくらんとする様なり︒
九159 中デモ面白ノーノハ︑或動物ノ
艦色ガマハリノ物ノ色二似テヰルコ
トデアル︒

老人にす㌧めた︒

少したって︑今度は寝たま＼

老人は一口飲んで横になった︒

例ヘバ︿略﹀︑悪味や悪臭ノアル蝶

九246

桑ノ木前居ルエダシヤクトリ

九248

九185

ノ羽ニハ美シイ色ドリガアルヤウナ

︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

しかし思ふ程に仕事は出來

老人は大分つかれたやうであ
少年はてつびんの湯をついで

歓庵様は佐藤の家の農學の

く略V︑おちい様の不昧軒檬

これはまことに残念な事で

しかしわたしの四十年の骨

しかしわたしの四十年の骨

十六のお前が︑旅費も乏し

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

九272園 ︿略﹀︑父の此の願だけは︑

もあらう︑︿略﹀︒

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九2610園

だでなかったと思ふ︒

折は︑農學の進歩の爲には決してむ

九266園

だでなかったと思ふ︒

折は︑農会の進歩の爲には決してむ

九266園

ある︒

九265園

も皆同じ事で︑︿略﹀︒

の爲につくすといふお考は︑どなた

九2510園 く略V︑一すぢに國の爲︑民

言聞かせるが︑︿略V︒

九258園其の本については︑後に又

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

しかし此の農學といふ學問 九256園此の方々のお書きになった

見をなされた︒

はまた︑地質や管物の方で新しい襲

九253園

︿略﹀︒

と農業との關係をお調べなされたが︑

九251園 ︿略﹀︑元王様はおもに氣候

本をお開きなされ︑︿略﹀︒

九2410圏

ぼつくと話し出した︒

モノデアル︒

ホンタウニ面白イデハナイカ︒

ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ
九215

リデナク︑︿略﹀︑形が桑ノ小枝二寸
分画ハナイ︒

九188所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ 九219 少年はひざに爾手をついて︑
老人の顔をじっと見つめながら聞い
あんどん

まくらもとに置いてある行燈

てるる︒

︿略﹀︒

ず︑︿略V︒

九236園

中るだけは骨折つたつもりである︒

九235園

そこで此の父も︑︿略﹀︑出

爾方から調べて行かねばならぬので︑

は︑種々様々の事を︑實地と學理の

九2210園

るとお氣づきになって︑︿略V︒

國利民福の本は農業を盛にするにあ

九225園

の光はうす暗く︑︿略V︒
くわんあん

九221

リト呼ンデヰルノハ︑︿略﹀トイフ

マ

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

九166 保護色ノ例ハイクラモアル︒

ル︒

九191

︿略﹀︒

九192

︿略﹀︑裏ハ枯葉二似テヰルノ

アルガ︑裏ハ枯葉二似テヰルノデ︑

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ

又沖縄二面スル木ノ墨黒ハ︑

ルデ枯葉が引掛ツテヰルヤウ覗見エ

︿略﹀草木ノ二二止ツテヰルト︑

九1810

意味デアラウ︒

二等ル雨蛙ハ緑色︒

九166 田二極ム土蛙ハ土色︑木ノ葉
九167 田二住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉
二選ル雨蛙ハ緑色︒
白イ蝶ハ大根ノ一二集ル︒

九167 黄色ナ蝶客種ノ花ニムラガリ︑
九168 黄色ナ蝶ハ菜ノ二陣ムラガリ︑
白 ノ ー 蝶 ハ 大 根 ノ花心集ル︒
サバク

ホクキヨクグマ

九169 沙漠地方二居ルラクダハ灰色
デ︑︿略﹀︒

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

デ︑︿略﹀︒

九198

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

ハ三白デアル︒

九169 ︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

︿略﹀︑全ク蘭ノ花 九238囹 ︿略﹀︑役人ににくまれて︑

ニハ︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

此ノ轟ハ

終には國を立ちのかねばならぬやう
しかし此の分では︑わたし

ト同ジヤウデ︑ナカく見分ケガツ

又或動物ハ保護色トハ反封二︑ 九243園

になった︒

九204

カナイサウデアル︒

九1910

九171 保護色ヲモツテヰルモノノ中
ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ
ナ色ニカハルモノモアル︒
カツシヨク

九174 北國二住ム野ウサギや高山ノ

上二居ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑枯

の命は︑とても仕事の出痔上るまで

九245

る︒

九245

もつまいと思ふ︒

の命は︑とても仕事の出來上るまで

しかし此の分では︑わたし

もつまいと思ふ︒

此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

九243園

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

︿略﹀保護色トハ反封二︑

ナ腔色ヲモツテヰル︒

九204

葉や土ノ色二似テ ヰ ル ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
カツショク

枯葉や土ノ色二似テヰルガ︑︿略V︒

︿略﹀︒

九174︿略﹀雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑

九178例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

九205

九212

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略V︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

居ル時ハ緑色デアルガ︑枯木二移レ
バ枯木二似タ色ニナル︒

九179 例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二
居ル時ハ緑色デア ル ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
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げてもらひたい︒

九273囹 それにはわたしが死んでも
國へ編らずに︑︿略﹀︑一心に學問を
はげむがよい︒

成る︒﹄と言って み る ︒

九276園 古人も﹃志ある者は事終に
九277 目に涙を一ぽいためて聞いて
みた少年は︑固い決心を顔にあらは
して︑實行をちかった︒

九278 父は安心した檬子で︑やがて

すやくと眠った︒
前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

しもつけ

九2710 これは今から百三十年ばかり

︿略﹀︑其の壮観はとても筆や

口にはつくされません︒
九297

けい
︿略﹀大口脛砲の威力に封

しては︑︿略﹀ベルギー軍の防戦も︑

九366図

終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

物すごいひびきは等温の如く︑ 九368図 ︿略﹀︑要塞は全く破くわい

口にはつくされません︒

九298

警みことの

乃木大面はおごそかに︑

嵩めぐみ深き大君の

九411図圃

昨日の敵は今日の友︑

りつたふれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九415図幽

九418図圏

飲料水二不自由ナキ土地ニ

彼はた﹂へっ︑我が武勇︒

ナリ︒

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

アリテハ︑金銭ヲツヒヤシテ︑水ヲ

九4310図

彼の防備︒

く略V︑要塞は全く破くわい 九417図心 ︿略﹀︑ 我はた﹂へっ︑

せられ︑將卒は多く戦死せり︒

︿略﹀︑エンミッヒ嘉瑞はみ

せられ︑將卒は多く毒死せり︒

瀧は︑落口にあるゴート島と 九369図

大地もふるひ︑︿略﹀︒

九2910
いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九377図

つから進んで握手を求め︑﹁︿略﹀︒﹂

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百鯨

と感歎せるに︑︿略﹀︒

九305
丈︑カナダ瀧が三百饒丈︑高さはど
︿略﹀︑高さはどちらも十五六

閣下の防職はまことに見事

︿略﹀︑レマン將軍は静かに︑ 九個1図︿略﹀︑水ヲ買フナドトイフ

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

ハ︑思ヒモヨラヌ事ナリ︒

九唱2図

所ニチハ︑一手桶何程トイフ代償ヲ

しかし部下の者は︑最後ま

ハラヒテ水ヲ買フ︒

カクノ如ク物二債アルハ︑

︿略﹀ニヨルナリ︒

九451図

ラヌ物ハ償ナシ︒

九界6図得ガタキ物ニチモ︑有用ナ

でベルギーの名轡をけがさなかった

やがてレマン將軍は︑萬感

︿略﹀帯劔をときて渡さん

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

九454図又コ・一二匹ノ馬アリテ︑

いや︑それには及ばん︒

カクテ債ハ次第三局クナリ

ケタル人ノ物トナル︒

九456図 ︿略﹀︑馬ハ最モ高キ債ヲツ

テ︑︿略﹀︒

九456図

雪・ヒテ高キ償ヲツク︒

馬が他人ノ手二道ランコトヲ恐レテ︑

九454図 ︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ

ツク︒

其ノ五人ハ︑︿略﹀︑事ヒテ高キ償ヲ

とするを︑エンミッヒ將軍は

九389園

たり︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑強ひて之をおし止め

九388図

劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

九386図

つもりである︒

九383園

﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒

九381図

であった︒

九379園

ちらも十五六丈あります︒
九307

殊に遊覧船に乗って︑︿略﹀︑

丈あります︒
九318

だらく坂を登りきると︑道

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に牡
快です︒

起つた事で︑︿略﹀︒
のぶ

九281 ︿略V︑此の老人こそは出羽の
のぶすゑ

九3110

何時もはうす暗い程茂り合つ

︿略﹀︑春蘭のつぼみの

しゅんらん

其所の木のかげ︑此所の石の
ふくらんだのも見える︒

そばには︑

九323

てるる爾がはの木立も︑︿略﹀︒

九321

は低いみねつたひになる︒

國の前者佐藤屋宇︑少年は其の子信
淵である︒

ひろ

のぶ

︿略﹀︑此の老人こそは出羽の
のぶすゑ

國の署者佐藤信季︑少年は其の子信

九282
ひろ

淵である︒

九283 信季は其の後幾日かたって︑

とうく此の宿でなくなった︒

みねからすそにかけての若々

閣下の劔は軍人の魂として
少しも名讐をきずつけなかった︒

九389園

き︒

敵の將軍ステッ

乃木大將と毛見の 所はいつ
こ︑水師螢︒

セル

九397図翻

︿略﹀︑

頭を上げてみると︑それは石 九392図 レマン將軍の目には涙あり
︿略﹀ベルギーの勇將レマ
︿略﹀︑勇ましく防ぎ職ひたり︒

ンは︑部下の將卒をはげましく︑

九363図

井君であった︒

九359

て︑一面に煙ってみる︒

しいこずゑの色は︑強い日光を浴び

九342

にちぎれ雲が飛んでみる︒

九284 古淵は︿略﹀︑間もなく江戸 九3310 空ははてもなくすんで︑所々
へ出て︑︿略﹀︑一心に西洋の學問を
勉強した︒

た農學は︑信季の望通り︑信淵に至

九2810 歓十善來代々力をつくして來
つて大成したのである︒

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

九297 ︿略﹀︑其の壮観はとても筆や

は一は
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いが︑にこにこしてみる元氣な方で

九458図之二反シテ︑同ジヤウナル 九503 社長さんは齢程の年よりらし
馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

僕は何となくえらさうな人だ
あの精米愛社の社長さんは

︿略﹀︑おとうさんは﹁お前に

あの社長さんはもと上方の

うだが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おろしに歩き廻ったものださ

うちのおちいさんはく略V︑

分だったらう︒

九528園

よく其の話をなすっては︑大へんほ
うちのおちいさんはあの人

めていらっしゃったものだ︒

九529圏

社長さんは早速荷車を一十

︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑

う齢程の財産が出來た︒

僕は今日其のえらい社長さん

今日は天仁がよいので︑朝か

後には萎の束が山と積んであ

それをてんでに一束つつ取つ

おかげで今日中には大がい

仕事は水入らずの三人の手で︑

分家の金次叔父さんは︑軍隊

九604

庭のすみにはほうせん花が眞

日はかんくと照ってみる︒

く略V︑六十五六の時にはも 九613

鶏が萎のこぼれを食ひに來て

ばうゑん

︿略﹀︑其のそばには︑望遠

舷門には︑銃を手にした番兵

千敷百人の乗員は︑今もなほ

が近くを警戒してみる︒

九612

てるる︒
げん

鏡を持つた信號兵が遠くを見張つ

きやう

九611

︿略﹀︒

九6010 艦橋には當直將校の姿が見え︑

は︑追はれて逃げて行く︒

人々の同情は集ってみるし︑ 九606

赤に咲いてみる︒

九604

打下す︒

露のたくましい腕で︑すとんくと

九601

ずんくはかどって行く︒

九584

かたづきます︒

九581圏

きつけると︑︿略﹀︒

ては︑︿略﹀︑打皇にぱたくとた＼

九5610

る︒

九569

ら変を打つ音が方々で聞える︒

九566

くうれしい氣がしました︒

に會って來たのだと思ふと︑何とな

九5510

︿略﹀︑よく其の話をなすつ 九559園全くあんな人は珍しい︒

とは前から友だちだったので︑︿略﹀︒
九5210園

ては︑大へんほめていらっしゃった
ものだ︒

おとうさんはすぐ言葉をつい

世間にはこんな場Aロに︑な

で︑﹁︿略﹀︒﹂とお話しになりましたQ

九534
九537園

るたけ自分の負携を輕くしょうとす
る者もあるが︑︿略﹀︒

しでも他人の負澹を輕くしょうとし

九539園︿略﹀︑あの人は反封に︑少

けれども社長さんは︑それ

て︑自分の財産を残らず差出した︒

た︒

九546園

︿略﹀︒

九551圏

九556園

すまでになった︒

九554囹︿略﹀︑後には表通へ店を出

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

九552園

得てみるので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑商責の仕方は十分心

商費の仕方は十分心得てみるので︑

九5410園

といって︑夜を日についで働いた︒

九548囹︿略﹀︑社長さんは︑﹃︿略﹀︒﹄

たが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑資本を出さうとする者もあっ

町の人々は之を見かねて︑

借りて來て︑醤油のはかり費を始め

九545園

を少しも苦にしないで︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の町へ始めて奉公 九543園

二の年だつたさうだ︒

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

九514園

人で︑︿略﹀︒

九513園

て︑︿略﹀︒

もさう見えるかね︒﹂とおつしゃつ

九509

えらい方なんでせう︒

九507園

と思ひました︒

九504

す︒

︿略﹀︑買ハントスル人タず

︿略﹀︒

九459図

一人ナルトキハ︑五人ノ持主く略V︑
孚ヒテ便ヲ下グ︒

九461図 カクテ債ハ次第二安クナリ
テ︑︿略﹀︒

九466図 スナハチ物ノ償ノ高下ハ︑

主トシテ需要ト供給トノ關四割ヨル
ナリ︒

九4610国園 今年ほど水の都合のよか
なへ

つた事はない︒
私は苗くばりをして︑︿略﹀︑

おかあさんにほめられました︒

九477国

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ

九4710団 田植がすんだので︑昨夜は 九516囹 ︿略﹀︑始は近在の小責店へ︑
うをしました︒

お前たちにわかるものではない︒

九482団園世の中は何でも一生けん 九518園 ︿略﹀︑其のつらさはとても
めいに働く者が勝だ︒

九487囲園 うち中が丈夫で︑仲よく 九519園 ︿略﹀︑其のつらさはとても
お前たちにわかるものではない︒

さて商事を始めると︑あの
人ならといふ信用はあるし︑︿略﹀︒

おとうさんは今朝も︑︿略﹀︑ 九523圏

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒
九489圏
大そう元氣です︒

て︑︿略﹀︒

九4810縛網 もう二番茶もつまなくて 九524園 ︿略﹀︑店はだんだん繁昌し
はならない︒

さい︒

九493団 うちの事はすべて御安心下 九527園 それはわたしの十五六の時
九499 僕は今日︿略﹀︑精米會社へ
お使に行って來ました︒
械が電力で勢よく 廻 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九501 會社では︑幾皇もある精米機
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安らかに眠を績けてるる︒

九614 艦内は深山のやうな静かさで
ある︒

九617 軍艦の起床時間は︑夏は五時︑
冬は六時である︒

九618 軍艦の起床時間は︑夏は五時︑
冬は六時である︒

頓する︒

とん

九638

︿略﹀︒

せい
七分の内に艦内はすっかり整

九M1 上甲板洗は水兵の受持で︑
雨舷直といふのは︑特別の務

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

九645

水兵はくもの子を散らすやう

とである︒

甲板洗はいかにも勇ましく面

と
下士官が︑甲板の吐水口から

其の様は︑まるで雨後の蛙が

︿略﹀乗員は︑

に取掛るのである︒

九675

な

こそ

くんれん
これから訓練

つた人もあった︒

九7010園︿略﹀︑少しは下りた人も乗

百首様の城下であった︒

九712園昔は竹に雀の紋所で名高い

︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

目の松島騨で下りるのだ︒

九714園 ﹁松島は︒﹂﹁仙皇から三つ

九718

ひかり

える山を指さして︑︿略V︒

九7110園光堂ともいって︑昔は金

ころも

光りに光りかゴやいてみたさうだ︒

其の中に汽車は山の間を出て︑

九727園︿略﹀衣川は︑すぐ此の先

にある︒

大きな川の見える所に出た︒

九728

汽車は此の邊からあの川に

ついて︑北へくと走るのだ︒﹂

九7210園

汽車は野を過ぎ山を越えて進

九7310園 あれは岩手山だ︒

北上川はまだをりをり見える

が︑いよくせまくなって︑とう

九744

の

へ ぢ

く谷川になってしまった︒

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ

九7410此の邊から野々地あたりまで

︿略﹀馬が︑林のかげや沼の

てるるのが見えた︒

ほとりを元金よくかけ廻ってみる様

九753

青々とした波の上に︑野々と

は︑實に勇ましい︒

白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか

仙皇に着いたのは午前の三 九755

叔父さんはなほ言葉を績けて︑

勿來の關と共に︑有名なものであっ
た︒

九709

時で︑︿略﹀︒

九7010園

﹁︿略﹀︒﹂

大首も高等學校もある︒

汽車が進むにつれて︑關東平 九711園 仙垂は東北第一の都會で︑

野はだんく夜の景色にかはって︑

九681

見なれた所も面白く感じた︒

九687園昔は一面の荒野であったが︑
昔は一面の荒野であったが︑

今は方々に町や村が出來てるる︒

九688園

今は方々に町や村が出來てるる︒
しほばら

僕は眠くなったので︑それか

行くには︑此所で下りるのだ︒

九689園紅葉と温泉で名高い塩原へ
九691

︿略V︑汽車は果もなく穿いて

ら直にねてしまった︒

九693

叔父さん︑此所は何所です

みる青田の中を走ってみた︒

重工はとっくに過ぎて︑や

せんだい

九695園
か︒

そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒ 九697囹

正して︑軍艦旗に敬適する︒
︿略﹀︑しっくと上って行く様は︑

む︒

︿略﹀朝風のひやりとするの 九744

白河を通ったのは昨夜の十
一時前であった︒

九703園

は︑齢程北へ進んだ爲だらう︒

九6910

がて一關だ︒

いちのせき

九659

火縄一本の煙草ぼんのまはり

︿略﹀︑食事のうまいことはい

のういん

とよんだのは其所のことで︑︿略﹀︒

此の時信號兵は﹁君が代﹂の 九707皇土昆陥因といふ人が︑﹃︿略﹀︒﹄

ふまでもない︒

九667

話が出る︒

には︑人の山が出門て︑いろいろの

九662

むらがり飛んでみるやうである︒

九655

く流すと︑︿略﹀︒

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

九653

白いものである︒

九651

める︒

に八方へ散って︑︿略﹀甲板洗を始

九618 軍艦の起床時間は︑夏は五時︑ 九649
冬は六時である︒
︿略﹀ ︑ 今 日 の 天 底 は ど う か と

空をながめる︒

九6110

九625﹁署員起し︒﹂此の號令で︑朝
の静かさが忽ち破られ︑起床ラッパ
は勇ましくひgき ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな

がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり

九625

床の間をぬって行く︒

九627 すると乗員は︑一せいに飛起
きて︑手早くつり床をく＼る︒

く一定の場所に納 め ら れ る ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九6210 それにつれて︑つり床は正し
︿略﹀︑すべての窓や出入口は

開かれる︒

九632

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

ラッパを吹き︑︿略V︒
さもげつへ

︿略﹀︑衛兵隊は捧銃の敬禮 九707園 ︿略﹀︑此の關所は濱街道の
を行ひ︑︿略﹀︒

九671

九633 これ等の仕事は︑陸上の家で︑ 九6610

雨戸をくるのとかはりはないが︑
︿略﹀︒

は り は な い が ︑ ︿略V︒

九635 これ等の仕事は︑︿略Vとか 九671 ︿略﹀乗員一同は︑皆姿勢を

實におごそかなものである︒

九637 ︿略﹀︑石敷百人の乗員が 九674 朝日にかゴやく軍艦旗が︑
如何にも目ざましい︒

︿略﹀︑規律正し く 活 動 す る 其 の 様 は ︑

は一は
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九864園

︿略﹀︑學番上ではわかって

それは何といふ星ですか︒

︿略﹀︑はかられない事はな

みるから︑はかられない事はない︒

九865園
來春まではか＼るだらう︒
い︒

九837圃園

廣き工場にたゴ

毘沙

がある︒

九907図

ををかさせてはならぬ︒

九929園 にいさん︑やっぱり︿略﹀︑

僕今夜はいろくの事をお

星の位置は攣りますね︒

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

九9210圏

ちやうど岡田さんは四五人の

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

お友だちに︑白馬登山のお話をなさ

九937

だけ

ひ

だ

つていらっしゃる所でした︒

九942

︿略V︒

中でも面白かつたのは大雪渓

雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

のお話です︒

登山者はかんじきをはいて︑

︿略﹀︑此の坂を登るのです︒

九955圏

近く︑行っても行っても眞白です︒

九949園幅は二三町︑長さは一里に

近く︑行っても行っても眞白です︒

九949同齢は二三町︑長さは一里に

︿略﹀︑頂上近くまで諄いてるます︒

九945園

せっけい

︿略﹀︑くはしい事は今日始め

山だといふ事は知ってゐましたが︑

それにあの星は何時も眞北 九9310 白馬岳が飛騨山脈中の有名な
信吉は感心して︑熱心に空

信吉は傍なる姉に向ひて︑

︿略﹀︑くはしい事はおぼえ

﹁︿略﹀︒﹂と頼みたり︒

九9010園

おかあさんのカリストは︑

てるませんがね︒

九913園

大そう美しい人だつたので︑︿略﹀︒

九916園其の中に︑子供のアルカス
はだんく大きくなって︑狩人にな

ノーに形を攣へられたおかあさんの

たくなってしまひます︒

てるる手などは︑何時の間にかつめ

お花畠は雪渓を登りつめた

を櫨にして︑此の雪渓をすべって下

そり

︿略﹀︑アルカスはそれと知 九958園下山の時には︑木の枝など

九966園

る人があります︒

あのアルカスに親殺の大罪

りませんから︑あぶなく親身の親を
九924園

射殺すところでした︒

九9110園

カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

九918園此の大熊こそは︑先にジュ 九957園眞夏の日中でも︑杖を握つ

りましたが︑︿略﹀︒

九943

西洋では昔から︑︿略V小 てうかゴひました︒

を仰ぎみしが︑︿略﹀

九895図

に居るから︑︿略﹀︒

九892園

の關係も常に攣らないから︑︿略﹀︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

九884圓

北斗七星は何時もあんなに

九872園それにはまた都合のよい事 九932図 信吉は兄と姉とに謝して︑

﹁來春までも︒﹂と驚けば︑ 九868園

︿略﹀︑

安ちいさんは一心に

門天を刻みみき︑︿略﹀︒

一人︑

九844図圃

﹁來春までは︒﹂とくりかへす︒

九839圃囹

すか︒﹂

に何をか刻みみる︑︿略﹀︒
り見て來た目に殊さらうれしかった︒
つがる
九7510 遠くにはかすかに耳翼半島が 九834圃囹 ﹁ちいさん︑今度は何で

︿略﹀︑近くには形のよい島々

横たはり︑︿略﹀︒

九761
︿略﹀︑ 此 所 は 名 高 い 温 泉 場 で ︑

などもあって︑︿略﹀︒

九763

海水浴も出没るさうだ︒

に着いた︒

九765 午後二時二十分︑汽車は青森

先に涼み皇を出して︑家内一同涼み

信吉の家にては︑夕飯後庭

みたり︒

九848図

黒いた乗船所から汽船に乗るのであ

九766 北海道に渡る人は︑停車場に
る︒

月はまだ出でざれども︑

どの星かを見おぼえて置い
てごらん︑寝る頃にはもう位置が婁

九857囹

つて見えるから︒

それでも航海をする人など

が︑よく星を見て船の位置をはかる

九8510園

といふではありませんか︒

いや︑何月何日の何時には︑

何所に何星が見えるといふ事が︑學

九863園

問上ではわかってみるから︑︿略﹀︒

熊座・大熊座といふ名をつけてみる︒

︿略﹀︑漏天の星は寳石をち 九901園

りばめたるが如し︒

九8410図

︿略V︒

九767 私は叔父さんに連れられて宿 九849図
に着いた︒

十⊥ハ哩もあるのだが︑︿略V︒

九769園 東京から此所までは四百五

兄に向ひて︑いろくと星の説明を

じゅ
九774 五時間目の授業がすむと︑先 九851図 信吉は夏休にて蹄り居たる
生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

にいさん︑空にはあんなに

求めたり︒

常

しかし地球が廻るために︑

たくさん星が見えますが︑︿略﹀︒

九853園

しゃつた︒

しませう︒

九775囹 今日はこれからいもほりを

発ちいさんはせぐくまり︑

我々の目には動くやうに見える︒

九787 先生も大きな箱を持って來て︑ 九856園

ほったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった︒

九788 皆は一せいにほりにか＼る︒
九788 僕は︿略﹀一本の董を握って︑
ぐっと引張つた︒

九796 となりでは︑痙がくさって引
きぬけないのを︑星野君が根氣よく
ほって︑︿略﹀︒

に︑

九816図韻 ︿略﹀溶き工場の片すみ
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所にあります︒

九967園 雪渓が冬の世界ならば︑此
︿略﹀︑岡田さんは高山植物や

所は春の國でせう︒
九972

雷鳥の給葉書を︑たくさん出して見
せて下さいました ︒

︿略﹀︑岡田さんは目の前に見

てるるやうな様子で説明なさるので︑

九977

︿略﹀︒

九982園 頂上に立って四方をながめ
た景色は︑全く雄大です︒
しゃくしだけ

やりがだけ

九985園 ︿略﹀︑眼前には杓子岳や
鑓岳がぬっとそびえ︑︿略V︒
やりがだけ

九985囹︿略﹀︑遠くには玉響・
︿略﹀など︑いつ れ お と ら ぬ 高 山 が ︑
︿ 略 ﹀ ︑ 互 に 雄 姿を競ってゐます︒

九988園 淺間山は煙をなびかせて︑
東 南 の 空 は る か にそびえ︑︿略﹀︒
とがくし

方に︑呼べば答へるばかり近くそば

九989囹 ︿略﹀︑戸隠連山は東北の
だってゐます︒

九991園 富士山も︑晴れた日には︑
白雲の上にかすかに見える事がある
さうです︒

九㎜4

︿略﹀︑大きな葉をゆらゆらと

風に動かしてみる姿は︑誠に氣持が
よい︒
ば

九欄10山のすその方があちらこちら
そ

︿略V田には稻の穗先がもう

白いのは︑蕎萎の花であらう︒

九棚1
たんぼの中程を流れてみる小

大分重みを見せてみる︒

九梱3
川は︑いつもより水が多い︒

犬川4 蛙がぼかんくと飛込んでは
すうつと泳いで行く︒

瀬棚8 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や
どぢやうを取るのであらう︒

空には赤とんぼが幾つともな

九撹1

午後には弟と天神山へきのこ

今年はなり年なのだ︒

く飛んでみる︒

九梱9

九撹4

北風はたけが五尺二寸もある

取りに行くのだ︒

九槌6

黒馬で︑︿略V︑見るからに強さうな

ゐ

︿略﹀︑毛はうるしのやうにつ

軍馬である︒

九皿6

やくしく︑︿略﹀︒

北風の主人は若い騎兵中尉で︑

戦地ではいろくつらい事も

ラッパのひゴきや大砲の音に︑
北風の心は先づ勇みたつ︒

九柵4

九欄3 ︿略﹀︑職場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

あったが︑︿略﹀︒

九欄2

︿略﹀︒

九994 ︿略﹀︑もう夕方になったので︑ 九皿8

僕等はおいとまごひをして編りまし
た︒

九9910 ︿略﹀まだ少し早いと言って
残して置いたのが︑今日はもう熟し
き っ た や う な 顔 をして︑︿略﹀︒

作ってある︒

九㎜2 向ふの畠には︑たうのいもが

九佃6

戦場の光景は實に恐しいもの
︿略﹀︑北風はく略V︑びくと

であったが︑︿略﹀︒

九欄7

︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

もせずに勇ましく活動した︒
九悩1

に︑海螢のテントの前に︑列を正し

兵士たちはく略﹀︑今かく

て並んだ︒

九悩3

︿略﹀︑野には朝つゆがしっと

と命令の下るのを待ってるた︒
皆済5

中尉はひらりと北風にまたが

利口な北風はすぐそれに氣が

りと置いてみた︒

九悩8

ついた︒

九悩10

おい北風︑今日は大分手ご

つて︑︿略﹀︒

九価3園

北風は︑︿略﹀︑うれしくて︑

たへがあるぞ︒
九夏5

やがて中尉はく略V︑いつも

得意さうに頭を高くあげた︒

九価8

兵士たちは一せいに馬上の人

のやうにすんだ聲で號令をかけた︒

九鵬1

馬はどれも皆張りきって︑

となった︒

九鵬1

︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち
かまへてみた︒

敷分の後には︑北風はもう列

百分の後には︑北風はもう列

の先頭に立って進んでみた︒

九鵬5

九欄5

の先頭に立って進んでみた︒

其の日の職は果して今までに
なくはげしかった︒

九鵬7

九欄9

中でも一番目ざましかったの

しふげき

味方は其の正面から眞一文字

は最後の襲撃︒

敵揮は前後左右へ雨のやうに

に進んで行く︒

九研2

九柳4

それでも誰一人敵に後を見せ

落ちて來る︒

砲口は︿略﹀︑耳もつぶれさ

る者はない︒

足前6

九柳10

砲口はかはるがはるいなづま

うにほえ立ててみる︒

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

九佃1

人はいよく勇み︑馬はます

れさうにほえ立ててみる︒

九三2

人はいよく勇み︑馬はます

くはやる︒

九佃3

中尉は始終先頭に立って進ん

くはやる︒

三婆4

北風は︑主人の膿がくらの上

でるたが︑︿略﹀︒

九欄10

と︑たづなが急にゆるんで︑

でぐらっとゆれるのを感じた︒

九欄1

北風は驚いてすぐに立止らう

中尉は後方にころげ落ちた︒

九欄2

大空には︑午後の日が大砲の

としたが︑︿略﹀︒

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

豊富7

よりとか＼り︑︿略﹀︒

いがあちらにもこちらにも重り二つ

九欄8 ︿略﹀︑地上には︑人馬の死が

てるる︒

九欄10 北風は俄におちけがついた︒

は一は
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九佃4 中尉はあをのけになって倒れ
てるる︒

九柵4 北風は︑︿略V︑そっと顔を主
人の肩のあたりへすりよせた︒

九佃6 中尉の手はじっとして動かな
い︒

目付で主人の顔を見下し︑左右の耳

九柵7 北風は︿略﹀︑訴へるやうな
をそばだててみた︒
づかひばかりであった︒

九㎜10 しかし聞えるのはかすかな息

九川2 戦平なれた北風は︑此の聲の
意味をよく知ってみた︒

思川5 中尉の顔には満足らしいゑみ
が浮んだ︒

九川9圓團昨日は美しきお話の本御
送り下され︑誠に有難く存じ候︒
九悩10園 軍人となって︑いくさに出

たのを男子の面目とも思はず︑其の
有様は何事だ︒

章草1園 兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
は帝國の恥だぞ︒

広博1園 兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
は帝國の恥だぞ︒

の海戦にも出ず︑︿略V︑かく別の働

母は如何にも残念に思ひ

なかりきとのこと︒

乃至6超群
候︒

何の爲にいくさには御出

でなされ候ぞ︒

九柵7圏團
一命を捨てて君の御恩に

報ゆる爲には候はずや︒

九備8㈱国

ろくとやさしく御世話下され︑

九備9圓困村の方々は︑朝に夕にい
︿略V︒

九柵2圏団母は其の方々の顔を見る
毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ
出されて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の胸は張りさく

母も人間なれば︑我が子

るばかりにて候︒

九柵4圏囲

九柵7圓團

大尉は之を讃んで︑思はずも

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九柵10

おかあさんの精神は感心の

涙を落し︑︿略﹀︒

九佃2園

おかあさんの精神は感心の

外はない︒

九佃3園

しかし今の二陣は昔と違つ

外はない︒

豊島沖の海職に出なかった

其のうちには花々しい職孚

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

九柵10園

九佃2園
もあるだらう︒

水兵は頭を下げて聞いてみた

い働をして︑我が高千重艦の名をあ

九佃3園其の時にはお互に目ざまし
し
げよう

九湘7

が︑やがて手をあげて敬禮して︑に

オトウサン︑御用ハモウス

つこりと笑って立去った︒

九伽5園

ンダノデスカ︒

今日ハ衆議院議員ノ三選學
オトウサンバ誰二投票ナサ

ダカラ︑投票ノ爲二婦ツテ來タノダ︒

トウヘウ

九伽9園
九梱1園

︿略﹀︑オトウサンバ最初カ

ソレ上席ニモ言フベキ事デ

ソレハ誰ニモ言フベキ事デ

ルノデス︒

九捌2園
ハナイ︒

九梱2園
ハナイ︒

九梱5園

イヤ︑其ノ人が當選スルコ

ラチヤント其ノ人肉キメテヰタ︒

九梱10園

︿略﹀選墾権ヲ棄テルトイ

トハウタガヒナイガ︑︿略﹀︒

九槻1園

フ事ハ︑選暴人トシテカリソメニモ

九佃4圓

スベキ事デハナイカラ︑︿略﹀︒

九価4 水兵は驚いて立上って︑しば

て︑一人で進んで功を立てるやうな

︿略﹀選墨権ヲ棄テルトイ

ことは出來ない︒

︿略﹀︒

九槻4園汐止スルシナイ心墨ニシテ︑

スベキ事デハナイカラ︑︿略﹀︒

フ事ハ︑選母人トシテカリソメニモ

九槻2園

らく大尉の顔を見つめてみたが︑

く略V︑一人で進んで功を立

おかあさんは︑﹃一命を捨
れるが︑︿略﹀︒

てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

九佃8園

てるやうなことは出來ない︒

九佃5囹

︿略﹀︒

九緬7囹 それは回りな御言葉です︒
九価8園 私には妻も子も有りません︒
九備2 大尉はそれを取って見ると︑
次のやうな事が書いてあった︒

二選4國国 聞けば︑そなたは豊島沖

世間ニハ︑︿略Vスル人モ

アルガ︑︿略﹀︒

九槻6園

九搬9囹 ︿略﹀︑ソンナ事ヲスルノハ︑

道雄ハ此ノ時︑フト學校ノ級

選墨ノ趣意ニソムイテヰル︒

長選墨ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九伽1

道雄ノ彫像デハ︑此ノ間級長

ガ轄校シタノデ︑近々後任ノ選學ヲ

九旧2

道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑自

スルコトニナツテヰルノデアツタ︒

九協4

分デ一番心頭ダト信ジテヰル中村君

十月十二日︑我等五年生一

ヲ二度・シヨウト決心シタ︒

同は︑︿略﹀明治神宮に参辞せり︒

十12図

爾がはに木立すき間もなく

ひのき

︿略﹀︑當社の用材は主とし

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

十17図

ず︒

そ

て木曽産の檜なりとそ︒

き

十210図

又日々に奉る供へ物には︑

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

十31図

御殿は質素なる平屋にて︑

由なるが︑︿略﹀︒

十42図

︿略﹀︒

︿略﹀︑池のめぐりは見渡す

十47下前には横長き池をひかへ︑

︿略﹀︒

十48図

限りの木立・くさむらにて︑さなが

此の境内は廣さ約二十二

途中︑先生は﹁︿略﹀︒﹂と

ら別天地に遊ぶ思あり︒

語られたり︒

十52図

十53図圏
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萬坪︒

十55図画奮御苑と蕾御殿の邊とを
のぞきては︑立木きはめて少かりし
かば︑︿略﹀︒

る献木にて︑︿略﹀︒

けん

十61図囹 大方は國民の眞心こめた
十61図囹 ︿略﹀︑中には小史生の奉
りたるものも少からず︒

十91

讐師は皆︑投藥してもし十一

の事があれば︑毒殺のうたがひを受
︿略﹀︑毒殺のうたがひを受け

けはしないかと恐れて︑︿略﹀︒

十92
げき

方法は或急心を用ひる外にな

はしないかと恐れて︑︿略﹀︒

十95
︿略﹀︑フィリップは争心こめ

かったので︑︿略﹀︒

十96

十97

︿略﹀︑王にあてた密書が届い

王はこ＼ろよく之を許した︒

て此の事を申し出た︒

する限りを墨くし︑産地は日本全國

十62図園 種類は大てい我が國に産
十910

王は讃終って︑そっと手紙を
程なくフィリップは病室には

高橋さんは︑すぐ前に居る順

高橋さんは︑お茶を一口飲ん

太郎君を見て︑﹁︿略﹀︒﹂

十1210

十136
で︑﹁︿略﹀︒﹂

郷里の青年諸君がこんなに

まじめになって來たのは︑何よりう

十138囹

私どもの若い時分には︑

れしい事です︒

十139囹

︿略V︑あなた方の半分ぐらみしか働
きませんでした︒

十1310園朝のか＼りはおそいし︑晩
のしまひは早い上に︑︿略﹀︒

そんな風でしたから︑ぼん

のしまひは早い上に︑︿略﹀︒

十141園朝のか＼りはおそいし︑晩
十143園

十月二十五日は︑青年團の道

十156園

︿略﹀︑はじめて青年團の規

朝鮮の青年も︑近頃はなか
︿略﹀私どもは︑非常に喜

く頭が進んで來ましたので︑︿略V︒

十154園

ます︒

十151園私は︿略﹀︑うれしく思ひ

のに驚いて︑︿略﹀︒

約を見た時は︑其のと＼のってみる

十147園

たものでした︒

︿略﹀︑何時も二日はか＼つ

の道ぶしんなどは︑何時も二日は

︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

十143園

か㌧つたものでした︒

王は片手にそれを受取り︑片

いって來て︑うやくしく藥のコッ

た︒

出來た︒

十116

︿略﹀︑

動をあたへた︒
十1510

一同は︿略﹀︑夕日を

からそれへと績いて︑團員に強い感

高橋さんの熱心な話は︑それ

んでをります︒

十158
高橋さんは︑あちらで長らく
教育に從心してみる人である︒

十123

．境内に集った︒

十117

ぶしんの日であった︒

まん
團員は︑午前七時八幡神社の

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

十113

王は間もなく健康を回復して︑

らはして︑フィリップを見下してゐ

十111

ブイリップに渡した︒

手にかの密書を取出して︑静かに

十105

プを王にさ＼げた︒

十104

まくらの下へ入れた︒

十103

た︒それにはく略﹀と書いてあった︒

にわたれり︒

十63図園 ︿略﹀︑産地は日本全國に
わたれり︒

十66図園 ︿略﹀︑ほとんど皆勢よく
根づきたるは︑誠に驚くべき事なら
ずや︒

十72図園 ︿略﹀︑通常の人夫にもま
さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

︿ 略 ﹀ ︑ タ ル ス スといふ町に着いた︒

十82 或日王は部下の精兵を引連れ︑
十84 全身砂ぼこりにまみれた王は︑
︿略﹀川にはいっ て 水 浴 を し た ︒

十85 水は意外に冷たくて︑まるで
氷のやうであった ︒

十87 ︿略﹀︑王は俄にはげしい熱病
にか＼つた︒

十88 陣頭に立っては百萬の敵を物
と も 思 は ぬ 英 雄 も︑︿略﹀︒

十89 ︿略﹀英雄も︑病氣は如何と
もすることが出來ない︒

十810 ようだいは時々刻々に悪くな
つて行く︒

宮本の伯父様の所に着いた

浴びて露途についた︒

十163国

︿略﹀馬市が始ってみると

のは昨夜七時でした︒

いふので︑今日は朝から︑︿略﹀見

十167囲

物に行きました︒

そばを通るのが危険なやうな氣がし

十1610囲なれない私は︑︿略﹀馬の

てならなかったが︑︿略﹀︒

馬も誠に從順で︑けたりか

十173団 ︿略﹀︑土地の人は一向平氣

で︑︿略﹀︒

市場は町はつれにあります︒

みづいたりするやうな事は決してし

十176団

ません︒

十177団

︿略V︒

十177団廣さは二町四方ぐらゐで︑

其の周園は馬つなぎ場になってゐま

十179圏 ︿略﹀︑せり場を中央にして︑

す︒

所にすき間も無く子馬がつないであ

十1710國私の行った時には︑もう其

りました︒

來てるるのもたくさんにあります︒

十185囲中には︑里馬がつきそって

族がついて來て︑︿略﹀︒

十188囲子馬には大てい飼主の一家

豆やにんじんをやったり︑くびや背

十192西中には︑︿略V︑泣きながら

せりの始つたのは十時頃で

をなでたりしてみるのもあります︒

十205圏

した︒

は一は

404

十209囲 ︿略﹀買手は︑自分の見込
十258

めた︒

んだ︒

娘は驚いて︑﹁まあ︑かはい
かはいさうだが︑とても人

此のけなげな言葉は遂に父を
二人は早速ボートを出す支度

十289

船は先づ海から窪い掘割には

近づくと︑門の戸びらは左右

上手にも水門があるので︑船

と︑上手の水門が開いて︑船

前と同じ方法で︑船はもう一

此の湖を横ぎると又水門があ

段高く浮上り︑︿略﹀︒

十342

は次の箱の中へはいる︒

十341

船は次第に高く浮上る︒

十3310 底の水道から水がわき出て︑

る︒

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

十338

らはしまる︒

十337 ︿略﹀︑船が中にはいり︑戸び

はしまる︒

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら

十337

いる︒

十334

出置ないから︑︿略﹀︒

︿略V人々は︑親子にあつく 十331 ︿略﹀︑とても船を通すことは

再生の恩を謝し︑名残を惜しんで此
︿略﹀燈塁守の娘グレース︑

の島を去った︒

十292

ダーリングの名は︑程なく國の内外

娘の勇ましい行軍は︑歌に歌

に傳はつた︒

十293

せう

︿略﹀︑其の肖像書は到る虜の

はれ︑︿略﹀︒

十293

けた＼まし︑も

けふ

北アメリカが南アメリカに績

こずゑはいつこ︒

︿略﹀︑

店頭に飾られた︒

ずの音︑

十299図韻

十309

パナマ地峡は一健に小山が起

く部分は︑パナマ地峡といって︑
︿略﹀︒

伏してみる上に︑地層にはかたい岩
石が多い︒

そこで此の運河は︑非常に攣

通はせることは到底出來ぬ事であっ

十317

た︒

︿略﹀︑湖の水面は海面よりず

つた仕組に出來てるるのである︒

十318
十324

とても船を通すことは出鼻ないから︑

それから船はクレブラの掘割

これは高い山地を切通したも

︿略﹀︑此虜を切通すのは非常

掘割を通過して船は又湖に出

十355 ︿略﹀︑湖上に貼々と散在して

る︒

十353

な難工事であったといふ事である︒

十352

ので︑︿略﹀︒

十351

を通る︒

十3410

い水面に浮ぶのである︒

は︑海面より約二十六メートルも高

かうして前後三段に上った船

つて︑船はさらに一段高くなる︒

十345

からうじてボートはかの難破
生残つた船員は涙を流して喜

多い︒

岩の附近は波がいよく荒れ 十315 ︿略﹀︑地層にはかたい岩石が

十347
一進一退︑たゴ運を天にまか

︿略﹀︑太平・大西七洋の水を

親子は死力を蓋くして漕ぎに

やがてボートは岸をはなれた︒ 十314

十2710

船にたどり着いた︒

十278

せて︑二人はボートをあやつった︒

十277

くるふ︒

十272

漕いだ︒

十2610

十268

に取りか＼つた︒

十266

動かした︒

十266

へないことはありますまい︒

十265園命を捨ててか㌦ったら︑救

じっと見ては居られません︒

十263園私は︑とても人の死ぬのを

じっと見ては居られません︒

十263園私は︑とても人の死ぬのを

間業では救へない︒

十262園

さうに︒︿略＞Q﹂

で思ひくの直をつけて︑次第にせ
り上げる︒

十216国 取引の成立つた馬は︑其の
日の中に買手に引渡されてしまひま
す︒

十222團此の町では︑二歳駒の市が
︿略﹀︑其の間には千頭から

十日間も績いて︑︿略﹀︒

十223囲
の責買があり︑︿略﹀︒

たちがあんなにかはいがってみたの

十228団私は今日此所に立て︑飼主

︿略﹀︑費ってみる菓子もお

を見て︑︿略V︒

十234國
もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑
︿略V︒

十237圏 成程︑此の邊は馬でもつて
みる庭だと思ひました︒

ない此の島で︑︿略﹀︒

十247 波風の外には友とするものも
︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな

るものは︑︿略﹀一人娘のグレース︑

十248
ダーリングであった︒

方は見るく大波にさらはれてしま

十251 船は二つにくだけて︑船尾の
つた︒

つと高い︒

所で︑此の高い湖と低い掘割
を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖

十329

︿略﹀︒

の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑

切りぬけて︑燈毫に鋸り着いたので

かうしてボートは再び荒波を
ある︒

十285

家へと向つた︒

人々をボートに牧容し︑︿略﹀︑我が

十252 ︿略V︑船尾の方は見るく大 十2710 親子は非常な危除ををかして︑
波にさらはれてしまった︒

十253 岩の上に残った船膿には︑十
人群の船員がす が り 附 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

はるかの沖合に︑かの難破船を見と

十257 ︿略﹀グレース親子は︑ふと

405
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みる島々は︑もと此庭にそびえてゐ
た山々である︒

十389

︿略﹀︑兄は﹁うん︑これが四

十日間の汗のたまものさ︒﹂といつ
十392

あたりは如何にも静かで︑

地面は霜で眞白である︒

て︑︿略﹀︒

十392

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十357 今度は前と反様に︑順次に三
十359 運河は全長五十哩明り︑凡そ
︿略﹀︒

兄は︿略﹀︑小枝などを拾ひ
父は︿略﹀︑たき火のそばの

か＼つた︒

あ＼今朝はなかく寒い︒

切りかぶに腰を下し︑鎌をとぎに

十395

集めて來て︑たき火を始めた︒

十393

十時間前後で之を航することが出來
る︒

十362 パナマ地峡に運河を造る事は︑

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計
書したところで︑︿略﹀︒

十397園

十365 最後にアメリカAロ衆國は︑國

家事業として此の工事に着手し︑

︿略﹀︑力藏さんはく略﹀︑止

やがて父は︑鎌を手にして雑
兄は私に﹁︿略﹀︒﹂といひな

はくだきして︑︿略﹀︒

十465

研究の爲には︑少からぬ費用

困難はそればかりで無かった︒

工夫にばかり心をうばはれて

弟子たちも此の主人を見限つ

喜三右衛門はそれでも研究を

人は此の有様を見て︑たはけ

彼の頭の中にあるものは︑唯

とあざけり︑︿略V︒

十471

止めようとしない︒

十471

る人さへも無くなった︒

て︑一人逃げ二人逃げ︑今は手助す

十4610

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十467

もか﹂る︒

十465

いたましい程であった︒

歎息する彼の様子は︑實に見る目も

日は大分高くなってさわやか 十463 ︿略V︑焼いてはくだきして︑

運んでは又束ねて︑︿略﹀︒

十431

ば

︿略﹀︑來年の秋はもう眞白

父は﹁︿略﹀︒﹂と罪しさうに

にか〜やき︑︿略﹀︒

十434
言った︒
そ

十436囹

な蕎妾の花で︑此の地面が埋まって
︿略﹀︑仕事は感想以上にはか

しまふのだ︒

十4310

きさうゑもん

︿略V︑九時頃にはもう敷坪の

どり︑︿略﹀︒

十4310

かまば

地面が新しく開かれた︒

窯場から出て來た喜三右衛門
は︑縁先に腰を下して︑つかれた髄

十個4

日はもう西にかたむいてみる︒

を休めた︒

十嘱5

十474

タ日を浴びた柿の色であった︒

︿略﹀柿の木には︑すゴなり
さんご
になった實が夕日を浴びて︑珊瑚珠

或日の夕方︑喜三右衛門はあ

かうして五六年はたった︒

十唱6

十476

十475

喜三右衛門は重りの美しさに

のやうにか玄やいてるる︒

首唱8

薪は無いか︒薪は無いか︒

わた9しく窯場から走り出た︒

十477囹

9

さうして手揚り次第に︑何で

十484

喜三右衛門は︑血走った目を

其の夜喜三右衛門は窯の前を

てるたが︑︿略﹀︒

見張って︑しばらく火の色を見つめ

十481

込んだ︒

もひつつかんで行っては窯の中へ投

喜三右衛門は︑其の日から赤 十

︿略﹀彼は︑目のさめるやう

うっとりと見とれてみたが︑︿略﹀︒

十457

薪は無いか︒薪は無いか︒

日吉︑お前はおとうさんの

彼は氣がくるった様にそこら

十416園

十478

十477園

十4510

︿略﹀︑目ざす柿の色の美しさ

色の僥付に熱中した︒
十462

毎日焼いてはくだき︑焼いて

は出て來ない︒

十462

毎日焼いてはくだき︑焼いて

はくだきして︑︿略﹀︒

十463

をかけ廻った︒

な柿の色の美しさに打たれて︑もう

私は教へられた通り︑︿略﹀︑

︿略﹀︑雑木を束ねては運び︑

︿略﹀︑雑木を束ねては運び︑

である︒

立っても居ても居られなくなったの
さうして兄は︿略﹀︑父のか

かった雑木を︑かういふ風に束ねて

十425

運んでは又束ねて︑︿略﹀︒

十424

精一ぽいに働いた︒

十421

掘返し始めた︒

り取ったあとを遣直よくつるはしで

十419

運んでくれ︒

た︒

がら︑生木の枝で雑木を束ねて見せ

十415

木のやぶへはいって行った︒

十414

めようともしない︒

十406

いったが︑︿略﹀︒

父は﹁力藏さん︑︿略﹀︒﹂と

十404

米國が此．の運河を造るに成功

︿略﹀︑遂に之を 造 り 上 げ た の で あ る ︒

十369

したのは︑主として︑最新の前王を
磨用したからであった︒
︿略﹀︑一としてそれならぬも

のは無い︒

十374

は︑はるか南アメリカの南端を大廻

十375 ︿略﹀雨洋の間を往來する船
りしなければならなかった︒

十377 しかしパナマ運河の開通以來
は ︑ 此 の 不 便 が 無くなり︑︿略﹀︒

十382 父は毎日︑兄や木びきの力藏
さんと︑朝早くから行って︑夕方お
そくまで働いてみる︒
︿略﹀︑まだあらごなしの開墾

十384 今日は私もついて行って見た︒
十386

地は︑まるで足のふみ場も無い有檬
である︒

り 攣 っ た ︒ ﹂ と 聲をあげると︑︿略﹀︒

十387 私は思はず︑﹁やあ︑すつか

は一は
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離れないで︑もどかしさうに夜の明
けるのを待ってるたQ
十486 一番鶏の聲を聞いてからは︑
もうじっとしては居られない︒

十486 一番鶏の聲を聞いてからは︑
もうじっとしては居られない︒

一つ又一つと

十488 彼はふるへる足をふみしめて
窯をあけにか＼ つ た ︒

喜三右衛門は︑

窯から皿を出してみたが︑不意に

十4810

﹁ こ れ だ ︒ ﹂ と 大計をあげた︒

十494 皿をさ＼げた喜三右衛門は︑
こをどりして喜んだQ

お金といふものは︑うちに

銀行はお金を預ける庭です

けて來るとおっしゃいましたね︒

か︒

十511園
十514園
お金といふものは︑うちに

しまって置くものではない︒

十514園
預けたお金は何時でも返し

しまって置くものではない︒

十5110園

銀行の預金には定期預金と

てもらへますか︒

十521囹

慈童の方は何時でも引出す

いふのと當座預金といふのがある︒

十522園
ことが出子るが︑︿略﹀︒

多く附く︒

がよいのだ︒

十5210囹

十543

はと

︿略﹀︑鳩は見るからに愛らし
︿略﹀︑他の方法では全く通信

いものである︒

十544

此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

が出來なくなった場合でも︑︿略﹀︒

十546

遠い慮まで使者の役目を務めると聞

︿略﹀︑誰でも驚かない者はあ

いては︑誰でも驚かない者はあるま
い︒

るまい︒

十547

鳩を通信に使ったのは︑鯨程
︿略﹀︑殊に一時は非常に盛に

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

十548
十549

行はれたが︑︿略﹀︒︑

︿略﹀︑今では各勤惰に盛に傳

書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を

十553
しやう

鳩は齢程遠い虜で放しても︑

漿嘉してみる︒
十555

正しく方向を判定して︑矢のやうに
自分の巣に飛至る︒

鳩は一分間に約一キロメート
︿略﹀︑四五十キロメートルの

鳩に手紙を運ばせるには︑足

にく略﹀細いくだを附け︑︿略﹀︑其

傳書鳩を利用する場合はなか

の中に入れるのである︒

十578

くわい

︿略﹀︑無線電信機は平壌せ

く多い︒

十586

︿略﹀︑傳令使は途中で要撃せ

られ︑︿略﹀︒

られ︑︿略﹀︒

十586

︿略﹀︑全く方法の恥きた場合

などには︑此の勇ましい小傳令使に

十588

︿略﹀︑此の勇ましい小中三十

たよるより外はない︒

十588

︿略﹀︑何人も其のかしこさと

にたよるより外はない︒

勇ましさに感心しない者はあるまい︒

十593

十598図 ︿略﹀︑身なりはそまつなれ

されど婦人は︑氣の毒とや

ど氣品高き婦人立出でて︑︿略﹀︒

思ひけん︑︿略V︑おのれは主人を迎

十601図

へにとて外に出行きけり︒

十613図

僧は改めて主人に一宿をこ

主人は急ぎて家に館りぬ︒

されど主人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

く略V︑お氣の毒ながら︑と

てもお泊め申す事は出凹ません︒

十616園

いふに︑︿略V︒

十614図

へり︒

十614図

の家の主人なるべし︒

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

十605図折から︑たもとの雪を打梯

にとて外に出行きけり︒

普通傳書鳩を使用する方法は︑ 十602図 ︿略﹀︑おのれは主人を迎へ
一定の飼養所から他の土地に連れて

十559

それは︑豫め甲乙の二地をき

行って︑飛蹄らせるのである︒

十575

も無い︒

虜を往復して食事するぐらゐは何で

十571

ルも飛ぶ力があるから︑︿略V︒

十568

するのである︒

めて置いて︑︿略V︑其の往々を利用

大勢の人に利子を佛ふだけ 十562
世の中にはお金の年齢って
銀行は有齢ってみる人から

貸附の利子は預金の利子よ
り高くしてあるから︑︿略﹀︒

十536囹

附けるのだ︒

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十535園

みる人もあるが︑︿略﹀︒

十533圓

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十531園

預ってそれをどうするのですか︒

一箪︑銀行は人からお金を

まとまったお金は定期預金にした方

十529園

だから當国使ふ見込のない︑

十527園定期の方には利子がずっと

い︒

期限が來ないと引出すことが出來な

十496 ︿略﹀喜三右衛門は︑程なく 十523園 ︿略﹀︑定期の方は︑︿略﹀
名を柿右衛門と改めた︒

十497 柿右衛門は今から三百年ばか
り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

十498 彼は此の後も尚研究に研究を
重ね︑︿略﹀︒

十4910 柿右衛門はひとり我が國内に

おいて古今の名工とた﹂へられてる
るばかりでなく︑︿略﹀︒

にまで聞えてみ る ︒

十502 ︿略﹀︑其の名は遠く西洋諸子
十506園 あれは何ですか︒

十507囹今までは横町の小さい家だ

十507囹 あれは銀行だよ︒

︿略﹀︑今度はあ㌧いふりつ

つたが︑︿略﹀︒

十508園

ばなのを建てたのだ︒

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

十509囲銀行といへば︑おとうさん
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十619図

主人はうちうなづきて出來
お宿は致しても︑さて何も
お宿は致しても︑さて何も
それはけっこう︑頂きませ
ぜん
やがて運び甦れる貧しき膳

三人はみうりを園みて坐せ
みうりの火は次第におとろ

お志は有難いが︑︿略﹀︒

僧は驚きて︑﹁︿略﹀︒﹂

お志は有難いが︑そんなり

十664

︿略﹀︒

十673図

僧は其の厚意を深く謝し︑

てるうりにたきぬ︒
十674︹図
︿略﹀

いや︑名前を申し上げる程

ざ

ゑもん

僧は重ねて﹁︿略﹀︒﹂

常世も︑︿略﹀︒

十703図 ︿略﹀︑一夜の物語にうちと

︿略﹀︑山河草木喜にあふ

けては︑名残なかく書きず︒

る＼春とはなれり︒

十708図

今年の大名・小名きら星の

せ馬にむちうってはせつけたり︒

主人はけんそんして言はず︒ 十709図常世は︑時こそ來れと︑や

の者ではございません︒

十676園
十678図
十678図

それなるは佐野源左衛門常

これは何時そやの大雪に宿

其の時の言葉にたがはず︑

さて＝族どもに奪はれた佐

幸先かけて参ったは感心の至り︒

十717園

を借りた旅僧であるぞ︒

十715園

世か︒

十715囹

みて御前にかしこまれば︑︿略﹀

如く並べる中に︑常世はく略V︑進

佐野源左衛門常世と申して︑ 十712図
もとは佐野三十善男の領主︑︿略﹀︒

十682園

︿略﹀︑主人はやがて語氣を
改めて︑﹁︿略V︒﹂

十685図

かやうに落ちぶれてはみる
ものの︑御らん下さい︑︿略﹀︒

十687園

く略V︑これに具足一領︑長

刀一ふり︑又あれには馬を一匹つな

十688囹

いでもってをります︒

野三十鯨郷は︑理非明らかなるによ

唯今にも鎌倉の御大事とい 十718囹

ふ時は︑︿略V一番にはせ参じ︑

十6810園

又寒夜に秘中の鉢の木を切

つて汝に返しあたへる︒

思ふぞ︒

﹁︿略﹀︒﹂

十724図

るがよい︒

皆空御かはりはありません

十733国 ︿略﹀︑今日は意地の様子を

か︒

十732圏

を退きけりとそ︒

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前

十728図

一同謹んで承る中に︑常世

十726園︿略﹀︑訴訟ある者は申し出

時頼は尚一同に向ひて︑

つてたいた志は︑何よりもうれしく

十7110囹

︿略﹀︑あっばれてがらを立てるかく
ご︒

しかし此のま＼に日を送つ

︿略﹀︑唯空しくうゑ死する

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ

十695園
いません︒

十696園

︿略﹀主人の物語に︑いた

外はございません︒

十698図

翌朝僧は暇をこひて又行く

始は身の上をつ㌧み︑貧の
恥をつ＼まんとして宿をことわりし

十701図

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

た﹂へて聞きみたり︒

しかし此の三本だけは︑其 く動かされたる旅僧は︑爾眼に涙を

︿略﹀︑今夜は之をたいて︑

主人は三本の鉢の木を切り

あなたのおもてなしに致しませう︒

十671園

置いたのでございますが︑︿略V︒

の頃のかたみとして︑大切に残して

十6610園

それも無用の物好と思ひ︑︿略﹀︒

十668園

く略V︑かう落ちぶれては︑

いろく集めた事もありましたが︑

十667囹私はもと鉢の木がすきで︑

めて下さい︒

つばな鉢の木をたくのは︑どうぞ止

十666園

十665園

図

十663図 ﹁︿略﹀︒﹂とて主人の持來れ
ひ
るは︑秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒

へ行きて︑︿略V︒

十656図

り︒

十656図

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒

十654図

う︒

十653囹

差上げる物はございません︒

十649園

差上げる物はございません︒

十649園

り︑僧に向ひて︑﹁︿略﹀︒﹂

さ れ ど 主 人 は ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と 十648図

いふに︑僧は返す言葉もなくて出行
きぬ︒

を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ

十6110図 すごくと立去る僧の後影
て︑﹁あ＼︑おい た は し い お 姿 ︒

十624園 とても明るいうちに山本ま
ではお着きになれますまい︒

ざいませう︒

十626園 お泊め申してはいかゴでご
十628図 同情深き妻の言葉に︑主人
はいたく心動きて︑﹁ではお泊め申
さう︒

十631園此の大雪︑まだ遠くは行か
れまい︒

十632図 主人は僧の後を追ひて外に
出でぬ︒

十636図 主人は聲を限りに呼べど︑
︿略V︒

十637図 主人は聲を限りに呼べど︑
はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに
や︑ふりかへらず ︒

と いへるにも似たりけり︒

もやらずた＼ずみたる様は︑古歌に

十6310図 降積む雪に道を失ひ︑進み
︿略﹀︒

十644図 からうじて僧をともなひ錦
れる主人は︑物かげに妻を呼びて︑
﹁︿略V︒﹂

げる物はあらうか ︒

十646園 お連れ申しはしたが︑差上

げる物はあらうか ︒

十646園 お連れ申しはしたが︑差上
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少しばかり申し上げます︒

車場などがあります︒

たまにしか降りません︒

せつ

れい

は︑寒いといふよりもいたいやうに
感じます︒

十783團面白いのは︑︿略﹀︑寒さと
暖さがほとんど規則正しく交替する
ことです︒

れば︑其の次には又其のくらみの間

十784團︿略﹀︑三日四日潤いて寒け

ます︒

︿略﹀︑こんな大きなポンプを

十839

此庭は電燈も無いので︑眞暗
事務員は平氣で︑﹁︿略﹀︒﹂と

坑内には︑ねずみがたくさ

坑内に馬が居るのは不思議だ

︿略﹀︑これは石炭を運ぶため

石炭の壁は安全燈の光に照ら

に飼はれてるるのださうです︒

十827

と思って︑聞いてみると︑︿略﹀︒

十826

ん居て困ります︒

十823園

言って笑ひました︒

十821

です︒

十818

いさうです︒

備へ附けてみる庭は︑世界でも珍し

十鋭6

へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

十735團 汽車で京城へ著る人は通常 十776国 く略V︑雨といふものはごく 十813 これは炭坑内の地下水を坑外
南大門騨で下りるのです︒

つで︑︿略﹀︒

十739団 京城の市街は︑もと石で 十777団 殊に秋晴の美しさはかくべ
た﹂んだ高い城 壁 で 園 ま れ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︒

何度といふきびしさ︑︿略﹀︒

十7710國

︿略﹀︑朝は撮氏零度以下十

十742団 今でも城壁は大部分昔の面 十7710團此の頃は大分寒くなって︑
︿略﹀︑門も主なものは残つ

影 を 留 め て ゐ ますし︑︿略﹀︒

てるます︒

十745團

り し た 京 城 神 社があり︑︿略﹀︒

十752團此庭には天照大神をおまつ 十782團 ︿略﹀︑學校へ行く途中など
十755囲 僕はもう南山へ何度も上り
ましたが︑︿略﹀ ︒

十756囲︿略﹀︑営庭からは京城の市
街がまるで絶のやうに見えます︒
は 地 は だ が 白 く︑︿略﹀︒

十758囲 市街の周園を取畳んだ山々

四温といつてみるさうです︒

ってみて︑︿略﹀︒

されて︑黒光りに光ってゐます︒
十759京北の方の山のすそには︑松 暖さが潔くといふやうに︑︿略﹀︒
しやうとく
十787圏 こちらでは昔から之を三寒 十糾1 採炭坑夫は四人つつ一組にな
林を後にして右に昌徳宮︑左に景
福宮の牡大な構がある︒

︿略V︑周團の壁は皆石炭で︑

驚いて調べてみると︑あた

を話してくれました︒

した︒

︿略﹀︑附近の村々では之を

とって薪の代りに使ふやうになりま

十852園

りは同じ眞黒な岩ばかりでした︒

︿略﹀︑今日は此のくらみに 十八10園

ろくありますが︑︿略﹀︒

十761團 其の手前は一帯に朝鮮家屋 十789圏 お知らせしたい事はまだい 十846 蹄途︑事務ロ貝は次のやうな事
で︑︿略﹀︒

ます︒

我々が今日生活して行くには︑
我が國で出端る品物ばかりでは用が

十861

足らない︒

十808

關車が炭車を引いて往つたり來たり

かりでは用が足らない︒

室の中には︑大きなポンプが 十862 ︿略﹀︑我が國で出語る品物ば
幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

十811

してゐます︒

︿略﹀︑廣い坑道には︑電氣機

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

十805

して置きます︒

十762囲く略V︑其の又手前には 十7810團
︿略﹀りっぱな洋館がそびえてみる︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

十766囲 すみきった空手の中に煉瓦

かんかう

出して見えるのは實にきれいです︒

十768圏 龍山はもと漢江にのぞんだ
︿略﹀︑今では龍山も京城の

小 さ な 町 で あ ったが︑︿略﹀︒

十771団

中に編入されたのださうです︒
し

十772團 此虜には軍司令部や龍山停

十865

種々の品物が遠く外國から輸

入されるのは︑主にこれ等の事情か

米は我が國でずるぶん多くと

らである︒

︿略V︑全く外國米の足しまへ

れるが︑︿略﹀︒

十866

十867

又毛織物の原料になる羊毛は︑

を受けぬわけには行かない︒

︿略﹀羊毛は︑我が國ではほ

我が國ではほとんど産しないから︑

十869

︿略﹀︒

十869

機械類は︑近年我が國でも盛

とんど産しないから︑︿略﹀︒

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十871

外需の品を買った方が得な場合が少

十872 ︿略﹀︑物によっては︑やはり

くない︒

我が國は種々の品物を輸入し

てるるばかりでなく︑︿略V輸出す

十875

輸出品の主な物は︑生綜・綿

ることもなかなか多い︒

織物・綿綜・羽二重・銅・茶・マッ

十877

チなどで︑︿略﹀︒

綿花は主に印度やアメリカ合

國・支那・イギリス・フランス等で

十878 ︿略﹀︑輸出先はアメリカ合衆

ある︒

十881

これらの製品は我々の使ひ料

衆國から輸入し︑︿略﹀︒

にもなるが︑又支那・印度其の他の

十883

最近における我が國の輸出入

東洋諸國へ輸出される︒

十887
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総 額 は 敷 十 億 圓 の多額で︑︿略﹀︒

十889 輸出入の額の増加して行くの
は國家が次第に盛になる印である︒
︿略﹀︑ 太 郎 は 生 野 生 米 生 卵 ︒

と︑早口にすらく言へるやうにな

十914

つた︒

十916太郎は得意 に な っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂
といふと︑︿略﹀

十918園 おとうさん︑こんなに言ひ
にくい言葉は外に無いでせう︒

ら︑﹁︿略V︒﹂

すると橋はまん中から折れて︑

渡ってはならぬ︒

十937
三人は水中におちいった︒

すると橋はまん中から折れて︑

三人は水中におちいった︒

十938

かねてあぶないといって置

お前はどうしたのだ︒

十963園

﹃はい︒﹄も言ひにくい言葉

太郎は︿略﹀︑﹁はい︒﹂と

では無いか︒

十964

﹁い＼え︒﹂の言ひにくいわけをさと
ることが出來た︒

物を見るのは始めてである︒

にいさんは﹁︿略﹀︒﹂と教へ

十脳2 ︿略﹀︑實物を見るのは始めて

である︒

て下さった︒

十個⁝3

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

外はさっきよりも一そう風が

言容7

こんなに早く咲くのだ︒
へば︑富貴は意の如くならん︒

には御障もなく︑︿略﹀︒

強くなったのか︑︿略﹀︒

天堂4圓直接さきびしき折から皆様
とむるは人情の常にあらずや︒

十996図園父母の病あつければ︑醤
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ

十991図園今より心を改めて元に仕

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒

父は﹁︿略V︒﹂とたつねたが︑ 十969導く略V︑宋は次第におとろへ 十塒3園此の温室は南を受けてみる

十942囹

太郎はだまってみた︒

十941

十943囹

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒
太郎はだまってみた︒

十9110 ︿略﹀︑父はにこく笑ひなが 十944 父は﹁︿略﹀︒﹂とたつねたが︑

にくい言葉を知ってみる︒
﹃はい ︒ ﹄ ﹃ い ＼ え ︒ ﹂ 大 愛 や

父は﹁なぜ其の時︿略﹀︑き
﹃い＼え︑僕は止められて
僕は再三ことわったのです︒

我は宋の臣なり︒

ふことあたはざるは天命なり︒
十9910図囹

十㎜6図心 文豆祥は眞の男子なり︒
らん
此庭は重に蘭の類を集めて
︿略﹀一番美しいのは︑︿略﹀

ある庭だ︒

十棚5園

十川10

薄紅色の花である︒

さあ︑今度は葉のきれいな
﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさん

は次の室へ案内して下さる︒

十欄5

植物を集めてある虜だ︒

僕は残念でたまらなくなつ 十佃3園

人の言ふことに堕して

中には︑まるで花かと思はれ
る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十欄8

建物は野庭から右に折れる︒

て出てみるものもある︒
十佃10

お前のやうな弱轟には︑
︿略﹀あぶない時でも︑言出すこと

次の室には大きい熱帯植物類
や

し

椰子・バナ・・コーヒー・ゴ
ムの木などは名を聞いてみたが︑實

古京2

が並んでみる︒

十欄10
︿略﹀︑﹃い＼え︒﹄といふ言

葉は言ひにくいのだ︒

十958園

葉は言ひにくいのだ︒

の出忍ない程︑﹃い﹂え︒﹄といふ言

十956園

の酒面がいる︒

﹃い㌧え︒﹄と言切るには︑ほんたう

十955園

渡ったのです︒

たので︑︿略﹀︑自分から先に立って

十9410園

十949園

みるから渡りません︒﹄

十947園

つばりことわらなかったのか︒﹂

十946

りのま＼に話した︒

れて︑太郎はやっと今日の次第を有

御名は何と付けられ候や︑

御母上檬はまだ御やすみ

平生甚だ御達者にて︑近

事とて︑︿略V︒

來は殊に御三氣のやうに承り居り候

十欄4圏団

御死去遊ばされ候由︑︿略﹀︒

は先日より御漏氣の庭︑︿略﹀遂に

十佃1圏団承り候へば︑御祖母様に

しき事と察し申し候︒

御手つだひのため︑何かと角いそが

十期7圏団 ︿略﹀︑御前様には御家事

いそがしき事と察し申し候︒

にて︑御前様には︿略﹀︑何かと御

十研7露盤

︿略﹀︒

十柳5言託

しく︑︿略﹀︒

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

十佃3國圃私とてもかはゆらしきめ

子御生れの由承り︑︿略﹀︒

二日御安産にて︑玉の様なる女の御

十921園おとうさんは︑もっと言ひ 十945 其の翼竜父に強く聞きた買さ 十997閉園 心力を蓋くしてしかも救 十欄7生湿 ︿略﹀︑御母上様には去る
十925園

さしい言葉ではありませんか︒

︿略﹀︒﹂

十927 父は﹁誠にやさしいやうだが︑

十931園 本道は遠いから近道を通ら
う︒

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 正 雄 が 言 ふ と ︑ 良

一はすぐ賛成した ︒

十932

十933 其の近道といふのは田のあぜ
道で︑︿略﹀︒

川にかけ渡した一本橋がある︒

十933 ︿略﹀︑途中にはかなり深い小

めをことわりかねて︑一所に渡り出

十934 太郎は︿略﹀︑友だちのす㌧
した︒

十935園 あの橋は危険だから決して
渡ってはならぬ︒

十935囹 あの橋は危険だから決して

は一は
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十佃6圓囲 ︿略﹀︑此の度の御報は全
く夢かと存ぜられ候︒

十襯5 昨夜の風雨は名残なくをさま
つたが︑海面にはまだ波のうねりが
高い︒

りが高い︒

十麗5 ︿略﹀︑海面にはまだ波のうね

を其の方向に向けた︒

十備1 ︿略﹀乗組員は︑ひとしく目

や方向を轄じた︒

十重4 砲手の︿略﹀號令に︑船はは

十船5 砲手は此の時早く船首の砲後
︿略﹀ ︑ す さ ま じ い 波 を 起 し て ︑

に立って︑其の引金に手をかけた︒
十佃10

鯨は海底深く沈んだ︒

十掴2 ﹁命中︑上々︒﹂一同は歓呼の
聲をあげた︒

つな

十嗣5 もりにつけた長い綱はぐんぐ
ん引張られて︑三百メートル許もく
り出された︒

十悩8 やがて鯨は再びはるか彼方に
浮上つた︒

綱を次第章々にくりもどすと︑

鯨は刻一刻船に近よって來る︒

十勝10

十備2

あたりには流れ出る血に︑紅

の波がた〜よふ︒

十備5 船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根接
地に引上げる︒

汽車で二日市騨に着いたのは

午前の八時︑︿略﹀︒

十柵8
十五分許で汽車は太宰府町に

着いた︒

十柵1
太宰府町は太宰府神社のある
︿略﹀︑沿道の家は大てい天満

庭である︒

十術3
十柵6
くわん

此の神社は菅公の御墓所に

宮にちなんだ物を責ってみる︒

十佃5

社殿の後に廻ると︑其庭は

建てたものだと聞いて︑一層感を深
くした︒

十佃7

白梅は今ちやうど眞盛りであ

三々とした梅林で︑︿略﹀︒

十佃8

るが︑︿略﹀︒

茶屋のおばあさんに尋ねると︑

鋪りは二日市まで歩くことに

それは園内に飼ってある鶴の聲であ

十佃2
つた︒

十佃4
した︒

此虜は菅公配所の跡である︒

︿略V︑綱を巻いてはのばし︑

十柵9

十備3

のばしては巻いて︑氣長くあしらっ

公は土壁にうつされてから一

十伽6

公は古書にうつされてから一

冬の日はもう暮れか＼つてゐ

歩も外へは出ないで︑︿略﹀︒

十伽1

送られたさうである︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十枷1

︿略﹀︑ 綱 を 巻 い て は の ば し ︑

て る る う ち に ︑ ︿略﹀︒

山群4

の ば し て は 巻 い て︑︿略﹀︒

十備1 二十メートルもある大鯨が今
は全く息たえて︑小山のやうな髄を
水面に横たへる︒

るQ

あちらこちらの村々からは細

い煙が立上ってみる︒

十伽8

停車場に着いた時は午後の六

時を過ぎてみた︒

十王9

十榴9園外の者は着物だけは美しか

つたが︑爪の先は昼下になってみる

者が多うございました︒

つたが︑爪の先は︿略﹀︒

十榴9園外の者は着物だけは美しか

十榴9園 ︿略﹀︑爪の先は眞黒になつ

役場と學校とは村の中央に

村長は村の奮家に生れ︑

其の利益は︑大部分を學校

︿略﹀大戦艦陸奥は︑海を

いう

は始りぬ︒

く略V舞念者の胸は︑まさ

十号10図皇后陛下の臨御と共に︑式

景を豫思して︑唯をどりにをどる︒

に始らんとする進水式の壮快なる光

十176図

後にして悠然と覧たはれり︒

十号4図

繁榮を増すばかりなり︒
む
つ

は誠に平和にして︑年を追うて其の

十伽10乱発事此の有様なれば︑一村

あっる計豊なり︒

の基本金とし︑其の残部を︿略﹀に

十伽7図

あつく︑︿略﹀︒

つきて課業にはげみ︑學校を思ふ心

十櫛3図 ︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

︿略﹀︑既に二十饒年三績せり︒

十伽6図

あり︒

十伽6図

殊に一村鶏を飼はざる家なし︒

られ︑桑を植ゑて慧を飼ふ者多く︑

十脳10図 ︿略﹀︑近年は作物も改良せ

千四百齢あり︒

てるる者が多うございました︒

申し込んで來た者は五十人許

十手7図我が村には戸敷三百︑人口

もあって︑︿略V︒

十捌3

せうかい
︿略﹀︑中には知名の人の紹介

状を持って來た者や︑りっぱな學歴

十捌3

︿略﹀︑主人はそれ等の人々を

のある者もあったのに︑︿略﹀︒

十剛5

さしおいて︑或一人の青年をやとひ

きれいずきで︑つ＼しみ深

主人は答へて︑﹁︿略﹀︒﹂とい

入れた︒

十梱9
つた︒

十槻2園

人に親切なことはこれでも

いことは︑それでよく分りました︒

十槻5囹

︿略﹀︑一々明白に答へて︑

知れると思ひました︒
十槻8園

しかもよけいなことは言ひません◎

十掲1園私はわざと皿さつの書物を
床の上に投げて置きました︒

十島2園外の者は少しも氣がつかな
く略V︑あの青年ははいると

いらしかったが︑︿略﹀︒

十拠3園

すぐに書物を取上げて︑テーブルの
上に置きました︒

着物は粗末ながら︑さっぱ
りしたものを着て︑︿略﹀︒

十榴6園

又字を書く時に指先を見る
と︑爪はみじかく切ってゐました︒

十協8園
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つち
十伽3図 ︿略﹀金色の槌は︑二年間
けいさく

の苦心を此の一眼にこめて︑切下垂
上の繋索をはっしと切る︒

十伽6図 舞浮苔の目は︑一せいに艦
にそ﹂がれぬ︒

大船禮は︑寸︑尺︑間と音もなくす

十伽7図 一秒又一秒︑七百尺に近き
べり出づ︒

十伽6図 見るく艦は速力を増して︑
白波高く海にをどり入る︒

十個1図囹 義を見てせざるは音なき
なり︒

十麗3図 高徳せめては此の所存を君
に 知 ら せ 奉 ら ば や とて︑︿略﹀︒

りて︑天顔殊にうるはしく笑ませ給

十階1図 主上は詩の心を御さとりあ
ひぬ︒

︿略﹀︑送話越の王となるに

及び︑呉の勢盛にして越軍大いに破

十榴5図

れ︑勾践は呉に捕へられぬ︒
えいきやう

十一13 地球上に存在するもので︑

太陽の影響を受けぬものは一つも

︿略﹀︑之を形造ってみるも

のある太陽とは︑一面どんなもので
あらう︒

十一18
えき

のは︑液髄に近い氣腔であらうとい
ふ︒

さうして其のさしわたしは

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

十一19

︿略﹀︑其の容積は地球の百

齢りに當り︑︿略﹀︒

十一110

温度は表面で約六千度︑内

三十萬倍に當ってみる︒

十一21
部に入るに随って益く高い︒

十︸23光の強さに至っては非常な
望遠鏡で見ると︑太陽の表

もので︑︿略﹀︒

面は全部が一様にかゴやいてみるの

十︸28

ではなく︑︿略﹀︒

八十七年か㌧るのである︒

支那幾千年の人物中︑

︿略﹀︑徳化の尚今日に著しきもの︑

十一46図
こう

う

しやう

孔子は今より凡そ二千五

孔子に及ぶはなし︒

十一46図

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

當時支那は敷津に分れて

の地に生れたり︒

十一51図

互に相孚ひ︑戦齪止むことなかりし
︿略﹀︑老後は專ら力を教

かば︑︿略V︒

十一59図

論語は︑寺参と有若との

育と著述とに用ひたり︒

十一63図

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

孔子は正義の念強き人な

集録したるものにして︑︿略﹀︒

りき︒

十一67図

りQ

十一69図園

如し︒

よう

十一72図園 過ぎたるは及ばざるが

なり︒

十一71図園中庸は徳の至れるもの

り︒

貧賎は人のいとふ所な

︿略﹀全部が一檬にかgや 十一67図園富貴は人のねがふ所な
此の黒貼は多分表面に生ず

いてるるのではなく︑︿略﹀︒

十一29
十一32

るうつ巻であらうといふ︒

さうして其の敷や大きさは︑

うちう

凡そ十一年齢を週期として増減して

十一33
みる︒

ない︒

十一14 太陽の光と熱とがなくては︑

つまり此の宇宙には︑あの

づおのれを正し︑近きより遠きに及

十一76図
孔子は他人を正す前に先

十一37

太陽のほかに︑これと同じやうなも

が︑︿略﹀︒

﹁おのれを修めて人を安

すを以て其の主義としたり︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑詳しんではうれ

ひを忘れ︑︿略﹀︒

十一79図園

長崎を出た汽船は︑海上を

やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

十一84

上海は支那第一の貿易場で︑

に達する︒

十一88

こ＼には外盗人の居留する

百萬近くの人口を有する大都會であ

る︒

者が非常に多く︑︿略﹀︒

十一89

十一810 ︿略﹀︑これ等は租界といふ

租界といふのは居留地の一

特別の厘域内に住んでみる︒

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

十一91

租界にはく略V幾多の人種

て︑自治制を布いてみる庭である︒

十一93

︿略﹀︑其の有様は一見世界

が入交ってみるので︑︿略﹀︒

十一94

︿略V︑河岸には領事館・税

市街の檬子も支那風ではな

人種の展覧會のやうである︒

十一95

い︒

十一98

關を始め︑銀行・會社等のりっぱな

租界の外に出ると大ていは

建物がそびえてみる︒

支那風の町で︑︿略﹀︒

十一102

唯商業の取引の盛な部分は︑

は と

ば

上海が黄浦江に臨む部分は

相続に古習を帯びてをり︑︿略﹀︒

十一104

十一107

十一78図

んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を

十一310

あらはせる語なり︒

此の地は交通上重要な位置

延長八哩︑六十齢の波止場がある︒

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

十一了9図園

百萬里も離れてみる︒

︿略﹀︑太陽に到着するには

十一108

十一43

ぶん
嚢憤しては食を忘れ︑

しかも我々に最も近いあの

のがなほ敷限りもなく存在してみる

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一
として生存することは出心ない︒

十一14 太陽の光と熱とがなくては︑
我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一
として生存することは出來ない︒
して生存することは出來ない︒

十︸15 ︿略﹀︑あらゆる生物︑一と

十﹁16 これほど我々に重大な關係

は一は
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を占めてみて︑︿略﹀︒

十一 2 ︿略﹀︑港内には常に数百隻
の船が集ってみて︑頗る壮観である︒

く村へ︒

十一1310図圏
日よ︒

が︑︿略V︒

今日はたのしき遠足の

通された部屋には︑古いた

のぶ子さんは︑成績物が返

になるのだ︒

成績物は一つ一つ自分の

力のこもったもので︑皆一生の記念

十﹁155囹

なるのださうです︒

るとく略﹀︑學年の終におまとめに

十一152

とちていらっしやる所でした︒

年生の時の成績物に表紙をつけて︑

十一146

のぶ子さんはちやうど︑五

んすや戸棚などが並べてありました

十一143

へ始めて遊びに行きました︒

十一114 貿易上最も重要な關係をも 十一142 今日は︑のぶ子さんのうち

︿略﹀ ︑ 我 が 居 留 民 の 敷 は ︑

つてみるのは︑日・英・米三國で︑
︿略﹀︒

十一115

外國人中第一位を占めてみる︒

鳴くやひばりの聲う

て 知 ら れ て み る が︑︿略﹀︒

十一117 上海は專ら商業の都市とし

十︻123図圏
ら＼かに︑ かげろふもえて野は晴
れわたる︒

日よ︒

十一125図圃 今日はうれしき遠足の

十一127図圃右に見ゆるは名高き御
寺︑︿略﹀︒

春は緯のごと

ました︒

十一165

本や帳面はどうしていら
︿略V︑のぶ子さんは上の棚

聞けば︑雑誌の類は︿略﹀︑

時々見失って︑大さわぎをすること

弟さんまでが︑あんなに氣

をつけていらっしゃるとは實に感心

らし︑又世間の人々のいましめにも

︿略﹀︑國家は︿略﹀︑其の

ところで︑どういふ事をす

︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑

此の場合には訴へられた者

裁判所は國家が設ける機關

裁判は事件の輕重によって︑

ところで︑匠裁判所の裁判

又地方裁判所で行はれた最

かういふ風に︑三回くりか

十一217

裁判を行ふのは判事の職務

念入にするためである︒

織になってみるのは︑つまり裁判を

へして裁判してもらふ事の出門る組

十一斜6

審院にと順次に上訴する︒

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

十一213

者は更に大審院に上訴する︒

十一212 ︿略﹀︑尚其の裁判に不服な

︿略﹀︒

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

十一211

れる︒

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

十一209

で︑これにく略﹀四階級がある︒

十一208

當るのである︒

が被告で︑検事といふ役人が原告に

十一205

な裁判をする︒

のある者を十分に取調べて適當公平

十一203

明かに定めてあるから︑︿略﹀︒

れば罪になるか︑︿略﹀は︑法律で

十一202

ましめにもせねばならぬ︒

犯罪者をこらし︑又異聞の人々のい

十一199

せねばならぬ︒

のぶ子さんはすぐたんすの

なことです︒

十一176

小引出から取出して︑持っていらっ
しゃいました︒

見れば引出にはみんな札が

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

十一177

お暇してから︑私は︿略﹀︑

チ﹂などと一々書いてあります︒
十一181

これまで自分の不整頓の

つくぐ恥つかしくなりました︒
十﹁184園

ために︑むだに費した時間と下下は
大きなものであった︒

整頓といふのは膿裁をつ

整頓といふのは艦裁をつ

くることではなくて︑むだをなくす

十一184園
ことだ︒

十一185園

くることではなくて︑むだをなくす
ことだ︒

約束は固く守らなければな
らぬ︑︿略﹀︒

十一188

︿略﹀︑他人に害を加へては

︿略﹀などといふことは︑

ならぬなどといふことは︑︿略﹀︒

十一188

十一189

我々が十分心得てみる事である︒

︿略﹀︑裁判所は雨者の言分

︿略﹀犯罪があった場合に
は︑國家は︿略﹀︑其の犯罪者をこ

十一199

すやうに借主に命ずる︒

を聴いた上で︑︿略V︑其の借金を返

十一193

守らない人もある︒

私は學校で習ふ本でさへ 十一1810 しかし大勢の中にはそれを

を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

十一161

つしゃいますか︒

十一1510園

てしまひました︒

ておかなかったので︑大方なくなつ

十一128図醜 ︿略﹀︑ 左に遠くかす 十一158 ︿略﹀︑私のは置場所をきめ
︿略﹀︑

むは古城︑︿略﹀︒

十﹇129図圏
我等をめぐる︒
日よ︒

十一1210図圏 今日はたのしき遠足の

十一135雨龍 今日はうれしき遠足の
日よ︒

十一137図圏 風は音なくやなぎをわ
たり︑︿略V︒

十﹇173

お入れになるのださうです︒

取出したら後できっともとの場所へ

十一1610

十一138図魍 く略V︑ 船は静かに我 があります︒
等をのせて︑ 行くは何虜ぞ︑桃さ
く村へ︒

等をのせて︑ 行くは何虜ぞ︑桃さ

十一139図團 ︿略﹀︑ 船は静かに我
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あわてて逃げんとすれど

りに下り來れる七八人の兵卒あり︒

も時既におそく︑大方はやにはに斬

十一245図
倒されたり︒

︿略﹀︑刑事裁判で︑國家を

であり︑︿略﹀︒

代表して犯罪者の庭罰を求めるのは

十一218

検事の職務である ︒

告の相談相手・附添人面は代理人と
りでは落ち︑職は午前のうちに終り

十一219 又民事裁判では︑原告・被 十一2410図 ︿略﹀︑清秀は討死してと
ぬ︒

︿略﹀︑清秀は討死してと

な っ て 其 の 主 張 を助け︑︿略﹀︒

りでは落ち︑戦は午前のうちに終り
く略V︑職は午前のうちに

きやく

やみの中を退却しはじめたり︒

お だ
これより先︑秀吉は織田

十一2610図木之本には秀吉の馨れる
なり︒

十一2610図
のぶたか

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

日の正午大岩山の敗報至る︒

︿略﹀秀吉は︑持ちたる
箸を投捨てて︑﹁すは勝つたるぞ︒﹂

十一272図

と手を打って喜び︑︿略﹀︒

切ったりければ︑かぶとはつΣじの

枝に残って︑︿略﹀︒

みたるま＼ころくと轄び落つるこ

十一313図く略V︑二人はしっかと組

と三十間許︒

武器は皆槍なりしかば︑

十一316粛正國の首は終に清正の手

に入りぬ︒

十一318図

世に之を侵して賎嶽の七本槍といふ︒
みさき

をなす︒

く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

五十人の兵は行くく百 十一322図四國の西には佐田岬長
姓をつのり︑かばり火をたかせ︑

十一276図

糧食の用意をなさしむ︒

りやう

岬あり︑湾あり︑大小無敷の島々各

瀬戸内海には︑到る庭に

所に散在す︒

十一284図

明くれば二十一日の朝︑

︿略﹀銃火をあびせかけ

盛政は︿略﹀弟勝政に引きあげを命
じたり︒

十一2810図

てがらは仕勝ちぞ︒

一軍今や崩れんとす︒

たれば︑敵は見る間にばたくと倒
れて︑

十一293図園

か＼れく︒

如く︑︿略﹀︒

た

ど

内海の沿岸及び島々には

嚴島は古より日本三景

の一に数へられて殊に名高く︑︿略﹀︒
だんのうら

十一348図

いつくしま

名勝の地少からず︒

十一348図

つ
津・高濱等良港多く︑︿略﹀︒

阪・神戸・尾道・宇品・高松・多度

うじな

十一345図

瀬戸内海の沿岸には大

十一342図海の静かなることは鏡の

て目畳むるばかり鮮かなり︒

十一338図︿略﹀︑夏は山海皆緑にし

て眠るが如く︑︿略﹀︒

十一337図春は島山かすみに包まれ

つしくらに進軍して︑夜半の頃には
二十日の月は上りぬ︒

りを得たれども︑︿略﹀︒

十一281図退却軍は少しく之にたよ

十一281図

既に木之本に到着したり︒

寄手の大將佐久間盛手は︑ 十一279良く略V︑一丁五千の軍勢ま 十一329図

一図・に敵をみち

十一254図︿略﹀︑明日は進んで年三

置したり︒

︿略﹀要所々々にそれぐ將卒を配

十一253図

終りぬ︒

十一2410図

︿略﹀︑刑事裁判では︑︿略﹀ 十一2410図

ぺん
被告を保護するために落雪士といふ
ぬ︒

十一2110

ものがある︒

孚はせ︑又は人を罰することではな

十一223 裁判の目的は︑決して人を
い︒

十一224 裁判の目的は︑決して人を
孚はせ︑又は人を罰することではな

のとりでをおとし︑

い︒

十一227︿略﹀︑しかも其の孚は︑力

んにせんと︑︿略﹀︒

てわいたる敵の大軍︑木之本の邊に

満ちくたりと報じ興る︒
味方は今日の戦に將卒共
にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十一265図

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

をしめざりし油断を悔いつ＼︑俄に

のがけ路にて敵將山路正國に出であ

だ切なり︒

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一313図清正手早くかぶとのをを 十一351図 我が國に遊べる西洋人は

ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒

十一267図此のま﹂新手の兵を迎へ 十一298図中にも加藤清正は︑山際 十一 3410図 ︿略﹀︑屋島・壇浦は源

もあらず︒

追撃すること頗る急なり︒

く略V︑自らは尾野路山に 十一282図 ︿略﹀︑秀吉の軍は︑︿略﹀︑

こはた望事ならじと︑尾
野路山の本螢に急報すれば︑︿略﹀︒

十一262図

野螢し︑︿略﹀︒

十一257図

の強い者やわるがしこい者が勝つこ
とになるであらう ︒

十︸229 若し又裁判が公平に行はれ
ぬとしたら︑︿略﹀︑我々は安心して
生活することが出來ぬであらう︒

の 大 切 な 仕 事 で あり︑︿略﹀︒

十︸2210 裁判は實に正義保護のため 十一264図 ︿略﹀︑こは如何に︑降つ
十一232 ︿略﹀︑判事︒国事・辮護士
の任務は極めて重大なものといふべ
きである︒

ひでよし

十一234図 春は細りぬ︒

十一236図 待ちまうけたる秀吉は︑
︿略﹀防備をさを さ 露 な し ︒

日のあかつき︑︿略﹀国玉湖のほと

よごのうみ

十一2310図時は天正十一年四月二十十一267図 戸政は勝ってかぶとのを

は一は
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此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界
における海上の一大公園なりといへ
り︒

十一354園 これでは明日の山廻りは
だめだ︒

だめだ︒

十一355圏 これでは明日の山廻りは
十一357園 あそこは一昨年植付をし
た地前山だ︒

まだ寒かった︒

十一361園 あそこの植付をした時は
十一373園 早く間伐して細材を取る
目的のところでは︑一坪に二本も三
︿略﹀︑此の邊では太材を

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

十一374園

取る方が利益だから︑かう間をおい
て植ゑるのだ︒

十一376園 ︿略﹀離して植ゑても︑

︿略﹀︑貴兄には去月以

ふすまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

ふ

住持は心得ぬ事に思ひて︑ 十一473図 ︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

さまたげせんも心なしと

翌朝書聖は常にもあらず

東國へ行き給ふと聞き

ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

これには種類が多く︑一番

これには種類が多く︑一番

今日世界におけるゴムの大

ブラジル邊でゴムを製造す

︿略﹀︑英電位はマレイ半島

十一511 ︿略﹀︑南洋におけるゴムの

至った︒

の領地にパラゴムの木を移植するに

十︸508

ら原料をとるのであるが︑︿略﹀︒

るには︑山野に自生するゴムの木か

十一505

る︒

部分は︑此の木から取ったものであ

十一502

よいのはパラゴムといふのである︒

十一501

よいのはパラゴムといふのである︒

十一4910

て︑製造したものである︒

十一498

造るのであらうか︒

一膿ゴムは何からどうして

造ったものは實に多い︒

そはいと名残をしき事 十一496 ︿略﹀︑敷へてみるとゴムで

しに︑今又此虜に來られしは何故ぞ︒

十︸485図圏

かの壷師は突然蹄り吊れり︒

十一483図未だ一月もた㌧ざるに︑

はかやうなるべし︒

今日かき給はん鶴の姿

足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

︿略﹀かくておはすべ

十一475図園

或日其の絵師に︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

君は書を以て一家を成

たる様をなせり︒

なり︒

十一466図

り︒

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

十一464図

様々に姿を攣へつ﹂寝起する様なり︒

て見るに︑蜜師は障子に身を寄せて︑

十一462図

︿略﹀︑住持ひそかに行き 十一496

十一457図園

行きて君の技をふるひ給へ︒

きにあらねば︑今は何庭へなりとも

十一453図園

取り給ひし事なし︒

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を

十一唱10図園

︿略V︒

十一448図

願上候︒

それから始めて聞いて面白 十一4310圏鵜島の節は何とぞ宜しく 十一472図 ︿略﹀︑十日鯨りにして︑

いと思ったのは︑枝打をしないと木

十一398

僕がお手重して植ゑたあの

に節が出來ることである︒

十一402

︿略﹀︑一番早く伐るとして

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ
らう︒

十一405

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ
の年になってみるわけだ︒

今年伐るはずのは︑おとう

さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

十一406

︿略﹀︒

十一408おとうさんは︑よく

植林は貯金のやうなもの

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃるが︑ほんた
うにさうだ︒

十一408園

で︑植ゑてさへおけば︑年々太って
利息が附いて行く︒
十一418圏團

十一413

明日は晴かも知れない︒

十五六年目には間伐をしなければな

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり
たい

來御面皮にて︑しかも一時は大分御

に筆を動かしみたり︒

かくて次の夜は如何にと
うかゴふに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑国師は前の如く夜

︿略﹀︑明日はかく蓋がか

︿略﹀︑住持は尚知らぬ顔

すまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

して過ししに︑十日鯨りにして︑ふ

十一471図

んなど連言してみたりければ︑︿略V︒

十一4610図

言してみたりければ︑︿略V︒

もすがら寝ねずして︑︿略﹀など濁

しかし此の頃は︑鯨程 十一469図

分御重態なりし由︑︿略﹀︒

たい

十一弔9國国︿略﹀︑しかも一時は大
十一4110曲事

御快方に向はれ候とか︒

御承知の通り三二には
︿略﹀︑病後の保養には

温泉これあり︑︿略﹀︒

十一423圏囲
十一423圏団

特に宜しき由に候︒

何分田舎にて萬事不便
には候へども︑︿略﹀︒

十一424圏団

十一468図

重態なりし由︑︿略﹀︒

らないやうになるから︒

十一379 植付けた苗木の枯れた虜へ
補植をするのは︑翌年一回だけだと
︿略﹀︑今年はもうしなくと

い ふ か ら ︑ ︿ 略 V︒

十﹇3710
がり

もよいのであらう︒

十一381 下刈はいつも土用中にする
︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

ので︑ずるぶん苦 し い が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一384

は︑低い虜にあるもの程早く大きく
なって︑︿略﹀︒

る枝打は︑面白いものだ︒

十一387 毎年春の初か冬の半ばにす

415
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栽培は頗る盛になった︒

十﹁511 南洋は一年中温度が高く︑
︿略﹀︑ゴムの木の襲育には

雨 量 が 多 い の で ︑︿略﹀︒

十一512
最もよく適してみる︒

には︑日本人の纏註してみるゴム園

らん
十︸513 マレイ半島・蘭領東印度等
もたくさんにある︒

て廻る︒

十一531

それがすむと︑今度はバケ

ツを持ってコップにたまった液を集
集めた液は之を工場に持つ

めて歩くのである︒

十一533
かうして念写たゴムは︑各

て行き︑︿略﹀︒

十一537
ゆわう

り つ
國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

ゴムの用途は︑年を追うて

益く廣くなるばかりである︒

十﹇544

まぜる事で︑︿略﹀︒

十一515此の邊でゴムを栽培するに 十一538 加硫法とは︑ゴムに硫黄を
は︑先づ森林を焼彿って︑其のあと
に種をまくか︑又は苗木を植付ける
のであるが︑︿略﹀︒

熱帯の暑さにたへかねてゐ

船には船長と老砲手だけが
船員等は︑如何にも氣持よ

ささうに泳ぎ廻ってみたが︑︿略V︒

十一551

残ってみた︒

十一馴9

ので︑我先にと海に飛込んだ︒

た船員等は︑船長から泳を許された

︿ 略 ﹀ ︑ こ れ が 成 長 し て ︑ 切 十一548

付を行ふまでには五六年もか＼る︒

十一5110

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十一522 其の間草をとったり︑虎や

はなかく一通りでない︒
十一522 切付といふのは︑ゴムの木
から液をとるために︑木の幹に小刀
で傷をつけることをいふのである︒

しかし二人の少年はまだ知

て︑我先にと船へもどって遮る︒

十一564

老砲手は氣ちがひのやうに

らないらしい︒

十一564

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り

︿略﹀叫んでみるが︑二人

に叫んでみるが︑︿略﹀︒

十一566

の耳にははいらぬのか︑夢中で泳ぎ
十一568

其のうちに二人はふかの來

救ひのボートは下された︒

くらを績けてるる︒

十一569

るのに氣がついた︒

ふかははや十敷メートルの
ものすごい程青白くかはつ

近くにせまってみる︒

十一572
十一576

ふかの口はもうほとんど子

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん
だ︒

十一5710

供に届いてみる︒

おそれるやうに︑手で顔をおほって

砲手はその結果を見るのを
大砲の上につつ伏した︒

十一584
見えたのは︑十三四になる二人の少

︿略﹀︑中にもうれしさうに

年であった︒

十一552

十一524 切付には饒程熟練を要する︒

初は十間以上も相手をぬい

一人は老砲手の子である︒

︿略﹀老砲手は︑急に氣を

人人は叫び聲に驚きあわて

十一588

二人の少年はボートに乗せ

喜の聲はどっと起つた︒

老砲手は大砲にもたれて︑

札幌に來て先づ感ずること

さつぼろ

は︑街路が眞直で幅の非常に旨いこ

十一594

る︒

無言のま＼じっとそれを見つめてゐ

十一5810

られて鋸って翻る︒

十一589

大きなふかの死盟であった︒

二人は外の者からずっと離 十一587 ︿略﹀︑先つ目に入ったのは︑
れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを

十﹁553

十一525 元來ゴム液は︑幹の皮部と
木質部との間にある乳管組織といふ
所 か ら 出 る の で あるから︑︿略﹀︒

十一554

してみた︒

十一555

十一527 ︿略﹀組織の所まで小刀が
届いて︑しかもそれより深くは傷の

十一563

りに働ました︒

もんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑甲板からしき

十一557

てるたが︑︿略﹀︒

つかないやうにしなければならぬ︒

十一528 此の傷から出て診るゴム液
は︑流れて下のコップにたまるので
ある︒

十一5210 ゴム園の人は毎朝暗いうち
に起きて︑受持の木に此の切付をし

とである︒

ごばん

十一595

市街は此の眞直な路によつ

主な通にはアカシヤの並木

て碁盤の目のやうに正しく割られて

みる︒

が青々と茂ってをり︑︿略﹀︒

十一596

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公

十一598 ︿略﹀︑市街の中央を東西に

つきさつぶ

市外の眞駒内及び月寒に

まこまない

園ともいふべきもので︑︿略﹀︒

十一603

︿略V︑緑草の間に羊の群を

は︑大きな牧場がある︒

十一606

此の峠には長いトンネルが

なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒

十一611

あって︑︿略﹀︒

千八百尺︑北海道弓道沿線中の最高

十一612 ︿略﹀︑其のあたりは海抜約

所である︒

汽車は密林の間をあへぎ

く通り抜けて︑やがてトンネルに

十一613

はいる︒

十一616 ︿略﹀︑突如として眼前に展

下せられた風景は︑︿略﹀︑恐らく全

道第一の壮観であらう︒

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

十一617 右手には遠く旦口同境の山々

十一618 ︿略﹀︑眼下には事々とした

十勝の大平野がはるばると奮いて︑

末は青い大空に接してみる︒

てるる︒

汽車は無人の境を曲折して

十一619 ︿略﹀︑末は青い大空に接し

十一619

は一は
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十一621 書がけるが如く美しき山の︑

からだんく光明の世界へと︑みち
必要は爽明の母︒

呼吸しながら︑土の香に親しんで樂
十一684

びかれて來たのである︒

十勝の平野は心ゆくばかり

しげに働いてみる︒

十一656

十一6910

第二座の僧は︑二人とも規

あなたがたはとんでもな

則を破ったのが不快でたまらない︒

十一702園
い人たちだ︒

い

せ

十一705細物を言はないのはわしば
かりだ︒

本居宣長は伊勢の國松坂の

或夏の半ば︑宣長はかねて

のりなが

十一707

人である︒

十一7010

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は
愛想よく迎へて︑︿略V︒

︿略﹀︑主人は愛想よく迎へ
て︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

十一711

ちらへ︒﹂

く略V﹃何か珍しい本はな

いか︒﹄と︑御立寄り下さいました︒

十﹁719圏

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

子を聞きとって︑後を追ったが︑

︿略﹀︒

行っても︑それらしい人は見えない︒

十﹁729 ︿略﹀︑松坂の町はつれまで

十一7210 宣長は力を落して︑すご
くともどって來た︒

望がかなって︑宣長が二二

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一737

二人はほの暗い行燈のもと

のは︑それから節日の後であった︒
あんどん

で封坐した︒

十一739

眞淵はもう七十歳に近く︑

いろくりっぱな著書もあって︑天

十一739

宣長はまだ三十歳鯨り︑

下に聞えた老大家︒

十一741

とく

︿略﹀︑どことなく才氣のひらめいて

みる篤學の壮年︒

學問の道をたどってみるのである︒

十一743年こそちがへ︑二人は同じ

尋常でないことをさとって︑非常に

十一744 ︿略﹀︑眞淵は宣長の旧識の

話が古事記のことに及ぶと︑

たのもしく思った︒

十一746

宣長は﹁私はかねぐ古事記を研究

したいと思ってをります︒

画したいと思ってをります︒

あまり思ひがけない言葉に ＋一747園私はかねぐ古事記を研
宣長は驚いて︑﹁先生がどうしてこ

十︻715

十一η6

人は生活上の必要から 十一721園 それは惜しいことをした︒

︿略﹀︑火の熱と光とをあらゆる方面

十一684

人は火を用ひる動物︒

晴々しい虜である︒

十一658

或は右に或は左にあらはれるのは︑
だけ
サホ二条の連峯の一つであらう︒

十一623 はるかの下に︿略﹀見えが

に利用することを考へて來た︒

しかし火の利用法は︑決し

︿略﹀︑火を使用するのは人

るまい︒

將來は又どんなものが嚢明

てこれで完成したといふわけではあ

十一687

しかし火の利用法は︑決し

てこれで完成したといふわけではあ

十一686

十一659

︿略﹀︑他の動物には見られ

一膿人は最初どうして火を

るまい︒

十一687

されて︑今のガスや感受にかはるこ

此の方法は四叉民の間に︑

廣く又極めて長い乱行はれてるたも

末席に坐ってみた僧は︑そ

とであらうか︒

︿略﹀︑今はガス燈や電燈が

かくして人は︑暗黒の世界

れが氣になってしかたがない︒

マッチは今から約百年前に 十﹇695

火の熱は︑初め主として食

であるが︑︿略V︒

木炭や石炭や石炭ガスの火
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十一675

に

物を調理するのに用ひたもののやう

十一672

套明されたものである︒

十一6610

のであるが︑︿略﹀︒

十一668

得たであらうか︒

十一661

ない所である︒

十一659

い所である︒

類ばかりで︑他の動物には見られな

くれする上り列車は︑ちやうどおも
ちやのやうに見える︒

︿略﹀︑其の中心をなすもの

い は ゆ る 十 勝 平 原で︑︿略﹀︒

十一626 十勝川の流域一帯の廣野は
十一627
は帯廣の町である︒

野で︑殆ど交通の 便 も な く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一629 當肩癖のあたりは未開の原
十一631 それが今は人口約累増︑戸
敷約四千を算するりっぱな町となつ
たのである︒

が大きい︒

十一633 此の邊の農業は総べて規模

全く大農式にやってみる庭もある︒

十一637 中にはトラクターを用ひて

のタンクのやうな形で︑ガソリンの

十一639 トラクターはちやうど軍用

に用ひられ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石炭の火は︿略﹀︑

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

十一676

すのに大切なものとなってみる︒

嚢動機が取付けてある︒

や切株の根本を掘っておいて︑︿略﹀

こん
十一644 又開墾する場合には︑立木
此のトラクターで引くと︑︿略V︒
くわん

十一682

到る虜にか〜やき渡る時代となった︒

十一681

たが︑︿略V︒

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十一6410 農業者は多く古い習慣に 十一679 燈火としては︑初め松の木
なつみやすいもの で あ る が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

新式の方法によってどしく土地を

十一651 ︿略V︑此の邊ではく略V︑

︿略﹀︑人々は自由な大氣を

開いて行く︒
十一653
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有名な古事記傳といふ大著

我々の普通に金銭といって

貨︒白銅貨︒青銅貨がある︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十一775

の上に不滅の光を放ってるる︒

述は此の研究の結果で︑我が國文學

十一772

遂に古事記の研究を大成した︒

三十五年の間努力に努力を溶けて︑

︿略﹀極めて使用に便利で

︿略V︑尚場合によっては持

今では世界各國︑貨幣・紙
今では世界年紀︑貨幣・紙

煙たなび

我がなつかしき住

さわぐいそべの松原に︑

十一7910図國我は海の子︑白波の

幣を用ひない國はないのである︒

十一797

幣を用ひない國はないのである︒

十一797

運びに不便なので︑︿略﹀︒

十一795

はあるが︑︿略﹀︒

十一748園 それについて何か御注意 十﹇7610 宣長は入眼の志をうけつぎ︑ 十一795
下さることはございますまいか︒

つきました︒

︿略﹀︑どうも古い言葉が

十﹁7410園 それはよいところに氣が
十︸753園

よくわからないと十分なことは出來
ない︒

十一754園 古い言葉を調べるのに一
番よいのは萬葉集です︒

くとまやこそ︑

我我はこれらの貨幣や紙幣

家なれ︒

十一757囹 あなたはまだお若いから︑ 十一778

くの用を辮じてるる︒

を用ひて物品を責序し︑其の飼いろ

はだは赤銅さながらに︒

十一823図譜吹く潮風に黒みたる

いみじき樂と我は聞く︒

色だ︒

そんな弱いことではだめ

やうやく月島の横を通り越

しかし月島はなかなか來な

十一861園

だ︒

十一862

い︒

十一864

す頃には︑もうつかれきって氣も遠

くなるばかりだ︒

目ざす大島はもうそこに見

してくれる︒

十一867船の上からはしきりに働ま

える︒

十一869

十一887囹

おとうさん︑二百十日は

父は暦を持って來て︑﹁こ

これは略本暦だ︒

れは略本暦だ︒

十一885

立春から二百十日目に叢るのですね︒

十一883園

と︑團扇を使ひながら言った︒

十一878 父は空をながめて︑﹁︿略﹀︒﹂

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

十一813図圃なぎさの松に吹く風を︑ 十一869 波打際には大勢の人が旗を
振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

︿略V︑きっと此の研究を大成するこ

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

とが出來ませう︒

十一779

して︸日も生活することは出來ぬと

十一759園 たゴ注意しなければなら
ないのは︑順序正しく進むといふこ

いってもよいくらゐである︒

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

とです︒

いで︑大船を乗出して︑
我は拾はん︑海の富︒

十一831図韻

今日は始めての遠泳だと思

の號令と

弟はそれを見てしばらく考

へてみたが︑︿略V︑﹁成程︑二百十

十一889

た日敷だ︒

空には眞夏の日がさらく 十一888園これは一月一日から敷へ
やがて﹁進め︒﹂

日目だ︒﹂

弟は尚あちらこちら暦をく

こ＼に﹃八十八夜﹄とあ

りますが︑これは何ですか︒

十一899囹

文字に目を止めて︑﹁︿略﹀︒﹂

つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の

しかしこれらの物は︑受取 順々に水の中へとはいって行く︒

共に︑三十人の一組は二画面なって︑

十一842

とかゴやきわたってみる︒

十一837

ふと︑︿略﹀︒

十一835

我は護らん︑海の國︒

︿略V我々は︑これについ 十一833図圏 いで︑軍艦に乗組みて︑

しかし今日の貨幣や紙幣を

︿略﹀︑人間は實に種々様々

十一7810

十一餌3

十一894
る者にそれが不用であったり︑︿略﹀

だんく沖の方へ進んで行
こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

十一糾7

里は何でもない︒

十一糾5此の分ならば五海里や十島
かうして出血た貨幣は極め
よっては持運びに不便なので︑︿略﹀︒

て使用に便利ではあるが︑尚場合に

十一794

いろくの鉄嵩がある︒

今日は殊に波も静かだ︒

なものを使用してみたのである︒

十一786

様々なものを使用してみたのである︒

案出するまでには︑人間は實に種々

十一786

︿略﹀︒

て事新しく便利を感ずることもなく︑

十一783

いってもよいくらゐである︒

して一日も生活することは出來ぬと

十一7510園 これは學問の研究には特 十一7710
に必要ですから︑︿略﹀︒

十一7510園 これは學問の研究には特
に必要ですから︑︿略﹀︒

十一763 夏の夜は更けやすい︒
てるる︒

十一763 家々の戸はもう皆とざされ
十一764 ︿略﹀宣長は︑未來の希望
に胸ををどらせながら︑ひっそりし
た零すぢを我が家へ向つた︒

十一767 其の後宣長は絶えず文通し
て眞淵の教を受け︑師弟の關係は日
一日と親密の度を 加 へ た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十﹇768 ︿略V︑師弟の關係は日一日
と 親 密 の 度 を 加 へたが︑︿略﹀︒

一夜以後とうく來なかった︒

十一768 ︿略V︑七三の機會は松坂の

は一は
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十一902 僕はこれまで暦といふと︑

︿略﹀とばかり考へてるたので︑此
の話を聞いて珍しく感じた︒

十一902 ︿略﹀︑今年は紀元何年であ
︿略﹀︑宝田何日は何曜日で

るか︑︿略﹀︒

十一903
あるか︑︿略﹀︒

十一922園
とだ︒

十一922園

新は新暦︑薔は蕾暦のこ
暦には太陽暦と太陰暦と

あって︑︿略﹀︒

十一923園 ︿略﹀︑日本では明治五年
−まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌

十一951

︿略﹀︑父は自分で木を切出

それは三方が丸太の壁で︑

して小さな家を造った︒

十一952

方は明けはなしになってみて︑戸

︿略﹀︑一方は明けはなしに

も窓も床もないものであった︒
十一953

う父の手助をしなければならなかつ

リンカーンは其の頃からも

なってみて︑︿略﹀︒

た︒

十﹁955

でを一回往年といって︑それを本と

太陽暦は春分から春分ま

年から太陽暦を用ひた︒

してこしらへたものだρ

十一928園

﹁暦を見れば︑まだいろく大切な

十一905 父はなほ言葉をつゴけて︑
事がわかる︒

と四分の一だが︑︿略﹀︒

ところが太陰暦は月のみ

最後に父は﹁︿略﹀︒﹂と言

十一963

︿略﹀︑父が畠を打てば自分

一家の暮し向は誠にあはれ

唯通りがかりの旅人から珍
しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ
さめてみた︒

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

たいと願ったけれども︑父は︿略﹀︑

ところが母のとりなしで終

なかく許してくれなかった︒

十一9610

に學校に入ることが出來たので︑リ

帰校は四哩冠りも離れてゐ

ンカーンの宣口は一通りでなかった︒

たが︑︿略﹀︒

十一971

いとはず︑毎日毎日元氣よく通學し

十一973 ︿略﹀︑路の遠いのは少しも

た︒

かったから︑︿略﹀︒

十一978 ︿略﹀︑家で算術の練習をす

シャベルが懸字で丁丁にな

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

十一979

大事なことは拾ひ集めた木

ると︑それをふいては又書く︒

ておく︒

十一982

かういふ心掛であったから︑

それからは又父の手助をし

成績は何時も優等であった︒

たり︑人にやとはれたりすることに

十一984

なったが︑︿略﹀︒

十一986 ︿略﹀︑本を讃みたいといふ

︿略﹀︑どうしても人から借

心は少しも攣らなかった︒

りて讃む外はなかった︒

十一988

熱心なリンカーンは︑書物

を持ってるる人の所には遠近を問は

十一989

ず借りに行った︒

︿略﹀甘菜に入れてもらひ 十一989 ︿略﹀︑書物を持ってるる人

なり︑︿略﹀︒

十一967

片などに書留めて忘れないやうにし

︿略V︑食物なども自由には 十﹇9710

かういふ有様であったから︑

︿略﹀十歳頃までは本を讃

︿略﹀本を讃むことなどは

むことなどは殆ど出愚なかった︒

十一962

ことなどは殆ど幽遠なかった︒

リンカーンは十歳頃までは本を工む

十一962

得られず︑︿略﹀︒

十一9510

なもので︑︿略V︒

十一959

は種をまくといふ風に︿略﹀︒

十一957

をかり取る︑︿略﹀︒

十一908岩盤の頃の日の出や日の入 十一929園 其の間は約三百六十五日 十﹇956 父が木を伐れば自分は雑草 十一977 鉛筆や紙も自由には買へな
は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒

十一942

年より約十一日少いから︑︿略﹀︒

十︸934園︿略﹀︑此の一年は一回昂

こしらへたもので︑︿略﹀︒

ちたりかけたりする薫化を本として

十一908園 ︿略﹀︑漏月は何日頃だら 十一932園
う︒

出 ﹂ ﹃ 日 入 ﹄ ﹃月齢﹄を見る︒

十一909園 こんな事を知るには﹃日

の方をあけて御らん︒

十一912 父は更に﹁もっとおしまひ

十一943園暦は實に重寳なものだ︒

葉をそへた︒

が一番多いか︑︿略V︑こんなことも

十一915園 それから雨雪の量は何虚

十一944園

寳の持ちぐされだ︒

のに︑それを利用しないでみるのは

こんな重寳なものがある

記してある︒

暦を見るがよい ︒

十一917囹もつとくはしいことは本

家はインディアナ州に移ったが︑

殆ど出來なかった︒

︿略﹀リンカーンは︑今か 十一962
ら百年齢り前︑ケンタッキー州の片

十一947

たしたちに日日の事を教へてくれる

田舎の貧しい家に生れた︒

十一918園 かういふやうに︑暦はわ
大切なものだ︒

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

十一9110 僕はよく年寄の人が新の幾 十一9410 リンカーンが七歳の時︑一

︿略﹀︑さしあたり家がなく

出して小さな家を造った︒

てはならぬので︑父は自分で木を切

十一951

︿略﹀︒

父は﹁︿略﹀︒﹂

して︑其の事を父に尋ねた︒
十一921

とだ︒

十一922園 新は新暦︑藷は奮暦のこ
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の所には遠近を問はず借りに行った︒

十一991 さうして其の本の内容がす
つかりわかってしまふまでは何度で
も讃む︒
ゐ

ジャネーロ市は︑︿略﹀︑港としても
有名なる庭に候︒

十一佃2圏点此のブラジル國は︑廣
さ我が國の十三倍もこれあり︑︿略﹀︒

十一脳6國団

︿略﹀︑中央の高地や海
︿略﹀︑殊に温帯に屡す

︿略﹀︑唯をかしきは日

アマゾン河は全長五千

に季節の相反する事に候︒

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一⁝脚7価咽團

日本の如くはっきり致居候由︑︿略﹀︒

る南部の諸州にては︑四季の丁丁も

十一佃6圏圏

岸地方の大半は割合に涼しく︑︿略﹀︒

十︸鵬4囲団

帯に属し居候へども︑︿略﹀︒

＋一995リンカーンはかねぐ此の 十一期3囲国 ︿略﹀︑其の大部分は熱
偉人を非常にしたってみたので︑

︿略﹀︒

十一997 書の仕事の合間に讃むのは
勿論︑夜は床に就いてから燈が壼き
︿略﹀︑夜は床に就いてから

るまで讃む︒

十一997
燈が書きるまで讃 む ︒

十一欄一 リンカーンがふと目を畳し
︿略﹀︑子供心にも大病心配

た時はもう遅かっ た ︒

五百キロメートル︑世界の河の王と

十一㎜3

して︑其の晩はとうく眠れなかつ

いはれ居候︒

河幅は驚く程の廣さに

河幅は驚く程の廣さに

次にイグアッスーの瀧

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

て︑河口の庭にては︑三百二十キロ

十︸価1國圏

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

て︑河口の虞にては︑三百二十キロ

十一悩9当国

た︒

︿略﹀︑さうして本は其の

願に任せて三日間畠の草をとらせ︑

十一㎜7 其の人は別にとがめもせず︑

︿略﹀︒

十一㎜⁝8
ま＼リンカーンにやった︒

十一柵9 リンカーンは︿略﹀︑其の

十一鵬3圏国

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン

後何度もく讃返してみるうちに︑
此の偉人の品性に深く感化された︒

此の邊は南米中︑日本
十一価1圏団 ︿略﹀︑何虜に行きても
ゆ
日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒

人の最も多く住める虜にて︑︿略﹀︒

十一価9圏団

國との境にある大曲布にて︑︿略﹀︒

て詩話に働くと共に︑非常な熱心と

十一棚2 リンカーンは父の手助をし
努力とをもって勉強を績けた︒

十一柵3國圏

十一捌5 彼が他日︿略﹀萬人に仰が
れるやうになったのは︑實に此の少

の子供が孟夏し居るを見ては︑殆ど

︿略﹀︑御前たちぐらゐ
年時代の苦心のたまものである︒

十一槌8圏国 目下滞在中のリオ︑デ︑

︿略﹀︑まじりたる石・

身の南米に在るを忘れ候︒
十一鵬9國団

コーヒー園には多くの

砂などは沈み︑實のみ浮びて流れ候
を︑︿略﹀︒

十一柳4圏圏

日本人が働き居候︒

十一欄6出国中にも十三四ばかりの
子供が︑︿略﹀立働ける様を見ては︑

ブラジルは何虜へ参り

如何にもけなげに存ぜられ候︒

十一佃1魍團

ても果なき原野と森林とに候︒

十一鵬2圏団原野は大てい牧場にて︑
牛馬は放し飼にせられ居候︒

原野は果てい牧場にて︑

森林には大木すき間も

牛馬は放し飼にせられ居候︒

十一柵2囲国

十一鵬3國国

なく繁茂し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の根本には︑

つる草・灌木など思ふま﹂にはび

くわん

十一佃6魍団

こり居候︒

︿略﹀︑其の有様は如何
にも男らしく勇ましきものに候︒

十一柵2國国

ふみ
入りては机に書をひもとく︒

けき住居︑ 出でては日毎畑を打ち︑

ふみ

漢中王はおごそかに

帝の

いしずゑ固めし蜀漢

しよく

十﹁川3図圃 ︿略﹀︑ 入りては机に

書をひもとく︒

の國︑

十一擢4図翻

位をふませ給ひぬ︒

消えしかど︑ 其の名はくちせず︑

十一佃1店名 ︿略﹀︑ はかなく露と

我が國の地方自治團髄には︑

諸葛孔明︒

しょかつこうめい

十一佃3

︿略﹀其の團艦の幸福を進

府・縣・市・町・村の別がある︒

め︑國運の嚢展を期することは皆同

十一網1

此の精神は實に自治制の根

一髄自治の精神とは何であ

じである︒

十一掴2

るか︒

本であり︑層層の生命である︒

十一M4

市町村長や議員を選學する

には︑專ら其の人物に重きをおいて︑︑

十一描1

︿略﹀︒

十一鵬7囲囲伐倒したる木は乾くま

の他私交上の韻書の爲に心を迷はす

十﹇価3 ︿略﹀︑決して親族・縁故其

︿略﹀するのは︑自治の精

本當に自治の精神に富んで

公吏・議員等︑直接間接に

公共の事務に古る者は︑如何に其の

十一価10

ないのである︒

みる者は︑︿略﹀︑決して私心をもた

十一備7

神に全く反するものである︒

十一価6

やうなことがあってはならない︒

で其のま＼に致置き︑さて四方より
火を放てば︑︿略V︒

︿略﹀︑天をもこがすば

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十一欄10圏団

燃えあとは取片附けて

實にすさまじきものに候︒

十一佃1國団

うき世をよそなるしづ

畠とし︑コーヒー・わたの木などを
植付け申候︒

十一川2図画

は一は
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職務に忠實であっても︑一般の人民
の後援がなければ自治團膿の圓満な
︿略﹀︑

一般の人民の後援が

急迫を望むことは出頑ない︒
十一描2

なければ自治團髄の軽愚な獲達を望

それであるから人々は

むことは出盛ない︒

十一備3
︿略﹀︑協同一致して團髄の福利を増

進ずることを心掛けねばならない︒

十一備5 例へば教育・衛生等の自治
酒田の事業は︑地方人民が一般に之
を尊重し︑之に協力することによつ
て︑始めて其の効果を完全に墾げる
ことが出塁る︒

改善等に務めたりするのは︑皆公土ハ

十一備9 ︿略﹀産業の下達︑風俗の
心 の 嚢 動 で あ っ て︑︿略﹀︒

十一柵1 ︿略﹀︑地方人民は大いにこ
れ等の事業に力を蓋くさねばならぬ︒

十一柵3 制度を運用するのは人であ
る︒

十一摺5 自治制も︑之を運用する人
民に自治の精神が乏しければ︑よい
結果を得ることは到底望まれない︒

十一柵10 農場主は︿略﹀︑そばに居
た自分の子に︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と 言 ひ つ け

するとジョージは︑天略﹀︒﹂

う門の外まで乗りつけた︒
十一稲10

僕はおとうさんから︑誰

皆さん︑此虜は通れませ

と言ってどうしてもあけない︒

十一佃1園
ん︒

十一佃1園
が來ても此の門をあけてはならない
と言ひつけられてるるのです︒
をあけてはならないとく略＞Q

十一佃2園︿略﹀︑誰が全ても此の門

騎馬の人たちは︑︿略Vお
しかしジョージは依然とし

どしたり︑︿略﹀すかしたりした︒

十一㎜4
十一佃7

て︑﹁︿略V︒﹂とくり返すばかりであ
つた︒

おとうさんは︑誰が來て

十︸梱10園僕は︑誰が來ても此の門
をあけてはならないとおとうさんに

公爵はひどく此の答が氣に

言はれてるるのです︒

十一梱1
入った︒

ジョージは後を見送って︑

最初にはいったのは原料を

帽子を振りながら叫んだ︒

十一梱3

十一捌8

こんなところで毎日働いて

調合するところで︑︿略﹀︒

十一槻5

みる人たちは︑どんなにつらいこと
であらうと思った︒
ようかいがま

十﹇慨8次の建物にはいると︑こ＼
窯の周團には︑八九人の職

には熔解窯がある︒

十一伽1

工が汗を流して働いてみる︒

十一悌6

十一佃8園

も此の門をあけてはならないと僕に

ふり動かしては又吹く︒

言ひつけました︒

おとうさんは︑誰が來て

十一悩3

隣の室では︑職工が五六人

こ＼は加工場である︒

取分け美しかったのは電燈

一切纒は︑佛教に關する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑
しかも其の風脚幾千の多
きに上り︑これが出版は決して容易

十一伽7図

︿略﹀︒

十︸協5図

目もさめるばかりであった︒

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十一伽2

様をつけてみる︒

ならんで︑ガラス器にいろくの模

十一悩7

型から出す︒

十一榴9 こちらを見ると︑そこでは
かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて

十一佃8園

も此の門をあけてはならないと僕に
しやく

言ひつけました︒

だ︒

ジョージは︑︿略﹀︑帽子を

十一伽2七宝は公爵ウェリントン
十一伽4

ぬいで恭しく敬覚して︑さて静かに
口を開いた︒

ウェリントン公爵ともい
はれるえらいお方が︑おとうさんの

十︻伽8園

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

た︒

や犬にふみあらされてはたまらない

十一佃2 ︿略﹀萎を︑ たくさんの馬

どうしても考へられません︒

僕は︑︿略﹀とおとうさ
んに言はれてるるのです︒

十一伽9園

と思って︑︿略﹀︒

をさすが早いか︑騎馬の人たちはも

十一佃8 ︿略V門の戸にくわんぬき

されば古は︑支那より渡

の業に動ず︒

我が一切纒の出版を思

來せるものの僅かに世に存するのみ

十一伽8図

にて︑︿略﹀︒

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑

十一梛2図画

︿略﹀︒

とするは︑ひつきやう人を救はんが

十一梛3動乱 ︿略﹀︑佛教を盛にせん

爲なり︒

に費すも︑︿略Vに用ふるも︑蹄す

十一皿5図園 ︿略﹀︑之を一切経の事

一切経を世にひろむる

る所は一にして二にあらず︒

はもとより必要の事なれども︑︿略﹀︒

十一伽6図囹

十一旧7図園︿略﹀︑人の死を救ふは

苦心に苦心を重ねて集め

更に必要なるに非ずや︒

たる出版費は︑遂に一槍も残らずな

十一皿10図

りぬ︒

き
然るに︑此の度は近畿地

方に大飢謹起り︑人々の困苦は前の

ききん

十一協5図

く略V︑人々の困苦は前の

出水の比に非ず︒

十一伽5図

幕府は虜々に救小屋を設

出水の比に非ず︒

けて救助に力を用ふれども︑︿略V︒

十一伽6図

十﹁伽7図︿略﹀︑人々のくるしみは

日々にまさりゆくばかりなり︒

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

十﹁梱3⁝図 二度資を集めて二度散じ

集に着手せり︒
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十一伽7図 鐵眼の深大なる慈悲心と︑
︿略﹀熱心とは︑強く人々を感動せ
しめしにや︑︿略﹀︒

十一伽9図 ︿略﹀︑此の度は製版・印
︿略﹀︑一切纒六千九百五

刷の業着々として進みたり︒
十一欄2図

︿略﹀︑一切纒の廣く我が

十六巻の大出版は遂に完成せられた
り︒

十﹇欄4図

國に行はる㌧は︑實に此の時よりの
事なりとす︒

十一伽5図 此の版木は今も萬福寺に
保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

満ちくたり︒
細 粗 を 刊 行 せ り ︒﹂

かん

十一柵7御見 ﹁鐵眼は一生に三度一

十ニー4図圃古のふみ見るたびに思
ふかな︑ おのが治むる國はいかに
とQ

十二21図圃 大空にそびえて見ゆる
たかねにも︑ のぼればのぼる道は
ありけり︒

十二25重圏 さし昇る朝日の如く︑

うな

さわやかに もたまほしきは心なり
けり︒

こずゑさやかにふれる白弔弓

十二41葦囲海原はみどりに晴れて︑
濱松の

しんぢ

い

はん

十二44図 松江を嘱したる汽車は風
ひ

母国の如き宍道湖畔を走ること約四
十分︑︿略V斐伊川の道橋にか＼る︒
ひのかは

して︑︿略V︒

十二46図園此の川は古の簸川に

十二47図園︿略﹀︑かのをうち退治
の傳説あるは此の川の川上なり︒
︿略﹀︑秋晴の空はあくま

ですみて︑暖さ春の如し︒

十二410図

十一一410図旅行にはよき日なりなど

あし

七十五尺の大鳥居とは︑

思ひつ＼︑︿略V︒

十二55図
これなるべし︒

十二63図園此の葦原の中つ國は皇
此の時事代主命はすなど

孫之をしろしめすべし︒
ほのさき

しかも日常生活は極めて規

では決して中途でやめなかった︒

十ニー34

ダーウィンの後半生は病氣

則正しく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑生物は纏べて長年月

ち

る特殊の事件を報道するに過ぎざり

時代にありては︑唯をりく興味あ

十ニー48図 く略V︑印刷術の幼稚なる

しが︑︿略V︒

く嚢費することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十一一147図 されば珍しき事件の起り

とするは人情の常なり︒︸

十ニー45図世の出帰事を速に知らん

の間には次第に饗化し︑︿略﹀︒

十ニー310 ︿略﹀︑生物は総べて長年月

といふことを誰明した︒

から高等なものへと進むものである

の間には次第に攣化し︑下等なもの

十ニー310

がちであったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類 十ニー37

かり熱心では困るではないか︒
こん
十歳の頃には昆轟採集を始

十ニー08
めた︒

十ニー010

の研究をしないだらうと不思議に思
父はダーウィンを署者にし

ふやうになった︒

十一一112

ようと思って大學へやった︒

温順な彼は父の命に二って
これも逃しては大攣と︑い

勉強してみたが︑︿略﹀︒

十ニー13
十年ー110

きなり右の手の轟を口の中へ投込ん

み

十二69図

りのため美保崎といふ庭にありし

だ︒

︿略﹀︑思はず吐出すと︑轟

十ニー23此の時にはもう三番目の轟

き︒

十ニー410図 されど人智の進歩と印刷

術の口達とは︑何時までもかく軍純

にして遊戯的なるものに満足すべく

彼が探検船ビーグル號に乗

もあらず︑︿略﹀︒

十ニー53図 ︿略﹀︑こ＼に始めて我等

込んで意氣揚々と本國を出即したの
︿略﹀︑種々の材料を集めて

の生活に町勢なる關係を有するもの

︿略﹀︑満足な結果を得るま

れども︑︿略﹀︒

十ニー57図 ︿略﹀︑一がいには言難け

現れたるは維新前後にして︑︿略﹀︒

十ニー54図 我が國にてか＼る新聞の
ゐ

とはなりぬ︒

ダーウィンは興味を覧える

本國に蹄つたのはそれから五年の後

十全ー33

︿略﹀︒

と︑あくまでそれにこる性質で︑

十ニー32

である︒

十ニー29

は︑二十三歳の時である︒

十ニー26

はどこへ行ったかわからなかった︒

十ニー24此の時にはもう三番目の轟

はどこへ行ったかわからなかった︒

は得たりと逃げてしまった︒

黒糖ー23

ず吐出すと︑︿略﹀︒

十ニー21 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき
に恐しく辛い液を出したので︑思は

が︑︿略﹀

十二78図此の社は規模の大なるを
此の社にては︑今も太古

以て世に知られ︑︿略﹀︒

十二88図

かの建御雷命が大國主命

の法に從ひ︑之によりて火を作ると
いふ︒

十一一92図

折から日は地平線に近づ

と避暑せられしは此庭なりといふ︒

十二92図

チャールズ︑ダーウィンは

きて︑︿略﹀︒

十一一98

今から百年当り前イギリスに生れた︒
がら

︿略﹀︑貝殼や土石などを室

内に並べては一人で平しんでみた︒

十ニー01

又父には﹁︿略﹀︒﹂といつ

て叱られたことがあった︒

十一一104

お前のやうに犬の世話や
ねずみを取ることにばかり熱心では

十ニー06園

お前のやうに︿略﹀にば

困るではないか︒

十ニー06囹

は一は
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比較的早く印刷したるものをば地方

かく

十ニー91図但し大新聞にありては︑
版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑相當に名ある新聞

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

十ニー58図

の 利 器 を 用 ふ る を以て︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

墓は こけむしぬ︒

けむしぬ︒

十二291団

十二299団

︿略﹀見る物聞く物唯々

世界の大都會です︒

ロンドンは何と言っても

︿略﹀やうな事は︑人とし 十二282図圏 ︿略﹀︑ 英雄墓は こ
︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

て爲すべからざる事である︒

十二2210
十一一231

時の利益を得るに止って︑永績する

︿略﹀︑嚢行地にて受取る

ことが出塁ないから︑︿略﹀︒

仔羊ー95図
ものと他地方にて受取るものとは︑

十重ー61図 然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑
沖を走るは丸屋の船か︑

ぼって大損を招く結果になる︒

十二238

外國貿易業者は︿略﹀深く

更に大きい︒

從事する者の心掛け如何の影響が

きやう

︿略﹀山畑には︑蜜柑の木 十二234 外印貿易に至っては︑之に

どれを見ても︑枝といふ枝

此の嵩に注意しなければならぬ︒
商業であると思はれてるた︒

どの山を見てもどの谷を見 十二2310 昔は個人の利益を螢むのが

ふと見ると︑ついそばの木 十一一241 それ首玉多敷の商人は︑自
己の利益を除いては︑殆ど何物をも

︿略﹀︑自己の利益を除いて

の下では︑︿略﹀二三人の男が︑器

︿略﹀︒

度が低いために︑共同生活の意義が

十一一244

これはひつきやう文明の程

は︑殆ど何物をも眼中に置かず︑

十一一241

眼中に置かず︑︿略﹀︒

あれは港の親船へ蜜柑を運
商業は之に從事する商人だ
商業は之に他事する商人だ

文明の進んだ今日二十のや

明らかでなく︑︿略﹀︒

十二248

うな考を持つのは︑大きな誤といは

商人たる者は︑よく共同生
活の眞意義を辮へ︑︿略﹀︑廣く公衆

ゆめに似て︑英雄

さすがに世界の大博物館といはれる

かも其の勲⁝量の敷限りもないのは︑

だけあると思ひました︒

感心したのは︑市民が交通道徳を重

十二305國市街を見物して私の特に

んずることです︒

十一一309団 ︿略﹀︑むやみに先を孚ふ

やうなことはありません︒

として世界に聞えてみるだけあって︑

十二314団此虜はさすがに藝術の都

建物なども一般に壮麗です︒

︿略﹀シャンゼリゼーの

大通には︑五六層もある美しい建物

十二318囲

が道路の雨側に並び︑︿略﹀︒

十一一319団 ︿略﹀︑車道と人道との間

には︑弄した＼る街路樹が目もはる

有名な凱旋門は此の大通

かに連なってゐます︒
がいせん

の起嵩にあります︒

十二321団

刻の多いことは恐らく世界第一であ

十一一327団く略V︑りっぱな俳書・彫

らうと思ひました︒

で︑高さが三百メートルもあるさう

七百年︑ 十二3210国此の塔は世界最高の建物

悲

鎌倉宮にまうでては︑

ねばならぬ︒
こ

興亡すべて

十一一276図團歴史は長し

憤の涙わきぬべし︒

盛させぬ親王のみうらみに︑

み

︿略﹀︑見本には精良な品を 十二273図圃

︿略﹀︑實際の注文に封して

は粗悪なものを送るやうな事は︑

十二229

なものを送るやうな事は︑︿略﹀︒

使って︑野際の注文に坐しては粗悪

十一一228

の爲を計らなければならぬ︒

十一一223

けを利するためのものではない︒

十一一223

けを利するためのものではない︒

十二222

んで行くのであらう︒

十二218

用な手つきで蜜柑を採ってみる︒

十二214

ても︑蜜柑の木でない虜はない︒

十二213

りになってみる︒

すど
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な

十二205

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十二203

丸にやの字の帆が見える︒

割判ー97圏

記事に多少の相違あるを常とす︒

たく

十一一233 ︿略﹀︑つまりは小利をむさ
驚く外はありません︒
ちん
十一一302團 陳列品の多種多様で︑し

讃者に配布せらる＼か︒

十ニー64図 これも社によりて多少の
︿略﹀︑多くは総務局あり

相 違 は あ れ ど も ︑︿略﹀︒

十ニー64図
て全髄を統べ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑編輯に塗すること

は 前 者 之 を 司 ど り︑︿略﹀︒

十一﹇165図

十ニー66図 く略V︑販費・廣告に關す
ることは後者之を推量す︒

十ニー67図 しかして編輯局は更に編
輯部・政治部・︿略﹀等に分れ︑
︿略﹀︒

十ニー71図此の外︑昨冬各地は勿論︑
は
世界各署主要の地に特派員又は通信
員ありて︑︿略﹀ ︒
かう

十ニー73図 さて編輯部にては刻々集
り來る原稿を選澤整理し︑給垂・罵
眞等と共に之を印刷部に送る︒

十目ー74図 印刷部にては直に所要の

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷
りて校正部に廻す︒

能力なり︒

︿略﹀︑機械は電力により

十ニー81図 殊に驚くべきは輪韓機の
十ニー84図

かくて刷上りたる新聞は︑

て働き︑︿略﹀︒

十ニー88図

直に販責部を見て遠近に護送せらる︒

423
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です︒

十二332国塔の中には責店もあり︑
音部堂・食堂なども設けられてあり
ます︒

あり

十二334国 ︿略﹀人間や自動車など
は︑まるで蟻のはふやうに見えるし︑
︿略﹀︒

十二3310國私は今︿略﹀ベルダンの

く眺められます︒

あきてみた私には︑如何にも心地よ

ひさして︑ふと見ると︑︿略V︒

譜がない︒それでどうして︒﹂とい

曲だ︒

ベートーベンは急に戸をあ
其のそばにある曹式のピヤ

二人は不意の來客にさも驚

其の最初の一音が既にきや
ベートーベンの肉眼は異様

︿略V︑彼の身には俄に何者

一音は一音より妙を加へ神
きやうだいは唯うっとりと
ベートーベンはひく手を止
しかしベートーベンは唯だ
しばらくして兄は恐る恐る

ベートーベンはかういって︑

方でございますか︒

めた︒

ベートーベンは︑﹁え︑樂 十二433 きやうだいは思はず叫んだ︒

ベン先生ですか︒

十二432園

あ＼︑あなたはベートー

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始

妹の顔はさっと赤くなった︒ 十二4210

兄はむっつりとしてや＼當

一葦あなたはどういふ御

い聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

近寄って︑力のこもった︑しかも低

十一一426

まってうなだれてみる︒

十一一426

めた︒

十二423

して感に打たれてみる︒

十二418

に入って︑︿略﹀︒

十二417

かが乗移ったやう︒

十二416

乗移ったやう︒

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

十二415

うだいの耳には不思議にひゴいた︒

十二415

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

聴き給へ︒なかくうま 十二413 ︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

さうに妹はめくらである︒

十二434

ひき終るとベートーベンは︑

三人は﹁どうかもう一

つと立上った︒

月は益くさえわたって來る︒

彼は再びピヤノの前に腰を

十二436

﹁︿略﹀︒﹂といって︑彼はし

いった︒

︿略V︑三人の心はもう驚と

ベートーベンは立って出か

﹁先生︑又お出で下さいま

十二453

さうして其の夜はまんじり

彼は急いで家に鰯つた︒

ともせず机に向って︑かの曲を譜に

十二453

ふりかへってめくらの娘を見た︒

十二45一

ベートーベンは︑ちよつと

せうか︒﹂きやうだいは口を揃へて

十二449

けた︒

十二唱7

感激で一ぽいになって︑︿略﹀︒

十二個3

に︑︿略﹀︒

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調

十二餌2 ︿略﹀︑最後は又急流の岩に

るやう︑︿略﹀︒

如何にもものすごい︑いはば音怪な
しばふ
物の精が寄集って︑夜の芝生にをど

十二唱1 ︿略﹀︑ ＝寂すると︑今度は

にやみの世界を照らすやう︑︿略﹀︒

ちやうど東の空に上る月が次第々々

十二439 ︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑

︿略﹀︒

ばらくすみきった空を眺めてみたが︑

十二437

下した︒

十二435

曲︒﹂としきりに頼んだ︒

十二376園あ＼︑あれは僕の作った 十一﹇4010 ︿略﹀︑ふと見ると︑かはい 十二434
十二377園
彼は突然かういって足を止

いではないか︒

十二378
めた︒

二人は戸外にた＼ずんでし

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

十二379

十一一381園私にはもうとてもひけま

戦跡に立ってるます︒

いったのは朝まだほの暗い頃でした

ある︒

十一一386園

う︒

ノによりか＼つてみるのは妹であら

十二393

けてはいって行った︒

十二389

身の上ではないか︒

家賃さへも彿へない今の

やうにいってみるのは若い女の聲で

︿略﹀︑もう沿道の田畑に 十一一384 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑情ない

せん︒

十二347国 汽車でドイツの國内には

が︑︿略﹀︒

十二3410國

︿略﹀︑又工場といふ工場

は農夫が鍬を振る っ て を り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一一351圏

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十二351団 これはイギリスやフラン
スなどでは見られぬ光景で︑私は今
更ながらドイツ人の勤勉なのに驚き
ました︒

十二352国 これはイギリスやフラン
スなどでは見られ ぬ 光 景 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

いたらしい様子︒

十二353圏 ︿略﹀︑私は今更ながらド 十二393

ひへい

十一一397

さについつり込まれて参りました︒

十二357団 ︿略﹀︑彼等が︿略﹀自國 十二395園私は音里家ですが︑面白 十二428園
の疲弊を回復するため盛に活動して
みるのには全く敬服しました︒

十二408

みたいとかいふお話でしたね︒

あなたは演奏會へ行って

惑の艦である︒

わく

十二359囲 ︿略﹀スイスは︑到る庭 十二398
我が日本のやうに景色がよい︒
ブ湖上の風光に見とれてゐます︒

十一一3510国私は今く略V︑ジュネー 十二402園
十二369団 久しく高調平凡な景色に

は一は
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書きあげた︒
き

つ

十二455 ベートーベンの﹁月光の
曲﹂といって︑不朽の名聲を博した
のは此の曲である︒

十二478図
︿略﹀︒

十二479図
︿略﹀︒

ていかう

ひばは抵抗力を有し︑
︿略﹀︑松は揮力に富み︑

けやき・栗・かしは何れ

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

十二481図

り︒

位を有する等︑惑溺の特性を具へた

と

わ

だ

か

十和田湖は一部分秋田縣鹿

良材として最も世に著る︒
つの

十二497

角郡に属し︑其の齢は青森縣上北郡

に属してみる︒

︿略﹀︒

十二498

此の邊は一艦に山地で︑

即ち水位の一番高い五月と

一番低い一月との差は︑僅かに三十

十二518

これは主として周園が山で︑

八センチメートルに過ぎない︒

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二519

因してみる︒

三十年ばかり前までは︑此

の湖には魚類が全く居なかった︒

十二521

く居なかった︒

今日鱒の産地として世に知

ねぢは驚いてあたりを見廻

したが︑︿略﹀︑何が何やらさつばり

十二529

賜である︒

られるやうになったのは養魚纏螢の

十二525

みるからである︒
ます

つて︑魚類のさかのぼる道を絶って

︿略﹀︑其の面積は約六十方 十一一522 これはく略﹀大きな瀧があ
湖岸線は大繭軍調であるが︑

︿略﹀︑東南岸だけは二つの

岸は絶壁になってみる虜が

ると︑命玉は時計屋の店であること

しかしだんく落着いて見

わからなかった︒

がわかった︒

おいらせ

となって流れ出るのであるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一年を通じて水位の
愛化は極めて少い︒

十二516

る︒

周園の壁やガラス戸棚には︑

置時計で︑︿略﹀︒

十二539

かちくと氣ぜはしいのは

いろくな時計がたくさん並んでゐ

十二538

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

十一一534 ︿略V︑そばには小さな心棒

スの中で︑︿略﹀︒

墓の上に乗ってみる小さなふたガラ

中湖は深さが三百七十八 十二533 自分の置かれたのは︑仕事

絶壁の高さが二百メートル以上もあ

である︒

十二512
る︒

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

我が國の湖沼中此の湖より

メートル︑此の湖中での一番深い庭

十二509

る︒

十一一507︿略﹀中湖の東岸の如きは︑ 十二532

多く︑︿略﹀︒
なかのうみ

十二504

や＼複雑になってみる︒

半島が並んで突出してみるために

十二502

︿略﹀︒

十一一501

キロメートルある︒

十二499

メートルも古轟く︑︿略﹀︒

︿略﹀︑湖面は海面より四百 十二521︿略﹀︑此の湖には魚類が全

十一一498

郡に属してみる︒

十二458図 我が國に産する木材は其 十一一479図 ︿略﹀︑落葉松は一種の品 十一一497 ︿略﹀︑其の鯨は青森縣上北
の種類頗る多し︒

十二461図 凡そこれ等の木材は︑
︿略﹀何れも重要ならざるはなけれ
ど︑︿略﹀︒

飾材として珍重せられ︑︿略﹀︒

しく︑︿略﹀︑又くるひ少きが故に装

十二462図 ︿略﹀何れも重要ならざ 十二482図中にもけやきはもくめ美
る は な け れ ど ︑ ︿略﹀︒

十二463図︿略﹀︑中にも其の用途の

︿略﹀︑栗は耐久・耐灘の

性殊に著しきを以て︑家屋の土皇︑

十二484図

鐵道のまくら等等の用に供せられ︑

廣きは杉及び檜なり︒

易に増殖せらる＼嵩において檜にま

十二463図殊に杉は人心によりて容
︿略﹀︒

︿略﹀︑かしはく略﹀︑

かしは又なら・くぬぎと

き

そ

杉は吉野杉・秋田杉を以

り

て第一とし︑︿略﹀︒

十二4810図

共に薪炭材として重要なるものなり︒

十二488図

を受くるものを製作するに適せり︒

櫓・車・運動器具の如き強烈なる力

ろ

十二485図

さり︑︿略﹀︒

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二468図 然れども材の優良にして
十二471図 唯杉に比して産額少く︑
増殖や㌦困難なるは惜しむべし︒
の
は伸び縮みすること著しきを以て︑

十二472図もみ・つがは共にそり又
杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

あ

高く近時皇濁阿里山の檜また有名な

十二474図 く略V︑もみは柔かにして 十二4810図 ︿略﹀︑檜は木曽産の聲署

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに

り︒

つがる

用ひられ︑︿略﹀︒

ひばは津軽半島に最も多

我が國の木材中の首位を凹む︒
ひうが

十二495図中にも南部松・日向松は

廣くして︑︿略﹀︑其の豊富なること

十二492図像に至りては産地極めて 十二514 湖の水は東岸から奥入瀬川

く産す︒

十二475図 ︿略﹀︑つがは堅くして久 十二491図

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土
皇となすに宜し︒

十二477図ひば・松・落葉松は何れ
も堅くして︑耐久・耐灘の性あるを
以て︿略﹀用途頗る寒し︒
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せた︒

十一一561

十二562
ろがった︒

子どもは思はず顔を見合は

時計師は︿略﹀︑出して置

いたねちの無いのに氣が附いた︒

十二564

あし
ねぢは仕事塁の脚の陰にこ

十二5310 ︿略V︑かったりくと大や めなかった︒
うなのは柱時計である︒

十二541 ねぢは︑これ等の道具や時

計をあれこれと見比べて︑︿略Vな
︿略﹀︑あれは何の役に立つ

ど と 考 へ て る る 中に︑︿略﹀︒

十二542
のであらう︑︿略﹀︒

十二572

誰だ︑仕事墓の上をかき
あ＼いふねぢはもう無く

ねぢは之を聞いて︑飛上る

なって︑あれ一つしか無いのだ︒

十一一569園

廻したのは︒

十一一568園

した︒

十二604
満足した︒
へう

國旗は實に町家を代表す

ねぢは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から

十二609図

さい

︿略﹀︑其の徽章・色彩に

き

る標識にして︑︿略V︒

十二6010図

く略V我が國の國旗は︑

はそれぐ深き意義あり︒

いふべきか︒

︿略﹀︑白地は我が治民の
︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ

イギリスの國旗は︑今日

るが如き愛器の至誠を表すものとも

十二615図

純正潔白なる性質を示し︑︿略﹀︒

十二614図

最もよく我が國號にかなひ︑︿略﹀︒

十二542 ︿略﹀︑これはどんな虜に置 十一﹇565園 此庭で遊んではいけない︒ 十二612図
かれるのであらう ︿ 略 ﹀ ︒

十二545園 自分は何といふ小さい情
︿略﹀︑形も大きさもそれ

ない者であらう︒

十二547園
ぐ違ってはみるが・︿略﹀︒
やうにうれしかった︒

よりは大きく︑自分よりはえらさう

十二547園 ︿略﹀︑どれを見ても自分

十二577 親子は総掛りで探し始めた︒ 十二617図

元來イギリスは︑︿略﹀

重ねたるものなり︒

に染分けられたるは︑フランスの國

旗なり︒

等・博愛を表すものと許せらる︒

十二633図此の三色は︑自由・平

を横に染分けたるものはドイツの國

十一一636図︿略﹀︑黒・赤・金の三色

旗なり︒

こ

くわいきやう

︿略﹀︑藍は蒙古人︑白は

もロつ

︿略﹀︑赤は漢人︑黄は満

十二639図︿略﹀︑赤は漢人︑黄は満

洲人︑︿略﹀︒

十二639図

洲人︑︿略﹀︒

十一一639図

回美人︑︿略﹀︒

くわいきやう

ちぺっと

十二639図︿略﹀︑白は色感人︑黒

イタリヤの國旗は︑緑・

は西藏人を代表するなり︒
ちべっと
十二639図 ︿略﹀︑黒は西藏人を代表

するなり︒

十二641図

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

十二618図

三國の合同して成れる國家にして︑

かくの如く各國の國旗は︑

白地中に王家の紋章を表せり︒

或は其の建國の歴史を暗示し︑或は

十二646図

︿略﹀︒

アメリカ合衆國の國旗は
一定不愛の部分と︑攣化を許された

十二626図

︿略﹀ものなれば︑︿略﹀︒

尊敬は︑即ち其の國家に封ずる忠愛

十一一餌8図︿略﹀︑國民の之に封ずる

る部分とより成る︒

十二628図即ち赤・白合はせて十三

せざるべからず︒

國の國旗に養しても︑常に敬意を表

十二649図 故に我等は︑︿略﹀︑諸外

の情の獲露なり︒

條の横筋は︑掲立三時の十三州を表
︿略﹀︑藍地中の星章は︑

すものにして︑︿略﹀︒

十二629図

常に州の敷と一致せしむるを定めと
す︒

なり︒

えた︒

それに近來はめっきり元氣

十二6210図現今は星章の敷四十八個十二653 リや王はもう八十の坂を越

工合の悪いのは其の爲で 十二632前垂・白・赤三色を以て縦 十二655

時計は直りましたか︒

の形式を具ふるまでに幾多の攣化を

十二577

しかも一番喜んだのはねぢ
時計師は早速ピンセットで

ねぢは︑︿略﹀︑うれしくて

時計師は仕上げた時計をち
よっと耳に當ててから︑ガラス戸棚

十二597

うれしくてたまらなかった︒

十二595

とのふたガラスの中へ入れた︒

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

十二588

であった︒

十二586

見附からないのでがっかりした︒

＋二578三人はさんぐ探し廻って

けない︒

と叫びたくてたまらないが︑口がき

ねぢは﹁此虜に居ます︒﹂

である︒

︿略﹀︑どれを見ても自分

よりは大きく︑自分よりはえらさう

十一一548園

である︒

十二549園 一かどの役目を勤めて世
間の役に立つのに︑どれもこれも不
足は無ささうである︒

十二554 二人は其虞らを見廻してゐ
たが︑︿略﹀︒

十二555 二人は其昔らを見廻してゐ
たが︑男の子はやがて仕事皇の上の
物をあれこれといちり始めた︒
女の子は封じつと見まもつ

てるたが︑やがてかの小さなねぢを

十一一556

十一一601園

の中につり下げた︒

十二559 男の子は指先でそれをつま

十一一603園

見附けて︑﹁まあ ︑ か は い ＼ ね ぢ ︒ ﹂

まうとしたが︑語り小さいのでつま

は一は
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上を大事に致すのを此の上もない仕
王はリガンにも三分の一を

が衰へて︑もう政務にもたへられな

與へた︒

十二681

合はせと存じてをります︒

王にはゴネリル・リガン・

くなって來た︒

十一一657
コーデリヤといふ三人の娘があった︒
か

︿略﹀︑妹はかねてフランス

十二683

王は満面に笑みをた﹂へな

いがってみる娘であった︒

十二658 姉二人は既にさる貴族に嫁 十二682 コーデリヤは王が一番かは
し︑︿略﹀︒

十二658
王は︿略﹀と決心した︒

十二684

みる︒

コーデリヤは唯うつむいて︑

がら︑今や遅しと其の答を待受けて

︿略﹀︑自分は︿略﹀月代り

王の后になることにきまってみた︒

十二661

﹁父上︑私はどう申し上げてよいか

十二6510

に三人の娘の許に身を寄せ︑鯨生を

父上︑私はどう申し上げ

てよいかわかりません︒

十二685園

わかりません︒﹂

︿略﹀︑王は娘たちを面前に

安樂に送らうと決心した︒
十二663
呼んで︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 尋 ね た ︒

それでは返事にならぬで

それでは返事にならぬで

うに目を見張つた︒

十二687園

いてみたい事がある︒

十二664園 今日はお前たちに一つ聞 十二686 王は自分の耳を疑ふかのや
十二666園 お前たちのうちで誰が一
はないか︒

私は胸にある事が十分に
唯私は子としての務を煮皿

くしたいと思ふばかりでございます︒

十二6810圏

言へないのでございます︒

十二689園

はないか︒

十二688園

番此の父を大事に思ってくれるか︑
わしはそれが知りたいのだ︒

十二669 ゴネリルの答は如何にも言
葉巧みであった︒

な寳よりもIiほんたうに自分の命

十二6610園私はもう何よりも︑どん
よりも父上を大事と存じます︒

娘の言葉を物足りなく思つ
父上︑私は唯ほんたうの

ぞ︒

家來の中にはしきりに王を

なだめた者もあったが︑︿略﹀︒

十二702

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

十一一724 其の夜は風雨にともなって

た︒

渡った︒

虜だらう︒

十二747園

十二746園

父の身の上を案じながらフ

それは父が姉たちの爲に

そこでコーデリヤは夫に請

フランス王の馬首はとりあ

コーデリヤは眠ってみる父

一計わしは今までどうし

此慮は何慮だらう︒

幾分氣も静まったのか︑﹁筆下は何

十一一744 やがて眠から畳めた王は︑

︿略﹀︒

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

十二736

た︒

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

十二734

許に連れて來た︒

たりヤ王を見附けて︑コーデリヤの

十二733

家号は荒野にさまよってゐ

うて共々に早手を連れてイギリスに

十二731

た︒

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

十一一729

ていたましい報知を得た︒

ランスに行ったコーデリヤは︑やが

十二729

もう爽狂してみた︒

十二703︿略﹀︑王の怒はいよくつ 十二725 王は︿略﹀︑何時の間にか

コーデリヤはすごくと父

のって︑もうどうすることも出來な
い︒

十二704

リや王はフランス王を其の

の許を去らなければならなかった︒

十二706

場に呼んで︑コーデリヤを勘當した
しかしフランス王は︿略﹀︑

ことを告げた︒

十二707

本國にともなひ蹄って約束の如く自
分の后とした︒

リや王は百人の家來を連れ

ゴネリルは決して氣だての

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

十二71一

た︒

十二712

ゴネリルは決して氣だての

やさしい女ではなかった︒
十一一713

王は胸も張裂けんばかりに

やさしい女ではなかった︒
十一一716

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ
ンの許に走った︒
ところがリガンは︑︿略﹀︑

すげなくも王を内に入れなかった︒

十二717

全領地を二分して與へてや
つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二721

十二751園

コーデリヤは父の手を取つ

これはどなたであらうな︒

てるたのだらう︒

王は男泣きに泣いた︒

程の不孝者であらうとは︒

十二721

十二753

娘の答に失望した王は︑例

の烈しい氣性から︑苦り切って︑

︿略﹀王は︑我にもあらず

て泣きながら︑﹁其のコーデリヤで

十二723

荒野の末にさまよひ出た︒

﹁︿略V︒﹂と言渡した︒

十二697

事を申し上げてみるのでございます︒

十二695園

た王は︑や＼せきこんで︑﹁︿略﹀︒﹂

十二674 長女の言葉に満足した王は︑ 十二692
地圖を指さしながら領地の三分の一
を與へた︒

十二675 次にリガンは﹁私も姉上と
同じ心で︑︿略﹀︒

十二676園 ほんたうに姉上は私の思
つてみる通りをおっしゃいました︒

十二678園私はく略V︑ひたすら父十二699園 お前にはもう何もやらぬ
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ございます︒﹂

ずみを利用して船中に引上げる︒

しきりに止むれども︿略﹀︒

︿略V大まぐろがどたり 十一一糾9図 ︿略﹀︑林野はこれまでの
記録一切を取りまとめ︑之を漁者に

十二755園 涙をこぼしてくれるのか︒ 十二797

渡していふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

一行八人は︑小舟

夜は野宿すること少から

やがて酒食を出したれど

十一一8510図

カストリー滑の北に上陸したり︒

︿略﹀

くと船中へ投込まれる光景は︑實

あはち

阿波と淡路のはざまの海

十一一855図

に壮快の極みである︒
漁夫の顔は得意の色に輝い

お前はわたしをうらんでみるはずだ
十一一801

は

がいせん

あ

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え
る︒

ず︒

みず︒

十二871図

林藏の怪しみもてあそば

りしが︑︿略﹀︒

る＼こと︑電畜にては更に甚だしか

十二873図

集りて交易をなす庭なり︒

デレンは各地の人々來り

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧

樺太は大陸の地績なりや︑十二866図

なると
此庭ぞ名に負ふ鳴門の潮路︒

十二805團
は︑
からふと

十一一8110図

樺太は大陸の地績なりや︑

からふと

又は離れ島なりや︑︿略﹀︒

十二821図

又は離れ島なりや︑世界の人は久し
く之を疑問としたりき︒
︿略﹀文化五年の四月に︑

郎と共に樺太の海岸を探検せり︒

林藏は幕府の命によって︑松田傳十

十二825図

けふ
に乗じて今の間宮海峡を横ぎり︑デ

が︒

十二759 王は尚あらぬ言葉を口走つ
てはみたが︑︿略﹀︒

てはみたが︑︿略﹀︒

十二759 王は尚あらぬ言葉を口走つ
十二76一 コーデリヤはそれを聞いて
腸をちぎられるやうな思がした︒
其の後置王はコーデリヤの

孝養によって齢生を安樂に送ったと

十一一763

いふ︒

十二766 まぐろを取る方法はいろ
︿略﹀︑だいぼう網で取るほ

くあるが︑︿略﹀︒
十二767
ど勇肚なものはあるまい︒

の地績にあらざることは︑此の探検

して終りぬ︒

十一一875図

コー二等の交易は七日に

研究することを怠らざりき︒

これより北は波荒くして
︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

︿略﹀︑林藏は好機至れり

コー二は﹁︿略V︒﹂とて︑

此庭にて林藏はコー二等

て河口に達し︑海を航してノテトに
蹄れり︒

十一一877図

に別れを告げ︑同年九月の半ば︑白

書信が二回の探検により

主に鋸着しぬ︒

十二879図

て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ
と明白となりしのみならず︑︿略﹀︒

法律は︑藁家といふ共同生
活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

ちつちよ

十二883

るための規則であるから︑︿略﹀︒

十一一885 ︿略V︑いやしくも壷井たる

法律を制定するには︑政府

者は必ず之を守らなければならぬ︒

十二886

又は貴衆斎院の何れかが其の案を作

成して議會に提出する︒

づ議會の一院で討議される︒

十一一888 政府から提出された案は先

討議の形式は︑普通第一讃﹁

會・第二讃會・第三讃會の三度の會

十二888

雲叢衆愚院の何れかから提

議を経ることになってみる︒

十二896

これ等の命令も國の規則で

出された案は︑他の一院のみで討議

し︑︿略V︒

あって︑遇い意味でいふ場合にはや

十二901

はり法律であるから︑︿略﹀︒

十二911

唯法律は必ず帝國議會の協

一考文化の程度は︑其の國

我々は常に國法にしたがつ

繹迦は今から凡そ二千五百

繹迦は生れつき同情の念に

子として生れた︒

年前︑︿略﹀カピラバスト王業の太

十二909

しゃか

めなければならぬ︒

て幸福な生活を螢み︑︿略﹀にっと

十一一905

測ることが出來るといはれてみる︒

民が國法を守る精神の厚薄に依って

十二904

其の事がない︒

賛を纒なければならぬが︑命令には

十二903

賛を纒なければならぬが︑︿略﹀︒

十二827図樺太が離れ島にして大陸 十二874図く略V︑彼は土地の事情を 十一一902 唯法律は必ず子心眉雪の協
によりて溶く知ることを得たれども︑

十二768 だいぼう網は身網と垣網と
二つの部分から成ってみて︑非常に

︿略﹀︒

十二828図

十一﹇845

はんことを求む︒

とひそかに喜びて︑切に己をともな

十二844図

目的を達するに便なることを知りぬ︒

て其の地の模様を探るは︑かへって

十二図2図

舟を進むべくもあらず︑︿略V︒

十二834図

身にてまた樺太におもむけり︒

︿略﹀︑同年七月壷井は軍 十一一875図蹄途一行は黒龍江を下り

大きなものである︒
これを海中に張った形はち

やうど大きなひしゃくに似てみる︒

十一一769

十二783 ︿略﹀まぐろは︑先づ垣網
に驚き︑之に沿うて沖へ逃げようと
して身網の中へはいる︒

十二787 これでもう魚は逃出すこと
が出來ない︒

十二791 かうしてだんく網の中が

かぎ

狭められるに随って︑まぐろは水面
うつ

に 渦 巻 を 起 し た り ︑︿略﹀︒

ひ廻るまぐろを引っかけ︑はねるは

十二794 漁夫は︿略﹀鈎を持ち︑狂

は一は
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ぼろを着た農夫は玉のやう

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ
つた︒

十一一913
な汗をかいて田を す き 起 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑牛はつかれ果ててあ

へぎあへぎ働いてみる︒

十二914

牛の紳労苦を思ひやると共に︑轟の運

十二917 ︿略﹀彼は︑︿略﹀︑農夫や
命をあはれんだ︒

十一一919 彼はだんく物思に沈むや
うになった︒

十二936

︿略﹀マガダ二王は︑修行
︿略﹀︑彼の決心はどうして

を思ひ止らせようとして︑︿略V︒

十二937

彼は更に其の邊の名高い學

も動かなかった︒

十二938
者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ
彼は遂に﹁︿略﹀︒﹂と決心

にも満足することが出露ない︒
十二9310
して︑或静かな森へ行った︒

もう人にはたよるまい︒

︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

十二941園
十二946

たい
ところが此の新な態度に驚

浴し︑︿略﹀牛乳を飲んで元氣を回

ても更に効のないことを知った︒
十二9110 それを見てひどく氣をもん
ひ
十二947 そこで彼は先づ近眼の河に
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑︿略V︑國
復した︒

政にも與らせようとした︒

十二922 しかし彼は城外に出る毎に︑

十二949
立去った︒

十二952

今度は程よく食物も取り︑

彼は夜もすがら静坐してひ

其の刹那︑彼は迷の雲がか

せつ

彼は此の心境の尊さに数日
の正比うっとりとしてみたが︑︿略﹀︒

十二959

道を悟り得た︒

らりと晴れて︑はっきりとまことの

十二958

そめた︒

︿略﹀此の尊い心境を世界 十二986

いよく臨終が近づいた時︑

繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑

十一一961

﹁︿略﹀︒﹂と諭して静かに眼を閉ぢた︒

き︑︿略﹀︒

︿略﹀奈良の都も︑︿略﹀︑

興福寺は伽藍半ば腰れた

てさながら夢の如く︑︿略﹀︒

たち︑三月堂・二月堂霞につ＼まれ

十二欄7図

しば
春は若草山の前置にもえ

十一一欄2図 社寺の影身はしばらくお

れど︑尚︿略﹀南都第一の美観たり︒

十二9910図

千二百年の面影を残せり︒
がらん

空高くそびえて︑五畜三尺の大佛一

十一一998図 ︿略﹀︑東大寺の金堂は天

の名残を営むるのみ︒

今は唯畿内の一都市として僅かに古

十二995⁝図
きない

私は永遠に生きてをる︒
な ら

いくが其の教をまじめに行ふ所に

十二991園私のなくなった後も︑め

を語り墨くした︒

を行ひ壁皿くし︑語らうと思ったこと

十二988園私は行はうと思ったこと

の人々と共にせずにはみられぬとい

繹迦は世を救ふ手始として

ふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

十二963

︿略﹀︑其の慈悲圓満の姿を

先つかの五人の友をたつねた︒
十一一968

見ては︑思はず其の前にひざまっか

彼等は繹迦の教を聴いて即

ざるを得なかった︒

十二969

座に弟子となった︒

蒔いて繹迦はマガダ下下を

今や繹迦は衆星の中の漏月

たつねてねんごろに道を説聞かせ︑

十二971

︿略V︒

十二974

︿略﹀︑中には彼をそねむあ

の如く國中から仰がれる身となった
が︑︿略﹀︒

十二975

まり︑︿略﹀︑迫害を加へようとする

殊にデーバダッタは︑いと

ものさへも出て來た︒

十二977

この身でありながら︑︿略﹀︑幾度か
彼を害しようとした︒

び︑手同山の紅葉夕日にはゆる様殊

たむけ

十二柵9図︿略﹀︑秋は春日の四神さ

に見所あり︒

或時の如きは︑繹迦が山の

下にみるのを見附けて︑上の方から

十一一979

大石をころがしたが︑︿略﹀︒

なかった︒

十二981

繹迦は︿略﹀︑遂に病を得
てクシナガラ附近の林中に留った︒

十二982

來なかった︒

︿略﹀︑目的を果すことは出

けただけで︑目的を果すことは出來

︿略﹀哀音しきりに人の

そもく如何に美しく︑如何に盛な

十二撹1図︿略﹀古の奈良の都は︑

ざる風情なるべし︒

ふぜい

眠をさますも︑奈良には訣くべから

十二捌4図

鹿の︑春はわけてもやさしく︑︿略﹀︒

＋二958︿略﹀︑夜はほのぐと明け 十一一9710 ︿略V︑石は繹迦の足を傷つ 十二梱2図 人なつかしげに寄り來る

たすら思をこらしてみると︑︿略﹀︒

十二956

休息もした︒

十二953

に思をこらした︒

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

それから繹迦はブッダガヤ

いた五人の友は︑︿略﹀︑彼を捨てて

︿略﹀をまのあたり見て︑益く世の
はかなさを感じた︒

十二925園人は何の爲に此の世に生
れて來たのか︒

十二926園我々の行末はどうなるだ
らうか︒

十二927 こんな事を次から次へと考
へては︑遂に心の苦しみにたへられ
なくなって︑︿略﹀︒

十二929園此の上は聖賢を訪うて教
を受ける外はない︒
父のいさめも妻のなげきも︑

此の決心をひるがへすことは出置な

十一一932

かった︒

十二932 かくて彼は二十九歳の或夜︑

人知れず宮殿を出て修行の途に上つ
た︒
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りしそ︒

十二撹7図 ︿略﹀田園の間に東西に
走る三筋の路は︑北より敷へて古の
愛す べ く 美 し き 山 野 は ︑

一條・二條・中区の大路の名残とす︒
十一一佃8図

更に太古以來の歴史と結び文學と結
︿略﹀︑左手の山は次第に頭

びて︑感いよく深きを覧ゆ︒
十二脳2

上にせまり︑遂には︿略﹀人のゆく
てをさへぎつてしまふ︒
︿略﹀︑遂には路の前面に突

それはく略﹀絶壁をたより

立って人のゆくてをさへぎつてしま

十二悩3

ふ︒

十一一悩5

に︑︿略﹀数町のかけはしを造った
身には色目も見えぬ破れ衣

ものであるが︑︿略﹀︒

十一一価2

︿略﹀ ︑ き っ と 結 ん だ 口 も と

をまとひ︑︿略V︒

十一一価4

には意志の強さが現れてみる︒
ぜんかい

十二価5 僧は名を暉海といってもと
越後の人︑︿略﹀︒

︿略﹀︑どうにか仕方はない

ものかと深く心をなやました︒

十二価7

十二鵬3 之を見た村人たちは︑彼を
氣違扱ひにして相手にもせず︑唯物
笑の種にしてみた ︒

老僧のまはりに集って︑﹁氣違よ

十二鵬4 子どもらは仕事をしてみる
く︒﹂とはやし立 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

石を投げつける者さへあった︒

十二欄6 ︿略﹀︑中には古わらちや小

もく

十一一欄7

しかし僧はふりかへりもせ

ぱうず

︿略﹀︑あれは山師坊主で︑

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ
た︒

十一一欄9

あのやうなまねをして︑人をろうら
しかし僧は唯黙々としての

くするのであらうとく略﹀︒

十二⁝川2

かくて又幾年かたつうちに︑

みを振るってみた︒

十二柳4

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

に︑村の人々は此の仕事にあきて來
た︒

手傳をする者が一人へり二

人へりして︑はては又村人全艦が此

十二欄2

けれども老僧は更にとんち

の老僧から離れるやうになった︒

十二欄5

彼の初一念は年と共に旧く

やくしない︒

十二欄7

老僧の終始一貫した根氣は︑

固く︑︿略﹀︒

十一一柵2

︿略﹀︑川に面した方には

洞門の長さは實に三百八間︑

遂に村人を恥ぢさせたものか︑︿略﹀︒

十二佃6

ほら

十間といふ深さに達した︒

十二佃7此の洞穴と︑︿略﹀僧の根

︿略V︒

ある︒

十二柵9

今では此の洞門を掘りひろ

が︑︿略﹀︒

十二川6図

︿略﹀︑虜々に手を加へて奮

︿略﹀︑一部は尚昔の面目を

電燈の獲明せられたるは︑

ク燈に類するものにして︑︿略﹀︒

下用としては適當なれども︑︿略﹀︒

十一一川8図 ︿略﹀︑公園・街路等の照

十一一m8図︿略﹀︑室内に用ふるには︑

これ等の訣貼なき電燈の

大仕掛にして光力強きに過ぎ︑實用

に適せず︒

出現は當時の人の最も希望する所な

十二棚10図

りき︒

彼が稀代の天才はこ＼に

は︑︿略﹀新しき電燈の登明に工事

十一一擢2図︿略﹀トマス︑ エヂソン

したり︒

かん

十二擢6図

しん

も遺憾なく爽揮せられて︑︿略V︒

の最も苦心したる所なりき︒

十一一皿10図 ︿略﹀︑唯心に至りては彼

初め彼は紙に炭素を塗り

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二襯10図

室に閉ちこもりて研究に鯨念なかり

十一一柵6図 エヂソンは例の如く實験

何心なく手に取りて眺め

しが︑︿略V︒

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒．

十二冊9図

十一一佃9皇霊の眺め入りしは糟にあ

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

れたる竹なりしなり︒

こ＼において彼は人を世

め︑︿略﹀綿密に研究せしが︑︿略﹀︒

界の各地につかはして竹を採集せし

十二M3図

結果を得たり︒

を作りて實験せしに︑豫想以上の好

當時は軍に理化學の實験 十一一M2図彼は直に竹を以て炭素線

十二川7図然れどもこは今日のアー

燈皇などにすゑ附けらる㌧に至りぬ︒

︿略﹀︑四五十年の後には

用として使用せらるるに過ぎざりし

十二m4図

今より凡そ百十齢年前のことなり︒

十二川3図

語ってみる︒

留めて︑暉海一生の苦心を永久に物

十二柵10

態を改めてはみるが︑︿略﹀︒

たい

十二柵10

はみるが︑︿略﹀︒

げ︑命乞に手を加へて菖態を改めて

たい

庭々にあかり取りの窓さへうがって

十二m7

氣とを見た村の人々は︑今更のやう
に驚いた︒

出捲る氣つかひはないと見

︿略V岩山の掘抜も︑これ

くびつてみた岩山の掘抜も︑︿略﹀︒

十二柳8

十二町9

一念こった不噺の努力は恐

ではどうにか出來さうである︒

十二柳10

そこで人々は︿略﹀と相談

しいものであると思ひつくと︑︿略﹀︒

十二欄2

して︑其の方法をも取りきめた︒
︿略﹀︑我々もあのくさり戸

ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

十一一佃5

其の後は老僧と共に洞穴の

と相談して︑︿略V︒

十一一佃7

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︑

︿略﹀︑仕事は大いにはかど

仕事は大いにはかどって來た︒
十二佃8

かうして又幾年か過すうち

しかし人は物にうみ易い︒

つて出た︒

十二佃9
十二佃10

は一は
430

世界に掴まりぬ︒

十二櫓7図 しかして其の電球は忽ち

ともなふことの少い電燈さへも爽明

一癖最も理想的な燈火は

されました︒

十二帽4園

かもめ飛ぶ海をすべり

もほめられ申候︒

十二槻10図圏

︿略﹀︑

船は今静かに

て︑船は今静かに錦る︑懐かしき
故郷の港︒

十二胴8図 エヂソンの襲明せるは電
十二必7図翻

︿略﹀︑

船は今静かに
懐かしき故郷の港︒
よしのぶ
明治元年三月徳川慶喜征討

ぼう

︿略﹀︑東海道先鋒は品川に︑

︿略﹀︑東山道先鋒は板橋に
徳川方も事こ﹂に至っては︑

しかし市中の混晶は蜂の巣
やすよし

︿略﹀勝安芳は︑かねてか

しかし大勢は如何ともしが
︿略﹀︑危機は既に目前に迫

たかもり

︿略﹀︑安芳は三月十三日官

さつま

十二伽10

︿略V︑其の日要領は遂に得

︿略﹀︑二人は翌日の再會を

がたく︑︿略V︒

十二伽10

高輪の薩摩屋敷で會見したが︑︿略﹀︒

たかなわ

軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒
しば
西郷は早速承知して︑芝︑

十二伽8

十二伽7

つたので︑︿略﹀︒

十二偽7

たく︑︿略﹀︒

十一一伽6

計ってみた︒

ら百方蓋策して時局の甲南な解決を

十二伽5

を突いたやうなさわぎである︒

十二伽2

あくまでも戦ふ畳悟をきめて︑︿略﹀︒

十二悩10

着いた︒

十二悩8

東山道先鋒は板橋に着いた︒

十二悩8

の官軍は諸道より並び進んで︑︿略﹀︒

十一一悩7

屠る︑

十二悩4図圃

懐かしき故郷の港︒

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

最後に博士は︿略﹀︑家庭

當地に参りて以來︑一

婦る︑

ほたるの光のやうに熱をともなはな
電信や電話の画図は其の

アメリカにおいては此の無
︿略﹀耳新しい話に︑博士

十二佃6繍團

る話をして壇を下った︒

だん

における電影の利用に就いて興味あ

十二⁝⁝10

は満堂の會衆を喜ばせた︒

十一一佃9

線電話の盗用が極めて廣く︑︿略﹀︒

十二佃4

りますが︑︿略﹀︒

三時實に全世界を驚かしたものであ

十一一桁8園

いものであります︒

話・電燈・︿略﹀など極めて多く︑

博士は先づ﹁︿略﹀︒﹂とい

︿略﹀︒

十二価5
つて︑︿略﹀︒

は實にめざましいものです︒

十二緬6園現今における電氣の利用
十二価7園 電車は次第に汽車の領分
しん
までも侵略し︑︿略﹀︒

十二葡1囹 殊に近年は水力電氣の驚
くべき爽達にともなひ︑電力は頗る
れん

︿略﹀︑電力は頗る廉償に

君 徳 に 供 給 さ れ るので︑︿略﹀︒

れん

十二柵2囹
供 給 さ れ る の で ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石炭の火力による

度手紙を以て御檬子笹伺ひ申上げた

十二備3園

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

しとは存じながら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先生には何時も

小山はどうしてみるだら
く略V︑小学校の前を通

私の勤め居り候家は呉
参りし當座は何事もわ
︿略﹀︑仲間のうちにて

計算は私が一番達者なりとて︑何時

十二捌5國圏

からず︑︿略﹀︒

十二伽9囲団

服店にて︑なかく忙しく御座候︒

十二伽8属国

しことなど思ひ出し申候︒

りては︑郷里の學校のおもしろかり

十二伽6播種

うか︒

十二伽3園

御壮健の由︑何よりのことに御座候︒

十二伽1國団

とが出柔なくなりました︒

十二備4園 ︿略﹀︑石炭は早晩使ひ盈
︿略﹀︑水力は無限といつ

く さ れ て し ま ふ が︑︿略﹀︒

十二備5園
てよい︒

く水力電氣の利用をはからなければ

十二描6 ︿略V我が國では︑將來益
ならぬことを力説した︒

十二備9 次に博士は電量の光に就い
て述べた︒

を爽明したのは四十年ばかり前のこ

十二備10園 エヂソンが炭素線の電燈

︿略﹀︑今では︿略﹀熱を

とであったが︑︿ 略 V ︒

十二柵1園

翌十四日の露見は︑芝︑田

期して別れた︒

十二伽2

安芳は今日こそ最後の確答

町の薩摩屋敷で行はれた︒

十二伽3

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

屋敷の附近は︑官軍の兵士

れたのである︒

安芳は大音に﹁西郷はどこ

がすき間もなく警衛してみる︒

十二伽7

十二旧4

西郷はどこに居る︒

に居る︒﹂と叫んだ︒

十二旧5園

十一一176 其の勢に呑まれて兵士等は

次の間には官軍の荒武者共

思はず道を開いた︒

十二皿9

しかし二人は互に信じ合つ

がひかへて︑何となく物々しい︒

十二桝10

てるる仲なので︑話はおだやかに運

ばれる︒

れる︒

官軍方の御意見はどのや

十二梛10 ︿略﹀︑話はおだやかに運ば

十二協2囹

は︑︿略﹀やうな事にならぬとは決

うなものか存じませんが︑︿略﹀︒
せつ
十一一伽3園 ︿略﹀︑拙者の考へる所で

して申されませぬ︒

は諸外賓が様々の考を持って見てを

十二伽3園 ︿略﹀︑今日日本の周團に

るので︑︿略﹀︒

は︑︿略﹀やうな事にならぬとは決

せつ
十二伽6園 ︿略﹀︑拙者の考へる所で

く略V︑幕臣の身としては

して申されませぬ︒

十二伽7園

431

は一は

如 何 が な 申 分 で はあるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑幕臣の身としては

如 何 が な 申 分 で はあるが︑︿略﹀︒

十二偽8園

川家の存亡などは言ふにも足らぬ小

十二伽8囹之に比べれば︑︿略﹀︑徳
事でござります︒

十二伽10 相手は︿略﹀︑だまって聴

徳内侍のなまくら刀にも

安芳は更 に ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂

いてるる︒

十二惚1

十一一伽3園
少しは切れる所がござりませう︒
はゆかぬかも知れませぬ︒

十二伽4囹 官軍方の思召通り一押に

てるたが︑﹁︿略﹀︒﹂

とにかく明日の総攻撃見

合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十二御9園

其の鯨の事は拙者の一存

けて御引受け申します︒
十一一㎜10園

にはまるりませぬから︑追っての沙
汰をお待ち下さい︒

其の鯨の事は拙者の一存

やがて安芳は西郷に見送ら

にはまるりませぬから︑︿略﹀︒

十一一御10園
十一一矧2
れて門を出た︒

警衛の兵士等は︑安芳の姿

安芳は︿略﹀︑西郷と顔を

を見ると一時に押寄せて來たが︑

十一一梱3

︿略﹀︒

しり

十二伽5園 すると其のうちには又思
十一一團5

次第によっては︑或は君

西郷は軍令を出して翌日の
我が國が︿略﹀世界五大國

︿略﹀忠孝の美風が世界に

忠孝は實に我が國民性の根
東海の島に捺つた日本は︑

國民の生活をおびやかすやうな危機
︿略V︑城内はおほむね平和

は絶無であり︑︿略V︒

十二偽8

随って國民は國の誇を傷つ

であった︒

十二悌8

︿略﹀皇民は︑

かくていよ

けられたことがなく︑︿略﹀︒

十二個⁝2

其の上我が國の美しい風景

く結束を固くし︑熱烈な即言心を
養成した︒

十一一悩4

や温和な氣候は︑自ら國民の性質を
をん

しかし此の事情は一面に國

穏健ならしめ︑︿略﹀︒

十二悩6

いつ

︿略﹀我が國民は︑︿略﹀︑

民の短所をもなしてみる︒
だ

十二悩8

温和な建軍や美しい風景は︑

遊惰安逸に流れるかたむきがある︒
十二悩10

人の心をやさしくし︑優美にはする
が︑︿略﹀︒

温和な氣候や美しい風景は︑
人の心をやさしくし︑優美にはする

十二価1

がう

温和な氣候や美しい風景は︑

が︑︿略﹀︒

十二価1

く略V︑雄大豪壮の氣風を養成するに
さ

殊に徳川幕府二百齢年の鎖

は適しない︒

十二燭2

國は︑選民をして海外に爽潤する意

其の結果今日も尚堕民は眞

氣を消磨せしめ︑︿略﹀︒

十二燭5

其の原因はいろくあらう

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ
十一一悩9

國家を建設する上に頗る有利であっ
︿略﹀︑國家の存立を危くし︑

る度量に乏しい︒
十一一偶7

た︒

十二鵬4

本をなすもので︑︿略﹀︒

十二欄2

冠たることは︑今更いふまでもない︒

十二榴1

た素質があったからである︒

主として我々書契にそれだけすぐれ

の一に敷へられるやうになったのは︑

十一一傲9

進軍を中止させた︒

十二梱9

等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十一一個6園

見合はせてにっこり笑った︒

の外な尻押なども現れて︑事めんだ
拙者は︑︿略﹀︑さやうな

うな筋合にならぬとも限りませぬ︒
十二憎7園
事になれかしとは毛頭考へませぬが︑
︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ さ や う な 事 に な れ

かしとは毛頭考へ ま せ ぬ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一伽8圏

十二伽9園 ︿略﹀︑大勢は人力の如何
西郷はだまってうなついた︒

ともしやうのないもので一︒
十二伽10

十二伽10 安芳は尚言葉を績けて︑
﹁︿略﹀︒﹂

十二㎜4囹 又延いては徳川家及び江
戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す
︿略﹀︑これは申すまでも

までもござりませぬ︒
十二御5園

ござりませぬ︒

十二㈱7 西郷はしばらくじっと考へ

が︑︿略﹀︒

︿略V︑出塁る限り早く之を

て我が國民から消去るであらうが︑

十一一儒3 ︿略V︑かういふ短所はやが

︿略﹀︒

十二描4

︿略﹀早く之を一掃するこ

一掃することは我々の務ではあるま

いか︒

︿略﹀日本下民は︑賢明な

とは我々の務ではあるまいか︒

十二儒4

十二柵7

他國の文明を消化して︑之

機敏な國民である︒

を巧みに自國のものとすることは︑

十一一燭9

自分で思ふま＼に造り出す

實に我が國民性の一大長所である︒

創造力は︑十分に嚢質せられたこと

十親玉31

がなく︑︿略﹀︒

本人には濁創力がないであらうと自

十一一梛3 習︑性となっては︑遂に日

らも輕んじ︑外論人からも侮られる︒

十一一僻3 ︿略﹀日本人には猫創力が

しかし摸倣はやがて創造の

ないであらうとく略﹀︒

過程でなくてはならぬ︒

十二僻5

十一一135 しかし摸倣はやがて創造の

我々は何時かはく略﹀濁創

過程でなくてはならぬ︒

力を獲揮し︑世界文明の上に大いに

十二柵6

貢献したいものである︒

こうけん

我々は何時かは摸倣の域を

脱して十分に濁創力を嚢麗し︑︿略﹀︒

十二梛6

十二慨8我が國民には潔いこと︑あ

ば
ば
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つさりしたことを好む風がある︒

十一一慨2 日本人ほどあっさりした色
や味はひを好むものはあるまい︒

の拝観者の胸は︑︿略﹀進水式の壮

リや王はフランス王を其の

快なる光景を豫想して︑︿略﹀︒

十二706
場に呼んで︑コーデリヤを勘當した

秋風ぞ吹く︑白河の

都をば︑かすみと共に

ことを告げた︒

れん

立ちしかど︑

九705図夢合

︵係助︶3ば

十二悌3 ︿略V我が國民は︑其の長

ば

所として廉恥を貴び︑潔白を重んず
る美徳を獲凝してみる︒

關︒

十二閥5 しかし其の半面には︑物に
あき易く︑あきらめ易い性情がひそ

ス︒

T

︿略﹀︑アカリガツイテヰ

ナカツタリスレバ︑ワタクシハ

の上手でございます︒

をひけば︑弟はたちをふりま

四916︿略﹀︑遊事にも︑兄が弓

はし︑︿略﹀︒

聞けば級のものが二三人で︑

もえる木のめに春風吹けば︑

たのださうです︒

中村町を沿いきだといって︑いぢめ

五64

行き︑︿略V︒

四927︿略V︑西へ行けば︑西へ

弟も東へ行き︑︿略﹀︒

オクスリハ︑オイシヤサ 四926くどうが東へ行けば︑兄

アナ志井ラハナレマス︒

二623園

マノオツシヤルトホリニシテ

タチガヒカレバ︑目モヒ

ノマナケレバナリマセン︒

カル︒

二767

︿略﹀手ぬぐひの はし
﹁正さん

ら︑かはるぐに花さきみだれ︑

うちのまはりのうめ・もも・さく

五294圃

︿略V︒

︿略﹀︑こんきがよければ︑

何ごともできないことはない

三567

これはありがたう︒﹂

ひきさいてさし出せば︑

されど婦人は︑︿略﹀︑僧を 三302韻

ば待たせ置き︑おのれは主人を迎へ

十602図

んではみないか ︒

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ

十二柵5 しかし其の半面には︑物に
んではみないか ︒

にとて外に出行きけり︒
かく
︿略﹀︑比較的早く印刷し

とさとりました︒

ば←いわば・さら

たるものをば地方版として遠隔の地
バ

を通すねばり強さが嵌けてはみない
︵接助︶励

ば︒されば・しからば・してみれば・

十二柵10 我々は︿略﹀大國民たるに ば
そむかぬりっぱな國民とならねばな
たとえば

カゼ

クモハムシ

ニフカレテ︑

︿略﹀︒

た︒

するとたび人は︑風が吹

︿略﹀舟を

一そうこぎ出し

く略V︑三羽ねらへば︑二

羽だけはきっといおとすほど

四638園

いさをを立てて︑︿略V︒

て來ました︒見ればへさきに長

四615

といってあらそひます︒

いへば︑島國のものが﹁︿略﹀︒﹂

四538

山国のものが﹁︿略﹀︒﹂と

つかりとからだにくっつけまし

けば吹くほど︑ぐわいたうをし

四393

おこって答へるのです︒

二227馬木ノハ︿略﹀︑クモノ 四336圓 く略V︑おこっていへば︑

らぬ︒

ば ﹇場﹈︵名︶3 場﹇▽いちば・うま

スニカカリ︑

ヒラヒラスレバ︑

つなぎば・うんどうば・おんせんば・
かこうば・かまば・こうぎょうば・し

二241圏︿略﹀︑イケノ上ニオ

カトヨツテクル︒

せいぞうば・せりば・だいていしゃ

ごとば・じんぐうまえていりゅうば・

チテ︑

ユラユ

ば︒ていしゃば・ていりゅうば・とう

ラスレバ︑コヒバエサカト

ナミニユラレテ︑

きょうていしゃば・にげば・はとば・

モウ五ツネレバ︑オ正月

ウイテクル︒
デス︒

二575

二577︿略﹀︑アナタガオアルキ
ニナレバ︑ワタクシモアルキマ

ワタクシモタチ︑︿略﹀︒

アナタガオタチニナレバ︑

二311園

ひろば・ふみば・ぼうえきば・ほし
ば・まきば・もちば・りゅうざんてい
しゃば・わたしば

九佃4 北風は驚いてすぐに立止らう
としたが︑︿略﹀︑思はず其の場から
敷十間も進んでしまった︒

十摺6図 ︿略﹀︑場に漏ちたる十幾十

けば︑

ばんのごはんのおかずにま

木々のしっくもきのことな

庭は一日日がよくあたる︒

五732園

︿略﹀︒

どうしても大きな用水池を掘

こんなむだな仕事をすれば︑

外に村のさかえる工夫はあるまいと

五701 ︿略V︑さうでもしなければ︑

らなければならないと考へた︒

五696

上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

米をつくのに︑上にもうす
五464園

ば︑

五314幽
松をのこして木の葉がちれ

じる︒

つて︑

五311蟹︿略﹀ うらの小山に秋風吹

四335園 こちらでやさしくいへ 五301圃 うちの前には小川が流れ︑
舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒
ば︑向ふでもやさしく答へ︑

方へ送り︑︿略﹀︒

電位ー91図

一一

か︒

十二柵7 堅忍不抜あくまでも初一念

T8
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ば一ば

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒

五艇7圏 大水が出なければよいがと

これが御奉公だと思ひます

て居りまして︑︿略﹀︒

カキ四獣スグフエルモノデ︑

海藻ノ形ハ染々デ︑帯ノ様二

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ
ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ

七868

トリノトサカ素量タノモアル︒

廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︑ニハ

七864

ケレバナラナイホドデアル︒

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七822

れば︑少しも寒くはございません︒

男の生徒もみれば︑女の生徒 七783園

魚デモアル︒

六778
先生もみれば︑軍人もみる︒

もみる︒

六781

心ぽいして︑︿略 ﹀ ︒

自宅6 ︿略﹀中央郵便局の分室もあ
片足でおそろしい程早くすべ

はた拾︑まり送︑おにごっこ︑

なれますれば︑お子どもし

あわた〜しくかけこんで來た

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

七883

者があります︒見れば自國の兵士で

しやうの強いもので︑一度種

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

どうかひどい風にならなけ
垣根も倒れれば︑しをり戸も
︿略﹀︑石田と中直りをしなけ

えんがはにうつくまる三

た︑意地悪き人と見るらん︒

八四4図翻

もし手なくば︑我等は如何

三毛もまた︑したはしき人と見る

毛のねこ︑愛らしき三毛と思へば︑

らん︒

に不自由ならん︒

八281図

粉をかけて消せば︑かた炭が出帆上

こ

八319 ︿略﹀︑かまの外へ引出し︑瀧

︿略V︑明日何山の何所へ行け

るのである︒

ば︑望のものをさづけてやるといふ

八338

しかし讐者の申す所では︑

神様のお告がありました︒

老髄のこと故︑齢程大事にしなけれ

八456圏

ばならないとのことでございます︒

ゆききの車馬のたえざれ
かは
ば︑向ふの側へ行きかねつ︒

八557図圏

の頃の江戸の番町にありて︑多くの

八632図保己一の家は今の東京︑其

道を

の人番町で目あきめくらに

弟子保己一につきて學びたれば︑時

保己一はそれとも知らず︑

八805園

ニューヨークは人口からい

是非今日のうちに納めなけ

縣や國の税も︑村の役場へ

ればなりません︒

八782園

︿略﹀︒

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑

八717圏

﹁︿略V︒﹂と言ひしに︑︿略﹀︒

話をつゴけたれば︑弟子どもは

八㎝1図

き＼︒ と言ひたりといふ︒

れば太閤の御きげんは直るまいと申

七柵9図︿略﹀︑秋ノ彼岸ヲ過グレバ︑

書ヤウヤク長ク︑︿略V︒

自立8図︿略﹀︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑

しました︒

たいかふ

七986

外れる︒

七943

ればよいが︒

︿略﹀︑蛇の胴中目がけて打 七939園

どう

す︒

じ

ますが︑︿略﹀︒

夜︑門司からは二書夜で當地へ着き

も

七372国船で來れば︑神戸から三二

にのたうちまはりてたふれたり︒

下せば︑蛇は眞二つとなりて︑大地

七317図

く︒

七177

ゆうのお守も致します︒

六893園

とかはらない︒

何でもなれてしまへば︑少しも陸上

六794

こはこはすべる者もある︒

る者もあれば︑人の手にすがって︑

六787

しよくだう

れば︑爾替店や︑いろくの責店も
あります︒

五撹1 又洗面所もあれば︑食堂も
あります︒

六86囹 ふとん着て︑ねたるすがた
や東山︒ で︑先づ高い岡だと思へ
ばよい︒

六107囹 ソレデ︑オアシニナルコト
モ出來レバ︑針金ニナルコトモ出來
マス︒

六108園金ダラヒニモナレバ︑私ノ
ヤウナヤクワンニモナリマス︒

大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ造ル

六123園︿略﹀小サイ物カラ︑︿略﹀
コトが蔦蔓マセン ︒

六134園 モシセイ出シテ使ツテクレ
サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

︿略﹀︑星が出てみれば︑そ

夜ヤウヤク長シ︒

く略V︑いつれ又改めてやり
直しをしてもらはなければなるまい︒

八121園

頭又は無料郵便にて申越されたし

橋のないところでは五日も十 七皿図図 取扱上不都合の廉あらば口
ず︑︿略﹀︒

日も水のひくのを待たなければなら

七623

るし︑︿略﹀︒

れにたよって方角を知ることも出來

七587園

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

六165圃山の中でも︑三軒家でも︑ 七428 聞けば今朝から五里の山道を︑
住めば都よ︑わが里よ︒
︿略﹀︑ 後 向 に 乗 る 者 も あ れ ば ︑

一匹の馬に二人乗る者もあります︒

六248

︿略﹀ ︑ 弟 が 落 ち れ ば 兄 も 落 ち ︑

六254 親が落ちれば其の子も落ち︑
︿略﹀︒

六254
︿略﹀︒

黒もま

軒下にはらばへる黒き犬︑

にくらしき黒と思へば︑

見れば年取つた父といふのが︑ 八268商圏
うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

七741

六297囹私どもだって︑大ぜいして 七662 見れば先の男でございます︒
か＼れば︑あなた方に負けません︒

六456鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

ば

ば
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納めれば︑よいのですか︒

四角にもなる︒

八822 いれ物次第で︑難くもなれば︑

八827長い間か㌦らなくても︑工夫
して大仕掛に水を落せば︑大きな仕
事をする︒

八829 ︿略﹀︑電燈・電車等に用ひる

過多も︑もとをた皮せば水の力であ
る︒

八931 げんに此の學校の卒業生で︑

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

︿略﹀︑得ガタケレバ償アル

ル︒

つた︒

カクノ如ク︑品物多クシテ︑

︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ

﹁來春までも︒﹂と驚けば︑

︿略﹀︑あれを見つけさへす

雲や霧がわいたかと思へば

壺浸が冬の世界ならば︑此

聞けば︑そなたは豊島沖

の海戦にも出ず︑︿略﹀︑かく別の働

九描4関学

なかりきとのこと︒

くさに出でし事なれば︑定めて不自

九⁝⁝10忍業圏 一人の子が御酌の爲い

由なる事もあらん︒

九宙7圏國母も人間なれば︑我が子

將校も兵士も皆一つになつ

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

て働かなければならない︒

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

︿略﹀︑アノ人ナラバト思バレル人ガ

九梱4園

アルカラ︑︿略﹀︒

くわいらう

十110図︿略﹀南神門を入れば︑葬

殿・廻廊など遊べて白木造にて︑

︿略﹀︑御二方のおほみたま︑

神々しさたとへん方なし︒

とこしへに此所にしづまりまします

十27図

よと思へば︑かしこさ殊に身にしみ

ておぼゆ︒

き

そ

ひのき

先生の説明によれば︑當社

の用材は主として木曽産の檜なりと

十29図

そ︒

木立の間の細道をたどれば︑程なく

十46図此所を出でて藷御苑に入り︑

小さき建物の前に出づ︒

十65図園皇湾・樺太など︑遠方よ

りしかば︑新に植込みたる木の敷︑

九欄9圏団若し御承知に候はば︑御

り送り來れるもあれば︑枯損ずるも

方に︑呼べば答へるばかり近くそば

手敷ながら至急御報知下されたく︑

の多かるべきに︑︿略﹀︒

實に蛇篭萬本に及べり︒
からふと

願ひ上げ候︒

だってゐます︒

九989圏 ︿略﹀︑戸隠連山は東北の 十57図心︿略﹀︑立木きはめて少か

所は春の國でせう︒
とがくし

九967囹

わいて來て︑︿略﹀︒

九953園︿略﹀︑散じたかと思へば又

て︑︿略﹀︒

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

九952園

角を知る事が出観る︒

れば︑道に迷った時などにもすぐ方

九893園

﹁來春までは︒﹂とくりかへす︒

九838図圏

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

のもあれば︑雀の平ぐらみなかはい

九793

大人の握りこぶし程の大きな

銀行が破産しなければならぬ事にな

九537園

︿略﹀︑いろくの手違から︑ 九稲6園

望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ債高クナ

九465図

クナリ︑︿略﹀︒

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ債安

九463図

誰モ之ヲ買フ者ナク︑︿略﹀︒

九151図父上の命にて︑養鶏は今年 九449図 く略V︑用ヒヤウナケレバ︑
されたれば︑鶏の事は縛べて之に記
入し置くなり︒

めんどりはく略﹀︑餌をあさるにい

九153図出がけにとやの方を見れば︑

︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

そがしく︑︿略﹀︒

九172

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同
︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

ジヤウナ色ニカハルモノモアル︒
九177

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

商店の番頭になってみる者もあれば︑
色ニカハルモノモアル︒

︿略﹀︑枯木二

裁縫の先生になってみる者もあるな
例ヘバ雨蛙ハ

︿略﹀︑種々様々の事を︑實

︿略﹀︑役人ににくまれて︑

乃木大將はおごそかに︑
大みことの

軍のおきてにしたがひ

彼かしこみて謝し

御めぐみ深き大君の

九413図蟹

になった︒

終には國を立ちのかねばならぬやう

九239園

ならぬので︑︿略﹀︒

地と學理の両方から調べて行かねば

九231園

移レバ枯木二似二色ニナル︒

九179

どと話された︒

八川7 ︿略V︑どうかして大才の髄を

丈夫にし︑氣を強くしなければなら
ぬと思った︒

な物があると見れば︑三度三度の食

八佃7 大意が何か食物の中にきらひ
事に︑必ず其のきらひな物ばかり出
して︑︿略﹀︒

ければならぬ︒

八価2 實に鐵は熱いうちにきたへな

きざみくて︑明方の

りつたふれば︑

九22図圏

鶏鳴けば︑夜のとばり しっかにあ

まつる︒

ナリ︒

九型4図

得ラルレバ償ナク︑︿略﹀︒

九糾4図同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ

いたはり養はん︒

て︑他日我が手に受領せば︑長く

九433図國園

きて・ほのぐと東の窓はしらみ
たり︒

きりの木のあたりにまきちらせば︑

九131図 妹は餌をつかみて︑︿略﹀
鶏はあわてて其の方へ行く︒

九134図 妹はやがてかこひ近く歩み
よれば︑中なるひよこどもはく略﹀
かこひぎはに集る︒
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十610図園

︿略﹀︑各地方青年團の御

手つだひを願ひ出つる者敷多かりし
かば︑何れも十日差を限りて土木に

あ＼あのかはい＼鳩が︑

放せば︑容易に通信が出來るのであ
る︒

十592

承り候へば︑御祖母様に

かくの如くなれば全村頗る
王事此の有檬なれば︑一村

心ある者ども何れも同意し

れい

︿略﹀一三の下に零を二十

十一177

貧賎は人のいとふ所な

朝に道を聞くことを得

見れば引出にはみんな札が

るのださうです︒

後できっともとの場所へお入れにな

十一1610 聞けば︑︿略﹀︑取出したら

にも便利だ︒

してそろへておけば︑いつ取出すの

十一164園成程︑かういふ風に分類

ば︑夕に死すとも可なり︒

ゆふべ

十一74図園

れば︑我之を去らず︒
あした

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十﹇610図園

れば︑我之に居らず︒

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一69図囹富貴は人のねがふ所な

教育と著述とに用ひたり︒

とを得ざりしかば︑老後は専ら力を

十一59図しかも遂に志を達するこ

かば︑孔子大いに之をうれひ︑︿略﹀︒

互に相孚ひ︑戦齪止むことなかりし

十︸53図當時支那は数國に分れて

ば弱い部分もあり︑︿略﹀︒

十一210︿略﹀︑光の強い部分もあれ

六もつけて表さねばならぬ︒

十一27

ねばならぬ︒

にある一大火球で︑︿略﹀︒
十995図園 父母の病あつければ︑讐
しよく
れう
十一26 ︿略﹀︑之を燭光でいへば
藥の効なきを知りても︑尚治療につ
れい
＝二の下に零を二十六もつけて表さ

とむるは人情の常にあらずや︒

︿略﹀年中六七十度以上の

暖さの虜に置かなければいけないの

十川8園
だ︒

︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

んで行くのを見たならば︑何人も其

從 事 せ し め た る に︑︿略﹀︒

のかしこさと勇ましさに感心しない

成程︑緑色の童話で作ったの
かと思はれるやうな葉もあれば︑赤

十欄7

の事があれば︑毒殺のうたがひを受
とあるあばら家の門口に杖

十91 署師は皆︑投藥してもし萬一

十598図

者はあるまい︒

︿略﹀︑こんなにかはいがら

け は し な い か と 恐れて︑︿略﹀︒

や黄や青や紫のまだらの美しいのも

十202囲

を止めて︑一夜の宿を貸し給へとこ

十團3図

りしかば︑力なくて止みたり︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十欄9図︿略﹀︑事のいまだ成らざる

繁忙を増すばかりなり︒

は誠に平和にして︑年を追うて其の

十櫛10図

豊にして︑︿略﹀︒

十伽4図

誠に驚き入り候︒

はく略﹀遂に御死去遊ばされ候由︑

十三1雪国

て御世話も致すべく候へども︑︿略V︒

近き庭ならば早速上り候

れて居れば︑馬も從順で人になつく

ときより

︿略﹀︑進みで御前にかしこ

こずゑ明るき林を行けば︑

ふめばさくく銀みだる︒
︿略﹀︑北方に元といふ國お

十柵9圏國

ある︒

門常世か︒

十784団

︿略﹀︒

やぶかうじの實木の根に赤く︑

十896図工

暖さが惹くといふやうに︑︿略﹀︒

れば︑其の次には又其のくらみの間

︿略﹀︑三日四日争いて寒け

上座より︑﹁それなるは佐野源左衛

まれば︑最明寺入道時頼はるかの

さいみやうじ

十714図

とことわりぬ︒

へば︑︿略V婦人立出でて︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑此の子馬共を買った

わけだと︑︿略﹀︒

十231圏

人たちも︑どうか同じやうにやさし
く 扱 っ て く れ ＼ ばよいと︑︿略﹀︒

いそ
十269 打返す磯波にまき込まれたか
と思へば︑忽ち大波にゆり上げ︑ゆ
り 下 げ ら れ な が ら︑︿略﹀︒

十329 所で︑此の高い湖と低い掘割
を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖
の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑
とても船を通すことは出來ないから︑
︿略﹀︒

げの路︑

十376 昔︑太平・大西両洋の間を往 十899図翻 ︿略﹀︑ 霜柱たつやぶか
十969図

ければ︑︿略﹀舟坂山にかくれ︑今

來する船は︑はるか南アメリカの南

こり︑︿略﹀︑宋の領地ををかし﹂か

行幸齢りに遅かりしかば︑
人をしてうか〜はしむるに︑︿略﹀︒
ゐんのしやう

約束は固く守らなければな

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

く略V︑﹁主上はや院庄に入

十一188

らせ給ふ︒﹂と人の言へば︑衆皆力
たい
一口にいへば︑白熱の状態

チ﹂などと一々書いてあります︒

十一17

を失ひて散りくになりぬ︒

十個10図

十梱6図

かくと待ち奉れり︒
︿略﹀︑宋遂に亡びしかば︑

へば︑官田貴は意の如くならん︒

十991図園丁より心を改めて元に仕

﹁︿略﹀︒﹂と︒

張弘範︑文士祥に説きていはく︑

十989図

ど亡びんとするに至れり︒

ば︑宋は次第におとろへて︑ほとん

端を大廻りしなければならなかった︒

十435園 かうしてみんな手をそろへ
そ
て働けば︑來年の秋はもう空白な蕎
褻の花で︑此の地面が埋まってしま

ば

ふのだ︒

十509園 銀行といへば︑おとうさん
は︑何時かも銀行へ行ってお金を預
けて詰るとおっしゃいましたね︒

十557 それ故鳩の髄に手紙を附けて

ば
ば
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らぬ︑︿略﹀︒

主の主張を正當とみとめれば︑其の

枝に残って︑︿略﹀︒

武器は皆槍なりしかば︑

かと見れば岬なり︒

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑と

よれば︑貴兄には去月以來御宇氣に

十一462図

或夜小僧︑住持の居間に

住持ひそかに行きて見るに︑︿略﹀︒

照りて︑﹁︿略V︒﹂とさ＼やさければ︑

父が木を伐れば自分は雑草

う父の手助をしなければならなかつ

た︒

十一956

︿略﹀︑父が畠を打てば自分

をかり取る︑︿略﹀︒

十一957

は種をまくといふ風に︿略﹀︒

十一984 ︿略﹀両校通ひも︑︿略﹀止

びて流れ候を︑︿略﹀︒

りたる石・砂などは沈み︑實のみ浮

を集めてみぞに投入れ候へば︑まじ

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

めねばならなくなった︒

ししに︑︿略﹀︒

十一鵬9万国大勢の人々が熟したる

住持驚きて︑﹁︿略﹀︒﹂と

き添へ︑︿略﹀︒

︿略﹀四方より火を放

てば︑︿略﹀ほのほをあげて燃ゆる

︿略﹀︑府縣市町で参事會員

き枝ぶりの檜を見て︑其の意を得た

十一4810図園

リンカーンは其の頃からも

十一柵4

︿略V︑一般の人民の後援が

自治制も︑之を運用する人

れ等の事業に力を蓋くさねばならぬ︒

十一柵2 ︿略﹀︑地方人民は大いにこ

らない︒

福利を増進することを心掛けねばな

暦を見れば︑まだいろ 十一冊4 ︿略﹀︑協同一致して團艦の

むことは出來ない︒

なければ自治魚田の圓満な襲歩を望

十一備2

しなければならない︒

にも︑常に此の公平な精神をもつて

十一桝10 ︿略﹀︑議員が豫算を議する

としなければならない︒

長を選墨するにも︑皆此の精神を本

を選翠するにも︑市町村會で市町村

十一脳8

光景は︑實にすさまじきものに候︒

︿略﹀それより深くは傷の

たゴ注意しなければなら

浪にたゴよふ氷山も︑

海まき上ぐるたつまき
起らば起れ︑驚かじ︒

十一956

ない︒

ちに一箇月の閏をおかなければなら

十一936園︿略﹀︑三年にならないう

く大切な事がわかる︒

十一907園

里は何でもない︒

十﹇糾4此の分ならば五海里や十海

も︑

十一828図上

來らば來れ︑恐れんや︒

十一826図圏

ないのは︑︿略﹀︒

十一759園

つかないやうにしなければならぬ︒

十一528

れば︑かき添へんために錦りしなり︒

︿略﹀︑箱根山中にてよ 十一佃9圓團

問へば︑書師﹁︿略﹀︒﹂とて一枝か

十﹇487図

る様をなせり︒

十一473図其の聖賢夜更けてうか〜
ふ
ひ見れば︑今度は︿略﹀鶴の臥した

りければ︑住持は尚知らぬ干して過

日はかく垂がかんなど搦歯してみた

十一331磐船の其の間を行く時︑島 十一4610図 く略V︑壷師は︿略﹀︑明

世に之を奏して賎嶽の七本槍といふ︒

十一194 ︿略﹀︑裁判所は︿略﹀︑貸 十一319図
借金を返すやうに借主に命ずる︒

十﹇332図岬かと見れば島なり︒

十一201 ︿略﹀犯罪があった場合に
は︑國家は︿略﹀︑其の犯罪者をこ
十一377園

︿略﹀︑十五六年目には間

らし︑又世間の人々のいましめにも
から︒

︿略﹀︑枝を打てば︑山火事

伐をしなければならないやうになる
十一396

せねばならぬ︒

れば罪になるか︑︿略﹀は︑法律で

植林は貯金のやうなもの

で︑植ゑてさへおけば︑年々太って

十一409園

なって轟がつかなくなるさうだ︒

の危除を防ぎ︑又二型の流通がよく

十一201 ところで︑どういふ事をす
明 か に 定 め て あ るから︑︿略﹀︒
こしぢ

さ く まもりまさ

柴田勝家︑先づ佐久間盛政をして

しばた

十一234図 越路の雪も解初めたれば︑

利息が附いて行く︒

やながせ

︿略﹀︑近江の柳瀬に討って出でし

あふみ

む︒

十一248図 危く逃延びたる一二の兵 十一418群団 ︿略﹀河井氏の御話に
て︑しかも一時は大分御重態なりし

たい

りでの守將中川清秀︑士卒を指揮し

︿略﹀︑若し御光來相成

由︑︿略﹀︒

すべく候︒

十一438実需

に付︑︿略﹀︒

十一453図圏

く略V︑何時までもかく

韓地するもよからんと讐師も申居候

今少しく日もた＼ば︑

候はば︑及ぶ限りの御便宜相計り申

十﹁425圏困

て防ぎ戦ふ︒

︿略﹀︑尾野路山の本螢に

急報すれば︑盛政直に物見の兵を出

十一263図
してうかゴはしむるに︑︿略V︒

十一277図 夜に入れば︑見渡す限り
のかゴり断書を あ ざ む く 中 を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一284図 明くれば二十一日の朝︑
︿略﹀︒

ておはすべきにあらねば︑今は何庭
へなりとも行きて君の技をふるひ給

︿略﹀︑すかさず鐵砲組に

へ︒

十一289図

敵は見る間にばたくと倒れて︑一

住持は︿略﹀︑或日其の
﹁そはいと名残をしき事なり︒

畜師に︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑壼師

十一456図

合理して銃火をあびせかけたれば︑
軍今や崩れんとす︒

切ったりければ︑かぶとはつ＼じの

十一313図 清正手早くかぶとのをを
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民に自治の精神が乏しければ︑よい
き︑︿略﹀︒

商人たる者は︑︿略﹀︑廣く

八幡宮

右に見
まん

露坐の大佛

過行けば︑

もみ・つがはく略﹀︑

更に思へば︑︿略﹀︑日の

︿略﹀國旗は︑︿略﹀其の

國民の理想・信仰を表すものなれば︑

賛を纏なければならぬが︑命令には

次第にやせ衰へて︑物にす

今若草山に登りて古京の

紅葉かざして往宣しけむ︑今にして

十二佃3図 ︿略﹀︑大宮人の櫻かざし

東西に走る三筋の路は︑︿略﹀︒

跡を展望すれば︑︿略﹀田園の間に

十二撹4図

︿略V︒

がらなければ立てない程になった時︑

十二945

めなければならぬ︒

て幸福な生活を螢み︑︿略﹀にっと

我々は常に良法にしたがつ

其の事がない︒

に出でんとすれば︑從者の土人等ゆ
くての危除を恐れて從ふことをがへ
んぜず︒

ぱう
容貌の異なる汝が彼の
地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

十二餌6図園

思へば唯一場の夢に過ぎず︒

ぐ

うねび

めば︑︿略﹀畝傍山・耳成山・天の

香久山の三山まゆの如く︑︿略﹀︒

か

︿略﹀︑ふと見れば机上に

形珍しき一本の團扇あり︒

く略V︑河・湖に出つれば 十二佃7図

︿略﹀︑日本の竹最も適當

ることになりますれば︑誠に日本國

十一一伽3園 ︿略﹀今一慮御評議下さ

事でござります︒

川家の存亡などは言ふにも足らぬ小

十二伽7園之に比べれば︑︿略﹀︑徳

ならぬことを力説した︒

く水力電氣の利用をはからなければ

十一一柵7 ︿略﹀我が國では︑將來益

出せり︒

なりしかば︑專ら之によりて心を製

法律は︑︿略﹀︑いやしくも 十二M6図

また舟を浮べて進む︒

十一一859図

十一一885

かうして其の院で可決すれ

流民たる者は必ず之を守らなければ
ならぬ︒

十二892

︿略﹀︑爾院の意見が一致す

ば︑其の案を他院に移す︒
十一一894

れば︑最後に議決した議院の議長か

︿略﹀︑可決すれば同じ手工

ら國務大臣を纒て奏上する︒
十一一896

唯法律は必ず帝國議會の協

によって奏上する︒

十二903

ばか﹂れ︑︿略﹀︒

十二859図其の間︑山にさしか＼れ 十二価9 ︿略V︑たとへ何十年か＼ら

饒りて日本の役所に差出すべし︒

たりと聞かば︑汝必ず之を当主に持

十二851図園我若し彼の地にて死し 十二鵬4図 更に首を回らして南を望

︿略﹀︑或は命も危かるべし︒

十二907

國民の之に封ずる尊敬は︑即ち其の
國家に封ずる忠愛の情の襲露なり︒

コーデリヤはすごくと父

の許を去らなければならなかった︒

即ち一人の貿易商が外人の 十二704

胸も波だち眼もくらむ︒

はだかじま

信用を失ふやうな事をすれば︑忽ち

十二815圏直島より渦潮見れば︑

文明の進んだ今日尚此のや

ねばならぬ︒
せ

おはします︒
ゆ

雪の下道
御やしろ︒

十二647図

表すものともいふべきか︒

丸は熱烈燃ゆるが如き愛國の至誠を

十一一614図

︿略﹀︒

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

十二482図中にもけやきはもくめ美

用ひられ︑︿略﹀︒

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに

十二475図︿略﹀︑もみは柔かにして

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

十一一473図

ひのき
ぐれば︑杉・檜・︿略﹀等なり︒

十二459図A丑ハの主要なるものを學 ば舟を引きて之を越え︑︿略﹀︒

の

て︑

十二262図圏由比の濱邊を

ひ

長谷観音の堂近く︑

は

十二253図圃

極樂寺坂越え行けば︑

うな考を持つのは︑大きな誤といは

十二248

深く此の鮎に注意しなければならぬ︒

＋二239外用貿易業者はかへすぐ 十二836図 ︿略﹀︑山を越えて東海岸

︿略﹀︒

國全艦の商品の信用に關別して︑

十二236

公衆の爲を計らなければならぬ︒

十一一225

騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

結果を得ることは到底望まれない︒
十一湘5

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言
つてすかしたりし た ︒

たかねにも︑ のぼればのぼる道は

十二21図圏 大空にそびえて見ゆる
ありけり︒

十一一49図停車場の外に出つれば︑
秋晴の空はあくまですみて︑暖さ春
の如し︒

十二52図 ︿略﹀︑参詣人の群にまじ
り て 行 け ば 大 鳥 居あり︑︿略﹀︒

十二87図此の棒を此の板の上にて
まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

りて火を生ず︒

べば︑そのかみ此庭にいかめしく向

十二94図なぎさに立ちて昔をしの
ひあひけん英雄の姿︑今まのあたり
︿略 ﹀ ︑ 見 れ ば 見 る 程 興 味 が

見 る が 如 く ︑ ︿ 略V︒

十ニー010
わき︑︿略﹀︒

十一一172図︿略﹀︑事件起れば直に電
話又は電信にて通知し寄る︒
けい
校正終れば紙型に取り︑

十ニー76図
︿略﹀︒

十ニー78図 かくいへば︑頗る繁雑に

して多大の時間を要する如くなれど
も︑︿略﹀︒

十ニー84図巻取紙とて幅三尺六寸︑
長さ一萬六千尺饒りのものを之に取
りつくれば︑機械は電力によりて働

ばあい一ばい
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の幸でござります︒
︿略﹀︑いざといへば︑墨國

一致受難に要る今風を生じた︒

十二偽10

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

十二儒9 我が國民の長所・短所を敷
らう︒

場合

十二糊2 我々は︿略﹀りっぱな國民
﹇場合﹈︵ 名 ︶ 1 3

とならねばならぬ︒
ばあい

九537園 世間にはこんな場合に︑な
るたけ自分の負指を輕くしょうとす
る者もあるが︑︿略﹀︒

十545 此の愛らしい小鳥が︑他の方
法では全く通信が出來なくなった場
合でも︑︿略﹀︑遠い虜まで使者の役
目 を 務 め る と 聞 いては︑︿略﹀︒

十578 逸書鳩を利用する場合はなか

く多い︒

が被告で︑検事といふ役人が原告に

キニ釘ガタクサンツイテヰタ︒

テ︑上ゲテ見ルト︑果シテ磁石ノサ

ハイ

ハヤクセンド

はい

﹁ヲヂサン︑

︵感︶24

い︒﹂

さうして﹁山田さん﹂とお

よびになりましたから︑﹁はい﹂と

五37園

﹁話して上げようか︒﹂﹁は

答へますと︑︿略﹀︒

五183圏

い︒﹂

七773園 ﹁そち一人か︒﹂﹁はい︒﹂

兵士のおばあさんが︑﹁はい︑よい

お前は知ってみるだらう︒﹂すると

七919園 く略V︑﹁これ︑おばあさん︑

い︒﹂﹁はい︒

くはございません︒﹂﹁寒くはな

﹁そのはこをかしてく 七783囹 ﹁寒からうが︒﹂﹁少しも寒

ないでせう︒﹂﹁はい︒﹂

三197園﹁それではてもあしも

すか︒﹂﹁はい︒﹂

三183園﹁ふってもようございま

ださい︒﹂﹁はい︒﹂

三181園

イ︑コレハセンドウサン︑︿略﹀︒

ウサンヲ仁心テクダサイ︒﹂﹁ハ

二563園

はい

又開墾する場合には︑立木はい ﹇杯﹈﹇▽いっぱい・にさんぱい

穿るのである︒
こん

十一644
や切株の根本を掘っておいて︑︿略﹀
トラクターで引くと︑︿略﹀︒

かうして出來た貨幣は極め

て使用に便利ではあるが︑尚場合に

十︸795

これ等の命令も國の規則で

よっては持運びに不便なので︑︿略﹀︒

十二8910
あって︑黒い意味でいふ場合にはや
はり法律であるから︑︿略V︒
︿略﹀︑石炭の火力による

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

十一一備3園

︿略﹀︑ソノハヒヲザルニ

うれしうございます︒

﹃い﹂え︒﹂といふ言葉だ︒

﹁ちりつもって山とな 十924囹 ﹃はい︒﹄といふ言葉と︑

十925園 ﹃はい︒﹄﹃い＼え︒﹄大攣や

それから又︑野間私が聞い

さしい言葉ではありませんか︒

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい

﹁おににかなぼう︒﹂音二 十959囹
郎﹁はい︑とりました︒﹂

四483園

れ︒﹂ちよ子﹁はい︒﹂

四481園﹁ねんにはねんを入

る︒﹂國太郎﹁はい︒﹂

四477園

﹁はい︑ありました︒﹂

とが出鼻なくなりました︒
お天氣でございます︒﹂
四328園 父﹁ごむまりをかべに
八918園 信吉は︿略﹀︑﹁おとよ︑お
なげつけると︑はねかへるでせ
はい ﹇灰﹈︵名︶6 ハヒ 灰
とうさんが蹄って︑うれしいか︒﹂
う︒﹂正﹁はい︒﹂
二473 ヨイオヂイサンバソノハ
と言った︒おとよはく略﹀︑﹁はい︑
ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ
四475圏 ﹁花よりだんご︒﹂みよ子
キマシタ︒

十587 ︿略﹀︑全く方法の書きた場合 二482

入レテ︑﹁︿略﹀︒﹂トヨンデアル

ハヒヲマキマスト︑カレ

キマシタ︒

セン︒

コンドハイクラバヒヲ
マイテモ︑スコシモ花ガサキマ

二525

ツテヰマシタ︒

﹁なきつらにはち︒﹂道子

十965

太郎は︿略﹀︑﹁はい︒﹂と

ることが出來た︒

﹁い＼え︒﹂の言口ひにくいわけをさと

8ごばい・じゅうさんぱい・じゅ

うすうばい︒にばいいじょう・にばい

﹁勝太郎︑︿略﹀ゑはがき ばい
が來ました︒よんでごらん︒﹂﹁は

四526園

﹁はい︒﹂

四503園

い︑取りました︒

はなかったのだ︒
二512 ︿略V︑ノコツテヰタハヒ 四485園 ﹁ゆだん大でき︒﹂準﹁は
十963園 それ御らん︒﹃はい︒﹄も言
い︒﹂
ヲカキアツメテ︑カレ木ニノボ
ツテ︑トノサマノ石芋ヘリヲマ
ひにくい言葉では無いか︒
四498園 ﹁負けるは勝︒﹂道子﹁は

ザカリニナリマシタ︒

木二期ガサイテ︑一説ンニ花

二496

などには︑此の勇ましい小傳令使に
︿略﹀︑やはり外國の品を買つ

たよるより外はない︒
十873
た方が得な場合が少くない︒
れで中々言ひにくい場合があるのだ︒

十929園 誠にやさしいやうだが︑そ
十一192 其の場合に貸主から借主を
裁 判 所 に 訴 へ る と︑︿略﹀︒

十一198 ︿略﹀犯罪があった場合に
は︑國家はく略V︑其の犯罪者をこ
らし︑又世間の人々のいましめにも
せねばならぬ︒

十一205 此の場合には訴へられた者 六656 サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ
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はいあがる一はいでん

はん・ひといちばい・ひゃくくばいあ

︽ーッ︾

﹇這上 ﹈ ︵ 五 ︶ 一

ハヒ上

まり・ひゃくさんじゅうまんばい

ル

はいあが・る

三577ニハノモモノ木ノネモ

十35図
観す︒

費物殿に到りて御遺物を辞

せい

十23図拝殿の前に進みで整列し︑
謹みて痔し奉る︒

十湘9

此庭は菅公配所の跡である︒

︿略﹀︑まつ社務所の隣なる はいしょ ﹇配所﹈︵名︶1 配所
寳物殿に入りて辞観する はい・す ﹇拝﹈︵サ変︶1 辞す ︽一

菖御殿を拝観す︒

十42図
十一一82図
シ︾

拝して死す︒

に︑火きりぎね・火きりうすといふ
拝具

トカラ︑カラヲキタセミガハ
﹇拝具﹈︵感︶1

﹇拝奉﹈︵四︶1

せき

斥する

舜する

御門の前でうやうやしく辞

︽iサ︾

そこで海外に移住しても外
はい
國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

十二悩7

せき

﹇配達﹈︵名︶1 配達﹇▽

斥されるやうなことも起って肖る︒

はいたつ

ぎゅうにゅうはいたつ・しんぶんはい
たつ

﹇灰﹈︵名︶2

ハヒダラケ

馬鞭図判りにくいと配達がてまどり

ます

灰ダラケ

はいだらけ

ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ

ニ532トノサマヤオトモノ人

ケニナリマシタ︒

六654 ︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

シテ拾ヒバジ了見︒

は

さ怠なし︒

ひでよし

待ちまうけたる秀吉は︑

はちがみね

でん

でん
﹇拝殿﹈︵名︶7 葬殿

辞殿

先づ舞禮をして︑辞殿のよこ

はいれい

ム ま

先生が辞殿にかけてある絶馬

二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ

方なし︒

くわいらう

︿略﹀︑池殿・廻廊など緬

べて白木造にて︑神々しさたとへん

十110図

そばの大きな立石の前に並んだ︒

に︑五人の騎手は打連れて︑辞殿の

八84

︿略﹀︒

のお話をして下さいましてから︑

五406

と︑︿略V︒

の芝の上で︑べんたうをたべてみる

しば

五401

はいでん

所々々にそれぐ將卒を配置したり︒

︿略﹀︑大岩山・鉢峯などの要

十一258図

寄手の大津佐久間盛政は︑

を構へ︑諸將を配置して防備をさを

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

び

十﹇237図

︽ーシ︾

︿略﹀︑國土統一の時︑其 はいち・す ﹇配置﹈︵サ変︶2 配置す

拝復︒御親切なる御手 はい・す ﹇配﹈︵サ変︶1 配す ︽一
十二645図

シ︾

のなり︒

︽ーシ︾

はい・する

た︒

何のかざりもない御神殿を

禮してから︑神殿の御もやうを舞し

六柵1国

﹇拝﹈︵サ変︶3

︿略﹀︑更に王家の紋章を配したるも

の家の紋章の色なる白と赤とに︑

紙有難く拝見仕候︒︿略﹀︒先づは取
拝啓

辞啓︒︿略﹀佐野先生︑

辞啓︒久しく御無音に

辞啓︒誠に御無沙汰に

六研2圏

義貞は馬から下りてかぶとを
ぬぎ・はるぐと海上を辞しました︒

七199

辞して︑まことにおそれ多い氣がし
葬

た︒

辞し奉る ︽ール︾

御親切なる御手紙有難

︽1︵リ︶︾

﹇拝見仕﹈︵四︶

御手紙布見致候︒

御手紙有難く舜見致し候︒ はいせき・する ﹇排斥﹈︵サ変︶1 榊

﹇拝見﹈︵四︶2

︿略﹀︒︿略V近況御知らせ申上候︒

葬見仕

く辞見仕候︒

十一432奪取

1

はいけんつかまつ・る

十一棚8囲団

十手3圏団

見致す ︽ーシ︾

はいけんいた・す

敬具︒

打過ぎ︑申しわけもこれなく候︒

十一一佃4國国

見舞までかくの如くに御座候︒敬具︒

打過ぎ︑五五仕候︒︿略﹀︒先づは御

十一416圏団

草々︒

先頃より御病氣の由承り候︒︿略﹀︒

九佃5圓国

﹇拝啓﹈︵感︶3

りあへず御禮まで︒拝具︒

十一糾2魍囲

はいぐ

十伽5図うやくしく南︑宋の方を

はひ出

ものあり︒

﹇這出﹈︵下二︶1

ヒ上ツテキマス︒

︽ーデ︾

はいい・ず
づ

灰色

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ
朝霧流る︒

﹇灰色﹈︵名︶1
サパク

はいけい

十2910図圏 谷間よりはひ出で︑ 木
に

はいいろ
ホクキョクグマ

九169 沙漠地方二居ルラクダハ灰色

えん
肺炎

デ︑雪ノ中二住ム北極熊ハ翼下デ
アル︒

﹇肺炎﹈︵名︶1

ばう
十︸436國囲 ︿略﹀感冒の心地にて

はいえん

拝観

引きこもり居候慮︑其の後とかく病
えん
勢衰へず︑遂に肺炎を引起し申告︒
﹇拝観﹈︵名︶1

拝観

十38図 それより社務所に行き︑奮

はいかん
ちよゑん

﹇拝観者﹈︵名︶2

御殿︒奮御苑の辞観を願ふ︒
はいかんしゃ

にそ＼がれぬ︒
﹇拝観 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 3
す︽ース・ースル︾

はいかん・す

珪月観 はいしたてまつ・る

十伽6図 胆心者の目は︑一せいに艦

快 な る 光 景 を 豫 想して︑︿略﹀︒

は︑まさに始らんとする進水式の壮

十餌6図 ︿略﹀十幾萬の舞盛者の胸

者

ばいてん一一はいる
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せい
十22図 辞殿の前に進みで整列し︑
謹みて拝し奉る︒

十5図 拝殿
辞殿の前にぬかつく︒
費店

十二59図 ︿略﹀境内に入り︑先づ
﹇売店﹈︵名︶2

五棚7 ︿略﹀︑雨替店や︑いろくの

ばいてん

責店もあります︒

十二332国塔の中には責店もあり︑

﹇売買﹈︵名︶1

後編

音樂堂・食堂なども設けられてあり
ます︒

ばいばい

十223團此の町では︑二歳駒の市が
十日間も宣いて︑其の間には千頭か
ら の 責 買 が あ り ︑︿略﹀︒

日の正午大岩山の敗報至る︒
はひ松

ガ

いや︑海から出て︑海

四537重日は山から出て︑山
へはいる︒

五254

︿略﹀︒

五244

︿略﹀︑店のしるしのついた手

店の中へはいって見ますと︑

此の級へはいる方です︒

で︑今度遠い所から來て︑今日から

五41圏此の方は中村さんといふ人

へはいりました︒

四787︿略﹀︑日がくれてから村

ございませんか︒

うばを門のわきに立たせて置

なりませぬ︒

いて︑姫は中にはいりました︒

六608

六874 ︿略﹀︑乗ってみた象つかひは

八393

取上げると大そうおもくて︑

小判が百五十雨はいって居

此の時どやくと四五人の敵

包の中には白木綿が五十反ば

り︑︿略﹀︒

つたったが︑松の木にからまってを

林の中へはいると︑眞赤にな

兵がはいって來ました︒

七909

ります︒

七676園

した︒

中には小判がどっさりはいってゐま

こばん

七651

いって行きました︒

物をぬいで頭にのせ︑一人で川へは

七644 ︿略﹀ 一人の男が︑︿略﹀︑着

者がはいった︒

桶の中へはいってしゃがんだ︒
四545園 へええ︑日は屋根から
六撹5 しやうぶ湯を立ててうち中の
出て︑屋根へはいるものでは

へはいる︒

あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑ 四541囹

﹇這松﹈︵名︶1

九9610園

はいまつ

はひ寄る

此のあたりから頂上へ登る途中のは
﹇這寄﹈︵四︶！

ひ松の間に居るのです︒

︽ーリ︾

はいよ・る

梅林

しめやかに︑ひそ

窓ぎはにはひ寄り︑

﹇梅林﹈︵名︶！

夜の霧坐る︒

ラス戸ぬらし︑

十306図國
かに
ばいりん

十佃7 社殿の後に廻ると︑其庭は

ハイル

はい

定々とした梅林で︑幾百本とも知れ
﹇入﹈︵五︶65

ない古木の梅が咲績いてるる︒

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

はい・る

る ︽ーッ・ーラ・⁝リ・ール︾←おはい

ばいばい・する ﹇売買﹈︵サ変︶1 責

ました︒

九月にはいっては雨つゴき
でしたが︑︿略V︒

五844圏

へはいりました︒

二人は峠を下りて︑となり村 八15

りなさる・おはいる

︽ーシ︾

つきました︒

五661

買する

︿略﹀︑かめはだんだん海

ニー62日差ハイリマシタ︒

くりゆうぐうへ

の中へはいっていって︑まもな

三424

十一778 我我はこれらの貨幣や紙幣

舞復

を用ひて物品を責馬し︑其の旧いろ
﹇拝復﹈︵感︶1

くの用を辮じてるる︒
はいふく

しゃしん

つれて︑はいって來られた︒

停車場にはいる手前でまた北

程なくフィリップは病室には

いって來て︑︿略﹀︒

十104

はいって水浴をした︒

町はつれを流れてみるきれいな川に

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

上川を見たが︑︿略﹀︒

たまには雑誌や寓眞がはいる 九734

ざっし

らないことはありません︒

五914

コノ大キナモノガ︑ヨク

アノカラノ中二丁イツテヰタ

それからにいさんと︑ざふ木

の外はきっと切手がはってあります︒

私の口にはいる物は︑はがき 十85

こともあります︒

五918
六158

林へはいって︑︿略﹀︑ねずみ茸を少

︿略﹀︑天人はまひながら

し取りました︒

六594囹あの門の中へ︑はいっては 十335 船は先づ海から廣い掘割には

松原の上をだんだん高く上つ
て行きました︒

て︑︿略﹀かすみの中へはいつ

三905

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

モノダトオモヒマシタ︒
三692 サウシテセンヲヒキマシ

三592

かりはいってみたのでございます︒
十一432囲国 辞復︒御親切なる御手 三471 日ノ出ル方が東デ︑日 五911 いかな日でも葉書の百枚や封
書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい
ノハイル方が西デス︒
八862 ︿略﹀先生が︑女生徒を一人
配布す

紙有難く舞見立候︒︿略﹀︒先づは取

﹇配布﹈︵サ変︶1

りあへず御禮まで︒
はいふ・す
︽ーセ︾

敗報

十ニー62図 然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑
﹇敗報﹈︵名︶1

讃者に配布せらる㌦か︒
はいほう

信孝を攻めて大垣にありしが︑二十

のぶたか

お だ
十一272図 これより先︑秀吉は織田

441
はいれい一はおと

いる︒

汽車は密林の間をあへぎ

ははいらぬのか︑︿略V︒

十一614
く通り抜けて︑やがてトンネルに

十337 近づくと︑門の戸びらは左右
はいる︒

の號令と

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら
やがて﹁進め︒﹂

最初にはいったのは原料を

橋本君にうながされて︑次

十二347団

九歳の時始めて學校にはい

汽車でドイツの國内には

つたが︑︿略﹀︒

十一一102

の室にはいった︒

十一悩3

には熔解窯がある︒

ようかいがま

十一槻7次の建物にはいると︑こ＼

調Aロするところで︑︿略﹀︒

十一梱8

順々に水の中へとはいって行く︒

共に︑三十人の一組は二列になって︑

十一843

はしまる︒

は次の箱の中へはいる︒

十341 と︑上手の水門が開いて︑船

木のやぶへはいって行った︒

十414 やがて父は︑鎌を手にして雑
十818 ポンプ室を出てから小道へは
いりました︒

めると︑︿略﹀︒

十858 事務所の湯にはいって服を改
︿略﹀︑一足温室の中にはいる

と︑︿略﹀︒

十伽9

をのぞいて御らん︑何かはいってゐ

十麗8団団の袋で轟をとるのだ︒中

はいってみよう︒さうし

いったのは朝まだほの暗い頃でした
が︑︿略﹀︒

るやうだから︒

十価5園 ︸度此の中にはいると︑ま

十二388園

ベートーベンは急に戸をあ

え

即ち水のはいる虜に當る部分が身網
で︑柄に罷る部分が垣網である︒
︿略﹀まぐろは︑先づ垣網

に驚き︑之に沿うて沖へ逃げようと

十一一784

︿略﹀︑まぐろの群が網には

して身網の中へはいる︒
十二785

安芳がはいって行かうとす

いったといふ合財をすると︑︿略﹀︒

十一一伽9

ると︑門を守ってみた兵士等が

はいれい

でん

︿略﹀行くてをさへぎつた︒
はいれい
﹇拝礼﹈︵名︶1 舞禮

はいれい

葬

御門の前でうやうやしく薄

余ーシ︾

﹇拝礼﹈︵サ変︶1

五401 先づ葬禮をして︑辞殿のよこ
しば
の芝の上で︑べんたうをたべてみる
と︑︿略﹀︒

質する

はいれい・する

六価6団

﹇入﹈︵下一︶一

ハイレル

禮してから︑神殿の御もやうを辞し
た︒

はい・れる
︽ーレ︾

トハ銅以上デス︒

ハハイレマセンガ︑人ノ役二立ツコ

はへのやうな轟が二匹︑底の水の中

十欄1 ︿略﹀︑そっとのぞいて見ると︑

で︑動けなくなってみる︒

は・える ﹇生﹈︵下一︶7 ハエル は

太くてやはらかなわらび

える生エル生える︽ーエ︾
二654 ケレドモマダツノハハエ

マセン︒

三207

がたくさんはえてゐました︒

蛇で︑︿略﹀︑せ中には︑ひのきや杉

五104囹頭が八つ︑尾が八つある大

の木が生えてゐます︒

海ノ中出ハ︿略﹀︑又サマザ

マノ植物モ生エテ居ル︒

七795

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七852 ︿略﹀︑岸二近イ淺イ所カラニ

生エテヰル︒

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

七873 ︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

ノモノハ其ノ中間二生エテヰルノデ

アル︒

はえる ︽一

黒い程こい緑の葉の間から︑

かすが

きりと浮出てみるのが見える︒

あけ

其の一つくが日の色にはえてくつ

十一一208

エ︾

は・える ﹇映﹈︵下一︶2

生えてみる︒

六124園今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ 十758団︿略﹀︑．それに松がまばらに
︿略﹀︑いろくの物音︑い

友人も卜いてはいった︒

けてはいって行った︒

十二389

て一曲ひいてやらう︒

た寒い虜へ出るのがいやになるね︒

十柵9 間もなく神社の廣い境内には
いった︒

十二5210

十二3810

十梱10園あの青年が私の室にはいる
︿略﹀︑はいると静かに戸を

は・う﹇這﹈︵五︶2ハブはふ
エビノピンくハネタリ︑カ

︽ーッ・ーフ︾←はらばう

︿略﹀ひしゃくに似てみる︒はえ

﹇蝿﹈︵名︶1

はへ

ふやうに見えるし︑︿略﹀︒

十伽9図

︿略﹀︑紅白の紙片花ふゴき

はおと ﹇羽音﹈︵名︶1 羽音

︿略﹀︑道を往甘してるる 十二997図然れども春日の社頭︑朱
らう
あり
の廻廊山の緑にはえて︑︿略﹀︒
人間や自動車などは︑まるで蟻のは
十二334囲

ニノ横ニハツテアルク檬子ハ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑いろくの物音︑い 七808

此の時大きなせきばらひが
十一一7610

聞えて︑父の時計師がはいって來た︒

十二563

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

ろいろの物の形がごたくと耳には

十二5210

いり目にはいるばかりで︑︿略V︒

ろいろの物の形がごたくと耳には

前︑先づ着物のほ こ り を 彿 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十槻1圏
しめました︒

︿略﹀︑あの青年ははいると

は い っ て 來 ま し たが︑︿略﹀︒

十搬3園 談話の最中に一人の老人が
十七3園

すぐに書物を取上げて︑テーブルの
上に置きました︒

を限りに叫んでみるが︑二人の耳に

十一566 ︿略﹀︑﹁逃げろく︒﹂と聲

はおり一ばかり
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の如くに散る中を︑羽音高く舞上る
はと

数羽の鳩︒

はおり ﹇羽織﹈︵名︶2 はおり 羽織

七百年︑

はかい︒す

﹇破壊﹈︵サ変︶1

破くわ

︿略﹀︑要塞は全く破くわい

︽ーセ︾

九368図

いす

せられ︑將卒は多く戦死せり︒
くわい

葉書

いかな日でも葉書の百枚や封

葉書には︑大ていちよっとし
︿略﹀書生さんが︑お友だち
博多

バカ

ばか

にあつまった︒

︽ーッ︒ーリ︾

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

︿略﹀︑仕事は豫想以上にはか

どり︑九時頃にはもう区署の地面が

十4310

其の後は老僧と共に洞穴の

新しく開かれた︒

十二佃8

中でのみを振るふ者もあり︑費用を

はかなさ

喜捨する者もあって︑仕事は大いに
﹇停﹈︵名︶1

はかどって來た︒

はかなさ

シタガ︑ヤツパリキタナイモノ

二467サウシテ米ヲツイテミマ

バカリデマシタ︒

マス︒

三66園二十日バカリタツト出

四363 スルトホカノ鳥が見ツ
ケテ︑﹁ア︑ニクイヤツが居

ルQ﹂トイハナイバカリニ︑ヨツ

ソレデモフクロフハ︿略﹀

テタカツテイヂメカヘシマス︒

キヨトキヨトシテ居ルバカリデ

しかし彼は城外に出る毎に︑ 四376
︿略﹀をまのあたり見て︑即く世の

十二924

あのうちは此の上よく

︿略V︑うちの仕事もせず︑

雨水ハタ寸カウシテ流レルバ

カリデハアリマセン︒

五524

みばつてばかり居ました︒

四777

なるばかりでせう︒

四768

ス︒

はかなし

三軍進めし五

﹇修﹈︵形︶1

はかなさを感じた︒

︿略﹀︑

しょかつこうめい

はかなく露と消えしかど︑

はかま

そのとなりの三つもんの 五722 ︿略﹀︑首をひねる者もあった

﹇袴﹈︵名︶2

といふが︑

︿略﹀︑此の頃墓参りのために

雨方からおしよせて︑ちんの

いろくな曲すべりをやる者

楠木正成が守った千早城は︑

く略V︑日本人は年々ふえる

ばかりださうです︒

七369団

︿略﹀︑緻勢わっか千人ばかり︒

そうぜい

六911

くすのきまさしげ

る︒

もあり︑ころんでばかりみる者もあ

六792

間がわっか三町ばかりになりました︒

六235

口を言ふ者ばかりで︑︿略﹀︒

かうなっては︑もう庄屋の悪

年ばかりの間は︑べつ

はおりとしまのはかまはお

十122

朝鮮から蹄ってをられる高橋さんが
來られた︒

許εいかばかり

はかど・る﹇捗﹈︵四・五︶4はかどる ばかり ︵副助︶95 バカリ ばかり
はか取る

︿略﹀︑ソコヲホツテミマ
シカデマセン︒

シタガ︑キタナイドロ水バカリ

仕事は水入らずの三人の手で︑ 二糾1
︿略﹀︑通常の人夫にもま

ずんくはかどって行く︒

九584
十72図園

五742

だんくじやうも出なかった︒

僕ははかまを着けて︑信吉と
一しょに出かけた︒

八852

とうさんのです︒

三707

はかま

其の名はくちせず︑諸葛孔明︒

丈原頭︑

十一麗9図圃

︽ーク︾

はかな・し

︿略V︑葉書や封書などを入れ

はがき

くわい
︿略﹀︑無線電信機は破壊せ

︽ーセ︾

﹇葉書﹈︵名︶5

五943

た用事が書いてありますが︑︿略﹀︒

五932

の外はきっと切手がはってあります︒

五918私の口にはいる物は︑はがき

らないことはありません︒

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

五908

がありません︒

る人の外は︑私のからだにさはる者

五897

←えはがき・おんはがき

はがき

られ︑︿略﹀︒

十586

する

はかい・する﹇破壊﹈︵サ変︶1破壌

そのとなりの三つもんの

は お り と しまのはかまはお

三706

船頭が﹁︿略﹀︒﹂と言ったの

とうさんのです︒
七108

墓

で︑みんな羽織をぬいで︑着物のす
そをはしょった︒

﹇墓﹈︵名︶3

八擢2 泉岳寺には名高い四十七士の

はか

墓がある︒

八襯5 大將の父は途々義士のことを

歴史は長し

大將に話してきかせて︑其の墓に参
零したのである︒

十一一282図星

ばか

興亡すべて ゆめに似て︑ 英雄
こけむしぬ ︒

﹇馬鹿﹈︵名︶4

墓は

ばか

四312園 正太郎がおこって︑﹁ば
か﹂といひますと︑︿略﹀︒

へ出した葉書には︑︿略﹀︒
四313囹 ︿略﹀︑又向ふで︑﹁ばか﹂
はかた
はかた ﹇博多﹈︹地名︺2 博多
と口まねをします︒
はかた

からおしよせた船でおほはれた︒

四337囹向ふで﹁ばか﹂といった 六796 博多の沖は見渡すかぎり︑元 はかまいり ﹇墓参﹈︵名︶1 墓参り

のも︑︿略﹀︒

﹇馬鹿﹈︵形状︶2

か﹂といったからです︒

四338園︿略﹀︑お前が先に﹁ば 六801 貯砂・九州の武士は博多の濱
ばか

三532囹 ばかなことをいふ︒

サヘヅツタリシテバカニシマ

四373 スズメハ︿略﹀︑ヲドツタリ
ス︒

443
1まカ、り一1まカ、り

七397団十日ばかり前に︑私ども中
學の二年生が修學旅行に行って︑
︿略﹀︒

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

七485 無念に思って︑武田方から十
うとした︒

七543囹 どちらを向いても青い水ば
かりです︒

七606囹海の波を見たばかりで︑も
う恐しがる人もあります︒

︿略﹀︑職一つ出血ず︑人の

で︑財布を幾度かいた〜きましたが︑

七683 かの男はゆめかとばかり喜ん

︿略﹀︒

七989園

いばかりでなく︑出來高がたいそう

お呼びするのは大てい近所

分業はマッチの製造ばかりで

多くて︑︿略﹀︒

八柵4
はない︒

八衙8囲
の人で︑あなたが知っていらっしや

父が今年八十八になりまし

る方ばかりです︒

たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

八欄6団
を致したいと存じます︒
︿略﹀︑三度三度の食事に︑必

ず其のきらひな物ばかり出して︑

八稲8

︿略﹀︒

︿略﹀︑大上が馴れるまで︑う

ち中の者がそればかり食べるやうに

八桝1

した︒

︿略﹀︑波すさまじく荒れく

かげごとばかりいふ石田めとは︑此

九2710

桑ノ木二居ルエダシヤクトリ

病みつかれた六十ばかりの老

青々とした波の上に︑嵩々と

白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか

九755

く略V︑今結んだ二つの星の

り見て鋳た目に殊さらうれしかった︒

九882園

へだたりの五倍ばかりのところに︑
かなり大きい星があるだらう︒
から三里ばかり登った所から始って︑

九餌6園帯漢は︿略﹀︑ふもとの村

るばかりでなく︑其の名は遠く西洋

諸國にまで聞えてみる︒

少しばかり申し上げます︒

十734国 ︿略﹀︑今日は當地の遊子を

北に進むと︑二町ばかりで大きな門

十737国花の停車場を出て大通を東

驚いて調べてみると︑あた

今から四百年許前の事ださ

の前へ出ます︒

十糾7園

うです︒

十備1

我々が今日生活して行くには︑

我が國は種々の品物を輸入し

︿略﹀十人許の乗組員は︑ひ

此の度始めて妹を得られ候事︑︿略﹀︒

十鵬10囲団 男ばかりの御兄弟の中に︑

ることもなかなか多い︒

てるるばかりでなく︑︿略﹀輸出す

十875

足らない︒

我が國で出來る品物ばかりでは用が

十862

りは同じ底面な岩ばかりでした︒

く略V︑戸隠連山は東北の 十851園

とがくし

頂上近くまで轟いてゐます︒

九9810園

方に︑呼べば答へるばかり近くそば
しかし聞えるのはかすかな息

だってゐます︒

九柵10

づかひばかりであった︒
︿略﹀︑そなたのふがひな

き事が思ひ出されて︑此の胸は張り

九柵4國團

︿略﹀︑廣き参道を行くこと

さくるばかりにて候︒

十15図

馨師は皆︑︿略﹀︑たg纒過を

十町ばかりにして神宮橋に達す︒

十93

十497

柿右衛門は今から三百年ばか
り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

十五分許で汽車は太宰府町に

申し込んで來た者は五十人許

十一85

酒事此の有様なれば︑一村

それから五十海里ばかりさ

繁榮を増すばかりなり︒

は誠に平和にして︑年を追うて其の

十m1図

もあって︑︿略﹀︒

三頭3

着いた︒

十術1

り出された︒

ん引張られて︑三百メートル許もく

見守ってみるばかりである︒
としく目を其の方向に向けた︒
せき
つな
く略V︑とかく無責任な事ば 十掴6 もりにつけた長い綱はぐんぐ
かりしてゐました︒

十142園

岩の上に残った船髄には︑十

工夫にばかり心をうばはれて

困難はそればかりで無かった︒

人許の船員がすがり附いて︑︿略﹀︒

十253
これは今から百三十年ばかり 十465
しもつけ

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で
信証は父の門人たちの情で︑

起つた事で︑︿略V︒

形ばかりの葬式をすますと︑︿略﹀︒

おいて古今の名工とた㌧へられてる

まだ日が暮れたばかりのやう 十502 柿右衛門はひとり我が体内に
に思ったが︑もう八時半であった︒

九685

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十466

人が︑︿略﹀︒

九217

分違ハナイ︒

リデナク︑︿略﹀︑形が桑ノ小枝二寸

ハ︑其ノ色が桑ノ木二似テヰルバカ

九185

つがへらんばかりなりき︒

るひ︑御船少しも進まず︑今にもく

九105図

の清正一生中直りは致さぬ︒

七鵬4囹命ばかりは助けてやらう︒
八376 里親の方は﹁それ見よ︒﹂と
いはぬばかりに︑子どもを引きよせ
ますと︑︿略﹀︒

かりはいってみたのでございます︒

八393 包の中には白木綿が五十反ば
八521園 今四時を打つたばかりだ︒

八餌5園あちらでも︑あの子のこと
ばかりが︑氣にか＼つてみたのでご
ざいました︒

八871園 わしはあちらに居ても︑お
前の事ばかり心配してみた︒
れうり

八925 おとよは話し方ばかりでなく︑ 九284
さんじゅつ さいほう

書き方も算術も裁縫も料理も二つ
てるる︑︿略﹀︒

高価8 分業で造ると︑其の出來がよ

はかりうり一はかる

444

く わうほ

かのぼって︑黄浦江といふ支流に
入り︑︿略﹀︒

子供が︑各國人の間にまじりてかひ
ぐしく立働ける様を見ては︑︿略﹀︒
かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

︿略﹀︑天をもこがすば

實にすさまじきものに候︒

︿略﹀︑外國との貿易ばかり 十一佃9囲団

でなく︑支那の各地との取引にもき

十一1010
はめて便利である か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

つた︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂とくり返すばかりであ

十一315図︿略﹀︑二人はしっかと組 十一佃10 しかしジョージは依然とし

みたるま＼ころくと轄び落つるこ
取分け美しかったのは電燈

板となり︒

︿略﹀︑人々のくるしみは

太さ中指ほどなる細長き

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚

十二85図

日々にまさりゆくばかりなり︒

十一伽8図

目もさめるばかりであった︒

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十一伽3

と三十国許︒
︿略﹀︑夏は山海七二にし

て目覧むるばかり鮮かなり︒

十一339図

十一544 ゴムの用途は︑年を追うて
遅く響くなるばかりである︒
晴々しい虜である︒

十一656 十勝の平野は心ゆくばかり

類ばかりで︑他の動物には見られな

十一659 ︿略﹀︑火を使用するのは人

王は胸も張裂けんばかりに

くしたいと謂ふばかりでございます︒

十二716
怒り︑︿略﹀︒

はかりごと ﹇謀﹈︵名︶1 計

を得て報復の計を立て︑再び呉と戦

十罵8図︿略﹀︑萢釜といふ忠臣の助

ひて遂に之を亡しぬ︒

はか・る﹇計﹈︵四・五︶13はかる計

今より百二十年ばかり前︑

即ち文化五年忌四月に︑︿略V︒

十二824図

これにこりて︑賊は城の水を

それより一年ばかりの間︑ る 測る ︽iッ・ーラ・ーリ・ール︾﹇▽
き
あいはかりもうす

り難し

く略V︑或は仰に從ひ︑

賊はうまくはかられたのであ

馬の高さは前足の所ではかる︒

それゆゑたえず海の深さを

深さをはかるのは︑淺瀬に

それでも航海をする人など

いや︑何月何日の何時には︑

十二67図園

我が子鈍重主とはかり

ことしろぬし

をはかった事や︑︿略﹀︒

病氣を根絶し︑幾萬の從業者の健康

衛生の設備をよくして危険な

れない事はない︒

問上ではわかってみるから︑はから

何所に何星が見えるといふ事が︑學

九864園

といふではありませんか︒

が︑よく星を見て船の位置をはかる

九8510囹

乗上げないため︑︿略﹀︒

七578園

りします︒

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした

七577園

七274

る︒

六955

たやして苦しめようとはかった︒

︿略﹀︑反抗するばかりでな 六922

風波をしのぎ︑飢寒と戦ひ︑︿略﹀︒

十二832図
十一一975

く︑迫害を加へようとするものさへ
そればかりでなく︑︿略﹀︑

も出て來た︒
十一一備4園

水力は無限といってよい︒

エヂソンが炭素線の電燈
を獲明したのは四十年ばかり前のこ

十二佃10園

はかり費

社長さんは早速荷車を＝塁

﹇計売﹈︵名︶1

とであったが︑︿略﹀︒

はかりうり

九546園

借りて來て︑醤油のはかり費を始め

折から日は地平線に近づ

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

た︒

十二93図

十一705園 物を言はないのはわしば

いふばかりなし︒

い所である︒
かりだ︒

十一865 やうやく月島の横を通り越 十ニー05園 お前のやうに犬の世話や はかりがた・し ﹇里諺﹈ ︵形︶2 はか
ねずみを取ることにばかり熱心では

十一4310圏團

︽ーク・ーシ︾

す頃には︑もうつかれきって氣も遠

困るではないか︒

候︒

上り︑或は一二年滞在せんもはかり

十一455図園

愚僧も所用ありて京に 十372

其の中御地へ参り候やもはかり難く

くなるばかりだ︒

︿略﹀︑いろくの物音︑い

難し︒

て答へ申さん︒

十二905

一國文化の程度は︑其の國

公衆の爲を計らなければならぬ︒

やがて酒食を出したれど 十一一225 商人たる者は︑︿略﹀︑廣く

ほんたうに姉上は私の思 はかりか・ぬ ﹇計兼﹈︵下二︶1 はか
︽ーネ︾

十二866図
みず︒

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧

りかぬ

︿略﹀︒

唯少しおっしゃり足りませぬばかり
で︑

十二6810園

唯私は子としての務を鑑

つてみる通りをおっしゃいました︒

十二678園

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

ろいろの物の形がごたくと耳には

十二531

の湖には魚類が全く居なかった︒

．十一904 僕はこれまで暦といふと︑ 十二521三十年ばかり前までは︑此

今年は紀元何年であるか︑︿略﹀を
見るものとばかり考へてるたので︑
︿略﹀︒

十一987 ところが家に書物がないば

かりでなく︑近くに便書館もないの
で︑︿略﹀︒

十一悩8囲團 二週間ばかり前より南
方のサンパウロ市に参り居候︒

十一研5國団中にも十三四ばかりの

445
はき一はくどうか

八584図

屋

吐出す

︽ーイ・一

三123

フク

る︒

西窓一片残月あはし︒

やがてもうくと上る白煙の
くわい

もうくと立ちこめる白煙の

における電器の利用に就いて興味あ
だん
る話をして壇を下った︒
はく
はくしゅ ﹇拍手﹈︵名︶1 拍手

はく
むすびたる時は︑拍手の音しばらく

七615図 船長は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と

はやまざりき︒

はくじゅうじ

拍手かつさい︑天地をとど

はく

ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

之に比べれば︑幕臣の身

小事でござります︒

徳川家の存亡などは言ふにも足らぬ

としては如何がな申分ではあるが︑

十一一伽7園

ばくしん ﹇幕臣﹈︵名︶1 幕臣

て︑製造したものである︒

十一498

はくしょく ﹇白色﹈︵名︶1 白色

ろかす萬歳の叫︑

十伽1図

拍手かつさい

Oしゃはくじゅうじ
間から見ると︑すさまじい波を起し

迫害

のり

白山

はく

はくしゅかっさい ﹇拍手喝采﹈︵名︶1

はるかの下に一條の白煙を

﹇迫害﹈︵名︶1

︿略﹀︑反抗するばかりでな

白玉山上

はくぎよく

︵名︶1

︿略﹀修學旅行に行って︑

やりがだけ

﹇白山﹈︹地名︺1
つるぎだけ

十一一226

︽ーシ︾

くらがだけ

鞍岳・立山・袖章・白山など︑い

である︒

きコフ

我々の普通に金銭といって

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十﹇776

はくどうか ﹇白銅貨﹈︵名︶1 白銅貨

のは此の曲である︒

曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十二455

ベートーベンの﹁月光の

て堅實に自己の事業を画展させる道

つれおとらぬ高山が︑︿略﹀︒

最後に博士は︿略﹀︑家庭

これ即ち世間の信用を博し

九986園︿略﹀槍岳・穗高岳・乗はく・する ﹇博﹈︵サ変︶2 博する

はくさん

白玉山上の表忠愛をあふぎ︑︿略﹀︒

はくぎよく

︿略﹀︑おつかひにいったり︑ 七398国

ゴ

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ

にはをはいたりして︑おかあさ
んのおてつだひをします︒
六332

ガ表ヲハイテヰタ︒

は・く﹇履﹈︵五︶3はく︽ーイ︾

さきこうがくはくし

︿略V︑みじかいももひきをはくし ﹇博士﹈︵名︶4 博士εむら

次に博士は電氣の光に就い
︿略﹀などの耳新しい話に︑

十二佃10

博士は満堂の會衆を喜ばせた︒

十二佃9

て述べた︒

十二柵9

つて︑︿略V︒

登山者はかんじきをはいて︑ 十二価5 博士は先づ﹁︿略﹀︒﹂とい

はいて︑︿略﹀︒

三325
九955園

博愛

此の三色は︑自由・平

﹇博愛﹈︵名︶1

︿略﹀︑此の坂を登るのです︒

はくあい

十二633図

白雲

白雲いうく去り又來

﹇白雲﹈︵名︶1

等・博愛を表すものと構せらる︒

十一佃6図圏

はくうん

﹇白玉山上﹈

く︑迫害を加へようとするものさへ

十二976

はくがい

車は︑︿略﹀︒

たなびかせて見えがくれする上り列

十一622

て︑鯨は海底深く沈んだ︒

十佃9

︿略V人かげが見えて來る︒

間から︑怪獣のやうな大砲と︑

九研7

︿略﹀ハキ物屋二下駄・草 はくえん ﹇白煙﹈︵名︶3 白煙

﹇吐﹈︵五︶2

ヲ出遣ルハ︑︿略﹀︒

カ︾

は・く

︿略﹀︑信作に水をはかせるや

砲口はかはるがはるいなづま

れさうにほえ立ててみる︒
はく

︿略﹀︑冠をかぶって太刀を

﹇偲﹈︵五︶1
かんむり

六695

は・く

︽ーイ︾

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

九佃1

へのさわぎである︒

ら︑評者を呼びに走るやら︑上を下

八111

はく

履・傘ナドト︑︿略﹀記シタル看板

民が國法を守る精神の厚薄に依って
︿略﹀ ︑ 小 室 粗 く 水 力 七 竃 の

測ることが出差るといはれてみる︒
十一一備7

やすよし

利用をはからなければならぬことを
力説した︒

十二伽6 ︿略V勝安芳は︑かねてか

﹇▽すすはき

はぎ

ら百方垂策して時局の圓満な解決を
はき

﹇萩﹈︵名︶1

計ってみた︒

はぎ
︿略﹀︑御庭の此所彼所に︑

﹇吐出﹈︵五︶1

下葉の色づきかけたるはぎ茂れり︒

十44図

︽ース︾

はきだ・す

ハキ物

イ︾

も出て來た︒
はいたおくげ様方や︑︿略V︒
十ニー22 投込まれた轟は苦しまぎれ
えき
は・︿ ﹇掃﹈︵五︶2 バク はく ︽一 はくぎょくさんじょう
に恐しく辛い液を出したので︑思は
ず吐出すと︑︿略﹀︒

はぎのおんちゃや ︵名︶1 はぎの御
茶屋

はきはきす

十44図 はぎの御茶屋といふ名のあ
︵サ変︶−

るも之がためなるべし︒

︽ーシ︾

はきはき・する
る

わきまへてみることも︑それですつ

ぎ
十槻8園 はきはきしてみて︑禮儀を
かり分りました︒

おはきもの・かさはきもの

はきもの ﹇履物﹈︵名︶1 はき物←

五糾8団大水が出なければよいがと
心ぽいして︑夜中に手をけやはき物
﹇履物屋﹈︵名︶一

まですっかり二階へ上げました︒
はきものや

はくねつ一はこ
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はくねつ

﹇白熱﹈︵名︶1

白熱

十一17 ︿略﹀太陽とは︑ 一丁どん

なものであらう︒一口にいへば︑白
たい

﹇白梅﹈︵名︶1

白梅

熱の状態にある 一 大 火 球 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

はくばい

十柵8 白梅は今ちやうど眞盛りであ

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が

此の航海によって彼の博物
た︒

十一9910

そ

學者としての基礎が十分に出來︑一
十二653

博物館﹇▽だいえいはくぶつか
︿略﹀︒

十二697

いざ︑起出でて︑勇まし

む︽ーマ・ーミ・ーム︾

りっぱな學者を先生にして︑一心に

學問をはげむがよい︒

つきて課業にはげみ︑︿略﹀︒

十伽4図 ︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

十一48図少時より田鼠に働み︑長

此の上はいよく仕事

じて後魯の君に仕へ︑︿略﹀︒

はこ

箱εあき

に励み︑一日も早く一人前の商人と

十二梱8属団

なりて︑︿略﹀︒

﹇箱﹈︵名︶14

さい︒

三178園そのはこをかしてくだ

しろい人がゐます︒

三176園このはこの中に︑おも

こ・とはこ・ほんばこ︒ゆうびんばこ

ばこ：又ばこ・くぎばこ︒たまてば

はげます はこ

ツを持ってコップにたまった液を集
めて歩くのである︒
﹇励﹈︵四・五︶6
︽ーサ・ーシ︾

︿略﹀ベルギーの勇將レマ
ンは︑部下の將卒をはげましく︑

九363図

︿略V︑勇ましく防ぎ戦ひたり︒

つかれ果てた人々も︑親子の

三452おとひめは﹁︿略﹀︒﹂とい
つて︑きれいな箱をわたしまし

た︒

白いけむりがぱっと出て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑乾かしたのをそろへて

三465あけると︑箱の中から

﹇励﹈︵四・五︶5

はげむ

勧

︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

ひよこを放つ︒

か＼へ出し︑軒下なるかこひの中に

船の上からはしきりに働ま 九124図中に入りてひよこの箱を

集めて包紙に包む者もある︒

八鵬4

マッチの箱に入れる者もあり︑︿略﹀︒

八価4

けるなく︒﹂と︑甲板からしきり
に励ました︒

十一862

はげ・む

してくれる︒

十一867

た︒

だ︒﹂と︑自ら勧まして進んで二つ

そんな弱いことではだめ

十一559︿略﹀︑﹁しっかりしろ︒負

くと力をそへる︒

勇ましい働にはげまされて︑我も

十283

く 我もはげまん︑今日の業︒

ところが或夜︑夜中に激し 九28図齪

娘の答に失望した王は￥例

年とともに老の氣短さが加はつて︑

生れつき烈しい氣性の上に︑ 九275囹 ︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑

い雨が降ったことがある︒

生の方針がはっきりときまった︒
はくぶつ
﹇博物館﹈︵名︶2 博物

十ニー210

館

くわん

はくぶつかん

ん・だいはくぶつかん・ルーブルはく
ぶっかん

は

︿略﹀︑風がだんくはげしく

敵ははげしく射立てた︒

しく︑︿略﹀︒

一まくりにし 九363図 ︿略﹀︑部下の將卒をはげま

︽ーイ︒ーカッ・ーク︾

働ます

はげま・す

︿略V︑そばには小さな心棒

﹇歯車﹈︵名︶1

到る虚に散在してみる︒
はぐるま
は

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

十二535

歯車

館・圖書館等の修養機關︑︿略﹀が

貼々と交って美しい︒
八737団此所は有名な商業地ですが︑ の烈しい氣性から︑苦り切って︑
ばく
はくぶつくわん
と
﹁︿略﹀︒﹂と言渡した︒
ばくはつ ﹇爆発﹈︵名︶1 上襲
︿略﹀︑博物館や玉書館などもたく
ほく
バケツ ︵名︶一 バケツ
九3610図 レマン將軍も︑火藥の爆護 さんあります︒
ちつ
によりて起れるガスの爲に窒息し居
十一910 其の外各種の學校や︑博物 十一531 それがすむと︑今度はバケ
たるを︑︿略﹀︒

ばくふ ﹇幕府﹈︵名︶2 幕府与きゆ
うばくふ●とくがわばくふ

十一伽6図 幕府は食思に救小屋を設
けて救助に力を 用 ふ れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

烈しい 激しい

十二825図 く略V文化五年の四月に︑はげし・い ﹇激﹈︵形︶10 はげしい

林藏は幕府の命によって︑松田二十

ました︒

五846囲

七943

大明の軍勢四十二︑勢はげ
其の日の戦は果して今までに

か︑王は俄にはげしい熱病にか＼つ

十87此の水浴が艦にさはったもの

なくはげしかった︒

九鵬8

しくおしよせたるに︑︿略﹀︒

七鵬1園

なって來た︒

六817

くなりました︒

︿略﹀︑夕方から風もはげし

て見せよう︒﹂とはげしく吹立て

風は﹁何︑

四392

爆布﹇▽だい

郎と共に樺太の海岸を探検せり︒
﹇爆布﹈︵名︶1

ばくふ

ばくふ

十二描6 ︿略V︑急流や爆布に富んで
みる我が國では ︑ ︿ 略 V ︒

學
︿略﹀︑何時の間にか好きな

はくぶつがく ﹇博物学﹈︵名︶2 博物
十ニー15

博物學の研究が主となってしまった︒
十ニー27 かくて世界の各地をめぐつ
て︑︿略﹀︑博物學や地質學の實地研
究につとめ︑︿略﹀︒

博物學者

はくぶつがくしゃ ﹇博物学者﹈︵名︶1

447
はこにわ一はさみきる

本箱やいろいろな物がはこび出
運

十608図

感がいに打沈みてとぼく

かうして出來たゴムは︑各

二十六

はごろも

はごろも

風にまひ︑︿略﹀︒

三897はごろもの袖はかるく

︿略﹀︑はごろもの色は日
の光にかがやきました︒

あ

は

あはち

﹇狭間﹈︵名︶1 はざま

三898

はさみ

﹇鋏﹈︵名︶5

ハサミ

はさみ

一6ーハサミガアリマス︒モノサ

キニナレ︒

ハサミ

メヲダセ︑

ダサヌト︑

ハヤク

シガアリマス︒

キノタネ︒

一115圏

ハヤク

デ ハサミキル︒

︸125圃

ハサミキル︒

ナ

ナラ

ハサミデ

ハヤクミガナレ︒

ラヌト︑

一134圃

ハサミキル︒

あちらでもこちらでも︑さ

ヌト︑ ハサミ デ

えたはさみの音がちょきんくと聞

十二217

はさみあ・げる ﹇挟上﹈︵下一︶1 は

える︒

カ

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

︿略﹀︑其の内の二人が石炭を はざま

掘崩すと︑他の二人がそれをざるで

十843

に飼はれてるるのださうです︒

四415 にはへいたやむしろを
と歩を運ぶ︒
しいて︑そこへ火ばちや机や
十827 ︿略﹀︑これは石炭を運ぶため

九155図 ︿略﹀︑をんどりは箱のふち 出す ︽ーサ︾
をふまへて︑首をすゑ︑むねを張り︑
今やときをつくらんとする様なり︒

されました︒
はこぶ

炭車が一ぽいになると︑馬方

運んで炭車に入れる︒

十一537

あれは港の親船へ蜜柑を運
しかし二人は互に信じ合つ
てるる仲なので︑話はおだやかに運

十二伽1

んで行くのであらう︒

十二219

りう
國の工場に運んで加硫法を行ふ︒

の通ふ道まで運んで行きます︒

がそれを馬に引かせて︑電氣機智車

ひ
土を掘る︑石を運ぶ︑樋をう 等温5

済しやうも一生けんめいで︑
﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ

米屋の小ぞうお得意へ

ばれる︒

三目14

二十六

ひつきやう掘取る者︑運 はごろも ﹇羽衣﹈︹課名︺2 はごろも
ぶ者︑植込む者︑一様に心を書くし

三823

はようのないものです︒
三861園 天人のはごろもなら︑

ち

はさみうち ﹇挟撃﹈︵名︶1

はさみう

とのふたガラスの中へ入れた︒

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

三856園 いや︑それは天人のは さみ上げる ︽ーゲ︾
ごろもといふ物で︑人げんに
十二588 時計師は早速ピンセットで

肚吉︑︿略﹀雑木を︑かう はごろも ﹇羽衣﹈︵名︶6 はごろも
私は教へられた通り︑雑木を

︿略﹀︑雑木を束ねては運び︑

なほさらかへすことは出羨ませ
ん︒

し下さいませ︒

て︑はさみうちにしようとした︒

しますと︑天人はそれを着て︑

一116蟹

キル

ハヤク

メヲダセ︑

カ

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰 三881園そのはごろもをおかへ 七437 ︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け

まひはじめました︒

︽ーリ・ール︾

にく略V細いくだを附け︑︿略﹀︑其

鳩に手紙を運ばせるには︑足 三894れふしがはごろもをかへはさみき・る ﹇挟切﹈︵五︶4 ハサミ

も彼も一心不齪に働くので︑︿略﹀︒

十439

運んでは又束ねて︑︿略﹀︒

十425

精﹇ぽいに働いた︒

束ねては運び︑運んでは又束ねて︑

十424

いふ風に束ねて運んでくれ︒

十417園

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

十67図心

米を運びし蹄り途︑︿略﹀︒

八566図圃

軒下に運んだりされた︒

て︑おちいさんはく略﹀︑菊の鉢を

七947

ひやうらうをはこんだ︒

六844

に︑︿略﹀︒

める︑土手をつく︑いろくの工事

五712

ぶ︽ーバ・ービ・ーブ︒ーン︾

はこ・ぶ ﹇運﹈︵四・五︶17

九786 先生も大きな箱を持って來て︑
ほったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった︒

山田先生が︑箱の そ ば へ 來 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九801 ふと氣がつくと︑校長先生と

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

十338 上手にも水門があるので︑船
る︒

︿略﹀︑もみは柔かにして

は次の箱の中へはいる︒

十341 と︑上手の水門が開いて︑船
十二475図

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに
用ひられ︑︿略﹀︒

十一一527暗い箱の中にしまひ込まれ
て る た 小 さ な 鐵 の ねちが︑︿略﹀︒

ハコニハ

﹇箱根山中﹈︵名︶1

コレハワタクシノハコニ

はこにわ ﹇箱庭﹈︵名︶一
ハデス︒

一282
はこねさんちゅう

箱根山中

運び

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

十︸489詳︿
覧略﹀︑至重へ下る秘す

︽ーレ︾

﹇運来﹈︵四︶1

﹇Vもちはこ び

を見て︑︿略﹀︒

はこび

來る

はこびきた・る

はこび

の中に入れるのである︒

ぜん
十654図 やがて運び至れる貧しき膳 十575
﹇運出﹈︵五︶1

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒
はこびだ・す

はさむ一はしご
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ハサミキル︒

キノタネQ ダサヌト︑ ハサミ
デ

ハサミ

デ

ハサミキル︒

コガニガサルノクビヲ

﹇端﹈︵名︶4

つた︒

はし

はし

端﹇▽りょ

はし・しじょうのおおはし・しちじょ

日も水のひくのを待たなければなら

橋を渡り︑大鳥居をくゴり

ず︑︿略﹀︒

すると橋はまん中から折れて︑

かねてあぶないといって置

いた︑あの橋を渡ったのでは無いか︒

十943園

三人は水中におちいった︒

十937

渡ってはならぬ︒

あの橋は危除だから決して

て南参道に入る︒

十15図

うばし︒じんぐうばし︒たいこばし・
タワーばし︒どばし・にじょうばし・
モンブランばし・ロンドンばし

一296カバニハ︑ハシガカケテ 十5図橋

其の洲の白い砂の上に︑青い

十935園

アリマス︒

はしひきさいてさ

五582

ハシノウヘヲトホリマシタ︒

ニー42犬ガサカナヲクハヘテ︑

手ぬぐひの
此の時コロンブスは︑こつん
︿略﹀︑盟ノ後ノ端ヲ木ニツケ

と卵のはしを食卓にうちつけ︑︿略﹀︒

八769

し出せば︑︿略﹀

一126圏 ハヤク キニナレ︒ ナ うはし
三302圏︿略﹀︑ こしにはさんだ
ラヌト︑ ハサミデ ハサミキル︒
ヌト︑

一136圃 ハヤクミガナレ︒ ナラ

一197
ハサミキリマシタ︒
九186

松が一面に立ってるて︑長い橋のや

はさ・む ﹇挟﹈︵五︶6 はさむ ︽一
テ︑膿ヲナ・メニツキ出スト︑形ガ

し

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

常世も︑︿略V︒

恥をつ＼まんとして宿をことわりし

東の方は此の橋のたもとから︑ 十701黒氏は身の上をつ＼み︑貧の

は帝國の恥だぞ︒

九耶2園

は帝國の恥だぞ︒

九価1園

は帝國の恥だぞ︒

九備1園

は帝國の恥だぞ︒

九価1園

﹁負けたら村のはちになる

だれがかけたか︑虹の橋︒ はじ ﹇恥﹈︵名︶6 はち 恥

六721

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

川にそって電車が出ます︒

七621

すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

橋はまん中からもえ切れて︑

橋のないところでは五日も十

谷そこへどうと落ちた︒

六967

けて︑橋の上に投げさせた︒

んなたいまつを出して︑之に火をつ

六965

﹁327

ハシゴノアトカラマトヒ

通有はほぼしらをたふして︑

ガイキマス︒

こんだ︒

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六831

ご

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒ はしご ﹇梯子﹈︵名︶3 ハシゴ はし

六961

ぞ︒﹂

空のゑぎぬへ一筆 八81園
だれが渡るか︑虹の橋︒

だれがかいたか︑虹の橋︒

橋ノタモトニ人力車ガーダイ

でう

賀茂川には橋がたくさんかけ
てあります︒

六711

アツテ︑︿略﹀︒

六322

五627圃だれがけすのか︑虹の橋︒

五622國

に︑

五606圃

マ・ーン︾←さしはさむ

え
あれが北斗七星だ︒あの柄

箸

く略V︑

うに見えます︒

九879園

箸

はし

ハシ

でない方の端にある二つの星を結び
﹇箸﹈︵名︶5

つけて︑︿略﹀︒

はし

ゴハンヲタベルトキニ︑

はし
︿略﹀︑川上から箸が流れて來

ハシヲモツ方ノ手ハ右デ︑
︿略﹀︒

五81

ました︒

ばし・いっぽんばし︒うじはし・おお

の三つの橋でございます︒

もし手なくば︑我等は如何 六712 名高いのは三塁・四條・五條
に不自由ならん︒箸を持つことも出

八281図

ぜん
やがて運び誉れる貧しき膳

來ず︑︿略﹀︒

十654図

あたかも書食の膳に向ひ

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒
ぜん

十一273図

居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て
て︑︿略﹀︒

五614圃

桑ノ小枝二寸分違乱ナイ︒

よしっね

はしひきさいてさ

三301圏 ︿略﹀︑ こしにはさんだ

手ぬぐひの
し出せば︑︿略﹀

にはさんでみた弓を海へ落しました︒

屋島の合職に︑義纏が小わき
六348

小路を中にはさんで︑四五尺にのび

十一358 ︿略﹀︑山の背を通ってみる 三353
た杉の若木が勢よく立並んでみるの
が︑︿略﹀︒

なかのうみ

十二506 ︿略﹀︑殊に両半島にはさま

れてるる中湖の東岸の如きは︑
︿略﹀︒

十二528 ︿略﹀小さな鐵のねちが︑
不意にピンセットにはさまれて︑明
︿略﹀︑やがてピンセットで

るい庭へ出された ︒

十二591

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑
︿略﹀︒

︽ーシ︾

はさん・する ﹇破産﹈︵サ変︶1 破産 はし ﹇橋﹈︵名︶20 ハシ 橋﹇▽いし
する

じょうのおおはし・さんじょうのおお

九536園 ︿略﹀︑いろくの手違から︑ はし・おおひらばし・かけはし・ご
銀行が破産しなければならぬ事にな

449

六958

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

はしこい

﹇端端﹈︵名︶1

﹇ ▽ す ば しこい

端端

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

はしばし

よりのぶ

︿略﹀頼宣は戦が始つたと聞 六392圏洋服は着なれなかったので︑
はじめは寒いやうに思ったが︑もう

八149
いて︑先陣へかけつけたが︑もう間

コレハ︑ハジメ白地ニオツ

なれた︒

雪漢は谷を埋めた雪の坂で︑ 六767園

に合はなかった︒

九947園

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

︿略﹀ ︑ 其 の 言 葉 の 端 端 に も ︑

ふもとの村から三里ばかり登った所

十二759

初め松の木や魚・獣の油な

るのに用ひたもののやうであるが︑

︿略﹀︒

どをたいたのであったが︑︿略﹀︒

十一679

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十一而10図初め彼は紙に炭素を塗り

五632

めて

作太郎は父につれられて︑は

はじめて東京見物に來て︑此

入管後はじめて此の前の日

あの

はじめて聞い

大事にするとおつし

してみたことがお分りになるでせう︒

八麗6雪解になって始めて︑考違を

やった︒

た記念の木︑

木の事を話したら︑

六㎜4圏昨日學校で校長に︑

曜日に外出をゆるされた︒

六395国

の停車場へ降りる人は︑︿略﹀︒

五槻6

じめて町へ行きました︒

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ

始の間はあまり甲乙はなかつ
翌日になって︑將軍が又たつ
始は熱が高くて心配致しま
春ノ初二二三ノ卵ヲ産ミ︑五
始のうちは勢がよかったが︑
︿略﹀︑始は近在の小戸店へ︑

︿略﹀歓庵様が︑︿略﹀︑始

くわんあん

めて農學をお修めになり︑︿略﹀︒

九226園

二の年だつたさうだ︒

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

毎年春の初か冬の半ばにす

洗ふ︒

九754

初め主として食物を調理す 十146園私が今度臨って討て︑はじ

てうかばひました︒

初は塁間以上も相手をぬい 汐田2 ︿略﹀︑くはしい事は今日始め

野毛地で始めて海が見えた︒

令が下る︒そこで始めて乗員は顔を

これがつまり此の炭坑の始 九659 甲板洗がすむと︑﹁︿略﹀︒﹂の

恥をつ＼まんとして宿をことわりし

十一672

てるたが︑︿略﹀︒

十一555

る枝打は︑面白いものだ︒

十一387

ださうです︒

十854囹

常世も︑︿略﹀︒

十701図始は身の上をつ＼み︑貧の 九513園︿略﹀︑此の町へ始めて奉公

うだが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おろしに歩き廻ったものださ

九516園

間もなく腰がふらつき出して︑︿略﹀︒

八542

週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒

八504

したが︑︿略﹀︒

八451国

ねたが︑始のやうに答へた︒

八184

たが︑︿略V︒

八88

には十萬騎に減じ︑︿略﹀︒

百騎にげ︑二百騎にげして︑ はじめて ﹇始﹈︵副︶22 はじめて 始

ノデ︑︿略﹀︒

ちやうど此の頃︑此所の名

せりの三つたのは十時頃で
︿略﹀拝観者の胸は︑まさ

︽一

六975

から始って︑頂上近くまで績いてる
暦年職雫が始つたので︑北風

ます︒

︿略﹀︒

十182圏

十七7図

した︒

十205團

るといふので︑︿略﹀︒

まだせりが賜るのに間があ

物の馬市が始ってみるといふので︑

十166国

たがって戦地へ向つた︒

も外の軍馬と同じやうに︑主人にし

九湿10

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび
始り

る聾心がこもってみた︒
﹇始﹈︵名︶1

︽ーッ・ーラ・ーリ・

コウバデハモウシゴトガ

湿る

﹇ 始 ﹈ ︵四・五︶16

りであった︒

はじまる

はじま・る

ール︾

三46
ハジマツテヰルラシイ︒

お宮のうらではすまふ

に始らんとする進水式の壮快なる光

始む

皇后陛下の臨御と共に︑式

景を豫馨して︑唯をどりにをどる︒

は始りぬ︒

十枷10図

﹇始﹈︵下二︶1

かくて天和元年鐵眼が初
至りて︑︿略﹀︒

はじめ

面子n▽てはじめ
ソレガダンくアツマツテ︑

ハジメハ縣スヂホドノ流デス

初め

﹇初﹈︵名︶17

始め

はじめ

五512
ガ︑
︿略﹀︒

ハジメ

度の募集を始めてより十八年の後に

十一欄1図

メ︾﹇▽たいきゃくしはじむ

はじ・む

又町はつれに大きな工場

友一のうちでかるた取

て小勢の方が勝つた︒

八144 間もなく合戦が点ると︑果し

よく今日からはじまりました︒

五224 ︿略﹀島屋の大恥出しは︑ い

居マス︒

土ザウノフシンガハジマツテ

四 5 8 1 私 ノウチデハ此ノゴロ

がはじまって居ます︒

四467

よさうちがはじまりました︒

四427 ぱたばた︑ぱたばた︑いよい

のふしんがはじまって富ます︒

四291

とはやすこゑがきこえます︒

がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂

四36

ハジマル

農家が移住して來たのが此の町の始

十一628 明治十六年こ＼に十三戸の

はじまり

はしこい一はじめて

はじめなさる一はしもとくん

450

めて青年團の規 約 を 見 た 時 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

である︒

十重2 ︿略V︑財物を見るのは始めて

此の度始めて妹を得られ即事︑︿略﹀︒

さる

︽ーイ︾

力藏さん︑まあ︑一服やつ

てから始めなさい︒

十405園

︽ーメ・ーメル︾n▽あがりは

る・うごきはじめる・おちはじめる・

じめる・あけはじめる・いじりはじめ

始める

十佃1圓団男ばかりの御兄弟の中に︑ はじ・める ﹇始﹈︵下一︶31 はじめる
十一142 今日は︑のぶ子さんのうち
へ始めて遊びに行きました︒

いと思ったのは︑︿略﹀︒

じめる・たちはじめる・たてはじめ

さがしはじめる・さしはじめる・しは

十一397 それから始めて聞いて面白 かいこんしはじめる・かけはじめる・
十一835 今日は始めての遠泳だと思
る・ではじめる・とけはじめる・とど
じめる・ひかりはじめる・ひきはじめ

ふと︑何だかうれしいやうな心配な

る・ひろいはじめる・ほりかえしはじ

ろきはじめる・とりはじめる・ぬぎは

地方人民が一般に之を尊重し︑之に

十一描6 ︿略﹀自治團膿の事業は︑

四388

める・まいはじめる

やうな氣がする ︒

協力することによって︑始めて其の

七461園

戦をはじめてから十二年︑

上様をはじめ皆様︑おしの

今に勝負がきまらない︒

七川6囹

僕がえんがはへ机を持出して︑

下になっては居られぬかと存じ︑
︿略﹀︒

八49

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

仲間がふえたので︑又一しき

おとうさんはじめ皆様お元

りじやれ合ひをはじめた︒

八57

九33国

︿略﹀︑三十ぐらみの時︑

氣で何よりです︒

九522園

さて商費を始めると︑︿略﹀︑

︿略﹀︑小さい米屋を始めた︒

九523園

店はだんだん繁昌して︑︿略﹀︒

らべをしました︒︿略﹀︑先づ風

た︒

借りて來て︑醤油のはかり責を始め

︿略V大しやうよしつねを 九557園 そこで間もなく片手間に精
米所を始め︑追追に大きくして︑あ

水兵は︿略﹀︑身輕な姿とな

はじめ︑みんなが馬のくらを

九651

んなりっぱな會社にしたのだ︒
︿略﹀︑途中で人と立話でもは

︿略﹀︑艦長をはじめ乗員一同

つて分隊毎に甲板洗を始める︒

奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑ 九671

は︑皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬禮

大兄をはじめ皆様方の御

甲板に立ってるた船長を始め

十人許の乗組員は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑河岸には領事館・税

關を始め︑銀行・會西夏のりっぱな

十一98

或山寺で︑四人の僧が一室

建物がそびえてみる︒

十一692

じよ
そこで先づ順序として萬

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

を始めた︒

葉集の研究を始めたところが︑︿略﹀︒

十一755園

我々の普通に金園といって

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十一775

それも立春から敷へると

貨・白銅貨︒青銅貨がある︒

八十八日目で︑稻をはじめ大ていの

十一8910園

物の種をまく目安になる日だ︒

皿・コップをはじめ︑鉢・

通ひも︑︿略﹀︒

十︸伽1

びん・花びん・水さしなどがきれい

こん
十歳の頃には昆轟採集を始

に並んでみた︒

めた︒

十ニー08

橋・ロンドン橋を始め︑︿略V見る

十一一295団 テームス川を飾るタワー

物聞く物唯々驚く外はありません︒

十一一6010図今我が國を始め主なる諸

外國の墨型に就いて述べん︒

十二972 ︿略﹀︑父王・妻子を始め國

橋

昨日橋本君と一しょに町は

﹇橋本君﹈︹人名︺2

民を教化して故郷の恩に報いた︒

十一梱6

本君

はしもとくん

兄はく略V︑小枝などを拾ひ

する︒

十柵1

げ候︒

悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上

十m6國国

集めて激て︑たき火を始めた︒

十395

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

二人が︿略﹀︑うれし泣きに

郡長をはじめ︑見送の人々は
みんな泣いたといふことである︒

七429

しない者はありませんでした︒

はせた者に︑だれ一人もらひ泣きを

泣いた時には︑頼朝をはじめ︑居合

六638

まりました︒

六522

じめると︑︿略﹀︒

五926

たたいてよろこびました︒

四673

からはじめました︒

ある時︑日と風が力く 九546園 社長さんは早速荷車を＝塁 十一983 しかしせっかく始めた學校

効果を完全に學げることが丁半る︒
つたが︑︿略﹀︒

十ニー02 九歳の時始めて學校にはい
十ニー52図 ︿略﹀時事を論ずるもの
起りて︑こΣに始めて我等の生活に

ぬ︒

切實なる關係を有するものとはなり
十二881図 林山が二回の探検により
て︑︿略﹀︑此 の 地 方 の 事 情 も 始 め て

我が國に知らる＼に至れり︒

十二898 そこで天皇が之を裁可せら
れ︑公布せしめられると︑始めて法
律が出來上るのである︒

十二柵4 かうして︑老僧が始めての

始めな

みを絶壁に下してからちゃうど三十
﹇始﹈︵五︶1

年目に︑︿略﹀︒

はじめなさ・る

451
ばしゃ一はず

つれのガラス工場を見に行った︒

馬車

十一悩3 橋本君にうながされて︑次
﹇馬車﹈︵名︶4

の室にはいった︒
ばしゃ

かけて行きます︒

五655園あ︑町の方へ馬車が二だい

には馬車に乗って︑此の下まで來て

五657園 今日は買物もあるし︑蹄り
もよい︒

五麗4 汽車の愚見時刻が近づくと︑
自動車・馬車・人力車がいくだいと
なく︑入口・出口によって來ます︒

十一96 アスファルトや石を敷いた
道が縦横に通じ︑電車・馬車・自動
堅塁が絶間なく往卑してるる︒

九631

それにつれて︑つり床は正し
︿略﹀︑取出したら後できつ

く一定の場所に納められる︑︿略﹀︒

十一171

ともとの場所へお入れになるのださ
うです︒

柱﹇▽しもばし

將軍は長四郎を大きな袋へ入

﹇柱時計﹈︵名︶1

巧

柱時

十二5310

︽ーヅ︾

走り

淺轟近くになると︑汽車が海

ついて︑北へくと走るのだ︒

此虚から又掘割を走って︑終

に洋々たる太西洋に出るのである︒

十358

岸を走るので︑︿略V︒

︿略﹀︑かったりくと大や 九759

﹇走出﹈︵下二︶1

うなのは柱時計である︒

出づ

はしりい・ず

﹇走競﹈︵名︶1

はしりく

﹇走出﹈︵下一︶1

走り

ハシル

走

だ芽の出ないはぜの木の間を通り︑

やうす

長崎を出た汽船は︑海上を

霜の上白に置いた田の中を走る︒

十一84

に達する︒

はん

光糟の如き宍道湖畔を走ること約四

しんぢ

十二44図松江を回したる汽車は風

十分︑︿略﹀︒

王は︿略﹀︑早速馬にむち

十一一撹7図 ︿略﹀︑遠く連なる田園の

りて︑︿略﹀︒

十二棚10図 ︿略﹀︑朱雀の大路南に走

うつて次女リガンの許に走った︒
すざく

十二717

丸にやの字の帆が見える︒

或日の夕方︑喜三右衛門はあ 十ニー97圏 沖を走るは丸屋の船か︑

︽ーデ︾

﹇走﹈︵四・五︶14

︽ーッ︒ーリ・ール︾﹇▽くちばし

ギウニユウ

マツ先重出アツタノハ牛乳

間に東西に走る三筋の路は︑︿略V︒

老僧の終始一貫した根氣は︑

馬は︿略﹀︒走ることがはや は・じる ﹇恥﹈︵上一︶1 恥ぢる ︽一

十二佃2

ヂ︾

汽車は此の邊からあの川に

うちの繭もあの工場で生綜

﹇筈﹈︵名︶11 はず←てはず
まゆ

になったはずだ︒

五654園

はず

ツテヰマス︒

一24ーハスノハニツユガタマ

はす ﹇蓮﹈︵名︶一 ハス

遂に村人を恥ぢさせたものか︑︿略﹀︒

くて︑乗用としてはこれにまさる動
︿略﹀︑信作に水をはかせるや

目がさめると︑もう夜が明け

九731園

青田の中を走ってみた︒

てるて︑汽車は果もなく績いてるる

九694

へのさわぎである︒

ら︑醤者を呼びに走るやら︑上を下

八112

物がない︒

七262

ツテ行ツタ︒

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑ハシ

ハイタツ

六322

る・ちばしる

る

はし・る

わたゴしく窯場から走り出た︒

十476

出る

はしり・でる

させませう︒

びませう︒﹂三郎﹁又はしりくらを

三612園く略V舟をながしてあそ 走ること約四百海里で揚子江の河口

ら

はしりくら

にと走り出づ︒

十﹁788石・貝・︿略﹀などが︑時 九123図 待ちかねたる鶏ども︑我先 十描10 ︿略﹀輕便遠道に乗った︒ま
代により場所によって︑それぐ貨

馬上

先づ岸近くまぐろの寄って

幣の役目をしたこともあった︒
十一一776
﹇馬上﹈︵名︶2

來る場所を選んで︑︿略﹀︒

ばじょう

二人はたがひに馬を乗りよせ

兵士たちは一せいに馬上の人

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑

七476

︿略﹀︒

九鵬1
となった︒

︽ーッ︾

七109

﹇柱﹈︵名︶3

けた︒

振るひしのみのて

十川4図幽浮きぼり・毛ぼりの
にけたに︑

はしらどけい

毫となすに宜し︒

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

十二476図︿略﹀︑つがは堅くして久

をきはめ︑︿略﹀︒

柱

れて︑︿略﹀︑袋の口を封じて柱に掛

八183

ら・ほぼしら

はしら

着物のすそをはしょった︒

︿略﹀︑みんな羽織をぬいで︑

十226国 これ等の馬が日本全國に散 はしょ・る ﹇端折﹈︵五︶1 はしょる

ばしゃうま ﹇馬車馬﹈︵名︶1 馬車馬

らばつて︑︿略﹀ ︑ 或 は 馬 車 馬 に な り ︑

或は耕馬になるのださうです︒

﹇▽ありばしょ・い ば し ょ ・ お き ば し ょ

ばしょ ﹇場所﹈︵名︶9 場所 場所
五492 まだ繭をかける場所をさがし
てるるのもあります︒

ニ來ルノデアル︒

六464 コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ
七 図 郵便切手貼付及日附印押捺場
所

八302 射つよい場所を見立てて︑炭
を嶢く間ねとまりをするための小屋
を建てる︒

つて見ますと︑︿略﹀︒

八342 さうして教へられた場所へ行

計

はず一はだ

452

らう︒﹂﹁い＼え ︒ ﹂ ﹁ た し か に 來 た は

い

恥つかしい

﹇黄櫨﹈︵名︶1

外れる︒

はぜ

はぜ

︵五︶−

はせ

︿略﹀︑はだしのままの水兵が

﹇馳集﹈

を通り︑霜の眞白に置いた田の中を

ああ︑はっかしいことを 十備9 まだ芽の出ないはぜの木の間

︽1︒ーイ・ーク︾

七914圏 ﹁おい娘︑兵士が一人來た はずかし・い ﹇恥﹈︵形︶4 はっかし

三892園

する︒

﹇長谷川与五左

これは長谷川與五左衛門と

はせがはよござゑもん

長谷川三五左衛門

はせがわよござえもん

谷観音

せ

はせかんのん

申す者︑小兵なれどもお相手致す︒
は
﹇長谷観音﹈︵名︶1 長

七471園

衛門﹈︹人名︺1

はせがはよござゑもん

後甲板にはせ集って︑ずらりと整列

九644

︽ーッ︾

走る︒

︿略﹀自分の始末のわるい

集る

はせあっま・る

それ程おっしゃるなら︑恥

頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

十一櫓2

かしながら申し上げませう︒

十681園

十145闘皆さんの前に立つと︑其の

申しました︒

ずだ︒﹂

七悩3園 清正は上様へお目通がかな
︿略﹀︑一人の子どもに二人の

はぬはず︒
八362
實母はないはずとく略﹀︒

たが︑もとより立たうはずはござい

八768 人々は︿略﹀︑やって見まし

︽一

ことを考へて︑つくぐ恥つかしく
はっす

ません︒
﹇外﹈︵五︶1

なりました︒

はず・す

九3410園 此の坂を下りて︑あの清水
の所まで行くと︑石井君のうちが見
たかだち

サ︾﹇▽ふみはずす

よしっね

えるはずだ︒
ました︒

四413

はずみ

かけ物やがくもはつされ

手に見えたはずだが︑もう通過して
﹇弾﹈︵名︶3

かぎ
漁夫は︿略﹀の鈎を持ち︑

は

せ

長谷観音の堂近く︑

は

唯今にも鎌倉の御大事とい

︽ージ︾．

﹇馳参﹈︵サ変︶！

おはします︒

せ参ずる

はせさん・ずる

十692圏

露坐の大佛

どる ︽ーッ︾

はせもど・る ﹇馳戻﹈︵四︶1

はせも

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑

十一247図危く逃延びたる一二の兵

︿略﹀︒

うき世をよそなるしづ

はた ﹇畑﹈︵名︶1 畑﹇▽たはた・や

まばた

十一川2図圏

﹇傍﹈︵名︶5

はた←いどば

けき住居︑ 出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒

た︒かわばた・ふなばた・みちばた・

はた

ろばた

︿略﹀︑たうふうがにはへ

いつも

出て︑池のはたを通りますと︑

三552

︿略﹀︒

みうりのはたに縄なふ父は

池のはたへ行って見ると︑し

或日炭を焼く男が太郎のうち

話をした︒

へ來て︑みうりのはたでいろくの

八298

た︒

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

六棚3

すぎしいくさの手がらを語る︒

六502圃

はたをお通りになりますと︑︿略﹀︒

かばふはずみにあねは 十二254図圏 極樂寺坂越え行けば︑ 五78 ある時︑出雲の國のひの川の

信作はつるりとすべり落ちて︑

十二795

ころげこんだ︒

其のはずみに︑ころくと池の中へ

八99

また 足だのはなをふっつりと︒

三294圃

はずみ

九724園 義纏の居た高館のあとも右
しまった︒

九906園 小熊座と大熊座について︑
さんに聞いてご ら ん ︒

面白い昔話があるはずだから︑ねえ
十一148 三月の末になさるはずであ
つたのが︑お取込があったため︑今
まで延びてみたのださうです︒

ふ時は︑︿略﹀︑やせたりともあの馬
はせつ

はせ

イロイロナハタガカゼニ

番兵がゆだんをしてみると︑

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六932

ヒラヒラシテヰマス︒

二25

りょうばた・ひのみはた

常世は︑時こそ來れと︑やはた ﹇旗﹈︵名︶5 ハタ 旗﹇▽たい

﹇馳着﹈︵下二︶1
︽ーケ︾

﹇馳着﹈︵下一︶1
︽ーケ︾

さうして直に静岡の大総督
府にはせつけて議をまとめ︑︿略V︒

十二樹10

つける

はせつ・ける

せ馬にむちうってはせつけたり︒

お話が頂上のながめに移ると︑ 十7010図

く

はせつ・︿

狂ひ廻るまぐろを引っかけ︑はねる

九976

外れる

垣根も倒れれば︑しをり戸も

﹇外﹈︵下一︶1

﹇▽まちはずれ・むらはずれ

いよくはずんで來て︑︿略﹀︒
はずれ

︽一

十一406 今年伐るはずのは︑おとう

︽ーヅ︾

はずむ

にうち乗って一番にはせ参じ︑︿略V︒

恥ヅ

﹇弾﹈︵五︶1

はずみを利用して船中に引上げる︒
はず・む

さんの子供の時運ゑたのだといふが︑
︿略V︒

﹇ 恥 ﹈ ︵ 上二︶1

お前はわたしをうらんでみるはずだ

十二756園 涙をこぼしてくれるのか︒ ン︾

が︒

は・ず

七944

︽ーレル︾

く略V︑ソンナ事ヲスルノハ︑はず・れる

選墨ノ趣意ニソムイテヰル︒國民ト

九櫨10園

シテ恥ヅベキ事 ダ ︒

453

て引上げた︒

﹇畑﹈︵名︶19

ハタケ

畠←

三533園 そんなところでとどく
ものか︒やねへ上ってはたけ︒

はたけ

六934 正成は此の旗を城門に立てて︑

さんぐに賊を悪口させた︒

ふし︑︿略﹀︒

午前八時になると︑艦尾の旗

美しい︒

する︒

後甲板にはせ集って︑ずらりと整列

九643 ︿略﹀︑はだしのままの水兵が

はだし ﹇裸足﹈︵名︶1 はだし

竿に軍艦旗があげられる︒

九668

婦人は︑︿略﹀︑其の實を取つ はたざお ﹇旗竿﹈︵名︶1 旗竿

耕作に使ったりする︒
八347

て來て︑庭先の畠の中にまきました︒
作ってある︒

向ふの畠には︑たうのいもが

がいもばたけ・なたねばたけ・むぎば

九伽2

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

九㎜5

十一8610 波打際には大勢の人が旗を おはなばたけ・かぼちゃばたけ・じゃ
たけ

死んだあの子

こんな廣い畠であるから︑

町も十町も長々と績いてるるのが少
くない︒
十一636

てい機械と馬の力による︒

耕すにも︑︿略﹀︑種を蒔くにも︑大

をかり取る︑父が畠を打てば自分は
︿略﹀︑父は學校へ行って時

種をまくといふ風に︿略﹀︒
十一968

間をつぶすよりも畠に出て働いた方
︿略﹀︑願に任せて三日間畠

がよいといって︑︿略﹀︒

十一欄8

の草をとらせ︑︿略﹀︒

燃えあとは取片附けて
畠とし︑コーヒー・わたの木などを

十一佃1國団
植付け申候︒

﹇畠山重忠﹈︹人

サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ

畠にしても︑小路によって はたして ﹇果﹈︵副︶4 果シテ 果し

て

十一633

其の隣の畠にしやうがが︑

歳々々︒﹂と叫ん で み る ︒

︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも

タ人ガアリマシタ︒

二335ムカシアルトコ争論︑田
ヤハタケヲタクサンモツテヰ

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ

十二785 其の時魚見やぐらの上で旗
た と い ふ 合 圖 を すると︑︿略﹀︒

細かく仕切ることをしないから︑

六66一

二42ーアル日犬ハ畠ノスミ

︿略﹀︒

はだ ﹇肌﹈︵名︶1 はだ←かたは

十一634

ツバメハ田や畠ノ作物ニツク

︿略﹀︑其のために田を募り︑

ちの畠にあったのを

しげたぜ

はたけやましげただ

畠山重忠
しげたて

間もなく合職が始ると︑果し

翌日蕃人どもが︑役所の近く

其の日の戦は果して今までに

︿略﹀︑効果空しからずし

︿略﹀︑石は繹迦の足を二つ

はたち ﹇二十﹈︵名︶1 二十

なかった︒

けただけで︑目的を果すことは出來

十二981

す︒

て宿志の果さる㌦も近きにあらんと

十一協3図

でたく都に蹄り給へ︒

九112図園皇子は勅命を果して︑め

サ・ーシ・ース︾

はた・す ﹇果﹈︵四・五︶3 果す ︽一

なくはげしかった︒

九欄7

ました︒

をかぶって︑赤い着物を着た人が來

に集ってゐますと︑果して赤い帽子

八252

て小勢の方が勝つた︒

八144

キニ釘ガタクサンツイテヰタ︒

テ︑上ゲテ見ルト︑果シテ磁石ノサ

トヲシヘマシタ︒

デ︑﹁ココホレ︑ワンワン︒︿略﹀︒﹂

此の人たちの田や畠

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒

四754

の作り方はていねいでしたか

らった︒

畠を費り︑家も土藏もみんな費りは

五748

ニ立ツ鳥デス︒

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑人ノヤク

五274

つてしまひました︒

うも田も畠も人の物にな

四778それでとうとう家も土ざ 十一957 父が木を伐れば自分は雑草

ら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

十一823図圏吹く潮風に黒みたる
はだへ

はたき﹇▽はば

四242前の畠の柿の木は︑

だ・じはだ

﹇肌﹈︵名︶ 1

はだは赤銅さながらに︒
はだえ

十657図 みうりの火は次第におとろ

はだかじま

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ
すが如し︒

裸島より渦潮見れば︑

﹇叩﹈︵名︶1

﹇叩落﹈︵五︶1

つだひました︒

はたきおと・す
︽ーサ︾

まはして︑何をしてみるの

が虫取って︑

かついで行って植ゑ

だ︒﹂﹁星を二つ三つはたきおと

名︺1

か落しに︑馬をしょって下りたとい

又力が強いので︑荷物をつけ 七269 畠山重忠はひよどりこえのさ
たり︑荷車をひかせたり︑田や畠の

七264

たのだ︒

ケ︾

はた・く ﹇叩﹈︵五︶1 はたく ︽一

さうとしてるるのだ︒﹂

三527園﹁おい︑長いさををふり 六987圃 あの學校がたった時︑ う

きおとす

はた

四428僕もはたきを持って手

たき

はたき

胸も波だち眼もくらむ︒

十一一815圃

はだかじま

はだかじま ﹇裸島﹈︵名︶1 孟冬

はだ一はだち

はたと一はだらく

454

かへって︑はだみはなさず持

﹇旗本﹈︵名︶1

旗本

がき︑︿略﹀︑人を感ぜしむるも︑手

もあるだらう︒其の時にはお互に目

ゐ
い通信者の働の偉大な事が謹明せら

テヰマシタ︒

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ

︿略V︑朝カラ晩マデ︑相カハ

れたので︑︿略V︒

ラズ︑トンテンカン︑トンテンカン

清正刀を抜かんとするに︑ 七519

ト︑働イテヰマス︒

十一3010図

かぶとのしころつ＼じの枝に引つ

働く

︽ーイ・一

︿略﹀︑こぬかだらけになつ

︿略﹀︑大工サンバミンナ

︿略﹀︑小さい時からよく
︿略﹀作りかけの繭の中で︑

僕等はふだんいそがしく働

僕等は一同申し合はせて︑

君等が若し僕に食物を送る

たとひ休まず働いても︑一人

︿略﹀︑職工が大勢居って︑そ

にいさんたちの分もわた

︿略V︑四五人の若い人々がぬ

かだらけになって働いてゐました︒

九502

しが働くのだ︒

九492愚慮

めいに働く者が勝だ︒

九483国園世の中は何でも一生けん

れぐ手分をして働いてみる︒

八梱8

で一日に一包は造れまい︒

八面2

爲に働いたといふなら︑︿略﹀︒

八皿8園

さう思ってくれ給へ︒

今日からは働かないことにしたから︑

八柵1園

いてるますのに︑︿略﹀︒

八997園

いふなり︒

の足らずといふは︑働く人の少きを

八292図︿略﹀︑いそがしき時に︑手

か＼りて︑身のはたらき自由ならず︒

働ク

﹇働﹈︵四・五︶38

日本人が働き居候︒
はたら・く

らいた︒

七514

ず働くので︑︿略﹀︒

將校も兵士も皆一つになつ

九5410園 ︿略﹀︑夜を日についで働い

た︒

言書6園

私どもの若い時分には︑

て働かなければならない︒

夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ 十1310園

したので︑︿略﹀︒

人の仕事まで引きうけるやうにしま

六581

かげひなたなくはたらく上に︑

の人は普請方のさしづをうけてはた

五714︿略V︑いろくの工事に︑村 九524園 ︿略﹀︑それにわき目もふら

るのもあります︒

︿略﹀︑一生けんめいにはたらいてゐ

五491

はたらきました︒

四761

たちでした︒

四顧5まことによくはたらく人

ヨクハタライテ居マス︒

シルシバンテンヲヌイデ︑ヰセイ

四587

てはたらくちいさんです︒

三325

たちはたらく

カ・ーキ・ーク・ーケ︾←おはたらく・

はたらく

ハタラク

コーヒー園には多くの

︽1︵リ︶︾

き居

秀吉︿略﹀︑旗本の若武 はたらきお・り ﹇皇居﹈ ︵ラ変︶1 働

働

者どもをきっと見て︑﹁てがらは仕
はたらき

十一柳4圏団

﹇働﹈︵名︶9

取る・拾ふ・握る・持つな

夫の田畑を耕すも︑堅手の働なり︒

八286図大工の家を建て︑︿略﹀︑農

どは皆手の働なり︒

八279図

←てのはたらき

はたらき

勝ちぞ︒か＼れく︒﹂と大音聲︒

十一291図

はたもと

した︒

つてみた刀を見つけられてしまひま

六558

四966 ︿略V︑十郎は二十二︑五郎はだみ ﹇肌身﹈︵名︶1 はだみ

はたと

は二十︑父がうたれてから十
八年目にめでたくのぞみをと
﹇硝﹈︵副︶1

げました︒

はたと
︿ 略 ﹀︑やがてピヤノの立日が

は た と 止 ん で ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と︑情ない

十二訂10

やうにいってみるのは若い女の聲で
ある︒

はたはた ︵副︶1 はたはた
九222 ︿略﹀しやうじのやぶれを︑
秋風がはたはたとあふる︒

ばたばた ︵副︶3 ばたばた ばた

く
の働なり︒

又筆一本にて美しき給をゑ

︿略﹀︑敵は見る間にばた

八289図

一軍今や崩れんとす︒

六817 味方はばたばたとたふれた︒
くと倒れて︑

十一2810図

八月十日の威海衛攻撃とやらにも︑

聞けば︑そなたはく略﹀

かく別の働なかりきとのこと︒

十一一553 不意にばたくと音がして︑ 九備5圓國
小さな子どもが二人奥からかけ出し

︿略﹀︑爾手で根本の所をつか

下直3園其のうちには花々しい二二

て來た︒

九571

ぱたばた ︵副︶1 ぱたく

ざましい働をして︑我が高千穗艦の
︿略﹀皆さんの熱心な様子

つかれ果てた人々も︑親子の

おう
ところが︑先年の欧洲大職で︑
やはり此のやさしい︑しかも勇まし

十552

くと力をそへる︒

勇ましい働にはげまされて︑我も

十283

なりました︒

や︑今日の働を見て︑大そう心強く

十1410園

んで︑打毫にぱたくとた＼きつけ
ぱたばた︑

名をあげよう︒

︵副︶1

ると︑︿略﹀︒

ぱたばた

ぱたばたばたばた

はた拾

よさうちがはじまりました︒

四427 ぱたばた︑ぱたばた︑いよい
﹇旗拾﹈︵名︶1

六793 はた拾︑まり送︑おにごっこ︑

はたひろい

何でもなれてしまへば︑少しも陸上
とかはらない︒

︿略﹀︑あなた方の半分ぐらみしか働
きませんでした︒

十383 父は毎日︑兄や木びきの力藏
さんと︑朝早くから行って︑夕方お
そくまで働いてみる︒

窯の周團には︑八九人の職

であらうと思った︒

十﹁伽2

三目9
三201

︿略﹀かねての御教訓

︵副︶1

ばたんぼたん

ハチ

はち

蜂

費用とを費して︑︿略﹀︒

十366 ︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の

六月の田植時から七月・八月

﹇八月﹈︵名︶1 八月

五758

はちがつ

一二三四五六七八九

ん・だいはち・だいはちか

一343
﹇蜂﹈︵名︶7

十︑十バトンデキマス︒

にかけて︑水はありあまった︒

聞けば︑そなたは豊島沖

りきとのこと︒

鉢峯

はちがみね

衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

の海職にも出ず︑又八月十日の威海

九備4圏団

八月十日

はちがっとおか ﹇八月十日﹈︵名︶1

ハチガキテ︑ナクワケヲ

タヅネマシタ︒
タ︒

一16豊肥チガキイテオコリマシ

ハチハセツセトミツヲ

蜂峯

はちがみね ﹇鉢峰﹈ ︹地名︺3

一184ハチガチクリトサシマシ
タ︒

三15

﹁なきつらにはち︒﹂

ァッメテヰマス︒
四502園

鉢﹇▽てあらいば

十一25図鉢峯

望み見るに︑︿略﹀︒

守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

十一259図夜ふけに及んで︑鉢峯を

所々々にそれぐ將卒を配置したり︒

︿略﹀︑大岩山・鉢峯などの要

はちがみね

九2010例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ腔 十一257図 寄手の大將佐久間盛政は︑

しかし市中の混齪は蜂の巣

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑
︿略﹀︒

十二伽2

﹇鉢﹈︵名︶2

を突いたやうなさわぎである︒
はち

れる ︽ーレ︾

﹁困った風だ︒﹂とおつしゃつ はちき・れる ﹇切﹈︵下一︶1 はち切

ち︒ひばち

て︑おちいさんはかぼちや棚につつ

九795 ︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

七947
月

かい棒を入れたり︑菊の鉢を軒下に

鉢植

びん・花びん・水さしなどがきれい
﹇鉢植﹈︵名︶1

に並んでみた︒

圓

はちおくえん

﹇八億円﹈︵名︶1

八億

がいってみる︒

汽車で二日市騨に着いたのは

はちじ ﹇八時﹈︵名︶1 八時

午前の八時︑︿略﹀︒

十備8

間

はちじっけん ﹇八十間﹈︵名︶1 八十

十663図 ﹁︿略﹀︒﹂とて主人の持來れ はちじごろ ﹇八時頃﹈︵名︶1 八時頃
ひ
るは︑秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒
八549 八時頃には︑すっかりすんだ︒

はちうえ

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

わらびとり

﹇八﹈︵名︶

十一伽−皿・コップをはじめ︑鉢・

運んだりされた︒

ツバメ

ツバメ

山びこ

山びこ

十月三十一日⁝⁝⁝八

わらびとり

八月

︸155

︿略﹀︑機械は電力により はち

工が汗を流して働いてみる︒
十ニー85図
て働き︑︿略﹀︒

或時︑父王と共に城外に出

て︑農夫の働く檬を見廻つたことが

十二912

束ねては運び︑運んでは又束ねて︑
ある︒

十427 私は教へられた通り︑雑木を
精一ぽいに働いた︒

九591

八
︿略﹀︑ワとツ︑二と二︑ハと

﹇八﹈1

七擢図

はち

る︒

ばたんぱたんと殼竿で妾を打ってる

︿略﹀︑掛聲を合はせながら︑
からざを

ばたんぱたん

に從ひ︑一心に働き候ため︑︿略﹀︒

十二捌2圏圏

へぎあへぎ働いてみる︒

十428 しばらくの甘めいくがこん 十二915 ︿略﹀︑牛はつかれ果ててあ
な 風 に 働 い て み ると︑︿略﹀︒

十435園 かうしてみんな手をそろへ
そ
て働けば︑雪年の秋はもう野遊な蕎
変の花で︑此の地面が埋まってしま

ば

ふのだ︒

十439 かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰
も彼も一心不齪に働くので︑仕事は
豫想以上にはかど り ︑ ︿ 略 V ︒

十939 さいはひ附近の田で働いてゐ
た 村 の 人 々 に 助 けられ︑︿略﹀︒

八等は書方にて間違ひ易し

一一目9

︿略﹀︑人々は自由な大氣を はち ﹇八﹈︹課名︺10 八

呼吸しながら︑土の香に親しんで樂

十一655

しげに働いてみる ︒

十一958 父が木を伐れば自分は雑草
をかり取る︑︿略Vといふ風にかひ

四目4
四目9

四301

はち

じ・ごぜんはちじ・ししゃくはっす

1八←こごはち

十一目4第三課 上海⁝⁝⁝八

五256

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

︿略﹀︑父は學校へ行って時

がひしく働いてみた︒

一一

五目9

十一968

P8
P

がよいといって︑︿略﹀︒

十一棚2 リンカーンは父の手助をし
て 献 酬 に 働 く と 共に︑︿略﹀︒

十一槻4 こんなところで毎日働いて
みる人たちは︑どんなにつらいこと

ノ、
ノ、
ノ、
三
ノ『L
ノ、
ノ、
ノ、
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ばたんぱたん一はちじつけん

はちじゅうく

八十一

﹇八十九﹈︹書名︺3

八

曽我兄弟⁝・⁝：八十

三・四・五・六年が 四列になりて
十九
二十四
郵便函・⁝⁝：八十九

八

登校の道⁝⁝⁝八十

﹇八十五﹈︹課名︺2

第十六

二十二

七51図書 一年生を先頭に︑ 二・
歩く時︑ 全校生徒の八百は 八十
四目13

十五
象⁝：⁝・八十五

輸出入⁝⁝⁝八十五

遠泳：︑⁝⁝八十

唖の學校⁝・⁝．．八

第二十課

第二十二

﹇八十三﹈︹課名︺2

第十五

第二十二

はちじゅうご

九

十目3

五目10

九

間もつゴくなり ︒

はちじっさい ﹇八十歳﹈︵名︶1 八十

十二982 下心は八十歳の高年に及ん

八

でも︑︿略﹀︑ 各 地 を 巡 っ て 道 を 傳 へ
てるたが︑︿略﹀ ︒

﹇八十尺﹈︵名︶1
六目10

はちじっしゃく

十尺

三

十一目7

十三

八目14

八十三

はちじゅうさん

十目2

以て世に知られ︑本殿の如き其の高

十二79図 此の社は規模の大なるを
さ實に八十尺に及ぶ︒

はちじはん ﹇八時半﹈︵名︶1 八時半

九685 まだ日が暮れたばかりのやう
八十

に思ったが︑もう八時半であった︒
﹇八十︺︹課名︺4

八十

十四
四目11
十四

七目9

二

﹇八十度﹈︵名︶

十七年か＼るのである︒
はちじゅうど

八

水見舞⁝⁝⁝八十二

はごろも⁝⁝⁝八十

﹇八十二﹈︹課名︺2

80。

﹇八十二小川
八︑十二小川納
八︑十二小川納

︵名︶1

はちじゆうにおがわのう

二十一

二十六

はちじゆうに

10

⁝八十八

十二目5
八

はちじゅうはち

春が來た⁝⁝⁝八
マリーのきてん⁝⁝

八

法律⁝⁝⁝八十
﹇八十八﹈︵名︶1

第十八課

第二十

二十三

ヒナマツリ⁝⁝⁝八 はちじゅうはち ﹇八十八﹈︹課目︺3

星の話⁝⁝⁝八十四

植物⁝⁝⁝八十四

母国の話⁝⁝⁝

﹇八十七﹈︹異名︺1

第十九
はちじゆうしち

九目7

二十ニ

三目13 二十五 ふじの山⁝：⁝．八 はちじゅうし ﹇八十四﹈︹知名︺3 八

はちじゅう

十
四目10 二十一 汽車のたび：⁝：：
八十

九目6 第十八 石帯工場⁝⁝⁝八十
﹇八十﹈︵名︶1

十二目3 第十六課 鳴門⁝⁝⁝八十
はちじゅう

第二十

﹇八十七年﹈︵名︶

たとしても︑太陽に到着するには八

十︻43

1

二

二

｛
プL

は

二

第

たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

﹇八十八日目﹈

を致したいと存じます︒

それも立春から敷へると

八十八日目

はちじゅうはちにちめ

︵名︶1

八十八日目で︑稻をはじめ大ていの

十一8910圏

物の種をまく目安になる日だ︒

弟は尚あちらこちら暦をく

はちじゅうはちや ﹇八十八夜﹈︵名︶3

八十八夜

つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の

十一896

文字に目を止めて︑天略﹀︒﹂

こ＼に﹃八十八夜﹄とあ

りますが︑これは何ですか︒

十一899園

四列

﹇八十万間﹈︵名︶

十一89図三日木八十八夜

八十萬間

はちじゅうまんけん

1

八十萬間つゴ

八百萬の小學生︑

になりて歩かんか︑

七56図幽

くべし︒

私どもにはもと娘が八人ご

はちにん ﹇八人﹈︵名︶4 八人

ざいました︒

五92圏

九476團︿略﹀︑おとなりからの手つ

だひと合はせて︑植手が八人になつ

文化六年六月の末︑コー

て︑にぎやかでした︒

二・林藏等の一行八人は︑︿略﹀︑デ

十二855図

く略V︑八人一所にうつく

カストリー湾の北に上陸したり︒

十一一861図

十目13

第十二

鉢の木

まりて僅かに雨露をしのぐ︒
十八
八十七年
︿略V飛行機に乗って行つ 八m4囲 父が今年八十八になりまし はちのき ﹇鉢木﹈︹課名︺2 鉢の木

はちじゅうしちねん

八十七

十一目8

十二653 リや王はもう八十の坂を越 八十七
えた︒

はちじゅういち ﹇八十＝︹課名︺2
八十一

八目13 第二十一水の力⁝・⁝−八十
一

に80。80。80。80。80。80。80080。80。80。

W図鑑914

r

三十ち七七七七七七七七七七
四八ち七号ち五

歳

十二目4 第十七課 間宮林藏⁝⁝⁝

目十目十じ112一じ目二目二じ3333322222
9図図図図図図図図図図
10八12八
七

はちじっさい一はちのき

456

457
はちのき一はっきす

鉢の木

十594 第十二 鉢の木
﹇鉢木﹈︵名︶5

上海が黄浦江に臨む部分は
ば

の上に敷重ね︑其の上に飛下り給へ
り︒

十一107
と

鉢まき

まん
八幡

境内に集った︒

﹇八幡太郎﹈︹課口︺2

よし

﹇八幡太郎義

八幡太郎

八幡太郎
二十

二十

八幡太郎

はちまんたろう

五目8
五793

まん

はちまんたろうよしいえ
まん

︿略﹀︒

よし

あべのむねたふ

八幡太郎民家が離日安倍宗任
をつれて廣い野原を通りますと︑

五794

さうして兄は腰の手ぬぐひを 家﹈︹人名︺1 八幡太郎手塩

﹇鉢巻﹈︵名︶1

延長八哩︑六十饒の波止場がある︒
はちまき

十419

つるがをか

八幡宮
まんぐう

﹇八幡宮﹈︵名︶3

取って鉢まきにし︑︿略﹀︒

はちまんぐう
まん

八幡宮
みなもとのよりとも

︿略﹀︒

八679圏

八萬人齢

宮
ひめ

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞 はちまんにんよ ﹇八万人余﹈︵名︶1

ほうなふ

を奉納する事になって︑舞姫をあっ

ひ

八里半

横濱は東京の西南八里半の

﹇八里半﹈︵名︶3

イモ

彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里
其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

八599図

出入たゆる時なし︒

所にある一大貿易港にして︑商船の

七74図

はちりはん

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

めました︒

六576
ゆ

八幡宮

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

過行けば︑

由比の濱邊を 右に見
まん
まん
八幡

日本人は八萬人鯨も居て︑

六508

ぐう

は

十661囹 あの鉢の木をたいて︑せめ はちマイル ︵名︶1 八哩

はちのき
てものおもてなしにしよう︒

十665園 お志は有難いが︑そんなり
つばな鉢の木をたくのは︑どうぞ止
めて下さい︒

十667園私はもと鉢の木がすきで︑
いろく集めた事もありましたが︑
︿略﹀︒

てるうりにたきぬ ︒

十673図 主人は三本の鉢の木を切り

八分

雪の下道

﹇八幡様﹈︵名︶3

御やしろ︒

て︑

十二263図圃
の

八幡様

八幡檬の高い石だんを上りつ

まん

八里半
﹇発﹈﹇▽いっぱつ︒にはつ

八60図
はつ

︿略﹀︑

思出の深き船

初秋

懐かしき故

つ﹂がなく今日しも果てて︑

﹇初秋﹈︹課名︺2

初秋

初秋
第二十一

第二十一
九996

九目9

はつあき

郷の港︒

船は今静かに婦る︑

路や︑

十二伽6図圏

←つかれはつ

八幡榛の御引合はせか︑門の は・つ ﹇果﹈︵下二︶1 果つ ︽ーテ︾
まん

そなたがあっばれなるてがらを立て

八幡様に日参致し候も︑
候やうとの心願に候︒

九術5用量

戸は細めに明いて居りました︒

六606

木がありました︒

めた所に︑しめをはった大きな杉の

五394

様

はちまんさま

十7110園 又寒夜に秘藏の鉢の木を切

﹇八分通﹈︵名︶1

つてたいた志は︑何よりもうれしく
思ふぞ︒

はちぶどおり
通

八まい

八

五497園 民子︑いよく今夜一ばん
﹇八枚﹈︵名︶4

になったよ︒あれで八分通だ︒
はちまい

すが む し ろ

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重

まん

八幡神社
八幡神社
まん
團員は︑午前七時八幡神社の

八幡神社
五37図
九114図 ︿略﹀︑きぬの敷物八枚を波 十117

ね︑︿略﹀︒

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に十重

九114図 ︿略﹀︑菅錘八枚︑敷皮八 はちまんじんじゃ ﹇八幡神社﹈︵名︶2

すが む し ろ

ね︑其の上に飛下り給へり︒

九114図 ︿略﹀︑菅笠八枚︑敷皮八

でした︒

が六まい︑友一はたった二まい

︿略﹀︑ちよ子が八まい︑音二郎

四511 十二 かるたとり ︿略﹀︒

枚

南洋は︿略﹀︑ゴムの木の

はついく ﹇発育﹈︵名︶1 護育

獲育には最もよく適してみる︒

十一512

此所では女の先生が︑生徒に

はつおん ﹇発音﹈︵名︶1 嚢音

おん

八937

﹇二十日﹈︵名︶4

二十日←

五十音の護音を教へてるられた︒

いちがつはっかかぎり・くがつはつ

はっか

か・さんがつはっか・てんしょうじゅ

ういちねんしがつはっか・にがつはつ

三66園二十日バカリタツト出

か

マス︒

︿略﹀︑二十日の正午大岩

つても︑母の名をいふ者がありませ

六587 ︿略﹀︑十日たっても二十日た

ん︒

十一271図

二十日の月は上りぬ︒

山の敗報至る︒

十一281図

はっか︒する ﹇発火﹈︵サ変︶1 獲火

する ︽ーシ︾

がアーク燈の熱の爲に獲合して︑

十二術6 ︿略﹀︑活動寓眞のフィルム

︿略﹀︒

十一684

人は生活上の必要から獲火

はっかほう ﹇発火法﹈︵名︶1 嚢火法

襲揮す

法を工夫し︑燃料を研究し︑︿略﹀︒

はっき・す ﹇発揮﹈ ︵サ変︶1

︽ーセ︾

も遺憾なく護揮せられて︑着々成功

かん

十二皿7懸絶が稀代の天才はこ＼に

の域に進みしが︑︿略V︒

はっきする一はったつ

458

する

︽ーシ・ースル・ーセ︾

はっき・する ﹇発揮﹈︵サ変︶4 襲揮

創造力は︑十分に護揮せられたこと

十二佃1 自分で思ふま＼に造り出す
がなく︑︿略﹀︒

十二榔6 我々は何時かは摸倣の域を
脱して十分目愚痴 力 を 護 廃 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
れん

︿略﹀︑四季の攣化も日

︽1︵り︶︾

十一鵬6圓團

きり旧居

︵サ変︶一

ハツキリス

本の如くはっきり致居候由︑︿略﹀︒

︽ーシ︾

はっきり・する
ル

雪見

す

︽ーセ︾

はっこう・す

﹇発行﹈︵サ変︶1

嚢行

松江を護したる汽車は

︿略﹀斐伊川の前橋にか㌧る︒

ひ い

十二44図

︽ースル︾

十一205

裁判の目的は︑決して人を

裁判を刑事裁判といふ︒

此の犯罪者を罰するための

勿論今日我が國にて護行 ばっ・する﹇罰﹈︵サ変︶2罰する

雪行地

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑

十ニー56図

︿略﹀︒

﹇発行地﹈︵名︶1

孚はせ︑又は人を罰することではな

く略V︑獲行地にて受取る 十︸223

い︒

やがて工廠長のふりかざし

︵副︶−はっしと
つち

食す

獲信

︽一

護信人は自己の居所氏名を
﹇発﹈︵サ変︶1

︽ーセ︾

馬の高さはく略﹀︒八寸・九

僕がぐみをたべてみる間に︑

︿略﹀︑一般の人民の後援が

﹇発達﹈︵名︶5 襲達

でした︒

六17図

はったつ

︿略﹀︑又は青年團を組織し

にして遊戯的なるものに満足すべく

術の護達とは︑何時までもかく軍純

十ニー410図 されど人智の進歩と印刷

たりするのは︑︿略﹀︒

て産業の護達︑風俗の改善等に務め

十一備9

むことは出來ない︒

なければ自治團髄の圓満な獲達を望

十一幡2

初茸

にいさんは初茸を五六本取ったやう

六148

はつたけ ﹇初茸﹈︵名︶2 初茸

直に販費部を纏て遠近に護送せらる︒

十ニー89図 かくて刷上りたる新聞は︑

す

はっそう・す ﹇発送﹈︵サ変︶1 獲送

九寸などのことで︑︿略﹀︒

寸などといふのは︑四尺八寸・四尺

七274

伐 はっすん ﹇八寸﹈︵名︶1 八寸

ものと他地方にて受取るものとは︑

﹇伐採﹈︵サ変︶1

︿略﹀︑朱線で園んであるの

︽ースル︾

十伽4図

はっしと

が今年伐採する庭︑︿略﹀︒

十一365

採する

ばっさい・する

記事に多少の相違あるを常とす︒

十一一194図

二625私ノ目ハイツモハツキはっこうち
リシテヰテ︑ヨク国電マス︒

窯の周園には︑八九人の職

﹇八九人﹈︵名︶1

これまた失敗に終りぬ︒

十一榴1

はっくにん

﹇発見﹈︵名︶1

工が汗を流して働いてみる︒
はっけん

繋索をはっしと切る︒
﹇八尺﹈︵名︶1

﹇八尺五寸﹈︵名︶1

さしわたしが八尺もある︒

八尺

たる金色の槌は︑︿略﹀︑切噺毫上の
けいさく

八尺五寸

天守閣劇職棟ノ事端二金ノ

はっしゃくこすん

五397園

はっしゃく

く略V︑おちい様の不昧軒様

獲見

はまた︑地質や鑛物の方で新しい獲

九255園

﹇発見﹈︵サ変︶−

見をなされた︒

︽ーセ︾

はっけん・す
す

八九人

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

十二佃1図次いで白金其の他の金厩

十二柵4 ︿略﹀我が國民は︑其の長 はっきん ﹇白金﹈︵名︶1 白金
所として廉恥を貴び︑潔白を重んず
る美徳を護決してみる︒

十二㎜1 我々は常に其の長所を知つ

︵サ変︶−

て︑之を十分に獲揮すると共に︑
︿略﹀︒

﹇発狂﹈

︽ーシ︾

はっきょう・する
爽狂する

十二727 王は︿略﹀︑とある小屋に
一夜を明かしたが︑何時の間にかも
う護狂してみた︒

はっきり ︵副︶5 ハツキリ はっき

二643

り

八969図

﹇発信人﹈︵名︶2

シヤチホコアリ︒其ノ高サ八尺五寸︑
︿略﹀︒

人

七椴図図

シ︾

はっ・す

成へく本字にて此庭に記すこと

七擢図図

に知らする必要あるときはく略﹀

護信人の居所氏名を受信人

爽 はっしんにん

ばく
ナニカキカレマスト︑コ 九372図 レマン將軍も︑火藥の爆爽
ちつ
によりて起れるガスの爲に窒息し居

ノロデハツキリコタヘマス︒

たるを︑ドイツ兵に獲見せられて︑

︵サ変︶2

七 図 文字はハッキリと

﹇発見﹈

︽ーシ・ースル︾

サウシテ何力地上幽閑モノヲ

獲見する

八493

見スル

はっけん・する

野戦病院に送られたり︒

のぞきこむやうにしてみたが︑

八921 おとよは信吉の口を︑中まで
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑はっきり答へた︒

十挙国31 此の航海によって︿略﹀︑

護見スルト︑スウツト下りテ來テ︑
︿略﹀︒

せつ

一生の方針がはっきりときまった︒

コロンブスがアメリカを獲見
だことは非常なものでした︒

して二つた時︑イスパニや人の喜ん

十二959 其の刹那︑彼は迷の雲がか

はつ

八752
︵ラ変︶−

らりと晴れて︑はっきりとまことの
道を悟り得た︒
はっきりいたしお・ り

459
はったつする一はつめいす

もあらず︑︿略﹀︒

︿略﹀新聞の現れたるは

維新前後にして︑其の後敷十年の間

ゐ

十一一155図
に驚くべき獲達を遂げたり︒

十二柵1園 殊に近年は水力電氣の驚

嚢

くべき獲達にともなひ︑電力は頗る
れん

﹇発達﹈︵サ変︶2

廉 債 に 供 給 さ れ るので︑︿略﹀︒

はったつ・する

はってん・する

十769囲

﹇発展﹈

︵サ変︶2

かんかう

はっと

︵副︶6

パット

ぱっと

襲

のタンクのやうな形で︑ガソリンの

くべし︒

になりて歩かんか︑

第十一

第十一

七53図圖

1

八十萬間つ望

日本中の小壁生︑

八百萬人
初夏の夜

﹇法被﹈︵名︶3

八百

ぶん
獲憤しては食を忘れ︑

水兵はくもの子を散らすやう

﹇発明﹈︵名︶4 嚢明

板洗を始める︒

に八方へ散って︑︿略﹀分隊毎に甲

九649

はっぽう ﹇八方﹈︵名︶1 八方

至らんとするを知らず︒

厚しんではうれひを忘れ︑老の將に

十﹇79図園

す ︽ーシ︾

萬人ありといふ︒
ぶん
はっぷん・す ﹇発憤﹈︵サ変︶1 爽憤

初夏の夜

されば珍しき事件の起り

﹇発売﹈︵サ変︶1
︽ースル︾

はっぴやくまんにん ﹇八百万人﹈︵名︶

獲動機が取付けてある︒

塩谷1

七目12

す

はつばい・す

十ニー47図

襲費

龍山はもと漢江にのぞんだ はつなつのよ ︹芸名︺2 初夏の夜

展する ︽ースル︾

さ

小さな町であったが︑京城の日展す
るに連れて次第に廣がり︑︿略﹀︒

殊に徳川幕府二百凶年の鎖

國は︑國民をして海外に護展する意

十一一悩3

︵副︶1

氣を消磨せしめ︑︿略﹀︒

はっと

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

︽ーシ・ースル︾

ぱっと

はっぴ

ぐくまり︑常に何をか刻みみる︑

アタルト︑モチハ白イト 九818極圏 ︿略﹀︑ 安ちいさんはせ
めがねを掛けてはっぴ着て︒

なほ怠らずこつ はつめい

4図

す ︽ーセ︾

︿略﹀︑更に進んで新しき

電信や電話の護明は其の

はつめい・す ﹇発明﹈︵サ変︶2 襲明

りますが︑︿略﹀︒

崩落實に全世界を驚かしたものであ

四列になりて歩く 十二帯8園

電燈の護明に前事したり︒

十二

したるを以て︑︿略﹀︒

は︑既に電話機に弔する獲明に成功

﹁必要は賢明の母︒﹂

十一684

︿略﹀︑

めが

安ちいさんは一

くと︑何をか常に刻みみる︑ め

く略V

﹇八百﹈︵名︶1

八十間も
﹇八百年前﹈︵名︶

全校生徒の八百は

八百年前

八百

毘沙門天を刻みみき︑

︿略﹀︑

十二擢2図︿略﹀トマス︑エヂソン

1

九7110園

百萬

はっぴやくまん

八百萬の小仏生︑

﹇八百万﹈︵名︶1

四列

八

堂の中に其のま＼保存されてみる︒

︿略V︒

エヂソンの護明せるは電

話・電燈・︿略﹀など極めて多く︑

十二掴8図

今より凡そ百十鯨年前のことなり︒

さや
八百年前の建物で︑今も鞘十二銅3図 電燈の護明せられたるは︑

はっぴやくねんまえ

つゴくなり︒

時︑

七49図翻

はっぴやく

ねを掛けてはっぴ着て︒

心に

九846図圏

がねを掛けてはっぴ着て︒

九832六甲

リニナツテ︑パットトンデイキ

朝日ガパット西ガハノ家ノガ
︿略﹀︑舟はすつすと進んで︑

艦首につるしたるくす玉ぱ

嚢動

折から燈がばっと明るくな
﹇発動﹈︵名︶1

又産業組合を設けたり︑

獲動機

トラクターはちやうど軍用 七54図圏

﹇発動機﹈︵名︶1

十一6310

はつどうき

あって︑︿略﹀︒

︿略Vするのは︑皆公共心の護動で

十一備10

はつどう

つたと思ふと︑︿略﹀︒

十二421

つとわれて︑︿略﹀︒

十伽8図

つた︒

たちまち海へ出た︒ぱっと明るくな

七102

ラス戸ニカガヤイタ︒

六343

白いけむりがぱっと出て︑︿略﹀︒

三465あけると︑箱の中から

マシタ︒

二364

しが︑︿略﹀︒

達する

登

した︒はっと思って立止ると又一匹︒

く獲諾することは古より行はれたり

︵サ変︶1

はっぴ

十一664 其のうちだんく人智が獲 十821 ︿略﹀ねずみが一匹飛出しま
達するにつれて︑︿略﹀︒

十二燭3 忠孝は實に我が國民性の根
本をなすもので︑之に附随して幾多
﹇発着時刻﹈︵名︶1

の良性・美徳が護達した︒

襲着時刻

はっちゃくじこく

︽ース︾

﹇発 着 ﹈

五撹3 汽車の獲着時刻が近づくと︑
︿略﹀︒

着す

はっちゃく・す

七91図 汽車はおよそ三十分毎に︑
獲展

︿略﹀︑國運の護展を期する

﹇発展﹈︵名︶2

電車はおよそ十分毎に護着す︒
はってん
十一憎1
ことは皆同じであ る ︒
︿略 ﹀ ︑ 貿 易 の 不 振 を 招 き 國

運の護展をもさまたげることになる︒

十一一237

﹇発展﹈︵下一︶1
︽ ー セル︾

はってんさ・せる
獲展させる

これ即ち世間の信用を博し

て堅實に自己の事業を隠里させる道

十一一226

である︒

︿略﹀︑無線電信などが護明せ

︽ーサ・ーシ・ーセ︾

はつめい・する ﹇発明﹈︵サ変︶7 獲
明する

十5410
られて以來︑︿略﹀︒

十一67一 マッチは今から約百年前に
護明されたものである︒

十一688 將來は又どんなものが護明
されて︑今のガスや電氣にかはるこ
とであらうか︒

︿略﹀︑汽車は果もなく亡いて

にちぎれ雲が飛んでみる︒
九693

果もなくすみ渡りたる大空︑

みる青田の中を走ってみた︒

十皿5図

ブラジルは何虜へ参り

見渡す限り果もない原野に︑

はなやかに漏る＼日の光︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一604

十﹇柵1雨漏
ても果なき原野と森林とに候︒

手込をする者が一人へり二

人へゆして︑はては又村人命髄が此

十二欄2

を護明したのは四十年ばかり前のこ
の老僧から離れるやうになった︒

十二柵10園 エヂソンが炭素線の電燈
と で あ っ た が ︑ ︿略﹀︒
かく

若し裁判が無いとしたら︑

︽ーク︾

︿略﹀︒

はでむき

﹇派手向﹈︵名︶一

ハデムキ

人々は︿略﹀面しげに働いてみる︒

十一653

ハト

マメ

耀
マス

ハト

十555

鳩は飴程遠い虜で放しても︑

正しく方向を判定して︑矢のやうに

それ故鳩の艦に手紙を附けて

自分の巣に飛蹄る︒

十556

鳩は一分間に約一キロメート

放せば︑容易に通信が出逢るのであ
る︒

十568

ルも飛ぶ力があるから︑︿略﹀︒

マメ

マス

な︒おはなばたけ・きくのはな・くさ

ハト

ハナハソレデヨイカ

ヘチマノハナガサキマシ

ハナ

ばな・なのはな︒ひばな

﹁1一

﹁25一

タ︒

一373園

ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウ一

オカアサン︑オカアサン

ペンカイテゴランナサイ︒

二67園

バドノハナガーバンオスキデ

鳩に手紙を運ばせるには︑足

スカ︒

十575

にく略V細いくだを附け︑︿略﹀︑其

あ＼あのかはい＼鳩が︑

ば

と

ば

大キナハナガスキデス︒

一ツトリタイ︑

ミゴトニサイタ

ノコギク︑

二95圃

キイ

ママゴトア

一ツトリタイ︑

ヘイタイアソビノ

クンシヤウニ︒

ロナハナヲ︑

ニー05團 ︿略﹀︑

ゴチソウニ︒

マツシロナハナヲ︑

R圏サイタサイタハナガ︑

ソビノ

カキネ

ｹ3圏 公等アサンハアノシロ
イハナガスキデス︒
ｹ7園 ワタクシハアノアカイ

の中に入れるのである︒
︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

十589

︿略﹀︑紅白の紙片花ふゴき

んで行くのを見たならば︑︿略﹀︒

十伽10図
はと

の如くに散る中を︑羽音高く舞上る
敷羽の鳩︒

高大なる爲なるべし︒

馬頭観世音

﹇馬頭観世音﹈︵名︶

馬頭観世音

ばとうくわんぜおん

馬頭観世音

塚の前に馬頭観世音とほっ
波止場

た石が立ってるて︑︿略﹀︒
は と ば

﹇波止場﹈︵名︶2

と

は

上海が黄浦江に臨む部分は

ろくのは︑波止場の大きなことです︒

は

七379團く略V︑來て先づ誰でもおど

はとば

七253

七24図

2

ばとうくわんぜおん

ばとうかんぜおん

鳩5

且Vおとろえはてる・くだけはて

ハナ

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

はと
はてしなく績く廣野の中で︑ 十一﹇了9図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

人々相互の事がはてしなく行はれて︑

十一226

ない

十二柵3園 ︿略﹀光の色が太陽に似 はてしな・い ﹇果無﹈︵形︶2 はてし
て︑しかも比較的熱をともなふこと
の少い電燈さへも護明されました︒
十二術9圏 ︿略﹀︑其の後無線電信が
獲明されて︑︿略﹀︒

れましたが︑︿略﹀︒

十二佃1園 又最近無線電話が護明さ
はつゆき ﹇初雪﹈︵名︶1 初雪

はてる

オクレ

六388囲 國では初雪が降ったさうだ 七稲5團 ニツイタハデムキモウニ○
ね︒

はつよう ﹇発揚﹈︵名︶1 獲揚
りゆう

﹇鳩﹈︵名︶10
﹁2一

でんしょばと︒やまばと

はと

十二613図 く略V︑皇威の畿揚︑國運 る・つかれはてる

獲露

の隆昌さながら旭日昇天の勢ある
﹇発露﹈︵名︶1

を思はしむ︒
はつろ

はと

費玉をちりばめたやうなかは

十一108

花δおは

一一

一一

S圏サイタサイタハナガ︑

マツ白ナハナガ︒

一一

黶@スルト︑ニハノカレ木ノ
エダニ︑キレイナ花ガサキマシ

マツ白ナハナガ︒

一一

T園花サカヂヂイ︑花サカヂヂ

タ︒

一一

二493集住ヲサカセテミョ︒

イ︑カレ木二項ヲサカセマセウ︒

一一

十二649図 ︿略﹀︑下民の之に封ずる 十543

い＼目︑︿略﹀︑鳩は見るからに愛ら

﹇花﹈︵名︶40

ハナ

延長八哩︑六十齢の波止場がある︒

はな

鳩を通信に使ったのは︑饒程 はな ︵人名︶﹇▽おはな
古い時代からの事で︑︿略﹀︒

十548

尊敬は︑即ち其の國家に封ずる忠愛
果

しいものである︒

はて

の情の護露なり︒
﹇果﹈︵名︶6

九3310 空ははてもなくすんで︑所々

はて

R8

R8

S8

S8

はつめいする一はな

460

461
はな一はなし

二497

ハヒヲマキマスト︑カレ

木二二ガサイテ︑︿略﹀︒

コンドハイクラバヒヲ

二522囹モウード花ヲサ黒鳥テ
ミヨ︒

二526

ウメノ花ガサキ出シマシ

マイテモ︑スコシモ花ガサキマ
セン︒

タQ

二675

三14テフテフハ花カラ花へ
ヒラヒラトマヒ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

三14テフテフハ花カラ花へ

ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花

のまばらに見えるのも面白い︒

九747

そ

ば

九伽10山のすその方があちらこちら
く略V︑來年の秋はもう半白

白いのは︑黒変の花であらう︒
ば

な黒変の花で︑此の地面が埋まって

そ

十436園
しまふのだ︒

＋甥とりぐの花の色︑むせ返る
やうな強い香︑︿略﹀︒

みよ子︑ずるぶん珍しい花

があるだらう︒

十川4圏

一番美しいのは︑たれ

はせ︑︿略﹀︒

はな
矢は狐の鼻のさきの地面につ

お手玉が出ました︒

ろうろして居ましたので︑﹁︿略﹀︒﹂

四442 花子はねこをだいてう

といはれました︒

花子も自分のおもちゃ
だけ︑ちゃんとおかたづけなさ

はなさかじじい ﹇花咲爺﹈︹同名︺2

い︒

さうして虎の目・鼻・耳・口︑ 四個5園

つ立って︑狐はころりとたふれまし

五802
た︒

六306

自由にうこかすことの出來る

所きらはず食ひつきました︑︿略﹀︒

六863

み

一一目5 十七 ハナサカヂヂイ

象が大きな桶を鼻で頭の上へ ハナサカヂヂイ

長い鼻︑箕のやうな耳︑︿略﹀︒

六873

不断の花のかをりあり︒

︿略﹀すすきも︑花いけに

はないけ﹇花生﹈︵名︶2花イケ花
いけ

はなを

モモノ花が花イケニサ

さしてそなへてあります︒

四図4

﹇鼻緒﹈︵名︶1

シテアリ︑︿略﹀︒

はなお

三295圏

木馬花ガサイテ︑一メンニ花

ザカリニナリマシタ︒

三13 イマハサクラヤナタネ

此の頃はれんげさうの花ざか

ノ花ザカリデス︒

七169

﹇鼻先﹈︵名︶1 鼻先

りである︒

はなさき

北風は︑もう一度鼻先をなで

ハナシ

人の肩のあたりへすりよせた︒

﹇話﹈︵名︶27

﹇放﹈﹇▽あけはなし

話←

てもらひたくなって︑そっと顔を主

かばふはずみにあねは 九m5
花子

足だのはなをふっつりと︒
﹇花子﹈︹人名︺3

また

四417たんすをうこかすと︑其はなし
のうしろから物さしと花子の はなし

はなご

ハヒヲマキマスト︑カレ

はなざかり ﹇花盛﹈︵名︶3 花ザカリ

イ︑︿略V︒

二484園花サカヂヂイ︑花サカヂヂ

イ︑カレ木二花ヲサカセマセウ︒

ニ484旋花サカヂヂイ︑花サカヂヂ

花サカヂヂイ

はなさかじじい ﹇花咲爺﹈︹人名︺2

象の鼻は手の用をなすもので︑ 一一411 十七 ハナサカヂヂイ

まき上げると︑︿略﹀︒

象つかひが﹁︿略﹀︒﹂といふ

實に力がある︒

六877
六886

と︑長い鼻をぶらくさせて歩き出

︿略﹀

した︒

十欄1

下った董に︑幾つも咲いてみる薄紅

ヒラヒラトマヒ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

四474園 ﹁花よりだんご︒﹂

中には︑まるで花かと思はれ

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

区営8

色の花である︒

シテアリ︑︿略V ︒

ふぎ出した︒

すると象は鼻で︑其所にあっ

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

六898

四844モモノ花が花イケニサ

どここさぐ︒

四886圃花がさく︑花がさく︑

鼻

二497

十一8010図圏高く鼻つくいその香に︑ 花ざかり

て出てみるものもある︒

たへな

めつるも

樂園日本の

とつ國人さへ

七代七十三年の帝都とし

櫻の花の一時に咲き一時に
ふぜい

十二僻9

奈良の都も︑︿略﹀︒

な ら

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし

十二994図

不断の花のかをりあり︒

十一811図圖高く鼻つくいその香に︑ 三783

うべそ︒

る花と︑

の地︑︿略﹀︑

四886圏花がさく︑花がさく︑ 甘美2図趙美術の光の か望やく此

うちのまはりのう

︿略﹀︑此のごろは栗の花がた

どこにさく︒
五287
くさんさいてゐます︒
︿略﹀︑

め・もも・さくら︑かはるぐに

五296圏

花さきみだれ︑︿略﹀︒

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ

七178 しやうの強いもので︑ 一度種
く︒

七875 海藻ハ花が咲カナイ︒

はな
はな 鼻

散る風情を喜ぶのがそれであり︑
︿略﹀︒

﹇鼻﹈︵名︶9

三221犬ははなをくんくんい

はな

九168 ︿略﹀︑白イ蝶ハ大根ノ花二集
ル︒

九202 ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテヰルト︑全

はなしあう一はなす

462

おとぎばなし・おはなし・おはなしふ

たつ・おんはなし・こうかいのはな
し・こよみのはなし・じまんぱなし︒
たちばなし・ひとくちばなし・ほしの
二507

ワル イ オ ヂ イ サ ン

バ

コノ

はなし・むかしばなし・わらいばなし
ハナシヲキイテ︑︿略﹀︒

八333

さうして其の栽培については

次のやうな話もあります︒

保己一はそれとも知らず︑

話をつゴけたれば︑︿略﹀︒

八639図
うちのおちいさんはく略﹀︑

よく其の話をなすっては︑大へんほ

九529囹
めていらっしゃったものだ︒

には︑人の山が出來て︑いろいろの

火縄一本の煙草ぼんのまはり

話が出る︒

九663

話では︑軍かんだといふこと

四831そばに乗って居た人の
でした︒

ねえさん︑どうぞ其の話を

1國國あの中にて一番面白き話

しかし二人は互に信じ合つ

における電氣の利用に就いて興味あ
だん
る話をして壇を下った︒
十二梛10

つてみた刀を見つけられてしまひま

した︒

八374 ︿略﹀︑子どもがいたがって︑

つた︒

五784

鳩は鯨程遠い庭で放しても︑

それ故鳩の膿に手紙を附けて

話す

︽一

ひ
土手の此の記念碑に︑今話し

﹁話して上げようか︒﹂

は知ってみるだらう︒﹂﹁い＼え︒﹂

五182園︿略﹀︑鶏のついてみるわけ

のことを話しますと︑︿略﹀︒

四318うちへかへって︑父にこ

サ・ーシ︾﹇▽おはなす

﹇話﹈︵四・五︶16

なければならないやうになるから︒

植ゑても︑十五六年目には間伐をし

十一376園︿略﹀︑此のくらみ離して

る︒

放せば︑容易に通信が出來るのであ

十557

自分の巣に飛錦る︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十555

めたが︑︿略﹀︒

して︑頭の先から足の爪先までなが

八867

信吉は︿略﹀︑娘の手をはな

八382熟手を放した女が實母にきま

これ女︑其の手を放せ︒

わっと泣出しますと︑實母の方は驚

放す

八379園

てるる仲なので︑話はおだやかに運
話し合

いて手を放しました︒

﹇話合﹈︵五︶1

ばれる︒

何時か知らない人とも話し合

︽iフ︾

はなしあ・う
ふ

七137

放し飼

︿略﹀︑所所に放し飼の馬の群

﹇放飼﹈︵名︶2

ふやうになって︑︿略﹀︒

はなしがい

九751

原野は大てい牧場にて︑

れてるるのが見えた︒

十一佃2丁霊

牛馬は放し飼にせられ居候︒

れうり

はなす

少したって︑今度は寝たま﹂
﹇放﹈︵五︶9

はな・す

おとよは話し方ばかりでなく︑
さいほう

あの中にて一番面白き話
をよくおぼえ置き︑來週學校にて話

零話1國国

てるる︑︿略﹀︒

書き方も算術も裁縫も料理も習つ

さんじゅつ

八925

高橋さんの熱心な話は︑それ はなしかた ﹇話方﹈︵名︶2 話し方

昔︑アフリカの盛年に一そ
話が古事記のことに及ぶと︑

し方の時間に話し︑︿略﹀︒

︽ーシ︾

はな・す

ぼつくと話し出した︒

九248

す

僕は︿略﹀︑此の話を博い はなしだ・す ﹇話出﹈︵五︶1 話し出
唯通りがかりの旅人から珍
さめてみた︒

しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ

十一963

て珍しく感じた︒

十一905

宣長は﹁︿略V︒﹂

十一746

うの船がとまってみた時の話である︒

十﹇547

動をあたへた︒

からそれへと驚いて︑実員に強い感

十158

をよくおぼえ置き︑︿略﹀︒

九

聞かせて下さい︒

五681園 ︿略﹀お前に聞かせて置き 九908園
たい話がある︒

六16 朝飯の時こんな話が出ました︒
六454 叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ
ラ︑︿略﹀︒

義指金のことをい ひ 出 す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀太平丸の船長は︑

一

六677 さて主人に火事の話をして︑
七524図

日其の町の學校へまねかれて︑航海
の話をなせり︒
其所にみる人は︑︿略﹀︑ま

るでちがった言葉で話をしてゐます︒

七562園

みて︑又其の話をつゴけたり︒

七564図 船長はコップの水を一口飲

ン︒﹂

七柵5団 ﹁ハナシデキタイツクルヘ

︽⁝サ・ーシ・ーセ︾﹇▽いはな

す・ふりはなす

離す

がく略﹀護火して︑多くの死傷者を

八145 後に此の話を聞いた者は︑皆 十二柵7 ︿略V︑活動窺眞のフィルム
家康の年に似合はずかしこいのに驚

三408 うらしまはく略V︑子ども た事がくはしく書いてある︒
六㎜3圏 昨日學校で校長に︑ あの
からそのかめをかつて︑海へ
六561

かへって︑はだみはなさず持

七744

かの男がわけを話して︑どう

木の事を話したら︑︿略﹀︒

出した話などを附加へた︒

最後に博士はく略V︑家庭

はなしてやりました︒

いた︒

十二佃2

博士は七堂の早旦を喜ばせた︒

八298 薄日炭を焼く男が太郎のうち 十二佃9 ︿略﹀などの耳新しい話に︑

へ來て︑みうりのはたでいろくの
話をした︒

463
はなたば一はなやか

かお禮を受けてくれといひますと︑
︿略﹀︒

話して聞かされた︒

八924 先生はいろくな事を信吉に

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も

八932 げんに此の學校の卒業生で︑
あるなどと話された︒

八皿4 大將の父は千々義士のことを
大將に話してきかせて︑其の墓に参
詣したのである︒

手に日本語を話します︒

九92団 ︿略﹀︑子供等はなかく上

﹇放﹈︵四・五︶3

取って花たばにする︒

はな・つ
九125図

放つ

︿略﹀︑軒下なるかこひの中

︽ーッ・iツ・ーテ︾

十一鵬1圏圏

ゆ

く略V︑何虜に行きても

︵形︶2

甚だし

十目8

パナマ運河

パナマ運河

パナマ運河

︹地名︺3

第七

第七

十308

十一皿図

しかしパナマ運河の開通以來

パナマ運河

パナマうんがだんめんりゃくず

十34図

パ

パナマ地

︵名︶一

パナマ運河面面略圖

パナマうんがへいめんず

︹地名︺4

パナマ運河平面圖

けふ

北アメリカが南アメリカに績

パナマ地峡

花やか

パナマ地峡は一理に小山が起

パナマ地峡に運河を造る事は︑

パナマ地峡

←おはなみ

はなやか ﹇華﹈︵形状︶2 はなやか

はなみ

董したところで︑︿略V︒

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計

十362

十訓図

石が多い︒

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

十314

︿略﹀︒

く部分は︑パナマ地峡といって︑

十309

峡

けふ

パナマちきょう

十34図

林藏の怪しみもてあそば ナマ運河平面圖

花ふゴ

︵名︶

は︑此の不便が無くなり︑︿略﹀︒

十377

界に名高いパナマ運河である︒

十312此の地峡に造った運河が︑世

もみ・つがは共にそり又 パナマうんが

日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒
の

は伸び縮みすること著しきを以て︑

十一一473図

けやき・栗・かしは何れ

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

﹇甚﹈

十二873図

しむことの甚だしきや︒

らざるを知って︑何ぞいたづらに苦

十994図園汝大勢の如何ともすべか 一 パナマ運河噺面略圖

︽ーシカリ・ーシキ︾

はなはだ・し

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

有名な古事記傳といふ大著 十二481図

にひよこを放つ︒

十︸773
述は此の研究の結果で︑我が國文學
の上に不滅の光を放ってるる︒

十一畑8囲団伐倒したる木は乾くま
で其のま＼に致置き︑さて四方より
バナ・

椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

し

︵名︶一

火を放てば︑︿略V︒

バナナ
や

﹇華華﹈︵形︶1花々

る㌧こと︑此庭にては更に甚だしか
甚 はなばなし・い

ムの木などは名を聞いてみたが︑實
はなはだ

りしが︑︿略﹀︒

﹇甚﹈︵副︶10

ダ

︽ーイ︾

花火

九五2園其のうちには花々しい戦孚
﹇花火﹈︵名︶1

今年は田がよく出來た

花びら

﹇花吹雪﹈︵名︶1

艦首につるしたるくす玉ぱ

はなやかに疑る＼日の光︑︿略﹀︒

果もなくすみ渡りたる大空︑

九26図圏朝日は出でぬ︑花やかに︒
パナマ運河

つとわれて︑紅白の紙片花ふ9きの
︹課名︺2

手枷5図
パナマうんが

如くに散る中を︑︿略﹀︒

十伽9図

き

はなふぶき

さして來た︑︿略﹀︒

庭の菊も白い花びらに赤みが

﹇花弁﹈︵名︶1

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

四45

はなび

もあるだらう︒

しい

カンコウ

鯨バカラダが甚ダ大キイ︒
シャンハイ

又沿岸ニハ上海・漢口等

︿略﹀︑それも心に任せず︑

平生甚だ御達者にて︑
だんのうら

︿略﹀︑屋島・壇浦は源

六265

︿略﹀︑國家の爲に富源を開嚢 はなびら

だ切なり︒

平の昔語に人の感興を動かすこと甚

十一鈎10図

︿略﹀︒

十欄4圏団

甚だ残念に存じ居り候︒

十佃2圏圏

することが甚だ多かった︒

九288

アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

八221図

七839

なはだ大切なことなのであります︒

︿略﹀は︑船に乗る者に取って︑は

七595三洋の星を見分けることや︑

甚だ

はなはだ

物を見るのは始めてである︒

九224園 これまでも折々話した通り︑ 十梱1
︿略﹀︒

ん と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と話していらっしや

九488囲其の時おとうさんがにいさ
いました︒

九883園 あれが今話した北極星だ︒
︿略﹀︑來週學校にて話し

方の時間に話し︑同級の人々を驚か

九擢2圏團

さんと宿しみ居り候︒

十糾6 蹄途︑事務員は次のやうな事
を話してくれました︒

れて︑太郎はやっと今日の次第を有

十946 其の夜又父に強く聞きたゴさ
りのま＼に話した ︒

十一744 だんく話してみるうちに︑

花たば

眞淵は宣長の學識の尋常でないこと
﹇花束﹈︵名︶1

をさとって︑︿略﹀︒

はなたば

いので︑つみ草の時には︑誰も之を

七183 色が美しい上に︑姿がやさし

はなる一はねかえす

464

レ︾

はな・る

﹇離﹈︵ 下 二 ︶ 3

はなる

︽一

七818

十二佃3

學校は四面罷りも離れてゐ
手傳をする者が一人へり二

たが︑︿略V︒

︿略﹀︑カキハ一度ツイタラ決 十一972

シテハナレナイ︒

タ寸ハナレナイヤウニ︑岩ナ

人へりして︑はては又村人全膿が此

七877
リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス

七325図 これより獅子は日夜武士に
つきしたがひてはなれず︑武士には

の老僧から離れるやうになった︒

信吉は少しはなれて︑今度は

きいち

塙保己一

塙保己一
﹇塙保己一﹈︹人名︺1

第十七

第十七

塙保己一

八目6
八621
はなはほ

︿略﹀︑まことのめくらにし
はなはほ

はなわほきいち
塙保己一

八624図

バネ

羽

て︑大學者となりし人あり︒塙保
きいち

己一これなり︒

﹇羽﹈︵名︶9

デヰタハネモダンダンノビテ︑
・︿略﹀︒

第十三

鷲

︿略﹀︒︿略﹀︑ト

三752園私心羽ガアルカラ︑
鳥ダ︒
八483

ガツテ誘惑ノ如クニ見エル爪︑コゲ
茶色ノ羽︑︿略﹀︒

鳥の羽に似た大きな葉が︑

又沖縄天産スル木ノ葉蝶ハ︑

幹の上の方に集ってついてをり︑

九54国

︿略﹀︒

九1810

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ
又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

アルガ︑︿略V︒

九193

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

二止ツテヰルト︑︿略﹀︒

ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑

九201 此ノ轟ハ ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテ

︿略﹀︒

九212 ︿略﹀︑悪子や悪臭ノアル蝶ノ

羽ニハ美シイ色ドリガアルヤウナモ

ノデアル︒

︿略﹀いるかが︑はね上つ

はねあが・る ﹇跳上﹈︵五︶2 はね上

︽ーッ︾

七554囹

る

てはおよぎ︑はね上ってはおよぎし

︿略﹀︑はね上ってはおよぎ︑

て行くのを見ることもあります︒

はね上ってはおよぎして行くのを見

七554園

ることもあります︒

はねお・きる ﹇跳起﹈︵上一︶3 はね

︿略﹀︑﹁よいお天氣です︒早

︽ーキ︾

五353

起きる

く起きてお出で︒﹂とおっしゃった

此の時清正は︑地震と共には

ので︑はね起きました︒

ね起き︑︿略﹀︑一さんに伏見の城へ

七㎜2

餅をつく音に目がさめた︒は

かけつけました︒

ね起きて見ると︑︿略Vせいろうか

八508

らは︑盛にゆげが上ってみた︒

彦⊥ハが與五左衛門を組みふせ

へして︑彦六を組みしき︑︿略﹀︒

た︒︿略﹀︑與五左衛門は忽ちはねか

七482

かへす︽ーサ・ーシ︾

はねかえ・す ﹇跳返﹈︵四・五︶2 はね

見テヰルウチニ︑チヂン

ルヤウデシタ︒

三77ハネノ下ニモニ三バヰ

はね

物すごいひびきは萬雷の如く︑

しかも我々に最も近いあの

けるのを待ってるた︒

十一41

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八
百萬里も離れてみる︒

﹇塙保己一﹈︹課名︺2

モノデ︑︿略﹀︒

ハナレル

︽ーレ・ーレル︾

はなわほきいち

無二の從者となれり︒

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

九1210図 妹は餌をつかみて︑わざと 七研3園 ︿略﹀︑某は四つ五．つの頃か
少しはなれたるきりの木のあたりに
で︑︿略﹀︒

です︒

十268

やがてボートは岸をはなれた︒ 三585

も︑器に盛った水が波紋をゑがく程

大地もふるひ︑敷百歩はなれた所で

九298

言ったQ

おとよの顔を見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

八913

鷲掴遠ク人里ヲハナレテ深山

まきちらせば︑︿略﹀︒

はなれ馬

ニスム︒

．九138図 妹も同じ心にや︑しばし見八499
﹇放馬﹈︵名︶1

とれてひよこのそばをはなれず︒
はなれうま

五143 かへりみちに︑はなれ馬がと

離れ島

んで來ましたので︑どうしょうかと

からふ と

﹇離島﹈︵名︶2

思 っ て ゐ ま す と ︑︿略﹀︒

はなれじま
樺太は大陸の三岡なりや︑

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

十二8110図
く之を疑問としたりき︒

離れ る

﹇離﹈ ︵ 下 一 ︶ 1 9

十二826図 樺太が離れ島にして大陸 十484 其の夜喜三右衛門は窯の前を
離れないで︑もどかしさうに夜の明
の地績にあらざることは︑︿略V︒
はな・れる
はなれる

二586 ︿略﹀︑アカリガツイテヰ．

ナカツタリスレバ︑ワタクシハ

租界といふのは居留地の一
種で︑居留民が支那政府の手を離れ

十一92

二666 チヨツトハハナレマスガ︑

て︑自治制を布いてみる慮である︒

アナタカラハナレマス︒
スグオや牛ノトコロ ヘキマス︒

してみた︒

が二三人列から離れて船に上った︒

十﹁858

その中︑先に進んでみた者

れて︑沖のうきを目今に泳ぎくらを

五58 ︿略V︑何百里かはなれてみる 十一553 二人は外の者からずっと離
のでせう︒

七94 舟が岸をはなれた︒
ト ガ ア ル ケ レ ド モ︑︿略﹀︒

七816 アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

465
はねかえる一ばばようすけ

十一311図 正國得たりと︑力足をふ

はねか

ん張りてはねかへさんとせしが︑
︿略V︒

﹇跳返﹈︵五︶1

︽ール︾

はねかえ・る
へる

ごむまりをかべになげ
︵五︶1

はねま

つけると︑はねかへるでせう︒

四326園
﹇跳回 ﹈

︽ーッ︾

はねまわ・る
はる

は

春の遊の

樂しさかたる︒
出されて︑︿略﹀︒

︿略﹀

父と母とに暇を告
勇みて出つる我が家の門︒

ところが母のとりなしで終

﹁必要は襲明の母︒﹂

ンカーンの喜は一通りでなかった︒

に學校に入ることが出來たので︑リ

十一969

十一684

げて︑

十894図圏

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑ 九宙6國国母も人間なれば︑我が子

さて萬じゅは︑だれか母の事

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

六576

六585
をいひ出す者はないかと氣をつけて
︿略﹀︑十日たっても二十日た

ゐますが︑︿略V︒

六587

よ

つても︑母の名をいふ者がありませ
ん︒

﹇▽かわはば・にけんはば︒まちはば

す

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公

園ともいふべきもので︑︿略﹀︒

十一価5國圏次にイグアッスーの瀧

は︑︿略﹀︑高さ五十五メートル︑幅

太さ中指ほどなる細長き

三千六百メートル︑︿略﹀︒

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚

十二84図

板となり︒

長さ一萬六千尺守りのものを之に取

十ニー82図巷取紙とて幅三尺六寸︑

りつくれば︑︿略﹀︒

洞門の長さは實に三百八間︑

高さ二丈︑六三丈︑︿略﹀︒

十二柵6

はばたき

馬場要助

信長はよく夜明前から馬場へ

母馬

おなつかしや︑母榛︒木曽

︿略﹀︑けた＼ましい羽ばたき

十一4210圏圏

五月五日

馬場要助

ばばようすけ ﹇馬場要助﹈︹人名︺1

の音を立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒

十429

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

ヲハツテ︑敷分ノ間羽バタキーツセ

スナハチ一問齢モアルツバサ

﹇羽撃﹈︵名︶2 羽バタキ

の準じゆでございます︒

六623園

ははさま ﹇母様﹈︵名︶1 母様

來てるるのもたくさんにあります︒

十185団中には︑母馬がつきそって

ははうま ﹇心血﹈︵名︶1

出て馬を乗りならした︒

七764

︿略﹀︑はばのせまい黒い ばば ﹇馬場﹈︵名︶1 馬場
天の橋立は海中へつき出た細

土手は長さが三百間︑高さが

イカダノ大ナルモノハ長サ

雪渓は︿略﹀︒幅は二三町︑

札幌に來て先づ感ずること

八492

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百齢 羽ばたき

とである︒

十一598

︿略﹀︑市街の中央を東西に

は︑街路が眞直で幅の非常に廣いこ

十一594

さつぼろ

も眞白です︒

長さは一里に近く︑行っても行って

九949園

丈︑カナダ瀧が三百齢丈︑︿略﹀︒

九305

六七十間︑幅三四十間︑︿略﹀︒

八203図

きなもくろみであった︒

六間半︑幅は一番上で三間といふ大

五715

十間︒

長い洲で︑長さは一里︑は讐は四五

五577

のはおばあさんのです︒

三712

るおびはねえさんので︑︿略﹀︒

はないのかと︑力をおとして居りま
これから後萬じゅは︑︿略﹀︑

三711そちらのはばの廣い光

六632

折々らう屋をたつねては︑母をなぐ

ハネル

はねまはってたたかひましたら︑
﹇跳﹈︵下一︶3

した︒

四438 僕は牛わかまるになって︑ 六588 あ＼︑母はもう此の世の人で はば ﹇幅﹈︵名︶13 はば は〜 幅
︿略V︒

は・ねる

さめて居りました︒

︽ーネ︒ーネル︾

七808 エビノピンくハネタリ︑カ

國に母をや残すらん︑

彼のまぶたにつゆありき︒

八肝4図案

ねる

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑池ヤ
からざを

出田スムモノトチ ガ ハ ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

母が﹁とよちゃんかね︒丈夫

大照の母もまたえらい人であ
︿略﹀︑母もすげ笠をそちらへ

聞けば︑そなたはく略﹀︑

如何にも残念に思ひ候︒

かく別の働なかりきとのこと︒母は

九肪6國團

一を見てにっこりした︒

向けて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑正

九579

つた︒

八過6

なさい︑︿略﹀と申します︒

︿略﹀︑母が私に︑お友だちをお呼び

坐る十六日は私の誕生日で︑

でるるよ︒﹂といふと︑︿略﹀︒

八839

︿略﹀殼竿で変を打ってるる︒

九593
のぎが飛ぶ︑穗がはねる︒
かぎ
漁夫は︿略﹀鈎を持ち︑狂

十一一795

八研4団

ひ廻るまぐろを引っかけ︑はねるは
母﹇▽おんははう

ずみを利用して船中に引上げる︒
﹇母﹈︵名︶20

えさま・すいへいのはは

はは

三457 ︿略﹀︑父も母もしんで

母は泣きながら二人の

しまって︑︿略﹀︒

四903

子どもに︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ ま し た ︒

四936 兄弟は今度こそはと︑
母にいとまごひをして︑ふじ

九梛2國団母は其の方々の顔を見る
のすそ野へ急ぎました︒
きぬ
六491圏 ともし火近く 衣ぬふ母は
毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

ばばようすけさま一はやい

466

春田延太郎様．

名︺1 馬場要助様

ばばようすけさま ﹇馬場要助様﹈︹人

︵ラ変︶−

十一444重囲 五月八日 春田延太郎
﹇ 蔓延居﹈

馬場要助檬
はびこりお・り

︽1 ︵ リ ︶ ︾
︿略﹀︑其の根本には︑

はびこり居
十一㎜⁝1圏圏
くわん

︵五︶1

はびこる

つる草・灌木など思ふま＼にはび
﹇蔓延 ﹈

こり居候︒
はびこ・る
︽ーッ︾

︿略﹀︒

六195

風がひゆうつとうなって來る

濱ものどか︑

すれ合って︑

沖へ急ぐ兄の小舟︑

沖ものどか︑

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑
︿略﹀︒

六218圃
︿略V︒

︿略﹀︑

濱へ蹄る父の小舟︑

六222圏

ゑがほとゑがほ︒

濱

四号・九州の武士は博多の濱
﹇浜街道﹈︹地名︺1

にあつまった︒

六801
はまかいどう

︿略﹀︑此の皇子は濱街道の

﹇浜風﹈︵名︶1

濱風

濱べ

濱邊

四125

メル︾

は・める

器に盛った水が波紋をゑがく程です︒

九299 ︿略﹀︑敷百歩はなれた所でも︑

はもん ﹇波紋﹈︵名︶1 波紋

アル日嗣マベへ出テ見

﹇嵌﹈︵下一︶一
エリドメ

指輪や襟留ナドニハメル美シ
イ眞珠ハ︑此ノ貝ノカラノ中ニアル

七824

ハモ

副長もはや上甲板にあらはれ

砲手の落ちついた力のこもつ

て︑今日の天氣はどうかと空をなが

九619

める︒

十備4

ゐんのしやう

た號令に︑船ははや方向を轄じた︒

給ふ︒

ふかははや十敷メートルの

十梱10図園主上はや院庄に入らせ

十一573

ぼや

近くにせまってみる︒

高徳せめては此の所存を君

︵終助︶2

十槻5図

ばや

に知らせ奉らばやとて︑︿略﹀︑大文

字に詩の句を書きつけたり︒

問はばや遠

上るや石のきざはしの

左に高き卜いてふ︑

十二267要事

き世々の跡︒

メヲダセ︑

い 早イ 早い ︽ーイ・iク︾←てば

ハヤク

カ

はや・い ﹇早﹈︵形︶49 ハヤノーはや

一111圏

やい

キノタネ︒

ハヤクカヘラナイト︑オヂ

一122圃 ハヤク キニナレ︒
一132圃 ハヤクミガナレ︒

一39一

イサンヤオバアサンガシンパイ

﹇鰐﹈︵名︶2

ノデアル︒

ハモ

ハヤクセンド

七79図

ヲヂサン︑

ナサイマス︒

ウサンヲ白山テクダサイ︒

二561園

︿略﹀︑タヒ・アナゴ・ハモナ

泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

ドノヤゥニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ

七801

はも

ふく

白ウサギハイタクテタマ はや ﹇早﹈︵副︶4 はや﹇▽きばや

ルト︑︿略﹀︒

四166

リマセンカラ︑ハマベニ立ツテ︑

元の兵は一人も上陸させぬと

ナイテ居マシタ︒

六803

いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ
いて守った︒

獅子はかなしげにほえて︑

ひ

右に見

濱べに立上りたりしが︑つと海の中

七336図

ゆ

にをどり入りたり︒
由比の濱邊を
糞蝿

過行けば︑︿略﹀︒

﹇浜松﹈︵名︶1

こずゑさやかにふれる白雪︒

海原はみどりに晴れて︑

うな

雪の下道

十一一257図圏
て︑

はままつ
濱松の

十一一41図韻

ついばむ

ハマベ

︽一

︿略﹀︑放牧の馬や牛がいう

此の時義貞が方々へ火をかけ は・む ﹇食﹈︵五︶1 はむ ︽ーム︾﹇▽

させますと︑濱風が之をあふり立て

﹇浜辺﹈︵名︶5

霜露ル

くと草をはむ様や︑︿略﹀︒

十一605
蛤

てがひ

時々は手ごたへがして大きな ばむ ←あせばむ

﹇蛤﹈︵名︶5

ま

︿略﹀︑大きな蛤や馬刀貝でも

七14心学

取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

七138

蛤が出た︒

七122

はまぐり

たからたまりません︒

七223

はまかぜ

た︒

勿來の關と共に︑有名なものであっ

なこそ

九707圏

四558圏 思ふぞんぶんはびこった 街道

はぶたへ
﹇羽二重﹈︵名︶3 羽二重

山のふもとのしひの木は︑
︿略﹀︒

羽二重

はぶたえ

はぶたへ

七79図輸出品の主なる物は︑生縣
と 羽 二 重 と に し て︑︿略﹀︒

七82図 ︿略﹀︑生母は多くアメリカ
合衆國に︑羽二重はフランス・イギ
リス等に送る︒ ﹂

十877 輸出品の主な物は︑生綜・綿

へん
破片

織物・綿縣・羽二重・銅・茶・マツ
﹇破片﹈︵名︶1

チなどで︑︿略﹀︒

はへん

七163国此の蛤は私どもの拾った中
へん

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居

臣下9 ちやうど其の時︑敵の砲弾が

はまべ

リ︑カキヤアハビハ岩ニツイテヰル︒

七814

から︑大きなのをよったのでござい

濱﹇▽いな

ます︒

はま

近くで破れつして︑其の破片がぴゆ
﹇浜﹈︵名︶5

つと北風のたてがみをかすめた︒
はま

ある日はまを通ると︑

さのはま・しちりがはま・たかはま

三401

467
はやおき一はやくち

アガリニナツタラ︑ハヤクナホ

二615園 ︿略﹀︑モツトタクサンオ
リマセウ︒

雷はかんしんして︑﹁あ＼︑

知れないがね︒﹂と言って︑︿略﹀︒

六451園

月日の立つのは早いものだ︒自分は

︿略﹀門の戸にくわんぬき

をさすが早いか︑騎馬の人たちはも

十一佃8

きませう︒

さうしてジョージに早くあ

一昨日朝ロンドンを出嚢

けて通すやうにと言った︒

十一佃9

十二312國

︿略﹀此の仕事を助けて︑

して午後早くパリーに着きました︒

一日も早く洞門を開通し︑︿略﹀︒

十二佃3

十二柵4 ︿略﹀︑出來る限り早く之を

一掃することは我々の務ではあるま

いか︒

三目3

ニ

ハヤオキ

ハヤオキ

ハヤク

ニ

﹇早﹈︵名︶5

てるる︒

早く

こんな寒い日にも︑朝早くか

ら︑高い木の上をとびまはって鳴い

六272

ツテヰマス︒

三22︿略﹀︑ムギ畠ノ上上ハア
サハヤクカラヒバリガサヘヅ

はやく

三26

はやおき ﹇早起﹈︹黒影︺2 ハヤオキ

或大雪の朝︑信長はいつもよ 十2510園 おとうさん︑早く助けに行

う門の外まで乗りつけた︒

オ蹄リニナツタノダラウト思ツテ聞

よくこんなに早く出來まし

イテミタ︒

十127園
たね︒

のしまひは早い上に︑︿略﹀︒

片足でおそろしい程早くすべ 十141囹朝のか＼りはおそいし︑晩

夕立にしよう︒﹂

六786
る者もあれば︑︿略﹀︒

七768

してはこれにまさる動物がない︒

早ク川へ行ツテ︑シボ 七262 走ることがはやくて︑乗用と 十259園 おとうさん︑早く助けに行

三47 ハヤクカホヲアラツテ︑
ニイサントーシヨニオサラヒヲ
シマセウ︒

四195園

ケ ノ ナ イ 水デカラダヲアラ
ツテ︑︿略﹀︒

日の暮れない中に︑一足も

︿略﹀︑船ははや方向を轄じた︒

砲手は此の時早く船首の押後に立つ

十佃5

こんなに早く咲くのだ︒

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑

十価5囹此の温室は南を受けてみる

早くお出かけなさい︒

十618囹

きませう︒早くく︒
り早く起きて︑︿略V︒
四257園 今日はく略V︑をぢさん
七774園 いつもより早いのに︑よく 十2510囹 早くく︒
もをばさんも早くかへります︒

三番太鼓が鳴るが早いか︑五

びました︒

く︑早く参った︒﹂と心の中で喜

四917 ︿略V︑早く強くなって︑か 参って居った︒
七湿3園 秀吉が之を聞いて︑﹁さて
たきを取らうと心がけました︒
五55 ︿略﹀︑うめやさくらも︑こち
らよりはずっと早くさくさうです︒

日本にはまだこんな早い汽

早く間伐して母材を取る

て︑其の引金に手をかけた︒

アメリカ人は大きいこと︑． 十一373園

目的のところでは︑一坪に二本も三

八733圏

車はありませんQ

八716国

匹の馬は一さんにかけ出した︒

五262 ツバメハトブコトが上手ナ鳥 八87
デ︑︿略﹀︑矢 ヨ リ モ 早 ク ト ン デ 行 キ
マス︒

五327 ある朝早く︑おとうさんがた
びへお立ちになった時︑お見送をし

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑祭の當日には︑おびた

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

あ りさん

︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

幾度もくりかへしてみる中に︑

太郎は生変生米生卵︒と︑早ロにす

十916

はやくち ﹇早口﹈︵名︶1 早口

方おそくまで働いてみる︒

十383︿略﹀︑朝早くから行って︑夕

此の悪い風が早くから止みました︒

一番早く伐るとして 八225

は︑低い威にあるもの程早く大きく
︿略﹀︑

内へつめかけた︒

ててくれ︒

場の門をしめろ︒

十一佃4園

ジョージ︑早く行って農

十一697園小僧︑早く燈心をかきた

の年になってみるわけだ︒

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

十一404

なって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑斜面などに植ゑた木 八71

︿略﹀︑早いこと︑何でも世界一にな

て表へ出て見ました︒

︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

まだ青いが早く甘くなるたち
︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

十一385

るやうに心掛けてみるといひますが︑
︿略﹀︑急な坂を矢のやうに

五352園 早く起きてお出で︒

九伽3

だから︑もう直に食べられる︒

九撹2

う熟しきったやうな顔をして︑︿略﹀︒

言って残して置いたのが︑今日はも

九999

した︒

早くすべるのですから︑實に壮快で

九961園

何しろ大した勢です︒

ゐます︒

︿略﹀ ︑ ミ ゾ ニ オ チ ル 頃 ニ ハ ︑

五483 早いのはもう繭を作り上げて
五514

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ
マス︒

五978 一人は早く見つけて︑木の上
︿略﹀︑﹁此の近くに︑しめ

へにげ上りまし た ︒

六177園

つねますと︑﹁さあ︑まだ早いかも

ちの出る所はありませんか︒﹂とた

はやくも一はらう

468

﹇早﹈︵副︶1

早くも

らく言へるやうになった︒
はやくも

時 早 く も 義 兵 を賢げしが︑︿略﹀︒

ぎ
十欄7図 主上さきに笠置におはせし

はやし﹇林﹈︵名︶8林←くぬぎば
やし・くりばやし︒すぎばやし︒ぞう
きばやし・まつばやし

︿略﹀︑森や林ノヒクイ

木ノ嵩上トマツテ︑︿略﹀︒

四357
五286 うら一めんの林は私のうちの
もので︑︿略﹀︒

つたったが︑松の木にからまってを

八15 林の中へはいると︑眞赤にな
り︑︿略﹀︒

さんご

九66団 又パンの木も所々に美しい
林をつくってゐ ま す ︒

く御顔を見たく存じ候︒

きては︑何よりうれしく︑一日も早
列を作って出てゐました︒

したが︑それでも︑小さなしめちが

よひ︑

はやて吹くやみにたg

﹇早﹈︵下一︶1

早める

寄るべなき海にさすらひ︑

十二必3図圏

御名は何と付けられ候や︑ はやて ﹇疾風﹈︵名︶1 はやて

これも早く承りたく︑御知らせ待ち

十柳5囲国

上げ候︒
︿略﹀︒

はや・める
︽ーメル︾

﹇映﹈︵下二︶1

たむけ

バラ

︽一

︽ーユ

はら

腹

︿略﹀︑手向山の紅葉夕日

はゆ

人はいよく勇み︑馬はます

﹇逸﹈︵五︶1

ら足を早める︒

は・ゆ

シタ︒

三57
シタ︒
五217

ます︒

鯉のぼり

︿略﹀︒︿略﹀︑

此の腹の下でお書ねをなさると申し

ございますので︑お子どもしゅうは

六895園印度の國はいたってあっう

ます︒

又はらをふくらませて︑をどり上り

六

ヲハラノ下口ダイテシマヒマ

メンドリハ︿略﹀︑タマゴ

二個3 オヂイサンバハラヲタテ
テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ

﹇腹﹈︵名︶10

にはゆる様殊に見所あり︒

十一一棚1図

ル︾

はやる

翌朝導師は常にもあらず 九328 ﹁もう一息だ︒﹂さう思ひなが

一日半早く御全快なされ候様

十一421羅団何とぞ十分の御養生あ
りて︑
切に祈申候︒

十﹁466図
かく

早く起出で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑比較的早く印刷し はや・る

九柵3

ル︾

十一一191図

たるものをば地方版として遠隔の地

︽ーテ︾

くはやる︒

方へ送り︑︿略﹀︒

前の商人となりて︑親に安心致させ

十二梱8㈱囲︿略﹀︑一日も早く一人
たしと存じ居り候︒

やし立てる

九85囲︿略﹀魚の群が︑珊瑚の林 はやした・てる ﹇唯立﹈︵下一︶2 は
や海藻の間をぬって泳いで行く︒

はやし立てておきゃくをよんで

四26又あめややくわしやでは︑はら
ゐます︒

九752 ︿略﹀馬が︑林のかげや沼の
ほとりを元氣よくかけ廻ってみる様

子どもらは仕事をしてみる

はやす

︽一

老僧のまはりに集って︑﹁氣違よ

十二鵬5

は︑實に勇まし い ︒

九鵬9 ︿略V︑砲弾の雨の中でも︑銃
劔の林の中でも︑︿略﹀︒

﹇難﹈︵五︶1

く︒﹂とはやし立て︑︿略﹀︒

︿略﹀すまふがはじまって
がきこえます︒

みて︑﹁わあわあ﹂とはやすこゑ

四37

ス︾

はや・す

十896図圃 こずゑ明るき林を行けば︑

︽ーク︾

やぶかうじの實木の根に赤く︑

早し

﹇皇子﹈←ごにんばやし

︿略﹀︒

はやし

﹇早﹈︵ 形 ︶ 7

﹇▽すばやし

はや・し

︿略V︑なるほど少し早すぎま

︽ーギ︾

六183

ぎる

はやす・ぎる ﹇早過﹈︵上一︶1 早す
九1110図 朝早く起きて︑井戸端に出
づ︒

陰金4國団 く略Vめひの生れ候と聞

下へねころんだ︒

六897 ︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

く略V︑

ほ

腹のふくれし布

腹が大分すいて來た︒

田めとは︑此の清正一生中直りは致

七987 清正は腹を立てて︑﹁︿略﹀石

さぬ︒

九352

袋和尚︑︿略﹀︒

ていをしやう

九822図韻

十174團 ︿略﹀︑土地の人は一向平氣

で︑三四歳の子供でも︑腹の下など

手足が大分くたびれて來た︒

を自由にくゴつて歩きます︒

腹もすいた︒

十一856

←せきばらい

はら・う ﹇払﹈︵四・五︶7 ハラフ は

はらい

天じゃうをはらふ︑たたみ

ちはらう・うりはらう・きりはらう・

らふ 梯ふ ︽ーツ︒⁝ヒ・ーフ・︾﹇▽う

やきはらう

をたたく︑︿略﹀︑まるでいくさ

四431

︿略V︑勝手のすすをはら

のやうでした︒

四433

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

ふ︑まるでいくさのやうでした︒

所ニチハ︑一手桶何程トイフ旧債ヲ

九唱3図

誰かが力石をころがして來て︑

ハラヒテ水ヲ買フ︒

大勢の人に利子を梯ふだけ

土をはらって高橋さんの爲に席を作

十129

つた︒

十531園

あの青年が私の室にはいる

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十個1園

469

前︑先づ着物のほ こ り を 沸 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一388 なたや鎌などでつる草を携
﹇原﹈﹇▽あ し は ら の な か つ く に ・

ひ ︑ 下 枝 を 伐 落 して行くと︑︿略﹀︒

はら

︽1へ︾

八267図圏
黒もま

十二335圏

眺望皇で眺めると︑︿略﹀︑

さしもの大きなパリー市も殆ど一目
針金
︿略﹀︒ソレデ︑オア

﹇針金﹈︵名︶3

に見えます︒

銅ハ

金マデツイデ來タ︒

六663︿略﹀︑折レタ針ヤ︑サビタ針

ルコトモ出來マス︒

シニナルコトモ出來レバ︑針金ニナ

六107園

はりがね

軒下にはらばへる黒き犬︑

にくらしき黒と思へば︑

腸

水

原安

原安雄

はらわた

其ノ外︑釘や針ノヤウナ小

︵四︶−

はらばふ

パリー

︽ーッ︾

張りきる

くじけて︑︿略﹀︒

︿略﹀備前と播磨との境な

はりま
はりま ﹇播磨﹈︹地名︺2 播磨 播磨
はりま

く略V︑播磨の今宿といふ

いまじゅく

る舟町山にかくれ︑今かくと待ち

十梱4図

奉れり︒

いん
虚より︑山陰道にか＼り給ひし由な

十捌7図

り︒

春が來た︑春が來た︑

はる ﹇春﹈︵名︶25 春﹇▽こはるびよ

り

どこに來た︒

四882圃

四882圏春が來た︑春が干た︑

翌年の春︑大雨がふりつゴい

北國にも春が富ました︒

どこに來た︒

五134団

馬はどれも皆張りきって︑

五725
﹇張裂﹈︵下二︶1

︿略﹀︑そなたのふがひな

張裂

き事が思ひ出されて︑此の胸は張り
さくるばかりにて候︒
﹇張裂﹈︵下一︶1
︽ーケ︾

はりさ・ける
ける

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ
ンの許に走った︒

﹇張詰﹈︵下一︶1
︽ーメ︾

張り

しかし主人をうしなったと思
ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も

九欄5

つめる

ばりつ・める

一昨日朝ロンドンを出獲はりつけ ﹇▽ゆうびんきってはりつけ

︹地名︺一

ん聲をはり上げて︑︿略﹀︒

パリー

十二312団

パリーから
パリー市

パリーから
︹地名︺一

ニ

︹題名︺一

して午後早くパリーに着きました︒

パリーし

十二311

︿略﹀︑かっけで足をはらして パリーから

﹇腹這﹈

翌年ノ春心ナツテ︑卵カラカ

きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は

さうして其の明くる年の春︑

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

クワウレイサイ

彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其

ノ中日二︑春ハ春季皇露祭︑秋ハ

七佃4図

書ヤウヤク長ク︑︿略﹀︒

七佃8図 ︿略﹀︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑

︿略﹀︒

七鵬7図

ます︒

舞姫に出ることになったのでござい

六633

春の遊の 樂しさかたる︒

六492圏

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六477

一ぽいになった︒

一冬ごして︑春には池の水が

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち

五756
はりさ・く

かまへてみた︒

張りさ

九描2

︵五︶1

の針金を以て馬路の實験を重ねしが︑

六121園

サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ

はり上

九柵4國国

︿略V︑折レタ針ヤ︑サビタ針 く ︽ークル︾

ウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

六663

金マデツイテ來タ︒

にん

︽ーゲ︾

はりあ・ぐ
ぐ

﹇張切﹈

私もはらわたがちぎれるやうに思ひ

︿略V封書や︑︿略V葉書には︑十二佃2図次いで白金其の他の金属

﹇腸﹈︵名︶2

十二月十八日

﹇原安雄﹈︹人名︺1

た︑意地悪き人と見るらん︒
はらやすお
雄

うなばら・すすきがはら・なすのがは
ら・のはら・まつばら・みほのまつば

パラゴムの木

パラ州

はりき・る

これまた失敗に終りぬ︒
コーデリヤはそれを聞いて

腸をちぎられるやうな思がした︒

十一一76一

ました︒

五944

はらわた

野竹次郎君

十794国
彿へる

ら・やけのがはら
﹇払﹈︵下一︶1

︹地名︺一

身の上ではないか ︒

パラグァイ

十一皿図 パラグァイ

︵名︶一

︹地名︺一

の領地にパラゴムの木を移植するに
至った︒

はらば・う

み る 書 生 さ ん が ︑︿略﹀︒

五942

シ︾

はら・す ﹇腫﹈︵五︶1 はらす ︽一

たので︑︿略﹀︒

て南米ブラジルのパラ州から産出し

十一503此の種のゴムが︑昔主とし 七599図 船長はかくいひて後︑一だ 十二716 王は胸も張裂けんばかりに

パラしゅう

﹇張上﹈︵下二︶1

十一508 ︿略﹀︑英七人はマレイ半島はり ﹇張﹈且vいぬのよくばり・みはり

パラゴムのき

名が生じたわけである︒

ラ州から産出したので︑パラゴムの

十一504此の種のゴムが︑︿略﹀パ

よいのはパラゴムといふのである︒

十一501 これには種類が多く︑一番 はり ﹇針﹈︵名︶2 針﹇▽ひとはり

パラゴム ︵名︶2 パラゴム

パラグァイ

十二385園 家賃さへも梯へない今の

︽一へ︾

はら・える

はら一はる

はる一はるたのぶたろう

470

秋季皇霊祭ヲ行ハセラル︒

八503 春ノ初二二三ノ卵ヲ産ミ︑五
週間程アタ・メテ︑ヒナ一再ヘス︒

九39国書でも春でもこちらではち
やうど内地の夏のやうです︒

九967園

左に遠くかすむは古城︑

春は

十二棚2図

人なつかしげに寄り來る
はる

︽ーッ・ーリ・ール︾←いいは

ハル

鹿の︑春はわけてもやさしく︑︿略﹀︒

張る

は・る ﹇張﹈︵四・五︶10

る・ひっぱる・ふんばる・みはる

私の口にはいる物は︑はがき
スナハチ一間鯨モアルツバサ

︿略﹀︑をんどりはく略﹀︑

見れば引出にはみんな札が

ふ

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

これを海中に張った形はち
︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

やうど大きなひしゃくに似てみる︒

十二769

たる様をなせり︒

足をのべ︑手を口に激てて鶴の臥し

十︸473図

はってあって︑︿略﹀︒

十一177

つくらんとする様なり︒

首をすゑ︑むねを張り︑今やときを

九155図

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

ヲハツテ︑敷演ノ間羽バタキーツセ

八49一

の外はきっと切手がはってあります︒

五921

木がありました︒

めた所に︑しめをはった大きな杉の

雪渓が冬の世界ならば︑此 一一321囹﹁シメヲハリマス︒﹂
まん
五395 八幡様の高い石だんを上りつ

所は春の國でせ う ︒

十708図 ︿略﹀︑山河草木喜にあふ
る＼春とはなれり︒

＋棚2とりぐの花の色︑むせ返る
やうな強い香︑︿略﹀︑まるで春の國
に居るやうだ︒

寺︑

十一129図韻右に見ゆるは名高き御
糟のごと我等をめぐる︒

十一234図示は吊りぬ︒
て眠るが如く︑︿略﹀︒

十一337図 春は島山かすみに包まれ

十一387 毎年春の初か冬の半ばにす
る枝打は︑面白いものだ︒

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一柵7美装 ︿略﹀︑唯をかしきは日
に季節の相反する事に候︒

十一川5図翻 雪降りみだる＼冬のあ

十二778

三百間も長く垣網を張り︑其の先へ

ぐう

に︑ 劉備が三顧のこよなき知遇︑

身網を張る︒

りうび

したに︑ 風なほ冷たき春のゆふべ

︿略﹀︒

︽ーレ︾

十二410図 ︿略﹀︑秋晴の空はあくま 十二778 ︿略﹀︑其の先へ身網を張る︒
晴る

よく晴れて︑満天の星は空石をちり

九桝10望月はまだ出でざれども︑空

は・る ﹇晴﹈︵下二︶2

ばめたるが如し︒

ですみて︑暖さ春の如し︒

たち︑三月堂・二月堂霞につ︑まれ

しば
十二㎜7図 春は若草山の芝緑にもえ
て さ な が ら 夢 の如く︑︿略﹀︒

こずゑさやかにふれる白雪︒

うな
十二41山野 海原はみどりに晴れて︑
濱松の

はるか

︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ

﹇遥﹈︵形状︶16

九314

はるか

︿略﹀︑日本海の波の上には

の方からはるかに全景を見渡すのも
面白い︒

九984園

淺間山は煙をなびかせて︑

の と
るかに浮ぶ能登半島︑︿略﹀︒

東南の空はるかにそびえ︑︿略﹀︒

九988園

ちやうど其の時︑はるか遠方
で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

九三1

︿略﹀グレース親子は︑ふと

昔︑太平・大西雨洋の間を往

はるかの沖合に︑かの難破船を見と

十257
めた︒

十375

來する船は︑はるか南アメリカの南
主人は聲を限りに呼べど︑

端を大廻りしなければならなかった︒

十636図

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに
ときより

︿略﹀︑最明寺入道時頼は

さいみやうじ

や︑ふりかへらず︒

十714図

るかの上座より︑﹁それなるは佐野

はるかのあなたに白い水煙が

源左衛門常世か︒

六盗2

やがて鯨は再びはるか彼方に

見える︒

十描8

浮上つた︒

車は︑︿略﹀︒

には︑卜した＼る街路樹が目もはる

十一一3110囲 ︿略﹀︑車道と人道との間

かに連なってゐます︒

大極殿の跡はるかに指嵩

にそびえて雪をいたgくアルプの連

十二366団︿略﹀︑はるかに紺青の空

峯︒

すべく︑南の方郡山の町の東に羅城

十二櫃10図

か

虜はるかに畝傍山・耳成山・天の香

うねび

門の跡今も残れりといふ︒
やまと
十二鵬4図 ︿略﹀︑大和平野の盛くる

春が來た

春が來た

春が來た

︹課名︺2

ぐ
久山の三山まゆの如く︑︿略﹀︒

二十三

二十三

はるがきた

四881

四目12

もえる木のめに春風吹けば︑

﹇春風﹈︵名︶1 春風

五294幽

はるかぜ

︿略﹀︒

朝︑おさらひをすましてから︑

はるこ ﹇春子﹈︹人名︺4 春子

春子とつくしをつみに行きました︒

五142

ン︑僕には小刀とえんぴつをおみや

五166 ︿略﹀︑春子にはゑ葉書とリボ

春子︑オ前ハ着物や帯ノ地

げに下さいました︒

六742圏

春田延太郎

五月八日

春子

春田延太郎

﹇春田延太郎﹈︹人

三月十二日

ハ何ノ綜デオルカ知ツテヰマスカ︒

八佃3囲

名︺1

く略V︑一軍今や崩れんとはるたのぶたろう
す︒秀吉はるかに之を望み︑︿略﹀︒

十一291図

馬場要助様

はるかの下に一條の白煙を 十︸網3繍圏
たなびかせて見えがくれする上り列

十一622

471
はるたのぶたろうさま一ばん

はるたのぶたろうさま

﹇春田延太郎様﹈

はるばる

十一431國団 五月五日 馬場要助

︹人名︺1 春田延太郎様

﹇遥遥﹈︵副︶3

春田延太郎檬
はるばる

七198 義貞は馬から下りてかぶとを

はるみ＼

ハルビ

︿略﹀︒

十一413
破れ

明日は晴かも知れない︒
﹇破裂﹈︵サ変︶2

ちやうど其の時︑敵の砲揮が

破裂する

はれつ・する
つする

︽ーシ︾

九柵8
もりが燈内深くくひ込んで︑

近くで破れつして︑︿略V︒

十掴4
破裂矢

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒
﹇破裂矢﹈︵名︶2

︿略﹀︑ねらひを定めて︑ずど

もりが膣内深くくひ込んで︑

中尉は︿略﹀︑いつものはれ

︽ーイ︾

﹇晴晴﹈︵形︶1

晴々

十勝の平野は心ゆくばかり
晴々しい庭である︒

十一656

しい

はればれし・い

汐＼とした聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と叫んだ︒

九佃6

はればれ﹇晴晴﹈︵副︶−はれぐ

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒

十M3

打つ︒

んと一嚢︑破裂矢をしかけたもりを

十柵8

︿略﹀︑眼下には廣々とした はれつや

ぬぎ・はるぐと海上を望ました︒
十一618
十勝の大平野がはるばると驚いて︑
末は青い大空に接してみる︒

﹇仏心浜﹈ ︹ 地 名 ︺ 一

の夜の月︒

の見ゆるかな︑ す＼きがはらの秋

十二35図圏はる酒＼と風のゆくへ

ン

ハルビン

七385国船から陸あげした荷物は︑
︿略﹀︑ハルビンへでも北京へでも送
ることが出來ます ︒

パルメニオしょうぐん ︹人名︺一 パ
ルメニオ將軍

つ

用ありさうに天と地の

︽ーレ︾

﹇晴﹈︵下一︶8

なぐ雲の上︒

れる

は・れる

遠きをつ
はれる

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

りとはれたので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑空には雲もなくて︑ま

ことによく晴れてみた︒

七929

﹇晩﹈︵名︶13

バン

ばん

←あさばん・ひとばん・ふつかふたば

ばん

晩

ソノバンシユテンドウジ

ん・みつかふたばん

よい︒﹂

四44

兄﹁こんなくらいばんに

一本

︿略﹀︑あるばんねずみに

ああ︑よいばんだ︒

五月二十八日︑雨のふる

木々のしっくもき

ばんのごはんのお

︿略﹀︑

のことなって︑

五313圃

ばんの事です︑︿略﹀︒

四丁1

上りになった︒

杉のふところからお月様がお

四725園

足のゆびをくひきられました︒

四684

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

今年は田がよく出來た

かぞへないで︑ひるかぞへるが

三542囹

ました︒

出て︑﹁一つ二つ﹂とかぞへてゐ

三535あるばん︑弟がにはへ

ハサケニヨツテネマシタ︒

明日にでもなって︑雪がは 一一755

れてからではいけませんか︒

八779園

富士山も︑晴れた日には︑

白雲の上にかすかに見える事がある

九9810園

二日たって︑天氣も晴れ︑波

さうです︒

十287

せつ
其の刹那︑彼は迷の雲がか

浪もをさまった︒

十一一959

晴れわ

らりと晴れて︑はっきりとまことの

︽ール︾

﹇晴渡﹈︵四︶1

道を悟り得た︒

たる

はれわた・る

鳴くやひばりの聲う
かげろふもえて野は晴

十︸123図圃
ら＼かに︑

波浪

ハワイ

二日たって︑天氣も晴れ︑波

﹇波浪﹈︵名︶1

れわたる︒

はろう

十287

︹地名︺2

浪もをさまった︒

ハワイ

かずにまじる︒

或晩人ガネシヅマツテカラ︑

︿略﹀ムスコガ︑今デハ其ノ

後ヲツイデ︑朝カラ晩マデ︑︿略V︑

七518

ガ︑ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒

金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン

六92

た封書や︑︿略V︒

年取つたおちいさんが︑︿略﹀出し

︿略﹀信吉が︑昨日の朝三年 五938 いっか回そう雨のふるばんに︑

見ましたらうね︒

八833

﹇半﹈←いちりはん・ごじはんご

ぶりでハワイから蹄って來た︒

はん

ろ・にばいはん・はちじはん・はちり

﹇版﹈与しないばん・ちほうば

はん・ろっけんはん
晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑ はん

上に日が氣持よくてってゐます︒

五207
五573

ん・てつげんばん

二三日降りつゴいた雨がから はん ﹇飯﹈n▽ごはん・ゆうはん

いつ見てもよい景色です︒

六142

晴

五616難中のはれ間にちよつと出て︑ 八651圏 ハワイから出した給葉書は

十99 ︿略﹀︑王の日頃信頼してみる はれま ﹇晴間﹈︵名︶1 はれ間
パルメニオ心肝から︑王にあてた密
書が届いた︒

はれ﹇晴﹈︵名︶6晴←あきばれ・
五141 四月二十二日 日曜 晴

にっぽんばれ

五147 四月二十三日 月曜 晴
五148 四月二十四日 火曜 晴
五165 四月二十七日 金曜 晴
む

十枷3図 今日を晴と満艦飾をほどこ
とん

されたる三萬四千噸の大戦艦陸奥は︑

ばん一はんじょうずる

472

働イテヰマス︒

其の組織に繁簡の差があるにしても︑
︿略﹀︒

悪感

ガミンナ天皇ヘイカノバンザ
イヲイハツタノデスQ
ちやうど其の時︑はるか遠方

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

九川1

ろかす萬歳の叫︑勇壮なる軍樂の調︑

はく
十伽2図 拍手かつさい︑天地をとど

やがてレマン意識は︑萬感

﹇万感﹈︵名︶1

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

九386図

ばんかん

十141園朝のか＼りはおそいし︑晩
の し ま ひ は 早 い 上に︑︿略﹀︒

劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

十一欄3 ︿略﹀︑子供心にも大工心配

して︑其の晩はとうく眠れなかつ

ばんざい

た︒

ばんざい

﹁萬歳︑々々︒﹂船員は手早

代表して犯罪者の虜罰を求めるのは

検事の職務である︒

十ニー78図

かくいへば︑頗る繁雑に

はんざつ ﹇繁雑﹈︵形状︶1 繁雑

して多大の時間を要する如くなれど

も︑︿略V︒

十一217

裁判を行ふのは判事の職務

はんじ ﹇判事﹈︵名︶2 判事

であり︑︿略V︒

の任務は極めて重大なものといふべ

きである︒

何分田舎にて萬事不便

藩主﹇▽

ちょうふはんしゅ

﹇藩主﹈︵名︶1
を振ったり帽子を振ったりして︑

八川5 ︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

波打際には大勢の人が旗はんしゅ

には候へども︑︿略﹀︒

十一424圏囲

は誠に平和にして︑︿略V︒

十伽10図 記事此の有様なれば︑ ︼村

ばんじ ﹇万事﹈︵名︶2 萬事

三郎﹁五郎さんばんざ

二郎﹁五郎さ．んばんざ 十一231 ︿略﹀︑判事・検事・荒肝士

﹇万歳﹈︵感︶8

十一御5図此の版木は今も萬福寺に
萬歳

︿略﹀︒

ばん・いちばんがち・いちばんき
保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

三651園

ばん ﹇番﹈︵名︶4 ばん 番﹇▽いち はんぎ ﹇版木﹈︵名︶1 版木

しゃ・いちばんだいこ・いちばんど
堕ちくたり︒

してあって︑おくの方からたえずち

十﹇876園

︿略﹀︑僕も思はず﹁萬
歳︒﹂と叫んだ︒

ウェリントン公爵萬歳︒

︿略﹀のどかに聞えて來る︒

きった晩秋の空氣をふるはして︑

十ニー99

ばんしゅう ﹇晩秋﹈︵名︶1 晩秋
みかん
調子のよい蜜柑取歌がすみ

わけがない︑︿略﹀︒

泣虫では︑第一藩主に封しても申し

﹁萬歳々々︒﹂と叫んでみる︒

十一8610園

十旧4囹﹁萬歳︑々々︒﹂

で︑︿略﹀︒

く鯨の尾をくさりで船ばたにつない

十描4園

い︒﹂

三652園

い︒﹂

り・いちばんぼし︒かわりばんこ・ご
ハンケチ

見れば引出にはみんな札が

︵名︶一

十一178

ハンケチ

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

さんぱんぼし・さんぱんめ・じしょう
チ﹂などと一々書いてあります︒

ばんめ・さんぱん・さんぱんだいこ・

ばんだいこ・にばんちゃ・にばんぼ

反

ばんへい・じゆうにばん・にばん・に

﹇反抗﹈︵サ変︶1

︿略﹀彼をそねむあまり︑

抗する ︽ースル︾

はんこう・する

五一ちいさんがその水車

し・にばんめ・にばんもり・よばんめ

三314
十二975

萬國旗

き

反抗するばかりでなく︑迫害を加へ
﹇万国旗﹈︵名︶1

ようとするものさへも出て來た︒

ばんこっき

こんどは日の番になり

や の ば ん をしてみるからで
す︒

四395
ました︒

イヤウニ︑シバラク其ノアタリニ番

くおんきの音が聞えて來ます︒

き
六475 サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ 五231 二かいのまどに萬國旗がつる 十﹁8610園 ﹁萬歳々々︒﹂
ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ婦ル︒

十一梱4園

︿略﹀︑刑事裁判で︑國家を

繁昌する ︽⁝シ︾

はんじょう・する ﹇繁盛﹈︵サ変︶1

で半しようをうち出しました︒

くと聞えて來て︑間もなく火の見

五856圏 ︿略﹀︑急に川水の音がこう

︿略﹀犯罪があった場合にはんしょう ﹇半鐘﹈︵名︶1 半しよう

又他人の物を盗んだといふ はんざいしゃ ﹇犯罪者﹈︵名︶3 犯罪
者

︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑 十一1910

は︑國家は︿略﹀︑其の犯罪者をこ

此の犯罪者を罰するための

らし︑︿略V︒

十一218

裁判を刑事裁判といふ︒

十一204

のある者を十分に取調べて適當公平
バンザイ

キノフハ日本塾図ノ人

﹇万歳﹈︵名︶3

四96

萬歳

ばんざい

な裁判をする︒

十﹁203

やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒

十一198

十二786 ︿略﹀合圖をすると︑網口はんざい ﹇犯罪﹈︵名︶2 犯罪

空谷

の近くに番をしてみる漁夫が急いで
﹇繁栄﹈︵名︶1

網口をしめてしまふ︒
はんえい

繁簡

は誠に平和にして︑年を追うて其の

十摺1図萬事此の有様なれば︑一村
繁榮を増すばかりなり︒
﹇繁簡﹈︵名︶1

十一欄4 其の土地に廣い狭いがあり︑

はんかん

473
ばんじん一はんぱい

九525園︿略﹀︑店はだんだん繁昌し

ばんじん

て︑十年もた＼ぬ中に︑町でも屈指
の財産家となった︒

八223 皇籍の蕃人には︑お祭に人の

ばんじ ん

ばんじん ﹇蕃人﹈︵名︶5 蕃人 蕃人

りさん

反スル

﹇万世一系﹈︵名︶1

反封

反省

﹇▽さいくまちにちようめじゅう

ごばんち

ばんち

番茶

番町

熱い番茶にのどをうるほして

﹇番茶﹈︵名︶1

﹇番町﹈︹地名︺2

道をき＼︒

と言ひ
判

商店の番頭になってみる者もあれば︑

︿略﹀︒

やうく一人前の番頭になり︑︿略﹀︒

九5110園 十年鯨りもしんばうして︑

番頭さんたち

ばんとうさんたち ﹇番頭達﹈︵名︶1

引出すことが出心ない︒

か一年とかきまった期限が歪ないと

十523園 ︿略﹀︑預けた日から半年と

はんとし ﹇半年﹈︵名︶1 半年

ちにさしづをしてゐます︒

から注文をうけては︑小ぞうさんた

保己一の家は今の東京︑其 五244 ︿略﹀︑番頭さんたちは︑お客

たりといふ︒

︽ーシ︾

はんてん

彼が他日大統領となり︑世

︿略﹀︑一身をさ＼げて此の

を造ってやらうと︑︿略﹀︒

岩山を掘抜き︑萬人の爲に安全な路

十二価10

になったのは︑︿略﹀︒

界の偉人として萬人に仰がれるやう

十一剛4

鳩は齢程遠い虜で放しても︑ ばんにん ﹇万人﹈︵名︶2 萬人

﹇半纏﹈︵名︶2

長いはんてんをきて︑み

半島←イ

前

︵名︶2

九478団園

パンのき

や し

パンの木

︿略﹀︑其の中でも殊に珍し

又パンの木も所々に美しい

ありて︑︿略﹀︑販責・廣告に關する

十二給6︹図 ︿略﹀︑編輯・螢業の二局

はんばい ﹇販売﹈︵名︶1 販費

林をつくってゐます︒

九65団

です︒

いのはコ・椰子の木やパンの木など

九52圏

お前もたしかに半人前だ︒

さうしてさをの先に︑赤いし はんにんまえ ﹇半人前﹈︵名︶1 半人

﹇半島﹈︵名︶1

るしのあるはんてんをしばりつけて︑

七112

じかいももひきをはいて︑︿略﹀︒

三324

﹇▽しるしばんてん

はんてん

自分の巣に飛臨る︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十555

定する

はんてい・する

﹇判定﹈︵サ変︶1

あきめくらに

八633図圏︿略﹀︑時の人君町で目

の頃の江戸の番町にありて︑︿略﹀︒

八629図

ばんちょう

休んでみる所へ︑︿略﹀︒

十121

︽一 ばんちゃ

まつって︑︿略﹀人の首を取らぬと
ちかひました︒
﹇反﹈︵サ変︶1

シ︾﹇▽あいはんす

はん・す

反する

馬五匹アリ︑︿略﹀︑買ハントスル人

九458図之二反シテ︑同ジヤウナル

﹇反﹈︵サ変︶1

タ寸一人ナルトキハ︑︿略﹀︒

︽ースル︾

はん・する
︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

あ

首を取って供へる風がありますが︑
︿略﹀︒

八224
此の悪い風が早くから止みました︒

まして威力によって強制す

るとか︑︿略﹀するのは︑自治の精

十一柵6

でした︒たいそう蕃人をかはいがり

神に全く反するものである︒

八228 呉手は︿略﹀︑亜里山の役人
ましたので︑︿略﹀︒

萬世一系

﹇反省﹈︵サ変︶1

て團結した國民は︑︿略V︒

十二悩1
はんせい・す
︽ース︾

こ＼にもまた我々の反省す
﹇反対﹈︵名︶3

︿略﹀︒

はんとう

又或動物ハ保護色トハ反封二︑

ンドしなはんとうあたり・しもきたは
世間には︿略﹀者もあるが︑ んとう・つがるはんとう・のとはんと
う・マレイはんとう・りょうはんとう

九539園

ナ罷色ヲモツテヰル︒

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

九204

はんたい

べき短所があるやうである︒

十二慨7

す

萬世一系の皇室を中心とし

ばんせいいつけい

八229 たいそう蕃人をかはいがりま はんせい ﹇▽こうはんせい
したので︑蕃人からは親のやうにし
たはれました︒

に取った首が四十鯨ありましたので︑

八233 ちやうど蕃人が︑其の前の年

︿略﹀︒

ばんじんども ﹇蕃人共﹈︵名︶5 蕃人

八238そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首

とも

を取ることを許してくれといって出
ました︒

八251 翌日蕃人どもが︑役所の近く
に集ってゐますと︑果して︿略﹀︑
赤い着物を着た人が來ました︒

あの人は反回に︑少しでも他人の負

や＼複雑になってみる︒

げんに此の學校の卒業生で︑

﹇番頭﹈︵名︶2

八929

ばんとう

番頭

半島が並んで突出してみるために

︿略﹀︑東南岸だけは二つの

十一一502

今度は前と反封に︑順次に三

澹を輕くしょうとして︑︿略﹀︒

十357

且Vだくおんはんだくおん

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒
もじ

はんだくおん

八255 待ちかまへてみた蕃人どもは︑
すぐに其の人を殺して︑首を取りま
した︒

八258 蕃人どもは聲を上げて泣きま
した︒

八262 さて蕃人どもは︑呉鳳を神に

ことは後者之を捲當す︒
十一一189図

里ある︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑如何にもして國家

を治め︑萬民の苦を救はんものと︑

かくて刷上りたる新聞は︑ 十一55図

はんばいぶ ﹇販売部﹈︵名︶1 販責部 ばんみん ﹇万民﹈︵名︶1 在民

半分

直に販善部を纏て遠近に獲評せらる︒
﹇半分﹈︵名︶5

しかし此の半面にもまた短

物すごいひびきは萬雷の如く︑
萢

ま・せんきょのひ・たんじょうび・つ

に︑たうふうがにはへ出て︑池

三551あるとき︑雨のふる日

日はよくてつてみて︑ふ

の光にかがやきました︒

三901 はごろもの袖はかるく
風にまひ︑はごろもの色は日

れいに見えました︒

じの山はいつもよりなほき

三831

きとほってゐます︒

して︑小川の水はきれいにす

三604日の光がやはらかにさ

のはたを通りますと︑︿略V︒

あさひゆうひ・おいわいび・おひさ
きひ・なんようび・にちようび・やく
び︒ゆうひ

アル日トモダチニユミ

一202ヒガテリダシマシタ︒
ニー62日ガハイリマシタ︒

U

西デス︒

三471

オや牛ハ子牛ヲタイソゥ

く略V︑五一ちいさんがう

︿略﹀︑日ノハイル方ガ

ノハイル方が西デス︒

三471日ノ出ル方が東デ︑日

まへて︑おもちゃにしてるます︒

子どもが大ぜいでかめをつか

三401ある日はまを通ると︑

たはない日はない︒

三318囹

あっても︑五一ちいさんがうた
はない日はない︒

ルト︑ワニザメが居マシ心墨ラ︑

︿略﹀︒

四38ーフクロフが鳴クト︑其ノ
明クル日ハ天氣ガヨイカラ︑

﹁ノリツケホウセ﹂ト鳴クノダ
トイフ所モアリマス︒

ました︒

山國のものが﹁日は

ら出て︑屋根へはいるもので

が來て︑﹁へええ︑日は屋根か

四544園そこへ宿屋のていしゅ

いへば︑︿略﹀︒

山から出て︑山へはいる︒﹂と

四537闘

な光をおくりました︒

さしいかほを出して︑あたたか

四395

日は雲のあひだからや

四395 こんどは日の番になり

三36園ア︑日が出ハジメタ︒
四385 ある時︑日と風が力く
三317園 からすのなかない日は らべをしました︒

モナメテヤリマス︒

カハイガリマス︒日ニナンベン

二662

カラハナレマス︒

タリ︑アカリガツイテヰナカツ
タリスレバ︑ワタクシハアナタ

二583日や月ガデテヰナカツ 四125 アル日浦マベへ出テ見

ホレ︑ワンワン︒﹂トヲシヘマシタ︒

デ︑﹁ココホレ︑ワンワン︒ココ

二42ーアル日犬ハ畠ノスミ

ヒマシタ︒

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀﹂トイ

一一

はんぶん

十二鵬10

しかし其の半面には︑物に

所がうかgはれないであらうか︒

十二柵4

一

繁茂す

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ
﹇繁茂﹈︵サ変︶1

んではみないか︒
はんも︒す
︽ーシ︾

九298

大地もふるひ︑︿略V︒
はんれい
﹇萢盆﹈︹人名︺2 萢盆

はんれい

こうせん

天︑勾践を空しうするな
時︑萢蓋無きにしもあらず︒

R4

五726 翌年の春︑大雨がふりつゴい はんめん ﹇半面﹈︵名︶2 半面
て︑せっかくつき上げた土手が︑半
分ほどもくつれてしまった︒

七698園 ついては此の中の金を半分
だけお禮のしるしにさし上げます︒

八89始の間はあまり甲乙はなかつ
たが︑半分程の所から一騎後れ︑二
騎後れ︑︿略﹀︒

なく繁茂し︑︿略﹀︒

九927園 おや︑北斗七星が半分杉林 十一欄4球団 森林には大木すき間も
にかくれてしまった︒

︿略﹀︑あなた方の半分ぐらみしか働

十139園 私どもの若い時分には︑ ばんらい ﹇万雷﹈︵名︶1 春雷
きませんでした︒

はんぺい ←きねんさいはんぺいせつぶ
ん

かれ︒

︿略﹀︑勾二戸のうらみ忘れ

はんれい

十麗9図圏

六924 先づ谷川のほとりに三千人の

十鵬7図

ばんぺい ﹇番兵﹈︵名︶3 番兵

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

がたく︑萢蓋といふ忠臣の助を得て

日﹇▽あさひ・

報復の計を立て︑︿略V︒

が

ないやうにした︒

ヒり

六931 番兵がゆだんをしてみると︑

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ
げん

て引上げた︒
が近くを警戒してみる︒

ひ
茗邑

九612 舷門には︑銃を手にした番兵

一

半道
ロ

一

﹇半道﹈︵名︶1

日干
ロ

はんみち

れまでが半道で︑あれから町まで一

108ひ

お
）

五642園 あれは神明様の森だが︑あ

ひひ

はんばいぶ一ひ

474

475
ひ一ひ

はございませんか︒﹂

四585ドンナサムノー日デモ︑大
工サンバミンナシルシバンテン
ヲヌイデ︑ヰセイヨク唖聾ライ
テ居マス︒

四706 ︿略﹀︑雪ノヤウニツメタ

クハナク︑又日章テラサレテ
それ︑もう日がくれる

モトケマセン︒

四722囹
ぞ︒

四786私の下で︑長い翻しよ
んぼりとして居まして︑日がく
れてから村へはいりました︒

四788 其の後間もなく死んだ
のです︒さむい日のことで︑
あまり氣のどくでしたから︑
︿略﹀︒

五63ある日︑僕がうんどう場へ出
て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

五207 ゆふべの雨がはれて︑青葉の
上に日が氣持よくてってゐます︒
庭は一日日がよくあたる︒

五315圏 松をのこして木の葉がちれ
qば︑

五504 此ノ頃ハ雨が降りツ寸イテ︑
表デ遊ブ日ガアリマセン︒

よし

あぺのむねたふ

︿略﹀︒

︿略﹀︑二百十日といふのは立

廣げられて︑まぶしいやうな夏の日

にかゴやいてみる︒

日はかんくと照ってみる︒

七936

まだ日が暮れたばかりのやう

どい雨で︑夕方から風もはげしくな

九684

九604

枯れか＼つて一面に黄色にな

或日大熊を見つけたので︑

んくと照らしてみる︒

つたじゃがいも畑を︑午後の日がか

九783

に思ったが︑もう八時半であった︒

春の日から二百十日目の日のことで︑

︿略﹀︑二百十日といふのは立

さうして清正のやせた姿︑日

九917園

それを射殺さうとしました︒

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

九991園富士山も︑晴れた日には︑

白雲の上にかすかに見える事がある

かぼちゃ畠を見廻ると︑此の

取入レ等ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテト

七欄7図

涙ぐみました︒
タネマキ
農家一一テハ種蒔・︿略﹀・

七槌5

此の日はよく大風が吹くから︑︿略﹀︒

春の日から二百十日目の日のことで︑

七937

︿略﹀︒

五餌5国︿略﹀︑四日の日は朝からひ

いかな日でも葉書の百枚や封

りました︒

五908
書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

ひよどりは元氣な鳥だ︒こん

らないことはありません︒

六271
な寒い日にも︑朝早くから︑高い木
の上をとびまはって鳴いてみる︒

月と日と雷が同じ宿屋にとま
朝︑雷が目をさまして見ると︑

りました︒

六糾5
六覗6

九伽1

さうです︒

︿略﹀︑勝つた子どもを出した

シテ︑日ヲ定ムルコト多シ︒

八64

前く略V残して置いたのが︑今日は

平日のこと︑萬じゅが御殿の

月と日が居りません︒

もう熟しきったやうな顔をして︑へ

六592

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

︿略﹀︑黄色い萎の穗が一面に

た︒

九千7

みた︒

十82

しかしとうく恐しい日が來

大空には︑午後の日が大砲の

長日我が軍艦高千穗の一水兵

十月二十五日は︑青年團の道

十216団

取引の成立つた馬は︑其の

ぶしんの日であった︒

十116

︿略﹀︑タルススといふ町に着いた︒

或白骨は部下の精兵を引連れ︑

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて

九掴4

よりとか﹂り︑︿略﹀︒

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

九佃7

なくはげしかった︒

其の日の戦は果して今までに

九欄10

そを日にさらしてみる︒

村の頭になるといふ定めであった︒

日が暮れてから︑長四郎がそ
或天業を焼く男が太郎のうち
話をした︒
せつく
ちやうど五月のお節供の日で︑︿略﹀︒

おとうさんが着いた日は︑
せつく
ちやうど五月のお節供の日で︑︿略﹀︒

八659国

八658団

おとうさんが着いた日は︑

へ來て︑みうりのはたでいろくの

八297

つと屋根づたひに行って︑︿略﹀︒

八168

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

日は暖で︑風はなし︑むされ

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

七141

るやうな氣がする︒

馬はたいそう元氣のよい動物
︿略﹀︑氣候も思ったよりよ

で︑生れた日からすぐ歩く︒

七259
七395団

夏ノドンナ暑イ日デモ︑アセ

くて︑快晴の日が多いやうです︒

七513

ヲ流シナガラ︑日ノクレルマデ働イ
テヰマシタ︒

シカゴを立つ日に︑お前た

よき日は明けぬ︑さわや

ちの年始状が着きました︒

八739団

かに︒

九588

つて︑夜を日についで働いた︒

九騒9囹

社長さんは︑﹃︿略V﹄とい

どうかすると︑其の日のく 九25図團

︿略﹀︑二百十日といふのは立
春の日から二百十日目の日のことで︑

七936

が︑︿略V︒

らしにこまるやうなこともあります

七731園

ノクレルマデ働イテヰマシタ︒

五538 或日山の中で︑こけに足をす 七513 ︿略﹀︑アセヲ流シナガラ︑日
べらせて︑うつむけにたふれました︒

五573 晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑
まん

いつ見てもよい景色です︒

五794 八幡太郎半盲が或日安倍宗任
をつれて廣い野原を通りますと︑
︿略﹀︒

ひ一ひ
476

日の中に買手に引渡されてしまひま

果もなくすみ渡りたる大空︑

冬の日はもう暮れか＼つてゐ

の光︑まるで春の國に居るやうだ︒

十伽6
る︒

す︒

十246 其の一角にそびえてみる燈毫
十梛5図

今日はたのしき遠足の

今日はうれしき遠足の

よき日なりなど思ひつ＼︑

二472又オコツテ︑ソノウスヲ

ひととひ

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ

十二92図折から日は地平線に近づ
きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

ソノ大キナカホハ火ノ

タ︒

うございます︒

く︑その上火のようじんもよ

四283 電とうはらんぷとちがつ
て︑へやのすみずみまであかる

ヤゥニアカク︑︿略﹀︒

V

いふばかりなし︒

此の頃のことであった︒或

再訴が古木の皮をむくと︑珍しい甲

十ニー17

黒い程こい緑の葉の間から︑

轟が二匹みた︒

と尋ねた︒

は娘たちを面前に呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂

約束の日が來ていくら催促されても︑

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑

世界に比なき帝國の 強
き御民となるべしと︒

七68図圏

方に大飢謹起り︑人々の困苦は前の

ました︒

此の時義貞が方々へ火をかけ

鎌倉は一面火の海になって︑

︿略﹀︑賊の大意高情以下北條

七308図

︿略﹀︒

十481

次にかま口から火をつけて︑

おちいさんは大釜の火をたい

︿略V︑軸木を火で乾かす者も

喜三右衛門は︑血走った目を

あり︑︿略﹀︒

八価1

ていらっしやる︒

八515

四五日の問︑中の木をむし焼にする︒

八316

獅子の目は火の如くにもえ︑

方は︑此の火の中にはろびてしまひ

七226

︿略﹀︒

七225

たからたまりません︒

させますと︑濱風が之をあふり立て

七223

けて︑橋の上に投げさせた︒

んなたいまつを出して︑之に火をつ

六965 すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

敵の船に火をかけて引上げた︒

十二663さて領地をゆつる日に︑王 六812 草野の次郎の如きはく略﹀︑

きりと浮出てみるのが見える︒

其の一つくが日の色にはえてくつ

今日はたのしき遠足の 十二208

今日はうれしき遠足の

はなやかに詣る＼日の光︑︿略﹀︒

日よ︒

十一125︹図圃

十一1210図圏
日よ︒

日よ︒

十一1310図囲
日よ︒

十一191例へば︑借りた金を︑返す 十二図9図出襲の日近づくや︑林藏
之を從者に渡していふやう︑﹁︿略﹀﹂
とQ

︿略V︒

の頃もよくわからぬくらゐであるが︑

十二価2

日にやけ仕事にやつれて年

返さない人がある︒

さいそく

一一

に︑年とった燈皇守が︑妻と娘と三
人で︑わびしく其の日を送って居た︒

とさして來た︒

十412 向ふの山の頂に日の光が赤々
十431 日は大分高くなってさわやか
にかゴやき︑︿略﹀︒

十4510 喜三右衛門は︑其の日から赤

十445 日はもう西にかたむいてみる︒ 十一135溶岩
色の焼付に熱中した︒

十468 一年と過ぎ二年とたつうちに︑
其の日の暮しにも困るやうになった︒

十475 或日の夕方︑喜三右衛門はあ
わた望しく窯場から走り出た︒

轄地するもよからんと醤師も申居候

十523園定期の方は︑預けた日から 十一438國團 今少しく日もた＼ば︑
に付︑︿略V︒

住持は心得ぬ事に思ひて︑

半年とか一年とかきまった期限が來

十一448図

ないと引出すことが出來ない︒

十595図 雪の日の夕暮に近き頃︑上

さつま

十二冊6図或日のことなりき︒
たかなわ

釜日其の圭里言に︑﹁︿略﹀﹂といへば︑

芝︑高輪の薩摩屋敷で會見
雨人は翌日の再會を期して別れた︒

したが︑其の日要領は遂に得がたく︑

しば

州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

十一一伽9

空には眞夏の日がさらく

︿略﹀︒

とかゴやきわたってみる︒

十一837

たどり着きたる旅僧あり︒

十617園 日の暮れない中に︑一足も
早くお出かけなさい︒

八十八日目で︑稻をはじめ馬ていの

それも立春から敷へると ひ ﹇比﹈︵名︶2 比
物の種をまく目安になる日だ︒

十﹇901園

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ

十695圏 しかし此のま＼に日を送つ
いません︒

き

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

ききん

十847囹或日︑此の附近の山へ薪を 十一9010園 おとうさんが毎年潮干狩 十一伽6図然るに︑此の度は近畿地
とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

出水の比に非ず︒

がりび・たきび・ともしび・はなび・

︿略﹀︑秋晴の空はあくま ひ ﹇火﹈︵名︶33 火n▽いろりび・か

知るのだ︒

ですみて︑暖さ春の如し︒旅行には

十二51図

ると︑︿略﹀︒

＋棚2とりぐの花の色︑︿略﹀︑ガ
ラス屋根を通して重るやはらかい日

V5

477
ひ一ひかげ

見張って︑しばらく火の色を見つめ
︿略﹀︑やがて﹁よし︒﹂と叫

てるたが︑︿略﹀︒

十482
んで火を止めた︒

十656図 みうりの火は次第におとろ
へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ
すが如し︒

十849園 ︿略﹀百姓が︑たき火をし
てるると︑そばの黒い岩に火がつき︑
﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

煙をあげて燃出しました︒
十一658
︿略﹀︑火を使用するのは人

い は れ て み る や うに︑︿略﹀︒

十一658

類ばかりで︑他の動物には見られな
い所である︒

十﹇661 一語人は最初どうして火を
得たであらうか︒

んく廣くなって敵た︒
木炭や石炭や石炭ガスの火
に
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十一675

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

に用ひられ︑︿略﹀︒

十一676
︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

よりずっと熱度が高いので︑︿略﹀︒

十一676
よりずっと熱度が高いので︑︿略﹀︒

五712

ひ
土を掘る︑石を運ぶ︑樋をう

める︑土手をつく︑いろくの工事
に︑︿略﹀︒

非

されど宋軍の大勢日々に非

﹇非﹈︵形状︶1

←しぜんび

何ともすることあたはず︒

にして︑天祥の誠忠を以てしても如

十979図

ひ

び

すると︑これまで潮の満ちて

人は生活上の必要からひあが・る ﹇干上﹈︵五︶1 干上る
七209

︽ーッ︾

十一685
︿略﹀︑火の熱と光とをあらゆる方面

しかし火の利用法は︑決し

姫

﹇費﹈﹇▽しゅっぱんひ

﹇日当﹈︵名︶2

日あたり

﹇延﹈︵副︶1

延いて

﹁日と親密の度を加へたが︑︿略﹀︒

十二欄4園 ︿略﹀︑誠に日本國の幸で

ひいて

ござります︒又延いては徳川家及び

江戸百萬の民の仕合はせ︑︿略﹀︒

九746

山畑に稗の作ってあるのも珍

ひえ
ひえ ﹇稗﹈︵名︶1 稗
ひえ

︽−

しく︑谷間に白い山ゆりの花のまば

らに見えるのも面白い︒

へ︾

ひか・う ﹇控﹈︵下二︶2 ひかふ

前には横長き池をひかへ︑

たかまど

池のめぐりは見渡す限りの木立・く

十47図

さむらにて︑︿略﹀︒

い こま

十二棚8図︿略﹀︑春日・高圓の山々

を東に︑矢田山・生駒山を西にひか

へて︑︿略﹀古の奈良の都は︑︿略﹀︒

がひかへて︑何となく物々しい︒
かく
ひかくてき ﹇比較的﹈︵副︶2 比較的

十二m9次の間には官軍の荒武者共

︽−へ︾

ひか・える ﹇控﹈︵下一︶1 ひかへる

︿略V︑おばあさんが日あた

︿略﹀︑日論りのよい所には︑

ひ い
﹇斐伊川﹈︹地名︺1 斐伊川

かく

十ニー91図 但し大新聞にありては︑

比較的早く印刷したるものをば地方

松江を護したる汽車は

版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒

い

︿略﹀︑今では更に進んで
かく
光の色が太陽に似て︑しかも比較的

十二柵2園

︿略﹀︑やがて新川を渡り更に進みで
ひ

ビーグル號

熱をともなふことの少い電燈さへも

彼が探楡船ビーグル號に乗
込んで菊石揚々と本國を出何したの

かんくとこずゑをてらして

みる十時過ぎの日かげが︑若葉の色

九329

ひかげ ﹇日影﹈︵名︶1 日かげ

獲明されました︒

日一日

其の後宣長は絶えず文通し

﹇日一日﹈︵副︶1

て眞淵の教を受け︑師弟の關係は日

十一768

ひいちにち

は︑二十三歳の時である︒

十ニー25

ビーグルごう

︵名︶一

斐伊川の鐵橋にか＼る︒

十一一45図

ひいがわ

てるる︒

つるうめもどきが美しい實をならべ

八16

していらっしやいました︒

りのよいえんがはでつぎ物を

四227

日歯り

ひあたり

かに干上って砂地にかはり︑︿略V︒

みた稻村崎は︑︿略﹀︑二十齢町には

に利用することを考へて來た︒

十一686

伐倒したる木は乾くま

てこれで完成したといふわけではあ
るまい︒

十︸佃8圓国

で其のま＼に致置き︑さて四方より
火を放てば︑︿略V︒

きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

十二87図此の棒を此の板の上にて
まさつ

えたり︑密生した樹木の枝と枝がす

いふ︒

﹇妃﹈︵名︶1

男が靴を縫ってみる︒

で︑色の青い元氣のなささうな若い

十一一391

ひ

薄暗いらふそくの火のもと

の法に從ひ︑之によりて火を作ると

十一一89図此の社にては︑今も太古

りて火を生ず︒

十一663 思ふに落雷の爲に樹木が燃
れあって起つたりした自然の火から︑
︿略﹀︑木片と木片をこすり

火種を取ったものであらう︒
十一665

あはせて火を得る法をさとるやうに
なった︒

十一667 それから少し進むと︑石や
金を打合はせて火を出す法を考へる
やうになった︒

十一672

ひ

﹇樋﹈︵名︶1

火の熱は︑初め主として食 十一一9110 それを見てひどく氣をもん
ひ
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑︿略V︒

物を調理するのに用ひたもののやう

であるが︑︿略﹀︒

十一674

ひ

︿略﹀︑時代が進んで燃料の ひ ﹇碑﹈←きねんひ
ひ
樋

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

ひがし一ひかり

478

﹇東﹈︵名︶ 1 8

東﹇▽らんりょ

を 下 に 投 げ る の か︑︿略﹀︒

ひがし

うひがしインド

六721

川の西は︿略﹀︒東の方は此

の橋のたもとから︑川にそって電車

が出ます︒

北風は外の軍馬と一所に︑笹下のテ
ントの前に︑列を正して並んだ︒

にやみの世界を照らすやう︑
たかまど

ちやうど東の空に上る月が次第々々

キョネンデキ上ツタ新道 十二439 ︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑

東西南北ヲ四方トイ

六71図
ひがしやま
な

六7図

東本願寺

かすが

みかさ

﹇東山﹈︹地名︺4
ら

東山

東山

神代此の方一度もてきに

負けたことなく︑月日とともに︑

五26圏

國の光がかがやきまさる︒

がありました︒

まくらもとに置いてある行燈

の光も︑いくたびとなく此の川の水

←とおひがた
り・きんぴかり︒くろびかり

中尉の固く結んだ口もと︑す

向ふの山の頂に日の光が赤々

朝日のさわやかな光が︑木立

石炭の壁は安全燈の光に照ら

に居るやうだ︒

さしいかほを出して︑あたたか

︿略﹀︒

の地︑

山皆式に

水また清く︑

日は雲のあひだからや 十川8図圏美術の光の かゴやく此
な光をおくりました︒

四397

の光にかがやきました︒

三901 はごろもの袖はかるく 十棚2 ︿略﹀︑ガラス屋根を通して來
るやはらかい日の光︑まるで春の國
風にまひ︑はごろもの色は日

されて︑黒光りに光ってゐます︒

十8310

ます︒

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

十806 ︿略﹀︑周團の壁は皆石炭で︑

をもれて窯場にさし込んだ︒

十489

とさして來た︒

この中にある﹃通日﹄で 十412

通りでない︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

九三7

の光はうす暗く︑︿略﹀︒

九221

かけて︑やはり人家がこみ合って立
日払
喜び勇む︒

すると弟が﹁︿略﹀︒﹂と言

日数かぞへて︑

居ならぶ子どもは 指を折

﹇日数﹈︵名︶3

にうつったことでございませう︒
あんどん
ひかず

つてゐますが︑︿略﹀︒

六723此の電車道から東山のすそへ 六702 ︿略﹀武士の刀や︑なぎなた

たや東山︒

三471 日ノ出ル方が東デ︑日 九24図圏 ︿略﹀︑夜のとばり しつ 六83囹 奈良の春日山や三笠山は千 五192園鶏の光がまるでいなびかり
のやうで︑わるものどもは目を明け
尺そこくだが︑白根や槍岳よりも
かにあきて・ほのぐと東の窓は
ノハイル方が西デス︒
てるることが出來ず︑︿略﹀︒
知られてみるし︑京都の東山にして
三473 東ヘムイテリヤウ手ヲ しらみたり︒
六608 月の光にすかして︑あちらこ
もさうだ︒
九608 東の空が明るくなると︑︿略﹀︒
ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ
ちらさがしますと︑︿略﹀︑石のらう
六85圃園 ふとん着て︑ねたるすが
九悩1 東の空がほんのりと白む頃︑
南デ︑左ノ手ノ方が北デス︒

三477
ヒマス︒

三496
ツキヌイテヰマス︒

ハ︑村ヲ東カラ西へ︑マッス
グニ

六496圃
りつつ︑

こま

を東に︑矢田山・生駒山を西にひか

い

四722東の村では﹁︿略﹀︒﹂と 十二剛7図 ︿略﹀︑春日・高議の山々
いひ︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂など

十一885

ひがた

敷へた日鍛だ︒

敷へて御らん︒これは一月一日から

十一888園

つて︑日数を敷へてみようとした︒

へて︑︿略﹀古の奈良の都は︑︿略﹀︒

﹇東海岸﹈︹地名︺2

門の跡今も残れりといふ︒

すべく︑南の方郡山の町の東に羅願

大極殿の跡はるかに指瀦

と申します︒

に︑人が生れたり︑死んだり︑

四728︿略﹀︑東の村や西の村 十二撹10図
︿略﹀︒

東海岸
ンといふ島がある︒

十244

英國の東海岸にロングストー ひかり ﹇光﹈︵名︶28 光﹇▽いなびか

四742私は東の村の今の村ひがしかいがん
長さんのおちいさんやおばあ
さんを其のわかい時から知つ
て居ました︒

東本願寺

きとほってゐます︒

四925くどうが東へ行けば︑兄 十二835図 これより北は波荒くして 三604日の光がやはらかにさ
して︑小川の水はきれいにす
舟を進むべくもあらず︑山を越えて

東ドナ

弟も東へ行き︑西へ行けば︑

﹇東隣﹈︵名︶1

東海岸に出でんとすれば︑︿略﹀︒

學校ノ東ドナリニニカイ
ヅクリノヤクバガアリマス︒

三491

リ

ひがしどなり

西へ行き︑︿略﹀︒

四92憂くどうが東へ行けば︑兄
弟も東へ行き︑︿略﹀︒
きゅうじやう

五柵4 東京停車場は東洋第一の大弓
車場で︑宮城の東にあります︒
ルヤウニナツタ︒

六326 東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ ひがしほんがんじ ﹇東本願寺﹈︵名︶1

479
ひかりかがやく一ひきあう

は な や か に 蒙 る ︑日の光︑︿略﹀︒

心痛6図 果もなくすみ渡りたる大空︑

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一

十一14 太陽の光と熱とがなくては︑
として生存することは出超ない︒

十一23 光の強さに至っては非常な
しよく

もので︑之を燭光でいへば＝二の
れい

下に零を二十六もつけて表さねばな
らぬ︒

十一210 望遠鏡で見ると︑太陽の表
面は︿略﹀︑光の強い部分もあれば

の

一髄最も理想的な燈火は

太陽の光のやうに明るくて︑︿略﹀︒

十二摺4園
く略V︑しかもほたるの光のやうに熱
をともなはないものであります︒

ひかりかがや・く﹇光輝﹈︵五︶1光
りかゴやく ︽ーイ︾
ひかり

其ノ重患ビンハ﹁︿略﹀︒モ

に光ってゐます︒
六134園

シセイ出シテ使ツテクレサヘスレバ︑

イツデモ光ツテヰマス︒︿略﹀﹂ト言
︿略﹀︑月夜には波が銀色に

ツテ︑︿略﹀︒

七547囹

八価6

やり

なぎなた

けれども刀・槍・薙刀など︑

ひやうがありません︒

九7110園光堂ともいって︑昔は金 光って︑其の美しいことは何ともい
ぴかりと

﹇光始﹈︵下一︶1

光ル

バ︑夜ヤウヤク長シ︒

書ヤウヤク長ク︑秋ノ彼岸ヲ過グレ

︿略﹀︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑

書ヤウヤク長ク︑秋ノ彼岸ヲ過グレ

七柵9図

故二﹁暑サ寒サモ彼岸マ

バ︑夜ヤウヤク長シ︒

七佃3

デ︒﹂トイヘリ︒

ノ中日一一︑春ハ春季皇璽祭︑秋ハ

クワウレイサイ

七欄4図彼岸ハ七日ノ間ニシテ︑其

秋季皇璽祭ヲ行ハセラル︒
タネマキ
農家ニチハ種蒔・︿略﹀・

七里7図

︿略V︑祝祭日・土用・彼

取入レ等ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテト

ふり上げた棒の先が︑強い日

かく略﹀︒

岸・入梅・日食・月食が何時になる

十一903

九595

︿略﹀︑周園の壁は皆石炭で︑

シテ︑日ヲ定ムルコト多シ︒

ます︒

十833

に影をうつして南都第一の美観たり︒

れど︑尚三重五重の塔︑猿澤の池水

つるはしの先がきらりと光る︒

びき・なんぜんびき・なんまんびき・

ひき ﹇匹﹈﹇▽いっぴき・ごひき・さん

石炭ががさりと崩れる︒
石炭の壁は安全燈の光に照ら

彼岸

彼岸

彼岸

︿略﹀︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑

﹇引﹈与つなひき・ももひき

引合ふ

二人の女は﹁かしこまりまし

た︒﹂と︑買方から引合ひましたが︑

八371

合へ︒

て︑駒方から子どもの手を取って引

八366園其の子を二人の霧中に置い

︽ーヒ・一へ︾

ひきあ・う ﹇引合﹈︵五︶2

ひき ﹇挽﹈←こびき

ひき

するとねちが其の光線を受 にさんじっぴき・にひき・にひきとも

第二十四

彼岸

第二十四

﹇彼岸﹈︹課名︺2

けてぴかりと光った︒

十一一583

されて︑黒光りに光ってゐます︒

十餌1

十837

が光ってみる︒

暗やみの中にかすかに安全燈 びかん ﹇美観﹈︵名︶1 美観
がらん
十一一欄1図 興福寺は伽藍半ば忘れた
さるさは

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

十806

光にきらりくと光る︒

らく光ってみたといふことである︒

するとねちが其の光線を受 武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

︵副︶1

光りに光りか球やいてるたさうだ︒

ぴかりと
十一一583

こんじき

あの上に名高い金色堂があ

けてぴかりと光った︒
ひかり
﹇光堂﹈︵名︶1 光堂

ひかりどう
ひかり

ひかりはじ・める

る︒光堂ともいって︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ ふ と 東 南 の 方 を 望 九719園

弱い部分もあり︑︿略﹀︒
み

十一2510図

み見るに︑美濃路の方面に則りてた
い ま つ の 光 お び た目しく︑︿略﹀︒

︽ーメル︾

四751心誤のかたの上で︑お

光りはじめる

ヒカル

星様が光りはじめるころにな
﹇光﹈︵五︶14

つて︑︿略﹀︒

タチガヒカレバ︑目モヒ

︽ーッ・ール・ーレ︾

タチガヒカレバ︑目モヒ

ひがん

七佃6

七目14

﹇彼岸﹈︵名︶7

三521園子どもがそら一めんの

ひがん

七二8図

ク︑︿略﹀︒

此ノ丁田小夜ノ長サポトンド相等シ

そちらのはばの廣い光 七佃7図彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑
︿略V︑二つ三つとりのこし

てある柿が︑赤い玉のやう

四囮5

るおびはねえさんので︑︿略﹀︒

三711

ころが雨のふるあなだ︒﹂

星を見て︑﹁︿略V︒あの光ると

カル︒

二77一

カル︒

二767

光る

ひか・る

人は生活上の必要から

︿略﹀︑火の熱と光とをあらゆる方面

十一685
に利用することを考へて茂た︒

述は此の研究の結果で︑我が國文學

十一773 有名な古事記傳といふ大著

︿略﹀︑清い月の光が流れる

の上に不滅の光を放ってるる︒
十二424

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の
顔を照らした︒

十二437囹 それでは此の月の光を題
に一曲︒

十二描9次に博士は電氣の光に幽い
て述べた︒

十二柵1囹 ︿略﹀光の色が太陽に似
かく
て︑しかも比較的熱をともなふこと

の少い電燈さへも爽明されました︒

十二柵4園 一膿最も理想的な燈火は

ひきあげ一ひきしお

480

引きあげ

子どもがいたが っ て ︑ ︿ 略 V ︒

﹇引上﹈︵名︶1

十一286図 明くれば二十一日の朝︑

ひきあげ

また＼きもせず戦況を見居たりし秀
吉︑勝政の引足になりたるを見て︑
︿略﹀︒

﹇▽おひきあわせ

ひきあわせ

別封の給葉書も蹄りに買つ

︽ーセ︾

十239国

合はせる

為政は︿略﹀︑草堂る敵を防ぎ益し
引上

ひきあわ・せる﹇引Aロ﹈︵下一︶1引

﹇引上﹈︵下一︶8

弟勝政に引きあげを命じたり︒

︽ーゲ・ーゲル︾

ひきあ・げる
げる

たのです︒市場の様子がよくわかる
引出す

引起し申

︽1︵シ︶︾

﹇弾倉﹈

ひき終

塩田は

になへる我が荷下に置き︑

き荷車ひきかぬる 人を見かねて︑

掛上古同くおしてやる︒

砲手は此の時早く船首の砲後

ひきがね ﹇引金﹈︵名︶1 引金

に立って︑其の引金に手をかけた︒

十寸6

︽ーッ︾

十一891

︿略﹀︑ 新道つたひ車重

︿略﹀︑

こしにはさんだ

はしひきさいてさ

︿略﹀

﹁成程︑二百十日目だ︒﹂

ら立春の前日の通日を引去って︑

へてみたが︑すぐ二百十日の通日か

弟はそれを見てしばらく考

ひきさ・る ﹇引去﹈︵五︶1 引去る

し出せば︑

手ぬぐひの

三302幽

︽ーイ︾

ひきさ・く ﹇引裂﹈︵五︶1 ひきさく

の後とかく病勢衰へず︑︿略﹀︒

冒の心地にて引きこもり居候庭︑其

實は去月十日頃より感

︽1︵リ︶︾

ひきこもりお・り ﹇引籠居﹈︵ラ変︶1

げに ひき來る馬のつく息白し︒

十904図圖

︽ークル︾

ひき・く ﹇引来﹈︵力士︶1 ひき來

ひき終るとベートーベンは︑

︵五︶2

十一436閥團 ︿略﹀︑其の後とかく病
えん
勢衰へず︑遂に肺炎を引起し申候︒
ひきおわ・る

十二434

る︽ーッ・ール︾

︿略﹀︑三人の心はもう驚と

つと立上った︒

十二444

感激で一ぽいになって︑唯ぼうっと
して︑ひき終ったのも氣附かぬくら
ゐ︒

引きこもり居

のこぎりでひき始めた︒
﹇引兼﹈︵下二︶1
︽ーヌル︾

夏の下書の坂道に︑ 重

巻い

山もとゴうに引潮たぎり︑

て流れて流れて巻いて︑ ︿略﹀︒

たぎる引潮あら渦を巻き︑

十二811翻

たぎる引潮あら渦を巻き︑ ︿略﹀︒

十二8010圏山もとゴうに引潮たぎり︑

力藏さんも︑︿略﹀︑昨日から ひきしお ﹇引潮﹈︵名︶2 引潮

ひき

ばう

ほりょ
後日レマン將軍が捕虜とし ひきかえ︒す ﹇引返﹈︵四︶1 引返す

﹇引出﹈︵四︶1

から︑引合はせて見て下さい︒
ひきいだ・す

六812 草野の次郎の如きは夜敵の船
におしょせて︑首二十一取って︑敵

︽ーサ︾

の船に火をかけて引上げた︒

六834 通有は︿略﹀︑敵の船へをど
九376図

止むなく南方のノテトと

十一435國團
十二838図

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

いふ庭に引返し︑酋長コー二の宅に

しヒつ

︽ーシ︾

︽ーヰ︾

﹇率﹈︵上一︶2

時︑︿略﹀︒

率みる

ひき・いる

︽1へ︾

カヘル

︿略﹀︑ドチラモ

︿略﹀︑エンミッヒ將軍のひ ひきか・える ﹇引替﹈︵下一︶一 ヒキ

きみたるドイツの大軍を物ともせず︑

金や銀ハ

タクサンアリマセンカラ︑ネダンモ

六104園
さ

︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐

高ウゴザイマス︒銅ハソレニヒキカ

まもりまさ

しばた

勇ましく防ぎ戦ひたり︒

九364図

ひきみる

てエンミッヒ將軍の前に引出されし

りこんだ︒︿略﹀︑其の船の大門を生
けどりにして引上げた︒

六932 番兵がゆだんをしてみると︑
城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ
て引上げた︒

三十人はふみとゴまった︒

六948 城兵はさっと引上げたが︑二

く

十一235図

ヘテ︑金や銀ヨリモタクサンアリマ

やながせ

近江の柳瀬に討って出でしむ︒

ザイマス︒

﹇挽掛﹈︵下一︶1

スカラ︑シタガツテネダンモ安ウゴ

久間盛政をして一丸五千の兵を率ゐ︑
あふみ

引き
︽ーケ︒ーケル︾n▽

﹇引受﹈︵下一︶2
引受ける

ひきか・ける

ぬ

ひきか・ぬ

七954図題

ひきか

ひきかけてみるけやきの大木を︑大

十402

かげひなたなくはたらく上に︑ かける ︽ーケ︾

信玄は不意を打たれておどろ
受けた︒

ひきおこしもう・す

﹇引起申﹈︵四︶1

いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引

七唱3

したので︑︿略﹀︒

人の仕事まで引きうけるやうにしま

六582

おひきうけもうす

うける

ひきう・ける

七786 信長はく略V︑其の後間もな

一たん沈んで

く藤吉郎を草履取から引上げて役人
耕造は︿略﹀︑

の数に入れた︒

八108

又浮上つた信作のえりを引つつかん
で︑ぐっと岸へ引上げた︒

十描6 船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根接
地に引上げる︒

引足

ぐろを引っかけ︑はねるはずみを利

十二796 漁夫は︿略﹀︑狂ひ廻るま
嚇して船中に引上げる︒
﹇引足﹈︵名︶1

十一288図 今まで賎嶽の山上より︑

ひきあし
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ひきだし一ひく

ひきだし
ひきだし

﹇引出﹈︵名︶2

引出﹇▽こ

九148図机の引出より養鶏日記を出
し︑﹁四月二十五 日 朝 ︑ 卵 二 つ ︒ ﹂ と
記入す︒

十一177 見れば引出にはみんな札が

︽ーサ・ーシ・ース︾

﹇引出﹈︵五︶7

ヒキダス

チ﹂などと一々書いてあります︒

はってあって︑﹁ ふ ろ し き ﹂ ﹁ ハ ン ケ

ひきだ・す
引出す

娘を引きよせて︑﹁︿略﹀︒﹂

︽ーレ︾

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

引連れる

つれる

十価8

ベートーベンはかういって︑

引き

明くれば二十一日の朝︑

寳物殿に入りて拝観する

寳物殿に入りて拝観する

﹇火鑑杵﹈︵名︶1 研きり

三821圏

取引の成立つた馬は︑其の

サウシテセンヲヒキマシ

︿略﹀︑

かすみのすそを

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

三692

ンタウデモタベルノデセウ︒

三506車ヲヒイテキタ人ガベ

二593 太郎ノオカアサンバカゼ
ヲヒイテネテヰマス︒

ヤ︒

ラヤ︒キジガツナヒクエンヤラ

サルガアトオスエンヤ

引ク 引く ︽ーイ・一段・ーキ・ーク・

ひ・く ﹇引﹈︵四・五︶26 ヒク ひく

す︒

日の中に買手に引渡されてしまひま

十217団

︽ーサ︾

ひきわた・す ﹇引渡﹈︵五︶1 引渡す

ものあり︒

に︑火きりぎね・火きりうすといふ

十二82図

ぎね

ひきりぎね

ものあり︒

に︑火きりぎね・火きりうすといふ

十二83図

うす

ひきりうす ﹇火鑛臼﹈︵名︶1 幽きり

虜まで引寄せられた︒

つて︑船から五十メートルぐらみの

︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

ほって︑ほったいもを一つ一ってい

︽ーメ︾

ひ

き始める

﹇無始﹈︵下一︶1

ねいにならべて行く︒

となみ

力藏さんも︑︿略﹀︑昨日から

︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

︽ーメ︾

﹇弾子﹈︵下一︶2

のこぎりでひき始めた︒

き始める

ひきはじ・める

めた︒

ひきまと・む

︽ーメ︾

十一285図

まとむ

﹇引纏﹈︵下二︶1

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始

十二43一

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二414

ひ

ひきかけてみるけやきの大木を︑大

十403

ひきはじ・める

四933 ある年︑よりともは日本
中のさむらひを引きつれて︑ふ

ゑつちゆう

大將は平維盛で︑十万騎を

たひらのこれもり

じのまきがりをいたしました︒
六228
引きつれて︑越中の國の礪波山に
義仲は五万騎を引きつれて︑

ちんを取りました︒

六232

につたよしさだ

これもおなじく礪波山のふもとにち
んを取りました︒

或日王は部下の精兵を引連れ︑

焼けつくやうに熱い平原を横ぎって︑

十82

坂へ向ひました︒

萬騎を引きつれて︑たゴちに極丁丁

一542圃 クルマニツンダタカラ 七189 ︿略﹀︑縛大將の新田義貞はび
モノ︑イヌガヒキダスエンヤラ
くともしません︒手もとの軍ぜい二
ヤ︒

八318 ︿略V︑かまの外へ引出し︑瀧
粉をかけて消せば︑かた炭が出來上

こ

るのである︒

公爵はひどく此の答が氣に

タルススといふ町に着いた︒

盛政は賀意より西北に當れる高地に

十一梱2

入った︒さうして自身も帽子をぬい

に引出されると︑︿略﹀︒

十208圏 子馬が一頭つつ中央の廣場
十522闘 當座の方は何時でも引出す

ひけふ

兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

﹇引寄﹈︵下一︶3

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と
いはぬばかりに︑子どもを引きよせ
ますと︑︿略﹀︒

信吉はびっくりして︑二足三
心後へ下ったが︑﹁︿略﹀﹂といって︑

八889

一546圏

ね入って居るものをきる iケ︾

﹇卑怯﹈︵形状︶1

四956

ひきょう

で答憎し︑一同を引連れて立去った︒
ひき手
︿略﹀︑清い月の光が流れる

﹇弾手﹈︵名︶1

引き

引き

はひけふと︑﹁おきよ︑すけつ

ひきよ・せる

のりました︒

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の
引き

ね︒曽我兄弟がまみつた︒﹂と名
﹇引留﹈︵下一︶1

﹇引抜﹈︵下一︶1

となりでは︑董がくさって引

八377

人夫は︿略﹀︑蹄らうとしま よせる 引寄せる ︽ーセ︾

︽ーメ︾

九796

ぬける ︽ーケ︾

ひきぬ・ける

く︒﹂といって引きとめました︒

した︒かの男は﹁どうぞしばら

七708

とめる

ひきと・める

顔を照らした︒

十二425

ひきて

ことが出干るが︑定期の方は︿略﹀

きまった期限が來ないと引出すこと
︿略﹀︑定期の方は︑預けた

が出來ない︒

十524圏

日から半年とか一年とかきまった期
限が來ないと引出すことが出來ない︒

十榊9 やがて鯨は再びはるか彼方に
浮上つた︒今まで勢よく引出されて
みた綱もや＼ゆるんで來た︒

引き

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一榴4 細長い管の一端を︑とけた

︹引連﹈︵下一︶6

先に赤い玉がくっついてみる︒
ひきつ・れる

ひく一ひくい

482

遠くひく︑
山︒

ふじは日本一の

四916 ︿略﹀︑兄が弓をひけば︑
弟はたちをふりまはし︑︿略﹀︒

くのもかまはず力まかせに引くとは︑

たひながら︑大きなのこぎりで板を

力藏さんのひいてみたけやき

ひいてゐました︒

た︒

の大木も︑見事に根本から切倒され

ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ 十唱1

情を知らぬ不届者︒
八593図
スク人目ヲヒカシメンが寺入︑キソ

五671園此の村には︑向ふの杉山の ヒテ小屋根ノ上ニカ・グルニ至レリ︒
夕方には必ず空になるといふ素干︒

九551園
カ・ーク︾

く略V︑毎朝引いて出た荷が︑ひ・く﹇弾﹈︵五︶5ひく︽ーイ・一

すそに︑大きな用水池があって︑其

え上げたるなり︒

きませう︒

十二4210

めた︒

十二423

ベートーベンはかういって︑

ベートーベンはひく手を止

も畳えないやうである︒

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

十二417

一音は一音より妙を加へ神

十一一403園まあ一曲ひかせていたゴ

て一曲ひいてやらう︒

︿略﹀︑荒い坑道には︑電下機 十一一388園 はいってみよう︒さうし

所から水を引くからだ︒

關車が炭車を引いて往つたり來たり

五694 田地にするには︑水がいるが︑ 十808
引いて悟る川がない︒

炭車が一ぽいになると︑馬方

十844

してゐます︒

み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

六198 うちよせて來る波は︑岩をか

がそれを馬に引かせて︑電耳玉關車
の通ふ道まで運んで行きます︒

と引いて行きます ︒

ヤ ホ

ニ
六327 カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑

がて忠臣の起りて勤王の兵を畢げ︑

十鶴10図

高徳此の故事をひきて︑や

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク
しほ

ノラシイ︒

ます︒

低イ

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始
ヒクイ

コノヒクイトコ

コレハワタクシノハコニ

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

五511

カラカサニ降ル雨が四方へ流

︿略﹀︑水田低イ方へ低イ方へ

低クテ廣イ所ニタマルト︑池

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

ノヤウニナリ︑高イ所二行キアタル

五518

鉛色の空は次第々々に低くな

ト︑其所ヲヨケテ流レマス︒

六194

あの子は十二︑落葉松は

つて來ます︒

六993圃

あの子のせいより低かった︒

たいかく

我が國の馬は西洋諸國の馬に

くらべると︑せいも低く︑禮格もお

七279

とってみたが︑︿略﹀︒

通してやれ︒

七悩8園あのせいの低いのが石田だ︒

聲できかれた︒

八879 ︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

だらく坂を登りきると︑道

は低いみねつたひになる︒

九3110

後の山がだんだん低くなるに
わら

所で︑此の高い湖と低い掘割

つれて︑前の変藁の山が見るく高

九三6

くなる︒

を何の仕掛もなしに連結すれば︑

十327

︿略﹀︒

低いじめくした松林の中に

小さな社がある︒

十島10

は︑低い威にあるもの程早く大きく

十一384 ︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

これはひつきやう文明の程

なって︑︿略﹀︒

度が低いために︑共同生活の意義が

十二244

しばらくして兄は鳴る恐る

明らかでなく︑︿略﹀︒

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所力 十二427

ト流レテ行キマス︒

五508

方ヘト流レテ行キマス︒

レオチルヤウニ︑水ハ低イ方へ低イ

五508

木ノ枝ニトマツテ︑︿略﹀︒

四357︿略﹀︑森や林ノヒクイ

ロバカハデス︒

ハデス︒︿略﹀︒

一285

低い

﹇低﹈︵形︶19

めた︒

︿略﹀︑立木や切株の根本を

て此のトラクターで引くと︑︿略﹀︒

十二859馬丁の間︑山にさしか︑れ

ひく・い

り︑幾頭かの馬をひきて余毒湖のほ
とりに下り潤れる七八人の兵卒あり︒

十一241図

︿略﹀大岩山のとりでよ
よごのうみ

六352 弓は潮に引かれて流れて行き 必ず御心を安んじ奉るべきことを聞

大キナ磁石ライタ寸イタ︒鐵ヲ引ク

六651 町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二
カが強イ︒

七105

十一647

くと歩き廻ると︑︿略﹀︒

ごいうなり聲を立てながらのそり

だんく潮が引いて︑もう其 十一64一 トラクターは︿略﹀︒これ
すき
が大きな鋤を何本も引いて︑ものす

馬は︿略﹀︒又力が強いので︑

所此所に洲が見え出した︒
七264

荷物をつけたり︑荷車をひかせたり︑
田や畠の耕作に使ったりする︒

日も水のひくのを待たなければなら

七622 橋のないところでは五日も十 掘っておいて︑それにくさりをつけ
ず︑︿略﹀︒

ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出
︽ーイ︾

木びきの力藏さんがうたをう

ひく

つればまた舟を浮べて進む︒

六167

ひ・く ﹇挽﹈︵五︶2

七631 水になれた人夫の肩に乗るか︑

手をひいてもらふかして渡るのでご
ざいます︒

八381園 これ女︑其の手を放せ︒泣

483

近寄って︑力のこもった︑しかも低
い聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

八813園
て來よう︒

役場のひけないうちに行つ

ケ︾

にいさん︑まあ何といふ

十二518 即ち水位の一番高い五月と ひ・ける ﹇弾﹈︵下一︶1 ひける ︽一
一番低い一月との差は︑僅かに三十
十一一382園

もひけません︒

ヒカゥ

彦六が與五左衛門を組みふせ

あんまひころく

七479

鬼神の如き彦六が︑あれ程

七研9園清正はつけひもの頃から︑

ひざ ﹇膝﹈︵名︶2 ひざ

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七488園

首を取ってさし上げた︒

かへして︑彦六を組みしき︑手早く

七482 ︿略﹀︑與五左衛門は忽ちはね

た︒

彦六←

てるた彼は︑目のさめるやうな柿の

被告

﹇彦六﹈︹人名︺3

度で飛ぶ飛行機に乗って行ったとし

ひ
被告

ひころく

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

ひかう

ても︑太陽に到着するには八十七年
﹇飛行船﹈︵名︶1

か﹂るのである︒

ひこうせん

四528白蛇のあひだひかうせん

せん

﹇被告﹈︵名︶4

が東京の空をとびました︒
ひこく

此の犯罪者を罰するための

ひ︑訴へた方を原告︑訴へられた方

十一206

ひ
を被告といふ︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

又暗い時の飛行に馴れさせて︑ 十一197此のやうに︑人々相互の間

﹇飛行﹈︵名︶1

﹇飛行機﹈︹課名︺2

ヒカウキ

ヒカウキ

キ

ひこうき

夜間に使ふ事も出痴るし︑︿略﹀︒

十572

ひこう

飛行

よい曲なんでせう︒私にはもうとて

八センチメートルに過ぎない︒

につたよしさだ

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といふ使が來たが︑

びくとも ︵副︶2 びくとも
七188

総大將の新田義貞はびくともしませ
ん︒

︿略﹀︑北風は︿略﹀︑砲揮の

雨の中でも︑銃劔の林の中でも︑び

界面9

くともせずに勇ましく活動した︒

二十四

二十四

ヒカ

ビカウ

クモ

トブヤ

アレアレアガル︑

大キナトビガ︑

ノツテミタイナ

アレアレ．アンナニ

トブ

十一219

又民事裁判では︑原告・被
告の相談相手・附添又又は代理人と
なって其の主張を助け︑︿略﹀︒

少年はひざに亀手をついて︑

日盛り

老人の顔をじっと見つめながら聞い

てるる︒

ひざかり ﹇日盛﹈︵名︶1

いつ方に志してか︑日
あり

昔支那に呉・越とて相隣れ

孔子は︿略﹀︑長じて後

垂下︒久しく御無音に

打過ぎ︑失禮仕候︒

十一416圏囲

ことあたはずして魯を去りぬ︒

かども︑︿略﹀︑久しく其の職に居る

魯の君に仕へ︑大いに治績を學げし

十一410図

に勝敗ありしが︑︿略﹀︒

る二國ありき︒年久しく相孚ひて互

十榴3図

キ・ーシク︾

ひさ・し ﹇久﹈︵形︶7 久し ︽ーシ

盛りの やけたる道を蟻の行くらむ︒

︿略﹀︑刑事裁判では︑不當 十二33図團

な刑罰が加へられぬやうに被告を保

十一221

ぺん

護するために辮護士といふものがあ
る︒

日毎

うき世をよそなるしづ

﹇日毎﹈︵名︶1

十一川2図圏

ひごと

日頃

︿略﹀︑王の日頃信頼してみる

﹇日頃﹈︵名︶2

けき住居︑ 出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒

十98

ひごろ

九219

此の方のひざの上でそだったので︑

ニ691

ニ目12

二693國

キガ︒
ウダ︒

ノ上︒

二702圏ズンズンアガル︑
キニ︒

二704圏

ウキガ︒小サナトンボガ
ヤウダ︒

四23 おもちゃやにはらつばや
かたなやひかうきなどがなら
飛行機の不時着陸地鮎を知ら

べてあります︒

日頃から自然の色にあこがれ

パルメニオ將軍から︑王にあてた密

十455

せたり︑漁業者が沖から獲物の多少

今かりに一時間五十里の速

書が届いた︒

十一42

や難船の有様を通知したり︑︿略﹀︒

十578

ふ役人が原告に載るのである︒

裁判を刑事裁判といふ︒此の場合に

︽ーシ︾

ひ

飛行機

る

ひげだらけ

ピケル

ひかうき

何時か見習つたものと見える︒

﹇髭﹈︵名︶1

︽ーケ︾

ヒカウ

は訴へられた者が被告で︑検事とい

くしてるた︒
髭

ひげ

﹇髭﹈︵名︶1

﹇火消﹈︵名 ︶ 一

︿略﹀︒

ひけし

す︒

ける

ひ・ける

四875囹

ビニオ出デナサイ︒

ラ︑學校ガヒケタラ︑ スグ．アソ

明日ハオセツクデスカ

﹇退﹈︵下一︶2

三195園 かほぢゆうひげだらけで

ひげだらけ

トビグチヲカツイデイキマス︒

一323 ピケシガトンデイキマス︒

ピケシ

お思ひになりさうなものだのに︑

御覧になったら︑姉上もお氣の毒と

ひげ
十一一738囹︿略﹀︑此の白い髪や髭を

ひげ

五992園僕は木の上から見て︑びく ひこうき ﹇飛行機﹈︵名︶6 ヒカウキ

びくびく・する ︵サ変︶1 びくくす

びくとも一ひざし

ひさしい一ひじょう

484

さかひ

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

昔︑泉州堺のなにがし
久々

十一446図
﹇久々﹈︵名︶1

く承り申候虜︑︿略﹀︒
ひさびさ

寺に︑或畜師久しく寄食してありけ
るが︑︿略﹀︒

ゆ

﹇脆﹈

︵五︶1

をして︑非常に愉快でした︒
ひざまず・く

かつて繹迦を見捨てた彼等

黙から︑いろくの美質をもつてゐ
ることをよく見定めて︑あの青年を
やとふことにしたのです︒

ひしく
七194

ひしゃくの形をしてみて︑︿略﹀︒

くの柄の先になって︑もう↓つ︑小

九897園 ︿略﹀︑あの北極星がひしゃ

さい北斗七星のやうなものが丁丁て

ゐますね︒

又南の海上にはひしひしと軍 十二7610 だいぼう網は身網と垣網と

これを海中に張った形はちやうど大

二つの部分から成ってみて︑︿略﹀︒

﹇緯﹈︵五︶1

ひしめく

びしゃもんてん

﹁ちいさん︑今度は何で

毘沙門天

びしゃもんてん ﹇毘沙門天﹈︵名︶2

毘沙門天

すか︒﹂

毘沙門天を刻みみき︑ ︿略﹀︒

︿略﹀︑ 安ちいさんは一

﹁毘沙門天を刻むのだ︒﹂

びしゃもんてん

九835圃園

心に

九餌5図圃

山早緑に

ひじやう

水また清く︑

かゴやく此

びじゅつ ﹇美術﹈︵名︶1 美術

の地︑

十川8図囲美術の光の

︿略V︒

今日は日曜日で︑おまけに日

コロンブスがアメリカを獲見

まうかるどころか︑非常な損

になる︒

八秘5

だことは非常なものでした︒

して露つた時︑イスパニや人の喜ん

八753

やうなさわぎでございました︒

立てて呼合ひますので︑川べはひじ

七637 ︿略﹀︑年よりや子どもは聲を

人出である︒

本晴だ︒湖の上は朝からひじやうな

六777

非常

ひじょう ﹇非常﹈︵形状︶24

モモノ花が花イケニサ

ひしゃく

シテアリ︑ヒシモチモモウソナ
﹇柄杓﹈︵名︶5

ヘテアリマス︒
ひしゃく

上の所に︑ひしゃくのやうな形にな

九875圓あれごらん︑向ふの杉林の

北斗七星は何時もあんなに

きなひしゃくに似てみる︒

船を浮べて︑岸には大木がきりたふ

︿略﹀︑そよくと吹く風につ

してあります︒

九345

︽ーキ︾

ひしめ・く

れて︑若葉のにほひがひしくと身

ひぢ

はず其の前にひざまっかざるを得な
﹇肘﹈︵名︶1

にせまって來る︒

ひじ

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

十一一御3

︿略﹀︑門を守ってみた兵士

足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

へぎつた︒

一せいに銃劔を取直して行くてをさ

等が﹁︿略﹀︒﹂とひしめきながら︑
ヒジキ

ひしぐ

強敵ひしぎて

四845

海藻ニハイロ︿アル︒先ヅ ひしもち ﹇菱餅﹈︵名︶一 ヒシモチ

ヒジキ

﹇鹿尾菜﹈︵名︶2

七855

七84図

ひじき

たる様をなせり︒

十︸473図

ふ

かった︒

も︑其の慈悲圓渦の姿を見ては︑思

十二969

ひざまつ

十二475図 ︿略﹀︑つがは堅くして久 十164国久々で皆様といろくお話 ひしひし ﹇韓轟﹈︵副︶2 ひしひし
しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土
からふと

皇となすに宜し︒
又は離れ島なりや︑世界の人は久し

十二821図 樺太は大陸の地子なりや︑ く ︽ーカ︾

ら

く之を疑問としたりき︒
な

十二995図 ︿略﹀︑咲く花のにほふが

如しと誇りし奈良の都も︑色移り香
ひさしい

失 せ て 年 既 に 久 しく︑︿略﹀︒

﹇久﹈︵形︶2

︽ーク︾

ひさし・い
久しい

それからどこへ行って

居たか︑村にもひさしく呑ませ

四782
んでした︒

タベルモノニハ︑コンブ︒ワカメ・

十二368国 久しく階調平凡な景色に
あきてみた私には︑如何にも心地よ

アラメ・ヒジキ︒アマノリ・アヲノ
﹇拉﹈︵四︶1

リ・モヅクナドガアリ︑︿略﹀︒

ひし・ぐ

︿略﹀︑

つて︑七つの星が並んでみるのが見
三軍進めし五二

え

世をしづめんと︑

九885園

︿略﹀︒

向いてみる方へのばして行くと︑

つけて︑其の線を︑ひしゃくの口の

でない方の端にある二つの星を結び

あれが北斗七星だ︒あの柄

えるだらう︒
しょかつこうめい

諸葛孔明︒

九8710園

原頭︑︿略﹀︑其の名はくちせず︑

十一把7図圃

ギ︾

︽一

く眺められます︒

ひさしうら ﹇庇裏﹈︵名︶1 ひさしう
ら

ひさしぶ

をたたく︑ひさしうらのくも

四432 天じゃうをはらふ︑たたみ

﹇久喜﹈︵名︶2

のすを取る︑︿略﹀︒
ひさしぶり

り 久しぶり

きれいずきで︑つつしみ深

八876園 ︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひびしつ ﹇美質﹈︵名︶1 美質

十悩1園

いことは︑それでよく分りました︒

さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を
きくことが出來ないのでございませ

︿略﹀人に親切なことはこれでも知
れると思ひました︒︿略﹀︒かういふ

う︒

十二柵10國團 本日突然上田君に出會

485
ひす一ひたすら

九74団 殊に毎日のやうに降るには
か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗
つ て 通 り 過 ぎ た 後の︑︿略﹀︒

してみる私どもは︑非常に喜んでを

十156園 ︿略﹀︑あちらの教育に關係
ります︒

十165團久々で皆様といろくお話
ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

すくすくと延びてみるのを見ると︑
非常にうれしい︒

ゆわう
加硫法とは︑ゴムに硫黄を

まぜる事で︑かうするとゴムが非常

十一538
に揮力を増して來る︒

札幌に來て先づ感ずること

さつぼろ

十一594
は︑街路が眞直で幅の非常に廣いこ
とである︒

十一一471図然れども材の優良にして

をつれて︑石のらうをたつねました︒

しめやかに︑ひそ

窓ぎはにはひ寄り︑

かに夜の血流る︒

ラス戸ぬらし︑

十307図圃

︿略﹀︒唯杉に比して産額少く︑増殖

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒
や＼困難なるは惜しむべし︒

は伸び縮みすること著しきを以て︑

て見るに︑壼師は障子に身を寄せて︑

の

ガ

十二473図もみ・つがは共にそり又 十一462図 ︿略﹀︑住持ひそかに行き

九344

︿略﹀我が士民は︑其の長

道端の切りかぶに腰かけて︑

ひたい ﹇額﹈︵名︶2 ひたひ

情がひそんではみないか︒

は︑物にあき易く︑あきらめ易い性

所として︿略﹀︒しかし其の半面に

十二鵬5

ン︾

ひそ・む ﹇潜﹈︵五︶1 ひそむ ︽一

はんことを求む︒

とひそかに喜びて︑切に己をともな

く略V︑林藏は好機至れり

様々に姿を攣へつ＼寝起する様なり︒

備前
こじまたかのり

﹇備前﹈︹地名︺2

此の頃備前に見島高徳とい
はり
︿略﹀︑さらばとて備前と播

男も女もひたひの汗を︑ほこ

ひたひの汗をふいてみると︑︿略﹀︒

りだらけの腕でふきながら︑にぎや

九602

かに打績ける︒

ひだかきょう ﹇辛口六境﹈︹地名︺1 日

右手には遠く旦局境の山々

ひださんみゃくちゅう

だ

﹇飛騨山脈中﹈

白馬岳が飛騨山脈中の有名な

ひ

飛騨山脈中

だ

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

十一617

又寒夜に秘藏の鉢の木を切 高境
つてたいた志は︑何よりもうれしく

十7110園

ひそか

ひ

だけ

︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の ︵名︶1

﹇密﹈︵形状︶5

思ふぞ︒

ひそか

六236

者を敵の後へまはらせて︑春方から

山だといふ事は知ってゐましたが︑

九9310

︿略﹀︒

萬じゅは其の夜ひそかにうば ひたすら ﹇ロハ管﹈︵副︶2 ひたすら

一度にどっとときのこゑをあげさせ
ました︒

六604

十二844図

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒
ビスケット

顔を洗って來て︑ビスケット

︵名︶一

を食べながら︑私がゆめの中に通過

九701

ビスケット

した騨々のお話をうかゴつた︒

十211国 其の間︑買手の競益する聲 十一745 ︿略﹀︑眞淵は宣長の面識の
尋常でないことをさとって︑非常に

柿右衛門は今から三百年ばか

肥前

たのもしく思った︒

ま

十梱3図

ふ武士あり︒

十柵6図

びぜん

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

十497

﹇肥前﹈︹地名︺1

と掛の人の聲と入塾れて︑非常にに

︿略﹀︒

十一棚2

努力とをもって勉強を績けた︒

て忠實に働くと共に︑非常な熱心と

リンカーンは父の手助をし

偉人を非常にしたってみたので︑

ゐ

＋一995リンカ←はかねぐ此のひぜん

ぎやかです︒

人 々 を ボ ー ト に 牧全し︑︿略﹀︒

十281 親子は非常な危険ををかして︑

十318 そこで此の運河は︑非常に攣
つた仕組に出煮てみるのである︒

ので︑此庭を切通すのは非常な難工

十352 これは高い山地を切通したも

目下滞在中のリオ︑デ︑

磨との境なる舟坂山にかくれ︑今か

十一皿9圏団

ジャネーロ市は︑ブラジル國の首府

事であったといふ事である︒

十549 鳩を通信に使ったのは︑鯨程

﹇秘蔵﹈︵名︶2

秘藏

くと待ち奉れり︒

秘藏

にて非常に景色よく︑港としても有

ひ
名なる庭に候︒

︿略﹀︑非常なる困難をを

ひ
るは︑秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒

だいぼう網は身網と垣網と 十663図 ﹁︿略﹀︒﹂とて主人の持手れ

ひぞう

古い時代からの事で︑殊に一時は非

十二833図

大きなものである︒

二つの部分から成ってみて︑非常に

十二769

常 に 盛 に 行 は れ たが︑︿略﹀︒

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

十柵1薩団 雨親も非常に驚き居り︑

出で候︒

しよく

十一23光の強さに至っては非常な

かして樺太の北端に近きナニヲーと
︽ーシ・

いふ虜にたどり着きたり︒

れい

比す

もので︑之を燭光でいへば＝二の

﹇比﹈︵サ変︶3

町のりっぱなる事も︑
る所これなく候︒

文明諸國の大都會に比して少しも劣

十一欄1圏団

ースレ︾

ひ・す

下に零を二十六もつけて表さねばな
らぬ︒

十一89 こ＼には外壁人の居留する
者が非常に多く︑これ等は租界とい
︿略﹀︑それでも木が︿略﹀

ふ特別の匠域内に住んでみる︒
十一383

ひだね一ひっきょう

486

樂しみを退けても︑ひたすら父上を

まん中が帝室用になってゐます︒

十二679園私はありとあらゆる身の 五㎜8立って右が入口︑左が出口で︑
六818

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

二止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

かぶとのしころつΣじの枝に引つ

十一309図面長刀を抜かんとするに︑

ツテヰルヤウニ見エル︒

左ガハ

出し︑右足が沈まない中に左足を出
﹇左側﹈︵名︶1

六442園左足が沈まない中に右足を
す︒

ひだりがわ

通有も左のかたを射られたが︑

大事に致すのを此の上もない仕合は
せと存じてをります︒
にあるのがカナダ瀧で︑︿略﹀︒

左手

入口の左手には︑小切やえり

﹇左手﹈︵名︶2

十一一悩2

て︑︿略﹀︒

︿略V︑川沿の道をたどって

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

五238

ひだりて

︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

える山を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

九718

しゃつた︒

イコトニナツテヰマス︒

う

︽ーケ︾

︽ーリ︾

くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

漁夫はめいく手に一ちや

ひっきょう ﹇畢寛﹈︵副︶3 ひつきや

ひつぎ且vあまつひつぎ

を引っかけ︑︿略V︒

かぎ
うつつの鈎を持ち︑狂ひ廻るまぐろ

十二795

す︒

干潟のかぶとに引っかけようとしま

六355

かける

ひっか・ける ﹇引掛﹈︵下一︶2 引つ

ミツキマハリマス︒

﹁525 キジハツツツキマハリ︑サ
ルハヒツカキマハリ︑イヌバカ

ヒッカキマハル

十二956 彼は夜もすがら静坐してひ 九302 右にあるのがアメリカ瀧︑左 三373 ソレカラ︑道ヲアルクト か︑りて︑身のはたらき自由ならず︒
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ ひっかきまわ・る ﹇引掻回﹈︵五︶一
火種

たすら思をこらし て み る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

﹇火種﹈︵名︶1

九738

十﹇663 思ふに落雷の爲に樹木が燃

ひだね

えたり︑密生した樹木の枝と枝がす

指さして︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃった︒

汽車が盛岡を出て少し進むと︑

れあって起つたりした自然の火から︑

左﹇▽みぎとひ

．遠く左に見えるかくかうのよい山を

﹇左﹈︵名 ︶ 1 8

火種を取ったものであらう︒

行くと︑左手の山は次第に頭上にせ

ひだり

まり︑︿略V︒

左に折れて第二の鳥居を過

ぎ︑又右に折れて第三の鳥居の前に

十18図

左どな

だり・みぎひだり

﹇左隣﹈︵名︶1

出づ︒

﹇引返﹈︵五︶2
︽ーシ︾

ひっかえ・す
へす

人夫は︿略﹀︑たつねました︒︿略﹀

根づきたるは︑誠に驚くべき事なら

七668園見れば先の男でございます︒ 十67図園 ︿略﹀︑ほとんど艶言よく

引つか

私のうちの右どなりは小間物
屋で︑左どなりは時計屋です︒

五344

十7510國北の方の山のすそには︑松り

ひだりどなり

三355 ゴハンヲタベルトキニ︑
︿略V︑チヤワンヲモツ方ノ手
ハ左デス︒

しやうとく

︿略﹀︒

植込む者︑一様に心を蓋くして︑大

ずや︒ひつきやう掘取る者︑運ぶ者︑

引つ

爲なり︒

ひつきやう文明の程度が低いために︑

られたのも其の爲であらう︒これは

十二244

彼等が町人といって賎しめ

とするは︑ひつきやう人を救はんが

十一173図園 ︿略﹀︑佛教を盛にせん

切に取扱ひたるによるならん︒

﹁なんで又さうあわてて引つかへし

く略V︑此のま＼煎ることも

ます︒﹂

七691園

︽ーッ・ーリ︾

﹇引掛﹈︵四・五︶2

出面ませんので︑引つかへして参り
ました︒

ひっかか・る

書がけるが如く美しき山の︑

左に遠くかすむは古城︑

或は右に或は左にあらはれるのは︑

左足

問はばや遠
﹇左足﹈︵名︶2

引掛ル

か＼る

左足が沈まない中に右足を

六嘱1園

又沖縄二期スル木ノ何回ハ︑
︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

九195
す︒

出し︑右足が沈まない中に左足を出

ひだりあし

き世々の跡︒

左に高き大いてふ︑

十二266図圏上るや石のきざはしの

だけ
サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

十一621

寺︑

十一128図圃右に見ゆるは名高き御

メートルまで近づいた時︑︿略﹀︒

右に左に鯨を追ひつつ四五十 ひたん ﹇▽ごひたん

福宮の壮大な構がある︒

タイサウノトキアルキ出 林を後にして右に昌徳宮︑左に景

スノハ左ノ足デ︑︿略﹀︒

三362

二身ツトキ草戸︑カラダヲ左

三368又オモイモノヲ右ノ手 十稲6
ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒

三368︿略﹀︑左ノ手ニオモイ
モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒

東ヘムイテリヤウ手ヲ

本道を通ります︒

三 3 8 6 園 それではぼくは左の
三475

ヒロゲルト︑︿略﹀︑左ノ手ノ
方が北デス︒
五377 大平橋を渡ってから左へをれ
て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま
した︒

487

した︒

てたふれたのだ︒︿略﹀︒﹂と言ひま

︿略﹀︑﹁あ＼それは紅茸だ︒

するとおとよは︑︿略﹀︑﹁わ

下ったが︑︿略﹀︒

信吉はびっくりして︑二足三足後へ

たくしのおとうさん︒﹂と答へた︒

八885

も紅茸も地面へなげつけました︒

ひました︒僕はびっくりして︑ぐみ

毒だよ︒︿略V︒﹂と︑にいさんが言

六156

︿略﹀︑商人の人 格 が 重 ん ぜ ら れ な か

ひつ

つたからである︒

﹇引切無﹈︵副︶3

きりなし 引切なし

ひっきりなし

てん

四31 ちやうど人の出さかりで︑
お宮のすずがひつきりなしに
なってゐます︒

五324私のうちの表通は電車や自轄
車 が 引 切 な し に 通って︑︿略﹀︒

七684 かの男はゆめかとばかり喜ん

﹇日付印押捺﹈

与どういつひづけ

ひづけ
日附印押捺

ひづけいんおうなつ
︵名︶1

で︑︿略﹀︑目からはなみだがひつき

﹇引繰返﹈︵五︶一

郵便切手貼付及日賦印押捺場

心血図

﹇羊﹈︵名︶2

羊

筆舌

ひっそりす

或日の夕方︑喜三右衛門はあ

﹇引張合﹈︵五︶1
︽ーッ︾

ひ

つな
もりにつけた長い綱はぐんぐ

嚢信人の居所氏名を受信人

人は生活上の必要から

一切纒を世にひろむる

く略V︑順序正しく進むと

一切経を世にひろむる

遊軍秀忠が刀を取って出て見

ひでたて

ると︑長四郎であった︒
ひでよし

八172

死を救ふは更に必要なるに非ずや︒
ひでたゴ
ひでただ ﹇秀忠﹈︹人名︺1 秀忠

はもとより必要の事なれども︑人の

十一摺7図囹

は特に必要ですから︑︿略﹀︒

いふことです︒これは學問の研究に

十一761園

ひつよう ﹇必要﹈︵形状︶2 必要

死を救ふは更に必要なるに非ずや︒

はもとより必要の事なれども︑人の

十一旧6図園

に利用することを考へて簸た︒

︿略﹀︑火の熱と光とをあらゆる方面

十一684

十一684 ﹁必要は襲明の母︒﹂である︒

に知らする必要あるときはく略﹀

七右図図

ひつよう ﹇必要﹈︵名︶4 必要

り出された︒

ん引張られて︑三百メートル許もく

十網6

た︒

九789 僕はわり合にしっかりしてゐ
筆勢
つる
る一本の董を握って︑ぐっと引張つ
其の壼がく所皆鶴にして︑

﹇筆勢﹈︵名︶1

十﹁468図

ひっせい

﹇筆舌﹈︵名︶1

筆勢非凡︑丹青の二言ふべからず︒
ひつぜつ

ヒツソリ

は︑︿略﹀︑其の肚面面に筆舌に蓋く

十一価5魍団次にイグアッスーの瀧

︵副︶一

し難く候︒

ひっそり

ムツテヰタ︒

︽ーシ︾

老學者の言に深く感激した

︵サ変︶1

六316町ハマダヒツソリトシテ︑ネ

る

ひっそり・する

十一765

ひつつ

宣長は︑︿略﹀︑ひっそりした町すぢ

つばりあふ

ひっぱりあ・う

つかんで行っては窯の中へ投込んだ︒

さうして手當り次第に︑何でもひつ

わた皮しく窯場から走り出た︒︿略V︒

十479

で︑ぐっと岸へ引上げた︒

又浮上つた信作のえりを引つつかん

一たん沈んで

﹇引掴﹈︵五︶2

を我が家へ向つた︒

ひつつか・む

かむ引つつかむ︽ーン︾

﹇引込思案﹈︵名︶1

引込み思案

ひつじ

す︒﹂友；いいえ︒僕が取った

七976

吉﹇▽とよとみひでよし

道子﹁私が取ったのでひでよし﹇秀吉﹈︹人名︺18秀吉秀
のです︒﹂﹁さうひつばりあって

︿略﹀︑義兵を集めて国難 四491園
を救はんとす︒其の友之を止めてい

はいけません︒︿略V︒﹂

︽ーッ・ーラ︾

七977

三成は秀吉のお氣に入りです

吉にざんげんしました︒

石田三成に頼んで︑清正のことを秀

みつなり

行長は清正の軍功をねたみ︑

はく︑﹁羊の虎に向ふが如し︒危

なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒

︿略﹀︑緑草の間に羊の群をひつぱ・る ﹇引張﹈︵五︶2 引張る

し︒﹂と︒

十972図囹

耕造は︿略﹀︑

八106

必死

武士といふ武士は必死のかく

﹇必死﹈︵形状︶1

力の精神に乏しく︑︿略V︒

十二悩8 ︿略﹀我が國民は︑とかく
とロつ
引込み思案におちいり易く︑奮闘努

ひっこみじあん

所

︽ーシ︾

りなしにこぼれてゐます︒
ひつくりかえ・す
ピックリカヘス

︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

ビ

ビツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六653

シテ拾ヒバジメタ ︒

﹇吃驚﹈︵サ変︶6
︽ーシ︾

子牛ハコノアヒダウマレ

びっくりする

六七3

ひっし

二657

ました︒︿略﹀︑義家が﹁びっくりし

五808園 ︿略﹀︑狐はころりとたふれ 十一606

︿略﹀︒

して︑﹁きやつ﹂といったので︑

とび出しました︒下女がびっくり

四425 ︿略V︑子ねずみが 一びき

して見てゐますと︑︿略﹀︒

三216︿略﹀︑下のはうからかさ ごでふせいだ︒
かさいはせてかけ上ってくるも ひつじ ﹇未﹈﹇▽ひのとひつじ・みずの
のがあります︒二人がびっくり
とひつじ

スグビツクリシテ︑カケ出シマス︒

タノデス︒︿略﹀︒ナンニデモ

ツクリスル

びっくり︒する

ひっきりなし一ひでよし

ひでり一ひと
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から︑秀吉は之を信じて︑清正に編
國を命じました ︒

七977 三成は秀吉のお氣に入りです
から︑秀吉は之を信じて︑清正に蹄
國を命じました ︒

七979 當時秀吉は伏見の城に居った
︿略﹀︑誰一人清正を秀吉にと

のでございます ︒

七995
りなす者がなく︑︿略﹀︒

させ︑︿略﹀︑御話所やおそばの女ど

七柵6 秀吉は城の庭にしき物をのべ

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂秀吉が之を聞いて︑

もと居りました ︒
七撹2

﹁さてく︑早く参った︒﹂と心の中
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と清正がいひますと︑

で喜びました︒
七齪9

秀吉はうなづきました︒
ら︑﹁もうよい︒通してやれ︒﹂とい

七悩5 秀吉が之を聞いて︑幕の中か
ひましたので︑︿略﹀︒

七価2秀吉は清正を召出して︑
秀吉は感 心 し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と たつねました︒

七研6
いって︑︿略﹀︒

ひでよし
十一236図 待ちまうけたる秀吉は︑
︿略﹀防備をさ を さ 怠 な し ︒

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の

時既に事々のとりでより覚れる守兵

十一282図
と合して︑追撃すること頗る急なり︒

今まで賎嶽の山上より︑

また＼きもせず戦況を見居たりし秀

十一288図

秀吉はるかに之を望み︑

吉︑勝政の引足になりたるを見て︑
︿略V︒

十一291図
く︒﹂と大音聲︒
﹇日照﹈︵名︶1

ひでり

︿略﹀︑﹁てがらは仕勝ちぞ︒か＼れ

ひでり

ムカシアルトコロニ︑田

カ︑サツパリアリマセン︒

一一336

ヤハタケヲタクサンモツテヰ
山人ガアリマシタ︒

ハ︑オ米ガスコシモデキナクナ

二365ソレカラコノ人ノ田園
ツタトイヒマス︒
ノ円滑モ︑

ロモ︑耳モハヒダラ

二53ートノサマヤオトモノ人

ケニナリマシタ︒

山カラ出テ︑モノヲトツ

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

二721

では︑︿略﹀︑かへって來ること

があります︒それが山びこです︒

四495園こんど取った人がそれ

四731

︿略﹀︑人が生れたり︑死ん

しひを見上げてかういった︒

人にふまれたかしのみが︑

も取ることにします︒
三168園 二郎︑おまへはそのゆ
四564圏 山の中からころげ出て︑
びで人をさしますか︒

三176囹このはこの中に︑おも
しろい人がゐます︒

三184園この人はどんないろ

四767 今の村長さんも子ども

およめに來ましたが︑︿略﹀︒

むすめさんが︑此の人の所へ

四763西の村一番の金持の

さんもおとなしい人で︑小さい
時からよくはたらきました︒

だり︑家がたったり︑こはれたり︑
のきものをきてゐますか︒
︿略﹀︒
三313 村はつれに水車やがあり
四761 今の村長さんのおとう
ます︒村の人は五一車とよん
でるます︒

ふ人がありました︒

四331二人のこゑも山の中

ぼへ出て︑︿略V︒

四226うちの人はみんなたん

イヲイハツタノデス︒

四95 キノフ ハ日本國中ノ人
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ

なってゐます︒

四794園

それでとうとう家も土ざ

此の人も

一本杉の外

﹁︿略V︒﹂といひました︒

のです︒︿略﹀︑送って行く人が

四793其の後間もなく死んだ

つてしまひました︒

うも田も白田も人の物にな

四778

三506車ヲヒイテキ八人ガベ の時からすなほで︑なさけぶか
むらびとぜんたい・むらびとたち
い人でした︒
ンタウデモタベルノデセウ︒
ニー34人ガテツパウデ︑一ドニ
三545 むかしをののたうふうと 四774 此の間さびしいおさう式
三バウチオトシマシタ︒
が私の前を通りました︒それ
いふ人がありました︒
ニー64人ガボツボツタンボカラ
三614園私はかちまけを見る はく略﹀といはれたうちに生れ
カヘツテキマス︒
た人のでした︒
人になりませう︒
二207園モウ人ガヒロツタノ
四28 ちやうど人の出さかりで︑ 四774 此の人は小さい時から
いたづらもので︑︿略VQ
お宮のすずがひつきりなしに

と・なんびと・ぬすびと︒むらびと・

と・ただびと︒たびびと・とっくにび

五788 今年のひでりにも︑此の用水 三321﹁︿略﹀︒﹂と村の人から
いはれるほど︑いつもきげんよ
池にはあんなに水がたまってみる︒
くうたをうたふちいさんです︒
ひと ﹇人﹈︵名︶魏 人﹇▽おおみやび
三397 むかしうらしま太郎とい

十一2610図木之本には秀吉の來れる
なり︒

信孝を攻めて大 垣 に あ り し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

のぶたか

お だ
十一2610図 これより先︑秀吉は織田

居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て

ぜん
十一272図 あたかも書論の膳に向ひ
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にないてくれるものがなくな
五272
マス︒

ツバメハコチラニ居ル間二︑

ツバメ戸田や畠ノ作物ニツク

人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ

五275

つた︒

いふ人になるといふことを

うたふ︒

み

らいた︒

五753

の

人も來て見る︑小鳥も

昔美濃の國にまっしい人があ
此の人に年取つたおとうさん

物なれた人には相談をかけた︒

それを見て︑村の人は急にあ
其の後村の人は︑庄屋の家屋
︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

る人の外は︑私のからだにさはる者

五898

敷や田地を買ひもどして︑︿略﹀︒

五772

れ地を田にしだした︒

五755

くいった︒

もので︑三度目に土手の工事はうま

人の一心といふものはえらい

の人は普請方のさしづをうけてはた

五713︿略﹀︑いろくの工事に︑村

た︒

に普請の手つだひをすることになつ

がありません︒

サビルノハ人が使ハナイカラデス︒

自分の馬には人が乗り︑︿略﹀︒

六247 ︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑

自分の馬には人が乗り︑︿略﹀︒

六245 ︿略﹀︑人の馬には自分が乗り︑

時々青イ物ヲ出シマス︒

時々道を人にきいて來た者と 六134園銅ハ人二使ハレテヰテモ︑

見えて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごとを言

五901

私のやくめは︑︿略﹀郵便物

つて行く者があります︒

五907

を大切にあづかってみて︑これをあ

六525

︿略V︒

︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

お前はなぜ自分の村の人と

︿略﹀︑其の中でことに人のほ

見物しなかったかと思ふだらうが︑

六401団

には馬︑かさなりかさなって︑︿略﹀︒

六255

には馬︑かさなりかさなって︑︿略V︒

郵便物をあつめる人は︑毎日 六255︿略﹀︑馬の上には人︑人の上

つめに來る人に渡すのであります︒

五923

きまった時刻に來て︑私のおなかを
︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

明けて持って行きます︒
五926

る者が︑途中で人と立話でもはじめ
ると︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出

め立てたのは五番目の舞でございま

るかも知れませんが︑それは人にも

五947

らしてはならないことになってゐま

かげひなたなくはたらく上に︑

した︒

した︒

よ
あ＼︑母はもう此の世の人で

ても義士はしてくれまい︒

六674囹

こまかな人だQこれではと

はないのかと︑力をおとして居りま

六588

したので︑︿略﹀︒．

人の仕事まで引きうけるやうにしま

六582

す︒

はじめて東京見物に來て︑此

或晩人ガネシヅマツテカラ︑

今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ

六132園其ノ時鐵ビンハ﹁私達チノ

トハ銅以上デス︒

ハハイレマセンガ︑人ノ役二立ツコ

六125園

ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

中デ一番人ノ役目立ツノハ︑私ドモ

こんな人︑こんな姿は︑とう

片足でおそろしい程早くすべ

る者もあれば︑人の手にすがって︑

六787

に清く美しく流れてゐます︒

の昔にきえましたが︑川は昔のま＼

六705

は出すね︒

六95園金ニハイロくアリマスガ︑ 六685園 こまかな人だが︑出す時に

ガ︑ジマン話ヲシAロヒマシタ︒

金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン

六92

第︸に宮城をさしてまみります︒

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

五槌7

人つつの人が乗降りします︒

五708村の人は代り合って︑一日置 五寸2 此の停車場から︑毎日七八千

五706

がありまして︑︿略﹀︒

五533

りました︒

五531

えるだけでした︒

新聞配達と四五人の人のすがたが見

はいたつ

五332

書あれほどにぎやかな通に︑

きみだれ︑

五297圏︿略﹀・かはるぐに花さ

下立ツ鳥デス︒

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑人ノヤク

四798 ︿略﹀︑どういふ子はどう
見ぬきます︒

話では︑軍かんだといふこと

四 8 3 1 そ ばに乗って居た人の
でした︒

四 8 5 4 園 ダイリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人
五人バヤシノ一番右二

ハ何デセウ︒

四865園

居ル人ハ何ヲスルノデセウ︒
スカ︒アレハウタヲウタフ人

四866園扇ヲ持ツテ居ル人デ
ダサウデス︒

四867園扇ヲ持ツテ居ル人デ
スカ︒アレハウタヲウタフ人
すけつねも人に知られた

ダサウデス︒

四961
さむらひ︑︿略V ︒

で︑今度遠い所から來て︑今日から

五38囹此の方は中村さんといふ人
此の級へはいる方です︒

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

五227 島屋の前には︑人が黒山のや
うにあつまってゐました︒

あって︑それを見てみる人も大ぜい

五242 ︿略﹀などがたくさん下げて
あります︒

ひと一ひと
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こはこはすべる者もある︒

う恐しがる人もあります︒

皆さんのうちには︑大きく

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七611圏
出かける人もありませう︒

六913 之をかこんだ賊は百萬騎とい
ふ大軍で︑城の四方二三里の間は︑

漁業や航海業に事事する人
これはあの人が落して行った

︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

にちがひないが︑︿略﹀

七652

もありませう︒

七612園

人や馬でふさが っ た ︒

六978 正成は實にえらい人である︒

るから︑一つ取って行って見せよう

六棚4 うちの人はみんな知らずに居
と思って︑︿略﹀ ︒

七654

此のあぶない川を一人でこしたほど

﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言つ
の人である︒

七131

て︑つかんで見せると︑ふりかへっ

︿略﹀︑人からいはれなく金

︿略﹀︑

重き荷車ひきか

いつも人より一時前に参つ
︿略﹀︑

人を見かねて︑物責は

掛聲高くおしてやる︒

ぬる

七955図韻

て居ります︒

七775園

をもらはうとは思ひません︒

七735園

は渡場へ蹄って人を渡します︒

七706園さあ︑道を急ぎなさい︒私

たのは知らない人であった︒

七134 舟で來た人も︑をかから來た
人も入りまじって︑何百人か敷へき
れない程みる︒

てがひ

人も入りまじって︑何百人か敷へき

七134 舟で着た人も︑をかから來た
れない程みる︒
ま

ふやうになって︑大きな蛤や馬刀貝

七137 何時か知らない人とも話し合
でも取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

清正は先づ増田地盛をたつね

ますだながもり

のれの利のみかへりみず︑︿略﹀︒

七143女の人はだすきをかけて︑手 七965図圏 共同助力は人の道︑ お
ぬぐひをねえさんかぶりにしてるる︒

七982

ました︒此の人だけは自分のために

︿略﹀︑枝が傘をひろげたやう

心配してくれるであらうと思ったの

七233

に出てみるので︑村の人は之を傘松

く略V︑職一つ出來ず︑人の

︿略﹀︑人の命にはかへられ
のはえらい︒

ないと思って︑相手を助けてやった

八116囹

の清正一生中直りは致さぬ︒

かげごとばかりいふ石田めとは︑此

七988園

でございます︒

と呼んでみる︒

はまるでちがった風をして︑まるで

七559園 其所にみる人は︑私どもと
ちがった言葉で話をしてゐます︒

七603園 それは日本は海國でありな
がら︑まだ海を恐れる人もあるとい
ふことで︑︿略﹀︒

七606園海の波を見たばかりで︑も

八223

ばんじん

皇湾の蕃人には︑お祭に人の

ごほう

これは呉鳳といふ人のおかげ

首を取って供へる風がありますが︑
︿略﹀︒

八226
だと申します︒

呉鳳は今から二百年程前の人

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

で︑亜里山の役人でした︒

八227
八241

︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

はよくないといふことを説聞かせて︑
︿略﹀︒

八254

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

︿略V︑人ノヨリツケナイ絶壁

知らぬと申します︒

八501

ノ間や老木ノ上二︑タテ横二小枝ヲ

並べ︑︿略V︒

老婆には︑

手をかす人もあらざり

八564図韻 ︿略﹀︑ 身なりいやしき

き︒

彼の姿

下駄買ふ人も︑覧る人も︑

下駄屋にありし入は皆︑

八576図圃

下駄屋にありし人は皆︑

下駄買ふ人も︑費る人も︑

を見送りぬ︑ ︿略﹀︒

八576図韻

︿略﹀︒

せう︒

八柳7囲

く略V目立ツヤウニ記シタ

目は見ゆれども︑字のよめ

保己一は五歳の時めくらと

道をき＼︒

と言ひた

諸君︑これも人のした後で

お呼びするのは大てい近所

は︑何のざうさもない事でございま

八773園

りといふ︒

きめくらに

八632図 ︿略﹀︑時の人 番町で目あ

心に之を聞き︑︿略﹀︒

なりしが︑人に書物をよませて︑一

八626図

己一これなり︒

きいち

て︑大計者となりし人あり︒塙保

八624図 ︿略﹀︑まことのめくらにし
はなはほ

ざる人をあきめくらといふ︒

八622図

ナルベシ︒

ル看板ヲ出セルハ︑ヨク人ノ知ル所

八586図

彼の姿を見送りぬ︑ ︿略﹀︒

待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 八577図韻

さて蕃人どもは︑︿略﹀︑此の

すぐに其の人を殺して︑首を取りま

八255
した︒

八263

にくらしき黒と

愛らしき三毛と

三毛もまた︑したはしき

︿略﹀︑

黒もまた︑意地悪き人と

︿略﹀︑

後は決して人の首を取らぬとちかひ
ました︒

八269図圃

思へば︑
見るらん︒

八275乾風

思へば︑

︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

人と見るらん︒

八288図

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし
むるも︑手の働なり︒

八292図︿略﹀︑いそがしき時に︑手
の足らずといふは︑働く人の少きを
いふなり︒

驚いてあたりをさがしても見
當らず︑近所の人にきいても知らぬ

八395
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ひと一ひと

の人で︑あなたが知っていらっしや
る方ばかりです︒

母川1 ︿略﹀︑近所の人は大慌のこと
なきと
を︑無人ではない︑聖人だといった
といふことである ︒

八欄6 大將の母もまたえらい人であ
つた︒

九532園

いや︑これから先があの人
く略V︑あの人は反響に︑少

のほんたうにえらい所だ︒

九539園
しでも他人の負措を輕くしょうとし
それにあの人の事だから︑

て︑自分の財産を残らず差出した︒

九553囹

決してあせらず︑一軒二軒と得意先

人の顔がやっと見分けられる

全くあんな人は珍しい︒

をまして行って︑︿略V︒

九559囹

九45圏︿略﹀︑内地から移って干た
人も多く︑少しもさびしくはありま

九615

火縄一本の煙草ぼんのまはり

話が出る︒
のういん

九711園

あった︒

仙皇に着いたのは午前の三

仙皇に着いたのは午前の三

時で︑少しは下りた人も乗った人も

九711園

とよんだのは其所のことで︑︿略﹀︒

九704囹挙上因といふ人が︑﹃︿略﹀︒﹄

には︑人の由が出來て︑いろいろの

九662

やうになった頃︑︿略﹀︒

せん︒

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九451図 カクノ如ク物二便アルハ︑
如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九453図書コ・一二匹ノ馬アリテ︑
之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑
︿略﹀︒

テ︑馬丁最モ高キ償ヲツケタル人ノ

九457図 カクテ償ハ次第三局クナリ
物トナル︒

時で︑少しは下りた人も乗った人も

九459図 之二反シテ︑同ジヤウナル

あった︒

北海道に渡る人は︑停車場に

馬五匹アリ︑︿略﹀︑買ハントスル人

る︒

績いた乗船所から汽船に乗るのであ

九766

タ 寸 一 人 ナ ル ト キハ︑︿略﹀︒

いが︑︿略﹀︒僕は何となくえらさう

九505 社長さんは齢程の年よりらし
な人だと思ひまし た ︒

往來の人の目
それでも航海をする人など

︿略﹀︒

屋根に上げし看板が

九808図圏石安工場と筆太に︑小
につきて︑

人で︑︿略V︒

九513園 あの社長さんはもと上方の
九523囹 さて商費を始めると︑あの

九859園

おかあさんのカリストは︑

といふではありませんか︒

が︑よく星を見て船の位置をはかる

人ならといふ信用 は あ る し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九528園 うちのおちいさんはあの人
とは前から友だち だ っ た の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九531囹 ほんたうにえらい人ですね︒ 九913窩

大そう美しい人だつたので︑︿略﹀︒

を権にして︑此の雪渓をすべって下

そり

九9510囹下山の時には︑木の枝など
る人があります︒

﹁乗馬︒﹂兵士たちは一せいに

馬上の人となった︒

九七1

人はいよく勇み︑馬はます
シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

くはやる︒

九佃2
九梱4園

︿略V︑アノ人ナラバト思バレル人ガ

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

アルカラ︑︿略﹀︒

九捌4囹

︿略﹀︑アノ人ナラバト思バレル人ガ
アルカラ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑オトウサンバ最初カ
ラチヤント其ノ人口キメテヰタ︒

九梱5園

イヤ︑其ノ人が當選スルコ
トハウタガヒナイガ︑︿略﹀︒

九界10園

︿略﹀︑メイく自分ノ適當
ト信ジテヰル人二投票スルノガ︑ホ

九慨5囹

︿略﹀︑或ハ信用モシテヰナ

ンタウノ選塞・トイフモノダ︒

九槻7園

ノー人二投票シタリ︑黒田棄権シテシ

く略V︑或ハ信用モシテヰナ

マツタリスル人モアルガ︑︿略﹀︒

九槻8園

イ人主投票シタリ︑或ハ棄権シテシ

で︑三四歳の子供でも︑腹の下など

中には︑君ぐらみの子供や︑

を自由にく望って歩きます︒

十195圏

其のおかあさんらしい人が︑今日の

︿略﹀︑馬も軽子で人になつ

別れを惜しんで︑︿略﹀︒

十203団

せり場の一方に盲賢い垂があ

くわけだと・しみぐ思ひました︒

十207圏

其の間︑買手の競超する聲

つて︑其の上に掛の人が居る︒

と掛の人の聲と入連れて︑非常にに

十211国

ぎやかです︒

渡すといふあひつに手を打って︑取

十213団︿略﹀︑掛の人が其の直で費

二年の年月苦勢して育てて

引が成立ちます︒

十219国

來たものが︑急に見ず知らずの人の

手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

じっと見ては居られません︒

十263園私は︑とても人の死ぬのを

今まで人にも知られなかった

燈塁守の娘グレース︑ダーリングの

十291

人來

笛の

人來

笛の

影のごと︑人去り

ほろくと聞ゆる

影のごと︑人去り

ほろくと聞ゆる

名は︑︿略V︒

十304図圃

る大路︑

音いっこ︒

十304図圏

る大路︑

マツタリスル人モアルガ︑︿略﹀︒

十41図案内の人にみちびかれて︑

弟子たちも此の主人を見限つ

る人さへも無くなった︒

て︑一人逃げ二人逃げ︑今は手助す

十4610

音いっこ︒

高橋さんは︑あちらで長らく

まつ社務所の柔なる奮御殿を拝観す︒

十124

︿略﹀︑土地の人は一向平氣

教育に從害してみる人である︒
十173団

ひと一ひと

492

十471 人は此の有様を見て︑たはけ
とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑
少しもとんちゃくしない︒

十5210園 一領︑銀行は人からお金を
預ってそれをどうするのですか︒
では︑銀行が損をしないでせうか︒

十531園大勢の人に利子を彿ふだけ

ず︒いづくんぞ人をいざなひてそむ
かしめんや︒

或人又なじりていはく︑

﹁︿略﹀︒﹂と︒

せうかい
︿略﹀︑中には知名の人の紹介

十992図
十梱4
状を持って來た者や︑りっぱな學歴
のある者もあったのに︑︿略﹀︒

りつばな人の紹介状よりも︑

知れると思ひました︒

十擢5園人に親切なことはこれでも

になったのかと尋ねた︒

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十533園世の中にはお金の有蝕って 十梱7 後日︑人が主人に向って︑ど
みる人もあるが︑︿略﹀︒

十534囹 ︿略﹀︑又何か事業を起さう

と思ってみる人で︑お金のない人が
ある︒

何よりも︑本人の行がたしかな保謹

十534園 ︿略﹀︑又何か事業を起さう 十悩3園

と思ってみる人で︑お金のない人が
です︒

なる人︑みつから先んじて耕作・養

十悩9図村の財産家にて事業に熱心

ある︒

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

︿略﹀︒

十捌6図

校長も着實温厚なる人にし

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と人の言へ

孔子は正義の念強き人な
富貴は人のねがふ所な

り〇

十一77図園
んず︒

十一1810

おのれを修めて人を安

法を工夫し︑燃料を研究し︑火の熱

せ

と光とをあらゆる方面に利用するこ

い

本居宣長は伊勢の國松坂の

のりなが

とを考へて來た︒

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

波打際には大勢の人が旗を

僕はよく年寄の人が新の幾

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

十﹁9110

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

十︸869

︿略﹀︑それらしい人は見えない︒

子を聞きとって︑後を追ったが︑

十一729

人である︒

しかし大勢の中にはそれを 十一707

例へば︑借りた金を︑返す

守らない人もある︒

十﹇192

さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

裁判の目的は︑決して人を

返さない人がある︒

十一223

箏はせ︑又は人を罰することではな
い︒

裁判の目的は︑決して人を

それからは又父の手助をし

して︑其の事を父に尋ねた︒

なったが︑︿略﹀︒

たり︑人にやとはれたりすることに

︿略﹀︑屋島・壇浦は源 十一985

だんのうら

孚はせ︑又は人を罰することではな

十一223
い︒

十一3410図

平の昔語に人の感興を動かすこと甚
だ切なり︒

かりでなく︑近くに圖書館もないの

十一4410図園君は書を以て一家を成 十一988 ところが家に書物がないば

で︑どうしても人から借りて讃む外

熱心なリンカーンは︑書物

或時近写の人からワシント

翌朝貸してくれた人の家に

其の人はく略V︑願に任せ

本は其のま﹂リンカーンにやった︒

て三日間畠の草をとらせ︑さうして

十一㎜7

た︒

行って事情を述べ︑﹁︿略﹀︒﹂と願つ

十一㎜4

ン傳を借りたことがある︒

十一994

ず借りに行った︒

を持ってるる人の所には遠近を問は

十﹁989

はなかった︒

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を

ゴム園の人は毎朝暗いうち

取り給ひし事なし︒

十一5210

に起きて︑受持の木に此の切付をし
て廻る︒

﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

いはれてみるやうに︑火を使用する

十一658

のは人類ばかりで︑︿略﹀︒

一膿人は最初どうして火を

かくして人は︑暗黒の世界

得たであらうか︒

十一661
十一682

からだんく光明の世界へと︑みち
びかれて來たのである︒

十一69図圏貧賎は人のいとふ所な 十一684 人は生活上の必要から獲火

り︒

十一68図園

りき︒

十一67図

ぬ︒

ば︑衆皆力を失ひて散りくになり

十梱10図

人をしてうかゴはしむるに︑︿略﹀︒

行幸鯨りに遅かりしかば︑

て︑生徒を愛すること子の如く︑

十伽10図

を以て︑︿略﹀︒

登・養鶏・養魚等の模範をしめしし

十535園 銀行は有鯨ってみる人から
附けるのだ︒

お金を預って︑資金の足らぬ人に貸

十536園 銀行は有齢ってみる人から
附けるのだ︒

たら︑さぞ面白い事であらうが︒

十606三世に榮えてみる人がながめ

ありましたが︑︿略﹀︑大てい人にや

十669園 ︿略﹀︑いろく集めた事も
つてしまひました︒

人の言ふことに封して

南大門騨で下りるのです︒

十735国汽車で京城へ認る人は通常

十954園

﹃い＼え︒﹄と言切るには︑ほんたう
の勇氣がいる︒

十987図法 我︑國を救ふことあたは

493
ひとあし一ひどい

十一柵3 制度を運用するのは人であ
る︒

十一柵7 昔イギリスの或大きな農場
で︑農場主が大勢の人の耕作するの
かん

を監督してみた︒

十一佃4園 ジョージ︑早く行って農
場の門をしめろ︒人が何と言っても
︿略﹀︑佛教を盛にせん

決してあけるな︒

十﹇173図園

とするは︑ひつきやう人を救はんが
爲なり︒

十一皿7図園 一切纒を世にひろむる
はもとより必要の事なれども︑人の
死を遵ふは更に必要なるに非ずや︒

十二46図 傍なる人のいふやう︑

からふと

お仕へ致しませう︒

十二価5

ぜんかい

僧は名を琿海といってもと
︿略﹀︑あのやうなまねをし

しかし人は物にうみ易い︒

かうして又幾年か過すうちに︑村の

十一一期9

いふうはさが立つた︒

て︑人をろうらくするのであらうと

十二鵬10

樺太は大陸の地績なりや︑ 越後の人︑︿略﹀︒

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

十二8110図

然るに其の實際を調査し

く之を疑問としたりき︒
十一一822図

て此の疑問を解決したる人︑遂に我
が日本人の中より現れぬ︒

ばう
十二846美園 容貌の異なる汝が彼の

これ等の鉄傘なき電燈の

十一一川10図

人々は此の仕事にあきて來た︒

地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

りき︒

出現は當時の人の最も希望する所な

人は何の爲に此の世に生

なぶりものにせられて︑︿略﹀︒

十一一925園

十二嗣3図

こ㌧において彼は人を世

れて來たのか︒我々の行末はどうな

界の各地につかはして竹を採集せし
温和な氣候や美しい風景は︑

其の結果今日も尚國民は眞

日の暮れない中に︑一足も

早くお出かけなさい︒

十618園

と︑全く別の世界に來たやうな心持

十㎜9 ︿略﹀︑一足温室の中にはいる

がする︒

一足馬陸

一足口々

一足胆心

二十三

二十三

2

ひとあしひとあし ﹇一足一足﹈︹課名︺

五951

五目11

一雨々々暖になって︑よい

一雨降ったら︑又お出で︒

﹇一雨﹈︵名︶3 一雨

六188囹

ひとあめ

六㈱7園

一雨下々暖になって︑よい

あんばいです︒

あんばいです︒

六欄7園

一雨毎に池の水はふえた︒そ

ひとあめごと ﹇一雨毎﹈︵名︶1 一雨

五754

れを見て︑村の人は急にあれ地を田

にしだした︒

其の結果今日も尚描画は眞 ひど・い ﹇酷﹈︵形︶11 ひどい ︽一

四784かへって來た時には︑ひ
一足デヲカへ

一足緊々︑遠い所へ進み行

一くはく︑画いたんぼをう
一足々々︑遠い所へ進み行

︿略﹀︒

五683

︿略﹀︒

く略V︑四日の日は朝からひ

りました︒

どい雨で︑夕方から風もはげしくな

五桝5圏

昔話の村はひどく貧乏で︑

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑

五187園庭の時一天にはかにかき曇

どいみなりをして居ました︒

イ・ーク︾

︿略﹀︑イマ

一足

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ

き︑

五952團

トイツテワラヒマシタ︒

上ラウトイフトコロデ︑﹁︿略﹀︒﹂

四153

﹇一足﹈︵名︶5

る度量に乏しい︒

十二塒5

る度量に乏しい︒

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ

十一一悩5

が︑︿略﹀︒

人の心をやさしくし︑優美にはする

十一一悩10

め︑︿略﹀︒

るだらうか︒

かくて彼は二十九歳の或夜︑

あけ

もう人にはたよるまい︒

人知れず宮殿を出て修行の途に上つ

十二932

た︒

十二941園

のりロつ

の廻廊山の緑にはえて︑森嚴自ら人
えり

の襟を正さしめ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何の山︑何の川︑

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

十二㎜5図

あり︑人をして低回去る能はざらし
む︒

人なつかしげに寄り來る
鹿の︑︿略﹀︑秋より冬にかけて哀音

十二川4図

しきりに人の眠をさますも︑奈良に
ふぜい
は訣くべからざる風情なるべし︒

五952圏

ちかへす︒

上にせまり︑遂には路の前面に突立

き︑︿略﹀︒

︿略﹀︑左手の山は次第に頭
つて人のゆくてをさへぎつてしまふ︒

十二悩3

ひとあし

十二998図然れども春日の社頭︑朱

かすが

︿略V︑人はなぜみんな鳥類 自分一人目修行をしよう︒

ひ のかは
﹁ 此 の 川 は 古 の 簸川にして︑︿略﹀︒﹂
と︒

十一一1010

の研究をしないだらうと不思議に思
ふやうになった︒

十二228 買ふ人の無智に乗じて安い

︿略﹀︑見本には精良な品を

人として爲すべからざる事である︒

品を高く費付け︑ ︿ 略 ﹀ や う な 事 は ︑

十一一2210

使って︑實際の注文に回しては粗悪
なものを送るやうな事は︑人として
爲すべからざる事である︒

十二272図圏 若宮堂の舞の袖︑ し
つのをだまきくりかへし かへしし
昔からあった孝子のどの

人をしのびつ＼︒

十一一672園

人よりも厚い眞心をもつて︑父上に

毎

ひといき一ひとこえ

494

六672 或物持の所へ行くと︑下男が
所へも配った︒

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近
一枝

松山の入口で︑赤くなってゐ

﹇一枝﹈︵名︶3

六145

ひとえだ

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑
主人がひどくしかってみた︒
六774 二三日ひどく寒かったので︑

ればよいが︒

十

日と風
一かど

一かどの役目を勤めて世

﹇一角﹈︵名︶1

四384
ひとかど

十一一548園

間の役に立つのに︑どれもこれも不

一口又一ロ︑平然と藥を飲む

かゴやくブイリップ︒

王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼

十108

高橋さんは︑お茶を一ロ飲ん

か〜やくフィリップ︒

で︑﹁︿略﹀︒﹂

十136

一口話

一組

ひとくちばなし ﹇一口話﹈︹課名︺

熱の状態にある一大火球で︑︿略﹀︒

たい

なものであらう︒一男にいへば︑白

︿略﹀︑先づ﹁雨舷直︑整 十一17 ︿略﹀太陽とは︑ 一膿どん

列︒﹂のラッパが一きは高くひ冒き

九643

どれを見ても︑一枝髪にさしてみた

うねび

︿略﹀畝傍山・耳成山・

一口ばなし

ぐ

天の香久山の三山まゆの如く︑其の
ふ

三目5 十七 一男ぱなし

た

南に一きは高く多墨壷・吉野山の

一年話

g﹈︵名︶2

崩すと︑他の二人がそれをざるで運

つてみて︑其の内の二人が石炭を掘

十餌1 採炭坑夫は四人つつ一組にな

ひとくみ

五458十二 一口話

五目13 十二

三516十七 一三ぱなし
美徳

忠孝は實に我が國民性の根

﹇美徳﹈︵名︶2

︿略﹀我が國民は︑其の長
れん

十一餌2 やがて ﹁進め︒﹂ の號令と

所として廉恥を貴び︑潔白を重んず

十二柵4

の良性・美徳が獲達した︒

本をなすもので︑之に附随して幾多

十一一欄3

びとく

山々連なるを見る︒

か

十二欄6図

渡ると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑書師﹁先に書がき

たる檜︑何となく物足らぬ所ありて

十一492図

い︒

が並べてある︒︿略﹀︑どれを見ても

足は無ささうである︒
たぐみを一枝折ると︑︿略﹀︒
湖の氷が大へんあつくなった︒
七939園 どうかひどい風にならなけ 十価1 ︿略﹀︑目もさめるやうな草花 ひときわ ﹇一際﹈︵副︶2 一きは

十価9 ︿略﹀︑ガラス越しに見える向
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ 公 爵 は ひ ど く 此 の

ふの木がひどくゆれる︒
十一梱1
答が氣に入った ︒

かき添へ︑又別れを告げて立去れり

十二7310園︿略﹀︑1まあ︑此のお 氣にか＼りしが︑︿略﹀︒﹂とて一枝
艦であのひどい嵐の中を一︒
といふ︒

一二

官軍方の思召通り一押に

﹇一昔﹈︵名︶1

はゆかぬかも知れませぬ︒

十二旧4園

ひとおし

十二919 彼はだんく物思に沈むや

一息

うになった︒それを見てひどく氣を
﹇一息﹈︵名︶3

もんだ父王は︑︿略﹀︒

ひといき

一三
幕無生前御好物なりしや

一口

んで炭車に入れる︒

﹇一口﹈︵名︶7

る美徳を嚢目してみる︒
ひとくち

一足々々︑遠い所へ進み行

順々に水の中へとはいって行く︒

共に︑三十人の一組は二列になって︑

七564図船長はコップの水を一時飲
みて︑又其の話をつゴけたり︒

﹇人影﹈︵名︶2

八876園︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ ひとくわ ﹇一鍬﹈︵名︶2 一くは

上げ候間︑︿略﹀︒

ひとかげ
影

やがてもうくと上る白煙の

き︑

五953團

くわい

さしぶりに昂った私に︑一ロも口を

九㎜9

人かげ人

うかん一嘗︑小包便にて御送り申し

十m3圏囲

九328園 ﹁もう一息だ︒﹂さう思ひなひとおり函折﹈︵名︶1
がら足を早める ︒

九472團あの降りつゴいた雨のおか
げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ
ることが出戸ました︒

おそ
九型7園 そら︑もう一息だぞ︒襲へ

く︒

きくことが出來ないのでございませ

野路を行く人影

ちかへす︒

き︑

一足々々︑遠い所へ進み行

一くはく︑廣いたんぼをう
老人にす＼めた︒老人は一ロ飲んで

五953幽

ちかへす︒

一くはく︑廣いたんぼをう

間から︑怪獣のやうな大砲と︑其
人一

のまはりにむらがる人かげが見えて

﹇人一倍﹈︵副︶1

倍

ひといちばい

︿略V︒

4

聲

一ロ又一口︑平然と藥を飲む ひとこえ ﹇一声﹈︵名︶3 一コエ 一
王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼

十108

横になった︒

少年はてつびんの湯をついで

う︒

をこめて︑

日と風

︿略﹀︒

九246

來る︒

一日

＋298解しらぐと︑朝霧野山

六431団 軍隊へ來ても︑學校でなま
﹇一日﹈︵名︶2

けてるた者は人一倍苦榮をする︒
ひとうす

︹課名︺2

た貸ちにきえて︑

四目11十日と風

ひとかぜ

八547 ︿略V︑それでもとうく一臼
だけはっき上げた︒

八549 おしまひの一日には︑小豆や

［一

495
ひとこて一ひとつ

ニー47

ソノサカナモホシクナツ

テ︑ワントーコエホエマシタ︒
七319図 獅子はうれしげに一聲高く
ほえ︑たてがみをふるひ︑四足をの
ば し て 後 ︑ ︿ 略 V︒

︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

一こて

味方の勝利を語るやうに︑一語高く

九川4

﹇一鎭﹈︵名︶2

天に向っていな＼いた︒
ひとこて

ひをぬひ︑ 一こてく︑大きな土

五955圏 一冥々々︑金縣・銀縣でぬ
藏の壁をぬる︒

五955圏 一針各々︑金隠・銀縣でぬ

人ごみ

ひをぬひ︑ 一こてく︑大きな土

ぺ

﹇人込﹈︵名︶1

藏の壁をぬる︒

ひとごみ
あ

七625 中でも安倍川の宿は八そうの
﹇人差指﹈︵名︶2

人さ

人ごみであったと申しますが︑︿略V︒
しゅび

ひとさしゆび

︽ーク︾

甲板に立ってるた船長を始め

十人許の乗組員は︑ひとしく目を其

十柵2

一シキリ

又一シキリキテキガナツ

﹇一頻﹈︵副︶2

の方向に向けた︒．

ひとしきり

一しきり

三42
テ︑エントツカラムクムクトマ
ツクロナケムリが出マス︒
仲間がふえたので︑又一しき
人少

ひとたち

﹇人達﹈︵名︶11

人たち

みる人たちは︑どんなにつらいこと

いよく臨終が近づいた時︑

繹迦は泣悲しんでみる人たちに︑

であらうと思った︒

﹁︿略﹀︒﹂と諭して静かに眼を閉ぢた︒

は︑︿略﹀︒

後には変の束が山と積んであ

る︒それをてんでに﹁束つつ取って

九5610

ひとたば ﹇一束﹈︵名︶1 一束

十二987

長さんのおちいさんやおばあ
さんを其のわかい時から二つ

四745私は東の村の今の村

て居ました︒まことによくはた

此の人たちの田や畠

らく人たちでした︒

四753

の作り方はていねいでしたか
ら︑︿略﹀︒

西行長は一たまりもなくにげ落ち︑

しくおしよせたるに︑日本の大子小

春雪2園大明の軍勢四十萬︑勢はげ

田植がすんだので︑昨夜はひとたまり ﹇一溜﹈︵名︶1 一たまり
手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ

九4710團

正一のうちの人たちに手つだ

うをしました︒

﹁ニツポンーノキビダン

﹇一﹈︵名︶43 一ツ ︻つ ＄

︿略﹀︒

ひとつ

シマス︒﹂

ゴ︒﹂﹁一ツクダサイ︑オトモヲ

一493園

︿略﹀︑此の子馬共を買った いつ

ひ合って︑︿略﹀︒

ひもまじって︑七八人の男や女が向

三月二十日︑今日はお花見と 九589

﹇人少﹈︵形状︶1

りじやれ合ひをはじめた︒

八56
ひとずくな

六604

一すぢ

いふので︑御殿は人少でございます︒

しっとりとしめりを帯びた一

﹇一筋﹈︵名︶1

九325

ひとすじ

十2210團

人たちも︑どうか同じやうにやさし
のりました︒

すちの道が︑足もとからうねくと
心すぢ

く扱ってくれ＼ばよいと︑心からい
﹇一筋﹈︵形状︶2

つ巧いて︑︿略﹀︒

一筋

ひとすじ

ノコギク︑

ヘイタイアソビノ

キイ

十﹇702園第二座の僧は︑二人とも 二94圏 ミゴトニサイタ カキネ
規則を破ったのが不快でたまらない︒

ロナハナヲ︑

一ツトリタイ︑
﹁あなたがたはとんでもない人たち

クンシヤウニ︒
だ︒﹂

一すぢに國の爲︑民の爲につ

マツ

カキネ

ミヨチヤンハマダーツデ

ママゴトアソビ

一ットリタイ︑

ニー04團ミゴトニサイタ

ゐました︒

出て︑﹁一つ二つ﹂とかぞへて

三535園あるばん︑弟がにはへ

ス︒

二252

ゴチソウニ︒

ノコギク︑

騎馬の人たちは︑あけない

ノ

出たらしいりっぱな騎馬の人たちが︑

れふ
ふと向ふを見ると︑銃猟に

くすといふお考は︑どなたも皆同じ

さうして日夜次々に起って

事で︑︿略﹀︒

十二955

︿略﹀︑騎馬の人たちはもう

シロナハナヲ︑

︿略﹀︒

十一慨4

こんなところで毎日働いて

となぐるぞと言っておどしたり︑

十一柵4

門の外まで乗りつけた︒

十一佃8

眞一文字にこちらへかけて來る︒

十一柵10

なく︑

三157園 ︿略﹀︑中ゆびとおやゆび 九259囹︿略﹀︑大通一身一家の爲で

の あ ひ だ にあるのが人さし
ゆび︑︿略﹀︒

三166園 ﹁さうです︒それではあ

し の ゆ び のなをしってゐま

一筋

︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

急ぎて進み曇る︒

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

十一244図

﹇一筋道﹈︵名︶1

亘る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟
ひとすじみち

の道を求めた︒

人里

すか︒﹂︿略﹀﹁おやゆび︑人さしゅ
﹇人里﹈︵名︶1

び︒﹂

ひとざと

ひとしい

八499 鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山 路

﹇等﹈︵形︶1

几vあいひと し

ニスム︒

ひとし

ひとし・い

ひとつ一ひとつき

496

三664アトへ竹ノキレヲノコ
シテ．行キマシタガ︑ソノ中ニ
フシガ 一ツアツテ︑水デツパウ

ニナリサウナノガアリマシタ︒

三785空は水のやうにすみき
って︑雲一つありません︒

今年は柿のあたり年で︑

三835おきの方はかすんで︑空
と水が一つになって見えま
す︒

四了5
︿略﹀︒きのふ 一つ取ってみまし

置きたい事があります︒

けれども貧しい木こり小屋で︑
︿略﹀︑戦一つ出來ず︑人の

戸棚一つもありません︒

七887
七988園

かげごとばかりいふ石田めとは︑此
︿略﹀︑それをしまって置かせ

の清正一生中直りは致さぬ︒
八235

て︑其の後のお祭には︑毎年其の首
山野に生ずる草木の中には︑

を︻つづつ供へさせました︒

八326
藥用にするものが多くありますが︑
にんじん

其の中貴重なものの一つは朝鮮人蓼

となりでは︑︿略﹀︑星野君が

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑
︿略﹀︒

九797

根氣よくほって︑ほったいもを﹁つ
一っていねいにならべて行く︒

ふ︒

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

十一267図此のま＼新手の兵を迎へ

︿略﹀︑或書証久しく寄食

してありけるが︑何一つ董がくこと

十一447図

書がけるが如く美しき山の︑

もなく︑毎日遊び暮して既に数年を

纒たり︒

となりでは︑︿略﹀︑星野君が

根氣よくほって︑ほったいもを一つ

十一621

九797

一っていねいにならべて行く︒

あ＼いふねぢはもう無く

だけ
サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

なって︑あれ一つしか無いのだ︒

十二569園

さうして一つの懐中時計を

十二589

︿略﹀︑あの北極星がひしゃ

くの柄の先になって︑もう一つ︑小

一つ

﹁おとうさん︑ヘンとは何

一

どれ︑私もお茶を一つ御ち

いてみたい事がある︒

一月

十一一664園今日はお前たちに一つ聞

そうになりませう︒

十127園

つこしらへてごらん︒﹂

のことですか︒﹂﹁返事のことだ︒

七佃8園

ひとつ ﹇一﹈︵副︶3

出してそれをいぢつてみたが︑︿略﹀︒

谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

再校も兵士も皆一つになつ

つ又一つと

ひとつき□月﹈︵名︶3

喜三右衛門は︑一つ又一つと
喜三右衛門は︑

一月モカ・ルヤウナオ話ダツ

未だ︸月もた＼ざるに︑

かの書師は突然錦り下れり︒

十一483図

ミタ︒

リニナツタノダラウト思ツテ聞イテ

タノニ︑ドウシテコンナニ早クオ蹄

九伽1

︿略﹀︒

廣直してみた島屋の大志出しは︑

︿略V︑いろくに利用する事 五223 美しいびらで︑一月も前から
が出來る︒又︿略﹀︑援兵を頼んだ

十585

窯から皿を出してみたが︑︿略﹀︒

十491

窯から皿を出してみたが︑︿略V︒

十4810

て働かなければならない︒

九佃5圏

九献10

ゐますね︒

さい北斗七得点やうなものが出來て

九898囹

らないのがあるから︑︿略﹀︒

に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

九866園それに︑たくさんの星の中 或は右に或は左にあらはれるのは︑

︿略V︑見なれない草に︑虞赤
スナハチ一間鯨モアルツバサ

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

ヲハツテ︑五分ノ鶴羽バタキーツセ

八492

な美しい實が一つなってゐました︒

八344

です︒

﹇ツニツト

たら︑もう黒くごまをふいて
白ウサ氏寺

ゐました︒

四151
カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑
︿略﹀︒

四218山一つむかふの村にを
ぢさんのうちがあります︒

おとよ︑お前はものが言へ

るやうになったのか︒ありがたい︒

八887園

もう一つ何とか言っておくれ︒

六914 こんな山城一つ︑何程の事が
あるものかと︑賊が城の門まで攻上

わしの聲が聞えるか︒聞え
郷里の家は︿略﹀と︑二畳の

りするに使ふのも其の一つである︒

太陽の影響を受けぬものは一つも

えいきやう

白・黒・うすかば色︑十幾 十一14 地球上に存在するもので︑
ない︒

ところが此の大きな太陽も︑
る小さな星の一つと同じものだとい

夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

十一36

羽の鶏一つにかたまり︑頭と頭とを

トセヨ︒ソレが如何ニマレニシテ︑

九447図例ヘバコ・一年ツノ石アリ

ふ︒

つき合はせて︑いそがしげに餌を拾

九132図

そまつな家であった︒

板の間が一つだけの︑至ってせまい︑

八価4

るなら︑もう一つ何か言っておくれ︒

八897園

ると︑︿略﹀︒

六972 賊が千早城一つを持齢してゐ
ると︑方々で官軍が賊のひやうらう
道 を ふ さ い だ の で︑︿略﹀︒

六棚5 池のはたへ行って見ると︑し
一つ取って行って見せよ

やうぶが小指程に芽を出してゐまし
た︒︿略﹀︑

うと思って︑手を 出 す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

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

七601囹 さておしまひに一ついって
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ひとづきあい一ひとびと

人づ

が出島たので︑リンカーンの喜は一

﹇人付合﹈︵名︶1
通りでなかった︒

ひとづきあい

程こい緑の葉の間から︑其の一つ

人通

くが日の色にはえてくっきりと浮

﹇人通﹈︵名︶4

︿略﹀︑りやうがはの歩道に人

停車場近クニナルト︑急二人
人通の多いのは此の大橋で︑

まして人通の多い渡場で落
とは思ひましたが︑︿略﹀︒

しましたから︑︿略﹀︑もうあるまい

七687園

これには電車も通ってゐます︒

六726

通が多クナツタ︒

六337

通のたえることがありません︒

五325

ひとどおり

きあひ

せ

出てみるのが見える︒

一坪

︿略﹀︑機械は電力により

ひと＼なり

一言

になったよ︒あれで八分通だ︒

ひとびと ﹇人人﹈︵名︶50 人人 人々

い家を造って︑人々をあつめて︑其

五422 ︿略﹀︑間もなくたけるが新し

夜がふけて︑人々はかへりま

の祝をしました︒

した︒

五431

五697村の人々は中中大きな仕事だ

とは思ったが︑︿略﹀︑みんな賛成し

奉納の斜日は︑頼朝をはじめ︑

たといふことだ︒

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

六522

まりました︒

郡長をはじめ︑見送の人々は

大ぜいの人々が口々に人夫を

年のよりしがあ

樂なくらしにかへてやる︒

はれさに︑ 人々物を出し合ひて︑

めつゴけし小使の

七963図圃村の役場に三十年︑勤

︿略﹀︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七633

みんな泣いたといふことである︒

七431

人々にかはいがられました︒

宣長はまだ三十歳鯨り︑温 六583 ︿略﹀︑﹁萬じゅく︒﹂と︑

﹇人﹈︵名︶1

人と火

﹇人懐﹈︵形状︶1

人なつかしげに寄り走る

人

和なひと︑なりのうちに︑どことな
とく
く才氣のひらめいてみる篤學の壮年︒

十一741

ひととなり

青苗山の内︑二町三段五畝︑

﹇一坪﹈︵名︶2

ひのき

早く間伐して細材を取る

目的のところでは︑一坪に二本も三

十一373囹

一坪一本の割︒

峯通り檜苗︑其の他縮べて売買︒

十一368

ひとつぼ

七994 正直者の清正は人づきあひが

一

下手なので︑誰一人清正を秀吉にと
﹇﹂月余﹈︵名︶2

りなす者がなく︑︿略﹀︒

ひとつきあまり

月あまり 一月齢り
なれない道を一月あまりも歩きつゴ
本も植ゑるが︑︿略﹀︒

六573 二人は野をすぎ︑山をこえ︑

けて︑やうく鎌倉に着きました︒
ざふ

こん

︿略V︒

湖の上は朝からひじやうな人

﹇人出﹈︵名︶1

六777

ひとで

︹課名︺2

第十五課人と火

ひととひ

十﹇目2
一手桶

﹇一手桶﹈︵名︶1

出である︒

ひとておけ

第十五課
なつかしげ
十一一川1図

﹇一字﹈︵名︶2

鹿の︑春はわけてもやさしく︑︿略﹀︒

ひとはり

一こてく︑大きな土

やがて五人の騎手は多くの

五箇村の人々は各自分の村の

騎手に向って︑︿略﹀︑口々に勢をつ

八78

歩ませて︑鳥居の中に集って來た︒

人々につきそはれ︑しっくと馬を

八72

聲は天地にひ旨きました︒

人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

一針窪々︑金位・銀綜でぬ 七999 ところが昼夜大地震が起って︑

ひをぬひ︑

五954圃

一こてく︑大きな土

一針々々︑金縣・銀綜でぬ

藏の壁をぬる︒

五954圏

ひをぬひ︑
藏の壁をぬる︒

一ばん

民子︑いよく今夜一ばん

﹇一晩﹈︵名︶1

︿略﹀終に學校に入ること 五496園

ひとばん

其の言草をとったり︑虎や

人と火

十一657

一通り

ひとなつかしげ

然レドモ飲料水ノ得ガタキ

﹇一通﹈︵名︶4

中尉の固く結んだ口もと︑す

十一9610

はなかく一通りでない︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十一522

通りでない︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

九秘7

一通りはわかりました︒

もう三月になるので︑土地の様子も

九38團此のトラック島へ來てから

ひととおり

ハラヒテ水ヲ買フ︒

所ニチハ︑一手桶何程トイフ代贋ヲ

九餌2図

人出

て働き︑印刷も切断も人手を要せず︑

十ニー85図

十382 村はつれにある︑うちの雑木ひとで ﹇人手﹈︵名︶1 人手

一包

山を開墾し始めてから︑もう﹁月鯨
﹇一包﹈︵名︶3

りになる︒

ひとつつみ

償も安く︑一包十箱が十銭ぐらゐで

八佃7 マッチはちょっとした物で︑
買はれる︒

八筋2 たとひ休まず働いても︑一人
で一日に一包は造れまい︒

一つ一

銭ぐらゐで責っても︑さうおうにま

八塒2 したがって一包のマッチを十

﹇一一﹈︵名︶3

うかるのである︒

ひとつひとつ

つ 一つく
十36図 平生きはめて御質素にわた
らせられし御有様︑ 一つくの御品
の 上 に う か ゴ は れて︑︿略﹀︒

十︸155園 成績物は一つ一つ自分の
力のこもったもので︑皆一生の記念
になるのだ︒

︿略 ﹀ ︑ 枝 と い ふ 枝 に は も う

黄金色に色づいた實が︿略﹀︒黒い

十一一208

ひとふで一ひとふり
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けてるる︒

た㌧いて︑﹁︿略﹀︒﹂などといった︒

さんと樂しみ居り候︒

つかれ果てた人々も︑親子の

︿略V︑全く元氣を回復した

し︑︿略﹀︒

十939

人々︑

はうき手にく

語りつ＼來る若き

さいはひ附近の田で働いてゐ

今朝とく出でし兄も交れり︒

此方をさして

十907図圏

︿略﹀︑

人々は︑親子にあつく再生の恩を謝

十289

くと力をそへる︒

勇ましい働にはげまされて︑我も

十283

家へと向つた︒

人々をボートに牧点し︑︿略﹀︑我が

八113 耕造方の人々は耕造の肩を 十281 親子は非常な危瞼ををかして︑
八122 信作方の人々は之を聞いて︑
﹁︿略﹀︒﹂といったので︑︿略﹀︒

ガシクナリテ︑︿略﹀︑ユルく歩ク

八589図 近年人々ノ生活次第ニイソ
ガ如キ者ナシ︒

八755 一日祝賀會の席上で︑人々が

かはるぐ立って︑コロンブスの成
功 を 祝 し ま す と ︑︿略﹀︒

八766 人々は何の爲にこんなことを
いひ出したかと思ひながら︑やって

た村の人々に助けられ︑何れもぬれ

見ましたが︑︿略﹀︒
おほっきげんたく

九286 盲爆は︿略﹀︑間もなく江戸
う だがはげんずる

へ出て︑宇田川玄随・大槻玄澤など

ひ︑︿略﹀︒

此のやうに︑人々相互の間
の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一195

等の人々をさしおいて︑︿略﹀︒

のある者もあったのに︑主人はそれ

状を持って來た者や︑りっぱな學歴

十桝5

ねずみのやうになって家に饒つた︒
せうかい
︿略﹀︑中には知名の人の紹介

の人々をたよって︑一心に西洋の學
問を勉強した︒

九502 會社では︑幾皇もある精米機
械が電力で勢よく廻り︑四五人の若
い人々がぬかだらけになって働いて
ゐました︒

九526園 さうして人々に推されて︑

︿略﹀︑在家は其のやうな不

法な行が再びされないやうに︑其の

十︻1910

犯罪者をこらし︑又世間の人々のい

町の銀行の頭取になった︒
﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄ と いって︑資本を出さうと

九546園 町の人々は之を見かねて︑

若し裁判が無いとしたら︑

ましめにもせねばならぬ︒

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

一銭をも留めざるに至れり︒

十一伽7図

ふかの口はもうほとんど子

供に届いてみる︒﹁あっ︒﹂と︑思は

十一582

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一一871図 デレンは各地の人々來り

や︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人々は自由な大氣を 心とは︑強く人々を感動せしめしに

ず人々が叫んだ︒

十一653

呼吸しながら︑土の香に親しんで樂

を世界の人々と土ハにせずにはみられ

十一一961 ︿略﹀︑やがて此の尊い心境

︿略﹀我々は︑︿略V︑又之 集りて交易をなす虜なり︒

しげに働いてみる︒

十一784

を考案した昔の人々に回して別段感

ぬといふ慈悲の心が︑︿略﹀︒

まで教を受けた人々が四方から集つ

とく
十一一985 危篤の報が傳はると︑これ

大勢の人々が熟したる

謝の念を起すこともない︒

コーヒーの實を手にてこき落し︑之

十一欄7國国

を集めてみぞに投入れ候へば︑︿略﹀︒

て別れを惜しんだ︒
ほら

十一一期7此の洞穴と︑︿略﹀僧の根

それであるから人々は常に
自治制の本旨を辮へ︑協同一致して

十一備3

そこで人々はく略Vと相談

氣とを見た村の人々は︑今更のやう

に驚いた︒

盤面の福利を増進することを心掛け
ねばならない︒

かうして又幾年か過すうち

せて︑

五613韻︿略﹀︑七つの色をならば

ひとふで ﹇一筆﹈︵名︶1 一筆

た︒

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

十二柵10

して︑其の方法をも取りきめた︒

喜捨を受けたる此の金︑ 十二佃2
之を一切経の事に費すも︑うゑたる

十一175図園

人々の救助に用ふるも︑︿略﹀︒

すなはち喜捨せる人々に

き

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

十一梛8図

く救助の用に當てたりき︒

がかいたか︑虹の橋︒

一冬ごして︑春には池の水が

ふしぎに思って︑尾をさいて

り出ました︒

ごらんになりますと︑つるぎが一ふ

五123

ひとふり ﹇一振﹈︵名︶2 一ふり

一ぽいになった︒

五756

く略V︑人々のくるしみは ひとふゆ ﹇一字﹈︵名︶1 一嘗

空のゑぎぬヘ一筆に︑ だれ

方に大匠謹起り︑人々の困苦は前の

ききん

十一伽5図然るに︑此の度は近畿地
出水の比に非ず︒

十一協7図

鐵眼こ＼において再び意

日々にまさりゆくばかりなり︒

十︸伽9図

を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

人々の同情は集ってみるし︑ 十﹁226

す る 者 も あ っ た が︑︿略﹀︒

人々相互の孚がはてしなく行はれて︑

九5410園

商費の仕方は十分心得てみるので︑

の事業を中止し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の資金を以て力

の及ぶ限り廣く人々を救ひ︑又もや

十一伽10図

︿略V︒

人人は叫び聲に驚きあわて
て︑我先にと船へもどって來る︒

十一562

︿略﹀︒

︿略﹀︑章台絶塵にて話し

方の時間に話し︑同級の人々を驚か

心身2圏團
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ひとまくり一ひとり

一本

ヒテ小屋根ノ上ニカ・グルニ至レリ︒
﹇一本﹈︵名︶1

五94園

をうち

私どもにはもと娘が八人ご
やまた

ざいました︒それを八岐の大蛇が來

たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

五95圓もう此の子一人になりまし

て︑毎年一人つつたべました︒

一矢

ひとり

で︑ 一山は十俵つつです︒

﹇一人﹈︵名︶63

一人

三461しってみるものは一人

ひとり

もありません︒

三824むかし一人のれふしが

﹇人のくわんちよが其の

松原を通りました︒

﹁︿略V︒﹂といひながら︑みほの

四618

下に立って︑まねいて居ます︒

其の時一人の家來がす

スカレマセン︒

︿略﹀︑先生が知らない生徒を
︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

一人つれてお出でになりました︒

五31
五85

んが︑一人の娘を中において泣いて
ゐました︒

なるぞ︒

七247此のおばあさんにむすごが一

此の時此所に來りしは﹇人

人あるのださうだが︿略﹀︒

の武士なり︒

七313図

よって明日たがひに勇士を

方のものが川中島を取ることにして

一人つつ出して組討をさせ︑勝つた

七462囹

は︒

二人の者が山の中を通ると︑
熊が出て來ました︒﹇人は早く見つ

くま

五978

けて︑木の上へにげ上りました︒

上杉方からは小さな馬に二つ

た小さな鎧武者が一人あらはれて︑

ようひむしや

一人はもうにげる間がないの 七469
で︑地にたふれて︑死んだふりをし

五981

渡るといっても︑自分一人で

﹁︿略﹀︒﹂と名のった︒

此の二見すばらしいなりをし

た一人の男が︑人夫と渡賃を高いや

七641

は渡ることは出富ません︒

く略V︑私の村から︑今歩兵 七628

てるました︒

六405圏

になって來てるるのは私一人だけな
のだ︒

すいと言ってあらそってゐましたが︑

どの町村からも︑歩兵が一
番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

六416団

あなたは今朝一人で川をこ

﹁おい娘︑兵士が一人來た

正直者の清正は人づきあひが

下手なので︑誰一人清正を秀吉にと

七995

らう︒﹂﹁い＼え︒﹂

七912園

居った︒﹂

﹁いつもより早いのに︑よく参って

七772園 ﹁そち一人か︒﹂﹁はい︒﹂

した方ではありませんか︒

七665園

の人である︒

此のあぶない川を一人用こしたほど

七654 ︿略﹀︑渡賃が高いといって︑

一人で川へはいって行きました︒

七餌4 ︿略﹀︑着物をぬいで頭にのせ︑

︿略﹀︒

十二人いるうち︑十一人まで

村からは私一人だ︒

六512

はありましたが︑あとの一人があり
ません︒

ない者はありませんでした︒

いて守った︒

中

中の一人は僕

君︑此の長き行列の
の一人は君にして︑

七58図圏
なるぞ︒

君︑此の長き行列の

の一人は君にして︑中の一人は僕

七61図囲

中

四712 一人ハタイソウ皆サンニ 六802 元の兵は一人も上陸させぬと
いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ
スカレマスガ︑一人ハアマリ

スカレマセン︒

四711 一人亀住イソウ皆サンニ 六餌1 ︿略﹀︑頼朝をはじめ︑居合は
せた者に︑だれ一人もらひ泣きをし
スカレマスガ︑一人ハアマリ

すみ出て︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四634

にまみります︒

︿略﹀︒

庭に﹇本なつめの木︑

﹇一矢﹈︵名︶1

弾丸あともいちじるく︑

九398図鑑

ひともと

十688園 ︿略﹀︑これに具足一領︑長

一まくり

刀一ふり︑又あれには馬を一匹つな
いでもってをります︒
﹇一塁﹈︵名︶1

なかなかむつかしさうです︒

れを一矢でいおとすことは︑

四626いくら弓の名人でも︑こ

四391園風は﹁何︑一まくりに ひとや

ひとまくり

一先づ

して見せよう︒﹂とはげしく吹立
てました︒

﹇一先﹈︵副︶1

一むら

一目

六27 一番下は四面︑一番上は一二

六836 ︿略V︑敵は一先づ沖の方へしひとやま ﹇一山﹈︵名︶1 一山

ひとまず

一むち

りぞいたが︑又おしよせて來るのは
明らかである︒

﹇一鞭﹈︵名︶1

七二7 謙信は馬に一むちくれて︑信

ひとむち

﹇一群﹈︵名︶1

玄 の 本 陣 に 切 り こみ︑︿略﹀︒

ひとむら
︿略﹀︑松の一むら立ってるる

﹇一目﹈︵名︶3

中に︑石のらうがありました︒

六612

ひとめ

一目二見エマ ス ︒

三 4 8 5 ソ コへ上ルト︑私ノ村
ハ

六515 頼朝は一目見た上でと︑萬じ
ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︑さつそ
く舞姫にきめました︒
眺望 塁 で 眺 め る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

人目

さしもの大きなパリー市も殆ど一目

十二336団

﹇人目﹈︵名︶2

に見えます︒

ひとめ

ノ名︑主音等ヲ記シテ︑人目ニツキ

八587図 スベテ看板ハ商品又ハ職業
ヤスカラシメントスルモノナリ︒

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

八593図 ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

ひとり一ひとりむすめ

500

りなす者がなく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑もはや朝鮮に日本の

七川2 まだ誰一人城に登って居りま
せん︒

七穴3園
武士は一人も居らぬ︒

八62 それは氏子の五箇村から︑子
どもの騎手を一人 置 つ 出 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

つて︑年は同じく十五歳︒

八67 一人は信作︑一人は耕造とい
八67 一人は信作︑一人は耕造とい

たとひ休まず働いても︑一人

こんなに安く士買れるであらうか︒

八脳2
分業で仕事をする時︑誰か一

で一日に一包は造れまい︒

八鵬7
人の手ぎはが悪いと︑全膿の出來ま
でも悪くなる︒

あらゆるものはやみとい
安

ひとり目ざむ

黒きとばりにおほはれて︑

九16重圏
ふ
き眠に入れるなり︒
る古時計︒

九459図之二反シテ︑同ジヤウナル

はいって來ましたが︑それを見ると

月を見てゐませう︒﹂と︑ひとり

︿略﹀︑﹁うん︑郵便函といつ

ごとのやうにおっしゃいました︒

五903

すぐに立って︑︿略﹀︒

たのはこれだな︒﹂とひとりごとを

お漬してから︑私はひとり

で歩きながら自分の始末のわるいこ

十一181

言って行く者があります︒

とロリ

とを考へて︑︿略﹀︒

れわれの仲間を生けどりにすること

も分らないのは︑あの弱い人間がわ

十一259図夜ふけに及んで︑鉢峯を 六278 大きな虎が山おくで︑﹁どう
守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

だ︒﹂とひとりごとを言ひました︒

がかんなど猫冒してみたりければ︑

もすがら寝ねずして︑明日はかく垂

十一4610図 ︿略﹀︑書師は前の如く夜

言す ︽iシ︾

ひとりごと・す ﹇独言﹈︵サ変︶1 濁

二人は外の者からずっと離

望み見るに︑︿略﹀︒

十一554

れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを
してみた︒一人は老砲手の子である︒

十一692

つて︑年は同じく十五歳︒
馬五匹アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑

即ち一人の貿易商が外人の
もう人にはたよるまい︒

手傳をする者が一人へり二

﹇一人﹈︵副︶1

ひとり

ヨクキレルカンナガスウ

ツト板ノ上ヲ通ルト︑カンナ

四602

クヅガヒトリデ一一クルリトマハ

ツテスベリオチマス︒

分業で造ると︑︿略V︑

︻

ひとりひとり ﹇一人一人﹈︵名︶1 一

八価9

人千々

人々々別々になって造るのとは比べ

ものにならない︒

つち

茶屋にはおばあさんが一人ぼ

柿右衛門はひとり我が國内にひとりぼっち ﹇一人﹈︵名︶1 一人物
おいて古今の名工とた＼へられてる

十4910

ひとり

の老僧から離れるやうになった︒

人へりして︑はては又村人全野が此

十二欄1

自分一人で修行をしよう︒

十二941園

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︒

十二235

べては一人で樂しんでみた︒

︿略﹀︒
十ニー01 ︿略﹀︑尋物を集めることが
がら
ひとりでに ﹇独﹈︵副︶一 ヒトリデニ
すきで︑貝殼や皆無などを室内に並

小僧一人だけ自由に室内に

八335 昔朝鮮に一人の婦人があって︑

出入させて︑いろくの用を足させ

る者はない︒

くさに出でし直なれば︑定めて不自

九百10図画園

しかし今の戦孚は昔と違つ

由なる事もあらん︒

九佃4園

て︑一人で進んで功を立てるやうな
ことは四丁ない︒

弟子たちも此の主人を見限つ
て︑一人逃げ二人逃げ︑今は手助す

十469

た︒

民田ントスル人タぐ一人ナルトキハ︑

︿略﹀︒

毘沙

廣き工場にたゴ

︿略﹀︒

︿略﹀︑

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝
九843図無

晩神様にいのってゐました︒
︿略﹀︑一人の子どもに二人の

一人︑

八361

實母はないはずといって︑いろいろ
門天を刻みみき︑

安ちいさんは一心に

調べますが︑︿略﹀︒

︻人の男が﹁︿略﹀︒﹂

一人の子が論罪の爲い

八467團祖母一人孫一人の事だから︑ 九欄5 それでも誰一人敵に後を見せ
︿略﹀︑ゆっくり看病してお上げなさ
い︒

八467團 祖母一人孫﹁人の事だから︑
︿略﹀︑ゆっくり看病してお上げなさ
い︒

︿略 ﹀ ︑ 五 日 で も 十 日 で も ︑

一人で寝起の出立るまで︑ゆっくり

八468團

︿略﹀︑

看病してお上げなさい︒
八756

七244

︿略V︑老夫婦のなぐさめとな

るものは︑氣だてのやさしい一人娘

十248

ひとりむすめ ﹇独娘﹈︵名︶1 一人娘

つちで菓子やわらちを二ってるる︒

るばかりでなく︑︿略﹀︒

︿略V︑主人はそれ等の人々を ひとりごと ﹇独言﹈︵名︶3 ひとりご

る人さへも無くなった︒

と

十梱6

さしおいて︑或一人の青年をやとひ

︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

といって冷笑しました︒

入れた︒

八862

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい

談話の最中に﹁人の老人が

三798 おばあさんが﹁ふみ子も
こんやはきっとあちらでこの
十槻3園

つて來られた︒

八欄8 しかし之を一人で造るとして︑

501
ひとをまねくてがみ一ひのまる

のグレース︑ダーリングであった︒

ひとをまねくてがみ ︹課名︺2 人を
招く手紙
八目19 第二十七 人を招く手紙
﹇雛﹈︵名︶3

ヒナ﹇▽おひなさ

八二1 第二十七 人を招く手紙
ひな
ま

﹇日入﹈︵名︶3

あったといふが︑︿略﹀︒

ひのいり
入

日の入

日

ぞ︒

ひのき

十寸6図青年團の事業の一として︑
杉・檜の植林を螢めり︒

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

僕がお手許して植ゑたあの

らう︒

けれども日の出や日の入に 十一402

は︑日光が波にうつって︑水の色が

七544園
金色になりますし︑︿略﹀︒

の鶴に筆を取らず︑唯杉戸に檜一

しが︑︿略﹀︒

り︒

あ り

﹁地藏山の内︑二町三段目

ひのき
﹇檜苗﹈︵名︶1 檜苗

高く近時皇湾阿里山の檜また有名な

ひのきなえ

ひのき

畝︑峯通り檜苗︑其の野土べて杉

十一367

せ

苗︒一坪一本の割︒﹂︿略﹀︒

シモアリマス︒

﹇65

けれども日の出や日の入に

は︑日光が波にうつって︑水の色が

七544囹

金色になりますし︑︿略﹀︒

十一908園此の頃の日の出や日の入

こんな事を知るには﹃日

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

十一4810図園

十一89図

し

一日土ひのとうし︿略﹀

ひのとうし ﹇丁丑﹈︵名︶1 ひのとう

出﹂﹃心入﹄﹃月齢﹄を見る︒

十一909園

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒
十一一459図 今節の主要なるものを墨
ひのき
ら・くぬぎ等なり︒

ぐれば︑杉・檜・もみ・︿略﹀・な

を見て︑其の意を得たれば︑︿略﹀︒

く略V︑東國へ下る上す

となく物足らぬ所ありて氣にか﹂り

十一488図園庭に書がきたる檜︑何ひので ﹇日出﹈︵名︶3 日の出 日出

本を壼がきて東國へ出立しぬ︒

十一908園此の頃の日の出や日の入 十一482図 ︿略﹀︑壼師又かのふすま ひのし ﹇火製斗﹈︵名︶一 ヒノシ
ひのき
モノサシガアリマス︒ヒノ
は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒

十一909園

五272 ツバ口唱コチラニ居ル五二︑
人ノ家ニスヲ作ツテ︑ヒナヲソダテ
出﹄﹃筆入﹄﹃月齢﹄を見る︒

こんな事を知るには﹃日

マス︒

ま

分ひのえうま︿略﹀
ひのえうま︿略﹀

いつも

ある時︑出雲の國のひの川の

﹇簸川﹈︹地名︺3

十一89図
ひのかわ
ひのかは

五78

簸川

ひの川

二日金○自前○時五十三

八504 春ノ初三一三ノ卵ヲ産ミ︑五 ひのえうま ﹇丙午﹈︵名︶2 ひのえう
週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒

ヒナマ

クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ

八505 ヒナヲ育テル言辞最モ氣が荒 十一89図
時デアル︒

﹇雛祭﹈︹単名︺2

ひなた ←かげひなた
ツリ

ひなまつり

︿略﹀︑中にも其の用途の
廣きは杉及び檜なり︒

十二463図

りになりました︒ひの川が血になつ

易に増殖せらる＼貼において檜にま

十一89図

ひっし

ひのき

そ

そ

三日土ひのとひっし

雪白の地に紅の日の丸を

ひのまる ﹇日歩﹈︵名︶2 日の丸

ゑがける我が國の國旗は︑最もよく

十二612図

我が國號にかなひ︑︿略﹀︒

更に思へば︑白地は我が

を表すものともいふべきか︒

の丸は熱烈燃ゆるが如き愛國の至誠

國民の純正潔白なる性質を示し︑日

杉は吉野杉・秋田杉を以 十二615図
き

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒
十二4810図

き

︿略﹀︑檜は木曽産の聲讐

て第一とし︑檜は木曽産の聲答高く
＜略﹀︒

十二491図

︿略﹀

さり︑︿略﹀︒

十二468図然れども材の優良にして

のかは

十一一46図園此の川は古の簸川に

そ

十二473図 もみ・つがは土ハにそり又
の
は伸び縮みすること著しきを以て︑

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒
此の川の川上なり︒

檜

頭が八つ︑尾が八つある大

﹇檜﹈︵名︶14

き

先生の説明によれば︑當社
の用材は主として木曽産の檜なりと

十31図

の木が生えてゐます︒

蛇で︑︿略﹀︑せ中には︑ひのきや杉

五103園

ひのき

ひのき
ひのき 檜

して︑かのをうち退治の演説あるは

ひ

て流れました︒

五117

はし

はたをお通りになりますと︑川上か

︽一

︿略﹀︑大蛇をずたずたにお切 十二464図殊に杉は人爲によりて容ひのとひつじ ﹇丁香﹈︵名︶1 ひのと

ら箸が流れて來ました︒

火縄

四842 二十ニ ヒナマツり
﹇火縄﹈︵名︶1

四目11 二十ニ ヒナマツリ
ひなわ

九661 火縄一本の煙草ぼんのまはり

ひねもす

には︑人の山が出來て︑いろいろの
﹇終日﹈︵副︶1

話が出る︒

ひねもす

十m3図圏 ︿略﹀︑ 金銀珠玉を ち
あかざる宮居︒

﹇捻﹈︵五︶1

ひねる

りばめなして︑ ひねもす見れども
ひね・る
ル︾

うか︒﹂と言って︑首をひねる者も

五721 ﹁そんな大きな池がいるだら

ひのみ一ひまし

502

ひのみ
見

﹇火見﹈︵名︶2

ヒノミ

火の

ヒノミノカネガナツテ

︿略﹀︑急に川水の音がこう

ヰマス︒ピケシガトンデイキマ

一32一
ス︒

五855団

日の御

くと聞えて去て︑聞もなく火の見
﹇日御竃﹈︵名︶1

で冷しようをうち出しました︒
ひのみはた
つし

﹇薄葉﹈︵名︶4
ひのき

ひば

ひば・松・落葉松は何れ

ていかう

火ばち

等︑各其の特性を具へたり︒
つがる

﹇火鉢﹈︵名︶3

︿略V︒

火鉢

フチニ置イテ︑手工ヲシテヰ生時︑

六652 昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ

び出されました︒

︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

火花

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六653

﹇火花﹈︵名︶1

シテ拾ヒバジメタ︒

ひばな

ヒバリ

ア

ひば

雨竜は入りまじって︑火花を

﹇雲雀﹈︵名︶2

ちらして戦った︒

七個5

り

ひばり

︿略﹀︑ムギ畠ノ上期ハ

日々

かげろふもえて野は晴

鳴くやひばりの聲う

サハヤクカラヒバリガサヘヅ

三22
ツテヰマス︒
ら＼かに︑

十一122図圃
れわたる︒

日日

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

やがてベルリンに入って

君と親とに眞心を捧げ蓋く

ひへい

悲

鎌倉宮にまうでては︑

﹇悲憤﹈︵名︶1 悲憤

憤の涙わきぬべし︒

盛させぬ親王のみうらみに︑

み こ

十二暫5図圏

ひふん

ることは︑今更いふまでもない︒

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た

十二悌1

ふれてみて︑︿略﹀︒

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ

十二355団

物すごいひびきは激雷の如く︑びふう ﹇美風﹈︵名︶2 美風

且vじひびき

九297

︵五︶1

ひご

ラッパのひ乏きや大砲の音に︑

大地もふるひ︑︿略﹀︒

九欄4

﹇響渡﹈

北風の心は先づ勇みたつ︒

︿略﹀︑先づ﹁爾舷直︑整

︽ール︾

ひびきわた・る
き渡る

九643

列︒﹂のラッパが一きは高くひ零き
渡ると︑︿略﹀︒

︽ーイ・ーキ・ーク︾

ひび・︿﹇響﹈︵五︶5ひびくひg
く

﹇皮膚﹈︵名︶1

﹇皮層﹈︵名︶1

皮膚

底部

交ってみるので︑︿略﹀︒

ひぶ

ひへい

ける自國の疲弊を回復するため盛に

これが五日もつ窒くと︑ひ

﹇干乾﹈︵名︶1 ひぼし

活動してみるのには全く敬服しまし

た︒

ぼしだ︒

六206園

ひぼん ﹇非凡﹈︵形状︶1 非凡
つる
十一468図 其の書がく所皆鶴にして︑

ひまεおひま・

信玄は刀をぬくひまがない︒

﹇暇﹈︵名︶1

筆勢非凡︑丹青の妙音ふべからず︒

七糾9

みうりの火は次第におとろ

ひま ﹇隙﹈︵名︶1 ひま

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ

十657図

すが如し︒

五735 ﹁︿略﹀︒﹂などと言ふ者が出て

元來ゴム液は︑幹の二部と ひまし ﹇日増﹈︵名︶2 日まし
木質部との間にある乳管組織といふ

十一525

ひぼし

ところが或夜大地震が起って︑

三328ざぶざぶおちる水のおと︑ひへい ﹇疲弊﹈︵名︶1 疲弊
とんとんひびくきねのおと︑
十二356圏 く略V︑彼等が大戦後にお
︿略﹀︒

人家堂塔一時に倒れ︑人々の泣叫ぶ

七999

聲は天地にひ窟きました︒

又日々に奉る供へ物には︑

﹇日日﹈︵名︶6

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

十31図

ひび

由なるが︑︿略﹀︒

そう

れ︑起床ラッパは勇ましくひ9き︑

ひびき

ひgき

︿略﹀︑人々のくるしみは

﹇響﹈︵名︶2

おんひま

其の最初の一音が既にきや ひま

間もなく食事用意のラッパが

といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑

十968図支那の宋朝の末︑北方に元 九625 ︿略﹀︑朝の静かさが忽ち破ら

ひふ

うだいの耳には不思議にひ誓いた︒

十二415

ひ球く︒

九665

︿略V︒

されど直参の大勢日々に非

宋の領地ををかし＼かば︑︿略﹀︒

十979図

にして︑天祥の誠忠を以てしても如
何ともすることあたはず︒
︿略﹀︑御前様にも日々學
校に御通ひなされ唱言︑安心致し候︒

十鵬5㈱団

ひびき

日々にまさりゆくばかりなり︒

十一伽7図

大切なものだ︒

四414︿略﹀︑そこへ火ばちや机 十一918園 かういふやうに︑暦はわ 十一93 租界には皮膚の色の違ひ︑
たしたちに日日の事を教へてくれる
言語・風俗の違った幾多の人種が入
や本箱やいろいろな物がはこ

ひばち

く産す︒

十二491図 ひばは津輕半島に最も多

︿略﹀︑落葉松は一種の品位を有する

十二478図 ひばは抵抗力を有し︑

る廣し︒

以て建築・土木・造船歯舌の用途頗

も堅くして︑耐久・耐灘の性あるを

十一一477図

ば・︿略﹀・くぬぎ等なり︒

ぐれば︑杉・檜・もみ・つが・ひ

十二459図 今其の主要なるものを畢

ひば

めき立てり︑日の御旗︒

九438図圏 砲音たえし砲皇に ひら

浜

503
ヒマラヤさん一ひゃくじゅうに

へった︒

重て︑手つだひに出る者は日ましに
十一撹図

くねんまえ

伽

第二十三課南米より︵父
百九

電報⁝⁝⁝百九

﹇百九倍余﹈︵名︶

第二十五

﹇百雷﹈︹課名︺1

百九倍馨り

百五十爾

十二目14

第二十七課

我が響胴性の

﹇百三十年﹈

長所短所⁝⁝⁝百三十二

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

にげまどへど︑︿略﹀︒

第二十三

手紙⁝⁝⁝百十一

ひゃくじゅういち ﹇百十一﹈︹課名︺2

百十一

百十九

ひゃくじゅうく ﹇百十九﹈︹筆名︺2

ソン⁝⁝⁝五十一

十二目9第二十二課トマス︑エヂ

これは今から百三十年ばかり 九目11

百三十年

ひゃくさんじゅうねん
︵名︶1

しもつけ

九2710

百三十萬倍

﹇百三十万

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で
起つた事で︑︿略﹀︒

倍﹈︵名︶1

ひゃくさんじゅうまんばい

二

﹇百四五十人﹈

﹇百四十度﹈︵名︶2

父から⁝⁝⁝百四

﹇百四﹈︹署名︺1

三十萬倍に當ってみる︒

六目16

ひやくし

ひやくしじゅうど
雌

七2男呼
七3図照
百四五十人

ひやくしごじゅうにん
︵名︶1

百四

百七

人を招く手紙⁝⁝
百十

乃木大言の幼年時

﹇百十﹈︹課名︺3

第二十七

﹇百七﹈︹課名︺1

方は三百人以上もあった︒

八目19

ひやくしち

⁝百七
ひゃくじゅう

第二十八

日光山⁝⁝⁝百十
孔明⁝⁝⁝百
百獣

⁝⁝百十九

十一一目11 第二十四課 菖師に呈す⁝

百十五

第二十三課電氣の世の中

ひゃくじゅうご ﹇百十五﹈︹課名︺1

⁝⁝⁝百十五

十一一目10

百十三

自治の精神⁝

注文⁝⁝⁝百十三

第二十五課

第二十六

ひゃくじゅうさん ﹇百十三﹈︹課名︺2

七目16

⁝⁝百十三

十一目12

第二十四

水兵の母⁝⁝⁝百

ひゃくじゅうし ﹇二十四﹈︹課名︺1

百十四

十四

九目12

ひゃくじゅうしち ﹇百十七﹈︹課名︺1

百十七

と少年⁝⁝⁝百十七

十一目13第二十六課ウェリントン

ひゃくじゅうに ﹇百十二﹈︹課名︺1

獅子の目は火の如くにもえ︑ 百十二

﹇百獣﹈︵名︶1

第二十四課

第二十一

代⁝⁝⁝三十

八目20

十目8

十一目11
十
ひゃくじゅう

七309図

十九

さうして其のさしわたしは 十一110 ︿略V︑其の容積は地球の百 九目13 第二十五 選塞・ノ日⁝⁝⁝百

三十五萬四千里︑即ち地球の百九倍

十一110

1

ひゃくくばいあまり

七目15

ひゃくく

の通信︶⁝⁝⁝百﹁

十一目10

九121図井戸に近き柿の木の︑日まひゃくいち ﹇百一﹈︹画名︺1 百一
しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに
早手よし︒

六76園 印度のヒマラヤ山は世界一

ヒマラヤさん ︹地名︺2 ヒマラヤ山
いんど

しゃか

で︑たしか三万尺近いとおぼえてる
る︒

ヒマラヤ山のふもとカピラバスト王

十二909 繹迦は︿略﹀︑北インドの

﹇百五十坪﹈︵名︶1

廻りに當り︑︿略﹀︒

ひゃくごじつつぼ

國の太子として生れた︒

ひめ ﹇姫﹈︵名︶1 姫←おとたちば

満ちくたり︒
︵名︶1

ひゃくごじゅうりょう

百三

小判が百五十爾はいって居 八135 一方は百四五十人で︑他の一

一

分業⁝⁝⁝三三

入台下の兄へ⁝⁝⁝百三

﹇百三﹈︹課名︺3

六目15

ひゃくさん

第二十六

﹇百三十﹈︹高名︺1

第二十一課青の洞門⁝⁝

八目18

十二目8
⁝百三

見識高徳⁝⁝⁝百
﹇百三十二﹈︹課

第二十七

ひゃくさんじゅう

百三十

十目14
三十

百三十二

ひゃくさんじゅうに

名︺1

﹇百五十両﹈

保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

此の版木は今も萬福寺に

百五十坪

火持

十一伽5図

なひめ・おとひめ・おひめさまがた・
まいひめ・まんじゅのひめ

﹇火持﹈︵名︶1

﹇▽つけひも

いて︑姫は中にはいりました︒

六608 うばを門のわきに立たせて置
ひも

ひもち

ひもとく

ります︒︿略V︒

八323 炭に焼く木は︑主にならとく 七676園

﹇紐解﹈︵四︶1

ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ
い︒

ひもと・く
︽ーク︾

百

十一川3図圃︿略﹀︑ 出でては日毎
ふみ
畑を打ち︑ 入りては机に書をひも
﹇百﹈︹課名︺3

とく︒

ひゃく

五目14 二十六 東京停車場⁝⁝⁝百
六目13 第二十五 芽⁝⁝⁝百

十目6 第十九 温室の中⁝⁝⁝百
ひゃく ﹇百﹈︵名︶1 m﹇▽やくひや

﹇百十余年前﹈

十目9 第二十二 捕鯨船⁝⁝⁝百子
二

ひゃくじゅうよねん ま え

十目11

たしかな保謹⁝⁝

第二十七課ガラス工場・・．

第二十四

⁝百二十一

十一目14

連れて月代りに三人の娘の許に身を
リや王は百人の家來を連れ

寄せ︑︿略﹀︒

十二η一

七目14

ひゃくはち

百年飴り前

﹇百年余前﹈

︿略﹀リンカーンは︑今か

チャールズ︑ダーウィンは

第二十四

百八

彼岸⁝⁝⁝百八

﹇百八﹈︹属名︺1

今から百年鯨り前イギリスに生れた︒

十二98

田舎の貧しい家に生れた︒

ら百年饒り前︑ケンタッキー州の片

十一948

︵名︶2

ひゃくねんあまりまえ

十人に減ずるやうにといった︒

其の上王に百人の家來を五

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

⁝⁝百一一十一

百二十七

十一一714

︵名︶1 百十鯨年前

百二十五
第二十八課

勝安芳と西郷

平和なる村⁝⁝⁝

﹇百二十四﹈︹課名︺

第二十五

百二十四

十目12

2

ひゃくにじゅうし

⁝⁝⁝百二十五

十一目15

1

た︒

百しや

百二十四
第二十六課

隆盛⁝⁝⁝百一一十四

十二目13

鐵眼の一切纒

十二川3図 電燈の獲明せられたるは︑ ひゃくにじゅうご ﹇百二十五﹈︹課名︺
﹇百十六﹈︹課名︺1

今より凡そ百十鯨年前のことなり︒
ひゃくじゅうろく
百十六

﹇百姓﹈︵名︶3

十目10 第二十三 太宰府まうで⁝⁝
⁝百十六
ひゃくしょう

う 百姓
六843 呈しやうも一生けんめいで︑
ひやうらうをはこんだ︒

名︺1

第二十六

百八十四間

赤れんぐわの三階造で︑間口
ひゃくはちじゅうど

1鯉
ユ

﹇百八十度﹈︵名︶

が百八十四間もあります︒

五㎜6

︵名︶1

進水式⁝⁝⁝野鴨 ひゃくはちじゅうしけん ﹇百八十四間﹈

十848園 或日︑此の附近の山へ薪を ひゃくにじゅうしち ﹇百二十七﹈︹課
とりに煮た百姓が︑たき火をしてゐ
十目13

﹇百二十度﹈︵名︶1

﹇百二十二﹈︹課名︺

七2図鮒
百八九十年昔

陣頭に立っては百萬の敵を物

ひゃくまん ﹇百万﹈︵名︶2 百萬

とも思はぬ英雄も︑身命は如何とも

十88

することが出來ない︒

又延いては徳川言及び江

戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す

十二欄4園

までもござりませぬ︒

之をかこんだ賊は百萬騎とい

ひゃくまんき ﹇百万騎﹈︵名︶2 百萬

騎

ふ大軍で︑城の四方二三里の間は︑

六912

人や馬でふさがった︒

賊も︑しまひには十萬騎に減じ︑

六975 ︿略﹀︑はじめ百萬騎といった

︿略﹀︒

上海は支那第一の貿易場で︑

ひゃくまんちかく ﹇百万近﹈︵名︶1

百萬近く

百萬近くの人口を有する大都會であ

十一88

る︒

瀧の幅は︑アメリカ瀧が百齢

ひゃくよじょう ﹇百余丈﹈︵名︶1 百

齢丈

丈︑カナダ瀧が三百鯨丈︑高さはど

九306

ちらも十五六丈あります︒

︿略﹀︑濁流江ニミナギリ︑

タメニ赤シトイフ︒

三三ヨリ海上百里ノ間︑海水コレガ

八215図

百八九十年昔の事であります︒ひゃくり ﹇百里﹈︵名︶2 百里

九十年昔﹈︵名︶1
七619

百枚

連日の雨で︑川といふ川には水があ
ふれました︒

﹇百枚﹈︵名︶1

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

ず︑甚だ残念に存じ居り候︒

へだてたる事とて︑それも心に任せ

いかな日でも葉書の百枚や封 十柳10國団 く略V︑何分百里の山川を
らないことはありません︒

五908

ひゃくまい

今より百二十年ばかり前︑

﹇百二十年﹈︵名︶

第二十五課港入⁝⁝⁝百 ひゃくはっくじゅうねんむかし ﹇百八

百二十二
二十二

十二目12

1

ひゃくにじゅうに

七2図障

ひゃくにじゅうど

十七

ると︑︿略﹀︒

十一276図 五十人の兵は行くく百

百二

姓をつのり︑かゴり火をたかせ︑
りやう

糧食の用意をなさしむ︒

ひゃくど﹇百度﹈︵名︶2㎜
七2図
︒1
七3図
﹇百二 ﹈ ︹ 課 名 ︺ 1

第二十二 北風號⁝⁝⁝百二

1 百二十年

ひゃくにじゅうねん

十二824図

︵名︶1 百二三十年前

十年前﹈

︿略﹀︑自分は百人の家來を

百人

即ち文化五年の四月に︑林藏は幕府

十二661

﹇百人﹈︵名︶3

前に︑

百二十一

ひゃくにん

の命によって︑︿略﹀︒

名︺2

ひゃくにじゅういち ﹇百二十一﹈︹課

をいろくと考へたすゑ︑ く略V︒

此の村の庄屋が︑村のこと

しやうや

五688ところが︑今から百二三十年

ひゃくにさんじゅうねんまえ ﹇百二三

九目−o

ひゃくに

呼

㎜

ひゃくじゅうよねんまえ一ひゃくり

504

505
ひゃくりさき一ひょうきん

ひゃくりさき

﹇百里先﹈︵名︶1

百里

き

二時

︽ーサ︾

い家の前まで來ると︑中からピヤノ
の音が聞える︒

う︒

十二406園

ひやりと

ひゆうっと

喜捨する者もあって︑︿略﹀︒

中でのみを振るふ者もあり︑費用を

ひゆうつと

風がひゆうつとうなって來る

びょういん

びょう﹇▽いちびょう
ヰン
﹇病院﹈︵名︶2 病院病

︵副︶1

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

六195

﹇電﹈︵名︶L

ひよう

費用

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑

﹇費用﹈︵名︶7

︿略﹀︒

これは村の税で︑村の學校
や役場の費用などになるのです︒

これは縣の税で︑並立の學
校や病院や︑其の他道路などの費用

八798園

軍隊や︑裁判所や︑外國と

になります︒

八801園

のつきあひや︑其の他いろくの費
用になるのです︒

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

ケハジメタ︒

これは縣の税で︑羽立の學

校や病院や︑其の他道路などの費用

八797囹

になります︒

ひょうぎ ﹇▽ごひょうぎ︒ごひょうぎく

ぼちが昨日から病氣で︑ごは

びょうき ﹇病気﹈︵名︶4 病氣﹇▽こ

五151

びょうき

んをたべませんので︑學校に居ても

しんぱいでしたが︑︿略V︒

あったといふことだ︒

五763長い間の言誤が病氣のもとで

陣頭に立っては百萬の敵を物

とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも

十89

衛生の設備をよくして危険な

することが出來ない︒

十371

ダーウィンの後半生は病氣

﹇病気勝﹈︵名︶1 病氣

病氣を根絶し︑︿略﹀︒

じゅ

長池を保つことが土着た︒

ん

ひょうきん ﹇剥軽﹈︵形状︶一

九597 ︿略﹀︑へうきんな五平ちいさ

へうき

がちであったが︑︿略﹀︑七十四歳の

十ニー37

がち

びょうきがち

︿略V︑十年の歳月と八億圓の
費用とを費して︑我が大正三年︑遂

十366

研究の爲には︑少からぬ費用

に之を造り上げたのである︒

十466

もか＼る︒

︿略﹀︑其の残部を一村共同

ヰン

院﹇▽やせんびょういん

ぴゆつと

︵副︶1

頭を地に着けさうにします︒

其のそばにある蕾式のピヤ ぴゅつと

六328
へん

︿略﹀︑敵の砲弾が近くで破れ

つして︑其の破片がぴゆつと北風の

聖霊9

﹇俵﹈R▽いっぴょう・しちはち

たてがみをかすめた︒
ひょう
ひょう

︿略﹀︑ベートーベンはピヤ ひょう・じつびょう・しひょう

︽ーシ︾

︵副︶1

窓から吹きこむ朝風のひやり

八792園

彼は再びピヤノの前に腰を ひよう
︿略﹀︑やがて指がピヤノの

だ調は︑︿略﹀︒

鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈ん

けん

十一一438

下した︒

十一一435

顔を照らした︒

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の

十一一425 ︿略﹀︑清い月の光が流れる 五187雲母の時一天にはかにかき曇 ださる

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十一一413

ふ
で︒それに樂譜もございませんが︒

しかし誠に粗末なピヤノ

ノによりかΣつてみるのは妹であら

十一一393

はたと止んで︑﹁︿略﹀︒

七709囹私は此所から百里さきの紀 十一一3710 ︿略﹀︑やがてピヤノの音が

さき

﹇百爾﹈︵名︶1

州の者でございます︒
ひゃくりょう

百六

んであって︑百雨は小さなふくろに

七677園 五十爾は黄色なきれにつ＼

﹇百六﹈︹課名︺1

入れてあります︒

ひゃくろく

冷す

﹇百六十度﹈︵名︶

十目7 第二十 手紙⁝⁝⁝百六

2甜

ひゃくろくじゅうど

﹇ 冷 ﹈ ︵ 四︶1

七2図甜
七2図齎
ひや・す

十一243図 水際に寄りて馬の足を冷
﹇百貫以上﹈︵名︶

さ ん と す る 折 し も︑︿略﹀︒

1 百貫以上

ひゃっかんいじょう

やくする

十二796 三四十貫︑時には百貫以上 ひやひや・する ﹇冷冷﹈ ︵サ変︶1 ひ

もある大まぐろがどたりくと船中

﹁あぶないことだ︒もし宗任

う︒

十伽8図

の有益なる事業の費用にあっる計書

ひゆうがまつ

なり︒

ひうが

其の後は老僧と共に洞穴の

十二495図中にも南部松・日向松は
良材として最も世に著る︒

十二欄8

松

ひうが
﹇日向松﹈︵名︶1 日向

とするのは︑齢程北へ進んだ爲だら

九699

ひやりと

家來どもはひやくしたといひます︒

に悪い心があったら︒﹂と︑義家の

五826

百騎

へ 投 込 ま れ る 光 景は︑︿略﹀︒

﹇百騎﹈︵名︶1

六974 百騎にげ︑二百騎にげして︑

ひやっき

百方

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ
﹇百方﹈︵名︶1

に は 十 萬 騎 に 減 じ︑︿略﹀︒

ひゃっぽう

やすよし

十二伽5 ︿略﹀勝安芳は︑かねてか
ら百方壷策して時局の圓満な解決を
計ってみた︒

︿略﹀︑或小さいみすぼらし

ピヤノ ︵名︶8 ピヤノ
十二375

びょうご一ひよこ
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んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑
はせる︒

びょうご ﹇病後﹈︵名︶1 病後

十一423圓国 御承知の通り當地には

氷山

温泉これあり︑病後の保養には特に
宜しき由に候︒

﹇氷山﹈︵名︶1

表紙

十一825図圃 浪にたゴよふ氷山も︑

ひょうざん

﹇表紙﹈︵名︶1

來らば來れ︑恐れんや︒
ひょうし

びょうせい
ばう

﹇病勢﹈︵名︶1

病勢

十一435憾困實は去月十日頃より感
冒の心地にて引きこもり居候庭︑其

十852園

それから﹃燃える石﹄とい

ふひやうばんが高くなって︑附近の
びやうぶ

秀吉は城の庭にしき物をのべ

﹇屏風﹈︵名︶2

置注では之をとって︿略﹀︒

屏風

びやうぶ

びょうぶ

﹇瓢箪﹈︵名︶一

へうたん

の後とかく病勢衰へず︑︿略﹀︒

ひょうたん

七欄7

︿略﹀︒

それは二二川に沿うて連な

表面

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍

七14図地球の表面には︑海と陸と

ひょうめん

﹇表面﹈︵名︶5

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

びやうぶ

十一一脳5

はせ︑︿略﹀︒

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ

それで山へ行くにも︑へうた

病中

んを腰に着けてみて︑かへりに酒を

五535

﹇病中﹈︵名︶1

買って來ては︑︿略﹀︒

びょうちゅう

病中の祖母も大そう喜びま

﹇表四国﹈︵名︶1

して︑ありがた涙をこぼして居りま

八448国
す︒

表忠塔

ひょうちゅうとう

十一146 のぶ子さんはちやうど︑五
年生の時の成績物に表紙をつけて︑
標識

へう

﹇標識﹈︵名︶1

とちていらっしやる所でした︒
ひょうしき
さい

ぎょく

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面上近イ所

十一一609図 國旗は實に三家を代表す 七399囲十日ばかり前に︑私ども中 半なり︒
はく
七799 魚類関脇イワシ・アヂ・カツ
學の二年生が修學旅行に行って︑白
き

る標識にして︑其の徽章・色彩には

へう

といはなしました︒
︿略﹀︑フランスの國旗な

﹇平等﹈︵形状︶1

﹇評判﹈︵名︶1

病人

ひやうば

望遠鏡で見ると︑太陽の表

部に入るに随って硬く高い︒

十一28

面は全部が︸様にか窒やいてるるの

ひやうら

此の黒星は多分表面に生ず

ではなく︑︿略VQ

十一32

﹇兵糧﹈︵名︶1

るうつ巻であらうといふ︒

﹇兵糧攻﹈︵名︶1

此の上はひやうらう攻にしょ

ひ

書しやうも一生けんめいで︑

ひょうろう

六叫4

やうらう攻

ひょうろうぜめ

ひやうらうをはこんだ︒

六餌4

しかし彼は城外に出る毎に︑ う

えだえの病人︑さては三碧に送られ

杖にすがるあはれな老人や︑息もた

十二923

﹇病人﹈︵名︶1

を表すものと焦せらる︒

り︒此の三色は︑自由・平等・博愛

十二633図

びょうどう

平等

よくねらひをさだめて︑ひよう

四665よ一は弓に矢をつがへ︑ 十一21 温度は表面で約六千度︑内

玉山上の表忠心をあふぎ︑︿略V︒
それぐ深き意義あり︒
ひやう
ひょうしぎ ﹇拍子木﹈ ︵名︶1 拍子 ひょうと ︵副︶1 ひようと

木
ひやう

九18図圏 ひとり目ざむる古時計︒
夜をいましむる夜まはりの 拍
子木のごとかちくと︑ さびしく
時をきざみ行く︒

びょうしつ ﹇病室﹈︵名︶1 病室

︽一

びょうにん

十104 程なくフィリップは病室には

表す

いって來て︑うやくしく藥のコッ
﹇表﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

プを王にさ＼げた︒

セ︾

ひょう・す

ん

ひょうばん

十二6410図故に我等は︑︿略﹀︑諸外 る死者をまのあたり見て︑︿略﹀︒
國の國旗に円しても︑常に敬意を表
せざるべからず︒

うと思って︑賊は城へ攻めよせない

ことにした︒

ひょうろうみち ﹇兵糧道﹈︵名︶− ひ

やうらう道

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

六973 ︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

ともにつかれた︒

三

三

ヒヨコ

ヒヨコ

ひよこ ﹇雛﹈︹観月︺2 ヒョコ

三目4

﹇雛﹈︵名︶13 ヒヨコ ひよこ

三52

ひよこ

三64園イツヒヨコが出マスカ︒

三71園ヒヨコガカヘツタ︒

三75 ︿略﹀︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ

テヰマシタ︒

三8一 ヒヨコガナクト︑オヤド
リハオハナシデモスルヤウニ︑

ココココトイツテヰマシタ︒

三84 二三日タツト︑オヤドリ
ハヒヨコヲニハヘツレ出シマ

シタ︒

三85 ヒヨコハミンナデ十パ

デス︒

アルキマス︒

ヒヨコ ハホソイアシデ︑

チョコチョコ

三87

三93 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナ ヨツテキテタ

ベマス︒

三102私地ガクカウカラ
カヘツ
テ︑ヒヨコヲ見ルノガ タノシ

ミデス︒
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ひよこども一ひらける

﹇鵯越﹈︹地名︺1

しげたサ

ひよ

何虜からか︑ほがらかなひよ

ひよどり

やかである︒

八2図

九124図中に入りてひよこの箱を
か＼へ出し︑軒下なるかこひの中に

十413

どりこえ

ひよどりこえ

どりの聲が聞える︒

ひよこを放つ︒

九125図 中に入りてひよこの箱を
か﹂へ出し︑軒下なるかこひの中に
ひよこを放つ︒

か落しに︑馬をしょって下りたとい

畠山重忠はひよどりこえのさ

ふし︑︿略﹀︒

七269

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

九137図 毎日世話し居ることとてい
は一そうかはゆく思はる︒

ひよこど

く

︿略﹀︑中なるひよこどもは

つ＼かこひぎはに集る︒

美しいびらで︑一月も前から

ひらいつみ

平泉

ひらく

びやぜんまいが︑すっかり葉になつ
てるました︒

平尾山

﹇開﹈︵四・五︶17

五37図

︽ーイ︒ーカ・ーキ・ーク︾﹇▽おひら

開

はしまる︒

と︑上手の水門が開いて︑船

は次の箱の中へはいる︒

十3310

十侶1 ︿略﹀︑仕事は豫想以上にはか

どり︑九時頃にはもう敷坪の地面が

新しく開かれた︒

くにして︑また忽ち開く︒

︿略﹀︑其のさをの先には︑ 十﹇335図 ︿略﹀︑水路きはまるが如

十一653 ︿略﹀︑新式の農具を用ひ︑

おいた植林地の書付を開いて見る︒

十一363 ︿略﹀︑明日の用意に出して

神檬にいのってから目．をひら

四662しばらく目をつぶって︑

家が出処てから次に土地を

其の勢に呑まれて兵士等は

開く ︽一

爾岸及び島島︑見渡す限
せん
り田園よく開けて︑毛暁を敷けるが

如く︑︿略V︒

十一3310図

ケ︾

ひら・く ﹇開﹈︵下二︶1

思はず道を開いた︒

十二旧6

口を開いた︒

ぬいで恭しく敬禮して︑さて静かに

十一伽6 ジョージは︑︿略﹀︑帽子を

開きにか㌧つた︒

十一954

開いて行く︒

新式の方法によってどしく土地を
七204

無念に思って︑武田方から十
うとした︒

く︒

九135図

くわう

く略V︑此所の銅の製法を改
ひら・ける ﹇開﹈︵下一︶2 開ける

九88団土人はまだよく開けてゐま

︽ーケ︾

む つ

陸中と陸奥との境にある幾つ

かのトンネルをく〜ると︑廣い原野

九749

もよくなつき︑︿略﹀︒

せんが︑性質はおとなしく︑我々に

良したり︑新しい本山を開いたり
︿略﹀︑すべての窓や出入口は

近づくと︑門の戸びらは左右
に開いて︑船が中にはいり︑選びら

十337

開かれる︒

九632

する爲に︑︿略﹀︒

九242園

つ﹂かこひぎはに集る︒

小さき口を開きて︑びよくと鳴き

︿略﹀︑中なるひよこどもは

の如く︑庭のすみなるとやの戸を開

九123図

顔を洗ひをはりて︑いつも

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

七486

れました︒

作の太刀を取って︑海の中に投入

づくり

道を開かせたまへと念じて︑黄金

海神ねがはくは潮を退けて︑
こがね

いて見ると︑︿略﹀︒

ます︒

ひらいた赤い扇がつけてあり

四617

きなさる・きりひらく・もうしひらく

く

ひら・く

次の平泉といふ騨を出て間

ひらいつみ

﹇平泉﹈︹地名︺1

廣告してみた島屋の大導出しは︑
︿略V︒

九717

ひらいずみ

平尾

平尾山のすそへ行くと︑わら

﹇平尾山﹈︹地名︺2

もなく︑︿略V︒

ひらおやま

五357

山

ひよう松

小さき口を開きて︑びよくと鳴き

九135図

テヰマシタ︒

タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ

三76

︿略V︑ヒヨコが小サナア

妹も同じ心にや︑しばし見 ぴよぴよ︵感︶2ピヨピヨびよ

﹇雛共﹈︵名︶2

とれてひよこのそばをはなれず︒

九138図

も

ひよこども

九126図 綿毛に包まれたるひよこど

も︑小さき聲を立てつ＼︑ちよこ
くとかけ廻る︒
︿略﹀︑雑なるひよこどもは

小さき口を開きて︑びよくと鳴き

九134図

ひより ﹇▽こはるびより

﹇松﹈︵名︶1

ひょうまつ

せまい中庭から︑屋根の上に
頭を出してみるひよう松は︑葉がほ

五342

つ＼かこひぎはに集る︒

ると

ひょっとすると ︵副︶2 ひょっとす

ひよどり

五223

六422国 分家の萬藏君などは小男だ
こりだらけでした︒
ゆそつ
から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ
びら ︵名︶1 びら
たるかも知れない ︒

十956園 お前のやうな弱轟には︑ひ
よっとすると命を失ふやうなあぶな

﹇鵯﹈︵名︶4

い時でも︑言出すことの出來ない程︑
︿略﹀︒

ひよどり

六271 ひよどりは元氣な鳥だ︒
から

ず・ひわ︑秋の山は小鳥の聲でにぎ

八19 四十雀・目白・ひよどり・も

ひらのながやす一ひるごろ
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がだんくに開けて逼る︒
ながやす

ヒラヒラス

イロイロナハタが引墨ニ

モノモアル︒

めき立つ

つト

︽ーテ︾

︵五︶2

ひらめく

砲音たえし砲皇に

﹇閃﹈

めき立てり︑日の下魚︒

九438図圃
ひらめ・く
︽ーイ・ーキ︾

朝日にかゴやく軍艦旗が︑海

宣長はまだ三十歳饒り︑温

﹇平屋﹈︵名︶1

︵副︶4

けたるはぎ茂れり︒

ひらりと
と

平屋

ひらり

ウシワカマルハヒラリト
耕造は驚いて︑ひらりと馬か

八567図圃

米屋の小ぞうお得意へ

らとび下り︑︿略﹀︒

八103

ランカンヘトビアガリマシタ︒

ニー17

ヒラリト

御庭の此所彼所に︑下葉の色づきか

十42図御殿は質素なる平屋にて︑

ひらや

和なひと＼なりのうちに︑どことな
とく
く才氣のひらめいてみる篤學の壮年︒

十一742

つて行く様は︑︿略﹀︒

風にひらめきながら︑しっくと上

九673

ひら

ひらのながやす ﹇平野長嘆﹈︹人名︺1 ひらめきた・つ ﹇閃立﹈︵四︶1 ひら
平野長泰
ながやす

まさのり
﹁承る︒﹂と︑福島正則・

加藤清正・．同嘉明・平野長泰・

よしあきら

十一296図

︿略﹀等の荒武者ども︑勇みに勇ん
で突進す︒

ら

ひらひら ︵副︶3 ヒラヒラ ひらひ

二235團ドコカラキタノカ︑

︿略﹀︒

トンデキ首木ノハ︑ヒラヒラ
マツテキテ︑イケノ上ニオチ
テ︑

三15テフテフハ花カラ花へ
ヒラヒラトマヒ︑ハチハセツセ
トミッヲァッメテヰマス︒

四 6 6 7 赤 い扇はかなめのきは
をいきられて︑空に高くまひ上

︵サ変︶2

つて︑ひらひらと二つ三つまは
つて︑なみの上におちました︒
ひらひら・する

二26

ル︽ーシ・ースレ︾

ヒラヒラシテヰマス︒

ひらりと下り
角の下駄屋にあづけ置

米を運びし承り途︑
て自轄車を

二227圃ドコカラキタノカ︑
︑︑ クルクル
トンデキタ木ノノ

中尉はひらりと北風にまたが

き︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

七862

ひりょう

肥料

此ノ他海藻ニハマダタクサン

﹇肥料﹈︵名︶1

つて︑齪れてるたたてがみをそろへ︑

九悩10

マハツテ︑ クモノス ニカカリ︑
ヒラヒラス

︿略﹀︑カレヒ・ヒ

﹇平目﹈︵名︶1 ヒラメ

︿略﹀︒

カゼニフカレテ︑
レバ︑

ひらめ

魚 類 ニハ

ラメナドノヤウニ︑ 底二沈ンデヰル

七803

ヒル

ひる

書

ナ種類ガアツテ︑中ニハ肥料ニスル
﹇昼﹈︵名︶1一

モノモアル︒

ひる

←おひるごろ・おひるすぎ・おひるま
え・まひる・よるひる

一メンニアカルクナツテ︑

ヒルノヤウデス︒

ニー91

ソコデカウモリハシカタ

夜に入れば︑見渡す限り

レテ︑藩候ハ次第二寒シ︒

のかゴり火豊をあざむく中を︑一二

十一278図

五千の軍勢まっしくらに進軍して︑

︿略﹀︒

勿論︑夜は床に就いてから燈が蓋き

十一997 圭旦の仕事の合間に讃むのは

されど比類なき四十ニセン
けい
チメートルの大口野砲の威力に封し

ては︑︿略﹀︒

九365図

るまで讃む︒
三543園 こんなくらいばんにか
ひるい ﹇比類﹈︵名︶1 比類
ぞへないで︑ひるかぞへるがよ
い︒

三766

十一旧6図

へす︽ーサ・ース︾

かった︒

父のいさめも妻のなげきも︑

此の決心をひるがへすことは出來な

十二931

．や︑︿略﹀︒

心とは︑強く人々を感動せしめしに

あくまで初一念をひるがへさざる熱

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

ひるがえ・す ﹇翻﹈︵四・五︶2 ひるが

アナノ中蒔カクレテヰテ︑ク
ラクナツテカラ空ヲトビマハ

ナシニ︑ヒルハ木ノウロヤ

ルヤウニナツタトイヒマス︒

本町通は夜もひるのや
うで︑りはつ店などはまぶしい

四277
ほどです︒

四835ひるのごはんをたべて
から︑へいえいを見せてもらひ︑
︿略V︒

爾將断食共にして︑

ひるげ

な

たどりつきたる峠の上

ほもつきせぬ物語︒

九427図圃

ひるげ
書あれほどにぎやかな通に︑ ひるげ ﹇昼餉﹈︵名︶2 ひるげ 書食
新聞配達と四五人の人のすがたが見

はいたつ

五331

えるだけでした︒

に︑ 菜の花にほふ里見下して︑ 笑

雨が降っても︑風が吹いても︑ 十一134図圏

ひさゴめくひるげのむしろ︒

五896

夜でも︑里山でも︑此所に立通しに立

豊頃︑御書所のおわびによつ

子をかぶって︑赤い着物を着て︑此

八246園︿略﹀︑明日の書頃︑赤い帽

て︑長四郎はやっと袋から出された︒

八185

く略V︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑ ひるごろ ﹇昼頃﹈︵名︶2 書頃

つてゐますが︑︿略﹀︒

七佃8図

豊ヤウヤク長ク︑秋ノ彼岸ヲ過グレ

豊ノ長クナルニツレテ︑氣

バ︑夜ヤウヤク長シ︒

七m1図

発砲次第二暖ク︑夜ノ長クナルニツ

509
ひるね一ひろう

ひるね

﹇昼間﹈︵名︶1

﹇▽おひるね

所を通る者の首を取れ︒
ひるま

書面

美麗

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい

十959園 それから又︑壷間私が聞い

﹇▽せびれ

はなかったのだ︒
ひれ

﹇美麗﹈︵形状︶2

十二467図 然れども材の優良にして

びれい

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二482図中にもけやきはもくめ美

随い

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

﹇▽くりひろ い ・ は た ひ ろ い

﹇ ▽ ち ひ ろ ・ ももひろ

︿略﹀︒

ひろ

ひろい
廣イ

そちらのはばの廣い光

﹇広﹈︵形 ︶ 2 3

︽ーイ・ーク︾

ひろ・い

三711
るおびはねえさんので︑はば
のせまい黒いのはおばあさん
のです︒

四103圏 ならやくぬぎの はは
黄にそまり︑廣いたんぼに
北風あれる︒

くれうって︑

廣いたんぼの

四113圏おやはかへして︑子は
萎まきすます︒

︿略﹀︒

五953圏

︿略﹀︑

たんぼをうちかへす︒

耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔

くにも︑大てい機械と馬の力による︒

十一佃4

我が國の地方自治團艦には︑

に繁簡の差があるにしても︑︿略V︒

の土地に廣い狡いがあり︑其の組織

府・縣・市・町・村の別がある︒其

廣く又極めて長い愈愈はれてるたも

︿略V︑時代が進んで燃料のひろいはじ・める ﹇拾始﹈︵下一︶1

拾ヒバジメル

シテ拾ヒバジ望潮︒

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

︽ーメ︾

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

六654 ︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

さうして重く動植物を研究

まゆ

︿略﹀︑繭をかける所をさがし

土間でこぼれもみを拾ってゐ

すると象は鼻で︑其所にあっ

ふぎ出した︒

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

六901

を作りました︒

たにはとりが︑俵の山へ上ってとき

六43

つすのですが︑︿略﹀︒

ます︒それをひろって︑まぶしへう

五473

ここでひろったのです︒持って
かへって家のたからにします︒

三853園いや︑これは私が今

三号5園 これはよい物がある︒
ひろって家のたからにしよう︒

ソレヲヒロッテ︑︿略﹀︒

シテ行キマシタガ︑︿略﹀︒私ハ

三666アトへ竹ノキレヲノコ

カ︑サツパリアリマセン︒

二207園モウ人ガヒロツタノ

ヒロッテカヘリマシタ︒

オバアサンバソノモモヲ

︽iッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

商人たる者は︑よく共同生 ひろ・う ﹇拾﹈︵四・五︶14 ヒロフ ひ

ろふ

大事なことは拾ひ集めた木

廣い狭

拾ふ

活の眞意義を辮へ︑︿略﹀︑着く公衆

一456
これ等の命令も國の規則で

拾

アメリカにおいては此の無
﹇拾上﹈︵下一︶1
︽ーゲ︾

それでも義纒は︑太刀で熊手
げました︒

︽ーメ︾

ひろいあっ・める
拾ひ集める

兄はそこらに散らばってみる

ておく︒

い

ひろいせまい

﹇広狭﹈︵名︶1

片などに書留めて忘れないやうにし

十一9710

て︑たき火を始めた︒

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

十394

﹇拾集﹈︵下一︶2

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六365

ひ上げる

ひろいあ・げる

線電話の鷹用が極めて廣く︑︿略﹀︒

十二佃4

はり法律であるから︑︿略﹀︒

あって︑這い意味でいふ場合にはや

十二8910

の爲を計らなければならぬ︒

十二225

して︑︿略Vといふことを讃明した︒

十ニー39

んく幽くなって來た︒

十一674

のであるが︑︿略V︒

一くはく︑廣い 十一668此の方法は各國民の間に︑

川口にか㌧つた時ふりかへっ

通は廣くて平で︑歩道と車

て見たら︑もう廣い海には誰もみな

七158
かった︒

七359団

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二

道の間に並木が植ゑてありますが︑
︿略V︒

七863

アメリカ人は大きいこと︑

廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︒

八732囲

廣いこと︑高いこと︑早いこと︑何
でも世界一になるやうに心掛けてゐ
るといひますが︑︿略﹀︒
む つ

陸中と陸奥との境にある幾つ

かのトンネルをくゴると︑重い原野

九749

船は先づ海から廣い掘割には

がだんくに開けて來る︒
十335
いる︒

︿略﹀︑辛い坑道には︑電氣機
關車が炭車を引いて二つたり來たり

十807

ゴムの用途は︑年を追うて

間もなく神社の意い境内には

してゐます︒

十柵8

いった︒

十︸544

さつぼろ

益く廣くなるばかりである︒

は︑街路が眞直で幅の非常に甘いこ

札幌に來て先づ感ずること

ノヤウニナリ︑高イ所二行キアタル

五518 低クテ廣イ所ニタマルト︑池 十一595

あぺのむねたふ

とである︒
よし

ト︑其所ヲヨケテ流レマス︒
まん

をつれて廣い野原を通りますと︑

五794 八幡太郎義家が或日安倍宗任 十一636 こんな繕い畠であるから︑

ひろがる一ひろせちゅうさ

510

著きほし場にて乾かし候︒

廣さは二町四方ぐらゐで︑︿略﹀︒

んで來ましたので︑どうしょうかと

七163団此の蛤は私どもの拾った中 五146 かへりみちに︑はなれ馬がと 十177圏 市場は町はつれにあります︒ れ候を︑下流にてすくひ上げ︑之を

おかあさんは取粉をのし板の

の及ぶ限り幽く人々を救ひ︑又もや

十一伽10図︿略﹀︑其の資金を以て力

一銭をも留めざるに至れり︒

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

十一欄3図 ︿略﹀︑一切纏の廣く我が

河幅は驚く程の廣さに

て︑河口の虜にては︑三百二十キロ

名︺1

三月十二日

廣澤連太郎
八佃1團

杉本佐平立様
ひろし

︿略﹀︒

廣し

安
石屋の前を通り

されば珍しき事件の起り

ひろきをおのが心ともがな︒

軍神廣瀬と其の名叱れど︒

八975

八目16

第二十四

第二十四

廣瀬中佐

廣瀬中佐

廣瀬中佐

ひろせちゅうさ ﹇広瀬中佐﹈︹課名︺2

ぞ深き︑

八993図圏 ︿略﹀︑ 耳順港外うらみ

ひろせ ﹇広瀬﹈︹人名︺1 廣瀬

まで殆ど之を見ざる虜なく︑︿略﹀︒

十二492図 松に至りては産地極めて
あうう
廣くして︑奥羽地方より九州に至る

途頗る話し︒

もく略﹀建築・土木・造船等其の用

十二478図ひば・松・落葉松は何れ

廣きは杉及び檜なり︒

十一一463図 ︿略﹀︑中にも其の用途の

しが︑︿略﹀︒

く獲責することは古より行はれたり

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十ニー46図

空の

十一一16図韻嘗回すみわたりたる大

事なりとす︒

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

十一脳10厳器

十一欄2圏新客のブラジル國は︑廣

にして之をと＼のふる事を得たり︒

から︑大きなのをよったのでござい

八512

上にひろげて︑餅のつき上るのを待

それからだんく商費の手

﹇広﹈︵形︶14

︿略﹀︑

安ち

毘沙門天を刻みゐ

誘き工場にたゴ一人︑

︿略﹀︒

青山の神宮前停留場にて電

く略V︑孔子大いに之をう
用ひられんことを求めぬ︒

︿略﹀︑

遊びなれたる庭廣し︒

十一欄1魍団︿略﹀︑實のみ浮びて流

の底︑

十一818図團

三盛・千尋海

れひ︑︿略﹀︑廣く各國をめぐりて︑

十一56図

ばかりにして神宮橋に達す︒

車を下り︑塞き参道を行くこと十町

十14図

き︑

いさんは一心に

しに︑

九糾3豪儀

ちいさんはせぐくまり︑

廣き工場の片すみに︑

︽ーキ・ーク・ーシ︾

ひろ・し

廣澤連太郎

ラン
此ノ轟ハ主二心二心ツテヰテ︑ひろさわれんたろう ﹇広沢連太郎﹈︹人

つていらっしゃる︒

九202

九556園

を廣げて︑六十五六の時にはもう齢

地球の表面には︑海と陸と

ましき

つち
庭に敷きつめたむしろの上に︑ 九815図韻 ︿略﹀︑ 槌音のみ音かし

程の財産が冬至た︒
九588

廣さ

黄色い愛の穗が一面に廣げられて︑
︿略﹀︒

半なり︒

廣さが千二百方里もある︑海

此の境内は廣さ約二十二

のやうな湖から流れる大きな河が︑

九294

︿略﹀︒

十53図園
萬坪︒

さ我が國の十三倍もこれあり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑枝が傘をひろげたやう 造湖で︑︿略﹀︒

に出てみるので︑村の人は之を傘松

七232

十354 ガツン湖といって︑廣さが 十一伽4図 ︿略﹀︑廣く各地をめぐり
かすみ
て資金をつのること敷面︑やうやく
霞が浦の二倍以上もある大きな人

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか

思ってゐますと︑よそのをぢさんが
ます︒
七695園 それがあなたのやうな正直 大手を廣げてとめて下さいました︒
せ て も ら ひ ま し たが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑十幾羽の鶏一つにか

どは引手の働なり︒

八279図取る・拾ふ・握る・持つな と呼んでみる︒
九133図
たまり︑頭と頭とをつき合はせて︑
いそがしげに餌を拾ふ︒

︽一

花ト同ジヤウデ︑︿略﹀︒

十一831図圏 いで︑大船を乗出して︑ ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテヰルト︑全ク蘭ノ

我は拾はん︑海の富︒
十目ー75図 印刷部にては直に所要の

廣がる

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷
﹇広﹈ ︵ 五 ︶ 1

りて校正部に廻す ︒
ひろが・る
かんかう

﹇広﹈︵名︶8

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作
つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六961

ひろさ

十7610団 龍山はもと漢江にのぞんだ

リ︾

ひろぐ

︽一

小さな町であったが︑京城の議回す
﹇広﹈︵ 下 二 ︶ 1

るに連れて次第に 廣 が り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
ひろ・ぐ

︿略﹀︒

廣さが一丈五尺︑長さが二十丈︑

七14図

ゲ︾

らく防ぎ戦ひしが︑俄に槍を投捨て
ヒロゲル
︽ーゲ・ーゲル︾

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍

十一301図 正國も槍を合はせ︑しば

廣げる

﹇広﹈︵下一︶7

て大手をひろげ︑ ﹁ 組 打 ︒ ﹂ と 叫 ぶ ︒

ひろ・げる
ひろげる

←ほりひろげる

三474 東ヘムイテリヤウ手ヲ
ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ
南デ︑左ノ手ノ方が北デス︒
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ひろたくん一ふ

君

ひろたくん

﹇広田君﹈︹人名︺1

丁場

廣田

田君からゑはがきが來てるました︒
﹇広場﹈︵名︶1

やかである︒

八2図 ひわ

びわこ

琵琶湖
十一236図
は

琵琶湖

貧

﹇品﹈﹇▽ちんれつひん・ゆしゅつ

﹇貧﹈︵名︶1

﹇瓶﹈︵名︶1

びん

皿・コップをはじめ︑鉢︒

品位

落葉松は︸種の品位を有する等︑各

十二479図︿略﹀︑松は芋竃に富み︑

﹇品位﹈︵名︶2

に並んでみた︒

びん・花びん・水さしなどがきれい

十一衡1

びん

びん ﹇便﹈﹇▽こづつみびん

常世も︑︿略﹀︒

恥をつ＼まんとして宿をことわりし

十701図始は身の上をつ＼み︑貧の

ひん

ひん・ゆにゅうひん

ひん

十一25図

を構へ︑︿略﹀︒

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

び

ひでよし
待ちまうけたる秀吉は︑

の一群が南俵さうに飛んで行く︒
び は
﹇琵琶湖﹈︹地名︺2 琵琶湖

五132 學校からかへって見ると︑廣 十432 ︿略﹀︑高いく青空を︑ひわ
ひろば

に引出されると︑ ︿ 略 V ︒

﹇広広﹈︵副︶3

廣々

十207団 子馬が一頭つつ中央の丁場
ひろびろ

︿略﹀︒

七346図圃 田の面は水の章々と︑
蛙の聲もにぎはしく︑

十網7 社殿の後に廻ると︑其庭は
廣々とした梅林で︑幾百本とも知れ
︿略﹀︑眼下には廣々とした

ない古木の梅が咲謡いてるる︒
十一618

廣まる

十勝の大平野がはるばると吝いて︑

﹇ 広 ﹈ ︵四・五︶2

﹇ ▽ お お ひ ろま

末は青い大空に接してみる︒
ひろま
ひろま・る
︽ーリ・ール︾

︽一

ひんい

十一6610此の方法は︿略﹀︑マッチ

ひろむ

しかして其の電球は忽ち

の使用が廣まるにつれてすたって來
た︒

十一一網7図
﹇広﹈︵下 二 ︶ 1

世界に廣まりぬ︒

ムル︾

ひろ・む

品性

リンカーンは︿略﹀︑ 此の

﹇品性﹈︵名︶1

く敏速に供給して︑︿略﹀︒

ひんせい
十﹁㎜10

ピンセット

偉人の品性に深く感化された︒

︵名︶4

十二528
︿略﹀小さな鐵のねちが︑

ピンセット

不意にピンセットにはさまれて︑明
るい虜へ出された︒

きりやねぢ廻しやピンセッ

トや小さな槌やさまぐの道具も︑

つち

十一一536

時計師は早速ピンセットで

同じ毫の上に横たはってるる︒
十一一588

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも
とのふたガラスの中へ入れた︒

貧賎

貧乏

丁丁スムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

こんなむだな仕事をすれば︑

昔此の村はひどく貧乏で︑

びんぼう ﹇貧乏﹈︵形状︶2

五683

︿略﹀︒

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒

五733園

村

びんぼうむら ﹇貧乏村﹈︵名︶3 貧乏

﹁あΣ︑あの貧乏村か︒﹂と言はれた

五684園 ︿略﹀︑此の村の名を言ふと︑

こんなむだな仕事をすれば︑

ものださうだ︒

五732囹

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒

五787

もゆびをりの金持村だと言はれてる

る︒

へ

︑る

と二︑ハと八等は書方にて間違ひ易

七 図図 ︿略﹀︑フとク︑ワとツ︑二

ふ 一 フ

︿略﹀︑やがてピンセットで

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

十一一5810

﹇貧賎﹈︵名︶1

小さなねぢ廻しでしっかりとしめた︒
ひんせん

貧賎は人のいとふ所な

敏速

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一69荘園

﹇敏速﹈︵形状︶1

れば︑我之を去らず︒
びんそく

商人たる者は︑︿略﹀︑品質

のよい品物をなるべく安便になるべ

十一一224

十二306圏

其の特性を具へたり︒
し
く敏速に供給して︑︿略﹀︒
ひん
十一一907 我々は常に國法にしたがつ ひんぱん ﹇頻繁﹈︵形状︶1 頻繁
ふ ﹇府﹈︵名︶1 府﹇▽だいそうとく
ひん
往來の頻繁な街上でも︑
ふ・だざいふ・だざいふじんじゃ・

て幸福な生活を認み︑あはせて國の

はもとより必要の事なれども︑人の

十一旧6図囹 一切纒を世にひろむる

ちょうせんそうとくふ

府・縣・市・町・村の別がある︒

我が國の地方自治悪様には︑

よく警官の指揮に從って︑混齪する

ピンく

品位を高めることにつとめなければ

︵副︶一

十一柵3

ぴんぴん

ことがなく︑︿略﹀︒

品質

十二454

さうして其の夜はまんじり

エビノピンくハネタリ︑カ ふ ﹇譜﹈︵名︶1 譜
ニノ横ニハツテアルク茄子ハ︑池ヤ

商人たる者は︑︿略﹀︑品質 七807
のよい品物をなるべく安直になるべ

十二223

ひんしつ ﹇品質﹈．︵名︶1

ならぬ︒

ひわ

死を救ふは更に必要なるに非ずや︒
﹇鵬﹈︵名︶3
から

八19 四十雀・目白・ひよどり・も

ひわ

ず・ひわ︑秋の山は小鳥の聲でにぎ

ゐ・つ
ゐ・
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ふ

王を助けようと決心した︒
げき

を打たれておどろいたが︑忽ち陣立

かったので︑フィリップは点心こめ

方法は或劇藥を用ひる外にな

ともせず机に向って︑かの曲を譜に

喜三右衛門は︑一つ又一つと

十96

十491

をかへて︑敵を引受けた︒
︽へ︾

書きあげた︒
纏

て此の事を申し出た︒

﹇経﹈︵下二︶2

窯から皿を出してみたが︑不意に
十98

︿略﹀︑或豊実久しく寄食
﹁これだ︒﹂と大圏をあげた︒

十﹇448図

十8110

密書が届いた︒

室へ退いた後へ︑︿略﹀︑王にあてた

フィリップが藥を調合しに別

してありけるが︑︿略﹀︑毎日遊び暮

と︑不意に足もとからねずみが一匹

してみるといふ風説があるから︑

金をもらふ約束で王を毒殺しようと

ふう・しなふう・せいようふう

はまるでちがった風をして︑まるで

七561園其所にみる人は︑私どもと

ちがった昔ロ葉で話をしてゐます︒
ばんじん

皇湾の蕃人には︑お祭に人の

あ

りさん

首を取って供へる風がありますが︑

八224

︿略﹀︒

又足袋屋・蝋燭屋・時計

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒

モケイ

クシ
屋・扇屋・櫛屋等ニハ︑商品ヲ大キ

八612図

此の悪い風が早くから止みました︒
ラフソク

︿略﹀フィリップが敵から大 八225 ︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

十910

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

︿略﹀︒

十104

程なくフィリップは病室には

十擢7

マストの上の見張人が不意に

飛出しました︒

安全燈をたよりに歩いて行く

して既に敷草を経たり︒
かくて刷上りたる新聞は︑

直に販黒部を纒て遠近に嚢遇せらる︒

十一一189図

はちぶどおり

ぶ ﹇分﹈むいちぶ・こぶ・こぶこぶ・

を指さした︒

掛茶屋に休んで名物の餅を食

十佃1

な事ばかりしてゐました︒そんな風

﹇部﹈■Vいんさつぶ・がいほうぶ．

がくげいぶ・ぐんしれいぶ・けいざい

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲

でしたから︑︿略﹀︒

ぶ

ぶ・こうせいぶ・しゃかいぶ・しゃし

が聞えた︒

手にかの密書を取出して︑静かに

十106

プを王にさ＼げた︒

王は片手にそれを受取り︑片

︵名︶一

フィルム
︿略﹀︑活動窩眞のフィルム

﹇風﹈︵名︶12

壮吉︑お前はおとうさんの

さうして兄は︿略﹀元氣よく

運んでくれ︒

かった雑木を︑かういふ風に束ねて

十417園

せき
のしまひは早い上に︑とかく無責任

十142物影のか＼りはおそいし︑晩

んぶ・せいじぶ・せいなんぶ・つうし

十一249図

いって來て︑うやくしく藥のコッ

んぶ・はんばいぶ・へんしゅうぶ・も

俄の軍に︑清秀等の奮戦其のかひな

︿略﹀︑一行又一行︑おそれと

フィリップに渡した︒

十109

た︒

ふう

あいさつをしてもていねい

成程︑かういふ風に分類

又地方裁判所で行はれた最

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

十一214

にも便利だ︒

してそろへておけば︑いつ取出すの

十一163園

で︑少しも生意直な風が無く︑︿略﹀︒

十重7園

いてるると︑︿略﹀︒

ばらくの間めいくがこんな風に働

は又束ねて︑精一ぱいに働いた︒し

く略V︑雑木を束ねては運び︑運んで

つるはしで掘返し始めた︒私は

やがて讃終ったフィリップが︑十428

二人は不意の置屋にさも驚 興奮に眼かゴやくフィリップ︒

く︑清秀は討死してとりでは落ち︑

されども不意を討たれし

くしつぶ
無愛
︿略﹀︒

﹇無愛想﹈︵形状︶！

想

ぶあいそう

十二393

十1010

︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

眞青な顔をして王を見上げると︑
︿略﹀︒

暗い箱の中にしまひ込まれ
てるた小さな鐵のねちが︑不意にピ

十111

た︒

らはして︑フィリップを見下してゐ

ンセットにはさまれて︑明るい庭へ

十二528

いたらしい様子︒

十二713 ゴネリルは決して氣だての
やさしい女ではなかった︒二週間も

不意

た＼ぬ中にもう王に無愛想な仕向を
した︒
﹇ 不 意 ﹈ ︵ 名 ︶1！

六241 義仲はく略V︑受方から一度 出された︒

ふい

といふ署師が︑一命をなげうっても

風←かきえもん

くの死傷者を出した話などを附加へ

がアーク燈の熱の爲に襲毒して︑多

十二帯6

フィルム

不意にばたくと音がして︑
小さな子どもが二人奥からかけ出し

十二553

フィリップε

にどっとときのこゑをあげさせまし

て來た︒

リップ

アレクサンドルだいおうといしフィ

フィリップ

︹人名︺9

た︒不意を討たれた平家方は︑上を
下 へ の 大 さ わ ぎ ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒不意に白い鳥がもやの中から

七95 もやが水の上をこめてみる︒
とび立つた︒

で信玄の陣へ攻入った︒信玄は不意

七439 謙信はく略V︑夜の間に進ん 十94此の有様を見て︑フィリップ ぶいん 且vこぶいん
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ふうう一ふか

封書

﹇風説﹈︵名︶1

風説

それにはフィリップが︿略﹀

いてあった︒

租界には皮膚の色の違ひ︑

︿略﹀︑又は青年團を組織し

ふうん ﹇不運﹈︵名︶1 不運

鬼神の如き彦六が︑あれ程

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七489園

三788だれか川上の方で︑さ

ふえ ﹇笛﹈︵名︶3 ふえ 笛

きほどからふえを吹いてゐま

す︒

笛の

人身

四42 あちらこちらに子どもの
ならすらっぱやふえの音も

ほろくと聞ゆる

影のごと︑人去り

して︑たいそうにぎやかです︒

る大路︑

十305図画

音いっこ︒

ふ・える ﹇増﹈︵下一︶7 フエル ふ

をぢさん︑勲章がふえま

える ︽ーエ︒一口ル︾
くんしやう

したね︒

そこで一年ましに田がふえた

一雨毎に池の水はふえた︒

五172園

五761

仕合はせに水はそれからふ

カキ細革スグフエルモノデ︑

ケレバナラナイホドデアル︒

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七819

年々ふえるばかりださうです︒

中日本人は五萬人︑︿略﹀︑日本人は

七369団人口はおよそ十一萬︑其の

つかって︑︿略﹀︒

えませんでしたが︑町は大てい水に

五877囲

が︑︿略﹀︒

五755

て産業の獲達︑風俗の改善等に務め

ぷうつと

たりするのは︑皆公共心の議動であ

十一描9

交ってみるので︑︿略﹀︒

言語・風俗の違った幾多の人種が入

十一93

ふう

説があるから︑用心するやうにと書

王を毒殺しようとしてみるといふ風

十101

温和な氣候や美しい風景は︑ ふうせつ

人の心をやさしくし︑優美にはする

十一一悩10

が︑︿略﹀︒

審院にと順次に上訴する︒かういふ
風に︑三回くりかへして裁判しても
風光

淺轟近くになると︑汽車が海

﹇風光﹈︵名︶3

九7510

ふうこう

らふ事の出嫁る組織になってみるの
は︑︿略﹀︒

十一957 父が木を伐れば自分は雑草

﹇風船玉﹈︵名︶1

﹇▽ゴムふうせん

ふうせんだま

ふうせん

四25

責る店も出てゐます︒

ほほづきやふうせん玉を

岸を走るので︑陸奥湾の風光が手に

はん

せん玉

取るやうに見えた︒

十分︑︿略﹀︒

十二363圏
﹇封書﹈︵名︶5

︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

いかな日でも葉書の百枚や封

︵副︶1

つて︑︿略﹀︒

ぷうっと

一端に口を全てて息を吹き

港には防波堤ありて︑風波

﹇風波﹈︵名︶2 風波
ばうはてい

七76図

ふうは

こむと︑ぷうつとふくれる︒

︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來 十一伽6

︿略﹀︑封書には︑いろくこ

のおそれ少く︑︿略﹀︒

き

風聞

仲間がふえたので︑又一しき

りじやれAロひをはじめた︒

八56

ふか ﹇鰭﹈︹課名︺2 ふか

いっか大そう雨のふるばんに︑ 十一一832図 それより一年ばかりの間︑
年取つたおちいさんが︑遠方に居る

五942

み入った事が書いてあります︒

五933

ると︑︿略﹀︒

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

五925

らないことはありません︒

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

五908

がありません︒

る人の外は︑私のからだにさはる者

五898

ふうしょ

ブ湖上の風光に見とれてゐます︒

私は今︿略﹀︑ジュネー ふうそく ﹇風俗﹈︵名︶2 風俗

光給の如き宍道湖畔を走ること約四

しんぢ

松江を襲したる汽車は風

をかり取る︑父が畠を打てば自分は

風雨

富貴

十二44図

種をまくといふ風にかひがひしく働
いてるた︒

﹇風雨﹈︵名︶2

つさりしたことを好む風がある︒

十二佃8我が國民には潔いこと︑あ
ふうう

つたが︑海面にはまだ波のうねりが

十 5 昨夜の風雨は名残なくをさま
高い︒

十二724 其の夜は風雨にともなって

﹇富貴﹈︵名︶2

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ
た︒

ふうき

十991田園今より心を改めて元に仕
へば︑富貴は意の如くならん︒

十一67図取富貴は人のねがふ所な

風景

り︒然れども正しき道によるに非ざ
﹇風景﹈︵名︶4

れば︑我之に居らず︒
ふうけい

此の瀬戸内海の風 景 を 賞 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一351図 我が國に遊べる西洋人は

﹇風聞﹈︵名︶1

﹇▽しゅじんふうふ・ろうふうふ

ふうぶん

ふうふ

風波をしのぎ︑飢寒と戦ひ︑非常な
封ずる

る困難ををかして︿略﹀︒

﹇封﹈︵サ変︶1

むすこの所へ出した封書や︑︿略﹀︒

︽ージ︾

ふう・ずる

十一615 ︿略V︑突如として眼前に展
卸せられた風景は︑︿略V︑恐らく全
道第一の壮観であらう︒

將軍は長四郎を大きな袋へ入

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

八183

りしかば︑︿略V︒

十二悩3 其の上我が國の美しい風景

封じて柱に掛けた︒

れて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑袋の口を

︿略﹀︑事のいまだ成らざる
や温和な氣候は︑︿略﹀やさしい性

十伽8図
情を育成するのに與って力があった︒

ふか一ふかし

514

十一目14 第十三課 ふか
﹇鰹﹈︵名︶7

ふか

十一545 第十三課 ふか
ふか

十一6910
深イ

深い

くわん

此の神社は菅公の御墓所に

＋二238外壁貿易業者はかへすぐ

りきとのこと︒︿略﹀︒母は其の方々

の顔を見る毎に︑そなたのふがひな

き事が思ひ出されて︑此の胸は張り

さくるばかりにて候︒

である︒

それゆゑたえず海の深さを

深さをはかるのは︑淺瀬に

中湖は深さが三百七十八

十間といふ深さに達した︒

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

十二研5

かくて又幾年かたつうちに︑

メートル︑此の湖中での一番深い虜

十二509

乗上げないため︑︿略﹀︒

七578園

りします︒

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした

七576園

ふかさ ﹇深﹈︵名︶4 深さ

︿略﹀︑此の組織の所まで小

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十﹁527

くした︒

建てたものだと聞いて︑一層感を深

第二座の僧は︑二人とも規 十佃6

﹇深﹈︵形︶21

則を破ったのが不快でたまらない︒
ふか・い

なさけぶかい・ちゅういぶかい・つつ

十一5510園 ちやうど其の時︑﹁ふか ︽ーイ・ーウ・ーク︾﹇▽おくふかい・お

だく︒﹂といふ船長のけた＼まし

傷のつかないやうにしなければなら
ぬ︒

しみぶかい︒なさけぶかい・めぐみふ

十一764

リンカーンは︿略﹀︑此の

ごく小さい時分から動植物

偉人の品性に深く感化された︒

十一川一

を我が家へ向つた︒

宣長は︑︿略﹀︑ひっそりした町すぢ

老學者の言に深く感激した

い叫び聲が聞えた ︒

︿略﹀︑ずるぶん深いくりから

かはるも道理︑これには深い
︿略﹀︑いくらきりが深くて

十二99

海ノ深イ所帯何萬尺モアル︒

に深い趣味を持ち︑︿略﹀︒

七848

中湖は深さが三百七十八ふか・し ﹇深﹈︵形︶11 深し ︽ーキ・

深く此の嵩に注意しなければならぬ︒

ーク︾←こぶかし︒どうじょうぶかし

十一一5010

︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

メートル︑此の湖中での一番深い虜

七76図

ふ

得︒

た ま
秀吟る弾丸に忽ちうせて︑

大みことの

乃木大書はおごそかに︑

︿略﹀︒

僧は其の厚意を深く謝し︑

元の皇帝深く文天祥を惜し
さと
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

十999図

頂きたい︒﹂

さて﹁失禮ながらお名前を聞かせて

十674図

りつたふれば︑

御めぐみ深き大君の

九412図圃

旅順港外うらみぞ深き︑︿略﹀︒

中佐︑

八992上職

今はとボートにうつれる

る大船もきしに横づけにすることを

︿略﹀︑水深くして︑いかな

ノモノ山車ノ中間二生エテヰルノデ

である︒

我が國の湖沼中此の湖より

繹迦は生れつき同情の念に

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

十二512

アル︒

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

七872

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七585園

わけがあったのでございます︒

六547

谷が︑平家の人馬で埋まりました︒

六256

十一5510園 ちやうど其の時︑﹁ふか かい

だく︒﹂といふ船長のけた＼まし
い叫び聲が聞えた ︒

十一562 老砲手が驚いて向ふを見る
と︑船から三四百メートルの虚に︑
大きなふかの頭が見える︒

十一569 其のうちに二人はふかの來
るのに氣がついた︒

十一572 ふかははや十敷メートルの
近くにせまってみる︒

十一5710 ふかの口はもうほとんど子
供に届いてみる︒

十一587 立ちこめた砲煙の薄れゆく

信作は︿略﹀︑ころくと池

夜はまだ深うございます︒

八101

七㎜5

る︒

十二911

僧は︿略﹀︑どうにか仕方

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ
つた︒

十二塒7

﹇臆甲斐無﹈︵形︶1

はないものかと深く心をなやました︒
ふがいな・し

瀧の上手にかけた石橋を渡り︑
木立の深いゴート島に行って︑︿略﹀︒

九3010

深い所である︒

の中へころげこんだ︒しかも其所は

につれて︑先つ目に入ったのは︑大
部下

きなふかの死髄であった︒
﹇部下﹈︵名︶3

九363図 ︿略﹀ベルギーの勇將レマ

ぶか

ンは︑部下の將卒をはげましく︑
︿ 略 ﹀ ︑ 勇 ま し く防ぎ戦ひたり︒

道で︑途中にはかなり深い小川にか

九382園 しかし部下の者は︑最後ま 十933 其の近道といふのは田のあぜ
でベルギーの名智をけがさなかった

け渡した一本橋がある︒

聞けば︑そなたは豊島沖
衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

の海職にも出ず︑又八月十日の威海

九柵3囲圏

︿略V︑すさまじい波を起して︑ がひなし ︽ーキ︾

もりが亀甲深くくひ込んで︑
破裂矢が見事に破裂したのであらう︒

十月3

鯨は海底深く沈んだ︒

十佃10

つもりである︒

不快

焼けつくやうに熱い平原を横ぎって︑

十82 或日王は部下の精兵を引連れ︑

﹇不快﹈︵形状︶1

︿略﹀︒

ふかい

515
ふかす一ふく

んとす︒

十伽8図 村長は︿略﹀︑深く村民に
敬愛せられて︑幾度の改選にも重ね
て選學せられ︑︿略﹀︒

むまちぶぎょう

きう
曲﹂といって︑不朽の名聲を博した
ぶぎょう

我が日本のようひ・かぶ

武器類

大風俄に吹足りて︑心すさまじく荒
吹きこむ

十二304囲

﹇武器類﹈︵名︶1

のは此の曲である︒

﹇吹込﹈︵五︶2

窓から吹きこむ朝風のひやり

ぶきるい

れくるひ︑︿略﹀︒

ふきこ・む
︽ーム︾

と其の他の武器類もたくさん集めて

九699

あります︒

十一433圏国 尚又結構なる葛粉御送
とするのは︑饒塁塞へ進んだ爲だら

﹇拭掃除﹈︵名︶1

十847園生日︑此の附近の山へ薪を

十271

風は﹁何︑

︽ーデル︾

吹立

とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

吹ク

吹く

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク・

ふ・く ﹇吹﹈︵四・五︶32 フク ふく

ーケ︾

ヨイココロモチデス︒

一206スズシイカゼガブイテ︑

ツテヰマス︒カゼガフクト︑コ

一245ハスノハニツユガタマ

ロコロコロガリマス︒

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

二204囹ユフベカゼガブイタカ

二226圏ドコカラキタノカ︑

ヒラヒラスレバ︑

トンデキタ木ノハ︑︿略﹀︑カ

風がしっかにふいて來て︑

ゼニフカレテ︑

︿略﹀︒

三606

きしのささがさらさらとおと

︿略﹀︑附近の村々では之を

ると︑︿略﹀︒

をたててゐます︒

十852囹

とって薪の代りに使ふやうになりま

時時すずしい風が吹いて
至ると︑おもひ出したやうに

す︒

きほどからふえを吹いてゐま

三788だれか川上の方で︑さ

した︒

た︒さいはひ附近の田で働いてみた

服﹇▽こうないふ

ゐました︒

一つ取ってみまし

四393 するとたび人は︑風が吹
けば吹くほど︑ぐわいたうをし

出すおや子︒

ふんで︑今日も朝からせい

四105見風に吹かれて︑

なま土

たら︑もう黒くごまをふいて

︿略﹀︒きのふ

四77今年は柿のあたり年で︑

くつわ虫がなきます︒

︿略﹀︑マガダ國の首府王舎 三791

村の人々に助けられ︑︿略﹀︒

十二935

城の附近に來た︒

﹇服﹈︵名︶2

︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

事務所の湯にはいって服を改
持がしました︒

めると︑更に生きかへったやうな氣

十858

つて來られた︒

先生が︑女生徒を一人つれて︑はい

八861

く

ふく

がすき間もなく警衛してみる︒

まくりにし 十二俗7 屋敷の附近は︑官軍の兵士

﹇吹立﹈︵下一︶1

みんな

此の時︑﹁大きなお守さん 十939 ︿略﹀︑三人は水中におちいつ

ふき出す

くるふ︒

︿略﹀︑それでもふきさうち

岩の附近は波がいよく荒れ

ナガうふきん︒しずがたけふきんのず

﹇付近﹈︵名︶6 附近←クシ

う︒

さい

る

九653

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

きう
不朽
ベートーベンの﹁月光の

﹇不朽﹈︵形状︶1

く流すと︑︿略﹀︒

十一一455

ふきゅう

ふきん

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り

き

うち

ふきそうじ

︿略V︒

︽ーシ︾

ふきだ・す

ふきた・てる

が一度にふき出した︒

だ︒﹂と誰かがいったので︑

六904

﹇吹出﹈︵五︶1

物をもとの所へなほしたら︑

がすんで︑すっかりいろいろな

四457

ふきさ

一端に口を當てて息を吹き

候︒
へう

︽一

こむと︑ぷうつとふくれる︒

十二6010図 國旗は實に國家を代表す 十一惚6
る標識にして︑其の徽章・色彩には

それぐ深き意義あり︒
十二鵬9図 愛すべく美しき山野は︑
︿略﹀︑感いよく深きを畳ゆ︒

十二梱7國國 これも全く先生方のお
かげと深く感謝致居り候︒

十二旧5図圃 ︿略﹀︑ 思出の深き船
つ＼がな く 今 日 し も 果 て て ︑

ふかす

船は今静かに法る︑ 懐かしき故

路や︑

﹇蒸﹈︵五︶−

郷の港︒

ふか・す
シ︾

八研5圏︿略﹀︑母が私に︑お友だち

ました︒

て見せよう︒﹂とはげしく吹立て

︽ーテ︾

四392

てる

R▽わらぶき

武器

をお呼びなさい︑おこはでもふかし
ふき

﹇武器﹈︵名︶2

て上げようと申します︒
ぶき

レル武器ヲソナヘ テ ヰ ル カ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

吹來る

と
下士官が︑甲板の吐水口から

九206 コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐 ふき・でる ﹇吹出﹈︵下一︶1 ふき出
十一318図 武器は皆槍なりしかば︑
﹇吹来﹈︵四︶1

世に之を朝して賎嶽の七本槍といふ︒

︽ーリ︾

ふききた・る

九103図 既に大海に出で給ひしに︑

ふくり
ふく

516

つかりとからだにくっつけまし
た︒

十旧1図

︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな

さ

秋風ぞ吹く︑白河の

寒い北風に吹かれながら︑冬
︿略﹀︑績いて造船部長の指

いみじき樂と我は聞く︒

吹く潮風に黒みたる

はだは赤銅さながらに︒

十一822図囲

貰物ヲ洗ツタリフイタリスル

時二使フ海綿モ︑︿略﹀︒

七832

道端の切りかぶに腰かけて︑

ひたひの汗をふいてみると︑︿略﹀︒

九344

︽ーイ︾

︽ーケ︾

1

ぎやうかい

福田行誠かつて鐵眼の

ぎやうかい

福田行誠

十一㎜7図

事業を感歎していはく︑﹁鐵眼は一
かん

生に三度一切纒を刊行せり︒﹂と︒

ト

副長もはや上甲板にあらはれ

﹇含﹈︵四︶1

ふくむ

皆ちいさんののみのあと︒

︽一

唐獅子も︑ 玉をふくめるこま犬も︑

からし

九824管理 ︿略﹀︑ ぼたんにくるふ

メ︾

ふく・む

める︒

て︑今日の天氣はどうかと空をなが

九619

ふく

ふく
男も女もひたひの汗を︑ほこ ふくちょう ﹇副長﹈︵名︶1 副長

りだらけの腕でふきながら︑にぎや

九602

シャベルが数字で眞黒にな

かに打績ける︒

十一979

ふく

更く

一切白木造で︑お屋根はか

﹇葺﹈︵五︶1

ると︑それをふいては又書く︒

六伽3團

﹇更﹈︵下二︶1

やでふいてある︒
ふ・く

メ︾

十一472図 其の後発夜更けてうかゴ ふく・む ﹇含﹈︵下二︶1 ふくむ ︽一
ふ
ひ見れば︑今度は︿略﹀鶴の臥した

近江に向ふ︒

しめ︑やがて︿略﹀馬にむちうって

づ五十人の兵に旨をふくめて先獲せ

十一274図︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑先
複雑

る様をなせり︒

まさのり

福島正則

其の尾を下して來て︑さをに

︿略V︑春蘭のつぼみのふく

しゅんらん

それであるから人々は常に

ふくり ﹇福利﹈︵名︶1 福利

らんだのも見える︒

九324

に︑鯉のかげが地の上をおよぎます︒

ませて︑をどり上ります︒其のたび

着けるかと思ふと︑又はらをふくら

五218

︽ーマ・ーン︾

ふくら・む ﹇膨﹈︵五︶2 ふくらむ

湖岸線は大半輩調であるが︑

﹇複雑﹈︵形状︶1

東南岸だけは二つの半島が並んで突

十二503

ふくざつ

十﹁812図圃なぎさの松に吹く風を︑

圖に︑着々と進み行く進水作業︒

揮につれて吹く進水主任の號笛を合

ふ・く

此の時聖母兵は﹁君が代﹂の
げつト

がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり

九626

九6610

四393するとたび人は︑風が吹 床の間をぬって行く︒
けば吹くほど︑ぐわいたうをし
ラッパを吹き︑衛兵隊は捧銃の敬
禮を行ひ︑︿略﹀︒

十王8

關︒

立ちしかど︑

風が吹クト︑カンナクヅ 九706図圏園 都をば︑かすみと共に

つかりとからだにくっつけまし
た︒

四604
ガ小屋中マツテアルキマス︒

扇は風に吹かれて︑くる

くるまはって居ます︒

四624

かはるみ＼に花さきみだ

五294翻 もえる木のめに春風吹けば︑ 枯の小道を通って來て︑︿略﹀︒
︿略﹀︑
れ︑ ︿略﹀︒

︿略﹀︒

五311圃 つゆや時雨が色よくそめた
う ら の 小 山 に 秋風吹けば︑

五896 雨が降っても︑風が吹いても︑
夜でも︑書でも︑此所に立通しに立
つてゐますが︑︿略﹀︒

一端に口を當てて息を吹き

出してみるためにや＼複雑になって

十一鵬6

こむと︑ぷうつとふくれる︒ふり動

六871 象つかひが乗ってみて︑口上
をのべては︑らっばを吹かせたり︑

みる︒

1

まさのり
﹁承る︒﹂と︑福島正則・

﹇福島正則以下﹈

福島正則以下

自治制の本旨を辮へ︑協同一致して

福島正則以下の六人︑ま 十一描4

ねばならない︒

團髄の福利を増進することを心掛け
﹇福田行誠﹈︹人名︺

たそれぐに名ある勇士を討取って︑
ふくだぎょうかい

武名を天下にと玄うかせり︒

十一317図

︵名︶1

ふくしままさのりいか

勇みに勇んで突進す︒

加藤清正・︿略﹀等の荒武者ども︑

十一296図

﹇福島正則﹈︹人名︺

かしては又吹く︒

かた
いて型に入れ︑又吹いて型から出す︒

ふくしままさのり

ごばんの上へ乗らせたりした︒
みるのを見ることがあります︒

七551園時には鯨が高く潮を吹いて 十一協9 ︿略﹀︑そこではちよつと吹
七937

︽一

はやて吹くやみにたg

ふく

寄るべなき海にさすらひ︑

フク

四月四日の朝︑當番で僕が机

﹇拭﹈︵五︶5

︿略﹀︒

よひ︑

十二旧3図圃

︿略﹀︑二百十日といふのは立 十一伽9 ︿略﹀︑そこではちよつと吹
かた
いて型に入れ︑又吹いて型から出す︒

春の日から二百十日目の日のことで︑

此の日はよく大 風 が 吹 く か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八637図 或夜弟子をあつめて︑書物
を教へし時︑風にはかに吹きで︑と

ふ・く

五28

イ・ーキ︾

もし厚きえたり ︒

れて︑若葉のにほひがひしくと身

の上をふいてみると︑︿略V︒

九345 ︿略V︑そよくと吹く風につ
にせまって來る ︒
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ふく・る
レ︾

ふくる

︽一

フクレル

︿略﹀︑

ろくじゆ
頭の長き福禄壽︑

ほていをしやう

︿略 ﹀ ︑

﹇膨﹈︵下 二 ︶ 1

九822図團
腹のふくれし布 袋 和 尚 ︑

皆ちいさんののみのあと︒
﹇膨﹈︵下一︶2
︽ ー レ・ーレル︾

フクロ

︿略﹀︑うつぼかづらといふも

の中に入れるのである︒
十湿5

ほていをしやう

腹のふくれし布袋和尚︑
皆ちいさんののみのあと︒
←よふけ

︿略﹀︑

會議員

市町村会議員﹈︵名︶1

野鼠市町村

一般人民が干瓢市町村正議

員を選駕するにも︑府縣立直で参事

十一掴5

會員を選訂するにも︑︿略V︑皆此の

﹇曇霞﹈︵形︶1 更けや

﹇更行﹈︵四︶1

ふけ行く

法律の外に勅令・閣令・省

令・府縣令等の命令がある︒

十二899

全領地を二分して與へてや

之をかこんだ賊は百萬騎とい

︽ーン︾

仕事毫のそばに︑ふさぎこ

を見附けて︑︿略﹀︒

んで下を見つめてみた女の子がそれ

十二583

こむ

ふさぎこ・む ﹇塞込﹈ ︵五︶1 ふさぎ

人や馬でふさがった︒

ふ大軍で︑城の四方二三里の間は︑

六913

︽ーッ︾

ふさが・る ﹇塞﹈︵五︶1 ふさがる

程の不孝者であらうとは︒

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二721

ふけ行く夜のしづけさよ︒ ふこうもの ﹇不孝者﹈︵名︶1 不孝者

更

﹇府県

︿略V︑方々で官軍が賊のひや

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

十一柳10圏団

ごぶさた︒ごぶさたいたす
こん
森林地開墾の様子を視

ぶさた ﹇無沙汰﹈︵名︶1 無沙汰﹇▽

ともにつかれた︒

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

六973

イ︾

ふさ・ぐ ﹇塞﹈︵五︶1 ふさぐ ︽一

さうして終に當代第一の農學

府

の大家となって︑塗家の爲に富源を

九288

﹇府県市会﹈︵名︶1

二三することが甚だ多かった︒
ふけんしかい

縣市會
︿略﹀︑府縣市會で参事會員

としなければならない︒

長を選墾するにも︑皆此の精神を本

を選墨するにも︑市町村會で市町村

十一M6

ふけんれい ﹇府県令﹈︵名︶1 府縣令

精神を本としなければならない︒

ふけ

ニイヒマス︒

ろくじゆ

頭の長き福線壽︑ ふけんしちょうそんかいぎいん

福

フクロフが鳴クト︑其ノ

︿略﹀︑

黒き
ふける

︿略﹀︒

﹇更﹈︵下一︶2
︽ーケ・ーケル︾

夜がふけて︑人々はかへりま
夜が更けるにつれて燈がだ

府縣の界

﹇府県﹈︵名︶1

なった︒

ふけん

十二撹図

府民

んく暗くなり︑今にも消えさうに

十一694

した︒

五431

ける

ふ・ける

とばりにおほはれて︑

あらゆるものはやみといふ

九12図圃

︽ーク︾

ふけゆ・く

の戸はもう皆とざされてるる︒

︽ーイ︾

のがある︒葉の先からつるを出して︑

フクロフ

フクロフ

十一76夏
3の夜は更けやすい︒家々

ふけやす・い

フクロフ

﹇稟﹈︵名︶5

ノ鳥デス︒

ニ︑フクロフノ
ヲケツテ︑︿略﹀︒

すい

五六寸の細長い袋をつるしてみる︒

のぶ子さんは︑成績物が返

十皿7圏此の袋で轟をとるのだ︒
十一152

之を機械にかけて皮を

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑
︿略﹀︒

十一柳2圏圏

九

﹇臭﹈︹課名︺2

除き︑袋に入れて外國に輸出する由
に候︒

ふくろう

四342九 フクロフ

四目−〇

ふくろう

フクロフハオモ白イカツ

︿略﹀︑先に赤い玉がくつつ

﹇袋﹈︵名︶ 1 0

きこむと︑ぷうつとふくれる︒
ふくろ

袋﹇▽こぶくろ・てぶくろ

︿略﹀︒

ろくじゆ

九821図圏

緑壽

﹇福禄寿﹈︹人名︺1

明クル出隅天金ガヨイカラ︑

四378

ニヨツテイロイロ

四377フクロフノ鳴キゴエハ所

トシテ居ルバカリデス︒

大キナ目ヲ見ハツテキヨトキヨ

四374 ソレデモフクロフハ︿略﹀︑ ふげん ﹇富源﹈︵名︶1 富源

カホ

トンデ 來ガケ

四368 モズハ小サイガ︑マケヌ
氣 ノ鳥デス カラ︑高イ所カラ

カウ

兄様ガタノオトモヲシ 四343フクロフハオモ白イカツ

︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせて︑其

十576 鳩に手紙を運ばせるには︑

て︑長四郎はやっと袋から出された︒ ふくろくじゅ

八186 書下︑御三所のおわびによつ

封じて柱に掛けた︒

では出さぬ︒﹂といって︑袋の口を

八183 ︿略﹀︑﹁ありのま＼に申すま

さぬ︒﹂といって︑︿略﹀︒

れて︑﹁ありのま＼に申すまでは出

八181 將軍は長四郎を大きな袋へ入

入れてあります︒

んであって︑百雨は小さなふくろに

七678園 五十爾は黄色なきれにつ﹂

ノデス︒

ヤツタノデ︑オオクレニナツタ

テ︑フクロヲカツイデイラツシ

四184

ふくろ

いてるる︒一端に口を湿てて息を吹

十一伽6

マンマルナ目︒

カウノ鳥デス︒フクレタカラダ︑

四344

ふくれる

ふく・れる

ふくる一ぶさた

ふさふさ一ふしぎ
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過ぎ候︒

ふさふさ ﹇総総﹈︵副︶一 フサく
庭サキノブダウ棚二︑︿略﹀︒

フシ

節

フサくト下ツタウスムラサキノ實

五962

﹇節﹈︵名︶5

ハ︑︿略﹀︒

ふし

シテ行キマシタガ︑ソノ中ニ

中のさむらひを引きつれて︑ふ
じのまきがりをいたしました︒

四937 兄弟は今度こそはと︑
母にいとまごひをして︑ふじ
武士﹇▽ししと

のすそ野へ急ぎました︒
﹇武士﹈︵名︶21

七324図

これより獅子は日夜武士に

つきしたがひてはなれず︑武士には

これより獅子は日夜武士に

無二の從者となれり︒

七325図

つきしたがひてはなれず︑武士には

かくて幾年かすぎし後︑武

無二の從者となれり︒

となれり︒

七333図

こ＼に武士と獅子とはわか

獅子は武士の方を見まもり

れざるを得ざることとなりぬ︒

七338図

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

た︒

二百十日を無事に越した田に

皆様御かはりはありません

は稻の穗先がもう大分重みを見せて

馬券10

みる︒

十732團

大層天氣がおだやかにな

か︒こちらも一同無事です︒

つたね︒二百十日もこれで無事にす

十一881園

んだ︒

尾をお切りになった時︑つる

不思議

すると酒のにほひがしますの

で︑ふしぎに思って︑見まはします
なぎなた

どの町村からも︑歩兵が一

︿略﹀を波の上に敷重ね︑

今まで荒れに荒れるたる大海︑おの

其の上に飛下り給へり︒ふしぎや︑

九116図

︿略﹀︒

ノ生レ三川へ蹄ツテ來ルサウデ︑

ニ川へ上ツテ來ルガ︑フシギニ自分

六482 ︿略﹀︑今度ハ自分が卵ヲ産ミ

村からは私一人だ︒

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

六415圏

ゐます︒

と︑石の中から酒ににた物がわいて
やり

けれども刀・槍・薙刀など︑
︿略﹀︑警固の武士もさすが
こじまたかのり

此の頃備前に牛島高徳とい
︿略V︑古の武士が玉とくだ

無事

去る三日にお差出しの縞物

﹇無事﹈︵形状︶5

日金8圏

ぶじ

れである︒

ける討死を無上の名碁としたのがそ

十二僻10

ふ武士あり︒

十㎜6図

にようひの袖をしぼりけり︒

十閣4図

武士の魂と呼ばれる物は︑︿略﹀︒

八価5

は一たまりもなくにげ落ち︑もはや

五542

と︑︿略﹀︒

つて︑尾をさいてごらんになります

ぎのはがこぼれました︒ふしぎに思

五122

ふしぎ

獅子はもとより武士にした ふしぎ ﹇不思議﹈︵形状︶10 フシギ

士は海をこえてふるさとへ切ること

七327図

七331図

重いくさのあった時には︑よ

うひかぶとの勇ましいなりをした武

我が武士は敵の攻めよせるの

にあつまった︒

六804

此の時此所に怠りしは一人

朝鮮に日本の武士は一人も居らぬ︒

けれども我が武士は︑船の大 七鵬3園 ︿略﹀︑日本の大玉小西行長

を待ちきれず︑こっちからおしよせ
た︒

小などは少しも氣にしなかった︒

六807

がひて行かんとせり︒

士の刀や︑なぎなたの光も︑︿略﹀︒

六702

ぶし

ぶし

三663アトへ竹ノキレヲノコ
フシガーツアツテ︑水デツパウ
ニナリサウナノガアリマシタ︒

シノマン中二︑キリデ小サナ

三666私ハソレヲヒロツテ︑フ 六801 四國・九州の武士は博多の濱
アナヲアケマシタ︒

三688 ︿略﹀︑フシニ小サナアナ
︿略﹀︑枝打をしないと木に

ヲタクサンアケマシタ︒
十一398
節が出來ることである︒

武士といふ武士は必死のかく
武士といふ武士は必死のかく

七313図

ごでふせいだ︒

六843

ごでふせいだ︒

十﹇401 生きた枝でも枯れた枝でも︑ 六842
其のま＼にしておくと︑木が太るに
つれて其の枝を包んで行くために︑
其虜が節になるのだといふ︒

ふじ ﹇富士﹈︹地名︺4 ふじ←なん

武士の馬はおどろきて︑後

の武士なり︒

足にて立上り︑おそれて其所に近づ

三808韻あたまを雲の上に出 七313図

ぶふじ

し︑ 四方の山を見おろして︑

かんともせず︒

武士は太刀をぬきて馬より
胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

どう

とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の

七315図

かみなりさまを下にきく︑ふ
じは日本一の山︒
か

三822圃 青空古同くそびえたち︑

からだにゆきの着物着て︑

七322図 獅子はうれしげに一聲高く
すみのすそを遠くひく︑ ふじ
つから静まりて︑︿略﹀︒
三十反︑本日無事に着きました︒
ほえ︑︿略V︑しっかに近よりて武士
は日本一の山︒
八653團 おとうさんは一昨日の正午 九214 動物ノ形や色デモ︑注意シテ
四933 ある年︑よりともは日本 の手をなめたり︒
無事にサンフランシスコへ着きまし
調べテミルト︑コノヤウニイロく
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ふじさん一ぶじん

フシギナ事ガアル ︒

十撹10図

翌朝警固の武士ども之を見

﹇富士山﹈︹課名︺2

ふじ

つけて︑痒みかねて上聞に達したり︒
ふじのやま

ナリ︒

八281図

もし由なくば︑我等は如何

ふじゆう﹇否由﹈︵形状︶3否由

村の人は代り合って︑一日置

土ザウノブシンガハジマツテ

居マス︒

五711

に普請の手つだひをすることになつ

と 思 っ て ︑ 聞 い てみると︑︿略﹀︒

十826 坑内に馬が居るのは不思議だ
の山

た︒

︿略﹀︑は へ の や う な 轟 が 二 匹 ︑

に不自由ならん︒箸を持つことも出

十欄2

來ず︑帯を結ぶことも出來ず︑︿略V︒

八335昔朝鮮に一人の婦人があって︑

ふじん ﹇婦人﹈︵名︶7 婦人

三目13二十五ふじの山

︿略﹀︑弟子どもは﹁先生︑

少しお待ち下さいませ︒今風であか

八645囹

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

ふじ

りがきえました︒﹂と言ひしに︑保

一人の子が御意の言い

ふし

婦人は︑これは珍しい︑神様

間もなくそれから芽が出まし

︿略﹀︑身なりはそまつなれ

されど婦人は︑︿略﹀︑僧を

にとて外に出行きけり︒

馬はたいそう元氣のよい動物

て出かけた︒

て︑いざといふ時には︑それに乗つ

で︑︿略﹀︒武人は昔から之を愛養し

七267

ぶじん ﹇武人﹈︵名︶2

武人

ば待たせ置き︑おのれは主人を迎へ

十601図

く主人が留守でございますので︒

ど景品高き婦人立出でて︑﹁折あし

十598図

がつゴいたと申します︒

したが︑一生の間仕合はせのよい事

八351 ︿略﹀︑此の婦人は長生をしま

育てました︒

たので︑婦人は之を我が子のやうに

八348

ないと思って︑︿略﹀︒

がおさづけ下さったのはこれに違ひ

八345

りました︒

けるのを待って︑すぐに其の山へ上

婦人は大いに喜んで︑夜の明

の山

九柵1倉庫園

くさに出でし事なれば︑定めて不自
じゅん
﹇不純﹈︵形状︶1 不純
じゅん

集めた液は之を工場に持つ

由なる事もあらん︒

ふじゅん

十一533

武將の幼時

武將の幼時

︹課名︺2 武將の

て行き︑先づこして不純な物を取
除き︑︿略V︒

第四

ぶしょうのようじ
幼時

八目5

第四

不振

即ち一人の貿易商が外人の

﹇不振﹈︵名︶1

八132
ふしん

十二237

信用を失ふやうな事をすれば︑忽ち

フシン

國全髄の商品の信用に關係して︑貿．

普請←みちぶしん

﹇普請﹈︵名︶3

易の不振を招き︿略﹀︒

ん

ふしん

八339

晩神檬にいのってゐました︒

伏見

言ひたりとそ︒

己一は笑ひて︑﹁さてく︑目あき

︿略﹀︑天人はまひながら

きました︒

ふしみ

ふしみ
清正は朝鮮を立って︑伏見へ

當時秀吉は伏見の城に居った

﹇伏見城﹈︵名︶1

伏見の城へかけつけました︒
ふしみじょう

翌日諸大名が伏見城の大廣間
へっめました︒

七価1

城

伏見

七柵3 此の時清正は︑︿略﹀︑家來の
てこ
者二百人に挺を持たせて︑一さんに

のでございます︒

七979

参りました︒

七979

ふしみ
﹇伏見﹈︹地名︺3 伏見

のかすみの中へはいって行

松原の上をだんだん高く上つ
て︑ふじの山よりも高い大空

三904

れいに見えました︒

といふものは不自由なものだ︒﹂と

﹇富士山﹈︹地名︺2

ふじの山

底の水の中で︑動けなくなってみる︒

じ

二十五

三804

ひ

三831日はよくてつてみて︑ふ
じの山はいつもよりなほき

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類 ふじのやま

ほんたうに不思議な草だ︒
十ニー11

の研究をしないだらうと不思議に思
ふやうになった︒

十二415 其の最初の一音が既にきや

ふ

うだいの耳には不思議にひ〜いた︒
ふ じ
﹇富士山﹈︹地名︺6 富士山

ふじさん

富士山

白でせうね︒﹂

六48園 ﹁にいさん︑富士山はまつ
六61園 ﹁一番は新高山︑二番は富
士 山 ︑ 三 番 目 は ︒﹂

にあって︑四番目 が 富 士 山 だ ︒ ﹂

六64囹 ﹁いや︑二番も三番目皇湾

か

六66園 ﹁富士山の次は︒﹂﹁内地で
は甲斐の白根で︑ 一 万 五 百 尺 ︒ ﹂

六88園 ﹁高くて名高いのは︑どの
山 で す か ︒ ﹂ ﹁ それは富士山さ︒﹂

九9810園富士山も︑晴れた日には︑

﹇不時着陸地点﹈

白雲の上にかすかに見える事がある
さうです︒

ふじちゃくりくちてん

︵名︶1 不時着陸地貼

アリテハ︑金銭ヲツヒヤシテ︑水ヲ

買フナドトイフハ︑思ヒモヨラヌ事

四581私ノウチデハ此ノゴロ

九4310図 飲料水二不自由ナキ土地ニ 四288 又町はつれに大きな工場
のふしんがはじまって居ます︒

十579 傳書鳩を利用する場合はなか ふじゆう ﹇不自由﹈︵名︶1 不自由

く多い︒飛行機の不時着陸地鮎を
知らせたり︑︿略﹀︒

ぶしども ﹇武士共﹈︵名︶1 武士ども

ふしんかた一ふた

520

忠孝は實に我が國民性の根

九365図

えうさい

リエージュの要塞に立てこ

もりたるベルギーの勇將レマンは︑

十二儒3
本をなすもので︑之に附随して幾多

八価9 此の父母の下に︑此の家に育
つた乃木大將が︑終生忠誠質素でお

謙信は︿略﹀︑大太刀をふり

いでるます︒

かざして︑信玄に打ってか＼つた︒

七449

︿略﹀︒ぐんばいうちはでふせいだが︑

ふすま

部下の將卒をはげましく︑エン

﹇襖﹈︵名︶3

ミッヒ將軍のひきみたるドイツの大

ふすま

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

清秀︑士卒を指揮して防ぎ戦ふ︒

﹇防﹈︵四・五︶9

それでも義纒は︑太刀で熊手

それでも義纏は︑太刀で熊手

戦ひて生心を防ぐ︒

十983図時に宋の勇將張黄門よく

十一396 ︿略﹀︑枝を打てば︑山火事

の危瞼を防ぎ︑又空聾の流通がよく

其の間草をとったり︑虎や

なって轟がつかなくなるさうだ︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十一521

﹇伏﹈︵下一︶2 ふせる ︽i

はなかく一通りでない︒

セ︾﹇▽くみふせる

四493囹 まん中へふせておきな
さい︒こんど取った人がそれ

も取ることにします︒

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな

七253 茶屋から二一二町鳶つた所の右

塚がある︒

つか

ぶぜん

なかつ

ぶぜん
ぶぜん ﹇豊前﹈︹地名︺1 豊前

激流岩をかむ山國川を右に見て︑川

十一一悩1 豊前の中津から南へ三里︑

沿の道をたどって行くと︑︿略V︒

士といふ武士は必死のかくごでふせ

實に我が國にとっては︑これ

ちやうせいけつ

軍を物ともせず︑勇ましく防ぎ職ひ

翌朝書師は常にもあらず

十一466図

︿略﹀︑十日飴りにして︑

に筆を動かしみたり︒
十一471図

のがけ路にて面面山路正帽に出であ

十一2910図中にも加藤清正は︑山際

十一481図此の一言を聞くや︑書師

正國も槍を合はせ︑しばらく防ぎ職
ふせ・ぐ

ひしが︑︿略﹀︒

ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒

ひのき

︽ーヒ・ーフ︾

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

一かどの役目を勤めて世

ふた ﹇蓋﹈︵名︶1 ふた

ふたばん

ふた ﹇二﹈﹇▽ふつかふたばん・みつか

足は無ささうである︒

間の役に立つのに︑どれもこれも不

十二549園

義貞は︿略﹀︑其の遠干がた ふそく ﹇不足﹈︵名︶1 不足
した︒賊のぞなへは忽ちくつれて︑

を眞一文字に鎌倉さして攻めこみま

七221

いだ︒

までにない大難であった︒︿略V︒武

六糾3

げました︒

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六364

げました︒

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六364

ぐ︽ーイ・ーガ・ーギ・ーグ︾

防 ふ・せる

杉戸に檜一本目壼がきて東國へ出

櫻の花の一時に咲き一時に

これまで自分の不整頓の

防ぎ

ために︑むだに費した時間と勢力は
﹇防居﹈︵上一︶1

大きなものであった︒
ふせぎ・いる

いひ
︿略﹀︑此の時までも飯浦

ふせぐ

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑唯

ふすまの鶴は二十四五羽となりぬ︒

︿略﹀︑とりでの守將中川

たり︒

の良性・美徳が発達した︒

︽ーシ︾

十一248図

阜く起出で︑ふすまに向ひてしきり

し通して︑武人の手本と仰がれるや
う に な っ た の は ︑︿略﹀︒
ふしんかた

ふしんかた ﹇普請方﹈︵名︶3 普請方
普請方
屋は普請方をよそからっれて來た︒

ふしんかた

五707 いよく其の年になって︑庄
五713 ︿略﹀︑いろくの工事に︑村
の人は普請方のさしづをうけてはた
らいた︒

立しぬ︒

ふぜい
﹇風情﹈︵名︶2 風情

︿略V︒

散る風情を喜ぶのがそれであり︑

ふぜい

十二撒9

しきりに人の眠をさますも︑奈良に
ふぜい
は訣くべからざる風情なるべし︒

鹿の︑︿略﹀︑秋より冬にかけて哀音

十二川5図人なつかしげに寄り來る

ふぜい

五743 かうなっては︑もう庄屋の悪

︽ーシ︾

口を言ふ者ばかりで︑普請方はとう

くにげてしまった︒
ふ
臥す

︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

﹇ 臥 ﹈ ︵ 四 ︶1

十一474図

ふ︒す

ふす

︽iセ︾

ふ
足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

たる様をなせり︒

﹇伏﹈︵下二︶1

﹇伏﹈︵五︶﹇▽つっぷす

ふ・す

ふす

←ねじふす

附す

十一183圏

十685図 ︿略﹀︑それが一族どもに所ふせいとん ﹇不整頓﹈︵名︶1 不整頓

領を奪はれて︑此の通りの始末でご
ざいます︒﹂といひて目をふせしが︑

﹇ 付 ﹈ ︵ サ 変︶1

主 人 は や が て 語 氣を改めて︑﹁︿略﹀︒
ふ・す

︽ーヰ︾

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

十一286図

居る

坂にふみ留って︑追來る敵を防ぎ居

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

十ニー46図 されば珍しき事件の起り
く獲責することは古より行はれたり

いでるます︒

ぎ職ふ

賊のぞなへは忽ちくつれて︑

し弟勝政に引きあげを命じたり︒

︽ーシ︾

七222

しが︑︿略﹀︒

する

ふずい・する ﹇付随﹈︵サ変︶1 附随 ふせぎたたか・う﹇防戦﹈︵四︶3防

521
ふだ一ふたつ

三451園
︿略﹀︒

﹇二重目﹈︵名︶1

二か

二かさね目のせいろうから︑

ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

八533

さね目

ふたかさねめ

それではこの玉手箱を

上げます︒どんなことがあって

札﹇▽なふだ

も︑ふたをおあけなさいます
﹇札﹈︵名︶1

な︒

ふだ

ブタ

︵名︶2

ふたガラス

自分の置かれたのは︑仕事

時計師は早速ピンセットで

とのふたガラスの中へ入れた︒

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

十二589

スの中で︑︿略﹀︒

塁の上に乗ってみる小さなふたガラ

十一一534

ふたガラス

十﹁177 見れば引出にはみんな札が ふたかた 且vおんふたかた
はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ
チ﹂などと一々書いてあります︒
ブタ
﹇豚﹈︵名︶3 豚 豚

八205図 イカダノ大ナルモノハ長サ

ぶた

六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ
ニハトリ

置キテ野菜ヲ作り︑又小屋ヲ建テテ
ブタ

キツネ タヌキ ウサギ

豚・公等ヲカヒ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八496狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼 ふたくち ﹇二口﹈︵名︶1 二口
あのたちで子ども向の品を

かうしてボートは再び荒波を

内に集った︒

十285

︿略﹀︑すさまじい波を起して︑

切りぬけて︑燈皇に蹄り着いたので
ある︒

十掴8

鯨は海底深く沈んだ︒︿略﹀︒やがて

鯨は再びはるか彼方に浮上つた︒

ピヤノの前に腰を下した︒

ねぢは︑自分が此虚に位置

を占めたために︑此の時計全膿が再

十二596

び活動することが出來たのだと思ふ

と︑︿略﹀︒

十二佃3図次いで白金其の他の金属

これまた失敗に終りぬ︒こ＼におい

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

ニつε

て再び炭素線の研究に没頭したれど

︿略﹀︑呉の勢盛にして越軍

ニツ

大いに破れ︑里馬は呉に捕へられぬ︒

十榴8図

白ウサギハ

一ツニツト

あひだから電とうがつくやう

四281私どもの町でも︑この

︿略﹀︒

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四151

ゐました︒

出て︑﹁一つ二つ﹂とかぞへて

三536園あるばん︑弟がにはへ

ニツオチアツテ︑︿略﹀︒

三493ヤクバノヨコデ︑川ガ

コガウマレマシタ︒

一464 ︿略V︑モモガニツニワレ
テ︑ナカカラオホキナヲトコノ

おはなしふたつ・まっぷたつ

﹇二﹈︵名︶17

も︑︿略﹀︒

十一614

通って再び光明の世界に出た時︑

ネルにはいる︒しばらく暗黒の中を

ふたつ

︿略﹀︑勾践此のうらみ忘れがたく︑

又他人の物を盗んだといふ

︿略﹀︑再び呉と戦ひて遂に之を亡し
ぬ︒

十一199

やうな犯罪があった場Aロには︑平家
は其のやうな不法な行が再びされな
いやうに︑其の犯罪者をこらし︑又

七掴3囲

世間の人々のいましめにもせねばな

ノ 求 メ ル 物 デ ア ルガ︑︿略﹀︒

もう五十反︑至急お送り下さい︒代
二くみ

十885 支那の豚の毛が輸入されて日

﹇二組﹈︵名︶1

再び

汽車は︿略﹀︑やがてトン

金は二口合はせて月末に送ります︒
ふたくみ

四513それから又二くみに分

﹇再﹈︵副︶13

れて︑何べんも取ってあそびま
した︒

ふたたび

︿略﹀︒

十一伽1図苦心に苦心を重ねて集め
たる出版費は︑遂に一銭も残らずな

三日の間に一同は白木綿を一
前駆は再び一同を呼出して︑さきに

になりました︒︿略﹀︒私のうち

つき上ると︑おばあさんが餅

九146図とやの内に入りて見るに︑

るまはしていらっしゃったが︑︿略﹀︒

んはそれを二つにちぎって︑ぐるぐ

を臼の中で丸めて︑︿略﹀︒おかあさ

八526

再び募集に着手して努力すること更
鐵眼こ＼において再び意

三人は﹁どうかもう一
曲︒﹂としきりに頼んだ︒彼は再び

十二435

の事業を中止し︑︿略﹀︒

を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

十一伽8図

でも二つつけました︒

反つつ持って参りました︒︿略﹀︒越

王は間もなく健康を回復して︑

納めさせた白木綿を返し︑︿略﹀︒

十113

総員三十二人が四組に分れて︑

再び其の英姿を陣頭にあらはす事が
出漁た︒

十1110

それぐ仕事の持場に向つた︒午後
四時︑豫定の仕事を終へて︑再び境

に喫驚︑︿略﹀︒

りぬ︒然れども鐵眼少しも屈せず︑
ぼ

八439

らぬ︒

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出
されるなども同じ例である︒
﹇二足三足﹈︵名︶1

するとおとよは︑︿略﹀︑﹁わ

ふたあしみあし
二足三足
八885

たくしのおとうさん︒﹂と答へた︒
信吉はびっくりし て ︑ 一 一 足 三 足 後 へ
下ったが︑︿略﹀︒

ふたうすめ ﹇二日目﹈︵名︶1 二日目

八529 二白目で小さなおそなへが幾

二か＼へ

かさねか出來︑三臼目からは︑のし

﹇召抱﹈︵名︶1

﹇▽はぶたえ

餅が撃墜た︒
ふたえ

ふたかかえ

︿略﹀︑道ばたに大きな松が一
本ある︒みきが一 一 か ︑ へ も あ っ て ︑

七232

ふたつみっつ一ふたり
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わら

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ
り︒

し︑﹁四月二十五日朝︑卵二つ︒﹂と

だいぼう網は身網と垣網と

二つ三

こ

七437

ある時謙信が山の手に陣を取

つてみると︑信玄は兵を二手に分け

ふた

二
ふたみが

参舞をすましてから︑二見

﹇二見浦﹈︹地名︺1

て︑はさみうちにしようとした︒
ふたみがうら

見浦

みがうら

うら

六研6田

浦を見に行って︑おみやげに貝細工
を買った︒

ほん

岩打つほとり︑

﹇二人﹈︵名︶56

︿略﹀︒

ました︒

三234

マシタ︒

四903

四947

二人

一一人がむちゅうになって
一一人がびっくりして見て

二人はすかさずうち取つ

つくづくとかほを見合ひました︒

四965

父がうたれてから十八年目に

て︑十郎は二十二︑五郎は二十︑

私ども二人はていねいにおじ

めでたくのぞみをとげました︒

五46

二人は峠を下りて︑となり村

ぎをしました︒

五66一

二人の者が山の中を通ると︑

へはいりました︒

くま

五977

不意を討たれた平家方は︑上

熊が出て來ました︒

を下への大さわぎ︑︿略V︑一匹の馬

六248

に二人乗る者もあります︒

る歩兵の音吉君と二人で町を見物．し

六398国昨日はとなり村から來てる

た︒

︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

︿略﹀︑石のらうから唐糸を出

二人はたがひに馬を乗りよせ

或年選ばれた子どもの中に︑

すぐれて上手なものが一一人あった︒

八67

馬の間にどうと落ちた︒

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑爾

七475

泣いた時には︑︿略﹀︒

たがひに取りついて︑うれし泣きに

して︑萬じゅに渡しました︒二人が

六637

ねがったのでございます︒

行って︑うばと二人で御ほうこうを

六578

けて︑やうく鎌倉に着きました︒

なれない道を一月あまりも歩きつゴ

一一人はかけ足でまはりつ 六572 一一人は野をすぎ︑山をこえ︑

二人のものはなかなか
︿略﹀︑二人はたいまつで

二人はたいまつを上げて︑

へ向ひました︒

道をてらしてくどうのやかた

四942

そばへよることも出妊ません︒

四924

子どもに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

母は泣きながら二人の

四871 二人ガオ話ヲシテ居ル
所へ︑オ花ノオカアサンが來

モヨクニテ居マス︒

四703私ドモニ人心色モナリ

こをしました︒

三388

さんについてかへりました︒

二人はよろこんで︑おちい

たくさんとってからくらべてみ

三226又とりはじめて︑二人は

ちのいぬでした︒

ゐますと︑それは小二郎のう

三216

とってゐますと︑︿略﹀︒

三211

くぐってとりました︒

のあひだをあちらこちらへ

た︒︿略﹀︑二人はまつやっつじ

三204 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし

ふたり

﹁星を二つ三つはたき

﹇二三﹈︵名︶4

大きなものである︒

二つの部分から成ってみて︑非常に

十一一768

つ

ふたつみっつ

九149図 机の引出より養鶏日記を出
記入す︒

おとさうとしてるるのだ︒﹂

九2910 瀧は︑落口にあるゴート島と 三526園
いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

てある柿が︑赤い玉のやう

九303 右にあるのがアメリカ瀧︑左 四243 ︿略﹀︑二つ三つとりのこし
にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを

に光ってゐます︒

赤い扇は︿略﹀︑空に高

合はせてナイヤガラの瀧といふので

四668
くまひ上って︑ひらひらと二つ

す︒

え
九訂10園 あれが北斗七星だ︒あの柄

三つまはって︑なみの上にお
ちました︒

十二218
つ通って行く︒

ふもとの川を白帆が一一つ三

でない方の端にある二つの星を結び
つけて︑其の線を︑ひしゃくの口の

向いてみる方へのばして行くと︑
︿略﹀︒

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九881園 く略V︑今結んだ二つの星のふたて ﹇二手﹈︵名︶1 二手
かなり大きい星があるだらう︒

十251 船は二つにくだけて︑船尾の

方は見るく大波にさらはれてしま
つた︒

十321 先づ地峡の山地を流れてみる

たい

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ
た︒

昨日までに二山出子て︑もう三つ目

十佃1 池にかけてある二つの太鼓橋 ふたやま ﹇二山﹈︵名︶1 二山
ろう
六28 ︿略﹀︑一山は十二つつです︒
を渡り︑給馬堂の前を通って棲門を
くゴると︑本殿の前に出る︒

や

大谷の奔流

だい

の山が出來か＼つてゐます︒
十二502 湖岸線は大上軍調であるが︑
ふたら
ふたら ﹇二荒﹈︹地名︺1 二荒
東南岸だけは一一つの半島が並んで突
ふたら
十柵10図圏 二荒の山もと 木深き虜︑

出してみるためにや＼複雑になって

みる︒
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ふたりとも一ふだん

八92 ︿略﹀︑もはや信作と耕造の二
人だけの競走となった︒

ひ に 勝 利 を い ひ はるので︑︿略﹀︒

八93 二人を出した村の者は︑たが

運んで炭車に入れる︒
いたらしい様子︒

字が上手になったのに驚きました︒

士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清

小さな子どもが二人奥からかけ出し

がゆづり合ってくれたので︑二人と

十一304図直に組合ひたる二人の勇 十一一553 不意にばたくと音がして︑ 九6710 ずる分こんでみたが︑みんな
正やがて正國をねぢ伏せたり︒

も腰を掛けることが出來た︒

たが︑男の子はやがて仕事皇の上の

御手紙魚見致候︒二人

ともよく勉強し居らるる由︑安心致

十一梱8圓国

則を破ったのが不快でたまらない︒

第二座の僧は︑二人とも規

て來た︒

物をあれこれといちり始めた︒

王にはゴネリル・リガン・

みたるま＼ころくと轄び落つるこ

︿略V︑中にもうれしさうに 十二658

か

候︒

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

世間にはこんな場合に︑な

﹇負担﹈︵名︶2 負捲

て︑自分の財産を残らず差出した︒

しでも他人の負憺を輕くしょうとし

九539園︿略﹀︑あの人は反封に︑少

る者もあるが︑︿略﹀︒

るたけ自分の負据を輕くしょうとす

さうして残りの領地を二分 九538園

二人ト

一念こった不断の努力は恐

ものに見え出した︒

見る影もない老僧の姿が︑急に尊い

しいものであると思ひつくと︑此の

十一一研10

不断の花のかをりあり︒

十一811図圏高く二つくいその香に︑

ふだん ﹇不断﹈︵名︶2 不予

全領地を二分して與へてや
程の不孝者であらうとは︒

つた一一人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二7110

して︑姉二人にやってしまった︒

十二6910

見えたのは︑十三四になる二人の少

二人は外の者からずっと離

姉二人は既にさる貴族に嫁し︑︿略﹀︒ ふたん

してみた︒

十一566

合爵をする者が一人へり二

人へりして︑はては又村人全燈が此
しかし一一人は互に信じ合つ

を限りに叫んでみるが︑二人の耳に

其のうちに二人はふかの來

ばれる︒

ニ人とも

マス︒

七753園
した︒

八741団

ちの年始状が着きました︒二人とも

シカゴを立つ日に︑お前た

に心がけのよい者︒近頃かんしん致

さてく︑二人ともまこと

カマノモノが大テイ行ツテ居

ダーウィンの後半生は病氣

四歳の長壽を保つことが出盛た︒

じゅ

活とふだんの養生とによって︑七十

がちであったが︑此の規則正しい生

十ニー38

につくさない︒

て物を云ふだけで︑少しも僕等の爲

いてるますのに︑君はたゴ坐ってゐ

四713 シカシニ人トモ大セツナ だん ﹇普段﹈︵副︶2 ふだん
ふ
モノデ︑ドナタノウチニモ︑ナ
八997囹 僕等はふだんいそがしく働

モ

一一人の少年はボートに乗せ ふたりとも
あんどん

二人はほの暗い行燈のもと

月のさえた冬の夜友人と二

二人は戸外にた＼ずんでし
一一人は不意の來客にさも驚

﹇二人共﹈︵名︶6

てるる仲なので︑話はおだやかに運

十二m10

の老僧から離れるやうになった︒

十二393

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

十二379

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十一一373

學問の道をたどってみるのである︒

十一科3年こそちがへ︑二人は同じ

で封坐した︒

十一739

られて蹄って來る︒

十一589

るのに氣がついた︒

十︸569

績けてるる︒

ははいらぬのか︑夢中で泳ぎくらを

︿略﹀︑﹁逃げろく︒﹂と聲 十一一鵬1

らないらしい︒

十一564

しかし二人の少年はまだ知

れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを

十一553

年であった︒

十︸552

と三十間許︒

八94 ︿略V︑神主は二人の者だけで︑ 十一313図︿略﹀︑一一人はしっかと組 十一一554 一一人は其庭らを見廻してゐ 十﹁6910
︿略﹀︑一人の子どもに二人の

もう一度競走させることにした︒
八362

實母はないはずといって︑いろいろ
調べますが︑︿略﹀︒

て︑雨方から子どもの手を取って引

八365園 其の子を二人の眞中に旨い
合へ︒

八368 二人の女は﹁かしこまりまし
た︒﹂と︑占方か ら 引 合 ひ ま し た が ︑
︿略﹀︒

死所を得た る を 喜 べ り ︒

九423図圏二人の我が子それぐ
に︑

蹄りになったと聞いて︑今日にいさ

九936 ︿略﹀岡田さんが旅行からお
んと二人で遊びに行きました︒

十266 二人は早速ボートを出す支度
に取りか＼つた︒

せて︑二人はボートをあやつった︒

十276 一進一退︑たゴ運を天にまか
十469 弟子たちも此の主人を見限つ
て︑一人逃げ二人逃げ︑今は手助す
る人さへも無くなった︒

十842 採炭坑夫は四人つつ一組にな
つてみて︑其の内の二人が石炭を掘
崩すと︑︿略V︒

十餌3 ︿略﹀︑其の内の二人が石炭を
掘崩すと︑他の二人がそれをざるで

ふち一ふと
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ふち

﹇縁﹈︵名︶3

フチ

ふち

三634三人は舟とならんで︑川
のふちをかけて行きます︒
六652 昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ
フチニ置イテ︑手工ヲシテヰタ時︑
︿略﹀︒

九155才半︿略﹀︑をんどりは箱のふち
をふまへて︑首をすゑ︑むねを張り︑

﹇府庁﹈︵名︶1

府警

今やときをつくらんとする様なり︒
ふちょう
﹇Vぞうせんぶちょう

六71図 弊習
ぶちょう

普通

ぶつ ﹇▽せいせきぶつ︒どうしょくぶ
﹇普通﹈︵名︶5

つ・ゆうびんぶつ
ふつう

一定の飼養所から他の土地に連れて

あった︒二日たっても三日たっても

そんな風でしたから︑ぼん

汲みに來ない︒

十143園

の道ぶしんなどは︑何時も二日は
︿略﹀︒

﹇仏教﹈︵名︶3

十一櫨2図園

︿略﹀︒

佛教

︿略﹀︑佛教を盛にせん

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑

十一梱2図囹

我が一切纒の出版を思

十一伽5図 一切纏は︑佛教に關する
そう
書籍を集めたる一大叢書にして︑

ぶっきょう

二日たって︑天氣も晴れ︑波

か＼つたものでした︒

十287
浪もをさまった︒

︿略﹀︑御母上様には去る

とするは︑ひつきやう人を救はんが

十伽7圓團

二日御安産にて︑玉の様なる女の御

爲なり︒

﹇二日市﹈︹地名︺2

二日

ぶつぜん

す

取扱上不都合の廉あらば口

﹇打倒﹈︵五︶1

﹇▽こぶつぜん

︽ーシ︾

ぶったお・す

︹地名︺一

ブッダガヤ

それから繹迦はブッダガヤ
に思をこらした︒

﹇筆﹈︵名︶8

筆﹇▽えふで・ひ

學校からかへって︑新しい筆

．．で書き方のおけいこをしました︒

がき︑のみ一ちやうにて見事なるほ

八286図平筆一本にて美しき絶をゑ

學校用具ヲ責ル店二︑手

り物をほりて︑人を感ぜしむるも︑

手の働なり︒

八583図

板ヲ出シ︑︿略﹀︒

一大絶壁

帳・筆・墨︒糟具ナドト記シタル看

︿略﹀大きな河が︑

をみなぎり落ちるのですから︑其の

九297

壮観はとても筆や口にはつくされま

せん︒

せる人なるに︑敷年の間一度も筆を

十一451図囹 君は圭里を以て一家を成

取り給ひし事なし︒

十一459図 ︿略﹀︑野師只略﹀︒﹂と

て︑心構せし様なりしが︑尚筆も取

翌朝黒地は常にもあらず

らで聖日を過しぬ︒

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

十一467図

に筆を動かしみたり︒

の鶴に筆を取らず︑唯杉戸に檜一

十一481図 ︿略﹀︑書薫製かのふすま
ひのき

本を豊がきて東國へ出立しぬ︒

九801

往來の人の目

石安工場と筆太に︑小

ふと

ふと︑垣根の外でちやらく

ふと氣がつくと︑校長先生と

とすゴの音が聞えた︒

八53

ふと ︵副︶16 フト

につきて︑ ︿略＞Q

屋根に上げし看板が

九806図韻

ふでぶと ﹇筆太﹈︵形状︶1 筆太

かばふはずみにあねは

︵副︶1

物品

我我はこれらの貨幣や紙幣

﹇物品﹈︵名︶1

足だのは女をふっつりと︒

三295圃

ふっつり

また

ふで

くの用を嵩じてみる︒

を用ひて物品を責賦し︑其の卜いろ

十一778

ぶっぴん

ふっつり

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

十二952

ぶっだがや

ぶつ倒したいと思ってね︒

十408園朝のうちに此のけやきだけ

ぶつ倒

頭又は無料郵便にて申越されたし

七襯図図

二日金○望前○時五十三 ふっこう ﹇不都合﹈︵形状︶1 不都合

子御生れの由承り︑︿略﹀︒

十一89図
分ひのえうま︿略﹀
十一89図 二日水きのとゐ︿略﹀
えとら

十一89図 二日号二百十日つちの

市

十559 普通傳書鳩を使用する方法は︑ふつかいち

十㎎4 古りは二日市まで歩くことに
行って︑飛蹄らせるのである︒
．十一4910 此の液の取れる木を普通に した︒

汽車で二日市騨に着いたのは
だざいふ
午前の八時︑騨前で太宰府行の輕便

﹇二日市駅﹈︵名︶1

十伽5 榎寺を出て一一日差の停車場へ
急いだ︒

ゴムの木といってみる︒

十一775 我々の普通に金銭といって

ふつかいちえき

二日市騨

みる物の中には︑金貨を始め︑銀
貨・白銅貨・青銅貨がある︒

日を一年とし︑普通四年毎に一日の

十一931園 ︿略﹀︑便宜上三百六十五 十二8

鐵道に乗った︒

うるふ

閏をおくことになってみる︒

二日二ばん
しで︑こちらへ着いたのださうです

何でも汽車に二日二ばん乗通

會・第二讃會・第三讃會の三度の會

十二888 討議の形式は︑普通第一讃ふつかふたばん ﹇二日二晩﹈︵名︶1

二日﹇▽じゅ

五56

﹇二日﹈︵名︶7

議を纒ることになってみる︒
ふつか

五163

とふで
から︑︿略﹀︒

六927 城中には十分水の用意がして ＊ふっき﹇▽ふうき

ういちがつふつか
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ふとい一ふとどきもの

山田先生が︑箱の そ ば へ 來 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九M6 ︿略﹀ 一水兵が︑女手の手紙

を讃みながら泣いてみた︒ふと通り
ゐ

か㌧つた某大尉が 之 を 見 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九榴1 道雄ハ此ノ時︑フト學校ノ級
︿略﹀︑荒れくるふ海上を見渡

長選學ノ事ヲ思ヒ出シタ︒
十257

したグレース親子は︑ふとはるかの
沖合に︑かの難破船を見とめた︒

十446 ふと見上げると︑庭の柿の木
さんご

には︑す買なりになった實が夕日を
浴びて︑珊瑚珠のやうにか貸やいて
みる︒

十608図 感がいに打沈みてとぼく
と歩を運ぶ︒ふと我が妻を見つけて︑
﹁︿略﹀︒﹂

十一259図夜ふけに及んで︑卑下を
守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を
望 み 見 る に ︑ ︿ 略V︒

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

十一糾8 ふと見ると︑さしわたし六

くと浮いてみる︒
つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の

十一896 弟は尚あちらこちら暦をく
文字に目を止めて︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

太い尾をちらりと見せて︑︿略﹀︒

不倫

ブダウ

ブダウニハ︑マダイロくノ

ふところ 懐

一本杉のふところから

﹇懐﹈︵名︶5

其の目的である︒

ふところ

く︒

ふとどきもの

尊はかみをといて︑女のすが

此の時圏はふところのつるぎ

其の賃鏡をみんな庄屋が自分

太さ中指ほどなる細長き

﹇不届者﹈︵名︶1 不届

許しもなくて実入するとは不届しご

八421園此所は天下の役所なるに︑

不届しごく

ふとどきしごく ﹇不届至極﹈︵形状︶1

て植ゑるのだ︒

取る方が利益だから︑かう間をおい

十一訂4苦く略V︑此の邊では太材を

ふとざい ﹇太材﹈︵名︶1 太材

板となり︒

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚

十一一83図

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ ふとさ ﹇太﹈︵名︶1 太さ

手足をもてあそびなどす︒

︿略﹀︑或は抱き或は懐を探り︑或は

十一一865図土人等林藏を珍しがりて

のふところがら出した︒

五747

なりました︒

を出して︑たけるのむねをおつきに

五433

して︑︿略﹀︒

たになり︑つるぎをふところにかく

五424

お月様がお上りになった︒

︿略﹀︑刑事裁判では︑不當 四725園

﹇不当﹈︵形状︶1

べん

ブダウ

ブダウ

﹇葡萄﹈︹揚名︺2

護するために辮護士といふものがあ

な刑罰が加へられぬやうに被告を保

十一2110

ベートーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂ ふとう

用な手つきで蜜柑を採ってみる︒
十二4010

といひさして︑ふと見ると︑かはい
さうに妹はめくらである︒

ねぢは︑これ等の道具や時
る︒

十二543
ぶどう

二十四

二十四

ブダウ←ほ
ウチノブダウドハ種ガチガフ

﹇葡萄﹈︵名︶3

五972

種類ガアルトイヒマス︒

五97一

ノダサウデス︒

五967

しぶどう

ぶどう

五958

五目12

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀考

エヂソンは︿略﹀研究に

へてみる中に︑ふと自分の身の上に
考へ及んだ︒

十一一佃7図

ふとい

太イ

齢念なかりしが︑ふと見れば机上に
﹇太﹈︵形︶7

形珍しき︸本の團扇あり︒
ふと・い

一ばんほそいのがこ

一ばんふといのがおや

太い ︽ーイ・ーカッ・ーク︾﹇▽ふで
ぶと

ゆびで︑

三151園

ベマスガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑タクサン作ル所デハ︑

シタリスルト申シマス︒
﹇葡萄棚﹈︵名︶2

庭サキノブダウ棚二︑今︑夕

ブダウ

ブダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニ

五973

酒

太くてやはらかなわらび ぶどうしゅ ﹇葡萄酒﹈︵名︶一 ブダウ

ゆびです︒

三206

がたくさんはえてゐました︒

四366 烏ハ大キナコエデワル
ロヲイヒ︑太イクチバシデツ
ツキマス︒

棚

︿略﹀︑長い牙︑小さな目︑そ ぶどうだな

れから太い足︑細い尾︑一切給で見

六865

五961

日ガサシテヰマス︒

た通りであった︒

牙は象つかひの腕よりも太か

不道理

叔父サンノウチニモ︑ブダウ
棚ガゴザイマス︒

五965

﹇不道理﹈︵名︶1

泣くのもかまはず力まかせ

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八382園

裁判の目的は︑︿略V︒此の 者
和な︑秩序正しい世の中にするのが

ちつじょ

世を不道理や罪悪の行はれない︑平

十一224

ふどうり

六885園象つかひが﹁此の太い足で︑

つた︒

十一9910 リンカーンがふと目を浮し 六881
た時はもう遅かっ た ︒

どさりくと歩きます︒﹂といふと︑

十一柵9 ふと向ふを見ると︑︿略﹀
りっぱな騎馬の人たちが︑眞一文字

す

︿略V︒

り

にこちらへかけて來る︒

した顔を出したが︑僕の姿を見ると︑

十一一213 ふと見ると︑ついそばの木 九337 ︿略﹀︑栗鼠が一匹︑けろりと
の下では︑︿略﹀二一二人の男が︑器

ふとる一ふね
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ふと・る
ール︾

﹇太﹈︵五 ︶ 3

太る

︽ーッ・

との境なる舟坂山にかくれ︑今か
くと待ち奉れり︒
十二伽5図圏

︿略﹀︑

思出の深き船

五48 中村君は色が黒くて︑まるま ふなじ ﹇船路﹈︵名︶1 船路
ると太ってゐます ︒

ふなばた

懐かしき故

つ﹂がなく今日しも果てて︑

船は今静かに露る︑

路や︑

郷の港︒

﹇船端﹈︵名︶3

一度にど

︿略﹀︑波の静かな所でふな

地に引上げる︒
フネ

舟

船﹇▽

十描5 船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根糠

見えます︒

底のありさまが手に取るやうによく

ばたからのぞいて見ると︑美しい海

九82国

つとほめました︒

ふなばたをたたいて︑

それから二三日たって︑

三郎さん︑又今日も舟

男の子三人はささのは

をとって︑舟をこしらへました︒
一しょに舟

三625園さあ︑私がこゑをかけ
を出すのですよ︒

ましたら︑みなさん

しました︒

三627三人は一しょに舟を出

四828

ほぼしらが二本︑えんとつ

うちの前には小川が流れ︑

が四本の船です︒

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

五301圃

あたりの高い所からもながめ

ますが︑多くは舟に乗って︑島の間

五572

くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

義経のかぶとに引っかけようとしま

六354

ません︒

三628 舟は風にゆられながら︑ を通って見物します︒
六201 もとより舟は一そうも出てゐ
土ばしの方へながれて行きま
す︒

一ばんがち︑五郎さんの

︿略﹀︑へいけ方から舟を

博多の沖は見渡すかぎり︑元

はかた

船は通りませんが︑︿略V︒

六797

けれども我が武士は︑船の大

からおしよせた船でおほはれた︒

六807

草野の次郎の如きは夜敵の船

小などは少しも氣にしなかった︒

におしょせて︑首二十一取って︑敵

六811

敵は此のいきほひにおそれて︑

︿略﹀︑敵の船に火をかけて引

の船に火をかけて引上げた︒

六812

上げた︒

鐵のくさりで船をつなぎ合はせた︒

六813

通有はほぼしらをたふして︑

船は高くて上ることが出直ない︒

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六831

こんだ︒

の船の大將を生けどりにして引上げ

ちやうど大きな船がおき 六833さんぐに切りまくって︑其
を通って居ました︒

四826

とがさだまりません︒

を見わたすと︑舟がゆれて︑ま

四657弓をとりなほして︑向ふ

つたり下ったりします︒

四623舟はなみにゆられて︑上 六824 いよくおしよせたが︑敵の

一そうこぎ出して來ました︒

四614

アリマシタ︒

四93︿略﹀︑川ヲ下ツテ行ク小
サナ舟ニモ︑コクキが出シテ

たから︑かったのでせう︒

ふてふのせんどうさんがのつ

三653譲五郎さんの舟には︑て

舟︒

三648園

近くなります︒

三643舟はだんだん土ばしへ

す︒
三641園 あら︑てふてふが五郎
六735 賀茂川は水が多くないので︑
さんの舟にとまりました︒

のふちをかけて行きます︒

四675海の方でもへいけ方が 三633 三人は舟とならんで︑川

船ばた

ふなばた

生きた枝でも枯れた枝でも︑

其のま﹂にしておくと︑木が太るに

十一3910
つれて其の枝を包んで行くために︑
．︿略﹀︒

十一409囹 植林は貯金のやうなもの

ふとん

で︑植ゑてさへおけば︑年々太って
利息が附いて行く︒
﹇布団﹈︵名︶2

六85圃囹 ふとん着て︑ねたるすが

ふとん
たや東山︒

九217 病みつかれた六十ばかりの老
鮒

ふな

﹇鮒﹈︵名︶2

人が︑ふとんの上に起直って︑︿略V︒
ふな

九梱8 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や

﹇舟﹈︵名︶㎜

おおぶね・おやぶね・このはぶね・こ

ふね

ぶね・ささぶね︒つりぶね・まるきぶ

どぢやうを取るのであらう︒

を養ふことも盛にして︑大てい二年

ふな
十伽2図 又池・沼を利用して鯉・鮒

三617

をながしてあそびませう︒

三608圏

してゐますと︑︿略V︒

うらしまが舟にのってつりを

三412

ヲコギマス︒

二564園 ハイ︑コレハセンドウ
サン︑ナガイ竹ノサヲデフネ

ね・みふね・わたしぶね

船歌

毎に之を責るに︑其の利益少しとせ
ず︒

﹇舟歌﹈︵名︶1

十二2110 ふもとの川を白帆が二つ三

ふなうた

舟

つ通って行く︒︿略﹀︑其庭からも夢

こじまたかのり

﹇船坂山﹈︹地名︺1

のやうに船歌が聞えて干る︒
ふなさかやま

坂山
十梱4図 ︿略﹀見島高徳といふ武士
はりま
あり︒︿略﹀︑さらばとて備前と播磨
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ふね一ふね

た︒

六851 敵の船はこつばみちんにくだ
けて︑敵兵は海のそこに沈んでしま
つた︒

七94 舟が岸をはなれた︒もやが水
の上をこめてみる ︒

七95 大川を下って行く舟の中はう
すら寒い︒

七99 川口近くになると︑潮干狩の
舟がいくそうもよって來た︒

七101潮がずんく下がるので︑舟
はすつすと進んで︑たちまち海へ出
た︒

七109 舟は間もなくとまった︒

にをどり入りたり︒船におよぎつか

船で剃れば︑神戸から三書

んとてなり︒

居場所を知ることも出世ます︒

此の星を見分けることや︑

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗

七594園

る者に取って︑はなはだ大切なこと

じ

なのであります︒

も

七372圏
夜︑門司からは二重夜で當地へ着き

を塗り︑船頭の舟をこぎ︑農夫の田

八285図大工の家を建て︑左官の壁

ますが︑︿略﹀︒

すぐ其所から汽車にのせて︑ハルビ

げし︒

に沈み︑

八983図圃

船は次第に波間

底の水道から水がわき出て︑

は大きな箱の中に浮いてみる形であ

る︒

十3310

と︑上手の水門が開いて︑船

船は次第に高く浮上る︒

十341

前と同じ方法で︑船はもう一

は次の箱の中へはいる︒

十糾2

段高く浮上り︑次の水門を越して︑

此の湖を横ぎると又水門があ

小さい人造湖に出る︒

十345

い水面に浮ぶのである︒

は︑海面より約二十六メートルも高

かうして前後三段に上った船

つて︑船はさらに一段高くなる︒

敵揮いよくあたりにし

十347

く略V︑

畑を耕すも︑皆手の働なり︒

七384国船から陸あげした荷物は︑
ンへでも北京へでも送ることが出來
ます︒

一太郎やあい︒其の船に乗

つてみるなら︑鐵砲を上げろ︒

七418園

それでも航海をする人など
が︑よく星を見て船の位置をはかる

九859園

といふではありませんか︒

七568金遣に暴風雨が來ると︑山の
やうな波が立って︑船は今にも沈む

十251

船は二つにくだけて︑船尾の

はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

︿略﹀︑掘割の庭虜に水門を設

掘割を通過して船は又湖に出

昔︑太平・大西年賀の間を往

砲手の落ちついた力のこもつ

︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

鯨は刻一刻船に近よって論る︒

十掴10 綱を次第々々にくりもどすと︑

た號令に︑船ははや方向を轄じた︒

十佃4

端を大廻りしなければならなかった︒

渇する船は︑はるか南アメリカの南

十375

る︒

十353

を通る︒

けれども船はなかく沈む 十2410 一そうの船が︑俄の嵐におそ 十3410 それから船はクレブラの掘割

かと思ふやうになります︒
ものではありません︒

七111 船頭がさををつき立てて︑そ 七571囹
れに舟をつないだ ︒

しょうとつ

こんな時には︑悪くすると

方は見るく大波にさらはれてしま

七575園

つた︒

七133 舟で來た人も︑をかから來た

生瀬へ乗上げたり︑外の船に衝突

︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘

したりするやうなまちがひが出來ま

てある︒

つて︑船から五十メートルぐらみの

十価7

虜まで引寄せられた︒

といふ船の汽笛が一せいにあぐる歓

十伽4図︿略﹀︑工場といふ工場︑船

呼の聲︒

上手にも水門があるので︑船

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら
十338

はしまる︒

十337近づくと︑門の戸びらは左右 十伽4図く略V︑工場といふ工場︑船

割にはいる︒

通るとする︒船は先づ海から廣い掘

十334

今太平洋の方から此の運河を

けて︑たくみに船を上下する様にし

十332

は出費ないから︑︿略﹀︒

割へ落込んで︑とても船を通すこと

十331

人も入りまじって︑何百人か敷へき

す︒

七579園

一たい船にはらしんぎとい

の居ることを知らせて︑︿略﹀︒

七581囹︿略﹀︑外の船に自分等の船

あります︒

とを知らせて︑衝突をさけるためで

のは︑外の船に自分髪の船の居るこ

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

れない程みる︒

七148 其のうちに潮がさしはじめた
ので︑みんな舟にもどった︒

たべた︒

七154 舟の中でゆっくりべんたうを
七156 船頭がさををぬいた︒舟は上
げ潮に乗って︑をかの方へ動きはじ
めた︒

又夜はいくら暗くても︑星
を知ることも出謬るし︑自分の船の

が出てみれば︑それにたよって方角

七588園

進みますから︑︿略﹀︒

ふ物があって︑それで方角をとって

七295図 市中ニハ電車ノ往復シゲク︑ 七583園
港ニハ船ノ出入タエズ︒

七335図船は沖に向ひて港を出でた
り︒

七337図 獅子はかなしげにほえて︑

濱べに立上りたりしが︑つと海の中

ふのり一ふべん

528

き

きれいでない︒唯商業の取引の盛な

ふビ

3けんにんふばつ

部分は︑︿略﹀︑趣がや＼攣ってみる︒

ふばつ

ながら身網を一方からたぐって行く︒

と

ば

アメリカ合衆慮の國旗は

だいぼう網は身網と垣網と

これを海中に張った形はち

即ち水のはいる庭に當る部
え
分が身網で︑柄に早る部分が垣網で

﹇不変﹈﹇▽いっていふへん

ある︒

十二773

即ち水のはいる庭に當る部分が身網
え
で︑柄に當る部分が垣網である︒

やうど大きなひしゃくに似てみる︒

十二771

大きなものである︒

二つの部分から成ってみて︑非常に

十二768

る部分とより成る︒

一定不攣の部分と︑攣化を許された

十二627図︑アメリカ合衆國の弔旗は

る部分とより成る︒

一定不攣の部分と︑攣化を許された

十二626図

延長八哩︑六十齢の波止場がある︒

は

上海が黄野江に臨む部分は

十一一793網の中がいよく狭くなるふぶき ﹇吹雪﹈︵名︶2 吹雪 吹雪

みうり火はとろく︑外は

ところで︑匪裁判所の裁判

十︸107

といふ船の汽笛が一せいにあぐる歓

ふゴき

十一212

尚其の裁判に不服な者は更に大審院

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

又地方裁判所で行はれた最

に上訴する︒

十一213

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大
部分﹇▽いち

審院にと順次に上訴する︒
﹇部分﹈︵名︶10

ぶぶん・だいぶぶん

ぶぶん

昔︑太平・大西爾洋の聞を往

來する船は︑はるか南アメリカの南

十377

北アメリカが南アメリカに績 ふへん ﹇不偏﹈←ちゅうせいふへん
けふ
ふべん ﹇不便﹈︵名︶1 不便
く部分は︑パナマ地峡といって︑地

︿略V︑太陽の表面は全部が

しかしパナマ運河の開通以來は︑此

端を大廻りしなければならなかった︒

の不便が無くなり︑︿略﹀︒

光の強い部分もあれば弱い部分もあ
り︑︿略V︒

一様にかゴやいてみるのではなく︑

十一210

形がきはめて細長くなってみる︒

十309

ふへん

六501間みうり火はとろく︑外

←はなふぶき

呼の聲︒

船がまぐろで一ぽいになる
は吹雪︒

十二799

十一112 ︿略﹀︑港内には常に数百隻 と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒
の船が集ってみて︑頗る楼観である︒

と︑大れふ旗を風になびかせながら︑

十一138⁝図韻 風は音なくやなぎをわ

六506翻

不服

十二8310図

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

ところで︑厘裁判所の裁判

﹇不服﹈︵形状︶3

吹雪︒

えつさくと陸の方へ隠魚って來る︒

船は静 か に 我 等 を の せ て ︑

たり︑

十二835図

これより北は波荒くして

行くは何威ぞ︑桃さく村へ︒
ふふく

岬あり︑湾あり︑大小無数の島々各

業の手刺などして土人に親しみ︑さ

網をすき︑舟を漕ぎ︑漁 十一211

十一3210図 瀬戸内海には︑到る虞に 舟を進むべくもあらず︑︿略﹀︒
所に散在す︒船の其の間を行く時︑

尚其の裁判に不服な者は更に大審院

船は今静かに干る︑

船

うったかき積

に上訴する︒

てさまぐの物語を聞くに︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

其の間︑山にさしか＼れ

懐かしき

かもめ飛ぶ海をすべり

船は今艀かに鶴る︑

故郷の港︒

て︑

十二槻10図無

つればまた舟を浮べて進む︒

ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出

十二859図

つればまた舟を浮べて進む︒

ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出

十︸546昔︑アフゾカの或港に一そ 十二859図 其の間︑山にさしか＼れ
うの船がとまってみた時の話である︒

十一549 船には船長と老砲手だけが
残ってみた︒

と︑船から三四百メートルの庭に︑

十一561 老砲手が驚いて向ふを見る
大きなふかの頭が見える︒

十一563 人人は叫び聲に驚きあわて
て︑我先にと船へもどって來る︒

フノリ

租界の外に出ると大ていは
支那風の町で︑町幅も狭く︑あまり

十一104

ば弱い部分もあり︑︿略﹀︒

十一795

何分田舎にて萬事不便

かうして出來た貨幣は極め

には候へども︑︿略﹀︒

十一424営団

海藻不一イロくアル︒︿略﹀︑ 十一210 ︿略﹀︑光の強い部分もあれ ふべん ﹇不便﹈︵形状︶3 不便

フノリ

懐かしき故郷の

海山の寳を載せて︑

︿略﹀︑

懐かしき故郷の港︒

日しも果てて︑

十一858 その中︑先に進んでみた者 十二必7図㎜国 ︿略﹀︑ つ＼がなく今
が二三人列から離れて船に上った︒
僕も急に元氣がなくなって︑

荷の中に

十二悩4琴鳥

十一8510

一所に船に上らうかと思ったが︑

港︒

ふのり

七85図

タガアリ︑︿略﹀︒

糊ニスルモノニハ︑フノリヤツノマ

七857

﹇布海苔﹈︵名︶2

は今静かに肥る︑

︿略﹀︑自ら望 ま し て 進 ん で 行 っ た ︒

十一867 ﹁しっかりやれ︒もう少し
だ︑もう少しだ︒﹂船の上からはし
きりに働ましてくれる︒

十理工97圃 沖を走るは丸屋の船か︑
丸にやの字の帆が見える︒

た漁夫が︑えんやくと掛聲を掛け

十二788 そこで歎そうの船に分乗し

529
ふぼ一ふむ

て使用に便利ではあるが︑尚場合に
今やときをつくらんとする様なり︒

をふまへて︑首をすゑ︑むねを張り︑

十488

﹇文﹈︵名︶2

ふみ
ふみ 書

うき世をよそなるしづ

そこぬ

﹇踏損﹈︵下二︶1

︽ーネ︾

足のふみばもないくらみでし

た︒

地は︑まるで足のふみ場も無い有檬

十386 ︿略﹀︑まだあらごなしの開墾

である︒

正國得たりと︑力足をふ ふみはず・す ﹇踏外﹈︵五︶1 ふみ外

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち奉

それからにいさんと︑ざふ木

︿略﹀︑小さなしめちが列を作

十899図画 ︿略﹀︑ 霜柱たつやぶか

した︒

注意して︑かご一ぽい取って写りま

つて出てゐました︒ふまないやうに

六185

ふんで︑ねずみ茸を少し取りました︒

林へはいって︑じめくした落葉を

六161

しひを見上げてかういった︒

四564白山の中からころげ出て︑
人にふまれたかしのみが︑

出すおや子︒

ふんで︑今日も朝からせい

なま土

ふ・む﹇踏﹈︵四・五︶6ふむ︽ーマ・

てたどり着きたりしに︑︿略﹀︒

らんとて︑けはしき山路をふみわけ

十捌9図

﹇踏分﹈︵下二︶1 ふみわ

下へどうと落ちた︒

手が届かうとした時︑ふみ外して軒

たひに行って︑もう少しで雀の巣へ

︽ーシ︾

八171 ︿略﹀︑長四郎がそっと屋根づ

す

ふみ出す

ん張りてはねかへさんとせしが︑ふ

﹇踏出﹈︵五︶1

ふみつ

く ︽ーケ︾

︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ ふみわ・︿

﹇踏潰﹈︵五︶1
︽ーサ︾

ふみ留る

ふみば

四106圏風に吹かれて︑

虎はおこって︑蟻をふみつぶ ーメ・ーン︾
さうとしました︒

六301

ぶす

ふみつぶ・す

妾を打ってるる︒

合って︑片足をふみ出し︑愈愈を合
からざを
はせながら︑ぼたんばたんと殼竿で

九5810

︽ーシ︾

ふみだ・す

とす︒

みそこねてあはや谷底へ轄び落ちん

十一311図

ふみ

彼はふるへる足をふみしめて

ねをふり上げるたびに動いた︒

よっては持運びに 不 便 な の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ふみそこ・ぬ

ふみ

十一川3図圏
けき住居︑出でては日毎畑を打ち︑
ふみ
入りては机に書をひもとく︒

ふみあ

おのが治むる國はいかに

十ニー3図翻古のふみ見るたびに思
ふかな︑
と︒

﹇踏荒﹈︵五︶1

︽ーサ︾

ふみあら・す
らす

農場主はせっかくよく出來

てるる変を︑たくさんの馬や犬にふ

十一佃1

みあらされてはたまらないと思って︑
︿略﹀︒

ふみ子

みとゴまる

城兵はさっと引上げたが︑二
ふみと窟まってみたのは︑み
いひ
︿略﹀︑此の時までも飯浦

﹇踏場﹈︵名︶2

し弟勝政に引きあげを命じたり︒
ふみば
場

ふみ

坂にふみ留って︑追掌る敵を防ぎ居

十一286図

んな藁人形であった︒

わらにんぎやう

六954

三十人はふみと球まった︒

六951

︽ーッ︾

ふみ子もこんやはきつ ふみとどま・る ﹇踏止﹈︵四・五︶3 ふ

︹人名︺1

三795圏

ふみこ

ふみこむ

とあちらでこの月を見てゐ
ませう︒

﹇踏込﹈︵五︶2

兄弟はくどうのやかた

︽ーミ・ーン︾

ふみこ・む

四952

へふみこみました︒

ふみ

ふみこんで見ると︑くどう

はよくね入って居ます︒

四953

﹇踏締﹈︵下一︶2
しめる ︽ーメ︾

をぢさんのうちでは︑に
は一ぽいもみがほしてあって︑

︿略﹀︑間もなく腰がふらつき 四225
出して︑ふみしめてみる空足が︑き

八544

窯をあけにか＼つた︒

ら
を仰ぎ︑︿略﹀︑南端に羅城門をふま

︿略﹀︑太陰暦になると三十日もちが

父母

へたる古の奈良の都は︑︿略﹀︒

十一9310園 したがって二百十日も 十一一撹1図 ︿略﹀︑北に大内裏の宮殿
ふことがある︒︿略V︒こんな不便な
くわん

暦でも長い間の習慣で︑今でも使

﹇父母﹈︵名︶3

つてみるものがあるやうだ︒
ふぼ

八価8 此の父母の下に︑此の家に育
つた乃木大船が︑︿略﹀︒

十994図囹 父母の病あつければ︑醤
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ
とむるは人情の常にあらずや︒

十伽1図 校長も︿略﹀︑生徒を愛す

不法

ること子の如く︑生徒も校長をした
﹇不法﹈︵形状︶1

ふこと父母の如し ︒

ふほう

十一199 又他人の物を盗んだといふ
やうな犯罪があった場合には︑厨家
は其のやうな不法な行が再びされな

ふまいけん

﹇不昧軒様﹈︹人名︺2

いやうに︑︿略﹀︒
ふまいけん

ふまいけんさま

不昧軒様 不昧軒様

︽1

ふみし・める

九227園 それから元二様・不昧軒檬︑
二代つゴいて︑其のお志をおつぎに
なり︑一そう研究を進められた︒
︿略﹀︑おちい様の不昧軒様

ふまふ

はまた︑地質や鑛物の方で新しい襲

九253園

﹇踏﹈︵下二︶2

見をなされた︒

ふま・う

九155図︿略﹀︑をんどりは箱のふち

へ︾

ふめい一ブラジルこく

530

げの路︑ ふめばさくく銀みだる︒
しよく

不明

の國︑漢聖王はおごそかに帝の

十一 5図圏 いしずゑ固めし蜀漢

﹇不明﹈︵形状︶1

位をふませ給ひぬ ︒

ふめい

ます︒

九967園

俵あむ手のいそがしげなる 父と

︿略﹀︑唯をかしきは日

雪降りみだる﹂冬のあ
風なほ冷たき春のゆふべ

彼の防備︒

九418下官

我はた＼へっ︑

彼はた﹂へっ︑我が武

︿略﹀︑

十一7810石・貝・家畜・獣皮．布．

農産物などが︑︿略﹀︑それぐ貨幣

の役目をしたこともあった︒しかし

これらの物は︑受取る者にそれが不

︵名︶2

ブラシ

用であったり︑︿略﹀︒

ブラシ

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九654 ︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人

支那の豚の毛が輸入されて日

並べて進んで行く︒

十885

本でブラシに造られ︑︿略﹀︒

ブラジル ︹地名︺4 ブラジル﹇▽なん

ブラジル

べいブラジル

十一撹図

ブラジルは何虜へ参り

ブラジル

十﹁佃1圏囲

十一撹図

ブラジルの視察も大高

ても果なき原野と森林とに候︒

十一柵3囲女

ブラジル

世界に名高きブラジル

︵名︶一

終り候間︑程なく鋸國致すべく候︒

ブラジルコーヒー

十一鵬4囲国

コーヒー

︹地名︺3

ブラジル國

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

て︑︿略﹀︒

ブラジルこく

にて非常に景色よく︑︿略﹀︒

ジヤネーロ市は︑ブラジル國の首府

鉛色の空は次第擾々に低くな 十一欄8魍国 目下滞在中のリオ︑デ︑
よくこんなことがあります︒

つて來ます︒︿略V︒冬時の海には︑

六204

六目2 第十四冬の夜
六487 第十四冬の夜

お花畠は雪漢を登りつめた ふゆのよ ︹課名︺2 冬の夜

所にあります︒雪漢が冬の世界なら
ば︑此所は春の國でせう︒

どの山を見てもどの谷を見

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

十二218
十892図圏

冬の朝日のさす軒下に︑ ふよう ﹇不用﹈︵形状︶1 不用

︿略﹀︒ふもとの川を白帆が二つ三つ
通って行く︒

︿略﹀︒

月のさえた冬の夜友人と二

しきりに人の眠をさますも︑︿略﹀︒

鹿の︑︿略V︑秋より冬にかけて哀音

十二川3図人なつかしげに寄り來る

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十一一373

に︑

したに︑

十一柑4図圃

に季節の相反する事に候︒

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ様

十一欄7圏団

る枝打は︑面白いものだ︒

毎年春の初か冬の半ばにす

冬の日はもう暮れか㌧つてゐ

しゃか
十二9010 繹迦は今から凡そ二千五百 母とに暇を告げて︑ ︿略﹀︒

る︒

十伽6

九佃8圓国 早速御見舞に参上致した
年前︑北インドのヒマラヤ山のふも

﹃二人の我が子それ
大回答力

ぐに︑死所を得たるを喜べり︒
これぞ武門の面目︒﹄と︑

冬﹇▽ひとふゆ

中村君がこれまで居た所は日

︿略﹀︑をしいことに︑庄屋は

十一387

とカピラバスト王國の太子として生
れた︒

く存じ候へども︑御住所不明にて困
武名

り居り候︒

﹇武名﹈︵名︶1

不滅

九425図圃園

十一318図 福島正則以下の六人︑ま ぶもん ﹇武門﹈︵名︶1 武門

ぶめい

たそれぐに名ある勇士を討取って︑
﹇不滅﹈︵形状︶1

武名を天下にとゴうかせり︒
ふめつ
あり︒

つた︒

六461

或年の冬︑大將が思はず﹁寒

勇︒

寒い北風に吹かれながら︑冬
枯の小道を通って來て︑︿略﹀︒

十鵬8

冬でも春でもこちらではち ふゆがれ ﹇冬枯﹈︵名︶1 冬枯
北國二住ム野ウサギや高山ノ

軍艦の起床時間は︑夏は五時︑
冬は六時である︒

九618

雪が降りツモルト︑眞白ニナル︒

上二居ル雷鳥ハ︑︿略V︑冬ニナツテ ふゆどき ﹇冬時﹈︵名︶1 冬時

九175

やうど内地の夏のやうです︒

九39團

い︒﹂といった︒

八二7

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬 ぶゆう ﹇武勇﹈︵名︶1 武勇

池が出來上った年の冬︑死んでしま

五762

ふることがなく︑︿略﹀︒

本の南の方で︑冬でもめったに雪の

五54

ふゆ ﹇冬﹈︵名︶15

十一773 有名な古事記傳といふ大著
述は此の研究の結果で︑我が國文學
ふもと

の上に不滅の光を放ってるる︒
﹇麓﹈︵名︶7

山

四561圏 思ふぞんぶんはびこった

ふもと

山のふもとのしひの木は︑
︿略﹀︒

四574圏 何百年かたった後︑

のふもとの大木は あのしひ
の木か︑かしの木か︒
六232 義仲は五万騎を引きつれて︑
これもおなじく礪波山のふもとにち
んを取りました︒

九742園 あれは岩手山だ︒︿略﹀︒あ

のふもとに有名な小岩井農場がある
のだ︒

九946園 雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑
ふもとの村から三里ばかり登った所
から始って︑頂上近くまで広いてる

531

十一榴2囲団此のブラジル國は︑廣
さ我が國の十三倍 も こ れ あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

いふ︒

七82図

︿略﹀︑生縣は多くアメリカ

合衆國に︑羽二重はフランス・イギ
リス等に送る︒

十一価3國囲 次にイグアッスーの瀧
十879

フラスコ

ある︒

に染分けられたるは︑フランスの國

しかしフランス王は︿略﹀︑

︵名︶2

フランネル

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ
た︒

フランネル

﹁︿略﹀︒毛縣デオツ込物ニ

ハ︑ドンナ物ガアリマスカ︒﹂﹁ラシ

六753園

ラシヤヤフランネルトチガ

ヤトフランネル︒﹂

六763園

ふり﹇▽えだぶ

ツテ︑縣が細イカラ︑氣ガツカナイ
ノデス︒

﹇振﹈︵名︶3
り・ひとふり

ふり

フランス王の侍警はとりあ

てるた︒

つるはしの先がきらりと光る︒

石炭ががさりと崩れる︒又つるはし

十839

をふり上げる︒

ふりうこか・す ﹇振動﹈︵五︶1 ふり

十一榴6

︿略V︑先に赤い玉がくつつ

動かす ︽ーシ︾

いてるる︒一端に口を當てて息を吹

きこむと︑ぷうつとふくれる︒ふり

﹇振返﹈︵四・五︶10 ふり

動かしては又吹く︒

ふりかえ︒る

で︑地にたふれて︑死んだふりをし

ル︾

︿略﹀︑﹁おばあさん︑今日

は︒﹂といふと︑ ふりかへって︑

四235

﹁おう︑三ちゃんか︒よく來たね︒

︿略﹀︑耳は食事の知らせを聞

﹁︿略﹀︒﹂

いても︑聞かないふりをし︑目は食

學校の前でふりかへり︑

六997圏あの子がいくさに行く時に︑

七129 ﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言つ

︿略﹀︑耳は食事の知らせを聞

川口にか＼つた時ふりかへっ

かの男がわけを話して︑どう

うちの方をふりかへると︑井

十638図

主人は聲を限りに呼べど︑

てるるのが目につく︒

戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ

九棚10

が︑︿略﹀︒

年よりはちよつとふりかへりました

かお禮を受けてくれといひますと︑

七746

かった︒

て見たら︑もう廣い海には誰もみな

七158

たのは知らない人であった︒

て︑つかんで見せると︑ふりかへっ
﹇降﹈﹇▽こぶり・ゆきふり

いても︑聞かないふりをし︑目は食
ふり

﹇振﹈︵名︶←さんねんぷり・ひさ

しぶり
ふり
︿略﹀︑ふみしめてみる雨足が︑

︽ーゲ・ーゲル︾

ふりあ・げる
八馴4

ふり上げた棒の先が︑強い日
馬はどれも皆張りきって︑
乗手のあひつが下るのを待ちかまへ

︿略﹀︑頭をふり上げたりしながら︑

九欄3

光にきらりくと光る︒

九594

きねをふり上げるたびに動いた︒

上げる

﹇振上﹈︵下一︶4

ぶり

物を見ても︑見ないふりをし︑︿略﹀︒

八欄5

物を見ても︑見ないふりをし︑︿略﹀︒

フランスの國旗が縦に三 八難4

てるました︒

十二632図藍・白・赤三色を以て縦 五982 一人はもうにげる間がないの かへる 振返る ︽ーッ・ーラ・ーリ・一

ました︒

更ながらドイツ人の勤勉なのに驚き

スなどでは見られぬ光景で︑私は今

十二352囲

これはイギリスやフラン

國・支那・イギリス・フランス等で

︿略﹀︑輸出先はアメリカ合衆

は︑ブラジル國と隣のアルゼンチン
ブラジル邊

國との境にある大 垣 布 に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︵名︶一

︵名︶一

﹇出﹈︵五︶1

スコが出來た︒

ふらつきだ・す

旗なり︒

︽ーシ︾

き出す

︿略﹀︒

ランスに行ったコーデリヤは︑やが

十二728

父の身の上を案じながらフ

の三色を横に染分けたるものは

色を分ちたるに号して︑黒・赤・金

十一一635図

︽ーセ︾

フランス王

か

姉二人は既にさる貴族に嫁

︵名︶4

ていたましい報知を得た︒

フランスおう
十一一658

し︑妹はかねてフランス王の后にな

リや王はフランス王を其の

ふらん 与いっしんふらん

十二734

分の后とした︒

本國にともなひ蹄って約束の如く自

十二707

ことを告げた︒

場に呼んで︑コーデリヤを勘當した

十二706

ることにきまってみた︒

アメリカ合衆智を世界の五大強國と

イギリス・フランス・イタリや及び

七42図 其の中我が大日本帝國と︑

七3図 フランス

フランス ︹地名︺8 フランス

枝につるしたぶらんこ遊︒

五322圃 本のおさらひすました後は

ぶらんこあそび ︵名︶1 ぶらんこ遊

した︒

と︑長い鼻をぶらくさせて歩き出

六886 象つかひが﹁︿略﹀︒﹂といふ

させる

ぶらぶらさ・せる ︵下一︶1 ぶらく

るたびに動いた︒

しめてみる雨足が︑きねをふり上げ

間もなく腰がふらつき出して︑ふみ

八543 始のうちは勢がよかったが︑

ふらっ

十一伽8 見てみるうちに大きなフラ

フラスコ

ら原料をとるので あ る が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

るには︑山野に自生するゴムの木か

十一505 ブラジル邊でゴムを製造す

ブラジルへん

ブラジルへん一ふりかえる

ふりかける一ふる

532

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに
︽ーイ︾

つ9く

降りツぐク

降りつ窒く

此ノ頃ハ雨が降りツ寸イテ︑

翌年の春︑大雨がふりつ窟い

降積みし雪もあと無くきえ

風なほ冷たき春のゆふべ
ふり向く

三182圏﹁そのはこをかしてく

︽ーッ・ーラ・ーリ︾

ぼちが昨日から病氣で︑︿略﹀︑

てきました︒
五154

かへって來ると︑もうよくなってゐ
て︑尾をふってむかへに出ました︒
﹁︿略﹀︒﹂人夫は之を聞いて︑

首をふりました︒

七724

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

ふりながら︑ちよこくやって來た︒

︿略﹀︑じゃれ合ふのを止めて︑尾を

上になり下になりしてじゃれてみる︒

八44

波打際には大勢の人が旗を

波打際には大勢の人が旗を

ジョージは後を見送って︑

ントン公爵萬歳︒﹂

帽子を振りながら叫んだ︒﹁ウェリ

十一捌3

歳々々︒﹂と叫んでみる︒

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

十一8610

歳々々︒﹂と叫んでみるQ

振ったり帽子を振ったりして︑﹁萬

十︸8610

三524園 おい︑長いさををふり 九524園 さて商運を始めると︑あの
まはして︑何をしてみるのだ︒
人ならといふ信用はあるし︑それに
四917︿略﹀︑遊事にも︑兄が弓
わき目もふらず働くので︑︿略﹀︒

降り

をひけば︑弟はたちをふりま
﹇振乱﹈︵下二︶1

はし︑︿略﹀︒

ふりみだ・る

︽ールル︾

したに︑

十︸川4図圏雪降りみだる︑冬のあ

みだる

に︑︿略﹀︒

二一二日降りつ尊いた雨がから

きのこ取に行きました︒

九471團

︽ーサ︾

︽ーシ︾

マツ

降る ︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・

フルフルユキガ︑

コチラノモリニ︒

フルフルユキガ︑

白ナユキガ︒

二372圃

中村君がこれまで居た所は日

カウ毎日降ル雨ハドウナツテ

シマフノデセウ︒

五505

ふることがなく︑︿略﹀︒

本の南の方で︑冬でもめったに雪の

五54

ばんの事です︑︿略﹀︒

四941五月二十八日目雨のふる

のはたを通りますと︑︿略﹀︒

に︑たうふうがにはへ出て︑池

三551あるとき︑雨のふる日

のふるあなだ︒

三522園あの光るところが雨

マツ

白ナユキガ︒アチラノ単二︑

二372團

ーレ︾

降ル

あみ笠をかぶった父がふり向 ふ・る ﹇降﹈︵四︒五︶28 フル ふる

﹇振向﹈︵五︶1

りとはれたので︑︿略﹀︑にいさんと

六142

分ほどもくつれてしまった︒

て︑せっかくつき上げた土手が︑半

五725

表デ遊ブ日ガアリマセン︒

五504

や︑ふりかへら ず ︒

十二201 今登って來た方を振返って
見ると︑︿略﹀山畑には︑蜜柑の木

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十二45一 ベートーベンは︑ちよつと
ふりかへってめくらの娘を見た︒
十一一塒7 しかし僧はふりかへりもせ
もく
ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ
た︒

ふりか・ける ﹇振掛﹈︵下一︶1 ふり

︿略﹀︒

くと︑母もすげ笠をそちらへ向けて︑

九579

︽ーク︾

あの降りつ球いた雨のおか ふりむ・く

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

︽ーケ︾

︽ーミ・ーム︾

十638図
十707⁝図

もやらずたΣずみたる様は︑︿略﹀︒

降積む雪に道を失ひ︑進み ふ・る﹇振﹈︵五︶9ふる振る

ふりつ・む﹇降積﹈︵四︶2降積む

かける

ふり

ることが出來ました︒

﹇振 騎 ﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 3

六967 さうして其の上へ油をふりか
けさせた︒

ふりかざ︒す
かざす．︽ーシ︾

切りこみ︑大太刀をふりかざして︑

七448 謙信は︿略﹀︑信玄の本陣に

て︑山河草杢暑にあふる＼春とはな

信玄に打ってか＼つた︒

ございますか︒﹂

ださい︒﹂﹁はい︒﹂﹁ふってもよう

なす

七306図

はす

三222犬は︿略﹀︑ををやたらに
ふって︑小二郎のそばへよつ

れり︒

降りツ

九佃5 中尉は︿略﹀︑敵陣が間近に

﹇降積﹈︵五︶1

ふりつも・る

北國二住ム野ウサギや高山ノ

︽ール︾

九175

モル

なったのを見て︑一だん高く軍刀を
ふりかざし︑︿略﹀︒

上二居ル雷鳥ハ︑︿略﹀︑馬肥ナツテ

砂塵3図 やがて工廠長のふりかざし
つち
たる金色の槌は︑︿略﹀︑切断奎上の

雪が降りツモルト︑眞白ニナル︒

けいさく

繋索をはっしと切る︒

︽；シ・ース︾

タ方から雨がふり出しました︒

くしめつけたり︒

さんとしたれど︑蛇はますくかた

獅子はおどろきてふりはな

ふりだ・す ﹇降出﹈︵五︶2 ふり出す ふりはな・す ﹇振放﹈ ︵四︶− ふりは
五16一

ふり

つて︑ひょうがひどくふり出すと︑

﹇降続﹈︵五︶．4

ふりまわ・す﹇振回﹈︵五︶2ふりま

五187囹 其の時一天にはかにかき曇
︿略V︒

ふりつづ・く

533
ふるほんや
ふるい

レオチルヤウニ︑水ハ低イ方へ低イ

五507 カラカサニ降ル雨が四方へ流
方ヘト流レテ行キマス︒

五511 庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

昨夜雨が降ったせみか︑空が

しに歩き廻ったものださうだが︑
︿略﹀︒

九伽8

ふる

十一753園古い言葉を調べるのに一
﹇振給﹈︵四︶1

番よいのは萬葉集です︒
ふるいたま・う

︽一へ︾

︿略﹀︑今は何虜へなり

奮ふ

︽ーッ︾

二度資を集めて二度散じ

﹇振﹈︵四︶1

︿略V︑毎日々々根氣よくの

みを振るって︑飴念なく穴を掘って

十二価1

みる僧があった︒

十一一鵬7 しかし僧はふりかへりもせ
もく

た︒

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ

しかし僧は唯黙々としての

みを振るってみた︒

十二研2

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

十二佃7其の後は老僧と共に洞穴の

ら一心にのみを振るふことさへあっ

暗い燈を便りに︑纏文をとなへなが

十二欄10 ︿略﹀︑時には夜半までも薄

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

ヒ︒ーフ︾

た︒

十488

彼はふるへる足をふみしめて

︽1ヘル︾

やがてレマン將軍は︑萬感 ふる・える ﹇震﹈︵下一︶1 ふるへる
劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

櫻の咲く季節でも霜の降 九386図

大地もふるひ︑︿略V︒

九298

物すごいひびきは萬雷の如く︑

ふる︒う﹇震﹈︵四︶2ふるふ︽一

集に着手せり︒

十一伽3図

ふる・う

とも行きて君の技をふるひ給へ︒

ひ給ふ

お＼︑降ったはく︒

きれいにすんで︑向ふの天神山が近

五896 雨が降っても︑風が吹いても︑ 十606園

お㌧︑降ったはく︒

十一453図園

十606囹

く見える︒

十776国

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

︿略﹀︑降ってわいたる敵

障子をあけてみるとまだ雨

十一939園

が降ってみる︒

十︸354

と報じ來る︒

の大軍︑木之本の邊に満ちくたり

十一264図

たまにしか降りません︒

︿略﹀︑雨といふものはごく

つてゐますが︑︿略﹀︒

年取つたおちいさんが︑遠方に居る

五938 いっか澄そう雨のふるばんに︑
むすこの所へ出し た 封 書 や ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
ふ じ

六51囹 ﹁にいさん︑富士山はまつ
は降ってみるかも知れない︒

白でせうね︒﹂﹁ さ う さ ︑ 中 ほ ど ま で

六56二八湾ではめったに雪が降ら

ところが墨書︑夜中に激し

る季節でも︑やはりさうである︒

十一9910

ないさうだが︑此の山のいたgきに
は︑いつもつもってみるといふこと

ばして後︑︿略﹀︒

浮きぼり・毛ぼりの 柱

え

︿略﹀︒

にけたに︑振るひしのみのて巧

十川5図圃
をきはめ︑

となれり︒

ふるでら ﹇古寺﹈︵名︶1 古寺

昔の音やこもる

建長・圓覧古寺の

山門高き松風に︑

十二285図蟹

らん︒

ふるどけい ﹇古時計﹈︵名︶1 古時計

ひとり目ざむ

安

あらゆるものはやみとい

ふ

九16図團

き眠に入れるなり︒

黒きとばりにおほはれて︑
るなたにて灌木を伐出ひ︑次にをの

る古時計︒

ふるほんや ﹇古本屋﹈︵名︶1 古本屋

︿略﹀︑もう沿道の田畑に
は農夫が鍬を振るってをり︑︿略﹀︒

十二3410団

を振るって大木を伐るに︑︿略﹀︒

十一欄5富国先づ柄の長さ一間もあ

士は海をこえてふるさとへ捻ること

通有も左のかたを射られたが︑ 七328図かくて幾年かすぎし後︑武

獅子はうれしげに一聲高く

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六822

だ︒

︽ーイ︾

こずゑさやかにふれる白雪︒
古い

通された部屋には︑古いた

くわん

私も實は︿略﹀︑古事記

ほえ︑たてがみをふるひ︑四足をの

鳩を通信に使ったのは︑鯨程 七321図

﹇古﹈︵形︶5

が︑︿略﹀︒

十一6410

は出來ない︒

言葉がよくわからないと十分なこと

を研究しようとしたが︑どうも古い

十一752園

なつみやすいものであるが︑︿略﹀︒

農業者は多く古い習慣に

んすや戸棚などが並べてありました

十一143

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

十548

ふるい

黒松の

窯をあけにか＼つた︒
い雨が降ったことがある︒
ふる・う﹇振﹈︵四・五︶10ふるふ振
うな
ふるさと ﹇古里﹈︵名︶1 ふるさと
十一一42図心 海原はみどりに晴れて︑ るふ ︽ーツ・ーヒ・ーフ︾

六188園 一雨降ったら︑又お出で︒

六388国 國では初雪が降ったさうだ
ね︒こっちは國よりよほどあた＼か
だ︒

七572園 又きりがか㌧つたり︑大雪
が降ったりして︑一寸先も見えなく
なることもありま す ︒

八12此の間；二度降った雨に︑山
の木の葉は目立って色づいた︒

九74国 殊に毎日のやうに降るには
か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗
つ て 通 り 過 ぎ た 後の︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 始 は 近 在 の 重 責 店 へ ︑

毎日田々︑降っても照っても︑おろ

九516園

ふるまい一ぶんぎょう
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買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十一7010 或夏の半ば︑宣長はかねて
愛想よく迎へて ︑ ︿ 略 V ︒

明けて見ましたら︑︿略﹀が景物に

メリンスのふろしきを持

はいってゐました︒

十一175園

←いっこくぶんか

ない︒

ぶんか

■いっぶんかん・ごくじしじゅう

しちふん・こごにじにじっぷん・ごじ

ふん

ぶんがく ﹇文学﹈︵名︶1 文學

十一一欄9図 愛すべく美しき山野は︑

ふん・ごふんかん・ごふんまえ・さん

更に太古以來の歴史と結び文學と結

じっぷんごと・じっぷん・じっぷんご
と・じゅうごふん・すうじっぷん・す

見れば引出にはみんな札が

つておいで︒

十一178

びて︑感いよく深きを畳ゆ︒

ふるまひ

ぶんかごねん ﹇文化五年﹈︵名︶1

﹇振舞﹈︵名︶1

うふん・ぜんじゅうじじゅううっぷ

九尊7 玉食我が軍艦高千穗の一水兵

ん・ぜんれいじごじゅうさんぶん・ぜ

ふるまい
はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

分

石・貝・家畜・獣皮・布・

農産物などが︑︿略﹀︑それぐ貨幣

十一791

伍する ︽ースル︾

ぶんかつ・する ﹇分割﹈︵サ変︶1

︿略﹀樺太の海岸を探検せり︒

即ち文化五年の四月半︑林藏は

化五年
分﹇▽いい

んろくじさんじっぷん・やくよんじつ
ぶん

十一一824図 今より百二十年ばかり前︑

﹇分﹈︵名︶6

ぶん

文

チ﹂などと一々書いてあります︒

ゐ

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて
﹇風呂敷包﹈︵名︶7

ふろしき包

四54︿略﹀︑その中に私の木

ぶんのいち・もうしぶん

ぶん・さんぶん・さんぶんのいち・し

四221私はきのふふろしきつつぶん

ふろしきつつみ

ふろしきつつみ

みた︒ふと通りか＼つた某大尉が之

ふるはす

を見て︑飴りにめ＼しいふるまひと
﹇震﹈︵五︶1

思って︑︿略﹀︒

ふるわ・す

みを持って︑おつかひに行きま
した︒

︽ーシ︾

みかん
十ニー99 調子のよい蜜柑取歌がすみ

︿略﹀︑﹁おう︑三ちゃんか︒

一本あります︒︿略﹀︒これは

の役目をしたこともあった︒しかし

文化六年六月の末︑コー

文化六年六月

﹇文化六年六

月﹈︵名︶1

二・林地等の一行八人は︑︿略﹀︑デ

十二855図

ぶんかろくねんろくがつ

割することが隠里なかったり︑︿略﹀︒

私のぶんにつぎ木をして下

今年はほんたうにほう年だ︒

お前は今の分では大男にな

カストリー湾の北に上陸したり︒

の命は︑とても仕事の出來上るまで

八鵬6

八目18

第二十六

第二十六

分業

分業

しかし此の分では︑わたし ぶんぎょう ﹇分業﹈︹首夏︺2 分業
もつまいと思ふ︒

九243園

だらう︒

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる

六424圏

取れさうだ︒

今の分では去年より七八俵よけいに

六12園

これらの物は︑︿略﹀︑思ふやうに分

が

︿略﹀︑前へ出るおばあさんが

呉服屋の手代が︑大きなふろ

さったのださうです︒

よく來たね︒﹂といって︑ふろし
此の時私どもの村へよく物費

私が生れた年︑おちいさんが

四237

ふるは

八387

つみをむすびつけてみる︒

ある︒︿略﹀︑腰に小さなふろしきつ

七416

つつみをしょって來て︑︿略﹀︒

に來るおちいさんが︑紺のふろしき

五388

きつつみをうけ取って︑︿略V︒

きった晩秋の空氣をふるはして︑何
﹇震﹈︵下一︶1

虜からともなくのどかに聞えて來る︒
ふるわ・せる
︽ーセ︾

六196 風がひゆうつとうなって來る

せる

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑
頭を地に着けさうにします︒

ふるわらじ ﹇古草鞍﹈︵名︶1 古わら
ち

十一一欄6 子どもらは仕事をしてみる

しきつつみを石地藏の前におろして

目をさまして見ると︑ふろし

の分ならば五海里や十海里は何でも

十一図4今日は殊に波も静かだ︒此

そう元氣です︒

が働くのだ︒﹂とおっしゃって︑大

分業で造ると︑其の出來がよ

多くて︑︿略V︒

いばかりでなく︑出千言がたいそう

八鵬8

をすることを分業といふ︒

︿略﹀︑ふろしき包をしょった 九491星園 おとうさんは今朝も︑ ぶんぎょう ﹇分業﹈︵名︶4 分業
あせ
書辞7 ︿略﹀︑手分をして別々に仕事
﹁︿略V︒にいさんたちの分もわたし

ふわりく

せなかがじっとりと汗ばんで來る︒

九332

きつつみがありません︒

八392

休みましたが︑︿略﹀︒

︽一

老僧のまはりに集って︑︿略V︑中に

ふれる

は古わらちや小石を投げつける者さ
﹇触﹈︵ 下 一 ︶ 1

へあった︒
ふ・れる
レ︾
けん

︵副︶1

ふと見ると︑さしわたし六

くと浮いてみる︒

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

十一桝10

ふわりふわり

十二438 ︿略﹀︑やがて指がピヤノの

ふろしき

鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈ん
﹇風呂敷﹈︵名︶3

だ調は︑︿略﹀︒

ふろしき

五252 うちへかへって︑ふろしきを
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八鵬4 分業はマッチの製造ばかりで
はない︒

九651

文

水兵は︿略﹀︑身輕な姿とな

つて分隊毎に甲板洗を始める︒
且Vこやまぶんたろう
﹇文通﹈︵サ変︶1

とう

だ

いつ

︿略V我が國民は︑︿略﹀︑

奮岡努力
とう

十二悩8

奮闘努力の精神に乏しく︑遊惰安逸

奮

それにつけても︑諸君にも

︽ーシ︾

﹇奮発﹈︵サ変︶1

に流れるかたむきがある︒

嚢する

ふんぱつ︒する

十157園

﹇踏張﹈

︵四︶1

ふん張る

大いに奮護していたゴきたいのです︒

︽ーリ︾

ふんば・る

元帝歎じていはく︑﹁文

ふんべつ

﹇文明﹈︵名︶8

←むふんべつもの

みそこねて︿略﹀︒

ぶんめい

可なり︒

支那・印度の文明を入れ︑

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二柵6

を成し遂げた日本國民は︑︿略﹀︒

支那・印度の文明を入れ︑

更に西洋の文明を入れて長足の進歩

十二柵6

他國の文明を消化して︑之

を成し遂げた日本國民は︑︿略﹀︒

十二燭8

を巧みに自國のものとすることは︑

實に我が面訴性の一大長所である︒

文明諸國

分

文明食立の大都會に比して少しも劣

十一皿10圏光町のりっぱなる事も︑

る所これなく候︒

成程︑かういふ風に分類

ぶんるい・する ﹇分類﹈︵サ変︶1

にも便利だ︒

してそろへておけば︑いつ取出すの

十一163囹

︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明 類する ︽ーシ︾

く略V︑相當に名ある新聞

これはひつきやう文明の程

へ ︵格助︶姐 ヘ へ﹇▽おとうとから

じんからこぞうへ・とうげからまち

文明の進んだ今日尚此のや あにへ・こぞうからしゅじんへ・しゅ

オヂイサンハヤマヘシバ

うな考を持つのは︑大きな誤といは

一個6

︿略﹀︑オバアサンバカバ

カリニ︑︿略﹀︒

一唱5

へ︒にゅうえいちゅうのあにへ

才によらざるもの殆どなしといひて

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

十二柵1図今日文明の利器と明せら

ねばならぬ︒

十二247

明らかでなく︑︿略﹀︒

度が低いために︑共同生活の意義が

十一一244

の利器を用ふるを以て︑︿略﹀︒

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

十一一158図

︿略﹀︒

をうがち︑河水をせき止めた事など︑

の利器を運用して︑山をくづし︑地

十372

文明﹇▽せ

ん張りてはねかへさんとせしが︑ふ

十一3010図正國得たりと︑力足をふぶんめいしょこく ﹇文明諸国﹈︵名︶1

﹇文天祥﹈︹令名︺2

文亀祥
文天祥

しやう

﹇文天美﹈︵名︶6

第十八

第十八

ぶんてんしょう

しやう

全天祥

ぶんてんしょう

天祥

とす︒

十978図

こうはん

敵將張念写如何にもして之

︿略﹀︑宋遂に亡びしかば︑

﹁︿略V︒﹂と︒

元の皇帝深く文天罰を惜し
さと

張弘範︑文天祥に説きていはく︑

十989図

いはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

を降らしめんとし︑文天運に命じて

十984図

戦して元軍を破る︒

文天革命を奉じ︑各地に轄

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

十971図宋の臣文天祥大いに之を かいぶんめい

文

一日と親密の度を加へたが︑︿略V︒

て眞淵の教を受け︑師弟の馬立は日

其の後宣長は絶えず文通し

︽ーシ︾

ぶんたろう

通する

人の手ぎはが悪いと︑全膿の出來ま

ゆモつ

分家

ぶんつう・する

﹇分家﹈︵名︶3

たるかも知れない ︒

文天祥

い

父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た

十目5

打下す︒

﹇分室﹈︵名︶1

﹇分乗﹈︵サ変︶1

︽ーシ︾

ぐつて行く︒

﹇奮戦﹈︵名︶2

十999図
んとす︒

み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ

十柵6図園

﹇奮闘努力﹈︵名︶1

天祥は眞の男子なり︒﹂と︒

俄の軍に︑清秀等の奮戦其のかひな
く︑︿略﹀︒

十一249図 されども不意を討たれし

しかば︑︿略﹀︒

ずることあたはずして︑宋遂に亡び

十988図 張世傑等の奮戦も大勢を轄

ふんせん

奮戦

た漁夫が︑︿略﹀身網を一方からた

十二788 そこで敷そうの船に分乗し

分乗する

ぶんじょう・する

の責店もあります ︒

分室もあれば︑爾替店や︑いろく

五川6 ︿略V︑此の外に中央郵便局の

分室

蹄のたくましい腕で︑すとんくと

九5910 分家の金次叔父さんは︑軍隊 十967

れました︒

六榴4圏 おとうさんは昨日分家の叔
せ

から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ

六421團 分家の萬藏君などは小男だ 十一767

ぶんけ

でも悪くなる︒

八鵬7 分業で仕事をする時︑誰か一

毎

ぶんたいごと ﹇分隊毎﹈︵名︶1 分隊 ふんとうどりょく

へ

ぶんしつ

ぶんけ一へ

一482囹 モモタラウサン︑モモタ

ヘセンタクニイキマシタ︒
大江山ヘムカヒマシタ︒

ト︑山ブシニスガタヲカヘテ︑

︿略﹀︒

あかちゃんがなき出すと︑

すぐそばへよって︑

三125

ダテマス︒

三98 ネコデモソバヘクルト︑
オヤドリハオコツテケヲサカ

オニガシマヘツイテミマ シタQ

三15テフテフハ花カラ花へ
ラウサン︑アナタハドチラヘ
オイデニナリマスカQ
ヒラヒラトマヒ︑︿略﹀︒
一484園 オニガシマヘオニセイバ 三85 二三日タツト︑オヤドリ
ハヒヨコヲニハヘツレ出シマ

一513

ツニ︒

オハナハオチヨヲザシキ

スト︑︿略﹀︒

二57
ヘトホシテ︑︿ 略 V ︒

ニー2一 ウシワカマルハヒラリト
ランカンヘトビアガリマシタ︒

三202 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし

ます︒

P56︿略﹀︑クハヘテヰタサカナ 三142 ︿略﹀︑だっこをしておか
あさんのところへ つれていき
ハ︑川ノナカヘオチテシマヒ
U ︿略﹀︑月ガデハジメマシタ︒

た︒

じのあひだをあちらこちらへ

︿略﹀︑竹になりかかってゐます︒

ヒロゲルト︑︿略﹀︒

へ

ヲカノ上二天ジンサマ

上ルト︑︿略﹀︒

ノオミヤガアリマス︒ソコ

つつみかかへて 三484

つれだちいそぐあ

三288溶く略V︑

がくかうへ
ねおとと︒

三368又オモイモノヲ右ノ手 三494ヤクバノヨコデ︑川ガ

二持ツトキニハ︑カラダヲ左
ニツオチアツテ︑マガリクネツテ︑
南ノ方ヘナガレテイキマス︒
ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒
三372 ︿略﹀︑左ノ手ニオモイ 三497 キヨネンデキ上ツタ新道
モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
ハ︑村ヲ東カラ西へ︑マッス
グニツキヌイテヰマス︒
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒

︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

三632舟は風にゆられながら︑

てるます︒

へ︑かへるがとびつかうとし

三553

のはたを通りますと︑︿略﹀︒

に︑たうふうがにはへ出て︑池

三552あるとき︑雨のふる日

ました︒

出て︑コつ二つ﹂とかぞへてゐ

三535あるばん︑弟がにはへ

三377意解わかれ道のところへ 三533園 やねへ上ってはたけ︒

︿略﹀︑子どもからそのか

きました︒

三408

めをかつて︑海へはなしてや
りました︒

うへっれていって上げませう︒

三417カ日そのおれいにりゅうぐ

三418園私のせ中へおのりな
さい︒

︿略﹀︑かめはだんだん海
の中へはいっていって︑︿略﹀︒

三423

土ばしの方へながれて行きま
︿略﹀︑まもなくりゅうぐう

三425

犬は︿略﹀︑小二郎のそば

くぐってとりました︒

三223

キレヲノコシテ行キマシタガ︑

イツテミマセウ︒

ミガマヘヘデテイヒマシタ︒

ロ

Q

ツナヲツケナクテモ︑ヨ

ソヘハイキマセン︒
．二74一 ライクワウハケライドモ

へ出たのは︑もう私のせい

石がきの下へ出たのは︑ 三473

より高くなりました︒

三266

︿略﹀︒

東ヘムイテリヤウ手ヲ 三738

おどろきました︑︿略﹀︒

ムカシ鳥トケダモノガ

へよってきました︒
す︒
へっきました︒
二595 太郎ハイマ︑オカアサン
三233 そのとき正一のおちいさ −三436 うらしまはおもしろがって︑ 三643舟はだんだん土ばしへ
ガオクスリヲノムトコロヘキ
んが︑たきぎをうまにつけて
テ︑ ﹁︿略﹀︒﹂
近くなります︒
うちへかへるのもわすれてゐ
そこへきました︒
二664 オや牛ヲソトへ出スト︑
三
658私ノウチヘキノフヲケ
ま
し
た
が
︑
︿
略
﹀
︒
三236 小二郎がうちへかへって 三454 うらしまは玉手箱をもら
子牛モツイテイキマス︒
ヤガ來テ︑︿略﹀︒
V ︿略V︑スグオや牛ノトコ
つて︑又かめのせ中にのって︑
みますと︑︿略﹀︒
三662私ノウチヘキノフヲケ
三262
ヘキマス︒
ヤガ來テ︑︿略﹀︒アトへ竹ノ

このあひだかきねのそば
海の上へ出てきました︒
三456 うちへかへってみると︑

二28一 ソノトキーピキノ子ネズ

二216園︿略﹀︑アノ木ノ下へ 三206 ︿略﹀︑二人はまつやっつ

デマシタ︒

︿略﹀︒モウスツカリ木ノ上へ

P8

マシタ︒

一一

一一
一一

一一

U6

U7

へ一へ
536

537
へ一へ

ケンクワヲシタコトガアリマ
ス︒ソノトキカウモリハ︿略﹀︑

四66芳心へのこしてやるの
さ︒

タイトオモツテ︑︿略﹀︒

四314

そこへぼちが來ました

ので︑︿略﹀︒

のことを話しますと︑︿略﹀︒

サヘヅツタリシテバカニシマス︒

︿略﹀といってあらそひま

る︒﹂といってあらそひます︒

四542

四562圃

下さいませ︒

四555囹

︿略﹀

山のふもとのし

どうぞここへ追出して

ございませんか︒

ドチラヘモツキマセンデシタ︒
四86 ︿略﹀︑トモダチトムカフ
四315 そこへぼちが來ました
す︒そこへ宿屋のていしゅが
三757 ソノ時カウモリガケダモ ノ山へ上りマシタ︒
來て︑﹁︿略﹀︒﹂
ので︑一しょに向ふの方へ行
ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀︒
四123島ニヰタ白ウサギガ︑ム
つてみましたが︑︿略﹀︒
四544園 へええ︑日は屋根から
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
四317うちへかへって︑父にこ 出て︑屋根へはいるものでは
三762 ︿略﹀︑﹁オ前黒鳥デハナ

イカ︒﹂トイツテ︑ナカマへ入

︿略﹀︒

レテクレマセン︒
四125 アル一覧マベへ出テ見 四373 スズメハ ヨワイ鳥デス
三763又鳥ノ方へ行キマスト︑ ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑
ガ︑ ソバ ヘヨツテ︑ ヲドツタリ
︿略﹀︒

ソコへ大國主ノ神ガオ出

ツテ︑︿略﹀︒

しいて︑︿略﹀︒

び出されました︒

來ました︒

まん中へふせておきな
勝太郎︑東京のをぢさん

いへば︑︿略﹀︒

山から出て︑山へはいる︒﹂と

四537園

山國のものが﹁日は

からお前の所へゑはがきが

四524園

さい︒

四493園

夕方近くなりました︒

物をもとの所へなほしたら︑

つて︑海の中へのり入れました︒

んで行ってしまひましたQ

四807

︿略﹀︑小さなわらぶきの

それからどこへ行って

︿略V︑軍たいに居るにい

へはいりました︒

四787︿略﹀︑日がくれてから村

んでした︒

居たか︑村にもひさしく居ませ

四781

およめに來ましたが︑︿略﹀︒

むすめさんが︑此の人の所へ

四763西の村一番の金持の

うちへかへって行きました︒

四753

てたんぼへ行きました︒

デニナリマシタ︒
四
4
2
2
戸
だ
な
や
戸
だ
な
の
中
の
四
723園
本杉のうしろへお日
四195囹早ク川へ行ツテ︑シホ 物もみんな外へ出されました︒
様がおはいりになった︒
ケノナイ水デカラダヲアラ
四461 ︿略﹀︑すっかりいろいろな
四748︿略﹀︑くはやかまを持つ

四18一

リガカリニナツテ︑︿略﹀︒

四167 ソコ へ神檬ガタガオ通 四414︿略﹀︑そこへ火ばちや机 四693 ︿略﹀︑山がらはとび出して︑
︿略﹀︑それからうらの山へと
や本箱やいろいろな物がはこ

來タカツタノダ︒

三777 夕はんがすむと︑うちの
四
1
5
4
︿
略
﹀
︑
イ
マ
一
足
デ
ヲ
カ
へ
四
4
1
2
一
番
先
に
し
や
う
じ
や
か
ひの木は︑根もとへ草もよ
ものはみんなえんがはへ出ま
上ラウトイフトコロデ︑︿略﹀︒
せつけぬ︒
らかみが外へ出されました︒
四158園 ワタシバ コノヲカへ
四413 にはへいたやむしろを 四655 よ一は︿略﹀︑馬にまたが
した︒

三802 ねえさんは遠いところへ
およめに行っていらっしゃる
のです︒

物がかかってゐました︒そばへ

三餌2︿略﹀︑松の木に美しい
よって見ますと︑︿略﹀︒

かへることが出座ません︒

三864園それがなくては︑天へ

ヘオレイニ行ツテ︑︿略﹀︒

えんさきのさざんくわに︑

︿略﹀︑すずめがくらのや
ねへにげて行きます︒

四254

枝へとんでゐます︒

目白が二は來てるて︑枝から

四247

ぼへ出て︑︿略﹀︒

四227うちの人はみんなたん

トコロ

三877園おかげで天へかへる 四206 ヨロコンデ大國主ノ神ノ
ことが出來ます︒
三886囹 いやいや︑おかへし申した

ら︑まはずに空へお上りにな
りませう︒

三905 ︿略﹀︑天人はまひながら

く略V︑ふじの山よりも高い大

空 の か す み の中へはいって
行きました︒

︿略﹀︑三人でお宮へまみ 四287電話も近い中に私ども 四541園 ︿略﹀︑島國のものが
の町へかかるさうです︒
﹁いや︑海から出て︑海へはい
りました︒

四18

ヘーへ

538

さんの所へ出かけました︒
河を見たら︑︿ 略 ﹀ ︒

四811 てつけうへかかった時︑

むかふのてい車場へ着い

たら︑︿略V︒

四833
四837 ︿略﹀︑弟へ へいたいばう
をおみやげに買って︑︿略﹀︒

四871 二人ガオ話ヲシテ居ル
所へ︑雪花ノオカアサンが來
マシタ︒

二人目ものはなかなか

しで︑こちらへ着いたのださうです

ある日︑僕がうんどう場へ出

から︑︿略﹀︒

五63
みことはく略﹀︑だんだん山

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

五83
おくへおはいりになりますと︑︿略﹀︒

これはめづらしいつるぎだ︒

︿略﹀とおぼしめして︑天照大神へ

五125

つゴり方の時間に︑すゴめが

お上げになりました︒

五156

しばらく待って︑私どもは浴

店の中へはいって見ますと︑

教室の中へとびこみました︒

五244

四924
そばへよることも出來ません︒
︿略﹀︒

した︒

衣地とこんがすりを買って外へ出ま

五252

四三5くどうが東へ行けば︑兄
弟も東へ行き︑︿略V︒

四926くどうが東へ行けば︑兄
弟も東へ行き︑︿略﹀︒

明けて見ましたら︑︿略﹀︒

四926くどうがく略﹀︑西へ行け 五252 うちへかへって︑ふろしきを
ば︑西へ行き︑︿略﹀︒
ば︑西へ行き︑︿略﹀︒

五271

︿略﹀︑お見送をして表へ出て

遠足のしたくをして學校へ行

た︒

五358

平尾山のすそへ行くと︑わら

びやぜんまいが︑すっかり葉になつ

大道へ出て︑となり村の入ロ

てるました︒

五365

へ行くと︑︿略﹀︒

大道へ出て︑となり村の入口

大平橋を渡ってから左へをれ

へ行くと︑︿略﹀︒

五366
五378

︿略﹀︑松山の下へ瓦やきを見

て︑︿略﹀︒

五381

此所を出て︑となり村の學校

に行きました︒

五384

︿略﹀︑先生が﹁ちよつと用が

の前へ行くと︑︿略＞Q

五386

あるから︒﹂といって︑︿略﹀︑學校
へおよりになりました︒

此の時私どもの村へよく物費
︿略﹀︑たんぼの小道へ出て︑

に來るおちいさんが︑︿略﹀︒

五387
五407

三時ごろ學校へかへりました︒

學校の門を出て西へ向ひまし 五507

尊はかみをといて︑女のすが

︿略﹀︑たけるは尊を見つけて︑

まゆ

︿略﹀︑頭を上げて︑繭をかけ

カラカサニ降ル雨が四方へ流

まぶしへうつすのですが︑︿略﹀︒

る所をさがします︒それをひろって︑

五474

自分のそばへ呼びました︒

五428

いりになりました︒

たになり︑︿略﹀︑其の家の中へおは

五425

三時ごろ學校へかへりました︒

︿略﹀︑ガンガソロくワタツ 五408 ︿略﹀︑たんぼの小道へ出て︑

ロ︑南ノ國カラワタツテ來マス︒

デ︑︿略﹀︑ガンが北ノ國ヘカヘルコ

四927くどうがく略﹀︑西へ行け 五265 ツバメハトブコトが上手ナ鳥

四937 兄弟は今度こそはと︑
母にいとまごひをして︑ふじ

ある朝早く︑おとうさんがた

テ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キ
マス︒

のすそ野へ急ぎました︒
四943 ︿略﹀︑二人はたいまつで

五327

五357

くと︑︿略﹀︒

五354

見ました︒

五328

て表へ出て見ました︒

びへお立ちになった時︑お見送をし

道をてらしてくどうのやかた

兄弟はくどうのやかた

へ向ひました︒

四952

へふみこみました︒

五41年半の方は中村さんといふ人
で︑︿略﹀︑今日から此の級へはいる
方です︒

五57 何でも汽車に二日二ばん乗通

レオチルヤウニ︑︿略﹀︒

ト流レテ行キマス︒

五508 ︿略﹀︑水ハ低イ方へ低イ方へ

ト流レテ行キマス︒

五508 ︿略﹀︑水響動イ方へ低イ方へ

庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

五511庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ

五512

カウシテ流レル水野︑ミゾカ

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

五522

カウシテ流レル水ハ︑ミゾカ

くテ海へ行キマス︒

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

五523

くテ海へ行キマス︒

カウシテ流レル水ハ︑ミゾカ

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

五523

ジヨウ
︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣

くテ海へ行キマス︒

五527

それで山へ行くにも︑へうた

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

デス︒

んを腰に着けてみて︑︿略﹀︒

五535

な ら
︿略﹀︑わざく奈良の都から

ぎやうかう

五553

天の橋立は海中へつき出た細

美濃の國へ行幸になりました︒

す

長い洲で︑長さは一里︑は9は四五

五576

十聞︒

せて︑ 空のゑぎぬへ一筆に︑ だれ

五613圃 ︿略﹀︑ 七つの色をならば

作太郎は父につれられて︑は

がかいたか︑虹の橋︒

五632

539

へ一へ

じめて町へ行きました︒

五633 村ざかひの峠へ上りますと︑
もう町が目の下に見えます︒

五655囹あ︑町の方へ馬車が二だい
かけて行きます︒

︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水

へはいりました︒

五661 二人は峠を下りて︑となり村
五705

︿略﹀︑又土手がくつれて︑池

池を見に出た︒

五741
︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ

のたまり水が村の中へおし出した︒
五771
れて里へ錦ってみ た ︒

其の後村の人は︑︿略﹀︑妻や

子どもに︑もとの家へ蹄ってもらつ

五775

た︒

五817 さて宗任がかりまたをぬき取
つて︑良家にかへしますと︑近家は
︿ 略 ﹀ ︑ う つ ぼ へさ＼せました︒

五図1団 おとうさんへ電報で御返事
をいたしたやうに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑夜中に手をけやはき

物まですっかり二階へ上げました︒

五851団

︿略V︑年取つたおちいさんが︑

平そうおくれて着くからです︒
五942

遠方に居るむすこの所へ出した封書
︿略﹀︑かっけで足をはらして

や︑︿略﹀︒

五943

みる書生さんが︑お友だちへ出した
葉書には︑︿略﹀︒

一足隙々︑遠い所へ進み行

一くはく︑善いたんぼをう

五952圃

き︑

すれ合って︑

沖へ急ぐ兄の小舟︑

六222圏

︿略﹀︑沖へ急ぐ兄の小舟︑

濱へ露る父の小舟︑すれ合って︑
き

木曽義仲が都へせめ上ると聞

そ

ゑがほとゑがほ︒

六226

いて︑平家はあわてて討手をさしむ
︿略V︑義仲はひそかにみ方の

けました︒

六237

不意を討たれた平家方は︑上

者を敵の後へまはらせて︑︿略﹀︒

六四2

を下への大さわぎ︑︿略﹀︒

つて落ちました︒

が

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

よしっね

屋島の合職に︑義纒が小わき

陸へ上った時︑家來が

軍隊へ來ても︑三校でなま

サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ
ヲシテヰテ︑︿略﹀︒

イヤウニ︑シバラク其ノアタリニ番

六474

其ノ中へ卵ヲ産ム︒

︿略﹀︑頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑

ニカケテ︑海カラ川へ上ツテ來ル︒

僕はびっくりして︑ぐみも紅 六462 大キクナツタ鮭ハ︑秋カラ冬

けてるた者は人一倍苦螢をする︒

六427団

つて︑﹁︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂と申しますと︑義々は笑

六367

にはさんでみた弓を海へ落しました︒

六351

へ急グノデアラウ︒

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

六34一

國へにげました︒

六258大向維盛は命からぐ加賀の

か

て︑後のくりから谷へ︑なだれをう

一人は早く見つけて︑木の上 六253 ︿略﹀︑平家方はにげ場がなく

ちかへす︒

へにげ上りました︒

五978

五993園熊が君の耳の所へ口を持つ
はじめて東京見物に來て︑此

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

五撹6

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ
第一に宮城をさしてまみります︒

今日はうちの者がみんなたん
今どこのうちへ行って見ても︑

ぼへ稻こきに行きました︒

六17
六24

俵の山が出來てるます︒

︿略﹀にはとりが︑俵の山へ

つてくると︑︿略﹀︒

六37 私がたんぼへお湯を持って行

六158

︿略﹀︑

ゑがほとゑがほ︒

濱へ婦る父の小舟︑

六221翻

林へはいって︑︿略﹀︒

それからにいさんと︑ざふ木 六468

茸も地面へなげつけました︒

六157

上ってときを作りました︒

五864囲 叔父さんは大へんだ土手が 六43
切れたといって︑すぐ屋根へ出まし
た︒

︿略﹀︑わたしは正男をつれ
︿略﹀︑皆様が私の口へお入れ

て物ほしへ出まし た ︒

五876団
五906

になる郵便物を大切にあづかってゐ
て︑．︿略﹀︒

五928 もし間に合はないと︑向ふへ

六475 ︿略﹀︑シバラク其ノアタリニ

翌年ノ春山ナツテ︑卵カラカ

番ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ昂ル︒

六478

四五年モタツト︑大キクナツ

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

六481

︿略V︑フシギニ自分ノ生レタ

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

六482

つるがをか

まんぐう

源頼朝が鶴岡の八幡黒へ舞

みなもとのよりとも

川へ蹄ツテ來ルサウデ︑︿略﹀︒

を奉納する事になって︑︿略V︒

ほうなふ

六508

殿に仕へてるる萬じゅがよからうと

六513 ︿略﹀︒こまってみる所へ︑御

みつもり

︿略﹀手塚太郎光盛の娘が

てっかの

申し出た者がありました︒

六553

︿略﹀︑之をさとって︑すぐに義仲の

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

所へ知らせました︒

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

六576

︿略V︑それから頼朝の御殿へ

行って︑うばと二人で御ほうこうを

六577

或日のこと︑萬じゅが御殿の

ねがったのでございます︒

六592

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

なりませぬ︒

六594囹あの門の中へ︑はいっては

に︑喜び勇んで木曽へ遷りました︒

六645 ︿略﹀︑親子は︑うばもろとも

ヒツクリカヘシテ︑手ヲ灰ダラケニ

六653 ︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

シテ拾ヒバジメタ︒

ヘーへ
540

かねて︑方々へ義指金をつのりに出

六668 其のとなり村の青年たちが見
た︒

なるほど︑去年鯉のぼりを立

やうぶが小指程に芽を出してゐまし
た︒

六皿4
てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

或物持 の 所 へ 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六671

︿略﹀垣根の方へ行くと︑し
参辞をすましてから︑京都

昨日正午にこちらへ着いて︑

︿略﹀︑千年もたったかと思

六佃2團

︿略﹀︑舟はすつすと進んで︑

夕方京都へ立つ︒

七157

舟は上げ潮に乗って︑をかの

僕が一番先に海へ下りた︒

︿略V新田義貞は︿略﹀︒手も

につたよしさだ

方へ動きはじめた︒

七115

たちまち海へ出た︒

七102

く心持がかはって︑︿略﹀︒

ふ老木の下へ行った時には︑何とな

六悩8国

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

六悩6囲昨日正午にこちらへ着いて︑

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

六悩6困昨日正午にこちらへ着いて︑

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

六梱5圏

うです︒

へ出て︑二三日見物して鋪られるさ

六鵬7高山

やくやくが赤い芽を出してゐました︒

六皿7

した︒

も

川を賀茂川といひます︒

か

六693 京都を北から南へ流れてみる
六723 此の電車道から東山のすそへ
かけて︑やはり人家がこみ合って立
つ て ゐ ま す が ︑ ︿略V︒

︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六831 通有はほばしらをたふして︑
こんだ︒

六836

りぞいたが︑又おしよせて創るのは
象つか ひ が 乗 っ て み て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

明らかである︒
六872

ごばんの上へ乗らせたりした︒

︿略﹀︑乗ってみた象つかひは

まき上げると︑︿略﹀︒

六873 象が大きな桶を鼻で頭の上へ
六874

︿略﹀︑今の子どもが象の腹の

桶の中へはいってしゃがんだ︒
六897

︿略﹀︑賊は城へ攻めよせない

下へねころんだ︒
六945
ことにした︒

との軍ぜい二萬騎を引きつれて︑

六966 ︿略V︑之に火をつけて︑橋の 七191
上に投げさせた︒さうして其の上へ

たゴちに極樂寺坂へ向ひました︒

させますと︑︿略﹀︒

七223此の時義貞が方々へ火をかけ
︿略﹀ずっと前から南アメリ

カへ行ってみるといふことだ︒

七249

士は海をこえてふるさとへ慮ること

七329図かくて幾年かすぎし後︑武
となれり︒

七353團大連へ激てから︑もうかれ
これ七八十日︑︿略﹀︒
じ

夜︑門司からは口書夜で當地へ着き

も

向つた︒

七502私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

見マシタ︒

七516

行ツテヰタ若イムスコガ︑今デハ其

ノ後ヲツイデ︑︿略V︒

三尊の町の學校へまねかれて︑航海

七523図 ︿略﹀太平丸の船長は︑ 一

の話をなせり︒

しょうとつ

く略V︑悪くすると淺瀬へ乗

一人で川へはいって行きました︒

七644 ︿略﹀︑着物をぬいで頭にのせ︑

ありませう︒

商用其の他で︑外國へ出かける人も

七611園 皆さんのうちには︑︿略V︑

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七585園 ︿略﹀︑いくらきりが深くて

るやうなまちがひが出來ます︒

上げたり︑外の船に衝突したりす

七574園

の上へとび上ることもあります︒

七557園又ある時にはとび魚が甲板

此の學校へ通って︑︿略﹀︒

七375團船で來れば︑神戸から三書 七525園私も子どもの時には︑毎日

船から陸あげした荷物は︑

ますが︑︿略＞Q

七385国

︿略﹀︑ハルビンへでも北京へでも送

船から陸あげした荷物は︑

ることが出來ます︒

七386國

︿略﹀︑ハルビンへでも北京へでも送

旅順へは汽車で一時間で行

ることが出來ます︒

七396国
けます︒

︿略﹀︑見送人をおし分けて︑

前へ出るおばあさんがある︒

七414

おばあさんは﹁やれく︒﹂
といって︑其所へすわった︒

七427

三四里行って︑大きな峠へ

七693園

いよくない時には︑川の

て來ました︒

七681圏安心しなさい︒此所へ持つ

か＼りますと︑︿略﹀︒

七659

︿略﹀︒

をあらそった所へ行って見ますと︑

謙信はそれをさとって︑夜の 七648 かの人夫は︑︿略﹀︑先程渡賃

ぐんばいうちはでふせいだが︑

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七439
七451

第六回目にいたって︑信玄か

えが折れて︑肩先へ切りつけられた︒

ら謙信へ︑﹁︿略V︒﹂と申しこんだ︒
あんまひころく

翌日武田方からは安間彦六と
いふ大の男が︑︿略﹀︑上杉方の陣へ

七468

鎌倉へは海陸ともに攻めこむ 七459
︿略﹀︑賊の軍船はことごとく
沖へ流れてしまひました︒

七213

すきがありません︒

七196

油をふりかけさせた︒

六968 橋はまん中からもえ切れて︑
︿略﹀︑ 私 は 庭 へ 出 ま し た ︒

谷そこへどうと落ちた︒
六梱1

山川3 池のはたへ行って見ると︑し

541

へ一へ

中へとびこんで死んでしまはうと︑

く太閤のお目通へ出ることを禁ぜ
此の時清正は︑︿略V︑一さん

られました︒

其所へ清正がかけつけました︒

何と申す︒清正は上様へお

みん

翌日諸大名が伏見城の大弾弓

へっめました︒

七櫛1

目通がかなはぬはず︒

直心2園

七川1

に伏見の城へかけつけました︒

七欄4

︿略﹀︒

七705園私は渡場へ蹄って人を渡し
ます︒
ばう

七711囹房州へ出かせぎに行って︑
れふを致して居り ま し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七712園︿略﹀︑仲間の者が國へ送る
金をあづかって︑此の財布に入れて
來たのでございます︒
んなが國へおやりになる金ですが︑

臣清正と記したといふが︑それはま

七715園小ぶくろの方は私どものだ 七価5園 ︿略﹀︑又明國への返書に豊
ことの事か︒

切ってく切りまくり︑其

爽信人の居所氏名を受信人

林の中へはいると︑︿略﹀︒

僕がえんがはへ机を持出して︑
︿略﹀︑おびただしい見物人が︑

信作はく略V︑ころくと池
の中へころげこんだ︒

八99

へ着いた︒

八93 さうしてそれが同時に決勝鮎

朝早くから宮の境内へつめかけた︒

八71

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

八49

頭をなでてやると︑︿略﹀︒

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ

八15

本文の終へ片假名にて記すこと

に知らする必要あるときは此庭回は

七襯図図

をやきはらはう︒

の勢で明の都へおしよせ︑四百齢州

七柳1園

將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒

七鵬9囹此の清正こそはまことの大

︿略﹀︒

七741 かの男は︿略﹀︑人夫の家へ
参りました︒

七749 男はしあんにくれて︑役所へ
うったへて出ました︒

七755園 紀州の男は急いで國へ蹄つ
て︑其の金をまちがひなくと窟ける
やうに致せ︒

七764 信長はよく夜明前から馬場へ
出て馬を乗りならした︒

根ノヤウナ所モ︑︿略﹀︑岩ナ

か居るか︒﹂と呼ぶと︑︿略﹀︒

七765 毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰
七877

てうせん

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス
とよとみひでよし

モノデ︑︿略﹀︒

手の大將は加藤清正・小西町長の爾

七973 豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先
人でした︒

ふしみ
七979 清正は朝鮮を立って︑伏見へ
参りました︒

七996 正直者の清正はく略V︑とう 八107 耕造は︿略﹀信作のえりを引

つつかんで︑ぐっと岸へ引上げた︒

︿略﹀︒

さうして教へられた場所へ行

困って町奉行へ訴へて出まし

︿略﹀︑四五百人のものが︑

おしまひの一日には︑小豆や

歩み來れる老婆

︿略﹀︒

米屋の小ぞうお得意へ

おとうさんは一昨日の正午

無事にサンフランシスコへ着きまし

八653囲

米を運びし送り途︑

八565図圃

かは
向ふの側へ行きかねつ︒

あり︒ ゆききの車馬のたえざれば︑

八558図圏︿略﹀︑

所へも配った︒

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

八552

ていらっしやった︒

中で丸めて︑おかあさんの所へ持つ

八525 ︿略﹀︑おばあさんが餅を臼の

ます︒

地謡を︑もとの所へもどしたと申し

八嘱2越前守は︿略﹀︑ついでに石

りこみました︒

︿略﹀︑思はず知らず役所の門内へ入

八415

た︒

八396

八366園勝つた方へ其の子を渡す︒

た︒

八359困って町奉行へ訴へて出まし

つて見ますと︑︿略﹀︒

八342

すぐに其の山へ上りました︒

八341 婦人は大いに喜んで︑︿略﹀︑

神様のお告がありました︒

ば︑望のものをさづけてやるといふ

つきそひの者や見物人は 八338 ︿略﹀︑明日何山の何所へ行け

︿略﹀︑上を下へのさわぎである︒

八112

徳川家康が幼時家畜に負はれ

とくがはいへやす

ぺ

て︑安倍川原へ石合職を見に行った︒

あ

八134

見物人は孚って︑多勢の方へ
︿略﹀︑家康は小勢の方へ行け

行ったが︑︿略﹀︒

八137
八137

と命じた︒

よりのぶ
︿略﹀︑其の子頼宣は職が始つ

︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手

たと聞いて︑先陣へかけつけたが︑

八149

︿略﹀︒

八169

何しに此所へ参った︒

︿略﹀︑ふみ外して軒下へどう

が届かうとした時︑︿略﹀︒

八171

と落ちた︒

八174園

將軍は長四郎を大きな袋へ入

そこで蕃人どもが肥豆へ︑首

れて︑︿略﹀︑袋の口を封じて柱に掛

八181
けた︒

八239

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

を取ることを許してくれといって出
ました︒

八296

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行
つて見たことがない︒

或日炭を焼く男が太郎のうち
次に其の小屋のそばへ土と石

へ來て︑︿略﹀︒

八297
八305

でかまをつく︒

さうして煙出から出る煙の色
で焼加減を見て︑かまの外へ引出し︑

八318

へ一へ
542

た︒

八682團︿略﹀︑子どもは︑アメリカ
人の立てた二三へ行って︑英語で勉
強しますが︑︿略﹀ ︒

信吉はびっくりして︑二足三

もうく何所へも行きはし

くわう

せんがく

く略V︑新しい鑛山を開い

たりする爲に︑此の山中へ來たので
ある︒

面白い︒

一心に

信淵は︿略﹀︑間もなく江戸

︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ

は︑︿略﹀︒

あの社長さんはもと上方の

︿略﹀︑後には表通へ店を出

しほばら

紅葉と温泉で名高い塩原へ

行くには︑此所で下りるのだ︒

九689園

う︒

ついて︑北へくと走るのだ︒

九731園汽車は此の邊からあの川に

ついて︑北へくと走るのだ︒

九731園汽車は此の邊からあの川に

皆いつものやうに︑此所で

支度をして︑學校園へお集りなさい︒

九776園

やはらかい黒い土がむくく

入れるやうにとおっしゃった︒

九787 ︿略﹀︑ほったいもは此の中へ

九791

ふと氣がつくと︑校長先生と

盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒

九802

山田先生が︑箱のそばへ來て︑︿略﹀︒
え

九881園あの柄でない方の端にある

ひしゃくの口の向いてみる方へのば

二つの星を結びつけて︑其の線を︑

して行くと︑︿略﹀︒

様が︑︿略﹀︑すぐに親子の者を天へ

九925園︿略﹀ジュピターといふ神

連れていって︑︿略﹀︒

ひ松の間に居るのです︒

此のあたりから頂上へ登る途中のは

あみ笠をかぶった父がふり向 九9610園 あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

しよう

午後には弟と天神山へきのこ

取りに行くのだ︒

九皿4

を競ってゐます︒

が︑南から西へ連なって︑互に雄姿

︿略﹀︑時鐘番兵がことく 九987園 ︿略﹀︑いつれおとらぬ高山
水兵はくもの子を散らすやう
冷点を始める︒

に八方へ散って︑︿略V分隊毎に甲

九七9

と艦橋の下へ來て︑︿略﹀︒

九616

︿略﹀︒

くと︑母もすげ笠をそちらへ向けて︑

九5710

すまでになった︒

九554園

うだが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おろしに歩き廻ったものださ

九516園

︿略﹀︑始は近在の小責店へ︑

人で︑此の町へ始めて奉公に來たの

九513園

に行って來ました︒

九4910

僕は︿略﹀︑精米會社へお使

の方からはるかに全景を見渡すのも

九313

勉強した︒

へ出て︑︿略﹀︑一心に西洋の學問を

九285

學問をはげむがよい︒

りっぱな聾者を先生にして︑

九274園︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑

︿略V︒

國へ蹄らずに︑すぐに江戸へ出て︑

もう何所へも行って下さい 九274園それにはわたしが死んでも 九6910 窓から吹きこむ朝風のひやり
とするのは︑鯨南北へ進んだ爲だら

足後へ下ったが︑﹁︿略﹀︒

八885
八918園
ますな︒

︿略﹀︑手は食物を口へ入れる

︿略﹀︑手は食物をロへ入れる

食った物をこなして︑之を

マッチの製造所へ行って見る

たかなは

︿略﹀︑大面の父はうす暗い中

すると大塔の父は︿略﹀︑大

大將が十歳の年︑大將の一家
は郷里へ蹄ることになった︒

八桝4

ぬがせて︑︿略V︒

將を井戸端へ連れて行って︑着物を

八佃2

寺へよく連れて行った︒

じ

に大將を起して︑︿略﹀高輪の泉岳

八津1

と︑︿略﹀︒

八幽7

つて︑︿略﹀︒

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八極7園

止めました︒

ことを止め︑足は食堂へ行くことを

八欄6

止めました︒

ことを止め︑足は食堂へ行くことを

八三6

ない︒

八684國 ︿略﹀︑蹄って來ると︑又日 八922園

本人の立てた學校へ行って︑日本語
で學問をしてゐます︒

八704団 此の給葉書は此所へ來る途
中︑汽車の窓から見た牧場の實景で
す︒

八758園大洋を西へくと航海して︑
陸地に出あったのが︑それ程の手が
らだらうか︒

八758園大洋を西へくと航海して︑
陸地に出あったのが︑それ程の手が
らだらうか︒

八776園おとうさん︑此の雪降りに︑
何所へお出でになりますか︒

八778囹﹁おとうさん︑此の雪降り
に︑何所へお出でになりますか︒﹂
﹁ 役 場 へ 税 を 納 めに︒﹂
き つぶ

八783園 此の切符に︑﹃一月二十日
なふふ
限り當役場へ納付﹄とありませう︒

八805園縣や國の税も︑村の役場へ
納めれば︑よいのですか︒

かつさ

︿略﹀︑相模の國より上総の

さがみ

九242園

へ行く︒

九131図︿略﹀︑鶏はあわてて其の方

國へこえんとて︑︿略﹀︒

九101図

もう三月になるので︑︿略﹀︒

八808園 村役場で︑村内の家々から 九37重鎖のトラック島へ來てから

納めるのをまとめて︑それぐへ送
るのです︒

八854 學校へ行って案内をこふと︑
小使が出て來た︒
おうせつ

出 て 行 っ た が ︑ ︿略﹀︒

八859 小使は僕等を慮接室へ通して
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九鵬1

︿略﹀︑北風も外の軍馬と同じ

やうに︑主人にしたがって戦地へ向
つた︒

九研4敵揮は前後左右へ雨のやうに
落ちて謝る︒

九佃1 北風は俄におちけがついた︒

北風は︑︿略﹀︑そっと顔を主

︿略V︑今來た方へ一散にかけもどつ
た︒

人の肩のあたりへすりよせた︒

九柵6

九佃5雪国 昨年僕の學校より︑君の

︿略﹀︑商用デ四國ノ方へ旅行

學校へ御轄任なされ候佐野先生︑
︿略﹀︒

九㎎10

シテヰタ父ガ︑夜汽車デ蹄ツタトコ
ロデアツタ︒

十2610

やがてボートは岸をはなれた︒

︿略﹀︑沖へくとっき進む︒

親子は︿略﹀︑又あらん限り

の力をオールに注いで︑我が家へと

十282
向つた︒

通じてある︒

十325此の湖へ話方の海から掘割が
︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘

割へ落込んで︑とても船を通すこと

十3210

と︑上手の水門が開いて︑船

は出來ないから︑︿略﹀︒

十341

︿略﹀︑兄は︿略﹀︑かついで

は次の箱の中へはいる︒

やがて父は︑鎌を手にして雑

出たつるはしを下へ置いた︒

十391

十414

木のやぶへはいって行った︒

汽車で京城へ來る人は通常

の家の主人なるべし︒

十735団

南大門騨で下りるのです︒

十738團此の停車場を出て大通を東
北に進むと︑二町ばかりで大きな門

僕はもう南山へ何度も上り

の前へ出ます︒

十755団

こちらへ來てもう三月下り

ましたが︑︿略﹀︒

十774団

︿略﹀︑遠足好きの君なら︑

になりますが︑︿略﹀︒

十778団

毎日何慮へか出かけたくてたまらな
いだらうと思ひました︒
︿略﹀︑學校へ行く途中など

は︑寒いといふよりもいたいやうに

十781国

此虜から方々へ坑道が通じて

感じます︒

十807

これは炭坑内の地下水を坑外

みて︑︿略﹀︒

十818

ポンプ室を出てから小道へは

へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

さうして手當り次第に︑何で 十814

︿略﹀︑おとうさんは︑何時

これらの製品は︿略﹀︑又支

事も少くない︒

那・印度其の他の東洋諸國へ輸出さ

十884

れる︒

支那の豚の毛が輸入されて日

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十886

されるなども同じ例である︒

蔵して下さる︒

十欄5 ︿略﹀︑にいさんは次の室へ案

一度此の中にはいると︑ま

から熱い湯を管で各室へ送って︑

十二5気霜の後にかまがある︒其庭

︿略﹀︒

十価6園

皆様へよろしく御傳へ下

た寒い威へ出るのがいやになるね︒

下竜6属国

尚御生前浜好物なりしや

されたく願ひ上げ候︒

十柵4聖意

うかん一石︑︿略﹀︑御佛前へ御供へ

公は此虜にうつされてから一

下されたく候︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十重1

行くは竜花ぞ︑桃さ

︿略﹀︑ 船は静かに我

榎寺を出て二日市の停車場へ

送られたさうである︒

十一139事事

急いだ︒

︿略﹀︑いよいよ石炭を掘って 十王6

いりました︒
十8210

みる庭へ來ました︒

十団8園或日︑此の附近の山へ薪を

等をのせて︑

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

つて食物を取るやうに馴らして︑

く村へ︒

れに加工して︑更に外國へ輸出する

︿略﹀︒

のぶ子さんは︑成績物が返

るとすぐ紙の袋へ入れておいて︑

十一152

へ始めて遊びに行きました︒

我が國は︿略﹀︑國内で出來 十︻142 今日は︑のぶ子さんのうち

とりに來た百姓が︑たき火をしてゐ

か多い︒

た物を細田へ輸出することもなかな

十876

ると︑︿略﹀︒

あ＼︑あのかはい＼鳩が︑
んで行くのを見たならば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

十591

︿略V︒

十566

とおっしゃいましたね︒

かも銀行へ行ってお金を預けて來る

十509園

込んだ︒

もひつつかんで行っては窯の中へ投

十4710

の方へとって返した︒

十98 フィリップが藥を調合しに別 十454 喜三右衛門は︿略﹀︑又窯場
室へ退いた後へ︑︿略﹀︑王にあてた
密書が届いた︒

十98 フィリップがく略V別室へ退
いた後へ︑︿略﹀パルメニオ將軍か
ら︑王にあてた密書が届いた︒

十103 王は讃終って︑そっと手紙を
まくらの下へ入れ た ︒

十121 熱い番茶にのどをうるほして
休んでみる所へ︑︿略﹀高橋さんが
來られた︒

からそれへと良いて︑團員に強い感

十158 高橋さんの熱心な話は︑それ
動をあたへた︒

ひくつ︑此方へ來かかれるは︑此

十2610 やがてボートは岸をはなれた︒ 十604蝉折から︑たもとの雪を打彿 十881 又外事から原料を輸入し︑そ
︿略﹀︑沖へくとっき進む︒

べ一へい
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かく

からだんく光明の世界へと︑みち
方へ送り︑︿略﹀︒

たるものをば地方版として遠隔の地

かくして人は︑暗黒の世界 十一一192図 ︿略﹀︑比較的早く印刷し

びかれて來たのである︒

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と 思 ひ つ ゴ け て る 十一683
ざっし

ると︑そこへ弟さんが雑誌を二三さ

十一168

つ持って接て︑︿略﹀︒

︿略﹀宣長は︑︿略﹀︑ひつ

そりした町すぢを我が家へ向つた︒

十一765

生がどうしてこちらへ︒﹂

月のさえた冬の夜友人と二

ほんたうに一度でもよい

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十一一373

んで行くのであらう︒

ざっし
十一169 ︿略V︑そこへ弟さんが雑誌 十﹇716園 ︿略﹀宣長は驚いて︑﹁先 十一一219 あれは港の親船へ蜜柑を運

でみる雑誌の間へそれぐお入れに

を二一二さつ持って來て︑本棚に並ん
なりました︒

︿略﹀︑三十人の一組は二列 十二383園

になって︑順々に水の中へとはいつ

十一﹇402園

十一171 ︿略V︑取出したら後できつ 十一843
て行く︒

あなたは演奏會へ行って

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

ともとの場所へお入れになるのださ

騎馬の人たちが︑眞一文字にこちら

と︑︿略﹀︑えつさくと陸の方へ漕

錦って罵る︒

十一一927 こんな事を次から次へと考

﹁︿略﹀︒﹂と決心

へては︑遂に心の苦しみにたへられ

なくなって︑︿略﹀︒

十一一942 彼は遂に

どう

ぶぜん

なかっ

して︑或禰かな森へ行った︒

南へ三里︑︿略﹀︑川沿の道をたどつ

十一一悩1 青の洞門 豊前の中津から

て行くと︑︿略﹀︒

せぬ︒

うな事にならぬとは決して申されま

つけてどこぞの國へやってしまふや

十一一伽6園 ︿略﹀︑日本考訂にのしを

不意にピンセットにはさまれて︑明

よるべ

時計回は早速ピンセットで べ ﹇▽いそべ・かわべ・のべ・はまべ・

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

﹇平﹈﹇▽げんぺい

へい

んへい・しちょうへい・しんこうへ

︿略﹀︑海岸から沖の方へ二 へい ﹇兵﹈︵名︶13 兵﹇▽じしょうば

い・ドイツへい

群をなして寄せて來たまぐ

︿略V︑之に沿うて沖へ逃げ

︿略﹀大まぐろがどたり

元の兵は一人も上陸させぬと

︿略V︑信玄は兵を二手に分け

船がまぐろで一ぽいになる 十拳1図 ︿略﹀︑やがて忠臣の起りて

て︑はさみうちにしようとした︒

七昭7

てて︑敷島の兵が之を守ってゐます︒

七193 ︿略﹀︑北の山手には木戸を立

いて守った︒

いふ意氣ごみで︑調べに石垣をきつ

六802

の兵が出てみる︒

六417團其の代り輻重兵の外は各種

工・丁重の五種があって︑︿略﹀︒

しちよう

六402圏 ︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

三百間も長く垣網を張り︑其の先へ
︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

十二7910

︿略V︒

くと船中へ投込まれる光景は︑

十二797

ようとして身網の中へはいる︒

十二784

沖へ逃げようとして︿略﹀︒

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

十二784

身網を張る︒

三百間も長く垣網を張り︑其の先へ

十二778

身網を張る︒

十二778

とのふたガラスの中へ入れた︒

十一一589

るい虜へ出された︒

︿略﹀小さな鐵のねちが︑

みたいとかいふお話でしたね︒

うです︒

だんく沖の方へ進んで行

十一一528

夕食をすましてから︑縁が
︿略V︑父は直送へ行って時

がよいといって︑︿略﹀︒

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十一967

はへ出て涼む︒

十﹇878

色だ︒

十一312図 正國︿略﹀︑ふみそこね 十一846

こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

てあはや谷底へ轄び落ちんとす︒

補植をするのは︑翌年一回だけだと

十一379 植付けた苗木の枯れた虜へ
いふから︑︿略﹀︒
︿略﹀︑或は仰に從ひ︑

其の中御地へ参り候やもはかり難く

十一4310國国山

候︒

ブラジルは耳茸へ参り

ても果なき原野と森林とに候︒

十一453図園 ︿略﹀︑今は何庭へなり 十一柵1魍團
とも行きて君の技をふるひ給へ︒

戸に檜一本を垂がきて東國へ出立

へかけて來る︒

ひのき

十一482図 ︿略﹀︑書師︿略﹀︑三十 十一術10 ふと向ふを見ると︑︿略﹀
しぬ︒

ようと思って大道へやった︒

十一485図園 東國へ行き給ふと聞き 十一一112 父はダーウィンを亡者にし
しに︑今又此虜に來られしは何故ぞ︒

はどこへ行ったかわからなかった︒

十ニー24此の時にはもう三番目の轟

を口の中へ投込んだ︒

十一489図題 ︿略﹀︑東國へ下る路す 十ニー21 ︿略﹀︑いきなり右の手の轟

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜
を見て︑︿略﹀︒

十一563 人人は叫び聲に驚きあわて

下等なものから高等なものへと進む

︿略﹀︑生物は網べて︿略﹀︑

ものであるといふことを謹明した︒

十ニー41

十一577 つと大砲のそばへ寄って︑

．て︑我先にと船 へ も ど っ て 來 る ︒

急いで揮丸をこめ︑ねらひを定めた︒

545
べい一へいぜん

焼けつくやうに熱い平原を横ぎって︑
米國

米國が此の運河を造るに成功

﹇米国﹈︹地名︺1

タルススといふ町に着いた︒

十369

べいこく

り馬のそばを通るのが危険なやうな
は一向平氣で︑︿略﹀︒

氣がしてならなかったが︑土地の人
さ

勤王の兵を學げ︑必ず御心を安んじ
しばた

奉るべきことを︿略﹀︒
く まもりまさ

十一235図 ︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐
︿略﹀︑不意に足もとからねず

に立って︑今かくと命令の下るの

﹁乗馬︒﹂兵士たちは一せいに

を待ってるた︒

九鵬1

馬上の人となった︒

に一しょになることはない︒

舎のあり場所もちがふので︑めった

兵舎

六412国 ︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

へいしゃ ﹇兵舎﹈︵名︶1

十821

したのは︑主として︑最新の掌理を

やながせ

久間盛政をして一塁五千の兵を率ゐ︑

慮用したからであった︒

あふみ

みが一匹飛出しました︒はっと思つ

米國第一

した︒

へいし

兵士

六411団 ︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

舎のあり場所もちがふので︑めった

﹇平城京跡﹈

に一しょになることはない︒

平城京跡

へいじょうきょうあと

︵名︶1

こまってゐますと︑﹁では水

平城京跡

見れば自國の兵士です︒

十二鯉図

七889

を一ぽい下さい︒﹂と兵士が言ひま

て行くてをさへぎつた︒

等が︿略﹀︑ 一せいに銃劔を取直し

十二伽10 ︿略﹀︑門を守ってみた兵士

へいしら ﹇兵士等﹈︵名︶3 兵士等

づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ

︿略﹀︑マリーはおばあさんの

ました︒

七897

した︒

七883

﹇兵士﹈︵名︶8

一の大都會ニューヨーク市に着きま

八709囲

﹇米国第一﹈︵名︶1

て立止ると又一匹︒事務員は平氣で︑

そ

へいけ

︿略﹀︑今日いよく米國第 へいしゅ ﹇兵種﹈︵名︶1 兵種

べいこくだいいち

近江の柳瀬に討って出でしむ︒
﹁︿略﹀︒﹂と言って笑ひました︒

十一238図 やがて勝家また自ら五萬
の兵を督し︑來りて盛政の軍に合す︒

き

木曽義仲が都へせめ上ると聞

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

六226

ひあって居ました時︑︿略V︒

四613 屋島のたたかひに︑げん
じはをか︑へいけは海で︑向

家

十一263図 ︿略﹀︑盛政直に物見の兵 へいけ ﹇平家﹈︹人名︺3 へいけ 平
を出してうかゴは し む る に ︑ ︿ 略 V ︒

十一267図 此のま＼新手の兵を迎へ
ては︑萬に一つの勝算もなし︒

十一274図 ︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑先
づ五十人の兵に旨をふくめて先口せ
しめ︑︿略﹀︒

谷が︑平家の人馬で埋まりました︒

六257

十一276図五十人の兵は行くく百 けました︒
姓をつのり︑かゴり火をたかせ︑

﹇平家方﹈︵名︶4

︿略﹀︑ずるぶん深いくりから

糧食の用意をなさしむ︒

へいけがた

りやう

十一285図 明くれば二十一日の朝︑

四674海の方でもへいけ方が

一そうこぎ出して來ました︒

或日置は部下の精兵を引連れ︑

ち

九悩2

すると兵士のおばあさんが︑

將校も兵士も皆一つになつ

兵士た

屋敷の附近は︑官軍の兵士
﹇兵士達﹈︵名︶2

兵士たちはめいく馬のそば

へいしたち

がすき間もなく警衛してみる︒

十二伽7

て働かなければならない︒

九柵5園

は帝國の恥だぞ︒

九M10園兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

﹁はい︑よいお天氣でございます︒﹂

七918

らう︒﹂﹁い＼え︒﹂

警衛の兵士等は︑安芳の姿

平生きはめて御質素にわた

平生甚だ御達者にて︑近

へいぜん ﹇平然﹈︵副︶1 平然

事とて︑︿略﹀︒

來は殊に御元氣のやうに承り居り候

十畑4圏団

の上にうか〜はれて︑︿略﹀︒

らせられし御有様︑一つくの御品

十35図

へいぜい ﹇平生﹈︵名︶2 平生

︿略﹀︒

を見ると一時に押寄せて來たが︑

十二個3

思はず道を開いた︒

四614︿略﹀︑へいけ方から舟を 七912園 ﹁おい娘︑兵士が一人來た 十二旧6 其の勢に呑まれて兵士等は

方平家方

﹇平安神宮﹈︵名︶1

﹇▽にちえい べ い さ ん ご く

兵 を 引 き ま と め たりしが︑︿略﹀︒

盛政は睦嶽より西北に重れる高地に
べい

へいあんじんぐう

ふなばたをたたいて︑一度にど
不意を討たれた平家方は︑上
︿略V︑平家方はにげ場がなく

﹇平原﹈︵名︶1

つて落ちました︒

十83

かちのへいげん・とかちへいげん

へいげん

平原与と

て︑後のくりから谷へ︑なだれをう

六252

を下への大さわぎ︑︿略﹀︒

六242

つとほめました︒
へいえい

平安神宮
﹇ 兵 営 ﹈︵名︶一

六71図 平安神宮
へいえい

へいえいを見せてもらひ︑

四836ひるのごはんをたべて
から︑
︿略V︒

平氣

へいか ←こうこうへいか・てんのうへ
いか

なれない私は︑︿略﹀︑やは

へいき ﹇ 平 気 ﹈ ︵ 形 状 ︶ 2

十173囲

へいわ

平和

狡い島國に育ち︑生活の安

﹇平和﹈︵名︶1

王︑一行又一行︑おそれと興奮に眼
十二悩7

十108 一口又一口︑平然と藥を飲む 晴々しい虜である︒
か貸やくフィリップ︒

いった︒

十一一397

十二399

﹁︿略﹀︒﹂とベートーベンが

ベートーベン先生

ベートーベンせんせい

︹人名︺一

ベートーベンも我ながら鯨 十一一432園 ﹁あ＼︑あなたはベー

トーベン先生ですか︒﹂きやうだい

易な壁土に平和を樂しんでみた我が

は思はず叫んだ︒

兵卒

︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

折から燈が︿略﹀消えてし

しかしベートーベンは唯だ

︿略﹀︒

船から陸あげした荷物は︑

︿略﹀︑へいけ方から舟を

︵助動︶62

くべし︒

べし

︽ベカ

四列

八十萬間つゴ

八百萬の小學生︑

強

強

強き御民と

世界に比なき帝國の

強き御民と

揚子江ノ大ナルコトコレニ

八284図 もし手なくば︑︿略﹀︑かゆ

テモ知ルベシ︒

八217図

らず︒

んとてなり︒されどかなふべくもあ

にをどり入りたり︒船におよぎつか

七338図獅子はく略V︑つと海の中

なるべしと︒

き御民となるべしと︒

七72強要

なるべしと︒

き御民となるべしと︒

七了1図圃

世界に比なき怪物の

になりて歩かんか︑

七56図圃

ラ・ベキ︒ベク︒ベシ︾

べし

﹁まあ待って下さい︒﹂ベー

ベシ

ばへさきに長いさをを立てて︑

一そうこぎ出して來ました︒見れ

ベートーベンの爾眼は異様 四615

へさき ﹇舳﹈︵名︶一 へさき

ることが出來ます︒

︿略﹀︑ハルビンへでも北京へでも送

七386團

ベートーベンは︑﹁え︑樂ペキン ﹇北京﹈︹地名︺1 北京

りだしぬけだと思ったらしく︑口ご

﹇兵卒﹈︵名︶3

十二415

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二413

ひさして︑ふと見ると︑︿略﹀︒

譜がない︒それでどうして︒﹂とい

十二408

へいそつ
平和

萬事此の有様なれば︑一村

﹇平和﹈︵形状︶3

十搦10図

へいわ

もりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

て余吾湖のほとりに下り回れる七八

よごのうみ

十一242図 く略V︑幾頭かの馬をひき 國民は︑︿略﹀︒
人の兵卒あり︒
繁榮を増すばかりなり︒

は誠に平和にして︑年を追うて其の

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑

十一247図 危く逃延びたる一二の兵
十一224

裁判の目的は︑︿略﹀︒此の

︿略﹀︒

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

十二4210

まってうなだれてみる︒

十二425

めた︒

まった︒ベートーベンはひく手を止

十一一423

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒

ベートーベンの友人も全く

和な︑秩序正しい世の中にするのが

平和なる
平和なる村

平和なる村

トーベンはかういって︑さつき娘が
ひいてみた曲を又ひき始めた︒

ひき終るとベートーベンは︑
つと立上った︒

十二434

﹁さやうなら︒﹂ベートーベ

十二唱7

きロつ

ベートーベンの﹁月光の
のは此の曲である︒

曲﹂といって︑不朽の連坐を博した

十二454

ふりかへってめくらの娘を見た︒

ベートーベンは︑ちよつと

ンは立って出かけた︒

︹人名︺15

十二45一

ございませんか︒

十二419

守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

ちつじょ

十一259図 夜ふけに及んで︑鉢峯を 世を不道理や罪悪の行はれない︑平

︿略﹀︑國家の存立を危くし︑

であった︒

へいわなるむら

第二十五

第二十五

︹課名︺2

は絶無であり︑國内はおほむね平和

翌旦の生活をおびやかすやうな危機

十二榴8

乗移ったやう︒

ヘ

其の目的である︒

一ツトリタイ︑

﹇兵隊遊﹈︵名︶1

望み見るに︑︿略 ﹀ ︒

へいたいあそび

︿略 ﹀ ︑

イタイアソビ
一一96圃

へい

キイロナハナヲ︑ ヘイタイアソ
﹇兵 隊 帽 ﹈ ︵ 名 ︶ 一

ビノ クンシヤウニQ
へいたいぼう

十悩6

へええ

へええ︑日は屋根から

︵感︶一

十目12

ン

ベートーベン

ドイツの有名な音樂家ベー

ベートーベンは急に戸をあ
けてはいって行った︒

十一一389

つた︒

トーベンがまだ若い時分のことであ

十二372

ベートーベ

出て︑屋根へはいるものでは

四544園

へええ

四837︿略﹀︑弟へへいたいばう

平野﹇▽かん

﹇▽パ ナ マ う ん が へ い め ん ず

n▽たんちょうへいぼん

﹇平野﹈︵名︶2

十一656 十勝の平野は心ゆくばかり

の と
る か に 浮 ぶ 能 登 半島︑︿略﹀︒

越中の平野︑日本海の波の上には

ゑつちゆう

九983園 もやの底にかすかに見える

や

とうへいや・だいへいや・やまとへい

へいや

へいめんず

へいぼん

汽車でかへりました︒

をおみやげに買って︑夕方の

たいばう

村

へいそつ一べし

546

547
べし一べし

き所をかくことも出來ず︑いたき所
をさすることも出來ざるべし︒

八579図圃︿略﹀︑彼の姿を見送り
ぬ︑ さとすべき子にさとされし
小さき悔をいだきつ＼︒

八586図 ︿略﹀ナ下ト︑大字ニテ目
立ツヤウニ記シタル看板ヲ出営ルハ︑
ヨク人ノ知ル所ナルベシ︒

八972図 其ノ高サ八尺五寸︑朝日・
タ日田カマヤキテ︑遠ク敷里ノ外ヨ
リ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

九112図囹 われ皇子の御身代りとな
し︒

わら
九146図︿略﹀︑敷藁の中に見事なる
卵二つころがれり︒昨日の午後に産

︿略﹀︑ほとんど皆勢よく

の多かるべきに︑︿略﹀︒

十66図囹

もあらず︒

十一426國圏

︿略﹀︑若し御光來相成

候はば︑及ぶ限りの御亭厚相計り申
︿略﹀︑何時までもかく

根づきたるは︑誠に驚くべき事なら

へ︒

十一458図心

つる

今日かき給はん鶴の姿
︿略﹀幅六十間の大通は︑

ブラジルの視察も大腔
︿略﹀宿志の果さる＼も

︿略﹀大鳥居あり︑︿略﹀︒

近きにあらんとす︒鐵眼の喜知るべ

十﹁伽3図

終り候間︑程なく婦國致すべく候︒

十一佃4圏団

にも精々御注意なさるべく候︒

十一棚10属団勉強も大切なれど︑禮

壇が設けてあり︑︿略﹀︒

だん

むしろ公園ともいふべきもので︑花

十一598

はかやうなるべし︒

十﹇475図園

筆勢非凡︑丹青の妙言ふべからず︒

十一468図其の書がく所皆鶴にして︑

書がきて参らすべし︒

さらば謝恩の爲に何か

へなりとも行きて君の技をふるひ給

ておはすべきにあらねば︑今は何虜

十一452図園

すべく候︒

これも眞心の致す所なる

ずや︒

べし︒

十了3星園
折から︑たもとの雪を打彿

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

十605図

されどかくて何時まで留る

の家の主人なるべし︒

十706図

べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

書くすべき所なし︒

十9810図園宋亡びぬ︒御身の忠義を

十993図園汝大勢の如何ともすべか
らざるを知って︑何ぞいたづらに苦
しむことの甚だしきや︒

高徳此の故事をひきて︑
︿略﹀︑必ず御心を安んじ奉るべきこ

十脳1図

て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︒

みたるなるべし︒
十欄2図帝其の志の動かすべからざ
けい
九4210図星園 我に愛する良馬あり︒
るを知り︑之を刑場に送らしむ︒
けん
今日の記念に献ずべし︒
十柳10囲國 近き虜ならば早速上り候

九梱2園 ﹁オトウサンバ景雲投票ナ
サルノデス︒﹂﹁ ソ レ ハ 誰 ニ モ 言 フ ベ
キ事デハナイ︒

とを聞え上げたるなり︒

きなり︒

九擢2囹 ︿略﹀︑自分ノタフトイ選墨

十一65図論語は︑︿略﹀︑最もよく

し︒

大神の勅にいはく︑

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

しめすべし︒﹄と︒

﹃此の葦原の中つ國は皇孫之をしろ

︿略V︑判事・検事・辮護士 十二64図囹
あし

七十五尺の大鳥居とは︑これなるべ

権ヲ棄テルトノー フ 事 ハ ︑ 選 墨 人 ト シ

く略V大聖の面目︑よく

十二55図

きである︒

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十一266図

はと
味方は今日の職に將卒共 十一一710図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

の任務は極めて重大なものといふべ

十一232

此の語にあらはれたりといふべし︒

十一82図

此の大聖の面目をうかゴふを得べし︒

國民トシテ恥ヅベキ事ダ︒

テカリソメニモスベキ事デハナイカ
ラ︑︿略﹀︒

九糎10園

るはぎ茂れり︒はぎの御茶屋といふ

十45図 ︿略﹀︑下葉の色づきかけた
名のあるも之がためなるべし︒
からふと

り送り誉れるもあれば︑枯損ずるも

十65図園墓湾・樺太など︑遠方よ

高大なる爲なるべし︒

されど人智の進歩と印刷

術の護達とは︑何時までもかく軍純

十ニー51図

にして遊戯的なるものに満足すべく

もあらず︑︿略﹀︒

十一﹇155図 我が國にてか﹂る新聞の
ゐ
現れたるは維新前後にして︑其の後

しめ

敷十年の間に驚くべき嚢達を遂げた

り︒

︿略﹀︑原稿締切時刻より

刷出まで其の間僅かに敷十分︑以て

十一一1710図

其の如何に速なるかを知るべし︒

十ニー710図 殊に驚くべきは風息機の

能力なり︒

使って︑實際の注文に封しては粗悪

十二2210 ︿略﹀︑見本には精良な品を

なものを送るやうな事は︑人として

悲

鎌倉宮にまうでては︑

毒すべからざる事である︒

み こ

蓋きせぬ親王のみうらみに︑

十二275図蟹

憤の涙わきぬべし︒

の有する性質によりて各種の用に供

十一一462図 凡そこれ等の木材は︑其

然れども材の優良にして

すべく︑︿略﹀︒

十二468図

唯杉に比して産額少く︑

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二471図

更に思へば︑白地は我が

増殖や＼困難なるは惜しむべし︒

十二616図

國民の純正潔白なる性質を示し︑日

の丸は熱烈燃ゆるが如き愛書の至誠

を表すものともいふべきか︒

へそ一べにだけ
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︿略﹀︑今結んだ二つの星の

やうな心持がする︒

フィリップが藥を調合しに別

﹇別段﹈︵副︶2

密書が届いた︒
べつだん

︿略﹀︑一年ばかりの闇は︑べ
︿略﹀︑其の使用に馴れきつ

つだんくじやうも出なかった︒

五722

別段

べつだん

室へ退いた後へ︑︿略V︑王にあてた

十98

正直者の清正は人づきあひが べっしつ ﹇別室﹈︵名︶1 別室

下手なので︑︿略﹀︒

七995

十二6410図故に我等は︑︿略﹀︑諸外 へた ﹇下手﹈︵形状︶1 下手

國の國旗に封しても︑常に敬意を表
せざるべからず︒
九882園

十二835図 これより北は波荒くして へだたり ﹇隔﹈︵名︶一 へだたり
舟を進むべくもあ ら ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
ばう

︽一

へだたりの五倍ばかりのところに︑

へだっ

十二847略儀 容貌の異なる汝が彼の

テ︾

へだ・つ ﹇隔﹈︵下二︶一

かなり大きい星があるだらう︒

べし︒

地に行かば︑︿略﹀︑或は命も危かる

十二854図園我若し彼の地にて死し

十一784

十柵1魍団

近き庭ならば早速上り候

たりと聞かば︑汝必ず之を白主に持

を考案した昔の人々に封して別段感

別

﹇別天地﹈︵名︶1

︿略﹀︑池のめぐりは見渡す

別天地

てしまってみる我々は︑︿略﹀︑又之

べつに

からいと

べつに

別に

父は﹁相かはらずせっかちだ

其の人は別にとがめもせず︑

別封

別々

すべてかういふやうに︑手分

﹇別別﹈︵形状︶3

一

をして別々に仕事をすることを分業

分業で造ると︑︿略V︑

といふ︒

人々々別々になって造るのとは比べ

八鵬9

く略V︑同ジヤウナル馬五匹

ものにならない︒

アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑買ハン

九459図

トスル人タぐ一人ナルトキハ︑︿略﹀︒

べに ﹇紅﹈︵名︶3 紅﹇▽うすべに︒

青・緑・紅・紫︑目のさめ

うすべにいろ

るやうに美しい魚の群が︑︿略V︒

九84囲

いろいろの珍しい高山植物

が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい

九968園

単玉をちりばめたやうなかは

はれない美しさです︒

十541

いΣ目︑紅をさしたかと思はれるや

さしいくちばし︑︿略﹀︒

六151

僕が紅色のきれいなきのこを

︿略﹀︑コンブヤアラメノヤゥ

取って︑︿略﹀︒

ニ茶色ノモノモアリ︑テングサノヤ

七869

ウニ紅色ノモノモアル︒

︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

七872

ノモノハ其ノ中間二生エテヰルノデ

アル︒

中には︑まるで花かと思はれ

べにだけ ﹇紅茸﹈︵名︶2 紅茸

て出てみるものもある︒

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

別封の糟葉書も挙りに買つ 十目8

﹇別封﹈︵名︶1

十238国

べっぷう

︿略﹀︒

願に任せて三日間畠の草をとらせ︑

十一㎜7

もせず︑︿略﹀︒

ね︒﹂といったが︑別に止めようと

八餌9

います︒

んが︑唐糸の身代りに立ちたうござ

べつにのぞみはございませ べにいろ ﹇紅色﹈︵名︶4 紅色

﹇別﹈︵副︶3

ら別天地に遊ぶ思あり︒

限りの木立・くさむらにて︑さなが

十49図

べってんち

謝の念を起すこともない︒

．て御世話も致すべく候へども︑何分

へだてる

摺りて日本の役所に差出すべし︒

﹇隔﹈︵下一︶一

百里の山川をへだてたる事とて︑
︿略﹀︒

︿略﹀鹿の︑︿略﹀︑秋よ
へだ・てる

十二剛5図

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を
ふぜい

ヘチマ

別←がくねんべ

ヘチマノハナガサキマシ 六543園

﹇糸瓜﹈︵名︶1

九備10谷一つへだてた向ふの岡に︑

タQ

一251

へちま

はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

︽ーテ︾

さますも︑奈良には黒くべからざる
風情なるべし︒
︿略﹀︑奈良には敏くべか

ふぜい

十二梱5図

らざる風情なるべし︒
十二撹10図 大極殿の跡はるかに指貼

すべく︑南の方郡山の町の東に宮城
べつ

門の跡今も残れりといふ︒
十二鵬8図 愛すべく美しき山野は︑

つ

我が國の地方自治團膿には︑

﹇別﹈︵名︶1

更に太古以來の歴史と結び文學と結

十一備3

﹇別﹈︵形状︶2

當選スルシナイハ別ニシテ︑

イフモノダ︒

二投莇示スルノガ︑ホンタゥノ選墨ト

メイく自分ノ適當ト信ジテヰル人

九槻4園

べつ

府・縣・市・町・村の別がある︒

びて︑感いよく深きを覧ゆ︒
十二備1園 殊に近年は水力電氣の驚
くべき焚達にともなひ︑︿略﹀︒

十二榴7 こ＼にもまた我々の反省す
へそ

︿略﹀︑ か ば ち や 畠 を 見 廻 る と ︑

﹇ 膀 ﹈ ︵ 名 ︶一

べき短所があるやうである︒
へそ

九㎜1

八価6

べつべつ

たのです︒

枯の小道を通って來て︑一足温室の

寒い北風に吹かれながら︑冬
中にはいると︑全く別の世界に來た

十㎜9

日はもう熟しきったやうな顔をして︑

此の前︿略﹀残して置いたのが︑今
へそを日にさらしてみる︒
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ベネズエラーへん

ベネズエラ
蛇

﹇減﹈︵五︶3

へる

︽ーッ・一

しかし部下の者は︑最後ま

もりたるベルギーの勇將レマンは︑
︿略﹀︒

九383園

ベルリンから

ぺろく

三224犬は︿略﹀︒それからその
へんをむやみにかけまはりまし

た︒

此の邊が有名な那須野が原

我が國の支配に属してみるので︑

九43圏それに此の邊一帯の島々は

︿略V︒

あれが北上川だ︒汽車は此

の

へ ぢ

成程︑此の邊は馬でもつて

らん

マレイ半島・蘭領東印度等

十一651︿略﹀︑此の邊では新しい知

が大きい︒

十一633此の邊の農業は総べて規模

栽培するには︑︿略﹀︒

もたくさんにある︒此の邊でゴムを

には︑日本人の経螢してみるゴム園

十一515

て植ゑるのだ︒

取る方が利益だから︑かう間をおい

十一374園 ︿略﹀︑此の邊では太材を

と報じ重る︒

の大軍︑木之本の邊に満ちくたり

十一264図 ︿略﹀︑降ってわいたる敵

みる虜だと思ひました︒

十237団

かば︑︿略V︒

のぞきては︑立木きはめて少かりし

十54図重餅御苑と奮御殿の邊とを

てるるのが見えた︒

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ

九7410此の邊から野師地あたりまで

と走るのだ︒

の邊からあの川について︑北へく

九7210園

だ︒︿略﹀︒

く略V︑正義の念と愛國の情 九687囹

ベルギー軍

でベルギーの名讐をけがさなかった

ベルダン

ベルダンか

ベルリン

ベルダンから

︹題名︺1
三

︹地名︺一

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ

四

ベルリンか

會・第二梅園︒第三讃會の三度の會

ら

︹題名︺一

ふれてみて︑︿略﹀︒

十一一344

︿略﹀︑爾院の意見が一致す ベルリンから

れば︑最後に議決した議院の議長か

︵副︶1

へん

やると︑喜んで僕の手にとびついて︑

ぺろくとなめるQ
ヘン

邊

八47︿略﹀︑かはるぐ頭をなでて

これ等の命令も國の規則で ぺろぺろ

唯法律は必ず帝五号會の協

﹇片﹈﹇▽いっぺん

﹇辺﹈︵名︶18

オヤドリハナンニモタベ
ソノヘンヲ見マハリマス︒

ナイデ︑コココトイヒナガラ︑

三96

且﹀ブラジルへん

へん

ベルギー

リエージュの要塞に立てこ

えうさい

ペルー

賛を経なければならぬが︑命令には
︹地名︺1

へん
ペルー

其の事がない︒

十二902

り愼重な手績を経る︒

しん

あって︑︿略﹀︑其の制定も昏乱る限

十二902

ら國務大臣を経て奏上する︒

十二895

議を経ることになってみる︒

討議の形式は︑普通第一讃 十一一354団やがてベルリンに入って

ベルリン

十二337

ら

ベルダンから

ベルダンの職跡に立ってるます︒

十二342国

︹地名︺一 ベルダン
ぱと
︿略﹀︑山鳩の聲さびしき

も︑終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

とに死を恐れざるベルギー軍の防戦

九367図

︵名︶一

つもりである︒

︽へ・ヘ

ベルギーぐん

來て︑手つだひに出る者は日ましに
へった︒

十一一欄1

人へりして︑はては又村人全膿が此

手軽をする者が一人へり二

五735 ﹁︿略﹀︒﹂などと言ふ者が出て

リ︾

へ・る

六154園 僕が紅色のきれいなきのこ へり ﹇▽かわべり
を取って︑にいさんに見せましたら︑
﹁あ㌧︑それは紅 茸 だ ︒ 毒 だ よ ︒

︹地名︺一

茸も地面へなげつけました︒

六157 僕はびっくりして︑ぐみも紅
ベネズエラ

十一槌図 ベネズエラ
へび
﹇蛇﹈︵名︶5 蛇

へび

手写をする者が一人へり二

の老僧から離れるやうになった︒

十二佃1

︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ
へび

り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか

人へりして︑はては又村人割腔が此

七305図
らだにまきつきた り ︒

纒る

何百年も経たであらうと思は

﹇経﹈︵下一︶5

の老僧から離れるやうになった︒

ル︾

へる

七307図 獅子はおどろきてふりはな

さんとしたれど︑蛇はますくかた

部屋

十二889

︿ 略 ﹀ ︑ 怒 り て さ け ぶ 聲 に は ︑ 十柵9

へや

くす
れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くしめつけたり︒
七311図

百獣おそれてにげまどへど︑蛇はま

すく強くしめつけたり︒
七316図 武士は太刀をぬきて馬より
とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の
どう

胴 中 目 が け て 打 下せば︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 蛇 は 眞 二 つ と な り て ︑

﹇部屋﹈︵名︶3

大地にのたうちまはりてたふれたり︒

七317図

へや

四282 電とうはらんぷとちがつ
て︑へやのすみずみまであかる
く︑︿略﹀︒

十一143 通された部屋には︑古いた
んすや戸棚などが並べてありました
が︑︿略﹀︒

九362図

十一675 木炭や石炭や石炭ガスの火 十一三図 ペルー
に
ベルギー ︹地名︺2
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする
に 用 ひ ら れ ︑ ︿ 略V︒

へん一ぺんけい
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﹇遍﹈←なんべん・にさんべん

はせる︒

へん

識をいれて︑︿略﹀︑新式の方法によ

つてどしく土地を開いて行く︒
﹇便﹈︵名︶3

便

べん

﹇変化﹈︵サ変︶1

る部分とより成る︒
へんか・す
︽ースル︾

ことあらざれども︑︿略﹀︒

攣化す

﹇変化﹈︵サ変︶1

攣化

條の横筋は︑︿略﹀︑永久に攣化する

横雲と東京との間には汽 十二628図即ち赤・白峰はせて十三
當時此のあたりは未開の原
へんか・する

︿略﹀︑生物は縛べて長年月

六427圏

からだをぢやうぶにして︑

よく學問をべんきやうしなさい︒

︽ーシ︾

べんきょう・する ﹇勉強﹈︵サ変︶6

八682国︿略﹀︑子どもは︑アメリカ

勉強する

人の立てた二念へ行って︑英語で勉

つまりお前たちよりもよけ

強しますが︑︿略﹀︒

八686圏

信淵は︿略﹀︑間もなく江戸

いに勉強してみるわけです︒

へ出て︑︿略﹀︑一心に西洋の學問を

九287
から高等なものへと進むものである

の間には次第に攣化し︑下等なもの

十ニー310

︿略﹀︑唯僅かに十勝川を上 する ︽ーシ︾

﹇便﹈︵形状︶2

に過ぎなかった︒

べん

とん
こんなによく整頓してゐ

る中で勉強したら︑どんなに氣持が

十一166園

勉強した︒
﹇▽ごべんぎ

﹇便宜上﹈︵名︶1

本居宣長は︿略﹀︑將來學

よいだらう︒
のりなが

問を以て身を立てたいと︑一心に勉

辮慶

ベンケイが大ナギナタデ

マタキリツケルト︑トビノ

イテ︑ベンケイノナギナタヲウ

ニー23

キリツケマシタ︒

ニー13

べんけい

べんけい

べんけい ﹇弁慶﹈︹人名︺6 ベンケイ

さい︒

八687団お前たちもせいぐ勉強な

勉強なさる ︽ーイ︾

べんきょうなさ・る ﹇勉強﹈︵五︶1

た︒

な博物學の研究が主となってしまつ

勉強してみたが︑何時の間にか好き

温順な彼は父の命に從って

強してるた︒

勉強も大切なれど︑膣

︽ーラ︾

︽ーイ︾

十一一114

と四分の一だが︑便宜上三百六十五
うるふ

﹇勉強﹈︵名︶2

閏をおくことになってみる︒
べんきょう

リンカーンは父の手助をし

十一梱9圏國

努力とをもって勉強を績けた︒

て忠實に働くと共に︑非常な熱心と

十一棚3

勉強

日を一年とし︑普通四年毎に一日の

十一9210章章の間は約三百六十五日 十一708

便宜

といふことを謹明した︒
べんぎ

︿略﹀︑もみは柔かにして

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに
︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

べんぎじょう

十二糾2図

用ひられ︑︿略﹀︒

十二474図

便

下するアイヌの丸木舟の便をかりる

十﹇6210

野で︑殆ど交通の便もなく︑︿略﹀︒

十一629

車・電車の便あり︒

七89図

十一価9圏團 二週間ばかり前より南
方のサンパウロ市に参り居候︒此の
邊は南米中︑日本人の最も多く住め
る虜にて︑︿略﹀︒

だ

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

十一鵬5㈱團 世界に名高きブラジル

て︑︿略﹀︒
と わ

十二498十和田湖は︿略﹀︒此の邊
は一膿に山地で︑湖面は海面より四
百メートルも高く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一938 彼は更に其の邊の名高い學

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ
にも満足することが出來ない︒

て其の地の模様を探るは︑かへって
白化

十二欄1園 安芳は尚言葉を績けて︑

﹇変化﹈︵名︶5

ところが太陰暦は月のみ

十一鵬6囲団此のブラジル國は︑

こしらへたもので︑︿略﹀︒

ちたりかけたりする愛化を本として

十一932園

へんか

目的を達するに便なることを知りぬ︒

ヘン

﹁此の邊の事情をよくく御推察下
﹇返﹈︵名︶ 2

されて︑︿略﹀︒

へん

七佃5國 ﹁ハナシデキタイツクルヘ
ン︒﹂﹁さうか ︒ そ れ で は 明 日 の 一 番
で立たう︒﹂

︿略﹀南部の諸州にては︑四季の攣

にも精々御注意なさるべく候︒
勉強し居り

一年を通べんきょうしお・り ﹇勉強居﹈︵ラ変︶

化も日本の如くはっきり致居候由︑

湖の水はく略V︑

1

イギリスの國旗は︑今日 十一研8圏団 御手紙 拝見倒置︒二人
ともよく勉強し居らるる由︑安心致
候︒

べんきやうしなさる

アメリカ合衆國の國旗は べんきょうしなさ・る ﹇勉強﹈︵五︶一
一定不愛の部分と︑攣化を許された

十二626図

重ねたるものなり︒

の形式を具ふるまでに幾多の攣化を

十二618図

じて水位の愛化は極めて少い︒

十二516

︿略﹀︒

のことですか︒﹂﹁返事のことだ︒
へん

七m7囹 ﹁おとうさん︑ヘンとは何

ヘン

メンドリハヘンナコエヲ

﹇変﹈︵形状︶2

︿略﹀︒﹂

へん

三56

タテテヰマシタガ︑︿略﹀︑ タマ

ゴヲハラノ下ニダイテシマ
︿略﹀︑へうきんな五平ちいさ

ヒマシタ︒

九599

んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑

上
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べんこし一ぺんり

チオトシマシタ︒

のことですか︒﹂﹁返事のことだ︒
︿略﹀︒﹂

編輯

しかして編輯局は更に編
ざい

﹇編集部﹈︵名︶2

讃者に配布せらる㌧か︒
へんしゅうぶ

サンシテ︑ウシワカマルノケライ

八908囹あなた︑此のお子が返事を 部

ニー24 ベンケイハトウトゥカゥ
しないのは︑あなたの口が見えない

輯部・政治部・纒濟部・︿略﹀・校

たく

さわやかに申し開きました︒

つ﹂しんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑べんぜつ

しかしパナマ運河の開通以來

へんどう ﹇変動﹈︵名︶1 愛動

ベンタウ

は︑︿略V世界の航路に大きな攣動

十378

を生じたのである︒

辮當

でん

先づ辞禮をして︑拝殿のよこ

はいれい

六338

ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑

と︑︿略﹀︒

しば
の芝の上で︑べんたうをたべてみる

五401

ンタウデモタベルノデセウ︒

三506車ヲヒイテキタ人ガベ

べんたう

さて編輯部にては刻々集 べんとう ﹇弁当﹈︵名︶5

正部室に分れ︑︿略﹀︒
かう

十一一173図

り來る原稿を選揮整理し︑給書・窺

眞等と共に之を印刷部に送る︒
﹇返書﹈︵名︶2 返書
みん
︿略﹀︑又明國への返書に豊

臣清正と記したといふが︑それはま

七子5園

︿略﹀︑多くは総務局あり へんしょ

て全燈を統べ︑編輯・二業の二局あ

明國の使者︑某の陣中に参

ことの事か︒

サツキカラ汽テキノ鳴ツテヰル工場

七研2園

り︑﹃︿略﹀﹄などとの廣言︒︿略﹀︑

へ急グノデアラウ︒

︿略﹀︑編輯・商業の二局

りて︑編輯に心することは前者之を
司どり︑︿略﹀︒

ありて︑編輯に評することは前者之

﹃︿略﹀︒﹄と返書をつかはしましたが︑

舟の中でゆっくりべんたうを

を司どり︑︿略﹀︒

十一一165図

十ニー67図

ニナリマシタ︒

ぬではないか︒

いかわからぬ︒それでは返事になら

四436 手つだひの今吉がおどけ からです︒
て︑はうきを大なぎなたのやう
十一一687園 なに︑どう申し上げてよ

べんけい

に持って︑べんけいのまねを
よしっね

しました︒

ころも

十一一164図

六728 義纒・正慶の五條の大橋は此 へんしゅう ﹇編集﹈︵名︶2 編輯
の川下にか＼つてみるのでございま
す︒

べんけい

九726園耕慶が立往生をしたと傳へ

べん
﹇弁護士﹈︵名︶2 辮護士

られてるる衣川は︑すぐ此の先に
ある︒

べんこし

辮護士

しかして編輯局は更に編 侵しやうする ︽ースル︾
ざい
十一欄5園 く略V︑本がすっかりぬれ

︽一

利

﹇編入﹈︵サ変︶1

の町を通って︑︿略﹀︒さうなつ

四297

︿略﹀︑てつだうが私ども

べんり ﹇便利﹈︵形状︶8 べんり 便

を感ずることもなく︑︿略﹀︒

我々は︑これについて事新しく便利

其の使用に馴れきってしまってみる

十一783此のやうに便利なものも︑

べんり ﹇便利﹈︵名︶1 便利

中に編入されたのださうです︒

たべた︒

九717

七154

編輯局

へんにゅう・する

﹇弁償﹈︵サ変︶1

十一一167図

十771団 ︿略﹀︑今では龍山も京城の

編入する ︽ーサ︾

︿略﹀︒

輯部・政治部・纒濟部・社曲部・通

た人の家に行って事情を述べ︑﹁耕

てるたので︑︿略V︒翌朝貸してくれ

べんしょう・する

告の相談相手・附添人山は代理人と

信部・外報部・學藝部・罵眞部・校

十一221 又民事裁判では︑原告・被 へんしゅうきょく ﹇編集局﹈︵名︶1
なって其の主張を助け︑刑事裁判で

正三等に分れ︑︿略﹀︒

﹇編集事務﹈︵名︶1

辮ず

しやうすることが出血ませんから︑

﹇弁﹈︵サ変︶1

︿略﹀︒﹂と願った︒

ジ︾

べん・ずる

我我はこれらの貨幣や紙幣

べんぜつ

を用ひて物品を責買し︑其の他いろ

十﹁779

﹇弁舌﹈︵名︶一

くの用を高じてみる︒
べんぜつ

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒清正は

七巡6秀吉は清正を召出して︑

一様で排當を買った︒

は︑不當な刑罰が加へられぬやうに
べん
被告を保護するために下魚士といふ

げい

ものがある︒

︿略﹀︑判事・検事・辮護士 へんしゅうじむ

編輯事務

十一231

の任務は極めて重大なものといふべ

＋ニー6謡︿略﹀︑各部にそれぐ掛

輯事務にたつさはる︒
﹇編集﹈︵サ変︶1

編

て材料を取り︑或は社内にありて編

の記者又は技術家ありて︑或は出で

きである︒

へんじ ﹇返事﹈︵名︶5 返事←おへ
んじ・ごへんじ

五837 返事

︽ーセ︾

輯す

しふ

︿略﹀︑すぐに義仲の所へ知ら へんしゅう・す

せました︒義仲からは折りかへし返

六554

事があって︑︿略﹀︒

十ニー61図 然らばかくの如き新聞は
しふ
如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑

七柵8園 ﹁おとうさん︑ヘンとは何

へんれい一ほう

552

たら町はどんなにべんりにな
るでせう︒
ルコト︑東京横濱間ノ如シ︒

七301図 大阪神戸間ノ交通ノ便利ナ

﹁ それでは即座預金の方が

丸にやの字の帆が見える冷

十一一198願沖を走るは丸屋の船か︑

便利ですね︒﹂﹁便利だが︑その代り

ひゃっぽ
︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

﹇舗﹈むたびほ

工・生憎の五種があって︑︿略﹀︒

しちよう

六402囲

を占めてみて︑︿略﹀︑支那の各地と

十一111 此の地は交通上重要な位置

利子が安い︒

十527囹 ﹁それでは當座預金の方が ほ ﹇歩﹈︵名︶1 歩﹇▽いっぽ・すう

便利ですね︒﹂

︿略﹀︒﹂

十526園藁座の方は何時でも引出す
ほ ﹇帆﹈︵名︶1 帆﹇▽しらほ
ことが出來るが︑定期の方は︑

ほ

を用ひて物品を二丁し︑其の他いろ
くの用を辮じてるる︒︿略﹀︒此の
やうに便利なものも︑︿略﹀︒

十一795 かうして出來た貨幣は極め
て使用に便利ではあるが︑尚場合に
返禮

よっては持運びに不便なので︑︿略V︒
﹇返礼﹈︵名︶1

はせて三箇所の地を汝に授ける︒

思ふぞ︒其の返禮として︿略﹀︑合

つてたいた志は︑何よりもうれしく

﹇方﹈︵名︶鵬

はう

方﹇▽この

げて︑又新しい束を取る︒
ほう

ほう︒そのほう

三204 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし
た︒よけいにとったはうがかち
だといって︑︿略﹀︒

ノハノール方が西デス︒

三471 日ノ出ル方が東デ︑日
ノハイル方が西デス︒
三472 日ノ出ル方が東デ︑日

三475東ヘムイテリヤウ手ヲ
ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ

南デ︑︿略﹀︒

タQ

トイツテ︑鳥ノ方ニツキマシ

三753 スルトカウモリハ﹁︿略﹀︒﹂

す︒

三632舟は風にゆられながら︑
土ばしの方へながれて行きま

ヘナガレテイキマス︒

ニツオチアツテ︑︿略﹀︑南ノ方

三213︿略﹀︑下のはうからかさ 三476︿略﹀︑右ノ手ノ方が南
デ︑左ノ手ノ方が北デス︒
かさいはせてかけ上ってくるも
三494ヤクバノヨコデ︑川ガ
のがあります︒

ゴハンヲタベルトキニ︑

んでみるほそい竹の子は︑︿略﹀︒

三278むかふの方に︑二本なら
三354

ハ左デス︒

四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ

す︒

三834おきの方はかすんで︑空
と水が一つになって見えま

す︒

三787 だれか川上の方で︑さ
きほどからふえを吹いてゐま

ツテ︑アヒテニシマセン︒

﹁オ前ハケダモノダラウ︒﹂トイ

三763歯型ノ方へ行キマスト︑

ナカマへ入レテクレマセン︒

ハ鳥デハナイカ︒﹂トイツテ︑

三368又オモイモノヲ右ノ手 三757 ソノ時カウモリガケダモ
ノノ方へ行キマスト︑﹁オ前
二持ツトキニハ︑カラダヲ左

ニハ︑カラダ

もかへってさきにつきました︒

つた小二郎の方が︑正一より

三394それでとほい本道をまは

しました︒

はれてみたり︑石が出てみたり

三391ちか道の方は︑道がこ

方をいってみます︒

三383園ぼくは右のちか道の

ヲ右ノ方ヘマゲマス︒

モノヲ持ツトキ

三372︿略﹀︑左ノ手ニオモイ

董の先についてみる穗が︑敷いてあ

束を廻して又た＼き︑穂が残

ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒
九574

らず落ちてしまふと︑︿略﹀︒

庭に敷きつめたむしろの上に︑

からざを

黄色い萎の穗が一面に廣げられて︑

九587

︿略V︒

︿略V︑穗が残らず落ちてしま
ふと︑束をむしろの向ふにぽいと投

九575

ぽいと ︵副︶1ぽいと

はねる︒

変を打ってるる︒のぎが飛ぶ︑穂が

十721圏 又寒夜に秘藏の鉢の木を切 九593 ︿略V︑ばたんぱたんと雪竿で

へんれい

るむしろの上に面白いやうに飛散る︒

レ︒
にも便利だ︒
略﹀︑変を打ってるる︒︿略﹀︑
十一782 我我はこれらの貨幣や紙幣 九57︿2

してそろへておけば︑いつ取出すの

ハシヲモツ方ノ手ハ右デ︑
﹇穂﹈︵名︶5 ホ 穗
の取引にもきはめて便利であるから︑
四198園く略V︑シホケノナイ水 ︿略﹀︒
︿略﹀︒
三355 ゴハンヲタベルトキニ︑
デカラダヲアラツテ︑ガマノ
十一164圏 成程︑かういふ風に分類
︿略﹀︑チヤワンヲモツ方ノ手
ホヲシイテ︑ソノ上繭コロガ

ほほ

553
ほう一ほう

家ニモコクキが出シテアリマ
シタ︒

五508

︿略﹀︑水ハ低イ方へ低イ方へ

ト流レテ行キマス︒

五626圏
︿略﹀

あれく︑虹がきえて行く︒
しだいくにうすくなり︑

も︑まるでちがった方へ行くやうな
ことはありません︒

七m3園

それでは長過ぎる︒電報は
見物人は二って︑多勢の方へ

なるべくみじかい方がよい︒

命じた︒

八137
命じた︒

八141園

一生けんめいになって

︿略﹀︑小勢の方はみんな心

間もなく合戦が始ると︑果し

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と

いて手を放しました︒

いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

八375

ますと︑︿略﹀︒

こちらの方はどうでもなる

から︑心配するには及びません︒

八466団

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八859 ﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

景行天皇の皇子日本武

やまとたけるの

幹の上の方に集ってついてをり︑

九54団鳥の羽に似た大きな葉が︑

︿略V︒

え ぞ

九910図

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ

みこと

妹は餌をつかみて︑わざと

て︑東國の方に下り給ひき︒

少しはなれたるきりの木のあたりに

九131図

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

へ行く︒

︿略﹀︒

九153図出がけにとやの方を見れば︑

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

其ノ羽ノ表ノ方ニハ美シイ色ドリガ

九191

アルガ︑裏ハ枯葉二番テヰルノデ︑

かまはく略﹀︑前には三尺に

︿略﹀︒

ル方ガカヘツテ安全ナノデアル︒

ノガナイカラ︑タヤスク見トメラレ

炭に焼く木は︑主にならとく 九208 ︿略V︑之焼霜ヅカウトスルモ

一尺程のかま口を造り︑後の方に煙

い︒

ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ

八323

出の口を明けるのである︒

八311

て小勢の方が勝つた︒

八145

みる︒

を合はせて︑

八141園

て︑一生けんめいになってみる︒

るが︑小勢の方はみんな心を合はせ

多勢の方はゆだんをしてゐ

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

見物人は孚って︑多勢の方へ

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

﹁あ︑町の方へ馬車が二だ 八137

小山の方はもう見えぬ︒

いかけて行きます︒﹂

五655園
うちの方では︑田に水がな

此の村にはよく水がありますね︒

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五664園

︿略﹀︒

四138囹ナルホド︑オマヘノナカ 五511 庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ 七714園小ぶくろの方は私どものだ
マハズヰブン多イ︒ワタシタチ
ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒
んなが國へおやりになる金ですが︑

ノ方が少イカモシレナイ︒
四305 ︿略﹀︑﹁ぼちぼち﹂とよび

ますと︑向ふの方で︑﹁ぼちぽ

ち﹂と口まねをするものがあ
ります︒

四315 そこへぼちが來ました
ので︑一しょに向ふの方へ行
つてみましたが︑︿略﹀︒

ある時︑日と風が力く 六721 川の西は︿略﹀︒東の方は此
の橋のたもとから︑川にそって電車

四387
らべをしました︒たび人のぐわ

コレゴラン︑表ダケデ︑ウ

が出ます︒

ラノ方ハ染メテナノーデセウ︒

六771園

いたうをぬがせた方が勝と
いふことにきめて︑︿略V︒

四672をかの方では若しやう

りぞいたが︑又おしよせて來るのは

︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

明らかである︒

六836

のくらをたたいてよろこびま

よしっねをはじめ︑みんなが馬
した︒

舟は上げ潮に乗って︑をかの

を出してゐました︒

四674 海の．方でもへいけ方が 六皿7 こんなことを思ひ出して垣根
ふなばたをたたいて︑︸度にど
の方へ行くと︑しゃくやくが赤い芽
つとほめました︒

はじめたのだらう︒

獅子は武士の方を見まもり

八366園︿略﹀︑寺方から子どもの手 九254園 ︿略﹀︑おちい様の不昧軒様

はまた︑地質や鑛物の方で新しい嚢

よって明日たがひに勇士を

を取って引合へ︒勝つた方へ其の子

︿略﹀近く瀧をながめるのも

よく︑下手へ廻って︑カナダの方か

九314

一人つつ出して組討をさせ︑勝つた

︿略﹀︑子どもがいたがって︑

わっと泣出しますと︑實母の方は驚

八374

見をなされた︒

く略V︑いくらきりが深くて

を渡す︒

七585園

は︒

方のものが川中島を取ることにして

七463園

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

七339図

方へ動きはじめた︒

四816園河上の方で雪がとけ 七157
五53 中村君がこれまで居た所は日

︿略﹀︑おくの方からたえずち

ふ る こ と が な く ︑︿略V︒

本の南の方で︑冬でもめったに雪の
五232

くおんきの音が聞えて來ます︒

ト流レテ行キマス ︒

五508︿略﹀︑水ハ低イ方へ低イ方へ

ほう一ぼう
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十523園

︿略﹀︑定期の方は︑預けた

日から半年とか一年とかきまった期

らはるかに全景を見渡すのも面白い︒

え
九879園 あれが北斗七星だ︒あの柄

しゃいました︒

十一196 ︿略﹀︑訴へた方を原告︑訴
ひ
へられた方を被告といふ︒

報時の如きは︑繹迦が山の

臨って來る︒

下にみるのを見附けて︑上の方から

十二979

大石をころがしたが︑︿略﹀︒

それでは當座預金の方が便

十二齪10図 ︿略﹀︑南の方郡山の町の

︿略﹀︑川に面した方には

十一197 ︿略﹀︑訴へた方を原告︑訴
ひ
へられた方を被告といふ︒

ある︒

﹇法﹈︵名︶3

それから少し進むと︑石や

金を打合はせて火を出す法を考へる

十一667

なった︒

あはせて火を得る法をさとるやうに

十一665 ︿略﹀︑木片と木片をこすり

う・はっかほう・りょうほう

ほう

法←かりゅうほ

百々にあかり取りの窓さへうがって

十二m7

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

︿略﹀︒

十一356

︿略﹀︑机によりか㌧つて向

の一人︑ふと東南の方を望み見るに︑

十一2510図︿略﹀︑鉢峯を守れる兵卒

限が來ないと引出すことが出來ない︒

十526園
利ですね︒

十527園
多く附く︒

定期の方には利子がずっと

でない方の端にある二つの星を結び
つけて︑︿略﹀︒

九881園 ︿略﹀二つの星を結びつけ
て︑其の線を︑ひしゃくの口の向い
てるる方へのばし て 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
とがくし

まとまったお金は定期預金にした方

九989園 ︿略﹀︑戸隠連山は東北の 十529園 だから當分使ふ見込のない︑
方に︑呼べば答へるばかり近くそば

ふの方をながめると︑︿略﹀︒

取る方が利益だから︑かう間をおい

十一374園︿略﹀︑此の邊では太材を
て植ゑるのだ︒

南大門の東南の方に南山と

いふ山があって︑公園になってゐま

こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

やうになった︒

此の社にては︑今も太古

砲﹇▽だいこうけ

の法に從ひ︑之によりて火を作ると

十二88図

﹇砲﹈︵名︶1

いふ︒

いほう

ほう

だんく沖の方へ進んで行

林を後にして右に昌徳宮︑左に景

もっとおしまひの方をあ

色だ︒

十一913園

けて御らん︒﹁各地の野寄﹄といふ

又地内で出來るものを使ふよ

所がある︒

太陽暦の方がよく季節に
︿略﹀︑父は學校へ行って時

工・輻重の五種があって︑︿略﹀︒

しちよう

六403国︿略﹀︑兵には歩・騎・砲・

ぼう ﹇坊﹈﹇▽あかんぼう

て別れを惜しんだ︒

まで教を受けた人々が四方から集つ

とく
十二984 危篤の報が傳はると︑これ

七擢図報

今登って來た方を振返って ほう ﹇報﹈︵名︶2 報﹇▽ごほう

見ると︑︿略V山畑には︑蜜柑の木
︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

身網を張る︒

三百間も長く垣網を張り︑其の先へ

十一一777

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十一一201

がよいといって︑︿略﹀︒

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十一968

あって都合がよいからだ︒

十﹁927圏

りも︑時には外國の品を使ふ方が都
︿略﹀︑物によっては︑やはり

中には︑まるで花かと思はれ

マストの上の見張人が不意に
を指さした︒

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

十擢10

て出てみるものもある︒

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十佃9

葬して死す︒

十欄4図うやくしく南︑宋の方を

くない︒

外國の品を買った方が得な場合が少

十873

合のよい事もある︒

十863

福宮の牡大な構がある︒

十759国北の方の山のすそには︑松 十一846
しやうとく

す︒

十751団

がよいのだ︒

ば

だってゐます︒
そ

九欄9 山のすその方があちらこちら
白いのは︑可変の花であらう︒

立川7 ざるを持つた子供が︑川下の
方に集ってさわい で み る の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九剛10 うちの方をふりかへると︑井
戸端の柿の木に柿がすゴなりになつ
てるるのが目につくQ
︿略﹀︑今來た方へ一散にかけもどつ

九柵1 北風は俄におちけがついた︒

た︒

︿略﹀︑商用デ四國ノ方へ旅行

シテヰタ父ガ︑夜汽車デ編ツタトコ

九五10
ロデアツタ︒

十252 船は二つにくだけて︑船尾の

方は見るく大波にさらはれてしま
つた︒

十334 今太平洋の方から此の運河を
通るとする︒

の方へとって返した︒

十454 喜三右衛門は︿略﹀︑又窯場

ことが出來るが︑ 定 期 の 方 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

んが皇所の方から︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

と︑︿略﹀︑えつさくと陸の方へ漕

十一89図

二日金○羽前○時五十三

十522園冠座の方は何時でも引出す 十一174 しばらくたつと︑おかあさ 十二7910 船がまぐろで一ぽいになるぼう ﹇望﹈︵名︶3 望
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分ひのえうま︿略﹀

十一89図 一日火○尊前六時三十分
十一89図 二十五直火○望前十時十

置 きのえいぬ︿略﹀

棒﹇▽かなぼう・

﹇帽﹈与へいたいぼう

六分
ぼう
﹇棒﹈︵名︶3

易上

十一113

貿易上最も重要な關係をも

貿易

大連の貿易高は横濱や神戸

﹇貿易高﹈︵名︶1

つてみるのは︑日・英・米三國で︑
︿略﹀︒

ぼうえきだか
高

七387団
よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

ぼう

だといひます︒

貿易場

つっかいぼう
﹇貿易場﹈︵名︶1

九594 ふり上げた棒の先が︑強い日

光にきらりくと光る︒
ぼうえきば

百萬近くの人口を有する大都會であ

上海は支那第一の貿易場で︑

る︒

十一88

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚

十一一84図太さ中指ほどなる細長き
板となり︒

カンコウ

立ちこめた砲煙の薄れゆく

きなふかの死艦であった︒

遠鏡望遠鏡

ゑんきやう

ぼうえんきょう

ぱう
﹇望遠鏡﹈︵名︶2 望

につれて︑先つ目に入ったのは︑大

十一586

十二86図此の棒を此の板の上にて ほうえん ﹇砲煙﹈︵名︶1 砲煙

貿易﹇▽い

まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

﹇貿易﹈︵名︶3

りて火を生ず︒

ぼうえき

ちだいぼうえきこう・がいこくぼうえ
シャンハイ

き︒がいこくぼうえきぎょうしゃ
アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

ばうゑんきやう

其のそばには︑望遠鏡を持つた信
望遠鏡で見ると︑太陽の表

號兵が遠くを見張ってみる︒

十一28

面は全部が一様にかゴやいてみるの
ではなく︑︿略﹀︒

進みますから︑︿略V︒

七587園又夜はいくら暗くても︑星
が出てみれば︑それにたよって方角

十佃2

︿略﹀十人許の乗組員は︑ひ

砲手の落ちついた力のこもつ

としく目を其の方向に向けた︒

た號令に︑船ははや方向を轄じた︒

十柵5

それにあの星は何時も眞北 ほうこう ﹇奉公﹈︵名︶3 奉公﹇▽ご

を知ることも出來るし︑︿略﹀︒

九894園

ほうこう︒ごほうこうする

た︒

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

八356

ノ後ヲツイデ︑︿略﹀︒

行ツテヰタ若イムスコガ︑今デハ其

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

に居るから︑あれを見つけさへすれ

七516
はうき

ば︑道に迷った時などにもすぐ方角
﹇箒﹈︵名︶2

を知る事が出嫁る︒

ほうき

四435手つだひの今吉がおどけ
て︑はうきを大なぎなたのやう
さうち

に持って︑︿略﹀︒

方向

砲ロはかはるがはるいなづま

もと僕のうちに奉公してみた

報

︿略﹀︑時鐘番兵が︿略﹀︑

回忌の法事を致します︒

八尋6落馬る二十五日に︑亡母の三

ほうじ ﹇法事﹈︵名︶1 法事

告する︒

﹁総員起し五分前︒﹂と當直將校に報

九617

適する ︽ースル︾
しよう

ほうこく・する ﹇報告﹈ ︵サ変︶1

から錦って來た︒

信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ

八832

漉する ︽ーシ︾

ほうこう・する﹇奉公﹈︵サ変︶1奉

れさうにほえ立ててみる︒

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

九研10

ほうこう ﹇砲口﹈︵名︶1 砲口

は︑︿略﹀︒

人で︑此の町へ始めて奉公に來たの

十906図圏村の社の掃除や終へし︑ 九514園 あの社長さんはもと上方の
はうき手にく此方をさして 語
肝玉

︿略﹀︒

費玉をちりばめたやうなかは

﹇宝玉﹈︵名︶1

りつ＼濁る若き人々︑

ほうぎょく

十541

はと
い＼目︑︿略﹀︑鳩は見るからに愛ら

しいものである︒

じゅうほうキロメートル

砲手は此の時早く船首の砲後

﹇黒馬﹈︵名︶1

﹇方向﹈︵名︶4

鳩は鯨程遠い虚で放しても︑

あ＼︑あのかはい＼鳩が︑

見たならば︑︿略﹀︒

うに目的地へ向って飛んで行くのを

︿略﹀︑しかと方向を見定め︑矢のや

十5810

自分の巣に飛蹄る︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十555

ほうこう

に立って︑其の引金に手をかけた︒

感量5

ほうご

砲後

八221図 又沿岸ニハ上海・漢等等 九611 艦橋には當直將校の姿が見え︑ほうキロメートル ︵名︶﹇▽やくろく
十﹇1010 此の地は︿略﹀︑外國との
貿易ばかりでなく︑支那の各地との
取引にもきはめて便利であるから︑
︿略﹀︒

砲口はかはるがはるいなづま
れさうにほえ立ててみる︒

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

九欄1

十二237 ︿略﹀︑貿易の不振を招き國ほうか ﹇砲火﹈︵名︶1 砲火
運の獲展をもさまたげることになる︒
易商

ぼうえきしょう ﹇貿易商﹈︵名︶1 貿

一たい船にはらしんぎとい
ふ物があって︑それで方角をとって

七584園

十二235 即ち一人の貿易商が外人の ほうがく ﹇方角﹈︵名︶3 方角
信用を失ふやうな 事 を す れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ぼうえきじょう ﹇貿易上﹈︵名︶1 貿

ぼう一ほうじ

ばう

れふを致して居りましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑義貞今天皇の御ために
ほうでう

ほうでう
﹇北条﹈︹人名︺1 北條

七711園房州へ出かせぎに行って︑
ほうじょう
七202

いくさを起して︑賊臣北條をほろぼ

ほうでう

﹇北条高時﹈︹人

几vたかときいかほう

さうとしてるます︒

じょうがた

ほうじょうたかとき

北條潮時

ほうでう
こう

名︺1
き

奉ず

︵サ変︶1

寳石

へん
つして︑其の破片がぴゆつと北風の

たてがみをかすめた︒

︿略Vフランスに行った

庖丁

ハウチヤウ

コーデリヤは︑やがていたましい報

十二729

うちくださる

︿略﹀︑満天の星は寳石をちほうち ﹇報知﹈︵名︶1 報知﹇▽ごほ

﹇宝石﹈︵名︶1

じたり︑︿略﹀︒

ほうせき
九8410図

りばめたるが如し︒
ぼう
﹇紡績﹈︵名︶1 紡績

ぼうせき

ハウチヤウ

︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

﹇包丁﹈︵名︶1

知を得た︒

カマ

鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒

ナベ

八607図

ほうちょう

︿略﹀︑近時工業も次第に盛
ばう
になって︑紡績・造船・製粉・製紙

十一118

防戦

其の他の諸工場が勢よく黒煙を立て
﹇防戦﹈︵名︶2

てるる︒

ぼうせん

九367図 されど比類なき四十ニセン ぼうっと︵副︶4ぼうっと
けい
六三1 雨あがりの庭はぼうっとけむ
チ七二トルの大口重砲の威力に封し

であった︒

つし

﹇砲台﹈︵名︶1

赤に咲いてみる︒

ほうだい

砲皇

ゐ
某大尉
ゐ

ふと通りか㌦つた某大尉が之

﹇某大尉﹈︵名︶1

めき立てり︑日の黒旗︒
︽ーズ ぼうたいい

九餌6

砲弾

を見て︑饒りにめ﹂しいふるまひと
﹇砲弾﹈︵名︶2

思って︑﹁︿略﹀︒

ほうだん

砲弾の雨の中でも︑銃劔の林
の中でも︑びくともせずに勇ましく

九鵬8

︿略﹀︑ぼうっと身に感じる暖

さ︑︿略﹀︑まるで春の國に居るやう

だ︒

十一一鱗4 ︿略V︑三人の心はもう驚と

感激で一ぽいになって︑唯ぼうっと

して︑ひき終ったのも氣附かぬくら

ゐ︒

聞けば︑そなたは豊島沖

豊島沖の海賦

十ニー49図

︿略﹀︑唯をりく興味あ

す︽ースル・ーセ︾

ほうどう︒す ﹇報道﹈ ︵サ変︶2 報道

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

九佃10園豊島沖の海戦に出なかった

の野心にも出ず︑︿略﹀︒

九描4國団

︵名︶2

ほうとうおきのかいせん ﹇豊島沖海戦﹈

武 九604 庭のすみにはほうせん花が眞

ん花

︽一 ほうせんか ﹇鳳仙花﹈︵名︶1 ほうせ
やまとたけるの

紀行天皇の皇子日本

﹇奉﹈︵サ変︶2

生の方針がはっきりときまった︒

ほう・ず
ジ︾
ぞ

﹇報﹈

活動した︒

諸職孚の時戦線から職工を報 九鵬8 ︿略﹀︑敵の砲弾が近くで破れ

十川1

つてゐました︒
ては︑︿略﹀ベルギー軍の防戦も︑
ほうしん ﹇方針﹈︵名︶1 方針
九332 あたりの空氣までが何となく
十一一1210 此の航海によって彼の博物 終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒
そ
九379園 閣下の防職はまことに見事 ぼうっとして︑ふろしき包をしょつ
學者としての基礎が十分に出來︑一
あせ
たせなかがじっとりと汗ばんで來る︒

後醍醐天皇を隠岐にうつし奉る︒

お

ぬいで恭しく敬請して︑さて静かに

︵四︶1

だいこ

十燭2図元弘二年三月︑北條高時︑

﹇早来﹈

帽子を振りながら叫んだ︒
余ール︾

ほうじきた・る
來る
え

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ

﹇報﹈︵サ変︶1

職して元軍を破る︒
ほう・ず
ル︾

︿略﹀︑やがてあまねく内

るもの起りて︑︿略﹀︒

ほう︒ずる

十583

︽ージ︾

報ずる

外の事件を報ずると共に時事を論ず

満載ー52図

報ず

惨苦祥命を奉じ︑各地に轄 九437図圃 言勝たえし砲垂に ひら

を出してうか9はしむるに︑こは如

砲手﹇▽ろ

十978図

て︑東園の方に下り給ひき︒

﹇砲手﹈︵名︶3

大砲の上につつ伏した︒
ぱう
ぼうしゅう ﹇房州﹈︹地名︺1 房州

おそれるやうに︑手で顔をおほって

十一584 砲手はその結果を見るのをぼうず ﹇坊主﹈←やましぼうず

に立って︑其の引金に手をかけた︒

十柵5 砲手は此の時早く船首の砲後

た調書に︑船ははや方向を轄じた︒

十佃4 砲手の落ちついた力のこもつ

うほうしゅ

ほうしゅ

之本の邊に満ちくたりと報じ來る︒

何に︑降ってわいたる敵の大軍︑木

みこと

十一265図 ︿略﹀︑盛政直に物見の兵 九910図

報じ

十一捌3 ジョージは後を見送って︑

連れて立去った︒

身も帽子をぬいで当惑し︑一同を引

十一梱1 公爵は︿略﹀︒さうして自

口を開いた︒

十一伽5 ジョージは︑︿略﹀︑帽子を

振ったり帽子を 振 っ た り し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ほうじょうがた
十一8610 波打際には大勢の人が旗を

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

八252 ︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

所を通る者の首を取れ︒

子をかぶって︑赤い着物を着て︑此

八246園 く略V︑明日の書頃︑赤い帽

ぼうし ﹇帽子﹈︵名︶6 帽子

ぼうし一ほうどうす

556

557
ほうねん一ほうぼう

き︒

る特殊の事件を報道するに過ぎざり
し渡して︑人夫にほうびの金をたく
防備
我はた＼へっ︑

ひでよし

彼はた㌧へっ︑我が武

︿略﹀︑

﹇防備﹈︵名︶2

さんやったと申します︒

︽ースル︾
ひめ

回忌の法事を致します︒
方法

︿略﹀︑フィリップといふ警師

﹇方法﹈︵名︶10

くあるが︑だいぼう網で取るほど

そこで人々はいっそ我々も

勇壮なものはあるまい︒

十二鵬5

出戸るだけ此の仕事を助けて︑︿略﹀

十95

ほうほう

が︑一命をなげうっても王を助けよ
げき
うと決心した︒方法は或劇藥を用ひ

た︒

底の水道から水がわき出て︑ ほうほう

︵感︶1

ほうほう

と相談して︑其の方法をも取りきめ

る外になかったので︑︿略﹀︒

十342

にはとりが時時もみを
船は次第に高く浮上る︒︿略﹀︒前と

うほう﹂といっておおひにな

かき出します︒おばあさんが﹁ほ

四251園

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

同じ方法で︑船はもう一段高く浮上

は

を構へ︑諸將を配置して防備をさを

た︒

着手は來年からといふことに

方々から人夫をやとって來て︑

其のとなり村の青年たちが見

かねて︑方々へ義指金をつのりに出

六668

もう一度土手をつきなほした︒

五744

見に出た︒

なって︑庄屋は方々の村へ用水池を

五705

ほうぼう ﹇方方﹈︵名︶8 方々

普通傳書鳩を使用する方法は︑

しかし此の外に︑往復通信の
くわい
︿略﹀︑無線電信機は破壊せ

りますと︑︿略﹀︒

り︑︿略﹀︒

此の愛らしい小鳥が︑他の方
法では全く通信が出來なくなった場

十587

方法もある︒

十562

行って︑飛蹄らせるのである︒

一定の飼養所から他の土地に連れて

十559

合でも︑︿略﹀︑遠い庭まで使者の役

暴風雨

是くして︑︿略﹀︑其の豊富なること

﹇暴風雨﹈︵名︶1

目を務めると聞いては︑︿略﹀︒

ぼうふうう

我が國の木材中の首位を占む︒

十二494図松に至りては産地極めて

十544

さ怠なし︒

び

十一237図待ちまうけたる秀吉は︑

勇︒

彼の防備︒

九417蓄髪

︿略﹀︑今や遠くヨーロッ ぼうび

ほう年

パに起りし事件も僅か一爾日にして

十晴曇510図

讃者に報道せらる︒
﹇豊年﹈︵名︶1

六12園 今年はほんたうにほう年だ︒

ほうねん

奉納

今の分では去年より七八俵よけいに
﹇奉納﹈︵名︶1

取れさうだ︒

ほうのう

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

六522 奉納の尽日は︑頼朝をはじめ︑ほうふ ﹇豊富﹈︵形状︶1 豊富
まりました︒

納する

なふ
つるがをか

まんぐう

ほう
ほうのう・する ﹇奉納﹈︵サ変︶1 奉
みなもとのよりとも

を奉納する事になって︑舞姫をあっ

ほうなふ

︿略﹀︑勾践此のうらみ忘れ

うらう道をふさいだので︑賊は人馬

六972 ︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

︿略﹀︑石や金を打合はせて

まぐろを取る方法はいろ

此の時義貞が方々へ火をかけ

今日は天氣がよいので︑朝か

此虜から方々へ坑道が通じて

みて︑︿略﹀︒

十807

今は方々に町や村が出來てるる︒

九688明確は一面の荒野であったが︑

ら変を打つ音が方々で聞える︒

九566

たからたまりません︒

させますと︑濱風が之をあふり立て

七223

ともにつかれた︒

られ︑傳令使は途中で要撃せられ︑

十二766

が︑︿略﹀︒

めて長い蟹行はれてるたものである

此の方法は各國民の間に︑点く単極

火を出す法を考へるやうになった︒

十一668

開いて行く︒

新式の方法によってどしく土地を

十一652

︿略V︒

がたく︑︿略﹀報復の計を立て︑再
砲兵

正作君と大工の松さんは工

﹇砲兵﹈︵名︶3

全く方法の書きた場合などには︑
ほうへい

六407圏

兵︑力松君は砲兵︑︿略﹀︒

りさうだから︑砲兵か騎兵になれる

︿略﹀︑新式の農具を用ひ︑

び呉と戦ひて遂に之を亡しぬ︒

十偶8図

やうな波が立って︑︿略﹀︒

七568囹急に暴風雨が來ると︑山の

六508 源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞 ﹇▽だいぼうふうう
めました︒

ばう は て い

ぱうはてい
ぼうはてい ﹇防波堤﹈︵名︶1 防波堤 ほうふく ﹇報復﹈︵名︶1 報復

のおそれ少く︑︿略﹀︒

七了6図 港には防波堤ありて︑風波

ほうび

ほうび ﹇褒美﹈︵名︶4 ほうび←ご
五555囹 これは親孝行のほうびに︑
神々がさづけられたにちがひない︒

日本一の下賜︒︿略﹀︒ほうびはのぞ

六538園さてく︑此のたびの舞は 六425困 お前は今の分では大男にな
だらう︒

亡母

來る二十五日に︑亡母の三

﹇亡母﹈︵名︶1

九研1 谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

みにまかせて取らせるであらう︒

六644 頼朝は唐糸をゆるした上に︑
萬じゅにはたくさんなほうびをあた

ぼうぼ

役 人 は く 略 V ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 申 八佃6国

へましたので︑︿略﹀︒

七758

ほうぼく一ほか

558

放牧

ほうよかいきょう

1豊豫海峡

﹇放牧﹈︵名︶1

十一323図

ほうぼく

放牧の馬や牛がいうくと草をはむ

﹇豊予海峡﹈︹地名︺

みさき

あって︑悪い意味でいふ場合にはや
はり法律であるから︑︿略﹀︒

法律
法律

法律

︵名︶1

ちく

しん

即ち第一讃會で其の案を大

法律案全室

十二891

髄に調査し︑第二讃會で二恩に審議
し︑第三讃會で法律案全禮の可否を
はう
﹇放列﹈︵名︶1 放列

議決する︒

ほうれつ

﹇吠立﹈︵下一︶1

ほえ

九佃1 谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒
ほえた・てる

九佃2

立てる︽ーテ︾

︵名︶9

ボート

ま

二人は早速ボートを出す支度

十268

一進↓退︑た望運を天にまか

やがてボートは岸をはなれた︒

ある︒

からうじてボートはかの難破

かうしてボートは再び荒波を

切りぬけて︑燈皇に聾り着いたので

十284

我が家へと向つた︒

又あらん限りの力をオールに注いで︑

十281 ︿略﹀︑人々をボートに牧容し︑

船にたどり着いた︒

十278

せて︑二人はボートをあやつった︒

十277

に取りか＼つた︒

十267

︿略﹀︒

中佐︑ 飛來る出丸に忽ちうせて︑

た

八985図苗齢はとボートにうつれる

ボート

四國の西には佐田岬長 十一一902 唯法律は必ず帝國議會の協

第十八課
第十八課

﹇法律﹈︵名︶8

ところで︑どういふ事をす

﹇法律案全体﹈

賛を妙なければならぬが︑命令には

﹇▽せんすうひゃくほうり

十二目5
ほうりつ

﹁此の方面の職 十一一882

十一202

のやうな刑罰を受けるかは︑法律で

二人の少年はボートに乗せ

救ひのボートは下された︒

︿略﹀︒

あしのゆびは︑おやゆ

米屋ごふく屋小ま物屋

ニシタ

︿略V︑ホカノ鳥ヲイヂメ

タリ︑ツカミコロシテエ

四353

ニ︑︿略﹀︒

四348 夜ニナルト︑ホカノ鳥
一大ガイ目が見エナクナルノ

くつも電とうをつけました︒

︿略﹀︑そのほ．か大きな店はい

四274

ないのです︒

びとこゆびのほかにはなが

三172園

ほか ﹇外﹈︵名︶49 ホカ ほか 外

られて臨って來る︒

十一589

︽一

十一568
ホエル

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ
n吠﹈︵下一︶2

ソノサカナモホシクナツ
テ︑ワントーコエホエマシタ︒

一一15一

エ︒ーエル︾

ほ・える

れさうにほえ立ててみる︒

砲口はかはるがはるいなづま

明かに定めてあるから︑︿略﹀︒

れば罪になるか︑其の制裁としてど

ほうりつあんぜんだい

其の事がない︒

ほうら

五郎﹁ほうら︑もうちき

︵感︶1

く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

ほうり

しょうぶだ︒﹂

三645囹

ほうら

をなす︒

十一604 見渡す限り果もない原野に︑

様や︑︿略﹀︒

ケサウグヒスガウメノ

ほうほけきょう ︵感︶一 ホウホケキ
ヨウ

ニ68一
木デ︑ホウホケキヨウトナキマ
シタ︒

ましろやまとほうめん

ほうめん ﹇方面﹈︵名︶3 方面﹇▽や ほうりつ ﹇法律﹈︹翌翌︺2 法律
︿略﹀︑

闘に 二子をうしなひ給ひつる 閣

と つ

九4110図圏園

︿略﹀︑美濃路の方面に當

下の心如何にぞ ︒ ﹄ と ︒
み の

十一2510図

りてたいまつの光おびた甚しく︑
︿略﹀︒

ちが無くなり︑︿略﹀︒

十一685 人は︿略﹀︑火の熱と光と 十﹁229 若し又裁判が公平に行はれ
ぬとしたら︑せっかくの法律もねう
をあらゆる方面に利用することを考

へて來た︒

法律は︑國家といふ共同生
活を︑秩序ありかつ幸福なものにす

ちつちよ

十二883

るための規則であるから︑︿略V︒

ほうもつでん ﹇宝物殿﹈︵名︶3 寳物

殿

ホエルト︑ロガアイテ︑

クハヘテヰタサカナハ︑川ノ

法律を制定するには︑政府 ニー54
又は貴衆五二の何れかが其の案を作

ナカヘオチテシマヒマシタ︒

ほほづきやふうせん玉を
費る店も出てゐます︒

四24

そこで天皇が之を裁可せらほおずき ﹇酸漿﹈︵名︶2 ほほづき

これ等の命令も國の規則で

蛇で︑目はほほづきのやうに赤く︑

法律の外に勅令・閣令・省 五102園 頭が八つ︑尾が八つある大

律が言意上るのである︒

れ︑公布せしめられると︑始めて法

十二898

成して議奏に提出する︒

十二886

十35図 費物殿に到りて御遺物を葬
観す︒

十5図寳物殿
十二82図 単物殿に入りて拝観する

ばうや

に︑硬きりぎね・火きりうすといふ
ものあり︒
﹇坊﹈︵名︶1

十二901

令・府老令等の命令がある︒

三131圃 ねんねんころりよ︑ おこ 十二899

ぼうや

ろりよ︒ばうやはよい子だ︑
ねんねしな︒

559
1まカ、一iまカ、

スルトホカノ鳥が見ツ

リシテアバレマハリマス︒

四362
ケテ︑︿略V︑ヨツテタカツテイヂ
メカヘシマス︒

ません︒

まはるより外︑どうすることも出來
︿略﹀︒

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑

船に衝突したりするやうなまちが

魚類ノ外二︑エビ・カニ・タ
︿略﹀︑見物人ノ外ハ︑町ノ

十918囹

おとうさん︑こんなに言ひ

にくい言葉は外に無いでせう︒

とすぐに書物を取上げて︑︿略﹀︒

いらしかったが︑あの青年ははいる

つたが︑爪の先は眞黒になってみる

下風8郭外の者は着物だけは美しか

のあるものをのぞいた外の水兵のこ
或年職事が始つたので︑北風

つまり此の宇宙には︑あの

者が多うございました︒
うちう

十一37

太陽のほかに︑これと同じやうなも

︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

のがなほ敷限りもなく存在してみる

︿略﹀︑銀行・三社等のりつ

ぱな建物がそびえてみる︒其の外
ご

十一99

が︑︿略V︒

に︑露螢のテントの前に︑列を正し

おかあさんの精神は感心の
げき

方法は或劇藥を用ひる外にな

︿略﹀修養亭亭︑︿略﹀娯樂膨満が到

二人は外の者からずっと離

かったので︑フィリップは眞心こめ

してみた︒

これらを絡べて貨幣といふ︒

れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを

十一553

る虜に散在してみる︒

波風の外には友とするものも
パナマ地峡は心髄に小山が起

又此の外に貨幣の代りに用ひられる

十一777

ので︑どうしても人から借りて讃む

︿略V︑近くに双書館もない

紙幣がある︒

外はなかった︒

普通傳書鳩を使用する方法は︑ 十一988
一定の飼養所から他の土地に連れて

︿略﹀︑全く方法の墨きた場合

し此の外に︑往復通信の方法もある︒

十588

などには︑此の勇ましい小斎令使に

しかし此のま＼に日を送つ

たよるより外はない︒

十696囹

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ
いません︒

橋・ロンドン橋を始め︑︿略﹀︑其の

十一一299国 テームス川を飾るタワー

︿略﹀︒

の外︑國内各地は勿論︑世界二丁主
は
要の地に特派員又は通信員ありて︑

の記者又は技術家ありて︑︿略﹀︒此

＋一一16蟹︿略﹀︑各部にそれぐ掛

行って︑丸鋸らせるのである︒しか

十561

由があるので︑︿略﹀︒

石が多い︒其の外にもいろくの理

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

十315

ない此の島で︑︿略V︒

十247

て此の事を申し出た︒

十96

外はない︒

九佃3園

て並んだ︒

九尊1

たがって職地へ向つた︒

も外の軍馬と同じやうに︑主人にし

九界10

とである︒

六417団其の代り輻重兵の外は各種 九646 爾舷直といふのは︑特別の務 十四2園外の者は少しも氣がつかな
の兵が出てみる︒

ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ蹄ル︒

イヤウニ︑シバラク其ノアタリニ番

四794園 此の人も一本杉の外 六473 サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ
にないてくれるものがなくな
つた︒

の音と水の音より外には︑何の音も

しょうとつ

五283 それはくしつかな所で︑風 七575園 こんな時には︑︿略﹀︑外の

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす

ひが出遣ます︒

七579園

聞えません︒
︿略﹀︑ さ う で も し な け れ ば ︑

のは︑外の船に自分等の船の居るこ

五701

とを知らせて︑衝突をさけるためで
あります︒

外に村のさかえる工夫はあるまいと
︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

七678囹

本︒

七793

八591図

コ・イカナドガスンデヰル︒

七806

ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒

海ノ中服事魚や貝や其ノ外イ

ります︒︿略﹀︒外にまだ手紙が七八

小判が百五十爾はいって居

いふので︑︿略﹀︒

五898

る人の外は︑私のからだにさはる者
がありません︒

五918私の口にはいる物は︑はがき
の外はきっと切手がはってあります︒

五捌5 階下の入口には︑左右に恥き
な待合室があって︑此の外に中央郵
便 局 の 分 室 も あ れば︑︿略﹀︒

六101囹金や銀ハ美シクテ︑オアシ

窓側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如

ガハ

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑其ノ

キ者ナシ︒

水にはこれといふ形がない︒

又パンの木も所々に美しい
林をつくってゐます︒︿略﹀︒珍しい

九71団

い間には︑思ひの外の事をする︒

︿略﹀︒落ちる時の勢が加はると︑長

八824

外イロくナカザリ物ニナリマスガ︑
︿略﹀︒

六121三飯ヲタクカマモ︑物ヲニル
ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル
ゴトクモ鐵デス︒其ノ外︑釘や針ノ

植物は此の外にもまだたくさんあり

ヤウナ小サイ物カラ︑キクワン車・
軍艦ノヤウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガ

ます︒

ラン

ナケレバ造ルコトが出歯マセン︒

六311 虎はうんくうなって︑かけ 九201 此ノ轟ハ主二蘭二止ツテヰテ︑

まカ、1まカ、一1まく

560

他見る物聞く物唯々驚く外はありま
せん︒

ほがらか

ひたりといふ︒

保己一はそれとも知らず︑

話をつゴけたれば︑弟子どもは﹁先

八638図

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

もと僕のうちに奉公してみた

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

八832

とを見てみる︒

海軍のをぢさんがお出でにな

ないと思ひます︒

五167

から露って來た︒

信吉は僕の爾親に錦って來た

しょに行ってお出で︒﹂といった︒

八図9 父は︿略﹀︑僕に︑﹁お前も一

あいさつをすますと︑︿略﹀︒

八836

の學校に入れてある︒

生なので︑僕のうちで世話して︑唖

おし

一になる女の子があるが︑生れつき

信吉にはおとよといふ今年十

信吉が︑昨日の朝三年ぶりでハワイ

僕がぐみをたべてみる間に︑

僕が紅色のきれいなきのこを

中

僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ

君︑此の長き行列の

僕が一番先に海へ下りた︒
はしばらくそれを見てみた︒

すると其のうちに︑僕の見て
みるのに氣がついたと見えて︑︿略V︒

八42

︿略﹀︑喜んで僕の手にとびつ

頭をなでてやると︑︿略﹀︒

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ
八47

いて︑ぺろくとなめる︒
僕がえんがはへ机を持出して︑
︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

八52

八835

をおみやげに下さいました︒

︿略﹀︒

七115

なるぞ︒

の一人は君にして︑中の一人は僕

七61図鑑

テ︑磁石ヲ持ツテ単産︒

六655

茸も地面へなげつけました︒

六156

﹁︿略﹀︒僕はたゴ坐って

君門は僕を苦しめようとし

直面が若し僕に食物を送る

く略V︑僕もまた君等を養ふ

爲に骨を折ったといひます︒

八湿9園

爲に働いたといふなら︑︿略﹀︒

八撹8圏

てよこしませんでした︒

て︑此の重日の間少しも食物を送つ

八白1園

血がどうして出自ませう︒

さなかったなら︑からだを養ふ所の

八梱8囹 ︿略﹀︑僕が若し食物をこな

つて︑︿略﹀︒

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八棚7園食った物をこなして︑之を

ん︒

みて物を食ふだけの者ではありませ

ひました︒

八川5園此の時胃は一同に向って言

一しょに出かけた︒

僕はびっくりして︑ぐみも紅 八852 僕ははかまを着けて︑信吉と

取って︑にいさんに見せましたら︑

六151

でした︒

にいさんは初茸を五六本取ったやう

六148

くしてるた︒

僕は木の上から見て︑びく

つて︑︿略﹀︑僕には小刀とえんぴつ

僕

五991園

生︑少しお待ち下さいませ︒今風で

︿略﹀︑保己一は笑ひて︑

あかりがきえました︒﹂と言ひしに︑
︿略V︒

八644図

﹁さてく︑目あきといふものは不
ぼく

自由なものだ︒﹂と言ひたりとそ︒

﹇僕﹈︵代名︶63

ぼくは左の本道を通

僕は牛わかまるになって︑

たのです︒﹂

四566魍園

見上げるほどの大木

なって見せずにおくもの

だって︑

に

の上をふいてみると︑︿略﹀︒

五28 四月四日の朝︑當番で僕が机

か︒

今に見てみろ︑僕 八41 あまりかはいらしいので︑僕

四487園友一﹁いいえ︒僕が取つ

︿略﹀︒

はねまはってたたかひましたら︑

四437

つだひました︒

四428僕もはたきを持って手

ります︒

三385囹

方をいってみます︒

三381園ぼくは右のちか道の

ぼく

十二899法律の外に勅令・閣令・省
令・府専掌等の命令がある︒

十二929圏 此の上は聖賢を訪うて教
塗受ける外はない ︒

十二伽5園 すると其のうちには又思
しり
の外な尻押なども現れて︑薦めんだ
うな筋合にならぬとも限りませぬ︒

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

十二燭9 我が國民の長所・短所を敷
らう︒

ぽかぽか ︵副︶1 ぽかぽか
︿略﹀︑うちでも下の雨戸が

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

五871團

﹇朗﹈︵形状︶1

か ぼ か 流 れ 出 す ほどで︑︿略﹀︒

ほがらか
どりの聲が聞える︒

十413 何番からか︑ほがらかなひよ

ぼかんぼかん ︵副︶1 ぼかんく
すうつと泳いで行く︒
﹇保己一﹈︹人名︺5

保己一

正極4 蛙がぼかんくと飛込んでは
ほきいち
﹇▽はなわほきいち

八626図 建武﹇は五歳の時めくらと
となりて︑多くの書物をあらはせり︒

なりしが︑︿略﹀︑後には名高き學者

ある日︑僕がうんどう場へ出
て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

八629図 保己一の家は今の東京︑其 五63
の頃の江戸の番町 に あ り て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五73 僕は自分よりえらい友だちを

をつけてやりました︒

八631図 ︿略﹀︑多くの弟子保己一に 五66僕は﹁︿略V︒﹂といって︑力 八49

つきて學びたれば︑時の添番町で
目あきめくらに 道をき＼︒ と言

561
ぼくじょう一ぼくら

九337

り

す

︿略﹀︑栗鼠が﹂匹︑けろりと

した顔を出したが︑僕の姿を見ると︑

止められてみるから渡りません︒﹄
と︑きっぱりことわらなかったのか︒

十949園

僕は残念でたまらなくなつ

僕はよく年寄の人が新の幾

になって︑七つの星が並んでみるの

が見えるだらう︒﹂﹁え＼︑見えま

十︸9110

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

北斗七星は何時もあんなに

す︒﹂﹁あれが北斗七星だ︒

西洋では昔から︑︿略V︑北

おや︑北斗七星が半分杉林

にかくれてしまった︒

九927囹

て大熊の形を想像して︑︿略﹀︒

斗七星と其の近所の星を一しょにし

九902囹

ゐますね︒

さい北斗七星のやうなものが出來て

くの柄の先になって︑もう一つ︑小

九898園 ︿略﹀︑あの北極星がひしゃ

九88図北斗七星

の關係も常に攣らないから︑︿略﹀︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

九884園

して︑其の事を父に尋ねた︒

僕はおとうさんから︑誰

おとうさんは︑誰が來て

と言ひつけられてるるのです︒

十一佃9園

も此の門をあけてはならないと僕に

僕は︑誰が來ても此の門

言ひつけました︒

十一伽9園

をあけてはならないとおとうさんに
言はれてるるのです︒

曲だ︒
﹇▽まきば

僕たち

十二376園あ＼︑あれは僕の作った
＊ぼくじょう

﹇僕達﹈︵代名︶1

おうせつ

小使は僕等を慮接室へ通して

或時︑口・耳・目・手・足

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

八999園 ︿略﹀︑君はたゴ坐ってみて

く働いてゐますのに︑︿略﹀︒

ますには︑﹁僕等はふだんいそがし

等が申し合はせて︑胃に向っていひ

八997園

生の教室に連れて行かれた︒

八935それから先生は︑僕等を一年

出て行ったが︑︿略﹀︒

八859

これこそ僕たちが︑一週間も ぼくら ﹇僕等﹈︵代名︶9 僕等
前から︑毎日々々待ってるた命令だ

九778

ぼくたち

僕何だかきまりが悪くつて︑

あの時︑﹁こんなに間をお

僕がお手傳して植ゑたあの

が來ても此の門をあけてはならない

すると︑しまひに皆が僕の 十一㎜1園

僕は再三ことわったのです︒

︿略﹀︑急にまた穴にかくれてしまつ

十9410園

らう︒

も︑其の時は僕がおとうさんくらみ

十一405

︿略﹀︑一番早く伐るとして

杉や檜は︑何時になったら伐るのだ

十一402

ら︑︿略﹀︒

いてよいのですか︒﹂と僕が聞いた

十一372

さう言へなかったのです︒

十961園

渡ったのです︒

たので︑︿略﹀︑自分から先に立って

十9410囹

事を弱轟だといって笑ひました︒

た︒

おとうさんのお手紙を持って︑精米

九499 僕は今日學校から走るとすぐ︑
會社へお使に行って疎ました︒

九504 僕は何となくえらさうな人だ
と思ひました︒

九5510 僕は今日其のえらい社長さん
に會って來たのだと思ふと︑何とな
くうれしい氣がしました︒
ら直にねてしまった︒

九691 僕は眠くなったので︑それか
九788 僕はわり合にしっかりしてゐ
る一本の董を握って︑ぐっと引張つ
た︒

九929囹 僕今夜はいろくの事をお
ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒

北端←さ

つたので︑皆一せいに小をどりして
喜んだ︒

﹇北端﹈︵名︶1
いほくたん

ほくたん

僕も急に元氣がなくなって︑

の年になってみるわけだ︒

一所に船に上らうかと思ったが︑

下山の時には︑︿略﹀︑此の 十一859

︿略﹀︒

九9510園

僕も其の通りにして見ましたが︑

十一873園

しゅん

も泳ぎきることが出來たのだ︒

﹇北斗七星﹈︵名︶7

ナニヲーといふ虜にたどり着きたり︒
と

北斗七星

今日からは働かないことにしたから︑

父上の命にて︑養鶏は今年

の星があって︑何時でも北極星の位

︿略﹀︑ひしゃくのやうな形 九1410図

さう思ってくれ給へ︒

九879園

置を知らせてくれるのだ︒

九873園

つくさない︒
北斗七星
と
︿略﹀︑北斗七星といふ一群 八999園 僕等は一同申し合はせて︑

ほくとしちせい

かう思ふ瞬間︑つかれも
何も忘れてしまって︑僕も思はず

十一875

る困難ををかして樺太の北端に近き

あ＼五海里の海上を僕 十二833図 それより一年ばかりの間︑
き
風波をしのぎ︑飢寒と戦ひ︑非常な

雪渓をすべって下る人があります︒

︿略﹀︒

九963 お話を聞いて︑僕もすべって
見たくなりました ︒

九三5國国 昨年僕の學校より︑君の
學校へ御在任なされ候佐野先生︑先

僕はこれまで暦といふと︑

﹁萬歳︒﹂と叫んだ︒

十一902

日食・月食が何時になるかといふや

︿略﹀︑祝祭日・土用・彼岸・入梅・

頃より御病氣の由承り候︒

ましたが︑此虜からは京城の市街が

たので︑︿略V︒

うな事を見るものとばかり考へてる

十755圏 僕はもう南山へ何度も上り
まるで給のやうに見えます︒

十947園 なぜ其の時﹃い＼え︑僕は

ほげいせん一ほし

562

より僕等の仕事となり︑日記をも渡
ナ色相カハルモノモアル︒

ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ

保護色ヲモツテヰル上二︑其

べん

ほこり←すな

淫しようとする心掛けも出島て︑い

らけ

五343

せまい中庭から︑屋根の上に

頭を出してみるひよう松は︑葉がほ

男も女もひたひの汗を︑ほこ

こりだらけでしたQ

九602

誇る

︽ーリ︾

りだらけの腕でふきながら︑にぎや
かに打蓬ける︒

﹇誇﹈︵四︶1

又夜はいくら暗くても︑星

皆︑ 涼しく金にまた＼けり︒

が出てみれば︑それにたよって方角

七587園

を知ることも出罷るし︑︿略﹀︒

此の星を見分けることや︑

燈皇のあかりを知ることは︑船に乗

七592圏

る者に取って︑はなはだ大切なこと

なのであります︒

七代七十半年の帝都とし 九8410図 月はまだ出でざれども︑空

よく晴れて︑満天の星は寳石をちり
ら

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし
な

信吉は夏休にて錦り居たる

﹁にいさん︑空にはあんな

どの星かを見おぼえて置い

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

九856園

動かないのですか︒﹂

にたくさん星が見えますが︑少しも

九853園

求めたり︒

兄に向ひて︑いろくと星の説明を

九852図

ばめたるが如し︒

期先

二百十日を無事に越した田に

呈示いちばんぼ

﹇干﹈﹇▽ひぼし・むしぼし︒もの

﹇星﹈︵名︶29

つて見えるから︒

子どもがそら一めんの星 九859園 それでも航海をする人など

が︑よく星を見て船の位置をはかる

それに︑たくさんの星の中

がよいのだ︒

九868囹

ほくきよくせい

空一ぱいの星は 九869園北極星といふ星だ︒

か︒﹂

﹁それは何といふ星です

らないのがあるから︑まことに都合

に一つだけ︑年中ほとんど位置の愛

九865園

のなら︑三七にならないでせう︒

星がそんなに位置の攣るも

を見て︑﹁ああわかった︒あの

く略V︑

九8510園

といふではありませんか︒

兄が﹁︿略﹀︒﹂とたつね

七344図圃

す︒﹂

ますと︑弟﹁星をかぞへてゐま

三佐1闘

さうとしてるるのだ︒﹂

だ︒﹂﹁星を二つ三つはたきおと

まはして︑何をしてみるの

三526園﹁おい︑長いさををふり

だ︒﹂

光るところが雨のふるあな

三518

ぼし・にばんぼし

し・おほしさま・さんぱんぼし・なに

ほし

ほし

ほし

みる︒

は稻の穗先がもう大分重みを見せて

落棚1

ほさき

﹇穂先﹈︵名︶1

奈良の都も︑︿略﹀︒

十二995図

←かちほこる

ほこる

又或動物ハ保護色トハ反射二︑

﹇保護﹈︵サ変︶1

ナ膿色ヲモツテヰル︒
ほこ・する

る︒

ほこり
まこり

あの青年が私の室にはいる

誇

八重の高潮かちどき揚げ

﹇誇﹈︵名︶3

海の誇のあるところ︒

随って区民は國の誇を傷つ

て︑︿略﹀︒

久に持績しょうとする心掛けも出來

けられたことがなく︑又其の誇を永

十二罵8

て︑

十二808翻

ほこり

ると静かに戸をしめました︒

前︑先づ着物のほこりを彿ひ︑はい

十捌10園

﹇埃﹈︵名︶1

参するために百工士といふものがあ

な刑罰が加へられぬやうに被告を保

︿略﹀︑刑事裁判では︑不二

保護す

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

九204

リノ物二三テ見エルモノモアル︒

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ

九181

されたれば︑︿略﹀ ︒

九802 ふと氣がつくと︑校長先生と

山田先生が︑箱のそばへ來て︑面白

︿略﹀︑ 僕 等 も 何 時 の 間 に か ︑

さうに僕等の仕事を見ていらっしや
つた︒

九979

山の上に居るやうな氣持になって聞

捕鯨

十一221

︿略﹀︑もう夕方になったので︑ る ︽ースル︾

きました︒

九994

﹇捕鯨船﹈︹課名︺2

僕等はおいとまごひをして錦りまし
た︒

ほげいせん
船

十目9 第二十二 捕鯨船

十皿4第二十二捕鯨船
ほげいせん ﹇捕鯨船﹈︵名︶1 捕鯨船
を切って進んで行く︒
﹇▽せいぎほこ

保護色

十擢6 一隻の捕鯨船が︑勇ましく波

ほこ

﹇保護色﹈︵名︶6

九161 ︿略﹀︑或動物ノ盟色ガマハリ

ほごしょく

ノ物ノ色二似テヰルコトデアル︒コ
ンナ透色ヲ保護色トイフ︒

九161 保護色ヲモツテヰルト︑マハ
リノ色ニマギレテ︑容易二他ノ動物

ざといへば︑墾・國一致國難に干る氣

︿略﹀︑又其の誇を永久に持

九166 保護色ノ例ハイクラモアル︒

風を生じた︒

十二柵9

田二住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉二宿ル

二見ツケラレナイ︒

雨蛙ハ緑色︒

ニハ︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

九171 保護色ヲモツテヰルモノノ中ほこりだらけ ﹇埃﹈︵名︶2 ほこりだ
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ほしい一ほそい

となりでは︑董がくさって引

きぬけないのを︑星野君が主翼よく

九797

の星と其の近所の星を一しょにして
ほって︑︿略V︒

西洋では昔から︑あの七つ

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

九8610園 でも︑あんなにたくさんあ 九902園

と

る星ですもの︑それを見つけるのに
大土でせう︒

斗七星と其の近所の星を一しょにし

九目7

第十九

第十九

星の話

星の話

九873園何かといふと︑北斗七星と 九903囹 西洋では昔から︑︿略﹀︑北ほしのはなし ︹臭名︺2 星の話
いふ一群の星があって︑何時でも北

九糾7

ほしぶどう

ホシブ

私ドモハブダウノ實ヲ生デタ

﹇干葡萄﹈︵名︶一

尽きほし場にて乾かし候︒

れ候を︑下流にてすくひ上げ︑之を

十一伽1圏団く略V︑實のみ浮びて流

にいさん︑やっぱりにいさ ほしば ﹇干場﹈︵名︶1 ほし場

て大熊の形を想像して︑︿略﹀︒

九929園

極星の位置を知らせてくれるのだ︒

んのおっしゃったやうに︑星の位置

九876園 あれごらん︑向ふの杉林の
上の所に︑ひしゃくのやうな形にな

諸点の大名・小名きら星の

ダウ

ベマスガ︑タクサン作ル所デハ︑ブ

ところが此の大きな太陽も︑ 五974

夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

ぼ
﹇募集﹈︵名︶3 募集募集
ぼ
ず︑再び募集に着手して努力するこ

と更に丁年︑︿略﹀︒

十一伽1図然れども鐵眼少しも屈せ

ぼしゅう

ダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニシ

ほし

る小さな星の一つと同じものだとい
ホシイ

タリスルト申シマス︒
﹇欲﹈︵形︶3

ソノサカナモホシクナツ

︽ーイ・ーク︾

二

三

星とり
星のかず

星のかず

︹題名︺1

﹇星野君﹈︹人名︺1

です︒

ほしょく

植付けた苗木の枯れた虜へ

﹇補植﹈︵名︶1 補植

︽ーシ︾﹇▽

補植をするのは︑翌年一回だけだと

十一379

いふから︑︿略﹀︒

のみほす

ほ・す ﹇干﹈︵五︶4 ほす

四225 をぢさんのうちでは︑に
は一ぽいもみがほしてあって︑

足のふみばもないくらみでし

た︒

ほしてあるから︑をぢさんも

四256園今日はこんなにもみが

おちいさんが庭にほしてある

をばさんも早くかへります︒

もみをかへしていらっしゃると︑

六21

︿略﹀︒

今日庭にほしてあるもみをす

つて︑俵に入れてつんだら︑︿略﹀︒

六32

ヒヨコハホソイアシデ︑

い 細イ 細い ︽ーイ︾﹇▽こころぼ

ほそ・い ﹇細﹈︵形︶8 ホソイ ほそ

そい

﹇▽ごましょ

ニシテ︑ソノサキニキレヲマ

三668ソレカラホソイ竹ヲエ

に竹になったら︑︿略﹀︒

んでみるほそい竹の子は︑いま

三281むかふの方に︑二本目ら

ゆびです︒

三152園 一ばんふといのがおや
ゆびで︑ 一ばんほそいのがこ

チヨコチヨコアルキマス︒

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

かくて天和元年鐵眼が初

三87

ましょ

﹇保証﹈︵名︶1

しかなほしょう

ほしょう

りっぱな人の紹介状よりも︑
何よりも︑本人の行がたしかな保謹

十悩4園

長野﹇▽た

大出版は遂に完成せられたり︒

至りて︑一切纏六千九百五十六巻の

度の募集を始めてより十八年の後に

十一柵1図

集に着手せり︒

﹁雀の子がほしくて参りま 十一椥剛4図 二度資を集めて二度散じ

テ︑ワントーコエホエマシタ︒

一一147

い

ほし・い

ふ︒

十一36

みて御前にかしこまれば︑︿略﹀︒

如く並べる中に︑常世は︿略﹀︑進

十711図

は攣りますね︒

え

つて︑七つの星が並んでみるのが見
えるだらう︒

九田10園あの柄でない方の端にある
二つの星を結びつけて︑其の線を︑

ひしゃくの口の向いてみる方へのば
︿略﹀︑今結んだ二つの星の

して行くと︑︿略﹀︒

九882園
へだたりの五倍ばかりのところに︑
かなり大きい星があるだらう︒
︿略﹀︑今結んだ二つの星の

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九883園

かなり大きい星があるだらう︒あれ

八175園
した︒﹂

が今話した北極星だ︒

九888園 北斗七星は何時もあんなに

日の書証︑赤い帽子をかぶって︑赤

それ程首がほしいなら︑明

の關係も常に攣らないから︑あの星

い着物を着て︑此所を通る者の首を

八246園

を本にして︑すぐに北極星を見つけ

取れ︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

る事が出重る︒

三523

三534

ほしのかず

君

ほしのくん

星野

九892園 さうだ︒それにあの星は何 ほしとり ﹇星取﹈︹題名︺1 星とり
時も台北に居るから︑あれを見つけ
さへすれば︑︿略﹀︒

九901園 西洋では昔から︑あの七つ
の星と其の近所の星を一しょにして
小 熊 の 形 を 想 像 し︑︿略﹀︒

ほそざい一ほっきょくぐま
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キツケテ︑︿略﹀ ︒

六763園 ラシヤヤフランネルトチガ
ツテ︑縣が細イカラ︑氣ガツカナイ
ノデス︒

十悩8

其庭から又右に折れると︑細

長い室一ぽいに︑目もさめるやうな
草花が並べてある︒

細長い管の一端を︑とけた

﹇細長﹈︵形︶2

細長し

ガラスの中に突っこんで引出すと︑

十一榴2

︿略﹀︒

ほそなが・し

見せ物小屋で象を見た︒︿略V︑

一切給 で 見 た 通 り で あ っ た ︒

長い牙︑小さな目︑それから太い足︑

六865

細い尾︑
︽ーキ︾

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

やりがだけ

﹇穂高岳﹈︹地名︺1

穂高

鞘堂の中に其のま＼保存されてみる︒

さや

ほたかだけ

岳

高岳・乗鞍岳・︿略﹀など︑いつ

のりくらがだけ

九986園︿略﹀︑遠くには槍岳・穗
れおとらぬ高山が︑南から西へ連な

︵副︶1

ぽたく

つて︑互に雄姿を競ってゐます︒

ぽたぽた

大きな涙をぽたく落した︒

十﹁327図此の四海峡に包まれたる 八923 信吉は詳略﹀︒﹂といって︑

四305園︿略﹀︑向ふの方で︑﹁ぽ

ちぼち﹂と口まねをするもの

があります︒

四314 そこへぼちが來ました
ので︑一しょに向ふの方へ行

ぼちが昨日から病氣で︑ごは

つてみましたが︑︿略V︒

んをたべませんので︑學校に居ても

五151

しんぽいでしたが︑︿略﹀︒

ホタルガトンデヰマス︒

十一592

十一目15

第十四課

第十四画面北海道

海道

ほっかいどう ﹇北海道﹈︹署名︺2 北

アチラニモ︑コチラニモ︑

太さ中指ほどなる細長き ほたる ﹇蛍﹈︵名︶3 ホタル ほたる
一23一

十二84図

一235

からし

エ

九823受血

一腔最も理想的な燈火は

︿略﹀︑

ぼたんにくるふ
玉をふくめるこま犬も︑

ぼち

皆ちいさんののみのあと︒

唐獅子も︑

︵名︶6

なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよ
びますと︑︿略V︒

鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ

ほっかいどう ﹇北海道﹈︹地名︺2 北

海道

ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

カラフト

六485

ダ︒

北海道に渡る人は︑停車場に

績いた乗船所から汽船に乗るのであ

九765

る︒

ほっかいどうてつどうえんせんちゅう

﹇北海道鉄道沿線中﹈︵名︶1 北海道

十一612此の峠には長いトンネルが

鐵道沿線中

あって︑其のあたりは海抜五千八百

尺︑北海道鐵道止血中の最高所であ

る︒

ホクキヨクグマ

︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊

伊予白デアル︒

九169

擁︐鰹

ほっきょくぐま ﹇北極熊﹈︵名︶1 君

四304園犬のすがたが見えなく
なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよ
びますと︑︿略﹀︒

四305園︿略﹀︑向ふの方で︑﹁ぽ

ちぼち﹂と口まねをするもの
があります︒

北海道

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚

十一一宙4園

ホタルヲヨブコエガシマス︒

板となり︒

細道

︿略﹀︑木立の間の細道をた

﹇細道﹈︵名︶1

十46図

ほそみち

十576 鳩に手紙を運ばせるには︑足
にアルミニウムかセルロイドの細い
くだを附け︑︿略V︑其の中に入れる
のである︒

い煙が立上ってみ る ︒

﹇細思﹈︵名︶1

細面

十伽8 あちらこちらの村々からは細
ほそざい

十一373圏 早く間伐して細材を取る

太陽の光のやうに明るくて︑しかも
いものであります︒

どれば︑程なく小さき建物の前に出
細め

目的のところでは︑一坪に二本も三

﹇細﹈︵名︶1

保存す

八幡様の御引合はせか︑門の ぼたん ﹇牡丹﹈︵名︶1 ぼたん

︽ーサ︾

四304圏犬のすがたが見えなく

︿略﹀︑當時の御殿・御直な ぼち

﹇保存﹈︵サ変︶2

なりとそ︒

十一御5図

保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

此の版木は今も萬福寺に

どの︑今も其のま＼に保存せらる﹂

十310図

︽ーセ︾

ほぞん・す

戸は細めに明いて居りました︒

六606

ほそめ

ほたるの光のやうに熱をともなはな

細長い

づ︒

﹇細長﹈︵形︶7

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

ほそなが・い
︽ーイ・ーク︾

す

五577 天の橋立は海中へつき出た細

︿略﹀︑ 細 長 い 田 に は 細 長 く ︑

︿略﹀︑ 細 長 い 田 に は 細 長 く ︑

長い洲で︑長さは一里︑はゴは四五
昼間︒

七171
︿略﹀︒

七171
あかむらさき

田の形其のま＼に紅紫のもうせん
をしきつめたやうに見える︒

する

こんじき

る︒︿略V︒八百年前の建物で︑今も

九722園

あの上に名高い金色堂があ

満ちくたり︒
十311 北アメリカが南アメリカに績
けふ
ほぞん・する ﹇保存﹈︵サ変︶1 保存
く部分は︑パナマ地峡といって︑地
形がきはめて細長くなってみる︒
六寸の細長い袋をつるしてみる︒

十界5 葉の先からつるを出して︑五

565

きょくせい

ほっきょくせい

極星北極星

﹇北極星﹈︵名︶8

溜

ほっと

︵副︶1

ほっと

信吉は︿略﹀︑さも心配さう

と︑信吉はほっと息をついて︑

にたつねた︒母が﹁︿略﹀︒﹂といふ

八842

﹁︿略﹀︒それをお聞きして安心致し

九869園 それに︑たくさんの星の中
に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣
ほくきょくせい

没頭

ら な い の が あ る から︑︿略﹀︒﹂﹁それ

︽ーシ︾

﹇没頭﹈︵サ変︶1

ました︒

す

ぼっとう・す

は何といふ星ですか︒﹂﹁北極星と
いふ星だ︒﹂

と

ホテル

程

停車場の階上には︑役所もホ

テルもあります︒

五能3
﹇程﹈︵名︶1

十一433國団尚又結構なる葛粉御送

ほど

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り
候︒

ほど︵副助︶59ホドほど程﹇▽
いっしゃくほど・さきほど・なかほ
ど︒なにほど・なるほど・よほど

こ＼において再び炭素線

ぼつく

ぼつ

かけたたすきの

﹁しごとなされよ︑ きり

ほどです︒

本町通は夜もひるのや
うで︑りはつ店などはまぶしい

四278

ほどなってゐます︒

四74私の木も枝がをれる

ウルサイホドナイテヰマス︒

三601平取ハノ木ニセミガ

きれるほど︒﹂

きりしゃんと︑

三335圏

いはれるほど︑いつもきげんよ
くうたをうたふちいさんです︒

﹁︿略﹀︒﹂と村の人から

の研究に没頭したれども︑徒に多く

十二欄4図

北方

三321

﹇北方﹈︵名︶1

そう
支那の宋朝の末︑北方に元

の時日と金鏡とを費したるに過ぎざ
りき︒

ほっぽう

十968図

ボツボツ

といふ國おこり︑勢日々に盛にして︑
︿略﹀︒

カヘツテキマス︒

ニー64人ガボツボツタンボカラ

く

ぼつぼつ ︵副︶2

九874園何かといふと︑北斗七星と
いふ一群の星があって︑何時でも北
極星の位置を知らせてくれるのだ︒
︿略﹀︑今結んだ二つの星の

へだたりの五倍ばかりのところに︑

九883園

かなり大きい星があるだらう︒あれ
が今話した北極星だ︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

九886圓 北斗七星は何時もあんなに

︿略﹀ ︑ あ の 星 を 本 に し て ︑

の關係も常に攣ら な い か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
九888園

すぐに北極星を見つける事が出重る︒

九88図北極星

九891園あ＼︑あの一番高い杉の眞 十一一柵3 ︿略﹀︑仕事を助ける者が又
︵副︶1

ぼつくと出面て來た︒

布袋和尚

ほていをしやう

ほていおしょう

﹇布袋和尚﹈︹人名︺1

くと話し出した︒

見上げるほどの大木

なって見せずにおくもの

四641星空をとんで居る鳥で

か︒

に

だって︑

四571翻園今に見てみろ︑僕

た︒

きっといおとすほどの上手で

も︑三羽ねらへば︑二羽だけは

ございます︒

四682たいそうよくなれて︑私
の手からゑをたべるほどに

書あれほどにぎやかな通に︑

なって居ました︒

新聞配達と四五人の人のすがたが見

はいたつ

五331

いたどりは私どものせいほど

えるだけでした︒

五363

今日のお書頃はうち中︑目が

にのびてゐました︒

五478

ハジメハ綜スヂホドノ流デス

まはるほどいそがしうございました︒

ガ︑ソレガダンくアツマツテ︑

五512

︿略﹀︒

五726 ︿略﹀︑せっかくつき上げた土

く略V︑うちでも下の雨戸が

手が︑半分ほどもくつれてしまった︒

たふれて︑中からうすやたらひがぽ

五872国

シテミレバ銅ホド役二立ツ

かぼか流れ出すほどで︑︿略V︒

鮮血アリマスマイ︒

六111園

卵ハ小豆程ノ大キサデ︑ウス

あんな小言を言ふ程だから︑

此の義指が出來たのだらう︒

六686園

アカイ玉ノヤウニ見エル︒

六468

ツテ來ル︒
アヅキ

時ニハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上

九248 老人は一口飲んで横になった︒ 四393 するとたび人は︑風が吹 六286 なるほど︑ごまつぶ程の蟻が
一匹虎を見上げてゐます︒
けば吹くほど︑ぐわいたうをし
少したって︑今度は寝たま㌧ぼつ
六463 ダンく上流ニサカノボツテ︑
つかりとからだにくっつけまし

︿略﹀︑あの北極星がひしゃ ぽつぽつ

上の所にあるのが北極星でせう︒

くの柄の先になって︑もう一つ︑小

九897園

北國

さい北斗七星のやうなものが出來て
﹇北国﹈︵名︶2

ゐますね︒

ほっこく

五134團北國にも春が來ました︒

ろくじゆ

ほていをしやう

九173 北國二住ム野ウサギや高山ノ 九822図蟹 ︿略﹀︑ 頭の長き福禄壽︑
︿略﹀︑

腹のふくれし布袋和尚︑

ホテル与ちょうせん

上二居ル雷鳥ハ︑︿略V雪が降りツ

︵名︶一

皆ちいさんののみのあと︒

ホテル

モルト︑眞白川ナル︒

ぼっち﹇▽ひとりぼっち

ほっきょくせい一ほど

ほどう一ほどなく

566

六786 片足でおそろしい程早くすべ
る者もあれば︑人の手にすがって︑
こはこはすべる者もある︒
しがなかったといふ︒

六853 生きてかへった者は敷へる程

たが︑半分程の所から一騎後れ︑二

呉鳳は今から二百年溝前の人

騎後れ︑︿略﹀︒

八227
︿略﹀︑四年目になると︑

で︑亜里山の役人でした︒

八246圏

本といふ宿場があります︒

いや︑名前を申し上げる程

の者ではございません︒

十676園

是非お明かし下さい︒﹂﹁そ

れ程おっしゃるなら︑恥かしながら

十681囹

お前のやうな弱轟には︑ひ

申し上げませう︒

十957園

わき︑人はなぜみんな鳥類の研究を

しないだらうと不思議に思ふやうに

なった︒

黒い程こい緑の葉の間から︑

其の一つくが日の色にはえてくつ

十二207

全領地を二分して與へてや

きりと浮出てみるのが見える︒

十二721

せん︒﹂といって來ました︒呉鳳は

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

﹁もう︑どうしても待ってるられま

て︑象の前足にだきついて見せた︒

よっとすると命を失ふやうなあぶな

六882 自分たち程の子どもが出て來
﹁それ程首がほしいなら︑︿略﹀︒﹂と

まぐろを取る方法はいろ

次第にやせ衰へて︑物にす

彼はいくら苦行をしても更に効のな

がらなければ立てない程になった時︑

︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

ものすごい程青白くかはつ

ワ

河幅は驚く程の廣さに

太さ中指ほどなる細長き

︿略V︑見れば見る程興味が

日本人ほどあっさりした色

﹇施﹈︵四︶1

とん

ほどこす

む

つ

今日を晴と満艦飾をほどこ

此所を出でて菖御苑に入り︑

木立の間の細道をたどれば︑程なく

十46図

ほどなく ﹇程無﹈︵副︶5 程なく

︿略﹀︒

されたる三萬四千噸の大職艦陸奥は︑

並立3図

︽ーサ︾

ほどこ・す

︿略﹀︒

道の間に並木が植ゑてありますが︑

七359三山は斎くて平で︑歩道と車

通のたえることがありません︒

五325 ︿略﹀︑りやうがはの歩道に人

ほどう ﹇歩道﹈︵名︶2 歩道

や味はひを好むものはあるまい︒

十二湖1

いことを知った︒

として生存することは出來ない︒こ

だ︒

十一847

十ニー010

板となり︒

棒と︑幅四五寸長さ三尺ばかりの厚

十二84図

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

て︑河口の虜にては︑三百二十キロ

十一悩9繍国

色だ︒

くと︑水の色はものすごい程濃い紺

だんく沖の方へ進んで行

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

十一575

なって︑︿略﹀︒

は︑低い虚にあるもの程早く大きく

十一385

とは︑︿略﹀︒

れほど我々に重大な關係のある太陽

十二945

勇壮なものはあるまい︒

くあるが︑だいぼう網で取るほど

十二767

六棚4 池のはたへ行って見ると︑し

しかし思ふ程に仕事は出來

此虜から十八山程先に︑山

我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一

大洋を西へくと航海して︑ 十一16 太陽の光と熱とがなくては︑

のだ︒

﹃い鼠え︒﹄といふ言葉は言ひにくい

程の不孝者であらうとは︒

春ノ初二二三ノ卵ヲ産ミ︑五

い時でも︑言出すことの出藍ない程︑

九236園

らだらうか︒

陸地に出あったのが︑それ程の手が

八759園

週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒

八504

いひました︒

やうぶが小指程に芽を出してゐまし
た︒

七136 舟で來た人も︑をかから來た
人も入りまじって︑何百人か敷へき
れない程みる︒

七488園 鬼神の如き彦六が︑あれ程
の小兵に討たれたは味方の不運︒

ず︑︿略﹀︑役人ににくまれて︑終に

つた︒

物すごいひびきは萬雷の如く︑

．七535園私の乗ってみる太平丸とい
は國を立ちのかねばならぬやうにな
ふのは︑長さが六十間程もある汽船
で︑︿略﹀︒

です︒

九321

大人の握りこぶし程の大きな

︿略﹀︑歎息する彼の様子は︑

十616園

實に見る目もいたましい程であった︒

十464

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

のもあれば︑雀の卵ぐらみなかはい

九793

つた事はない︒

九469囲園今年ほど水の都合のよか

てるる両がはの木立も︑︿略﹀︒

何時もはうす暗い程茂り合つ

も︑器に盛った水が波紋をゑがく程

大地もふるひ︑敷百歩はなれた所で

しゅく
七623 ︿略﹀︑川べの宿はとめきれな 九299

︿略﹀︑ 渡 賃 が 高 い と い っ て ︑

い程の客でございました︒
七654

此のあぶない川を一人でこしたほど
の人である︒

七727圏私は川ばたの人夫で︑名前
をいふ程の者ではありません︒
七822 カキハ又スグフエルモノデ︑

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ
ケレバナラナイホドデアル︒
さかひ

七悩4園 小西程の者を堺の町人と
の＼しり︑︿略﹀︑それはまことの事
か︒

八89 始の間はあまり甲乙はなかつ

567
ほどばしりいず一ほのお

小さき建物の前に出づ︒

十104 王は讃終って︑そっと手紙を

まくらの下へ入れた︒程なくブイ
リップは病室には い っ て 來 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ダーリングの名は︑程なく國の内外

十292 ︿略﹀燈皇守の娘グレース︑
に傳はつた︒

十496 かうして柿の色を出す事に成
罰した喜三右衛門は︑程なく名を柿
右衛門と改めた︒

十一㎜3國團 ブラジルの視察も大膣

だい

や

ほん

岩打つほとり︑
ひでよし

待ちまうけたる秀吉は︑

大谷の奔流

︿略﹀︒

び は

十一236図

く略V︑髪頭かの馬をひき

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

を構⁝へ︑︿略﹀︒

十一242︹図
よごのうみ

て余響湖のほとりに下り來れる七八
人の兵卒あり︒

を事として來た観がある︒

ほね ﹇骨﹈︵名︶4 骨

カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ

︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノ底

スルサンゴハ︑皆済ノ轟ノ骨デアル︒

︿略﹀︑宋は次第におとろへ 七83一

我が國ではほとんど産しないから︑
︿略﹀︒

十9610図

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒

︿略﹀︑リンカーンは十歳頃

君等が若し僕に食物を送る

ほねをり

親のほねをりが子の時になつ

しかしわたしの四十年の骨

米が出投るのも︑委が取

だでなかったと思ふ︒

折は︑農學の進歩の爲には決してむ

九266園

てあらはれたのであらう︑︿略﹀︒

五778

骨折

ほねおり ﹇骨折﹈︵名︶3

す︒

つてをられるのを︑うれしく思ひま

かうして修養にも出行にも︑骨を折

十152園私は此の村の青年諸君が︑

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

爲に働いたといふなら︑僕もまた君

八観9園

ノ岩丸取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

ふかの口はもうほとんど子 七834

當時此のあたりは未開の原

供に届いてみる︒

十一5710

十一629

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

野で︑殆ど交通の便もなく︑︿略﹀︒

十一962

して一日差生活することは出來ぬと

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑ 十一779

ほ

までは本を讃むことなどは殆ど出來
なかった︒

殊に日本人の小平校あ
し居るを見ては︑殆ど身の南米に在

りて︑御前たちぐらみの子供が通學

十一鵬3孤婦

るを忘れ候︒

彼岸ハ春ト秋トニアリテ︑

此ノ頃声遣夜ノ長サボトンド相等シ

それ故大芝敷の商人は︑自
己の利益を除いては︑殆ど何物をも

それに︑たくさんの星の中 十二241
に一つだけ︑年中ほとんど位置の攣

れるのも︑土といふありがたいもの

九485圏園

が︑めいくの骨折に封して︑御ほ

眺望塁で眺めると︑︿略V︑

眼中に置かず︑︿略﹀︒

うびを下さるのだ︒

十二335国

さしもの大きなパリー市も殆ど一目

︿略﹀︑遠方より送り下れ

に見えます︒

︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明

︽ーッ︾

あうう

廣くして︑奥羽地方より九州に至る

九236園

の道の書物を讃み︑皆々の寄宮を調

まで殆ど之を見ざる虜なく︑︿略﹀︒

べ︑本もあらはし︑出図るだけは骨

今日文明の利器と稻せら

折ったつもりである︒

十一欄9毒魚︿略﹀︑天をもこがすば

ほのお ﹇炎﹈︵名︶1 ほのほ

る＼ものにして︑直接間接に彼の天
可なり︒

もはう
又毛織物の原料になる羊毛は︑ 十二榴2 ︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

才によらざるもの殆どなしといひて

十二備2図

そこで此の父も︑︿略﹀其

十二493図松に至りては産地極めて ほねお・る ﹇骨折﹈︵五︶1 骨折る

るもあれば︑枯損ずるもの多かるべ

十372

は︑︿略﹀︒

きに︑ほとんど皆勢よく根づきたる

十65図園

らないのがあるから︑︿略﹀︒

九866園

ク︑︿略﹀︒

七並8図

ほとんど丸やけになった︒

或村に大火事があって︑一村

殆ど

ポトンド

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

十二79図

ほとんど

いってもよいくらゐである︒

終り点間︑程なく鋸國致すべく候︒

六666

とんど

程よい

﹇殆﹈︵副︶18

﹇遜出﹈︵下二︶1

高大なる爲なるべし︒

︽ーヅル︾

ほどばしり出づ

ほどばしりい・ず

ばしり出つる主人の物語に︑いたく

十697図 一語々々︑心の底よりほど
動 か さ れ た る 旅 僧は︑︿略﹀︒

ほどほど ﹇程程﹈︵名︶1 ほどく

ほどくに心を早くす

﹇程好﹈︵形︶1

ちからそやがてわが力なる︒

十二22図無
國民の

︽ーク︾

ほどよ・い

ほとり

十二953 今度は程よく食物も取り︑
休息もした︒

﹇辺﹈︵名︶6

六923 先づ谷川のほとりに三千人の

ほとり

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

の利器を運用して︑山をくづし︑地
面白いのは︑︿略﹀︑寒さと

をうがち︑︿略V︒

十869

ことです︒

暖さがほとんど規則正しく交替する

十786国

ないやうにした︒

九752︿略﹀︑大小さまぐの馬が・
林のかげや沼のほとりを内証よくか
け廻ってみる様は ︑ ︿ 略 V ︒

ふたら
十川1志望 二荒の山もと 木深き虜︑

ほのか一ほりぬき

568

ほのか

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

﹇灰﹈︵形状︶1

︿略﹀︒

ほのか

になって來てるるのは私一人だけな

人前だ︒﹂と︑おかあさんにほめら

木︑掘起した木の根や石ころ︑︿略﹀︒

さうして兄は︿略﹀︑父のか

1 掘返し始める ︽ーメ︾

︿略V︑其の内の二人が石炭を

つける ︽ーケ︾

ほりつ・ける ﹇彫付﹈︵下一︶1

運んで炭車に入れる︒

ほり

掘崩すと︑他の二人がそれをざるで

十842

︽ース︾

ほりくず・す ﹇掘崩﹈︵五︶1 掘崩す

り取ったあとを元氣よくつるはしで
︽ーエ︾

よく其の話をなすっては︑大へんほ
ほゆ

掘返し始めた︒

﹇吠﹈︵下二︶2

めていらっしゃったものだ︒
ほ・ゆ

獅子はうれしげに一十高く
獅子はかなしげにほえて︑

ほえ︑たてがみをふるひ︑︿略﹀︒

七319図
七336図

保養

濱べに立上りたりしが︑つと海の中
﹇保養﹈︵名︶1

にをどり入りたり︒

ほよう

コップなどを︑此の鋼板にあてて模

十一423囲国御承知の通り野地には 十一桝7 ︿略﹀職工がガラスの皿や

様をほりつけたり︑︿略﹀︒

堀

﹇掘﹈﹇▽いもほり

n彫﹈﹇▽うきぼり・けぼり

ふなばたをたたいて︑一度にど

︽ーシ︾

十385

かり取った雑木︑切倒した大

︿略﹀わらをむすびつけて

︽ーッ・ーラ・ール︾

か

らまつ

様に心を番くし

ひつきやう掘取る者︑運

出帆る氣つかひはないと見

はどうにか出來さうである︒

くびつてみた岩山の掘抜も︑これで

十二柳9

ほりぬき ﹇掘抜﹈︵名︶1 掘抜

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

ぶ者︑植込む者︑

十67桑園

死んだあの子が掘取って︑ ︿略﹀︒

︿略﹀︑ うちの畠にあったのを

六988圖︿略﹀向って右の落葉松は︑

ださうです︒

で︑のばしておや竹にするの

あるのは︑ほりとらないしるし

三273

掘取る

ほりと・る ﹇掘取﹈︵五︶3 ほりとる

温泉これあり︑病後の保養には特に
洞穴

︿略﹀︑穴はだんく奥行を

ほら
﹇洞穴﹈︵名︶2 洞穴

宜しき由に候︒

ほらあな

十二柳6

加へて︑既に何十間といふ深さに達
ほら

其の後は老僧と共に洞穴の

した︒此の洞穴と︑︿略V︒

十二佃7

﹇堀﹈︵名︶2

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

ほり

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作
つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六961

又多クノ堀アリテ︑川ト川

ほり

ほり

つとほめました︒

ほりかえしはじ・める ﹇掘返金﹈︵下一︶

六404国︿略﹀︑私の村から︑今歩兵 九478団︿略﹀︑﹁お前もたしかに半

河幅は驚く程の廣さに

︿略﹀︑仲間のうちにて

︽一

うちのおちいさんはく略﹀︑ 十4110

れました︒

立てる

ほめる

九5210園

のだ︒

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

どの町村からも︑歩兵が一

をこめて︑ 月のごと︑日輪 ほの

＋297蟹しらぐと︑朝霧野山 六414團
村からは私一人だ︒

に搾り候︒

きよ
て︑︿略﹀︑裁く東京・豊橋間の距離

十一塒2属団

︵副︶2略く

かに浮ぶ︒

あんどん

ほのぐら・い n灰暗﹈︵形︶2 ほの暗 ほぼ
︽ーイ︾

十一739 二人はほの暗い行燈のもと

い

で封坐した︒

樺太が離れ島にして大陸

の地績にあらざることは︑此の探検

十二827図

によりて略く知ることを得たれども︑

十二348国 汽車でドイツの國内には
いったのは朝まだほの暗い頃でした

︿略﹀︒

が︑︿略﹀︒

ほのぼの﹇藁灰﹈︵副︶3ほのぐ

ほめ 且vおほめ

もほめられ申候︒

計算は私が一番達者なりとて︑何時

十二梱6囲団

九23図画 ︿略﹀︑夜のとばり しつ ほ・む ﹇褒﹈︵下二︶1 ほむ ︽ーメ︾

かにあきて︑ほのぐと 東の窓は
しらみたり︒

＋響夜がほのぐと明けた頃︑
︿略﹀︒

きらめいて・夜はほのぐと明けそ

︿略﹀︑其の中でことに人のほ

︽ーテ︾

十二958 ︿略﹀︑やがて一翼の明星がほめた・てる ﹇褒章﹈︵下一︶1 ほめ
六525

﹇褒﹈︵下一︶4

七292図

れいになって居ましたので︑み

トヲツナゲリ︒

んながほめられました︒

四465︿略V︑家の内も外もき

メ︾←おほめる

ほ・める

した︒

め立てたのは五番目の舞でございま

めた︒

ほばしら ﹇帆柱﹈︵名︶2 ほぼしら

が四本の船です︒

四827 ほばしらが二本︑えんとつ
六827 通有はほばしらをたふして︑

歩兵

之をはしごにして︑敵の船へをどり
﹇歩兵﹈︵名︶3

こんだ︒

ほへい

る歩兵の音吉君と二人で町を見物し

六397囲昨日はとなり村から來てる 四676海の方でもへいけ方が ほりおこ・す ﹇掘起﹈︵五︶1 掘起す
た︒

569
ほりぬく一ほろぶ

ほりぬ・︿

十二価10

︽ーキ︾

﹇掘抜﹈︵五︶1

掘抜く

︿略﹀︑一身をさ＼げて此の

岩山を掘抜き︑萬人の爲に安全な路
︹地名︺一

ボリビヤ

を 造 っ て や ら う と︑︿略﹀︒

ボリビヤ

十﹇槻図 ボリビヤ

は出身ないから︑︿略﹀︒

︿略﹀︑掘割の庭慮に水門を設

船は先づ海から廣い掘割には

けて︑たくみに船を上下する様にし

十331

てある︒

十335
いる︒

つち

ホル

ほる

槌音のみ音かしましき廣き工場
︿略V︒

ココホレ︑ワンワン︒

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・一

﹇掘﹈︵五︶18

の片すみに︑

掘る

ほ・る
ル
レ︾

一一423園

一一427

掘

ヨイオヂイサンガソコヲ

それから船はクレブラの掘割 一一423園 ココホレ︑ワンワン︒

ホツテミマスト︑土ノ中カラ︑

を通る︒

十3410

︿略﹀タカラモノガタクサンデマ

ほりひろ・げる ﹇掘広﹈︵下一︶1 掘
十34図 掘割

︽ ー ゲ︾

りひろげる

十34図 掘割

︽ーッ︾

︿略V︑ほったいもを一つ一つ

ほって︑︿略﹀︒

かる︑切る︑掘る︑運ぶ︑誰

ていねいにならべて行く︒

九797

十439

馬屋の前を通ってだんく奥

も彼も一心不齪に働くので︑︿略﹀︒

深く進むと︑いよいよ石炭を掘って

十8210

みる庭へ來ました︒

近づいて見ると︑坑夫が汗だ

こん

らけになって︑元氣よく石炭を掘つ

十835

てるます︒

や切株の根本を掘っておいて︑︿略V︒

みを振るって︑齢念なく穴を掘って

十二櫛1 ︿略﹀︑毎日々々根胃氣よくの

みる僧があった︒

見れば︿略﹀︑妻はろばたで

鎌倉は一面火の海になって︑

ほろ・びる ﹇滅﹈︵上一︶1 ほろびる

な汗をかいて田をすき起し︑︿略﹀︒

十一一913 ぼろを着た農夫は玉のやう

ぼろをつゴつて居ります︒

七743

來年あたりから掘ることに ぼろ ﹇濫襖﹈︵名︶2 ぼろ
どうしても大きな用水池を掘

ひ
土を掘る︑石を運ぶ︑樋をう

︽ービ︾

賊の大塚高所以下北條方は︑此の火

七226

の中にはろびてしまひました︒

︿略﹀︑川ソコニ小石ノ多イ所

ガアルト︑頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑其

ビ︾

先生も大きな箱を持って干て︑ほろ・ぶ ﹇滅﹈︵上二︶3 亡ぶ ︽一

張世傑等の奮職も大勢を轄

ずることあたはずして︑宋遂に亡び

十989図

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒

ほったいもは此の中へ入れるやうに
皆は一せいにほりにか︑る︒

十9610図︿略﹀︑宋は次第におとろへ
九788

とおっしゃった︒

九787

ノ中へ卵ヲ産ム︒

六467

に︑︿略﹀︒

める︑土手をつく︑いろくの工事

五712

らなければならないと考へた︒

五695

なってみる︒

五674園

池を掘らないのでせう︒

五672園私どもの村では︑どうして

︿略﹀︒

セテ︑ソコヲホツテミマシタガ︑

二437サウシテムリニ犬ヲナカ 十一645 又開墾する場合には︑立木

シタ︒

る︒

十353掘割を通過して船は又湖に出

十34図 掘割

十34図 掘割

ほり物

十二佃9 今では此の洞門を掘りひろ
たい
げ︑虜々に手を加へて重態を改めて
はみるが︑︿略﹀︒

﹇彫物﹈︵名︶1

十358満庭から又掘割を走って︑終
ほる

に洋々たる太西洋に出るのである︒

ホル

ほる

びっくりしてたふれたのだ︒
﹇彫﹈︵四・五︶5

︿略﹀︑ノミデアナヲホル

︿略﹀︑道ばたの立石にさるが
ばとうくわんぜおん

塚の前に馬頭観世音とほっ
︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

九813図説

むるも︑手の働なり︒
九797 となりでは︑董がくさって引
ひ
石碑を刻む︑文字をほる︑
きぬけないのを︑星野君が根氣よく

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし

八288図

た石が立ってるて︑︿略﹀︒

七254

三匹ほってありました︒

五368

ケヅルモノモアリマス︒

モノモアリ︑カンナデ板ヲ

四591

︽ーッ・ーリ・ール︾

ほ・る

ほって置け︑今に生きかへる︒

五808園

ほ・る ﹇放﹈︵五︶1

八288図 ︿略﹀︑のみ一ちやうにて見

ほりもの

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし
むるも︑手の働なり︒
ほりょ
ほりょ ﹇捕虜﹈︵名︶1 捕虜
ほりょ

九374図 後日レマン詰軍が捕虜とし

掘割﹇▽ク

てエンミッヒ將軍の前に引出されし
﹇掘割﹈︵名︶13

時︑︿略﹀︒

ほりわり

レプラほりわり
︿略﹀︑ 平 か な 掘 割 を 造 っ て ︑

太平・大西雨洋の水を通はせること

十316

は到底出監ぬ事であった︒

十326此の湖へ爾方の海から掘割が
通じてある︒

十327 所で︑此の高い湖と低い掘割
を何の仕掛もなしに連結すれば︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘

割へ落込んで︑とても船を通すこと

十3210

ほろぼしたまう一ほんとう

570

しかば︑︿略﹀︒

落々の實地を調べ︑本もあらはし︑

讃返してみるうちに︑︿略﹀︒

そんな風でしたから︑ぼん

の道ぶしんなどは︑何時も二日は

十142園

其の本については︑後に又言聞かせ

か＼つたものでした︒

本や帳面はどうしていら

つしゃいますか︒

十一1510園

送り下され︑誠に有難く存じ候︒

解されず︑︿略﹀︒

七柵8團

本日

去る三日にお差出しの縞物

ほんじつ ﹇本日﹈︵名︶2

本日突然上田君に出會

三十反︑本日無事に着きました︒

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

十二佃10圏団

く承り申候庭︑︿略﹀︒

打ってか＼つた︒

︿略V︑本棚に並んでみる雑

ほんだな ﹇本棚﹈︵名︶1

ろう
︿略﹀︑給馬堂の前を通って棲

ほんでん ﹇本殿﹈︵名︶2 本殿

た︒

誌の間へそれみ＼お入れになりまし

十一168

本棚

玄の本陣に切りこみ︑︿略﹀︑信玄に

七447謙信は馬に一むちくれて︑信

︿略﹀︑尾野路山の本螢にほんじん ﹇本陣﹈︵名︶1 本陣

してうかゴはしむるに︑︿略V︒

急報すれば︑盛政直に物見の兵を出

十一262図

九棚9圏国昨日は美しきお話の本御 ほんえい ﹇本営﹈︵名︶1 本殿

るが︑︿略﹀︒

ものは︑大てい此所に持ってるる︒

十9810図画宋亡びぬ︒御身の忠義を 出労るだけは骨折つたつもりである︒ ぼん ﹇盆﹈﹇▽おぼん︒たばこぼん
九257園此の方々のお書きになったぼん ﹇盆﹈︵名︶1 ぼん
蓋くすべき所なし︒

かつさ

︽ーヒ︾

ほろぼしたま・う﹇翠煙﹈︵四︶1亡
し給ふ
さみ
が

するが
九910図 駿河の賊を亡し給ひし後︑

ほろぼす

相模の國より上絡の國へこえんとて︑

︿略﹀︒

﹇滅﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 2

︽ーサ・ーシ︾

ほろぼ・す
賦す

﹇本国﹈︵名︶3

ほんがんじ
ほんごく

本國

私は學校で習ふ本でさへ ほんがんじ ﹇▽にしほんがんじ・ひがし

時々見失って︑大さわぎをすること

ほうでう

いくさを起して︑賊臣北條をほろぼ
があります︒

七202 ︿略﹀︑義貞今天皇の御ために 十一165
さうとしてるます︒

彼が探検船ビーグル號に乗
込んで意氣揚々と本島を出軍したの

く略V︑さつき御出かけの 留置ー25

途中﹃何か珍しい本はないか︒﹄と︑

十一719園

がたく︑︿略﹀︑再び呉と職ひて遂に

十鵬9図 ︿略﹀︑勾下着のうらみ忘れ

は︑二十三歳の時である︒

本字

本質

本土の西︑近く九州と相

﹇本土﹈︵名︶2 本土

五985

シユテンドウジハホンタウ

熊が來て︑からだ中かぎまは

テヤリマシタ︒

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ

二752

ほんたう

ほんとう ﹇本当﹈︵名︶5 ホンタウ

望む虜︑紀淡海峡となり︑︿略﹀︒

きたん

十﹇324図淡路島の東端︑本土と相

けふ
接せんとする虚︑下關海峡あり︒
あはち

十一321図

ほんど

さ實に八十尺に及ぶ︒

以て世に知られ︑本殿の如き其の高

十二了8図星の社は規模の大なるを

門をくゴると︑本殿の前に出る︒

かくて世界の各地をめぐつ 十佃2

しかしフランス王は︿略﹀︑

本旨

本四にともなひ鋸って約束の如く自

十二709

ら五年の後である︒

て︑︿略﹀言振に鋸つたのはそれか

︿略﹀︑リンカーンは十歳頃 十一一128

御立寄り下さいました︒

なかった︒

心は少しも攣らなかった︒

十一986

︿略﹀︑本を讃みたいといふ

までは本を讃むことなどは殆ど出來

十一962

之を亡しぬ︒

ほろほろ ︵感︶1 ほろく
十305図圏 影のごと︑人去り 人民

本﹇▽いくひゃっ

る大路︑ ほろくと聞ゆる 笛の
﹇本﹈︵名︶ 1 4

音いっこ︒
ほん

﹇本旨﹈︵名︶1

分の后とした︒

︿略﹀人々は常に自治制の

﹇本字﹈︵名︶1

嚢信人は自己の居所氏名を成
﹇本質﹈︵名︶1

︿略V︑共同生活の意義が明
らかでなく︑随って商業の本質が理

十二246

ほんしつ

へく本字にて仁心に記すこと

七島図

ほんじ

進ずることを心掛けねばならない︒

本旨を辮へ︑︿略﹀團艦の福利を増

十一描3

ほんし

さうして其の本の内容がす

つかりわかってしまふまでは何度で

十一9810

ん︒ごろっぽん・さんぼん・しずがた

も讃む︒

ぼん︒いっぼん・いっぽんばし・ごほ
けのしちほんやり・しちはちほん・し

十一㎜2

︿略﹀︒

十一㎜8

リンカーンは其の本をてい

ねいに乾かして︑其の後何度もく

十一柵9

カーンにやった︒

︿略﹀︑さうして本は其のま＼リン

其の人は別にとがめもせず︑

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

壁のすき間をもつた雨のた

ちほんやり・しほん・じゅうすうまん
ぼん・なんぼん・にほん・ふるほんや

二627私ノ目ハ︿略V︒コレデ
本ノ中ノジモ︑エモ︑︿略V
見ルノデス︒
五321圃 本のおさらひすました後は
枝につるしたぶらんこ遊︒

九235園 そこで此の父も︑︿略﹀︑

571
ほんとうに一ほんりゅう

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃるが︑ほんた

北風は外の軍馬と一所に︑︿略﹀︑列

﹇本箱﹈︵名︶1

︵名︶3

ポンプ

本箱

本道を通ります︒

三386園それではぼくは左の

三393それでとほい本道をまは

つた小二郎の方が︑正一より

もかへってさきにつきました︒

﹇本文﹈︵名︶1 本文

ぐ賛成した︒

ほんもん

ぼんや

に知らする必要あるときは此上又は

ハシゴノアトカラマトヒ 七 図図 爽信人の居所氏名を受信人

ボンヤリ

ガイキマス︒マトヒノアトカ

しよう

あまりけしきがよいので︑

︵副︶4

本文の終へ片子名にて記すこと

室の中には︑大きなポンプが ぼんやり

三837

り

ポンプ室

本

︿略﹀︑うねくと諄く岡が

ぼんやりいろくの事を考

雨水ノ流レル道ハ地染ニカイ

武川ヲ見ルヤウデス︒本流ガアリマ

五517

﹇本流﹈︵名︶1 本流
チ ヅ

四方にたゴよって︑︿略﹀︒

へてみるうちに︑いっか夕方の色が

十一411

雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒

十一357

木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト
シテ居ルコトガアリマス︒

四358︿略﹀︑森や林ノヒクイ

めてゐました︒

れふしがぼんやりと海をなが

⁝幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

これは炭坑内の地下水を坑外

︵名︶2

を備へ附けてみる庭は︑︿略﹀︒

へ汲出す爲で︑こんな大きなポンプ

十815

ます︒

十811

ラポンプガイキマス︒

一336

ポンプ

び出されました︒

四414︿略V︑そこへ火ばちや机十931囹 ﹁本道は遠いから近道を通
らう︒﹂と正雄が言ふと︑良一はす
や本箱やいろいろな物がはこ

ほんばこ

い︒明日は晴かも知れない︒

あ︑西の空がほんのり明る

しましたが︑ほんたうの死人だと思

ねぢは︑﹁自分もほんた

うに役に立ってるるのだ︒﹂と心か

十一一605園

ら満足した︒

本人

ポンプしつ

十二6610園私はもう何よりも︑どん

﹇本人﹈︵名︶1

十一413

を正して並んだ︒

みる者は︑︿略﹀︑決して私心をもた

本當に自治の精神に富んで

うにさうだ︒

ないのである︒

十一価6

つたのでせう︑︿略﹀︒

ト信ジテヰル二二投票スルノガ︑ホ

九槻5囹 ︿略﹀︑メイく自分ノ適當
ンタウノ選墨トイフモノダ︒

ホンタウ

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

人の言ふことに照して 十二382園 ほんたうに一度でもよい

﹃い＼え︒﹄と言切るには︑ほんたう

十955囹
の勇氣がいる︒

十二695園父上︑私は唯ほんたうの
﹇本当﹈︵副︶13

事を申し上げてみるのでございます︒

ニ ほんたうに 本旨に

な寳よりも一ほんたうに自分の命

ほんとうに

よりも父上を大事と存じます︒

私も姉上と同じ心で︑

だんく市場に近づくと︑

﹇本通﹈︵名︶1

る通りをおっしゃいました︒
ほんどおり

ほんにん

本通も横町も音素でいっぱいです︒

十169団

本通

1ほんたうに姉上は私の思ってゐ

十一一676園

六12囹 今年はほんたうにほう年だ︒
今の分では去年より七八俵よけいに
取れさうだ︒

九214 ︿略﹀︑コノヤウニイロくフ
シギナ事ガアル︒ホンタウニ面白イ
デハナイカ︒

ね︒﹂

九531囹 ﹁ほんたうにえらい人です

坑道を少し行って︑ポンプ室
の前に出ました︒

十8010

﹇本町通﹈︵名︶2

ポンプ室を出てから小道へは
いりました︒

十818

ほんまちどおり

ろ

二荒の山もと

ふたら

ほん

木深き庭︑

大谷の奔流 岩打つほとり︑︿略﹀︒

だいや

十棚1図圏

南大門通から本町通・鍾 ス︒支流ガアリマス︒
ほん
ほんりゅう ﹇奔流﹈︵名︶1 奔流
﹇本道﹈︵名︶3

番にぎやかな庭です︒
ほんみち

本道

路通にかけての一帯が︑京城での一

十746国

ほどです︒

うで︑りはつ店などはまぶしい

四276本町通は夜もひるのやほんりゅう

此の爲替はほんのわっかで 町通

﹇本﹈︵連体︶2

です︒

ほんの

下さい︒

父が今年八十八になりまし

すが︑何か好きな物を買って上げて

八471団

ほんの

何よりも︑本人の行がたしかな保謹

九532園 ﹁いや︑これから先があの 十悩4囹 りっぱな人の紹介状よりも︑
人のほんたうにえ ら い 所 だ ︒ ﹂

九581園 ﹁正一も大分役に立つやう
になったなあ︒﹂︿略﹀父がふり向く
と︑母も︿略﹀︑﹁ほんたうにさうで
すね︒

八佃6団

たので︑︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

ほんのり
東の空がほんのりと白む頃︑

︵副︶2

を致したいと存じます︒

ほんのり

九9210園 僕今夜はいろくの事をお
︿略﹀︑は へ の や う な 轟 が 二 匹 ︑

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒
十佃2

底の水の中で︑動けなくなってみる︒
ほんたうに不思議な草だ︒

十︸4010おとうさんは︑よく九悩1

ほんれき一まい

572

七673園人夫は其の男のたもとをお まいとも︒しひゃくごじゅうまい︒

じゆうにまい・じゅうまい・にまい・

二かさね目のせいろうから︑

はちまい・ひゃくまい・ろくまい

八534

さへて︑﹁まあ︑お待ちなさい︒落

マア︑キレイデスコト︒

まんぐう

おれいにまひをまひま

つるがをか

ひめ

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

みなもとのよりとも

した︒

一番二番三番と︑十二番の舞

日本一の出來︒

人をしのびつ＼︒

つのをだまきくりかへし

十一一268図團

かへしし

若宮堂の舞の袖︑

し

六536園さてく︑此のたびの舞は

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

六527

此の時には頼朝もおもしろく

め立てたのは五番目の舞でございま

あなたはどういふ 六526 ︿略﹀︑其の中でことに人のほ

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

六524

めました︒

を奉納する事になって︑舞姫をあっ

ほうなふ

六508

せう︒

三878園

いませ︒

三875園 そのかはりに天人の
まひといふものをお見せ下さ

八539園其の時にいさんが﹁私にもまい ﹇舞﹈︵名︶8 まひ 舞

した物は︒﹂

ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

てるる手などは︑何時の間にかつめ

りゃくほんれき
暦を見るがよい︒かういふやうに︑

つかせてみて下さい︒﹂といひ出す
と︑︿略﹀︑おばあさんは﹁まあ︑つ

︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑

力藏さん︑まあ︑一服やつ

銀行はお金を預ける庭です

︿略﹀演奏會へ行ってみ

コ賠

曲ひかせていたゴきませう︒

だいとかいふお話でしたね︒まあ一

十二403囹

か︒﹂﹁まあ︑さうだね︒﹂

十512園

てから始めなさい︒

十405園

九9710

きました︒

十182国
︿略﹀︑何時の間にか︑地下九

く略V銃火をあびせかけ

十二429園

御方でございますか︒﹂﹁まあ待って
下さい︒﹂

四851園

まあ︑かはいさうに︒おと

よいお天きだらう︒
十259園

うさん︑早く助けに行きませう︒

にいさん︑まあ何といふ
よい曲なんでせう︒

十二381園

まあ︑此のお

まい

まい

﹇枚﹈﹇▽いちまい︒くまい︒さん

﹇米﹈﹇▽がいこくまい

︒

なじことでせう︒﹂﹁まあ︑いって

髄であのひどい嵐の中を

十一一7310園︿略﹀︑

い﹂ねぢ︒﹂

︿略﹀︑もしこれをいそこ
なったら︑生きては居まいとか

外に村のさかえる工夫はあるまいと

五701 ︿略﹀︑さうでもしなければ︑

くごをきめて︑︿略﹀︒

四653

十二558園女の子はく略Vかの小さ 一一274園 ︿略﹀︑ナニカヨイクフ
ウハアルマイカ︒
なねぢを見附けて︑﹁まあ︑かは

まい ︵助動︶25 マイ まい ︽マイ︾

三825園今日はまあ︑何といふ

︿略﹀︑此の邊では太材を まあ︵感︶6マアまあ

こんなに間をおいてよい

一軍今や崩れんとす︒

十﹁371園

れて︑

たれば︑敵は見る間にばたくと倒

十一2810図

百尺の坑底に着きました︒

十804

るといふので︑︿略﹀︒

まだせりが始るのに間があ

いてみるがよい︒﹂とおっしゃった︒

たくなってしまひます︒

マ

マとコ︑ユとエ︑レとン︑

ま

くれる大切なものだ︒

一

図図
︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

間﹇▽あいま・いた

山の上に居るやうな氣持になって聞

暦はわたしたちに日日の事を教へて

十一917園もつとくはしいことは本 九957園 眞夏の日中でも︑杖を握つ

ほんれき ﹇本暦﹈︵名︶1 本暦﹇▽

ま

七
し
﹇間﹈︵名︶16
のですか︒

ま

のま・おおひろま︒おくのま︒きゃく
十一375園

︿略﹀︑何時の間にか年を

︿略﹀︑何時の間にか好きな

王は︿略﹀︑とある小屋に

まあ

う獲狂してみた︒

一夜を明かしたが︑何時の間にかも

十二727

博物學の研究が主となってしまった︒

十ニー14

とってしまって︑︿略﹀︒

十︻755園

て植ゑるのだ︒

取る方が利益だから︑かう間をおい

ま・すきま・たえま︒たにま・ちやの
ま・つぎのま・どま・なみま・ねま・
はざま︒はれま・ひるま・みま

五981 一人はもうにげる間がないの
で︑地にたふれて︑死んだふりをし
てるました︒

六964 すると正成は︑何時の間に用
意して置いたか︑たくさんなたいま
つを出して︑︿略﹀︒

︵副︶7

それではあしのゆび

ごらん︒﹂

のなをしってゐますか︒﹂﹁お

三165園

まあ

七155 潮がだんだんさして曾て︑何
時の間にか洲が見えなくなった︒

て︑︿略﹀︒

八237 四十齢年はいつの間にか過ぎ

りねこんでしまひました︒

八389 ︿略﹀︑何時の間にか︑ぐつす

573
まいあがる一まいにち

い ふ の で ︑ ︿ 略 ＞Q

六112園 シテミレバ銅ホド直隠立ツ
物ハアリマスマイ︒

六675園 こまかな人だ︒これではと
︿略﹀︑たとひとんで行って

て も 義 椙 ⁝ は し てくれまい︒

七689園

見た所で︑もうあるまいとは思ひま
したが︑︿略﹀︒

七718園︿略﹀︑此の金をあなたにさ

十547

此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀

使者の役目を務めると聞いては︑誰
でも驚かない者はあるまい︒

︿略﹀を見たならば︑何人も

其のかしこさと勇ましさに感心しな

十593
い者はあるまい︒

とても明るいうちに山本ま

ではお着きになれますまい︒

十624園

はと

﹇毎朝﹈︵名︶5

敷羽の鳩︒

まいあさ

毎朝

︐まいとし ﹇▽まいねん

まいにち ﹇毎日﹈︵名︶28 マイ日 毎

ワタクシハマイ日ミヨチ

二257

トンテンカン︑トンテンカン 日

ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

七498

をしたり︑︿略﹀︒

く略V︑毎日いろいろなごちそう

二打ツツチノ音が聞エマシタ︒

毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰

ヤンノオモリヲシテアゲマス︒
三428 りゅうぐうのおとひめは

七765

か居るか︒﹂と呼ぶと︑いつも藤吉
郎が眞先に出て來た︒

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

十631園此の大雪︑まだ遠くは行か 九551囹︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑ 三572 それからは一しやうけん
めいになって︑毎日字をならひ
れまい︒

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

舞見

︿略V︑大ゼイノ大工サン

し上げましても︑おしかりになるこ

九633

居マス︒

ました︒

喜んで︑それからは毎日其の

郵便物をあつめる人は︑毎日

此の停車場から︑毎日七八千

九73圏

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

殊に毎日のやうに降るには

に見てみるが︑︿略﹀︒

八295

でお話を聞いたり致しました︒

此の學校へ通って︑︿略﹀︑此の講堂

七525園私も子どもの時には︑毎日

人つつの人が乗降りします︒

五二2

明けて持って行きます︒

きまった時刻に來て︑私のおなかを

五923

る方も四五人はあります︒

毎日かならず新聞を入れに來

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ

五546

シマフノデセウ︒

カウ毎日降ル雨ハドウナツテ

ガ毎日其ノ中デ仕事ヲシテ

四583

ました︒

十︸687

しかし火の利用法は︑決し

とはあるまいと思ひます︒

雨戸をくるのとかはりはないが︑

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

︿略﹀︒

てこれで完成したといふわけではあ

それについて何か御注意

十一5210

﹇舞見物﹈︵名︶1

に起きて︑受持の木に此の切付をし
て廻る︒

まいけんぶつ

眞

奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑ 五912

﹇真一文字﹈︵名︶3

義貞は之を見て︑﹁ものども

味方は其の正面から眞一文字
れふ
ふと向ふを見ると︑銃猟に
眞一文字にこちらへかけて來る︒

出たらしいりつばな騎馬の人たちが︑

十一㎜10

に進んで行く︒

九柳3

字に鎌倉さして攻めこみました︒

進め︒﹂と︑其の遠干がたを眞一文

七218

一文字

まいちもんじ

まりました︒

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

六522

物

ゴム園の人は毎朝暗いうち 五505

るまい︒

十一749園

下さることはございますまいか︒

まぐろを取る方法はいろ

くあるが︑だいぼう網で取るほど

十二767

もう人にはたよるまい︒

勇壮なものはあるまい︒
十一一941園

︿略﹀︑出国る限り早く之を

自分一人目修行をしよう︒
十一一搦4

一掃することは我々の務ではあるま
いか︒

日本人ほどあっさりした色
や味はひを好むものはあるまい︒

十二慨2

まひ
︽ーッ・ール︾

﹇舞上﹈︵四・五︶2
上る 舞上る

赤い扇はかなめのきは
つて︑︿略﹀︒

をいきられて︑空に高くまひ上

四667

まいあが・る

七926園よいあんばいだ︒此のもや
うなら︑今日は大したことはあるま
い︒

︿略﹀︑石田と中直りをしなけ

たいかふ

七986

れば太閤の御きげんは直るまいと申
しました︒

七佃8園 今天下に此の石田を知らぬ
者はあるまい︒

ら︑いつれ又改めてやり直しをして

八121園 相手の信作があの通りだか
もらはなければなるまい︒

八紘3 たとひ休まず働いても︑一人
で一日に一包は造れまい︒

八白4 かりに造れたとしても︑それ
を十鏡ぐらゐで経ってはまうかるま
い︒

の命は︑とても仕事の出來上るまで

九244園 しかし此の分では︑わたし
もつまいと思ふ︒

十265園

︿略﹀︑紅白の紙片花ふゴき
の如くに散る中を︑羽音高く舞上る

命を捨ててか＼ったら︑救 十伽9図
へないことはありますまい︒

まいねん一まいる

574

か雨が︑︿略﹀︒

九136図 毎日世話し居ることとてい
つれの鶏も皆かは ゆ き 中 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九2310園︿略﹀︑あの毎日見舞に來て
此の山中へ來たのである︒

くれる門人たちに 頼 ま れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

九516園 ︿略﹀近在の小費店へ︑毎

十一975

まいひめ

まんぐう

ひめ
﹇舞姫﹈︵名︶5 舞姫
つるがをか

ひめ

︿略﹀︑三人でお宮へまみ

おきよ︑すけつね︒曽我

はじめて東京見物に來て︑此

第一に宮城をさしてまみります︒

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

五撹8

にまみります︒

たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

五98園もう此の子一人になりまし

兄弟がまみつた︒

四958園

りました︒

舞姫 四18

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

めました︒

を奉納する事になって︑舞姫をあっ

六511

みなもとのよりとも
ほうなふ

︿略﹀︑毎日毎日元氣よく通

漏した︒
こんなところで毎日働いて

みる人たちは︑どんなにつらいこと

十一槻4

︿略﹀︑かほも美しく︑すがた

舞姫にきめました︒

も上品に見えましたので︑さっそく

六517

︿略﹀︑毎日きめた時間割通

であらうと思った︒
十ニー35
りに仕事を進めて︑︿略V︒

萬じゅは當年やうやく十三︑

十二悩10．︿略﹀岩山に︑毎日々々根

舞姫の中では一番年わかでございま

六521

日々々︑降っても照っても︑おろし
氣よくのみを振るって︑鯨念なく穴

橋ノタモトニ人力車ガーダ

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑

︿略﹀︑午後外宮へ参り︑今

潮干狩に参りました︒

七162國昨日く略V︑うち中の者が

日内宮へ参った︒

六梱6団

午後外宮へ参り︑今日内宮へ参った︒

六脳6國昨日正午にこちらへ着いて︑

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

六576

マセウ︒﹂ト言ツタ︒

イアツテ︑車夫ガ﹁ダンナ︑マヰリ

其の五番目の舞姫といふのは︑六324園

に歩き廻ったもの だ さ う だ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ます︒

六633

さうして其の明くる年の春︑

かの萬じゅの姫であったのでござい

︐六528

した︒

︿略﹀︑毎日年々︑降っても

︿略﹀︑毎日着々根氣よくの

みを振るって︑︿略﹀︒

十一一悩10

を掘ってみる僧があった︒

九516園

照っても︑おろしに歩き廻ったもの
ださうだが︑︿略﹀︒

をうち

舞姫に出ることになったのでござい

やまた

私どもにはもと娘が八人ご

ます︒
参らす

さらば謝恩の爲に何か

﹇参﹈︵下二︶1

ざいました︒それを由岐の大蛇が來

まいら・す

十一458図園

︽ース︾

︿略﹀︑それをしまって置かせ

て︑毎年一人つつたべました︒

五94園

九779 これこそ僕たちが︑一週間も まいねん ﹇毎年﹈︵名︶4 毎年
前から︑毎日面々待ってるた命令だ
つ た の で ︑ ︿ 略 V︒

八235

を一つづつ供へさせました︒

て︑其の後のお祭には︑毎年其の首

︵名︶1

哩←きゅうひゃくは

かういって︑さっさと三って

参ります︒

七737

ました︒

出來ませんので︑引つかへして参り

参り 七692園く略V︑此のま＼錦ることも

二週間ばかり前より南

﹇参事﹈︵ラ変︶1

﹇▽おてらまいり・はかまいり

垂がきて参らすべし︒
まいり

毎年春の初か冬の半ばにす

︽1︵リ︶︾

まいりお・り

る枝打は︑面白いものだ︒

十﹁387

居

マイル

方のサンパウロ市に参り居候︒

十一価9國団

おとうさんが毎年潮干狩
にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

十一9010園

知るのだ︒
﹇舞始﹈︵下一︶1ま
︽ーメ︾

七775園

いつもより早いのに︑よく

いつも人より一時前に参つ

参って居った︒

七774園

渡って︑人夫の家へ参りました︒

ちじゅうマイル・ごじゅうマイルあま 七741 かの男は︿略﹀︑人夫の後に
ついて來ましたが︑とうく又川を

ま
︽iッ・ーリ・ール・ーレ︾

マヰル

り︒しひゃくごじゅうろくマイル・し

哩

マイルあまり・はちマイル

参る

﹇参﹈︵四・五︶34

十34図
みる

まい・る

れふしがはごろもをかへ
まひはじめました︒

しますと︑天人はそれを着て︑

三896

ひはじめる

まいはじ・める

九779 ︿略﹀︑毎日国々待ってるた命
令だつたので︑︿ 略 V ︒

さんと︑朝早くから行って︑夕方お

十382 父は毎日︑兄や木びきの力藏
そくまで働いてみる︒

十462 毎日焼いてはくだき︑焼いて

︿略 ﹀ ︑ 遠 足 好 き の 君 な ら ︑

はくだきして︑歎息する彼の檬子は︑
︿略﹀︒

十778団

毎日何虜へか出かけたくてたまらな
いだらうと思ひました︒

もなく︑毎日遊び暮して既に敷年を

十一447図︿略﹀︑何一つ壷がくこと
纒たり︒

毎晩費上高の勘定を致
す時など︑︿略﹀︒

十二捌4圏団

十一974 學校は四哩饒りも離れてゐ まいばん ﹇毎晩﹈︵名︶1 毎晩
かん
たが︑路の遠いのは少しもいとはず︑

毎日毎日元氣よく通學した︒

575
まう一まえ

て居ります︒

参りました︒

當地に参りて以來︑一

主人の使などにまみる

三903

︿略﹀︑天人はまひながら

松原の上をだんだん高く上つ
て︑︿略﹀︒

四605風が吹クト︑カンナクヅ

眞上

前←いち

四177 白ウサギハスグ海ノ水
ヲアビマシタガ︑前ヨリモカ

ヘツテイタクナツテ︑︿略﹀︒

四四2前の畠の柿の木は︑

今オキクトオヒナ様ノ

︿略﹀︑二三日たつと︑前から

五223

美しいびらで︑一月も前から

の友だちのやうになりました︒

五52

前ニスワツテナガメテ居マス︒

四847

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒
ガ小屋中マツテアルキマス
六527 此の時には頼朝もおもしろく 四772 此の間さびしいおさう式
が私の前を通りました︒
﹇真上﹈︵名︶1

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

まうえ

マへ

上の所にあるのが北極星でせう︒

九8810園あ﹂︑あの一番高い杉の眞
﹇前﹈︵名︶8一

廣広してるた島屋の面責出しは︑い

にんまえ・いっときまえ・えきまえ・
おひるまえ・おまえ・おまえさま・お

其の齢の事は拙者の一存

よく今日からはじまりました︒

十一一㎜10囹

まえたち・おんまえ・ごふんまえ・さ

今ソノミセノマヘ

ニ

ミガマヘヘデテイヒマシタ︒
三504

車ガトマリマシタ︒

ニ

三578チヤウド私ノ目ノ前デ
トマツテ︑カラヲヌギハジメマ
シタ︒

小ぞうさんたちは︑土ざうか

庭さきのもみちの木は︑前の

五298圏

時計屋の前に電車の停留場が

うちの前には小川が流れ︑

此所を出て︑となり村の學校

︿略﹀︑あの家にはよい事が

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

ヰン

ケハジメタ︒

六331

た︒

つゴいて︑身代は前よりもよくなつ

五782

の前へ行くと︑︿略﹀︒

五384

あります︒

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒
ていりう

五345

川に美しいかげをうつしてゐます︒

五284

來て︑お客の前につみ上げます︒

らいろくな反物や帯地をかついで

五248

うにあつまってゐました︒

島屋の前には︑人が黒山のや

にはまるりませぬから︑追っての沙

え︒じゅうねんまえ・じんぐうまえて

はっぴやくねんまえ・はんにんまえ︒

風にまひ︑︿略﹀︒

五227
んびやくねんまえ︒しだいまえ・じゅ

いりゅうば︒たしまえ・てまえ・にさ

ういちじまえ・じゅうごろくねんま

汰をお待ち下さい︒

重重をもむのみにて︑︿略V︒

︿略﹀︒参りし當座は何事もわからず︑ まえ

十一一伽9圏圏私の勤め居り候家は

途中︑小学校の前を通りては︑︿略﹀︒

十二伽5國国

しとは存じながら︑︿略﹀︒

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた

十二冊5生塗

ていった︒﹁参りませう︒﹂

ませうか︒﹂きやうだいは口を揃へ

ふしみ
七979 清正は朝鮮を立って︑伏見へ 十一一嘱10囹 ﹁先生︑又お出で下さい
参りました︒

七槌3園 秀吉が之を聞いて︑﹁さて

く︑早く参った︒﹂と心の中で喜
びました︒

て参りました︒

七佃1 間もなく石田三成が城に登つ

り︑﹁︿略﹀︒﹂な ど と の 廣 言 ︒

七去9園明國の使者︑某の陣中に参

れ︒

八166園長四郎︑雀の子を取って参

雀の子がほしくて参りまし

八174囹 何しに此所へ参った︒
八175．囹
た︒

ふ

ひゃくじゅうよねんまえ・ひゃくにさ

いやいや︑おかへし申した

おれいにまひをまひま 一一28一 ソノトキーピキノ子ネズ

え

まえ・やくひゃくねんまえ・よあけま

んじゅうねんまえ・ひゃくねんあまり

テ︑︿略﹀︒

りませう︒

ら︑まはずに空へお上りにな

三885囹

せう︒

三878園

ヒラヒラトマヒ︑︿略﹀︒

三15テフテフハ花カラ花へ

レカラデス︒

二686テフテフガマフノモコ

え・にひやくすうじゅうねんまえ・

んにちまえ・にせんごひゃくねんま

二235圏 ドコカラキタノカ︑
トンデキタ木ノハ︑ヒラヒラ
マツテキテ︑ イケノ上巳オチ

︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

八406 下役の者が石地藏に荒縄を掛ま・う﹇舞﹈︵五︶9マフまふ舞
けて︑車に積んで参ります︒

八433 三日の間に一同は白木綿を一
反つつ持って参りました︒

八846園 それではちよつと行って参
ります︒

八857園 ちよつととよにあひたくて
参りました︒

十717園其の時の言葉にたがはず︑
︿略﹀︑或は仰に從ひ︑

眞先かけて参ったは感心の至り︒
十一4310立国

其の中御地へ参り候やもはかり難く
候︒

十一期1國団 ブラジルは何虜へ参り
ても果なき原野と森林とに候︒

ですが︑面白さについつり込まれて

十二396園御免下さい︒私は音樂家 三898はごろもの袖はかるく

まえ一まえ

576

六395売価螢後はじめて此の前の日
曜日に外出をゆるされた︒

﹁︿略﹀︒﹂

六997翻 あの子がいくさに行く時に︑
學校の前でふりかへり︑

て人の首を取らぬとちかひました︒

かまはく略﹀︑前には三尺に

一尺程のかま日を造り︑後の方に煙

八308
出の口を明けるのである︒
︿略﹀︑今から千何百年も前か

ら栽培することになったのだとった

八328

へてゐます︒

六価5圏 御門の前でうやうやしく 拝

禮してから︑神殿の御もやうを辞し
呉服屋の手代が︑大きなふろ

た︒

八388
しきつつみを石地藏の前におろして

七248 ︿略﹀むすごが一人あるのだ
休みましたが︑︿略﹀︒

行き

さうだがずっと前から南アメリカへ
ばと う く わ ん ぜ お ん

老婆の前を右左︑

︿略﹀︑町は大方こはれたの

つばになってゐます︒
ゑ

ですが︑今では前よりもかへってり

八665国

かふ男女多けれど︑︿略﹀︒

八559図圏

行ってみるといふことだ︒

七253 塚の前に馬頭観世音とほっ
ばと う く わ ん ぜ お ん

た 石 が 立 っ て る て︑︿略﹀︒

七254 塚の前に馬頭観世音とほっ
た石が立ってるて︑其の前に時時新
しい馬のくつが上ってみる︒

物置の前なるあき箱より︑

から
し曳みの殼を取出し︑︿略﹀︒

九1310図

前に來る︒

七397團 十日ばかり前に︑︿略﹀修 九128図 妹は餌鳥を持ちて︑とやの
︿略﹀ ︑ 見 送 人 を お し 分 け て ︑

學 旅 行 に 行 っ て ︑︿略﹀︒

七414

前へ出るおばあさんがある︒

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

しもつけ

七776園 ﹁いつも人より一時前に参 九2710 これは今から百三十年ばかり
つて居ります︒﹂＝時も前に︒﹂と

後日レマン將軍が捕虜とし

ほりょ

︿略V︑此の前來た時の事を考

起つた事で︑︿略﹀︒

時︑︿略﹀︒

九529園

正一の家でも︑親子三人︑庭
つてみる︒

にすゑた打皇の前に並んで︑萎を打

九568

とは前から友だちだったので︑︿略﹀︒

うちのおちいさんはあの人

てエンミッヒ將軍の前に引出されし

九375図

へながら︑︿略﹀︒

九3410

いって信長は驚いた︒

八84 二番太鼓の﹁並べ﹂のあひつ
に︑五人の騎手は打連れて︑三殿の
そばの大きな立石の前に並んだ︒

八227 呉鳳は今から二百年程前の人
で︑亜里山の役人でした︒

八233 ちやうど蕃人が︑其の前の年
に取った首が四十飴ありましたので︑
︿略﹀︒

まつって︑其の前で︑此の後は決し

八262 さて蕃人どもは︑呉鳳を神に

九576
わら

後の山がだんだん低くなるに

これこそ僕たちが︑一週間も

つれて︑前の変位の山が見るく高
くなる︒

九778

前から︑毎日々々待ってるた命令だ

今朝遠足にとく起きて︑

つたので︑︿略﹀︒

九842図韻

石屋の前を通りしに︑︿略V︒

前と同じ方法で︑船はもう一

頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

十144下裳さんの前に立つと︑其の

十341

今度は前と反封に︑順次に三

段高く浮上り︑︿略﹀︒

其の夜喜三右衛門は窯の前を

段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十357

十484

柿右衛門は今から三百年ばか

離れないで︑︿略﹀︒

此の停車場を出て大通を東

坑道を少し行って︑ポンプ室

其のうちに馬屋の前に出まし

馬屋の前を通ってだんく奥

今から四百年豊前の事ださ

太郎は前から父に︑﹁︿略﹀︒﹂

ろう
︿略﹀︑正直堂の前を通って槙

ろう
︿略﹀︑糟馬堂の前を通って棲

前︑先づ着物のほこりを彿ひ︑︿略﹀︒

十捌10園あの青年が私の室にはいる

門をくゴると︑本殿の前に出る︒

十佃3

門をくゴると︑︿略﹀︒

十佃2

︿略﹀︒

と固く禁ぜられてるたのであるが︑

十934

うです︒

十847囹

深く進むと︑︿略﹀︒

十829

た︒

十825

の前に出ました︒

十8010

の前へ出ます︒

北に進むと︑二町ばかりで大きな門

十738団

り前︑肥前の有田にみた陶工である︒

私も飴程前に讃んだのです 十497

︿略﹀︑岡田さんは目の前に見

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

九9010園
んがね︒

九978

てるるやうな様子で説明なさるので︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

此の前まだ少し早いと言って残して

九999

︿略﹀︑北風は外の軍馬と一所

置いたのが︑︿略﹀︒

九悩2

に︑露螢のテントの前に︑列を正し
て並んだ︒

十19図左に折れて第二の鳥居を過

せい
拝殿の前に進みで整列し︑

ぎ︑又右に折れて第三の鳥居の前に
出づ︒

十22図

此所を出でて奮御苑に入り︑

謹みて拝し奉る︒

十46図

木立の間の細道をたどれば︑程なく
かくうんてい

小さき建物の前に出づ︒

前には横長き池をひかへ︑︿略﹀︒

十47図名を隔雲亭といふ由なり︒

孔子は他人を正す前に先

づおのれを正し︑近きより遠きに及

高橋さんは︑すぐ前に居る順 十一76図
太郎君を見て︑﹁︿略﹀︒﹂

十1210

577
まえあし一まきなおす

すを以て其の主義としたり︒

て︑象の前足にだきついて見せた︒

前がき

︿略﹀︑信作の馬はつまついて︑
﹇繋累﹈︵名︶1

前足を折った︒

八97
まえがき

馬はどれも皆張りきって︑く

﹇前垂﹈︵名︶1

前だれ

つわをかんだり︑前がきをしたり︑

九鵬2

︿略﹀︒

まえだれ

かう言って︑又大急ぎでおば

任す

︽一

あさんの着物を着せてやりました︒

七903

﹇任﹈︵下二︶1

肩かけや前だれまで︒

まか・す
セ︾

近き慮ならば早速上り候

て御世話も致すべく候へども︑︿略﹀︑

十欄2圏囲

間奏

それも心に任せず︑︿略V︒

﹇間数﹈︵名︶1

十二934

ある年︑よりともはく略﹀︑

いそ
打返す磯波にまき込まれたか

と思へば︑︿略﹀︒

十268

︽ーマ︾

まきこ・む ﹇巻込﹈ ︵五︶1 まき込む

ふじのまきがりをいたしました︒

四933

師を求めてあちらこちらさまきがり ﹇巻狩﹈︵名︶11 まきがり

マガダ國王

まよってみるうちに︑マガダ國の首
︵名︶2

心霊舎城の附近に來た︒

かねて唱曲の徳をしたって

マガダこくおう

十二936

みたマガダ國王は︑修行を思ひ止ら

マガリ

︽ーセ︾

それにあの星は何時も眞北

まきちら︒す ﹇撒散﹈︵四︶1 まきち

ば︑︿略﹀方角を知る事が出置る︒

に居るから︑あれを見つけさへすれ

九892園

績いて繹迦はマガダ國王を まきた ﹇真北﹈︵名︶1 眞北

せようとして︑︿略﹀︒

十二971

︽ーッ︾

﹇曲﹈︵五︶一

たつねてねんごろに道を説聞かせ︑
︿略﹀︒

クネル

妹は餌をつかみて︑わざと

まきちらせば︑︿略﹀︒

少しはなれたるきりの木のあたりに

九131図

三494︿略﹀︑川ガニツオチアツ らす

︽ーッ︾

テ︑マガリクネツテ︑南ノ方へ
曲ル

しょうがくこくごとくほんまきじゅう

まき
まき

ぐ

︽ーグル︾

起らば起れ︑驚かじ︒

十一827緯圏

︿略﹀︑後の暗きやぶかげよ

へび

︽iケ︾

キツケテ︑センヲコシラヘマシタ︒

三67ーソレカラボソイ竹ヲエ
ニシテ︑ソノサキニキレヲマ

ツケル

まきつ・ける ﹇巻付﹈︵下一︶一 マキ

らだにまきつきたり︒

り大いなる蛇つと出でて︑獅子のか

七306図

︽ーキ︾

︿略﹀︑サキノ曲ツタ大キナクまきつ・く ﹇巻付﹈︵四︶1 まきつく

﹇曲﹈︵五︶1

ナガレテイキマス︒
まが・る

八481

チバシ︑︿略﹀︒

いち・じんじょうしょうがくこくごと

﹇巻﹈←うずまき・じんじょう
これで間数が七つもあるとは︑どう

五338店・客間・居間・勝手など︑ まき

まかず

まがりくね・る

十一469図 かくて次の夜は如何にと 七274 馬の高さは前足の所ではかる︒
うかゴふに︑鳶職は前の如く夜もす
が ら 寝 ね ず し て ︑︿略﹀︒

十一価8囲國 二週間ばかり前より南
方のサンパウロ市に参り居候︒

ききん

き
十︸㎜6図然るに︑此の度は近畿地
方に大飢饅起り︑人々の困苦は前の
出水の比に命ず︒

かっく︒

︿略﹀︑或小さいみすぼらし

十二59図 ︿略﹀︑先づ辞殿の前にぬ
十二375

い家の前まで來ると︑申からピヤノ
の音が聞える︒

︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二413

十二435 彼は再びピヤノの前に腰を
下した︒

十二521 三十年ばかり前までは︑此
の湖には魚類が全く居なかった︒

一進一退︑たゴ運を天にまか

も︑

﹇巻上﹈︵下一︶1
余ーゲル︾

其の人は別にとがめもせず︑ まきあ・げる

まき

巻取紙とて幅三尺六寸︑

長さ一萬六千尺飴りのものを之に取

十一一181図

りつくれば︑︿略﹀︒

ホス ︽iシ︾

象が大きな桶を鼻で頭の上へ まきなお・す ﹇巻直﹈︵五︶一 マキナ
まき上げると︑︿略﹀︒

六873

上げ

海まき上ぐるたつまきまきとりし ﹇巻取紙﹈︵名︶1 巻取紙

ほうびはのぞみにまかせて まきあ・ぐ ﹇巻上﹈ ︵下二︶1 まき上

﹇蒔﹈←たねまき・むぎまき

くほんまきじゅうに・たつまき・はち

しても思はれませんでした︒
まかせ ﹇▽ちからまかせ

十二824図 今より百二十年ばかり前︑
即 ち 文 化 五 年 の 四月に︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

願に任せて三日間畠の草をとらせ︑

十﹇欄7

せて︑二人はボートをあやつった︒

十276

取らせるであらう︒

六541園

任せる ︽ーセ︾

十二969 かつて繹迦を見捨てた彼等 まか・せる ﹇任﹈︵下一︶3 まかせる
も︑︿略﹀︑思は ず 其 の 前 に ひ ざ ま つ

エヂソンが炭素線の電燈

かざるを得なかった︒
十一一柵1園

を獲明したのは四十年ばかり前のこ
とであったが︑︿略﹀︒

主人の使などにまみる

前足

途中︑小学校の前 を 通 り て は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一伽6圓国

﹇前足﹈︵名︶3

六882 自分たち程の子どもが出て來 マガダこく ︹地名︺一 マガダ國

まえあし

まきば一まぐろあみ

578

牧場

ト︑キレガトレテヰマシタ︒又

幕

むり︒

︿略﹀︑綱を巻いてはのばし︑

︿略﹀︑綱を全いてはのばし︑

︽ーイ・tキ・ーク︾

水兵は︿略﹀ズボンと袖をま

︽ーゲ︾

︿略﹀︑耕すにも︑うねを作まくりあ・げる ﹇捲上﹈︵下↓︶1 ま

くり上げる

十一637

るにも︑種を蒔くにも︑大てい機械

九6410

まくる

←きりまくる

に甲板洗を始める︒

くり上げ︑身輕な姿となって分隊毎

と馬の力による︒

それも立春から敷へると

八十八日目で︑稻をはじめ大ていの

十一901囹

まくら

まくらぎ

﹇枕木﹈︵名︶1

まくら木

の土垂︑鐵道のまくら木等の用に供

ハヒヲマキマスト︑カレ 十二485図 ︿略﹀︑栗は︿略﹀︑家屋

木瓜花ガサイテ︑一十ンニ花

まくらも

せられ︑︿略﹀︒

﹇枕元﹈︵名︶3

まく

まぐろを取る方法はいろ

くあるが︑︿略﹀︒

十二766

先づ岸近くまぐろの寄って

濁る場所を選んで︑︿略﹀︒

十二774

の來るのを見張ってみる︒

十二781 ︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ

群をなして寄せて來たまぐ

ろは︑先づ垣網に驚き︑︿略﹀逃げ

十二783

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ

かうしてだんく網の中が

たといふ合圖をすると︑︿略﹀︒

十二791

うつ

狭められるに建って︑まぐろは水面

かぎ
漁夫は︿略﹀鈎を持ち︑狂

に渦巻を起したり︑︿略﹀︒

ひ廻るまぐろを引っかけ︑はねるは

十二795

船がまぐろで一ぽいになる

ずみを利用して船中に引上げる︒

と︑︿略﹀︒

十二799

網

十二目2

十二765

第十五課

第十五課

まぐろ網

まぐろ網

まぐろあみ ﹇鮪網﹈︹課名︺2 まぐろ

︿略﹀︑﹁心えた︒﹂と︑まくら

あんどん

もとの刀を取っておき上らう

四964

と

コンドハイクラバヒヲ まくらもと

︿略V︑其の實を取って來て︑

としました︒

燈が多きるとく略﹀︑

の光はうす暗く︑︿略﹀︒

十一999

丑Vひとまくり

らもとの壁際に置く︒
まくり

︿略V︑先づ森林を焼二って︑
其のあとに種をまくか︑︿略﹀︒

十一516

の一つと同じものだといふ︒

の砂をまいたやうに見える小さな星

十一35︿略V太陽も︑夜の空に銀 九221 まくらもとに置いてある行燈

庭先の畠の中にまきました︒

八347

セン︒

マイテモ︑スコシモ花ガサキマ

二525

ザカリニナリマシタ︒

一一496

キマシタ︒

二475 ヨイオヂイサンバソノハ 十103 王は讃終って︑そっと手紙を
ようとして身網の中へはいる︒
ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ
まくらの下へ入れた︒
十二785 其の時魚見やぐらの上で旗

く

まぐろ

︿略﹀︑父が畠を打てば自分まぐろ ﹇鮪﹈︵名︶8 まぐろ﹇▽おお

物の種をまく目安になる日だ︒

十一957

まぐさ

間口

二三十匹の馬がまぐさを食つ

﹇秣﹈︵名︶1

巻いて流れて流 十826

まぐさ

山もとgうに引潮たぎり︑ は種をまくといふ風に︿略﹀︒
︿略﹀︑

﹇間口﹈︵名︶1

てるます︒

まぐち

赤れんぐわの三階造で︑間口
が百八十四間もあります︒

就いて流れて流 五佃6

空にとびたつ︑潮け

れて巻いて︑︿略﹀︒

十二812翻

︿略﹀︑

れて巻いて︑

十二812圏

たぎる引潮あら渦を巻き︑︿略﹀︒

十二811圏

のばしては巻いて︑︿略﹀︒

十価4

てるるうちに︑︿略﹀︒

のばしては弔いて︑細長くあしらっ

十価3

キ︾﹇▽とりまく

三686 ︿略﹀︑センヲヌイテ見ル ま・く ﹇巻﹈︵五︶5 巻く ︽ーイ・一
マキナホシテ︑︿略﹀︒

﹇牧場﹈︵名︶3

つきさつぶ

マギレル

ま・く﹇蒔﹈︵五︶9マクまく蒔 まくら ﹇枕﹈︵名︶1 まくら尋なみ

八705團此の給葉書は此所へ回る途

まきば

まこまない

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で
す︒

十一603 市外の眞駒内及び月寒に
は︑大きな牧場がある︒

まぎる

︽一

十一柵2圏團 原野は大てい牧場にて︑
﹇紛﹈︵下 二 ︶ 1

牛馬は放し飼にせられ居候︒
まぎ・る

十翌6図 高徳せめては此の所存を君

レ︾

あん

に知らせ奉らばやとて︑夜にまぎれ

﹇紛﹈︵下一︶2

﹇ ▽ く る し まぎれ

て行在所の御庭に し の び 入 り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
まぎれ

まぎ・れる
︽ ー レ ル ︾ ﹇ ▽ とりまぎれる

リノ色ニマギレテ︑容易二他ノ動物

九162 保護色ヲモツテヰルト︑マハ
二見ツケラレナイ︒

九204 又或動物ハ保護色トハ反封二︑

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ
﹇幕﹈︵名︶2

ナ腱色ヲモツテヰル︒
まく

秀士口は城の庭にしき物をのべ

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ

七欄7

はせ︑︿略﹀︒

七悩5 秀吉が之を聞いて︑幕の中か
ら︑﹁もうよい︒通してやれ︒﹂とい
ひ ま し た の で ︑ ︿略﹀︒

579

ちまけ

まけ ﹇負﹈︵名︶1 負■おまけ・か

した︒

マケドニヤ

ばく

曲物

く︒
十一558園
マゲル

負けるなく︒

︽ーゲ︾

﹇曲﹈︵下一︶4

ま

︿略﹀繭の中で︑きゅうくつ
手や足の關節を曲げたり延

ばしたりして︑出獲の仁山を待つ︒

十一839

さうにからだをまげて︑︿略﹀︒

五488

モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒

三372︿略﹀︑左ノ手ニオモイ

ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒

二持ツトキニハ︑カラダヲ左

三368又オモイモノヲ右ノ手

げる 曲げる

四402そこで︑風の負になりまま・げる
︹ 地 名︺一

十77 ︿略﹀アレクサンドル大王と

マケド一一ヤ

いふ王があった︒マケドニヤといふ
小 さ な 國 の 王 子 と生れ︑︿略﹀︒

マケヌ氣

モズハ小サイガ︑マケヌ

﹇負気﹈︵名︶一

四367

まけぬき

フ ノカホヲケツテ︑﹁キイキ

氣ノ鳥デスカラ︑︿略﹀︑フクロ

りやう

﹇曲物﹈︵名︶1

イ﹂トカチドキヲアゲマス︒
まげもの

グレースの眞心こめた看護に

二代の帝に座くす乱心︑

よって︑全く元氣を回復した人々は︑

十288

︿略﹀︒

十一堰6図圏

強敵ひしぎて世をしづめんと︑
三軍進めし五丈原頭︑︿略﹀︒

大神其の眞心の厚きを賞

昔からあった孝子のどの

して︑命の爲に壮大なる宮殿を造ら

十二75図
しめ給ふ︒

十二672園

人よりも厚い眞心をもつて︑父上に
お仕へ致しませう︒

︿略﹀︑コーデリヤの三軍な

答の中にも十分眞心のこもってみる

十二709

まこと ﹇真﹈︵名︶5 まこと
みん
︿略﹀︑又明國への返書に豊

七価6園

臣清正と記したといふが︑それはま
小西は日本の大將ならず︑

ことの事か︒

七鵬6園

らりと晴れて︑はっきりとまことの

道を悟り得た︒

ことに

誠に

まことに ﹇誠﹈︵副︶30 マコトニ ま

それはまことにおなご

りをしいことでございます︒

三446園

たちでした︒

四744まことによくはたらく人

又まことにめでたい事だとい

ふので︑︿略﹀︒

五557

さてく︑二人ともまこと

思して︑まことにおそれ多い氣がし

六伽2團何のかざりもない御神殿を

た︒

七753園

︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

に心がけのよい者︒

︿略﹀︑空には雲もなくて︑ま

ことによく晴れてみた︒

七929

這這9国地もがらもまことに當地向

取分けおいそがしい中を︑

で︑谷行もよからうと思ひます︒

一週間もおひまをいただきまして︑

八447国

まことに勝手がましい御願

まことにありがたう存じます︒

八457国

︿略V︒

八佃7団

まことに御苦首回ですが︑

でございますが︑︿略﹀︒

將︑四十萬の軍勢は此所へ向けよ︒

十二959

せつ
其の刹那︑彼は迷の雲がか

となりし人あり︒

に︑まことのめくらにして︑大學者

︿略﹀︑武人の手本と仰がれる

やうになったのは︑まことにいはれ

八章1

︿略﹀︒

八623図昔はあきめくらも多かりし 八戸9国 又まことに申しかねますが︑

七伽8園此の清正こそはまことの大

まことは堺の町人︑︿略V︒

ソロヘテ泳グ落涙︑マコト一一面白イ︒

︿略﹀︑其の言葉の端端にも︑七812

のを認め︑︿略﹀︒

十二7510

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび

のこしてやるのさ︒﹂と

﹁孫へ

る眞心がこもってみた︒

大方は國民の眞心こめた
これも眞心の致す所なる

かったので︑フィリップは眞心こめ

して仕へる忠孝の美風が︿略﹀︒

祖母一人孫一人の事だから︑ 十二麗10 君と親とに眞心を捧げ煮皿く
五日でも十日でも︑︿略﹀︑ゆっくり

八467囲

おっしゃったといふことです︒

四66園その時おちいさんは

十二466図 家屋・橋梁・船舶・電 まご ﹇孫﹈︵名︶2 孫
柱より桶・たる・曲物の類に至るま
で︑一として杉を用ひざるなし︒

ドチラモマケズニ鵬翼カ

︽ーケ・ーケル︾

まこころ

此のまこころが神のおぼしめ

﹇真心﹈︵名︶11

看病してお上げなさい︒
まこころ

六847

十73図園

る献木にて︑︿略﹀︒

けん

十61心念

しにかなったのであらう︑︿略﹀︒

眞心

負けたことなく︑

五25圃 大日本︑大日本︑ 神代此

︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂ト

べし︒

て此の事を申し出た︒

げき
方法は或劇藥を用ひる外にな

八79囹負けたら村のはちになるぞ︒

十96
十一558園 しっかりしろ︒負けるな

か＼れば︑あなた方に負けません︒

六298園 私どもだって︑大ぜいして

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

六138

其ノ時鐵 ビ ン ハ

の方一度もてきに

四497園 ﹁負けるは勝︒﹂

ガカチマシタ︒

ヒマシタガ︑トウトウライクワウ

二772

ける

ま・ける﹇負﹈︵下一︶8マケル負

まけ一まことに

まこまない一まさる

580

のあることであるQ
ものです︒

九69団 味はまことにあっさりした
九265園 これはまことに残念な事で
ある︒

たい
來御病氣にて︑︿略﹀大分御重態な

一家の暮し向は誠にあはれ

りし由︑誠に意外の事に驚入候︒

十一959

拝啓︒誠に御無沙汰に

しかし誠に粗末なピヤノ

なもので︑︿略﹀︒

で︒

十一一406園

十二佃4圏團
打過ぎ︑申しわけもこれなく候︒
︿略﹀今一慮御評議下さ

ることになりますれば︑誠に日本國

十一一欄3囹

ま こま
﹇真駒内﹈︹地名︺1 眞駒

の幸でござります︒

つきさつぶ

市外の眞駒内及び月寒に

まこまない

は︑大きな牧場がある︒

十﹇603

内

ない

まこまない

九379園 閣下の防戦はまことに見事
であった︒

九867園 ︿略﹀星の中に一つだけ︑
︿略﹀位置の攣らないのがあるから︑
まことに都合がよいのだ︒

九㎜4 ︿略﹀︑大きな葉をゆらゆらと

風に動かしてみる姿は︑誠に氣持が
よい︒

九m9圓団昨日は美しきお話の本御
送り下され︑誠に有難く存じ候︒

マス︒

八156園﹁やあ︑正綱︑十四歳の時

まつだいらまさつな

が二度あるか︒﹂

︿略﹀辞観者の胸は︑まさ

至らんとするを知らず︒

属しんではうれひを忘れ︑老の將に

十一710二黒

景を豫想して︑唯をどりにをどる︒
ぶん
獲令しては食を忘れ︑

に始らんとする進水式の壮快なる光

十枷6図

正國も槍を合はせ︑しば まさに ﹇正﹈︵副︶3 まさに 將に

﹇正国﹈︹人名︺5 正國←

賛成した︒

まさくに
やまじまさくに

十﹁299図

らく防ぎ戦ひしが︑俄に槍を投捨て

︿略﹀︑清正やがて正國を

て大手をひろげ︑﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

十一307図

ねぢ伏せたり︒

ねぢ伏せられながら正國︑

版に着手せんとす︒

十﹇櫛6図動眼大いに喜び︑將に出

ままさのりいか

まさのり ﹇▽ふくしままさのり・ふくし

正國得たりと︑力足をふ

清正がようひのすそをしっかとつか

十一307図

む︒

十一3010図

ん張りてはねかへさんとせしが︑
︿略﹀︒

に入りぬ︒

正成﹇▽

︽ーク︾

日々にまさりゆくばかりなり︒

十一伽7図︿略﹀︑人々のくるしみは

ゆく

十一316図正國の首は終に清正の手まさりゆ・く ﹇勝行﹈︵四︶1 まさり
﹇正成﹈︹人名︺4

十二87図此の棒を此の板の上にて

正綱﹇▽

まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

﹇正綱﹈︹人名︺1

りて火を生ず︒

まさつな

自分にまさる者はないので︑

馬は︿略﹀︒走ることがはや

もまさる︒

さり︑︿略﹀︒

易に増殖せらる＼嵩において檜にま

十二464図殊に杉は人爲によりて容

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

十72図囹

く略V︑通常の人夫にもま

八158園今の一言は︑先陣の功名に

物がない︒

くて︑乗用としてはこれにまさる動

七262

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五451園

︽ーリ・ール︾5かがやきまさる

正成は此の旗を城門に立てて︑まさ・る ﹇勝﹈︵四・五︶5 まさる

賊が之を聞いて︑くやしがつ

すると正成は︑︿略﹀︑たくさ
けて︑橋の上に投げさせた︒

んなたいまつを出して︑之に火をつ

六963

上から大木を落させた︒

て攻めよせると︑正成は高いがけの

六938

さんぐに賊を悪口させた︒

六934

くすのきまさしげ

︻225マサヲガソバデミテヰまさしげ

十66図園 ︿略﹀︑ほとんど皆勢よく まさお ︹人名︺一 マサヲ
根づきたるは︑誠に驚くべき事なら
ずや︒

うになったので︑わたしは正男をつ

五876団︿略﹀水が二階にもつきさ

十175国 馬も誠に長螺で︑けたりか まさお ﹇正男﹈︹人名︺3 正男
みづいたりするやうな事は決してし
ません︒

叔父

伯父

正男

正男

四月二十三日

れて物ほしへ出ました︒

七166団
上様

九麗4囲国九月二十日
上様

﹁本道は遠いから近道を通ら
う︒﹂と正雄が言ふと︑良一はすぐ

十932

であった︒

一と三人連で︑學校から怠る時の事

十9210

六978 正成は實にえらい人である︒
まさお ﹇正雄﹈︹人名︺2 正雄
まさつ
まさつ ﹇摩擦﹈︵名︶1 摩擦
翌日太郎が友だちの正雄．良

十928園 誠にやさしいやうだが︑そ
れで中々言ひにくい場合があるのだ︒

子御生れの由承り︑誠にめでたくう

十柵9㈱團く略V︑玉の様なる女の御
れしき限りと存じ候︒

十佃3圏団 承り候へば︑御祖母様に
はく略﹀︑去る十九日遂に御死去遊
ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

十伽10図 盲嚢此の有様なれば︑一村
は 誠 に 平 和 に し て︑︿略﹀︒

十一419塵国 ︿略﹀︑貴兄には去月以

581

﹇況﹈︵副︶4

マシテ

まし ←いちねんまし・ひまし
まして

まして

も︑中々出ないものでございます︒

七687園家の中で見えなくした物で
まして人通の多い渡場で落しました
から︑︿略﹀︒

外れる︒まして稻田は大波が打つ︒

七944 垣根も倒れれば︑しをり戸も

ト止り木二三ツテヰルノヲ見テモ︑

交

ガヰマス︒

一86シロイイヌトクロイイヌ

一93

うらの小山に秋風吹 ま・す﹇増﹈︵四・五︶6ます増す

三287間ゆふべの雨でくさや

︽ーシ・ース︾

︿略﹀

木々のしっくもきのことな

五313圏

ばんのごはんのおかずにま

コネコガニヒキヰマス︒

オヤネコトコネコガヰマ

けば︑

ス︒

﹁96

高州ヤリマシタ︒

一103サルガカキノタネヲカ

一107

ニナゲ

一15ーカニガシニマシタ︒

ツケマシタ︒

アヲイノヲカニ

サルガミツケテトリマシ

ミガナリマシタ︒

キニナリマシタ︒

メヲダシマシタ︒

ニヤリマシタ︒

カニガニギリメシヲサル

まして行って︑後には表通へ店を出

萬事此の有様なれば︑一村

見るく艦は速力を増して︑
︿略﹀︑かうするとゴムが非
︿略﹀︑時代が進んで燃料の
種類が増すにつれて︑︿略﹀︒

十一673

常に揮力を増して躍る︒

十一539

白波高く海にをどり入る︒

十伽7図

仁王を増すばかりなり︒

は誠に平和にして︑年を追うて其の

十摺1図

すまでになった︒

九554園︿略﹀︑一軒二軒と得意先を

あさ︑︿略V︒

木のみどりいうますなつの

つて︑
じる︒

たになり︑︿略﹀︒大ぜいの女どもに

五426尊はかみをといて︑女のすが

正一のうちの人たちに五つだ

まじっていらっしゃいますと︑︿略V︒

九589
と心宿で褻を打ってるる︒

からざを

ひもまじって︑︿略﹀︑ぼたんぼたん

はうき手にく

語りつ㌧來る若き

︿略﹀︑

白梅は今ちやうど眞盛りであ

今朝とく出でし兄も交れり︒

此方をさして

十908図心
人々︑

十佃10

るが︑其の間に咲きかけの紅梅が
︿略﹀コーヒーの實を

鮎々と交って美しい︒

十一鵬9國団

︽マシ・

ハチガキテ︑ナクワケヲ

ます

コガニガナイテヰマシタ︒
マス

一154

ユ

︵助動︶甜

タヅネマシタ︒

一157

ます

います・おわします

ハチガキイテオコリマシ

クリモキイテオコリマシ

ウスモキイテオコリマシ

サルガヤケドヲシマシタ︒

クリガトビツキマシタ︒

カタキウチヲスルコトニ

一174

キマスト︑︿略﹀︒

一183サルガミヅヲツケニイ

一177

ナリマシタ︒

一172

タ︒

一167

タ︒

一165

タ︒

一163

マス・マスレ・マセ︾﹇Vありがとうござ

マメ

カラスガヰマス︒

投入れ候へば︑まじりたる石・砂な

ハト

一44スズメガヰマス︒
一51ウシガヰマス︒
一52ウマガヰマス︒
一54
ウシトウマガヰマス︒
一62ハサミガアリマス︒
一64モノサシガアリマス︒
一66ヒノシモアリマス︒
一72オミヤガアリマス︒
一74オテラガアリマス︒
一76ヤクバモアリマス︒
一81イヌガヰマス︒

一42

どは沈み︑︿略﹀︒

我がゆくてに立つ︒

一23 ハナ

られるやうになったのは養魚経管の

今日鱒の産地として世に知

る

賜である︒

十二524

ます

マス

十二52図 ︿略﹀︑参詣人の群にまじ
きよ
りて行けば大鳥居あり︑巨人の如く

ぐしく立働ける檬を見ては︑︿略V︒

子供が︑各國人の間にまじりてかひ

十一柳5履団中にも十三四ばかりの

手にてこき落し︑之を集めてみぞに

14タ14141312
7 。4 1 1 1

八486 金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

マシテ自由ノ天地二居テ︑自在二空

︿略﹀︑強ミが全 身 ニ ミ チ ミ チ テ ヰ ル ︒

市町村長や議員を選塞・する

ヲトブ様ハ︑︿略﹀︒

十一備3

には︑︿略﹀私交上の關係の爲に心
を迷はすやうなことがあってはなら
ない︒まして威力によって強制する

﹇▽しずま り ま し ま す

まじめ

とか︑私利によって勧誘するとか
︿略﹀︒

まします

﹇真面目﹈︵形状︶3

まじる

いくが其の教をまじめに行ふ所に
﹇混﹈︵四 ・ 五 ︶ 8

私は永遠に生きてをる︒
まじ・る

じる

︽ ー ッ ・ ー リ ・ール・ーレ︾←いりま

ます
﹇鱒﹈︵名︶1 鱒
ます

十二991園私のなくなった後も︑め ます ﹇升﹈︵名︶一 マス

されてみるかどう か と ︑ ︿ 略 V ︒

十148園 ︿略﹀︑これがまじめに實行

れしい事です︒

まじめになって來たのは︑何よりう

十137園 郷里の青年諸君がこんなに

まじめ

まし一まず

シマシタ︒

一185 ︿略﹀︑ハチガチクリトサ
一187 サルガニゲダシマシタ︒

ス︒

一十ニ八三バ四一︑四

一522

マシタ︒

モンヲヤブツテセメコミ

リ︑イヌバカミツキマハリマス︒

一527

一534 モモタラウハカタナヲヌ
イテ︑一バンオホキナオニニム

︿略﹀︑サルハヒツカキマハ

一453

︿略﹀︑オホキナモモガナ

ガレテキマシタ︒

シテヰマスト︑︿略﹀︒

一301園アヒルガオヨイデヰマ 一452オバアサンガセンタクヲ

ハヰマス︒

﹇306園

ヒロツテカヘリマシタ︒

一457

一193 ウスガオチテキテ︑サル
マタ一字キマシタ︒

アチラニ

オバアサンバソノモモヲ

︸311園

一ハヰマス︒

一315園

ワレテ︑︿略﹀︒

コガニガサルノクビヲ

一197

一322ヒノミノカネガナツテ

一467

ヲオシツケマシタQ
ハ サ ミ キ リ マ シタ︒
ヰマス︒

トビグチヲカツイデイキ

ピケシガトンデイキマス︒

タ︒

ハドチラ

オハナトオチヨガオキヤ

オチヨサンデスカ︑ヨ

クイラツシヤイマシタ︒

二55園

テキマシタ︒

オチヨガオキヤクニナツ

クアソビヲシテヰマス︒

二45

ヒラヒラシテヰマス︒

イロイロナハタガカゼニ

ダイジナタカラモノヲダシマシ

Q7

︿略﹀︑ナカカラオホキナ

一463オバアサンガモモヲキラ カヒマシタ︒
一537 オニドモハカウサンシテ︑
ウトシマスト︑モモガニツニ

一20ーアメガヤミマシタ︒
一324

ヲトコノコガウマレマシタ︒

ニ︑

一473

オヂイサンバソノコ

一333

マス︒

一326

ニイサンガエヲカイテ
ネェサンガジヲカイテ

モモタラウトイフナヲツケマ
一477

シタ︒

ガイキマス︒

ウツヨクナリマシタ︒

マサヲガソバデミテヰ ﹁337 マトヒノアトカラポンプ

ガイキマス︒

ハシゴノアトカラマトヒ

一202 ヒガテリダシマシタ︒

一222
ヰマス︒

一224
ヰマス︒

ガンガトンデキマス︒
一341

ヘオイデニナリマスカ︒

一483園

一227
マス︒

一347︿略﹀︑十バトンデキマス︒

モモタラウハ︿略V︑タイソ二5一

一232 ホタルガトンデヰマス︒

一364
今一ナガエンピツデアサ

P15

ベンケイが大ナギナタデ

オハナハ︿略﹀︑オチヤト
オクワシヲダシマシタQ

一ツクダサイ︑オトモヲ 二62

︿略﹀︑アナタ

ホタルヲヨブコエガシマス︒

シマス︒

一495圏

﹁237 アチラニモ︑コチラニモ︑

ナンベンモカキナホシテ︑
﹁371

ガホ

イヌヲケライニシテイ

ニー24

︿略﹀︑ベンケイノナギナタ

キリツケマシタ︒
キマスト︑︿略﹀︒

一50一
一373ヨ
園クデキマシタ︒

ニイサン ニ ミセマシタ︒

ヲカキマシタQ

ツテヰマス︒

一243ハスノハニツユガタマ

コロガリマス︒

一247カゼガフクト︑コロコロ

一381ユフガタニナリマシタ︒

︸505

ヘチマノハナガサキマシ

一387︿略﹀︑オザシキニアカリ

﹁502 ︿略﹀︑サルガキマシタ︒
黶@ウシワカマルハヒラリト
サルモダンゴヲモラツテ︑ ランカンヘトビアガリマシタ︒

タ︒

コンドハキジガキマシタ︒ ヲウチオトシマシタ︒

ケライニナリマシタ︒

キジモダンゴヲモラツテ︑ ニー26 ベンケイハ︿略﹀︑ウシワカ

一507
一512

一397ハヤクカヘラナイト︑オヂ

ケライニナリマシタ︒

ガツイテヰマス︒
イサン ヤオバアサンガシンパイ

一514

ヰマス︒

ナサイマス︒

スト︑︿略﹀︒

一257

一唱3 ムカシムカシ︑オ．ヂイサン

一517

︿略V︑オニドモハ︿略﹀︑

シロヲマモツテヰマス︒

ノケライニナリマシタ︒

一294ヤマニハ︑キガウエチア

ス︒

トオバアサン ガアリマシタ︒

オニガシマヘツイテミマ

リマス︒

アリマス︒

ヘセンタク ニイキマシタ︒

一唱7 ︿略﹀︑オバアサン バカバ

﹇255 ツボミモタクサンツイテ

一252

一一

一一

一【

一297カバニハ︑ハシガカケテ

トマツテヰマシタ︒

木ノエダニ︑コトリガ

3ル

人ガテツパウデ︑一ドニ

パ

ウチオトシマシタ︒

5

ハ

イマニナガイミガナリマ

P2
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ます一まず

582

ニー37木ニマダナンバトマツテ
ヰマセウカ︒

ニー43犬ガ︿略﹀︑ハシノウヘ
ヲトホリマシタ︒

ニ ー 4 6 シ タヲミルト︑川ノナ
カニモサカナヲクハヘタ犬ガ
ヰマス︒

ニー52 ︿略﹀︑ワント 一コエホエ
マシタ︒

ニー56 ︿略﹀サカナハ︑川ノナカ

ナ木ガアリマスカラ︑︿略﹀︒

二217園︿略﹀︑アノ木ノ下へ
V ミヨチヤンガ︿略V︑オチチ

イツテミマセウ︒

ヲノンデヰマス︒

︿略﹀︑小サナテヲダシテ︑

二26一 ワタクシハマイ日ミヨチ
ヤンノオモリヲシテアゲマス︒
二266

﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

ウマウマトイヒマス︒
二276

二336

ムカシアルトコロニ︑田

ヤハタケヲタクサンモツテヰ
︿略﹀︑トリヤケダモノヲ

タ人ガアリマシタ︒
T

イコロシテ︑オモシロガツテヰマ
シタ︒

二352囹オソナヘノモチヲマト
アル日トモダチニユミ

ニシテ︑イテミマセウカ︒

R

メマシタガ︑キカナイデイマシタ︒

トモダチハ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ト

モチハ︿略﹀︑イテハイ

ノジマンヲシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ
ヒマシタ︒

二357園

ミガナカマノモノニイヒマシ
タ︒

二36一

ケマセン︒

Q ソノトキーピキノ子ネズ
ミガマヘヘデテイヒマシタ︒
ヨイクフウガアリマス︒

ズ略﹀︒﹂トイツテ︑ミンナ

二284園
二295

スルト年トツタネズミガ︑

カンシンシマシタ︒

R

︿略V︑ミンナダマツテシマ

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタノデ︑︿略﹀︒

ヒマシタ︒

二304

R14園 オ正月ノオカザリニハ︑
ドンナ コトヲシマスカ︒
ニ316囹カドマツヲタテマス︒

イクツニナリマスカ︒

R

Q

ヤハウマクアタリマシタ︒

︿略﹀︑キカナイデイマシタ︒

二365 アタルト︑モチハ白イト
リニナツテ︑パツトトンデイキ
マシタ︒

︿略﹀︑ニハ

ニ大キナユキ

リマシタ︒

一ピキカツテ︑タイソウ唇面イガ

二42ーヨイオヂイサンバ犬ヲ

ツテヰマシタ︒

二425アル日犬ハ畠ノスミ

ヨイオヂイサンガソコヲ

トヲシヘマシタ︒

デ︑﹁ココホレ︑ワンワン︒︿略﹀︒﹂

二43一

︿略﹀︑オカネヤタカラモノ

ボツテミマスト︑︿略﹀︒

二433

T

ワルイオヂイサンバソレ

ガタクサンデマシタ︒

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ

マシタ︒

ヲホツテミマシタガ︑

︿略﹀︑キタナイド引水バカ

セテ︑ソコ

二437月差シテムリニ犬ヲナカ

︿略﹀︒

リシカデマセンQ

ﾘ2

︿略﹀︑ソノ上二小サナマ

二唱4 オヂイサンバ ハラヲタテ
テ︑ソノ犬ヲコロシテシマヒマ

P

シタ︒

キクナリマシタ︒

二462

︿略﹀︑マタォカネヤタカ

スト︑︿略﹀︒

二457ソノウスデ米ヲツキマ

タ︒

︿略V︑ユキデウサギヲコ 二456ヨイオヂイサンバソノ木
ヲキツテ︑ウスヲコシラヘマシ

アカイ小サナ目デ︑カハ

ムカシムカシ︑ヨイオヂノー

サントワルイオヂイサンガア

二414

イラシウゴザイマス︒

V

シラヘテイタダキマシタ︒

二403

チラヲニランデヰマス︒

二397

ツノ木ヲウエマシタ︒
ダルマヲコシラヘマシタ︒
マツクロナ目ヲシテ︑コ 二453マツノ木ハズンズン大

T

二367 ︿略﹀︑オ米ガスコシモデ
キナクナツタトイヒマス︒

一一

ヘオチテシマヒマシタ︒
ニー62 日ガハイリマシタ︒
カヘツテキマス︒

ニー66人ガボツボツタンボカラ
アチラノソラガマツカニ
子ドモが大ゼイ︑オモテ

ナリマシタ︒

P7一
P77
デーシヨニウタツテヰマス︒
ニー83 ネエサン︑デテゴランナサ
イ︑月ガデハジメマシタ︒

ニー85 ︿略﹀ダンダンアカルクナ
ツテキマス︒

ニー87モウスツカリ木ノ上へ
デマシタ︒

リマス︒

二203園コノ山雪ハ︑クリノ木 二321園シメヲハリマス︒
オソナヘノモチモカザ
ガタクサンアリマス︒
二324園
二205園ユフベカゼガフイタカ

ハ

一一
一一
一一
一一

二326園オ正月ガクルト︑オマ
ヘ

ニ327九
園ツニナリマス︒
ゲマセウ︒

二332囹オ年ダマニハナニヲア

S0

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒
二206園 サガシテミマセウ︒

二 2 1 1 園 モウ人ガヒロツタノ
ソレデハムカフニ大キ

カ︑サツパリアリマセン︒

Q14園

R6 R6

R9

一一

一一

一一
一一

Q4
Q8

R0

S3

S5

R4
R5

一［
一一
一一
一一

一一

一一

一一
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ラモノガデマシタ︒

二464ワルイオヂイサンバ又コ
ノウスヲカリニキマシタ︒

二466サウシテ米ヲツイテミマ
シタガ︑︿略﹀︒

ノバカリデマシタ︒

コンドハイクラバヒヲ

オホセニナリマシタ︒

オトホリニナツテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二527
マイテモ︑スコシモ花ガサキマ
セン︒

ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ
︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ

ケニナリマシタ︒
二537

トウトウシバラレテシマヒマシ
タ︒

二565園︿略﹀︑ナガイ竹ノサヲ
デフネヲコギマス︒

コレカラユビノクミカ

タヲヲシヘマスカラ︑︿略﹀︒

二567園

イツモアナタニツイテヰ

ニナレバ︑ワタクシモアルキマ
ス︒

二583

マスガ︑︿略﹀︒

二593 太郎ノオカアサンバカゼ
ヲヒイテネテヰマス︒

︿略﹀︑モツトタクサンオ

イイエ︒サウニガクハ

二601園 オカアサン︑ソノオクス
リハニガウゴザイマスカ︒

二607園
アリマセン︒

二615園

アガリニナツタラ︑ハヤクナホ

サウードニノンデハイ

ケマセン︒

二623園

オクスリハ︑オイシヤサ

マノオツシヤルトホリニシテ
ノマナケレバナリマセン︒

T

ダンダンアタタカニナツテ

ソヘハイキマセン︒

ウメノ花ガサキ出シマシ

ケサウグヒスガ︿略﹀ナキ

キマシタ︒

タ︒

二676

マシタ︒

二682

二626私ノ目ハイツモハツキ
耳モヨクキコエマス︒

リシテヰテ︑ヨク見エマス︒

二716 ムカシ大江山ニシユテン
ドウジトイフワルモノガヰマ

シタ︒

二722︿略﹀︑人ヲサラツタリシ

R

ソノ上イハヤニコモツテ

︿略﹀︑テシタモ大里イア

マシタ︒

リマシタ︒

二725

︿略﹀︑ナカナカタイヂスル

ヰマシタカラ︑︿略﹀︒

二726

コトガデキマセンデシタ︒

ニナリマシ

サマカラ︑
天子

︿略﹀ト︑オホセツケ

二735ソコデ

タ︒

ムカヒマシタ︒

ケライドモ
ライクワウハ

ト︑︿略﹀︑大江山へ

二742

ケハ
ハシク︑ ミチハワ
二745山

︿略V︑トウトタ
ウヅネアテ

カリマセンデシタガ︑︿略﹀︒

ニ751

ニ754

メテヤリマシタ︒

シユテンドウジハ︿略﹀︑ト

チヨツト一輪ナレマスガ︑

テ︑トメテクレト タノミマシタ︒

︿略﹀︑スグオや牛ノトコ

ツナヲツケナクテモ︑ヨ

キマス︒

二756 ソノバシ
ンユテンドウジ
ハサケニ ヨツテネマシタ︒
T ︿略﹀︑タチヲスルリトヌ

子牛モ ツイテイキマス︒

オや牛ヲソトへ出スト︑

ヤリマス︒

日ニナンベンモナメテ

カハイガリマス︒

オや牛ハ子牛ヲタイソウ

カケ出シマス︒

ナンニデモスグビツクリ

ケレドモマダツノハハエ

モウヨホド大キクナリマ

子牛ガヰマス︒

私ノウチニハオや牛ト

コタヘマス︒

︿略﹀︑コノロデハツキリ

ナニカキカレマスト︑

アリマセン︒

︿略﹀キキオトスヤウナコ

望呵鱒理乱・鳴腕鳴璽駒留鰐ト轡
⊃．㌧モ．。ヨ．2．．．∴％。．一が血＝〈．コー＿

二467︿略V︑ヤツパリキタナイモ 二532トノサマヤオトモノ人
二472 ︿略﹀︑ソノウスヲワツテ︑

火ニクベテシマヒマシタ︒

二475 ヨイオヂイサンバソノハ
ヒヲモラツテキテ︑ニハ ニマ
キマシタ︒

二48一 スルト︑ニハノカレ木ノ
エダニ︑キレイナ花ガサキマシ
タ︒

カセマセウ︒

二485園︿略﹀︑カレ木五徳ヲサ 二581 ︿略﹀︑アナタガオアルキ
二487 ︿略V︑ソノハヒヲザルニ

一メンニ花ザカリニ

カラハナレマス︒

トノサマガオトホリニナ 二587 ︿略﹀︑ワタクシハアナタ

入レテ︑三略﹀︒﹂トヨンデアル
キマシタ︒

二495
ツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホセニナリ
マシタ︒

ハヒヲマキマスト︑カレ
︿略﹀︑

木二花ガサイテ︑︿略﹀︒

二496
二501

ナリマシタ︒
クダサイマシタ︒

二506 ︿略﹀︑ゴホウビヲタクサン
二516 ︿略﹀︑トノサマノオカヘリ

リマセウ︒

二617園

一一

一一

一一

ヲマツテヰマシタ︒

二524 ソノウチニ︑トノサマガ

U7
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V6
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V シユテンドウジハオコツテ

イテキリツケマシタ︒
一一

コウバノキテキガナツテ

︿略﹀︑ムカフノソラガウ

カラスガニ三バナキナガ

二三日マヘカラメンドリ
ケサオカアサンガタマゴ

メンドリハヘンナコエヲ

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

三56
タテテヰマシタガ︑︿略﹀︒

マス︒

三67

シタ︒

︿略﹀︑タマゴヲアタタメテ

オカアサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

︿略﹀︑キイロイクチバシデ︑

︿略﹀︑ヒヨコ
ツテキテタベマス︒

三94

ハミンナヨ

トキドキヂメンヲツツキマス︒

三92

チヨコチヨコアルキマス︒

三88 ヒヨコ

ハホソイアシデ︑

三85 二三日タツト︑オヤドリ
ハヒヨコヲニハ ヘツレ出シマ

ヰマシタ︒

リハ︿略﹀︑ココココトイツテ

三83ヒヨコガナクト︑オヤド

テヰマシタ︒

三77 ︿略﹀︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ

イキマスト︑︿略﹀︒

タ︒﹂トオツシヤツタノデ︑見ニ

三73︿略﹀﹁ヒヨコガカヘツ

イマシタ︒

︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂トオツシヤ

三66囹二十日バカリタツト出

キキマスト︑︿略﹀︒

三65

オヤドリハ︿略﹀︑ソノヘ

ンヲ見マハリマス︒

三97

︿略﹀︑オヤドリハオコツテ

お花はがくかうからかへ

ケヲサカダテマス︒

三101

三124

ると︑︿略﹀︑おかあさんのおて
つだひをします︒

︿略Vおかあさんのところ
︿略﹀︑おちいさんが二郎

つれていきます︒

おまへはてのゆびの

たいそうかるうございま

ます︒

三193園

すか︒

どうもこまりました︒

小二郎は︿略﹀わらびを

わかりました︒だるまさ

三194園どんなかほをしてゐま

三198園

んです︒

とりにいきました︒

三203

三206︿略﹀まつやっつじのあ
ひだをあちらこちらへくぐつ

太くてやはらかなわらび

てとりました︒

三208

二人がむちゅうになって

がたくさんはえてゐました︒

とってゐますと︑︿略﹀︒

三212

へよってきました︒

︿略﹀︑二人はたくさんと

やみにかけまはりました︒．

三224それからそのへんをむ

三227

︿略﹀︑かちまけはありませ

つてからくらべてみました︒

んでした︒

三231

そのとき正一のおちいさ

んが︑︿略﹀そこへきました︒

三233

のきものをきてゐますか︒
三235 二人はよろこんで︑おちい
三186園 あかいきものをきてゐ さんについてかへりました︒

三185園この人はどんないろ

すね︒

三184園

すか︒

三182園ふってもようございま

しろい人がゐます︒

三177園このはこの中に︑おも

た︒

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへてやりまし

三151園 しってゐます︒
三215︿略﹀︑下のはうからかさ
三163園 それではあしのゆび
かさいはせてかけ上ってくるも
のがあります︒
のなをしってゐますか︒
三171園 二郎︑おまへはそのゆ 三217 二人がびっくりして見て
ゐますと︑︿略﹀︒
びで人をさしますか︒
三174 おちいさんはわらひなが 三223 犬はく略V︑小二郎のそば

なをしってゐますか︒

三148園

にたつねました︒

三146

へ

三142

︿略﹀︑子もりうたをうたひます︒

三64園イツヒヨコが出マスカ︒ 三134 あかちゃんがなき出すと︑

ヰマス︒

三62

ニダイテシマヒマシタ︒

ドチラモマケズニタタカ 三58︿略V︑タマゴヲハラノ下

T ︿略﹀︑トウトウライクワウ

三55

ガスニツキマシタ︒

三54

オサラヒヲシマセウ︒

三51 ︿略﹀︑ニイサントーシヨニ

ケムリが出マス︒

三44 ︿略﹀ムクムクトマツクロナ

三41 ﹁オウイ﹂トヰドバタデ︑
ニイサンノコエガシマス︒

ラトンデイキマス︒

三35

スアカクナツテヰマス︒

三34

マシタ︒

三32︿略﹀︑ソツトネドコヲ出

ガ︑︿略﹀︒

三28 マダウスグラウゴザイマス

ヰマス︒

三27

三17 ︿略﹀︑ハチハセツセトミ
ッヲァッメテヰマス︒
三23 ︿略﹀アサハヤクカラヒバ
リガサヘヅツテヰマス︒

シマヒマシタ︒

二782 ︿略﹀ノコラズタイヂシテ

ガカチマシタ︒

一一

ヒ マ シ タ ガ ︑ ︿ 略﹀︒

二773

クルヒマハリマシタ︒

V6

V7

ます一まず
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︿略﹀小二郎の方が︑正一

︿略﹀︑まもなくりゅうぐう

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三425

りゅうぐうのおとひめは

へっきました︒

三433

︿略﹀︑さまざまなあそびをして

かりかはってゐます︒

三462しってみるものは一人

かなしくてかなしくてたま

もありません︒

りませんから︑︿略﹀︒

三463

︿略﹀︑うらしまはたちまち

ノォミヤガアリマス︒

三484ヲカノ上二天ジンサマ

ガアリマス︒

學校ノ北二小高イヲカ

三478東西南北ヲ四方トイ

まひました︒

白がのおちいさんになってし

三467

うらしまはおもしろがって︑ 三464 ︿略﹀︑玉手箱をあけました︒

見せたりしました︒

三437

うちへかへるのもわすれてゐ

いろいろおせわになり

ましたが︑︿略V︒

三442園

う︒

いたしませう︒

三嘱4園

く略V︑もうおいとまに

三443園 あまり長くなりますか ヒマス︒
三482
ら︑もうおいとまにいたしませ

ました︒

三461︿略﹀︑村のやうすもすつ

三375 ︿略V︑左ガハヲ通ルノガ 三417園 そのおれいにりゅうぐ ました︒
三456 うちへかへってみると︑
うへ つれていって上げませう︒
ヨイコトニナツテヰマス︒
おどろきました︑︿略﹀︒
︿略﹀かめが出てきて︑

小二郎がうちへかへって 三372︿略﹀︑カラダヲ右ノ方 三416園 うらしまさん︑このあひ 三455 うらしまは玉手箱をもら
つて︑︿略﹀︑海の上へ出てき
だはありがたうございました︒
ヘマゲマス︒

みますと︑︿略 ﹀ ︒

三236
三238︿略﹀︑犬は︿略﹀︑かけて
きてとびつきました︒

せうか︒

三378圏まはりつこをしてみま

きました︒

三253 この二一二日の雨で︑竹の 三377園又わかれ道のところへ 三421
子がこんなに出ました︒
もち上ってゐます︒

三255 ︿略﹀︑土がところどころ

した︒

よりもかへってさきにつきま

三395

しました︒

はれてみたり︑石が出てみたり

三393ちか道の方は︑道がこ

こをしました︒

本道を通ります︒
三391 二人はかけ足でまはりつ

三387園それではぼくは左の

方をいってみます︒

三384園ぼくは右のちか道の

三263︿略﹀︑もう私のせいより 三381園 してみませう︒
かうのびてはとてもたべ

古同くなりまし た ︒

三264
られません︒

ねえさんこれをあげ

三267︿略﹀︑竹になりかかって
ゐます︒

ます︒

三296圃園

村はつれに水車やがあり

三306圏園 さ︑いきませう︒

三312
ます︒

でるます︒

三313村の人は五一車とよん

︿略﹀︑五一ちいさんはく略﹀︑

︿略﹀︑子どもからそのか

上げます︒

三448園

學校ノ東ドナリ田圃カイ

ヅクリノヤクバガアリマス︒

それではこの玉手箱を 三492

つてつりをしてゐますと︑

た︒

つて︑きれいな箱をわたしまし

ラ西へ︑マツスグニツキヌイテ

三497︿略﹀新道ハ︑村ヲ東カ

ナガレテイキマス︒

テ︑マガリクネツテ︑南ノ方へ

三451園どんなことがあっても︑ 三495︿略﹀︑川ガニツオチアツ
ふたをおあけなさいますな︒

︿略V︒

三413︿略﹀︑うらしまが舟にの 三452 おとひめは﹁︿略﹀︒﹂とい

りました︒

めをかつて︑海へはなしてや

三408

してゐます︒

三485ソコへ上ルト︑私ノ村
三341 五一ちいさんのうたふこ 三398 むかしうらしま太郎とい 三餌5 ︿略﹀︑おとひめに﹁︿略﹀︒﹂
ハ 一目二見エマス︒
といひました︒
ふ人がありました︒
ゑがきこえます︒
三345囹 もうすっかりよわりまし 三404 ︿略V︑子どもが大ぜいで 三447園 それはまことにおなご 三488 大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂
ノ字ナリニタツテヰマス︒
りをしいことでございます︒
かめをつかまへて︑おもちゃに
て︒

三347

大きな手であたまをなでまし
た︒

ガアリマス︒

三357︿略V︑目ニモ耳ニモ右左

リマス︒

三361 ︿略﹀︑クツニモ右左ガア
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ヰマス︒

三501︿略﹀︑新シイ家が七八ケ
ンデキマシタ︒

三503ソノ中心ハ︑ニウリヤモ
アリマス︒

．車ガトマリマシタ︒

三505 今ソノミセノマヘ ニ ニ

へ︑かへるがとびつかうとし
かへるはく略﹀︑何べんも

てるます︒

︿略﹀︑とうとうやなぎに

何べんもとびつかうとします︒

三558
三562
︿略﹀︑何ごともできない

とびつきました︒

三568

した︒

トンデ行キマシタ︒

ウルサイホドナイテヰマス︒

三601今ニハノ木ニセミガ
︿略﹀︑小川の水はきれい

にすきとほつてゐます︒

三605

︿略﹀︑きしのささがさら
さらとおとをたててゐます︒

三607

しました︒

男の子三人はささのは
みよ子は︿略﹀︑土ばしの

三628三人は心しよに舟を出

ましたら︑みなさん一しょに舟
を出すのですよ︒

三624園さあ︑私がこゑをかけ

上にたちました︒

三622

をとって︑舟をこしらへました︒

三617

人になりませう︒

三615園私はかちまけを見る

せう︒

三643舟はだんだん土ばしへ
近くなります︒

︿略﹀︑手ヲケヤタラヒノ

タガヲカケカヘマシタ︒

三662

三663 アトへ竹ノキレヲノコ

︿略﹀︑水デツパウニナリ

シテ行キマシタガ︑︿略﹀︒

三665

︿略﹀︑フシノマン中二︑

サウナノガアリマシタ︒

三667

キリデ小サナアナヲアケマシ

タ︒

シタ︒

三675

マシタ︒

三686

シタ︒

マセン︒

三693

ます︒

︿略﹀︑フシニ小サナアナ

サウシテセンヲヒキマシ

︿略﹀着物を出して︑風通

しのよいところにかけてあり

三704

モラヒマシタラ︑︿略﹀︒

コマツテニイサンニ見テ

三692︿略﹀︑水ガウマクハイリ

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

三692

ヲタクサンアケマシタ︒

三691

︿略﹀︑キレガトレテヰマ

三678︿略﹀︑ニハニ水ヲウツタ
リ︑ウエ木二水ヲカケタリシ

デ︑︿略V︒

三676

ノ上マデトドキマス︒
ウレシクテタマリマセンノ

︿略﹀︑高ク上ゲルト︑ヤネ

マキツケテ︑センヲコシラヘマ

三612圏又はしりくらをさせま 三672 ︿略﹀︑ソノサキニキレヲ

三512 ツイコノアヒダウエタ田 ことはないとさとりました︒
三
611園 三郎さん︑又今日も舟
ガ︑モウアンナニ青クナリマシ
三572 ︿略﹀︑毎日字をならひま
をながしてあそびませう︒
タ︒

手となりました︒

オ寺ノカネモナリ出シマ 三577 ︿略﹀︑カラヲキタセミガ

ハトリガナキマス︒

三514ドコカヲカノ下デ︑ニ 三574 ︿略V︑のちには名高い書
三515

︿略﹀︑カラヲヌギハジメマ

ハヒ上ツテキマス︒
三581

シタ︒

三 5 3 6 あ るばん︑弟がにはへ
シタ︒

マモナクヌイデシマヒマシ

三584色ガウスクテ︑ヌレテヰ

タ︒

三582

出て︑コつ二つ﹂とかぞへてゐ
ました︒

す と ︑ 弟 ﹁ ︿ 略 V︒﹂

三538兄が﹁︿略V︒﹂とたつねま

ナツテキマシタ︒

三541園星をかぞへてゐます︒
ルヤウニ見エマス︒
三546 むかしをののたうふうと 三586 ︿略﹀︑色モシダイニコク
いふ人がありました︒

見マスト︑︿略﹀︒

てとびたちました︒

︿略﹀てふてふがおどろい

のふちをかけて行きます︒

三635三人は舟とならんで︑川

へながれて行きます︒

三546わかいとき字をならひま 三587 スコシタツテカラ又來テ 三632舟は︿略﹀︑土ばしの方
したが︑︿略V︒

︿略﹀︑モウリツパニセミ
ニナツテヰマス︒

三547 ︿略V︑うまく書けませんの 三588
で︑こまってゐました︒

ニハイツテヰタモノダトオ

三548 ︿略V︑うまく書けませんの 三593︿略﹀︑ヨクアノカラノ中 三637
で︑こまってゐました︒

三595 ︿略﹀︑﹁ジノーツ﹂トナイテ︑

出シマスト︑︿略V︒

三553 ︿略V︑たうふうがにはへ
モヒマシタ︒
三642園 あら︑てふてふが五郎
出て︑池のはたを通りますと︑
三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ さんの舟にとまりました︒
︿略﹀︒

三554 ︿略﹀︑しだれやなぎのえだ

ます一まず
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いらっしゃいま す ︒

三715 ︿略﹀︑よくお寺まみりに
しますと︑︿略V︒

空は水のやうにすみき 三847 ︿略﹀︑持ってかへらうと

つて︑弔云皿つありません︒

三786

ケンクワヲシタコトガアリマ
す︒

きほどからふえを吹いてゐま

かへることが出暗ません︒

三865園それがなくては︑天へ

す︒

三863園國のたからにいたしま

ん︒

三862園 天人のはごろもなら︑
なほさらかへすことは出來ませ

からにします︒

せ︒

せう︒

三882園

そのはごろもをおかへ

いやいや︑おかへし申した

し下さいませ︒

ら︑まはずに空へお上りにな

三886園

りませう︒

れふしがはごろもをかへ

︿略﹀︑天人はそれを着て︑

三902 ︿略V︑はごろもの色は日
の光にかがやきました︒
三902 れふしが見とれてゐます

まひはじめました︒

三896

しますと︑︿略V︒

三895

申しました︒

三893園ああ︑はっかしいことを

いひません︒

三855園持ってかへって家のた 三891園 いいや︑天人はうそを

ざいます︒

三852園それは私の着物でご

しい女が來ました︒

三734ムカシ鳥トケダモノガ 三788だれか川上の方で︑さ 三848︿略﹀︑見たこともない美
ス︒

ふみ子もこんやはきつ

おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と︑

ひとりごとのやうにおっしゃい

三801

ませう︒

とあちらでこの月を見てゐ

三797園

くつわ虫がなきます︒

三738 ソノトキカウモリハ︿略﹀︑ 三794 ︿略﹀︑おもひ出したやうに

ドチラヘモツキマセンデシタ︒
三747 ︿略﹀︑ケダモノノミカタ
ニナリマシタ︒

サウニナリマシタ︒

三751︿略﹀︑コンド重点ガカチ
三753 スルトカウモリハ︿略﹀︑
ました︒

く略V︑みほの松原を通りました︒

三828むかし一人のれふしが

鳥ノ方ニツキマシタ︒
三756 ︿略﹀︑中ナホリヲシマシタ︒

よりなほきれいに見えました︒

三832︿略﹀︑ふじの山はいつも 三866園 どうぞおかへし下さいま

三758ソノ時カウモリガケダモ
ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀︒

三762 ︿略﹀︑ナカマへ入レテク

︿略﹀︑れふしがぼんやりと

海をながめてゐました︒

三837

なって見えます︒

三835︿略﹀︑空と水が一つに

天人はしをしをとして︑

れふしはきのどくになり

あまりおかはいさうで

︿略﹀︑あさからたいこの

かすみの中へはいって行きま

した︒

四13

︿略﹀のぼりがすみきった

おとがします︒

︿略﹀おとよさんと太郎

空に立ってるます︒

四15

四17

︿略﹀︑三人でお宮へまみ

さんが來ましたので︑︿略﹀︒

りました︒

四18

らんでるます︒

三878園おれいにまひをまひま 四24 おもちゃやにはらつばや

ことが出來ます︒

三878園おかげで天へかへる 四22︿略V︑いろいろな店がな

いませ︒

三876圏 そのかはりに天人の
まひといふものをお見せ下さ

すから︑おかへし申します︒

三874囹

まして︑﹁︿略V︒﹂

三872

上げました︒

なみだにうるむ目で空を見

三871

三834風はしっかで︑なみも 三867 れふしはかへしませんで と︑︿略﹀︒
レマセン︒
した︒
三906 ︿略V︑天人は︿略﹀大空の
三763又鳥ノ方へ行キマスト︑ おとをたてません︒
︿略﹀︒

三772 ソコデカウモリハ︿略﹀ヤ

三765 ︿略﹀︑アヒテニシマセン︒

ウニナツタトイヒマス︒

どこからかよいにほひ
がして來ますので︑見上げます

三蓋1

がして來ますので︑︿略V︒

三775十五やの月がざしきの 三838 どこからかよいにほひ
まん中までさしてゐます︒
三777 タはんがすむと︑︿略﹀え
んがはへ出ました︒

そばへよって見ますと︑

物がかかってゐました︒

三782 ︿略﹀いもやだんごをつ と︑︿略V︒
三糾2︿略﹀︑松の木に美しい
くゑにのせて︑お月さまにそな
へてあります︒

三784 ︿略Vすすきも︑花いけに 三餌3
︿略﹀︒
さしてそなへてあります︒
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かたなやひかうきなどがなら
べてあります︒

四26 ほほづきやふうせん玉を
費る店も出てゐます︒
はやし立てておきゃくをよんで

タ︒

四124島ニヰタ白ウサギガ︑
︿略﹀︑海ヲワタルクフウヲシ

︿略﹀︑ワニザメが居マシタ

ワニザメハ︿略﹀︑スグニ

ワニザメハ白ウサギノイ
白ウサギハ

一ツニツト

白ウサギハスグ海ノ水

ヲアビマシタガ︑︿略V︒

四176

つぎ物をしていらっしゃいまし

た︒

ぽい持って來て下さいました︒

︿略﹀カヘツテイタクナツ 四241︿略﹀くりをおぼんに一

テ︑クルシガツテ居マシタ︒

四178

マス︒

コノ神様モ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

白ウサギハ︿略﹀︑又ソノ
スルト神様ハ﹁︿略﹀︒﹂ト

白ウサギガソノ通りニ

四213 五郎コンデ大國主ノ神ノ
トコロ ヘオレイニ行ツテ︑

ソノ後大國主ノ神ハ︑

﹁︿略V︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒

四216

︿略﹀︑エライオ方寸オナリニ
ナリマシタ︒

四221山一つむかふの村にを
ぢさんのうちがあります︒

四222私はきのふく略﹀︑おつか
︿略V︑おばあさんがく略﹀

ひに行きました︒
四231

︿略﹀さざんくわに︑目白

うに光ってゐます︒

が二は來てるて︑枝から枝へ

四248

にはとりが時時もみを

とんでゐます︒

四251

おばあさんが﹁ほうほう﹂

かき出します︒

四252

といっておおひになりますと︑

︿略﹀︒

ました︒

︿略﹀︑いただいたくりを

︿略﹀のきらんぷが電とう

︿略﹀大きな店はいくつ

四281私のうちでも二つつけ

も電とうをつけました︒

四276

にかはりました︒

四271

になりました︒

あひだから電とうがつくやう

四266私どもの町でも︑この

持ってかへりました︒

四263

︿略﹀︒

四212闘︿略﹀︑後ニハキツトオ 四261 おばあさんが﹁︿略﹀︒﹂と
シアハセノヨイコトガゴザイ
いっておとめになりましたが︑

四208園

四205 ︿略﹀︑カラダハ スツカリ
四254 ︿略﹀︑すずめがくらのや
モトノヤウニナホリマシタ︒
ねへ にげて行きます︒
オカゲサマデ︑カラダハ 四258園︿略﹀︑をぢさんもをばさ
コノ通りニナホリマシタ︒
んも早くかへります︒

シマスト︑︿略﹀︒

四203

ヲシヘテ下サイマシタ︒

四202

ワケヲ申シ上ゲマシタ︒

四193

オタヅネニナリマシタ︒

四19一

デニナリマシタ︒

アル日ハマベへ出テ見 四182 ソコへ大國主ノ神ガオ出 四245 ︿略﹀柿が︑赤い玉のや

テヰマシタ︒

︿略﹀︒

四161

︿略﹀︑白ウサギノ毛ヲミ

白ウサギハイタクテタマ
白ウサギハ︿略﹀︑ハマベ
︿略﹀︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

ニナリマシタ︒

四175 ︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂トオヲシヘ

︿略﹀︒

四172

トオタヅネニナリマシタ︒

四171

ニ立ツテ︑ナイテ居マシタ︒

四166

リマセンカラ︑︿略﹀︒

四165

ンナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

四164

ラヒマシタ︒

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテワ

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

四153

フ通りニナラビマシタ︒

四148

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ナカマヲ大降イツレテ來マシタ︒
四146 白ウサギハコレヲ見テ︑

四135

カラ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

四132

︿略﹀︒

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

四27又あめややくわしやでは︑ 四126
ゐます︒

四32 ちやうど人の出さかりで︑
お宮のすずがひつきりなしに
なってゐます︒
てをがみました︒

四34私どももすずをならし
四38 ︿略﹀︑﹁わあわあ﹂とはや

すこゑがきこえますQ

四51私のうちには柿の木
が五本あります︒
一本あります ︒

四53︿略﹀︑その中に私の木
が

四72︿略V︑どの木にもよくみ
がなりました︒

四75私の木も枝がをれる
ほどなってゐます︒

きのふ一つ取ってみまし

たら︑︿略﹀︒

四76

いてるました︒

四77 ︿略﹀︑もう黒くごまをふ

ノ山へ上りマシタ︒

四87︿略﹀︑トモダチトムカフ
四91︿略﹀︑ドノ家ニモコクキ
ガ出シテアリマシタ︒

谷ソコノーケンヤニモ︑
︿略V︑コクキが出シテアリマシ

四93

ます一まず
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出來上りました︒

コトガアリマス︒

した︒

れました︒

四284 電とうは︿略﹀火のよう 四324園山びことは何のこと 四395 こんどは日の番になり つだひました︒
四437手つだひの今吉がく略V︑
ました︒
でございますか︒
じんもようございます︒
べんけいのまねをしました︒
四286 よこ町に電氣の力で︑ 四347︿略﹀︑ネコ鳥トイフトコ 四397日は︿略﹀︑あたたかな光
四438 僕は牛わかまるになって︑
をおくりました︒
ロモアリマス︒
米をつく家も出盛ました︒
はねまはってたたかひましたら︑
四291 又町はつれに大きな工場 四356夜ニナルト︑︿略﹀アバレ 四401 ︿略﹀︑しまひにはぐわいた
︿略V︒
うをぬぎました︒
マハリマス︒
のふしんがはじまって居ます︒
四292 もう高いえんとつは大方 四361 ︿略﹀︑ボンヤリトシテ居ル 四402そこで︑風の負になりま 四442 ︿略﹀︑おかあさんにしから

かけ物やがくもはつされ

つづらや長持も出されま

ろうろして居ましたので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑すすはきは大きに

いはれました︒

四糾8 花子はく略V︑﹁︿略﹀︒﹂と

四454園

﹁︿略﹀︒﹂と今吉がいひま

らくになりました︒

したが︑︿略＞Q

四456

︿略﹀いろいろな物をもと

の所へなほしたら︑夕方近く

四462

なりました︒

友一のうちでかるた取

︿略﹀︑みんながほめられま

れいになって居ましたので︑

四465︿略V︑家の内も外もき

︿略﹀︒

した︒

四468

四465
一びき

四422戸だなや戸だなの中の
︿略﹀︑子ねずみが

はい︑ありました︒

今ちらしで取って居ます︒

がはじまって居ます︒

四475圏

下女がびっくりして︑﹁き 四473

やつ﹂といったので︑後でみん

はい︑とりました︒

さうひっぱりあっては

四483園

いけません︒

ぱたばた︑ぱたばた︑いよい 四492園

四431僕もはたきを持って手 四495園 こんど取った人がそれ

よさうちがはじまりました︒

四428

なにわらはれました︒

四426

とび出しました︒

四424

物もみんな外へ出されました︒

した︒

四418

お手玉が出ました︒

四417 たんすをうこかすと︑其
のうしろから物さしと花子の

び出されました︒

四415︿略﹀いろいろな物がはこ

ました︒

四413

らかみが外へ出されました︒

一番先にしやうじやか

ぬぐひをかぶり︑︿略Vおはたら

スルトホカノ鳥が見ツ 四408おかあさんがあたまに手 四444 花子はねこをだいてう

モズハ︿略﹀︑﹁キノーキイ﹂

スズメハ︿略﹀︑ヲドツタリ

ハ所
︿略﹀︑﹁ノリツケホウセ﹂ト

四412

ケテ︑︿略﹀︑ヨツテタカツテイヂ

烏ハ︿略﹀︑太イクチバシ

きになりました︒

ス︒

四378

ス︒

︿略V︑先づ風からはじめ

するとたび人は︑︿略﹀︑ぐ
くっつけました︒

わいたうをしっかりとからだに

四394

吹立てました︒

四392風は﹁︿略﹀︒﹂とはげしく

ました︒

四388

らべをしました︒

四386

ある時︑日と風が力く

鳴クノダトイフ所モアリマ

四383

ニヨツテイロイ隠子イヒマス︒

フクロフノ鳴キゴエ

サヘヅツタリシテバカニシマ

四374

トカチドキヲアゲマス︒

四372

デツツキマス︒

四366

メカヘシマス︒

四303正太郎が犬をつれて︑山 四364
道を通りました︒
四304 ︿略﹀︑﹁ぼちぼち﹂とよび
ますと︑︿略﹀︒

四306 ︿略﹀︑﹁ぼちぼち﹂と口ま

ねをするものがあります︒
四311 ︿略V︑﹁だれだ﹂といふと︑
﹁だれだ﹂と答へます︒
四312 正太郎がおこって︑﹁ばか﹂
といひますと︑︿略﹀︒

四313 ︿略﹀︑又向ふで︑﹁ばか﹂

そこへぼちが來ました

と口まねをします︒

四314
ので︑︿略﹀︒

四315︿略﹀︑﹂しょに向ふの方
へ行ってみましたが︑︿略﹀︒

四316 ︿略﹀︑だれも居ませんで
した︒

のことを話しますと︑︿略﹀︒

四318うちへかへって︑父にこ

四322園だれも居るのではあ
りません︒

しへました︒

四323︿略﹀︑父は﹁︿略﹀︒﹂とを
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す︒

居マス︒

︿略﹀︑カンナデ板ヲケヅ
︿略﹀︑カンナクヅガヒトリ

風が吹クト︑カンナクヅ

デニクルリトマハツテスベリオ

四603

ルモノモアリマス︒

四595

テ居マス︒

四587

︿略﹀︑ヰセイヨクハタライ

四583 ︿略﹀︑大士イノ大工サン
も取ることにします︒
ガ毎日其ノ中デ仕事ヲシテ
四496園 さあ︑つぎのをよみま
四498園 はい︑取りました︒

これから友一はだんだん

四501園せんのも私が取りま
すよ︒

四505
あせり出しました︒
チマス︒

四506みんなもしまひにはむち
ゆうになって取りました︒

四605
四608

︿略﹀︑友ダチトツミ木ヲ

ガ小屋中マツテアルキマス︒

四507 一どすみました︒
そびました︒

四514 ︿略﹀︑何べんも取ってあ

ます︒

︿略﹀︑へいけ方から舟を
︿略﹀︑其のさをの先には︑

つたり下ったりします︒

げんじの大しやうよしつ

くるまはって居ます︒

四634

ねは家士に向って︑天略﹀︒﹂と

のがございます︒

其の時一人の家來がす

といおとすほどの上手でござ

足のゆびをくひきられました︒

四715

︿略﹀うらの山へとんで

︿略﹀と思はないことは

雪ノヤウニ白ウゴザイ

︿略﹀︑二日ニテラサレテ

アマリスカ

一人ハタイソウ皆サンニ

︿略﹀︑一人ハ

︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

レマセン︒

四712

スカレマスガ︑︿略﹀︒

四711

トケテシマヒマス︒

四708シカシユや水ニハスグ

モトケマセン︒

四706

マスガ︑︿略﹀︒

四705

モヨクニテ居マス︒

四704私ドモニ人骨色モナリ

ありません︒

四701

行ってしまひました︒

四694

明けますと︑︿略﹀︒

四691︿略﹀︑私がかごの戸を

までしらずに居ました︒

四643園︿略﹀︑二羽だけはきっ 四687 ︿略﹀︑うちのものは朝
います︒

四644

よしっねはく略﹀︑すぐに

すみ出て︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四647

︿略﹀︑馬にまたがって︑海

︿略﹀︑よしっねがゆるしま

よ一はじたいしましたが︑

よ一をよび出しました︒

四648
︿略﹀︒

四651
せん︒

四655

︿略﹀︑今度は扇が少し

がさだまりません︒

四663

︿略﹀︑よくねらひをさだ

おちついて見えます︒

四665

赤い扇は︿略﹀︑なみの

めて︑ひようといはなしました︒

四671

上におちました︒

をたたいてよろこびました︒

つとほめました︒

羽かつてありました︒

一度にど

四681私のうちに山がらが一

四683︿略V︑私の手からゑを
たべるほどになって居ました︒

なすのよ一と申すも 四685 ︿略﹀︑あるばんねずみに

たつねました︒

四637園

ふなばたをたたいて︑

居マス︒

私は長生をして居ます

知って居ます︒

四741私は︿略﹀をみんな見て

ので︑︿略﹀︒

四728

などと申します︒

四727︿略﹀︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂

に立って居ます︒

四624舟はなみにゆられて︑上 四676海の方でもへいけ方が 四721 もう二百年あまりもここ

下に立って︑まねいて居ます︒

四621

一人のくわんちよが其の 四674 ︿略V︑みんなが馬のくら ナカマノモノが大チノー行ツテ

ひらいた赤い扇がつけてあり

四617

一そうこぎ出して來ました︒

四615

時︑︿略﹀︒

けは海で︑向ひあって居ました

の中へのり入れました︒
四524園 勝太郎︑︿略Vお前の所 シテアソビマシタ︒
へゑはがきが來ました︒
四613 ︿略﹀︑げんじはをか︑へい 四658 ︿略﹀︑舟がゆれて︑まと
が東工示の空をとびました︒

四531圏此のあひだひかうせん
四535 東京の宿屋で︑山膚の
ものと︑島國のものがおちあ
ひました︒

四542 山國のものが﹁︿略﹀︒﹂と
いへば︑島國のものが﹁︿略V︒﹂
といってあらそひます︒

へええ︑日は屋根から

出て︑屋根へはいるものでは

四545園

どうぞここへ追出して

しばってお目にかけま 四625 扇は風に吹かれて︑．くる

ございませんか︒

四554園
す︒

四555園
下さいませ︒

︿略V土ザウノフシンガ
ハジマツテ居マス︒

四581

ます一まず
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四744私は︿略﹀を其のわかい
時から知って居ました︒

四748︿略﹀︑くはやかまを持つ
てたんぼへ行きました︒
四753 ︿略﹀︑小さなわらぶきの

︿略﹀︑稻も萎もよその

うちへかへって行きました︒

それでだんだんうちがよ

よりはよく出志ました︒

四756

四757
くなりました︒

四762 ︿略﹀︑小さい時からよく
はたらきました︒

四764 ︿略Vむすめさんが︑此の

人の所へおよめに來ました
が︑︿略﹀︒

四772 此の間さびしいおさう式
が私の前を通りました︒
四777此の人は︿略﹀︑みばつて
ばかり居ました︒

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四797私は長い間に子どもを
たくさん見ましたので︑︿略﹀︒
見ぬきます︒

四801私は︿略﹀といふことを

そ

四898

が

曽我兄弟は兄を十郎︑弟 四952

兄弟はくどうのやかた

︿略﹀︑くどうはよくね入

へふみこみました︒

四961 ︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂と名のりま

って居ます︒

︿略﹀︑父はくどうすけつ 四954

を五郎といひました︒
四902

母は泣きながら二人の

ねにころされました︒

四907

四934

︿略﹀︑十郎はなみだをお
︿略﹀︑かたきを取らうと

︿略﹀︑先生が知らない生徒を

げました︒

五32

ここがあなたの教室です︒

一人つれてお出でになりました︒

五34囹

せきはあれにします︒

さうして﹁山田さん﹂とおよ

びになりましたから︑︿略V︒

五37

せきをおさしになりました︒

︿略﹀︑いつも大ぜいの家 五36 ︿略﹀︑此の間からあいてみた

二人のものはなかなか

︿略﹀︒

又中村君には︑﹁︿略﹀︒﹂とお

私ども二人はていねいにおじ

︿略﹀︑二三日たつと︑前から

ある日︑僕がうんどう場へ出

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

五64

の友だちのやうになりました︒

五52

ると太ってゐます︒

兄弟は︿略﹀︑ふじのすそ 五51 中村君は色が黒くて︑まるま

ぎをしました︒

五47

つしゃいました︒

五46

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

︿略V︑手を出すすきは 五43 ︿略V︑﹁はい﹂と答へますと︑
ある年︑よりともはく略﹀︑

ありませんでした︒

四928

したが︑︿略﹀︒

四927︿略﹀︑長い間つけねらひま 五37 ︿略V︑﹁はい﹂と答へますと︑

そばへよることも出典ません︒

四925

來をつれて居ます︒

四923

心がけました︒

四918

さへて︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

四914

つて見せます︒

した︒
子どもに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
四804 ︿略﹀子どもは︑大ていろ
くなものになりません︒
四908 五郎はまだ小さくて︑何 四965 ︿略﹀︑まくらもとの刀を
取っておき上らうとしました︒
も分りませんでしたが︑︿略﹀︒
四808 昨日おとうさんとく略﹀に
四912説きつと此のかたきを取 四968 ︿略Vめでたくのぞみをと
いさんの所へ出かけました︒

︿略﹀︑河を見たら︑たいそ
﹁︿略V︒﹂とたつねましたら︑

う水が出て居ました︒

四812

︿略﹀︒

四815

︿略﹀︑いつ見てもよいけ

しきだと思ひました︒

四826

四827ちやうど大きな船がおき
︿略﹀︑にいさんがむかへ

を通って居ました︒
四834

に來て居ました︒

オ花ハオカアサンニオヒ

ふじのまきがりをいたしました︒

四937

行って居ます︒

︿略﹀︑ヒシモチモモウソ 四935かたきのくどうもく略﹀

今オキクトオヒナ様ノ

野へ急ぎました︒

︿略﹀くどうのやかたへ

かほを見合ひました︒

オチヨサンモ浜松サン 四948 二人は︿略﹀︑つくづくと

向ひました︒

︿略V︑オ花ノオカアサン 四943

モ來マス︒

四877園

ガ來マシタ︒

四872

前ニスワツテナガメテ居マス︒

四糾7

ナヘテアリマス︒

四846

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

四餌4

りました︒

四丁1 ︿略﹀︑夕方の汽車でかへ

四781︿略﹀田も畠も人の物 四835 三人で町を見物しました︒
になってしまひました︒

かへって來た時には︑ひ

ませんでした︒

四782︿略﹀︑村にもひさしく居
四785

どいみなりをして居ました︒
して居まして︑︿略VQ

四786 ︿略﹀︑長い間しょんぼりと

四787 ︿略﹀︑日がくれてから村
へはいりました︒

四793︿略﹀︑私が風の音をこ
うつとさせてやりましたら︑︿略﹀︒

四795︿略﹀︑送って行く人が
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五71 僕は﹁︿略﹀︒﹂といって︑力
をつけてやりました︒
は︑男らしくないと思ひます︒

五74 ︿略﹀大ぜいしていぢめるの
五77 ︿略﹀︑すさのをのみことと申
いつも

す神様がございました︒

はたをお通りにな り ま す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五78 ある時︑出雲の國のひの川の
はし
五81 ︿略﹀︑川上から箸が流れて來
ました︒

五84 ︿略﹀︑だんだん山おくへおは
い り に な り ま す と︑︿略﹀︒

五85 ︿略﹀︑おちいさんとおばあさ
んが︑一人の娘を中において泣いて
ゐました︒

五88 ﹁なぜ泣くか︒﹂とおたつねに
なりますと︑おちい さ ん が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

やまた

をうち

五92園私どもにはもと娘が八人ご
ざいました︒

五95園 それを八岐の大蛇が來て︑
毎年一人つつたべました︒

五96園 もう此の子一人になりまし
たのに︑︿略﹀︒

五98囹︿略﹀︑近い中に又其の大蛇
︿略﹀︑せ中には︑ひのきや

がたべにまみりま す ︒

五104園

杉の木が生えてゐます︒

五107 強い酒をたくさんつくれ︒﹂
とおいひつけになりました︒
︿略﹀︑八岐の大蛇の來るのを
間もなく大蛇が來て︑︿略V︑

待っていらっしやいました︒

五112
五114

飲みほして︑大蛇がよひつぶ

其の強い酒を飲みました︒

五115
︿略﹀︑大蛇をずたずたにお切

れますと︑︿略﹀︒

五117

−を廣げてとめて下さいました︒

ぼちが昨日から病勢で︑ごは
︿略﹀︑もうよくなってみて︑

んをたべませんので︑︿略﹀︒

五151
五154

五157

つゴり方の時間に︑すゴめが

尾をふってむかへに出ました︒

ひの川が血になって流れまし

五161

學校からかへって︑新しい筆

夕方から雨がふり出しました︒

︿略﹀︑僕には小刀とえんぴつ
くんしやう

金の鳥がついてゐますね︒

をぢさん︑動⁝章がふえま
五175園

ゆふべの雨がはれて︑青葉の
︿略V︑鯉が大きな口で︑思ふ

五235

︿略﹀︑おくの方からたえずち

くおんきの音が聞えて來ます︒
ゆかた
︿略﹀︑すゴしさうな浴衣地が

五238

︿略﹀︑それを見てみる人も大

かざってあります︒

ぜいあります︒

五242

︿略﹀︑小ぞうさんたちにさし

五244店の中へはいって見ますと︑

︿略﹀︒

五246

︿略﹀反物や帯地をかついで

づをしてゐます︒

五248

來て︑お客の前につみ上げます︒

五252 ︿略﹀︑私どもは浴衣地とこん

うちへかへって︑ふろしきを

がすりを買って外へ膨ました︒

五253

︿略﹀手ぬぐひと物さしが景

明けて見ましたら︑︿略﹀︒

五255

︿略V︑矢ヨリモ早クトンデ行

物にはいってゐました︒

キマス︒

五262

︿略﹀︑南ノ國ヘカヘツテ行キ

五266 ︿略﹀︑南ノ三二ラワタツテ來

マス︒

ツバ謡曲コチラニ居ル間二︑

︿略﹀︑ヒナヲソダテマス︒

五273

マス︒

︿略﹀︑又はらをふくらませて︑ 五271

其のたびに︑鯉のかげが地の

︿略﹀村外れに︑家が一けん

には︑何の音も聞えません︒

五283 ︿略﹀︑風の音と水の音より外

立ってるます︒

五281

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑︿略﹀︒

︿略﹀大責出しは︑いよく 五275 ツバメ血管や畠ノ作物ニツク
おひるすぎおかあさんにつれ
島屋の前には︑人が黒山のや
うにあつまってゐました︒

五228

られて︑買物に行きました︒

五227

今日からはじまりました︒

五225

上をおよぎます︒

五221

をどり上ります︒

五218

も高く尾を上げます︒

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

五216

上に日が氣持よくてってゐます︒

五208

したね︒

五172園

をおみやげに下さいました︒

五168

で書き方のおけいこをしました︒

五164

出しておやりになりました︒

先生がまどをすっかり明けて︑

教室の中へとびこみました︒

尾をお切りになった時︑つる

りになりました︒

五118
た︒

五122

五158

ぎのはがこぼれました︒

ふしぎに思って︑尾をさいて

︿略﹀︑天照大神へお上げにな

︿略﹀︑つるぎが一ふり出まし

ごらんになりますと︑︿略V︒

五123
五123
た︒

五126

今日から日記をつけることに

りました︒

五131

學校からかへって見ると︑廣

しました︒

五133

うめやも㌧やさくらがみん

北國にも春が來ました︒

田君からゑはがきが來てるました︒

五134国

五135囲

な一しょにさいてゐます︒

これだけはお目にかけたい
と思ひます︒

五137團

と書いてありました︒

︿略﹀︑春子とつくしをつみに

五138 ︿略﹀︒

五143

かへりみちに︑はなれ馬がと

行きました︒

五144

んで富ましたので︑︿略﹀︒

︿略V︑どうしょうかと思って
︿略﹀︑よそのをぢさんが大手

ゐますと︑︿略﹀︒

五145
五146

ます一まず

594

五285 庭さきのもみちの木は︑前の
川に美しいかげをうつしてゐます︒
︿略﹀︑此のごろは栗の花がた

くさんさいてゐます︒

五287

五292 此の間町のをばさんがいらっ
し ゃ つ て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂とおっしゃいま
した︒

︿略﹀︑松山の下へ瓦やきを見

匹は耳に手をあててゐます︒
五381

ちやうどかまを明けたところ

に行きました︒

五383
︿略﹀︑先生が︿略﹀︑學校へ

で︑白いけむりが立ってるました︒
五387

︿略﹀よく物費に來るおちい

およりになりました︒

︿略﹀︒

五408

︿略﹀︑しめをはった大きな杉

私どもが六人で︑やっとかか
﹁さしわたしが八尺もある︒﹂

のどがかわいてみたので︑み
先生が拝殿にかけてある給馬

昔熊襲のかしらに川上のたけ

ました︒
くまそ

やまとたけるのみこと

天皇は日本武尊にこれを
尊は其のころ︑︿略﹀︑御年は

わっかに十六でいらっしゃいました

五417

征伐せよとおほせられました︒

せいばつ

五415

にしたがひませんでした︒

るといふ者があって︑天皇のおほせ

五413

︿略﹀︑三時ごろ三校へかへり

のお話をして下さいましてから︑

五407

んな大よろこびで飲みました︒
ゑ ま

五405

て來て下さいました︒

五403︿略﹀小使さんが変ゆを持つ

こづかひ

と先生がおっしゃいました︒

五398

へました︒

五397

の木がありました︒

五395

ね︒﹂といって通りました︒

さんが︑︿略﹀︑﹁皆さん︑遠足か

五326 ︿略﹀︑りやうがはの歩道に人 五393
︿略﹀︑お見送をして表へ出て

通のたえることがありません︒
五328
見ました︒

五336 此の時何の氣もなく自分のう

︿略﹀︑これで間敷が七つもあ

ちを見て︑その小さいのにおどろき
ました︒

五341

ていりう

るとは︑どうしても思はれませんで
した︒

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

あります︒

五346 時計屋の前に電車の停留場が
五353

たので︑はね起きました︒
︿略﹀︑先生もお出でになって

ゐました︒

五356

五357 學校の門を出て西へ向ひまし
た︒

︿略﹀ ︑ わ ら び や ぜ ん ま い が ︑

すっかり葉になってゐました︒

五361

五363 いたどりは私どものせいほど
︿略﹀︑道ばたの立石にさるが

にのびてゐました︒
五371

三匹ほってありました︒

五372 一匹は目に︑一匹は口に︑一

︿略﹀︑いさみ立ってお出かけ

が︑︿略﹀︒

五418

お着きになりますと︑︿略﹀︒

になりました︒

五421

︿略﹀たけるが新しい家を造

尊は︿略﹀︑其の家の中へお

つて︑人々をあつめて︑其の祝をし

五423
ました︒

五425

大ぜいの女どもにまじってい

はいりになりました︒

五427

えました︒

五455園﹁︿略﹀︒﹂といって︑息がた

これから後やまとをぐなの

皇子を日本武尊と申し上げることに

五457囹

昨日からうちの惣が上りはじ

なりました︒

五468

上る頃には︑翼のからだがす

めました︒

五472

き通るやうになります︒
まゆ
五473 ︿略﹀︑頭を上げて︑繭をかけ

︿略﹀︑かごのうらや棚のすみ

る所をさがします︒

今日のお書頃はうち中︑目が

まぶしには︑かさくといふ

早いのはもう繭を作り上げて

まだ繭をかける場所をさがし

此ノ頃ハ雨が降りツ寸イテ︑

ト流レテ行キマス︒

五511 ︿略﹀︑水船低イ方へ低イ方へ

表デ遊ブ日ガアリマセン︒

五505

と︑ねえさんにおつしゃいました︒

五498さつきおかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

てるるのもあります︒

五492

いてるるのもあります︒

五491 ︿略﹀︑一生けんめいにはたら

ゐます︒

五485

音がしてゐますが︑︿略﹀︒

五482

まはるほどいそがしうございました︒

五478

ません︒

五477 ︿略﹀︑ちっともゆだんが出來

︿略﹀︒

などで︑繭をかけはじめますから︑

︿略﹀︑たけるは尊を見つけて︑ 五476

らっしやいますと︑︿略﹀︒

五428

此の時尊はふところのつるぎ

たけるも酒によってねむりま

夜がふけて︑人々はかへりま

自分のそばへ呼びました︒

五431
した︒

五432
した︒

五436

を出して︑たけるのむねをおつきに
なりました︒

なみくの者なら︑﹁あっ﹂
とさけんで死にませうが︑︿略﹀︒

五438

申したいことがあります︒﹂

五徊3圏申したいことがあります︒
五444

自分にまさる者はないので︑

あなたはどなたでいらっし

尊は手をおゆるめになりまし

といひました︒

五嘱4
た︒

五唱6園

やいます︒

五452圏

今御名をさし上げます︒

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五453園
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︿略﹀︑ ミ ゾ ニ オ チ ル 頃 ニ ハ ︑

ラ︑低イ方へ流レテ行キマス︒

五512 庭へ降ル雨モ︑庭ノ高イ所カ
五515

マス︒

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ
五517 本流ガアリマス︒
︿略﹀︑ 高 イ 所 二 行 キ ア タ ル ト ︑

五517 支流ガアリマス︒
五522

カウシテ 流 レ ル 水 ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

其所ヲヨケテ流レマス︒
五523

流レくテ海へ行キマス︒
五525 雨水ハタ寸カウシテ流レルバ
み

の

カリデハアリマセ ン ︒

五531 昔美濃の國にまっしい人があ
りました︒

五533 山から薪を取って來て︑それ
を費って︑くらしを立ててゐました︒

がありまして︑︿略﹀︒

五534 此の人に年取つたおとうさん

︿略﹀︑かへりに酒を買って來

なめてみると︑酒のあちがい

たします︒

五544
︿略﹀其の酒をくんで來て︑

な

ら

いっか此の事が天皇のお耳に

おとうさんに上げました︒

五551

五552
入りまして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑わざく奈良の都から

美濃の國へ行幸になりました︒

ぎやうかう

五554

りゅうぐう

に︑狐は死んで居ります︒

︿略﹀︑お話にある龍宮はこ 五805園矢はあたって居りませぬの

れかと思はれます︒

五596

二人は峠を下りて︑となり村

さて宗任がかりまたをぬき取

おとうさんにうかゴひます

皆様におけがもございませ

んでしたか︑︿略﹀︒

五833国

です︒

と︑叔母さんの町に大水が出たさう

五831団

はひやくしたといひます︒

五827 ﹁︿略﹀︒﹂と︑義家の家來ども

むけて︑うつぼへさ㌧せました︒

五817 ︿略﹀︑医家はせ中をくるりと

つて︑義家にかへしますと︑︿略﹀︒

五815

ひました︒

五812 ︿略﹀︑義家が﹁︿略V︒﹂と言

に︑狐は死んで居ります︒

社前の海に︑日本一の大鳥居 五806囹矢はあたって居りませぬの
作太郎は父につれられて︑は

があります︒

五598
五633

じめて町へ行きました︒

村ざかひの峠へ上りますと︑
村ざかひの峠へ上りますと︑

もう町が目の下に見えます︒

五633

︿略﹀︒

よし

あぺのむねたふ

八幡太郎書家が或日安倍宗任

用水池には大きな鯉が居ま

ありますね︒

五666園

五677園
まん

せうね︒

︿略﹀︒

五795
た︒

した︒

五803

義家はせ中のうつぼから︑か
︿略﹀︑両耳の間をねらって︑

︿略﹀︑狐はころりとたふれま

頭の上をすれくにいました︒

五801

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

五797

きつね
︿略﹀︑狐が一匹とんで出まし

をつれて養い野原を通りますと︑

︿略V︑多くは舟に乗って︑島 五795
︿略V︑青い松が一面に立って

しか

︿略﹀︑島の山には鹿がたくさ
いつくしま

島の東北に福島神社があり
朱ぬりの社殿が山のみどりを

︿略﹀手をけやはき物まで

夜明け方になって︑雨も風

其の時表で水だくとさけ

ぶこゑがしましたので︑︿略﹀︒

五858囲

しようをうち出しました︒

五856國 ︿略﹀︑間もなく火の見で半

もやみますと︑︿略﹀︒

五854国

すっかり二階へ上げました︒

五851園

くなりました︒

五餌6団 ︿略﹀︑タ方から風もはげし

でした︒

ありませんでしたが︑中々のさわぎ

五842団 ︿略﹀︑うちには大した事も

す︒

く略V︑此の村にはよく水が 五834団 ︿略﹀︑お見舞を申し上げま

いと言って︑さわいでゐますのに︑

五665園．うちの方では︑田に水がな

へはいりました︒

五661

かけて行きます︒

五655園あ︑町の方へ馬車が二だい

もう町が目の下に見えます︒

酒の出る所を御らんになって︑ 五634

﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒

五557

やうらう
︿略﹀︑年がうを養老とお改め

になったと申します︒

五561

日本の國には︑景色のよい所

がたくさんありますが︑︿略﹀︒

五564

︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

の三つを︑昔から日本三景と申しま

五565

す︒

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

あたりの高い所からもながめ

りのよい松がしげってゐます︒

五568

す︒

後にして︑たいそうきれいに見えま

五591

ます︒

五588

んすんでゐます︒

五586

みて︑長い橋のやうに見えます︒

五583

の間を通って見物します︒

五573

ますが︑︿略﹀︒

五534 ︿略V︑酒がすきでございまし 五571
た︒

五537

ては︑おとうさん を 懸 口 ば せ て る ま し
た︒

五541 或日山の中で︑こけに足をす
べらせて︑うつむけにたふれました︒

︿略﹀︑ふしぎに思って︑見ま

で︑︿略V︒

五542 すると酒のにほひがしますの
五542

は し ま す と ︑ ︿ 略V︒

︿略﹀︑石の中から酒ににた物
がわいてるます︒

五543

ます一まず
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五861圏

︿略﹀︑二階のまどからのぞ

いて見ますと︑︿略﹀︒

五862團 く略V︑水が表の通をさっと
洗ひました︒

五864団 叔父さんはく略﹀︑すぐ屋
根へ出ました︒

五866国 たちまち水が二尺になり︑
三尺になり︑五尺にもなりました︒

五867国 うら手で助けてくれ助けて
くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑どうすることも出來

ませんでした︒

五873圏

五876団︿略﹀︑わたしは正男をつれ
て物ほしへ出ま し た ︒

五878團 仕合はせに水はそれからふ
え ま せ ん で し た が︑︿略﹀︒

五881国︿略﹀︑町は大てい水につか
つて︑人家も七八軒流れました︒

物 に こ ま り ま し たが︑︿略﹀︒

五883團 うちでも一時は飲水やたべ
五884国︿略﹀︑今ではあとかたづけ
も大がいすみました︒

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

五888囲 おとうさんやおかあさんに
に居ります︒
ばこ

五895 私は町の辻に立ってるる郵便
︿略﹀︑夜でも︑書でも︑此所

函であります︒

五897

に立通しに立っ て る ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

る人の外は︑私のからだにさはる者

五901

時々︿略﹀ひとりごとを言つ

がありません︒

五904
て行く者があります︒

を大切にあづかってみて︑これをあ

しゃしん

︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

すが︑︿略V︒

五937

事が書いてありますと︑︿略﹀︒

す︒

五944

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出

︿略﹀︑それは人にもらしては

庭サキノブダウ棚二︑今︑夕
︿略﹀ウスムラサキノ實ハ︑
五964

叔父サンノウチニモ︑ブダウ

モウアマクナツテヰマセウ︒

ソレニ闇黒ミノアルムラサキ

ブダウニハ︑マダイロくノ
私ドモハブダウノ實ヲ生デタ

熊は死人には手を着けないと

死んだふりをしてゐました︒

五984

熊が來て︑からだ中かぎまは

聞いてみたからでございます︒

しましたが︑︿略﹀︒

五985

五987 ︿略﹀︑其のまま行ってしまひ

東京停車場は東洋第一の大停

ました︒

車場で︑宮城の東にあります︒

きゅうじやう

五㎜5

赤れんぐわの三階造で︑間口

が百八十四間もあります︒

五欄7

停車場の階上には︑役所もホ

まん中が帝室用になってゐます︒

五梱1向って右が入口︑左が出口で︑

五重3

︿略﹀︑甘甘店や︑いろくの

テルもあります︒

五捌8

しよくだう

又洗面所もあれば︑食堂も

費店もあります︒

五撹1

此の停車場から︑毎日七八千

あります︒

人つつの人が乗降りします︒

五齪3

︿略﹀︑自動車・馬車・人力車

がいくだいとなく︑入口・出口によ

五醜5

はじめて東京見物に顧て︑此

つて來ます︒

五畜8

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

︿略﹀︑タクサン作ル所デハ︑

ブダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニ

新田が大へんよく出門まし

第一に宮城をさしてまみります︒

一人はく略V︑地にたふれて︑ 六16

朝飯の時こんな話が出ました︒

ませう︒

一人は早く見つけて︑木の上 六15園來年もやはりあの稻を作り

た︒

六14園

シタリスルト申シマス︒

五974

ベマスガ︑︿略V︒

五973

種類ガアルトイヒマス︒

五972

色ノ實ガナツテヰマス︒

五967

棚ガゴザイマス︒

五965

美シイ玉ノヤウニ見エマス︒

五963

日ガサシテヰマス︒

五961

ならないことになってゐます︒

五948

るかも知れませんが︑︿略﹀︒

五946

るやうに思ひました︒

︿略﹀︑私もはらわたがちぎれ

五908私のやくめは︑︿略﹀郵便物 五938 ︿略﹀︑もらひ泣きをいたしま

いかな日でも葉書の百枚や封

つめに優る人に渡すのであります︒

五912
書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

毎日かならず新聞を入れに來

らないことはありません︒

五913
ざっし

る方も四五人はあります︒

たまには雑誌や窮眞がはいる
作物の種や商品の見本も入れ

こともあります︒

五914
五916

︿略﹀︑私はまだそれをあっか

てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五917

私の口にはいる物は︑はがき

つたことはありません︒

五921

の外はきっと切手がはってあります︒

それも品と目方によって切手
︿略﹀︑私のおなかを明けて持

の償がちがひます︒

五922
五924

葉書には︑大ていちよっとし

︿略﹀︑私は氣がもめてたまり

つて行きます︒

ません︒

五927

五933

た用事が書いてありますが︑︿略﹀︒

五982

へにげ上りました︒

五981

熊が出て來ました︒

くま

︿略V︑封書には︑いろくこ 五併7 二人の者が山の中を通ると︑
おめでたい事やたのしさうな

み入った事が書いてあります︒

五934
五935

︿略﹀︑私もうれしいと思ひま

事が書いてありますと︑︿略﹀︒

五936

597
ます一まず

ぼへ稻こきに行きました︒

六17 今日はうちの者がみんなたん

買って行きました ︒

六23 ︿略﹀︑卵買が來て︑卵を七つ

俵の山が出來てるます︒

六25 今どこのうちへ行って見ても︑
六26 うちでも土間に丸太を置いて︑
其の上につんであります︒

六31 ︿略﹀︑もう三つ目の山が出來
か＼つてゐます︒

六36 今日庭にほしてあるもみをす
つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目
︿略﹀︑﹁ も う お 書 か な ︒ ﹂ と お

の山は出來上りませう︒
六42
つしゃいました︒

︿略﹀︑ネダンモ高ウゴザイ

リマセンカラ︑︿略﹀︒

六103園
マス︒

六105囹三月ソレニヒキカヘテ︑金

︿略﹀︑シタガツテネダンモ

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑
︿略﹀︒

六106園

ソレデ︑オアシニナルコト

安ウゴザイマス︒

六107園

モ出來レバ︑針金ニナルコトモ出來
マス︒

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

シテミレバ銅ホド役二立ツ

其ノ時鐵ビンハ

﹁︿略﹀︒﹂ト

言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

六138

︿略﹀︑昨日のお書すぎ︑にい

さんときのこ取に行きました︒

六144

︿略﹀ぐみを一枝折ると︑
僕が紅色のきれいなきのこを

︿略﹀︑にいさんに注意されました︒

六147
六153

取って︑にいさんに見せましたら︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさん

が言ひました︒

六156

それからにいさんと︑︿略﹀︑

ねずみ茸を少し取りました︒

六162

茸も地面へなげつけました︒

何の木か︑おがくつが大そう

をひいてゐました︒

六171

よくにほってゐました︒

六175園此の近くに︑しめちの出る
にいさんがく略﹀︑﹁︿略V︒﹂

所はありませんか︒
六176

とたつねますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑栗林の下のくぼ地を教

行って見ますと︑なるほど少

へてくれました︒

六182

六183

行って見ますと︑なるほど少

し早すぎましたが︑︿略﹀︒

六183

︿略﹀︑それでも︑小さなしめ

し早すぎましたが︑︿略﹀︒

六185

ふまないやうに注意して︑か

ちが列を作って出てゐました︒

六186

認りがけに︑力藏さんにお禮

ご一ぽい取って臨りました︒

六187

︿略﹀︑﹁一雨降ったら︑又お

を言ひましたら︑︿略﹀︒

六191

鉛色の空は次第義々に低くな

出で︒﹂と言ひました︒

六194

︿略V︑濱の松は身をふるはせ

つて來ます︒

て︑頭を地に着けさうにします︒

六197

さあっと引いて行きます︒

六198 うちよせて止る波は︑︿略﹀︑

冬時の海には︑よくこんなこ

となみ

︿略﹀︑越中の國の礪波山に

ゑつちゆう

爾方からおしよせて︑ちんの

もあります︒

六251 ︿略﹀︑一匹の馬に二人乗る者

ときのこゑをあげさせました︒

六238 ︿略﹀︑二方から一度にどっと

間がわっか三町ばかりになりました︒

六235

のふもとにちんを取りました︒

六233 ︿略﹀︑これもおなじく礪波山

ちんを取りました︒

六231

さしむけました︒

六227 ︿略﹀︑平家はあわてて討手を

す︒

ふれふしのこゑが︑其所此所にしま

六207 こんな時には︑﹁︿略﹀︒﹂と言

とがあります︒

六204

えません︒

六203 ︿略﹀︑汽てきの音は少しも聞

ません︒

六111園金ダラヒニモナレバ︑私ノ 六157 僕はびっくりして︑ぐみも紅 六201 もとより舟は一そうも出てゐ
六112園

物ハアリマスマイ︒

︿略﹀︑モツトタクサンアツ

︿略﹀︑皆鐵ガナケレバ造ル

今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ
ソレデモ至正ヂキニサビテ︑

モシセイ出シテ使ツテクレ

時々青イ物ヲ出シマス︒

六135金銅直人走使ハレテヰテモ︑

サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

六134圏

﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタ︒

六13ーヤクワンハ之ヲ聞イテ︑

赤クナルデハアリマセンカ︒

六128園

ハハイレマセンガ︑︿略﹀︒

六124園

コトが出來マセン︒

六123園

ト思ヒマス︒

テ︑モツト役二立ツ心配鐵デアラウ

六116園

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略V︒

六44 ︿略Vにはとりが︑俵の山へ 六115囹ナルポド︑銅ハタクサンア 六167 木びきの力藏さんがく略﹀板
上ってときを作りました︒

六75園 外國には︑新高山より︑も
︿略﹀︑ヤクワントテツビンガ︑

つと高い山がありますか︒
六94
ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒

六94 先ヅヤクワンが言ヒマスニハ︑
﹁︿略﹀︒﹂

六95園金ニハイロくアリマスガ︑
︿略V︒

六97圓 ︿略﹀︑中デ一番人ノ役二立
ツノハ︑私ドモノ仲間ノ銅デアラウ
ト思ヒマス︒

イロくナカザリ物ニナリマスガ︑

六102園 金や銀二女シクテ︑︿略﹀

︿略﹀︒

六103園 く略V︑ドチラモタクサンア

六253

︿略﹀︑後のくりから谷へ︑な
︿略﹀︑ずるぶん深いくりから

だれをうって落ちました︒
六257

谷が︑平家の人馬で埋まりました6
か が

六258大金維盛は命からぐ加賀の

︿略﹀︑車夫ガ﹁ダンナ︑マ

つたと言ひます︒

六324園

屋島の合職に︑義纒が小わき

ヰリマセウ︒﹂ト言ツタ︒
よしっね

六351
弓は潮に引かれて流れて行き

にはさんでみた弓を海へ落しました︒
しほ

義纒は︿略﹀︑むちのさきで

それをかきよせようとします︒
くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

す︒

六445

言ひます︒

源頼朝が

みなもとのよりとも

六511

︿略﹀︑

舞姫をあ

ひめ

十二人いるうち︑十一人まで

つめました︒

六512

︿略V︑十一人目ではありまし

はありましたが︑︿略﹀︒

六513

たが︑あとの一人がありません︒

こまってみる所へ︑御殿に仕

へてみる萬じゅがよからうと申し出

六515

頼朝は一目見た上でと︑萬じ

た者がありました︒

六516

ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑かほも美しく︑すがた
も上品に見えましたので︑︿略﹀︒

六517

した︒

萬じゅは當年やうやく十三︑

それでも義金は︑︿略V︑とう 六518 ︿略﹀︑さっそく舞姫にきめま

六526

︿略﹀︑舞見物の人々が何千人

一番二番三番と︑十二番の舞

︿略﹀ことに人のほめ立てた

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

六524

ともなくあつまりました︒

六523

した︒

舞姫の中では一番年わかでございま

たとひ金銀で作った弓でも︑ 六521

義纒に此の名を惜しむ心があ

此の時には頼朝も︿略﹀︑い

のは五番目の舞でございました︒

ます︒

六543園

べつにのぞみはございませ

からいと

んが︑︿略﹀︒

たうございます︒

六544園 ︿略﹀︑唐糸の身代りに立ち

之を聞くと︑頼朝のかほの色

と申しました︒

六545萬じゅはおそるく︑﹁︿略﹀︒﹂

六546

かはるも道理︑これには深い

はさっとかはりました︒

六547

︿略V︑木曽の家來手塚太郎

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

みつもり

わけがあったのでございます︒
てっかの

六552

が︑︿略﹀︒

六553 ︿略﹀︑之をさとって︑すぐに

義仲からはく略﹀大切な刀を

義仲の所へ知らせました︒

六556

光盛の娘は其の後︑殴書頼朝

送ってよこしました︒

かへって︑︿略﹀刀を見つけ

︿略V︑少しもすきがありませ

をねらひましたが︑︿略﹀︒

六557

六558

ん︒

頼朝は其の刀に見おぼえがあ

られてしまひました︒

六562

六563

︿略V︑石のらうを造って︑そ

つたのでございます︒

唐糸といふのは此の女のこと

れに入れました︒

六565

六571

唐糸には其の時十二になる娘

これが萬じゅの姫で︑木曽に

がありました︒

六567

でございます︒

其の五番目の舞姫といふのは︑ 六566

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六542

翌日頼朝は萬じゅを呼出して︑

かの萬じゅの姫であったのでござい

六532

つしょに舞を舞ひました︒

月と日と雷が同じ宿屋にとま 六528

ございませう︒

つたので︑何時の職にも勝つたので

六386

と言ったと申します︒

六384︿略﹀︑長久は笑って︑﹁︿略﹀︒﹂

と申しますと︑︿略＞Q

３ 陸へ上った時︑家來が﹁︿略＞o﹂

御命には代へられませぬ︒

六372園

とう弓を拾ひ上げました︒

六366

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と口々に言ひます︒

六362

源氏の者どもは義纏をかばひ

義経のかぶとに引っかけようとしま

六356

六354

六352
國へにげました ︒
とら
ます︒
六278大きな虎 が 山 お く で ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂
とひとりごとを言ひました︒

六282 其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも
のがありました ︒

六282 虎が見まはしましたが︑だれ
も住ません︒

六283 虎が見まはしましたが︑だれ
も謹ません︒

一匹虎を見上げてゐます︒

六287 なるほど︑ごまつぶ程の蟻が
六295園 人間があなた方を生けどり
にするには︑いく人かで力を合はせ
るではありませんか︒

六298園 私どもだって︑大ぜいして
か＼れば︑あなた方に負けません︒

六301 虎はおこって︑蟻をふみつぶ
さうとしました ︒

六303 蟻は虎の指のまたからくgつ
︿略﹀︑敷かぎりもない蟻がま

て︑仲間の者にあひつをしました︒
六305

りました︒

もうとうにお立ちになりま

月と日が居りません︒

六餌8囹
した︒

六313 とうく弱って︑蟻にあやま 六唱8 宿の者にきくと︑﹁︿略﹀︒﹂と

出來ません︒

六312 虎は︿略﹀︑どうすることも

所きらはず食ひ つ き ま し た ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六307さうして虎の目・鼻・耳・口︑ 六戸6 朝︑雷が目をさまして見ると︑

つ黒になって︑出て來ました︒

占ハ

ます一まず
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599
ます一まず

住 ん で 居 り ま し たが︑︿略﹀︒

かまくら
︿略﹀︑うばをつれて︑鎌倉を

さして上りました ︒

六572

に着きました︒

六575 二人は︿略﹀︑やうく鎌倉
︿略﹀︑うばと二人で御ほうこ

うをねがったのでございます︒

六581
︿略﹀︑人の仕事まで引きうけ

る や う に し ま し たので︑︿略﹀︒

六583

人々にかはいがられました︒

六584 ︿略﹀︑﹁命じゆく︒﹂と︑

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六586 さて萬じゅは︑だれか母の事

︿略﹀︑何の氣もなくあたりを

︿略﹀︑力をおとして居りまし

︿略﹀︑母の名をいふ者があり

ゐますが︑︿略﹀︒

六588
ません︒

六591
た︒

六593
ながめて居ります と ︑ ︿ 略 V ︒

六595園あの門の中へ︑はいっては
なりませぬ︒

六595︿略﹀︑下仕の女が來て︑
わけをたつねますと︑︿略V︒

要略﹀︒﹂と申し ま し た ︒

六595

六598囹 あの中には石のらうがあっ

わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

て︑唐糸様がおしこめられて居られ
ます︒

六601

と答へました︒

六602 之を聞いた萬じゅの喜はどん
なであったでございませう︒

六604

︿略﹀︑今日はお花見といふの

で︑御殿は人少でございます︒

六605萬じゅは其の夜︿略﹀︑石の
八幡様の御引合はせか︑門の

らうをたつねました︒

六607
うばを門のわきに立たせて置

戸は細めに明いて居りました︒

六608
月の光にすかして︑あちらこ

いて︑姫は中にはいりました︒

六611

︿略V︑松の一むら立ってるる

ちらさがしますと︑︿略﹀︒

六613

萬じゅがかけよって︑らうの

中に︑石のらうがありました︒

六616

︿略﹀︑﹁たれか︒﹂と︑らうの

とびらに手をかけますと︑︿略﹀︒

六621

おなつかしや︑母様︒木曽

中から申しました︒

六624園

﹁︿略﹀︒﹂と︑親子は手を取合

の萬じゅでございます︒
六626

︿略﹀︑三人は其の夜をなみだ

つて泣きました︒

六628

︿略V︑折々らう屋をたつねて

の中に明かしました︒

六633

さうして其の明くる年の春︑

は︑母をなぐさめて居りました︒

六634

びをあたへましたので︑︿略﹀︒

し

よしっね

義経・辮慶の五條の大橋は此

べんけい

これには電車も通ってゐます︒

︿略﹀︑其のさきにやさしい姿

賀茂川は水が多くないので︑

あの美しい友暉染は︑もと此

春子︑オ前ハ着物や帯ノ地

モ

メン

﹁麻縣︒﹂﹁マダアリマセ

サウ︑ヨク知ツテヰマシタ︒

六757園

六756園

モウ知りマセン︒

マダアリマセウ︒

ナ物ガアリマスカ︒

六752園毛縣デオツタ物ニハ︑ドン

六751園

ゥ︒﹂

六747囹

ダアリマス︒﹂
アサ

六745園 ﹁絹綜ト木綿綜デス︒﹂﹁マ

キヌ

ハ何ノ縣デオル感知ツテヰマスカ︒

六743園

の川べりで出始たのでございます︒

六738

染物にむいてゐます︒
いうぜん

六737 ︿略﹀水がいたってきれいで︑

船は通りませんが︑︿略﹀︒

六735

の山がかすんで見えます︒

六734

す︒

の川下にか＼つてみるのでございま

︿略V︑親子は︑︿略﹀︑喜び勇 六731

京都を北から南へ流れてみる

んで木曽へ詣りました︒

六646

も

川を賀茂川といひます︒

か

六694

︿略﹀姿を︑此の川の水はい

︿略﹀刀や︑なぎなたの光も︑

くたびとなくうつしたことでござい

六698
ませう︒

六704

いくたびとなく此の川の水にうつつ
たことでございませう︒

こんな人︑こんな姿は︑とう
の昔にきえましたが︑︿略﹀︒

六706

︿略﹀︑川は昔のま＼に清く美

でう

賀茂川には橋がたくさんかけ

しく流れてゐます︒

六708

六711

てあります︒

名高いのは三條・四條・五條
今︑三二の大橋に立って︑川

の三つの橋でございます︒

六713
六714

下を見ると致しませう︒

川の西は︿略﹀︑すき間もな
く家が立ちならんでゐます︒

六721

たふ

御らんの通り大きなからだ

をしてゐますが︑︿略﹀︒

六891囹

と歩きます︒

六722東の方は此の橋のたもとから︑ 六885囹此の太い足で︑どさりく
︿略﹀︑やはり人家がこみ三つ

川にそって電車が出ます︒
六724

ぢゆう

て立ってるますが︑︿略V︒

六894園

なれますれば︑お子どもし

なれますれば︑お子どもし

ゆうのお守も致します︒

六893園

うございます︒

︿略﹀︑五重の塔や大きな寺 六892園 ︿略﹀︑氣立はしごくやさし
四條の大橋はすぐ其所に見え

の屋根が見えます︒

︿略﹀︑石のらうから唐糸を出 六726

舞姫に出ることになったのでござい
ます︒

六637

して︑萬じゅに渡しました︒

ます︒

︿略﹀︑だれ一人もらひ泣きを 六726

頼朝は︿略﹀たくさんなほう 六728 人通の多いのは此の大橋で︑

しない者はありませんでした︒

六642

六644

ます一まず
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ゆうのお守も致します︒

七187圏
につたよしさだ

大虚も討死されました︒

︿略﹀︑北の山手には木戸を立
︿略﹀︑岸には大木がきりたふ

鎌倉へは海陸ともに攻めこむ
義貞は馬から下りてかぶとを
︿略﹀︑義貞今天皇の御ために
ほうでう

こがねづくり

︿略﹀︑黄金作の太刀を取つ

︿略﹀︑町のもやうも大分わ

にほろびてしまひました︒
七355団
かつて來ました︒

通は亡くて平で︑歩道と車

︿略﹀︑日本の町よりはかへ

道の間に並木が植ゑてありますが︑
︿略﹀︒

七367團

つて西洋の都會に似てみるといひま
す︒
じ

ト︑毎朝暗イウチカラ︑弟子ヲ相手

︼日モ休ンダコトハアリマセ

二打ツツチノ音が聞エマシタ︒

ン︒

七501

七502在庁時々其ノ仕事場へ行ツテ

ナタヲ打ツテヰタコトモアリ

鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ

鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ

見マシタ︒

七504

マス︒

七505

ス︒
も

七376團船で塗れば︑神戸から聖書

七507

旅順へは汽車で一時間で行
十日ばかり前に︑︿略﹀修

私は年中航海をしてみるも

トンテンカン︑トンテンカン 七536囹 ︿略﹀︑乗組人員だけでも二

す︒

のですから︑少し其のお話を致しま

七532園

ます︒

のは︑何よりもうれしいのでござい

七531園 ︿略﹀︑皆さんにお話をする

た︒

此の講堂でお話を聞いたり致しまし

七527園 私も子どもの時には︑︿略﹀︑

ンカント︑働イテヰマス︒

七519 ︿略﹀︑トンテンカン︑トンテ

マヒマシタ︒

七516 ︿略﹀︑去年ノクレニ死ンデシ

日ノクレルマデ働イテヰマシタ︒

七514 夏ノドンナ暑イ日デモ︑︿略﹀︑

翌日スグニナホシテクレマシタ︒

七512 ︿略﹀︑ツクロヒヲタノンダラ︑

トモアリマス︒

七508 ︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ

マスシ︑︿略﹀︒

夜︑門司からは二書意で當地へ着き
く略V︑たくさんな大船を一

ますが︑︿略﹀︒

七383團

船から陸あげした荷物は︑

どきに横づけにすることが出來ます︒

七386團

︿略﹀︑ハルビンへでも北京へでも送

大連の貿易高は横島や神戸

ることが出來ます︒

七389国

よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

まだ継て二三箇月で︑よく

だといひます︒

七405団

けます︒

七396国

はわかりませんが︑︿略V︒

︿略V︑賊の軍船はことごとく 七394団

義貞は︿略﹀眞一文字に鎌倉
賊のぞなへは忽ちくつれて︑

後便に又いろく申し上げ

學旅行に行って︑︿略﹀二百三高地

ませう︒

七499

アリマシタ︒

︿略V︑濱風が之をあふり立て 七494

︿略﹀北條方は︑此の火の中

私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ

七406團

にも上って露りました︒

此の時義貞が方々へ火をかけ

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

七226

たからたまりません︒

七224

させますと︑︿略﹀︒

七223

いでるます︒

七222

さして攻めこみました︒

七221

沖へ流れてしまひました︒

七213

て︑海の中に投入れました︒

七206

さうとしてるます︒

いくさを起して︑賊臣北條をほろば

七203

ぬぎ・はるぐと海上馨しました︒

七199

すきがありません︒

七197

してあります︒

七196

てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七194

のぞなへを見渡しますと︑︿略﹀︒

七193

いなむらがさき

稻村崎の此方に着いて︑賊

︿略﹀︑た強ちに由宇寺坂へ向 七361團

くともしません︒

六895囹 印度の國はいたってあっう 七189 ︿略﹀︑総大駆の新田義貞はび
ございますので︑︿略﹀︒

せ

ひました︒

六896園 ︿略﹀︑お子どもしゅうは此 七191
の腹の下でお書ねをなさると申しま
す︒

六㎜1送金 わたしの植ゑた落葉松が
︿略﹀︑私 は 庭 へ 凹 ま し た ︒

あんなに高くなりました︒
乱川1

六梱2 雨あがりの庭はぼうっとけむ
つてゐました︒

︿略﹀︑手 を 出 す と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

を出してゐました ︒

六棚4 ︿略﹀︑しやうぶが小指程に芽

六棚8

といふねえさんの聲がしました︒
水をかへてゐました︒

六撹2 ねえさんはく略﹀︑手洗鉢の
六齪8 ︿略﹀︑しゃくやくが赤い芽を
出してゐました︒

せんか︒

六欄3囲其の後おさはりもございま

い

六佃6囲 おとうさんはく略﹀︑夜汽
車で伊勢参宮に立たれました︒
事はありません︒

六悩1團 うちにも村にも︑かはった

潮干狩に参りました︒

七163團昨日︿略﹀︑うち中の者が

ごくらくじ

から︑大きなのをよったのでござい

七総5団此の蛤は私どもの拾った中
ます︒

ございます︒

七185園 極樂寺坂の味方があやふう
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百人からあります︒

七537園先ついかりをあげて港を出
て行きますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑しまひにはもう何も

さくなって行きます︒

七539園︿略﹀人家は︑だんく小
七馴2園
見えなくなります︒

は︑日光が波にうつって︑水の色が

七546囹 けれども日の出や日の入に
金 色 に な り ま す し︑︿略﹀︒

七573囹
しょうとつ

︿略﹀︑一寸先も見えなくな

ることもあります︒

こんなことでは︑どうして

う恐しがる人もあります︒

七608園

皆さんのうちには︑︿略﹀︑

漁業や航海業に從事する人

七638 ︿略﹀︑川べはひじやうなさわ

ぎでございました︒

賃を高いやすいと言ってあらそって

七642 ︿略﹀ 一人の男が︑人夫と渡

ゐましたが︑︿略﹀︒

七644 ︿略﹀︑着物をぬいで頭にのせ︑

さうしてずるぶんあぶない目

一人で川へはいって行きました︒

にあって︑やうやう向岸に着きまし

七646

た︒

百八九十年昔の事であります︒ 七648 ︿略﹀︑先程渡賃をあらそった

ります︒

七619

連日の雨で︑川といふ川には

ぺ

さいふ

三四里行って︑大きな峠へ

七663

人夫は﹁もしく︒﹂と呼び

見れば先の男でございます︒

なんで又さうあわてて引つ

いひくかけ出します︒

七671 ﹁落し物をしましたから︒﹂と

七669園落し物をしましたから︒

かへします︒

七668囹

した方ではありませんか︒

七666囹あなたは今朝一人で川をこ

かけて︑たつねました︒

七664

かけ下りて來る者があります︒

七662 ︿略﹀︑右手につゑをついて︑

か＼りますと︑︿略﹀︒

七659

かの男を追っかけました︒

七657 ︿略﹀︑人夫はすぐ川を渡って︑

はいってゐました︒

こばん
七651 ︿略﹀︑中には小判がどっさり

した︒

七649 ︿略﹀︑革の財布が落ちてゐま

かは

所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

七621

水があふれました︒
しゅく
︿略﹀︑川べの宿はとめきれな

七624

あ

い程の客でございました︒

中でも安倍川の宿は一そうの
︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ

人ごみであったと申しますが︑︿略V︒

七626
七627囹

︿略﹀︑我もくと先をあらそ

る︒﹂といふことになりますと︑
︿略﹀︒

七628

渡るといっても︑自分一人で

つて渡りました︒

七629

水になれた人夫の肩に乗るか︑

は渡ることは出警ません︒

七632

手をひいてもらふかして渡るのでご

大ぜいの人々が口々に人夫を

ざいます︒

︿略﹀︒

立てて呼合ひますので︑︿略﹀︒

七637

︿略﹀︑年よりや子どもは聲を

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

︿略﹀︑これは實に残念な事 七635
ちよつと渡船に乗ってさへ︑

海の波を見たばかりで︑も

どうか今から十分海になれ

もありませう︒

七612園

外國へ出かける人もありませう︒

七611園

七576園く略V︑外の船に衝突した 海國の民といはれませう︒
それゆゑたえず海の深さを

りするやうなまちがひが出來ます︒

七578園
はかったり︑かねや汽笛を鳴らした
りします︒

︿略﹀︑いくらきりが深くて

︿略﹀︑それを見ると︑あれ
︿略﹀︑燈皇のあかりを知る

さておしまひに一ついって

て置くやうにしてもらひたいのであ

く略V︑かねや汽笛を鳴らす 七614園

一たい船にはらしんぎとい

のは︑︿略﹀︑衝突をさけるためであ

七582園
ります︒

七607園

こはがる者があります︒

七605園

であります︒

七604園

置きたい事があります︒

七602園

はだ大切なことなのであります︒

ことは︑船に乗る者に取って︑はな

七597園

は何所だといふことが分ります︒

七592園

りますから︑︿略V︒

七591囹又海岸には所々に燈皇があ

知ることも出來ます︒

七589園︿略﹀︑自分の船の居場所を

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七586園

進みますから︑︿略﹀︒

ふ物があって︑それで方角をとって

七551園 ︿略﹀︑其の美しいことは何 七584園
ともいひやうがありません︒

七553園時には鯨が高く潮を吹いて
みるのを見ることがあります︒

七556園 何萬とも知れないいるかが︑
︿略﹀︑はね上ってはおよぎして行く
のを見ることもあります︒

七557園 又ある時にはとび魚が甲板
の上へとび上ることもあります︒
ない形の家が並んで立ってるます︒

七559園外國の港に着くと︑見なれ
七562園其所にみる人は︑︿略﹀︑ま
るでちがった言葉で話をしてゐます︒
て皆珍しいのであります︒

七563園 見るもの聞くものが︑総べ
︿略﹀︑たまには恐しい目に

もあひます︒

七567園

急に暴 風 雨 が 來 る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

船は今にも沈むかと思ふやうになり

七569園

ます︒

ものではありません︒

七571囹 けれども船はなかく沈む

ます一まず
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ます︒

七707

き

︿略﹀︑其の日のくらしにこ

をいふ程の者ではありません︒
七732園

度もした事はありません︒

︿略﹀︑心にすまないことは

まるやうなこともありますが︑︿略﹀︒

まだ

七733園

七736闘︿略﹀︑人からいはれなく金
をもらはうとは思ひません︒

参ります︒

これが御奉公だと思ひます

れば︑︿略﹀︒

七783園

あわたゴしくかけこんで來た

七784園 ︿略﹀︑少しも寒くはござい

ません︒

七882

敵が追っかけて來ます︒

者があります︒

七884園

やりたいと思ひました︒

かの男は﹁どうぞしばら 七737 かういって︑さっさと五って 七886 マリーはどうかしてかくして

來たのでございます︒

金をあづかって︑此の財布に入れて

七714園︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

れふを致して居りましたが︑︿略﹀︒

七712園房州へ出かせぎに行って︑

ぱう

州の者でございます︒

はあるまいと思ひます︒

妻や子どもに︑朝晩おねん
人夫は之を聞いて︑首をふり
もしお金をもらったら︑あ
なたの氣はそれですむかも知れませ

もしお金をもらったら︑

んが︑︿略V︒

七726園

私は川ばたの人夫で︑名前

︿略V︑私の氣がすみません︒

七728圏

戸棚一つもありません︒

い︒﹂と兵士が言ひました︒

七889 ︿略﹀︑﹁では水を一ぽい下さ

と兵士が言ひました︒

︿略﹀︑とうく又川を渡って︑ 七887 こまってゐますと︑﹁︿略V︒﹂
︿略﹀︑わらちを作って居りま

ました︒

づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ

七898 ︿略﹀︑マリーはおばあさんの

おばあさんのづきんにこぼれました︒

七894 ︿略﹀︑水がいすの上にあった

七891 あまり急ぎましたので︑︿略﹀︒

を汲んで來ました︒

︿略V︑妻はろばたでぼろを 七89一 マリーが大急ぎでコップに水
︿略﹀︑どうかお禮を受けてく
︿略﹀︑年よりはちよつとふり

︿略V︑何ともいはず︑すぐ又

ます︒

少しも寒くはございません︒ 七921

此の時どやくと四五人の敵

︿略V︑敵はあちこち見まはし

はい︑よいお天氣でござい

敵はどっと笑ひました︒

いつも人より一時前に参つ 七919闘

ましたが︑︿略VQ

七915

兵がはいって來ました︒

七911

の着物を着せてやりました︒

妻もまた﹁せっかくです 七903 ︿略﹀︑又大急ぎでおばあさん

男はしあんにくれて︑役所へ
︿略﹀︑人夫にほうびの金をた

七781圏

て居ります︒

七775園

くさんやったと申します︒

七759

うったへて出ました︒

七749

が︒﹂といって︑相手になりません︒

七748

仕事をつゴけました︒

七747

かへりましたが︑︿略﹀︒

七746

れといひますと︑︿略﹀︒

七745

つ宝って居ります︒

七744

して︑︿略﹀︒

七743

人夫の家へ参りました︒

七741

ついて來ましたが︑︿略﹀︒

七711園私は此所から百里さきの紀 七739 かの男は︿略﹀︑人夫の後に 七887 けれども貧しい木こり小屋で︑

く︒﹂といって引きとめました︒

七708

いって︑蹄らうとしました︒

人夫は之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と

七706園私は渡場へ婦って人を渡し

て來はしません︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

七676園 小判が百五十爾はいって居 七705園あなたから一文でももらふ
ります︒

七678園︿略﹀︑百爾は小さなふくろ
に入れてあります ︒

七681園 此所へ持って來ました︒
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑ 人 夫 は 財

布を出して渡しました︒

七682

七684 かの男はゆめかとばかり喜ん

︿略﹀︑目からはなみだがひつ

で︑財布を幾度かいたゴきましたが︑
︿略﹀︒

七685
きりなしにこぼれてゐます︒

七687園家の中で見えなくした物で
も︑中々出ないものでございます︒

七688圏 まして人通の多い渡場で落
しましたから︑︿略﹀︒

し上げましても︑︿略﹀︒

七689囹 ︿略﹀︑もうあるまいとは思 七717園︿略﹀︑此の金をあなたにさ
ひましたが︑︿略﹀︒

出 來 ま せ ん の で ︑︿略﹀︒

七691園︿略﹀︑此のま＼蹄ることも 七718園 ︿略﹀︑おしかりになること

ました︒

七724

ぶつのかはりにとなへさせます︒

七723園

けたまはりたうございます︒

七692園︿略﹀︑引つかへして参りま 七722園 其の上あなたのお名前をう
した︒

︿略﹀︑かくごをして來たの
︿略﹀︑財布をいたゴかせて

でございますQ

七694園
七696園
も ら ひ ま し た が ︑︿略﹀︒

ではなくて︑私の命でございます︒

七697園 ︿略﹀︑いたゴいたのは財布 七726園

七699園 ついては此の中の金を半分
だけお禮のしるしにさし上げます︒
した︒

七701 ︿略﹀︑財布の中に手を入れま
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ます一まず

七923

︿略﹀︑みんな出て行ってしま

ひました︒

七976 年長は︿略﹀︑清正のことを
秀吉にざんげんしました︒

七撹1園

︿略﹀︑家來ども二百人に挺

を持たせてかけつけました︒
七槌4 秀吉が之を聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

さうして清正のやせた姿︑日

と心の中で喜びました︒

お庭先の御門を守る者がご

七撹8園某の手で固めませう︒

ざいません︒

七槌7園

涙ぐみました︒

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

七978 ︿略﹀︑秀吉は之を信じて︑清 七齪6
正に蹄國を命じました︒

ふしみ
七979 清正は朝鮮を立って︑伏見へ
参りました︒

七981 當時秀吉は伏見の城に居った
ますだながもり

のでございます︒

︿略﹀︑秀吉はうなづきました︒

秀吉はうなづきました︒

七堂9 ﹁︿略﹀︒﹂と清正がいひますと︑

七繊9

間もなく石田三成が城に登つ

ました︒

七982 清正は先づ増田長盛をたつね
七984 此の人だけは自分のために心
七佃1
て参りました︒

配してくれるであらうと思ったので
ございます︒

﹁︿略﹀︒﹂などと清正の家來ど

何故にお目通がかなひませ

加藤清正の家來でございま

もが申します︒

七佃6

ぬ︒

七生4園

す︒

清 正 は 腹 を 立 て て ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ 七悩1園

さつもせず︑︿略 ﹀ と 申 し ま し た ︒

七987 ところが長盛がろくくあい
七994

といひきって過りました︒
へ出ることを禁ぜられました︒

七997 ︿略﹀︑とうく太閤のお目通

秀吉が之を聞いて︑幕の中か

︿略﹀︑清正は﹁︿略﹀︒﹂とい

翌日諸大名が伏見城の大廣間

秀吉は清正を召出して︑

かはしましたが︑︿略﹀︒

七柳2園〆︿略﹀︑﹃︿略﹀︒﹄と返書をつ

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

七鵬8

へっめました︒

七価1

つて︑三成を入れてやりました︒

七七9

ひましたので︑︿略﹀︒

ら︑﹁もうよい︒通してやれ︒﹂とい

七999 ︿略﹀︑人々の泣叫ぶ聲は天地 七梱7
にひゴきました︒

此の時清正は︑︿略﹀︑一さん

に伏見の城へかけつけました︒

七㎜4

七伽5 夜はまだ深うございます︒

七号1 秀吉は︿略﹀︑御塁所やおそ
ばの女どもと居りました︒

七梱2 其所へ清正がかけつけました︒

七棚3 まだ誰一人城に登って居りま
せん︒

七柳4 清正は大聲で申しました︒

七柳4園

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

ら親にはなれて︑姓も存じませんの
で︑︿略﹀︒

︿略﹀︑御威光を借りて豊臣

と記したのでございます︒

七研5園

清正はつ㌧しんで︑﹁︿略﹀︒﹂

︿略V︑軍功の賞として︑清正

と︑べんぜつさわやかに申し開きま

七柳6

した︒

七欄5

﹁どこからだらう︒﹂﹁シン

おとうさん︑電報が來まし

に名刀をあたへました︒

た︒

七佃1園
七m3園

アシタノアサーバンノキシ

とあります︒﹂

七川1囲

齪雑に書くと見誤ります

アスーバンデタチマス︒

アシターバンノキシヤデイ

ヤデタツテイキマス︒

七川4団
キマス︒

図

七櫃2国
七

図

判りにくいと配達がてまどり

七皿図小さいと假名と間違ひます
七

ます

地もがらもまことに當地向

三十反︑本日無事に着きました︒

七佃8団去る三日にお差出しの縞物
七M1国

で︑難行もよからうと思ひます︒

もう改めて勝負をするには

代金は二口合はせて月末に
送ります︒

七憎3国

八123園

耕造さんのおかげで︑信作

及びません︒

八125園

の命が助かりました︒

︿略﹀功名をお立てになる

折はいくらもございます︒

八154園

八177園

い＼え︑頼まれたのではご

誰にも頼まれは致しません︒

た︒

八175園雀の子がほしくて参りまし

八179園

垂湾の蕃人には︑お祭に人の

ざいません︒
ばんじん

八224

あ りさん

首を取って供へる風がありますが︑

︿略﹀︒

八225 ︿略﹀︑亜里山の蕃人にだけは︑

これは呉鳳といふ人のおかげ

ごほう

此の悪い風が早くから止みました︒

八226

たいそう蕃人をかはいがりま

だと申します︒

したので︑︿略﹀︒

八228

八229 ︿略﹀︑蕃人からは親のやうに

呉鳳は役人になった時から︑

したはれました︒

︿略Vと思ひました︒

八232

ちやうど蕃人が︑其の前の年

に取った首が四十鯨ありましたので︑

八234

︿略V︒

八236 ︿略﹀︑毎年其の首を一つづつ

供へさせました︒

りました︒

八238 ︿略﹀︑もう供へる首がなくな

八239そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首

︿略﹀︑もう一年︑もう一年と

を取ることを許してくれといって出

ました︒

八243

ます一まず
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の ば さ せ て ゐ ま したが︑︿略﹀︒

られません︒

八244園 もう︑どうしても待ってる

晩神様にいのってゐました︒
すると或夜ゆめの中に︑︿略﹀

といふ神様のお告がありました︒

八339

た︒

た︒

八359
八363

さうして教へられた場所へ行
︿略﹀︑望の赤子は居ませんで
︿略﹀︑眞歪な美しい實が一つ

︿略﹀︑其の實を取って來て︑

間もなくそれから芽が出まし
︿略﹀︑婦人は之を我が子のや

︿略﹀︒

八364
八368

ばって來るやうに命じました︒

越前守はじっと考へましたが︑ 八405 ︿略﹀︑下役の者に石地藏をし

下役の者が石地藏に荒縄を掛

︿略﹀︑そろくと車の後につ

いて︑思はず知らず役所の門内へ入

八416

りこみました︒

八423 越前守は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と

一同は驚いて︑泣くやらなげ

申し渡しました︒

しばらくして︑其の中のおも

くやら︑大さわぎでございます︒

八424

八426

致しますと︑︿略V︒

立つた者が出て︑いろくおわびを

八431 ︿略﹀︑越前守は﹁︿略﹀︒﹂と

三日の間に一同は白木綿を↓

命じました︒

反つつ持って参りました︒

八433

八435 ︿略﹀︑其の中に盗まれた品の

すると其の中に二反ありまし

ありなしを調べさせました︒

た︒

八435

八437 ︿略﹀︑それからそれと調べま

︿略V︑とうとう罪人がわかり

したので︑︿略﹀︒

ました︒

八438

との所へもどしたと申します︒

五族2 ︿略﹀︑ついでに石地藏を︑も

八号8圏

く略V︑一週間もおひまをい

く略V︑まことにありがたう

ただきまして︑︿略V︒

八姻7囲

︿略V︑近所の人にきいても知 八嘱5囲謹んで申し上げます︒

困って町奉行へ訴へて出まし

らぬ知らぬと申します︒

た︒

八397

けて︑車に積んで参ります︒

越前守はじっと考へましたが︑ 八407

二人の女は﹁かしこまりまし

かしこまりました︒

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八369圏

八371

︿略﹀︑子どもがいたがって︑

た︒﹂と︑雨方から引合ひましたが︑
︿略﹀︒

八373

わっと泣出しますと︑︿略V︒

︿略﹀︑實母の方は驚いて手を
放しました︒

八374

里親の方は﹁それ見よ︒﹂と
いはぬばかりに︑子どもを引きよせ

八377

手を放した女が實母にきまつ

ますと︑︿略﹀︒

八384

た︒﹂と申し渡しましたので︑︿略﹀︒

ひます︒

八388

︿略﹀︑何時の間にか︑ぐつす

休みましたが︑︿略﹀︒

しきつつみを石地藏の前におろして

呉服屋の手代が︑大きなふろ

︿略V︑此の婦人は長生をしま 八385 ︿略﹀︑里親は恐れ入ったとい
︿略﹀︑一生の間仕合はせのよ

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑

八391

りねこんでしまひました︒

目をさまして見ると︑ふろし

包の中には白木綿が五十反ば

きつつみがありません︒

八393
八394

はります︒

かりはいってみたのでございます︒

困って町奉行へ訴へて出まし

八396
どちらも實母だといひはります︒

︿略V︑いろいろ調べますが︑

えがないといって返しません︒

八358

︿略﹀︑先方はあつかったおぼ

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

八356

い事がつゴいたと申します︒

八352

したが︑︿略﹀︒

八351

うに育てました︒

八349

たので︑︿略﹀︒

八348

庭先の畠の中にまきました︒

八347

なってゐました︒

八344

したが︑︿略﹀︒

八343

つて見ますと︑︿略﹀︒

八343

すぐに其の山へ上りました︒

八245 ︿略V︑四年目になると︑﹁も 八342 婦人は大いに喜んで︑︿略﹀︑

う︑どうしても待ってるられませ
呉鳳は﹁︿略﹀︒﹂といひまし

ん︒﹂といって 來 ま し た ︒

た︒

八249

八252 翌日蕃人どもが︑役所の近く
に 集 っ て ゐ ま す と︑︿略﹀︒

つて︑赤い着物を着た人が來ました︒

八254 ︿略﹀︑果して赤い帽子をかぶ

八256 ︿略﹀蕃人どもは︑すぐに其
の人を殺して︑首を取りました︒

八258 見ると︑それは呉鳳の首でご
ざいました︒

八259 蕃人どもは聲を上げて泣きま
した︒

八264 ︿略﹀︑此の後は決して人の首
を取らぬとちかひました︒

八265 さうして今も其の通りにして
みるのだといひます︒

八326 山野に生ずる草木の中には︑

︿略﹀︑今から千何百年も前か

藥用にするものが多くありますが︑
︿略﹀︒

八329

ら栽培することになったのだとった
へてゐます︒

八334 さうして其の栽培については
次のやうな話もあります︒

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

八336昔朝鮮に一人の婦人があって︑ 八364 ︿略﹀︑どちらも三主だといひ
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存じます︒

八個8囲 病中の祖母も大そう喜びま
︿略﹀︑ありがた涙をこぼし

して︑︿略﹀︒

八徊9団
て居ります︒

責をしてゐます︒

八661国︿略﹀︑日本人の家には︑鯉
︿略﹀︑今では前よりもかへ

のぼりが立ってるました︒
八666団
つてりつばになってゐます︒

︿略﹀︑面前がよくて︑其の

八723圏中で最も高いのは五十五階
もあります︒

︿略﹀︑電車や汽車が終日終

夜︑休なしに運轄してゐます︒

八731団

︿略﹀︑

と

一人の男が﹁︿略﹀︒﹂

之を聞いたコロンブスは︑つ

人々は︿略﹀︑やって見まし
︿略﹀︑もとより立たうはずは

此の時コロンブスは︑︿略﹀︑

諸君︑これも人のした後で

何の苦もなく立てて申しました︒

は︑何のざうさもない事でございま

八η4園

せう︒

是非今日のうちに納めなけ

なふ
一月二十日限り當役場へ納

れい

でん
ごらん︑これには徴税傳令

これは縣の税で︑︿略﹀な

それからこれは國の税で︑

いや︑それは財産や玉入の

それをお聞きして安心致し

それではちよつと行って参

八856囹私はこちらに御やくかいに

ります︒

八846園

ざいました︒

ばかりが︑氣にか﹂つてみたのでご

星図5園あちらでも︑あの子のこと

ました︒

八餌4園

多少によって違ひます︒

八812園

納税告知書としてあります︒

八799園

どの費用になります︒

八798園

書とありませう︒

八796園

ありませう︒

八791園此の一枚には徴税令書と

ちょう

をかけることになります︒

八785園 ︿略﹀︑役場によけいな手敷

付﹄とありませう︒

ふ

八784園

ればなりません︒

八782園

れてからではいけませんか︒

八781園明日にでもなって︑雪がは

何所へお出でになりますか︒

アメリカ人はく略﹀︑何で 八777園おとうさん︑此の雪降りに︑

も世界一になるやうに心掛けてみる

八734圏

此所は有名な商業地ですが︑

といひますが︑︿略﹀︒

八737囲

はくぶつくわん

りっぱな學校もありますし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑博物館や圖書切な
シカゴを立つ日に︑お前た
二人とも字が上手になった
うちには何事もないさうで
其のうちに給葉書や窩眞帖

安心しました︒

八743国

のに驚きました︒

八742国

ちの年始状が着きました︒

八741団

どもたくさんあります︒

く略V︑いろいろな農産物に 八738圏
︿略﹀︑子どもは︑アメリカ

く略V︑蹄って慮ると︑又日

で學問をしてゐます︒

本人の立てた學校へ行って︑日本語

八685団

強しますが︑︿略﹀︒

人の立てた學校へ行って︑英語で勉

八683団

富んでゐます︒

八678囲

上地味が肥えてゐますから︑︿略﹀︒

八676団

これだけ聞いてもわかりませう︒

八451国始は熱が高くて心配致しま 八667団 アメリカ人の元氣なことは︑
︿略﹀︑食事も進むやうにな

したが︑︿略﹀︒

八453圏
︿略﹀︑やっと安心致しまし

りましたので︑︿略﹀︒

八454国
た︒

八457團 しかし瞥者の申す所では︑
︿略﹀とのことで ご ざ い ま す ︒

八458圏 まことに勝手がましい御願
︿略﹀︑もう四五日の所おひ

でございますが︑︿略﹀︒

八459国
まを願ひたうございます︒

八744圏

日祝賀會の席上で︑人々が

を送りますから︑ゆっくりごらん︒

八771

ございません︒

八768

たが︑︿略﹀︒

八767

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

と立って︑食卓の上のうで卵を取り︑

八766

といって冷笑しました︒

八761

功を祝しますと︑︿略V︒

かはるぐ立って︑コロンブスの成

︿略﹀米國第一の大都會 八756
シカゴとニューヨークの間
は九百八十哩もありますが︑︿略﹀︒

八713団

ニューヨーク市に着きました︒

八711国

きました︒

八464団其の後どうかと案じてゐま 八699団 ︿略﹀︑今日此のシカゴに着
したが︑手紙を見て安心しました︒

八465団 其の後どうかと案じてゐま
したが︑手紙を見て安心しました︒

八467国 こちらの方はどうでもなる
から︑心配するには及びません︒

きました︒

八642園先生︑少しお待ち下さいま 八715団 ︿略﹀︑たった十八時間で着
せ︒

日本にはまだこんな早い汽
ニューヨークは人口からい

︿略﹀︑十階・二十階の家は
いくらもあります︒

八722困

百萬以上もあるといひます︒

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七

八719国

車はありません︒

八643園 今風であかりがきえました︒ 八716団
見ましたらうね︒

八651団 ハワイから出した言葉書は
八654団 ︿略﹀無事にサンフランシ
スコへ着きました ︒

サンフランシスコには︑日

本人がたくさんみて︑いろくな商

八658国山

ます一まず
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なってみる松木とよの父でございま
す︒

八857園 ちよつととよにあひたくて
参りました︒

八873園 あ＼︑あなたが先生でいら
つしゃいますか︒

八874園 娘が映そうお世話様になり
ます︒

八875園 私は三年ぶりに此の子にあ
ふのでございます が ︑ ︿ 略 V ︒

八878園︿略﹀︑何のいんぐわで︑
︿略﹀︑一口も口をきくことが出來な

︿略﹀︑今は口を見せてもの

いのでございませう︒
八894園
を言はせます︒

りません︒

八899園 いや︑聲が聞えるのではあ
八918園 はい︑うれしうございます︒
ますな︒

八919囹 もう何所へも行って下さい
八947園 何なら︑あのお子を今日一
日お連れになってもようございます︒
せん︒

八949園 いや︑何︑それには及びま

くれ給へ︒﹂といひました︒

︿略﹀︑足は食堂へ行くことを

かうして二三日たちますと︑

止めました︒

八㎜7

八㎜8
︿略﹀︑からだに全く力がなく

耳は鳴り︑目は暗み︑︿略﹀︒

八川2
なりました︒

僕はたg坐ってみて物を食

此の時胃は一同に撃って言ひ

ました︒

八棚3

八川6園
ふだけの者ではありません︒
︿略﹀︑からだを養ふ所の血

君等は僕を苦しめようとし

がどうして出病ませう︒

八棚9園

八撹2園

て︑此の黒日の間少しも食物を送つ

これは全く君等が自分で招

てよこしませんでした︒

八繊6園

いたのであります︒

く略V︑僕もまた君等を養ふ
︿略﹀︑これから後は互に親

爲に骨を折ったといひます︒

八鵬1園
八鵬2園

しみ合って暮しませう︒

之を聞いて︑手足等一同は︑
なるほどと感心したといひます︒

八鵬5

八佃9囲

面白いことをして遊びませ
來る二十五日に︑亡母の三
︿略﹀︑どうか同日午前十時

回忌の法事を致します︒

八佃7圏

う︒

八鵬2圏

て上げようと申します︒

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

八952園 では︑一日お借り申します︒ 八柳6団︿略﹀︑母が私に︑お友だち

八996或時︑口・耳・目・手・足等
が申し合はせて︑胃に向っていひま
すには︑︿略﹀︒

八997園 僕等はふだんいそがしく働
い て る ま す の に ︑︿略﹀︒

かないことにしたから︑さう思って

八柵3 僕等はく略V︑今日からは働

ます︒

父が今年八十八になりまし

頃までに︑お出でを願ひたうござい

八佃4団

︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

たので︑︿略﹀︒

八欄7団

同日午前十一時までに︑ど

を致したいと存じます︒

八柵8団

うぞ御出車を願ひます︒

︿略﹀︑當言祝の歌を一首い

八佃9団又まことに申しかねますが︑
︿略﹀︒

八柵2団

これは年よりからのお願で

たゴきたうございます︒

八佃3團

三月二十五日お出しのお手

ございます︒

九33国

︿略﹀︑土地の量子も一通り

紙を昨日受取りました︒

九38團

︿略﹀︑少しもさびしくはあ

はわかりました︒

九46囲

コ・椰子は︑高いのは七八

りません︒

九53囲

間もあります︒

がすゴなりになってゐます︒

九57囲︿略﹀︑大人の頭ぐらみの實
九59圏︿略﹀︑其の内がはに白い肉
まだ十分にじゅくしてみな

のやうなものがあります︒

九62国

い實は︑中にきれいな水があります︒

九65圏︿略﹀︑私たちもよく取って
飲みます︒

九66団又パンの木も所々に美しい
林をつくってゐます︒

珍しい植物は此の外にもま

べたり︑餅にして食べたりします︒

九69圏其の實は︿略﹀︑僥いて食

九二2国

︿略﹀︑美しい海底のありさ

だたくさんあります︒

まが手に取るやうによく見えます︒

九84團

九88団土人はまだよく開けてゐま

く略V︑子供等はなかく上

せんが︑︿略V︒

九92国

此の間も十ぐらみの少女が

手に日本語を話します︒

九93国

世界一といはれるナイヤガラ

いつれ又近い中に便りをし

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

九94團

ませう︒

九294

の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと

の國境にあります︒

瀧は︑落口にあるゴート島と

口にはつくされません︒

九297 ︿略﹀︑其の壮観はとても筆や

九301

︿略V︑高さはどちらも十五六

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

にいさん︑昨日でうちの田

丈あります︒

九308

九469囲

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが

植がすっかりすみました︒

喜んでいらっしゃいます︒

九471団

九473団︿略﹀︑山田の高い所まで一

なへ

息に植ゑることが出町ました︒

田植がすんだので︑昨夜は

おかあさんにほめられました︒

九479団私は苗くばりをして︑︿略﹀︑

九481国
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九878園

え㌧︑見えます︒

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ

九899圓︿略﹀︑小さい北斗七星のや

した︒

︿略﹀︑くはしい事はおぼえ

昔カリストといふおかあさ

︿略﹀︑ジュノーといふ神様

んと︑アルカスといふ子供がありま

九912園

てるませんがね︒

九911園

うなものが出來てるますね︒

うをしました︒

ん と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と話していらっしや

九488国其の時おとうさんがにいさ
いました︒

九494団 夏休も近くなりました︒

九495圏 みんなでにいさんのお蹄を
待ってをります︒

はだんく大きくなって︑狩人にな
りましたが︑︿略﹀︒

にかつめたくなってしまひます︒

九9510園︿略﹀︑此の雪漢をすべって
僕も其の通りにして見まし

下る人があります︒

九9510園
たが︑︿略﹀︒

お話を聞いて︑僕もすべって

見たくなりました︒

九964

それから︑お花畠のお話も面
繕うございました︒

九965

お花畠は雪渓を登りつめた
所にあります︒

九966園

十132園

私どもの若い時分には︑

あなたもずみぶん大きくな

りましたね︒

︿略﹀︑あなた方の半分ぐらみしか働

十1310園

かりしてゐました︒

きませんでした︒
せき
十142園 ︿略﹀︑とかく無責任な事ば

かしくてなりません︒

十145園︿略﹀︑其の頃の心掛が恥つ

そう心強くなりました︒

十151圏︿略﹀︑今日の働を見て︑大

ひます︒

︿略﹀私どもは︑非常に喜

んでをります︒

十156園

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀︒

︿略V︑山の上に居るやうな氣 十154園

して見せて下さいました︒

九981

︿略﹀高山が︑南から西へ

持になって聞きました︒

九988園

とがくし

ません︒

馬も誠に從順で︑けたりか

みづいたりするやうな事は決してし

十176囲

らって見物に行きました︒

︿略﹀︑戸隠連山は東北の 十168国 ︿略﹀︑義雄君に案内しても

連なって︑互に雄姿を競ってゐます︒

九9810園

方に︑呼べば答へるばかり近くそば
︿略﹀︑僕等はおいとまごひを

だってゐます︒

九995

朝鮮の青年も︑近頃はなか

九917園其の中に︑子供のアルカス 九973 ︿略﹀絶葉書を︑たくさん出 十153園圃は︿略﹀を︑うれしく思

トを熊にしてしまひました︒

がそれをねたんで︑とうとうカリス

九4910 僕は今日︿略﹀︑精米會社へ 九915園
お使に行って來ました︒

九503 會社では︑︿略﹀若い人々が
ぬかだらけになって働いてゐました︒

九505 僕は何となくえらさうな人だ
と思ひました︒

︿略﹀︑アルカスはそれと知

りませんから︑︿略﹀︒

九9110園

ので︑それを射殺さうとしました︒

九512 ︿略V︑あの方の小さい時分か 九918園 ︿略﹀︑或日大熊を見つけた
らのお話をして下さいました︒

九549園 自分の力でやれる所までや
つてみます︒

︿略﹀︑今日にいさんと二人で

して饒りました︒

市場は町はつれにあります︒

だ

︿略﹀︑其の周園は馬つなぎ

ひ

十177団

だけ

九価8園田には妻も子も有りません︒
白馬岳が飛騨山脈中の有名な

十179団

大そうりつばになりました︒

十126囹今通って見て來ましたが︑
よくこんなに早く出來まし

犯そうりつぽになりました︒

十127囹
たね︒

そうになりませう︒

十128年半どれ︑私もお茶を一つ御ち

十192団

︿略﹀︑もう其所にすき間も

子馬には撃てい飼主の一家

來てるるのもたくさんにあります︒

十187団中には︑紅舌がつきそって

おとなしくつながれてるます︒

十185圏 ︿略﹀︑どの子馬も︿略﹀︑

無く子馬がつないでありました︒

十181団

場になってゐます︒

十125囹

九価9園何で命を惜しみませう︒

︿略﹀手などは︑何時の間

今通って見て來ましたが︑

山だといふ事は知ってゐましたが︑
︿略﹀︑くはしい事は今日始め

雪渓は︿略﹀︑頂上近くま
︿略﹀︑時には一寸先も見え

で用いてゐます︒

九948囹

てうかゴひました︒

九942

︿略﹀︒

九941

遊びに行きました︒

九937

星の位置は攣りますね︒

九5510 全くあんな人は珍しい︒﹂と 九929園 にいさん︑やっぱり︿略﹀︑
お話しになりました︒

九562 僕は︿略﹀︑何となくうれし
い氣がしました︒

九582圓 おかげで今日中には大がい
かたづきます︒

九775園 今日はこれからいもほりを
しませう︒

九836翻園 何時頃までに出來ますか︒

た く さ ん 星 が 見 えますが︑︿略﹀︒

九853圏 にいさん︑空にはあんなに

九958園

ないやうなことがあります︒

九8510園 それでも航海をする人など 九954園
が︑よく星を見て船の位置をはかる
といふではありませんか︒

ます一まず
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族がついて來て︑親切に世話をして
ゐます︒

十201国 く略V︑くびや背をなでたり
してみるのもあります︒

十203圏 それを見ると︑︿略﹀と︑
しみみ＼思ひました︒
︿略﹀︑掛の人が︿略﹀手を

打って︑取引が成立ちます︒

十215囲

十217國 取引の成立つた馬は︑其の
日の中に買手に引渡されてしまひま
す︒

旅僧が︿略﹀︑あなたのお

いますので︒

十612園

お見受け申す所︑たゴのお

の者ではございません︒

十679園

︿略﹀︑唯空しくうゑ死する

しばらく御無沙汰致しまし

し

此虜には軍司令部や龍山停

ふ慮があります︒

車場などがあります︒

十773囲

︿略﹀︑雨といふものはごく

お知らせしたい事はまだい

︿略﹀︑大分長くなりました

かう
此の間︑九州三池の或炭坑を

︿略﹀︑何時の間にか︑地下九

︿略﹀︑廣い坑道には︑電氣機

坑道を少し行って︑ポンプ室

の前に膨ました︒

十8010

してゐます︒

關車が炭車を引いて往つたり來たり

十809

ます︒

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

十806 ︿略﹀︑周園の壁は皆石炭で︑

百尺の坑底に着きました︒

十804

昇降器に乗りました︒

しよう

十799 ︿略﹀︑案内の事務員と一所に

見物しました︒

十797

して置きます︒

十791困︿略﹀︑今日は此のくらみに

から︑︿略﹀︒

十7810囲

ろくありますが︑︿略﹀︒

十7810國

たいやうに感じますQ

十783囲く略V︑寒いといふよりもい

いだらうと思ひました︒

毎日管領へか出かけたくてたまらな

︿略﹀︑又あれには馬を一匹 十779圏 ︿略﹀︑遠足好きの斜なら︑

たまにしか降りません︒

十777圏

になりますが︑︿略﹀︒

それ程おっしゃるなら︑恥 十774囲 こちらへ來てもう三月齢り

方とも思はれません︒

︿略﹀︑とてもお泊め申す事 十682園

蹄を待っていらっしやいます︒

は出來ません︒

十616園

かしながら申し上げませう︒

た︒

十731団

外はございません︒

十696園

つないでもってをります︒

十689園

ざいます︒

十617滑落庭から十八町程先に︑山 十684園 ︿略﹀︑此の通りの始末でご
とても明るいうちに山本ま

本といふ宿場があります︒

十624園
お泊め申してはいかゴでご

ではお着きになれますまい︒

十627園
ざいませう︒

粟飯ならございますが︒

皆様御かはりはありません

︿略﹀︑今日は當地の様子を
︿略﹀︑二町ばかりで大きな

今でも城壁は大部分昔の面
︿略﹀︑門も主なものは淺つ

︿略﹀南山といふ山があっ

︿略﹀︑又其の近くに朝鮮縮

僕はもう南山へ何度も上り
︿略﹀︑此庭からは京城の市

京城の西南部に龍山とい

街がまるで給のやうに見えます︒
りゆう

十767圏

十757団

ましたが︑︿略﹀︒

十755囲

督府があります︒

とく

十754團

て︑公園になってゐます︒

十752國

てるます︒

十745団

影を留めてゐますし︑︿略﹀︒

十743團

門の前へ出ます︒

十738囲

少しばかり申し上げます︒

十734国

か︒

お宿は致しても︑さて何も 十732団

︿略﹀粟の飯︑召上るなら

と妻が申してをりますが︑︿略﹀︒

十651園

差上げる物はございません︒

十6410囹

十647園

あは

十232國 ︿略﹀やさしく扱ってく 十635園 お宿直しませう︒
︿略﹀︑店の看板にも馬がか

れ＼ばよいと︑心からいのりました︒
十236團
いてあるのがよく目につきました︒

十237団 成程︑此の邊は馬でもつて
みる虜だと思ひました︒

う︒

十2510園 おとうさん︑早く助けに行 十651園 ︿略﹀︑いかゴでございませ
きませう︒

︿略﹀︑託てい人にやってし
まひました︒

十669園

︿略﹀︒

いろく集めた事もありましたが︑

十668釜石はもと鉢の木がすきで︑

う︒

十264圏私は︑とても人の死ぬのを 十653園 それはけっこう︑頂きませ
じっと見ては居られません︒

十264園 さあ︑行きませう︒

十265園 命を捨ててか＼ったら︑救
へないことはありますまい︒

十506園 おとうさん︑今度役場の隣
にりっぱな建物が出來ましたね︒

の頃のかたみとして︑大切に残して

しかし此の三本だけは︑其

は︑何時かも銀行へ行ってお金を預

置いたのでございますが︑︿略﹀︒

十5010園 銀行といへば︑おとうさん 十671圏
けて來るとおっしゃいましたね︒

いや︑名前を申し上げる程

あなたのおもてなしに致しませう︒

十5110園 預けたお金は何時でも返し 十672園 ︿略﹀︑今夜は之をたいて︑
てもらへますか︒

十5910囹 折あしく主人が留守でござ 十676園
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十813 室の中には︑大きなポンプが
幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ
ます︒

十818 ポンプ室を出てから小道へは
いりました︒

みが一匹飛出しました︒

十821 ︿略V︑不意に足もとからねず

十823園 坑内には︑ねずみがたくさ
ん居て困ります︒
事務員は 平 氣 で ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

言って笑ひました ︒

十824

十825 其のうちに馬屋の前に出まし
た︒

てるます︒

︿略﹀ ︑ い よ い よ 石 炭 を 掘 っ て

十826 二三十匹の馬がまぐさを食つ
十8210
みる庭へ來ました ︒

らけになって︑元徳よく石炭を掘つ

十836 近づいて見ると︑坑夫が汗だ
てるます︒

十841 石炭の壁は︿略﹀︑黒光りに
光ってゐます︒

いものに思ひました︒

事務所の湯にはいって服を改

めると︑更に生きかへったやうな氣

十859

﹃はい︒﹄﹃い＼え︒﹄大愛や

持がしました︒
十925園

い㌧え︑僕は止められてゐ

さしい言葉ではありませんか︒

十948園
すると︑しまひに皆が僕の

るから渡りません︒

十9410園

︿略﹀︑はいると静かに戸を

事を弱轟だといって笑ひました︒
十慨1園

きれいずきで︑つ＼しみ深

しめました︒

十槻3園

談話の最中に一人の老人が

いことは︑それでよく分りました︒

豊浦4園

い

す

︿略﹀︑それを見るとすぐに

はいって來ましたが︑︿略﹀︒

十糎5園

立って︑椅子をゆづりました︒

十槻6園人に親切なことはこれでも
︿略﹀︑一々明白に答へて︑

知れると思ひました︒
十槻8園

ぎ

はきはきしてみて︑禮儀を

しかもよけいなことは言ひません︒

わきまへてみることも︑それですつ

此迄10園

かり分りました︒

十釧5 炭車が一ぽいになると︑馬方
がそれを馬に引かせて︑電重機關車

十協7囹

︿略﹀書物を取上げて︑
それで注意深い男だといふ
ことを知りました︒
は
︿略﹀︑歯もよくみがいてる

十伽5園

テーブルの上に置きました︒

十榴4園

床の上に投げて置きました︒

十伽2園私はわざと一さつの書物を

の通ふ道まで運んで行きます︒

︿略﹀ ︑ そ ば の 黒 い 岩 に 火 が

を話してくれました︒

十重6 下鮎︑事務員は次のやうな事
洋画10園

つき︑煙をあげて燃出しました︒
に使ふやうになりました︒

十853園 ︿略﹀之をとって薪の代り
十857 ︿略﹀坑夫の仕事を︑たふと

ました︒

続字を書く時に指先を見る

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

十能8囹

十協10圏︿略﹀︑爪の先は眞黒になつ
てるる者が多うございました︒

今日は︑のぶ子さんのうち
︿略﹀︑古いたんすや戸棚な

へ始めて遊びに行きました︒

十一142
十一144

・どが並べてありましたが︑︿略﹀︒

私は再校で習ふ本でさへ

時々見失って︑大さわぎをすること

十一166

があります︒

主169雑誌の間へそれぐお入れ

しばらくたつと︑おかあさ

になりました︒

んが皇所の方から︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

十一175

のぶ子さんはすぐたんすの

しゃいました︒

小引出から取出して︑持っていらっ

十一177

しゃいました︒

此の一事で︑家の中がどん

く略V賀茂眞淵先生が︑

後を追って貴いでになつ

それについて何か御注意

それはよいところに氣が

十一757園 ︿略﹀︑古事記に手を延ば

つきました︒

十一7410園

下さることはございますまいか︒

十一748園

究したいと思ってをります︒

＋一747園私はかねぐ古事記を研

たら︑大てい追ひつけませう︒

十一725園

いか︒﹄と︑御立寄り下さいました︒

十一7110園 ︿略﹀﹃何か珍しい本はな

先程御見えになりました︒

十一714園

十一185 ﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒
か も まぶち

つくぐ恥つかしくなりました︒

十一182 お回してから︑私は︿略﹀︑

れます︒

なによく整頓されてるるかが想像さ

十一1710

チ﹂などと一々書いてあります︒

私が來たので︑すぐしまは 十一178 ︿略V︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

︿略V︑総べてがきちんとし
てるました︒

十一145
十一1410

うとなさるのを強ひて止めてお手傳
︿略﹀︑成績物を一枚も無く

をしましたが︑︿略﹀︒

十一152

なさずにそろへていらっしゃるのに
︿略﹀︑其の始末のよいのに

驚きました︒

感心してしまひました︒

十一155

︿略﹀︑私も急に一年からの
をまとめたくなりましたが︑︿略﹀︒

十一157

︿略﹀︑私のは置場所をきめ

ておかなかったので︑大方なくなつ

十一159

本や帳面はどうしていら

てしまひました︒

十一1510園

あすこに全部學年別にし

つしゃいますか︒

十一162囹

︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚

てのせてあります︒

十一163

﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒

を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい
ました︒
十一164

ます一まず
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すことが出來なくなりました︒

十一759園︿略﹀︑きっと此の研究を
大成することが出來ませう︒

十一899園 こ＼に﹁八十八夜﹄とあ
りますが︑これは何ですか︒

十一㎜5囹 辮しやうすることが出來
ませんから︑︿略﹀︒

ん︒

十一佃1園 皆さん︑雪丸は通れませ
十一佃9園 おとうさんは︑︿略﹀と
僕に言ひつけました︒

十︻伽9園︿略﹀とは︑どうしても
考へられません︒

刻の多いことは恐らく世界第一であ
らうと思ひました︒

十一一3210團又エッフェル塔にも登つ
て見ました︒

︿略﹀︑音画堂・食堂など
︿略﹀︑さしもの大きなパ

も設けられてあります︒

十二333団
十二336團

山も森も村も皆焼野が原

リー市も殆ど一目に見えます︒

十二339国

私は今落日に署して︑

と攣ってゐます︒

十二343団
︿略Vベルダンの戦跡に立ってるま
す︒

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

先生︑又お出で下さいま

方でございますか︒

十二刺8圏
せうか︒

参りませう︒

此虜に居ます︒

時計は直りましたか︒
直りました︒

ねちが一本いたんでゐま
取りかへて置きました︒

ねちが一本いたんでゐま
取りかへて置きました︒

私は︿略﹀自分の命より
も父上を大事と存じます︒

十二673園︿略﹀厚い眞心をもつて︑
父上にお仕へ致しませう︒

ほんたうに姉上は私の思
つてみる通りをおっしゃいました︒

唯少しおっしゃり足りま

上を大事に致すのを此の上もない仕

十一一6710園私は︿略﹀︑ひたすら父

せぬばかりで︑︿略V︒

︿略﹀盛に活動してみる 十二678園

のには全く敬服しました︒

十二357団

私は今︿略﹀︑ジュネー

ブ湖上の風光に見とれてゐます︒

十二364圏

1か3か221710

く略V︑私は今更ながらド 十二677園

には盛に黒煙が上ってゐました︒

十二299囲 く略V︑其の他見る物聞く 十二351團︿略﹀︑又工場といふ工場
物唯々驚く外はありません︒

ました︒

十二2910囲 昨日大英博物館を一覧し 十二354團

十二303団 ︿略﹀世界の大博物館と
いはれるだけあると思ひました︒

とく略Vもたくさん集めてあります︒

十二304団 我が日本のようひ・かぶ

園ら圓ら園園陛ヨ医］園
、
、

まあ一曲ひかせていたゴ
ふ
それに樂譜もございませ
一膿あなたはどういふ御

ます︒

唯私は子としての務を煮皿

ませう︒

十二757園何でうらむわけがござい

︿略﹀電氣機關車さへも

十一一758園何でうらむわけがござい

ませう︒

用ひられるやうになりました︒

十二備8園

︿略﹀人力又は蒸氣力も

だんく電氣に攣って︑工業界の一

十二価10園

大革新をうながしてゐます︒

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

十二柵4囹 ︿略﹀︑石炭の火力による

︿略﹀光の色が太陽に似

とが出來なくなりました︒

かく
て︑しかも比較的熱をともなふこと

十二帯3園

の少い電燈さへも獲明されました︒

一点最も理想的な燈火は

︿略﹀明るくて︑しかも︿略﹀熱を

十一一柵5囹

電信や電話の直明は其の

ともなはないものであります︒

十二柵9園

當時實に全世界を驚かしたものであ

りますが︑︿略V︒

自由に消息を交換することが出來る

十二佃1園 ︿略﹀︑陸上でも海上でも︑

やうになりました︒

く略V︑今やそれが盛に利

れましたが︑︿略﹀︒

十二柵2園

用される機運となりました︒

うなものか存じませんが︑︿略﹀︒

ませぬ︒

十二754園其のコーデリヤでござい 十二伽7囹 ︿略﹀とは決して申され

事を申し上げてみるのでございます︒

十二696園父上︑私は唯ほんたうの 十二伽2囹 官軍方の御意見はどのや

くしたいと思ふばかりでございます︒

十二691園

言へないのでございます︒

十二689園私は胸にある事が十分に 十二佃2園 又最近無線電話が獲明さ

てよいかわかりません︒

十二685圏父上︑私はどう申し上げ

く略V私には︑如何にも 合はせと存じてをります︒
心地よく眺められます︒

︿略﹀︑むやみに先を雫ふ 十二3610團

やうなことはありません︒

十二3010團

せん︒

私は音樂家ですが︑面白

十二382園主にはもうとてもひけま

十二428園

んが︒

十二407圏

きませう︒

十二403園

さについつり込まれて参りました︒

︿略﹀︑緑した﹂る街路樹 十二396囹

して午後早くパリーに着きました︒

十二313国 一昨日朝ロンドンを出嚢
十二3110圏

が目もはるかに連なってゐます︒
がいせん

十二323團 有名な凱旋門は此の大通
の商量にあります︒

ましたが︑︿略﹀︒

十二325團 ルーブル博物館も一覧し
十二328圏︿略﹀︑りっぱな糟壷・彫

十 十 十十十十十
二し二し二二ニニニ
67た60た6060605744

611
まず一まず

︿略﹀︑徳川家の存亡など

は言ふにも足らぬ小事でござります︒

十二伽9園

少しは切れる所がござりませう︒

十二伽4園 徳川侍のなまくら刀にも

はゆかぬかも知れませぬ︒

十二伽5園 官軍方の思召通り一押に
十二伽6園 ︿略﹀︑事めんだうな筋合
にならぬとも限りませぬ︒
︿略 ﹀ ︑ さ や う な 事 に な れ

かしとは毛頭考へ ま せ ぬ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一伽8園

ることになります れ ば ︑ ︿ 略 V ︒

十二㎜3園 ︿略﹀今一鷹御評議下さ

ござります︒

十一一㎜4園︿略﹀︑誠に日本國の幸で

十二柵5園︿略﹀︑これは申すまでも
ござりませぬ︒

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

で︑先づ高い岡だと思へ

ふとん着て︑ねたるすがた

第一に宮城をさしてまみります︒

や東山︒

六86園

︿略V︑ヤクワントテツビンガ︑

ばよい︒

六94
ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒先ヅヤク
ワンが言ヒマスニハ︑﹁︿略﹀︒﹂

先つよい場所を見立てて︑

て︑それがすむと︑︿略﹀︒

八302

︿略﹀小屋を建てる︒次に其の小屋
のそばへ土と石でかまをつく︒

内地から來て先つ目につく
︿略﹀︑毎朝起きると先づ夜具

のは植物で︑︿略﹀︒

九410圏
九633

をかたづけ︑︿略﹀︒

上甲板洗は水兵の受持で︑先
づ﹁爾舷直︑整列︒﹂のラッパが一

先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑ 九641

母の命を助けたまへといのり︑それ

六576

ラッパのひ〜きや大砲の音に︑

は︑先づ森林を焼彿って︑︿略﹀︒

十一515此の邊でゴムを栽培するに

じゅん

集めた液は之を工場に持つ

て行き︑先づこして不純な物を取

十一533

立ちこめた砲煙の薄れゆく

除き︑次に︿略﹀︒

十一586

につれて︑先つ目に入ったのは︑大

札幌に來て先づ感ずること

さつぼろ

きなふかの死髄であった︒

は︑︿略﹀︒

十一594

じよ
そこで先づ順序として萬

葉集の研究を始めたところが︑︿略﹀︒

十一754園

それから一歩一歩高く登り︑最後の

十一761園 ︿略﹀︑先づ自署を作って︑

を振るって大木を伐るに︑︿略﹀︒

るなたにて灌木を伐彿ひ︑次にをの

やがて打績く松並木の間

先づ社の組織について述

十二6110図 元來イギリスは︑︿略﹀

べん︒

十酌量63図

にぬかつく︒

を過ぎて境内に入り︑先づ舞殿の前

十二58図

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

今太平洋の方から此の運河を

ると静かに戸をしめました︒

前︑先づ着物のほこりを彿ひ︑はい

霊亀10園あの青年が私の室にはいる

割にはいる︒

通るとする︒船は先づ海から廣い掘

十334

た︒

十3110

目的に達するやうになさい︒
まつ社務所の隣なる蕾御殿を舞観す︒
え
先づ地峡の山地を流れてみる 十一佃4圏国先づ柄の長さ一間もあ

十41図案内の人にみちびかれて︑

北風の心は志づ勇みたつ︒

九佃4

きは古同くひゴき渡ると︑︿略﹀︒

見せ物小屋で象を見た︒先づ

からく略﹀︒

六858

︿略﹀︑賊は城の水をたやして

大きなのにおどろいた︒
六922

苦しめようとはかった︒先づ谷川の

ほとりに三千人の番兵を置いて︑
︿略﹀︒

七377囲︿略﹀︑來て先づ誰でもおど
ば

して御願ひ申す次第でござります︒

十一一欄6園 何分今一慮の御評議を推

と

先ついかりをあげて港を出
陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ

海藻ニハイロくアル︒先ヅ

三國の合同して成れる國家にして︑

さくまもりまさ

旨をふくめて先獲せしめ︑やがて
︿略﹀近江に向ふ︒

今日はお果たちに一つ聞

リや王は百人公家來を連れ

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

十二71一

のゴネリルから言ってみよ︒

いてみたい事がある︒︿略﹀︒先づ姉

十二666園

先づイングランドとスコットランド

十一76図孔子は他人を正す前に先

と合するや︑︿略﹀︒
しばた

づおのれを正し︑︿略﹀︒
こしぢ

十一234図越路の雪も解初めたれば︑

柴田勝家︑先づ佐久間盛政をして

一ガイニイフコト噴出來ナイ
ガ︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ所二︑

神主は先づ神前で祝詞を上げ

のりと

清正は先づ増田長盛をたつね 十一274図 く略V︑先づ五十人の兵に

ますだながもり

︿略﹀討って出でしむ︒

八75

ました︒

七982

︿略﹀生エテヰルノデアル︒

七871

︿略﹀ナドガアリ︑︿略﹀︒

タベルモノニハ︑コンブ・ワカメ・

七854

一番大キイガ︑︿略﹀︒

七百2

て行きますと︑︿略V︒

七537園

は

ろくのは︑波止場の大きなことです︒

合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十一一欄9園 とにかく明日の縮攻撃見
けて御引受け申します︒

先ヅ

先づ

十二欄10園 其の齢の事は拙者の一存
まつ

ある時︑日と風が聞く

﹇先﹈︵副︶46

に は ま る り ま せ ぬから︑︿略﹀︒

まず

■ひとまず

四388

でん

らべをしました︒︿略﹀︑先づ風
はいれい

からはじめました︒
しば

の芝の上で︑べんたうをたべてみる

五401 先づ愈愈をして︑辞殿のよこ

と︑︿略﹀︒

五槌7 はじめて東京見物に來て︑此

マスターまた

612

た︒

十一一774

先づ岸近くまぐろの寄って

來る場所を選んで︑海岸から沖の方
へ二三百間も長く 垣 網 を 張 り ︑ ︿ 略 V ︒

十二783 群をなして寄せて來たまぐ

十佃5圓団
し上げ候︒

ますだながもり

先づは御見舞までかく

先は右とりあへず御悔申

十一428囲団

先づは御無沙汰の御わ

先づは取りあへず御三

の如くに御座候Q翌旦ハ︒

十﹇441囲國
まで︒拝具︒

十二捌10國圏

びかたぐ近況御知らせ申上候︒敬
ますく

九佃3

人はいよく勇み︑馬はます

くはやる︒
温度は表面で約六千度︑内

部に入るに随って瞬く高い︒

十一23

ゴムの用途は︑年を追うて

益く泣くなるばかりである︒

十一544

よく

かうしてみるうちに︑知識

を得たいといふ彼の欲望は覗く強く

十一966

しかし彼は城外に出る毎に︑

月は益くさえわたって來る︒

なり︑︿略﹀︒

十二436

︿略﹀をまのあたり見て︑広く世の

十二924

彼の初一念は年と共に益く

はかなさを感じた︒

十二佃7

︿略﹀我が國では︑里下益

固く︑︿略﹀︒

十一一描6

ますらを

く水力電氣の利用をはからなければ
ならぬことを力説した︒
﹇益荒男﹈︵名︶1
ごま

十二32図解荒駒を馴らしがてらに︑

︽一
ゆわう

まぜる

櫻がりするますらをのと
﹇混﹈︵下︸︶1

野邊遠く
も︒

ま・ぜる

ゼル︾8かきまぜる

またεかりま

又

マタキリツケルト︑トビノ

イテ︑ベンケイノナギナタヲウ

ニー22

チオトシマシタ︒

二46ーソノウスデ米ヲツキマ

スト︑︿略﹀︑マタオカネヤタカ

ラモノガデマシタ︒

二463ワルノーオヂイサンバ又コ
ノウスヲカリニキマシタ︒

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ

二467又オコツテ︑ソノゥスヲ

タ︒

又一シキリキテキガナツ

二543園 ヲヂサン︑コンヤモマタ
カゲエヲシテ見セテクダサイ︒

テ︑︿略﹀︒

三42

うらしまは玉手箱をもら

又わかれ道のところへ

足だのはなをふっつりと︒

かばふはずみにあねは

三226 又とりはじめて︑二人は
たくさんとってからくらべてみ

ました︒

また

三294幽

三377園

きました︒

つて︑又かめのせ中にのって︑

三453

三686又マキナホシテ︑︿略V︒

せう︒

三612二又はしりくらをさせま

をながしてあそびませう︒

三608鮮三郎さん︑又今日も舟

見マスト︑︿略﹀︒

海の上へ出てきました︒
十一538 加硫法とは︑ゴムに硫黄を
三587 スコシタツテカラ又來テ
﹇股﹈︵名︶1

まぜる事で︑︿略﹀︒

獅子はおどろきてふりはな また

﹇益益﹈︵副︶10

ますらお

けれども貧しい木こり小屋で︑

りました︒

七886

︿略﹀リンカーンは︑今か

戸棚一つもありません︒

十一948
ら百年漏り前︑ケンタッキー州の片

増田垂簾

ますだながもり

七982

清正は先づ増田長盛をたつね

田舎の貧しい家に生れた︒
ろ は ︑ 先 づ 垣 網 に驚き︑︿略﹀︒
しらぬし
ますだながもり ﹇増田長盛﹈︹人名︺1
先づ樺太の南端なる白主

十一一8210図

といふ庭に渡り︑此虜にて土人を雇
ひて從者となし︑︿略﹀︒

ました︒

マスト

マストの上の見張人が不意に

︵名︶一

十擢7

マスト

十二888 政府から提出された案は先
づ議會の一院で討議される︒

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

︿略 ﹀ ︑ 彼 は い く ら 苦 行 を し

ても更に効のないことを知った︒そ
を指さした︒

十一一947

こで彼は先づ近庭 の 河 に 浴 し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

先つかの五人の友をたつねた︒

十二964 繹迦は世を救ふ手始として まずは ﹇先﹈︵副︶4 先づは 先は
十二価5 博士は先づ﹁︿略V︒﹂とい
つ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ 次に博士は︿略﹀︒

マスク

︿略﹀︑マスクをかけた職工

︵名︶一

十一捌8

マスク
けい

貧し

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入
貧シ

具︒

︿略﹀︑其ノ頃天皇ハ立上ル ますます

﹇貧﹈︵形︶2

れてかきまぜてみ た ︒

まず・し
︽ーシキ︾

七285図

七307図

益く

た・つのまた

蟻は虎の指のまたからくゴつ
また

て︑仲間の者にあひつをしました︒
マタ

マターハキマシタ︒

﹇又︺︵副︶囲

一314園

また

︿略﹀︑怒りてさけぶ聲には︑

さんとしたれど︑蛇はますくかた
七311図

六302

煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハ

まっしい

くしめつけたり︒

レミタマヒキ︒

ぜん
十654図 やがて運び來れる貧しき膳
﹇貧﹈︵形︶3

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒
まずし・い

すく強くしめつけたり︒

百獣おそれてにげまどへど︑蛇はま
︽ーイ︾
み の

五531 昔美濃の國にまっしい人があ

貧しい

613
また一また

四192 白ウサギ血目ヲコスツテ︑
又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

といひますと︑又向ふで︑﹁ば

げろ︒﹂すると︑又鐵砲を上げたの
がかすかに見えた︒

船長はコップの水を一口飲
なんで又さうあわてて引つ
かの男は︿略﹀︑人夫の後に

やうく一人前の番頭になり︑それ

九5110園 十年齢りもしんばうして︑

折って︑又歩き出す︒

えんがはにうつくまる三 九351 ︿略﹀︑出後れのわらびを一本

毛のねこ︑愛らしき三毛と思へば︑

八275図團

三毛もまた︑したはしき人と見る
らん︒

から又長い間忠實に勤めて︑︿略V︒

九573 束を廻して又た㌧き︑︿略﹀︒

︿略﹀其の上下にそだを置き︑

又其の上にねったかま土を置いて︑

八315

九575 ︿略﹀︑穗が残らず落ちてしま

る︒

十353

停車場にはいる手前でまた北

雲や霧がわいたかと思へば

一口又一口︑平然と藥を飲む

一行又一行︑おそれと

親子は︿略﹀︑人々をボート

此の湖を横ぎると又水門があ

掘割を通過して船は黒点に出

つて︑船はさらに一段高くなる︒

十345

ルに注いで︑我が家へと向つた︒

に牧容し︑又あらん限りの力をオー

十281

興奮に眼かゴやくフィリップ︒

十108 ︿略﹀︑

王︑︿略﹀︒

十108

出づ︒

ぎ︑又右に折れて第三の鳥居の前に

十18図左に折れて第二の鳥居を過

カケルノダ︒

九伽6囹今日午後四時ノ汽車デ又出

て︑︿略﹀︒

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

九953囹

がある︒

九872園それにはまた都合のよい事

上川を見たが︑︿略﹀︒

九734

げて︑又新しい束を取る︒

ふと︑束をむしろの向ふにぽいと投

打固める︒

八683団︿略﹀︑子どもは︑アメリカ
人の立てた學校へ行って︑英語で勉
人の立てた學校へ行って︑日本語で

強しますが︑露って盛ると︑又日本
學問をしてゐます︒

︿略﹀︑年よりはちよつとふり

かへりましたが︑何ともいはず︑す

六二が若し僕に食物を送る

大將の母もまたえらい人であ

のです︒

︿略﹀︑おちい様の不昧軒様

いつれ又近い中に便りをし

其の雨水がまた大切な飲料水となる

九78二水の乏しい此の島々では︑

つた︒

八柵6

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

爲に働いたといふなら︑僕もまた君

八槻9園

ふでせう︒

妻もまた﹁せっかくです 八812園 くはしいことは又學校で習

﹁やはり二百十日だ︒風が出

仲間がふえたので︑又一しき
︿略﹀︑一たん沈んで又浮上つ

ませう︒

九94団
九253園

はまた︑地質や弾物の方で新しい襲

相手の信作があの通りだか
ら︑いつれ又改めてやり直しをして

其の本については︑後に又

見をなされた︒

言聞かせるが︑︿略﹀︒
り す

穴にかくれてしまった︒

した顔を出したが︑︿略﹀︑急にまた

︿略V︑栗鼠が一匹︑けろりと

翌日になって︑將軍が又たつ 九258園

黒もま

軒下にはらばへる黒き犬︑ 九338
た︑意地悪き人と見るらん︒

にくらしき黒と思へば︑

八269図圏

ねたが︑始のやうに答へた︒

八184

もらはなければなるまい︒

八119園

と岸へ引上げた︒

た信作のえりを引つつかんで︑ぐつ

八105

りじやれ合ひをはじめた︒

八56

しゃつた︒

て來た︒﹂と︑又おとうさんがおつ

七934

あさんの着物を着せてやりました︒

かう言って︑又大急ぎでおば

が︒﹂といって︑相手になりません︒

七747

ぐ又仕事をつゴけました︒

七747

渡って︑人夫の家へ参りました︒

ついて來ましたが︑とうく又川を

七739

かへします︒

七668園

みて︑又其の話をつ冒けたり︒

四313 正太郎がおこって︑﹁ばか﹂ 七564図

か﹂と口まねをします︒

四513それから又二くみに分
れて︑何べんも取ってあそびま
した︒

五97園もう此の子一人になりまし
たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ
にまみります︒

五217 其の尾を下して來て︑さをに
着けるかと思ふと︑又はらをふくら
ませて︑をどり上ります︒

手がくつれて︑︿略﹀︒

五738 ︿略V︑其の年のつゆに︑又土 七902
六188圏 一雨降ったら︑又お出で︒

六431囲其の中に又くはしい事を知
︿略﹀︑敵は一先づ沖の方へし

らせよう︒

六836

りぞいたが︑又おしよせて來るのは
明らかである︒
︿略﹀︑ 城 か ら 大 石 を 四 五 十 ︑

一度に落したので︑奈何百人かころ

六953

された︒

六968 橋はまん中からもえ切れて︑
谷そこへどうと落ちた︒又賊は何千
人か死傷した︒

七406国後便に又いろく申し上げ
ませう︒

七422 おばあさんは又さけんだ︒

七426 わかったらもう一度鐵砲を上

また一また
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十356 此の湖を渡って又水門を通過
する︒

り下され︑御厚情の程深く謝し奉り

く拝見仕癖︒尚又結構なる葛粉御送

かしては又吹く︒

こむと︑ぷうつとふくれる︒ふり動

こちらを見ると︑そこでは
かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて

型から出す︒

十一協9

にもなるが︑又支那・印度其の他の

候︒

將來は又どんなものが襲明

︿略﹀︑萬一御蹄りに又泊ら

れることがあったら︑すぐ知らせて

十一732

とであらうか︒

されて︑今のガスや電蓄にかはるこ

十一688

去れりといふ︒

て一枝かき添へ︑又別れを告げて立

十一492図︿略﹀︑圭里師﹁︿略﹀︒﹂と

しに︑今又此虜に來られしは何故ぞ︒

十﹇柵6図圏白雲いうく去り又來
る︒

又少し登る︒

と︑又一匹攣ったのが見えた︒

十二211

かしは又なら・くぬぎと

り

き そ

其の問︑山にさしか＼れ

かくて又幾年かたつうちに︑

十重といふ深さに達した︒

穴はだんく奥行を加へて︑既に何

十二期4

つればまた舟を浮べて進む︒

ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出

十二859図

てまた樺太におもむけり︒

んがために︑同年七月溝隠は軍身に

十二829図 ︿略﹀︑更によく之を確め

たらと︑それが又心配になって來た︒

十二576 ︿略﹀︑若し見附からなかつ

り︒

高く近時直面阿里山の檜また有名な

十二491図 ︿略﹀︑檜は木曽産の聲讐

あ

共に薪炭材として重要なるものなり︒

十一一488図

せうか︒

十二唱8園先生︑又お出で下さいま

に︑︿略﹀︒

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調

十二442 ︿略﹀︑最後は又急流の岩に

めた︒

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始

十一485図園東証へ行き給ふと聞き 十二43一 ベートーベンはかういって︑

︿略﹀︒

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑

十一481図此の＝言を聞くや︑書写 十一一119 早速雨請に一匹つつつかむ

ひ見れば︑︿略﹀︒

十一472図

其の後又夜更けてうかゴ

東洋諸國へ輸出される︒

其の二又父に強く聞きた皮さ
それから又︑二間私が聞い

其事から又右に折れると︑
一度此の中にはいると︑ま

た寒い虜へ出るのがいやになるね︒

十価5圏

︿略﹀︒

肺魚8

はなかったのだ︒

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい

十959囹

れて︑︿略﹀︒

十945

されるなども同じ例である︒

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十358 毒言から又掘割を走って︑終 十886 支那の豚の毛が輸入されて日
︿略﹀︑ 雑 木 を 束 ね て は 運 び ︑

に洋々たる太西洋に出るのである︒
十426
運 ん で は 又 束 ね て︑︿略﹀︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と つぶやきながら︑又窯場

十453 喜三右衛門はく略V︑やがて
の方へとって返した︒

窯から皿を出して み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十491 喜三右衛門は︑一つ又一つと

十688園︿略﹀︑御らん下さい︑これ
は馬を一匹つないでもってをります︒

に旦ハ足一領︑長刀一ふり︑又あれに

かゴやく此

水また清く＜略﹀︒

美術の光の

の地︑山皆緑に

十6910図 翌朝僧は暇をこひて又行く 十皿1図圃
へ知らぬ旅に出でんとす︒

大船膿は︑寸︑尺︑間と音もなくす

十704図 旅僧もまた主人夫婦の情心 十伽6図 一秒又一秒︑七百尺に近き
にしみて︑そゴうに別れがたき思あ

もらひたいと頼んでおいたQ

これに力を得て︑又一しや

シャベルが敷字で眞黒にな

それからは又父の手助をし
たり︑人にやとはれたりすることに

十﹁984

ると︑それをふいては又書く︒

十一9710

うけんめいに泳いで行く︒

十一868

もとの水の温度にかへった︒

た︒︿略﹀︒しかし卜しばらくすると︑

︿略﹀︑急に水が冷たくなつ

べり出づ︒

島更にあらはれ︑水路きはまるが如

十一854

り︒

十一317図正國の首は終に清正の手

の兵を督し︑漏りて盛政の軍に合す︒

十762圏 其の手前は 帯に朝鮮家屋 十﹁238図 やがて勝家また自ら五萬
で︑其の又手前には︿略﹀洋館がそ
びえてみる︒

に入りぬ︒福島正則以下の六人︑ま

たそれぐに名ある勇士を討取って︑

十784囲︿略﹀︑三日四日績いて寒け
れば︑其の次には又其のくらみの間

武名を天下にとゴうかせり︒

くにして︑また忽ち開く︒

一槍未だ去らざるに︑一

暖さが旧くといふ や う に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

みが一匹飛出しました︒はっと思つ

十821 ︿略﹀︑不意に足もとからねず 十﹇334図
て立止ると又一匹︒

漁火の波間に出没する夜景もまた一

月影のさgなみにくだけ︑ なったが︑︿略﹀︒

石炭ががさりと崩れる︒又つるはし

段の趣あり︒

十838 つるはしの先がきらりと光る︒ 十一344図
をふり上げる︒

十884 これらの製品は我々の使ひ料 十一432國団 御親切なる御手年三難 十﹁協6 一端に口を顧てて息を吹き
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に︑村の人々は此の仕事にあきて來

十二佃9 かうして又幾年か過すうち
た︒

十二欄2 手筆をする者が一人へり二
人へりして︑はては又村人中髄が此
の老僧から離れるやうになった︒
︿略﹀︑仕事を助ける者が又

ぼつくと出講て來た︒

十二柵3

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

十二柵3図次いで白金其の他の金屡
これまた失敗に終りぬ︒

十二伽5園 すると其のうちには又思
しり
の外な尻押なども現れて︑僻めんだ
うな筋合にならぬとも限りませぬ︒
所がうかゴはれないであらうか︒

十二柵10 しかし此の半面にもまた短

べき短所があるやうである︒

十二糊7 こ㌧にもまた我々の反省す

ほほづきやふうせん玉を

鳥ノ方へ行キマスト︑︿略﹀︒

四26

費る店も出てゐます︒又あめ
ややくわしやでは︑はやし立て
ておきゃくをよんでゐます︒

︿略﹀︑爾替店や︑いろくの

責店もあります︒又洗面所もあれば︑

五棚8
食堂もあります︒

しよくだう

海ニソ・グ︒又多クノ堀アリテ︑川

七292図淀川ハイクスヂニモ分レテ

ト川トヲツナゲリ︒

白玉山上の表忠塔をあふぎ︑又

はくぎよく

七556園時には鯨が高く潮を吹いて

︿略﹀二百三高地にも上って蹄りま

︿略﹀姿を︑此の川の水はいくたび

京都は長い間の都ですから︑

六537園國はどこ︑又親の名は何と 七399団 ︿略﹀修學旅行に行って︑
申す︒

となくうつしたことでございませう︒

四288電話も近い中に私ども 六698
の町へかかるさうです︒又

又ある時にはとび魚が甲板の上へと

みるのを見ることがあります︒︿略﹀︒

急に暴風雨が來ると︑︿略﹀︑

船は今にも沈むかと思ふやうになり

七572囹

び上ることもあります︒

した︒

町はつれに大きな工場のふし

ぎなたの光も︑いくたびとなく此の

又いくさのあった時には︑︿略﹀︑な

雪ノヤウ端白ウゴザイ

んがはじまって居ます︒

四706

川の水にうつったことでございませ

ッメタク

マスガ︑雪ノヤウニ

う︒

ます︒︿略﹀︒幽きりがか＼つたり︑

今︑三條の大橋に立って︑川

象つかひが﹁︿略﹀︒﹂といふ

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七586園 ︿略﹀︑いくらきりが深くて

なくなることもあります︒

下を見ると致しませう︒︿略V︒又三

先生もみれば︑軍人もみる︒

大雪が降ったりして︑︸出先も見え

六888

又西洋人もみる︒

六781

條の大橋から川上を見ると︑︿略﹀︒

六732

ハナク︑又日ニテラサレテモ
︿略﹀︑まだお日様が見え

トケマセン︒

四748

ない中から︑︿略﹀たんぼへ行
きました︒又私のかたの上で︑
お星檬が光りはじめるころに
なって︑小さなわらぶきのうち

ことはありません︒又夜はいくら暗
へかへって行きました︒

くても︑星が出てみれば︑それにた

又

と︑長い鼻をぶらくさせて歩き出

マタ

よって方角を知ることも出汐るし︑

﹇又﹈︵接︶9 0

した︒︿略﹀︒又﹁︿略﹀︒﹂といふと︑

さうして﹁山田さん﹂とおよ

︿略﹀︒

五43

びになりましたから︑﹁はい．﹂と答

七83図

知ることも出來ます︒又海岸には

七589園．︿略﹀︑自分の船の居場所を
わた

さたう

又南の海上にはひしひしと軍船を浮
べて︑︿略﹀︒

走ることがはやくて︑乗用と

︿略V︒

力が強いので︑荷物をつけたり︑

してはこれにまさる動物がない︒又

七263
年がうを養老とお改めになったと申

海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ

シテハナレナイ︒カキハ又スグフエ

七818 ︿略﹀︑カキハ一度ツイタラ決

ザマノ植物モ生エテ居ル︒

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ

七794

分ります︒

見ると︑あれは何所だといふことが

所々に燈皇がありますから︑それを

︿略﹀︒

へますと︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

と羽二重とにして︑︿略﹀︒又輸入品

輸出品の主なる物は︑生綜

三272 あれはいまにさを竹に
でもなるのでせヶ︒又あそこ
ごこにわらをむすびつけてあ

した︒又中村君には︑﹁︿略﹀︒﹂とお

はぶたへ

るのは︑ほりとらないしるしで︑

は綿もつとも多く︑砂糖これに次ぐ︒

酒の出る所を御らんになって︑

．はたらいてみるのもあります︒

五557

﹁︿略﹀︒﹂とおほせになりました︒又

します︒

やうらう

まことにめでたい事だといふので︑

ナカマへ入レテクレマセン︒又

ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀︑

三763ソノ三座ウモリガケダモ

マゲ︑︿略V︒

トキ門口︑カラダヲ左ノ方へ

オモイモノヲ右ノ手占持ツ

三366 タイサウノトキアルキ出 五485 早いのはもう繭を作り上げて 七194 ︿略﹀︑北の山手には木戸を立
スノハ左ノ足デ︑︿略﹀︒又
てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒
ゐます︒又︿略﹀︑ 一生けんめいに

︿略﹀︒

つしゃいました︒

また

また一また

また一また
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ルモノデ︑︿略﹀︒

七822 又眞珠貝トイフモノガアル︒

七831 又︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノ
底ノ岩蕊取リツイテヰル轟ノ骨デア

十862

我々が今日生活して行くには︑

我が國で出來る品物ばかりでは用が

聞けば︑そなたは豊島沖

足らない︒又︿略﹀外國の品を使ふ

九備4履團

の海戦にも出ず︑又八月十日の威海

いた窟きたうございます︒

衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

コ・椰子は︑︿略﹀︒︿略﹀︒

又パンの木も所々に美しい林をつく

九65國

米はく略V︒それで︑印度支

方が都合のよい事もある︒

十868

りきとのことQ

又毛織物の原料になる羊毛は︑我が

那半島あたりから年々輸入してみる︒

シタガツテ敵ニオソバレル心 十31図又日々に奉る供へ物には︑

つてゐます︒

御生前殊に御好みありし品々を選ぶ

九164

由なるが︑︿略﹀︒

ル︒

配モ少ク︑又コチラカラ敵ヲォソフ

の半ば頃より︑各地方青年團の御手

事も少くない︒

れに加工して︑更に外需へ輸出する

又外國から原料を輸入し︑そ
つだひを願ひ出つる者敷多かりしか

十8710

國ではほとんど産しないから︑︿略﹀︒

ノニモ都合ガヨイノデアル︒

さかひ

大方は暴民の右心こめた

デナク︑何時デモマハリノ物ノ色ガ

る献木にて︑︿略﹀︒︿略﹀︒又御造螢

十69図囹

七835 海ニハ又獣類ガスンデヰル︒
みん

保護色ノ例ハノークラモアル︒

カバレバ︑間モナクソレト似タ色ニ

きていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒吉祥きか

十992図 ︿略﹀︑商号範︑青天祥に説
ば︑︿略﹀︒

ず︒或人又なじりていはく︑天略﹀︒﹂

十533園世の中にはお金の有蝕って
みる人もあるが︑又請か事業を起さ

と︒

又沖縄二黒スル木ノ葉蝶ハ︑

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

うと思ってみる人で︑お金のない人

着物は粗末ながら︑さっぱ
がある︒

十伽2図 ︿略﹀︑近年は作物も改良せ

切ってゐました︒

く時に指先を見ると︑爪はみじかく

りしたものを着て︑︿略﹀︒又字を書

十伽7園

心止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

鳩は︿略﹀︒又暗い時の飛行
に馴れさせて︑夜間に使ふ事も出來

又或動物ハ保護色トハ反封二︑ 十572

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

飛行機の不時着陸地鮎を知ら

るし︑︿略﹀︒

十583

られ︑︿略﹀︒又池・沼を利用して

十六のお前が︑旅費も乏し

鯉・鮒を養ふことも盛にして︑︿略﹀︒

十719足首の時の言葉にたがはず︑

此のやうに︑人々相互の間

︿略﹀︒又きはめて學問に熱心にして︑

十一了2図

いって黒く見える所もある︒
へん
孔子常に中正不偏を貴び︑

ば弱い部分もあり︑又所々に黒鮎と

十一31

ふな

事が出來る︒又戦孚の時戦線から職

せたり︑︿略﹀︑いろくに利用する

眞先かけて参ったは感心の至り︒

︿略﹀︑光の強い部分もあれ

い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

状を報じたり︑援兵を頼んだりする

其ノ物が人ノ直心有用ナルト︑意ノ

︿略﹀︒又寒夜に秘藏の鉢の木を切つ

に使ふのも其の一つである︒

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒又

カクノ如ク物二幅アルハ︑

コ・一二匹ノ馬アリテ︑之ヲ買ハン

︿略﹀︒

ふやうな犯罪があった場合には︑

ひ︑︿略V︒又他人の物を盗んだとい

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一198
りした京城神社があり︑又其の近く

此虜には天照大神をおまつ
に朝鮮総督府があります︒

十753団

ふぞ︒

てたいた志は︑何よりもうれしく思
さうして之に合はせるやうに︑

語るやうに︑一瓢高く天に向ってい

とく

な＼いた︒

又自分の最愛の主人に味方の勝利を

九川3

トスル人五人アルトキハ︑︿略﹀︒

九453図

うが︑︿略﹀︒

もあらう︑又つらい事もあるであら

九271園

ナ膿色ヲモツテヰル︒

九204

ツテヰルヤウニ見エル︒

九1810

カハルモノモアル︒

︿略﹀︒又季節ニヨツテ田面ルクラヰ

九176

七価5園 小西程の者を堺の町人と
の＼しり︑又苦索への返書に豊臣清
正と記したといふが︑それはまこと
の事か︒

八205図 イカダノ大ナルモノハ長サ
六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ
置キテ野菜ヲ作り︑又小屋ヲ建テテ
ニハトリ

豚・鶏等ヲカヒ︑︿略﹀︒

ブタ

カンコゥ

多シ︒又沿岸口細上海・漢学等ア

シャンハイ

八219図 揚子江ノ流域ハ︿略﹀産物

︿略﹀ ︑ 農 夫 の 田 畑 を 耕 す も ︑

リテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒
八286図

皆手の働なり︒又筆一本にて美しき
糟をゑがき︑︿略﹀︑人を感ぜしむる

・︿略﹀ナドト記

︿略﹀ ︑ 今 ナ ホ 古 風 ヲ 守 り テ ︑

も︑手の働なり︒
八598図

窒聴て︵キソバ︶

シテ︑軒二言ゲタルモアリ︒又マレ
ニハナゾヲ用フルモアリ︒

ラフソク

八604図 看板ニハマタ商品ヲエガキ
タルモノアリ︒
クシ

八608図 又足袋屋・蝋燭屋・時計
ケイ

屋・扇屋・櫛屋等ニハ︑商品ヲ大キ
モ

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒
︿略﹀︑どうぞ御二百を願ひ

ます︒又︿略﹀︑酒事祝の歌を一首

八佃9圏

617
まだ一まだ

︿略﹀︒

十一1910 ︿略﹀犯罪があった場合に

は︑國家は︿略﹀︑其の犯罪者をこ

又之を考案した昔の人々に絶して別

ると︑︿略﹀︑見れば見る程興味がわ

めた︒又いろくの鳥を注意して見
き︑︿略﹀︒

は農夫が鍬を振るってをり︑又工場

れは申すまでもござりませぬ︒

けられたことがなく︑差響の誇を永

十二⁝⁝⁝9 随って領民は國の誇を傷つ

久に瀬野しょうとする心掛けも出來

て︑︿略﹀︒

我々は常に其の長所を知つ

て︑之を十分に襲慣すると共に︑又

十二欄1

まだ

常に其の短所に注意し︑之を補って

﹇未﹈︵副︶69 マダ

︿略﹀︒

マセン︒

二654

ス︒

一一25一

ケレドモマダツノハハエ

ミヨチヤンハマダーツデ

ダナンバトマツテヰマセウカ︒

単三36人ガテツパウデ︑一ドニ
三バウチオトシマシタ︒木ニマ︐

︿略﹀︑もう沿道の田畑にまだ

といふ工場には盛に黒煙が上ってゐ

十一一3410団

て見ました︒

十一一329国又エッフェル塔にも登つ

又軍に損益の貼から見ても︑︿略﹀︒

人として爲すべからざる事である︒

品を高く責付け︑︿略﹀やうな事は︑

十一一231

買ふ人の無智に乗じて安い

段感謝の念を起すこともない︒

が一番多いか︑又一年中で何時頃が

それから雨雪の量は何虜

一番多いか︑こんなことも記してあ

十一916園

らし︑又世間の人々のいましめにも
る︒

一般人民が府縣市町村會議

神を本としなければならない︒又

員を選思するにも︑︿略﹀︑皆此の精

十一掴8

本であり︑又其の生命である︒

十一摺5

此の精神は實に自治制の根

せねばならぬ︒

十一213 ところで︑厘裁判所の裁判
に不服な者は︿略﹀︒又地方裁判所
で行はれた最初の裁判に不服な者は︑
︿略﹀︒

であり︑︿略﹀犯罪者の庭罰を求め

︿略﹀︑議員が豫算を議するにも︑常

十一219 裁判を行ふのは判事の職務
るのは検事の職務である︒又︿略﹀
べん

︿略﹀︑ねばり強くして︑

ました︒

十二469図

に此の公平な精神をもつてしなけれ

く灘氣に耐ふるが故に︑建築材とし

︿略﹀とかいふやうな手段

て最も重んぜらる︒

しつ

割れ︑そる等の憂極めて少く︑又よ

を用ひたり︑胸黒の手段に動かされ
するものである︒

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

︿略﹀︒

四907

︿略﹀︑子もりうたをうたひ

五466園

︿略﹀︑まだあれが生きて

それまではまだかんがへな

も分りませんでしたが︑︿略﹀︒

五郎はまだ小さくて︑何

まだお日様が見えない中から︑

四746せいの高い私の目にも︑

ことはありません︒

居るだらうか︑︿略Vと思はない

四697

がなくときには︑︿略﹀︒

ます︒それでもまだあかちゃん

三134

シタ︒

十二483図中にもけやきはもくめ美
三
27 マダウスグラウゴザイマス
ガ︑︿略V︑ソツトネドコヲ出マ

たりするのは︑自治の精神に全く反

十一価5

ばならない︒

辮護士といふものがある︒

︿略﹀︒若し又裁判が公平に行はれぬ

十一228 若し裁判が無いとしたら︑

としたら︑︿略﹀︒

の危険を防ぎ︑又空戦の流通がよく

十一396 ︿略﹀︑枝を打てば︑山火事

例へば教育・衛生等の自治

粗くるひ少きが故に装飾材として珍

十一描7

團髄の事業は︑︿略﹀︒又産業組合を

重せられ︑︿略﹀︒

なって轟がつかなくなるさうだ︒
すき

十一644 これが大きな鋤を何本も引

設けたり︑︿略﹀するのは︑皆公共

︿略﹀︒︿略﹀︒又貴衆爾院の何れかか

︿略﹀︑其の後無線電信が

︿略﹀今一磨御評上下さ

家及び江戸百萬の民の仕合はせ︑こ

の幸でござります︒又延いては徳川

ることになりますれば︑誠に日本國

十二欄4囹

が爽明されましたが︑︿略﹀︒

嚢明されて︑︿略V︒又最近無線電話

十二佃1園

討議し︑︿略﹀︒

政府から提出された案は

いて︑︿略﹀歩き廻ると︑二間幅ぐ
こん
らみに耕されて行く︒又開墾する場

成し︑自治遊星を助長するものであ

ら提出された案は︑他の一院のみで

こん
十歳の頃には林地採集を始

十二895

合には︑︿略﹀此のトラクターで引

るから︑︿略﹀︒

ごく小さい時分から動植物
に深い趣味を持ち︑愚物を集めるこ

十二99

心の妄動であって︑自治の精神を養

くと︑︿略﹀︒

廣く又極めて長い愚行はれてるたも

十一669 此の方法は各國民の間に︑

のであるが︑︿略﹀ ︒

とがすきで︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先生にもむしろ中以

十一一108

つた︒

﹁︿略﹀︒﹂といって叱られたことがあ

下の生徒と思はれてるた︒又父には

これらを総べて貨幣といふ︒ 十ニー04

これについ

又此の外に貨幣の代りに用ひられる

十一．777

︿略﹀我々は︑

紙幣がある︒

十一784

て事新しく便利を感ずることもなく︑

まだ一まだ

618

かった︒

五491．まだ繭をかける場所をさがし
てるるのもあります︒

五636園 おとうさん︑町があんなに
近く見えてみて︑まだ一里半もある
のですか︒

五887囲 おとうさんやおかあさんに
は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず
に居ります︒

五916 作物の種や商品の見本も入れ
てよいことになってゐますが︑私は
まだそれをあつかったことはありま
せん︒

五97一 ブダウニハ︑マダイロくノ
︿略﹀︑﹁此の近くに︑しめ

種類ガアルトイヒマス︒
六177園

ちの出る所はありませんか︒﹂とた
つねますと︑﹁さあ︑まだ早いかも
知 れ な い が ね ︒ ﹂と言って︑︿略﹀︒

六316町ハマダヒツソリトシテ︑ネ
ムツテヰタ︒

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

六671 或物持の所へ行くと︑下男が
主人がひどくしかってみた︒

モメン

それからこ＼に六百頚管︑ま

まだ來て二三箇月で︑よく

だ一度も外國から攻められたことは

六855
ない︒

七393囲
川中島で前後五回戦つたが︑

はわかりませんが︑︿略﹀︒

七457

それは日本は海面でありな

まだ勝負がつかなかった︒

七603園
がら︑まだ海を恐れる人もあるとい
ふことで︑︿略﹀︒

きのした

つかせてみて下さい︒﹂といひ出す

八537囹其の時にいさんが﹁私にも
と︑おちいさんが﹁とてもまだ︒﹂

日本にはまだこんな早い汽

せいは高くても︑まだだめ

とおっしゃったが︑︿略﹀︒

八546園
だ︒

八715国

信吉はまだ先生の言はれたこ

車はありません︒

八902

まだ十分にじゅくしてみな

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

た︒

︿略﹀︑三代か＼つても︑ま

まだ日が暮れたばかりのやう
北上川はまだをりをり見える

に思ったが︑もう八時半であった︒

九684

明るい︒

若葉だけに︑下草まで見えるぐらゐ

九322

︿略﹀爾がはの木立も︑まだ

だ全く手の着かない事が少くなかつ

九232園

せんが︑︿略﹀︒

九88圏土人はまだよく開けてゐま

だたくさんあります︒

九71囲珍しい植物は此の外にもま

い實は︑︿略﹀︒

﹁中には︒﹂﹁小判が百五十 九510團

雨はいって居ります︒︿略V︒外にま

七678圏

︿略﹀︑心にすまないことは

だ手紙が七八本︒﹂

七733園
とよとみひでよし

まだ一度もした事はありません︒
ざうり

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎と

だ

いって︑織田信長の草履取をしてゐ

お

七762

た時のことである︒

七861此ノ他海藻ニハマダタクサン
夜はまだ深うございます︒

ナ種類ガアツテ︑︿略V︒

七㎜5

其所へ清正がかけつけました︒
まだ誰一人城に登って居りません︒

七梱2

七塒3園其の方は無分別者で︑大名

九744

が︑︿略﹀︒

面白いお話がまだたくさんあ
︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

言って残して置いたのが︑今日はも

九999

りさうでしたが︑︿略﹀︒

九993

よく晴れて︑︿略﹀︒

殿はまだお若くて︑これか 九脳9図月はまだ出でざれども︑空

になってもまだ仲間げんくわのくせ
がぬけぬ︒

六745囹 ﹁春子︑オ前ハ着物や帯ノ
キヌ

地吐逆ノ紙デオルカ知ツテヰマス

八153園

アサ

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
つて見たことがない︒

に見てみるが︑まだ一度も其所へ行

八296

ございます︒

ら功名をお立てになる折はいくらも

カ ︒ ﹂ ﹁ 絹 綜 ト 木綿綜デス︒﹂﹁マダア
リマス︒﹂

六747園 ﹁麻縫﹂﹁マダアリマセ
ウ︒し

﹁サウデス︒マダ ア リ マ セ ウ ︒ ﹂

六756園 ﹁セルモサウデセウカ︒﹂

まだ青いが早く甘くなるたち

う熟しきったやうな顔をして︑︿略﹀︒

九撹2

おかあさんは︑﹃一命を捨

だから︑もう直に食べられる︒

てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

九佃9園

﹁オトウサン︑御用ハモウ

れるが︑まだ其の折に出御はないの

だ︒

まだせりが始るのに間があ

スンダノデスカ︒﹂﹁イヤ︑マダスマ

言動6囹

ナイ︒

るといふので︑︿略﹀︒

十182團

あらごなしの開墾地は︑まるで足の

十386 かり取った雑木︑︿略﹀︑まだ

ふみ場も無い有様である︒

れまい︒

十631園此の大雪︑まだ遠くは行か

お知らせしたい事はまだい

ろくありますが︑︿略﹀︒

十789國

多く輸入されてるる︒

十874 それで︑⁝機械類もまだかなり

御母上檬はまだ御やすみ

にて︑御前様には︿略﹀︑何かと御

十研7圓國

5

昨夜の風雨は名残なくをさま

いそがしき事と察し申し候︒

綱を次第々々にくりもどすと︑

つたが︑海面にはまだ波のうねりが

十

高い︒

鯨は刻一刻船に近よって來る︒しか

十備1

しまだなかなか勢が強いので︑︿略﹀︒

まだ芽の出ないはぜの木の間

を通り︑︿略V︒

十備9

619
またがる一まち

外に出行きけり︒

思ひけん︑僧をば待たせ置き︑︿略﹀

十602図されど婦人は︑氣の毒とや

十一354 障子をあけてみるとまだ雨 置く ︽ーキ︾
が降ってみる︒

十一361園 あそこの植付をした時は
まだ寒かった︒

皆︑

︿略﹀︑

空一ぽいの星は

涼しく金にまた︑けり︒

七345図圃

︽ーキ・ーケ︾

十一564 しかし二人置少年はまだ知またた・く﹇瞬﹈︵四︶2また㌧く
らないらしい︒

︿略﹀︒

十一741 宣長はまだ三十歳謙り︑

吉︑︿略﹀︒

また︑きもせず戦況を見居たりし秀

今まで睦嶽の山上より︑

︿略﹀︑きっと此の研究を大成するこ

十一757園 あなたはまだお若いから︑ 十一287図
とが出來ませう︒

取扱上不都合の廉あらば口
焚信人の居所氏名を受信人

スベテ看板ハ商品又ハ職業
シバヰ

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑︿略﹀︒

八587図

本文の終へ片假名にて記すこと

に知らする必要あるときは此庭又は

七青図図

頭又は無料郵便にて申越されたし

七遠図図

十一907園 暦を見れば︑まだいろまたは ﹇又﹈︵接︶17 又ハ 又は
く大切な事がわかる︒
十二347団 汽車でドイツの國内には
いったのは朝まだほの暗い頃でした
が︑︿略V︒

十一一372 ドイツの有名な音母家ベー

トーベンがまだ若い時分のことであ
つた︒

上を迎へる準備が整ってみないとい

またがる

待たせ

コウギヤウ

ドノ興行場ニハ︑給看板アリ︑
︿略﹀︒

鳩に手紙を運ばせるには︑足
にく略V細いくだを附け︑又は胸に

十576

十一223

裁判の目的は︑決して人を

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

五千人齢もころした︒

鐵眼こ﹂において再び意

またもや ﹇又﹈︵副︶1 又もや

︿略﹀︑先づ森林を焼彿って︑ 十一伽10図

孚はせ︑又は人を罰することではな
い︒

十一517

及ぶ限り廣く人々を救ひ︑又もや一

を決し︑︿略﹀︑其の資金を以て力の

︿略V︑赤や黄や青や紫のまだ

らの美しいのもある

十欄7

まだら ﹇斑﹈︵名︶1 まだら

鏡をも留めざるに至れり︒

其のあとに種をまくか︑又は苗木を

又産業組合を設けたり︑慈

植付けるのであるが︑︿略﹀︒

十一幡8

善事業を起したり︑又は青年團を組
織して産業の獲達︑風俗の改善等に
務めたりするのは︑︿略﹀︒

＋ニー69図︿略﹀︑各部にそれぐ掛 まち ﹇町﹈︵名︶43 町﹇▽こおりやま

ちへ・ほんまちどおり︒わたくしども

まち・さいくまちにちようめじゅうご

のまち

三人で町を見物しました︒

此の間町のをばさんがいらっ

作太郎は父につれられて︑は

村ざかひの峠へ上りますと︑

五635園

おとうさん︑町があんなに

もう町が目の下に見えます︒

五634

じめて町へ行きました︒

五632

しゃつて︑︿略﹀︒

五288

四835

にべんりになるでせう︒

四297さうなったら町はどんな

の町を通って︑︿略﹀︒

四295︿略﹀︑てつだうが私ども

の町へかかるさうです︒

四287電話も近い中に私ども

になりました︒

あひだから電とうがつくやう

四265私どもの町でも︑この

ばんち・だざいふまち・とうげからま

詳説ー71図 ︿略﹀︑世界各位主要の地
は
に特派員叉は通信員ありて︑︿略﹀︒

の記者又は技術家ありて︑︿略﹀︒

十ニー72図︿略﹀︑事件起れば直に電

もみ・つがは共にそり又

話又は電信にて通知し來る︒
の

十二472図

は伸び縮みすること著しきを以て︑
︿略﹀︒

からふと

法律を制定するには︑政府
又は貴会再構の何れかが其の案を作

十二886

諸機械の原動力であった

成して議會に提出する︒
十一一価9囹

銀玉

人力又は蒸氣力もだんく電氣に攣
つて︑︿略﹀︒

﹇真玉﹈︵名︶1

うるはしき眞玉・白玉︑
又々

さうして︑これをよけようと

﹇又又﹈︵副︶1

六943

またまた

にほひよき木の實︑草の實︑︿略﹀︒

十二伽10図圃

またま

裁判は事件の輕重によって︑

袋を掛けさせて︑其の中に入れるの
である︒

十一2010

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は
れる︒

又民事裁判では︑原告・被
告の相談相手・附添人又は代理人と

十一219

なって其の主張を助け︑︿略﹀︒

又は離れ島なりや︑︿略﹀︒

十二717 ところがリガンは︑まだ父 八615図 ︿略﹀︑芝居又ハ活動半玉ナ 十二8110図 樺太は大陸の地績なりや︑
ふ の を 口 實 に し て ︑︿略﹀︒

﹇跨﹈︵五︶2

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

十二湖9 我が國民の長所・短所を敷
らう︒

︽ーッ︾

またが・る

つて︑海の中へのり入れました︒

四654 よ一は︿略﹀︑馬にまたが

つて︑︿略﹀︒

﹇待 置 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

九悩10 中尉はひらりと北風にまたが
またせお．・く

まちあいしつ一まちがいやすし

620

近く見えてみて︑まだ一里半もある
のですか︒

五643園 あれは神明様の森だが︑あ
れまでが半道で︑あれから町まで一
里ある︒

五655園あ︑町の方へ馬車が二だい
かけて行きます︒

と︑叔母さんの町に大水が出たさう

五832團 おとうさんにうかゴひます
です︒

五878団︿略﹀︑町は大てい水につか
つて︑人家も七八軒流れました︒

函であります︒

ばこ

マメ

︿略﹀太平丸の船長は︑

一

手を

北風寒き町の辻︑

日其の町の当校へまねかれて︑航海

七523図
の話をなせり︒
︿略﹀︑

身なりいやしき老婆には︑

八562図韻

︿略﹀︑見物人ノ外ハ︑町ノ

かす人もあらざりき︒
ガハ

八591図

両側ヲナガメテ︑ユル︿歩クガ如
キ者ナシ︒

八664團此の港には︑十五六年前に
大地震があって︑町は大方こはれた
のですが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑十年もた＼ぬ中に︑

さうして人々に推されて︑

詣りに散歩がてら町を了い

かんかう

龍山はもと漢江にのぞんだ

小さな町であったが︑︿略﹀︒

十768囲

租界の外に出ると大ていは

支那風の町で︑町幅も狭く︑あまり

十一103

待ち上

階下の入口には︑左右に大きな待合

五棚4 二十六 東京停車場 ︿略﹀︒

﹇蹴上﹈︵下二︶1

室があって︑︿略﹀︒

︽ーゲ︾

まちあ・ぐ

ぐ

これも早く承りたく︑御知らせ待ち

未開の土地を切開いて︑思 塾長6圏田御名は何と付けられ候や︑

きれいでない︒
十一5910

上げ候︒

ける

︽ーケ︾

まちう・ける

いでや︑行幸の路に待受

﹇待受﹈︵下一︶1

待受

け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

十矧2図囹

︽ーケ︾

十勝川の流域一帯の廣野は まちう・く ﹇待受﹈︵下二︶1 待受く

ふま＼に設計して造った町であるか
ら︑︿略V︒

十一627

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

明治十六年こ㌦に十三戸の

すものは帯廣の町である︒

十一628

りであった︒

待合

の答を待受けてみる︒

中尉は始終先頭に立って進ん

まちか ﹇間近﹈︵形状︶1

まちがひ

︿略﹀淺瀬へ乗上げたり︑

紀州の男は急いで國へ錦つ

まちがいやす・し ﹇間違易﹈︵形︶1

持参致せ︒

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八429園 ︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

やうに致せ︒

て︑其の金をまちがひなくとゴける

七755圏

ちがひが出來ます︒

外の船に衝突したりするやうなま

しょうとつ

七575園

間違

まちがい ﹇間違﹈︵名︶3

見て︑︿略﹀︒

でるたが︑敵陣が間近になったのを

九柵4

間近

それが今は人口約二十︑戸 十二684王は︿略﹀︑今や遅しと其
盟約四千を算するりっぱな町となつ

十一632

たのである︒

目下滞在中のリオ︑デ︑
ジャネ二二市は︑︿略﹀︒町のりっぱ

十一撹10圓團

なる事も︑文明諸國の大都會に比し
我が國の地方自治團艦には︑

て少しも劣る所これなく候︒

十一佃3

月のさえた冬の夜友人と二

府・縣・市・町・村の別がある︒

十二373

人町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通
り︑或小さいみすぼらしい家の前ま
で騙ると︑中からピヤノの音が聞え
るQ
︿略﹀︑南の方郡山の町の

﹇待合室﹈︵名︶1

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

十二撹10図

室

まちあいしつ

昔は一面の荒野であったが︑

総研王は部下の精兵を引連れ︑
︿略V︑タルススといふ町に着いた︒

十83

今は方々に町や村が目病てるる︒

九688園

た︒町の人々は之を見かねて︑︿略﹀︒

借りて來て︑醤油のはかり責を始め

社長さんは早速荷車を＝塁

町の銀行の頭取になった︒

九526園

町でも屈指の財産家となった︒

九525園

二の年だつたさうだ︒

に來たのは︑ちやうどお前と同じ十

五895 私は町の辻に立ってるる郵便 九513園 ︿略﹀︑此の町へ始めて奉公 農家が移住して來たのが此の町の始

フ

ニ

六316 町ハマダヒツソリトシテ︑ネ
トウ

ムツテヰタ︒
コウヂ

六335 豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ

ダンくニギヤカニナツテ來タ︒

ンが小路ノオクニ聞耳テ來テ︑町ハ

と二人で町を見物した︒

六398圏 昨日は︿略﹀歩兵の音吉君 九546園
六648 町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二
大キナ磁石ライタ寸イタ︒

七354国 大連へ來てから︑もうかれ
これ七八十日︑町のもやうも大分わ
かつて來ました︒

十233囲

十日間も績いて︑︿略﹀︒

七356国 町に︿略﹀︑日露職箏の時 十222影青の町では︑二歳駒の市が
の大將方の名を取ってつけてあるの
は面白いでせう︒

やも︑多くは馬にちなんだ物で︑

て見ると︑五ってるる菓子もおもち

︿略﹀︒

︿略﹀︑日本の町よりはかへ

つて西洋の都會に似てみるといひま

七365国

す︒

621
まちがう一まつ

七

図図

間違ひ易し

︽ ー シ︾

マとコ︑ユとエ︑レとン︑
﹇待切﹈︵下一︶1

かまへてみた︒

まちき・れる

六804

きれる

待ち

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

てしまった︒

十84

町はつれを流れてみるきれいな川に

きらんぷが電とうにかはりまし

も︑いうびんきよくも︑みんなの

﹇松﹈︵名︶25

マツ

まつ

町幅

一416團

ニ︒

三バンボシミツケタ︒

レアノヤマノマツノキノ

ウヘ

サイタサイタハナガ︑

︿略﹀︑二人はまつやっつ

︿略﹀︑見上げますと︑松の

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

りのよい松がしげってゐます︒

五568

ば︑ 庭は一日日がよくあたる︒

五314韻松をのこして木の葉がちれ

ました︒

木に美しい物がかかってゐ

三図1

くぐってとりました︒

じのあひだをあちらこちらへ

三205

ン大キクナリマシタ︒

二452ソノマツノ木ハズンズ

マシタ︒

上二小サナマツノ木ヲウエ

二個7︿略﹀︑犬ヲウヅメテ︑ソノ

エダニ︑︿略V︒

マツ白ナハナガ︒マツノ木ノ

一一385圃

ンダンアカルクナツテキマス︒

ニー83マツノ木ノアヒダガダ

ア

松

﹇松﹈︹人名︺﹇▽おまつ・おまつさ

た︒

市場は町はつれにあります︒ ん

まつ

︿略﹀︑松坂の町はつれまで まつ

はいって水浴をした︒

十177國

んぶまつ・はいまつ・はままつ︒ひゆ

﹇▽かさまつ・かどまつ・からまつ・な

十一728

昨日橋本君と一しょに町は

十一梱6

﹇町回﹈︵名︶1

つれのガラス工場を見に行った︒
まちはば

租界の外に出ると大ていは
支那風の町で︑町幅も狭く︑あまり

十一103

町奉

幾年かの後︑里子を返しても

﹇町奉行﹈︵名︶3

きれいでない︒

まちぶぎょう
行

八358

らはうとすると︑︿略﹀返しません︒

困って町奉行へ訴へて出ました︒
ゑち

時の町奉行は名高い大岡越
前守で︑︿略﹀︑いろいろ調べます

ぜんのかみ

八361

目をさまして見ると︑ふろし

が︑︿略﹀︒

八396

町やく

町やくばも︑けいさつしょ

うがまつ・ひょうまつ

行っても︑それらしい人は見えない︒

を待ちきれず︑こっちからおしよせ
町すぢ

︿略﹀宣長は︑未來の希望

﹇町筋﹈︵名︶1

待

に胸ををどらせながら︑ひっそりし

十一765

まちすじ

た︒

我が武士は敵の攻めよせるの

︽ーレ︾

ハと八等は書方にて間違ひ易し

ヌとス︑フとク︑ワとツ︑二と二︑

まちがう ﹇間違﹈︵五︶1 間違ふ
七 図 数字は大きく 小さいと假名

︽ーヒ︾

と間違ひます
まちが・える ﹇間違﹈︵下一︶2 間違
﹇黙認﹈︵四︶2

た屈すぢを我が家へ向つた︒

﹁い﹂を﹁う﹂と間違へたり︑ まちたてまつ・る

︽一へ︾

八937

へる

ち奉る

かくと待ち奉れり︒

町名き

さらば美作の杉坂に待ち奉

町ノ朝

きつつみがありません︒︿略﹀︒困つ

︽ーケ︾

ひでよし
待ちまうけたる秀吉は︑

﹇待設﹈︵下二︶1待ち

て町奉行へ訴へて出ました︒

まうく

まちもう・く

龍山は︿略﹀︑京城の嚢展

﹇町彫﹈︵名︶1

十7610団

まちつづき

らんとて︑︿略V︒

十梱8園

みまさか

︿略﹀舟坂山にかくれ︑今

︽ーラ・ーレ︾

﹁う﹂を﹁え﹂と間違へたりするの

十捌4図

︿略﹀︑﹁う﹂を﹁え﹂と間違

を︑︿略V︒

八938
待ちか

︿略﹀︑庭のすみなるとやの

﹇待兼﹈︵下二︶1

へ た り す る の を ︑︿略﹀︒

まちか・ぬ
︽ーネ︾

するに連れて次第に廣がり︑爾方が

九123図

ぬ

戸を開く︒待ちかねたる鶏ども︑我

町幽きになって︑︿略﹀︒

第九

町ノ朝

先にと走り出づ︒

六目12

︹課名︺2

ちかまへる

︽iへ︾

まちかま・える ﹇待構﹈︵下一︶4 待 まちのあさ

八78 五人の騎手は神に勝利をいの

町の辻

町ノ朝

町の辻

町の辻
町はつれ

は

琵琶湖のほとりに十三箇所のとりで

び

十一236図

四266

﹇町役場﹈︵名︶1

を構へ︑︿略﹀防備をさをさ怠なし︒

まちやくば

又町はつれに大きな工場

﹇町外﹈︵名︶6

第十五

第十五

︹課名︺2

第九

八553

八目4

まちのつじ

六314

つて︑第二のあひつを待ちかまへて
みる︒

八86 馬の頭をそろへて︑三番太鼓

まちはずれ

町外れ

を今やおそしと待ちかまへてみる︒

八254 ︿略﹀人が來ました︒待ちか

四288

て︑親子三人町外れの裏長屋に移つ

九542園さうして全く無一物になつ ば

のふしんがはじまって居ます︒

まへてみた蕃人どもは︑すぐに其の
人を殺して︑首を取りました︒

九鵬4 馬はどれも皆張りきって︑
︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち

まつ一まっくら

622

五581 其の洲の白い砂の上に︑青い
松 が 一 面 に 立 っ てるて︑︿略﹀︒

六196 風がひゆうつとうなって來る
たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

ぢゆう

︿略﹀︑松の一むら立ってるる

頭を地に着けさうにします︒
六611
中に︑石のらうがありました︒
たふ

も堅くして︑耐久・耐灘の性あるを
以て︿略﹀其の用途頗る廣し︒
ていかう

ひばは抵抗力を有し︑松

は弾力に富み︑︿略﹀︒

十二479図

おかあさんは取粉をのし板の

りました︒

八513

上にひろげて︑餅のつき上るのを待
つていらっしゃる︒

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

まついだ ﹇松井田﹈︹地名︺1

かうつけ

松井田

其の返禮として加賀に梅田︑

越中に櫻井︑上野に松井田︑合は

ゑつちゆう

十722園

せて三箇所の地を汝に授ける︒

つか

眞赤

はん

松江を浸したる汽車は風

林の中へはいると︑眞赤にな

︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤

庭のすみにはほうせん花が眞

赤に咲いてみる︒

九605

な美しい實が一つなってゐました︒

八344

り︑︿略﹀︒

つたったが︑松の木にからまってを

八15

はがまつかになってみて︑︿略﹀︒

四242前の畠の柿の木は︑

ナリマシタ︒

ニー7一

アチラノソラガマツカニ

まっか ﹇真赤﹈︵形状︶5 マツカ ま

十分︑︿略﹀︒

光絶の如き宍道湖畔を走ること約四

しんぢ

十二44図

十二492図松に至りては産地極めて 八954 信吉は︿略﹀︑慮接室に待つ まつえ ﹇松江﹈︹地名︺1 松江
羨くして︑︿略﹀︑其の豊富なること

これこそ僕たちが︑一週間も

兵士たちはめいく馬のそば
に立って︑今かくと命令の下るの

九悩4

つたので︑︿略﹀︒

前から︑毎日半々待ってるた命令だ

九779

待ってをります︒

みんなでにいさんのお蹄を

におじぎをした︒

バ︿略﹀︑

九495国

我が國の木材中の首位を占む︒

ワルイオヂイサン

︿略V︑八三の大蛇の診るのを

離れないで︑もどかしさうに夜の明

其の夜喜三右衛門は窯の前を

を待ってるた︒

衣地とこんがすりを買って外へ出ま

けるのを待ってるた︒

しばらく待って︑私どもは浴 十485

した︒

五251

待っていらっしやいました︒

五111

ヰマシタ︒

トノサマノォカヘリヲマツテ

一一515

n▽おまちくださる・おまちなさる

待つ ︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ・ーテ︾

六724 ︿略﹀︑青い松の間に︑五重 ま・つ ﹇待﹈︵四・五︶2一 マツ待ツ
︿略﹀︑道ばたに大きな松が一

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒
七231
本ある︒

七234 其の松の下に石できざんだ地
藏様が立っていらっしゃる︒

八16 林の中へはいると︑出戸にな
つたったが︑松の木にからまってを
り︑︿略﹀︒

秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒

ひ

十663図 ︿略﹀主人の持來れるは︑

ほせられて︑あなたのお蹄を待って

旅僧が一夜の宿を頼むとお
いらっしゃいます︒

︿略﹀︑先生が︿略﹀︑私ども 十612園

を道に待たせておいて︑學校へおよ

ツテ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒

下さい︒﹂

︿略﹀︑出嚢の號令を待つ︒

つ

古寺の

昔の音やこもる

建長・圓畳

山門高き松風に︑

十二286図圃

らん︒

す︒

なってみる松木とよの父でございま

八855園私はこちらに御やくかいに

よ

﹁一膿あなたはどういふ まっきとよ ﹇松木﹈︹人名︺1 松木と

し

御方でございますか︒﹂﹁まあ待って

十二429園

十︻8310

近江に向ふ︒

がて將卒のそろふをも待たず︑︿略﹀

六655囹僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイ 十一275図 く略V秀吉は︑︿略﹀︑やまつかぜ n松風﹈︵名︶1 松風

りになりました︒

十758国山く略V山々は地はだが白く︑ 五386
それに松がまばらに生えてみる︒

十765國 すみきった空氣の中に煉瓦
の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮
出して見えるのは實にきれいです︒

橋のないところでは五日も十

︿略﹀︑四年目になると︑

︿略﹀︑酋長コー二の宅に

留りてしばらく時機の至るを待ちぬ︒

十二839図

婦人は大いに喜んで︑夜の明 十ニー78 一室に通されて待ってるる まっくら ﹇真暗﹈︵形状︶1 馬丁
十819 此虜は電燈も無いので︑眞暗
と︑やがて西郷が出て來た︒
けるのを待って︑すぐに其の山へ上

八341

せん︒﹂といって來ました︒

﹁もう︑どうしても待ってるられま

八244囹

ず︑︿略V︒

日も水のひくのを待たなければなら

七622

十一679 燈火としては︑初め松の木 六655圏 ﹁待テ︑待テ︒﹂
や魚・獣の油などをたいたのであっ
たが︑︿略﹀︒

十一812図蟹なぎさの松に吹く風を︑
いみじき樂と我は聞く︒
ひのき
の種類頗る多し︒︿略﹀︑杉・檜・も

十二459図 我が國に産する木材は其
み・つが・ひば・松・︿略V等なり︒
十二477図 ひば・松・落葉松は何れ

623
まっくろ一まっせき

です︒

まっくろ

﹇真黒﹈︵形状︶7

マツクロ

まつさか
せ

﹇松阪﹈︹地名︺3
い

松坂

本居宣長は伊勢の國松坂の

のりなが

十一707

が︑松坂の町はつれまで行っても︑
それらしい人は見えない︒
︿略﹀︑面會の雲立は松坂の

一夜以後とうく來なかった︒

十一768

松坂の

眞

白梅は今ちやうど眞盛りであ
マツ先

ギウニユウ

﹇墓州﹈︵副︶2

まっしくら

まっしくら

マツシクラ

︿略﹀︑一萬五千の軍勢ま

つしくらに進軍して︑夜半の頃には
松島

︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

﹇松島﹈︹地名︺3

既に木之本に到着したり︒
まっしま

五564

の三つを︑昔から日本三景と申しま
す︒

松島は大小二一二百の島が︑海

上三四里の間にちらばってみて︑

五566

︿略﹀︒

松島

﹁松島は︒﹂﹁仙皇から三つ

﹇松島駅﹈︵名︶1

目の松島騨で下りるのだ︒

九714園

まっしまえき

仙毫から三つ目の松島騨で
下りるのだ︒

九715囹

マツ先二出アツタノハ牛乳 騨

﹇真先﹈︵名︶4

るが︑︿略﹀︒

先

まっさき

ハイタツ

六32一

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑ハシ
ツテ行ツタ︒

七767

マツ白

まつ白
ノコギク︑

眞白
一ツトリタイ︑

ニー05團ミゴトニサイタ

マツ

フルフルユキガ︑ マツ

シロナハナヲ︑︿略﹀︒

一一373圏

ツモルツモルユキガ︑

白ナユキガ︒

六48園

じ

屋根の上に霜がまつ白だ︒

でせうね︒

六264

けを︑すばやくついばみたるは三白

九143図︿略﹀︑飛びちりたる貝のか

ホクキョクグマ

︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊

なるめんどりなり︒

九169

北國二住ム野ウサギや高山ノ

ハ純白デアル︒

九175

上二君ル雷鳥ハ︑︿略V︑冬ニナツテ

雪渓は︿略﹀︒幅は二一二町︑

雪が降りツモルト︑心遣ニナル︒

長さは一里に近く︑行っても行って

九951園

地面は霜で眞白である︒

も眞白です︒

十392

ば

な蕎褒の花で︑此の地面が埋まって

そ

十436囹 ︿略﹀︑來年の秋はもう眞白

まだ芽の出ないはぜの木の間

しまふのだ︒

﹇真直﹈︵形状︶3 マツスグ

を通り︑霜の花白に置いた田の中を

十二10

走る︒

眞直

ラ西へ︑マツスグニツキヌイテ

三497︿略﹀新道ハ︑村ヲ東カ

札幌に來て先づ感ずること

ヰマス︒
さつぼろ

は︑街路が下直で幅の非常に廣いこ

十一594

とである︒

市街は此の眞直な路によつ

て碁盤の目のやうに正しく割られて

ごばん

十一595

みる︒

にいさん︑富士山はまつ白 まっせき ﹇末席﹈︵名︶1 末席

ふ

マツ白ナハナガ︒

二384團サイタサイタハナガ︑

マツ白ナユキガ︒

二377圏

カキネ

毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰まっしろ ﹇真白﹈︵形状︶13 マツシロ まっすぐ
か居るか︒﹂と呼ぶと︑いつも藤吉
郎が眞先に出て來た︒

一番にはせ参じ︑眞

唯今にも鎌倉の御大事とい
ふ時は︑︿略﹀

十692園

十一279図

まつ黒眞黒
人である︒
八495 ︿略﹀︑風ヲ切ツテマツシクラ
二396 ︿略﹀ユキダルマヲコシラ 十一728 宣長は︑︿略﹀︑後を追った ニエモノノ上ニツカミカ・ル︒
ヘマシタ︒マツクロナ目ヲシテ︑

コチラヲニランデヰマス︒
クトマツクロナケムリが出マス︒

三44 ︿略﹀︑エントツカラムクム
︹課名︺2

十一目4第十七課松坂の一夜
十︸706第十七課松坂の一夜

一夜

六305 ︿略﹀︑敷かぎりもない蟻がままつさかのいちや
つ黒になって︑出て來ました︒
えんとつ

八701團 此所は工業地で︑煙突の煙
で空は眞黒だが︑ ︿ 略 V ︒

マ

十佃9

十851園 く略V︑あたりは同じ眞黒なまっさかり ﹇真盛﹈︵名︶1 眞盛り
岩ばかりでした︒

十伽9園く略V︑爪の先は眞黒になつ
てるる者が多うございました︒
ると︑それをふいては又書く︒

十︸979 シャベルが敷字で眞黒にな

様

まつこさま ﹇松子様﹈︹人名︺1 松子

﹇真 最 中 ﹈ ︵ 名 ︶ 一

八前4國 三月十二日 春子 松子檬
まっさいちゅう

ツサイチユウ
チユウデス︒
﹇真青﹈︵形状︶2

眞青

一一32 イマ︑ツナヒキノマツサイ
まっさお

先かけて敵の大軍に割って入り︑
︿略V︒

十717園其の時の言葉にたがはず︑
眞先かけて参ったは感心の至り︒
松さん

正作君と大工の松さんは工

﹇松﹈︹人名︺1

兵︑︿略V︒

六406団

やがて讃終ったフィリップが︑
まつさん

く延ばし︑眞青な空をじっとながめ

九棚6 蛙が︿略﹀︒︿略V︑後足を長
てるる︒

十1010

眞青な顔をして王を見上げると︑
︿略﹀︒

まつだいらまさつな一まつばら

624

れが氣になってしかたがない︒

十一695 末席に坐ってみた僧は︑そ

まさつな

まつだいらまさつな ﹇松平正綱﹈︹人

名︺2 松平正綱 松平正綱

﹁︿略﹀︒﹂とい っ て な ぐ さ め る と ︑

︿略﹀︑自分の財産を残らず

せられ︑將卒は多く戦死せり︒

九541園
差出した︒さうして全く無一物にな
つて︑︿略V︒

う︒

九8910園
並び方が全く似てみるだら

まさつな
全くあんな人は珍しい︒
八152 ︿略V︑そばに居た松平正綱が 九559園

︿略﹀︒

四郎といった︒

全ク

全く

︿略﹀︒

グレースの美心こめた看護に

よって︑全く元氣を回復した人々は︑

十288

た景色は︑全く雄大です︒

園上に立って四方をながめ
八162 松平正綱の子信綱は幼名を長 九982頂
﹇全﹈︵副︶29

六686園 ﹁こまかな人だが︑出す時

まったく
に は 出 す ね ︒ ﹂ ﹁全くだ︒

︿略﹀︑他の方法では全く通信

が出來なくなった場合でも︑︿略﹀︒
くわい

六845 全く上下の者が心を一にして︑ 十544
國難にあたったのである︒

︿略﹀︑無線電信機は破壊せ

られ︑傳令使は途中で要撃せられ︑

米は我が國でずるぶん多くと

全く方法の蓋きた場合などには︑
︿略V︒

中にはトラクターを用ひて

︿略﹀のは︑自治の精神に

全く大農式にやってみる虜もある︒

十一638
十一価6

全く反するものである︒

ひへい
︿略﹀自國の疲弊を回復

するため盛に活動してみるのには全

十二357団

く敬服しました︒

ベートーベンの友人も全く

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒

十二419

三十年ばかり前までは︑此

松太郎の日記

それではマッチは︑どうして

買はれる︒

八虐5

マッチの製造所へ行って見る

誰が造るのであらう︒

と︑︿略﹀︒

八脳7

八三4 ︿略﹀︑乾かしたのをそろへて

したがって一包のマッチを十

マッチの箱に入れる者もあり︑︿略﹀︒

鏡ぐらゐで費っても︑さうおうにま

石詰2

輸出品の主な物は︑生綜・綿

分業はマッチの製造ばかりで

うかるのである︒

八鵬4

はない︒

十878

織物・綿綜・羽二重・銅・茶・マツ

此の方法は︿略﹀︑マッチ

チなどで︑︿略﹀︒

松並木

マッチは今から約百年前に

の使用が廣まるにつれてすたって來

十一669

た︒

十一6610

﹇松並木﹈︵名︶1

嚢明されたものである︒

やがて打績く松並木の間

松原←み

低いじめくした松林の中に

﹇松原﹈︵名︶3

ほのまつばら

まつばら

小さな社がある︒

十柵10

福宮の壮大な構がある︒

林を後にして右に昌徳宮︑左に景

しやうとく

十759囲北の方の山のすそには︑松

まつばやし ﹇松林﹈︵名︶2 松林

にぬかつく︒

を過ぎて境内に入り︑先づ拝殿の前

十二57図

まつなみき

︿略﹀五人の友は︑繹迦が

の湖には魚類が全く居なかった︒

十二521
十二9410

全く修行を止めてしまったものと思

これも全く先生方のお

ひ︑彼を捨てて立去った︒

十二梱6圓囲

︿略﹀︑置薬は幕府の命に

松田傳十郎

﹇松田伝十郎﹈

かげと深く感謝致居り候︒

︹人名︺1

十一一825図

よって︑松田傳十郎と土ハに樺太の海

︹課名︺2 松太

叔父から 松太

﹇松太郎殿﹈︹人名︺1

岸を探検せり︒

松太郎殿
郎殿

九97国

郎の日記

四

松太郎の日記

まったろうのにっき

四月十日

まったろうどの

れるが︑全く外南米の足しまへを受
︿略﹀︑一足温室の中にはいる

がする︒

十鵬6薩団

二十メートルもある大曲が今

五目5

四
五127

一包十箱が十銭ぐらゐで

マッチはちょっとした物で︑
償も安く︑

八尋7

しかし幸に経過良好に マッチ ︵名︶9 マッチ

は全く息たえて︑小山のやうな禮を

り申候︒

て︑熱も凡そ二週間齢にて全く相子

十一437國団

水面に横たへる︒

十備1

く夢かと存ぜられ候︒

︿略﹀︑此の度の御報は全

と︑全く別の世界に來たやうな心持

十㎜9

けぬわけには行かない︒

十866

まつだでんじゅうろう

十587

七849 コンナ所ニハ︑動物モゴクマ
レデ︑植物ハ全ク ナ イ ガ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七951 夕方からは雨になって︑風は
全く止んだ︒

八棚1 ︿略﹀︑からだに全く力がなく
なりました︒

八湿5囹 これは全く君等が自分で招
いたのであります︒

八榊1 其の爲︑大濠には全く食物に
好ききらひといふものがないやうに
なった︒

ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑ナカく見

九202 ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテヰルト︑全
分ケガツカナイサウデアル︒
九232園 ︿略﹀︑三代か＼つても︑ま

だ全く手の着かない事が少くなかつ
た︒

九368図 ︿略﹀︑要塞は全く破くわい
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三903 ︿略﹀︑天人はまひながら

松原の上をだんだん高く上つ
て︑︿略﹀︒

ひました︒

アツ

八974図市ノ南部二熱田神宮アリ︒
草薙劔ヲマツル︒

クサナギノツルギ

七539園 海岸の松原や︑いその小山 まで ︵副助︶燭 マデ まで﹇▽あくま

︿略﹀︑高ク上ゲルト︑ヤネ

で・いつまでも・とうきょうからあお
もりまで

も 次 第 に 遠 く な って︑︿略﹀︒

さわぐいそべの松原に︑ 煙たなび

十一801図團 我は海の子︑白波の

ま

イツマデタツテモシヨウ

︿略V︑うちのものは朝

こロつ

中村君がこれまで居た所は日

七級まである︒

それまではまだかんがへな

向

今桑をたべてみる貿も︑明日

五466園
かった︒

五493

の朝までには︑たいてい上ってしま
ふさうです︒

雲までとゴく弓

森も小山も下に見て︑
ふの田から大空の

五605圃
のなり︒

五642園

あれは神明檬の森だが︑あ

︿略﹀︑あれから町まで一里

れまでが半道で︑あれから町まで一
里ある︒

五643囹
ある︒

く略V︑婦りには馬車に乗つ
て︑此の下まで來てもよい︒

五658囹

ノ上︑折レタ針ヤ︑サビタ針金マデ

實に我が國にとっては︑これ

ツイテ來タ︒

六838

こんな山城一つ︑何程の事が

までにない大難であった︒

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

六915

ると︑︿略﹀︒

すると︑これまで潮の満ちて

みた稻村崎は︑︿略﹀︒

しまひには妻や子どもの着が 七207
へまでもないやうになった︒

五752

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

︿略﹀︑朝カラ晩マデ︑相田ハ

生エテヰル︒

三百尺グラヰノ所マデニハ︑海藻ガ

七852 ︿略﹀︑岸二巴イ淺イ所カラニ

て來はしません︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

七704囹あなたから一文でももらふ

ト︑働イテヰマス︒

ラズ︑トンテンカン︑トンテンカン

七518

行ツテヰタ若イムスコガ︑︿略﹀︒

七516

ヰマシタ︒

大水が出なければよいがと 七514 ︿略V︑日ノクレルマデ働イテ
心ぽいして︑夜中に手をけやはき物

五851国

じ

昨日までに二山三級て︑もう

まですっかり二階へ上げました︒

六28

ふ

三・つ目の山が出火か＼つてゐます︒

﹁にいさん︑富士山はまつ
白でせうね︒﹂﹁さうさ︑中ほどまで

六51園

は降ってみるかも知れない︒

大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ造ル

六122囹︿略﹀小サイ物カラ︑︿略﹀
コトが出來マセン︒
︿略﹀︑頭のてっぺんから尾の
さきまで︑からだ中すき間もなく︒

六307

あさんの着物を着せてやりました︒

暑サ寒サモ彼岸マデ︒
おん
十五字までが一音信だが︑

加藤清正これまで参上仕る︒

時ニハセ中が出ル程ノ淺イ所マデ上

︿略﹀︒

七柑7園

七癖3

七棚5園

肩かけや前だれまで︒

十二人いるうち︑十一人まで

かげひなたなくはたらく上に︑

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

︿略﹀勝つた子どもを出した

八64

七川9園十五字までにしてごらん︒

︿略﹀︑釘ハ残ラズ取レテ︑其

人の仕事まで引きうけるやうにしま
六663

したので︑︿略﹀︒

六582

ません︒

はありましたが︑あとの一人があり

六512

ツテ來ル︒

五203園此の勲章には功一級から功 六463 ダンく上流ニサカノボツテ︑ 七903 かう言って︑又大急ぎでおば

本の南の方で︑︿略﹀︒

五53

までしらずに居ました︒

四687

く︑︿略﹀︒

四283 電とうはらんぷとちがつ
て︑へやのすみずみまであかる

四144園 く略V︑ムカフノヲカマ
デナランデミヨ︒

まん中までさしてゐます︒

三774十五やの月がざしきの

シマシタ︒

ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ

三754

ノ上マデトドキマス︒

三675

くとまやこそ︑ 我がなつかしき住
家なれ︒

﹇真二﹈︵名︶1 眞二つ
どう
七317図 ︿略﹀︑蛇の胴中目がけて打

まっぷたつ
下せば︑蛇は眞一一つとなりて︑大地

松山

にのたうちまはりてたふれたり︒
﹇松山﹈︹地名︺2

五378 大平橋を渡ってから左へをれ

まつやま

松山

て︑松山の下へ瓦やきを見に行きま
した︒

﹇松山﹈︵名︶1

五37図 松山
まつやま

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

マツル

﹇奉﹈﹇▽しゃしまつる・まもり

﹇祭﹈︵四 ・ 五 ︶ 2
︽ーッ・ール︾

まつって︑其の前で︑︿略﹀とちか

八262 さて蕃人どもは︑言言を神に

つる

まつ・る

まつる

まつる

内へつめかけた︒

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

八69 ︿略﹀︑祭の當日には︑おびた

り・おまつりする・ひなまつり

まつり ﹇祭﹈︵名︶1 祭←おまつ

まっぷたつ一まで

まで一まで
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村の頭になるといふ定めであった︒

八91 ︿略﹀︑半分程の所から一騎後
れ︑二騎後れ︑つゴいて三騎までも
後れて︑︿略﹀︒

作の馬はつまついて︑前足を折った︒

八97 ︿略﹀︑中程まで行った時︑信

さぬ︒

︿略﹀︑大將が馴れるまで︑う

九472国

あの降りつ玄いた雨のおか

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

八佃9

ち中の者がそればかり食べるやうに

﹃そんな事までなさらなく

自分の力でやれる所までや
︿略﹀︑一軒二軒と得意先を

東の空が明るくなると︑今ま

︿略﹀︑食事のうまいことはい

軍艦旗を仰いで︑心の底まで
清められた乗員は︑︿略﹀︒

九675

ふまでもない︒

九667

壮大な姿が︑︿略﹀︒

で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

九608

すまでになった︒

まして行って︑後には表通へ店を出

九555園

つてみます︒

九549園

ても︒﹄

九547園

ることが出來ました︒

其の時大患は江戸から大阪ま

した︒

八重5
で︑馬やかごに乗らず︑里親と共に
歩いて行った︒

保護色ヲモツテヰル上二︑

れみたる大海︑おのつから静まりて︑

八182園ありのま＼に申すまでは出 九116図 ふしぎや︑今まで荒れに荒
︿略﹀︒

九侶2
︿略﹀︑形マデマハリノ物二型テ見エ

ダラトキテ木材ヲ責ルニ至ルマデ︑

八刎1図 其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ
一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ
ルモノモアル︒

︿略﹀︒

もつまいと思ふ︒

の命は︑とても仕事の出來上るまで

九244囹しかし此の分では︑わたし

これまでも折々話した通り︑

トイフ︒

まで︑ゆっくり看病してお上げなさ

八469國 く略V︑一人で寝起の出來る 九224園

い︒

八533 二かさね目のせいろうから︑
ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

明るい︒

若葉だけに︑下草まで見えるぐらゐ

の

へ

ぢ

九836圏闘

來春まではか＼るだらう︒

何時頃までに出來ますか︒

其の日の戦は果して今までに

頂上近くまで績いてるます︒

九号7

しかし主人をうしなったと思

なくはげしかった︒

ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も

九欄5

くじけて︑︿略﹀︒

今まで人にも知られなかった

燈皇守の娘グレース︑ダーリングの

十291

父は毎日︑兄や木びきの力藏

名は︑︿略﹀︒

十383

さんと︑朝早くから行って︑夕方お

︿略﹀︑其の名は遠く西洋諸子

そくまで働いてみる︒

にまで聞えてみる︒

十502

あれは銀行だよ︒今までは

横町の小さい家だつたが︑︿略V︒

十507囹

遠い虜まで使者の役目を務めると聞

十546 此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

とても明るいうちに山本ま

いては︑︿略﹀︒

ます︒

されどかくて何時まで留る

電時機金車の通ふ道まで運んで行き

十脳5 炭車が↓ぽいになると︑︿略V︑

べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

十706図

ではお着きになれますまい︒

此の邊から野心地あたりまで 十623圏

東京から此所までは四百五

九837圃園

十六哩もあるのだが︑︿略﹀︒

九769園

てるるのが見えた︒

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ

九7410

かなりせまくなってみる︒

八784園今日までに納めないと︑役 九322 ︿略﹀爾がはの木立も︑まだ 九735 ︿略﹀︑此所まで來ると川幅が
場によけいな手敷をかけることにな

あたりの空氣までが何となく
目じるしの大けやきの所まで
此の坂を下りて︑あの清水

右に左に鯨を追ひつつ四五十

今まで勢よく引出されてみた

メートルまで近づいた時︑︿略V︒

綱もや＼ゆるんで來た︒

﹁來春までも︒﹂と驚けば︑ 十柑8

から三里ばかり登った所から始って︑

つて︑船から五十メートルぐらみの

九948園雪漢は︿略﹀︑ふもとの村 十拳8 ︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

﹁來春までは︒﹂とくりかへす︒

九839圃國

﹁來春までは︒﹂とくりかへす︒

やうやく清水まで來て︑︿略V 九838華年 ﹁來春までも︒﹂と驚けば︑ 十佃7

つもりである︒

でベルギーの名審をけがさなかった

九383園しかし部下の者は︑最後ま

︿略V︒

二三ばいつ〜け様に飲んでみると︑

九353

の所まで行くと︑︿略V︒

九349園

來た時︑︿略﹀︒

九334

ぼうっとして︑︿略﹀︒

九331

ります︒

︿略﹀︑頭の先から足の爪先ま

でながめたが︑︿略﹀︒

八868

八916 おとよは信吉の口を︑中まで
のぞきこむやうにしてみたが︑︿略V︒

人の手ぎはが悪いと︑全膿の出來ま

八鵬8 分業で仕事をする時︑誰か一
でも悪くなる︒

八佃8囲︿略﹀︑どうか同日午前十時
頃までに︑お出でを願ひたうござい
ます︒

うぞ御牛車を願ひます︒

八佃8団 同日午前十一時までに︑ど
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まてがい一まど

虚まで引寄せられた︒

十佃4 躍りは二日市まで歩くことに

で其のま＼に致置き︑︿略﹀︒

︿略﹀︑滞足な結果を得るま

︿略﹀︑原稿締切時刻より

では決して中途でやめなかった︒
しめ

十ニー33

門の外まで乗りつけた︒

これまでにこくしてなが 十一佃8 ︿略﹀︑騎馬の人たちはもう

仕事である︒

十一557

︿略﹀︑後を追ったが︑松坂

めてみた老砲手は︑急に氣をもんで︑
︿略﹀︒

した︒

十一148 三月の末になさるはずであ
十一729

早船ー79図

刷出まで其の間僅かに数十分︑︿略﹀︒

の音が聞える︒
りやう

ばく

三十年ばかり前までは︑此

た太陽が顔を出したので︑︿略V︒

其の時︑今まで雲の中に居

の湖には魚類が全く居なかった︒

十二521

まで殆ど之を見ざる心なく︑︿略﹀︒

廣くして︑奥羽地方より九州に至る

あうう

十二493上松に至りては産地極めて

で︑一として杉を用ひざるなし︒

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

十二466図

家屋・橋梁・船舶・電

い家の前まで來ると︑中からピヤノ

次の宿のさきまで行ってみ 十二375 ︿略﹀︑或小さいみすぼらし

しかし今日の貨幣や紙幣を

案出するまでには︑人間は實に種々

十︸786

たが︑やはり追ひつけなかった︒

十﹁7210

い人は見えない︒

の町はつれまで行っても︑それらし

つたのが︑お取込があったため︑今
まで延びてみたのださうです︒

をつけていらっしゃるとは實に感心

十一172 弟さんまでが︑あんなに氣
なことです︒

十一183園 これまで自分の不整頓の
ために︑むだに費した時間と螢力は

︿略Vとばかり考へてるたので︑

様々なものを使用してみたのである︒
大きなものであった︒
いひ
十︸285図 ︿略﹀︑此の時までも飯浦 十一902 僕はこれまで暦といふと︑

坂にふみ留って︑追瞠る敵を防ぎ居
︿略﹀︒

から
そこを見ると︑塁湾や樺

し弟勝政に引きあげを命じたり︒
ふと

十一915園

太のやうな遠い所の氣候までも大髄

十一287図 今まで里居の山上より︑

また＼きもせず戦況を見居たりし秀

分る︒

まで太陰暦を用ひてみたが︑︿略﹀︒

く略V︑日本では明治五年 十二581

吉︑︿略﹀︒

と組合ってみたのがく略V︒

十一389 ︿略﹀︑今まで三方の枝と枝 十一923囹

してこしらへたものだ︒

うにかちくと音を立て始めた︒

︿略﹀

を思ひ止らせようとして︑自分の國

危篤の報が傳はると︑これ

をゆづらうとまで申し出たが︑︿略﹀︒
とく

まで教を受けた人々が四方から七つ

十二985

これまで説いた教そのも

て別れを惜しんだ︒

のが私の命である︒

十二989園

十二㎜4図︿略﹀︑一木一草に至るま

︿略﹀︑時には夜半までも薄

でも歴史あり古歌あり︑︿略﹀︒

十二佃8

電車は次第に汽車の領分

を振るふことさへあった︒

暗い燈を便りに︑︿略﹀ 一心にのみ

十二価7園
しん

又延いては徳川家及び江

までも侵略し︑︿略﹀︒

戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す

十二欄5園

君と親とに眞心を捧げ蓋く

までもござりませぬ︒

して仕へる忠孝の美風が世界に冠た

十一一燭2

ることは︑今更いふまでもない︒

マガダ國王は︑修行まど

まてがひ

﹇的﹈︵名︶2

﹇窓﹈︵名︶12

がさだまりません︒

マト

まど

まと←お

窓←かざ

ニシテ︑イテミマセウカ︒
四657︿略﹀︑舟がゆれて︑まと

二351囹オソナヘノモチヲマト

うぎのまと・もちのまと

まと

七14図

取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

馬刀貝
ま てがひ
七139 ︿略﹀︑大きな蛤や馬刀貝でも

くず
十一427圏団 三智地産の葛粉少少御 十一928園太陽暦は春分から春分ま 十二593 ︿略﹀︑今まで死んだやうに まてがい ﹇馬刀貝﹈︵名︶2 まてがひ
ま てがひ
ゆ
なってみた懐中時計が︑忽ち愉快さ
見舞の印までに御送り申上候間︑御
でを一回婦年といって︑それを本と
受納下され度候︒

十二937

︿略V︒

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑

十二糾9図出議の日近づくや︑林藏

てるたのだらう︒

一髄わしは今までどうし

の形式を具ふるまでに幾多の弁化を

伐倒したる木は乾くま

十二747園

重ねたるものなり︒

さうして其の本の内容がす

までは本を営むことなどは殆ど出來

も讃む︒

つかりわかってしまふまでは何度で

十一991

なかった︒

十一428無量先づは御見舞までかく 十一962 ︿略﹀︑リンカーンは十歳頃 十二617図 イギリスの國旗は︑今日
の如くに御座候︒敬山山︒

十一唱1圏圏 先づは取りあへず御平
まで︒舞旦ハ︒

十一519 ︿略﹀︑これが成長して︑切
付を行ふまでには五六年もか＼る︒

十一柵8國団

燈が壷きるまで讃む︒

十一526 ︿略﹀︑此の組織の所まで小 十一998 ︿略﹀︑夜は床に就いてから
刀が届いて︑︿略﹀︒

十一536 こ＼までが原産地における

まね
まとい

628

りまと︒こまと

き

がってある︒

ヒ︾

まと・う

ハシゴノアトカラマトヒ

しめやかに︑ひそ

るのです︒

﹁成績物は︿略﹀︒﹂と思ふ

と︑私も急に一年からのをまとめた

十一157

くなりましたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一行又一行︑おそれと

︿略﹀︑歓喜の眼を輝かしな

裸線より渦潮見れば︑

つとめ︑︿略﹀︒
はだかじま

皆一せいにそろふなり︒

つきて學びたれば︑︿略﹀︒

八631図 ︿略﹀︑多くの弟子保己一に

もし間に合はないと︑向ふへ

︽ーハ・ーヒ︾

まにあ・う ﹇間合﹈︵五︶3 間に合ふ

五927

︿略V頼宣は戦が始つたと聞

よりのぶ

大そうおくれて着くからです︒

いて︑先陣へかけつけたが︑もう間

八151

救ひのボートは下された︒

に合はなかった︒

十一568

﹇真似﹈︵下二︶1

まぬ

︽一

しかしとても間に合ひさうもない︒

ま・ぬ

ネ︾

ひて︑︿略﹀︑夜中に軍師のしたる様

いよく臨終が近づいた時︑ 十一476図夜明けて住持︑書師に向

をまねて見するに︑︿略﹀︒

相手は大きな眼でじっと安

學ぶ

︽⁝ビ・

空には掌典の日がさらく
﹇学﹈︵四︶2

︿略﹀︑江戸の市民も徳川家

手つだひの今吉がおどけ

それから︑つんぼのまねを

十二鵬10 ︿略﹀︑あのやうなまねをし

してね︒

七907園

ました︒

て︑︿略V︑べんけいのまねをし

四437

ね

まね ﹇真似﹈︵名︶3 まね﹇▽くちま

もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

十二麗3

を免れたことや︑︿略﹀︒

電話機を備へ附けてみたために危除

十一一佃7 ︿略﹀︑進行中の汽車が無線

︽ーレ︾

まぬか・れる ﹇免﹈︵下一︶2 免れる

かに眼を閉ぢた︒

十二協10

みたりし彼の眼は異様に輝きぬ︒

十二佃9図何心なく手に取りて眺め

繹迦は︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と諭して静

十二992

胸も波だち眼もくらむ︒

十二816圃

がら︑博物學や地質學の宮地研究に

馬弓ー27

興奮に眼かゴやくフィリップ︒

十109

︽一 まなこ ﹇眼﹈︵名︶6 眼

府にはせつけて議をまとめ︑︿略﹀︒

マトヒノアトカラポンプ 十二個10 さうして直に静岡の大総督
まとふ

繹迦は︿略﹀つ〜れをまと

﹇纏﹈︵五︶2

ガイキマス︒

一334

ガイキマス︒

一332

五157 先生がまどをすっかり明けて︑まとい ﹇纏﹈︵名︶2 マトヒ
︿略﹀︒

︿略﹀︑二階のまどからのぞ

してあって︑︿略﹀︒

五228 二かいのまどに五言旗がつる
五858団

いて見ますと︑水が表の通をさっと
洗ひました︒

ひ飢と職ひつ＼︑各地を巡って道を

うゑ

十二982
傳へてるたが︑︿略﹀︒

六995圏 あの子は十二︑落葉松は
あの子のせいより低かった︒ それ
身には色目も見えぬ破れ衣

をまとひ︑︿略V︒

十一一価2

が今では學校の 二階のまどにと丈
いてる︒

まどう ﹇▽にげまどう

七348二才 ︿略﹀︑ 谷あひの家窓明

けて︑夜に親しむ時は來ぬ︒

︽ーッ・ール︾

まとま・る﹇纏﹈︵五︶2まとまる

かに夜の霧流る︒

ラス戸ぬらし︑

十306図圏窓ぎはにはひ寄り︑ガ

八704団 此の糟葉書は此所へ來る途 まどぎわ ﹇窓際﹈︵名︶1 嗣ぎは
中︑汽車の窓から見た牧場の實景で
す︒

かにあきて・ほのぐと東の窓は

九24減等 ︿略﹀︑夜のとばり しっ
しらみたり︒

芳の顔を見つめながら︑だまって聴
勉学

眞夏の日中でも︑杖を握つ

﹇真夏﹈︵名︶2

いてるる︒

ーブ︾

まな・ぶ

とかゴやきわたってみるQ

十一837

たくなってしまひます︒

てるる手などは︑何時の間にかつめ

九956園

まなつ

だから當分葱ふ見込のない︑
がよいのだ︒

十一一㎜2園

﹇纏﹈︵下一︶3

まとめる

慮御評議下さること
になりますれば︑︿略﹀︒

とまるやう今

︿略﹀おだやかに事のま

まとまったお金は定期預金にした方

九632 ︿略﹀︑すべての窓や出入口は 十528園
開かれる︒

九699 窓から吹きこむ朝風のひやり
とするのは︑鯨程北へ進んだ爲だら
う︒

十一953 それは三方が丸太の壁で︑

まと・める

まとむ

εとりまとむ

一方は明けはなしになってみて︑戸

︽ーメ︾3おまとめる・ひきまとめ

望に向ふ足なみは

三萬近き三校に 分れて
學ぶわれくの

村役場で︑村内の家々から 七65図圃

納めるのをまとめて︑それぐへ送

八808園

る

も窓も床もないものであった︒

十二424 友人がそっと立って窓の戸
をあけると︑︿ 略 ＞ Q

︿略﹀轟々にあかり取りの窓さへう

十二m7 洞門の長さは實に三百八間︑

629

て︑人をろうらくするのであらうと
いふうはさが立つた︒

まね・く﹇招﹈︵四・五︶6まねく招

まばゆ・い
︽ーイ︾

まばゆい

︿略﹀︑黄色い委の穗が一面に

ほどです︒
九588

﹇瞼﹈︵名︶1

にかゴやいてみる︒

まぶた

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

眞淵﹇▽か

國に母をや残すらん︑
﹇真淵﹈︹人名︺6

︿略﹀︒

眞淵はもう七十歳に近く︑

︿略﹀︑眞淵は宣長の学識の

其の後宣長は絶えず文通し

たのもしく思った︒

尋常でないことをさとって︑非常に

十一744

下に聞えた老大家︒

いろくりっぱな著書もあって︑天

十一739

のは︑それから二日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一735

望がかなって︑宣長が眞淵

子を聞きとって︑後を追ったが︑

十一726

もまぶちせんせい

まぶち

彼のまぶたにつゆありき︒

八575図工

まぶた

ひ
︿略V父王は︑彼に妃を迎 廣げられて︑まぶしいやうな夏の日

﹇目映﹈︵形︶1

十二9110
へ︑目もまばゆい宮殿に住まはせて︑

︽ーイ・ーカ・ーキ︒ーク・ーケ︾﹇▽

く

國政にも與らせようとした︒

︽ーキ︾

墨筆ぞ

丹青まばゆき

心をこめたる

︿略﹀︑

一人のくわんちよが其のまばゆ・し ﹇目映﹈︵形︶1 まばゆし

ひとをまねくてがみ

四621
下に立って︑まねいて居ます︒
がうてんじゃう

十川6図圃

格天井に︑

一

にほふ︒

︿略﹀太平丸の船長は︑

日其の町の學校へまねかれて︑航海

七523図

の話をなせり︒

︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花

夏の眞壷の坂道に︑
人を見かねて︑

まぶし

く略V︑頭を上げて︑ 十一767

重

市街の悪計を取下んだ山々

に生えてみる︒

は地はだが白く︑それに松がまばら

十758國

のまばらに見えるのも面白い︒

九747

八槌5園 ︿略﹀︑かへって君等は自分 まばら ﹇疎﹈︵形状︶2 まばら
で苦しむやうになったのです︒これ
は全く君等が自分で招いたのであり
ます︒

十985図園 書をした㌧めて玉肥傑を
招け︒

七953図醐

十二233 ︿略﹀︑つまりは小利をむさまひる ﹇真昼﹈︵名︶1 眞書
ぼって大損を招く結果になる︒

き荷車ひきかぬる

蟹

﹇蕨﹈︵名︶2

︿略﹀︒

まぶし

十一一237 即ち一人の貿易商が外人の
信用を失ふやうな 事 を す れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
貿易の不振を招き ︿ 略 ﹀ ︒

十三

て眞淵の教を受け︑師弟の關係は日

まゆ

五474

一日と親密の度を加へたが︑︿略V︒

まほし ︽マホシ

りのまま

熊が來て︑からだ中かぎまは

しましたが︑︿略﹀︑其のまま行って

五986

しまひました︒

こんな人︑こんな姿は馬とう

の昔にきえましたが︑川は昔のま︑

六707

に清く美しく流れてゐます︒

七172此の頃はれんげさうの花ざか

りである︒︿略﹀︑田の形其のま︑に

紅紫のもうせんをしきつめたやう

あかむらさき

二人はたがひに馬を乗りよせ

に見える︒

七476

て︑馬上のま︑でむんずと組み︑爾

馬の間にどうと落ちた︒

ひましたが︑此のま︑蹄ることも出

七691園 ︿略﹀︑もうあるまいとは思

たとひ敷年の軍功がみとめ

來ませんので︑︿略﹀︒

られず︑此のま㌧切腹を命ぜられて

七992園

これ等の植物が思ふま︑に

も︑石田めとは中直りは致さぬ︒

九72国

少したって︑今度は寝たま︑

茂ってみる様子は實に見事です︒

ぼつくと話し出した︒

九四8

さや
八百年前の建物で︑今も鞘

後甲板にはせ集って︑︿略﹀︒

堂の中に其のま︑保存されてみる︒

九722園

どの︑今も其のま㌧に保存せらる＼

十310図 ︿略﹀︑昼時の御殿・御庭な

︵助動︶1

さし昇る朝日の如く︑

むさし

十410図昔の武芸野の姿を此所に残

なりとそ︒

もたまほしきは心なり
ま＼←あ

さわやかに

﹇儘﹈︵名︶24

けり︒

まま

まま

十二25図画

キ︾

まほし

︿略﹀︑遂に古事記の研究を大成した︒

宣長は眞淵の志をうけつぎ︑九643 ︿略﹀︑はだしのままの水兵が

繭をかける所をさがします︒それを

まぶしい

これは翼が動く

2

十一7610

り

五481

︿略﹀︒

ひろって︑まぶしへうつすのですが︑

かめしく向ひあひけん英雄の姿︑今
ま の あ た り 見 る が如く︑︿略﹀︒

音がしてゐますが︑
からです︒
﹇眩﹈︵形︶

うで︑ りはつ店などはまぶしい

本町通は夜もひるのや
四278

︽ーイ︾

まぶし・い

十二923 しかし彼は城外に出る毎に︑
杖にすがるあはれな老人や︑︿略﹀
を ま の あ た り 見 て︑︿略﹀︒

十二槻8図圃 夢にのみ見し山川も︑
あけくれにしたひし家も︑ まの
あたり近く迫りぬ︒

まぶしには︑かさくといふ

十二95図 ︿略﹀︑そのかみ此虜にい

まのあたり ﹇目当﹈︵名︶3 まのあた

まねく一まま

ままごとあそび一まもなく

630

さんとの皇太后の思召のま︑に︑今
も人工を加へずといふ︒

十695園 しかし此のま︑に日を送つ
ては︑唯空しくうゑ死する外はござ
いません︒

十一266図 此のま︑新手の兵を迎へ
ては︑萬に一つの勝算もなし︒

みたるま㌧ころくと轄び撃つるこ

マ

ママゴトア

一ツトリタイ︑

﹇飯事遊﹈︵名︶一

がなく︑︿略V︒

ままごとあそび

マゴトアソビ
︿略﹀︑

で︑泣きながら豆やにんじんをやつ

かす

マモナク

輸出品は豆粕が第一で︑

﹇豆粕﹈︵名︶1 豆粕
かす

たり︑︿略﹀︒

まめかす

︿略﹀︒

七389團

﹇間無﹈︵副︶26

間モナク

まもなく

まもなく

︿略﹀︑かめはだんだん海

間もなく

﹇間宮海峡﹈︹地名︺

三424

たる人︑遂に我が日本人の中より現

マメ

マメ

マス

︿略﹀︑今日の別れを惜しん

七931

つきました︒

︿略﹀︑カラヲヌギハジメマ

︿略﹀︑八岐の大蛇の痴るのを

お着きになりますと︑間もな

く略V︑急に川水の音がこう

だんく潮が引いて︑もう其

信長はかるくうなついたが︑

それが︑朝飯がすむと間もな

引上げて役人の敷に入れた︒

其の後間もなく藤吉郎を草履取から

七785

は間もなくとまった︒

所此所に洲が見え出した︒︿略﹀︒舟

七109

で細しようをうち出しました︒

くと聞えて來て︑間もなく火の見

五855國

をあつめて︑其の祝をしました︒

くたけるが新しい家を造って︑人々

五421

く大蛇が來て︑︿略V︒

待っていらっしやいました︒間もな

五113

なく死んだのです︒

四788︿略﹀︑日がくれてから村
へはいりました︒其の後間も

タ︒アブラゼミデス︒

シタ︒マモナクヌイデシマヒマシ

三582

くりゆうぐうへ

の中へはいっていって︑まもな

間宮海峡

ゴチソウニ︒

マツシロナハナヲ︑

ニー06圃

ソビノ
けふ

まみやかいきょう

間宮海峡

十二856図 ︿略﹀ 一行八人は︑小舟
けふ
に乗じて今の間宮海峡を横ぎり︑デ

十一314図 ︿略﹀︑二人はしっかと組 2
と三十中許︒

﹇間宮林蔵﹈︹単名︺2

間宮海峡

カストリー湾の北に上陸したり︒

十二85図

間宮林藏

間宮二半

第十七課

第十七課

まみやりんぞう

十一399 生きた枝でも枯れた枝でも︑
其のま㌧にしておくと︑︿略﹀︑其庭
が節になるのだといふ︒

十二819

十一一目4

間宮林藏

思ひて︑住持は其のま︑寝間に入れ

十一464図 さまたげせんも心なしと
り︒

十一5810 老砲手は︿略﹀︑無言のまみやりんぞう ﹇間宮林蔵﹈︹人名︺1
ま︑じっとそれを見つめてみる︒

間宮林藏

れぬ︒間宮林藏これなり︒

︿略﹀此の疑問を解決し

ふま︑に設計して造った町であるか

十一5910 未開の土地を切開いて︑思 十二823図

ら︑︿略﹀︒

︽ーレ︾

ハト

︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

ハナ

﹇豆﹈︵名︶3

はいって水浴をした︒

まめ
めや

一22

十197團

げてもよいと言った︒

六682

豆呂にま

町はつれを流れてみるきれいな川に

十84

全身砂ぼこりにまみれた王は︑

十一㎜8 其の人は別にとがめもせず︑ まみ・れる ﹇塗﹈︵下一︶1 まみれる

くわん

︿略﹀︑さうして本は其のま〜リン
カーンにやった ︒

十一佃10囲国︿略﹀︑つる草・灌木
など思ふま㌧にはびこり居候︒

十一佃8心念 伐倒したる木は乾くま
で 其 の ま ㌧ に 致 置き︑︿略﹀︒

たてまつり給へ ︒

十二71図郭 かしこし︒仰のま︑に

創造力は︑十分に議揮せられたこと

砂鉢ー31 自分で思ふま〜に造り出す

﹁︿略﹀︒﹂と清正がいひますと︑

く︑稻の葉がさわくし出した︒

秀吉はうなづきました︒間もなく石

七佃1

うさぎの毛も間もなく白くな

田三成が城に登って参りました︒

八34

二匹はいちもくさんにかけて

るだらう︒

行ったが︑間もなくかはいらしいの

八55

を一匹つれて來た︒

と命じた︒︿略﹀︒間もなく合戦が始

八144 ︿略﹀︑家康は小勢の方へ行け

ると︑果して小勢の方が勝つた︒

八347 ︿略﹀︑其の實を取って來て︑

庭先の畠の中にまきました︒間もな

始のうちは勢がよかったが︑

くそれから芽が出ましたので︑︿略﹀︒

八543

小使は僕等を鷹接室へ通して

出て行ったが︑間もなく黒い服を着

間もなく腰がふらつき出して︑︿略﹀︒
おうせつ

八861

た先生が︑女生徒を一人つれて︑は

いって來られた︒

︿略V︑何時デモマハリノ物ノ

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

九177

下火は父の門人たちの情で︑

色ニカハルモノモアル︒

九285

形ばかりの葬式をすますと︑間もな

︿略﹀もう生面の財産が出

く江戸へ出て︑︿略﹀︒

來た︒そこで間もなく片手間に精米

九557園

人の顔がやっと見分けられる

所を始め︑︿略V︒

しよう
やうになった頃︑時鐘番節目が︿略﹀︒

九618

631
まもりまつる一マリー

間もなく甲板士官や傳令員が起きて
いて守った︒

いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ

九646 ︿略﹀水兵が後甲板にはせ集
︿略﹀︒

六907

七転7園

お庭先の御門を守る者がご

ざいません︒

か

﹇眉﹈︵名︶1 まゆ
やまと
︿略﹀︑大和平野の能くる

まゆ
﹇繭﹈︵名︶6 繭

繭

ぐ
久山の三山まゆの如く︑︿略﹀︒

慮はるかに畝傍山・耳成山・天の香

うねび

十二鵬5図

まゆ

︿略﹀︑今ナホ古風ヲ守りテ︑

七榴9囹御門を守る者は誰か︒
八595図

窒溜宅︵キソバ︶・︿略﹀ナドト記
絡べて上官の命令を守って︑

シテ︑軒二下ゲタルモアリ︒

九佃7囹

約束は固く守らなければな

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

︽ーッ︒ーフ︾

もすぐ方角を知る事が出図る︒

九893園 ︿略﹀︑道に迷った時などに

瞼におちいった時︑︿略V︒

十581 ︿略﹀︑登山者が路に迷って危

産を失ひて︑路頭に迷ふ者数を知ら

︿略﹀親族・縁故其の他私

﹇迷﹈︵五︶1 迷はす ︽一

まゆ
を上げて︑繭をかける所をさがしま

まよわ・す

ず︒

︿略﹀︑少しでもおくれると︑

す︒

ス︾

五475

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

ことがあってはならない︒

交上の關係の爲に心を迷はすやうな

十一価3
早いのはもう繭を作り上げて

かけはじめますから︑︿略﹀︒

ゐます︒

五484

うちの子ねこは

えんからおちる︒

かは

はた拾︑まり送︑おにごっこ︑

とかはらない︒

何でもなれてしまへば︑少しも陸上

六793

まりおくり ﹇毬送﹈︵名︶1 まり送

ては

いい子ねこ︑︿略﹀︑まりとざれ

三117圏

又うすい吉野紙のやうな作り まり ﹇毬﹈︵名︶1 まり与ゴムまり
かけの繭の中で︑︿略﹀︑一生けんめ

五486

まだ繭をかける場所をさがし

いにはたらいてみるのもあります︒

五491

迷

まゆ
うちの繭もあの工場で生綜

てるるのもあります︒

五652園

になったはずだ︒

﹇迷﹈︵名︶2

﹁かくして下さい︒敵が追つ

かけて來ます︒﹂マリーはどうかし

こまってゐますと︑﹁では水

てかくしてやりたいと思ひました︒

七889

した︒マリーが大急ぎでコップに水

を一ぽい下さい︒﹂と兵士が言ひま

を汲んで來ました︒

て︑兵士の頭にかぶせました︒

マリーはおばあさんのづきんを取つ

何だかおとぎばなしの世界 七896 ﹁あ﹂︑さうだ︒﹂と言って︑
﹇迷﹈︵四・五︶3 迷ふ

にでもまよひこんだやうです︒

まよ・う

七885

さうして日夜次々に起って マリー ︹人名︺3 マリー
詣る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟
せつ

の道を求めた︒

らりと晴れて︑はっきりとまことの

法律は︑︿略﹀ための規則 十一一958 其の刹那︑彼は迷の雲がか
であるから︑いやしくも軍民たる者

道を悟り得た︒

一國文化の程度は︑其の國まよいこ・む ﹇迷込﹈ ︵五︶1 まよひ

は必ず之を守らなければならぬ︒

十二885

五473もう桑の葉をたべないで︑頭 十一伽10図死傷頗る多く︑家を流し

︿略﹀︑北の山手には木戸を立 まゆ

楠木正成が守った千早城は︑

くすのきまさしげ

來る︒

つて︑ずらりと整列する︒︿略﹀︒間
七194

の

てて︑敷津の兵が之を守ってゐます︒

もなく當直將校から威勢のよい號令
がか﹂る︒

九664 其所此所で︑﹁お早う﹂が言
ひかはされる︒︿略﹀︒間もなく食事
用意のラッパがひゴく︒
す

︿略﹀︑ も う 八 時 半 で あ っ た ︒

にしな

九686
ひらいつみ

間もなく西那須野に着いた︒

もなく︑叔父さんは近く左に見える

九717 次の平泉といふ騨を出て間
山を指さして︑︿略﹀︒

らぬ︑︿略Vなどといふことは︑

十113 王は間もなく健康を回復して︑ 十一188
再び其の英姿を陣頭にあらはす事が

我々が十分心得てみる事である︒

︽ ーッ・ーラ・ーリ・一

十二954

まよい

しかし大勢の中にはそれを

夜ふけに及んで︑鉢峯を
望み見るに︑︿略V︒

守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

十一259図

守らない人もある︒

十一1810

出來た︒

十柵7 青銅の大鳥居をく〜つて進む

護り

と︑︿略﹀︒間もなく神社の買い境内
にはいった︒

﹇守奉﹈︵四︶1

︽ーラ︾

まもりまつ・る
まつる

護る

我は護らん︑海の國︒

十二74図園此の葦原の中つ國を皇 十一833図圃 いで︑軍艦に乗組みて︑
つぎ

孫にたてまつりて︑とこしへに天つ
日嗣を護りまつらん︒

守る

まも・る﹇守﹈︵四・五︶15マモル守
ル

十二904

こむ

ル・ーレ︾3みまもる

民が國法を守る精神の厚薄に依って

九87囲

︽ーン︾

一516 ︿略﹀︑オニドモハテツノ

測ることが出血るといはれてみる︒
︿略﹀︑門を守ってみた兵士
等が︿略﹀行くてをさへぎつた︒

十二伽10

モンヲシメテ︑シロヲマモツ
テヰマス︒

六803 元の兵は一人も上陸させぬと

マリーのきてん一マレイはんとう
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天じゃうをはらふ︑たたみ

五193圏鶏の光がまるでいなびかり

のやうでした︒

をたたく︑︿略V︑まるでいくさ

四433

マリーのきてん ︹課名︺2 マリーの まるで ︵副︶18 マルデ まるで
きてん

七881 第二十 マリーのきてん

七目10 第二十 マリーのきてん
まる ﹇丸﹈︵名︶1 丸﹇vひのまる・
のやうで︑わるものどもは目を明け

敵は︿略﹀︑鐵のくさりで船

てるることが出來ず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑唯僅かに十勝川を上 九195

其所にみる人は︑私どもと

氷のやうであった︒

まるやけ ﹇丸焼﹈︵名︶1

ほとんど丸やけになった︒

丸やけ

﹇丸山君﹈︹人名︺4

コンナ所ニハ︑動物モゴクマレデ︑

タヌキ

ウサギ

ブタ

植物国道クナイガ︑︿略﹀︒

島

ソレが如何ニマレニシテ︑

マレイはんとう

︿略V︒

︹地名︺2

マレイ半

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑

九個7図

其ノ味クリ心懸シトイフ意ナリ︒

ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

イモ
アリ︒彼ノ僥藷屋ノ看板二︑八里半

八598図又マレニハナゾヲ用フルモ

コトモアル︒

二遊ンデヰル子ドモヲサラツテ行ク

ノ求メル物デアルガ︑マレ墨画庭先

八497狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼

キツネ

丸

︿略V︑まだあらごなしの開墾 六666或村に大火事があって︑一村

まるやまくん

にいさんが﹁我は海の子﹂を

おとうさんも︑にいさんも︑

﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言

珍しかったのは︑丸山君のざ

ことであった︒

るに︑たつのおとしごが一つあった

七152

つて︑つかんで見せると︑︿略﹀︒

七127園

りた︒

丸山君も︑妹も︑お松も︑みんな下

七117

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

七104

︿略﹀︑此虜からは京城の市 年無

地は︑まるで足のふみ場も無い有様

十386
である︒

十756団

街がまるで絶のやうに見えます︒

＋棚2とりぐの花の色・むせ返る
やうな強い香︑︿略﹀︑まるで春の國
に居るやうだ︒

中には︑まるで花かと思はれ
る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十鵬8

て出てみるものもあるQ

一端に口を當てて息を吹き

ふやうに見えるし︑︿略﹀︒

十二334国 ︿略﹀︑道を往來してみる まれ ﹇稀﹈︵形状︶4 マレ
あり
七糾9 海ノ深イ所ハ何萬尺モアル︒
人間や自動車などは︑まるで蟻のは

まるであめ細工のやうである︒

こむと︑ぷうつとふくれる︒︿略﹀︒

く略V︑まるでちがった言葉 十一伽7
く略V︑いくらきりが深くて

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

ことはありません︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七585園

で話をしてゐます︒

七561園

はまるでちがった風をして︑︿略﹀︒

七561園

が出來たやうなものである︒

をつなぎ合はせた︒まるで大きな島

六814

まんまる

占い

︽ーイ・

十ニー98圏沖を走るは丸屋の船か︑
﹇丸﹈︵形 ︶ 2

丸にやの字の帆が見える︒
まる・い

八821 水にはこれといふ形がない︒

ーク︾

いれ物次第で︑圓くもなれば︑四角
にもなる︒
はと

圓い胸︑鳩は見るからに愛らしいも

十543 ︿略﹀︑美しい羽毛に包まれた
のである︒

十一6210

まるきぶね ﹇丸木船﹈︵名︶1 丸木舟

漁夫の顔は得意の色に輝い

︿略﹀︑羽ヲトヂテサカサニ草木ノ枝

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え

がいせん

下するアイヌの丸木舟の便をかりる

二止ツテヰルト︑マルデ枯葉が引掛

十二801

に過ぎなかった︒

る︒

丸める

中村君は色が黒くて︑まるま
﹇丸﹈︵下一︶1

つき上ると︑おばあさんが餅

丸屋

沖を走るは丸屋の船か︑
丸にやの字の帆が見える︒

十二紛7團

﹇丸屋﹈︵名︶1

へ持っていらっしやった︒

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

八524

︽ーメ︾

まる・める

ると太ってゐます︒

五48

まるまる ﹇丸丸﹈︵副︶1 まるまる
︿略V︑ブラシを持つた敷十人

の水兵が︑甲板をこすりながら

九655

ツテヰルヤウニ見エル︒

まる・し ﹇丸﹈︵形︶1 まるし ︽i

七12図 われらが住む世界は︑其の

ク︾

︿略﹀︒其の様は︑まるで雨後の蛙が

中尉はひらりと北風にまたが

十86 水は意外に冷たくて︑まるで

間に言ふやうに言った︒

つて︑︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂と︑まるで人 まるや

九鵬5

子のやうに大事にしてみた︒

う北風をかはいがって︑まるで我が

九撹9 北風の主人はく略V︑たいそ

形まるくして︑球の如し︒ゆゑに之
丸太

むらがり飛んでみるやうである︒

﹇丸太﹈︵名︶2

を地球といふ︒
まるた

六25 ︿略V︑俵の山が出來てるます︒

うちでも土間に丸太を置いて︑其の
上につんであります︒

十一952 それは三方が丸太の壁で︑

一方は明けはなしになってみて︑戸
も窓も床もないものであった︒
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廻

こ

まわりっこ

くわい

︿略﹀白煙の間から︑怪獣の

胸ををどらせながら窯のまは
︿略﹀︑もう幹のまはりの三

子どもらは仕事をしてみる
﹇回﹈︹課名︺2

三376
まわりっこ

十三

まはりつこ

まはりつこ
﹇回﹈︵名︶2

まはりつ

老僧のまはりに集って︑︿略﹀︒

十二鵬5

尺齢りもあるものが大分見える︒

十一407

りをぐるく廻った︒

十487

る人かげが見えて承る︒

やうな大砲と︑其のまはりにむらが

宮島はまはりが七里もある島 量器9
楠木正成が守った千早城は︑

で︑︿略﹀︒
くすのきまさしげ

︿略﹀︒

はせ︑︿略﹀︒

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ

七㎜7

秀吉は城の庭にしき物をのべ

︿略V︑まはりが一里にも足らず︑

六908

十一508 ︿略﹀︑英送人はマレイ半島 五584

こらん

の領地にパラゴムの木を移植するに
至った︒

まはす

には︑日本人の纒算してみるゴム園

十一512 マレイ半島・蘭中東印度等
もたくさんにある︒

まわし ←ねじまわし
﹇回﹈︵四 ・ 五 ︶ 5

︿略﹀︑子どもの騎手を一人つ

つ出して︑社の横の池のまはりで競

八62

す・かぎまわす・ふりまわす・みまわ
走させて︑︿略﹀︒

膣色ガマハリノ物ノ色二上テヰルコ

︿略﹀︒

マハツテ︑

クモノスニカカリ︑

つた小二郎の方が︑︿略﹀さき

三393それでとほい本道をまは

につきました︒

︿略﹀︑カンナクヅガヒトリ

扇は風に吹かれて︑くる

デニクルリトマハツテスベリオ

四603

チマス︒

くるまはって居ます︒

四625

赤い扇は︿略﹀︑ひらひら

と二つ三つまはって︑なみの

四668

今日のお書頃はうち中︑目が

上におちました︒

五477

まはるほどいそがしうございました︒

トデアル︒

三378園又わかれ道のところへ

六237 ︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の

るまはしていらっしゃったが︑忽ち

きました︒まはりつこをしてみ

保護色ヲモツテヰルト︑マハ

ませうか︒

九162

リノ色ニマギレテ︑容易二手ノ動物

九573 ︿略﹀︑打塁にぱたくとた＼

二見ツケラレナイ︒

まはり道

下さい︒

で島々を廻ってみるから︑安心して

二人はかけ足でまはりつ 九35団 叔父さんも相かはらず丈夫
﹇回道﹈︵名︶1

こをしました︒
まわりみち

マハル

まは
︽ーッ︒iラ︒iリ・iル︾﹇▽

﹇回﹈︵五︶19

村の用水池を見て行くことにしよう︒

トンデキタ木ノハ︑クルクル

二224圏ドコカラキタノカ︑

快です︒

九501

しかし地球が廻るために︑

つたが︑︿略﹀︒

十183団 ︿略﹀︑馬つなぎ場を見て廻

我々の目には動くやうに見える︒

九855園

械が電力で勢よく廻り︑︿略﹀︒

會社では︑幾塁もある精米機

瀧つぼを見物して廻るのは︑實に壮

九318 殊に遊覧船に乗って︑︿略V︑

面白い︒

の方からはるかに全景を見渡すのも

五675園少しまはり道だが︑となり 九313 ︿略V︑下手へ廻って︑カナダ

廻る

まわ・る
る

まわる・かけまわる・かみつきまわ
又或動物ハ保護色トハ三豊二︑ る・くるいまわる・さがしまわる・た

テ見識ルモノモアル︒

九204

者を敵の後へまはらせて︑︿略﹀︒

が︑︿略﹀飛散る︒束を廻して又

ニハ︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

た㌧き︑︿略﹀︒

ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ

九172 保護色ヲモツテヰルモノノ中 三388

きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

ナ色ニ送信ルモノモアル︒

色ガカバレバ︑間モナクソレト心霊

九177

活字を拾ひて之を組み︑校正刷を刷

色ニカハルモノモアル︒

時計が︑︿略V音を立て始めた︒
マハリ

ずねまわる・つつきまわる・とびまわ

﹇回﹈︵名︶16

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

まわり

←おおまわりする︒やままわり・よま

る・のたうちまわる︒はねまわる・

話が出る︒

には︑人の山が出來て︑いろいろの

火縄一本の煙草ぼんのまはり ひっかきまわる・みまわる

ナ髄色ヲモツテヰル︒

花さきみだれ︑︿略﹀︒

め・もも・さくら︑かはるぐに

五295圃 ︿略﹀︑ うちのまはりのう 九662

わり

まはり

十一一593 龍頭を廻すと︑︿略V懐中九182 ︿略﹀︑形マデマハリノ物二二 あばれまわる・あるきまわる・およぎ

りゆうつ

りて校正部に廻す︒

十ニー76図 印刷部にては直に所要の

りて火を生ず︒

十二87図此の棒を此の板の上にて
まさつ

きつけると︑董の先についてみる穗

きれいなおそなへになった︒

八527 おかあさんはく略﹀︑ぐるぐ 九1510 中デモ面白イノハ︑或動物ノ 三目14 十三 まはりつこ

す

す︽ーシ・ース・ーセ︾﹇▽かきまわ

まわ︒す

まわし一まわる

まん一まんぞくする
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十487 胸ををどらせながら窯のまは
りをぐるく廻った︒
十802 昇降器がすさまじい勢で下り
て行くので︑目がまはりさうです︒

ゴム園の人は毎朝暗いうち

廣 々 と し た 梅 林 で︑︿略﹀︒

十佃7 社殿の後に廻ると︑其庭は
・十一53一

に起きて︑受持の木に此の切付をし
て廻る︒

十一悩4 調べかはの廻るにつれて︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑石や木や金の圓板が

﹇万﹈︵名︶1

萬

車輪のやうに廻ってみる︒

十一悩5

まん
ては︑萬に一つの勝算もなし︒

十一一974

今や繹迦は衆星の中の満月

萬じゅ

の如く國中から仰がれる身となった
﹇万寿﹈︹人名︺19

が︑︿略﹀︒

まんじゅ

こまってみる所へ︑御殿に仕

へてみる萬じゅがよからうと申し出

六514

頼朝は一目見た上でと︑萬じ

た者がありました︒

六515
萬じゅは當年やうやく十三︑

ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︒

六518

翌日頼朝は参じゆを呼出して︑

舞姫の中では一番年わかでございま
した︒

六533
﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

ゐますが︑︿略V︒

各日のこと︑萬じゅが御殿の

六621

昂じゆはとびらのすきから手
おなつかしや︑母檬︒木曽

を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂

六623園

何︑萬じゅ︒木曽の萬じゅ

の萬じゅでございます︒

か︒

六625囹

木曽の萬じゅか︒
これから後挿じゅは︑︿略﹀︑

六625園
六631

折々らう屋をたつねては︑母をなぐ

其の五番目の舞姫といふのは︑

かの萬じゅの姫であったのでござい

六531

ます︒

これが萬じゅの姫で︑木曽に

かまくら
住んで居りましたが︑︿略﹀︑鎌倉を

六568

まんじり

さうして其の夜はまんじり

︵副︶1

さして上りました︒

まんじり

ともせず机に向って︑かの曲を譜に

十二453

書きあげた︒

萬

武士は太刀をぬきて馬より

﹇万蔵君﹈︹人名︺1

ゆそつ

分家の萬藏君などは小男だ

中尉の顔には満足らしいゑみ

︿略﹀︑ 一度何かをし始めた

中途でやめなかった︒

ら︑満足な結果を得るまでは決して

十ニー33

が浮んだ︒

九川5

まんぞく ﹇満足﹈︵形状︶2 満足

たるかも知れない︒

から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ

六421国

藏君

まんぞうくん

胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

どう

とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の

七316図

︿略V︑頼朝もかんしんして︑ まんしん ﹇満身﹈︵名︶1 満身

さめて居りました︒
六636

石のらうから唐糸を出して︑恥じゆ
に渡しました︒

頼朝は唐糸をゆるした上に︑
萬じゅにはたくさんなほうびをあた

六643

ま

満

茶屋から二三町行った所の右

﹇饅頭笠﹈︵名︶1

へましたので︑︿略﹀︒

七252

くわいきやう

萬じゅの姫

す ︽iス︾

まんぞく・する

n満足﹈︵サ変︶3 温⁝

もあらず︑︿略﹀︒

にして遊戯的なるものに満足すべく

術の嚢達とは︑何時までもかく輩純

十ニー51図

されど人智の進歩と印刷

まんぞく・す ﹇満足﹈ ︵サ変︶1 満足

︿略﹀︑赤は漢人︑黄は満

﹇満州人﹈︵名︶1

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな
塚がある︒

つか

洲人

まんしゅうじん

もうこ

十二639図

洲人︑藍は蒙古人︑白は回彊人︑
ちべっと

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

黒は西藏人を代表するなり︒

第十五

萬じゅの姫

六目3

第十五

応じゆの姫

之を聞いた萬じゅの喜はどん まんじゅのひめ ﹇万寿姫﹈︹主命︺2
萬じゅは其の夜ひそかにうば

六507
萬じゅの姫

萬じゅがかけよって︑らうの まんじゅのひめ ﹇万寿姫﹈︹人名︺2
とびらに手をかけますと︑︿略﹀︒

六613

をつれて︑石のらうをたつねました︒

六604

なであったでございませう︒

六601

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

六592

んぢゆう笠

︿略﹀︑﹁萬じゅく︒﹂と︑ まんじゅうがさ

︿略﹀︑﹁萬じゅく︒﹂と︑

さて萬じゅは︑だれか母の事

人々にかはいがられました︒

六583園

人々にかはいがられました︒

六583園

と申しました︒

十︻267図 此のま＼新手の兵を迎へ 六542 萬じゅはおそるく︑﹁︿略﹀︒﹂
まんいち ﹇万＝︵名︶2 萬一

十91 署師は皆︑投浅してもし萬一
の事があれば︑毒殺のうたがひを受
け は し な い か と 恐れて︑︿略﹀︒

む つ

落月

をいひ出す者はないかと氣をつけて

十一732 ︿略﹀︑萬一御門りに又泊ら 六585
れ る こ と が あ っ たら︑︿略﹀︒

まんかんしょく ﹇満艦飾﹈︵名︶1 満

艦飾
とん

十梛3図 今日を晴と満艦飾をほどこ
されたる三萬四千噸の大戦艦陸奥は︑
︿略﹀︒

﹇満月﹈︵名︶2

まんきち ←よしのまんきちくん
まんげつ

十一908園 ︿略﹀︑満月は何日頃だら

う︒こんな事を知るには﹃日出﹄
﹃ 日 置 ﹄ ﹃ 月 齢 ﹄を見る︒

635
まんてん一み

足する

︽ ー シ ・ ースル︾

に役に立ってるるのだ︒﹂と心から

十938
萬福寺

すると橋はまん中から折れて︑

三人は水中におちいった︒

﹇万福寺﹈︵名︶1

﹇▽おうばくさんまんぷくじ

まんぷくじ

十一一606 ねぢは︑﹁自分もほんたう
満足した︒

ま

﹇真丸﹈︵形状︶一

満ちくたり︒
まんまる

萬

﹇見﹈尋うおみやぐら・おはなみ・

風がひゆうつとうなって來る

テ︑︿略﹀︒

六196

たびに︑濱の松は身をふるはせて︑

︿略﹀︑若葉のにほひがひし

頭を地に着けさうにします︒

九345

︿略﹀︑かしこさ殊に身にし

くと身にせまって駈る︒
十28図

みておぼゆ︒

つ

我が身をすてて報

りうび
十一川7図團 ︿略﹀︑ 劉備が三顧の

ぐ

こよなき知遇︑

ベートーベンの爾眼は異様

いんと︑︿略﹀︒

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

十二416

乗移ったやう︒

連れて月代りに三人の娘の許に身を

十二662 ︿略﹀︑自分は百人の家來を

寄せ︑︿略﹀︒

ふ時は︑ちぎれたりとも︑此の具足

沖しみを退けても︑ひたすら父上を

さ︑︿略﹀︒

十一710図

忘れて︑人生の爲に盈くしたる大聖

せと存じてをります︒

怒と失望と後悔とに身も魂

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

十一一712 リや王は百人の家來を連れ

た︒

十二723

今や繹迦は衆星の中の満月

もくだけ果てた王は︑︿略﹀︒

の如く國中から仰がれる身となった

十二975

が︑︿略V︒

この身でありながら︑かねてから繹

身には色目も見えぬ破れ衣

く略V︑幕臣の身としては

ナラ

み 實﹇▽しい

ハヤクミガナレ︒

ヌト︑ ハサミ デ ハサミキル︒

一132圏

のきとかしのみ

み ﹇実﹈︵名︶27 ミ

如何がな申分ではあるが︑︿略﹀︒

十二伽7園

をまとひ︑︿略V︒

十二価2

かぶとのしころつ＼じの枝に引つ
︿略﹀︑董師は障子に身を

迦の名望をねたみ︑︿略V︒

る檬なり︒

︿略﹀を見ては︑殆ど
身の南米に在るを忘れ候︒

十一伽3國囲

心に勉強してみた︒

將來學問を以て身を立てたいと︑一

十一708

若い頃から愚書がすきで︑

寄せて︑様々に姿を攣へつ＼寝起す

十一463図

か＼りて︑身のはたらき自由ならず︒

十一3010図清正刀を抜かんとするに︑ 十二977殊にデーバダッタは︑いと

の面目︑︿略﹀︒

大事に致すのを此の上もない仕合は

十二678園私はありとあらゆる身の
されどかくて何時まで留る
一同謹んで承る中に︑常世
を退きけりとそ︒

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前

十728図

べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒

十706図

に身を固め︑︿略﹀︒

フクロフハオモ白イカツ 十691園 唯今にも鎌倉の御大事とい

﹇万葉集﹈︵名︶2

王は満面に笑みをた＼へな

﹇満面﹈︵名︶1

マンマルナ目︒
まんめん

がら︑︿略﹀︒

十一一683

まんようしゅう
葉集

み

身﹇▽おんみ・

ひのみ・ものみ・ものみだかい
ミ

ツバメハ︿略﹀︑物ニツキア

﹇身﹈︵名︶23

はだみ

み

五26一

タルカト思フト︑カルクミヲカハシ

其の身を忘れ︑よはひを

古い言葉を調べるのに一 十梱1 ︿略﹀︑ぼうっと身に感じる暖

番よいのは萬葉集です︒

十一754園

じよ
そこで先づ順序として萬
葉集の研究を始めたところが︑︿略﹀︒

十一755園

満面

カウノ鳥デス︒フクレタカラダ︑

四344

マンマル

保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

十二674 長女の言葉に満足した王は︑ 十一欄5図此の版木は今も萬福寺に
︿略﹀︒

十二939 彼は更に其の邊の名高い學
者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ
満天

満堂

︿略﹀︑満天の星は寳石をち

﹇満天﹈︵名︶1

にも満足することが出來ない︒
まんてん
仁治10図
りばめたるが如し ︒

﹇満堂﹈︵名︶1

マン中

十一一佃9 ︿略V耳新しい話に︑博士

まんどう

﹇真中﹈︵名︶7

は満堂の會衆を喜ばせた︒
まんなか

ん中言中
三666 ︿略﹀︑フシノマン中二︑

キリデ小サナアナヲアケマシ
タ︒

まん中までさしてゐます︒

三 7 7 4 十 五やの月がざしきの
四492園 さうひっぱりあっては
いけません︒まん中へふせてお
きなさい︒

合へ︒

て︑貸方から子どもの手を取って引

八365園 其の子を二人の眞中に訪い

谷そこへどうと落ちた︒

六967 橋はまん中からもえ切れて︑

まん中が帝室用になってゐます︒

五伽8 向って右が入口︑左が出口で︑ み ﹇巳﹈﹇▽かのとみ・きのとみ

み

み一みあみ

636

ミガナリマシタ︒
一141
一257
イマニナガイミガナリマ
ス︒

耳ハナンテンノハデ︑
二405
目ハ ナンテンノミデス︒

四71今年は柿のあたり年で︑
どの木にもよくみ がなりまし
た︒

つてゐます︒

︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

ふと見上げると︑庭の柿の木

象

の實︑草の實︑︿略﹀︒

第二十二

み

︿略﹀︒自由に

うこかすことの出來る長い鼻︑箕の
やうな耳︑︿略﹀︒

﹇御﹈﹇▽あまてらすおおみかみ・お

見合ふ

にほひよき木

耕造さんの心掛は實に見上

八117園如何にも見上げた心掛だ︒

八126園

やがて讃終ったフィリップが︑

げたものです︒

眞青な顔をして王を見上げると︑

十1010

︿略﹀︒

ふと見上げると︑庭の柿の木

には︑す玄なりになった實が︿略﹀

十446

かゴやいてみる︒

←ふたあしみあし

だいぼう網は身網と垣網と

即ち水のはいる虜に當る部
え
分が身網で︑柄に當る部分が垣網で

ある︒

十二772

二つの部分から成ってみて︑︿略﹀︒

十二768

みあみ ﹇身網﹈︵名︶7 身網

知らぬと申します︒

當らず︑近所の人にきいても知らぬ

驚いてあたりをさがしても見

みあた・る ﹇見当﹈︵五︶1 見當る

︽一 みあし

﹇▽あかみ︒おもみ・くろみ・くろみ

﹇見合﹈︵五︶1

見上げ

八395

二人はたいまつを上げて︑ ︽ーラ︾
﹇見上﹈︵下一︶10

どこからかよいにほひ
と︑︿略﹀︒

こずゑ明るき林を行けば︑ 三871

うるはしき丸森・白玉︑
︿略﹀︑

あすも右回か︑

なって見
なるほど︑ごまつぶ程の蟻が
一匹虎を見上げてゐます︒

六286

せずにおくものか︒

げるほどの大木に

三百間も長く垣網を張り︑其の先へ

身網を張る︒

身網の外側や陸上の高い庭

に附けてある︒

群をなして寄せて來たまぐ

沖へ逃げようとして身網の中へはい

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

十二784

に魚見やぐらが設けてあって︑︿略﹀︒

︿略﹀黄金色に色づいた實 四571圃園 ︿略﹀︑僕だつて︑ 見上 十二7710

かういった︒

四565翻︿略﹀︑人にふまれたか 十二779潮に流されないやうに︑身
網にも垣網にも土俵や石などが重り
しのみが︑ しひを見上げて

夕日が赤い︒

上げる空に︑

四116圃﹁やっとすんだ︒﹂と見 十二778 ︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

上げました︒

なみだにうるむ目で空を見

天人はしをしをとして︑

がして來ますので︑見上げます

三餌1

る︽ーゲ︒ーゲル︾

みあ・げる

つくづくとかほを見合ひました︒

四948

ヒ︾

みあ・う

がかる︒つよみ

み

おみかみ・おおみたま・ひのみはた

み

六863

み
から
九57囲實の中にはかたい殼があっ み ﹇箕﹈︵名︶1 箕
て︑其の内がはに白い肉のやうなも

まだ十分にじゅくしてみな

のがあります︒

九61国
又パンの木も所々に美しい

い實は︑中にきれいな水があります︒

九67国
林をつくってゐます︒其の實は土人

しゅんらん

︿略﹀︒

十一伽8國團

十二悩1図圏

にほひよき木の實︑草の實︑︿略﹀︒

十二悩1図圏

が鈴なりになってみる︒

すて

十二206

を︑︿略﹀︒

砂などは沈み︑實のみ浮びて流れ候

十一鵬9回咽囲︿略﹀︑まじりたる石・

︿略﹀︒

コーヒーの實を手にてこき落し︑

大勢の人々が熟したる

やぶかうじの男木の根に赤く︑

十897図圏

浴びて︑︿略﹀︒

には︑すゴなりになった實が夕日を

十個7

がいってみる︒

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

九795

だのも見える︒

並んで︑春蘭のつぼみのふくらん

四564圃︿略﹀︑人にふまれたか の一番大事な食料で︑︿略﹀︒
九324 ︿略﹀︑やぶかうじの赤い實に
しのみが︑ しひを見上げて
かういった︒

五962 フサくト下ツタウスムラサ
キノ三百︑美シイ玉ノヤウニ見エマ
ス︒

五966 ソレニハ黒ミノアルムラサキ
色ノ實ガナツテヰマス︒

ベマスガ︑︿略﹀ ︒

五972 私ドモハブダウノ實ヲ生デタ
六267 うめもどきの實がいつもより
︿略﹀︑日當りのよい所には︑

目立って見える︒

八17

つるうめもどきが美しい實をならべ
てるる︒

八29 ︿略﹀︑しひの實が落ちて︑く

ぼたまりにころがり合ふのも今であ
る︒

八344 ︿略﹀︑見なれない草に︑眞赤
︿略﹀ ︑ 其 の 實 を 取 っ て 來 て ︑

な美しい實が一つなってゐました︒
八346

庭先の畠の中にまきました︒
︿略﹀︑其の葉の根本には︑

大人の頭ぐらみの實がすゴなりにな

九56団

637
みあやまる一みえる

る︒

十二789 そこで敷そうの船に分乗し

︵五︶1

見誤る

た漁夫が︑︿略﹀身網を︼方からた
﹇見誤 ﹈

ぐつて行く︒
みあやま・る
︽ーリ︾

見合はせ

七 図 文字はハッキリと 乱雑に書
﹇見合﹈︵名︶1

くと見誤ります
みあわせ

見合

合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十二㎜8園 とにかく明日の総攻撃見

﹇見合﹈︵下一︶2

けて御引受け申します︒
みあわ・せる

二日目で小さなおそなへが幾

かさねか出国︑三白目からは︑のし

八531

御歌
︿略V︒

みうらみ

明治天皇の御製に︑

﹇御歌﹈︵名︶1

餅が出出た︒

みうた
八819

こ

悲

鎌倉宮にまうでては︑

﹇御恨﹈︵名︶1

といふ御歌がある︒
みうらみ
み

十二274図圏
書きせぬ親王のみうらみに︑
﹇見隠﹈︵サ変︶1

憤の涙わきぬべし︒
みえがくれ・する
︽ースル︾

はるかの下に一條の白煙を

見えがくれする

十一622

たなびかせて見えがくれする上り列
見え出す

車は︑︿略﹀︒

︽ーセ︾

︵五︶2

十二561 子どもは思はず顔を見合は

﹇見出﹈

はせる

みえだ・す
︽ーシ︾

せた︒

十二捌8 安芳は自分の胸を指さして︑

だんく潮が引いて︑もう其
︿略﹀と思ひつくと︑此の
見る影もない老僧の姿が︑急に尊い

十二柵1

所此所に洲が見え出した︒

七105

見居る

︿略﹀︑西郷と顔 を 見 合 は せ て に つ こ

﹇見居﹈︵上一︶1

∩▽きゅうし ゅ う み い け

り笑った︒

みいけ

み・いる

ものに見え出した︒

エル 見える

︽ーエ・ーエル︾﹇▽おみ

十一288図 今まで手並の山上より︑ み・える ﹇見﹈︵下一︶99 ミエル 見

︽ーヰ︾

また＼きもせず戦況を見居たりし秀

ハ一目二見エマス︒

三485ソコへ上ルト︑私ノ村

リシテヰテ︑ヨク見エマス︒

二626私ノ目ハイツモハツキ

ノアカリデセウ︒

ニー95 コチラノクライモリノ
中ニミエルノハ︑ドコノウチ

える

見失ふ

吉︑︿略﹀︒

﹇見失﹈︵五︶1

みうける ←おみうけもうす

︽ーッ︾

みうしな・う

十一165 私は學校で習ふ本でさへ

三日目

時々見失って︑大さわぎをすること
﹇三日目﹈︵名︶1

があります︒

みうすめ

︿略﹀︑ふじの山はいつも

ルヤウニ見エマス︒

三584色ガウスクテ︑ヌレテヰ
三832

よりなほきれいに見えました︒

朱ぬりの社殿が山のみどりを

うに見えます︒

五591

後にして︑たいそうきれいに見えま

す︒

ス︒

村ざかひの峠へ上りますと︑

おとうさん︑町があんなに

時々道を人にきいて來た者と

フサくト下ツタウスムラサ

キノ實ハ︑美シイ玉ノヤウ広見エマ

五963

つて行く者があります︒

見えて︑﹁︿略V︒﹂とひとりごとを言

五902

のですか︒

近く見えてみて︑まだ一里半もある

五635囹

もう町が目の下に見えます︒

五634

方はもう見えぬ︒

三835おきの方はかすんで︑空 五626間あのあざやかな色どりも
と水が︸つになって見えま
しだいくにうすくなり︑ 小山の
す︒

四303犬のすがたが見えなく
なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび
ますと︑︿略V︒

四351夜ニナルト︑ホカノ鳥
ハ大ガイ目が見質ナクナルノ
︿略﹀大ガイ目が見存ナク

ニ︑︿略V︒

ナルノニ︑此ノ鳥ハ見エル

四352

ノーア︑︿略﹀︒

四357其ノ中二夜が明ケルト︑

︿略﹀目をひらいて見る 六203 いつも通る汽船も︑高波をよ

目が見エナクナルノデ︑︿略﹀︒

けて︑沖を通ると見えて︑汽てきの

四663

と︑今度は扇が少しおちつい

音は少しも聞えません︒

東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ

アカイ玉ノヤウ縞蛇エル︒

六471卵ハ小豆程ノ大キサデ︑ウス

ルヤウニナツタ︒
アヅキ

六326

目立って見える︒

うめもどきの實がいつもより

て見えます︒

書あれほどにぎやかな通に︑

まだお日様が見えない中から︑

四747せいの高い私の目にも︑六267
︿略﹀︒

はいたつ

五333

新聞配達と四五人の人のすがたが見
えるだけでした︒

も上品に見えましたので︑さっそく

ジヨウ
︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣 六517 ︿略﹀︑かほも美しく︑すがた

ぢゆう
︿略﹀︑青い松の間に︑五重

舞姫にきめました︒

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

たふ

其の洲の白い砂の上に︑青い 六725

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

五526
デス︒

五582

松が一面に立ってるて︑長い橋のや

みえる一みえる

638

ます︒

見エル爪︑︿略﹀︒

六726 四條の大橋はすぐ其所に見え 八483 ︿略﹀︑トガツテカギノ如クニ
信吉はまだ先生の言はれたこ

からです︒

九322

お前にもさう見えるかね︒

艦橋には當直露里の姿が見え︑

九5010園

︿略﹀︑叔父さんは近く左に見

九6010
︿略﹀︒

九718
よしっね

以降の居た高館のあとも右

たかだち

える山を指さして︑︿略﹀︒

しまった︒

手に見えたはずだが︑もう通過して

あなた︑此のお子が返事を 九724園

︿略﹀︑美しい海底のありさ

保護色ヲモツテヰル上二︑

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

︿略﹀雨がはの木立も︑まだ

ウニ見エル︒

︿略﹀︑マルデ枯葉が引掛ツテヰルヤ

九196

ルモノモアル︒

︿略﹀︑形マデマハリノ物二似テ見エ

九183

まが手に取るやうによく見えます︒

九83団

う一度しつかに言ってごらんなさい︒

八909園

︿略﹀︑遠く左に見えるかくか

北上川はまだをりをり見える
︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花
︿略﹀︑所所に放し飼の馬の群

野里地で始めて海が見えた︒

︿略﹀︑陸奥湾の風光が手に取

にいさん︑空にはあんなに

しかし地球が廻るために︑

どの星かを見おぼえて置い

何所に何等が見えるといふ事が︑

︿略﹀︒

になって︑七つの星が並んでみるの

九876園 ︿略﹀︑ひしゃくのやうな形

が見えるだらう︒

え﹂︑見えます︒

九954圏 ︿略﹀︑時には一寸先も見え

九878園

もやの底にかすかに見える

ないやうなことがあります︒

越中の平野︑︿略﹀︒

えつちゆう

白雲の上にかすかに見える事がある

九991圏富士山も︑晴れた日には︑

さうです︒

思置9 ︿略﹀︑空がきれいにすんで︑

︿略V白煙の間から︑怪獣の

向ふの天神山が近く見える︒
くわい

やうな大砲と︑其のまはりにむらが

九櫃10

る人かげが見えて來る︒

十757囲︿略﹀︑此庭からは京城の市

すみきった空乳の中に煉瓦

街がまるで糟のやうに見えます︒

十766国

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

︿略﹀風が強くなったのか︑

出して見えるのは實にきれいです︒

ガラス越しに見える向ふの木がひど

十価8

はるかのあなたに白い水煙が

くゆれる︒

十鴨3

︿略V︑霜よけのわらの間から︑

見える︒

十佃7

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

︿略﹀︑又所々に黒鮎といつ

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

いや︑二月何日の何時には︑ 十一31

るのも珍しい︒

九863園

つて見えるから︒

九858園

我々の目には動くやうに見える︒

九856園

かないのですか︒

たくさん星が見えますが︑少しも動

九853園

るやうに見えた︒

九7510

下北半島だ︒

九757囹海の向ふに遠く見えるのが

九754

れてるるのが見えた︒

九751

のまばらに見えるのも面白い︒

九747

が︑︿略﹀︒

九745

うのよい山を指さして︑︿略﹀︒

九738

大きな川の見える所に出た︒

よく見えるやうにして︑も 九729 其の中に汽車は山の間を出て︑ 九983園

しないのは︑あなたの口が見えない．

八909園

耳に口をよせて︑︿略﹀︒

とがわからなかったと見えて︑娘の

六734 ︿略﹀︑其のさきにやさしい姿 八903
の山がかすんで見えます︒

六963 今度こそは千早城もあやふく
見えた︒

七155潮がだんだんさして來て︑何
時の間にか洲が見えなくなった︒
あかむらさき

りである︒ ︿略﹀紅紫のもうせん

七173 此の頃はれんげさうの花ざか
をしきつめたやうに見える︒

七426 すると︑又鐵砲を上げたのが
かすかに見えた︒

七542園 海岸の松原や︑いその小山
も次第に遠くなって︑しまひにはも
う何も見えなくなります︒

七573園 又きりがか＼つたり︑大雪
が降ったりして︑一寸先も見えなく
なることもあります︒

明るい︒
しゅんらん

其所の木のかげ︑此所の石の

若葉だけに︑下草まで見えるぐらゐ

も︑中々出ないものでございます︒

九325

七686園家の中で見えなくした物で
七柵1圏清正はつけひもの頃から︑

春蘭のつぼみの

そばには︑

︿略V︑

此の方のひざの上でそだったので︑

道がだんく上りになったと

ふくらんだのも見える︒

九339

何時か見習つたものと見える︒

八43 すると其のうちに︑僕の見て

がちらくと見えて來た︒

見えて︑谷のこずゑこしに︑遠い湖
︿略﹀︑谷のこずゑこしに︑遠

此の坂を下りて︑あの清水
えるはずだ︒

の所まで行くと︑石井君のうちが見

宿駅10園

い湖がちらくと見えて覧た︒

九3310

ちよこくやって來た︒
︿略﹀︑齢程つかれてみたもの

みるのに氣がつい た と 見 え て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

八389

と見えて︑何時の間にか︑ぐっすり
ねこんでしまひました︒

八413園 地藏様でも悪いことをなさ
つたと見える︒

639
みおくり一みかぎる

て黒く見える所もある︒

十一36 ︿略﹀太陽も︑夜の空に銀
の砂をまいたやうに見える小さな星
の一つと同じものだといふ︒

きよ
十一39 ︿略V︑たゴ其の距離の遠い
ために︑あんなに小さく見えるので
ある︒

十︸357 ︿略﹀︑うねくと績く岡が
︿略 ﹀ ︑ 四 五 尺 に の び た 杉 の

雨に煙って︑ぼんやりと遠く見える︒
十一3510

若木が勢よく立並んでみるのが︑目
︿略﹀︑下枝を伐落して行く

に見えるやうな氣がする︒
十一3810

と︑︿略V急に間がすいて如何にも

十一一198韻

沖を走るは丸屋の船か︑

下駄屋にありし人は皆︑

彼の姿

四822トンネルを出て︑海を見

北風は︿略﹀︑訴へるやうな

下した時には︑︿略V︒

︿略V︑大きな青大輪が︑︿略﹀ 九柵9

を見送りぬ︑︿略﹀︒

黒い程こい緑の葉の間から︑ 九356

丸にやの字の帆が見える︒

其の一つくがく略﹀くっきりと浮

十二2010

をそばだててみた︒

目付で主人の顔を見下し︑左右の耳

た︒

木でも見下されるのがいや

未開の土地を切開いて︑思

當時此のあたりは未開の原

野で︑殆ど交通の便もなく︑︿略﹀︒

十一629

ら︑︿略﹀︒

ふま﹂に設計して造った町であるか

十一599

みかい ﹇未開﹈︵名︶2 未開

︿略﹀︒

い庭にあるもの程早く大きくなって︑

なのか︑斜面などに植ゑた木は︑低

十一383

ひさ〜めくひるげのむしろ︒

に︑菜の花にほふ里見下して︑笑

十一133図圏

たどりつきたる峠の上

らはして︑フィリップを見下してゐ

すごくと立去る僧の後影 十112 ︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

草の中にかくれて行く︒それをじつ

て︑﹁︿略﹀︒﹂

公爵は︿略﹀︑

やがて安芳は西郷に見送ら
見おぼえ

﹇見覚﹈︵下一︶3

よく此の胸を見覧えてお

︽ーサ・ーシ︾

︿略﹀大木を伐るに︑

エプロンをかけた職工が

︿略﹀模檬をほりつけたり︑みがき

十一桝7

みがき ﹇磨﹈︵名︶1 みがき

打って倒るる檬︑︿略﹀︒

三抱も四二もあるものが地ひゴきを

十一欄5國圏

︿略﹀︑飼養所を移動し︑其虜みかかえ ﹇三雲﹈︵名︶1 三抱

いてくれ︒

十二捌7園

る事も出來る︒

を石畳えさせて主導らせるやうにす

十573

つて見えるから︒

てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

どの星かを見おぼえて置い

見お

頼朝は其の刀に見おぼえがあ

﹇見覚﹈︵名︶1

みおぼ・える

つたのでございます︒

六562

みおぼえ

れて門を出た︒

十二個2

つて︑帽子を振りながら叫んだ︒

れて立去った︒ジョージは後を見送

十一梱3

一同を引連

を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ

十6110図

と見送ってみると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑道を往面してみる

出てみるのが見える︒
十一一335団

あり
人間や自動車などは︑まるで蟻のは

ふやうに見えるし︑︿略﹀︒
︿略﹀︑さしもの大きなパ

リー市も殆ど一目に見えます︒

十一一336圏

漁夫の顔は得意の色に輝い

見送﹇▽お

身には色目も見えぬ破れ衣

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え

がいせん

十二801
る︒

十二価2

﹇見送﹈︵名︶1

をまとひ︑︿略﹀︒

﹇見送奉﹈︵四︶

難中の貴賎男女︑此の行幸

見送

九856園

会長をはじめ︑見送の人々は ぼえる 見畳える ︽ーエ︾

みおくりたてまつ・る

みんな泣いたといふことである︒

七429

みおくり

︿略﹀︑もう幹のまはりの三 みおくり

氣持よささうに見える︒
十﹁408

︿略﹀︑中にもうれしさうに

尺鯨りもあるものが大分見える︒
十一552

見えたのは︑十三四になる二人の少
年であった︒

︿略﹀︒

みおくりにん
人

見下す

す

︿略﹀︑﹁ごめんなさい︒ みおろ・す ﹇見下﹈︵四・五︶6 見おろ

をかけたりしてみる︒

十469

︽ーッ︾

四方の山を見おろして︑

かみなりさまを下にきく︑ふ

し︑

じは日本一の山︒

弟子たちも此の主人を見限つ

みかぎ・る ﹇見限﹈ ︵五︶1 見限る

く︒﹂といひく︑見送人をおし

七414

﹇見送人﹈︵名︶1

を悲しみて涙と共に見送り奉り︑

十㎜4図

十一562 ︿略V︑船から三四百メート 1 見送り奉る ︽ーリ︾
ルの虚に︑大きなふかの頭が見える︒

くれする上り列車は︑ちやうどおも

十﹁624 はるかの下に︿略﹀見えが

宣長は︑︿略﹀︑後を追った

ちやのやうに見える︒
十一729

が︑松坂の町はつれまで行っても︑
それらしい人は見えない︒

下駄買ふ人も︑見る人も︑

見送る

三806翻あたまを雲の上に出
﹇見送﹈︵四・五︶5

分けて︑前へ出るおばあさんがある︒

八578図圏

︽ーッ・ーラ・ーリ︾

みおく・る

十一869 目ざす大島はもうそこに見
える︒

と︑又一匹婁つたのが見えた︒

十ニー110 早速爾手に一匹つつつかむ

みかく一みぎ

640

て ︑ 一 人 逃 げ 二 人逃げ︑︿略﹀︒

みか・く ﹇見掛﹈︵下二︶1 見かく
︽ーケ︾

十一価10圏団 ︿略﹀︑何庭に行きても
ゆ
日本人を見かけ候は甚だ愉快に候︒

みが・く﹇磨﹈︵四・五︶2みがく磨

味方は其の正面から眞一文字

の小兵に討たれたは味方の不運︒

九研2

︿略V︑又自分の最愛の主人に

味方の勝利を語るやうに︑一管高く

九546園

社長さんはく略﹀︑醤油の

はかり責を始めた︒町の人々は之を
見かねて︑︿略﹀︒

九335

︿略﹀︑美しい小鳥が二一二羽︑

今登って來た方を振返って

︿略V︑語志からともなくのどかに聞

えて至る︒

山

みかんやま ﹇蜜柑山﹈︹課名︺2 蜜柑

︿略﹀︒

第五課

蜜柑山

みき 幹

十2910図圃谷間よりはひ出で︑

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ

に 朝霧流る︒

づりて︑大文字に詩の句を書きつけ

十撹7図 ︿略﹀︑大いなる櫻の幹をけ

たり︒

もう幹のまはりの三尺齢りもあるも

十一407 今年伐るはずのは︑︿略﹀︑

切付といふのは︑︿略﹀︑木

のが大分見える︒

十一523

元來ゴム液は︑幹の皮部と

の幹に小刀で傷をつけることをいふ

のである︒

所から出るのであるから︑︿略﹀︒

ゴハンヲタベルトキニ︑

みぎ ﹇右﹈︵名︶22 右

ハシヲモツ方ノ手ハ右デ︑

三354

︿略﹀︒

木

みきが二か＼へもあって︑枝

﹇幹﹈︵名︶7

十ニー96

十一一目6 第五課 蜜柑山

みき

︿略﹀︒

が傘をひろげたやうに出てみるので︑

水兵は︿略﹀ズボンと袖をま 七232

身がるに枝移りした︒

九6410

くり上げ︑身輕な姿となって分隊毎
に甲板洗を始める︒

十二203

みかん

見ると︑︿略﹀山畑には︑蜜柑の木
どの山を見てもどの谷を見

ぎ
が行儀よく並んでみる︒

十二212

かん

木質部との間にある乳管組織といふ

︿略﹀二一二人の男が︑器用 十一525

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

十二215

あれは港の親船へ蜜柑を運

な手つきで蜜柑を採ってみる︒

十二219

み

調子のよい蜜柑弾歌が

﹇蜜柑取歌﹈︵名︶1

んで行くのであらう︒

十ニー99

蜜柑取歌

幹の上の方に集ってついてをり︑

︿略﹀︑めいく身輕になって︑ 九54國鳥の羽に似た大きな葉が︑
校舎の後の菜園に集った︒

九781

︿略﹀︑高いく青空を︑ひわ
の一群が身輕さうに飛んで行く︒

十433

﹇身代﹈︵名︶1 身代り←
からいと

︿略﹀︑唐糸の身代りに立ち
たうございます︒

六544園

おんみがわり

みがわり

味方は今日の職に將卒土ハ

天に向っていな＼いた︒

十一265図

しよく

にっかれ果てて︑物の用に立つべく
もあらず︒

帝

いしずゑ固めし蜀漢

﹇帝﹈︵名︶2

十一皿5図圏

帝の

輕

北風は驚いてすぐに立止らう みがる ﹇身軽﹈︵形状︶4 身がる 身

に進んで行く︒

九柵3
としたが︑後からかけて來る味方に

ちやうど其の時︑はるか遠方

追はれて︑︿略﹀︒

九川1

︽ーイ・ーケ︾

く

九川4

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

十協7園 着物は粗末ながら︑さっぱ
は
りしたものを着て︑歯もよくみがい
てるました︒

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

みかさ

みかど

十二482図中にもけやきはもくめ美
︿略V︒

かすが

みかさ
みかさやま ﹇三笠山﹈︹地名︺1 三笠

山
な ら

六82囹 奈良の春日山や三笠山は千

漢雀躍はおごそかに

見かぬ

重

6図圏二代の帝に壷くす眞心︑ みかん ﹇蜜柑﹈︵名︶4 蜜柑←なつ
﹇見兼﹈︵下二︶！

︿略﹀︒

十一

の國︑

み方

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも
ミカタ

位をふませ給ひぬ︒

﹇味方﹈︵ 名 ︶ 1 一

知 ら れ て み る し ︑︿略﹀︒

みかた

味方

人を見かねて︑

になへる我が荷下に置き︑
掛聲高くおしてやる︒

物費は

き荷車ひきかぬる

七955図魍夏の無風の坂道に︑

︽ーネ︾

三746ソノ中口ケダモノガカみか・ぬ
チサウニナツタノデ︑︿略﹀︑ケ
ダモノノミカタニナリマシタ︒
六236 ︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の
者を敵の後へまは ら せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六817 味方はばたばたとたふれた︒
る

︽ーネ︾

りこんだ︒味方は後からくとつゴ

二村に大火事があって︑一村

六831 通有は︿略﹀︑敵の船へをどみか・ねる ﹇見兼﹈︵下一︶2 見かね
六667
ごくらくじ

り村の青年たちが見かねて︑方々へ

みかん

みかんとりうた

義指金をつのりに出た︒

ほとんど丸やけになった︒其のとな

いた︒

七185園 極樂寺坂の味方があやふう
ございます︒

七489囹 鬼神の如き彦六が︑あれ程

641
みぎあし一みこと

右ト

右左

﹇右左﹈︹課名︺2

屋で︑左どなりは時計屋です︒
みぎとひだり

三352十二右ト左
﹇右左﹈︵名︶5

ニモ耳ニモ右左ガアリマス︒

三356足ニモ右左ガアリ︑目

みぎひだり

書がけるが如く美しき山の︑

これも逃しては大書と︑い

三目13十二右ト左

右に見ゆるは名高き御 左

メートルまで近づいた時︑︿略﹀︒

三365 ︿略﹀︑オケイコノトキア 十佃6 右に左に鯨を追ひつつ四五十

ゲルノハ右ノ手デス︒

十ニー21

或は右に或は左にあらはれるのは︑
だけ
サホロ嶽の舌早の一つであらう︒

十一621

寺︑ 左に遠くかすむは古城︑︿略﹀︒

三367又写モイモノヲ右ノ手 十一127図圏
︿略﹀︑カラダヲ右ノ方

二持ツトキニハ︑︿略﹀︒
マゲマス︒

三372
ヘ

方をいってみます︒

三382園ぼくは右のちか道の
きなり右の手の轟を口の中へ投込ん

御覧の通りの見苦しさ︑お

﹇見苦﹈︵名︶1 見苦しさ

十615園

みぐるしさ

は出來ません︒

．氣の毒ながら︑とてもお泊め申す事

えんがはにうつくまる三

三毛もまた︑したはしき

三毛もまた︑したはしき

み

こ

なり候事と存じ候︒

み

こ

束致し候三毛の子猫︑もはや大きく

癖馬7圏圏先日遊びに上り候節御約

人と見るらん︒

思へば︑

八275図圃 ︿略﹀︑ 愛らしき三毛と

人と見るらん︒

思へば︑

八274図國 ︿略﹀︑ 愛らしき三毛と

毛のねこ︑︿略﹀︒

八273図囲

みけ ﹇三毛﹈︵名︶4 三毛

三38図 右ちか道

ガアリマス︒
︿略﹀︑手ブクロ

老婆の前を右左︑ 行き

ニモ右左ガアリマス︒
八559早撃

﹃さらば﹄と︑握手ねん

かふ男女多けれど︑︿略﹀︒

九436図圃

ニモ︑クツ

三357︿略﹀︑目ニモ耳ニモ右左

過行けば︑︿略﹀︒

三361

て︑ 雪の下道

五人バヤシノ一番右二 十二梱1 ︿略﹀山黒川を右に見て︑
川沿の道をたどって行くと︑︿略﹀︒

﹇見切﹈︵五︶1 見きる

ごろに︑別れて行くや右左︒

︽ーッ︾

みき・る

一人の男が︑人夫と渡

し︒

悲

鎌倉宮にまうでては︑

われ皇子の御身代りとな

兵を広げ︑必ず御心を安んじ奉るべ

十悩1図

︿略﹀忠臣の起りて勤王の

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

九112図園

みこころ ﹇御心﹈︵名︶2 御心

憤の涙わきぬべし︒

書きせぬ親王のみうらみに︑

み こ

み こ
われは天皇の皇子やまとを

やまとおぐなのみこ・やまとたけるの

みこ

ぐな︒

五心7園

︿略﹀

賃を高いやすいと言ってあらそって

七643

みこ ﹇御子﹈︵名︶2 皇子 親王﹇▽

三474東ヘムイテリヤウ手ヲ だ︒
ゆ ひ
十二258図齪 由比の濱邊を 右に見
ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ
南デ︑︿略﹀︒

四864園

居ル人気何ヲスルノデセウ︒

右手

く略V︑右足が沈まない中に
﹇右手﹈︵名︶4

︽1べ︾

みこと 命 尊

きことを聞え上げたるなり︒

みこと ﹇命﹈︵名︶11

ねぢは︑これ等の道具や時
計をあれこれと見比べて︑︿略V︒

十二541

十一一274図圏

ゐましたが︑相談は出來ないものと
見きったのでせう︑︿略﹀︑一人で川

茶屋から二三町行った所の右
手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな
つか

見くびる

へはいって行きました︒
﹇見総﹈︵五︶1

出來る氣つかひはないと見
はどうにか出來さうである︒

くびつてみた岩山の掘抜も︑これで

十一一柳8

︽ーッ︾

みくび・る

塚がある︒

七252

みぎて

左足を出す︒

六441園

出し︑︿略﹀︒

六咽1園左足が沈まない中に右足を

五欄7向って右が入口︑左が出口で︑ みぎあし ﹇右足﹈︵名︶2 右足
︿略﹀︒

らまつ

六983圃村の専心のげんくわんの
か

向 っ て 右 の 落 葉 松は︑︿略﹀︒

九301 右にあるのがアメリカ瀧︑左
に あ る の が カ ナ ダ瀧で︑︿略﹀︒

十18図左に折れて第二の鳥居を過
ぎ︑又右に折れて第三の鳥居の前に
出づ︒

右手につゑをついて︑かけ下りて來
たかだち

昌徳宮︑左に景福宮の壮大な構が

しやうとく

十7510団︿略﹀︑松林を後にして右に 七661 ︿略﹀︑上から片はだぬいで︑

よしっね

増田の居た高館のあとも右

右どなり

べる

右手には遠く旦局境の山々 みくら・べる ﹇見比﹈︵下一︶1 見比
﹇七二﹈︵名︶1

五344私のうちの右どなりは小間物

みぎどなり

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

十一617

手に見えたはずだが︑︿略﹀︒

九724囹

る者があります︒

建物は此身から右に折れる︒

ある︒

野鳩10

十脳8 其虞から又右に折れると︑
︿略﹀︒

十重5囲圏 ︿略﹀︑御佛前へ御供へ下

されたく候︒先は右とりあへず御悔
申し上げ候︒

，

みごと一みず

642

彼が一生をさ＼げた大工事が見事に

見込﹇▽おみ

﹇詔﹈←おおみことのり

︿略﹀買手は︑自分の見込

﹇見込﹈︵名︶2

り上げる︒

で思ひくの直をつけて︑次第にせ

十209團

こみ

みこみ

見 みことのり

カキネ
カキネ

︿略﹀ちやうど三十年目に︑

︿略V恭しく國土をたてまつりぬ︒
成就した︒

ハ

メヅラシイ︒ミゴ

︽i・イ・ーク︾←きみじかさ

長いはんてんをきて︑み

じかいももひきをはいて︑︿略﹀︒

三324

がよい︒

又字を書く時に指先を見る

七川2囹電報はなるべくみじかい方

十協8園

﹇微塵﹈︵名︶1

みちん■

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

こっぱみじん

みじん

のとりでをおとし︑一飯に敵をみち

夜明けて住持︑書師に向

サルガヤケドヲシマシタ︒

あねは手ばやくをを
小川の水で手をあ

三327ざぶざぶおちる水のおと︑
とんとんひびくきねのおと︑

らひ︑︿略V︒

三305圏
たてて︑

タメテヰマスQ

ムキモシナイデ︑タマゴヲアタ

三6ーヱや水ヲヤツテモ︑見

ト︑︿略﹀︒

サルガミヅヲツケニイキマス

一18一

どうみず・のみみず

ず・かわみず・しみず︒たまりみず︒

みず・いけみず︒いどみず・おおみ

みず ﹇水﹈︵名︶9一 ミヅ 水←あま

たる様をまねて見するに︑︿略﹀︒

ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑夜中に尊師のし

十一476図

ル︾

み・す ﹇見﹈︵下二︶1 見す ︽ース

んにせんと︑︿略﹀︒

岬←さたみさ

瀬戸内海には︑到る虚に

﹇岬﹈︵名︶3

まとまったお金は定期預金にした方

き

みさき

がよいのだ︒

コレハメヅラシイ︒ミゴ 十528園 だから當分使ふ見込のない︑ 十﹁256図︿略﹀︑明日は進んで賎嶽
コレ

あんまひころく

︿略﹀安間彦六といふ大の男

十﹇329図

岬あり︑湾あり︑︿略﹀︒

十一332図船の其の間を行く時︑島
かと見れば岬なり︒

見定

岬かと見れば島なり︒
﹇見定﹈︵下一︶2

十一332図

あ﹂︑あのかはい﹂鳩が︑

︽ーメ︾

十591

める

みさだ・める

く略V︑のみ一ちやうにて見

これ等の植物が思ふま＼に
とやの内に入りて見るに︑

うに目的地へ向って飛んで行くのを

︿略﹀︑しかと方向を見定め︑矢のや

見たならば︑︿略V︒

︿略﹀︑いろくの美質をも
つてみることをよく見定めて︑あの

十悩2園

青年をやとふことにしたのです︒
見ざる

見ざる・いはざる・聞かざる

﹇見猿﹈︵名︶1
といふのださうです︒

五372

みざる

閣下の防戦はまことに見事

力藏さんのひいてみたけやき

に延びて︑︿略﹀︒

十442

の大木も︑見事に根本から切倒され
た︒

もりが艦内深くくひ込んで︑

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒ みじか・い ﹇短﹈︵形︶3 みじかい

十悩4

十二佃5

←おおくにぬしのみこと・ことしろぬ
大神其の眞心の厚きを賞して︑命の

ミゴトニサイタ
ミゴトニサイタ

ミゴト

爲に壮大なる宮殿を造らしめ給ふ︒

こ＼において大國主命︑

黒みがかった紫色の董が見事

であった︒

九3710園

り︒

敷藁の中に見事なる卵二つころがれ

わら

九145図

茂ってみる高子は實に見事です︒

九73囲

むるも︑手の働なり︒

事なるほり物をほりて︑人を感ぜし

八288図

が︑物の具見事に着かざり︑︿略﹀︒

七467

ト︑ミゴト︒

二504園

ト︑ミゴト〇

二504園

ノコギク︑︿略﹀︒

ニー02圏

ノコギク︑︿略﹀︒

一一92圃

﹇見事﹈︵形状︶13

みかずちのみこと︒やまとたけるのみ
みごと

しのみこと・すさのおのみこと・たけ

こと

んでみるにちがひないとおかんがへ

五81 みことは此の川上にも人がす
になって︑︿略﹀ ︒

︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

を八つのをけに入 れ さ せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五108 酒が出來ると︑みことはそれ
五115

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り
になりました︒

五416 尊は其のころ︑やまとをぐな
といふ御名で︑︿略﹀︒

五423 尊はかみをといて︑女のすが
たになり︑︿略﹀︑其の家の中へおは

︿略V︑たけるは尊を見つけて︑

いりになりました︒
五427
自分のそばへ呼びました︒

五433 此の時尊はふところのつるぎ
を出して︑たけるのむねをおつきに
なりました︒

といひました︒尊は手をおゆるめに

五444 申したいことがあります︒﹂

ひ︑︿略﹀︒

十一一76図

給ひきといふ︒

り︑尊はつ＼がなく上総の國に着き

なぎ
九117図 く略V︑おだやかなる凪とな

へる弟橘媛︑尊の御身危しと見給

おとたちばなひめ

九108図 其の時︑御供にしたがひ給 墨差3

なりました︒

事

643
みず一みず

︿略﹀︒

三605 ︿略﹀︑小川の水はきれい
にすきとほつてゐます︒

三 6 7 3 池 ノ水デタメシテミル
ト︑ウマク出來テヰテ︑︿略﹀︒

河を見たら︑たいそう水が出
て居ました︒

それはくしつかな所で︑風

の音と水の音より外には︑何の音も

五282
聞えません︒

マス︒

五522

︿略﹀︑ミゾニオチル頃ニハ︑

︿略﹀︑此の村にはよく水が

いと言って︑さわいでゐますのに︑
︿略﹀︒

五665園

︿略﹀︑大きな用水池があっ

ありますね︒

五671園

田地にするには︑水がいるが︑

て︑其所から水を引くからだ︒

五694

引いて過る川がない︒

一雨毎に池の水はふえた︒

︿略﹀︑水が表の通をさっと

ぶこゑがしましたので︑︿略﹀︒

五861団

たちまち水が二尺になり︑

洗ひました︒

五864団

六但1

ねえさんはく略﹀︑手洗鉢の

︿略﹀︑水深くして︑いかな

水をかへてゐました︒

もやが水の上をこめてみる︒

る大船もきしに横づけにすることを

七76図

得︒

其のうちに︑どうやら水が 七94

三尺になり︑五尺にもなりました︒

七115

五874団

二階にもつきさうになったので︑

七346図圏

川の西は水のすぐそばから︑

どちらを向いても青い水ば

けれども日の出や日の入に

連日の雨で︑川といふ川には

水になれた人夫の肩に乗るか︑

七888園

魚類ニハイワシ・アヂ・カツ

では水を一ぽい下さい︒

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

ヲナドノヤゥニ︑水ノ表面二近ノー所

七799

ざいます︒

手をひいてもらふかして渡るのでご

七629

ず︑︿略﹀︒

日も水のひくのを待たなければなら

七622橋のないところでは五日も十

水があふれました︒

七621

みて︑又其の話をつゴけたり︒

船長はコップの水を一口飲

金色になりますし︑︿略﹀︒

は︑日光が波にうつって︑水の色が

七545囹

かりです︒

七543園

蛙の聲もにぎはしく︑︿略V︒

田の面は水の廣々と︑

水は思ったよりつめたかった︒
︿略V︒

仕合はせに水はそれからふ
︿略﹀︑町は大てい水につか

えませんでしたが︑︿略﹀︒

五877団
五878団

つて︑人家も七八軒流れました︒

︿略﹀︒

う︒

六703

す︒

船は通りませんが︑︿略V︒

六735

賀茂川は水が多くないので︑

すき間もなく家が立ちならんでゐま

六716

たことでございませう︒

いくたびとなく此の川の水にうつつ

︿略﹀刀や︑なぎなたの光も︑

びとなくうつしたことでございませ

姫様方の姿を︑此の川の水はいくた

六697

︿略Vおくげ様方や︑︿略﹀お 七564図

五664園うちの方では︑田に水がな 六466 キレイナ水ガサうく流レテ︑

流レくテ海へ行キマス︒

カウシテ流レル水印︑︿略﹀︑

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ

五514

ト流レテ行キマス︒

三676 ︿略V︑四型 ニ水ヲウツタ 五508 ︿略﹀︑水ハ低イ方へ低イ方へ

リ︑ウエ木二水ヲカケタリシ
マシタ︒

ソノウチニ水が出ナク

タリシマシタ︒

三677 ︿略﹀︑ウエ木二水ヲカケ

三682

サウシテセンヲヒキマシ

ナツタノデ︑センヲヌイテ見ル
ト︑︿略﹀︒

三692
タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

三785空は水のやうにすみき
つて︑雲一つありません︒

三835おきの方はかすんで︑空
と 水 が 一 つになって見えま
す︒

四173圓ソレナラ海ノ水ヲア

五755

六月の田植時から七月目八月

てぎれいで︑染物にむいてゐます︒

今年のひでりにも︑此の用水 六736 ︿略﹀︑其の代りに水がいたつ
池にはあんなに水がたまってみる︒

五791

にかけて︑水はありあまった︒

五758

一ぽいになった︒

白ウサギハスグ海ノ水 五757 一冬ごして︑春には池の水が

ビテ︑ネテ居ルガヨイ︒

四176
ヲアビマシタガ︑︿略﹀︒

デカラダヲアラツテ︑︿略﹀︒

四197園 ︿略﹀︑シホケノナイ水

トケテシマヒマス︒

四707シカシユや水城ハスグ

あった︒

六926

城中には十分水の用意がして

たやして苦しめようとはかった︒

あまり急ぎましたので︑水が

いすの上にあったおばあさんのづき

七892

を汲んで來ました︒

其の星表で水だくとさけ 六921 これにこりて︑賊は城の水を 七89一 マリーが大急ぎでコップに水
ぶこゑがしましたので︑二階のまど

四734︿略﹀︑火事があったり︑水 五857國

が出たりしたことをみんな

からのぞいて見ますと︑︿略﹀︒

五857国其の時表で水だくとさけ

見て知って居ます︒

四812 てつけうへかかった時︑

みずあび一みずうみ

644

んにこぼれまし た ︒

八22 谷間の水はすきとほるやうに
︿略﹀︑信作に水をはかせるや

すんでみる︒

八釧1

ら︑警者を呼びに走るやら︑上を下
へのさわぎであ る ︒

つた事はない︒

十二514

島︑︿略﹀︒

しかし曝しばらくすると︑

るり色の水に浮ぶルソー

おいらせ
湖の水は東岸から奥入瀬川

十一一364圏

いふばかりなし︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

十二93図取から日は地平線に近づ

もとの水の温度にかへった︒

十一855

に水が冷たくなった︒

先づ地峡の山地を流れてみる

高い土地の上に水をた＼へた

此の湖へ爾方の海から掘割が

所で︑此の高い湖と低い掘割

︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘

割へ落込んで︑︿略V︒

十329

︿略﹀︒

を何の仕掛もなしに連結すれば︑

十327

通じてある︒

十325

ずっと高い︒

のであるから︑湖の水面は海面より

十323

た︒

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

十321

い湖がちらくと見えて來た︒

九469囲園今年ほど水の都合のよか 十一852 竹島を越したと思ふと︑急 九3310 ︿略﹀︑谷のこずゑこしに︑遠
たんぼの中程を流れてみる小

川は︑いつもより水が多い︒

魚棚3

水屋の水に手を清め口をす

︿略﹀川にはいって水浴をし

すぎて南神門を入れば︑︿略﹀︒

十19図
十85
た︒水は意外に冷たくて︑まるで氷

八818図圏 器にはしたがひながら︑
いはほをも とほすは水の力なりけ
︿略﹀︑平かな掘割を造って︑

のやうであった︒

即ち水のはいる虜に當る部

え

となって流れ出るのであるが︑︿略﹀︒

十二7610

水浴

此の水浴が髄にさはったもの

湖

二三日ひどく寒かったので︑

﹇湖﹈︵名︶18

廣さが芝敷百方里もある︑海

掘割を通過して船は又湖に出

此の湖を渡って又水門を通過

我が國の湖沼中此の湖より

おいらせ

湖の水は東岸から奥入瀬川

三十年ばかり前までは︑此

十一一857図

それより山を越え︑河を

の湖には魚類が全く居なかった︒

十二521

となって流れ出るのであるが︑︿略﹀︒

湖の上は朝からひじやうな人 十二514

る︒

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

十二511

急ぎて進み來る︒

隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

十一244図 ︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

する︒

十356

る︒

十353

つて︑船はさらに一段高くなる︒

全身砂ぼこりにまみれた王は︑ 十344此の湖を横ぎると又水門があ

﹇水浴﹈︵名︶2

分が身網で︑柄に當る部分が垣網で
ある︒

た︒

︿略﹀︒

のやうな湖から流れる大きな河が︑

九295

出である︒

六776

湖の氷が大へんあつくなった︒

六774

みずうみ

水入らず

仕事は水入らずの三人の手で︑

﹇水入﹈︵名︶1

か︑王は俄にはげしい熱病にか﹂つ

十87

はいって水浴をした︒

町はつれを流れてみるきれいな川に

十85

みずあび

先づ地峡の山地を流れてみる

高い土地の上に水をた㌧へた
︿略﹀︑湖の水は瀧のやうに掘
底の水道から水がわき出て︑

船は次第に高く浮上る︒

十339

割へ落込んで︑︿略﹀︒

十329

のであるから︑︿略﹀︒

十322

た︒

河の水をせき止めて︑湖を二つ造つ

十3110

は到底出來ぬ事であった︒

太平・大西黒田の水を通はせること

十317

り︒

八821 水にはこれといふ形がない︒

八826 長い間か＼らなくても︑工夫
して大仕掛に水を落せば︑大きな仕
事をする︒

八829 彼の水力電命の如きはそれで︑
電燈・電車等に用ひる電氣も︑もと
をたゴせば水の力である︒

九62国 まだ十分にじゅくしてみな
い實は︑中にきれいな水があります︒

九77圏水の乏しい此の島々では︑
其の雨水がまた大切な飲料水となる
のです︒

九584

こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

ずんくはかどって行く︒

みずいらず

水また清く︑
︿略V︑三十人の一組は二列

山石緑に

か〜やく此

底の水の中で︑動けなくなってみる︒

の地︑

美術の光の

九710事由のすんでみる事はかくべ 十鵬1 ︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑
つで︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九299 物すごいひびきは萬雷の如く︑ 十擢1図圏
大地もふるひ︑︿略﹀︑器に盛った水

て行く︒

になって︑順々に水の中へとはいつ

十一糾2

が波紋をゑがく程です︒
︿略 ﹀ ︑ 金 鏡 ヲ ツ ヒ ヤ シ テ ︑

水ヲ買フナドトイフハ︑思ヒモヨラ

九441図

ヌ事ナリ︒

色だ︒

だんく沖の方へ進んで行

所ニチハ︑一手桶何程トイフ代償ヲ

九443図 然レドモ飲料水ノ得ガタキ 十一桝7
ハラヒテ水ヲ買フ︒
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みすえ一みずみずしい

下り︑湖を渡りて ︿ 略 ﹀ ︒

十二859図 其の間︑山にさしか﹂れ

水際

來たものが︑急に見ず知らずの人の
手に渡ってしまふのだから︑︿略﹀︒

︿略﹀

水

︿略﹀木星下野みつのえね

みずのえね ﹇壬子﹈︵名︶1 みつのえ

十一89図

ね

水たまり

淺い水たまりを歩くと足のう

﹇水溜﹈︵名︶2

︿略﹀

原安雄

︿略﹀︑大きな青大將が︑向ふ みずのたけじろうくん ﹇水野竹次郎君﹈

十二月十八日

野竹次郎君

水野竹次郎君

力

みずのちから

第二十一

第二十一

水の力

水の力

二十七日旨みつのとう

﹇尊翰﹈︵名︶1 みつのと

八815

く略V

十一89図

う

みずのとう

八目13

﹇水力﹈︹課名︺2水の

︹人名︺1

水デツパウ
水デ

一ツアツテ︑

﹇水鉄砲﹈︵名︶2

水

の水たまりの所をうねって︑のろの

二十一

﹇水鉄砲﹈︹心事︺2

十795団

三目9

デツパウ

みずでっぽう

ろと草の中にかくれて行く︒

九355

らがぬるりとした︒

七123

みずたまり

僕も急に元氣がなくなって︑

一所に船に上らうかと思ったが︑

十一862

﹇水際﹈︵名︶1

﹇水車屋﹈︵名︶2

さんとする折しも︑︿略﹀︒

や

みずぐるまや

五一ちいさんがその水車 ツパウ

アリマシタ︒

水デツパウニナリサウナノガ

三664

︿略﹀フシガ

みずでっぽう

村はつれに水車やがあり 三657 二十一 水デツパウ

水車

十一242図水際に寄りて馬の足を冷

みずぎわ

ら地方公共の事に當り︑︿略﹀︒

地方人民が協同一致して自

﹁︿略﹀︒﹂と︑自ら働まして進んで行

自ら﹇▽かれ

十一餌3

つた︒

神のみ

ば舟を引きて之を越え︑河・湖に出
みすゑ

つればまた舟を浮べて進む︒
﹇御末﹈︵名︶1

五13圃大日本︑大日本︑

みすえ

すゑの天皇陛下 われら才名七千萬

﹇自﹈︵名︶2

を わが子のやうに おぼしめされ
る︒

みずから

みずから

ます︒

十一256図 寄手の大將佐久間盛政は︑ 三312

三314

はちがみね

岩山・鉢峯などの要所々々にそれ

︿略﹀︑自らは尾野路山に野澄し︑大

す︒

水煙

見ず知ら

十一89図 ︿略﹀みつのとうし︿略﹀

とうし

のとひつし

此の時覆すぼらしいなりをし

ると︑︿略﹀︒

或小さいみすぼらしい家の前まで來

十二374 ︿略﹀︑薄暗い小路を通り︑

た一人の男が︑︿略﹀︒

七639

ぼらしい 見すばらしい ︽ーイ︾

みすぼらし・い ﹇見窄﹈︵形︶2 みす

七日金みつのとひつし

みずのとひつじ ﹇癸未﹈︵名︶1 みつ

ヲジヨウロノカハリニシヨウ
見捨て

みつの

みつの

︿略﹀

繹迦はく略V五人の友をた 十一89図

﹇見捨﹈︵下一︶1
︽iテ︾

みす・てる
る

十二966

﹇壬午﹈︵名︶1

つねた︒かつて繹迦を見捨てた彼等
も︑︿略V︒

みずのえうま

えうま

﹇壬寅﹈︵名︶1

十一89図六日木みつのえうま
︿略﹀

えとら

みずのえとら

十218国二年の年月苦心して育てて 十一89図 二十六日水みつのえとら みずみずし・い ﹇水水﹈︵形︶1 みつ

﹇見知﹈︵名︶1

トオモツテ︑︿略﹀︒

︿略V︑もうくと立ちこめる 三687 ︿略﹀︑コンドハ水デツパウ みずのとうし ﹇癸丑﹈︵名︶1 みつの

﹇水煙﹈︵名︶2

やのばんをしてみるからで
みずけむり

ぐ將卒を配置したり︒
本人には濁創力がないであらうと自

属土ー34 習︑性となっては︑遂に日

九312

水さし

はるかのあなたに白い水煙が
﹇水差﹈︵名︶1

皿・コップをはじめ︑鉢・

︿略﹀︑遠く連なる田園の

﹇三筋﹈︵名︶1

に並んでみた︒

みすじ

みずしらず

間に東西に走る三筋の路は︑︿略﹀︒

十一一皿7図

三筋

びん・花びん・水さしなどがきれい

十一伽1

みずさし

見える︒

十佃3

よく︑︿略﹀︒

水煙の間から近く瀧をながめるのも

らも輕んじ︑外当人からも侮られる︒

みずから﹇自﹈︵副︶6みつから自
ら

ほりょ
九377図 後日レマン將軍が捕虜とし
てエンミッヒ將軍の前に引出されし
時︑エンミッヒ高望はみつから進ん

で握手を求め︑︿略﹀︒

十二9図 村の財産家にて事業に熱心
なる人︑みつから先んじて耕作・養
意・養鶏・養魚等の模範をしめしし
を以て︑︿略V︒

十一79図 孔子は︿略﹀︒かつて自
らいはく︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︒

の兵を督し︑苦りて盛政の軍に合す︒

十一238図 やがて勝家また自ら五萬 ず

みずみまい一みせる
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くしい ︽ーイ︾
マシタ︒

帳・筆・墨・給具ナドト記シタル看
サレド食物ヲ責ル店ニハ︑

今ナホ古風ヲ守りテ︑宏聴で︵キソ

八595図

玉が︑じゅずつなぎになってころ
水見

板ヲ出シ︑︿略﹀︒

﹇水見舞﹈︹課名︺2

くと出て來た︒

十一一582

ミセル

ヲヂサン︑コンヤモマタ
ヲヂサン︑

ハヤクセンド

見セテクダサルイロイロナモノ

りゅうぐうのおとひめは

モ見ルノデス︒

︿略﹀︒

風は﹁何︑ 一まくりに

見上げるほどの大木

なって見せずにおくもの

から︑へいえいを見せてもらひ︑

四836ひるのごはんをたべて

か︒

に

だって︑

四572圃囹今に見てみろ︑僕

あるとらをしばって見せよ︒

四551囹此のからかみにかいて

てました︒

して見せよう︒﹂とはげしく吹立

四391園

見せたりしました︒

︿略﹀︑さまざまなあそびをして

三432

見

見

︿略﹀︑日光が店一ぱいにさ

﹇見﹈︵下一︶24

見せ物小屋で象を見た︒

﹇見物小屋﹈︵名︶1

し込んで來た︒

み・せる

六858

せ物小屋

みせものこや

九791 中からみづくしい白茶色の 八583図學校用具ヲ費ル店二︑手

舞

みずみまい

ナンベンモカキナホシテ︑

︽ーセ・ーセヨ・⁝セル︾

セル

ぽい

コレデ︿略﹀︑センセイノ

ウサンヲ見セテクダサイ︒

二562園

カゲエヲシテ見セテクダサイ︒

一一543囲

ニイサンニミセマシタ︒

一37一

見せる

バ︶・︿略﹀ナドト記シテ︑軒二十

く略V︑一軒二軒と得意先を

皆ちい

︿略﹀︑店の看板にも馬がか

一心に働き候た

︿略﹀︑此虜は時計屋の店で

く略V︑

の扱方にもなれて︑︿略﹀︒

め︑追々店の様子もわかり︑お客様

十二梱2圏國

あることがわかった︒

十二532

いてあるのがよく目につきました︒

十235団

さんののみのあと︒

玉をふくめるこま犬も︑

ろう
九8110図圏店に飾れる石燈籠︑︿略V︑二63一

すまでになった︒

まして行って︑後には表通へ店を出

九554園

の財産家となった︒

て︑十年もた﹂ぬ中に︑町でも屈指

︿略﹀︑店はだんだん繁昌し

五目9 二十一 水見舞

店

九524園

﹇▽おみせくださる

水屋

ゲタルモアリ︒

﹇水屋﹈︵名︶2

五828 二十一 水見舞
みずや

十19図水屋の水に手を清め口をす

ミセ

す ぎ て 南 神 門 を 入れば︑︿略﹀︒

﹇店﹈︵名︶ 1 6

十5図水屋
みせ

三504 今ソノミセノマヘ ニ ニ

鳥みのあたりは︑道の

車ガトマリマシタ︒

四22
りやうがはに︑いろいろな店が

ほほづきやふうせん玉を

ならんでゐます︒

四25
跨る店も出てゐます︒

四275︿略﹀大きな店はいくつ
も電とうをつけました︒
五244 店の中へはいって見ますと︑
︿略﹀︒

︽ーッ・ーフ︾

七141

めいくざるをかしげて︑え
物を見せ合った︒

七149

取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

ま てがひ
︿略﹀︑大きな蛤や馬刀貝でも

五253 ︿略﹀︑店のしるしのついた手みせあ・う ﹇見合﹈︵五︶2 見せ合ふ
ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ
ました︒

これで間敷が七つもあるとは︑どう

五337店・客間・居間・勝手など︑
しても思はれませんでした︒

ントテツビンガ︑ジマン話ヲシ合ヒ

六92 ︿略﹀︑金物屋ノ店デ︑ヤクワ みせいっぱい﹇店一杯﹈︵名︶1店一

四912園きっと此のかたきを取

つて見せます︒

僕が紅色のきれいなきのこを

四945圏五郎︑かほを見せよ︒

︿略﹀子どもが出て來て︑象

取って︑にいさんに見せましたら︑

六152

︿略﹀︒

の前足にだきついて見せた︒

六883

六川5 ︿略﹀︑↓つ取って行って見せ

ようと思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

七128 ﹁丸山君︑かれひだ︒﹂と言つ

指であひつをしたのは昔の

て︑つかんで見せると︑︿略﹀︒

八894園

では︑↓日お借り申します︒

ことで︑今は口を見せてものを言は

せます︒

八952園

り す

近所の者に見せてやりたい︒

たが︑僕の姿を見ると︑太い尾をち

九338 ︿略﹀︑栗鼠が︿略﹀顔を出し

らりと見せて︑急にまた穴にかくれ

てしまった︒

︿略V︑岡田さんは高山植物や

雷鳥の給葉書を︑たくさん出して見

九973

二百十日を無事に越した田に

せて下さいました︒

九梱1

それでも誰一人敵に後を見せ

は稻の愚書がもう大分重みを見せて

みる︒

る者はない︒

九柳6

兄は私に﹁︿略﹀︒﹂といひな

がら︑生木の枝で雑木を束ねて見せ

十418

た︒
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みぞ一みち

見 せ て い た 曳 い て︑︿略﹀︒

十一154 一年生の時からの成績物も

ミゾ

みぞ

ちん
十一悩10 蹄りがけに事務所の陳列棚
を見せてもらった ︒

﹇溝﹈︵名︶3

﹇三度﹈︵名︶1

を建てる︒

みたび

三度

船内くまなくたつぬる三

呼べど答へず︑さがせど見え

八981図圖
度︑
ず︑︿略﹀︒

︽ーヒ・1へ︾

其の時︑御供にしたがひ給

五513 ハジメハ縣スヂホドノ流デス みたま・う ﹇見給﹈︵四︶2 見給ふ

みぞ

ガ︑ソレガダンくアツマツテ︑ミ
九108図

御皇

ひ︑︿略﹀︒

世界に比なき帝國の

﹇御民﹈︵名︶2

師のする様を見給へ︒

十一461図園

る

﹇乱﹈︵下二︶1

九悩10

︿略﹀︑

みだる

強

︽一

霜柱たつやぶか
免れる

ふめばさくく銀みだる︒
﹇乱﹈︵下一︶1

﹇道﹈︵名︶48

︿略﹀︒

みち

ミチ

道

路←

つて︑齪れてるたたてがみをそろへ︑

中尉はひらりと北風にまたが

︽ーレ︾﹇▽いりみだれる・さきみだれ

みだ・れる

げの路︑

十899図圏

ル︾﹇▽ふりみだる

みだ・る

七72図國強き御民となるべしと︒

き御民となるべしと︒

七71図圏

みたみ

御民

彼庭に行きて︑彼の書

へる弟橘媛︑尊の御身危しと見給

おとたちばなひめ

ゾ ニ オ チ ル 頃 ニ ハ︑︿略﹀︒

ラ小川へ︑小川カラ大河へ︑流レ

五522 カウシテ流レル水船︑ミゾカ
くテ海へ行キマス︒
十︸鵬8圏団 大勢の人々が熟したる
コーヒーの實を手にてこき落し︑之
﹇御台所﹈︵名︶3

を集めてみぞに投 入 れ 候 へ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

みだいどころ
所

させ︑︿略﹀︑御 壷 所 や お そ ば の 女 ど

字配9 秀吉は城の庭にしき物をのべ
もと居りました︒

八185 書頃︑御毫所のおわびによつ
て︑長四郎はやっと袋から出された︒

八187 將軍はあとで︑御薩所に︑
﹁︿略﹀︒﹂といったといふことである︒

みた・す ﹇満﹈︵四︶1 みたす ︽一

十二 1図 かねて此の希望をみたさ

サ︾

んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

みち・まわりみち・やまみち・ゆきど

ワ

けみち・ゆきのしたみち・わかばのや

山ハケハシク︑ミチハ

まみち・わかれみち

S

二人は野をすぎ︑山をこえ︑

なれない道を一月あまりも歩きつg

六573

海神ねがはくは潮を退けて︑

けて︑︿略﹀︒

道を開かせたまへと念じて︑︿略﹀︒

七204

いっかうちのおとうさん 七705園 さあ︑道を急ぎなさい︒

カリマセンデシタガ︑︿略﹀︒

七965図圏

三342

が道で︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

八634図圃︿略﹀︑時の人受町で目

道をき＼︒

と言ひ

だらく坂を登りきると︑道

しっとりとしめりを帯びた一

道がだんく上りになったと

角を知る事が出來る︒

れば︑道に迷った時などにもすぐ方

九893園 ︿略﹀︑あれを見つけさへす

見えて︑︿略﹀︒

九339

つゴいて︑︿略﹀︒

すちの道が︑足もとからうねくと

九326

は低いみねつたひになる︒

九3110

本もあらはし︑︿略﹀︒

の書物を讃み︑堂々の實地を調べ︑

九234園 ︿略﹀︑寝食を忘れて其の道

たりといふ︒

あきめくらに

土ハ同助力は人の道︑︿略﹀︒
たら︑︿略V︒

三373 ソレカラ︑道ヲアルクト
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ
イコトニナツテヰマス︒

三392ちか道の方は︑道がこ
はれてみたり︑石が出てみたり

鳥みのあたりは︑道の

しました︒

四21

りやうがはに︑いろいろな店が
︿略﹀︑二人はたいまつで

ならんでゐます︒

四942

道をてらしてくどうのやかた
へ向ひました︒
︿略﹀︑先生が︿略﹀︑私ども

ヅ

を道に待たせておいて︑學校へおよ

五386

チ

炭車が一ぽいになると︑馬方

もやらずた＼ずみたる様は︑︿略﹀︒

十639図降積む雪に道を失ひ︑進み

瞼におちいった時︑︿略﹀︒

雨水ノ流レル道ハ地軸ニカイ 十5710 ︿略﹀︑登山者が路に迷って危

りになりました︒

五516

道の両がはは一面に青田で︑

タ川ヲ見ルヤウデス︒

五662

ちやうど田の草取のさい中です︒

時々道を人にきいて來た者と 十糾5

がそれを馬に引かせて︑電氣機影車

五901

の通ふ道まで運んで行きます︒

．あぜみち・かえりみち・がけみち・こ

つて行く者があります︒

見えて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごとを言

︿略﹀︒

みち︒さかみち・しんみち・ちかみ
見立て

ち・つかいみち・でんしゃみち・とう
︽ーテ︾

る

こうのみち・はんみち・ひとすじみ

方はにげ場がなくて︑︿略﹀︒

げの路︑

ふめばさくく銀みだる︒

暗さは暗し︑道はなし︑平家 十898図圃 く略V︑ 霜柱たつやぶか
ち・ひょうろうみち・ほそみち・ほん

六251
を焼く間ねとまりをするための小屋

﹇見立﹈︵下一︶1

一一

八302 先つよい場所を見立てて︑炭

みた・てる

V4

みちあり一みちびく
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十個2図園 いでや︑行幸の路に待受
け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

十一68図園 富貴は人のねがふ所な
り︒然れども正しき道によるに非ざ
れば︑我之に居らず︒

みるからである︒
さうして日夜次々に起って

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

十一一955

たつねてねんごろに道を説聞かせ︑
︿略V︒

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

通有はほばしらをたふして︑

之をはしごにして︑敵の船へをどり

六827
こんだ︒

小西は日本の大賢ならず︑

まことは堺の町人︑道案内の者故︑

七柵7園

道雄

道雄が今朝起キテミルト︑

﹇道雄﹈︹人名︺4

にげも致したであらう︒
みちお

九佃10

︿略﹀父ガ︑夜汽車デ臨ツタトコロ

繹迦は八十歳の高年に及ん

デアツタ︒

道雄十全ノ時︑フト學校ノ級

でも︑︿略﹀︑各地を巡って道を傳へ

九協4

道雄ノ面立デハ︑此ノ間級長
道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑自

ガ轄校シタノデ︑︿略﹀︒

九旧2

長選墨ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九伽1

てるたが︑︿略﹀︒

十二983

内

其の刹那︑彼は迷の雲がか みちあんない ﹇道案内﹈︵名︶1 道案

せつ

の道を求めた︒

十二959
道を悟り得た︒

十一610図園貧賎は人のいとふ所な らりと晴れて︑はっきりとまことの
り︒然れども正しき道によるに非ざ
十二971

績いて繹迦はマガダ牛王を

れば︑我之を去らず︒
あした

十一73図園 朝に道を聞くことを得
ゆふぺ

ば︑夕に死すとも可なり︒

十一96 アスファルトや石を敷いた
道が縦横に通じ︑︿略﹀︒

十一595 市街は此の眞直な路によつ
ごばん

十二櫃7図

︿略﹀東西に走る三筋の

て碁盤の目のやうに正しく割られて

路は︑北より敷へて古の一條・二
︿略﹀山國川を右に見て︑

川沿の道をたどって行くと︑︿略﹀︒

十二梱2

條・三條の大路の名残とす︒

みる︒

十一743 年こそちがへ︑二人は同じ
學問の道をたどってみるのである︒

分デ一番適法ダト信ジテヰル中村君

十︸973 學校は四哩摺りも離れてゐ

ヲ選墨シヨウト決心シタ︒

︿略﹀︑左手の山は次第に頭

見違

上にせまり︑遂には路の前面に突立

︽一へ︾

︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違

﹇道草﹈︵名︶1

道草

す︒﹂

取りました︒せんのも私が取

四498 ﹁負けるは勝︒﹂道子﹁はい︑

﹁なきつらにはち︒﹂道子

りますよ︒﹂

四503

﹁はい︒﹂

みちこ ﹇道子﹈︹人名︺2 道子

が十まい︑︿略﹀︒

四472 よみ手はおちいさんで︑
取手は︿略﹀と︑友一と友一の
あねの道子です︒
四507 道子が十二まい︑みよ子

みちすがら ﹇道﹈︵副︶1 議すがら

く略V︑東國へ下る路す

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

十一489図園

を見て︑其の意を得たれば︑︿略﹀︒

す︒

九二3

道端

ミチバタニハスミレヤタ

道ばたや土手にさいてみるの

それを通りぬけて四五町上る

道端の切りかぶに腰かけて︑

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

七231

はこぼれ種であらう︒

七175

匹ほってありました︒

へ行くと︑道ばたの立石にさるが三

五366

大道へ出て︑となり村の入ロ

四718私は道ばたの一本杉で

ンポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒

三18

道ばた

みちばた ﹇道端﹈︵名︶6 ミチバタ

學校の行きかへりに道草
をくったり︑︿略﹀︒

四801

みちくさ

イフ意味デアラウ︒

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シテワルト

九189

へる

﹇見違﹈︵下一︶1

十二悩3

此の青のくさり戸にさし

︿略﹀︑一身をさ＼げて此の

其の勢に呑まれて兵士等は

道子

ひたひの汗をふいてみると︑︿略﹀︒

道子﹁私が取ったのでみちび・く﹇導﹈︵四・五︶4みちびく

﹁ゆだん大でき︒﹂肱孔﹁は

﹇道子﹈︹話手︺4

四486

い︒﹂

四485

みちこ

通有も左のかたを射られたが︑

通有﹇▽

みちが・える

たが︑路の遠いのは少しもいとはず︑

十二伍6

を造ってやらうと︑︿略﹀︒

岩山を掘抜き︑萬人の爲に安全な路

十二㈱1

山に︑︿略﹀︒

か＼る手前︑路をさへぎつて立つ岩

十二悩10

つて人のゆくてをさへぎつてしまふ︒

毎日毎日元氣よく通學した︒

十二21図圃 大空にそびえて見ゆる
たかねにも︑ のぼればのぼる道は
ありけり︒

十二34図圏 いつ方に志してか︑日
あり
盛りの やけたる道を蟻の行くらむ︒

十二226 これ即ち世間の信用を博し
て堅實に自己の事業を画展させる道
である︒

﹇通有﹈︹人名︺2

思はず道を開いた︒

六818

こうののみちあり

みちあり

十二333団 く略V︑道を往來してみる
人 間 や 自 動 車 な どは︑︿略﹀︒

つて︑魚類のさかのぼる道を絶って

十二523 これはく略﹀大きな瀧があ
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みちぶしん一みつける

︽ーカ・ーキ︾

すぐに

八569図圏米屋の小ぞうお得意へ
米を運びし測り途 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
老婆をみちびきぬ ︒

同は︑河井先生にみちびかれて︑東

十12図 十月十二日︑我等五年生一
京代々木の明治神宮に再主せり︒

十41図 案内の人にみちびかれて︑
まつ社務所の隣なる藷御殿を拝観す︒

道ぶし

道ぶ

からだんく光明の世界へと︑みち

十一683 かくして人は︑暗黒の世界

﹇道普請﹈︹課名︺2

びかれて來たのである︒
みちぶしん
しん

十目4 第三 道ぶしん
﹇道普請﹈︵名︶3

十115 第三 道ぶしん
みちぶしん

十116 十月二十五日は︑青年團の道

ん

ぶしんの日であっ た ︒

十134園 私も︑あなたのおとうさん
などと一しょに︑よく道ぶしんに出
たものでした︒

十143園 そんな風でしたから︑ぼん

三々

の忍ぶしんなどは︑何時も二日は
か㌧つたものでし た ︒

﹇道道﹈︵名︶1

八麗3 大將の父は翌々義士のことを

みちみち

ミチ

大凶に話してきかせて︑其の墓に参

︽ーチ︾

﹇充満﹈︵上一︶一

詣したのである︒

ミチル

みちみ・ちる

八485

第十三

鷲

︿略﹀︑何所二一

分ノスキモナク︑強ミが全身二﹁ミチ

満ち満

︿略﹀︑降ってわいたる敵

﹇充満﹈︵上二︶2

ミチテヰル︒

みちみ・つ
︽ーチ︾

十一265図

つ

の大軍︑木之本の邊に満ちくたり
此の版木は今も轟轟寺に

と報じ來る︒

十一脚6図

満ちくたり︒
みちる

満

保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に
﹇満﹈︵上一︶3

︽ーチ︾

み・ちる
ちる

ことにしほのみちた時は︑社

くわいらう

五592

すると︑これまで潮の満ちて

殿や廻廊が海の中に浮いて︑︿略﹀︒

七207

みた稻村崎は︑︿略﹀にはかに干上

ところが太陰暦は月のみ

つて砂地にかはり︑︿略﹀︒

十一932園

ちたりかけたりする攣化を本として
ミツ

こしらへたもので︑︿略﹀︒

﹇蜜﹈︵名︶一

みつ

満つ

﹇三日﹈︵名︶7

の拝観者の胸は︑︿略﹀︒

みつか

三日

二日たっても三日たっても汲

みに來ない︒

六928

去る三日にお差出しの縞物

三十反︑本日無事に着きました︒

七冊7圏

︿略﹀︑白木綿を一反つつ︑

名札をつけて︑三日の間に間違なく

八429囹

持参致せ︒

三日目間に一同は白木綿を一

かったらと︑︿略﹀︒

見附からないのでがっかりした︒

＋二579三人はさんぐ探し廻って

みつき ﹇三月﹈︵名︶1 三月

もう三月になるので︑︿略﹀︒

九37団此のトラック島へ來てから

鯨り

みつきあまり ﹇三月余﹈︵名︶1 三月

こちらへ來てもう三月饒り

になりますが︑︿略﹀︒

十774国

みつ・く ﹇見付﹈︵下二︶2 見つく

ふと我が妻を見つけて︑

﹁此の大雪に︑どうして出かけたの

十609図

︽ーケ︾

か︒﹂

三日土ひのとひっし

反つつ持って参りました︒

八432

十一89図

三日木八十八夜

︿略﹀

十一89図

十槻10図 ︿略﹀︑大文字に詩の句を書

三日月○下弦後九時四十

ども之を見つけて︑讃みかねて上聞

きつけたり︒︿略﹀翌朝警固の武士
三日間

﹇三日間﹈︵名︶1

七分水星東方離隔つちのとう︿略﹀

十一89図
みつかかん

見ツケル

ニ︒

見つける

見附ける

一バンボシミツケタ︒

ニバンボシミツケタ︒

ヤナギノキノ

三バンボシミツケタ︒

レアノヤマノマツノキノ

ア

ア

ア

ミガナリマシタ︒サルガ

ウヘ ニ︒

レアノドテノ

一405圏

ウヘ

レアノモリノ スギノキノ

一401圏

ミツケテトリマシタ︒

一143

︽ーケ・ーケル︾

ル

みつ・ける ﹇見付﹈︵下一︶22 ミツケ

に達したり︒

其の人は別にとがめもせず︑
願に任せて三日間畠の草をとらせ︑

十一㎜7

︿略V︒

﹇三日二晩﹈︵名︶1

三

三日一一晩汽車に乗通して︑

みつかふたばん

三日二晩
八695国

今日此のシカゴに着きました︒
﹇三日四日﹈︵名︶1

︿略﹀︑三日四日幽いて寒け
れば︑︿略﹀︒

十783田

日四日

みつかよっか

三16︿略V︑ハチ一丁ツセトミ

みつ

﹇満﹈︵上二︶3

ッヲァッメテヰマス︒
︽ーチ︾

み・つ

やがてレマン乱軍は︑萬感

︽ーラ︾

げ落ちてしまって︑若し見附からな

十二575

︿略﹀︑此のやうな虜にころ 一413圃

一同謹んで承る中に︑常世みつか・る ﹇見付﹈︵五︶2 見附かる

胸にみちて︑︿略﹀︒

九386図

十729図

は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前
︿略﹀︑場に満ちたる十幾萬

を退きけりとそ︒

十梛6図

みっしょ一みとめる
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ウヘ

ニ︒

スルトホカノ鳥が見ツ

ケテ︑︿略﹀︑ヨツテタカツテイヂ

四362

ば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑狩人になりましたが︑

或日大熊を見つけたので︑それを射

九917園

主人の姿を見つけると︑静か

殺さうとしました︒

︿ 略 ﹀ ︑ た け る は 尊 を 見 つ け て ︑ 九柵3

メカヘシマス︒
五427

女の子は︿略﹀かの小さな

に其のそばに立止った︒

十一一557

の年に︑︿略﹀︒
︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

でう

し

名高いのは三主・四條・五條

の三つを︑昔から日本三景と申しま

五564

す︒

六712

は と
︿略﹀おどろくのは︑波止

の三つの橋でございます︒
ば

七381團

場の大きなことです︒第一第二第三

自分のそばへ呼びました︒
くま
︿略﹀︑熊が出て來ました︒一

ねぢを見附けて︑﹁まあ︑かはい＼

と三つならんでみて︑︿略﹀︒

五978

人は早く見つけて︑木の上へにげ上
ねぢ︒﹂

けて︑思はず﹁あら︒﹂と叫んだ︒

たりヤ王を見附けて︑コーデリヤの

密書

三つ﹇▽ふたつ

﹇三目﹈︵名︶3

るので︑︿略﹀︒

みっつめ

昨日までに二山出來て︑もう
三つ目の山が出來か㌧つてゐます︒

六28

水兵は驚いて立上って︑しば

てるる︒

喜三右衛門は︑血走った目を

らく大尉の顔を見つめてみたが︑

九価5

︿略﹀︒

見張って︑しばらく火の色を見つめ

十482

てるたが︑︿略﹀︒

無言のま＼じっとそれを見つめてゐ

十一5810 老砲手は大砲にもたれて︑

る︒

十一一584 ︿略﹀︑ふさぎこんで下を見

つめてみた女の子がく略V︒

芳の顔を見つめながら︑だまって聴

十一一伽10 相手は大きな眼でじっと安

いてるる︒

今日庭にほしてあるもみをす みつもり ﹇光盛﹈︹人名︺1 光盛呂

てっかのたろうみつもり

六35

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

六557

そのとなりの三つもんの

汽車は密林の間をあへぎ

にはゆる様殊に見所あり︒

みどころ ﹇見所﹈︵名︶1 見所
たむけ
十一一梱1図 く略V︑手向山の紅葉夕日

く通り抜けて︑︿略﹀︒

十一613

みつりん ﹇密林﹈︵名︶1 密林

とうさんのです︒

はおりとしまのはかまはお

三706

みつもん ﹇三紋﹈︵名︶1 三つもん

りません︒

をねらひましたが︑紫野もすきがあ

光盛の娘は其の後︑直書頼朝
の山は出雲上りませう︒
﹁松島は︒﹂﹁仙塁から三つ

﹇三成﹈︹人名︺3 三成←

目の松島騨で下りるのだ︒

九715園

みつなり

三成は秀吉のお氣に入りです
三成は驚いて︑﹁今天下に此

から︑︿略V︒

七二6

︿略V︑清正は﹁︿略﹀︒﹂とい

の石田を知らぬ者はあるまい︒

﹇見詰﹈︵下︸︶6見つめ

つて︑三成を入れてやりました︒

七悩9

︽ーメ︾

みつ・める

見トメル

見とめる

認める

︽1

少年はひざに雨手をついて︑ みと・める ﹇認﹈︵下一︶5 みとめる

老人の顔をじっと見つめながら聞い

九2110

る

三つ目

になる妻と︑三つになる子どもがあ

七729園家には七十近い父と︑三十

りました︒

ニ來ルノデアル ︒

六464 コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ 十一一584 ︿略﹀女の子がそれを見附

つてみた刀を見つけられてしまひま
許に連れて來た︒

六561 かへって︑はだみはなさず持 十二733 家來は荒野にさまよってゐ
した︒

﹇愛書﹈︵名︶2

︿略﹀︑王の日頃信頼してみる

パルメニオ將軍から︑王にあてた密

十910

みっしょ

大石をころがしたが︑︿略﹀︒

下にみるのを見附けて︑上の方から

七417御用船を見つけると︑コ太 十二979 漸時の如きは︑繹迦が山の
郎 や あ い ︒ ︿ 略 ﹀︒﹂とさけんだ︒

八165 竹千代が軒ばに雀の巣を見つ
けて︑﹁長四郎︑雀の子を取って参
ゑ

れ︒﹂と命じた︒

書が届いた︒

﹇三﹈︵名︶5

十郎が五つ︑五郎が三つ

七977

十106王は片手にそれを受取り︑片 いしだみつなり

密

︿略﹀︑密生した樹木の枝と

︵サ変︶−

手にかの密書を取出して︑静かに
﹇畢生﹈

フィリップに渡した︒
みっせい・する

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

九162 保護色ヲモツテヰルト︑マハ
リノ色ニマギレテ︑容易二他ノ動物
二見ツケラレナイ︒

みっつ

火から︑︿略V︒

枝がすれあって起つたりした自然の

十一662

九871圏 でも︑あんなにたくさんあ 生する ︽ーシ︾
る星ですもの︑それを見つけるのに
大喜でせう︒
︿略 ﹀ ︑ あ の 星 を 本 に し て ︑

すぐに北極星を見つける事が出來る︒

九889園

四898

九893園 それにあの星は何時も眞北 みっつ
に居るから︑あれを見つけさへすれ

651
みどり一みな

メ・ーメレ︾

七991園 たとひ雪年の軍功がみとめ
られず︑此のま＼切腹を命ぜられて
も︑︿略﹀︒

九208︿略﹀︑之二業ヅカウトスルモ
ノガナイカラ︑タヤスク見トメラレ
ル方ガカヘツテ安全ナノデアル︒

十258 ︿略﹀グレース親子は︑ふと
はるかの沖合に︑かの難破船を見と
めた︒

︿略﹀︑裁判所は雨者の言分

を聴いた上で︑貸主の主張を正當と

十一194

しかしフランス王は︿略﹀︑

みとめれば︑︿略﹀︒

十二709

コーデリヤの簡軍な答の中にも十分
里心のこもってみ る の を 認 め ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

みどり ﹇緑﹈︵名︶21 みどり 緑←

︿略﹀︑

海につゴく空のみ
か冥みとかゴ

︿略﹀にはか雨が︑︿略﹀通

すみきって︑

六214韻
どり︑
み︒

九76國
り過ぎた後の︑あざやかな緑の世界
は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑黄の勝つた緑のけやき︑

るやうに美しい魚の群が︑︿略﹀︒

九84囲青・緑・紅・紫︑目のさめ
九347

かゴやく此

水また清く︑

︿略﹀︑夏は山海皆緑にし

山笹緑に

美術の光の

どの木を見てもなつかしい︒

の地︑

十襯1図工

︿略﹀︒

十一338図

取分け美しかったのは電燈

て目覧むるばかり鮮かなり︒

十一伽2

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十二952

それから繹迦はブッダガヤ

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ
あけ

然れども春日の社頭︑朱

かすが

に思をこらした︒

十二997図
らう

しば
春は若草山の芝緑にもえ

の廻廊山の緑にはえて︑︿略﹀︒

十二㎜7図

緑色

と︑天人は︿略﹀かすみの中へ

︿略﹀柿の木には︑すゴなり

はいって行きました︒

になった實が︿略﹀︒喜三右衛門は

要望9

みたが︑︿略﹀︒

挙りの美しさにうっとりと見とれて

ブ湖上の風光に見とれてゐます︒

十二363団私は今︿略﹀︑ジュネー

コトが出軍マセン︒

皆一せいにそろふな

︿略﹀われくの

向ふ足なみは

七67図幽

皆︑ 涼しく金にまた＼けり︒

七344智恵 ︿略﹀︑ 空一ぽいの星は

り︒

望に

大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ造ル

六122園 ︿略﹀小サイ物カラ︑︿略﹀

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ みな ﹇皆﹈︵名︶45 皆

﹇緑色﹈︵名︶7

たち︑︿略﹀︒

みどりいろ

七867

ノモアレバ︑︿略V︒

一ガイニイフコトハ出來ナイ
ガ︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ四二︑

七872

田島住ム土蛙ハ土色︑木ノ葉

︿略﹀生エテヰルノデアル︒

九167

例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二

二宿ル雨蛙ハ緑色︒

九178

居ル義脚緑色デアルガ︑︿略﹀︒

出して見えるのは實にきれいです︒

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

居ル時ハ緑色デアルガ︑︿略﹀︒

それは皆此の方がやりさう

後に此の話を聞いた者は︑皆

取る・拾ふ・握る・持つな

夫の田畑を耕すも︑皆手の働なり︒

八286図大工の家を建て︑︿略﹀︑農

どは継手の働なり︒

八279図

いた︒

家康の年に似合はずかしこいのに驚

八145

な事︒

七里8園

七欄4園生けどった者は皆かへせ︒

スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒

て皆珍しいのであります︒

九179例ヘバ雨蛙ハ緑色ノ葉ノ上二 七563園 見るもの聞くものが︑網べ
目もさめるばかりであった︒
うな

あさみどり・うすみどり

︿略﹀︒

成程︑緑色の広野で作ったの
かと思はれるやうな葉もあれば︑

︿略﹀︑車道と人道との間 十欄6

︿略﹀︒

妹も同じ心にや︑しばし見

イタリヤの國旗は︑緑・ みと・る ﹇見蕩﹈︵下二︶1 見とる
九138図

︽ーレ︾

見とれ

れふしが見とれてゐます 八577図蟹 下駄屋にありし人は皆︑

﹇見蕩﹈︵下一︶3

とれてひよこのそばをはなれず︒

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の
︿略﹀︑宇土統一の時︑其

三902

る

みと・れる

一の成功を祈る希望の色として緑を

︽ーレ︾
加へ︑︿略﹀︒

の家の紋章の色なる白と赤とに︑統

十一一644図

白地中に王家の紋章を表せり︒

十二641図

かに連なってゐます︒

には︑緑した＼る街路樹が目もはる

十二319国

黒い程こい緑の葉の間から︑

十765国すみきった空活の中に煉瓦 七83一 カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ

海もみどり︑

十二207

三287圃 ゆふべの雨でくさや 十一一41図葉海原はみどりに晴れて︑
木のみどりいうますなつの
土窯の こずゑさやかにふれる白雪︒
あさ︑︿略﹀︒

五588 朱ぬりの社殿が山のみどりを
後にして︑たいそうきれいに見えま
す︒

空もみどり︑

空に

海もみどり︑

海もみどり︑

空もみどり︑

七 つ の 色 をならばせて︑︿略﹀︒

五611圏赤・黄・みどりやむらさき
と︑

︿略﹀︒

六211國
六212圃
︿略﹀︒

︿略﹀ ︑

つ ゴ く 海 の み ど り︑︿略﹀︒

六213圏

彼 の 姿 を 見 送 りぬ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ 家 を 建 て る に し て も ︑

皆これによるのである︒

平筆6

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

九136図 毎日世話し居ることとてい

かまへてみた︒

て働かなければならない︒

九佃5園將校も兵士も皆一つになつ
︿略﹀︑枯損ずるもの多か

るべきに︑ほとんど野並よく根づき

十65図圏

醤師は皆︑投全してもし萬一

たるは︑誠に驚くべき歪ならずや︒

一すぢに國の爲︑民 十91

の事があれば︑毒殺のうたがひを受

︿ 略﹀︑

は一そうかはゆく思はる︒

の爲につくすといふお考は︑どなた
けはしないかと恐れて︑︿略﹀︒

九2510園

も皆同じ事で︑︿略﹀︒

を失ひて散りくになりぬ︒

成績物は一つ一つ自分の

武器は皆野なりしかば︑

力のこもったもので︑皆一生の記念

十一156園
になるのだ︒

十一318図

︽ーレ︾

︽ーチル︾

る大きな河が︑一大絶壁をみなぎり

九296 ︿略﹀︑海のやうな湖から流れ

落ちるのですから︑︿略﹀︒

︿略V︒

上様をはじめ皆檬︑おしの

おとうさんはじめ皆檬お元

下になっては居られぬかと存じ︑

七梱6園

て︑︿略﹀︒

になる郵便物を大切にあづかってゐ

五905 ︿略﹀︑妻帯が私のロへお入れ

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

皆檬におけがもございませ

﹇皆様﹈︵名︶8 皆様

トニ増水シテ︑濁流江ニミナギリ︑

八214図 揚子江ハ ︿略﹀︑夏季ハコ

︽ーリ︾

みなぎ・る ﹇濃﹈︵四︶一 ミナギル

く略V︑夏は山海皆緑にし

世に之を写して賎嶽の七本槍といふ︒

十一338図

家々の戸はもう皆とざされ

︿略V其の垂々の幸福を進
め︑國運の焚展を期することは皆同
じである︒

︿略﹀︒

一般人民が府縣市町村會議
員を選墨するにも︑︿略﹀︑市町村會

みなぎり落ちる

げ候︒

皆様御かはりはありません

悲歎︑如何ばかりかと御察し申し上

十欄7黒影

大兄をはじめ皆檬方の御

みなさまがた ﹇皆様方﹈︵名︶1 皆様

されたく願ひ上げ候︒

至言6岩国皆様へよろしく御傳へ下

には御障もなく︑︿略﹀︒

十鵬4囲注口さきびしき折から皆様

か︒

十731囲

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十164困久々で皆様といろくお話

氣で何よりです︒

九33團
又産業組合を設けたり︑慈

︿略﹀︑忍耐も努力も要する

と愛ってゐます︒

みなぎりあふれる

みなぎりあふ・れる

︿略﹀慈悲の心が︑胸中に
みなぎりあふれた︒

十一一962

﹇涯溢﹈︵下一︶1

十一一339團山も森も村も皆僥野が原

に皆自己の爲であった︒

十二242

皆公共心の爽動であって︑︿略﹀︒

善事業を起したり︑︿略﹀するのは︑

十︸備9

精神を本としなければならない︒

で市町村長を選基するにも︑皆此の

十一桝7

五833囲

其の圭旦がく所見鶴にして︑ みなさま

て目畳むるばかり鮮かなり︒
つる

十一467図

十一763

筆勢非凡︑丹青の悔言ふべからず︒

本通も横町も里馬でいっぱいです︒

︿略﹀︑周園の壁は皆石炭で︑

てるる︒

十一網1

十181国
うです︒

十184圏

ます︒

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

十806

れてるます︒

らしい顔をして︑おとなしくつなが

︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

︿略﹀すき間も無く子馬が
こま
つないでありました︒皆二歳駒ださ

九331 ︿略﹀日かげが︑若葉の色を 十1610国 だんく市場に近づくと︑
下に投げるのか︑手もうす緑︑足も
うす緑︑帯も着物も皆うす緑︒

九599 ︿略V︑へうきんな五平ちいさ

︿略V︑艦長をはじめ乗ロ貝一同

んが︑時時へんな掛帳をして皆を笑
はせる︒

九672

は︑皆姿勢を正して︑軍艦旗に敬禮
する︒

九775園 皆いつものやうに︑此所で
支度をして︑平潟園へお集りなさい︒

かゴやく此
水また清く︑
かくの如くなれば全村頗る

山嶺緑に

美術の光の

事を弱轟だといって笑ひました︒

九779これこそ僕たちが︑︿略﹀待 十949．園 すると︑しまひに皆が僕の
つてみた命令だつたので︑皆一せい

の地︑

十哲1図圏

︿略﹀︒

に小をどりして喜んだ︒

九788 皆は一せいにほりにか＼る︒

り︒

十伽3図

らせ給ふ︒﹂と人の言へば︑衆皆力

十二10図︿略﹀︑﹁主上はや院庄に入 みなぎりお・ちる ﹇脹落﹈︵上一︶1

つきて課業にはげみ︑︿略﹀︒
ゐんのしやう

︿略﹀︑生徒は皆よく之にな

豊にして︑村民心乱の家業を註しめ

十伽4図

九794 ︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

うすい皮がはち切れさうに︑よく實
ぼたんにくるふ

玉をふくめるこま犬も︑

︿略﹀︑

がいってみる︒
からし

九825図韻
唐獅子も︑

皆ちいさんののみのあと︒

九欄2 馬はどれも皆張りきって︑
︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち

方

みなぎりあふれる一みなさまがた

652

653
みなさん一みなみアメリカしゅう

みなさん

﹇皆﹈︵名︶13

みなさん

皆

三624囹さあ︑私がこゑをかけ

サン 皆さん

ましたら︑みなさん一しょに舟

七76図

ばうはてい

港には防波堤ありて︑風波
て︑

船は今静かに蹄る︑

故郷の港︒

十一一目12

第二十五課

懐かしき

油入

市中ニハ電車ノ往復シゲク︑みなといり ﹇港入﹈︹品名︺2 壷金

のおそれ少く︑︿略﹀︒

七295図
港ニハ船ノ出入タエズ︒

港を出ようとした其の時︑︿略﹀︒

七537園先ついかりをあげて港を出
︿略﹀︑港に立並んでみる人

て行きますと︑︿略﹀︒

家は︑だんく小さくなって行きま

七538園

す︒

を競ってゐます︒

辞して死す︒

十㎜4図うやくしく南︑宋の方を

十価3園丁の温室は南を受けてみる

すざく

を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑

︿略﹀︒

東に羅城門の零下も残れりといふ︒

十二槌10図︿略﹀︑南の方郡山の町の

る︒

ふ

十二悩1

なかつ

︹地名︺3

南アメリ

豊前の中津から南へ三里︑

ぶぜん

く多言峯・吉野山の山々連なるを見

た

十二欄6図 ︿略﹀︑其の南に一きは高

︿略﹀︑川ガニツオチアツ 十二鵬4図 更に首を回らして南を望
テ︑マガリクネツテ︑南ノ方へ
めば︑︿略﹀︒
中村君がこれまで居た所は日
ツバメハ︿略﹀︒︿略﹀︑ガン

︿略﹀︒

みなみアメリカ

︿略﹀むすこが一人あるのだ

北アメリカが南アメリカに績

昔︑太平・大西爾洋の間を往

︹地名︺2

南

︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ

洲・ヨーロッパ洲・アフリカ洲・南

七17図

アメリカ洲

みなみアメリカしゅう

端を大廻りしなければならなかった︒

達する船は︑はるか南アメリカの南

十375

く部分は︑︿略﹀︒

十309

行ってみるといふことだ︒

さうだがずっと前から南アメリカへ

七248

︿略﹀︑ガンガソロくワタツ カ

ワタツテ來マス︒

ガ北ノ國ヘカヘルコロ︑南ノ國カラ

五265

本の南の方で︑︿略﹀︒

五53

ナガレテイキマス︒

三494

ヒマス︒

三477東西南北ヲ四方トイ

南デ︑︿略﹀︒

ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ

を出すのですよ︒
七335図船は沖に向ひて港を出でた 十一一槻4 第二十五課 港入
上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑
り︒
四711 一人ハタイソウ皆サンニ
みなみ ﹇南﹈︵名︶17 南
こんなに早く咲くのだ︒
スカレマスガ︑一人ハアマリ
七412 軍人をのせた御用船が今しも 三475東ヘムイテリヤウ手ヲ 十二棚10図︿略﹀︑北に大内裏の宮殿
スカレマセン︒

五392園 皆さん︑遠足かね︒

七107園 船頭が﹁皆さん︑そろく
お し た く だ ︒ ﹂ と 言ったので︑︿略﹀︒

七114園 皆さん︑これが目じるしだ
よ︒

外國の港に着くと︑見なれ

昔︑アフリカの或港に一そ

五271

京都を北から南へ流れてみる

テ來ルコロ︑南ノ國ヘカヘツテ行キ

も

六693

ジャネー一曲は︑︿略﹀︑港としても
あれは港の親船へ蜜柑を運

か

又南の海上にはひしひしと軍

川を賀茂川といひます︒

七194

船を浮べて︑岸には大木がきりたふ

かもめ飛ぶ海をすべり

してあります︒

船は今静かに編る︑懐かしき
思出の深き船

︿略﹀︑いつれおとらぬ高山

が︑南から西へ連なって︑互に雄姿

九987園

つて歴た︒

になって︑風がだんくはげしくな

︿略﹀︑其の中に南の空が黄色

て︑

︿略﹀︑

海山の寳を載せ

懐かしき故

つ＼がなく今日しも果てて︑

十二伽8図圏
路や︑

︿略﹀

船は今静かに蹄る︑
郷の港︒

十一一悩5図心

七942

故郷の港︒

十一一惚1鳶色

んで行くのであらう︒

十一一218

マス︒

目下滞在中のリオ︑デ︑

うの船がとまってみた時の話である︒

十﹇546

大地震があって︑︿略﹀︒

八663団此の港には︑十五六年前に

ない形の家が並んで立ってるます︒

私 も 子 ど も の 時 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 七558園

皆さんと同じやうに︑あの運動場で

七526園

︿略﹀︑皆さんにお話をする

遊んだり︑︿略﹀︒

七528園

のは︑何よりもうれしいのでござい
ます︒

港

有名なる虜に候︒

七533囹 皆さんは海を御存じでせう︒ 十一撹9官民

七609囹 皆さんのうちには︑大きく
なってから︑商用其の他で︑外國へ
出かける人もありませう︒

十125囹 やあ︑皆さん御町民ですね︒

十144園 皆さんの前に立つと︑其の
頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

した時の皆さんの熱心な様子や︑今

十1410園 しかし︑此の間岩窟を参観
日 の 働 を 見 て ︑ ︿ 略V︒

ん︒

﹇港﹈︵名︶ 1 4

十一柵1園 皆さん︑此虜は通れませ
みなと

みなみさんどう一みほん

654

アメリカ洲・北アメリカ洲・及び大
洋洲とす︒

七2図 南アメリカ洲
みなみさんどう ﹇南参道﹈︵名︶2 南

十16図 橋を渡り︑大鳥居をくゴり

参道
て南参道に入る︒

十5図南参道
神門

みなみしんもん ﹇南神門﹈︵名︶2 南

す ぎ て 南 神 門 を 入れば︑︿略﹀︒

十110図 水屋の水に手を清め口をす

十5図南神門
みなもとのよりとも

﹇源頼朝﹈︹人名︺

2みなもとのよりとも源頼朝

みなもとのよりとも

四921 けれどもかたきのくどう
は︑みなもとのよりともといふ
つるがをか

まんぐう

大將のお氣に入りで︑︿略﹀︒
みなもとのよりとも

ほうなふ

ひめ

かす人もあらざりき︒
︿略﹀︑一夜の宿を貸し給へ

みのうえ

﹇身上﹈︵名︶6

身の上

十701図始は身の上をつ＼み︑貧の
恥をつ﹂まんとして宿をことわりし

家賃さへも彿へない今の

身の上ではないか︒

十二386園

常世も︑︿略﹀︒

見なれ

とこへば︑身なりはそまつなれど氣

︽ーレ︾

﹇見慣﹈︵下一︶3

品高き婦人立出でて︑︿略﹀︒

十598図

る

みな・れる

︽一

ミノ

カサ

カラカサ

考へ及んだ︒

父の身の上を案じながらフ

十﹁2510図

み の
﹇美濃国﹈︹地名︺2 美濃

りてたいまつの光おびた〜しく︑
︿略﹀︒

み

ら

みは・る

﹇見張﹈︵五︶5見ハル見

ソレデモフクロフハ︿略﹀︑

張る ︽ーッ︾

大キナ目ヲ見ハツテキヨトキヨ

四375

︿略﹀︑望遠鏡を持つた信號

ばうゑんきやう

トシテ居ルバカリデス︒

九611

喜三右衛門は︑血走った目を

兵が遠くを見張ってみる︒

見張って︑しばらく火の色を見つめ

十481

てるたが︑︿略﹀︒

うに目を見張つた︒

十一一686 王は自分の耳を疑ふかのや

あって︑漁夫が絶えずまぐろの來る

十一﹇782 ︿略﹀魚見やぐらが設けて

のを見張ってみる︒

九104図 ︿略﹀︑波すさまじく荒れく

崎

のさき

ほのさき

りのため美保崎といふ虜にありし

み

十二69図

が︑︿略﹀

十二228

作物の種や商品の見本も入れ

︿略﹀︑見本には精良な品を

てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五915

みほん ﹇見本﹈︵名︶2 見本

︿略﹀︑みほの松原を通りました︒

三827むかし一人のれふしが

みほの松原

昔美濃の國にまっしい人があ みほのまつばら ﹇三保松原﹈︹地名︺1

の

美濃の國

みののくに

の國

五531

な

︿略﹀︑わざく奈良の都から
ぎやうかう

五553

美濃の國へ行幸になりました︒

マストの上の見張人が不意に
を指さした︒

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

十麗7

此の時事代主命はすなど

るひ︑御船少しも進まず︑今にもく
の螢苦を思ひやると共に︑︿略﹀︒
み の
つがへらんばかりなりき︒
みのじ ﹇美濃路﹈︹地名︺1 美濃路
み ほ
み の
みほのさき ﹇美保崎﹈︹地名︺1 美保
︿略﹀︑美濃路の方面に當

分の身の上に思ひ比べて︑農夫や牛

＋二917︿略﹀彼は︑しみぐと自みふね ﹇御船﹈︵名︶1 御船

ていたましい報知を得た︒

ランスに行ったコーデリヤは︑やが

十二728

の上であらう︒

十二551園

あ㌧︑何といふ情ない身

へてみる中に︑ふと自分の身の上に

な虜に置かれるのであらうなどと考

七558園外國の港に着くと︑見なれ 十二543 ねぢは︑︿略V︑これはどん
ない形の家が並んで立ってるます︒
︿略﹀︑望の赤子は黒ませんで

したが︑見なれない草に︑眞赤な美

八343

︿略﹀︑關東平野はだんく夜

しい實が一つなってゐました︒

九682

見ぬく

の景色にかはって︑見なれた所も面
﹇見抜﹈︵五︶1

白く感じた︒
みぬ・︿
キ︾

はどういふ人になるといふ

四798私は︿略﹀︑どういふ子

みね←とうのみ

ことを見ぬきます︒
﹇峰﹈︵名︶1

みねつた

みねからすそにかけての若々

﹇峯通﹈︵名︶1

峯通り
せ

だらく坂を登りきると︑道 りました︒

﹇峰伝﹈︵名︶1

しいこずゑの色は︑︿略﹀︒

九341

ね・はちがみね

みね

六508 源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

見習ふ

を奉納する事になって︑舞姫をあっ
﹇見習﹈︵五︶1

めました︒

みなら・う
︽ーッ︾

みねづたい
ひ

七柵1園 清正はつけひもの頃から︑
此の方のひざの上でそだったので︑

九3110
みねどおり

は低いみねつたひになる︒

何時か見習つたものと見える︒
みなり ﹇身形﹈︵名︶3 みなり 身な

り

一3一

北風寒き町の辻︑ みの ﹇蓑﹈︵名︶一 ミノ

峯通り檜苗︑其の他網べて杉苗︒

ひのき

かへって來た時には︑ひ 十﹇367 地藏山の内︑二町三段五畝︑みはりにん ﹇見張人﹈︵名︶1 見張人
︿略 ﹀ ︑

どいみなりをして居ました︒

四784
八563図圃

身なりいやしき老婆には︑ 手を

655
みま一みむく

使って︑實際の注文に質しては粗悪
﹇三間﹈︵名︶1

三間

な も の を 送 る や うな事は︑︿略﹀︒

みま

間と︑︿略﹀︒

見舞﹇▽おみ

八価3 ︿略﹀六畳・三畳・二畳の三
﹇見舞﹈︵名︶1

︿略 ﹀ ︑ あ の 毎 日 見 舞 に 來 て

まい︒おんみまい・みずみまい

みまい

九2310園
くれる門人たちに 頼 ま れ て ︑ ︿ 略 V ︑

此の山中へ來たのである︒
みまさか
みまさか ﹇美作﹈︹地名︺1 美作
いん
︿略﹀︑山陰道にか﹂り給ひ
みまさか

見まも

し由なり︒さらば美作の杉坂に待ち

十捌8図

︽ ー ッ・ーリ︾

﹇見守﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 3

奉 ら ん と て ︑ ︿ 略V︒

見守る

みまも・る
る

見まはす

が︑︿略﹀

︿略﹀︑今まで張りつめてみた

勇氣もくじけて︑ゆめからさめたや

九佃7

昇降器を下りて︑あたりを見

うにあたりを見廻した︒

十805
ねぢは驚いてあたりを見廻

まはすと︑︿略﹀︒

十一一529
したが︑︿略﹀︒

二人は其庭らを見廻してゐ
やがて眠から畳めた王は︑

たが︑︿略V︒

十二555
十二749

︿略﹀あたりを見廻し︑そばに居る

オヤドリハナンニモタベ

︽ーッ・ーリ・ール︾

﹇見回﹈︵五︶3見マハル

コーデリヤを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

見廻る

みまわ・る

三96

す

ナイデ︑︿略﹀︑ソノヘンヲ見マ
な

コン︒耳ヲゴラン︒

︿略﹀︑目ニモ耳ニモ右左

二634耳モヨクキコエマス︒
三356

ガアリマス︒

四232おばあさんはもう耳が
一匹は口に︑一匹は耳に手を

遠いので︑︿略﹀︒

五372

あててゐます︒

さうして虎の目・鼻・耳・口︑

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

さうしてそれから後は︑耳は

北風はもう一度あの勇ましい

れさうにほえ立ててみる︒

號令が聞きたいと思って︑︿略﹀︑左

心念9

老砲手は︿略﹀聲を限りに

右の耳をそばだててみた︒

十一566

二人は戸外にた﹂ずんでし

ぬのか︑︿略﹀︒

叫んでみるが︑二人の耳にははいら

十二379

其の最初の一音が既にきや

︿略V︑いろくの物音︑い

時計師は仕上げた時計をち

王は自分の耳を疑ふかのや

︿略V︑たまく此の難虜を

みむ・く ﹇見向﹈︵五︶2

見ムク

ぐ
久山の三山まゆの如く︑︿略V︒

耳

か

見

庭はるかに畝傍山・耳成山・天の香

うねび

成山
やまと
十二欄5図 ︿略﹀︑大和平野の蓋くる

みみなしやま ﹇耳成山﹈︹地名︺1

博士は満堂の會衆を喜ばせた︒

十二佃8 ︿略﹀などの耳新しい話に︑

新しい ︽ーイ︾

みみあたらし・い ﹇耳新﹈︵形︶1 耳

︿略﹀︒

通って幾多のあはれな物語を耳にし︑

十二価7

うに目を見張つた︒

十二686

の中につり下げた︒

よっと耳に干ててから︑ガラス戸棚

十二598

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

ろいろの物の形がごたくと耳には

十二5210

うだいの耳には不思議にひゴいた︒

十二415

五992園熊が君の耳の所へ口を持つ ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒
六306

居ならぶ子どもはねむさ忘

所きらはず食ひつきました︑︿略﹀︒

自由にうこかすことの出來る

耳をかたむけ︑こぶしをに

六505圏
れて︑
ぎる︒

六863

み
長い鼻︑箕のやうな耳︑︿略﹀︑一切

給で見た通りであった︒

八欄3

．すには︑︿略﹀︒

が申し合はせて︑胃に向っていひま

八995或時︑口・耳・目・手・足等

たが︑︿略﹀︒

よせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で言つ

おかあさんと茄子をもぎに出 八903 信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を

ハリマス︒

九999

或時︑父王と共に城外に出

たついでに︑かぼちゃ畠を見廻ると︑
︿略﹀︒

十二913

耳﹇▽おみみ・め

て︑農夫の働く様を見廻つたことが
ある︒

﹇耳﹈︵名︶24

食事の知らせを聞いても︑聞かない

砲口はかはるがはるいなづま
のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

九佃1

來ず︑︿略﹀︒

手足はなえてしまって動くことが出

︿略﹀︑耳は鳴り︑目は暗み︑

ふりをし︑︿略﹀︒

コンドハキツネ︑コン

八広8

二403耳ハナンテンノハデ︑

二554園

ケニナリマシタ︒

二53ートノサマヤオトモノ人
ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ

目口ナンテンノミデス︒

とみみとくち・りょうみみ

みみ

七339図獅子は武士の方を見まもり
て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

十92 醤師は皆︑︿略﹀︑たゴ経過を
見守ってみるばかりである︒

てるたが︑やがてかの小さなねぢを

十二556 女の子は唯じっと見まもつ

︽ーシ・ース︾

﹇見回﹈︵五︶8

見附けて︑﹁まあ ︑ か は い ﹂ ね ぢ ︒ ﹂

見廻す

みまわ・す

で︑ふしぎに思って︑見まはします

五542 すると酒のにほひがしますの
と︑︿略V︒

も居ません︒

六282 虎が見まはしましたが︑だれ
七915 ﹁たしかに來たはずだ︒﹂と言
つて︑敵はあちこち見まはしました

みむね一みよこ
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︽ーキ︾

三6ーヱや水ヲヤツテモ︑見

向く

ムキモシナイデ︑タマゴヲアタ
タメテヰマス︒
父は﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ た が ︑

力藏さんは見向 き も せ ず に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十406

みむね ﹇三棟﹈︵名︶2 三ムネ 三棟

三487 大キナ家が三ムネ︑﹁コ﹂
ノ字ナリニタツテヰマス︒

な

みやこ

ら

都

七代七十鯨年の帝都とし

てうちつゴく都大路を︑大宮人の
都

宮島はまはりが七里もある島
しか
で︑島の山には鹿がたくさんすんで
宮本

宮本の伯父様の所に着いた

﹇宮本﹈︹人名︺1

八622図

目は見ゆれども︑字のよめ

ーユル・ーユレ︾

船内くまなくたつぬる三

ざる人をあきめくらといふ︒

左に遠くかすむは古城︑

春は

右に見ゆるは名高き御

呼べど答へず︑さがせど見え

八982図翻
度︑

ず︑︿略﹀︒

寺︑

十一127図翻

大空にそびえて見ゆる

糟のごと我等をめぐる︒

十ニー7図圏

のぼればのぼる道は

す㌧きがはらの秋

はと

さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の

十一一710図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

高大なる爲なるべし︒

つる
其の書がく所息切にして︑

みょう ﹇妙﹈︵名︶2 妙

筆勢非凡︑丹青の妙言ふべからず︒

十一468図

一音は一音より妙を加へ神

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

十二417

も 覚えないやうである︒

明日

よって明日たがひに勇士を

﹇明日﹈︵名︶4

きらめいて・夜はほのぐと明けそ

めた︒

みょうにち

七462園

あした・あす

寄手の大將佐久間盛政は︑

一人つつ出して組討をさせ︑︿略﹀︒

みよ子

みよ子﹁私はかちまけを

︹話手︺5

三623みよ子﹁さあ︑私がこゑを

見る人になりませう︒﹂

三614

みよこ

けて御引受け申します︒

合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十一一㎜8圏 とにかく明日の総攻撃見

︿略﹀︒

がかんなど適言してみたりければ︑

もすがら寝ねずして︑明日はかく書

十一4610図 ︿略﹀︑槍師は前の如く夜

をみちんにせんと︑︿略﹀︒

で賎嶽のとりでをおとし︑ 一暴に敵

今日の戦に勝ちほこり︑明日は進ん

十﹁254図

Φ

十二957 ︿略﹀︑やがて一嵩の明星が

みょうじょう ﹇明星﹈︵名︶1 明星

︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

﹇宮島﹈︹地名︺2

マヒシ所志シテ︑︿略﹀︒

みやじま

女親はさすがに藝術の都

秋風ぞ吹く︑白河の

都をば︑かすみと土用に み・ゆ ﹇見﹈︵下二︶6 見ゆ ︽ーエ・

のは昨夜七時でした︒

十163国

みやもと

ゐます︒

五584

す︒

の三つを︑昔から日本三景と申しま

五564

宮島

大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ

ニントク

﹇平炉﹈︵四︶1

︿略﹀往來しけむ︑︿略﹀︒

みやこしたま・う

︿略﹀︑みやこには強いお方

﹇都﹈︵名︶11

五452園

みやこ
がおありになった︒

そ

木曽義仲が都へせめ上ると聞

皇子は勅命を果して︑め

七284図

︿略V︑わざく奈良の都から シタマフ ︽ーヒ︾

ぎやうかう

五553
山の中でも︑三軒家でも︑

美濃の國へ行幸になりました︒

六165圖
き

住めば都よ︑わが里よ︒

六226

ら

て︑咲く花のにほふが如しと誇りし
奈農の都も︑色移り香失せて年既に
ヒリ

︿略﹀︑南端に羅城門をふ

たかねにも︑

の夜の月︒

の見ゆるかな︑

＋二35図團はるぐと風のゆくへ

まへたる古の奈良の都は︑そもく
都大

ろう
そのかみ金殿玉棲相望み

﹇都大路﹈︵名︶1

ありけり︒

十二鵬2図

路

みやこおおじ

如何に美しく︑如何に盛なりしそ︒

十一一撹1図

久しく︑︿略﹀︒

な

十二995図

建物なども一般に壮麗です︒

として世界に聞えてみるだけあって︑

十一一314圏

關︒

立ちしかど︑

九705図二号

でたく都に餓り給へ︒

九113図園

をやきはらはう︒

の勢で明の都へおしよせ︑四百齢州

切ってく切りまくり︑其

京都は長い間の都ですから︑

いて︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

六694

宮居

七期1園

十一髄5図 此の版木は今も萬福寺に

満ちくたり︒
御めぐみ

保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に
﹇御恵﹈ ︵ 名 ︶ ！

九412図心 乃木大將はおごそかに︑

みめぐみ

見もの

御めぐみ深き大君の 大みことの
﹇見物﹈︵名︶1

りつたふれば︑︿略﹀︒

みもの

らう︒

八69園 今年の競馬はさぞ見ものだ

と・おみや

みや ﹇宮﹈︵名︶2 宮呂おおみやび

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

八71 ︿略﹀︑祭の當日には︑おびた
内へつめかけた︒

十17図 爾がはに木立すき間もなく

﹇宮居﹈︵名︶1

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ
ず︒

みやい

十川3図葉 日光山 ︿略﹀︑ 金銀珠
あかざる宮居︒

玉を ちりばめなして︑ ひねもす
見れども

みやげ ←おみやげ
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かけましたら︑みなさん 一しょに

サンニダカレテ︑オチチヲノン

二245ミヨチヤンガイマォカア
一514

ヰマス︒

チテヰマス︒サガシテミマセウ︒

二206囹

未來

イツテミマセウ︒

Q園丁ソナヘノモチヲマト
ニシテ︑イテミマセゥカ︒
ボツテミマスト︑︿略﹀︒

三56 メンドリハ︿略V︑見テヰ
ルウチニ︑タマゴヲハラノ下

アルアサ︑オカアサンガ

ニダイテシマヒマシタ︒

﹁ヒヨコガカヘツタ︒﹂トオツシ

三72

ヤツタノデ︑見ニイキマスト︑

︿略﹀︒

ミデス︒

︿略﹀かけ上ってくるもの

があります︒二人がびっくりし

三216

て見てゐますと︑︿略﹀︒

つてからくらべてみました︒

二427ヨイオヂイサンガソコヲ 三227 ︿略﹀︑二人はたくさんと

セテ︑ソコヲボツテミマシタガ︑

かへってみて︑︿略﹀︒

みますと︑犬はもうとっくに

二437サウシテムリニ犬ヲナカ 三236 小二郎がうちへかへって
︿略﹀︒

バカリデマシタ︒

シタガ︑ヤツパリキタナイモノ

ミヨ︒

私ノ目ハ︿略﹀︒コレデ

子どもがそら一めんの星

たうふうはこれを見て︑

見テヰルウチニ︑︿略﹀ハ

ネモダンダンノビテ︑色モシ

三584

︿略﹀とさとりました︒

三565

を見て︑﹁︿略﹀︒

三518

すもすっかりかはってゐます︒

おどろきました︑︿略V︑村のやう

二523囹モウード花ヲサカセテ 方をいってみます︒
三456 うちへかへってみると︑

三383園ぼくは右のちか道の

三381囹してみませう︒

せうか︒

二466サウシテ米ヲツイテミマ 三378園まはりつこをしてみま
ミルヤモヅクノ檬二緑色ノモ

ミル

︽ミ・ミヨ・ミル・ミレ︾﹇▽あ

二494園花ヲサカセテミヨ︒

七867

ノモアレバ︑︿略﹀︒

見る

みる﹇見﹈︵上一︶捌ミルみる見
ル

U32
してみれば・のぞきみる︒のぞみみ

いみる・うかがいみる・かえりみる・

ヒカウ

モ見ルノデス︒
ノツテミタイナ

本ノ中ノジモ︑エモ︑︿略﹀

キニ︒

三31

モツテ︑︿略﹀︒

ヨリサキニオキテミヨウトオ

︿略﹀︑ケサコソニイサン

二701圏

る・ゆめみる

一227 ネエサンガジヲカイテ
ヰマス︒マサヲガソバデミテ
ヰマス︒

サガホヲカキマシタ︒︿略﹀︒﹁二

一372園オハナガエンピツデア

テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ

く略V︑キツトクリガオ 三103私ハガクカウカラカヘツ

カニモサカナヲクハヘタ犬ガ

ニー44シタヲミルト︑川ノナ

ヲシメテ︑︿略﹀︒

オニガシマヘツイテミマ

イサン︑ミテクダサイ︒﹂

舟を出すのですよ︒一︑二︑

スト︑オニドモハテツノモン

ミヨチヤンハマダーツデ
ミヨチヤンハワタクシノ

︿略﹀︑ワタクシバミヨチヤ

ンノネエサンデス︒

二255

イモウトデ︑︿略﹀︒

一一253

ス︒

二25一

デヰマス︒

三︒﹂

五 郎 さ ん の舟にとまりまし

三641 みよ子﹁あら︑てふてふが
た︒﹂

三653みよ子﹁五郎さんの舟に
は︑てふてふのせんどうさんが
のったから︑かったのでせう︒

︿略﹀︑ミヨチヤンバカハイ

﹇未来﹈︵名︶1

老覚者の言に深く感激した

ながら︑︿略﹀︒

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

十一764

みらい

シテ︑ウマウマトイヒマス︒

イカホヲシテ︑小サナテヲダ

二263

ヤンノオモリヲシテアゲマス︒

四475 ﹁花よりだんご︒﹂みよ子 二257 ワタクシハマイ日ミヨチ 二217囹︿略﹀︑アノ木ノ下へ
﹁はい︑ありました︒﹂

みよこ ︹人名︺6 みよ子

三618 みよ子はささの小えだ
を手にもって︑土ばしの上に
たちました︒

みよ子はさっとささの

小えだを上げて︑﹁一ばんがち︑

三646
五郎さんの舟︒﹂

ミヨチャン

R5

七85図

四471 ︿略﹀︑取手はみよ子ちよ みる ﹇水松﹈︵名︶2 ミル

道子が十二まい︑みよ子

子國太郎音二郎の四人と︑
︿略V︒

四507

が十まい︑︿略﹀︑友一はたった
二まいでした︒
母上様

九柵2圏囲九月二十日みよ子伯
十梱4園 みよ子︑ずるぶん珍しい花
があるだらう︒

十一

ニ目12 十一 ミヨチャン

みよちゃん ︹課名︺2 ミヨチャン
一一244

みよちゃん ︹人名︺6 ミヨチャン

一一
一一

みる一みる
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ダイニコクナツテキマシタ︒
すと︑︿略﹀︒

て表へ出て見ました︒

ました︒

ちを見て︑その小さいのにおどろき

五544

チ

ヅ

雨水ノ流レル道ハ地圖ニカイ

なめてみると︑酒のあちがい

タ川ヲ見ルヤウデス︒

五516

に行きました︒

五381 ︿略﹀︑松山の下へ瓦やきを見

が出たりしたことをみんな

てつけうへかかった時︑

河を見たら︑たいそう水が出

四811

たくさん見ましたので︑︿略﹀︒

四797私は長い間に子どもを

見て知って居ます︒

ので︑︿略﹀︑火事があったり︑水

アル日ハマベへ出テ見 四741私は長生をして居ます 五335 此の時何の氣もなく自分のう

タイトオモツテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

ルト︑ワニザメが居マシタカラ︑

三587スコシタツテカラ留手テ 四125
見マスト︑モウリツパニセミ
ニナツテヰマス︒

白ウサギハコレヲ見テ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

四135

カ︑クラベテミヨウQ

シノナカマト︑ドツチが多イ

三614園私はかちまけを見る 四128園オマヘノナカマトワタ
人になりませう︒

三 6 7 3 池 ノ水デタメシテミル
ト︑ウマク出挙テヰテ︑︿略﹀︒

三685 ︿略﹀︑センヲヌイテ見ル

見上げるほどの大木

なって見せずにおくもの

︿略﹀︒

ばへさきに長いさをを立てて︑

四615 ︿略﹀︑へいけ方から舟を
一そうこぎ出して來ました︒見れ

ルノヲ見ルコトガスキデス︒

四597私バカンナヲカケテ居

か︒

に

だって︑

四566圃國今に見てみろ︑僕

した︒

四315 ︿略﹀向ふの方へ行って
みましたが︑だれも望ませんで

︿略﹀︒

ある日︑僕がうんどう場へ出

うたふ︒

學校からかへって見ると︑廣

︿略V︑小切やえりや帯あげな

きみだれ︑

こんなしっかな所でくらし

人も着て見る︑小鳥も

五297間く略V︑かはるぐに花さ

てみたい︒

五291囹

明けて見ましたら︑︿略V︒

五253

うちへかへって︑ふろしきを

五244店の中へはいって見ますと︑

見てみる人も大ぜいあります︒

どがたくさん下げてあって︑それを

五242

田面からゑはがきが來てるました︒

五132

て見ると︑中村君が泣いてゐました︒

五63

着手は來年からといふことに

一雨毎に池の水はふえた︒そ

かけよって見て︑宗任が

︿略﹀︑二階のまどからのぞ

どんなにこはかったらう︒

僕は木の上から見て︑びくくして

五992園

洗ひました︒

いて見ますと︑水が表の通をさっと

五861團

﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑︿略﹀︒

五804

にしだした︒

れを見て︑村の人は急にあれ地を田．

五755

見に出た︒

なって︑庄屋は方々の村へ用水池を

五705

村の用水池を見て行くことにしよう︒

五676園少しまはり道だが︑となり

から大空の 雲までとゴく弓のなり︒

たします︒
て居ました︒
ト︑キレガトレテヰマシタ︒
四143圏 オマヘタチノセ中ノ
四824︿略﹀︑いつ見てもよいけ 五574 晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑
上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ
三693 コマツテニイサンニ見テ
いつ見てもよい景色です︒
しきだと思ひました︒
ラ︑︿略﹀︒
モラヒマシタラ︑天牛﹀︒﹂トイフ
にじ
四145園 ︿略﹀︑ムカフノヲカマ 四953 ふみこんで見ると︑くどう 五603翻あれく︑虹が立ってるる︒
コトデシタ︒
森も小山も下に見て︑ 向ふの田
はよくね入って居ます︒
デナランデミヨ︒

ふみ子もこんやはきつ

とあちらでこの月を見てゐ

三797園

ませう︒

三843 そばへよって見ますと︑

見たこともないきれいな着物
でした︒

三餌3 ︿略﹀︑見たこともないき
れいな着物でした︒
三期8 ︿略﹀︑持ってかへらうと

しますと︑見たこともない美
しい女が覚ました︒

四76 きのふ一つ取ってみまし
たら︑もう黒くごまをふいて
ゐました︒

神様にいのってから目をひら

しばらく目をつぶって︑
いて見ると︑︿略V︒

四662

家ニモコクキが出シテアリマ

四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ
シタ︒

みた︒
四123島ニヰタ白ウサギガ︑ム 四688 きずを見てやらうと思 五328 ある朝早く︑おとうさんがた
六24 今どこのうちへ行って見ても︑
びへお立ちになった時︑お見送をし
つて︑私がかごの戸を明けま
カフノ大キナヲカへ行ツテ見
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行って見ますと︑︿略﹀︑小さ

俵の山が出射てるます︒
六183
なしめちが列を作って出てゐました︒

六446 朝︑雷が目をさまして見ると︑
月と日が居りません︒

改良されて︑いたる所に良馬を見る
やうになった︒

︿略﹀︑其ノ頃天皇ハ立上ル

煙ノ少キヲ見テ︑民ノ貧シキヲアハ

七285図

信玄は︿略﹀︑肩先へ切りつ

レミタマヒキ︒

六515 頼朝は一目見た上でと︑萬じ 七452

彦六が傷心左衛門を組みふせ

けられた︒信玄の家筋は之を見て︑
︿略﹀︒

ゆを呼出しました が ︑ ︿ 略 V ︒

六658 サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ
七481

セイが高ク︑目ガスルドクテ︑

七688囹

︿略﹀︑たとひとんで行って

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

人夫は之を見て︑﹁おやめな

したが︑︿略﹀︒

七702

さい︒︿略＞Q﹂といって︑錦らうと
しました︒

かの男は︿略﹀︑人夫の家へ
参りました︒見れば︿略﹀︑妻はろ

七741

あわたゴしくかけこんで來た

ばたでぼろをつゴつて居ります︒

七883

者があります︒見れば自國の兵士で
す︒

秀吉が︿略﹀︒さうして清正
のやせた姿︑日にやけた顔を見ては︑

七槌5

しやうじを明けて見ると︑小

怒がとけて︑涙ぐみました︒

八38

さな犬ころが二匹︑上になり下にな
りしてじゃれてみる︒

あまりかはいらしいので︑僕
すると其のうちに︑僕の見て
︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手

べ

徳川家康が幼時家來に負はれ

ひでたビ

︿略﹀︑ふみ外して軒下へどう

と落ちた︒將軍秀忠が刀を取って出

八172

て︑安倍川原へ石合戦を見に行った︒

あ

八135

とくがはいへやす

とを見てみる︒

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

八52

みるのに氣がついたと見えて︑︿略﹀︒

八42

はしばらくそれを見てみた︒

何萬とも知れないいるかが︑ 八42

見るもの聞くものが︑総べ
又海岸には所々に燈肇があ

︿略﹀︑先程渡賃をあらそった

て見ると︑長四郎であった︒

した︒見ると︑それは呉鳳の首でご

ざいました︒

にくらしき黒と思へば︑

黒もま

八269図圃軒下にはらばへる黒き犬︑

えんがはにうつくまる三

た︑意地悪き人と見るらん︒

八275図齪

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く

三毛もまた︑したはしき人と見る

毛のねこ︑愛らしき三毛と思へば︑

らん︒

八295

に見てみるが︑︿略﹀︒

八296 ︿略﹀︑まだ一度も其所へ行つ

さうして煙出から出る煙の色

て見たことがない︒

八318

さうして教へられた場所へ行

で焼加減を見て︑︿略﹀︒

つて見ますと︑望の赤子は居ません

八342

でしたが︑︿略﹀︒

といはぬばかりに︑子どもを引きよ

八375園里親の方は﹁それ見よ︒﹂

目をさまして見ると︑ふろし

せますと︑︿略﹀︒

八392

きつつみがありません︒

したが︑手紙を見て安心しました︒

八465国其の後どうかと案じてゐま

八479金アミノ中二飼ハレテ︑ジツ

餅をつく音に目がさめた︒は

ト止り木曜止ツテヰルノヲ見テモ︑

︿略﹀︒

ね起きて見ると︑︿略﹀︒

八508

八539園

まあ︑ついてみるがよい︒

待ちかまへてみた蕃人どもは︑ 八535囹私にもっかせてみて下さい︒

すぐに其の人を殺して︑首を取りま

︿略﹀︑かけ下りて回る者があ 八257
ります︒見れば先の男でございます︒

七662

所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

七648

う恐しがる人もあります︒

七606園海の波を見たばかりで︑も

何所だといふことが分ります︒

りますから︑それを見ると︑あれは

七591園

て皆珍しいのであります︒

七562園

のを見ることもあります︒

︿略V︑はね上ってはおよぎして行く

七555園

みるのを見ることがあります︒

七552立時には鯨が高く潮を吹いて

見マシタ︒

七502私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ

ガ︑︿略﹀︒

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ

七495

喜ぶと︑︿略V︒

た︒武田方が之を見て︑聲をあげて

テ︑上ゲテ見ルト︑果シテ磁石ノサ
キニ釘ガタクサンツイテヰタ︒

下を見ると致しませう︒

六713 今︑三條の大橋に立って︑川
六732 又三條の大橋から川上を見る
と︑︿略V︒

六858 見せ物小屋で象を見た︒

六866 自由にうこかすことの出來る
み
長い鼻︑箕のやうな耳︑︿略﹀︑一切

絶で見た通りであった︒

ふたみがうら

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

六棚3 池のはたへ行って見ると︑し

た︒

︿略﹀︑ 二 見 浦 を 見 に 行 っ て ︑

おみやげに貝細工を買った︒

六柳6圏

七125 おさへて見たら︑小さなかれ
ひであった︒

て見たら︑もう詠い海には誰もみな

七158 川口にか＼つた時ふりかへっ
かった︒

七215 義貞は之を見て︑﹁ものども
進め︒﹂と︑其の遠干がたを眞一文
字に鎌倉さして攻めこみました︒

七282 我が國の馬は︿略﹀︑大いに

みる一みる
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見ましたらうね︒

八651国 ハワイから出した檜葉書は

︿略﹀︑波の静かな所でふな

ばたからのぞいて見ると︑︿略V︒

九82嗣

中︑汽車の窓から見た牧場の實景で

しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに

八705国此の糟葉書は此所へ干る途 九121図 井戸に近き柿の木の︑日ま

とやの内に入りて見るに︑

氣持よし︒

九145図

す︒

八767 人々は︿略﹀と思ひながら︑
︿略﹀︒

﹁︿略V︒﹂といふ間も︑信吉は 九153図出がけにとやの方を見れば︑

や っ て 見 ま し た が︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

八859

のび上るやうにして奥の方を見た︒

母は其の方々の顔を見る

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

く略V︑かうたやすく來てみ 九柵3國圏

ると︑そんなに遠い所に來たやうな

九7610園

道雄が今朝起キテミルト︑商

出されて︑︿略﹀︒

用デ四國ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑

︿略﹀︑校長先生と山田先生が︑ 九佃10

氣がしないね︒

夜汽車デ錦ツタトコロデアツタ︒

九802

箱のそばへ來て︑面白さうに僕等の

署師は皆︑︿略﹀︑た丈経過を

イテミタ︒

情婦リニナツタノダラウト思ツテ聞

九伽4 ︿略﹀︑ドウシテコンナニ早ク

仕事を見ていらっしゃった︒

それでも航海をする人など

が︑よく星を見て船の位置をはかる

九859園

といふではありませんか︒

く略V︑あぶなく親身の親を 十94

見守ってみるばかりである︒此の有

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑ 九923園

様を見て︑フィリップといふ野師が︑

九158

ターといふ神様が︑それを見て︑

射殺すところでした︒︿略﹀ジュピ

す

︿略V︒

九価8

お話を聞いて︑僕もすべって
︿略﹀︑岡田さんは目の前に見

中尉は︿略﹀︑敵陣が間近に
北風はもう一度あの勇ましい

︿略﹀水兵が︑女手の手紙を

大尉はそれを取って見ると︑
次のやうな事が書いてあった︒

九備2

ゐ
か﹂つた某大尉が之を見て︑︿略V︒

讃みながら泣いてみた︒ふと通り

九掴6

右の耳をそばだててみた︒

元吉が聞きたいと思って︑︿略﹀︑左

九㎜9

なったのを見て︑︿略﹀︒

九鵬5

を見て︑︿略V︒

やがて中尉はちよつと腕時計

てるるやうな様子で説明なさるので︑

九978

見たくなりました︒

九963

たが︑︿略﹀︑實に壮快でした︒

高橋さんは︑すぐ前に居る順

十229團

︿略﹀皆さんの熱心な様子

まだせりが興るのに間があ

さうして︑もうこれが最高

私はく略V︑飼主たちがあ

を打って︑取引が成立ちます︒

の直だと見ると︑掛の人が︿略﹀手

十213囲

みぐ思ひました︒

馬も從順で人になつくわけだと︑し

十201囲 それを見ると︑成程︑︿略﹀︑

つたが︑︿略V︒

るといふので︑馬つなぎ場を見て廻

十183囲

なりました︒

や︑今日の働を見て︑大そう心強く

十1410園

めて青年團の規約を見た時は︑︿略﹀︒

十147引馬が今度蹄って点て︑はじ

太郎君を見て︑﹁︿略﹀︒

十131

大そうりっぱになりました︒

僕も其の通りにして見まし 十125園今通って見て望ましたが︑

イロく珍シイ事ガアルノ田野ガツ

り

︿略﹀︑栗鼠が︿略﹀顔を出し

うす紅のかへで︑銀ねずみ色

頭を上げてみると︑それは石
自分の力でやれる所までや
︿略﹀︑母も︿略﹀︑正一を見

停車場にはいる手前でまた北

九9510園

ク︒

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

︿略﹀︒

九734

てにっこりした︒

九583

つてみます︒

九549園

井君であった︒

九359

木を見てもなつかしい︒

の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの

なら

九347

かくれてしまった︒

たが︑僕の姿を見ると︑︿略﹀穴に

九337

フシギナ事ガアル︒

調べテミルト︑コノヤウニイロく

九213

︿略﹀︒

八863 おとよは信吉の顔を見ると︑
かけよって來て︑︿略﹀︒

八901園 いや︑聲が聞えるのではあ
りません︒口の動き方を見てさとる
のです︒

︿略﹀︑おとよは何も言はない

で︑信吉の顔を見てみる︒

八907

おとよの顔を見な が ら ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と

八914 信吉は少しはなれて︑今度は
言った︒

八934 信吉はとりのぼせたやうにう
れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑
かはりばんこに見てみた︒
︿略﹀︑目は食物を見ても︑見

ないふりをし︑︿略﹀︒

八㎜5

︿略﹀︑目は食物を見ても︑見

ないふりをし︑︿略﹀︒

八㎜5

と︑︿略﹀︒

八樹7 マッチの製造所へ行って見る

白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか

青々とした波の上に︑丁々と

上川を見たが︑︿略﹀︒

り見て來た目に殊さらうれしかった︒

九755

事に︑必ず其のきらひな物ばかり出

な物があると見れば︑三度三度の食

八柵7 大將が何か食物の中にきらひ

して︑︿略﹀︒
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みる一みる

んなにかはいがってみたのを見て︑
︿略﹀と︑心から い の り ま し た ︒

十233国 起りに散歩がてら町を旧い
て見ると︑︿略﹀︒

十2310困 別封の給葉書も冠りに買つ
たのです︒市場の様子がよくわかる
から︑引合はせて見て下さい︒

十263園私は︑とても人の死ぬのを
じっと見ては居られません︒

十364 パナマ地峡に運河を造る事は︑
︿略﹀︑成功を見 る に 至 ら な か っ た ︒

一枝髪にさしてみたい︒

︿略﹀︑どれを見てもどれを見

一金髪にさしてみたい︒

︿略﹀︑どれを見てもどれを見

物を見るのは始めてである︒

無価1
ても︑

ても︑

十価1

見たく存じ候︒

ち

十価1 ︿略﹀︑ 一枝髪にさしてみたい︒
十柳4圏団 ︿略﹀︑一日遅早く童顔を
金銀珠玉を

ひねもす見れども

︿略﹀︑

りばめなして︑

十m3図圖
あかざる宮居

︿略﹀秀吉︑勝政の引足

になりたるを見て︑︿略﹀銃火をあ

十一288図

秀吉はるかに之を望み︑

一軍今や崩れんとす︒

︿略﹀︑敵は見る間にばた

びせかけたれば︑︿略﹀︒

くと倒れて︑

十一2810図

十一291図

旗本の若武者どもをきっと見て︑
﹁︿略﹀︒﹂と大音聲︒

砲手はその結果を見るのを

大きなふかの頭が見える︒

十一584

おそれるやうに︑手で顔をおほって

︿略V︑火を使用するのは人

大砲の上につつ伏した︒

十﹁659

類ばかりで︑他の動物には見られな

い所である︒

十一7210次の宿のさきまで行ってみ

しかし今日の貨幣や紙幣を

たが︑やはり追ひつけなかった︒

十一787

案出するまでには︑人間は實に種々

かと見れば岬なり︒

十一331図船の其の間を行く時︑島
十一332図岬かと見れば島なり︒

ふと見ると︑さしわたし六

様々なものを使用してみたのである︒

知るのだ︒

弟はそれを見てしばらく考

僕はこれまで暦といふと︑

暦を見れば︑まだいろ

こんな事を知るには﹃日

おとうさんが毎年潮干狩

がある︒そこを見ると︑︿略V︒

十一914園

﹃各地の氣候﹄といふ所

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

十一9010囹

出﹄﹃日入﹄﹃月齢﹄を見る︒

十一909園

く大切な事がわかる︒

十一907囹

ばかり考へてるたので︑︿略﹀︒

︿略﹀といふやうな事を見るものと

十一904

日目だ︒﹂

へてみたが︑︿略﹀︑﹁成程︑二百十

十一889

つて︑日敷を敷へてみようとした︒

十一885 すると弟が﹁︿略﹀︒﹂と言

くと浮いてみる︒

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

十一餌8

︿略﹀︑汽船絶えず通航し

十一糾7図

て︑遠く近く黒煙の青空にたなびく

もうくと立ちこめる白煙の

を見る︒

障子をあけてみるとまだ雨
︿略V︑明日の用意に出して
︿略﹀木が競弄するやうに︑

︿略﹀︑住持ひそかに行き

︿略﹀︑東國へ下る路す

自動車・自輔車のタイヤ︑

老砲手が驚いて向ふを見る
と︑船から三四百メートルの虜に︑

十一561

とゴムで造ったものは實に多い︒

ゴムまり・︿略﹀など︑敷へてみる

十一495

を見て︑其の意を得たれば︑︿略﹀︒

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

十一4810南港

様々に姿を攣へつ＼寝起する様なり︒

て見るに︑書師は障子に身を寄せて︑

十一462図

のを見ると︑非常にうれしい︒

しんを立ててすくすくと延びてみる

十一383

おいた植林地の書付を開いて見る︒

十一363

が降ってみる︒

十一354

間から見ると︑すさまじい波を起し

途中︑太宰府といふ昔の役所
談話の最中に一人の老人が

又字を書く時に指先を見る
義を見てせざるは勇なき

面は全部が一様にかゴやいてみるの

望遠鏡で見ると︑太陽の表
ではなく︑︿略﹀︒

十一28

なり︒

十梱1図園

と︑爪はみじかく切ってゐました︒

十伽8囹

すぐに立って︑︿略﹀︒

はいって來ましたが︑それを見ると

十四4園

の跡などを見て︑︿略V︒

十佃8

て︑鯨は海底深く沈んだ︒

十384 今日は私もついて行って見た︒ 十佃9
毎日焼い て は く だ き ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

歎息する彼の様子は︑實に見る目も

十463

いたましい程であった︒

十472 人は此の有意を見て︑たはけ
とあざけり︑氣ちがひと罵ったが︑

あ＼あのかはい＼鳩が︑

少しもとんちゃくしない︒

十592
︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛
ん で 行 く の を 見 たならば︑︿略﹀︒

十827 坑内に馬が居るのは不思議だ
と 思 っ て ︑ 聞 い てみると︑︿略﹀︒

らけになって︑鞍壷よく石炭を掘つ

十834 近づいて見ると︑坑夫が汗だ
てるます︒

見れば引出にはみんな札が
チ﹂などと一々書いてあります︒

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

十一177

︿略V︒

つしゃいますか︒﹂と尋ねてみると︑

十8410園驚いて調べてみると︑あた 十一161 ﹁本や帳面はどうしていら
りは同じ眞黒な岩ばかりでした︒
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とおっしゃるから︑
し

そ っ と の ぞ い て 見ると︑︿略﹀︒

十鵬1

や

ムの木などは名を聞いてみたが︑實

十悩2 椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

みる一みる
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どれを見ても︑枝といふ枝

見ると︑︿略V︒

十一918園もつとくはしいことは本 十一一201 今登って來た方を振返って
暦を見るがよい︒

十二204
すぜ
にはもう黄金色に色づいた實が鈴な

十一欄3國団 ︿略﹀︑御前たちぐらゐ
の子供が通罪し居るを見ては︑殆ど
りになってみる︒

どの山を見てもどの谷を見
どの山を見てもどの谷を見

彼はだんく物思に沈むや

ると共に︑轟の運命をあはれんだ︒

しかし彼は城外に出る毎に︑

十二968 ︿略﹀︑其の慈悲圓満の姿を

をまのあたり見て︑︿略﹀︒

杖にすがるあはれな老人や︑︿略﹀

十二924

もんだ父王は︑︿略﹀︒

うになった︒それを見てひどく氣を

ベートーベンは︑︿略﹀︑ふ 十二919

みたいとかいふお話でしたね︒
十二4010

ベートーベンは︑ちよつと

と見ると︑かはいさうに妹はめくら
である︒

十二452

ふりかへってめくらの娘を見た︒

廣くして︑奥羽地方より九州に至る

あうう

十二493図松に至りては産地極めて

ふ

︿略﹀︒

︿略V︑激流岩をかむ山國川

︿略﹀此の仕事に着手した

ほら

彼を氣違扱ひにして相手にもせず︑

のであった︒之を見た村人たちは︑

十二鵬3

くと︑︿略﹀︒

を右に見て︑川沿の道をたどって行

十二悩2

る︒

く多脳峯・吉野山の山々連なるを見

た

十二欄6図 ︿略﹀︑其の南に一きは高

ざるを得なかった︒

見ては︑思はず其の前にひざまっか

しかしだんく落着いて見

まで殆ど之を見ざる慮なく︑︿略﹀︒

ると︑此庭は時計屋の店であること

十二532
がわかった︒

ふと見ると︑︿略﹀二三人

の男が︑器用な手つきで蜜柑を採つ

時計師は︿略﹀仕事皇の上

今日はお前たちに一つ聞
いてみたい事がある︒

十二664園

に氣が附いた︒

を見て︑出して置いたねちの無いの

十二566

自分よりは大きく︑︿略﹀︒

くさんの時計︑︿略﹀︑どれを見ても

又軍に損益の貼から見ても︑ 十二547園あのいろいろの道旦ハ︑た

由比の濱邊を 右に見
まん
過行けば︑

に止って︑︿略﹀︒
ゆ ひ

十二258図圏
雪の下道

︿略﹀︑其の他見る物聞く

八幡宮

かやうな仕方は唯一時の利益を得る

十二231

てるる︒

十二213

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

十一一212

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

十二211

身の南米に在るを忘れ候︒

十一研6國國中にも十三四ばかりの
子供が︑︿略V立働ける様を見ては︑
如何にもけなげに存ぜられ候︒

騎馬の人たちが︑眞一文字にこちら

十一柵9 ふと向ふを見ると︑︿略﹀
へかけて看る︒

十一捌6 昨日橋本君と一しょに町は
つれのガラス工場を見に行った︒

十一伽7 見てみるうちに大きなフラ
スコが出來た︒
かた

て︑

十一偽8 こちらを見ると︑そこでは
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて
の

て見ました︒

十二402園

やがてベルリンに入って

ほんたうに一度でもよい
はいってみよう︒さうし
あなたは演奏會へ行って

て一曲ひいてやらう︒

十二388園

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

十二383圏

ふれてみて︑︿略﹀︒

見ても︑勤倹の美風が市民の間にあ

十二354団

スなどでは見られぬ光景で︑︿略﹀︒

十一一352国

これはノーギリスやフラン

つてみよ︒

やがて眠から覧めた王は︑

裸島より渦潮見れば︑
木陰からじっと見てみた彼
は︑︿略﹀︑農夫や牛の螢苦を思ひや

十一一916

胸も波だち眼もくらむ︒

十二815圃

はだかじま

﹁これはどなたであらうな︒

︿略﹀︑そばに居るコーデリヤを見て︑

十二7410

︿略﹀︑よ＼と泣きくつれた︒

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑

十二737

コーデリヤは眠ってみる父

十二伽4園

まの

夢にのみ愛し山川も︑

︿略﹀日本の周團には諸

あたり近く迫りぬ︒

あけくれにしたひし家も︑

十二槻6図蟹

形珍しき一本の團扇あり︒

十二佃7図 ︿略﹀︑ふと見れば机上に

た︒

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し

十一一研10 ︿略﹀︑此の見る影もない老

に驚いた︒

氣とを見た村の人々は︑今更のやう

十二3210団又エッフェル塔にも登つ 十二667出先づ姉のゴネリルから言 十二柳7 此の洞穴と︑︿略﹀僧の根

物唯々驚く外はありません︒

十二297囲

御やしろ︒

型から出す︒

十ニー3図近古のふみ見るたびに思
ふかな︑ おのが治むる國はいかに
と︒

十二95図 ︿略﹀︑そのかみ此虞にい

かめしく向ひあひけん英雄の姿︑今
まのあたり見るが 如 く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

見ると︑それぐ違った面白い習性

十ニー09又いろくの鳥を注意して
を も っ て み る の で︑︿略﹀︒

十ニー010 幽いろくの鳥を注意して

︿略﹀︑見れば見る程興味が

見ると︑︿略﹀︑見れば見る程興味が
わき︑︿略﹀︒

わき︑︿略﹀︒

十一一1010
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みるから一みんな

外國が様々の考を持って見てをるの
で︑︿略﹀︒

を見ると一時に押寄せて來たが︑

十二團3 警衛の兵士等は︑安芳の姿

︿略﹀︒

見るから

十二個4 ︿略﹀︑西郷が後に績いてる
つ
るのを見て︑一同恭しく捧げ銃の禮
﹇見﹈︵副︶4

をした︒

みるから

九撹7 北風はたけが五尺二寸もある
黒馬で︑︿略﹀︑見るからに強さうな

見分ケ

﹇見分﹈︵下一︶2

分ケガツカナイサウデアル︒
みわ・ける

見分け

の勢で明の都へおしよせ︑四百齢州
﹇民﹈←きょりゅうみん

をやきはらはう︒

みん

︿略﹀︑

くつれ残れる民
民家

いまぞ相見る田平軍︒

﹇民家﹈︵名︶1

︿略﹀田園よく開けて︑
毛饒を敷けるが如く︑白壁の民家其

せん

十一341図

みんか

屋に︑

九3910図圏

七593園此の星を見分けることや︑ みんおく ﹇民屋﹈︵名︶1 民屋

る︽ーケ・ーケル︾

見わた

人の顔がやっと見分けられる

燈塁のあかりを知ることは︑︿略﹀︒

九615

︽ーシ・ース︾

﹇見渡﹈︵四・五︶9

やうになった頃︑︿略﹀︒

みわた・す
す 見渡す

稻村崎の此方に着いて︑賊

︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ

ひ︑︿略﹀︒

十一219

﹇民事裁判﹈︵名︶2

此のやうに︑人々相互の間

ミンナ

みんな

告の︿略﹀主張を助け︑刑事裁判で
べん
は︑︿略﹀被告を保護するために辮

又民事裁判では︑原告・被

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一196

民事裁判

みんじさいばん

り︑﹃︿略﹀︒﹂などとの廣言︒

七鵬9園明鑑の使者︑某の陣中に参

ことの事か︒

臣清正と記したといふが︑それはま

みん
七価5園︿略﹀︑又請國への返書に豊

國

の間に貼在す︒
四656 弓をとりなほして︑向ふ
みん
みんこく ﹇明国﹈︹地名︺2 明國 明
を見わたすと︑舟がゆれて︑ま

面白い︒

十48図

︿略﹀︑荒れくるふ海上を見渡

せん

爾岸及び島島︑見渡す限 護士といふものがある︒
﹇皆﹈︵名︶48

ゴランナサイ︑ミンナガ

トイツテ︑

イデス︒
ダ︒﹂

二294

ミンナカンシン

﹁ナルポドヨイカンガヘ

チカラヲイレテ︑一シヤウケンメ

二34

みんな

見渡す限り果もない原野に︑
明←だいみん

七条1園切ってく切りまくり︑其

﹇明﹈︹地名︺1

︿略﹀︒

十一604

如く︑︿略﹀︒

り田園よく開けて︑毛饒を敷けるが

十一3310図

のかゴり火焙をあざむく中を︑︿略﹀︒

十一277図夜に入れば︑見渡す限り

したグレース親子は︑︿略﹀︒

十256

限りの木立・くさむらにて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑池のめぐりは見渡す

の方からはるかに全景を見渡すのも

九315

のぞなへを見渡しますと︑︿略﹀︒

七192

いなむらがさき

からおしよせた船でおほはれた︒

とがさだまりません︒
軍馬である︒
はかた
はと
十543 ︿略V︑鳩は見るからに愛らし 六796 博多の沖は見渡すかぎり︑元
いものである︒

十価10 其の枝の先にしょんぼりと止
つてみる烏の姿も︑見るから寒さう
だ︒

十二脳6 ︿略﹀絶壁をたよりに︑見
るから危げな敷町のかけはしを造つ
たものであるが︑ ︿ 略 V ︒

みるみる ﹇見見﹈︵副︶3 見るく
九576 後の山がだんだん低くなるに
わら

つれて︑前の変藁の山が見るく高

くなる︒

十252 船は二つにくだけて︑船尾の

方は見るく大波にさらはれてしま
つた︒

割増6図 見るく艦は速力を増して︑
﹇見分﹈︵名︶1

白波高く海にをどり入る︒
みわけ

ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑ナカく見

九203 ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテヰルト︑全みん

シマシタ︒

スルト年トツタネズミガ︑

﹁︿略V﹂トイヒマシタノデ︑ミン

二303

ナダマツテシマヒマシタ︒

二567囹 コレカラユビノクミカ
タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ

︿略﹀︑ミンナノイフコト

ヤツテゴランナサイ︒

ヲキキオトスヤウナコトハア

二636

ヒヨコハミンナデ十パ

リマセン︒

デス︒

三85

三94 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ

ベマス︒

三776 夕はんがすむと︑うちの
ものはみんなえんがはへ出ま

した︒

四95 キノフハ日本國中ノ人
ガミンナ天皇ヘイカノバンザ

イヲイハツタノデス︒

ワニザメハ︿略﹀︑白ウサギ

ノ毛ヲミンナムシリ取ツテシ

四164

マヒマシタ︒

四226 うちの人はみんなたん

町やくばも︑けいさつしょ

ぼへ出て︑︿略﹀︒

も︑︿略V︑みんなのきらんぷが

四268

電とうにかはりました︒

四421戸だなや戸だなの中の

下女がびっくりして︑﹁き

物もみんな外へ出されました︒

四426

やつ﹂といったので︑後でみん
なにわらはれました︒

れいになって居ましたので︑み

四465︿略﹀︑家の内も外もき
んながほめられました︒
ゆうになって取りました︒

らった︒

今日はうちの者がみんなたん

みんな手をうってかっさいし

の税もみんな大事なもので︑︿略﹀︒

むいちもつ ﹇無一物﹈︵名︶1

﹇無益﹈︵形状︶1 無益

つてしまった︒

無一物

つて︑親子三人町外れの裏長屋に移

差出した︒さうして全く無一物にな

さうしてみんな一しょに學校 九541圏 く略V︑自分の財産を残らず

の門を出た︒

八955

かうしてみんな手をそろへ

の齢暇でも無益に費すことがなかつ

た︒

むかいあ・う ﹇向合﹈︵四・五︶3 向ひ

屋島のたたかひに︑げん

ひあって居ました時︑︿略﹀︒

じはをか︑へいけは海で︑向

四613

見れば引出にはみんな札が あふ 向ひ合ふ ︽ーッ︒ーヒ︾

て働けば︑︿略﹀︒

はってあって︑﹁ふろしき﹂﹁ハンケ

いっかもにいさんが︑﹁杉

チ﹂などと一々書いてあります︒

の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は

十一393

九5810 ︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ
からざを
合って︑︿略﹀︑ぼたんばたんと殼竿

︿略﹀︑そのかみ汐干にい

で変を打ってるる︒

かめしく向ひあひけん英雄の姿︑今

十二94図

﹇芝居﹈︵上一︶1向ひ

まのあたり見るが如く︑︿略﹀︒

ぜん
あたかも玉食の膳に向ひ

二74一 ライクワウハケライドモ
ト︑山ブシニスガタヲカヘテ︑

カヒマシタ︒

一533 モモタラウハカタナヲヌ
イテ︑一バンオホキナオ一二ム

ふ ︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

むか・う﹇向﹈︵四・五︶36ムカフ向

て︑︿略﹀︒

居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て

十﹁272図

居る ︽ーヰ︾

むかい・いる

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類

せたことがある︒
十ニー010

の研究をしないだらうと不思議に思
ふやうになった︒

六日﹇▽にが

六日火海王星衝かのえ

﹇六日﹈︵名︶2

←ん

︿略﹀

十一89図六日木みつのえうま

いぬく略V

十一89図

つむいか

むいか

︑む

郡長をはじめ︑見送の人々は みんぷく ﹇▽こくりみんぷく

それをみんなうちで納める
國の税は勿論︑縣の税も村

十ニー36 ︿略﹀︑たとへ十分︑十五分

︿略﹀︑みんながゆづり合って むえき

くれたので︑二人とも腰を掛けるこ

九679

待ってをります︒

みんな氷靴を着けて︑思ひ 九494圏 みんなでにいさんのお蹄を

ぼへ稻こきに行きました︒

六17

六782
くのすべり方をしてみる︒
六877

四505みんなもしまひにはむち 六785 すべるく︑みんなすべる︒

十435園

︿略﹀︑みんな羽織をぬいで︑

おとうさんも︑にいさんも︑

とが出來た︒

た︒
四585 ︿略﹀︑大工サンバミンナ
六954 ふみと曳まってみたのは︑み
シルシバンテンヲヌイデ︑ヰセイ

十一177

七118

着物のすそをはしょった︒

七108

るから︑︿略﹀︒

わらにんぎやう

んな藁人形であった︒
ヨクハタライテ居マス
四673をかの方ではく略﹀︑みん 吾川4 うちの人はみんな知らずに居

なが馬のくらをたたいてよ
ろこびました︒

り︑水が出たりしたことをみ

四741私は︿略﹀︑火事があった

其のうちに潮がさしはじめた

丸山君も︑妹も︑お松も︑みんな下
りた︒

んな見て知って居ます︒

六904 此の時︑﹁大きなお守さん
七148

みる︒

八786囹

八803園

のですか︒

八789圏

のは︑みんな切符ですか︒

今手に持っていらっしやる

を合はせて︑一生けんめいになって

八142園く略V︑小勢の方はみんな心

行ってしまひました︒

んぼだな︒﹂と言って︑みんな出て

さうして︑﹁こいつ︑かなつ

みんな泣いたといふことである︒

七431

ので︑みんな舟にもどった︒

だ︒﹂と誰かがいったので︑みんな
が一度にふき出した︒
な一しょにさいてゐます︒

五135国 うめやも＼やさくらがみん

てしまったさうだ︒

五196園 ︿略﹀︑おそれてみんなにげ 七923

んな大よろこびで飲みました︒

五404 のどがかわいてみたので︑み

とは思ったが︑︿略V︑みんな賛成し

五702 村の人々は中中大きな仕事だ
たといふことだ︒

︿略﹀ ︑ 其 の た め に 田 を 責 り ︑

のふところがら出した︒

五746 其の賃銭をみんな庄屋が自分
五751

畠を責り︑家も土民もみんな費りは

む

みんぷく一むかう

664

665
むかう一むかし

げんじの大しやうよしつ

大江山ヘムカビマシタ︒

四631
ねは家來に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と
たつねました︒

四943 ︿略﹀︑二人はたいまつで

道をてらしてくどうのやかた
へ向ひました︒

た︒

五357 學校の門を出て西へ向ひまし
五㎜7 向って右が入口︑左が出口で︑
まん中が帝室用になってゐます︒
みちあり

小舟二そうで向つた︒敵ははげしく

六817 此の時河野の通有は︑たった
射立てた︒
らまつ

六983圏村の學校のげんくわんの
か

向 っ て 右 の 落 葉 松は︑︿略﹀︒

七66図醐 三萬近き學校に 分れて

學ぶわれくの 望に向ふ足なみは
︿略﹀︑総前号の新田義貞はび

につたよしさだ

皆一せいにそろふなり︒
七191

萬騎を引きつれて︑たゴちに極樂寺

くともしません︒手もとの軍ぜい二
坂へ向ひました︒

あんまひころく

七335図 船は沖に向ひて港を出でた
り︒

七468 翌日武田方からは安間彦六と

てうせん

いふ大の男が︑︿ 略 ﹀ ︑ 上 杉 方 の 陣 へ
とよとみひでよし

向つた︒

七973 豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先
手の大將は加藤清正・小西行長の爾
人でした︒

八79 五箇村の人々は各自分の村の

騎手に向って︑﹁ぜひ勝ってくれ︒﹂

信吉は︿略﹀︑今度は先生に

﹁︿略﹀︒﹂などと︑口々に勢をつけて
みる︒

八872
中陣︑口・耳・目・手・足等

向って︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑︿略﹀︒

八995
が申し合はせて︑胃に向っていひま

信吉は夏休にて蹄り居たる

此の時胃は一同に向って言ひ

すには︑﹁︿略﹀︒

八十2
ました︒

九851図

信吉は傍なる姉に向ひて︑

兄に向ひて︑いろくと星の説明を
求めたり︒

九907図

或年戦孚が二つたので︑北風

﹁︿略﹀︒﹂と頼みたり︒

九鵬1

も外の軍馬と同じやうに︑主人にし
︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

たがって戦地へ向つた︒
蓼川5

味方の勝利を語るやうに︑一聲高く
総員三十二人が四組に分れて︑

天に向っていな＼いた︒

十118

それぐ仕事の持場に向つた︒

十648図

主人はうちうなづきて出來

ば待たせ置き︑おのれは主人を迎へ

﹇迎﹈︵下一︶5 むかへる

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

にとて外に出行きけり︒

十一267図此のま﹂新手の兵を迎へ

り︑僧に向ひて︑﹁︿略﹀︒﹂

ぜん
やがて運び來れる貧しき膳

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒

十654図

十724図

︿略﹀︑かへって中ると︑もう

十一711

或夏の半ば︑宣長はかねて

に出ました︒

よくなってみて︑尾をふってむかへ

五154

居ました︒

四834 むかふのてい車場へ着い
たら︑にいさんがむかへに來て

迎へる︽1へ・1ヘル︾

時頼は尚一同に向ひて︑ むか・える

﹁︿略﹀︑訴訟ある者は申し出るがよ
い︒

其の友之を止めていはく︑
﹁羊の虎に向ふが如し︒危し︒﹂と︒

十973図囹

後日︑人が主人に向って︑ど
ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

十捌7

︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑﹁者

になったのかと尋ねた︒

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十︸276図

ども績け︒﹂と馬にむちうって近江

ところがリガンは︑まだ父

愛想よく迎へて︑︿略﹀︒

ひ

︿略﹀父王は︑彼に妃を迎

ムカシムカシ︑オヂイサン

一一412

ムカシアルトコロニ︑田

ムカシムカシ︑ヨイオヂイ

タ人ガアリマシタ︒

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

二334

トオバアサンガアリマシタ︒

﹁嘱一

トオバアサンガアリマシタ︒

ムカシムカシ︑オヂイサン

昔﹇▽ひゃくはっくじゅうねんむか

むかし ﹇昔﹈︵名︶54 ムカシ むかし

國政にも與らせようとした︒

へ︑目もまばゆい宮殿に住まはせて︑

十二9110

ふのを口實にして︑︿略﹀︒

上を迎へる準備が整ってみないとい

しかし此の頃は︑飴程 十二718

に向ふ︒

十一4110國国

翌朝立師は常にもあらず

御快方に向はれ候とか︒

十﹁466図

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

夜明けて住持︑壷師に向

に筆を動かしみたり︒

十﹇474図

ひて︑﹁今日かき給はん鶴の姿はか
やうなるべし︒﹂と︑︿略﹀︒

されど婦人は︑︿略﹀︑僧を

一三一

老誉者の言に深く感激した し
宣長は︑︿略﹀︑ひっそりした町すぢ

親子は非常な危除ををかして︑ 十︸765
人々をボートに牧組し︑︿略﹀︑我が

十282

家へと向つた︒

さうして其の夜はまんじり

を我が家へ向つた︒

ともせず机に撃って︑かの曲を譜に

十二454

書きあげた︒

あ＼︑あのかはい﹂鳩が︑
︿略V︑矢のやうに目的地へ向って飛

十591

んで行くのを見たならば︑︿略﹀︒

十602図

へ︾

すごくと立去る僧の後影むか・う ﹇迎﹈︵下二︶2 迎ふ ︽1
を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ

十621図
て︑﹁︿略V︒

むかし一むかし

666

サントワルイオヂイサンガア
リマシタ︒

S12 ムカシムカシ︑ヨイオヂイ

シタ︒

三397

る︒

六706

こんな人︑こんな姿は︑とう

の昔にきえましたが︑川は昔のま＼
に清く美しく流れてゐます︒

こんな人︑こんな姿は︑とう

のういん

昔能因といふ人が︑

﹃︿略﹀︒﹂ とよ

んだのは其所のことで︑︿略﹀︒

九712園昔は竹に雀の紋所で名高い

仙皇霊の城下であった︒
こんじき
あの上に名高い金色堂があ

ひかり

九7110園

る︒光堂ともいって︑昔は金光り

六707

に光りかゴやいてみたさうだ︒

西洋では昔から︑あの七つ

小熊の形を想像し︑︿略﹀︒

の星と其の近所の星を一しょにして

九901囹

の昔にきえましたが︑川は昔のま＼
武人は昔から之を愛養して︑

に清く美しく流れてゐます︒

七267

ニントク

いざといふ時には︑それに乗って出
かけた︒

し

し

昔或氏神のお祭に︑競馬の

眠りしに︑︿略﹀︒

八59

神事といふ事があった︒

した︒

九佃4園

て︑一人で進んで功を立てるやうな
ことは出來ない︒
むさし

十榴3図

さかひ

昔支那に呉・越とて相隣れ

る二國ありき︒

昔︑泉州堺のなにがし

寺に︑或垂師久しく寄食してありけ

十一446図

るが︑︿略﹀︒

て南米ブラジルのパラ州から産出し

十一503此の種のゴムが︑王臣とし

昔︑アフリカの或港に一そ

たので︑︿略﹀︒

うの船がとまってみた時の話である︒

十一546

昔イギリスの或大きな農場

ともない︒

みこと

で︑農場主が大勢の人の耕作するの

十一宙7

かん

を監督してみた︒

昔の武藏野の姿を此所に残 十一一510図画︑大國主命賊を平げ

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

昔朝鮮に一人の婦人があって︑ 十49図

なし︒

十375

昔︑太平・大西両洋の間を往
書する船は︑はるか南アメリカの南

今でも城壁は大部分昔の面

端を大廻りしなければならなかった︒

十742團

影を留めてゐますし︑門も主なもの

こちらでは昔から之を三寒

は残ってゐます︒

十787囲

えのきでら

途中︑太宰府といふ昔の役所

四温といつてみるさうです︒

十佃8

の跡などを見て︑榎寺といふ慮に
立寄った︒

らん︒

昔は個人の利益を畳むのが

古寺の

昔の音やこもる

建長・圓覧

くさり戸である︒︿略﹀︑昔から之を

十一一樹7 これからが世に恐しい青の

お仕へ致しませう︒

人よりも厚い野心をもつて︑父上に

十二671園

昔からあった孝子のどの

山門高き松風に︑

十二287筆触

商業であると思はれてるた︒

十二2310

ひあひけん英雄の姿︑︿略﹀︒

べば︑そのかみ此虜にいかめしく向

十二94図なぎさに立ちて昔をしの

さんとの皇太后の思召のま＼に︑今

昔ヨーロッパにアレクサンド

も人工を加へずといふ︒

指であひつをしたのは昔の

白河を通ったのはく略﹀︒

ル大王といふ王があった︒

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ 十76

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝
八355

晩神様にいのってゐました︒

八335

くらべうま

三733ムカシ鳥トケダモノガ 七304図昔一匹の獅子︑森の中にて
ケンクワヲシタコトガアリマ
ス︒

三824むかし一人のれふしが
︿略﹀︑みほの松原を通りました︒
じんむ
五184園 むかし神武天皇がわるもの
くまそ

どもをこせいばつになった時︑︿略V︒

五412 昔熊襲のかしらに川上のたけ

昔はあきめくらも多かりし

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

八893圏

となりし人あり︒

に︑まことのめくらにして︑大學者

八623図

た︒

の

るといふ者があって︑天皇のおほせ
み

にしたがひませんでした︒

五531 昔美濃の國にまっしい人があ
りました︒

五564 ︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

の三つを︑昔から日本三景と申しま

此の邊が有名な那須野が原

ことで︑今は口を見せてものを言は
せます︒

す︒

五683 昔此の村はひどく貧乏で︑此

九687園

九703園

は方々に町や村が出來てるる︒

だ︒昔は一面の荒野であったが︑今

の村の名を言ふと︑﹁あ㌧︑あの貧
乏村か︒﹂と言はれたものださうだ︒

もゆびをりの金持村だと言はれてる

五787 昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

しかし今の戦孚は昔と違つ

三545 むかしをののたうふうと 七284図 大阪ハ昔仁徳天皇ノ都シタ 九911園 昔カリストといふおかあさ 十一784 ︿略﹀︑又臥を考案した昔の
人々に卜して別段感謝の念を起すこ
んと︑アルカスといふ子供がありま
マヒシ所ニシテ︑︿略V︒
いふ人がありました︒

ふ人がありました︒

むかしうらしま太郎とい

二715 ムカシ大江山ニシユテン
ドウジトイフワルモノガヰマ

リマシタ︒

サントワルイオヂイサンガア

一一

667

渡らうとして水中に落ち︑命を失つ

︿ 略﹀︑一部は補巻の面目を

た者が幾百人あったか知れない︒
十一一柵10

留めて︑暉海一生の苦心を永久に物
語ってみる︒
︿ 略﹀︑昔から此の島影で荒

い浮世を知らずに過して來たことが︑

十一一塒10

︿略﹀︒

もはう
︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

昔語

だんのうら

﹇昔語﹈︵名︶1

を事として來た観がある︒

十二研2

むかしがたり

昔話

萎n▽なまむぎ

正一の家でも︑親子三人︑庭

にすゑた打皇の前に並んで︑妾を打

九569

後には褻の束が山と積んであ

つてみる︒

九569
る︒

︿略﹀︑黄色い妾の穗が一面に

廣げられて︑まぶしいやうな夏の日

九587

にか望やいてるる︒

︿略﹀︑七八人の男や女が向ひ
からざを
合って︑︿略﹀︑ぼたんばたんと殼竿

九592

農場主はせっかくよく出來

第十四

苗打

妾打
第十四

﹇麦畑﹈︵名︶2

萎打

ムギ畠

鞘まき

くれうって︑

叩いたんぼの

こづかひ

変ゆ

︿略﹀︑さっきの學校の小使

﹇麦湯﹈︵名︶1

妾まきすます︒
むぎゆ

五403

わら
変量

後の山がだんだん低くなるに
わら

﹇麦藁﹈︵名︶1

さんが妻ゆを持って來て下さいまし
た︒

むぎわら

九576

つれて︑前の妾藁の山が見るく高
くなる︒

む・く﹇向﹈︵五︶4ムクむく向

賀茂川は︿略﹀水がいたって

はをむきて︑う＼とうな

報いる

穿話8園

おかあさんは︑﹃一命を捨

てて君恩に報いよ︒﹄と言ってゐら

績いて繹迦は︿略﹀︑父

れるが︑︿略﹀︒

むく

王・妻子を始め國民を教化して故郷

十二973

ムクムク

又一シキリキテキガナツ

︵副︶2

の恩に報いた︒

三43

むくむく

く

テ︑エントツカラムクムクトマ

やはらかい黒い土がむくく

ツクロナケムリが出マス︒

九7810

イ・ーユル︾

一命を捨てて君の御恩に

報ゆる爲には候はずや︒

九備8圏國

上ってゐます︒

むぐらも

我が身をすてて報

む・ける ﹇向﹈︵下一︶4

向

さて宗任がかりまたをぬき取

ける ︽ーケ・ーケヨ︾﹇▽さしむける

さ＼せました︒

せ中をくるりとむけ．て︑うつぼへ

つて︑義家にかへしますと︑義家は

或日彼が古木の皮をむくと︑ 五816

垣を出て行く︒

︿略﹀︒
りて︑

十一一118

珍しい甲轟が二匹みた︒
﹇報﹈︵上一︶2
︽ーノー・ーイヨ︾

むく・いる

四114間おやはかへして︑子は

むける

三253 むぐらもちでもとほつた
やうに︑土がところどころもち

ち

むぐらもち ﹇土竜﹈︵名︶1

いんと︑︿略V︒

こよなき知遇︑

ぐロつ

りうび
どちらを向いても青い水ば 十一⁝川7図圏 ︿略﹀︑ 劉備が三顧の
え

むく ︽ーキ・

ひしゃくの口の向いてみる方へのば

二つの星を結びつけて︑其の線を︑

九881圏あの柄でない方の端にある

かりです︒

七542園

きれいで︑染物にむいてゐます︒

六737

南デ︑︿略﹀︒

盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒
三473東ヘムイテリヤウ手ヲ
ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ むく・ゆ ﹇報﹈︵上二︶2 報ゆ ︽一

鶏が変のこぼれを食ひに來て く ︽ーイ︾﹇▽ふりむく︒みむく

で萎を打ってるる︒

︿略﹀︒

むぎうち

九目2

変畠

むぎばたけ

九563

﹇麦打﹈︹画名︺2

みあらされてはたまらないと思って︑

てるる褻を︑たくさんの馬や犬にふ

十一佃1

は︑追はれて逃げて行く︒

十一3410図 ︿略﹀︑屋島．壇浦は源 九605

﹇昔話﹈︵名︶1

平の昔語に人の感興を動かすこと甚
だ切なり︒

むかしばなし

九905園 小熊座と大熊座について︑
面白い昔話があるはずだから︑ねえ
さんに聞いてごらん︒
﹇▽うしろむき・くらしむき・こど

﹇麦﹈︵名︶9

ーク︾

三21︿略V︑ムギ畠ノ上山ハア して行くと︑︿略﹀︒
サハヤクカラヒバリガサヘヅ む・く ﹇剥﹈︵四・五︶2
ツテヰマス︒

9

褻畠やなたね畠の間にさいて 八271図圏 軒下にはらばへる黒き犬︑むけ ←しむけ
むぎまき

四

萎まき

息まき

みるのは︑ことに目立って美しい︒

七173

れるのも︑土といふありがたいもの

四目5

四

﹇麦蒔﹈︹課名︺2

が︑めいくの骨折に封して︑御ほ

四98
ら妾を打つ音が方々で聞える︒

九566 今日は天氣がよいので︑朝か むぎまき ﹇麦蒔﹈︵名︶1 直まき

うびを下さるのだ︒

九484国囹 米が出隔るのも︑変が取

よく出來ました︒

四 7 5 5 此の人たちの田や畠
の作り方はていねいでしたか
ら︑稻も褻もよそのよりは

むぎ

うむき

もむき・とうちむき・はでむき・むこ

むき

むかしがたり一むける

むげん一むさぼる
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七欄9園此の清正こそはまことの大
將︑四十日の軍勢は此所へ向けよ︒
九5710 あみ笠をかぶった父がふり向
くと︑母もすげ笠をそちらへ向けて︑
︿略﹀︒

無限

十人許の乗組員は︑ひとしく目を其

十簡2 甲板に立ってるた船長を始め

﹇無限﹈︵形状︶1

の方向に向けた ︒

むげん

ムカフ

むかふ

は早晩使ひ土盤くされてしまふが︑水

十二備5園 そればかりでなく︑石炭

﹇向﹈︵名︶32

力は無限といってよい︒
むこう

向ふεたにむこう

一一212園 ソレデハムカフニ大キ

ナ木ガアリマスカラ︑アノ木
ノ下ヘイツテミマセウ︒

ソレデハシヤウジノム

カフニオスワリナサイ︒

二546園

三33 トヲアケルト︑ムカフノ
ソラガウスアカクナツテヰマ
ス︒

ミ

ヨ︒

︿略V︑﹁ぼちぼち﹂とよび

ぢさんのうちがあります︒

四218山一つむかふの村にを
四304

る者が︑︿略﹀︒もし間に合はないと︑

ゆききの車馬のたえざれ

向ふへ大そうおくれて着くからです︒

八558図圃
かは

ば︑向ふの側へ行きかねつ︒

︿略﹀︑大きな青大鑑が︑向ふ

の水たまりの所をうねって︑のろの

九355

ろと草の中にかくれて行く︒

ますと︑向ふの方で︑﹁ぼちぽ

ち﹂と口まねをするものがあ

九㎜2

﹁海の向ふに遠く見えるの

あれごらん︑向ふの杉林の

向ふの畠には︑たうのいもが

みるのが見えるだらう︒

上の所に︑︿略﹀︑七つの星が並んで

九875園

つしゃつた︒

が下北半島だ︒﹂と︑叔父さんがお

九757園

いと投げて︑又新しい束を取る︒

正太郎がおこって︑﹁ばか﹂ 九574 ︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

ります︒

四313

といひますと︑又向ふで︑﹁ば
︿略﹀︑一しょに向ふの方

か﹂と口まねをします︒
四315

へ行ってみましたが︑だれも
居ませんでした︒

四335囹 こちらでやさしくいへ
ば︑向ふでもやさしく答へ︑
︿略﹀︒

敵の砲兵が放列をしいてみる︒

細心10谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう

く見える︒

きれいにすんで︑向ふの天神山が近

四337園向ふで﹁ばか﹂といった 作ってある︒
九㎜8 昨夜雨が降ったせみか︑空が
のも︑お前が先に﹁ばか﹂と
いったからです︒

四656弓をとりなほして︑向ふ
を見わたすと︑舟がゆれて︑ま
とがさだまりません︒

居ました︒

五928

雲までとゴく弓

向

︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

所から水を引くからだ︒

すそに︑大きな用水池があって︑其

五667園此の村には︑向ふの杉山の

のなり︒

ふの田から大空の

五604魍

森も小山も下に見て︑

︿略﹀︑ガラス越しに見える向

老砲手が驚いて向ふを見る

と︑船から三四百メートルの庭に︑

十一561

大きなふかの頭が見える︒

ふと向ふを見ると︑︿略﹀

騎馬の人たちが︑眞一文字にこちら

十一柵9

へかけて來る︒

むこうぎし ﹇向岸﹈︵名︶1 向岸

さうしてずるぶんあぶない目

にあって︑やうやう向岸に着きまし

七646

た︒

むこうむき ﹇向向﹈︵名︶1 向ふむき

すにかけていらっしゃい︒

七904園主ふむきになって︑此のい

十一5810 老砲手は大砲にもたれて︑

むごん ﹇無言﹈︵名︶3 無言

或山寺で︑四人の僧が一室

無言のま＼じっとそれを見つめてゐ

る︒

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十一691

を始めた︒

聞いて︑﹁無言の行に口をきくとい

十一699園隣に坐ってみた僧が之を

無言の行

十一目3 第十⊥ハ課 無言の行

昔の武藏野の姿を此所に残

むさし
﹇武蔵野﹈︹地名︺1 武藏野
むさし

﹇貧﹈︵五︶1

も人工を加へずといふ︒

むさぼ・る

むさぼる

さんとの皇太后の思召のまΣに︑今

十49図

むさしの

︿略V︑机によりか＼つて向 十一6810 第十⊥ハ課 無言の行

︿略﹀︑いっか夕方の色が四

に暮れて行く︒

方にたゴよって︑向ふの山も薄墨色

十一412

く岡が雨に煙って︑︿略﹀︒

ふの方をながめると︑うねくと績

十一356

ふの木がひどくゆれる︒

十塒8

ふ事があるか︒
三277むかふの方に︑二本なら 四833 むかふのてい車場へ着い 十412 向ふの山の頂に日の光が赤々
とさして來た︒
たら︑にいさんがむかへに來て
むごんのぎょう ﹇無言行﹈︹課名︺2

︿略V︑トモダチトムカフ

んでみるほそい竹の子は︑︿略﹀︒

四86
ノ山へ上りマシタ︒

四122 島ニヰタ白ウサギガ︑ム
カフノ大キナヲカへ行ツテ見

オマヘタチノセ中ノ

タイトオモツテ︑︿略﹀︒

四144園

上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ
ラ︑ムカフノヲカマデナランデ

︑

669
むざん一むすこ

︽ーッ︾

十二233

︿略﹀︑つまりは小利をむさ

﹇無残﹈︵形状︶1

むざん

ぼって大損を招く結果になる︒
むざん

虫

轟﹇▽

を御らんなさい︒山も森も村も皆焼

十二338圏あ㌦︑此のむざんな光景

ムシ

野が原と攣ってゐます︒
﹇虫﹈︵名︶18

カ試植フカレテ︑

くつわむし・でんでんむしむし・なき

むし

︿略﹀︑

むし・よわむし
二231圏

ヒラヒラスレバ︑ クモハムシ

かへるはやなぎのつゆ

カト ヨツテクル︒

三555
を虫とでもおもったのでせう︑
︿略﹀︒

五274 ツバメ丁田や畠ノ作物ニツク
虫ヲ取ツテタベマスカラ︑人ノヤク
ニ立ツ鳥デス︒

スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒

七83一 カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ

七834 ︿略﹀海綿モ︑ヤハリ海ノ底
ノ岩二取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

十撹7園此の袋で轟をとるのだ︒中
をのぞいて御らん︑何かはいってゐ
︿略﹀︑はへのやうな轟が二匹︑

るやうだから︒
十干1

︿略﹀︑枝を打てば︑︿略﹀︑

底の水の中で︑動けなくなってみる︒
十一396

又空室の流通がよくなって轟がつか

三701

二十二

虫ぼし
虫ぼし

十一134図圃

たどりつきたる峠の上

に︑菜の花にほふ里見下して︑笑

ひさ買めくひるげのむしろ︒

九歳の時始めて學校にはい

なかったので︑先生にもむしろ中以

つたが︑齢りすばしこい生れつきで

十ニー03

てあり︑銅像なども立ってるる︒

貫ぬく幅六十間の大通は︑むしろ公
だん
園ともいふべきもので︑花壇が設け

十一598 ︿略﹀︑市街の中央を東西に

むしろ ﹇寧﹈︵副︶2 むしろ

今日はうちの虫ぼしで

﹇虫干﹈︵名︶1

三702

むしぼし

す︒たんすやつづらから着物
を出して︑風通しのよいところ

むし焼

←あらむしゃども︒よろいむ

にかけてあります︒
むしゃ

﹇蒸焼﹈︵名︶1

しゃ・わかむしゃども
次にかま口から火をつけて︑
四五日の間︑中の木をむし嶢にする︒

八317

これも逃しては大黒と︑い むしやき

なくなるさうだ︒

十一一121

きなり右の手の患を口の中へ投込ん
だ︒

れである︒

ける討死を無上の名轡としたのがそ

むしろn▽すが

汽車は無人の境を曲折して

﹇生﹈﹇▽こけむす

むずかし・い

日は暖で︑風はなし︑むされ

瀬戸内海には︑到る庭に

﹇難﹈︵形︶1

所に散在す︒

むつかし

岬あり︑湾あり︑大小無数の島々各

十一3210図

むすう ﹇無数﹈︵名︶1 無敷

るやうな氣がする︒

七142

む・す ﹇蒸﹈︵五︶1 むす ︽ーサ︾

むす

下る︒

十一619

投込まれた轟は苦しまぎれ むじょう ﹇無上﹈︵名︶1 無上
下の生徒と思はれてるた︒
えき
十二梛10 ︿略﹀︑古の武士が玉とくだ むじん ﹇無人﹈︵名︶1 無人

︿略﹀︑思はず吐出すと︑轟

に恐しく辛い液を出したので︑︿略﹀︒

十一一121

十一一123

は得たりと逃げてしまった︒

︽ーッ︾

︿略﹀︑一バンシマヒ ニ居

﹇錘﹈︵名︶5

にはへいたやむしろを

︿略﹀︑董の先についてみる穗 い ︽1︾
が︑敷いてあるむしろの上に面白い

九572

しいて︑︿略﹀︒

四413

むしろ

むしろ

ナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

四164

取ル

此の時にはもう三番目の贔 むしりと・る ﹇骨質﹈︵五︶一 ムシリ

折から飛下りて來た鳥が鍬

はどこへ行ったかわからなかった︒

十ニー24

十二916

に傷つけられた轟をついばんだ︒

木陰からじっと見てみた彼
は︑︿略﹀︑農夫や牛の螢苦を思ひや

十二918

しかしたとへにも申す通

ると共に︑量の運命をあはれんだ︒

十一一伽2囹

り︑一寸の轟にも五分の魂︒
むし ﹇無私﹈﹇▽こうへいむし

九188所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ
リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小

なかなかむつかしさうです︒

四627 いくら弓の名人でも︑こ
れを一矢でいおとすことは︑

庭に敷きつめたむしろの上に︑ ご

年取つたおちいさんが︑遠方に居る

五941

いっか大そう雨のふるばんに︑

むすご ﹇息子﹈︵名︶3 ムスコ むす

︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

やうに飛散る︒

︿略﹀︒

黄色い変の穂が一面に廣げられて︑

九587

いと投げて︑又新しい束を取る︒

何だか少しむし暑いやうだが︑ 九574
れてるた︒

虫ぼし

虫ぼし

空には雲もなくて︑まことによく晴

七928

枝ト見違ヘテ︑︿略﹀︒
むしあっ・い ﹇蒸暑﹈︵形︶1 むし暑
ラン
九1910此ノ轟ハ主二蘭二皮ツテヰテ︑い ︽ーイ︾

ラン

外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑
︿略﹀︒

二十二

﹇虫干﹈︹課名︺2

三目10

むしぼし

九201此ノ轟ハ主二蘭二止ツテヰテ︑
外ノ轟ヲトツテ食フモノデアルガ︑
︿略﹀︒

むすびつける一むすめたち

670

む す こ の 所 へ 出 した封書や︑︿略﹀︒

七247此のおばあさんにむすごが一
人あるのださうだがずっと前から南
アメリカへ行ってみるといふことだ︒

七517 其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

む

行ツテヰタ若イムスコガ︑今デハ其
ノ後ヲツイーア︑︿略﹀︒

︽ーケ︾

﹇結付﹈︵下一︶3

結びつ け る

むすびつ・ける
すびつける

むすびつけてあるのは︑ほりと

三 2 7 2 又 あそこここにわらを

︿略﹀︑前へ出るおばあさんが

らないしるしで︑︿略＞Q
七416
ある︒︿略﹀︑腰に小さなふろしきつ
つみをむすびつけてみる︒

結

るどい目の光︑其の様子がどうも一

つしゃいますか︒娘が大そうお世話

ふりかへってめくらの娘を見た︒

十一一661 王は︿略﹀︑自分は百人の

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十一一657王にはゴネリル・リガン・

足後へ下ったが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

十二682

コーデリヤは王が一番かは

に身を寄せ︑︿略﹀︒

家來を連れて月代りに三人の娘の許

信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を

娘の言葉を物足りなく思つ

いがってみる娘であった︒

た王は︑や＼せきこんで︑﹁どうし

信吉はとりのぼせたやうにう 十二692
れしがって︑娘の顔と先生の顔を︑

たのだ︑コーデリヤ︒︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と言渡した︒

の烈しい氣性から︑苦り切って︑

先生︑私の娘にもあ﹂して 十一一697 娘の答に失望した王は︑例
信吉は︿略﹀︑慮接室に待つ

全領地を二分して與へてや

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二7110

程の不孝者であらうとは︒

十一一751圏 これはどなたであらうな︒

︿略﹀︑どうも娘のコーデリヤのやう

王は︿略﹀︑其の言葉の端

に思はれてならぬが︒

端にも︑前非を悔い︑自分を責めて

十二7510

娘にわびる配車がこもってみた︒

およめに來ましたが︑︿略﹀︒

むすめさんが︑此の人の所へ

四763西の村一番の金持の

むすめさん ﹇娘﹈︵名︶1 むすめさん

︿略﹀︑年とった燈塁守が︑妻

娘は驚いて︑﹁まあ︑かはい

今まで人にも知られなかった

せう

娘の勇ましい行爲は︑歌に歌

王は其の治めてみるイギリ

むすめたち ﹇娘達﹈︵名︶2 娘たち

は娘たちを面前に呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂

十二663さて領地をゆつる日に︑王

スを三分して娘たちに與へ︑︿略﹀︒

ベートーベンはかういって︑ 十二6510

はれ︑其の肖像書は到る庭の店頭に

十293

名は︑︿略﹀︒

燈塁守の娘グレース︑ダーリングの

十291

きませう︒早くく︒﹂

さうに︒おとうさん︑早く助けに行

十258

つて居た︒

と娘と三人で︑わびしく其の日を送

十246

におじぎをした︒

てるた娘の手を取って︑幾度も先生

八954

教へて下さったのでせうか︒

八942園

かはりばんこに見てみた︒

八933

たが︑︿略V︒

よせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で言つ

八903

娘を引きよせて︑﹁︿略﹀︒﹂

信吉はびっくりして︑二足三

様になります︒

娘←あねむす

八889

通りでない︒

愛すべく美しき山野は︑

更に太古以來の歴史と結び文學と結

十二佃9図

びて︑全いよく深きを覧ゆ︒
愛すべく美しき山野は︑

更に太古以來の歴史と結び文學と結

十二佃9図

︿略﹀︑きっと結んだ口もと

びて︑感いよく深きを費ゆ︒
十一一価4

﹇娘﹈︵名︶27

には意志の強さが現れてみる︒

むすめ

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

め・とうだいもりのむすめ・ひとりむ
すめ

五85

︿略﹀︑木曽の家來手塚太郎

てっかの

私どもにはもと娘が八人ご

んが︑一人の娘を中において泣いて

みつもり

六551

ざいました︒

五91園

え
九8710園あれが北斗七星だ︒あの柄 ゐました︒

むすぶ

でない方の端にある二つの星を結び

﹇結﹈︵四 ・ 五 ︶ 7

つ け て ︑ 其 の 線 を︑︿略﹀︒

むす・ぶ

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

︽ービ・ーブ・ーン︾

ぶ

が︑︿略﹀︒

はく

光盛の娘は其の後︑言書頼朝

唐糸には其の時十二になる娘
﹁おい娘︑兵士が一人來た

飾られた︒

十二4210

さつき娘がひいてみた曲を又ひき始

信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と
いって︑娘の手をはなして︑頭の先

あ＼︑あなたが先生でいら 十二45一 ベートーベンは︑ちよつと

めた︒

八874園

から足の爪先までながめたが︑︿略V︒

八867

らう︒﹂﹁いΣえ︒﹂

七912園

がありました︒

六567

りません︒

をねらひましたが︑少しもすきがあ

六557

七615図︿略﹀︒﹂とむすびたる時は︑
拍手の下しばらくはやまざりき︒

に不自由ならん︒︿略﹀︑帯を結ぶこ

八282図 もし手なくば︑我等は如何

え

とも出准ず︑︿略﹀︒

二つの星を結びつけて︑其の線を︑

九881園あの柄でない方の端にある
ひしゃくの口の向いてみる方へのば
して行くと︑今結んだ二つの星のへ

だたりの五倍ばかりのところに︑
︿略﹀︒

九脳6 中尉の固く結んだ口もと︑す
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むせかえる一むね

と尋ねた︒

︽ール︾

むせかえ・る
る

﹇喧返 ﹈

︵五︶1

むせ返

＋期とりぐの花の色︑むせ返る
やうな強い香︑︿略﹀︑まるで春の國
に居るやうだ︒

せき
むせきにん ﹇無責任﹈︵形状︶1 無責

の音樂・演説・講話などを居ながら
︿略﹀︑無線電話で子守歌を

聞くことが出国ることや︑︿略﹀︒
十一一佃7

ばう
聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ
﹇無線電話機﹈︵名︶1

となどの耳新しい話に︑︿略﹀︒

むせんでんわき

無線電話機
︿略﹀︑進行中の汽車が無線

電話機を備へ附けてみたために上瞼

十二佃6
を免れたことや︑︿略V︒

むだ

つ

品を高く費付け︑︿略V︒

﹇鞭打﹈︵四・五︶3

︽ーッ︾

むちう・つ

︿略﹀︒

むっつり

二人は不意の來客にさも驚

︵副︶1

天︑勾践を空しうするな

こうせん

﹇空﹈︵形︶2

取るやうに見えた︒

むな・し

いません︒

むね

空しい ︽一

しかし此のま＼に日を送つ

これより獅子は日夜武士に

長四郎があの心で大きくな

一切纏は︑︿略V︑此の教

﹇旨﹈︵名︶1

ころなり︒

旨

に志ある者の無二の寳として貴ぶと

十一伽6図

らう︒

ったら︑竹千代には無一一の忠臣であ

八189園

無一一の從者となれり︒

つきしたがひてはなれず︑武士には

七326図

無二

ては︑唯空しくうゑ死する外はござ

十695園

ク︾

むなし・い ﹇空﹈︵形︶1

からずして︿略﹀︒

て努力すること更に敷年︑効果空し

十一伽2図 ︿略﹀︑再び募集に着手し

ぽ

かれ︒ 時︑萢釜無きにしもあらず︒

はんれい

十二8図韻

ウ・ーシカラ︾

空し ︽ーシ

岸を走るので︑陸奥潜の風光が手に

淺轟近くになると︑汽車が海

﹇陸奥湾﹈︹地名︺1 陸奥湾

わく
りとしてや＼當惑の髄である︒

いたらしい様子︒︿略﹀︒兄はむっつ

十二398

むちう むっつり

つ

九759

︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑﹁者むつわん

せ馬にむちうってはせつけたり︒

十7010図常世は︑時こそ亙れと︑や
十一275図

王は胸も張裂けんばかりに

ども績け︒﹂と馬にむちうって近江
に向ふ︒

十二716

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ
ンの許に走った︒

太くてやはらかなわらび

ゐますと︑︿略V︒

人がむちゅうになってとって

がたくさんはえてゐました︒二

三211

夢中

整頓といふのは腔裁をつ むちゅう ﹇夢中﹈︵形状︶4 むちゅう

﹇無駄﹈︵名︶1

十一185園

むだ

十141園朝のか﹂りはおそいし︑晩

任

せき
のしまひは早い上に︑とかく無責任

﹇無線電信﹈︵名︶2

な事ばかりしてゐました︒

くることではなくて︑むだをなくす
ことだ︒

むだ

しかしわたしの四十年の骨

つ

陸奥
む

むに ﹇無二﹈︵名︶3

四505みんなもしまひにはむち
ゆうになって取りました︒
︿略﹀︑二人の耳にははいら

それでは自分のやうな小さ

ぬのか︑夢中で泳ぎくらを績けてる

十一567

る︒

十二574

な者でも役に立つことがあるのかし

陸中と陸奥との境にある幾つ

む

﹇陸奥﹈︵名︶1
とん

今日を晴と温⁝艦飾をほどこ
されたる三萬四千噸の大戦艦陸奥は︑

十梛4図

むつ

がだんくに開けて織る︒

かのトンネルをくgると︑構い原野

九748

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略﹀︒
む
つ
むつ ﹇陸奥﹈︹地名︺1 陸奥
む つ

こんなむだな仕事をすれば︑

﹇無駄﹈︵形状︶4

九267囹

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒

五732囹

むだ

鳩を通信に使ったのは︑︿略﹀︑

むせんでんしん

無線電信
十549
無線電信などが獲明せられて以來︑
自然輕んぜられるやうになった︒

登明されて︑陸上でも海上でも︑自

十二柵9園 く略V︑其の後無線電信が

折は︑農學の進歩の爲には決してむ

さうで無くても︑面分のお

由に消息を交換することが出來るや

しまふ︒

むち ﹇鞭﹈︵名︶1 むち←ひとむち
しほ
弓は潮に引かれて流れて行き

無智

買ふ人の無智に乗じて安い

﹇無知﹈︵名︶1

十二228

むち

それをかきよせようとします︒

ます︒魚取は︿略﹀︑むちのさきで

六353

大きなものであった︒

ために︑むだに費した時間と勢力は

十一183園

これまで自分の不整頓の

金があると︑ついむだな事に使って

十517囹

だでなかったと思ふ︒

﹇無線電信機﹈︵名︶

うになりました︒
むせんでんしんき

1 無線電信機

くわい

さい
十586 殊に要塞が敵にかこまれて︑

無線電信機は破壊せられ︑傳令使
は 途 中 で 要 撃 せ られ︑︿略﹀︒

むせんでんわ ﹇無線電話﹈︵名︶3 無
線電話
れましたが︑今やそれが盛に利用さ

十二佃1園 又最近無線電話が爽明さ
れる機運となりました︒

線電話の磨屋が極めて廣く︑遠い庭

十二佃4 アメリカにおいては此の無

むね一むら
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十一274図 ︿略﹀秀吉は︑︿略﹀︑先

ムネ

むね

胸

づ五十人の兵に旨をふくめて先襲せ
しめ︑︿略﹀︒

﹇胸﹈︵名︶15

三74 ︿略﹀︑オヤドリノムネノ

むね

トコロカラ︑ヒヨコが小サナア
タマヲ出シテ︑︿略﹀︒

五435此の時尊はふところのつるぎ
を出して︑たけるのむねをおつきに
なりました︒

ながら︑︿略﹀︒

言へないのでございます︒

十一一689園私は胸にある事が十分に
王は胸も張裂けんばかりに

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ

十一一716

裸島より渦潮見れば︑

はだかじま

ンの許に走った︒

十二816圃

︿略﹀︑或は君等の銃先に

安芳は自分の胸を指さして︑

胸も波だち眼もくらむ︒

十二個5
﹁︿略﹀︒﹂

か＼つて死ぬかも知れぬ︒よく此の

十二捌7園
胸を見謡えておいてくれ︒

︿略﹀ ︑ を ん ど り は く 略 ﹀ ︑

首をすゑ︑むねを張り︑今やときを

九155図

つくらんとする様なり︒
ね

︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

九386図 やがてレマン二軍は︑萬感むね ﹇棟﹈︵名︶4 むね 棟﹇▽みむ
胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯
五216

ある︒

棟にはかつを木がならべて

あり︑棟の爾はしには千木が置いて

六鵬4団

も古同く尾を上げます︒

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

劔をときて渡さん と す る を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九揃4圏國 母は︿略﹀︑そなたのふ
がひなき事が思ひ出されて︑此の胸
は張りさくるばかりにて候︒

十486 胸ををどらせながら窯のまは

りをぐるく廻った︒

棟にはかつを木がならべて
あり︑棟の爾はしには千木が置いて

はと

十543 ︿略﹀︑美しい羽毛に包まれた 六番7囲
ある︒

﹇宗任﹈︹人名︺4

さて宗任がかりまたをぬき取

つて︑義家にかへしますと︑︿略﹀︒

わなるむら・わたくしのむら

村はつれに水車やがあり
ます︒村の人は五一車とよん

︿略﹀︑うちもなくなって

キヨネンデキ上ツタ新道

て行くのです︒

をばさんの村のお祭によばれ

三727私どもはあれを着て︑

グニ ツキヌイテヰマス︒

ハ︑村ヲ東カラ西へ︑マッス

三496

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ
ノハ私ドモノ閉校デス︒

ハ 一目二見エマス︒

三485ソコへ上ルト︑私ノ村

かはってゐます︒

みて︑村のやうすもすっかり

三458

三321﹁︿略﹀︒﹂と村の人から
いはれるほど︑いつもきげんよ
くうたをうたふちいさんです︒

でるます︒

︿略﹀︑宗任はつい此の間義家 三312

にかうさんしたてきの大勢なのです︒

五822

あぶないことだ︒もし宗任

に悪い心があったら︒

五824園

無念

上杉方はどっとときの聲をあ

﹇無念﹈︵形状︶1

七485

むねん

げた︒無念に思って︑武田方から十

無比

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ
﹇無比﹈︵名︶1

うとした︒

むひ

我が國が世界無比の國艦を
有し︑三千年の光輝ある歴史を展開

十二観7

﹇無分別者﹈︵名︶1

し來って︑︿略﹀︒

むふんべつもの

七価3園其の方は無分別者で︑大名

無分別者

むやみ

になってもまだ仲間げんくわのくせ
﹇無闇﹈︵形状︶2

がぬけぬ︒

むやみ

に︑人が生れたり︑死んだり︑

四731︿略﹀︑東の村や西の村

などと申します︒

四724 ︿略﹀︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂

と申します︒

いひ︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂など

四722東の村では﹁︿略﹀︒﹂と

ぢさんのうちがあります︒

四218山一つむかふの村にを

シタ︒

三224犬はく略V︒それからその四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ
家ニモコクキが出シテアリマ

︿略﹀︑地下鐵道・乗A口自

へんをむやみにかけまはりまし

た︒

十一一309団

動車などの乗り下りにも︑むやみに
無用

先を事ふやうなことはありません︒
﹇無用﹈︵名︶1

十668闘私はもと鉢の木がすきで︑

むよう

︿略﹀︑かう落ちぶれては︑それも無

村﹇▽かねもちむ

用の物好と思ひ︑︿略﹀︒

﹇村﹈︵名︶72

ら・となりむら・びんぼうむら・へい

むら

かけよって見て︑泉任が

宗任←

天守閣ニハ棟ノ両端引金ノ

圓い胸︑鳩は見るからに愛らしいも

五813

と言ひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑直家が﹁︿略﹀︒﹂

五804

あべのむねとう

むねとう

シヤチホコアリQ

八968図

のである︒

︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせて︑其

十576 鳩に手紙を運ばせるには︑
の中に入れるのである︒

十梛6図 く略V︑場に満ちたる十幾萬
の舞観者の胸は︑︿略﹀︑唯をどりに
をどる︒

十﹇764 老學者の言に深く感激した
宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

9
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むら一むら

︿略﹀︒

に︑人が生れたり︑死んだり︑

ものださうだ︒

︿略﹀︒

しやうや

しやうや

︿略﹀︑此の村の庄屋が︑村

のことをいろくと考へたすゑ︑

四731︿略﹀︑東の村や西の村 五688 ︿略V︑此の村の庄屋が︑村
︿略﹀︒

︿略﹀︒

たいものだと思った︒

を田地にして︑米がとれるやうにし

五692

︿略﹀︑どうかして村のあれ地

のことをいろくと考へたすゑ︑

四742私は東の村の今の村 五691
長さんのおちいさんやおばあ
さんを︿略﹀︒

むすめさんが︑此の人の所へ

四762西の村一番の金持の
およめに來ましたが︑︿略﹀︒

どうしても大きな用水池を掘

らなければならないと考へた︒此の

五697
事を村の相談にかけた︒

四772それは西の村で︑二番
目の金持だといはれたうち

村の人々は中中大きな仕事だ

たといふことだ︒

とは思ったが︑︿略﹀︑みんな賛成し

五697

に生れた人のでした︒

それからどこへ行って

居たか︑村にもひさしく居ませ

四782
んでした︒

着手は來年からといふことに
見に出た︒

なって︑庄屋は方々の村へ用水池を

五705

いふので︑︿略﹀︒

外に村のさかえる工夫はあるまいと

四787 ︿略﹀︑日がくれてから村 五701 ︿略﹀︑さうでもしなければ︑
へはいりました︒
五387 此の時私どもの村へよく物責
︿略﹀︑此の村にはよく水が

に穿るおちいさん が ︑ ︿ 略 V ︒

五665園
ありますね︒

手がくつれて︑池のたまり水が村の

村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇

五箇村の人々は各自分の村の

村の頭になるといふ定めであった︒

村の西にくぬぎ林がある︒

に出てみるので︑村の人は之を岡松

五箇村の人々は各自分の村

二人を出した村の者は︑たが

もう改めて勝負をするには

これは村の税で︑村の胡国

これは村の税で︑村の學校

國の税は勿論︑縣の税も村

縣や國の税も︑村の役場へ

皇漢は︿略﹀︑ふもとの村

ろくとやさしく御世話下され︑

九柵8圏圏村の方々は︑朝に夕にい

︿略﹀︒

から三里ばかり登った所から始って︑

九946園

今は方々に町や村が出來てるる︒

九688園昔は一面の荒野であったが︑

納めれば︑よいのですか︒

八805囹

めることは國民の務です︒

の税もみんな大事なもので︑之を納

八802園

や役場の費用などになるのです︒

八792園

や役場の費用などになるのです︒

八792園

下さい︒

あなた方の村が五箇村の頭になって

八127園どうか今日から一年の間︑

のです︒

及びません︒あなた方の村が勝つた

八124園

ひに勝利をいひはるので︑︿略﹀︒

八93

のはちになるぞ︒﹂︿略﹀︒

の騎手に向って︑︿略﹀﹁負けたら村

八81囹

に勢をつけてみる︒

騎手に向って︑︿略﹀などと︑口々

それを見て︑村の人は急にあ 八日9

中へおし出した︒

五755

其の岩村の人は︑庄屋の家屋

れ地を田にしだした︒

五772

お前はなぜ自分の村の人と

敷や田地を買ひもどして︑︿略﹀︒

六401団

見物しなかったかと思ふだらうが︑
︿略﹀︒

六403圏︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

︿略﹀︑私を入れて村からは

になって來てるるのは私一人だけな
のだ︒

六411団

一しょになることはない︒

五人も出てみるが︑︿略﹀︑めったに

どの町村からも︑歩兵が一
番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

六416団

或村に大火事があって︑一村

村からは私一人だ︒

六666

らまつ

村の画学のげんくわんの

ほとんど丸やけになった︒

六982團
か

うちにも村にも︑かはった

向って右の落葉松は︑︿略﹀︒

七229

事はありません︒

村の人は代り合って︑一日置 六佃8団
に普請の三つだひをすることになつ

五708

た︒

︿略﹀︒此の村には︑向ふの

杉山のすそに︑大きな用水池があっ

五667園

て︑︿略﹀︒

の人は普請方のさしづをうけてはた

と呼んでみる︒

五672園私どもの村では︑どうして 五713︿略﹀︑いろくの工事に︑村 七233 ︿略﹀︑枝が傘をひろげたやう
らいた︒

池を掘らないのでせう︒

五736

年のよりしがあ
︿略V︑勝つた子どもを出した

︿略﹀︒

めつゴけし小使の
八63

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑
︿略﹀︑其の年のつゆに︑又土

はれさに︑

五741

︿略﹀︒

庄屋は村の者にいろく言つ 七958芸能 村の役場に三十年︑ 勤

︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ あ ＼ ︑ あの貧乏村か︒﹂と言

五683 昔此の村はひどく貧乏で︑
はれたものださう だ ︒
︿略﹀︑ 此 の 村 の 名 を 言 ふ と ︑

﹁あ＼あの貧乏村か︒﹂と言はれた

五683

むら一むりょうゆうびん

674

︿略﹀︒

十151園 私は此の村の青年諸君が︑
︿略﹀︑骨を折ってをられるのを︑う

村尾甲藏

むらおこうぞう

八474田

村尾甲藏

﹇村尾甲蔵﹈︹人名︺1

十二月十六日

九656

がり飛ぶ

甲板洗は︿略﹀︒其の様は︑

︽iン︾

いろいろの珍しい高山植物

が紅・黄・紫と咲齪れて︑何ともい

九968園
はれない美しさです︒

︿略﹀と思はれるやうな葉も

あれば︑赤や黄や青や紫のまだらの

十鵬7

取分け美しかったのは電燈

美しいのもあるQ

十一伽2

紫色

十二柵2

老僧の終始一貫した根氣は︑

遂に村人を恥ぢさせたものか︑︿略﹀︒

村人全膿

むらびとぜんたい ﹇村人全体﹈︵名︶1

十二欄2 ︿略﹀︑はては又村人全長が

此の老僧から離れるやうになった︒

之を見た村人たちは︑彼を

むらびとたち ﹇村人達﹈︵名︶1 村人

十二鵬3

たち

語

淺吉澄
れしく思ひます︒
さうち
十905図團 村の社の掃除や終へし︑ むらがりと・ぶ ﹇群飛﹈︵五︶1 むら

はうき手にく此方をさして

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

りつ＼奉る若き人々︑︿略﹀︒

目もさめるばかりであった︒

キ色

笑の種にしてみた︒

忌違扱ひにして相手にもせず︑唯物

まるで雨後の蛙がむらがり飛んでゐ

︽ーッ・iリ・ール︾

ムラサ

るやうである︒

群がる

︿略﹀︑附近の村々では之を

﹇村村﹈︵名︶2 村々

あちらこちらの村々からは細

村役場で︑村内の家々から

﹇村役場﹈︵名︶1 村役場

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︒

﹇無理﹈︵形状︶一 ムリ

︿略﹀︒

七皿図図

一つくの

取扱上不都合の廉あらば口

無料郵便

むりょうゆうびん ﹇無料郵便﹈︵名︶1

に打たれたり︒

御品の上にうかゴはれて︑無量の感

十37図︿略﹀御有様︑

無量

サウシテムリニ犬ヲナカセテ︑

ニ436

むり

るのです︒

納めるのをまとめて︑それぐへ送

八807園

むらやくば

い煙が立上ってみる︒

十伽8

した︒

とって薪の代りに使ふやうになりま

十852園

︿略﹀︑ブダウ棚ガゴザイマス︒むらむら

向ふの畠には︑たうのいもが
が見事に延びて︑︿略﹀︒

作ってある︒黒みがかった紫色の董

九㎜3

ガナツテヰマス︒

ソレニハ黒ミノアルムラサキ色ノ實

五966

﹇紫色﹈︵名︶2

十939 さいはひ附近の田で働いてゐ

むらがる

きのこのむらがって出るのも︑

むらさきいろ

た村の人々に助けられ︑︿略﹀︒

千四百齢あり︒

十悩7図 我が村には戸敷三百︑人口 むらが・る﹇群﹈︵五︶5ムラガル
八28

親どりどもすぐに見つけて︑
黄色ナ蝶ハ菜ノ花心ムラガリ︑

村崎心立博士

九研9︿略V白煙の間から︑怪獣の むらさきこうがくはくし ﹇村崎工学博

白イ蝶ハ大根ノ花二集ル︒
くわい

九167

其の足もとにむらがる︒

九129図

︿略﹀︒

十悩8図 村の財産家にて事業に熱心
めししを以て︑︿略﹀︒

なる人︑︿略﹀ ・養魚等の模範をし

十伽6図 役場と學校とは村の中央に

あり︒
十伽6図 村長は村の上家に生れ︑き
は め て 親 切 公 平 にして︑︿略﹀︒

士﹈︹人名︺1

船は静かに我

やうな大砲と︑其のまはりにむらが

︿略﹀︑

十一139図引

こん

村人

山を開墾し始めてから︑もう一月鯨
﹇村人﹈︵名︶1

りになる︒

むらびと

むりょう ﹇無量﹈︵名︶1

村はつれに水車やがあり

﹇村外﹈︵名︶3

講演があった︒

むらはずれ

村外れ

三312
ます︒

こんな所にと思ふやうな村外
れに︑家が一けん立ってるます︒
ざふ

五278

村はつれ

學博士の﹁電氣の世の中﹂と題する

︿略V︑三校の講堂で村崎工

十二価4

中には︑まるで花かと思はれ

る人かげが見えて顧る︒

て出てみるものもある︒

る紅色の葉が︑壁の上の方に群がつ

十鵬9

等をのせて︑ 行くは何庭ぞ︑桃さ
く村へ︒

十一榴3 我が國の地方自治團禮には︑
府・縣・市・町・村の別がある︒

むらさき

紫

村ざかひの峠へ上りますと︑
﹇紫﹈︵名︶5

青・緑・紅・紫︑目のさめ
るやうに美しい魚の群が︑︿略﹀︒

九84団

と︑七つの色をならばせて︿略﹀︒

五611圏赤・黄・みどりやむらさき 十381 村はつれにある︑うちの雑木

﹇▽あかむらさき・うすむらさき

むらさき

もう町が目の下に見えます︒

五633

十二339国 山も森も村も皆焼野が原むらざかい ﹇村境﹈︵名︶1 村ざかひ
と攣ってゐます︒

はら
十二期7 此の洞穴と︑︿略﹀僧の根
氣とを見た村の人々は︑今更のやう
に驚いた︒

に︑村の人々は此の仕事にあきて來

十二佃10 かうして又幾年か過すうち

﹇群﹈←くさむら・ひとむら

た︒

むら

群

さん

頭又は無料郵便にて申越されたし
﹇群﹈︵名︶5

め

﹇目﹈︵名︶74

メ

目﹇▽いうめ︒

おめ︒ごじかんめ・ごばんめ・ごろく

シタ︒

三868

天人はしをしをとして︑

なみだにうるむ目で空を見

むれ

じゅうねんめ・さんじゅうねんめ・さ
上げました︒

ご

九85国 ︿略﹀美しい魚の群が︑珊
んどめ・さんぱんめ・じゅうごにち

四192 白ウサ指尺目ヲコスツテ︑
又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒

瑚の林や海藻の間をぬって泳いで行
め・じゅうはちねんめ・だいろっかい

め・じゅうごろくねんめ・じゅうねん
︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

四344

ちじゅうはちねんめ・ひとめ・ふたう

カウノ鳥デス︒フクレタカラダ︑

五五2

芽芽芽

下のかざりまどには︑目のさ

めるやうなちりめんや︑︿略﹀がか

五236

ざつてあります︒

︿略﹀さるが三匹ほってあり

ました︒一匹は目に︑一匹は口に︑

五訂1

一匹は耳に手をあててゐます︒

︿略﹀︑目二見エナイ水蒸氣

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

五526

デス︒

村ざかひの峠へ上りますと︑

もう町が目の下に見えます︒

五634

朝︑雷が目をさまして見ると︑

切給で見た通りであった︒

長い鼻︑︿略﹀︑小さな目︑︿略﹀︑一

六864 見せ物小屋で象を見た︒︿略﹀

月と日が居りません︒

六唱6

所きらはず食ひつきました︑︿略V︒

六306さうして虎の目・鼻・耳・口︑

四356其ノ中二夜が明ケルト︑

ソレデモフクロフハ︿略﹀︑

目が見エナクナルノデ︑︿略﹀︒

四375

大キナ目ヲ見ハツテキヨトキヨ
トシテ居ルバカリデス︒

いて見ると︑︿略﹀︒

神様にいのってから目をひら

にげまどへど︑︿略﹀︒

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

しばらく目をつぶって︑ 七308図 獅子の目は火の如くにもえ︑
いて見ると︑︿略﹀︒

四661

まはるほどいそがしうございました︒
ジヨウ

フクロフハオモ白イカツ 五477 今日のお書頃はうち中︑目が

め・にばんめ・にひゃくとおかめ・は

くQ
十一606
︿略﹀︑参詣人の群にまじ

なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒
十一一52図

マンマルナ目︒

ハ大ガイ目が見出ナクナルノ

四351夜ニナルト︑ホカノ鳥

すめ・ふたかさねめ・ほそめ・みうす
め・みっつめ・もくめ︒やくめ︒よう

り て 行 け ば 大 鳥 居あり︑︿略﹀︒

十二783 群をなして寄せて來たまぐ

め
ロ
第第課
二二名
十十〕

ニ︑︿略﹀︒

すめ・よねんめ・よばんめ・わきめ

メガ

カタツ

ろは︑先づ垣網に驚き︑之に沿うて

アタマガアルカ︑

アルカ︒
︿略﹀大キナユキダルマヲ

︿略﹀︒

目ハナンテンノミデス︒
二406 アカイ小サナ目デ︑カハ

二404耳目ナンテンノハデ︑ 四658しばらく目をつぶって︑
神様にいのってから目をひら

シテ︑

コシラヘマシタ︒マツクロナ目ヲ

二396

デンデンムシムシ

一214團

群れる
ぢ

ムリ︑

沖へ逃げようとし て ︿ 略 ﹀ ︒

十二785 其の時魚見やぐらの上で旗

へ

︽一

を揚げて︑まぐろの群が網にはいつ

の

﹇群﹈︵下 一 ︶ 1

た と い ふ 窒 息 を すると︑︿略﹀︒

む・れる
レ︾

の間には︑所所に放し飼の馬の群れ

九751 此の邊から野邊地あたりまで
てるるのが見えた︒

イラシウゴザイマス︒

二53ートノサマヤオトモノ人

むんずと ︵副︶1 むんずと

七476 二人はたがひに馬を乗りよせ

ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ

1理骸

︿略﹀︒

ドクテ︑︿略﹀︒

に赤く︑せ中には︑ひのきや杉の木

い目にもあひます︒

ふ面白いものですが︑たまには恐し

てるることが憂事ず︑︿略﹀︒

のやうで︑わるものどもは目を明け

た︒

にあって︑やうやう向岸に着きまし

五195早筆の光がまるでいなびかり 七645 さうしてずるぶんあぶない目

が生えてゐます︒

タチガヒカレバ︑目モヒ 五102囹 ︿略﹀︑目はほほづきのやう 七567園航海といふものは︑かうい

足ニモ右左ガアリ︑目

トマツテ︑カラヲヌギハジメマ

三578チヤウド私ノ目ノ前デ

ニモ耳ニモ右左ガアリマス︒

三356

カル︒

二767

リシテヰテ︑ヨク見エマス︒

ケニナリマシタ︒
四746せいの高い私の目にも︑七495 私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ
アリマシタ︒セイが高ク︑目ガスル
二625私ノ目口イツモハツキ まだお日檬が見えない中から︑

て︑馬上のまΣでむんずと組み︑爾
馬の間にどうと落ちた︒

め

六六

675
むれ一め

め一め
676

︿略﹀︒

目がさめると︑もう夜が明け

小

︿略﹀︑営々と白帆が浮んでゐ

華言の人の目

しかし地球が廻るために︑
︿略﹀︑岡田さんは目の前に見

中尉の固く結んだ口もと︑す

︿略﹀彼は︑目のさめるやう
毎日焼いてはくだき︑思いて

喜三右衛門は︑血走った目を

はと
い﹂目︑︿略﹀︑鳩は見るからに愛ら

十541︑耳玉をちりばめたやうなかは

で火を止めた︒

てるたが︑やがて﹁よし︒﹂と叫ん

見張って︑しばらく火の色を見つめ

十481

實に見る目もいたましい程であった︒

はくだきして︑歎息する彼の様子は︑

十463

な柿の色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

十457

いてあるのがよく目につきました︒

十236国︿略﹀︑店の看板にも馬がか

通りでない︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

九悩7

てるるのが目につく︒

戸端の柿の木に柿がす曳なりになつ

九槌1

うちの方をふりかへると︑井

てるるやうな様子で説明なさるので︑

九977

我々の目には動くやうに見える︒

九856囹

につきて︑︿略﹀︒

屋根に上げし看板が

石音工場と筆太に︑

殊さらうれしかった︒

るのは︑野や山ばかり見て來た目に

九756

てるて︑︿略﹀︒

七684 かの男はゆめかとばかり喜ん 九693
で︑︿略﹀︑目からはなみだがひつき
りなしにこぼれてゐます︒

八392 目をさまして見ると︑ふろし
きつつみがありません︒

曲ツタ大キナクチバシ︑スルドクテ

八482 ︿略﹀︑怒ツテヰル肩︑サキノ 九808図星
落 着 イ テ ヰ ル 目 ︑︿略﹀︒

八508 餅をつく音に目がさめた︒
﹁お早う︒﹂といふと︑﹁よ

く目がさめたね︒︿略﹀︒﹂と︑にい

八521園
さんがいった︒

八622図目は見ゆれども︑字のよめ
ざる人をあきめくらといふ︒

八995 或時︑口・耳・目・手・二等
が申し合はせて︑胃に向っていひま
すには︑天下﹀︒

︿略﹀︑耳 は 鳴 り ︑ 目 は 暗 み ︑

ないふりをし︑︿略﹀︒

八㎜4 ︿略﹀︑目は食物を見ても︑見
八㎜8

手足はなえてしまって動くことが出
來ず︑︿略﹀︒

や し
コ・椰子の木や

九410国内地から來て先つ目につく
のは植物で︑︿略﹀
パンの木などです︒

るやうに美しい魚の群が︑︿略﹀泳

九84團 青・緑・紅・紫︑目のさめ
いで行く︒

九277 目に涙を一ばいためて聞いて
みた少年は︑︿略 ﹀ ︑ 濫 行 を ち か っ た ︒

九392図 レマン將軍の目には涙あり
き︒

﹁︿略﹀︒﹂といひて目をふせ

しいものである︒
十685図

昇降器がすさまじい勢で下り

しが︑主人はやがて語氣を改めて︑
﹁︿略﹀︒

十802

て行くので︑目がまはりさうです︒
とって
安全燈の取手を握りしめて︑

十803

じっと目をつぶってみるうちに︑
︿略﹀︒

︿略V︑細長い室一ぽいに︑目

︿略﹀十人許の乗組員は︑ひ

もさめるやうな草花が並べてある︒

十悩8

十佃2

としく目を其の方向に向けた︒

拝観者の目は︑一せいに艦
にそ＼がれぬ︒

十二6図

取分け美しかったのは電燈

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十一衡3

目もさめるばかりであった︒

には︑緑した＼る街路樹が目もはる

十二3110圏 く略V︑車道と人道との間

かに連なってゐます︒

ごたくと耳にはいり目にはいるば

十一一5210 ︿略﹀︑いろいろの物の形が

王は自分の耳を疑ふかのや

かりで︑︿略﹀︒

うに目を見張つた︒

十一一686

カ

ひ
︿略V父王は︑彼に妃を迎

へ︑目もまばゆい宮殿に住まはせて︑

十二9110

︿略﹀︒

メヲダセ︑

もえる木のめに春風吹けば︑

メヲダシマシタ︒

ハヤク

め ﹇芽﹈︵名︶7 メ め 芽﹇▽わか

︿略V︒

六曜8 ︿略﹀︑しゃくやくが赤い芽を

た︒

やうぶが小指程に芽を出してゐまし

予研4

池のはたへ行って見ると︑し

ら︑かはるぐに花さきみだれ・

うちのまはりのうめ・もも・さく

五294國

一12一

キノタネ︒

一112圃

︿略V︑四五尺にのびた杉の め

若木が勢よく立並んでみるのが︑目

十﹁3510

立ちこめた砲煙の薄れゆく

に見えるやうな氣がする︒

十一586

につれて︑先つ目に入ったのは︑大
きなふかの死膿であった︒

市街は此の眞直な路によつ

弟は︿略﹀暦をくってみる

て碁盤の目のやうに正しく割られて

ごばん

十一596
みる︒

十一898

うち︑ふと﹁八十八夜﹂の文字に目

十備9

まだ芽の出ないはぜの木の間

たので︑︿略V︒

︿略V︒間もなくそれから芽が出まし

八348 ︿略﹀︑其の實を取って來て︑

リンカーンがふと目を貴し 出してゐました︒

を止めて︑﹁︿略V︒﹂

十一9910

た時はもう遅かった︒

︿略﹀︑白い粉が一面に煙の

やうに立ちのぼって︑目も口もあけ

十一槻2

られない︒
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め一めいせい

め

を通り︑霜の六白に置いた田の中を
走る︒

目あき

﹇奴﹈﹇▽いしだ め ・ か な め ・ ほ そ め

﹇目明﹈︵名︶2

めい

﹇姪﹈︵名︶1

めひ

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

十欄3圏団私とてもかはゆらしきめ
しく︑︿略﹀︒

柿右衛門はひとり我が垣内に

﹇明治元年三
よしのぶ

明治元年三月

十目2

第一

第一

明治神宮参拝

明治神宮参辞

︿略﹀︒

﹇明治天皇﹈︹人名︺2

十11
めいじてんのう

明治天皇の御製に︑

明治天皇
八816

明治天皇・昭憲皇太后︑御

といふ御歌がある︒
せうけん

十23図

二方のおほみたま︑とこしへに此所
にしづまりましますよ︿略﹀︒

﹇明治天皇御

第一課

明治天皇御製

明治天皇御製

明治天皇御製

第一課

製﹈︹課名︺2

めいじてんのうぎょせい

十二目2

明治元年三月徳川慶喜征討

十ニー2

﹇明治五年﹈︵名︶1

明

めいじごねん

治五年

﹇明治二十七八年戦役﹈︵名︶1

明治

めいじにじゅうしちはちねんせんえき

の官軍は諸道より並び進んで︑︿略﹀︒

十二桝7

月目︵名︶1

めいじがんねんさんがつ

るばかりでなく︑︿略﹀︒

おいて古今の名工とた㌧へられてる

十501

八633図心︿略﹀︑時の人々町で目 めいこう ﹇名工﹈︵名︶1 名工

めあき

あきめくらに 道をき㌧︒ と言ひ
たりといふ︒

八645園 ︿略﹀︑保己一は笑ひて︑

﹁さてく︑目あきといふものは不
自由なものだ︒﹂ と 言 ひ た り と そ ︒
カブワケ

めあて ﹇目当﹈︵名︶3 目アテ 目當
タネマキ

︿略﹀等ヲナスニ︑彼岸ヲ目アテト

七鵬7図 農家ニチハ種蒔・株分・
シテ︑日ヲ定ムルコト多シ︒

﹇名将﹈︵名︶1

名將

明治二十七八年職役の時であ

二十七八年戦役

めいしょう

つた︒

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌
﹇明治十六年﹈

九M4
明治十六年

いなむら

﹇名勝﹈︵名︶1

稻村が崎︑名王の
場︒

﹇名人﹈︵名︶1

名勝

名人

命ず

を降らしめんとし︑文天祥に命じて

︿略﹀︑崎戸る敵を防ぎ居

いはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一287図

し弟勝政に引きあげを命じたり︒

めい・ずる ﹇命﹈︵サ変︶9 命ズル

七978

︿略V︑秀吉は之を信じて︑清

命ずる ︽ージ・ーズル・ーゼ︾

正に蹄國を命じました︒

腹を命ぜられても︑石田めとは中直

七992園たとひ︿略﹀︑此のま＼切

りは致さぬ︒

見物人は孚って︑多勢の方へ

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

八138

命じた︒

八167

けて︑﹁長四郎︑雀の子を取って参

越前守は︿略﹀︑下役の者に

れ︒﹂と命じた︒

石地藏をしばって來るやうに命じま

八404

した︒

綿を一反つつ︑︿略﹀持参致せ︒﹂と

八431 ︿略﹀︑越前守は﹁︿略﹀︑白木

命じました︒

トクガハイヘヤス

年前徳川家康が諸大名二命ジテ造ラ

シメタルモノニシテ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑裁判所は︿略﹀︑貸

度任務を命ぜられると︑︿略﹀︒

主の主張を正當とみとめれば︑其の

十一195

借金を返すやうに借主に命ずる︒

敵將張弘範如何にもして之めいせい ﹇名声﹈︵名︶1 名聲

こうはん

﹇命﹈︵サ変︶2

なかなかむつかしさうです︒
めい・ず
ジ︾

十985図

︽一

れを一矢でいおとすことは︑

四625いくら弓の名人でも︑こ 十589 あ㌧︑あのかはい㌧鳩が︑一

めいじん

名勝の地少からず︒

十一348図内海の沿岸及び島々には 八965図 ︿略﹀名古屋城アリ︒三百

めいしょう

劔投ぜし古戦

明治十六年こ＼に十三戸の 十一一251図圃 七里が濱のいそ傳ひ︑

﹇明治神宮﹈︵名︶1

農家が移住して來たのが此の町の始

十一627

︵名︶1

めいじじゅうろくねん

年から太陽暦を用ひた︒

九861園 星がそんなに位置の攣るも 十一923園 ︿略﹀︑日本では明治五年
のなら︑目當にならないでせう︒

十一554 二人は外の者からずっと離

命

れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを
﹇命﹈︵名︶5

してみた︒

めい

九149図 父上の命にて︑養鶏は今年

りであった︒

明治神宮

十13図

に参拝せり︒

めいじじんぐういきりゃくず

明治神宮域略圖

明治神宮域略白

宮域略図﹈︵名︶1

十5図

﹇明治神宮参

明治神宮参拝

めいじじんぐうさんぱい

拝﹈︹汚名︺2

﹇明治神

同は︑︿略﹀︑東京代々木の明治神宮

十月十二日︑我等五年生一

常世は︑︿略﹀︒やがて命あめいじじんぐう

よ り 僕 等 の 仕 事 と なり︑︿略﹀︒

十7010図
りて御前に召されぬ︒

十978図 文豆祥命を奉じ︑各地に轄
戦して元軍を破る ︒

十ニー13 温順な彼は父の命に從って

︿略﹀︑林藏は幕府の命に

勉強してみたが︑何時の間にか
︿略﹀︒

十二825図

よって︑松田権十郎と共に樺太の海
岸を探検せり︒

めいちゅう一めぐみふかい
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きロつ

十二455 ベートーベンの﹁月光の
曲﹂といって︑不朽の名聲を博した
のは此の曲である︒

十桐1園 ﹁命中︑々々︒﹂一同は歓呼

めいちゅう ﹇命中﹈︵名︶2 命中

﹁命中︑ 々 々 ︒ ﹂

の聲をあげた︒
十悩1園

七柵4 秀吉は感心して﹁︿略﹀︒﹂と

めいとう ﹇名刀﹈︵名︶1 名刀

いって︑軍功の賞として︑清正に名
めい日

この二十五日はおちいさ

﹇命日﹈︵名︶1

刀をあたへました︒

四78

めいにち

んのめい日ですから︑︿略﹀そ
なへるつもりです︒
めいはく ﹇明白﹈︵形状︶2 明白
十慨7園 ︿略﹀︑何を聞いても︑一々

明白に答へて︑しかもよけいなこと
は言ひません︒

名物

﹇銘銘﹈︵名︶8

度か彼を害しようとした︒
めいめい

メイく

でベルギーの名答をけがさなかった

ル︒じゅうすうメートル・にじゅう

ごじゅうメートル・しひゃくメート

目がく

私の口にはいる物は︑︿略﹀

切手がはってあります︒それも品と

五921

めかた ﹇目方﹈︵名︶1 目方

しょせると︑︿略﹀︒

つた︒賊が四方から之を目がけてお

六952 ︿略﹀︑二三十人はふみとゴま

る ︽ーケ︾

めが・ける ﹇目掛﹈︵下一︶1 目がけ

胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

とび下り︑満身の力をこめて︑蛇の
どう

七317図武士は太刀をぬきて馬より

︽ーケ︾

めが・く ﹇目掛﹈︵下二︶1

ほうキロメートル

じゅうろくメートル︒やくろくじゅう

う・やくいちキロメートル・やくに

閣下の劔は軍人の魂として メートル︒にひゃくメートルいじょ

つもりである︒

九3810囹

少しも名碁をきずつけなかった︒

めいく
十二佃10
れである︒

ける討死を無上の名画としたのがそ

︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

七148

めいくざるをかしげて︑え

物を見せ合った︒
れるのも︑土といふありがたいもの

﹇命令﹈︵名︶6 命令←し

んすいめいれい

めいれい

九485團園米が出居るのも︑萎が取
が︑めいくの骨折に封して︑御ほ
うびを下さるのだ︒

兵士たちはめいく馬のそば
を待ってるた︒

に立って︑今かくと命令の下るの

九悩4

つたので︑︿略﹀︒

前から︑毎日習々待ってるた命令だ

︿略﹀︑めいく身輕になって︑ 九779 これこそ僕たちが︑ 一週間も

校舎の後の菜園に集った︒

九781

に立って︑今かくと命令の下るの

九悩3 兵士たちはめいく馬のそば

︿略﹀︑メイ︿自分ノ適當

を待ってるた︒

九佃7囹総べて上官の命令を守って︑

九槻4園

ト信ジテヰル人二投票スルノガ︑ホ

自分の職務に精を出すのが第一だ︒
法律の外に勅令・閣令・省
令・府縣令等の命令がある︒

十二899

ンタウノ山廊トイフモノダ︒

しばらくの遅めいくがこん

な風に働いてみると︑︿略﹀︒

十428

はり法律であるから︑︿略﹀︒

賛を経なければならぬが︑命令には

十二9810圏私のなくなった後も︑め 十二903 唯法律は必ず帝融雪會の協

を引っかけ︑︿略﹀︒

め

くにじつキロメートル・さんびやく

めぐみふか・い ﹇恵深﹈︵形︶1 めぐ

めぐみ ﹇▽みめぐみ

ねを掛けてはっぴ着て︒

メートル・しごじつキロメートル・し

めが

︿略﹀︑安ちいさんは一

がねを掛けてはっぴ着て︒

くと︑何をか常に刻みみる︑

九832事忌 ︿略﹀︑ なほ怠らずこつ．

めがねを掛けてはっぴ着て︒

ぐくまり︑常に何をか刻みみる︑

九818図嚢 ︿略﹀︑ 安ちいさんはせ

目方によって切手の償がちがひます︒
十二8710図 表面が二回の探検により 十二794 漁夫はめいく手に一ちや 十二8910 これ等の命令も國の規則で
かぎ
めがね ﹇眼鏡﹈︵名︶3 めがね
あって︑廣い意味でいふ場合にはや
うつつの鈎を持ち︑狂ひ廻るまぐろ
て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ
﹇名物﹈︵名︶2

と明白となりしのみならず︑︿略V︒
めいぶつ

いくが其の教をまじめに行ふ所に

←ごじゅうごメートル︒ご
じゅうメートル︒こせんごひゃくキロ

メートル

其の事がない︒
つ

﹇命名書朗読﹈

私は永遠に生きてをる︒
ロリ

心に

九図6図韻

しかし部下の者は︑最後ま

毘沙門天を刻みみき︑

メートル︒さんしひゃくメートル・さ

命名書朗讃
らう
海軍大臣の命名書手讃︑工

んぜんろっぴやくメートル・さんびゃ

しやう

廠長の進水命令︑︿略﹀︑着々と進

くしちじゅうはちメートル・さんびゃ

十梛10図

み行く進水作業︒

︵名︶1

めいめいしょろうどく

十166団 ちやうど此の頃︑此所の名
物の馬市が始ってみるといふので︑
︿略﹀見物に行き ま し た ︒

十佃10 掛茶屋に休んで名物の餅を食

名望

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲
が聞えた︒

﹇名望﹈︵名︶1

九383園

めいよ ﹇名誉﹈︵名︶3 名倉
十二978 殊にデーバダッタは︑︿略V︑

めいぼう

かねてから繹迦の名望をねたみ︑幾
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めくら一めずらし

︽ーイ︾

みめぐる

九922囹ところがめぐみ深いジュピ 十一56図 ︿略﹀︑孔子大いに之をう

み深い

︽一

もあるだらう︒其の時にはお互に目

めしと・る ﹇召捕﹈︵五︶1

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

召しとる

︿略﹀︑赤いしるしのあるは

目じるしの駆けやきの所まで

來た時︑︿略﹀︒

九334

これが目じるしだよ︒

んてんをしばりつけて︑﹁皆さん︑

七114園

めじるし ﹇目印﹈︵名︶2 目じるし

とってぎんみをしよう︒

やら其の地藏がうたがはしい︒召し

八401囹其の方の申す所では︑どう

︽ーッ︾

九佃3囹其のうちには花々しい戦孚
ざましい働をして︑我が高千穂艦の

﹇目覚﹈︵下二︶2

安

あらゆるものはやみとい

︽ームル︾

目ざむ

現今における間八の利用

れひ︑︿略﹀︑廣く各國をめぐりて︑

覚む

黒きとばりにおほはれて︑

ひとり目ざむ

て目畳むるばかり鮮かなり︒
どおり

﹇飯﹈︵名︶2
あわめし・にぎりめし

めし

六117園飯ヲタクカマモ︑物ヲニル
ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル
ちやうど有合はせの粟の飯︑

ゴトクモ鐵デス︒

十餌10園

召上るならと妻が申してをりますが︑
召上る

えんさきのさざんくわに︑

四十雀・目白・ひよどり・も

から

目白が二は穿てみて︑︿略﹀︒

ず・ひわ︑秋の山は小鳥の聲でにぎ

八19

やかである︒

八2鳥目白

おぼしめす・しろしめす

め・す ﹇召﹈︵四︶1 召す ︽ーサ︾﹇▽

りて御前に召されぬ︒

十711図常世は︑︿略﹀︒やがて命あ

た

め・ず ﹇愛﹈︵下二︶1 めづ ︽ーヅ

ル︾

珍し

めつ

樂園日本の

とつ國人さへ

く略V︑

へなる花と︑

十麗3図圏

るもうべそ︒

︿略﹀︑イカダラトキテ木材

ヲ責ルニ至ルマデ︑一年ノ長キニワ

八211図

︽ーシカラ・ーシキ︾

めずら・し ﹇珍﹈︵形︶3 珍シ

ちやうど有合はせの粟の飯︑

﹇召上﹈︵五︶1

いかゴでございませう︒
めしあが・る
︽ール︾

十6410園

召出す

召上るならと妻が申してをりますが︑

﹇召出﹈︵五︶1

いか玄でございませう︒
めしだ・す

七塒2秀吉は清正を召出して︑

︽ーシ︾

四246

十一338図︿略﹀︑夏は山海皆緑にし めじろ ﹇目白﹈︵名︶3 目白

る古時計︒

き眠に入れるなり︒

ふ

九16図圏

目

めざ・む

は實にめざましいものです︒

十一而6園

ターといふ神檬が︑それを見て︑

春は

右に見ゆるは名高き御

左に遠くかすむは古城︑

かくして島轄じ︑．海廻り

て︑其の書くる所を知らず︒

十一335図

給のごと我等をめぐる︒

寺︑

十一129図圏

名をあげよう︒

めくら﹇▽あき

用ひられんことを求めぬ︒

﹇盲﹈︵名︶5

﹃あ＼かはいさうだ︒
めくら

めくら

八624図 昔はあきめくらも多かりし
に︑まことのめくらにして︑大筆者
となりし人あり︒

なりしが︑︿略﹀︒

八626図保己一は五歳の時めくらと 十一伽4図 く略V︑窪く各地をめぐり
て資金をつのること敷年︑︿略﹀︒

八633図圏︿略﹀︑時の人番町で目 十一一127 かくて世界の各地をめぐつ
て︑︿略﹀︑博物學や地質學の實地研

目ざす

でも︑︿略﹀︑各地を巡って道を傳へ

﹇目指﹈︵五︶2

てるたが︑︿略﹀︒

めざ・す
ス︾

喜三右衛門は︑︿略﹀赤色の
焼付に熱中した︒しかし︿略﹀︑目

十461

ざす柿の色の美しさは出て來ない︒

これに力を得て︑又一しや
うけんめいに泳いで行く︒目ざす大

十一869

島はもうそこに見える︒
めざま
︽ーイ・ーカッ︾

﹇目覚﹈︵形︶4
目ざましい

めざまし・い
しい

︿略﹀︑釜敷百人の乗員が
く略V︑規律正しく活動する其の様は︑

九637

如何にも目ざましい︒

九鵬9中でも一番目ざましかったの
しふげき

は最後の襲撃︒

飯←あさめし・

繹迦は八十歳の高年に及ん めし ﹇召﹈←おぼしめし・おぼしめし

究につとめ︑︿略﹀︒

めぐらす

︽ーッ・ーリ・ール︾←おが

十二983

あきめくらに 道をき＼︒ と言ひ
︿略 ﹀ ︑ ふ と 見 る と ︑ か は い

たりといふ︒
十二4010

さうに妹はめくらである︒

︵四︶2

ふりかへってめくらの娘を見た︒

十二451 ベートーベンは︑ちよつと
﹇巡﹈

︽ーシ︒ーセ︾

めぐら︒す
回らす
やまと

十二鵬4図 更に首を回らして南を望
めば︑大和平野の壼くる庭はるかに
︿略﹀三山まゆの如く︑︿略﹀︒

十一一欄7図圏 げにや﹁めぐらせる青

めぐり

垣山に︑こもれる大和うるはし︒﹂
﹇巡﹈︵名︶1

と歌ひしにそむかず︒
めぐり

池のめぐりは見渡す限りの木立・く

十48図 前には横長き池をひかへ︑
さむらにて︑︿略﹀︒

廻る

めぐ・る﹇巡﹈︵四・五︶6めぐる巡
る

めずらしい一めめしい

680

されば珍しき事件の起り

タルコト珍シカラズトイフ︒
十一一146図

し時︑之を記述して印刷に附し︑
︿略﹀︒

メヅラシ

︿略﹀︑ふと見れば机上に

﹇珍﹈︵形︶20

形珍しき一本の勘注あり︒

十二備8図

めずらし・い

コレ

ハ

メヅラシイ︒ミゴ

イ めづらしい 珍シイ 珍しい
一一503園

︽ーイ・ーカッ・ー ク ︾

ト︑ミゴト︒

五124 これはめづらしいつるぎだ︒

山畑に稗の作ってあるのも珍

にしたのだ︒全くあんな人は珍しい︒
ひえ

九747
いろいろの珍しい高山植物

しく︑︿略V︒

九968園
あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

が紅・黄・紫と咲屠れて︑︿略﹀︒

九969園

此のあたりから頂上へ登る途中のは

やうらう

又まことにめでたい事だとい

一番二番三番と︑十二番の舞

此の時信玄は之を止めて︑

なほりが出來た︒

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑めでたく中

七492

がめでたくすみましたが︑︿略﹀︒

六524

つたと申します︒

ふので︑年がうを養老とお改めにな

五557

ぞみをとげました︒

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ ーク︾﹇▽おめでたい
四967 二人は︿略﹀︑父がうたれ
ノ心任ドモノ學校デス︒
てから十八年目にめでたくの

うめもどきの實がいつもより

変畠やなたね畠の間にさいて

目立って見える︒

六267
七174

みるのは︑ことに目立って美しい︒

八13此の間二三度降った雨に︑山

北風は︿略﹀︑訴へるやうな

めっきり

最後に目つきのやさしい老

目付で主人の顔を見下し︑︿略﹀︒

十一佃10

︵副︶2

紳士が言った︒

めっきり

高い山はもう雪だらう︒

六46園朝晩めっきり寒くなった︒

めどおり

皇子は勅命を果して︑め

︿略﹀︑玉の様なる女の御

nVおめどおり

れしき限りと存じ候︒

子御生れの由承り︑誠にめでたくう

十柵9魍国

でたく都に蹄り給へ︒

九112図園

めでた︒し ︵形︶2 めでたし ︽ーク︾

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

の木の葉は目立って色づいた︒

ニ記シタル看板ヲ出血ルハ︑︿略﹀︒

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

︿略﹀︑こんな大きなポンプを 八585図

ひ松の間に居るのです︒

十817

備へ附けてみる虜は︑世界でも珍し
いさうです︒

るのも珍しい︒

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ
︿略﹀﹃何か珍しい本はな

唯通りがかりの旅人から珍

聖日彼が古木の皮をむくと︑
珍しい甲轟が二匹みた︒

十ニー18

さめてみた︒

しい話を聞いては︑僅かに心をなぐ

十一963

て珍しく感じた︒

︽⁝リ︾

めでた・い

めったに

目ト耳トロ

ニ目9二十一目ト耳トロ
ニ624二十一目上智トロ

︿略﹀︒

れんぐわ

通は廣くて平で︑︿略V︒目

家が軒をならべて立ってるるので︑

ぬきの所には︿略﹀石造や煉瓦造の

七363團

中村君がこれまで居た所は日 めぬき ﹇目抜﹈︵名︶1 目ぬき

﹇滅多﹈︵副︶3

めでたい

︽ーイ・

或日我が軍艦高千穗の一水兵

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて

九榊7

︽ーイ︾

く略V︑私を入れて村からはめめし・い ﹇女女﹈︵形︶1 め﹂し．い

︵形︶4

一しょになることはない︒

五人も出てみるが︑︿略﹀︑めったに

六413圏

ないさうだが︑︿略﹀︒

六56六宮湾ではめったに雪が降ら

ふることがなく︑︿略﹀︒

本の南の方で︑冬でもめったに雪の

五54

めったに

くなって來た︒

が衰へて︑もう政務にもたへられな

十一905僕は︿略﹀︑此の話を聞い 十二655 それに近來はめっきり元氣めとみみとくち ﹇目耳玉﹈︹罪名︺2

いか︒﹄と︑御立寄り下さいました︒

十一719囹

九佃8

みよ子︑ずるぶん珍しい花 めつき ﹇目付﹈︵名︶2 目つき 目付

集めてある庭だ︒

らん
があるだらう︒此庭は重に蘭の類を

十棚4園

るに︑たつのおとしごが一つあった

七152 珍しかったのは︑丸山君のざ

し

︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

十佃7

外國の港に着くと︑︿略﹀︒

ことであった︒

七563園

見るもの聞くものが︑絡べて皆珍し
いのであります︒

八345 婦人は︑これは珍しい︑神様
がおさづけ下さったのはこれに違ひ
ないと思って︑ ︿ 略 V ︒

八412園 これは珍しい︒地藏様でも
悪いことをなさったと見える︒

九51圏 ︿略﹀先つ目につくのは植
や

物で︑其の中でも殊に珍しいのは
コ・椰子の木やパンの木などです︒

る

九71囲 珍しい植物は此の外にもま めずらしが・る ﹇珍﹈︵四︶1 珍しが
だたくさんあります︒

﹇目立﹈︵四・五︶5

之を他の家に連行き︑︿略V︒
めだ・つ

目ダツ

九158 多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑ 十一一863図 土人鶴林藏を珍しがりて

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ
ク︒

九559園 ︿略﹀︑あんなりつばな會社 目立ツ 目立つ ︽ーッ・ーツ︾

681
めやす一も

ゐ
十881

二三日マヘカラメンドリ

綿花は主に印度やアメリカ合 めんどり ﹇雌鳥﹈︵名︶4 メンドリ

三53

めんどり

みた︒ふと通りか＼つた某大尉が之

衆國から輸入し︑それに加工して綿
十一鵬5囲圏

を見て︑齢りにめ︑しいふるまひと
目安
等もよく出図る由に候︒

其の後宣長は絶えず文通し

﹇面会﹈︵名︶1

十一768

めんかい

て眞淵の教を受け︑︿略﹀︑面會の機

綿綜

會は松坂の一夜以後とうく來なか
﹇綿糸﹈︵名︶3

つた︒

めんし

八959図商工業盛ニシテ︑焼物・塗

輸出品の主な物は︑志望・綿

物・扇・綿締・織物等ノ産出頗ル多
シ︒

十877

織物・綿締・羽二重・銅・茶・マツ
チなどで︑︿略﹀︒

だ

メンドリハ︿略﹀︑タマゴ

ヲハラノ下ニダイテシマヒマ

三55
シタ︒

︿略﹀︑飛びちりたる貝のか

けを︑すばやくついばみたるは眞白

九143図

の面目︑よく此の語にあらはれたり

︿略﹀︑溶々に手を加へて菖

といふべし︒

十一一柵10

態を改めてはみるが︑一部は尚書の

たい

モ

も←いかにも・い

面目を留めて︑︿略﹀︒

も

ユ

︵係助︶四

も・またもや・まもなく・よもすが

なにも・なんにも・はやくも・びくと

とも・どうしても・どうも・なおも・

も・すこしも・それにつけても・ちつ

ども・されども︒しかも・しかれど

も︒いやしくも・かりそめにも・けれ

くらも・いつまでも・いつも・いまに

も

く略V︑めんどりはせはしげも ﹇面﹈丑Vたのも

なるめんどりなり︒

九153図

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ
さるにいそがしく︑︿略﹀︒

綿布
︿略﹀︑輸入品は綿布が一番

﹇綿布﹈︵名︶1
七391国

めんぷ

﹇▽めんもく

多いといふことです︒
＊めんぼく

︿略﹀竹を採集せしめ︑

ら・わけても

シモアリマス︒

モノサシガアリマス︒ヒノ

其のもたらせるものに就いて綿密に
面目

一65
﹇面目﹈︵名︶5

研究せしが︑︿略﹀︒

死所を得たるを喜べり︒

これ

タ︒

一166

ハチガキイテオコリマシ

ウスモキイテオコリマシ

タ︒クリモキイテオコリマシタ︒

一164

モアリマス︒

九425図書二人の我が子それぐ 一了5 オテラガアリマス︒ヤクバ

めんもく

に︑

ぞ武門の面目︒

其の身を忘れ︑よはひを
忘れて︑人生の爲に蓋くしたる大聖

十一82図

此の大聖の面目をうかゴふを得べし︒

アチラニモ︑コチラニモ︑

ホタルヲヨブコエガシマス︒

一234

ホタルヲヨブコエガシマス︒

十一64図論語は︑︿略V︑最もよく 一233 アチラニモ︑コチラニモ︑

有様は何事だ︒

たのを男子の面目とも思はず︑其の

十和田湖は 九桝10園軍人となって︑いくさに出

︿略﹀︑王は娘たちを面前に

﹇▽ことめんどう

十一一M5図

綿花は主に印度やアメリカ合 めんみつ ﹇綿密﹈︵形状︶1 綿密
衆國から輸入し︑それに加工して綿

十882

面する

洞門の長さは實に三百八間︑

﹇面﹈︵サ変︶1

練や綿織物を造る︒

めん・する
︽ーシ︾

わ

面積

︿略﹀︑川に面した方には︿略﹀︒

十二椥7

と

十和田湖

﹇面積﹈︵名︶1

トルある︒

く略V︑其の面積は約六十方キロメー

十二499

めんせき

ガスニツキマシタ︒

思って︑︿略﹀︒

﹇目安﹈︵名︶1

メリンス

面會

綜や綿織物を造る︒
しや
︿略﹀︑甘薦・綿花・米

めやす

十一901園 それも立春から敷へると
八十八日目で︑︿略﹀物の種をまく
目安になる日だ︒

︿略﹀︑立木や切株の根本を

めりめり ︵副︶1 めりく
十一647

掘っておいて︑︿略﹀此のトラク
ターで引くと︑めりくと音を立て
︹課名︺2

て根こぎにされてしまふ︒
メリンス

メリンス

六目7 第十九 メリンス
︵名︶3 メリンス めりん

六74ー 第十九

メリンス
す

のあはせは私のです︒

三724 ︿略﹀︑そのとなりのめり
んす

六761園
ソレハメリンスデ︑絹デセ
ウ︒

綿織

十一174園 メリンスのふろしきを持
﹇綿織物﹈︵名︶2

つておいで︒

めんおりもの
物

織物・綿縣・羽二重・銅・茶・マツ

十877 輸出品の主な物は︑生野・綿
チなどで︑︿略﹀︒

めんどう

呼んで︑﹁︿略V︒﹂と尋ねた︒

十二663

十883 綿花は主に印度やアメリカ合 めんぜん ﹇面前﹈︵名︶1 面前

綿花

衆民から輸入し︑それに加工して綿
﹇綿花﹈︵名︶2

縣や綿織物を造る ︒

めんか

一253 ヘチマノハナガサキマシ
タ︒ツボミモタクサンツイテヰ
マス︒

ニイサン

ニミ セ マ シ タ ︒

一365 ナンベンモカキナホシテ︑

ニナレバ︑ワタクシモアルキマ
三61

三24

︿略﹀︑見ムキモシナイデ︑

カゼモアタタカデ︑︿略V︒

︿略﹀︑センセイノ見セテ

ないでせう︒

んでした︒

うらしまはく略﹀︑うちへ

かへるのもわすれてゐました

三436

が︑︿略﹀︒

しまって︑︿略﹀︒

しまって︑︿略﹀︒

ふってもようございま 三457︿略﹀︑父も母もしんで

もありません︒

三462しってみるものは一人

かりかはってゐます︒

三458︿略﹀︑村のやうすもすつ

かはってゐます︒

みて︑村のやうすもすっかり

それではてもあしも 三457 ︿略﹀︑うちもなくなって

三196園それではてもあしも

ないでせう︒

三196園

すか︒

三182囹

ルヤウデシタ︒

三78ハネノ下ニモニ三バヰ 三457︿略﹀︑父．も母もしんで

タマゴヲアタタメテヰマス︒

ス︒

二627コレデ本ノ中ノジモ︑
ルイロイロナモノモ見ルノデ

エモ︑センセイノ見セテクダサ
ス︒

二63ーコレデ本ノ中ノジモ︑

一503 サルモダンゴヲモラツテ︑
ケライニナリマシタ︒

ノデス︒

クダサルイロイロナモノモ見ル

二632

﹇507 キジモダンゴヲモラツテ︑ エモ︑︿略﹀見ルノデス︒

アノキクハオトウサン

ケライニナリマシタ︒

二87園
モタイソウオスキデス︒

エマス︒︿略V︒耳モヨクキコエ

ニ ー 4 5 シ タヲミルト︑川ノナ
マス︒

二634私ノ目ハ︿略﹀︑ヨク見 三227 どちらもたいていおなじ
くらみで︑かちまけはありませ

カニモサカナヲクハヘタ犬ガ

ヤリマス︒

ニモ耳ニモ右左ガアリマス︒

こともわすれて︑玉手箱をあけ

二663日ニナンベンモナメテ 三356 足ニモ右左ガアリ︑目 三464 ︿略﹀︑おとひめのいった

ヰマス︒

テ︑ワントーコエホエマシタ︒

ニー46 ソノサカナモホシクナツ

二772

ヒマシタガ︑︿略V︒

タイヂシテシマヒマシタ︒

二777 ライクワウノケライモ︑
シユテンドウジノテシタヲノコ
ラズ

W

キモノノソデニモ︑タビ

︿略﹀小二郎の方が︑正一

シタ︒

かへるはく略﹀︑何べんも

何べんもとびつかうとします︒

三557

かへるはく略V︑何べんも
何べんもとびつかうとします︒

たうふうは︿略﹀︑こんき

︿略﹀︑チヂンデヰタハネ

ナツテキマシタ︒

三585︿略V︑色モシダイニコク

モダンダンノビテ︑︿略﹀︒

三585

がよければ︑何ごともできない
ことはないとさとりました︒

三567

ニモ︑︿略﹀︑ク 三557

ニモ︑クツニモ
︿略﹀︑タビ

右左ガアリマス︒

ニモ︑手ブクロ
三358

した︒

よりもかへってさきにつきま

三394

ニモ右左ガアリマス︒

ツニモ右左ガアリマス︒
シタモ大連イアリマシタ︒
二77一 タチガヒカレバ︑目モヒ 三358 ︿略﹀︑手ブクロ ニモ︑クツ
ニモ右左ガアリマス︒
カル︒
ドチラモマケズニタタカ 三358 ︿略﹀︑手ブクロ ニモ︑クツ

二723タイヘンカガツヨク︑テ

レカラデス︒

二687テフテフガマフノモコ

モコレカラデス︒

二685 サクラガサクノハコレ 三357︿略﹀︑目ニモ耳ニモ右左 アリマス︒
三515 オ寺ノカネモナリ出シマ
ガアリマス︒
カラデス︒ナノ花ガサクノ

ました︒
二297園ソレモヨイガ︑ダレガ 二665 オや牛ヲソトへ出スト︑ 三356 ︿略﹀︑目ニモ耳ニモ右左
三503 ソノ中ニハ︑ニウリヤモ
ガアリマス︒
子牛モツイテイキマス︒
ソノスズヲツケニイクカ︒

S園 ソレカラ︒﹂﹁オソナヘノ

モチモカザリマス︒﹂

二53ートノサマヤオトモノ人
ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ
ケニナリマシタQ
︿略﹀︑ロモ︑耳モハヒダ
︿略﹀︑ロモ︑耳モハヒダ

ニナリ マ シ タ ︒

ニナリ マ シ タ ︒

ヲヂサ ン ︑ コ ン ヤ モ マ タ
二542園

カゲエ ヲシテ見セテクダサイ︒

ニ576アナタガオタチニナレバ︑
ワ タ ク シ モ タチ︑︿略＞Q

一二

一一

ニ581︿略V︑アナタガオアルキ

R5

R2

ラ53ラ53
ケ 1 ケ 1

も一も

682

683
も一も

三 6 0 ー ア ノセミモコノ中ニヰ
三郎さん︑又今日も舟

ルノデセウ︒

三608園

五郎さんもなかまに

をながしてあそびませう︒

三613園
私ハ鳥デモケダモノ

おはいりなさい︒

三736囹
デモナイカラ︒

三736園私ハ鳥デモケダモノ
デモナイカラ︒
三738 ソノトキカウモリハ︿略﹀︑

ドチラヘモツキマセンデシタ︒
三783 ︿略﹀すすきも︑花いけに

ふみ子もこんやはきつ

さしてそなへてあります︒

三795園

と あ ち ら でこの月を見てゐ
ませう︒

して︑たいそうにぎやかです︒

四71 今年は柿のあたり年で︑
どの木にもよくみがなりまし
た︒

四73私の木も枝がをれる
ほどなってゐます︒

四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ
家ニモコクキが出シテアリマ
シタ︒

谷ソコノーケンヤニモ︑

︿略﹀︑コクキが出シテアリマシ

四92
タ︒

四93︿略﹀︑川ヲ下ツテ行ク小
サナ舟ニモ︑コクキが出シテ
アリマシタ︒

せい出すおや子︒
︿略﹀︑

あすも天守か︑

四107圃︿略﹀︑今日も朝から
四117幽

夕日が赤い︒

︿略V︑見たこともないき 四141園ワタシタチノ方が少

．おとをたてません︒

三833風はしっかで︑なみも
三餌3

四187 コノ神様モ︑﹁ナゼナク
ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ

モカヘツテイタクナツテ︑︿略﹀︒

れいな着物でした︒
イカモシレナイ︒
三848 ︿略﹀︑見たこともない美 四177 白ウサギハ︿略﹀︑前ヨリ

しい女が來ました︒

︿略﹀︑ふじの山よりも

高い大空のかすみの中へは

三904

︿略﹀︑には

一ぽいもみが

ほしてあって︑足のふみばも

タ︒

ないくらみでした︒

四225

四25 ほほづきやふうせん玉を
責る店も出てゐます︒

いって行きました︒

四33私どももすずをならし

四257園

く略V︑をぢさんもをばさ

てをがみました︒

四257園︿略﹀︑をぢさんもをばさ

んも早くかへります︒

あちらこちらに子どもの
ならすらっぱやふえの音も

四42

んも早くかへります︒

町やくばも︑けいさつしょ

四265私どもの町でも︑︿略﹀
電とうがつくやうになりまし
た︒

四267

ば︑向ふでもやさしく答へ︑

︿略﹀︒

四338園向ふで﹁ばか﹂といった
のも︑お前が先に﹁ばか﹂と

いったからです︒

コ鳥トイフトコロモアリマス︒

四347 フクロフハ︿略﹀︒︿略﹀︑ネ

した︒

四418

ました︒

四412

ス︒

つづらや長持も出されま

かけ物やがくもはつされ

鳴クノダトイフ所モアリマ

四383 ︿略﹀︑﹁ノリツケホウセ﹂ト

きらんぷが電とうにかはりまし
町やくばも︑けいさつしょ

も︑いうびんきよくも︑みんなの
た︒

四267

︿略﹀︑けいさつしょも︑い

も︑いうびんきよくも︑︿略﹀︒

四268

うびんきよくも︑︿略﹀︒

四275 ︿略﹀大きな店はいくつ
も電とうをつけました︒
うで︑︿略﹀︒

物もみんな外へ出されました︒

四276本町通は夜もひるのや 四421戸だなや戸だなの中の

ました︒

つだひました︒

四281私のうちでも二つつけ 四428僕もはたきを持って手

︿略﹀︒

れいになって噛ましたので︑

四464︿略﹀︑家の内も外もき

い︒

四284電とうは︿略﹀︑その上火 四445園 花子も自分のおもちゃ
だけ︑ちゃんとおかたづけなさ
のようじんもようございます︒

四286よこ町に電氣の力で︑
米をつく家も出軍ました︒

の町へかかるさうです︒

四286電話も近い中に私ども

四316︿略﹀︑だれも居ませんで 四464︿略﹀︑家の内も外もき
れいになって居ましたので︑
した︒
四321園 それは山びこです︒だ ︿略﹀︒
れも居るのではありません︒
四495園こんど取った人がそれ
も取ることにします︒

四331囹人のこゑもく略﹀ごむ

四498園

はい︑取りました︒せん

まりのやうに︑かへって來る

のも私が取りますよ︒
四505 みんなもしまひにはむち

こちらでやさしくいへ

ことがあります︒

四335園

も一も

684

ゆうになって取りました︒

四514それから又二くみに分
れて︑何べんも取ってあそびま
した︒

四755︿略﹀︑稻も変もよその
よりはよく出望ました︒

いたづらもので︑大きくなって

それからどこへ行って

シテアリ︑ヒシモチモモウソナ

四877園
モ來マス︒

中村君は慰問もよく出來るし︑

うんどうも上手です︒

五了2

うんどうも上手です︒

オチヨサンモオ松サン 五了2 中村君は學問もよく出來るし︑

われら國民七千萬
お

んでみるにちがひないとおかんがへ

北國にも春が來ました︒

になって︑︿略﹀︒

五134団

︿略﹀帯あげなどがたくさん

ツバメハ︿略﹀︑矢ヨリモ早

︿略V︑風の音と水の音より外

人も來て見る︑小鳥もう

うちの前には小川が流れ︑

五302圏 ︿略﹀︑舟もうかべば︑あひ

舟もうかべば︑あひるもうかぶ︒

五301圖

もうたふ︒

五297圏 ︿略﹀︑人も診て見る︑小鳥

たふ︒

みだれ︑

五297圏く略Vかはるぐに花さき

には︑何の音も聞えません︒

五283

クトンデ行キマス︒

五262

大ぜいあります︒

下げてあって︑それを見てみる人も

五242

︿略﹀︒

廣略してみた島屋の大射出しは︑

美しいびらで︑一月も前から

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

︿略V︑遊事にも︑︿略﹀︑早 五216 ︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

︿略﹀︑

さむらひ︑︿略﹀︒

天皇陛下を神ともあふぎ︑

五21圃
は

負けたことなく︑

大日本︑大日本︑ 神代此

おやともしたひてお仕へ申

︿略﹀天皇陛下を神ともあ

やともしたひてお仕へ申す︒

ふぎ︑

五22圃
す︒

五24翻

の方一度もてきに
︿略﹀︒

五303圃

つりも出來るし︑およぎも

うちの前には小川が流れ︑

るもうかぶ︒

ることがなく︑うめやさくらも︑こ

︿略﹀︒

︿略﹀︑冬でもめったに雪のふ
ちらよりはずっと早くさくさうです︒

五55

五223

も盲同く尾を上げます︒

二人のものはなかなか

く強くなって︑かたきを取らう

す︒

四934 かたきのくどうもよりと
ものおともをして行って居ま

弟も東へ行き︑︿略﹀︒

くどうが東へ行けば︑兄

そばへよることも出來ません︒

四925

と心がけました︒

四916

野でも鳴く︒

四895圏山で鳴く︑里で鳴く︑

野にもさく︒

四891國山にさく︑里にさく︑ 五82 みことは此の川上にも人がす

野にも來た︒

今の村長さんのおとう 四885圃 山に來た︑里に來た︑

さんもおとなしい人で︑︿略﹀︒

四758

の時からすなほで︑なさけぶか

今の村長さんも子ども

い人でした︒

︿略﹀山のふもとのし 四766

ひ の 木 は ︑根もとへ草もよ

四562圏
せつけぬ︒

ノモアリ︑ノミデアナヲホル
も︑うちの仕事もせず︑︿略﹀︒

四588ノコギリデ木ヲキルモ 四776 此の人は小さい時から
モノモアリ︑︿略﹀︒

ました︒

︿略﹀家も土ざうも田も

畠も︿略﹀︒

四778

つてしまひましたQ

うも田も畠も人の物にな

四777

それでとうとう家も土ざ 四926

四592 ︿略﹀︑ノミデアナヲホル 四776 此の人は︿略﹀︑うちの
仕事もせず︑みばつてばかり居

モノモアリ︑カンナデ板ヲ

ケヅルモノモアリマス︒
四594 ︿略﹀︑カンナデ板ヲケヅ

海の方でもへいけ方が

ルモノモアリマス︒

四674
ふなばたをたたいて︑一度にど
つとほめました︒

畠も︿略﹀︒

四703私ドモ主人ハ色モナリ 四778︿略V家も土ざうも田も四961すけつねも人に知られた
モヨクニテ居マス︒

つた︒

にないてくれるものがなくな

四794圏此の人も一本杉の外

んでした︒

居たか︑村にもひさしく居ませ

四782

四703私ドモ無人ハ色モナリ 四778︿略V田も畠も︿略﹀︒
モヨクニテ居マス︒
四714 ︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

ナカマノモノが大テイ行ツテ
居マス︒

もう二百年あまりもここ

に立って居ます︒

四721

まだお日様が見えない中から︑

四746せいの高い私の目にも︑四二5 モモノ花が花イケニサ

オチヨサンモオ松サン

ヘテアリマス︒

モ來マス︒

四876園

︿略﹀︒

よりはよく出來ました︒

四755︿略﹀︑稻も萎もよその

685
も一も

出馬て︑︿略﹀︒

五304韻 つりも出記るし︑およぎも
出來て︑︿略﹀︒

五312圏︿略﹀︑木々のしっくもきの
ことなって︑ ばんのごはんのおか
ずにまじる︒

五334 此の法馬の氣もなく自分のう
ちを見て︑その小さいのにおどろき
ました︒

るとは︑どうしても思はれませんで

五338 ︿略V︑これで間敷が七つもあ
した︒

︿略﹀︑もう級のものが大分來

さしわたしが八尺もあ

てるて︑先生もお出でになってゐま

五355

した︒

五397園
る︒﹂と先生がお っ し ゃ い ま し た ︒

五431 たけるも酒によってねむりま
した︒

五501おかあさんもねえさんも︑此
五624圃

五603圏

のですか︒

五651園

よい身代であったが︑其のた

もみんな責りはらった︒

めに田を当り︑畠を架り︑家も土手

森も小山も下に見て︑︿略﹀︒ 五748

あのあざやかな色どりも

今日は買物もあるし︑蹄り

︿略﹀︑蹄りには馬車に乗つ

鯉も居るが︑それよりも︑

しまひには妻や子どもの着が

此の山の杉も庄屋が先に立つ

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で

今年のひでりにも︑此の用水

五853國夜明け方になって︑雨も風

りました︒

どい雨で︑夕方から風もはげしくな

五846団︿略﹀︑四日の日は朝からひ

でした︒

ありませんでしたが︑中々のさわぎ

五餌2国 ︿略﹀︑うちには大した事も

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

五833団皆様におけがもございませ

思って︑︿略﹀︒

いころすのもかはいさうだと

池にはあんなに水がたまってみる︒

五788

る︒

もゆびをりの金持村だと言はれてる

五787

て植ゑたのださうだ︒

五785

つた︒

五782 ︿略﹀︑身代は前よりもよくな

に死なれたので︑︿略﹀︒

五765家屋敷もなくなった上に︑夫

やしき

へまでもないやうになった︒

五752

はらった︒

おとうさん︑町があんなに 五748 ︿略﹀︑家も土藏もみんな判り

うちの繭もあの工場で生綜

四百人も縣を取ってみる︒
まゆ

ある︒

もっとお前に聞かせて置きたい話が

五678園

て︑此の下まで來てもよい︒

五658園

もよい︒

には馬車に乗って︑此の下まで來て

五657囹

になったはずだ︒

五652園

あれは製綜工場で︑女工が

近く見えてみて︑まだ一里半もある

五636園

しだいくにうすくなり︑︿略V︒

の五六日は夜もろくろくおやすみに

︿略V夜もろくろくおやすみ

おかあさんもねえさんも︑

ならないのです︒

五501
︿略﹀︒

五501
にならないのです︒

五511︿略﹀︑水ハ低イ方へ低イ方へ

︿略﹀︑ミゾ虚誕チル頃二一︑

庭ノ高イ所カラ︑低イ方へ流レテ行

ト流レテ行キマス︒庭へ降ル雨モ︑

キマス︒

五514

地ノ中ニシミコンデ︑井戸水

︿略﹀︑水ノカサモ多クナリマ

流モ早クナリ︑水ノカサモ多クナリ
マス︒

五514
ス︒
イヅミ

五526

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒
ジヨウ

︿略﹀︑目二見エナイ水堅手

もっとお前に聞かせて置きたい話が

五527

ある︒

鯉も居るが︑それよりも︑ 五797

ニナツテ︑空ヘカヘルノモアルサウ

．五678囹
デス︒

︿略﹀︑たけるも熊襲のかしら

だけあって︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五438

五685此のあたりの青田も︑其の頃
︿略﹀︑其の杉山なんぞは︑木

は大ていあれ地で︑︿略﹀︒

五686

もろくにない草山だつたといふこと

あたりの高い所からもながめ

だ︒

︿略﹀︒﹂と言って︑首をひね
︿略﹀︑一年ばかりの間は︑べ

もやみますと︑︿略﹀︒

もやみますと︑︿略﹀︒

︿略V︑せっかくつき上げた土 五853国夜明け方になって︑雨も風
手が︑半分ほどもくつれてしまった︒

五726

つだんくじやうも出なかった︒

五722

る者もあったといふが︑︿略﹀︒

五721

ますが︑多くは舟に乗って︑島の間

ゐます︒

向

五584 宮島はまはりが七里もある島
しか
で︑島の山には鹿がたくさんすんで

を通って見物します︒

五571

んを腰に着けてみて︑︿略﹀︒

それで山へ行くにも︑へうた

五535

をさかさにつるしておけば︑きねの

五463園 米をつくのに︑上にもうす
上げ下しに米がつける︒

︿略﹀︑一生けん め い に は た ら い て ゐ

五491 ︿略﹀作りかけの繭の中で︑
るのもあります︒

てるるのもありま す ︒

五492 まだ繭をかける場所をさがし

雲までと〜く弓

森も小山も下に見て︑
ふの田から大空の

五603圖
の朝までには︑たいてい上ってしま

のなり︒

五493 今桑をたべてみる翼も︑明日
ふさうです︒

も一も
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居るむすこの所へ出した封書や︑

︿略﹀おちいさんが︑遠方に

いと思ひますが︑︿略﹀︒

五868團 うら手で助けてくれ助けて
︿略﹀書生さんが︑お友だちへ出し

五944

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑う
た葉書には︑私もはらわたがちぎれ

三尺になり︑五尺にもなりました︒

五865国 たちまち水が二尺になり︑

ちでも下の雨戸が た ふ れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

﹁それにはどんな事が書いて

るやうに思ひました︒

あったか︒﹂といふおたつねが出る

五946

︿略﹀︑どうすることも出冷ませんで
かも知れませんが︑︿略﹀︒

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑

五873囲 うら手で助けてくれ助けて

した︒

棚ガゴザイマス︒︿略﹀︒ウチノブダ

五875團其のうちに︑どうやら水が 五965 叔父サンノウチニモ︑ブダウ
二階にもつきさうになったので︑

赤れんぐわの三階造で︑間口

ウトハ種ガチガフノダサウデス︒

五棚6

停車場の階上には︑役所もホ
停車場の階上には︑役所もホ
︿略V︑此の外に中央郵便局の

テルもあります︒

五二3

テルもあります︒

五捌2

が百八十四間もあります︒

五㎜6

︿略﹀︒

五881團︿略﹀︑町は予てい水につか
つて︑人家も七八軒流れました︒

五882團うちでも一時は飲水やたべ
︿略﹀︑今ではあとかたづけ

物 に こ ま り ま し たが︑︿略﹀︒

五884国
も大がいすみました︒

分室もあれば︑爾替店や︑いろく

五887團 おとうさんやおかあさんに
は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

しよくだう

又洗面所もあれば︑食堂も
しよくだう

又洗面所もあれば︑食堂も

た︒來年もやはりあの稻を作りませ

新田が大へんよく出來まし

あります︒

五齪1

あります︒

五棚8

責店もあります︒

︿略﹀︑雨替店や︑いろくの

の出店もあります︒

しゃしん

五心8

に居ります︒

五913 毎日かならず新聞を入れに來
ざっし

る方も四五人はあります︒

五914 たまには雑誌や窮眞がはいる
こともあります︒

五915 作物の種や商品の見本も入れ
てよいことになっ て ゐ ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

う︒

五921 ︿略﹀︑はがきの外はきっと切 六15園

手がはってあります︒それも品と目

今どこのうちへ行って見ても︑
俵の山が出來てるます︒うちでも土

六25

方によって切手の償がちがひます︒

事が書いてありますと︑私もうれし

五935 おめでたい事やたのしさうな

間に丸太を置いて︑其の上につんで

さうさ︑中ほどまでは降つ

あります︒

六51園

何しろ一万二千五百尺もあ

てるるかも知れない︒

六52園

つて︑内地第一の高山だから︒

六63事業いや︑二番も三番も塁湾に
いや︑二番も三番も毫湾に

あって︑四番目が富士山だ︒

六63園

ら

やりがたけ

かすが

あかしさん

みかさ

信州の槍岳や赤石山で︑

しんしう

あって︑四番目が富士山だ︒

六72園

な

どれも一万尺以上ある︒

六83囹奈良の春日山や三笠山は千
尺そこくだが︑白根や首記よりも
金や銀ハ

︿略﹀︑ドチラモ

知られてみるし︑︿略﹀︒

六102園

タクサンアリマセンカラ︑ネダンモ

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六111園金ダラヒニモナレバ︑私ノ

ナルポド︑銅ハタクサンア

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略﹀︒

六114園

六117製法ヲタクカマモ︑物ヲニル

ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル

く略V︑物ヲニルナベモ︑湯

ゴトクモ鐵デス︒

ヲワカス私モ︑︿略﹀鐵デス︒

六117園

ノ乗ルゴトクモ鐵デス︒

六118園︿略﹀︑湯ヲワカス私モ︑私

デス︒

僕はびっくりして︑ぐみも紅

六118圏く略V︑私ノ乗ルゴトクモ鐵

六157

僕はびっくりして︑ぐみも紅

茸も地面へなげつけました︒

茸も地面へなげつけました︒

六157

さあ︑まだ早いかも知れな

いつも通る汽船も︑高波をよ

もとより舟は一そうも出てゐ

六177園

いがね︒

︿略V︒

これが五日もつゴくと︑ひ

六211圃 空もみどり︑ 海もみどり︑

ぼしだ︒

六206園

けて︑沖を通ると見えて︑︿略﹀︒

六202

ません︒

銅ハソレニヒキカヘテ︑金 六201

︿略﹀︑ネダンモ高ウゴザイ

高ウゴザイマス︒

六103圏
マス︒

六104園

銅ハ︿略﹀ネダンモ安ウゴ

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑
︿略V︒

六105園

ソレデ︑オアシニナルコト

ザイマス︒

凄絶7囹

モ出來レバ︑針金ニナルコトモ出來
マス︒

︿略V︒

六217幽 沖ものどか︑ 濱ものどか︑

空につゴく海のみどり︑︿略﹀︒

ソレデ︑オアシニナルコト 六212趙 空もみどり︑ 海もみどり︑
モ出來レバ︑針金ニナルコトモ出來

六107園
マス︒

六108園金ダラヒニモナレバ︑私ノ
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︿略﹀︒

沖ものどか︑

たひらのこれもり

六218國

ちゆう

となみ

濱ものどか︑
ゑつ

六232 大將は平維盛で︑︿略﹀︑越

義纒に此の名を惜しむ心があ

つたので︑何時の戦にも勝つたので

六385

︿略﹀︑私を入れて村からは

ございませう︒

六411圏

一しょになることはない︒

五人も出てみるが︑︿略﹀︑めったに

中の國の礪波山にちんを取りまし

た︒義仲は︿略﹀︑これもおなじく
︿略﹀︑兵種がちがふと︑兵

どの町村からも︑歩兵が一

分家の萬藏君などは小男だ
ゆそつ
から︑ひょっとすると輻重輸卒にあ
鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ
鮭ハ海ノ魚デモアレバ︑川ノ

魚デモアル︒

六456

魚デモアル︒

六456

たるかも知れない︒

六423団

出るだらう︒

六418団輻重兵にも其の中にだれか

村からは私一人だ︒

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

六414国

舎のあり場所もちがふので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑後向に乗る者もあれば︑ 六412国

礪波山のふもとにちんを取りました︒
六248

︿略﹀︑ 後 向 に 乗 る 者 も あ れ ば ︑

一匹の馬に二人乗る者もあります︒
六251

一匹の馬に二人乗る者もあります︒

︿略V︑弟が落ちれば兄も落ち︑

六254 親が落ちれば其の子も落ち︑
︿略﹀︒

六255
︿略﹀︒

六265 庭の菊も白い花びらに赤みが
さして來た︑霜にあたったからだら
う︒

な寒い日にも︑朝早くから︑高い木

六271 ひよどりは元氣な鳥だ︒こん
の上をとびまはって鳴いてみる︒

一匹デ三四千粒モ産ムトイフ
ガ︑︿略﹀︒

六472

四五年モタツト︑大キクナツ

︿略﹀︑かほも美しく︑すがた

︿略﹀︑かほも美しく︑すがた
も上品に見えましたので︑︿略﹀︒

六517

舞姫にきめました︒

も上品に見えましたので︑さっそく

六516

ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

テ︑今度ハ自分が卵ヲ産ミニ川へ上

六478

シマフノモアル︒

︿略﹀︑藪⁝かぎりもない蟻がま 六476中門ハ其所デツカレテ死ンデ

も居ません︒

六283 虎が見まはしましたが︑だれ
六304

︿略﹀︑頭のてっぺんから尾の

つ黒になって︑出て來ました︒
六308

さきまで︑からだ下すき間もなく︒

六312 虎はうんくうなって︑かけ

た め とも

まはるより外︑どうすることも出來
ません︒

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

六381園 叔父爲朝の弓のやうな強い

︿略﹀︒

奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

六523

此の時には頼朝もおもしろく

まりました︒

六527

︿略﹀︑頼朝のかほの色はさつ

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒
六546

とかはりました︒かはるも道理︑

﹁ソレダケデスカ︒﹂﹁セルモサウデ

セウカ︒﹂

六775 ︿略﹀︑湖の氷が大へんあつく

先生もみれば︑軍人もみる︒

男の生徒もみれば︑女の生徒

男の生徒もみれば︑女の生徒

なった︒一尺ぐちるもあらう︒

もみる︒

六778

六778

先生もみれば︑軍人もみる︒

もみる︒

六778

︿略﹀︒

六781

二人は野をすぎ︑山をこえ︑
なれない道を一月あまりも歩きつゴ

片足でおそろしい程早くすべ

又西洋人もみる︒

六574

六782

いろくな曲すべりをやる者

元の兵は一人も上陸させぬと

敵ははげしく射立てた︒味方

かめ
おそれ多くも亀山上皇は︑御

身をもって國難に代らうと︑おいの

六餌1

せる者がたえないので︑︿略V︒

りにして引上げた︒其の後も攻めよ

六835 ︿略﹀︑其の船の大々を生けど

かたを射られたが︑︿略﹀︒

はばたばたとたふれた︒通有も左の

六818

いて守った︒

いふ意氣ごみで︑濱べに石垣をきつ

六802

もある︒

六792 ︿略﹀︑ころんでばかりみる者

る︒

もあり︑ころんでばかりみる者もあ

六792

はこはすべる者もある︒

六791 ︿略﹀︑人の手にすがって︑こ

こはこはすべる者もある︒

る者もあれば︑人の手にすがって︑

けて︑やうく鎌倉に着きました︒
或日のこと︑萬じゅが御殿の

六787

六593

うらへ出て︑何の氣もなくあたりを

やがてうばをも呼入れて︑三

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

六627

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

人は其の夜をなみだの中に明かしま
した︒

六635

これではとても来謁はして

もかんしんして︑︿略V︒

六676園

︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

くれまい︒﹂﹁さうかも知れない︒﹂

六683

︿略V武士の刀や︑なぎなた

げてもよいと言った︒

六702

の光も︑いくたびとなく此の川の水
川の西は水のすぐそばから︑

にうつったことでございませう︒

六718

すき間もなく家が立ちならんでゐま
す︒

人通の多いのは此の大橋で︑
﹁ラシヤトフランネル︒﹂

これには電車も通ってゐます︒

六727

六755園

も一も
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りになった︒

六844 回しやうも一生けんめいで︑
ひやうらうをはこんだ︒

だ一度も外國から攻められたことは

六855 それからこ＼に⊥八百蝕年︑ま
ない︒

六881 牙は象つかひの腕よりも太か
つた︒

六893園 なれますれば︑お子どもし
ゆうのお守も致します︒

りが一里にも足ら ず ︑ ︿ 略 V ︒

く心持がかはって︑︿略﹀︒

何のかざりもない御神殿を

八十間も

︿略﹀四列になりて歩く

催して︑まことにおそれ多い氣がし

六柳1団
た︒

全校生徒の八百は

七51図圏
時︑
︿略﹀︑水深くして︑いかな

つ亡くなり︒

七77図
る大船もきしに横づけにすることを
得︒

川口近くになると︑潮干狩の

舟がいくそうもよって來た︒

六908 ︿略V千早城は︑︿略﹀︑まは 七99

︿略V︑

みんな下りた︒

七117おとうさんも︑にいさんも︑

剃た︒

六918 賊は坂からころげ落ちて︑た 七117 おとうさんも︑にいさんも︑
丸山君も︑妹も︑お松も︑みんな下
ちまち五六千人も死んだ︒
六943 さうして︑これをよけようと
して賊のさわぐ所を射させて︑又々
五千人饒もころした︒

︿略﹀︑

みんな下りた︒

六947園 それ︑敵が出た︒ 一騎も絵 七117 ︿略﹀︑にいさんも︑丸山君も︑
すな︒

︿略﹀︑お松も︑みんな下りた︒

下りた︒

七118

舟で來た人も︑をかから來た

見えた︒

六963 今度こそは千早城もあやふく 七117 ︿略﹀︑妹も︑お松も︑みんな
六975 百騎にげ︑二百騎にげして︑

七134

かった︒

舟で來た人も︑をかから來た
何時か知らない人とも話し合
川口にか＼つた時ふりかへっ
て見たら︑もう廣い海には誰もみな

七159

ふやうになって︑︿略﹀︒

七137

人も入りまじって︑︿略﹀︒

七135

れない程みる︒

人も入りまじって︑何百人か敷へき

はじめ百萬騎といった賊も︑しまひ
に は 十 萬 騎 に 減 じ︑︿略﹀︒

六鵬3團 其の後おさはりもございま
せんか︒

六欄8囲 うちにも村にも︑かはった
事はありません︒

六佃8圏 うちにも村にも︑かはった
事はありません︒

六悩7囲 ︿略﹀︑千年もたったかと思

ふ老木の下へ行った時には︑何とな

七178

石垣の間でも︑地藏檬のかげ
だう

七279

たいかく
︿略﹀︑せいも低く︑膿格もお

七291図

淀川ハイクスヂニモ分レテ

とってみたが︑︿略V︒

石垣の間でも︑地藏様のかげ

でも︑辻堂のえんの下でもさく︒

七179

七315図

船におよぎつかんとてなり︒

︿略﹀︒

なはてつたひに來る風も︑

田の面は水の廣々と︑

く略V︑氣候も思ったよりよ

はくぎよく

く略V︑白玉山上の表忠塔

一日モ休ンダコトハアリマセ

鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ

鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ

ナタヲ打ツテヰタコトモアリ

︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ

七525園路も子どもの時には︑毎日

トモアリマス︒

七508

アリマス︒

マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

七506

ス︒

七505

マス︒

七504

ン︒

七501

上って古りました︒

をあふぎ︑又︿略﹀二百三高地にも

七404囲

くて︑快晴の日が多いやうです︒

七394團

かつて來ました︒

これ七八十日︑町のもやうも大分わ

七354團大連へ來てから︑もうかれ

蛙の聲もにぎはしく︑︿略﹀︒

七347図圏

若葉のにほひかんばしく︑

七342図翻

されどかなふべくもあらず︒

七338図

て其所に近づかんともせず︒

武士の馬は︿略﹀︑おそれ

海ニソ・グ︒

だう
︿略﹀︑辻堂のえんの下でもさ

︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も

でも︑︿略﹀さく︒

七181
く︒

七183

﹁極樂寺坂の味方があやふ

ごくらくじ

之を取って花たばにする︒

七187園

うございます︒﹂といふ使の後から︑

﹁大言も討死されました︒﹂といふ使
が來たが︑︿略﹀︒

賊のぞなへは忽ちくつれて︑
防ぐにも防がれず︑た皮あわてさわ

七221

みきが二か㌦へもあって︑枝

いでるます︒

七232

せんかう

戦雫の時には乗用としても︑

時々は線香の上ってみること

が傘をひろげたやうに出てみるので︑
︿略﹀︒

もある︒

七242
七266

輸送用としても︑きはめて大切なも
︿略﹀︑輸送用としても︑きは

のである︒

七266

畠山重忠はひよどりこえのさ

しげたビ

めて大切なものである︒

七272

か落しに︑馬をしょって下りたとい
れんぐわ
ふし︑近くは乃木大將も︑馬は煉瓦
造の小屋に入れて置かれたのである︒

七279 我が國の馬は西洋諸國の馬に
たいかく
くらべると︑せいも低く︑膿格もお
とってみたが︑︿略﹀︒
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此 の 豊 野 へ 通 っ て ︑︿略﹀︒

ることもあります︒

が出てみれば︑それにたよって方角

又夜はいくら暗くても︑星

を知ることも出來るし︑︿略﹀︒

七588園

のは︑何よりもうれしいのでござい

七529園︿略﹀︑皆さんにお話をする
ます︒

を知ることも出篭るし︑自分の船の

七533園 汽船も軍艦も御存じでせう︒ 七589園 ︿略﹀︑それにたよって方角
七533園 汽船も軍艦も御存じでせう︒

それは日本は海國でありな

七611園皆さんのうちには︑大きく

う恐しがる人もあります︒

七606園海の波を見たばかりで︑も

ふことで︑︿略﹀︒

がら︑まだ海を恐れる人もあるとい

七603園

居場所を知ることも出來ます︒

ふのは︑長さが六十間直もある汽船

七535囹私の乗ってみる太平丸とい
で︑︿略﹀︒

七536私の乗ってみる太平丸といふ
のは︑︿略﹀︑乗組人員だけでも二百
人からあります︒

なってから︑商用其の他で︑外國へ

七馴1園 海岸の松原や︑いその小山
も次第に遠くなって︑しまひにはも

出かける人もありませう︒

漁業や航海業に從事する人

う何も見えなくなります︒

橋のないところでは五日も十

ず︑︿略﹀︒

日も水のひくのを待たなければなら

七622

もありませう︒

七549園 く略V︑月夜には波が銀色に 七612園
光って︑其の美しいことは何ともい
ひやうがありません︒

は ね 上 っ て は お よ ぎ︑︿略﹀︒

七553園 何萬とも知れないいるかが︑

橋のないところでは五日も十
日も水のひくのを待たなければなら

七622

てはおよぎ︑はね上ってはおよぎし

ず︑︿略﹀︒

七556園 ︿略﹀いるかが︑はね上つ
て行くのを見ることもあります︒
の上へとび上ることもあります︒

︿略﹀︑我もくと先をあら
そって渡りました︒

七627園

もくと先をあらそって渡りました︒

る︒﹂といふことになりますと︑我

七557囹 又ある時にはとび魚が甲板 七627園 ︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ
七567園 航海といふものは︑かうい
ふ面白いものですが︑たまには恐し
い目にもあひます ︒

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

七573園 又きりがか＼つたり︑大雪 七647 かの人夫は︑少ししてから︑
が降ったりして︑一寸先も見えなく

た所へ行って見ますと︑︿略﹀︒

もし此の大金がなかったら︑

なることもあります︒

七573囹 ︿略﹀︑一寸先も見えなくな 七656

氣がちがって死ぬやうな事になるか
も知れぬ︒

︿略﹀︑此のま＼蹄ることも

もしお金をもらったら︑あ

出來ませんので︑引つかへして参り

七691園

ました︒

七726園

なたの氣はそれですむかも知れませ
︿略﹀︑どうかすると︑其の

んが︑私の氣がすみません︒
七732園

日のくらしにこまるやうなこともあ
︿略﹀︑心にすまないことは

りますが︑︿略V︒

七733園

︿略﹀︑年よりは︿略﹀︑何と

まだ︸度もした事はありません︒
七746

もいはず︑すぐ又仕事をつ貸けまし
た︒

妻もまた﹁せっかくです
が︒﹂といって︑相手になりません︒

七祖7

男はしあんにくれて︑役所へ
うったへて出ました︒役人はわけを

七751

くはしくたつね︑人夫をも呼出して︑
﹁︿略﹀︒

﹁いつも人より一時前に参
つて居ります︒﹂﹁一時も前に︒﹂と

七776園

海ノ中ニ心嚢や貝や其ノ外イ

いって信長は驚いた︒

七795

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ
︿略﹀︑水ノ表面二

ザマノ植物モ生エテ居ル︒
魚類ニハ

近イ所ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︑底

七805

虫類モタクサン居ル︒

二沈ンデヰルモノモアル︒

七827

︿略﹀サンゴハ︑皆此ノ轟ノ

骨デアル︒五道ヲ洗ツタリフイタリ

七833

スル時二使フ海綿モ︑ヤハリ︿略﹀

轟ノ骨デアル︒

陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ

一番大キイガ︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

七餌6

七餌8

コンナ所ニハ︑動物モゴクマ

海ノ深イ所一基萬尺モアル︒

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

七餌9

此ノ他海藻ニハマダタクサン

レデ︑植物ハ全クナイガ︑︿略﹀︒

ナ種類ガアツテ︑中天ハ肥料ニスル

七862

海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ檬二

モノモアル︒

廣クテ長イノモアレバ︑︿略﹀︒

七863

七865 ︿略﹀︑全戸が細カニ分レテ︑

枝ノ様ニナツテヰルノモアリ︑ニハ

トリノトサカニ似タノモアル︒

タノモアル︒

七865 ︿略﹀︑ニハトリノトサカニ似

七867 海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︒色

︿略﹀緑色ノモノモアレバ︑

モ一様デハナイ︒

︿略﹀茶色ノモノモアリ︑︿略﹀紅色

七868

︿略﹀緑色ノモノモアレバ︑

ノモノモアル︒

︿略﹀茶色ノモノモアリ︑︿略﹀紅色

七869

ノモノモアル︒

︿略﹀緑色ノモノモアレバ︑

︿略﹀茶色ノモノモアリ︑︿略﹀紅色

七871

海藻塩花が咲カナイ︒根ノヤ

ノモノモアル︒

七875

も一も
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ウナ所モ︑陸上ノ植物ノ厨口養分ヲ
吸取ルタメノモノデハナイ︒

故二﹁暑サ寒サモ彼岸マ

デ︒﹂トイヘリ︒

浸剤3

七柵9團

それでもよいが︑電報はさ

地もがらもまことに旧地向
地もがらもまことに當地向
︿略﹀︑費行もよからうと思

で︑知行もよからうと思ひます︒

七柵8團

で︑責行もよからうと思ひます︒

七佃8團

うていねいにいはなくてもよい︒

七三7園

ねいにいはなくてもよい︒

﹁それでもよいが︑電報はさうてい

七887 けれども貧しい木こり小屋で︑ 七七3園 ﹁アスーバンデタチマス︒﹂
戸棚一つもありません︒

七929 ︿略﹀︑空には雲もなくて︑ま
ことによく晴れてみた︒

外れる︒

七943 垣根も倒れれば︑しをり戸も

外れる︒

七944 垣根も倒れれば︑しをり戸も

七985 ところが長盛がろくくあい
せう ら ん

さつもせず︑︿略﹀と申しました︒

八27栗のいがのゑむのも今である︒

ひます︒

田めとは︑此の清正一生中直りは致

七988園神々も照覧あれ︑︿略﹀石
八29

八33

る︒

めた︒

︿略V︑しひの實が落ちて︑く

騎後

うさぎの毛も間もなく白くな

炭を寒く煙も所々に立ちはじ

ぼたまりにころがり合ふのも今であ

八32

ろがり合ふのも今である︒

しひの實が落ちて︑くぼたまりにこ

きのこのむらがって出るのも︑

さぬ︒

七欄2圏 ︿略﹀︑日本の大極小西行長

は一たまりもなくにげ落ち︑もはや
朝鮮に日本の武士は一人も居らぬ︒
︿略﹀︑もはや朝鮮に日本の

七柵5園 明國の使者︑某の陣中に参

八34

武士は一人も居らぬ︒

七伽3園

り︑﹃︿略﹀︒﹄ な ど と の 廣 言 ︒ 御 威 光

︿略﹀︑半分程の所から

るだらう︒

に も か ＼ は る 所 と存じ︑﹃︿略﹀︒﹄と

返書をつかはしま し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八91

れ︑二騎後れ︑つゴいて三騎までも

七鵬7園 小西は日本の大將ならず︑
まことは堺の町人︑道案内の世故︑

︿略﹀︑もう一度競走させるこ

一方は百四五十人で︑他の一
方は三百人以上もあった︒

八136

進んで行ったが︑︿略V︒

とにした︒今度の競走も五分々々に

八96

後れて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

にげも致したであらう︒
七研4園

ら親にはなれて︑姓も存じませんの
で︑︿略﹀︒

者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

七佃3園もと此の方には近い親類の

もまさる︒

八158囹
八177園
ヤウ

今の一言は︑先陣の功名に

カウ

︿略﹀︑我が國ノ

誰に頼まれた︒﹂﹁誰にも頼
ス

まれは致しません︒﹂

揚子江ハ

アフリョク

我が國第一ノ長流鴨緑江

最南端ヨリ最北端二至ル長サヨリモ

八195図

長シ︒

八196図

ノ如キ由宇二其ノ支流ニモ及バザル
ナリ︒

テモ知ルベシ︒

八216図揚子江ノ大ナルコトコレニ
さて蕃人どもは︑︿略﹀︑此の

後は決して人の首を取らぬとちかひ

八264

ました︒さうして今も其の通りにし

にくらしき黒と

愛らしき三毛と

三毛もまた︑したはしき

︿略﹀︑

黒もまた︑意地悪き人と

く略V︑

てるるのだといひます︒

思へば︑

八269図圃
見るらん︒

八275図圏

思へば︑

もし事なくば︑我等は如何

人と見るらん︒

八282図

を塗り︑船頭の舟をこぎ︑農夫の田

八286図大工の家を建て︑左官の壁

︿略﹀美しき糟をゑがき︑

畑を耕すも︑皆手の働なり︒

︿略﹀見事なるほり物をほりて︑人

八289図

を感ぜしむるも︑手の働なり︒

太郎は︿略﹀︑まだ一度も其

所へ行って見たことがない︒

八296

ら栽培することになったのだとった

八328 ︿略﹀︑今から千何百年も前か

さうして其の栽培については

へてゐます︒

八333

泣くのもかまはず力まかせ

︿略V︑どちらも實母だといひ

次のやうな話もあります︒

八363

はります︒

に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八381囹

八419園此所は天下の役所なるに︑

許しもなくて齪入するとは不届しご

く︒

一週間もおひまをいただきまして︑

八446國取分けおいそがしい中を︑

まことにありがたう存じます︒

して︑ありがた涙をこぼして居りま

八448圏病中の祖母も大そう喜びま

す︒

に不自由ならん︒箸を持つことも出
箸を持つことも出必ず︑帯

デアル︒

ワシ

大キサカライツテモ︑強サカ

ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

八477

たので︑︿略﹀︒

下って︑食事も進むやうになりまし

八453囲

く略V︑昨朝あたりから熱が

信ず︑帯を結ぶことも出來ず︑︿略﹀︒

八282図

を結ぶことも出來ず︑︿略V︒

︿略﹀︑かゆき所をかくこと

も出來ず︑いたき所をさすることも

八283図

出來ざるべし︒

︿略﹀︑いたき所をさするこ
とも出來ざるべし︒

八284図
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八477 大キサカライツテモ︑強サカ
ワシ
ライツテモ︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王
デアル︒

︿略﹀︑アクマデモガンジヨウ

ナツバサ・尾︑何所二一分ノスキモ

八483

︿略﹀︑何所一二分ノスキモナ

ナク︑︿略﹀︒

八484
ク︑強ミが全身ニミチミチテヰル︒

八49一 スナハチ一間齢モアルツバサ
ヲハツテ︑敷分ノ間羽バタキーツセ
ズ︑空中ヲノシテ行ク︒
︿略﹀︑マレニハ庭先二品ンデ

下駄屋にありし人は皆︑

彼の姿

ヨリテ看板ノ如キモ︑︿略﹀︑

を見送りぬ︑︿略﹀︒

八592図

サレド食物ヲ費ル店広口︑

キソヒテ小屋根ノ上腿カ・グルニ至
レリ︒

八598図

いに勉強してみるわけです︒

えんとつ

八687囲お前たちもせいぐ勉強な
さい︒

諸君︑これも人のした後で

國の税は勿論︑縣の税も村

は︑何のざうさもない事でございま

八773園

せう︒

八802囹

の税もみんな大事なもので︑之を納

︿略﹀︑煙突の煙で空は眞黒

雪も小降りになった︒役場

器にはしたがひながら︑

とほすは水の力なりけ

水にはこれといふ形がない︒

いれ物次第で︑圓くもなれば︑

父は︿略﹀︑別に止めようと

父はく略V︑僕に︑﹁お前も

のび上るやうにして奥の方を見た︒

八858 ﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

一しょに行ってお出で︒﹂といった︒

八851囹

もせず︑僕に︑﹁︿略V︒﹂といった︒

八餌9

ざいました︒

ばかりが︑氣にか㌧つてみたのでご

八糾4囹あちらでも︑あの子のこと

力である︒

︿略﹀電氣も︑もとをたゴせば水の

八828彼の水力電氣の如きはそれで︑

四角にもなる︒

八822

にもなる︒

いれ物次第で︑圓くもなれば︑四角

八822

り︒

いはほをも

八817図圃

のひけないうちに行って來よう︒

八813囹

納めれば︑よいのですか︒

八805園縣や國の税も︑村の役場へ

の税もみんな大事なもので︑︿略﹀︒

國の税は勿論︑縣の税も村

だが︑大きな公園が幾つもあるから︑

八702団

︿略﹀︑地下鐵道にも︑電車

と

八802園

めることは國民の務です︒

シカゴとニューヨークの間

健康には害がなささうです︒

八713囲

は九百八十哩もありますが︑︿略V︒

今ナホ古風ヲ守りテ︑︿略﹀ナドト
記シテ︑軒二心ゲタルモアリ︒

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑七

もあります︒

てるます︒
と

はくぶつくわん

︿略﹀︑博物館や和書館な
うちには何事もないさうで
此の時コロンブスは︑こつん

安心しました︒

八743圏

どもたくさんあります︒

八738国

くさんあります︒

ますし︑博物館や曝書館などもた

はくぶつくわん

八737国

︿略﹀︑りっぱな血豆もあり

や汽車が終日終夜︑休なしに運冒し

八725国

露なしに運轄してゐます︒

鐵道にも︑電車や汽車が終日終夜︑

か
八724団︿略﹀︑高架鐵道にも︑地下

八723平中で最も高いのは五十五階

百萬以上もあるといひます︒

八599図又マレニハナゾヲ用フルモ 八718囲 ニューヨークは人口からい
イモ
アリ︒彼ノ焼笹屋ノ看板二︑八里半

此ノ他宿屋ニハ︑掛行燈二

ト記セルモノノ如キハ︿略﹀︒
アンドン

八614図

旅人宿何屋ト記シテ掛クルモアリ︑

八498

ヰル子ドモヲサラツテ行クコトモア
︿略﹀︒

コウギヤウ

ル︒

︿略﹀興行場ニハ︑給看板

アリ︑篤建屋ニハ︑窮眞ノ看板モア

八617図

リテ︑看板ノ種類ハキハメテ多シ︒

八506 ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒
クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ

︿略﹀︑風にはかに吹きで︑

となりし人あり︒

に︑まことのめくらにして︑大學者

八623至極はあきめくらも多かりし

時デアル︒

八532 四日目の時は︑おちいさんも
手つだってつかれた︒

八535囹其の時にいさんが﹁私にも

八639図

ともし火きえたり︒保己一はそれと

つかせてみて下さい︒

八551 おしまひの 臼には︑小豆や

も知らず︑話をつゴけたれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今では前よりもかへ

サンフランシスコはカリフォ

八771

諸君︑これも人のした後で

と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の

せう︒

は︑何のざうさもない事でございま

八773園

合衆國の中でも︑気候がよくて︑

つまりお前たちよりもよけ

日本人は八萬人齢も居て︑

苦もなく立てて申しました︒

︿略﹀︒

八681団

︿略﹀︒

ルニや州にあるのですが︑此の州は

八673

つてりっぱになってゐます︒

八665団

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

︿略﹀︑身なりいやしき老

︿略﹀︑うちでもたべ︑近所へ

所へも配った︒

八552
も配った︒

八564図圃

婆には︑手をかす人もあらざりき︒

下駄屋にありし人は皆︑彼の姿

八576図團 下駄買ふ人も︑入る人も︑
を見送りぬ︑︿略﹀︒

八576早年 下駄買ふ人も︑責る人も︑ 八686囲

も一も
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︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

さしぶりに蹄つた私に︑一口も口を

八877園

きくことが出來ないのでございませ
う︒

さいほう

信吉は︿略﹀娘の手を取って︑

日お連れになってもようございます︒

八955
幾度も先生におじぎをした︒
︿略﹀︑耳は鳴り︑目は暗み︑

君等が若し僕に食物を送る

︿略﹀︑顔の色も青くなって來て︑

八川1

︿略﹀︒

八892圏 先生︑どうして口がきけた
んでせう︑指であひつもしないのに︒

八湿9園

れうり

マッチはちょっとした物で︑

買はれる︒

︿略﹀︑軸木を火で乾かす者も

︿略﹀︑乾かした軸木の先に藥

︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

︿略﹀︑乾かしたのをそろへて

人の手ぎはが悪いと︑全髄の出來ま
︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

でも悪くなる︒

八m5

泣虫では︑第一藩主に封しても申し
たかなは
︿略﹀︑往復一里蝕もある高輪

わけがない︑︿略﹀︒

八棚9
せんがくじ

大宰はこれから後︑一生の間

の泉岳寺へよく連れて行った︒

八佃4

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

大組はこれから後︑一生の間

かったといふ︒

八柵4

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂ともいはな

大宰の母もまたえらい人であ

かったといふ︒

八佃6
つた︒

いざ︑起出でて︑勇まし

九53国

らふそく

コ・椰子は︑高いのは七八

これから椰子油を取り︑石

間もあります︒

けん

九510囲

これがなかくうまいもの

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

九64圏

で︑私たちもよく取って飲みます︒

九65国又パンの木も所々に美しい

珍しい植物は此の外にもま

林をつくってゐます︒

だたくさんあります︒

九71團

︿略﹀あざやかな緑の世界

は︑何ともたとへやうのない︑氣持

九76圏

のよいものです︒

土人は︿略﹀︑性質はおと

九710團海の中もなかくきれいで

す︒

なしく︑我々にもよくなつき︑︿略﹀︒

九89國

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑

シタガツテ敵ニオソバレル心

配モ少ク︑又コチラカラ敵ヲオソフ

九163

ク︒中デモ面白イノハ︑︿略﹀︒

イロく珍シイ事ガアルノニ氣ガツ

九159

されたれば︑︿略﹀︒

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年

とれてひよこのそばをはなれず︒

九138画意も同じ心にや︑しばし見

は一そうかはゆく思はる︒

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

九136図毎日世話し居ることとてい

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

叔父さんも相かはらず丈夫 九92団 此の間も瞬ぐらみの少女が

我もはげまん︑今日の業︒

九28図圃
く

九34団

で島々を廻ってみるから︑安心して
下さい︒

もう三月になるので︑土地の様子も

九38囲此のトラック島へ來てから

暑さも年中此のくらみのも

一通りはわかりました︒

九310團

のださうで︑︿略V︑なかく住みよ
︿略﹀︑内地から移って來た

いところのやうです︒

九45囲

し

はコ・椰子の木やパンの木などです︒

や

は植物で︑其の中でも殊に珍しいの

内地から來て先つ目につくの

人も多く︑少しもさびしくはありま

分業で仕事をする時︑誰か一

九51

入れたのを十つつ集めて包紙に包む
︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

せん︒

八塒8

集めて包紙に包む者もある︒

八価5

者もある︒

マッチの箱に入れる者もあり︑箱に

八塒4

︿略﹀︒

ろへてマッチの箱に入れる者もあり︑

で乾かす者もあり︑乾かしたのをそ

八価3

を温室で乾かす者もあり︑︿略﹀︒

をつける者もあり︑藥をつけた軸木

八描2

る者もあり︑︿略﹀︒

あり︑乾かした軸木の先に藥をつけ

八価1

乾かす者もあり︑︿略﹀︒

しらへてみる者もあり︑軸木を火で

八悩9

ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

債も安く︑一包十箱が十銭ぐらゐで

八佃7

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

爲に働いたといふなら︑僕もまた子

八918園 もう何所へも行って下さい
ますな︒

ない︒

八922園 もうく何所へも行きはし

れうり

八925 おとよは話し方ばかりでなく︑
さんじゅつ さいほう

さんじゅつ

書き方も算術も裁縫も料理も習つ
てるる︑︿略﹀︒
れうり

八926 ︿略﹀︑書き方も算術も裁縫
さいほう

も 料 理 も 習 っ て みる︑︿略﹀︒

八926 ︿略﹀裁縫も料理も習ってゐ
る︑︿略﹀︒

れうり
八926 ︿略﹀料理も習ってみる︑
︿略﹀︒

八931 げんに此の學校の卒業生で︑
商店の番頭になってみる者もあれば︑
︿略V︒

八932 げんに此の學校の卒業生で︑
︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も
あるなどと話された︒
こん
︿略﹀︑先生は根氣よく︑何度

こん
︿略﹀︑先生は根回よく︑何度

もく教へてるられた︒

八939
八939

もく教へてるられた︒
八942園 先生︑私の娘にもあ㌧して
教へて下さったのでせうか︒

八947園 何なら︑あのお子を今日一

693
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︿略﹀︑又コチラカラ敵ヲォソ

ノニモ都Aロガヨ イ ノ デ ア ル ︒

九164
︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

フノニモ都合ガヨイノデアル︒
九173

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同
︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

ジヤウナ色ニカハルモノモアル︒
九178

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ
色ニカハルモノモアル︒
︿略﹀︑其ノ動物ノ姿勢四過ツ

テ︑形マデマハリノ物二似テ見エル

九183

モノモアル︒

九197 シカシサラニコレヨリモ色ヤ
形ガウマク出來テ ヰ ル ノ ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
くわんあん

九224圏 これまでも折々話した通り︑
︿略﹀︑四代前の歓善様が︑

四 年 前 の 糞 垂 様 が︑︿略﹀︒
くわんあん

九227園
りっぱな書物もお書きになった︒

︿略﹀︑始めて農 學 を お 修 め に な り ︑

九233園そこで此の父も︑︿略﹀︑出
來るだけは骨折つたつもりである︒

十六のお前が︑旅費も乏し

ずにしまった︒

九2610囹
い旅先で親に別れては︑さぞ心細く

九3210

なへ

私は響くばりをして︑

ご
意の上りだ︒

九491国園

おとうさんは今朝も︑

もう二番茶もつまなくて

しが働くのだ︒

にいさんたちの分もわた

はならない︒それがすむとやがて夏

九489団園

元氣です︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑聴そう

九489囲

が︑︿略V︑御ほうびを下さるのだ︒

れるのも︑土といふありがたいもの

九484囲囹米が出來るのも︑変が取

が︑︿略﹀︑御ほうびを下さるのだ︒

れるのも︑土といふありがたいもの

九484圏園米が出來るのも︑変が取

かあさんにほめられました︒

﹁お前もたしかに半人前だ︒﹂と︑お

九好7国外

アルコトナシ︒

誰モ之ヲ買フ者ナク︑シタガツテ償

︿略﹀︑手もうす緑︑足もうす 九侶9図 ︿略﹀︑用ヒヤウナケレバ︑

緑︑帯も着物も皆うす緑︒
︿略﹀︑手もうす緑︑足もうす
︿略﹀︑手もうす緑︑足もうす

緑︑帯も着物も語うす緑︒

九331

︿略﹀︑さぞ心細くもあらう︑ 九331

もあらう︑︿略V︒

九271園

緑︑帯も着物も皆うす緑︒

空ははてもなくすんで︑所々
うす紅のかへで︑銀ねずみ色

︿略﹀ベルギーの勇將レマ
せず︑勇ましく防ぎ戦ひたり︒

九368図

︿略﹀大口倉皇の威力に封
終に如何ともしがたく︑︿略V︒

んなでにいさんのお鋸を待ってをり

會社では︑幾塁もある精米機

十年齢りもしんぼうして︑

九525園︿略﹀︑十年もた＼ぬ中に︑

︿略﹀︒

ず働くので︑店はだんだん繁昌して︑

九524園 ︿略﹀︑それにわき目もふら

やうく一人前の番頭になり︑︿略﹀︒

九519園

九5010園 お前にもさう見えるかね︒

械が電力で勢よく廻り︑︿略V︒

九501

夏休も近くなりました︒み
ちつ
レマン將軍も︑︿略﹀ガスの爲に窒

ます︒

庭に一本なつめの木︑
くつれ残
いまぞ相見る二二軍︒

︿略﹀︑金鍵ヲツヒヤシテ︑

ヌ事ナリ︒

水ヲ買フナドトイフハ︑思ヒモヨラ

九唱1図

へっ︑彼の防備︒

語る言葉もうちとけて︑ 我はた＼

九416図圏昨日の敵は今日の友︑

れる民屋に︑

揮丸あともいちじるく︑

九399図圏

九3610図︿略﹀︑將卒は多く戦死せり︒ 九494団

悲し居たるを︑︿略﹀︒

しては︑︿略﹀ベルギー軍の防職も︑

九368図

終に如何ともしがたく︑︿略﹀︒

しては︑︿略﹀ベルギー軍の防戦も︑

けい
︿略﹀大口樫砲の威力に封

ンは︑︿略Vドイツの大軍を物とも

九364図

木を見てもなつかしい︒

の楢︑黄の勝つた緑のけやき︑どの

なら

九347

にちぎれ雲が飛んでみる︒

︿略﹀︑さぞ心細くもあらう︑ 九341

又つらい事もあるであらうが︑︿略V︒
九271園

古人も﹃志ある者は事終に

又つらい事もあるであらうが︑︿略﹀︒

九276囹

廣さが千数百方里もある︑海

成る︒﹄と言ってみる︒

九295

物すごいひびきは萬雷の如く︑

のやうな湖から流れる大きな河が︑
︿略﹀︒

九298

右にあるのがアメリカ瀧︑左

大地もふるひ︑︿略﹀︒

九307

にあるのがカナダ瀧で︑︿略﹀︒︿略﹀︑

︿略﹀︑もうくと立ちこめる

高さはどちらも十五六丈あります︒

九313

水煙の間から近く瀧をながめるのも
よく︑︿略﹀︒

の方からはるかに全景を見渡すのも

九235園 そこで此の父も︑︿略﹀書 九315 ︿略﹀︑下手へ廻って︑カナダ
物を讃み︑國々の實地を調べ︑本も

何時もはうす暗い程茂り合つ

面白い︒
一すぢに國の爲︑民 九322

あらはし︑︿略﹀︒

︿ 略﹀︑

てるる両がはの木立も︑まだ若葉だ

九2510園

の爲につくすといふお考は︑どなた

︿略V︑やぶかうじの赤い實に

けに︑下草まで見えるぐらゐ明るい︒

︿略﹀︑手もうす緑︑足もうす
緑︑帯も着物も皆うす緑︒

九3210

だのも見える︒

並んで︑春蘭のつぼみのふくらん

しゅんらん

九325

も皆同じ事で︑︿略﹀︒

くわく

九262囹 わたしも此の精神にもとつ
くわく
いて︑︿略﹀︑くはしく計書を立て
た 事 も あ る が ︑ ︿略V︒

てた事もあるが︑︿略V︑實行が出來

九263園 ︿略﹀︑くはしく計壼を立

も一も
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町でも屈指の財産家となった︒

いろの話が出る︒笑ひ聲も起る︒

一時間煎りも活動した後であ
︿略﹀︑食事のうまいことはい

仙塁に着いたのは午前の三

上番が︿略﹀道具を出して來

大人の握りこぶし程の大きな

︿略﹀︑雀の仰ぐらみなかはい

︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

あちらでもこちらでも︑驚く
︿略﹀︑﹁あ＼︑あの角の

︿略﹀︒

北斗七星は何時もあんなに

︿略﹀︑あれを見つけさへす

せっけい

中でも面白かつたのは大雪漢

お話を聞いて︑僕もすべって

それから︑お花畠のお話も面

いろいろの珍しい高山植物

︿略﹀はひ松の間に居るのです︒

九9610園 あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

はれない美しさです︒

が紅・黄・紫と咲亙れて︑何ともい

九968園

曰うございました︒

あちらでもこちらでも︑驚く 九965

見たくなりました︒

九963

して見ましたが︑︿略﹀︒

下る人があります︒僕も其の通りに

九9510囹 ︿略﹀︑此の雪漢をすべって

ないやうなことがあります︒

九954園︿略﹀︑時には一寸先も見え

のお話です︒

九943

んがね︒

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

九9010園私も饒程前に績んだのです

角を知る事が出潮る︒

れば︑道に迷った時などにもすぐ方

九894園

の關係も常に攣らないから︑︿略﹀︒

ひしゃくの形をしてみて︑北極星と

︿略﹀︑此所は名高い温泉場で︑ 九887園

どもあって︑︿略＞Q

九764

東京から此所までは四百五

海水浴も出來るさうだ︒

九而9園

これこそ僕たちが︑一週間も

十六哩もあるのだが︑︿略﹀︒

り︒

エ

山の上に居るやうな西新になって聞

し

九823図心

﹁來春までも︒しと驚けば︑

さうです︒

白雲の上にかすかに見える事がある

九9810園 富士山も︑晴れた日には︑

きました︒

玉をふくめるこま犬も︑

︿略﹀︑玉をふくめるこま

獅子も︑

九838圏園

犬も︑皆ちいさんののみのあと︒

九824画面

皆ちいさんののみのあと︒

から
︿略﹀︑ぼたんにくるふ唐 九9710 ︿略V︑僕等も何時の間にか︑

石屋か︒﹂と︑誰もうなつく工場あ

九811図圃

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒

九799

聲︑感心する聲︑うれしさうな聲︒

九799

がいってみる︒

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

九794

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

九794

らしいのもあるが︑︿略﹀︒

のもあれば︑雀の騒ぐらみなかはい

九793

︿略﹀︒

た︒先生も大きな箱を持って立て︑

九786

つたので︑︿略﹀︒

前から︑毎日々々待ってるた命令だ

︿略﹀︑見なれた所も面白く感 九778
︿略﹀︑汽車は果もなく績いて

九711園

みる青田の中を走ってみた︒

九693

じた︒

九682

ふまでもない︒

九667

るから︑︿略﹀︒

九525囹 ︿略﹀︑町でも屈指の財産家 九665
となった︒

九539園 世間にはこんな場合に︑な
るたけ自分の負推を憎くしょうとす
る者もあるが︑︿略﹀︒

ても︒﹄

九547園 ﹃そんな事までなさらなく
九548園 町の人々は之を見かねて︑
︿略﹀︑資本を出 さ う と す る 者 も あ っ

︿略﹀︑少しは下りた人も乗

時で︑少しは下りた人も乗った人も
あった︒

たが︑︿略﹀︒

九568 ︿略﹀︑朝から褒を打つ音が
九711園

池心は東北第一の都立で︑
︿略﹀︑大盃も高等學校もあ
こんじき

あの上に名高い金色堂があ
さや
八百年前の建物で︑今も鞘
たかだち

義経の居た高館のあとも右

よしっね

しまった︒

九747

︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花
のまばらに見えるのも面白い︒
つがる

遠くにはかすかに並立半島が
横たはり︑近くには形のよい島々な

九762

九748

らに見えるのも面白い︒

しく︑谷間に白い山ゆりの花のまば

ひえ
山畑に稗の作ってあるのも珍

手に見えたはずだが︑もう通過して

九724園

堂の中に其のま㌦保存されてみる︒

九721園

る︒光堂ともいって︑︿略﹀︒

ひかり

九719園

る︒

九712園

大學も高等學校もある︒

九712園

つた人もあった︒

方々で聞える︒正 一 の 家 で も ︑ ︿ 略 ﹀ ︑
委を打ってるる︒

になったなあ︒﹂

九578園 ﹁正一も大分役に立つやう
九579 あみ笠をかぶった父がふり向
くと︑母もすげ笠をそちらへ向けて︑
︿略﹀︒

九589 正一のうちの人たちに手つだ
ひもまじって︑︿略V萎を打ってる
るQ

九602 男も女もひたひの汗を︑ほこ
りだらけの腕でふ き な が ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

りだらけの腕でふ き な が ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九602 男も女もひたひの汗を︑ほこ
九613 千敷百人の乗員は︑今もなほ
安らかに眠を績けてるる︒
ふく

九619 間もなく甲板士官や傳令員が
起きて慮る︒副長もはや上甲板にあ
︿略﹀︑人の山が出來て︑いろ

らはれて︑︿略﹀ ︒

九663

695
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︿略﹀︑ぎやうぎょく並んでみるのも

詰論6 其の隣の畠にしやうがが︑
九価8園私には妻も子も有りません︒

九価8園私には妻も子も有りません︒
ハナイ︒

九捌2囹

聞けば︑そなたは豊島沖

私も日本男子です︒

垂心4圏囲
聞けば︑︿略﹀︑又八月十

の海戦にも出ず︑︿略﹀︒

ソレハ誰ニモ言フベキ事デ

べし︒

十了3図園

︿略﹀仕事ははか取りた

陣頭に立っては百萬の敵を物

陣頭に立っては百萬の敵を物

︿略V︑病氣は如何ともするこ

どれ︑私もお茶を一つ御ち

あなたもずみぶん大きくな

などと一しょに︑よく道ぶしんに出

十133園私も︑あなたのおとうさん

りましたね︒

十132園

そうになりませう︒

十127囹

とが出來ない︒

十89

することが出離ない︒

とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも

十89

とも思はぬ英雄も︑︿略﹀︒

十89

りと聞く︒これも眞心の致す所なる

今日投票ノ爲二蹄ツタノモ

出爽ノ時カラノ豫定ナノダ︒

世間ニハ︑︿略﹀︑豆州棄権

イ人二投票シタリ︑︿略﹀︒

九倣7囹く略V︑或ハ信用モシテヰナ
九耀8園

爾がはに木立すき間もなく

シテシマツタリスル人モアルガ︑

ず︒

︿略﹀︑臨時の御殿・御庭な

たものでした︒

十152園私は此の村の青年諸君が︑

かうして修養にも降口にも︑骨を折

︿略﹀はぎ茂れり︒はぎの

つてをられるのを︑うれしく思ひま

十157囹

朝鮮の青年も︑近頃はなか

く略V︑諸君にも大いに奮登

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀︒

十154囹

うれしく思ひます︒

行にも︑骨を折ってをられるのを︑

十152園 ︿略﹀︑かうして修養にも實

す︒

御茶屋といふ名のあるも之がためな
︿略﹀皇太后の思召のま﹂

る献木にて︑中には小三生の奉りた

けん

十62図形大方は國民の聖心こめた

に︑今も人工を加へずといふ︒

十410図

るべし︒

十44図

なりとそ︒

どの︑今も其のま㌧に保存せらる＼

十310図

行幸・行啓ありし所にて︑︿略﹀︒

ぎやうかう

十39図

何れも︑御在世中しばく

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

十17図

日の威海衛攻撃とやらにも︑かく別
︿略﹀︑定めて不自由な

︿略﹀︒

く言へ︒

馬柵5中国

母も人間なれば︑我が子
大尉は之を讃んで︑思はずも

お前の残念がるのももっと
將校も兵士も皆一つになつ
聖算も兵士も皆一つになつ

毫湾・樺太など︑遠方よ

るものも少からず︒
からふと

十64図園

り送り來れるもあれば︑枯損ずるも

豊島沖の海戦に出なかった
ことは︑︿略﹀︒しかしこれも仕方が

だんく市場に近づくと︑

していたgきたいのです︒

いっぱいです︒

十169國 ︿略﹀︑本通も横町も野馬で

本通も横町も皆馬でいっぱいです︒

く略V︑何れも十日間を限 十169圏
︿略﹀︑通常の人夫にもま

さりて仕事ははか取りたりと聞く︒

諾了2図園

りて土木に從事せしめたるに︑︿略﹀︒

十610黒塗

の多かるべきに︑︿略﹀︒

一月モカ・ルヤウナオ話ダツ
タノニ︑︿略﹀︒

九伽2

もあるだらう︒

九湘2園其のうちには花々しい戦孚

ない︒

主導1園

て働かなければならない︒

九佃5園

て働かなければならない︒

九佃5園

もだ︒

九佃3園

涙を落し︑︿略﹀︒

舞茸10

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九宙6圏囲

候やうとの心願に候︒

そなたがあっばれなるてがらを立て

まん
八幡様に日参致し候も︑

る事もあらん︒何にてもゑんりよな

九宙1図圏園

の働なかりきとのこと︒

九描5二念

九捌6園

九価9園

私には妻も子も有りません︒

美しい︒

遠戚9 空には赤とんぼが幾つともな
く飛んでみる︒

︿略﹀︑ 北 風 も 外 の 軍 馬 と 同 じ

黒馬で︑︿略﹀︒

九麗6 北風はたけが五尺二寸もある
九湿10

やうに︑主人にしたがって戦地へ向
つた︒

九佃2 戦地ではいろくつらい事も
あったが︑職場をかけ廻るのは︑北

ゆ
風にとって愉快な事であった︒

九柵2 馬はどれも頭張りきって︑
︿略﹀︑乗手のあひつが下るのを待ち
かまへてみた︒
しふげき

九鵬8 中でも一番目ざましかったの
は最後の襲撃︒

九鵬2 砲口は︿略﹀︑耳もつぶれさ
うにほえ立ててみる︒

九佃4 北風は︿略﹀︑思はず其の場
︿略﹀︑今まで張りつめてみた

から敷十間も進んでしまった︒
九佃6

勇氣もくじけて︑ゆめからさめたや
うにあたりを見廻した︒
︿略﹀︑人馬の死がいがあちら
︿略﹀︑人馬の死がいがあちら

にもこちらにも重り合ってみる︒

九佃9
九欄9

にもこちらにも重り合ってみる︒

九M10囹軍人となって︑いくさに出
たのを男子の面目とも思はず︑其の
有様は何事だ︒

も一も

696

みづいたりするやうな事は決してし

十175團 馬も誠に從順で︑けたりか
ません︒

別封の絶葉書も翻りに買つ
波風の外には友とするものも

たのです︒

十238団
十247
︿略﹀︑聲を限りに救を求めた

つかれ果てた人々も︑︿略﹀︑

我もくと力をそへる︒

十283

が︑何のかひもなかった︒

十255

十1710圏 く略V︑もう其所にすき間も ない此の島で︑︿略﹀︒
︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

無く子馬がつないでありました︒
十184国

らしい顔をして︑おとなしくつなが
れてるます︒

十284

二日たって︑天工も晴れ︑波

︿略﹀︑實地に大仕掛の工事を

造湖で︑︿略﹀︒

十364

行った事もあったが︑成功を見るに
父は毎日︑︿略﹀︑夕方おそく

至らなかった︒

十384

まで働いてみる︒今日は私もついて
行って見た︒

︿略﹀開墾地は︑まるで足の

ふみ場も無い有様である︒

十387

父は︿略﹀︑鎌をとぎにか＼

工夫にばかり心をうばはれて

もか﹂る︒

十467

︿略﹀︑其の日の暮しにも困る

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十468

弟子たちも此の主人を見限つ

やうになった︒

て︑︿略V︑今は手助する人さへも無

十469

くなった︒

十4610 ︿略V︑今は手助する人さへも

彼は此の後も尚研究に研究を

無くなった︒

十498

︿略﹀︑おとうさんは︑何時

重ね︑工夫に工夫を積んで︑︿略﹀︒

しかし此の外に︑往復通信の

鳩は一分間に約一キロメート

十573 ︿略﹀︑夜間に遵ふ事も出來る

ルも飛ぶ力があるから︑︿略﹀︒

十569

方法もある︒

十562

ない人がある︒

みる人もあるが︑又︿略﹀︑お金の

十533濡々の中にはお金の迫町って

とおっしゃいましたね︒

かも銀行へ行ってお金を預けて來る

力藏さんも︑﹁︿略V︒﹂と誰に 十509園

父は﹁︿略﹀︒﹂といったが︑

︿略﹀︑力藏さんはく略﹀︑止

︿略﹀︑誰も彼も一心不平に働
︿略﹀︑誰も彼も一心不鑑に働

︿略﹀敷坪の地面が新しく開

し︑︿略﹀血管らせるやうにする事

︿略V︑もう立っても居ても居
︿略﹀︑歎息する彼の様子は︑

血戦事の時戦線から戦状を報

研究の爲には︑少からぬ費用 十592 ︿略﹀︑何人も其のかしこさと

のも其の一つである︒

じたり︑援兵を頼んだりするに使ふ

十584

も出來る︒

し︑︿略﹀飛露らせるやうにする事

十574 ︿略﹀︑夜間に使ふ事も出來る

も出來る︒

︿略﹀︑もう立っても居ても居

かれた︒︿略V大木も︑見事に根本

十466

實に見る目もいたましい程であった︒

十463

られなくなったのである︒

十458

られなくなったのである︒

十458

から切倒された︒

十年2

くので︑︿略﹀︒

十439

くので︑︿略﹀︒

十439

めようともしない︒

十4010

力藏さんは見向きもせずに︑︿略﹀︒

十406

言ふともなく言って︑︿略﹀︒

十402

大のこぎりでひき始めた︒

つた︒力藏さんも︑︿略﹀大木を︑

︿略﹀︑我もくと力をそへる︒ 十3910

十186困中には︑母馬がつきそって 十284 ︿略﹀︑我もくと力をそへる︒
來てるるのもたくさんにあります︒

二日たって︑天氣も晴れ︑波
今まで人にも知られなかった

浪もをさまった︒

十287

浪もをさまった︒

十201画面︿略﹀︑くびや背をなでたり 十287
︿略﹀︑馬も從順で人になつ

してみるのもあります︒
十202囲

くわけだと︑しみぐ思ひました︒

パナマ地峡は一心に小山が起

石が多い︒其の外にもいろくの理

伏してみる上に︑地層にはかたい岩

十315

名は︑︿略﹀︒

燈毫守の娘グレース︑ダーリングの

十2110団︿略﹀︑飼主が泣いて別れを 十291
惜しむのも︑もっともな事です︒

十222団此の町では︑二歳駒の市が
十日間も績いて︑︿略﹀︒

の費買があり︑二段も一頭四千圓・

由があるので︑︿略＞Q

十224国︿略﹀︑其の間には千頭から
五千圓といふ高いのがあるさうです︒

を何の仕掛もなしに連結すれば︑

所で︑此の高い湖と低い掘割

人たちも︑どうか同じやうにやさし

十2210団︿略﹀︑此の子馬共を買った 十328

︿略﹀︑船が中にはいり︑戸び

︿略﹀︒

十338

らはしまる︒上手にも水門があるの

︿略﹀︑責ってみる菓子もお

く扱ってくれ＼ば よ い と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

で︑︿略﹀︒

十234団

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

︿略﹀船は︑海面より約二十

︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ 士 買 っ て み る 菓 子 も お 十糾8

⊥ハメートルも高い水面に浮ぶのであ

十234團

もちやも︑多くは馬にちなんだ物で︑

ガツン湖といって︑廣さが

る︒

霞が浦の二倍以上もある大きな人

かすみ

十354

︿略﹀︒

十235囲︿略﹀︑店の看板にも馬がか
いてあるのがよく目につきました︒
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勇ましさに感心しない者はあるまい︒
早くお出かけなさい︒

十618園 日の暮れない中に︑一足も

て出行きぬ︒

十619図︿略﹀︑僧は返す言葉もなく

十706図

されどかくて何時まで留る
降積みし雪もあと無くきえ

べき身ぞと︑心強くも立去りけり︒
十707︹図

て︑山河草木喜にあふる＼春とはな
れり︒

思ふぞ︒

十755圏

又寒夜に秘藏の鉢の木を切

今でも城壁は大部分昔の面

僕はもう南山へ何度も上り

は残ってゐます︒

影を留めてゐますし︑門も主なもの

十744団

か︒こちらも一同無事です︒

十732国

皆様御かはりはありません

つてたいた志は︑何よりもうれしく

十721園

しこまれば︑︿略﹀︒

びれたる様もなく︑進みで御前にか

十639図 降積む雪に道を失ひ︑進み 十713図 ︿略﹀︑常世は︿略﹀︑わる
こま

もやらずた＼ずみ た る 様 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

といへるにも似たり

く略Vた＼ずみたる様は︑

佐野のわ た り の 雪 の 夕 暮 ︒

十641図圃 駒とめて袖打彿ふかげも
なし︑

十643﹇図
古歌に︿略﹀︒
けり︒

十659囹 だんく寒くなって來たが︑
あ や に く 薪 も 煮 皿きてしまった︒

十661園 あの鉢の木をたいて︑せめ
てものおもてなしにしよう︒

ましたが︑此庭からは京城の市街が

十667園私はもと鉢の木がすきで︑
いろく集めた事もありましたが︑

感じます︒

︿略﹀︑よくも績くと思ふく

ます︒

十819
です︒

此々は電燈も無いので︑眞暗
又國内で軍楽るものを使ふよ

りも︑時には外國の品を使ふ方が都

十863

︿略﹀︑時には外辺の品を使ふ

合のよい事もある︒

十864

機械類は︑近年我が國でも盛

方が都Aロのよい事もある︒

十871

それで︑機械類もまだかなり

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十874

︿略﹀輸入してみるばかりで

多く輸入されてるる︒

ひにくい言葉では無いか︒

十977年中︿略﹀︑宋軍到る虞に敗れ︑

されど宋軍の大勢日々に非

皇帝・皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

にして︑天祥の誠忠を以てしても如

十9710図

張世等等の奮職も大勢を轄

何ともすることあたはず︒

ずることあたはずして︑宋遂に亡び

十988図

しかば︑︿略﹀︒

らざるを知って︑何ぞいたづらに苦

十993図園汝大勢の如何ともすべか

しむことの甚だしきや︒

十棚10 ︿略﹀ 一番美しいのは︑たれ

下った董に︑幾つも咲いてみる薄紅

十876

なく︑︿略﹀外國へ輸出することも

成程︑緑色の絹縣で作ったの

色の花である︒

︿略﹀︑赤や黄や青や紫のまだ

中には︑まるで花かと思はれ

て出てみるものもある︒

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十欄9

らの美しいのもある︒

十鵬7

ある︒

や黄や青や紫のまだらの美しいのも

かと思はれるやうな葉もあれば︑赤

十鵬7

なかなか多い︒

又外國から原料を輸入し︑そ
れに加工して︑更に外國へ輸出する

十881

これらの製品は我々の使ひ料

事も少くない︒

十883

にもなるが︑又支那・印度其の他の

支那の豚の毛が輸入されて日

東洋諸國へ輸出される︒

十886

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十重8 ︿略﹀︑目もさめるやうな草花

にいさんも足を止めて︑

が並べてある︒

十価7

外はさっきよりも一そう風が

﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

幾度もくりかへしてみる中に︑ 十価2

今朝とく出でし兄も交れり︒

︿略﹀語りつ＼至る若き

されるなども同じ例である︒

なった︒

十9310
十963園

それ御らん︒﹃はい︒﹄も言

うになって家に蹄つた︒

其の枝の先にしょんぼりと止

つてみる鳥の姿も︑見るから寒さう

十価10

︿略V︑何れもぬれねずみのや 強くなったのか︑︿略﹀︒

︿略V︑早口にすらく言へるやうに

十914

人々︑

く略V︑學校へ行く途中など 十908図圏
は︑寒いといふよりもいたいやうに

十782団

らみの天幸割きで︑︿略﹀︒

十775圏

れたのださうです︒

て︑今では龍山も京城の中に編入さ

︿略﹀︑医方が町績きになつ

︿略﹀︒

一番にはせ参じ︑

十771国

まるで糟のやうに見えます︒
︿略﹀ ︑ か う 落 ち ぶ れ て は ︑

そ れ も 無 用 の 物 好と思ひ︑︿略﹀︒

十668囹

十679囹 お見受け申す所︑たgのお
方とも思はれません︒是非お明かし
下さい︒

ふ時は︑︿略﹀

十689囹 唯今にも鎌倉の御大事とい

︿略﹀︒

しく︒

幾つも︑すさまじい勢で活動してゐ

十812

室の中には︑大きなポンプが

おついでに野田君や山口君にもよろ

十702図始は︿略﹀宿をことわりし 十793団 どうか御雨親様によろしく︒
常世も︑︿略V︑名残なかく盈きず︒

十704図 旅僧もまた主人夫婦の情心
にしみて︑そゴうに別れがたき思あ
り︒

も一も
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だ︒

には御帳もなく ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 安 心 致 し 候 ︒

十鵬4圏団寒さきびしき折から皆様

く︑御前様にも日々學校に御通ひな

十鵬4圏囲 ︿略﹀皆様には御障もな
され候由︑︿略﹀ ︒

︿略 ﹀ ︑

一日も早く御顔を

早く御顔を見たく存じ候︒

十柳2圏団私とてもく略﹀︑ 一日も
十研4國国
見たく存じ候︒

十柳5魍團 御名は何と付けられ候や︑

これも早く承りたく︑御知らせ待ち
上げ候︒

十柵10圓困 近き慮ならば早速上り候
て御世話も致す べ く 候 へ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十佃1凍寒 ︿略﹀︑何分百里の山川を

へだてたる事とて︑それも心に任せ
ず︑甚だ残念に存じ居り候︒
十佃3圏囲 今日小包にて粗末なる物︑

赤さんの御着物にもと御送り致し候
間︑︿略﹀︒

より悪病氣の虚︑御養生のかひもな

十七2魍團 ︿略﹀︑御祖母様には先日

く︑去る十九日遂に御死去遊ばされ
候由︑︿略﹀︒

十m1圏囲 書落も非常に驚き居り︑

︿略﹀︑

つな

とつ國人さへ

あつく御悔申し上げ候やうにと申し
出で候︒
十擢3図翻

めつるもうべそ︒

ん引張られて︑三百メートル許もく

十脳7 もりにつけた長い綱はぐんぐ

り出された︒

今まで勢よく引出されてみた

綱もや﹂ゆるんで來た︒

十掴9
︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

つて︑船から五十メートルぐらみの

等価6
虜まで引寄せられた︒

二十メートルもある大鯨が今

は全く息たえて︑小山のやうな腔を

十備1
水面に横たへる︒

何百年も纏たであらうと思は
︿略﹀︑幾百本とも知れない古

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

くす

十柵9
十佃8

︿略﹀︑山畑の其慮此庭に野梅

木の梅が咲重いてるる︒

十佃6

︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

の咲きこぼれてみるのも面白く︑
︿略﹀︒

十㎜7

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ
るのも珍しい︒

公は此虜にうつされてから一

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十伽1

宮中の御宴の事を思ひ出して

ぎょえん

送られたさうである︒

十伽4

申し込んで來た者は五十人前

詩を作られたのも此虜であらう︒

十梱3

もあって︑︿略V︒

かり分りました︒

わきまへてみることも︑それですつ

十旧7園 着物は粗末ながら︑さっぱ
は
りしたものを着て︑歯もよくみがい
りっぱな人の紹介状よりも︑

てるました︒

十悩3園

りっぱな人の紹介状よりも︑

何よりも︑本人の行がたしかな保謹
です︒

十梱4圏

く略V︑近年は作物も改良せ

何よりも︑本人の行がたしかな保謹
です︒

十型10図

られ︑桑を植ゑて翼を飼ふ者多く︑
︿略﹀︒

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒
を養ふことも成皿にして︑︿略﹀︑其の

十型2図

村長は︿略﹀︑幾度の改選

利益少しとせず︒

十号9図

にも重ねて選墾・せられ︑既に二十齢

校長も着陸温厚なる人にし

出勤績せり︒

一秒又一秒︑七百尺に近き

はなやかに流る﹂日の光︑︿略﹀︒

十伽7図

大船艦は︑寸︑尺︑間と音もなくす

京中の貴賎男女︑此の行幸

べり出づ︒

十欄4図

固の武士もさすがにようひの袖をし

を悲しみて涙と土ハに見送り奉り︑警

まりナり︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十㎜8図 ︿略﹀︑事のいまだ成らざる

りしかば︑︿略V︒

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒心ある者

十梱3図 ︿略﹀︑高徳一族共を集めて

ども何れも同意しければ︑︿略﹀︒

地球上に存在するもので︑

︿略﹀︑之を燭光でいへば

しよく

太陽の影響を受けぬものは一つも

えいきやう

十一一4

ない︒

れい

＝二の下に零を二十六もつけて表さ

十一26

ねばならぬ︒

十一210 ︿略﹀︑太陽の表面は全部が

光の強い部分もあれば弱い部分もあ

一様にかゴやいてみるのではなく︑

十伽10図

て︑生徒を愛すること子の如く︑

果もなくすみ渡りたる大空︑

といふ︒

︿略﹀︑光の強い部分もあれ

︿略﹀︑光の強い部分もあれ

ところが此の大きな太陽も︑

︿略﹀小さな星の一つと同じものだ

十一35

いって黒く見える所もある︒

ば弱い部分もあり︑又所々に黒嵩と

十︸31

ば弱い部分もあり︑︿略﹀︒

十一31

り︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

︿略﹀︑生徒も校長をしたふ

其の他の教員も︑校長を模

こと父母の如し︒

黒鼠1図

十伽2図

︿略﹀︑生徒は︿略﹀︑卒業

範として男心職務につとむるが故に︑
︿略﹀︒

申し込んで來た者は五十人許
もあって︑中には︿略﹀︑りっぱな

十捌5

十伍5図

しみとせり︒

後も尚學校の門に出入することを樂

十伽4図

人に親切なことはこれでも

學歴のある者もあったのに︑︿略﹀︒

十櫨5園

ぎ
はきはきしてみて︑禮儀を

知れると思ひました︒

十二9園
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十一38 ︿略﹀太陽のほかに︑これ
と同じやうなものがなほ敷限りもな
く 存 在 し て み る が︑︿略﹀︒

十一41 しかも我々に最も近いあの
太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八
百萬里も離れてみ る ︒

へん
十一72図 孔子常に中正不偏を貴び︑
﹁︿略﹀︒﹂といひ︑﹁︿略﹀︒﹂ともいへ
り︒

子も支那風ではな い ︒

十一95 租界には︿略﹀︒市街の様
十一103 租界の外に出ると側ていは
支那風の町で︑町幅も狭く︑あまり
きれいでない︒

十一105 唯商業の取引の直な部分は︑
︿略﹀︑西洋風の 建 物 も あ っ て ︑ 趣 が
や＼攣ってみる︒

︿略﹀︑外國との貿易ばかり

でなく︑支那の各地との取引にもき

十一111

は め て 便 利 で あ るから︑︿略﹀︒

十﹁118 上海は專ら商業の都市とし
て知られてみるが︑近時工業も次第
に盛になって︑︿略﹀︒

︿略﹀︑さうちもよく行届い

てるるし︑縛べてがきちんとしてゐ

十一144

ました︒

十一151 ︿略﹀︑成績物を一枚も無く
なさずにそろへていらっしゃるのに
驚きました︒

見せていたゴいて︑其の始末のよい

十﹁154 一年生の時からの成績物も
のに感心してしまひました︒

十一157

︿略﹀︑私も急に一年からの

成程︑かういふ風に分類

をまとめたくなりましたが︑︿略﹀︒

十一164園
してそろへておけば︑いつ取出すの
にも便利だ︒

しかし大勢の中にはそれを

守らない人もある︒

十一1810

し弟勝政に︿略﹀︒

今まで賎嶽の山上より︑

︿略﹀等の荒武者ども︑

また㌧きもせず職況を見居たりし秀

十一287図

吉︑︿略﹀︒

十一298図

勇みに勇んで突進す︒中にも加藤清
正は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の犯罪者をこらし︑十一299図中にも加藤清正は︑︿略﹀︑

片鎌槍をしごいて突いてか＼る︒正

十一1910

又世間の人々のいましめにもせねば

しが︑︿略﹀︒

國も槍を合はせ︑しばらく防ぎ戦ひ

若し又裁判が公平に行はれ

十一413あ︑西の空がほんのり明る

何とぞ十分の御養生あ

い︒明日は晴かも知れない︒

十一421圏団

しかし幸に纒過良好に

りて︑一日も早く御全快なされ候様

切に祈申候︒

今少しく日もた＼ば︑

て︑熱も凡そ二週間蝕にて全く相去

十一437囲国

り申候︒

轄地するもよからんと讐師も申居候

十一438圏国

に付︑︿略﹀︒

今少しく日もた＼ば︑

今少しく日もた﹂ば︑

轄地するもよからんと警師も申居候

十一438國国

に付︑︿略﹀︒

月影のさ〜なみにくだけ︑ 十﹇439里国

轄地するもよからんと署師も申居候

︿略﹀︑或は仰に從ひ︑

漁火の波間に出没する夜景もまた一

候︒

其の中御地へ参り候やもはかり難く

十一4310國団

に付︑︿略﹀︒

早く間伐して細読を取る
本も植ゑるが︑︿略﹀︒

く略V︑

︿略﹀︑もう幹のまはりの三

もなく︑︿略﹀︒

十一451図園

愚僧も所用ありて京に

︿略﹀京に上り︑或は

十一459図 ︿略﹀︑書師︿略﹀︑心構

一二年滞在せんもはかり難し︒

︿略﹀︑いっか夕方の色が四 十一455図説

難し︒

上り︑或は一二年滞在せんもはかり

十一454図園

取り給ひし事なし︒

いっかもにいさんが︑﹁杉 せる人なるに︑敷網の間一度も筆を

君は書を以て一家を成

してありけるが︑何一つ書がくこと

一坪に二本も三本 十一娼7図 ︿略﹀︑塁上師久しく寄食

目的のところでは︑一坪に二本も三

十一374園

段の趣あり︒

十一344図

行く白帆の影ものどかなり︒

如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ

十一343図

海の静かなることは鏡の

ならぬ︒

十一229

こしぢ

ぬとしたら︑せっかくの法律もねう
ちが無くなり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

解初めたれば︑︿略﹀︒

十一234図春は叢りぬ︒越路の雪も
十一243図

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに
の

︿略﹀美濃路の方面に當

み

急ぎて進み來る︒

十一261図

りてたいまつの光おびた窪しく︑何

十一374園

も植ゑるが︑︿略﹀︒

十一412

尺蝕りもあるものが大分見える︒

十一407

せたことがある︒

の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は

十一3810

くなって行くのも面白い︒

味方は今日の戦に將卒共 十一386 ︿略﹀︑こずゑの差が段々少

とも知らぬ物音ざわくとして
︿略﹀︒

十一266図

にっかれ果てて︑物の用に立つべく
もあらず︒

此のま＼新手の兵を迎へ
︿略﹀︑やがて將卒のそろ

ては︑萬に一つの勝算もなし︒

十一267図
十﹇275図

ふをも待たず︑﹁者ども画け︒﹂と馬
いひ

に暮れて行く︒

く略V︑此の時までも飯浦 方にたゴよって︑向ふの山も薄墨色

にむちうって近江に向ふ︒

十一285図

坂にふみ留って︑追來る敵を防ぎ居

も一も
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せし様なりしが︑主筆も取らで数日
を過しぬ︒

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

十一464図 さまたげせんも心なしと
り︒

︿略V大通は︑むしろ公園 下に聞えた老大家︒

十一7410園私も實は︿略﹀︑古事記

十︸598
だん
ともいふべきもので︑花壇が設けて
十一7710

る︒

︿略﹀

↓日も生活すること

︿略﹀事新しく便利を感ずることも

十一782

此のやうに便利なものも︑

は出世ぬといってもよいくらゐであ

十一7710

いってもよいくらゐである︒

して一日も生活することは出來ぬと

我々は殆ど貨幣・紙幣なく

を研究しようとしたが︑︿略﹀︒

あり︑銅像なども立ってるる︒
だん
︿略V︑花壇が設けてあり︑

十一599
銅像なども立ってるる︒
︑︿略﹀︒

十一629
︿略﹀︑一枚の畠でうねが五

なく︑︿略﹀︒

町も十町も長々と績いてるるのが少

︿略﹀︒

て事新しく便利を感ずることもなく︑

るにも︑種を蒔くにも︑発てい機械

ともない︒

人々に幸して別段感謝の念を起すこ

︿略﹀︑耕すにも︑うねを作 十一785 ︿略﹀︑又之を考案した昔の

と馬の力による︒

十一636

くない︒

十一635︿略V︑一枚の畠でうねが五 十一784 ︿略﹀我々は︑ これについ

くない︒

町も十町も長々と動いてみるのが少

十﹁635

野で︑殆ど交通の便もなく︑︿略﹀︒

當時此のあたりは未開の原

十一466図 翌朝垂師は常にもあらず 十一604 見渡す限り果もない原野に︑
早く起出で︑ふすまに向ひてしきり
に筆を動かしみたり︒

十一483図 未だ一月もた＼ざるに︑
かの畜師は突然認り來れり︒

十一509他の旗人も之にならって︑
南洋におけるゴムの栽培は頗る盛に
なった︒

らん
十一514 マレイ半島・蘭領東印度等
には︑日本人の纒螢してみるゴム園
もたくさんにある︒
︿略﹀︑これが成長して︑切

付を行ふまでには五六年号か＼る︒

十一5110

を蒔くにも︑︿略﹀︒

中にはトラクターを用ひて

い機械と馬の力による︒

十一638

ともあった︒

十一825図上

浪にたゴよふ氷山も︑
來らば來れ︑恐れんや︒

今日は殊に波も静かだ︒

十一827黒馬 海まき上ぐるたつまき
全く大農式にやってみる庭もある︒
すき
も︑ 起らば起れ︑驚かじ︒
これが大きな鋤を何本も引
十一図4

こ

だんく沖の方へ進んで行

ふと見ると︑さしわたし⊥ハ

くと浮いてみる︒

七寸もある大きなくらげが︑ふわり

十一餌9

色だ︒波も追々大きくなった︒

くと︑水の色はものすごい程濃い紺

いて︑︿略﹀のそりくと歩き廻る
︿略﹀燃料の種類が増すに

十一図8

つて來た︒

いろくりつばな著書もあって︑天

十一7310

眞淵はもう七十歳に近く︑

つれて︑火の用途もだんく廣くな

十一674

と︑︿略﹀︒

十一6310

︿略V・それぐ貨幣の役目をしたこ

十一856

手足が大分くたびれて來た︒

︿略﹀二三人列から離れて

腹もすいた︒

船に上った︒僕も︿略﹀︑ ︼所に船

十一859

に上らうかと思ったが︑︿略﹀︒

十一865 ︿略﹀︑もうつかれきって氣

あ＼︑五海里の海上を僕

も遠くなるばかりだ︒

十一873園

かう思ふ瞬間︑つかれも

何も忘れてしまって︑僕も思はず

も泳ぎきることが出国たのだ︒
しゅん

十一875

かう思ふ瞬間︑つかれも

しゅん

﹁萬歳︒﹂と叫んだ︒

十一875

二百十日もこれで無事に

︿略﹀︑僕も思はず﹁萬

何も忘れてしまって︑︿略﹀︒

歳︒﹂と叫んだ︒

十一875

すんだ︒

十一8710園

記してある︒

おとうさんが毎年潮干狩

から
そこを見ると︑毫溝や樺

それから雨雪の量は何庭

十一939圏 ︿略﹀︑太陰暦になると三

陽暦なら大がい九月一日で︑︿略﹀︒

十一937医

したがって二百十日も太

が︸番多いか︑︿略V︑こんなことも

十一917園

分る︒

太のやうな遠い所の氣候までも大呼

ふと

十一915園

知るのだ︒

にょい日を選ぶのも﹃月齢﹄を見て

十一9010園

八十八日目で︑︿略V︒

十一542 ︿略Vエボナイトといふも 十一636 ︿略﹀︑うねを作るにも︑種 十﹁789石・︿略﹀・農産物などが︑ 十一8910囹 それも立春から敷へると
のもゴムから造る︒

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十︻542 近來床の敷物や︑道路にも 十一637 ︿略﹀︑種を蒔くにも︑大て
十一552 船員等は︑︿略﹀泳ぎ廻つ
てるたが︑中にもうれしさうに見え
たのは︑︿略﹀二人の少年であった︒

十一555 初は十間以上も相手をぬい
てるたが︑どうしたのか急に相手に
︿略﹀急に相手にぬかれて︑

ぬかれて︑︿略﹀︒

十一556

一二間も後れてしまった︒

しかしとても間に合ひさうもない︒

十一569 救ひのボートは下された︒
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十日もちがふことがある︒

十一953 ︿略V小さな家を造った︒

︿略﹀︑戸も窓も床もないも

︿略﹀︑戸も窓も 床 も な い も の で あ っ
た︒

十一953
のであった︒

十一953 ︿略﹀︑戸も窓も床もないも
のであった︒

十一959 一家の暮し向は誠にあはれ
なもので︑食物なども自由には得ら
れず︑︿略﹀︒

もしか食はれないこともあった︒

願に任せて三日間畠の草をとらせ︑
︿略﹀︒

等もよく出屠る由に候︒

コーヒー園には多くの

理するにも︑議員が豫算を議するに

も︑︿略﹀︒

にも︑常に此の公平な精神をもつて

十一榊9 ︿略﹀︑議員が豫算を議する

十一研5囲囲

日本人が働き居候︒中にも十三四ば

リンカーンは其の本をてい

かりの子供が︑︿略﹀立働ける様を

十一㎜10

見ては︑︿略﹀︒

員を選墾するにも︑府縣市會で参事

りぬ︒

自治制も︑︿略﹀人民に自

︿略﹀ウェリントン公爵が

さうして自身も帽子をぬい

︿略﹀︑目も口もあけられな

取分け美しかったのは電燈

喜捨を受けたる此の金︑

︿略﹀一切纒の事に費

苦心に苦心を重ねて集め

たる出版費は︑遂に一鏡も残らずな

十一枷10図

も︑婦する所は一にして二にあらず︒

すも︑うゑたる人々の救助に用ふる

十﹇m5図園

人々の救助に用ふるも︑︿略﹀︒

之を一切纒の事に費すも︑うゑたる

十一梛4蓮田

目もさめるばかりであった︒

の笠で︑赤・黄・紫・緑とりどりに

十一伽3

い︒

十一槻2

られない︒

やうに立ちのぼって︑目も口もあけ

十一搬2 ︿略﹀︑白い粉が一面に煙の

で答嬉し︑一同を引連れて立去った︒

十一梱1

はれるえらいお方が︑︿略﹀︒

十一伽7園ウェリントン公爵ともい

いふ事を︿略﹀︒

勲功も高く︑りっぱな人物であると

十一伽4

得ることは到底望まれない︒

治の精神が乏しければ︑よい結果を

十一柵3

しなければならない︒

ねいに乾かして︑其の後何度もく

森林には大木すき間も
か㌧る庭にても日本人
え

︿略﹀︑三抱も四抱もあ
るものが地ひゴきを打って倒るる様︑

十︸佃6中耳

るなたにて灌木を伐彿ひ︑︿略﹀︒

十一欄4㈱団先づ柄の長さ一間もあ

が盛に開墾に事事致居り︑︿略﹀︒

十一欄1圏団

なく繁茂し︑︿略﹀︒

十一佃3回国

讃返してみるうちに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の後何度もく讃

返してみるうちに︑︿略﹀︒

十一伽10

勉強も大切なれど︑艦
勉強も大切なれど︑艦

にも精々御注意なさるべく候︒

十一棚9圏団
十一捌9圏団
にも精々御注意なさるべく候︒

ジャネーロ市は︑︿略﹀︑港としても

十一961 ︿略V︑時には生のじゃがい 十一鯉10圏団 目下滞在中のリオ︑デ︑
十一968 ︿略﹀︑父は學校へ行って時

︿略﹀︑三囲も四白もあ

肚快言語に絶し候︒

るものが地ひ尊きを打って倒るる様︑

十一柵6圏囲

︿略﹀︒

町のりっぱなる事も︑

有名なる庭に候︒

文明諸國の大都會に比して少しも劣

十一便10瞬圏

る所これなく候︒

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

がよいといって︑なかく許してく

︿略﹀︑天をもこがすば

ブラジルの視察も大膿
終り候間︑程なく婦中致すべく候︒

十一m3甲子

︿略﹀︒

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十一佃9國圏

れなかった︒

︿略﹀南部の全州にて
り致居候由︑︿略﹀︒

は︑四季の攣化も日本の如くはっき

十一佃6國国

さ我が國の十三倍もこれあり︑︿略﹀︒

十一972 學校は四哩齢りも離れてゐ 十一佃3國國此のブラジル國は︑廣
たが︑︿略﹀︑毎日毎日元号よく通學
した︒

十一976 鉛筆や紙も自由には買へな
かったから︑︿略﹀ ︒

會員を選謝するにも︑︿略﹀︒

一般人民が府縣市町村會議
送り申候︒其の中にく略Vの壮観を

十一悩6
窮したるものもこれあり候︒

十一983 しかしせっかく始めた學校 十一悩5圏團 ︿略﹀︑絶葉書を︿略﹀
通ひも︑︿略﹀僅か一年足らずで止

十一塒1圏団河幅は驚く程の廣さに

めねばならなくなった︒

十一987 ところが家に書物がないば

︿略V︑府縣市會で参事會員
を選呈するにも︑市町村會で市町村

十一M7
て︑河口の庭にては︑三百二十キロ

︿略﹀︑市町村會で市町村長

かりでなく︑近くに圖書館もないの

十一幅7

長を選墾するにも︑︿略﹀︒

世界に名高きブラジル

メートルもこれある由︑︿略﹀︒

を選學するにも︑皆此の精神を本と

又市町村長が其の事務を虜

コーヒーの主要なる産地も此の邊に

十一網9

しなければならない︒

しや
十一鵬5耳当︿略﹀︑甘言・綿花・米

て︑︿略﹀︒

十一伽5圓国

で︑︿略﹀︒

十一欄2 ︿略V︑本がすっかりぬれて
みたので︑子供心にも大壁心配して︑
︿略﹀︒

十一㎜7 其の人は別にとがめもせず︑

も一も
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︿略﹀︑又もや一鏡をも留

て宿志の果さる＼も近きにあらんと

十一伽3図 ︿略﹀︑効果空しからずし

す︒

十一伽10図
めざるに至れり︒

十一欄5図 此の版木は今も萬福寺に
保存せられ︑三棟百五十坪の倉庫に

満ちくたり︒
十ニー7図翻 大空にそびえて見ゆる
たかねにも︑ のぼればのぼる道は
ありけり︒

はと
十二710図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑
さながら雀の如く見ゆるも︑社殿の
高大なる爲なるべし︒

十二88図此の社にては︑今も太古
の法に從ひ︑之によりて火を作ると
いふ︒

十二93図折から日は地平線に近づ
きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ
いふばかりなし︒

き︑︿略﹀︒

︿略﹀︑先生にもむしろ中以

十二93図 ︿略﹀︑雲も水も金色に輝
十ニー03

早速爾手に一匹つつつかむ

下の生徒と思はれてるた︒
十一一1110

と︑又一匹愛つたのが見えた︒これ
も逃しては大攣と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十ニー51図 く略V︑何時までもかく輩

純にして遊戯的なるものに満足すべ
く も あ ら ず ︑ ︿ 略﹀︒

十一一156図 勿論今日我が國にて爽行
せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑

︿略﹀︒

十ニー59図

︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

パに起りし事件も僅か一爾日にして
讃者に報道せらる︒

べん︒これも社によりて多少の相違

十一一163図先づ社の組織について述
はあれども︑︿略﹀︒

く略V︑機械は電力により

み

かん

く略V︑印刷も切断も人手

て働き︑印刷も切噺も人手を要せず︑

十ニー85図

︿略﹀︒

十一一185図
を要せず︑︿略V︒

己の利益を除いては︑殆ど何物をも

それ故大多数の商人は︑

眼中に置かず︑︿略﹀︒

十二242

︿略﹀︑忍耐も努力も要するに皆自己

それ故大多数の商人は︑

の爲であった︒

十二242

︿略﹀︑忍耐も努力も要するに皆自己
︿略﹀︑忍耐も努力も要する

の爲であった︒

十二243

に皆自己の爲であった︒彼等が町人
といって賎しめられたのも其の爲で
あらう︒

ちん

かも其の敷量の敷限りもないのは︑

調子のよい蜜柑取下が 十二301團 陳列品の多種多様で︑し

く略V︑何虜からともなくのどかに聞

︿略﹀︒

十ニー910
えて來る︒

あります︒

︿略﹀︑地下画道・乗合自

此庭はさすがに藝術の都

︿略﹀︑五⊥門島もある美し

︿略﹀︑車道と人道との間
かに連なってゐます︒

には︑住した＼る街路樹が目もはる

十二3110団

い建物が道路の爾側に並び︑︿略V︒

十二318囲

建物なども一般に壮麗です︒

として世界に聞えてみるだけあって︑

十二315国

先を畢ふやうなことはありません︒

動車などの乗り下りにも︑むやみに

十二309國

とがなく＜略﹀︒

く警官の指揮に從って︑混齪するこ

十二307

ひん
往來の頻繁な街上でも︑よ

と其の他の武器類もたくさん集めて

︿略﹀︑緑門にも幾段にもき 十一一304宮盛が日本のようひ・かぶ

づき上げられた山畑には︑蜜柑の木

十二202

︿略﹀︑幾段にも幾段にもき

ぎ
が行儀よく並んでみる︒
十二202

づき上げられた山畑には︑︿略﹀︒

あちらでもこちらでも︑さ

えたはさみの音がちょきんくと聞

十二216
える︒

あちらでもこちらでも︑さ

えたはさみの音がちょきんくと聞

十二216
える︒

小春日和の暖さにとけて︑

︿略﹀︑貿易の不振を招き國

其々からも夢のやうに船歌が聞えて

十二2110

來る︒

十二237

それ故山多事の商人は︑自

運の登展をもさまたげることになる︒

十二242

ルーブル博物館も一覧し

ましたが︑︿略﹀︒

十二324団

て見ました︒

十二329囲又エッフェル塔にも登つ

塔の中には責店もあり︑

で︑高さが三百メートルもあるさう

十二331団此の塔は世界最高の建物

です︒

十二332団

︿略﹀︑音樂堂・食堂など

音樂堂・食堂なども設けられてあり

ます︒

も設けられてあります︒

十二332團

眺望塁で眺めると︑︿略V︑

さしもの大きなパリー市も殆ど一目

十一一335國

に見えます︒

十二338国山も森も村も皆焼野が原

と攣ってゐます︒

と攣ってゐます︒

十一一339囲山も森も村も皆焼野が原

十二339圏山も森も村も皆焼野が原

家賃さへも彿へない今の

と攣ってゐます︒

十二385園

ベートーベンは急に戸をあ

身の上ではないか︒

十二3810

ベートーベンも我ながら饒

けてはいって行った︒友人も亡いて

はいった︒

りだしぬけだと思ったらしく︑︿略﹀

十一一399

其の言方が如何にもをかし

かったので︑言った者も聞いた者も

十二404

︿略V︑言った者も聞いた者

思はずにっこりした︒

十二405
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も思はずにっこりした︒

十二407園 しかし誠に粗末なピヤノ
ふ
で︒それに樂譜もございませんが︒

十二418 一音は一音より妙を加へ神
に入って︑何をひいてみるか出自ら
も畳えないやうである︒

十二419 ベートーベンの友人も全く
︿略﹀︑唯ぼうっとして︑ひ

我を忘れて︑一周置に夢見る心地︒
十二唱4
き終ったのも氣附かぬくらみ︒

が

向歯は良材として最も世に著る︒

十一一499此の邊は一腔に山地で︑湖

︿略﹀︑絶壁の高さが二百

其の面積は約六十方キロメートルあ

面は海面より四百メートルも高く︑

る︒

十二508
メートル以上もある︒

＋一一讐︿略﹀さまぐの道具も︑
同じ皇の上に横たはってるる︒

あのいろいろの道具︑た

ぐ違ってはみるが・︿略﹀︒

くさんの時計︑形も大きさもそれ

十二546園

十二546園

十二454 さうして其の夜はまんじり
ともせず机に向って︑かの曲を譜に

一かどの役目を勤めて世

の丸は熱烈燃ゆるが如き愛國の至誠
を表すものともいふべきか︒

のって︑もうどうすることも出來な

十二703︿略﹀︑王の怒はいよくつ

い︒

十二709 しかしフランス王は︿略﹀︑

故に我等は︑南極の國旗

を尊重すると同時に︑諸外國の國旗

コーデリヤの簡軍な答の中にも十分

十二6410図

に封しても︑常に敬意を表せざるべ

二週間もた＼ぬ中にもう王

眞心のこもってみるのを認め︑︿略﹀︒

十二716王は胸も張裂けんばかりに

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ

︿略﹀父上を大事と

ほんたうに自分の命より

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

お仕へ致しませう︒

人よりも厚い眞心をもつて︑父上に

國民の純正潔白なる性質を示し︑日

に無愛想な仕向をした︒

︿略V︑ちょっとした事にも 十二713

からず︒

十一一655

怒り易くなってみた︒

ンの許に走った︒

それに近來はめっきり元氣

が衰へて︑もう政務にもたへられな

十一一656

くなって來た︒

な寳よりも一ほんたうに自分の命

︿略﹀︒

十二6710囹

く略V︑ひたすら父上を大

事に致すのを此の上もない仕合はせ

家來の中にはしきりに王を

王はリガンにも三分の一を

と存じてをります︒

與へた︒

十一一681

十二702

なだめた者もあったが︑︿略V︑もう
どうすることも出來ない︒

全領地を二分して與へてや

怒と失望と後悔とに身も魂

怒と失望と後悔とに身も魂

︿略﹀︑姉上もお氣の毒と

やがて眠から畳めた王は︑

十二778 ︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

︿略﹀眞心がこもってみた︒

てはみたが︑其の言葉の端端にも︑

十一一7510 王は尚あらぬ言葉を口走つ

幾分氣も静まったのか︑﹁︿略V︒﹂

十二745

︿略V︒

お思ひになりさうなものだのに︑

十二739園

末にさまよひ出た︒

十一一724 ︿略﹀︑我にもあらず荒野の

もくだけ果てた王は︑︿略﹀︒

十二723

荒野の末にさまよひ出た︒

もくだけ果てた王は︑我にもあらず

十二723

程の不孝者であらうとは︒

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二7110

すげなくも王を内に入れなかった︒

十二6610園私はもう何よりも︑どん 十二719 ところがリガンは︑︿略﹀︑
よりも父上を大事と存じます︒

な寳よりも

十一一6610官私はもう何よりも︑どん
存じます︒

︿略﹀︑どれもこれも不足 十二671園

も父上を大事と存じます︒

い︒

十二5410園唯自分だけが此のやうに 十一一672園昔からあった孝子のどの

は無ささうである︒

十二549園

足は無ささうである︒

間の役に立つのに︑どれもこれも不

十二549園

ぐ違ってはみるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑形も大きさもそれ

書きあげた︒

十二462図 凡そこれ等の木材は︑
︿略﹀︑随って何 れ も 重 要 な ら ざ る は
なけれど︑︿略﹀︒

十二463図 凡そこれ等の木材は︑
︿略﹀︑中にも其の用途の廣きは杉及
び檜なり︒

甚だ狭し︒されど何れも美しき光澤

十二473図 もみ︒つがはく略﹀用途
を有するが上に︑︿略﹀︒

父も喜んだ︑子どもも喜ん

自分もほんたうに役に立

父も喜んだ︑子どもも喜ん

つてみるのだ︒

十一一605囹

だ︒

十二586

だ︒

十二586

ねぢもがっかりした︒

十二477図ひば・松・落葉松は何れ 十二579 三人は︿略﹀がっかりした︒ 十一一676園 私も姉上と同じ心で︑

けやき・栗・かしは何れ

も堅くして︑耐久・耐灘の性あるを
以て︿略﹀︒

十一一481図

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

十二482図 けやき・栗・かしは何れ
中にもけやきはも く め 美 し く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

早くして︑︿略﹀︒中にも南部松・日

ひう

十二495図松に至りては産地極めて 十二616図 更に思へば︑白地は我が

も一も
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三 百 間 も 長 く 垣 網を張り︑︿略﹀︒

十二779潮に流されないやうに︑身
網にも垣網にも土俵や石などが重り
に附けてある︒
︿略 ﹀ ︑ 身 網 に も 垣 網 に も 土

俵や石などが重りに附けてある︒

十一一779

十二796 三四十貫︑時には百貫以上

もある大まぐろがどたりくと船中
へ投込まれる光景 は ︑ ︿ 略 V ︒

十二8010湊山もと曳うに引潮たぎり︑
はだかじま

たぎる引潮あら 渦 を 巻 き ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二816圖 事忌より渦潮見れば︑
はだかじま

胸も波だち眼もくらむ︒
胸も波だち眼もくらむ︒

十二816魍 裸島より渦潮見れば︑
十二835図 これより北は波荒くして
︿略﹀︑なぶりものにせ

舟 を 進 む べ く も あらず︑︿略﹀︒

十二847盛手
られて︑或は命も危かるべし︒

十二8710図 所命が二回の探検により
て︑︿略﹀︑此の地方の事情も始めて

我が國に知らる＼に至れり︒

十二893 かうして其の院で可決すれ
ば︑其の案を他院に移す︒此虚でも
同 様 の 形 式 で 討 議し︑︿略﹀︒

十二8910 これ等の命令も國の規則で

あって︑廣い意味でいふ場合にはや
は り 法 律 で あ る から︑︿略﹀︒

十二901 ︿略﹀やはり法律であるか
しん
ら︑其の制定も出盛る限り愼重な手
績を纏る︒

十二911 繹迦は生れつき同情の念に

ひ

厚く︑何事も深く考へ込むたちであ
つた︒

︿略﹀父王は︑彼に妃を迎

ひ
︿略﹀父王は︑彼に妃を迎

へ︑目もまばゆい宮殿に住まはせて︑

十一一9110

︿略﹀︒

十二921
へ︑目もまばゆい宮殿に住まはせて︑

︿略﹀︑息もたえだえの病人︑

國政にも與らせようとした︒
十二922

さては野邊に送られる死者をまのあ
たり見て︑︿略﹀︒

十二佃4 ︿略﹀︑老僧の命のあるうち

ないかと相談して︑︿略﹀︒

十二佃3 ︿略﹀︑一日も早く洞門を開
私は永遠に生きてをる︒
ぎ
な ら
通し︑︿略﹀難儀をのがれようでは
︿略﹀奈良の都も︑色移

十一一995図

り香失せて年既に久しく︑︿略﹀︒

十一一梱4図︿略﹀︑何の山︑何の川︑

に其の志を遂げさせると共に︑我々

︿略V︑日にやけ仕事にやつ

之を見た村人たちは︑彼を

しかし僧はふりかへりもせ

︿略﹀我々も出來るだけ此

其の後は老僧と共に洞穴の

其の後は老僧と共に洞穴の

︿略﹀︑時には夜半までも

︿略﹀電燈の嚢明に從事

電車は次第に汽車の領分

十一一価8園 ︿略﹀︑尚進んで電子機關

しん
までも侵略し︑︿略﹀︒

十二価7園

遺憾なく獲揮せられて︑︿略﹀︒

かん

したり︒彼が稀代の天才はこ＼にも

十二擢6図

あった︒

︿略﹀一心にのみを振るふことさへ

十二佃8

喜捨する者もあって︑︿略﹀︒

中でのみを振るふ者もあり︑費用を

十二佃8

喜捨する者もあって︑︿略﹀︒

中でのみを振るふ者もあり︑費用を

十二鵬7

其の方法をも取りきめた︒

の仕事を助けて︑︿略﹀と相談して︑

十二佃6

ようではないかと相談して︑︿略V︒

ぎ

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

もあのくさり戸を渡る難儀をのがれ

く略V哀音しきりに人の

あり︑︿略﹀︒

十二梱4図
ふぜい

眠をさますも︑奈良には嵌くべから
︿略﹀︑南の方郡山の町の

ざる風情なるべし︒
十一一鵬1図

身には色目も見えぬ破れ衣

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

た︒

十二柳2

さうして陰に陽に仕事のじ

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ

もく

十二欄⁝7

笑の種にしてみた︒

着港扱ひにして相手にもせず︑唯物

十二櫛3

あるが︑︿略﹀︒

れて年の頃もよくわからぬくらゐで

十二価3

をまとひ︑︿略V︒

父のいさめも妻のなげきも︑ 十一一価2

父のいさめも妻のなげきも︑

此の決心をひるがへすことは出來な

十二931
かった︒

十二931

彼は更に其の邊の名高い學

此の決心をひるがへすことは出來な
かった︒

十二939

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ
今度は程よく食物も取り︑

にも満足することが出忍ない︒

十二953

今度は程よく食物も取り︑

休息もした︒

十二954

出優る氣つかひはないと見

やまをする者も少くなかった︒

十二柳9

車さへも用ひられるやうになりまし

かつて繹迦を見捨てた彼等

休息もした︒

くびつてみた岩山の掘抜も︑これで

十二967

も︑︿略﹀︑思はず其の前にひざまつ

た︒

かく
て︑しかも比較的熱をともなふこと

十二柵3圏︿略﹀光の色が太陽に似

つて︑︿略﹀︒

人力又は蒸勢力もだんく電氣に攣

諸機械の原動力であった

はどうにか出島さうである︒

出來るだけ此の仕事を助けて︑︿略V︒

十二価9園

かざるを得なかった︒

︿略﹀︑此の見る影もない老

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し

十二鵬1

た︒

︿略﹀︑反抗するばかりでな

く︑迫害を加へようとするものさへ

十二976

も出て來た︒

いくが其の教をまじめに行ふ所に

十二9810園私のなくなった後も︑め 十二佃2 そこで人々はいっそ我々も
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の少い電燈さへも襲明されました︒

十二㎜4囲団 誠に御無沙汰に打過ぎ︑
申しわけもこれなく候︒

︿略﹀︑何事も忍耐が第

からず︑唯心をも む の み に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二伽9國囲 参りし當座は何事もわ
十一一捌1圏国

一とのかねての御教訓に從ひ︑一心
に働き候ため︑︿略﹀︒

十二捌2圏圏︿略﹀︑追々店の様子も
わかり︑お客檬の外方にもなれて︑
︿略V︒

︿略﹀︑何時もほめられ

わかり︑お二様の直方にもなれて︑

十二梱3國団︿略﹀︑追々店の様子も

︿略﹀︒

十二梱6國圏

申候︒これも全く先生方のおかげと
深く感謝致居り候 ︒

十二梱8重富︿略﹀︑一日も早く一人
前の商人となりて︑親に安心致させ
たしと存じ居り候 ︒

十二槻6図圃 夢にのみ見し山川も︑
あけくれにしたひし家も︑ まの
あたり近く迫りぬ ︒

つ＼がなく今

あけくれにしたひし家も︑ まの

十二槻7図圏 夢にのみ卜し山川も︑

︿略﹀︑

あたり近く迫りぬ ︒
十一一伽6図圖

船は今静かに蹄る︑

徳川方も事こ＼に至っては︑

懐かしき故郷の港︒

日しも果てて︑

十二悩10

覚悟をきめて︑︿略﹀︒

徳川方 も 事 こ ＼ に 至 っ て は ︑

あくまでも戦ふ

十一一伽1

しかし大勢は如何ともしが

あくまでも職ふ費悟をきめて︑︿略﹀︒

十二伽7

屋敷の附近は︑官軍の兵士

たく︑危機は既に目前に迫ったので︑
︿略﹀︒

十一一伽8
がすき間もなく警衛してみる︒

十一一伽8園之に比べれば︑︿略﹀︑徳
川家の存亡などは言ふにも足らぬ小
事でござります︒

しかしたとへにも申す通

り︑一寸の轟にも五分の魂︒

十一一伽2園

しかしたとへにも申す通
徳川侍のなまくら刀にも

り︑一寸の轟にも五分の魂︒

十一一伽2園
十一一伽3園

少しは切れる所がござりませう︒
官軍方の思召通り一押に

すると其のうちには又思

はゆかぬかも知れませぬ︒

十一一伽4園

しり

十二伽5園

の外な尻押なども現れて︑︿略﹀︒

すると其のうちには又思
の外な尻押なども現れて︑事めんだ

しり

十二伽6園

拙者は︑此の談判がよし

うな筋A口にならぬとも限りませぬ︒

十二伽7園

︿略﹀︑大勢は人力の如何

どのやうに決着するにもせよ︑︿略﹀︒

十二伽9園

︒

又延いては徳川家及び江

ともしやうのないもので

十二欄5園

戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す
までもござりませぬ︒

十二捌7園次第によっては︑或は君
︿略﹀︑江戸の市民も徳川家

等の銃先にか㌧つて死ぬかも知れぬ︒
十二麗3

︿略﹀︑江戸の市民も徳川家

もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

十二麗3

︿略﹀︑維新の大事業もと玄

︿略V忠孝の美風が世界に

こほりなく成し遂げられるやうにな

もわざはひを免れて︑︿略V︒
ゐ

十一一悦4

つた︒

十二悌2

︿略﹀︑又其の誇を永久に持

冠たることは︑今更いふまでもない︒
十二偽10

出しようとする心掛けも出來て︑
︿略﹀︒

しかし此の事情は一面に國
其の結果今日も有畑民は眞

民の短所をもなしてみる︒

十一一悩6
十一一価5

の社交を解せず︑人を信じ人を容れ
︿略V外落人から思ひ掛け

る度量に乏しい︒

十一一燭8

はいせき

ぬ誤解を受けて排斥されるやうなこ
とも起って來る︒

しかし此の半面にもまた短
所がうか〜はれないであらうか︒

十二燭10

︿略﹀︑遂に日本人には濁創

力がないであらうと自らも輕んじ︑

十一一梛4

︿略﹀︑遂に日本人には猫創

外事人からも侮られる︒

十二柵9

我が國民の長所・短所を敷

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

らう︒

一376園 ︿略﹀︑モウ 一ペンカイテ

もう ︵副︶捌 モウ もう

ゴランナサイ︒

デマシタ︒

ニー86モウスツカリ木ノ上へ

二207園モウ人ガヒロツタノ

オトウサン︑モウイクツ

カ︑サツパリアリマセン︒

一一306囹

モウ五ツネレバ︑オ正月

ネタラ︑オ正月デスカ︒

二311園

デス︒

ミヨ︒

二522囹モウード花ヲサ二上テ

二651 子牛ハコノアヒダウマレ
タノデス︒モウヨホド大キク

コウバデハモウシゴトガ

ナリマシタ︒

ハジマツテヰルラシイ︒

三45

三237 小二郎がうちへかへって
みますと︑犬はもうとっくに

このあひだかきねのそば

かへってみて︑︿略﹀︒

三263

へ出たのは︑もう私のせい

十ニー34

力がないであらうと自らも輕んじ︑

﹁もうすっかりよわりま

より高くなりました︒

う︒

三個3園 あまり長くなりますか
ら︑もうおいとまにいたしませ

して︒﹂

三345園

外華人からも侮られる︒

堅忍不抜あくまでも初一念
を通すねばり強さが驚けてはみない

十二糊6
か︒

こ﹂にもまた我々の反省す
べき短所があるやうである︒

十二柵7

もう一もう
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三51一 ツイコノアヒダウエタ田
ガ︑モウアンナニ青クナリマシ
タQ

三514コ口カヲカノ下デ︑ニ
ハトリガナキマス︒モウオヒル
ニナツタノデセウ︒

三588 スコシタツテカラ又來テ
見マスト︑モウリツパニセミ
ニナツテヰマス︒

もう一どやってごらん

三645園 ほうら︑もうちぎしよう
ぶだ︒

三655園
なさい︒

四了6 きのふ一つ取ってみまし
たら︑もう黒くごまをふいて
ゐました︒

遠いので︑︿略 V ︒

四 2 3 2 お ばあさんはもう耳が
もう高いえんとつは大方

出刃上りました︒

四291

モモノ花が花イケニサ

それ︑もう日がくれる

に立って居ます︒

四718 もう二百年あまりもここ

ぞ︒

四722囹

四845

シテアリ︑ヒシモチモモウソナ
ヘテアリマス︒

ぼちが昨日から病氣で︑︿略﹀︑

にまみります︒
五153

かへって來ると︑もうよくなってゐ

遠足のしたくをして學校へ行

て︑尾をふってむかへに出ました︒

五354
くと︑もう級のものが大分來てるて︑
︿略﹀︒

はじめは寒いやうに思ったが︑もう
なれた︒

よ
あ﹂︑母はもう此の世の人で

うにお立ちになりました︒﹂と言ひ

六447園宿の者にきくと︑﹁もうと
ます︒

六588

はないのかと︑力をおとして居りま
した︒

オクレ

あのたちで子ども向の品を

もう五十反︑至急お送り下さい︒

七桝2團

八95 ︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

もう改めて勝負をするには

もう一度競走させることにした︒

及びません︒あなた方の村が勝つた

八123園

のです︒

四十鯨年はいつの間にか過ぎ

呉鳳は︿略﹀︑もう一年︑も

く略V︑四年目になると︑

まことに勝手がましい御願

もう一つ何とか言っておく

聞えるなら︑もう一つ何か

よく見えるやうにして︑も

う一度しつかに言ってごらんなさい︒

八911園

言っておくれ︒

八897園

れ︒

八887囹

ひまを願ひたうございます︒

でございますが︑もう四五日の所お

八458國

せん︒﹂といって來ました︒

﹁もう︑どうしても待ってるられま

八244園

のばさせてゐましたが︑︿略﹀︒

八242 ︿略﹀︑もう一年︑もう一年と

︿略﹀︒

う一年とのばさせてゐましたが︑

八242

て︑もう供へる首がなくなりました︒

八237

へどうと落ちた︒

が届かうとした時︑ふみ外して軒下

八169 ︿略﹀︑もう少しで雀の巣へ手

もう間に合はなかった︒

マダアリマセウ︒﹂﹁モウ知 八149 ︿略﹀︑先陣へかけつけたが︑
リマセン︒﹂

六757園

もう此の上は︑しゃにむに攻

だんく潮が引いて︑もう其
川口にか＼つた時ふりかへっ
て見たら︑もう窺い海には誰もみな

七158

所此所に洲が見え出した︒

七105

落さうといふので︑︿略﹀︒

早いのはもう繭を作り上げて 六957

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

ゐます︒

五484

小山の

あのあざやかな色どりも

しだいくにうすくなり︑

五626圃

村ざかひの峠へ上りますと︑

方はもう見えぬ︒

五633

かった︒

わかったらもう一度鐵砲を
海岸の松原や︑いその小山

海の波を見たばかりで︑も
︿略﹀︑たとひとんで行って

見た所で︑もうあるまいとは思ひま

七689園

う恐しがる人もあります︒

七606園

う何も見えなくなります︒

も次第に遠くなって︑しまひにはも

七541圏

上げろ︒

七424囹

かつて來ました︒

これ七八十日︑町のもやうも大分わ

かうなっては︑もう庄屋の悪 七353国大連へ來てから︑もうかれ

もう町が目の下に見えます︒

五742

方々から人夫をやとって來て︑

口を言ふ者ばかりで︑︿略﹀︒

五745

庭サキノブダウ棚二︑︿略﹀︒

もう一度土手をつきなほした︒
五963

一人はもうにげる間がないの

モウアマクナツテヰマセウ︒

五981

で︑地にたふれて︑死んだふりをし
てるました︒

昨日までに二山出來て︑もう
﹁もうお書かな︒﹂

三つ目の山が出金か＼つてゐます︒

六28
六41園

五61 こちらは今さくらのさかりで
すが︑あちらでは︑もうとうにちつ

したが︑︿略V︒

ニツイタハデムキモウニ○

もうよい︒通してやれ︒

﹁朝晩めっきり寒くなった︒

洋服は着なれなかったので︑ 七稲5圃

七悩6園

六46圏
六393圏

高い山はもう雪だらう︒﹂

てしまったさうです︒

たのに︑近い中に又其の大蛇がたべ

五95園もう此の子一人になりまし

707
もう一もう

八918園 もう何所へも行って下さい
ますな︒

八922囹 もうく何所へも行きはし
ない︒

︿略﹀︑ 大 そ う り こ う だ か ら ︑

八922園 もうく何所へも行きはし
ない︒

八927

そつ
もう二年たって︑此の學校を卒業す

る頃には︑︿略﹀︒

八餌8 當時大嶺の盟は︑もうこれだ
け丈夫になってみたのである︒

﹁もう 一 息 だ ︒ ﹂

も う 三 月 に な る ので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑あの北極星がひしゃ

つて見えるから︒

九898園

くの柄の先になって︑もう一つ︑小
さい北斗七星のやうなものが出門て
︿略﹀︑もう夕方になったので︑

ゐますね︒

九993

僕等はおいとまごひをして蹄りまし
た︒

︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

言って残して置いたのが︑今日はも

九9910

う熟しきったやうな顔をして︑︿略﹀︒

みる︒

九湿2

く︒

九佃7園

︿略﹀︒前と同じ方法で︑船はもう一
こん

︿略﹀︑うちの雑木山を開墾し

ざふ

段高く浮上り︑︿略﹀︒

十382

ば

︿略﹀︑來年の秋はもう眞白

始めてから︑もう一月饒りになる︒
そ

十436園

な心逸の花で︑此の地面が埋まって
︿略﹀︑仕事は豫想以上にはか

しまふのだ︒

十4310

どり︑九時頃にはもう敷坪の地面が
日はもう西にかたむいてみる︒

新しく開かれた︒

十個5

冬の日はもう暮れか＼つてゐ

十一5710

ふかの口はもうほとんど子

やうやく月島の横を通り越

家々の戸はもう皆とざされ

錆研はもう七十歳に近く︑

供に届いてみる︒

︿略﹀︒

十一739

十一763

てるる︒

す頃には︑もうつかれきって氣も遠

十一864

しっかりやれ︒もう少し

くなるばかりだ︒

十一866園

もう少しだ︑もう少しだ︒

だ︑もう少しだ︒

目ざす大島はもうそこに見

リンカーンは其の頃からも．

リンカーンがふと目を覧し

︿略﹀門の戸にくわんぬき

此の時にはもう三番目の轟

う門の外まで乗りつけた︒

をさすが早いか︑騎馬の人たちはも

十一稲8

た時はもう遅かった︒

十一㎜一

た︒

う父の手助をしなければならなかつ︐．

十一955

える︒

十一869

︿略﹀彼は︑︿略﹀美しさに打 十﹇866園
たれて︑もう立っても居ても居られ

十458

なくなったのである︒

一番鶏の聲を聞いてからは︑

僕はもう南山へ何度も上り

もうじっとしては居られない︒

十486

十755国

遅い︒

がはたと止んで︑﹁︿略﹀︒私にはも

十二381囹 ︿略﹀︑やがてピヤノの音

が鍬を振るってをり︑︿略﹀︒

でしたが︑もう沿道の田畑には農夫

十二糾9団︿略﹀朝まだほの暗い頃

てるる︒

すぜ
黄金色に色づいた實が鈴なりになつ

十二205 ︿略﹀︑枝といふ枝にはもう

はどこへ行ったかわからなかった︒

︿略﹀補植をするのは︑翌 十ニー23

今年伐るはずのは︑おとう

うしなくともよいのであらう︒

年一回だけだといふから︑今年はも

十一3710

る︒

聖主6

になりますが︑︿略﹀︒

こちらへ曾てもう三月鯨り

ましたが︑︿略﹀︒

寸分の後には︑北風はもう列

十774団

の先頭に立って進んでみた︒

おそ
そら︑もう一息だぞ︒襲へ

だから︑もう直に食べられる︒

まだ青いが早く甘くなるたち

は稻の偶々がもう大分重みを見せて

九37国此のトラック島へ來てから 九棚1 二百十日を無事に越した田に
九328園

九352 腹が大分すいて來た︒もうお
書頃だらう︒

はならない︒

九489団囹 もう二番茶もつまなくて 九鵬5
九543園 ﹃なあに︑もう一度出直す
のです︒﹄

北風はもう一度あの勇ましい
オトウサン︑御用ハモウス

十一407

もう幹のまはりの三尺量りもあるも

驚いて一しやうけんめい逃

所にすき間も無く子馬がつないであ

︿略﹀︑船は次第に高く浮上る︒

げようとしてあせってみるが︑もう

さうして︑もうこれが最盲同 十一57．2

のが大分見える︒

十342

の直だと見ると︑︿略V︒

十212圏

りました︒

十1710国土の行った時には︑もう其 さんの子供の時植ゑたのだといふが︑

ンダノデスカ︒

九伽5園

辞令が聞きたいと思って︑︿略﹀︒

九柵7

てもらひたくなって︑︿略﹀︒

九556囹 それからだんく商費の手 九戸4 北風は︑もう一度鼻先をなで
を廣げて︑六十五六の時にはもう鯨
程の財産が出撃た︒

九685 まだ日が暮れたばかりのやう
に思ったが︑もう八時半であった︒

たかだち

九693 目がさめると︑もう夜が明け
よしっね

てるて︑︿略﹀︒

九725園 義纒の居た高館のあとも右
手に見えたはずだが︑もう通過して
しまった︒

九857囹 どの星かを見おぼえて置い
てごらん︑寝る頃にはもう位置が攣

に
曲︒﹂としきりに 頼 ん だ ︒

十二435園 三人は﹁どうかもう一

すうとてもひけません︒
う・
も

まうかるどころか︑非常な損

つてはまうかるまい︒

八悩4
になる︒

ケ︾﹇▽まちもうく

けて救助に力を用ふれども︑︿略﹀︒

十332

︽ーケ・ーケル︾

てある︒

十一208
しん

控訴院・大審院の四階級がある︒
だん

こう

で︑これに塵裁判所・地方裁判所・

裁判所は國家が設ける機關

けて︑たくみに船を上下する様にし

︿略﹀︑掘割の庭庭に水門を設

が衰へて︑もう政務にもたへられな

ほんたうに自分の命

十二699園 お前にはもう何もやらぬ

よりも父上を大事と存じます︒

な寳よりも

十二6610園私はもう何よりも︑どん

くなって來た︒

十二656 それに近來はめっきり元享もう・ける ﹇設﹈︵下一︶6 設ける

えた︒

十二653 リや王はもう八十の坂を越 十一伽6図 幕府は虜々に救小屋を設

なって︑あれ一つしか無いのだ︒

十二569園 あ＼いふねぢはもう無く もう・く ﹇設﹈︵下二︶1 塞く ︽一

るのである︒

@十一一443 ︿略﹀︑荒波の岸にくだける 八伽3 ︿略﹀↓包のマッチを十干ぐ
．る
やうな調に︑三人目心はもう驚と感
らゐで費っても︑さうおうにまうか

7
かん
ぞ︒永の勘當だ︒

る︒

が設けてあり︑銅像なども立ってる

十二703 家來の中にはしきりに王を 十一599 ︿略﹀大通は︑︿略﹀︑花壇
どうすることも出來ない︒

なだめた者もあったが︑︿略﹀︑もう

に無愛想な仕向をした︒

こ

身網の外側や陸上の高い虜
もロつ

蒙古人
くわいきやう

﹇▽おんうかがいもうしあ

ぐ・おんおくりもうしあぐ︒おんくや

もうしあぐ

なに︑どう申し上げてよ

てよいかわかりません︒

十二687園

いかわからぬ︒それでは返事になら

或時︑口・耳・目・手・足高

が申し合はせて︑胃に向っていひま

八995

申し合はせる ︽ーセ︾

もうしあわ・せる ﹇申合﹈︵下一︶2

事を申し上げてみるのでございます︒

十二695囹父上︑私は唯ほんたうの

ぬではないか︒

申

みもうしあぐ・おんさっしもうしあ

︽ーゲ・ーゲ

﹇申上﹈︵下一︶13

ぐ・おんしらせもうしあぐ・おんねが
いもうしあぐ
申し上げる

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

すには︑﹁︿略﹀︒

出づ ︽ーデ︾

もうしい・ず ﹇申出﹈︵下二︶1 申し

あつく御悔申し上げ候やうにと申し

これから後やまとをぐなの皇 十柵2圏団 爾親も非常に驚き居り︑

出で候︒

︽1︵リ︶︾

皆様におけがもございませ もうしお・り ﹇申居﹈︵ラ変︶1 申居

子を日本武尊と申し上げることにな

ませう︒

八唱5囲

轄地するもよからんと講師も申居候

に付︑︿略﹀︒

しかねる ︽ーネ︾

いや︑名前を申し上げる程 もうしか・ねる ﹇申兼﹈︵下↓︶1 申

います︒

﹇申越﹈︵四︶1

申越す

當日祝の歌を︸短いたゴきたうござ

それ程おっしゃるなら︑恥 八欄9國 又まことに申しかねますが︑
何時か御約束した通り︑今

︽ーサ︾

もうしこ・す

十二685園父上︑私はどう申し上げ 七幟図図 取扱上不都合の廉あらば口

げます︒

日は當地の様子を少しばかり申し上

十734囲

かしながら申し上げませう︒

十681園

の者ではございません︒

十676園

謹んで申し上げます︒

七406団後便に暖いろく申し上げ 十一439國團 今少しく日もた＼ば︑

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

五834団

りました︒

五456

﹁︿略﹀︒﹂ト申シ上ゲマシタ︒

四192 白ウサギ四目ヲコスツテ︑ 八999園 僕等は一同申し合はせて︑
今日からは働かないことにしたから︑
又ソノワケヲ申シ上ゲマシタ︒
さう思ってくれ給へ︒
四213 ヨロコンデ大國主ノ神ノ
トコロ ヘオレイニ行ツテ︑

タ︒

﹁︿略﹀︒﹂トオヲシヘニナリマシ

四17一

ル︾

シ上ゲル

もうしあ・げる

く略V︑赤は漢人︑黄は漏
黒は西敵人を代表するなり︒

ちべっと

洲人︑藍は蒙古人︑白は回彊人︑

もうこ

十二639図

﹇蒙古人﹈︵名︶1

に魚見やぐらが設けてあって︑︿略﹀︒

十二781

ます︒

音樂堂・食堂なども設けられてあり

十二332圏塔の中には費店もあり︑

善事業を起したり︑︿略﹀︒

十二713 二週間もた＼ぬ中にもう王 十﹇備8 又産業組合を設けたり︑慈
十一一727 王は︿略﹀︑何時の間にか
もう爽狂してみた︒
が出來ない︒

まうかる

もうこじん

十二787 これでもう魚は逃出すこと
十二941囹 もう人にはたよるまい︒
︵五︶3

自分一人で修行をしよう︒
﹇儲﹈

八梱4 ︿略V︑それを十鏡ぐらゐで費

︽ール︾

もう・かる

@

も

狛 激で一ぽいになって︑︿略﹀︒

一

08

709

﹇申込﹈︵五︶2

申しこ

頭上は無料郵便にて申越されたし
もうしこ・む
︽iン︾

︿略﹀︑幕臣の身としては

如何がな申分ではあるが︑徳川家の

十一一伽8囹

存亡などは言ふにも足らぬ小事でご

申し込む
申しわけ

む
﹇申訳﹈︵名︶2

ざります︒

下川5

もうしわけ

七465 第六回目にいたって︑信玄か
ら謙信へ︑﹁︿略﹀︒﹂と申しこんだ︒

三893園

﹁ああ︑はっかしいこと

を申しました︒﹂

なすのよ一と申すも

のがございます︒

四636園

と申しました︒

六545萬じゅはおそるく︑﹁︿略﹀︒﹂

の門の中へ︑はいってはなりませ

六595 ︿略﹀︑下仕の女が來て︑﹁あ

ぬ︒﹂と申しました︒

四727東の村では﹁︿略﹀︒﹂と 六621 萬じゅがく略﹀︑らうのとび

らうの中から申しました︒

︿略V︑義経は笑って︑﹁︿略﹀︒﹂

國はどこ︑二親の名は何と

します︒

あ ぺ

中でも安倍川の宿は︸そうの

︿略V︒﹂と申し渡して︑人夫

たいかふ

清正は大聲で申しました︒

八226

出さぬ︒﹂

これは呉鳳といふ人のおかげ

ごほう

入れて︑﹁ありのま＼に申すまでは

八182園將軍は長四郎を大きな袋へ

目通がかなはぬはず︒

何と申す︒清正は上様へお

どと清正の家來どもが申します︒

七欄6 ﹁通さないことにしよう︒﹂な

﹁加藤清正これまで参上仕る︒

七梱4

んは直るまいと申しました︒

と中直りをしなければ太閤の御きげ

七986

ところが長盛が︿略﹀︑石田

にほうびの金をたくさんやったと申

七759

人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︒

七626

申す者︑小兵なれどもお相手致す︒

はせがはよござゑもん
七472園︐・．これは長谷川與五左衛門と

ます︒

．此の腹の下でお書ねをなさると申し

ございますので︑お子どもしゅうは

印度の國はいたってあっう

らに手をかけますと︑﹁たれか︒﹂と︑

天照大神の弟の方に︑すさ

自分にまさる者はないので︑

したいことがあります︒

五451園

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒
やうらう

又まことにめでたい事だとい
ふので︑年がうを養老とお改めにな

六896園

と申します︒

五了7

あまてらすおほみかみ

いひ︑西の村では﹁︿略﹀︒﹂など

誠に御無沙汰に打過ぎ︑

泣虫では︑第一藩主に宣しても申し
十一一佃4圏団

告を出した︒申し込んで來た者は五
申し

わけがない︑︿略V︒

﹇高給﹈︵五︶1
申しわけもこれなく候︒

し渡しましたので︑里親は恐れ入つ

つたと申します︒

す︒

︿略﹀︑タクサン作ル所デハ︑

五888圏
い︒

申す︒

六538園

と言ったと申します︒

六384

と申しますと︑義纏は笑って︑﹁︿略﹀︒

六373陸へ上った時︑家畜が﹁︿略﹀︒﹂ 七二2囹

シタリスルト申シマス︒

ブダウ酒ヲ造ツタリ︑ホシブダウニ

五974

どうぞよろしく申して下さ

の三つを︑昔から日本三景と申しま

越前守は︿略﹀︑見物人一同 五565 ︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

たといひます︒

申ス

に︑﹁︿略﹀︒﹂と申し渡しました︒

もう・す ﹇申﹈︵四・五︶41

うす・さっしもうす・ひきおこしもう

だしもうす・おもいもうす・こたえも

けもうす・おみうけもうす・おもいい

めもうす・おねがいもうす・おひきう

おつかえもうす・おつれもうす・おと

うす︒おかりもうす・おくりもうす・

す︒うけたまわりもうす・おかえしも

もうす・いのりもうす・うえつけもう

もうす・あいなりもうす︒あいはかり

申︽ーサ・ーシ・ース︾5あいさり

申す

の所名前を書取らせ︑さておごそか

八423

しばらくお待ち下さい︒申

のをのみことと申す神園がございま

申し

五侶2園

たまふ

役人はわけをくはしくたつね︑

︽ーシ︾

七758

渡す

人夫をも呼出して︑﹁︿略﹀︒﹂と申し

申し

した︒

﹇申出﹈︵下一︶4

本四皇子と申したまへ︒

五454囹 今御名をさし上げます︒日 もうしわた・す ﹇申渡﹈︵五︶3 申し

︽1へ︾

もうしたま・う

十 人 許 も あ っ て ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

十梱3 ︿略﹀︑新聞紙に店員入用の廣

す

︿略V︑越前守は︿略﹀︒﹂と申 五561

出る

︽ーキ︾
清 正 は つ ＼しんで︑﹁︿略﹀︒﹂

申分

八384

渡して︑︿略﹀︒

よい︒

が︑︿略﹀︒

開く

もうしひら・く

した︒

もうしぶん

﹇申分﹈︵名︶1

と︑べんぜつさわやかに申し開きま

七柳6

﹇申開﹈︵五︶1

自分の國をゆづらうとまで申し出た

十二937

︿略﹀ マ ガ ダ 國 王 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

十726園 今度の勢そろへに集った諸

く之を許した︒

て此の事を申し出た︒王はこ＼ろよ

十97 ︿略V︑フィリップは眞心こめ

た者がありました︒

へてみる萬じゅがよからうと申し出

六514 こまってみる所へ︑御殿に仕

︽ーデ・ーデル︾

もうし・でる

もうしこむ一もうす

もうず一もくげきす
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だと申します︒

八352 ︿略﹀︑此の婦人は長生をしま

したが︑一生の間仕合はせのよい事
がつゴいたと申します︒

らぬ知らぬと申します︒

八396 ︿略﹀︑近所の人にきいても知

計算は私が一番達者なりとて︑何時
︿略﹀︑日本全期にのしを

もほめられ申候︒

十二伽7園

つけてどこぞの國へやってしまふや
うな事にならぬとは決して申されま
せぬ︒

り︑一寸の轟にも五分の魂︒

八399二心の方の申す所では︑どう 十二伽2園 しかしたとへにも申す通
やら其の地藏がうたがはしい︒

地面を︑もとの所へもどしたと申し
までもござりませぬ︒

戸百萬の民の仕合はせ︑これは申す

八442 越前守は︿略﹀︑ついでに石 十二㎜5園 又延いては徳川家及び江
ます︒

デ︾

もうく

悲

やがてもうくと上る白煙の

よく︑︿略﹀︒

八314

さて山の木をきり倒して︑

える ︽ーエ・ーエル︾

︿略﹀かまの中に立て並べ︑よくも

九研7

えるやうに其の上下にそだを置き︑

くわい

間から︑怪獣のやうな大砲と︑

﹇萌﹈︵下一︶1

もえる

︽一

燃

思ふに落雷の爲に樹木が燃

︵終助︶2

く略V

十一89図

十一89図

く略V

九998

もがな

おとらぬ國となす

三日木八十八夜

⊥ハ日夕みつのえうま

二十七日置みつのとう

もぐ ︽ーギ︾

な す
おかあさんと茄子をもぎに出

も・ぐ ︵五︶−

たついでに︑かぼちゃ畠を見廻ると︑

︿略﹀︒

す

︽ーシ︾

しみにたへず︒

十一枷1図

鐵眼此の状を目撃して悲

もくげき・す ﹇目撃﹈︵サ変︶1 目撃

もえる木のめに春風吹けば︑

もえる

一日木︿略﹀

もく ﹇木﹈︵名︶4 木

よしもがな︒

てて︑とつ國に

十二27図圏よきを取りあしきを捨

空の ひろきをおのが心ともがな︒

十ニー6家信淺嚇すみわたりたる大

もがな

火種を取ったものであらう︒

えたり︑︿略Vした自然の火から︑

十一662

代りに使ふやうになりました︒

やうばんが高くなって︑︿略﹀薪の

十851園 ︿略﹀﹃燃える石﹄といふひ

︿略﹀︒

︿略﹀人かげが見えて与る︒

もうくと立ちこめる白煙の

燃えあと

間から見ると︑すさまじい波を起し

宴曲8

﹇燃跡﹈︵名︶1

て︑鯨は海底深く沈んだ︒
もえあと

燃えあとは取片附けて
畠とし︑コーヒー・わたの木などを

十一欄10魍團
植付け申候︒

︽ーレ︾

﹇燃出﹈︵五︶1

谷そこへどうと落ちた︒
もえだ・す

︿略﹀︑たき火をしてみると︑

もえたつ

十一89図
︵四︶1

そばの黒い岩に火がつき︑煙をあげ

︿略﹀︒

も・える

﹇燃﹈︵下︼︶3

ら︑かはるぐに花さきみだれ︑

うちのまはりのうめ・もも・さく

五294圃

エル︾

も・える

てさながら夢の如く︑︿略﹀︒

たち︑三月堂・二月目霞につ＼まれ

しば
春は若草山の用命にもえ

﹇萌立﹈

十一89図
もえた・つ

て燃出しました︒

十餌9園

︽ーシ︾

燃出す

鎌倉宮にまうでては︑ 六967 橋はまん中からもえ切れて︑

切れる

八454團 しかし署者の申す所では︑ もう・ず ﹇詣﹈︵下二︶1 まうつ ︽一 もえき・れる ﹇燃切﹈︵下一︶1 もえ
老髄のこと故︑齢程大事にしなけれ

﹇毛暁﹈︵名︶2

憤の涙わきぬべし︒
せん

もうせん

此の頃はれんげさうの花ざか
あかむらさき

︿略﹀紅紫のもうせん

毛頭
拙者は︑︿略﹀︑さやうな

﹇毛頭﹈︵副︶1

nVだざいふもうで

如く︑白壁の民家其の間に貼在す︒

十一3310図 両岸及び島島︑見渡す限 ︽ーチ︾
せん
り田園よく開けて︑毛藍を敷けるが
十二欄7図

をしきつめたやうに見える︒

りである︒

七172

毛饒

もうせん

墨きせぬ親王のみうらみに︑

こ

十二273図圃

ゑもん

み

ばならないとのことでございます︒

八771 此の時コロンブスは︑こつん
と卵のはしを食卓にうちつけ︑何の
苦もなく立てて申しました︒

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

八柳6国︿略﹀︑母が私に︑お友だち
て上げようと申します︒

召上るならと妻が申してをりますが︑

十651園 ちやうど有合はせの粟の飯︑

ざ

いかゴでございませう︒

十682園 佐野源左衛門常世と申して︑

もうで

十一一伽8園

此の時事代主命は︿略﹀︑ もうとう

もとは佐野三十 二 郷 の 領 主 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一一610図

使を得て急ぎ駈り︑父君に申すやう︑

︵副︶3

事になれかしとは毛頭考へませぬが︑
︿略﹀︒

﹁︿略V︒﹂

もうもう

︿略﹀︑もうくと立ちこめる
水煙の間から近く瀧をながめるのも

九311

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 申して恭しく國土をたて

︿略﹀︑仲間のうちにて

十二75図 こ㌦において大國主命︑
まつりぬ︒

十二梱6囲圏
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もくざい

﹇木材﹈︵名︶4

がくにのもくざい

木材﹇▽わ

たかもり

﹇木炭﹈︵名︶2

木炭

参謀西郷隆盛に會見を求めた︒
もくたん

ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河

に用ひられ︑︿略﹀︒

は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

よりずっと熱度が高いので︑︿略﹀︒

目的

裁判の目的は︑決して人を

﹇目的﹈︵名︶6

十﹇223

もくてき

孚はせ︑又は人を罰することではな
い︒

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

十一225

早く間伐して細査を取る

中にするのが其の目的である︒

十一373園

目的のところでは︑一坪に二本も三

さかのぼること五日︑遂に目的地な
るデレンに着せり︒

︿略﹀︑木片と木片をこすり

︿略﹀︑木片と木片をこすり

あはせて火を得る法をさとるやうに
なった︒

十一665

あはせて火を得る法をさとるやうに
なった︒

もくろく

目ろく

二目1 モクロク

三目1 モクロク

四目1 もくろく
五目1 もくろく
六目1 もくろく
七目1 もくろく
八目1 もくろく
九目1 もくろく

目録

﹇目論見﹈︵名︶2 もくろみ

きなもくろみであった︒

六間半︑幅は一番上で三間といふ大

五716土手は長さが三百間︑高さが

もくろみ

十二目1 目録

十一目1 目録

大事なことは拾ひ集めた木 十目1 目ろく

もくめ

片などに書留めて忘れないやうにし

十一9710

﹇木目﹈︵名︶2

ておく︒

もくめ

十二481惹けやき・栗・かしは何れ
も甚だ堅く︑もくめこまやかなり︒

がたりない︒﹂

五728園 ﹁もくろみが悪い︒﹂﹁工夫

八611図

又足袋屋・蝋燭屋・時計

モケイ
もけい ﹇模型﹈︵名︶1 模型
ラフソク

十二482図中にもけやきはもくめ美

黙々

しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑
︿略﹀︒

黙々

もく
﹇黙黙﹈︵副︶3

しかし僧はふりかへりもせ

クシ
屋二扇屋・櫛屋等ニハ︑商品ヲ大キ
もく

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒

︿略﹀︑十年一日の如く黙々

五824園

﹁あぶないことだ︒もし宗

くごをきめて︑︿略﹀︒

なったら︑生きては居まいとか

四652︿略﹀︑もしこれをいそこ

もし ﹇若﹈︵副︶17 モシ もし 若し

モケイ

ず︑唯黙々としてのみを振るってゐ
十二柵2
十二伽6

みを振るってみた︒

しかし僧は唯黙々としての

た︒

十二価7

もくもく

︿略﹀︑先づ土皇を作って︑

本も植ゑるが︑︿略﹀︒

十一762園

それから一歩一歩高く登り︑最後の
く略V︑封岸の大陸に渡り

目的に達するやうになさい︒

十二糾2図

て其の地の模様を探るは︑かへって
目的を達するに便なることを知りぬ︒
︿略﹀︑上の方から大石をこ

としてのみの手を休めない僧の根氣

任に悪い心があったら︒﹂

モシセイ出シテ使ツテクレ

サヘスレバ︑イツデモ光ツテヰマス︒

六133園

回そうおくれて着くからです︒

雨學 五927 もし間に合はないと︑向ふへ

とを見た村の人々は︑︿略﹀︒

木曜

木曜

ただけで︑目的を果すことは出來な

四月二十六日

﹇木曜﹈︵名︶1

五162

目的地 もくよう

校からかへって︑新しい筆で書き方

あ＼︑あのかはい﹂鳩が︑

のおけいこをしました︒
翌日此の地を去り︑河をもくろく ﹇目録﹈︹課名︺1一 モクロク

︿略V︑矢のやうに目的地へ向って飛
十一一8610図

んで行くのを見たならば︑︿略﹀︒

十591

﹇目的地﹈︵名︶2

かった︒

ろがしたが︑石は繹迦の足を傷つけ

十二981

十一665

八199図此ノ河ノ上流地方ヨリ木材 十一674 木炭や石炭や石炭ガスの火 もくへん ﹇木片﹈︵名︶3 木片
に
ヲ下スコトアリ︒

ダラトキテ木材ヲ責ルニ至ルマデ︑

八209図其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ 十一676 ︿略﹀︑石炭の火は木炭の火
︿略﹀︒

十二458図 我が國に産する木材は其
の種類頗る多し︒

十二461図 凡そこれ等の木材は︑其
の有する性質によりて各種の用に供
すべく︑︿略V︒

もくざいちゅう ﹇木材中﹈︵名︶2 木
材中

十二465図心に杉は︿略﹀︑其の需
要の多きこと我が國の木材中第一位
にあり︒

十一一494図工に至りては産地極めて
廣くして︑︿略﹀︑其の豊富なること
我が國の木材中の首位を占む︒

︿略﹀

目前
︿略V︑危機は既に目前に迫

つたので︑安芳は三月十三日官軍の

十一一伽7

もくぜん

﹇目前﹈︵名︶1

十一89図 ︿略﹀木星下之みつのえね もくてきち

星下矩

もくせいかく ﹇木星下沓﹈︵名︶1 木

所から出るのであ る か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

木質部との間にある乳管組織といふ

十一525 参審ゴム液は︑幹の皮部と

もくしつぶ ﹇木質部﹈︵名︶1 木質部

もくざい一もし

もじ一もちいる
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氣がちがって死ぬやうな事になるか

七654 もし此の大金がなかったら︑
も知れぬ︒

︿略﹀ころげ落ちてしまつ

て︑若し見附からなかったらと︑そ

十一一575
れが又心配になって來た︒

モヅク

﹇水雲︸︵名︶3

こずゑはいつこ︒

もずく

七84図

モヅク

ブ・ワカメ︒アラメ・ヒジキ・アマ

先ヅタベルモノニハ︑コン

たりと聞かば︑汝必ず之を白主に持

ノリ・アヲノリ・モヅクナドガアリ︑

七725園 もしお金をもらったら︑あ 十二8410街園我若し彼の地にて死し 七856
なたの氣はそれですむかも知れませ

﹇齎﹈

︵四︶1

もたらす

︿略﹀彼は人を世界の各

二355園 モチハタイセツナオ米
デコシラヘタモノデスカラ︑イ

アタルト︑モチハ白イト

テハイケマセン︒

リニナツテ︑パツトトンデノーキ

二363

マシタ︒

おかあさんは取粉をのし板の

八508 餅をつく音に目がさめた︒．

上にひろげて︑餅のつき上るのを待

八513

にいさんが奥の間に︑餅を並

つていらっしゃる︒

八516

つき上ると︑おばあさんが餅

べる所をこしらへてみた︒

八524

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

其の實は土人の一番大事な

掛茶屋に休んで名物の餅を食

︽ーッ︾

上ってゐます︒

三254 むぐらもちでもとほつた
やうに︑土がところどころもち

る

もちあが・る ﹇持上﹈︵五︶1 もち上

が聞えた︒

べてるると︑不意にかん高い鳥の聲

十佃1

食べたりします︒

食料で︑僥いて食べたり︑餅にして

九68囲

のもたらせるものに就いて綿密に研
もたれる

へ持っていらっしやった︒

︽ーレ︾

老砲手は大砲にもたれて︑

︿略V風光に見とれてゐます︒

ンブラン橋のてすりにもたれて︑

十二362團私は今ジュネーブ市のモ

る︒

無言のま＼じっとそれを見つめてゐ

十一5810

﹇免﹈︵下一︶2

直せしが︑︿略﹀︒

地につかはして竹を採集せしめ︑其

十二桝4図

︽ーセ︾

もたら・す

ノモアレバ︑︿略﹀︒

七867

︿略﹀︒

露りて日本の役所に差出すべし︒
も
じ

船で來れば︑神戸から三子

文字﹇▽だくお

文字はハッキリと

濃き工場

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

んが︑私の氣がすみません︒

じ

﹇文字﹈︵名︶3

七企図
つち

槌音のみ音かしましき

弟は尚あちらこちら暦をく

の片すみに︑︿略﹀︒

十一897

つてみるうち︑ふと﹁八十八夜﹂の
文字に目を止めて︑︿略﹀

もしく

モズ

もず

人夫は﹁もしく︒﹂と呼

︵感︶1

七663園

もしもし

﹇鴫﹈︵名︶4

びかけて︑たつねました︒
もず

﹇持﹈﹇▽あいもち・うけもち・か

ねもち・きもち・こころもち・ながも

モズハ小サイガ︑マケヌもち
氣ノ鳥デスカラ︑︿略﹀︑フクロ

ち・ひもち・ものもち

ソレが如何ニマレニシテ︑

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑用

九嘱8図

四十雀・目白・ひよどり・も もち ﹇餅﹈︵名︶10 モチ 餅﹇▽かし もちいよう ﹇用様﹈︵名︶1 用ヒヤゥ

フノカホヲケツテ︑︿略﹀︒
から

四366

もた・れる

ひ
九813図圏石碑を刻む︑文字をほる︑

んはんだくおんもじ

もじ

ますが︑︿略V︒

夜︑門司からは二書夜で當地へ着き

も

七374国

八279図 もし手なくば︑我等は如何もじ ﹇門司﹈︹地名︺1 門司
に不自由ならん︒

富川8園 ︿略﹀︑僕が若し食物をこな

さなかったなら︑からだを養ふ所の
血がどうして出來ませう︒

爲に働いたといふなら︑僕もまた君

八撹7園 君等が若し僕に食物を送る
等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

八研9囲 もし天氣がよかったら︑三
郎さんを連れて︑お門前にいらっし
やい︒

九佃9薩團 若し御承知に候はば︑御
手紬ながら至急御報知下されたく︑
願ひ上げ候︒草々︒

十91 警師は皆︑投算してもし萬︸
の事があれば︑毒殺のうたがひを受
けはしないかと恐 れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑力の強い者やわるがしこい者

十一225 若し裁判が無いとしたら︑
が勝つことになるであらう︒

八19

二323園

わもち︒のしもち︒ひしもち

十一228 若し又裁判が公平に行はれ

ず・ひわ︑秋の山は小鳥の聲でにぎ

オソナヘノモチモカザ
やかである︒

ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナ

用ひる

ク︑シタガツテ償アルコトナシ︒

もち・いる ﹇用﹈︵上一︶20

オソナヘノモチヲマト
ニシテ︑イテミマセゥカ︒

二351園

リマス︒

ぬとしたら︑︿略V安心して生活す

たゴち
けた＼まし︑もずの音︑

野路を行く人影

ることが出銭ぬであらう︒

もず
にきえて︑

十299図圏

十一425圏団 ︿略﹀︑若し春光來相成 八2図

候はば︑及ぶ限りの御便宜相計り申
すべく候︒
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もちう一もちぬし

︽ ー ヒ ・ i ヒ ル ︾﹇▽おもちいる

八828 彼の水力電熱の如きはそれで肉
電燈・電車等に用ひる空穴も︑もと
をたゴせば水の力である︒
げき

かったので︑フィリップは下心こめ

十96 方法は旧劇藥を用ひる外にな
て此の事を申し出た︒

くの用を辮じてるる︒

を用ひて物品を費買し︑其の白いろ

とを得ざりしかば︑老後は專ら力を

日本の役所に差出すべし︒

﹁︿略﹀︑汝必ず之を白重に持錆りて

の記録一切を取りまとめ︑︿略﹀︑

十一510図しかも遂に志を達するこ 十二853図園 ︿略﹀︑林下はこれまで

幕府は野々に救小屋を設

一にして二にあらず︒

十一伽7図

︿略﹀︑相當に名ある新聞

けて救助に力を用ふれども︑︿略﹀︒

十ニー58図

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明
ばく

︽ーレ︾

十663図 ﹁︿略﹀︒﹂とて主人の持來れ
ひ
るは︑秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒

こんな重寳なものがある

もちぐされ ﹇持腐﹈︵名︶1 持ちぐさ

れ

のに︑それを利用しないでみるのは

十一944園

寳の持ちぐされだ︒

氣愚な者は自分の持地を田に

﹇持出﹈︵五︶1 持出す

僕がえんがはへ机を持出して︑

第十四

持主

餅つき

餅つき

第十四

︿略﹀︑同ジヤウナル馬五匹

アリ︑其ノ持主ハ別々ニテ︑買ハン

九458図

もちぬし ﹇持主﹈︵名︶3

八507

八目3

もちつき ﹇身固﹈︹課名︺2 餅つき

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

八49

︽ーシ︾

もちだ・す

造りかへたといふことだ︒

五723

もちじ ﹇持地﹈︵名︶1 持地

家屋・橋梁・船舶・電

りやう

の利器を用ふるを以て︑︿略﹀︒

十二467図

柱より桶・たる・曲物の類に至るま
︿略﹀︑もみは柔かにして

で︑一として杉を用ひざるなし︒
十二475図

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに
用ひられ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑室内に用ふるには︑

大仕掛にして光力強きに過ぎ︑實用

十二川8図

に適せず︒

十二紹10図彼の眺め入りしは給にあ

︵四︶3

持編る

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら
﹇持帰﹈

れたる竹なりしなり︒

︽ーリ︾

もちかえ・る

カクテ債ハ次第二安クナリ

テ︑最モ償ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬

九462図

償ヲ下グ︒

ノ責レザランコトヲ恐レテ︑事ヒテ

トスル人タ寸一人ナルトキハ︑︿略﹀︒
かくて船長は外國より持錦
き ふ
りたる寓眞帖を學校に寄附して去れ
九4510図 ︿略﹀︑五人ノ持主各其ノ馬
り︒

七616図

もちきた・る ﹇持来﹈︵四︶1 持來る

喜捨を受けたる此の金︑

教育と著述とに用ひたり︒
十一175図園

それで金属を用ひることを

思ひつき︑︿略﹀︑遂に今のやうな貨

十一792

︿略﹀︑家で算術の練習をす
︿略﹀︑私利によって勧誘す

人々の救助に用ふるも︑養する所は

之を一切纒の事に費すも︑うゑたる

今では世界各國︑貨幣・紙

幣を造ったのである︒

十一797
幣を用ひない國はないのである︒

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌

十554 ︿略﹀︑今では各駅共に盛に傳 十一923園 ︿略﹀︑日本では明治五年
書鳩の改良に力を用ひ︑其の飼養を
しやう

どうして太陽暦を用ひる

︿略﹀︑其の翌年から太陽

年から太陽暦を用ひた︒

︿略﹀︒

た︒

車さへも用ひられるやうになりまし

十二価8園

︿略﹀︑尚進んで電氣機關

又此の手段に動かされたりするのは︑

るとかいふやうな手段を用ひたり︑

十一価5

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

十一979

やうになったのですか︒

十一926園

暦を用ひた︒

十一924園

奨働してみる︒

盤などに用ひるエボナイトといふも

ばん

十一541 電氣の機械や︑蓄音機の圓
のもゴムから造る ︒

十一543 二丁床の敷物や︑道路にも
ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十一638 中にはトラクターを用ひて
︿略﹀ ︑ 新 式 の 農 具 を 用 ひ ︑

全く大農式にやってみる虜もある︒
十一652

新式の方法によってどしく土地を
開いて行く︒

﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

いはれてみるやうに︑火を使用する

十一658

の は 人 類 ば か り で︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

イモ
アリ︒彼ノ焼呼屋ノ看板二︑八里半

八598図又マレニハナゾヲ用フルモ

︽ーヒ・ーフル・ーフレ︾

十一672 火の熱は︑初め主として食もち・う ﹇用﹈︵上二︶10 用フ 用ふ
物を調理するのに用ひたもののやう
であるが︑︿略﹀︒

は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十一676 木炭や石炭や石炭ガスの火
に
に用ひられ︑︿略﹀︒

茶の間の戸棚の中にしまふ︒

︿略﹀︒︿略V餌箱に入れて持鵠り︑

︿略﹀卵二つころがれり︒
各号をめぐりて︑用ひられんことを

九147図

求めぬ︒

十一777 又此の外に貨幣の代りに用 十一56図 ︿略﹀︑孔子︿略﹀︑廣く
ひられる紙幣がある︒

十一778 我我はこれらの貨幣や紙幣

もちのまと一もつ
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ヲ責ルコトトナル︒

マト

もちのまと ﹇亭亭﹈︹学名︺2 モチノ

ニ目2 十四 モチノマト
ニ333 十四 モチノマト
もちば ﹇持場﹈︵名︶1 持場
十118 縮員三十二人が四組に分れて︑

それぐ仕事の持場に立つた︒
もちはこび ﹇持運﹈︵名︶1 持運び

十一795 ︿略﹀貨幣は極めて使用に

か

便利ではあるが︑尚場合によっては
持 運 び に 不 便 な ので︑︿略﹀︒

もちろん ﹇勿論﹈︵副︶6 勿論

持ツ

持つ

︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ︾

つだひました︒

︿略﹀︑くはやかまを持つ

ハ何デセウ︒

四852囹ダイリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

てたんぼへ行きました︒

四望8

に持って︑︿略V︒

ムカシアルトコロニ︑田 四436手つだひの今吉がおどけ
て︑はうきを大なぎなたのやう

ヤハタケヲタクサンモツテヰ

二335
タ人ガアリマシタ︒
三353 ゴハンヲタベルトキニ︑

ハシヲモツ方ノ手掌右デ︑
︿略﹀︒

三354︿略﹀︑チヤワンヲモツ方

ノ手ハ左デス︒

た︒

五924

こづかひ

︿略﹀︑さっきの學校の小使

明けて持って行きます︒

きまった時刻に來て︑私のおなかを

郵便物をあつめる人は︑毎日

さんが変ゆを持って來て下さいまし

五403

ダサウデス︒

スカ︒アレハウタヲウタフ人

三367又オモイモノヲ右ノ手 四866園主ヲ持ツテ居ル人デ
二持ツトキニハ︑カラダヲ左
︿略﹀︑左ノ手傷オモイ

ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒

三371

︿略﹀︑とだなからうでた
來て下さいました︒

四263︿略﹀︑いただいたくりを
持ってかへりました︒

四428僕もはたきを持って手

した︒

て蹄る︒

私がたんぼへお湯を持って行
かへって︑はだみはなさず持

︿略﹀︑おみやげに貝細工を

て來ました︒

七681園

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

七704園あなたから一文でももらふ

て來はしません︒

此の時清正は︑地震と共には
てこ
ね起き︑家來の者二百人に挺を持た

七㎜3

︿略﹀︑家書ども二百人に挺

せて︑︿略﹀︒

を持たせてかけつけました︒

七川9園

八279図取る・拾ふ・握る・持つな

もし手なくば︑我等は如何

どは皆手の働なり︒

に不自由ならん︒箸を持つことも出

八281図

三日の間に一同は白木綿を一

難ず︑︿略﹀︒

八432

つき上ると︑おばあさんが餅

反つつ持って参りました︒

を臼の中で丸めて︑おかあさんの所

八525

へ持っていらっしやった︒

名古屋市年前ノ城アルニヨ

のは︑みんな切符ですか︒

八973圏

リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持

ツQ﹂ト歌ハレタリ︒
ゑ

前に來る︒

九128図妹は餌箱を持ちて︑とやの

保護色ヲモツテヰルト︑マハ

リノ色ニマギレテ︑容易二郎ノ動物

保護色ヲモツテヰルモノノ中

二見ツケラレナイ︒

九171

保護色ヲモツテヰル上二︑其

ニハ︑︿略﹀︒

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ

安心しなさい︒此所へ持つ 九181

買った︒こはさないやうにして持つ

六研8圏

テ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒

六655

僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ 九161

つてみた刀を見つけられてしまひま

六561

つてくると︑︿略﹀︒

六37

て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

︿略V︑見たこともないき五993園熊が君の耳の所へ口を持つ 八786園 今手に持っていらっしやる

四222私はきのふふろしきつつ

からにします︒

三854園持ってかへって家のた

かへらうとしますと︑︿略﹀︒

れいな着物でした︒︿略﹀︑持って

三847

たちました︒

モノヲ持ツトキニハ︑カラダ
八724國 地上の都道には勿論︑高架
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒
鐵道にも︑地下鐵道にも︑電車や汽
三618 みよ子はささの小えだ
車が終日終夜︑休なしに運香してる
を手にもって︑土ばしの上に
ます︒

の税もみんな大事 な も の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八802園 國の税は勿論︑縣の税も村
十一14 太陽の光と熱とがなくては︑
我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一
として生存することは出來ない︒

十一997 書の仕事の合間に讃むのは
勿論︑夜は床に就いてから燈が蓋き

した︒

みを持って︑おつかひに行きま
四241

るまで讃む︒

せらる＼新聞中にも大小種種ありて︑

もつ

くりをおぼんに一ぽい持って

十ニー56図 勿論今日我が國にて襲行

︿略﹀︒

モツ

十ニー71図 此の外︑國内各地は勿論︑
は
世界各國主要の地に特派員又は通信

﹇ 持 ﹈ ︵ 四 ・五︶70

員ありて︑︿略V ︒
も・つ
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もっか一もっと

リノ物二似テ見エルモノモアル︒

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

九205 又或動物ハ保護色ト一反三二︑
ナ艦首ヲモツテヰル︒

十689園︿略﹀︑これに具足一領︑長
刀一ふり︑又あれには馬を一匹つな
いでもってをります︒

十691園︿略﹀︑ちぎれたりとも︑此

十798

らん
此庭は重に蘭の類を集めて

の事務員と一所に昇降器に乗りま
した︒

にて非常に景色よく︑︿略﹀︒

三人とも物を言ってしまつ

︽ーイ︾

い顔をして︑﹁物を言はないのはわ

たので︑上座の老僧がもったいらし

十一703

たいらしい

集めた液は之を工場に持つもったいらしい ﹇勿体﹈︵形︶1 もつ
じゅん

めて歩くのである︒

十一533

て行き︑先づこして不純な物を取
除き︑︿略﹀︒

父は暦を持って來て︑﹁︿略

﹀︒﹂かういって弟の手に渡した︒

十一885

十一価9

本當に自治の精神に富んで

て

十一一1710図

しめ

︿略﹀︑原稿締切時刻より

刷出まで其の間僅かに数十分︑以て

もっとあそんでお出

で︒﹂といっておとめになりま

四258園

リマセウ︒

アガリニナツタラ︑ハヤクナホ

一一613園︿略﹀︑モツトタクサンオ

もっと ︵副︶12 モット もっと

みる者は︑公平無私︑︿略﹀︑決して

さし昇る朝日の如く︑

ある庭だ︒熱帯地方から持って來た

もたまほしきは心なり
けり︒

十二99

青いろくの鳥を注意して

鯉も居るが︑それよりも︑

したが︑︿略﹀︒

もっとお前に聞かせて置きたい話が

五678囹

ある︒

三遷4囹外國には︑新高山より︑も

目下

︿略﹀︑モツトタクサンアツ

赤子ト大人トヨリモ︑モツトチガフ︒

石田6 ︿略V︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

ト思ヒマス︒

テ︑モツト役二立ツ物ハ鐵デアラウ

六115園

タクサンアツテ︑︿略﹀︒

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑モツト

ナルホド︑老馬タクサンア

つと高い山がありますか︒

ねばならぬ︒

漁夫はめいく手に一ちや

六115園
︿略﹀︑今日日本の周園に

るので︑︿略﹀︒

は諸外國が様々の考を持って見てを

十二伽4園

を引っかけ︑︿略﹀︒

十二794

かぎ
うつつの鈎を持ち︑狂ひ廻るまぐろ

うな考を持つのは︑大きな誤といは

文明の進んだ今日尚此のや

をもってみるので︑︿略V︒

見ると︑それぐ違った面白い習性

十一一109

に深い趣味を持ち︑︿略﹀︒

ごく小さい時分から動植物

さわやかに

其の如何に速なるかを知るべし︒

く略V︑いろくの美質をも

貿易上最も重要な耳玉をも

十二25晶群

私心をもたないのである︒

︿略﹀︒．

メリンスのふろしきを持
のぶ子さんはすぐたんすの
しゃいました︒

ぜん

小引出から取出して︑持っていらっ

十一176

つておいで︒

十一175園

を二三さつ持って來て︑︿略﹀︒

十一168

ざっし
︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌 十二247

つてみるのは︑日・英・米三國で︑

十一114

青年をやとふことにしたのです︒

つてみることをよく見定めて︑あの

十悩1園

状を持って來た者や︑︿略﹀︒

せうかい
︿略﹀︑中には知名の人の紹介

のだから︑︿略﹀︒

十梱6囹

ず借りに行った︒

︿略V︑安全燈を持って︑案内 十一989 熱心なリンカーンは︑書物
しばかりだ︒
しよう
を持ってるる人の所には遠近を問は
もって ﹇以﹈︵副︶1 以て﹇▽をもつ

刀を持ち︑︿略V︒

九2010例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ腔 の具足に身を固め︑さびたりとも長
色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑
︿略﹀︒

九244囹 しかし此の分では︑わたし
の命は︑とても仕事の出來上るまで
もつまいと思ふ︒

九257園此の方々のお書きになった
ものは︑大てい此所に持ってるる︒

手紙を持って︑精米會社へお使に行

九4910 僕は︿略﹀︑おとうさんのお 十六4
つて來ました︒

九611 艦橋には當直將校の姿が見え︑
ばうゑんきやう

其のそばには︑望遠鏡を持つた信
號兵が遠くを見張ってみる︒

九654 ︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人
の水兵が︑甲板をこすりながら頭を
並べて進んで行く ︒

九786 先生も大きな箱を持って來て︑
ほったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった︒

九梱7 ざるを持つた子供が︑川下の
ふな
方に集ってさわいでみるのは︑鮒や
どぢやうを取るのであらう︒

九捌3園 ︿略﹀︑實ニリツパナ考ヲ持

居たる秀吉は︑持ちたる箸を投捨て

目下滞在中のリオ︑デ︑

﹇目下﹈︵副︶1

ジャネーロ市は︑ブラジル國の首府

十一堰1圏点

もっか

十一272図あたかも書置の膳に向ひ

ツテヰテ︑アノ人ナラバト思バレル

それがすむと︑今度はバケ

て︑︿略V︒

ツを持ってコップにたまった液を集

十一531

人ガアルカラ︑︿略﹀︒

十237団 成程︑此の邊は馬でもつて
みる虜だと思ひました︒

もっとも一もと
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七棚3園電報はなるべくみじかい方
がんえん

そうしん

いうじやく

門人三千人︑其の最もす

百萬里も離れてみる︒

十一61図
ぐれたるもの︑顔淵・巻藁・有若

がよい︒もっとつめてごらん︒

七襯7園 もっと工夫してごらん︒
等七十二人なりき︒

論語は︑︿略﹀︑最もよく

貿易上最も重要な關係をも

南洋は一年中温度が高く︑

りきQ

ると︑方々で官軍が賊のひやうらう

スツカリモ

白ウサギガソノ通りニ

シマスト︑カラダハ

四204

もと ﹇元﹈︵名︶19 モト もと

道をふさいだので︑︿略﹀︒
十二麗10図 ︿略﹀︑着々成功の域に進
しん
もてなし ﹇▽おもてなし
みしが︑唯心に至りては彼の最も苦

心したる所なりき︒

︿略﹀︑日本の竹最も適當

︿略﹀︑すっかりいろいろな

トノヤウニナホリマシタ︒

四461

物をもとの所へなほしたら︑

一膿最も理想的な燈火は

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十二掴5図
出せり︒

夕方近くなりました︒

十二術3園

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

をうち

其の野村の人は︑庄屋の家屋

あの美しい友輝染は︑もと此

これはもと野生のものでした

越前守は︿略﹀石地藏を︑も

もと僕のうちに奉公してみた

あの社長さんはもと上方の

人で︑此の町へ始めて奉公に來たの

九513圏

から鋸って來た︒

信吉が︑昨日の朝三年置りでハワノー

八832

との所へもどしたと申します︒

八逆1

す︒

ることになったのだとったへてゐま

が︑今から多量百年も前から栽培す

八327

のも差支がない︒

には近い親類の者︑豊臣と名のった

七鵬1園清正は︿略﹀︒もと此の方

の川べりで出着たのでございます︒

六737

もに︑もとの家へ蹄ってもらった︒
いうぜん

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど

五775

て︑毎年一人つつたべました︒

ざいました︒それを八岐の大蛇が來

やまた

五91園私どもにはもと娘が八人ご

ほたるの光のやうに熱をともなはな
專ら

しかも遂に志を達するこ

﹇専﹈︵副︶4

いものであります︒
もっぱら

十一59図

とを得ざりしかば︑老後は專ら力を

此の邊は南米中︑日本

教育と著述とに用ひたり︒

上海は專ら商業の都市とし

人の最も多く住める庭にて︑何庭に

く略V︑新しき事件ある毎 十一117

て知られてみるが︑近時工業も次第

市町村長や議員を十干する

に盛になって︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十二網6図

もてあそ

なりしかば︑專ら之によりて心を製
出せり︒

﹇弄﹈︵四︶1

︽ービ︾几vあやしみもてあそぶ

土人等林藏を珍しがりて

賊が千早城一つを持齢してゐ

﹇持余﹈︵五︶1

手足をもてあそびなどす︒
もてあま︒す
︽ーシ︾

六972

持齢す

︿略﹀︑或は抱き或は懐を探り︑或は

十二865図

ぶ

︿略﹀︑日本の竹最も適當

には︑專ら其の人物に重きをおいて︑

く略V檜を以て第一とす 十一価1

に改版して︑最後の最も新しきもの

ぜらる︒

十二485図

ゑがける我が國の國旗は︑最もよく

もてあそ・ぶ

ひばは津輕半島に最も多

て弾力に富むが故に︑︿略﹀︒
つがる

ひうが
中にも南部松・日向松は
良材として最も世に著る︒

十二495図

く産す︒

十一一492図

︿略﹀︑かしは最も堅くし

べし︒︿略﹀︑建築材として最も重ん

十二4610⁝図

を市内版とす︒

十ニー92図

行きても日本人を見かけ候は︿略﹀︒

十一価9出挙

は最もよく適してみる︒

雨量が多いので︑ゴムの木の嚢育に

十一512

︿略﹀︒

つてみるのは︑日・英・米三國で︑

十一113

此の大聖の面目をうかゴふを得べし︒

十一64図

十921園 おとうさんは︑もっと言ひ
にくい言葉を知ってみる︒

十一913園 もっとおしまひの方をあ
けて御らん︒﹃各地の氣候﹄といふ
所がある︒

暦を見るがよい ︒

﹇尤﹈︵形状︶2

もっとも

十一917囹もつとくはしいことは本
もっとも

九佃3圏 お前の残念がるのももっと
もだ︒

もっとも

最

︿略﹀︑飼主が泣いて別れを

﹇最﹈︵副︶21

惜しむのも︑もっともな事です︒

十2110団
もっとも

さたう

モ 最も
わた
七84図 又輸入品は綿もつとも多く︑
砂糖これに次ぐ︒

八505 ヒナヲ育テル雲泥最モ氣が荒
クテ︑家畜ヲサラフノモ多クハ此ノ
時デアル︒

八722囲中で最も高いのは五十五階
もあります︒

テ︑馬弓最モ高キ債ヲツケタル人ノ

九456図 カクテ債ハ次第三口同クナリ
物トナル︒

テ︑最モ債ヲ下ゲタル持主︑其ノ馬

我が國號にかなひ︑︿略﹀︒

九461図 カクテ償ハ次第二安クナリ 十二612図 雪白の地に紅の日の丸を
ヲ責ルコトトナル︒

十一310 しかも我々に最も近いあの 十二相10図 これ等の映貼なき電燈の
出現は當時の人の最も希望する所な
太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

717
もと一もとめる

は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑湖上に貼々と散在して

みる島々は︑もと此虜にそびえてゐ

十355
た山々である︒

ゑもん

いろく集めた事もありましたが︑

十667園私はもと鉢の木がすきで︑
︿略﹀︒

ざ

イヅミ

コンデ︑井戸水や泉ノモトニナルノ

長い間の苦螢が病氣のもとで

モアリ︑︿略﹀︒

五763
あったといふことだ︒

手はずべて仕事のもとにし

て︑いそがしき時に︑手の足らずと

八291図
いふは︑働く人の少きをいふなり︒

彼の水力電氣の如きはそれで︑

電燈・電車等に用ひる電氣も︑もと

十682園 佐野源左衛門常世と申して︑ 八828
もとは佐野三十飴 郷 の 領 主 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八価8此の父母の下に︑此の家に育

をた〜せば水の力である︒

た＼んだ高い城壁で営まれ︑その

十739圏 京城の市街は︑もと石で

下

︿略﹀︑四代前の歓庵様が︑

本をお開きなされ︑︿略﹀︒

北斗七星は︿略﹀︑あの星
を本にして︑すぐに北極星を見つけ

九888園

あんどん

太陽暦は春分から春分ま

二人はほの暗い行燈のもと

る事が出直る︒

十一739

で封坐した︒

十一929園

でを一回肥土といって︑それを本と

十年ー76図

けい
校正終れば紙型に取り︑

越前守は︿略﹀︑ついでに石

地藏を︑もとの所へもどしたと申し

八唱2

ます︒

薄暗いらふそくの火のもと もとづ・く ﹇基﹈ ︵五︶2 もとつく

更に之をもととして鉛版を造り︑印
刷機にかく︒

十一一391

九262囹

基づく ︽ーイ︾

るが︑︿略﹀︒

て︑くはしく計書を立てた事もあ

くわく

いて︑主に海産物や水利の事を調べ

わたしも此の精神にもとつ

で︑色の青い元氣のなささうな若い
︿略V︑自分は百人の家來を

男が靴を縫ってみる︒
十一一661

連れて月代りに三人の娘の許に身を
寄せ︑︿略﹀︒

九378図 ︿略﹀︑エンミッヒ皇軍はみ

ム︒ーメ︾

もと・む ﹇求﹈︵下二︶4 求む ︽一

の嚢展を期することは皆同じである︒

づいて其の團禮の幸福を進め︑國運

コーデリヤはすごくと父 十一柵5 ︿略﹀︑地方自治の精神に基
リや王は百人の家事を連れ

の許を去らなければならなかった︒

十二704
十二71一

王は胸も張裂けんばかりに

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ
た︒

十二717

つから進んで握手を求め︑﹁︿略﹀︒﹂

︽一

求めたり︒

ブタ

たまくコー二が交易の

第十三

アルガ︑︿略﹀︒

鷲 ︿略﹀︒狐・狸・

兎・犬・豚ナドハ彼ノ京女ル物デ

ウサギ

八496

求める ︽ーメ・ーメル︾
キツネコタヌキ

もと・める ﹇求﹈︵下一︶7 求メル

とを求む︒

藏は︿略﹀︑切に己をともなはんこ

ため大陸に渡らんとするに際し︑林

十一一桝5図

求めぬ︒

各國をめぐりて︑用ひられんことを

十﹇57図

︿略﹀︑孔子︿略﹀︑廣く

兄に向ひて︑いろくと星の説明を

信吉は夏休にて入り居たる

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ

せ

もどす

九852図

と感歎せるに︑︿略﹀︒

家來は荒野にさまよってゐ

ンの許に走った︒

十一一734

たりヤ王を見附けて︑コーデリヤの

のりなが

い

もどかしい

本居宣長は伊勢の國松坂の

のりなが

本居宣長

﹇本居宣長﹈︹人名︺

許に連れて來た︒

1

人である︒

十一707

︵形︶1

其の夜喜三右衛門は窯の前を

もどかし・い
十484

︽1︾

離れないで︑もどかしさうに夜の明

ところが太陰暦は月のみ

してこしらへたものだ︒

ちたりかけたりする照々を本として

けるのを待ってるた︒

﹇戻﹈︵五︶1

シ︾﹇▽かいもどす・くりもどす

もど・す

一般人民が府縣市町村玉響 もどき ﹇▽うめもどき・つるうめもどき
神を本としなければならない︒

員を選平するにも︑︿略﹀︑皆此の精

十一掴8

こしらへたもので︑︿略﹀︒

十一933園

もとおりのりなが

九2410園歓庵様は佐藤の家の農學の

るとお氣づきになって︑︿略﹀︒

國利民福の本は農業を盛にするにあ

九225囹

くわんあん

つた乃木大將が︑終生忠誠質素でお

もと

︿略﹀︒地ノ中山シミ

し通して︑︿略﹀︒

喜々にかういふ門があって︑出入口
になってみたのださうです︒
かんかう

小さな町であったが︑︿略﹀︑今では

十768国 龍山はもと漢江にのぞんだ

聞けば︑雑誌の類は︿略﹀︑

龍山も京城の中に編入されたのださ
うです︒

十一171

取出したら後できっともとの場所へ
お入れになるのださうです︒

十﹇855 しかし合しばらくすると︑
もとの水の温度にかへった︒

ねぢをはさみ上げて︑大事さうにも

十二589 時計師は早速ピンセットで
とのふたガラスの中へ入れた︒
ぜんかい

越後の人︑︿略﹀︒

モト

十二価5 僧は名を暉海といってもと
﹇本﹈︵名︶19

本許←あしもと・くちもと・ても

もと

と・ねもと・はたもと・ひともと・ま
雨水ハ

くらもと・やまもと
五526

もとより一もの

718

十254 岩の上に残った船禮には︑十

人許の船員がすがり附いて︑聲を限
りに救を求めたが︑︿略﹀︒

一切纒を世にひろむる

はもとより必要の事なれども︑人の

十一梛6図園

我もとよりいなみ奉る

死を救ふは更に必要なるに非ずや︒

へ申さん︒

﹇戻﹈

︵五︶3

もどる

心なし︒我が子事倉主とはかりて答

ことしろぬし

十581 ︿略﹀︑登山者が路に迷って危 十二67図園

除におちいった時︑救を求めたり︑
︿略﹀︒

もとより

其のうちに潮がさしはじめた
人人は叫び聲に驚きあわて

もの

物

宣長は力を落して︑すご
モノ

くともどって來た︒
﹇物﹈︵名︶謝

の・おとしもの・おりもの・おんきも

﹇▽あらものや・いれものしだい・えも

もの

十一731

て︑我先にと船へもどって由る︒

十一563

ので︑みんな舟にもどった︒

七148

どる・はせもどる

︽ーッ︾﹇▽おもどりくださる・かけも

十一218 ︿略V︑刑事裁判で︑國家をもど・る

代表して犯罪者の虞罰を求めるのは
思事の職務であ る ︒

十二934 師を求めてあちらこちらさ
まよってみるうちに︑マガダ國の首
府車舎城の附近に來た︒

十二955 さうして日夜次々に起って
來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

た か もり

︿略﹀︑安芳は三月十三日官

の道を求めた︒

十二伽8

﹇固﹈︵副︶7

軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒
もとより

の・かなものや・かんがえもの︒きも

六201 もとより舟は一そうも出てゐ の・かいもの・かけもの・かざりも
ません︒

木に美しい物がかかってゐ
ました︒

一びき

︿略﹀︑すっかりいろいろな

本の男は泣くものではない︒

五67心移︑しっかりしたまへ︒日

つてしまひました︒

うも田も畠も人の物にな

四778それでとうとう家も土ざ

マス︒

カマノモノが大テイ行ツテ居

四713 シカシ公人トモ大切ツナ
モノデ︑ドナタノウチニモ︑ナ

ございませんか︒

四545園 へええ︑日は屋根から
出て︑屋根へはいるものでは

夕方近くなりました︒

物をもとの所へなほしたら︑

四461

とび出しました︒

のけると︑子ねずみが

四423だい所でいろいろな物を

物もみんな外へ出されました︒

四421戸だなや戸だなの中の

び出されました︒

四415︿略﹀︑そこへ火ばちや机
や本箱やいろいろな物がはこ

いませ︒

はようのないものです︒
デコシラヘタモノデスカラ︑イ
三858園 いや︑それは天人のは
テハイケマセン︒
ごろもといふ物で︑無げんに
二467サウシテ米ヲツイテミマ
はようのないものです︒
シタガ︑ヤツパリキタナイモノ
三875園 そのかはりに天人の
まひといふものをお見せ下さ
コレデ︿略﹀︑センセイノ

バカリデマシタ︒

二632

見セテクダサルイロイロナモノ
モ見ルノデス︒

二717山カラ出テ︑モノヲトツ

︿略﹀︑下のはうからかさ

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

三214

かさいはせてかけ上ってくるも
のがあります︒

二持ツトキニハ︑カラダヲ左

三366又オモイモノヲ右ノ手
ノ方ヘマゲ︑︿略﹀︒

三371︿略﹀︑左ノ手口オモイ
モノヲ持ツトキ山子︑カラダ
ヲ右ノ方ヘマゲマス︒
コノ大キナモノガ︑ヨク

アノカラノ中野ハイツテヰタ

三59一

モノダトオモヒマシタ︒

三592 コノ大キナモノガ︑ヨク
アノカラノ中ニ ハイツテヰタ
モノダトオモヒマシタ︒

のや・しきもの・しなもの・しまも
の・たからもの・たてもの・たべも

がひて行かんとせり︒

七331図 獅子はもとより武士にした の・くらべもの・けおりもの・こまも

の・たんもの・つぎもの︒なぶりも

の・そなえもの︒そのもの・そめも

の卵を卓上に立ててごらんなさ

三図2

︿略﹀︑﹁諸君︑こ＼うみに此

い︒﹂といひました︒︿略﹀︑やって

の・ぬりもの・はきもの・はきもの

八768

見ましたが︑もとより立たうはずは

や・ほりもの・まげもの︒みせものこ

︿略﹀︑見上げますと︑松の

ございませんQ

ひろって家のたからにしよう︒

三餌5園これはよい物がある︒

三857圏 いや︑それは天人のは 五124 これはめづらしいつるぎだ︒
自分の物にしてはならぬとおぼしめ
ごろもといふ物で︑人げんに

デスカ︒﹂﹁ニツポンーノキビダ
ンゴ︒﹂

一一356園

モチ血気イセツナオ米

一486園﹁オコシノモノハナン

十973図園 我もとより之を知る︒唯 や・みもの・めんおりもの・やきもの
國家の危きを如何せん︒

十一451胡馬 我もとより衣食の費を
いとふにあらざれど︑何時までもか
くておはすべき に あ ら ね ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

719
もの一もの

して︑︿略﹀︒

五258 ツバメハ︿略﹀︑物ニツキア
タルカト思フト︑カルクミヲカハシ
テ︑︿略﹀︒

五286 うら一めんの林は私のうちの
もので︑此のごろは栗の花がたくさ
︿略﹀︑見まはしますと︑石の

んさいてゐます︒

五543
中から酒ににた物がわいてゐます︒

五684 昔此の村はひどく貧乏で︑

︿略﹀︑どうかして村のあれ地

はれたものださう だ ︒

︿ 略 ﹀ ︑ ﹁ あ ㌧ ︑あの貧乏村か︒﹂と言

五693

ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル

其ノ外︑釘や針ノヤウナ小

ゴトクモ鐵デス︒

六121圏
サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ
︿略﹀︑キクワン車・軍艦ノ

ウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

六122囹

ヤウナ大キナ物マデ︑割出ガナケレ
バ造ルコトが出來マセン︒

六135園銅ハ人二使ハレテヰテモ︑

雷はかんしんして︑﹁あ＼︑

シカモ其ノサビハ大ソウ毒

時々青イ物ヲ出シマス︒

ナ物デス︒

六137囹
六451囹

月日の立つのは早いものだ︒自分は

毛縣デオツタ物ニハ︑ドン

を田地にして︑米がとれるやうにし

し︒

﹁ソレハメリンスデ︑絹デ

敵は︿略﹀船をつなぎ合はせ

象の鼻は手の用をなすもので︑

輸出品の主なる物は︑生縣
しかして︑綿は印度より︑
砂糖はオーストラリヤより來る物多

七87図

と羽二重とにして︑︿略﹀︒

はぶたへ

七79図

實に力がある︒

六878

ものである︒

た︒まるで大きな島が出定たやうな

六815

タ物デス︒

セウ︒﹂﹁イ・エ︑ヤハリ毛綜デオツ

六762園

ナ物ガアリマスカ︒

六752管毛縣デオツタ物口回︑ドン

ナ物ガアリマスカ︒

六751園

夕立にしよう︒

︿略﹀︑運の悪い時には悪いも

たいものだと思っ た ︒

五738

ので︑其の年のつゆに︑又土手がく
つれて︑︿略﹀︒

五753人の一心といふものはえらい
もので︑三度目に土手の工事はうま
くいった︒

五753人の一心といふものはえらい
もので︑三度目に土手の工事はうま
くいった︒

五918私の口にはいる物は︑はがき
の外はきっと切手がはってあります︒

六112園 シテミレバ銅ホド金轡立ツ
︿略﹀︑モツトタクサンアツ

物ハアリマスマイ ︒

六116園

テ︑モツト役二立ツ物ハ鐵デアラウ
ト思ヒマス︒

六117園圃ヲタクカマモ︑物ヲニル

七177

しやうの強いもので︑

一度種

馬は︿略﹀︒戦孚の時には乗

が地に落ちれば︑年年其所で花がさ
く︒

七267

私は年中航海をしてみるも

．用としても︑輸送用としても︑きは
めて大切なものである︒

七531園

見るもの聞くものが︑総べ

のですから︑少し其のお話を致しま
す︒

七562囹

見るもの聞くものが︑縮べ

て皆珍しいのであります︒

七563園

航海といふものは︑かうい

て皆珍しいのであります︒

七566園

ふ面白いものですが︑たまには恐し
い目にもあひます︒

航海といふものは︑かうい
ふ面白いものですが︑たまには恐し

七566園

も︑中々出ないものでございます︒

七687囹家の中で見えなくした物で

魚類二一イワシ・アヂ︒カツ

ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二近イ所

七801

ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七803 ︿略﹀︑タヒ・アナゴ・ハモナ

ドノヤウニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ

泳グモノガアリ︑カレヒ・ヒラメナ

ドノヤウニ︑底二二ンデヰルモノモ

アル︒

︿略V︑カレヒ・ヒラメナドノ

ヤウニ︑底二沈ンデヰルモノモアル︒

七805

ク様子ハ︑池や川ニスムモノトチガ

七809 ︿略﹀︑カニノ横ニハツテアル

カキハ又スグフエルモノデ︑

ハナイガ︑︿略﹀︒

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七819

又臥珠貝トイフモノガアル︒

ケレバナラナイホドデアル︒

七823

陸ノ獣二白酢モノニハ︑ラツ

︿略﹀︑魚網似タモノニハ︑イルカヤ

海ニハ又獣類ガスンデヰル︒

鯨ガアル︒

七838

リ︑︿略﹀︒

コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア

七836

骨デアル︒

時二使フ海綿モ︑ヤハリ︿略﹀轟ノ

けれども船はなかく沈む 七831 斎物ヲ洗ツタリフイタリスル

い目にもあひます︒

七571園

一たい船にはらしんぎとい

ものではありません︒

七583囹

ふ物があって︑それで方角をとって
進みますから︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人夫と渡賃を高いやす

相談は出來ないものと見きったので

いと言ってあらそってゐましたが︑

七643

せう︑︿略V︒

一番大キノーガ︑︿略﹀︒

﹁まあ︑お待ちなさい︒落 勾玉1 陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ
した物は︒﹂﹁革の財布で︒﹂

七673園

も︑中々出ないものでございます︒

ブ・ワカメ︒アラメ・ヒジキ・アマ

七686園家の中で見えなくした物で 七855 先ヅタベルモノニハ︑コン

もの一もの
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ノリ

︿略﹀︑糊ニスルモノニハ︑フ

ノリ・アヲノリ・モヅクナドガアリ︑
︿略V︒

七857
︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

ノ リ ヤ ツ ノ マ タ ガアリ︑︿略﹀︒

七859

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ
リガアル︒

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

七868 ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ
︿略﹀︑コンブヤアラメノヤゥ

ノモアレバ︑︿略﹀︒

七869
ニ 茶 色 ノ モ ノ モ アリ︑︿略﹀︒

ノモノモアル︒

七869 ︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色
︿略﹀︑先ヅ緑色ノモノハ淺イ

所二︑紅色ノモノハ深イ所二︑茶色

七872

︿ 略 ﹀ ︑紅色ノモノハ深ノー所二︑

ノモノハ其ノ中間二生エテヰルノデ
アル︒

︿略﹀︒

七872

樂

なくらしにかへてやる︒

共同助力は人の道︑

お

のれの利のみかへりみず︑力を分

七967図圃

﹁ずるぶんおそく來たもの

ち︑物をさき︑︿略﹀︒

七佃4園
だ︒﹂

清正はつけひもの頃から︑

此の方のひざの上でそだったので︑

七二1園

耕造さんの心掛は實に見上

何時か見習つたものと見える︒

八126園
げたものです︒

イカダノ大ナルモノハ長サ

呉鳳は役人になった時から︑

六七十間︑幅三四十間︑︿略﹀︒

八202図
八232

どうかして首取の悪風を止めさせた
いものだと思ひました︒

山野に生ずる草木の中には︑

にんじん

︿略﹀︑其の中貴重なものの一

丈量にするものが多くありますが︑

八325

︿略﹀︒

八326

これはもと野生のものでした

つは朝鮮人蓼です︒

八327

マシテ自由ノ天地二居テ︑自

すが︑何か好きな物を買って上げて
下さい︒

八489

ウサギ

ブタ

在二空ヲトブ様ハ︑實二二マシイモ
タヌキ

ノデアル︒
キツネ

八496狐・狸・兎・犬・豚ナドハ彼
ノ求メル物デアルガ︑︿略﹀︒

スベテ看板ハ商品又ハ職業

八501巣ハ至ツテソマツナモノデ︑
︿略﹀︒

八588図

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ
イモ

彼ノ焼画境ノ看板二︑八里

ヤスカラシメントスルモノナリ︒

八601図

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

看板ニハマタ商品ヲエガキ

其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒

八605図

さてく︑目あきといふも

タルモノアリ︒

八645園

さてく︑目あきといふも

のは不自由なものだ︒

八645囹

八894園指であひつをしたのは昔の

ことで︑今は口を見せてものを言は

せます︒

三百年前徳川家康が諸大名二命ジテ

トクガハイヘヤス

八966図此所二名高キ名古屋城アリ︒

造ラシメタルモノニシテ︑︿略﹀︒

物を食ふだけで︑少しも僕等の爲に

八998園︿略﹀︑君はたぼ坐ってみて

僕はたゴ坐ってみて物を食

つくさない︒

八川5園

ふだけの者ではありません︒

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八川6園食った物をこなして︑之を

つて︑︿略﹀︒

て相持のものです︒

八佃3園世の中といふものは︑すべ

て相持のものです︒

八榴3園世の中といふものは︑すべ

マッチはちょっとした物で︑

債も安く︑一包十箱が十鏡ぐらゐで

八欄7

買はれる︒

コロンブスがアメリカを獲見 八㎜9 やはり世は相持のものである︒

のは不自由なものだ︒

八753

大將が何か食物の中にきらひ

な物があると見れば︑︿略﹀︒

八佃7

の税もみんな大事なもので︑之を納

ず其のきらひな物ばかり出して︑

其の爲︑大場には全く食物に

やり

なぎなた

好ききらひといふものがないやうに

八榊2

︿略﹀︒

水にはこれといふ形がない︒

なった︒

武士の魂と呼ばれる物は︑︿略﹀︒

おとよ︑お前はものが言へ 八価6 けれども刀・槍・薙刀など︑
るやうになったのか︒

八886園

さうではない︒

︿略﹀︒それでは弱いものかといふに︑

八822

めることは三民の務です︒

國の税は勿論︑縣の税も村 八十8︿略﹀︑三度三度の食事に︑必

して蹄つた時︑イスパニや人の喜ん

︿略﹀︑鯨程つかれてみたもの

神様のお告がありました︒
八389

と見えて︑何時の間にか︑ぐっすり
ねこんでしまひました︒

八472団此の立替はほんのわっかで

八803園

だことは非常なものでした︒
︿略﹀︑明日何山の何所へ行け

が︑今から千何百年も前から栽培す

す︒

ることになったのだとったへてゐま
八338

二生エテヰルノデアル︒

七873 ︿略﹀︑茶色ノモノハ其ノ中間

ノ岩脇養分ヲ吸取ルタメノモノデハ

人々物を出し合ひて︑

ば︑望のものをさづけてやるといふ

七876 根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物
ナイ︒

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス

七878 タぐハナレナイヤウニ︑岩ナ
モノデ︑︿略﹀︒

れさに︑

七963図圃︿略﹀年のよりしがあは

721
もの一もの

黒きとばりに お ほ は れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九13図工 あらゆるものはやみとい
ふ

九41圏暑さも年中此のくらみのも

から

のださうで︑︿略﹀︑なかく住みよ
いところのやうです︒

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

九58国 實の中にはかたい殼があっ

これがなかくうまいもの

のがあります︒

九63団
で︑私たちもよく取って飲みます︒

九69団味はまことにあっさりした
ものです︒

九183

︿略﹀︑其ノ動物ノ姿勢ニヨツ

テ︑形マデマハリノ物二面テ見エル
︿略﹀︑其ノ動物ノ姿勢ニヨツ

モノモアル︒

九183

テ︑形マデマハリノ物二品テ見エル
ラン
此ノ二二主二蘭二止ツテヰテ︑

モノモアル︒

九201
外ノ贔ヲトツテ食フモノデアルガ︑
︿略V︒

又或動物ハ保護色トハ反胃二︑

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

九204
ナ着色ヲモツテヰル︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

九207

は︑何ともたとへやうのない︑氣持

九77圏 ︿略﹀︑あざやかな緑の世界
のよいものです︒

ナイカラ︑タヤスク見トメラレル方

︿略﹀近ヅカウトスルモノガ

燈色ガマハリノ物ノ色二似テヰルコ

ガカヘツテ安全ナノデアル︒

九1510 中デモ面白イノハ︑或動物ノ 九208
トデアル︒

ものは︑診てい此所に持ってるる︒

九256園此の方々のお書きになった

ヤウナモノデアル︒

アル蝶ノ羽ニハ美シイ色ドリガアル

九171 保護色ヲモツテヰルモノノ中 九212例ヘバ︿略﹀︑悪味や悪臭ノ
ニハ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑季節ニヨツテマハリノ

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同

九172
ジヤウナ色ニカハルモノモアル︒

ンは︑︿略﹀ドイツの大軍を物とも

︿略﹀ベルギーの勇將レマ

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同

九173 ︿略V︑季節ニヨツテマハリノ 九364図

同ジ物ニチモ︑意ノ如クニ

せず︑勇ましく防ぎ戦ひたり︒

ラヌ物ハ償ナシ︒

ソレが如何ニマレニシテ︑

カクノ如ク物二債アルハ︑

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑

九448図

︿略﹀︒

九451図

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
カクノ如ク物二償アルハ︑

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九451図

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

カクテ債ハ次第二高クナリ

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒

九457図

テ︑馬ハ最モ高キ債ヲツケタル人ノ
物トナル︒

カクノ如ク︑品物多クシテ︑

之ヲ望ム急派ケレバ︑其ノ物ノ償安

九464図

︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ

クナリ︑︿略﹀︒

九465図

スナハチ物ノ債ノ高下ハ︑

望ム球史ケレバ︑其ノ物ノ償高クナ
ル︒

九465図

主トシテ需要ト供給トノ關係ニヨル
ナリ︒

九485圏園米が出來るのも︑萎が取
が︑めいくの骨折に等して︑御ほ

れるのも︑土といふありがたいもの

甲板洗はいかにも勇ましく面

大へんほめていらっしや．つたものだ︒

白いものである︒

九652

朝日にかゴやく軍艦旗が︑

︿略﹀︑しっくと上って行く様は︑

九674

實におごそかなものである︒

九708園 ︿略﹀︑此の關所は濱街道の

星がそんなに位置の攣るも

勿來の關と共に︑有名なものであっ

なこそ

た︒

のなら︑目當にならないでせう︒

九861園

にいさんく︑あの北極星

がひしゃくの柄の先になって︑もう

九898園

一つ︑小さい北斗七星のやうなもの

戦場の光景は實に恐しいもの

が出來てるますね︒

九佃7

︿略﹀︑メイく自分ノ適當

であったが︑︿略﹀︒

ト信ジテヰル三二投票スルノガ︑ホ

九糎6園

ンタウノ選學トイフモノダ︒

る献木にて︑中には小學生の奉りた

けん

十62図園大方は國民の半夏こめた

るものも少からず︒
からふと

已前・樺太など︑遠方よ

り送り採れるもあれば︑枯損ずるも

十65図示

此の水浴が髄にさはったもの

の多かるべきに︑︿略﹀︒

︿略﹀︑毎日々々︑降っても 十87

うびを下さるのだ︒

九517園

か︑王は俄にはげしい熱病にか＼つ

急心3図

照っても︑おろしに歩き廻ったもの

︿略﹀︑何時デモマハリノ物ノ

ジヤウナ色ニカハルモノモアル︒

得ラルレバ債ナク︑得ガタケレバ債

た︒

九177

色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ

ださうだが︑︿略﹀︒

九5210囹

うちのおちいさんはく略﹀︑

することが出主ない︒

とも思はぬ英雄も︑病氣は如何とも

陣頭に立っては百萬の敵を物

アルナリ︒

得ガタキ物ニチモ︑有用ナ

お前たちにわかるものではない︒

得ガタキ物ニチモ︑有用ナ 九518園 ︿略﹀︑其のつらさはとても 十88

色ニカハルモノモアル︒

九唱6図

ラヌ物上償ナシ︒

九178 ︿略V︑何時デモマハリノ物ノ 九446図
色ガカバレバ︑間モナクソレト似タ
色ニカハルモノモアル︒

もの一もの
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などと一しょに︑よく道ぶしんに出

十134園 私も︑あなたのおとうさん

だから︑少しでも鯨つたお

成程︑うまく出來たもので

金があったら必ず預金にして置くも

十519園
のだ︒

十539園

たものでした︒

十143囹 そんな風でしたから︑ぼん
はと

︿略﹀︑鳩は見るからに愛らし

すね︒

一とし

お連れ申しはしたが︑差上

今でも城壁は大部分昔の面

︿略﹀︑雨といふものはごく
︿略﹀︑あの坑内でたえず活動

又國内で出湿るものを使ふよ

機械類は︑︿略﹀︑物によって

︿略﹀︑國内で出來た物を外國

輸出品の主な物は︑生縣・綿

それから少し行くと︑うつぼ
かづらといふものがある︒

十撹3

チなどで︑︿略﹀︒

織物・受忍・羽二重・銅・茶・マツ

十877

へ輸出することもなかなか多い︒

十876

な場合が少くない︒

は︑やはり外國の品を買った方が得

十872

合のよい事もある︒

りも︑時には外客の品を使ふ方が都

十862

のに思ひました︒

してみる坑夫の仕事を︑たふといも

十857

たまにしか降りません︒

十776囲

は残ってゐます︒

影を留めてゐますし︑門も主なもの

十744團

差上げる物はございません︒

お宿は致しても︑さて何も

げる物はあらうか︒

十646園

いものである︒

十543

の道ぶしんなどは︑何時も二日は
か㌧つたものでした︒

十218團︿略﹀騰勢して育てて來た
ものが︑急に見ず知らずの人の手に
渡 っ て し ま ふ の だから︑︿略﹀︒

もちやも︑・多く は 馬 に ち な ん だ 物 で ︑

十235団 ︿略﹀︑費ってみる菓子もお 十649園

︿略﹀︒

ない此の島で︑老夫婦のなぐさめと

十247 波風の外には友とするものも
なるものは︑︿略﹀︒

十248 ︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな

るものは︑氣だてのやさしい一人娘
のグレース︑ダーリングであった︒

ので︑此庭を切通すのは非常な難工

十351 これは高い山地を切通したも
事であったといふ事である︒
からであった︒︿略﹀など︑

十374 ︿略﹀最新の學理を鷹了した
てそれならぬものは無い︒

十4410囹 あ＼︑きれいだ︒あの色を
どうかして出したいものだ︒

十473 彼の頭の中にあるものは︑唯
夕日を浴びた柿の色であった︒

十514園 お金といふものは︑うちに
しまって置くものではない︒

しまって置くものではない︒

十514園 お金といふものは︑うちに

中には︑まるで花かと思はれ

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十欄9

今日小包にて粗末なる物︑

て出てみるものもある︒

十柵3欝乎

赤さんの御着物にもと御送り致し候

青銅の大鳥居をくゴつて進む

間︑︿略﹀︒

十柵7

と︑沿道の家は大てい天満宮にちな
んだ物を費ってみる︒
くわん

此の神社は菅公の御墓所に
建てたものだと聞いて︑一層感を深

十佃6

くした︒

は
りしたものを着て︑歯もよくみがい

青苧6園着物は粗末ながら︑さつば
てるました︒

地球上に存在するもので︑
えいきやう

十一13

えいきやう

太陽の影響を受けぬもの

太陽の影響を受けぬものは一つも
ない︒

十一13

これほど我々に重大な關係

は一つもない︒

十一17

たい
︿略﹀︑白熱の状態にある一

のある太陽とは︑一碧どんなもので
あらう︒

十一18

大火球で︑之を形造ってみるものは︑
えき

光の強さに至っては非常な

液膿に近い氣膿であらうといふ︒

十﹁24

︿略﹀太陽も︑夜の空に銀

もので︑︿略﹀︒

十一36

の砂をまいたやうに見える小さな星

︿略﹀太陽のほかに︑これ

の一つと同じものだといふ︒

十一38

と同じやうなものがなほ敷限りもな

く存在してみるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑孔子大いに之をう

れひ︑如何にもして町家を治め︑萬

十一55図

民の苦を救はんものと︑︿略﹀︒

十一64図論語は︑曽参と乱撃との

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

成績物は一つ一つ自分の

中庸は徳の至れるもの

集録したるものにして︑︿略﹀︒
よう

十一71図囹

なり︒

十一156園

これまで自分の不整頓の

力のこもったもので︑皆一生の記念

になるのだ︒

十一184園

ために︑むだに費した時間と勢力は

又他人の物を盗んだといふ

大きなものであった︒

やうな犯罪があった場A口には︑︿略﹀︒

十一198

十一222 ︿略﹀︑愚詠な刑罰が加へら
べん
れぬやうに被告を保護するために辮

︿略V︑判事・検事・辮護士

護士といふものがある︒

の任務は極めて重大なものといふべ

十一232

きである︒

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十一266図味方は今日の戦に草卒共

もあらず︒

は︑低い虞にあるもの程早く大きく

十﹁385 ︿略﹀︑斜面などに植ゑた木

毎年春の初か冬の半ばにす

なって︑︿略﹀︒

十一387

る枝打は︑面白いものだ︒
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今年伐 る は ず の は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

十一669

此の方法は各臣民の間に︑

廣く又極めて長い失行はれてるたも

十一408

もう幹のまはりの三尺齢りもあるも
マッチの使用が廣まるにつ

のであるが︑︿略﹀︒

十一67一

のが大分見える︒

れてすたって來た︒マッチは今から

十一409囹 植林は貯金のやうなもの
で︑植ゑてさへおけば︑年々太って
約百年前に襲明されたものである︒

るまでには︑人間は實に種々様々な

費の持ちぐされだ︒

のに︑それを利用しないでみるのは

︿略﹀小さな家を造った︒

ものを使用してみたのである︒

かういふやうに︑暦はわ

一家の暮し向は誠にあはれ

︿略﹀日本人が盛に開

︿略﹀大木を伐るに︑

︿略﹀︑天をもこがすば

まして威力によって強制す

︿略﹀産業の螢達︑風俗の

︿略﹀︑いろく扱ってみる

一切纒は︑佛教に着する
そう

書籍を集めたる一大叢書にして︑

十一伽8図

うまいものである︒

うちに皇付のコップになった︒實に

十一悩2

︿略﹀︒

自治團髄を助長するものであるから︑

改善等に務めたりするのは︑︿略﹀︑

十一⁝田1

神に全く反するものである︒

るとか︑︿略﹀するのは︑自治の精

十一価6

實にすさまじきものに候︒

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十﹇佃10圏團

打って倒るる様︑壮快言語に絶し候︒

三碧も四坐もあるものが地ひゴきを

十一欄6國団

も男らしく勇ましきものに候︒

墾に從事致居り︑其の有様は如何に

十一柵3御国

鳥したるものもこれあり候︒

送り申候︒其の中に︿略﹀の壮観を

十一悩5益田 く略V︑給葉書を︿略﹀

れず︑︿略﹀︒

なもので︑食物なども自由には得ら

十一959

のであった︒

それはく略V︑戸も窓も床もないも

しかしこれらの物は︑︿略﹀︑十一954

其の他いろくの鉄筆がある︒

十一7810

︿略﹀︑更に貨幣の代りにな

る紙幣といふ物を案出した︒

十一796

竹島を越したと思ふと︑急
に水が冷たくなった︒何だか氣持の

火の熱は︑初め主として食 十一854

物を調理するのに用ひたもののやう

それも立春から敷へると

僕はこれまで暦といふと︑

十一919園

ばかり考へてるたので︑︿略﹀︒

︿略﹀といふやうな事を見るものと

十一904

物の種をまく目安になる日だ︒

八十八日目で︑稻をはじめ大ていの

十一901園

悪いものだ︒

︿略V︑石炭の火は︿略﹀︑

送馬は又どんなものが爽明

たしたちに日日の事を教へてくれる
太陽暦は春分から春分ま

大切なものだ︒

十一929園

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

三人とも物を言ってしまつ

したがって二百十日墨太

こんな不便な暦でも長い

︿略V貨幣や紙幣を案出す 十﹇斜3園 こんな重寳なものがある

十一943園暦は實に重寳なものだ︒

のがあるやうだ︒

間の習慣で︑今でも使ってみるも

くわん

十一941園

ても一日ぐらみのものだが︑︿略V︒

陽暦なら大がい九月一日で︑ちがつ

十一938園

こしらへたもので︑︿略﹀︒

ちたりかけたりする七化を本として

ところが太陰暦は月のみ

でを一回蹄年といって︑それを本と

我々の普通に金銭といって

此のやうに便利なものも︑

十一933園

たので︑上座の老僧がもったいらし

どうかして御目にか＼り

﹁物を言はないのはわし

してこしらへたものだ︒

十一786

感ずることもなく︑︿略﹀︒

︿略V我々は︑︿略﹀事新しく便利を

十一782

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十一775

たいものだが︒

十一722園

ばかりだ︒﹂

十一705囹

い顔をして︑︿略﹀

十一703

とであらうか︒

十︸688

すのに大切なものとなってみる︒

汽車や汽船や工場の重い機械を動か

十一678

に用ひられ︑︿略﹀︒

十一675 木炭や石炭や石炭ガスの火
に
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

であるが︑︿略﹀︒

十一672

利息が附いて行く ︒

ゴムで造ったものは實に多い︒

十﹇496 ︿略﹀など︑敷へてみると
十一499 ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし
て︑製造したものである︒

十一502 今日世界におけるゴムの大
部分は︑此の木から取ったものであ
る︒

じゅん

て行き︑先づこして不純な物を取

十一533 集めた液は之を工場に持つ
除き︑︿略﹀︒

盤などに用ひるエボナイトといふも

ばん

十一542 専守の機械や︑蓄音機の圓
のもゴムから造る ︒

十一598 ︿略﹀大通は︑むしろ公園
ともいふべきもので︑︿略﹀︑銅像な
ども立ってるる︒

十一627 十勝川の流域一帯の廣野は

くわん

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな
すものは帯廣の町である︒

十一651 農業者は多く古い習慣に
なつみやすいものであるが︑︿略V︒

十一663 一三人は最初どうして火を
得たであらうか︒思ふにく略﹀自然
の火から︑火種を取ったものであら
うQ
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の僅かに世に存す る の み に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑支那より渡着せるもの

十一欄3図 ︿略﹀︑一切纒六千九百五

十六巻の大出版は遂に完成せられた
り︒これ世に鐵出版と構せらる＼も
のにして︑︿略﹀︒

りうすといふものあり︒

十二83図 ︿略﹀︑幽きりぎね・火き

十二910 ごく小さい時分から動植物
に深い趣味を持ち︑官物を集めるこ
︿略 ﹀ ︑ 生 物 は ︿ 略 ﹀ ︑ 下 等

とがすきで︑︿略﹀︒

十日ー310

なものから高等なものへと進むもの
︿略﹀︑下等なものから高等

であるといふことを謹明した︒
十ニー41

なものへと進むものであるといふこ
とを讃明した︒
︿略﹀︑生物は︿略﹀︑下等

十分ー83図

巻取紙とて幅三尺六寸︑

長さ一萬六千尺齢りのものを之に取
りつくれば︑︿略﹀︒

かく
︿略﹀︑比較的早く印刷し

たるものをば地方版として遠隔の地

十二ー91図

方へ送り︑︿略﹀︒

︿略﹀︑新しき事件ある毎

に改版して︑最後の最も新しきもの

十ニー93図

︿略﹀同じ新聞にても︑

を市内版とす︒

十ニー94図

爽行地にて受取るものと他地方にて
︿略﹀同じ新聞にても︑

受取るものとは︑︿略﹀︒

十一一195図

嚢行地にて受取るものと他地方にて
受取るものとは︑︿略﹀︒

商業は之に從事する商人だ
︿略﹀︑見本には精良な品を

けを利するためのものではない︒

十二222
十二229

使って︑實際の注文に嘉しては粗悪

十ニー41

なものを送るやうな事は︑︿略﹀︒

テームス川を飾るタワー

なものから高等なものへと進むもの

︿略﹀︒

十二459園

十二487図

︿略﹀︑其の他見る物聞く

︿略﹀︑かしはく略V強烈

のを墨ぐれば︑︿略﹀等なり︒

の種類頗る多し︒図南の主要なるも

我が國に産する木材は其

十二唱1 ︿略﹀︑いはば畜怪な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

物唯々驚く外はありません︒

十二298圏

唯々驚く外はありません︒

橋・︿略﹀︑其の他見る物聞く物

十一一298囲

であるといふことを謹明した︒

十ニー43 これが有名な進化論で︑學
界を根本から動かしたものである︒

十ニー51図 ︿略﹀特殊の事件を報道

するに過ぎざりき︒されどく略Vか
く軍純にして遊戯的なるものに満足
す べ く も あ ら ず ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑やがてあまねく内

外の事件を報ずると共に時事を論ず

十ニー52図

るもの起りて︑︿ 略 V ︒

十二朽3図 く略V︑こ㌧に始めて我等
の生活に切實なる關係を有するもの
とはなりぬ︒

かしは又なら・くぬぎと

なる力を受くるものを製作するに適
せり︒

十二488図

我が國の湖沼中黒の湖より

共に薪炭材として重要なるものなり︒
十一一512

︿略﹀︑いろくの物音︑い

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ
る︒

十二5210

ろいろの物の形がごたくと耳には
︿略﹀︑男の子はやがて仕事

いり目にはいるばかりで︑︿略﹀︒

十二555

皇の上の物をあれこれといちり始め
た︒

十一一616図︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ

イギリスの國旗は︑今日

るが如き愛國の至誠を表すものとも
いふべきか︒

十二618図

の形式を具ふるまでに幾多の二化を
重ねたるものなり︒

十一一628図即ち赤・白鼠はせて十三
條の横筋は︑牛立三時の十三州を表
すものにして︑︿略﹀︒

十二633鼻血の三色は︑自由・平
︿略﹀︑黒・赤・金の三色

等・博愛を表すものと号せらる︒
十二636図

國旗の色彩が其の國の人

を横に染分けたるものはドイツの國
旗なり︒

十二637図

十二645図 イタリヤの國旗は︑︿略﹀︒

︿略﹀白と赤とに︑︿略V緑を加へ︑

︿略﹀各國の國旗は︑

更に王家の紋章を配したるものなり︒

︿略﹀︑或は其の國民の理想・信仰を

十二647図

どうしたのだ︑コーデリ

表すものなれば︑︿略﹀︒

ヤ︒何とか言方がありさうなものだ︒

十二694園

まぐろを取る方法はいろ

お思ひになりさうなものだのに︑

十二7310園 ︿略﹀︑姉上もお氣の毒と

︿略﹀︒

くあるが︑だいぼう網で取るほど

十二767

勇壮なものはあるまい︒

だいぼう網は身網と垣網と

二つの部分から成ってみて︑非常に

十一一769

大きなものである︒

秩序ありかつ幸福なものにするため

ちつちよ

十二883 法律は︑︿略﹀土ハ同生活を︑

の規則であるから︑︿略﹀︒

︿略﹀五人の友は︑繹迦が

がらなければ立てない程になった時︑

十二945次第にやせ衰へて︑物にす

︿略﹀︒

全く修行を止めてしまったものと思

十二9410

ひ︑彼を捨てて立去った︒

︿略﹀恐しい青のくさり戸

である︒それはく略﹀敷町のかけは

十二梱7

僧は︿略﹀幾多のあはれな

しを造ったものであるが︑︿略﹀︒

物語を耳にし︑どうにか仕方はない

十二塒7

ものかと深く心をなやました︒

︿略﹀︑支那の國旗あり︒

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

即ち赤︒黄︒藍・白︒黒の五色を横

十二638図

に並べたるものにて︑︿略﹀︒
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十二研10 一念こった不断の努力は恐
しいものであると思ひつくと︑︿略V︒

十二佃1 ︿略V︑此の見る影もない老
僧の姿が︑急に尊いものに見え出し
た︒

十二佃9 しかし人は物にうみ易い︒
遂に村人を恥ぢさ せ た も の か ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二m2 老僧の終始一貫した根氣は︑
十一一川7図然れどもこは今日のアー
ク 燈 に 類 す る も のにして︑︿略﹀︒

其のもたらせるものに就いて綿密に

十二餌4図 ︿略﹀竹を採集せしめ︑
研究せしが︑︿略﹀︒

りますが︑︿略﹀︒

官軍方の御意見はどのや
︿略﹀︑大勢は人力の如何

うなものか存じませんが︑︿略﹀︒

十二伽2園
十二僧9園

ともしやうのないもので一︒
忠孝は實に我が國民性の根

三461しってみるものは一人

此の人も

一本杉の外

︿略V︑生物をころしたり

ろくなものになりません︒

するやうな子どもは︑大てい

四804

つた︒

にないてくれるものがなくな

四794園

ナカマノモノが大テイ行ツテ

︿略﹀︑ドナタノウチニモ︑

までしらずに居ました︒

︿略﹀︑うちのものは朝

のがございます︒

四687

四714

もありません︒

三776 夕はんがすむと︑うちの
ものはみんなえんがはへ出ま

居マス︒

した︒

︿略﹀︑向ふの方で︑﹁ぼち

四306

ぼち﹂と口まねをするものが

十二偽3

あります︒

おかあさんがく略﹀︑下女

本をなすもので︑之に附随して幾多

四407

の良性・美徳が護達した︒
其の原因は︿略﹀島國で荒

や手つだひのものに︑おさしづ

十一一慣1

い浮世を知らずに過して來たことが︑

をして︿略﹀︒

他國の文明を消化して︑之

はひけふと︑﹁︿略﹀︒﹂と名のり

四924 二人のものはなかなか
そばへよることも出冷ません︒
四955 ね入って居るものをきる

ました︒

山事のものが﹁日は山 五64 聞けば級のものが二三人で︑

四535 東京の宿屋で︑山國の
ものと︑島國のものがおちあ

ひました︒

四534 東京の宿屋で︑暖翠の
ものと︑島國のものがおちあ

其の主たるものであらう︒
十一一燭8

︿略V︒

を巧みに自生のものとすることは︑

十二掴9図 エヂソンの爽明せるは電
十二僻7

ひました︒

四536

なすのよ一と申すも

遠足のしたくをして學校へ行

昔熊襲のかしらに川上のたけ

くまそ

なみくの者なら︑﹁あっ﹂

自分にまさる者はないので︑

﹁そんな大きな池がいるだら

うか︒﹂と言って︑首をひねる者も

五721

たけると申して居りましたが︑︿略﹀︒

五451囹

とさけんで死にませうが︑︿略﹀︒

五436

にしたがひませんでした︒

るといふ者があって︑天皇のおほせ

五412

︿略﹀︒

くと︑もう級のものが大分來てるて︑

五355

中村君を旨いきだといって︑いぢめ

しかし其の半面には︑物に

︿略﹀︑ノミデアナヲホル

四636園

とすものはないか︒

四632園だれかあの扇をいお

四594 ︿略﹀︑カンナデ板ヲケヅ
ルモノモアリマス︒

モノモアリ︑︿略﹀︒

四592

ノモアリ︑︿略﹀︒

四588ノコギリデ木ヲキルモ

る︒﹂といってあらそひます︒

や︑海から出て︑海へはい

︿略﹀︑島國のものが﹁い

たのださうです︒

コノゴロナカマノモノ

四538

から出て︑山へはいる︒﹂とい
者

へば︑︿略V︒

もの

あき易く︑あきらめ易い性情がひそ
モノ

んではみないか︒

十二柵5

献したいものである︒

けん

我々は︿略﹀十分に酸菌力
こ つ
を嚢揮し︑世界文明の上に大いに貢

話・電燈・︿略﹀に關するものなど
極めて多く︑︿略﹀︒

十二掴10図 エヂソンの襲明せるは
︿略﹀︑アメリカにて特許を得たるも
ののみにても其の敷詰に千絵に及ぶ︒

十一而1図 今日文明の利器と直せら
る＼ものにして︑直接間接に彼の天

﹇者﹈︵名︶脳

砕いたずらもの・しょうじきもの・な

もの

どきもの・むふんべつもの・わるも

にもの・にせもの・ふこうもの︒ふと

才によらざるもの ︿ 略 ﹀ ︒

才によらざるもの殆どなしといひて

カ︒

二276

タ︒

ミガナカマノモノニイヒマシ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑年トツタネズ

ナ日田ヨイクフウハアルマイ

ガ︑ネコニトラレテコマルガ︑

二271圏

の・わるものども

十二価2図 ︿略﹀︑直接間接に彼の天

可なり︒

十二備6園 現今における電氣の利用
は實にめざましいものです︒

十二柵5園 一重最も理想的な燈火は
︿略﹀明るくて︑しかも︿略﹀熱を
ともなはないものであります︒

當時實に全世界を驚かしたものであ

十二術9園電信や電話の獲明は其の

もの一もの
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あったといふが︑︿略﹀︒

五723 氣早な者は自分の持地を田に
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ な ど と 言 ふ 者 が 出 て

造りかへたといふことだ︒
五734

へった︒

來て︑手つだひに出る者は日ましに
五735 ︿略﹀︑九つだひに出る者は日
ましにへった︒

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑

五736 庄屋は村の者にいろく言つ
︿略﹀︒

五742 かうなっては︑もう庄屋の悪
︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

口 を 言 ふ 者 ば か りで︑︿略﹀︒

五901

る人の外は︑私のからだにさはる者
がありません︒

見えて︑︿略﹀︒

五902 時々道を人にきいて來た者と
︿略﹀︑﹁うん︑郵便函といつ

たのはこれだな︒﹂とひとりごとを

五903

言って行く者があります︒

五926 ︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來
る者が︑途中で人と立話でもはじめ
ると︑︿略﹀︒

熊が出て來ました︒

くま

五977 二人の者が山の中を通ると︑

五988 此の時︑木に上ってみた者が
下りて企て︑﹁︿略 V ︒ ﹂

すててにげるやうな者には︑これか

五997園 ﹃あぶない時に︑友だちを
らっきあふな︒﹄

六17 今日はうちの者がみんなたん

ぼへ稻こきに行きました︒

六237其の夜のことです︑義仲はひ
そかにみ方の者を敵の後へまはらせ
て︑︿略﹀︒

︿略V︑弓を取った者は矢を取

︿略﹀︑弓を取った者は矢を取

らず︑矢を取った者は弓を取らず︑

六244

︿略﹀︒

六245

︿略﹀︑後向に乗る者もあれば︑

らず︑矢を取った者は弓を取らず︑
︿略﹀︒

六248

一匹の馬に二人乗る者もあります︒

もあります︒

六251︿略﹀︑一匹の馬に二人乗る者

のがありました︒

六641

︿略﹀︑居合はせた者に︑だれ

一人もらひ泣きをしない者はありま
せんでした︒

︿略﹀︑居合はせた者に︑だれ

はせがはよござゑもん

これは長谷川與五左衛門と

申す者︑小兵なれどもお相手致す︒

七訂2園

此の星を見分けることや︑

著書のあかりを知ることは︑船に乗

七595園

る者に取って︑はなはだ大切なこと

六642

なのであります︒

ちよつと渡船に乗ってさへ︑

︿略﹀︑上から片はだぬいで︑

き

右手につゑをついて︑かけ下りて來

七662

こはがる者があります︒

七605園

一人もらひ泣きをしない者はありま

片足でおそろしい程早くすべ

せんでした︒

六787

る者もあれば︑人の手にすがって︑
︿略﹀︑人の手にすがって︑こ

こはこはすべる者もある︒
六791

る者があります︒

七㎜2

私は川ばたの人夫で︑名前

たとひ親子の者がうゑ死を

さてく︑二人ともまこと

あわた〜しくかけこんで來た

助けて共に歯しまん︒

正直者の清正は人づきあひが

此の時清正は︑地震と共には

りなす者がなく︑︿略V︒

下手なので︑誰一人清正を秀吉にと

七996

者を︑助けて土ハに近しまん︒

七968図圏 ︿略﹀︑苦しむ者を︑泣く

者を︑

七968呈出︿略﹀︑苦しむ者を︑泣く

す︒

者があります︒見れば自署の兵士で

七882

に心がけのよい者︒

七754園

するやうなことがあっても︑︿略﹀︒

七734囹

をいふ程の者ではありません︒

七728園

金をあづかって︑︿略﹀︒

七712園︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

州の者でございます︒

いろくな曲すべりをやる者 七709園私は此所から百里さきの紀

はこはすべる者もある︒

六792

もあり︑ころんでばかりみる者もあ
る︒

もある︒

全く上下の者が心を一にして︑

生きてかへった者は敷へる程
しやうぶ湯を立ててうち中の

すると甲板の上で鐵砲を上げ

に参りました︒
かんばん

七422

七162囲︿略﹀︑うち中の者が潮干狩

者がはいった︒

六槌5

しがなかったといふ︒

六853

黒黒にあたったのである︒

六斎5

ぞいたが︑︿略﹀︒

ないので︑敵は一先づ沖の方へしり

六835

其の後も攻めよせる者がたえ

六282其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも 六792 ︿略﹀︑ころんでばかりみる者
蟻は虎の指のまたからくゴつ

て︑仲間の者にあひつをしました︒

六303

けてるた者は人一倍苦螢をする︒

六428團軍隊へ観ても︑學校でなま
宿の者にきくと︑﹁もうとう

こまってみる所へ︑御殿に仕

にお立ちになりました︒﹂と言ひま

六447
す︒

六515

へてみる萬じゅがよからうと申し出
さて萬じゅは︑だれか母の事

た者がありました︒

六585

をいひ出す者はないかと氣をつけて

く略V勇士を一人つつ出し

た者がある︒

て組討をさせ︑勝つた方のものが川

七463園

中島を取ることにしては︒

︿略﹀︑十日たっても二十日た

ゐますが︑︿略﹀︒

つても︑母の名をいふ者がありませ

六587

ん︒
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てこ
ね起き︑家來の者二百人に挺を持た

八403

越前守は︿略﹀︑下役の者に

石地藏をしばって來るやうに命じま
した︒

せて︑︿略﹀︒

七五7囹 お庭先の御門を守る者がご
下役の者が石地藏に荒縄を掛

で乾かす者もあり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑乾かしたのをそろへて
︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

マッチの箱に入れる者もあり︑︿略﹀︒

八悩4
八塒5

︿略﹀︑大將が馴れるまで︑う

集めて包紙に包む者もある︒
八冊9

ち中の者がそればかり食べるやうに

︿略﹀︑四五百人のものが︑

︿略﹀︑思はず知らず役所の門内へ入

した︒

古人も﹃志ある者は事終に

しかし部下の者は︑最後ま

來てくれたね︒﹂と︑聲をかけた者

九359．︿略﹀︑﹁やあ︑加藤君︑よく

成る︒﹄と言ってみる︒

しばらくして︑其の中のおも 九276園

そこで其の反物を出した者を

がある︒

九382園

でベルギーの名爵をけがさなかった

︿略﹀︑見物人ノ外ハ︑町ノ

つもりである︒

︿略﹀︑タヤスク得ラレザル

雨避ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如

九嘱9図

物ナリトモ︑用ヒヤウナケレバ︑誰

げんに此の鶴野の卒業生で︑

商店の番頭になってみる者もあれば︑

モ之ヲ買フ者ナク︑︿略﹀︒

雨舷直といふのは︑特別の務

たが︑︿略﹀︒

九645

︿略﹀ジュピターといふ神

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

とである︒

檬が㍉︿略﹀︑すぐに親子の者を天へ

九925園

それでも誰一人敵に後を見せ

連れていって︑︿略﹀︒

る者はない︒

九研6

十34図 ︿略﹀︑それらの品を︿略﹀︑

神前にさ＼げたしと願ひ出つる片敷

︿略﹀掘取る者︑運ぶ者︑

多しといふ︒

植込む者︑一様に心を書くして︑大

十67図園

︿略﹀掘取る者︑運ぶ者︑

切に取扱ひたるによるならん︒

十67図園

︿略﹀掘取る者︑運ぶ者︑

植込む者︑︿略﹀︒

十67図園

又御造螢の半ば頃より︑

植込む者︑︿略﹀︒

カクノ如ク︑品物多クシテ︑ 十610図園

各地方圭星−團の御手つだひを願ひ出

九463図

つる者敷多かりしかば︑︿略﹀︒

げんに此の野冊の卒業生で︑

之ヲ望ム者少ケレバ︑其ノ物ノ債安

十捌3

よい︒

︿略V︑何人も其のかしこさと

いや︑名前を申し上げる程

今度の勢そろへに集った諸

外國の或商會で︑新聞紙に店

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

十726園

の者ではございません︒

十676囹

勇ましさに感心しない者はあるまい︒

十593

かない者はあるまい︒

︿略Vと聞いては︑誰でも驚

︿略﹀︑裁縫の先生になってみる者も

ル︒

九483国園世の中は何でも一生けん
世間にはこんな場合に︑な

めいに働く者が勝だ︒

九539園

るたけ自分の負捲を輕くしょうとす
る者もあるが︑︿略﹀︒

町の人々は之を見かねて︑
︿略﹀︑資本を出さうとする者もあっ

九548園

十547

クナリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

望ム者多ケレバ︑其ノ物ノ債高クナ

八952園近所の者に見せてやりたい︒ 九464図 ︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ

あるなどと話された︒

八932

︿略﹀︒

八931

キ者ナシ︒

ガハ

八592図

呼出して︑買先をた冥し︑︿略﹀︒

八436

致しますと︑︿略﹀︒

立つた老が出て︑いろくおわびを

八425

りこみました︒

八414

けて︑車に積んで参ります︒

八405

﹁石田と い ふ 者 だ さ う だ ︒ ﹂

ざいません︒某の手で固めませう︒
七鵬3囹

七鵬8園今天下に此の石田を知らぬ
者はあるまい︒
さかひ

七瀬9園 御門を守る者は誰か︒

七価4園 小西程の者を堺の町人と
の﹂しり︑︿略﹀︒

七欄4園生けどった者は皆かへせ︒
命ばかりは助けてやらう︒

七櫛7園 小西は日本の大將ならず︑
まことは堺の町人︑道案内の者故︑
にげも致したであらう︒

七鵬2園 もと此の方には近い親類の
者︑豊臣と名のったのも差支がない︒

八67 或年選ばれた子どもの中に︑
すぐれて上手なものが二人あった︒

八93 二人を出した村の者は︑たが
ひ に 勝 利 を い ひ はるので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑神主は二人の者だけで︑

ふだけの者ではありません︒

︿略﹀︑軸木を火で乾かす者も

しらへてみる者もあり︑︿略﹀︒

八餌9

ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

つきそひの者や見物人は 八梱6園 僕はたぼ坐ってみて物を食

もう一度競走させることにした︒

八95

八109

︿略﹀︑署者を呼びに走るやら︑上を
下へのさわぎである︒

八145 後に此の話を聞いた者は︑皆

八価1

︿略V︑乾かした軸木の先に藥

あり︑︿略﹀︒

八色3

をつける者もあり︑︿略﹀︒

く略V︑赤い帽子をかぶって︑ 八価2

家康の年に似合はずかしこいのに驚
いた︒

八248園

赤い着物を着て︑此所を通る者の首
を取れ︒

もの一ものおと
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員入用の廣告を出した︒申し込んで

に不服な者は地方裁判所に上訴し︑

又地方裁判所で行はれた最

︿略﹀は︑強く人々を感

十二柵6

子どもらはく略﹀はやし立

て︑中には古わらちや小石を投げつ

十一伽8図

動せしめしにや︑喜んで寄附するも

さうして陰に陽に仕事のじ

ける者さへあった︒
みこと

た︒

十二欄1

︿略﹀︑仕事を助ける者が又

日本人ほどあっさりした色

や味はひを好むものはあるまい︒

十一一柵2

ぼつくと出來て來た︒

十二柵3

人へりして︑︿略﹀︒

手傳をする者が一人へり二

あって︑仕事は大いにはかどって來

十一一欄8 ︿略﹀︑費用を喜捨する者も

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

十一一柵7 其の後は老僧と共に洞穴の

やまをする者も少くなかった︒

十一而2

の意外に多く︑︿略﹀︒

商人たる者は︑︿略﹀︑廣く

民をなつけて︑威勢四隣に並ぶもの

十一一61聖恩︑大國主命賊を平げ
なし︒

十一一223

公衆の爲を計らなければならぬ︒
外販貿易に至っては︑之に
きやう

︿略﹀︑言った者も聞いた者

從事する者の心掛け如何の影響が

十一一234

更に大きい︒

十一一404

も思はずにっこりした︒

かったので︑言った者も聞いた者も

二人は外の者からずっと離 十一一405 其の言方が如何にもをかし

れて︑沖のうきを目當に泳ぎくらを

それでは自分のやうな小さ

家居の中にはしきりに王を
法律は︑︿略﹀︑いやしくも

︿略﹀︑昔から之を渡らうと

した︒

でも︑あんなにたくさんあ

物費

此の時私どもの村へよく物費

になへる

掛聲高くおして

ものおと ﹇物音﹈︵名︶2 物音

だく︒

九1310図 物置の前なるあき箱より︑
から
しゴみの殼を取出し︑細かに打ちく

ものおき ﹇物置﹈︵名︶1 物置

やる︒

我が荷下に置き︑

七955図圃

く略V︑物責は

に來るおちいさんが︑︿略﹀通りま

五387

ものうり ﹇物売﹈︵名︶2

大攣でせう︒

る星ですもの︑それを見つけるのに

九8610囹

自分は何といふ小さい情もの ︵接助︶1 もの

思はずにっこりした︒

ならぬ︒

十二脳8

も出て來た︒

く︑迫害を加へようとするものさへ

十二田6

︿略V︑反抗するばかりでな

國民たる者は必ず之を守らなければ

十二885

なだめた者もあったが︑︿略V︒

十二702

らと︑︿略﹀︒

な者でも役に立つことがあるのかし

十二573

ない者であらう︒

しかしこれらの物は︑受取 十二545園

その中︑先に進んでみた者
本中に自治の精神に富んで

公吏・議員等︑直接間接に
一切経は︑︿略﹀︑此の教
に志ある者の無二の寳として貴ぶと

十一伽6図

公共の事務に當る者は︑︿略﹀︒

十一価10

私心をもたないのである︒

みる者は︑公平無私︑︿略﹀︑決して

十一価7

が二三人列から離れて船に上った︒

十一857

いろくの鉄嵩がある︒

る者にそれが不用であったり︑︿略V

十一7810

してみた︒

十一553

とになるであらう︒

の強い者やわるがしこい者が勝つこ

十一227︿略﹀︑しかも其の孚は︑力

とになるであらう︒

の強い者やわるがしこい者が勝つこ

十一227︿略﹀︑しかも其の孚は︑力

審院にと順次に上訴する︒

初の裁判に不服な者は︑控訴院・大

十一213

者は更に大審院に上訴する︒

︿略﹀︑尚其の裁判に不服な

︿略﹀︒

いうじやく

十一212

來た者は五十人 許 も あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

せうかい
十梱4 ︿略﹀︑中には知名の人の紹介
状 を 持 っ て 來 た 者や︑︿略﹀︒

一事5 ︿略﹀︑りっぱな學歴のある者
もあったのに︑︿略﹀︒

十二2園外の者は少しも氣がつかな
いらしかったが︑あの青年は︿略﹀︒

十伽8囹外の者は着物だけは美しか
つたが︑爪の先は眞黒になってみる
者が多うございました︒

十伽10園外の者は着物だけは美しか
つたが︑爪の先は眞黒になってみる
︿略﹀︑桑を植ゑて慧を飼ふ

者が多うございました︒
十伽1図

者多く︑殊に一村鶏を飼はざる家な
し︒

ロつ

︿略﹀︑徳化の 尚 今 日 に 著 し き も の ︑

十一46図 支那幾千年の人物中︑
サ

孔子に及ぶはなし︒
そうしん

ぐれたるもの︑顔淵・曽参・有半

がんえん

十一61図 門人三千人︑其の最もす
等七十二人なりき︒

十一89 こ＼には外國人の居留する
者 が 非 常 に 多 く ︑︿略﹀︒

十一203 ︿略V︑裁判所は︑犯罪の疑

のある者を十分に取調べて適當公平
な裁判をする︒

死傷頗る多く︑家を流し

して水中に落ち︑命を失った者が幾

ころなり︒

百人あったか知れない︒

十一伽10図

産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を知ら

十一206此の場合には訴へられた者

ず︒

が被告で︑検事といふ役人が原告に
當るのである︒

十一211 ところで︑厘裁判所の裁判

729
ものおもい一ものほし

十一261図 ︿略﹀たいまつの光おび

た〜しく︑何とも知らぬ物音ざわ
くとして夜の静けさを破る︒
十二529 ︿略﹀︑いろくの物音︑い

ろいろの物の形がごたくと耳には
﹇物思﹈︵名︶1

物思

いり目にはいるば か り で ︑ ︿ 略 V ︒

ものおもい

十二919 彼はだんく物思に沈むや
うになった︒

三533園
見上

なって見

︿略﹀︑僕だつて︑

そんなところでとどく

ものか ︵終助︶4 ものか
ものか︒
四572圃園

げるほどの大木に

動かされたる旅僧は︑︿略﹀︒

︿略﹀常世も︑

一夜の物語

大地もふるひ︑︿略﹀︒

しが︑︿略V︒

者ども

六356

義貞は之を見て︑﹁ものど

こみました︒

も進め︒﹂と︑︿略﹀鎌倉さして攻め

七216園

ながら︑︿略﹀と口々に言ひます︒

源氏の者どもは義経をかばひ

︿略﹀︑周園の壁は皆石炭で︑ ものども ﹇者土ハ﹈︵名︶4 ものども

それが電燈の光に物すごく光ってゐ

十806

ます︒

だ︒

十一641

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒心ある者

﹁者ども惚け︒﹂と馬に

むちうって近江に向ふ︒

十一275図園

ども何れも同意しければ︑︿略﹀︒

十倒3図︿略﹀︑高徳一族共を集めて

だんく沖の方へ進んで行

いて︑ものすごいうなり聲を立てな

色だ︒

十一一衡1

徳川方も事こ＼に至っては︑

しばふ
つて︑夜の芝生にをどるやう︑︿略﹀︒

すごい︑いはば三富な物の精が寄集

十二個1

物足

︵接助︶1

ものの

かやうに落ちぶれてはみる

第十一

第十一

償

九439

九目12

物ノ偵

物ノ債

もののあたい ﹇物価﹈︹駅名︺2 物ノ

一領︑長刀一ふり︑︿略﹀︒

ものの︑御らん下さい︑これに具足

十687園

ものの

をかけた︒

池を見に出た︒物なれた人には相談

五705 ︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水

れる ︽ーレ︾

︿略V︑今度は如何にももの ものな・れる ﹇物慣﹈︵下一︶1 物な

こ
くと︑水の色はものすごい程濃い紺

十﹇糾7

がらのそりくと歩き廻ると︑︿略﹀︒

すき
これが大きな鋤を謄本も引

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

く略V土人に親しみ︑さ 十一575 ものすごい程青白くかはつ

にうちとけては︑名残なかく壷き

十702図

ず︒

十二841図

僧は︿略﹀︑たまく此の

てさまぐの物語を聞くに・︿略﹀︒

十二価7

物語る

営庭を通って幾多のあはれな物語を
﹇物語﹈︵五︶1

耳にし︑︿略﹀︒

︽ーッ︾

ものがた・る

︿略V︑一部は半身の面目を

留めて︑輝海一生の苦心を永久に物

十二川1

モノサシ

ハサミガアリマス︒モノサ

﹇物差﹈︵名︶3

語ってみる︒

ものさし

一63

物さし

せずにおくものか︒
あるものかと︑賊が城の門まで攻上

きん

︽ーイ︾

も

あくまでも職ふ屯倉をきめて︑もの

のすさまじい

た︒

ものたりな・い

︿略﹀大の男が︑物の具見事

杉方の陣へ向つた︒

に着かざり︑大の馬に悪乗って︑上

七467

娘の言葉を物足りなく思つ もののぐ ﹇物具﹈︵名︶1 物の具

余ーク︾

物足る

た王は︑や㌧せきこんで︑﹁︿略﹀︒

十一一692

りない

﹇物足﹈︵形︶1

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

︿略﹀︑店のしるしのついた手 十一一725 其の夜は風雨にともなって

﹇物好﹈︵名︶1

ました︒

ものずき

いろく集めた事もありましたが︑

十669園私はもと鉢の木がすきで︑

物好

ぬぐひと物さしが景物にはいってゐ

五254

お手玉が出ました︒

四417たんすをうこかすと︑其 すごい緊張を示してみる︒
のうしろから物さしと花子の ものすさまじ・い ﹇物凄﹈︵形︶1

シガアリマス︒

六914 こんな山城一つ︑何程の事が

︿略﹀︑何此のくらみの事が

ると︑︿略﹀︒

十952園

こはいものかと︑自分から先に立つ
て渡ったのです︒

物かげ

からうじて僧をともなひ蹄

﹇物陰﹈︵名︶1

十644口薗凶

ものかげ

れる主人は︑物かげに妻を呼びて︑
﹁︿略﹀︒﹂

イソップものがたり・リやおうものが

ものがたり ﹇物語﹈︵名︶5 物語

かう落ちぶれては︑それも無用の物
ひるげ

﹇物足﹈︵四︶1

となく物足らぬ所ありて氣にか＼り

五876団

︿略﹀水が二階にもつきさ

十一488図園先に壼がきたる檜︑何ものほし ﹇物干﹈︵名︶1物ほし

︽ーラ︾

ものた・る

物すごいひびきは萬雷の如く︑

ものす

たり

﹇物凄﹈︵形︶7

好と思ひ︑︿略V︒

ものすご・い

九428昇段 爾將書証共にして︑ な
ほもつきせぬ物語 ︒

九297

十697図 一語色々︑心の底よりほど ごい 物すごい ︽ーイ・ーク︾
ばしり出つる主人の物語に︑いたく

ものみ一もも

730

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

まさつ
きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

彼はだんく物思に沈むや

うになった︒それを見てひどく氣を

参りし定座は何事もわ

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

がら情なく存じ候ひしが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑急ぎの封書を入れに來

も・める ﹇揉﹈︵下一︶1 もめる ︽一

メ︾

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

五927

ると︑私は氣がもめてたまりません︒

らしもめん

三705 この黒いもめんのもんつ
きは私のです︒

﹁春子︑オ前ハ着物や帯ノ

モ メン
﹇木綿糸﹈︵名︶1 木綿綜

六744園

もめんいと

キヌ

モメン

洋字何ノ綜デオルカ知ツテヰマス

カ︒﹂﹁医書ト木綿綜デス︒﹂

オバアサンバソノモモヲ

オバアサンガモモヲキラ

一464︿略﹀︑モモガニツニワレ
テ︑ナカカラオホキナヲトコノ

ウトシマスト︑︿略﹀︒

一462

ヒロツテカヘリマシタQ

一455

ナガレテキマシタ︒

一452 オバアサンガセンタクヲ
シテヰマスト︑オホキナモモガ

桃

もも ﹇桃﹈︵名︶9 モモ もも も＼

く略V︑秋は春日の社神さ

そのかみ︿略﹀都大路を︑

︽iム・

十二伽10引墨

もんだ父王は︑︿略﹀︒

もみ

に︑籾や豆の種を分けて上げてもよ
﹇椎﹈︵名︶3

今其の主要なるものを畢
ひのき

︿略﹀等なり︒

十二472図

紅葉

もめん ﹇木綿﹈︵名︶1 もめん﹇▽さ

く略V︑もみは柔かにして

﹇紅葉﹈︵名︶4

用ひられ︑︿略﹀︒

もみじ

庭さきのもみちの木は︑前の

紅葉と温泉で名高い塩原へ

川に美しいかげをうつしてゐます︒
しほばら

たむけ

ーン︾

もんで︑︿略V︑甲板からしきりに働

十一557

もむ

大宮人の櫻かざし紅葉かざして往來

十二鵬2園

に見所あり︒

び︑手向山の紅葉夕日にはゆる様殊

十二㎜10図

行くには︑此所で下りるのだ︒

九688園

五284

もみち

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに

十二474図

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

の
は伸び縮みすること著しきを以て︑

もみ・つがは共にそり又

ぐれば︑杉・檜・もみ・つが・

十二459図

もみ

いと言った︒

︿略﹀︑たくさん金を出した上 十二9110

束致し候三毛の子猫︑もはや大きく

模範をしめししを以て︑︿略﹀︒

範として専心職務につとむるが故に︑

十伽2図其の他の教員も︑校長を模

摸倣

︿略﹀創造力は︑十分に獲

もはう
﹇模倣﹈︵名︶3 摸倣

︿略﹀︒

もほう

十二研2
越せられたことがなく︑昔から殆ど
摸倣のみを事として來た観がある︒

もはう

しかし摸倣はやがて創造の
我々は何時かは摸倣の域を

過程でなくてはならぬ︒

十二梛5
十二惚6

籾←こぼ

脱して十分に搦創力を嚢呈し︑︿略﹀︒

もみ

をぢさんのうちでは︑に

﹇籾﹈︵名︶6

れもみ

もみ

四224

六682

うになったので︑わたしは正男をつ
模範

︿略﹀事業に熱心なる人︑

﹇模範﹈︵名︶2

りて火を生ず︒

もはん

の山は出過上りませう︒

物見

なり候事と存じ候︒

﹇物見﹈︵名︶1

れて物ほしへ出ました︒
ものみ

物笑

︿略﹀耕作・養毅・養鶏・養魚等の

十一263図 ︿略﹀︑盛政直に物見の兵 十桝9図
を出してうかゴ は し む る に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽ーイ︾

ものみだか・い﹇物見高﹈︵形︶1物
見高い

物持

︿略﹀︑四五百人のものが︑そろく

八407 物見高いは江戸のくせで︑

﹇物持﹈︵名︶1

と 車 の 後 に つ い て︑︿略﹀σ

ものもち

物々

まだ使へる小縄を捨てたと言って︑

六668 或物持の所へ行くと︑下男が

﹇物物﹈︵形︶1

主人がひどくしかってみた︒
ものものし・い
︽ーイ︾

十二梛9 次の間には官軍の荒武者共

しい

﹇物笑﹈︵名︶1

がひかへて︑何となく物々しい︒
ものわらい

十二鵬4 之を見た村人たちは︑彼を

は一ぽいもみがほしてあって︑
た︒

氣違扱ひにして相手にもせず︑唯物
もはや

足のふみばもないくらみでし

﹇最早﹈︵副︶4

四248

をばさんも早くかへります︒
おちいさんが庭にほしてある

ました︒

今日庭にほしてあるもみをす 十一一86図此の棒を此の板の上にて

もみをかへしていらっしゃると︑

六21
︿略﹀︒

六33

︿略﹀老砲手は︑急に氣を

四256園 今日はこんなにもみが しけむ︑︿略﹀︒
も・む ﹇揉﹈︵四・五︶4
ほしてあるから︑をぢさんも

かき出します︒

にはとりが時時もみを

笑の種にしてみた︒
もはや
武士は一人も居らぬ︒

七鵬2園 ︿略﹀︑もはや朝鮮に日本の

れて︑もはや信作と耕造の二人だけ

八91 ︿略﹀︑つゴいて三騎までも後
の競走となった︒

許しもなくて心入するとは不届しご

八421園此所は天下の役所なるに︑
く︒もはや干すことは相成らぬ︒

九戸8建国先日遊びに上り候節御方

731
ももたろう一もらう

コガウマレマシタ︒

トカラ︑カラヲキタセミガハ
ももひき

ラウサン︑アナタハドチラヘ
﹇股引﹈︵名︶1

オイデニナリマスカ︒

地の模檬を探るは︑かへって目的を
﹇貰泣﹈︵名︶2

もらひ泣

達するに便なることを知りぬ︒
もらいなき

もら

どうか今から十分海になれ

水になれた人夫の肩に乗るか︑

ざいます︒

て來はしません︒

氣があるくらみなら︑此所まで持つ

七703園あなたから一文でももらふ

せてもらひましたが︑︿略﹀︒

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか

七696園

それがあなたのやうな正直

手をひいてもらふかして渡るのでご

七631

ります︒

て置くやうにしてもらひたいのであ

七614園

た︒

子どもに︑もとの家へ蹄ってもらつ

五776 其の後村の人は︑︿略﹀︑妻や

︿略V︒

から︑へいえいを見せてもらひ︑

四837ひるのごはんをたべて

︿略﹀︒

木ノキレヲタクサンモラツテ︑

四607私心昨日大工サンカラ

テモラヒマシタラ︑︿略﹀︒

つて︑又かめのせ中にのって︑
七354圏 大連へ來てから︑もうかれ
海の上へ出てきました︒
これ七八十日︑町のもやうも大分わ
かつて來ました︒
三693︿略﹀︑水ガウマクハイリ
マセン︒コマツテニイサンニ見
︿略﹀職工がガラスの皿や

様をほりつけたり︑︿略﹀︒

コップなどを︑此の圓板にあてて模

十一悩6

したことはあるまい︒

長いはんてんをきて︑み 七925二仏のもやうなら︑今日は大

淫乱・千尋海

百尋

遊びなれたる庭渇し︒

隣の室では︑職工が五⊥相人

ならんで︑ガラス器にいろくの模

十一悩8

もやが水の上をこめてみる︒

もや

七94

﹇霧﹈r︵名︶3

控低︑

︿略﹀︑

﹇百尋﹈︵名︶1

じかいももひきをはいて︑︿略﹀︒

三324

ももひき

三576二王ノモモノ木ノネモ
ヒ上ツテキマス︒

うちのまは︑りのう

燃ゆ

︿略﹀大陸に渡りて其の

檬をつけてみる︒

もゆ

十二842図

不意に白い鳥がもやの中から

﹇燃﹈︵下二︶4

き

事が書いてありますと︑もらひ泣き

獅子の目は火の如くにもえ︑ 五937 ︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

怒りてさけぶ聲には︑百獣おそれて

をいたします︒

モラフ

一人もらひ泣きをしない者はありま

鳴くやひばりの聲う 六641 ︿略﹀︑居合はせた者に︑だれ
かげろふもえて野は晴

せんでした︒

﹇貰﹈︵五︶25
ふ

︽ーッ・iハ・ーヒ・ーフ︾

︿略﹀︑天をもこがすば もら・う
かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

サルモダンゴヲモラツテ︑

をもらはうとは思ひません︒

七735園 ︿略﹀︑人からいはれなく金

んが︑私の氣がすみません︒

なたの氣はそれですむかも知れませ

キジモダンゴヲモラツテ︑ 七725園 もしお金をもらったら︑あ

ニマ

ヨイオヂイサンバソノハ

ケライニナリマシタ︒

一51一

ケライニナリマシタ︒

一504

いふべきか︒

るが如き愛國の至誠を表すものとも

十一一615図︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ

實にすさまじきものに候︒

十一欄10國国

れわたる︒

ら＼かに︑

十一123智慧

にげまどへど︑︿略﹀︒

七308図

︽ーエ・ーユル︾

も・ゆ

越中の平野︑︿略﹀︒

もやの底にかすかに見える

とび立つた︒

七96

もや

十一817図画

ももひろ

四844モモノ花が花イケニサ
シテアリ︑ヒシモチモモウソナ
ヘテアリマス︒

五134団 うめやも︑やさくらがみん
︿略﹀ ︑

な一しょにさいてゐます︒
五295圃

め・もも・さくら︑かはるぐに
花さきみだれ︑︿略﹀︒

モモ

ゑつちゆう

十一139図圏 ︿略﹀︑ 船は静かに我 九983園

﹇桃太郎﹈︹人名︺3

等をのせて︑ 行くは何虞ぞ︑桃さ
く村へ︒

ももたろう
タラウ

一47一 オヂイサンバソノコニ︑

モモタラウハダンダンオ

モモタラウトイフナヲツケマ
シタ︒

︸474

ホキクナツテ︑タイソウツヨク
ナリマシタ︒

一53一 モモタラウハカタナヲヌ

﹇桃太郎﹈︹人名︺2

イテ︑一バンオホキナ蛇田ニム
カヒマシタ︒

ももたろうさん

モモタラウサン

二474

ヒヲモラツテキテ︑ニハ

一481園 モモタラウサン︑モモタもよう ﹇模様﹈︵名︶6 モヤウ もや
う

模様﹇▽おんもよう

ラウサン︑アナタハドチラヘ

キマシタ︒

ウシテツケルノデセウカ︒

うらしまは玉手箱をもら 八119囹 相手の信作があの通りだか

六765園其ノキレイナモヤウハ︑ド

三453

オイデニナリマスカ︒
一481囹 モモタラウサン︑モモタ

もらえる一もん

732

ら︑いつれ又改めてやり直しをして
もらはなければなるまい︒
らはうとすると︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八357 幾年かの後︑里子を返しても
︿略﹀ ︑ 父 の 此 の 願 だ け は ︑

しかと心にとめて置いて︑必ず仕と

九273園

げてもらひたい︒
︿略﹀︑年來の貯金と主人か

らもらった金を資本にして︑小さい

九521園

︽1へ︾

十5110園
︽一

し

し

れまでが半道で︑あれから町まで一
里ある︒

昔一匹の獅子︑森の中にて

眠りしに︑︿略﹀︒

七304図

彼は遂に﹁︿略﹀︒﹂と決心

と愛ってゐます︒

十二339國山も森も村も皆焼野が原
十二942

もり←にばんも

して︑或静かな森へ行った︒

﹇鈷﹈︵名︶3

︿略﹀︑ねらひを定めて︑ずど

もりが髄内深くくひ込んで︑

もりにつけた長い綱はぐんぐ

もりをか

急報すれば︑盛政直に物見の兵を出

十一263図 ︿略﹀︑尾野路山の本螢に

予言は勝ってかぶとのを

してうか窟はしむるに︑︿略﹀︒

十一267図

をしめざりし油断を悔いつ＼︑俄に
きやく
やみの中を退却しはじめたり︒

北に瞑れる高地に兵を引きまとめた

十一284図 ︿略﹀︑盛政は賎嶽より西

りしが︑︿略﹀︒

物すごいひびきはく略﹀︑敷

も・る ﹇盛﹈︵五︶1盛る ︽ーッ︾

百歩はなれた所でも︑器に盛った水

九299

みうりの火は次第におとろ

﹇漏﹈︵四・五︶2 もる ︽iッ・

が波紋をゑがく程です︒

も︒る

ール︾

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ

十657図

壁のすき間をもつた雨のた

すが如し︒

めに︑本がすっかりぬれてみたので︑

十一㎜1

︿略﹀︒

もれる ︽一

朝日のさわやかな光が︑木立

をもれて窯場にさし込んだ︒

十4810

レ︾

も・れる ﹇漏﹈︵下一︶！

やはらかい黒い土がむくく

﹇盛上﹈︵五︶1

り出された︒

もりあが・る
︽ーッ︾

岡

じょうもん

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

︿略V︑オニドモハテツノ

せんもん・こもん・なんだいもん・ち

﹇文﹈﹇▽いちもん

もん

汽車が盛岡を出て少し進むと︑もろとも ﹇▽うばもろとも
遠く左に見えるかくかうのよい山を

盛政←

の兵を督し︑法りて盛事の軍に合す︒

十一239図

やがて勝家また自ら五時 一515

﹇盛政﹈︹人名︺4

もん ﹇門﹈︵名︶24 モン 門﹇▽がい

もりまさ

指さして︑︿略﹀︒

九737

午前八時盛岡に着いた︒

盛上ったと思ふと︑四年目くつれる︒
もりをか
﹇盛岡﹈︹地名︺2 盛岡 盛

九7810

盛上る

ん引張られて︑三百メートル許もく

十M5

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒
つな

十M2

打つ︒

んと一獲︑破裂矢をしかけたもりを

十稲8

り

もり

預けたお金は何時でも返し
もらす

ア

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出

﹇漏﹈︵五︶1

てもらへますか︒

もら・す
五947

シ︾

るかも知れませんが︑それは人にも
らしてはならないことになってゐま
﹇守﹈﹇▽おもりさん・おもりや

す︒

もり
く・こもり・こもりうた︒とうだいも

米屋を始めた︒

九柵5 北風は︑もう一度鼻先をなで
森

一バンボシミツケタ︒

モリ

り・とうだいもりのむすめ

ニ︒

フルフルユキガ︑

ノアカリデセウ︒
二375翻

あれは神明様の森だが︑あ

とした森があるだらう︒

五638園あのたんぼの中に︑ちよつ さくまもりまさ

森も小山も下に見て︑︿略﹀︒

五603圏あれく︑虹が立ってるる︒

にじ

シテ居ルコトガアリマス︒

木ノ枝ニトマツテ︑ボンヤリト

四357︿略V︑森や林ノヒクイ 九733

さからたいこのおとがします︒

四12うちがみさまの森で︑あ もりおか

コチラノモリニ︒

白ナユキガ︒アチラノ山二︑

マツ

ニー94 コチラノクライモリノ
中ニミエルノハ︑ドコノウチ

ウヘ

レアノモリノスギノキノ

一402魍

もり ﹇森﹈︵名︶1一

てもらひたくなって︑そっと顔を主
人の肩のあたりへすりよせた︒
十910 ︿略﹀フィリップが敵から大

金をもらふ約束で王を毒殺しようと

してみるといふ風説があるから︑
︿略V︒

十167国 く略V︑今日は朝から︑義雄

君に案内してもらって見物に行きま
した︒

へして裁判してもらふ事の出來る組

十一215 かういふ風に︑三回くりか
織になってみるのは︑︿略﹀︒

ることがあったら︑すぐ知らせても

十一733 ︿略﹀主人に︑︿略V泊られ
らひたいと頼んでおいた︒

もらへる

五餌1囹

十一966 ︿略V︑父に封して是非甲立
に入れてもらひたいと願ったけれど
も︑︿略﹀︒

︶1

ちん
十一悩10 婦りがけに事務所の陳列棚
﹇貰﹈︵下

を見せてもらっ た ︒

もら・える

733
もん一や

テヰマス︒

一52一 モンヲヤブツテセメコミ
マシタ︒

た︒

五357 學校の門を出て西へ向ひまし

なりませぬ︒

く略Vエンマヌエル王︑

國土統一の時︑其の家の紋章の色な

十一一643図

る白と赤とに︑︿略﹀︒

︿略﹀父と母とに暇を告

︿略﹀︑生徒は︿略﹀︑卒業

︿略﹀︑統一の成功を祈る

﹇門人﹈︵名︶1
そうしん

門人
いうじゃく

門人三千人︑其の最もす

ぐれたるもの︑顔淵・曽参・有若

がんえん

十一510図

もんじん

の紋章を配したるものなり︒

希望の色として緑を加へ︑更に王家

十二645図

勇みて且つる我が家の門︒

十895図圏
げて︑

十伽5図
後も尚學校の門に出入することを樂
しみとせり︒

ジョージがとんで行って門

等七十二人なりき︒

橋

︵名︶一

りこみました︒

モンブランばし

モンブラン

ンブラン橋のてすりにもたれて︑

十二361団私は今ジュネーブ市のモ

沖を走るは丸屋の船か︑

ジュネーブ湖上の風光に見とれてゐ

ます︒

や

二362

マス︒

はな

ヤ

矢←はれつ

デ︑︿略﹀︑矢田リモ早クトンデ行キ

︿略﹀︑ねずみ色のもんつき 五26一 ツバメハトブコトが上手ナ鳥

ハ何デセウ︒

ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

四852園ダノーリ様ノ下ノダン

といはなしました︒

よくねらひをさだめて︑ひよう

四664よ一は弓に矢をつがへ︑

ヤハウマクアタリマシタ︒

﹇矢﹈︵名︶12

丸にやの字の帆が見える︒

十ニー98魍

︿略﹀︑あの毎日見舞に來てや 一

︿略﹀︑騎馬の人たちはもう もんじんたち ﹇門人達﹈︵名︶2 門人
たち
九2310囹

くれる門人たちに頼まれて︑︿略﹀︑

僕はおとうさんから︑誰

が來ても此の門をあけてはならない

三717

紋所

た︒

つ立って︑狐はころりとたふれまし

昔は竹に雀の紋所で名高い 五801 矢は狐の鼻のさきの地面につ

﹇紋所﹈︵名︶1

はおかあさんのです︒
もんどころ

九712園

仙皇檬の城下であった︒

に︑狐は死んで居ります︒

︿略V︑四五百人のものが︑ 五805園矢はあたって居りませぬの
︿略﹀︑思はず知らず役所の門内へ入

八415

や・ひとや

信淵は父の門人たちの情で︑ や
門人等

形ばかりの葬式をすますと︑︿略﹀︒

九284

此の山中へ來たのである︒

おとうさんは︑誰が來て

﹇門人等﹈︵名︶1

十一63図論語は︑曽参と有若との

もんじんら

十一伽9囹僕は︑誰が來ても此の門

門人等が孔子及び其の高弟の言行を
もんつき

集録したるものにして︑︿略﹀︒

紋章

﹇紋付﹈︵名︶2

をあけてはならないとおとうさんに

﹇紋章﹈︵名︶3

三705 この黒いもめんのもんつ
きは私のです︒

︿略﹀︑門を守ってみた兵士 もんつき
一せいに銃劔を取直し

やがて安芳は西郷に見送ら
れて門を出た︒

十二個2

て行くてをさへぎつた︒

等が︿略﹀︑

十二伽10

言はれてるるのです︒

言ひつけました︒

も此の門をあけてはならないと僕に

十一佃8園

と言ひつけられてるるのです︒

十﹇⁝⁝⁝2園

門の外まで乗りつけた︒

十一佃8

︿略V︒

の戸にくわんぬきをさすが早いか︑

十一柵7

場の門をしめろ︒

六594盲あの門の中へ︑はいっては 十一柵4園 ジョージ︑早く行って農

戸は細めに明いて居りました︒

六606 八幡様の御引合はせか︑門の

いて︑姫は中にはいりました︒

六607 うばを門のわきに立たせて置

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

六915 こんな山城一つ︑何程の事が

ると︑︿略﹀︒

八417 越前守は早速門をしめさせて︑

見物人一同の所名前を書取らせ︑
︿略﹀︒

八956 さうしてみんな一しょに學校
の門を出た︒

に開いて︑船が中にはいり︑戸びら

十336 近づくと︑門の戸びらは左右
はしまる︒

十737団此の停車場を出て大通を東
北に進むと︑二町ばかりで大きな門
の前へ出ます︒

十738士官の門が南大門です︒

﹇紋﹈n▽みつもん

もんじ

もん
十7310団京城の市街は︑もと石で

た＼んだ高い城壁で園まれ︑その

もんしょう

←だいもんじ︒まいちもんじ

翌々にかういふ門 が あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

イタリヤの國旗は︑緑・ もんない ﹇門内﹈︵名︶1 門内
白地中に王家の紋章を表せり︒

十二642図
影を留めてゐますし︑門も主なもの

十744圏 今でも城壁は大部分昔の面
は残ってゐます︒

や

や一や
734

まや・なにや・にうりや・にまめや・

杉戸に檜一本を書がきて七去へ出

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑唯

十一481図此の一言を聞くや︑書師

三12

︿略﹀︒

イマ

ハサクラヤナタネ

トヤ︑ミンナノイフコトヲ

五822 かりまたは︑矢じりがつばめ
はぎのおんちゃや・はきものや・ひら
ひのき

や・ふるほんや・まるや・みずぐるま
澄しぬ︒

三93

︿略﹀︒

ミチバタ不予スミレヤタ

︿略﹀︑二人はまつやっつ

ナノハヤコ米ヲヤルト︑

三6ーヱや水ヲヤツテモ︑

ンポポガサイテヰルシ︑︿略﹀︒

三18

ノ花ザカリデス︒

の尾のやうにわれた︑たいそうする
どい矢で︑︿略﹀ ︒

六244 不意を討たれた平家方は︑上 や・みずや・やおや・やきいもや・や

元來イギリスは︑︿略﹀︑

どや︒やまぐちやこさぶろう・やまと

先づイングランドとスコットランド

十二621図

を下への大さわぎ︑弓を取った者は

と合するや︑︿略﹀前者の國旗と︑

︿略﹀後者の國旗とを合して一旗と

や︒ようぶつや・ろうそくや・ろう

なし︑︿略﹀︒

や・わがや・わらや

信吉はびっくりして︑二足

︿略﹀︒

や

矢を取らず︑矢を取った者は弓を取
らず︑︿略﹀︒

︵感︶1

十二849図出藍の日近づくや︑林藏

八886園
三足後へ下ったが︑﹁や︑口をきい

らず︑矢を取った者は弓を取らず︑

六244 ︿略﹀︑弓を取った者は矢を取や

︿略﹀︒

じのあひだを︿略﹀︒

三205

ナサイマス︒

ニ︑田

三778

︿略﹀︒

たんすやつづらから着物

︿略V︑夕方からいもやだ

三767︿略﹀︑ヒルハ木ノウロ
ヤアナノ中丸カクレテヰテ︑

を出して︑︿略﹀︒

三702

タガヲカケカヘマシタ︒

三286圏 く略Vくさや木の みど
や ︵並助︶鵬 ヤ や
りいうますなつのあさ︑︿略﹀︒
一393 ハヤクカヘラナイト︑オヂ
三661 ︿略﹀︑手ヲケヤタラヒノ
イサンヤオバアサンガシンパイ

︿略﹀︒

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑

やうになったのか︒

たぞ︒おとよ︑お前はものが言へる

早くすべるのですから︑實に壮快で

國に母をや残すらん︑

︵係助︶7や

妹も同じ心にや︑しばし見

ムカシアルトコロ

ヤ嘗試ケヲタクサンモツテヰ

一一334

タ人ガアリマシタ︒

ユミヲイルコトガスキ
デ︑トリヤケダモノヲイコロシ

二342

テ︑オモシロガツテヰマシタQ

主人は聲を限りに呼べど︑
はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

さうち

語

十905図圃村の社の掃除や終へし︑
はうき手にく此方をさして
りつ＼來る若き人々︑︿略﹀︒

単眼の深大なる慈悲心と︑

マシタ︒

一︻462

二635

センセイノオツシヤル

ナカッタリ︑︿略V︒

コ

四23 おもちゃやにはらっぽや
かたなやひかうきなどがなら

︿略Vらっぱやかたなや

べてあります︒

ほほづきやふうせん玉を

ひかうきなどがく略﹀︒

四23

四25

︿略V︒

四26

又あめややくわしやでは︑

二583︿略V︑日や月ガデテヰ 痴る店も出てゐます︒

ノ目モ︑ロモ︑︿略﹀︒

二527トノサマヤオトモノ人

ラモノガデマシタ︒

︿略﹀︑マタオカネヤタカ

二432︿略V︑土ノ中カラ︑オカ んごをつくゑにのせて︑︿略﹀︒
ネヤタカラモノガタクサンデ

ゃ︑ふりかへらず︒

十638図

思ひけん︑︿略﹀︒

十601図されど婦人は︑氣の毒とや

とれてひよこのそばをはなれず︒

九138図

彼のまぶたにつゆありきQ

八574図翻

や

九961園 ︿略﹀︑急な坂を矢のやうに

した︒

﹇夜﹈﹇▽いちや・じゅうごや・はち

んで行くのを見 た な ら ば ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

十591 あ＼︑あのかはい＼鳩が︑

自分の巣に飛蹄 る ︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十556 鳩は饒程遠い庭で放しても︑

や

じゅうはちや・まつさかのいちゃ
や ﹇屋﹈且Vあばらや・あめや・あらも
のや・いしゃ︒いたや・いっけんや・

や・おけや・おもちゃや︒かけちゃ

いわや・うまや・うらながや︒おうぎ

十一囲8図

︿略V熱心とは︑強く人々を感動せ

や・かしや・かじゃ・かなものや︒く
しや︒くすりや・げたや・ごふくや・

古寺の

しめしにや︑︿略﹀︒

昔の音やこもる

十二287図幽建長・要旨
山門高き松風に︑

や・さんげんや・しまや・しゃしん

こまものや・こめや・さかなや・さか
や・しょうゆや・しんじょうや︒たか

︵接助︶3や

らん︒

や

だやじょうきちどの・たびや・ちとせ
や・ちゃや・とうふや・とけいや・と

735

や一や

四42
はは

︿略Vらっぱやふえの音
ならやくぬぎの

もして︑︿略﹀︒

四101圏
黄にそまり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑森や林ノヒクイ

木ノ枝ニトマツテ︑︿略﹀︒

四357
四407︿略﹀︑下女や手つだひの
ものに︑︿略﹀︒

一番先にしやうじやか

て居ました︒

てたんぼへ行きました︒

此の人たちの田や畠

てん

うらの小山に秋風吹けば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑わらびやぜんまいが︑

︿略﹀︑かごのうらや棚のすみ

地ノ中ニシミコンデ︑井戸水
くわいらう

︿略﹀︑社殿や廻廊が海の中

ざっし

しゃしん

書の三十通ぐらゐは︑︿略﹀︒

作物の種や商品の見本も入れ

こともあります︒

五915

おめでたい事やたのしさうな

てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒

五934

事が書いてありますと︑︿略﹀︒

事が書いてありますと︑︿略﹀︒

五936 ︿略﹀︑悲しい事や苦しさうな

五942 ︿略﹀︑年取つたおちいさんが︑

遠方に居るむすこの所へ出した封書

や︑かっけで足をはらしてみる書生

うちでも一時は飲水やたべ

五梱7 ︿略﹀︑此の外に中央郵便局の

あかしさん

分室もあれば︑早替店や︑いろく

やりがたけ

かすが

かすが

みかさ

奈良の春日山や三笠山は千

ら

みかさ

信州の薬入や赤石山で︑

しんしう

の責店もあります︒

な

ら

金や銀ハ美シクテ︑︿略﹀

カザリ物ニナリマスガ︑︿略﹀︒

六98園

知られてみるし︑︿略﹀︒

尺そこくだが︑白根や三岳よりも

六82園奈良の春日山や三笠山は千

な

尺そこくだが︑︿略V︒

六82園

どれも一万尺以上ある︒

其の直轄の人は︑庄屋の家屋 六72園

敷や田地を買ひもどして︑︿略﹀︒

五774

敷や田地を買ひもどして︑妻や子ど
もに︑もとの家へ二ってもらった︒
︿略﹀︑夜中に手をけやはき

五882圏

がぽかぽか流れ出すほどで︑︿略﹀︒

五871囲︿略﹀︑中からうすやたらひ

物まですっかり二階へ上げました︒

五重8囲

︿略﹀︒

さんが︑お友だちへ出した葉書には︑

しまひには妻や子どもの着が

五611圏赤・黄・みどりやむらさき
五751

と︑七つの色をならばせて︑︿略﹀︒

に浮いて︑︿略﹀︒

五593

ヤ泉ノモトニナルノモアリ︑︿略﹀︒

イヅミ

五525

などで︑︿略﹀︒

五475

すっかり葉になってゐました︒

五358

車が引切なしに通って︑︿略﹀︒

四747︿略﹀︑くはやかまを持つ 五324私のうちの表通は電車や自門 五914 たまには雑誌や窮眞がはいる

四754
の作り方は︿略﹀︒

四852園ダイリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人
ハ何デセウ︒
︿略﹀︑うめやさくらも︑こち

らよりはずっと早くさくさうです︒

五55

うめやも＼やさくらがみん

な一しょにさいてゐます︒

五134圏

杉の木が生えてゐます︒

かけ物やがくもはつされ 五103園 く略V︑せ中には︑ひのきや

らかみが外へ出されました︒

四411
四412
ました︒

四413にはへいたやむしろを
しいて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑目のさめるやうなちり

四414︿略﹀︑そこへ火ばちや机 五134団 うめやも＼やさくらがみん
へまでもないやうになった︒
や本箱やいろいろな物がはこ
五773 其の後村の人は︑庄屋の家屋
な一しょにさいてゐます︒
五237

︿略﹀︑きれいな帯や︑すゴし
ゆかた

五237

な浴衣地がかざってあります︒

ゆかた

︿略V火ばちや机や本箱 めんや︑きれいな帯や︑すゴしさう

び出されました︒

四414
やいろいろな物が︿略﹀︒

四415︿略﹀火ばちや机や本箱

さうな浴衣地がかざってあります︒

︿略﹀︑小切やえりや帯あげな

いかな日でも葉書の百枚や封

六327

ニ
カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑

ウナ大キナ物マデ︑︿略﹀︒

サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ

六121園其ノ外︑釘や針ノヤウナ小

タクサンアリマスカラ︑︿略﹀︒

おとうさんやおかあさんに 六104囹銅ハ︿略V︑金や銀ヨリモ

物にこまりましたが︑︿略﹀︒

五886囲

は︑取りまぎれてまだ手紙も上げず

小ぞうさんたちは︑土ざうか

らいろくな反物や帯地をかついで

五908

る人の外は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

に居ります︒

つゆや時雨が色よくそめた

五897

來て︑お客の前につみ上げます︒

五247

どがたくさん下げてあって︑︿略﹀︒

五241

て︑︿略﹀︒

や帯あげなどがたくさん下げてあっ

つづらや長持も出されま 五241 入口の左手には︑小切やえり

やいろいろな物が︿略﹀︒
した︒

四418

四 4 2 1 戸 だ なや戸だなの中の
物も︿略﹀︒

トケテシマヒマス︒

四707シカシユや水ニハスグ
四731︿略﹀︑東の村や西の村
に︑︿略﹀︒

ツバメ墨田や畠ノ作物ニツク
五307圖

虫ヲ取ツテタベマスカラ︑︿略﹀︒

四743私は東の村の今の村 五274
長さんのおちいさんやおばあ
さんを其のわかい時から知つ

や一や
736

フ

ニ

マメ

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク

ヤ ホ

トウ

ノラシイ︒
コウヂ

七173

萎畠やなたね畠の間にさいて

みるのは︑ことに目立って美しい︒

茶屋にはおばあさんが一人ぼ
︿略V︑田や畠の耕作に使った

七722園妻や子どもに︑朝晩おねん
海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外ノー

ぶつのかはりにとなへさせます︒
七792

ロくノ動物ガスンデ居り︑又サマ
海ノ中ニハ魚や貝や其ノ外イ

ザマノ植物モ生エテ居ル︒

七792

魚類ニハ

︿略﹀︑タヒ・アナ

ロくノ動物ガスンデ居り︑︿略﹀︒
七802

ゴ・ハモナドノヤウニ︑岩ノカゲヤ

れんぐわ

七364團目ぬきの所には三階建・四

ノリヤツノマタガアリ︑︿略﹀︒

ニスルモノニハ︑テングサヤエゴノ

七858 ︿略﹀︑トコロテンヤカンテン

ミルヤモヅクノ様二緑色ノモ

︿略﹀︑テングサヤエゴノリガ

リガアル︒

七859

アル︒

ノモアレバ︑コンブヤアラメノヤウ

七867

︿略﹀︑コンブヤアラメノヤゥ

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略﹀︒

七903 ︿略﹀︑又大急ぎでおばあさん

ニ茶色ノモノモアリ︑︿略V︒

七868

の着物を着せてやりました︒肩かけ

七814

アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居
アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居

リ︑︿略﹀︒

七815

カキハ又スグフエルモノデ︑

リ︑カキヤアハビハ岩ニツイテヰル︒

七819

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ
エリドメ

ケレバナラナイホドデアル︒

指輪や襟留ナドニハメル美シ
イ旨県珠ハ︑︿略＞Q

七824

カンザシノ玉や根ガケノ玉ニ
スルサンゴハ︑皆此ノ轟ノ骨デアル︒

七829

七㎜7

秀吉は城の庭にしき物をのべ

ちやうちん

させ︑幕やびやうぶでまはりをかこ

秀吉はく略V︑御塁所やおそ

はせ︑大提灯をとぼして︑︿略﹀︒

七欄9

黄色なのはならやくぬぎで︑

ばの女どもと居りました︒

八14

黄色なのはならやくぬぎで︑

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒

八14

黄色なのはならやくぬぎで︑

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒

八14

つきそひの者や見物人は

赤いのはかへでや櫻やぬるでである︒

八109

巣ハ至ツテソマツナモノデ︑

︿略﹀︑上を下へのさわぎである︒

八502

人ノヨリツケナイ絶壁ノ間や老木ノ

おしまひの一日号は︑小豆や

上二︑タテ横丁小枝ヲ並べ︑其ノ上

陸ノ獣二似タモノニハ︑ラツ

八551

コ・︿略﹀ナドガアリ︑魚塩似タモ
︿略﹀︑糊ニスルモノニハ︑フ

ノリ

ニヤハラカナコケヲ置クダケデアル︒
七857

ノニハ︑イルカや鯨ガアル︒

七838

や前だれまで︒

ニノ横町ハツテアルク様子ハ︑池ヤ
︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ
ソロヘテ泳グ様ハ︑︿略V︒

七811

川ニスムモノトチガハナノーガ︑︿略﹀︒

エビノピンくハネタリ︑カ

海藻ノ間ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

べて立ってるるので︑︿略﹀︒

も次第に遠くなって︑︿略﹀︒

はかったり︑かねや汽笛を鳴らした

此の星を見分けることや︑

のは︑︿略﹀︑衝突をさけるためであ
ります︒

七593園

はなはだ大切なことなのであります︒

燈皇のあかりを知ることは︑︿略﹀︑

漁業や航海業に從訳する人
もありませう︒

大ぜいの人々が口々に人夫を
呼んでは我先に渡らうとしますし︑

年よりや子どもは聲を立てて呼合ひ
ますので︑︿略﹀︒

リ︑カキヤアハビハ岩飛ツイテヰル︒

七544導けれども日の出や日の入に 七814 アサリや蛤ハ砂や泥ノ中二居
は︑日光が波にうつって︑︿略﹀︒

りします︒

てがひ

七809

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

りする︒

七264

つちで菓子やわらちを鞭ってるる︒

七245

はこぼれ種であらう︒

六334 豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ 七175 道ばたや土手にさいてみるの
︿略V︑頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑

ンが小路ノオクニ 聞 エ テ 來 テ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六467
其ノ中へ卵ヲ産ム ︒

六473 一匹デ三四千粒モ産ムトイフ
ガ︑産ンデシマフト︑其ノ上二砂ヤ
小石ヲカブセル︒

六663 ︿略﹀︑折レタ針ヤ︑サビタ針
金マデツイテ來タ︒

大連の貿易高は横濱や神戸

よりは少し下で︑︿略﹀︒

六682 ︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上 七387團
か ん むり

げてもよいと言った︒

はいたおくげ様方や︑きれいな着物

六695 ︿略﹀︑冠をかぶって太刀を 七539園 海岸の松原や︑いその小山
を着て︑牛車に乗ったお姫様方の姿
を︑︿略﹀︒

の光も︑いくたびとなく此の川の水

六702 ︿略V武士の刀や︑なぎなた 七577園 それゆゑたえず海の深さを
にうつったことでございませう︒
ぢゆう

の塔や大きな寺の屋根が見えます︒

たふ

六725 ︿略﹀︑青い松の間に︑五重 七579園 ︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らす
六742園 春子︑オ前ハ着物や帯ノ地
ハ何ノ綜デオルカ知ツテヰマスカ︒

ま

︿ 略 ﹀ ︑城の四方二一二里の間は︑ 七612園

ツテ︑縣が細イカ ラ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六763園 ラシヤヤフランネルトチガ
六913

人や馬でふさがった︒

取ると︑おたがひに見せ合ふ︒

七139 ︿略﹀︑大きな蛤や馬刀貝でも 七635
七144 妹やお松は何があったのか︑
笑ひながらしきりに取ってみる︒

737

や一や

くだもの

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近
所へも配った︒

か

︿略﹀︑高架仁道にも︑地下

で︑馬やかごに乗らず︑爾親と共に

︿略﹀殊に珍しいのはコ・

歩いて行った︒

︿略V︒

おとうさんやおかあさんに

カツシヨク

北國二住ム野ウサギや高山ノ

カツシヨク

上二士ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑

九174

よろしく︒

九95国

をぬって泳いで行く︒

九85国 ︿略﹀︑目のさめるやうに美
さんご
しい魚の群が︑珊瑚の林や海藻の間

椰子の木やパンの木などです︒

や し

八679団 ことに野菜や果物が有名で 九52圏
す︒

八725田
鐵道にも︑電車や汽車が終日終夜︑
休なしに運心してゐます︒
と

︿略﹀︑りっぱな藩校もあり

ますし︑博物館や留書館などもた

はくぶつくわん

八737団
くさんあります︒

八744囲 其のうちに給葉書や萱門帖
を送りますから︑ゆっくりごらん︒

枯葉や土ノ色上似テヰルガ︑︿略﹀︒

八792園 これは村の税で︑村の學校 九174︿略﹀雷鳥ハ︑門馬褐色デ︑
や役場の費用などになるのです︒

シカシサラニコレヨリモ色ヤ

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

八797園 これは縣の税で︑縣立の學 九197
校や病院や︑其の他道路などの費用

産スルカマキリノ一種デアラウ︒

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐

動物ノ形や色デモ︑注意シテ

ラッパのひ貸きや大砲の音に︑

であらう︒

大空には︑午後の日が大砲の

︿略﹀皆さんの熱心な様子

や︑今日の働を見て︑回そう心強く

十1410園

よりとか＼り︑︿略﹀︒

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

九柵7

北風の心は先づ勇みたつ︒

正一のうちの人たちに手つだ 九佃4

口にはつくされません︒

九5810

ひもまじって︑七八人の男や女が向

間もなく甲板士官や傳令員が

ひ合って︑︿略﹀変を打ってるる︒

九618

起きて來る︒

なりました︒

それにつれて︑つり床は正し
く一定の場所に納められる︑すべて

九632

の窓や出入口は開かれる︒

く略V︑くびや背をなでたり

じんをやったり︑︿略﹀︒

十197団 ︿略﹀︑泣きながら豆やにん

別れを惜しんで︑︿略﹀︒

其のおかあさんらしい人が︑今日の

昔は一面の荒野であったが︑ 十193国中には︑君ぐらみの子供や︑
今は方々に町や村が出駕てるる︒

九688園

の馬が︑林のかげや沼のほとりを元

九752黒・白秦色︑大小さまぐ

とび

衛生の設備をよくして危除な

父は毎日︑兄や木びきの力藏

かり取った雑木︑切倒した大

兄はそこらに散らばってみる

︿略﹀︑漁業者が沖から獲物の

多少や難船の有海を通知したり︑

十5710

て︑たき火を始めた︒

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

十394

あらごなしの開墾地は︑︿略﹀︒

木︑掘起した木の根や石ころ︑まだ

十385

さんと︑︿略﹀働いてみる︒

十382

ど︑︿略﹀︒

地をうがち︑河水をせき止めた事な

文明の利器を運用して︑山をくづし︑

をはかった事や︑ほとんどあらゆる

病氣を根絶し︑幾萬の從業者の健康

十372

してみるのもあります︒

︿略V︑野や山ばかり見て來た 十199団

氣よくかけ廻ってみる様は︑︿略﹀︒

九755

雲や霧がわいたかと思へば

目に殊さらうれしかった︒

九951園

散じ︑散じたかと思へば又わいて來
て︑︿略﹀︒
こんがう

登山者はかんじきをはいて︑
石づきの付いた金剛杖や鳶口を力に︑

九956園

︿略﹀︑岡田さんは高山植物や

此の坂を登るのです︒
九972

雷鳥の給葉書を︑たくさん出して見
しゃくしだけ

︿略﹀︑眼前には杓子岳や

せて下さいました︒
やりがだけ

九985園

く略Vなど︑いつれおとらぬ高山が︑

︿略﹀︑おちい様の不昧軒様

南から西へ連なって︑︿略﹀︒

鑓岳がぬっとそびえ︑遠くには
はまた︑地質や汚物の方で新しい嚢

せり
やがておもだかの董や芹の葉
などにっかまって︑︿略﹀︒
ふな

︿略﹀︑其の牡観はとても筆や 九梱8 ︿略﹀︑鮒やどぢやうを取るの

事を調べて︑︿略﹀︒

九297

九平5

見をなされた︒

九254囹

フシギナ事ガアル︒

調べテミルト︑コノヤゥニイロ︿

九213

ヤウナモノデアル︒

アル蝶ノ羽ニハ美シイ色ドリガアル

九211例ヘバ︿略﹀︑悪味や悪臭ノ

ル味ヤニホヒノアルモノデ︑︿略﹀︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑イヤガ

く 略 V ︑ 縣 立 の 學 校 や 病 院 や ︑ 九207

になります︒

八797囹
其 の 他 道 路 な ど のく略﹀︒

のつきあひや︑其の他いろくの費

八799圓 軍隊や︑裁判所や︑外國と
用になるのです︒

八799園 軍隊や︑裁判所や︑外國と
のつきあひや︑︿略﹀︒

八801園 軍隊や︑裁判所や︑外國と

のつきあひや︑其の他いろくの費
用になるのです︒

納めれば︑よいのですか︒

八805囹縣や國の税も︑村の役場へ

多少によって違ひます︒

八811園 いや︑それは財産や馬入の 九262囹 ︿略﹀︑主に海産物や水利の
八桝6 其の盛大將は江戸から大阪ま

や一や
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凡そ十一年饒を週期として増減して

の群をなして遊ぶ様は︑實にのどか

くと草をはむ様や︑緑草の間に羊

︿略﹀︒

みる︒

十一645

である︒

十765團 すみきった空氣の中に煉瓦

アスファルトや石を敷いた

十一96
道が縦横に通じ︑︿略V︒

金を打合はせて火を出す法を考へる

それから少し進むと︑石や

やうになった︒

十一667

掘っておいて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑立木や切株の根本を

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮
出して見えるのは實にきれいです︒
し

其の外各種の急心や︑博物

馬場・劇場等の娯樂機關が到る庭に

ご

散在してみる︒

デき

館・無下館等の修養⁝機關︑公園・競

十772團 此庭には軍司令部や龍山停 十一910
車場などがあります︒
にもよろしく︒

十792國 おついでに野田君や山口君

本や帳面はどうしていら

どが並べてありましたが︑︿略﹀︒

なたや鎌などでつる草を彿
︿略﹀あの杉や檜は︑何時
其の間草をとったり︑虎や

樹高の機械や︑蓄音機の圓

石建床の敷物や︑道路にも
︿略﹀︑放牧の馬や牛がいう
︿略﹀︑放牧の馬や牛がいう

は︑︿略﹀︒

十一675

手や足の關節を曲げたり延

案出するまでには︑︿略﹀︒

ばしたりして︑出門の號令を待つ︒

十﹁839

里は何でもない︒

十一餌5此の分ならば五海里や十二

十一908囹此の頃の日の出や日の入

は何時だらう︑満月は何日頃だらう︒
からふと
︿略﹀︑毫濁や樺太のやう

十一914園

鉛筆や紙も自由には買へな

な遠い所の在室までも大悪分る︒

かうしてイソップ物語やロ

かったから︑︿略﹀︒

十一976

十一992

︿略﹀︑今はガス燈や電燈が

將來は又どんなものが嚢明

我我はこれらの貨幣や紙幣
しかし今日の貨幣や紙幣を

かうしてイソップ物語やロ

︿略﹀︑中央の高地や海

其の中に有名なるアマ

市町村長や議員を選回する

︿略V︑たくさんの馬や犬に

︿略V︑石や木や金の圓板が

車輪のやうに廻ってみる︒

十一悩4

れてかきまぜてみた︒

が珪砂にソーダ灰や石灰石の粉を入

けい

十一捌9 ︿略﹀︑マスクをかけた職工

て︑︿略V︒

ふみあらされてはたまらないと思つ

十一佃1

には︑︿略V︒

十一価1

壮観を窮したるものもこれあり候︒

ゾン河や︑イグアッスーの大工布の

十一悩3國団

岸地方の大半は割合に涼しく︑︿略﹀︒

十一佃4國團

を讃んだ︒

ビンソン︑クルーソーやAロ衆國史等

十一992

ビンソン︑クルーソーや合衆國史等

木炭や石炭や石炭ガスの火

を讃んだ︒

︿略﹀︑汽車や汽船や工場の

燈火としては︑初め松の木

たが︑︿略﹀︒

十﹁785

を用ひて物品を費買し︑︿略V︒

十﹁778

とであらうか︒

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

十﹇688

到る虜にかゴやき渡る時代となった︒

十一681

代り︑︿略﹀︒

油がともされ︑石油のランプが之に

十一6710

︿略﹀︑其の後らふそくや種

や魚・獣の油などをたいたのであっ

十︸679

重い機械を動かすのにく略﹀︒

十﹁677

なってみる︒

重い機械を動かすのに大切なものと

十一677

︿略﹀︑汽車や汽船や工場の

に用ひられ︑︿略﹀︒

は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十881 綿花は主に印度やアメリカ合 十一143 ︿略﹀︑古いたんすや戸棚な 十一674 木炭や石炭や石炭ガスの火
に
衆 國 か ら 輸 入 し ︑︿略﹀︒

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

つしゃいますか︒

十882 ︿略﹀︑それに加工して綿縣や 十一1510園
綿織物を造る︒

十﹁224

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

十佃7 成程︑緑色の絹縣で作ったの

中にするのが其の目的である︒

︿略V︑力の強い者やわるが

かと思はれるやうな葉もあれば︑赤

十一605

くと草をはむ様や︑︿略V︒

十一605

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十一542

のもゴムから造る︒

盤などに用ひるエボナイトといふも

ばん

十一541

はなかく一通りでない︒

象の荒しに來るのを防いだり︑苦心

十一521

になったら伐るのだらう︒

十一402

ひ︑下枝を伐落して行くと︑︿略﹀︒

十﹇388

しこい者が勝つことになるであらう︒

十一227

や黄や青や紫のまだらの美しいのも
ある︒

十佃7 ︿略﹀︑赤や黄や青や紫のまだ
らの美しいのもある︒

下欄7 ︿略﹀︑赤や黄や青や紫のまだ
らの美しいのもある︒

感量10 にほひのよいのや︑色の美し

いのや︑形のかはいらしいのや︑ど
れを見てもどれを見ても︑一枝髪に
︿略﹀︑色の美しいのや︑形の

さしてみたい︒
十悩10

︿略﹀︑色の美しいのや︑形の

か は い ら し い の や︑︿略﹀︒

十悩10

か は い ら し い の や︑︿略﹀︒

せうかい
十捌4 ︿略﹀︑中には知名の人の紹介

状を持って來た者や︑りっぱな學歴
のある者もあった の に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一33 さうして其の数や大きさは︑

739

や一や

︿略﹀︑石や木や金の圓板が

車輪のやうに廻ってみる︒

十一悩4

などを︑此の虚血にあてて模様をほ

十一悩6 ︿略﹀ガラスの皿やコップ

がら
︿略﹀︑寄島や鑛石などを室

りつけたり︑みがきをかけたりして
みる︒

十二910
内に並べては一人で樂しんでみた︒

十ニー05園 お前のやうに犬の世話や
ねずみを取ることにばかり熱心では
︿略﹀︑博物學や地質學の實

困るではないか︒

十ニー27
地研究につとめ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑道を往弱してるる
あり
人間や自動車などは︑まるで蟻のは

十二334國

ふ や う に 見 え る し︑︿略﹀︒

十二352国 これはイギリスやフラン
スなどでは見られ ぬ 光 景 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二535 ︿略﹀︑そばには小さな心棒
︿略 ﹀ ︑ そ ば に は 小 さ な 心 棒

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒
十一一535
は

や歯車やぜんまいなどが並んでみる︒

つち

十二535 きりやねぢ廻しやピンセッ
トや小さな槌やさまぐの道具も・
同じ垂の上に横たはってるる︒

十二536 きりやねぢ廻しやピンセッ
つち
ト や 小 さ な 槌 や ︿略﹀︒

十二536 きりやねぢ廻しやピンセッ
つち

つち
ト や 小 さ な 槌 や ︿略﹀︒

＋二536︿略﹀小さな槌やさまぐ

いろくな時計がたくさん並んでゐ
る︒

ねぢは︑これ等の道具や時

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀︒

十二541
ひげ

潮に流されないやうに︑身

御覧になったら︑︿略﹀︒

十二738園く略V︑此の白い髪や髭を
十二779
網にも垣網にも土俵や石などが重り

を免れたことや︑︿略﹀︒

電話機を備へ附けてみたために危険
其の三極が國の美しい風景

や温和な氣候は︑自ら國民の性質を

十二悩3
をん

温和な氣候や美しい風景は︑

穏健ならしめ︑︿略﹀︒

十一一悩10

十伽1図園

や︒

いづくんぞ二朝に仕へん

これも早く承りたく︑御知らせ待ち

十念5國国御名は何と付けられ候や︑

上げ候︒

十一4310國団 ︿略﹀︑其の中御地へ参

り候やもはかり難く候︒

一命を捨てて君の御恩に

懐かしき故郷

や﹇▽いざや・いつぞ

船は今静かに寄る︑

や︑ つ＼がなく今日しも果てて︑

︵間助︶4

の港︒

や

六85圃囹

たや東山︒

ら＼かに︑︿略﹀︒

十一122図圃

鳴くやひばりの聲う

ふとん着て︑ねたるすが

や・いでや・いまや︒げにや・またも

や

十二伽5図圏 ︿略﹀︑思出の深き船路

又は離れ島なりや︑︿略V︒

く之を疑問としたりき︒
からふと
十一一8110図 樺太は大陸の地中なりや︑

又は離れ島なりや︑世界の人は久し

り給ふや如何に︒
からふと
十一一8110図 樺太は大陸の地無なりや︑

十一一64図園快く此の國をたてまつ

更に必要なるに非ずや︒

十一枷7図園 ︿略﹀︑人の死を救ふは

來らば迂れ︑恐れんや︒

浪にたゴよふ氷山も︑

人の心をやさしくし︑優美にはする

十一826図嚢
日本人ほどあっさりした色

が︑︿略﹀︒

十二協2

や味はひを好むものはあるまい︒
や

ふしぎや︑今まで荒れに荒

杉野はいっこ︑杉野は

おなつかしや︑母様︒

︵終助︶19

6図

︿略﹀︑何日頃がよろしく

別れて行くや右左︒

﹃さらば﹄と︑握手ねん

れみたる大海︑おのつから静まりて︑
なぎ

らずや︒

十987図園

いづくんぞ人をいざなひ

十66雨曇︿略﹀︑誠に驚くべき事な

報ゆる爲には候はずや︒

九備8圏囲

申し上げ候︒

候や︑御知らせ下されたく︑御願ひ

九皿10圏國

ごろに︑

九436図翻

おだやかなる凪となり︑︿略﹀︒

九

居ずや︒

八979図圃囹

六623闘

や

身網の外側や陸上の高い虜

に附けてある︒

十二7710

︿略﹀︑農夫や牛の百苦を思

に魚見やぐらが設けてあって︑︿略﹀︒

十二917
ひやると共に︑︿略﹀︒

しかし彼は城外に出る毎に︑

杖にすがるあはれな老人や︑息もた

十一一922

えだえの病人︑さては野宴に送られ
る死者をまのあたり見て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑中には古わらちや小
︿略﹀︑急流や爆布に富んで

石を投げつける者さへあった︒

十一而6
十二柵6

電信や電話の不明は其の

みる我が國では︑︿略﹀︒

十一一柵8園

當時實に全世界を驚かしたものであ

︿略﹀︑遠い虜の買血・演

りますが︑︿略﹀︒

十二佃6

説・講話などを居ながら聞くことが
出戸ることや︑進行中の汽車が無線

︿略﹀︑何ぞいたづらに苦

てそむかしめんや︒

十994図園

電話機を備へ附けてみたために危険
を免れたことや︑無線電話で子守歌
ばう
を聞かせて赤ん坊を寝つかせてみる

は人情の常にあらずや︒

十二糾6東園

く略V︑必ずや人に怪し

十二265図圏上るや石のきざはしの
しむことの甚だしきや︒
れう
左に高き大いてふ︑︿略﹀︒
︿略﹀︑尚治療につとむる
十996図園
︿略﹀︑進行中の汽車が無線

ことなどの耳新しい話に︑︿略﹀︒
周園の壁やガラス戸棚には︑ 十二佃7

の道具も︑︿略﹀︒

十一一537

やあ一やがて

740

まれ︑なぶりものにせられて︑或は
へ向ひました︒

道をてらしてくどうのやかた

兄弟はくどうのやかた
やがて

九621

しよう

︿略﹀︑時鐘番兵がことく

と艦橋の下へ來て︑﹁総員起し五分
前︒﹂と當直下校に報告する︒︿略﹀︒
かね

やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直

せんだい

將校が二重のよい聲で號令をかける︒

直垂はとっくに過ぎて︑や

蛙がぼかんくと飛込んでは

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

水兵は頭を下げて聞いてみた

其の手紙を差出した︒

が︑やがて手をあげて敬落して︑に

九佃7

王は︿略﹀かの密書を取出し

つこりと笑って立去った︒

て︑静かにフィリップに渡した︒

十1010

眞青な顔をして王を見上げると︑

︿略﹀︒やがて誼終ったフィリップが︑
せり

十159

北風の心は先づ勇みたつ︒やがて

暮近くなったので︑

一同は︿略﹀︑

くと馬を歩ませて︑鳥居の中に集

からそれへと績いて︑︿略﹀︒やがて

高橋さんの熱心な話は︑それ

すうつと泳いで行く︒やがておもだ
︿略﹀︑老舗な空をじっとながめてゐ

︿略﹀︒

かの董や芹の葉などにっかまって︑

九梱5

がて一關だ︒

いちのせき

︿略﹀︑親子は手を取合って泣 九697園

︵副︶53

ました︒

三人は其の夜をなみだの中に明かし

きました︒やがてうばをも呼入れて︑

六626

やがて

へふみこみました︒

四951

命も危かるべし︒

やあ ︵感︶4 やあ

八156園 やあ︑正綱︑十四歳の時が
二度あるか︒

やあ︑皆さん御苦軸労ですね︒

九358園 やあ︑加藤君︑よく干てく
れたね︒

十125園

十388園 やあ︑すっかり攣った︒

る︒

︿略﹀︑祭の當日には︑おびた

だしい見物人が︑朝早くから宮の境

八72
内へつめかけた︒やがて五人の騎手

やあい ︵間投︶1 やあい←いちたろ
七418園 一番前やあい︒其の船に乗

うやあい

九m5

八重

二人は早速ボートを出す支度

向ふの山の頂に日の光が赤々

父は︑鎌を手にして雑木のやぶへは

かなひよどりの聲が聞える︒やがて

とさして來た︒何心からか︑ほがら

十413

をはなれた︒

に取りか﹂つた︒やがてボートは岸

十268

夕日を浴びて雷管についた︒

だんく明るくなって來た︒

﹁進め﹂の號令がか＼ると︑︿略﹀︒

九重8

︿略﹀︒やがてあたりの静かさを破つ

妹はやがてかこひ近く歩み

よれば︑中なるひよこどもはく略﹀

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

﹁おい北風︑今日は大分手ご

かこひぎはに集る︒

九133図

つて來た︒

ラッパのひゴきや大砲の音に︑

は多くの人々につきそはれ︑しつ

﹇八重﹈︵名︶1

つてみるなら︑鐵砲を上げろ︒
やえ
海の誇のあ る と こ ろ ︒

﹇夜営﹈︵サ変︶1

野螢す

十二807國 八重の高潮かちどき揚げ
て︑

やえい・す
︽ーシ︾

父は安心した様子で︑やがて 正価8

と︑まるで人間に言ふやうに言った︒

たへがあるぞ︒しっかり頼むよ︒﹂
︿略﹀︒やがて中尉はちよつと腕時計

しっとりとしめりを帯びた一

すちの道が︑足もとからうねくと

いって行った︒

九326

を見て︑いつものやうにすんだ聲で

喜三右衛門は齢りの美しさに

つゴいて︑やがて茂みの中にかくれ

﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきながら︑又窯場

うっとりと見とれてみたが︑やがて

十449
號令をかけた︒

敵の砲兵が放列をしいてみる︒味方

の方へとって返した︒

はう

︿略﹀︑レマン將軍は静かに︑ 九研7谷一つへだてた向ふの岡に︑
﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒やがてレマン

は其の正面から眞一文字に進んで行

喜三右衛門は︑血走った目を

將軍は︑萬感胸にみちて︑かすかに

見張って︑しばらく火の色を見つめ

十482

く︒︿略﹀︒やがてもうくと上る白

すごくと立去る僧の後影

てるたが︑やがて﹁よし︒﹂と叫ん

十6110図

其のまはりにむらがる人かげが見え

水兵は驚いて立上って︑しば

で火を止めた︒

九価6

て來る︒

くわい

ふるふ手に帯劔をときて渡さんとす
もう二番茶もつまなくて

煙の間から︑怪獣のやうな大砲と︑

ご
量の上りだ︒

はならない︒それがすむとやがて夏

九4810囲園

るを︑︿略﹀︒

九386図

てしまふ︒

すやくと眠った︒

十一257図 寄手の大向佐久間王政は︑ 九279
はちがみね

︿略﹀︑自らは尾野路山に野菊し︑大

ホ

岩山・鉢峯などの要所喜々にそれ
ヤ

ぐ將卒を配置したり︒

ヤ ホ

やおや ﹇八百屋﹈︵名︶1 八百屋
ニ
六327 カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑

夜學

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク
﹇夜学﹈︵名︶1

ノラシイ︒

やがく

十149園 しかし︑此の間夜學を参観

やかた

した時の皆さんの熱心な様子や︑
︿略V︒

﹇屋形﹈︵名︶2

四943 ︿略V︑二人はたいまつで

やかた

741
やかましい一やかん

を見送りたる妻は︑やがて夫に向ひ
て︑﹁あ﹂︑おい た は し い お 姿 ︒

十654図 ﹁それはけっこう︑頂きま
ぜん
せう︒﹂やがて運び趨れる貧しき膳
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ て 目 を ふ せ

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒
十685図

しが︑主人はやがて落馬を改めて︑
﹁︿略﹀︒﹂

十7010図 常世は︑時こそ昇れと︑や
せ馬にむちうってはせつけたり︒や
がて命ありて御前に召されぬ︒

濫掘8 もりが髄内深くくひ込んで︑

つた空を眺めてみたが︑やがて指が
けん

ピヤノの鍵にふれたと思ふと︑︿略﹀︒

十一307図上に組合ひたる二人の勇 十一一438 ︿略﹀︑彼はしばらくすみき
士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清
正やがて正書をねぢ伏せたり︒

汽車は密林の間をあへぎ 十一一555 二人は其虚らを見廻してゐ
たが︑男の子はやがて仕事塁の上の

十一613
く通り抜けて︑やがてトンネルに

物をあれこれといちり始めた︒

十二557女の子は唯じっと見まもつ

はいる︒

︿略﹀︑出爽の苛令を待つ︒

てるたが︑やがてかの小さなねぢを

十一桝1

やがて﹁進め︒﹂の號令と共に︑三

せずにはみられぬといふ慈悲の心が︑

一室に通されて待ってるる

胸中にみなぎりあふれた︒

十二旧8

西郷はしばらくじっと考へ

と︑やがて西郷が出て來た︒

てるたが︑﹁︿略﹀︒﹂やがて安芳は西

十二個2

郷に見送られて門を出た︒

今日我が國が列強の間に立

つて世界的の地歩を占めた以上︑か

十二燭3

去るであらうが︑︿略﹀︒

ういふ短所はやがて我が國民から消
出してそれをいぢつてみたが︑やが

父の身の上を案じながらフ

フランス王の侍署はとりあ

の間唯うっとりとしてみたが︑やが

︽ーク︾

鳩は︿略﹀︒又暗い時の飛行

或晩人ガネシヅマツテカラ︑

先ヅヤクワンが言ヒマスニハ︑

ヤクワンハ之ヲ聞イテ︑

﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタ︒

六126

ウナヤクワンニモナリマス︒

六108園町費︿略﹀︒︿略V︑私ノヤ

﹁︿略﹀︒﹂

六94

ガ︑ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒

金物屋ノ店デ︑ヤクワントテツビン

六93

やかん ﹇薬罐﹈︵名︶4 ヤクワン

るし︑︿略V︒

に馴れさせて︑夜間に使ふ事も出來

十572

やかん ﹇夜間﹈︵名︶1 夜間

は大きにらくになりました︒

やかましくなったから︑すすはき

四452園此のごろは大さうちが

い

やかまし・い ﹇喧﹈︵形︶1 やかまし

過程でなくてはならぬ︒

しかし摸倣はやがて創造の

十二伽5

︿略﹀︒

た︒︿略﹀︒やがて眠から下めた王は︑

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

十二744

ていたましい報知を得た︒

ランスに行ったコーデリヤは︑やが

十二729

しっかりとしめた︒

の穴にさし込み︑小さなねぢ廻しで

てピンセットでねぢをはさんで機械

さうして一つの懐中時計を

見附けて︑﹁︿略﹀︒﹂

やがて打恥く松並木の間

十二5810

十人の一組は二列になって︑順々に
水の中へとはいって行く︒

はん

松江を汚したる汽車は風

ちからそやがてわが力なる︒

十二23図圃ほどくに心を書くす
國民の
しんぢ

十一一45図

光給の如き宍道湖畔を走ること約四

破裂矢が見事に破裂したのであらう︒
︿略﹀︒やがて鯨は再びはるか彼方に

十分︑やがて新川を渡り更に進みで

十二57図

斐伊川の二丁にか＼る︒

ひ い

浮上つた︒

十偽2図 ︿略﹀︑着々と進み行く進水
けい

を過ぎて境内に入り︑先づ舞殿の前

つち

作業︒やがて工廠長のふりかざした
る金色の槌は︑︿略﹀︑切断二上の繋
さく

にぬかつく︒

されど人智の進歩と印刷

索をはっしと切る︒

十二ー51図

術の嚢達とは︑何時までもかく軍純

十欄10図 高徳此の故事をひきて︑や
がて忠臣の起りて勤王の兵を墨げ︑

土人等林藏を珍しがりて
之を他の家に連行き︑︿略﹀︒やがて

十一一865図

もあらず︑やがてあまねく内外の事

酒食を出したれども︑林藏は其の心

ぐと明けそめた・

一嵩の明星がきらめいて︑夜はほの

たすら思をこらしてみると︑やがて

彼は夜もすがら静坐してひ

をはかりかねて顧みず︒

入って見ても︑︿略﹀︒

十二957

件を報ずると共に時事を論ずるもの

にして遊戯的なるものに満足すべく

ひでよし

やがて

汽車でドイツの國内には
いったのは朝まだほの暗い頃でした

十二354国

起りて︑︿略﹀︒

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞
え上げたるなり︒

︿略﹀防備をさをさ怠なし︒

十一238図待ちまうけたる秀吉は︑
勝家また自ら五萬の兵を督し︑來り．
て盛事の軍に合す︒

づ五十人の兵に旨をふくめて先獲せ

十一274図く略V秀吉は︑︿略﹀︑先 が︑︿略﹀︒︿略﹀︒やがてベルリンに

て此の尊い心境を世界の人々と共に

彼は此の心境の尊さに十日
ばらく耳をすましてみたが︑やがて

二人は戸外にた＼ずんでし 十二961
ピヤノの音がはたと止んで︑︿略V︒

十二3710
ず︑﹁者ども績け︒﹂と馬にむちうつ

しめ︑やがて將卒のそろふをも待た
て近江に向ふ︒

やかんとてつびん一やくじゅういちにち

742

やかんとてつびん

﹇薬罐鉄瓶﹈︹課名︺

2 ヤクワントテツビン
六目4 第三 ヤクワントテツビン
﹇▽かわらや き ︒ む し や き

﹇焼芋屋﹈︵名︶1

イモ
焼穴屋

六91 第三 ヤクワントテツビン
やき

やきいもや

イモ
八599図 彼ノ嶢藷屋ノ看板二︑八里

半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑

﹇焼付﹈︵名︶1

焼付

其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒
やきつけ

︽i ッ ・ ー ハ ︾

﹇焼払﹈︵五︶2

色の焼付に熱中した︒

焼焦ふ

やきは

六114園

ナルホド︑銅ハタクサンア

ツテ︑役ニモ立チマセウガ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑モツト役二立ツ物ハ

鐵デアラウト思ヒマス︒

六116園

六125園今デハ鐵ハ︿略﹀︑人ノ役
正一も大分役に立つやうに

二立ツコトハ銅以上デス︒

九578園
なったなあ︒

︿略﹀︑あれは何の役に立つ

のであらう︑︿略﹀︒

十二542

一かどの役目を勤めて世

唯自分だけがく略﹀︑何

春日炭を焼く男が太郎のうち

に見てみるが︑︿略﹀︒

八297

かりかち

ねむろ
十一609 瀧川から根室行の汽車に乗
とかち
ると︑約五時間後に石狩と十勝の境

にある狩勝の峠にか＼る︒

約三百六十

此の時太郎が︑炭はどうして やくさんびやくろくじゅうごにち ﹇約

へ來て︑︿略﹀︒

三百六十五日﹈︵名︶1

八299

嶢くのかときくと︑其の男はていね

五日

太陽暦は春分から春分ま

いに教へてくれた︒

先つよい場所を見立てて︑炭 十一929園

でを一回錦年といって︑それを本と

八302

してこしらへたものだ︒其の間は約

︽ーケ︾

﹇約五時間後﹈︵名︶1

約四十分

い

はん

﹇約四千﹈︵名︶1．約四千

それが今は人口約二毛︑戸

長崎を出た汽船は︑海上を

約四百海里

﹇約四百海里﹈

︵名︶1

約十一日

︿略﹀︒

ところが太陰暦は︿略﹀︑

ら︑太陽暦とくひちがって立て︑

︸年は一回露国より約十一日少いか

通例十二箇月を一年とするが︑此の

十一934圏

1

やくじゅういちにち ﹇約十一日﹈︵名︶

に達する︒

やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

十一84

やくしひゃくがいり

たのである︒

堅約四千を算するりっぱな町となつ

十一632

やくしせん

斐伊川の倉橋にか＼る︒

ひ

十分︑やがて新川を渡り更に進みで

光絶の如き宍道湖畔を走ること三四

しんぢ

十二45図

松江を嚢したる汽車は風

やくしじっぷん ﹇約四十分﹈︵名︶1

三百六十五日と四分野一だが︑︿略﹀︒

を焼く間ねとまりをするための小屋

炭に焼く木は︑主にならとく

を建てる︒

八322

ぬぎで︑︿略﹀︒

九68團其の實は土人の一番大事な
食料で︑焼いて食べたり︑餅にして

喜三右衛門は︑其の日から赤

食べたりします︒

十462

色の焼付に熱中した︒︿略﹀︒毎日嶢
いてはくだき︑焼いてはくだきして︑

それでは自分のやうな小さ

﹇焼﹈︵下二︶1

いつ方に志してか︑日
あり
やけたる道を蟻の行くらむ︒

夜具

約⁝

鳩は一分間に面一キロメート

約五時間後

やくごじかんご

ルも飛ぶ力があるから︑︿略﹀︒

十569

やく

毎日焼いてはくだき︑焼いて

な者でも役に立つことがあるのかし

炭を嶢く煙も所々に立ちはじ
太郎は毎日炭を嶢く煙を遠く

︵名︶1

︿略V︑毎朝起きると先づ夜具

﹇夜具﹈︵名︶1

やくいちキロメートル

をかたづけ︑︿略V︒

九634

やぐ

盛りの

十二34図圏

や・く

はくだきして︑︿略﹀︒

十462

歎息する彼の様子は︑︿略﹀︒

敵

ねぢは︑﹁自分もほんた

旅順開城二成りて︑

﹇約﹈︵名︶！

ら満足した︒
やく

九394図圏

乃木大將と必見
所はいっこ︑水師螢︒

の將軍ステッセル
の

約

うに役に立ってるるのだ︒﹂と心か

十二605園

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略V︒

十二573

の役にも立ちさうにない︒

十二5410園

足は無ささうである︒

間の役に立つのに︑どれもこれも不

十4510 喜三右衛門は︑其の日から赤 十二549園

らふ

やきはら・う

七夜2園 切ってく切りまくり︑其
の勢で明の都へおしよせ︑四百齢州
をやきはらはう︒

焼物

は︑先づ森林を焼 梯 っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一515 此の邊でゴムを栽培するに
﹇焼物﹈︵名︶1

八959図 商工業盛ニシテ︑焼物・塗

やきもの

物・扇・綿縣・織物等ノ産出頗ル多
シ︒

りゃく︒したやく

やく ﹇役﹈︵名︶12 ヤク 豊艶おも

イ・ーク︾

八295

めた︒

八33

わをやく工場です︒

四293

これは大じかけでれんぐ キロメートル

五275 ツバメハ︿略﹀︑人ノヤクニ や・く ﹇焼﹈︵五︶10 やく 焼く ︽一
立ツ鳥デス︒

中デ一番人ノ役二立ツノハ︑私ドモ

六96園金ニハイロくアリマスガ︑
ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒
物ハアリマスマイ︒

六111囹 シテミレバ銅ホド役二立ツ

743
やくしょ一やくよう

やくしょ ﹇役所﹈︵名︶7 役所与し
やくしょ

五棚2 停車場の階上には︑役所もホ
テルもあります︒

七二9 男はしあんにくれて︑役所へ
うったへて出ました︒

︿略﹀︑四五百人置ものが︑そ

に 集 っ て ゐ ま す と︑︿略﹀︒

役場

が被告で︑検事といふ役人が原告に
ヤクバ

さいそく
約束の日が來ていくら催促されても︑

﹇役場﹈︵名︶12

當るのである︒

約二十二萬坪

かうして前後三段に上った船

ります︒

厄日

︿略V︑二百十日中いふのは

やくび ﹇厄日﹈︵名︶1

七937

に心配するのださうだ︒

︿略﹀︑厄日といって︑農家ではこと

マッチは今から約百年前に

約百年前

やくひゃくねんまえ ﹇約百年前﹈︵名︶

1

嚢明されたものである︒

十一67一

集めた液は︿略﹀︑次に藥

品を入れて固まらせ︑機械で薄くの

十一534

やくひん ﹇薬品﹈︵名︶1 藥品

學校ノ東ドナリニニカイ
︿略﹀ヤクバガアリマス︒

して乾かすのである︒

私のやくめは︑御承知の通り︑

つて︑︿略﹀︒

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八棚7園食った物をこなして︑之を

を大切にあづかってみて︑︿略﹀︒

皆檬が私のロへお入れになる郵便物

五905

︿略﹀︑力松君は砲兵︑役場やくめ ﹇役目﹈︵名︶6 やくめ 役目

村の役場に三十年︑ 勤
年のよりしがあ
役場へ税を納めに︒
場によけいな手敷をかけることにな

いては︑︿略﹀︒

遠い虜まで使者の役目を務めると聞

十546 此の愛らしい小鳥が︑︿略﹀︑

のがお前の役目だ︒

八784園今日までに納めないと︑役 九269園 ︿略﹀︑此の學問を大成する

八778囹

はれさに︑︿略﹀︒

めつ丈けし小使の

七958図心

︿略﹀︒

にっとめてゐられた下村さんは騎兵︑

六407囲

チアツテ︑︿略﹀︒

ヤクバノヨコデ︑川ガニツオ

三493

ヅクリノヤクバガアリマス︒

三491

モアリマス︒

一75オテラガアリマス︒ヤクバ

ば

﹇▽とうやくば︒まちやくば・むらやく

︿略﹀︑本宮にともなひ蹄つやくば

返さない人がある︒
十一一7010

︵サ変︶﹇▽おやくそくす

て約束の如く自分の后とした︒
やくそくする

る・おやくそくいたす

萬坪︒

やくにじゅうろくメートル
十348

約二十六メートル

︵名︶1

十53打着此の境内は廣さ約二十二

坪﹈︵名︶1

八251 翌日蕃人どもが︑役所の近く やくにじゅうにまんつぼ ﹇約二十二万
八415

ろくと車の後について︑思はず知
らず役所の門内へ入りこみました︒

許しもなくて齪還するとは不届しご

八419囹 此所は天下の役所なるに︑
く︒

約二萬

は︑海面より約二十六メートルも高
﹇約二面﹈︵名︶1

い水面に浮ぶのである︒

やくにまん

それが今は人口約二親︑戸

役人はわけをくはしくたつね︑

﹇役人﹈︵名︶6

たのである︒

やくにん

七751
︿略V︒

これは村の税で︑村の學校
や役場の費用などになるのです︒

︿略﹀藤吉郎を草履取から引 八792園

て來よう︒

八813園

あり︒

十伽6図

役場と學校とは村の中央に

農産物などが︑︿略﹀︑それぐ貨幣

一かどの役目を勤めて世

の役目をしたこともあった︒

間の役に立つのに︑︿略﹀︒

十二548園

山野に生ずる草木の中には︑

言条にするものが多くありますが︑

八325

やくよう ﹇薬用﹈︵名︶1 恩田

おとうさん︑今度役場の隣

役場のひけないうちに行つ

納めれば︑よいのですか︒

呉鳳は今から二百年程前の人 八805園縣や國の税も︑村の役場へ 十一789 石・貝・家畜・獣皮・布・

上げて役人の敷に入れた︒

七786

役人

敷約四千を算するりっぱな町となつ

︿ 略 ﹀ ︑ 汝 必 ず 之 を 白 主 十一631

の跡などを見て︑︿略﹀︒

十㎜8 途中︑太宰府といふ昔の役所
十一一853図園

に持蹄りて日本の役所に差出すべし︒

やくせんはっぴやくしゃく ﹇約千八百
︿略﹀︑其のあたりは海抜約

尺﹈︵名︶1 約千八百尺
十︸612

約束

千八百尺︑北海道華道沿線中の最高
﹇約束﹈︵名︶5

所である︒

やくそく

七489囹 約束の川中島は謙信に渡す︒ 八227

此の場合には訴へられた者

にりっぱな建物が出來ましたね︒

く略V︑其の上政治上の事で 十505囹

呉鳳は役人になった時から︑

で︑亜里山の役人でした︒

八231

十101 それにはフィリップが敵から
大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

︿略﹀︒

十一206

まれて︑︿略﹀︒

度々殿様に上書した爲︑役人ににく

九238園

としてみるといふ風説があるから︑
用心するやうにと書いてあった︒

十一188 約束は固く守らなければな
らぬ︑︿略﹀︒

十一191 例へば︑借りた金を︑返す

やぐら一やさしい

744

︿略﹀︒

やぐら ﹇櫓﹈︵名︶2 やぐら←うお
みやぐら

︿略﹀︒

六805 敵は高いやぐらのある大船︑

矢車

︿略﹀︑城のやぐらから大きな

石を投落して︑︿略﹀︒

六915
﹇矢車﹈︵名︶1

十82

︿略﹀︑焼けつくやうに熱い平
ヤケド

﹇焼野原﹈︵名︶1

焼野

山も森も村も皆嶢野が原

さうして清正のやせた姿︑日

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑
涙ぐみました︒

ニハトリ

︽一

シク︾

九備9㈱国村の方々は︑朝に夕にい
ろくとやさしく御世話下され︑

色が美しい上に︑姿がやさし

しうございます︒

いので︑つみ草の時には︑誰も之を

七182

取って花たばにする︒

七496 ︿略﹀︑チヨツト見ルト︑コハ

イヤウデシタガ︑イタツテ正直デ︑

人なつかしげに寄り痴る

﹃︿略﹀︒﹄と︑親切におほせ下され候︒

氣立ノヤサシイ老人デシタ︒

十二棚2図

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

のりました︒

く扱ってくれ＼ばよいと︑心からい

人たちも︑どうか同じやうにやさし

十2210団 ︿略﹀︑此の子馬共を買った

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

やさしい

さますも︑奈良には訣くべからざる
風情なるべし︒

ふぜい

﹇易﹈︵形︶2

るものは︑氣だてのやさしい一人娘

大攣やさしい言葉ではあり 十248 ︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな
ませんか︒どうしてそんなに言ひに

のグレース︑ダーリングであった︒

ところが︑先年の欧洲大戦で︑

こっていへば︑おこって答へる

鳩の改良に力を用ひ︑︿略﹀︒

れたので︑今では各國共に盛に傳書

︿略﹀︒

四396

︿略﹀︑其のさきにやさしい姿

御らんの通り大きなからだ
をしてゐますが︑氣立はしごくやさ

六892園

の山がかすんで見えます︒

六733

な光をおくりました︒

さしいかほを出して︑あたたか

日は雲のあひだからや

ゴネリルは決して氣だての

其の上我が國の美しい風景

好するやさしい性情を育成するのに

や温和な氣候は︑︿略V︑自然美を愛

十二悩5

やさしい女ではなかった︒

十二712

にやみの世界を照らすやう︑︿略V︒

ちやうど東の空に上る月が次第々々

十二439 ︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑

四336園 こちらでやさしくいへ 十一湘10 最後に目つきのやさしい老
ば︑向ふでもやさしく答へ︑
紳士が言った︒

のです︒

やはり此のやさしい︑しかも勇まし
ゐ
い通信者の働の偉大な事が謹明せら

十551

るからに愛らしいものである︒
おう

誠にやさしいやうだが︑そ 十542 ︿略﹀︑紅をさしたかと思はれ
はと
るやさしいくちばし︑︿略V︑鳩は見
ヤサシイ

れで中々言ひにくい場合があるのだ︒

十928園

くいのです︒

十925園

︽ーイ︾

やさし・い

サルガヤケドヲシマシタ︒

﹇火傷﹈︵名︶一

原を横ぎって︑︿略﹀︒

やけど

一176
やけのがはら

十二339国

が原

と攣ってゐます︒

五208 さをの先の矢車ががらがらと や・ける ﹇焼﹈︵下一︶3 やける 焼

やぐるま

七撹5

ける

︽ーケ︒ーケル︾

鳴ると︑鯉が大きな口で︑思ふぞん
︵名︶

ぶん風をのんで︑︿略﹀︒

1 約六十方キロメートル

やくろくじゅうほう キ ロ メ ー ト ル

砂の上を歩いて行くと︑足
身には色目も見えぬ破れ衣

﹇優﹈︵形︶16

十二価2

の裏が焼けるやうだ︒

十二499 ︿略﹀︑湖面は海面より四百 十︻838
メートルも高く︑其の面積は約六十

やさし・い

方キロメートルある︒

をまとひ︑日にやけ仕事にやつれて

﹇約六千度﹈︵名︶1

︽ーイ・ーウ・ーク︾

やくろくせんど

やさしい

野菜
ブタ

︿略﹀︑コレニ土ヲ置キテ野

﹇野菜﹈︵名︶2

ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑︿略﹀︒

やさい

八204図

菜ヲ作り︑又小屋ヲ建テテ豚・鶏
等ヲカヒ︑︿略﹀︒

くだもの

やさしい

ことに野菜や果物が有名で
﹇優﹈︵形︶2

八679囲
す︒

やさ・し

四335園 こちらでやさしくいへ
ば︑向ふでもやさしく答へ︑お

年の頃もよくわからぬくらゐである
屋號

それで十字置から︑うちの
らいしん

屋がう

約六千度

焼けつく

スベテ看板ハ商品又ハ職業

紙に書きこんでごらん︒

屋がうのカネキを入れて︑此の頼信
し

七麗9圏

﹇屋号﹈︵名︶2

が︑︿略﹀︒

夜景

やこう

十一22 温度は表面で約六千度︑
︿略﹀︒

﹇夜景﹈︵名︶1

やけ ←まるやけ・ゆうやけ・ゆうやけ
こやけ
やけい

焼加減

漁火の波間に出没する夜景もまた一

十一344図 月影のさゴなみにくだけ︑ 八587図

﹇焼加減﹈︵名︶1

段の趣あり︒

やけかげん

﹇焼付﹈︵五︶1

で嶢加減を見て︑かまの外へ引出し︑

八318 さうして煙出から出る煙の色

︿略V︒

︽ーク︾

やけつ・く

745
やし一やすむ

温和 な 氣 候 や 美 し い 風 景 は ︑

與って力があった ︒
十一一悩10

や

し

人の心をやさしくし︑優美にはする
がう
が︑雄大豪肚の氣風を養成するには
適しない︒

し

ゃし ﹇椰子﹈︵名︶1 椰子亭ココや
や

十悩1 椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

し

ムの木などは名を聞いてみたが︑實
屋敷﹇▽いえ

物を見るのは始めてである︒
﹇屋敷﹈︵名︶1

やしき・さつまやしき

やしき

がすき間もなく警衛してみる︒
﹇養﹈︵四・五︶3

養ふ

十二伽7 屋敷の附近は︑官軍の兵士
やしな・う
︿略﹀︑からだを養ふ所の血

︽ ー フ ︾ ﹇ ▽ い た わりやしなう

八川9囹
がどうして出來ませう︒

爲に働いたといふなら︑僕もまた君

八槻9囹 君等が若し僕に食物を送る
等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

ふな
十伽2図 又池・沼を利用して鯉・鮒
を 養 ふ こ と も 盛 にして︑︿略﹀︒

やしま

﹇屋島﹈︹地名︺1 屋島
だんのうら

十一糾9図 ︿略﹀︑屋島・青本は源

よしっね

﹇屋島合戦﹈︵名︶1

平の昔語に人の感興を動かすこと甚
だ切なり︒

やしまのかっせん

屋島の合戦

四612

らふそく

椰子油

矢じり

つて一番にはせ参じ︑︿略V︒

︿略﹀︑シタガツテネ

︽ーイ・ーウ・ーク︾←おここ

銅色
︿略﹀

一人の男が︑人夫と渡

マッチはちょっとした物で︑

しかし之を一人で造るとして︑

﹇易﹈←たやすし・つきやす

クナリ︑︿略﹀︒

やすし

﹁あ＼︑あの角の石屋

︿略﹀︑ 安ちいさんを知

﹇安爺﹈︹人名︺3 安ち

し・まちがいやすし

やすじいさん

いさん

る知らず︑

九809図圏

﹇▽おんやすみ・なつやすみ

毘沙

廣き工場にたゴ

安ちいさんは一心に

く略V︑

安ちいさんはせぐくまり︑

︿略﹀尊き工場の片すみ

か︒﹂と︑ 誰もうなつく工場あり︒

に︑

九816図嗣

︿略﹀︒

九桝4図蟹

一人︑

門天を刻みみき︑︿略V︒

やすみ

便利だが︑その代り利子が やすはる ﹇▽わきざかやすはる

車が終日終夜︑妙なしに運質してゐ

墨縄にも︑地下鐵道にも︑電車や汽

八731団

買ふ人の無智に乗じて安い やすみなし ﹇休無﹈︵名︶1 休なし
か
地上の善道には勿論︑高架
品を高く責付け︑︿略﹀︒

十二228

安い︒

十527園

こんなに安く責れるであらうか︒

八鵬9

買はれる︒

償も安く︑一包十箱が十善ぐらゐで

八佃7

ゐましたが︑︿略﹀︒

賃を高いやすいと言ってあらそって

七641

ダンモ安ウゴザイマス︒

六106園

ろやすい

安い

屋島のたたかひに︑げん やす・い ﹇安﹈︵形︶6 やすい 安イ

屋島のたたかひ

じはをか︑へいけは海で︑向
﹇椰子油﹈︵名︶1

ひあって居ました時︑︿略﹀︒
やしゆ
けん

九59囲これから椰子油を取り︑石
﹇鍛﹈︵名︶1

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

やじり

かりまたは︑矢じりがつばめ

の尾のやうにわれた︑たいそうする

五818

社←おんやし

︿略﹀︑子どもの騎手を一人つ

﹇社﹈︵名︶6

どい矢で︑︿略﹀︒

やしろ
八62

ろ

さうち

つ出して︑社の横の池のまはりで競
走させて︑︿略﹀︒

十905図韻村の社の掃除や終へし︑
︿略﹀︒

やすい・いかりやすい︒うみやすい・

カクテ償ハ次第二安クナリ

十121

私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ

呉服屋の手代が︑大きなふろ

たとひ休まず働いても︑一人

熱い番茶にのどをうるほして

で一日に一包は造れまい︒

八脳2

休みましたが︑︿略﹀︒

しきつつみを石地藏の前におろして

八388

トハアリマセン︒

アリマシタ︒︿略﹀︒一日モ休ンダコ

七501

︽ーマ︒ーミ・ーン︾﹇▽おやすむ

やす・む ﹇休﹈︵五︶5 休ム 休む

ます︒

﹇▽はらやすお

すい・ふけやすい

おちいりやすい︒たやすい・なずみや

低いじめくした松林の中に やすい ﹇易﹈﹇▽あきやすい・あきらめ
小さな社がある︒

十㎜10

これ即ち出雲大社の起原
なり︒此の社は規模の大なるを以て

十二78図

やすお

あらゆるものはやみとい

此の社にては︑今も太古 やす・し ﹇安﹈︵形︶3 安シ 安し

世に知られ︑︿略V︒

︽ーキ・ーク︾

十二88図

の法に從ひ︑之によりて火を作ると

九15図圏

黒きとばりにおほはれて︑ 安

テ︑︿略﹀︒

九461図

き眠に入れるなり︒

ふ

いふ︒

︿略﹀︑秋は春日の社神さ

び︑手向山の紅葉夕日にはゆる様殊

たむけ

十一一伽10図

に見所あり︒

カクノ如ク︑品物多クシテ︑

之ヲ望ム楽髪ケレバ︑其ノ物ノ償安

︿略﹀︑さびたりとも長刀を 九464図

持ち︑やせたりともあの馬にうち乗

十691園

六348 屋島の合職に︑義経が小わき や・す ﹇痩﹈︵下二︶1 やす ︽ーセ︾
﹇屋初戦﹈︵名︶1

にはさんでみた弓を海へ落しました︒
やしまのたたかい

やすめる一やっと

746

休んでみる所へ︑︿略﹀高橋さんが
來られた︒

十三10 掛茶屋に休んで名物の餅を食
べ て る る と ︑ ︿ 略V︒

き さ う ゑもん

やす・める ﹇休﹈︵下一︶2休める
かまば

︽ーメ︾

十445 窯場から出て來た喜三右衛門
は︑縁先に腰を下して︑つかれた髄
を休めた︒

ほら
十一一柳6 此の洞穴と︑十年一日の如

く黙々としてのみの手を休めない僧
の根氣とを見た村 の 人 々 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

かつやすよし・かつやすよしとさいこ

やすよし ﹇安芳﹈︹人名︺12 安芳5
うたかもり

十二伽7 ︿略V︑安芳は三月十三日官

﹁︿略﹀︒﹂

十一一梱2

やがて安芳は西郷に見送ら

警衛の兵士等は︑安芳の姿

れて門を出た︒

十二梱3

安芳は自分の胸を指さして︑

を見ると一時に押寄せて來たが︑
︿略﹀︒

十一一個5
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑︿略﹀︒

安芳が一命をかけた努力と︑
安らか

︵四︶1

千重百人の乗員は︑今もなほ

﹇安﹈︵形状︶1

西郷の果噺によって︑︿略V︒

十二槻2
やすらか

九613
﹇安広﹈

安らかに眠を食けてるる︒

︽ール︾

やすんじたてまつ・る
安んじ奉る

高徳此の故事をひきて︑や

ツケテ︑﹁ア︑ニクイヤツが居

ル︒﹂トイハナイバカリニ︑ヨツ

次第にやせ衰へて︑物にす

がらなければ立てない程になった時︑

十二945

尋ごやっかい

テタカツテイヂメカヘシマス︒

頭が八つ︑尾が八つある大

﹇八﹈︵名︶5 八つ

頭が八つ︑尾が八つある大

酒が出面ると︑みことはそれ

間もなく大蛇が來て︑八つの

を八つのをけに入れさせて︑︿略﹀︒

五108

蛇で︑︿略V︒

五102園

蛇で︑︿略﹀︒

五102圏

︽一 やっつ

やっかい

彼はいくら苦行をしても更に効のな
やせる

さうして清正のやせた姿︑日

﹇痩﹈︵下一︶1

いことを知った︒

セ︾

や・せる

七重4

﹇野戦病院﹈︵名︶1

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑
涙ぐみました︒

こま

じゃれ合ふのを止めて︑尾を

︵副︶8

五396

赤い︒

に︑

やっと

︿略﹀妾まきすます︒

夕日が

見上げる空

御神木ださうです︒私どもが

あすも天氣か︑

﹁やっとすんだ︒﹂と

四115翻園

やっと

ふりながら︑ちよこくやって來た︒

八44

︽ーキ︾

やって・︿る ︵力変︶1 やって來る

に入れて︑︿略V︒

五113 ︿略﹀︑八つの頭を八つのをけ

酒を飲みました︒

頭を八つのをけに入れて︑其の強い

レマン官軍も︑︿略V︑ドイ 五113

やせんびょういん

野阜病院
九372図

ツ兵に登見せられて︑野戦病院に送
﹇矢田山﹈︹地名︺1 矢田山
たかまど

られたり︒

やたやま

い

十二捌7善く略V︑春日・高圓の山々
を東に︑矢田山・生駒山を西にひか

十悩1図

がて忠臣の起りて勤王の兵を墨げ︑

たか も り

やたら

軍の参謀西郷隆盛に會見を求めた︒

﹇矢鱈﹈︵形状︶1

ヤツ

家賃さへも彿へない今の

﹇家賃﹈︵名︶1

︿略﹀︒

やちん

十二385囹

﹇奴﹈︵名︶2

身の上ではないか︒

ニセ
ニクイヤツダ︒﹂トイ
︿略﹀︒

四363圏スルトホカノ鳥が見

ツテ︑

モノダ︒

ケニナリマシタ︒﹁コレハ

臨監所のおわびによって︑長四郎は

八三6 翌日になって︑︿略﹀︒書頃︑

子どもの手がやっと合ってみた︒

て︑象の前足にだきついて見せた︒

ニ534園トノサマヤオトモノ人 六人で︑やっとかかへました︒
六883 自分たち程の子どもが出て來
ノ目モ︑ロモ︑耳モハヒダラ

やつ

家賃

はせ︑ををやたらにふって︑

三222犬ははなをくんくんい

やたら

へて︑︿略V︒

野生

おのれを修めて人を安

﹇安﹈︵サ変︶1

え上げたるなり︒

必ず御心を安んじ奉るべきことを聞

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

やすん・ず

十一78図囹

︽ーズ︾

﹇野生﹈︵名︶1

んず︒

やせい

︿略﹀︑其の中貴重なものの一
にんじん

のものでしたが︑︿略﹀︒

つは朝鮮人蓼です︒これはもと野生

八327

安んず

十二伽3 安芳は今日こそ最後の確答
れたのである︒

ると︑︿略V︒

十二伽9 安芳がはいって行かうとす
十二旧4 安芳は大音に﹁西郷はどこ
に 居 る ︒ ﹂ と 叫 んだ︒

十二伽1 しかし二人は互に信じ合つ
てるる仲なので︑話はおだやかに運
ばれる︒安芳がいふ︑﹁︿略﹀︒﹂

常世は︑時こそ來れと︑や
﹇痩衰﹈︵下一︶1

やせ衰へる︽1へ︾

やせおとろ・える

せ馬にむちうってはせつけたり︒

十709図

十二伽10 相手は大きな眼でじっと安 やせうま ﹇痩馬﹈︵名︶1 やせ馬
芳の顔を見つめながら︑だまって聴
いてるる︒
安芳は更 に ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

十二伽10 安芳は尚言葉を粗けて︑

十二僧1

747
やっぱり一やね

やっと袋から出された︒

やど

﹇宿﹈︵名︶7

宿﹇▽おやど・お

八453国始は熱が高くて心配致しま やどいたす・りょじんやど
食事も進むやうになりましたので︑︑

したが︑昨朝あたりから熱が下って︑

九283

．言ひます︒

六嘱7

宿の者にきくと︑﹁︿略﹀︒﹂と

やっと安心致しました︒

九767
に着いた︒

私は叔父さんに連れられて宿

とうく此の宿でなくなった︒

信季は其の後幾日かたって︑

しよう
やうになった頃︑時鐘番兵がく略V︑

﹁︿略﹀︒﹂と當直二塁に報告する︒

を止めて︑一夜の宿を貸し給へとこ

九615 人の顔がやっと見分けられる

れて︑太郎はやっと今日の次第を有

へば︑︿略﹀︒

かはい＼ね

ほせられて︑あなたのお蹄を待って

十611園旅僧が一夜の宿を頼むとお

やとふ

月と日と雷が同じ宿屋にとま
アンドン

かへるはやなぎのつゆ

レアノドテノ ヤナギノキノ

ウヘ ニ︒

を虫とでもおもったのでせう︑

三555

︿略﹀︒

やにはに

風は音なくやなぎをわ

三561 だんだん高くとべるやう
になって︑とうとうやなぎにと

びつきました︒

十一137図國

たり︑︿略﹀︒

あわてて逃げんとすれど

やね ﹇屋根﹈︵名︶1一 ヤネ やね 屋

倒されたり︒

も時既におそく︑大方はやにはに斬

十﹇245図

やにわに ﹇矢庭﹈︵副︶1

く略V︑此虜にて土人を雇

なったが︑︿略﹀︒

十二831図

ひて三者となし︑︿略﹀︒

やどかり

やどかり

﹇宿借﹈︵名︶2

七14図

やどかり

妹とお松のざるには︑やどか

りがたくさんみた︒

﹇宿屋﹈︵名︶4

宿屋

七151
やどや

ひました︒

︿略﹀︒

やど・る

柳瀬

雇 やながせ

る︒

宿ル

宿る

田二二ム土蛙ハ土色︑木ノ葉

やながせ

やながせ

キチーにて土人の家に宿

あふみ

﹇柳瀬﹈︹地名︺2柳瀬

十二863図

二宿ル雨蛙ハ緑色︒

九167

︽ール︾

﹇宿﹈︵四・五︶2

旅人宿何屋ト記シテ掛クルモアリ︑

ツモルツモルユキガ︑

ワラヤノヤ

そんなところでとどく

イタヤノノキニ︒

︿略﹀︑高ク上ゲルト︑ヤネ

せまい中庭から︑屋根の上に

頭を出してみるひよう松は︑︿略V︒

五342

根へはいる︿略﹀︒

四544園︿略﹀屋根から出て︑屋

ございませんか︒

四544園 へええ︑日は屋根から
出て︑屋根へはいるものでは

ねへにげて行きます︒

四253

ノ上マデトドキマス︒
︿略﹀︑すずめがくらのや

三674

ものか︒やねへ上ってはたけ︒

三533囹

ネニ︑

マツ白ナユキガ︒

一一381圃

八613丁場ノ他宿屋ニハ︑掛行燈二 根←おやね・ガラスやね・こやね

りました︒

六個5

が來て︑﹁︿略﹀︒﹂

四542

そこへ宿屋のていしゅ

十945 其の夜又父に強く聞きたゴさ 十597図 とあるあばら家の門口に杖 四534 東京の宿屋で︑山國の
ものと︑島國のものがおちあ
りのま㌧に話した ︒
︿ 略﹀︑﹁まあ︑

ぢ︒﹂男の子は指先でそれをつまま

十二5510

いらっしゃいます︒

十702図始は身の上をつ＼み︑貧の

うとしたが︑鯨り小さいのでつまめ
なかった︒二度︑三度︒やっとつま

恥をつ＼まんとして宿をことわりし

や

これは何時そやの大雪に宿
﹇雇入﹈︵下一︶1
︽ーレ︾

︿略﹀︑主人はそれ等の人々を

﹇雇﹈︵四・五︶4
︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

やなぎ

ニバンボシミツケタ︒ ア

ヤナギ

︿略﹀︑近江の柳瀬に討

﹇柳﹈︵名︶4

十一25図柳瀬

つて出でしむ︒

方々から人夫をやとって干て︑ 十一235図
︿略﹀︑あの青年をやとふこ

やなぎ

一411翻

それからは学課の手助をし ﹇▽しだれやなぎ
たり︑人にやとはれたりすることに

十一985

とにしたのです︒

十悩2園

もう一度土手をつきなほした︒

五745

ふ

やと・う

入れた︒

さしおいて︑或一人の青年をやとひ

十捌6

とひ入れる

やといい・れる

を借りた旅僧であるぞ︒

十716園

常世も︑︿略﹀︒

んだと思ふと直に落してしまった︒

ワルイオヂイサンバ又コ

やっぱり︵副︶2ヤツパリやつば
り

二466

ノゥスヲカリニキマシタ︒サ
ウシテ米ヲツイテミマシタガ︑
ヤツパリキタナイモノバカリデ
マシタ︒

やつれる

んのおっしゃったやうに︑星の位置

九928園 にいさん︑やっぱりにいさ

﹇實﹈︵下一︶1

は攣りますね︒

やつ・れる
︽ーレ︾

十二価3 身には色目も見えぬ破れ衣
をまとひ︑日にやけ仕事にやつれて
年の頃もよくわからぬくらゐである
が︑︿略﹀︒

やねづたい一やぶる

748

五864団 叔父さんは大へんだ土手が
切れたといって︑すぐ屋根へ出まし

か居るか︒﹂と呼ぶと︑やはり藤吉

ても一日ぐらみのものだが︑太陰暦

陽暦なら大がい九月一日で︑ちがつ
になると三十日もちがふことがある︒

郎が出て來た︒

︿略﹀サンゴハ︑皆此ノ轟ノ

櫻の咲く季節でも霜の降る季節でも︑

七833
やはりさうである︒

た︒

スル時二使フ海綿モ︑ヤハリ海ノ底

法律の外に勅令・閣令・省

︿略﹀︑やぶかうじの赤い實に

並んで︑春蘭のつぼみのふくらん

しゅんらん

九323

だのも見える︒

こずゑ明るき林を行けば︑

る︽ーッ・iラ・ール︾

やぶかげ

ヤブル 破

やぶかうじの巨木の根に赤く︑

十897図圃

︿略﹀︒

の命令も國の規則であって︑廣い意

一521

やぶ・る ﹇破﹈︵四・五︶7

なく︑稻の葉がさわくし出した︒

味でいふ場合にはやはり法律である

やぶ

し

やがてあたりの静かさを七つ

軍を破る︒

ずいこくといふのこぎりの

こ＼において皇各位をつぐ︒

皇天祥命を奉じ︑各地に轄乱して元

十979図

音が︑あたりの静かさを破る︒

十411

て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

九悩9

は勇ましくひゴき︑︿略﹀︒

の静かさが忽ち破られ︑起床ラッパ

九624 ﹁総員起し︒﹂此の號令で︑朝

コミマシタ︒

テヰマス︒モンヲヤブツテセメ

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

︿略﹀︑主倒ドモハテツノ

﹁やはり二百十日だ︒風が出て來

令・府縣令等の命令がある︒これ等

十二901

骨デアル︒万物ヲ洗ツタリフイタリ
ノ岩二取リツイテヰル轟ノ骨デアル︒

六264 屋根の上に霜がまつ白だ︒

たふ

六326 東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ
ぢゆう

ルヤウニナツタ︒

屋根づ

から︑︿略﹀︒

夜半
︿略﹀︑一重五千の軍勢ま

﹇夜半﹈︵名︶2
十﹁279図

やはん

た︒﹂

六725 ︿略﹀︑五重の塔や大きな寺 七933園 それが︑朝飯がすむと間も
﹇屋根伝﹈︵名︶1

の屋根が見えます ︒

やねづたい
たひ

分業で仕事をする時︑誰か一

人の手ぎはが悪いと︑玉髄の出來ま

八燗8

つしくらに進軍して︑夜半の頃には
︿略﹀︑時には夜半までも薄

でも悪くなる︒やはり世は相持のも

十二佃8

暗い燈を便りに︑経文をとなへなが

なれない私は︑大丈夫とい

はれても︑やはり馬のそばを通るの

ら

し

﹇藪陰﹈︵名︶2

第二座の僧は︑二人とも規

ざわくとして夜の静けさを破る︒

則を破ったのが不快でたまらない︒

十一6910

十981図

然るに出軍の勢いよく盛

たまく元の大軍至るに及

皇后も遂に敵手に落ちぬ︒

にして︑外濠到る庭に敗れ︑皇帝・

十977図

︽ーレ︾

こずゑ明るき林を行けば︑やぶ・る ﹇敗﹈︵下二︶3 破る 敗る

やぶか

ふめばさ
﹇藪柑子﹈︵名︶2

くく銀みだる︒

霜柱たつやぶかげの路︑

やぶかうじの實木の根に赤く︑

十898図圏

にまきつきたり︒

いなる建つと出でて︑獅子のからだ

へび

眠りしに︑後の暗きやぶかげより大

七305図昔一匹の獅子︑森の中にて 十一262図 ︿略﹀︑何とも知らぬ物音

やぶかげ

木のやぶへはいって行った︒

やがて父は︑鎌を手にして雑

﹇藪﹈︵名︶1

心にのみを振るふことさへあっ

が危除なやうな氣がしてならなかつ

た︒

に製造されるやうになったが︑物に

十414

鳩を通信に使ったのは︑︿略﹀︑ やぶ

たが︑︿略V︒

十171団

で雀の巣へ手が届かうとした時︑ふ
やは

既に木之本に到着したり︒

ヤハリ

のである︒

﹇矢張﹈︵副︶14

み外して軒下へどうと落ちた︒

つと屋根づたひに行って︑もう少し

八168 日が暮れてから︑長四郎がそ

り

やはり

六15園 來年もやはりあの稻を作り
ませう︒

十551

自然輕んぜられるやうになった︒と

六136薬篭里人二使ハレテヰテモ︑
時々青イ物ヲ出シマス︒アレガヤハ

ころが︑先年の欧洲大戦で︑やはり

おう

リサビデス︒︿略﹀︒﹂ト言ツテ︑

此のやさしい︑しかも勇ましい通信

で︑︿略﹀︒

者の働の偉大な事が謹明せられたの

ゐ

中々マケマセンデシタ︒

六723 此の電車道から東山のすそへ
かけて︑やはり人家がこみ合って立

よっては︑やはり外罐の品を買った

機械類は︑近年我が國でも盛

六762園 ﹁ソレハメリンスデ︑絹デ

十872

セウ︒﹂﹁イ・エ︑ヤハリ毛綜デオツ

方が得な場合が少くない︒

つ て ゐ ま す が ︑ ︿略﹀︒

タ物デス︒︿略﹀ ︒ ﹂

いつも藤吉

きまで行ってみたが︑やはり追ひつ
と呼ぶと︑

か居るか︒﹂

けなかった︒

やぶこうじ

七771 毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰 十一7210宣長は︑︿略﹀︒次の宿のさ

十﹇9310園

したがって二百十日も太 うじ

信長はいつもより早く起きて︑﹁誰

郎が眞先に出て來た︒或大雪の朝︑

749
やぶれ一やま

一415囲

三バンボシミツケタ︒

んで天祥大いに敗れ︑遂に敵兵に捕
ア

ぢさんのうちがあります︒

四331吉凶のこゑも山の中

があります︒

のやうに︑かへって來ること

ニ︒

一444

では︑かべにあたったこむまり

カリニ︑︿略﹀︒

ウヘ

レアノヤマノマツノキノ

やぶれ

オヂイサンハヤマヘシバ

へらる︒

十鵬5図︿略﹀︑呉の勢盛にして越軍
﹇破﹈︵名︶1

大いに破れ︑勾踵は呉に捕へられぬ︒
やぶれ

破れ衣

白ナユキガ︒

マツ

へはいる︒

四537園日は山から出て︑山
へはいる︒

ドウジトイフワルモノガヰマ

根もとへ草もよせつけぬ︒

山のふもとのしひの木は︑

ムカシ大江山ニシユテン 四561圃 思ふぞんぶんはびこった

やま ﹇山﹈︵名︶84 ヤマ 山←あお

シタ︒山カラ出テ︑モノヲトツ

た︒

︿略﹀︑

ふじは日本一の
かすみのすそを

︿略﹀︒

四574團︿略﹀︑山のふもとの
︿略﹀︑山がらはく略﹀︑それ

大木は︿略﹀︒

四693

からうらの山へとんで四つ

それで山へ行くにも︑へうた

んを腰に着けてみて︑かへりに酒を

五535

或日山の中で︑こけに足をす

買って來ては︑︿略﹀︒

べらせて︑うつむけにたふれました︒

五538

ゐます︒

朱ぬりの社殿が山のみどりを

後にして︑たいそうきれいに見えま

五588

す︒

此の山の杉も庄屋が先に立つ

て植ゑたのださうだ︒

五785

二人の者が山の中を通ると︑

しっくがよって海となる︒

くま

五977

今どこのうちへ行って見ても︑

熊が出て來ました︒

俵の山が出來てるます︒

六24

昨日までに二山出來て︑もう

三つ目の山が出置か﹂つてゐます︒

六28

の山は出來上りませう︒

つて︑俵に入れてつんだら︑三つ目

春が來た︑春が來た︑ 六35 今日庭にほしてあるもみをす

てしまひました︒

山に來た︑里
野にも來た︒

山にさく︑里
野にもさく︒

たにはとりが︑俵の山へ上ってとき

を作りました︒

塁湾の新高山さ︒︿略﹀︒垂

が︑此の山のいたゴきには︑いつも

湾ではめったに雪が降らないさうだ

六57園

たいわん

高い山はもう雪だらう︒

鳥が鳴く︑鳥が鳴く︑ 六46園 朝晩めっきり寒くなった︒
山で鳴く︑里
野でも鳴く︒
山から薪を取って託て︑それ
を責って︑くらしを立ててゐました︒

五531

で鳴く︑

どこで鳴く︒

四894圃

にさく︑

どこにさく︒

四888幽花がさく︑花がさく︑ 六43 土間でこぼれもみを拾ってゐ

に來た︑

どこに來た︒

四方の山を見 四884圃

おろして︑かみなりさまを下

三806蟹

四563圖山の中からころげ出て︑ 五956圃 ちりがつもって山となり︑
人にふまれたかしのみが︑

がきやま・あさまやま・あまのかぐや

ト︑︿略﹀︑大江山ヘムカヒマシタ︒

ライクワウハケライドモ

やま・おのろやま・かすがやま・くさ

山型ケハシク︑ミチハワカリマ

二743

やま・くろやま・こやま・じぞうや

センデシタガ︑︿略﹀︒

ま・たかまどやま・たてやま・たむけ
やま・たむけやまじんじゃ・たわらの
やま・てんじんやま・となみやま・な
しやま・ひとやま・ひらおやま︒ふじ

にきく︑

︿略﹀︑

ふじは日本一の山︒

のやま︒ふたやま・ふなさかやま・ま

．山︒

三808囲

︿略﹀︑

ふじは日本一の

四218山一つむかふの村にを

ノ山へ上りマシタ︒

四86︿略V︑トモダチトムカフ

山︒

遠くひく︑

三822圃

つやま・みかさやま・みかんやま・み

リマス︒

一29ーヤマ露玉︑キガウエテア

ヤマデス︒

一284 コレハワタクシノハコニ
ハデス︒コノタカイトコロハ

わかくさやま

みなしやま・やたやま・よしのやま・

にやま︒にいたかやま・のやま・ひが

三202 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし

ま︒しまやま・すぎやま・ぞうきや

ま︒うみやま・おおいわやま・おおえ

タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒

二717

コチラノモリニ︒

アチラノ山二︑

ガタクサンアリマス︒
S圏 フルフルユキガ︑

九222 ︿略V︑たて切ってあるしやう 二202園コノ山ニハ︑クリノ木 四476囹ちりつもって山となる︒ 五585 宮島はまはりが七里もある島
しか
四537囹 日は山から出て︑山
で︑島の山には鹿がたくさんすんで
﹇破衣﹈︵名︶1

じのやぶれを︑秋風がはたはたとあ

ふる︒

やぶれごろも

一一

ま・いこまやま︒いわやま・うねびや

をまとひ︑︿略﹀︒

十二鵬2 身には色目も見えぬ破れ衣

R7

やまい一やまかじ

750

つもってみるといふことだ︒

六75園 月払には︑新高山より︑も
つと高い山がありますか︒
らず名高い山だとはかぎらない︒

住めば都よ︑わが里よ︒

くなる︒

九576

わら
︿略﹀︑前の変藁の山が見る

く高くなる︒

話が出る︒
ひらいつみ

大きな川の見える所に出た︒

其の中に汽車は山の間を出て︑

山を指さして︑︿略﹀︒

もなく︑叔父さんは近く左に見える

九718

次の平泉といふ騨を出て間

には︑人の山が出來て︑いろいろの

六78園 しかし三郎︑高い山がかな 九662 火縄一本の煙草ぼんのまはり
六81園 しかし三郎︑高い山がかな
らず名高い山だとはかぎらない︒

六87園 高くて名高いのは︑どの山
ですか︒

家でも︑

六164蟹 ︿略﹀︑ 山の中でも︑三軒 九728

汽車が盛岡を出て少し進むと︑

す︒

いふ山があって︑公園になってゐま

十一一858図其の間︑山にさしか＼れ

るキチーに出づ︒

しやうとく

或時の如きは︑繹迦が山の

十759團北の方の山のすそには︑松 ば舟を引きて之を越え︑︿略﹀︒

下にみるのを見附けて︑上の方から

然れども春日の社頭︑朱

かすが

︿略﹀︑何の山︑何の川︑

︿略﹀︑川沿の道をたどって

のゆくてをさへぎつてしまふ︒

まり︑遂には路の前面に突立って人

行くと︑左手の山は次第に頭上にせ

十二悩2

あり︑︿略﹀︒

一木一草に至るまでも歴史あり古歌

十二㎜3図

の襟を正さしめ︑︿略﹀︒

の廻廊山の緑にはえて︑森嚴自ら人
えり

サリャつ

十一一997図

あけ

十二979

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

山も森も村も皆焼野が原
と攣ってゐます︒

十二338囲

繹迦は︿略﹀︑各地を巡つ

とむるは人情の常にあらずや︒

て道を傳へてるたが︑遂に病を得て

十二983

クシナガラ附近の林中に留った︒

みことはく略﹀とおかんがへ

とら

大きな虎が山おくで︑﹁︿略﹀︒﹂

とひとりごとを言ひました︒

六275

りになりますと︑︿略＞Q

になって︑だんだん山おくへおはい

五83

これは主として周園が山で︑やまおく ﹇山奥﹈︵名︶2 見おく
画してみる︒

十二8010圃

︿略﹀︑山を越えて東海岸

たぎる引潮あら渦を巻き︑︿略﹀︒
十一一835図

に出でんとすれば︑︿略V︒
こくりゆう

それより山を越え︑河を

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な

十二857図

︿略V︑枝を打てば︑山火事

の危険を防ぎ︑又空氣の流通がよく

十一396

やまかじ ﹇山火事﹈︵名︶1 山火事

山もとゴうに引潮たぎり︑

流れ込む川に大きいのがないのに原

十二519

大石をころがしたが︑︿略﹀︒

林を後にして右に昌徳宮︑左に景
或日︑此の附近の山へ薪を

福宮の壮大な構がある︒

十848園

水また清く︑
︿略﹀︑山の背を通ってみる

山根緑に

かゴやく此

とりに來た百姓が︑︿略﹀︒

の地︑

十目1図圃美術の光の
︿略﹀︒

十一358

小路を中にはさんで︑四五尺にのび
た杉の若木が勢よく立並んでみるの

九738

遠く左に見えるかくかうのよい山を

六573 二人は野をすぎ︑山をこえ︑

なれない道を一月あまりも歩きつg

が︑︿略﹀︒

南大門の東南の方に南山と

十994図囹 父母の病あつければ︑馨
れう
藥の効なきを知りても︑尚治療につ

蚕がけるが如く美しき山の︑やまい ﹇病﹈︵名︶2 病

︿略﹀︑向ふの山も薄墨色に

指さして︑︿略﹀︒

だけ

或は右に或は左にあらはれるのは︑

十一6110

暮れて行く︒

十一412

けて︑︿略﹀︒

汽車は野を過ぎ山を越えて進
青々とした波の上に︑上々と

白帆が浮んでみるのは︑野や山ばか

九755

む︒

六734 ︿略﹀︑其のさきにやさしい姿 九744
の山がかすんで見えます︒

七568園 急に暴風雨が來ると︑山の
や う な 波 が 立 っ て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑

山のすその方があちらこちら

きました︒

九㎜9

︿略﹀︑山をくづし︑地をうが

向ふの山の頂に日の光が赤々
十751國

とさして來た︒

十412

ち︑河水をせき止めた事など︑︿略﹀︒

十373

白いのは︑索変の花であらう︒

そ

ば

山の上に居るやうな下窩になって聞

九9710

︿略﹀︒

山だといふ事は知ってゐましたが︑

サホロ嶽の連峯の一つであらう︒
り見て來た目に殊さらうれしかった︒
八12 秋は山が美しい︒
だけ
ひ だ
八12 此の間二三度降った雨に︑山 九9310 白馬岳が飛騨山脈中の有名な 十一一211 どの山を見てもどの谷を見

の木の葉は目立って色づいた︒
ぎやかである︒

八19 ︿略﹀︑秋の山は小鳥の聲でに

八312 さて山の木をきり倒して︑四
五尺の長さにきりそろへ︑︿略V︒

八341 婦人は大いに喜んで︑夜の明
けるのを待って︑すぐに其の山へ上
りました︒

九569 後には褻の束が山と積んであ
る︒

わら

つれて︑前の旧懐の山が見るく高

九575 後の山がだんだん低くなるに

751
やまがら一やまとたけるのみこと

山がら

山がら

﹇山雀﹈︹課名︺2

なって轟がつかなくなるさうだ︒
やまがら

四目7 十八 山がら
﹇山雀﹈ ︵ 名 ︶ 3

四677十八 山がら
やまがら

四678私のうちに山がらが一
羽 かつて ありま し た ︒

やまぐに

﹇山国﹈︵名︶2

山國

四534 東京の宿屋で︑山並の
ものと︑島國のものがおちあ

それは山國川に沿うて連な

六914

こんな山城一つ︑何程の事が

あるものかと︑賊が城の門まで攻上

ぢ

わうばく

てつげん

今より二百敷十年前︑山

﹇山城宇治﹈︹地名︺1

ると︑︿略﹀︒
う

やましろうじ

ち

僧ありき︒

﹇山田﹈︵名︶1

﹇山城大和方

山田

面﹈︵名︶1 山城・大和方面
やまと
何でも山城・大和方面の
やまだ

御旅行がすんで︑︿略﹀︒

十一717園

やましろやまとほうめん

やまと

城宇治の黄鳥山砂福寺に鐵眼といふ

う

十一伽1図

山國のものが﹁︿略V︒﹂と 山城宇治

ひました︒

四535

山

いへば︑島國のものが﹁︿略V︒﹂
といってあらそひます︒
﹇山国川﹈︹地名︺2
なかつ

豊前の中津から南へ三里︑

やまくにがわ
國川

四691 ︿略﹀︑私がかごの戸を
明けます と︑山がらはとび出し
十二餌1

びやうぶ

十一一悩5

沿の道をたどって行くと︑︿略﹀︒

激流岩をかむ山國川を右に見て︑川

ぶぜん

て︑︿略﹀︒

山川

四696 ︿略﹀︑今でも山がらのこ
﹇山川﹈︵名︶2

ゑをきくと︑︿略﹀︒
やまかわ

あの降りつゴいた雨のおか

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

げで︑山田の高い所まで一息に植ゑ

九472圏

十柵1國団 近き虜ならば早速上り候

ることが出來ました︒
山田さ

見るから危げな敷町のかけはしを造

﹇山田﹈︹人名︺2

これは級長の山田さんです︒
﹇山田先生﹈︹人名︺1

ふと氣がつくと︑校長先生と

八岐の大蛇
をうち

て︑毎年一人つつたべました︒

をけに入れさせて︑八岐の大蛇の來

五111 ︿略﹀︑みことはそれを八つの

﹇山手﹈︵名︶1 山手

るのを待っていらっしやいました︒

やまて

すと︑北の山手には木戸を立てて︑

七193 ︿略﹀︑賊のぞなへを見渡しま

数萬の兵が之を守ってゐます︒

或山寺で︑四人の僧が一室

やまでら ﹇山寺﹈︵名︶1 山寺

やまとをぐなの皇子

﹇日本童子皇子﹈

み こ
われは天皇の皇子やまとを

といふ御名で︑︿略﹀︒

五三7囹

ぐな︒

︹人名︺1

やまとおぐなのみこ

これから後やまとをぐなの皇

今御名をさし上げます︒日

日本武皇子

やまとたけるのみこと

﹇日本武尊﹈︹人

本旨皇子と申したまへ︒

五454園

名︺1

やまとたけるのみこ ﹇日本武皇子﹈︹人

りました︒

子を日本武尊と申し上げることにな

五455

大和←や

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十一691

﹇大和﹈︹地名︺1

を始めた︒

やまと

めぐらせる青垣山に︑

ましろやまとほうめん

﹇日杢里子﹈︹人名︺2

こもれる大和うるはし︒

十二鵬7図圏

やまとおぐな

やまとをぐな

をろち

八岐の大蛇

やまた

やまた

私どもにはもと娘が八人ご
ざいました︒それを八十の大蛇が來

五93園

尊は其のころ︑やまとをぐな

ん

五416

九801

山田先生

やまだせんせい

五44園

答へますと︑︿略﹀︒

よびになりましたから︑﹁はい﹂と

五36園さうして﹁山田さん﹂とお

やまださん

て御世話も致すべく候へども︑何分

山路

つたものであるが︑︿略V︒
みまさか

﹇山路﹈︵名︶1

さらば美作の杉坂に待ち奉

﹇山師坊主﹈︵名︶1

てたどり着きたりしに︑︿略﹀︒
ばうず

やましぼうず

山

らんとて︑けはしき山路をふみわけ

十捌9図

やまじ

百里の山川をへだてたる事とて︑そ
れも心に任せず︑︿略﹀︒

十二櫨6図圏 夢にのみ見し山川も︑

山際

あけくれにしたひし家も︑ まの
﹇山際﹈︵名︶1

あたり近く迫りぬ ︒

やまぎわ

ぼうず

︿略﹀︑あれは山師坊主で︑

くするのであらうといふうはさが立

あのやうなまねをして︑人をろうら

十一一欄9

十一298図中にも加藤清正は︑山際 師坊主
のがけ路にて敵將山路正國に出であ
ひ︑片鎌槍をしごいて突いてか㌧る︒

やまぐちくん ﹇山口君﹈︹人名︺1 山

山田先生が︑箱のそばへ來て︑面白
つた︒

口君

つた︒

さうに僕等の仕事を見ていらっしや

﹇山城﹈︵名︶1

ひ︑︿略﹀︒

やまじろ

山城

のがけ路にて敵將山路正大に出であ

十一298図中にも加藤清正は︑山際やまたのおろち ﹇自活大蛇﹈︵名︶2

山路正國

十792田 おついでに野田君や山口君 やまじまさくに ﹇山路正国﹈︹人名︺1
にもよろしく︒
﹇山口屋小三郎﹈

山ロ屋小三郎

︹人名︺1 山口屋小三郎

やまぐちやこさぶろう

七掴5団十月十三日
高田屋定吉殿

やまとへいや一やむ

752

やまとたけるのみこと

征伐せよとおほせられました︒

せいばつ

名︺3 日本武尊 日本武尊
やまとたけるのみこと
五414 天皇は日本武尊にこれを

武

十⁝⁝⁝5

八七を便りにして進んで行く

と︑山畑の其事此虜に野梅の咲きこ
ぼれてるるのも面白く︑︿略﹀︒

やままわり

だめだ︒

山廻り

とても明るいうちに山本ま

やまゆり ﹇山百合﹈︵名︶1 山ゆり

﹇闇﹈︵名︶6

やみ←くらやみ

安

あらゆるものはやみとい

黒きとばりにおほはれて︑

東の空が明るくなると︑今ま

んだ調は︑ちやうど東の空に上る月

の鍵にふれたと思ふと︑やさしい沈

けん

十二4310 ﹁︿略﹀︑やがて指がピヤノ

やみの中を退却しはじめたり︒

きやく

をしめざりし油噺を悔いつ＼︑俄に

十一268図盛政は勝ってかぶとのを

來る︒

壮大な姿が︑だんくにあらはれて

で軍港のやみに包まれてるた軍艦の

九608

き眠に入れるなり︒

ふ

九13図圏

やみをつらぬく中佐の叫︒

八978図上荒波洗ふデッキの上に︑

やみ

のまばらに見えるのも面白い︒

これでは明日の山廻りは 九747 ︿略﹀︑谷間に白い山ゆりの花

﹇山回﹈︵名︶1

十一355園

四302

かばのやまみち

聞けば今朝から五里の山道を︑
山本

此虜から十八町程先に︑山

﹇山本﹈︹地名︺2

ほん

やまもと ﹇山元﹈︵名︶1 山もと
ふたら
十島10図圃 二荒の山もと 木深き庭︑

ではお着きになれますまい︒

十623囹

本といふ宿場があります︒

十617園

やまもと

わらちがけで急いで來たのださうだ︒

七428

道を通りました︒

正太郎が犬をつれて︑山

見ると︑幾段にも幾段にもきづき上

﹇山鳩﹈︵名︶1

よく並んでみる︒

やまばと

ぽと
すら寒い秋風を浴びながら︑山鳩の

十二341団々は今落日に要して︑う

ばと
山鳩

げられた山畑には︑蜜柑の木が行儀

ぎ

五456 これから後やまとをぐなの皇 十一一203 今登って來た方を振返って やまみち ﹇山道﹈︵名︶2 山道﹇▽わ

やまとたけるの

三碧天皇の皇子日本

子を日本武尊と申し上げることにな
りました︒

九99図
え ぞ

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ

みこと

﹇大和平野﹈︹地名︺1

て︑東國の方に下り給ひき︒
やまと

やまとへいや

聲さびしきベルダンの職跡に立って

山びこ

山びこ

ゐます︒

﹇山彦﹈︵名︶3

だいや

山々

岩打つほとり︑︿略﹀︒

﹇山山﹈︵名︶5

大谷の奔流

やまやま

が次第堂々にやみの世界を照らすや

︿略﹀︑湖上に鮎々と散在して

みる島々は︑もと即急にそびえてゐ

十356

はやて吹くやみにたゴ

思出の深き船路や︑︿略V︒

よひ︑ 寄るべなき海にさすらひ︑

十二鵬3図圏

う︑︿略﹀︒

市街の周園を取澄んだ山々

た山々である︒

十757囲

は地はだが白く︑それに松がまばら

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

く多書峯・吉野山の山々連なるを見

病みつかれた六十ばかりの老

止む ︽ーマ・ーミ・ーム・iン︾

や・む ﹇止﹈︵四・五︶9 ヤム やむ

みる︒

六の少年に︑熱心に何か言聞かせて

人が︑ふとんの上に起直って︑十五

九217

みつかれる︽⁝レ︾

右手には遠く旦局境の山々 やみつか・れる ﹇病疲﹈︵下一︶1 病

に生えてみる︒

山ブシ

十一617

のやうに︑かへって來ること
﹇山伏﹈︵名︶2

佐保・佐紀の連岡に北を

限り︑春日・高圓の山々を東に︑矢

たかまど

十一一棚7図
いこま

田山・生駒山を西にひかへて︑︿略﹀︒

る︒

ふ

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ

た

シユテンドウジハホンタウ 十二佃6図 ︿略﹀︑其の南に一きは高
テヤリマシタ︒

二752

大江山ヘムカヒマシタ︒

ニ737 ライクワウハケライドモ
ト︑山ブシニスガタヲカヘテ︑

やまぶし

があります︒それが山びこです︒

では︑かべにあたったこむまり

四333囹人のこゑも山の中

でございますか︒

四324園山びことは何のこと

た︒

びこです︒︿略V︒﹂とをしへまし

四321園︿略﹀︑父は﹁それは山

やまびこ

四目9八山びこ
四301八山びこ

﹇山彦﹈︹重事︺2

大和平野
やまと

ぐ

山畑

やまびこ

十二佃4図 更に首を回らして南を望
か

めば︑大和平野の墨くる庭はるかに

山鳥

大和や

畝傍山・耳成山・天の香久山の三山

うねび

1
﹇ 大 和屋﹈︵名︶

ま ゆ の 如 く ︑ ︿ 略V︒

やまとや

﹇山鳥 ﹈ ︵ 名 ︶ 1

八61図 大和や
やまどり
＋4210︿略﹀︑南向ふのくさむらの中

山の秋

から︑ けた＼ましい羽ばたきの音を

﹇山秋﹈︹課名︺2

立てて︑ 山鳥が 一 羽 飛 立 つ た ︒

やまのあき

八目2 第一 山の秋

︑1一 一 山の秋
第
ノ
﹇山手 ﹈ ︵ 名 ︶ 1 山 の 手
やまのて
七436ある時謙信が山の手に陣を取
ってみると︑ 信玄は兵を二手に分け

﹇山畑﹈︵名︶3

て︑はさみうちにしようとした︒
やまばた

ひえ

しく︑谷間に白い山ゆりの花のまば

九746 山畑に稗の作ってあるのも珍
らに見えるのも面白い︒

753
やむなし一やりがだけ

八44

綱もや︑ゆるんで來た︒

十干9

唯商業の取引の盛な部分は︑

惑の艦である︒

十一一398
わく

一同は驚いて︑泣くやらなげ

へのさわぎである︒

八423

一同は驚いて︑泣くやらなげ

くやら︑大さわぎでございます︒

八424

アタマダセ︒

ヤリダセ︑

槍←かたかまやり・しずがたけのし

くやら︑大さわぎでございます︒
建物もあって︑趣がや︑二ってるる︒
やり
兄はむっつりとしてや︑當 やり ﹇槍﹈︵名︶6 ヤリ やり 槍

相當に活氣を帯びてをり︑西洋風の

十一106

今まで勢よく引出されてみた

一20ーアメガヤミマシタ︒
上になり下になりしてじゃれてみる︒
︿略﹀︑じゃれ合ふのを止めて︑尾を

︿略﹀︑小さな犬ころが二匹︑

五853国 夜明け方になって︑雨も風
もやみますと︑︿略﹀︒

八232

呉鳳は役人になった時から︑

﹁︿略V︒﹂とむすびたる時は︑ ふりながら︑ちよこくやって來た︒

拍手の音しばらくはやまざりき︒

はく

七615図

どうかして心心の悪風を止めさせた
いものだと思ひました︒

七951 夕方からは雨になって︑風は

ちほんやり・しちほんやり

ば ん じん

十二471図

一216圃

全く止んだ︒

増殖や︑困難なるは惜しむべし︒

ツノダセ︑

八㎜6

十二503

心墨に比して産額少く︑

手は食物をロへ入れることを止め︑

さうしてそれから後は︑︿略﹀︑

八225 墓湾の蕃人には︑お祭に人の
足は食堂へ行くことを止めました︒

信玄の家來は之を見て︑後か

なぎなた

けれども刀・槍・薙刀など︑

やり

らやりで謙信をついたが︑あたらな

七452

い︒

八価5

武士の魂と呼ばれる物は︑︿略﹀︒

らく防ぎ職ひしが︑︿略﹀︒

十一299図正國も槍を合はせ︑しば

十一2910図 ︿略﹀︑俄に槍を投捨てて

武器は皆槍なりしかば︑

大手をひろげ︑﹁組打︒﹂と叫ぶ︒

十一318図

な

ら

かすが

しんしう やりがたけ

みかさ

や赤石山で︑どれも一万尺以上あ

あかしさん

六72園﹁其の次は︒﹂﹁信州の立命

槍岳

世に之を構して賎嶽の七本槍といふ︒
やりがたけ
やりがたけ ﹇槍岳﹈ ︹地名︺2 槍岳

湖岸線は大子直覚であるが︑

亜里山の蕃人にだけは︑此の悪い風

東南岸だけは二つの半島が並んで突

あ りさん

首を取って供へる風がありますが︑

出してみるためにや︑複雑になって

︿略﹀︑足は食堂へ行くことを

止めました︒

八伽7

娘の言葉を物足りなく思つ

が早くから止みました︒

十704図 今一日留り給へとす＼めて

みる︒

十二692

やら﹇▽どうやら

た王は︑や︑せきこんで︑﹁︿略V︒﹂

︵副助︶2

聞けば︑そなたは豊島沖

りきとのこと︒

衛攻撃とやらにも︑かく別の働なか

の海戦にも出ず︑又八月十日の威海

九描5國囲

やら

︿略﹀大木を︑大のこぎりで

ひき始めた︒父は﹁力藏さん︑まあ︑

十4010

一服やつてから始めなさい︒﹂とい

止まざりき︒

時早くも義兵を墨げしが︑事のいま

つたが︑力藏さんはく略V︑止めよ

ぎ
十重9図 主上さきに笠置におはせし
だ成らざるに先だち︑笠置も落ちた

うともしない︒

喜三右衛門はそれでも研究を
お志は有難いが︑そんなり

ねぢは驚いてあたりを見廻

したが︑いろくの物音︑いろいろ

十二531

の物の形がごたくと耳にはいり目
にはいるばかりで︑何が何やらさつ

しかしせっかく始めた學校

ばりわからなかった︒

る︒﹂

尺そこくだが︑白根や槍岳よりも

六83囹奈良の春日山や三笠山は千

槍岳

やりがだけ

やりがだけ

﹇槍岳﹈︹地名︺1

知られてみるし︑︿略﹀︒

やりがだけ

高岳・︿略Vなど︑いつれおとらぬ

︿略﹀︑信作に水をはかせるや 九985園︿略﹀︑遠くには槍岳・穗

ら︑署者を呼びに走るやら︑上を下

八112

へのさわぎである︒

ら︑讐者を呼びに走るやら︑上を下

よって來て︑信作に水をはかせるや

つきそひの者や見物人はかけ

やら

通ひも︑家事のために僅か一年足ら

や﹂

︵並助︶4

ずで止めねばならなくなった︒

十一984

めて下さい︒

つばな鉢の木をたくのは︑どうぞ止

十666園

止めようとしない︒

十好1

る由風聞ありしかば︑力なくて止み
たり︒

止むなし

︿略 ﹀ ︑ や が て ピ ヤ ノ の 音 が

互に相孚ひ︑戦齪止むことなかりし

十一52図 當時支那は敷革に分れて
かば︑︿略﹀︒

十二3710

﹇已﹈︵形︶1

はたと止んで︑︿略﹀︒

︽ーク︾

やむな・し

何かをし始めたら︑満足な結果を得

︵副︶6

八111

十二837図 ︿略﹀︑山を越えて東海岸 十ニー34 ダーウィンは︿略﹀︑ 一度 やら
に出でんとすれば︑從者の土人等ゆ

やや

止めてしまったものと思ひ︑︿略﹀︒

いた五人の友は︑繹迦が全く修行を

十一一9410

くての危瞼を恐れて從ふことをがへ

止

るまでは決して中途でやめなかった︒
たい
ところが此の新な態度に驚
やめる

んぜず︒止むなく南方のノテトとい

︽ ー メ ︾ ﹇ ▽おやめなさる

﹇止﹈︵下一︶10

ふ虞に引返し︑︿略﹀︒

める

や・める

やりがだけ一やる

754

高山が︑南から西 へ 連 な っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
やりがだけ

しゃくしだけ

やりがだけ ﹇鑓岳﹈︹地名︺1 鑓岳
やりがだけ

九985園 く略V︑眼前には杓子岳や
﹇遣直﹈︵名︶1

やり直し

鑓岳がぬっとそび え ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

やりなおし
︿略﹀︑いつれ又改めてやり

直しをしてもらはなければなるまい︒

八119園

ベマス︒

おちいさんはわらひなが

うらしまはく略﹀︑子ども

ら︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへてやりまし

三174
た︒

三408

からそのかめをかつて︑海へ
はなしてやりました︒

六792

いろくな曲すべりをやる者

もあり︑ころんでばかりみる者もあ
る︒

︿略﹀︑人夫にほうびの金をた

くさんやったと申します︒

七759

見れば自國の兵士です︒﹁︿略

﹀︒﹂マリーはどうかしてかくしてや

七885

三655園 五郎さんの舟には︑て りたいと思ひました︒
七903 ︿略﹀︑マリーはおばあさんの
ふてふのせんどうさんがのつ

皆此の方がやりさうな事︒︿略V︒﹂

といって︑︿略﹀︒

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ

﹁しっかりやってくれ︒﹂な

頭をなでてやると︑︿略﹀︒

八81園

どと︑口々に勢をつけてみる︒

八117園︿略﹀︑相手を助けてやった

︿略﹀︑明日何山の何所へ行け

のはえらい︒

八338

ば︑望のものをさづけてやるといふ

︽ーッ︒ーラ・ーリ・ール・ーレ︾﹇▽おも

や・る ﹇遣﹈︵五︶53 ヤル やる

づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ

たから︑かったのでせう︒もう

いやる・おやる

人を見かねて︑
掛聲高くおしてや

ます︒

之を聞いたコロンブスは︑

では︑一日お借り申します︒

自分の力でやれる所までや

子馬には大てい飼主の一家

てから始めなさい︒

十405園

力藏さん︑まあ︑一服やつ

びや背をなでたりしてみるのもあり

ながら豆やにんじんをやったり︑く

族がついて來て︑︿略﹀︒︿略﹀︑泣き

十198国

つてみます︒

九549園

やうにしてやる︒

刈稲1園よし︒寒いなら︑暖くなる

近所の者に見せてやりたい︒

八953園

ましたが︑︿略V︒

ひました︒人々は︿略﹀︑やって見

卓上に立ててごらんなさい︒﹂とい

︿略﹀︑﹁諸君︑こ﹂うみに此の卵を

八767

た︒

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑

神様のお告がありました︒

︿略﹀︑

年のよりしがあ
人々物を出し合ひて︑

秀吉が︿略﹀︑﹁もうよい︒

明輝の使者︑某の陣中に参

秀吉は感心して︑﹁それは

八356

ました︒︿略﹀︑又大急ぎでおばあさ

七百6圏

樂なくらしにかへてやる︒

はれさに︑

めつゴけし小使の

七964図圃村の役場に三十年︑勤

る︒

物責は

き荷車ひきかぬる

七957図本真の眞書の坂道に︑重

んの着物を着せてやりました︒

孫へのこしてやるの
きずを見てやらうと思

つて︑私がかごの戸を明けま
すと︑山がらはとび出して︑

四688

さ︒

四66園

ガコシラヘテヤラウ︒

一103サルガカキノタネヲカ 一どやってごらんなさい︒
三697園 ソノウチニ︑ニイサン
カニガニギリメシヲサル

ニ ニヤリマシタQ

一107
ニヤリマシタ︒
オトモヲ

一496圏 ﹁ニツポンーノキビダン

コイ︒﹂

シマス︒﹂﹁ソレナラヤルカラ︑

ゴ︒﹂﹁一ツクダサイ︑

ツイテ

うつとさせてやりましたら︑送つ

二571囹 コレカラユビノクミカ ︿略﹀︒
タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ
四793︿略﹀︑私が風の音をこ
ヤツテゴランナサイ︒

通してやれ︒﹂といひましたので︑

一本杉

て行く人が﹁此の人も

︿略﹀︒

一一663 オや牛ハ子牛ヲタイソウ

の外にないてくれるものが

︿略﹀︑清正は﹁あのせいの

︿略﹀︑清正はく略V︑三成を

七研8圏

う︒﹄などとの廣言︒

り︑﹃︿略﹀︒命ばかりは助けてやら

七欄5園

入れてやりました︒

七五9

いって︑三成を入れてやりました︒

低いのが石田だ︒通してやれ︒しと

七七8園

カハイガリマス︒日ニナンベン

僕は﹁君︑しっかりしたまへ︒

なくなった︒﹂といひました︒
日本の男は泣くものではない︒﹂と

五71

モナメテヤリマス︒

ノ山ブシダトオモツテ︑トメ

二753 シユテンドウジハホンタウ

いって︑力をつけてやりました︒

よし︒其の大蛇をたいぢし

テヤリマシタ︒

五105圏

叔父爲朝の弓のやうな強い

ためとも

てやらう︒強い酒をたくさんつくれ︒

六381園

三6ーメンドリハ︿略﹀︒ヱや水
ヲヤツテモ︑見ムキモシナイ
デ︑タマゴヲアタタメテヰマス︒

︿略V︒

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

三93 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ

755
やれやれ一ゆうがた

十一一伽6園

︿略﹀︑日本全國にのしを

つけてどこぞの國へやってしまふや

十639図 降積む雪に道を失ひ︑進み
うな事にならぬとは決して申されま

やれく

も や ら ず た ＼ ず みたる様は︑︿略﹀︒

せぬ︒

︽ーイ︾

やれる

︽一

ゆ

一

し

ユ

マとコ︑ユとエ︑レとン︑

﹇湯﹈︵名︶6

湯﹇▽おゆ・

少年はてつびんの湯をついで

︽ーシ︾

浴する

右に見

そこで彼は先づ近虜の河に

ゆあみ・する ﹇浴﹈ ︵サ変︶1

十二947

ゆ ひ

由比の濱邊を

ゆ ひ

﹇由比﹈︹地名︺1 由比

浴し︑︿略V︒

ゆい

御やしろ︒

まん
て︑ 雪の下道 過行けば︑ 八幡宮

十二257図圏

の

ゆう ﹇夕﹈︵名︶1 夕

ろくとやさしく御世話下され︑

九描9圏圏村の方々は︑朝に夕にい

﹇勇﹈︵名︶1 勇

︿略﹀︒

なり︒

十梱1図園義を見てせざるは勇なき

其の利益は︑︿略V︑其の残

ゆうえき ﹇有益﹈︵形状︶1 有益

部を一村共同の有益なる事業の費用

十重8図

にあっる寸心なり︒

南方

ユフガタニナリマシタ︒

事務所の湯にはいって服を改ゆうがた ﹇夕方﹈︵名︶12 ユフガタ

一38一

六佃2団

︿略﹀︑夕方の汽車・でかへ

夕方から雨がふり出しました︒

夕方京都へ立つ︒

りました︒

どい雨で︑夕方から風もはげしくな

五桝6団く略V︑四日の日は朝からひ

五161

りました︒

四838

まにそなへてあります︒

三778 ︿略﹀︑夕方からいもやだ
んごをつくゑにのせて︑お月さ

めると︑更に生きかへったやうな氣

十価4園此の温室は南を受けてみる

てるるのだ︒

へ送って︑適當に暖めるやうになつ

十悩4園其虜から熱い湯を管で各室

持がしました︒

十858

老人にす＼めた︒

九246

ゴトクモ鐵デス︒

ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル

六117七飯ヲタクカマモ︑物ヲニル

トケテシマヒマス︒

四707シカシユや水帖ハスグ ゆう

しょうぶゆ・むぎゆ

ユ

︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

七槻図面

おばあさんは﹁やれゆ

︵感︶1

十669囹私はもと鉢の木がすきで︑
いろく集めた事もありましたが︑

やれやれ

七427囹

︿略﹀︑大てい人 に や っ て し ま ひ ま し
た︒

﹇遣﹈︵下一︶1

く︒﹂といって︑其所へすわった︒

レル︾

や・れる

十一638 こんな廣い畠であるから︑
中にはトラクターを用ひて全く大農

ヤハラカ

自分の力でやれる所までや ゅ ﹇油﹈﹇▽やしゆ

柔か

﹇柔﹈︵形状︶4

太くてやはらかなわらび

三604日の光がやはらかにさ

がたくさんはえてゐました︒

三207

やはらか

やわらか

つてみます︒

九549園

︿ 略 ﹀ ︑ 大 て い 機械と馬の力による︒

式にやってみる虞もある︒

十一866園 しっかりやれ︒もう少し
だ︑もう少しだ︒

十一㎜9 其の人は別にとがめもせず︑
︿略﹀︑さうして本は其のま㌦リン
カーンにやった︒

騎馬の人たちは︑︿略﹀︑あ

して︑小川の水はきれいにす

十︸湘6

けてくれ＼ばお禮に金貨をやると言

︿略﹀︑タテ横二小枝ヲ

きとほってゐます︒
巣ハ

︿略﹀︑もみは柔かにして

用ひられ︑︿略﹀︒

工作に便なれば︑諸種の箱を作るに

十二474図

クダケデアル︒

並べ︑其ノ夜型ヤハラカナコケヲ置

八503

つてすかしたりした︒
父はダーウィンを醤者にし

ようと思って大學へやった︒

十一一112

う︒

十二388園 さうして一曲ひいてやら

ぞ︒永の勘當だ︒

かん

十二699園 お前にはもう何もやらぬ

い

上に︑十分熱い湯が通ってみるから︑
こんなに早く咲くのだ︒

シ︾

生れて潮に浴して︑

︿略﹀︑ガラス屋根を通して來 ゆあみ・す ﹇浴﹈︵サ変︶1 浴す ︽一

るやはらかい日の光︑まるで春の國

十一805図圖

浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

に居るやうだ︒

十棚2

盛上ったと思ふと︑四方へくつれる︒

やはらかい黒い土がむくく

十二701 さうして残りの領地を二分やわらか・い ﹇柔﹈︵形︶2 やはらか
して︑姉二人にやってしまった︒

つた二人の娘が︑揃ひも揃ってこれ

十二7110 全領地を二分して與へてや 九7810
程の不孝者であらうとは︒

十二鵬1 ︿略V︑一身をさ＼げて此の

岩山を掘抜き︑萬人の爲に安全な路
を 造 っ て や ら う と︑︿略﹀︒

ゆ

ゆうがたちかく一ゆうだあんいつ

756

全く止んだ︒

七949 夕方からは雨になって︑風は
夕暮

く軍純にして遊戯的なるものに満足
すべくもあらず︑︿略﹀︒

﹇夕暮﹈︵名︶2

夕食

夕食をすましてから︑縁が

﹇夕食﹈︵名︶1

十一878

ゆうしょく

はへ出て涼む︒

州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

十二373

はいった︒

十二419

月のさえた冬の夜友人と二

をあけると︑清い月の光が流れるや

シ・ースル︾

位を有する等︑各其の特性を具へた

り︒

上海はく略V︑百萬近くの

︽ーシ︒ースル︾

ゆう・する ﹇有﹈︵サ変︶2 有する

十一88

我が國が世界無比の國盟を

人口を有する大都會である︒

イウゼン

有し︑三千年目光輝ある歴史を展開

し來って︑︿略﹀︒

コレハ︑ハジメ白地ニオツ

イウゼン

いう

いう

とん
︿略﹀三萬四千噸の大戦艦

﹇悠然﹈︵形状︶1 悠然

六737

いうぜん
﹇友禅染﹈︵名︶1 友揮

いうぜん

あの美しい友繹染は︑もと此

拍手かつさい︑天地をとど

﹇勇壮﹈︵形状︶2 勇牡

まぐろを取る方法はいろ

勇牡なものはあるまい︒

くあるが︑だいぼう網で取るほど

十二767

︿略﹀︒

ろかす萬歳の叫︑勇肚なる軍樂の調︑

十伽2図

ゆうそう

く略V檜を以て第一とす

もみ・つがはく略﹀︒さ

だ

いつ

ゆうだあんいつ ﹇遊惰安逸﹈︵名︶1

く略V︑落葉松は一種の品

だ

いつ

奮闘努力の精神に乏しく︑遊惰安逸

とう

十二悩9︿略﹀我が國民は︑︿略﹀︑

ひばは抵抗力を有し︑松 遊惰安逸

ていかう

の川べりで出來たのでございます︒

染
凡そこれ等の木材は︑其

とはなりぬ︒我が國にてか㌦る新聞

十二479図

は揮力に富み︑︿略V︒

十二479図

に︑︿略﹀︒

れど何れも美しき光澤を有するが上

十二474園

強くして︑︿略﹀︒

べし︒光澤と香氣とを有し︑ねばり

十二468図

すべく︑︿略V︒

の有する性質によりて各種の用に供

十一一461図

の現れたるはく略﹀︒

ゆうぜんぞめ

れり︒

陸奥は︑海を後にして悠然と横たは

む つ

十梛4図

ゆうぜん

ノデ︑縮緬ノ友暉ト同ジデス︒

チリメン

テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

六768園

ベートーベンの友人も全く ゆうぜん ﹇友禅﹈︵名︶1 恩讐

けてはいって行った︒友人も績いて

ベートーベンは急に戸をあ 十二撹7

人町へ散歩に出て︑︿略﹀︒

十二389

勇士

佐野のわたりの雪の夕暮︒

﹇勇士﹈︵名︶3

よって明日たがひに勇士を

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒

士︑ねぢ合ひ押合ひ孚ふうちに︑清

うに入込んで︑︿略﹀︒

たそれぐに名ある勇士を討取って︑

︿略﹀︑こ＼に始めて我等

福島正則以下の六人︑ま ゆう・す ﹇有﹈︵サ変︶6 有す ︽一

武名を天下にと貸うかせり︒

十一317図

正やがて金紗をねぢ伏せたり︒

十︸304図直に組合ひたる二人の勇 十二423 友人がそっと立って窓の戸

一人つつ出して組討をさせ︑︿略﹀︒

七462囹

ゆうし

なし︑

たどり着きたる旅僧あり︒

こま
十642図幽 駒とめて袖打梯ふかげも

十595図入の日の夕暮に近き頃︑上 ゆうじん ﹇友人﹈︵名︶4 友人

︿略﹀︑毎朝引いて出た荷が︑ ゆうぐれ

︿略﹀ ︑ も う 夕 方 に な っ た の で ︑

夕方には必ず空になるといふ景氣︒

九552園

九994

僕等はおいとまごひをして蹄りまし
た︒

十383 父は毎日︑兄や木びきの力藏
さんと︑朝早くから行って︑夕方お
そくまで働いて み る ︒

わたゴしく窯場から走り出た︒

十475 各日の夕方︑喜三右衛門はあ
十一411 ︿略﹀︑いっか夕方の色が四
方にた貸よつて︑向ふの山も薄墨色
に暮れて行く︒

方近く

ゆうがたちかく﹇夕方近﹈︵副︶1夕

有若

の生活に切實なる關係を有するもの

十ニー53図

﹇有若﹈︹人名︺1

連なって︑互に雄姿を競ってゐます︒

いつれおとらぬ高山が︑南から西へ

九987園︿略﹀・劔岳・白山など︑

つるぎだけ

四462 ︿略﹀︑すっかりいろいろな ゆうし ﹇雄姿﹈︵名︶1 雄姿

勇氣

物をもとの所へなほしたら︑
﹇勇気﹈︵名︶2

夕方近くなりました︒
ゆうき

ゆうじゃく

且vがんえんそうしんゆうじゃくら

峰越6 しかし主人をうしなったと思
ふと︑今まで張りつめてみた勇氣も

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

論語は︑国電と有若との

十一63図

集録したるものにして︑︿略﹀︒

勇將

︿略﹀ベルギーの勇將レマ

﹇勇将﹈︵名︶2

ちやうせいけつ

時に宋の勇將張蔵回よく
戦ひて元軍を防ぐ︒

十983図

せず︑勇ましく防ぎ戦ひたり︒

ンは︑︿略﹀ドイツの大軍を物とも

九362図

ゆうしょう

人の言ふことに封して

くじけて︑︿略﹀ ︒

十955圏

遊戯

﹃い＼え︒﹄と言切るには︑ほんたう
﹇遊戯的﹈︵形状︶1

の垂紐がいる︒

ゆうぎてき
的

十ニー410図 ︿略﹀︑唯をりく興味あ
る特殊の事件を報道するに過ぎざり
き︒されど︿略﹀は︑何時までもか
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﹇雄大﹈︵形状︶2

に流れるかたむきがある︒
ゆうだい

雄大

九982園 頂上に立って四方をながめ
た景色は︑全く雄大です︒
︿略﹀︑突如として眼前に展

開せられた風景は︑雄大といはうか

十一616
がう

豪壮といはうか︑恐らく全道第一の

壮観であらう︒

ゆうだいこうそう ﹇雄大豪壮﹈︵名︶1
がう
雄大豪肚

十二悩1 温和な氣候や美しい風景は︑
がう

ゆうひ

﹇夕日﹈︵名︶7

ひゆうひ

夕日←あさ

四118圃﹁やっとすんだ︒﹂と見
あすも天象か︑

町やくばも︑けいさつしょ

きょく︒ちゅうおうゆうびんきょく

四267

も︑いうびんきよくも︑みんなの

きらんぷが電とうにかはりまし
た︒

二十二

二十二

便函

五894

五目10

郵便函

郵便函
﹇郵便箱﹈︵名︶2

私は町の辻に立ってるる郵便

郵便

庭サキノブダウ棚二︑今︑夕 ゆうびんばこ ﹇郵便箱﹈︹匿名︺2 郵

夕日が赤い︒

上げる空に︑
五961
日ガサシテヰマス︒

天守閣ニハ棟ノ爾端口金ノ

シヤチホコアリ︒其ノ高サ八尺五寸︑

八969図

ばこ

ゆうびんばこ

函郵便函
ばこ

五895

郵便

うん︑郵便函といったのは

函であります︒

これだな︒

五902園

﹇郵便物﹈︵名︶3

皆様が私のロへお入れになる郵便物
を大切にあづかってみて︑これをあ

雪降りみだる＼冬のあ
風なほ冷たき春のゆふべ

りうび

ユフベ

ぐう

ゆふ

に︑ 劉備が三顧のこよなき知遇︑

︿略V︒

昨夜‡さくや

ゆうべ ﹇昨夜﹈︵名︶7

一﹇203園ユフベカゼガフイタカ

べ

ラ︑キツトクリガオチテヰマス︒

三286圏ゆふべの雨でくさや
木のみどりいうますなつの

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

あさ︑︿略﹀︒

五207

田植がすんだので︑昨夜は

上に日が面持よくてってゐます︒

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ

九4710國

うをしました︒

九703園白河を通ったのは昨夜の十

昨夜雨が降ったせみか︑空が

一時前であった︒

九欄8

きれいにすんで︑︿略﹀︒

有名

十163国宮本の伯父様の所に着いた

のは昨夜七時でした︒

﹇有名﹈︵形状︶13
くだもの

︿略﹀︑此の關所は濱街道の

あのふもとに有名な小岩井

農場があるのだ︒

九742園

た︒

勿來の關と共に︑有名なものであっ

なこそ

九708囹

だ︒

九687園此の邊が有名な那須野が原

りっぱな學校もありますし︑︿略V︒

八736囲此所は有名な商業地ですが︑

す︒

郵便物をあつめる人は︑毎日 八679団 ことに野菜や果物が有名で

停車場デキツプヲ買ツテヰル

朝に道を聞くことを得

﹇夕﹈︵名︶2
あした

カケテ來タ︒

ゆうべ

したに︑

十一糊5高目

ば︑夕に死すとも可なり︒

ゆふべ

十一74図園

ゆふべ
ゆふべ 夕

ト︑郵便物ヲツンダ車ガヰセイヨク

六訓5

明けて持って行きます︒

きまった時刻に來て︑私のおなかを

五923

び︑手向山の紅葉夕日にはゆる様殊
優美

つめに來る人に渡すのであります︒
﹇優美﹈︵形状︶1

に見所あり︒

ゆうび

が︑︿略﹀︒

郵便切手貼付

い

郵便切手貼付留日下山押捺場

付﹈︵名︶1
七公図
所

﹇郵便局﹈︵名︶1

うびんきよく←けいじょうゆうびん

ゆうびんきょく

ゆうめい

私のやくめは︑御承知の通り︑

ゆうびんぶつ

やがて暮近くなったので︑一

朝日・夕日ニカ寸ヤキテ︑︿略﹀︒

十1510

同は元氣よく團歌を歌ひながら︑夕
︿略﹀︑庭の柿の木には︑すゴ

さん
なりになった實が夕日を浴びて︑珊

︿略﹀︑雄大豪壮 の 氣 風 を 養 成 す る に

タ飯後

五906

彼の頭の中にあるものは︑唯 物

夕日を浴びた柿の色であった︒

十474

瑚珠のやうにかゴやいてみる︒

ご

十嘱7

日を浴びて編途についた︒
夕立

雷はかんしんして︑﹁あ＼︑

﹇夕立﹈︵名︶1

は適しない︒

ゆうだち
六452園

優等

月日の立つのは早いものだ︒自分は
﹇優等﹈︵名︶1

夕立にしよう︒﹂

ゆうとう

ゆふはん

たむけ

十一982 かういふ心掛であったから︑ 十一一棚1図 ︿略﹀︑秋は春日の社神さ
﹇夕飯﹈︵名︶2

成績は何時も優等であった︒

した︒

ゆうはんこ

みたり︒

先に涼み峯を出して︑家内一同涼み

九848図 信吉の家にては︑夕飯後庭

﹇夕飯後﹈︵名︶一

三π6 夕はんがすむと︑うちの ゆうびん n▽むりょうゆうびん
ものはみんなえんがはへ出ま ゆうびんきってはりつけ ﹇郵便切手貼

た︒

三145 ゆふはんがすんだあとで︑ 十二悩1 温和な紙型や美しい風景は︑
人の心をやさしくし︑優美にはする
おちいさんが二郎にたつねまし

夕はん

ゆうはん

ゆうだい一ゆうめい

ゆうやけ一ゆカ・い
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ひ

だ

放牧の馬や牛がいうくと草をはむ

だけ

様や︑︿略﹀は︑實にのどかである︒

西窓一片残月あはし︒

白雲いうく去り又來

山だといふ事は知ってゐましたが︑
る︒

十一m6図圃

九9310 白馬岳が飛騨山脈中の有名な

︿略﹀︒

有用

得ガタキ物ニチモ︑有用ナ

﹇有用﹈︵形状︶2

九451図

カクノ如ク物日債アルハ︑

ラヌ遺憾償ナシ︒

九446図

ゆうよう

十一771 有名な古事記臆といふ大著
述は此の研究の結果で︑我が國文學
目下滞在中のリオ︑デ︑

の上に不滅の光を放ってるる︒
十一櫃10圏圏

ジャネー回心は︑ブラジル國の首府
其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ
遊覧

如クニ得ラレザルトニヨルナリ︒
﹇遊覧船﹈︵名︶1

にて非常に景色よく︑港としても有

船

快です︒

墨つぼを見物して廻るのは︑實に壮

九316

殊に遊覧船に乗って︑︿略﹀︑

ゆうらんせん

名なる庭に候︒

ゾン河や︑イグアッスーの大爆布の

十一悩2㈱宝船の中に有名なるアマ
壮観を寓したるものもこれあり候︒

遠近ー42 これが有名な進化論で︑學
界を根本から動かしたものである︒
がいせん

た︒

東海の島に壕つた日本は︑

優良

故←それゆえ・

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

﹇故﹈︵名︶8

の情の嚢露なり︒故に我等は︑自國

尊敬は︑即ち其の國家に封ずる忠愛

の國旗を尊重すると同時に︑諸外國

村民に敬愛せられて︑︿略﹀︒

十伽3図其の他の教員も︑校長を模

の宇検に毒しても︑常に敬意を表せ

ゆわう

生徒は皆よく之になつきて課業には

ざるべからず︒

範として專心職務につとむるが故に︑

げみ︑︿略﹀︒

床の上に投げて置きました︒

十伽1園山はわざと一さつの書物を

ゆか ﹇床﹈︵名︶3 床

に揮力を増して來る︒

まぜる事で︑かうするとゴムが非常

ゆおう ﹇硫黄﹈︵名︶1 硫黄
十二4610図 ︿略﹀︑割れ︑そる等の憂
ゆわう
しつ
十一538 加硫法とは︑ゴムに硫黄を
極めて少く︑又よく渥氣に耐ふるが
故に︑建築材として最も重んぜらる︒

されど何れも美しき光澤
を有するが上に︑︿略﹀︑つがは堅く

十二476図

して久しきに耐ふるが故に︑家屋の
柱・土塁となすに宜し︒
しく︑磨けば美麗なる光澤を生じ︑

それは三方が丸太の壁で︑

一方は明けはなしになってみて︑戸

十一953

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十二483図中にもけやきはもくめ美 十一542 近塗床の敷物や︑道路にも
又くるひ少きが故に装飾材として珍
剥せられ︑︿略﹀︒

も窓も床もないものであった︒
︿略﹀︑かしは最も堅くし
ろ
ゆかい ﹇愉快﹈︵形状︶6 ユクワイ
て弾力に富むが故に︑櫓・車・運動
十二486図

二713圃ノツテミタイナヒカウ

愉快

ユクワイダラウ︒

キニ︒︿略﹀︒アンナニトンダラ

愉快

器具の如き強烈なる力を受くるもの

ゆ

を製作するに適せり︒

故に

七13図

われらが住む世界は︑其の

然れども材の優良にして ゆえに ﹇故﹈︵接︶3 ゆゑに 十二

﹇優良﹈︵形状︶1

國家を建設する上に頗る有利であっ

十一一偽4

十二321囲 有名な凱旋門は此の大通ゆうり ﹇有利﹈︵形状︶1 有利
の起貼にありま す ︒

そ

ゆうりょう

十二372 ドイツの有名な音樂翫べ一

き

トーベンがまだ若い時分のことであ
つた︒
り

高く近時二本阿里山の檜また有名な

あ

十二491図 ︿略﹀︑檜ほ木曽産の聲讐 十二467図

ゆえ

九鵬3 ︿略V︑職場をかけ廻るのは︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

り︒

形まるくして︑球の如し︒ゆゑに之

十二餌9図

︿略﹀︑國民の之に封ずる

此の邊は南米中︑日本

行きても日本人を見かけ候は甚だ愉

ゆ

人の最も多く住める庭にて︑何心に

十一鵬1國団

ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

十165団久々で演奏といろくお話

にかけ出す︒

ると︑たゴ愉快にたゴ一生けんめい

やがて﹁進め﹂の號令がか＼

なにゆえ

ユフヤケ

九佃5

﹇夕焼﹈︹課名︺2

を地球といふ︒

ゆうやけ

まことは堺の町人︑道案内の者故︑

七鵬7園小西は日本の大繭ならず︑

七欄3図︿略﹀︑書ヤウヤク長ク︑秋

ニ目8七ユフヤケ

書ノ長クナルニツレテ︑氣候ハ次第

ノ彼岸ヲ過グレバ︑夜ヤウヤク長シ︒

二暖ク︑夜ノ長クナルニツレテ︑氣

しかし署者の申す所では︑

候ハ次第二寒シ︒故＝﹁暑サ寒サモ

村長はく略V︑常に力を一

外燈のこと故︑齢程大事にしなけれ

十伽8図

村の幸福の爲に響くすが故に︑深く

彼岸マデ︒﹂トイヘリ︒

ばならないとのことでございます︒

八455囲

にげも致したであらう︒

ニー61七ユフヤケ

アシタ

﹇夕焼小焼﹈︵名︶一

ユフヤケコヤケ

ゆうやけこやけ

ユフヤケコヤケ︑

テンキニ ナアレ︒

一﹇172圃

十一605 見渡す限り果もない原野に︑

ゆうゆう ﹇悠悠﹈︵副︶2 いうく
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りゆうつ

快に候︒

十二594 龍頭を廻すと︑今まで死
んだやうになってみた懐中時計が︑
ゆ

忽ち愉快さうにかちくと音を立て

ゆかた
﹇浴衣地﹈︵名︶2 浴衣地

始めた︒

ゆかたじ
浴衣地
下のかざりまどには︑︿略V︑

ゆかた
きれいな帯や︑すgしさうな浴衣地

五237
がかざつてあります︒
︿略﹀︑私どもは浴衣地とこん

十五

ユキ

﹇雪﹈︹属名︺2

ユキ

がすりを買って外へ出ました︒

五251

ゆき
一一目3

ニ371 十五 ユキ
ゆき ﹇行﹈﹇▽あおもりゆき︒うれゆ
き・おくゆき・だざいふゆき・ねむろ
ゆき

白ナユキガ︒
白ナユキガ︒
一一376圏 ツモルツモルユキガ︑

マツ白ナユキガ︒
一一377圏 ツモルツモルユキガ︑

マツ白ナユキガ︒

二40一 ワタクシハネエサンニ︑

ユキデウサギヲコシラヘテイ
タダキマシタ︒

三812圃

からだにゆきの

かすみのすそを

︿略﹀︑

着物着て︑
遠くひく︑︿略﹀︒

雪ノヤウニ白ウゴザイ

マスガ︑雪ノヤウニツメタク

四704

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此
降積む雪に道を失ひ︑進み

の家の主人なるべし︒

十639図

もやらずた︑ずみたる様は︑︿略﹀︒

佐野のわたりの雪の夕暮︒

こま
十642図引 駒とめて墨打彿ふかげも
なし︑

屋根に上げし看板が

往來の人の目

九808図圃石安工場と筆太に︑小

につきて︑︿略﹀︒

つて食物を取るやうに馴らして︑其

十567 ︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

の往來を利用するのである︒
ひん

て︑山河草木喜にあふる＼春とはな

ことがなく︑︿略＞o

よく警官の指揮に從って︑混齪する

く

まもりまさ

︽ーシ︾

さ

柴田勝家︑先づ佐久間盛況をして

しばた

︵四︶−

行きかふ

ろう
そのかみ金殿呑玉相望み

こしぢ
十一234図 越路の雪も解初めたれば︑ゆきき・す ﹇行来﹈︵サ変︶1 往來す

れり︒

︿略﹀︑雪ノヤゥニツメタ 十707図 降積みし雪もあと無くきえ 十一一306国 往來の頻繁な街上でも︑

ハナク︑︿略＞Q

四705
クハナク︑︿略﹀︒

四816園河上の方で雪がとけ
はじめたのだらう︒

やながせ

十二欄3図

あふみ

く略V︑近江の柳瀬に討って出でし

中村君がこれまで居た所は日

本の南の方で︑冬でもめったに雪の

五54

雪降りみだる＼冬のあ

︿略﹀︑はるかに紺青の空

風なほ冷たき春のゆふべ

十一⁝川4宿雨

したに︑
に︑︿略﹀︒

十二367国

﹇行交﹈

にそびえて雪をいたゴくアルプの連
峯︒

ゆきか・う
︽ーフ︾

昔︑太平・大西爾洋の間を往

アスファルトや石を敷いた

眺望垂で眺めると︑道を

主人は聲を限りに呼べど︑

や︑ふりかへらず︒

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

十637図

︽ーギ︾

ゆきす・ぐ ﹇行過﹈︵上二︶1 行過ぐ

︿略﹀︒

まるで蟻のはふやうに見えるし︑

あり

往來してみる人間や自動車などは︑

十二333国

車等が絶間なく往聴してみる︒

道が縦横に通じ︑電車・馬車・自動

十一97

端を大廻りしなければならなかった︒

來する船は︑はるか南アメリカの南

十375

する ︽ーシ・ースル︾

ゆきき・する ﹇行来﹈︵サ変︶3 往來

︿略﹀︒

かざし紅葉かざして午下しけむ︑

てうちつゴく都大路を︑大宮人の櫻
む︒

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

ふることがなく︑︿略﹀︒

五574

いつ見てもよい景色です︒

六46囹高い山はもう雪だらう︒
六56園砂丘ではめったに雪が降ら
明日にでもなって︑雪がは

ないさうだが︑︿略﹀︒

八779園

ホクキコクグマ

雪も小降りになった︒

れてからではいけませんか︒

八812園

かふ男女多けれど︑︿略﹀︒

北國二住ム野ウサギや高山ノ ゆきか・ぬ ﹇行詰﹈︵下二︶1 行きか
ぬ

︽ーネ︾

上二居ル雷鳥ハ︑︿略﹀︑冬ニナツテ

雪どけ道のぬかるみを

杖にすがりてとぼくと︑

歩み來
雪渓は谷を埋めた雪の坂で︑

往來

れる老婆あり︒ ゆききの車馬のた
かは
えざれば︑向ふの側へ行きかねつ︒

八558今日

︿略﹀︒

九945園

十595図

ゆきき

ゆききの車馬のたえざれ

﹇行来﹈︵名︶4
かは

ば︑向ふの側へ行きかねつ︒

八557図画

ゆきき

十604漸落から︑たもとの雪を打彿

たどり着きたる旅僧あり︒

州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

雪の日のタ暮に近き頃︑上

雪が降りツモルト︑眞白ニナル︒

二373圃 フルフル ユキガ︑ マツ 九175

ハ眞白デアル︒

二372瞬 フルフルユキガ︑ マツ 九169 ︿略﹀︑雪ノ中二住ム北極熊 八561図圃 老婆の前を右左︑ 行き

つゆき

﹇▽あめゆき・おおゆき・しらゆき・は

ゆき ﹇雪﹈︵名︶26 ユキ ゆき 雪

ゆかたじ一ゆきすぐ

ゆきたまう一ゆげ

760

ゆきたま・う
︽ーフ︾

﹇ 行 給﹈

︵四︶−

行き給

十一485図引 東國へ行き給ふと聞き

ふ

しに︑今古此庭に來られしは何故ぞ︒

十⊥ハ
十六

ユキダルマ
ユキダルマ

﹇雪達磨﹈︵名︶一

ユキダ

の

御やしろ︒

雪降り

おとうさん︑此の雪降りに︑

﹇雪降﹈︵名︶1

八776圓

ゆきふり

何所へお出でになりますか︒

︿略﹀︒

風は音なくやなぎをわ

たり︑船は静かに我等をのせて︑

十一139図圃

の見ゆるかな︑

の夜の月︒

す＼きがはらの秋

我々の行末はどうなるだ

ゆくすえ ﹇行末﹈︵名︶1 行末

らうか︒

十一一925囹

て

行手

百尋・千

丈鯨のろかい操りて︑

く略V︑参詣人の群にまじ
きよ
りて行けば大鳥居あり︑巨人の如く

︿略﹀︑学者の土人等ゆく

安芳がはいって行かうとす

ると︑門を守ってみた兵士等が

十二旧3

つて人のゆくてをさへぎつてしまふ︒

上にせまり︑遂には路の前面に突立

十一一悩3 ︿略﹀︑左手の山は次第に頭

ぜず︒

ての危瞼を恐れて從ふことをがへん

十二836図

我がゆくてに立つ︒

十二54図

気海の底︑ 遊びなれたる庭廣し︒

行手定めぬ浪まくら︑

十一816図圏

行くてをさへぎつてみる︒

十336

しばらく進むと水門があって︑

ゆくて ﹇行手﹈︵名︶6 ゆくて 行く

瀬戸内海には︑︿略﹀︑大

行くは何庭ぞ︑桃さく村へ︒

小戸敷の島々各所に散在す︒船の其

十一331図

の間を行く時︑島かと見れば岬なり︒
︿略﹀︑今は何慮へなり

とも行きて君の技をふるひ給へ︒

十一453登園

く・いでゆく︒うすれゆく︒うちつれ
えゆく︒こぎゆく・こころゆく・しま

ゆく・おとろえゆく・きざみゆく・こ

︽ーカ・ーキ・ーク︒ーケ︾﹇▽いそぎゆ

ゆきだるま ﹇雪達磨﹈︹旧名︺2 ユキ ゆ・く ﹇行﹈︵四・五︶19 ゆく 行く
ニ目4

ダルマ

一一387
ゆきだるま

彼庭に行きて︑彼の書
師のする様を見給へ︒

十一461図園

がくれゆく︒すぎゆく・すすみゆく・

︿略﹀︑住持ひそかに行き
て見るに︑壷師は障子に身を寄せて︑

此の邊は南米中︑日本

様々に姿を攣へつ＼寝起する様なり︒

軒下にはらばへる黒き犬︑ 十一価10國国

はをむきて︑う＼とうなり

︿略﹀︒

いつ方に志してか︑日
あり
やけたる道を蟻の行くらむ︒

ゆ

人の最も多く住める庭にて︑何虜に

盛りの

十二52図

りて行けば大鳥居あり︑︿略﹀︒

く略V︑一せいに銃劔を取直して行く

行くく

地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

ぱう
十一一846夕風容貌の異なる汝が彼の

︿略﹀︑参詣人の群にまじ

十二34図圃

快に候︒

行きても日本人を見かけ候は甚だ愉

妹の置きて行きたる餌箱に
朝飯を終へて︑妹と共に學
﹁さらば﹂と︑握手ねん
別れて行くや右左︒

く略V︑築き参道を行くこと

﹇行行﹈︵副︶1

てをさへぎつた︒

糧食の用意をなさしむ︒

りやう

姓をつのり︑かゴり火をたかせ︑

十一276図五十人の兵は行くく百

ゆくゆく

なぶりものにせられて︑︿略﹀︒

はゆかぬかも知れませぬ︒

十二伽4園官軍方の思召通り一丁に

へ

＋二35図團はるぐと風のゆくへ

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

はね起きて見ると︑土間の大

釜の上に積んであるせいろうからは︑

八511

翌朝僧は暇をこひて又行くゆげ ﹇湯気﹈︵名︶2 ゆげ

たゴち ゆくえ ﹇行方﹈︵名︶2 ゆくへ 行く

それより社務所に行き︑奮
野路を行く人影

けた㌧まし︑もずの音︑

こずゑ明るき林を行けば︑

やぶかうじの三木の根に赤く︑

十896図圃

こずゑはいつこ︒

にきえて︑

十298図圏

御殿︒奮御苑の辞観を願ふ︒

ぎょゑん

十38図

十町ばかりにして神宮橋に達す︒

十15図

ごろに︑

九436図團

校に行く︒

九152図

入れて持盗り︑︿略﹀︒

九147図

て︑垣を出て行く︒

八272歯舌

がひて行かんとせり︒

獅子はもとより武士にした

ルマ

ひ

過行けば︑

七331図

十一462図

雪ど

ニ394 ニイサンガオトモダチト︑ つれゆく・のびゆく︒ふけゆく・まさ
りゆく
墨蹟 ニ大キナユキダルマヲコ
﹇雪解道﹈︵名︶1

シラヘマシタ︒

け道

ゆきどけみち

八554忍言 雪どけ道のぬかるみを

行届く

杖にすがりてとぼくと︑歩み來
︵五︶1

通され た 部 屋 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

﹇行届 ﹈

れる老婆あり︒
ゆきとど・く
︽ーイ︾

十一144

さうちもよく行届いてみるし︑総べ
てがきちんとしてゐました︒

ゆきなが ﹇行長﹈︹人名︺1 行長←
こにしゆきなが
みつなり

石田三成に頼んで︑清正のことを秀

七974 行長は清正の軍功をねたみ︑
吉にざんげんしました︒

ゆ

八幡宮

ゆきのしたみち ﹇雪下道﹈︵名︶1 雪
の下道
雪の下道

十二261図翻 由比の濱邊を 右に見
まん
て︑

761
ゆしゅつさき一ゆにゅうする

盛にゆげが上ってみた︒

八533 二かさね目のせいろうから︑
ゆげが上るまでに︑少し間があった︒

ゆしゅつさき ﹇輸出先﹈︵名︶1 輸出

那・イギリス・フランス等である︒

どで︑輸出先はアメリカ合衆國・支

十878 輸出品の主な物は︑︿略﹀な

先

す

︽ースル︾

ゆしゅつ・す ﹇輸出﹈︵サ変︶1 輸出

除き︑袋に入れて外國に輸出する由

十一研2七戸 之を機械にかけて皮を
に候︒コーヒー園 に は く 略 ﹀ ︒

ゆしゅつ・する ﹇輸出﹈︵サ変︶4 輸
︽ーサ・ースル︾

十876 我が國は︿略﹀︑國内で出來

出する

た物を外官へ輸出することもなかな
か多い︒

れに加工して︑更に外國へ輸出する

十881 又外甥から原料を輸入し︑そ
事も少くない︒

十884 これらの製品は我々の使ひ料
にもなるが︑又支那・印度其の他の
東洋諸國へ輸出される︒

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十886 支那の豚の毛が輸入されて日
されるなども同じ例である︒

出入

七298図

神戸ハ一大貿易港ニシテ︑

輸出入ノサカンナルコト横蝉騒ユヅ
ラズ︒

輸出入の額の増加して行くの

は國家が次第に盛になる印である︒

十889

輸出入総額

﹇輸出入総額﹈

︵名︶1

ゆしゅつにゅうそうがく

最近における我が國の輸出入

総額は敷十億圓の多額で︑︿略﹀︒

﹇輸出品﹈︵名︶3

輸出

十887

品

ゆしゅつひん

い す
すぐに立って︑椅子をゆづりました︒

かねて繹迦の徳をしたって

は娘たちを面前に呼んで︑﹁︿略﹀︒

十二663さて領地をゆつる日に︑王
十一一937

みたマガダ國王は︑︿略﹀︑自分の國

るが︑小勢の方はみんな心を合はせ

て︑一生けんめいになってみる︒

十︸268図盛政は勝ってかぶとのを

きやく

をしめざりし油断を悔いつ＼︑俄に

ゆっくり

舟の中でゆっくりべんたうを

︵副︶4

やみの中を退却しはじめたり︒

たべた︒

七154

をゆづらうとまで申し出たが︑︿略﹀︒ ゆっくり

輸送用

馬はたいそう元気のよい動物

﹇輸送用﹈︵名︶1

一人で寝起の出來るまで︑ゆっくり

八469団 ︿略﹀︑五日でも十日でも︑

七266

ゆそうよう

も︑輸送用としても︑きはめて大切

八882

其のうちに給葉書や窮眞帖

するとおとよは︑にごった聲

を送りますから︑ゆっくりごらん︒

八745団

看病してお上げなさい︒

で︑︿略﹀︒戦孚の時には乗用として

n▽しちょうゆそつ

なものである︒

ゆそつ

揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ

で︑ゆっくりと︑﹁わたくしのおと

ゆだん

油断

︿略﹀︑少しでもおくれると︑

我が國の馬は︿略﹀︑近年外

︽ーサ・iシ・ースル︾

十864

種々の品物が遠く外國から輸

改良されて︑︿略﹀︒

國から種馬を輸入したので︑大いに

七281

入する

ゆにゅう・する ﹇輸入﹈︵サ変︶9 輸

うさん︒﹂と答へた︒

かくの如くなれば全村頗る

テ︑洋々ト流ルレドモ︑夏季ハコト

りQ
ゆだん

五476

四484園ゆだん大でき︒

﹇油断﹈︵名︶6

豊にして︑村民皆其の家業を樂しめ

十伽4図

ニ増水シテ︑︿略﹀︒

八213図

輸出品の主なる物は︑平和 ゆたか ﹇豊﹈︵形状︶2 豊

と羽二重とにして︑︿略﹀︒

はぶたへ

七79図

かす
輸出品は豆粕が第一で︑輸

輸出品の主な物は︑生繭・綿

入品は綿布が一番多いといふことで

七389囲
す︒

十877

ゆづり

織物︒綿綜︒羽二重・銅・茶・マツ

︽ーッ︾

﹇譲合﹈︵五︶1

チなどで︑︿略﹀︒

合ふ

ゆずりあ・う

入されるのは︑主にこれ等の事情か

を受けぬわけには行かない︒それで︑

十868 ︿略﹀︑全く外國米の足しまへ

らである︒

さあ︑此の女にはゆだんが出

かごのうらや棚のすみなどで︑繭を

六564

かけはじめますから︑ちっともゆだ

ずる分こんでみたが︑みんな

ゆ

がゆづり合ってくれたので︑二人と

九679

ユヅル

んが出來ません︒
﹇譲﹈︵四・五︶4

も腰を掛けることが出路た︒

印度支那半島あたりから年々輸入し

ゆず・る

來ぬといふ事になって︑石のらうを
︽ーラ︒ーリ・ール︾

つる

十874

それで︑機械類もまだかなり

カなどから輸入する︒

︿略﹀︑オーストラリヤ・南部アフリ

又毛織物の原料になる羊毛は︑

てるる︒

多勢の方はゆだんをしてゐ

十871

造って︑それに入れました︒

番兵がゆだんをしてみると︑

八141園

て引上げた︒

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六931

七299図神戸ハ一大貿易港ニシテ︑
輸出入ノサカンナルコト横濱ニユヅ

﹇輸出入﹈︹課名︺2

ラズ︒

ゆしゅつにゅう

十目2 第十五 輸出入

談話の最中に一人の老人が
はいって來ましたが︑それを見ると

十慨4園

輸出入

十8510 第十五 輸出入
ゆしゅつにゅう ﹇輸出入﹈︵名︶2 輸

ゆにゅうひん一ゆみ

762

多く輸入されてるる︒
て る る ば か り で なく︑︿略﹀︒

十875 我が國は種々の品物を輸入し
十8710 又外國から原料を輸入し︑そ
れに加工して︑更に外國へ輸出する
事も少くない︒

衆國から輸入し︑それに加工して綿

十882 綿花は主に印度やアメリカ合
綜や綿織物を造る︒

十885 支那の豚の毛が輸入されて日
本でブラシに造られ︑又支那へ輸出
されるなども同じ例である︒

わた

ゆにゅうひん ﹇輸入品﹈︵名︶2 輸入
品

かす

七83図 又輸入品は綿もつとも多く︑
砂糖これに次ぐ︒

さたう

びとこゆびのほかにはなが
九739

︿略﹀︑遠く左に見えるかくか

︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚

長女の言葉に滞足した王は︑

安芳は自分の胸を指さして︑

てくれ︒﹂︒

﹁︿略﹀︒よく此の胸を見恋えておい

十二矧5

を與へた︒

地算を指さしながら領地の三分の一

十二674

たなそこの上に指さすがごと︒

十︻襯2図蟹天下を定むる三分の計︑

ました︒

を指さして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

十一161

を指さした︒

﹁鯨︑鯨︒﹂と聲高く叫んで︑北の方

うのよい山を指さして︑︿略﹀︒
ないのです︒
四685 それがかはいさうに︑あ 十襯10 マストの上の見張人が不意に

るばんねずみに足のゆびを
蟻は虎の指のまたからく窟つ

くひきられました︒

六302

指を折

喜び勇む︒

先生︑どうして口がきけた

日当かぞへて︑

居ならぶ子どもは

て︑仲間の者にあひつをしました︒

六495韻
りつつ︑

八891園
んでせう︑指であひつもしないのに︒

ことで︑今は口を見せてものを言は

八893園指であひつをしたのは昔の
せます︒

あ㌦︑今朝はなかく寒い︒

指の先がしびれるやうだ︒

十397園

けん

﹇指折﹈︵名︶1

ゆびをり

鍵にふれたと思ふと︑︿略﹀︒

ゆびおり

三144六ゆびのな

三目7⊥ハゆびのな

七389国 輸出品は豆粕が第一で︑輸 十二438 ︿略﹀︑やがて指がピヤノの ゆびのな ︹課名︺2 ゆびのな
入品は綿布が一番多いといふことで
す︒

もゆびをりの金持村だと言はれてる

エリドメ

指輪や襟留ナドニハメル美シ
ノデアル︒

み

弓←おゆ

四625 いくら弓の名人でも︑こ
れを一矢でいおとすことは︑

なかなかむつかしさうです︒

四656 弓をとりなほして︑向ふ
を見わたすと︑舟がゆれて︑ま

とがさだまりません︒

︿略﹀︒

四663よ一は弓に矢をつがへ︑

四852園ダイリ様ノ下ノダン
ニ︑弓や矢ヲ持ツテ居ル人

︿略﹀︑遊事にも︑兄が弓

ハ何デセウ︒

にじ

をひけば︑弟はたちをふりま

四916

はし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ 向ふの田から大空の 雲

五605間あれく︑虹が立ってるる︒

︿略V︑弓を取った者は矢を取

までとゴく弓のなり︒

︿略﹀︑弓を取った者は矢を取

らず︑矢を取った者は弓を取らず︑

六243

︿略﹀︒

屋島の合戦に︑義纒が小わき

よしっね

らず︑矢を取った者は弓を取らず︑

六245

︿略V︒

六351

弓は潮に引かれて流れて行き

しほ

にはさんでみた弓を海へ落しました︒

ます︒

六352

げました︒

御命には代へられませぬ︒

六371園

たとひ金銀で作った弓でも︑

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

ユミヲイルコトガスキ 六365 それでも義纒は︑太刀で熊手

ユミ

イ眞珠ハ︑此ノ貝ノカラノ関下アル

七823

ニナツタリ︑指ワニナツタリ︑︿略V︒

六98園金や銀甲美シクテ︑オアシ

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で ゆびわ ﹇指輪﹈︵名︶2 指ワ 指輪

る︒

五787

﹇▽おやゆび・くすりゆび・こゆび・な

ゆび ﹇指﹈︵名︶12 ユビ ゆび 指
かゆび・ひとさしゆび

二566圏 コレカラユビノクミカゆびさき ﹇指先﹈︵名︶2 指先
十年7園 又字を書く時に指先を見る
タヲヲシヘマスカラ︑ミンナデ
と︑爪はみじかく切ってゐました︒
ヤツテゴランナサイQ
まうとしたが︑飴り小さいのでつま

二337

﹇弓﹈︵名︶19
めなかった︒

おまへはてのゆびの 十二559 男の子は指先でそれをつま ゆみ
それではあしのゆび

なをしってゐますか︒

三147園
三162園

デ︑トリヤケダモノヲイコロシ
ゆびさ・す ﹇指差﹈︵四・五︶7 指さす
のなをしってゐますか︒
テ︑オモシロガツテヰマシタ︒
︽ーシ・ース︾
三総8隆 二郎︑おまへはそのゆ
九718 ︿略﹀︑叔父さんは近く左に見 二訓6 アル日トモダチニユミ
びで人をさしますか︒
ノジマンヲシテ︑︿略﹀︒
三171圏 あしのゆびは︑おやゆ える山を指さして︑︿略﹀︒

763
ゆみながし一ゆるむ

興亡すべて

ゆめに似て︑︿略﹀︒

六375園 いやく︑弓が惜しかった 十二281図圏 歴史は長し 七百年︑
のではない︒
た め とも

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒

十二欄3図

く略V︑大宮人の櫻かざし

てさながら夢の如く︑︿略﹀︒

たち︑三月堂・二月堂霞につ＼まれ

十二欄9図

しば
春は若草山の芝草にもえ

六377園叔父早朝の弓のやうな強い 十二4110 ベートーベンの友人も全く
︿略﹀︒

六378園 ︿略﹀強い弓なら︑わざと
︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

敵 に や っ て も よ いが︑︿略﹀︒

六381園

ユラユラス

ハ︑︿略﹀︑イケノ上瓦オチテ︑
ナミニユラレテ︑
レバ︑︿略﹀︒

獅子はもとより武士にした

がひて行かんとせり︒しかるに船長

七332図

はおそれて之をゆるさず︒

ました︒

三631舟は風にゆられながら︑ 八239そこで蕃人どもが呉鳳へ︑首
を取ることを許してくれといって出
土ばしの方へながれて行きま
す︒

つたり下ったりします︒
ゆり

げき

方法は或劇藥を用ひる外にな

かったので︑フィリップは眞心こめ

十97

かはすであらうが︑︿略﹀︒﹂

すと︑越前守は﹁しからば許してつ

者が出て︑いろくおわびを致しま

四623舟はなみにゆられて︑上 八427園︿略﹀︑其の中のおも立つた
←やまゆり

ゆり

﹇揺上﹈︵下一︶1

やがてボートは岸をはなれた︒

て此の事を申し出た︒王はこ㌧ろよ

許し

十M9

︿略﹀︑父に黒して是非學校

四周の海が天然の城壁とな

と︑たづなが急にゆるんで︑

今まで勢よく引出されてみた

中尉は後方にころげ落ちた︒

言置1

ン︾

ゆる・む ﹇緩﹈︵五︶2 ゆるむ ︽一

許さないから︑︿略﹀︒

つて︑容易に外敵のうかゴふことを

十二悌6

る部分とより成る︒

一定不攣の部分と︑攣化を許された

十一一626図 アメリカA口衆望の國旗は

れなかった︒

も︑父は︿略﹀︑なかく許してく

に入れてもらひたいと願ったけれど

十一968

込んだ︒

泳を許されたので︑我先にと海に飛

︿略﹀船員等は︑船長から

打返す磯波にまき込まれたかと思へ

︿略﹀︑忽ち大波にゆり上げ︑

︽ーゲ︾

十269

﹇許﹈︵名︶1

ゆり下げられながら︑︿略V︒

ゆるし

許

此所は天下の役所なるに︑

ゆるす

よしっねがゆるしません︒

入螢後はじめて此の前の日
頼朝は唐糸をゆるした上に︑

曜日に外出をゆるされた︒

六396圃

︿略V︒

六餌3

十一549

く之を許した︒

られながら︑沖へくとっき進む︒

ば︑忽ち大波にゆり上げ︑ゆり下げ

いそ

十269

︽ーゲ︾

紅葉かざして往丸しけむ︑今にして

まの

上げる

て︑﹃これが義経の弓だ︒﹄などと言

あけくれにしたひし家も︑

夢見る

ゆら

下げる

ベートーベンの友人も全くゆりさ・げる ﹇揺下﹈︵下一︶1 ゆり

﹇夢見﹈︵上一︶1

あたり近く迫りぬ︒

ゆめ・みる
︽ーミル︾

十二4110

ゆらゆら

︿略﹀︑大きな葉をゆらゆらと

︵副︶2

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒

九欄3

八419園

﹇許﹈︵四・五︶11

許しもなくて齪乱するとは不届しご
く︒

る

す︽ーサ・ーシ︾←おんゆるしくださ

ゆる・す

折から燈がぱっと明るくな

風に動かしてみる姿は︑︿略﹀︒

十一一421

ユラユラス

つたと思ふと︑ゆらくと動いて消
︵サ変︶一

えてしまった︒
ゆらゆら・する
︽ースレ︾

ユ
ユラレル

ハ︑︿略﹀︑ナミニユラレテ︑

二241圏︿略﹀︑トンデキタ木ノ 四651 よ一はじたいしましたが︑

ル

夢にのみ見し山川も︑

ゆりあ・げる

弓流し

十二槻6図圃

思へば唯一場の夢に過ぎず︒

ゆめ

夢

﹇弓流﹈︹課名︺2

﹃これ が 義 纒 の 弓 だ ︒ ﹄

は れ て は ︑ ︿ 略 V︒

六382園

ゆみながし

六目13 第十 弓流し
﹇夢﹈︵名︶1 2

六347 第十 弓流し
ゆめ

七683 かの男はゆめかとばかり喜ん
で︑︿略﹀︒

く

八337 すると野火ゆめの中に︑︿略Vゆらゆら
︿略﹀︑私がゆめの中に通過し

神様のお告がありました︒
九701
た騨々のお話をうかゴつた︒

九932図 信吉は兄と姉とに謝して︑
︿略﹀︑今まで張りつめてみた

証しく其の夜のゆめに入れり︒
九欄6

勇氣もくじけて︑ゆめからさめたや
うにあたりを見廻した︒

のやうに承り居り候事とて︑此の度

十㎜6圏圏 ︿略﹀︑近親は殊に御元三

﹇揺﹈︵下一︶3

ラユラスレバ︑︿略﹀︒

︽iレ︾

二237圏く略V︑トンデキタ木ノ

ゆられる

小春日和の暖さにとけて︑ ゆら・れる

の御報は全く夢かと存ぜられ候︒
十二2110

其虜からも夢のやうに船歌が聞えて
來る︒

ゆるめる一よ

764

﹇ ▽ お ゆ るめる

綱もや＼ゆるんで來た︒
ゆるめる

ゆれる

︽一

りき︒

一切纏を世にひろむる

うよねん・しちじゅうよねん・しひや
くよしゅう・じゅういちねんよ・せん
しひゃくよ・せんよ・にじゅうよちょ

十一枷6図園
はもとより必要の事なれども︑︿略V︒

う・にじゅうよねん・にひゃくよね
ねんまえ・ひゃくよじょう・ろくじゅ

ん・はちまんにんよ・ひゃくじゅうよ

これ世に鐵眼版と構せら

十二78図此の社は規模の大なるを

る＼ものにして︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀ ︑ 町 ノ 両 側 ヲ ナ ガ メ テ ︑ 十一欄3図

ゆるゆる ︵副︶一 ユルく
ガハ
八591図

﹇揺﹈︵ 下 一 ︶ 3

ユル︿歩クガ如キ者ナシ︒
ゆ・れる

﹇四﹈←こごよじ

うよ・ろくじゅうよこく・ろっぴやく

以て世に知られ︑︿略﹀︒

よ

レ・ーレル︾

ひうが

よねん

十一一524

しかし彼は城外に出る毎に︑

られるやうになったのは養魚纏螢の
賜である︒

わ

だ

饒

十和田湖は一部分秋田縣鹿

か

当量は世を救ふ手始として

︿略﹀︑背く世のはかなさを感じた︒

十二924

と

﹇余﹈︵名︶2

先つかの五人の友をたつねた︒

十二963
よ
つの

十二497

角郡に属し︑其の齢は青森縣上北郡
に属してみる︒

とにかく明日の総攻撃見
合はせの一事だけは︑拙者一命にか

十二欄9園

けて御引受け申します︒其の鯨の事
は拙者の一存にはまみりませぬから︑
︿略V︒

よ

﹇代﹈﹇▽かみよこのかた・きみがよ

した︒

七208

夜がふけて︑人々はかへりま
其の夜のことです︑︿略﹀︒

を教へし時︑︿略﹀︒

しっ

九17図圏夜をいましむる夜まはり
ひやう
の拍子木のごとかちくと︑ さ

びしく時をきざみ行く︒

︿略﹀︑夜のとばり

かにあきて︑ほのぐと東の窓は

九22図圏

しらみたり︒

九549園 ︿略﹀︑社長さんは︑︿略﹀︑

目がさめると︑もう夜が明け

夜を日についで働いた︒

九693

樂しく其の夜のゆめに入れり︒

十2410 或秋の夜の事である︒

︿略﹀︒

いよく夜が明けた︒

坑外に出ると︑急に夜が明け

其の夜襲父に強く聞きたゴさ

感じると共に︑︿略﹀︒

れて︑︿略V︒

十945

ガ

ち

＋256夜がほのぐと明けた頃︑

しめやかに︑夜の霧

しめやかに︑ひそ

窓ぎはにはひ寄り︑

ラス戸ぬらし︑

十307図圃

またをつ＼み︑︿略﹀︒

萬じゅは其の夜ひそかにうば 十302図圏

やがてうばをも呼入れて︑三

其の夜喜三右衛門は窯の前を

かに 夜の霧流る︒

離れないで︑もどかしさうに夜の明

十484

︿略﹀︑もどかしさうに夜の明

けるのを待ってるた︒

十488

けるのを待ってるた︒

ところが要語大地震が起って︑ 十485

寒夜弟子をあつめて︑書物

たやうで︑日光の有讐をしみぐ

すると或夜ゆめの中に︑︿略﹀ 十855

夜はまだ深うございます︒

︿略﹀︑夜の明けるのを待って︑

八636図

すぐに其の山へ上りました︒

八三−

神様のお告がありました︒

八337

七㎜4

人家堂塔一時に倒れ︑︿略﹀︒

七998

つて砂地にかはり︑︿略﹀︒

の入る頃に︑二十蝕町にはかに干上

︿略﹀稻村崎は︑其の夜の月

人は其の夜をなみだの中に明かしま

六627

をつれて︑︿略﹀︒

六604

六236

した︒

五431

︿略﹀︒

てるて︑︿略V︒
なつのよ・ふゆのよ
良材として最も世に著る︒
ます
今日鱒の産地として世に知 四356其ノ中二夜が明ケルト︑ 九932図 信吉は兄と姉とに謝して︑

十二495図中にも南部松・日向松はよ ﹇夜﹈︵名︶40 夜﹇▽つきよ・はつ

とするは人情の常なり︒

四657︿略﹀︑舟がゆれて︑まと 十ニー45図世の出來事を速に知らん
がさだまりません︒
でぐらっとゆれるのを感じた︒

九佃10 北風は︑主人の髄がくらの上

よ
﹇ 世 ﹈ ︵ 名 ︶ 14

世

ふの木がひどくゆれる︒

十型9 ︿略﹀︑ガラス越しに見える向

よ

八欄8 やはり世は相持のものである︒

十499 彼は︿略﹀︑世に柿右衛門風
といはれる精巧な陶器を製作するに
至った︒

たら︑さぞ面白い事であらうが︒

十606囹世に失えてみる人がながめ
十一319図 武器は皆槍なりしかば︑
世に之を懐して富嶽の七本槍といふ︒

世 を し づ め ん と︑︿略﹀︒

十一骸7図面 く略V︑ 強敵ひしぎて よ ﹇世﹈﹇▽うきよ・このよ

せんにんよ・さんじゅうよごう・さん

﹇余﹈←いちりよ・いっけんよ・こ
びやくよじょう・しじゅうよ・しじゅ

よ

來せるものの僅かに世に存するのみ

十一伽9図 されば古は︑支那より渡
にて︑學者其の得がたきに苦しみた

765
よ一よい

十麗5図

あん

︿略﹀︑夜にまぎれて行在所

の 御 庭 に し の び 入り︑︿略﹀︒

十一277図 夜に入れば︑見渡す限り
のか望り外書をあ ざ む く 中 を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

めた︒

︵終助︶22

よ﹇▽おころりよ・ねん

きり

かけたたすきの

しごとなされよ︑

はい︑取りました︒せん

二方のおほみたま︑とこしへに此所

一356圏

オホキナガンバ

サキ

アトニ︑

ペンカイテゴランナサイ︒

ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウ一

一374園 ハナハソレデヨイカ

ナカヨク ワタレ︒

チピサナガンハ

ニ︑

今日はうれしき遠足の

あれは銀行だよ︒

にしづまりましますよと思へば︑
︿略﹀︒

十507園

十一125立直
日よ︒

日よ︒

十一135図團
日よ︒

十﹇1310図心
日よ︒

今日はうれしき遠足の
今日はたのしき遠足の

民子︑いよく今夜一ばん 十二鵬5囹子どもらは仕事をしてゐ

とび
これは鶏だよ︒

る老僧のまはりに集って︑﹁氣違よ
氣違よく︒

く︒﹂とはやし立て︑︿略﹀︒

十一一欄5囹

﹇夜明頃﹈︵名︶1

或朝︑夜明頃︑城中からうつ

夜明頃

夜明け方になって︑雨も風

山の中でも︑三軒家でも︑ よあけがた ﹇夜明方﹈︵名︶1 夜明け
方

七764

よあけまえ

ヨイ

よい

夜明前

︽一

信長はよく夜明前から馬場へ

﹇夜明前﹈︵名︶1

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

六946

よあけごろ

もやみますと︑︿略V︒

く略V︑住めば都よ︑わが里 五853団
せつく
善二さん︑それはお節供に

皆さん︑これが目じるしだ

使ふのですよ︒

調整7囹

よ︒

六165圏

住めば都よ︑わが里よ︒

六165圃

よ︒

六154園あ＼︑それは紅茸だ︒毒だ

になったよ︒

五496園

五176園

のも私が取りますよ︒

四501園

を出すのですよ︒

ましたら︑みなさん一しょに舟

ヨイクフウガアリマス︒

ソレモヨイガ︑ダレガ

S12 ムカシ︑ヨイオヂイサント
ワルイオヂイサンガアリマシタ︒

ソノスズヲツケニイクカ︒

二297園

ダ︒

R園ナルホドヨイカンガヘ

R園

ウハアルマイカ︒

三626園さあ︑私がこゑをかけ 十一1210図圏今日はたのしき遠足の 二273園︿略﹀︑ナニカヨイクフ

きれるほど︒

きりしゃんと︑

三332圏

ねんころりよ

よ

十一4510図 馬銭小僧︑住持の居間に
來りて︑︿略﹀︒

十一468図 かくて次の夜は如何にと
うかゴふに︑︿略﹀︒

十一472図 其の逆又夜更けてうかゴ
ひ見れば︑︿略﹀︒

十︸474図 夜明けて住持︑圭里親に向
ひて︑︿略﹀︒

んく暗くなり︑︿略﹀︒

十一694 夜が更けるにつれて燈がだ

十一763夏の夜は更けやすい︒
い雨が降ったことがある︒

十一999 ところが二丈︑夜中に激し

＋ 二 3 6 圏 は るぐと風のゆくへ
の見ゆるかな︑ す＼きがはらの秋
の夜の月︒

十二373 月のさえた冬の夜友人と二
人 町 へ 散 歩 に 出 て︑︿略﹀︒

七114園

天子様によく御ほうこうす

﹇良﹈︵形︶幽

出て馬を乗りならした︒
よ・い

ーサ︾﹇▽こころよい・すみよい・ほど

イ︒ーウ・ーカッ・ーカラ・ーク・ーケレ・

よい・わかりよい

ヨイココロモチデス︒

一207スズシイカゼガブイテ︑

一一

一一

ヨイオヂイサンガソコヲ

ﾔ5 ヨイオヂイサンハタイソ

ボツテミマスト︑︿略﹀︒

二426

一ピキカツテ︑︿略﹀︒

二414ヨイオヂイサンバ犬ヲ

一一

ヨイオヂイサンバソノハ

﹁そのはこをかしてく

ださい︒﹂﹁はい︒﹂﹁ふってもよう

三182園

ねんねしな︒

三131圏ばうやはよい子だ︑

キデス︒

三25 カゼモアタタカデ︑オモ
テデアソブニハーバンヨイト

ヒヲモラツテキテ︑︿略﹀︒

R

ヲキツテ︑︿略﹀︒

二454ヨイオヂイサンバソノ木

ウカナシガツテ︑︿略﹀︒

一一

一一

十二453 さうして其の夜はまんじり

よ︒

るだよ︒

七424園

と も せ ず 机 に 向 って︑︿略﹀︒

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

おい北風︑今日は大分手ご

ふけ行く夜のしづけさよ︒

とよちゃんかね︒丈夫でゐ

十二724 其の夜は風雨にともなって

るよ︒

八熊1園

十二932 かくて彼は二十九歳の或夜︑

九価4囹

九12丁寧

た︒

人知れず宮殿を出て修行の途に三つ

明治天皇・昭憲皇太后︑御

たへがあるぞ︒しっかり頼むよ︒
せうけん

十27図

た︒

︿略﹀︑やがて一嵩の明星が

きらめいて︑夜はほのぐと明けそ

十二958

Q9 Q8

S7

よい
よい

766

ございますか︒﹂

三322 ︿略﹀︑いつもきげんよく

うたをうたふちいさんです︒

三374 ソレカラ︑道ヲアルクト
キニハ︑左ガハヲ通ルノガヨ
イコトニナツテヰマス︒

三543園 こんなくらいばんにか
ぞへないで︑ひるかぞへるがよ
い︒

四284電とうは︿略﹀︑その上火
フクロフが鳴クト︑其ノ

のようじんもようございます︒
四38一

明クル日ハ天田ガヨイカラ︑
︿略﹀︒

それでだんだんうちがよ

ああ︑よいばんだ︒

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

りのよい松がしげってゐます︒

五574

いつ見てもよい景色です︒

今日は買物もあるし︑蹄り

には馬車に乗って︑此の下まで來て

五658園

た︒

五782
つた︒

︿略﹀︑あの家にはよい事が

五847囲

大水が出なければよいがと

︿略﹀︑身代は前よりもよくな

つゴいて︑身代は前よりもよくなつ

五782

もみんな守りはらった︒

めに田を譲り︑畠を写り︑家も土藏

六㎜7園

一雨々々暖になって︑よい

馬はたいそう元氣のよい動物

あんばいです︒

で︑生れた日からすぐ歩く︒

七259

七394團 ︿略﹀︑氣候も思ったよりよ

はい︑よいお天氣でござい

どうかひどい風にならなけ

ればよいが︒

七939囹

い︒

うなら︑今日は大したことはあるま

七925園よいあんばいだ︒此のもや

ます︒

七919園

に心がけのよい者︒

くて︑快晴の日が多いやうです︒
四398 たび人はだんだんよい心 もよい︒
五747 よい身代であったが︑其のた 七753園 さてく︑二人ともまこと
持になって︑しまひにはぐわい

たうをぬぎました︒
︿略﹀︑ヰセイヨクハタライ

四725囹

テ居マス︒

四587

四757

三567 ︿略﹀︑こんきがよければ︑

何ごともできないことはない

あのうちは此の上よく

なるばかりでせう︒

四768

くなりました︒

とさとりました︒

三704 ︿略﹀︑風通．しのよいとこ

ろにかけてあります︒

三825園今日はまあ︑何といふ

五153

ぼちが昨日から病氣で︑︿略﹀︑

學校に居てもしんぽいでしたが︑か

ゆふべの雨がはれて︑青葉の

へって來ると︑もうよくなってみて︑
︿略﹀︒

五307蟹

ばよい︒

六346

ためとも

セイヨタカケテ來タ︒

叔父爲朝の弓のやうな強い
弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

六381囹

こまってみる所へ︑御殿に仕

︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上
げてもよいと言った︒

六683

た者がありました︒

へてみる萬じゅがよからうと申し出

よいお天氣です︒早く起き 六514

うらの小山に秋風吹けば︑︿略﹀︒

五352園

日本の國には︑景色のよい所

てお出で︒

五563

︿略﹀︑島といふ島には︑枝ぶ

がたくさんありますが︑︿略﹀︒

五568

ラヨカラウ︒

うていねいにいはなくてもよい︒

それでもよいが︑電報はさ

地もがらもまことに當地向

それでよい︒

うていねいにいはなくてもよい︒

七夕7圏

七

9園

七佃9団

︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手

八241

呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

とを見てみる︒

をついて︑ぎやうぎょく僕のするこ

八52

が美しい實をならべてみる︒

で︑費行もよからうと思ひます︒
︿略﹀︒
上に日が氣持よくてってゐます︒
つゆや時雨が色よくそめた 六484園之ヲ鮭ノ里饒トデモ言ツタ 八16 林の中へはいると︑︿略﹀︑日
當りのよい所には︑つるうめもどき

五208

︿略﹀︑郵便物ヲツンダ車ガヰ

七悩6園 もうよい︒通してやれ︒
四813園 此のよいお天氣に︑ど 心ぽいして︑︿略﹀︒
よいお天きだらう︒
五915 作物の種や商品の見本も入れ 七m3囹電報はなるべくみじかい方
三836 あまりけしきがよいので︑ うしたのでせう︒
がよい︒
てよいことになってゐますが︑︿略﹀︒
四825 ︿略﹀︑いつ見てもよいけ
れふしがぼんやりと海をなが
七堰3園 それでもよいが︑電報はさ
六86園 ︿略﹀︑先づ高い岡だと思へ
しきだと思ひました︒

どこからかよいにほひ

めてゐました︒

三838
がして來ますので︑︿略﹀︒

三845園 そばへよって見ますと︑

見たこともないきれいな着物
でした︒﹁これはよい物がある︒

四174園ソレナラ海ノ水ヲア
ビテ︑ネテ居ルガヨイ︒
四212園アナタハ︿略﹀︑後ニハ

キツトオシアハセノヨイコト
ガゴザイマス︒
四228 ︿略﹀︑おばあさんが日あた
していらっしやいました︒

りのよいえんがはでつぎ物を

767
よい
よい

はよくないといふことを説聞かせて︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑りっぱな學者を先生

にして︑一心に學問をはげむがよい︒

九275園
のだ︒

九867園

がある︒

︿略﹀︑まことに都合がよい

それにはまた都合のよい事

日本晴のよい天氣︒

九872園

水煙の間から近く瀧をながめるのも

︿略﹀︑もうくと立ちこめる

を焼く間ねとまりをするための小屋
九欄4

九997

八302 二つよい場所を見立てて︑炭 九313
よく︑︿略﹀はるかに全景を見渡す

かせぐ︑こんな仕合なことはない︒

告示では︑幾塁もある精米機
今日は言語がよいので︑朝か

械が電力で勢よく廻り︑︿略﹀︒

九501
九566

ら委を打つ音が方々で聞える︒

よい︒

十835

︿略V︑坑夫が汗だらけになつ

て︑元氣よく石炭を掘ってゐます︒

十864 ︿略﹀︑時には外面の品を使ふ

︿略V︑目もさめるやうな草花

方が都合のよい事もある︒

十鱗9

が並べてある︒にほひのよいのや︑

船員は手早く鯨の尾をくさり
きよ
で船ばたにつないで︑威勢よく根撞

一年生の時からの成績物も

よいだらう︒

とん
こんなによく整頓してゐ

る中で勉強したら︑どんなに氣持が

十一167園

のに感心してしまひました︒

見せていたゴいて︑其の始末のよい

十一155

立ててみる︒

製紙其の他の諸工場が勢よく黒煙を

十一119 ︿略﹀︑紡績・造船・製粉・

地に引上げる︒
ぱう

十備6

綱もや＼ゆるんで來た︒

今まで勢よく引出されてみた

風に動かしてみる姿は︑誠に氣持が

︿略﹀︑一同は元氣よく團歌を

私は︿略﹀︑此の子馬共を

衛生の設備をよくして危険な

︿略V︑四五尺にのびた杉の

若木が勢よく立並んでみるのが︑目

十一359

年一回だけだといふから︑今年はも

︿略﹀補植をするのは︑翌

こんなに間をおいてよい

に見えるやうな氣がする︒

のですか︒

︿略﹀︑父のかり取ったあとを 十一371園

しかし天童が績いてよいあ

十榊9

色の美しいのや︑︿略﹀︒

十4110

んばいだ︒

十401園

石盛を根絶し︑︿略﹀︒

十371

からいのりました︒

やさしく扱ってくれ＼ばよいと︑心

買った人たちも︑どうか同じやうに

十231団

歌ひながら︑︿略﹀︒

十1510

するがよい︒

に言ってあげて︑安心なさるやうに

九佃5園此のわけをよくおかあさん

しい︒

て︑ぎやうぎょく並んでみるのも美

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

豪富6其の隣の畠にしやうがが︑根

よい︒

︿略﹀︑大きな葉をゆらゆらと

のも面白い︒

一生の間仕合はせのよい事

うち中が丈夫で︑仲よく

つた事はない︒

九469緑園今年ほど水の都合のよか

を建てる︒

八323 炭に焼く木は︑主にならとく
ぬぎで︑くぬぎの炭の方が火持がよ
い︒

したが︑

八352 ︿略V︑此の婦人は長生をしま 九487団園
がつゴいたと申します︒

八539園 まあ︑ついてみるがよい︒
八543 始のうちは勢がよかったが︑
間もなく腰がふら つ き 出 し て ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑當直將校が元氣のよい

間もなく當長丘校から威勢の
︿略﹀︑遠く左に見えるかくか

︿略V馬が︑林のかげや沼の

︿略﹀︑近くには形のよい島々

元氣よくつるはしで掘返し始めた︒

うしなくともよいのであらう︒

だから當分金ふ見込のない︑ 十一3710

まとまったお金は定期預金にした方

侍の中に︑訴訟ある者は申し出るが

と組合ってみたのが急に間がすいて

十726園今度の勢そろへに集った諸 十一3810 ︿略﹀︑今まで野方の枝と枝

がよいのだ︒

︿略﹀︑大そう景色のよい所で 十529園

となりでは︑董がくさって引
ほって︑︿略﹀︒

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

九797

あった︒

九762

などもあって︑︿略﹀︒

九761

は︑實に勇ましい︒

ほとりを元氣よくかけ廻ってみる様

九753

うのよい山を指さして︑︿略﹀︒

九738

よい號令がか＼る︒

九647

聲で號令をかける︒

九622

よい聲で歌をうたふと︑︿略﹀︒

八674国︿略﹀︑此の州は合衆議の中 九597赤いたすきを掛けた女たちが
でも︑氣候がよくて︑其の上地味が
肥 え て ゐ ま す か ら︑︿略﹀︒

八805園縣や國の税も︑村の役場へ
納めれば︑よいのですか︒
こん
︿略﹀︑先生は根氣よく︑何度

八939

もく教へてるられた︒
八947園 何なら︑あのお子を今日一
日お連れになってもようございます︒

八価8 分業で造ると︑其の出來がよ
い ば か り で な く ︑︿略V︒

八柳9国 もし天工がよかったら︑
︿ 略 ﹀ ︑ お 書 前 にいらっしゃい︒

九77圏 ︿略﹀︑あざやかな緑の世界
は︑何ともたとへやうのない︑氣持
のよいものです︒

フノニモ都合ガヨイノデアル︒

九164 ︿略V︑又コチラカラ敵ヲオソ

よいち一よう

768

如何にも氣持よささうに見える︒

十一396 ︿略﹀︑枝を打てば︑山火事

十一伽2圏
いてくれ︒

よい子だから私の頼をき

十ニー99

みかん
調子のよい蜜柑取上がすみ

の襲職を防ぎ︑又空氣の流通がよく

きった晩秋の空白をふるはして︑何
︿略﹀︑蜜柑の木が行儀よく

なって轟がつかなくなるさうだ︒

て︑︿略﹀︒

︿略﹀︑品質のよい品物をな

るべく安償になるべく敏速に供給し

十二224

並んでみる︒

十二204

十一501 これには種類が多く︑一番 虜からともなくのどかに聞えて來る︒
ぎ
よいのはパラゴムといふのである︒

十︻551 船員等は︑如何にも氣持よ
︿略﹀︑主人は愛想よく迎へ

ささうに泳ぎ廻っ て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

て︑︿略﹀︒

十一711

よ一はじたいしましたが︑

よ一をよび出しました︒

四648

よ一は心の中で︑もし

よしっねがゆるしません︒

四651

これをいそこなったら︑生きて
は居まいと︿略﹀︒

−

よ

ひよう

つがへ︑
四663よ一は弓に矢を

よくねらひをさだめて︑
﹇酔潰﹈︵下一︶

といはなしました︒
よいつぶ・れる

五115飲みほして︑大蛇がよひつぶ

▽ごよ
よう ﹇用

れますと︑ みことはこしのつるぎを
ぬいて︑︿略﹀︒

﹇用﹈︵名︶12

︿略﹀︑人げんにはよう

うめいよう・ていしつよう・ゆそうよ

う・ごようせん・じっけんよう・しょ

よう

久しく平調平凡な景色に

にいさん︑まあ何といふ

よい曲なんでせう︒

十二381園

く眺められます︒

あきてみた私には︑如何にも心地よ

十二3610団

やうに景色がよい︒

十一7410園 それはよいところに氣が 十二3510国 ︿略﹀︑到る庭我が日本の ひつぶれる ︽ーレ︾
つきました︒

十一754園 古い言葉を調べるのに一
番よいのは萬葉集です︒

十一7710 我々は殆ど貨幣．紙幣なく

して一日も生活することは出來ぬと
いってもよいくらゐである︒

十862

味方は今日の戦に將卒共

我が國で出來る品物ばかりでは用が

足らない︒

にっかれ果てて︑物の用に立つべく

十一266図

もあらず︒

小僧一人だけ自由に室内に

我我はこれらの貨幣や紙幣

出入させて︑いろくの用を足させ

十一693

た︒

十一779

を用ひて物品を士買買し︑其の他いろ

すなはち喜捨せる人々に

くの用を辮じてるる︒

其の志を告げて同意を得︑資金を悉

十一梛9図

凡そこれ等の木材は︑其

く救助の用に當てたりき︒

の有する性質によりて各種の用に供

十二462図

すべく︑︿略﹀︒

栗は耐久・耐濾の性殊に

著しきを以て︑家屋の土毫︑鐵道の

十二485図

まくら木等の用に供せられ︑︿略﹀︒

う・たいへいよう

︿略﹀︑先生が﹁ちよつと用 よう ﹇洋﹈﹇▽インドよう・たいせいよ

遠

さうして陰に陽に仕事のじ

やう﹇▽いいよ

やまをする者も少くなかった︒

十二柳1

よう ﹇陽﹈︵名︶1 陽
さてく︑虹はおもしろい︒
用ありさうに天と地の

﹇様﹈︵名︶5

く略V︑高徳一族共を集めて

罪なる人のいふやう︑

ひのかは
﹁此の川は古の簸川にして︑︿略﹀︒﹂

十二46図

なきなり︒︿略﹀︒﹂と︒

いへるやう︑﹁義を見てせざるは勇

十矧1図

う・たとえよう︒もちいよう

象の鼻は手の用をなすもので︑よう

海藻ハ花が書院ナイ︒根ノヤ

我々が今日生活して行くには︑

ノ用ヲナスモノデ︑︿略V︒

ウニ︑岩ナリ石ナリヘクツツクダケ

ウナ所モ︑︿略﹀︒タでハナレナイヤ

七878

實に力がある︒

六878

きをつなぐ雲の上︒

︿略V︑

五617翻

があるから︒﹂といって︑︿略﹀︒

五385園

のないものです︒

三857囹

ほんたうに一度でもよい う

なに︑どう申し上げてよ
︿略V︑毎日々々念写よくの

そればかりでなく︑石炭
力は無限といってよい︒

は早晩使ひ驚くされてしまふが︑水

十一而5圏

みる僧があった︒

みを振るって︑飴事なく穴を掘って

十二脳10

いかわからぬ︒

十二687囹

てよいかわかりません︒

十二685園父上︑私はどう申し上げ

から︑演奏會へ行って聴いてみたい︒

十一9010園 おとうさんが毎年潮干狩 十二382園
にょい日を選ぶのも﹃月齢﹂を見て
知るのだ︒

暦を見るがよい︒

十一918園もつとくはしいことは本
十一927囹太陽暦の方がよく季節に
あって都合がよいからだ︒

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十一968 ︿略﹀︑父は三校へ行って時

︿略﹀︑毎日毎日元氣よく通

が よ い と い っ て ︑︿略﹀︒

十一975
遷した︒

よ皿←な

よしっねはく略﹀︑すぐに

﹇与一﹈︹人名︺4

四647

すのよいち

よいち

民に自治の精神が乏しければ︑よい

十一柵4 自治制も︑之を運用する人
結果を得ることは到底望まれない︒

769
よう一よう

と︒
かつち

たけみ

十二62図時に天照大神の使者建御

此の時事代主命は︿略﹀︑

雷命此の地に來りていふやう︑

﹁︿略V︒﹂

十一一610図

使を得て急ぎ蹄り︑父君に申すやう︑
﹁︿略﹀︒﹂

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑

十二脳10図 出世の日近づくや︑林藏

ヤゥ

やう

様

之 を 学 者 に 渡 し て いふやう︑天略﹀︒﹂
と︒

﹇様﹈︵形状︶謝

ニー91 一メンニアカルクナツテ︑

よう

センセイノオツシヤルコ

ヒルノヤウデス︒

二637

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ
セン︒

二695圏 アレアレアガル︑ ヒカウ

キガ︒ 大キナトビガ︑ トブヤ
ウダ︒

トブ

二706蟹 アレアレアンナニ ヒカ

ウキガ︒小サナトンボガ
ヤウダ︒

一一757 ソノ大キナカホハ火ノ
ヤウニアカク︑イビキハ
カミナ

Q ︿略﹀︑イビキハ カミナリ

リノヤウデシタ︒
一一

三82

ヒヨコガナクト︑オヤド

ルヤウデシタ︒

三78ハネノ下ニモ二三バヰ

ノヤウデシタ︒

V6

リハオハナシデモスルヤウニ︑
ココココトイツテヰマシタ︒

三254 むぐらもちでもとほつた
やうに︑土がところどころもち
上ってゐます︒

三561 だんだん高くとべるやう
になって︑とうとうやなぎにと

四277本町通は夜もひるのや
うで︑りはつ店などはまぶしい
ほどです︒

の友だちのやうになりました︒

蛇で︑目はほほづきのやうに赤く︑

五103園頭が八つ︑尾が八つある大

五194県主の光がまるでいなびかり

︿略﹀︒

では︑かべにあたったこむまり

のやうで︑わるものどもは目を明け

四332園人のこゑも山の中
のやうに︑かへって來ること

島屋の前には︑人が黒山のや

てるることが出來ず︑︿略﹀︒

︿略V︑目のさめるやうなちり

ツバメハトブコトが上手ナ鳥

こんな所にと思ふやうな村外

れに︑家が一けん立ってるます︒

五278

ニツキアタルカト思フト︑︿略﹀︒

デ︑ツブテノヤウニトンデ來テ︑物

五258

な浴衣地がかざってあります︒

ゆかた

めんや︑きれいな帯や︑すゴしさう

五236

うにあつまってゐました︒

五227

があります︒

リマス︒

︿略﹀︑はうきを大なぎなた

ニツメタク

謡うすい吉野紙のやうな作り

カラカサニ降ル雨が四方へ流

レオチルヤウニ︑水ハ低イ方へ低イ

五507

かけの繭の中で︑︿略﹀︒

五486

き通るやうになります︒

ノヤウ馬子ウゴザイ 五471 上る頃には︑鷲のからだがす
マスガ︑雪ノヤゥ

雪
四704

まねをしました︒

のやうに持って︑べんけいの

四436

のやうでした︒

をたたく︑︿略﹀︑まるでいくさ

四434

天じゃうをはらふ︑たたみ

びつきました︒
四345 カホハネコノヤウデ︑
其ノ上ネズミヲトツテクフノ
三566︿略﹀︑このかへるのやう
デ︑ネコ鳥トイフトコロモア

に︑こんきがよければ︑何ごと

アブラゼミデス︒色ガウ

もできないことはないとさと
りました︒

三583

スクテ︑ヌレテヰルヤウニ見エ
マス︒

ソコデカウモリハ︿略﹀︑

クラクナツテカラ空ヲトビマ

三77一

ハルヤウニナツタトイヒマス︒

三785空は水のやうにすみき

ニツメタク

白ウゴザイ
雪ノヤウニ

ハナク︑︿略﹀︒

時時すずしい風が吹いて 四705

つて︑雲一つありません︒

三793

・來ると︑おもひ出したやうに

マスガ︑雪ノヤゥ

五517

わが子

︿略﹀︑神のみすゑの天皇

われら國民七千萬を
おぼしめされる︒

︿略﹀︑二三日たつと︑前から

其の洲の白い砂の上に︑青い

五693 ︿略﹀︑どうかして村のあれ地

うに見えます︒

松が一面に立ってるて︑長い橋のや

五582

ノヤゥニナリ︑︿略﹀︒

低クテ廣イ所ニタマルト︑池

タ川ヲ見ルヤウデス︒

雨水ノ流レル道ハ地圖ニカイ

方ヘト流レテ行キマス︒
チ ヅ

五518

ハナク︑︿略V︒

スツカリ

︿略﹀︑ひとりごとのやう
ハ

行きかへりに道草
四803 學校の
をくったり︑ 石をなげたり︑生
物をころしたり するやうな子

五52

のやうに

陛下

五15翻

なりません︒

どもは︑大てい ろくなものに

くつわ虫がなきます︒
三798

︿略﹀︑カラダ

におつしゃいました︒
四204

モトノヤウニナホリマシタ︒

四244︿略﹀柿が︑赤い玉のや
うに光ってゐます︒

四266私どもの町でも︑この
あひだから電とうがつくやう
になりました︒

よう一よう

770

を田地にして︑米がとれるやうにし
たいものだと思っ た ︒

へまでもないやうになった︒

五752 しまひには妻や子どもの着が
五821 かりまたは︑矢じりがつばめ
の尾のやうにわれた︑たいそうする
どい矢で︑︿略﹀︒

五841圏 おとうさんへ電報で御返事

でした︒

六185

ふまないやうに注意して︑か
東が白ンデ︑屋根ノ霜が見エ

ご一ぽい取って馨りました︒

六326
ルヤウニナツタ︒
ためとも

叔父翌朝の弓のやうな強い

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

六377園

︿略﹀︒

六393囲洋服は着なれなかったので︑
はじめは寒いやうに思ったが︑もう

をいたしたやうに︑うちには大した

事もありませんでしたが︑中々のさ
アヅキ

なれた︒

卵切小豆程ノ大キサデ︑ウス

アカイ玉ノヤウニ見エル︒

六471

わぎでした︒

五944 ︿略﹀葉書には︑私もはらわ
たがちぎれるやうに思ひました︒

キノ實ハ︑美シイ玉ノヤウニ見エマ

ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ蹄ル︒

イヤウニ︑シバラク其ノアタリニ番

五963 フサくト下ツタウスムラサ 六474 サウシテ外ノ魚が其所へ來ナ
ス︒

六815

︿略﹀︑こっちはつり舟のやう

敵は︿略﹀︑鐵のくさりで船

な小舟であった︒

六806

したので︑︿略＞Q

人の仕事まで引きうけるやうにしま

五993圏熊が君の耳の所へ口を持つ 六582 かげひなたなくはたらく上に︑
て行ったやうだが︑何か言ったのか︒

五997園あぶない時に︑友だちをす
ててにげるやうな者には︑これから
つきあふな︒

︿略﹀︒金ダラヒニモ

をつなぎ合はせた︒まるで大きな島

銅ハ

ナレバ︑私ノヤウナヤクワンニモナ

が出來たやうなものである︒
み

六108園

リマス︒

小さな目︑それから太い足︑細い尾︑

六欄8圏

︿略﹀貝細工を買った︒
くまで

はさないやうにして持って減る︒

こ

小さい熊手で砂をかくと︑お
潮がすっかり落ちて︑海はを

もしろいやうにあさりが出た︒

七119
七133

何時か知らない人とも話し合

かのやうになった︒

．七138

ふやうになって︑︿略﹀でも取ると︑

日は暖で︑風はなし︑むされ

おたがひに見せ合ふ︒

七142

此の頃はれんげさうの花ざか

るやうな氣がする︒

七172

りである︒︿略﹀︑田の形其のま＼に
あかむらさき

紅紫のもうせんをしきつめたやう
に見える︒

七233みきが二か㌧へもあって︑枝
が傘をひろげたやうに出てみるので︑

茶屋から二三町行った所の右

村の人は之を傘松と呼んでみる︒

七253

手に︑まんぢゆう笠をふせたやうな
つか

これは馬がけがをしないやう

塚がある︒

七256

︿略﹀︑近年外國から種馬を輸

に︑馬方が上げるのださうだ︒
七282

︿略﹀︑氣候も思ったよりよ

セイが高ク︑目ガスルドクテ︑

七526園

ガ︑︿略V︒

私も︿略﹀︑皆さんと同じ

チヨツト見ルト︑コハイヤウデシタ

七496

くて︑快晴の日が多いやうです︒

七395国

たる所に良馬を見るやうになった︒

六121園其ノ外︑釘や針ノヤウナ小 六863 ︿略V︑箕のやうな耳︑長い牙︑ 号したので︑大いに改良されて︑い
サイ物カラ︑キクワン車・軍艦ノヤ

何だか地ひゴきでもするやう

一切糟で見た通りであった︒

先づ谷川のほとりに三千人の
ないやうにした︒

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

六925

な氣がした︒

六887

ウナ大キナ物マデ︑皆鐵ガナケレバ
造ルコトが出來マセン︒

六122園︿略﹀︑キクワン車・軍艦ノ
ヤウナ大キナ物マ デ ︑ ︿ 略 V ︒

にいさんは初茸を五六本取ったやう

六151 僕がぐみをたべてみる間に︑

やうに︑あの運動場で遊んだり︑此

の講堂でお話を聞いたり致しました︒

やうな波が立って︑︿略﹀︒

七568園急に暴風雨が來ると︑山の

やうな波が立って︑船は今にも沈む

七569弦断に暴風雨が來ると︑山の

かと思ふやうになります︒

しょうとつ

こんな時には︑悪くすると

七瀬へ乗上げたり︑外の船に衝突

七575園

く略V︑いくらきりが深くて

したりするやうなまちがひが出來ま

す︒

も︑まるでちがった方へ行くやうな

七586囹

ことはありません︒

どうか今から十分海になれ

もし此の大金がなかったら︑

て置くやうにしてもらひたいのであ

七613園

ります︒

七655

それがあなたのやうな正直

氣がちがって死ぬやうな事になるか

も知れぬ︒

なお方に拾はれて︑︿略﹀︒

七695園

氣がすむやうにして下さい︒

七719園どうぞ之を受取って︑私の

日のくらしにこまるやうなこともあ

七732園 ︿略﹀︑どうかすると︑其の

たとひ親子の者がうゑ死を

りますが︑︿略﹀︒

七734囹

紀州の男は急いで國へ錦つ

するやうなことがあっても︑︿略﹀︒

七756園

て︑其の金をまちがひなくとごける

やうに致せ︒
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七928

い︒

八917

おとよ︑お前はものが言へ

のぞきこむやうにしてみたが︑︿略V︒
そつ
︿略﹀︑此の學校を卒業する頃
やうになる︒

には︑りっぱに一人前の事が出來る

八928

おとよは信吉の口を︑中まで

もう一度しつかに言ってごらんなさ

からです︒よく見えるやうにして︑

しないのは︑あなたの口が見えない

八909園あなた︑此のお子が返事を

るやうになったのか︒

八887園

のび上るやうにして奥の方を見た︒

何だか少しむし暑いやうだが︑ 八858 ﹁︿略﹀︒﹂といふ間も︑信吉は

空には雲もなくて︑まことによく晴

七798 魚類ニハイワシ︒アヂ・カツ
ヲナドノヤウニ︑水ノ表面二君イ所

谷間の水はすきとほるやうに
翌日になって︑詰軍が又たつ
たいそう蕃人をかはいがりま

︿略V︑よくもえるやうに其の

さうして其の栽培については

︿略﹀乃木大証が︑終生忠誠

質素でおし通して︑武人の手本と仰

八丁1

がれるやうになったのは︑︿略V︒

九310団冬でも春でもこちらではち

やうど内地の夏のやうです︒

から

九42國︿略﹀︑なかく住みよいと

ころのやうです︒

九58国喪の中にはかたい殼があっ

て︑其の内がはに白い肉のやうなも

殊に毎日のやうに降るには

のがあります︒

か雨が︑︿略﹀︒

九74囲

︿略﹀︑美しい海底のありさ

まが手に取るやうによく見えます︒

九83国

何だかおとぎばなしの世界

くだきたる貝殼を器に入れ

又沖縄二産スル木ノ葉蝶ハ︑

此ノ轟ハ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテ

又或動物ハ保護色トハ反封二︑

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮力

九205

︿略﹀︒

ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑

九202

ウニ見エル︒

︿略﹀︑マルデ枯葉が引掛ツテヰルヤ

九196

ジヤウナ色ニ馳駆ルモノモアル︒

物ノ色ガカバレバ︑ソレニツレテ同

九172 ︿略﹀︑季節円蓋ツテマハリノ

うに集らず︒

てあたふるに︑これには餌の時のや

九144図

にでもまよひこんだやうです︒

九87国

るやうに美しい魚の群が︑︿略﹀︒

信吉はとりのぼせたやうにう 九84團青・緑・紅・紫︑目のさめ
信吉は教室を出ると︑︿略V︑
︿略﹀︑かへって君等は自分

すべてかういふやうに︑手分
といふ︒

よし︒寒いなら︑暖くなる

をして別々に仕事をすることを分業

八価6

で苦しむやうになったのです︒

八面4囹

先生を廊下でをがむやうにした︒

らうか

八944

れしがって︑︿略V︒

昔朝鮮に一人の婦人があって︑ 八933

間もなくそれから芽が出まし

︿略﹀︑下役の者に石地藏をし

︿略﹀︑昨朝あたりから熱が

八柵1園

大將が何か食物の中にきらひ

やうにしてやる︒

馴れるまで︑うち中の者がそればか

な物があると見れば︑︿略﹀︑大將が

八榊1
履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

引馬シタル看板ヲ出走ルハ︑ヨク人

八585図

たので︑︿略﹀︒

下って︑食事も進むやうになりまし

八453団

ばって來るやうに命じました︒

八404

育てました︒

たので︑婦人は之を我が子のやうに

八349

晩神様にいのってゐました︒

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

八336

次のやうな話もあります︒

八333

上下にそだを置き︑︿略﹀︒

八314

たはれました︒

したので︑蕃人からは親のやうにし

八229

ねたが︑始のやうに答へた︒

八184

すんでみる︒

八23

れてるた︒

︿略﹀︑タヒ・アナゴ・ハモナ

ヲ 泳 グ モ ノ ガ ア リ︑︿略﹀︒

七802

ドノヤウニ︑岩ノカゲや海藻ノ間ヲ
︿略﹀︑カレヒ・ヒラメナドノ

泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

七804
ヤウニ︑底二胡ンデヰルモノモアル︒

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

七863 海藻ノ形ハ様々デ︑帯ノ様二
海藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑全

廣 ク テ 長 イ ノ モ アレバ︑︿略﹀︒

七864

盟が細カニ分レテ︑枝ノ榛ニナツテ
ヰルノモアリ︑︿略﹀︒

七867 色モ一様デハナイ︒ミルヤモ
ヅクノ榛二緑色ノモノモアレバ︑
︿略﹀︒

︿略﹀︑コンブヤアラメノヤウ

ニ茶色ノモノモア リ ︑ ︿ 略 V ︒

七868

七869 ︿略﹀︑テングサノヤウニ紅色
ノモノモアル︒

七875 海藻ハ花が三兵ナイ︒根ノヤ
ウナ所モ︑陸上ノ植物ノ様二養分ヲ
吸取ルタメノモノデハナイ︒

ノ知ル所ナルベシ︒

七876 根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物
ノ様二回分ヲ吸取ルタメノモノデハ

其の爲︑大凶には全く食物に

り食べるやうにした︒

ナイ︒

八二2

好ききらひといふものがないやうに

アメリカ人はく略﹀︑何で

なった︒

八733団

も世界一になるやうに心掛けてみる

タ寸ハナレナノーヤウニ︑岩ナ

リ石ナリヘクツツクダケノ用ヲナス

といひますが︑︿略﹀︒

七877

モノデ︑︿略﹀︒
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ナ平身ヲモツテヰル︒
ある︒

九656

人の顔がやっと見分けられる

信吉は感心して︑熱心に空

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

九895図

げて︑﹁︿略﹀︒﹂

にいさん︑やっぱりにいさ

やがて中尉は︿略﹀︑いつも

間に言ふやうに言ったQ

つて︑︿略﹀︑天守﹀︒﹂と︑まるで人

九価9

くわい

敵弾は前後左右へ雨のやうに

のやうにすんだ聲で號令をかけた︒

俗評4

落ちて早る︒

九研8︿略﹀白煙の間から︑怪獣の

北風は︿略﹀︑訴へるやうな

さうして之に合はせるやうに︑

︿略V︑又自分の最愛の主人に

大尉はそれを取って見ると︑

九柵5園

しかし今の顧問は昔と違つ

此のわけをよくおかあさん

ことは出來ない︒

て︑一人で進んで功を立てるやうな

九佃5園

候やうとの心願に候︒

そなたがあっぼれなるてがらを立て

九柵6屡團

次のやうな事が書いてあった︒
まん
八幡様に日参致し候も︑

九平2

天に向っていな＼いた︒

味方の勝利を語るやうに︑一翼高く

美川4

た︒

︿略﹀︑一篇高く天に向っていな＼い

九川3

をそばだててみた︒

目付で主人の顔を見下し︑左右の耳

九梱8

あたりを見廻した︒

九佃6 ︿略﹀︑ゆめからさめたやうに

れさうにほえ立ててみる︒

のやうな砲火をはいては︑耳もつぶ

砲口はかはるがはるいなづま

やうな大砲と︑其のまはりにむらが

︿略﹀︑急な坂を矢のやうに

︿略﹀︑岡田さんは目の前に見

北風はたけが五尺二寸もある

ゐ

北風の主人は若い騎兵中尉で︑

或年浄念が始つたので︑北風

中尉はひらりと北風にまたが

九佃1

んのおっしゃったやうに︑星の位置
︿略﹀︑時には一寸先も見え

る人かげが見えて分る︒

︿略﹀︒

九981

︿略﹀︑僕等も何時の間にか︑

てるるやうな様子で説明なさるので︑

九978

早くすべるのですから︑︿略﹀︒

九961園

ないやうなことがあります︒

九954園

は攣りますね︒

九929圏

ね︒

斗七星のやうなものが出來てるます

これから號令が雨のやうに下 九898園︿略﹀︑もう一つ︑小さい北
水兵はくもの子を散らすやう
︿略﹀︑ブラシを持つた敷十人

に八方へ散って︑︿略﹀︒

九649

る︒

九629

やうになった頃︑︿略﹀︒

九212 例ヘバ ︿略﹀︑悪言や悪臭ノ 九615
アル蝶ノ羽ニ甲唄シイ色ドリガアル
ヤウナモノデアル︒

九213 動物ノ形や色デモ︑注意シテ

調べテミルト︑コノヤウニイロく
フシギナ事ガアル︒
︿略﹀︑役人ににくまれて︑

の水兵が︑甲板をこすりながら頭を

九239園

終には國を立ちのかねばならぬやう
並べて進んで行く︒其の様は︑まる
で雨後の蛙がむらがり飛んでみるや

になった︒

九245 老人は大分つかれたやうであ
る︒

うである︒

︿略﹀︑陸奥湾の風光が手に取
︿略﹀︑かうたやすく來てみ

山の上に居るやうな氣持になって聞

九塒5

たがって古地へ向つた︒

も外の軍馬と同じやうに︑主人にし

九佃1

してみた︒

︿略﹀︑まるで我が子のやうに大事に

九皿9

くしく︑︿略V︒

黒馬で︑毛はうるしのやうにつや

三碧7

う熟しきったやうな顔をして︑︿略﹀︒

言って残して置いたのが︑今日はも

︿略﹀︑此の前まだ少し早いと

きました︒

ほったいもは此の中へ入れるやうに
︿略﹀︑どれも皆︑絹のやうな

とおっしゃった︒

九795

うすい皮がはち切れさうに︑よく實
しかし地球が廻るために︑

がいってみる︒

九856園

我々の目には動くやうに見える︒
あれごらん︑︿略﹀︑ひしゃ

くのやうな形になって︑七つの星が

九875園

並んでみるのが見えるだらう︒

九9910

ると︑そんなに遠い所に來たやうな

番いつものやうに︑此所で

支度をして︑思量園へお集りなさい︒

九776園

氣がしないね︒

九771園

るやうに見えた︒

九7510

に思ったが︑もう八時半であった︒

九295 廣さが怨讐百方里もある︑海 九685 まだ日が暮れたばかりのやう
のやうな湖から流れる大きな河が︑
︿略V︒

九317 ︿略﹀︑頭から雨のやうなしぶ

きを浴びながら︑瀧つぼを見物して
廻るのは︑實に壮快です︒

九353 やうやく清水まで來て︑手の
切れるやうにつめたいのを二三ばい
つゴけ様に飲んで み る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

馬五匹アリ︑︿略﹀︒

九458図之二反シテ︑同ジヤウナル 九787 先生も大きな箱を持って來て︑
九573 ︿略﹀︑董の先についてみる穂

が︑敷いてあるむしろの上に面白い
やうに飛散る︒

︿略﹀︑黄色い萎の穂が一面に

なったなあ︒

九578園 正一も大分役に立つやうに
九588

廣げられて︑まぶしいやうな夏の日
にかgやいてみる︒

九614 艦内は深山のやうな静かさで
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に言ってあげて︑安心なさるやうに
するがよい︒

九型2 一月モカ・ルヤウナ落話ダツ
タノニ︑ドウシテコンナニ早クオ婦
リニナツタノダラウト思ツテ聞イテ
ミタ︒

十82 ︿略﹀︑焼けつくやうに熱い平
原を横ぎって︑︿略﹀︒

氷のやうであった ︒

十86 水は意外に冷たくて︑まるで
十102 それにはく略﹀︑用心するや
なれない私は︑︿略﹀︑やは

うにと書いてあった︒
十172国

り馬のそばを通るのが危除なやうな
氣 が し て な ら な かったが︑︿略﹀︒

十176団 馬も誠に從順で︑けたりか

︿略﹀︑黒山のやうに集って

みづいたりするやうな事は決してし
ません︒

十208団
みる買手は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑此の子馬共を買った

人たちも︑どうか同じやうにやさし

十2210団

く扱ってくれ﹂ばよいと︑心からい
のりました︒

指の先がしびれるやうだ︒

十唱7 ︿略V︑庭の柿の木には︑す〜
さん
なりになった實が夕日を浴びて︑珊
瑚珠のやうにかゴやいてみる︒

ご

は︑寒いといふよりもいたいやうに
感じます︒

面白いのは︑三日四日労い

て寒ければ︑其の次には又其のくら

十785団

︿略V︒

失ふやうなあぶない時でも︑言出す

十956園 ︿略﹀︑ひょっとすると命を

ことの出來ない程︑︿略﹀︒

と︑全く別の世界に來たやうな心持

十梱10 ︿略﹀︑一足温室の中にはいる

日頃から自然の色にあこがれ

みの間暖さが旨くといふやうに︑寒

十457

さと暖さがほとんど規則正しく交替

がする︒

てるた彼は︑目のさめるやうな柿の

それから﹃燃える石﹄とい

うだ︒

十皿9園

︿略﹀︒

︿略﹀︑そっとのぞいて見ると︑

成程︑緑色の絹縣で作ったの

へ送って︑適當に暖めるやうになつ

十脳5園

其威から熱い湯を管で各室

かと思はれるやうな葉もあれば︑

十鵬6

で︑動けなくなってみる︒

はへのやうな轟が二匹︑底の水の中

十欄1

はいってみるやうだから︒

中をのぞいて御らん︑何か

十梱3 ︿略﹀︑まるで春の國に居るや

に居るやうだ︒

やうな強い香︑︿略﹀︑まるで春の國

地下水のしっくが︑四方から ＋翔とりぐの花の色︑むせ返る
蹄途︑事務員は次のやうな事
十853園

を話してくれました︒

十糾6

雨のやうに落ちて來る︒

十801

することです︒

︿略﹀︑其の日の暮しにも困る

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

十468

彼は氣がくるった檬にそこら

やうになった︒

十478
をかけ廻った︒

ふひやうばんが高くなって︑附近の

寳玉をちりばめたやうなかは

はと
い＼目︑︿略﹀︑鳩は見るからに愛ら

十541

坑外に出ると︑急に夜が明け

事務所の湯にはいって服を改

機械類は︑近年我が國でも盛

︿略V︑細長い室一ぽいに︑目

てるるのだ︒

︿略﹀︑御母上様には去る

子御生れの由承り︑︿略﹀︒

二日御安産にて︑玉の麗なる女の御

十欄8國国

もさめるやうな草花が並べてある︒

幾度もくりかへしてみる中に︑ 十悩9

誠にやさしいやうだが︑そ

平生甚だ御達者にて︑近

暴酒10辺地

く略V︑大兄と共にいろ

事とて︑︿略﹀︒

來は殊に下元氣のやうに承り居り候

︿略﹀︑何れもぬれねずみのや 十佃5圏団

お前のやうな弱轟には︑
︿略﹀︑言出すことの出頭ない程︑

十955園

うになって家に節つた︒

十9310

れで中々言ひにくい場合があるのだ︒

十928園

らく言へるやうになった︒

太郎は生萎生米生卵︒と︑早口にす

十916

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十872

持がしました︒

めると︑更に生きかへったやうな氣

十859

感じると共に︑︿略﹀︒

たやうで︑日光の有讐をしみぐ

十855

やうになりました︒

村々では之をとって薪の代りに使ふ

︿略﹀︑無線電信などが嚢明せ

しいものである︒
十5410

られて以來︑自然輕んぜられるやう

鳩は︿略﹀︑矢のやうに自分

になった︒

十556

︿略﹀︑飼養所から食事所へ通

の巣に抄録る︒

十566

つて食物を取るやうに馴らして︑其
︿略﹀︑飼養所を移動し︑其庭

の往來を利用するのである︒

十574

を見風えさせて飛蹄らせるやうにす

あ﹂︑あのかはい＼鳩が︑

十3210 所で︑此の高い湖と低い掘割 る事も出來る︒

十591

︿略﹀︑しかと方向を見定め︑矢のや

を何の仕掛もなしに連結すれば︑湖
の水は瀧のやうに掘割へ落込んで︑

うに目的地へ向って飛んで行くのを

街がまるで給のやうに見えます︒

十756団︿略﹀︑此虜からは京城の市

見たならば︑︿略V︒

︿略﹀︒

けて︑たくみに船を上下する様にし

十332 ︿略﹀︑掘割の庭虜に水門を設
てある︒

十397園あ＼︑今朝はなかく寒い︒ 十782圏 く略V︑學校へ行く途中など

よう一よう
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く御話を承り茶事など︑今更のや
うに思ひ出され候︒

十㎜2圓囲 爾親も非常に驚き居り︑

あつく御悔申し上げ候やうにと申し
出で候︒

は全く息たえて︑小山のやうな艦を

十冊1 二十メートルもある大回が今
水面に横たへる︒

十一36 ところが此の大きな太陽も︑
夜の空に銀の砂をまいたやうに見え

うちう

る小さな星の一つと同じものだとい
ふ︒

おそれるやうに︑手で顔をおほって

砲手はその結果を見るのを

大砲の上につつ伏した︒

︿略﹀︑其の制裁としてどの 十一584

やうな刑罰を受けるかは︑法律で明

十一202
かに定めてあるから︑︿略﹀︒

右手には遠く旦口潮境の山々

十一221 ︿略﹀︑不當な刑罰が加へら 十一596 市街は此の眞直な路によつ
ごばん
べん
れぬやうに被告を保護するために辮
て碁盤の目のやうに正しく割られて
みる︒

える︒

十一639

︿略V︑遂に今のやうな貨幣

つたり︑︿略﹀︒

を造ったのである︒

十一793

今日は始めての遠泳だと思

ふと︑何だかうれしいやうな心配な

十一835

やうな氣がする︒

十一836 ︿略﹀︑何だかうれしいやう

な心配なやうな氣がする︒

僕はこれまで暦といふと︑

から
そこを見ると︑墓湾や樺

かういふやうに︑暦はわ

それから太陰暦を奮暦︑

どうして太陽暦を用ひる

間の習慣で︑今でも使ってみるも

こんな不便な暦でも長い

やうになったのですか︒

十一926圓

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一925園

大切なものだ︒

たしたちに日日の事を教へてくれる

十一918園

分る︒

太のやうな遠い所の氣候までも大高

ふと

十一914囹

たので︑︿略﹀︒

うな事を見るものとばかり考へてる

は何曜日であるか︑︿略﹀といふや

今年は紀元何年であるか︑何月何日

十﹁904

の裏が焼けるやうだ︒

はるかの下に︿略﹀上り列 十一838 砂の上を歩いて行くと︑足

﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

其のうち︿略﹀︑木片と木

それから少し進むと︑石や
金を打合はせて火を出す法を考へる

十一668

とるやうになった︒

片をこすりあはせて火を得る法をさ

十一666

のは人類ばかりで︑︿略﹀︒

いはれてみるやうに︑火を使用する

十一658

のタンクのやうな形で︑︿略﹀︒

トラクターはちやうど軍用

車は︑ちやうどおもちゃのやうに見

十一623

が大浪のやうに連なり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑四五尺にのびた杉の 十一617

護士といふものがある︒
十一3510

若木が勢よく立並んでみるのが︑目
に見えるやうな氣がする︒
︿略﹀︑此のくらみ離して

植ゑても︑十五⊥ハ年目には間伐をし

十一377園

︿略﹀︑それでも木が競孚す

なければならないやうになるから︒

十一382

るやうに︑しんを立ててすくすくと

十一37 つまり此の宇宙には︑あの

延びてみるのを見ると︑︿略﹀︒

何とぞ十分の御養生あ

植林は貯金のやうなもの

太陽のほかに︑これと同じやうなも

切に塩谷候︒

十︻459図

火の熱は︑初め主として食

やうになった︒

十﹁673

物を調理するのに用ひたもののやう

︿略﹀︑楽師は障子に身を

寄せて︑様々に姿を愛へつ﹂寝起す

であるが︑︿略﹀︒

それから一歩一歩盲同く登り︑最後の

くわん

︿略V︑此の組織の所まで小 十﹁762園︿略﹀︑先づ民需を作って︑ 十一941園
刀が届いて︑しかもそれより深くは

十一527

る様なり︒

十一463図

が︑尚筆も取らで数日を過しぬ︒

く略V︑心構せし榛なりし

りて︑一日も早く御全快なされ候檬

十一422薩囲

で︑︿略﹀︒

十一409園

のがなほ敷限りもなく存在してみる
が︑︿略﹀︒

十一95 ︿略﹀︑其の有様は一見世界
人種の展覧會のやうである︒

十一194 ︿略﹀︑裁判所はく略V︑貸
主の主張を正月とみとめれば︑其の
借金を返すやうに借主に命ずる︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

十一195 此のやうに︑人々相互の間
ひ︑︿略﹀︒

十一198 又他人の物を盗んだといふ
やうな犯罪があっ た 場 合 に は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

のがあるやうだ︒

十一199 ︿略﹀犯罪があった場合に

目的に達するやうになさい︒

大事なことは拾ひ集めた木

傷のつかないやうにしなければなら

燈が蒼きると翌朝すぐ手に

片などに書留めて忘れないやうにし

十一981

は︑國家は其のやうな不法な行が再

此のやうに便利なものも︑
ぬ︒

十一999

しかしこれらの物は︑︿略﹀︑ ておく︒

思ふやうに分割することが出來なか

十一7810

︿略﹀︒

十﹇782

びされないやうに ︑ ︿ 略 V ︒

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り

老砲手は氣ちがひのやうに

法な行が再びされないやうに︑其の

に叫んでみるが︑︿略﹀︒

十一199 ︿略﹀︑國家は其のやうな不 十﹇565
犯 罪 者 を こ ら し ︑︿略﹀︒
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取れるやうに︑まくらもとの壁際に
置く︒

十一棚4 彼が他日大統領となり︑世
界の偉人として萬人に仰がれるやう
︿略﹀︑唯をかしきは日

になったのは︑︿略﹀︒

十一鵬8圓団

本の秋が春︑日本の冬が夏といふ榛
に季節の相反する事に候︒

十一価3 市町村長や議員を選畢する

︿略﹀︑見本には精良な品を

に船歌が聞えて來る︒
十二2210

使って︑實際の注文に封しては粗悪
即ち一人の貿易商が外人の

なものを送るやうな事は︑︿略﹀︒

十一一236

文明の進んだ今日尚此のや

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︒

十二四7

︿略﹀︑最後は又急流の岩に

︿略﹀︑いはば溺惑な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

十一一個2

︿略﹀︒

十二嘱3

ます

激し︑荒波の岸にくだけるやうな調
に︑︿略﹀︒

今日鱒の産地として世に知
られるやうになったのは養魚纒螢の

十二524
賜である︒

十一一572

ねぢは之を聞いて︑飛上る

小さくて︑︿略﹀︒

其の聖王に百人の家來を五
︿略﹀︑どうも娘のコーデ

潮に流されないやうに︑身

に附けてある︒

網にも垣網にも土俵や石などが重り

ぼろを着た農夫は玉のやう

て︑まるで凱旋の將士のやうに見え

がいせん

十一一801 漁夫の顔は得意の色に輝い

る︒

十二913

彼はだんく物思に沈むや

な汗をかいて田をすき起し︑︿略﹀︒

十一一919

それは山國川に沿うて連な

うになった︒

手傳をする者が一人へり二

十二佃1園

ります︒

電車は次第に汽車の領分

一毫最も理想的な燈火は

く略V︑其の後無線電信が

のやうに熱をともなはないものであ

十二帯5園︿略﹀︑しかもほたるの光

いものであります︒

ほたるの光のやうに熱をともなはな

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

十二柵4園

さへも用ひられるやうになりました︒

までも侵略し︑尚進んで電心機關車

しん

十二価8園

の老僧から離れるやうになった︒

人へりして︑はては又村人全艦が此

十二欄3

に驚いた︒

氣とを見た村の人々は︑今更のやう

十二研7此の洞穴と︑︿略﹀僧の根

ほら

くするのであらうく略V︒

あのやうなまねをして︑人をろうら

ばうず
十二鵬9 ︿略V︑あれは山師坊主で︑

︿略﹀︒

る屏風のやうな絶壁をたよりに︑

びやうぶ

く略V︑地下国道・乗合自 十一一5410囹 唯自分だけが此のやうに 十二悩5

うな考を持つのは︑大きな誤といは
ねばならぬ︒

十二309囲

動車などの乗り下りにも︑むやみに

には︑︿略﹀︑決 し て 親 族 ・ 縁 故 其 の

他私交上の關係の爲に心を迷はすや

先を孚ふやうなことはありません︒

な者でも役に立つことがあるのかし

それでは自分のやうな小さ

やうにうれしかった︒

らと︑夢中になって喜んだが︑︿略V︒

十二573

まるで蟻のはふやうに見えるし︑

龍頭を廻すと︑今まで死

かったらと︑︿略﹀︒
りゆうつ

十二593

げ落ちてしまって︑若し見附からな

︿略﹀スイスは︑到る虜 十一一574 ︿略﹀︑此のやうな虜にころ
︿略﹀︒﹂と︑情ないやうに

んだやうになってみた懐中時計が︑
ゆ

忽ち愉快さうにかちくと音を立て

ベートーベンの爾眼は異様
に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

王は自分の耳を疑ふかのや

始めた︒

十二752園

十人に減ずるやうにといった︒

十二715

うに目を見張つた︒

一音は一音より妙を加へ神 十二686

︿略﹀︑清い月の光が流れる

コーデリヤはそれを聞いて

リヤのやうに思はれてならぬが︒

十二779

腸をちぎられるやうな思がした︒

︿略﹀︑やさしい沈んだ調は︑ 十二762

にやみの世界を照らすやう︑︿略﹀︒

ちやうど東の空に上る月が次第々々

十二4310

顔を照らした︒

やうに入込んで︑ピヤノとひき手の

十二424

も畳えないやうである︒

に入って︑．何をひいてみるか彼自ら

十一一418

乗移ったやう︒

十二416

いってみるのは若い女の聲である︒

十一一384

我が日本のやうに景色がよい︒

十二3510田

︿略﹀︒

あり

往來してみる人間や自動車などは︑

十一一334団眺望皇で眺めると︑道を

うなことがあってはならない︒

るとか︑私利によって勧誘するとか

十一価5 まして威力によって強制す
いふやうな手段を 用 ひ た り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

さうしてジョージに見−くあ

けて通すやうにと言った︒

十一佃9

十一槻一 シャベルでざくくかきま
ぜると︑白い粉が一面に煙のやうに
立ちのぼって︑目も口もあけられな
い︒

︿略﹀︑石や木や金の厚板が

十一伽7 まるであめ細工のやうであ
る︒

十一悩5

車輪のやうに廻ってみる︒

十ニー05園 お前のやうに犬の世話や
ねずみを取ることにばかり熱心では
困るではないか︒

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類

の研究をしないだらうと不思議に思

十ニー11

︿略﹀︑其虜からも夢のやう

ふやうになった︒

十二2110
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嚢明されて︑陸上でも海上でも︑自
由に消息を交換することが出來るや
うになりました ︒

せき

ヨフ

よふ

こ＼にもまた我々の反省す

斥されるやうなことも起って來る︒

十二榴8
﹇酔﹈︵五︶2

べき短所があるやうである︒

︽ーッ︾

十二梱4圏團 ︿略﹀︑仕事に興味を豊 よ・う
ゆるやう相成り申事︒

ヨツテネマシタ︒

ソノバンシユテンドウジ

よう

︽ヨウ︾

たけるも酒によってねむりま

ハサケニ

二756
五432

を突いたやうなさわぎである︒

十二偽2 しかし市中の混齪は蜂の巣
十二伽2園 官軍方の御意見はどのや
した︒

ヨウ

︿略﹀︑ケサコソニイサン

︵助動︶52

憂事は馬の上にうつぶしにな

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

六354

くまで

敵は船の中から熊手を出して︑

ようとします︒

六356

義脛のかぶとに引っかけようとしま
す︒

六432圏其の中に又くはしい事を知
らせよう︒

六452園あ＼︑月日の立つのは早い
そ

頼朝が木曽義仲をせめようと

き

ものだ︒自分は夕立にしよう︒

六548

これにこりて︑賊は城の水を

した頃︑︿略﹀︒

六922

︿略﹀︑正成は高いがけの上か

たやして苦しめようとはかった︒
六942

ら大木を落させた︒さうして︑これ

をよけようとして賊のさわぐ所を射

︿略﹀︑コンド山水デツパウ

ヲジヨウロノカハリニシヨウ

させて︑又々五千人蝕もころした︒

かへりみちに︑はなれ馬がと

村の用水池を見て行くことにしよう︒

うと思って︑︿略﹀︒

と思って︑手を出すと︑︿略﹀︒

召しとってぎんみをしよう︒

て來よう︒

八814園役場のひけないうちに行つ

て︑﹁︿略V︒﹂といって︑すぐ出かけ

八847 ︿略﹀︑信吉はほっと息をつい

ようとした︒

父は﹁相かはらずせっかちだ

ね︒﹂といったが︑別に止めようと

八849

君等は僕を苦しめようとし

もせず︑︿略﹀︒

八撹1園

て︑此の敷日の間少しも食物を送つ

てよこしませんでした︒

をお呼びなさい︑おこはでもふかし

八研6国︿略﹀︑母が私に︑お友だち

て上げようと申します︒

るたけ自分の負櫓を輕くしょうとす

九538囹世間にはこんな場合に︑な

る者もあるが︑︿略﹀︒

しでも他人の負篭を響くしょうとし

九5310園︿略﹀︑あの人は反乱に︑少

て︑自分の財産を淺らず差出した︒

九佃4野鴨の時にはお互に目ざまし

い働をして︑我が高千穗艦の名をあ

げよう︒

此の有様を見て︑フィリップ

それにはフィリップが敵から

としてみるといふ風説があるから︑

大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

十101

王を助けようと決心した︒

といふ醤師が︑一命をなげうっても

十95

ヲ選畢シヨウト決心シタ︒

分デ一番適當ダト信ジテヰル中村君

軍人をのせた御用船が今しも 九伽5道雄ハ誰が何ト言ツテモ︑自
︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け

港を出ようとした其の時︑︿略﹀︒

七412
七437

無念に思って︑武田方から十

て︑はさみうちにしようとした︒

七486

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

八402園

うとした︒
五182圏話して上げようか︒
五676園少しまはり道だが︑となり 七掲5園 通さないことにしよう︒

思ってゐますと︑︿略﹀︒

んで來ましたので︑どうしょうかと

五144

てました︒

して見せよう︒﹂とはげしく吹立

四391圏風は﹁何︑一まくりに

カ︑クラベテミヨウ︒

四131囹 オマヘノナカマトワタ 六田6 うちの人はみんな知らずに居
るから︑ 一つ取って行って見せよう
シノナカマト︑ドツチが多イ

しよう︒

三846園ひろって家のたからに 六944 此の上はひやうらう攻にしょ

トオモツテ︑︿略﹀︒

三688

出シマスト︑︿略﹀︒

三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ

モツテ︑︿略﹀︒

ヨリサキニオキテミヨウトオ

三31

よう

うなものか存じ ま せ ん が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

にせめいでるたら︑日本全国にのし

十二伽6園 ︿略﹀︑うかくと兄弟垣
をつけてどこぞの國へやってしまふ
やうな事にならぬとは決して申され
ませぬ︒

十二伽7園 拙者は︑此の談判がよし
︿略﹀︑特別の御仁慈を以

どのやうに決着 す る に も せ よ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二柵2園

ておだやかに事のまとまるやう今一
鷹御評議下さることになりますれば︑
︿略﹀︒

大事業もとゴこほりなく成し遂げら

十二槻4 安芳が一命をかけた努力と︑
ゐ
西郷の果斬によって︑︿略﹀︑維新の
れるやうになった︒

十二麗9 我が國が︿略﹀︑今や世界
五大國の一に敷へられるやうになつ
︿略﹀ ︑ 警 世 の 存 立 を 危 く し ︑

たのは︑︿略﹀︒

十二悌7

國民の生活をおびやかすやうな危機
は 絶 無 で あ り ︑ ︿略﹀︒

はい

國人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

十二燭7 そこで海外に移住しても外

777
ようい一ようさい

用心するやうにと書いてあった︒
︿略﹀︑ 危 く 岩 に 打 付 け ら れ ︑

︿略﹀ ︑ 力 藏 さ ん は 見 向 き も せ

忽ち死の口に呑まれようとする︒

十275

十4010
ず に ︑ 元 氣 な 聲 で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

て︑止めようともしない︒

十471 喜三右衛門はそれでも研究を
止めようとしない︒

十662園 あの鉢の木をたいて︑せめ
てものおもてなしにしよう︒

自分一人で修行をしよう︒
る︒

きに上り︑これが出版は決して容易

︿略﹀︑中には彼をそねむあ 十︸伽8図しかも其の巻数幾千の多

まり︑︿略﹀︑迫害を加へようとする
の業に非ず︒

十二976
ものさへも出て來た︒

易に増殖せらる＼鮎において檜にま

十二978殊にデーバダッタは︑︿略﹀︑ 十一一464図殊に杉は人言によりて容

さり︑︿略﹀︒

四周の海が天然の城壁とな

かねてから野塩の名望をねたみ︑幾

ようい・する

﹇用意﹈

つを出して︑︿略V︒

八日土

﹇八日﹈︵名︶1
つようか

ようか

十一89図

用意

ようかい

八日﹇▽ごが

意して置いたか︑たくさんなたいま

すると正成は︑何時の間に用

︵サ変︶1

許さないから︑︿略﹀︒

つて︑容易に外敵のうか買ふことを

十一一榴5

度か彼を害しようとした︒
十一一佃5 そこで人々は︿略﹀︑我々
ぎ
もあのくさり戸を渡る難儀をのがれ

安芳は今日こそ最後の確答

ようではないかと相談して︑︿略V︒

する

十二閃4

を得ようと決心して︑西郷をおとつ

六964

十一571 驚いて しやうけんめい逃
げようとしてあせってみるが︑もう
れたのである︒

の誇を永久に持績しょうとする心掛

︽ーシ︾

遅い︒

神を知りたいといふ希望から︑古事

十一752圏 私も實は我が國の古代精 十一一榴9 随って國民は︿略﹀︑又其
記を研究しようと し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

けも出來て︑︿略﹀︒

くじょうい

十一885 すると弟が﹁︿略﹀︒﹂と言ようい ﹇用意﹈︵名︶3 用意﹇▽しょ
つて︑日敷を敷へてみようとした︒

窯

がま

城中には十分水の用意がして ようかいがま ﹇溶解窯﹈︵名︶1 熔解

容易

ようかいがま

﹇羊葵﹈︵名︶1

には熔解窯がある︒

ようかん

刺子生前御好物なりしや
洋館

要吉 兄上様

要吉

︿略﹀︑みつから先んじて耕

作・養毅・養鶏・養魚等の模範をし

﹇養魚経営﹈︵名︶1

めししを以て︑︿略﹀︒

ようぎょけいえい

られるやうになったのは養魚経螢の

養魚纏管
ます
十一一525 今日鱒の産地として世に知

賜である︒

ようぐ ﹇▽がっこうようぐ

養鶏

養鶏

第四

第四

ようけい ﹇養鶏﹈︹駅名︺2 養鶏

九目5

九119

ようけい ﹇養鶏﹈︵名︶2 養鶏

より僕等の仕事となり︑︿略﹀︒

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年

十六9図 ︿略﹀︑みつから先んじて耕

作・養慧・養鶏・養魚等の模範をし

めししを以て︑︿略V︒

養鶏日記

ようけいにっき ﹇養鶏日記﹈︵名︶1

し︑︿略﹀︒

九148実写の引出より養鶏日記を出

ようげき・する ﹇要撃﹈︵サ変︶1 要

現する ︽ーセ︾
さい

くわい

殊に要塞が敵にかこまれて︑

さい

無線電信機は破壌せられ︑丁令使

十587

は途中で要撃せられ︑︿略﹀︒
えうさい

えうさい

リエージュの要塞に立てこ

九368図 ︿略﹀ベルギー軍の防戦も︑

︿略﹀︒

もりたるベルギーの勇將レマンは︑

九362図

要塞

︿略﹀りっぱな洋館がそび ようさい ﹇要塞﹈︵名︶3 要塞 要塞

﹇洋館﹈︵名︶1

十764国

ようかん

うかん一束︑小包便にて︿略﹀︒

十悪3点苔

やうかん

五十人の兵は行くく百 十一槻8 次の建物にはいると︑こ＼

︿略﹀︑さっきおとうさんの

糧食の用意をなさしむ︒

りやう

姓をつのり︑かゴり火をたかせ︑

十一277図

あった︒

六927

ようと思って大愚へやった︒

十ニー12 父はダーウィンを隠者にし

十二388園 はいってみよう︒さうし
て︼曲ひいてやらう︒

十一362

いひつけで︑明日の用意に出してお
﹇容易﹈︵形状︶5

いた植林地の書付を開いて見る︒

保護色ヲモツテヰルト︑マハ

六月十日

﹇要吉﹈︹人名︺1

えてみる︒

ようきち

九496団
十悩9図

それ故鳩の腔に手紙を附けて ようぎょ ﹇養魚﹈︵名︶1 養魚
放せば︑容易に通信が出停るのであ

十557

二見ツケラレナイ︒

リノ色ニマギレテ︑容易二他ノ動物

九162

ようい

十一一784 ︿略﹀まぐろは︑先づ垣網
に驚き︑之に沿うて沖へ逃げようと
して身網の中へはいる︒
だ父王は︑彼に妃を迎へ︑︿略﹀︑國

十二921 それを見てひどく氣をもん
ひ
政にも與らせようとした︒

十二936 かねて繹迦の徳をしたって
みたマガダ國王は︑修行を思ひ止ら
せようとして︑︿略﹀︒

十二941園 もう人にはたよるまい︒

ようざい一ようすこう

778

終に如何ともしがたく︑要塞は全く

さい

破くわいせられ︑將卒は多く戦死せ
り︒

﹇用材﹈︵名︶1

用材

十585 殊に要塞が敵にかこまれて︑
︿略V︒

ようざい

養願

︿略﹀︑當社の用材は主とし
ひのき

て木曽産の檜なりとそ︒

き そ

十210図
﹇養蚕﹈︵名︶1

父様9図 ︿略﹀︑みつから先んじて耕

ようさん

幼時

作・養慧・養鶏・養魚等の模範をし
﹇幼時﹈︵名︶1

めししを以て︑︿略﹀︒

ようじ
とくがはいへやす

あ

べ

八134 徳川家康が幼時家來に負はれ

じゅ

﹇用心﹈︵名︶1

ようじん

歳の長瀞を保つことが出來た︒
ようじん

﹇用心﹈︵サ変︶1

用

した時の皆さんの熱心な檬子や︑今
日の働を見て︑︿略﹀︒

て働き︑印刷も切噺も人手を要せず︑

︿略﹀︒

五目7

池

十九

十九

用水池

用水池

ようすいいけ ﹇用水池﹈︵名︶6 用水

毎日焼いてはくだき︑焼いて 五682

はくだきして︑歎息する彼の檬子は︑

十463

から︑引合はせて見て下さい︒

四283 電とうは︿略﹀︑その上火 十239團 別封の給葉書も昂りに買つ ようすいいけ ﹇用水池﹈︹課名︺2 用
水池
たのです︒市場の檬子がよくわかる
のようじんもようございます︒
ようじん・する
心する ︽ースル︾

實に見る目もいたましい程であった︒

それにはフィリップが敵から

大金をもらふ約束で王を毒殺しよう

十102

森林地開墾の檬子を視

こん

いたらしい里子︒

十一一伽1圏団本日突然上田君に出會
ひ︑久しぶりにて郷里の重点をいろ
く承り申候庭︑︿略﹀︒

﹇要﹈︵サ変︶2

要す

︽一
かくいへば︑頗る繁雑に

五675園

︿略﹀︑となり村の用水池を

見て行くことにしよう︒

けさま

江

ようすこう

八目9

カウ

やうす

どうしても大きな用水池を掘

︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水

今年のひでりにも︑此の用水

﹇揚子江﹈︹課名︺2

揚子江

揚子江

ヤウ

揚子

揚子

ス

揚子江ハ支那第一ノ大河ニ

スカウ

揚子江

﹇揚子江﹈︹地名︺5

第五

第五

ヤウ

揚子江

八213図

揚子江ハ水量ツネニ豊ニシ

シテ︑︿略﹀︒

八193図

江

ようすこう

八192

←ばばようすけ・ばばようす

池にはあんなに水がたまってみる︒

五791

池を見に出た︒

五705

らなければならないと考へた︒

五695

せうね︒

宣長は︑大急ぎで眞淵の榛 五677園 用水池には大きな鯉が居ま

市街の檬子も支那風ではな

日は當地の玉子を少しばかり申し上
げます︒

十一95
い︒

十一柳9國国

子を聞きとって︑︿略V︒

十一727

︿略﹀︒

何時か御約束した通り︑今 五668園此の村には︑向ふの杉山の
すそに︑大きな用水池があって︑
十734圏

やうす

様子

としてみるといふ風説があるから︑

﹇様子﹈︵名︶17

用心するやうにと書いてあった︒
ようす

nvごようす

︿略﹀︑うちもなくなって

みて︑村のやうすもすっかり

三458

エビノピンくハネタリ︑カ

かはってゐます︒

七809

察致居候ため︑しばらく無沙汰に打

用事

過ぎ候︒

﹇用事﹈︵名︶1

て︑安倍川原へ石合戦を見に行った︒

ニノ横ニハツテアルク量子ハ︑池ヤ

ようじ

川ニスムモノトチガハナイガ︑︿略﹀︒

もう三月になるので︑土地の檬子も
一通りはわかりました︒

これ等の植物が思ふま＼に
茂ってみる檬子は實に見事です︒

九73国

︿略﹀︒

わかり︑お客様の万方にもなれて︑

父は安心した様子で︑やがて 十二梱2圏團 ︿略﹀︑追々店の様子も
すやくと眠った︒

九279

︿略﹀︑岡田さんは目の前に見

も︑︿略﹀︒

して多大の時間を要する如くなれど

十ニー78︹図

セ・ースル︾

てるるやうな世子で説明なさるので︑ よう・す

九978

︿略﹀︒

中尉の固く結んだ口もと︑す
るどい目の光︑其の檬子がどうも一

九梱7

通りでない︒

十1410園しかし︑此の間辺土を参観 十ニー86図 ︿略﹀︑機械は電力により

ようすけ

此のトラック島へ干てから 十二394 二人は不意の來客にさも驚

た用事が書いて あ り ま す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

幼少

九38囲

五932 葉書には︑憎ていちょっとし
要所

はちがみね

﹇要所﹈︵名︶2

十一257図 ︿略﹀︑大岩山・鉢峯な

ようしょ

はちがみね

どの要所翌々にそれぐ將卒を配置
したり︒

十﹇257図 ︿略﹀︑大岩山・鉢峯な

﹇幼少﹈︵名︶1

どの要所々々にそれぐ將卒を配置
したり︒

ようしょう

八佃7 乃木大將は幼少の時︑膿が弱
おく
く︑其の上臆病であった︒

ごようじょう

ようじょう ﹇養生﹈︵名︶1 養生←
︿略﹀︑此の規則正しい生活

とふだんの養生とによって︑七十四

十ニー38

779
ようすめ一ヨーロッパ

テ ︑ 洋 々 ト 流 ル レドモ︑︿略﹀︒

テモ知ルベシ︒

八216図 揚子江ノ大ナルコトコレニ
八218図 揚子江ノ流域ハ地味スコブ
ルコエ︑︿略﹀︒

四日目

やうす
走ること約四百海里で揚子江の河口

十一110

用途

ち
く略V︑印刷術の幼稚なる

﹇用途﹈︵名︶6

養分

根ノヤウナ所モ︑︿略﹀養分

﹇養分﹈︵名︶2

︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ腔ノ
﹇容貌﹈︵名︶1

ばう
十二845図囹 容貌の異なる汝が彼の

︿略﹀︒

地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

ようぼう

全面カラ吸取ルノデアル︒
ばう
容貌

七878

ヲ吸取ルタメノモノデハナイ︒

七876

︿略﹀︑其の容積は地球の百 ようぶん
ようだい

ち

ようだいは時々刻々に悪くな

﹇容体﹈︵名︶1

三十萬倍に當ってみる︒
ようだい

十810
つて行く︒

ようと

時代にありては︑︿略﹀︒

十ニー47図

十一84 長崎を出た汽船は︑海上を ょうち ﹇幼稚﹈︵形状︶1 幼稚

﹇四日目﹈︵名︶1

に達する︒

ようすめ
撃つだってつかれた︒
﹇要﹈︵サ変︶1

要する

要するに

ゴムの用途は︑年を追うて

十二473図

八162

す頃には︑もうつかれきって氣も遠

くなるばかりだ︒

て資金をつのること敷年︑やうやく

十一伽5図 ︿略﹀︑磨く各地をめぐり

﹇洋洋﹈︵形状︶2洋々

にして之をと﹂のふる事を得たり︒

八213図揚子江ハ水量ツネ悪筆ニシ

ようよう

此庭から又掘割を走って︑終

テ︑洋々ト流ルレドモ︑︿略﹀︒

に洋々たる太西洋に出るのである︒

十359

二人は野をすぎ︑山をこえ︑

なれない道を一月あまりも歩きつゴ

六574

うく

松平正綱の子信綱は幼名を長 ようよう ﹇漸﹈︵副︶3 やうやう や

羊毛

なき
乃木大將は︿略﹀︒幼名を無

四郎といった︒

八柵8

﹇羊毛﹈︵名︶1

と
人といったが︑︿略﹀︒

ようもう

さうしてずるぶんあぶない目

けて︑やうく鎌倉に着きました︒

十年馨りもしんぼうして︑

やうく一人前の番頭になり︑︿略V︒

九519囹

た︒

にあって︑やうやう向岸に着きまし

又毛織物の原料になる羊毛は︑ 七餌5
我が國ではほとんど産しないから︑

十869

︿略﹀︒

もみ・つがはく略﹀︑ ようやく ﹇漸﹈︵副︶6 ヤウヤク や

廣きは杉及び檜なり︒

十一一463図︿略﹀︑中にも其の用途の

んく廣くなって來た︒

種類が増すにつれて︑火の用途もだ

︿略V︑時代が進んで燃料の

益く廣くなるばかりである︒

十一544

更に加工するのである︒

八531 四明目の時は︑おちいさんも ＋一539之をそれぐ用途に鷹じて︑ようめい ﹇幼名﹈︵名︶2 幼名
よう・する
︽ースル︾

﹇要﹈︵副︶1

十一524 切付には齢程熟練を要する︒ 十一674
ようするに
︿略﹀︑忍耐も努力も要するに皆自己

十二242 それ故大多数の商人は︑
の爲であった︒

ようせい・する ﹇養成﹈︵サ変︶3 養

うやく

西郷は早速承知して︑芝︑

﹇要領﹈︵名︶1 要領
しぼ

さつま

高輪の薩摩屋敷で會早したが︑其の

たかなわ

十一一衡10

日要領は遂に得がたく︑︿略﹀︒

五目3 十五 養老

ようろう ﹇養老﹈︹課名︺2 養老

五528十五 養老

やうらう

やうらう
﹇養老﹈︵名︶1 養老

やうやく月島の横を通り越 ヨーロッパ ︹地名︺2 ヨーロッパ

になったと申します︒

五558 く略﹀︑年がうを養老とお改め

やうやく清水まで來て︑手の ようろう

十一864

つ〜け様に飲んでみると︑︿略﹀︒

切れるやうにつめたいのを二三ばい

九353

ようりょう

ひば・松・落葉松は 六518 萬じゅは當年やうやく十三︑ ようよう ﹇揚揚﹈﹇▽いきようよう

杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

十一一478図

舞姫の中では一番年わかでございま

︿略﹀︑又は青年團を組織し

︽ーシ・ースル︾

︿略﹀建築・土木・造船等其の用途

十﹇備10

成する

て産業の登達︑風俗の改善等に務め

した︒

︿略﹀︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑
バ︑夜ヤウヤク長シ︒

書ヤウヤク長ク︑秋ノ彼岸ヲ過グレ

七佃9図

頗る廣し︒

﹇▽のぎたいしょうのようねん
洋服

洋物屋

洋物屋ノ看板二︑シャツ・

夜ヤウヤク長シ︒

洋服は着なれなかったので︑ 七賢9図︿略﹀︑秋ノ彼岸ヲ過グレバ︑

﹇洋服﹈︵名︶1

なれた︒

カザリ

襟・襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略V︒

エリ

八605図

ようぶつや

﹇洋物屋﹈︵名︶1

はじめは寒いやうに思ったが︑もう

六392国

ようふく

じだい

ようねん

たりするのは︑︿略﹀︑自治の精神を

養成し︑自治團髄を助長するもので
あるから︑︿略﹀︒

て團結した國民は︑︿略﹀︑熱烈な愛

十二悩3 萬世一系の皇室を中心とし
國心を養成した︒

容積

十一一悩1 温和な 氣 候 や 美 し い 風 景 は ︑
がう
︿略﹀︑雄大豪壮の北風を養成するに

﹇容積﹈︵名︶1

は適しない︒

ようせき

ヨーロッパしゅう一よく

780

十76 昔ヨーロッパにアレクサンド
︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

ル大王といふ王があった︒
十重ー59図

パに起りし事件も僅か一爾日にして

讃者に報道せらる︒

夜汽車

へ行きて︑ひまもる夜風はだへをさ
﹇夜汽車﹈︵名︶2

すが如し︒

よぎしゃ

おとうさんは昨日分家の叔
い せ
父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た

六鵬5團

道雄が今朝起キテミルト︑商

れました︒

三831日はよくてつてみて︑ふ
じの山はいつもよりなほき

今年は田がよく出來た

れいに見えました︒

四44

ので︑ばんにはそのおいはひ
の花火が上るさうです︒

四71今年は柿のあたり年で︑

中村君は下問もよく出干るし︑

うんどうも上手です︒

五72

此の時私どもの村へよく物責

庭は一日日がよくあたる︒

五315翻松をのこして木の葉がちれ

ば︑

五387

うちの方では︑田に水がな

に來るおちいさんが︑︿略﹀︒

五665園

いと言って︑さわいでゐますのに︑

九伽1

此の村にはよく水がありますね︒

ロッパ洲

ヨーロッパしゆう ︹地名︺2 ヨー

どの木にもよくみがなりまし

の作り方はていねいでしたか
ら︑稻も委もよそのよりは

﹁今年はほんたうにほう年

冬時の海には︑よくこんなこ

まだ來て二三箇月で︑よく

天子様によく御ほうこうす

りよくて︑快晴の日が多いやうです︒

はわかりませんが︑氣候も思ったよ

七393圏

知ツテヰマシタ︒︿略﹀︒﹂

六751園 ﹁毛綜デス︒﹂﹁サウ︑ ヨク

よく學問をべんきやうしなさい︒

からだをぢやうぶにして︑

とがあります︒

六204

よくにほってゐました︒

何の木か︑おがくつが大そう

んよく重質ました︒

だ︒︿略﹀︒﹂﹁さうです︒新田が大へ

六14囹

︿略﹀︒し

がありますね︒﹂﹁よく氣がついた︒

五667園 ﹁︿略﹀︑此の村にはよく水

た︒

來たね︒

よくねらひをさだめて︑ひよう
といはなしました︒

の手からゑをたべるほどに

四681たいそうよくなれて︑私

四745まことによくはたらく人

モヨクニテ居マス︒

四703私ドモニ人ハ色モナリ 六426圏

なって居ました︒

六168

四664よ一は弓に矢をつがへ︑

四60一 ヨクキレルカンナガスウ
ツト板ノ上ヲ通ルト︑︿略﹀︒

おう︑三ちゃんか︒よく

用デ四國ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑

オチヨサンデスカ︑ヨ

ヨクデキマシタ︒

四236園

夜世3﹁車デ蹄ツタトコロデアツタ︒

預金n▽てい

洲・ヨーロッパ洲・アフリカ洲・南
﹇預金﹈︵名︶3

だから︑少しでも鯨つたお

銀行の預金には定期預金と

金があったら必ず預金にして置くも

十518園

きょきん・とうざよきん

よきん

七17図 ︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ
アメリカ洲・北アメリカ洲・及び大
洋洲とす︒

七3図 ヨーロッパ洲
ヨーロッパじん ︵名︶一 ヨーロッパ
のだ︒

平凡の利子は預金の利子よ

﹇浴﹈←かいすいよく

二54園

たちでした︒

耳モヨクキコエマス︒

リシテヰテ︑ヨク見エマス︒

二634

るだよ︒

七423園

信長はよく夜明前から馬場へ

出て馬を乗りならした︒

七764

ふみこんで見ると︑くどう 七774園 いつもより早いのに︑よく
参って居った︒
はよくね入って居ます︒

四954

時からよくはたらきました︒

さんもおとなしい人で︑小さい

今の村長さんのおとう

よく出來ました︒

おばあさんはあれをしめ

四761

コノ大キナモノガ︑ヨク

やいます︒

て︑よくお寺まみりにいらっし

三714

モノダトオモヒマシタ︒

アノカラノ中ニハイツテヰタ

三59一

二626私ノ目ハイツモハツキ 四756此の人たちの田や畠

クイラツシヤイマシタ︒

﹇373囹

よく

り高くしてあるから︑︿略﹀︒

十536園

いふのと當座預金といふのがある︒

十362 パナマ地峡に運河を造る事は︑ 十521園

人

敷百年來ヨーロッパ人のしばく計
壷したところで︑︿略﹀︒

よく

﹇良﹈︵副︶87

ヨーロッパのたび ︹豊熟︺2 ヨー
ロッパの旅
よく

四抱

ヨク

十二目9 第八課 ヨーロッパの旅
蝕暇

︿略﹀︑たとへ十分︑十五分

﹇余暇﹈︵名︶1

十二288 第八課 ヨーロッパの旅
よか
十ニー36

﹇雨漏﹈︵名︶1

の垣壁でも無益に費すことがなかつ
た︒

よかかえ

十一佃6圏圏 く略V︑次にをのを振る
つて大木を伐るに︑三抱も四抱もあ

夜風

るものが地ひゴきを打って倒るる様︑

﹇夜風﹈︵名︶1

牡快言語に絶し候︒
よかぜ

十657図 みうりの火は次第におとろ

781
よく一よく

仙皇はとっくに過ぎて︑や

かういふ貼から︑いろく

く略V︑生徒は皆よく之にな

︿略﹀︑人生の爲に墨くし

︿略﹀︑さうちもよく行届い

襲育には最もよく適してみる︒

も

まぶち

僕はよく年寄の人が新の幾

二人ともよく勉強し居

農場主はせっかくよく出子

十二223

往來の頻繁な街上でも︑

商人たる者は︑よく共同生

しつ

く略V我が國の國旗は︑

南洋はく略V︑ゴムの木の 十一一828図 ︿略﹀︑更によく之を確め

最もよく我が國號にかなひ︑︿略﹀︒

十二613図

らる︒

るが故に︑建築材として最も重んぜ

十二469図 ︿略﹀︑又よく濾氣に耐ふ

ことがなく︑︿略＞Q

よく警官の指揮に從って︑混溢する

活の眞意義を辮へ︑︿略﹀︒
ひん

十二307圏

四百五十枚を印刷すといふ︒

十画定86図 ︿略﹀︑一塁よく一分間に

はたまらないと思って︑︿略﹀︒

てるる変を︑︿略﹀ふみあらされて

十一佃1

等もよく出來る由に候︒

十一鵬5國団く略V︑甘薦・綿花・米

らるる由︑安心致候︒
しや

十﹇捌8福豆

あって都合がよいからだ︒

十一927園太陽暦の方がよく季節に

して︑其の事を父に尋ねた︒

日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出

十︸9110

わからないと十分なことは出走ない︒

うとしたが︑どうも古い言葉がよく

十一752囹 ︿略﹀︑古事記を研究しよ

先程御見えになりました︒

御話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

か

時に宋の勇將張世傑よく 十一712園 あなたがよく會ひたいと

ちやうせいけつ

らみの天馬届きで︑︿略﹀︒

十983図

きれいずきで︑つ＼しみ深

戦ひて諾否を防ぐ︒

十槻2園

いことは︑それでよく分りました︒

十一144

はれたりといふべし︒

たる大聖の面目︑よく此の語にあら

十一82図

此の大聖の面目をうか9ふを得べし︒

十︸64図論語は︑︿略﹀︑最もよく

つきて課業にはげみ︑︿略﹀︒

十伽3図

のです︒

めて︑あの青年をやとふことにした

の美質をもつてみることをよく見定

十悩2園

てるました︒

着物は粗末ながら︑さつば
は
りしたものを着て︑歯もよくみがい

︿略V︑どれも皆︑絹のやうな 十旧7園

月はまだ出でざれども︑空
それでも航海をする人など

あ＼︑よく氣がついたね︒

といふではありませんか︒

が︑よく星を見て船の位置をはかる

九859園

よく晴れて︑︿略﹀︒

九849図

がいってみる︒

うすい皮がはち切れさうに︑よく實

九795

がて一書だ︒よくねたね︒

いちのせき

九697園

せんだい

めていらっしゃったものだ︒

よく其の話をなすっては︑大へんほ

七929 ︿略V︑空には雲もなくて︑ま 九529園 うちのおちいさんはく略﹀︑
︿略﹀︑此の日はよく大風が吹

ことによく晴れてみた︒
七937

くから︑厄日といって︑農家ではこ
とに心配するのださうだ︒
︿略﹀︑よくもえるやうに其の

上 下 に そ だ を 置 き︑︿略﹀︒

八314

八521園 よく目がさめたね︒今四時
置を打つたばかりだ︒
︿略﹀︑大字ニテ目立ツヤウ

ニ記シタル看板ヲ出置ルハ︑ヨク人

八586図
ノ知ル所ナルベシ︒
︿略﹀︑あなたの口が見えな
九8910園

八909園
いからです︒よく見えるやうにして︑

金川2

此のわけをよくおかあさん

し方の時間に話し︑︿略V︒

をよくおぼえ置き︑來露量校にて話

九重1囲国あの中にて一番面白き話

意味をよく知ってみた︒

戦孚なれた北風は︑此の聲の

もう一度しつかに言ってごらんなさ
い︒

︿略﹀︑寒 い と い っ て は 泣 き ︑

暑いといっては泣き︑朝晩よく泣い

八掛9

たので︑︿略V︒

九佃4園

てるるし︑総べてがきちんとしてゐ

せんがくじ

ました︒

たかなは

八 1 そこで大將が四五歳の時から︑

に言ってあげて︑安心なさるやうに

とん
こんなによく整頓してゐ

十一179此の一事で︑家の中がどん

る中で勉強したら︑︿略﹀︒

十一166園

するがよい︒

私も︑あなたのおとうさん

よくこんなに早く出來まし

大將の父は︿略﹀高輪の泉岳寺へよ

十126園

く連れて行った︒

これがなかくうまいもの

たね︒

九64圏

で︑私たちもよく取って飲みます︒

十134園

なによく整頓されてるるかが想像さ

く略V︑よくも績くと思ふく 十一512

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃるが︑︿略﹀︒

十一408おとうさんは︑よく

り田園よく開けて︑︿略﹀︒

爾岸及び島島︑見渡す限

れます︒

市場の様子がよくわかるか

十一3310図

などと一しょに︑よく道ぶしんに出

十775國

ら︑引合はせて見て下さい︒

十239囲

いてあるのがよく目につきました︒

十236圏︿略﹀︑店の看板にも馬がか

たものでした︒

九83団 ︿略﹀︑美しい海底のありさ
まが手に取るやうによく見えます︒

九88団 土人はまだよく開けてゐま
せんが︑︿略﹀︒

九89団 土人は︿略﹀︑性質はおと
なしく︑我々にも よ く な つ き ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

九358囹 やあ︑加藤君︑よく來てく
れたね︒

よくじつ一よこぎる

782

︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

んがために︑︿略﹀︒

十二価3

れて年の頃もよくわからぬくらゐで
あるが︑︿略﹀︒

翌日

十二個7園 よく此の胸を見煮えてお
﹇翌日﹈︵ 名 ︶ 1 0

いてくれ︒

よくじつ

﹁︿略﹀︒﹂と言ひ ま し た ︒

﹇翌十四日﹈︵名︶1

進軍を中止させた︒

よくじゅうよっか

翌十四日

翌朝

翌十四日の會見は︑芝︑田

町の薩摩屋敷で行はれた︒

十二伽2
﹇翌朝﹈︵名︶5

よく

を得たいといふ彼の欲望は掃く強く
なり︑︿略﹀︒

四組

今の分では去年より七八俵
つまりお前たちよりもよけ

よ

いつも通る汽船も︑高波をよ

けて︑沖を通ると見えて︑︿略﹀︒

六202

ら大木を落させた︒さうして︑これ

六942 ︿略﹀︑正成は高いがけの上か

ヨコ

よこ

横

をよけようとして賊のさわぐ所を射

﹇横﹈︵名︶8

させて︑︿略﹀︒

でん

先づ拝禮をして︑拝殿のよこ

はいれい

エビノピンくハネタリ︑カ

︿略﹀︑社の横の池のまはりで

やうやく月島の横を通り越

老人は一口飲んで横になった︒

宝町の色彩が其の國の人

或三王は部下の精兵を引連れ︑

タルススといふ町に着いた︒

焼けつくやうに熱い平原を横ぎって︑．

十83

︽ーッ・iリ・ール︾

よこぎ・る ﹇横切﹈︵五︶3 横ぎる

に並べたるものにて︑︿略﹀︒

即ち赤・黄・藍・白・黒の五色を横

種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十二638図

旗なり︒

を横に染分けたるものはドイツの國

十二636瞬く略V︑黒・赤・金の三色

す頃には︑︿略V︒

十一864

九247

競走させて︑︿略﹀︒

八62

ニノ横ニハツテアルク様子ハ︑︿略V︒

七808

と︑︿略﹀︒

の芝の上で︑べんたうをたべてみる

しば

五401

ニツオチアツテ︑︿略﹀︒

三493ヤクバノヨコデ︑川ガ

nVたてよこ

よこ

縛員三十二人が四組に分れて︑

﹇四組﹈︵名︶1

十118

よくみ

よくよく

それぐ仕事の持場に向つた・
﹇入善﹈︵副︶3

如何ばかりの思にて此の

しかしフランス王は一部始
終をよくくき＼た嘉して︑︿略﹀︒

十二708

し下されたく候︒

手紙をした＼めしか︑よくよく御察

九情8評言

よくく

よくよく

翌朝僧は暇をこひて又行く
翌朝警固の武士ども之を見

翌朝壷師は常にもあらず

御推察下されて︑︿略﹀︒

十二髄1園此の邊の事情をよくく

よけい

よけいにとったはうがか

﹇余計﹈︵形状︶5

﹇▽しもよけ・ちりょけ

ります︒

︿略﹀︑何を聞いても︑一々

場によけいな手敷をかけることにな

八784園今日までに納めないと︑役

いに勉強してみるわけです︒

八686國

よけいに取れさうだ︒

六13園

ちだといって︑︿略﹀︒

三203

よけい

よけ

翌朝すぐ手に取れるやうに︑

翌朝貸してくれた人の家に

行って事情を述べ︑︿略﹀と願った︒

十一㎜3

まくらもとの壁際に置く︒

十︸998

に筆を動かしみたり︒

早く起出で︑ふすまに向ひてしきり

十一466図

つけて︑讃みかねて上聞に達したり︒

十麗10図

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

よくちょう

六533 翌日頼朝は萬じゅを呼出して︑
あんまひころく

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

タ時︑ツクロヒヲタノンダラ︑翌日

七511 何時力︿略﹀金タガガコハレ
スグニナホシテクレマシタ︒

へっめました︒

七価1 翌日諸大名が伏見城の大廣聞

翌年の春︑大雨がふりつゴい

翌年ノ亀戸ナツテ︑卵カラカ
植付けた苗木の枯れた虜へ
補植をするのは︑翌年一回だけだと

十一379

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

六477

分ほどもくつれてしまった︒

て︑せっかくつき上げた土手が︑半

五725

八184 翌日になって︑將軍が又たつ よくねん ﹇翌年﹈︵名︶4 翌年
ねたが︑始のやうに答へた︒

八251 翌日蕃入どもが︑役所の近く
に集ってゐますと︑︿略﹀︑赤い着物
を着た人が來ました︒

一と三人連で︑學校から蹄る時の事

十9210 翌日太郎が友だちの正雄・良
であった︒

十櫨8園

ヨケル

明白に答へて︑しかもよけいなこと
は言ひません︒

﹇避﹈︵下一︶3
︽ーケ︾

︿略﹀︑高イ所二行キアタルト︑

其所ヲヨケテ流レマス︒

五521

ける

よ・ける

︿略﹀︑日本では明治五年

かうしてみるうちに︑知識

よくばり ﹇欲張﹈﹇▽いぬのよくばり

十一965

よくぼう

よく
﹇欲望﹈︵名︶1 欲望

年から太陽暦を用ひた︒

まで太陰暦を用ひてみたが︑其の翌

十一924園

十二8610図 翌日此の地を去り︑河を いふから︑︿略﹀︒
さかのぼること五日︑遂に目的地な
るデレンに着せり︒
︿略﹀︑其の日要領は遂に得

がたく︑工人は翌日の呼買を期して

十二伽10

別れた︒

十二捌9 西郷は軍令を出して翌日の

783
よござえもん一よし

つて︑船はさらに一段高くなる︒

十344此の湖を横ぎると又水門があ
十二856図 文化六年六月の末︑コー

足を着け︑さび長刀を横たへ︑わる

水面に横たへる︒

は全く寝たえて︑小山のやうな膿を

二十メートルもある大鯨が今

横たへ

びれたる様もなく︑進みで御前にか
﹇横﹈︵下一︶1

しこまれば︑︿略﹀︒

よこた・える

十備2

る

︽1ヘル︾

二・林藏等の一行八人は︑小舟に乗
けふ
じて今の間宮海峡を横ぎり︑デカス
﹇与五左衛門﹈︹人名︺2

トリー湾の北に上陸したり︒
よござえもん

與五左衛門与はせがわよござえも

つ

つがる
遠くにはかすかに津南半島が

よこたわ・る﹇横﹈︵四・五︶4横たは
九761
横たはり︑︿略V︒

︿略﹀︑眼下に横たはる奈

︿略﹀︑たくさんな大船を一

横長し

よごの
﹇余吾湖﹈︹地名︺2 余吾

前には横長き池をひかへ︑

﹇横長﹈︵形︶1

どきに横づけにすることが出面ます︒

七383団

よこながし
︽ーキ︾

︿略﹀︒

十47図

うみ

余呉湖

よごのうみ

湖

ラズ︒

にも︑︿略V︒

よし ﹇由﹈︵名︶18 よし 由

昨年僕の學校より︑君の

再校へ極量任なされ候佐野先生︑先

九備7圏国

頃より御握氣の由承り候︒

十32図又日々に奉る供へ物には︑

御生前歯に御好みありし品々を選ぶ

かくうんてい

由なるが︑︿略＞o

には御障もなく︑御前様にも日々學

校に御通ひなされ候由︑安心致し候︒

二日御安産にて︑玉の様なる女の御

十段9無価 ︿略﹀︑御母上様には去る

承り候へば︑御祖母様に

子御生れの由承り︑︿略﹀︒

はく略﹀︑去る十九日遂に御死去遊

十㎜3圏団

ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

に先だち︑笠置も落ちたる由風聞あ

十三8図 ︿略﹀︑事のいまだ成らざる

りしかば︑力なくて止みたり︒

いまじゅく

十梱8図 ︿略﹀︑人をしてうか〜はし

いん

むるに︑播磨の今宿といふ庭より︑

︿略﹀河井氏の御話に

山陰道にか＼り給ひし由なり︒

よれば︑貴兄には去月以來御病氣に
たい
て︑しかも一時は大分御重態なりし

十一419瞬国

由︑誠に意外の事に驚入候︒

大連の貿易高は横濱や神戸
よりは少し下で︑大てい大阪ぐらゐ

十一棚9要田

二人ともよく勉強し居

宜しき由に候︒

温泉これあり︑病後の保養には特に

言入を出てから︑ちやうど 十一424遠田 御承知の通り當地には
豫算

︿略V︑議員が豫算を議する

﹇予算﹈︵名︶1

十一掴9

よさん

十五日目です︒

八654団

だといひます︒

七387囲

十鵬5圏団寒さきびしき折から皆様

く略V︑幾頭かの馬をひき 十47図名を隔雲亭といふ由なり︒

横濱

下略は東京の西南八里半の

横上←

横風

て余吾湖のほとりに下り至れる七八

よごのうみ

十﹇241図

余呉湖

人の兵卒あり︒

第三

﹇横浜﹈︹課金︺2

十一25図

七目4

よこはま

七74図

とうきょうよこはまかん
所にある一大貿易港にして︑商船の

横濱と東京との間には汽
車・電車の便あり︒

七88図

良市街の西︑遠く連なる田園の間に
よこ町

だんく市場に近づくと︑

輸出入ノサカンナルコト横冊ニユヅ

よこ町に電氣の力で︑ 七299図 神戸ハ一大貿易港ニシテ︑

﹇横町﹈︵名︶3

出入たゆる時なし︒

七77図

ことを得︒

いかなる大船もきしに横づけにする

ばうはてい
港には防波堤ありて︑︿略﹀︑

つたが︑︿略﹀︒

十507園今までは横町の小さい家だ

本通も横町も皆馬でいっぱいです︒

十169団

米をつく家も出來ました︒

四285

横町

よこちょう

東西に走る三筋の路は︑︿略﹀︒

十二槌5図

同じ皇の上に横たはってるる︒

十一一537 きりやねぢ廻しやピンセッ 七73 第三横濱
つち
よこはま ﹇横浜﹈︹地名︺5
トや小さな槌やさまぐの霊肉ハも︑

後にして悠然と横たはれり︒

十梛4図 ︿略﹀大戦艦陸奥は︑海を
いう

む

七479 彦六が與五左衛門を組みふせ る ︽ーッ・ーリ・ール・ーレ︾

ん

た︒

七481 武田方が之を見て︑聲をあげ

よこす

︽一

て喜ぶと︑與五左衛門は忽ちはねか
﹇寄越﹈︵ 五 ︶ 2

へ し て ︑ 彦 六 を 組みしき︑︿略﹀︒

よこ・す
シ︾

あって︑︿略﹀大切な刀を送ってよ

六556 義仲からは折りかへし返事が
こしました︒

横筋

て︑此の定日の間少しも食物を三つ

八撹2囹 君等は僕を苦しめようとし

﹇横筋﹈︵名︶1

てよこしませんでした︒
よこすじ

十二628図 即ち赤・白合はせて十三

横たふ

條の横筋は︑総立二時の十三州を表
﹇横﹈︵下二︶2

すものにして︑︿略﹀︒

︽1へ︾

よこた・う

を越えたる足もとに︑大いなる石

九829図圏 ちいさん今年六十の 坂 よこづけ ﹇横付﹈︵名︶2 横づけ
横たへて︑︿略﹀︒

十713図 ︿略﹀︑常世はちぎれたる具

よし一よしつね

784

らるる由︑安心致 候 ︒

十一佃7圓團 ︿略﹀︑四季の攣化も日
しきはく略﹀季節の相反する事に候︒

本の如くはっきり致居候由︑唯をか
十︻価1國團 河幅は驚く程の廣さに
て︑河口の庭にては︑三百二十キロ

十482園
﹇▽どうよしあきら

を打つたばかりだ︒
よしあきら

﹇下家﹈︹人名︺6

義家←

義家はせ中のうつぼから︑か

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

五796

はちまんたろうよしいえ

︽ーカラ・ よしいえ

喜三右衛門は︑︿略﹀﹁よ

し︒﹂と叫んで火を止めた︒
よし

よき日は明けぬ︑さわや

ーキ︒ーク・ーシ︾﹇▽こころよし

よ・し ﹇良﹈︵形︶10

九25図圏
かに︒朝日は出でぬ︑花やかに︒
しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに

﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑義家が﹁︿略﹀︒﹂

がら︑箱根山中にてよき枝ぶりの檜

義雄
︿略﹀︑義雄君に案内しても

﹇義雄君﹈︹人名︺1

はひやくしたといひます︒
よしおくん
君
十167団

らって見物に行きました︒

義貞は馬から下りてかぶとを

につたよしさだ

七紛8

さて︑心の中に︑義貞︿略﹀︑

ぬぎ︑はるぐと海上を琶ました︒
ほうでう

七199

賊臣北條をほろぼさうとしてるます︒

義貞は之を見て︑︿略﹀鎌倉

︿略﹀と念じて︑︿略﹀︒

七215

さして攻めこみました︒

此の時義貞が方々へ火をかけ
させますと︑︿略V︒

七223

よしっね

義纒

ました︒

す︒

六356

げんじの嫁しやうよしつ

屋島の合職に︑義経が︿略﹀

義経は馬の上にうつぶしにな

くまで
敵は船の中から熊手を出して︑

それでも義経は︑太刀で熊手

これが義経の弓だ︒

義纏に此の名を惜しむ心があ

つたので︑何時の戦にも勝つたので

六384

六382囹

﹁︿略V︒﹂と言ったと申します︒

と申しますと︑義経は笑って︑

六373陸へ上った時︑家來が﹁︿略﹀︒﹂

げました︒

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六363

ながら︑︿略﹀︒

源氏の者どもは義纒をかばひ

義経のかぶとに引っかけようとしま

六355

ようとします︒

つて︑むちのさきでそれをかきよせ

六352

弓を海へ落しました︒

六348

︿略﹀よろこびました︒
よしっね

よしっねをはじめ︑みんなが

四672をかの方では恥しやう

よしっねがゆるしません︒

四648

よ一はじたいしましたが︑

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四644よしつねは﹁それをよ

たつねました︒

ねは家來に向って︑﹁︿略﹀︒﹂と

四628

義経

よしっね ﹇義経﹈︹人名︺14 よしっね

九121図井戸に近き柿の木の︑日ま 五807かけよって見て︑宗任が

さて宗任がかりまたをぬき取
︿略﹀︑義家はせ中をくるりと

︿略﹀︑宗任はつい此の間義家
にかうさんしたてきの大域なのです︒

五822

むけて︑うつぼへさ﹂せました︒

五815

つて︑義家にかへしますと︑︿略﹀︒

五814

と言ひました︒

︿略﹀︑枯損ずるもの多か

氣持よし︒

るべきに︑ほとんど皆勢よく根づき

十66霊園
たるは︑誠に驚くべき事ならずや︒

等もよく出細る由に候︒

メートルもこれある由︑略く東京・
きよ
豊橋間の距離に當り候︒
しや
十一鵬6圓囲 ︿略﹀︑甘庶・綿花・米

除き︑袋に入れて外國に輸出する由

今少しく日もた﹂ば︑

十二伽2國団 ︿略﹀︑先生には何時も

を見て︑其の意を得たれば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑東國へ下る路す 五826 ﹁︿略﹀︒﹂と︑義家の家來ども

御三健の由︑何よりのことに御座候︒

十一撒9魍圏目下滞在中のリオ︑デ︑

十一489図工

に付︑︿略﹀︒

轄面するもよからんと二尉も申居候

十一438國團

十一柳2囲国 之を機械にかけて皮を
に候︒

十二27図圏 よきを取りあしきを捨
てて︑とつ國に おとらぬ國となす

十二伽4囲国私のこと御心にかけ下

ジャネーロ市は︑ブラジル國の首府

よしもがな︒

され︑常に﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 仰 せ ら る ＼

おとらぬ國となす

折よく同行の樺太人來り

實︑草の實︑︿略﹀︒

よく目がさめたね︒今四時

﹇四時﹈︵名︶1

八521園

よじ

四時

十二悩1図圃︿略﹀︑にほひよき木の

て土人等を平し︑為重を救ひ出しぬ︒

十二868図

思ひつ＼︑︿略﹀︒

十二410図旅行にはよき日なりなど

よしもがな︒

てて︑とつ國に

十二26図圏よきを取りあしきを捨 よしさだ ﹇義貞﹈︹人名︺4 義貞﹇▽

にて非常に景色よく︑︿略﹀︒

よし

由︑いよく御なつかしく存じ奉り
﹇縦﹈︵副︶ −

候︒

よし

十二伽7園 拙者は︑此の談判がよし
どのやうに決着するにもせよ︑さや
うな事になれかしとは毛頭考へませ
ぬが︑︿略V︒

よし︵感︶3よし
五105囹 よし︒其の大蛇をたいぢし
てやらう︒

やうにしてやる︒

八柵1園 よし︒寒いなら︑暖くなる
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よしなか一よって

よしっね

べんけい

ございませう︒

よしっね

たかだち

の川下にか＼つてみるのでございま

六728 義経・辮慶の五條の大橋は此
す︒

義仲﹇▽

下田英太郎

﹇吉野万吉君﹈︹人

九月二十日

吉野萬吉黒

よしのまんきちくん

名︺1
字M2國国
吉野萬吉君

ふ

十二欄6図

山

︿略﹀︑其の南に一きは高

九723園 義纏の居た高館のあとも右 よしのやま ﹇吉野山﹈︹地名︺1 吉野
﹇義仲﹈︹人名︺4

手 に 見 え た は ず だが︑︿略﹀︒

よしなか
た

︽ーセ︾

く多武並・吉野山の山々連なるを見
寄す

きそよしなか

﹇寄﹈︵下二︶1

︿略﹀︑垂師は障子に身を

﹇余生﹈︵名︶2

る檬なり︒

よせい

王は︿略﹀月代りに三人の

鯨生

寄せて︑様々に姿を憂へつ＼寝起す

十一463図

﹇▽うちよす・おしよす

よ・す

る︒

これもおなじく礪波山のふもとにち

六231 義仲は五万騎を引きつれて︑

そ

︿略﹀︑義仲はひそかにみ方の

んを取りました︒

六236
き

者 を 敵 の 後 へ ま はらせて︑︿略﹀︒
みつもり

六552 頼朝が木曽義仲をせめようと
てっかの

した頃︑木曽の家來手塚太郎光盛
十二662

娘の許に身を寄せ︑女生を安樂に送

の娘が頼朝に仕へて居りましたが︑

之をさとって︑すぐに義仲の所へ知

其の後軍王は︿略﹀生生を

らうと決心した︒

の氣を

﹇寄来﹈︵力変︶−寄せく

四562圃

よ・せる

﹇寄﹈︵下一︶4

よせる

寄

︽ーセ︾﹇▽うちよせる・おしよ

せる・かきよせる・すりよせる・せめ

せる

︿略﹀︒

を作りて實験せしに︑豫想以上の好

十一而2図彼は直に竹を以て炭素線

結果を得たり︒

信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を よそう・する ﹇予想﹈︵サ変︶1 豫想

十梛7図

する

八903

よせる・のりよせる・ひきよせる
よせて︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で言つ

︿略﹀︑場に満ちたる十管長

︽ーシ︾

たが︑︿略﹀︒

の拝観者の胸は︑まさに始らんとす

る進水式の壮快なる光景を豫出して︑

王は︿略﹀月代りに三人の

唯をどりにをどる︒

十二662

娘の許に身を寄せ︑齢生を安樂に送

よだいまえ

﹇四代前﹈︵名︶1 四代前
くわんあん

るのがお前の役目だ︒

て︑國家の爲に︑此の學問を大成す

九268囹此の四代の苦心の後を受け

リや王は︿略﹀先づ姉娘ゴ よだい ﹇四代﹈︵名︶1 四代

らうと決心した︒

十一一712

ネリルの許に身を寄せた︒

群をなして寄せて來たまぐ
よそ

ろは︑先づ垣網に驚き︑︿略﹀︒

十二783

ヨソ

︿略﹀︒

︿略V︑始めて農學をお修めになり︑

ツナヲツケナクテモ︑ヨ 九224園 ︿略﹀︑四代前の歓庵檬が︑

﹇余所﹈︵名︶6

二672

ソヘハイキマセン︒

よっか ﹇四日﹈︵名︶3 四日﹇▽しが

十一89図

九月にはいっては雨つゴき

四日日祈年祭誌面節分金

四日火かのえたつく略﹀

星西方離隔つちのえさる︿略﹀

十一89図

雨で︑︿略﹀︒

でしたが︑四日の日は朝からひどい

五845国

︿略﹀︑よそのをぢさんが大手 つよっか・みつかよっか

よりはよく出塁ました︒

四755︿略﹀︑稻も変もよその
五145

﹇予想以上﹈︵名︶2

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七柵3園

つ

よっついつつ ﹇四五﹈︵名︶1 四つ五

いよく其の年になって︑庄

を廣げてとめて下さいました︒
ふしんかた

五708

其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

屋は普請方をよそからっれて來た︒

七516

行ツテヰタ若イムスコガ︑今デハ其
ノ後ヲツイデ︑︿略﹀︒

豫想以上

よそういじょう

けき住居︑︿略﹀︒

思ふぞんぶんはびこった 十﹇川1図圃 うき世をよそなるしづ

山のふもとのしひの木は︑
寄手

根もとへ草もよせつけぬ︒

くので︑仕事は豫想以上にはかどり︑

よって ﹇因﹈︵接︶1 よって

寄手の大金佐久間盛手は︑ 十4310 ︿略﹀︑誰も彼も一心不肖に働 で︑︿略﹀︒

﹇寄手﹈︵名︶1

今日の職に勝ちほこり︑︿略﹀︒

十一252図

よせて

よそ

︿略﹀︑千里寄せくる海
吸ひてわらべとなりにけり︒

十一807図圃

︽ークル︾

よせ・︿

安樂に送ったといふ︒

十二763

らせました︒

六553 義仲からは折りかへし返事が
あって︑︿略﹀大切な刀を送ってよ
こしました︒

よしのがみ ﹇吉野紙﹈︵名︶1 吉野紙

五485 又うすい吉野紙のやうな作り
か け の 繭 の 中 で ︑︿略﹀︒

よしのすぎ ﹇吉野杉﹈︵名︶1 吉野杉 よせつ・ける ﹇寄付﹈︵下一︶1 よせ
て 第 一 と し ︑ ︿ 略V︒

十二4810図杉は吉野杉・秋田杉を以 つける ︽ーケ︾
よしのぶ ﹇慶喜﹈︹人名︺1 慶喜﹇▽
とくがわよしのぶせいとう
の全椹を委任せられてみた菖幕府の

十二伽4 慶喜から官軍に封ずる交渉
やすよし
陸 軍 総 裁 勝 安 芳 は︑︿略﹀︒

よてい一よぶ
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七462園 戦をはじめてから十二年︑

今に勝負がきまらない︒よって明日
たがひに勇士を一人つつ出して組討

豫定

をさせ︑勝つた方のものが川中島を
﹇予定﹈︵名︶2

取ることにしては︒
よてい

九梱6園 今日投票ノ爲二恩ツタノモ
出嚢ノ時カラノ豫定ナノダ︒

つてみて︑︿略V︒

或山寺で︑四人の僧が一室

齢念

に閉ちこもって︑七日間の無言の行

十一691

﹇余念﹈︵名︶2

を始めた︒

よねん
︿略﹀︑毎日々々根氣よくの

みを振るって︑鹸念なく穴を掘って

十二価1

エヂソンは例の如く實験

みる僧があった︒

よぴあ・う

七636

︽ーヒ︾

﹇呼合﹈︵五︶1

呼合ふ

越前蟹は再び一同を呼出して︑

ヨブ

よぶ

さきに納めさせた白木綿を返し︑

八439

︿略V︒

およぶ

アチラニモ︑コチラニモ︑

ーン︾﹇▽およびする︒およびなさる・

呼ブ 呼ぶ ︽ーバ・ービ・ーブ・ーベ・

よ・ぶ ﹇呼﹈︵四・五︶26

︿略﹀︑年よりや子どもは聲を

呼入

立てて呼合ひますので︑川べはひじ

︽ーレ︾

﹇呼入﹈︵下一︶1

やうなさわぎでございました︒

れる

よびい・れる

︽ーシ︾

よしっねはく略﹀︑すぐに
頼朝は一目見た上でと︑萬じ

よ一をよび出しました︒

四647
六516

ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︒

翌日頼朝は萬じゅを呼出して︑
︿略Vと言ひました︒

六533

カレ木二品ヲサカセマセウ︒﹂

一一487 オヂイサンバ︿略﹀︑﹁︿略﹀︑

トヨンデアルキマシタ︒

でるます︒

三313村の人は五一車とよん

三728私どもはあれを着て︑

をばさんの村のお祭によばれ

又あめややくわしやでは︑

て行くのです︒

はやし立てておきゃくをよんで

四27

ゐます︒

なったので︑﹁ぼちぼち﹂とよび

四304犬のすがたが見えなく

ますと︑︿略﹀︒

︿略V︑﹁おうい﹂とよぶと︑

﹁おうい﹂といひ︑﹁だれだ﹂と

役人はわけをくはしくたつね︑ 四308
人夫をも呼出して︑﹁︿略﹀︒﹂と申し

七752

ホタルヲヨブコエガシマス︒

︿略﹀︑親子は手を取合って泣 一236

きました︒やがてうばをも呼入れて︑

六627

三人は其の夜をなみだの中に明かし

十533園田の中にはお金の有齢って

よしっねは﹁それをよ

いふと︑﹁だれだ﹂と答へます︒

べ︒﹂と︑すぐによ一をよび出し

四M6園

渡して︑︿略﹀︒

ました︒

此の世を不道理や罪悪の行 八433 越前守は呉服屋の手代を呼出

みる人もあるが︑︿略﹀︒

して︑其の中に盗まれた品のありな

十一225

しを調べさせました︒

五867言うら手で助けてくれ助けて

自分のそばへ呼びました︒

五428 ︿略V︑たけるは尊を見つけて︑

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

そこで其の反物を出した者を
それと調べましたので︑︿略﹀︒

呼出して︑買先をたゴし︑それから

八436

中にするのが其の目的である︒

ちつじょ

呼出す

呉鳳は︿略﹀︑もう一年︑も よびだ︒す ﹇呼出﹈︵五︶7 よび出す

かけて︑たつねました︒

人夫は﹁もしく︒﹂と呼び

四年毎 よびか・ける ﹇呼掛﹈︵下一︶1 呼び

ました︒

﹇四年毎﹈︵名︶1

室に閉ちこもりて研究に砂上なかり
よねんごと

しが︑︿略﹀︒

十1110 午後四時︑豫定の仕事を終へ 十二備7図
て︑再び境内に集った︒
ヨド
よどがわ ﹇淀川﹈︹地名︺2 淀川 淀

うるふ

の閏をおくことになってみる︒

八243

世の中与

う一年とのばさせてゐましたが︑四

﹇世理﹈︵名︶4

年目になると︑︿略﹀︒

よのなか

七663

ヨド
七289図 市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ 十一931園 ︿略﹀︑普通四年毎に一日 かける ︽ーケ︾
フ︒

海ニソ・グ︒

﹇夜中﹈︵名︶3

夜中

七289図淀川ハイクスヂニモ分レテよねんめ ﹇四年目﹈︵名︶1 四年目
よなか

物まですっかり二階へ上げました︒

五848圏 ︿略﹀︑夜中に手をけやはき

て相持のものです︒

八榴2園世の中といふものは︑すべ

十一476図 夜明けて住持︑書師に向 でんきのよのなか
ひ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 夜中に旧里師のしたる様
を ま ね て 見 す る に︑︿略﹀︒

世に

めいに働く者が勝だ︒

十一999 ところが或夜︑夜中に激し 九482團園世の中は何でも一生けん
﹇世﹈︵副︶1

い雨が降ったことがある︒
よに
くさり戸である︒
四人

十二悩4 これからが世に恐しい青の
﹇四人﹈︵名︶3

四番目

いや︑二番も三番も塁湾に

﹇四番目﹈︵名︶！
あって︑四番目が富士山だ︒

六64囹

よばんめ

四471 ︿略﹀︑取手はみよ子ちよ

よにん

子國太郎音二郎の四人と︑友
一と友一のあねの道子です︒

十841 採炭坑夫は四人つつ一組にな
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よふけ一よむ

くれと呼ぶこゑが聞えましたが︑
方に︑呼べば答へるばかり近くそば

老髄のこと故︑良種大事にしなけれ

︿略﹀︒やがて讃終ったフィリップが︑

︿略﹀︒

︽ーシ︾

リンカーンは其の本をてい

社長さんは饒程の年よりらし よみかえ・す ﹇読返﹈︵五︶1 讃返す

ばならないとのことでございます︒
九503

だってゐます︒

いが︑にこにこしてみる元亀な方で

主人は聲を限りに呼べど︑

︿略﹀︒

はるかに行過ぎたる僧は︑聞えぬに

ねいに乾かして︑其の後何度もく

十一伽10

﹇読兼﹈︵下二︶1 重みか

讃返してみるうちに︑︿略﹀︒

よみか・ぬ

それからだんく官費の手

鳩は齢程遠．い庭で放しても︑

王は讃終って︑そっと手紙を

大文字に詩の句を書きつけたり︒

︿略﹀︒ 翌朝警固の武士ども之を見

讃

つけて︑膨みかねて上聞に達したり︒

或時近邊の人からワシント

ン傳を借りたことがある︒リンカー

十一996

よみ手

ンはく略V 一心に讃績けた︒

よみて ﹇読手﹈︵名︶1

︿略Vかるた取がはじまつ

﹁︿略﹀︒さあ︑つぎのを

勝太郎︑東京のをぢさん

來ました︒よんでごらん︒

からお前の所へゑはがきが

四525園

よみます︒﹂﹁負けるは勝︒﹂

四496園

︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

よ・む ﹇読﹈︵四・五︶15 よむ 恵む

とよんだのは其所のことで︑︿略﹀︒

九707園昔能因といふ人が︑﹃︿略V︒﹄

のういん

よ・む ﹇詠﹈︵五︶1 よむ ︽ーン︾

で︑取手は︿略﹀︒

て居ます︒よみ手はおちいさん

しかし此の頃は︑齢程 四468

夜まはり

切付には齢程熟練を要する︒
﹇夜回﹈︵名︶1

︽ーッ︾

十103

王は︿略﹀かの密書を取出し

まくらの下へ入れた︒

て︑静かにフィリップに渡した︒

十1010

十齪10図 ︿略﹀櫻の幹をけづりて︑

さて領地をゆつる日に︑王 九6910 窓から吹きこむ朝風のひやり ぬ ︽ーネ︾

程の財産が出來た︒

を廣げて︑六十五六の時にはもう鯨

からうじて僧をともなひ錦 九556園

す︒

﹁︿略﹀︒﹂

れる主人は︑物かげに妻を呼びて︑

十645図

ゃ︑ふりかへらず︒

七233 ︿略V︑村の人は之を傘立と呼 十636図
んでみる︒

七634 大ぜいの人々が口々に人夫を
呼んでは我先に渡らうとしますし︑

十二663

︿略﹀︒

か居るか︒﹂と呼ぶと︑いつも藤吉

とするのは︑鯨程北へ進んだ爲だら

しかし警者の申す所では︑

よみつづ・ける ﹇読続﹈︵下一︶1

私も鹸下前に讃んだのです

は娘たちを面前に呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂

九9010園

う︒

リや王はフランス王を其の

呉服屋の手代が︑︿略﹀休み

こっちは國よりよほどあ よみおわ・る ﹇読終﹈︵五︶2 讃終る

びしく時をきざみ行く︒

九17図圏夜をいましむる夜まはり
ひやう
の拍子木のごとかちくと︑ さ

よまわり

十一524

御快方に向はれ候とか︒

十一4110瞬国

自分の巣に飛蹄る︒

正しく方向を判定して︑矢のやうに

十555

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

鳩を通信に使ったのは︑齢程 績ける ︽ーケ︾

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

鯨分

十548

場に呼んで︑コーデリヤを甘心した
夜ふけ

んがね︒

﹇夜更﹈︵名︶1

﹇余分﹈︵形状︶1

︿略﹀︑鯨分のお金があると︑

ついむだな事に使ってしまふ︒

十516園

よぶん

望み見るに︑︿略﹀︒

守れる兵卒の一人︑ふと東南の方を

十一259図夜ふけに及んで︑鉢峯を

よふけ

ことを告げた︒

十二706

と尋ねた︒

七767．毎朝げんくわんへ出て︑﹁誰
郎が眞先に出て來 た ︒

七771 或大雪の朝︑信長はいつもよ
り早く起きて︑﹁誰か居るか︒﹂と呼
ぶと︑やはり藤吉郎が出て來た︒
︿略﹀︑信作に水をはかせるや

ら︑讐者を呼びに走るやら︑上を下

八111
へのさわぎである ︒

八982図圃 船内くまなくたつぬる三

なぎなた

度︑ 呼べど答へず︑さがせど見え
ず︑︿略﹀︒

やり

八橋6 けれども刀・槍・薙刀など︑
武士の魂と呼ばれ る 物 は ︑ ︿ 略 V ︒

章程

ナリマシタ︒

二652 子牛ハコノアヒダウマレ
タノデス︒モウヨホド大キク

ど

九188所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワよほど ﹇余程﹈︵副︶12 ヨホド よほ
リ ト 呼 ン デ ヰ ル ノハ︑︿略﹀︒

手つだひの人たちを呼んで︑ごちそ

九481國 田植がすんだので︑昨夜は
うをしました︒

八455団

見えて︑︿略﹀︒

ましたが︑鯨射つかれてみたものと

八388

た＼かだ︒

九626 ︿略﹀︑丁令員は三十を吹きな 六391団
がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり
﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

うつのみや

床の間をぬって行く︒

︿略﹀︒

九683

とがくし

九989園 ︿略﹀︑戸隠連山は東北の

よめ一より

788

ごらん︒

七佃4園 あ＼信吉からだ︒よんで
八627図 保己一は五歳の時めくらと
よめる

︽一

︿略V︑夜は床に就いてから

の仕事の合間に讃むのは勿論︑︿略﹀︒

十一998
燈が蓋きるまで讃む︒
よめ
﹇読﹈︵下一︶1

n＞およめ

なりしが︑人に書物をよませて︑一
よ・める

ざる人をあきめくらといふ︒

八622盲目は見ゆれども︑字のよめ

メ︾

心に之を聞き︑︿略﹀︒

九234園 そこで此の父も︑︿略﹀︑四
十饒年の間︑寝食を忘れて其の道の
書物を由み︑︿略﹀︒

した︒

なるほど︑去年鯉のぼりを立

夜もすがら

︿略﹀︑書師は前の如く夜

十二267図圃

︿略﹀︑雪の下道

御やしろ︒︿略﹀︑

よ＼と

←とうきょうよよぎ

コーデリヤは︿略﹀といひ

︵副︶1

︵格助︶㎜

﹇寄﹈﹇▽としより

より5なによ

︿略﹀︑もう私のせいより

高くなりました︒

三263

ある︒

五782 ︿略﹀︑身代は前よりもよくな

よけいに取れさうだ︒

三394 それでとほい本道をまは つた︒
六13生蝋の分では去年より七八俵
つた小二郎の方が︑正一より
もかへってさきにつきました︒

つと高い山がありますか︒
なら
かすが
みかさ

三832︿略﹀︑ふじの山はいつも 六74園外國には︑新高山より︑も
よりなほきれいに見えました︒

尺そこくだが︑白根や槍師よりも

︿略﹀︑ふじの山よりも 六83園奈良の春日山や三笠山は千

知られてみるし︑︿略﹀︒

三904

高い大空のかすみの中へは

うめもどきの實がいつもより

目立って見える︒

六267

︿略﹀︒

ヤ銀ヨリモタクサンアリマスカラ︑

六104園銅ハソレニヒキカヘテ︑金

いって行きました︒

︿略﹀︑前ヨリモカヘツテ
イタクナツテ︑︿略﹀︒

四π7

︿略﹀︑にはとりよりさき

に︑すずめがくらのやねへに

四253

げて行きます︒

し︒

七87図

こっちは國よりよほどあ

牙は立つかひの腕よりも太か

あの子は十二︑落葉松は

しかして︑綿は印度より︑

水は思ったよりつめたかった︒

く略V︑後の暗きやぶかげよ
へび

り大いなる蛇つと出でて︑︿略﹀︒

七305図

七116

やより來る物多し︒

︿略﹀︑砂糖はオーストラリ

砂糖はオーストラリヤより來る物多

七86図

あの子のせいより低かった︒

六993韻

つた︒

六881

た＼かだ︒

六391団

ません︒

六311 虎はうんくうなって︑かけ
四474青花よりだんご︒
まはるより外︑どうすることも出來
四755 ︿略﹀︑稻も萎もよその
︿略﹀︑うめやさくらも︑こち

よりはよく出会ました︒

僕は自分よりえらい友だちを

︿略V︑鯉が大きな口で︑思ふ

︿略﹀︑斜脚リモ早クトンデ行
︿略﹀︑風の音と水の音より外

鯉も居るが︑それよりも︑
もっとお前に聞かせて置きたい話が

五678園

には︑何の音も聞えません︒

五283

キマス︒

五262

も高く尾を上げます︒

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

五216

ないと思ひます︒

大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

五73

らよりはずっと早くさくさうです︒

過行 五55

彼は夜もすがら静坐してひ

たすら思をこらしてみると︑︿略﹀︒

十二956

もすがら寝ねずして︑︿略﹀︒

十一469図

よもすがら

﹇夜﹈︵副︶2

てた時︑しやうぶとよもぎを軒へさ

六撹4

九9010園 私も饒程前に亡んだのですよもぎ ﹇蓬﹈︵名︶1 よもぎ
から︑くはしい事はおぼえてゐませ
んがね︒

九M5 近日我が軍艦高千穗の一水兵

大尉はそれを取って見ると︑

が︑女手の手紙を讃みながら泣いて
みた︒

九柵10

次のやうな事が書いてあった︒
﹁︿略﹀︒﹂大尉 は 之 を 讃 ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

リンカーンは十歳頃までは本を讃む

よよぎ

問はばや遠き世々の跡︒

まん
けば︑ 八幡宮の

十一962 かういふ有様であったから︑よよ ﹇世﹈︵名︶1 世々

︿略﹀︑本を讃みたいといふ

ことなどは殆ど出來なかった︒
十一986
心は少しも攣らなかった︒

十二742

十一988 ︿略﹀︑どうしても人から借ょよと
りて讃む外はなかった︒

より

ながら︑よ︑と泣きくつれた︒

より

十一991 さうして其の本の内容がす
つかりわかってしまふまでは何度で

ヨリ

も讃む︒

り・なんべいよりちちのつうしん︒も

三31 ︿略﹀︑ケサコソニイサン

とより

十一993 かうしてイソップ物語やロ
ビンソン︑クルーソーやAロ衆國史等

モツテ︑︿略﹀︒

ヨリサキニオキテミヨウトオ

を沁んだ︒

十一997 或時近邊の人からワシント
ン傳を借りたことがある︒︿略V︒書

789
より一より

とび下り︑︿略﹀︒

七316図 武士は太刀をぬきて馬より
七323図 これより獅子は日夜武士に
つきしたがひてはなれず︑武士には
無二の從者となれり︒

八197図

たんぼの中程を流れてみる小
北風は︑主人の手がかうして

つたから︑︿略﹀︒

くびすぢにさはるのが何より好きだ

九価6

川は︑いつもより水が多い︒

汽船ハ河ロヨリオヨソ四百 九五3

五十里︑小舟ハ望粥ソ九百里サカノ
ボルコトヲ得︒

ヲキリ出シ︑︿略﹀︒

八199図版ノ河ノ上流地方ヨリ木材

學校へ御韓任なされ候佐野先生︑先

昨年僕の學校より︑君の

ダラトキテ木材ヲ責ルニ至ルマデ︑

其ノ家ヲ出デテヨリ︑イカ 九佃5圏団

つて西洋の都會に似てみるといひま

七365國 く略V︑日本の町よりはかへ 八208図

︿略﹀佐野先生︑先頃よ

頃より御病訴の由承り候︒

早る︒

十5図

囲物殿に到りて御遺物を舞

塁湾・樺太など︑遠方よ

からふと

神宮前停留場ヨリ

十52図藷御苑を出でて北参道より

藷御殿・菖御苑の拝観を願ふ︒

ぎょゑん

観す︒︿略﹀︒それより社務所に行き︑

十38図

り御参氣の由承り候︒

九佃6圏囲

一年ノ長キニワタルコト珍シカラズ
トイフ︒

八215図

︿略﹀︑今では前よりもかへ

つまりお前たちよりもよけ

かつさ

朝霧流る︒

り盲幽くしてあるから︑︿略﹀︒

などには︑此の勇ましい小豆令使に

十588 ︿略﹀︑全く方法の壷きた場Aロ

一語々々︑心の底よりほど

たよるより外はない︒

十697図

ばしり出つる主人の物語に︑︿略﹀︒

十708図頃しも鎌倉より︑勢そろへ

ときより

︿略﹀︑最明寺入道時頼は

さいみやうじ

の沙汰俄に國々に傳はりぬ︒

十714図

るかの上座より︑﹁︿略﹀︒﹂

つてたいた志は︑なによりもうれし

十7110園又寒夜に秘藏の鉢の木を切

く思ふぞ︒

く略V︑學校へ行く途中など

は︑寒いといふよりもいたいやうに

十782団

又質内で出來るものを使ふよ

感じます︒

十863

りも︑時には外國の品を使ふ方が都

合のよい事もある︒

へば︑富貴は意の如くならん︒

十9810図園今より心を改めて元に仕

外はさっきよりも一そう風が

強くなったのか︑ガラス越しに見え

十価7

る向ふの木がひどくゆれる︒

五月五日

しく︑︿略﹀︒

叔母より

さ

十2910観望谷間よりはひ出で︑木十柳3國國私とてもかわゆらしきめ
ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ
の幹ぬらし︑しらぐと・おぼろ

れしい事です︒

まじめになって來たのは︑何よりう

郷里の青年諸君がこんなに

つる者敷多かりしかば︑︿略﹀︒

各地方青年團の御手つだひを願ひ出

十69図囹又御造螢の半ば頃より︑

り送り來れるもあれば︑︿略﹀︒

天守閣ニハ棟ノ爾端二金ノ 十64図園

さがみ

︿略﹀︑相模の國より上総の
國へこえんとて︑︿略﹀︒

机の引出より養鶏日記を出

に

ち子どの

十佃8國国

興亡の利子は預金の利子よ

ひもなく︑︿略﹀︒

は先日より御難氣の虜︑御養生のか

十欄1緩國承り候へば︑御祖母様に

つと高い︒

︿略﹀︑海面より約二十六メー

十537園

トルも高い水面に浮ぶのである︒

十訓7

父上の命にて︑養鶏は今年 十324 ︿略﹀︑湖の水面は海面よりず
シカシサラニコレヨリモ色ヤ
産スルカマキリノ一種デアラウ︒

形ガウマク出來テヰルノハ︑印度二

九197

より僕等の仕事となり︑︿略﹀︒

九1410図

し︑︿略﹀︒

九148図

から
しゴみの殻を取出し︑︿略﹀︒

九1310図物置の前なるあき箱より︑

り海を渡り給へり︒

うらが
九102図 く略V︑今の浦賀のあたりよ 十138園

九101図

外ヨリ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

シヤチホコアリ︒︿略﹀︑遠ク敷里ノ

八971図

いに勉強してみるわけです︒

八685団

つてりつばになってゐます︒

八665囲

タメニ赤シトイフ︒

河悪阻リ海上百里ノ間︑海水コレガ

︿略﹀︑濁流江ニミナギリ︑

す︒

七387国 大連の貿易高は横飛や神戸
よ り は 少 し 下 で ︑︿略V︒

七394国 く略V︑氣候も思ったよりよ
くて︑快晴の日が多いやうです︒

七529囹 で︑今日此のなつかしい學
校に來て︑皆さんにお話をするのは︑

ふ

何よりもうれしいのでございます︒
き

りたる寓眞帖を學校に寄附して去れ

七616図 かくて船長は外國より持編
り︒

七768 或大雪の朝︑信長はいつもよ
り早く起きて︑︿略﹀︒

七774囹 いつもより早いのに︑よく
参って居った︒

七775囹 いつも人より一時前に参つ
︿略﹀︑象 が 先 ヅ 一 番 大 キ イ ガ ︑

て居ります︒

七糾6

象ヲ鯨ニクラベルト︑赤子ト大人ト
ヤウ スカウ

揚子江ハ

︿略﹀︑其ノ長サ

ヨリモ︑モツトチガフ︒
八194図

一千三百里︑我が國ノ最南端ヨリ最
北端二身ル長サヨリモ長シ︒
︿略﹀︑我が國ノ最南端ヨリ
最北端二至ル長サヨリモ長シ︒

八195図

より一より

790

十梱3園 りっぱな人の紹介状よりも︑
何よりも︑本人の行がたしかな保謹
です︒

十悩3園 りっぱな人の紹介状よりも︑

いまじゅく

何よりも︑本人の行がたしかな保謹
です︒
いん

十個7図 ︿略﹀︑播磨の今宿といふ
慮より︑山陰道にか＼り給ひし由な
り︒
しやう

百年前︑誰時の魯即ち今の山東省

う

十一47図 孔子は今より凡そ二千五
の地に生れたり︒

十一48図 少時より學問に働み︑長
じ て 後 魯 の 君 に 仕へ︑︿略﹀︒

十一了6図 孔子は他人を正す前に先
づおのれを正し︑近きより遠きに及
すを以て其の主義としたり︒

十一241図 ︿略﹀大岩山のとりでよ

さて昨日御地より露村

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒

十﹁417囲圏

實は去月十日頃より感

せられたる河井氏の御話によれば︑
︿略﹀︒

ばう

十一434魍国
冒の心地にて引きこもり居候虜︑

︿略﹀︒

一切経六千九百五十六巻の

度の募集を始めてより十八年の後に
至りて︑

︿略﹀︑一切纒の廣く我が

大出版は遂に完成せられたり︒
十一欄4図

されば珍しき事件の起り

國に行はる＼は︑實に此の時よりの
事なりとす︒

十ニー47園

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣
く嚢費することは古より行はれたり

︿略﹀︑此の組織の所まで小

刀が届いて︑しかもそれより深くは

十一527

しめ

しが︑︿略﹀︒

く略V︑原稿締切時刻より

一音は一音より妙を加へ神

りやう

覚えないやうである︒
ばく

家屋・橋梁・船舶・電
で︑一として杉を用ひざるなし︒
ロつ

十二493図

︿略﹀︒

十二511

此の邊は一髄に山地で︑湖

うである︒

十二627図

アメリカ合衆國の國旗は

一定不攣の部分と︑攣化を許された

る部分とより成る︒

な寳よりも

ほんたうに自分の命

十二6610園私はもう何よりも︑どん

よりも父上を大事と存じます︒

︿略﹀父上を大事と存じます︒

十一一6610園 ︿略﹀︑どんな寳よりも

命よりも父上を大事と存じます︒

十一一671園 ︿略﹀ほんたうに自分の

人よりも厚い直心をもつて︑父上に

十一一672園 昔からあった孝子のどの

はだかじま

お仕へ致しませう︒

十二815圃裸島より渦潮見れば︑

然るに其の秤動を調査し

胸も波だち眼もくらむ︒

て此の疑問を解決したる人︑遂に我

十二822図

が日本人の中より現れぬ︒

即ち文化五年の四月に︑︿略﹀︒

十一一824図 今より百二十年ばかり前︑

それより一年冬かりの間︑︿略﹀︒

十二832図 ︿略﹀探検の途に上りぬ︒

にたどり着きたり︒これより北は波

十二834図︿略﹀ナニヲーといふ庭

荒くして舟を進むべくもあらず︑

︿略﹀︒

十二547園あのいろいろの道具︑た 十二857図 ︿略﹀︑デカストリー轡の

る︒

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

我が國の湖沼中豊の湖より

面は海面より四百メートルも高く︑

十二499

見ざる縦なく︑︿略﹀︒

羽地方より九州に至るまで殆ど之を

あう
松に至りてはく略﹀︑奥

柱より桶・たる・曲物の類に至るま

十一一466図

も

に入って︑何をひいてみるか彼自ら

十二417

刷出まで其の間僅かに敷十分︑︿略﹀︒

十ニー79図

傷のつかないやうにしなければなら
ぬ︒

︿略﹀︑石炭の火は木炭の火

よりずっと熱度が高いので︑︿略﹀︒

十一676

十一821図圏幾年こ＼にきたへたる
︿略﹀︑此の一年は一回蹄

鐵より堅き腕あり︒
十一934園

︿略﹀︑父は七二へ行って時

年より約十一日少いから︑︿略﹀︒

十一967

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

よごのうみ

二週間ばかり前より南

り︑虎頭かの馬をひきて西郊湖のほ
だ

がよいといって︑︿略﹀︒

お

とりに下り滴れる七八人の兵卒あり︒
のぶたか

伐倒したる木は乾くま
で其のま＼に致置き︑さて四方より

十一柵8年歯

方のサンパウロ市に参り居候︒

十一2610図 これより先︑秀吉は織田 十一価8魑團
信孝を攻めて大垣 に あ り し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

時既に庭々のとりでより慮れる守兵

火を放てば︑︿略﹀︒

十一282図︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の
と合して︑追撃すること頗る急なり︒

切経は︑︿略V︒されば
古は︑支那より渡來せるものの僅か

十一伽8図

盛政は賎嶽より西北に回れる高地に

十一284図 明くれば二十一日の朝︑

に世に存するのみにて︑︿略V︒

北に上陸したり︒それより山を越え︑

兵を引きまとめた り し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

河を下り︑湖を渡りて︿略﹀︒

てつげん

くさんの時計︑︿略﹀︑どれを見ても
わうばく

十一伽1二野より二百敷十年前︑山

自分よりは大きく︑自分よりはえら

うち

十一287図 今まで子息の山上より︑

城宇治の黄粟山聖福寺に寓目といふ

もやさしく︑秋より冬にかけて哀音

十一一棚3図 ︿略﹀鹿の︑春はわけて

また＼きもせず職況を見居たりし秀

さうである︒

︿略﹀︑自分よりはえらさ

僧ありき︒

嚴島は古より日本三景 十一欄1図 かくて天和元年鐵眼が初

十二騒8園

吉︑︿略﹀︒
いつくしま

十一349図
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しきりに人の眠を さ ま す も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

シメンが三二︑キソヒテ小屋根ノ上

看板ノ如キモ︑タヤスク人目ヲヒカ

﹇頼朝﹈︹人名︺16

ニカ・グルニ至レリ︒

よりとも
頼朝口▽みなもとのよりとも

六562

頼朝は其の刀に見おぼえがあ
︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

つたのでございます︒

六577

行って︑うばと二人で御ほうこうを
ねがったのでございます︒

五574

晴れた日︑月の夜︑雪の朝︑

雨が降っても︑風が吹いても︑

いつ見てもよい景色です︒

夜でも︑書でも︑此所に立通しに立

五896

つてゐますが︑︿略﹀︒

におしょせて︑首二十一取って︑敵

谷あひの家

又夜はいくら暗くても︑星

を知ることも出來るし︑︿略﹀︒

が出てみれば︑それにたよって方角

七586園

間に進んで信玄の陣へ攻入った︒

七438謙信はそれをさとって︑夜の

窓明けて︑ 夜に親しむ時は來ぬ︒

蛙の聲もにぎはしく︑

田の面は水の手々と︑

もかんしんして︑石のらうから唐糸

ある年︑よりともは日本 六635 親を思ふ孝子の心には︑頼朝 六811 草野の次郎の如きは夜敵の船

頼朝は唐糸をゆるした上に︑

へましたので︑︿略﹀︒

頼

七351図翻

中のさむらひを引きつれて︑ふ

︿略﹀︑頼朝をはじめ︑居合は

の船に火をかけて引上げた︒

りません︒

ならないのです︒

九12図圃

汽車が進むにつれて︑關東平

ふけ行く夜のしづけさよ︒

十一997

︿略﹀太陽も︑夜の空に銀

︿略﹀たいまつの光おび

書の仕事の合間に讃むのは

くとして夜の静けさを破る︒

たゴしく︑何とも知らぬ物音ざわ

十一261図

の一つと同じものだといふ︒

の砂をまいたやうに見える小さな星

十一35

見なれた所も面白く感じた︒

野はだんく夜の景色にかはって︑

九682

レテ︑氣候ハ次第二選シ︒

候ハ次第二暖ク︑夜ノ長クナルニツ

七並2図書ノ長クナルニツレテ︑氣

夜ヤウヤク長シ︒

徳川家康が大阪城を攻めた時︑ 七鵬9図︿略﹀︑秋ノ彼岸ヲ過グレバ︑
先陣へかけつけたが︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂といってなぐさめると︑頼

八155

まさつな
︿略V︑そばに居た松平正綱が

其の子頼宣は戦が始つたと聞いて︑

よりのぶ

八148

宣

よりのぶ
﹇頼宣﹈︹人名︺2 頼宣

萬じゅにはたくさんなほうびをあた

六643

ない者はありませんでした︒

せた者に︑だれ一人もらひ泣きをし

六638

を出して︑萬じゅに渡しました︒

四934 かたきのくどうもよりと
ものおともをして行って居ま

じのまきがりをいたしました︒

四932

よりとも

十二撹7図 ︿略﹀東西に走る三筋の

路は︑北より敷へて古の一條・二
條・三石の大路の名残とす︒

十二川3図 電燈の証明せられたるは︑
今より凡そ百十饒年前のことなり︒
よしのぶ

十二悩7 明治元年三月徳川慶喜征討
の官軍は諸道より 並 び 進 ん で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︽ーッ︾

頼朝は一目見た上でと︑萬じ

翌日頼朝は萬じゅを呼出して︑

なって︑いっしよに舞を舞ひました︒

六533

之を聞くと︑頼朝のかほの色

﹁︿略V︒﹂と言ひました︒

六545

本町通は夜もひるのや

官一は顔色をかへて︑︿略﹀︒

ニ︑︿略﹀︒

ハ大ガイ目が見エナクナルノ

四348夜ニナルト︑ホカノ鳥

ほどです︒

うで︑りはつ店などはまぶしい

四276

き そ
頼朝が木曽義仲をせめようと よる ﹇夜﹈︵名︶19 夜

はさっとかはりました︒

六548

てっかの

︿略﹀︑木曽の家二手心太郎

した頃︑︿略﹀︒

六551
みつもり

よりのぶ

奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑

ゆを呼出しましたが︑︿略﹀︒

六522

舞見物の人々が何千人ともなくあっ

寄り來

此の時には頼朝もおもしろく

か＼る

︵力変︶−

ヨリ

六526

まりました︒

う︒

より・く

﹇寄付﹈︵下一︶一

光盛の娘が頼朝に仕へて居りました

すきをねらって︑頼朝の命

が︑︿略﹀︒

を取れ︒

六554園

八501 巣ハ ︿略﹀︑人ノヨリツケナ

ユル︿歩クガ如キ者ナシ︒ヨリテ

八592図

六557 光盛の娘は其の後︑夜型頼朝 五501おかあさんもねえさんも︑此
よりて ﹇因﹈︵接︶ 一 ヨ リ テ
ガハ
の五六日は夜もろくろくおやすみに
く略V︑町ノ両側ヲナガメテ︑ をねらひましたが︑少しもすきがあ

小枝ヲ並べ︑︿略﹀︒

イ絶壁ノ間や老木ノ上二︑タテ横二

ツケル

︽ーケ︾

よりつ・ける

鹿の︑春はわけて も や さ し く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二棚1図 人なつかしげに寄り來る

︽ークル︾

﹇寄来﹈

ノによりか︑つてみるのは妹であら

十二393 其のそばにある蕾式のピヤ

ふ の 方 を な が め ると︑︿略﹀︒

十一355 ︿略﹀︑机によりか︑つて向

︽ーッ︾

よりかか・る ﹇寄掛﹈︵五︶2 より

︿略﹀︒

十二441 ︿略﹀︑いはば音怪な物の精 す︒
しばふ
六515
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

る

よりあっま・る ﹇寄集﹈︵五︶1 寄集

よりあつまる一よる

よる一よる
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るまで讃む︒

勿論︑夜は床に就いてから燈が墨き
カバレバ︑間モナクソレト似目色ニ

デナク︑何時デモマハリノ物ノ色ガ

所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

リト呼ンデヰルノハ︑︿略﹀︒

九187

リノ物二型テ見エルモノモアル︒

ノ動物ノ姿勢ニヨツテ︑形マデマハ

カハルモノモアル︒
十一一442 ︿略 ﹀ ︑ い は ば 音 怪 な 物 の 精
しばふ
九182 保護色ヲモツテヰル上二︑其
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑
︿略V︒

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

十二725 其の夜は風雨にともなって
た︒

震る

ヨル

よる

︽ ー ッ・ーラ︒ーリ︒ール・

﹇ 因 ﹈ ︵ 四 ・五︶57

カクノ如ク物置償アルハ︑

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九452図

たるを︑︿略V︒

十872

機械類は︑︿略﹀︑物によって

は︑やはり外國の品を買った方が得
な場合が少くない︒

さて御父上様の御葉書な

らびに御前様の御手紙により︑︿略﹀︑

十干7國団

玉の様なる女の御子御生れの由承り︑
︿略﹀︒

十一65図今此の書によりて其の一

十一403

貧賎は人のいとふ所な

裁判は事件の輕重によって︑

耕すにも︑うねを作るにも︑種を蒔

くにも︑大てい機械と馬の力による︒

十一652 ︿略﹀︑此の邊ではく略﹀︑

新式の方法によってどしく土地を

開いて行く︒

十一788石・貝・︿略﹀などが︑時
代により場所によって︑それぐ貨

幣の役目をしたこともあった︒

って︑それぐ貨幣の役目をしたこ

十一788 ︿略﹀︑時代により場所によ

ともあった︒

かうして出漁た貨幣は極め

て使用に便利ではあるが︑尚場合に

十一795

まして威力によって強制す

よっては持運びに不便なので︑︿略﹀︒

十一価4

るとか︑私利によって勧誘するとか

いふやうな手段を用ひたり︑︿略﹀︒

︿略V自治團盤の事業は︑

るとかいふやうな手段を用ひたり︑

十一価4 ︿略﹀︑私利によって勧誘す

︿略﹀︒

使ひみちによって︑三十年 十一描6

おとうさんのお話によると︑

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

十一2010

れば︑我之を去らず︒

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一610図園

れば︑我之に居らず︒

り︒然れども正しき道によるに非ざ

ばく
端を述べん︒
十二8510図夜は野宿すること少から 九3610図 レマン將軍も︑火藥の爆嚢
ちつ
十一68図園 富貴は人のねがふ所な
によりて起れるガスの爲に窒息し居
ず︒

よ・る
依る
ーレ︾

如クニ得ラレザルト押鮎ルナリ︒
四377 フクロフノ鳴キゴエ ハ所
ニヨツテイロイロ ニイヒマス︒
九466図 スナハチ物ノ償ノ高下ハ︑

主トシテ需要ト供給トノ關係ニヨル

れる︒

ナリ︒

九763叔父さんのお話によると︑此

の償がちがひます ︒

五922 それも品と目方によって切手
八185 書頃︑御塁所のおわびによつ

十一395

ひのき

︿略﹀︒

所は名高い温泉場で︑海水浴も出來

そ

地方人民が一般に之を尊重し︑之に

き

先生の説明によれば︑當社

協力することによって︑始めて其の

こんな青い畠であるから︑

學者としての基礎が十分に出來︑

十ニー29此の航海によって彼の博物
そ

いふ︒

の法に從ひ︑之によりて火を作ると

十二89図工の社にては︑今も太古

りて火を生ず︒

きりをもむが如く廻せば︑摩擦によ

まさつ

十二87図此の棒を此の板の上にて

効果を完全に學げることが出搾る︒

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

市街は此の眞直な路によつ

よれば︑︿略V︒

みる︒

十一637

︿略﹀︒

細かく仕切ることをしないから︑

十一634

畠にしても︑小路によって

て碁盤の目のやうに正しく割られて

ごばん

十︻595

︿略﹀河井氏の御話に

のださうだから︑︿略﹀︒

さて一族どもに奪はれた佐

十一418國囲

の用材は主として木曽産の檜なりと

ひつきやう買取る者︑運

そ︒

十29図

るさうだ︒

て︑長四郎はやっと袋から出された︒

八811園 いや︑それは財産や図入の
多少によって違ひます︒

リテ名高ク︑︿略﹀︒

八972図 名古屋市ハ此ノ城アルニヨ

十68図園

ぶ者︑植込む者︑一様に心を盆くし

八柵6 分業はマッチの製造ばかりで
はない︒︿略﹀︑ 時 計 を 造 る に し て も ︑

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

グレースの白話こめた看護に

︿略V︒

よって︑全く元氣を回復した人々は︑

十288

家を建てるにしても︑皆これによる
のである︒

十719園

九171 保護色ヲモツテヰルモノノ中
ニハ︑季節ニヨツテマハリノ物ノ色

つて汝に返しあたへる︒

野三十饒郷は︑理非明らかなるによ

ガカバレバ︑ソレニツレテ同ジヤウ
ナ色ニカハルモノモアル︒

九176 又季節貝田ツテ望月ルクラヰ

793
よる一よろい

一國文化の程度は︑其の國

民が國法を守る精神の厚薄に依って

十二905
測ることが出來るといはれてみる︒

︿略﹀︒

とふだんの養生とによって︑七十四
︿略﹀︑日本の竹馬も適當

ベマス︒

お花は︿略﹀︒あかちゃん
︿略﹀︑子もりうたをうた

がなき出すと︑すぐそばへよ

三126
つて︑
ひます︒

十一一M6図

十ニー38︿略﹀︑此の規則正しい生活
じゅ

なりしかば︑專ら之によりて心を製

歳の長倉を保つことが出覧た︒

十ニー63図先づ社の組織について述

犬は︿略﹀︑小二郎のそば
へよってきました︒

三223

今日文明の利器と干せら

出せり︒しかして其の電球は︿略﹀︒

十一一備2図

べん︒これも社によりて多少の相違
はあれども︑︿略﹀︒

三餌3︿略﹀︑松の木に美しい

︿略 ﹀ ︑ 機 械 は 電 力 に よ り

る﹂ものにして︑直接間接に彼の天

物がかかってゐました︒そばへ

十ニー84図

才によらざるもの殆どなしといひて

四364

アリテハ︑︿略﹀︑水ヲ買フナドトイ

水際に寄りて馬の足を冷

フハ︑思ヒモヨラヌ事ナリ︒

十一242図

さんとする折しも︑︿略﹀︒

一隊︑湖に沿ひたる一筋路を急ぎに

十一243図 ︿略﹀︑思ひもよらぬ敵の

急ぎて進み來る︒

︿略﹀老砲手の顔には︑決

心の色が浮んだ︒つと大砲のそばへ

十一578

寄って︑︿略﹀︒

スルトホカノ鳥が見ツ 十二775 先づ岸近くまぐろの寄って

よって見ますと︑︿略﹀︒

て働き︑印刷も切断も人手を要せず︑

れん
く略V︑電力は頗る廉償に

可なり︒

煙る場所を選んで︑︿略﹀垣網を張

十二柵2園

︿略﹀︒

り︑其の先へ身網を張る︒

十二461図 凡そこれ等の木材は︑其
の有する性質によりて各種の用に供

ケテ︑︿略﹀︑ヨツテタカツテイヂ

ヘヨツテ︑

けれどもかたきのくどう

六557

光盛の娘は其の後︑夜蓬頼朝

よるひる ﹇夜昼﹈︵名︶1 笹書

ます︒

から︑大きなのをよったのでござい

ヨワイ鳥デス よ・る ﹇選﹈︵五︶1 よる ︽ーッ︾
ヲドツタリ
七164團此の蛤は私どもの拾った中

メカヘシマス︒

ソバ

四924

サヘヅツタリシテバカニシマス︒

ガ︑

スズメハ

供給されるので︑石炭の火力による

次第によっては︑或は君

四373

蒸氣力は︑多くの場合之に敵するこ

十二捌6園

とが出急なくなりました︒

すべく︑︿略﹀︒

易に増殖せらる＼嵩において檜にま

十一一464古町に杉は人士によりて容

さり︑︿略﹀︒

安芳が一命をかけた努力と︑

等の銃先にか＼つて死ぬかも知れぬ︒

十二観2

は︑︿略﹀︑いつも大ぜいの家來

十二763 其の後老王はコーデリヤの

西郷の果断によって︑江戸の市民も

をねらひましたが︑少しもすきがあ

徳川家もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

りません︒

年のよりしがあ

︿略V︒

よれつ ﹇四列﹈︵名︶2 四列

四列

四列になりて

一年生を先頭に︑

三・四・五・六年が

七48図圏

八百萬の小斜生︑

歩く時︑︿略﹀︒

になりて歩かんか︑︿略﹀︒

七55図圏

二・

よひ︑ 寄るべなき海にさすらひ︑

十一一伽4図圖 はやて吹くやみにたゴ

ちりがつもって山となり︑ よるべ ﹇寄辺﹈︵名︶1 寄るべ
しっくがよって海となる︒

五957圃

出営ません︒

孝養によって民生を安樂に送ったと
︿略﹀︑林学は幕府の命に

東海の島に擦った日本は︑

いふ︒

十二825図

た︒

國家を建設する上に頗る有利であっ

十二偶4

をつれて居ます︒二人のもの
はなかなかそばへよることも

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海
岸を探検せり︒

︽ーッ・ーラ・ーリ︒ール︾﹇▽あゆ

十二827図 樺太が︿略﹀大陸の地績よ・る ﹇寄﹈︵四・五︶17 ヨル よる
寄る

自動車・馬車・人力車がいくだいと

にあらざることは︑此の探検により

なく︑入口・出口によって來ます︒

汽車の重着時刻が近づくと︑

みよる・おたちよりくださる・およ

五撹5
る・かけよる・すりよる︒たちよる・

川口近くになると︑潮干狩の

めつゴけし小使の

飲料水二不自由ナキ土地二

はれさに︑︿略﹀︒

九唱1図

よろい ﹇鎧﹈︵名︶3 ようひ

七962図翻村の役場に三十年︑勤

舟がいくそうもよって來た︒

七101

て略く知ることを 得 た れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑トンデキ島木ノ
ヨ

三94 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ

ツテクル︒

ハ︑︿略﹀︑クモハムシカト

二232圃

ちかよる・はいよる

十二879図 林藏が二回の探検により
て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ
と明白となりしの み な ら ず ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二897 又貴衆雨院の何れかから提
出された案は︑他の一院のみで討議
し︑可決すれば同じ手績によって奏
上する︒

よろいかぶと一よろこぶ

794

十欄4図 ︿略﹀︑警固の武士もさすが
にようひの袖をしぼりけり︒

﹇喜勇﹈︵五︶2

鐵眼の喜知るべきなり︒

ンカーンの喜は一通りでなかった︒

十一伽3図

十︸308図 ねぢ伏せられながら正國︑よろこびいさ・む
清正がようひのすそをしっかとつか

六497圃

び勇む ︽ーム・iン︾

十二303團我が日本のようひ・かぶ
敷かぞへて︑

らぶ子どもは

春の遊の
喜び勇む︒

指を折りつつ︑

日

居な

喜

きぬ
ともし火近く 衣ぬふ母は

む︒

と其の他の武器類もたくさん集めて

興しさかたる︒

あります︒

た︒

五544︿略﹀︑石の中から酒ににた物
れからは毎日其の酒をくんで來て︑

がわいてるます︒︿略﹀︒喜んで︑そ

おとうさんに上げました︒

た事はない︒﹂と︑おとうさんが喜

これこそ僕たちが︑︿略﹀待

んでいらっしゃいます︒

つてみた命令だつたので︑皆一せい

九7710

朝鮮の青年も︑近頃はなか

に小をどりして喜んだ︒

く頭が進んで來ましたので︑︿略﹀

彦六が與五左衛門を組みふせ 十156園

私どもは︑非常に喜んでをります︒

七481

た︒武田方が之を見て︑聲をあげて

で︑財布を幾度かいたごきましたが︑

一週間もおひまをい

﹁出平たく︒﹂皿をさ＼げた

ぜん
やがて運び來れる貧しき膳

︿略﹀秀吉は︑持ちたる

︿略﹀資金をつのること

ねぢはく略﹀︒それでは自

するとねちが其の光線を受

父も喜んだ︑子どもも喜んだ︒

がそれを見附けて︑︿略﹀叫んだ︒

けてぴかりと光った︒︿略﹀女の子

十二586

喜んだが︑︿略＞Q

とがあるのかしらと︑夢中になって

分のやうな小さな者でも役に立つこ

十二574

の意外に多く︑︿略﹀︒

十一鵬8図 ︿略﹀︑喜んで寄附するも

︿略﹀︒

る事を得たり︒鐵眼大いに喜び︑

敷年︑やうやくにして之をと＼のふ

十一伽6図

と手を打って喜び︑︿略﹀︒

箸を投捨てて︑﹁すは勝つたるぞ︒﹂

十一273図

に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒

十654図

喜三右衛門は︑こをどりして喜んだ︒

十494

涙を流して喜んだ︒

船にたどり着いた︒生残つた船員は

かの男はゆめかとばかり喜ん 十2710 からうじてボートはかの難破

喜ぶと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑親子は︑うばもろとも 七683

に︑喜び勇んで木曽へ由りました︒

六645

秀吉が之を聞いて︑﹁さて

家康は之を聞いて︑﹁今の一

︿略﹀神様のお告がありまし
︿略﹀︑

回そう喜びまして︑ありがた涙をこ

ただきまして︑︿略﹀︒病中の祖母も

八448團

た︒婦人は大いに喜んで︑︿略﹀︒

八339

いって喜んだ︒

言は︑先陣の功名にもまさる︒﹂と

八159

とびついて︑ぺろくとなめる︒

頭をなでてやると︑喜んで僕の手に

八47僕が庭へ下りて︑かはるぐ

びました︒

く︑早く参った︒﹂と心の中で喜

七櫃4

かぶと

よろいかぶと ﹇鎧兜﹈︵名︶1 ようひ

︽ーバ・ービ・ーブ・

オヂイサンバヨロ﹈ンデ︑

喜ぶ

︿略﹀︒

︿略﹀︒

三234

うらしまがよろこんでか
りゅうぐうのおとひめは

白ウサギガ︿略﹀︒ヨロコン

ヘオレ

コロンブスがアメリカを獲見

ぼして居ります︒

して錦つた時︑イスパニや人の喜ん

八753

よしっねをはじめ︑みんなが馬

今年ほど水の都合のよかつ

死所を得たるを喜べり︒

九4610囲

に︑

九424図國二人の我が子それぐ

だことは非常なものでした︒
した︒

のくらをたたいてよろこびま

四674をかの方では大しやう

イニ行ツテ︑︿略﹀︒

デ大國主ノ神ノトコロ

四205

で︑︿略﹀︒

うらしまのきたのをよろこん

三427

めにのると︑︿略﹀︒

三421

さんについてかへりました︒

二人はよろこんで︑おちい

ソノハヒヲザルニ入レテ︑

二482

ーベ︒ーン︾

よろこぶ

六701 ︿略﹀︑ようひかぶとの勇ましよろこ・ぶ ﹇喜﹈︵四・五︶33 ヨロコブ
いなりをした武 士 の 刀 や ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

武者

むしゃ

ようひ
よろいむしゃ ﹇鎧武者﹈ ︵名︶1 鎧

ようひむし や

七469 上杉方からは小さな馬に乗つ
た小さな鎧武者が一人あらはれて︑
︿略﹀︒

ろこび・おんよろこび

よろこび ﹇喜﹈︵名︶6 喜←おおよ

六601 之を聞いた萬じゅの喜はどん
なであったでございませう︒

十707図 降積みし雪もあと無くきえ
て︑山河草木喜にあふる＼春とはな
れり︒

十728図 一同謹んで承る中に︑常世
は有難さ身にしみ︑喜にみちて御前
︿略﹀︑先つ目に入ったのは︑

を退きけりとそ︒
十一588

大きなふかの死髄であった︒喜の聲
はどっと起つた︒

ては︑おとうさんを喜ばせてゐまし

十一9610 ところが母のとりなしで終 五537 ︿略﹀︑かへりに酒を買って來
に學校に入ることが出來たので︑リ

795

だ︒

十二586 父も喜んだ︑子どもも喜ん

︿略﹀︑林藏は好機至れり

十二586 しかも一番喜んだのはねぢ
であった︒

十二桝4図
︿略﹀耳新しい話に︑博士

とひそかに喜びて ︑ ︿ 略 V ︒

十一一佃9
我が國民には潔いこと︑あ

は満堂の會衆を喜ばせた︒
十一一139

よろし

宜し

つさりしたことを好む風がある︒櫻
ふぜい
の花の一時に咲き一時に散る風情を
﹇宜﹈︵形︶4

喜 ぶ の が そ れ で あり︑︿略﹀︒

どうぞよろしく申して下さ
おかあさんによろしく︒

い︒

五888團
八746団

おとうさんやおかあさんに

望遠鏡で見ると︑太陽の表

病であった︒

十一210

面は︿略﹀︑光の強い部分もあれば
弱い部分もあり︑︿略﹀︒

かと思ったが︑﹁︿略﹀︒そんな弱い

十一861園︿略﹀︑一所に船に上らう
ことではだめだ︒﹂と︑︿略﹀︒

よろしく︒

九95國

おついでに野田君や山口君

弱轟

どうか御遊親様によろしく︒

弱虫

十793団

﹇弱虫﹈︵名︶4

︿略﹀︑自分の子がかう弱虫の

のばしては巻いて︑氣長くあしらっ

てみるうちに︑さすがの鯨も次第に

弱って︑︿略﹀︒

ら

んえんそうしんゆうじゃくら・きみ

ら ﹇▽かたぎりかつもとら・かれら・が

ら・きょひでら・くちみみめてあし

んら・へいしら・ぼくら・もんじん

せいけつら・てあしらいちどう・どじ

ぶんら・せんいんら・それら・ちょう

すると︑しまひに皆が僕の ら・コー二ら・こどもら・これら・じ
事を弱毒だといって笑ひました︒

十9410園

わけがない︑︿略﹀︒

泣虫では︑第一藩主に止しても申し

八橋4

よわむし

十792団
にもよろしく︒

よはひ

十柵6馬上皆様へよろしく御傳へ下
﹇齢﹈︵名︶1

されたく願ひ上げ候︒
よわ・い

其の身を忘れ︑よはひを

忘れて︑人生の爲に墨くしたる大聖

十一81図

成程弱贔だ︒人の言ふこと
に封して﹃い＼え︒﹄と言切るには︑

十954囹

ら・りんぞうら・われら

二人用不意の來客にさも驚

﹇頼光﹈︹人名︺5 ライクワ

五一ちいさんは﹁もうすっかり

ニ︑シユテンドウジヲタイヂセ

イクワウトイフツヨイ大シヤウ

ライクワウハケライドモ

なことで︒﹂とおっしゃったら︑

虎はうんくうなって︑かけ 二736

ヨト︑オホセツケニナリマシタ︒

六312

よわりまして︒﹂といって︑︿略V︒

三345園く略V︑﹁いつもおたっしや一一73一 ソコデ天子サマカラ︑ラ

ウ

らいこう

いたらしい檬子︒

十二394

らいきゃく ﹇来客﹈︵名︶1 來客

お前のやうな弱小には︑ らい 且vすうひゃくねんらい

ほんたうの勇氣がいる︒

十956園

︿略﹀あぶない時でも︑言出すこと

弱い

の金蝿ない程︑﹃い＼え︒﹄といふ言

ヨワイ

の面目︑よく此の語にあらはれたり
といふべし︒

﹇弱﹈︵形︶7

ヨツテ︑︿略﹀バカニ

ヘ

︿略﹀︑此の弱い弓を取られ

︽ーッ・ーリ︾

どうも分らないのは︑あの よわ・る ﹇弱﹈︵五︶4 よわる 弱る

葉は言ひにくいのだ︒

スズ庭回ヨワイ鳥デス

︽ーイ・ーク︾

よわ・い

ガ︑ソバ

四372

だ︒

はれては︑源氏の名折れになるから

て︑﹃これが義纒の弓だ︒﹄などと言

六381園

りにすることだ︒

弱い人間がわれわれの仲間を生けど

六276園

シマス︒

温泉これあり︑病後の保養には特に

﹇宜﹈︵形︶1

垂となすに宜し︒

︽ーイ︾

よろし・い

ト︑山ブシ ニ スガタヲカヘテ︑

水にはこれといふ形がない︒

まはるより外︑どうすることも出子
八822

大江山ヘムカヒマシタ︒

十二㎜8囹 安芳は添言葉を老けて︑

ません︒とうく弱って︑蟻にあや

キリツケマシタ︒

ソレズ︑タチヲスルリトヌイテ

ライクワウハスコシモオ

︿略﹀︒それでは弱いものかといふに︑

︿略﹀︑綱を巻いてはのばし︑

二763

﹁︿略V御願ひ申す次第でござりま

十価6

乃木大 七949 仕合はせに午後は風が弱った︒

まったと言ひます︒

よろしく

八m7 乃木大將の幼年時代

さうではない︒

﹇宜﹈︵副︶6

みたが︑﹁よろしい︒︿略﹀︒﹂

よろしく

おく
將は幼少の時︑髄が弱く︑其の上臆

す︒﹂西郷はしばらくじっと考へて

よろしい

しきに耐ふるが故に︑家屋の柱・土

十二476図 ︿略﹀︑つがは堅くして久

願上候︒

十一個1圏団 其の節は何とぞ宜しく

宜しき由に候︒

十一424國団 御承知の通り島地には

御 知 ら せ 下 さ れ たく︑︿略﹀︒

候に付き︑何日頃がよろしく候や︑

九五10國国 近き中に頂きに上りたく

︽ーシ・ーシキ・ーシク︾

よう・し

よろし一らいこう

らいしゃ一らじょうもん

796

一一774

︿略﹀︑トウトウライクワウ

ガカチマシタ︒

シユテンドウジノテシタ．ヲノコ

二776 ライクワウノケライモ︑

翌週

ラズタイヂシテシマヒマシタ︒
らいしゃ ←こらいしゃ
﹇来週﹈︵名︶1

﹇来年﹈︵名︶3

せて下さいました︒

らいねん

來年

すら寒い秋風を浴びながら︑︿略﹀

とすぐに書物を取上げて︑テーブル

いらしかったが︑あの青年ははいる

沙漠地方二居ルラクダハ灰色
ホクキヨクグマ

十一729

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

ないらしい︒

︿略﹀︒しかし二人の少年はまだ知ら

ルの庭に︑大きなふかの頭が見える︒

十一564 ︿略﹀︑船から三四百メート

の上に置きました︒

ベルダンの職跡に立ってるます︒

アル︒

デ︑雪ノ中二住ム北極熊ハ上白デ

九169

サバク

着手は心置からといふことに らくだ ﹇驕駝﹈︵名︶一 ラクダ

早年もやはりあの稻を作り

なって︑︿略﹀︒

五704

ませう︒

六15園

かうしてみんな手をそろへ らくど ﹇楽土﹈︵名︶1 心土
そ

て働けば︑來年の秋はもう眞白な蕎

十435園

子を聞きとって︑後を追ったが︑松

九麗1属囲 あの中にて一番面白き話

らいしゅう

狭い島國に育ち︑生活の安

坂の町はつれまで行っても︑それら

十二悩7

易な盛土に平和を樂しんでみた我が

ば

國民は︑︿略﹀︒

思ふに落雷の爲に樹木が燃

らしい

←おとこらし・かわゆらし
ラシイ

れふ
ふと向ふを見ると︑銃猟に

二人は不意の耳当にさも驚

ベートーベンも我ながら鯨

りだしぬけだと思ったらしく︑口ご

十二399

いたらしい様子︒

十二394

眞一文字にこちらへかけて來る︒

出たらしいりつばな騎馬の人たちが︑

十﹁帯9

しい人は見えない︒

変の花で︑此の地面が埋まってしま

らし

えたり︑︿略﹀︒

十一661

來 らくらい ﹇落雷﹈︵名︶1 落雷

ふのだ︒

﹇来年辺﹈︵名︶1

をよくおぼえ置き︑來週學校にて話

年あたり

なってみる︒

︵助動︶1一

︽ラシイ・ラシカッ・ラシク︾﹇▽あいら

らしい

しい︒おとこらしい︒かわいらしい・

其の夜は風雨にともなって

﹇雷鳴﹈︵名︶1

雷鳴

來年あたりから掘ることに．

らいねんあたり

し方の時間に話し︑同級の人々を驚
かさんと樂しみ居り候︒

らいしゅん ﹇来春﹈︵名︶3 來春
びしゃも ん て ん

﹁來

九837圃園 ﹁毘沙門天を刻むのだ︒﹂ 五674園
﹁ 何 時 頃 ま で に出來ますか︒﹂

らいめい

雷鳴・電光ものすさまじい夜であっ

コウバデハモウシゴトガ

らしゃ ﹇羅紗﹈︵名︶2 ラシャ

もりながら︑﹁︿略V︒﹂

三46

﹁︿略V︒毛綜デオツ垂物ニ

ハ︑ドンナ物ガアリマスカ︒﹂﹁ラシ

ホ

ラシヤヤフランネルトチガ

八百屋ヤサカナ屋デ︑買出シニ行ク

門

羅城門

り
らじょうもん ﹇羅城門﹈︵名︶3 羅城

ツテ︑綜が細イカラ︑︿略﹀︒

六762園

ヤトフランネル︒﹂

社長さんは齢程の年よりらし

中尉の顔には漏足らしいゑみ

端に羅城門をふまへたる古の奈良の

ら

十二槌1図 ︿略﹀︑北に大内裏の宮殿
すざく
を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑南

都は︑︿略﹀︒

十二皿10図 ︿略﹀︑南の方郡山の町の

其のおかあさんらしい人が︑今日の

十二3310雲泥は今落日に署して︑う 十伽2園外の者は少しも氣がつかな

別れを惜しんで︑︿略﹀︒

十194囲中には︑君ぐらみの子供や︑

が浮んだ︒

九川5

す︒

いが︑にこにこしてみる元氣な方で

九503

ノラシイ︒

ヤ

ハジマツテヰルラシイ︒
ニ

カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑ 六753園

もったいらしい

四454園此のごろは大さうちが
は大きにらくになりました︒

やかましくなったから︑すすはき

六328

た︒

﹁ 來 春 ま で も ︒ ﹂ と 驚 け ば ︑ 十二725

春まではか＼るだ ら う ︒ ﹂

九838囲園
﹁立春までは︒ ﹂ と く り か へ す ︒
らいしんし

九839韻園 來春までは︒
﹇▽でんぽうらいし ん し

らいしんし ﹇頼信紙﹈︵名︶1 頼信紙 らく ﹇楽﹈︵形状︶2 らく 樂
それで十字だから︑︿略﹀︑

此の頼信紙に書きこんでごらん︒

らいしんし

七佃1園

年のより
人々物を出し合

︿略﹀小使の

樂園

樂なくらしにかへてやる︒

しがあはれさに︑

七964図圃
ひて︑

﹇楽園﹈︵名︶1

かゴやく此
とつ國

水また清く︑樂

美術の光の

たへなる花と︑

の地︑山皆緑に

十麗2図韻

らくえん

九174 北國局住ム野ウサギや高山ノ

らいちょう ﹇雷鳥﹈︵名︶3 雷鳥
カツンヨク

上二居ル雷鳥ハ︑夏ハ褐色デ︑枯
葉や土ノ二二似テヰルガ︑三二ナツ
テ雪が降りツモルト︑眞白図ナル︒

園日本の

九969圏 あの雷鳥といふ珍しい鳥も︑

此のあたりから頂上へ登る途中のは

人さへ

めつるもうべそ︒

ひ松の間に居るのです︒

雷鳥の給葉書を︑たくさん出して見

九972 ︿略﹀︑岡田さんは高山植物やらくじつ ﹇落日﹈︵名︶1 落日

797
らしんぎ一らる

らしんぎ

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒
﹇羅針儀﹈︵名︶1

十二画図 羅城門
らしんぎ

ふ物があって︑それで方角をとって
ラッコ

マメ

ラッパのひ窟きや大砲の音に︑

ラッパを吹き︑︿略﹀︒

九欄3
北風の心は先づ勇みたつ︒

十一撹図

ラプラタ河
ラル

︽ラル・

十982図

︿略﹀天祥大いに敗れ︑遂

に敵兵に捕へらる︒
ごく

天祥冒せらる㌧にのぞみ︑

十998図．遂に獄に投ぜらる︒
十柵3図
︿略﹀︒

十島1國団︿略﹀︑此の度始めて妹を
得られ候事︑御前様の御喜さぞかし

︵助動︶54

と察し申し候︒

らる

七欄5図彼岸ハ七日ノ中夏シテ︑其
クワウレイサイ

ちつ
レマン早舞も︑︿略﹀窒息

せられ︑將卒は多く戦死せり︒

九372図

し居たるを︑ドイツ兵に獲見せられ

これも早く承りたく︑御知らせ待ち
上げ候︒

十欄6圏團︿略﹀︑此の度の御報は全
︿略﹀︑近年は作物も改良せ

く夢かと存ぜられ候︒
早耳10図

られ︑︿略﹀︒

む︒

嚴島は古より日本三景

いつくしま

十一349図

さて昨日御地より蹄村

の一に敷へられて殊に名高く︑︿略﹀︒

十一417豊国

住持驚きて︑﹁東國へ

せられたる河井氏の御話によれば︑

︿略﹀︒

行き給ふと聞きしに︑今又此虜に來

十一485図園

られしは何故ぞ︒﹂と問へば︑蚤師

︿略﹀︒

働ける檬を見ては︑如何にもけなげ

＋而7圏︿略﹀かひぐしく立

原野は大てい牧場にて︑

に存ぜられ候︒

牛馬は放し飼にせられ居候︒

十一佃3國囲

十一糊2図 ︿略﹀︑一切経六千九百五

これ世に鐵凸版と労せら

十六巻の大出版は遂に完成せられた

十ニー61図

此の版木は今も聖福寺に

かの建御雷命が大國主命

勿論今日我が國にて爽行

︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

然らばかくの如き新聞は

讃者に報道せらる︒

パに起りし事件も僅か＝剛日にして

十ニー510図

一がいには言難けれども︑︿略V︒

せらる︑新聞中にも大小種種ありて︑

十ニー56図

と會見せられしは此虜なりといふ︒

十二91図

保存せられ︑︿略﹀︒

十一㎜5図

國に行はる＼は︑︿略﹀︒

る㌧ものにして︑一切纏の廣く我が

十一㎜3図

敬愛せられて︑幾度の改選にも重ね

く略V︑勾践は呉に捕へられ

孔子は︿略﹀︒少時より
學問に已み︑長じて後挿の君に仕へ︑
かん

︿略﹀︑孔子大いに之をう

ねぢ伏せられながら正國︑

清正がようひのすそをしっかとつか

十一307図

用ひられんことを求めぬ︒

れひ︑︿略﹀︑点く各國をめぐりて︑

十一56図

爲にさまたげられ︑︿略﹀︒

大いに治績を畢げしかども︑好士の

十一49図

ぬ︒

十全6図

年暴食せり︒

にも重ねて選出せられ︑既に二十齢

村長は︿略﹀︑幾度の改選

得ラルレバ償ナク︑得ガタケレバ償

カクノ如ク物二債アルハ︑

寳物殿に到りて御遺物を拝

十伽9図

り︒

ソレが如何ニマレニシテ︑

て選畢せられ︑︿略﹀︒

十36図

如クニ得ラレザルト出掛ルナリ︒

其ノ物が人ノ爲二有用ナルト︑意ノ

九452図

ク︑シタガツテ償アルコトナシ︒

ヒヤウナケレバ︑誰モ之ヲ買フ者ナ

タヤスク得ラレザル物ナリトモ︑用

九448図

アルナリ︒

九444図会ジ物ニチモ︑意ノ如クニ 十四8図 村長は︿略﹀︑深く村民に

て︑野戦病院に送られたり︒

十三5露量御名は何と付けられ候や︑

ラルル・ラルレ・ラレ︾

らる

七583囹 一たい船にはらしんぎとい ラプラタがわ ︹地名︺一 ラプラタ河
進みますから︑︿略﹀︒

﹇猟虎﹈︵名︶2

七836 海ニハ又獣類ガスンデヰル︒

らっこ

ニ

︿略﹀︑要塞は全く破くわい

ノ中日二︑春ハ春季皇璽祭︑秋ハ

フ

九369図

秋季皇璽祭ヲ行国電ラル︒

らっ

ツトセイ・アザラシナドガアリ︑
ラッコ
ラッパ

陸ノ獣二間タモノニハ︑ラッコ︒ヲ

︿略﹀︒

﹇劇臥﹈︵名︶8

七83図
らっぱ

ばnvきしょうらっぱ

四23 おもちゃやにはらつばや
かたなやひかうきなどがなら
べてあります︒

四41 あちらこちらに子どもの
ならすらっばやふえの音も
トウ

して︑たいそうにぎやかです︒
ンが小路ノオクニ聞エテ來テ︑町ハ

コウヂ

六334 豆腐屋ノラッパや煮豆屋ノリ
ダンくニギヤカニナツテ來タ︒
六871 象つかひが乗ってみて︑口上
をのべては︑らっぱを吹かせたり︑
ごばんの上へ乗らせたりした︒

せられし御有檬︑

一つくの御品の

観す︒平生きはめて御質素にわたら

列︒﹂のラッパが一きは高くひ〜き

九643 ︿略﹀︑先づ﹁雨舷直︑整

︿略﹀︑二時の御殿・御庭な

上にうかゴはれて︑︿略V︒

なりとそ︒

どの︑今も其のま＼に保存せらる︑

十41図

渡ると︑︿略﹀︒

九664 間もなく食事用意のラッパが
ひゴく︒

九6610 此の時信號兵は﹁君が代﹂の

られる一られる
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しふ

のです︒︿略﹀︒かうのびてはと

信玄は刀をぬくひまがない︒

ぐんばいうちはでふせいだが︑えが

七451

折れて︑肩先へ切りつけられた︒

も︑︿略V︒

られず︑此のま＼切腹を命ぜられて

おとうさんがおかへりに 七992園 たとひ敷年の軍功がみとめ

なった時には︑︿略﹀︑みんなが

これは親孝行のほうびに︑

作太郎は父につれられて︑は

︿略﹀︑役場につとめてゐら

かへって︑はだみはなさず持

それからこ＼に六百齢年︑ま

せん︒

八342

正直者の清正は︿略﹀︑とう

信作が落ちたのにかまはず

もう一年︑もう一年とのば

︿略﹀先生が︑女生徒を一人

此所では女の先生が︑生徒に

保護色ヲモツテヰルト︑マハ

又妄動物日︿略﹀鮮カナ膿色

ヲモツテヰル︒︿略﹀︑之二近ヅカウ

九208

二見ツケラレナイ︒

リノ色ニマギレテ︑容易二他ノ動物

九163

もく教へてるられた︒

八939

五十音の畳音を教へてるられた︒
こん
︿略V︑先生は根氣よく︑何度

おん

八937

つれて︑はいって來られた︒

八862

つて見ますと︑︿略﹀︒

さうして教へられた場所へ行

﹁もう︑どうしても待ってるられま

させてゐましたが︑四年目になると︑

八244園

相手を助けてやったのはえらい︒

人の命にはかへられないと思って︑

馬をかけさせたら︑大勝に勝つのに︑

八116園

られました︒

く太閤のお目通へ出ることを禁ぜ

七997

腹を命ぜられても︑︿略﹀︒

おひるすぎおかあさんにつれ 七992園たとひ︿略﹀︑此のま＼切
やまとたけるのみこと

5天皇は日本武尊にこれを

した︒

つてみた刀を見つけられてしまひま

六561

れた下村さんは騎兵︑︿略﹀︒

六407困

御命には代へられませぬ︒

六372園たとひ金銀で作った弓でも︑

じめて町へ行きました︒

五632

神々がさづけられたにちがひない︒

五556園

征伐せよとおほせられました︒

せいばつ

五

られて︑買物に行きました︒

五226

ほめられました︒

四465

そこから竹の子が出る

ぱう
十一一847図園 容貌の異なる汝が彼の
てもたべられません︒

らず紙にあらず︑實に團扇に用ひら

三264

如何にして編輯せられ︑印刷せられ︑

地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑
電燈の獲明せられたるは︑

なぶりものにせられて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑印刷せられ︑讃者

十二m3図

讃者に配布せらる㌧か︒
十ニー62図
に配布せらる＼か︒

電燈の畿明せられたるは︑

今より凡そ百十鯨年前のことなり︒
十二川4図
して使用せらるるに過ぎざりしが︑

かくて刷上りたる新聞は︑ ︿略﹀︒當時は軍に理化學の實験用と

十ニー62図 ︿略﹀︑讃者に配布せら
る︑か︒

十一一1810図

直に販費部を纒て遠近に郵送せらる︒
︿略﹀︑次第に改良せられ

て︑四五十年の後には燈心などにす

十二川5図

十二464血煙に杉は人爲によりて容 次第に改良せられて︑︿略﹀︒
易に増殖せらる〜鮎において檜にま
さり︑︿略﹀︒

ゑ附けらる＼に至りぬ︒
十二川6図

十二4610図 ︿略﹀檜を以て第一とす
べし︒︿略﹀︑建築材として最も重ん

燈塁などにすゑ附けらる︑に至りぬ︒

︿略﹀︑四五十年の後には

ぜらる︒

の域に進みしが︑︿略﹀︒

十二475図 ︿略﹀︑もみは柔かにして 十一一擢7図彼が稀代の天才はこ＼に
かん
も遺憾なく襲揮せられて︑着々成功
工作に便なれば︑諸種の箱を作るに
用ひられ︑︿略﹀︒

しく︑︿略﹀︑又くるひ少きが故に装

れたる竹なりしなり︒

十二483図中にもけやきはもくめ美 十二備10図 彼の眺め入りしは絶にあ
飾罫として珍重せられ︑︿略V︒

今日文明の利器と構せら

て︑唐糸様がおしこめられて居られ

六598囹あの中には石のらうがあっ

十二485図 ︿略﹀︑栗は耐久・耐濃の 十二価1図

る︑ものにして︑直接間接に彼の天

ない︒

ないやうにした︒

番兵を置いて︑城兵が汲みに來られ

六925

先づ谷川のほとりに三千人の

だ一度も外國から攻められたことは

六856

少しも屈せず︑︿略﹀︒

六818

ます︒

才によらざるもの殆どなしく略V︒
︿略﹀︑先生には何時も

性殊に著しきを以て︑家屋の土塁︑

十二梱4圓國

計算は私が一番達者なりとて︑何時

通有も左のかたを射られたが︑

鐵道のまくら木戸の用に供せられ︑
︿略﹀︒

かけ下され︑常に﹁︿略V︒﹂と仰せ

御壮健の由︑︿略﹀︒私のこと御心に

らる︑由︑︿略﹀︒

今日一語家を形成する

國々にして︑國旗の制定せられざる

十二608図
所なし︒

に染分けられたるは︑フランスの國

十二632図書・白・赤三色を以て縦 十二梱6船囲 く略V︑仲間のうちにて
もほめられ申候︒

︽プレ・ラレル︾

此の三色は︑自由・平られる ︵助動︶87 ラレル られる

旗なり︒

十二634図

等・博愛を表すものと魅せらる︒

799
られる一られる

トスルモノガナイカラ︑タヤスク見

ふまいけん

トメラレル方ガカヘツテ安全ナノデ
アル︒

おかあさんは︑﹃︿略V︒﹄と

う直に食べられる︒
九佃9園
言ってゐられるが︑︿略﹀︒

波︑危く岩に打付けられ︑忽ち死の

十586
くわい

さい
殊に要塞が敵にかこまれて︑

無線電信機は破壌せられ︑傳令使
は途中で要撃せられ︑全く方法の書
きた場合などには︑︿略V︒

られ︑︿略﹀︒

旅僧が一夜の宿を頼むとお

太郎は前から父に︑﹁︿略﹀渡

すると橋はまん中から折れて︑

い＼え︑僕は止められてゐ
︿略﹀︑さすがの鯨も次第に弱

此の場合には訴へられた者

へられた方を被告といふ︒

十一206

十一196︿略﹀︑訴へた方を原告︑訴
ひ

虜まで引寄せられた︒

つて︑船から五十メートルぐらみの

十価8

るから渡りません︒

十947園

の人々に助けられ︑︿略V︒

三人は水中におちいった︒︿略﹀村

十939

みたのであるが︑︿略﹀︒

つてはならぬ︒﹂と固く禁ぜられて

十936

いらっしゃいます︒

ほせられて︑あなたのお露を待って

十611園

度任務を命ぜられると︑︿略V︒

やがてボートは岸をはなれた︒ 十589あ㌧︑あのかはい＼鳩が︑一

︿略﹀︑忽ち大波にゆり上げ︑ゆり下

十2610

じっと見ては居られません︒

十263園私は︑とても人の死ぬのを 十587 ︿略﹀︑傳令使は途中で要撃せ

九229園 それから元庵様・不昧軒様︑ 十123 ︿略﹀高橋さんが來られた︒
一 そ う 研究を進められた︒
なへ

二代つゴいて︑其のお志をおつぎに
なり︑

前もたしかに半人前だ︒﹂と︑おか
げられながら︑︿略﹀︒

九478国 私は苗くばりをして︑﹁お
あさんにほめられました︒

口に呑まれようとする︒

九588 庭に敷きつめたむしろの上に︑ 十274 ．打ちよせる大波︑打返すさか
黄色い萎の穗が一面に廣げられて︑

私は教へられた通り︑雑木を

束ねては運び︑運んでは又束ねて︑

十422

︿略﹀︒

しよう

精一ぱいに働いた︒

九615 人の顔がやっと見分けられる

やうになった頃︑時鐘番兵がこと

︿略V彼は︑目のさめるやう

くと艦橋の下へ果て︑︿略﹀︒

十458

な柿の色の美しさに打たれて︑もう

九631 それにつれて︑つり床は正し
く一定の場所に納められる︑すべて

立っても居ても居られなくなったの
である︒

十486

柿右衛門はひとり我が歯内に

︿略﹀︑無線電信などが爽明せ

︿略V︑不通な刑罰が加へら
ぺん

が被告で︑︿略﹀︒

鳩を通信に使ったのは︑︿略﹀︑ 十一221

られて以來︑︿略﹀︒

十5410

るばかりでなく︑︿略﹀︒

おいて古今の名工とた＼へられてる

十501

もうじっとしては居られない︒

一番鶏の聲を聞いてからは︑

の窓や出入口は開かれる︒

九669 午前八時になると︑艦尾の旗
竿に軍艦旗があげられる︒

九675 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
べんけい

清 め ら れ た 乗 員 は︑︿略﹀︒

られてるる衣川は︑すぐ此の先に

ころも

九727園 辮慶が立往生をしたと傳へ
ある︒

九767 私は叔父さんに連れられて宿

十5410

れぬやうに被告を保護するために辮

に着いた︒

無線電信などが爽明せられて以下︑

二人置少年はボートに乗せ

九919園 此の大熊こそは︑先にジュ

十一615

︿略﹀︑突如として眼前に展

られて蹄って通る︒

十一589

護士といふものがある︒
︿略﹀︑やはり此のやさしい︑

自然輕んぜられるやうになった︒
十553

事が謹明せられたので︑︿略﹀︒

ゐ
しかも勇ましい通信者の働の偉大な

ノーに形を攣へられたおかあさんの
カリストだつたの で す が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

みるのが目につく ︒ ︿ 略 V ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ も

九槌3 ︿略﹀柿がすゴなりになって

開せられた風景は︑雄大といはうか

がう

︿略﹀︑火を使用するのは人

豪壮といはうか︑︿略V︒

類ばかりで︑他の動物には見られな

十一659

い所である︒

木炭や石炭や石炭ガスの火
に
は︑部屋を暖めたり物を煮たりする

十一676

又此の外に貨幣の代りに用

に用ひられ︑︿略V︒

ひられる紙幣がある︒

十一777

一家の暮し向は誠にあはれ

なもので︑食物なども自由には得ら

十一9510

僕はおとうさんから︑誰

れず︑︿略﹀︒

十一佃2園

が來ても此の門をあけてはならない

ウェリントン公爵ともい

と言ひつけられてるるのです︒

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一伽9園

言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑

︿略V︑白い粉が一面に煙の

どうしても考へられません︒

やうに立ちのぼって︑目も口もあけ

十一撚3

られない︒

十二202 ︿略﹀︑既望にも幾段にもき

彼等が町人といって賎しめ

づき上げられた山畑には︑︿略﹀︒

十二243

られたのも其の爲であらう︒

理解されず︑商人の人格が重んぜら

十二246 ︿略﹀︑立って商業の本質が

れなかったからである︒

音樂堂・食堂なども設けられてあり

十二332国塔の中には責店もあり︑

らん一り

800

つた︒

︽ラム・ラン︾

黒もま

一一117

ウシワカマルハヒラリト

ランカンヘトビアガリマシタ︒

くQ

文字はハッキリと 当量に書
﹇乱入﹈︵サ変︶1

此所は天下の役所なるに︑

︽ースル︾

く︑︿略﹀︒

十一681

らん

ランプ らんぷ←の

のランプが之に代り︑︿略﹀︒

後らふそくや種油がともされ︑石油

燈火としては︑︿略﹀︑其の

四282 電とうはらんぷとちがつ
て︑へやのすみずみまであかる

きランプ

︵名︶2

許しもなくて導入するとは不届しご

八419園

齪入する

らんにゅう・する

くと見誤ります

導管図

我が國が︿略﹀︑今や世界 らんざつ ﹇乱雑﹈︵形状︶1 齪雑

こほりなく成し遂げられるやうにな

十二槻8

ます︒

スなどでは見られ ぬ 光 景 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

随って國民は國の誇を傷つ

︿略﹀創造力は︑十分に襲

興せられたことがなく︑︿略﹀︒
ラン
らん

十二研1

けられたことがなく︑︿略﹀︒

十二駕9

たのは︑︿略﹀︒

五大國の一に敷へられるやうになつ

十二352囲 これはイギリスやフラン

あきてみた私には︑如何にも心地よ

十二3610団 久しく軍調平凡な景色に
く眺められます︒

十二656 リや王は︿略﹀︒それに近
來はめっきり元氣が衰へて︑もう政
務にもたへられなくなって來た︒

十二7810 かうしてだんく網の中がらん ﹇蘭﹈︵名︶3 蘭 蘭 蘭

此ノ轟ハ︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテ

ラン
九1910此ノ轟ハ三二二二止ツテヰテ︑
ランプ

︿略﹀︒

狭 め ら れ る に 二 って︑︿略﹀︒

十二897 そこで天皇が之を裁可せら
九202

︿略﹀︒

十棚5園

らむ

らん
景雲は重に蘭の類を集めて

ヰルト︑全ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑

れ︑公布せしめられると︑始めて法
律が出來上るのである︒

十二898 そこで天皇が之を裁可せら
れ︑公布せしめら れ る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︵助動︶5

ある庭だ︒

らん

十二916 折から飛下りて來た鳥が鍬
に傷つけられた轟をついばんだ︒

にくらしき黒と思へば︑
た︑意地悪き人と見るらん︒

いつ方に志してか︑日
あり
やけたる道を蟻の行くらむ︒

古寺の

ランカン

昔の音やこもる

建長・圓覧

﹇欄干﹈︵名︶一

り

には︑日本人の纒憎してるるゴム園
もたくさんにある︒

り
利

共同助力は人の道︑ お

﹇利﹈︵名︶1

﹇里﹈︵名︶2

里﹇▽いちり・いち

のれの利のみかへりみず︑︿略﹀︒

七966愚智

り

十﹁513

︹地名︺1 蘭玉東印度
らん
マレイ半島・蘭墨東印度等

十二928 こんな事を次から次へと考 八269図圏 軒下にはらばへる黒き犬︑らんりょうひがしインド ﹇蘭領巾印度﹈
へては︑遂に心の苦しみにたへられ
な く な っ て ︑ ︿ 略V︒

十二962 ︿略﹀︑やがて此の尊い心境 八275図圏 ︿略﹀︑ 愛らしき三毛と
思へば︑

三毛もまた︑したはしき
人と見るらん︒

國に母をや残すらん︑

を世界の人々と共にせずにはみられ

らんかん

らん︒

山門高き松風に︑

十二287図圏

盛りの

十二34図圃

彼のまぶたにつゆありき︒

八574図韻

ぬといふ慈悲の心が︑胸中にみなぎ
りあふれた︒

までも侵略し︑尚進んで電氣機關車

しん

十一一価8圓 電車は次第に汽車の領分
さへも用ひられるやうになりました︒

十二伽4 慶喜から官軍に封ずる交渉
の全椹を委任せられてみた奮幕府の
やすよし

ゐ
︿略﹀︑維新の大事業もとゴ

陸 軍 総 裁 勝 安 芳 は︑︿略﹀︒

十二瀧4

りはん・いちりよ・いっせんさんびゃ

くり・きゅうひゃくり・ごじゅうり・

ごり・さんじゅうごまんしせんり・さ

さんり・しちり・しひゃくごじゅう

んぜんはっぴやくまんり・さんより・

びやくり・にさんり・はちりはん・

り・じゅうり・すうり・せんり・なん

ひゃくり・ひゃくりさき

︽リ・ル︾

今日商工業サカンニシテ︑

リ り

十一皿図里
十二85色里

り ︵助動︶鵬

大工場多ク︑エントツノ煙ツネニ空

七288図

当直クノ堀アリテ︑川ト川

ヲオホヘリ︒

七293図

これより獅子はく略V︑武

トヲツナゲリ︒

士には無二の從者となれり︒

七326図

かくて幾年かすぎし後︑武

士は海をこえてふるさとへ削ること

七329図

となれり︒

七331図獅子はもとより武士にした

がひて行かんとせり︒

七345出時 ︿略﹀︑空一ぽいの星は皆︑

遠洋航海を終へて︑郷里に

涼しく金にまた＼けり︒

七522図

載り奉れる太平丸の船長は︑︿略﹀︒

日其の町の學校へまねかれて嘱航海

七524図 ︿略﹀太平丸の船長は︑ 一

の話をなせり︒

かくて船長は︿略﹀寓眞帖

を學校に寄附して去れり︒

き ふ

七617図

801
り一り

︿略﹀︑物責は

になへる

其の時︑御供にしたがひ給

おとたちばなひめ

九107図

へる弟橘媛︑尊の御身危しと昇給

七956図圏

我が荷下に置き︑ 掛聲高くおして
ひ︑︿略﹀︒
おとたちばなひめ

く略V弟橘媛︑︿略﹀︑き

の上に飛下り給へり︒

︿略﹀︑要塞は全く破くわい

砲音たえし野点に

ひら

玉をふくめるこま犬も︑

同は︑河井先生にみちびかれて︑東
︿略﹀︑御庭の此所彼所に︑

京代々木の明治神宮に参辞せり︒
十44図

下葉の色づきかけたるはぎ茂れり︒
︿略﹀︑新に植込みたる木

の敷︑實に十敷萬本に及べり︒

十510図囹

十908図圏

く略V

語りつ＼孕る若き

︿略﹀︑宋は次第におとろへ

人々︑ 今朝とく出でし兄も交れり︒

十9610図

︿略﹀全村頗る豊にして︑

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒

村民皆其の家業を樂しめり︒

十伽5図

︿略﹀︑生徒はく略V︑卒業

しみとせり︒

後も尚早校の門に出入することを樂

十協5図

年勤績せり︒

にも重ねて選許せられ︑既に二十鯨

十64図園種類は大てい我が國に産 十伽10図 村長は︿略﹀︑幾度の改選

からふと

する限りを書くし︑産地は日本全國
にわたれり︒

十644図

︿略﹀︒

とい

からうじて僧をともなひ露

へるにも似たりけり︒

みたる様は︑古歌に

十643図︿略﹀︑進みもやらずた＼ず

へり︒

十614図僧は改めて主人に一宿をこ

の家の主人なるべし︒

ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此

十656図
り︒

三人はみうりを富みて坐せ

く略V︑山河草木喜にあふ

秘藏の梅・松・櫻の鉢植なり︒

十708図

諸國の大名・小名きら星の

る＼春とはなれり︒

十712図

如く並べる中に︑︿略﹀

つ

いう

とん
︿略﹀三萬四千噸の大戦艦

︿略﹀舟坂山にかくれ︑今

昔支那に呉・越とて相隣れ

よう
中庸は徳の至れるもの

へん
孔子常に中正不偏を貴び︑

黒きはめて學問に熱心に

可なり︒﹂といふに至れり︒

ゆふべ
して︑︿略V︑﹁︿略﹀︑夕に死すとも

十一了5図

し︒﹂ともいへり︒

︿略﹀︑﹁過ぎたるは及ばざるが如

十一了2図

なり︒

十一了1図園

る二國ありき︒

十榴3図

かりしかば︑︿略﹀︒

かくと待ち奉れり︒行幸守りに遅

十個5図

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二1図 ︿略﹀︑高徳一族共を集めて

れり︒

陸奥は︑海を後にして悠然と横たは

む

十174図

杉・檜の植林を螢めり︒

ひのき

十605図折から︑たもとの雪を打彿 十伽6図青年團の事業の一として︑

十64図園 塁湾・樺太など︑遠方よ
せられ︑將卒は多く戦死せり︒
ばく
り送り來れるもあれば︑枯損ずるも
九3610図 レマン楽髪も︑発起の爆襲
ちつ
の多かるべきに︑︿略﹀︒
によりて起れるガスの爲に窒息し居

九369図

卵二つころがれり︒

わら
九146図︿略﹀︑敷藁の中に見事なる

ぬの敷物八枚を波の上に敷重ね︑其

九115図

やる︒

七欄3図 故二﹁暑サ寒サモ彼岸マ
デ︒﹂トイヘリ︒

︿略﹀︒

八267図圃 軒下にはらばへる黒き犬︑

八556図圏︿略﹀杖にすがりてとぼ
くと︑歩み來れる老婆あり︒
︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

八586図

ニ記シタル看板ヲ出セルハ︑ヨク人

︿略﹀︑エンミッヒ將軍はみ

たるを︑︿略﹀︒

つから進んで握手を求め︑﹁︿略V︒﹂

ヨリテ看板ノ如キモ︑︿略﹀︑ 九381図

ノ知ル所ナルベシ ︒

キソヒテ小屋根ノ上腿カ・グルニ至

八594図

レリ︒

と感歎せるに︑︿略V︒

つエ

死所を得たるを喜べり︒

九438図書

に︑

九424図圏二人の我が子それぐ

るく︑ くつれ残れる民屋に︑︿略﹀︒

イモ
八599図 彼ノ焼藷屋ノ看板二︑八里 九3910図圏 ︿略﹀︑揮丸あともいちじ
半ト記セルモノノ如キハコレニシテ︑
其ノ味クリニ近シトイフ意ナリ︒
ラフソク

八611図 又足袋屋・蝋燭屋・時計
モケイ

クシ
屋・扇屋・櫛屋乱丁ハ︑商品ヲ大キ

ト

十月十二日︑我等五年生

思しく其の夜のゆめに入れり︒

十13図

ひ

信吉は感心して︑熱心に空 十663図 く略V主人の持來れるは︑
げて︑﹁︿略﹀︒﹂

を仰ぎみしが︑驚けるやうに聲をあ

九895図

皆ちいさんののみのあと︒

獅子も︑

し

九824図書

れる主人は︑︿略﹀
クセル模型ヲカ・グル風アリ︒
めき立てり︑日の御旗︒
ぜん
ろう
八628図 保己一はく略V︑多くの書 九8110図翻店に飾れる石燈籠︑︿略﹀︒ 十654図 やがて運び來れる貧しき膳
から
︿略﹀︑ぼたんにくるふ唐
に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒

物をあらはせり︒

八985図韻 今はとボートにうつれる
中佐︑︿略﹀︒

九15図圏 あらゆるものはやみとい

やまとたけるみこと

ふ 黒きとばりにおほはれて︑ 安
き眠に入れるなり ︒

︿ 略 ﹀ ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ 今の浦賀のあたりより

うらが

九102図学行天皇の皇子日本武尊︑ 九933図 信吉は兄と姉とに謝して︑
海を渡り給へり︒

リエージューりえき
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十一78図 ﹁おのれを修めて人を安
んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を
︿略﹀︑幾頭かの馬をひき

あらはせる語なり ︒
よごのうみ

十一242図

て余吾湖のほとりに下り刷れる七八
人の兵卒あり︒

十一259図 夜ふけに及んで︑鉢峯を
守 れ る 兵 卒 の 一 人︑︿略﹀︒

りQ

我が心に思ひ構へし事

書がけるが如く美しき山の︑

鐵眼は一生に三度一切

かん

経を刊行せり︒

︿略﹀︒

こずゑ

︿略﹀︑かしはく略﹀︑

雪白の地に紅の日の丸を
元來イギリスは︑イング

︿略﹀︑更にアイルランド

イタリヤの國旗は︑緑・

︿略﹀︑蓋世は幕府の命に

さかのぼること五日︑遂に目的地な

露途一行は黒龍江を下り

るデレンに着せり︒

十二876図

林藏が二回の探検により

て河口に達し︑海を航してノテトに

漁れり︒

て︑︿略﹀︑此の地方の事情も始めて

十二881図

︿略﹀︑東大寺の金堂は天

我が國に知らる＼に至れり︒

空高くそびえて︑五丈三尺の大佛一

十二999図

千二百年の面影を残せり︒

︿略﹀︑南の方郡山の町の

東に羅城門の跡今も残れりといふ︒

十二鵬1図

こもれる大和うるはし︒

十一一鵬7図魍 めぐらせる青垣山に︑

十一一欄7図團 めぐらせる青垣山に︑

こ＼において彼は人を世

こもれる大和うるはし︒

界の各地につかはして竹を採集せし

十二桝4図

め︑其のもたらせるものに就いて綿

密に研究せしが︑︿略﹀︒

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十一一描6図 ︿略﹀︑日本の竹最も適當

出せり︒

エヂソンの獲明せるは電

話・電燈・電信・電車・︿略﹀︒

十二脳8図

︿略V︒

リエージュの要塞に立てこ

もりたるベルギーの勇將レマンは︑

九362図

リエージュ ︹地名︺一 リエージュ
えうさい

︿略﹀︑同年七月林藏は軍

たまくコー二が交易の

に止むれども林藏きかず︑遂に同行

十二848図

翌日此の地を去り︑河を

することに決せり︒

十二871図

十伽3図

︿略﹀鯉・鮒を養ふことも

りえき ﹇利益﹈︵名︶6 利益
ふな

コー二はく略V︑しきり

藏は好機至れりとひそかに喜びて︑

ため大陸に渡らんとするに際し︑林

十二艇4図

身にてまた樺太におもむけり︒

十二829図

岸を探検せり︒

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海

十二826図

白地中に王家の紋章を表せり︒

白・赤の三色を縦に染分け︑中央の

十二642図

今日の如き形式をなすに至れり︒

徽章ある其の國旗を合はせて︑遂に

の加はるに及び︑白地に斜赤十字の

十二625図

て︑︿略﹀︒

ンド三國の合同して成れる田家にし

ランド・スコットランド・アイルラ

十二619図

ゑがける我が國の中耳は︑︿略﹀︒

十二612図

を受くるものを製作するに適せり︒

櫓・車・運動器具の如き強烈なる力

ろ

十二487図

く略V︑今度はひぢを張り︑ 十二42図圃 ︿略﹀︑三園の
ふ
さやかにふれる白雪︒
足をのべ︑手を口に當てて鶴の臥し

十一474図

たる様をなせり︒

十一478図園
を如何にして知り給へるか︒

十一483図未だ一月もた＼ざるに︑
かの壷師は突然蹄り逼れり︒

十一6110

去れりといふ︒

十一2610図 木之本には秀吉の誉れる 十一492図 ︿略﹀︑又別れを告げて立
なり︒

或は右に或は左にあらはれるのは︑

十一283図︿略﹀︑秀吉の軍は︑此の
サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

だけ

鯉川に早々のとりでより重れる守兵

人の最も多く住める庭にて︑︿略﹀︒

十一価10國団

此の邊は南米中︑日本

と合して︑︿略﹀︒

︿略﹀︑盛政は睦嶽より西

北に當れる高地に兵を引きまとめた

十一284図

子供が︑各余人の間にまじりてかひ

十一柳6囲囲中にも十三四ばかりの

十一318図 福島正則以下の六人︑ま

ぐしく立働ける様を見ては・︿略﹀︒

りしが︑︿略﹀︒

たそれぐに名ある勇士を討取って︑
十一慨8図

すなはち喜捨せる人々に
鐵眼こ︑において再び意

十一㎜8三園

集に着手せり︒

たる鐵眼は︑終に奮って第三回の募

二度資を集めて二度散じ

をも留めざるに至れり︒

十一伽1図鐵眼︿略﹀︑又もや一鏡

の事業を中止し︑︿略﹀︒

を決し︑喜捨せる人々に説きて出版

十︻協9図

其の志を告げて同意を得︑︿略﹀︒

十一摺8図

に世に存するのみにて︑︿略﹀︒

古は︑支那より鶴野せるものの僅か

一切纒は︑︿略﹀︒されば

武名を天下にとゴうかせり︒
せん

り田園よく開けて︑豊饒を敷けるが

十一341図 雨岸及び島島︑見渡す限
如く︑︿略﹀︒

十一351図 我が國に遊べる西洋人は
此の瀬戸内海の風 景 を 賞 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

此の瀬戸内海の風景を賞して︑世界

十一352図 我が國に遊べる西洋人は
における海上の一大公園なりといへ
り︒

せ る 人 な る に ︑ ︿略﹀︒

十一4410登園 君は書を以て一家を成 十一伽4図

十一465図 さまたげせんも心なしと
思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ
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リオデジャネーローりくじょう

盛にして︑大てい二年毎に之を挙る
に︑其の利益少しとせず︒
ひのき
︿略﹀︑杉・檜の植林を噛め

十伽7図

りかがく

理化學

電燈の登明せられたるは︑

﹇理化学﹈︵名︶1

十一一m4図
︿略﹀︒當時は軍に理化學の實験用と

して使用せらるるに過ぎざりしが︑

﹇力説﹈︵サ変︶1

力

博士は先づ﹁︿略﹀︒﹂とい

︽ーシ︾

りきせつ・する
説する

十二柵7

つて︑︿略﹀我が國では︑將來避く

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

地球の表面には︑海と陸と

げました︒陸へ上った時︑︿略﹀︒

ありて︑海の廣さはおよそ陸の二倍

七14図

半なり︒

り︒其の利益は︑大部分を學校の基

七839

海を分けて太平洋・大西

陸ノ獣二似タモノニハ︑ラツ

陸ニスムモノデハ︑象が先ヅ

リ︑魚二丁タモノニハ︑︿略﹀︒

コ・ヲツトセイ・アザラシナドガア

七835

大洋洲とす︒

南アメリカ洲・北アメリカ洲・及び

ヤ洲︒ヨーロッパ洲︒アフリカ洲︒

洋・印度洋とし︑陸を分けて︑アジ

七16図

の二倍半なり︒

七15図く略V︑海の廣さはおよそ陸
力藏

水力電氣の利用をはからなければな

さん

木びきの力藏さんがうたをう

錦りがけに︑力藏さんにお禮

父は毎日︑兄や木びきの力藏

船がまぐろで一ぽいになる

一番大キイガ︑︿略﹀︒

りくあげ・する ﹇陸揚﹈ ︵サ変︶− 陸

蹄って來る︒

と︑︿略V︑えつさくと陸の方へ漕

力藏さんも︑︿略﹀︑大のこぎ 十二7910
りでひき始めた︒

十3910

そくまで働いてみる︒

さんと︑朝早くから行って︑夕方お

十382

又お出で︒﹂と言ひました︒

を言ひましたら︑コ雨降ったら︑

六186

ひいてゐました︒

たひながら︑大きなのこぎりで板を

六166

﹇力蔵﹈︹人名︺7

らぬことを力説した︒

︿略﹀︒

リガン

次にリガンは﹁︿略﹀︒﹂

りきぞうさん

本金とし︑︿略V︒

︹人名︺5

王にはゴネリル・リガン・

十一一675

王はリガンにも三分の一を
王は胸も張裂けんばかりに

十二681

コーデリヤといふ三人の娘があった︒

十二657

リガン

いせいとうほうりかく

十一375園 早く間伐して心材を取る りかく ﹇▽きんせいせいほうりかく・す
目的のところでは ︑ 一 坪 に 一 一 本 も 三

本も植ゑるが︑此の邊では太材を取
る方が利益だから︑かう間をおいて
︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

植ゑるのだ︒
十二232

時の利益を得るに止って︑永績する
與へた︒

ところがリガンは︑︿略﹀︑

利器

力藏さん︑まあ︑一服やつ

すぐ其所から汽車にのせて︑︿略﹀︒

七384国船から陸あげした荷物は︑

︿略﹀︑力藏さんは見向きもせ あげする ︽ーシ︾

﹇力松君﹈︹人名︺1

力

慶喜から官軍に封ずる交渉

はた拾︑まり送︑おにごっこ︑

何でもなれてしまへば︑少しも陸上

六794

りくじょう ﹇陸上﹈︵名︶5 陸上

やすよし
陸軍総裁勝安芳は︑︿略﹀︒

の全権を委任せられてみた奮幕府の

十二伽5

陸軍絡裁

力藏さんのひいてみたけやき りくぐんそうさい ﹇陸軍総裁﹈︵名︶1
りきまつくん

の大木も︑︿略﹀切倒された︒

十餌1

て︑止めようともしない︒

ずに︑元氣な聲で︑﹁︿略V︒﹂と答へ

十406

てから始めなさい︒

︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明 十405囹

﹇利器﹈︵名︶3

︿略﹀︒

ヨーロッパに起りし事件も僅か一雨

の利器を用ふるを以て︑今や遠く

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

十ニー58図

︿略﹀︑相當に名ある新聞

をうがち︑河水をせき止めた事など︑

の利器を運用して︑山をくづし︑地

十372

りき

すげなくも王を内に入れなかった︒

十二717

ンの許に走った︒

怒り︑早速馬にむちうって次女リガ

昔 は 個 人 の 利 益 を 螢 む の が 十二717

こ と が 出 楽 な い から︑︿略﹀︒

十一一2310

商業であると思はれてるた︒

十二241 それ故大多数の商人は︑自
己の利益を除いては︑殆ど何物をも
眼中に置かず︑︿略﹀︒

リオ︑

リオデジャネー口 ︹地名︺一 リオデ
ジャネーロ

︹地名︺一

十一槌図 リオデジャネーロ
リオデジャネーロし

デ︑ジャネーロ市

理解

ジャネーロ市は︑ブラジル國の首府

十一鯉6圏囲 目下滞在中のリオ︑デ︑

﹇理解﹈︵サ変︶1

に て 非 常 に 景 色 よく︑︿略﹀︒

りかい・する

正作君と大工の松さんは工
陸

それでも義纒は︑太刀で熊手

﹇陸﹈︵名︶7

六367

りく

兵︑力松君は砲兵︑︿略﹀︒

松君
日にして讃者に報道せらる︒

る＼ものにして︑直接間接に彼の天

六406団

︽ーサ︾

度が低いために︑共同生活の意義が

才によらざるもの殆どなしといひて

十二246 これはひつきやう文明の程 十一一柵1図今日文明の利器と稻せら
明らかでなく︑二って商業の本質が

可なり︒

する

理解されず︑︿略﹀︒

りくち一りっぱ
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とかはらない︒

に氣がついた︒

安い︒

十527園

多く附く︒

大勢の人に利子を彿ふだけ

定期の方には利子がずっと

便利だが︑その代り利子が

七875海藻町営が咲カナイ︒根ノヤりし ﹇利子﹈︵名︶5 利子
ウナ所モ︑陸上ノ植物ノ六二養分ヲ
吸取ルタメノモノデハナイ︒

十531園

九633 これ等の仕事は︑陸上の家で︑ 十527園

雨戸をくるのとかはりはないが︑
貸附の利子は預金の利子よ

貸附の利子は預金の利子よ

り高くしてあるから︑︿略﹀︒
り す

栗鼠

り す
すると木のうろから︑栗鼠が

﹇栗鼠﹈︵名︶1

︿略﹀︒

スル︾

利する

︽一

商業は之に從事する商人だ
理想

十一一柵3園

的

一二最も理想的な燈火は

太陽の光のやうに明るくて︑しかも

利息

ほたるの光のやうに熱をともなはな
いものであります︒

植林は貯金のやうなもの

﹇利息﹈︵名︶1

十一409園

りそく

で︑植ゑてさへおけば︑年々太って
立春

おちいさんにきいたら︑二百

﹇立春﹈︵名︶5

利息が附いて行く︒

七936

りっしゅん

十日といふのは立春の日から二百十
日目の日のことで︑︿略﹀︒

おとうさん︑二百十日は
立春から二百十日目に當るのですね︒

十一883圏

弟は︿略﹀︑すぐ二百十日
の通日から立春の前日の通日を引去

十一8810

それも立春から敷へると

つて︑﹁成程︑二百十日目だ︒﹂

十一8910囹

八十八日目で︑稻をはじめ大ていの

リッパ

り

五日月立春つちのとと

物の種をまく目安になる日だ︒

りく略V

十一89図

﹇立派﹈︵形状︶23

見マスト︑モウリツパニセミ

三588スコシタツテカラ又來テ

つば

りっぱ

かくの如く各國の國旗は︑

﹇理想﹈︵名︶1

十二647図

りそう

けを利するためのものではない︒

十二222

﹇利﹈︵サ変︶1

一匹︑けろりとした顔を出したが︑

九336

りす

十537園

銀行の牧入になるのだ︒

り高くしてあるから︑其の差だけが

身 網 の 外 側 や 陸 上 の 高 い 虜 十536園

では︑銀行が損をしないでせうか︒

毎朝起きると先づ夜具をかたづけ︑

︿略﹀︒

十一一7710
︿略﹀︑其の後無線電信が

に魚見やぐらが設 け て あ っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二柵10園

獲明されて︑陸上でも海上でも︑自

陸地

由に消息を交換することが出來るや
﹇陸地﹈︵名︶1

うになりました︒

りくち

陸地に出あったのが︑それ程の手が
陸中

理くつ

り・する

八758囹 大洋を西へくと航海して︑

つ

﹇陸中﹈︹地名︺1

らだらうか︒

りくちゅう
む

かのトンネルをくゴると︑廣い原野

九748 陸中と陸奥との境にある幾つ

﹇理屈﹈︵名︶1

がだんくに開けて守る︒
りくつ

理想

︿略﹀︑或は其の國民の理想・信仰を

﹇理想郷﹈︵名︶1

表すものなれば︑︿略﹀︒

りそうきょう

六443園 なるほど︑理くつはさうだ︒

りこう﹇利口﹈︵形状︶2りこう利

れうり

ニナツテヰマス︒

八665囲此の港には︑十五六年前に

さ
殊に徳川幕府二百飴年の鎖
國は︑國民をして︿略﹀︑徒に此の

りつばになってゐます︒

大地震があって︑町は大方こはれた
理想

のですが︑今では前よりもかへって
﹇理想的﹈︵形状︶1

小天地を理想郷と観じて︑世界の大
りそうてき

勢を知らぬ選民とならしめた︒

十二燭3

八926 おとよは話し方ばかりでなく︑ 郷

口
さんじゅつ さいほう

書き方も算術も裁縫も料理も七つ
てるる︑汚そうり こ う だ か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

るどい目の光︑其の様子がどうも一

九脳8 中尉の固く結んだ口もと︑す
通りでない︒利口な北風はすぐそれ

此所は有名な商業地ですが︑

りっぱな學校もありますし︑︿略﹀︒

八736團

︿略﹀︑もう二年たって︑此の

學校を卒業する頃には︑りっぱに一

そつ

八928

くわんあん

人前の事が出量るやうになる︒

九226圏 ︿略﹀︑四代前の歓唐様が︑

りっぱな書物もお書きになった︒

︿略﹀︑始めて南南をお修めになり︑

りっぱな卜者を先生にして︑一心に

九274園 ︿略﹀︑すぐに江戸へ出て︑

學問をはげむがよい︒

そこで間もなく片手間に精

米所を始め︑追追に大きくして︑あ

九558園

︿略﹀候補者ノ中二︑實ニ

んなりつばな會社にしたのだ︒

九捌3園

リツパナ考ヲ持ツテヰテ︑アノ人ナ

ラバト思バレル人ガアルカラ︑︿略V︒

大そうりつばになりました︒

十126園今通って見て來ましたが︑

おとうさん︑今度役場の隣

にりつばな建物が出來ましたね︒

十505囹

つたが︑今度はあ＼いふりっぱなの

十508園今までは横町の小さい家だ

お志は有難いが︑そんなり

を建てたのだ︒

つばな鉢の木をたくのは︑どうぞ止

十665圏

めて下さい︒

く略V朝鮮ホテル・朝鮮銀

行・京城郵便局・天主教意思などの

十763團

りつばな洋館がそびえてみる︒
せうかい
︿略﹀︑中には知名の人の紹介

十梱4

状を持って來た者や︑りつばな學歴

805
りはってん一りょう

の あ る 者 も あ っ たのに︑︿略﹀︒

十悩3園 りつばな人の紹介状よりも︑
何よりも︑本人の行がたしかな保誰
です︒

四277本町通は夜もひるのや
うで︑りはつ店などはまぶしい
理非

りゆう

龍山はもと漢江にのぞんだ

小さな町であったが︑︿略﹀︒

十768国

ふ虜があります︒
かんかう

うんがだんめんりゃくず・めいじじん 十767国 京城の西南部に龍山とい
ぐういきりゃくず

理由

なって︑今では龍山も京城の中に編

入されたのださうです︒

﹇竜山停車場﹈

し
此虜には軍司令部や龍山停

龍山停車場

十772団

︵名︶1

りゅうざんていしゃば

其の外にもいろくの理由が

れて次第に廣がり︑開方が器品きに

これは略本暦だ︒この中 十771国 く略V︑京城の襲冠するに連

﹇略本暦﹈︵名︶1 略

十316

﹇理由﹈︵名︶1

にある﹃通日﹂で敷へて御らん︒

十一887囹

本暦

りゃくほんれき

さて一族どもに奪はれた佐

﹇理非﹈︵名︶2

ほどです︒
りひ

十718園
野三十齢郷は︑理非明らかなるによ﹂

十一99 ︿略﹀︑河岸には領事館・税
關を始め︑銀行・會社等のりっぱな

︿略﹀︑訴訟ある者は申し出

りゆう

つて汝に返しあたへる︒

十726園

建物がそびえてみ る ︒

あるので︑︿略﹀︑太平・大西召電の

十一632 それが今は人口約二尊︑戸
るがよい︒理非を正して裁断致すで

あった︒

敷約四千を算するりつばな町となつ
リボン

水を通はせることは到底謡言ぬ事で

︵名︶一

あらう︒
眞淵はもう七十歳に近く︑ リボン

りゅう

﹇流域﹈︵名︶2

︿略﹀我が國の國旗は︑
りゆう
︿略﹀︑皇威の爽揚︑國運の隆昌さ

﹇竜頭﹈︵名︶1

龍頭

龍頭を廻すと︑今まで死

りゆうつ

忽ち︿略﹀音を立て始めた︒

んだやうになってみた懐中時計が︑

十二593

りゅうず

ながら旭日昇天の勢あるを思はしむ︒
りゆうづ

十二613図

車場などがあります︒

りゅういき

海軍のをぢさんがお出でにな

揚子江ノ流域ハ地味スコブ りゅうしょう ﹇隆昌﹈︵名︶1 隆昌

五167

八218図

十勝川の流域一帯の廣野は

そのおれいにりゅうぐ

﹇竜宮﹈︵名︶4 りゆうぐ

すものは帯廣の町である︒

いはゆる十勝平原で︑其の中心をな

十一626

つて︑春子にはゑ葉書とリボン︑僕

リや王

ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

︹人名︺4

リや王はもう八十の坂を越

りゅうぐう

りゅうぐう

う龍宮
三416園

リや王はフランス王を其の

りゅうつう ﹇流通﹈︵名︶1 流通

なって轟がつかなくなるさうだ︒
りうび

の危険を防ぎ︑又空氣の流通がよく

︿略﹀︑かめはだんだん海十一396 ︿略﹀︑枝を打てば︑山火事
つきました︒

こよなき知遇︑︿略﹀︒

ぐう

十一⁝川6図圏 ︿略﹀︑ 劉備が三顧の

りうび

りゅうぴ ﹇劉備﹈︹人名︺1 劉備
りゅうぐうのおとひめは

﹇竜山﹈

うらしまのきたのをよろこん

三426

くりゆうぐうへ

の中へはいっていって︑まもな

三424

場に呼んで︑コーデリヤを勘締した
リや王は百人の家憲を連れ

うへっれていって上げませう︒

た︒

て先づ姉娘ゴネリルの許に身を寄せ

十二71一

ことを告げた︒

十二706

えた︒

十二653

リやおう

さいました︒

には小刀とえんぴつをおみやげに下

流域

たのである︒

十一7310

いろくりっぱな著書もあって︑天
町のりつばなる事も︑

下に聞えた老大家 ︒

十﹇櫃10國囲

文明諸國の大都會に比して少しも劣
る所これなく候︒

れふ
十一摺9 ふと向ふを見ると︑銃猟に
出たらしいりっぱな騎馬の人たちが︑
眞一文字にこちらへかけて來る︒

十一伽4ジョージは︑かねてウェリ
ントン公爵が勲功も高く︑りっぱな

ルーブル博物館も一覧し

人物であるといふ事を聞いてみたの
で︑︿略﹀︒

十一一325団

りゃくず

第十四課

←からふとりゃくず・パナマ

十二652

龍山

りゅうざん

う

りょう ﹇両﹈﹇▽ごじゅうりょう︒ひや
リやおうものがたり ︹課名︺2 リヤ
五594 ことにしほのみちた時は︑社
くわいらう
くごじゅうりょう・ひやくりょう
王物語
殿や廻廊が海の中に浮いて︑お話
りゅうぐう
りょう ﹇料﹈﹇▽つかいりょう・でんぽ
十二目15 第十四課 リや王物語
にある龍宮はこれかと思はれます︒
りゆう
︹地名︺3 龍山 うりょう・とくしゅとりあつかいりょ

で︑︿略V︒

二型は荒野にさまよってゐ
たりヤ王を見附けて︑コーデリヤの

十二733

許に連れて來た︒

ましたが︑りつばな選書・彫刻の多
いことは恐らく世界第一であらうと

りはつ

リや王物語

思ひました︒

十二燭2 我々は︿略﹀大國民たるに

﹇理髪店﹈︵名︶1

そむかぬりつばな國民とならねばな
らぬ︒

店

りはってん

りょう一りょうしゅ

806

りょう

﹇量﹈︵名︶1

量

爾

爾岸

瀬戸内海には︿略﹀︒爾

﹇両岸﹈︵名︶1

が道路の雨側に並び︑︿略﹀︒

りょうがん

心眼

︿略﹀主人の物語に︑いた

﹇両眼﹈︵名︶2

けて︑毛饒を敷けるが如く︑︿略V︒

せん

岸及び島島︑見渡す限り田園よく開

十一339図

︿略﹀︑富里の意見が一致す りょうがん

きしゅうりょういん
十二893

れば︑最後に議決した議院の議長か

十一915園 それから雨雪の量は何庭
ら國務大臣を纒て奏上する︒

﹇両替店﹈︵名︶1

が一番多いか︑又︼年中で何時頃が

替店

十698図

く動かされたる旅僧は︑雨雪に涙を

戸棚7

た＼へて聞きみたり︒

ベートーベンの正眼は異様

﹇両軍﹈︵名︶1

乗移ったやう︒

爾軍

に輝いて︑彼の身には俄に何者かが

十一一415

分室もあれば︑雨部署や︑いろく

爾がは

りょうがわ ﹇両側﹈︵名︶8 リヤウガ
ガハ
爾側 爾側

りやうがは

ニハ︑

りょうぐん

新道ノリヤウガハ

新シイ家が七八ケンデキマシタ︒

謙信は︿略﹀信玄の陣へ攻入
つた︒︿略﹀︒雨軍は入りまじって︑

七444

火花をちらして戦った︒

私のうちの表通は︿略﹀︑り りょうげんちょく ﹇両舷直﹈︵名︶2
爾舷直

う

た

ど

良材として最も世に著る︒

りょうし ﹇猟師﹈︵名︶7

れふし

︿略﹀︑みほの松原を通りました︒

三824むかし一人のれふしが

あまりけしきがよいので︑

れふしがぼんやりと海をなが

三836

れふしはかへしませんで

めてゐました︒

した︒天人は︿略﹀︑なみだにう

三867

まして︑﹁あまりおかはいさうで

るむ目で空を見上げました︒
三872 れふしはきのどくになり

すから︑おかへし申します︒

三894 れふしがはごろもをかへ
しますと︑天人はそれを着て︑

れふしが見とれてゐます

まひはじめました︒

冬時の海には︑よくこんなこ

と︑天人はまひながらく略﹀︒

三902

館

爾者

其の場合に貸主から借主を

中にも南部松・日向松は りょうしゅ ﹇領主﹈︵名︶1 領主

言分を聴いた上で︑︿略﹀︒

裁判所に訴へると︑裁判所は雨者の

十一193

りょうしゃ ﹇両者﹈︵名︶1

建物がそびえてみる︒

關を始め︑銀行・會社等のりっぱな

十一98

︿略﹀︑河岸には領事館・税u

りょうじかん ﹇領事館﹈︵名︶1 領事

其所此所にします︒

とがあります︒こんな時には︑

上甲板洗は水兵の受持で︑先 六207

爾舷直といふのは︑特別の務

﹁︿略V︒﹂と言ふれふしのこゑが︑

九645

づ﹁雨舷直︑整列︒﹂のラッパが一

やうがはの歩道に人通のたえること

近年人々ノ生活次第ニイソ

きは高くひ〜き渡ると︑︿略﹀︒

九642
道の雨がはは一面に青田で︑

八591図

ちやうど田の草取のさい中です︒

五662

がありません︒

五325

ならんでゐます︒

りやうがはに︑いろいろな店が

四21

鳥みのあたりは︑道の

三498

ハ

の責店もあります︒

︿略﹀︑此の外に中央郵便局の

りょうがえてん

一番多いか︑こんなことも記してあ
る︒

りょう ﹇漁﹈︵名︶1 れふ﹇▽たい

﹇ 領 ﹈ ﹇ ▽ いちりょう

れふを致して居り ま し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

りょうばた
ばう
七711園 房州へ出かせぎに行って︑
りょう

﹇利用﹈︵名︶3

利用

りょう
は實にめざましいものです︒

十一一備6園 現今における電量の利用
︿略﹀︑急流や呪言に富んで

みる我が國では︑將來葺く水力電氣

十二備7

の利用をはからなければならぬこと
を力説した︒

十二佃1 最後に博士は電氣こんろ・
電氣アイロン・装置ストーブ︒扇風

爾足

機など︑家庭における虚血の利用に
だん
就いて興味ある話をして壇を下った︒
﹇両足﹈︵名︶1

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

りょうあし

とである︒

ガハ

雨側ヲナガメテ︑ユルく歩クガ如

良港

ガシクナリテ︑見物人ノ外ハ︑町ノ

つ
津・高濱等良港多く︑︿略﹀︒

阪・神戸︒尾道・宇品・高松・多度

うじな

十︸346図瀬戸内海の沿岸には大

﹇良港﹈︵名︶1

出して︑ふみしめてみる雨足が︑き

︿略﹀︑道は低いみねつたひに

キ者ナシ︒

九321

なる︒何時もはうす暗い程茂り合つ

はに木立すき間もなく茂りて︑︿略V︒

十二495園

︿略﹀シャンゼリゼーの りょうざい

大通には︑五六層もある美しい建物

十一一319囲

﹇良材﹈︵名︶1 良材
ひうが

十16避く略V南参道に入る︒雨が りょうこう ﹇良好﹈εけいかりょうこ

てるる雨がはの木立も︑︿略﹀︒

りょうこう

八544 ︿略﹀︑間もなく腰がふらつき
ねをふり上げるたびに動いた︒

りょういち ﹇良＝︹人名︺2 良一
十9210 翌日太郎が友だちの正雄・良
一と三人連で︑學校から錦る時の事

爾院﹇▽

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 正 雄 が 言 ふ と ︑ 良

であった︒

十932

﹇両院﹈︵名︶1

一はすぐ賛成した ︒

りょういん

807
りょうじゅう一りょうぶん

ざ

ゑもん

六月十五日

良助

愛作
利用す

﹇利用﹈︵サ変︶7

︽ーサ・ーシ・ースル︾

りよう・する
する

雨量

た︒早速用手に一匹つつつかむと︑

︿略﹀︒

てうせん

豊臣秀吉が朝鮮へ向はせた先

とよとみひでよし

手の大羽は加藤清正・小西行長の雨

人でした︒

さつま

高輪の薩摩屋敷で會見したが︑其の

たかなわ

しば
十二伽10 西郷は早速承知して︑芝︑

日要領は遂に得がたく︑囚人は翌日

の再會を期して別れた︒

二人はたがひに馬を乗りよせ

馬の間にどうと落ちた︒

て︑馬上のま＼でむんずと組み︑雨

七477

りょうば ﹇両馬﹈︵名︶1 爾馬

︿略﹀︑英國人はマレイ半島

リヤウ手

︿略﹀︑近年外國から種馬を輸

精したので︑大いに改良されて︑い

七282

りょうはし

我に愛する良馬あり︒

﹇両端﹈︵名︶1 雨はし

けん
今日の記念に献ずべし︒

九429図翻園

さうして残りの領地を二分 たる所に良馬を見るやうになった︒
﹇両手﹈︵名︶4

して︑姉二人にやってしまった︒
りょうて

少年はひざに雨男をついて︑

ヒロゲルト︑右ノ手ノ方ガ
南デ︑左ノ手ノ方が北デス︒

︿略﹀︑珍しい薄紫が二匹ゐ りょうぶん ﹇領分﹈︵名︶1 領分

岸の如きは︑︿略﹀︒

雨半島にはさまれてるる中湖の東

や＼複雑になってみる︒︿略﹀︑殊に
なかのうみ

半島が並んで突出してみるために

十二505 ︿略﹀︑東南岸だけは二つの

半島

りょうはんとう ﹇両半島﹈︵名︶1 爾

ある︒

あり︑棟の爾はしには千木が置いて

三473東ヘムイテリヤウ手ヲ 六鵬7國棟にはかつを木がならべて

雨手

七974

天守閣ニハ棟ノ雨端二軍ノ りょうにん ﹇両人﹈︵名︶2 爾人

﹇両端﹈︵名︶1

の良性・美徳が登達した︒
りょうたん

八968図

シヤチホコアリ︒

領地﹇▽ぜ
︿略﹀︑北方に元といふ國お

﹇領地﹈︵名︶5

至った︒

十二663

は娘たちを面前に呼んで︑︿略﹀︒

さて領地をゆつる日に︑王

の領地にパラゴムの木を移植するに

十一508

ば︑︿略﹀︒

こり︑︿略﹀︑宋の領地ををかし﹂か

十969図

んりょうち

りょうち

︿略V︑一方を飼養所︑一方を

傳書鳩を利用する場合はなか

く多い︒

十578

するのである︒

食事所とし︑︿略﹀︑其の往來を利用

十567

利用

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒

﹇利用﹈︵サ変︶1

ませう︒
馨

十683囹 佐野源左衛門常世と申して︑
もとは佐野三十饒郷の領主︑それが

爾將
爾將

を養ふことも盛にして︑︿略V︒

羽 飛 立 つ た ︒ 十価2図

︽ーシ︾

りよう・す

︿略﹀ ︑ 山 鳥 が

一族どもに所領を 奪 は れ て ︑ ︿ 略 V ︒
れふ
﹇猟銃﹈︵名︶1 猟銃

りょうじゅう
十4210

乃木大壁と會見の︿略﹀︒

︿略﹀︑敵の將軍ステッセ

﹇両将﹈︵名︶1

れふ
同時に猟銃の音が績けざまに二襲聞

えた︒

りょうしょう
ル

九427図圏
ひるげ

三食共にして︑ なほもつきせぬ物

語︒

りょうしょうぐんのあくしゅ ︹課名︺

墨書鳩を利用する場合はなか

地酒を指さしながら領地の三分の一

十582

く多い︒飛行機の不時着陸地鮎を

を與へた︒

2 雨將軍の握手

知らせたり︑︿略﹀︑いろくに利用

長女の言葉に満足した王は︑りょうば ﹇良馬﹈︵名︶2 良馬

九目10 第九 雨將軍の握手

する事が出來る︒

十一一674

九361 第九 雨將軍の握手

十一277図 五十人の兵は行くく百 十一686

りやう
りょうしょく ﹇糧食﹈︵名︶1 糧食

をあらゆる方面に利用することを考

人は︿略﹀︑火の熱と光と 十二6910

姓をつのり︑かゴり火をたかせ︑
りやう

へて來た︒

暦は實に重寳なものだ︒

漁夫は︿略﹀︑狂ひ廻るま

九219

後には変の束が山と積んであ

老人の顔をじっと見つめながら聞い
てるる︒

十ニー19

︿略﹀︒

は︑土手で根本の所をつかんで︑

る︒それをてんでに一束つつ取って

九5610
良性

れましたが︑今やそれが盛に利用さ
﹇良性﹈︵名︶1

忠孝は實に我が國民性の根
本をなすもので︑之に附随して幾多

十二榴3

りょうせい

れる機運となりました︒

十一一佃2圏又最近無線電話が登明さ

用して船中に引上げる︒

ぐろを引っかけ︑はねるはずみを利

十二795

寳の持ちぐされだ︒

︿略﹀︑それを利用しないでみるのは

十一944園

糧食の用意をなさしむ︒

ごりょうしんさま

りょうしん ﹇両親﹈︵名︶3 両親←

あ い さ つ を す ま すと︑︿略﹀︒

八836 信吉は僕の雨親に蹄って來た
八丁6 其の時大字は江戸から大阪ま
で︑馬やかごに乗らず︑雨親と共に
歩いて行った︒

十柵1圏國 雨雲も非常に驚き居り︑

良助

あつく御悔申し上げ候やうにと申し
出で候︒

﹇良助﹈︹人名︺1

七407団後便に調いろく申し上げ

りょうすけ

りょうほう一リンカーン
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十一一価7園 電車は次第に汽車の領分
りょうみみ

るまい︒

までも侵略し︑尚進んで電駐機關車
五798

しん

さへも用ひられるやうになりました︒

りょこう・する

﹇旅行﹈

︵サ変︶−

旅

道雄が今朝起キテミルト︑商

︽ーシ︾

行スル

雨耳

﹇両耳﹈︵名︶1

九佃10

用デ四囲ノ方へ旅行シテヰタ父ガ︑

義家は︿略﹀狐を追っかけま

した︒︿略﹀︑爾耳の間をねらって︑

りょうほう ﹇両方﹈︵名︶8 雨方

敵

旅順へは汽車で一時間で行

﹇旅順開城﹈
二軸開城約成りて︑

旅順開城

九394図心

乃木大回と會見

旅順港外うらみ

﹇義塾港外﹈︵名︶

所はいっこ︑水師螢︒

の將軍ステッセル
の

旅順港外

りょじゅんこうがい

1

︿略﹀︑

旅人

ほせられて︑あなたのお録を待って

十611圏旅僧が一夜の宿を頼むとお

︿略﹀主人の物語に︑いた

いらっしゃいます︒

く動かされたる旅僧は︑馬借に涙を

十698図

た﹂へて聞きみたり︒

旅僧もまた主人夫婦の情心

これは何時そやの大雪に宿

にしみて︑そゴうに別れがたき思あ

十704図

り︒

十716囹

を借りた旅僧であるぞ︒

十六のお前が︑旅費も乏し

りょひ ﹇旅費﹈︵名︶1 旅費

トウ

フ

リン

ニ

マメ

豆腐屋ノラツパや煮豆屋ノリ

﹇鈴﹈︵名︶一

い旅先で親に別れては︑︿略V︒

九2610園

りん

ンが小路ノオクニ聞済テ來テ︑︿略﹀︒

コウヂ

六334

リンカーン ︹人名︺1一 リンカーン

アメリカ合衆心第十六代の

り前︑ケンタッキー州の片田舎の貧

大統領リンカーンは︑今から百年鯨

十一947

しい家に生れた︒

アンドン

﹇旅人宿﹈︵名︶5

軍神廣瀬と其の名残れど︒

八992図圃
ぞ深き︑

りょじんやど
宿

旅人宿紺屋ト記シテ掛クルモアリ︑

此ノ他宿屋ニハ︑掛行燈二
︿略﹀︑看板ノ種類ハキハメテ多シ︒

八613図

平凡

夜汽車デ蹄ツタトコロデアツタ︒

けます︒

七396団

﹇二二﹈︹地名︺1

頭の上をすれくにいました︒

さいほう

りょじゅん

六234 爾方からおしよせて︑ちんの

りょうよう■たいへいだいせいりょう
よう
さんじゅつ

れうり
﹇料理﹈︵名︶1 料理

間がわっか一二 町 ば か り に な り ま し た ︒

六237 其の夜のことです︑義仲はひ
りょうり

樹・白壁︑はるかに紺青の空にそび

︵名︶1

︿略﹀︑書き方も算術も裁縫 りょじゅんかいじょう

も料理も習ってみる︑︿略V︒

れうり

八926

そかにみ方の者を敵の後へまはらせ
て︑雨方から一度にどっとときのこ
ゑをあげさせました︒
キ

クワンヂヨノリヤウワキ

八365一意の子を二人の眞中に置い りょうわき ﹇両脇﹈︵名︶一 リヤゥワ
て︑雨方から子どもの手を取って引

四861園
ヰジンデス︒

ニカザツテアルノデセウ︒ズ

合へ︒

八371 二人の女は八略﹀︑雨方から
引 合 ひ ま し た が ︑︿略﹀︒

←げんどうりょく・じょうき

﹇緑樹﹈︵名︶1

りよく・どくそうりよく
りょくじゅ

緑樹

りよく・そうぞうりよく︒ていこう

りよく
九2210園 しかし此の農學といふ學問
．は︑種々様々の事を︑實地と學理の
雨方から調べて行かねばならぬので︑
︿略﹀︒

かんかう

十325 此の湖へ雨冷の海から掘割が 十二365圏 ︿略﹀︑湖畔に連なる緑
通じてある︒

家はインディアナ州に移ったが︑

十﹁9410 リンカーンが七歳の時︑一

八61図

旅人宿
緑草

旅人宿

﹇緑草﹈︵名︶1

︿略﹀︑緑草の間に羊の群を 八61図
十一605

りょくそう

これは今から百三十年ばかり

旅人宿

たどり着きたる旅僧あり︒

州佐野の里に︑つかれし足の歩重く

十一955

十一9610

ところが母のとりなしで終

ことなどは殆ど出來なかった︒

リンカーンは十歳頃までは本を讃む

かういふ有檬であったから︑

う父の手助をしなければならなかつ

行にはよき日なりなど思ひつ＼︑

十一961

前に︑下野の國足尾山中の旅人宿で

リンカーンは其の頃からも
九281

八61図
﹇旅行﹈︵名︶2

︿略﹀︒

なして遊ぶ様は︑實にのどかである︒
りょこう

旅僧

た︒

﹇旅僧﹈︵名︶5

起つた事で︑︿略﹀︒

しもつけ

旅行﹇▽ご

十7610囲龍山はもと漢江にのぞんだ えて雪をいたゴくアルプの連峯︒
小さな町であったが︑京城の襲展す
るに連れて次第に廣がり︑等方が町
績きになって︑今では龍山も京城の
中に編入されたのださうです︒

︿略﹀岡田さんが旅行からお

りょそう

︿略V︒

十二410図︿略﹀︑暖さ春の如し︒旅 十596図 雪の日の夕暮に近き頃︑上

繋りになったと聞いて︑︿略﹀︒

九935

十一389 ︿略﹀︑下枝を伐落して行く りょこう・しゅうがくりょこう

と︑今まで爾方の枝と枝と組合って
みたのが急に間がすいて︿略﹀︒

りょうほう ﹇利用法﹈︵名︶1 利用法

てこれで完成したといふわけではあ

十︸686 しかし火の利用法は︑決し

809
リンカーンのくがく一る

に學校に入ることが出來たので︑リ
ンカーンの喜は一通りでなかった︒

を持ってるる人の所には遠近を問は

十一989 熱心なリンカーンは︑書物
ず借りに行った︒

偉人を非常にしたってみたので︑

ゐ

＋一995リンカーンはかねぐ此の
︿略﹀一心に讃績 け た ︒

十一9910 リンカーンがふと目を下し
た時はもう遅かった︒
ま＼リンカーンにやった︒

十一伽8 其の人は︿略﹀本は其の
十一㎜9 リンカーンは其の本をてい
ね い に 乾 か し て ︑︿略﹀︒

て忠實に働くと土止 に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一梱2 リンカーンは父の手助をし
リンカーンのくがく ︹品名︺2 リン
カーンの苦學
苦學

十一目9 第二十二課 リンカーンの

臨御

十一946 第二十二課 リンカーンの
苦學
﹇臨御﹈︵名︶1

臨終

十摺9図皇后陛下の臨御と共に︑式

りんぎょ

﹇臨終﹈︵名︶1

は始りぬ︒

りんじゅう

林藏﹇▽

等

文化六年六月の末︑コー

﹇林中﹈︵名︶1

林中

繹迦は︿略﹀︑遂に病を得
てクシナガラ附近の林中に留った︒

十二984

りんちゅう

じて今の間宮海峡を横ぎり︑︿略﹀︒

二・林藏等の一行八人は︑小舟に乗
けふ

︿略﹀︑同年七月林藏は軍 十二855図

岸を探検せり︒

十二828図

たまくコー二が交易の

身にてまた樺太におもむけり︒

十二餌4図
ため大陸に渡らんとするに際し︑林
藏は好機至れりとひそかに喜びて︑
切に己をともなはんことを求む︒

る

能力なり︒

骨細ー81図

︿略﹀太平丸の船長は︑

日其の町の學校へまねかれて︑航海
図

取扱上不都合の廉あらば口頭

の話をなせり︒

七

︿略﹀︑さとすべき子にさ

文は無料郵便にて申越されたし

毎日世話し居ることとてい

つれの鶏も皆かはゆき中に︑ひよこ

九137図

は一そうかはゆく思はる︒

九151図父上の命にて︑養鶏は今年

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

されたれば︑︿略﹀︒

ほりょ

九373図 レマン將軍も︑︿略﹀︑野戦

病院に送られたり︒

後日レマン將軍が捕虜とし

てエンミッヒ將軍の前に引出されし

九376図

時︑︿略﹀︒

九辮4圏団母は其の方々の顔を見る

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

十月十二日︑我等五年生一

出されて︑︿略﹀︒

同は︑河井先生にみちびかれて︑東

十13図

爾がはに木立すき間もなく

京代々木の明治神宮に三舞せり︒

茂りて︑新しき宮の境内とは思はれ

十17図

ず︒

平生きはめて御質素にわた

らせられし御有様︑一つくの御品

十37図

平生きはめて御質素にわた

の上にうか〜はれて︑︿略﹀︒

十37図

らせられし御有様︑一つくの御品

名古屋市ハ此ノ城アルニヨ

小さき悔をいだきつ㌧︒

八579図画
とされし

の上にうかゴはれて︑無量の感に打

案内の人にみちびかれて︑

途中︑先生は﹁︿略﹀︒﹂と

十698図

︿略﹀主人の物語に︑いた

語られたり︒

十74図

まつ社務所の隣なる奮御殿を辞観す︒

十41図

たれたり︒

リテ名高ク︑﹁尾張名古屋ハ城デ持

安

あらゆるものはやみとい
黒きとばりにおほはれて︑

綿毛に包まれたるひよこど

くとかけ廻る︒

も︑小さき聲を立てつ＼︑ちよこ

九125図

き眠に入れるなり︒

ふ

九14図翻

ツ︒﹂ト歌心レタリ︒

八973図

一

殊に驚くべきは輪轄機の

十一一糾8図rコ白糟は︿略﹀︑しきり りんてんき ﹇輪転機﹈︵名︶1 輪輻機
に止むれども林短きかず︑遂に同行
することに決せり︒

出嚢の日近づくや︑林藏

はこれまでの記録一切を取りまとめ︑

十二餌9図

土人等林藏を珍しがりて

之を從者に渡していふやう︑︿略﹀︒

十二863図

林二

七523図

やがて酒食を出したれど る ︵助動︶4一 ル る ︽ル・ルル・レ︾

之を他の家に連行き︑︿略﹀︒

十二866図

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧
みず︒

土人等怒りて韓語の頭を
打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二867図

て土人等を等し︑林藏を救ひ出しぬ︒

十一一868図折よく同行の樺太人來り
林藏の怪しみもてあそば
る﹂こと︑前壷にては更に甚だしか

十二872図

此庭にて林藏はコー二等

りしが︑︿略﹀︒

十二877図

に別れを告げ︑同年九月の半ば︑白
主に蹄着しぬ︒

林藏が二回の探検により
て︑樺太は大陸の一部にあらざるこ

十二879図

﹇林蔵等﹈︹人名︺1

と明白となりしのみならず︑︿略﹀︒

りんぞうら

十二986 いよく臨終が近づいた時︑
﹇林蔵﹈︹人名︺12

繹迦は︿略﹀︒

りんぞう

まみやりんぞう
︿略﹀︑林藏は幕府の命に

よって︑松田傳十郎と共に樺太の海

十二824図

く動かされたる旅僧は︑爾眼に涙を
た﹂へて聞きみたり︒

十711図 常世は︑︿略﹀はせつけた
り︒やがて命ありて御前に召されぬ︒

て眠るが如く︑︿略﹀︒

十二872図

されば珍しき事件の起り

林ユ藏の怪しみもてあそば

十二佃7属国

類←きかいる

︿略﹀︑なれぬこととて

﹇類﹈︵名︶7

仕事に追はれ︑︿略﹀︒

カザリ

カマ

洋物屋ノ看板二︑シャツ・

看板ニハマタ商品ヲエガキ
ハウチヤウ

いことは恐らく世界第一であらうと

思ひました︒

るす ﹇留守﹈︵名︶2 るす 留守

ていただいて︑うち中の者が潮干狩

七161圏昨日おかあさんにるすをし

に参りました︒

いますので︒

十5910園折あしく主人が留守でござ

るすい ←おるすい
ナペ

タルモノアリ︒︿略﹀︑金物屋ノ看板

島︑湖畔に連なる緑樹・白壁︑︿略﹀

﹇瑠璃色﹈︵名︶1 るり色

アルプの連峯︒

島︑湖畔に連なる緑樹・白壁︑︿略﹀︒

十二364団るり色の水に浮ぶルソー

るりいろ

又或動物ハ保護色ト口中封二︑

︽ース

るり色の水に浮ぶルソー

ルソーとう ︹地名︺一 ルソー島
リ︒

九209

マハリノ物トマギレナノーヤウナ鮮カ
ナ冥色ヲモツテヰル︒︿略﹀︒此ノ類

︿略﹀︑五時世界に類のない大

ノ色ヲ警戒色トイフ︒

十了9

聞けば︑雑誌の類は號の順

翌旦は重に蘭の類を集めて

國を建設した英雄である︒
らん

ある虜だ︒

十川5園

十一1610

ばく

類す

ルー

し

れい

令←ふけんれい

甲板洗がすむと︑﹁総員顔洗

﹇礼﹈︵名︶1

禮﹇vおれい・お

十二梱5 警衛の兵士等は︑︿略﹀︑一
つト
同恭しく捧げ銃の禮をした︒

んれい

れい

へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の令が下る︒

九659

﹇令﹈︵名︶1

︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

七擢図図 マとコ︑ユとエ︑レとン︑

家屋・橋梁・船舶・電れ 一 レ

りやう

に並べておいて︑︿略﹀︒

十二466図

﹇類﹈︵サ変︶−

として杉を用ひざるなし︒

柱より桶・たる・曲物の類に至るま
で︑
るい・す
ル︾

︵名︶一

ク燈に類するものにして︑︿略﹀︒

十二棚7図然れどもこは今日のアー

ブル博物館

ルーブルはくぶっかん

ルーブル博物館も一覧し
ましたが︑りっぱな糟蓋・彫刻の多

十二324國

十二364團

ニ︑鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナ

八608図

襟・襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略﹀︒

エり

八606図

い

い・ねったいしょくぶつるい・ぶきる

るい

︿略﹀︑貴兄には去月以

号令病氣にて︑︿略﹀︒しかし此の頃

十一4110魍団
は︑薄命御快方に向はれ候とか︒

二人ともよく勉強し居
アマゾン河は︿略﹀︑

︿略﹀努力すること更に

十一一147図

以て世に知られ︑︿略﹀︒

十二78図此の社は規模の大なるを

さる︑も近きにあらんとす︒

数年︑効果空しからずして宿志の果

十一伽3図

世界の河の王といはれ居候︒

十一悩9圓團

らるる由︑安心致候︒

十718医 さて一族どもに奪はれた佐 十一棚8圓団
野三十鯨郷は︑理非明らかなるによ
つて汝に返しあたへる︒

十柵3囲圏 承り候へば︑御祖母様に
はく略﹀︑去る十九日遂に御死去遊
ばされ候由︑誠に驚き入り候︒

参上致し︑大兄と共にいろく御話

十㎜10囲国 癖地に御薄まひの頃度度
を承り候事など︑今更のやうに思ひ
出され候︒
つ

し時︑之を記述して印刷に附し︑廣

む

く爽費することは古より行はれたり

とん

されたる三萬四千噸の大虚艦陸奥は︑
しが︑︿略﹀︒

る部分とより成る︒

一定不攣の部分と︑攣化を許された

十二627図

アメリカ合衆國の國旗は

十摺3図 今日を晴と満艦飾をほどこ

︿略﹀︒

にそ＼がれぬ︒

十伽6図 舞観者の目は︑一せいに艦

十一45図支那幾千年の人物中︑大

地に行かば︑必ずや人に怪しまれ︑

ぱう
十二846図園 容貌の異なる汝が彼の

こロつ

聖として長く後人に敬はれ︑徳化の

︿略﹀七八人の兵卒あり︒

なぶりものにせられて︑︿略﹀︒

尚今日に著しきもの︑孔子に及ぶは
なし︒

る︑こと︑此虜にては更に甚だしか

十一246図

︿略﹀︒あわてて逃げんとすれども時

りしが︑︿略﹀︒

林藏が二回の探検により
我が國に知らる︑に至れり︒

て︑︿略﹀︑此の地方の事情も始めて

十二881図

既におそく︑大方はやにはに斬倒さ
れたり︒

十一249図 されども不意を討たれし
俄の軍に︑︿略 V ︒

︿略﹀︒

につ＼まれてさながら夢の如く︑

十一327図此の四海峡に包まれたる 十二㎜9図 ︿略﹀︑三月置・二月堂霞
細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一337図春は島山かすみに包まれ

れ

れい
るい

810

811
れる

れい

﹇例﹈︵名︶3

例

九166 保護色ノ例ハイクラモアル︒

れい

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

十886 支那の豚の毛が輸入されて日
されるなども同じ例である︒

十二佃6図 エヂソンは例の如く實験
室に閉ちこもりてく略V︒

︿略﹀︑

冷笑する ︽ーシ︾
八761

冷水

一人の男が﹁︿略﹀︒﹂

﹇冷水﹈︵名︶1

といって冷笑しました︒
れいすい
︿略﹀︑大八を井戸端へ連れて

︵助動︶1

れ給ふ

︽ーフ︾

へられるやうになったのは︑︿略﹀︒

れたまう

然るに今主上隠岐にうつさ
列﹇▽にれつ・よ

敷分の後には︑北風はもう列

﹇列強﹈︵名︶1

列強

今日我が國が列強の間に立
つて世界的の地歩を占めた以上︑
︿略﹀︒

﹇列車﹈︵名︶2 列車←の
ぼりれっしゃ

れっしゃ

レマンしょうぐん

︹人名︺5

レマン

將軍
ばく
レマン精血も︑火藥の爆獲
ちつ
によりて起れるガスの爲に窒息し居

九3610圓

ほりょ
後日レマン痴言が捕虜とし

たるを︑︿略﹀︒

︿略﹀︑エンミッヒ將軍は

てエンミッヒ將軍の前に引出されし

九374図

時︑︿略﹀︒

く略V感歎せるに︑レマン將軍は静

九381図

かに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へたり︒

やがてレマン二軍は︑萬感

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

九386図

レマン將軍の目には涙あり

劔をときて渡さんとするを︑︿略﹀︒

き︒

九392図

二246

ヒラヒラス

クモノスニカカリ︑

ニフカレテ︑

ミヨチヤンガイマオカア

レバ︑︿略﹀︒

カゼ

マハツテ︑

二226圏︿略﹀木ノハ︑クルクル

ル︾

れる ︵助動︶脚 レル れる ︽レ・レ

︿略﹀︑小さなしめちが列を作

﹇列﹈︵名︶4

れ給ふと聞き︑︿略﹀︒

十糊10図
れつ
れつ

八榴3

行って︑着物をぬがせて︑頭から冷

六184

九鵬5

ントの前に︑列を正して並んだ︒

北風は外の軍馬と一所に︑露螢のテ

九餌2東の空がほんのりと白む頃︑

つて出てゐました︒

水を浴びせかけた︒

七2図
七2図
七3図
七3図

その中︑先に進んでみた者

の先頭に立って進んでみた︒

娘の答に失望した王は︑例 十一858

﹇例﹈︵連体︶1

十二697

れいの

例の

れい
れい ﹇零﹈︵名︶9 零 0←せっし れいど ﹇零度﹈︵名︶4 ﹃
れいどいかじゅうなんど︒ぜんれいじ
ごじゅうさんぶん
五37図 〇
六71図 〇

十5図 〇
十一26 光の強さに至っては非常な

れっきょう

英雄

が二三人列から離れて船に上った︒

の烈しい氣性から︑苦り切って︑

﹇歴史﹈︵名︶5

かん

﹁︿略﹀︒永の勘當だ︒﹂と言渡した︒

しよく

もので︑之を燭光でいへば＝二の
れき

歴史

十二燭1

れきし

歴史は長し
ゆめに似て︑
こけむしぬ︒

シカゴとニューヨークの間
は九百八十哩もありますが︑おとう

サンニダカレテ︑オチチヲノン

かくの如く各國の國旗は︑ 八714国
或は其の建國の歴史を暗示し︑︿略﹀︒

さんは最大急行の列車に乗って︑た

十一一646図

墓は

興亡すべて

十二276図圏

れい
下に零を二十六もつけて表さねばな

ぎ

禮儀

らぬ︒

十一25図〇
十一撹図〇
十二85図〇
﹇礼儀﹈︵名︶1

十一一麗図0
れいぎ

社寺の壮麗はしばらくお

十二㎜4図

コノゴロナカマノモノ

デヰマス︒
き︑何の山︑何の川︑一木一草に至

レマン

タ︒

トウトウシバラレテシマヒマシ

一一536 ︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ

カ︒

ナニカヨイクフウハアルマイ

ガ︑ネコニトラレテコマルガ︑

︿略﹀︑上野騨から青森行の列 二272園
レマン
えうさい

リエージュの要塞に立てこ

︹人名︺2

九37図

︿略﹀︑勇ましく防ぎ戦ひたり︒

もりたるベルギーの勇將レマンは︑

九363図

レマン

車に乗った︒

九679

つた十八時間で着きました︒

わきまへてみることも︑それですつ

愛すべく美しき山野は︑

我が國が世界無比の國膿を
し來って︑今や世界五大國の一に敷

有し︑三千年の光輝ある歴史を展開

十二慨7

びて︑感いよく深きを畳ゆ︒

更に太古以來の歴史と結び文學と結

︑十二鵬9図

るまでも歴史あり古歌あり︑︿略﹀︒

れいしょ ﹇▽ちょ う ぜ い れ い し ょ
れい
﹇霊場﹈︵名︶1 馬場
ぜんかい

末︑︿略﹀︒

れいしょう・する

﹇冷笑﹈︵サ変︶1

十二価5 僧は名を暉海といってもと
れい
越後の人︑諸國の露場を葬み巡った

れいじょう

かり分りました︒

ぎ
十槻9園 はきはきしてみて︑禮儀を

七百年︑

﹇▽たいいんれき・たいようれき

十34図 〇

0。0。0。0。

れる一れる

812

一一

Q

ナニカキカレマスト︑コ
といはれました︒

ろうろして居ましたので︑﹁︿略﹀︒﹂

とげました︒

︿略﹀天皇陛下 われら國

四564圃山の中からころげ出て︑ 民七千萬を わが子のやうに おぼ
しめされる︒
人にふまれたかしのみが︑

五一6圃

﹁︿略﹀︒﹂と村の人からいはれ

これで間質が七つもあるとは︑どう

五341店・客間・居間・勝手など︑

三321五一ちいさんはく略﹀︒
しひを見上げてかういった︒

くわいらう

しても思はれませんでした︒

かと思はれます︒

に浮いて︑お話にある龍宮はこれ

りゅうぐう

赤い扇はかなめのきは 五595 ︿略﹀︑社殿や廻廊が海の中

をいきられて︑空に高くまひ上

て︑﹃これが義纏の弓だ︒﹂などと言

はれては︑︿略﹀︒

︿略﹀︑﹃これが義手の弓

だ︒﹄などと言はれては︑源氏の名

六383園

入戸後はじめて此の前の日

折れになるからだ︒

六396囲

曜日に外出をゆるされた︒

六484 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂ト叔父サンガ

︿略﹀︑﹁萬じゅく︒﹂と︑

言ハレタ︒

六584

人々にかはいがられました︒

て︑唐糸様がおしこめられて居られ

六598園あの中には石のらうがあっ

昔此の村はひどく貧乏で︑此
の村の名を言ふと︑﹁あ＼︑あの貧

五684

羽かつてありました︒︿略V︑ある

四685私のうちに山がらが一

つて︑︿略﹀おちました︒

四667

くるまはって居ます︒

四624扇は風に吹かれて︑くる

出すおや子︒

家屋敷もなくなった上に︑夫

やしき

乏村か︒﹂と言はれたものださうだ︒

五767

に死なれたので︑庄屋の妻は子ども
をつれて里へ臨ってみた︒

みかさ

博多の沖は見渡すかぎり︑元

からおしよせた船でおほはれた︒

六797

された︒

一度に落したので︑又何百人かころ

昔の貧乏村は︑今︑郡の中で 六954 ︿略﹀︑城から大石を四五十︑

かすが

︿略V︑はじめ百萬騎といった

い

せ

おとうさんは昨日分家の叔

おとうさんはく略﹀︒参昇

日見物して鰯られるさうです︒

をすましてから︑京都へ出て︑二三

六佃7圏

れました︒

父さんと︑夜汽車で伊勢参宮に立た

六鵬6国

て︑残少になって退いた︒

賊も︑︿略﹀︑前後から官軍にうたれ

六977

る︒

奈良の春日山や三笠山は千 六955 賊はうまくはかられたのであ

ら

もゆびをりの金持村だと言はれてる

五788
る︒
な

六83園

尺そこくだが︑白根や首鼠よりも
知られてみるし︑︿略﹀︒

時々青イ物ヲ出シマス︒

六135園銅ハ肺肝使ハレテヰテモ︑

︿略﹀ぐみを一枝折ると︑﹁そ

んな大きな枝を︒﹂と︑にいさんに

六147

不意を討たれた平家方は︑上

注意されました︒

六241

弓は潮に引かれて流れて行き

を下への大さわぎ︑︿略﹀︒
しほ

六352

ます︒
七
142 日は暖で︑風はなし︑むされ
四967︿略﹀︑父がうたれてから
るやうな氣がする︒
六382園︿略﹀︑此の弱い弓を取られ
十八年目にめでたくのぞみを

さむらひ︑︿略﹀︒

四962すけつねも人に知られた

ます︒
はかた

ばんねずみに足のゆびをく
ひきられました︒

に生れた人のでした︒

目の金持だといはれたうち

四773それは西の村で︑二番

レマセン︒

四712︿略﹀︑一人ハアマリスカ

スカレマセン︒

四711 一人ハタイソウ皆サンニ
スカレマスガ︑︸人ハアマリ

日ニテラサレテモトケマセン︒

ノヤゥニツメタクハナク︑又

一番先にしやうじやか 四706私ドモニ紅焔︿略﹀︑雪
かけ物やがくもはつされ

つづらや長持も出されま

やつ﹂といったので︑後でみん

なにわらはれました︒
たたかひましたら︑おかあさんに

四唱1 僕は︿略﹀︑はねまはって

花子はねこをだいてう

しかられました︒

四姻8

にころされました︒

四426 下女がびっくりして︑﹁き 四902 十郎が五つ︑五郎が三つ
の年に︑父はくどうすけつね

物もみんな外へ出されました︒

四422戸だなや戸だなの中の

した︒

四418

び出されました ︒

や本箱やいろいろな物がはこ

四415 ︿略﹀︑そこへ火ばちや机

ました︒

四413

らかみが外へ出されました︒

四412

タシ ニダマサレタナ︒

四157園

オマヘタチハウマクワ

ふんで︑今日も朝からせい

四105韻 風に吹かれて︑ なま土

て行くのです︒

をばさんの村のお祭によばれ

三728私どもはあれを着て︑

るほど︑いつもきげんよくうた
をうたふちいさんです︒

ノロデハツキリコタヘマス︒

U4

813
れる一れる

七212

︿略﹀︑落ちて行く潮にさそは

七187園 大將も討死されました︒

れて︑賊の軍船はことごとく沖へ流
れてしまひました︒

防ぐにも防がれず︑たゴあわてさわ

七222 賊のぞなへは忽ちくつれて︑
いでるます︒
れんぐわ

徳川家康が幼時家來に負はれ

とくがはいへやす

歩ませて︑鳥居の中に集って煮た︒
ぺ

八134
あ

て︑安倍川原へ石合戦を見に行った︒

八176園
誰に頼まれた︒
八177園
誰にも頼まれは致しません︒
八178園いや︑きっと頼まれたであ
らう︒

書類︑心得所のおわびによつ

された︒

八932

先生は︿略﹀︒︿略﹀などと話

八936それから先生は︑僕等を一年

マッチはちょっとした物で︑

先生は﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

生の教室に連れて行かれた︒
八948

八佃8

やり

なぎなた

償も安く︑一包十箱が四鏡ぐらゐで
買はれる︒

けれども刀・槍・薙刀など︑
武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

八価6

らく光ってみたといふことである︒

︿略V乃木大島が︑終生忠誠
質素でおし通して︑武人の手本と仰

八描1

がれるやうになったのは︑︿略﹀︒

呉鳳は︿略﹀︒たいそう蕃人

をかはいがりましたので︑蕃人から

︿略﹀奉公に出ました︒

越前守は呉服屋の手代を呼出

して︑其の中に盗まれた品のありな

八434

しを調べさせました︒

︿略﹀︑今まで軍港のやみに包

は︑追はれて逃げて行く︒

九609

まれてるた軍艦の壮大な姿が︑︿略﹀︒

ち破られ︑起床ラッパは勇ましく

九624此の號令で︑朝の静かさが忽

ひ貸き︑︿略﹀︒

それにつれて︑つり床は正し

く一定の場所に納められる︑すべて

九632

こんじき

其所此所で︑﹁お早う﹂が言

の窓や出入口は開かれる︒

九661

ひかはされる︒

あの上に名高い金色堂があ

る︒︿略﹀︒八百年前の建物で︑今も

九722園

鞘堂の中に其のま＼保存されてみる︒

さや

が似てみるね︒

といはれるだけあって︑ちよつと形

あれは岩手山だ︒南部富士
シタガツテ敵ニオソバレル心配モ少

はかるといふではありませんか︒星

九865園 ﹁︿略﹀星を見て船の位置を

がそんなに位置の攣るものなら︑目

︿略﹀政治上の事で度々殿
様に上書した爲︑役人ににくまれて︑

世界一といはれるナイヤガラ

︿略V︑其の壮観はとても筆や

あの社長さんはく略﹀︒さ

鶏が萎のこぼれを食ひに來て

九捌4園

いろいろの珍しい高山植物

北風は︿略﹀︑後からかけて

大空には︑午後の日が大砲の

シカシ今度ノ候補者ノ中二︑

よりとか＼り︑︿略﹀︒

煙や砂ぼこりにさへぎられて︑どん

九欄8

から敷十聞も進んでしまった︒

懸る味方に追はれて︑思はず其の場

九柵3

はれない美しさです︒

が紅・黄・紫と咲回れて︑何ともい

九969圏

はかられない事はない︒

當にならないでせう︒﹂﹁いや︑︿略﹀︑

︿略﹀︒

九238園

ク︑︿略﹀︒

八355 昔江戸で︑夫に死なれた女が︑ 九163 保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︒ 九741囹

は親のやうにしたはれました︒

八229

て︑長四郎はやっと袋から出された︒

八186

ざいません︒

七272 ︿略V︑近くは乃木重三も︑馬 八179園い㌧え︑頼まれたのではこ
は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの
である︒．

七281 我が國の馬は︿略﹀︑近年外
國から種馬を輸入したので︑大いに
改良されて︑︿略﹀︒

七439 信玄は不意を打たれておどろ
いたが︑忽ち陣立をかへて︑敵を引
受けた︒

の小兵に討たれたは味方の不運︒

七488園 鬼神の如き彦六が︑あれ程
七608囹 こんなことでは︑どうして

ワシ

門人たちに頼まれて︑︿略﹀︑此の山

九241園あの毎日見舞に來てくれる

︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

デアル︒金てこノ中二飼ハレテ︑ジ

八479

ツト止り木戸止ツテヰルノヲ見テモ︑

昏乱の民といはれませう︒

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか

九606

頭取になった︒

うして人々に推されて︑町の銀行の

九526園

口にはつくされません︒

九297

の國境にあります︒

の瀧は︑アメリカ合衆國とカナダと

九293

中へ來たのである︒

七695園 それがあなたのやうな正直

四日目の時は︑おちいさんも
︿略﹀︑先生はおとよに︑低い

信吉はまだ先生の言はれたこ

先生はいろくな事を信吉に

先生は﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

話して聞かされた︒

八925

八913

とがわからなかったと見えて︑︿略﹀︒

八902

聲できかれた︒

八879

手つだってつかれた︒

八532

︿略﹀︒

︿略﹀︑ お ち い さ ん は く 略 ﹀ ︑

せ て も ら ひ ま し たが︑︿略﹀︒

七948

菊の鉢を軒下に運んだりされた︒

言動7園 上様をはじめ皆様︑おしの
下になっては居られぬかと存じ︑
︿略﹀︒

八66 或年選ばれた子どもの中に︑

やがて五人の騎手は多くの

すぐれて上手なものが二人あった︒

八73

人々につきそはれ︑しっくと馬を

れる一れる

814

︿略﹀︑アノ人ナ ラ バ ト 思 バ レ ル 人 ガ
ば︑︿略﹀︒

打返す磯波にまき込まれたかと思へ

いそ

アルカラ︑︿略﹀︒

つかれ果てた人々も︑親子の

今まで人にも知られなかった

燈毫守の娘グレース︑ダーリングの

十291

くと力をそへる︒

勇ましい働にはげまされて︑我も

十284

忽ち死の口に呑まれようとする︒

十122 ︿略V︑此の頃墓参りのために 十275 ︿略﹀︑危く岩に打付けられ︑
朝鮮から聾ってをられる高橋さんが
來られた︒

十148園 ︿略﹀青年團の規約を見た
時は︑︿略﹀︑これがまじめに實行さ

名は︑程なく國の内外に傳はつた︒

れ て る る か ど う かと︑︿略﹀︒

かうして修養にも下行にも︑骨を折
娘の勇ましい行爲は︑歌に歌

はれ︑︿略﹀︒

十293

十153園私は此の村の青年諸君が︑
つ て を ら れ る の を︑︿略﹀︒

十171困 なれない私は︑大丈夫とい
せう

娘の勇ましい行爲は︑歌に歌

はれ︑其の肖像圭里は到る庭の店頭に

十294

が危瞼なやうな氣がしてならなかつ
飾られた︒

はれても︑やはり馬のそばを通るの

たが︑︿略V︒

︿略﹀けやきの大木も︑見事
︿略﹀︑目のさめるやうな柿の

工夫にばかり心をうばはれて
︿略﹀︑世に柿右衛門風といは

お金といふものは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑紅をさしたかと思はれ
︿略﹀︑美しい羽毛に包まれた
はと

圓い胸︑鳩は見るからに愛らしいも

十543

るやさしいくちばし︑︿略V︒

十542

あるからね︒

︿略﹀︑盗人に取られたりする危瞼が

十515園

れる精巧な陶器を製作するに至った︒

十499

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十466

色の美しさに打たれて︑︿略﹀︒

十458

に根本から切倒された︒

十442

地面が新しく開かれた︒

十185囲 く略V︑どの子馬も皆かはい 十個1 ︿略﹀︑九時頃にはもう千丁の

らしい顔をして︑おとなしくつなが
︿略﹀︑こんなにかはいがら

れてるます︒

十202国

れて居れば︑馬も信順で人になつく
わけだと︑︿略﹀︒

に 引 出 さ れ る と ︑︿略﹀︒

十208囲 子馬が一頭つつ中央の廣場
十217圏 取引の成立つた馬は︑其の
日の中に買手に引渡されてしまひま
す︒

十251 皿そうの船が︑俄の嵐におそ
はれて︑此の島に近い岩に乗上げた︒

方は見るく大波にさらはれてしま

十252 船は二つにくだけて︑船尾の
つた︒

十269 やがてボートは岸をはなれた︒

のである︒

鳩を通信に使ったのは︑︿略﹀︑

さい
殊に要塞が敵にかこまれて︑

殊に⁝時は非常に盛に行はれたが︑

十549

︿略﹀︒

十585
︿略﹀︒

れまい︒

お見受け申す所︑た〜のお

十631園此の大雪︑まだ遠くは行か
十679園

︿略﹀︑もとは佐野三十下郷

方とも思はれません︒

十684園

の領主︑それが＝族どもに所領を奪

京城の市街は︑もと石で

はれて︑︿略V︒

十7310團

く略V︑今では龍山も京城の

た＼んだ高い城壁で認まれ︑︿略﹀︒

十771團

坑内に馬が居るのはく略﹀︑

中に編入されたのださうです︒

十828

これは石炭を運ぶために飼はれてる
るのださうです︒

石炭の壁は安全燈の光に照ら

種々の品物が遠く外國から輸

されて︑黒光りに光ってゐます︒

十8310

十865

入されるのは︑︿略﹀︒

機械類は︑近年我が國でも盛
それで︑機械高もまだかなり

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

十871
十874

多く輸入されてるる︒

これらの製品は︿略﹀︑又写

支那の豚の毛が輸入されて日

那・印度其の他の東洋諸國へ輸出さ

十884
れる︒

十885

本でブラシに造られ︑又支那へ輸出

︿略﹀︑又支那へ輸出されるな

︿略﹀日本でブラシに造られ︑

されるなども同じ例である︒

十886

︿略﹀︒

ども同じ例である︒

十886

其の夜又父に強く聞ぎたゴさ

れて︑太郎はやっと今日の次第を有

十945

寒い北風に吹かれながら︑冬

りのま＼に話した︒

十㎜8

成程︑緑色の特輯で作ったの

枯の小道を通って來て︑︿略﹀︒

かと思はれるやうな葉もあれば︑

十鵬6

︿略﹀︒

中には︑まるで花かと思はれ

る紅色の葉が︑董の上の方に群がつ

十鵬8

つな
もりにつけた長い綱はぐんぐ

て出てみるものもある︒

十脳6

つな
もりにつけた長い綱はぐんぐ

ん引張られて︑︿略﹀︒

ん引張られて︑三百メートル許もく

十二7

今まで勢よく引出されてみた

り出された︒

十M9

何百年も纒たであらうと思は

其の時︑二番もりが打出され

綱もや㌧ゆるんで來た︒

た︒

十価10

くす

十柵10

公は此虜にうつされてから一

れる樟の大木が茂り合ってみる︒

歩も外へは出ないで︑三年の歳月を

十四1

公は︿略﹀︑三年の歳月を送

送られたさうである︒

十伽2

815
れる一れる

ぎょえん

られたさうである ︒

詩を作られたのも此虜であらう︒

十束4 宮中の御宴の事を思ひ出して

て 知 ら れ て み る が︑︿略﹀︒

十一117 上海は專ら商業の都市とし
十一143 今日は︑のぶ子さんのうち
へ始めて遊びに行きました︒通され
た部屋には︑︿略﹀ ︒

十一179 此の一事で︑家の中がどん
なによく整頓されてるるかが想像さ
れます︒

﹁︿略﹀︒﹂といって笑ってをられた︒

木でも見下されるのがいや

なのか︑︿略﹀︑低い虚にあるもの程

十一384

近來床の敷物や︑道路にも

早く大きくなって︑︿略﹀︒

十一543
ゴムを用ひることが行はれて來た︒

熱帯の暑さにたへかねてゐ

十一683

かくして人は︑暗黒の世界

からだんく光明の世界へと︑みち
びかれて來たのである︒

將來は又どんなものが円明

されて︑今のガスや電氣にかはるこ

十一688

︿略﹀︑萬一御編りに吊上ら

とであらうか︒

十﹇732

れることがあったら︑すぐ知らせて

十一549

もらひたいと頼んでおいた︒

家々の戸はもう皆とざされ

た船員等は︑船長から泳を許された

てるる︒

十一763

ので︑我先にと海に飛込んだ︒

一人は老砲手の子である︒

︿略V︑どうしたのか急に相手にぬか

十一556

なもので︑︿略﹀︑時には生のじゃが

ウェリントン公爵ともい

まらないと思って︑︿略﹀︒

はれるえらいお方が︑︿略﹀︒

十一伽7園

をあけてはならないとおとうさんに

十一伽10当否は︑誰が來ても此の門

橋本君にうながされて︑次

言はれてるるのです︒

チャールズ︑ダーウィンは

の室にはいった︒

十一悩3

十ニー04

の生徒と思はれてるた︒

︿略﹀︒︿略V︑先生にもむしろ中以下

︿略﹀右の手の轟を口の中

昔は個人の利益を螢むのが

昨日大英博物館を一覧し

世界最美の街路といはれ

物館といはれるだけあると思ひまし

ました︒︿略﹀︑さすがに世界の大博

十二302圏

理解されず︑︿略﹀︒

十二246 ︿略﹀︑随って商業の本質が

商業であると思はれてるた︒

十二2310

へ投込んだ︒投込まれた轟は︿略﹀︒

十ニー21

て叱られたことがあった︒

一家の暮し向は誠にあはれ 霊廟ー07 又父には﹁︿略﹀︒﹂といつ
いもしか食はれないこともあった︒

十一9510

市街は此の眞直な路によつ

救ひのボートは下された︒

れて︑ 一二間も後れてしまった︒

十一568

十一1710 此の一事で︑家の中がどん
なによく整頓されてるるかが想像さ
ごばん

リンカーンは︿略﹀︑此の

彼が他日大統領となり︑世

昨日知人に誘はれて

た︒

十二317国

てるるシャンゼリゼーの大通には︑

まして威力によって強制す
るとか︑私利によって勧誘するとか

世界の公園といはれてゐ

私は音隠家ですが︑面白

さについつり込まれて参りました︒

十二396園

るスイスは︑︿略﹀︒

十二359團

︿略﹀︒

自治制も︑之を運用する人
結果を得ることは到底望まれない︒

民に自治の精神が乏しければ︑よい

十一備5

手段に動かされたりするのは︑︿略﹀︒

いふやうな手段を用ひたり︑又此の

十一価5

コーヒー園見物に出掛け候︒

十一鵬6國囲

になったのは︑︿略﹀︒

界の偉人として萬人に仰がれるやう

十一捌4

偉人の品性に深く感化された︒

十一梱一

ることになったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑人にやとはれたりす

十一596

て碁盤の目のやうに正しく割られて
みる︒

トラクターは︿略﹀︒これ

がく略﹀のそりくと歩き廻ると︑

十一643

二間幅ぐらみに耕されて行く︒

十一985

れます︒

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

返さない人がある ︒

十一199 ︿略﹀︑山家は其のやうな不
法な行が再びされ な い や う に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑立木や切株の根本を

掘っておいて︑︿略﹀此のトラク

裁判は事件の輕重によって︑ 十一648

ターで引くと︑めりくと音を立て

十一2010

最初厘裁判所又は地方裁判所で行は

﹁人は火を用ひる動物︒﹂と

て根こぎにされてしまふ︒

れる︒

十一213 又地方裁判所で行はれた最

十一658

マッチは今から約百年前に

して感に打たれてみる︒

農場主はく略V萎を︑たく 十二419 きやうだいは唯うっとりと
さんの馬や犬にふみあらされてはた

燈火としては︑︿略﹀︑其の 十一佃2
後らふそくや種油がともされ︑︿略﹀︒

十一6710

畿明されたものである︒

十一67一

のであるが︑︿略﹀︒

乏く又極めて長い学行はれてるたも

此の方法は各里民の間に︑

いはれてみるやうに︑︿略﹀︒

初 の 裁 判 に 不 服 な者は︑︿略﹀︒

十一669

十一224 此の世を不道理や罪悪の行
ちつじょ
はれない︑．平和な︑秩序正しい世の

︿略﹀︑人々相互の孚がはて

中にするのが其の目的である︒
十一226

しなく行はれて︑ ︿ 略 V ︒

十一228 若し又裁判が公平に行はれ
ぬとしたら︑︿略﹀︒

十一378︿略﹀︑おとうさんが

れんか一れんざん

816

れてるる中湖の東岸の如きは︑絶

なかのうみ

十二506 ︿略﹀︑殊に雨半島にはさま

と わ だ

ます

壁の高さが二百メートル以上もある︒

十二524 十和田湖は︿略﹀︒今日鱒
の産地として世に知られるやうにな
つたのは養魚纒螢の賜である︒

十二527 暗い箱の中にしまひ込まれ
て る た 小 さ な 鐵 のねちが︑︿略﹀︒

十二528 ︿略﹀小さな鐵のねちが︑

不意にピンセットにはさまれて︑明
るい虜へ出され た ︒

十二528 ︿略﹀小さな鐵のねちが︑
︿略V︑明るい 庭 へ 出 さ れ た ︒

皇の上に乗ってみる小さなふたガラ

︿略﹀大まぐろがどたり

潮に流されないやうに︑︿略﹀︒

十二797
くと船中へ投込まれる光景は︑
︿略﹀︒

政府から提出された案は先
政府から提出された案は先

づ議會の一院で討議される︒

十二887
十二888
又貴衆皇院の何れかから提

づ議會の一院で討議される︒

十二895
國文化の程度は︑其の國

出された案は︑︿略﹀︒

十二905
民が國法を守る精神の厚薄に依．つて

測ることが二連るといはれてみる︒

又最近無線電話が焚明さ

れましたが︑︿略V︒

十一一佃2園

瓦﹇▽あかれんが

四293 これは大じかけでれんぐ
わをやく工場です︒

︿略V︑近くは乃木大將も︑馬

目ぬきの所には三階建・四

れんぐわ

べて立ってるるので︑︿略﹀︒

階建の石造や煉瓦造の家が軒をなら

七364國

である︒

は煉瓦造の小屋に入れて置かれたの

れんぐわ

七272

造

出して見えるのは實にきれいです︒
れんぐわ
れんがづくり ﹇煉瓦造﹈︵名︶2 煉瓦

の赤色や︑松の緑色などが鮮かに浮

すみきった三園の中に煉瓦

れましたが︑今やそれが盛に利用さ

十765国

翌十四日の會見は︑芝︑田

れる機運となりました︒

一室に通さ

其の勢に呑まれて兵士等は

町の薩摩屋敷で行はれた︒

十二伽3
十二梛6

思はず道を開いた︒
安芳は︿略﹀︒

しかし二人遅互に信じ合つ

れて待ってるると︑やがて西郷が出

十二脚8

て來た︒

十二㎜1

てるる仲なので︑話はおだやかに運
ばれる︒

十二伽7園

げさう

第五

れんげさう

れんげさう

﹇蓮華草﹈︵名︶1

﹇連結﹈︵サ変︶1

所で︑此の高い湖と低い掘割

連

此の頃はれんげさうの花ざか

れんげ

く略V︑日本全國にのしを れんげそう ﹇蓮華草﹈︹課名︺2 れん
つけてどこぞの國へやってしまふや

さうして此虜で父王の心蓋

︿略﹀︒

を何の仕掛もなしに連結すれば︑

十329

結する ︽ースレ︾

れんけつ・する

りである︒

七169

さう

第五

七目6

れて門を出た︒

十二悩7 そこで海外に移住しても外
はい
金人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排
しかし此の半面にもまた短

斥されるやうなことも起って回る︒

せき

十一一柵10

習︑性となっては︑遂に日

所がうか団はれないであらうか︒

十二摺4

﹇煉瓦﹈︵名︶2

れんぐわ

供給されるので︑︿略﹀︒

十二幡2園

れんが

煉

︿略﹀︒

れんざん

←とがくしれんざん

らも輕んじ︑外律人からも侮られる︒ れんこう ﹇連岡﹈︵名︶1 余響
れん
れんか ﹇廉価﹈︵形状︶1 廉償
十二棚6図 佐保・佐紀の連岡に北を
れん
たかまど
く略V︑電力は頗る廉債に
限り︑春日︒高圓の山々を東に︑

本人には重創力がないであらうと自

れんげそう

七168

は早晩使ひ書くされてしまふが︑水

やがて安芳は西郷に見送ら

うな事にならぬとは決して申されま

力は無限といってよい︒

て︑しかも比較的熱をともなふこと

十二捌2

せぬ︒

今や定期は衆星の中の満月

くしから送られた五人の友と︑六年

が︑︿略﹀︒

供給されるので︑︿略﹀︒

十二備2園

れん
︿略﹀︑電力は頗る廉償に

の如く國中から仰がれる身となった

十一一974

の間種々の苦行を試みた︒

十二943

る死者をまのあたり見て︑︿略V︒

十二533 自分の置かれたのは︑仕事 十一一923 ︿略﹀︑さては野邊に送られ
スの中で︑︿略﹀ ︒

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀︑こ

十二543 ねぢは︑これ等の道具や時
れはどんな庭に置かれるのであらう
な ど と 考 へ て る る中に︑︿略﹀︒

十二726 王は二三の忠臣にかしつか
れて︑とある小屋に一夜を明かした
が︑︿略﹀︒

虐待されてるるといふことであっ

ぎゃく

十二7210 それは父が姉たちの爲に 十二備5園 そればかりでなく︑石炭
た︒

の少い電燈さへも嚢明されました︒

かく

︿略﹀光の色が太陽に似

︿略﹀︑どうも娘のコーデリヤのやう

十二752園 これはどなたであらうな︒ 十二柵3園
に思はれてならぬが︒

く略V︑其の後無線電信が

又最近無線電話が襲明さ

嚢明されて︑︿略﹀︒

十二帯9園
︿ 略 ﹀ ︑ 其 の 先 へ 身 網 を 張 る ︒ 十二佃1園

腸をちぎられるやうな思がした︒

十二76一 コーデリヤはそれを聞いて
十二779

817
れんじつ一ろうそう

﹇連日﹈︵名︶1

﹇練習﹈︵名︶1

連日

練習

かったから︑家で算術の練習をする
には︑木のシャベルと炭を用ひた︒
れんたろう ﹇▽ひろ さ わ れ ん た ろ う
れん
﹇廉恥﹈︵名︶1 廉恥

れんち

連峯

十二偲3 ︿略﹀我が國民は︑其の長
れん
所として廉恥を貴び︑潔白を重んず
る美徳を嚢臥してみる︒
﹇連峯﹈︵名︶2

魯

げられ︑久しく其の職に居ることあ
たはずして魯を去りぬ︒
じ

ろ ﹇露﹈︹地名︺﹇▽にちうせんそうとう

十二486図

︿略﹀︑かしはく略﹀︑

櫓・車・運動器具の如き強烈なる力
らう

︿略﹀︑松の一むら立ってるる

萬じゅがかけよって︑らうの
︿略﹀︑﹁たれか︒﹂と︑らうの

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

老王

らうか
﹇廊下﹈︵名︶1 廊下

いふ︒

ろうか

老學

老學者の言に深く感激した

﹇老学者﹈︵名︶1

八944 信吉は教室を出ると︑︿略﹀︑
らうか
先生を廊下でをがむやうにした︒

ろうがくしゃ
者

十一764

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ
ながら︑︿略﹀︒

︿略﹀︑農夫や牛の翌翌を思

第十三

老社長

老社長
老人

﹇老社長﹈︹課名︺2

九目14

第十三

﹇老人﹈︵名︶10

る︒

九四5

老人は大分つかれたやうであ

少年はてつびんの湯をついで

老人は一口飲んで横になった︒

のぶ

談話の最中に一人の老人が

︿略﹀︑杖にすがるあはれな

最後に目つきのやさしい老

老僧

老僧のまはりに集って︑︿略﹀︒

十一一柵5 子どもらは仕事をしてみる

いらしい顔をして︑﹁︿略﹀︒﹂

十一703 ︿略﹀︑上座の老僧がもった

ろうそう ﹇老僧﹈︵名︶9

紳士が言った︒

十一伽1

しかも遂に志を達するこ ろうしんし ﹇老紳士﹈︵名︶1 老紳士

は野邊に送られる死者をく略V︒

老人や︑息もたえだえの病人︑さて

十二922

はいって來ましたが︑︿略﹀︒

十槻3園

淵である︒

ひろ

國の馨者佐藤信季︑少年は其の子信

のぶすゑ

九281 ︿略﹀︑此の老人こそは出羽の

九246

老人にす＼めた︒

九餌6

．

十二佃5

其の後は老僧と共に洞穴の

︿略﹀︑はては又村人全髄が

けれども老僧は更にとんち

此の老僧から離れるやうになった︒

十二欄3

中でのみを振るふ者もあり︑︿略﹀︒

十二佃7

を遂げさせると共に︑︿略﹀︒

通し︑老僧の命のあるうちに其の志

︿略V︑一日も早く洞門を開

僧の姿が︑急に尊いものに見え出し

少年はひざに爾手をついて︑

十二欄3

アリマシタ︒︿略﹀︑氣立ノヤサシイ

イカニモ丈夫サウナ老人デシ

た︒

シタ︒

九217

てるる︒

老人の顔をじっと見つめながら聞い

九219

人が︑ふとんの上に起直って︑︿略﹀︒

病みつかれた六十ばかりの老

タガ︑去年ノクレ瀕死ンデシマヒマ

七515

老人デシタ︒

七497私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ 十二欄1 ︿略﹀︑此の見る影もない考

ろうじん

九498

老社長．

ろうしゃちょう

教育と著述とに用ひたり︒

とを得ざりしかば︑老後は專ら力を

十一59園

あの中には石のらうがあっ ろうご ﹇老後﹈︵名︶1 老後

ひやると共に︑︿略﹀︒

十二918

さあ︑此の女にはゆだんが出 ろうく ﹇労苦﹈︵名︶1 螢苦

﹇牢﹈︵名︶7

を受くるものを製作するに適せり︒

ます︒

六636

中から申しました︒

六618

とびらに手をかけますと︑︿略﹀︒

六615

中に︑石のらうがありました︒

六612

をつれて︑石のらうをたつねました︒

六605

萬じゅは其の夜ひそかにうば

て︑唐糸様がおしこめられて居られ

六597園

造って︑それに入れました︒

來ぬといふ事になって︑石のらうを

六564

ろう

十一621 壼がけるが如く美しき山の︑

れんぽう

魯

もかんしんして︑石のらうから唐糸
﹇老王﹈︵名︶2

を出して︑萬じゅに渡しました︒

フランス王の着岸はとりあ

其の後老王はコーデリヤの
孝養によって齢生を安樂に送ったと

十二763

た︒

へず老王に藥を與へて静かに眠らせ

十二735

ろうおう

く略V︑はるかに紺青の空

或は右に或は左にあらはれるのは︑
だけ
サホロ嶽の連峯の一つであらう︒

峯︒

ろ
﹇魯﹈︹地名︺3

う

にそびえて雪をいたゴくアルプの連

十一一368国

ろ

しやう

百年前︑當時の魯即ち今の山東省

う

十一47図 孔子は今より凡そ二千五
の地に生れたり︒

十一48図 孔子は︿略﹀︒少時より
學問に働み︑長じて後帯の君に仕へ︑
大いに治績を墨げ し か ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
かん
︿略﹀︑好臣の爲にさまた

十一410図

ろ

う
十一978 鉛筆や紙も自由には買へな ろ ﹇櫓﹈︵名︶1 櫓

れんしゅう

水があふれました︒

七619 連日の雨で︑川といふ川には

れんじつ

●

ろうそく一ろくじ

818

やくしない︒

八559図圏

老婆の前を右左︑

行き

身なりいやしき

手をかす人もあらざり

︿略﹀︑

かふ男女多けれど︑︿略﹀︒

老婆には︑

八563図蟹

十二㎜2 老僧の終始一貫した根氣は︑
遂に村人を恥ぢさ せ た も の か ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

き︒

老夫婦

く略V︑千年もたったかと思

ふ老木の下へ行った時には︑︿略﹀︒

六悩8団

ニー41

一一目7

三目7

三144

︿略﹀︑人ノヨリツケナノー絶壁

ノ間や老木ノ上二︑タテ横二小枝ヲ

八502

四目7

勢力

うかい

犬ノヨクバリ
犬ノヨクバリ

ゆびのな
ゆびのな

六

6←こごろ

をぢさんのうち
をぢさんのうち

鯉のぼり

6

鯉のぼり

じさんじっぷん・だいろっかいめ︒ぶ

くじ・さんじゃくろくすん・ぜんろく

ろく ﹇六﹈︵名︶

五206

五目7

四217

並べ︑︿略﹀︒

らう屋

これから後弓じゅは︑うばと

﹇牢屋﹈︵名︶1

んかろくねんろくがつ

︽ースル︾

﹇労力﹈︵名︶1

東の空がほんのりと白む頃︑
北風は外の軍馬と一所に︑露螢のテ
﹇膳罹﹈︵名︶1

ントの前に︑列を正して並んだ︒
うかい

丈鯨のろかい操りて︑

キクノハナ⁝⁝⁝六

六﹇▽だいろ

行手定めぬ浪まくら︑︿略﹀︒

十一815図鰯

﹇六﹈︹課名︺9

三

く・だいろっか

ろく

二目4

六71図

六

6

今朝遠足にとく起きて︑

十一25図6

刈

六月の田植時から七月・八月

良助

愛作君

﹇六月十五日﹈

六月十五日

六月十五日

六月十日

要吉

ろくじ ﹇六時﹈︵名︶2 六時

九496國

六月十日

兄上様

ろくがつとおか ﹇六月十日﹈︵名︶1

七407圏

︵名︶1

ろくがつじゅうごにち

にかけて︑水はありあまった︒

五757

ろくがつ ﹇六月﹈︵名︶1 六月

十二撹図6

く
來らば蹴れ︑恐れんや︒

十一824

浪にたゴよふ氷山も︑

石屋の前を通りしに︑︿略﹀︒

九8310

トンデキマス︒

二三四五六七八九十︑十バ

ガンガトンデキマス︒一

心を合はせて︑折々らう屋をたつね

一343

六632

ろうや

くゴると︑本殿の前に出る︒

ろう
八569図圃 米屋の小ぞう︿略﹀︑ す ろうもん ﹇楼門﹈︵名︶1 櫻門
たいこ
十佃2 池にかけてある二つの太鼓橋
ぐに老婆をみちびきぬ︒
ろう
を渡り︑良馬堂の前を通って棲門を

ろうふうふ

﹇老夫婦﹈︵名︶1

十二佃4 かうして︑老僧が始めての
みを絶壁に下してからちゃうど三十
年目に︑︿略﹀︒
らふそく

ろうそく ﹇蝋燭﹈︵名︶3 らふそく
蝋燭

けん らふそく

九59囲 これから椰子油を取り︑石 十247 ︿略﹀︑老夫婦のなぐさめとな
るものは︑氣だてのやさしい一人娘
老砲

占

ては︑母をなぐさめて居りました︒

うらくする

︿略﹀︑あれは山師坊主で︑

ろうりょく

くするのであらう︿略﹀︒

あのやうなまねをして︑人をろうら

十二鵬10

ばうず

船には船長と老砲手だけが ろうらく・する ﹇籠絡﹈︵サ変︶1 ろ

﹇老砲手﹈︵名︶7

のグレース︑ダーリングであった︒

ろうほうしゅ

燈火としては︑︿略﹀︑其の

鹸・蝦燭なども造るのださうです︒

十一6710
後らふそくや種油 が と も さ れ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

手

十一549

十二391 薄暗いらふそくの火のもと
で︑色の青い元氣のなささうな若い

一人は老砲手の子である︒

残ってみた︒

十一554

ラフソク

男が靴を縫ってみる︒
ラフソク
ろうそくや ﹇蝋燭屋﹈︵名︶1 蝋燭屋
クン

八609図 又足袋屋・蝋燭屋・時計 十一557 これまでにこくしてなが
ケイ

めてみた老砲手は︑急に氣をもんで︑

モ

これまで自分の不整頓の
ために︑むだに費した時間と螢力は

十一184園

大きなものであった︒

ものすごい程青白くかはつ

老砲手は大砲にもたれて︑

老木

九悩2

老砲手は氣ちがひのやうに うえい ﹇露営﹈︵名︶1 露螢

と︑船から三四百メートルの虜に︑

る︒

ろうぼく

﹇老木﹈︵名︶2

無言のま＼じっとそれを見つめてゐ

十一589

だ︒

た老砲手の顔には︑決心の色が浮ん

十一576

に叫んでみるが︑︿略﹀︒

なって︑﹁逃げろく︒﹂と聲を限り

十一564

大きなふかの頭が見える︒

老砲手が驚いて向ふを見る

屋・扇屋・櫛屋等愛日︑商品ヲ大キ

老婆

十一561

︿略﹀︑甲板からしきりに働ました︒

﹇老体﹈︵ 名 ︶ ！

老膿

クセル模型ヲカ・グル風アリ︒
ろうたい

八455囲 しかし三者の申す所では︑
老膿のこと故︑鯨程大事にしなけれ
ばならないとのことでございます︒
ろうたいか ﹇老大家﹈︵名︶1 老大家

十一741 眞淵はもう七十歳に近く︑

いろくりっぱな著書もあって︑天

﹇老婆﹈︵名︶4

﹇▽めいめ い し ょ ろ う ど く

下に聞えた老大家︒

ろうば

ろうどく

八556図圏 雪どけ道のぬかるみを

杖にすがりてとぼくと︑歩み來
れる老婆あり︒

占 ！、
占 ノ、
占 ノ、
占 ！、
占

ノ、

ノ、

山

占

ノ、

！、

︿略﹀︑

みる︑︿略﹀︒

横たへて︑

何をか常に刻み

を越えたる足もとに︑大いなる石

六十一

第十七

四目6 十七
一

六十一

七目5

十五

三目9

六

安倍川の義夫⁝⁝⁝

シカゴから⁝⁝⁝六十九

人と火⁝⁝⁝六

水デツパウ⁝⁝⁝六
第十五課

リや王物語：⁝・

二十一

第十四課

﹇六十五六﹈︵名︶1

六十三

五目6
三

﹇六十三﹈︹課長︺1

二十ニ

六

オや牛ト子牛⁝⁝

﹇六十四﹈︹課名︺3

十八峠から町へ⁝⁝⁝六十

ろくじゅうし

十四
一一目10

第十六磁石⁝⁝⁝六十四

⁝六十四

六目4

一

﹇六十七﹈︹課名︺3

コレカラ⁝：．．．⊥ハ

ろくじゆうに

﹇六十二﹈︹課名︺2 六

塙保己一⁝⁝⁝六十

ニ目9二十一目ト耳トロ⁝⁝

十ニ

第十七

：⊥ハ十二

二

八目6

無言の行⁝・⁝：

用水池⁝⁝⁝六十八

第十六課

十九

ろくじゅうはち ﹇六十八﹈︹課目︺2

六十八

五目7

六十八

十﹇目3

ろくじゅうよ ﹇六十余﹈︵名︶1 六十

は

と ば

上海が黄浦江に臨む部分は

延長八哩︑六十齢の波止場がある︒

十一108

地球の上には大小合はせて

六十紅血あり︒

七41図

六十齢國

ろくじゅうよこく ﹇六十余国﹈︵名︶1

︿略﹀おばあさんがある︒年

﹇六十四五﹈︵名︶1

サンフランシスコから⁝

八目8

⁝⁝六十四

二目11

60。60060。60。

﹇六十度﹈︵名︶10

ろくせん

第十七

けんやくと義指⁝⁝

﹇六畳﹈︵名︶1 六畳

郷里の家は六畳・三畳・二畳

←やくろくせんど

の︑︿略﹀︑そまつな家であった︒

の三間と︑二畳の板の間が一つだけ

八備3

ろくじょう

・：六十六

六目5

六十六

東京から青森まで⁝ ろくじゅうろく ﹇六十六﹈︹乙名︺1

山がら⁝⁝⁝六十七

十八

十七

四目7

第十六

七2図
七2図
七2図
七2図
七2図
七3図

ろくじゅうど

⁝⁝六十七

九目4

二十三

ろくじゅうしち

は六十四五でもあらうか︑︿略﹀︒

七415

六十四五

ヒカウキ⁝⁝・：六十 ろくじゅうしご

﹇六十九﹈︹課名︺2

二十四

ろくじゅうく

十九
二目12

六十

賀茂川⁝⁝⁝六十九
﹇六十九﹈︵名︶2

第十八

ろくじゅうさん

九618 軍艦の起床時間は︑夏は五時︑ 九217 病みつかれた六十ばかりの老 九556園 それからだんく商責の手 七3図
七3図
を廣げて︑六十五六の時にはもう鯨
人が︑︿略﹀︒
冬は六時である︒
七3図
程の財産が出來た︒
九827図圏 ちいさん今年六十の 坂
十伽9 停車場に着いた時は午後の六
七3図
﹇六七十間﹈︵名︶1

時を過ぎてみた︒

ろくしちじつけん

六七十間

六七

九

六目6

ろくじゅうく

八目9

十九ださうです︒

三348五一ちいさんはことし六 六十七

九

扇のまと⁝⁝⁝六十

八203図 イカダノ大ナルモノ上長サ ろくじゅういち ﹇六十一﹈︹課名︺2
六七十間︑︿略﹀︒

ろくしちじゅうどいじょう ﹇六七十度
以上﹈︵名︶1 六七十度以上
だから︑かうして年中六七十度以上

十棚7園熱帯地方から持って潤たの

﹇六七寸﹈︵名︶1

の暖さの庭に置かなければいけない
のだ︒

ろくしちすん

十一糾9 ふと見ると︑さしわたし六

寸
七寸もある大きな く ら げ が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

間

ろくじっけん ﹇六十間﹈︵名︶2 六十

七535園 く略V太平丸といふのは︑
長さが六十間程も あ る 汽 船 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六十

貫ぬく幅六十間の 大 通 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

﹇六十﹈︹課名︺4

十五

十一目2
十五
十二目15

⁝六十五

六十五六

ろくじゅうごろく

60。

十一598 ︿略﹀︑市街の中央を東西にろくじゅうご ﹇六十五﹈︹課名︺3 六
ろくじゅう

三目8 二十 ささ舟⁝⁝⁝六十
五目5 十七 虹⁝⁝⁝六十
九目3 第十五 軍艦生活の朝⁝⁝⁝
六十

十二目14 第十三課旧事⁝⁝⁝六十
やくろくじゅうほうキロメートル

ろくじゅう ﹇六十﹈︵名︶2 六十←

60。60。60。60。60。60。

819
ろくしちじつけん一ろくせん

ろくせんくひゃくごじゅうろっかん一わあわあ

820

ろくせんくひゃくごじゅうろっかん

ろくく
を讃んだ︒

ビンソン︑クルーソーや合衆國史等

︹地名︺一

ンといふ島がある︒

く︑

半

おはします︒

﹇昼間半﹈︵名︶1

露坐の大佛

ろっけんはん

と八等は書方にて間違ひ易し

﹇羽﹈﹇▽いちわ・こわ・さんば・

じつぱ・じゅういくわ・しわ・すう

十一63図論語は︑曽参と有若との わ

わ・なんば・にさんば・にじゅうしご

新聞

︿略﹀︑や

わ

鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ

﹇輪﹈︵名︶2

︿略﹀︒

我が一切纒の出版を思

我が心に思ひ構へし事

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑

十一．枷1霊園

わ ﹇我﹈︵代名︶2 我

輪を壷がきながら︑︿略﹀︒

十5810 あ﹂︑︿略﹀︑勇ましく高空に

トモアリマス︒

マス︒︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ

七507

輪呂ゆびわ

門人等が孔子及び其の高弟の言行を

第四課

ロンドン

ニューヨークは人口からい

︹地名︺3

共に時事を論ずるもの起りて︑︿略﹀︒

ロンドン

八717團

ロンドンは何と言っても

へば︑ロンドンに次ぐ大都會で︑
︿略﹀︒

十一一291團

ロンドンか
ロンドンから

折から︑たもとの雪を打彿

わあわあ

お＼︑降ったはく︒

お宮のうらではすまふ

︵感︶1

四37囹

わあわあ

十606圏

たはく︒︿略V︒

の家の主人なるべし︒﹁お＼︑降つ

ひくつ﹂此方へ來かかれるは︑此

十606園

わ ︵終助︶2 は

を如何にして知り給へるか︒

一昨日朝ロンドンを出嚢 十一478図式

世界の大都會です︒

十二312國

一

︹題名︺一

して午後早くパリーに着きました︒

ロンドンから
ら

十一一289

テームス川を飾るタワー
橋・ロンドン橋を始め︑︿略﹀︒

十二294団

わ・ろっぱ

集録したるものにして︑︿略﹀︒

ル︾

一路キマシタ︒﹂

七㎎図図 ︿略﹀︑ワとツ︑二と二︑ハ

英國の東海岸にロングストー わ 一 ワ

ロングス

五501おかあさんもねえさんも︑此
ロングストーン

うん

﹇六千九百五十六巻﹈︵名︶1 六千九
の五六日は夜もろくろくおやすみに

﹇露座﹈︵名︶1 露坐
は せ

十244

ところが長盛がろくくあい トーン

←しんかろん

百五十六巻

ろざ

さつもせず︑︿略﹀︒

七985

ならないのです︒

ろくな

十六巻の大出版は遂に完成せられた

十一欄1図 く略V︑一切経六千九百五
り︒

﹇録﹈︵連体︶1

ろくに

六間半︑幅は一番上で三間といふ大

十ニー52図

六百饒年

路頭

だ一度も外國から攻められたことは

六855

﹇路頭﹈︵名︶1

ない︒

うとう

産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を知ら

十一撚9図死傷頗る多く︑家を流し
ず︒

がてあまねく内外の事件を報ずると

きなもくろみであった︒

土手は長さが三百間︑高さが うん・ず ﹇論﹈︵サ変︶1 論ず ︽ーズ

六間

四804 ︿略V︑生物をころしたり 十二255図圏 ︿略﹀︑長谷観音の堂下うんご ﹇論語﹈︵名︶1 論語

ろくな

するやうな子どもは︑撃てい
﹇録﹈︵副︶1

ろくなものになりません︒
ろくに
つたといふことだ︒
﹇六人﹈︵名︶2

六人

五686 ︿略﹀︑木もろくにない草山だ 五715
ろくにん

﹁マタ

﹁ソレデハ六パデス︒﹂

一訓7圏

五396 ︿略﹀︑しめをはった大きな杉ろっぱ ﹇六羽﹈︵名︶1 六パ
の木がありました︒︿略﹀︒私どもが
六人で︑やっとかかへました︒

六年

それからこ＼に六百鯨年︑ま

十一317図 福島正則以下の六人︑ま ろっぴやくよねん ﹇六百余年﹈︵名︶1
たそれぐに名ある勇士を討取って︑
﹇六年﹈︵名︶1

武名を天下にとゴうかせり︒
ろくねん

六まい

十二943 ︿略﹀五人の友と︑六年の
間種々の苦行を試みた︒
﹇六枚﹈︵名︶1

四511 道子が十二まい︑︿略﹀︑音

ろくまい

二郎が六まい︑︿略﹀︒

ロビ

かうしてイソップ物語やロ

︵名︶一

︿略﹀︑妻はろばたでぼろを ロンドンばし ︵名︶一 ロンドン橋

十﹁992

ンソン︑クルーソー

ロビンソンクルーソー

つゴつて居ります︒

七743

ろくまんにん ﹇六万人目︵名︶1 六萬 ろばた ﹇炉端﹈︵名︶1 ろばた

七368団人口はおよそ十一萬︑其の

人

ろくろく

中日本人は五萬人︑支那人は六萬人
﹇緑緑﹈︵副︶2

ですが︑︿略﹀︒

ろくろく

わ

821
わが一わが

わが
が

カンコウ

八219図又沿岸ニハ上海・漢口等

シャンハイ

最南端ヨリ最北端二至ル長サヨリモ
我

がはじまってみて︑﹁わあわあ﹂
我が

長シ︒

わが

とはやすごゑがきこえます︒
﹇我﹈︵連体︶75
アリテ︑我が國トノ貿易甚ダ盛ナリ︒

間もなくそれから芽が出まし

十62図園種類は大てい我が國に産
する限りを書くし︑産地は日本全國

最後にアメリカ合衆國は︑國

にわたれり︒

十367

家事業として此の工事に着手し︑
︿略﹀︑我が大正三年︑遂に之を造り

八349
たので︑婦人は之を我が子のやうに

五15翻 ︿略﹀天皇陛下 われら國
民七千萬を わが子のやうに おぼ

柿右衛門はひとり我が國内に

上げたのである︒

昨日の敵は今日の友︑

我はた＼へっ︑彼の防備︒

死所を得たるを喜べり︒

我々が今日生活して行くには︑

米は我が國でずるぶん多くと
けぬわけには行かない︒

れるが︑全く外二二の足しまへを受

十866

足らない︒

我が國で出費る品物ばかりでは用が

十861

と我が妻を見つけて︑︿略﹀

し︒︿略﹀とぼくと歩を運ぶ︒ふ

十608図く略V︑此の家の主人なるべ

るばかりでなく︑︿略﹀︒

おいて古今の名工とた＼へられてる

名古屋市ハ我が國屈指ノ大 十501

育てました︒

それに此の邊一帯の島々は

紅白三シテ︑人口四十齢萬アリ︒

八958図

しめされる︒

住めば都よ︑わが里よ︒

六165圃 山の中でも︑三軒家でも︑

九43団

我が國の支配に属してみるので︑

カラフト

六485 鮭ハ寒イ國ノ魚デ︑我が國デ
ハ樺太ト北海道ガオモナ産地ダサウ

︿略﹀︑殊に近年我が國で學

︿略﹀︒

に︑

九423図圏二人の我が子それぐ

彼はた㌧へっ︑我が武勇︒

︿略﹀︑

九418画聖

校をそここ＼に立てたので︑︿略V︒

九810圏

ダ︒

六804 我が武士は敵の攻めよせるの
を待ちきれず︑こっちからおしよせ
た︒

小などは少しも氣にしなかった︒

六807 けれども我が武士は︑船の大

までにない大難であった︒

六837 實に我が國にとっては︑これ

て︑他日我が手に受領せば︑長く

我が國は種々の品物を輸入し
最近における我が國の輸出入
我が村には戸敷三百︑人口
貿易上等も重要な關係をも
つてみるのは︑日・英・米三國で︑

十一114

千四百齢あり︒

十悩7図

網額は敷十億圓の多額で︑︿略V︒

十887

てるるばかりでなく︑︿略﹀︒

十875

に製造されるやうになったが︑︿略﹀︒

機械類は︑近年我が國でも盛

とんど産しないから︑オーストラリ

母も人間なれば︑我が子

十871

ヤ・南部アフリカなどから輸入する︒
ゐ
北風の主人は若い騎兵中尉で︑

げよう︒

い働をして︑我が高千穗艦の名をあ

九柵3園其の時にはお互に目ざまし

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

九柵7圏団

が︑︿略﹀︒

九M4 或日我が軍艦高千穂の一水兵

で我が子のやうに大事にしてみた︒

たいそう北風をかはいがって︑まる

九重9

いたはり養はん︒

今日はうれしき遠足の

いざや︑我が友うち連

我が居留民の数は︑外弁人中第一位

を占めてみる︒

れ行かん︒

十一124図圃

日よ︒

我が國に遊べる西洋人は

此の瀬戸内海の風景を賞して︑︿略﹀︒

十一3410図

十一7410園私も實は我が國の古代精

有名な古事記傳といふ大著

神を知りたいといふ希望から︑︿略﹀︒

述は此の研究の結果で︑我が國文學

十一772

の上に不滅の光を放ってるる︒

まやこそ︑

我がなつかしき住家な

十一803耳触 ︿略﹀︑ 煙たなびくと

れ︒

十一欄2國団此のブラジル國は︑廣

く略V︑

我が身をすて

さ我が國の十三倍もこれあり︑︿略﹀︒

て報いんと︑︿略﹀︒

十一川7図圏

ほどくに心を衝くす

ちからそやがてわが力なる︒
きよ
︿略﹀大鳥居あり︑巨人

十旧宅56図

ことしろぬし

我が子画風主とはかり

勿論今日我が國にて嚢行

現れたるは維新前後にして︑︿略﹀︒

十ニー54図 我が國にてか＼る新聞の
ゐ

て答へ申さん︒

十二67図園

の如く我がゆくてに立つ︒

十一一53図

國民の

十二23図圃

國に行はる㌧は︑︿略﹀︒

十一柵3周半︿略﹀︑一切纒の廣く我が

府・縣・市・町・村の別がある︒

七19図我が大日本帝國はアジヤ洲 九433図圏園 軍のおきてにしたがひ 十869 ︿略﹀羊毛は︑我が國ではほ 十一備3 我が國の地方自治團禮には︑
の東部にあり︒

七42図 其の中金が大日本切子と︑
︿略﹀・イタリや及びアメリカ合衆
國を世界の五大強國といふ︒

七278 我が國の馬は西洋笹蟹の馬に
くらべると︑せい も 低 く ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑又我が忠勇の士が血

になへる

を流して取った二百三高地にも上つ

七399団

︿略﹀︑物費は

て蹄りました︒

七956図圏

ヤウ スカウ

我が荷下に置き︑︿略﹀︒

八194図 揚子江ハ ︿略V︑我が國ノ

わかい一わがこくみんせいのちょうしょたんしょ
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せらる＼新聞中に も ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑我が命のある限り︑

︿略﹀︑急流や爆布に富んで

一身をさ＼げて此の岩山を掘抜き︑

十一一価9

︿略﹀︒

十二303團 我が日本のようひ・かぶ
と其の他の武器類もたくさん集めて

十二悦7

我が國が世界無比の國髄を

みる我が國では︑︿略﹀︒

十一而6
︿略﹀スイスは︑到る虞

あります︒

十一一3510団
我が日本のやうに景色がよい︒

忠孝は實に我が臣民性の根

し來って︑︿略﹀︒

十二458図 我が國に産する木材は其 有し︑三千年の光輝ある歴史を展開
の種類頗る多し︒

其の上道が國の美しい風景

易な樂土に平和を樂しんでみた我が

狡い島國に育ち︑生活の安

や温和な氣候は︑︿略﹀︒

十二悩3

本をなすもので︑︿略﹀︒

十二465図 ︿略﹀︑其の需要の多きこ 十二溜2
︿略 ﹀ ︑ 其 の 豊 官 田 な る こ と

と我が國の木材中老一位にあり︒
十二494図

我が國の木材中の首位を占む︒

再調は︑︿略﹀︒

十一一511 我が國の湖沼中此の湖より 十二悩8

深いものは秋田縣の田澤湖だけであ

︿略V︒

わか・い

らう︒

他國の文明を消化して︑之

あっさりしたこと︑潔いこ
我が國民の長所・短所を数

﹇若﹈︵形︶11

わかい

若イ

へたならば︑まだ外にもいろいろあ

十二燭9

とを好む我が國民は︑︿略﹀︒

十二鵬3

つさりしたことを好む風がある︒

十ニー38我が國民には潔いこと︑あ

實に我が長言性の一大長所である︒

を巧みに自國のものとすることは︑

十二搦9

藤壷から消去るであらうが︑︿略﹀︒

た以上︑かういふ短所はやがて我が

十二鵬3

︿略﹀世界的の地歩を占め

つて世界的の地歩を占めた以上︑

今日我が國が列強の間に立

る︒

外國の國旗に就いて述べん︒

十二6010図 今我が國を始め主なる諸 十二鵬1

十二612図 雪白の地に紅の日の丸を
ゑがける我が國の 國 旗 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二613図 ︿略﹀我が國の國旗は︑
最もよく我が國號 に か な ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

落葉の純正潔白なる性質を示し︑

十二615図 更に思へば︑白地は我が

︿略﹀︒

十二738園 たとひ我が親でないにし
ても︑︿略﹀︑姉上もお氣の毒とお思
ひになりさうなも の だ の に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

て此の疑問を解決したる人︑遂に我

十二822図 然るに其の国際を調査し
が日本人の中より現れぬ︒
始めて我が國に知らる＼に至れり︒

十二881図︿略﹀︑此の地方の事情も

若い

︽ーイ︾且vおわかい・としわ

﹇若木﹈︵名︶1 若木

男が靴を縫ってみる︒

わかぎ

若木が勢よく立並んでみるのが︑

わかいとき字をならひま 十一359 ︿略﹀︑四五尺にのびた杉の

︿略﹀︒

八163

九つの時から將軍の若君竹千

﹇若君﹈︵名︶2 若君

八相3

が︑︿略﹀︒

て︑江戸で若君のお守役をしてみた

大將の父は長府藩主に仕へ

代のおつきになった︒
ちやうふはん

長さんのおちいさんやおばあ
さんを其のわかい時から知つ
其ノ時分マデ︑ヨソへ奉公二

草山

十二槻3図

今若草山に登りて古京の

てさながら夢の如く︑︿略﹀︒

たち︑三月堂・二月堂霞につ＼まれ

十二㎜7図

しば
春は若草山の芝緑にもえ

會社では︑︿略V︑四五人の若わかくさやま ﹇若草山﹈︹地名︺3 若

ゐ

北風の主人は若い騎兵中尉で︑

あなたもずみぶん大きくな

若草山

跡を展望すれば︑︿略﹀︒

十二予感

アフリヨク

我が國第﹁ノ長流鴨中江

我が

我が國の木材

我が國の木材

︹課名︺2

ノ如キ肝属甘貝ノ支流ニモ及バザル

八195図

我が國第一

私どもの若い時分には︑か わがくにだいいち ﹇我国第一﹈︵名︶1

若い頃から拝趨がすきで︑

ナリ︒

わがくにのもくざい

第十課

第十課

國の木材

十二457

十二目11

ドイツの有名な音樂家べ一
トーベンがまだ若い時分のことであ

長所短所

十二目14

︹課名︺2

第二十七課

我が國民性の

我が國民性の長所短所

︿略﹀︑情ないやうにいって わがこくみんせいのちょうしょたんしょ

薄暗いらふそくの火のもと
で︑色の青い元氣のなささうな若い

十二392

みるのは若い女の聲である︒

十二384

つた︒

十二372

心に勉強してみた︒

將來法問を以て身を立てたいと︑一

十一707

分ぐらみしか働きませんでした︒

ういふ仕事になると︑あなた方の半

十138圏

つくりです︒

りましたね︒おとうさんの若い時そ

十133園

︿略﹀︒

九撹8

ゐました︒

い人々がぬかだらけになって働いて

九502

行ツテヰタ若イムスコガ︑︿略﹀︒

七517

て居ました︒

わかぎみ
四744私は東の村の今の村

こまってゐました︒

したが︑うまく書けませんので︑

三546

か
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︽ーキ︾

十二槻6 第二十七課 我が國民性の
長所短所．
若し

︽ーチ︾

山道

九目9
九319

︿略﹀︒

第八
若葉の山道

若葉の山道

第八
﹇若宮堂﹈︵名︶1

り切った事でせう︒︿略﹀︒﹂

判り

ワカル

わ

判りよ

判りにくい

﹇分悪﹈︵形︶1

宛所は判りよく

︽ーイ︾

わかりにく・い
にくい

七皿図

﹇分量﹈︵形︶1

と配達がてまどります

︽ーク︾

宛所は判りよく
︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾

﹇分﹈︵四・五︶32
分る

三198園

﹁わかりました︒だるまさ

タヅネアテテ︑︿略﹀︒

カリマセンデシタガ︑トウトウ

二744山ハケハシク︑ミチハワ

﹇▽おわかる

かる

わか・る

七擢図

い

し わかりよ・い

若宮

若宮堂の舞の袖︑

かへしし

﹇若武者土州﹈︵名︶1

秀吉はるかに之を望み︑

ワカメ

﹇若布﹈︵名︶2

七84図

わかめ

ワカメ

旗本の若武者どもをきっと見て︑

十一291図

若武者ども

わかむしゃども

人をしのびつ＼︒

つのをだまきくりかへし

十一一268図圃

堂

﹁年の若きに感心な︒﹂ わかみやどう

︹ 若 ﹈ ︵ 形︶2

八571図圃園

わか・し

かくいふ聲を後にして︑ 小ぞう
は乗りぬ︑自轄車に︒
さうち

十907図團 村の社の掃除や終へし︑

ワカス

︽一

はうき手にく此方をさして 語
﹇沸﹈︵五︶一

り つ ＼ 巡 る 若 き 人々︑︿略﹀︒

わか・す
ス︾

分つ

ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑私ノ乗ル

六117園飯ヲタクカマモ︑物ヲニル

﹇ 分 ﹈ ︵ 四︶2

ゴトクモ鐵デス︒
わか・つ

若葉

﹇若芽﹈︵名︶1

第三よし︒

若芽

しにのびゆく若芽のうす緑︑見るに

︿略﹀︑又あらん限りの力を
く略V

父と母とに暇を告

﹇分留﹈︵五︶1

分り切
﹁何で笑った︒﹂﹁だって分

五郎はまだ小さくて︑何

るところが雨のふるあな
だ︒﹂

い︒

これは級長の山田さんです︒

六276園

りよくて︑︿略﹀︒

るだよ︒わかったらもう一度鐵砲を

七424囹天子様によく御ほうこうす

上げろ︒

りますから︑それを見ると︑あれは

七592囹又海岸には所々に燈皇があ

何所だといふことが分ります︒

八438 ︿略﹀︑買先をた〜し︑それか

らそれと調べましたので︑とうとう

アメリカ人の元氣なことは︑

罪人がわかりました︒

おとよ︑わしの言ってるこ

これだけ聞いてもわかりませう︒

八667団

八896園

信吉はまだ先生の言はれたこ

とがわかるか︒

八902

もう三月になるので︑土地の様子も

一通りはわかりました︒

九518園 ︿略﹀︑其のつらさはとても

いや︑思差何日の何時には︑

お経たちにわかるものではない︒

何所に何星が見えるといふ事が︑學

九864園

問上ではわかってみるから︑︿略﹀︒

から︑引合はせて見て下さい︒

ずきで︑つ＼しみ深いことは︑それ

大連へ來てから︑もうかれ 十慨2園 あの青年が︿略﹀︒きれい
これ七八十日︑町のもやうも大分わ

ぎ
はきはきしてみて︑禮儀を

でよく分りました︒

わきまへてみることも︑それですつ

まだ來て二一二箇月で︑よく 十盟10園

はわかりませんが︑氣候も思ったよ

七393囲

かつて來ました︒

七354國

りにすることだ︒

弱い人間がわれわれの仲間を生けど

どうも分らないのは︑あの 十239圏 別封の絶葉書も濫りに買つ
たのです︒市場の様子がよくわかる

分らないことは此の方におききなさ

五44園

も分りませんでしたが︑︿略﹀︒

九121図井戸に近き柿の木の︑日ま 四908

わかめ

︿略﹀ナドガアリ︑︿略﹀︒

とがわからなかったと見えて︑︿略V︒
んです︒﹂
七967図圏 共同助力は人の道︑︿略﹀︑ 七855 先ヅタベルモノニハ︑コン
三521園﹁ああわかった︒あの光 九38団 此のトラック島へ來てから
ブ・ワカメ・アラメ・ヒジキ・
力を分ち︑物をさ き ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二635図 フランスの國旗が縦に三
﹇若葉﹈︵名︶4

色 を 分 ち た る に 聞して︑︿略﹀︒

わかば

七343月震 なはてつたひに果る風も︑
若葉のにほひか ん ば し く ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六291園

る ︽ーッ︾

わかりき・る

そりした焦すぢを我が家へ向つた︒

げて︑ 勇みて出つる我が家の門︒
．十一765 ︿略﹀宣長は︑︿略﹀︑ひつ

十895図圖

オールに注いで︑我が家へと向つた︒

十282

九322 ︿略﹀爾がはの木立も︑まだわがや ﹇我家﹈︵名︶3 我が家
若葉だけに︑下草まで見えるぐらゐ
明るい︒

九329 ︿略V十時過ぎの日かげが︑
若葉の色を下に投 げ る の か ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

帯も着物も皆うす緑︒

九345 ︿略﹀︑そよくと吹く風につ

れて︑若葉のにほひがひしくと身
にせまって為る︒

わかばのやまみち ︹歳歳︺2 若葉の

わかし一わかる

わかる一わく

824

︽ーレ︾

﹇別﹈︵下二︶6

の扱方にもなれて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑古事記を研究しよ わか・る

かり分りました ︒

十一752園
搾る

ル

わかる

分

三十

三萬近き學校に

日本中の小學校︑

近くありといふ︒

分る

うとしたが︑どうも古い言葉がよく

七65図圃

暦を見れば︑まだいろ

わからないと十分なことは出來ない︒

十一907囹

ふと

がたし

わきおこ・る ﹇沸起﹈︵五︶1 わき起

ちやうど其の時︑はるか遠方

︽ーッ︾

て︑海はわきかへった︒

六851 ︿略﹀︑一夜大暴風雨がおこつ

へる

わかれ道 わきかえ・る ﹇沸返﹈︵五︶1 わきか

で味方の萬歳の聲がわき起つた︒

九川2

旅僧もまた主人夫婦の情心 る ︽ーッ︾

︽ーキ︾

十705図

﹇別道﹈︵名︶1

にしみて︑そ買うに別れがたき思あ
り︒

わかれみち

︽ーレ︾

何べんも取ってあそびま

わき←こわき・

脇坂安治

かすやたけのり

ながやす

かつもと

﹇湧出﹈︵下一︶1

わき

わき出

底の水道から水がわき出て︑

ぎ
はきはきしてみて︑禮儀を

それであるから人々は常に

商人たる者は︑よく共同生

九524圏 ︿略﹀︑それにわき目もふら

わきめ ﹇脇目﹈︵名︶1 わき目

活の眞意義を辮へ︑︿略﹀︒

十二223

自治制の本旨を辮へ︑︿略﹀︒

十一柵3

かり分りました︒

わきまへてみることも︑それですつ

総員三十二人が四組に分れて︑ 歪曲9園

へる辮へる︽一へ︾

瀧は︑落口にあるゴート島と わきま・える ﹇弁﹈︵下一︶3 わきま

船は次第に高く浮上る︒

十六のお前が︑旅費も乏し 十339

る ︽ーデ︾

わき・でる

武者ども︑︿略﹀︒

坂安治・糟屋武則・片桐且元等の荒

ざかやすはる

加藤清正・同嘉明・平野長泰・脇

よしあきら

まさのり
十一296図 ﹁承る︒﹂と︑福島正則・

1

わきざかやすはる

わきざかやすはる ﹇脇坂安治﹈︹人名︺

三377園又わかれ道のところへ
きました︒まはりつこをしてみ

別れる

﹇分﹈︵下↓︶6分レル

ませうか︒

十118

いふ小島の爲に二つに分れてゐます︒

九301

い旅先で親に別れては︑︿略﹀︒

九2610園

ヰルノモアリ︑︿略﹀︒

膿が細カニ分レテ︑枝ノ様ニナツテ

七86海
4藻ノ形ハ様々デ︑︿略﹀︑全

した︒

れて︑

四513それから又二くみに分

分れる

こ＼に武士と獅子とはわか わか・れる
﹃さらば﹄と︑握手ねん

當時支那は敷國に分れて

別れて行くや右左︒

別れ

十ニー68図 しかして編輯局は更に編
ざい
輯部・政治部・経国部・外寸部・通
げい
信部・外報部・學藝部・寡眞部・校

互に馬寮ひ︑︿略﹀︒

十一51図

ごろに︑

九436図圏

れざるを得ざることとなりぬ︒

七333図

海ニソ・グ︒

分れて學ぶわれくのく略﹀︒
く大切な事がわかる︒
から
十一915園 そこを見ると︑塁湾や樺 七291図 淀川ハイクスヂニモ分レテ

太のやうな遠い所の氣候までも大子

分る︒

十一991 さうして其の本の内容がす
つかりわかってしまふまでは何度で
も詠む︒

十ニー24 此の時にはもう三番目の轟
ねぢは驚いてあたりを見廻

はどこへ行ったかわからなかった︒
十一一531
したが︑︿略﹀︑何が何やらさっぱり
わからなかった ︒

﹇別﹈︵名︶5

正部等に分れ︑︿略﹀︒

子馬には大てい飼主の一家

それぐ仕事の持場に向つた︒

若々

︿略﹀︑飼主が泣いて別れを 十一一伽10 ︿略﹀︑念入は翌日の再三を
﹇若若﹈︵形︶1

期して別れた︒

みねからすそにかけての若々

︽ーイ︾

﹇脇﹈︵名︶1

しいこずゑの色は︑︿略V︒

九342

しい

︿略﹀︑瓦師︿略﹀︑又別 わかわかし︒い

此虜にて林藏はコー二等
に別れを告げ︑︿略﹀︒

ず働くので︑︿略﹀︒

ーキ︾

うばを門のわきに立たせて置 わ・く ﹇湧﹈︵四・五︶6 わく ︽ーイ・
いて︑姫は中にはいりました︒

りょうわき
別れ

まで教を受けた人々が四方から三つ
﹇別難﹈︵形︶1

六607
わかれがた・し

て別れを惜しんだ︒

とく
十二985 危篤の報が傳はると︑これ わき

十二877図

れを告げて立去れりといふ︒

十一492図

惜しむのも︑もっともな事です︒

十2110囲

を惜しんで︑泣きながらく略﹀︒

族がついて來て︑︿略﹀︑今日の別れ

十196国

わかれ

十二533 しかしだんく落着いて見
ると︑此庭は時計屋の店であること
がわかった︒

十二685園 父上︑私はどう申し上げ
てよいかわかりません︒

十二687園 なに︑どう申し上げてよ
いかわからぬ︒それでは返事になら
︿略﹀︑日にやけ仕事にやつ

ぬではないか︒

十二価3

れて年の頃もよくわからぬくらゐで
あるが︑︿略﹀︒

十二伽9國囲 参りし三座は何事もわ
一心に働き候た

からず︑話合を も む の み に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
︿略﹀︑

め︑追々店の様子もわかり︑お客様

十二梱2圏團

825
わく一わざと

五543 ︿略﹀︑見まはしますと︑石の
中から酒ににた物がわいてゐます︒

散じ︑散じたかと思へば又わいて來

九951囹 雲や霧がわいたかと思へば
て︑︿略﹀︒

九953園 ︿略﹀︑散じたかと思へば又
わいて來て︑時には一寸先も見えな
いやうなことがあります︒

十一264図 ︿略﹀︑降ってわいたる敵

トオタヅネニナリマシタ︒ワケ
ヲ申シ上ゲマスト︑︿略﹀︒

四192 コノ神様モ︑﹁ナゼナク
ノカ︒﹂トオタヅネニナリマシ
タ︒白ウサギハ︿略﹀︑又ソノワ
ケヲ申シ上ゲマシタ︒
それで金鶏勲章といふのだ

が︑鶏のついてみるわけは知ってゐ

五177園

鮭二三ノ魚デモアレバ︑川ノ

るだらう︒

六457

魚デモアル︒其ノワケハ︑川デ卵カ

の大軍︑︿略﹀︒

ラカヘツテ︑海デ大キクナルカラダ︒

之を聞くと︑頼朝のかほの色

見ると︑︿略﹀︑見れば見る程興味が

六547

十ニー010 又いろくの鳥を注意して
わき︑︿略﹀︒

こ

はさっとかはりました︒かはるも道

み

︿略﹀︑下仕の女が來て︑﹁あ

八佃1園

君等が若し僕に食物を送る

爲に働いたといふなら︑僕もまた君

うらんでみるはずだが︒﹂﹁何でうら

十一一757囹 ﹁︿略V︒お前はわたしを

十二757囹 ﹁︿略﹀︒何でうらむわけ

むわけがございませう︒

こんなわけですから︑これから後は

等を養ふ爲に骨を折ったといひます︒

．がございませう︒﹂

わけても ﹇分﹈︵副︶1 わけても

互に親しみ合って暮しませう︒

しかし今の工事は昔と違つ

もやさしく︑秋より冬にかけて哀音

十一一棚2コ口略﹀鹿の︑春はわけて

九佃4囹

て︑一人で進んで功を立てるやうな

﹇分﹈︵下一︶2

分ける ︽一

六683 ︿略﹀︑たくさん金を出した上

ケ︾﹇▽おしわける︒みわける

わ・ける

しきりに人の眠をさますも︑︿略﹀︒

ことは出来ない︒︿略﹀︒此のわけを

よくおかあさんに言ってあげて︑安
心なさるやうにするがよい︒

それを見ると︑成程︑こん

に︑籾や豆の種を分けて上げてもよ

なにかはいがられて居れば︑馬も從

十203国

順で人になつくわけだと・しみぐ

いと言った︒

て︑はさみうちにしようとした︒

七437 ︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け

思ひました︒

米は我が國でずるぶん多くと
れるが︑全く外國米の足しまへを受

十867

けぬわけには行かない︒

君は書を以て一家を成

なりとも行きて君の技をふるひ給へ︒

せる人なるに︑︿略﹀︒︿略﹀落丁へ

十一453図囹

わざ ﹇技﹈︵名︶1 技
﹁い＼え︒﹂の言ひにくいわけをさと

太郎は︿略﹀︑﹁はい︒﹂と
ることが出來た︒

十965
ぬ︒﹂と申しました︒わけをたつね

いざ︑起出でて︑勇まし

使ひみちによって︑三十年 わざ ﹇業﹈︵名︶1 業﹇▽にんげんわ

ますと︑︿略V︒

の門の中へ︑はいってはなりませ

六595

ございます︒

十二275図韻 鎌倉宮にまうでては︑

︽ーケ︾

理︑これには深いわけがあったので

引く

辛きせぬ親王のみうらみに︑ 悲
﹇分﹈︵下二 ︶ 2

憤の涙わきぬべし ︒
わ・く
﹇ ▽ そ め わ く ・ ふ みわく

海を分けて太平洋・大西

洋 ・ 印 度 洋 と し ︑︿略﹀︒

七16図

十一406

ざ

かの男がわけを話して︑どう

目から五六十年目ぐらみの間に伐る

七744

かお禮を受けてくれといひますと︑

七16図 ︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ
洲︒ヨーロッパ洲・アフリカ洲・南

我もはげまん︑今日の業︒

︿略﹀︒

へ行く︒

叔父爲朝の弓のやうな強い

ためとも

まきちらせば︑鶏はあわてて其の方

少しはなれたるきりの木のあたりに

九1210図

妹は餌をつかみて︑わざと

弓なら︑わざと敵にやってもよいが︑

六378園

わざと ﹇態﹈︵副︶3 わざと

く

九28図圃

である︒

十一687
るまい︒

てこれで完成したといふわけではあ

しかし火の利用法は︑決し

たので︑パラゴムの名が生じたわけ

て南米ブラジルのパラ州から産出．し

十一504此の種のゴムが︑昔主とし

みの年になってみるわけだ︒

ても︑其の時は僕がおとうさんくら

のださうだから︑一番早く伐るとし

見物人は孚って︑多勢の方へ

つまりお前たちよりもよけ
いに勉強してみるわけです︒

八686團

けをたつねると︑︿略﹀︒

命じた︒家來があやしんで︑其のわ

行ったが︑家康は小勢の方へ行けと

八138

くはしくたつね︑︿略﹀︒

うったへて出ました︒役人はわけを

男はしあんにくれて︑役所へ

︿略﹀︒

わけ﹇▽も

七751

アメリカ洲・北アメリカ洲・及び大

ワケ

﹇分﹈﹇▽かぶわけ・てわけ・とり

洋洲とす︒

わけ

わけ・みわけ
﹇訳﹈︵名︶2 一

うしわけ

わけ

一156 コガニガナイテヰマシタ︒

ハチガキテ︑ナクワケヲタヅ
ネマシタ︒

四171 ︿略﹀︑﹁ナゼナクノカ︒﹂

わざわい一わすれる

826

十伽1囹私はわざと一さつの書物を
わざはひ

床の上に投げて置きました︒
﹇災﹈︵名︶1

十一705園

︿略﹀︑上座の老僧がもつ

たいらしい顔をして︑﹁物を言はな

尊は其のころ︑︿略﹀︑御年は

殆ど出來なかった︒唯通りがかりの

十﹁81図其の身を忘れ︑よはひを

其の身を忘れ︑よはひを

の面目︑︿略﹀︒

忘れて︑人生の爲に蓋くしたる大聖

に心をなぐさめてみた︒

旅人から珍しい話を聞いては︑僅か

︿略﹀︑今や遠くヨーロッ

來せるものの僅かに世に存するのみ
にて︑︿略﹀︒

十ニー59図

パに起りし事件も僅か一爾日にして

十二518

︽一

殊に日本人の小學校あ

りて︑御前たちぐらみの子供が通學

十一鵬3圏國

し居るを見ては︑殆ど身の南米に在

るを忘れ候︒

わすれがた・し ﹇忘難﹈︵形︶1 忘れ

十鵬7図

︿略﹀︑勾践は呉に捕へられ

がたし ︽iク︾

ぬ︒︿略﹀︑勾配此のうらみ忘れがた

く︑︿略﹀︒

忘れる

︽ーレ︾

うらしまはおもしろがって︑

︿略V︑おとひめのいった

叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ

耳をかたむけ︑こぶしをに

十新年の間︑寝食を忘れて其の道の

そこで此の父も︑︿略﹀︑四
樂しんではうれひを忘れ︑老の將に

十一875 かう思ふ瞬間︑つかれも
何も忘れてしまって︑僕も思はず

野で︑殆ど交通の便もなく︑唯僅か

九234園

ぎる︒

れて︑

六504圏居ならぶ子どもはねむさ忘

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

六454

ました︒

こともわすれて︑玉手箱をあけ

三464

ましたが︑︿略﹀︒

うちへかへるのもわすれてゐ

三437

わすれる

即ち水位の一番高い五月と わす・れる ﹇忘﹈︵下一︶8 ワスレル
一番低い一月との差は︑僅かに三十
八センチメートルに過ぎない︒

十二862図木の枝を伐りて地上に立
て︑上を木の皮にておほひ︑八人一

き

な ら
く略V奈良の都も︑色移

所にうつくまりて僅かに雨露をしの
ぐ︒

十二996︹図

り香失せて年無に久しく︑今は唯畿

忘る

内の一都市として僅かに古の名残を

ない

ぶん

﹇忘﹈︵下二︶5

留むるのみ︒

わす・る
レ︾

忘れて︑︿略﹀︒

しかしせっかく始めた學校 十一81図

通ひも︑家事のために僅か一年足ら

く略V︑王は娘たちを面前 十一983

いのはわしばかりだ︒﹂

に呼んで︑﹁︿略﹀︑わしはそれが知

ずで止めねばならなくなった︒

十二666園

西郷の果断によって︑江戸の市民も
りたいのだ︒

十二慨3 安芳が一命をかけた努力と︑

わざわい

徳川家もわざは ひ を 免 れ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

一腰わしは今までど

︵名︶一

たりを見廻し︑︿略﹀

ワシントンでん
傳

五417

わっかに十⊥ハでいらっしゃいました
が︑︿略﹀︒

爾方からおしよせて︑ちんの
くすのきまさしげ

間がわっか三町ばかりになりました︒

六234

されば古は︑支那より渡

十二746園

鷲

そうぜい

く略V︑絡勢わっか千人ばかり︒

すが︑何か好きな物を買って上げて

八471囲此の襲撃はほんのわっかで

︿略﹀︑わっか十二年の間に四

下さい︒

十了8

方の國々を征服して︑︿略﹀︒

刷出まで其の間僅かに数十分︑︿略﹀︒

讃者に報道せらる︒
しめ
或時近邊の人からワシント 十ニー79図 ︿略﹀︑原稿締切時刻より

ン傳を借りたことがある︒

十一994

ワシントン

うしてるたのだらう︒﹂といってあ

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒

やがて眠から覧めた王は︑ 十一伽9図

わざわざ ﹇態態﹈︵副︶3 ワザく

わざく
五553 いっか此の事が天皇のお耳に
な ら
ぎやうか う

入りまして︑わざく奈良の都から

美濃の國へ行幸になりました︒

九梱8園 ︿略﹀︑オトウサンガワザ

︿オ節リニナラナクツテモ大丈夫
デセウ︒

ワシ

わし

鷲

九槻3園 ︿略﹀︑カウシテワザく蹄 わずか ﹇僅﹈︵形状︶14 わっか 僅か
ツテ來タノダ︒

八目2 第十三 鷲

わし ︹課名︺2 鷲

﹇鷲﹈︵名︶3

八476 第十三 鷲
わし
ワシ

八477 大キサカライツテモ︑強サカ 六911 楠木正成が守った千早城は︑
ライツテモ︑鷲ハタシ家老鳥類ノ王
デアル︒

わし

八499 鷲ハ遠ク人里ヲハナレテ深山
ニスム︒

﹇儂﹈︵代名︶6

十一89図 わし
わし

前の事ばかり心配してみた︒

ひを忘れ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑起しんではうれ

書物を旨み︑︿略V︒
しゅん

︿略﹀本を悩むことなどは

十一710三園

至らんとするを知らず︒

十一963

の便をかりるに過ぎなかった︒

に十勝川を上下するアイヌの丸木舟

八869囹 わしはあちらに居ても︑お 十一6210 當時此のあたりは未開の原 十一79図園 護聾しては食を忘れ︑
八895囹 おとよ︑わしの言ってるこ
とがわかるか︒

八896圏 わしの聲が聞えるか︒

827
わた一わたくし

﹁萬歳︒﹂と叫んだ︒

十一981 大事なことは拾ひ集めた木
片などに書留めて忘れないやうにし
ておく︒

十二4110 ベートーベンの友人も全く
﹇腸﹈﹇▽はらわた

わた
わた 綿

綿

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒
わた

﹇綿﹈︵名︶4

わた
七84図 又輸入品は綿もつとも多く︑

わた

砂糖これに次ぐ︒

さたう

七85図 しかして︑綿は印度より︑
砂糖はオーストラリヤより上る岡多
し︒

八218図 揚子江ノ流域ハ地味スコブ
ルコエ︑米・茶・綿等ノ産物多シ︒

十一柵1國団 燃えあとは取片附けて

ワタクシ

畠とし︑コーヒー・わたの木などを
﹇私﹈︵代 名 ︶ 薦

植付け申候︒
わたくし

わたくし 私

ワタクシハアノアカイ

一28一 コレハワタクシノハコニ
ハデス︒

二76園

大キナハナガスキデス︒
一一253 ミヨチヤンハワタクシノ

イモウトデ︑ワタクシバミヨチ
ヤンノネェサンデス︒
︿略﹀︑ワタクシバミヨチヤ

ンノネエサンデス︒

一一255

ミヨチャン
ハ︿略﹀︑ウマ

ワタクシ ハネエサンニ︑

ゥマトイヒマス︒

ルト︑

二40一

ユキデウサギ ヲコシラヘテイ
ワタクシハ
アナタノォト

タダキマシタ︒

二573

タチ︑︿略﹀︒

アナタガオタチニナレバ︑

モダチデス︒

U

V

︿略﹀︑アカリガツイテヰ

スレバ︑ワタクシバ
ハナレマス︒

私ノ目
ハイツモ ハツキ
ヨク見エマス︒

私ノ
ウチニハオや牛ト
ガクカウカラカヘッ
今月

うらしまさん︑︿略﹀︒私

ハ一目二見エマス︒

︿略﹀私のぶんにつぎ木

みを持って︑おつかひに行きま

四221私はきのふふろしきつつ

ほどなってゐます︒

四72私の木も枝がをれる

をして下さった︿略﹀︒

四54

です︒

三614園 みよ子﹁私はかちまけを 四53 これは私が生れた年︑
見る人になりませう︒﹂
おちいさんが私のぶんにつぎ
三623園さあ︑私がこゑをかけ 木をして下さったのださう

ましたら︑みなさん一しょに舟
を出すのですよ︒

三658私ノウチヘキノフヲケ
ヤガ來テ︑︿略﹀︒

シノマン中二︑キリデ小サナ

三666馬引ソレヲヒロツテ︑フ
アナヲアケマシタ︒

道子﹁はい︑取りました︒

四596私バカンナヲカケテ居

居マス︒

四577 私ノウチデハ此ノゴロ
土ザウノブシンガハジマツテ

せんのも私が取りますよ︒﹂

四498囹

す︒﹂

四486園道子﹁私が取ったので

ました︒

三705 この黒いもめんのもんつ した︒
きは私のです︒
四281私のうちでも二つつけ
三725．︿略﹀︑そのとなりのめり

んすのあはせは私のです︒
三736園 ソノトキカウモリハ
﹁私ハ鳥デモケダモノデモナ
イカラ︒﹂トイツテ︑︿略﹀︒

ニテヰルカラ︑ケダモノダ︒

三744園私バカラダガネズミ
ニ

鳥ダ︒

三752園私ハ羽ガアルカラ︑
三782

一本あります︒

二本で︑その中に私の木が

木ノキレヲタクサンモラツテ︑

︿略﹀︒

私のうちに山がらが

四688 きずを見てやらうと思
つて︑私がかごの戸を明けま

なって居ました︒

の手からゑをたべるほどに

四681たいそうよくなれて︑私

一

今日私が川の土手から ルノヲ見ルコトガスキデス︒
四606 私ハ昨日大工サンカラ

それは私の着物でご

とって來たすすきも︑︿略﹀︒
ざいます︒．

三852囹

トマツテ︑カラヲヌギハジメマ

羽かつてありました︒

三853園いや︑これは私が今 四678
ここでひろったのです︒

私のうちには柿の木

シタ︒

しぶ柿が三本︑あま柿が

が五本あります︒

三484ソコへ上ルト︑私ノ村 四48

のせ中へおのりなさい︒

三418園

より高くなりました︒

のです︒︿略﹀︑

三263 そこ
から竹の子が出る
もう私のせい

ミデス︒

テ︑ヒヨコヲ 見ルノガタノシ

三102

子牛ガヰマス︒

二645

リシテヰテ︑

ニ625

アナタカラ

ナカツタリ

二585

ス︒

ニナレバ︑

︿略﹀︑ アナタガオアルキ
ワタクシモアルキマ

ワタクシモ

一一
一一

ワタクシハマイ日ミヨチ 三578チヤウド私ノ目ノ前デ 四52
ワタクシガアヤシテアゲ

ヤンノオモリヲシテアゲマス︒

二257
二262

T7
T7

わたくし一わたくし

828

すと︑︿略﹀︒

四695これは私が七つの年
一本杉で

ばこ

五895

私は町の辻に立ってるる郵便
︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

函であります︒

五898

る人の外は︑私のからだにさはる者
がありません︒

︿略﹀︑皆様が私のロへお入れ

私がたんぼへお湯を持って行

けです︒

六37
つてくると︑︿略V︒

ヤウナヤクワンニモナリマス︒

六108園金ダラヒニモナレバ︑私ノ

ノ乗ルゴトクモ鐵デス︒

六118園︿略﹀︑湯ヲワカス私モ︑私
ノ乗ルゴトクモ鐵デス︒
あり

六285園私です︒蟻です︒
になって來てるるのは私一人だけな

いかな日でも葉書の百枚や封 六403団 ︿略﹀︑私の村から︑今歩兵

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

のだ︒

此の學校へ通って︑︿略﹀︒

七525園私も子どもの時には︑毎日

私は年中航海をしてみるも

のですから︑少し其のお話を致しま

七531園

す︒

︿略﹀︑いた厚いたのは財布

ふのは︑︿略﹀︒

き

私は渡場へ婦って人を渡し

ではなくて︑私の命でございます︒

七697園

．七705園
ます︒

七709園私は此所から百里さきの紀

どうぞ之を受取って︑私の

州の者でございます︒

七726囹

もし︑お金をもらったら︑

私は川ばたの人夫で︑名前

︿略﹀︑私の氣がすみません︒

七727園

をいふ程の者ではありません︒

と︑︿略﹀︒

私は三年ぶりに此の子にあ

さしぶりに立つた私に︑一口も口を

八876圏︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひ

ふのでございますが︑︿略﹀︒

八874園

す︒

なってみる松木とよの父でございま

八855園

私はこちらに御やくかいに

つかせてみて下さい︒﹂といひ出す

其の時にいさんが﹁私にも

番多く出てみるのに︑ふしぎと私の

八535圏
︿略﹀︑ふしぎと私の村から
は私一人だ︒

六416囲

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが誰

かにおっしゃってみる時︑私は庭へ

六棚1

私ノ近所二年ヨリノカヂ屋ガ

出ました︒

私ハ時々其ノ仕事場へ行ツテ

八883園

う︒

するとおとよは︑にごった

きくことが出來ないのでございませ
タガガコハレ仁心︑ツクロヒヲタノ

何時力私ノウチノツルベノ金
ンダラ︑︿略﹀︒

七509

見マシタ︒

七501

アリマシタ︒

おめでたい事やたのしさうな 七494

︿略V書生さんが︑お友だち

おるす居はおちいさんと私だ

氣がすむやうにして下さい︒

︿略﹀村から︑今歩兵にな 七719園
︿略﹀︑私を入れて村からは
五人も出てみるが︑︿略﹀︒

六408国

つて重てみるのは私一人だけなのだ︒

作物の種や商品の見本も入れ 六405團

てよいことになってゐますが︑私は

五916

らないことはありません︒

五911

になる郵便物を︿略﹀︒

五905

つめに滑る人に渡すのであります︒

を大切にあづかってみて︑これをあ

私は長生をして居ます 五905 私のやくめは︑︿略﹀郵便物 六118堅く略V︑湯ヲワカス私モ︑私 七534園 私の乗ってみる太平丸とい

私は道ばたの

のことでしたが︑︿略﹀︒

四718
す︒

四728
ので︑︿略﹀︒

四742私は東の村の今の村
長さんのおちいさんやおばあ
さんを其のわかい時から知つ
て居ました︒

四74冒せいの高い私の目にも︑
まだお日様が見えない中から︑

まだそれをあつかったことはありま

︿略﹀︒

二様が光りはじめるころにな

四748又私のかたの上で︑お

郵便物をあつめる人は︑毎日

︿略﹀封書を入れに点る者が︑

村からは私一人だ︒

私の口にはいる物は︑はがき 六416囲 どの町村からも︑歩兵が一

せん︒

六18

ちぎれるやうに思ひました︒

へ出した葉書には︑私もはらわたが

五944

いと思ひますが︑︿略﹀︒

事が書いてありますと︑私もうれし

五935

は氣がもめてたまりません︒

途中で人と立話でもはじめると︑私

五927

明けて持って行きます︒

きまった時刻に來て︑私のおなかを

五924

の外はきっと切手がはってあります︒

五918

つて︑︿略﹀︒

四771 此の間さびしいおさう式
が私の前を通りました︒

四785私の下で︑長い間しょ
んぼりとして居まして︑︿略﹀︒

四792︿略﹀︑私が風の音をこ
私は長い間に子どもを

うつとさせてやりましたら︑︿略﹀︒

四796

たくさん見ましたので︑︿略V︒
五286 うら一めんの林は私のうちの

五281 これが私のうちです︒

もので︑︿略﹀︒

てん
五324 私のうちの表通は電車や自国
車 が 引 切 な し に 通って︑︿略﹀︒

屋で︑左どなりは時計屋です︒

五344 私のうちの右どなりは小間物

829
わたくし一わたくし

聲で︑ゆっくりと︑﹁わたくしのお
と う さ ん ︒ ﹂ と 答へた︒

十1610團

ンブラン橋のてすりにもたれて︑

私が來たので︑すぐしまは 十二3510団私は今ジュネーブ市のモ

ジュネーブ湖上の風光に見とれてゐ

あきてみた私には︑如何にも心地よ

十一一369圏 久しく軍調平凡な景色に

ます︒

うとなさるのを強ひて止めてお手傳

なれない私は︑大丈夫とい 十一149

はれても︑︿略﹀︒

︿略V︑私も急に一年からの

をしましたが︑︿略＞Q

十一157

をまとめたくなりましたが︑︿略﹀︒

にいさん︑まあ何といふ

く眺められます︒

十二381園

よい曲なんでせう︒私にはもうとて

私は音樂家ですが︑面白

もひけません︒

ほんたうに自分の命

私はもう何よりも︑どん

さについつり込まれて参りました︒

十二395園

な費よりも

十二6610園

お暇してから︑私はひとり

とを考へて︑つくぐ恥つかしくな

私も姉上と同じ心で︑

私も姉上と同じ心で︑

よりも父上を大事と存じます︒

十二676園

︿略V︒

−ほんたうに姉上は私の思ってゐ

私も實は我が國の古代精 十一一676園

る通りをおっしゃいました︒

十二678園私はありとあらゆる身の

記を研究しようとしたが︑︿略﹀︒
しやく

私は公爵ウェリントン

大事に致すのを此の上もない仕合は

父上︑私はどう申し上げ

私は胸にある事が十分に

唯私は子としての務を蓋

事を申し上げてみるのでございます︒

十一一695園父上︑私は唯ほんたうの

くしたいと思ふばかりでございます︒

十二6810囹

言へないのでございます︒︿略﹀︒

十二689囹

てよいかわかりません︒

十二685園

せと存じてをります︒

樂しみを退けても︑ひたすら父上を
よい子だから私の頼をき
十一一305国市街を見物して私の特に

いてくれ︒

十一伽2園

だ︒

十一伽2園

神を知りたいといふ希望から︑古事

十一7410園

嘉したいと思ってをります︒

＋一夢着綿はかねぐ古事記を研

りました︒

で歩きながら自分の始末のわるいこ

十一181

があります︒

時々見失って︑大さわぎをすること

私は學校で習ふ本でさへ

ておかなかったので︑大方なくなつ

私はもと鉢の木がすきで︑

十﹇164

てしまひました︒

私は︑とても人の死ぬのを

たちがあんなにかはいがってみたの

十263囹

を見て︑︿略V︒

十227国私は今日此所に去て︑飼主 十一158 ︿略﹀︑私のは置場所をきめ

りました︒

所にすき間も無く子馬がつないであ

八942園 先生︑私の娘にもあ﹂して 十179團私の行った時には︑もう其
教へて下さったのでせうか︒

︿略﹀︑母が私に︑お友だち

ち や う ど 日 曜 日 ですから︑︿略﹀︒

八研3囲 來る十六日は私の誕生日で︑
八柳4團

をお呼びなさい︑おこはでもふかし
なへ

て上げようと申します︒

今日は私もついて行って見た︒

じっと見ては居られません︒

十384

私は思はず︑﹁︿略﹀︒﹂と聲を

九477団 私は苗くばりをして︑﹁お
前もたしかに半人前だ︒﹂と︑おか
十387

兄は私に﹁︿略﹀︒﹂といひな

がら︑︿略V︒

十415

あげると︑兄は︿略﹀︒

あさんにほめられました︒

を食べながら︑私がゆめの中に通過

九701 顔を洗って來て︑ビスケット
した言々のお話をうか〜つた︒

︿略﹀︒

十959園

はなかったのだ︒

た時︑なぜすなほに﹃はい︒﹄とい

それから又︑書間私が聞い

いろく集めた事もありましたが︑

十667園

精一ぽいに働いた︒

束ねては運び︑運んでは又束ねて︑

九767 私は叔父さんに連れられて宿 十421 私は教へられた通り︑雑木を
に着いた︒

九9010園 私も齢程前に讃んだのです
から︑くはしい事はおぼえてゐませ
んがね︒

歯黒8囹 私には妻も子も有りません︒
九備9園 私も日本男子です︒
そうになりませう ︒

十127園 どれ︑私もお茶を一つ御ち

私とてもかはゆらしきめ

感心したのは︑市民が交通道徳を重

十研2國團

ひの生れ候と聞きては︑何よりうれ

十133園 私も︑あなたのおとうさん
などと一しょに︑よく道ぶしんに出

私は今落日に封して︑

んずることです︒
十一一3310圏

︿略﹀︑私は今更ながらド

イツ人の勤勉なのに驚きました︒

十一一353團

職跡に立ってるます︒

︿略﹀︑山鳩の聲さびしきベルダンの

ばと

しく︑一日も早く御言を見たく存じ
候︒

前︑︿略﹀︒

十返10園

私はわざと一さつの書物を
床の上に投げて置きました︒

十榴1園

あの青年が私の室にはいる

たものでした︒

十146図葉が今度蹄って來て︑はじ
めて青年團の規約 を 見 た 時 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十151評言は此の村の青年諸君が︑
︿略﹀︑骨を折ってをられるのを︑う
れしく思ひます︒

わたくしたち一わたし

830

を行ひ壷くし︑語らうと思ったこと

十二988園 私は行はうと思ったこと
になりました︒

あひだから電とうがつくやう

四265私どもの町でも︑この

の町へかかるさうです︒

四287電話も近い中に私ども

を語り書くした︒

のが私の命である ︒

十二9810園 これまで説いた教そのも

私ド

つて︑︿略﹀︒

四703

私ども二人はていねいにおじ
私どもにはもと娘が八人ご

中デ一番入ノ二二立ツノハ︑私ドモ
ノ仲間ノ銅デアラウト思ヒマス︒

私どもだって︑大ぜいして

か＼れば︑あなた方に負けません︒

六296園

ります︒

わたくしどものまち
もの町

︹課名︺2 私ど

私ノ村

綿毛に包まれたるひよこど

も︑小さき聲を立てつ＼︑ちよこ

九125図

くとかけ廻る︒

わたし ﹇私﹈︵代名︶14 ワタシ わた

コノヲカへ

オマヘタチハウマクワ

ワタシバ

其のうちに︑どうやら水が

か

らまつ

わたしの植ゑた落葉松が

わたしの命は︑とても仕事

わたしも此の精神にもとつ

しかしわたしの四十年の骨

それにはわたしが死んでも

はげむがよい︒

國へ錦らずに︑︿略﹀︑一心に諮問を

九273園

だでなかったと思ふ︒

折は︑農學の進歩の爲には決してむ

九266圏

て︑︿略﹀︒

いて︑主に海産物や水利の事を調べ

九261園

の出來上るまでもつまいと思ふ︒

九243圏

あんなに高くなりました︒

六998寺主

うに戦死した︒

子どもが植ゑたので︑其の子はと

六984圃 ︿略﹀落葉松は︑ わたしの

た︒

たしは正男をつれて物ほしへ出まし

二階にもつきさうになったので︑わ

五875團

來タカツタノダ︒

四157園

タシニダマサレタナ︒

四157園

カ︑クラベテミヨウ︒

四127闘 オマヘノナカマトワタ
シノナカマト︑ドツチが多イ

七163困此の蛤は私どもの拾った中 し

十日ばかり前に︑私ども中

から︑大きなのをよったのでござい
ます︒

七397圏

學の二年生が修士旅行に行って︑
︿略﹀︒

其所にみる人は︑私どもと
はまるでちがった風をして︑︿略﹀︒

七714園小ぶくろの方は私どものだ

私どもの若い時分には︑か

んなが國へおやりになる金ですが︑
︿略V︒

十138園

ういふ仕事になると︑あなた方の半

しばらく待って︑私どもは浴

分ぐらみしか働きませんでした︒

︿略﹀︑先生が﹁︿略﹀︒﹂とい

してみる私どもは︑非常に喜んでを

いたどりは私どものせいほど 十155園 く略V︑あちらの教育に六二

衣地とこんがすりを買って外へ出ま

︿略﹀︒

五387

四目8七私どもの町
四264七私どもの町

︹課名︺2

三目4十六私ノ村

わたくしのむら

五目10九私のうち
五276九私のうち

私どもが六人で︑やっとかかわたくしのうち ︹課名︺2 私のうち
私どもの村では︑どうして
私ドモハブダウノ實ヲ生デタ

三481十⊥ハ私ノ村
六96園丁ニハイロくアリマスガ︑ わたげ ﹇綿毛﹈︵名︶1 綿毛

ベマスガ︑︿略﹀︒

五972

池を掘らないのでせう︒

五672園

へました︒

五396

に來るおちいさんが︑︿略﹀︒

此の時私どもの村へよく物責

つて︑私どもを道に待たせておいて︑

五385

にのびてゐました︒

五362

した︒

五251

ざいました︒

五91園

ぎをしました︒

五46

四716私ドモハ何ト何デセウ︒ 七559園

モヨクニテ居マス︒

私ドモ職人軍扇モナリ

十二9810園私のなくなった後も︑め 四295 これが出來上るころには︑
てつだうが私どもの町を通
いくが其の教をまじめに行ふ所に
私は永遠に生きてをる︒

十二991園 ︿略﹀其の教をまじめに
行ふ所に私は永遠に生きてをる︒

十二伽2圏国 私のこと御心にかけ下
され︑︿略﹀︒

十一一伽8圏圏 私の勤め居り出家は呉
︿略﹀計算は私が一．番

服店にて︑なかく忙しく御座候︒
十一一梱5薩国

達者なりとて︑何時もほめられ申候︒

チ私たち

わたくしたち ﹇私達﹈︵代名︶2 私タ

六132園 其ノ時鐵ビンハ﹁私タチノ
サビルノハ人が使ハナイカラデス︒

これがなかくうまいもの

︿略﹀︒﹂ト言ツテ︑︿略﹀︒

九64国
﹇私共﹈︵代名︶25

で︑私たちもよく取って飲みます︒
わたくしども

モ 私ども

三486村ノ中デ︑一バン目ダツ
ノハ私ドモノ學校デス︒
三 7 2 6 私 どもはあれを着て︑
をばさんの村のお祭によばれ
て行くのです︒
てをがみました︒

四32私どももすずをならし

831
わたし一わたる

こはがる者があります︒
わたす

渡

父は暦を持って來て︑︿略﹀

ブイリップに渡した︒
十一889

一日おい

て町長さんが來た︒︿略V﹁直りまし

時計師は︿略﹀︒

弟の手に渡した︒

た︒︿略﹀︒﹂といって渡した︒

十二604

わたす・ひきわたす・みわたす・もう

記録一切を取りまとめ︑之を從者に

おとひめはく略﹀︑きれいな 十二8410図 ︿略﹀︑昼鳶はこれまでの

駒とめて袖打止ふかげも

わたり

渡していふやう︑︿略﹀︒
こま

﹇辺﹈︵名︶1

﹇渡出﹈︵五︶1

渡り出

佐野のわたりの雪の夕暮︒

︽iシ︾

わたりだ・す

なし︑

十642図翻

わたり

箱をわたしました︒
五907私のやくめは︑︿略V郵便物

三452

しわたす

す・うりわたす・おわたしする・かけ

す︽ーサ・ーシ・ース︾﹇▽いいわた

わた・す ﹇渡﹈︵四・五︶14

九491国園 く略V︒にいさんたちの分
もわたしが働くのだ︒

分だったらう︒

九527囹 それはわたしの十五六の時

お前はわたしをうらんで

九佃2園 わたしが悪かった︒
十一一755囹

﹇ 渡 ﹈ ﹇ ▽ さしわたし

みるはずだが︒
わたし

ワタシ

を大切にあづかってみて︑これをあ

﹇私達﹈︵代名︶2

つめに來る人に渡すのであります︒

わたしたち

四138園ワタシタチノ方が少

親を思ふ孝子の心には︑頼朝
す

太郎は︿略﹀︑友だちのす＼

わたりたま・う

︿略﹀︒

九102図

うらが

渡り

わ

ガンガンワタレ︒ オホキ

アトニ︑

ナカヨク

ワタレ︒

ワ

ナガンバサキニ︑チピサナ

ガンハ

一357圃︿略﹀︑ナカヨク

タレ︒

一ツニツト

︿略V︑海ヲワタルクフウヲシ

四124島ニヰ上白ウサギガ︑

白ウサギハ

テヰマシタ︒

四152

カゾヘテ︑ワタツテ行キマシタガ︑

︿略V︒

五266 ツバメハ ︿略﹀︒︿略V︑南ノ

︿略﹀︑ガンガソロくワタツ

國カラワタツテ來マス︒

五268

だれが渡るか︑虹の橋︒

大平橋を渡ってから左へをれ

テ來ルコロ︑︿略﹀︒

て︑︿略﹀︒

五376

五622圏

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六962 ︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

う

ちはし

しんムん

︿略﹀︑其の上を賊が我先に渡った︒

あ

べ

中でも安倍川の宿は一そうの

渡るといっても︑自分一人で

渡るといっても︑自分一人で

水になれた人夫の肩に乗るか︑

手をひいてもらふかして渡るのでご

七632

は渡ることは出來ません︒

七628

は渡ることは出來ません︒

七628

た︒

我もくと先をあらそって渡りまし

人ごみであったと申しますが︑︿略﹀︑

七627

︿略﹀︒

景行天皇の皇子日本武 六悩7圏 宇治橋を渡って神苑に入り︑

やまとたけるの

﹇渡給﹈︵四︶1

した︒すると橋はまん中から折れて︑

めをことわりかねて︑一所に渡り出

︿略﹀︑賊は大きなはしごを作 十937

︿略﹀︑人夫は財布を出して渡

約束の川中島は謙信に渡す︒

つて︑之を城の堀に渡して橋にした︒

六961

を出して︑萬じゅに渡しました︒

もかんしんして︑石のらうから唐糸

六636

タチ わたしたち

イカモシレナイ︒
十一918園 かういふやうに︑暦はわ

渡賃

たしたちに日日の事を教へてくれる
﹇渡賃﹈︵名︶3

大切なものだ︒

わたしちん

ます︒

みこと

ワタル

︿略V︒ガントオナ

ワタリ鳥

尊︑︿略﹀︒︿略﹀︑今の浦賀のあた

ツバメハ

﹇渡鳥﹈︵名︶一

りより海を渡り給へり︒
わたりどり

父上の命にて︑養鶏は今年 五263

﹇渡﹈︵四・五︶40

ジク︑ワタリ鳥デ︑︿略﹀︒
わた・る

ール︒ーレ︾﹇▽かがやきわたる・さえ

やがてレマン外題は︑︿略﹀ たる 渡ル 渡る ︽ーッ・ーラ・ーリ・
帯劔をときて渡さんとするを︑エン

一351圏

る︒はれわたる・ひびきわたる

わたる・すみわたる・とどろきわた
王は片手にそれを受取り︑片

手にかの密書を取出して︑静かに

十107

ミッヒ將軍は︿略﹀︒

九387図

されたれば︑︿略﹀︒

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

九1410図

す︒﹂といひました︒

が︑﹁︿略﹀︒勝つた方へ其の子を渡

八367園

越前守はじっと考へました

七706園私は渡場へ蹄って人を渡し 給ふ ︽1へ︾

しました︒

七682

七641 ︿略V 一人の男が︑人夫と渡 七489園
賃を高いやすいと言ってあらそって
ゐましたが︑︿略﹀︒

何の氣もなく︑先程渡賃をあらそつ

七648 かの人夫は︑少ししてから︑

︿略V︑渡賃が高いといって︑

た 所 へ 行 っ て 見 ますと︑︿略﹀︒

七653

渡場

此のあぶない川を一人でこしたほど
の人である︒

﹇渡場﹈︵名︶2

七687園 まして人通の多い渡場で落

わたしば

しましたから︑︿略﹀︒

渡船

七705園私は渡場へ蹄って人を渡し
ます︒

﹇渡船﹈︵名︶1

七604園 ちよつと渡船に乗ってさへ︑

わたしぶね

わたれる一わらう

832

ざいます︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七634 大ぜいの人々が口々に人夫を
︿略V︒

十935園

あの橋は危瞼だから決して
︿略﹀︑あの橋を渡ったので

渡ってはならぬ︒

十943園
は無いか︒

僕は残念でたまらなくなつ

い

たい

こ

風は音なくやなぎをわ

昔から之を渡らうとして︿略﹀︒

︿略﹀︑我々もあのくさり戸
ぎ
渡れる

それ︑川が渡れる︒

﹇渡﹈︵下一︶1

を渡る難儀⁝をのがれよう︿略﹀︒

十二柵4
わた・れる

七626園

︿略﹀︑爾方から引合ひました

︵副︶1わっと

八372

が︑子どもがいたがって︑わっと泣
出しますと︑︿略﹀︒

アル日ハマベ

わら﹇▽しきわ

る眞心がこもってみた︒

﹇藁﹈︵名︶2

ら︒むぎわら

わら

むすびつけてあるのは︑ほりと

三272又あそこここにわらを

らないしるしで︑︿略﹀︒

黄色い夏みかんがちらく見えてゐ

十㎜6 ︿略﹀︑霜よけのわらの間から︑

﹇▽ものわらい

るのも珍しい︒

わらい

わらいこえ ﹇笑声﹈︵名︶1 笑ひ聲

には︑人の山が出來て︑いろいろの

へ出テ見 九663 火縄一本の煙草ぼんのまはり

話が出る︒笑ひ聲も起る︒

たどりつきたる峠の上

ワニザメハ﹁︿略﹀︒﹂トイ わらいさざめ・く ﹇笑﹈︵四︶1 笑ひ

さ江めく︽ーク︾

ひさ導めくひるげのむしろ︒

六435

第十二

第十二

笑ひ話

笑ひ話

﹇笑﹈︵四・五︶2一 ワラフ

おちいさんはわらひなが

笑ふ ︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

四161

︿略﹀︑下男の太七がわら

白ウサギハ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

うです︒

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といったさ

四58

た︒

ら︑﹁︿略V︒﹂とをしへてやりまし

三167

﹇▽おわらう

らふ

わら・う

わ

に︑菜の花にほふ里見下して︑笑

ツテ︑スグニナカマヲ大里イツ

ワニザメハ白ウサギノイ

十一134図圃

四147

レテ來マシタ︒

四132

︿略V︒

ルト︑ワ一一ザメが居マシタカラ︑

四126

池にかけてある二つの太鼓橋 わにざめ ﹇鰐鮫﹈︵名︶4 ワニザメ

ひ

そこでコーデリヤは︿略﹀

前非を悔い︑自分を責めて娘にわび

六目15

ワニザメハソレヲキク わらいばなし ︹課名︺2 笑ひ話

フ通りニナラビマシタ︒

四16一

←おわび︒おんわび
﹇陀﹈︵形︶1

わびしい

ト︑タイソウオコツテ︑︿略﹀︒

わび

イギリスに渡った︒
しらぬし
先づ樺太の南端なる白主

ひて從者となし︑︿略﹀︒

といふ慮に渡り︑世心にて土人を雇

十一﹇8210図

十一一732

更に進みで斐伊川の豊橋にか＼る︒

十一一45図︿略﹀︑やがて新川を渡り

たり︑︿略﹀︒

十一137図圏

を渡り︑︿略﹀︒

十二2

渡ったのです︒

たので︑︿略﹀︑自分から先に立って

十952園

と︑きっぱりことわらなかったのか︒ わっと

止められてみるから渡りません︒﹂

︿略﹀︑人夫はすぐ川を渡って︑ 十947園なぜ其の時﹃い＼え︑僕は ︽ーレル︾

かの男を追っかけました︒

七657

川を渡って︑︿略﹀︒

七739 かの男は︿略﹀︑とうく又
八211図其ノ家ヲ出デテヨリ︑︿略﹀
木材ヲ責ルニ至ルマデ︑一年ノ長キ
ニワタルコト珍シカラズトイフ︒
九309 瀧の上手にかけた石橋を渡り︑
︿略﹀︒

九455図 ︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ
馬が他人ノ手二三ランコトヲ恐レテ︑
事ヒテ高キ債ヲツク︒

九765 北海道に渡る人は︑停車場に
績いた乗船所から汽船に乗るのであ
る︒

十15図 橋を渡り︑大鳥居をくゴり
て南参道に入る︒

︿略﹀︑樹心の大陸に渡り

︽ーク︾

わびし・い

十二糾1図

て其の地の模様を探るは︑かへって

十36図 五葉殿に到りて御遺物を秤

目的を達するに便なることを知りぬ︒

︿略﹀燈垂に︑年とった燈毫
の日を送って居た︒

守が︑妻と娘と三人で︑わびしく其

十246

観す︒平生きはめて御質素にわたら

︿略﹀︒

十二糾3図 たまくコー二が交易の
ため大陸に渡らんとするに際し︑

せ ら れ し 御 有 様 ︑︿略﹀︒
けん

十64図園 大方は國民の眞心こめた
る献木にて︑︿略﹀︑産地は日本全國
にわたれり︒

こくりゆう

王は尚あらぬ言葉を口走つ

それより山を越え︑河を わ・びる ﹇佗﹈︵上一︶1 わびる ︽一
ビル︾

取引の成立つた馬は︑︿略V︒ 十二857図

下り︑湖を渡りて黒龍江の河岸な

十二7510

十219圏

︿略﹀︑急に見ず知らずの人の手に渡

るキチーに出づ︒

のかけはしを造ったものであるが︑

てはみたが︑其の言葉の端端にも︑

つてしまふのだか ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

する︒

十356 此の湖を渡って又水門を通過 十二掴7 ︿略﹀︑見るから危げな敷町

833
わらじ一わるい

トイツテワラビマシタ︒

十一393

いっかもにいさんが︑﹁杉

の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は
せたことがある︒

わらちn▽ふ

割る

へども︑中央の高地や海岸地方の大

ワル

所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ

︿略﹀︑眞先かけて敵の大軍

市街は此の眞直な路によつ

艦首につるしたるくす玉ば

如くに散る中を︑︿略V︒

つとわれて因紅白の紙片花ふゴきの

十伽8図

︽ーレ︾

わ・る ﹇割﹈︵下二︶2 わる 割る

みる︒

て碁盤の目のやうに正しく割られて

ごばん

十一596

合って︑︿略﹀︒

に割って入り︑これぞと思ふ敵と打

十693園

テワルトイフ意味デアラウ︒

枝ト見違ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑落シ

リト呼ンデヰルノハ︑農夫ナドが小

九189

タ︒

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ

二471又オコツテ︑ソノウスヲ

︽ーッ・ーラ・ール︾

﹇割﹈︵五︶4

びやぜんまいが︑すっかり葉になつ

千里寄せく

イタ

せ

地翌年の内︑二町三段五畝︑ 十二469図然れども材の優良にして

割

わる・い ﹇悪﹈︵形︶2一

︿略V︒

ワルイ わる

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

ひのき

十一368

わ・る

半は割合に涼しく︑︿略﹀︒

わらび

てるました︒

五36図

わらびとり

わらびとり

︹課名︺2

八

わらぶき

︿略﹀︑小さなわらぶきの

﹇藁葺﹈︵名︶1

四752

わらぶき

三201八わらびとり

三目9

わらびとり

折って︑又歩き出す︒

十一一751園笑って下さるな︑どうも 九351 ︿略﹀︑出後れのわらびを一本

安芳は自分の胸を指さして︑

娘のコーデリヤのやうに思はれてな
らぬが︒

十二矧8
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑西郷と顔を

﹇草野﹈︵名︶2

見合はせてにっこり笑ったコ

うちへかへって行きました︒

浪を子守の歌と聞き︑

生れて潮に浴して︑
十一808図嚢

茶屋にはおばあさんが一人ぼ．わらべ ﹇童﹈︵名︶1 わらべ

つちで菓子やわらちを費ってみる︒

七245

るわらじ

わらじ

四426 下女がびっくりして︑﹁き

やつ﹂といったので︑後でみん
なにわらはれました︒
のがありました︒

六282 其の時﹁あは＼︒﹂と笑ふも
六284園 だれだい︑今笑ったのは︒

六288園何で笑った︒
︿略﹀︑義 経 は 笑 っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

と言ったと申しま す ︒

六374

七145 妹やお松は何があったのか︑
笑ひながらしきりに取ってみる︒

七921 敵はどっと笑ひました︒

見れば年取つた父といふのが︑

る海の氣を 吸ひてわらべとなりに

七742

うす暗い小窓の下で︑わらちを作つ

八644図 ︿略﹀︑保己一は笑ひて︑

﹁さてく︑目あきといふものは不

ワラヤノヤネニ︑

ツモルツモルユキガ︑

ワラヤ

けり︒

︿略﹀︒

ニ381圃

﹇藁屋﹈︵名︶一

て居りまして︑︿略﹀︒

がけ

わらや

自由なものだ︒﹂ と 言 ひ た り と そ ︒

といって︑笑ってみた︒

九544圏 けれども社長さんは︑︿略﹀わらじがけ ﹇草鮭掛﹈︵名︶1 わらち

聞けば今朝から五里の山道を︑
わらにんぎょう

人形

にんぎやう

ふみと貸まってみたのは︑み

わり合

︿略﹀︑割れ︑そる等の憂極めて少く︑

合

ムカシムカシ︑ヨイオヂイ

リマシタ︒

二433

ワルイオヂイサンバソレ

サントワルイオヂイサンガア

二413

僕はわり合にしっかりしてゐ い 悪い ︽ーイ・ーカッ・ーク︾

︿略﹀︑其の大部分は熱帯に属し居候

十一柵4圏囲此のブラジル國は︑

た︒

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ

九788

﹇割合﹈︵副︶2

峯通り檜苗︑其の他総べて早苗︒

平尾山のすそへ行くと︑わら

わりあい

一坪一本の割︒

わらび

んな藁人形であった︒賊はうまく
﹇蕨﹈︵名︶5

はかられたのである︒

わらにんぎやう

六955

どおり・どびんわり・ほりわり

ヤノノキニ︒
わらちがけで急いで來たのださうだ︒
わら
﹇藁人形﹈︵名︶1 藁 わり ﹇割﹈︵名︶1 割﹇▽じかんわり

九599 ︿略﹀︑へうきんな五平ちいさ 七428
んが︑時時へんな掛聲をして皆を笑
はせる︒

九佃8 水兵は頭を下げて聞いてみた
が︑やがて手をあげて敬澄して︑に
つこりと笑って立去った︒

わらび

十824事務員は平氣で︑﹁︿略V︒﹂と
言って笑ひました ︒

た︒

三207

太くてやはらかなわらび

十9110 ︿略﹀︑父はにこく笑ひなが 三202 小二郎は正 とうらの
山へわらびをとりにいきまし
ら︑﹁︿略﹀︒﹂

十9410園 すると︑しまひに皆が僕の
事を弱轟だといって笑ひました︒

五358

十一378︿略V︑おとうさんが がたくさんはえてゐました︒
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と いって笑ってをられた︒

わるがしこい一われ

834

ヲキイテ︑ソノ犬ヲカリニキ
マシタ︒

なる︒

九夏2園

わたしが悪かった︒

二463ワルイオヂイサンバ又コ 十810 ようだいは時々刻々に悪くな

つた事を後悔すると共に︑︿略﹀︒

諸國の大名・小名きら星の

如く並べる中に︑常世はちぎれたる

十713図

具足を着け︑さび長刀を横たへ︑わ

ドウジトイフワルモノガヰマ
シタ︒

じんむ

むかし神武天皇がわるもの

︿略﹀︑私はひとりで歩きなわるものども ﹇悪者共﹈︵名︶3 わる

五184園

ものども

十一182

て︑つくぐ恥つかしくなりました︒

がら自分の始末のわるいことを考へ

どもをこせいばつになった時︑わる
ものどもが強くて︑おこまりになつ

りて海に入り︑神の御心をなだむべ

し︒

九417図圃昨日の敵は今日の友︑

つかれ果てた人々も︑親子の

勇ましい働にはげまされて︑我も

︿略﹀︑我もくと力をそへる︒

くと力をそへる︒

十284

十973図園我もとより之を知る︒唯

百家の危きを如何せん︒

ず︒

十986図園我︑國を救ふことあたは

︿略﹀︑わるものどもが強く 十9910図園 我は宋の臣なり︒

たことがある︒

十㎜1図園丁はくは我に死をたまへ︒

五195園鶏の光がまるでいなびかり 十一69楽園富貴は人のねがふ所な

て︑おこまりになったことがある︒

五185園

十284

語る言葉もうちとけて︑ 我はた＼
るびれたる檬もなく︑︿略﹀
ノゥスヲカリニキマシタ︒
つて行く︒
へっ︑彼の防備︒
ワルイオヂイサンバコノ 十961園 僕何だかきまりが悪くつて︑わるもの ﹇悪者﹈︵名︶一 ワルモノ
ニ716 ムカシ大江山ニシユテン 九429図圏囹 我に愛する良馬あり︒
さう言へなかったのです︒

ハナシヲキイテ︑︿略﹀︒

二507

トウトウシバラレテシマヒマシ

二535 ︿略﹀︑ワルイオヂイサンハ ＋964太郎はつくぐと自分の悪か
タ︒

五728囹 ﹁もくろみが悪い︒﹂﹁工夫
がたりない︒﹂

た︒何だか氣持の悪いものだ︒

五737 ︿略﹀︑運の悪い時には悪いも 十一853 ︿略﹀︑急に水が冷たくなつ
ので︑︿略﹀︒

工合の悪いのは其の爲でした︒

したから︑取りかへて置きました︒

五737 ︿略﹀︑運の悪い時には悪いも 十一一603園 ねちが一本いたんでゐま
ので︑︿略V︒

わる

り︒然れども正しき道によるに非ざ

﹇悪賢﹈︵形︶1

れば︑我之に居らず︒

我もとより衣食の費を

我は海の子︑白波の

なぎさの松に吹く風を︑

いで︑大船を乗出して︑

いで︑軍艦に乗組みて︑

我は護らん︑海の國︒

十一833図圏

我は拾はん︑海の富︒

十一831図圏

いみじき樂と我は聞く︒

十一813図圏

︿略﹀︒

十﹇7910図像

いとふにあらざれど︑︿略V︒

十一451図園

れば︑我之を去らず︒

り︒然れども正しき道によるに非ざ

十一610図園貧賎は人のいとふ所な

のやうで︑わるものどもは目を明け
我

み こ
われは天皇の皇子やまとを

われ

てるることが出盛ず︑︿略﹀︒

︽ーイ︾

五個7園
ぐな︒

七627園

︿略﹀︑﹁それ︑川が渡れ

﹇我﹈︵代名︶25

十一227︿略﹀︑しかも其の孚は︑力

悪

われ

がしこい

わるがしこ・い

五824園 ﹁︿略﹀︒もし宗任に悪い心

があったら︒﹂と︑画家の家來ども

はひやくしたといひます︒
しょうとつ

七574園 こんな時には︑悪くすると

ワルロ

の強い者やわるがしこい者が勝つこ

口

もくと先をあらそって渡りました︒

る︒﹂といふことになりますと︑我

尾を立てて︑のどを鳴ら
我にすりよる︒

いざ︑起出でて︑勇まし
われ皇子の御身代りとな

我もはげまん︑今日の業︒

九111図園

く

九28図圏

して︑

八277図圃

そって渡りました︒

七627園︿略﹀︑我もくと先をあら

ロヲイヒ︑太イクチバシデツ
かうなっては︑もう庄屋の悪

くにげてしまった︒
わるびる

ロを言ふ者ばかりで︑普請方はとう

五742

ツキマス︒

四365烏ハ大キナコエデワル

﹇悪口﹈︵名︶2

とになるであらう︒

亜里山の蕃人にだけは︑此の悪い風

わるくち

淺瀬へ乗上げたり︑外の船に衝突

ば ん じん

したりするやうなまちがひが出來ま
す︒

八225 兎馬の蕃人には︑お祭に人の
首を取って供へる風がありますが︑
あ りさん

が早くから止みました︒

八412園 地藏様でも悪いことをなさ
つたと見える︒

わるし ﹇▽いじわるし

八価7 分業で仕事をする時︑誰か一

わるび・る

﹇悪﹈︵下二︶1

人の手ぎはが悪いと︑全部の出來ま

︽ーレ︾

でも悪くなる︒

八柵8 ︿略V︑全盟の出稼までも悪く

835

十二67図園 大國主命答へていはく︑
われはうみのこ

十一798
子

我は海の

第十九課我は海の争
︹題名︺1

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

にいさんが﹁我は海の子﹂を

﹁我もとよりいなみ奉る心なし︒
︿略﹀︒﹂

我を忘れて︑一同夢に夢見る心地︒

十二4110 ベートーベンの友人も全く 七103

我ながら

同は︑河井先生にみちびかれて︑東
京代々木の明治神宮に参辞せり︒
春は

右に見ゆるは名高き御
左に遠くかすむは古城︑

十一129図圃
寺︑

村へ︒

をのせて︑

︿略﹀︑こ＼に始めて我等

行くは何庭ぞ︑桃さく

ワレル

れる

︽ーレ︾

︿略﹀︑モモガニツニワレ
テ︑ナカカラオホキナヲトコノ

一465

かりまたは︑矢じりがつばめ

コガウマレマシタ︒
五821

の尾のやうにわれた︑たいそうする
どい矢で︑︿略﹀︒

六276囹

我我我々
どうも分らないのは︑あの
弱い人間がわれわれの仲間を生けど

三萬近き學校に 分れて

りにすることだ︒

七65図圏

望に向ふ足なみは
皆一せいにそろふなり︒

學ぶわれくの

しかも我々に最も近いあの

太陽でさへ︑地球からは凡そ三千八

十一310

百萬里も離れてみる︒

ならぬなどといふことは︑我々が十

十一189 ︿略﹀︑他人に害を加へては

若し又裁判が公平に行はれ

分心得てみる事である︒

ぬとしたら︑︿略﹀︑我々は安心して

十一229

我々の普通に金鏡といって

生活することが出來ぬであらう︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十一775

我我はこれらの貨幣や紙幣

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

十﹇777

くの用を緋じてるる︒

を用ひて物品を費与し︑其の拾いろ

此のやうに便利なものも︑

我々は常に國法にしたがつ

て幸福な生活を慰み︑︿略﹀︒

十二905

我々は︑︿略V︒

其の使用に馴れきってしまってみる

十一783

いってもよいくらゐである︒

土人はまだよく開けてゐま． 十一779 我々は殆ど貨幣・紙幣なく
して一日も生活することは出來ぬと
せんが︑性質はおとなしく︑我々に

九89国

しかし地球が廻るために︑

もよくなつき︑︿略﹀︒

九856園

我々が今日生活して行くには︑

我々の目には動くやうに見える︒

十861

我が國で出來る品物ばかりでは用が

れて來たのか︒我々の行末はどうな

これらの製品は我々の使ひ料 十一一925画人は何の爲に此の世に生
にもなるが︑又支那・印度其の他の

︿略V︑我々もあのくさり戸
ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

と相談して︑︿略﹀︒

十二佃4

と相談して︑︿略﹀︒

出出るだけ此の仕事を助けて︑︿略﹀

そこで人々はいっそ我々も

るだらうか︒

のある太陽とは︑一三どんなもので
あらう︒

十二鵬2

東洋諸國へ輸出される︒

十883

十一138図圃く略V︑船は静かに我等 足らない︒

絶のごと我等をめぐる︒

われく

五14圖︿略﹀︑神のみすゑの天皇陛 われわれ ﹇我我﹈︵代名︶24 われわれ

等

われら ﹇我等﹈︵代名︶9 われら 我
十二723︿略V王は︑我にもあらず
荒野の末にさまよひ出た︒

下われら部民七千萬をわが子の

十二図10図説我若し彼の地にて死し
たりと聞かば︑汝必ず之を貰年に持
おぼしめされる︒

︿略﹀︑われら國民七千萬は

われらが住む世界は︑其の
もし手なくば︑我等は如何

に不自由ならん︒

八281図

形まるくして︑球の如し︒

七12図

天皇陛下を神ともあふぎ︑︿略﹀︒

五18圏

やうに

我先に

回りて日本の役所に差出すべし︒
﹇我先﹈︵副︶5

﹇我乍﹈︵副︶2

十一一153図

太陽の光と熱とがなくては︑
我々人間は勿論︑あらゆる生物︑一

十一14

として生存することは出酷ない︒

の生活に切實なる關係を有するもの
とはなりぬ︒我が國にてか＼る新聞

参りし當座は何事もわ

の現れたるはく略﹀︒

﹇割﹈︵下一︶2

を尊重すると同時に︑︿略﹀︒

わ・れる

わ

十二649図故に我等は︑自國の國旗 十一16 これほど我々に重大な關係

からず︑唯氣をもむのみにて︑我な

十一目6 第十九課 我は海の子

子

われはうみのこ ︹課名︺2 我は海の

がら情なく存じ候 ひ し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一一伽10去月

りだしぬけだと思ったらしく︑︿略﹀

十二399 ベートーベンも我ながら鯨

われながら

て︑我先にと船へもどって至る︒

十一563 人人は叫び聲に驚きあわて

ので︑我先にと海に飛込んだ︒

た船員等は︑船長から泳を許された

十一549 熱帯の暑さにたへかねてゐ

にと走り出づ︒

九123月待ちかねたる鶏ども︑我先 十12図 十月十二日︑我等五年生一

︿略﹀︒

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七634 大ぜいの人々が口々に人夫を

丈︑其の上を賊が我先に渡った︒

六962 廣さが一丈五尺︑長さが二十

われさきに

われさきに一われわれ

︿略﹀︑出來る限り早く之を

すぐれた素質があったからである︒

十二麗9 ︿略﹀我々國民にそれだけ
十二鵬4

一掃することは我々の務ではあるま
いか︒

十二摺5 我々は何時かは摸倣の域を
こうけん

脱して︿略﹀︑世界文明の上に大い
に貢献したいものである︒

十二儒7 こ＼にもまた我々の反省す
べき短所があるやうである︒

十二儒10 我々は常に其の長所を知つ
て︑︿略﹀大國民たるにそむかぬり

ワン

を

ヨ

︵格助︶52

ヲ

を

一10ーサルガカキノタネヲカ

メヲダセ︑

カ

カニガニギリメシヲサル

ニニヤリマシタ︒

﹇105
ハヤク

ニヤリマシタ︒

一112圏

ミガナリマシタ︒サルガ

メヲダシマシタ︒

キノタネ︒
﹁12一

一145
ニナゲツケマシタ︒

ミツケテトリマシタ︒アヲイノ
ヲカニ

ハチガキテ︑ナクワケヲ

タヅネマシタ︒

一156

カタキウチヲスルコトニ

ナリマシタ︒

一17一

一18ーサルガミヅヲツケニイ

タ︒

ハナハソレデョノーカ 二35

ガホヲカキマシタ︒

一シヤウケンメ

ゴランナサイ︑ミンナガ

チカラヲイレテ︑

一375園

ラ︑ハヲチピサクシテ︑モウー

オハナトオチヨガオキヤ

イデス︒

クアソビヲシテヰマス︒

二44

ペンカイテゴランナサイ︒
シテヰマスト︑︿略﹀︒

一45ーオバアサンガセンタクヲ

オハナハオチヨヲザシキ

ヘトホシテ︑︿略﹀︒

オバアサンバソノモモヲ T7

ヒロツテカヘリマシタ︒

一455

︿略﹀︑オニドモハテツノ

モンヲヤブツテセメコミ

ヲダシマシタ︒

ミゴトニサイタ

キイ

カキネ

ヘイタイアソビノ

T圏ミゴトニサイタ

クンシヤウニ︒

マツ

︿略﹀︑ベンケイノナギナタ

ママゴトアソビ

一ツトリタイ︑

シロナハナヲ︑

ノコギク︑

ヰマス︒

ニモ サカナヲクハヘタ犬ガ

シタヲミルト︑川ノナ

ノウヘヲトホリマシタ︒

犬ガサカナヲクハヘテ︑

ノウヘヲトホリマシタ︒

ニー42犬ガサカナヲクハヘテ︑

ヲウチオトシマシタ︒

ニー23

カキネ

一462オバアサンガモモヲキラ U1 ︿略﹀︑オチヤトオクワシ
一472

ウトシマスト︑︿略V︒

オヂイサンバソノコニ︑ 二95圏

ロナハナヲ︑

ノコギク︑

﹈ツトリタイ︑
シタ︒

一ツクダサイ︑オトモヲ

モモタラウトイフナヲツケマ

シマス︒

﹁494園

キマスト︑︿略﹀︒

一176サルガヤケドヲシマシタ︒ 一50一 イヌヲケライニシテイ

ケライニナリマシタ︒

﹇504

キジモダンゴヲモラツテ︑

サルモダンゴヲモラツテ︑ ノ ゴチソウニ︒

キマスト︑ハチガチクリトサシ

テヰマス︒

一516
マス︒

一52一

ニー45︿略﹀︑川ノナカニモサカ

一536

デヰマス︒

サンニダカレテ︑オチチヲノン

オニドモハカウサンシテ︑

ダイジナ口唱ラモノヲダシマシ

イテ︑︿略V︒

﹁532 モモタラウハカタナヲヌ ナヲクハヘタ犬ガヰマス︒
二246 ミヨチヤンガイマォカア

マシタ︒

︿略﹀︑シロヲマモツテヰ

モンヲシメテ︑シロヲマモツ

一515

ケライニナリマシタQ

一51一

マシタ︒

ウスガオチテキテ︑サル
ヲオシツケマシタ︒

一192

コガニガサルノクビヲ
ハサミキリマシタ︒

一196

一22ーニイサンガエヲカイテ
ヰマス︒

ネエサンガジヲカイテ
アチラニモ︑コチラニモ︑

一一

一一

一［

つばな國民とならねばならぬ︒

わん ﹇湾﹈︵名︶1 湾←デカスト
リーわん

︵感︶一

所に散在す︒

岬あり︑潜あり︑大小無敷の島々各

十一329図 瀬戸内海には︑到る虚に

わん

マシタ︒

ニー47 ︿略﹀︑ワント 一コエホエ
わんわん ︵感︶3 ワンワン

ニ423圏 ココホレ︑ワンワン︒ コ
コホレ︑ワンワン︒

二424園 ココホレ︑ワンワン︒

マス︒

ホタルヲヨブコエガシマス︒
一325 トビグチヲカツイデイキ

一235

ヰマス︒

二553園サア︑犬デス︒大キナロ 一223
ヲアイテ︑ワンワン︒

を

﹁363オハナガエンピツデアサ

P0

カ14ハ14ハ
4 シ 3 シ

わん一を

836

黶@ワタクシハマイ日ミヨチ
︿略﹀︑ミヨチヤンバカバノー

ヤンノオモリヲシテアゲマス︒
二264

T ︿略﹀︑小サナテヲダシテ︑

イカホヲシテ︑︿略﹀︒

ウマウマトイヒマス︒
ツケテオイテ︑︿略﹀︒

大キナスズヲネコノ
二285園
クビニ

ニ

ニイクカ︒

コトヲシマスカ︒

大キナユキダルマヲコ

チラヲニランデヰマス︒

二397マツクロナ目ヲシテ︑コ
チラヲニランデヰマス︒

ワタクシハネエサンニ︑

ユキデウサギヲコシラヘテイ

二402

スト︑︿略﹀︒

二457ソノウスデ米ヲツキマ

マイテモ︑スコシモ花ガサキマ

セン︒

カゲエヲシテ見セテクダサイ︒

二464ワルイオヂイサンバ又コ 二543囹 ヲヂサン︑コンヤモマタ
ノゥスヲカリニキマシタ︒

コンドハキツネ︑コン

コレハトビ︑ロバシヲ

T園 ハイ︑コレハセンドウ
サン︑ナガイ竹ノサヲデフネ

二562園 ヲヂサン︑ハヤクセンド
ウサンヲ見セテクダサイ︒

ゴランナサイ︒

二556園

コン︒耳ヲゴラン︒

二554園

ンワンQ

二465サウシテ米ヲツイテミマ 二552囹大キナロヲアイテ︑ワ
シタガ︑︿略﹀︒

二471又オコツテ︑ソノウスヲ

タダキマシタ︒

二415ヨイオヂイサンバ犬ヲ

ワツテ︑火ニクベテシマヒマシ

ニマ

ヨイオヂイサンバソノハ

一ピキカツテ︑タイソウ別心イガ

キマシタ︒

二482
︿略V︒

ソノハヒヲザルニ入レテ︑

オヂイサンバヨロコンデ︑

ヒヲモラツテキテ︑ニハ

S74

タ︒

ヨイオヂイサンガソコヲ

ツテヰマシタ︒

二427

ワルイオヂイサンバソレ

ボツテミマスト︑︿略V︒

S

ヲキイテ︑︿略﹀︒

二435︿略﹀︑ソノ犬ヲカリニ

︿略﹀︒

ハラヲタテ

︿略﹀︑ソコヲボツテミマ
オヂイサンバ

二451

ヨイオヂイサンハタイソ

ヨイオヂイサンバ︿略﹀︑
ウスヲコシラヘマシタ︒

二456

ヲキツテ︑︿略﹀︒

二455ヨイオヂイサンバソノ木

ツノ木ヲウエマシタ︒

︿略﹀︑ソノ上二小サナマ

グカナシガツテ︑犬ヲウヅメテ︑

二446

シマヒマシタ︒

二唱3︿略﹀︑ソノ犬ヲコロシテ

テ︑︿略﹀︒

二唱3

シタガ︑︿略﹀︒

二437

セテ︑︿略﹀︒

ミヨ︒

二525

ハヒヲマキマスト︑カレ

︿略V︑ゴホウビヲタクサン

ワルイオヂイサンバコノ
︿略﹀︑ノコツテヰタハヒ

ワルイオヂイサンバ︿略﹀︑

コンドハイクラバヒヲ

ヲコギマス︒

タヲヲシヘマスカラ︑︿略﹀︒

太郎ハイマ︑オカアサン

二593 太郎ノオカアサンバカゼ
ヲヒイテネテヰマス︒

二595

ニガイナラ︑オサタウヲ

ガオクスリヲノムトコロヘキ

テ︑﹁︿略﹀︒﹂

二603園

U

︿略﹀︑ミンナノイフコト

入レテオアガリナサイ︒

オや牛ハ子牛ヲタイソウ

ヲキキオトスヤウナコトハア

リマセン︒

二66一

カハイガリマス︒

黶@ツナヲツケナクテモ︑ヨ

二522囹モウード花ヲサカセテ 二664 オや牛ヲソトへ出スト︑
子牛モツイテイキマス︒

ヰマシタ︒

トノサマノオカヘリヲマツテ

二515

ヲカキアツメテ︑︿略﹀︒

二512

ハナシヲキイテ︑︿略﹀︒

二51一

クダサイマシタ︒

二506

心心花ガサイテ︑︿略﹀︒

二496

二493影身ヲサカセテミヨ︒

カセマセウ︒

二436サウシテムリニ犬ヲナカ 二485園︿略﹀︑カレ木二花ヲサ 二567園 コレカラユビノクミカ

キマシタ︒

一一

ニ301園︿略﹀︑ダレガソノスズ
ヲツケ
ドンナ

ニ313園オ正月ノオカザリニハ︑
カドマツヲタテマス︒
ニ315園

二321囹シメヲハリマス︒
二331闘オ年ダマニハナニヲア
ゲマセゥ︒

ヲタクサンモツテヰ

ムカシ アルトコロニ︑田
二335
アリマ シ タ ︒

ヤ ハタケ

タ人ガ
デ︑︿略﹀︒

ニ337 ユミヲイルコトガスキ

イコロシテ︑オモシロガツテヰマ

二糾3 ︿略﹀︑トリヤケダモノヲ
シタ︒

二347アル日トモダチニユミ
ノジマンヲシテ︑︿略V︒

二351囹オソナヘノモチヲマト
二 シテ︑イテミマセゥカ︒
ニハ

一一

一一

一一

二394ニイサンガオトモダチト︑

マツクロナ目ヲシテ︑コ

T6

U3

U7

シラヘマシタ︒

U

一一

一一
一一
一一

S3

Q6
Q6

R9

837
を一を

を一を

838

ソヘハイキマセン︒

二717山カラ出テ︑モノヲトツ

黷U2

ヰマス︒

一一

三92

︿略﹀︑タマゴヲアタタメテ

︿略﹀︑キイロイクチバシデ︑

トキドキヂメンヲツツキマス︒

マシタ︒

三33トヲアケルト︑︿略﹀︒
三47 ハヤクカホヲアラツテ︑
︿略﹀︒

ケサオカアサンガタマゴ

オサラヒヲシマセウ︒

三51 ︿略﹀︑ニイサント 一シヨニ

三54

メンドリハヘンナコエヲ

ヲ入レテオヤリニナリマシタ︒

三56

タテテヰマシタガ︑︿略﹀︒

ニダイテシマヒマシタ︒

三57︿略V︑タマゴヲハラノ下

ムキモシナイデ︑︿略V︒

三6ーヱや水ヲヤツテモ︑見

オヤドリハ︿略﹀︑ソノ

︿略﹀

かはいい子ねこ︑

テ︑ヒヨコヲ見ルノガタノシ

ミデス︒
三107翻

ちりちりなら
くびのこすずを
︿略﹀︒

︿略﹀︑

くびのこすずを
し︑︿略﹀︒

三115圃

ちりちりならし︑

︿略﹀︑おつかひにいったり︑

︿略V︑おかあさんのおてつ

にはをはいたりして︑︿略﹀︒

三123

三惚4

︿略﹀かはいらしいこゑで︑

だひをします︒
三133

おかあさん︑あかちゃん

子もりうたをうたひます︒

三137園

におちぢをのませてちやうだい︒

三141︿略﹀︑だっこをして︿略﹀

ます︒

すか︒

た︒

三205

︿略﹀︒

そこへきました︒

三272又あそこここにわらを

ます︒

をあらひ︑ ︿略V︒

五一ちいさんがその水車

︿略﹀︑いつもきげんよく

やのばんをしてみるからで

す︒

うたをうたふちいさんです︒

三322

︿略﹀︒

︿略﹀︑みじかいももひきを

はいて︑︿略﹀︒

三325

ゴハンヲタベルトキニ︑

大きな手であたまをなでまし

三346 ︿略﹀︑五一ちいさんはく略﹀︑

た︒

︿略﹀︒

三353

三353︿略﹀︑ハシヲモツ方ノ

三233 そのとき正一のおちいさ 手入右デ︑︿略﹀︒
んが︑たきぎをうまにつけて
三354 ︿略﹀︑チヤワンヲモツ方

やみにかけまはりました︒

三224

それからそのへんをむ

はせ︑ををやたらにふって︑

三222犬ははなをくんくんい

はせ︑︿略﹀︒

三221犬ははなをくんくんい

くぐってとりました︒

じのあひだをあちらこちらへ

︿略﹀︑二人はまつやっつ 三324長いはんてんをきて︑

三32︿略V︑ソツトネドコヲ出 三102私ハガクカウカラカヘツ 三203 小二郎は正一とうらの
山へわらびをとりにいきまし

ケヲサカダテマス︒

三101 ︿略﹀︑オヤドリ守旧コツテ 三193園どんなかほをしてゐま 三314

ンヲ見マハリマス︒

三96

さい︒

三185園この人はどんないろ 三304圃 あねは手ばやくをを

︿略﹀︒

二764 ︿略﹀︑タチヲスルリトヌ 三93 ナノハヤコ米ヲヤルト︑
ヒヨコハミンナヨツテキテタ
P ︿略﹀︑シユテンドウジノテ

イテキリツケマシタQ

たてて︑ ︿略﹀︒
のきものをきてゐますか︒
三186囹 あかいきものをきてゐ 三305圏 ︿略﹀︑ 小川の水で手

ヒマシタ︒

シタヲノコラズタイヂシテシマ

一一

三16 ︿略﹀︑ハチハセツセトミ
ッヲァッメテヰマス︒

ベマス︒

ヘ

三178園そのはこをかしてくだ 三296圏園 ねえさんこれをあげ

三76 ︿略﹀︑ヒヨコが小サナア
つれていきます︒
タリ︑人ヲサラツタリシマシタ︒
むすびつけてあるのは︑ほりと
タマヲ出シテ︑ピヨピヨトナイ
三147園 おまへはてのゆびの
らないしるしで︑︿略﹀︒
二721 ︿略﹀︑人ヲサラツタリシ
テヰマシタ︒
なをしってゐますか︒
マシタ︒
三283 ︿略﹀︑おちいさんに︑あれ
三163園 それではあしのゆび
二733 ︿略﹀︑シユテンドウジヲタ 三84 二三日タット︑オヤドリ
で早うまをこしらへていただく
つもりです︒
ハヒヨコヲニハヘツレ出シマ
のなをしってゐますか︒
イヂセヨト︑︿ 略 ﹀ ︒
V ライクワウハケライドモ
シタ︒
三
1
6
8
園
二
郎
︑
お
ま
へ
は
そ
の
ゆ
三
2
93圃足すべらせてこけかかる
おととをかばふあねのうで︒
びで人をさしますか︒
一一

ト︑山ブシニスガタヲカヘテ︑

V3

V8

839
を一を

ノ手ハ左デス︒

三366又オモイモノヲ右ノ手
二持ツトキニハ︑︿略﹀︒

ヘ

マゲ︑︿略﹀︒

三367︿略﹀︑カラダヲ左ノ方

三524園

︿略﹀︑さまざまなあそびを

︿略﹀︑玉手箱をあけました︒

つて︑︿略V︒

三464

三474 東ヘムイテリヤウ手ヲ
ヒロゲルト︑右λ手ノ方ガ
南デ︑︿略﹀︒

みるのだ︒

三541園星をかぞへてゐます︒

人になりませう︒

男の子三人はささのは

をとって︑舟をこしらへました︒

三616

みよ子はささの小えだ

三617︿略﹀︑舟をこしらへました︒

三618

を手にもって︑︿略V︒

みよ子はさっとささの

︿略﹀ヲケヤが來テ︑手ヲ

シテ行キマシタガ︑︿略﹀︒

三662アトへ竹ノキレヲノコ

マシタ︒

ケヤタラヒノタガヲカケカヘ

三661

宣えだを上げて︑﹁︿略﹀︒﹂

三646

三634 三人は舟とならんで︑川
のふちをかけて行きます︒

しました︒

三627三人は一しょに舟を出

舟を出すのですよ︒

三625園︿略﹀︑みなさん一しょに

ましたら︑︿略﹀︒

三546わかいとき字をならひま 三623園さあ︑私がこゑをかけ
︿略﹀︑たうふうがにはへ

したが︑︿略﹀︒

三552

出て︑池のはたを通りますと︑
︿略V︒

かへるはく略﹀︑とうとう

を虫とでもおもったのでせう︑
︿略V︒

三564

やなぎにとびつきました︒たうふ
うはこれを見て︑︿略﹀︒
した︒

三572︿略﹀︑毎日字をならひま
︿略﹀︑カラヲキタセミガ
ハヒ上ツテキマス︒

三477東西南北ヲ四方トイ 三577

ンタウデモタベルノデセウ︒

三505車ヲヒイテキ恩人ガベ

ヰマス︒

ラ西へ︑マツスグニツキヌイテ

三607

︿略﹀︒

ヲアケマシタ︒

風がしっかにふいて來て︑ 三668ソレカラホソイ竹ヲエ

出シマスト︑︿略﹀︒

三594ツカマヘヨウトシテ手ヲ 三667 ︿略﹀︑キリデ小サナアナ

シタ︒

三496︿略﹀新道ハ︑村ヲ東カ 三581 ︿略﹀︑カラヲヌギハジメマ 三666私立ソレヲヒロツテ︑

ヒマス︒

三614園私はかちまけを見る

おい︑長いさををふり 三612園 はしりくらをさせませう︒

まはして︑何をしてみるのだ︒

とさうとしてるるのだ︒
三532園ばかなことをいふ︒

りゅうぐうのおとひめは 三526等星を二つ三つはたきお

つてつりをしてゐますと︑
︿略﹀︒

三427

うらしまのきたのをよろこん
で︑︿略﹀︒

三432

そうをしたり︑︿略﹀︒

三371︿略V︑左ノ手ニオモイ 三431 ︿略﹀︑毎日いろいろなごち 三537園おまへ︑何をかぞへて
︿略﹀︑カラダヲ右ノ方

モノヲ持ツトキニハ︑︿略﹀︒

三371

それではこの玉手箱を

して見せたりしました︒
上げます︒

ソレカラ︑道ヲアルクト 三448園

ヘマゲマス︒

三373
キニハ︑︿略﹀︒

三374 ︿略V︑左ガハヲ通ルノガ 三451園 どんなことがあっても︑
ふたをおあけなさいますな︒
ヨイコトニナツテヰマス︒
箱をわたしました︒

三378園まはりつこをしてみま 三452 おとひめはく略﹀︑きれいな 三555 かへるはやなぎのつゆ
せうか︒

それではぼくは左の

方をいってみます︒

三383園ぼくは右のちか道の 三453 うらしまは玉手箱をもら
三386囹
本道を通ります︒

二人はかけ足でまはりつ

こをしました︒

三391

それでとほい本道をまは

ある日はまを通ると︑

つた小二郎の方が︑︿略﹀︒

三393

︿略﹀︒

三401

かめをつかまへて︑おもちゃに

三403 ︿略﹀︑子どもが大ぜいで
してゐます︒

ニシテ︑︿略﹀︒
きしのささがさらさらとおと
三407 うらしまはく略﹀︑子ども 三518 子どもがそら一めんの星
三671 ︿略﹀︑ソノサキニキレヲ
をたててゐます︒
を見て︑﹁︿略﹀︒﹂
からそのかめをかつて︑海へ
マキツケテ︑︿略﹀︒
三524園 おい︑長いさををふり 三608園 三郎さん︑又今日も舟
はなしてやりました︒
三672 ︿略﹀︑センヲコシラヘマシ
をながしてあそびませう︒
三413︿略V︑うらしまが舟にの まはして︑何をしてみるのだ︒

を一を

840

タ︒

三677︿略V︑ニハニ水ヲウツタ
リ︑︿略﹀︒

三677︿略﹀︑ウエ木二水ヲカケ

ソノウチニ水が出ナク

タリシマシタQ

三685
ナツタノデ︑センヲヌイテ見ル
ト︑︿略﹀︒

三687 ︿略V︑コンドハ水デツパウ

ヲジヨウロノカハリニシヨウ
トオモツテ︑︿略﹀︒

三691 ︿略V︑フシニ小サナアナ
ヲタクサンアケマシタ︒

空ヲトビマハルヤウニナツタ
トイヒマス︒

四方の山を見
かみなりさまを

三881園

そのはごろもをおかへ

し下さいませ︒
いひません︒

ゐました︒

四88村ノ方ヲ見ルト︑ドノ

シタ︒

家ニモコクキが出シテアリマ

サナ舟ニモ︑︿略﹀︒

キノフハ日本國中ノ人

︿略﹀︑海ヲワタルクフウ

ヲワタルクフウヲシテヰマシ

四124 ︿略﹀白ウサギガ︑︿略﹀︑海

イヲイハツタノデス︒

ガミンナ天皇ヘイカノバンザ

れふしがはごろもをかへ 四96

︿略﹀︑天人はそれを着て︑

︿略V︑天人はまひながら

タ︒

ヲシテヰマシタQ

四124

四134

ワニザメハ︿略﹀ナカマヲ
がく略V︒

四142園

大きな字を書いたのぼり

はやし立てておきゃくをよんで

四14

て︑︿略﹀︒

松原の上をだんだん高く上つ

三903

まひはじめましたQ

三896

しますと︑︿略﹀︒

三894

申しました︒

三892園

ああ︑はっかしいことを 四92︿略﹀︑川ヲ下ツテ行ク小

︿略﹀いもやだんごをつ 三891園 いいや︑天人はうそを

くゑにのせて︑︿略﹀︒

三778

三788だれか川上の方で︑さ

ふみ子もこんやはきつ

きほどからふえを吹いてゐま
す︒

三797園

とあちらでこの月を見てゐ
ませう︒

︿略V︒

︿略﹀︑

︿略﹀︒

︿略﹀︑

三805間あたまを雲の上に出
し︑

三806魍
おろして︑

三807圏

サウシテセンヲヒキマシ

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

三69一

三827むかし一人のれふしが

のく略﹀おびは

ゐます︒

てをがみました︒

三833風はしっかで︑なみも 四33私どももすずをならし

︿略﹀︑みほの松原を通りました︒

四57

おちいさんがこの柿の
木をついでいらっしゃる時︑

ラ︑︿略﹀︒

一バンシマヒ二二

ト︑タイソウオコツテ︑︿略＞Q

四162 ワニザ豪気ソレヲキク

︿略V︑

タノガ︑白ウサギノ毛ヲミン

四164

ワケヲ申シ上ゲマスト︑

ナムシリ取ツテシマヒマシタ︒

︿略﹀︒

四17一

四173園ソレナラ海ノ水ヲア

︿略﹀︒

四63圏

四176白ウサギハスグ海ノ水

ヲアビマシタガ︑︿略V︒

ビテ︑ネテ居ルガヨイ︒

木をなさるのですか︒
四76 きのふ一つ取ってみまし
たら︑もう黒くごまをふいて

︿略﹀︑そのお年でつぎ

上ヲアルイテ︑カゾヘテミルカ

大ゼイツレテ來マシタ︒
四25 ほほづきやふうせん玉を
三695園 コンナニアナヲタクサ 下にきく︑︿略﹀︒
四135 白ウサギハコレヲ見テ︑
三821團︿略﹀︑かすみのすそを 費る店も出てゐます︒
ンアケテハダメダ︒
︿略V︒
四27 又あめややくわしやでは︑
三703 たんすやつづらから着物 遠くひく︑ ︿略V︒
オマヘタチノセ中ノ

を出して︑風通しのよいとこ

そちら

ろにかけてあります︒

三714

おとをたてません︒

天人はしをしをとして︑

のださうです︒

三837 ︿略﹀︑れふしがぼんやりと 四55︿略V︑おちいさんが私の
ぶんにつぎ木をして下さった

せう︒

三878囹おれいにまひをまひま

いませ︒

まひと

三875園 そのかはりに天人の
いふものをお見せ下さ

上げました︒

なみだにうるむ目で空を見

三871

︿略Vあはせは私のです︒ 海をながめてゐました︒

︿略﹀︒おばあさんはあれをしめ
て︑︿略V︒

三726

私どもはあれを着て︑︿略﹀︒

三733 ムカシ鳥トケダモノガ
ケンクワヲシタコトガアリマ
ス︒

三756 イツマデタツテモシヨウ
ブガツカナイノデ︑中ナホリヲ
シマシタ︒

三771 ︿略﹀︑クラクナツテカラ

841

を一を

テ︑︿略﹀︒

四184

︿略﹀︑又向ふで︑﹁ばか﹂

︿略﹀︑下女や手つだひの

︿略﹀︒

︿略﹀︒

四582

︿略V︑べんけいのまねを

︿略V︑すっかりいろいろな

さあ︑つぎのをよみま

ニハ

ニ大工小屋ヲタテテ︑

ひを見上げてかういった︒

にはへいたやむしろを 四565圏︿略﹀かしのみが︑し

あるとらをしばって見せよ︒

四551園此のからかみにかいて

が東京の空をとびました︒

四531國此のあひだひかうせん

す︒

四496園

四405おかあさんがあたまに手 四478園 ねんにはねんを入れ︒

夕方近くなりました︒

物をもとの所へなほしたら︑

四461

ろうろして居ましたので︑︿略﹀︒

四姻2 花子はねこをだいてう

しました︒

四437

に持って︑︿略﹀︒

兄様ガタノオトモヲシ 四293 これは大じかけでれんぐ 四386 たび人のぐわいたうをぬ 四433 ︿略﹀︑勝手のすすをはら
ふ︑まるでいくさのやうでした︒
がせた方が勝といふことに
わをやく工場です︒
きめて︑︿略﹀︒
四435二つだひの今吉がおどけ
四295︿略﹀︑てつだうが私ども
て︑はうきを大なぎなたのやう
の町を通って︑︿略﹀︒
四394 するとたび人は︑︿略﹀︑ぐ

イラツシヤツタノ デ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

四185 ︿略﹀︑フクロヲカツイデ

わいたうをしっかりとからだに

日は雲のあひだからや

くっつけました︒
さしいかほを出して︑︿略﹀︒

正太郎が犬をつれて︑山 四396

道を通りました︒

四192 白ウサギハ目ヲコスツテ︑ 四302正太郎が犬をつれて︑山
︿略﹀︒

道を通りました︒

四192 ︿略﹀︑又ソノワケヲ申シ 四302
上ゲマシタ︒

四313

︿略﹀︑父にこのことを

と口まねをします︒

四317

ぬぐひをかぶり︑︿略﹀︒

四414

らきになりました︒

ものに︑おさしづをしておはた

四407

けを着て︑︿略V︒

ごむまりをかべになげ 四406 ︿略﹀︑着物の上にちりょ

話しますと︑︿略﹀︒

四326園

︿略﹀︑其ノ上ネズミヲト

つけると︑はねかへるでせう︒

四345

︿略﹀︑ホカノ鳥ヲイヂメ

ツテクフノデ︑︿略﹀︒

ニシタ

しいて︑︿略﹀︒

ロヲイヒ︑︿略﹀︒

のけると︑︿略﹀︒

モズハ︿略﹀︑﹁キイキイ﹂

つだひました︒

四428僕もはたきを持って手
ソレデモフクロフハ︿略V︑四431 天じゃうをはらふ︑︿略﹀︒

四432︿略﹀︑たたみをたたく︑
︿略﹀︒

のすを取る︑︿略V︒

ある時︑日と風が力く 四433 ︿略﹀︑ひさしうらのくも
らべをしました︒

四385

トシテ居ルバカリデス︒

大キナ目ヲ見ハツテキヨトキヨ

四375

トカチドキヲアゲマス︒

四37一

四593

︿略﹀シルシバンテンヲヌ

︿略﹀︑ノミデアナヲホル

︿略﹀︑カンナデ板ヲケヅ

モノモアリ︑︿略V︒

四591

ノモアリ︑︿略﹀︒

四588ノコギリデ木ヲキルモ

イデ︑︿略﹀︒

四586

四371 ︿略V︑フクロフノカホヲ 四423だい所でいろいろな物を 四583 ︿略﹀大工サンが毎日其
ノ中デ仕事ヲシテ居マス︒
ケツテ︑︿略﹀︒

四365烏ハ大キナコエデワル 四416 たんすをうこかすと︑

リシテアバレマハリマス︒

タリ︑ツカミコロシテエ

四354

四401 たび人は︿略﹀︑しまひに
はぐわいたうをぬぎました︒

四197毒魚ク川へ行ツテ︑シボ 四305 ︿略﹀口まねをするもの 四397︿略﹀︑あたたかな光をお
くりました︒
があります︒
ケ ノ ナ イ 水デカラダヲアラ
ツテ︑︿略﹀︒

四201園 ︿略﹀︑ガマノホヲシイ
テ︑︿略﹀︒

みを持って︑おつかひに行きま

四222私はきのふふろしきつつ
した︒

四228 ︿略﹀︑おばあさんが日あた

りのよいえんがはでつぎ物を
していらっしやいました︒

四237︿略﹀︑ふろしきつつみをう
け取って︑︿略﹀︒

くりをおぼんに一ぱい持って

四238 ︿略﹀︑とだなからうでた

にはとりが時時もみを

來て下さいました︒

四四8
かき出します︒

四263 ︿略﹀︑いただいたくりを
持ってかへりました︒

四275︿略﹀大きな店はいくつ
も電とうをつけました︒

四285 よこ町に電話の力で︑
米をつく家も出來ました︒

を一を

842

ルモノモアリマス︒

四596私バカンナヲカケテ居
ルノヲ見ルコトガスキデス︒

四597私バカンナヲカケテ居

四656

弓をとりなほして︑向ふ

を見わたすと︑︿略﹀︒

弓をとりなほして︑向ふ

を見わたすと︑︿略﹀︒

四656

︿略﹀目をひらいて見る

赤い扇はかなめのきは

をいきられて︑︿略﹀︒

四666

めて︑ひようといはなしました︒

ゑをきくと︑︿略﹀︒

ので︑︿略﹀︒

下した時には︑︿略﹀︒

下した時には︑︿略﹀︒

四728私は長生をして居ます 四822 トンネルを出て︑海を見

を通って居ました︒
四835 三人で町を見物しました︒

四741︿略﹀︑火事があったり︑水 四827ちやうど大きな船がおき

が出たりしたことをみんな
見て知って居ます︒

長さんのおちいさんやおばあ

︿略﹀︑へいえいを見せて

もらひ︑︿略V︒

四836

から︑︿略﹀︒

四743私は東の村の今の村 四836ひるのごはんをたべて

て居ました︒

︿略﹀おさう式が私の前
を通りました︒

四772

てたんぼへ行きました︒

オ花目オカアサンニオヒ

ナ様ヲカザツテイタダキマシタ︒

四六3

をおみやげに買って︑︿略﹀︒

四664︿略﹀︑よくねらひをさだ 四747︿略﹀︑くはやかまを持つ 四837︿略﹀︑弟へへいたいばう

︿略﹀︒

四664よ一は弓に矢をつがへ︑ さんを其のわかい時から二つ

と︑︿略﹀︒

四662

四661 しばらく﹇日をつぶって︑
ルノヲ見ルコトガスキデス︒
神様にいのってからく略﹀︒
四602 ヨクキレルカンナガスウ

私ハ昨日大工サンカラ

ツト板ノ上ヲ通ルト︑︿略﹀︒

四607
木ノキレヲタクサンモラツテ︑
︿略﹀︒

シテアソビマシタ︒

四608 ︿略﹀︑友ダチトツミ木ヲ

一そうこぎ出して來ました︒

四614 ︿略﹀︑へいけ方から舟を

四696

一度にど

たいそうよくなれて︑私

きずを見てやらうと思

アレハウタヲウタフ

二人ガオ話ヲシテ居ル

︿略﹀︑弟を五郎といひま

︿略V︑十郎はなみだをお

さへて︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

四911

つておくれ︒

四906圏︿略﹀︑此のかたきを取

した︒

四897

を五郎といひました︒

四897曽我兄弟は兄を十郎︑弟

所へ︑︿略﹀︒
そ が

四871

人ダサウデス︒

四798︿略V︑どういふ子はどう 四867園

いふ人になるといふことを

學校の行きかへりに道草

見ぬきます︒

四802

︿略﹀︑石をなげたり︑︿略﹀︒

をくったり︑︿略﹀︒
四802

︿略﹀︑生物をころしたり

てつけうへかかった時︑

するやうな子どもは︑︿略﹀︒

四802

四811

河を見たら︑たいそう水が出
て居ました︒

︿略﹀︑今でも山がらのこ 四82ートンネルを出て︑海を見

明けますと︑︿略﹀︒

四691︿略﹀︑私がかごの戸を

つて︑︿略﹀︒

四688

をくひきられました︒

四685︿略﹀ねずみに足のゆび

なって居ました︒

の手からゑをたべるほどに

四682

つとほめました︒

ふなばたをたたいて︑

四616 見ればへさきに長いさを 四672 をかの方では欲しやう 四784 かへって來た時には︑ひ 四852園 ︿略﹀︑弓や矢ヲ持ツテ
居ル人ハ何デセウ︒
どいみなりをして居ました︒
よしっねをはじめ︑みんなが
を立てて︑︿略 ﹀ ︒
四792︿略﹀︑私が風の音をこ 四865園 五人バヤシノ一番右二
四622さをの先の扇をいよ ︿略﹀︒
居ル人ハ何ヲスルノデセウ︒
うつとさせてやりましたら︑︿略﹀︒
四673︿略﹀馬のくらをたたい
といふのでせう︒
四796私は長い間に子どもを 四866園扇ヲ持ツテ居ル人デ
四626︿略V︑これを一矢でいお てよろこびました︒
スカ︒
たくさん見ましたので︑︿略﹀︒
四675 海の方でもへいけ方が
とすことは︑なかなかむつかし
さうです︒

空をとんで居る鳥で

とすものはないか︒

四632圏だれかあの扇をいお
四637園
も︑︿略﹀︒

四646園それをよべ︒
よしっねは﹁︿略﹀︒﹂と︑す

もしこれをいそこなった

ぐによ一をよび出しました︒

四647

四652

ら︑生きては居まいと︿略﹀︒

︿略﹀︒

四654︿略﹀とかくごをきめて︑

843
を一を

ました︒

四964
取っておき上らうとしました︒

︿略﹀︑まくらもとの刀を

はひけふと︑﹁︿略﹀︒﹂と名のり

四912園きっと此のかたきを取 四955 ね入って居るものをきる
つて見せます︒

四916︿略﹀︑遊事にも︑兄が弓

をひけば︑弟はたちをふりま
はし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑

わが子の

われら國民七千萬

おぼしめされる︒

われら群民七千萬を

五21圏

やうに

下

五14圏︿略﹀︑神のみすゑの天皇陛

げました︒

四917︿略﹀︑弟はたちをふりま 四968 ︿略﹀めでたくのぞみをと
はし︑︿略﹀︒

四918 ︿略﹀︑早く強くなって︑か

たきを取らうと心がけました︒

來をつれて居ます︒

四923︿略﹀︑いつも大ぜいの家
は

四月四日の朝︑當番で僕が机

天皇陛下を神ともあふぎ︑︿略﹀︒

四928 ︿略﹀︑長い間つけねらひま

五28

の上をふいてみると︑︿略V︒

したが︑手を出すすきはあり
ませんでした︒

五47

︿略V︑此の間からあいてみた

私ども二人はていねいにおじ

せきをおさしになりました︒

五35

四933 ある年︑よりともは日本 五31 ︿略﹀︑先生が知らない生徒を
一人つれてお出でになりました︒
中のさむらひを引きつれて︑
︿略﹀︒

四933 ︿略﹀︑ふじのまきがりを
いたしました︒

兄弟は今度こそはと︑

僕は自分よりえらい友だちを
大ぜいしていぢめるのは︑男らしく

五了3

をつけてやりました︒

五71僕は﹁︿略﹀︒﹂といって︑力

たのださうです︒

中村君を亡いきだといって︑いぢめ

四935 かたきのくどうもよりと ぎをしました︒
五65 聞けば級のものが二三人で︑
ものおともをして行って居ま
す︒

四937

母にいとまごひをして︑︿略﹀︒

四942 ︿略﹀︑二人はたいまつで

道をてらしてくどうのやかた
へ向ひました︒

︿略﹀︑おちいさんとおばあさ

んが︑一人の娘を中において泣いて

五85

はたをお通りになりますと︑︿略﹀︒

ないと思ひます︒
四945園 五郎︑かほを見せよ︒
いつも
四947 二人はたいまつを上げて︑ 五78 ある時︑出雲の國のひの川の

つくづくとかほを見合ひました︒
見合ひました︒

四㎝8︿略﹀︑つくづくとかほを

ゐました︒
やまた

をうち

私どもにはもと娘が八人ご

ざいました︒それを八虐の大蛇が來

五93園

よし︒其の大蛇をたいぢし

て︑毎年一人つつたべました︒

てやらう︒

五105園

五106園強い酒をたくさんつくれ︒
酒が出埋ると︑みことはそれ
を八つのをけに入れさせて︑︿略﹀︒

五108

を挙げてとめて下さいました︒

ぼちが昨日から盲腸で︑ごは

んをたべませんので︑︿略﹀︒

五151

ました︒

先生がまどをすっかり明けて︑

五154 ︿略﹀︑尾をふってむかへに出

五157

學校からかへって︑新しい筆

出しておやりになりました︒

で書き方のおけいこをしました︒

五164

五184園

むかし神武天皇がわるもの

げに下さいました︒
じんむ

ン︑僕には小刀とえんぴつをおみや

︿略V︑言忌の大蛇の來るのを 五168 ︿略﹀︑春子にはゑ葉書とリボ
待っていらっしやいました︒

五111

間もなく大蛇が來て︑八つの
頭を八つのをけに入れて︑其の強い

五113

五195園 ︿略﹀︑わるものどもは目を

どもをこせいばつになった時︑︿略﹀︒

︿略﹀︑其の強い酒を飲みまし

五201園︿略﹀︑戦雫の時︑大きな手

其のいはれで︑︿略﹀勲章

其の尾を下して來て︑さをに

着けるかと思ふと︑︿略﹀︒

五216

を上げます︒

五216 ︿略﹀︑家のむねよりも高く尾

も高く尾を上げます︒

ぞんぶん風をのんで︑家のむねより

五215 ︿略﹀︑鯉が大きな口で︑思ふ

に︑金の鶏をおつけになったのだ︒

五201園

がらを立てた軍人に︿略﹀︒

明けてみることが出來ず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑みことはこしのつるぎ

酒を飲みました︒

五114
た︒

五116

をぬいて︑大蛇をずたずたにお切り
になりました︒

︿略﹀︑大蛇をずたずたにお切
りになりました︒

五116

尾をお切りになった時︑つる
ぎのはがこぼれました︒

五121

ふしぎに思って︑尾をさいて
ごらんになりますと︑︿略﹀︒

五122

今日から日記をつけることに

︿略﹀︑春子とつくしをつみに

其のたびに︑鯉のかげが地の

上をおよぎます︒

五221

をどり上ります︒

朝︑おさらひをすましてから︑ 五218 ︿略﹀︑又はらをふくらませて︑

しました︒

五131

︿略﹀︒

五142
五143

︿略﹀︑よそのをぢさんが大手 五242 ︿略﹀︑小切やえりや帯あげな

行きました︒

五146

を一を

844

どがたくさん下げてあって︑それを
見てみる人も大ぜいあります︒

︿略﹀︑小ぞうさんたちにさし

か ら 注 文 を う けては︑︿略﹀︒

五354

遠足のしたくをして學校へ行

くと︑︿略﹀︒

學校の門を出て西へ向ひまし
一匹は目に︑一匹は口に︑一

大平橋を渡ってから左へをれ
︿略﹀︑松山の下へ瓦やきを見

ちやうどかまを明けたところ
︿略﹀︑松山の下へ瓦やきを見

︿略﹀︑私どもを道に待たせて

︿略﹀

おちいさんが︑

紺のふ

八幡様の高い石だんを上りつ
︿略﹀︑しめをはった大きな杉

せいばつ

るといふ者があって︑︿略﹀︒天皇は
やまとたけるのみこと

日本武尊にこれを征伐せよとお

お着きになりますと︑間もな

ほせられました︒

五422

を入れる︒

まゆ

もう桑の葉をたべないで︑頭

を上げて︑繭をかける所をさがしま

五472

す︒

五472

まゆ

もう桑の葉をたべないで︑頭

︿略V︑かごのうらや棚のすみ

早いのはもう繭を作り上げて

︿略V繭の中で︑きゅうくつ

まだ繭をかける場所をさがし

まだ繭をかける場所をさがし

青髭をたべてみる登も︑明日

チ ヅ

雨水ノ流レル道ハ地圖ニカイ

山から薪を取って來て︑それ

を責って︑くらしを立ててゐました︒

五532

其所ヲヨケテ流レマス︒

五521 ︿略﹀︑高イ所二行キアタルト︑

タ川ヲ見ルヤウデス︒

五516

の朝までには︑︿略﹀︒

五493

てるるのもあります︒

五492

てるるのもあります︒

五491

さうにからだをまげて︑︿略﹀︒

五488

ゐます︒

五484

ちっともゆだんが出來ません︒

などで︑繭をかけはじめますから︑

五476

すのですが︑︿略﹀︒

す︒それをひろって︑まぶしへうつ

を上げて︑繭をかける所をさがしま

五473

る所をさがします︒

︿略﹀︑頭を上げて︑︿略﹀︒
まゆ

くたけるが新しい家を造って︑人々

五473 ︿略﹀︑繭をかけるく略V︒
まゆ
五473 ︿略﹀︑頭を上げて︑繭をかけ

︿略﹀︑人々をあつめて︑其の

をあつめて︑其の祝をしました︒
五422

︿略﹀︑其の祝をしました︒

祝をしました︒

五422

尊はかみをといて︑女のすが

︿略﹀︑つるぎをふところにか

たになり︑︿略﹀︒

五423
五424

くして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑たけるは尊を見つけて︑

此の鳥獣はふところのつるぎ

自分のそばへ呼びました︒

五427

五434

を出して︑︿略﹀︒

︿略﹀︑たけるのむねをおつき

尊は手をおゆるめになりまし

になりました︒

五435

五444

これから後やまとをぐなの

今御名をさし上げます︒

た︒

五453園

皇子を日本武尊と申し上げることに

五456園
先づ拝禮をして︑︿略﹀︒

米をつくのに︑上にもうす

日本一の事をくふうした︒

︿略﹀︑上にもうすをさかさ

五465岩上のうすには︑どうして米 五532 山から薪を取って來て︑それ

につるしておけば︑︿略V︒

五463園

上げ下しに米がつける︒

をさかさにつるしておけば︑きねの

五461國

五401

昔熊襲のかしらに川上のたけ

五463園

なりました︒

ま

先生が辞殿にかけてある二四

ゑ

︿略﹀學校の小使さんが変ゆ

こづかひ

︿略﹀︑べんたうをたべてみる

︿略V︒

五414

くまそ

のお話をして下さいましてから︑

五406

を持って來て下さいました︒

五403

と︑︿略﹀︒

五402

はいれい

の木がありました︒

五395

めた所に︑︿略V︒

五394

まん

ろしきつつみをしょって來て︑︿略﹀︒

五391

おいて︑學校へおよりになりました︒

五386

︿略﹀︒

に行きました︒︿略﹀︒此所を出て︑

五384

で︑白いけむりが立ってるました︒

五382

に行きました︒

五381

て︑︿略﹀︒

五376

匹は耳に手をあててゐます︒

五372

た︒

五245 ︿略﹀︑番頭さんたちは︑お客 五357
五246
づをしてゐます ︒

らいろくな反物や帯地をかついで

五247 小ぞうさんたちは︑土ざうか

︿略﹀︑私どもは浴衣地とこん

來て︑お客の前につみ上げます︒
五252
がすりを買って外へ出ました︒

五253 うちへかへって︑ふろしきを
明 け て 見 ま し たら︑︿略﹀︒

五261 ︿略﹀︑ツブテノヤウニトンデ
來テ︑物見ツキアタルカト思フト︑
カルクミヲカハ シ テ ︑ ︿ 略 V ︒

五272 ツバメハ︿略﹀︑人ノ家ニス
ヲ作ツテ︑ヒナヲソダテマス︒
︿略﹀ ︑ ヒ ナ ヲ ソ ダ テ マ ス ︒

五274 ツバメハ田や畠ノ作物ニツク

五273

虫ヲ取ツテタベ マ ス カ ラ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五285 庭さきのもみちの木は︑前の
川に美しいかげをうつしてゐます︒

五314圃 松をのこして木の葉がちれ
ば︑︿略﹀︒

五328 ある朝早く︑おとうさんがた
びへお立ちになった時︑お見送をし
て表へ出て見ました︒

五335 ︿略﹀自分のうちを見て︑そ
の小さいのにおどろきました︒
頭を出してみる ひ よ う 松 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

五342 せまい中庭から︑屋根の上に

845
を一を

︿略﹀︑それを費って︑くらし

を責って︑︿略﹀︒

五533
︿略﹀︑へうたんを腰に着けて

を立ててゐました ︒

五535
みて︑かへりに酒を買って分ては︑
︿略﹀︑かへりに酒を買って來

おとうさんを喜ばせてゐました︒
五536
ては︑︿略﹀︒

︿略﹀︑おとうさんを喜ばせて

ゐました︒

五537

五538 或日山の中で︑こけに足をす
べらせて︑︿略﹀︒

酒をくんで來て︑おとうさんに上げ

五547 喜んで︑それからは毎日其の
ました︒

やうらう
︿略﹀︑年がうを養老とお改め

橋︒

五651園

あれは製綜工場で︑女工が
二人は峠を下りて︑となり村

四百人掛縣を取ってみる︒

五661
︿略﹀︑大きな用水池があっ

へはいりました︒

五671園

私どもの村では︑どうして

て︑其所から水を引くからだ︒

五672園
︿略﹀︑となり村の用水池を

池を掘らないのでせう︒

五675園

︿略﹀︑此の村の名を言ふと︑

見て行くことにしよう︒
五683

︿略﹀庄屋が︑村のことをい

﹁︿略﹀︒﹂と言はれたものださうだ︒
しやうや

五691

ろくと考へたすゑ︑︿略﹀︒

どうしても大きな用水池を掘

︿略﹀︑庄屋は方々の村へ用水
池を見に出た︒

五705

五697此の事を村の相談にかけた︒

らなければならないと考へた︒

五695

を田地にして︑︿略＞Q

五554 酒の出る所を御らんになって︑ 五692 ︿略﹀︑どうかして村のあれ地
︿略﹀︒

五558
︿略﹀︑松島・天の橋立・宮島

になったと申しま す ︒

五564

の三つを︑昔から日本三景と申しま

物なれた人には相談をかけた︒

す︒

五572 ︿略V︑多くは舟に乗って︑島 五706

いよく其の年になって︑庄

た︒

村の人は代り合って︑一日置
に普請の手つだひをすることになつ

五711

屋は普請方をよそからっれて來た︒

ふしんかた

五707

の間を通って見物します︒

後にして︑たいそうきれいに見えま

五588 朱ぬりの社殿が山のみどりを

す︒

五612圃赤・黄・みどりやむらさき

ひ
土を掘る︑石を運ぶ︑樋をう

︿略﹀︑樋をうめる︑︿略﹀︒

︿略﹀︑石を運ぶ︑︿略﹀︒

める︑土手をつく︑︿略﹀︒

五712
五712

だれがかいたか︑虹の橋︒

と︑七つの色をな ら ば せ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

五621圖 ︿略﹀天と地の 遠きをつ

五712

ひ

なぐ雲の上︒ だれが渡るか︑虹の

五712

五714

︿略﹀︑土手をつく︑︿略﹀︒

︿略﹀︑いろくの工事に︑村

の人は普請方のさしづをうけてはた
らいた︒

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑首をひね

氣風な者は自分の持地を田に

る者もあったといふが︑︿略﹀︒

五721

五723

造りかへたといふことだ︒

こんなむだな仕事をすれば︑

五774

其の後記の人は︑庄屋の家屋

あべのむねたふ

八幡太郎義家が凶日安倍宗任

よし

敷や田地を買ひもどして︑︿略V︒

まん

まん

八幡太郎義母が︿略﹀辛い野

よし

をつれて尊い野原を通りますと︑

五794

︿略﹀︒

五795

義家はせ中のうつぼから︑か

原を通りますと︑︿略﹀︒

りまたをぬいて狐を追っかけました︒

五796

五797 ︿略﹀狐を追っかけました︒

︿略﹀︑頭の上をすれくにい

さて宗任がかりまたをぬき取

︿略﹀︑義家はせ中をくるりと

五838団

おとうさんへ電報で御返事

お手紙をありがたう︒

五901

時々道を人にきいて來た者と

る人の外は︑︿略﹀︒

五898 ︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

て物ほしへ出ました︒

五876団 ︿略﹀︑わたしは正男をつれ

洗ひました︒

五861圏 ︿略﹀︑水が表の通をさっと

しようをうち出しましたQ

五856囲︿略﹀︑間もなく火の見で半

をいたしたやうに︑︿略﹀︒

五餌1國

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

五834囲皆様におけがもございませ

むけて︑うつぼへさ㌧せました︒

五815

つて︑義家にかへしますと︑︿略﹀︒

五813

ました︒

五801

頭の上をすれくにいました︒

庄屋は村の者にいろく言つ 五798 ︿略﹀︑中耳の間をねらって︑

貧乏村はいよいよ貧乏になる︒

五732園

五737

かうなっては︑もう庄屋の悪

て聞かせて︑土手をつきなほしたが︑
︿略﹀︒

五742

方々から人夫をやとって來て︑

口を言ふ者ばかりで︑︿略﹀︒

五745

其の賃鏡をみんな庄屋が自分

︿略﹀︑もう一度土手をつきな

もう一度土手をつきなほした︒
五745
ほした︒

五746

よい身代であったが︑其のた

のふところがら出した︒

五748

めに田を登り︑畠を量り︑家も土藏

一雨毎に池の水はふえた︒そ

︿略﹀︑畠を責り︑︿略﹀︒

もみんな責りはらった︒
五748

五755

れを見て︑村の人は急にあれ地を田
にしだした︒

それを見て︑村の人は急にあ
れ地を田にしだした︒

五756

︿略﹀︑庄屋の妻は子どもをつ
れて里へ臨ってみた︒

五771

を一を
846

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごと

見えて︑︿略﹀︒

五903

を言って行く者があります︒

五906 ︿略﹀郵便物を大切にあっか
つ て み て ︑ ︿ 略 V︒

つてみて︑これをあつめに売る人に

五907 ︿略﹀郵便物を大切にあっか
渡すのであります︒
る方も四五人はあります︒

五973

︿略﹀︑ブダウ酒ヲ造ツタリ︑

二人の者が山の中を通ると︑

ホシブダウニシタリ︿略V︒
くま

五977
︿略﹀︑地にたふれて︑死んだ

熊が出て來ました︒

五982

六44

︿略﹀にはとりが︑俵の山へ
︿略﹀︑ヤクワントテツビンガ︑

上ってときを作りました︒
六93

ジマン話ヲシ合ヒマシタ︒

六117園飯ヲタクカマモ︑物ヲニル
ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑︿略﹀︒

ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑︿略﹀︒

熊は死人には手を着けないと 六117園飯ヲタクカマモ︑物ヲニル

ふりをしてゐました︒

五983
聞いてみたからでございます︒

六21

はじめて東京見物に而て︑此

來年もやはりあの稻を作り
おちいさんが庭にほしてある

ませう︒

六15園

第一に宮城をさしてまみります︒

の停車場へ降りる人は︑大てい先づ

五皿7

ててにげるやうな者には︑︿略V︒

私がたんぼへお湯を持って行
つてくると︑︿略﹀︒

六37

のばして︑︿略﹀︒

土間でこぼれもみを拾ってゐ
たにはとりが︑︿略﹀︒

六42

ナベモ︑湯ヲワカス私モ︑︿略V︒

六148
︿略﹀︒

六151

六166

した︒

六161

松山の入口で︑赤くなってゐ
︿略﹀ぐみを一枝折ると︑

たひながら︑︿略﹀︒

ひいてゐました︒

六167 ︿略﹀︑大きなのこぎりで板を

と︑︿略V︑栗林の下のくぼ地を教へ

六181 ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねます

てくれました︒

六184 ︿略﹀︑小さなしめちが列を作

計りがけに︑力藏さんにお禮

つて出てゐました︒

を言ひましたら︑︿略﹀︒

六187

て︑頭を地に着けさうにします︒

て︑頭を地に着けさうにします︒

六196 ︿略﹀︑濱の松は身をふるはせ

うちよせて來る波は︑岩をか

み︑小じゃりをとばしては︑さあつ

六197

と引いて行きます︒

六198 ︿略﹀︑小じゃりをとばしては︑

いつも通る汽船も︑高波をよ

さあっと引いて行きます︒

六202

き

六231

した︒

六231

木曽義仲が都へせめ上ると聞

そ

義仲は五万騎を引きつれて︑

︿略V礪波山にちんを取りま

となみ

ちんを取りました︒

六228 大將は平町盛で︑十万騎を
ゑつちゆう
となみ
引きつれて︑越中の國の礪波山に

たひらのこれもり

けました︒

いて︑平家はあわてて討手をさしむ

六227

てきの音は少しも聞えません︒

けて︑沖を通ると見えて︑︿略﹀︒

僕がぐみをたべてみる間に︑

六202︿略﹀︑沖を通ると見えて︑汽
僕が紅色のきれいなきのこを

︿略﹀︑じめくした落葉をふ

木びきの力藏さんがうたをう

︿略﹀︑ねずみ茸を少し取りま

んで︑ねずみ茸を少し取りました︒

六161

けない︒

六155圏其の手でぐみをたべてはい

取って︑︿略﹀︒

六152

墨取つたやうでした︒

︿略﹀︑にいさんは初茸を五六

に注意されました︒

﹁そんな大きな枝を︒﹂と︑にいさん

六146園

たぐみを一枝折ると︑︿略﹀︒

六145

時々青イ物ヲ出シマス︒

六135園銅ハ人心使ハレテヰテモ︑

ンハ之ヲ聞イテ︑︿略﹀︒

五996園あぶない時に︑友だちをす 六126 テツビンハ ﹁︿略﹀︒﹂ヤクワ 六196 ︿略﹀︑濱の松は身をふるはせ

て行ったやうだ．が︑︿略﹀︒

五912 毎日かならず新聞を入れに來 五993富谷が君の耳の所へ口を持つ 六117園飯ヲタクカマモ︑物ヲニル

てよいことになってゐますが︑私は

五霞6 作物の種や商品の見本も入れ
まだそれをあつかったことはありま
せん︒

五923 郵便物をあつめる人は︑毎日
きまった時刻に來 て ︑ ︿ 略 V ︒

つて行きます︒

五924 ︿略﹀︑私のおなかを明けて持

︿略﹀︒

六22

うちでも土間に丸太を置いて︑
其の上につんであります︒

六25

買って行きました︒

︿略﹀︑卵買が來て︑卵を七つ

五925 ︿略V︑急ぎの封書を入れに來 もみをかへしていらっしゃると︑

︿略﹀︑かっけで足をはらして

︿略﹀︑もらひ泣きをいたしま

る者が︑︿略﹀︒

す︒

五937

五942
み る 書 生 さ ん が ︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︒

つて︑俵に入れてつんだら︑︿略﹀︒

五953圃︿略﹀︑一くはく︑廣いた 六33 今日庭にほしてあるもみをす
んぼをうちかへす︒

ひをぬひ︑

五954圃 一列々々︑金言・銀綜でぬ

土竃の壁をぬる︒

五955圏 く略V︑ こてく︑大きな 六38 ︿略﹀︑おちいさんが庭で腰を

ベマスガ︑︿略﹀︒

五972 私ドモハブダウノ實ヲ生デタ

847
を一を

︿略﹀︒

を取りました︒

六233 ︿略﹀礪波山のふもとにちん

にするには︑︿略﹀︒

︿略﹀︑いく人かで力を合は

せるではありませんか︒

六294園

虎はおこって︑蟻をふみつぶ

さうとしました︒

六237 ︿略V︑義仲はひそかにみ方の 六301
者 を 敵 の 後 へ ま はらせて︑︿略﹀︒

蟻は虎の指のまたからく〜つ
一番汽車二乗ラウトイフノデ︑
ギウニユウ

と口々に言ひます︒

それでも三盛は︑太刀で熊手

をふせぎく︑とうとう弓を拾ひ上

六364

︿略﹀︑とうとう弓を拾ひ上げ

げました︒

ました︒

六365

六381園︿略﹀︑此の弱い弓を取られ
て︑﹃これが義纏の弓だ︒﹄などと言
はれては︑︿略﹀︒

入螢後はじめて此の前の日

つたので︑︿略﹀︒

停車場デキツプヲ買ツテヰル
︿略﹀︑郵便物ヲツンダ車ガヰ
よしっね

屋島の合戦に︑義纒が小わき
義纏は︿略﹀︑むちのさきで
くまで

六398囲

昨日は︿略﹀音吉君と二人
︿略﹀︑私を入れて村からは

で町を見物した︒

六408団

五人も出てみるが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑よく學問をべんきや

よく學問をべんきやうしなさい︒
六427國

叔父サンニ鮭ノ話ヲ聞イタカ

コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ

ラ︑ワスレナイ中二書イテ置カウ︒

六454

六464

コレハ卵ヲ産ム場所ヲ見ツケ

ニ來ルノデアル︒

ニ來ルノデアル︒

六464

︿略V︑頭や尾デ穴ヲ掘ツテ︑

其ノ中へ卵ヲ産ム︒

六467

六468 ︿略﹀︑其ノ中へ卵ヲ産ム︒

六475

︿略﹀︑シバラク其ノアタリニ

翌年ノ春ニナツテ︑卵カラカ

番ヲシテヰテ︑ソレカラ海へ蹄ル︒

六478

ヘツタ鮭ハ︑川ヲ下ツテ海へ行ク︒

ニ川へ上ツテ來ルガ︑︿略﹀︒

六481 ︿略﹀︑今度ハ自分が卵ヲ産ミ

六483園 ︿略﹀︑フシギニ自分ノ生レ

タ川へ蹄ツテ來ルサウデ︑﹁之ヲ鮭

日敷かぞへて︑

士吾び勇む︒

指を折

ノ里蹄トデモ言ツタラヨカラウ︒﹂

ト叔父サンが言ハレタ︒

りつつ︑

すぎしいくさの手がらを語る︒

耳をかたむけ︑こぶしをに

六505蟹居ならぶ子どもはねむさ忘

れて︑

左足が沈まない中に右足を
出し︑右足が沈まない中に左足を出

まんぐう

耳をかたむけ︑こ

つるがをか

源頼朝が鶴岡の八幡宮へ舞

みなもとのよりとも

を奉納する事になって︑︿略﹀︒

ほうなふ

六508

ぶしをにぎる︒

六505圏 ︿略﹀︑

ぎる︒

︿略﹀︑右足が沈まない中に

朝︑雷が目をさまして見ると︑
月と日が居りません︒

六唱6

左足を出す︒

六徊2園

す︒

六姻1園

らせよう︒

六432団其の中に又くはしい事を知 六503團 みうりのはたに縄なふ父は

けてるた者は人一倍苦螢をする︒

六431国軍隊へ撃ても︑學校でなま 六495團居ならぶ子どもは

うしなさい︒

上二砂や小石ヲカブセル︒

マツ先切出アツタノハ牛乳 六384 義纒に此の名を惜しむ心があ 六473 ︿略﹀︑産ンデシマフト︑其ノ

フク

曜日に外出をゆるされた︒

カラノ荷車ヲヒイテ行クノハ︑ 六396囲

配達デ︑車ノ音ヲ高クサセテ︑︿略﹀︒
ニ

ハイタツ

六322

父ト五時半頃二家ヲ出口︒

六316

て︑仲間の者にあひつをしました︒

六238 ︿略V︑爾方から一度にどっと 六303
ときのこゑをあげさせました︒

六241 不意を討たれた平家方は︑上
を 下 へ の 大 さ わ ぎ︑︿略﹀︒

六％2 不意を討たれた平家方は︑上
を 下 へ の 大 さ わ ぎ︑︿略﹀︒

ヰン

八百屋ヤサカナ屋デ︑︿略﹀︒

ヤ ホ

六243 ︿略﹀︑弓を取った者は矢を取 六327
らず︑︿略﹀︒

ゴ

病院ノ前ノ酒屋デハ雨戸ヲ明

ケハジメタ︒

六244 ︿略﹀︑弓を取った者は矢を取 六331
らず︑︿略﹀︒

少シ行クト︑呉服屋ノ小ゾウ

ガ表ヲハイテヰタ︒

六244 ︿略﹀︑矢を取った者は弓を取 六332
らず︑︿略V︒

す︒

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂﹁お捨てなさい︒﹂

六356

源氏の者どもは義纏をかばひ

義纒のかぶとに引っかけようとしま

敵は船の中から熊手を出して︑

それをかきよせようとします︒

六354

にはさんでみた弓を海へ落しました︒

六351

セイヨタカケテ來タ︒

六345

ト︑︿略﹀︒

六345

︿略﹀工場へ急グノデアラウ︒

六245 ︿略V︑矢を取った者は弓を取 六338 ベンタウヲサゲテ來ル女工ハ︑ 六426國 からだをぢやうぶにして︑
︿略﹀︑平家方はにげ場がなく

らず︑︿略﹀︒

六253

て︑後のくりから谷へ︑なだれをう
︿略﹀︑朝早くから︑高い木の

つて落ちました︒

六272

上をとびまはって鳴いてみる︒

六277園 どうも分らないのは︑あの
弱い人間がわれわれの仲間を生けど
とら

りにすることだ︒

とひとりごとを言ひました︒

六278大きな虎が山おくで︑﹁︿略﹀︒﹂ 六355

六286 なるほど︑ごまつぶ程の蟻が
一匹虎を見上げてゐます︒

六293園人間があなた方を生けどり

を一を

848

源頼朝が

みなもとのよりとも

六511
つめました︒

︿略﹀︑

ひめ

舞姫をあ

六516 頼朝は一目見た上でと︑萬じ
ゆ を 呼 出 し ま し たが︑︿略﹀︒

そ

六田1

︿略﹀︑風のたよりに此の事を
かまくら
︿略﹀︑うばをつれて︑鎌倉を

聞いて︑︿略﹀︒

六肝2
かまくら

さして上りました︒

た︒

六573
︿略V︒

︿略﹀︒

六573

した︒

二人は野をすぎ︑山をこえ︑
︿略﹀︑なれない道を一月あま
先づ鶴岡の八幡宮へまみつて︑
︿略﹀︑うばと二人で御ほうこ

萬じゅは其の夜ひそかにうば

喜は︿略﹀︒

六605

萬じゅは其の夜︿略﹀︑石の

をつれて︑︿略﹀︒

六605

うばを門のわきに立たせて置

らうをたつねました︒

六607

萬じゅがかけよって︑らうの

いて︑姫は中にはいりました︒

六616

頼朝は唐糸をゆるした上に︑

しない者はありませんでした︒

六641 ︿略﹀︑だれ一人もらひ泣きを

︿略﹀︒

六643

町ノ叔父サンカラ︑オ年玉二

ほうびをあたへましたので︑︿略﹀︒

六644 ︿略﹀︑萬じゅにはたくさんな

六648

鐵ヲ引クカが強イ︒

大キナ磁石ライタ寸イタ︒

六651

萬じゅはとびらのすきから手 六652 昨日ニイサンが釘箱ヲ火鉢ノ

とびらに手をかけますと︑︿略﹀︒

六622

昨日ニイサンガ︿略V︑手工

フチニ置イテ︑︿略﹀︒

六657

︿略﹀︑弟が釘箱ヲ火鉢ノ中へ

︿略﹀︑手ヲ灰ダラケニシテ拾

僕ハ﹁待テ︑待テ︒﹂トイツ

サウシテ灰ノ中ヲカキマハシ

テ︑磁石ヲ持ツテ來タ︒

六655

ヒバジメタ︒

六654

ヒツクリカヘシテ︑︿略﹀︒

六653

ヲシテヰタ時︑︿略﹀︒

﹁︿略V︒﹂と︑親子は手を取合 六652

を入れて︑﹁︿略V︒﹂

六626

やがてうばをも呼入れて︑三

つて泣きました︒

六627

人は其の夜をなみだの中に明かしま
した︒

これから後図じゅは︑うばと

︿略﹀青年たちが見かねて︑

テ︑上ゲテ見ルト︑︿略﹀︒

︿略﹀︑下男がまだ使へる小縄

方々へ義掲金をつのりに出た︒

︿略V︑折々らう屋をたつねて 六668

︿略﹀︑頼朝をはじめ︑居合は

して︑萬じゅに渡しました︒
六638

せた者に︑だれ一人もらひ泣きをし
ない者はありませんでした︒

さて主人に火事の話をして︑

さて主人に火事の話をして︑

義指金のことをいひ出すと︑︿略V︒

六678

義指金のことをいひ出すと︑︿略﹀︒

六677

やき合った︒

みた︒青年たちは之を聞いて︑さ＼

六673 ︿略﹀︑主人がひどくしかって

を捨てたと言って︑︿略V︒

︿略V︑母をなぐさめて居りま 六671

親を思ふ孝子の心には︑頼朝
もかんしんして︑︿略﹀︒

六635

した︒

六632

は︑母をなぐさめて居りました︒

六632

ては︑︿略﹀︒

心を合はせて︑折々らう屋をたつね

六631

の中に明かしました︒

さて萬じゅは︑だれか母の事 六627 ︿略﹀︑三人は其の夜をなみだ

さて萬じゅは︑だれか母の事

︿略V︑母の名をいふ者があり

よ

あ＼︑母はもう此の世の人で

わけをたつねますと︑︿略V︒

と答へました︒之を聞いた萬じゅの

六601わけをたつねますと︑﹁︿略V︒﹂

六595

ながめて居りますと︑︿略﹀︒

六593

︿略V︑何の氣もなくあたりを 六636 ︿略﹀︑石のらうから唐糸を出

はないのかと︑力をおとして居りま

六591

ません︒

六587

ゐますが︑︿略﹀︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六586

ゐますが︑︿略﹀︒

をいひ出す者はないかと氣をつけて

六585

うをねがったのでございます︒

六578

母の命を助けたまへといのり︑︿略﹀︒

六576

りも歩きつゴけて︑︿略﹀︒

六573

二人は野をすぎ︑山をこえ︑

六522 奉納の當日は︑頼朝をはじめ︑ 六572 ︿略﹀︑鎌倉をさして上りまし
舞見物の人々が何千人ともなくあっ
まりました︒

六527 此の時には頼朝も︿略﹀︑い
つしょに舞を舞ひました︒

六533 翌日頼朝は信じゆを呼出して︑
﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六545萬じゅはおそるく︑﹁︿略﹀︒﹂

と申しました︒之を聞くと︑頼朝の
き

かほの色はさっとかはりました︒

そ

六548 頼朝が木曽義仲をせめようと
き

した頃︑︿略﹀︒
みつもり

した頃︑木曽の家來手塚太郎光盛

てっかの

六552 頼朝が木曽義仲をせめようと

の娘がく略V︑之をさとって︑すぐ
に義仲の所へ知らせました︒

︿略﹀ ︑ 頼 朝 の 命 を 取 れ ︒

六554圏 すきをねらって︑頼朝の命
を取れ︒

六554園

につたはってみた大切な刀を送って

六556 義仲からはく略﹀︑木曽の家
よこしました︒

六557 光盛の娘は其の後︑夜書頼朝
を ね ら ひ ま し た が︑︿略﹀︒

六561 かへって︑︿略V刀を見つけ
られてしまひました︒
︿略﹀︑石のらうを造って︑そ

れに入れました︒

六565

849
を一を

六682

︿略﹀︑たくさん金を出した上

に︑籾や豆の種を分けて上げてもよ
︿略﹀︑籾や豆の種を分けて上

いと言った︒

六683
げてもよいと言った︒

六686園 あんな小言を言ふ程だから︑
此の義旗が出居たのだらう︒
か

も

六693 京都を北から南へ流れてみる
川を賀茂川といひます︒
も

川を賀茂川といひます︒

か

六693 京都を北から南へ流れてみる
かんむり

六695 ︿略﹀︑冠をかぶって太刀を
は い た お く げ 様 方や︑︿略﹀︒
かんむり

六695 ︿略﹀︑冠をかぶって太刀を
は い た お く げ 様 方や︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ き れ い な 着 物 を 着 て ︑

牛車に乗ったお姫 様 方 の 姿 を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六696

︿略﹀おくげ様方や︑︿略﹀お

姫様方の姿を︑此の川の水はいくた

六697

びとなくうつしたことでございませ
う︒

︿略﹀︑ようひかぶとの勇まし

い な り を し た 武 士の刀や︑︿略﹀︒

六701

下を見ると致しませう︒

六713 今︑三條の大橋に立って︑川
六732 又三條の大橋から川上を見る
と︑︿略﹀︒

六784
まき上げると︑︿略﹀︒

みんな氷魚を着けて︑思ひ 六873 象が大きな桶を鼻で頭の上へ

くのすべり方をしてみる︒

上った︒

た︒

六877

︿略﹀︒

番兵がゆだんをしてみると︑

番兵を置いて︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

六931

六932 ︿略﹀︑城兵が切りこんで來て︑

正成は此の旗を城門に立てて︑

旗をうばって引上げた︒

さんぐに賊を悪口させた︒

六934

賊が之を聞いて︑くやしがつ

て攻めよせると︑︿略﹀︒

六937

せた︒

象の鼻は手の用をなすもので︑ 六936︿略﹀︑さんぐに賊を悪口さ

︿略﹀︑長い鼻をぶらくさせ

すると象は鼻で︑其所にあっ

︿略V︑子どもの顔をあふぎ出

楠木正成が守った千早城は︑

さうして︑これをよけようと

ら大木を落させた︒

して賊のさわぐ所を射させて︑︿略﹀︒

六942

さうして︑これをよけようと

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

六943

或朝︑夜明頃︑城中からうつ

五千人飴もころした︒

六947

て出て︑どっとときの聲をあげた︒

つた︒賊が四方から之を目がけてお

六952 ︿略﹀︑二三十人はふみとゴま

しょせると︑︿略﹀︒

一度に落したので︑︿略V︒

六953 ︿略﹀︑城から大石を四五十︑

︿略V︑城のやぐらから大きな 六958 ︿略﹀︑賊は大きなはしごを作

かこんだ賊は百萬騎といふ大軍で︑

︿略﹀︑総勢わっか千人ばかり︒之を

そうぜい

六911

くすのきまさしげ

した︒

六901

ふぎ出した︒

たうちはを拾って︑子どもの顔をあ

六901

す︒

の腹の下でお書ねをなさると申しま

六896園︿略﹀︑お子どもしゅうは此

をしてゐますが︑︿略﹀︒

六891囹御らんの通り大きなからだ 六941 ︿略﹀︑正成は高いがけの上か

て歩き出した︒

六886

實に力がある︒

六878

みんな手をうってかっさいし

くと︑象つかひがぬっと桶の中で立

いろくな製すべりをやる者 六875 象がそれを下して以て地に置
︿略﹀︑濱べに石垣をきついて

もあり︑︿略﹀︒

六792
六803
守った︒

我が武士は敵の攻めよせるの
草野の次郎の如きはく略﹀︑

を待ちきれず︑︿略﹀︒

六804
六812

敵は︿略﹀︑鐵のくさりで船

敵の船に火をかけて引上げた︒

六813

通有も左のかたを射られたが︑

をつなぎA口はせた︒

六818

︿略﹀︑少しも屈せず︑刀をふ

少しも屈せず︑︿略﹀︒

六822

通有はほぼしらをたふして︑

るつて進んだ︒

六828

之をはしごにして︑︿略﹀︒

通有はほばしらをたふして︑
︿略﹀︑其の船の大將を生けど

之をはしごにして︑︿略﹀︒

六828
六833

百しやうも一生けんめいで︑

りにして引上げた︒

六図4

全く上下の者が心を一にして︑

ひやうらうをはこんだ︒

六餌5

六916

六924

これにこりて︑賊は城の水を
先づ谷川のほとりに三千人の

たやして苦しめようとはかった︒

六921

んに射た︒

石を投落して︑︿略﹀︒

六965

廣さが一丈五尺︑長さが二十

すると正成は︑︿略﹀︑たくさ

丈︑其の上を賊が我先に渡った︒

六962

之を城の堀に渡して橋にした︒

つて︑︿略﹀︒

象つかひが乗ってみて︑口上 六916 ︿略V︑賊のさわぐ所をさんざ 六958 ︿略﹀大きなはしごを作って︑

見せ物小屋で象を見た︒

國難にあたったのである︒

六871

六858

をのべては︑らっぱを吹かせたり︑

六768園 コレハ︑ハジメ白地細帯ツ
テ置イテ︑後デカタヲ置イテ染メル

︿略﹀︑らっぱを吹かせたり︑

ごばんの上へ乗らせたりした︒
ごばんの上へ乗らせたりした︒

六871

ノデ︑︿略﹀︒

六782 みんな氷靴を着けて︑思ひ
くのすべり方をしてみる︒

を一を

850

︿略﹀︑たくさんなたいまつを

ん な た い ま つ を 出して︑︿略﹀︒

六965

出して︑之に火をつけて︑橋の上に
投げさせた︒

六966 さうして其の上へ油をふりか
けさせた︒

六972 賊が千早城一つを槻弓してゐ
︿略﹀︑方々で官軍が賊のひや

ると︑︿略﹀︒

六973
う ら う 道 を ふ さ いだので︑︿略﹀︒
か らまつ

死ん

六987齪 ︿略﹀落葉松は︑︿略V︒
︿略﹀︑うちの畠にあったのを

だあの子が掘取って︑ かついで行
つて植ゑたのだ︒

︿略﹀︒

六柵3圏 昨日學校で校長に︑ あの
木の事を話したら︑

︿略﹀︑しやうぶが小指程に芽
︿略﹀︑一つ取って行って見せ

を出してゐました︒

六棚4
六川6
ようと思って︑手 を 出 す と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

六槌1 ねえさんは赤いたすきをかけ
て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒

六麗1 ねえさんは赤いたすきをかけ
て︑手洗鉢の水をかへてゐました︒

六櫃3 なるほど︑去年鯉のぼりを立
︿略﹀︑しやうぶとよもぎを軒

てた時︑︿略﹀︒

六他4
へさした︒

六撹4 しやうぶ湯を立ててうち中の
者がはいった︒

子忌5 かしはもちをこしらへてい
たゴいた︒

こんなことを思ひ出して垣根

の方へ行くと︑︿略﹀︒

六撹6
︿略﹀︑しゃくやくが赤い芽を

七94

七94

大川を下って行く舟の中はう

もやが水の上をこめてみる︒

舟が岸をはなれた︒

すら寒い︒

七95

にいさんが﹁我は海の子﹂を
︿略﹀︑みんな羽織をぬいで︑

うたひ出して︑丸山君が合唱した︒

七103
七108

ちはし

宇治橋を渡って神苑に入り︑
七109

︿略﹀︒

七143

七156

たべた︒

︿略﹀︑着物のすそをはしよつ

船頭がさををつき立てて︑そ
船頭がさををつき立てて︑そ
さうしてさをの先に︑赤いし

くまで

小さい熊手で砂をかくと︑お
淺い水たまりを歩くと足のう

昨日おかあさんにるすをし

ていただいて︑︿略﹀︒

七161国

︿略﹀紅紫のもうせんをし

あかむらさき

から︑大きなのをよったのでござい

七164身柱の蛤は私どもの拾った中

ます︒

七172

︿略﹀︑つみ草の時には︑誰も

きつめたやうに見える︒

七183

手もとの軍ぜい二萬騎を引き

之を取って花たばにする︒

つれて︑︿略﹀︒

七189

七192 ︿略﹀︑賊のぞなへを見渡しま

︿略﹀︑北の山手には木戸を立

すと︑︿略﹀︒

七193

︿略﹀︑北の山手には木戸を立

てて︑敷萬の兵が之を守ってゐます︒

七194

又南の海上にはひしひしと軍

てて︑敷写の兵が之を守ってゐます︒

七195

義貞は馬から下りてかぶとを

船を浮べて︑︿略﹀︒

七198

ぬぎ︑︿略V︒

七199義貞はく略V︑はるぐと海

ほうでう

︿略﹀︑賊臣北條をほろぼさう

海神ねがはくは潮を退けて︑

︿略V︑道を開かせたまへと念

じて︑︿略﹀︒

七204

道を開かせたまへと念じて︑︿略﹀︒

七203

としてゐます︒

七202

條をほろぼさうとしてるます︒

でう

さて︑心の中に︑義貞今天皇
ほう
の御ためにいくさを起して︑賊臣北

上を舜しました︒

女の人はだすきをかけて︑

七201

めいくざるをかしげて︑え
めいくざるをかしげて︑え

船頭がさををぬいた︒

七154舟の中でゆっくりべんたうを

物を見せ合った︒

七149

物を見せ合った︒

七149

ぶりにしてるる︒

七143

︿略﹀︑手ぬぐひをねえさんか

らがぬるりとした︒

七123

もしろいやうにあさりが出た︒

七119

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

るしのあるはんてんをしばりつけて︑

七113

れに舟をつないだ︒

七111

れに舟をつないだ︒

七111

た︒

着物のすそをはしょった︒

御門の前で︿略﹀拝些して

しんゑん

参辞をすましてから︑京都

出してゐましたQ

六甲8

六佃6圏
う

へ出て︑︿略﹀︒

六悩7団
︿略﹀︒

上欄1団
から︑神殿の御もやうを拝した︒

何のかざりもない御神殿を

︿略﹀︑二見浦を見に行って︑

ふたみがうら

参拝をすましてから︑︿略﹀︒

辞して︑︿略﹀︒

六柳1団

六夢5圏
六研6國
︿略﹀︒

六柳7国 ︿略﹀︑おみやげに貝細工を
買った︒

七13図われらが住む世界は︑其の
留まるくして︑球の如し︒ゆゑに之

海を分けて太平洋・大西

を地球といふ︒

七16図

︿略﹀︑陸を分けて︑アジヤ

洋・印度洋とし︑︿略V︒

七16図

洲・ヨーロッパ洲・︿略﹀・及び大

其の中我が大日本帝國と︑

洋洲とす︒

七43図

︿略﹀・イタリや及びアメリカ合衆
一年生を先頭に︑︿略﹀

國を世界の五大強國といふ︒

七46図圃

四列になりて歩く時︑︿略﹀︒

︿略﹀︑いかなる大船もきし
に横づけにすることを得︒

七78図

851

を一を

こがね づ く り

七205 ︿略﹀︑黄金作の太刀を取つ
て︑海の中に投入れました︒

進め︒﹂と︑︿略﹀︒

七215 義貞は之を見て︑﹁ものども
七217︿略﹀︑其の遠干がたを眞一文
字に鎌倉さして攻めこみました︒

︿略﹀︑濱風が之をあふり立て

させますと︑︿略﹀︒

七223 此の時義貞が方々へ火をかけ
七224
たからたまりません︒

七229 村の西にくぬぎ林がある︒そ
れ を 通 り ぬ け て ︿略﹀︒

七232 ︿略V︑枝が傘をひろげたやう
︿略﹀︑村の人は之を傘松と呼

に出てみるので︑︿略﹀︒

七233
さらしもめん

んでみる︒

七237 晒木綿のづきんをかぶって︑
雨ざらしになっていらっしゃるが︑
︿略﹀︒

七245 茶屋にはおばあさんが一人ぼ
つちで菓子やわらちを責ってみる︒
︿略﹀︑まんぢゆう笠をふせた

つか

七253
やうな塚がある︒

七256 これは馬がけがをしないやう
に︑馬方が上げるのださうだ︒

︿略﹀︑近年外陰から種馬を輸

つて下りたといふし︑︿略﹀︒

七281
︿略﹀︑いたる所に良馬を見る

入したので︑︿略V︒

七282
︿略﹀︑其ノ頃天皇ハ立上ル

やうになった︒

七285図
︿略﹀︑民ノ貧シキヲアハレ

煙ノ少キヲ見テ︑︿略V︒

七286図

ヨド

︿略﹀︑エントツノ煙ツネニ

ミタマヒキ︒

七287図
空ヲオホヘリ︒

ヨド

七289図
市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ
フ︒

フ︒

市中ヲ流ル・川ヲ淀川トイ
七289図

七293図又多クノ堀アリテ︑川ト川
武士は太刀をぬきて馬より

トヲツナゲリ︒

七315図

︿略﹀︑満身の力をこめて︑

とび下り︑︿略﹀︒
どう

七316図

七333図

こ＼に武士と獅子とはわか

れざるを得ざることとなりぬ︒

り︒

獅子は武士の方を見まもり

七335図船は沖に向ひて港を出でた
七339図

て︑あはれ︑波の底に入りぬ︒

町に︿略﹀︑日露職孚の時
の大工方の名を取ってつけてあるの

七357国

は面白いでせう︒
れんぐわ

︿略﹀煉瓦造の家が軒をな
第一第二第三と三つならん

らべて立ってるるので︑︿略﹀︒

七364圏

七382囲

でるて︑たくさんな大船を一どきに
はくぎよく

横づけにすることが出來ます︒

︿略﹀︑又我が忠勇の士が血

をあふぎ︑︿略﹀︒

とさけんだ︒

七421

すると甲板の上で鐵砲を上げ

かんばん

つてみるなら︑下槍を上げろ︒

七419園

一太郎やあい︒其の船に乗

わかったらもう一度鐵砲を

た者がある︒

上げろ︒

すると︑又鐵砲を上げたのが

七425園

七426

︿略﹀五里の山道を︑わらち

かすかに見えた︒

郡長をはじめ︑見送の人々は

がけで急いで來たのださうだ︒

七428

七429

ある時謙信が山の手に陣を取

みんな泣いたといふことである︒

つてみると︑︿略﹀︒

七436

て︑はさみうちにしようとした︒

七437 ︿略﹀︑信玄は兵を二手に分け

七438 謙信はそれをさとって︑︿略﹀︒

を引受けた︒

暗唱2 ︿略﹀︑忽ち陣立をかへて︑敵

七個3 ︿略﹀︑忽ち陣立をかへて︑敵

雨軍は入りまじって︑火花を

を引受けた︒

ちらして戦った︒

七侶5

七嘱8 ︿略﹀︑大太刀をふりかざして︑

信玄の家來は之を見て︑後か

信玄は刀をぬくひまがない︒

信玄に打ってか＼つた︒

七個9

らやりで謙信をついたが︑あたらな

七452

つけた︒

七453力一ぽいに謙信の馬をなぐり

いたが︑あたらない︒

七452 ︿略﹀︑後からやりで謙信をつ

七417御用船を見つけると︑﹁︿略V︒﹂ い︒

つみをむすびつけてみる︒

いたが︑︿略﹀︒

七399団︿略﹀︑白玉山上の寸忠塔 七439 信玄は不意を打たれておどろ
七401圏

を流して取った二百三高地にも上つ

軍人をのせた御用船が今しも

て婦りました︒

七411

港を出ようとした其の時︑︿略﹀︒

︿略﹀︑見送人をおし分けて︑

前へ出るおばあさんがある︒

七414

港を出ようとした其の時︑︿略﹀︒

獅子はうれしげに一聲高く 七412 軍人をのせた御用船が今しも

蛇の胴中目がけて打下せば︑︿略﹀︒

七319図

︿略﹀︑たてがみをふるひ︑

ほえ︑たてがみをふるひ︑︿略﹀︒
七321図

四足をのばして後︑︿略﹀︒

士の手をなめたり︒

七263 ︿略V︑荷物をつけたり︑荷車 七323辛く略V︑しっかに近よりて武 七416 ︿略﹀︑腰に小さなふろしきつ
をひかせたり︑︿略﹀︒

獅子はもとより武士にした
はおそれて之をゆるさず︒

がひて行かんとせり︒しかるに船長

七332図

るさとへ編ることとなれり︒

七264 ︿略﹀︑荷物をつけたり︑荷車 七328図 ︿略﹀︑武士は海をこえてふ
をひかせたり︑︿略﹀︒

七268 馬は︿略﹀︒武人は昔から之
しげたど

を愛養して︑︿略﹀︒

七271 畠山重忠は︿略﹀︑馬をしょ

を一を
852

かった︒

せり︒

鍬ヲ打ツテヰタコトモアリマ
ナタヲ打ツテヰタコトモアリ

︿略﹀︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコ

︿略﹀金タガガコハレタ時︑
︿略﹀︑アセヲ流シナガラ︑日

︿略﹀ムスコガ︑今デハ其ノ

七527園

遠洋航海を終へて︑郷里に
く略V船長は︑

先ついかりをあげて港を出

皆さんは海を御存じでせう︒

どちらを向いても青い水ば

て行きますと︑︿略﹀︒

七542園
かりです︒

七551寸時には鯨が高く潮を吹いて
時には鯨が高く潮を吹いて

みるのを見ることがあります︒

七552園

︿略﹀いるかが︑はね上つ

みるのを見ることがあります︒

七555園

てはおよぎ︑はね上ってはおよぎし

其所にみる人は︑私どもと

て行くのを見ることもあります︒

七561園

はまるでちがった風をして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑まるでちがった言葉
で話をしてゐます︒

七562園

船長はコップの水を一口飲

︿略﹀︑かねや汽笛を鳴らし

深さをはかるのは︑淺瀬に

く略V︑かねや汽笛を鳴らす

︿略﹀︑衝突をさけるためで

ふ物があって︑それで方角をとって

進みますから︑︿略﹀︒

︿略﹀︑それにたよって方角

を知ることも出來るし︑︿略﹀︒

七588園

知ることも出頬ます︒

七589園 ︿略﹀︑自分の船の居場所を

又海岸には所々に燈皇があ

りますから︑それを見ると︑︿略﹀︒

七591園

此の星を見分けることや︑

燈皇のあかりを知ることは︑︿略﹀︒

七592園此の星を見分けることや︑

七594圓

船長はかくいひて後︑一だ

燈皇のあかりを知ることは︑︿略﹀︒

ん聲をはり上げて︑︿略﹀︒

七599図

く略V︑まだ海を恐れる人も

あるといふことで︑︿略﹀︒

七603園

︿略﹀︒

︿略V五日も十日も水のひく

水になれた人夫の肩に乗るか︑

大ぜいの人々が口々に人夫を

呼んでは我先に渡らうとしますし︑

七634

ざいます︒

手をひいてもらふかして渡るのでご

七631

そって渡りました︒

七627園く略V︑我もくと先をあら

のを待たなければならず︑︿略﹀︒

七622

り︒

りたる寓眞帖を學校に寄附して去れ

き ふ

かくて船長は外國より持蹄

う恐しがる人もあります︒

船長はコップの水を一口飲 七606園海の波を見たばかりで︑も

みて︑又其の話をつ窟けたり︒

七564図

ります︒

七581園

七581園

の居ることを知らせて︑︿略V︒

︿略﹀︑外の船に自分等の船

のは︑︿略﹀︑衝突をさけるためであ

七579園

乗上げないため︑︿略V︒

七578園

たりします︒

七577園

はかったり︑︿略﹀︒

七577囹 それゆゑたえず海の深さを 七617図

みて︑又其の話をつ望けたり︒

一日其の町 七564図

く略V︑皆さんにお話をする

七533園

あります︒

七537長先ついかりをあげて港を出 七584園 一たい船にはらしんぎとい 七636 ︿略V︑年よりや子どもは聲を

て行きますと︑︿略﹀︒

七537囹

す︒

のですから︑少し其のお話を致しま

七532園私は年中航海をしてみるも

のですから︑︿略﹀︒

七531園私は年中航海をしてみるも

のは︑︿略﹀︒

七529園

話を聞いたり致しました︒

私も︿略﹀︑此の講堂でお

の學校へまねかれて︑航海の話をな

七524図

蹄り配れる太平丸の船長は︑︿略﹀︒

七522図

後ヲツイデ︑︿略﹀︒

七517

ノクレルマデ働イテヰマシタ︒

七513

ツクロヒヲタノンダラ︑︿略﹀︒

七511

トモアリマス︒

七507

アリマス︒

マスシ︑車ノ輪ヲ打ツテヰタコトモ

七506

ス︒

七504

七455 ︿略V︑信玄はあぶない所を助 マス︒

七461囹戦をはじめてから十二年︑
今に勝負がきまらない︒

︿ 略 ﹀組討をさせ︑︿略﹀︒

一人つつ出して組 討 を さ せ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七462園 よって明日たがひに勇士を
七463園

七464園 ︿略﹀︑勝つた方のものが川
中島を取ることにしては︒

七475 二人はたがひに馬を乗りよせ
て︑︿略﹀︒

七479 彦六が與五左衛門を組みふせ
た︒

七481 彦六が配車左衛門を組みふせ
た︒武田方が之を見て︑聲をあげて
喜ぶと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑與五左衛門は忽ちはね

て喜ぶと︑︿略﹀︒

七481 武田方が之を見て︑聲をあげ
七482
かへして︑彦六を 組 み し き ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

く首を取ってさし上げた︒

七483 ︿略﹀︑彦六を組みしき︑手早

七484 上杉方はどっとときの聲をあ
げた︒

騎ばかり︑木戸を開いて切って出よ

七485 無念に思って︑武田方から十
うとした︒

七487 此の時信玄は之を止めて︑
︿略﹀︒

七499︿略﹀︑弟子ヲ相手蝿打ツツチ
ノ音が聞エマシタ ︒

七503 鎌ヲキタヘテヰタコトモアリ

853
を一を

立 て て 呼 合 ひ ま すので︑︿略﹀︒

七641 此の時見すばらしいなりをし
︿略﹀

一人の男が︑人夫と渡

た一人の男が︑︿略﹀︒

七641

賃を高いやすいと言ってあらそって
ゐましたが︑︿略﹀ ︒

なお方に拾はれて︑財布をいたゴか
せてもらひましたが︑︿略﹀︒

ついては此の中の金を半分
︿略﹀といって︑財布の中に

だけお禮のしるしにさし上げます︒

七698囹
七701

さあ︑道を急ぎなさい︒

どうぞ之を受取って︑︿略﹀︒

七735園

︿略﹀︑人からいはれなく金

をもらはうとは思ひません︒

かの男がわけを話して︑どう

︿略V︑何ともいはず︑すぐ又
役人はわけをくはしくたつね︑
︿略﹀︑人夫をも呼出して︑

紀州の男は急いで國へ蹄つ

人夫には此方から手あてを
︿略﹀︑人夫にほうびの金をた
だ

ざうり

七799魚類ニハ︿略﹀︑水ノ表面二

近イ所ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

ソロヘテ泳グ様ハ︑︿略﹀︒

七811 ︿略﹀︑タコヤイカガ︑アシヲ

アハビハ岩ヲハナレテ動クコ

トガアルケレドモ︑︿略﹀︒

七816

軍艦や汽船ハ時々之ヲカキオトサナ

七82一 カキハ又スグフエルモノデ︑

中デ面白イノハサンゴデ︑タ

ケレバナラナイホドデアル︒

クサン集ツテ︑木ノ枝ノヤウナ形ヲ

七828

又物ヲ洗ツタリフイタリスル

シテヰル︒

七831

︿略﹀︑象ヲ鯨ニクラベルト︑

時二使フ海綿モ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

七糾4

根ノヤウナ所モ︑陸上ノ植物

ノ様二養分ヲ吸取ルタメノモノデハ

七876

ナイ︒

七878 ︿略﹀︑岩ナリ石ナリヘクツツ

クダケノ用ヲナスモノデ︑︿略V︒

マリーが大急ぎでコップに水

では水を一ぱい下さい︒

全面カラ吸取ルノデアル︒

七878 ︿略﹀︑海藻ハ養分ヲ其ノ艦ノ

七888園

七902

ました︒

︿略﹀︑マリーはおばあさんの

︿略﹀︑又大急ぎでおばあさん

づきんを取って︑兵士の頭にかぶせ

七897

を汲んで來ました︒

︿略V︑織田信長の草履取をし 七89一

お

海藻ノ間ヲ泳グモノガアリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑とうく又川を渡って︑ 七803 魚類ニハ ︿略﹀︑岩ノカゲヤ
︿略﹀︑わらちを作って居りま

人夫の家へ参りました︒

七739
七742

︿略﹀︑妻はろばたでぼろを

して︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

七745

七763

くさんやったと申します︒

七758

致す︒

七756園

やうに致せ︒

て︑其の金をまちがひなくとgける

七755囹

︿略﹀︒

七751

人夫をも呼出して︑︿略﹀︒

七751

仕事をつゴけました︒

七747

れといひますと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑どうかお禮を受けてく

かお禮を受けてくれといひますと︑

七744

つゴつて居ります︒

人夫は之を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と 七743

手を入れました︒

ます︒

︿略﹀︑仲間の者が國へ送る

れふを致して居りましたが︑︿略﹀︒

ばう
七711囹 房州へ出かせぎに行って︑

七706園私は渡場へ蹄って人を渡し

七705園

いって︑露らうとしました︒

︿略﹀︑着物をぬいで頭にのせ︑ 七702

かの人夫は︑︿略﹀︑先程渡賃

一人で川へはいって行きました︒

七643

七648

︿略﹀︑此のあぶない川を一人

をあらそった所へ行って見ますと︑
︿略V︒

七654
でこしたほどの人である︒

七718園

し上げましても︑︿略﹀︒

七716囹入略﹀︑此の金をあなたにさ

來たのでございます︒

金をあづかって︑此の財布に入れて

︿略﹀︑人夫はすぐ川を渡って︑ 七713園

︿略﹀︑ 人 夫 は す ぐ 川 を 渡 っ て ︑

かの男を追っかけました︒

七657

七657

︿略﹀︑ 右 手 に つ ゑ を つ い て ︑

かの男を追っかけました︒
七661

かけ下りて由る者があります︒

人夫は之を聞いて︑首をふり
人夫は之を聞いて︑首をふり
もしお金をもらったら︑あ

てるた時のことである︒
出て馬を乗りならした︒

信長は︿略﹀藤吉郎を草履取
から引上げて役人の敷に入れた︒

たとひ親子の者がうゑ死を 七786
するやうなことがあっても︑︿略﹀︒

七734園

をいふ程の者ではありません︒

七727園田は川ばたの人夫で︑名前 七764 信長はよく夜明前から馬場へ

んが︑私の氣がすみません︒

なたの氣はそれですむかも知れませ

七725囹

ました︒

七724

ました︒

七724

けたまはりたうございます︒

七665園あなたは今朝一人で川をこ 七721園 其の上あなたのお名前をう
した方ではありませんか︒

七672 人夫は其の男のたもとをおさ

七669園落し物をしましたから︒

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑ 人 夫 は 財

へて︑﹁︿略﹀︒﹂

七682

布を出して渡しました︒

七683 かの男はゆめかとばかり喜ん
で︑財布を幾度かいた買きましたが︑
︿略﹀︒

七694圏 ︿略﹀と︑かくごをして來
たのでございます︒

七695園 それがあなたのやうな正直

を一を
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の着物を着せてやりました︒

してね︒

七907園 それから︑つんぼのまねを
七田6 ︿略﹀︑おばあさんの肩に手を
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ お と う さ ん は 朝

かけて︑﹁︿略﹀︒﹂

七927

起きるとすぐ空を仰いでかうおつし
やった︒

人 を 見 か ね て︑︿略﹀︒

七979

ふしみ
清正は朝鮮を立って︑伏見へ
ますだながもり

︿略﹀︑石田と中直りをしなけ

清正は先づ増田長盛をたつね

参りました︒

七982
ました︒
たいかふ

七985

れば太閤の御きげんは直るまいと申
清正は腹を立てて︑︿略﹀︒

しました︒

七987

たとひ数年の軍功がみとめ

︿略﹀︑誰一人清正を秀吉にと

︿略﹀︑とうく太閤のお目通

へ出ることを禁ぜられました︒
てこ
︿略﹀︑家來の者二百人に挺を

七瀧5

︿略﹀︒

七繊2

秀吉は城の庭にしき物をのべ
︿略V︑幕やびやうぶでまはり
ぢやうちん

秀吉は︿略﹀︑大提灯をとぼ

上様をはじめ皆様︑おしの

︿略﹀︑家彫ども二百人に挺

さうして清正のやせた姿︑日

﹁︿略﹀︒﹂秀吉が之を聞いて︑

を持たせてかけつけました︒

七棚9園

︿略﹀かけつけました︒

下になっては居られぬかと存じ︑

七川6園

りました︒

して︑御玉所やおそばの女どもと居

七欄8

をかこはせ︑︿略﹀︒

七言8

させ︑︿略V︒

七㎜6

持たせて︑︿略﹀︒

七欄3

七997

りなす者がなく︑︿略V︒

七995

も︑石田めとは中直りは致さぬ︒

られず︑此のま＼切腹を命ぜられて

七947 ︿略﹀︑おちいさんはかぼちや 七992囹
棚につっかい棒を 入 れ た り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

りされた︒

七947 ︿略﹀︑菊の鉢を軒下に運んだ

る

七955図嚢 ︿略﹀︑重き荷車ひきかぬ

共同助力は人の道︑︿略﹀︑

樂なくらし に か へ て や る ︒

七963図圃 ︿略﹀︑人々物を出し合ひ
て︑

七967図圃
共同助力は人の道︑︿略﹀︑

力を分ち︑物をさ き ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七967図南
力を分ち︑物をさ き ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

七968図圏 ︿略﹀︑苦しむ者を︑泣く

者を︑助けて共に樂しまん︒
七968図圏 ︿略﹀︑苦しむ者を︑泣く

者を︑助けて共に樂しまん︒
七975 応長は清正の軍功をねたみ︑
︿略﹀︒

秀吉にざんげんしました︒

七976 行草は︿略﹀︑清正のことを
七978 ︿略﹀︑秀吉は之を信じて︑清
︿略﹀︑清正に婦國を命じまし

正に蹄國を命じました︒

た︒

七978

にやけた顔を見ては︑怒がとけて︑

お庭先の御門を守る者がご

涙ぐみました︒

七撹7園

今天下に此の石田を知らぬ

ざいません︒

七佃8園
者はあるまい︒

七悩5

︿略﹀︑清正は﹁︿略V︒﹂とい

﹁︿略V︒﹂秀吉が之を聞いて︑

七佃9囹御門を守る者は誰か︒

︿略﹀︒

七悩9

つて︑三成を入れてやりました︒

七重2秀吉は清正を召出して︑
さかひ

小西程の者を堺の町人と

﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

七価5園

︿略﹀︑其の勢で明の都へお

の＼しり︑︿略＞Q

伊豆2園

しょせ︑四百齢州をやきはらはう︒
︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹄と返書をつ

︿略﹀︑御威光を借りて豊臣

かはしましたが︑︿略﹀︒

七柳2圏

七三4園

と記したのでございます︒
︿略﹀︑軍功の賞として︑清正

︿略﹀︑春ノ彼岸ヲ過グレバ︑

に名刀をあたへました︒

七鵬4

七佃8図
︿略﹀︒

七柵9図く略V︑秋ノ彼岸ヲ過グレバ︑
クワウレイサイ

く略V︑金鍔春季皇叢祭︑

夜ヤウヤク長シ︒

七日5図

農家ニチハ︿略V・接木・

秋ハ秋季皇霰祭ヲ至仁セラル︒
ツギキ
カリコミ

七佃7図

刈込・取入レ等ヲナスニ︑彼岸ヲ目
アテトシテ︑日ヲ定ムルコト多シ︒

七佃7図︿略﹀︑彼岸ヲ目アテトシテ︑

日ヲ定ムルコト多シ︒

七佃7図 ︿略﹀︑彼岸ヲ目アテトシテ︑

爽信人の居所氏名を受信人

日ヲ定ムルコト多シ︒

七麗図図

爽信人は自己の居所氏名を

に知らする必要あるときはく略﹀

成へく杢子にて此虜に記すこと

馬鞭図図

群籍1園 それで十﹇子だから︑うちの
らいしん
屋がうのカネキを入れて︑此の頼信

し

あのたちで子ども向の品を

紙に書きこんでごらん︒

七脳2圏

︿略﹀︑つるうめもどきが美し

もう五十反︑至急お送り下さい︒

八17

小鳥は時々此の清水にのどを

い實をならべてみる︒

うるほしては︑こずゑでさへっるの

八25

あまりかはいらしいので︑僕

しやうじを明けて見ると︑

炭を焼く煙も所々に立ちはじ

である︒

八33

めた︒

︿略﹀︒

八38

八42

すると其のうちに︑︿略﹀︑じ

はしばらくそれを見てみた︒

やれ合ふのを止めて︑︿略﹀︒

八44

︿略﹀︑尾をふりながら︑ちよ

こくやって來た︒

八44

頭をなでてやると︑︿略V︒

八46僕が庭へ下りて︑かはるぐ

僕がえんがはへ机を持出して︑

おさらひをはじめると︑︿略﹀︒

八49

855
を一を

八49 僕がえんがはへ机を持出して︑
お さ ら ひ を は じ めると︑︿略﹀︒

八51 ︿略﹀︑二匹ともくつぬぎに手
をついて︑︿略﹀︒

八52 ︿略V︑ぎやうぎょく僕のする
ことを見てみる︒

八55 ︿略V︑間もなくかはいらしい
のを一匹つれて來 た ︒

八56 仲間がふえたので︑又一しき
りじやれ合ひをはじめた︒

八62それは氏子の五箇村から︑子
どもの騎手を一人 つ つ 出 し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八63 ︿略﹀︑勝つた子どもを出した
村が︑次の年のお祭の日まで︑五箇
村の頭になるといふ定めであった︒

八73 やがて五人の騎手は︿略﹀︑
しっくと馬を歩ませて︑︿略﹀︒
のりと

て︑︿略﹀︒

八75 神主は先づ神前で祝詞を上げ
︿略﹀︑﹁支度﹂といふあひつ
だいこ

の一番太鼓を鳴らした︒

八了6

つて︑第二のあひつを待ちかまへて

八了7 五人の騎手は神に勝利をいの
みる︒

八78 ︿略﹀︑第二のあひつを待ちか

︿略﹀﹁しっかりやってく

まへてみる︒

八82

れ︒﹂などと︑口々に勢をつけてゐ
る︒

八85 馬の頭をそろへて︑三番太鼓
を今やおそしと待ちかまへてみる︒

八85 馬の頭をそろへて︑三番太鼓

を今やおそしと待ちかまへてみる︒

二人を出した村の者は︑たが
二人を出した村の者は︑たが

ひに勝利をいひはるので︑︿略﹀︒

八93
八94
ひに勝利をいひはるので︑︿略﹀︒

︿略﹀︑信作の馬はつまついて︑

前足を折った︒

八98

耕造は︿略﹀信作のえりを引

つつかんで︑ぐっと岸へ引上げた︒

八106

︿略﹀︑信作に水をはかせるや

︿略﹀︑聖者を呼びに走るやら︑

ら︑署者を呼びに走るやら︑︿略﹀︒

八111

八111

上を下へのさわぎである︒
︿略﹀︑警者を呼びに走るやら︑

耕造方の人々は耕造の肩を

上を下へのさわぎである︒

八112

八113

た＼いて︑︿略﹀︒

信作が落ちたのにかまはず
馬をかけさせたら︑︿略﹀︒

八115園

ないと思って︑相手を助けてやった

八117園く略V︑人の命にはかへられ

︿略﹀︑いつれ又改めてやり

のはえらい︒

八119園

もう改めて勝負をするには

信作方の人々は之を聞いて︑

直しをしてもらはなければなるまい︒

八122
︿略﹀︒

八123園

徳川家康が幼時家來に負はれ

とくがはいへやす

及びません︒
べ

家來があやしんで︑其のわけ

て︑安倍川原へ石合戦を見に行った︒

あ

八135

八138

をたつねると︑︿略﹀といった︒

イカダノ大ナルモノハ長サ

置キテ野菜ヲ作り︑︿略﹀︒

六七十間︑幅三四十間︑コレニ土ヲ

八204図

八201図︿略﹀河ヲ下スコトアリ︒

ヲ下スコトアリ︒

．八141園多勢の方はゆだんをしてゐ ヲキリ出シ︑之ヲイカダニ組ミテ河
︿略﹀︑小勢の方はみんな心

るが︑︿略﹀︒

八142園

後に此の話を聞いた者は︑

を合はせて︑︿略﹀︒

八145

︿略﹀︑これから功名をお立

ブタ
く略V︑又小屋ヲ建テテ豚・

ニハトリ

︿略﹀豚・鶏等ヲカヒ︑

ブタ

く略V︑イカダラトキテ木材

ばんじん

皇湾の蕃人には︑お祭に人の

たいそう蕃人をかはいがりま

呉鳳は役人になった時から︑

ちやうど蕃人が︑其の前の年

くれといって出ました︒

八239 ︿略﹀︑首を取ることを許して

供へさせました︒

八235 ︿略﹀︑毎年其の首を一つづつ

それをしまって置かせて︑︿略﹀︒

に取った首が四十齢ありましたので︑

八234

いものだと思ひました︒

どうかして首取の悪風を止めさせた

八232

したので︑︿略﹀︒

八228

︿略﹀︒

首を取って供へる風がありますが︑

八223

ヲ責ルニ至ルマデ︑︿略﹀︒

八209図 ︿略﹀︑イカダラトキテ木材

ヲ責ルニ至ルマデ︑︿略﹀︒

八209図

八208図其ノ家ヲ出デテヨリ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

八205図

鶏 等ヲカヒ︑︿略V︒

ニハトリ

八205図

菜ヲ作り︑︿略﹀︒

徳川家康が大阪城を攻めた時︑ 八204図︿略﹀︑コレニ土ヲ置キテ野

︿略﹀驚いた︒

八148
︿略﹀︒

八153園

︿略﹀︑頼宣は顔色をかへて︑

てになる折はいくらもございます︒
八155

家康は之を聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略V︒﹂といった︒

八157

松平正綱の子信綱は幼名を長

といって喜んだ︒

八162

竹千代が軒ばに雀の巣を見つ

四郎といった︒

八165

長四郎︑雀の子を取って参

けて︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

將軍秀忠が刀を取って出て見

ひでたぜ

八166園
れ︒

八172

將軍は長四郎を大きな袋へ入

ると︑長四郎であった︒

八181

汽船二河ロヨリ暑湿ソ四百

︿略﹀︑袋の口を封じて柱に掛

れて︑︿略﹀︒

八183
けた︒

八198図

五十里︑小舟ハオヨソ九百里サカノ
此ノ河ノ上流地方ヨリ木材

ボルコトヲ得︒

八199図

ヲキリ出シ︑︿略﹀︒

八199図入ノ河ノ上流地方ヨリ木材

を一を
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︿略﹀︑首を取ることを許して

くれといって出ました︒

八239

はよくないといふことを説聞かせて︑

八241 呉鳳はお祭の爲に人を殺すの

︿略﹀︒

八242 呉鳳は︿略﹀といふことを説
聞かせて︑︿略﹀ ︒

八247圓 ︿略﹀︑明日の書志︑赤い帽

子をかぶって︑赤い着物を着て︑此
所を通る者の首を取れ︒

八247圏︿略﹀︑赤い着物を着て︑此

︿略﹀︑此所を通る者の首を

︿略﹀︑此所を通る者の首を

所を通る者の首を取れ︒
八247園
取れ︒

八248園
取れ︒

赤い着物を着た人が來ました︒

八253 ︿略﹀赤い帽子をかぶって︑

して︑

尾を立てて︑のどを鳴ら

我にすりよる︒

八276図圏

箸を持つことも出來ず︑帯

我にすりよる︒

八276図蹟尾を立てて︑のどを鳴ら
して︑

八281図
箸を持つことも念写ず︑帯

を結ぶことも出來ず︑︿略V︒

八282図
を結ぶことも出來ず︑︿略﹀︒

︿略﹀︑かゆき所をかくこと
︿略﹀︑いたき所をさするこ

も出崩ず︑︿略﹀︒

八283図
八283図

大工の家を建て︑左官の壁

とも出盛ざるべし︒

八285図

︿略﹀︑左官の壁を塗り︑

を塗り︑︿略V︒

八285図
︿略﹀︒

︿略﹀︑船頭の舟をこぎ︑農

夫の田畑を耕すも︑皆手の働なり︒

八285図

の働なり︒

八288図

又筆一本にて美しき糟をゑ

︿略﹀︑人を感ぜしむるも︑
手の働なり︒

八288図

事なるほり物をほりて︑︿略﹀︒

く略V︑のみ一ちやうにて見

がき︑︿略﹀︑人を感ぜしむるも︑手

八287図

夫の田畑を耕すも︑警手の働なり︒

八253 ︿略﹀︑赤い着物を着た人が來 八286図 ︿略﹀︑船頭の舟をこぎ︑農
ました︒

八255 ︿略﹀蕃人どもは︑すぐに其
︿略﹀ ︑ 首 を 取 り ま し た ︒

の人を殺して︑首を取りました︒
八256

八259 蕃人どもは聲を上げて泣きま
した︒

八262 さて蕃人どもは︑呉鳳を神に
まつって︑︿略﹀︒

を取らぬとちかひました︒

垣を出て行く︒

八295

太郎は毎日炭を焼く煙を遠く
太郎は毎日炭を澆く煙を遠く

に見てみるが︑︿略V︒

八295

働く人の少きをいふなり︒

或三炭を焼く男が太郎のうち

に見てみるが︑︿略﹀︒

八297

︿略﹀︑みうりのはたでいろ

へ來て︑︿略﹀︒

八298

先つよい場所を見立てて︑

くの話をした︒

八302

︿略﹀︑炭を焼く間ねとまりを

︿略﹀小屋を建てる︒

八302

︿略﹀︑炭を焼く間ねとまりを

するための小屋を建てる︒
八303
八303

次に其の小屋のそばへ土と石

︿略﹀小屋を建てる︒

するための小屋を建てる︒

八305

︿略﹀︑前には三尺に一尺程の

でかまをつく︒

八309

かま口を造り︑︿略﹀︒

かまはく略﹀︑後の方に煙出
の口を明けるのである︒

八311

さて山の木をきり倒して︑四

︿略﹀︑それをぎっしりとかま

五尺の長さにきりそろへ︑︿略﹀︒

八312
八313

の中に立て並べ︑︿略V︒

︿略﹀︑よくもえるやうに其の
上下にそだを置き︑︿略﹀︒

八314

︿略﹀︑又其の上にねったかま

次にかま口から火をつけて︑

土を置いて︑打固める︒

八315

八316

︿略﹀︑四五日の間︑中の木を

さうして煙出から出る煙の色
で焼加減を見て︑︿略﹀︒

八318

むし焼にする︒

八317

八263 ︿略﹀︑此の後は決して人の首 八292驚く略V︑手の足らずといふは︑ ︿略V︑中の木をむし僥にする︒

︿略﹀︑

垣を出 て 行 く ︒

八271図韻 はをむきて︑う＼とうな
りて︑

八272図翻

かた炭が出來上るのである︒

けしこ
八319 ︿略﹀︑消粉をかけて消せば︑

子どもをおさづけ下さるやうに︑朝

八335昔朝鮮に一人の婦人があって︑

︿略V︑望のものをさづけてや

晩神様にいのってゐました︒

るといふ神言のお告がありました︒

八338

八341 ︿略﹀︑夜の明けるのを待って︑

すぐに其の山へ上りました︒

八347 ︿略﹀︑其の實を取って來て︑

間もなくそれから芽が出まし

庭先の畠の中にまきました︒

八349

たので︑婦人は之を我が子のやうに

︿略V︑此の婦人は長生をしま

育てました︒

したが︑︿略﹀︒

八351

昔江戸で︑夫に死なれた女が︑

幾年かの後︑里子を返しても

乳飲子を里子にやって奉公に出まし

八355

た︒

八356

其の子を二人の眞中に置い

らはうとすると︑︿略﹀︒

て︑単方から︿略﹀引合へ︒

八365園

八366囹︿略﹀︑兄方から子どもの手

勝つた方へ其の子を渡す︒

を取って引合へ︒

八367園

︿略V︑子どもを引きよせます

放しました︒

八374 ︿略﹀︑實母の方は驚いて手を

八376

︿略V︑越前守は聲をかけて︑

と︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂と申し渡しましたので︑

八378
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︿略﹀︒

八379園 これ女︑其の手を放せ︒
に引くとは︑情を知らぬ不届者︒

八432

三日の間に一同は白木綿を一

反つつ持って参りました︒

して︑︿略﹀︒

八381園泣くのもかまはず力まかせ 八433 越前守は呉服屋の手代を呼出

そこで其の反物を出した者を
そこで其の反物を出した者を

デアル︒金アミノ中二目口レテ︑ジ

︿略﹀︑自在二空ヲトブ様ハ︑

ツト止り木二止ツテヰルノヲ見テモ︑
︿略﹀︒

八488

スナハチ一間鯨モアルツバサ

實中角マシイモノデアル︒

八49一

︿略﹀︑空中ヲノシテ行ク︒

ズ︑空中ヲノシテ行ク︒

ヲハツテ︑言分ノ間羽バタキーツセ
八492

サウシテ音力地上国論モノヲ

︿略﹀︑買先をたゴし︑︿略﹀︒

登見スルト︑︿略﹀︒

八493

八436

取分けおいそがしい中を︑

其の後どうかと案じてゐま
︿略﹀︑何か好きな物を二つ

ワシ
︿略﹀︑鷲ハタシカニ鳥類ノ王

︿略﹀︑風ヲ切ツテマツシクラ

︿略﹀庭先二遊ンデヰル子ド

︿略﹀︑タテ横二小枝ヲ

鷲乱菊ク人里ヲハナレテ深山
巣ハ

︿略V︑其ノ上ニヤハラカナコ

春ノ初三一三ノ卵ヲ産ミ︑五
ヒナヲ育テル間ハ最モ氣が荒
︿略﹀︑家畜ヲサラフノモ多ク

八508

おかあさんは取粉をのし板の

餅をつく音に目がさめた︒

上にひろげて︑︿略﹀︒

八512

卑下ノ時デアル︒

八506

クテ︑︿略﹀︒

八505

週間程アタ・メテ︑ヒナニカヘス︒

八504

ケヲ置クダケデアル︒

八503

並べ︑︿略V︒

八502

ニスム︒

八499

モヲサラツテ行クコトモアル︒

八497

ニエモノノ上ニツカミカ・ル︒

八494

急ニツバサヲチ寸メ︑︿略﹀︒

越前守は再び一同を呼出して︑ 八494 ︿略﹀︑スウツト下りテ來テ︑

︿略﹀︒

八嘱1

綿を返し︑︿略﹀︒

︿略﹀︑さきに納めさせた白木

八439

呼出して︑買先をた9し︑︿略﹀︒

八436

呼出して︑買先をた玄し︑︿略﹀︒

八436

ありなしを調べさせました︒

八382面当を放した女が心計にきま 八434 ︿略﹀︑其の中に盗まれた品の
つた︒

しきつつみを石地藏の前におろして

八387 呉服屋の手代が︑大きなふろ
休みましたが︑︿略﹀︒

きつつみがありません︒

八392 目をさまして見ると︑ふろし

當らず︑︿略﹀︒

八394 驚いてあたりをさがしても見
八398 越前守は手代の言ふ所を聞い
て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

八刺6圏

病中の祖母も直そう喜びま

ただきまして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一週間もおひまをい

一週間もおひまをいただきまして︑

八446団

との所へもどしたと申します︒

八402園 召しとってぎんみをしよう︒ 八二1 ︿略﹀︑ついでに石地藏を︑も
八404 ︿略V︑下役の者に石地藏をし
ばって來るやうに命じました︒

けて︑車に積んで参ります︒

八406 下役の者が石地藏に荒縄を掛
八412園 これは珍しい︒地誌様でも
悪いことをなさったと見える︒

す︒

八459圏

八479

て上げて下さい︒

八472囲

したが︑手紙を見て安心しました︒

八465圏

まを願ひたうございます︒

︿略﹀︑もう四五日の所おひ

して︑ありがた涙をこぼして居りま

八417 越前守は早速門をしめさせて︑ 八449団
︿略﹀︒

八418 越前守は︿略﹀︑見物人一同
の 所 名 前 を 書 取 らせ︑︿略﹀︒

く略V︑白木綿を一反つつ︑

ますと︑︿略﹀︒

八426 ︿略﹀︑いろくおわびを致し
八428園

︿略V間違なく持参致せ︒
︿略 ﹀ ︑ 白 木 綿 を 一 反 つ つ ︑
名札をつけて︑︿略﹀︒

八428園

八513

おかあさんはく略﹀︑餅のつ

おちいさんは大釜の火をたい

．き上るのを待っていらっしやる︒

にいさんが奥の間に︑餅を並

ていらっしやる︒

八515

八516

にいさんが奥の間に︑餅を並

べる所をこしらへてみた︒

よく目がさめたね︒今四時

べる所をこしらへてみた︒

八516

八521園

つき上ると︑おばあさんが餅

を打つたばかりだ︒

八524

おかあさんはそれを二つにち

を臼の中で丸めて︑︿略﹀︒

八526

ぎつて︑ぐるぐるまはしていらっし

やったが︑︿略﹀︒

八544 ︿略﹀︑ふみしめてみる雨足が︑

おしまひの一日には︑小豆や

きねをふり上げるたびに動いた︒

きな粉をつけて︑うちでもたべ︑近

八551

所へも配った︒

雪どけ道のぬかるみを

行き

杖にすがりてとぼくと︑歩み來

八554図圏

老婆の前を右左︑

れる老婆あり︒

八559図圃

︿略﹀︑身なりいやしき老

かふ男女多けれど︑︿略﹀︒

八564図圃

米屋の小ぞうお得意へ

婆には︑手をかす人もあらざりき︒

八566図翻

米を運びし着り途︑︿略﹀︒

角の下駄屋

米屋の小ぞう︿略﹀︑ひ

らりと下りて自轄車を

八567図圃

にあづけ置き︑︿略﹀︒

を一を

858

八569薬圃
びきぬ︒

八572図韻

︿略﹀︑すぐに老婆をみち
﹁年の若きに感心な︒﹂

かくいふ聲を後にして︑小ぞうは
乗りぬ︑自轄車に︒

八574図園 國に母をや残すらん︑
彼のまぶたにつゆありき︒

彼 の 姿 を見送りぬ︑︿略﹀︒

洋物屋ノ看板二︑シャツ・

タルモノアリ︒
カザり

八606図
エリ

カマ

ハウチヤウ

︿略﹀︑金物屋ノ看板二︑

襟・襟飾ノ類ヲエガキ︑︿略﹀︒

ナベ

八608図

モ

ケイ

︿略﹀︑人に書物をよませて︑

︿略﹀︑

一心に之を聞き︑

番町で目あきめくらに

なりて︑多くの書物をあらはせり︒

八634図韻
道をき＼︒

或夜弟子をあつめて︑書物
今夜弟子をあつめて︑書物

を教へし時︑︿略﹀︒

八636図
八637図

を教へし時︑︿略﹀︒

保己一はそれとも知らず︑
話をつゴけたれば︑︿略V︒

八641図

八654団横濱を出てから︑ちやうど
十五日目です︒

サンフランシスコには︑日

本人がたくさんみて︑いろくな商

八657囲

く略V︑日本語で學問をして

費をしてゐます︒

ゐます︒

八685圏

長く滞在してみたシカゴ市

シカゴを立つ日に︑お前た

を立って︑︿略﹀︒

八708団
八739團

ちの年始状が着きました︒

コロンブスがアメリカを獲見

︿略﹀︑コロンブスの成功を祝

一人の男が﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︑役場によけいな手数

役場へ税を納めに︒

それをみんなうちで納める

國の税は勿論︑縣の税も村

村役場で︑村内の家々から

るのです︒

とほすは水の力なりけ

器にはしたがひながら︑

納めるのをまとめて︑それぐへ送

いはほをも

八817図韻

り︒

雨だれでも石をうがつ︒

には︑思ひの外の事をする︒

八824 水には︿略﹀︒︿略﹀︑長い間

八825

落せば︑大きな仕事をする︒

八827 ︿略﹀︑工夫して大仕掛に水を

︿略V電氣も︑もとをたゴせ

信吉は僕の爾親に蹄って來た

それをお聞きして安心致し

僕ははかまを着けて︑信吉と

學校へ行って案内をこふと︑

八859

小使は僕等を磨接室へ通して

︿略V︑信吉はのび上るやうに

︿略V先生が︑女生徒を一人

つれて︑はいって來られた︒

八862

先生が︑︿略﹀︒

八861 ︿略﹀︑間もなく黒い服を着た

出て行ったが︑︿略﹀︒

して奥の方を見た︒
おうせつ

八859

小使が出て來た︒

八854

一しょに出かけた︒

八852

ました︒

八843園

て︑︿略﹀︒

八842 ︿略﹀︑信吉はほっと息をつい

あいさつをすますと︑︿略﹀︒

八837

ば水の力である︒

八829

落せば︑大きな仕事をする︒

大洋を西へくと航海して︑ 八827 ︿略﹀︑工夫して大仕掛に水を
︿略﹀︑

︿略﹀︑食卓の上のうで卵を取

人々は何の爲にこんなことを

此の時コロンブスは︑こつん

八785園

八808園

めることは口火の務です︒

の税もみんな大事なもので︑之を納

八803園

のですか︒

八789闘

をかけることになります︒

八778園

と卵のはしを食卓にうちつけ︑︿略﹀︒

八769

いひ出したかと思ひながら︑︿略V︒

八766

卓上に立ててごらんなさい︒

八764園諸君︑こ㌧うみに此の卵を

り︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八763

コロンブスは︑︿略﹀︒

といって冷笑しました︒之を聞いた

八762

︿略﹀︒

八758園

しますと︑︿略﹀︒

八756

して蹄つた時︑︿略﹀︒

八752

八744囲 其のうちに給葉書や窮眞帖
鍋・釜・庖丁ヲエガクノ類ナリ︒
クシ
を送りますから︑ゆっくりごらん︒
︿略﹀ ・丸屋等ニハ︑商品

八611図
ヲ大キクセル模型ヲカ・グル風アリ︒

︿略V︒

八627図

一心に之を聞き︑︿略﹀︒

八627図

ざる人をあきめくらといふ︒

八622図目は見ゆれども︑字のよめ

型ヲカ・グル風アリ︒

ケイ

モ
八578図圏 く略V︑下駄屋にありし人 八611図 ︿略﹀︑商品ヲ大キクセル模
は皆︑

︿略﹀︑さとすべき子にさ

學校 用 具 ヲ 費 ル 店 二 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

とされし 小さき悔をいだきつ＼︒

八581図圏

八583図

八584図 學校用具ヲ責ル店二︑手
帳・筆・墨・産具ナドト記シタル看
板ヲ出シ︑︿略﹀︒

履・傘ナドト︑大字ニテ目立ツヤウ

八585図 ︿略﹀︑ハキ物屋二下駄・草 八628図 ︿略﹀︑後には名高き學者と
ニ記シタル看板 ヲ 出 セ ル ハ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八587図 スベテ看板ハ商品又ハ職業
ノ名︑屋號等ヲ記シテ︑人目ニツキ
ヤスカラシメントスルモノナリ︒
ガハ
︿略 ﹀ ︑ 町 ノ 爾 側 ヲ ナ ガ メ テ ︑

ユルく歩クガ如キ者ナシ︒

八591図

スク人目ヲヒカ シ メ ン が 忍 野 ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八593図 ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ
八595図 サレド食物ヲ費ル店ニハ︑
︿略﹀︒

今ナホ古風ヲ守りテ︑︿略V︒

八595図 サレド食物ヲ費ル店ニハ︑

八598図 又マレニハナゾヲ用フルモ
アリ︒

八604図 看板ニハマタ商品ヲエガキ
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かけよって來て︑︿略﹀︒

八863 おとよは信吉の顔を見ると︑

八867 信吉は﹁おう︑おとよ︒﹂と
いって︑娘の手を は な し て ︑ ︿ 略 V ︒

︿略﹀︑一口も口 を き く こ と が 出 來 な

八877園 ︿略﹀︑何のいんぐわで︑
いのでございませ う ︒

八886囹 や︑口をきいたぞ︒
信吉はび っ く り し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

娘を引きよせて︑﹁︿略V︒﹂

八889

八893園指であひつをしたのは昔の
ことで︑︿略﹀︒

︿略﹀︑今は口を見せてもの
︿略﹀︑今は口を見せてもの

を言はせます︒

八894園
八894園
を言はせます︒

です︒

八901園 口の動き方を見てさとるの
八903 信吉は︿略﹀︑娘の耳に口を
︿略﹀︑おとよは何も言はない

よせて︑︿略﹀︒

八907
で︑信吉の顔を見てみる︒

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

お と よ の 顔 を 見 ながら︑︿略﹀︒

八914 信吉は少しはなれて︑今度は
八916 おとよは信吉の口を︑中まで
のぞきこむやうに し て み た が ︑ ︿ 略 V ︒

たく落した︒

八923 信吉は︿略﹀︑大きな涙をぽ

おとよはく略V︑此の學校を

話して聞かされた︒

八927
信吉は︿略﹀︑娘の顔と先生

卒業する頃には︑︿略﹀︒

そつ

八934
の顔を︑かはりばんこに見てみた︒

八935それから先生は︑僕等を一年
此所では女の先生が︑生徒に

生の教室に連れて行かれた︒
おん

八937

︿略﹀︑﹁う﹂を﹁え﹂と間違

﹁い﹂を﹁う﹂と間違へたり︑

五十音の爽音を教へてるられた︒
八937
︿略V︒

八938

﹁い﹂を﹁う﹂と間違へたり︑

へたりするのを︑︿略﹀︒

八938
こん

﹁う﹂を﹁え﹂と間違へたりするの

を︑先生は根氣よく︑何度もく教
信吉は教室を出ると︑︿略﹀︒

へてゐられた︒
八941

らうか
信吉は︿略﹀︑先生を廊下で
何なら︑あのお子を今日一

をがむやうにした︒

八944
八946園

信吉は︿略﹀︑慮接室に待つ

日お連れになってもようございます︒

八954

てるた娘の手を取って︑︿略﹀︒

信吉はく略V︑幾度も先生に
おじぎをした︒

八955

さうしてみんな一しょに學校
の門を出た︒

八956

其ノ高サ八尺五寸︑朝日・
夕日ニカぐヤキテ︑遠ク敷里ノ外ヨ

八972図

クサナギノツルギ

リ望ミ見ルコトヲ得ベシ︒

八924 先生はいろくな事を信吉に 八974図 草薙劔ヲマツル︒

︿略﹀︑君はた窪坐ってみて

やみをつらぬく中佐の叫︒

八978図團荒波洗ふデッキの上に︑
八998囹

物を食ふだけで︑︿略﹀︒

さうしてそれから後は︑耳は

食事の知らせを聞いても︑聞かない

八伽4

︿略﹀︑目は食物を見ても︑見

︿略﹀︑聞かないふりをし︑

ふりをし︑︿略﹀︒

煙幕4
︿略﹀︒

八七5

︿略﹀︑見ないふりをし︑︿略﹀︒

ないふりをし︑︿略﹀︒

八伽5

︿略﹀︑手は食物をロへ入れる
︿略﹀︑手は食物をロへ入れる

ことを止め︑︿略﹀︒

八欄5
八㎜6

ことを止め︑︿略﹀︒

︿略﹀︑足は食堂へ行くことを
止めました︒

八㎜7

僕はたゴ坐ってみて物を食
ふだけの者ではありません︒

上川5園

血の製造場へ送るのが僕の役目であ

八棚6園食った物をこなして︑之を

︿略﹀︑之を血の製造場へ送

つて︑︿略﹀︒

八川7園

︿略﹀︑僕が若し食物をこな

るのが僕の役目であって︑︿略﹀︒

八捌8園

さなかったなら︑︿略﹀︒

八川9園︿略﹀︑からだを養ふ所の血
君等は僕を苦しめようとし

がどうして出來ませう︒

八撹1囹

て︑︿略﹀︒

八極2園君等は︿略﹀︑此の敷日の

今になって始めて︑考違を

間少しも食物を送ってよこしません

でした︒

八湿6園

君等が若し僕に食物を送る

してみたことがお分りになるでせう︒

︿略﹀︑僕もまた君等を養ふ

爲に働いたといふなら︑︿略﹀︒

八撹8園

八槌9囹

︿略﹀︑僕もまた君等を養ふ

爲に骨を折ったといひます︒

爲に骨を折ったといひます︒

余響9囹

マッチは︿略﹀︒しかし之を

﹂同は︑なるほどと感心したといひ

八欄4 ﹁︿略V︒﹂之を聞いて︑手足等

ます︒

八欄8

一人で造るとして︑こんなに安く費

かりに造れたとしても︑それ

れるであらうか︒

を十銭ぐらゐで費ってはまうかるま

八悩3

い︒

八悩8 ︿略﹀︑職工が大勢居って︑そ

れぐ手分をして働いてみる︒
ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

八脳9

ぢく
材木を機械にかけて軸木をこ

しらへてみる者もあり︑︿略﹀︒

八掴9

︿略V︑軸木を火で乾かす者も

しらへてみる者もあり︑︿略﹀︒

八悩1

︿略﹀︑乾かした軸木の先に藥

あり︑︿略﹀︒

寒中2

︿略﹀︑藥をつけた軸木を温室

をつける者もあり︑︿略﹀︒

八価2

︿略V︑藥をつけた軸木を温室

で乾かす者もあり︑︿略﹀︒

八握3

を一を
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︿略﹀︑乾かしたのをそろへて

で 乾 か す 者 も あ り︑︿略﹀︒

八価3
︿略﹀︑箱に入れたのを十つつ

マッチの箱に入れ る 者 も あ り ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

八価5
集めて包紙に包む者もある︒

︿略﹀︑手分をして別々に仕事

をすることを分業といふ︒

八価6 ︿略V︑手分をして別々に仕事
八価7
をすることを分業といふ︒
をすることを分業といふ︒

八価7 ︿略V︑手分をして別々に仕事

八欄2 したがって一包のマッチを十
銭 ぐ ら ゐ で 費 っ ても︑︿略﹀︒

八伽5 うちはを造るにしても︑時計
を 造 る に し て も ︑︿略﹀︒

八伽5 うちはを造るにしても︑時計
を 造 る に し て も ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑家 を 建 て る に し て も ︑

皆これによるのである︒

八欄5

八価7 分業で仕事をする時︑誰か一
人 の 手 ぎ は が 悪 いと︑︿略﹀︒

八欄5國︿略﹀︑母が私に︑お友だち
をお呼びなさい︑おこはでもふかし
︿略﹀ ︑ 三 郎 さ ん を 連 れ て ︑

て上げようと申します︒
八柳9国

お書前にいらっしゃい︒

済済2團 面白いことをして遊びませ
う︒

回忌の法事を致します︒

八佃7国 遷る二十五日に︑亡母の三

どうか同日午前十時頃までに︑お出

八虐9国 まことに御苦磁壁ですが︑

でを願ひたうございます︒

八梱6團︿略﹀︑お心やすい方にお出
︿略﹀︑ほんの心ばかりの祝

でを願って︑︿略﹀︒

八雲7圏
を致したいと存じます︒
うぞ御託車を願ひます︒

八雲8団同日午前十一時までに︑ど
八柵1囲︿略﹀︑當日祝の歌を一首い
幼名を無人といったが︑︿略﹀︒

たゴきたうございます︒
なきと

八柵8

立川1 ︿略﹀︑近所の人は大將のこと
なきと
を︑無人ではない︑泣人だといった
︿略﹀︑江戸で若君のお守役を

といふことである︒
八相4

︿略﹀︑どうかして大將の膿を

してみたが︑︿略﹀︒

蓼川6

丈夫にし︑氣を強くしなければなら
︿略V︑氣を強くしなければな

ぬと思った︒

八川6

︿略﹀︑大將の父はうす暗い中

らぬと思った︒

八川9

4

大豊の父は轟々義士のことを

に大落を起して︑︿略V︒

八

すると大量の父は﹁︿略﹀︒﹂

大嵐に話してきかせて︑︿略﹀︒

八事2

といって︑大書を井戸端へ連れて行
つて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑着物をぬがせて︑頭か

︿略V︑着物をぬがせて︑頭か

ら冷水を浴びせかけた︒

八佃3

八佃3

夜をいましむる志まはり

ら冷水を浴びせかけた︒

九17図圃

ひやう

ひとり目ざむる古時計︒

の拍子木のごとく略V︒
九19図圏

三月二十五日お出しのお手

︿略﹀︑さびしく時をきざみ行く︒

九32団

叔父さんも相かはらず丈夫

紙を昨日受取りました︒

らふそく

これから椰子油を取り︑石

で島々を廻ってみるから︑安心して

九35困
下さい︒
けん

九59囲

又パンの木も所々に美しい

鹸・蝋燭なども造るのださうです︒

九66團

林をつくってゐます︒

か雨が︑非常な勢で木を洗ひ草を洗

九75圏殊に毎日のやうに降るには

︿略﹀︑非常な勢で木を洗ひ

つて通り過ぎた後の︑︿略﹀︒

九75團

さんご

草を洗って通り過ぎた後の︑︿略＞Q

や海藻の間をぬって泳いで行く︒

九85国︿略﹀魚の群が︑珊瑚の林

︿略﹀︑殊に近年我が國で學

く略V︑子供等はなかく上

校をそここ＼に立てたので︑︿略﹀︒

九810国

九91困

手に日本語を話します︒

此の間も十ぐらみの少女が

ぞ

やまとたけるの

景行天皇の皇子日本武

いつれ又近い中に便りをし

﹁君が代﹂をうたってゐました︒

九93國
九94國
ませう︒
え

尊︑蝦夷を平げよとの勅命を奉じ

みこと

九99図

て︑東國の方に下り給ひき︒

︿略﹀︒

するが

九910図駿河の賊を亡し給ひし後︑

り海を渡り給へり︒

うらが
九102図 ︿略﹀︑今の浦賀のあたりよ

の御心をなだむべし︒

九112三園われ︿略﹀海に入り︑神

九112図園皇子は勅命を果して︑め

く略V︑菅錘八枚︑敷皮八

すがむしろ

でたく都に蹄り給へ︒

九114図

枚︑きぬの敷物八枚を波の上に敷重

ね︑︿略﹀︒

九123図 ︿略﹀︑いつもの如く︑庭の

九122図顔を洗ひをはりて︑︿略﹀︒

すみなるとやの戸を開く︒

か＼へ出し︑︿略﹀︒

九124図中に入りてひよこの箱を

九125図︿略﹀︑軒下なるかこひの中

綿毛に包まれたるひよこど︑

にひよこを放つ︒

九126図

妹は餌をつかみて︑わざと

妹は厳器を持ちて︑とやの

ゑ

も︑小さき聲を立てつ＼︑︿略﹀︒

九128図

前に來る︒

少しはなれたるきりの木のあたりに

九129図

まきちらせば︑︿略﹀︒

く略V︑十幾羽の鶏一つにか

たまり︑頭と頭とをつき合はせて︑

九133図

く略V︑頭と頭とをつき合は

いそがしげに餌を拾ふ︒

九133図

せて︑いそがしげに餌を拾ふ︒

小さき口を開きて︑︿略﹀︒

︿略﹀勅命を奉じて︑東國 九135置く略V︑中なるひよこどもは
の方に下り給ひき︒

九910図

861

を一を

九138図 妹も同じ心にや︑しばし見
物置の聖なるあき箱より︑

とれてひよこのそばをはなれず︒
から

九1310図

しばみの殼を取出し︑細かに打ちく
だく︒

︿略﹀︑飛びちりたる貝のか

九141図 其の音を聞きつけてかけ來
り︑︿略﹀︒

けを︑すばやくついばみたるは眞白

九142図
なるめんどりなり ︒

てあたふるに︑︿略﹀︒

九143図 くだきたる貝殼を器に入れ

九148図 机の引出より養鶏日記を出
し︑﹁︿略﹀︒﹂と記入す︒

九156図

︿略﹀︑今やときをつくらん

とする檬なり︒

九206

コレ等ハ大テイ他ノ動物ノ恐
此ノ類ノ色ヲ警戒色トイフ︒

レル武器ヲソナヘテヰルカ︑︿略﹀︒

少年はひざに爾手をついて︑

少年は︿略﹀︑老人の顔をじ

︿略﹀聞いてみる︒

九219

つと見つめながら聞いてみる︒
︿略﹀︑たて切ってあるしやう

本もあらはし︑︿略﹀︒

ねばならぬやうになった︒

九238囹 ︿略﹀︑終には國を立ちのか

九241園

︿略﹀︑此所の銅の製法を改

くわう
︿略﹀︑新しい三山を想い

良したり︑︿略V︒

九242園

少年はてつびんの湯をついで

たりする爲に︑︿略﹀︒

老人にす＼めた︒

九246

九2410園歓突眼は佐藤の家の農學の

本をお開きなされ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九255園

︿略﹀︑主に海産物や水利の

くわく

︿略﹀︑くはしく計蜜を立

此の四代の苦心の後を受け

てた事もあるが︑︿略﹀︒

九263囹

事を調べて︑︿略﹀︒

九263園

しい鳥見をなされた︒

く略V︑地質や鑛物の方で新

と農業との富裕をお調べなされたが︑

く略V︑國利民福の本は農業 九252園 ︿略﹀︑元庵様はおもに氣候

じのやぶれを︑秋風がはたはたとあ

九222

ふる︒

九225園

︿略﹀︑始めて定詰をお修め

を盛にするにあるく略﹀︒

九226圏

になり︑︿略﹀︒

ふまいけん
それから元庵様・不昧軒様︑

︿略﹀︑一そう研究を進めら

一そう研究を進められた︒

二代つゴいて︑其のお志をおつぎに

九228園
なり︑

九229圏
れた︒

て︑國家の爲に︑此の學問を大成す

︿略﹀︑種々檬々の事を︑實 九268園

︿略﹀︑國家の爲に︑此の學

問を大成するのがお前の役目だ︒

九269園

地と學理の野方から調べて行かねば
そこで此の父も︑何とぞ此

るのがお前の役目だ︒

九233園

ならぬので︑︿略﹀︒

九2210園

すゑ︑︿略﹀︒

九2010例ヘバ毒ヲモツテヰル蜂ノ髄 九239囹 それから諸國を歩き廻った

多クノ動物ヲ注意シテ見ルト︑ 九209

イロく珍シイ事ガアルノ日課ガツ

九158

コンナ艦色ヲ保護色トイフ︒

ク︒

九16一
︿略﹀︑又コチラカラ敵ヲォソ

保護色ヲモツテヰルト︑︿略﹀︒ 九219

色が黄ト黒ノダンダラニナツテヲリ︑

九161

テ︑髄ヲナ・メニツキ出スト︑形ガ

ト︑︿略﹀︒

︿略﹀︑農夫ナドが小枝ト見違

リト呼ンデヰルノハ︑︿略V︒

九189

︿略V︑羽ヲトヂテサカサニ草

ヘテ︑ドビンヲ掛ケ︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

九164

保護色ヲモツテヰルモノノ中

フノニモ都合ガヨイノデアル︒

九171

保護色ヲモツテヰル上二︑

ニハ︑︿略V︒

九181

︿略﹀︑形マデマハリノ物二審テ見エ
ルモノモアル︒

より僕等の仕事となり︑日記をも渡

桑ノ小枝二寸分違ハナイ︒

九1410図父上の命にて︑養鶏は今年九186 ︿略V︑禮ノ後ノ端ヲ木ニツケ
されたれば︑︿略﹀︒

校に行く︒

九152図︑朝飯を終へて︑妹と共に學 九186 ︿略﹀︑艦ヲナ・メニツキ出ス

︿略﹀︑めんどりはせはしげ

九153図出がけにとやの方を見れば︑ 九188所ニヨツテ此ノ轟ヲドビンワ
︿略﹀︒

九153図

に幾度か土をかき ち ら し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

に幾度か土をかきちらして︑餌をあ

︿略﹀︑外ノ轟ヲトツテ食フモ

九277

目に涙を一ぽいためて聞いて

く略V︑一心に尋問をはげむ

にして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑四十火曜の間︑寝食 九275園 ︿略﹀︑りっぱな導者を先生

の學問を大成したいと︑︿略V︒

︿略﹀︑羽ヲ廣ゲテヰルト︑全 九234園

︿略﹀︑節々の宝地を調べ︑

がよい︒

︿略﹀︑寝食を忘れて其の道 九275園

を忘れて︿略﹀︒

九235園

の書物を讃み︑︿略﹀︒

又或動物ハ保護色トハ反封二︑ 九234囹
ナ謬論ヲモツテヰル︒

マハリノ物トマギレナイヤウナ鮮カ

九205

ク蘭ノ花ト同ジヤウデ︑︿略﹀︒

九201

ノデアルガ︑︿略﹀︒

九201

木ノ枝二止ツテヰルト︑︿略﹀︒

九154図 ︿略﹀︑めんどりはせはしげ 九翰3
さ る に い そ が し く ︑︿略﹀︒

九155図 ︿略﹀︑をんどりは箱のふち
︿略﹀ ︑ を ん ど り は く 略 ﹀ ︑

をふまへて︑︿略﹀︒

九155図

首をすゑ︑むねを張り︑今やときを
︿ 略 ﹀ ︑むねを張り︑︿略﹀︒

つくらんとする様なり︒
九155図

を一を
862

︿略﹀︑固い決心を顔にあらは

みた少年は︑︿略﹀︒

九278

︿略﹀︑形ばかりの葬式をすま

︿略﹀︑ 實 行 を ち か っ た ︒

して︑實行をちかった︒
九278

おほっきげんたく

九285
う だがはげんずる

すと︑︿略﹀︒

て︑美しい小鳥が二一二羽︑身がるに
枝移りした︒
り す

︿略﹀︑栗鼠が一匹︑けろりと

︿略﹀︑太い尾をちらりと見せ

︿略﹀︑どの木を見てもなつか

此の坂を下りて︑あの清水
︿略﹀︑此の前例た時の事を考
︿略﹀︑出後れのわらびを一本

折って︑又歩き出す︒

︿略﹀︑大きな青大黒が︑向ふ

つゴけ様に飲んでみると︑︿略﹀︒

九355

の水たまりの所をうねって︑のろの
︿略﹀︑大きな青大將が︑︿略﹀

ろと草の中にかくれて行く︒
九356

かくれて行く︒それをじっと見送つ
てるると︑︿略﹀︒．

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑聲をかけ

た者がある︒

九359

之をおし止めたり︒

子をうしなひ給ひつる

とコつ

閣下の心如

九421図圏好此の方面の言論に

何にぞ︒

二

九424薄墨二人の我が子それぐ

に︑ 死所を得たるを喜べり︒

九424羅囹二人の我が子それぐ

︿略﹀︑金銭ヲツヒヤシテ︑

に︑ 死所を得たるを士吾べり︒

水ヲ買フナドトイフハ︑︿略﹀︒

九4310図

水ヲ買フナドトイフハ︑︿略﹀︒

九441図 ︿略﹀︑金鏡ヲツヒヤシテ︑

︿略﹀︒

九455図

︿略﹀︑一手桶何程トイフ代

︿略﹀︑其ノ五人ハ︑︿略﹀︑

雫ヒテ高キ償ヲツク︒

馬が他人ノ手二手ランコトヲ恐レテ︑

九455図

︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ

之ヲ買ハントスル人五人アルトキハ︑

九453図又コ・二一匹ノ馬アリテ︑

モ之ヲ買フ者ナク︑︿略﹀︒

物ナリトモ︑用ヒヤウナケレバ︑誰

九個9図 ︿略﹀︑タヤスク得ラレザル

便ヲハラヒテ水ヲ買フ︒

九443図

償ヲハラヒテ水ヲ買フ︒

頭を上げてみると︑それは石 九443図 ︿略﹀︑一手桶何程トイフ代
井君であった︒

九359

︿略﹀︑部下の垂下をはげま
しく︑︿略﹀︒

九363図

︿略﹀ドイツの大軍を物と
もせず︑︿略﹀︒

九364図

︿略﹀︑正義の念と愛國の情

とに死を恐れざるベルギー軍の世職
も︑︿略﹀︒

︿略﹀︑最後までベルギーの
︿略﹀︑かすかにふるふ手に

︿略﹀︑馬ハ最モ高キ償ヲツ

雫ヒテ高キ償ヲツク︒

ケタル人ノ物トナル︒

閣下の劔は軍人の魂として 九456図

帯劔をときて渡さんとするを︑エン

債ヲ下グ︒

ノ責レザランコトヲ恐レテ︑孚ヒテ

やがてレマン將軍は︑︿略V 九4510図 ︿略﹀︑五人ノ持主各其ノ馬
ミッヒ煮端は﹁︿略﹀︒﹂と︑強ひて

九391図

少しも名審をきずつけなかった︒

九3810園

帯劔をときて渡さんとするを︑︿略V︒

九387図

名讐をけがさなかったつもりである︒

九383圏

つから進んで握手を求め︑︿略﹀︒

︿略Vこずゑの色は︑強い日 九378図 ︿略﹀︑エンミッヒ將軍はみ
光を浴びて︑一面に煙ってみる︒

九343

て︑︿略﹀かくれてしまった︒

九337

九337 ︿略﹀︑僕の姿を見ると︑︿略﹀︒ 九367図

した顔を出したが︑︿略V︒

九337

切れるやうにつめたいのを二三ばい

だらく坂を登りきると︑道九354 やうやく清水まで來て︑手の

のは︑實に壮快です︒

九3110
は低いみねつたひになる︒

しっとりとしめりを帯びた一

かんくとこずゑをてらして

さう思ひながら足を早める︒

すちの道が︑︿略﹀︒

九325
九328

︿略﹀日かげが︑若葉の色を

︿略V︑ふろしき包をしょった

うす緑︑帯も着物も皆うす緑︒

下に投げるのか︑手もうす緑︑足も

九3210

みる十時過ぎの日かげが︑︿略﹀︒

九286 ︿略﹀︑宇田川玄随・大槻玄澤 九329

などの人々をたよって︑一心に西洋
の學問を勉強した︒

九287 ︿略﹀︑一心に西洋の學問を勉
強した︒

せなかがく略﹀︒

九288 ︿略﹀︑下家の爲に富源を開磯 九332
することが甚だ多かった︒

一大絶壁

九2810 歓庵以來代々力をつくして來 九335 ︿略﹀︑急にかん高い音を立て
︿略﹀大きな河が︑

た 農 學 は ︑ ︿ 略 V︒

九296
をみなぎり落ちる の で す か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑器に盛った水が波紋を

ゑがく程です︒

九299

九303 右にあるのがアメリカ瀧︑左
にあるのがカナダ瀧で︑此の二つを
合はせてナイヤガラの瀧といふので
す︒

しい︒

九347

ると︑︿略﹀︒

九309 瀧の上手にかけた石橋を渡り︑ 九344 ︿略﹀︑ひたひの汗をふいてゐ
︿略﹀︒

九312 ︿略﹀水煙の間から近く瀧を
な が め る の も よ く︑︿略﹀︒

九351

へながら︑︿略﹀︒

九訓10

の所まで行くと︑︿略V︒

九315 ︿略V︑カナダの方からはるか 九349園
︿略﹀︑頭から雨のやうなしぶ

に全景を見渡すのも面白い︒
九317

︿略﹀︑瀧つぼを見物して廻る

きを浴びながら︑ ︿ 略 V ︒

九318

863
を一を

九462図

九461図

︿略﹀︑最モ償ヲ下ゲタル持

︿略﹀ ︑ 孚 ヒ テ 償 ヲ 下 グ ︒

主︑其ノ馬ヲ責ルコトトナル︒

九462図 ︿略﹀︑最モ償ヲ下ゲタル持
主︑其ノ馬ヲ責ルコトトナル︒

九463図 カクノ如ク︑品物多クシテ︑
︿略﹀︑品物少クシテ︑之ヲ

之 ヲ 望 ム 面 喰 ケ レバ︑︿略﹀︒

九464図
望ム者多ケレバ︑︿略﹀︒

なへ
九477団私は苗くばりをして︑︿略﹀
ほめられました︒

︿略﹀︑昨夜は手つだひの人

︿略﹀︑御ほうびを下さる

で︑︿略﹀︒

九538園

世間にはこんな場合に︑な

るたけ自分の負捲を輕くしょうとす
︿略﹀︑少しでも他人の負捲

る者もあるが︑︿略﹀︒

九5310園
︿略﹀︑自分の財産を残らず

を輕くしょうとして︑︿略﹀︒

差出した︒

九5310園

さうして全く無一物になつ

て︑︿略﹀︒けれども社長さんは︑そ

九543園
れを少しも苦にしないで︑︿略V︒

社長さんは早速荷車を一毫
社長さんはく略﹀︑醤油の

借りて來て︑︿略﹀︒

九545園

︿略V︒

九546園
九547園

そこで間もなく片手間に精

後には萎の束が山と積んであ

る︒それをてんでに一束つつ取って

九5610

︿略V︑望遠鏡を持つた信號

ばうゑんきやう

は︑追はれて逃げて行く︒

九611

︿略﹀︑望遠鏡を持つた証言

ばうゑんきやう

兵が遠くを見張ってみる︒

ふく

舷門には︑銃を手にした番兵

舷門には︑銃を手にした番兵

昼鳶百人の乗員は︑今もなほ

安らかに眠を績けてるる︒

九613

が近くを警戒してみる︒

九612

げん

が近くを警戒してみる︒

九612

げん

兵が遠くを見張ってみる︒

︿略V︑爾手で根本の所をつか 九611

は︑︿略﹀︒

九571

んで︑︿略V︒

束を廻して又た＼き︑穗が残
︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

らず落ちてしまふと︑︿略﹀︒

九573
九574

︿略﹀︑束をむしろの向ふにぽ

いと投げて︑又新しい束を取る︒
九575

いと投げて︑又新しい束を取る︒

聲で號令をかける︒

九622 ︿略﹀︑當直念校が元氣のよい

どうかと空をながめる︒

あみ笠をかぶった父がふり向 九6110 副長も︿略﹀︑今日の天氣は
くと︑︿略﹀︒

九579

︿略﹀︑母もすげ笠をそちらへ
向けて︑︿略﹀︒

九579

がら︑︿略﹀︒

九625 ︿略﹀︑傳令員は號笛を吹きな

︿略﹀︑片足をふみ出し︑掛聲 九628

すると乗員は︑一せいに飛起

︿略﹀︑毎朝起きると先づ夜具

きて︑手早くつり床をく＼る︒

をかたづけ︑︿略V︒

九634

をかたづけ︑雨戸をくるのとかはり

九634 ︿略﹀︑毎朝起きると先づ夜具

はないが︑︿略﹀︒

水兵はくもの子を散らすやう

九6410 ︿略﹀︑かひがひしくズボンと

に八方へ散って︑︿略﹀︒

九649

とである︒

のあるものをのぞいた外の水兵のこ

︿略﹀五平ちいさんが︑時時 九645 半舷直といふのは︑特別の務
︿略﹀皆を笑はせる︒

へんな忘憂をして皆を笑はせる︒
九599

男も女もひたひの汗を︑ほこ
鶏が褻のこぼれを食ひに來て

りだらけの腕でふきながら︑︿略﹀︒

九602
九605

床の間をぬって行く︒

︿略﹀︑片足をふみ出し︑掛聲 九627 ︿略﹀︑傳令堂は︿略﹀︑つり

︿略﹀︑正一を見てにっこりし

九583

九591

を合はせながら︑︿略V︒

た︒

町の人々は之を見かねて︑

九5810

︿略﹀︑社長さんは︑︿略﹀︑

赤いたすきを掛けた女たちが
よい聲で歌をうたふと︑︿略﹀︒

く略V︑後には表通へ店を出 九596

変を打ってるる︒

を合はせながら︑︿略﹀︒
夜を日についで働いた︒
からざを
︿略﹀︑一軒二軒と得意先を 九592 ︿略﹀︑ぼたんばたんと殼竿で

︿略﹀ ︑ 小 さ い 米 屋 を 始 め た ︒

今日は天皇がよいので︑朝か
︿略﹀︑変を打ってるる︒

九599

それからだんく五型の手 九597 ︿略﹀歌をうたふと︑︿略﹀︒

すまでになった︒

九554園

まして行って︑︿略﹀︒

九554園

九549園

者もあったが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑資本を出さうとする

はかり費を始めた︒

︿ 略 ﹀ ︑ ご ち そ う を し ま し た ︒ 九546園

たちを呼んで︑︿略﹀︒

九481国

九481国

九486團園
のだ︒

九495団 みんなでにいさんのお蹄を
待ってをります︒

︿略V︑おとうさんのお手紙を

持って︑︿略﹀︒

九4910

︿略﹀︑あの方の小さい時分か

九506 お返事をお渡しした後で︑
︿略﹀︒

九512

︿略﹀︑年來の貯金と主人か

らのお話をして下さいました︒
九522園

九555園

さ て 商 費 を 始 め る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ 九557囹

らもらった金を資 本 に し て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
九522囹

を廣げて︑︿略﹀︒

九523園

うちのおちいさんはく略﹀︑

九569

ら萎を打つ音が方々で聞える︒

九566

米所を始め︑︿略V︒

九529園

よく其の話をなすっては︑大へんほ
めていらっしゃったものだ︒

九534 おとうさんはすぐ言葉をつい

を一を

864

袖をまくり上げ︑︿略﹀︒

を食べながら︑︿略﹀︒

た騨々のお話をうか曳つた︒

九651 水兵は︿略﹀︑身輕な姿とな 九702 ︿略﹀︑私がゆめの中に通過し
つて分隊毎に甲板洗を始める︒
と

ふき出る海水を︑桶に汲んではどん

九717

﹁︿略﹀︒﹂

九709

都をば︑かすみと共に

︿略﹀︒

︿略V︑叔父さんは近く左に見

もなく︑︿略＞〇

次の平泉といふ騨を出て間

ひらいつみ

一關で声望を買った︒

癬慶が立往生をしたと傳へ

停車場にはいる手前でまた北
汽車が盛岡を出て少し進むと︑
︿略﹀︑遠く左に見えるかくか

汽車は野を過ぎ山を越えて進

つ

汽車は野を過ぎ山を越えて進
む

淺轟近くになると︑汽車が海

は︑實に勇ましい︒

九759

︿略﹀︑此所で支度をして︑

今日はこれからいもほりを

岸を走るので︑︿略﹀︒

九775園
しませう︒

九776圏

さうして大急ぎで學校道具を

學校園へお集りなさい︒

︿略﹀じゃがいも畑を︑午後
當番が農具小屋から︑鍬・シ

る︑︿略﹀︒

九817二合︿略﹀︑常に何をか刻みゐ

つぴ着て︒

ちいさん今年六十の

坂

︿略﹀︑玉をふくめるこま

九818濃墨 ︿略﹀︑めがねを掛けては

九824図圃

犬も︑︿略﹀︒

︿略﹀︑何をか常に刻みゐ

を越えたる足もとに︑︿略﹀︒

九828図幽

る︑︿略﹀︒

九831図魍

つぴ着て︒

九832図韻 ︿略﹀︑めがねを掛けては

びしゃもんてん

︿略﹀︑面白さうに僕等の仕事

ひ

誰もうなつく工場あり︒

﹁あ＼︑あの角の石屋

ひ

九845図圖

︿略﹀毘沙門天を刻みゐ

︿略﹀︑夕飯後庭先に涼み毫

信吉は︿略﹀︑いろくと

どの星かを見おぼえて置い

それでも航海をする人など

それでも航海をする人など

といふではありませんか︒

が︑よく星を見て船の位置をはかる

九859園

が︑︿略﹀︒

九859圏

てごらん︑︿略﹀︒

く略V︑安ちいさんを知る 九856圏

星の説明を求めたり︒

九852図

りばめたるが如し︒

︿略V︑ほったいもを一つ一つ 九8410図 ︿略﹀︑満天の星は寳石をち

を出して︑家内一同涼みみたり︒

九848図

つぴ着て︒

九図6図圏 ︿略﹀︑めがねを掛けては

き︑︿略﹀︒

毘沙門天を刻むのだ︒

九842図幽 ︿略﹀︑石屋の前を通りし

となりでは︑董がくさって引

に︑︿略﹀︒

九835翻圏

僕は︿略﹀一本の董を握って︑

先生も大きな箱を持って來て︑

ヤベルなどいろくの道具を出して

︿略﹀︒

九813図圏石碑を刻む︑文字をほる︑

︿略﹀︒

九813図圃石碑を刻む︑文字をほる︑

か︒﹂と︑

知らず︑

九809図圃

を見ていらっしゃった︒

九802

ていねいにならべて行く︒

九797

ほって︑︿略﹀︒

きぬけないのを︑星野君が根氣よく

九797

ぐっと引張つた︒

其の中に汽車は山の間を出て︑ 九789

︿略﹀︒

九786

來た︒

九786

の日がかんくと照らしてみる︒

九783

かばんにしまひ︑︿略﹀︒

叔父さんはなほ言葉を績けて︑ 九781

立ちしかど︑

九705牽連園

一時前であった︒

九653 下士官が︑甲板の吐水口から 九703園 白河を通ったのは昨夜の十
く流すと︑︿略﹀ ︒

九654 ︿略﹀︑ブラシを持つた数十人
の水兵が︑︿略﹀ ︒

九654 ︿略V水兵が︑甲板をこすり
ながら頭を並べて進んで行く︒
を並べて進んで行く︒

九655 ︿略﹀︑甲板をこすりながら頭 九717

む︒

九744

む︒

九744

うのよい山を指さして︑︿略﹀︒

九739

︿略V︒

九737

上川を見たが︑︿略﹀︒

九734

大きな川の見える所に出た︒

九728

ころも
られてるる衣川は︑︿略﹀︒

九726園

べんけい

える山を指さして︑︿略﹀︒

九659 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒ 九718
九6610 此の時令號兵は﹁君が代﹂の
ラッパを吹き︑︿略﹀︒
さしげつエ

九671 ︿略﹀︑衛兵隊は捧銃の二十
を行ひ︑︿略﹀︒

九671 ︿略﹀︑艦長をはじめ乗員一同
は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 軍 艦旗に敬呈する︒

九672 ︿略﹀乗員一同は︑皆姿勢を
正して︑軍艦旗に敬禮する︒

九675 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
︿略 ﹀ ︑ 二 人 と も 腰 を 掛 け る こ

清 め ら れ た 乗 員 は︑︿略﹀︒

九6710

﹁宇都宮﹂と騨夫の呼ぶ聲に︑

うつのみや

とが出來た︒

九684

何時かおかあさんと日光見物に來た
時のことを思ひ出した︒

陸中と陸奥との境にある幾つ
︿略﹀馬が︑林のかげや沼の
ほとりを元氣よくかけ廻ってみる様

九752

かのトンネルをくゴると︑︿略﹀︒

九694 ︿略V︑汽車は果もなく績いて 九749
みる青田の中を走ってみた︒
顔 を 洗って來て︑︿略﹀︒

九701 顔を洗って來て︑ビスケット

九6910

865
を一を

︿略﹀大熊の形を想像して︑

ねえさん︑どうぞ其の話を
おかあさんのカリストは︑

︿略﹀︑白馬登山のお話をなさ

ぼえて︑ほんたうにうれしかった︒
九938

雪漢は谷を埋めた雪の坂で︑

つていらっしゃる所でした︒

九945園
︿略V︒

︿略﹀︒

九956園

とび

︿略﹀金剛杖や鳶口を力に︑

こんがう

︿略﹀︑此の雪漢をすべって

く略V︑急な坂を矢のやうに

お話を聞いて︑僕もすべって
お花畠は雪渓を登りつめた

︿略﹀︑岡田さんは高山植物や

雷鳥の糟葉書を︑たくさん出して見
せて下さいました︒

頂上に立って四方をながめ

淺間山は煙をなびかせて︑

く略V︑互に雄姿を競ってゐ

た景色は︑全く雄大です︒

九982園

ます︒

九987園

︿略V︒

九988園

して鋸りました︒

九994 ︿略﹀︑僕等はおいとまごひを

な す
おかあさんと茄子をもぎに出

たついでに︑︿略﹀︒

九998

︿略﹀︒

九999 ︿略﹀︑かばちや畠を見廻ると︑

︿略﹀︑今日はもう熟しきったやうな

九柵1 ︿略﹀︑かばちや畠を見廻ると︑

︿略﹀熟しきったやうな顔を

顔をして︑︿略﹀︒

九擢9

︿略﹀︒

其の隣の畠にしやうがが︑根

二百十日を無事に越した田に

︿略﹀田には稻の穗先がもう

たんぼの中程を流れてみる小

蛙が︿略﹀︒︿略V︑踏青な空

九梱10

北風の主人はく略V︑たいそ

うちの方をふりかへると︑

であらう︒

九川7 ざるを持つた子供が︑︿略﹀︒
ふな
黒棚8 ︿略﹀︑鮒やどぢやうを取るの

をじっとながめてみる︒

九棚6

青な空をじっとながめてみる︒

九梱6 ︿略﹀︑後足を長く延ばし︑眞

川は︑いつもより水が多い︒

九棚3

大分重みを見せてみる︒

九川1

はく略﹀︒

九欄10

て︑︿略﹀︒

ぎはの赤い所を少し土からあらはし

九欄5

風に動かしてみる姿は︑︿略﹀︒

九㎜3 ︿略﹀︑大きな葉をゆらゆらと

して︑へそを日にさらしてみる︒

︿略﹀︑此の坂を登るのです︒ 九梱1

此の坂を登るのです︒
九956園

てるる手などは︑何時の間にかつめ

九957園眞夏の日中でも︑杖を握つ

下山の時には︑木の枝など

たくなってしまひます︒

大そう美しい人だつたので︑ジュ

僕今夜はいろくの事をお

九972

所にあります︒

九966園

見たくなりました︒

九963

早くすべるのですから︑︿略﹀︒

九961囹

下る人があります︒

九959囹

を権にして︑︿略﹀︒

そり

︿略﹀︑とうとうカリストを 九959園
︿略﹀︑或日大熊を見つけた

此の大熊こそは︑先にジュ

︿略﹀︑あぶなく親身の親を

ところがめぐみ深いジュピ

あのアルカスに親殺の大罪
︿略﹀︑すぐに親子の者を天

九9210園

へ連れていって︑︿略﹀︒

九925園

ををかさせてはならぬ︒

九924園

︿略﹀︒

ターといふ神様が︑それを見て︑

九923園

射殺すところでした︒

九921園

カリストだつたのですが︑︿略﹀︒

ノーに形を攣へられたおかあさんの

九919囹

ので︑それを射殺さうとしました︒

九918園︿略﹀︑或日大熊を見つけた

ので︑︿略V︒

九917園

熊にしてしまひました︒

九915園

︿略﹀︒

ノーといふ神様がそれをねたんで︑

九914園

聞かせて下さい︒

九908園

熊座といふ名をつけてみる︒

九904園︿略﹀・それぐ小熊座・大 九955園 登山者はかんじきをはいて︑

︿略﹀︒

九904園

の形を想像して︑︿略﹀︒

と其の近所の星を一しょにして大熊

九8510園︿略﹀船の位置をはかると 九903園 西洋ではく略﹀︑北斗七星
いふではありませんか︒

る星ですもの︑それを見つけるのに

九8610園 でも︑あんなにたくさんあ
大貝でせう︒

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

九8710園あの柄でない方の端にある
二つの星を結びつ け て ︑ ︿ 略 V ︒
︿略 ﹀ ︑ 其 の 線 を ︑ ︿ 略 ﹀ の

ばして行くと︑︿略﹀︒

九8710園

九885園 北斗七星は何時もあんなに
︿略﹀ ︑ あ の 星 を 本 に し て ︑

ひ し ゃ く の 形 を してみて︑︿略﹀︒

九888園

︿略﹀︑すぐに北極星を見つ

すぐに北極星を見つける事が出來る︒
九889囹
ける事が出來る︒

九893園 それにあの星は何時も眞北

︿略﹀︑道に迷った時などに

に居るから︑あれを見つけさへすれ
ば︑︿略﹀︒

九894園

もすぐ方角を知る事が出來る︒

九895図 信吉は感心して︑熱心に空
︿略﹀︑驚けるやうに聲をあ

を仰ぎみしが︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

九896図

げて︑﹁︿略﹀︒﹂

九902園 西洋では昔から︑あの七つ
の星と其の近所の星を一しょにして
小能⁝の形を想像し︑︿略V︒

︿略﹀︒

九902園 ︿略﹀小熊の形を想像し︑

を一を
866

う北風をかはい が っ て ︑ ︿ 略 V ︒
九鵬2 ︿略﹀︑ 戦 場 を か け 廻 る の は ︑
ゆ
北風にとって愉快な事であった︒

中尉はく略V︑敵陣が間近に

のやうな砲火をはいては︑︿略﹀︒

九平5
なったのを見て︑︿略﹀︒

かざし︑︿略﹀︒

九桝5

北風は︑主人の膿がくらの上
しかし主人をうしなったと思
︿略﹀︑ゆめからさめたやうに

主人の姿を見つけると︑静か
北風は︑もう一度鼻先をなで
︿略V︑そっと顔を主人の肩の

北風は︿略﹀︑左右の耳をそ

︿略﹀︑又自分の最愛の主人に

︿略﹀︑同級の人々を驚か

︿略﹀

↓水兵が︑女手の手紙

さんと樂しみ居り候︒

九曜2圏圏

をよくおぼえ置き︑︿略﹀︒

懸垂1國囲あの中にて一番面白き話

味方の勝利を語るやうに︑︿略﹀︒

呼量4

意味をよく知ってみた︒

九川2職孚なれた北風は︑此の聲の

ばだててみた︒

九㎜9

目付で主人の顔を見下し︑︿略﹀︒

九柵9北風は︿略﹀︑訴へるやうな

あたりへすりよせた︒

九柵6

てもらひたくなって︑︿略V︒

九佃5

に其のそばに立止った︒

九佃3

あたりを見廻した︒

九佃7

ふと︑︿略﹀︒

九重5

でぐらっとゆれるのを感じた︒

心念1

風のたてがみをかすめた︒

九佃9

へん
︿略﹀︑其の破片がぴゆつと北

九段2 ︿略V︑北風はく略V︑列を正 九佃5 ︿略﹀︑一だん高く軍刀をふり
して並んだ︒

のを待ってるた ︒

九悩4 兵士たちはく略﹀命令の下る
九悩9 やがてあたりの静かさを破つ
て︑大砲の音がとゴろき始めた︒

九鼎1 ︿略﹀︑齪れてるたたてがみを
そろへ︑︿略V︒

北風は︑ ︿ 略 ﹀ ︑ う れ し く て ︑

ながら︑︿略﹀︒

九価1 ︿略﹀︑くびすぢを重くた㌧き
九位7

得意さうに頭を高くあげた︒

九価8 やがて中尉はちよつと腕時計
を見て︑︿略﹀︒

九価9 やがて中尉は︿略﹀︑いつも
のやうにすんだ聲で號令をかけた︒

つわをかんだり︑︿略﹀︒

九鵬2 馬はどれも皆張りきって︑く
九鵬2 ︿略﹀︑前がきをしたり︑頭を
ふ り 上 げ た り し ながら︑︿略﹀︒

九鵬3 ︿略﹀︑頭をふり上げたりしな
がら︑︿略V︒

九鵬4 馬は︿略﹀︑乗手のあひつが
下るのを待ちかまへてみた︒

九柳1 谷一つへだてた向ふの岡に︑
はう
敵の砲兵が放列をしいてみる︒

九研6 それでも誰一人敵に後を見せ
る者はない︒

九佃1 砲口はかはるがはるいなづま

ゐ
ふと通りか＼つた某大尉が之

を讃みながら泣いてみた︒

九榊6

軍人となって︑いくさに出

を見て︑︿略﹀︒

九M9園

たのを男子の面目とも思はず︑其の

水兵は︿略﹀︑しばらく大尉

有様は何事だ︒

九価5

水兵は︿略﹀︑やがて頭を下

の顔を見つめてみたが︑︿略﹀︒

九価6

げて︑﹁それは下りな御言葉です︒
︿略﹀︒﹂と言って︑︿略﹀︒

九柵9園何で命を惜しみませう︒
どうぞ之を御覧下さい︒
︿略﹀︑其の手紙を差出した︒

九価10園
九描1

大尉はそれを取って見ると︑

一命を捨てて君の御恩に

次のやうな事が書いてあった︒

九描2

九描7國団

報ゆる爲には候はずや︒

九慣3國国母は其の方々の顔を見る
まん
八幡様に日参致し候も︑

毎に︑︿略﹀︒

九帽6國困

そなたがあっばれなるてがらを立て
候やうとの心願に候︒

九柵8圏国如何ばかりの思にて此の
大尉は之を企んで︑思はずも

手紙をした＼めしか︑︿略﹀︒

九宙10

く略V︑一人で進んで功を立

︿略V︑水兵の手を握って︑

︿略V︑思はずも涙を落し︑

涙を落し︑︿略﹀︒

九型10
︿略﹀︒

九帯10
︿略V︒

九佃4園

絡べて上官の命令を守って︑

てるやうなことは出來ない︒

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

九佃7囹

九佃8園

其の時にはお互に目ざまし

一命を捨てて君恩に報いよ︒

すのが第一だ︒

九佃7園 ︿略﹀︑自分の職務に精を出

九佃3園

い働をして︑我が高千穗艦の名をあ

デようQ

あげよう︒

聖誕4園 ︿略﹀︑我が高千穗艦の名を

九柵4園此のわけをよくおかあさん

水兵は頭を下げて聞いてみた

に言ってあげて︑︿略V︒

が︑︿略﹀︒

九柵7

九㎎7 ︿略﹀︑やがて手をあげて三十

して︑にっこりと笑って立去った︒

ツテヰテ︑︿略﹀︒

九梱3園 ︿略﹀︑實ニリツパナ考ヲ持

九槻1囹 ︿略﹀︑自分ノタフトイ選墨

く略V︑或ハ棄椹シテシマツ

権ヲ棄テルトイフ事ハ︑︿略﹀︒

タリスル人モアルガ︑ソンナ事ヲス

九擢9園

ルノハ︑︿略＞Q

道雄ハ此ノ時︑フト學校ノ級

長選士ノ事ヲ思ヒ出シタ︒

九旧1

道雄ハ︿略﹀中村君ヲ選墨シ

コトニナツテヰルノデアツタ︒

九榴3 ︿略﹀︑近々後任ノ選士ヲスル

九伽5

青山の神宮前停留場にて電

ヨウト決心シタ︒

車を下り︑︿略﹀︒

十14図
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十14図 く略V︑廣き参道を行くこと
十町ばかりにして神宮橋に達す︒

十15図 橋を渡り︑大鳥居をくゴり
て南参道に入る︒

十16図 橋を渡り︑大鳥居をく貸り
て南参道に入る︒

ぎ︑︿略﹀︒

十18図左に折れて第二の鳥居を過
十19図水屋の水に手を清め口をす
す ぎ て 南 神 門 を 入れば︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十410図

むさし

昔の武蟹玉の姿を此所に残

菖御苑を出でて北参道より

︿略﹀︑今も人工を加へずと

さんく略﹀︒

いふ︒

十51図

十52図
重る︒

十54図園奮御苑と奮御殿の邊とを
のぞきては︑立木きはめて少かりし
かば︑︿略﹀︒

する限りを蓋くし︑︿略﹀︒

十19図水屋の水に手を清め口をす 十63図囹 種類は大てい我が國に産
す ぎ て 南 神 門 を 入れば︑︿略﹀︒

十92

︿略﹀︑毒殺のうたがひを受け
署師は皆︑︿略﹀︑た貸纒過を

はしないかと恐れて︑︿略﹀︒

十92

此の有様を見て︑フィリップ

見守ってみるばかりである︒

十94

といふ讐﹇師が︑︿略﹀︒

︿略﹀︑一命をなげうっても王

十108

︿略﹀フィリップが︑眞青な

一口又一口︑平然と藥を飲む

王︑︿略﹀︒

顔をして王を見上げると︑︿略﹀︒

十1010

十1010 ︿略﹀︑眞青な顔をして王を見

︿略﹀︑王は信頼の情を面にあ

上げると︑︿略﹀︒

らはして︑︿略﹀︒

十111

十112 ︿略﹀︑フィリップを見下して︐

みた︒

︿略﹀︑一命をなげうっても王

十113

を助けようと決心した︒

十94
十95

十96

王は︿略﹀︑再び其の英姿を

午後四時︑豫定の仕事を終へ

熱い番茶にのどをうるほして

誰かが力石をころがして干て︑

︿略V︑土をはらって高橋さん

︿略﹀高橋さんの爲に席を作

高橋さんは︑すぐ前に居る順

高橋さんは︑お茶を一口飲ん

太郎君を見て︑﹁︿略﹀︒﹂

十131

つた︒

十1210

の爲に席を作った︒

十129

︿略V席を作った︒

十129

そうになりませう︒

︿略﹀敵から大金をもらふ約 十127園 どれ︑私もお茶を一つ御ち

休んでみる所へ︑︿略﹀︒

十121

て︑再び境内に集った︒

十1110

陣頭にあらはす事が出軍た︒

︿略﹀︒

王は間もなく健康を回復して︑

げき
方法は或劇藥を用ひる外にな

十113

を助けようと決心した︒

げき
方法は或劇藥を用ひる外にな

かったので︑︿略﹀︒

十97

かったので︑フィリップは眞心こめ
て此の事を申し出た︒

王はこ＼ろよく之を許した︒

︿略﹀︑各地方青年團の御

十97

十610図園

て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

十110図水屋の水に手を清め口をす 十68図園 ︿略﹀︑一様に心を書くし
すぎて南神門を入 れ ば ︑ ︿ 略 V ︒

手つだひを願ひ二つる者数多かりし

フィリップが藥を調合しに別

十32図又日々に奉る供へ物には︑
御生前池に御好みありし品々を選ぶ

十98

︿略﹀︒

王は讃終って︑そっと手紙を
︿略﹀︑うやくしく藥のコッ
︿略﹀藥のコップを王にさ㌧

で︑﹁︿略﹀︒﹂

十136

團の規約を見た時は︑︿略﹀︒

︿略﹀︑片手にかの密書を取出 十146園主が︿略﹀︑はじめて青年
して︑︿略﹀︒

十106

手にかの密書を取出して︑︿略﹀︒

げた︒王は片手にそれを受取り︑片

十105

プを王にさ㌧げた︒

十105

まくらの下へ入れた︒

十103

みる︿略﹀︒

十101

︿略﹀王を毒殺しようとして

束で王を毒殺しようとしてみる

十910

室へ退いた後へ︑︿略﹀︒

かば︑︿略﹀︒

く略V︑何れも十日間を限
︿略﹀︑わっか十敷年の間に四
︿略﹀︑當時世界に類のない大

港図王は部下の精兵を引連れ︑
︿略﹀︑焼けつくやうに熱い平
︿略﹀︑町はつれを流れてみる
︿略﹀水浴をした︒
とも思はぬ英雄も︑︿略﹀︒

十88 陣頭に立っては百萬の敵を物

十85

きれいな川にはいって水浴をした︒

十84

原を横ぎって︑︿略﹀︒

十83

︿略﹀︒

十82

國を建設した英雄である︒

十79

方の國々を征服して︑︿略﹀︒

十79

りて土木に從期せしめたるに︑︿略﹀︒

十71図園

由なるが︑︿略﹀︒

にたつさへ來て︑神前にさ㌧げたし

十33図 ︿略﹀︑それらの品を社務所
と願ひ出つる者数多しといふ︒

十35図 三物殿に到りて御遺物を舞
観す︒

ぎょゑん

十38図 それより社務所に行き︑奮
御殿・奮御苑の舞観を願ふ︒

十42図 ︿略﹀︑まつ社務所の隣なる
奮御殿を拝観す︒

十45図御殿は︿略﹀︒此所を出で
て藷御苑に入り︑ ︿ 略 V ︒

十46図 ︿略﹀︑木立の間の細道をた
どれば︑︿略﹀︒
かくうん て い

十47図 前には横長き池をひかへ︑

十47図名を撃高亭といふ由なり︒

を一を
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十149囹 しかし︑此の間夜駆を参観
した時の︿略﹀︒

︿略﹀︑今日の働を見て︑大

そう心強くなりました︒

十1410圏

十152園私は此の村の青年諸君が︑
かうして修養にも實行にも︑骨を折
つ て を ら れ る の を︑︿略﹀︒

ゐます︒

十⑲6国
︿略﹀︑泣きながら豆やにん

︿略﹀︑今日の別れを惜しん

で︑︿略﹀︒

十198團
︿略﹀︑くびや背をなでたり

じんをやったり︑︿略﹀︒

十199團

それを見ると︑︿略Vと︑

してみるのもあります︒

︿略﹀買手は︑自分の見込

しみぐ思ひました︒

十153園 ︿略﹀︑骨を折ってをられる 十201團
のを︑うれしく思ひます︒

で思ひくの直をつけて︑︿略V︒

高橋さんの熱心な話は︑︿略﹀︑ 十209団

一同は︿略﹀︑夕日を

十258

︿略﹀︑飼主が泣いて別れを

く略V︑飼主たちがあんなに

早りに散歩がてら町を歩い
︿略﹀︑年とった燈垂守が︑妻

︿略﹀船員がすがり附いて︑
︿略﹀︑聲を限りに救を求めた

かの難破船を見とめた︒

じっと見ては居られません︒

十289

︿略V入々は︑親子にあつく

を去った︒

再生の恩を謝し︑︿略﹀︒
十261園あの波を御らん︒
十263園私は︑とても人の死ぬのを 十289 ︿略V︑名残を惜しんで此の島

へないことはありますまい︒

をこめて︑

かに浮ぶ︒

十298平炉

月のごと︑日輪

たゴち

ほの

にきえて︑︿略﹀︒

野路を行く人影

＋296圖しらぐと︑朝霧野山

を去った︒

十264園命を捨ててか＼ったら︑救 十2810 ︿略V︑名残を惜しんで此の島

動かした︒

十266此のけなげな言葉は遂に父を

二人は早速ボートを出す支度

一進一退︑たゴ運を天にまか

十316 ︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平

またをつ＼み︑︿略﹀︒

親子は死力を書くして漕ぎに 十302⁝図些しめやかに︑夜の霧ち

やがてボートは岸をはなれた︒

に取りかΣつた︒

十267
十268
漕いだ︒

十276

かな掘割を造って︑︿略﹀︒

かな掘割を造って︑︿略﹀︒

十316︿略﹀︑此の地峡を切通し︑平

︿略﹀︒

先づ地峡の山地を流れてみる

高い土地の上に水をた＼へた

所で︑此の高い湖と低い掘割

出來ないから︑︿略﹀︒

十331

︿略V︑とても船を通すことは

を何の仕掛もなしに連結すれば︑

十328

のであるから︑︿略﹀︒

十322

十321 ︿略V︑湖を二つ造った︒

湖を二つ造った︒

十3110 ︿略﹀河の水をせき止めて︑

河の水をせき止めて︑︿略﹀︒

十3110

た︒

通はせることは到底出身ぬ事であっ

生残つた船員は涙を流して喜 十317 ︿略﹀︑太平・大西雨洋の水を

︿略﹀︑二人はボートをあやつ

せて︑二人はボートをあやつった︒
十277
つた︒

親子は非常な危瞼ををかして︑

十2710
んだ︒

十281

親子は非常な危瞼ををかして︑

人々をボートに牧聡し︑︿略﹀︒

十281

︿略V︑又あらん限りの力を

人々をボートに牧容し︑︿略﹀︒

十282

つかれ果てた人々も︑︿略﹀︑

オールに注いで︑我が家へと向つた︒
十284

かうしてボートは再び荒波を

我もくと力をそへる︒
十285

グレースの盆路こめた看護に

切りぬけて︑︿略﹀︒

︿略V︒

よって︑全く元〆を回復した人々は︑

︿略V︑荒れくるふ海上を見渡 十288
︿略﹀︑ふとはるかの沖合に︑

したグレース親子は︑︿略﹀︒

十256

が︑何のかひもなかった︒

十254

聲を限りに救を求めたが︑︿略﹀︒

十254

つて居た︒

と娘と三人で︑わびしく其の日を送

十246

て見ると︑︿略﹀︒

十233団

人たちも︑︿略V︒

十2210國︿略﹀︑此の子馬共を買った

かはいがってみたのを見て︑︿略﹀︒

十229団

惜しむのも︑︿略﹀︒

十2110團

引が成立ちます︒

渡すといふあひつに手を打って︑取

︿略﹀︑一同は元氣よく團歌を 十214團︿略﹀︑掛の人が其の直で責 十2610

團員に強い感動をあたへた︒

十159

十1510
歌ひながら︑︿略﹀︒

︿ 略 ﹀︑

浴びて蹄途についた︒

十1510

十164團 久々で皆様といろくお話
ゆ
をして︑非常に愉快でした︒

り馬のそばを通るのが危瞼なやうな

十171国なれない私は︑︿略﹀︑やは

く略V︑三四歳の子供でも︑

氣がしてならな か っ た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十174囲

腹の下などを自由にくゴつて歩きま
す︒

十178圏廣さは二町四方ぐらゐで︑
せり場を中央にして︑其の周園は馬
つなぎ場になってゐます︒
十183囲 ︿略﹀︑馬つなぎ場を見て廻
つたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑どの子馬も皆かはい

ら し い 顔 を し て ︑︿略﹀︒

十184団

族がついて嘗て︑親切に世話をして

十191囲 子馬には大てい飼主の一家
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︿略﹀︒

十332 ︿略﹀︑掘割の盧虜に水門を設 十362
けて︑︿略﹀︒

つた︒

十364

︿略﹀︒

十371
十372

パナマ地峡に運河を造る事は︑ 十378

︿略﹀世界の航路に大きな攣
ざふ
村はつれにある︑うちの雑木

動を生じたのである︒
こん

十381

私は思はず︑﹁︿略﹀︒﹂と聲を

山を開墾し始めてから︑︿略﹀︒

十389

兄はそこらに散らばってみる

︿略﹀︑たき火を始めた︒

て︑たき火を始めた︒

木の根や︑小枝などを拾ひ集めて來

十394

を下へ置いた︒

︿略V︑かついで來たつるはし

あげると︑︿略﹀︒

︿略﹀︑成功を見るに至らなか

十391

︿略﹀︑遂に之を造り上げたの

米語が此の運河を造るに成功

十395

父は腰から鎌をぬきながら︑

父は︿略﹀︑たき火のそばの

︿略﹀けやきの大木を︑大の

やがて父は︑鎌を手にして雑

兄は私に︿略﹀︑生木の枝で
さうして兄は腰の手ぬぐひを

元氣よくつるはしで掘返し始めた︒

私は︿略﹀︑雑木を束ねては

運び︑運んでは又束ねて︑︿略﹀︒

十423

︿略﹀︑高いく青空を︑ひわ

の音を立てて︑山鳥が一羽飛立つた︒

十4210 ︿略﹀︑けた＼ましい羽ばたき

十432

きさうムもん

かうしてみんな手をそろへ

の一群が身輕さうに飛んで行く︒

十435園

て働けば︑︿略﹀︒

窯場から出て來た喜三右衛門

かまば

は︑縁先に腰を下して︑︿略﹀︒

十唱4

かれた艘を休めた︒

十唱5 ︿略﹀︑縁先に腰を下して︑つ

夕日を浴びて︑︿略﹀︒

十侶7 ︿略﹀︑すゴなりになった實が

十島10園あ＼︑きれいだ︒あの色を

︿略﹀︑父のかり取ったあとを 十481

しかしいくら工夫をこらして

工夫にばかり心をうばはれて

弟子たちも此の主人を見限つ

喜三右衛門はそれでも研究を

人は此の有檬を見て︑たはけ

彼の頭の中にあるものは︑唯

彼は氣がくるった檬にそこら

喜三右衛門は︑血走った目を

をかけ廻った︒

十478

夕日を浴びた柿の色であった︒

十474

とあざけり︑︿略﹀︒

十472

止めようとしない︒

十471

て︑︿略V︒

十469

は︑とかく家業もおろそかになる︒

十466

も︑︿略﹀︒

十461

父はく略V︑鎌をとぎにか＼ どうかして出したいものだ︒

切りかぶに腰を下し︑︿略﹀︒

十399

︿略V︒

︿略﹀︑最新の學理を鷹解した 十395

衛生の設備をよくして危除な

十3910
つた︒

︿略﹀危険な病氣を根絶し︑

十403

ずいこくといふのこぎり分

こぎりでひき始めた︒

十4110

取って鉢まきにし︑︿略﹀︒

十419

雑木を束ねて見せた︒

十418

運んでくれ︒

かった雑木を︑かういふ風に束ねて

十416園壮吉︑お前はおとうさんの

木のやぶへはいって行った︒

十414

立日が︑あたりの静かさを破る︒

︿略﹀︑ほとんどあらゆる文明 十411
︿略﹀︑山をくづし︑地をうが

︿略﹀︑山をくづし︑地をうが
︿略﹀︑地をうがち︑河水をせ

昔︑太平・大西両立の間を往
︿略﹀南アメリカの南端を大
廻りしなければならなかった︒

十376

來する船は︑︿略﹀︒

十375

き止めた事など︑︿略﹀︒

十373

ち︑︿略﹀︒

十373

ち︑︿略﹀︒

十373

の利器を運用して︑︿略﹀︒

十373

はかった事や︑︿略﹀︒

︿略﹀︑幾萬の從業者の健康を

病犬を根絶し︑︿略V︒

十371

からであった︒

十3610

したのは︑︿略﹀︒

十369

である︒

十367

費用とを費して︑︿略﹀︒

十367

︿略﹀︑十年の歳月と八億圓の

行った事もあったが︑︿略V︒

十332 ︿略﹀︑掘割の庭虜に水門を設 十364 ︿略﹀︑現地に大仕掛の工事を
けて︑たくみに船を上下する様にし
てある︒

十334 今太平洋の方から此の運河を
通るとする︒

十336 しばらく進むと水門があって︑
行くてをさへぎつてみる︒

さい人造湖に出る ︒

十343︿略﹀︑次の水門を越して︑小

つて︑︿略﹀︒

十344此の湖を横ぎると又水門があ
十351 それから船はクレブラの掘割
を通る︒

十351 これは高い山地を切通したも
ので︑︿略﹀︒

十351 ︿略﹀︑全学を切通すのは非常
な難工事であったといふ事である︒

十353 掘割を通過して船は又湖に出
るQ

十356 此の湖を渡って又水門を通過
する︒

十357 此の湖を渡って又水門を通過
する︒

十357 今度は前と反封に︑順次に三
段を下って︑海と同じ水面に浮ぶ︒

十358 此虜から又掘割を走って︑終
に洋々たる太西洋に出るのである︒
十3510 運河は全長五十買血り︑凡そ

十時間前後で之を航することが出來
る︒

を一を
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見張って︑︿略﹀ ︒

︿略﹀︑しばらく火の色を見つ

めてみたが︑︿略﹀︒

十482

重ね︑︿略V︒

彼は︿略﹀︑工夫に工夫を積

んで︑︿略﹀︒

十499
彼は︿略﹀精巧な陶器を製作

するに至った︒

十482 ︿略V︑やがて﹁よし︒﹂と叫 十4910
んで火を止めた ︒

一つ又一つと

十546

︿略﹀︑遠い慮まで使者の役目

鳩を通信に使ったのは︑齢程

を務めると聞いては︑︿略﹀︒

十548

古い時代からの事で︑︿略﹀︒

︿略﹀各國共に盛に傳書鳩の

しやう

それ故鳩の膿に手紙を附けて

普通傳書鳩を使用する方法は︑

それは︑臨め甲乙の二地をき

︿略﹀︑一方を飼養所︑一方を

︿略﹀食事所へ通って食物を
︿略﹀︑其の往來を利用するの

鳩は︿略﹀︑四五十キロメー

︿略﹀︑飼養所を移動し︑其虜
︿略﹀︑飼養所を移動し︑其虚

鳩に手紙を運ばせるには︑

︿略﹀︒

鳩に手紙を運ばせるには︑足

にアルミニウムかセルロイドの細い

十576

くだを附け︑︿略﹀︒

て︑其の中に入れるのである︒

十576 ︿略﹀︑又は胸に袋を掛けさせ

飛行機の不時着陸地嵩を知ら

又戦孚の時戦線から職状を報

︿略﹀︑勇ましく高空に輪を書︸

︿略﹀︑しかと方向を見定め︑

あ＼︑あのかはい＼鳩が︑

十602図 されど婦人は︑︿略﹀︑僧を

とこへば︑︿略V︒

十597図︿略﹀︑一夜の宿を貸し給へ

を止めて︑︿略﹀︒

十597図とあるあばら家の門口に杖

んで行くのを見たならば︑︿略﹀︒

︿略﹀︑矢のやうに目的地へ向って飛

十592

︿略﹀︒

十5810

がきながら︑︿略﹀︒

十5810

度任務を命ぜられると︑︿略﹀︒

十589あ＼︑あのかはい＼鳩が︑一

使ふのも其の︸つである︒

十584 ︿略﹀︑援兵を頼んだりするに

じたり︑︿略﹀︒

十583

十581 ︿略﹀︑救を求めたり︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

多少や難船の有様を通知したり︑

十5710 ︿略﹀︑漁業者が沖から獲物の

せたり︑︿略V︒

十579

く多い︒

︿略﹀僻書鳩の改良に力を用 十578 傳書鳩を利用する場合はなか

改良に力を用ひ︑︿略﹀︒

十554

十554

鳩は餓程遠い庭で放しても︑

ひ︑其の飼養を奨思してみる︒

十559

放せば︑︿略﹀︒

十557

正しく方向を判定して︑︿略﹀︒

︿略﹀銀行へ行ってお金を 十555

銀行はお金を預ける虜です
一膿︑なぜお金を預けるの

︿略﹀︒

一膿︑銀行は人からお金を 十563

めて置いて︑︿略﹀︒

十575

を見覧えさせて︿略﹀︒

十573

を見誓えさせて︿略﹀︒

十573

は何でも無い︒

トルの庭を往復して食事するぐらゐ

十571

である︒

十567

取るやうに馴らして︑︿略﹀︒

十566

食事所とし︑︿略﹀︒

十564

食事所とし︑︿略﹀︒

一箪︑銀行は人からお金を 十564 ︿略﹀︑一方を飼養所︑↓方を

大勢の人に利子を彿ふだけ
大勢の人に利子を彿ふだけ
︿略﹀︑又何か事業を起さう

銀行は二尊ってみる人から
寳玉をちりばめたやうなかは
︿略V︑紅をさしたかと思はれ

︿略V︑いろくの困難ををか
して︑︿略﹀︒

十545

るやさしいくちばし︑︿略﹀︒

十541

い＼目︑︿略﹀︒

十541

お金を預って︑︿略﹀︒

十535園

と思ってみる人で︑︿略﹀︒

十534園

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十532園

では︑銀行が損をしないでせうか︒

十531園

預ってそれをどうするのですか︒

十5210園

預ってそれをどうするのですか︒

十5210園

ですか︒

十513園

か︒

十511園

預けて來るとおっしゃいましたね︒

十5010園

を建てたのだ︒

つたが︑今度はあ＼いふりっぱなの

十484 其の夜喜三右衛門は窯の前を 十508園今までは横町の小さい家だ
離れないで︑︿略﹀︒

十485 ︿略﹀︑もどかしさうに夜の明
けるのを待ってるた︒
一番 鶏 の 聲 を 聞 い て か ら は ︑

もうじっとしては居られない︒

十486

りをぐるく廻った︒

十487 胸ををどらせながら窯のまは

りをぐるく廻った︒

十487 胸ををどらせながら窯のまは
十488 彼はふるへる足をふみしめて
窯をあけにか＼つた︒
窯をあけにか㌦つた︒

十489 彼はふるへる足をふみしめて

喜三右衛門は︑

をもれて窯場にさし込んだ︒

十4810 朝日のさわやかな光が︑木立
十491
喜三右衛門は︑︿略﹀︑不意に

窯から皿を出し て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十492

皿をさ ＼ げ た 由 量 二 右 衛 門 は ︑

﹁ こ れ だ ︒ ﹂ と 大字をあげた︒

十494

こをどりして喜んだ︒

功 し た 喜 三 右 衛 門は︑︿略﹀︒

十495 かうして柿の色を出す事に成
十496 ︿略V︑程なく名を柿右衛門と
改めた︒

十498 彼は此の後も尚研究に研究を

871
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︿略﹀︑おのれは主人を迎へ

ば待たせ置き︑︿略﹀︒

十602図
にとて外に出行きけり︒

十604図折から︑たもとの雪を打彿
ひくつ＼此方へ來かかれるは︑此
の家の主人なるべし︒

と歩を運ぶ︒

十608図 感がいに打沈みてとぼく
十609図 ふと我が妻を見つけて︑
﹁︿略﹀︒﹂

ほせられて︑︿略﹀︒

十611園旅僧が一夜の宿を頼むとお
十612園 旅僧が︿略﹀︑あなたのお
錦を待っていらっしやいます︒

十614図 僧は改めて主人に一宿をこ
へり︒

十657図

︿略﹀︑ひまもる夜風はだへ

をさすが如し︒

しかし此のま＼に日を送つ
︿略﹀旅僧は︑爾眼に涙を

ては︑︿略﹀︒

十695園

らう︒

十726園

みちて御前を退きけりとそ︒
少しばかり申し上げます︒

今でも城壁は大部分昔の面

影を留めてゐますし︑︿略﹀︒

十743国

りした京城神社があり︑︿略﹀︒

十753団此虞には天照大神をおまつ

こちらでは昔から之を三寒

かう
此の間︑九州三池の或炭坑を

十798

安全燈の取手を握りしめて︑

事務所で坑内服に着かへ︑安

昇降器を下りて︑あたりを見

昇降器を下りて︑あたりを見

坑道を少し行って︑ポンプ室

これは炭坑内の地下水を坑外

いさうです︒

備へ附けてみる虜は︑世界でも珍し

十816 ︿略﹀︑こんな大きなポンプを

へ汲出す爲で︑︿略﹀︒

十814

の前に出ました︒

十8010

いて往つたり來たりしてゐます︒

十808 ︿略﹀︑電氣機關車が炭車を引

まはすと︑︿略﹀︒

十805

まはすと︑︿略﹀︒

十805

るうちに︑︿略﹀︒

十803 ︿略﹀︑じっと目をつぶってゐ

︿略﹀︒

全燈を持って︑︿略﹀︒
とって

十803

見物しました︒

十797

四温といつてみるさうです︒

十787圃

福宮の壮大な構がある︒

林を後にして右に昌徳宮︑左に景

しやうとく

十759囲北の方の山のすそには︑松

は地はだが白く︑︿略﹀︒

翌朝僧は暇をこひて又行く 十757國市街の周部を取園んだ山々

始は身の上をつ㌧み︑貧の

︿略﹀︑常世はちぎれたる具

︿略﹀︑さび長刀を横たへ︑

これは何時そやの大雪に宿
又寒夜に秘藏の鉢の木を切

其の返禮として︿略﹀︑合
理非を正して裁断致すであ

はせて三箇所の地を汝に授ける︒

十723園

つてたいた志は︑︿略﹀︒

十7110園

を借りた旅僧であるぞ︒

十716園

︿略V

十712図

足を着け︑︿略V

十712図

常世も︑︿略﹀︒

十702図始は︿略﹀宿をことわりし

恥をつ＼まんとして︿略﹀︒

十701図始は身の上をつ＼み︑貧の

恥をつ＼まんとして︿略﹀︒

十701図

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十6910図

た＼へて聞きみたり︒

あの鉢の木をたいて︑せめ 十698図

てものおもてなしにしよう︒

十661園
お志は有難いが︑そんなり

つばな鉢の木をたくのは︑どうぞ止

十665園

︿略﹀︑今夜は之をたいて︑

めて下さい︒

十672園

あなたのおもてなしに致しませう︒

十673図主人は三本の鉢の木を切り
僧は其の厚意を深く謝し︑

てるうりにたきぬ︒

十674図

失禮ながらお名前を聞かせ

さて﹁︿略﹀︒﹂

十675園

いや︑名前を申し上げる程

て頂きたい︒

十676園

︿略﹀︑もとは佐野三十齢郷

﹁︿略﹀︒﹂といひて目をふせ

︿略﹀︑主人はやがて語氣を

つないでもってをります︒

十688園︿略﹀︑又あれには馬を一匹 十729図 ︿略﹀︑常世は︿略﹀︑喜に

改めて︑﹁︿略﹀︒﹂

十685図

しが︑︿略﹀

十685図

はれて︑︿略﹀︒

の領主︑それが一族どもに所領を奪

十683囹

十6110図 すごくと立去る僧の後影 の者ではございません︒
を見送りたる妻は ︑ ︿ 略 ﹀

出でぬ︒

十632図主人は僧の後を追ひて外に
十636図主人は聲を限りに呼べど︑
︿略﹀︒

もやらずた＼ずみ た る 様 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十639図 降積む雪に道を失ひ︑進み
十644図 からうじて僧をともなひ婦
れ る 主 人 は ︑ ︿ 略﹀

︿略﹀︒

十645図︿略﹀主人は︑物かげに妻 十691園 ︿略﹀︑此の具足に身を固め︑ 十734國 く略V︑今日は當地の様子を
を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂

北に進むと︑︿略﹀︒

北に進むと︑︿略﹀︒

︿略﹀︑あっばれてがらを立 十736國此の停車場を出て大通を東
てるかくご︒

十694園

持ち︑︿略﹀︒

ぜん
十655図 やがて運び還れる貧しき膳 十691囹 ︿略﹀︑さびたりとも長刀を 十736団此の停車場を出て大通を東
に向ひ︑僧は喜びて箸を取りぬ︒
り︒

十656図 三人はみうりを園みて坐せ

を一を
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いりました︒

十818 ポンプ室を出てから小道へは

と︑︿略﹀︒

十856

う︒

十931囹

本道は遠いから近道を通ら

にくい言葉を知ってみる︒

︿略V︑日光の有難さをしみ 十921園 おとうさんは︑もっと言ひ

ぐ感じると共に︑︿略﹀︒

我が國は種々の品物を輸入し

又外國から原料を輸入し︑そ
︿略﹀︑それに加工して綿綜や

最近における我が國の輸出入

十978図文天祥命を奉じ︑︿略﹀︒

十979図文天祥命を奉じ︑各地に轄

時に宋の桐谷張世傑よく

ちやうせいけつ

出して元軍を破る︒

十983図

こうはん

戦ひて元軍を防ぐ︒

十984図敵將張弘範如何にもして之

書をした＼めて張世傑を

を降らしめんとし︑︿略﹀︒

十985学園

︿略V︑太郎はやっと今日の次 招け︒

いづくんぞ人をいざなひ

我︑國を救ふことあたは

十985図園 ︿略﹀張世襲を招け︒

すると︑しまひに皆が僕の 十986図園

ず︒

てそむかしめんや︒

︿略﹀︑ひょっとすると命を 十987短甲

太郎は︿略﹀︑﹁はい︒﹂と

かば︑︿略﹀︒

しやう

︿略﹀︑義兵を集めて國難を

ずることあたはずして︑︿略﹀︒

十9810図園宋亡びぬ︒御身の忠義を

溶くすべき所なし︒

十991図園今より心を改めて元に仕

汝大勢の如何ともすべか

へば︑富貴は意の如くならん︒

十993図園

父母の病あつければ︑醤

らざるを知って︑︿略﹀︒

十995図園

心力を帯くしてしかも救

藥の効なきを知りても︑︿略﹀︒

十996図圓
く略V國難を救はんとす︒

み︑︿略﹀︒

十999図

元の皇帝深く文天平を惜し

ふことあたはざるは天命なり︒

十972図

十欄1園園願はくは我に死をたまへ︒

其の友之を止めていはく︑
︿略V︒

十978図

十974霊園唯國家の危きを如何せん︒

けい
るを知り︑之を刑場に送らしむ︒
けい
こ＼において皇金位をつぐ︒ 十欄2図 ︿略﹀︑之を刑場に送らしむ︒

十梱2図番結の志の動かすべからざ
語りつ﹂驕る若き人々︑

く略V︑はうき手にく此 十974青馬我もとより之を知る︒

こずゑ明るき林を行けば︑ 十972図

救はんとす︒

十971図

とす︒

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

十971図

宋の臣事天祥大いに之を

十969図︿略﹀︑宋の領地ををかし﹂

ることが出來た︒

﹁い＼え︒﹂の言ひにくいわけをさと

︿略﹀︑國内で出來た物を外國 十965

つた事を後悔すると共に︑︿略﹀︒

＋964太郎はつくぐと自分の悪か 十988図 蓋世傑等の奮発も大勢を韓

失ふやうなあぶない時でも︑︿略﹀︒

︿略V︑やはり外國の品を買つ 十956園

事を弱轟だといって笑ひました︒

十9410園

第を有りのま＼に話した︒

十946

は無いか︒

十943園︿略﹀︑あの橋を渡ったので

わりかねて︑︿略V︒

事務所の湯にはいって服を改 十937 ︿略﹀︑友だちのす＼めをこと
又國内で出來るものを使ふよ

りも︑︿略﹀︒

十863

めると︑︿略＞Q

十858

いものに思ひました︒

十819 安全燈をたよりに歩いて行く 十857 ︿略﹀坑夫の仕事を︑たふと
十826 二三十匹の馬がまぐさを食つ
︿略﹀︑これは石炭を運ぶため

てるます︒

十827
に飼はれてるるのださうです︒

十829 馬屋の前を通ってだんく奥 十863 ︿略﹀︑時には外國の品を使ふ
︿略﹀︑全く三十米の足しまへ

方が都合のよい事もある︒

︿略﹀︒

︿略﹀父と母とに暇を告

前の額に比べると︑︿略﹀︒

総額は敷十億圓の多額で︑之を十年

十888

綿織物を造る︒

十883

れに加工して︑︿略﹀︒

十8710

へ輸出することもなかなか多い︒

十876

てるるばかりでなく︑︿略﹀︒

十875

た方が得な場合が少くない︒

十873

を受けぬわけには行かない︒

︿略﹀︑いよいよ石炭を掘って 十867

深く進むと︑︿略﹀︒

十8210
︿略﹀︑坑夫が︿略﹀︑元氣よ

みる庭へ來ました︒
十835
く石炭を掘ってゐます︒

十839又つるはしをふり上げる︒
掘崩すと︑︿略﹀︒

十842 ︿略V︑其の内の二人が石炭を
︿略﹀︑他の二人がそれをざる

で運んで炭車に入れる︒

十843

十844 炭車が一ぽいになると︑馬方
が そ れ を 馬 に 引 かせて︑︿略﹀︒

を話してくれました︒

十846 錦途︑事務員は次のやうな事

と り に 來 た 百 姓 が︑︿略﹀︒

十糾8園生日︑此の附近の山へ薪を

げて︑︿略﹀︒

十848囹 く略V百姓が︑ たき火をし 十894図韻
て る る と ︑ ︿ 略 V︒

つき︑煙をあげて燃出しました︒

十849圏 く略V︑そばの黒い岩に火が 十896図圖

方をさして

十906図圃
︿略﹀︒

︿略﹀︑附近の点々では之を

とって薪の代りに使ふやうになりま

十853園

した︒

873
を一を

十伽5図うやくしく南︑宋の方を
辞して死す︒

て︑︿略﹀︒

十㎜8 ︿略﹀︑冬枯の小道を通って來

︿略﹀︑此の度始めて妹を

上に︑︿略﹀︒

十研1圏團

︿略﹀︑何分百里の山川を

へだてたる事とて︑︿略﹀︒

大兄をはじめ皆様方の御

悲歎︑如何ばかりかとく略﹀︒

十欄6圏団

く略V︑大兄と共にいろ

柱

ちり

ひねもす見れども

︿略﹀︑金銀珠玉を

浮きぼり・毛ぼりの

をきはめ︑︿略V︒
がうてんじゃう

く略V格天井に︑
絶筆ぞにほふ︒

心を
一隻の捕鯨船が︑勇ましく波
マストの上の見張人が︿略﹀︑

ひとしく目

甲板に立ってるた船長を始め
︿略﹀乗組員は︑

砲手の落ちついた力のこもつ

砲手は此の時早く船首の砲後
に立って︑其の引金に手をかけた︒

十冊6

た出置に︑船ははや方向を轄じた︒

十備5

を其の方向に向けた︒

十佃2

十人許の乗組員は︑︿略﹀︒

十六1

北の方を指さした︒

十麗10

を切って進んで行く︒

十撒7

こめたる

十川7図圃

にけたに︑振るひしのみのて巧

十川5図圃

あかざる宮居︒

ばめなして︑

十川2図圏

く御話を承り候事など︑︿略﹀︒

十佃9國國

一日も

得られ繕事︑御前檬の御喜さぞかし
と察し申し候︒

十柵4富国私とてもく略﹀︑

し

早く御顔を見たく存じ候︒

十棚2 ︿略﹀︑ガラス屋根を通して來
十柵1圏圏

ある庭だ︒

る や は ら か い 日 の光︑︿略﹀︒

らん
十棚5園 此威は重に蘭の類を集めて

六寸の細長い袋をつるしてみる︒

十麗4 葉の先からつるを出して︑五
︿略﹀︑五六寸の細長い袋をつ

るしてみる︒

十伽5

十皿7園此の袋で轟をとるのだ︒

十皿8園此の袋で轟をとるのだ︒中
を の ぞ い て 御 ら ん︑︿略﹀︒

十佃3園 さあ︑今度は葉のきれいな
や

植物を集めてある庭だ︒

十悩2 椰子・バナ・・コーヒー・ゴ

︿略﹀︑實物を見るのは始めて

ムの木などは名を聞いてみたが︑
︿略﹀︒

十脳2
である︒

へ送って︑︿略﹀︒

十悩4囹舌下から熱い湯を管で各室
十悩10 にほひのよいのや︑色の美し
いのや︑形のかはいらしいのや︑ど
れ を 見 て も ど れ を見ても︑︿略﹀︒

にいさんも足を止めて︑

一 枝 髪 にさしてみたい︒

十価1 ︿略﹀︑どれを見てもどれを見
ても︑

十価2

﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

十塒3園此の温室は南を受けてみる

十佃6

右に左に鯨を追ひつつ四五十

メートルまで近づいた時︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ねらひを定めて︑ずど

んと一獲︑︿略﹀︒

十柵7

︿略﹀︑ずどんと一襲︑破裂矢

十六3

うやくしく笑んでさて頭を

此の神社は菅公の御墓所に

くわん

上げると︑︿略﹀︒

建てたものだと聞いて︑一層感を深

十佃6

掛茶屋に休んで名物の餅を食

くした︒

十佃1

地圖を便りにして進んで行く

べてるると︑︿略﹀︒

途中︑太宰府といふ昔の役所

公は︿略﹀︑三年の歳月を送

ぎょえん

宮中の御宴の事を思ひ出して

ぎょえん

宮中の御宴の事を思ひ出して

榎寺を出て二日市の停車場へ

停車場に着いた時は午後の六

外國の或商會で︑新聞紙に店

十梱6 ︿略﹀︑或一人置青年をやとひ

入れた︒

さしおいて︑或一人の青年をやとひ

十梱5 ︿略﹀︑主人はそれ等の人々を

状を持って來た者や︑︿略﹀︒

員入用の花鶏を出した︒
せうかい
十捌4 ︿略﹀︑中には知名の人の紹介

十捌2

時を過ぎてみた︒

十伽10

急いだ︒

十伽5

詩を作られたのも此庭であらう︒

十伽3

詩を作られたのも此庭であらう︒

十伽3

られたさうである︒

十伽2

の跡などを見て︑︿略﹀︒

十佃8

と︑︿略﹀︒

︿略﹀︑すさまじい波を起して︑ 十佃4

︿略﹀もりを打つ︒

をしかけたもりを打つ︒

右足8
十冊8
十佃10

一同は歓呼の聲をあげた︒

鯨は海底深く沈んだ︒

十脳2

綱を次第々々にくりもどすと︑
鯨は刻一刻船に近よって語る︒

十M9

︿略﹀︑綱を巻いてはのばし︑
のばしては巻いて︑︿略﹀︒

十干2

︿略﹀︑小山のやうな腔を水面
に横たへる︒

十備2

船員は手早く鯨の尾をくさり
で船ばたにつないで︑︿略﹀︒

情話5

まだ芽の出ないはぜの木の間
を通り︑︿略﹀︒

十描10

︿略﹀︑霜の眞白に置いた田の
中を走る︒

十佃10

青銅の大鳥居をく望って進む
︿略﹀︑沿道の家は大てい天満

と︑︿略﹀︒

十柵5
十柵7

宮にちなんだ物を費ってみる︒

たいこ
池にかけてある二つの太鼓橋

ろう
︿略﹀︑給馬堂の前を通って櫻

を渡り︑︿略V︒

十柵2
十佃2

ういふお見込で︑あの青年をお用ひ

後日︑人が主人に向って︑ど

入れた︒

十捌8

門をくゴると︑本殿の前に出る︒

ろう
︿略﹀櫻門をくゴると︑本殿
の前に出る︒

歯面2

を一を

874

になったのかと尋ねた︒

十三1園あの青年が私の室にはいる
︿略﹀︑はいると静かに戸を

前︑先づ着物のほ こ り を 彿 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

富盛1圏
しめました︒

はいって倍ましたが︑それを見ると

十槻4園 談話の最中に一人の老人が
すぐに立って︑︿略﹀︒
す

︿略﹀︑それを見るとすぐに
い

立って︑椅子をゆづりました︒

十個4園

十櫨6園 あいさつをしてもていねい

十悩2園︿略﹀︑あの青年をやとふこ

︿略﹀︑みつから先んじて耕

全村農業を以て生計を立つ︒

とにしたのです︒

十悩8図
十指10図

作・養登・養鶏・養魚等の模範をし
︿略﹀︑桑を植ゑて登を飼ふ

めししを以て︑︿略﹀︒

十悩1図
者多く︑︿略﹀︒

︿略﹀︑桑を植ゑて舞を飼ふ

に出入することを曝しみとせり︒

十伽6図青年團の事業の一として︑
ひのき

其の利益は︑大部分を下校

杉・檜の植林を螢めり︒

管路7図

の基本金とし︑︿略﹀︒

其の利益は︑︿略﹀︑其の残

部を一村共同の有益なる事業の費用

十伽7図

にあっる計圭里なり︒

十梱1図

︿略﹀︑年を追うて其の繁榮

を増すばかりなり︒

十櫛10図︿略﹀︑年を追うて其の繁榮

︿略﹀︑殊に一村鶏を飼はざ

十皿3図

者多く︑︿略﹀︒

十善1図
十善1図

ふな
安心・沼を利用して鯉・鮒

十梛3図

︿略﹀︑大てい二年毎に之を

︿略﹀全村頗る豊にして︑

校長もく略V︑生徒を愛す
︿略﹀︑生徒も校長をしたふ

其の他の教員も︑校長を模

く略V︑生徒はく略V︑學校
︿略﹀︑卒業後も尚學校の門

十伽4図

む

つ

︿略﹀大戦艦陸奥は︑海を
いう

︿略﹀葬観者の胸は︑まさ

︿略﹀進水主任の號笛を合

十伽7図

見るく艦は速力を増して︑

お

き

ほうでう

元弘二年三月︑北條高時︑

こう

白波高く海にをどり入る︒

だいこ

十㎜2図

京中の貴賎男女︑此の行幸

後醍醐天皇を隠岐にうつし奉る︒

を悲しみて︿略﹀︒

十㎜3図

十号5図 ︿略﹀︑警固の武士もさすが

主上さきに笠置におはせし

ぎ

にようひの袖をしぼりけり︒

時早くも義兵を暴げしが︑︿略﹀︒

十柵7図

いでや︑行幸の路に待受

義を見てせざるは勇なき

いへるやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十㎜10図 く略V︑高徳一族共を集めて

十五1図面

なり︒

け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

十捌2図園

重訳2図園 ︿略﹀義軍を起さん︒

わけてたどり着きたりしに︑︿略﹀︒

十矧9図 ︿略﹀︑けはしき山路をふみ

十観1図 ︿略﹀︑衆皆力を失ひて散り

高徳せめては此の所存を君

くになりぬ︒

十齪7図高徳︿略﹀︑大いなる櫻の

に知らせ奉らばやとて︑︿略﹀︒

十槻4図
︿略﹀︑二年間の苦心を此の

十鵬1図

天︑勾践を空しうするな

翌朝警固の武士ども之を見

主上は詩の心を御さとりあ

つけて︑讃みかねて上聞に達したり︒

十麗10図

かれ︒

十撹8図心

大文字に詩の句を書きつけたり︒
こうせん

︿略﹀櫻の幹をけづりて︑

幹をけづりて︑︿略V︒

十槻7図
けいさく

く略Vくす玉ぱっとわれて︑

拍手かつさい︑天地をとど
ろかす萬歳の叫︑︿略V︒

十悌1図

を︑羽音高く舞上る敷羽の鳩︒

紅白の紙片花ふゴきの如くに散る中
はと

十伽9図

切断皇上の繋索をはっしと切る︒

十伽4図

一揮にこめて︑︿略﹀︒

つち
く略V金色の槌は︑︿略﹀︑

圖に︑着々と進み行く進水作業︒

十二2図

景を豫溢して︑唯をどりにをどる︒

に始らんとする進水式の壮快なる光

十梛7図

後にして悠然と横たはれり︒

十旧4図

されたる︿略﹀︒

今日を晴と骨面飾をほどこ

されたる︿略﹀︒

今日を晴と漏艦飾をほどこ

を増すばかりなり︒

ふな
又池・沼を利用して鯉・鮒

る家なし︒

十伽2図

︿略﹀︑何を聞いても︑一々

で︑︿略﹀︒

藩論7園

十伽5図

を思ふ心あつく︑︿略﹀︒

十協4図

︿略﹀︒

範として手心職務につとむるが故に︑

十伽2図

こと父母の如し︒

十伽1図

ること子の如く︑︿略V︒

垂紐10図

の爲に是くすが故に︑︿略﹀︒

十伽7図く略V︑常に力を一村の幸福

村民皆々の家業を樂しめり︒

十伽5図

回るに︑︿略﹀︒

僧伽3図

を養ふことも盛にして︑︿略V︒

を養ふことも盛にして︑︿略﹀︒

十伽2図

明白に答へて︑︿略﹀︒

ぎ
書面9園 はきはきしてみて︑禮儀を
わ き ま へ て み る ことも︑︿略﹀︒

十伽1園 私はわざと一さつの書物を
床の上に投げて置きました︒
て︑テーブルの上に置きました︒

城下3園 ︿略﹀すぐに書物を取上げ
十伽5園 それで注意深い男だといふ
ことを知りました︒

り し た も の を 着 て︑︿略﹀︒

三密6圏 着物は粗末ながら︑さっぱ
十伽7囹 又字を書く時に指先を見る
と︑爪はみじかく切ってゐました︒
と︑爪はみじかく切ってゐました︒

適業8園 又字を書く時に指先を見る

ってみることを︿ 略 ﹀ ︒

十脳1園 ︿略﹀︑いろくの美質をも

つてみることをよ く 見 定 め て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十悩2園 ︿略﹀︑いろくの美質をも
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りて︑︿略﹀笑ま せ 給 ひ ぬ ︒

十榴6図 後からうじて錦國すること
を得しが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑萢蚕といふ忠臣の助
︿略﹀︑忍泣といふ忠臣の助

を得て報復の計を 立 て ︑ ︿ 略 V ︒

十五8図
十溜8図
を 得 て 報 復 の 計 を立て︑︿略﹀︒

十重8図 く略V︑勾践︿略﹀︑再び呉
と戦ひて遂に之を亡しぬ︒

十重10図 高徳此の故事をひきて︑
︿略﹀︑やがて忠臣の起りて

︿略﹀聞え上げた る な り ︒

十悩1図

︿略﹀︑必ず御心を安んじ奉

勤王の兵を墨げ︑︿略﹀︒

十悩1図
るべきことを聞え上げたるなり︒

十脳1図 ︿略﹀︑必ず御心を安んじ奉
えいきやう

るべきことを聞え上げたるなり︒

十一13 ︿略V︑太陽の影響を受け
ぬものは一つもない︒

十﹁18 一口にいへば︑︿略﹀ 一大
火球で︑之を形造ってみるものは︑
液髄に近い氣髄であらうといふ︒

えき

十一25光の強さに至っては非常な
しよく
もので︑之を燭光でいへばく略﹀︒
れい

六もつけて表さねばならぬ︒

十一26 ︿略﹀＝二の下に零を二十
十一33 ︿略﹀︑凡そ十一年鯨を週期
として増減してみ る ︒

の砂をまいたやうに見える小さな星

十一35︿略﹀太陽も︑夜の空に銀
の一つと同じものだといふ︒

十一49図︿略﹀魯の君に仕へ︑大

︿略﹀︑久しく其の職に居

いに治績を墨げしかども︑︿略﹀︒

十一410図
ることあたはずして魯を去りぬ︒

︿略﹀︑戦齪止むことなか

りしかば︑孔子大いに之をうれひ︑

十一53図

︿略﹀︒

︿略﹀︑如何にもして上家

を治め︑︿略﹀︒

十一54図
︿略﹀︑萬民の苦を救はん
︿略﹀︑篤く各國をめぐり

ものと︑︿略﹀︒

十﹁55図
十一56図

しかも遂に志を達するこ

く略V︑用ひられんことを

て︑用ひられんことを求めぬ︒

求めぬ︒

十一57図

十一58図

とを得ざりしかば︑︿略﹀︒

とを得ざりしかば︑︿略﹀︒

十一58図しかも遂に志を達するこ
く略V︑老後は專ら力を教
育と著述とに用ひたり︒

十一59図

論語は︑二野と有益との
門人等が孔子及び其の高弟の言行を

十一64図

︿略﹀︑最もよく此の大聖

集録したるものにして︑︿略V︒

十一65図

︿略﹀︑最もよく此の大聖

の面目をうかゴふを得べし︒

十一65図

の面目をうかゴふを得べし︒

十一65図今山の書によりて其の
端を述べん︒

十一610図園貧賎は人のいとふ所な
り︒然れども正しき道によるに非ざ
れば︑我之を去らず︒

十︸71図
︿略﹀︒

ゆふぺ

へん
孔子常に中正不偏を貴び︑

朝に道を聞くことを得

あした

十一74豊富

朝に道を聞くことを得

あした

ば︑夕に死すとも可なり︒

十一了4図囹
ゆふべ

ば︑夕に死すとも可なり︒

孔子は他人を正す前に先
づおのれを正し︑︿略V︒

十一了6図

孔子は他人を正す前に先

﹁おのれを修めて人を安

おのれを修めて人を安

おのれを修めて人を安

づおのれを正し︑︿略V︒

十一76図
十一77図園
んず︒

んず︒

十一78図園

十一78図

んず︒﹂とは︑彼が簡明に此の意を

嚢漏しては食を忘れ︑

あらはせる語なり︒
ぶん

十﹇79図園

︿略﹀︑幸しんではうれ

樂しんではうれひを忘れ︑︿略V︒

十一710図囹

ひを忘れ︑︿略﹀︒

十一710図面︿略﹀︑老の將に至らん
とするを知らず︒

十一81図其の身を忘れ︑よはひを
忘れて︑︿略﹀︒

十一81図其の身を忘れ︑よはひを
長崎を出た汽船は︑︿略V︒

忘れて︑︿略﹀︒

十一84

︿略﹀︑海上を走ること約四
百海里で揚子江の河口に達する︒

やうす

十一84

上海は︿略﹀︑百萬近くの
人口を有する大都會である︒

十一88

十一92

租界といふのは居留地の一

種で︑居留民が支那政府の手を離れ

︿略﹀︑自治制を布いてみる

て︑自治制を布いてみる虚である︒

アスファルトや石を敷いた

虜である︒

十一92

十一96

街路をさしはさんで大商店

道が縦横に通じ︑︿略﹀︒

十一97

街路をさしはさんで大商店

が軒をつらね︑︿略V︒

十一98

︿略﹀︑河岸には領事館・税

が軒をつらね︑︿略﹀︒

關を始め︑銀行・會社等のりつばな

十一98

唯商業の取引の盛な部分は︑

建物がそびえてみる︒

十一105

此の地は交通上重要な位置

相室に活氣を帯びてをり︑︿略﹀︒

十一109

貿易上砂も重要な關係をも

を占めてみて︑︿略﹀︒

つてみるのは︑︿略﹀︒

十一114

風は音なくやなぎをわ

く略V︑春は給のごと我

︿略﹀諸工場が勢よく黒煙

外國人中第一位を占めてみる︒

十一115 ︿略﹀︑我が居留民の敷は︑

十一119

を立ててみる︒

等をめぐる︒

十一129図圏

たり︑︿略﹀︒

十一137図圃

をのせて︑︿略﹀︒

十一138三蓋 ︿略﹀︑船は静かに我等

︿略﹀成績物に表紙をつけ

て︑とちていらっしやる所でした︒

十一146

を一を
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うとなさるのを強ひて止めてお手工

十一1410 私が來たので︑すぐしまは

︿略 ﹀ お 手 傳 を し ま し た が ︑

をしましたが︑︿略﹀︒

十一1410
︿略﹀︒

る︒

十一204

︿略﹀適當公平な裁判をす
此の犯罪者を罰するための

裁判を刑事裁判といふ︒

十一205此の犯罪者を罰するための

裁判を刑事裁判といふ︒

例へば︑借りた金を︑︿略﹀︑ 十一205

れを守らない人もある︒

らぬ︑︿略﹀︒しかし大勢の中にはそ

十一191

其の場合に貸主から借主を

返さない人がある︒

十一192

︿略﹀︑其の借金を返すやう

ひ

裁判を行ふのは判事の職務
︿略﹀︑刑事裁判で︑上家を

︿略﹀犯罪者の虜罰を求め

び

は

︿略﹀秀吉は︑琵琶湖の

ひでよし

︿略﹀︑諸將を配置して防

ほとりに十三箇所のとりでを構へ︑

十一237図

︿略﹀︒

やがて勝家また自ら五二

備をさをさ怠なし︒

十︸237図

十一238図

︿略﹀︑幾頭かの馬をひき

の兵を督し︑來りて射乳の軍に合す︒

て余吾湖のほとりに下り來れる七八

よごのうみ

十一241図

水際に寄りて馬の足を冷

人の兵卒あり︒

十一243図

︿略﹀敵の一隊︑湖に沿

さんとする折しも︑︿略﹀︒

十一244図

危く逃延びたる一二の兵

ひたる一筋路を急ぎに急ぎて進み來

る︒

卒︑はせもどって急を告ぐれば︑

又民事裁判では︑原告．被 十一247図

︿略﹀︑とりでの守將中川

されども不意を討たれし

く略V︑ 一學に敵をみちん

︿略﹀要所々々にそれ

東南の方を望み見るに︑︿略﹀︒

く略V一萬五千の兵を率 十一2510図 ︿略﹀兵卒の一人︑ふと

守れる兵卒の一人︑︿略﹀︒

十一259図夜ふけに及んで︑鉢峯を

ぐ將卒を配置したり︒

十一258図

にせんと︑︿略﹀︒

十一256図

のとりでをおとし︑︿略﹀︒

裁判の目的は︑決して人を 十一255図 ︿略﹀︑明日は進んで睦嶽

俄の軍に︑︿略﹀︒

十一249図

清秀︑士卒を指揮して防ぎ戦ふ︒

十一248図

告の相談相手・附添人又は代理人と

べん

︿略﹀︑刑事裁判では︑不當

︿略V︒

又他人の物を盗んだといふ 十﹇223

る︒

坐するために二念士といふものがあ

な刑罰が加へられぬやうに被告を保

十一221

なって其の主張を助け︑︿略﹀︒

十一2110

るのは検事の職務である︒

十一218

検事の職務である︒

代表して犯罪者の虜罰を求めるのは

十一217

であり︑︿略﹀︒

十一217

するためである︒

︿略V︑裁判所は前者の言分 十一216 ︿略﹀︑つまり裁判を念入に

を聴いた上で︑︿略﹀︒

十一193

十一1410 ︿略V︑成績物を一枚も無く 裁判所に訴へると︑︿略﹀︒

なさずにそろへていらっしゃるのに
驚きました︒

ひ︑︿略﹀︒

の訴訟を裁判するのを民事裁判とい

此のやうに︑人々相互の間

に借主に命ずる︒

十一194

みとめれば︑︿略V︒

十一157 ︿略V︑私も急に一年からの 十一194 ︿略﹀︑貸主の主張を正當と
︿略﹀︑私のは置場所をきめ

をまとめたくなり ま し た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一158
て お か な か っ た ので︑︿略﹀︒

を指さして︑︿略﹀︒

十一161 ︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚 十一195

十一165 私は︿略﹀︑大さわぎをす

ひ︑︿略﹀︒

十一196 此のやうに︑人々相互の間
ることがあります︒
ざっし
の訴訟を裁判するのを民事裁判とい
十一168 ︿略﹀︑そこへ弟さんが雑誌
を二三さつ持って 來 て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ひ
へられた方を被告といふ︒

十一172 弟さんまでが︑あんなに氣 十︻196︿略﹀︑訴へた方を原告︑訴
をつけていらっしゃるとはく略﹀︒

といふ︒

十一175圏 メリンスのふろしきを持 十一197︿略﹀︑訴へられた方を被告
つておいで︒

孚はせ︑又は人を罰することではな

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

︿略﹀︑又は人を罰すること．

ゐ︑︿略V︒

十一235図

中にするのが其の目的である︒

はれない︑平和な︑秩序正しい世の

十一224

ではない︒

十一223

︿略V︑其の犯罪者をこらし︑ い︒

ところで︑どういふ事をす
︿略﹀︑其の制裁としてどの
︿略﹀︑裁判所は︑犯罪の疑
のある者を十分に取調べて︿略﹀︒

十一204

やうな刑罰を受けるかは︑︿略﹀︒

十一202

れば罪になるか︑︿略﹀︒

十一201

︿略﹀︒

十一1910

やうな犯罪があった場合には︑︿略﹀︒

十一182 ︿略﹀︑私はひとりで歩きな 十一198

て︑つくぐ恥つかしくなりました︒

がら自分の始末のわるいことを考へ
十一184園 整頓といふのは髄裁をつ
︿略﹀︑むだをなくすこと

くることではなく て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一185園
だ︒

十一188 ︿略V︑他人に害を加へては
ならぬなどといふ こ と は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一1810 約束は固く守らなければな
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十一262図

︿略﹀︑何とも知らぬ物音

ざわくとして夜の静けさを破る︒
︿略﹀︑盛政直に物見の兵

を出してうかばは し む る に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一263図

二十日の月は上りぬ︒退

らに進軍して︑︿略﹀︒

十一281図
却軍は少しく之にたよりを得たれど
も︑︿略﹀︒

く略V西北に當れる高地
︿略﹀︑追写る敵を防ぎ居

︿略﹀秀吉︑勝政の引足
︿略﹀︑すかさず鐵砲組に

ひのすそをしっかとつかむ︒

正國得たりと︑力足をふ

十一308図清正刀を抜かんとするに︑
︿略﹀︒

十一3010図

ん張りてはねかへさんとせしが︑．
︿略V︒

清正手早くかぶとのをを
切ったりければ︑︿略﹀︒

十一312図

十一351図

我が國に遊べる西洋人は

障子をあけてみるとまだ雨

此の瀬戸内海の風景を賞して︑︿略﹀︒

が降ってみる︒

十一354

十﹇356 ︿略﹀︑机によりか＼つて向

あそこは一昨年植付をし

ふの方をながめると︑︿略V︒

た地藏山だ︒

十一357囹

︿略﹀小路を中にはさんで︑

あそこの植付をした時は

こんなに間をおいてよい

早く間伐して細引を取る

取る方が利益だから︑︿略﹀︒

十一374園 ︿略﹀︑此の邊では太材を

目的のところでは︑︿略﹀︒

十一373園

のですか︒

十一371囹

おいた植林地の書付を開いて見る︒

十一363 ︿略﹀︑明日の用意に出して

まだ寒かった︒

十一361園

四五尺にのびた杉の若木が︿略﹀︒

十一358

小路を中にはさんで︑︿略﹀︒

＋一317図︿略﹀・またそれぐに名 十一358︿略﹀︑山の背を通ってみる
ある勇士を討取って︑︿略﹀︒

武器は皆槍なりしかば︑
みさき
四二の西には佐田岬長

十一327図此の四海峡に包まれたる

をなす︒

く突出で︑九州にせまりて豊豫海峡

十．一324図

世に之を稻して賎嶽の七本槍といふ︒

十一319図

うかせり︒

︿略﹀︑また＼きもせず戦 十一318図 ︿略﹀︑武名を天下にとゴ

︿略﹀弟勝政に引きあげ

し弟勝政に引きあげを命じたり︒

十一286図

に兵を引きまとめたりしが︑︿略﹀︒

十一267図 此のま＼新手の兵を迎へ 十一285図
ては︑萬に一つの勝算もなし︒

をしめざりし油噺 を 悔 い つ ﹂ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一268図 盛政は勝ってかぶとのを

を命じたり︒

十一268図 盛政は勝ってかぶとのを 十一287図
をしめざりし油断を悔いつ＼︿略﹀︒
きやく

︿略﹀︒

十一291図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

かくして島隠じ︑海廻り

かと見れば岬なり︒

︿略﹀︑旗本の若武者ども 十一331図船の其の間を行く時︑島

片鎌槍をしごいて突いてか㌧る︒

正門も槍を合はせ︑しば

く︑．︿略﹀︒

十︻341図

十一376園

︿略﹀間伐をしなければ

植付けた苗木の枯れた庭へ

ならないやうになるから︒

補植をするのは︑︿略﹀︒

十一379

十一383

︿略﹀すくすくと延びてゐ

延びてみるのを見ると︑︿略﹀︒

るやうに︑しんを立ててすくすくと

︿略﹀︑遠く近く黒煙の青 十一382 ︿略﹀︑それでも木が三生す
︿略﹀源平の昔語に人の
感興を動かすこと甚だ切なり︒

十一3410図

空にたなびくを見る︒

十一347図

行く白帆の影ものどかなり︒

如く︑朝日夕日を負ひて︑島がくれ

正國も︿略﹀︑俄に槍を 十一342図海の静かなることは鏡の

らく防ぎ戦ひしが︑︿略﹀︒

十一299図
十一2910図

︿略﹀︑清正やがて正門を

︿略﹀大手をひろげ︑

投捨てて大手をひろげ︑︿略V︒

︿略﹀︒

十一301図
十一307図

十一308図︿略﹀正意︑清正がよう

ねぢ伏せたり︒

て︑其の盤くる所を知らず︒
十一375囹︿略﹀︑かう間をおいて植
せん
ゑるのだ︒
︿略﹀︑毛鏡を敷けるが如

十一299図中にも加藤清正は︑︿略﹀︑ 十一336図

をきっと見て︑︿略V︒

十一291図

す︒秀吉はるかに之を望み︑︿略V︒

︿略﹀︑一軍今や崩れんと

合圖して銃火をあびせかけたれば︑

十一289図

になりたるを見て︑︿略V︒

十一288図

況を見居たりし秀吉︑︿略﹀︒

十一269図 く略V︑俄にやみの中を退 十一288図
請しはじめたり︒

お だ
十﹇271図 これより先︑秀吉は織田
信孝を攻めて大垣 に あ り し が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

のぶたか

箸を投捨てて︑︿略﹀︒

十一273図 ︿略﹀秀吉は︑持ちたる

ぞ︒﹂と手を打って喜び︑︿略﹀︒

十一273図 ︿略﹀︑﹁すは勝つたる
十一274図 く略V︑先づ五十人の兵に
︿略﹀︑やがて將卒のそろ

旨 を ふ く め て 先 書せしめ︑︿略﹀︒

十一275図
ふをも待たず︑︿略﹀︒

十一276図 五十人の兵は行くく百
︿略 ﹀ ︑ か ゴ り 火 を た か せ ︑

姓をつのり︑︿略﹀ ︒

︿略﹀︒

十一277図

りやう

十一277図 ︿略﹀︑糧食の用意をな
さしむ︒

十一278図夜に入れば︑見渡す限り
のかゴり火弄をあ ざ む く 中 を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

むく中を︑一萬五千の軍勢まっしく

十一278図 ︿略﹀かゴり火書をあざ

を一を
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るのを見ると︑非常にうれしい︒

ひ︑下枝を伐落し て 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一388 なたや鎌などでつる草を梯
十一388 なたや鎌などでつる草を彿
ひ︑下枝を伐落し て 行 く と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一393 いっかもにいさんが︑﹁杉
の散髪だ︒﹂といってみんなを笑は
せたことがある︒

の危瞼を防ぎ︑︿略﹀︒

彼虞に行きて︑彼の壼

︿略﹀︑書師は障子に身を

師のする様を受給へ︒

十一461図園
十一463図
寄せて︑︿略﹀︒

︿略﹀︑様々に姿を攣へ
︿略﹀︑ふすまに向ひてし

つ＼寝起する檬なり︒

十一463図
十﹁467図
きりに筆を動かしみたり︒

足をのべ︑︿略﹀︒

十一395 ︿略﹀︑枝を打てば︑山火事 十一473図 ︿略﹀︑今度はひぢを張り︑

足をのべ︑︿略﹀︒

十一396 ︿略﹀︑枝を打てば︑山火事 十一473図 ︿略﹀︑今度はひぢを張り︑
の危険を防ぎ︑︿略﹀︒

十一398

︿略﹀︑手を口に出てて鶴

︿略﹀︑枝打をしないと木に 十一473図 ︿略﹀︑足をのべ︑手を口
ふ
に當てて鶴の臥したる檬をなせり︒
ふ

の臥したる様をなせり︒

︿略﹀︑木が太るにつれて其 十一474図

節が出品ることである︒
十一3910
の枝を包んで行く た め に ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

我が心に思ひ構へし事

る様をまねて令するに︑︿略﹀︒

十一411 ぼんやりいろくの事を考 十一476図 ︿略﹀︑夜中に業師のした
へ て み る う ち に ︑︿略﹀︒

えん

を如何にして知り給へるか︒

十一436属團 ︿略﹀︑其の後とかく病 十一478図囹
勢衰へず︑遂に肺炎を引起し申候︒
に敷盤を纒たり︒

十一53一

其の間草をとったり︑︿略V︒

切付といふのは︑ゴムの木

ゴム園の人は︿略﹀︑受持

︿略﹀コップにたまった液

集めた液は之を工場に持つ

じゅん

︿略V︑先づこして不純な

十一537

加硫法とは︑ゴムに硫黄を

かうして出営たゴムは︑各

之をく略V︑更に加工する

近目床の敷物や︑道路にも

ゴムの用途は︑年を追うて

︿略﹀船員等は︑船長から

二人は︿略﹀︑沖のうきを

泳を許されたので︑︿略﹀︒

十一548

益く廣くなるばかりである︒

十一544

ゴムを用ひることが行はれて來た︒

十﹁543

のである︒

十︻539

常に弾力を増して配る︒

十︸539 ︿略﹀︑かうするとゴムが非

まぜる事で︑︿略﹀︒

りロつ
國の工場に運んで加硫法を行ふ︒
ゆわう

十一538

まらせ︑︿略﹀︒

十﹁534 ︿略﹀︑次に藥品を入れて固

物を取除き︑︿略﹀︒

十﹁533

て行き︑︿略﹀︒

十︸533

を集めて歩くのである︒

十一532

ツを持ってく略V︒

それがすむと︑今度はバケ

の木に此の切付をして廻る︒

ゴムは︑熱帯地方に産する
えき
或植物からとる白色の液を原料とし

十一498

十一531

此の液の取れる木を普通に

て︑製造したものであるQ

十一499

ブラジル邊でゴムを製造す

ゴムの木といってみる︒

十一505

︿略﹀ゴムの木から原料を

るには︑︿略V︒

十一506

︿略﹀マレイ半島の領地に

とるのであるが︑︿略﹀︒

十一509

パラゴムの木を移植するに至った︒

は︑︿略﹀︒

︿略V︑先づ森林を焼彿って︑

十一515此の邊でゴムを栽培するに
十一515

其のあとに種をまくか︑︿略﹀︒

︿略V︑先づ森林を堅甲って︑
其のあとに種をまくか︑︿略V︒

十一516

︿略﹀︑又は苗木を植付ける
のであるが︑︿略＞Q

十一517

十一519︿略﹀︑これが成長して︑切
十一521

付を行ふまでには五六年もか㌦る︒

又かのふすまの鶴に筆を取らず︑

十一523

のを防いだり︑︿略V︒

︿略﹀︑虎や象の荒しに來る

︿略﹀︑唯杉戸に檜一本

︿略﹀筆を取らず︑︿略﹀︒
ひのき

十一521
十一481図

︿略﹀︒

十一448図 ︿略﹀︑毎日遊び暮して既 十一481曲玉の一言を聞くや︑書師

十一4410図園 君は畜を以て一家を成
せる人なるに︑︿略﹀︒

のである︒

十一524

切付には齢程熟練を要する︒ 十一557

初は民間以上も相手をぬい

︿略﹀老砲手は︑急に氣を

てるたが︑︿略﹀︒

十︸555

十︸554 ︿略﹀泳ぎくらをしてみた︒

目當に泳ぎくらをしてみた︒

︿略V︑木の幹に小刀で傷を 十一554

から液をとるために︑︿略V︒

つけることをいふのである︒

︿略﹀︑箱根山中にてよ 十一523
き枝ぶりの檜を見て︑︿略﹀︒

十一4810紅雲

を書がきて東國へ出立しぬ︒

十一451図園 ︿略﹀︑敷台の間一度も 十﹁482図
筆を取り給ひし罪なし︒

い と ふ に あ ら ざ れど︑︿略﹀︒

十一451図園 我もとより衣食の費を

去れりといふ︒

の幹に小刀で傷をつけることをいふ

︿略﹀よき枝ぶりの檜 十一524 切付といふのは︑︿略﹀︑木
を見て︑其の意を得たれば︑︿略﹀︒

十一453図圏 ︿略﹀︑今は何等へなり 十一4810図圏
とも行きて君の技をふるひ給へ︒
を過しぬ︒

十一459図 く略V︑尚筆も取らで敷日 十一492図 ︿略﹀︑又別れを告げて立
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もんで︑︿略﹀︒

十一561 老砲手が驚いて向ふを見る
と︑︿略﹀︒

十﹇566 ︿略﹀︑﹁逃げろく︒﹂と聲
︿略﹀︑夢中で泳ぎくらを績

を 限 り に 叫 ん で みるが︑︿略﹀︒

十一567
けてるる︒

︿略﹀ ︑ ね ら ひ を 定 め た ︒

急いで弾丸をこめ︑ねらひを定めた︒

十一578 つと大砲のそばへ寄って︑
十一579

十一584 砲手はその結果を見るのを
お そ れ る や う に ︑︿略V︒

十一584 砲手はその結果を見るのを
おそれるやうに︑︿略﹀︒

十一584 砲手は︿略﹀︑手で顔をお
ほって大砲の上につつ伏した︒

下る︒

十一622

︿略﹀﹂條の白煙をたなび

十勝川の流域一帯の廣野は

かせて見えがくれする上り列車は︑
︿略﹀︒

十一627
いはゆる十勝平原で︑其の中心をな
すものは洋画の町である︒
︿略﹀︑唯僅かに十勝川を上

︿略﹀アノーヌの丸木舟の便

下するアイヌの丸木舟の便を︿略﹀︒

十一6210

十一631
をかりるに過ぎなかった︒

それが今は人口約二萬︑戸

敷約四千を算するりっぱな町となつ

十︸632

︿略﹀︑小路によって細かく

たのである︒

十一634

︿略﹀︑うねを作るにも︑種

仕切ることをしないから︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一651

十一652
︿略﹀︒

十一653

︿略﹀新しい知識をいれて︑

十一677 ︿略﹀︑汽車や汽船や工場の

十一675 ︿略﹀︑部屋を暖めたり物を

煮たりするに用ひられ︑︿略﹀︒

に

︿略﹀︑新式の農具を用ひ︑

燈火としては︑初め松の木

重い機械を．動かすのにく略﹀︒

へて來た︒

人は生活上の必要から畿火

人は︿略﹀︑火の熱と光と

をあらゆる方面に利用することを考

十一685

十一685 ︿略﹀︑燃料を研究し︑︿略﹀︒

法を工夫し︑燃料を研究し︑︿略﹀︒

十一685

たが︑︿略﹀︒

や魚・獣の油などをたいたのであっ

︿略V︑新式の方法によって 十一679
︿略﹀︑人々は自由な大氣を

どしく土地を開いて行く︒
十一654

人は火を用ひる動物︒

呼吸しながら︑︿略V︒

十一658

︿略﹀︑火を使用するのは人
類ばかりで︑︿略﹀︒

十一658

一汗人は最初どうして火を

︿略﹀火を得る法をさとる

小僧一人置け自由に室内に

うっかり口をきいてしまつ

小僧︑早く燈心をかきた

無言の行に口をきくとい

第二座の僧は︑二人とも規

ふ事があるか︒

十一699園

が之を聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂

十一698 ﹁︿略﹀︒﹂隣に坐ってみた僧

ててくれ︒

十一697園

た︒

十一696

た︒

出入させて︑いろくの用を足させ

十一693

始めた︒

十一692 ︿略﹀︑七日間の無言の行を

へて來た︒

をあらゆる方面に利用することを考

︿略V自然の火から︑火種十一686 人はく略V︑火の熱と光と

得たであらうか︒

十一661

十一663

を取ったものであらう︒

︿略﹀人智が襲達するにつ
れて︑木片と木片をこすりあはせて

十一665

火を得る法をさとるやうになった︒

十一665

あはせて火を得る法を︿略﹀︒

︿略﹀︑うねを作るにも︑種 十一665 ︿略﹀︑木片と木片をこすり

中にはトラクターを用ひて

やうになった︒

︿略﹀︑石や金を打合はせて

︿略﹀火を出す法を考へる
やうになった︒

十一668

火を出す法を考へるやうになった︒

十一667

火を出す法を考へるやうになった︒

すき
これが大きな鋤を何本も引 十一667 ︿略﹀︑石や金を打合はせて
︿略﹀︑ものすごいうなり聲
︿略﹀︑立木や切株の根本を

火の熱は︑初め主として食

三人とも物を言ってしまつ

則を破ったのが不快でたまらない︒

十一6910

︿略﹀︑部屋を暖めたり物を

物を調理するのに用ひた︿略﹀︒

十一703

十一675

に
煮たりするに用ひられ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑それにくさりをつけ 十一672

︿略﹀︑めりくと音を立て
て根こぎにされてしまふ︒

十一648

て此のトラクターで引くと︑︿略V︒

十一646

掘っておいて︑︿略﹀︒

十一645

を立てながらく略﹀︒

十一餌1

いて︑︿略﹀︒

十一6310

全く大農式にやってみる慮もある︒

十一638

を蒔くにも︑︿略﹀︒

十一637

を蒔くにも︑︿略﹀︒

十一5810 二人の少年はボートに乗せ 十一636
られて蹄って來る︒老砲手はく略V
︿略﹀︑市街の中央を東西に

じっとそれを見つめてみる︒
十一597
貫 ぬ く 幅 六 十 間 の大通は︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十一5910 未開の土地を切開いて︑

︿略﹀︑緑草の間に羊の群を

くと草をはむ様や︑︿略﹀︒

十一605 ︿略﹀︑放牧の馬や牛がいう
十一606

なして遊ぶ様は︑︿略﹀︒

十一613 汽車は密林の間をあへぎ
く通り抜けて︑︿略V︒
再び光明の世界に 出 た 時 ︑ ︿ 略 V ︒

十一614 しばらく暗黒の中を通って
十一6110 汽車は無人の境を曲折して

を一を
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たので︑︿略﹀

番よいのは萬葉集です︒
じよ

を用ひて物品を費嫁し︑︿略﹀︒

を用ひて物品を費蓋し︑︿略﹀︒

そこで先づ順序として萬 十一778 我我はこれらの貨幣や紙幣

葉集の研究を始めたところが︑︿略﹀︒

十一704 ︿略﹀︑上座の老僧がもった 十一755園
いらしい顔をして︑﹁︿略V︒﹂

とってしまって︑︿略﹀︒

十一796

︿略﹀︑これについて事新し
︿略﹀︑又之を考案した昔の

しかし今日の貨幣や紙幣を
︿略﹀︑人間は實に種々様々

それで金屡を用ひることを

それで金属を用ひることを

︿略V︑形の上に種々の工夫

︿略V︑遂に今のやうな貨幣

生れて潮に浴して︑

の氣を 吸ひてわらべとなりにけり︒

十一807図圏 ︿略﹀︑千里寄せくる海

いみじき樂と我は聞く︒

十一a2図圃なぎさの松に吹く風を︑

砂の上を歩いて行くと︑足

我は拾はん︑海の富︒

十一8210図圏 いで︑大船を乗出して︑

十一838

手や足の關節を曲げたり延

の裏が焼けるやうだ︒

ばしたりして︑出畿の丁令を待つ︒

十一839

竹島を越したと思ふと︑急

十一8310 ︿略V︑出嚢の號令を待つ︒

十﹁852

やうやく月島の横を通り越

に水が冷たくなった︒

宮頃には︑︿略﹀︒

十﹁864

波打際には大勢の人が旗を

れに力を得て︑︿略V泳いで行く︒

十一8610

振ったり帽子を振ったりして︑︿略V︒

あ＼︑五海里の海上を僕

十︸8610 ︿略﹀帽子を振ったりして︑

︿略﹀︒

十﹁873園

夕食をすましてから︑縁が

も泳ぎきることが出填たのだ︒

はへ出て涼む︒

十一878

十︻878 父は空をながめて︑︿略﹀︒

十一889

すると弟が︿略﹀︑日敷を

弟はそれを見てしばらく考

十一885 父は暦を持って來て︑︿略﹀︒

敷へてみようとした︒

十﹁885

團扇を使ひながら言った︒

︿略V︑更に貨幣の代りにな 十一882 父は空をながめて︑︿略﹀︑

を造ったのである︒

十一793

をこらして︑︿略V︒

十一793

思ひつき︑︿略＞Q

十一792

思ひつき︑︿略﹀︒

十﹁792

の役目をしたこともあった︒

農産物などが︑︿略V・それぐ貨幣

十一789石・貝・家畜・獣皮・布・ 十一867 ︿略﹀働ましてくれる︒ こ

なものを使用してみたのである︒

十一786

案出するまでには︑︿略V︒

十一785

こともない︒

︿略﹀別段感謝の念を起す

人々に寒して︿略﹀︒

十一784

く便利を感ずることもなく︑︿略﹀︒

十一783

を辮じてるる︒

十﹇705園物を言はないのはわしば 十一755園 ︿略﹀︑何時の間にか年を 十一779 ︿略﹀︑其の商いろくの用
かりだ︒

すことが出來なくなりました︒

十一708 ︿略﹀︑將來學問を以て身を 十一756園 ︿略﹀︑古事記に手を延ば
立てたいと︑一心に勉強してみた︒
大成することが出育ませう︒

十一718園 ︿略﹀︑これから参宮をな 十一758園︿略﹀︑きっと此の研究を
さるのださうです︒

︿略﹀宣長は︑未來の希望
︿略﹀︑ひっそりした町すぢ

其の後宣長は絶えず文通し
︿略﹀︑師弟の關係は日一日
宣長は眞淵の志をうけつぎ︑

宣長は︿略﹀︑三十五年の
宣長は︿略﹀︑遂に古事記
の研究を大成した︒

十一771

間努力に努力を金けて︑︿略﹀︒

十一771

︿略V︒

十﹁7610

と親密の度を加へたが︑︿略V︒

十一768

て眞淵の教を受け︑︿略﹀︒

十一767

を我が家へ託つた︒

十一765

に胸ををどらせながら︑︿略﹀︒

十一765

それから一歩一歩高く登り︑︿略﹀︒

十︻721園 それは惜しいことをした︒ 十一761園︿略﹀︑先づ土鳩を作って︑ 十一785
たら︑大てい追ひつけませう︒

十一723園 後を追って恥いでになつ

十一727 宣長は︑大急ぎで眞淵の様
子 を 聞 き と っ て ︑︿略﹀︒

が︑︿略﹀︒

十一727 宣長は︑︿略﹀︑後を追った

くともどって來た︒

十一731 宣長は力を落して︑すご

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十︻736 望がかなって︑宣長が眞淵
のは︑それから敷日の後であった︒

十一743 年こそちがへ︑二人は同じ
︿略﹀︑眞淵は宣長の學識の

學問の道をたどってみるのである︒
十一745

尋常でないことを さ と っ て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

滅の光を放ってるる︒

＋一747園私はかねぐ古事記を研 十︻773 ︿略﹀︑我が國文學の上に不
究したいと思ってをります︒

る紙幣といふ物を案出した︒

今では世界各國︑貨幣・紙

我我はこれらの貨幣や紙幣

これらを絡べて貨幣といふ︒ 十一806図趙

幣を用ひない國はないのである︒

十一797
十一776

浪を子守の歌と聞き︑︿略﹀︒

十一778

貨・白銅貨・青銅貨がある︒

みる物の中には︑金貨を始め︑銀

十︻751園 私も實は我が國の古代精 十一775 我々の普通に金鏡といって
︿略﹀︑古事記を研究しよ

神を知りたいとい ふ 希 望 か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一751園

うとしたが︑︿略﹀︒

十一753園 古い言葉を調べるのに一
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を一を

へ て み た が ︑ ︿ 略﹀

︿略﹀︑すぐ二百十日の通日

から立春の前日の通日を引去って︑

十一891

﹁成程︑二百十日目だ︒﹂

十一895 弟は尚あちらこちら暦をく
︿略﹀︑ふと﹁八十八夜﹂の

つ て み る う ち ︑ ︿略﹀

十一898

︿略﹀︑稻をはじめ大てい

文字に目を止めて︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

十一8910囹

︿略﹀︑稻をはじめ大てい

の物の種をまく目安になる日だ︒
十一901園
の物の種をまく目安になる日だ︒

︿略﹀といふやうな事を見るものと

十一904 僕はこれまで暦といふと︑

︿略﹀︒

十一905 僕は︿略﹀︑此の話を聞い
て珍しく感じた︒

﹁︿略﹀︒﹂

十一906 父はなほ言葉をつゴけて︑

十一907園 暦を見れば︑まだいろ
く大切な事がわかる︒
う︒こんな事を知 る に は く 略 ﹀ ︒

十一909囹 く略V︑満月は何日頃だら

十一909園 こんな事を知るには﹃日
出 ﹄ ﹃ 日 盛 ﹄ ﹃ 月齢﹄を見る︒

にょい日を選ぶの も く 略 ﹀ ︒

がある︒そこを見ると︑︿略﹀︒

かういふやうに︑暦はわ

暦を見るがよい︒

十一918園もつとくはしいことは本
十一919園
たしたちに日日の事を教へてくれる

僕はよく年寄の人が新の幾

大切なものだ︒

十一921
日とか奮の幾日とかいふのを思ひ出
して︑其の事を父に尋ねた︒
︿略﹀︑日本では明治五年

︿略﹀︑其の事を父に尋ねた︒

十一923園

十一921

十一933囹

︿略﹀︑通例十二箇月を一
︿略﹀︑三年にならないう

年とするが︑︿略﹀︒

十一936囹

こんな重寳なものがある

ちに一箇月の閏をおかなければなら
ない︒

十一944園

のに︑それを利用しないでみるのは
最後に父は﹁︿略﹀︒﹂と言

寳の持ちぐされだ︒
十一945

︿略﹀︑父は自分で木を切出

葉をそへた︒

十一952

︿略﹀︑父は自分で木を切出

して小さな家を造った︒
十一952

︿略﹀︑父が畠を打てば自分
︿略﹀︑リンカーンは十歳頃

︿略﹀︑僅かに心をなぐさめ

てるた︒

彼の欲望は︿略﹀︒

よく

十一965 ︿略﹀︑知識を得たいといふ

間をつぶすよりも畠に出て働いた方

十一967 ︿略﹀︑父は雲台へ行って時

︿略﹀︑家で算術の練習をす

がよいといって︑︿略﹀︒

るには︑木のシャベルと炭を用ひた︒

十﹇978

シャベルが敷字で眞黒にな

十一978︿略﹀︑木のシャベルと炭を

用ひた︒

十一979

それからは又父の手助をし

ると︑それをふいては又書く︒

十一985

たり︑︿略﹀︒

心は少しも愛らなかった︒

十一986 ︿略﹀︑本を讃みたいといふ

ロビンソン︑クルー

︿略﹀遠近を問はずく略﹀︒

︿略﹀

或黒甜邊の人からワシント

リンカーンがふと目を畳し

壁のすき間をもつた雨のた

翌朝貸してくれた人の家に

行って事情を述べ︑︿略﹀︒

十一㎜4

めに︑︿略﹀︒

十一欄1

た時はもう遅かった︒

十一六一

たってみたので︑︿略﹀︒

十一995

ン傳を借りたことがある︒
ゐ
︿略﹀此の偉人を非常にし

十一994

ソーや合衆國史等を讃んだ︒

十一992

十一9810

ず借りに行った︒

リンカーンはく略V父の手 十一989 熱心なリンカーンは︑書物
を持ってるる人の所には遠近を問は
父が木を伐れば自分は雑草
父が木を伐れば自分は雑草
をかり取る︑︿略﹀︒

十一956

をかり取る︑︿略﹀︒

十一956

助をしなければならなかった︒

十一955

開きにか﹂つた︒

家が出來てから次に土地を

して小さな家を造った︒

︿略﹀︑其の翌年から太陽

十一954

まで太陰暦を用ひてみたが︑︿略﹀︒

暦を用ひた︒

十一924園

それから太陰暦を奮暦︑
それから太陰暦を奮暦︑

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一925園
十一925園

どうして太陽暦を用ひる

太陽暦を新暦といふやうになった︒

十一926園

太陽暦は春分から春分ま

やうになったのですか︒

十一928園

でを一回婦年といって︑︿略V︒

なかった︒

十一963
十一964

しい話を聞いては︑︿略﹀︒

唯通りがかりの旅人から珍

までは本を警むことなどは殆ど出來

十一962

は種をまくといふ風に︿略﹀︒

十一957

は種をまくといふ風に︿略﹀︒

十一929園太陽暦は春分から春分ま 十一957 ︿略﹀︑父が畠を打てば自分
でを一回蹄年といって︑それを本と
してこしらへたものだ︒

日を一年とし︑︿略﹀︒

十一9010園 おとうさんが毎年潮干狩 十一9210園 ︿略﹀︑便宜上三百六十五
く略V︑普通四年毎に一日

ところが太陰暦は月のみ
こしらへたもので︑︿略V︒

ちたりかけたりする攣化を本として

十一933園

の閏をおくことになってみる︒

うるふ

十一9010園 ︿略﹀潮干狩によい日を 十一931園
選ぶのも﹃月齢﹂を見て知るのだ︒

十一913園 もっとおしまひの方をあ
けて御らん︒

十一914園 ﹃各地の氣候﹄といふ所

を一を
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十一柵6園︿略﹀︑其の代りに何か仕
事をさせて下さい︒

十一柵8 ︿略﹀︑願に任せて三日間畠
リンカーンは其の本をてい

の草をとらせ︑︿略﹀︒

十一㎜⁝9
ね い に 乾 か し て ︑︿略﹀︒

十一捌2 リンカーンは父の手助をし
て 忠 實 に 働 く と 共に︑︿略﹀︒

十一梱3 ︿略﹀︑非常な熱心と努力と
︿略﹀︑絶葉書をたくさ

をもって勉強を蒔けた︒
十一欄10圓囲
ん小包にて送り申候︒

十一悩4囲團其の中に有名なるアマ
ゾン河や︑イグアッスーの大士布の
壮観を寓したるものもこれあり候︒
日本人を見かけ 候 は ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀乾かし候︒之を

︿略﹀子供が︑各國人

之を機械にかけて皮を

機械にかけて皮を除き︑︿略﹀︒

十一柳1圏團
十一柳2囲団
除き︑︿略V︒

十一研6圏困
の間にまじりてかひぐしく立働け
こん

る様を見ては︑︿略﹀︒

をひもとく︒

︿略﹀︑我が身をすてて

報いんと︑︿略﹀︒

十一⁝川7図韻

︿略﹀︑起ちてぞ出でぬ

天下を定むる三分の計︑

る︑草のいほりを︒

十一川8図圃

十一搬1図無
︿略﹀︒

︿略﹀︑漢中皿はおごそ

十一櫃5図圏

帝の位をふませ給ひぬ︒

森林地開墾の様子を視

十一擢7図圏︿略﹀︑強敵ひしぎて世

︿略﹀︒

十一桝1
十﹇M1

十一桝9

︿略﹀私交上の關係の爲に

には︑專ら其の人物に重きをおいて︑

︿略﹀︒

十﹁柵3

まして威力によって強制す

心を迷はすやうなことがく略﹀︒

十一描5

るとか︑私利によって勧誘するとか

︿略﹀︑地方公職の爲の適任

いふやうな手段を用ひたり︑︿略﹀︒

者を塁げることだけを考へて︑︿略﹀︒

十一描8

︿略﹀︑地方公職の爲の適任

者を濯げることだけを考へて︑︿略﹀︒

十一価8

十一価8 ︿略﹀︑決して私心をもたな

市町村長や議員を選畢する

て︿略﹀︒

それであるから人々は常に

︿略V團禮の福利を増進す

例へば教育・衛生等の自治

又産業組合を設けたり︑慈

又産業組合を設けたり︑慈

十一描8 ︿略﹀︑又は青年團を組織し

善事業を起したり︑︿略﹀︒

十一柵8

善事業を起したり︑︿略﹀︒

十一備8

全に畢げることが出來る︒

十一備7 ︿略﹀︑始めて其の効果を完

を尊重し︑︿略﹀︒

團艦の事業は︑地方人民が一般に之

十﹁備6

ることを心掛けねばならない︒

十一冊4

福利を増進することを︿略﹀︒

十一描4 ︿略﹀︑協同一致して團罷の

自治制の本旨を辮へ︑︿略﹀︒

十一備3

達を望むことは出來ない︒

︿略V自治團髄の圓漏な嚢

いのである︒

︿略﹀團髄の幸福を進め︑

十一備2
︿略﹀︑誠意其の團禮の爲に

一般人民が府縣市町村會議
︿略﹀︑府縣市會で参事會員
︿略﹀︑市町村會で市町村長
︿略V︑島国の精神を本とし

又市町村長が其の事務を庭

なければならない︒

十一榊8

を選博するにも︑︿略﹀︒

十一脳7

を選発するにも︑︿略﹀︒

十一網6

員を選墨するにも︑︿略﹀︒

十一榊6

力を墨くす精神が︿略﹀︒

十一掘4

ことは皆同じである︒

︿略﹀︑國運の全期を期する

をしづめんと︑︿略﹀︒

かに

え
先づ柄の長さ一間もあ

察致居候ため︑︿略﹀︒

十一柳9圏団
十一㎜4圓団
るなたにて灌木を伐彿ひ︑︿略﹀︒

つて大木を伐るに︑︿略﹀︒

十﹁鵬5魍團︿略﹀︑次にをのを振る
十﹁㎜5圏団︿略﹀︑次にをのを振る
つて大木を伐るに︑︿略V︒

︿略﹀︑さて四方より火
く略V︑天をもこがすば

︿略﹀ほのほをあげて
く略V︑コーヒー・わた

︿略﹀︑議員が玉算を議する

理するにも︑︿略﹀︒

十︸価1

にも︑︿略﹀︒

十一桝9

十一川2図南︿略﹀︑出でては日毎畑

市町村長や議員を選墾する

には︑︿略﹀︒

十一価2

を打ち︑︿略﹀︒

ふみ
十一棚3図南︿略﹀︑入りては机に書

けき住居︑︿略﹀︒

うき世をよそなるしづ

の木などを植付け申候︒

十一佃2國圏

燃ゆる光景は︑︿略﹀︒

十﹁鵬9國團

實にすさまじきものに候︒

かりのほのほをあげて燃ゆる光景は︑

十一鵬9圖囲

を放てば︑︿略﹀︒

十一鵬8属囲

壮快言語に絶し候︒

るものが地ひゴきを打って早るる様︑

十一価10國團 く略V︑何虜に行きても 十一佃6園国 ︿略﹀︑三焦も四十もあ

十一鵬2計図 殊に日本人の小學校あ
りて︑御前たちぐらみの子供が通學
し 居 る を 見 て は ︑︿略﹀︒

十﹇櫛3圏團︿略﹀︑殆ど身の南米に
在るを忘れ候︒

手 に て こ き 落 し ︑︿略﹀︒

十一伽8國圏 ︿略﹀コーヒーの實を

手にてこき落し︑之を集めてみぞに

十﹁柵8玉器 ︿略﹀コーヒーの實を
投入れ候へば︑ ︿ 略 V ︒

れ候を︑下流に て す く ひ 上 げ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一鵬10囲圏 く略V︑實のみ浮びて流 十一m1聖旨

十一柳1塵囲く略V︑實のみ浮びて流
れ候を︑下流にてすくひ上げ︑之を
廣きほし場にて乾かし候︒
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︿略﹀︒

十一備10

十一備10

︿略﹀ウェリントン公爵が

︿略﹀︑帽子をぬいで恭しく
ジョージは︑︿略﹀︑さて静

一端に口を當てて息を吹き

こむと︑ぷうつとふくれる︒

十一偽5

十一儂8 こちらを見ると︑そこでは
かた
ちよつと吹いて型に入れ︑又吹いて
エプロンをかけた職工がガ

型から出す︒

十一桝5

エプロンをかけた職工がガ

ラスの皿やコップなどを︑︿略﹀︒

ラスの皿やコップなどを︑此の圓板

十一桝6

にあてて模様をほりつけたり︑︿略V︒
︿略﹀模様をほりつけたり︑
︿略﹀︑みがきをかけたりし

︿略V︑ガラス器にいろく
の模様をつけてみる︒
ちん
露りがけに事務所の陳列棚

十一伽4図

皿・コップをはじめ︑鉢・
一切経は︑佛教に關する
そう

一代の事業として一切経
一代の事業として一切纏
︿略﹀︑如何なる困難を忍

︿略﹀︑乾く各地をめぐり

だてを成就せんと︑︿略﹀︒

十一伽4図︿略﹀︑ちかって此のくは

びても︑︿略﹀︒

十一伽3図

を出版せん事を思立ち︑︿略V︒

十一伽3図

を出版せん事を思立ち︑︿略﹀︒

十一伽2図

︿略﹀︒

書籍を集めたる一大叢書にして︑

十一伽5図

びん・花びん・水さしなどがく略﹀︒

十一伽1

を見せてもらった︒

十一悩10

十一悩8

てるる︒

十一悩7

︿略﹀︒

十一悩6

をあけてはならないとおとうさんに

さうして自身も帽子をぬい
さうして自身も帽子をぬい
ジョージは後を見送って︑
ジョージは後を見送って︑

昨日橋本君と一しょに町は
最初にはいったのは原料を
︿略V︑マスクをかけた職工
けい
︿略﹀珪砂にソーダ灰や石

窯の田園には︑八九人の職
細長い管の一端を︑とけた

一端に口を當てて息を吹き
こむと︑ぷうつとふくれる︒

十一榴5

ガラスの中に突っこんで︿略﹀︒

十一伽3

工が汗を流して働いてみる︒

十一協1

灰石の粉を入れてかきまぜてみた︒

十一梱9

がく略﹀︒

十一捌9

調合するところで︑︿略V︒

十一梱8

つれのガラス工場を見に行った︒

十一梱6

帽子を振りながら叫んだ︒

十一梱3

帽子を振りながら叫んだ︒

十一梱3

で答禮し︑一同を引連れて立去った︒

十一捌2

で答禮し︑一同を引連れて立去った︒

十一梱2

言はれてるるのです︒

十一伽9囹僕は︑誰が來ても此の門

かに口を開いた︒

十一枷6

敬禮して︑︿略﹀︒

十一伽5

いふ事を聞いてみたので︑︿略V︒

勲功も高く︑りっぱな人物であると

︿ 略 ﹀ ︑ 自 治 の 精 神 を 養 成 し ︑ 十一伽5

︿略﹀︑自治團膿を助長する

ものであるから︑︿略﹀︒

に力を蓋くさねばならぬ︒

十一柵2 ︿略﹀大いにこれ等の事業

る︒

十﹇柵3 制度を運用するのは人であ
十一柵3 自治制も︑之を運用する人
︿略﹀︑よい結果を得ること

民に自治の精神が 乏 し け れ ば ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一柵4
は到底望まれない︒

ふと向ふ を 見 る と ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一術8 ︿略V︑農場主が大勢の人の
かん
十一柵9

︿略﹀よく出來てるる愛を︑

耕作するのを監督してみた︒

十︸柵1

たくさんの馬や犬にふみあらされて
はたまらないと思 っ て ︑ ︿ 略 V ︒

十一佃4園 ジョージ︑早く行って農
場の門をしめろ︒

を さ す が 早 い か ︑︿略﹀︒

十一佃7 ︿略﹀門の戸にくわんぬき

が來ても此の門をあけてはならない

十一佃2園 僕はおとうさんから︑誰
と言ひつけられてるるのです︒

十一柵6 ︿略﹀︑あけてくれ＼ばお禮
に金貨をやると言 っ て ︿ 略 ﹀ ︒

十一柵8園 おとうさんは︑誰が來て
も此の門をあけてはならないと僕に
言ひつけました︒
いてくれ︒

十一伽2囹 よい子だから私の頼をき

て資金をつのること数年︑︿略﹀︒

十一伽4図 ︿略﹀︑廣く各地をめぐり

︿略﹀資金をつのること

て資金をつのること敷年︑︿略﹀︒

敷金︑やうやくにして之をと＼のふ

十一伽5図

る事を得たり︒

をと＼のふる事を得たり︒

十一伽5図︿略﹀︑やうやくにして之

て︑路頭に迷ふ者敷を知らず︒

十一伽9図 ︿略﹀︑家を流し産を失ひ

鐵町営の状を目撃して悲

︿略﹀︑路頭に迷ふ者敷を

十一伽9図 ︿略﹀︑家を流し産を失ひ

て︑︿略﹀︒

知らず︒

十一伽10図

十一枷1図

我が一切纒の出版を思

しみにたへず︒

我が一切経の出版を思

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑

十一摺2図園

︿略﹀︒

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑

十一梛2図園

︿略﹀︒

とするは︑︿略﹀︒

十一皿3図囹 ︿略﹀︑佛教を盛にせん

喜捨を受けたる此の金︑

救はんが爲なり︒

十一梛3図園 ︿略﹀︑ひつきやう人を

︿略﹀︒

十一枷4図圓

之を一切纒の事に費すも︑︿略V︒

十一枷4図園喜捨を受けたる此の金︑

一切経を世にひろむる

はもとより必要の事なれども︑︿略﹀︒

十一皿6図園

を一を
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十一仰7図園︿略﹀︑人の死を救ふは
更に必要なるに非ずや︒

其 の 志 を 告 げ て 同意を得︑︿略﹀︒

十一梛8図 すなはち喜捨せる人々に
十一摺8図 すなはち喜捨せる人々に
其 の 志 を 告 げ て 同意を得︑︿略﹀︒

︿略﹀︑資金を悉く救助の

用に當てたりき︒

十一摺8図

十一梛10図 苦心に苦心を重ねて集め
たる出版費は︑︿略﹀︒

けて救助に力を用 ふ れ ど も ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十﹁伽6図 幕府は虜々に救小屋を設
十一伽7図 ︿略﹀救助に力を用ふれ
ども︑︿略﹀︒

を決し︑︿略﹀︒

十一伽8図 鐵眼こ＼において再び意

き て 出 版 の 事 業 を中止し︑︿略﹀︒

十一伽9図 ︿略﹀︑喜捨せる人々に説
︿略﹀︑其の資金を以て力
︿略﹀︑又もや一鏡をも留

の及ぶ限り廣く人 々 を 救 ひ ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十一柵10図
十一伽10図
めざるに至れり︒
二度資を集めて二度散じ
︿略﹀︑あくまで初一念を

たる鐵眼は︑︿略﹀︒

十一椥剛2図
十一囲6図

ひるがへさざる熱 心 と は ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

︿略﹀︑強く人々を感動せ

しめしにや︑︿略﹀︒

十一伽7図

十一欄1図 かくて天和元年雪眼が初
ぎやうかい

度の募集を始めて よ り く 略 ﹀ ︒

事 業 を 感 歎 し て いはく︑︿略﹀︒

十一欄7図 福田行誠かつて鐵眼の

かん

十一柵8図園

鐵眼は一生に三度一切

纒を刊行せり︒

空の

ひろきをおのが心ともがなQ

十ニー6図魍淺還すみわたりたる大

ほどくに心を蓋くす

ちからそやがてわが力なる︒

十二22図圏
國民の

てて︑︿略﹀︒

十二26図魍よきを取りあしきを捨

ごま

十二26図圏よきを取りあしきを捨
てて︑︿略﹀︒

野邊遠く

櫻がりするますらをのと

十二31図圃荒駒を馴らしがてらに︑
も︒

あり

いつ方に志してか︑日

しんぢ

松江を獲したる汽車は

やけたる道を蟻の行くらむ︒

十二34図翻
盛りの

十二44図
︿略﹀︒

十二44図︿略﹀風光給の如き宍道
はん

此の時事代主命は︿略﹀︑

り給ふや如何に︒
十一一610図
使を得て急ぎ露り︑︿略﹀

十二73図面此の葦原の中つ國を皇
孫にたてまつりて︑︿略﹀︒
つぎ

十二74図面く略V︑とこしへに天つ
こ＼において大國主命︑

日嗣を護りまつらん︒

十二75図

大神︿略﹀︑命の爲に牡

大神其の眞心の厚きを賞

︿略﹀恭しく國土をたてまつりぬ︒

十二76図
して︑︿略﹀︒

十二76図

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

大なる宮殿を造らしめ給ふ︒

十二79図
︿略﹀︒

十二86図此の棒を此の板の上にて
きりをもむが如く廻せば︑︿略﹀︒

十二86図此の棒を此の板の上にて
︿略﹀︑摩擦によりて火を

なぎさに立ちて昔をしの
︿略﹀︑打寄する波の音さ

ごく小さい時分から動植物
︿略﹀︑又物を集めることが
すきで︑︿略﹀︒

十二910

に深い趣味を持ち︑︿略﹀︒

十二99

へ何事をか語るに似たり︒

十二96図

べば︑︿略﹀︒

十二94図

十二810図境内を出でて海岸に到る︒

ひ︑之によりて火を作るといふ︒

︿略﹀︑今も太古の法に從

きりをもむが如く廻せば︑︿略﹀︒
まさつ

十二87図

湖畔を走ること約四十分︑︿略﹀︒

十二45図︿略﹀︑やがて新川を渡り
い

生ず︒

ひ

今市を過ぎ︑大社騨に着
やがて打績く松並木の間

十二89図

更に進みで斐伊川の鐵橋にか＼る︒

十二49図
きぬ︒

十二58図

昔︑大國主命賊を平げ

を過ぎて境内に入り︑︿略﹀︒
みこと

十二510図

みこと

昔︑大國主命賊を平げ

民をなつけて︑︿略﹀︒

十二510図

あし

民をなつけて︑︿略﹀︒

十二63図園此の葦原の中つ國は皇
孫之をしろしめすべし︒

十二64図園快く此の國をたてまつ

がら
十二910 ︿略﹀︑貝磨や鑛石などを室

︿略﹀ねずみを取ること

内に並べては一人で毒しんでみた︒

こん
十歳の頃には豆煎採集を始

にばかり熱心では困るではないか︒

十ニー05園

めた︒

十ニー08

見ると︑︿略﹀︒

十ニー08意いろくの鳥を注意して

＋一一109︿略﹀︑それぐ違った面白

︿略﹀︑人はなぜみんな鳥類

い習性をもつてみるので︑︿略﹀︒

の研究をしないだらうとく略﹀︒

産油ー11

父はダーウィンを肖者にし

ようと思って大學へやった︒

白鼠ー12

珍しい甲轟が二匹みた︒

十ニー18 或日彼が古木の皮をむくと︑

を口の中へ投込んだ︒

十ニー21 ︿略﹀︑いきなり右の手の轟

投込まれた轟は苦しまぎれ
えき

に恐しく辛い液を出したので︑︿略﹀︒

十ニー22

十ニー25 ︿略﹀本國を出語したのは︑

かくて世界の各地をめぐつ

二十三歳の時である︒

て︑︿略﹀︒

十ニー27

十細工27 ︿略﹀︑歓喜の眼を輝かしな

︿略﹀︑種々の材料を集めて

がら︑︿略﹀︒

本國に露つたのはく略﹀︒

十ニー28

ダーウィンは興味を覧える

︿略﹀︑一度何かをし始めた

と︑あくまでそれにこる性質で︑

十ニー32

︿略V︒

十全ー33
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ら︑︿略﹀︒

︿略﹀ ︑ 満 足 な 結 果 を 得 る ま

では決して中途でやめなかった︒

十ニー33

て全髄を統べ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑編輯に呈すること

は前者之を司どり︑︿略﹀︒

十ニー65図

︿略﹀︑販費・廣告に關す

十ニー66図

取り︑︿略﹀︒
たく

かう

たく

十ニー87図

︿略﹀︑＝塁よく一分間に

かくて刷上りたる新聞は︑

四百五十枚を印刷すといふ︒
十一一189図

但し大新聞にありては︑

直に販責部を纏て遠近に獲送せらる︒
十ニー91図
かく

比較的早く印刷したるものをば地方
版として遠隔の地方へ送り︑︿略﹀︒

ものを市内版とす︒

︿略﹀︑記事に多少の相違

沖を走るは丸屋の船か︑

︿略﹀すみきった晩秋の空

今登って來た方を振返って

ぎ

︿略﹀︑蜜柑の木が行儀よく
どの山を見てもどの谷を見

︿略﹀︑かごを首に掛けた二

十一一222

︿略﹀二三人置男が︑器用

ふもとの川を白帆が二つ三
あれは港の親船へ蜜柑を運
商業は之に從歯する商人だ

んで行くのであらう︒

十二219

つ通って行く︒

十二218

な手つきで蜜柑を採ってみる︒

十一一215

三人の男が︑︿略﹀︒

十二214

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

どの山を見てもどの谷を見

ても︑蜜柑の木でない庭はない︒

十一一211

並んでみる︒どれを見ても︑︿略﹀︒

十二204

見ると︑︿略﹀︒

十二201

氣をふるはして︑︿略V︒

十ニー99

丸にやの字の帆が見える︒

十一一197圏

あるを常とす︒

︿略﹀原稿を選揮整理し︑ 十ニー95図

印刷部にては直に所要の
印刷部にてはく略﹀︑校

正刷を刷りて校正部に廻す︒

刷機にかく︒

︿略﹀多大の時間を要す
︿略﹀︑以て其の如何に速

巻取紙とて幅三尺六寸︑

︿略﹀︑印刷も切噺も人手
を要せず︑︿略﹀︒

十一一186図

りつくれば︑機械は︿略﹀︒

長さ一萬六千尺齢りのものを之に取

十ニー83図

なるかを知るべし︒

十ニー710図

る如くなれども︑︿略﹀︒

聖賢ー78図

て鉛版を造り︑印刷機にかく︒

十一一177図

︿略﹀︑更に之をもととし 十二212

更に之をもととして鉛版を造り︑印

けい
十ニー76図校正終れば紙型に取り︑

十一一175図

活字を拾ひて之を組み︑︿略﹀︒

十ニー75図

活字を拾ひて之を組み︑︿略﹀︒

十ニー75図印刷部にては直に所要の

る︒

絶書丁窟眞等と共に之を印刷部に送

十一一174図

り來る原稿を選揮整理し︑︿略V︒

かう

十一一173図

さて編輯部にては刻々集 十一一193図 ︿略﹀︑最後の最も新しき

ることは後者之を捲當す︒

︿略﹀︑毎日きめた時間割通
十一一169図︿略﹀︑或は出でて材料を

り に 仕 事 を 進 め て︑︿略﹀︒

十ニー35

じゅ
︿略﹀︑七十四歳の長壽を保

つことが出塁た︒

十ニー39

して︑︿略﹀︒

十ニー39 さうして異く動植物を研究

た︒

十ニー41 ︿略﹀といふことを誰明し

界を根本から動かしたものである︒

十ニー42 これが有名な進化論で︑學

十ニー45図題の出來事を速に知らん
とするは人情の常なり︒

し時︑之を記述して印刷に附し︑

十ニー46図 されば珍しき事件の起り

︿略﹀︒

十ニー49図 ︿略﹀興味ある特殊の事
︿略﹀︑やがてあまねく内

件を報道するに過ぎざりき︒
十ニー52図

外の事件を報ずると共に時事を論ず
るもの起りて︑︿略﹀︒

起りて︑︿略﹀︒

野漆ー52図 ︿略﹀時事を論ずるもの
十ニー53図 ︿略﹀我等の生活に切實
なる關係を有するものとはなりぬ︒
︿略﹀︑其の畳敷十年の間
︿略﹀︑あらゆる文明の利

に驚くべき嚢達を遂げたり︒

十ニー55図
樹勢ー58図

︿略﹀︑多くは遠望局あり

器 を 用 ふ る を 以 て︑︿略﹀︒

十ニー64図

けを利するためのものではない︒

商人たる者は︑よく共同生

活の眞意義を辮へ︑︿略﹀︒

十二223

のよい品物をなるべく垂耳になるべ

十二224 商人たる者は︑︿略﹀︑品質

く敏速に供給して︑︿略﹀︒

十二225 商人たる者は︑︿略﹀︑廣く

これ即ち世間の信用を博し

公衆の爲を計らなければならぬ︒

十二226

て︿略﹀︒

十一一226 ︿略﹀堅實に自己の事業を

買ふ人の無智に乗じて安い

襲展させる道である︒

十二228

品を高く責付け︑︿略﹀︒

使って︑︿略﹀︒

十二229 ︿略﹀︑見本には精良な品を

十二2210 ︿略﹀︑實際の注文に封して

︿略﹀︑かやうな仕方は唯一

は粗悪なものを送るやうな事は︑

︿略﹀︒

時の利益を得るに止って︑︿略﹀︒

十一一232

ぼって大損を招く結果になる︒

十二233 ︿略﹀︑つまりは小利をむさ

即ち一人の貿易商が外人の

ぼって大損を招く結果になる︒

十二233 ︿略﹀︑つまりは小利をむさ

十二235

即ち一人の貿易商が外人の

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︒

︿略﹀金運の嚢展をもさま

︿略﹀︑貿易の不振を招き

信用を失ふやうな事をすれば︑︿略﹀︒

十二236

十二237

く略V︒

十二237

を一を
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昔は個人の利益を螢むのが

たげることになるQ
十一一2310

商業であると思はれてるた︒
︿略﹀︑自己の利益を除いて

は︑殆ど何物をも眼中に置かず︑

十一一241

︿略﹀︒

︿略﹀︑殆ど何物をも眼中に

置かず︑︿略﹀︒

十二242

十二247 文明の進んだ今日尚此のや

ひ

うな考を持つのは︑大きな誤といは
ゆ

ねばならぬ︒

︿略﹀︑しづのをだまき

十二257図圃由比の濱邊を右に見
て︑︿略﹀︒

十二272図圃

くりかへし かへしし人をしのび
つ﹂︒

橋 ・ ロ ン ド ン 橋 を始め︑︿略﹀︒

十二293国 テームス川を飾るタワー

橋 ・ ロ ン ド ン 橋 を始め︑︿略﹀︒

十二295圏 テームス川を飾るタワー
十二2910囲 昨日大英博物館を一覧し
ました︒

十二305圏市街を見物して私の特に
︿略﹀︑市民が交通道徳を

感心したのは︑︿略﹀︒

十二306團
重んずることです︒
やうなことはありません︒

十二309国 く略V︑むやみに先を孚ふ

十二312圏 一昨日朝ロンドンを出登
して午後早くパリーに着きました︒
︿略﹀︑道を往罰してみる

人 間 や 自 動 車 な どは︑︿略﹀︒

十一一333田

十二338国あ＼︑此のむざんな光景
を御らんなさい︒

︿略﹀︑うすら寒い秋風を

︿略﹀︑もう沿道の田畑に

浴びながら︑︿略﹀︒

十二3310團

十二3410團
は農夫が鍬を振るってをり︑︿略﹀︒

︿略﹀︑彼等が大戦後にお

ひへい

ける自國の疲弊を回復するため盛に

十二356圏

︿略﹀紺青の空にそびえ

活動してみるのにはく略﹀︒

十二367国

二人は戸外にた﹄ずんでし

彼は突然かういって足を止

︿略﹀︑薄暗い小路を通り︑

て雪をいた〜くアルプの連峯︒
十二374
︿略﹀︒

十二378
めた︒

十一一379

そんなことをいったつて

ばらく耳をすましてみたが︑︿略﹀︒

十二385園

めた︒

十二424

友人がそっと立って窓の戸

き

つ

ひばは抵抗力を有し︑松

ていかう

用ひられ︑︿略﹀︒

は揮力に富み︑︿略﹀︒

十一一479図

十二523

光澤と香氣とを有し︑ね

︿略﹀強烈なる力を受く

これは奥入瀬川を十町鯨り

︿略﹀︑魚類のさかのぼる道

ねぢは︑これ等の道具や時

く略V︑どれを見ても自分

一かどの役目を勤めて世

間の役に立つのに︑どれもこれも不

十二548園

よりは大きく︑︿略﹀︒

十二547囹

計をあれこれと見比べて︑︿略﹀︒

十二541

したが︑︿略﹀︒

ねぢは驚いてあたりを見廻

を絶ってるるからである︒

のは此の曲である︒

︿略﹀・曲物の類に至る

今其の主要なるものを墨

十二529

十二459図

ひのき
ぐれば︑杉・檜・もみ・︿略﹀︒

下った虜に大きな瀧があって︑︿略﹀︒

十二522

攣化は極めて少い︒

十二515 ︿略﹀︑一年を通じて水位の

我が國の木材中の首位を占む︒

十二494図 ︿略﹀︑其の豊富なること

之を見ざる虜なく︑︿略﹀︒

十二493下松に至りてはく略﹀殆ど

るものを製作するに適せり︒

十二487図

を受くるものを製作するに適せり︒

櫓・車・運動器具の如き強烈なる力

ろ

十一一486図 ︿略﹀︑かしはく略﹀︑

磨けば美麗なる光澤を生じ︑︿略﹀︒

十一一482図中にもけやきはく略﹀︑

たり︒

十二4710図 ︿略﹀︑各其の特性を具へ

位を有する等︑︿略﹀︒

︿略V︑ピヤノとひき手の顔 十二479図 ︿略﹀︑落葉松は一種の品

をあけると︑︿略V︒

十二425

︿略﹀︑さつき娘がひいてゐ

を照らした︒

十二431

彼は再びピヤノの前に腰を

た曲を又ひき始めた︒

十二436
下した︒

それでは此の月の光を題
︿略﹀︑彼はしばらくすみき

十二437園
に一曲︒

十二438

︿略﹀月が次第引々にやみ

つた空を眺めてみたが︑︿略﹀︒

十一一4310

ベートーベンは︑ちよつと

きやうだいは口を揃へてい

の世界を照らすやう︑︿略﹀︒

十二個9
つた︒

十二45一

ふりかへってめくらの娘を見た︒

げた︒

ベートーベンは急に戸をあ 十二454 ︿略﹀︑かの曲を譜に書きあ

仕方がない︒

十二389

︿略﹀︑ベートーベンはピヤ

︿略V若い男が靴を縫って 十二455 ︿略﹀︑不朽の名聲を博した

けてはいって行った︒

みる︒

十二392
十二413

十二468図

まで︑一として杉を用ひざるなし︒

一音は一音より妙を加へ神 十二467図

ノの前に腰を掛けて直にひき始めた︒

十二417

︿略﹀︑何をひいてみるか彼

に入って︑︿略﹀︒

十二417

ばり強くして︑︿略V︒

されど何れも美しき光澤
を有するが上に︑︿略V︒

ベートーベンの友人も全く 十二474図

自らも畳えないやうである︒

十二4110

一同夢に夢見る心地︒

ベートーベンはひく手を止 十二475図 ︿略﹀︑諸種の箱を作るに

我を忘れて︑

十二423
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︑足は無ささうである︒

十二555 二人は岩盤らを見廻してゐ
たが︑男の子はやがてく略V︒
れこれといちり始めた︒

︿略﹀︑やがてピンセットで

ねぢをはさんで機械の穴にさし込み︑

十二591

りゆうつ

︿略﹀しっかりとしめた︒

ゆ

︿略﹀︑忽ち愉快さうにかち

ねぢは︑自分が此虜に位置
時計師は仕上げた時計をち

今日一墨家を形成する

國旗は實に國家を代表す

︿略﹀後者の國旗とを合して一旗と
なし︑︿略﹀︒

十二624図︿略﹀︑更にアイルランド
の加はるに及び︑白地に斜赤十字の
徽章ある其の國旗を合はせて︑遂に

十一一642図 ︿略﹀︑中央の白地中に王

家の紋章を表せり︒

希望の色として緑を加へ︑︿略﹀︒

十一一644図︿略﹀︑統一の成功を祈る

十二644図 ︿略﹀︑統一の成功を祈る

︿略﹀︑更に王家の紋章を

希望の色として緑を加へ︑︿略V︒

︿略﹀國旗は︑或は其の

十二647図︿略﹀︑或は其の國民の理

首鼠の歴史を暗示し︑︿略﹀︒

十二646図

配したるものなり︒

︿略﹀︑遂に今日の如き形 十二645図

今日の如き形式をなすに至れり︒
十一一624図

アメリカ合衆國の國旗は

式をなすに至れり︒

十二626図

一定不攣の部分と︑攣化を許された

リや王はもう八十の坂を越

せざるべからず︒

國の國旗に封しても︑常に敬意を表

十二6410図故に我等は︑︿略﹀︑諸外

を尊重すると同時に︑︿略﹀︒

十一一649図 故に我等は︑自身の國旗

く略V横筋は︑濁立當時 想・信仰を表すものなれば︑︿略﹀︒

る部分とより成る︒

十二628図

の十三州を表すものにして︑︿略﹀︒

十二6210図︿略﹀星章は︑常に州の
敷と一致せしむるを定めとす︒

此の三色は︑自由・平
等・博愛を表すものと敵せらる︒

今我が國を始め主なる諸 十二633図

外國の國旗に就いて述べん︒

十二6010図

る標識にして︑︿略﹀︒

へう

十一一609図

所なし︒

國々にして︑笹杢の制定せられざる

十二608図

よっと耳に潤ててから︑︿略﹀︒

十一一597

を占めたために︑︿略﹀︒

十二595

くと音を立て始めた︒

十一一594

十一一556 ︿略V仕事毫の上の物をあ 十一一593 龍頭を廻すと︑︿略﹀︒
︿略 ﹀ ︑ や が て か の 小 さ な ね

ぢを見附けて︑﹁︿略﹀︒﹂

十一一557

十二559 男の子は指先でそれをつま
まうとしたが︑︿略﹀︒

せた︒

時計師は︿略﹀仕事皇の上

十二561 子どもは思はず顔を見合は
十一一566
を見て︑︿略﹀︒

十二568園 誰だ︑仕事毫の上をかき
廻したのは︒

十二572 ねぢは之を聞いて︑飛上る
やうにうれしかった︒

を横に染分けたるものはドイツの國
旗なり︒

十二637図國旗の色彩が其の國の人
種を表すものに︑支那の國旗あり︒

十一一638図即ち赤・黄・藍・白・黒

の五色を横に並べたるものにて︑

くわいきやう

イタリヤの國旗は︑緑・
白・赤の三色を縦に染分け︑︿略﹀︒

十二641図

黒は西藏人を代表するなり︒

ちぺっと

洲人︑藍は蒙古人︑白は回彊人︑

もうこ

スを三分して娘たちに與へ︑︿略﹀︒

連れて月代りに三人の娘の許に身を

十二661 ︿略﹀︑自分は百人の家來を

︿略﹀月代りに三人の娘の

寄せ︑︿略﹀︒

十二662

︿略﹀︑齢生を安樂に

許に身を寄せ︑︿略V︒

十二662 王は

さて領地をゆつる日に︑

は娘たちを面前に呼んで︑︿略﹀︒

十二663さて領地をゆつる日に︑王

︿略﹀︒

十二663

十二6310図︿略﹀︑赤は漢人︑黄は満 送らうと決心した︒

︿略﹀︒

えた︒

十一一635図

フランスの國旗が⁝縦に三 十二653

雪白の地に紅の日の丸を

︿略﹀︑白地は我が國民の

︿略﹀︑日の丸は熱烈燃ゆ

イギリスの國旗は︑今日

︿略﹀幾多の攣化を重ね

︿略﹀前者の國旗と︑

色を分ちたるに封して︑︿略﹀︒

十一一581 其の時︑今まで雲の中に居 十二612図

十二636図く略V︑黒・赤・金の三色 十二6510 王は其の治めてみるイギリ

十二622図

たるものなり︒

十二618図

重ねたるものなり︒

の形式を具ふるまでに幾多の攣化を

十一一617図

いふべきか︒

るが如き愛國の至誠を表すものとも

十一一616図

純正潔白なる性質を示し︑︿略﹀︒

十二615図

がら旭日昇天の勢あるを思はしむ︒

ゑがける我が國の國旗は︑︿略﹀︒
りゆう

︿略﹀︑國運の隆昌さな

た 太 陽 が 顔 を 出 したので︑︿略﹀︒

十二614図

十二583 するとねちが其の光線を受
けてぴかりと光った︒
仕事塁のそばに︑ふさぎこ

んで下を見つめてみた女の子が

十一一584

︿略﹀︒

十一一584 ︿略﹀女の子がそれを見附
けて︑︿略﹀︒

十二588 時計師は早速ピンセットで
ね ぢ を は さ み 上 げて︑︿略﹀︒

出してそれをいぢ つ て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二5810 さうして一つの懐中時計を

出してそれをいぢ つ て み た が ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

十二5810 さうして一つの懐中時計を

を一を
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十二665圏 お前たちのうちで誰が一
番此の父を大事に思ってくれるか︑
わしはそれが知りたいのだ︒

十二671園 ︿略﹀ほんたうに自分の
命よりも父上を大事と存じます︒

十二674 ︿略﹀王は︑地圖を指さし
ながら領地の三分の一を與へた︒

十二675 ︿略﹀王は︑地鼠を指さし
ながら領地の三分の一を與へた︒
みる通りをおっしゃいました︒

十二677圏 ︿略﹀姉上は私の思って

樂 し み を 退 け て も︑︿略﹀︒

事を申し上げてみるのでございます︒
さうして残りの領地を二分

家來の中にはしきりに王を

して︑姉二人にやってしまった︒

十一一6910

十二702

コーデリヤはすごくと父

なだめた者もあったが︑︿略﹀︒

十二704
リや王はフランス王を其の

の許を去らなければならなかった︒

十二706
場に呼んで︑︿略V︒

︿略﹀︑コーデリヤを勘當し

たことを告げた︒

十二706

十二679園私はありとあらゆる身の 十一一707 ︿略﹀︑コーデリヤを勘當し
しかしフランス王は一部始

たことを告げた︒

十二679園 く略V︑ひたすら父上を大 十二708

︿略﹀︑コーデリヤの歩軍な

終をよくくき＼たゴして︑︿略﹀︒

︿略﹀︑ひたすら父上を大 十二709

事 に 致 す の を ︿ 略﹀︒

十二6710園

事に致すのを此の上もない仕合はせ

答の中にも十分子心のこもってみる
リや王は百人の家來を連れ

のを認め︑︿略﹀︒

︿略﹀先づ姉娘ゴネリルの
許に身を寄せた︒

十二712

て︿略﹀︒

十二71一

と存じてをります ︒

十二681 王はリガンにも三分の一を
與へた︒

十二683 王は満面に笑みをた＼へな
がら︑︿略﹀︒．

其の上筆に百人の家來を五

ところがリガンは︑まだ父

ところがリガンは︑まだ父
ふのを口實にして︑︿略﹀︒

上を迎へる準備が整ってみないとい

十二718

ふのを口實にして︑︿略V︒

上を迎へる準備が整ってみないとい

十二718

十人に減ずるやうにといった︒

十一一714

に無愛想な仕向をした︒

十二683 ︿略V︑今や遅しと其の答を 十一一714 二週間もた﹂ぬ中にもう王
待受けてみる︒

十二686 王は自分の耳を疑ふかのや
うに目を見張つた ︒

十二686 ︿略V目を見張つた︒
十二6810園 唯私は子としての務を書
く し た い と く 略 ﹀︒

十二692 娘の言葉を物足りなく思つ
た王は︑︿略V

十二695圏父上︑私は唯ほんたうの

十二召9

︿略﹀︑すげなくも王を内に

王は尚あらぬ言葉を口走つ

てはみたが︑︿略﹀︒

十二759

コーデリヤはそれを聞いて

コーデリヤはそれを聞いて

其の後老王はコーデリヤの

まぐろを取る方法はいろ

十二782

十二778

︿略﹀︑漁夫が絶えずまぐろ

︿略﹀︑其の先へ身網を張る︒

三百間も長く垣網を張り︑︿略﹀︒

十二778 ︿略﹀︑海岸から沖の方へ二

來る場所を選んで︑︿略﹀︒

十一一776 先づ岸近くまぐろの寄って

ひしゃくに似てみる︒

を海中に張った形はちやうど大きな

十二769 だいぼう網は︿略﹀︒ これ

くあるが︑︿略﹀︒

十二766

いふ︒

孝養によって書生を虚業に送ったと

十二763

腸をちぎられるやうな思がした︒

十二76一

腸をちぎられるやうな思がした︒

十二76一

責めて娘にわびる眞心が︿略﹀︒

十二7510 ︿略﹀︑前非を悔い︑自分を

責めて娘にわびる眞心が︿略﹀︒

全領地を二分目て與へてや 十二7510 ︿略V︑前非を悔い︑自分を

入れなかった︒

十二7110

王は︿略﹀︑とある小屋に

つた二人の娘が︑︿略﹀︒

十二726

父の身の上を案じながらフ

一夜を明かしたが︑︿略﹀︒

そこでコーデリヤは︿略﹀

︿略﹀︑やがていたましい報

ランスに行ったコーデリヤは︑︿略﹀︒

十一一728
十二729
知を得た︒

十二731

家來は荒野にさまよってゐ

家來を連れてイギリスに渡った︒

十二733

︿略﹀侍瞥はとりあへず老

たりヤ王を見附けて︑︿略﹀︒

コーデリヤは眠ってみる父

王に藥を與へて静かに眠らせた︒

十二735
十二736

の衰へ果てた姿をつくづくと見て︑
︿略V︒

まあ︑此のお

ひげ
十二738園︿略﹀︑此の白い髪や髭を
御覧になったら︑︿略﹀︒

十一一741園︿略﹀︑

︒

やがて眠から畳めた王は︑

膿であのひどい嵐の中を

十二749

群をなして寄せて來たまぐ

の詣るのを見張ってみる︒

︿略﹀︑そばに居るコーデリ 十二783

︿略﹀あたりを見廻し︑︿略﹀

十二7410

其の時魚見やぐらの上で旗

ろは︑先づ垣網に驚き︑︿略﹀︒

を揚げて︑︿略﹀︒

コーデリヤは父の手を取つ 十二785

やを見て︑﹁︿略V︒﹂

十二753

お前はわたしをうらんで

十二786 ︿略﹀︑網口の近くに番をし

いったといふ合圖をすると︑︿略V︒

涙をこぼしてくれるのか︒ 十二786 ︿略﹀︑まぐろの群が網には

て泣きながら︑﹁︿略V︒﹂

十二755園

みるはずだが︒

十一一755圏

889
を一を

て る る 漁 夫 が ︿ 略﹀︒
たる人︑︿略V︒

︿略﹀︒

によりて略く知ることを得たれども︑

の地層にあらざることは︑此の探検

︿略﹀︑封岸の大陸に渡り

てさまぐの物語を聞くに︑︿略﹀︒
十一一糾2図

て其の地の模様を探るは︑︿略﹀︒

︿略﹀︑かへって目的を達

︿略﹀︑平心はく略V︑切
︿略﹀︑切に己をともなは
んことを求む︒

十二糾5図

に己をともなはんことを求む︒

十二餌5図

するに便なることを知りぬ︒

十一一別3図

するに便なることを知りぬ︒

十二827図樺太が離れ島にして大陸 十二餌2図 ︿略﹀︑かへって目的を達

樺太の海岸を探検せり︒

十二787 ︿略﹀漁夫が急いで網口を 十二825図 ︿略﹀︑松田国十郎と共に
しめてしまふ︒

と掛聲を掛けなが ら く 略 ﹀ ︒

十一一789 ︿略﹀漁夫が︑えんやく

うつ

十二789 ︿略﹀西宮を掛けながら身
網を一方からたぐって行く︒
︿略﹀︑更によく之を確め

んがために︑︿略﹀︒

︿略﹀︑まぐろは水面に渦巻 十一一828図

︿略﹀︑此庭にて土人を雇

き

記録一切を取りまとめ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑風波をしのぎ︑飢 十一一849図 ︿略﹀︑林藏はこれまでの

寒と職ひ︑︿略﹀︒

十二832図

ひて從者となし︑︿略﹀︒

︿略﹀︑背びれを水上に現し 十一一831図

を起したり︑︿略﹀ ︒

十一一791

十一一791

たりして泳ぎ廻ってみる︒
と︑其の周園を船で取巻いてしまふ︒

十一一793 網の中がいよく狭くかる

かぎ

ぜず︒

ぜず︒

十二837図

いふやう︑︿略＞Q

十二852図園我若し彼の地にて死し
く略V波荒くして舟を進 たりと聞かば︑汝必ず之を白主に持
蹄りて日本の役所に差出すべし︒
けふ

︿略﹀︑山を越えて東海岸 十一一856図 ︿略﹀︑小舟に乗じて今の

それより山を越え︑河を

間宮海峡を横ぎり︑︿略﹀︒

それより山を越え︑河を

それより山を越え︑河を

其の間︑山にさしか＼れ

︿略﹀︑河・湖に出つれば

また舟を浮べて進む︒

十一一859図

ば舟を引きて之を越え︑︿略﹀︒

十一一859図

ば舟を引きて之を越え︑︿略﹀︒

十二859図其の間︑山にさしか﹂れ

下り︑湖を渡りて︿略﹀︒

十二857図

下り︑湖を渡りて︿略﹀︒

十一一857図

下り︑湖を渡りてく略V︒

︿略﹀︑誉者の土人等ゆく 十二857図

︿略﹀土人に親しみ︑さ

網をすき︑舟を漕ぎ︑

網をすき︑舟を漕ぎ︑

︿略﹀しばらく時機の至

︿略﹀從ふことをがへん

ての危除を恐れて從ふことをがへん

十二836図

に出でんとすれば︑︿略﹀︒

十二835図

むべくもあらず︑︿略﹀︒

十二835図

いふ虜にたどり着きたり︒

かして樺太の北端に近きナニヲーと

十二794 漁夫はめいく手に一ちや 十二833図 く略V︑非常なる困難をを 十二餌10図 ︿略﹀︑之を從者に渡して
かぎ

う つ つ の 鈎 を 持 ち︑︿略﹀︒

︿略 ﹀ ︑ は ね る は ず み を 利 用

ま ぐ ろ を 引 っ か け︑︿略﹀︒

十二795 ︿略﹀鈎を持ち︑狂ひ廻る
十一一795

して船中に引上げる︒
︿略﹀︑坐れふ旗を風になび

か せ な が ら ︑ ︿ 略V︒

十二799

十二811圏 ︿略﹀︑たぎる引潮あら渦
を巻き︑︿略﹀︒

船頭勇まし︑此の潮筋を

落し漕ぎゆく︑木の葉舟︒

十一一817圏
からふと

十二841図

︿略﹀︒

十二8310図

︿略V︒

十二8310図

るを待ちぬ︒

十二821図 樺太は大陸の地績なりや︑ 十二839図
又は離れ島なりや︑世界の人は久し
く之を疑問としたりき︒

十二821図 然るに其の實際を調査し
て此の疑問を解決したる人︑遂に我
が日本人の中より現れぬ︒

十二822図 ︿略﹀此の疑問を解決し

十二8510図木の枝を伐りて地上に立

て︑上を木の皮にておほひ︑︿略﹀︒

て︑上を木の皮にておほひ︑︿略﹀︒

十二861図木の枝を伐りて地上に立

十二862図 ︿略﹀︑八人一所にうつく

土人等林野を珍しがりて

まりて僅かに雨露をしのぐ︒

十一一863図

土人等林藏を珍しがりて

之を他の家に連行き︑︿略﹀︒

十二864図

之を他の家に連行き︑︿略﹀︒

探り︑或は手足をもてあそびなどす︒

十二865図︿略﹀︑或は抱き或は懐を

十二865図 ︿略﹀︑或は抱き或は懐を

やがて酒食を出したれど

やがて酒食を出したれど

探り︑或は手足をもてあそびなどす︒

十二866図

も︑︿略﹀︒

十二866図

土人等怒りて林藏の頭を

も︑林藏は其の心をはかりかねて顧

みず︒

土人等怒りて林藏の頭を

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二867図

十二867図

折よく同行の樺太人士り

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

折よく同行の樺太人士り

て土人等を平し︑林藏を救ひ出しぬ︒

十二868図

十二869図

翌日此の地を去り︑河を

て土人等を叱し︑林藏を救ひ出しぬ︒

さかのぼること五日︑︿略﹀︒

十二8610図

翌日此の地を去り︑河を

さかのぼること五日︑︿略﹀︒

十二8610図

十二872図デレンは各地の人々來り

を一を

890

集りて交易をなす庭なり︒

十二874図 ︿略﹀︑彼は土地の事情を
研究することを怠らざりき︒

︿略V提出された案は︑

︿略﹀︒そこで天皇が之を裁可せられ︑

十一一897
公布せしめられると︑︿略﹀︒

り愼重な手績を纒る︒

しん

十二874図︿略﹀︑彼は土地の事情を 十二902 ︿略﹀︑其の制定も出來る限
研究することを怠らざりき︒

賛を経なければならぬが︑︿略﹀︒

十二876図二途一行は黒龍江を下り 十二902 唯法律は必ず帝國議會の協
て河口に達し︑︿略﹀︒

一國文化の程度は︑其の國

我々は常に調法にしたがつ

︿略﹀國の品位を高めるこ

とにっとめなければならぬ︒

十二907

て幸福な生活を螢み︑︿略﹀︒

十一一906

測ることが出動るといはれてみる︒

民が國法を守る精神の厚薄に依って

十二876図 ︿略﹀︑海を航してノテト 十二904
に飾れり︒

に別れを告げ︑︿略﹀︒

十二877図 前庭にて林藏はコー二等

ちつちよ

十二883 法律は︑國家といふ共同生
活を︑秩序ありかつ幸福なものにす
るための規則であ る か ら ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

ぼろを着た農夫は玉のやう

︿略﹀田をすき起し︑︿略V︒

︿略V玉のやうな汗をかい

な汗をかいて田をすき起し︑︿略V︒

十二913

を見廻つたことがある︒

十二885 法律は︑︿略﹀︑いやしくも 十二913 或時︑︿略﹀︑農夫の働く様

法律を制定するには︑︿略﹀︒

國民たる者は必ず之を守らなければ
ならぬ︒

十二886

十一一914

て︿略﹀︒

十一一887 法律を制定するには︑政府 十二914

又は貴衆両院の何れかが其の案を作
成して黒星に提出する︒

會︒第二讃會・第三讃會の三度の會

︿略﹀︑農夫や牛の勢苦を思

に傷つけられた轟をついばんだ︒
十二918

彼はだんく物思に沈むや

︿略﹀︑轟の運命をあはれん

ひやると共に︑︿略﹀︒

十二918
だ︒

十二919

うになった︒それを見てひどく氣を
もんだ父王は︑︿略﹀︒

しかし彼は城外に出る毎に︑ 十二946

︿略﹀︑彼に妃を迎へ︑︿略﹀︒

ひ

十二9110

︿略V︑彼はいくら苦行をし

そこで彼は︿略﹀︑たま

を飲んで元氣を回復した︒

く其虜にみた少女のさ㌧げた牛乳

十二948

ても更に効のないことを知った︒

十二947 ︿略﹀︑彼はいくら苦行をし

ても更に効のないことを知った︒

を試みた︒

十二923

杖にすがるあはれな老人や︑︿略﹀

こんな事を次から次へと考

︿略﹀︑益く世のはかなさを

をまのあたり見て︑︿略﹀︒

感じた︒

十二924

十二927

へては︑︿略﹀︒

を受ける外はない︒

めてしまったものと思ひ︑︿略﹀︒

十二9410 ︿略﹀︑繹迦が全く修行を止

を飲んで足止を回復した︒

十二929園此の上は聖賢を訪うて教 十二948 ︿略﹀少女のさ＼げた牛乳

十二929園此の上は聖賢を訪うて教
を受ける外はない︒

十二957

それから繹迦はブッダガヤ

彼は夜もすがら静坐してひ

十二955 ︿略﹀悟の道を求めた︒

の道を求めた︒

來る心の迷をしりぞけて唯一筋に悟

十一一954 さうして日夜次々に起って

に思をこらした︒

の緑色濃き木陰に静坐しておもむろ

十二953

彼を捨てて立去った︒

父のいさめも妻のなげきも︑ 十二9410 ︿略﹀五人の友は︑︿略﹀︑

︿略﹀︑人知れず宮殿を出て

此の決心をひるがへすことは出來な

十一一931

かった︒

十二933

師を求めてあちらこちらさ

修行の途に上った︒

十二934

かねて繹迦の徳をしたって

まよってみるうちに︑︿略﹀︒

十二935

みたマガダ竜王は︑︿略﹀︒

其の刹那︑彼は︿略﹀︑は

たすら思をこらしてみると︑︿略﹀︒
せつ

十二961

︿略﹀此の尊い心境を世界

つきりとまことの道を悟り得た︒

︿略V︑自分の國をゆづらう 十二959

彼は更に其の邊の名高い學

の人々と共にせずにはみられぬとい

︿略﹀︑六年の間種々の苦行

繹迦は世を救ふ手始として

者を尋ね廻って説を聴いたが︑どれ

十二944

先つかの五人の友をたつねた︒

繹迦は世を救ふ手始として

先つかの五人の友をたつねた︒

十二963

ふ慈悲の心が︑︿略V︒

︿略﹀名高い學者を尋ね廻
つて説を聴いたが︑︿略﹀︒

十二939

にも満足することが出窓ない︒

十二939

とまで申し出たが︑︿略﹀︒

十二937

を思ひ止らせようとして︑︿略V︒

十二889 討議の形式は︑普通第一讃 十二916 折から飛下りて來た鳥が鍬 十二936 ︿略﹀ マガダ國王は︑修行
議を纏ることになってみる︒

龍に調査し︑︿略﹀︒

十二8810 即ち第一讃會で其の案を大
十二892 ︿略﹀︑第三讃會で法律案全
艦の可否を議決する︒
ば︑其の案を他院に移す︒

十二892 かうして其の院で可決すれ

十二895

だ父王は︑︿略﹀︒

︿略﹀議長から前務大臣を 十二9110 それを見てひどく氣をもん 十一一941園 自分一人で修行をしよう︒ 十二965

出て奏上する︒
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を一を

︿略 ﹀ ︑ 其 の 慈 悲 圓 満 の 姿 を

十二966 かつて繹迦を見捨てた彼等
も︑︿略﹀︒

十一一968

見ては︑思はず其の前にひざまっか
ざるを得なかった︒
︿略﹀︑思はず其の前にひざ

まっかざるを得なかった︒

十二969

繹迦は︿略﹀︑なほつゴれ

來なかった︒

繹迦は︿略﹀︑各地を巡つ

うゑ
をまとひ飢と戦ひつ﹂︑︿略﹀︒

十二982
十二983
て道を傳へてるたが︑︿略﹀︒

︿略﹀︑各地を巡って道を傳

へてみたが︑︿略﹀︒

十一一983

︿略﹀︑これまで教を受けた

︿略﹀四方から集って別れ

を惜しんだ︒

十二986

人々が四方から集って︿略﹀︒

十二985

ガラ附近の林中に留った︒

十二9610 彼等は繹迦の教を聴いて即 十二984 ︿略﹀︑遂に病を得てクシナ
座に弟子となった︒

十二971 績いて繹迦はマガダ國王を
︿略﹀ねんごろに道を説聞

たつねて︿略﹀︒

十一一971
かせ︑︿略﹀︒

を行ひ書くし︑︿略﹀︒

十二972 ︿略﹀︑父王・妻子を始め國 十二988園私は行はうと思ったこと
民を教化して故郷の恩に報いた︒

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を
さますも︑︿略﹀︒

佐保・佐紀の連岡に北を

限り︑︿略﹀︒

十二棚6図

たかまど
十一一梱7図︿略﹀︑春日・高圓の山々
を東に︑︿略﹀︒

い こま
︿略﹀︑矢田山・生駒山を
西にひかへて︑︿略﹀︒

十一一棚8図

を仰ぎ︑︿略﹀︒

十一一梱10図︿略﹀︑北に大内裏の宮殿

ロリ

すざく
十一一鯉1図入略﹀︑朱雀の大路南に走

りて︑南端に羅城門をふまへたる古
今若草山に登りて古京の

の奈良の都は︑︿略﹀︒

十一一撹4図

跡を展望すれば︑︿略V︒

を︑大宮人の櫻かざし紅葉かざして

更に首を回らして南を望

往壊しけむ︑︿略﹀︒

十二榴4図

めば︑︿略﹀︒

か

ぐ

更に首を回らして南を望
めば︑︿略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂と諭して静かに眼 十二欄4図
きない

ふ

愛すべく美しき山野は︑

︿略﹀︑激流岩をかむ山國川

︿略V︑激流岩をかむ山國川
を右に見て︑︿略﹀︒

十二脳1

を右に見て︑︿略﹀︒

十一一悩1

びて︑言いよく深きを魯兄ゆ︒

更に太古以來の歴史と結び文學と結

十二鵬9図

多武峯・吉野山の山々連なるを見る︒

た

山まゆの如く︑其の南に一きは高く

︿略﹀︑今は唯畿内の一都 十一一佃6図 ︿略﹀・天の香久山の三

えり

︿略﹀︑森二塁ら人の襟を

︿略﹀︑五丈三尺の大佛一

正さしめ︑︿略﹀︒

十一一998図

み︒

市として僅かに古の名残を留むるの

十二996図

を閉ぢた︒

十二992

私は永遠に生きてをる︒

いくが其の教をまじめに行ふ所に

十二991囹私のなくなった後も︑め

つたことを語り書くした︒

十二973 ︿略﹀國民を教化して故郷 十二989園私はく略V︑語らうと思十二鵬2図 ︿略﹀うちつゴく都大路
︿略﹀︑中には彼をそねむあ

の恩に報いた︒

十二975

︿略﹀︑迫害を加へようとす

まり︑︿略﹀︒

十二976
るものさへも出て來た︒

︿略﹀繹迦の名望をねたみ︑

︿略 ﹀ 繹 迦 の 名 望 を ね た み ︑

幾度か彼を害しようとした︒

十二978

十一一978

幾度か彼を害しようとした︒

下 に み る の を 見 附けて︑︿略﹀︒

十二979 或時の如きは︑繹迦が山の

十二9710 ︿略﹀︑上の方から大石をこ 十二999図

︿略﹀︑尚三重五重の塔︑

千二百年の面影を残せり︒
猿澤の池水に影をうつしてく略V︒

さるさは

︿略﹀︑石は繹迦の足を傷つ 十二欄1図

ろがしたが︑︿略﹀︒

十一一9710

けただけで︑︿略﹀ ︒

十二981 ︿略﹀︑目的を果すことは出 十二棚4図 ︿略﹀鹿の︑︿略﹀︑秋よ

行くと︑︿略﹀︒

十二悩2 ︿略﹀︑川沿の道をたどって

遂には路の前面に突立って人のゆく

十二悩3 ︿略﹀︑左手の山は︿略﹀︑

︿略﹀絶壁をたよりに︑見

てをさへぎつてしまふ︒

るから危げな敷町のかけはしを造つ

十二悩6

たものであるが︑︿略V︒

のかけはしを造ったものであるが︑

十二悩6 ︿略﹀︑見るから危げな敷町

︿略﹀︒

して水中に落ち︑︿略﹀︒

十二悩7 ︿略﹀︑昔から之を渡らうと

十二悩8 ︿略﹀︑命を失った者が幾百

人あったか知れない︒

岩山に︑︿略﹀︒

十二悩10 ︿略﹀︑路をさへぎつて立つ

十一一価1 ︿略﹀︑毎日黒々根冠よくの

みを振るって︑︿略﹀︒

十一一価1 ︿略V︑三盆なく穴を掘って

身には色目も見えぬ破れ衣

みる僧があった︒

十二塒2

僧は名を輝海といってもと

越後の人︑︿略﹀︒

をまとひ︑︿略﹀︒
ぜんかい

十二価5

れい
十二価5 ︿略﹀︑諸國の塞場を拝み巡

︿略﹀︑たまく此の難虜を

つた末︑︿略﹀︒

通って︿略﹀︒

十二価6

十一一価7 ︿略﹀幾多のあはれな物語

を耳にし︑︿略﹀︒

十一一塒8 ︿略﹀︑どうにか仕方はない

を一を
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ものかと深く心をなやました︒

十二価9 ︿略﹀︑遂に心を決して︑
︿略﹀︒

︿ 略﹀︑一身をさ＼げて此の

︿略﹀︑一身をさ＼げて此の

岩山を掘抜き︑︿略﹀︒

十一一鵬10

十二価10
岩 山 を 掘 抜 き ︑ ︿略V︒

十二鵬1 ︿略﹀︑萬人の爲に安全な路
を 造 っ て や ら う と︑︿略﹀︒

︿略﹀︑神佛に堅くちかって

此の仕事に着手したのであった︒之

十二鵬3

︿略﹀ ︑ 彼 を 氣 違 扱 ひ に し て

を 見 た 村 人 た ち は︑︿略﹀︒

十一一鵬3
相手にもせず︑︿ 略 V ︒

十二鵬4 子どもらは仕事をしてみる

としてのみの手を休めない︿略﹀︒

ほら

十二佃7此の洞穴と︑︿略﹀僧の根
氣とを見た村の人々は︑︿略﹀︒

そこで人々はいっそ我々も
︿略V︑︸日も早く洞門を開

出來るだけ此の仕事を助けて︑︿略V︒

十二佃2
十一﹇柵3
︿略﹀︑老僧の命のあるうち

通し︑︿略﹀︒

十二佃4
に其の志を遂げさせると共に︑︿略﹀︒

十二佃3

︿略﹀︑仕事を助ける者が又

かうして︑老僧が始めての

ぼつくと出満て來た︒
十二佃4

みを絶壁に下してからちゃうど三十
︿略﹀︑彼が一生をさ﹂げた

年目に︑︿略﹀︒

十二柵5

今では此の洞門を掘りひろ

大工事が見事に成就した︒

十二柵9

げ︑長々に手を加へて︿略﹀︒

︿略﹀︑庭々に手を加へて奮

十二佃9

︿略﹀︒

︿略﹀︑憎々に手を加へて奮
︿略﹀︑一部は尚昔の面目を

︿略V︑輝海一生の苦心を永

を得たり︒

十二M3図

かねて此の希望をみたさ

︿略﹀様々の實験を重ね
︿略﹀︑徒に多くの時日と

︿略﹀︑豫想以上の好結果

を作りて實験せしに︑︿略﹀︒

十二悩2園主は直に竹を以て炭素線

金鏡とを費したるに過ぎざりき︒

十二旧4図

しが︑これまた失敗に終りぬ︒

十二備2図

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二佃！図初め彼は紙に炭素を塗り

て試みしが︑思はしき結果を得ず︒

十二佃1図

初め彼は紙に炭素を塗り

んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

十二皿1図

久に物語ってみる︒

十二川1

留めて︑︿略V︒

十二佃10

態を改めてはみるが︑︿略﹀︒

たい

態を改めてはみるが︑︿略﹀︒

たい

︿略﹀︑我々もあのくさり戸
ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

十二佃10

十二佃4
と相談して︑︿略﹀︒

十二鵬5 ︿略V︑我々もあのくさり戸
ぎ
を渡る難儀をのがれようではないか

︿略﹀洞穴の中でのみを振

︿略﹀︑其の方法をも取りき

と相談して︑︿略﹀︒

十二鵬5
めた︒

老僧のまはりに集 っ て ︑ ︿ 略 V ︒

十二鵬6 ︿略﹀︑中には古わらちや小

十二鵬7

︿略﹀︑費用を喜捨する者も

手傳をする者が一人へり二
︿略﹀薄暗い燈を便りに︑

一心にのみを振るふ

︿略﹀︑竪文をとなへながら

︿略﹀

老僧の終始一貫した根氣は︑

遂に村人を恥ぢさせたものか︑︿略V︒

十一一㎜2

ことさへあった︒

十二㎜10

︿略﹀︒

十二鵬9

るふことさへあった︒

纒文をとなへながら一心にのみを振

十二佃8

人へりして︑︿略﹀︒

十一而10

あって︑︿略﹀︒

十二佃8

るふ者もあり︑︿略﹀︒

石を投げつける者さへあった︒
もく
十二鵬7 しかし僧は︿略﹀︑唯黙々
︿略﹀︑あのやうなまねをし

としてのみを振るってみた︒
十二欄10

て︑人をろうらくするのであらうと
︿略﹀︑人をろうらくするの

いふうはさが立つた︒
十二㎜10

であらうといふうはさが立つた︒
やまをする者も少くなかった︒

十二柳1 さうして陰に陽に仕事のじ
十二研2 しかし僧は唯黙々としての
みを振るってみた︒

十二観4 かくて又幾年かたつうちに︑
︿略﹀︑十年一日の如く黙々

穴はだんく奥行を加へて︑︿略﹀︒
十二期6

十二榊3図

こ＼において彼は人を世

︿略﹀竹を採集せしめ︑

界の各地につかはして竹を採集せし

め︑︿略﹀︒

︿略﹀︒

十二餌4図

なりしかば︑專ら之によりて心を製

十二脳6図 ︿略﹀︑日本の竹竿も適當

出せり︒

を得たるもののみにてもく略﹀︒

十二脳10図 ︿略﹀︑アメリカにて特許

十二価10園 ︿略﹀︑工業界の一大革新

︿略﹀我が國では︑將來益

をうながしてゐます︒

く水力電氣の利用をはからなければ

十一而7

︿略V我が國では︑將來益

ならぬことを力説した︒

く水力電氣の利用をはからなければ

十二佃7

エヂソンが炭素線の電燈

ならぬことを力説した︒

十二佃10園

かく
く略V︑しかも比較的熱を

を獲明したのはく略﹀︒

︿略﹀ほたるの光のやう

ともなふことの少い電燈さへも

十二帽2國

︿略﹀︒

に熱をともなはないものであります︒

十二柵5園

十二柵7 ︿略﹀︑活動窮眞のフィルム

がく略﹀護火して︑多くの死傷者を

︿略﹀︑多くの死傷者を出し

出した話などを附加へた︒

た話などを附加へた︒

十二帯7

電信や電話の畿明は其の

當時實に全世界を驚かしたものであ

十二情8園
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を一を

︿略﹀︑自由に消息を交換

りますが︑︿略﹀︒

十二柵10囹
することが出下るやうになりました︒

説・講話などを居ながら聞くことが

十一一佃5 ︿略﹀︑遠い庭の息音・演
出來ることや︑︿略﹀︒

十二稲6 ︿略﹀︑進行中の汽車が無線

電話機を備へ附けてみたために危瞼

︿略﹀︑無線電話で子守歌を

︿略﹀危険を免れたことや︑

を免れたことや︑︿略﹀︒

十二佃7
︿略﹀︒

十一而8
ばう

聞かせて赤ん坊を寝つかせてみるこ
と な ど の 耳 新 し い話に︑︿略﹀︒

ばう
十二佃8 ︿略﹀赤ん坊を寝つかせて
み る こ と な ど の く略﹀︒

十二佃9 ︿略﹀耳新しい話に︑博士
は満堂の會衆を喜ばせた︒

十二冊2 最後に博士は︿略﹀︑家庭

かん
毎晩費上高の勘定を致

かもめ飛ぶ海をすべり

す時など︑︿略﹀︒

十二惚4囲国
十二擢9図圃
︿略﹀︑うったかき積荷

て︑ 船は今静かに編る︑︿略V︒

十二悩3図圏

月の十五日を期して縛攻撃

の中に 海山の寳を載せて︑︿略﹀︒

十二悩9

一墨

月の十五日を期して総攻撃

を行ひ︑︿略﹀︒

十一一悩9

︿略﹀総攻撃を行ひ︑

を行ひ︑︿略﹀︒

十二悩9

徳川方も事こ＼に至っては︑

に江戸を乗つ取る手はずである︒

十二伽1

覚悟をきめて︑もの

十一一伽1

しかし市中の混齪は蜂の巣

きん
︿略﹀緊張を示してみる︒

すごい緊張を示してみる︒

きん

あくまでも戦ふ

十二伽2

慶喜から官軍に封ずる交渉

を突いたやうなさわぎである︒

十二伽4

の全集を委任せられてみた菖幕府の

十二伽10

たかもり

︿略﹀︑安芳は三月十三日官
︿略V︑雨曝は翌日の再會を

安芳は今日こそ最後の確答

︿略﹀確答を得ようと決心
︿略﹀︑門を守ってみた兵士

して︑西郷をおとつれたのである︒

十二伽5

を得ようと決心して︑︿略﹀︒

十一一俗4

期して別れた︒

十一一偽10

軍の参謀西郷隆盛に毒見を求めた︒

十二伽8

局の圓満な解決を計ってみた︒

︿略﹀︑かねてから︿略﹀時

やすよし

陸軍縛裁勝安芳は︑︿略﹀︒

だん

における電氣の利用に就いて興味あ
だん
︿ 略 ﹀壇を下った︒

十二伽6

る話をして壇を下った︒
十一一佃2

ひ︑久しぶりにて郷里の様子をいろ

十二伽1圏圏 本日突然上田君に出會
く承り申候庭︑︿略﹀︒

りては︑郷里の三校のおもしろかり

十二伽6心念 ︿略﹀︑小学校の前を通

参りし當座は何事もわ

しことなど思ひ出し申候︒
十一一伽10國囲

︿略﹀︑仕事に興味を覧

からず︑唯氣をも む の み に て ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
十一一梱3國団

ゆるやう相成り申候︒

︿略﹀︑一せいに銃劔を取直

等が︿略﹀︒

十二梛3

其の勢に呑まれて兵士等は

︿略﹀行くてをさへぎつた︒

して行くてをさへぎつた︒
十二梛3
十一一旧6

︿略﹀諸外回が様々の考

思はず道を開いた︒

十二伽4園

︿略﹀︑日本全心にのしを

を持って見てをるので︑︿略﹀︒

十一一伽5園

つけてどこぞの國へやってしまふや

︿略﹀じっと安芳の顔を見

うな事にならぬとは決して申されま
せぬ︒

十二伽10

安芳は尚言葉を績けて︑

つめながら︑だまって聴いてみる︒
十一一伽10
﹁︿略V︒﹂

十二㎜1難中の邊の事情をよくく
何分今一磨の御評議を推

御推察下されて︑︿略﹀︒

十一一㎜6圏

︿略﹀︑追っての沙汰をお

して御願ひ申す次第でござります︒
十二個1園

やがて安芳は西郷に見送ら

待ち下さい︒

十二捌2

警衛の丘警士等は︑安芳の姿

れて門を出た︒
十一一梱3

警衛の兵士等は︑︿略﹀︑西

を見るとく略﹀︒

十二個4

郷が後に貫いてみるのを見て︑︿略﹀︒
つし
︿略﹀︑一同恭しく捧げ銃の

十二個5

安芳は自分の胸を指さして︑

禮をした︒

十二個5
︿略﹀︒

いてくれ︒

十一一矧7園 よく此の胸を見集えてお

西郷は軍令を出して翌日の

十一一個8 安芳は︿略﹀︑西郷と顔を
︑見合はせてにっこり笑った︒

十二撒9

西郷は軍令を出して翌日の

進軍を中止させた︒

十二捌9

さうして直に静岡の大総督

進軍を中止させた︒

府にはせつけて議をまとめ︑︿略﹀︒

十二梱10

十一一槻1 ︿略﹀︑更に京都に上って勅

︿略﹀︑とうく徳川方の願

裁を仰ぎ︑︿略V︒

十二齪1

安芳が一命をかけた努力と︑

意をとほさせた︒

十二槻2

西郷の果漸によって︑︿略﹀︒

十一一撹3 ︿略﹀︑江戸の市民も徳川家

我が國が世界無比の二千を

もわざはひを免れて︑︿略﹀︒

十二瀧7

我が國が︿略﹀︑三千年の

有し︑︿略﹀︒

十二槻8

君と親とに眞心を捧げ書く

光輝ある歴史を展開し來って︑︿略﹀︒

十二湿10

忠孝は實に我が國民性の根

して仕へる忠孝の美風がく略V︒

十二駕2

︿略﹀日本は︑國家を建設

本をなすもので︑︿略﹀︒

十二偽4

する上に頗る有利であった︒

ふことを許さないから︑︿略﹀︒

十二偶6 ︿略﹀︑容易に外敵のうかゴ

十一一偽6 ︿略﹀︑國家の存立を危くし︑

︿略﹀︒

を一をもって

894

︿略﹀︑國家の存立を危くし︑

十二価3

さ

殊に徳川幕府二百忘年の鎖

小天地を理想郷と観じて︑世界の大

國は︑國民をして︿略﹀︑徒に此の

十二偽7

前盛の生活をおびやかすやうな危機

︿略﹀︑世界の大勢を知らぬ

其の結果今日も尚士民は眞
︿略﹀︑人を信じ人を容れる
︿略﹀︑人を信じ人を容れる

そこで海外に移住しても外

︿略﹀︑昔から此の島國で荒

今日我が國が︿略﹀世界的

を巧みに自國のものとすることは︑
實に我が國民性の一大長所である︒
もはう
︿略﹀︑昔から殆ど摸倣のみ

十二窟2

我々は何時かは摸倣の域を

を事として來た観がある︒
十一﹇136

︿略﹀十分に濁創力を獲揮

脱して十分に濁創力を獲暫し︑︿略﹀︒

十一一御6
し︑︿略﹀︒

十二僻8我が國民には潔いこと︑あ
櫻の花の一時に咲き一時に

つさりしたことを好む風がある︒
ふぜい

十一一僻9

︿略﹀︑古の武士が玉とくだ

散る風情を喜ぶのがそれであり︑
︿略﹀︒

十二衙10

ける討死を無上の名讐としたのがそ

日本人ほどあっさりした色

れである︒

十二㎜2

あっさりしたこと︑潔いこ

や味はひを好むものはあるまい︒

十二儒3

︿略﹀我が市民は︑其の長

︿略﹀︑潔白を重んずる

とを好む我が三民は︑︿略﹀︒
れん
︿略﹀廉恥を貴び︑︿略﹀︒
十二柵3

︿略﹀︑かういふ短所はやが

て我が國民から消去るであらうが︑

か︒

十二鵬9
十二鵬10

堅忍不抜あくまでも初一念

我々は常に其の長所を知つ

へたならば︑︿略﹀︒

我が島民の長所・短所を数

を通すねばり強さが訣けてはみない

十二欄6

る美徳を護揮してみる︒

所として廉恥を貴び︑潔白を重んず

十二儲4

︿略﹀︒

十二儲4
支那・印度の文明を入れ︑

我々の務ではあるまいか︒

十二鵬6

︿略﹀︑更に西洋の文明を入

更に西洋の文明を入れて︿略﹀︒

十二燭6

れて︿略﹀︒

︿略﹀長足の進歩を成し遂

他出の文明を消化して︑之

他國の文明を消化して︑

げた日本國民は︑︿略V︒

十二搦7

十二搦8
︿略V︒

十二鵬8

れん

素雪る限り早く之を一掃することは

十二鵬4

の地歩を占めた以上︑︿略﹀︒

十二柵2

い浮世を知らずに過して來たく略V︒

十二価10

斥されるやうなことも起って來る︒

せき

中人から思ひ掛けぬ誤解を受けて排

十二価7

度量に乏しい︒

十二価6

度量に乏しい︒

十二髄5

の社交を解せず︑︿略﹀︒

十二燭5

國民とならしめた︒

十一一獅4

勢を知らぬ國民とならしめた︒

は絶無であり︑︿略﹀︒

十二偽8 随って國民は國の誇を傷つ
け ら れ た こ と が なく︑︿略﹀︒

十二慨9 ︿略﹀︑輔導の誇を永久に持
績しょうとする心 掛 け も く 略 ﹀ ︒

十二悩1 ︿略﹀︑いざといへば︑基國
一致國難に當る氣風を生じた︒

十二悩1 萬世一系の皇室を中心とし
て 團 結 し た 國 民 は︑︿略﹀︒

十二悩2 ︿略V庶民は︑かくていよ
く結束を固くし︑︿略﹀︒

十二悩3 ︿略﹀︑熱烈な愛國心を養成
した︒

健ならしめ︑︿略﹀︒

をん
十二悩4 ︿略﹀︑自ら國民の性質を穏

さしい性情を︿略 ﹀ ︒

十二悩4 ︿略﹀︑自然美を愛好するや

するのに與って力があった︒

十二悩5 ︿略﹀やさしい性情を育成
十二悩6 しかし此の事情は一面に國
民の短所をもなしてみる︒

十二悩7 狭い島國に育ち︑生活の安
易な壌土に平和を樂しんでみた我が
温和な氣候や美しい風景は︑

島民は︑︿略﹀︒

十一一悩10

人の心をやさしく し ︑ ︿ 略 ﹀ ︒
がう

十二悩1 ︿略﹀︑雄大豪壮の猛風を養
成するには適しない︒
︿略 ﹀ ︑ 國 民 を し て 海 外 に 襲

展する意氣を消磨せしめ︑︿略V︒

十一一価3

て︑︿略﹀︒

我々は常に其の長所を知つ

︿略﹀︑又常に其の短所に注

て︑之を十分に護署すると共に︑

十二鵬10

︿略V︒

︵接助︶2

レマン將軍も︑︿略﹀ガス

を

民とならねばならぬ︒

意し︑之を補って︿略﹀りっぱな國

十二髄1

を

ちつ

九371図

の爲に窒息し居たるを︑ドイツ兵に

嚢見せられて︑︿略﹀︒

帯劔をときて渡さんとするを︑エン

九387図 やがてレマン將軍は︑︿略﹀

ミッヒ將軍は﹁︿略V︒﹂と︑強ひて

をして

之をおし止めたり︒

行幸駆りに遅かりしかば︑

︵格助︶4

十梱6図

をして

しばた

さ

人をしてうかゴはしむるに︑︿略﹀︒

まもりまさ

十一235図 ︿略﹀︑柴田勝家︑先づ佐

く

近江の柳瀬に討って出でしむ︒

やながせ

久間皆皆をして一萬五千の兵を率ゐ︑

あふみ

社寺の壮麗はしばらくお

き︑何の山︑何の川︑一木一草に至

十二㎜5図

さ

るまでも歴史あり古歌あり︑人をし

て低回去る能はざらしむ︒

國は︑國民をして海外に嚢展する意

十一一燭2 殊に徳川幕府二百飴年の鎖

氣を消磨せしめ︑徒に此の小天地を

理想郷と観じて︑世界の大勢を知ら

ぬ國民とならしめた︒

を以て

をもって ﹇以﹈︵格助︶24 をもって

895
ん一ん

身をもって白煙に代らうと︑おいの

かめ
六841 おそれ多くも亀山上皇は︑御
ヨーロッパに起りし事件も僅か一爾

の利器を用ふるを以て︑今や遠く

は︑通信に︑印刷に︑あらゆる文明

然れども材の優良にして
もみ・つがは共にそり又

美麗なるは檜を以て第一とすべし︒

十二468図

日にして讃者に報道せらる︒

りになった︒

十9710図 されど二軍の大勢日々に非
にして︑天堂の誠忠を以てしても如
何ともすることあたはず︒
の

十二472図
は伸び縮みすること著しきを以て︑

十悩8図 全村農業を以て生計を立つ︒
杉・檜に比すれば用途甚だ狭し︒

十二477図ひば・松・落葉松は

なる人︑みつから先んじて耕作・養
慧︒養鶏・養魚等の模範をしめしし

︿略﹀︑耐久・耐灘の性あるを以て建

十悩10図村の財産家にて事業に熱心

を以て︑近年は作物も改良せられ︑

築・土木・造船等其の用途頗る廣し︒

鐵道のまくら二等の用に供せられ︑

性殊に著しきを以て︑家屋の土墓︑

を作りて實験せしに︑︿略﹀︒

発地に参りて以來︑一

度手紙を以て御様子御伺ひ申上げた

十一一湘5圏困

︿略﹀︑特別の御仁慈を以

しとは存じながら︑︿略V︒

十二湖2園

ておだやかに事のまとまるやう今一
鷹匠評議下さることになりますれば︑

ン

︿略﹀︒

一

し

マとコ︑ユとエ︑レとン︑

︵準助︶3

ん

︿略﹀︑ハと八等は書方にて間違ひ易

貯砂図図

ん

︿略﹀︒

づおのれを正し︑近きより遠きに及

十一77図 孔子は他人を正す前に先 十二484図 ︿略﹀︑栗は耐久・耐濾の
すを以て其の主義としたり︒
︿略﹀︒

ん

十一一4810図杉は吉野杉・秋田杉を以
て第一とし︑︿略V︒

旗なり︒

十一一672囹

あの精米會社の社長さんは

んでせう︑指であひつもしないのに︒

九507囹

えらい方なんでせう︒

ン

ん

にいさん︑まあ何といふ
︵助動︶﹇意志・推量﹈83

よい曲なんでせう︒

十二381園
ん

﹇▽あらんかぎり

エヂソン

は︑既に電話機に關する焚明に成功

四列
八十萬間つゴ

八百萬の小浜生︑

七55図圃
くべし︒

獅子はおどろきてふりはな

になりて歩かんか︑

十二佃2図次いで白金其の他の金属

七307図

くしめつけたり︒

さんとしたれど︑蛇はますくかた

の針金を以て様々の實験を重ねしが︑

燈の獲明に記事したり︒

したるを以て︑更に進んで新しき電

十一一麗2図︿略﹀トマス︑

お仕へ致しませう︒

人よりも厚い重心をもつて︑父上に

昔からあった孝子のどの

に染分けられたるは︑フランスの國

十二632図藍・白・赤三色を以て縦 八891園 先生︑どうして口がきけた

十一4410図楽手は壷を以て一家を成
︿略﹀︑將來學問を以て身を

せる人なるに︑︿略﹀︒

十一708
立てたいと︑一心に勉強してみた︒

て忠實に働くと共に︑非常な熱心と

十﹇川3 リンカーンは父の手助をし
努力とをもって勉強を二けた︒

十一描10 又市町村長が其の事務を虜
理するにも︑議員が豫算を議するに
も︑常に此の公平な精神をもつてし
なければならない ︒

十﹁伽9図 卓眼︿略﹀出版の事業を
中止し︑其の資金を以て力の及ぶ限
り 混 く 人 々 を 救 ひ︑︿略﹀︒

十二78図此の社は規模の大なるを

これまた失敗に終りぬ︒
︿略﹀︑相當に名ある新聞 十一一M2図彼は直に竹を以て炭素線

以て世に知られ︑︿略﹀︒

十一一158図

ん

七312図

武士の馬はおどろきて︑後

今や獅子の息はたえんとす︒

足にて立上り︑おそれて其所に近づ

七315図

獅子はもとより武士にした

かんともせず︒

七331図

獅子はかなしげにほえて︑

がひて行かんとせり︒

七337図

船におよぎつかんとてなり︒

︿略﹀︑つと海の中にをどり入りたり︒

七971図圏︿略﹀︑苦しむ者を︑泣く

もし手なくば︑我等は如何

者を︑助けて共に聾しまん︒

に不自由ならん︒

八281図

スベテ看板ハ商品又ハ職業

ノ名︑屋血紅ヲ記シテ︑人目ニツキ

八588図

ヨリテ看板ノ如キモ︑タヤ

ヤスカラシメントスルモノナリ︒

八593図

スク人目ヲヒカシメンが爲二︑キソ

いざ︑起出でて︑勇まし

ヒテ小屋根ノ上弓カ・グル五五レリ︒

やまとたけるの

く 我もはげまん︑今日の業︒

九28図圃

みこと

さがみ

かつ

九101図書行天皇の皇子日本武

尊︑︿略﹀︒︿略﹀︑相模の國より上
さ

総の國へこえんとて︑︿略﹀︒

九105図 ︿略﹀︑移すさまじく荒れく

るひ︑御船少しも進まず︑今にもく

これ海神のた＼りならん︒

つがへらんばかりなりき︒

九156図 ︿略﹀︑をんどりはく略﹀︑

九111早手

やがてレマン將軍は︑萬感

今やときをつくらんとする様なり︒

胸にみちて︑かすかにふるふ手に帯

九387図

ん一ん
896

劔をときて渡さん と す る を ︑ ︿ 略 ﹀ ︒

﹃︿略﹀︑

﹃我に愛する良馬あり︒
けん

十6910図

求めぬ︒

みまさか

さらば美作の杉坂に待ち奉

十一66図

︿略﹀︑孔子大いに之をう

く略V︑孔子︿略﹀︑廣く

ぶん

十一710図園獲憤しては食を忘れ︑

端を述べん︒

今此の書によりて其の﹈

各國をめぐりて︑用ひられんことを

十一57図

民の苦を救はんものと︑︿略V︒

れひ︑如何にもして國家を治め︑萬

十一55図

てたどり着きたりしに︑︿略﹀︒

らんとて︑けはしき山路をふみわけ

翌朝僧は暇をこひて又行く 弓勢8図

へ知らぬ旅に出でんとす︒

十701図始は身の上をつ﹂み︑貧の
恥をつ﹂まんとして宿をことわりし

今日の記念に献ず べ し ︒ ﹂

九434図圏園

常世も︑︿略﹀︒

︿略﹀︑宋は次第におとろへ

他日我が手に受領せば︑長くいた
十9610図

宋の臣文天祥大いに之を

とす︒

十974図園

我もとより之を知る︒唯

うれへ︑義兵を集めて國難を救はん

て︑ほとんど亡びんとするに至れり︒
しやう

十972図

はり養はん︒﹂

九453図 又コ・二一匹ノ馬アリテ︑
之ヲ登算ントスル人五入アルトキハ︑
︿略V︒

九455図 ︿略﹀︑其ノ五人ハ︑各其ノ
馬が他人ノ手二十ランコトヲ恐レテ︑
箏ヒテ高キ贋ヲツク︒
ちやうせいけつ

樂しんではうれひを忘れ︑老の將に
至らんとするを知らず︒

︿略﹀︒

てあはや谷底へ轄び落ちんとす︒

十一312図正國︿略﹀︑ふみそこね

けふ
接せんとする庭︑下歯海峡あり︒

十一321図本土の西︑近く九州と相

今少しく日もた＼ば︑

愚僧も所用ありて京に

轄地するもよからんと替手も申居候

十一439圓団

に付︑︿略V︒

十一455図圏

さまたげせんも心なしと

上り︑或は＝一年滞在せんもはかり

難し︒

思ひて︑住持は其のま＼寝間に入れ

十一464図

り︒

日はかく圭里がかんなど悪言してみた

いざや︑我が遣うち連 十一4610図 く略V︑圭里師は︿略﹀︑明
今日はうれしき遠足の

れ行かん︒

十一124図圃

夜明けて住持︑垂師に

りければ︑︿略﹀︒

十一475図園

向ひて︑﹁今日かき給はん鶴の姿は

︿略﹀七八人の兵卒あり︒

水際に寄りて馬の足を冷さんとする

先に壷がきたる檜︑

︿略﹀氣にか﹂りしが︑︿略﹀︑かき

十一4810図面

かやうなるべし︒﹂と︑︿略V︒

も時既におそく︑︿略﹀︒

学窓にこ＼に至る︒天祥 十﹁245図 あわてて逃げんとすれど

折しも︑︿略V︒

十﹇243図

日よ︒

にもして之を降らしめんとし︑︿略﹀︒

かしめんや︒

十991図園

十9910図

んとす︒

十㎜1図園

く略V昇観者の胸は︑まさ

いでや︑行幸の路に待受
け︑君を奪ひ奉りて義軍を起さん︒

十梱2図囹

景を豫想して︑唯をどりにをどる︒

に始らんとする進水式の壮快なる光

十皿7図

んぞ二朝に仕へんや︒

我は宋の臣なり︒いつく

一墨に敵をみちんにせんと︑

く略V︑敵は見る間にばた

清正刀を抜かんとするに︑

正國得たりと︑力足をふ
ん張りてはねかへさんとせしが︑

十一311図

︿略V︒

十一309図

くと倒れて︑一軍今や崩れんとす︒

十一2810図

︿略﹀︒

おとし︑

んと︑

いで︑大船を乗出して︑

いで︑軍艦に乗組みて︑

我が身をすてて報い

起ちてぞ出でぬる︑草のい

よなき知遇︑

ぐヒつ

我は護らん︑海の國︒
りうび
十﹇川7図翻 ︿略﹀︑画論が三顧のこ

十一833図圏

我は拾はん︑海の官田︒

十一831図圃

來らば漏れ︑恐れんや︒

添へんために着りしなり︒
元の皇帝深く文天王を惜し 十一256図 寄手の大將佐久間盛政は︑
さと
み︑ねんごろに諭して元に仕へしめ
十一826図翻 浪にたゴよふ氷山も︑
︿略﹀︑明日は進んで賎嶽のとりでを

唯死せんのみ︒

十998図園

へば︑富貴は意の如くならん︒

今より心を改めて元に仕

ず︒いづくんぞ人をいざなひてそむ

十987図要旨︑國を救ふことあたは

戦ひて元畜を防ぐ︒敵將張弘範如何

こうはん

十984図時に宋の勇將張世傑よく

九459図 く略V馬五匹アリ︑其ノ持 主家の危きを如何せん︒
主ハ別々ニテ︑買ハントスル人タゴ
一 人 ナ ル ト キ ハ ︑︿略﹀︒

︿略﹀︑五人ノ持主里下ノ馬

ノ士買レザランコトヲ恐レテ︑箏ヒテ

九4510図

償ヲ下グ︒

︿略﹀︑來週學校にて話し

方の時間に話し︑同級の人々を驚か

九麗2國團
さんと樂しみ居り候︒

くさに出でし世なれば︑定めて不自

九帽1図誓事 一人の子が御國の爲い

くわいらう

由なる事もあらん︒

十2！図 ︿略﹀︑拝殿・廻廊など総

むさ し

べて白木造にて︑神々しさたとへん
方なし︒

さんとの皇太后の思召のま＼に︑今

十410図 昔の肝試野の姿を此所に残
も人工を加へずといふ︒

十68図圏 ひつきやう掘取る者︑運
ぶ者︑植込む者︑一様に心を書くし
て︑大切に取扱ひたるによるならん︒

897
ん一ん

ほりを︒

︿略﹀︑強敵ひしぎて世

をしづめんと︑ 三軍進めし五三原

十一堰7図魍

頭︑︿略﹀︒

十一伽2図 一代の事業として一切纒
︿略﹀︑如何なる困難を忍

を出版せん事を思 立 ち ︑ ︿ 略 V ︒

十一伽4図

びても︑ちかって此のくはだてを成
就せんと︑︿略﹀︒

十一伽7図鐵眼大いに喜び︑將に出
版に着手せんとす ︒

十一皿2図園 我が一切纏の出版を思

︿略﹀︑佛教を盛にせん

立ちたるは佛教を盛にせんが爲︑
︿略﹀︒

十一梛3図園
と す る は ︑ ︿ 略 V︒

︿略﹀︑佛教を盛にせん

とするは︑ひつきやう人を救はんが

十一梛3図囹

爲なり︒

十一協3図 然れども鐵眼少しも屈せ
ず︑︿略﹀︑効果空しからずして宿志
ことしろぬし

の果さる＼も近きにあらんとす︒

て答へ申さん︒

十二68荘園 我が子事代主とはかり

十二了4図園此の葦原の中つ國を皇
つぎ

孫にたてまつりて︑とこしへに天つ
日嗣を護りまつらん︒

十五ー45図世の出只事を速に知らん
とするは人情の常なり︒

十ニー63図 然らばかくの如き新聞は
︿略﹀︒先づ社の 組 織 に つ い て 述 べ ん ︒

セン︒

イイエ︒サウニガクハ

二611園
アリマセン︒

王は胸も張裂けんばかりに

外國の國旗に就いて述べん︒
怒り︑︿略﹀︒

十一一716

二617園サウードニノンデハイ
オクスリハ︑オイシヤサ

樺太が離れ島にして大陸

ケマセン︒

十二828図
の地績にあらざることは︑︿略﹀知

二623囹

ん

したが︑うまく書けませんので︑

サウシテセンヲヒキマシ

ウレシクテタマリマセンノ

こまってゐました︒

三676

デ︑︿略﹀︒

ソノトキカウモリ

ハ

タガ︑水ガウマクハイリマセン︒

三693

三738

ツキマセンデシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑ドチラヘモ

ノノ方へ行キマスト︑︿略﹀︑

三762ソノ時カウモリガケダモ

ナカマへ入レテクレマセン︒

センセイノオツシヤルコ

トヤ︑ミンナノイフコトヲキ
キオトスヤウナコトハアリマ

︿略﹀︑アヒテニシマセン︒

ケレドモマダツノハハエ 三765又鳥ノ方へ行キマスト︑

つて︑雲一つありません︒

ツナヲツケナクテモ︑ヨ 三786空は水のやうにすみき

カリマセンデシタガ︑︿略﹀︒

二745山ハケハシク︑ミチハワ

スルコトガデキマセンデシタ︒

れふしはかへしませんで

いいや︑天人はうそを

白ウサギハイタクテタマ

︿略﹀向ふの方へ行って

ナイテ居マシタ︒

リマセンカラ︑ハマベニ立ツテ︑

四165

いひません︒

三891園

した︒

三867

かへることが出來ません︒

三865園それがなくては︑天へ

ん︒

三862園 天人のはごろもなら︑
なほさらかへすことは出來ませ

二726 ソノ上イハヤニコモツテ 三834風はしっかで︑なみも
おとをたてません︒
ヰマシタカラ︑ナカナカタイヂ

ソヘハイキマセン︒

二672

マセン︒

二655

セン︒

二64一

ノマナケレバナリマセン︒

マノオツシヤルトホリニシテ

ることを得たれども︑更によく之を
︿略﹀︑山を越えて東海岸

確めんがために︑︿略﹀︒
十一一836図

に出でんとすれば︑從者の土人等
︿略﹀從ふことをがへんぜず︒

たまくコー二が交易の

ため大陸に渡らんとするに際し︑

十二糾4図
︿略﹀︒

十二845図︿略﹀︑切に己をともなは
土人等怒りて林藏の頭を

んことを求む︒

かねて此の希望をみたさ

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十二868図

︿略﹀︒

︵助動︶﹇打消﹈塒

三231どちらもたいていおなじ
くらみで︑かちまけはありませ

﹁︿略﹀︑キツトクリガオ

んでした︒

かうのびてはとてもたべ

かなしくてかなしくてたま

四316

三547わかいとき字をならひま みましたが︑だれも居ませんで

あけました︒

りませんから︑︿略﹀︑玉手箱を

三463

もありません︒

三462しってみるものは一人

られません︒

三265

パリアリマセン︒﹂

コンドハイクラバヒヲ
マイテモ︑スコシモ花ガサキマ

二527

シカデマセン︒

シタガ︑キタナイドロ水バカリ

二442︿略﹀︑ソコヲホツテミマ

テハイケマセン︒

二357園 モチハタイセツナオ米
デコシラヘタモノデスカラ︑イ

チテヰマス︒︿略V︒﹂﹁︿略﹀︑サツ

二211園

ン

んと思ひみたるトマス︑エヂソンは︑

十二擢1図

ん

十二611図 今我が國を始め主なる諸

ん一ん

898

した︒

いけません︒

四928︿略﹀︑長い間つけねらひま

四322園 それは山びこです︒だ
したが︑手を出すすきはあり
ませんでした︒
れも居るのではありません︒
四492園 さヶひっぱりあっては 五152 ぼちが昨日から病氣で︑ごは
んをたべませんので︑︿略﹀︒

の音と水の音より外には︑何の音も

へええ︑日は屋根から 五283 それはくしつかな所で︑風
聞えません︒

四545圏
ございませんか︒

出て︑屋根へはいるものでは

つかって︑︿略＞Q

︿略﹀︑葉書や封書などを入れ

る人の外は︑私のからだにさはる者

五901

いかな日でも葉書の百枚や封

がありません︒

五912

書の三十通ぐらゐは︑私の口にはい

六201

ません︒

六203

もとより舟は一そうも出てゐ

いつも通る汽船も︑高波をよ

けて︑沖を通ると見えて︑棄てきの

虎が見まはしましたが︑だれ

音は少しも聞えません︒

も居ません︒

六283

にするには︑いく人かで力を合はせ

作物の種や商品の見本も入れ 六296囹人間があなた方を生けどり

らないことはありません︒

るではありませんか︒

五917

てよいことになってゐますが︑私は

く略V︑皆鐵ガナケレバ造ル

虎はうんくうなって︑かけ

朝︑雷が目をさまして見ると︑

ひめ

︿略V︑舞姫をあつめました︒

べつにのぞみはございませ

光盛の娘は其の後︑夜書頼朝

んが︑唐糸の身代りに立ちたうござ

からいと

六543園

あとの一人がありません︒

︿略﹀︑十一人まではありましたが︑

六513

月と日が居りません︒

六447

ません︒

まはるより外︑どうすることも出來

六312

か﹂れば︑あなた方に負けません︒

六298園私どもだって︑大ぜいして

まだそれをあつかったことはありま

︿略V︑急ぎの封書を入れに來

やうがはの歩道に人通のたえること

五927

せん︒

店・客間・居間・勝手など︑

これで間数が七つもあるとは︑どう

六123園

高ウゴザイマス︒

タクサンアリマセンカラ︑ネダンモ

六103園金や銀ハ︿略﹀︑ドチラモ

す︒

らしてはならないことになってゐま

るかも知れませんが︑それは人にも

﹁︿略﹀︒﹂といふおたつねが出

る者が︑途中で人と立話でもはじめ

︿略﹀︑ちっともゆだんが出來

五946

ると︑私は氣がもめてたまりません︒

昔熊襲のかしらに川上のたけ

くまそ

ません︒

五477

にしたがひませんでした︒

るといふ者があって︑天皇のおほせ

五413

しても思はれませんでした︒

五341

がありません︒

四651 よ一はじたいしましたが︑ 五326 私のうちの表通は︿略﹀︑り
よしっねがゆるしません︒

を見わたすと︑舟がゆれて︑ま

四658弓をとりなほして︑向ふ
とがさだまりません︒

四701 ︿略V︑今でも山がらのこ
ゑをきくと︑︿略﹀と思はない

雪ノヤウニ白ウゴザイ

ことはありません︒

四706
マスガ︑︿略V︑又日ニテラサレ
テモトケマセン︒

雨水ハタ．・カウシテ流レルバ

います︒

をねらひましたが︑少しもすきがあ

六558

りません︒

今デハ鐵ハオアシノ仲間ニ

コトが出來マセン︒

ハハイレマセンガ︑人ノ役二立ツコ

︿略V︑頼朝をはじめ︑居合は

ない者はありませんでした︒

せた者に︑だれ一人もらひ泣きをし

六642

ん︒

つても︑母の名をいふ者がありませ

ソレデモ鐵ハヂキニサビテ︑ 六588 ︿略﹀︑十日たっても二十日た
赤クナルデハアリマセンカ︒

六128園

トハ銅以上デス︒

皆様におけがもございませ 六124園
く略V︑うちには大した事も

んでしたか︑お見舞を申し上げます︒

五833團

カリデハアリマセン︒

五525

四712 一人ハタイソウ皆サンニ 五505 此ノ頃ハ雨が降りツぐイテ︑
スカレマスガ︑一人ハアマリ
表デ遊ブ日ガアリマセン︒
スカレマセン︒

それからどこへ行って

居たか︑村にもひさしく居ませ

四783
んでした︒

五843団

ありませんでしたが︑中々のさわぎ

四804 ︿略V︑生物をころしたり

するやうな子どもは︑大てい

く略V︑どうすることも出子 六138 其ノ時鐵ビンハ ﹁︿略﹀︒﹂ト
言ツテ︑中々マケマセンデシタ︒

所はありませんか︒

仕合はせに水はそれからふ 六175囲此の近くに︑しめちの出る
えませんでしたが︑町は大てい水に

五878囲

ませんでした︒

五873圏

でした︒

五郎はまだ小さくて︑何

ろくなものになりません︒

四908

も分りませんでしたが︑︿略﹀︒

二人のものはなかなか

そばへよることも出來ません︒

四925

899
ん一ん

六736 賀茂川は水が多くないので︑
船は通りませんが︑其の代りに水が
いたってきれいで ︑ ︿ 略 V ︒

は渡ることは出來ません︒

七666園あなたは今朝一人で川をこ
した方ではありませんか︒

ました︒

七705園

七726園

もしお金をもらったら︑あ

此所まで持って來はしません︒

一文でももらふ氣があるくらみなら︑

おやめなさい︒あなたから

出面ませんので︑引つかへして参り

六757園 ﹁サウデス︒マダアリマセ 七691園 ︿略﹀︑此のま＼磨ることも
ウ︒﹂﹁モウ知りマセン︒﹂

六鵬3團 其の後おさはりもございま
せんか︒

六悩1団 うちにも村にも︑かはった
︿略﹀︑﹁大骨も討死されまし

事はありません︒

なたの氣はそれですむかも知れませ

七189

た︒﹂といふ使が來たが︑総大將の
につたよしさだ

で︑︿略﹀︒

八123囹

もう改めて勝負をするには

君等は僕を苦しめようとし

ふだけの者ではありません︒

て︑此の敷日の間少しも食物を送つ

取止2囹

てよこしませんでした︒

誰にも頼まれは致しません︒

及びません︒

八177園

い＼え︑頼まれたのではご 九47囲︿略﹀︑内地から移って來た

九389園

︿略﹀帯劔をときて渡さん

口にはつくされません︒

九297 ︿略﹀︑其の壮観はとても筆や

せんが︑性質はおとなしく︑︿略﹀︒

九88国土人はまだよく開けてゐま

せん︒

人も多く︑少しもさびしくはありま

八179園

もう︑どうしても待ってる

ざいません︒

八244園

られません︒

さうして教へられた場所へ行
つて見ますと︑望の赤子は息ません

八343

でしたが︑︿略V︒

幾年かの後︑里子を返しても

とするを︑エンミッヒ將軍は﹁いや︑

八358

それには及ばん︒

んが︑私の氣がすみません︒

らはうとすると︑先方はあつかった

こちらの方はどうでもなる
日本にはまだこんな早い汽

︿略﹀︒

アルカスはそれと知りませんから︑

かあさんのカリストだつたのですが︑

人々は︿略﹀︑やって見まし 九921園此の大熊こそは︑︿略﹀お

んがね︒

から︑くはしい事はおぼえてゐませ

九911園私も鯨程前に讃んだのです

といふではありませんか︒

が︑よく星を見て船の位置をはかる

目をさまして見ると︑ふろし 九8510囹 それでも航海をする人など

おぼえがないといって返しません︒

ません︒

九価9園私には妻も子も有りません︒

馬も誠に堅磐で︑けたりか

みづいたりするやうな事は決してし

十176団

頃の心掛が恥つかしくてなりません︒

十145園皆さんの前に立つと︑其の

分ぐらみしか働きませんでした︒

ういふ仕事になると︑あなた方の半

是非今日のうちに納めなけ 十1310園私どもの若い時分には︑か
いや︑聲が聞えるのではあ
いや︑何︑それには及びま

三世6園僕はた〜坐ってみて物を食

せん︒

八949園

りません︒

八899園

ればなりません︒

八782園

れてからではいけませんか︒

八781園

明日にでもなって︑雪がは

たが︑もとより立たうはずはござい

八768

車はありません︒

八716国

から︑心配するには及びません︒

八467団

きつつみがありません︒

八393

七727空く略V︑私の氣がすみません︒

︿略﹀︑心にすまないことは
︿略﹀︑人からいはれなく金

妻もまた﹁せっかくです
七781圏少しも寒くはございません︒

が︒﹂といって︑相手になりません︒

七748

をもらはうとは思ひません︒

七736園

まだ一度目した事はありません︒

七733囹

をいふ程の者ではありません︒

七728園私は川ばたの人夫で︑名前

新田義貞はびくともしません︒

すきがありません ︒

七197 鎌倉へは海陸ともに攻めこむ
七224 此の時義貞が方々へ火をかけ
させますと︑濱風が之をあふり立て
たからたまりませ ん ︒

七394団まだ來て一＝二箇月で︑よく
はわかりませんが︑氣候も思ったよ
りよくて︑︿略﹀︒

七501 一日モ休ンダコトハアリマセ
ン︒

これが御奉公だと思ひます
けれども貧しい木こり小屋で︑

お庭先の御門を守る者がご

まだ誰一人城に登って居りま

戸棚一つもありません︒

七887

れば︑少しも寒くはございません︒

七551園 く略V︑月夜には波が銀色に 七784園
光って︑其の美しいことは何ともい
ひやうがありません︒

七572園 けれども船はなかく沈む

せん︒

七川3
七撹7園

ものではありません︒

ふ物があって︑︿略﹀︑いくらきりが

︿略﹀︑某は四つ五つの頃か

ら親にはなれて︑姓も存じませんの

七柳4園

ざいません︒某の手で固めませう︒

七586園 一たい船にはらしんぎとい
深くても︑まるでちがった方へ行く
やうなことはありません︒

七629 渡るといっても︑自分一人で

ません︒

じっと見ては居られません︒

十264園私は︑とても人の死ぬのを

氣の毒ながら︑とてもお泊め申す事

十616園 御覧の通りの見苦しさ︑お
は出來ません︒

ウェリントン公爵ともい

はれるえらいお方が︑おとうさんの

十一㎜9園
言ひつけに背けとおつしゃらうとは︑
︿略﹀︑其の他見る物聞く

どうしても考へられません︒
十二299囲
物唯々驚く外はありません︒

︿略﹀何といふよい曲な

しかし誠に粗末なピヤノ

父上︑私はどう申し上げ

へる所では︑︿略﹀︒

十二伽2園 官軍方の御意見はどのや
せつ
うなものか存じませんが︑拙者の考

てよいかわかりません︒

十二685園

ふ
で︒それに樂譜もございませんが︒

十二407園

せん︒

んでせう︒私にはもうとてもひけま

十二382圏

先を孚ふやうなことはありません︒

動車などの乗り下りにも︑むやみに

十6410囹 お宿は致しても︑さて何も 十二3010囲 ︿略﹀︑地下鐵道・乗合自
差上げる物はございません︒

十677圏 いや︑名前を申し上げる程
の者ではございません︒

十679園 お見受け申す所︑たゴのお
方とも思はれません︒

十696園 しかし此のま＼に日を送つ
ては︑唯空しくうゑ死する外はござ
いません︒

か︒

十732国 皆様御かはりはありません

になりますが︑︿略﹀︑雨といふもの

十777団 こちらへ來てもう三月飴り

﹃はい ︒ ﹄ ﹃ い ＼ え ︒ ﹄ 大 攣 や

はごくたまにしか降りません︒
十925園

さしい言葉ではありませんか︒

一々

十948圏 い＼え︑僕は止められてゐ
︿略﹀︑ 何 を 聞 い て も ︑

るから渡りませ ん ︒
十慨8園

明白に答へて︑しかもよけいなこと
は言ひません︒

皆さん︑此庭は通れませ

ませんから︑其の代りに何か仕事を

十一㎜5園 辮しやうすることが出來
させて下さい︒

ん︒

十一⁝⁝⁝1囹

・

ん一ん
900

頁

3
14

8

7

16

3

2

かた ﹇形﹈︵名︶1

かい ﹇灰﹈﹇▽ソーダかい

しらぬし

十一一831図

先づ樺太の南端なる白主といふ庭に渡

1

30

2

海峡を横切り︑デカストリー湾の北に上陸したり︒

︹﹁こぶね﹂の項から用例を移動する︒︺

ｨうらい・す﹇往来﹈﹂を﹁ゆきき・す﹂に改める︒︺

〔「

ｨうらい・する﹇往来﹈﹂を﹁ゆきき・する﹂に改める︒︺

ｨおいし﹇大石﹈﹂を﹁たいせき﹂に改める︒︺

ｫたぐに﹇北国﹈﹂を﹁ほっこく﹂に改める︒︺

ｯいさ﹇珪砂﹈﹂を﹁けいしゃ﹂に改める︒︺

ｵ︵副詞︶﹂の項目を削除し︑﹁しも︵係助︶﹂の項目

ｵらうめ﹇白梅﹈﹂を﹁はくばい﹂に改める︒︺

に用例を移動する︒︺

ｵんどう﹇新道﹈﹂を﹁しんみち﹂に改める︒︺

ｵんどうづたい﹇新道﹈﹂を﹁しんみちづたい﹂に改

¥ーダばい﹂を﹁ソーダかい﹂に改める︒︺

める︒︺

︵四・五︶﹂に改め

﹇仰﹈︵下二︶﹂に

ｿょきょく﹇風呂﹈﹂を﹁ちゃっきょく﹂に改める︒︺

ｨお・す﹇仰﹈︵四︶﹂を﹁おお・す
改める︒︺

ｵ・く﹇敷﹈︵五︶﹂を﹁し・く﹇敷﹈
る︒︺

︹﹁きた・る ﹇来﹈︵四︶﹂の参照項目から﹁とびきたる﹂

④後要素の訂正
面一3一20一

上手

︿略﹀︑三羽ねらへば︑二羽だけはきつ

﹇上手﹈︵名︶1

四642園

じょうず

といおとすほどの上手でございます︒︹﹁じょ

うず︵形状︶﹂の項から用例を移動する︒︺

③品詞の訂正

ｨうらい﹇往来﹈﹂を﹁ゆきき﹂に改める︒︺

②見出し語の修正・項目の削除

5

信淵は父の門人たちの情で形ばかりの葬式を

︽ーシ︾

すますと︑間もなく江戸へ出て︿略﹀︒︹﹁かたち﹂の
項から用例を移動する︒︺
キリ出ス

八197図録ノ河ノ上流地方ヨリ木材ヲキリ出シ︑之

きりいだ・す ﹇切出﹈︵四︶一

有名な古事理博といふ大著述は此の研究の

國文學

ヲイカダニ組ミテ河ヲ下スコトアリ︒︹﹁きりだ・す﹂
の項から用例を移動する︒︺

十一772

こくぶんがく ﹇国文学﹈︵名︶1

結果で︑我が國文學の上に不滅の光を放ってるる︒
ｭに﹂の項から用例を移動する︒︺

十二93二折から日は地平線に近づきて︑雲も水も

こんじき ﹇金色﹈︵名︶1 金色

小舟

31

〔「

〔「

〔「

〔「

〔「

〔「

〔「

〔「

1

2814

〔「

2

29

〔「

1

3

金色に輝き︑美しさいふばかりなし︒︹﹁きんいろ﹂

﹇小舟﹈︵名︶2

の項から用例を移動する︒︺
しょうしゅう

り︑︿略﹀︑小舟に乗じていよく探検の途に上りぬ︒
ｱぶね﹂の項から用例を移動する︒︺

十二855図︿略﹀一行八人は︑小舟に乗じて今の間宮

8

18
28

2

4199

1
2
2
2

﹃国定読本用語総覧4﹄訂正表

2

訂正事項

2

項目の追加

2

形

2

九284

1

3

1

1
219

314

451

4

〔「

〔「

〔「

鰯

695
218
501

225

謝 謝

行

圃

〔「

642

711701
973784
650

段
晒

①
鰯

〔「

901

訂正表

3

1

4

1

2
6

22

20

5

21

32

1

2

3

4

1
1

8

27

23

2

11

4

31

20

19

16

6

1

を削除する︒︺

2

る︒︺

3

ｭ﹇来﹈︵力試︶﹂の参照項目に﹁とびく﹂を追加す

2

︹後要素見出し﹁こく﹇国﹈﹂の参照項目﹁にっぽんこ

3

くじゅう﹂を﹁にっぽんごくちゅう﹂に改める︒︺

21

2

十186

中には︑母馬がつきそって來てるるのもたく

︿略﹀︑日本人の纒嘉してみるゴム園もたく

︿略﹀︑いろくに利用する事が出來る︒

さんにあります︒

十582
十一514

︿略﹀︑相當に名ある新聞は︑︿略﹀︒

さんにある︒
十鼠毛57

商人たる者は︑︿略﹀︑品質の良い品物をな

早速御見舞に参上致したく存じ候へど

れん
︿略﹀︑電力は頗る廉価に供給されるの

るべく安心になるべく敏速に供給して︑︿略﹀︒

十二224

十二描2園
で︑︿略﹀︒

九柵8國団

ゴムは︑熱帯地方に産する或植物からとる

一膿ゴムは何からどうして造るのであらう

︿略﹀︑のぶ子さんは上の棚を指さして︑

も︑御住所不明にて困り居り候︒

十一161
︿略﹀︒

十一496
か︒

えき

十一499

アメリカ人はく略﹀︑何でも世界一になるやう

白色の液を原料として︑製造したものである︒
八733

此の分ならば五海里や十海里は何でもな

に心掛けてみるといひますが︑︿略﹀︒

十一845
い︒

︿略﹀︑じゃれ合ふのを止めて︑尾をふりなが

︵用語総覧5への移動︶

︿略﹀︑二恩といふ忠臣の助を得て報復の計

を立て︑再び呉と職ひて遂に之を亡しぬ︒︹﹁はかり

十偽8図

する︒︺

ら︑ちよこくやって來た︒︹﹁やってく・る﹂を立項

八45

⑥用例の削除

22

︹後事素見出し﹁さん﹂の参照項目から﹁ありさん﹂を
削除する︒︺

︹後要素見出し﹁じゅう﹇中﹈﹂の参照項目から﹁にっ
ぽんこくじゅう﹂を削除する︒︺

ちゅう﹂を追加する︒︺

︹後要素見出し﹁ちゅう﹂の参照項目に﹁にっぽんこく

︹後要素見出し﹁つたい﹂の参照項目﹁しんどうづた

我が一切纏の出版を思立ちたるは佛教

しかし此の頃は︑蝕程御快方に向はれ

い﹂を﹁しんみちづたい﹂に改める︒︺

候とか︒

十一摺2図園

︿略﹀︑思出の深き船路や︑つつがなく

を盛にせんが爲︑︿略﹀︒

十二鵬6図魑

ゴムは︑熱帯地方に産する或植物からとる

一艦ゴムは何からどうして造るのであらう

今日しも果てて︑船は呼掛に錨る︑懐しき故郷の港︒

十一227
か︒

十﹇499
えき

白色の液を原料として︑製造したものである︒

三228いぬははなをくんくんいはせ︑をを
﹁︿略﹀﹂トイハナイバカリニ︑ヨツテタカ

やたらにふって︑︿略﹀︒

四364

ツテイヂメカヘシマス︒

1614

4

〔「

十一421屡團

⑤用例の追加

1

3

11

897

3

472
291

3

901

10

529
333

2

1055

3

633

678

4

！068

3

682
750

887
1071
491

968
869

893889
1121

500

990
870

訂正表
902

903

訂正表

898

880

8了9

638

1

4

4

4

3

3
17

4

5

23

19

14
17

2

1

3

32

24

20

の項に移

かはゆき中に︑ひよこは一そうかはゆく思はる︒妹

九138図毎日世話し居ることとていつれの鶏もみな

﹇同﹈︵形︶﹂

15

31

ごと﹂と訂正する︒︺

も同じ心にや︒︹﹁おな・じ

21

ず︑さがせど見えず︑︿略﹀︒︹﹁みたび﹂と訂正する︒︺

9

八981陶石船内くまなくたつぬる三度︑呼べど答へ

す︒︺

29

泣くのもかまはず力まかせに引くとは︑情

1

八381圏

︵格助︶﹂の項に移す︒︺

久々で皆様いろくお話をして︑非常に愉
快でした︒︹﹁で

十164団

驚いてあたりをさがしても見當らず︑︿略﹀︒

︵接助︶﹂の項に移す︒︺

5

︿略﹀︑何のいんぐわで︑ひさしぶりに飼つ

八395
ﾄも

︹以下の用例の園を削除し︑地の文の例とする︒︺

6

五455圏 ﹁︿略﹀︒日本武皇子と申したまへ︒﹂といつ

五455囹

五457囹

五455囹 ﹁︿略﹀︑今御名をさし上げます︒日本武皇子
2

は︑

ました︒

﹁︿略﹀︒日本武皇子と申したまへ︒﹂といつ

これから後やまとをぐなの皇子を日本武尊

十二

一口話

﹁︿略﹀︒自分にまさる者はないので︑たける

一々記さなかったが︑適宜修正されたい︒

用例の追加・削除に伴って︑頻度数の変更が生ずる︒ここで

て︑息がたえました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑息がたえました︒

と白し上げることになりました︒

これから後やまとをぐなの皇子を日本武尊

と申して居りましたが︑︿略﹀︒﹂といって︑息がたえ

五455園

五458囹

と申し上げることになりました︒

五457園

て︑息がたえました︒

五455園

と申したまへ︒﹂といって︑息がたえました︒
3

を知らぬ不届者︒︹﹁に︵格助︶﹂に訂正する︒︺

※

2

八876園

21

2

た私に︑一口も口をきくことが出來ないのでござい

32
4

ませう︒︹﹁に︵格助︶﹂に訂正する︒︺

5

層別情報の訂正

2
1

︿略﹀︑ベートーベンはピヤノの前に腰を掛

3
4

けて直にひき始めた︒︹﹁に︵格助︶﹂に訂正する︒︺

漁
2

2

十二414

行幸饒に遅かりしかば︑人をしてうか窒は

﹇合﹈︵下一︶﹂の項に移す︒︺

﹇合﹈︵下二︶﹂の項に移す︒︺

〔「

脚

⑧

㎜
93
訓

八45 ︿略﹀︑じゃれ合ふの止めて︑尾をふりながら︑

國國本日突然上田君に會ひ︑久しぶりに

ちよこくやって來た︒︹﹁やってく・る﹂を立項す
る︒︺

十一一冊10

て郷里の様子をいろく承り申候庭︑︿略V︒︹﹁にて

ふと通りか﹂つた某大尉が之を見て︑鯨りに

︵格助︶﹂と訂正する︒︺

す︒︺

六631

︹﹁あわ・す

七41図地球の上には大小合はせて六十齢國あり︒

た︒︹﹁あわ・せる

折々らう屋をたつねては︑母をなぐさめて居りまし

これから後瀬じゅは︑うばと心を合はせて︑

しむるに︑︿略﹀︒︹﹁あまり︹余︺︵形状︶﹂の項に移

十矧6図

まり︹余︺︵形状︶﹂の項に移す︒︺

め＼しいふるまひと思って︑﹁こら︑どうした︒︹﹁あ

九惜6

⑦用例の移動

1037

32

闘

脚 麟
謝

鵬

㎜

1〔B8
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1課名一覧

⁝⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝鵬

2文字のある挿絵一覧 ⁝⁝⁝㎜
⁝：

⁝⁝⁝⁝兜

3仮名一覧︵提出順︶ ⁝⁝⁝頒
4音図・いろは

5漢字一覧︵提出順︶ ⁝⁝⁝四

6漢字一覧︵五十音順︶ ⁝⁝螂

7﹃樽輔国語読本﹄︵ハナハト読

本︶修正経過 ⁝⁝⁝⁝⁝⁝鰯

課名一覧

第三期国定読本全十二冊に収められた課名を各巻の巻頭にある﹁目
録﹂によって示した︒ただし︑巻一は課名が立てられていないので︑

五十七

五十四
五十九

カゲエ
オクスリ

目ト耳トロ
六十二

まはりつこ

右ト左

五一ちいさん

きやうだい

三十九

三十七

三十五

三十一

二十八

二十五

うらしま太郎

四十六

竹の子

四方

四十八

私どもの町

山びこ

フクロフ

日と寓

すすはき

かるた取

ゑはがき

お話二つ

しひの木と

十六

大工小屋

のみ
五十七

山がら

扇のまと

五十四

たうふう

五十一

私ノ村
の

一口ぱなし

セミ

をの

十九

十八

十七

十九

一本杉

六十
七十

二十

六十五
虫ぼし

七十三

ヒナマツリ

汽車のたび

ささ舟

二十二

カウモリ

二十一

手デツパウ
六十四

二十三

二十二

二十一

六十七

八十

七十七

二十

コレカラ

ふじの山

十五や

オや牛ト子牛

ヒカウキ

二十四

二十三

春が干た

ナゾ

二十三

二十五

十六

七十一

六十九

ユフヤケ

大江山

八十二

曽我兄弟

鯉のぼり

金鶏勲章

松太郎の日記

大蛇たいぢ

中村君

大日本

二十四

十

二十一

をぢさんの うち

白ウサギ

愛まき

十月三十一日

柿

お祭

はごろも

二十五

二十六

二十四

ハ

うちの子ねこ

ヒヨコ

ハヤオキ

イマ

ニ十

三十ミ

お花

ゆびのな
かんがへもの

わらびとり

二十十十

十八

十七四二十五ニー

クリヒロヒ

二十ニ

ナゾ

ここにあげるのは︑巻二から巻十二までの課名である︒

ニ
四

ウンドウクワイ
オキヤクアソビ

六
十三

十一

キクノハナ
カンガヘモノ

ウシワカマル

十十十十十十十十十九
八七六五四三ニー
六五四三ニー巻
四

ニ十ニ
ニ十四
ニ十六

三十七

八七六五四三ニー巻

月

犬ノヨクバリ十四

二九八四一

1

木ノハ
ミヨチヤン

ネズミノチエ

モチノマト

三十八

三十

ユキ

オ正月

ユキダルマ

ハナサカヂヂイ
四十一

十七二七ニー

二二十十
十十九八

七

十十十十十十九八
五四三ニー

六五四三ニー巻
五

八八八 七 六六五五か五五四 三三 二
十十十八十七十十十卜し十十十四十十三十
九八四十一十七一七五 三二六十八四十六

二十十

十十十九八七六五四三ニー巻
十十十十十
七六五四三

1課名一覧
906

＿」＿

一

私のうち

ッバメ

大道出し

三十四

二十七

ニ十五

二十ニ

四十︸

遠足
熊襲征伐

四十五

四十六

一口話

慧

五十

十九
十

巻七

長き行列

世界

しけ

二十
第二

横濱

一

二十二
第三

﹁

二十七

第四

潮干狩

±ハ

四
七
九

虎と蟻

れんげさう

なぎ

くりから谷
二十六

二

霜

第五

二十二

三十一

二十五

町ノ朝

傘松

十八

馬

三十

第七

獅子と武士

三十五

三十四

第八

第十

大連だより

初夏の夜

三十八

四十五

第十二

四十

第十一

一太郎やあい

五十

第十三

四十三

川中島

四十九

第十四

五十二

四十五
カヂ屋

六十一

一騎打

六十九
第十五

航海の話

七十六

中なほり

賀茂川

七十四

第十六

木下藤吉郎

安倍川の義夫

一

メリンス

七十七

第十七

二

聾すべり

第十八

一

植物

動物

海ノ生物
二

八十四

助力

二百十日

九十五

九十二

マリーのきてん
第二十一

八十八

第二十二

第二十

第十九

八十五

百

九十八

九十

七十九
象

千早城
記念の木
伊勢参宮
入管中の兄へ

父から

七十九

神風

六十六

六十四

四十八

二十八

鎌倉攻

第十二

冬の夜

大阪

第六

五十六
第十三

萬じゅの姫

第九

三十四

六十
第十五

第十四

九十五

四十三

弓流し

入螢した兄から

六十三

磁石

五十二

雨
養老

六十八
第十六

けんやくと義指

笑ひ話

用水池

峠から町へ

七十九
第十七

日本三景

八幡太郎

八十二

ブダウ
九十七

虹

水見舞

熊のさ＼やき

百

九十五

八十九

東京停車場

一

一足堂々

郵便函

俵の山

四

二

第十二

百九

百八

九十七

彼岸

百十三

加藤清正

電報

十三

注文

犬ころ

山の秋

競馬

武將の幼時

石合戦

十四歳の時が二度

一

三座の子

あるか

十六

十四

二十二

十九

呉鳳

二十六

揚子江

・しとO

二十七

朝鮮人蓼

三十二

三十八

子ども孚 三十五

石地藏

四十六

主人から小ぞうへ

四十四

小ぞうから主人へ

一

大岡さばき

二

手紙

二十九

手の働

五 三 一

第第第第
十十十十
六五四三

第王立上巻
四三ニー八

第三第平平平平
十十九八七六五

第第第二第第
十十九八七六

第十第第千第千第第
二二二二二二二十十
十十十十十十十九八
六五四三ニー

二

炭

一

二

ヤクワントテツビン

九
十四

百百
四三

六五四三ニー

二＿一ノ、

立
芽
一

日本の高山

きのこ取
海

二二二二二二二十十十十十十十十十十九八七
十十十十十十十九八七六五四三ニー
第第第巻
一
第第
五四
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餅つき

五十八

五十五

五十

四十七

第十四
町の辻

六十ニ

鷲

第十五

土倉己一

看板

十一

第二課

第一課

巻十一

第二十七

十六

第二

道ぶしん

二十四

九

第三

燈皇守の娘

馬市見物

弟橘媛
十一

第四

七

アレクサンドル大王と

養難

十五

第五

醤師フィリップ

動物ノ色ト形
二十一

第三課

ナイヤガラの瀧

二十九

五代の苦心

霧

三十七

百三十

四十四

裁判

見島高徳

開墾

第六課

下士の七本槍

第六

陶工柿右衛門

五十

第七課

二十九

第四課

第八

五十三

十四

十八

七十九

第九課

第八課

手紙

植林

瀬戸内海

四十九

四十四

四十一

三十五

名古屋市
九十九

九十七

九十五

第二十一

第二十

第十九

第十八

第十七

初秋

白馬岳

星の話

石安工場

いもほり

九十九

九十三

八十四

八十

第二十一

第二十

第十九

第十八

日光山

手紙

温室の中

文天雷

百十

百六

百

九十六

九十一

第十八課

第十七課

第十六課

第十五課

第十四課

第十三課

我は海の子

貨幣

松坂の︼夜

無言の行

人と火

北海道

ふか

七十七

六十八

六十五

五十九

五十四

三十一

炭坑

第十課

ゴム

書影の苦心

二十三

第十四

第十一課

廣瀬中佐
百三

百二

百十二

進水式

平和なる村

遠泳

八十三

第二十課

暦の話

第十九課

第二十一課

リンカーンの苦學

九十四

八十七

第二十二課

一八四一

第十三

第十七

三

三十

第九

銀行

五十九

パナマ運河

三十六

第十

言書鳩

七十二

第七

三十九

第十一

京城の友から

鉢の木

三十一

爾將軍の握手
四十三

第十二

若葉の山道

水師螢の會見
四十六

第十三

第八

第九
物ノ償

四十九

のぶ子さんの家

第十

弟から兄へ

五十六

コロンブスの卵

六十

八十五

第十二課

軍艦生活の朝

輸出入

八十九

第十五

登校の道

七十五

第十五

言ひにくい言葉

東京から青森まで

第十六

第十六

第十七

七十七

七十七

六十七

第二十三
胃とからだ

北風號

太宰府まうで

捕鯨船

八十三

第二十四
分業

第二十二

第二十二

八十一

第二十五

百七

第二十三

唖の學校

第二十六
人を招く手紙

百十一

半巻
一十

七十

第二十七

百十四

第二十五

たしかな保謹

第二十六

第二十四

手紙

百十九

水兵の下

明治神宮参舞

馬畢ノ日

第二十三

百十

三

一

第二十五

第二十四

水の力

第五課

第十一

老社長

六十四

第十二

萎打

から

六十九
第十三

ニ シカゴから

ニューヨークから
第十四

十

七十

一 サンフランシスコ

アメリカだより

第十六
第十八

第十九

遠上孔太
足海子陽

乃木大將の幼年時代

トラック島便り

今日

百百百
十十十
七四一

第二十八

第二十一

第二十

半第第第第
七六五四三

七十九

第二十二

税

百十六

第第巻
ニー九

1課名一覧
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百十

百一

南米より︵父の通信︶

第十八課

第十七課

第十六課

第十五課

第十四課

法律

間宮林藏

鳴門

まぐろ網

リや王物語

八十八

八十一

七十六

六十五

第二十三課
孔明
百十三
第十九課
奈良

繹迦

九十九

九十

八十

第二十四課
ウェリントンと少年

自治の精神

牌弟二十⊥ハ課

百十七
第二十課
トマス︑ エヂソン

青の洞門

月光の曲

四十五

第二十七課

百十一

百十九

百十五

電氣の世の中
奮師に呈す

百二十二

所百三十二

我が國民性の長所短

百二十四

勝安芳と西郷隆盛

港入

百三

第二十一課

第九課

我が國の木材
四十九
六十

第二十三課

第二十二課

鐵眼の一切経

百二十一

ガラス工場

第二十五課

第二十七課
第二十八課

一

百二十五

明治天皇御製

巻十二

第一課

九

四

ィン

十四

出雲大社

新聞
十九

第二課

第四課
蜜柑山
二十二

チャールズ︑ダーウ

第五課
商業

二十四

第三課

第六課

鎌倉

ヨーロッパの旅

第七課

第十課

十和田湖

五十二

第八課

第十一課

小さなねぢ

二十八

第十二課

國旗

三十七

第十三課

第第第
十十十
六五四
課課課

71

17

〜7

六・6

37

36

23

五・18

三・38

4

文字のある挿絵一覧

と書かれた道標がある︒

︵金鶏勲章︶金鶉勲章の図︒

︵大費出し︶呉服店の大売り出し︒屋根に﹁島屋呉服店﹂と

看板を出す︒

﹁北極星﹂﹁北斗七星﹂の図︒

︵両將軍の握手︶ エンミッヒ・レマンの肖像画︒
︵星の話︶

︵孔子︶

孔子廟︒﹁大成殿﹂の額がかかる︒

︵温室の中︶ ﹁うつぼかづら﹂の図︒

︵パナマ運河︶ パナマ運河の平面図と断面図︒

︵明治神宮参舞︶明治神宮の地図︒

〜61
九・37
88

34

十・5
m

十一・5

暦︒月日の外︑干支︑通日︑月齢︑月出︑月入な

︵主訴の七本槍︶賎嶽付近の地図︒

しつがたけ

25

︵暦の話︶

︵鎌倉︶

﹁七里が濱﹂の図︒

︵南米より︶ 南アメリカの地図︒

どを示す︒

89

皿
十二・25

﹁一覧寺山門﹂の図︒

28

︵十和田湖︶十和田湖の地図︒

︵鎌倉︶

︵遠足︶ ﹁わらび﹂﹁ぜんまい﹂﹁いたどり﹂の図︒

51

書かれた看板がかかる︒

︵遠足︶ 遠足の行程を示した地図︒

奈良市およびその周辺部の地図︒

︵間宮林藏︶樺太の地図︒
︵奈良︶

85
醜

︵日本の高山︶ ﹁新高山﹂﹁東山﹂の図︒

︵きのこ取︶ ﹁初茸﹂﹁ねずみ茸﹂﹁しめぢ﹂の図︒

︵賀茂川︶賀茂川を中心とした京都市東部の地図︒
世界地図︒六大洲と三大洋をあげる︒

﹁イワシ﹂﹁カキ﹂﹁サンゴ﹂﹁ラッコ﹂﹁コンブ﹂

︵看板︶ 町の商店︒それぞれ﹁生そば﹂﹁傘はき物﹂などの

物の図 ︒

︵山の秋︶ ﹁目白﹂﹁ひわ﹂﹁なら﹂﹁ぬるで﹂などの山の動植

︵電報︶ 電文を記した電報頼信紙をあげる︒
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明
E3
E5
同
E7
E2
E3
相
E7
E8 鬼
E9
E9
E6 直
E9
弟子
E1
E4

奉

束約

鍬島

論画

止

組

具

兵

58・4 角

58 57 57

E4
E7
E1

E1

瀬
笛

他

帖

藤
虚

何所
淺

眞

植

虫

大人

細

去

魚

59

皇燈

面

信

泥

子様

59・1

79 77 76 76 61 61 61 61 61 61 60 59

E2
E4
E1
E2
B6
E6
E6
E7
E2
E2
E7
E5

79・7

甚

E1 血
E2 藻
E9
E9
E4
E8 決
E3 珠
E7
E8

83・1

E1
E9
E6
E2
E2
E4

82 82 82 81 81 80 80 80 80

骨轟集

料肥

航公

露連

50 50 49 49 48 48 48 48 47 47 46 46 46 46

通

並

86 86 86 84 83 83

郷

匝臼

存堂講

岸
光

総板

Q

終

員

甲

鯨

25

肪．

建並
造

京

面●6

T

那似會
北書

肪薦

肪・5
肪●7
肪●7
舗・3
編・6
肪・8
肪●9

閃

肪●7
砺・3

猫・7

45

肪．

幽

自惚油布綿

等

㎜・7

E4
E7
E5
E6
E7
E6
E6
E7
E7
E8
E3
E5
E7
E1
E4
E7
E1
E4
E5
E5
E5
E1
E3
E5
E5
E8
E8
E8
E5
E2
E5
E7
E8
E9

99 99 99 99 99 98 97 97 97 97 97 97 97 96 96 96 96 96 95 95 95 94 94 94 93 93 93 93 93 92 87 87 86 86

109

108

108

1〔旧

108

108

108

108

108

立

止

1〔罵

107

107

107

106

106

106

106

腔
緑
咲

109

仰

109

吸

春

109

農

113

厄

配

棒

樂

助
力

蹄
命
直
腹
下手

113

面掛重

共

信

114

倒
困

加
功

禁
震
叫
幕

出

頼

105

1〔巧

105

105

105

105

104

102

102

102

101

101

28775548874433217447551996321487553
至

曲直

無

季

過彼

行秋等

賞

差

比感借止血威

刀支親

勢

別召

言勢使記

故固某涙

名

登

仕

920

19

19

18

幽・3末

19

魍・6殿

19

読み替え88

19

巻八︵新出醜

19

1 ・∠

20

●6

20

−

21

櫻

當
清水

21

︒4

21

焼

2

21

頭

21

・4

21

6

21

3・3 炭
3・3
氏
5・9
社
6．2
6●2 競
走
6・3

1

21

・6

0

22

6

7

6●8 歳

7 ●∩﹂

22

7 ■ 1

22

・6

23

7

24

7・8

24

選

内
歩
度
各
連

24

・4

24

8

27

8・8

28

甲

28

808

28

境

始

乙

麦

28

︒8

E1
何如
E7
E4 幼
負
E4
B6
B7
多
始
E4

28

8

8・9
9・3

16・5 雀

14 13 13 13 13 11 11

5漢字一覧（提出順）

18

16

1616

66521962111331988444334499444331985
畑塗結箸握拳説殺爲許供湾盛挙

二

二

勉

朧．︑

滞牧

華
墨

園
健
康
害

勿
論
哩

空

好

止

寝願

熱 祖 週謹

食

68 68 67 67 67 60 60 59 59 59 58 58 58 58 58 58 58 56 56 56 56 56 55

E6
E1
男
得
E5
E7
E8
二
E8
E1
E3 悟
E3
E4
E7
E7
E9
E5
E8
用
彼
E9
味
E2
足袋
E8
E6
E8 富
E9 有
E2
E2

68・2

E2
E2
E3
E3
E5
E8
B9
B3
E4
E4
E5

72 72 72 71 70 70 70 70 70 70 70

深

重

御

壁

在爪

爲替

最

48 48 47 47 47 47 47 47 46 46 45 45 45 45 44 44 44

曲

配

絶

草

看

粉釜

朝重

畳

杖

告

E5
E6
E8
E1
E2
E7
E8
E8
E9
E1
E2
E8
E8
E8
E9
E1
E3

48・7

E2
彼
E6
E6 求
E9
E1
E1
E4
初
E5
E6 畜
E8 餅
E9
E2
E6 羅
E4 臼
小豆
E1
E2
E5

55 55 55 52 51 51 50 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49

婦培栽

違

母奉返

お

早

乳

器●6
器．7

木綿

成

包呉情放調訴

積荒

鮮

齪速

持

器．8

育

野
納再罪盗

33

T

四7

U T

脇．

柱袋届暮巣

四8

S R Q

53

脇．脇．

端最

娼房

63

日．鴇．硲．

材

凹9

R

豊量菜

婦

S

93

脇．

紹月

㏄房

餌6

M．7
M・7
M．9

鋭2
紹8
忽9

胆婦

捌●9

34

胴．

域準則

古活號職

英

二

二

墨

二

悔駄

轄

婆

921

5漢字一覧（提出順）
97

96

96

96

9582

82

81

81

81

81

81

81

81

8080

79

79

79

79

79

79

78

78

77

76

76

76

75

75

75

75

75

7473

37718319766111439977523282115553319
張閣

頗

圓歌器

治

守指加
113

113

113

112

112

111

110

110

牧財務

御少

110

109

109

108

108

108

判裁路院縣山面是税卓

冷面諭

民

笑

107

106

105

105

105

105

104

1〔レ1104

103

103

1α3102

常油状

祝
101

101

100

99

始
99

98

9797

83252574121666315321995222598285186
浴詣墓封

必端

澤法忌亡誕

膿小首本

温乾械機損

比集藥

互招

世暮
巻

給血歯面飛

養若

度

988888777655554444333221九
・8543・8・28984・4433875826哲 999885319
131
性最盛 静
茂
肉幹殊移属 邊
廻 鶏 蓑
供
底 飲乏 食油
帯 土島 業 古画
響

115

115

115

素質誠

115

115

115

115

115

語意

下父

113

馴

熱

騨響響脚脚四ワ卿脚脚層脚項稗脚㌃1脚脚曾曾曾

10996545262844877644221110854484331094

蜂戒警
裏枯蝶例応護泊地敷危出面勅
器鮮反掛 端姿例 雷根菜
合都易
色鶏重
荒
亡 便
363636363331

3129292929292929282828282626262625252323232322222222222121

7763566999664388441010612287449986571
卒覧紋

防情正

音

遊

波盛

観壮瀧
境

開富

葬

自転豊山讃究研志福臭

形別旅進

終

寝

修

病

922

525252

52

52

51

5漢字一覧（提出順）

4947474646464644444343434241

41

41

39393939393938383838373736

65521710104666632331597410997117631718

推昌繁資貯照

要需

米昨一給供

然領

償

夜学

厚

受

備謝

目正

揮師

雷丸

劔三智歎

止強

破

握息

禦

日

…… …葡
績

心
束

花

橋
直

傳

原

過

@1

白
言連

122

121

121

121

齪

120

120

120

119

E10

付

眼雄

E8

E2
E5
E8
E2
E5
E6
E7
E7

延

熟

122

⁝．−

街

沼
帆

境

99 98 98 98 98 98 96 95 95 95 94 93

3

122

●6

S

駐浴

・−o

隣
122

凹

凹

研垢

B●3

Q

亥

文字
常

−
●4

巻十︵新出㎜

2路

鎚

・7

品

122

d．47

57

肝．

越

誠

122

餌・8

飾

．

甘込

候有難

神
奉

好

何
世
彼所
心

新

読み替え旧︶

留

善

骨

達

R

・4
︒5
皿・4

伯父

伯母

由
住

5

5賀

后

01
01

−

豹

頂

遺到

母

性
置

當

●

猫

．

K

説

皿・8
皿・9
・3
・5
聞・6
認・7
・8
・9
魍・4

役承

O1 O1
怠

群攣

任啓

48 28 田．…・

攣

導

空

脇a

￨

想熊迷線

座

鋭恥
攻豊

￨

汗散爆

逃

起

硲・7
硲●7
●8

h

Q

像

傍
鵬・3
鵬・4
鵬・5
︒5

撃

68

圏．圏．田．

狩人
攣

登

床

休

08

四．

銃

傳

破

定

囲例

四薦

四●7

四μ

四6
四9

鵬●8

09

律規

煙草

紅葉

旗尾

姉

床

令

衛

泉
果

特

敬

E8 憺

…

53

…

霧 頂脈
散

118

117

117

116

116

9874116539991079688
趣

適棄権豫
棄或

補墨
初

議
選

察
雄志

恩
願報

923

5漢字一覧（提出順）

興P脚17四ワ11脚垣職1脚や脚曾曾9曾曾曾§ττττ§§§§

39991099322641041999831098211699989983
背族園周除

買直

353535

無

34

3332

向

31

31

久

危市

31

31

31

奮興

歌育面眼

31

3030

29

29

29

密

然終

29

29

28

頼調

28

廊虚血扱墨

前

28

28

殺投冷

27

27

27

27

建

26

位

25

25

半

25

24

232222

1041429765541768873399726511644310744
感泣鳥寄影

凡浦

此湖設結到

岩

庭

57575757

56555555

形

笛

55545454

書
路輪

5353535252

浪

爲名再

注退

官

51

呑

漕遂救附

嵐庭

許

附

504949494848474746454441

段

圓

3736363636

33322944222176141810108154425642210763
其移飛豫

73

72

72

72

72

飼

72

71

71

毛羽玉差

71

70

70

70

期

限

696968

68

蜜語両面

離面罵

6867

磨

億

困自何文費董

預

68

縁

鶏

青柚

真髄謹

庭

66

6565

63

61

61

60

60

59

59

59

59

58

58

5757

565553994883105843353669646210761104109
奪 梅 失泊榮迎 僧的油鼠
断訟侍授汝汰沙暇
京 訴 寒上 留空長末郷失坐園 宿 留門 書路
刀

9696

90

90898988

88

888786

85

8484848382

81

80

守

79

79

79

78

78

77

76

76

76

76

76

75

75

75

7473

1041011011075898981866899766195541104239
圖

府

留
天照大神

亡悔交

細編展 煉館構
額豚羊更燃採崩
瓦
銀登印
重
姓 思備往降炭替

宮

整

街

924
112

112

111

111

111

111

111

110110110

109

109

108108108106

105

5漢字一覧（提出順）
104104103103

102101

10〔〕99

99

99

99

98

98

97

97

97

9797

6210965543176532415495113554142108722
隻

術丹
日美

巧

本

126

126

振

126

126

126

125

夢引剥
佛好悔悲

125

125

125

124

障髪
任

124

124

124

123

管
暖

121

121

120

119

絹薄香
群

119

効
乱雲

118

118

118

118

118

118

捕
豪富降

117

116

116

敗虎
二二

115

114

11填

羊

114

113

112

112

766421010831099715238210854329923822866
基

課專
螢林

幸益範模
鼠紙

歴
鼠戸床

詩跡尋
紙

鏡
紅梅墓

巻
駅馬経輕紅

彼呼

鯨捕

方

．−

㎜．

和

平

臨

減

樂

高

固

高

揮

越笑言

．−

．3
．9
裡．9

．

．−

蹴．−

囮．2

句

敗

存

重

積

読み替え囎︶

陽

即

随
益
表
望

黒

故計

E︒5 秒

鵬・10

伽・9
㎜・3
㎜・4
㎜・7
捌・6
麗・7
鵬・2
鵬・2
鵬・3
鵬・4
鵬・7

巻十＝新出慨

−・3
−・3
−・6
−o
−o

2・2
2・3
2・7
2・8
3・−

賎

遅

歓裂

増榮

讃

99？9曾§努§§§1ττττ1τ§§§§§曇ラララ誓誓壬興ラ

33322101096541010987418644310109498665559
俗膚

制厘租

績

著化徳

酔

占

率
界

張

民

延

趣

興

縦
圖

互

桃

臨

罪

聴

言
何庭

庭織組

犯

借

初

件検疑罰刑

部

解極添

9●6

10

3
6
7

V

離

9・−0

ω・9

馴・9

01 01 01 四．

敬

9 ・7

働

聖

9・−0

著專治

肘婦

q．3

田・4

￨

高弟

餌4
田3

01

凹．肥．

述

貴言霊

田●5

及

録

田8

犯．2

S

將老自

E9

脱8

32

犯．囲．

可

釦4

居横江

簡

肥3
似6
狸9
凹5
凹5
巴8

皮布

崎

競

雷

925

5漢字一覧（提出順）

@3

新之

冷

食

際

音

聲

突

伏

轄

關

廻
覧
鏡

興

古

追

斬

E2

出

直

況

武

桐
突

押

接

未

没

E4
E4 筋
E6
E9
E3
E4
E7
E7
E2
E4 品
E3
E8

4

29 29 28 28 27 27 26 26 26 26 24 24 24 24 24 24

・−

抜

︵読み替えの提出なし︒︶

構

@4
@7
@7
@9
@5
@7

W
Q

@10

X
@1
@2
@3
@5
@8
@2
@4
@8

34 34 34 34 33 33 33 32 32 31 31 30 30 30 29 29 29 29

軍

沿

響
響
警
饗
饗
響
響
響
饗
饗
蟹
警
響
蟹
響
雛
35

E4

蝋．

伐
峯
苗

濁
61

61

6060

60

60

59

59

59

59

58

58

56

54

一昨年

61

計宜

障

61

伐
髪
節
音

61

構

斜

田舎

61

宜祈

納

62

心地

62

幸

過

凡

62

肺心

仰
從
寄

62

衣

費

寝

愚技

彼庭
筆

妙

53

52

52

52

52

51

5049

49

49484747

1092110765425441966464713544357544192
僅油壷

貫
峯折浪恐如暗抜緑牧放模未

8382

82

82

82

81

81

81

80

79

79

78

78

77

出品
西直煙果夢

77

77

75

75

75

74

練
乳元

74

73

71

激
傷森

6969

69

68

消
管

67

形言問更

6666

66

65

656464

353117755218465374152684417342141105
堅操訣
護氷赤腕

110

109

108

108

尋百

107

106

106

浴

106

幣貨滅努希才訪

割布考

105

105

105

1⑪4

104

103

100

葉

尋

99

99

99

99

閉完智樹識株

泊消燈

98

97

97

95

94

燃

94

92

90

90

落吸

90

88

88

88

習

88

8383

9542965352244111076221066742932775295
抱視誘舌

雲茂牛

爆劣就働優雑統陰齢紀略暦

甘在豊略窺

畳激鬼

留鉛

寳

祭暦

團曲泳
扇

926
126

126

126

125

125

125

125

125

121

121

121

120

120

120

120

119

116

116

5漢字一覧（提出順）

116

116

116

115

115

115

115

114

114

114

113

112

112

112

111

111

110

431877559928641788633104425221010538610
忍

版

籍

恭勲紳依善慈尊

昇

23

22

般

22

22

22

22

21

21

20

19

130

協

漢

顧

18

130

129

129

128

128

128

127

127

127

127

126

5510396395444
庫

読み替え娚︶

23

2・4

23

巻十二︵新出m

23

邊
隣

24

3・−
6・−

24

孫
快
厚
金
色

24

6・3
6・4
7・6
9・3
9・3

24

c嚇

24

m．砺 雌

24

辛
吐
探

c揚囎

保
速
24

12 2
12・2
12・5

13・9
14・5
25

……

勧

辮旨誘私致基露帝起窓

成寺渡巻経回砂三三
…．

吏

刷
倉

18

17

17

悉
奮止幕志

16

16

16

16

15

救捨喜就

15

14

14

1414

28664322107521096649551101536544541010108
耐個

誤格

劔
48

47

永

己敏

隔但能

解程二二三二三際堅日二二
和 金
47

47

47

46

46

46

4646

46

46

45

44

44

44

4341

39

39

販司

38

二二
37

36

35

34

現戯純麗

統違遂
3333

32

31

31

31

殊
30

28

2725

21074210109886449117552336423369547453
磨

柔縮築憂

具久

69

69

66

耐

65

65

65

65

殖揃怪音題異免演

二三柱

65

65

64

64

聲

63

63

縫

倹

62

62

62

62

62

61

61

友青

61

61

61

眺彫側麗藝混憤
跡眺

60

56

56

畳

52

51

51

50

49

48

極

48

4848

9711095433763210981155442101015101358633
永二二

與短

三三

藍革潔旭章賜因複烈装

性烈仰示平縦現星濁

赤

昇

雪

探陰

沼

著薪

珍

927

5漢字一覧（提出順）
90

8989

88

8886

86

8686

84

84

8484

838383

82

82

8280

79

79

78

76

76

75

73

73

72

72

72

71

71

7170

4928786546552811811865551104110758869
省否

提

懐

薄

討

叱顧

104103103

102101

101

宅
抱怪異己探

101

1⑪1

101

101

雇確査
舟

誇
疑

10010010099

99

9999

99

網腸責
貫狂揚

99

9897

97

請
侍

9796

96

95

狂
待

9595

準
鳴整

認

95

95

94

裂

92

92

9090

2441010964328551077752365210110752249155
哀鹿霞

廉

頭回首郡裏井岡訣

131

130

130

130

130

126

125

125

嚴

能低

125

125

125

124

123

諭巡迫抗

自

122

121

悟

廻失

121

120

119

妻即胸尊星

119

119

119

119

118

117

117

116

115

濃試賢
静

115

測

與

114

113

113

112

111

依

111

105

44321485441318418763117101041099645841
毒虫仁
延

謀策委渉載

推確

悟懐迫定

訓忙高曇
引

139

換

革蒸

庭扇免消早

138

138

137

137

137

137

136

135

135

稀験

許机徒照衣

135

134

134

133

133

133

133

132

163864147636154317
脱侮創掃
補省恥潔

系
誤容磨短

接
然

冠
随

輝

アイ

アイ

にぎる

アク

わるい

アク

十

巻
十・

十

六七二ニー十九十六七一六六五九五十二六五九八七二ぺ
・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …
。 。 。 ・ ・ ・ …
。 。 1
印

141061259011978597710661251088122536619372372726101ジ
育域同
士 團遺 違 衣胃 移 異
ことなる

イ

うつる

イ

イ

ころも

イ

ちがう

イ

イ

かこむ

イ

︵かわせ︶

ため

イ

イ

なす

イキ

そだてる

イク

︵おととい︶

イチ

︵おととし︶

イン

しるし

異様

移動

衣食

教育

一ハ

⁝昨日

一昨年

印度

周遺相
園物違

行爲
爲替

流署
域者

十
十
十 十十
十十
十六一九一十八八八二十八八十十十二八ニー八十九二二
88

89

35

47

30

螢鋭英

12

34

泳

21

11

永

22

29

影

47

24

雲

65

17

3

16

34

105

運至

45

99

57

4

84

41

羽烏右

上

6

漢字一覧︵五十音半︶

哀音

日口

提出熟語

愛養

握手

安心

旭悪

漢字一覧（五十音川頁）

第三期国定読本の上欄に提示された漢字をその代表音訓によって五十音順に配
列し︑読本に用いられている音訓と︑その提出熟語・提出箇所を示した︒音は片
仮名︑訓は平仮名で示し︑熟字訓には︵︶を付した︒一つの漢字に二つ以上の

巳6、

6

音訓が提出されている場合は提出順にあげた︒

丁子哀

亜

キョク

あつかう

ある

アン

暗さ

あるいは

暗黒

やすい

アン

くらい

道案内

以上

十十十

アン

イ

位置

依然

注威委
意光任

もって

イ

くらい

よる

イ

イイイ

或扱国

安

以下

子丁

漢字提出音訓

暗

位

同

委

928

陰院

引因員

飲

1三才撰才駕停ウ嚢評は黛享欝鵬期
乗組人員

原因

延引

飲料水

病院

羽
毛

太陰暦

左右

羽

雨水

時雨

暴風雨

入螢

永永影人白
の績響影雲

英遠
語泳

十 十十十 十
十十
十 十
十六九八一七二二二十一三五五八六五五三十四三四五三ニー八九五二四二七
126

39

115

68

83

80

往奥央掲

69

23

圓

23

29

鉛

110

78

73

71

遠縁

52

84

五三

51

30

25

54

63

二巴

75

36

101

三園

35

56

92

越騨

79

7

11

益

119

93

51

53

易衛

榮

％脇ラ茎ラ罧ララ蒼罫ラξ研ラ憲ラ摩手離イ幸礎
こン

繁榮

衛兵隊

貿易港

容易

益々

利益

上野騨

公園

呉・越

延長

延いては

援兵

縁砲煙
先煙草

沿岸

鉛鉛遠
筆色足

演奏会

四千圓

義掲

中央

往往
来復

る

十
十
十十
十十
十 十
九七八五六十八一六五三十一九七ニー八十ニー九八十九九一十二九七九十十
コ

80

29

51

り

101

66

り

22

り

82

コ

97

19

358044

コ

58

ロ

65

28

ロ

38

リ

24

リ

21

ロ

58

130

10

100

70

133

74

67

2

12565

16

7

66

リ

12760

6

929

漢字一覧（五十音順）

音温恩盛儀

下

何化

岡櫻鷹王

屋億

横重

カ

︵いつ︶

なに

撃雛力四十膨ね門門や獅1鶴蹴
る
磨用

八億圓

三岡

米屋

民屋

下男

見下す

陛下

下村さん

下手

徳化

何時

温御甲
室恩乙

無音
音聲

縦横
横濱

十
十 十
十
十十
六三一八七六五五五四四四三ニー一九四八九八六九四十二六八十八一七一十
コ

38

52

4

115

99

40

66

24

1

コ

82

62

5

コ

86

21

41

コ

29

33

花型火河歌

すカカカに

力疑カカひ力窮力え力

ぐ

過貨課菓醒

87

39

27

果暇

36

101

8

1

36

47

8

7

30

80

家夏可加

W∵カケ腔力
加何何
藤庭虜

何所

三人家
軒家来

如何に

夏季

團御結
歌歌果

家

十

48

60

39

の
73 47

コ
19 81

コ
81

15

58

69

66

13

69

16

62

り
21 30

48

7

82

サ
97

13

41

3

コ
11

59

カ

かすみ

すごす

通過

氷靴

代償

肖像書

祝賀

計圭里

我我
先ガ

くつ

カ

わ

あたい

にわか

ガ ガ め

われ

きば

カク

えがく

とく

苛怪

五理
回解

快廻
晴廊

88

叢賀芽牙我俄償靴音

カイ

カイ

めぐらす

まわる

廻回解
めぐる

カノー

こころよい

カノー

あやしむ

警戒

改良

御後
悔悔

カイ

悔怪快
くい

カイ

ふところ

くやみ

カイ

なつかし

カイ

あらためる

改戒懐

8

十

コ

26

116

鯨暇

24

大河

126

火事

コ

77

105

十
十
二七四二八四十八一九六二十六五四三八五一八七一十十八七

十

七一十七七九
108

二三箇月

ほうせん花

金課菓荷
怠業子物

4

七五九竺＋＋八生竺七竺九主七竺＋＋＋八六六六六九九五六サ九
28

55

20

86

110

ロ
96

確獲格

58

44

6

39

各柿垣蛙

99

33

3

103

45

24

ゆ
23

58

36

外

街害

29

86

96

48

會貝階

10

44

92

78

開皆界

100

灰

45

70

海械

り

56

58

の

126

82

ゆ

57

24

コ

7

41

4

ロ

80

34

コ

73

70

70

104

7

コ

27

79

リ

41

17

コ

86

の

56

36

107

85

28

20

71

7

121

コ

コ

65

16

40

104

機械

海軍

ソーダ灰

世界

二階

開爽

都會

貝細工

絶壼

村外れ

外國

外宮

濱街道

市街

石垣

各種

八七竺＋主八六四六七＋九八六六五四四生六九七六五九七四六±六五三八

カイ

カイ

はい

カイ

カイ

ひらく

みな

カイ

カイ

かい

カイ

あう

エ

ロ
101

75

給
カイ

そと

ほか

ゲ

はずれ

ガイ

ガイ

カイ

ガイ

かえる

かき

カク

かき

カク

おのおの

える

カク

たしかめる

かど

カク

獲人
物格

方確
角答

84

うみ

角

123

930

感幹干官完

カク

天守閣

一大革新

十十十

遠隔

學圓
校覧

カク

カク

おぼえる

さむ

さます

カク

ガク

縮額

奏樂

ガク

引掛ル

掛声

まなぶ

ガク

まんじゅう笠

たのしい

かける

掘割

十

ラク

カカる
かさ

分割

生活

カツ

切株

十

七九七六一十六二八十五七八一八一十七
107599768714133105763819506458793125

畳革隔閣

樂額

わり

かぶ

大釜

十

掛

笠

カツ

かま

瓦やき

鎌倉

煉瓦

冠たり

十

かま

ガ

かわら

かわかす

カン

完成

寒夜

さむい

カン

官軍

潮干狩

感心

カン

カン

カン

みき

ひ

瓦鎌釜株活

寒冠乾

漢字一覧（五十音順）

學

割

6

十十

九七十七六十七三ニー一十二二八
19

95

127964988

顔岩眼岸丸關観歓巻勧館

間

6

48

28

貫艦簡

10033

57

管看

115

19

96

甘漢汗換

ガかガいまガガきガませカカカカまカカケカまあカつカカカくカカあカあカ
ンおンわなンンしンるきンンンンくンンンン いンらンンンだンンまンせン
だ ぬ
い
こ
く
交換

蜀漢

ゴム管

軍艦

簡明

三四十貫

此の間

時間

四五十間

洋館

勧誘

歓呼

巻数

印lr早

壮観

ぬ

關係

下關海峡

丸太

弾丸

岩石

天顔

眼海

看甘
病薦

十
十 十
十十 十十
十 十 十
十六十六十九七七九六一九九十一十一十五五四四ニー六一一十八一九一九二
1339031

貴

19

1098

53

9

39

2

32

記規紀稀季祈汽機

252911412511511576

棄期既

旗

57

15

787779

机揮忌幾希

59

12

寄

7

491044610610211260117

基

器

喜

危

願

キしキキキキキいキキキすキすキはキつキキいキキよもキキうキよキあガね
る
す

る

ると

つろやンが
ぶ

し
危険

喜捨

基本金

武器

寄食

希望

幾年

三回忌

指揮

机上

汽機棄
車械灌

く

く

軍艦旗

定期預金

貴重

日規紀稀春
記律元代季

く

て で た
る に

の

心御
願願

十

十十 十
十十 十
十
八七五九一二七一四八九九十九九六二四十八七一一十一十九八一五十九九八
32

1〔面

吸

13

63

及

90

112

休

109

42

80

久客

104

122

122

吉菊議

52

10

66

義

93

113

41

128

疑技戯

108

32

宜氣

75

44

30

113

126

蹄音

20

81

鬼騎

127

53

17

10

117

輝

45

起

すおおキやキひキよキキギギよギうわギギよキキかキおキキキかたキおおた
うよよユすユさヤしチク
し たざ
う
え に
がつ こきつ
が
し
る
や
すると
ぼぶウむウ ク
す
い
く
ぶ
起床

十十

光輝

十十十十十十

鬼神

天蹄
氣國

十万騎

音径

便宜

遊戯的

疑問

義指

十

木曽義仲

十

衆議院

久々

今吉

吉野紙

休けい

耐久

十十十

十

七一七九七二十五五四六九六六ニー一ニー一四七五ニー七六二ニー九七五一
87

7

1

63

50

47

16

24

48

コ

コ

43

26

リ

120

り

66

22

ゆ

82

20

サ

45

14

42

ロ

42

11

97

65

44

コ

99

48

22

132

9

111

61

20

35

7

931

漢字一覧（五十音順）

御母

去

居

掻

卵

救

6

球泣汲求

給級究

九

雀弓

宮

キよキもばゆキおいさキギうキキクキたキキキたなくもキすキいゆキグみキ
ユまユユユまくむとユくユそみユウやユ
ヨるヨとかるヨるるるヨユしユユ
ウうウウウ
めウいウぐ ウ
ウ
りす
ウ ウウ
る

呼吸

参宮

昌徳宮

急に

救助

供給

九州

オや牛

奮御殿

牛馬

去年

居留

十人許

特許

選墨

研地
究球

十
十
十
十十十
十
九二二二十八一五四七六一二十六一九八五九七七四六八一十五四四十六四一
り

り

66

25

コ

8

45

i2

61

サ

1

コ

108

64

3

80

34

境叫協

ロ

46

100

コ

4

22

互

1

競

共

90

92

49

127

25

75

93

62

75

御

供

103

1

65

魚漁
ギョ

︵べきん︶

ケノー

そなえる

とも
キョウ
キョウ

ケイ

きそう

とも

キョウ

キョウ

さけぶ

ケイ
キョウ

つよい

さカし

しいる

キョウ

おそろしい

おそらく

うやうやしい

キョウ

はし

おしえる

あぐ

恐

ロ

うお

教恭

23

ギョ
ゴ
おん
み
お
ギョ
キョウ

橋

114

卵

133

強

120

漁業

魚類
御神木
御名
御民
御願
御製
東京

北京

京城

子供等
供給
競走

競馬場
共同助力

協同一致

境内
國境

五大強国

教室

五六五サ七九七四九九八七土七七土九八九九，、＋七四八八七五五七六七＋
37

18

コ コ
ロ コ
120 61 56 39 4 91

3

74

29

7

99

114

リ コ
96 9 98

97

近謹筋禁聖書桐玉極

6

46

9

22

73

曲局業

38

52

り
45 7

81

41

39

79

45

61

130

部将鏡郷胸狭狂況

キちつすキキつわきギたゴきままキキわギコおあおかキゴキキむせくキキキ
ンかつじンンとずりヨまクわげがヨヨざヨウおおどがヨウヨヨねまるヨヨヨ
めか ク
めるる¶クク ウ せぐうみウ ウウ いうウウウ
いし
む

る

て

く

胸中

郷里

三十鯨郷

神鏡

信仰

商工業

郵便局

曲すべり

玉手箱

極樂寺坂

寳玉

禁ずる

勤績

一筋路

近年

獲戦艦
狂況橋

七三八±七＋二手±＋三生サ八六五九七生±七七±＋＋七生九せ軽罪
44

25

23

83

48

79

2

ロ
28

64

43

空聞

77

34

コ
118

具厘

52

96

の
38

10

79

72

28

60

銀
しろがね

ギン

ク

ク

くるしい

金色

金物屋

黄金

銀綜

苦螢

匿域内

苦り切る

物の具

愚僧

空中

屈す

小熊

にがる

グ

68

苦句

ク

グ

92

そなえる

そら

から

クウ

クツ

むなしい

ほる

くま

くわ

中村君

勲功

くhり

クン

御教訓

一群

軍たい

クン

クン

グン

むらがる

いくさ

グン

グン

きみ

軒並君勲土栗借景屈

101

金曜

54

金持

29

かね

62

キン

サ
96

五±四＋九雇五五±七五九五六＋九八三竺七竺五五＋＋五竺六五四
コ

の

の

コ

金

125

むれ

郡軍

99

かな

り
44 24

コン

64

︵こがね︶

27

ロ

コ

782480103878121641205028906782695549764547468699376132899520991676

十二

こおり

ケイ

拝皇兄
啓兄弟

ケイ

あに

形ばかり

︵きょうだい︶

地形

ケイ

かた

かたち

ケイ

ゴム人形

ケイ

ギョウ

敬禮

景物

ケイ

ケイ

景色

時計

萬世︻系

︵けしき︶

ケイ

一切纏

輕便鐵道

纒警参
過戒詣

兄刑係

二二

景

ケイ

はかりごと

はかる

ケイ

ケイ

ケイ

へる

キョウ

くき

カるし

一番鶏

養鶏日記

にわとり

ケイ

ケイ

とり

むかえる

くじら

ゲイ

ゲイ

藝捕
術鯨

口

うやまう

敬…ヒ
経言ロ日

二五

6漢字一覧（五十音順）

敬

輕

鶏

藝

932

刑關郡
罰係山

十

十 十
十
十
十 十
十
二十七十十九九十九九一十十九八一十五二五五一九一十九七九十四三一九二

31

112

55

権

コ

ロ

60

48

ロ

14

劔倹

2

コ

116

コ

53

三楽

57

125

117

9

20

112

見山回研犬

42

133

建

34

134

56

25

4

堅固件

67

49

月

31

28

1

濡濡

113

97

89

結穴

53

20

25

潔決

102

激撃

決して

純正潔白

健事月正
康件曜月

連結

鉄黙

堅實

肩絹研
先綜究

三階建

建設

見物

帯勤
劔倹

聖賢

七八軒

選墨権

ケつケケのケケケみかきケいケたケかケケゲかつかケちケむあいケケはゲゲ
ンるンンきンンンせたぬンぬンてンたンンツツきくッ ッすなさッッげキキ
ぎ
る
し
ぶ ぎ
し
よ
い
い
激攻
増撃

十十
十 十
十
十十 十
十十 十十
九二九二六五二四二七十九二十七ニー八一五二二ニー五十八六二二七一一九
122

25

38

35

102

戸庫

54

固

103

呼

7

36

22

82

20

14

30

18

101

79

11

32

28

46

137

61

81

99

50

116

ケン

ケン

元氣

實験用

危除

ケン

ゲン

元兇

ケン

ガン

松原

︵かわら︶

はら

検事

減ず

原野

原元畜除縣検

川原

ゲン

源氏

現今

ゲン

ゲン

ゲン

あらわれる

小言

いう

こと

一言

廣言

ゴン

言上源減

ゲン

期限

カきり

ゲン

個人

森嚴

コ

70

限

ゲン

コ

古風

古時計

観呼

戸だな

倉庫

戸敷

神戸

自警
己固

14

古土留
いにしえ

コ

22

ふるい

コ

45

よぶ

コ

83

かためる

コ

92

己
おのれ

と

︵こうべ︶

コ

88

十十十
十
十
十
十七四一二二十七十五一九八二二十八一七六五二二六六九六三一六二十八一
十十

十十

124

29

42

130

84

22

130

102

114

42

34

1

59

23

99

52

78

48

興黄鯉五二園丁

106

68

66

62

15

十

35

97

74

73

82

52

十

27

111

17

79

20

三二午五五顧客誇虎二陣故

キコつきこまゴゴあゴかゴさおコゴうあのゴゴゴたゴかコやほとコみかコゆ

弛い箋訴襖ウととち

人造湖

三顧

五ハ

正午

る

相互

呉服屋

入螢後

後便

畳悟

英語

感興黄
興奮金

保誤
護解

暢栃ら三慧え
枯故
葉事

十 十
十 十十
十十
十
十十十十
一十二四五一九二二八六二二八七六五四四八六一八一ニー二二十十六九十七
つ

34

10

り

20

ロ

10

21

83

16

135

24

68

50

125

95

8

リ

40

り

39

58

42

り

21

38

104

19

103

31

86

111

83

80

ロ

97

34

77

17

133

リ

104

933

6漢字一覧（五十音順）

更

攻撃康

幸

巧

工孝

好

后

向

口

厚馬脳公

光

候

交

ふさコせココさコたコクコココこすきゴコむむコくあコココココひそコまコ
くらウめウウいウくウ ウウウのきさウウきこウちつウウウウウかうウじウ

いわみ

う

し

るうる

軍奉日
功公光

交通

氣候

厚意

口上

一向

後向

皇太后

御好物

孝行

工場

大工小屋

精巧

幸福

攻撃

反健
抗康

みき

う

にる

十
十
十 十
一十九六二八一十十十四四五十十八二十十六四六二二九十七七七三九七十七
十

コ

47

85

116

80

ゆ

97

香

70

43

125

111

49

58

降講

28

55

行

110

3

47

65

廻航

2

考

17

24

30

87

15

耕

7

43

紅

99

97

皇

り

51

54

甲

52

111

港

39

90

江

30

構校

弓か

學校

結構

大江山

揚子江

貿易港

甲板

甲乙

天皇

亀山上皇

耕紅
作梅

紅色

荒航考
縄海案

行孝
列行

紅葉

講堂

昇降器

香氣

乗降り

る

主＋＋＋五五七七七七五三九八七土五八七＋＋九六六四八七七七㌔±＋三
の

46

101

根

98

79

102

50

コ

コ

52

109

困

コ

33

5

55

59

今頃

10

40

52

コ

78

69

型込骨忽

リ

28

リ

26

118

溺谷

116

68

黒

15

84

告

9

8

55

コ

7

刻號

コ

7

8

コ

71

寺号

43

76

廣

48

高

ね誓ll糀1三こ下川煮奮夢藝甥瑠謙
高山

廣告

見合う

鑛石

合職

屋號

お廣
生止
ロ ロ

都合

時刻

谷ソコ

黒貼

日本忌中

飛込む

此ノ

此所

此方

此虜

今日

今年

今日は

今朝

屋困
根難

十
十
四十七六四四三三五十七五四九七七四三四一三八五九五八九六四二五三六三
54

46

コ
94 26

菜

23

細

サ
4 60

サ
50 47

35

祭挙世

19

38

35

採才

101

83

妻

22

サ コ
9 86

最

コ

9

3

再造

70

坐

33

コ
22

ロ

81

92

58

早馬査

り
16 34

差

の

94

9

22

71

5

コ
26

左佐魂艶麗

な茅影一碧三門篠ザザξ響ササ手サ下田
も

び

い
沙調
汰査

差左
支右

中佐

珪砂

最南端

再生

妻子

採炭抗夫

才氣

十五歳

栽培

祝祭日

貝細工

野菜

菜ノ花

小 坐
熊 す
座

混大
齪根

九八七六五土三八這＋±生五八，、＋八九＋八三五＋生＋七五三八八五生九
● ● ● ● ● ● 。 。 ● ・ ● 。 。 ● ・ ● ● ● ・ ● ・ ● …
16 20 86 107 57 90 72 6 32 21 84 74 97 75 50 19 28 43 90 65 99 121 57

70

82

● ● ・ 。 ● ・ ． ・ ・
53 108 101 35 97 115 38 30 16

三皿雑

山回

上鮭策

殺札察

作幸崎財

う

）

し）い

在

際二三

罪木
人材

自實水
在際際

長財
崎産

裁判

作り方

進水作業

作物

昨日

昨日

一昨日

昨夜

刷

一昨年

書策

名察校印
札す正刷

雑毒
草殺

罪材

）

）

）

郎バ

6漢字一覧（五十音順）

凧

934

十 十
十 十十十
十
十十 十十
二七三一十一十八八九ニー六ニー九九六四十五四七一八一八八一八ニー二八
20

23

60

30

49

95

9

24

42

子宮姉

117

17

129

45

125

35

47

47

39

40

同士四史司使伺

128

27

75

仕

87

8

81

20

43

19

106

48

22

24

124

79

二三慧参賛同産散

撃激Vシシ1シ晦1シ1∫劉轡甥雛

竃シこシ葵嚢シ

十十

十

参賛勝産
宮成算地

十

富士山

仕名残
事残念

散ずる

養翼

る

使者

四ハ

合衆國史

武士

年始状

姿勢

天子

子ドモ

弟子

る

十

七二二九六九八八八六一一二七六二七五四十七六一十五六六五一六六九九六
49

73

17

18

詩視

69

90

至紫

73

14

8

紙

70

30

私

99

16

氏

105

13

119

101

死

2

58

28

60

三枝

66

24

旨

124

46

支

104

103

70

三

26

思

48

46

95

57

五師

4

市

シシいシむシかシわうシししシととやとえシむつシシゆシおおシこシいシス
た ら
ねか
み たじ
び ぼも こ ち
にぬ どまむめだ
る

さ
き

むる

く

し

すふ

え
る

ろ

様子

馬市

市中

水師螢

ざ
し

宿志

思召

不思議

屈指

指ワ

差支

支流

本旨

止り木

中止

私交上

吉野紙

新聞紙

至急

視察

氏源討
神氏死

る

十
十
十
十十
十
十一八七九十五一二八六七四一九八七七四一一七五八六十十四一九九十七七
120107

耳

19114

8

示磁

12148

11562

治

35

18

次

7312839479548

7

時

寺字

持慈

1162710851

95

侍似

9

82

事

4

551282239

縣矢

162880

飼賜資試

ｿジぎジ警ジジ鮮シ2触1シ1

禰套チジジシ

火仕製
事事綜

侍諸
醤侍

十十

資本

十

慈善

何時時九
時計雨時

る

萬福寺

持参

次第

明治天皇

次郎

治療

磁石

暗示

十十

5

一飼
矢養

十

十

十

二二二六一十八六六六六五五四三八三一一三三二十七四四五五四十八二九二
40

64

61

64

5

99

81

80

19

6

38

34

30

80

75

42

36

116

126

51

48

73

72

36

73

58

64

51

62

55

47

52

52

94

935

舎

窺

車謝

實質悉室

ら

知識

叱す

縞實
物に

失禮

質素

神斜喜
社面捨

叱七挙式鹿

教室

く

従者

水車や

謝ス

汽車

寓眞帖

田兵
全企
ロ
ロ

捨射縞

社斜

者

自

漢字一覧（五十音順）

失

6

自自

然分

十
十十
十 十
十十 十 十十十
一六一七四三九七五八五一一六六七六五八一五二十十二ニー一四二ニー十四
十

り

4241

10哩61

8031

41

ロ

3241

6

コ

コ

58381273581

コ

3

99676386

103465

り

10199

コ

7

4544

若尺

借
シャク

かりる

シャク

わかい

大國主ノ神

もし

ぬし

主人

よわい

シュ

とる

おも

お守

まもる

天守閣

留守

もり

︵るす︶

上手

手ぬぐひ

下手

着手

シュ

︵じょうず︶

︵へた︶

殊に

朱ぬり

シュ

こと

特殊

て

り

8

主弱

守部

手

シュ

シュ

潮干狩

︵かりゅうど︶ 狩人

眞珠貝

ブダウ酒

一首

かり

シュ

シュ

たね

シュ

おもむき

シュ

さけ

くび

こうべ

シュ

空酒甲種珠還郷四

趣種
意類

コ

1138396115127

若八借
葉尺金

十

十

十

十

二八五五五一九五五七九七二九五七五四三十八六六四七六四

六八七五一七

103

27

110

十

り
97 10

72

コ コ
10 122 97

住収

91

集週衆

82

91

り
9 14

舟臭

5

58

99

70

習

64

30

終

59

コ コ
96 89 80

秋

7

洲拾

コ コ
7 67

18

志州

101

34

39

就周需樹授

19

107

受

ジジすシシああシシシふシシなおつシおシあすシひおシシジつシジジさジう
ユユむユユつつユユユねユユらわいユえユき ユうさユユユくユユユずコーけ
ウウ ウウめまウウウ ウウうる ウるウ
ウうめウウ
ウ
け る
るる
る
る

一九六八±八七八七生三九士七＋九，、七七五七七六九七六士±＋九±＋九七
り
34 113

準

16

81

春

6

105

82

44

4

り
83 41

21

64

108

り
10

23

72

の の
52 109

31

ゆ
10

1

4

出熟墨型宿墨縦獣

述術

コ
22 39

80

126

99

17

ゆ
46

從銃

66

72

43

44

御古

1茎喫；覇鍔套霧響；残霧；欝彊
二十日

二十

重二
大重

從從
容者

縦百
横獣

一宿叔叔
宿屋父母

貴重

祝賀

熟す

カケ出ス

オ出デ

外出

著美
述術

準立
備春

生七四†土＋八六四二二九生八五＋四五五生±七±＋七九±＋九八七生四三
ロ

71

93

88

6

5

コ

111

コ

19

39

18

71

66

99

47

75

42

61

53

86

83

63

9

30

43

100

32

61

1

87

11

32

95

47

96

6

傷

助

936

如除

6

書暑

五五

女

初回巡純

所

輩純

彼何其場此
所所所所所

最初

解初む

封書

西洋諸国

下女

如何に

死傷

突如

彼虜何其何此
庭罰庭庭庭庭

助良
力助

漢字一覧（五十音順）

初旅
茸順

十
十
十十十
十
十十
六一八六一四三七七五一一一十十十十七五三七十七五五五四一九八六七二二
97

り

り

11

81

61

の

53

40

照焼渉

96

86

コ

46

21

沼松昌

13

り

57

41

昇招

23

り

27

89

サ

54

51

4

59

床土

52

49

38

36

23

少

121

50

14

39

小唱商召

98

14

勝
きず

ショウ

かち

めす

ショウ

ショウ

こ

ちいさい

お

ショウ

︵あずき︶

すくない

すこし

ショウ

ショウ

なお

とこ

ゆか

ショウ

うけたまわる

のぼる

湖

35

承

まねく

ショウ

ショウ

まつ

ぬま

ショウ

けす

ショウ

きえる

交消

ロ

40

消

ショウ

やく

︵あまてらす

てる

天
大
神

り

84

松繁旭
承 床起 多
小小大小 合商 勝
昇
間
田
郎
天
十十十十十
十十
十
十九八二ニー一二九三九二二八九五十九九十八四四八八五三二七五七七四一

照渉息沼原昌日
り

コ

知の床少野豆小二唱品負

の

ロ

ロ

り

り

755131251176949517582526121021139012362614981661311055562081091105453852
ショウ

おおみかみ︶

ショウ

ショウ

冷笑

訴訟

讃構將大障御
明すに將子障

帽章
わらう

えむ

ショウ

ぞう

ショウ

さわり

ショウ

ショウ

まさ

ショウ

かけ上る

ショウ

川上

うえ

かみ

一上上
丈座手

上土構二障賞二二

あがる

のぼる

ジョウ

ショウ

ジョウ

乗用

のる

千早城

年始状

ショウ

大工場

ば

二丈
ジョウ

ジョウ

常に

非常

城

工場

つね

ジョウ

場

しろ

常

ジョウ

つえ

ジョウ

情
なさけ

状杖

徽照
章明

十十 十
十十
八八九八九八七四六六七四六十四三三三二十一一四一十七六十十八六二二
ロ

36

38

81

75

28

の

28

91

90

26

新振

83

86

71

64

88

78

21

心信

18

食

の

55

森

り

74

55

31

7

92

35

106

色職

108

85

織殖

72

133

植

76

28

60

111

飾畳條縄蒸

シもああにあシシふつシこシのジたシくジシシいシシおシシうシかジジなジ
ンりららいたンンるとンこンぶキベヨうキヨキろヨキりヨヨえヨざヨヨわヨ

たセ

ク

ノ＼

蒸氣力

田植時

満艦飾

植物

羽織

十

増殖

十

組織

金膿景
色色色

ククるクるウウウ

職業

十

ク

食事

書食

信ずる

十

織田信長

十

︻心

新不
道振

るク

心持

心地

十

い

新高山

新手

森林

十

う三う

一

畳條

十

十

十

一四一十六三三二十一五四七七一九八六二九五三八一七二七五十九八一六二
5112655494923111437539977627645309155658582110467975127811156250115
り

ロ

り

り

937

眞

漢字一覧（五十音順）

寝震

人

進辛

早

薪臣紳

親

神申

深
ふかい

シン

もうす

かみ

シン

ジン

︵こうべ︶

こう

シン

深山

神様

御神木

神社

神戸

神々しさ

老紳士

賊臣

薪炭材

シン

親孝行

たきぎ

シン

進歩

身親
代類

おや

シン

み

したしむ

シン

からい

すすむ

シン

方針

一針

シン

はり

寝起

大地震

寝食

シン

眞一文字

シン

ま

窮眞帖

いぬ

シン

ひと

ニン

︵ふたり︶

ジン

︵おとな︶

︵かりゅうど︶

狩大名三二
人人人人人

ね

身

6

十
十
十
十
十
九七四三三二七七一九八七二五九五二六五七七五二五七一十七五五四三八六
り

コ

91

846261

世

省

ロ

1361

21

り

46234699

12952695

早筆瀬寸劇頗杉

数

12

随穗

遂衰

水

ロ

リ

2

リ

の

295839

リ

サ

尋仁
ジン

ジン

たずねる

ひろ

はなはだ

ジン

つくす

ふく

ズ

サ

16874925

圖墨陣甚
ト

おす

御仁慈

合圖

圖書館

御推察
ドロ水

スイ

みず

水曜

遂に

一本杉

敷萬

八寸

間付
敷随

型吹

スイ

おとろう

つい

ほ

ロ

19741083555485320120
とぐ

したがう

かず

ズイ

かぞえる

スウ

すぎ

すこぶる

すずめ

スン

是非

井然

淺瀬

セイ

反省

省令

い ゼ せ

井戸水

ショウ

世界

セイ

セ

20

百尋
尋常

十
十十十
十
十十 十
十十 十 十
六二二二五八七七八八四七六五ニー九二十一五二二九三一十十七七一一十二
7

138

り
の
89 101 52

コ サ
57 27

78

16

96

71

19

133

2

57

15

26

43

15

サ
44

130

星整政

52

78

9

79

6

コ
43 83

81

74

119

130

成性征姓勢制

世の中

自治制

御在世中

軍勢

成就

政治上

耕地整理

生いき

先生

い

33

正晴

生清

五

85

十
十
十
十十 十
五五五四四八六九九五二七五二二三二十九一八五二九十十七七七一十八

48

10

6

サ コ
3 65 5

赤責績籍

り
コ
の
2 70 41 36 87 30 39 14 95 62 51 71 90 23 126 42 70 65 8

積

石昔惜席隻税

静

聲

青請

7

コ
84 107 106 1〔逼 9

誠

西製聖精

3

103

盛

あせセセセっセシいむおセセゼセしセシこシセあこまセサセにセセセもさき
かめキキキむキヤしかしキキイイずイヨえヨイおうこイイイしイイイるか
生綜

大聖

精神

製綜工場

西洋人

忠誠

東西

紺青

青年たち

席一
上隻

大音聲

名聲

静坐

石がき

磁石

大石

治書容
績籍積

十十十十
十 十十 十
十
十
十
三ニー一一八六六三五六八十八二九ニー六二六三二九八一六三五一九九八五
コ

71

75

4

125

1

コ

40

95

64

26

の

41

37

75

112

77

95

8

45

29

94

36

り

66

51

73

100

115

59

78

47

64

4

26

29

22

65

938

泉

扇川占千

6漢字一覧（五十音順）

先舌絶雪説節設折接

切真跡

搾1寧些ち磐蝶蝿鋭苫欝劉瑠辮｝
十

十

十

赤銅

十

赤十字

十

夕はん

十十

接一大
す切切

建曲
設折

戦跡

十

長節

説明

七千萬

先生

千早城

川原

團扇

温泉

扇風機

十十

筆絶絶雪
舌間壁白

十十

九ニー四六ニー六五五四四一一八二四九八一四十十一六一六五五三二十ニー
68

119

88

訴

61

73

の

コ

14

10

ロ

90

1

組素心租祖

3

38

リ

33

1〔婚

9

50

然善

全

61

70

85

ロ

ロ

24

39

前青青

コ

8

33

戦

7

61

專

14

リ

32

鮮

の

86

90

選

11

77

34

119

62

82

賎i船煮染

洗

洗面所

十

染物

貴膜男女

十

朝選
鮮血

汽船

十

專心

慈社
善前

天平
妖妖

A口戦

十

賃鏡

全校生徒

質素

粗末

租界

組討

十

祖母

組織

ソ

ソ

訴訟

くむ

ソ

うったえる

ソソソゼまネゼしゼゼまセあたセもセあセセえいセセふセそセあ
ンつンンかンンえンさたンつンざンンらやンンねンめンら
ぱ や
ぶし
る う
た
り
いか
ら か
む
く
い

十

十八一七八十一八七六二十九一五三五六六六一十九八九八二十六四九六五五
の

72

35

21

46

り

115

108

8

44

4

68

り

り

10

44

133

コ

116

絡箏壮丁送走藻葬

59

コ

57

草

コ

74

46

窓

38

34

5

126

20

32

相馬巣

の

120

6

24

130

20

82

87

早操掃二丁奏

73

101

86

倉創僧桑

る

ご

う

旅僧

創造力

鎌倉

倉庫

地層

早早
晩速

奏樂

相相
手談

一掃

海葬煙草
藻式草木

想像

西窓

雫観

競走

輸送用

総大立

戦｝仕

十
十
十十
十 十
七七八七九六七四八七七九九八三一七七五十八二八四一二九十十一七二十五
の

ロ

56

18

コ

13

26

29

26

26

79

存二二袖率卒

6

26

80

28

65

32

虚心族賊心

63

ロ

リ

の

り

110

34

47

69

サ

27

16

116

41

19

81

136

90

31

127

130

19

ロ

137

59

47

足測点息即上側藏二丁像装

速

る

る

る

十

十十

十

想像

十十

規爾土石
則側藏造

十

装飾材

約窒
束息

増水

早足
速袋

即座

十

遠足

風俗

一家族

十

か

属する

其ノ

存ず

將勤
卒績

ち

ζ1そ撃旧藩門門糊荏多多糠糊争脇

七二四三一九十九九十六一二八八六五三二九七九五ニー十二五七五十八九二
●

●

・

53

44

34

O

89

o

23

●

o

36

125

o

●

60

●

4

●

●

18

91

●

9

●

14

●

41

●

60

●

90

●

35

●

29

●

90

●

56

●

48

●

37

■

45

o

96

■

1

●

78

●

31

o

74

o

36

●

42

●

127

●

●

21

90

48

939

帯封隊

三

漢字一覧（五十音順）

退園

二怠

袋

尊

6

太五三汰

十

上三

三

村同

禰攣螺寄獅まタタ亀タタ嚢タ摺1二
一 封軍一
帯 す隊進

る

足 交為雨 虐
袋 替替替 待

一
退

忍太 太下 沙多
耐平 郎駄 汰勢

店

十

洋

村
長

屋

尊皇 存
重孫 在

十十

十十十

十

九五八六十六十八八十八五九二五二二七三二八七十八四七四三八ニー二四一
423111422797536018784710182721146241205956317013126174311〔辺95116661
大
右心土棚脱着昏昏茸濁 澤宅卓瀧二二二
代 五五
り

り

コ

り

り

の

り

タイ

タイ

からだ

テイ

よ

かわる

ダイ

身代

大工小屋

大シヤウ

かえる

タイ

おおきい

ダイ

︵おとな︶

大人

東洋第一

燈毫

食卓

達す

︵あまてらす 天照大神

おおみかみ︶

ダイ

ダイ

ダイ

たき

タク

タク

タク

さわ

ダク

たけ

タツ

ただし

うばう

脱する

丹青

たな

探検船

ダツ

タン

だれ

タン

さがす

さくる

初濁光廣
茸流澤澤

コ

全滞
髄在

神膿
代裁

十十十
十
十
十 十
十
二二二十六五二十十二六八二八二八九七二五

十
十七四二二六五五五一八七八

84

75

コ

り

56

12

111

90

47

137

68

1

18

15

21

46

109

83

76

29

59

43

100

致置池智恥地知断二二談

コ

84

58

73

7

37

74

70

男段暖二軍誕

2

18

110

コ

コ

86

70

端短五五

轡チチ管チジチ
感歎

炭坑

短所

最南端

井戸端

誕生日

軍純

負櫓

直段

正男

下男

男女

青年團

相談

揮丸

團扇

裁噺

承知

あれ地

位置

人廉
智恥

る

六九五三±生面五五五四＋九二＋五八五四三＋＋六九生八九八八竺＋八九
コ

71

85

68

55

66

り

138

115

古帳帖貯

り

68

著

22

サ

90

74

轟

72

書

39

ロ

88

6

虫

69

56

注

コ

87

り

5

61

22

104

柱三三

100

の

53

14

107

中沖

り

18

113

19

134

65

79

3

38

五三河竹畜築遅

97

5861

5249

コ

5

ロ

4

108337

コ

3382

55

28

24

ロ

46

18

39

り

9

9

74

の

19

20

70

8370

の

24

54

ロ

56

5046131

ロ

114

協同一致

建築材
家畜

蓄音機
茶屋
着物

着手

日本國中
仲間
表忠塔

電柱
注文

虫類

書夜

昆轟採集

著述

貯金
寓眞帖
手帳
尾張
主張
サ

19

チ

おそし

チク
チク

たけ

チク
チャ
きる

つく

おき

チャタ

なか

うち

はしら

チュウ
なか
チュウ

チュウ
チュウ

そそぐ

チュウ

むし

ひる

チュウ

チュウ

むし

いちじるしい

チョ

あらわる

チョ
チョウ
チョウ
はる
チョウ

†八八七九二二±二七七五七三＋五生，、七六四三二六五四三七±二八生＋†

940

直勅聴

追賃珍沈

鳥

6漢字一覧（五十音順）

頂

調蝶腸

眺

問罪

彫刻

今朝

眺
望

朝鮮

調合

鳥類

正直

勅命

中直り

當直將校

眞直

珍重

賃銭

追出す

追撃

頂長長
上刀節

さ而

）

朝彫

潮干狩

い

長

十
十十
十
十十十
十
一四五二七六一一十九七七九一八三九九十四三十八九二二二四四七八六四ニ
十
ロ

リ

28

55

適

74

48

15

44

の

ロ

26

20

59

笛的敵泥釘

リ

60

ロ

98

リ

49

9

19

47

73

112

94

68

コ

8

32

9

36

16

76

33

33

ロ

リ

28

26

コ

9

32

26

10

32

とおる

通
ツウ

つじ

かよう

つぼ

三十通

三十二萬坪

低回

つめ

テイ

停車場

ひくい

テイ

呈す

帝勘一
室定定

テイ

テイ

さだむ

定呈三下爪子辻
ジョウ

テイ

海底

みかど

テイ

庭さき

そこ

にわ

家庭

程度

提高弟兄
出弟子弟

テイ

おとうと

︵でし︶

︵きょうだい︶

テイ

テイ

ほど

テイ

どう

目的地

くぎ

汽笛

テキ

テキ

適當

テキ

テキ

ふえ

弟庭底帝

程子

ロ

十 十十
十
十 十
十 十
九十七十六七六二六ニー七四三二五九七一五二九七二五二五八十

五七五三

122

89

30

57

23

81

12

28

88

6

49

89

53

119

28

8

33

112

100

121

63

109

119

10⑪

100

50

48

5

52

91

37

テツ

テン

テン

嵩

あま

テン

自附り
轄添は

みせ

テン

殿

そう

定社決
吉殿勝

ころぶ

た

テン

う

どの

︵いなか︶

傳電田田
令と舎地

デン

回避嵩轄同店回天鐵

デン

生
徒

デン

つたえる

デン

はく

ぬる

蹄途渡
り中來

途

ト

いたずら

わたる

ト

三支今努都京
度度度力合都

みち

ドツ

ト

都下渡徒塗下回避
みやこ

つたタ
ちびク

24

ト

度努
ド

土

59

獲天天
展の子

車人つ
十

十

十

橋立

店

十
十
十
十
二八八四一九六五六五一五二五八二九九四一五二七五八一八一四四十五二六
43

98

7

66

75

8

55

68

92

125

37

113

3

28

12

72

61

73

11

ド

いかる

ト

のぼる

土地

土ばし

■

56

下下

登校

■

76

白馬登山

■

2

ト

O

27

トウ

o

ふゆ

■

21

たおれる

●

56

太刀

●

31

かたな

●

名刀

●

9

︵たち︶

●

長刀

●

トウ

●

表忠塔

●

58

刀冬倒
︵なぎなた︶

●

3169412131108588695934361352479913

114

トウ

トラック島

○

33

しま

投藥

●

69

島塔

十十十
十
十
十ニー一四七七七一七六八五一四三十六九
●

42

トウ

トウ

東京

自分等

燈お
皇湯

26

なげる

ひがし

トウ

もも

ぬすむ

むね

トウ

ゆ

ともしび

トウ

ひとしい

答禮

等燈湯同室桃東下
ら

大統領

こたえる

トウ

トウ

いたる

すぶ

到統答

16

四七十七六四五七十九七七九三

●

12

39

68

108

36

96

5

94

89

93

101

30

3

62

6

毒督特徳

941

同

漢字一覧（五十音順）

道堂

得峠銅

動働稻

膏
田

型

墨

討藤

豆

書冊賜う浮田耀撰髪占ズ懲即下昌
到底

藤吉郎

討手

討議

小豆

番頭

頭上

當番

日當り

目當

自動車

歩道

お得意

徳化

督す

特別

濁言

講同
堂意

十 十 十
十
十
十
一六一九一八七七五六五三七七六五五七四九八五二八五五二九八六二六七十
コ

46

コ

13

23

64

4

56

33

7

コ

63

9

コ

32

34

コ

52

コ

46

44

102

48

51

二汝

日肉

75

86

難

1

2

104

幹理

6

24

10

11

60

55

68

内外曇呑豚届

88

22

突

76

31

讃

轡藤鮮癖ジ票雀讐奮糊ナ纏1マ賜夢
）

い

）

）

）

）

）

）

濁立

朗讃

境内
内地

突進す

支那人

西南

日

十人郎 十ハ

大難

有難し

マイ日

二十日

今日

昨日

四日

明日

一昨日

昨日

）

十十

十

九六五四四三三二二九四三三三一十九六七三八八六四七五十十八一一十九二
コ

47

39

2

87

破

40

60

波農

り

6

25

16

能

5

96

20

納濃

コ

14

6

30

71

之乃

コ

111

コ

83

コ

7

47

113

7

年

燃早

5

46

36

15

熱猫認

27

88

忍

16

29

任

29

127

入

23

62

墨

書ハハ纏響の礎響亡裳￠等豪三升ちll
日本

日和

碑年

乳飲子

乳管組織

入螢

御轄任

忍耐

子猫

燃料

乃木大將

木之本

能力

御受納

農家

破くわい

波紋

）
記一新今
念昨年年

十十十
十 十
十十十 十十
十 十
九九九六七二ニー八ニー六七一十五一四四二八八九二ニー十九六ニー八二十
の

62

36

29

19

迫

93

100

薄

18

白

42

43

95

泊博

コ

26

12

27

伯

の

67

費

84

78

35

買

52

4

27

115

梅培倍

45

112

上身

70

24

126

108

配肺

113

背

39

48

52

敗

35

21

112

馬罵忍

声糧9蹴厩溜編膝2蕪嚇せ壕マバ篭
る
老婆

馬車

十

糟馬堂

勝敗

参拝

人一倍

栽培

白梅

費買

費店

伯父

伯母

博物館

薄紅色

白山

迫害

厚薄

十

十

十十十

心肺
配炎

十十

二二二十九ニー十一九九五四十四十十八六十六二八七一一十十十十五四十八
122

97

90

102

98

36

71

61

9

113

112

101

2

22

83

118

66

32

43

118

103

99

55

93

43

120

19

133

97

118

65

65

47

55

942

飯範販心心犯版

板帆

反

6漢字一覧（五十音順）

半判阪二丁

抜罰

伐嚢

髪二八客席箸箱変歪

めハハハハハハハいほハタなハハささはバぬバきバハハかハハははははむバ
しンンンンンンンた ンンかンンかかまッくッるツッッみチチたたしこぎク
ば
ぐ
け
り
爆布

玉手箱

変まき

田畑

火鉢

散髪

獲着時刻

伐採

刑罰

海抜

大阪

一里半

裁判

甲板

出版

犯罪

繁昌

一般人民

販責

模範

朝飯

白反反
帆封物

十

十十

十十

十十十十十

十

六十ニー九一一七四九九五十五八七六七一一一一一五一十六一二八八三四一
l

l24

16

114

52

19

125

55

59

75

20

24

6

63

79

28

12

61

30

20

38

36

102

39

105

65

34

42

28

28

44

11

104

彼否番晩
ヒ

かれ

︵かしこ︶

︵かなた︶

︵かしこ︶

かなしい

ヒ

ヒ

くらべる

ヒ

こえる

かわ

費肥皮比悲
ヒ

ついやす

ヒ

ついえ

ヒ

あらず

ヒ

とぶ

そなえる

ビ

うつくしい

ヒキ

はな

ヒツ

かならず

必点鼻美尾備飛非

91

か
お
タ焉霧ビゑビ鰭ビヒ鷺ヒ認㌧ヒヒ瓢ヒヒ鉾鉾力塗ヒ㌧づ
ビ

十

肥皮敷
料膚皮

十

彼彼彼彼

彼可
岸否

慮方所ノ

十

朝晩

防飛
備行

御悲歎

費用

非常

艦尾

美術

必三
死匹

ビ

十

十

八六五六十三九五十九十八一八一十八八七一九八七十五一十十八八七二四六
113

84

36

30

111

84

66

41

57

97

6

45

36

67

86

9

11

106

6

109

93

46

114

表

病評

4

氷

59

49

108

俵

39

百工

4

筆
ふで

お姫様方

筆勢

百尋

何百年

ヒツ

ヒャク

ひめ

もも

七八俵

表表氷
面通山

89

ヒョウ

こおり

たわら

ヒョウ

御評議

ヒョウ

病気

おもて

ヒョウ

あらわす

ビョウ

やむ

一秒

檜苗

ビョウ

商品

やまい

ピン

貧乏

なえ

ピン

不敏
意速

79

芋苗秒
しな

まずしい

ビン

婦人

富源

綿布

富貴

人工
夫夫

フ

75

貧

はま

フ

つく

フ

フウ

フ

おっと

とむ

フウ

フ

81

夫付不敏濱

富婦

布

10

十
十
十十
十
十
十
七十九八八五五五九六二六七五五五一十十九五ニー七五一六六六一四六一五
39

99

28

67

33

76

74

腹福服幅復

70

95

伏

24

22

19

28

風封

68

92

91

部舞

36

128

99

武侮

21

15

附

130

2

1

32

82

77

負膚

2

1

81

57

69

46

16

父浮普敷府

郷膨垂多粥ヘブ奮ムブ塞㍗蓉フ1フ葦フ葦纏1

しフぬし
く のく

フ

る

る
勝負

附近

十

武士

お見舞

十

武者

部屋

東部

封書

起伏

暴風雨

往復

國利民福

洋服

切腹

十

十

皮伯父叔
膚父母父

普敷絡
通皮督
府

十

十十

七六九六五七一十六三五一七五一六二十十八七四一九八五三七五十九十一一
99

89

22

39

71

29

30

31

84

60

89

14

1

83

29

70

137

27

25

13

45

40

9

112

115

86

45

19

59

55

11

75

78

9

943

6漢字一覧（五十音順）

米陛閉

並

度盛

兵

聞

文

分

粉

魚期

物彿佛複

舜鰐鐸鴛押部玉擁ブ解こ書；；移郷多
る

野悲作見着
奮憤物物物

自製取
分粉粉

十

十

十

複雑

十

十

御佛前

大分

三十分毎

注文

文字

文明

新聞配達

小兵

歩兵

貨幣

平家

平尾山

陛下

並平
木等

る

十

十
二五一七七二七六五一七六五五四十九五七六五四四一八一十二五四三十十二
35

1

の
53 36

69

63

墓補

サ コ
22 35 77

35

47

39

33

の
54 37

23

81

24

歩面取適温勉

9

68

35

51

44

便邊

11

51

129

10

27

27

83

コ
53 110

70

50

攣前編扇売壁

ボはおホああホホとたホうわべべたべビベへかへかかへへへかわべへかマベ
かぎ ゆる
らも らきンンよンン ンえンわえンンンたかッキベイイ
れ
る るす
な むく
えつ
ま
り

う

る

え

米國第一

精米

白壁造

返編紙片
事入片足

絶壁

郵野
便邊

辮勉
當強

無分別者

大攣

保護

霞が浦

候補者

御墓所

歩下
道鯨

る

る

＋註九八六五＋註九＋±九八九七五生九九九九八五＋＋六九七八五九八
り
118

の
112

139

豊

121

7

り
ロ コ
32 112 98 13 16 35 116 71 68 9

43

寳訪蜂

縫砲法

方

8

89

3

放棒

4

91

抱崩

87

85

コ
の
35 83 77 128 78 26 105 50 64 49 70

峯

奉

報包

母

暮

写糊沓饗晦1蹴吉縫ブ恋擬ボ蚕隔
電報

町奉行

奉公

峯通り

連峯

三抱

放牧

裁縫

三石

豊島沖

法彼此夕
事方方方

る

伯實叔
母母母

九八±九†九生＋六八＋七三三±，漆生土＋土±＋八七九五八九八五三八・・
116

21

94

84

コ
73 20

39

木

40

108

の
サ
の
ゆ
コ
コ
コ
114 19 77 27 60 37 131 86 109 83 62 36 2 35 51 116 84 39 113 36 83 45 103 16

牧墨僕

北

棒某

22

7

125

94

とよ

36

ボウ

47

亡母

13

乏
とぼしい

38

ほろぼす

42

ボウ

58

亡
ほろぶ

70

帽子

60

かたわら

13

ボウ

57

暴風雨

16

いそがしい

16

ボウ

39

34

望遠鏡

62

のぞむ

つつかい棒

＋
士
ｪ六五四ニー八八四七五三九七七＿七

望暴評嘉言傍
ボウ

ボウ

貿易港

参謀

一一

それがし

ボウ

防戦

ボウ

ボウ

ふせぐ

きた

︵べきん︶

ホク

ボク

まき

すみ

大木

ボク

ボク

木びき

木曜

き

こ

出没

木綿

モク

︵もめん︶

ほとんど

ボツ

北北
京國

放牧
牧場

防貿謀

わすれる

殆没

＋＋

108

貧豊
乏橋

十
十
十
七一七六二六八九十九八九五一
1022684120502490969108768105
り

ロ

萬

味

未

944

民妙脈密

坦坦

末又

幕

磨

凡

皆皆
ほり

ホン

もと

およそ

マ

ボン

みがく

うずまる

マイ

いもうと

杉本

非凡

消磨

百枚

毎日

一雨毎

九百八十哩

末末

マイ

ごと

まいる

幕府

始月

毎野寄埋

哩

マク

バク

また

満身

マツ

七千萬

すえ

マン

萬國旗

みちる

マン

味方

バン

未開

こ㌔

こ︑

飛騨山脈

密書

いまだ

ミツ

あじ

ミャク

ミョウ

たみ

ミン

ねむる

つとめ

國國
民民

6漢字一覧（五十音川頁）

十
十十
十
八七八五一九十一一八六五五七七十七ニー七八

十十十
五三五七六二ニー十八二六
〇

●

●

●

・

80

75

42

90

11

25

46

93

9

59

33

60

81

23

1

31

20

68

114

46

128

100

71

面綿撃滅鳴空
ボモ

命

1

明

80

野

30

●

135

●

●

●

o

48

46

35

109

●

●

62

96

無罪

丁半霧

ｮも魏猛ζ朔懸…纏葎猷誌雀諸緯諒ブム醜ム
て
奮 ・ウ鯨とる施・ め
職務

夢中

無二

無事

名高い

諸大名

名人

名残

命ずる

明日

神明様

明日

雷鳴

鳴キゴエ

不滅

御免

綿布

一面

田の面

面白い

模範

大規模

十
十十十十
十
一十十七七五八七二ニー二四九七七六五四四七六十七四三五九十七七一十九
60

124

11

コ

コ

ロ

35

34

58

由輸諭

ロ

21

39

油

118

39

77

藥約

72

37

役厄

リ

89

の

46

の

10

83

野

64

87

35

夜

97

25

コ

28

門紋

105

62

57

8

95

問籾餅勿

17

113

目

32

56

網

109

118

毛

茂

揀?x轡蕩やの Pやよ影重携勝め蛎けモ砦

芒渉ユ

論目

十

十

繁茂

勿面

羽毛

だいぼう網

昨今
夜夜

學問

波紋

門口

椰子油

輸出品

自由

藥約戦役厄野
用束役所日菜

九六七二九六八八七九五七八四九四四四十五九一五六八八九二二

十
十四一九

113

54

86

7

99

5

96

105

32

48

114

101

93

20

88

47

94

35

27

59

35

29

十

47

7

68

50

72

42

39

76

友

7

ユウ

ただ

いさむ

優等

忠勇

友だち

友人

十十

十十

108

丁丁唯
ユウ

ユウ

とも

うれい

有難し

有名

十十

ユウ

道雄郵遊遊勧
雄大便覧事誘

豫預
定金

ある

ユウ

さそう

あそび

ユウ

お

ユウ

ヨ

ユウ

ヨ

あずける

六百齢年

十十十

名碁

意氣揚々

容幼
易時

あらかじめ

ヨ

あたえる

ヨ

あずかる

あます

ヨウ

こし

ヨウ

ヨウ

土曜

いれる

東洋第︼

あげる

ヨウ

ヨウ

ヨウ

用洋曜揚容幼腰飴智與豫預雄郵遊誘有憂

16

十

五五五二二二九八五六六九二二十九十十九九五九四一一九八二二四七六一十
38

100

12

78

12

135

16

13

53

94

85

38

92

65

56

121

51

50

119

98

89

31

91

115

106

111

67

46

37

30

39

49

98

47

る

羊

十

1

467568

羊毛

十

ゑ葉書

萬葉集

紅葉

十

需要

様神
子様

太陽

十

愛養

海水浴

來雷
テ鳥

翌年

信頼

家來

來ナイ

落葉

落雷

遊覧

入地

十

養素謡

浴

こ町 焜瀦ﾚ弓妻野州は繕

うみラああたうおおき
ンだンいらまクとちた
れ
しご す る
濁L藍

頼翌

富

葉

齪藍嵐卵

様
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田

落

漢字一覧（五十音順）

覧

6

九九八二十六一六六七六四三三九六十七五一九八七四八七一九一九五十十八
コ

31

9641

6224

2

コ

6635

コ

16

力属領量良涼料

8

リ

4762

リ

り

7958

旅粒

1744

9

9772807611380

留

流

略

1610126

立律陸

離

里

16978659

裏理七七利

リ

はなれる

リク

たつ

リツ

リツ

リャク

ほぼ

ながれる

リュウ

リュウ

︵るす︶

とどまる

とどめる

つぶ

とめる

リョ

たび

リョウ

すずしい

リョウ

リョウ

リョウ

リョウ

ちから

リキ

控柱古平特綜謎搾汁雑阜跨男リ毎日創リリリ
便利

公吏

理くつ

草履

大内裏

何百里

距離

規律

立春

略本暦

停留場

本流

留守

三四千粒

旅順

肥料

旅先

改良

水量

爾がは

受領

人力車

十十
十
十
十
十
五二五九八七七七九七六一十十十十五五一一七四九六一十五四二九六八一七
サ

102

コ

72

煉

コ

66

43

裂

21

28

34

86

26

百石列歴

の

39

47

97

74

70

暦齢禮

59

互

51

働麗

8

105

88

冷

93

1

63

36

例言類涙

ロ

3

48

5

隣

88

101

輪

19

44

臨

58

115

林

30

緑

レさレはレおレレレこレレはレレひつレたレレルなりとりわQリリはリ為り
ンけッげッとッキキよイイげイイやめイとイイイみンなン ぞンンやヨとヨ
い
みむすたえ

だりむしクりク

る

い
るしる

日輪

四隣

涙ぐむ

種類

傳令

冷笑

學歴

略本暦

強烈

破裂矢

煉瓦

奨壮
働麗

月お

齢禮

重曹助
草色力

臨植
御林

＋卦竺㌔＋土±†六±荘±＋八九九九砒生民＋七夕＋＋四±七七
コ

76

71

113

65

48

103

18

121

88

88

90

18

4

55

31

24

ロ

8

76

17

16

61

コ

97

102

ロ

6

100

29

50

10

86

96

レン

野道
路路

つれる

口

レン

十

60

つらなる

十

35

連練

じ

日露戦争

十

126

路

口

みち

ロウ

つゆ

十

ロウ

老大波
木浪浪

電車平勿集六苦三太
話和和論録パ勢郎郎
十

なみ

おい

︵さぶろう︶

ロウ

ロク

ロウ

ロン

ワ

ロク

ワ

︵ひより︶

はなす

毫湾

十

うで

ワン

かいな

言言話言論才六勢言言浪士

127

大熟
連練

十

八一六四四二十八一一五三ニ一六一十一七十十八九八七一
2282883128211267263176605971046128112355729799883552
コ

7﹃蠕国語読本﹂︵ハナハト読本︶修正経過

第三期国定読本﹃碍鞘国語読本﹄巻一〜巻十二は大正七年度から学年
進行で順次使用され︑昭和八年から第四期国定読本﹃小学国語読本﹄が

大正十二年六月二十六日︑昭和三年三月十七日︑昭和五年五

十一月七日︑昭和九年八月二十八日︑昭和十年八月十三日
巻十二

月十六日︑昭和六年六月二日︑昭和十二年四月二十日

御

三

メリンス

十月三十一日

十一月三日

これらの原本の﹁もくろく﹂を照合すると︑課名に次の変更があった︒

巻四

第＋九

モスリン

昭和4年
4月23日

学年進行でこれにかわるまで使われた︒﹃縛韓国語読本﹂の文部省原本は

︵ 原 本は未見︶

巻⊥ハ

炭

数回出されている︒発行された回数は巻ごとに差があるが︑現在︑確認

巻一

大正六年十二月八日︑昭和三年九月二十一日

第九

大正13年
4月30日

した原本は次の発行又は修正発行の日付のものである︒

大正六年十二月八日︑昭和三年二月九日

十八

大正9年
3月8日

とある︒

ゲタリ︒

↓︑尚参考トシテ︑昭和七年度使用分中︑新発行又ハ改訂ヲ予期セラ
︐ ル︑書名及ビ箇所ヲ附記シ︑最後三局等小学地理書ノ補充材料ヲ掲

テ︑教授ノ際ノ参考二上スルモノナリ︒

改訂セルモノヲ掲ゲ︑伴セテ部分的二訂正ヲ加ヘタル箇所ヲ摘記シ

並ビニ本省ノ著作二係ル教科書中新二発行セラレタルモノ︑全巻ヲ

一︑此ノ通牒ハ昭和五年度後半季使用及ビ昭和六年度使用国定教科書

凡例に

①国定教科書及本省著作教科書発行訂正通牒昭和六年七月文部省

また︑修正の経過を示す資料は次の通りである︒

号

大正六年十一月二十四日目大正十五年三月二十九日

巻三

大正八年八月二日︑大正十五年十月十五日︑昭和六年八月二十

大正十年四月十四日︑大正十三年四月三十日︑昭和三年二月十

大正10年
4月14日

巻二

巻四

大正九年三月八日︑昭和三年二月二十二日︑昭和四年四月二十

巻五
五日

巻六
昭和七年三月十九日

巻七 大正九年十月八日︑大正十五年十一月三日︑昭和六年十月八日︑

三日︑

昭和九年八月二十九日︵昭和六年の原本の奥付には修正発行の日付の一
つに昭和三年九月二十一日が︑昭和九年の原本の奥付には修正発行の日

巻八

付の一つに昭和四年九月二十一日がある︒︶

大正十一年十二月二十五日︑大正十四年九月十日︑昭和四年

大正十一年六月三十日︑大正十五年四月二十四日︑昭和四年五

大正十年十二月五日︑昭和四年十一月四日︑昭和十年八月十三

七日︑昭和八年五月二十三日

巻九
日

巻十
月十四日

巻十一

焼
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一ぺージの冒頭に﹁昭和九年度使用國定教科書中左記ノ通正誤有之二

又昭和十二年度以降使用ノモノニツキ訂正ヲ加ヘントスル箇所ヲモ

書及本省著作教科書訂正通牒二掲載セル箇所以外ノモノヲ牧録シ︑

二︑此ノ通牒中ノ部分的訂正二面シテハ︑昭和十一年度使用國定教科

教授ノ際ノ参考巨資スルモノナリ︒

文部省重書局﹂とある︒

②昭和九年度使用国定教科書正誤表文部省図書局

③融和九年蔽国定教科書及本省著作教科書訂正通牒昭和九年三月文

なお調べた限りでは修正を指示するものは右の通りであるが︑﹃醤国

とある︒

掲載セリ︒

付教授ノ際注意相成度

部省
凡例に﹁此ノ通牒ハ︑昭和九年度使用國定教科書並ビニ本省ノ著作二

語読本﹄の修正は使用期間中を通して行われた︒巻八については﹁昭和

五ル教科書中新二適確スルモノ︑全巻ヲ改訂スルモノヲ掲ゲ︑併セテ部
分的二訂正ヲ加ヘタル箇所ヲ摘記シテ︑教授ノ際ノ参考二資スルモノナ

り装置によるコンコーダンス作成システムの開発﹄︵研究代表者飛田良

六十三年度科学研究補助金一般研究⑧研究成果報告書﹃光学文字読み取

文︶﹂で明らかにしたが︑他の巻にも修正の指示以外の箇所に修正が行わ

リ︒﹂とある︒

部省

④鯛和＋年紀国定教科書及本省著作教科書訂正通牒昭和十年三月文

れている︒この点については別稿にゆずる︒

正経過におけるわれわれがとった底本の位置を明らかにするためであ

今︑右の資料の①〜⑤までをそのまま転載することにする︒それは修

凡例に

る︒

一︑此ノ通牒監事和十年度使用國定教科書並ビニ本省ノ著作二係ル教
科書中新二爽行スルモノ︑全巻ヲ改訂スルモノヲ掲ゲ︑翠帳テ部分

東京書籍︶に依る︒

﹃聴猷教科書教授法資料集成﹄第十二巻

編纂趣意書2

︵昭和五十八年

ここに転載したものの原本は②〜⑤は直書文庫の所蔵のもの︑①は

的二訂正ヲ加ヘタル箇所又ハ訂正ヲ加ヘントスル箇所ヲ摘記シテ教
授ノ際ノ参考二資スルモノナリ︒

用ノモノニツキ訂正ヲ加ヘントスル箇所ヲ掲載セルモ︑十年度使用

二︑此の通牒中ノ部分訂正二關シテハ︑主トシテ昭和十一年度以降使
ノモノ一一シテ昭和九年度使用國定教科書及本省著作教科書訂正通牒

並ビニ昭和九年度使用國定教科書正誤表二掲載セル個所以外のモノ
モ併セテ牧録セリ︒
とある︒

⑤朔和±年蔽國定教科書及本省著作教科書訂正通牒昭和十一年三月
文部省
凡例に
一︑此ノ通牒ハ昭和十一年度使用國定教科書並ビニ本省ノ著作二係ル
教科書中新二発行スルモノ︑全巻ヲ訂正スルモノヲ掲ゲ︑併セテ部
分的二訂正ヲ加ヘタル箇所又ハ訂正ヲ加ヘントスル箇所ヲ摘記シテ

九七

一

六

︵偶数巻︶

文

訂

正

文

昭和六年七月
︵昭和五年十月ヨリ使用分︶

つト

原
つつ

高輪
なぎなた

たかなは

高輪
長刀

なぎなた

たかなは

薙刀
ぐう

支那の国旗は赤地の上方一隅を
ばう

国旗の色彩が⁝⁝

青にし︑其の中央に十二の光芒

ある白日の形を染め抜きたるも
のなり︒此の赤・青・白の三色
も自由・平等︒博愛の意を表せ
るものなりといふ︒

五十年

巻

醤国語読本
頁
イ丁

文

ハウビ

︵訂正︶

訂

正

︵後期︶ ︵昭和六年十月より使用分︶

原

︵門松の絵︶

わたし

はうび

幅が

はうび

渡し

ほうび

広さが

︵訂正予定︶

文

︵北参道口鳥居の位置変更︶

九十

アルミニューム

一帯

をかしし

十万余本

アルミニウム

一体

をかし＼

主に

三尺六寸長さ一万

万二千五百尺の

五尺三寸余︑長さ二

数時間

四百五十枚

六千尺余りの

︵改訂︶

一帯

中華民国

くわ

支那

つ

凡そ百十余年

捧銃

約百二十余年
つし

捧げ銃

一体

︵印刷機及ビ折畳機︶

二千枚

一両日

重に

十項万本

︵明治神宮内苑平面図︶

八十

ほうび

ホウビ

四三七八絵七二二九五九五四九絵九＿＿四五五絵

①國定教科書及本省著作教科書嚢行訂正通牒

醤国語読本

↓三

五
㌣一〇

四十年

文

四九

一＝
＝三

挿
挿
挿

＿
！ノ
一、＿

〃

〃

／＼
⊂⊃

＝五

＝六

正

︵昭和六年四月ヨリ使用分︶

訂
はうび

︵削除︶

文

︵奇数巻︶

原
ほうび

地︵上欄︶

かっかう

︵上欄︶

カくカう

五十七哩
︵上欄︶

五十六哩

九〃九六五五三
五五
六四三〇一
〃一一〇九五三
ノ＼五一六七ゴー
〃
六三

イ丁

o

∠ノ
ノノ

〃
〃
〃
ノノ
＿
ノノ

〃
〃
〃
〃
ノノ

〃
ノノ

砲

地

蠣国語読本
頁

一ヒ

一

砲

増

五
五
七r 六 六
三 ノ＼ 一

六

五
ノ、

イ丁

〇九ノ「㌧六七五

頁
六三

巻
ノ、
〃

±〃
！！

巻
ノノ

■ノ

〃

九
〃
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巻

頁

糟齠ﾇ本
文
九千万

訂

九千万
北平

正

文

︵昭和七年四月より使用分︶ ︵訂正予定︶

原
八千万

八千万

北京

幽
はうび
︵様式変更︶

文

同

同

一9

蠕國語讃本

野ウサギ

巻九

エチゴウサギ

一創︵上欄へ︶

ニッケル貨

まく

三百萬齢

せり

葉や芹の董

紫色のえ
せり

董や芹の葉

紫色の董

毬十一

巻八

文

つつかい棒

特務兵

原

正

つつかひ棒

特務兵

とくむ

訂

文

昭和九年三月

鯛和九年蔽國定教科書及本省著作教科書訂正通牒

頁

蠕國語讃本

③

白蒔百
銅く萬
貨 以

上

北京

ほうび

︵電報頼信紙︶

マレー

正

︵様式変更︶

はうび

マレイ

マレー

︵水兵の服装︶

ほうび

マレイ

訂

②昭和九年度使用國定教科書正誤表
巻七
文

三十萬八千

十二萬人︑満洲國
八萬八千人

行

七三

原
十八萬五千

七萬人留り支那
一萬人司り

五 三 三

六七ゴノ、

二

Z

＋七
一〇

七 六
七 三 ノ、

四

九四
四二二

鑛國語讃本
頁

同
同

巻

行
灯
七

！、

九

六
七

九

細
軽

五
七
九
＝

搏韓

互吾δ套宍八三芸〃天〃〃 一
上挿 上挿 上
上
欄
欄
二八九絵六四絵八欄六八欄四
三六
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δ〇

風がありましたが
せり

紫色のえ

葉や芹の董
三百萬鯨
ニッケル貨
住まひ︑

訂

︵削除︶

正

文

昭和十年三月

如何︵上欄へ︶

︵鐵道線路一部修正︶

シャベル

正

文

昭和十一年三月

訂

巻

風がありますが
せり

紫色の董

茎や芹の葉

百萬以上

白銅貨

住居︑

文

文

︵十一年度ヨリ訂正︶

原

頁

?齊]本

榑韓

奎

一9

行

行

文

︵十二年度ヨリ訂正︶

原

：：表すものと構せ

金の三色：：ドイツの國旗なり︒﹂

フランスの國旗：：欲して︑黒・赤・

らる︒

三
四

五

八

一二

原

︵同上︶

れうり

料理

食︵上欄︶

︵上方地圖︶

シャベル

料理

④欄＋年濫 國定教科書及本省著作教科書訂正通牒
淫三冠謡本

頁

三萬五千
市

二萬︑戸敷約四千
町

?齊]本

⑤螺土護 國定教科書及本省著作敏科書訂正通牒

頁

何
六
ノ、
ノ＼

五

一

二

得騨

三

四
三
五
ノ、

六
一

三
薯

九
三七三
四ノ、六六二
〃

六

一

九／＼
Zノ！ノ十〃
ノー＼
九
⊂⊃

＝
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950

訂

正

文

：：表すものなり︒

赤地の中央二二の

を書がけるもの

中に黒のかぎ十字

はドイツの國旗に

して︑かぎ十字は

太陽をかたどりて

表したものになり

といふ︒

951
記
後

後
編集の経過と担当者

研究

林大・見坊豪紀︵平成元年三月まで︶・木村

高梨信博︵昭和六十一年七月から主任研究官︶・藤原浩史︵平成

昭和五十九年度から平成元年度まで
主幹 飛田良文 室長 木村睦子︵昭和六十三年十月から︶
員

子︵平成元年四月から︶・高橋美佐︵同上︶・伊土耕平︵平成元年八

元年七月から︶調査員

月から︶

諸外国における大辞典︵千石喬・池上嘉彦・佐藤純一・田島

用例採集のための主要文学作品目録︵飛田良文・清水康行・湯

現代語用例辞典の構想−用例採集法を中心として一︵林
大・飛田良文︶
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3 用例採集のための主要雑誌目録︵飛田良文・高梨信博・見坊豪
紀・荒尾禎秀・村山昌俊・斎藤純子︶
4 用例採集のためのベストセラー目録︵飛田良文・高梨信博・見
坊豪紀・村山昌俊・斎藤純子・瀧本典子︶
5 用例辞典編集作業のためにω口︵見坊豪紀︶

浅茂雄・柏木成章︶

2

宏・石綿敏雄ほか︶

1

十三年九月末日で幕を閉じるまで︑用例を採集する文献の目録を作成す
る作業と︑用例採集の方法についての実験を継続してきた︒その間に以
下の成果が国語辞典編集準備資料として完成した︒
0 国語辞典覚書︵林大︶

隆が︑7は貝美代子が作成した︒
なお︑昭和五十四年度に国語辞典編集準備室が開設されてから昭和六

本書の付録1︑3〜6は木村睦子・高梨信博・藤原浩史が︑2は服部

の作業を助けた︒

おり・吉野美奈子・池上七代・内尾淑美・金田一京子・国久千賀子・佐
藤裕美・杉山裕恵・南條文子・吉田恵理・遠藤真希子・犬飼芳子が︑こ

また︑木下哲生・吉竹孝介・三宅順子・妹尾和子・山川淑子・山下か

和六十一年九月から︶・服部隆︵昭和六十二年二月から︶・久池井紀

中田恵美子︵同上︶・加藤信明︵平成元年三月まで︶・貝美代子︵昭

睦子︵昭和六十三年九月まで︶・瀧本典子︵昭和六十年三月まで︶・

第三期国定読本﹃樽鞘国語読本﹄︵いわゆるハナハト読本︑あるいは白
表紙本︶の総索引作成作業は︑昭和五十九年七月から開始された︒第一
期︑第二期はカードを利用した手作業方式であったが︑第三期は電算機
利用方式に切り換えた︒そのため︑光学文字読み取り装置を利用した総
索引作成システムの開発にかかり︑昭和六十三年三月差は電算機への入

林大・

安部清哉・熊谷康
第三期に関する作業にたずさわったのは次の通りである︒

雄︶の援助があった︒

子・斉藤秀紀・加藤信明・貝美代子︑研究協力者

の開発﹂︵研究代表者 飛田良文︑研究分担者 林大・見坊豪紀・木村睦

見坊豪紀・斉藤秀紀・高梨信博︶︑昭和六十二年置六十三年度は同じく
一般研究㈲﹁光学文字読み取り装置によるコンコーダンス作成システム

﹁国定読本の用語の研究﹂︵研究代表者 飛田良文︑研究分担者

なお︑昭和五十九年・六十年度は文部省科学研究費補助金一般研究㈹

が収録されている︒

この﹁用語総覧4﹂と﹁同5﹂の二巻に含まれる第三期国定読本︑い
わゆるハナハト読本には
見出し語数
一二二三二
参照見出し数
九二一
空見出し︵＊印︶数
三八
用例数
九一九九七

ん︶を刊行する運びとなった︒

二分冊で刊行することとし︑第一分冊﹁国定読本用語総覧4﹂︵あ〜て︶
を平成元年八月に刊行し︑今回第二分冊﹁国定読本用語総覧5﹂︵と〜

方︑国定読本の諸本の調査も精力的に進められ︑昭和六十二年度には実
際に使われた教科書の正確な使用年度を確定する符号のあることが貝美
代子調査員によって解明された︒
昭和六十三年四月からは︑第三期﹁幡鞘国語読本﹂の文脈つき総索引を

力及び文脈つきKWIC索引の出力ができるところまで進んだ︒その一

記

後

記

952

︵平成二年四月十日飛田良文記す︶

7 用語総索引作成のための電算機利用方式︵木村睦子︶
8 スカウト式用例採集の手引き︵見坊豪紀︶
9 スカウト方式による用例採集の実験的試行︵見坊豪紀︶
@外国のコンコーダンス一覧︵木村睦子︶︿未刊﹀
別冊 国語辞典編集準備室所蔵 見坊文庫目録
10

CONCORDANCE 5 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 5 is the result of work done by the Section for Dictionary Research

of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 5 is published as part of the basic research materials to be used for
the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer‑aided concordance making was adopted for the first time in the series of
concordances to Kokutei Tbkuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Tbkuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years

from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 5 covers the third Kokutei Toleuhon, called the Zingy6 Sy6galeu
Kokugo Toleuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes
were used for the six grades, of compulsory education from April 1918 to March 1933.
6. The Zinzy6 Sy6gahu Koleugo Toleuhon was revised several times. The texts chosen for

CONCORDANCE 5 are the earliest versions used in the years from 1918 to 1923, and
are now in the possession of five organs separately.

7. CONCORDANCE 5 covers the latter half of the vocabulary of the third Koleutei
Tbleuhon or words from TO (e) to N (!V); the first half of the words from A (6) to

71E (vC) is covered by CONCORDANCE 4.
8. The number of words and quotations in Concordance 4 and 5 is as follows:

12232 entry words;
921 reference words (second element of compounds);
38 variants (marked by*); and
91997 quotations.
9. Information on the third series Kokutei Tokuhon is explained in the introduction in

CONCORDANCE 4. The appendix in CONCORDANCE 5 contains lists of kana and
Kanzi, explanations of illustrations containing letters, and the process of textbook
revlslon.
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